講演再録

原子力バックエンド研究

Vol.14 No.1

自然環境中のウラン −環境中ウラン濃度とウランのクリアランス・レベル−
下道國*
ウランの利用とその廃棄にあたっては，ウラン自体の壊変に伴う放射線に常に留意しなければならない．自然環境中
における天然ウランの濃度やその放射性特性としての影響の実態，ならびに様々な状況における現行および現在考えら
れている規制に向けた数値について概略を述べ，ウランに対する理解の一助としたい．
Keywor ds: ウラン，自然環境，濃度，健康影響，規制レベル、クリアランスレベル
When we use uranium and dispose of it after use, the attention must be paid always to the radiation with the radioactive decay of
uranium itself. The concentration of natural uranium in various environments, the health effect due to the nuclide of uranium series
and the present and proposal regulations for uranium on the various situations are described in this paper.
Keywor ds: ur anium, natur al environment, concentration, health effect, regulation level, clear ance level

１ はじめに

２ ウランの諸特性と環境中のウラン

現在，地球上に存在する元素は，そのほとんどが地球の

2.1 ウランの諸特性

誕生と共につくられた．これら元素の地球上での分布は，

天然ウランには，ウラン系列に属する U-238 と U-234，

地層や地質を反映して地域による偏りはあるものの，地殻

およびアクチニウム系列の U-235 の３核種があり，これら

中や海水中に普遍的に存在しており，ウランもその例外で

の半減期は，それぞれ 44.7 億年，24.6 万年，7.04 億年で

はない．ウランには多くの同位元素があるが，原子力の利

ある．また，その存在比は重量比で 99.3%，0.0053%，0.711%

用にともなって生成されるウランを除くと，いわゆる天然

であるが，この存在比の違いは地球の年齢を反映している

ウランとして，U-238，U-234，および U-235 の３核種が

と理解されている．Table1 には天然ウランの核データを，

自然環境中に存在する．これらのウランは古くから利用さ

また Table2 には諸物性を示した．なお，U-234 は，親核種

れており，たとえば，神秘的な雰囲気をかもし出す暗緑色
のウラングラスや，入れ歯である陶歯の発色材などがある．
近年では，重金属としての物理・化学的利用もあるが，最
も重要となっているのはその核分裂性に着目した原子炉
の燃料である．
ウランの利用に当たっては，ウラン自体の壊変に伴う放
射線につねに留意しなければならず，また，その廃棄処分
に当たっても同様である．放射線の物理作用は，云うまで
もなく人工放射線でも自然放射線でも同じである．その生

Table 1

Char acter istics of natur al ur anium（after ref.2）

核種

半減期
(y)

天然存在比
(wt%)

比放射能
(Bq/gU)

放射能割合
(Bq%)

U-234

2.46✕105

0.0053

1.24✕104

48.88

U-235

2.46✕108

0.711

5.74✕102

2.25

U-238

2.46✕109

99.2837

1.24✕104

48.88

体への影響も，原子力・放射線利用であれ，医療の利用で
あれ，環境に存在するものであれ，同じである．したがっ

Table 2

て，放射線防護においてもそれらを区別するのではなく同

Physical pr oper ties of ur anium

項目

等に扱うのが基本と考えられ，また，すでに存在している

記

事

密度

19.050 g/cm3

融点

1,132.3 ℃

も関連するが，受け手側の状況によって益（たとえば，癌

沸点

3,800 ℃

細胞の死滅）であったり害（発癌など）であったりする．

熱容量

27.8 J/K・mol(298.15K)

この小論では，自然環境中の天然ウランの放射線特性を

熱伝導

27.6 W/mK(300K)

電気抵抗率

30.0✕10-6 Ωcm

ウラン鉱

センウラン鉱、ニンギョウ石、
リンカイウラン石など

ウラン鉱石の
化学組成

SiO2 66%, TiO2 0.46%, Al2O3 15%,
Fe2O3 5.3%, CaO 1.5%, MgO 0.42%,
Na2O 2.4%, K2O 3.4%, U3O8 0.50%

化学毒性

腎臓を侵す（40 mg, 600 Bq 相当、
cf 年摂取限度 2,000Bq）

放射線であっても，これからの利用に伴う放射線であって
も同じである．しかし，それによる結果は，放射線強度に

中心にその濃度や影響の実態ならびに規制について概略
を述べ，ウランに対する理解の一助としたい．
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Decay scheme of U-238 and U-235 ser ies

の U-238 が存在しなければ，その半減期から計算して地球

には，花崗岩質に多く含まれる傾向がある．その濃度分布

年代的にはきわめて短い時間で消滅してしまい，また逆に，

については，ウラン廃棄物の処分及びクリアランスに関す

生成されて数十万年にも満たない新しい地層では U-238

る検討書[2]に詳述されているが，概要は以下のとおりで

の壊変に伴う U-234 の生成量が少なく，両者間で放射平衡

ある．U-238 についてみれば，土壌中の濃度については，

に達していないのが普通である．

全世界では 0〜0.69 Bq/g（中央値 0.035 Bq/g）であり，わ

天然ウランによる人の健康影響を考える場合は，金属毒

が国では 0.002〜0.059 Bq/g（平均値 0.029 Bq/g）である．

性と放射性毒性の両方に留意しなければならない．ウラン

岩石中の濃度は，火成岩では 0.00037〜0.059 Bq/g，堆積岩

の健康への影響に配慮する体内への摂取限度は，放射性毒

では 0.019〜0.044 Bq/g である．また，コンクリート中の

性ではなく金属毒性によって決められているが[1]，ここ

濃度は 0.033〜0.44 Bq/g，その構成材のセメントでは 0.041

では放射性毒性を取り上げる．放射性毒性では，主として

Bq/g，さらに砂で 0.011 Bq/g である．また．金属材料中の

α線とγ線に留意すればよい．被曝の形態としては，α線

濃度では，アルミニウムで 0.008〜0.01 Bq/g であるが，他

放出核種は吸入・経口摂取による内部被曝であり，γ線放

の炭素鋼，ステンレス鋼，銅，鉛などはそれより２桁ほど

出核種では外部被曝が主である．U-238 と U-235 の系列核

低い値が報告されているが，いずれもその程度の値と認識

種を Fig.１に示したが，同図から U-238 は，その系列の最

しておいてよい．これら様々な物質中のウラン濃度を

終安定核種である Pb-206 に達するまでの間に，α壊変を 8

Fig.2 にまとめた．同図の横軸は，ウランを含む物質 1 g

回，β壊変を 6 回繰り返す．その中のα線放出核種は，

当たりの放射能[Bq]，およびウランを含む物質 1 g 当りの

U-238，U-234，Th-230， Ra-226，Rn-222，Po-218，Po-214，

ウラン量[g]で表したが，
1 Bq/g は 1.2×10-4 g/g に相当する．

Po-210 と多いが，とくに留意しなければならない核種は，

すなわち，わが国のありふれた土壌のウラン濃度は，およ

希ガスとして空気中に出てくる Rn-222 ならびにその短寿

そ 0.03 Bq/g であるから，それは，10 トンの土を積載した

命壊変生成核種の Po-218，Po-214 である．一方，γ線放

ダンプカーの土にはウランが 40g 弱含まれていることを

出核種として配慮しなければならないのも，Rn-222 より

意味している．

先の Pb-214 と Bi-214 である．なお，U-235 の系列核種は

また，ウラン鉱床として世界的に重要とされている岩石

U-238 系列核種に比べて微量であるので，ここでは U-238

は堆積岩に伴うものが多い．わが国にも小規模ながらのウ

系列核種を念頭にして述べる．

ラン鉱床が存在し[3]，岡山・鳥取県境（人形峠）と岐阜
県東濃地方は、かってはわが国の数少ないウラン鉱山であ

2.2 環境中のウラン

った．この地域以外にもさらに小規模ではあるが，北海道，

環境の土壌・地殻中にウランが広く存在するが，概略的

山形県・新潟県，京都府，山口県，鹿児島県等にも鉱床が
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Fig.2 Ur anium concentr ation in var ious mater ials.
見られる．これらの鉱床は，いずれも基盤の花崗岩中のウ

0.001 %に過ぎない．なお，大気中にラドンが存在するか

ランが溶出後，沈殿濃集して生成されたと考えられていて，

ら，そこで生まれた Pb-214 と Bi-214 のγ線による寄与分

含まれるウラン鉱石は，センウラン鉱，人形石，ウラノフ

がある．その量は，場所と時間によってかなりの幅がある

ェン，コフィン石，燐灰ウラン石，燐バリウムウラン石な

ものの，平均的な値（ラドン寄与分 2.2ｎGy/h（6.1 Bq/m3

どである[3]．

相当）
，地表γ線寄与分 50ｎGy/h）で見れば 1/20 程度と見
積もられることから，ウランのγ線寄与分としては地表面

３ ウラン系列核種からの線量

近傍からの寄与分だけを考えておけばよいことがわかる．

われわれが通常の生活で自然放射線から受ける年間の

3.2 ラドンによる線量

線量は，世界平均で 2.4 mSv であるが，わが国ではおよそ

ラドンによる線量とは，厳密には，ラドン（Rn-222）に

その 2/3 である．2.4mSv のうち，1.2mSv がγ線や宇宙線

よる線量は少なく，ラドン壊変生成核種の寄与が大部分を

などによる外部および食品による被曝線量であり，1.2mSv

占め，ラドンのおよそ 40 倍である．その理由は，Rn-222

が空気中のラドンの吸入による内部被曝線量である[4]．

が希ガスのために吸気されても呼気とともに吐き出され

つまり，ラドンによる寄与が大きいと云われる所以である．

るのに対し，壊変生成核種の方は呼吸気道に沈着して蓄積
していき，そこでα線を出して気道表皮の基底細胞に障害

3.1 環境放射線量

を与えるからである．この小論では，厳密性に欠けるが，

はじめに，外部被曝線量のうち大地に由来する成分につ

ラドン壊変生成核種による被曝を「ラドンによる被曝」と

いて述べる．前節で述べたが，ウランの半減期は 44.7 億

言う．なお，Rn-222 の濃度がわかれば，それに適切なフ

年と長いために，純粋のウランは系列の壊変生成核種と放

ァクター（平衡ファクターという）を乗じることによって

射平衡になるのは数十万年後で，そのα放射能はほぼ４倍

ラドン壊変生成核種濃度を推定することができ，したがっ

となる．また，主なγ線放出核種として考慮しなければな

て，これからラドンによる被曝線量が求められる．なお，

らないのは Pb-214 と Bi-214 であるから，線量を評価する

平衡ファクターが様々な環境や状況でどのような値をと

場合はそれらが顕在化する数十万年後に高くなることに

るかは重要であり，かつこれに関する知見は不足している

留意しなければならない．

が，ここではその指摘に留めておく．

ここでは，放射平衡状態にあってどこにでもあるありふ

日本分析センターにより，一般住宅，屋外環境および職

れた国内の土壌（0.01 Bq/g; 10-6 g/g）を想定すると，外部

場環境について，全国ラドン濃度調査が実施されている

被曝線量 0.76 mSv/y のうち土壌に由来する分，すなわちγ

[7]．その中から，住宅および屋外環境での濃度の頻度分

線線量率は地上 1m の高さでおよそ 0.44 mSv/y
（50ｎGy/h）

布を Fig.3(a),(b)に示し，またそれらをまとめて Table3 とし

である[5]．これに寄与するγ線は，ウラン系列核種とト

た．Fig.3 および Table 3 から，屋内濃度は屋外濃度の約 3

リウム系列核種およびカリウム（K-40）からであり，その

倍であることがわかる．被曝においては，多くの人の通常

うちウラン系列核種による分は 0.1mSv/y 弱である．この

生活では，屋内で過ごす時間は全時間の 80 % 以上と見積

大部分は大地に含まれる核種からの寄与で，
地下 0〜20 cm

もられる[8]ことから，ラドンによる被曝の 90%以上は屋

以内から放出されるγ線で 90 %（90μSv/y）を占める[6]．

内濃度に依存する．

それより深い 20〜40 cm の土壌からの寄与の割合は 9 %
（9

屋内濃度が高くなる理由は，建築材に含まれるウラン・

μSv/y） 程度で あり，1m より深い土 壌から の寄与は

ラジウムから発生したラドンが部屋に存在するほか，とく
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（a）Indoor Rn concentration

（b）Outdoor Rn concentration
Fig.3 Radon concentr ation distr ibution; (1) indoor s, (2) outdoor s.
であり，土壌のラドン拡散係数である[10]．
Table 3

Radon concentr ation in J apan（after ref.7）
（unit：Bq/m3）
屋内

屋外

職
事務室

場

環

大気中のラドンの源は土壌であり，しかも地表面下 2 m
以内で発生したラドンである[11]．実測あるいは計算によ

境

り，地下気中の飽和ラドン濃度は大気中濃度のほぼ 1,000

工場

学校

病院

倍であることがわかる．地表からほぼ 3 m 下の土壌ではラ
ドンは飽和に達していて，親核種と放射平衡状態にあるこ

算術平均値

15.5

6.1

22.7

10.1

28.4

19.3

幾何平均値

12.7

5.9

18.5

8.1

22.8

13.2

とがわかっている．つまり．地表面下ら 3 m 以内で発生し
測 定 数

899

705

たラドンの一部が大気中に出てきて，大気中ラドン濃度を
形成しているのである．地下の深度方向に対してラドン発

705

生源に濃度分布がある場合はこれほど単純ではないが，地
下のラドン濃度をそのまま反映することはない．

に建物の下の地面で発生したラドンが，床下から直接に，

Table 4 には，通常環境におけるラドンによる年間の線

あるいは壁のクラックから屋内に進入してくる割合が多

量の概略値をウラン系列核種による外部被曝線量ととも

い[4]ことによる．また，地下気がガス管・水道管・排水
管などの配管に沿って入ってくることもしばしばある[9]．
したがって，一義的には，建物の下の土壌中のラドン濃度，

に示した．これから，外部線量および屋外ラドンによる線
量は，屋内ラドンによる線量のそれぞれ 1/5〜1/10 程度で
あることが分かる．したがって，通常環境でのウランによ

つまりラドン源としてのラジウム，ウラン含有量が着目さ

る被曝を考える場合、おおむね屋内ラドンに着目しておけ

れるのであるが，実際にはラドンの土中での挙動を支配す

ばよいといえる．

る土壌の状態や物性が大きく影響する．それらは，地下水
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Table4 Effective dose due to natur al ur anium

被

爆 源

濃

度

(U: Bq/g, Rn:

実効線量

(mSv/y)

Bq/m3)
土中ウランの外部被曝
屋内ラドンの吸入被曝
屋外ラドンの吸入被曝

世界人口加重平均

0.033

0.093*

日本の平均濃度

0.029

0.082*

世界の算術平均

40

1*2

日本の算術平均

15.5

0.4*2

世界の算術平均

10

0.095*3

6.1

日本の算術平均

0.058*3

＊
DU = A [Bq/g] ✕(462✕10-6) [(mGy/h)/(Bq/g)] ✕8760[h] ✕0.7[Sv/Gy]
＊２ DI = Q [Bq/m3] ✕ 0.4 ✕(9✕10-6) [(mSv/y)/(Bq/m3)] ✕ (0.8✕8760[h] )
＊３ DO = Q [Bq/m3] ✕ 0.6 ✕ (9✕10-6) [(mSv/y)/(Bq/m3)] ✕ (0.2✕8760[h] )

４ 放射性物質の規制と解除

ては制限がなく，免除とクリアランスは 10μSv/y とされ
ている[13]．10μSv/y は，日常的にわれわれが受けている

4.1 除外、免除、クリアランス

自然放射線による外部被曝線量は世界平均で 1mSv/y 弱で

放射線からの影響を低減することには誰も異論はない

あるので，その 1/100 程度である．地域差や時間的変動に

が，被曝の状況や放射線量を考慮して適性に対処されるよ

伴う自然変動が数十％あることを考えると，その変動幅に

うに，これまで ICRP[12]や IAEA[13]で種々検討されてき

埋もれてしまうレベルである．

て，以下のように扱うことが合意されている．
4.2 NORM の規制レベル

（１）除外
われわれは放射線環境の中で生存しているが，体内にあ

NORM とは，自然起源の放射性物質 Naturally Occurring

る放射性カリウム K-40 と外部から受ける宇宙線は，これ

Radioactive Materials の頭文字をとったものである．類似用

らの摂取や被曝を制御する術はないか，たとえできるとし

語に TENORM（Technologically Enhanced NORM）がある．

てもその効果に対して技術や経費の面できわめて難しい

積極的に原子力や放射線を利用するのではなく，発色や着

と言える．そのために，放射線防護を考える上では，はじ

色剤として陶磁器・ガラス製品に古くから利用されている

めからこれらに配慮しないこととして，「除外」すること

方法，あるいはイオン発生を狙った最近の一般消費財（た

にしている．

とえば、自然放射性物質を織り込んだ繊維など）としての

（２）免除

広範な利用，あるいはラドン温泉など，われわれの生活環

「免除」は，本来，原子力・放射線利用の範囲にあって

境に存在する自然起源の放射性物質を NORM と言い，そ

放射線管理のカテゴリーに入るものであるが，それからの

のうち特に工業利用などで予期せずに自然放射性物質が

線量が取るに足らないほど低い場合に限って，その制御体

多量に特定の場所等に存在する場合があるが，これを

系からはずすと言う考えである．したがって，免除される

TENORM と称している．これらには，たとえば，チタン

かどうかは量によって判断される．先年，大幅に改正され

鉱石の残渣や建設資材または肥料の原材料あるいは一般

た放射線障害防止法にこの免除レベルが導入されたこと

消費財中に含まれるウラン系列核種，トリウム系列核種，

は周知のところである．

カリウム，特殊な例では磁性体に利用されるサマリウムな

（３）クリアランス

どの核種がある．

「クリアランス」は，免除と同様な考えに基づくが，原

これらに由来する線量は，自然放射線に被曝するレベル

子炉のように，解体時に廃棄物として大量にでる微量放射

程度までの線量であり，またこれらは「原子力・放射線利

性物質を含んだコンクリートなどに対して適用しようと

用」の範疇に入らないために，障害防止法や原子炉規正法

するもので，免除とは物量の差で仕切られると考えてよい．

等で規制するのは適切ではない．しかし，われわれ一般公

クリアランスされたものは一般環境に出ることとなり，再

衆が被曝していることは事実であり，またその量は原子

利用の対象ともなる．

力・放射線利用による被曝量より多い．そのために，これ
らを対象とした規制が必要であるか否かが放射線審議会

これらのレベルを決めるのは線量であって，除外につい
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Policy for NORM; classification and cor r espondence scheme
（放射線審議会報告書「自然放射性物質の規制免除について」より抜粋）
検討を要する事例

除外、行為、
介入の区別

法令による
規制

対応の方法

対応のための
線量の目安/規準

庭石、研究・教育用鉱物サンプ
ル、博物館所有の鉱物サンプ
ル、工事現場や河原などから出
た鉱石など

除外

対象外

―

―

2 過去に廃棄された自然放射性物質を チタン工場等から廃棄された残
含む残渣
渣、不法投棄された残渣など

介入

対象外

対策レベル

今後の検討
(1〜10 mSv/年)

介入

対象外

対策レベル

今後の検討
(1〜10 mSv/年)

区 分
1 鉱物、鉱石等に含まれる自然放射性
物質の比率を高める処理をしていな
いもの
(区分２、３、４、５、６を除く)

*8

3 産業で生成される灰、缶石など
（原材料として取り扱う物質は免除
レベル濃度以下のもの）
4 産業利用の残渣、現在操業中の鉱山
の残土、捨石、

石炭灰（フライアッシュを含
む）、ガス田・油田の缶石、製
鉄での鉱滓など
モナザイト、バストネサイト
（研磨材）、ジルコン、タンタ
ライト、リン鉱石、サマリウ
ム、ウラン鉱石、トリウム鉱
石、チタン鉱石、石炭灰（フラ
イアッシュを含む）、その他一
5 産業用原材料（製造、エネルギー生 般消費財の原料など
産）、採掘
(区分７を除く)
温泉浴素、健康器具、寝具、衣
6 一般消費財
（使用）
類、塗料、マントル、自動車用
触媒、耐火物、研磨材、肥料、
湯の花など

・一定濃度を超える可能性のあるも
のを特定する
*9

行為／介入

対象

・特定物質の利用のうち、作業者ま
たは一般公衆が受ける線量に応じ放
射線防護上の適切な管理を求める。

行為／介入*9

対象

区分４と同様

7 放射線を放出する性質を意図して利 核燃料物質（ウラン、トリウ
用するために精製された核燃料物質 ム）、ラジウムなど
や放射線源として使用するもの
規制下にあるラジウム線源から
8 ラドン
発生するラドン

行為

1 mSv/年
（これを超えたら
規制するか、介入
するかを検討）
1 mSv/年
（同上）

商品ごとに対 基本的にBSS免除レベルを適用
象とするか否
かを検討
型式承認に相当する制度を検討

〜10μSv/年
〜1 mSv/年

行為

対象

BSS免除レベルを適用

10μSv/年

BSS免除レベルを適用

―

行為

対象

核原料物質鉱山における職業環
境のラドン

行為

鉱山保安法の
対象

住居、一般職業環境におけるラ
ドンで上欄を除く

介入

対象外

―
対策レベル

―
今後の検討

*8： ここにあげた事例は、文献調査及び自然放射性物質が比較的多く含まれていると考えられるものを実態調査したものについて記載したものである。なお、物質
や鉱物の産地、種類、物量等により、自然放射性物質の含有量は異なってくることから、一定濃度を超える可能性のあるものを特定し、さらに放射線防護の必
要があるものについては、適切な管理を求めることとなる。
*9： 基本的には行為であるが、行為と介入の両面を持ち、原材料を取り扱う初期過程は、介入の対象の要素が大きい。
*10：区分7及び区分8は、今回の基本部会において規制免除に関して検討対象としていない。

で審議され，その結果，規制の妥当性と対応への手法が示

Bq/g 以下であればどれだけあろうが量数に制限はなく，

された[14]．そのまとめを Table 5 に示したが，使用状況に

また 900 g 以下であれば濃度は問われることがなく，同法

より 8 区分してそれぞれ線量を定めていることがわかる．

の規制対象とはならない．これ以外のものが核原料物質で

Table 5 からわかるが，自然放射性物質ではあるが，とく

あり，またこれに一度加工という操作が加われば核燃料物

に放射性に着目した利用ではなく，随伴的な場合が多くか

質となり，共に炉規法の規制を受ける．ウランが採掘され，

つ古くから身の回りにあって，それによる健康影響につい

精錬され，加工された後の残渣，また燃料して使用された

ても問題になることはない．そのような状況にあるために，

後に再処理され．最終的にウラン廃棄物として処分された

「既存」の放射線に対して「介入」という措置が取られる

段階においても規制を受け，管理される．この最終段階で，

が，発動される介入の下限値として 300μSv/y が提示され

そのままウラン廃棄物とするか，あるいは一般の産業廃棄

ている．

物に区分けするかの境界がクリアランス・レベルで、先述

なお，現在，NORM の中でラドンだけは別途にさらに

したように，10μSv/y である．

検討すべきであるとして保留された状況にある．その理由

わが国内法の基準となっている国際原子力機関の安全

は，ラドンは通常の居住環境に存在しており，その濃度は

シリーズ No.115「電離放射線に対する防護と放射線源の

空間的・地域的に，また時間的にも大きく変動していて，

安全のための国際基本安全基準」
（BSS）の免除レベルは，

制御も容易ではない．かつまた，ラドン温泉などに見られ

10μSv/年に基づき U-238 について濃度で 10 Bq/g，放射能

るように古くから保養や療養などにも利用されていて，そ

で 10 kBq，U-238 系列については濃度で 1 Bq/g，放射能で

の規制などは簡単にはいきそうにないからである．

1 kBq である．一方，ウランのクリアランス・レベルは国
際原子力機関の安全指針 BS-G-1.7 において 1 Bq/g とされ

4.3 ウランのクリアランス・レベル

た[13]．これは，規制除外の概念を適用し，世界規模での

ウランの規制についても，それほど単純ではない．前述

土壌中の放射能濃度の上限値に対する考察から決められ

したように，生活環境中に広く存在していながら，他方で

たとされている．

はウラン鉱山があり，また原子炉の燃料物質でもある．ま
ず，人の手が加えられていない自然物については，原子炉

4.4 規制値のまとめ

等規正法（炉規法）で濃度が 370 Bq/g 以上でかつ 900 g 以

規制値について，核原料物質および NORM の規制レベ

上のものは核原料物質として扱われる．したがって，370

ルと対比できるように Table 6 に一覧表として示した．
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Table 6

Regulation values

核原料物質（ウラン）
(1) 介 入
NORM

線量
（ｍSv/y）

濃度
（Bq/g）

数量
（ｇ）

─

370*

300

0〜0.7

─

10

(2) 行為／介入

1〜10

(3) 行 為

0.01

ウラン系列の免除レベル*2

0.01

1

1000

クリアランス・レベル

0.01

1

─

* ただし、固体状物質、*2 U-238 だけの場合はこの 10 倍

10μSv/y の線量としての意味合いは、NORM で考えら

の状況やさまざまなリスクなどとも比較したうえで判断

れている規制線量 1mSv の 1%に相当するということであ

することも求められる．このような状況を鑑みると，ウラ

る．また、環境放射線量 2.4 mSv の約 0.4 % であり，か

ンの利用に当っては，多くの利害関係者が是とする折り合

つ 15 % 以上もあるその変動に幅飲み込まれてしまう数

いの付け方が難しいところであるが，科学的知見をベース

値ということでもある．その環境放射線量の半分（1.2

にしつつ，冷静で統一の取れた総合的な価値判断が求めら

mSv）は主にウランの壊変生成物であるラドンの吸入によ

れることは言を待たないであろう．

る内部被曝であり、残りの 1/3 程度（約 0.4 mSv）は地面

この小論は，平成 18 年原子力学会秋の大会バックエン

からのγ線による外部被曝である（2/3 は宇宙線および食

ド部会での報告ならびに同バックエンド部会のシンポジ

物摂取による被曝）
。さらにその内の 1/3 弱（0.1 mSv 弱）

ウムで紹介した内容に加筆し，整理したものである．

が土壌中のラドン壊変生成物（Pb-214 と Bi-214）からの
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