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要旨：天然の放射性物質を含んだ日用品（NORM）は、生活圏内に多数存在する。これ

ら日用品は、ホルミシス効果、マイナスイオン効果、遠赤外線効果などを謳った、健康

に良いとされる商品である場合が多い。これらの効果は、その商品独自に調べられてい

るケースは見受けられず、一般論にすぎない。すなわち、個々の NORM の有効性やリ

スクの評価は充分になされていない。これら NORM に含まれる放射性物質の量および

濃度は、国内法に照らした場合、ほとんどの商品が違法性はない。しかし、例えば日本

では、EU における放射性物質添加禁止対象品目である化粧品の一部が NORM である。

放射性物質を添加する必要性があるのか、使用による危険性は問題となる水準ではない

のか等、NORM は存在の正当性の議論をすべきである。 
キーワード：放射性コンシューマプロダクト、ノルム、リスク評価、内部・外部被ばく、

正当性 
 

Abstract：There are lots of radioactive consumer products (RCP), which contain 
radioactive materials, in our living space.  When the radioactive sources in RCP are 
natural materials, they are called NORM (naturally occurring radioactive 
materials).  Recently many NORM are sold through the Internet.  In Japan, these 
NORM claim hormesis effects, minus-ion effects, infrared-ray effects and so on. 
Makers claim these products are healthful for users.  I found that their home pages 
(HP) are linked to one HP which presents the effects of irradiation by low energy 
γ(X)-ray on cells and/or small-size animals.  However, the effects that people 
consider healthful have not been examined with the products themselves; the idea 
that these effects are indeed healthful is generally accepted by the public, though no 
actual evidence for each product exists.  Almost all these products have no problems 
legally.  However, some of them, for example, cosmetics prohibited in the EU 
because they contain radioactive materials, are accepted as NORM in Japan.  There 
are no prohibitions to add radioactive materials to products in Japan.  There are 
only density and quantity limits when adding radioactive materials to consumer 
products.  Do these products need the addition of radioactive materials?  Is there 
any risk to people from radiation exposure by normal use or misuse?  We need to 
discuss the presence of these products, the risk and their justification. 
Keywords: Radioactive consumer product、NORM、Estimation of risk、Internal and 
external  exposure、Justification 
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1．はじめに 

1896 年、放射線を放出する放射性物質 (鉱石) がベクレルにより発見されて以来、放射性

物質は種々の目的のために、生活圏内において使われてきている。放射性物質を含む日用品

は、放射性コンシューマプロダクト（Radioactive consumer product: RCP）と呼ばれ、長い

歴史を持つ。例えば、キャンプ・登山用品のガスランタン用マントルは RCP であった（宮原

諄二,2005）。マントルは、Carl Auer von Welsbach が 1885 年に特許化したものである。当

時は成分の分析が完璧ではなかったが、後に天然放射性同位元素のトリウム（Th）が含まれ

ていると判明した。この Th による白熱光が有効であると長い間信じられてきたが、近年にな

り、他の希土類元素で代用できることが判明した。現在ではイットリウム（Y）が Th に変わ

って使われている例が多くなり、ガスランタン用マントルは RCP ではなくなりつつある。 
近年、この例のように放射性物質を使う必要がない場合、非放射性の物質に変えようという

動きがある。これは、国際放射線防護委員会（International Commission on Radiological 
Protection：ICRP）が提案した「放射線による被ばく影響は出来うる限り低くすべきである」

とする「アララ」(As Low As Reasonably Achievable: ALARA)の理念に基づく動きである。

この考え方は、イギリス放射線防護庁（National Radiological Protection Board：NRPB, 現
在の Health Protection Agency）の「1 個の RCP からの被ばく線量は 10μSv/年以下に抑える

ことが望ましい」とする指針に反映されている(NRPB 1997)。これに対し国際原子力機関

（International Atomic Energy Agency ：IAEA）は、1 個の RCP からの数十 μSv までの被

ばくは問題ないとする考えを示している(IAEA 1988)。 
一方、1978 年 T.D. Luckey は、ホルミシス効果の概念を発表(Luckey 1982)し、生物に対し

て通常有害な作用を示すものが、微量であれば逆に良い作用を示す生理的刺激作用を提唱し

た。これを受けて、電力中央研究所などが低線量被ばく影響評価に関する研究を多数行って

きている（酒井一夫他、2006）。しかし、ここで用いられている研究手法は、小動物あるいは

細胞に γ線（X 線）を外部照射する方法である。微量の放射性物質による α線、β線などによ

る連続被ばくの影響は研究されてきていない。放射性物質を人体に直接用いた例としては、

治療を目的としたラジウム（Ra）の頭皮への塗布例があり、後に人体内部への浸透が認めら

れ（Wyard et. al.,1955）、この治療は中止された。さらに、この治療を受けた人が 50 年後に

皮膚癌になった報告例がある（Rajaratnam et. al.,2006）。 
現在の日本では、健康に良いとする天然の放射性物質を含む日用品が相当数存在する。RCP

の中で特に、その放射線源が天然放射性物質であるものを NORM（Naturally Occurring 
Radioactive Materials：NORM）と呼ぶ。これら NORM の中には、外見からは判断するこ

とが出来ないものの、放射線測定器に強く反応する量の放射性物質を含む日用品もある。こ

うした RCP または NORM の存在は、法的に問題ないのか、法的に問題ないとすれば、被ば

く線量も問題ないのかといった疑問が生じる。 
本報告は、過去に行われてきている著者による研究をまとめたものであり、代表的な RCP

（NORM）に含まれる放射性物質の種類、濃度を示すとともに、そこから受けるリスクの評

価結果を示すことにより、これら放射性物質を含む日用品が示す問題を提起することにある。 

2．実験方法 

2.1 試料および測定 
 本報告で取り上げた試料一覧を表１に示す。表１にはここに代表する試料以外の試料の測定、

評価結果を示す参考文献も示した。各々の試料の代表性、同種試料の評価結果などについては、

各論文を参照していただきたい。対象とする試料は、全 12 種類とし、製造者側が主張している

効果等の特徴を記載した。 
 試料は Ge 検出器用容積標準線源（60Co,137Cs）と同一のプラスチック製 U8 容器に入れ、HPGe
検出器（CANBERRA:GC3518）を用いて γ 線を測定した。得られたスペクトルは、マルチチ
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ャンネルアナライザー（CANBERRA:Gemine-2000）と付属ソフト（CANBERRA: LabSOCS）
を用いて解析した。装置の性能は 60Co の γ線 1333 keV に対する相対効率 35％、エネルギー分

解能 1.8 keV である。測定時間は、試料の γ線強度に応じて 1～96 時間とした。 
 

表１ 試料および特徴 
試料 No. 試料名 特 徴(効果等) 参考文献 

1 ジェル 
2 

化粧品 
粉白粉 

放射線ホルミシス効果 古田他 2008 

3 壁紙 マイナスイオン効果 
4 

建材 
タイル ラドン温泉効果 

古田他 2007c 

5 靴箱脱臭剤 脱臭効果 
6 靴の中敷 遠赤外効果 

古田他 2007b 

7 車関連商品 燃費向上効果 古田 2007a 
8 枕 健康増進 古田他 1999 

9 
Ni-MH 水素吸蔵合金： 

メタルマッチ 
蓄電池： 

着火(大型ライター石) 古田他 2003 

10 ガスランタン用マントル 白熱光 古田他 2000 
11 光学顕微鏡(眼鏡) 高屈折率低分散レンズ 古田他 1998 

12 
七宝焼き釉薬 

(黄、濃赤オレンジ) 
ウランガラスの 
見た目の美しさ 古田 1994 

 
2.2 リスク評価方法 
2.2.1 外部被ばく線量評価   

皮膚表面の局部外部被ばく線量率 Dex〔μSv/h〕は、次式（１）を用いて算出した（Knoche 
1991）。 

Dex＝∑
n
ΓE･Aｎ･10-6･d-2

                 （１） 

            
ただし、ΓE は、全身被ばくの算出には実効線量率定数を、皮膚表面の局部被ばくの算出には皮

膚等価線量率定数〔μSv･m2/MBq/h〕（古田悦子他 2007b）を用いた。Anは核種 n の放射能〔Bq〕､
ｄは試料と人体表面の距離〔m〕を表す。ここで用いた皮膚等価線量率定数は、β線、γ線とも

に 2π方向のみを対象とし、国際放射線防護委員会（ICRP）の Publication74 Table A 14 （ICRP 
1998)に記載された皮膚吸収線量 DT/KA（DT：臓器の平均吸収線量、KA：自由空気中の空気カ

ーマ）のうち、前方から後方への照射ジオメトリー（AP）を使用した。ｄは、一般的な使用法

に基く値としたが、化粧品の場合は国際放射線単位・測定委員会（ICRU）による皮膚等価線量

評価深さである 70μm とした。 
 
2.2.2 内部被ばく線量評価 
試料 No.3 のマイナスイオン壁紙から放出される気体の放射性物質ラドンによる内部被ばく

線量率 Din(μSv/ｈ) は、「ピコラド」を用いた実測値を次式（2）に代入して算出した。 
 

Din= k×e×MA                  (2) 
 
ただし、k はラドン平衡等価濃度に対する実効線量換算係数、e は室内平衡ファクター、MA（Bq/
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ｍ3）は実測によるラドンの単位体積当たりの濃度を表す。国連科学委員会 2000 年報告

（UNSCEAR 2000)において支持された実効線量換算係数ｋ＝9×10-3 μSv/ (Bq･h/m３)、及び平

衡ファクターe=0.4 を用いた簡易評価とした。また、試料 No.7 の枕からのラドンは、ラドン測

定器「シンチレーションルーカスセル」を用いて実測した。 
 化粧品の場合、核種毎の残留量〔Bq〕から被ばく線量〔Sv〕への換算は、簡易内部被ばく線

量評価コード（Internal Dose Easy Calculation code: IDEC Ver.1.0）(日本原子力開発機構 

2000)を用いた。IDEC による計算条件として、使用者は一般の女性、使用開始年齢は 40 歳、

連続使用(摂取)10 年とした。ただし、放射能は 10 年間各化粧品を使用し続けた場合の総放射能

量〔Bq〕を一度に摂取したと仮定して、内部被ばく線量を算出した。全ての化粧品の経皮摂取

は、血液への注入とみなした。ただし、血液への注入率は、γ線測定から求めた水溶成分の 1％
とした（Wyard 1955）。経皮摂取後の全身、骨表面、肝臓、腎臓、全肺の内部被ばく線量を算

出した。粉白粉についてのみ、吸入摂取も考慮し、使用量の 0.1％による全肺への内部被ばく線

量を算出した。吸入摂取時の呼吸気道から血液への移行は、比較的不溶性の遅い吸収速度であ

るタイプ S とした。エアロゾルとしての粒径は 2.5μm の対数正規分布とした。 

３．結果および考察 

 図１に、試料 1 の化粧品:ジェルの γ線スペクトルを示す。1 時間の測定により多数の γ線の

放出が確認された。γ線放出に先立ち、多種類の α線、β線が放出されている。他の試料におい

ても、強度の相違はあるものの、同様のスペクトルが得られ、試料 No.9 のメタルマッチを除く

全ての試料の放射線源は、天然放射性物質のトリウム（Th）系列およびウラン（U）系列であ

った。本研究対象の試料は、全て NORM 製品であった。 
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図１ ホルミシス化粧品（ジェル）の γ線スペクトル HPGe による 1 時間測定 

 
 表２に各試料の Th(U)量に換算した場合の、放射性物質の濃度を示す。Th(U)系列が、全て

放射平衡に達しているとして計算したものである。全試料において、NORM として、核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に触れることはなかった。試料 No.9 のメ

タルマッチのもとである Ni-MH 水素吸蔵合金は、セリウム（Ce）とランタン（La）の合金（ミ
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ッシュメタルと表示される場合もある）であり、La の 0.09％は放射性の 138La であるため、自

動的に NORM になる。また、試料 No.12 はウランガラスの美しさを利用した商品であり、他

の試料と異なり、U 系列の核種のみが含まれていた。 
 

表２ 試料の放射能濃度 (Bq/g) 
試料 No. トリウム系列 ウラン系列 その他の核種 

1 44 15  
2 68 13  
3 1 1  
4 220 4  
5 460 88  
6 17 2  
7 160 33 (40K) 
8 33 4  
9 0.3 － 138La：0.3 

10 330 －  
11 170 －  
12 － 690  

 
 各試料からの単位時間当たりの被ばく線量評価値を表３に示す。ここに示した各代表試料の

使用形態に合わせたシナリオに基づく算定値を示している。2,000 時間とは、年間労働時間に相

当し、これら日用品の製造に携わる労働者の年間被ばく線量を示している。 
 

表３ 試料からの被ばく線量評価値 

試料 No. 外部被ばく 
（μSv / h） 

年間外部被ばく 
（ｍSv / 2000時間）

内部被ばく 

1 0.2 0.4 骨：60 μSv / y 
2 6×10-2 0.1 全肺：5.5mSv / y 
3 1×10-2 2.0×10-2 ラドン濃度 : 34 Bq / m3 
4 0.1 0.2 － 
5 2 4 － 
6 8×10-6 1.6×10-5 － 
7 2.3×10-3 4.6×10-3 － 
8 0.26 0.5 ラドン濃度 : 79 Bq / m3 
9 １ 0.2 － 

10 0.7/１pack 1.4 
着火時 228Ac,212Pb,212Bi,208Tl が

飛散 
11 ９ 18 － 
12 40（β線） 80（β線） － 
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外部被ばくでは、放射線源からの使用距離が極めて近くなる顕微鏡の接眼レンズ (古い高級

眼鏡やカメラのレンズ) による被ばく線量評価値が高かった。しかし、一般公衆の皮膚表面に

おける限度値が 50 mSv であることから、いずれの試料の場合も、限度値に比べ極めて低い被

ばく線量となった。すなわち、正常な使用方法を守っていれば、どの製品も「リスクがある」

と表現する必要はなかった。放射性物質の一部が体内に進入する可能性のある内部被ばく評価

値も同様に、低かった。 
しかし、WHO によれば、肺がんの危険因子の第 2 位はラドンであり（WHO 2005）、ラドン

濃度が確実に上昇する日用品もあった。日本家屋における屋内ラドン濃度は 15.6 Bq/m3と世

界算術平均 40 Bq/m3に比べ低い (WHO 2001)。通気性が優れていることが日本家屋の特徴で

あるはずであるが、これを損なう可能性のある日用品が健康に良いとして売られているわけで

ある。さらに、ホルミシス化粧品の粉白粉は、その粒径が極めて小さいもの (Particulate Matter 
2.5: PM2.5) も多数存在し、肺深部への浸入が起こりうる (新田 2001) ことが確かめられてい

る (古田 2008)。10 年間の使用による全肺への年間内部被ばく線量は 5.5 ｍSv と評価された。

しかし、これが吸入による局部的な内部被ばくとなった場合には、肺深部が α 線による局部的

ダメージを受ける可能性が出てくる (小出 2004)。 

４．RCP および NORM における問題点：正当性とリスク評価 

 生活圏内に相当数の RCP が存在する。先に示した試料 No.9 のメタルマッチやテレビのブラ

ウン管（土屋 1985）のように、原材料に天然放射性同位元素が含まれている元素を使用するた

めに自動的に RCP となったものもある。これらは、避けようのない、または誤使用の起こり得

ない商品であって、被ばく線量評価値が低いことが確かめられている場合、RCP であることを

問題視する必要性はないと考えられる。 
 一方、ここに紹介した NORM の一部は、健康に良いなどの謳い文句のもと、意図的に天然放

射性同位元素を添加したものである。これらは、避けることが出来る商品であり、一般の使用

法を逸脱した使用または誤使用が起こり得る商品である。特に人体に密着した状態で使う健康

効果を謳っている NORM は、添加の必要性に疑問が残る。なぜならば、低線量放射線による被

ばく影響については未だ不明な部分が多く、かつ、個々に被ばく線量評価がなされている商品

が極めて少ない。すなわち、添加の正当性が証明されていない。極めて科学的に聞こえる「～

効果」が、実は実証されていないという事実にも注目すべきである。 
欧州原子力共同体（EURATOM）の放射線防護指令書（EU 1996）には RI の添加を禁止す

る対象が 6 品目あげられており、ドイツを始め 6 カ国が憲法で添加禁止対象品目を指定してい

る。その対象とは、食品、飼料、飲料水、玩具、装身具と化粧品である。これらは、一商品毎

にリスク評価を行ったわけではなく、一般論として、添加する正当性がない、という考え方に

より指定されている。 
一方、日本では一商品毎にリスク評価を行うこととされている (研究炉ガイドライン 2006)。

目に見ることの出来ない放射線の放出は、放射線測定器による測定以外には感知できない。

NORM を個々に被ばく線量評価する方法では、発見されない NORM であって放射性物質の濃

度が高いものが存在する可能性を否定できない。低線量放射線による被ばく影響が明らかとな

るまで市場に放置するのではなく、EU のように添加することに正当性があるかないかの判断

により、添加禁止リスト作成の法整備が望まれる。 
人工の放射性物質を使用する場合、「放射線障害防止法」により使用量、濃度の厳しい規制を

受け、多くの場合特殊な使用施設が必要である。一方、天然の放射性物質の場合は、「石」や「空

気」に含まれているため、「放射線障害防止法」の中では規制値が緩い。特に Th,U の場合は、

規制する法律が「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」になる。「放

射線障害防止法」と比べた場合、ずっと規制は緩い。しかし、「石」等から一部の放射性物質を
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取り出した場合は、「放射線障害防止法」の範疇に入り、厳しい規制を受ける。この厳しい規制

は、BSS (Basic Safety Standards) と呼ばれる。BSS は、IAEA が作った人に対する被ばくを

勘案した安全基準である。BSS の何十倍もの濃度の放射性物質が、天然物質であるという理由

だけで自由に添加された日用品が生活圏内に存在しているわけである。法律により添加を禁止

しない限り、NORM の存在を取り締まることは難しいと考えられ、法整備が望まれる。 
さらに 近では、「放射線誘発バイスタンダード効果」の研究もなされている。これは放射線

の種類により、照射された周囲の、あるいは離れた部位の照射されていない細胞があたかも照

射されたような反応を示す(リスクを受ける)現象をさす。既に数例の報告がなされており(小林

2008)、この研究は未だ確立されたものではないものの、リスクが思わぬところに潜んでいる可

能性を示唆している。 
放射線は、病気診断や治療、癌細胞の死滅、滅菌殺菌等に有効利用されている。他に代替手

段のない場合、放射線を有効に利用することは、推進すべきであると考える。しかし、正当性

のない、リスクなのか否かが判然としない状態での放射性物質の使用は避けるべきである。 
 生活におけるリスクは、放射線についてのみ存在するわけではない。化学物質など他分野と

協同したリスク評価が重要であるとする活動が始まってきたところである。この活動を後押し

する意味で「安全」を教育として取り上げ、生活リスクの総合的評価法を確立すべきである。

今後ますます、総合的なリスク評価と安全教育が重要になると考えられる。 

5．まとめ 

  天然放射性物質が添加された日用品（NORM）が、私たちの生活圏には多々存在する。これ

らは、健康を増進するなどと有効性が科学的用語を用いて説明されている場合が多い。しかし、

個々に必ずしも充分な実証がなされたものばかりではない。さらに、放射線教育を受けてきて

いない多くの使用者には、個々の NORM がリスクなのか有効利用なのかの判断がつかない。

NORM は、放射線障害防止法に定められた放射性物質を扱うための安全基準（BSS）をはるか

に上回る天然放射性物質を含む場合が多い。他に代替手段のない場合の放射線の有効利用は推

進すべきであるが、有効性がリスクを上回るのか否かの判断が付けられない放射性物質の利用

は避けるべきである。NORM を個々に被ばく線量評価する方法では、発見されない NORM で

あって放射性物質の濃度が高いものが存在する可能性を否定できない。欧州で実施されている

ように、正当性があるかないかの判断による放射性物質添加禁止リストの作成が望まれる。こ

うしたリストが法律上作られてはじめて、NORM の製造を規制することが可能となる。さらに、

実生活でのリスクを正しく理解するために NORM 等を含め、生活圏における総合的リスク評価

と安全教育が今後重要である。 
 

参考文献: 

1. EU: Council Directive 96/29/EURATOM, Official Journal of the European 
Community(L159) ｐ.7（1996）. 

2. IAEA: Principles for exemption of radiation sources and practices from regulatory 
control. IAEA Safety Series No89 pp.1-23, Vienna (1988) 

3. Knoche, H.E.,: Radioisotopic Methods for Biological and Medical Research, p340(1991), 
Oxford University Press, New York. 

4. Luckey, T.D.: Physiological benefits from low levels of ionizing radiation, Health Phys., 
43, 771-789 (1982). 

5. NRPB-M836: Exemption levels for radioactive material added to consumer products 2, 
National Radiological Protection Board, Chilton Didcot UK,（1997） 

6. Rajaratnam, R., Balasubramaniam, P. and Marsden, J.R.: Thorium X and skin cancer: 



日用品に含まれる放射性物質のリスク評価と存在の問題点 

化学生物総合管理 第 4巻第 2号 (2008.12)  146-153 頁 

連絡先：〒112-8610 文京区大塚 2-1-1  E-mail: furuta.etsuko@ocha.ac.jp 

受付日：2008 年 12 月 15 日  受理日：2008 年 12 月 26 日 

 

153

still a problem in the 21st century. Clin. Exp. Dermatol., 32, 125-126 (2006). 
7. WHO Regional Publications, European Series No91, Air quality guidelines for Europe, 

Chapter 8.3, Radon(2001). 
8. WHO Fact sheet No.291, Radon and cancer (2005). 
9. Wyard, S.J., Nightingale, M.A. and Austin, I.G.: Radiation hazards in the use of thorium 

X for skin therapy. Br. J. Radiol., 28, 274-278 (1955). 
10. UNSCEAR 2000 REPORT Vol.1、“Source and effects of ionizing radiation” V(I)、Annex 

B:153. 
11. “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算計数” ICRP、Publication 74：日本ア

イソトープ協会訳、ｐ194、ｐ223（1998）、日本アイソトープ協会、東京. 
12. 小出裕章;第 99 回原子力安全問題ゼミ,原子力安全研究グループ（2004）. 
13. 小林泰彦；日本保健物理学会シンポジウム、2008 年 10 月 31 日 
14. 研究炉等安全規制検討会技術ワーキンググループ資料 22-5、自然起源の放射性物質を含む

物 の 利 用 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 案 ) ， 平 成 18 年 1 月 23 日 ， 

http://www.nucmext.jp/news/siryou/kenkyu22/20060124_03e.pdf 
15. 酒井一夫編：低線量放射線生体影響評価、電中研レビュー53, 2006. 
16. 土屋武彦、法村俊之、山本久夫、畠山智，CRT から放出される放射線量，保健物理，20，

279-284 (1985) 
17. 新田裕史：環境問題基礎知識、国立環境研究所ニュース、20(5)、8-9（2001）. 
18. 日本原子力開発機構：簡易内部被ばく線量評価コード IDEC Ver.1.0(2000) 
19. 古田悦子：放射性コンシューマプロダクトの一例、ある七宝焼き釉薬、Radioisotopes、43(3)、

142-146（1994） 
20. 古田悦子、油井多丸：放射性コンシューマプロダクトの線量評価－光学顕微鏡、

Radioisotopes、47(12)、920-925（1998） 
21. 古田悦子、油井多丸：放射性コンシューマプロダクトの線量評価－枕、Radioisotopes、48(2)、

107-112（1999） 
22. E. Furuta, Y. Yoshizawa and T. Abrai: Comparison between radioactive and 

non-radioactive gas lantern mantles, J. Radiological Protection, 20, 423 (2000) 
23. 古田悦子、油井多丸、西澤邦秀、ミッシュメタル含有放射性核種からの線量評価、日本放射

線安全管理学会誌、2（1）、26-32（2003） 
24. 古田悦子、車関連商品含有放射性同位元素-放射線コンシューマプロダクトによる被ばく線

量評価、日本放射線安全管理学会誌、6(1）、31-36（2007a） 
25. 古田悦子、横田繁昭、油井多丸、吉沢幸夫：放射性コンシューマプロダクトである靴用脱臭

材の線量評価、Radioisotopes、56(8)、443-453（2007b） 
26. 古田悦子、森田裕子、吉沢幸夫、内装建材による内部・外部被ばく線量評価、日本保健物理

学会誌、42(4)、341-348（2007c） 
27. E. Furuta, H. Nakahara, Y. Hatsukawa, H. Matsue and H. Sakane, Neutron Activation 

Analysis of Trace Elements in Japanese Hormesis Cosmetics, J. Radioanal. Nucl. Chem., 
278(3), 553-557（2008a） 

28. 古田悦子、中原弘道、ホルミシス化粧品から受ける放射線被ばく線量評価：日本保健物理学

会誌、43(4)、341-348（2008b） 
29. 宮原諄二：朝日選書「白い光」のイノベーション―ガス灯・電球・蛍光灯・発光ダイオード、

朝日新聞社、2005． 
 


