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要 旨：自然起源放射性物質を含む原材料・中間製品・製品である NORM (Naturally 
Occurring Radioactive Material) のうち、一般消費財は日々の生活圏内に存在し、放射

線被ばくの機会を増やす可能性がある。日本における放射性物質は、「放射性同位元素等

による放射線障害の防止に関する法律」と「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律」の２法令で規制されている。そして、2009 年 6 月には「ウラン又はトリ

ウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」（ガイドライン）が「事業

主が自主管理」を行う際に必要なガイドラインとして策定された。放射線防護の「正当

性」の議論がなされていないままのガイドラインの公示により、日々の生活圏内での無

用な放射線被ばくに対するリスクが適切に管理できるのかに疑問が残る。ガイドライン

の有効性について、海外の法令に照らして検討し、日本における NORM 規制の問題点

を考察した。 
キーワード：ノルム、規制下限値、正当性、NORM ガイドライン、有効性 

 
Abstract: NORM stands for Naturally Occurring Radioactive Material.  The 
existence of NORM as consumer products in our living-environment 
probably raises the opportunity of radiation exposure of us. In Japan, 
radioisotopes are exempted by the criteria in quantity and concentration by the Law 
Concerning Prevention of Radiation Hazards based on the International Basic Safety 
Standards (BSS). Furthermore, when the RI are naturally occurring radioactive 
materials without extraction from ores, their quantity and concentration are limited by 
the law of the Nuclear Reactor and Fuel Regulation Law.  Moreover, “Guideline for 
Ensuring Safety of Raw Materials and Products Containing Uranium or Thorium” 
(Guideline) was taken effect in June, 2009.  By the Guideline, an argument of 
“justification” of the radio-protection is not accomplished.  Furthermore, whether the 
security from the useless radiation exposure in our living-environment can be secured 
by the Guideline is doubt.  By comparing the effectiveness of the Guideline with the law 
of other countries, the issues of regulations of Japan to NORM are deliberated in this 
paper. 
Key words: NORM, BSS, Justification, NORM Guideline, Effectiveness 
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１．はじめに 
NORM（Naturally Occurring Radioactive Material）は、「有意に人工放射性物質を含まな

い、自然起源放射性物質を含む原材料・中間製品・製品」と定義されている。すなわち、天然

放射性物質を有意に含む「鉱石」そのもの、及びその鉱石に含まれるある成分を抽出しそれを

添加して作られた半原料（中間製品）、製品であって天然放射性物質を有意に含むものを指す。

製品の中には、一般消費財（日用

品）も含まれる。ここで、「有意」

とは、自然界に普遍的に存在する

微量の放射性物質から放出される

放射線（自然放射線）以上に放射

線を放出する量の放射性物質を含

む場合を指す。 
天然放射性物質（放射性元素）

は多種類存在するが、一般消費財

NORM に関して主に問題となる

元素は、トリウム（Th）およびウ

ラン（U）である。この 2 元素は、

「系列を作る」元素であり、図１

に例示したウラン系列のように、

「子孫核種」と言われる放射性の

元素に順次壊変し、 後の鉛

(206Pb)以外は放射線を放出する。

親核種（U）の長い半減期のため、

放射能は実質的にゼロになること

はない。Th 系列も同様であり、従 
                          って、Th や U を含む製品は、添

加した放射性物質の量の多少はあっても、実質的に永久に放射線を出し続ける。 
放射性物質の取り扱いは法の規制を受ける。日本には、放射性同位元素の規制を目的とする

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」（以下、「放射線障害防止法」と記

す。）(文部科学省科学技術政策局原子力安全課放射線規制室所管)と原子力基本法の規定に基づ

く「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、「原子炉等規制法」と記

す。）（同省同課原子力規制室所管）の 2 法がある。この 2 法の関係を図 2 の模式図に示した。

例えば、Th や U の子孫核種であるラジウム（Ra；Ra 以下の放射平衡子孫核種を含む。）につ

いて考えると、鉱石から Ra を抽出した場合には放射線障害防止法の規制対象となるか否か、

そして、鉱石のままの場合に原子炉等規制法の規制対象となるか否かが問題となる。すなわち、

天然放射性物質の場合、同一の元素（核種）の使用が両法のいずれかによる規制を受けること

となる。 
 放射線障害防止法の規制対象となる放射性物質とは、その濃度・数量が規制下限値 (BSS; 
Basic Safety Standards) 以上の物質である。この BSS は、国際原子力機関 (IAEA; 
International Atomic Energy Agency) が定めた「これ以下であれば健康影響を心配する必要な

例えば 226Ra の子孫

核種は 13 核種 
(放射平衡にある場

合、全核種が存在す

る。) 

図 1 ウラン系列 
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図２ 放射性物質等の規制法関係模式図 
 
康影響が懸念される可能性が出てくるわけである。BSS は核種毎に決められている。すなわち、

元素毎ではなく、原子番号の違い毎に存在が知られている全ての核種について決められている。

226Ra の場合は、その子孫核種を含めて、図 2 に示した通りである。これに対し、原子炉等規制

法では、鉱石が図２に示した濃度・数量以下であれば、規制の対象とならない。結果として、2
法令の差の部分（図２右図、点線以上であって BSS 以上規制法以下の部分）は、鉱石から抽出

さえしなければ、健康影響が懸念される可能性があるものの、「規制を受けずに使用可能な放射

性物質」ということになる。 
「規制を受けずに使用可能な放射性物質」に該当する主に Th や U を含む「鉱石」は、チタ

ン（Ti）鉱石、モナザイト鉱石など多種類が存在する。その多くが Ti や希土類元素 (レアアー

スメタル) といった工業的に重要な鉱物を含んでいるために利用されている。その結果、工業

的に重要な元素を抽出する際に Th や U が共存する場合がある。あるいはそれらの残渣は、リ

サイクル可能な鉱業資源として低濃度とは言えない量の Th や U を含むことになる。さらに、

産業廃棄物として廃棄する場合にも、ゲートモニターで検出可能な濃度の Th や U を含むこと

となる。一般の廃棄物処分場での作業者に被ばく影響をもたらした Ti 鉱石問題が、日本での

NORM 問題の発端となった（科学技術庁他, 1990）。同様に、世界的な規模で NORM が問題視

され、IAEA が規制を検討するに至った (IAEA, 2007）。 
こうした経過の後に日本においては、2009年6月新たに「ウラン又はトリウムを含む原材料、

製品等の安全確保に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」と記す。）が原子炉等規制法

に基づき公布された。NORM を取り扱う該当企業は、本ガイドラインに従い、自主的に管理し、

安全確保を行うものとされている。該当する NORM は、主に 2 種類に分類することができる。 
1.  鉱工業製品およびその原材料 (Industrial NORM) 
2.  一般消費財 (Radioactive Consumer Products) 

どちらの場合も、原材料の輸入業者、製品の製造者、製造所・販売所等の周辺住民、製品の

使用者、廃棄物処分場の作業者などの被ばくの危険性が検討の対象となる。規制が強まった場

合、1．の場合では製品本来の目的である成分を得るための「鉱石」の使用に支障をきたし、2.
の場合には一般消費財としての製品そのものの存在に影響してくる。1.の場合は、放射性の「鉱

BSS
以 
上 
規 
制 
法 
以 
下 
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石」の使用は本来の目的があることと、各企業の統括団体が被ばくのリスク管理に関する自主

管理制度を設置し会員に遵守を求めていることを勘案すると、NORM に該当するもののそれら

を前提とした使用は妥当と考えることができる。リスク管理は適切に行われ易く、実際に代替

品がある場合には切り替えが行われている例もある。また、2.の場合でも自然にある「鉱石」

を何がしかの目的を持って添加している一般消費財では、通常の方法で使用をしている限り、

被ばく線量はどの立場の人に対しても問題となる値になることはないのも事実である (古田, 
2009)。しかし、2.の場合、放射性物質を添加するメリットとは何なのか実証されている例は多

くはない。また、誤使用の場合はどうなるのかを評価した例も少ない。そもそも被ばくの可能

性のある放射性物質の一般消費財への添加は、ガイドラインに記されているような「鉱石の有

効利用」と言えるのかが疑問である。 
欧州（EU）では、１つ１つの NORM の濃度・数量を調べて判断するのとは別に、添加する

ことに「正当性」があるか否かの判断によって、6 品目について一般消費財 NORM の製造を禁

止している（EURATOM, 1996）。6 品目とは、食料品、飼料、飲料水、玩具、化粧品、個人装

飾品であり、これらには故意に放射性物質を含む鉱石等を添加してはならない。この EU の指

令を受け、現在ドイツなど 6 ヶ国が法律で、一般消費財 NORM の製造・輸入を禁止している。 
ガイドライン公布前に行われた「パブリックコメント」の募集時には、80 件（23 機関・個人）

の意見が寄せられた。これら意見を参考に「ガイドラインは一般市民を被ばくから守るために

充分か」という観点から、日本における NORM のうち一般消費財 NORM (古田, 2009) に対す

る規制の問題点について検討することを、本稿の目的とする。 
 

2. ガイドライン概略 
 ガイドラインは、① 製造事業所における作業者や周辺住民の無用な被ばくの低減化等の安全

確保、② 一般消費財による利用者の無用な被ばくの低減化等の安全確保、を目的としている。

これらの目的を達成するために、6 つのステップに区分してその実施内容を定めている。 
 
 1）対象事業者の特定：「指定原材料」を書き出し、それらを使っている業者に対し、濃度・

数量の目安値を示している。さらに、一般消費財 NORM に関しては、「身体に密着又は近

傍で使用するものか」を尋ねている。フローチャート方式を取り入れ、 終的に NO の場

合は対象事業者ではない。 
 2）放射線量率の測定：対象事業者の義務として、放射線量率の測定を「原則年 1 回行うこと」

としており、測定機の性能や取扱方法が記載されている。測定には特別な資格を要しない。 
3) 被ばく線量評価：外部被ばく線量評価法として、作業者へは NORM への現実的な接近時

間を乗じて、あるいは使用者へは通常利用する位置での正味の線量率を求めたうえで 大

の利用時間を採用して評価する。 
4) 被ばく低減化措置：3）の評価値が年間 1 mSv を超える恐れのある場合には、適切な遮蔽

を行いあるいは分散させるなどにより、被ばく線量を 1 mSv 以下とする。 
5) 情報提供：製品名・製造事業者名、指定原材料等の種類及び原産地（又は加工地）、製品

中の Th や U の放射能の濃度及び数量、Th や U の物理化学的性状、取扱い上及び保管上

の注意事項、その他必要事項を出荷先に情報として提供する。さらに、廃棄の際は、対象

事業者が管理下にあった廃棄物を産業廃棄物として埋立処分することを意図して第 3 者に
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引き渡すとき、引渡し先における被ばく線量が概ね 1mSv/yを超えないことを確認するか、

あるいは廃棄しない。また、一般消費財 NORM に関しては、Th や U を含んでいること、

線量限度を 1mSv/y と併記した上での利用時間あたりの被ばく線量、.利用者の被ばく線量

を低減させるための取扱上の注意事項（利用時間、利用距離等）、.製造事業者名及び連絡

先等の情報を提供する。 
6）記録：測定及び評価の記録を 5 年保存、1ｍSv/y を超える可能性のある作業者への教育の

記録を残す。 
 
さらに、内部被ばくに関しては、マスク・手袋の着用を推奨し、評価については専門機関に

相談すべきことが記載されている。 
 
3. NORM ガイドラインの問題点 
以下に、NORM ガイドラインの内容に係る疑問点を、なぜ問題なのかの考え方とともに指摘

する。 
 

1） 一般消費財 NORM の指定原材料としては、トリウムやウランの含有率の高い鉱石および精

製したトリウムやウランを添加した金属、ガラス等を指定している。この中には、例えば

有名なトリウム鉱石であるゼノタイムが抜けている。ゼノタイムであればいくらの濃度・

数量であっても対象とならないと読めなくもない。指定原材料を明記したことにより、指

定外の原材料の自由使用を認めたことになっていないか。 
 
2） パブリックコメントでは、「人体に密着あるいは近傍で利用される」とした条件が曖昧であ

るとする複数指摘があった。これに対し括弧付きで 1 m 以内と書き足した。これ以外にも、

「放射能の濃度、数量は 1mSv/y 以下を担保するための目安であり、厳密な適用を求める

趣旨ではない」など、曖昧な表現が散見される。この結果「このように解釈した」といっ

た言い訳が成立し、実態的にガイドラインの趣旨が守られない事態になりかねないのでは

ないか。 
 
3） 放射線量率の測定は当初「年 1 回行うこと」と書かれていた。パブリックコメントでは、

原材料が入荷する都度等の措置が必要ではないのかとの意見が寄せられ、「原則年 1 回」と

改定された。しかし、これでは、2 年に一度でも良いと解釈可能となってしまうのではない

か。さらに、測定は、測定器さえあれば誰にでも正しく測定できるものではない。例えば、

放射線取扱施設では「作業環境測定士（放射線の場）」という有資格者が行うことと決めら

れている。測定器は、スイッチを入れれば、故障していない限り何らかの反応はするが、

その値が正しいかどうかは、素人に容易に判断できるものではない。資格を求めない場合、

正しい測定が行えるのか、疑問が残る。 
 
4） 外部被ばく線量評価法は、現実的な接近時間を乗じることとなっており、産業界から歓迎

のパブリックコメントが複数寄せられた。ガイドラインの旧版では、年間 大 24 時間×365
日とすることを求めていた。確かに作業者などに対してはこの時間数は現実的ではない。
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しかし、一般消費財 NORM の使用者の「 大の利用時間」を何時間とするのか、個々の製

品ごとに決められたとして使用者はそれを守れるのであろうか、疑問が残る。守らずに多

く使った使用者が被ばくした場合、「誤使用する方が悪い」と片付けて良い問題であろうか。 
 
5)  製品の情報を伝えることは極めて重要なことである。しかし、仮に「この製品は 0.1 mSv/h

であり、限度値は 1 mSv/y ですから、使用は年間 10 時間以下としてください。」と書かれ

た商品説明書を見て、一般市民がどれだけ正しく理解できるのか疑問である。また「ウラ

ン」であれば分るかもしれないが、「この原材料はトリウムを含む。」と書かれていた場合、

その意味するところは正しく理解されるのであろうか。 
 
6)  パブリックコメントに寄せられた「一般消費財 NORM には正当性がない。」とする意見に

対し、「正当性の考え方は重要であり、…線量限度以下であっても合理的に達成可能な限り

線量を低くすることを原則とし、ALARA の理念を記載している。」とする回答がなされた。

これは図 3 に示した ICRP (International Commission on Radiological Protection)が勧

告する放射線防護の 3 原則（ICRP, 
1977）に基づく議論である。放射

線防護の 3 原則は、放射性物質安全

取扱のための理念であるが、

NORM に関しても「安全」を確保

するためには取り入れられてしか

るべきものである。 
今回のガイドラインでは、第２、 
第３原則は取り入れられているが、

第１原則の「行為の正当化」は取り

入れられていない。パブリックコメ

ントに対する回答は、満足のいくも  
     図 3 ICRP1977 勧告        のではない。 

        
4. 考察 

NORM ガイドラインが公布され、1 mSv/y を守るための自主管理が開始された。しかし、以下の

7 点において、原子炉等規制法に基づくガイドラインは十分ではない部分がある。 
 
1） 何がしかの目的のための原材料がたまたま放射性物質を含んでいるためにNORMの対象とな

った Industrial NORM と、故意に放射性の鉱石を添加して NORM とした一般消費財は、根

本的にその意味が違う。 
 
2）本ガイドラインは、安全確保のために 1mSv/y を担保するというが、 

① 一般消費財に関して NRPB (イギリス放射線防護庁、現在は Health Protection 
Agency) は 10 μSv/y/1 個を指針とすべきであるとしている (NRPB, 1997） 

② IAEA では、NRPB の数倍まで問題無しとしている (IAEA, 1988）。 

ICRP 1997 年勧告 
1. 行為の正当化(Justification) 
  放射線を利用するいかなる行為もその導入(利用)が正

味でプラスの利益を生むものでなければならない。 
2. 放射線防護の 適化(Optimization) 
 全ての被ばくは合理的に達成できうる限り低く保たな

ければならない。（As Low As Reasonably Achievable）
3. 個人に関する線量限度(Dose Limits) 
  個人に対する線量当量は、それぞれの状況に応じて勧告

する限度を超えてはならない。 
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① は、我々の生活圏内に複数個の一般消費財 NORM が存在することを前提とした考え方であ

る。地球上に住む我々は、世界平均で 2.4 mSv/y の被ばくをしているとされている。日本では

さらに、集団検診による医療被ばくが世界平均の 5 倍であるといわれている (鈴木, 2003）。
低線量の被ばく影響に関しては、良い結果をもたらすとするホルミシス効果説 (Luckey, 
1982) と、悪い影響を及ぼすとするバイスタンダード効果説 (菓子野, 2005) の相反する研究

がなされており、結論は出ていない。結論が出ていない以上、不必要な被ばくは避けることが

望ましい。 
 

3）放射線障害防止法では、放射性同位元素等の使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあ

った場合、一般市民（放射線業務従事者以外の者）にあっては 0.5mSv を超えまたは超える恐

れがある時は、想定外被ばくとして届け出なければならない。この場合の放射性同位元素とは、

放射線障害防止法で定義された（BSS 以上の濃度・数量の）放射性同位元素を指しているが、

図 2 模式図に表わした 2 法令の差が、被ばく線量値として規制の定義にも現れている。放射線

障害防止法では 0.5 mSv 以上で届け出が必要であり、原子炉等規制法に基づくガイドラインで

は 1 mSv を考慮すればよい。この差をどう考えるのか、国内法令に矛盾が生じている。 
 
4）正常使用で 1 mSv/y を担保された商品でも誤使用した場合は、1m Sv/y を超える場合も有り得

る。 
 

  5) 日本では 2010 年度より中学 3 年の教科書に「放射線」の項目が掲載されることとなった。し

かし、1970 年代後半から中等教育において放射線に関する教育が行われなくなったため、商

品に放射線源などの記載がなされ年限度値が示された場合であっても、使用者がこれを正しく

理解できるとは限らない。すなわち、使用者が理解できずに無用な被ばくをする可能性がある。 
 

6) 鉱石の「有効利用」を謳う以上その有効性を消費財毎に証明すべきであるが、それが全ての製

品について充分におこなわれているとは必ずしも言えず、それを求めている放射線関連法令も

ない。 
 

7）放射線防護の 3 原則のうち、放射線防護の 適化 (ALARA の理念)及び個人に関する線量限度 
の２原則のみ取り入れ、行為の正当化が取り入れられていない。文部科学省からの伝聞ではあ

るが、一部外国では 10 mSv/y を NORM の限度値としたところもあり、これらの一般消費財

が輸入されてくる可能性があると聞く。こうした状況下においては尚のこと、行為の正当化に

関する議論を行うべきである。 
 
5. まとめ 
地球資源である「鉱石の有効利用」は大切であると考えるが、一般市民の理解が不十分な状態の

ままで一見選択権を与えたかのような「ガイドライン」の公布は、産業界には「自主管理」として

歓迎されるものであったとしても、一般市民にとっては生活圏内に放射性物質が堂々と存在するき

っかけを与え、リスク管理を難しくすることになりかねない。一般消費財 NORM は、「正当性」の

議論を行うべきであり、それが難しい場合は放射性物質を含むことによるリスク以上の有効性の証
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明を義務付けることを強く望む。 
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