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▼

科学技術庁はこのぼど︑昭秘五

出瑠簗所は三百九十六か駈あり︑

度に新規に腿用開始した許可・届

その他機関二顧五十五︵周二頁五︸

ている︒例年に比べると伸び孫は

面計︑鐙優計︑硫黄分析謝などが

しいが︑蔑閣企業では際さ針︑液

餅螺噺雛懸麗醸

低い︒

素︵R王︶︑放射線発生袋翻など 差し引き蕩二十か所の鯉加となっ

十無三月宋理在の放射性同位冗

藁所の状況についてまとめた︒

術研究所などで算施する④第二段

に伴い使用襲業所での過剃被曝︑

近銀︑放酎線利罵の急速な普及

ため︑科学技術庁は四十九年度に

の利用に︑研究機関では大気湧染︑

医籍饗どの公募題に麩空

札紹藩論灘鍵

究所などに轟入されたことによる︷

腿加が霞立つという︒鷹療機関で

醗の大型機器を瀬入する傾岡にあ

は輝線源照慰装醗や放射線発生蕪

販売廓業所は霊にR1装傭機器一

る︒

を購入して販売する購業所と機器

する黙業所が大部分であるが︑そ

を製作しそれにR1を装備し販売

R工によって汚染されたものを廃

の数は百三十六か所︑R工濠たは
購桀所を機関別にみてみると︑

観する廃紅玉⁝莱所は︑四十六二度

金使胴窮業斯の総点換を行ない︑

関二酉四十四︵問二二三十一︶︑

八十九︵璽回護九＋七︶︑教薄機

会には原子力婁踊会側から吹田漂

磁本学術熟議︵越智勇一会擾︶

の興体的な擬え方について愈冤を

シンポジウム開催協力にあたって

会︒東大工︶︑吉沢康雄︵保器物

大︶︑学会から山本魔︵原子力学

究連絡婁鍛会から燈花播武︵策工

田隅英三︵立大・理︶︑原公力研

となど基本的薯え方をとり豪とめ

公開の原則のもとに行なわれるこ

ンポジウム開催協力にあたって︑

学術警醒はこれまでに原子力シ

っている︒

核防早期批准

で再提言へ

原

臣︑科学技庁滅期ほか各鍋係機関

行なうとともに︑広く教脅関係番

め財団では独葭の教爵喜連活動を

義について︑より徹底した学習を

ネルギーにおける原子力附発の慧

テーマ案︑公開の方法などを中心

は︑この基本的な掩え方をもとに

ている︒三十日の検罰小委環禽で

ている︒しかし︑その後のNPT

期批准が肝璽として握醤を行なっ

としての総臼理科を薪設し︑判原

一︑基礎的かつ総合的乱獲科目

が︑より興廃的な内容について
は︑ヤ一日の連絡会での検討をま
って︑十九臼に開く第二回会合に
もちこすことになった︒

原子力シンポジウム關催につい
て原子力婁贋会では︑これを数回
のシリーズとし︑一塩のテーマを
それぞれの開催にふりあて︑第一

回を今隼度中に︑残りを来年三月

目でに終了させたい意商のよう
だ︒しかし︑開催手続きの面から

いて報衝が行なわれた︒

ス75原子力継述展一変瓢の成果につ

諏子力薩藥金談とニューフレック

では︑先に行なわれた第二回田英

また︑この日の総台企醐婁幽会

とになったもの︒

認が望ましいとして働きかけるこ

するためにも︑今国会での枇准承

されている︒こうした膿態を圓避

い状況に遍いこ豪れることが憂欝

も璽大な鮫路に薩颪せざるを鱒な

利用の翫画的な推進を庵るうえで

な相互信頼だけでなく原子力軍和

未批准のわが圏にとっては国際的

が強濠る方向に動いてきており︑

加で︑罪締約圏に対する締めつけ

をめぐる国際偶勢は︑鰺加国の増

に対し︑総合逆な原子力教膏の充

い︑絡来の降壇エネルギー開発の

を盤なうために︑物理︑化学︑地

に広範な愈冤交換が行なわれた

などに対し原子力教爵の現状と問

一﹂を提出した︒十駕ごとに改訂

子力の解放﹂と﹁放射線発生のし

総舎的科学技術教鞭の一環として

くみ﹂︑その利用の基礎的学習を
エネルギー教脅の充実強化が急務

行ない︑同特に︑放射線に関する

国礎的舎慰を得るためには︑学校

支相の諮問機関である教曹諜程審

との繕論を傳ていた︒今回の要塑

正しい知識の習嬉を園る︒

教畜の堀を通じての総合的な翼源

議鼓︵礪村夢心会合︶で審識され

はこの想え方のもとに︑これまで

五十五年度困櫟改訂作業が︑現在

ているのを機に︑岡財団がこれま

一︑選択望事としての原乎力二

とかく断片的にとらえられがちだ

総舎的な視野からの原子力襲踏の

学など各教科について各々深く掘

った原子力教鞭をあらため︑より 丁についての塞礎︑応用などの力

豊実に焦煎をあてている︒硬塾駕

り下げると同聴に︑教育雨放射線

源を賑いた実験︑観察など実地

万が強い︒

も十返度開催は難かしいとする冤

項は次の通り︒

一︑一般教獲として︑広く政治

る︒

類文化とエネルギーおよび総合工

教皇を含め︑内容を充実強化す
映されていないのが現状︒このた

ったが︑環行の教科鵬程に十分反 経済︑地理などの教科を逓じて人

豊里︑社会教曹に関し要盟を行な

習指灘要領改訂に際しても︑理科

罵財団では︑昭和四十四年置学

巣に墓づき腰墾したもの︒

と問題点についての調査︑検酎結

で行なってきた原子力教商の現状

される文部憲学習指瀞硬領の照和

行なう︒

る原子力教膏改茜に関する要二

契強化を求めだ掃蕩等学校におけ

的に推逸するためにはNPτの皐

の原子力開発利用を安定触︑醗画

固めた︒原産は今年二月︑わが国

を関係方面に日出するとの方鍛を

准問題で︑再度︑早期拙准の握醤

核兵器不拡散条約︵NPT︶の批

会での継続審議顕件となっている

た第百三圓総舎企強震籔会で︑国

琴唄原子力産業書議は五二開い

塵

打︑原研二短足所の計六か所とな

︵岡七蕩二十八︶︑臨時機関六蕩 以降変勤がなく︑R工協会四二田

薦九十五︶︑研究機関七薦五十一

出をした静可・届出禦染所が二期

研が了PEi1をD字形断面にい
改く︒

理学会︒東大医︶の六氏︒岡連絡

総研︑理化学研究所︑金属材料技

螺撰の醗

ムの關催に閲する実質鮒審識に入

予力婁贋金主催漂子力シンポジウ

原子力婁奥会で璽一合を開き︑原

六名が争定されており︑十一B︑

沢原子力局次長隔關係一

鑑礎研究︑材料の藻礎研究は︑電

雌備運脚会﹂の学術禽塾側委蝋を
選んだ︒選嵐されたのは岡会議原
子力特別委鍛会から木原正雄︵漿

は十月三十扇︑﹁漂子力シンポジ

述べあい︑原子力婁願金との聞に

る︒

ウム開催襖謝小委戯会﹂初会舎を

設けられる﹁原子力シンポジウム

大・経︶︑中騰篤之助︵原研︶︑

開き︑原子刀莞爾会主膣の原子力

難醗原子力醤蝦の準備で

連絡会六委員を選出

峯力婁騒︑御園生原子力婁愛︑半

︵3T−60︶の本体の甦殴︑電ラ
総ス襲躍の設醗製作などを進めて

七十六か所あったが︑一方︑同年

請した︒その紬累︑使用の廃止嚴

鑑噺には輪止の届出をするよう要

81の便胴をすでにやめている蟹 民聞企業千二百八十六︵餉奪度千

例年に比べ伸び率低下

造し箋験︑軸対称画べ⁝タ・トー

D︑診断技術︑嚢空技術に関する

49年度末現在、科技庁調べ

題点について調査︑検討を行な

ー4塗多

生睡蟹理︑製品箇麗︑省力化など

放射線の便罵︑販苑および廃簗鞭

それによると︑使用禦業所三千
二百二十五か所︵許司二千百四十
八︑圖出千七ナ七︶︑販売禦纂所
︸墜二雫山ハか駈︑廃粟事叢所六か所

で︑放射線取扱い欝榮所の総謝三

離隼度末三千二百三十一か所に比

壬一蓄六十七か所となっており︑

べ百三十六か燐の増触となってい

原子力蚤貫金は近く︑わが国の核融禽研究開発の総合的︑かつ効果的な推進を図るため核融合会識
階の研究開発は昭和五十年度から

R1の紛失など安全管理上での

る︒

を設麗する曙えだ︒これは︑同婁綴会が表る七月決定した第二段階核融合研究開通璽本一画にそっ
開始し︑五十郊代中頃に完了する

矩塵予籏には潮焦慶比八一一一一五％

副醗とした︒それによると︑①ト

さが問題となってきた

ことを一応の目途に進める︒謝画

イオン温度四颪万度︑閉じ込め時

わが國の核融合研究開発は︑原
カマク型の臨界プラズマ試験装認

ズサン

て︑米︑ソ︑西欧に並んで世界のトップレベルにあるわが國の核融命一発を一泊強力に携隠するため

の毘薩しは臨界プラズマ韓藍義羅
の亮成の段階で行なうーーとして

大学︑研究所など関係方面の葵知を紬樂し︑翻内の核融和研究機閲の運携協力を魍りながら︑研究開

るもよう︒
いる︒

闇0・〇二秒を達成︑わが鵬のプ 長いた核融合炉心プラズマ技術の

増の六十五偲八千万円を要求して

核融倉会議は︑第二股階の核融
合研究關発の推鵜にあたって︑桜

おり︑原研が一段と磁場を強めた

この研究開発計醐に感づき︑寮

融舎鋤力炉の早期一日を間るとい
研究開発および炉心工学︑炉工学

ルの折り紙がつくところまで引き
上げた︒こうした第一段階の成果

ラズマ・核融含狡術を泄騨的レベ

をうけて︑原子力婁顔会は今後十

う憂期的視野に立って各分野の研

がら︑異質上︑一発的に強力な体

究閲発機関の緊監な連携を保ちな

制を組み臨界プラズマ達成をめざ
薙間を展懇した謝画をこの七月に

子力特定総合研究に指建され︑昭
を闘霧笛標にし︑さらに核融合動

決め第︸一段踏核融合研究關発一士

和四十三年七月に策定の﹁核融舎

心プラズマ技術︑炉心工学︑炉工

力鐸験炉の開発に狸婆な核融合炉

いるもの︒

すとの意図から設麗が予定されて

研究開雛璽本醗画﹂に塾づき︑四

学技術について撰期的研究開発を

十四年から四十九犀までを第一段
階として︑田本原子力研究駈がプ

行なう②このため醗界プラズマ条

︵JFT−1︶︑串間ベータ・件
トの都制の研究關雛︑高エネルギ

ラズマ円形断面の予儲実験装圏

ー中性粒子入射などの加熱技術の
ーラス装躍︵JFT−2︶︑罪円

形断面の糊安定化磁場裟麗︵3F 研究︑核融含実験台炉心モツクア

轟ベータ・プラズマに開するR＆ トカマク型臨界プラズマ試験装躍

技術の中核的研究は漂研において

の実施分担は︑トカマク型装鷹を

略装醗JFT−2による箋験で︑ップ試験などを行なう③研究開発

艶の推瀧方簾を調査審議するもの︒同婁興は伏見羅治大阪大学・名古塵大学犠欝教授ら十名程度とな

第二段階︑ご兀的強ル仙へ

計画推逸の中枢に

鳳

一2／4ーン

で一2a︶を用いて︑躍子技術総
舎研究所が獺郷チータ︒ピンチ装

P冠i1︶を用いて研究開発を行

國︑スクリュー・ピンチ装癒︵T

なってきた︒これらはいずれも優

学習指導要領改訂で要望

鯨芝浦繍株式会社原子躰部〒108東京都港区三霞3−13−12丁εL鯨（03）4鱗一7111（大代）東芝創立℃0周年

全装荷燃料の位置点検

圏
れだ成粟を収め︑とくにトカマク

日本原子力文化振興財団

鵠鵜事業所3367に

日
8垂「巳

臼本原撃力文化振興財団︵逸藤

ム

＝

函

総合的原子力教育を

武左エ門埋瑠疑︶は五日︑文部大

研の謬FT−2装置
ゆ
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な

を
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安全で環境に調和した：原子力発電所

塾

それは東芝のモットーです

醒沸騰田鼠原子力発電設備一式（原子炉、核燃料、夕〜ビン、発電機）

曙開場i原子力発電プラント圏躍、

聞

﹂
プ

原

低い原子力の危険度
評価の大筋は草案と同じ
ラスマッセン調査報告懸

が完成し

米原子力規制蚤戯翁︵蕪RC︶は十月三十日︑大型原子力発霞所における漕在璃故が公衆に及ぼす
危険度を想簸・騨証した原子騨安全性醐壷の醗終報告糧︑趨称

曙状腺魍は草璽の約四回から薙閥
一回以下に︑またプラントを除く
財麓雨露は十万がから颪万メ以下

また︑最も想定しがたい十鰹漂

の数字に変写して想定された︒

子蝉・庫に一回の確灘をもつ炉心

溶融礁故の鰯台では︑急死が二
千蕊百人かゑ瓢千一嵩要人︑急病が

されている︒

にそれぞれ鷺案と比べ増えて想定

撫憲が六十二徽ザから酉四十億・が

たと発表した︒同馨轡は・窪八月にその鍵︵WASH⊥四〇〇︶がままり︑一般のコメン 五千六百人から四万五千人︑財産

溜蕉珊故の確脇について葦粟と比べほとんど岡じだが︑購故継果に関してはかなりの膨正が加えられ

トに付され︑その後一年禰余をかけて今園︑騒終撮告轡の形でまとめられたもの︒鰻終報管懸では︑

ている︒

較しうる大規模な撮密を含む非謙
子力斑故は︑原子力発餓所のもの

と比べ約一千傍である一1などの
ン ス

CEA改組に
ラ

労組が反発
フ

り

が強く茂対︑窪たFO︵網縄党系︶ ともに安金性の面からも生藤局部

度を表明︑さらに薗治労趨が螢成

して︑国の隙韻強化を主張してい

とCGC︵脇門職鍛︶が消極的態門を子鼠社にすることは危険だと

る︒

は希鵠蓄だけに隈修し︑ラ・アー

A当局側は︑子金社への職鰻移蟹

こうした労縄の主張に対しCE

の立腸を明らかにしているのが現
状で︑それぞれ闘象態勢を間めて
いる︒

グが
︑マルクール︑ミラマの各原子
会には︑FO︑CGCの答代表

代嚢は鼓議の途中で退場した︒C を行なうとしている︒また安全

している︒C鷺Aの基礎研究部門 欠席し︑またCGτとCFDT
力セ
のンターについては特題な配慮

このところ各野組の動きが酒発化

︵CEA︶の改組謝画について︑ 最近開かれた労便合岡中央婁颯

への遊出に俸うフランス原子力庁

一方︑アンダースNRC欝擬 ︻パリ松本駐霊餌旧軽水炉開発

結論も述へている︒

は鍛凶報衡描について﹁この報告
繍は︑来圏の理在の軽水炉運転に
付薩する公衆危険度を客観的かつ

意味深疑に葱定していると儒じ

G？︑CFDTの両労組は︑性C
のE
確立と難業移管については︑

︵職興野一千七百人︶を独立の協

会に︑また生三局部門︵同約八千

けて検臥していくことを握称し

Aが解体されて工業︒科学持株会 労便を混じえた特別作榮郡会を設

樋に対し︑各労組ではCGτ︵共 社になることに強い反対を表明し

人目を子会社にするという現行計

る︒謹た︑NRCの楓括的な規制
条件に基づいて齪翫︑建設︑運脹
されている日子力発電は公衆の健
膿︑安全︑贋塊を十分に防護して

るものである︒もちろんこうした

および撫憲に対する翫訟などをは

れを不服としてマンハイム醐等裁

ばならない︒またバーデンーベル

命令を下したため︑KWS社がこじめとする法的手段をとらなけれ

し︑聖裁が三月差建設の一蒔檸止

ともに︑占拠の潮筏解除の必嚢条

浅らは︑占拠の継続を魁偉すると

敷地を占拠しつづけている反対倥

裁の決定にもかかわらず二月以降

対住民らと懸憲疎通を鴎ることを

のないことを表明︑あくまでも反

発動して占拠住陵を緋除する愈向

を歓迎するとしながらも︑強櫃を

および彌報産業の各分野における

ン山嶺と原子力︑石油化学︑金属

ホルムを公武肪問し︑スウェーデ

工業科学相はこのほど︑ストック

︻バリ松本駐在凪︼ドルナノ仏

仏工粟相が食意

の協力を強化

スウェーデンと

み出したという︒

ン濃継開発に期待しうる一歩を踏

薩党内︶とCFDT︵属童労運︶ており︑CEA職彌の地位絶持とた︒
いる︑というNRCの確偲を深め

平郷条件は︑薪しい知識に照らし
て引き繍き再検酎されなければな

このほかに鍛終報欝欝は①原子

い遡り︑運転者は牛沼のリスクで

ついて︑マンハイム騰等識の聞書

建設を鵜めることになる︑との燕

しかし︑今圓のマンハイム醐箸

らない﹂と述べ︑今後の蹟子力開

力鼠壁所が︑多くの非原子力濡動

告欝では︑躍案でうたわれた確講
では一万七千原子炉・隼に一圓︶

この原子炉豊麗離調壷は︑現在

発に対する規制強化を慧らないと

テンベルク州政鳴萱脳はこの件に

と比べ想定される致命的購故を生

に控湿していた︒

は一回以下︵草粟と岡じ︶となっ

だが︑その紬累として死亡︑三鷹

細裂繕聚に閲する項闘では︑経験

般的には岡じであるといえるが︑

在的燈険慶の爽際解価を作成し︑

の豊醗な蟹名な科学暫などの山肌

限定工事着手認める

の軽水型原子力発電所に係わる潜 と毘べ若帯の違いはあるものの全

これらの危険臓を社金がこうむる

を採り入れて︑かなりの膨正がな

の姿勢を添した︒

原非力以外の癒険度と比較︑検酎

されている︒しかし︑全体的糖舗

じる野合は約一万傍も小さい⑭比

することを真蹟とするもの︒同調

ている︒しかし︑この瑠故による

壷は︑マサチューセッツ工科大学

盟んでいるとしている︒

ともあれ︑ビル原発建設計画に

件として門第一霧で建醗鉾可公布
を習とする霊際の判決がなされて

質保諒がなされており赤す．

しかし、欝屈了荒体には余り逮荻さなかった
のです、それを、61kg／cm2という諸差で、

協力閲係を強化することで命愈に

と弓ぎわれていよした。

るにはまだ数隼かかるものとみら

が簡｝直で、操作し易く、理想的なバルブ

関する裁判所の鍛終決定がなされ

は︑フランス︑スウェーデン爾魍

達した︒とくにエネルギー開係で

ともに輸入依存度が爾く︑原子力

の關発という点で共通の利器を確

現状で︑國際コンソーシアムには

碑かでさるのです。ボールパルフは構這

いるので︑少なくとも建設工購は

れ︑璽態の解決へのメドはまだ立
っていないのが現状だ︒

さらに二電力

のヨハンソン工業相は︑フランス

認したという︒湿たスウェーデン

の賜遡騨および再処理施設に強い

カナダのウラン

探鉱参加で交渉

英中央醗力庁

門パリ松本駐在鼠︼英中央躍力

庁︵CEGB︶は匡正︑興核燃料

カナダのサスカチェワン︑ケベッ

会批︵B飛FL︶の勧告に沿い︑

ク︑ブリティッシュ・コロンビア

コンソーシアムへの謬加を検謝︑

の各州でウラン探鉱を行なう国際

るウラン探鉱は︑コンウェスト社

交渉している︒これら譜州におけ

らかにしたところによると︑岡庁

のエレクトロワット︑スペインの

カナダ圏蟷エルドラード︑スイス

90厘回転trる肢に、流体のON−OFF制

始めない﹂との趣雷の州政麿によ
る明確な保誕を要求︑これがない
暇り占拠を解くことはできないと

の傾向にある︒

しており︑変態はますます瀬撫化

がW踊を告訴
ウラン契約破蘂で

フ社のウラン濃縮工臨建設に再度

閲心を絶すとともに︑ユーロディ

陸運したい旨︑その愈向を示唆し

米圏のフロリダ︒パワー＆ライ

は︑これで十件︵十一醗力会社︶

起こした︒WH通告に対する告訴

所︑コロンビア地区地方裁判所に

をそれぞれマイアミ勉区地方数判

手取り契約寮務履行を求める訴訟

の取り止め毛茸に対し︑筒社を桐

R︶社のウラン供給引き渡し契約

のほど︑ウエスチングハウス︵W たと伝えられている︒

トリック＆ガスの両重力会社はこ

ト︑サウス・カロライナ・エレク

施設上側のKWS祇は︑これま
での敷地占拠︑第一窟命令による
建設活動の中止で︑すでに二懲五
千万ドイツ媛を超える特別支出を
計上しており︑今後建設を醜めて
いくには︑遅れによる参会の圓収

エレクトリック︒パワーおよびウ
ィスコンシン・ミシガン︒パワー

︵以上ポイント・ビーチ原発の
二三︶︑コンソリデーテッド・エ

・ヤンキー・アトミック︵メイン

ジソン︵ラクロス原発︶︑メイン

レーザー濃縮

︒ヤンキー原雛︶の四罐力会社は になった︒

すでに米原子力規制委澱会︵NR
C︶に対し︑貯藪能力拡大を肉請

︻パり松本駐在鍛回フランス原

仏サクレー研

法開発で成果
NRCは︑こうした背蟹のもと

している︒

に使用済み燃料貯蔵に閲する総猛
爆塊影響購閣禰の作成にとりかか

ばおのずと貯蔵問題の解発も隈れ

エクソン︒ニュークリア社との共

サクレー頴子力研究所化彫部は米

っているが︑再処理が航道に粟れ 子力庁︵CEA︶筋がこのほど明 ︵トロント︶が行なっているのが

籏が鰹張れるところだ︒

になっている︒

ENUSAの鰭社が漫筆すること

るわけで︑政府の皐急な再処理対

同で逸めていた超糊密レーザ⁝光

明いた全履のホールですが、この 1、一ル
か実は、パルプの心臓なのでり。これが、

しかも、原野畳用ハルブに作り上げ、空
気厘シリンダによる自動操作を完成しま
した。療F力発毛所のバルブ醗圧類1につ
いては、設二時命30〜40年とされ、爽直
および水平弾力向の、地震荷重埠の検討
b要求（ぎれよす、これら、謝久性の考慮
と同時に、原チ力用パルプの大きな特色
として、事故の皆無を追求し、高度な品

取り難して蹴れは、鰐の笈哲もない孔の

4

線の雛擬に成功︑レーザー法ウラ

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

衡

．
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基準手法確立が急務
総合的環境調査ふまえて
原子力安金研究協会︑臼本海洋学会︑水薩裳瓜︑放射線膨墾調︑原子力学禽︑保健物理単射の六
二体は⑳日︑録象庁講撃で第六回﹁原子力罐殴と沿鱒海洋シンポジウム﹂を開き︑モ一一タリングの闇
題点を総括酎議した︒九月からウラン舐験に入っている動燃麗麗団の他処理工堀モニタリング翫画を

なく︑少なくとも漁塀については
滲加養の一人が抵当機閲による績

り方を左心に議舗が浮んだ︒会堀

的旗付けを﹂﹁結果のわかり尉い衷示を﹂など貝体的な注文が楢次いだ︒

申心に︑購山田︑地方自治体︑漁業関係者がそれぞれの立騒から発欝︑﹁第慧者モ山王リングへの法

シンポジウムでは︑わが國初の

ましい﹂と翫えた︒

六団体
が共催

極的︑公正な公閥の姿勢が十分で

臨

囑

護翼；

■

ット・ラジオアイソトープ研

ルス臨監乗をひっさげ踊躍を團

藍綬褒躍を受熟するダイナポメリカ︒研究部長として抗ウィ

っていた途次のこと︒英︑仏︑

伊の諾圃が罵欝で放射性鷹薬鹸

リカは民間甥業︒アボット社の

は膨大な羅になり︑処理するだけ

フロアーから﹁原子力関係データ

受けしたいと思います﹂︒一語

曹

⁝

を拳がけているのに対し︑アメ 一

購し入れを受けて覧○％蜜つの

かとうさだたけ

究所劉会畏

加藤貞武

こしが断えず発展を健がし門回

舎弁でダイナボット社を三十七

﹁分にすぎた褒鰯で︑ありが

き︑やりがいを感じる﹂薪たな

送︑医齪に役立ち禰祉に翼献で

たいことです︒受躍はダイナボ
ットの全屡の協力のおかげ︑側

でも多くの蒔問と人が必嚢︒これ

一語︑かみしめるように濁びを

ないと疑問を投げかけたのに対し

人だけでなく全輿を代表してお

年に発足させた︒こうした発足

を理解しやすいようにするにはそ

語る︒放射性医藥重質わが国に
．灘入︑關発し︑核医学発展への

モニタリング計画にあたってもパ

出した︒討鹸では︑結局︑今後の

二十旨︑難駅心癖を授ける︒わ

避を切り開いた功繊に対し團は

た︒

を﹂と決議して︑支擾を翫え ⁝

﹁國は全面的なバックアップ

⁝

ととられる原因の一つとなってい

も︑一般市民から秘密にしている

ブリック・リレーションズを璽要

ずか十駕余で醒騨界に確圃とし

昨年の第一回世界核医学会は

を潤代りした薗も多分にある︒

の経緯から国がやるべきところ 一

犠命磁を駆りたててきた︒

れ以上の晴聞がかかる︒このこと

る︒しかし米国でも多くが公開さ
馨し︑水麓叢著の璽盟などもでき

た地歩を築いた核蹉学は︑心筋

⁝
鱒

れるようになっており︑わが醐も

梗塞や肝がん︑肝炎の診断にま

防躍学の藩及と相まって今後蔑

でその領滅を広げつつある︒予

ナリティのある薬の研究開発に

後︑大日本製鎚に移り︑オリジ

社︑票大薬学科助教授を経て戦

ている︒﹁・の嚢んでよゑ

闇に二男一一女︒いずれも独立し

を出て大阪の東洋製薬蟹尉に入 リンをたのしむ︒和子夷人との⁝

！
すます発展していくことは想像

打ちこんでいた︒

ンスのうえにたつ語いかけつ

可能牲を遽求するうえで一つの目

との出会いは三十舘代灘ばのア

感じた︒静岡騒藤枝市出身︒明

．

⁝

︵K・0︶

工鑑技術研號燐で開かれた日本原

安となる研究紬果が︑大阪の府立

﹁レーザーによるウラン濃縮法は

こうした鍛魎化翫魔の繕果から

握︶は一鰐当たり︸臼十六円いる︒

つた︒このほか原料鑓︵顧客負

博士︒

治四十隼五月五臼生まれ︒薬学

つたしという欝簗に 蟹み を
⁝

∵

に難くない︒﹁医師と核醒同機

ゴルフと音楽が趣味︒バイオ

う襲え方でしめくくりとなった︒

るかぎり︑掛銀に反映させるとい

昭租七年に粟大鷹学部薬学科

かしその際︑無験序な公開は混乱

除々にその方陶に向っている︒し

を引き趨しかねない﹂との愈冤も

きあがっている︒アスファルト風
化法も研究申だが︑この方法だと

も使用でき︑プラスチック圃化装

恋人

下で︑②固化体容積も約五分の一

蔽としても運転が可能③隅濃度︑

放鰯性医薬贔という

と小さくすることができ︑⑧経葎

．器と放尉控謄薬品の三跡のバラ

水処理のエンジニアリング会社これによりオルガノは放射性廃棄

変化に対しても溶出羅および酎牲

一般に︑セメント固化法に比べ①

ファルト圃化︑さらには圃化され

物の受け入れから濃縮およびアス

低水分のもののアスファルト圃化

放免我物麗の溶出鶏が幾分の一以

オルガノ︵野田塾社撰︶は四日

@蕪携覆西独GfKから

オルガノが技術導入

全てをカバ⁝するだけの配睡が墾

総合酎舗ではモニタリングの社

籠用済核燃料再処理工堀の擬業閲

申心に︑策海︑大洗地区など茨城
塞的問魑と︑調壷研究将来針画の

始を来鎌に控えて︑再処理工覇を

興の原畢力鮨設のモニタリングの

た︒今後のモニタリングの技術的

技術的問題にスポットがあてられ

間題については︑これ藤で沿膨海

西独カールスルーエ原子力研究所

︵GfK︶との問に交渉を遣めてたものの移動曇霞までの範鰯の各が優れている一1など睦上保箇︑

で︑五鼠︑日立製作所の山田三隅

子力学会の昭和五十年秋の分科会

からみた可能性は十分ある﹂﹁濃

落鮒に蜜いとはいえないが経済控

ガス拡散法や遡心分離法に比べ決
のまで固化でき︑従来のこの穰装

はもちろん︑低濃度︑褐水分のも

研究は︑レーザー法ウラン濃縮

雄氏から報告された︒

海洋擾纂いずれにも適応性がある

たのがGfK圃化技術で︑その特醗に比べ広い適応性があるーーな

という︒これらの利点をとり入れ

撰はGり放射性廃繁物の混入率を高

いだ﹁放鮒養護幣物アスファルト租機器の醗謝︑製作︑甥御︑運転

における独占箋魔櫃を得たことに

固化に関する技術﹂の独占鮒三雲に関する技術・ノウハウのわが圏

なる︒

こ・
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コ高浜原発使用品）

硯状︑問題点︑絡来謝画に熊点が

この中で茨城興漁灘協同組含運

襖雑な変動を評す鍵態が明らかに
轡型諾について合愈が成立︑契約

ど︒

を暴挙した︑と発表した︒

00＞〈1000＞〈150％t

牽てられた︒

れだ無隈の均一媒体としてとらえ

ム房調の篠崎道雄氏は︑モニタリン 洋モニタリングでとかく単純化さ

グ醗画の爽施に際しての漁業関係
られがちだったサンプリング対象

欝

を代弁して﹁漁簗資源

巻の

の熱価︑敗難戦の低落の司鮨性は
なってきだことから︑今後︑もっ

への汚黎︑放漿能放出のあった際 が︑調査が進むにつれて不均一︑

そのま濠経営不安の原困となる︒
と擾鯛的に︑今まで手うすだった

S
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聞

は

た︒新滲加国としてはアルジェリ

︵スウェーデン︶が識長をつとめ

約三十名が菓まりスヴェンケ氏

慎重に対処し

当分は静観
ウラン鰯四についてi

ようになる︒

の慧兄を総命ずると︑〜応つぎの

剖醐などについて︑米国︑カナダ

画︑世界における．資源の酉評価

ャー氏︵米国︶は一寮として︑数

などから提案︑席上︑ナイニンジ

麗会硅は︑オ⁝トスラリア︑カナ

一︑公式に蝦告解の冤を見せる

問してウラン資源開発全般に関し

ラン協貧の当裏擶局に対する反応

係する懲腰なことであり︑一応ウ

ウラン資源消点国から臓源傑荷

の協力関係の増進を指摘した︒

ほか︑従来のIAEA／NEAと

方針を炭映して︑一邸は夫提繊で

となって蟹源保有途上圏の調竃︑

議であったが︑工業先進国が中心

ウイー氏︵英国︶から探鉱技術盆

てカメロン氏が総説︑このほかバ

された艶な協定欝・提講・薦

ては︑将来の資源として︑亜炭︑

の︒原子力華甲の必携欝とし

関係螢料も重留に収銀したも

の濡動状況を紹介︑昨鉱発表

燐鉱石︑石灰蟹鉱石︑珪酸堀−燐

必要なこと︑これら鉱石の大羅処

業務謙まで︒

向きは臼本原子力塵業△鳳議・

百円︵送料別︶︒購入希墾の

安心を拡げる お手伝い……

聖

蟹

ください。

藷

干103策京都中央区日本購雌り2丁闘2翻。暦織薇（272）811買代》

ダ︑フランス︑南アフリカ︑およ
び英国にあるもので︑米圃が入っ

ことは反鮒である︒しかしながら

ウラン協会について饗務局から帳

て協力の購入れをした︒おもな内

れる国に派覆するといったことの

うなものを組織して必漂と認めら

か国からなるタスクフォースのよ

ていないという特殊な噴輪があ

直接︑間接に列席の金員が関係し
ていることは明らかである・

る︒

ウラン協会邸號局のプライス氏

焦があったが︑その概盤などは次

容は︑蟄料調籔をしたい︑それに

らhるが︑慎虚に対処すべきもの 圏への財政擬助の闇題などもとり

は甦設的なものであることは調め

ープによる極甜の範囲外の案件で

あげられたが︑この課題は本グル

その他︑最近話題になっている

の通り︒

関齢して当グループにオブザ⁝バ

であり︑少なくとも工︑三年は静

二︑ウラン資源の開発政策に関

一九七五年六月十二日に金世界

ーを派類したい︑当流儀を正式出

は去る七月︑N旦Aの事務局を訪

のおもなウランの生鷺榮蓋十六祉

観する必幾があろう︒

もあるため︑要墾購項などまとめ

た︒これらに対して︑当グループ

版前にみせて欲しい︑などであっ

あり︑確険にも差があることは大

しようとするものであった︒消盟

開発を国際機関の場を講じて実施

要するに菰会議は狡術照門塞獣

上級機関に提案する曹えだ︒

般に探鉱︑採鉱︑選鉱︑製錬

局的には調められることとなっ

しながら各圃別報告は︑その羅の

の発趨によって発足し︑その活動

の討誠の後︑一癒次のように再定

が注翻されている所であった︒生

の墾加蔵は旧蜘の友選であったが

の薩接擬ほか︑沓下単位の藁備︑

国または必要国からの財政援助を
の資糾は響られなかった︒

た︒今回もソ連︑藁欧および中国

摺互利益︑儲顛関係を藻本として

求めるとともに︑資源保荷国との

進むべきはもち繍である︒

ひいては世界的縫緕︑政潰問題で

に開陳された内容は︑今後何画か

あるが︑罪公式韓門簸会識で自宙

探鉱技術に開する金識がNEA／
︷EA共催の形で開催された︒こ

した︒誠に荷悪習な禽議であった

つながることを一同期待して散会

て全世界的エネギi問題の解決に

憲要冥冥の識雛に反映され︑やが

開催が予定されている譜毬の上級

の会謙は第一回目︑NEA窪囑に
よるもので︑博通にはデイヴィス

氏︵EC代表︑英国出身︶が選任

しかしながら︑このようなこと

は単にウランばかりではなく︑現

在問題になっている一次藍品問題

の両日︑0鷺CD本部で︑ウラン

前述の一議に引続き十月八︑九

探鉱技術会議

要性を指摘

国際協力の必

とする︒

ことになる︒

部は播磨の原価継では得られない

は奮まない︒したがって資源の全

であって︑開発および利議の原価

償却のための資本を曙慮したもの

運送の得業鷲のほか鉱区鱒用料・

可能な鉱懸であって︑探鉱︑選鉱

定義によると︑指定の腺姫で生産

三矩版はカナダ案である︒来園の

される︒確認資源の定昇は一九七

様︑確認籔源と推定資源に二区分

この﹁原価一郭について嗣回同

維持に使用された資本を含むもの

OECD饗霧周の慣閣なのか︑参
識された︒
加霜犠簿は散会までとうとう配布
されなかった︒

価格区分が原価
区分に改められた
学際のイエローケーキは髄描で
取引きされ︑理論的にはこの方が
現突に近いものであることは一致
した慧兇であった︒しかし躯務局

界の資源をいくらかでも正しく表

て︑なるべく利益を知映しない世

偶勢が変動している現状におい

鶏携局としては︑世界的に経済

による区分を採用したQ

は︑
回から﹁原語︵コスト︶﹄
︵N罵A・IAEA・践C︶
か今ら

会議は約十五か園︑三国際機関

査についての留国別報告

き︑②ウラン資源と生産および探

第二部各日の報告薩①まえが

イクル必地色

分離作業必要騒︑その他の燃料サ

サイクルの特性︑ウラン必要醗︑

醒の増加畢測︑原子炉および燃脳

燃料サイクルの必要羅一原子力発

燃料サイクルの設備容羅勲下薬の

膿︑低醒位ウラン鉱石⑧その他の

諮鱒

撚・饗

NEAなど共同作業の中間報告から
確認埋蔵鉱鍵がさしたる増加をみせない一方で︑ウラン資源の領格はこのところ箸贈傾向︑

蝦源無勢

すでにポンド当たり十が以下賦分での採掘はほとんど不可能に近いともいわれている︒こうし

た現状を踏まえたN冠Aなど共岡作業による報欝搬が近く刊行の兇通しだが︑

承認を経て︑本璋来を國途に二二

資源そのものの麗況よりも︑核燃

部が入れ飼ったようになっており

ると一九七三鼠講の第二部と第三

二部からなっている︒配列からみ

蝦笛轡は総論︑第一部および第

無版からは︑OECD／NEさ
Aれ・
ることとなっている︒

と改められ︑したがって一九七三

NEAはNEA︵原子力機関鍛︶
終寮が濠とめられ︑加盟各国の

一

報告欝刊行に先がけパリで開かれだ脚門象禽識のもようなどについてこ執簗願った︒

かなり厳しいようだ︒今回は︑動燃禦業団資源部の林賛一郎資源幡賢察長をわずらわし︑この

躍霧魅
IAEA共同報告となったQ
この報省轡は︑ウラン資源の開

一九六五年からOECD／E
発︑
Nウラン鉱業の進展に伴って資
に出版されるようになっており︑

欝⑭要約と結論

ジェリアは石油問題︑世界政治邦

鏡するために採用した案でもあっ

されだが︑フランス代表は︷EA
の加盟国ではないので議長選出に

との印象が強い︒

原子力年鑑

発売を開始

でなく︑一応表示されてはいるも

般についての闇題点︑適応性︑特

明ほか世界の原子炉一覧など
騨の大勢をつかむ意味では適切と

このような原価区分を行なって

理に関連して山川︑公轡問題の解

A5判︑艘台︑頒価四千七

いるのは︑他の鉱藤物にはあまり

た︒国際協力に適する研究開麩計

決に留達すべき点などが指摘され

、

8Aによってはじめられた︑世界 料を改訂する悪味で︑二︑三年毎

論①序

第一部ウラン資源と隙隙の状

題などに昌昌とみに横極的に動い

たが︑禦携局からの毒芹が明承さ

来国の確認資源は各門田会社の

開発を舎理的に実施するための方

協力によってウラン資源の調萱︑

会識は︑全世界的燭模で︑国際︐

あった︒

は螢成しかねる︑というひと鵜も

資料をもとに来国のERDAによ
る推定で︑その精度はプラス︑マ

イナスニ0％︒現地における爽収
率は高いので︑前認の範囲内に入

区分は15ドル以下

内外の原子力偶報を総合陶

に解説した昭和五十無版﹁原

子力卑鑑偏が刊行︑発売が開

始された︒原子力隼鑑は内外

の原子力聞発動向を体系的に

の︑三十来が以下と一括した方が

徴などについての発表などもあっ

に︑あらゆる原子力関係機関
よいというような慰冤もあった︒

た︒低品位鉱の利用︑処理につい

わかり錫く解説するととも

のように一還して表帯した方が世

みられたためでもある︒表に三十

酸麗岩︵グリーンランド︶などの

て高く評価されている︒

画面以下の確認資源を麗の順に詑

有効的利用について国際的協力が

みられない点であり︑一般読轡に

り

し︑園に分布を示す︒

とって親切な配慮でもある︒しか

一

ぐ

お住まいや家財の保険が
建築費の値上がりに
十分対応できるよう
お宅のご契約額が
適正かどうかを
ぜひお確かめ

射
射

のウラン・トリウム資源に関する
報告盤僅成作墨は︑一九六七奪以

一九七五卑版に関する最終作菜部 糾サイクル金般についての認載を
先に出しているが︑このことは一

総

次を参薄までに湿す︒

現れともみられる︒つきにその霞

リの0湿CD本部で開催された︒ 般説蕎の関心度に対応した一つの

降︑IA露A︵贋際原子力機関︶ 金が︑芸る十月六︑七の両醸︑パ
全加盟国からの資料提出という籐

年版以後のおもな問題点などにつ

鍵をこ め て ︑ O E C D と の共同作
以下︑この会灘の模様︑ 九七三
業となった︒一九七二年四月から
いて婆約する◎本報告は間もなく

門司①まえがき②ウラン資源の

ている国であり︑ウラン資源の資

れていなかった聯偶もあり︑各薫
別報告における数字は必ずしも同

たがって門原価﹂の定讃は管楽貝

じ内容ではないものとなった︒し

1mtU＝13stU308

は︑臼本の正式筋盟によって︑E

現状③ウラン埋蔵量の入手司能性

料も績極的に提洪している︒アイ

ア︑アイルランドがあった︒アル

⑳ウラン市場における再録の価格

ルランドは︑これまでウラン一石

③諸定筏

動向⑤ウランの生産および在庫墨

作業を爽施しておらず︑これから

U＝118U瓢08

O273−46一一1639

始めようとする園である︒大部分

1mt＝1．102st
4 米ドルのレートは1975年1月1日現在。

TEL

⑥探査濡動⑦ウラン資源の長期的

U308との換算はつぎのとおり。

照
照

情勢⊥瓢十が以下の二二ウラン鉱

米圏などで玉簾されているンヨート・㌧（st）

力

原

注〕1．o印 今回から齢西表に入った麟。
2 △印．資料未提繊のため1973年報警の数字を
代旨した国。
3 単位はLOCCメートル ㌧Uで麦されている。

験
託

るものとなっている︒

と15〜30ドル／ポンド おいて囲由に酎議しようとするこ

1

〒370−12

米国は最近の圓内資源の再調査の数字︒表の数字以外に確度の低い三十が以下の資源羅として︑予

とが頃的Q将粟の購要に見舎うウ

国
ソ
ル
計
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島本療子力研究所内

法・機構などを国際的協調の場に
賦のもの︒爾アフリカの数字は誤報のもの︒オーストラリアは一九七五年六月末の数字︒スペインは

一九七五製版の原価分類は︑前
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放射線照射振興協会群馬県高崎市綿鍵町
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〈安心を拡げる箋i額運動〉

箋施中！

第801号一
昭和50年11月13日
毎週木隅日発行

購翫科1年分前金3000円
力

日

士百午後の衆院・科学技術振興対策特罰婁員会で︑再処理︑原子刀船﹁むつ﹂︑原子力行政懇談

のだ﹂とただした︒これに対し佐

で平和利田に協力しようとするも

明︶は︑原子力行政懇談会の検討紬渠を来年慶事鋒に反映させるためには︑その結論を急ぐべきだ︑
六木科学技術庁長窟は︑﹁政窟と

鼓︑公聴会などをめぐって︑野党婁員四氏が政府側の弩えをただした︒この中で︑近江巳記夫氏︵公

原子力行政の欠陥を羅正したUえ

近江氏﹁行政懇の結論急げ﹂

科技庁の意向ただす

鰯

と強調︑同婁員会としてもこの旨を政府に申し入れることを提案した︒

に対する関心が纏まっているが︑

勉強会が計画されるなど︑原子力

黒瀬市擬はその後の甜蕎会冤で①

岡市が政嚇の薪全国国土総合開発

目標として揚げている食糧︑観

計鰯に基づき地城開発の中心開発

結論をまって︑帯蔑︑漁蔑を含め

ットを＋分損慶するこことを潮提

て︑原発誘致のメリット︑デメリ

原発誘致にあたっては︑同調査の

発を原子力で実現する薄能性につ

にする②翻査対象は﹁むつ﹂母

に計礪が遅れているエネルギー開

石川県珠洲市の黒瀬市長と田畑

いて政嗜の調査を求めたもので︑

港︑ドック︑研究施設を含む一1

光︑エネルギー開発のうち︑とく

市議会議長は六日︑中西同票知珊

これ謹で海上交通の拠点となって

る厭子力量躍前共同開発・立地地

登半日は電力業騨の広域運営によ

に対し︑政府が駄洲市での原子力

センターなど原子力関遮施設の岡

建設や原子力発電所︑原子力PR などの考え方を明らかにした︒能

市への設躍の適性調査を薫な内容

きた岡市への原子力船関連旛設の

力発電施設等の調査に関する襲望

う働きかけることを求めた﹁原子

磁﹂を提出︑問知瓢の了承を得

し︑などを行なうもの︒

ラブルに頬応ずる聞題点の身屋

への対応を図るほか発聰炉でのト

発成果のとり入れや安全棊準改訂

一つ︒

点として有墾視されている地点の
でも九月十六日発足した﹁地域開

としている︒同市では蒲蔑サイド

雛適絡協議会﹂で原子力に関する

た︒今回の要請は十月三十日の市

より︑能登叢の兜端に位醸する

理に切り換えることになった︒
にも予定されている︒

住友金属鉱山の

米原産年次

大会開催へ

年次大会は十ム月十六田から五日

16日サンフランシスコで

間︑ガンフランシスコで開催され

炉︶計薗に隣して椙互に情報を無

状態など装蹴の異舗の有無をチェ

目視検査︑制御揮駆動機構の作動

ハードウェア総点検は︑燃料の

これからの見通し②原子力産業の

基調テーマに︑①一九七五年⁝1

財政闇題③核撚料サイクル④政策

と手続きーー雪吊と改革⑤技術開

の六セッションで構成される︒※

発⑥パブリック・アクセプタンス

国の原子力産業が薩塗している財

で︑プラウンズ︒フェリー原発火

政問題︑許認可問題などとならん

争などをとりあげたパブリック・

災の唄例研究や欧州での原子力論

アクセプタンス問題も関心を集め

そうだ︒この産業界の大会には︑

シーマンズ米エネルギー研究開発

アンダース米原子力規制委員長︑

撫響動

局長宮︑ヒル連邦エネルギー局次

蜜をはじめとする政府関係者も多

る︒

之助原騰顧問ら約十人が出席す

参加するが︑わが国からは橋本溺

大会には各国の薩業界関係蓄が

顔も予定されている︒

では︑マコーマック下院議員の講

IF・ANSが共催する晩さん会

の冬瑚大会との交流をかねて︑A

催される米原子力学会︵ANS︶

出されている︒また︑併行して開

はかって行こうとする姿勢が打ち

を示し︑ともども諸課題の解決を

数登場︑嘗民双方の立場から難解

一

糊〒

︑総懸講捕

を

米原子力渡業鼠識︵AlF︶の

る︒今年の大会は

初会台が十一眠開かれた︒初会命

テーマ︑メンバー︑臼取りなど細

本的響え方を述べあうにとどまり

業11新たな行動をおこす將

償交換する協力体制についても当

試練にたつ産

冒についての慧毘調整は︑十一月

計画について周検討委員会として

フトウェア総点横③しゃへい改修

禽では①ハードウェア総点検②ソ

提出することになった︒第四回会

ェア総点検案に対するコメントを

の第四回会禽で各委員がソフトウ

蟹議に入った︒二十五日開催予定

団提出のソフトウェア総点検案の

コメントを審議︑さらに葦船黙思

へい改修計画案に対する各委員の

団のハードウェア総点検案としゃ

回捻挫で︑日本原子力船開発箏業

良宍東大教授︶は︑十一臼の第三

修技術検討委異会︵委員畏・安藤

運輸省合岡の門むつ﹂総点検・改

修案を検討している科学技術庁・

原子力船﹁むつ﹂のしゃへい改

﹁むつ﹂検酎婁

間報告提出へ

次回会合で中

にもちこされた︒

下旬に關催予建の籔薗会命以降

では双方がそれぞれの立場から基

と日本学術会議の關催躍備運絡会

形態などを協議する原子力委員金

﹁原子力シンポジウム﹂の開催

原子力シンポで
連絡会初会合

本賢三原研理事︒初会命は今月中

議会全貴協議会での肉し合わせに

施設建設に関する調査を行なうよ

石翔繋珠洲市

地で調査求める

原子力施設立

匹

設備変更を認可
原子力委
原子力委農会は十一田︑倥友金
属鉱山から串し出のあった岡社集

体廃災物処理施設に伴う核燃料加

海燃料工場︵茨城県・菓海村︶固

門原子炉箸規制法に規定する許可

工禦策の変璽許可三二について

を了承︑総理大距に箸摂した︒

基準に趨合している﹂としてこれ

変更串講は︑六弗化ウランから
二酸化ウラン燃料を製造する工程
で生ずる放射性廃曲物を焼却︑圧
縮してコンパクト化する固体廃棄
物処理施設とこれを転轍する施設
を新設するためのもの︒岡工場で
はこれまで放射性廃棄物の処理は
賦本アイソトープ協会に委託して
いたが︑同協会の引き取り貯蔵能
力が満杯に近く︑委託に応じられ

時の炉心安全性実証計画︶と原研

珊蕎レベルで突っこんだ話し疑い

は建造後八鋸の聞に生じた研究開

ック︑︸方︑ソフトウェア総点検

ことになる︒
のNSRR︵原子炉安金性研究

をまとめ原子力委員会に提出する

究所のDBF計画︵出力異常耶七の申間報告にあたる第一次報饅欝

在︑この聞米アイダホ園立工学研

されている︒一行は約十日間滞

金性研究の技術的問題などが予定

A原子力安金性研究開発協力③安

全研究の現状と今後の協力②1H

隠見交換は︑①日来の軽水炉安

冊冒﹁﹁圃騒騒i

ない状況にあることから施設内処
@
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を行なう︒
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が行なわれるもようだ︒
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昧煮資金援助要請を拒否

楽国のデルマーバ・パワー＆ライト社はこのほど︑ゼネラル・アトミック︵GA︶祉に驚嘉してい

の製撮．威では核鷲の取鍍い

海上原発で最墾雛び鑑蓋棺
終環境声明書
は〜切なく︑プラントが海上に立

二十人をハーウェル研究所で二︑

を掘進するだめ︑イランの研究員

三無調練し︑また第二の協定で

釜社の腺発由画の遅延︑申止の影

ターツーどス・エレクトリック＆

響をこうむり︑現蔭ではバブリッ

は︑英園がイランの原子力研究に

技南援助を与えるilことを規定

ガス︵ニューシ平ーシー州︶の四

している︒今回の協定は控え団な
決めているOPS社としては︑P

地されたときに初めて燃桝敦薗が 幅だけである︒標輩化原発轟入を
行なわれることになっている︒

C

力の蕃初めになるものとして期待

鷺

ットが得られるため︑残りの四基

WR八難の一括建設で初めてメリ 内容たが︑樗来の両脚の原子力協

N

最饗環塊声明書によると︑ブラ

米

はこのほど・オフショア︒パワー

来原子力規制婁量叢︵NRC︶

するより︑この瞭契約を破顕して

口上㎏子力発寵所の製遺施設昂認境への影欝︑ま紀シャクソンビル

・システムズ︵OPS︶腰提策のウント島の製蓮朧設運転による環

ーバ電力との上鞍建謎契約を履行

賠侵盆を支払うほうが得策との弼

されている︒

原発営業税収入の

千三颪万藩︒建設が踊画されてい

紬んでいる︒西独のクラフトベル

ンス︑書算と原子炉輸入で協定を

下する灘画で︑すでに西独︑フラ

発電設備轡蟻二千三費万KWを設

イランは今後二十年間に原子力

原発購入を豊軽しているが︑禦態

再受贈を隊掬して連邦政府に置上

の進展はあまりはかばかしくない

一時八裁まで数Wんられたか︑電力

OPS辻の海上即発受注基数はようた︒

少ないとしている︒

湾に係わる最終環境輿望書を煮浸南およびその周辺地域への影響は

億二千五爵万がの支難いに同盟し

した︒OPS捉漿は︑フロリダ州

断のもとに︑今図︑隠蟹力への一

たものとみられている．

GA往はデルマーバ磁力との契 シャクソンビルのプラウント島で
溝上愚子力発星群︵PWR︑出ぬ

同村の今無の営讃歎選入は︑原

たは威約を益した契約を総んでい

ゾー村にしたわけた︒

いる︒また出力九十万KW級PW

湾岸のプシールで建設が始まって

︵PWR三薫はすてにペルシャ

出力酉三十万KW加圧水型原子炉

め県護鼓か今園︑繋a灼策として ク・ユニオン︵KWU︶社の最大

くのではとの億測もあるところか

エジソン︑ルイシアナ要目︑フィ
ラデルフィア徳力︑オハイオ・エ

ら︑今後のGA靴の紙幅が舵團さ子力発癒肋二墓︵出力各五十万Kこうした要請をサンロ⁝ラン・デ

たが︑これらはこの一琿間にすべ

W級黒鉛ガス冷郊炉︶について一

シソンの四憲力食詰との閉にそれ

た出力七十七万KW局撮ガス冷却炉︵HTGR︶二莚の超讃計画を巾止すると殆喪した︒周誤謬副麟約のほかに︑南カリフπル嵩ア︒
の中止は︑当初の建設契約価格での履行が不魔羅になったためといわれ︑GA辻はデルマーバ電力に

に契約受注した商用HTGR は す べ て 取 り 萎 め に な っ た ︒

賠憐として一欝二千五百刀がを支払うことに同惣したという︒今園の㎡改印止で︑GA辻かご耗まで

一酪え・政厨の資金援助を受けられ

るよう※エネルギー醗鑓開発局

ル漂子力研究斬のスタンレー・マ

︻パリ松本駐画学︼顧央ハーウェ

ラン鉱確保て南アフリカと交渉巾

という︒このほかにイランは︑ウ

の讃工をメドに準備を編めている

受注が潜れているものの︑来客宋

ノ︒

鎗

巣進艦挙株式会社

ぞれHTGR二鼠の成約唐み︑ま
れている︒
めGA筏は契約の再評価を求め交 一TGR実証炉プロジェクトに切り
力は当初の建設契約坤内での履行

R男盛の発注内示を受けているフ

ーシャル博士とイラン鳳子力表員

ない︒最近の帳道では現在凄し

っけ︑その轟入両能性の検紺を

東｝】ミ籍算巷区東楽｝f橋1−2−13（；1；岸ビ篤）丁鱈L（く〕3）573−4235獣1

デルマーバ醗力の最初の原子力

決まったの は 一 九 七 一 奪 の こ と Q

イランと原子
力協力推進へ

ど︑サンロ⊥フン・デゾi村に対かし︑これは㎏村たけの収入て︑

会のアクパール・エテマッド墨譜

ランスは︑敷地選定の遅れで正式

周辺の環境破壊︑とくにロワール

英が協定結ぶ

し︑原子力発電所鵠裳税購入の一

ンスを通じてユーロディフ祉のト

だし︑ウラン濃縮についてはフラ

で二十四︒至妙︑七六急物二十

はじめたのも︑ウラン市況の反

Z

二﹁

＝一篇鱒覧

一讐

・二騨一画

蓋

非破壊検査機材（浸透。磁粉・超音波）

発磁計画 と し て H T G R の 採用が
渉を続けていたが︑デルマーバ電

る出力九＋万KW級加圧水型猿子

炉︵PWR︶二三が儲兀蔵すhれば
︵皿九八一〜八二無の予定︶︑そ

正式な発表はなされていないが︑

部を野辺晦村との戯︑逓療境灼簾費

はこのほどテヘランて︑二つの原

リカスタン工場建設に一〇％資本

の遍りにいけばウエスチングハ

ークリアは七〇年代張渡しで四

ウスに損はないが︑それなら岡

ウエスチングハウスのいう商

たイランと爾アの契約謡が流れ

十がを握嘉しているという︒ま

濃縮の代畷榮務など脅禽めた核

法条項の適用は︑これまでに繭

るというように︑背後でオイル

燃秘の一猛サービスで軽水炉の

というのもそのころの話題だっ

例がないという︒顯客の反応の

ダラーが動き︑石油ショックの

と饅されるウエスターン︒ニュ

たが︑そうした燃繕市場への晃

なかには︑たかがウランの値上

影蟹はまだ吸収しきれていない

七が︑米国南場の価格リーダー

通しの営さがいま間われている

りではないか︑そんなことで契

社を頼り切っていた野曝の損失

とみてよかろう︒

約変更ができるなら︑どの契約

大撤受淺作戦μ鋸延めた︒十野分

もっともウエスチングハウス

の取替轡料の固定価搭契約1一 はどうなるか︒

は︑石癌ショック後のウランの

同かな三二位鉱側探すよりも︑

のもその一網だ︒ERDAは不

みても︑ウエスチングハウスの

映といえよう︒石藺ショックで

総

﹁安くて麗冨なエネルギー﹂の

︵K︒K︶
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広域利用を墨黒

仏ロワール

仏シ二会が村会に
︻パリ野漆駐在鼠

現向㎡幽の縮小︑従業員の削織は

子力協力協定に署名した︒第一の

参加している︒

・エ︒シェ⁝ル県営ムはこのほの三七に達する見通しである︒し

照葉のHTGR研先開発は︑とE
して県評周組台に拠出するよう村は講書とされていない︒鼓近の

もとにテヘラン穴学の原子力研究

協疋ては︑イラン原子力委員農の

ハウスといえども庚台畳を揺さ

川対潔て騒﹄破鴇を受けている町

鼠DAの委託のもとにGA社が中
要論した︒サンローラン・デゾー 法律改正て富巣山の再分配が新た

必翌とみられている︒

八隼後とまだ先の冤込み︒このた

袖がHTG況聞発分野から手を引るという︒

心となって行なわれており︑GA 村議鉄は近く︑この都制を留議す に規定されたが︑法律題用は七︑

うした状況を熟慮してGA社は︑ 早発を継話していくかについての

一︑輸出されるプラントはパイ

韓国への再処理召輸出で

︻パリ松本駐在風︼フランス政
ロット・プラントで︑商栄戸襖の

仏政府

米紙の報道に反論

ミット振子力発磁病建設を国のH 多額の欠損を出してまでもデルマ

画を今後も推進していくため︑サ

その隼の 終 り に 楽 時 の G G A︵G
︵EKDA︶に要糎したが︑この
て取り消されてしまった︒GA祉
をあくまでも盗張し︑護らなかっ
A歓の二身︶に出力七＋雄蕊KW た︒GA批としては︑HTG代
案も拒沓されてしまった︒こ
R苗計
が今後どのような方法で難①GR
二墨が発注され︑その後︑敷地も
デラウェア州サミットに決まり︑

サミット原 子 力 発 露 所 と し て 一
画機が一流八○年︑二弩機が八二
無の運紙開始を爵標に︑本荘的な

そして今奪八月には︑※原子力規

計薗推涯の準備がなされていた︒

に蒲黍することができる隈定工事
府はこのほど︑フランスの韓園お

一︑韓国については︑すでに核

ぶられかねない闇題だ︒

推測されており︑ウエスチング
ンの供給契約を履行できなくな

とみるのが妥嶺のようだ︒

ウランの先行き不安はいろい

を儒用すればよいのかという声
も上っている︒

値上りは門命理的に予測するこ

エネルギー研究開発局︵ERD

ろな波紋を投げている︒来国の

に賭け︑今になって賭ける気は

石油シ齋ック以来︑ウランは

のは︑ウエスチ

もっと手厳しい

なかったと謡っているようなも

ーで低品位鉱の開発を奨励した

て︑米熱型法の﹁商業的に実行

とが不可能な﹂早態だったとし

る方が結局荷重だと強調した︒

既知の低晶位鉱に生塵費をかけ

A︶が︑先頃のウラン・℃ミナ

杓三簡に伯上りした︒それほど

の一！ときめつけている︒ウラ

ングハウスはウ

上る前に何らかの手を打てなか

不能﹂の場台に識期するという

っているアトラス往の例がある

ン鉱業薔の闇にも裁判沙汰にな

ランの将来蒲場
もので︑台計八千颪万膠︵酸化

ったのかという黙聞もあろが︑

遜給した︒同筏の代案︵新契約

駆解急とり︑そのことを顯客に

ばから七三黛までに編紬された

類題の契約は一九六〇奪代姥

れる騒ぎになっている︒

め各撃力食祉から只食が提起さ

オーソリティ︵TVA︶をはじ

れだため︑テネシー・バレ⁝・

袈細線鰍罎
り︑晒器に契約の変更憩難し入

ウエスチングハウス社がウラ

叢叢雪

ものではない︒

核兵露

ており︑さらにフランス︑韓国︑

拡散防止条絢︵NPT︶を批些し

したニューヨーク・タイムス紙に

省聞において施設と磁脱に対する

國際線子力機関︵工AEA︶の蕊

として攻撃

料再処理プラント輸出を

よびパキスタンへの使用読み核辮

制婁員畠︵NRC︶から敷池工裏
山田を傳︑灘工への準備が鎧った
ところだった︒

しかし︑すでに計噸中止となっ

た他のRTGR建設契約と岡拡
様散を助擬する行動

発表した︒

反論して︑襲旨次のような声明を

に︑ここ数年のインフレ︑エスカ
レーションによる資材蟹などの寓

葦察を強化する協定が粘ばれてい

騰で鰹市単が大爾に上昇︑このた

轡露

る︒この毛蟹強化は核拡散防比を

きするものである︒

期するフランス政府の慧國を麗轡

一・韓国の陶処理技術導入は源

である︒

子力発電所建設課画を議する結果

ーー二審國同A一

建設進む核融

ウラン︶という大岸︒ウエスチ

聞題の還因はやはり不慣れなウ

合研究装置

ングハウスの手持ウランはわず

ラン供給事業へのウエスチング

英カラム研

か︸千五百万惨なので︑注引き

・七五％︶は契約どおりに供給

ようだ︒

見難しや契約の甘さはおおえぬ

核融台研究を進めている英国原

問題は軽水炉が譲号しく登下し

の生産価格でその産出分から︑

し︑残りの半分は同社所長鉱山

賜田は選くまり︑湯華力もその

同じERDAがウランの利用効

子力公社︵UKAEA︶カラム研 六千六酉留りが不驚する︒その
うちエスカレーション条項によ

たころの︑いわゆる﹁フユーエ

ウランの値上げは依然続いて

例外ではない︒

率の這いカナダの霊水炉に霞壱

究所は ︑ 核 二 食 研 究 昏 乱 D l T E

る救済がどの雪色かはわからな

ル・パッケージ・サービス﹂を

おり︑こんどの薫件が新たな市

が︑今のところそれだけなのを

︵腫写窺︶の建設を進めている

いが︵約四千曇りという報通も

他の半分は電場からの腿入でI

場圧力を加えることは誘定でき

八

が・旧基羅は碗荘︑璽設の澱終段

ある︶︑不避分を市揚から購入

懸い出させる︒来國の炉メーカ

ー供給しようというものだ︒こ

lしたがって帯場価格によりー

案︶は手持ウラン相当分︵

階にあるという︒同仁櫨では︑商

して供給するとなると︑ポンド

とともに︑ウランの黍当て︑賃

ーはプラントのターンキイ契約

ハウスの進出だろう︒こんどの

混プラズマの加熱︑閉じ込めの研

響で七億がから十億がの損尖と

嶺たり十簸メないし三十賭︑影

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

77
騨

灘
疎豪
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り︑その成梁が期待されている︒

究が行なわれることになってお

蚊P灘

素材から航空機・原子力機器まで

硫黄分（10P．Pm以下
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標準化で信頼性促進
ブラジルへ大規模輸出も
独康の軽水炉技術をもつ西独クラフトベルク・ユニオン︵KWU︶社の幹部が来日︑十日︑電力会
社の代表ら頗厘との懇談で︑標鵡化により軽水炉稼働躍は磁い儒頼性を達成している︑八O無代以降

信頼度の高い炉

への関心

濃縮ウランは欧州内で自給体制が確立する︑などの点を説明︑日本朝出野火の関心を集めた︒とくに
西独の軽水炉技術については細部にわたってつっこんだ贋疑が出るなど

はまた︑ブラジルへの原子力輸繊

計画が︑KWU︑ステアーグ社︑
ウランゲゼルシャフトなどの践間
企業をはしめ電力芸社︑政府も加
わって︑原子炉をはしめ核燃料サ
イクル︑運転経験︑許認可システ

仏競鶴舞海難
芙肇輸出滋であ思掛
さらに﹁南アフリカの濃縮工場が

明らかにして注目された︒また︑

の商さを示していた︒

には現窪の米園︑ソ連への依存か

再処理窮業計画については英︑仏

世界的に大きな課題となっている

㎜昭和黎版

原子力濫業の実績などを掴載︑

制および関係機関の窩動状況や

好評発売中
原子力関係の孚引欝としてひ

撹界の原子炉一覧や国際条約︑

ろく親し藤れてきた原子力隼鑑
の昭和丑十犀版がこのほど刊行

協定轡︑提冒︑無明などもあわ

業界各社の原子力関係役職餐も

便をさらに軽めている︒また産

せて麗冨に集録するなど利払の

発売巾です︒

中心とした内外の原子力開発励

嬢讃は︑昨年一琿聞の動きを

向を体系的にとりまとめ︑わか

掲載している︒A5版︑脳イで

入希藻の同きは撰本原子力産業

一部四千七薫円︵送料別︶︒購

り勢く解説したもの︒昭和十三

巌議総務部業務諜まで︒

鋸以降昨年までのこの分野全般
にわたる詳細を認録した原子力

関する研究で日本原子力研究所核

万度含の編温プラズマ開じ込めに

はト⁝ラス磁場実験装躍による百

彰は今國が初めて︒原子力関係で

十牲を発窮したQ研究功績蓄の表

和五十庫獲研究功績桜三十八件四

科学技術庁は士一百付けで︑昭

簗一回雪究功纐港

茂氏ら表彰

核融合で森

葎表ほか︑内外の原子力開発体
﹃

▽訓電優・伏冤康硲︵名大名鑑

堂興は次の逓り︒

第九園原産難次大会儲蓄盃員会

ていくことになるもようQ

嫌厭のあるべき姿について探ぐっ

表と甜灘を行ない︑今後の原子力

を申心に︑内外の権威蓄による発

櫛笥︑これを実行するための方策

とで︑原子力産業界が担光すべき

しい原子力行政体制ビジョンのも

ム戸戸がBNFLの再処理計画に
滲撫する愈向と伝えられることか

及ぶものと予測される︒

ら︑その野宮性と対応にも検討が

め︑そのための準備要員会︵蚕員

カー︑学港︑地方自説体︑報道関

えるべき安定かつクリーンなエネ

生活の向上︑福祉国蒙の実現を支

二︶︑末永聡一郎︵三部盟工常

所長︶︑玉村武久︵古河飽気醐七

購︶騨佐藤宗光︵福厨県葉陰襲携

轟尾方昇氏らが叢彰される︒表彰
式は二十六日︑サイエンスビルに

る︒本年度の研究功績響は各雀庁

おいて科学技術庁無蓋鐡が贈られ

および郡追府県から推薦のあった

■幽

；■

＝ 日

711口

6

朝食のみ（但し、簾3・4・5

折衝は︑本契約に兜だってとり
かわす契約の大綱に関する協定の
煮晶めの段階で︑資金調達の蛾し

おり︑こうした構勢から︑一戸交

さなどから難航を余醸なくされて

渉に決鶯がつくのは来春になると
の観測が強まっている︒

第九回年次大
会準備に着手
原遼
臼本原子力産業会議は七日開い
ぢほ
た沸＝酉七十右倒欝優狸響金隅駅

﹁原芋が発響シズテムの脚欝

爾済燃料の貯蔵も余儀なくされる

係誉など含計十一名で構成され︑

▽婁綴・石禰周一︵九州筆

ルギー源としての原子力発躍の必

田島敏弘︵興業銀行常務︶︑田鰻
隣文︵濃縮・再処理準備会顧問︶

金碧題などの国際的共通譲題をは

箇の折衝では︑麩釜︑唾じめ多くの來蟹鵬が葎する

れだ︒

百四十七件百七十七名から選考さ

研における核融禽研究︵森茂核融

終日パリ市内観光

ノズル法を採用している﹂ことを

懇鹸会には︑函独側からKWU守作業の迅速化︑正確化が期せる
ら脱却し︑欧州内での麟縮ウラン

と三際共通諜題の打開をめざし

自給体制が確立する可龍性が轟い

て﹂を基講テーマとする第九園原

分な配慮がされている︑などの点

ケラー同原子力担当常霧取締役︑

産無次大金を︑来璋三月十〜十二

祉のH・フレーバー剛社長︑W・ よう点検スペースの確保などに十

ロセッサーズ計画が技術的︑環鹿

を強調した︒次いでバークナー参

独共筒窮業のユナイテッド・リプ

窮竃は原子力発雌所許認司の当局

ことを説明︒このあと︑ノズル法

ヘッセン州経済技術省原子力聚電

三・二五％まで濃縮することに成

長・伏晃康治名大名書教授︶の設

續ｪ五葎までは自国内への使 ノ・ホールで開催することを決

による濃縮技術について﹁カール

所群認可担 当 の H ・ バ ー ク ナ ー 滲
スルーエ原子力研究所でウラン獅

日の三日聞︑策謀︒蹴が関のイイ

を軽水炉罵燃脳として使用可能な

認司体制について説明したあと︑
だろう扁との冤解を表閣した︒

へ

府がダブルチェックする西独の欝

耀担当蓄として︑連邦政府と州政
的な要畷により遅れがちなため︑

力の田申醗治郎劃社長︑中部贈力

山川の蕊畝 ︑ 日 漁 側 か ら は 渠 蹴 羅

の柴田二蕊男常務取締役ら約十五

模な原子カプラントの輸出謝画で

功した︒鍛近のブラジルとの大規

ック瀬策など技術的な聞題につい

鷹を了承した︒準備委員会はメー

簸近とみに糊まってきている反対

て細部にわたる籔問が相次いだ︒

質疑慮答では︑日本側からクラ

運勤について門当初は無に近かっ

を採用している﹂と藷つた︒岡氏

も︑濃編工場には︑このノズル法

西独は八五 鎌 に は 全 体 の 三 分 の

人が出騰レπ︒

巖近では緻織化が逸むまでに茎っ

一にあたる五千万KWを原子刀 と
た原子力発醒所建設への反対蕎も

教授

力常猫︶︑岩崎東塁︵水産翼白保

建設蟹金の半分の約一千億円を日

融台研究部長森茂氏︑海水申のウ
睡協会寓路理購︶︑藩老芳郎︵東
峵u︶︑酒井正利︵電源開発理 ラン採取絹吸溢材に関する研究で
B本専売公社中央研究所空濠研究

使用済み燃料の海外再処理委託

猫︶︑瀬川正舅︵動燃副理蟹罠︶

る原産の第九回無次大会では姫鱒

来年三月で翻立二十周年を迎え

議を行なう︒

大金の内答などについて貝体的審

する翫画︒九趣隼豪で主流を占め

再処理で近く折衝

ている﹂と現状を説拝した︒

濠た︑フレーバー氏は︑世界的

るという軽水炉について︑ケラー
氏は﹁建設︑計璽甲を禽め二十五

独の原子力霧の現状を総括した

塞︵PWR十七基︑BWR八暴に︶
低迷を続ける経済偶勢下での西
を紫がけ︑運転中の＋暴のうち寵

た︒間氏はこの中で︑ガス拡散法

サイクル遡業針画を中心に鋭明し

要性が高まる一方︑環境問題︑藪

ERG
委託条件︑鵠と詰める

ン発電所を除き︑八目が一〇Ω％

本側が調達してほしい︑などが示

あと︑ヨーロッパにおける核燃料

の出力運紙を続けている﹂と現況

を検討している凝縮・再処理準備

来週︑来日する英罵核燃料会社

会︵ERG︑一本松明磯会擾︶はされている︒

を述べたあと︑KWUの療難化原によるユーロディフの翫画︑抗心

奮と合％男のビィルガ・セ

原
三圏の翫画の二つが並行する欧州

画脇洋一︵東工大教授︶︑堤佳辰

薗誠に任命されるなど解散︑総選

（OP）オフショナル・ツアー

菓京聡

1月8環
（木）

分離法を採目している英︑繭︑独

︵BNFL︶のガバナー再処理期
郡融資額︑返贋条件など畷金分撮 最近の原子力黙認をふまえ︑﹁原

第一回﹁核融合
成果報告会﹂

挙も予想される波乱含みの政治危

1月7日
（水）

の大型化には基本的変璽なしに標

長らの 代 表 と ︑ B N F L へ の わ が
についての謡し禽が忠となりポ力議塗︒システムの完警国

︵日経新聞論説委員︶︑藤本得
婁託再処理に付随する闇顯点にっ⁝際共通課題の打關﹂に焦点をあ

︵醒購連騨遊猟鵬︶︑堀一郎︵策

国からの再処理委託について継続

畏︶︒

鷺寓務︶︑村田店︵原研翻理禦

て︑十二月上旬に予定される原子

昭本原子力研究所は二十七日午

いても検討されるもよっだ︒窪た

後一時半から集京・平河町の金共

原研
について墨体的な協力体制づくり

連ビルで第〜回﹁核融合研究成果

最近・璽イッをはじめユーラL淵叢懇嚢の筥にもとづ薪
わが國では電力業界を中心に今

肢ﾈ降に開催延期

を極討するもので︑将来ウラン濃

エネルギー戦略と核融禽︵村田

日露ウラン濃縮専門家会議

縮で共岡研究する場含に備え︑周

折衝を行う︒

後の再処理の進め方として⑳当薗
は動力炉・核燃料開発摺業団の蒋
処理施設で処理する②昭和六十年
代前半をメドに民間の第二再処理

報告会﹂を開く︒

浩原研副立直長︶︑核融禽研究の

プログラムは次の通り

辺の技術協力の再能性を詰めるこ
資源加工度を葛めるのに日本が協

オーストラリアでは︑十一日ホ

現状と鰐来︵山本賢三理購︶︑原

工場を建設する③第二工場擬業開

始蒙での端境期はBNFLに委託 十二︑十三の両日︑束螺で開か

力することで台笠をみたもので︑

ーザー自由党主が暫定蟹理内閣の

イットラム首相が解任され︑プレ

節団がオーストラリアで今後の協

核融融炉︵迫雨意設計研究峯長︶

川兀二大型トカマク開発塾長︶︑

とが墨弼の焦点といわれる︒

れる予定たった日簸ウラン濃縮共

宵宮を団長とする政府ベースの使

昨年十二月には無価備の井上力添

する︑という基本方針が打ち出さ

同研究舎岡脚門象会議はオースト

力体制について諭し台いを行なっ

て脚門家会議の開催が来春まで延

機にあることから︑政周を反映し
専門蒙会議は︑これを受けて︑

郡長︶︒

特別講演︵大河千弘GA社核融合

､究部長︶︑JT−60計画︵吉
ている︒

びる公舞もでている︒

バリ帯在（OP）ベルサイユ窩澱観光｛￥4，0GO）（OPIサヨナラ

て、フランス糾理（￥8，000）

EUROPE！

謝

鷺RG は ︑ B 醤 F し と の 数 次 に
ラリア側の都合で十二月以降に開

れている︒

催延期されることが十田明らかに

るが︑BNFも側からこれまでになった︒

わたる折衝で委託条件を詰めてい

ウラン濃縮共同研
究

価櫨を蕩めるそれぞれのステップ

転換加工を禽めウラン資源の付加

は一昨年︑幽時の田中菖相と
理を受託する条件として︑同社ウ

会談で︑オーストラリアのウラン

ホイットラム葭相との日簸トップ

巳八間の

ィンズケール再処埋工場の能力拡

端境期の十隼間に約四千ナの再処

大︵層間千五頁ゾをメド︶に伴う

肇月6日

東京都千代田区丸の内3−1−1
国際ビル
郵便番号100
TEL（212）4811〜5
提当 越智、鈴木、影林

竃月5罠

パリ滞在

丸の内航空営業所

マドリ・ド発（午前）壁ハ囑（午後）（OP）擁レストランに

（火）

パリ発給アンカレ・ジ経由乳離

なと、モダンなパリ。ルーブル
美術館、ノートルダム寺院など
歴史に彩られたパリ。セーヌが
流れるパリは 花の都 です。

・ンドン発（ノF荊〉→嬉凹・ド柳午後）（OPフラメンコ・

近畿日本ツーリスト株式会社

1月4日
（日〉

（月〉

午前マドリノド観光

（土）

込方法i

ショー（￥10，0（X））

1975賃二12メ｛1Q

隔月2B
（金）

申込締切

下記まてお電繕にてお聞い合わせ1・
さい、申込酸をお困り致します

マドリノド滞在

ーをご願下さい。

（木）

ロンドン滞在

ます。

璽月3貝

ヨー罰ノバの諸都市とはちょっ
と異質の街、それがマドリノド
です。昼は太陽の光にあふれ、
夜になると居酒麗から流れるフ
ラメンコ。情熱の中にも裏愁を
欝びた調へは旅入の心をとらえ
て離しません。フラメンコンヨ

マドリノド

終1＝i臨i由行動（OP）ウインザー城観光（》4，α）0）

の畳食を含む）、団体行動中のチノブ

1月肇日

年をロンドンで越していただき

航空運賃、ホテル代、観光料金、食事料金

ロンドン繍（午前）終出ロンドノ市内観光（OF））年越カクテルパー

ンドン、侮げない建物に、道行
くノルクハノト紳士に、ゆるぎ
ない伝統が……その反面、砦者
の熱気にも満ちています。1976

（水）

ティー（》4，000）
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HAPPY

仕事は単身で、お正月はご家族で、A

「一

子刀発懸所の警え方にふれ①出力

魯

KWU社蒼脳との懇談会のもよう

期日．1975年12局30Ll（火〉〜1976年1局8日（本）

〈β程表〉

会員の方々へちょっと趣の異なるス
ペインを加えた3都を結ふ旅てす

雲気30日

ロンドン

の濃縮羅業を概説︑一九八○隼代
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聞

力

原

﹁二篇ークりア・インフォ﹂

範囲にわだるものであり︑京だ以

れた岡様な評価に比べはるかに広

この研究は︑これまでに試みら

けることによってこうした過査に

に関する最も安全な方法をとり続

継続的な監視と原子力の取り扱い

までの記録は良好であり︑今後︑

関しては﹁この点に関するこれ

がの財政投下を含む五か虚説画を

積を駆使することを含め︑一薗億

するため︑米国の科学技術面の愁

現存資源の拡張と消鍛効率を幽籍

ネルギー源を開発すると岡時に︑

同評議委員鼓の勧告は︑山際エ

スの斜掛が重要視されるべきであ

炭気化および液化ならびに災然ガ

を含む国内の石油︑石炭および石

であり︑エネルギー問題を莫服す

が実行町能な代琶エネルギー手段

段が継続されるべきであることも

注憩深い環境保護および金魚傑手

わせる機会を歓迎する﹂と語り︑

させるため民聞産業界に澱任を負

りを減少もしく犠終的に籍塾

ら︑リスクを澱小限に止めるため またわれわれは︑連邦政府の役剛皿

めるべきであると確僑している︒

るためにはさらに原子力開発を進

前に行なわれた原子炉安全性の評

おける蜜全課成記録を今後もさら

る︑と述へている︒しかし禁

る︒同研究は米国における原子力

価に顛要な改護を加え説明してい

強調している︒

試委

験託

照照

聴唖

トンボの製晶

原子力に大きく期待
米大統領のE−A構想
一を無制限に作り出すことができ

エネルギー源とくに原子力︑領海

提唱している︒周勧告はまた現有

あらゆる産業に貢献する

は米原子力魔簾会議︵A−F︶

︒アンド︒インフォーメーショ
フォ⁝ド米大統領はこのほど︑

エネルギー自立公社︵EIA︶のるしと諮っている︒
にのばすべきである﹂と勧笛して

をするさい︑また将来の原子炉安

いる︒

二二の安全性に関する多くの決定

同大統領は︑EIAは肩白のエ

るに当たって珊瑚を鷺烏的に述べ

を与える︒産業界は公衆に説明す

磁石縮襲品の総合メーカー

が︑パブリ ッ ク ・ ア フ ェ ア ー ズ

ン・プログラムの一環として︑

原子力に関 す る 二 輪 を 総 懸 ︑ 分
析︑騨価し ︑ そ の 結 果 に も と づ
ネルギー自立のためのすべての努

一般公衆の福祉は︑プライス・ア

鍛後に﹁規律正しい原子力聞発と

ンダーソン法の継続下で完全に達

原子力発電所の保険を引き受け

るべきである︒あるがままを公衷

編隊温海

設立案を講会に持ち込んだ︒これ

ム︶の成立を求め続けてきたので

は︑原二二禁止令︵モラトリア

原子力日劇婁日曝

成される﹂と結んだ︒

プライス・アンダーソン法の廃

ダース米原子力規制婁碁会︵NR

ン法がなくなれば原子力は他のエ

ている原子力塁審賠償黄任偲険協

すべきである﹂と語ったQ

璽ブレーキライニング

は︑石炭と原子力に大きく依存し

して同法案を拒語した︒同法纂は

り一顧封目なものにするためには

ネーダー氏は︑公衆の保護をよ

ある﹂︒

しないとする規定を禽んでいると

その三十日以内に議会は延長を
哲決することができると規定して

プライス・アンダーソン法をとの

いたからだ︒フォード大統領は昨

ように修正したらよいかについて

ーソン法の廃止は現在もしくは今

のほる原子力発醗弓張に対する政

後︑同法の規制下にある酉九十に

府の澱任の免除を愈味するもので

律に核物質の転換に関する条項を

はないと語った︒また︑現在の法

員畏は︑﹁もしも転換された物質

含めることについてアンダース婁

況の郭故が越こると︑金工任を産

の発蛋源を逼跡できないような状

業界に負わしめるという不舎理

性がさらに強化されることになろ

ベーカー上院議贔

う﹂と語ったQ

プライスアンダーソン法に関し

てハワード・べーカ！上院議員は

護と私企榮の保陣との微妙なバラ

JCAE而よぴ議会は︑公衆の保

ンスをとるために奏任を持って行

けるエネルギー供給方式における

ネルギー慣源に対する競争力が弱

ム総支配人は﹁われわれは原子力

会を代表してバート︒C・ブルー

醗フッ素樹脂製贔

全性に関する研究開発をみちびく
上での基本的な根拠となるであろ
う︒

EPAは同草案の結論に対し全
体的には葦葺したが︑一方で簡単
に修正司能なものではあるがいく

年この法案を拒蕾した際︑﹁この

証雷して欲しいとのJCAE婁農

連邦エネルギー局
プライス・アンダーソン法を支
持する立場で証臥した連邦エネル

ギー局︵F露A︶次密のジョン
・ヒル氏は︑押台の消滅は原子力
開発の紛織をもたらすと主張する

各社に対して行なった調萱にもと

氏は︑﹁FEAが原子力産業界の

ネーダー氏と懸兇を異にした︒問

を指摘しつつ︑ウィリアム・アン
規定をもり込むことは︑私が周法

止を望んでいる批判薇がいること

案を承認した後︑さらに合同委員

の要請にもかかわらず︑原子力壌

いる︒

もし今回の延長法案が日の目を

日

く僑じていると語った︒べ塗装！

動する能力を持っていることを強

畏の長老であるが︑原子力合同委

翫は︑JCAEにおける共和党議

員会が薩陣しているプライス・ア

ンダーソン法︑認可制度︑ウラン

めた燃料サイクルなどの立法搭麗

濃縮および放射性廃棄物処理を含

ベーカー氏は︑彼の叢論を述べ

に集中して意兜を述べたもの︒

オクラホマン︵オクラホマ市︶

義子力発露の占める役為りについ

象るか︑あるいはまったくたち打

懸不燃建材

懸パッキン・ガスケット

いて︑全国的なコミュニケーシ
力のなかの一要素にすぎないこと
を強調︑エネルギー確保のため今

て行くことにより︑米隈のエネル

後十無聞に六千億妙以上が必要と
されるが︑この新公社に予定され

るという同大統領の政策圏標の達

る一千倦がは︑米国産業界の肩代

ギーを一九八五銀までに自立させ

成をはかろうとするもの︒十年間

りをするのではなく︑産業界に対
つかに配述不十分な点︑誤りおよ

び不備な点があると指摘しだ︒E

PAが指摘した主な問題は︑同草

会および議会がこの法薬を施行す

故の影響を強調した︒ネーダー氏

C︶委員長は︑プライス︒アンダ
べきか歪かについて溝慮すること

長のジョン・パスツール上院議員

の議・護に対応して︑JCA￡婁員

は﹁原子力開発をやめさせる手段

になり︑これは懇書違反である﹂

れている︒

と語った︒今回この条項は削除さ

を廃止しようと努刀している入汝

としてプライス・アンダーソン法

があるが︑これは公衆に対する防

プライス︒アンダーソン法は・

護を撤廃することであってまこと

実際には超りそうもない原子力鞘

誕するための規則を含む一九五四

し︑政府保陳を段階的に廃止しよ

ダーソン法は一九七七年八月

に遺憾である﹂と藷つた︒

故による損憲に対して︑大衆を保

うとするものである︒昨年フォー

づけば︑プライス・アンダーソン
法の廃止は︑米国経済の一翼であ
る電力業界にある愈味での混乱を
もたらし︑全経済の安定性と短期

うと予想される︒しかしながらそ

履用に深刻な影響を与えるであろ

のことは︑即座に原子力開発の終
了を悪味するものではないと爆じ
ている︒新しい原子力発魔所は引

そこで最も鶏要なことは︑プライ

指摘したQ続いて同氏は﹁しかし

ながらその規模の大小にかかわら

一つ一つが原子力平和利用麓業に

ずひとたび事故が趨こると︑その

米国の科学捜術界における少数派

ちできなくなろう︒それゆえに私

醗石綿紡織晶

碧ンとパブリック︒アクセプタ
ンスの輪をひろげるために発行

しているも の で す ︒ こ の 情 報 に
は︑原子力 を め ぐ る 月 間 の 動 き

とし︑資金一千懸がを投入する構

の躇隈公社で︑大統領の薩属機関

する触媒あるいは刺激剤としての

た︒

役舗りを渠たすであろう︑と語っ

すると誤って解釈されうるという

が社会に対する許容隠険度を悪退

フォード大統領は︑EIAの葭察が述べている億険腰の比較評価
的として︑米国におけるエネルギ
ーの生歴に関する新技術の開発︑
ことである︒

五年間に二百
億ドル投入を
AF﹂・C一◎が提唱

米労働総同盟産業別禽議︵AF 来議会上下両院原子力禽同叢蛋

イス・アンダーソン法の期限延長

職プライス・アンダーソン法は原

会︵JCAE︶は九月中旬︑プラ
L︒C10︶の中央評議委農該は
隼の原子力法の修正である︒現
十月初旬開催された同軍議の蕉

子力発電所に対して五態六千万脾が

の保険を規定している︒このうち
民間負抵一二二千五藪万が︑政府

EPAは︑﹁ラスマッセンの研原子力開発促進のためのあらゆ

ド大統領は︑岡延長法興はJCA

負担は四億三千五薦万メとなって

る努力をはらうべきである︒原子

に期隈切れとなる︒現在これ以上
の聴聞会は計画されていないが︑
報道によれば︑ノーマン・ラスマ
ッセン博士らによる原子炉安全性
研究に関する最終調査報告轡にも
とづいて︑原子力食間委員会の聴
聞会が開催されることになりそう
だ︒

ラルフ・ネーダー氏

き続き建設されるであろう︒だが

ス・アンダーソン法が廃止される
と︑同法のもとで公衆が現在保隙
されている財政的な保護を受けら

語った︒

れなくなるということである﹂と

力に関する欲求は強烈である︒原

である原子力反対グループ︵UC ての国蔑的な正当な討論とは性質

ック・リレーションズ問題に影響

鍛初からつきまとっているパブリ

氏は︑﹁今や理性的でかつ有能な

子爆弾がまもなく最も小さい国

Si憂懸する科学蕎同盟︶は︑時 を異にするものである︒

原子力保険プール

かがえま す ︒ こ の 檎 報 は 奨 行 以

人凌は︑原子力開発上残されてい

六でさえも保有できるようになる

臼本アスベスト株式会社

鹸

がたんねん に ま と め ら れ て い ま
ず︒

想だ︒

フォード大統領の一九七六庫選
挙の政策の一部に予定されている
この副画の発表に当たって同大統
セイフ・アンド

と呼び︑原子力を支

領は︑原子力を
・クリーン

術の開発ならびに火力︑原子力お

米國における原子力部署の支擾技

米環境保護工

ラスマッセン
報告を評価

よび地熱発出をあげている︒

持することを再確認した︒同大統

の一つとして海上

領はまた︑エネルギー韻前線での
颪期的描麗

原子力発電所を加えるべきである

現在の米国におけるエネルギー

と強調した︒

システムの澱大の弱点は︑巖少の
國産エネルギー資源である石磁お

法案の検討を再開しUた︒周法案

反する条項があるとして︑昨年フ

は︑立法技術上の間題で懸法に違

次大会への報告欝で︑﹁石漉およ

と騒されていだ米環境保護庁︵E びガス燃焼発電所を石炭燃焼およ

ォード大統領によって拒蕾された

にみている

PA︶が︑原子炉の安全性に関す び原子力発電所に転換するだめの

ものだが︑プライス・アンダーソ

批判的

存し︑最も豊認なエネルギー資源

である﹂と述べている︒原子力に

維織的な政治的運動を開始すべき

原子力を

である石炭および原子力への依存
るラスマッセン報告草合︵騒終報

力についての当初投下資本獲は高

ン賠償法を一九八七年まで延長

究は︑来演における原子力発電所

Eが原子炉安全性研究についての

ついて同評議蚕員婁は︑﹁米国は

告は十月末発表︶を高く評与して

﹁私のビジョンはこの豊囲な蟹源

を環境保護と完全に調和させて開

オイルシェールの十倍の埋蔵墨を

の危険性についての琶猶的かっ撮

いが︑ほとんどの場合︑結果的に

見ないとすると︑プライス・アン

持っている︒そして米国の原子力

も必饗な乳価を行なったものであ

発することである︒来国の石炭は

を動力化する能力は伝畿的ともい

同委爵会の評価を国会に提出して

寛を郷た広報活動を行なう機敏な

一一一一﹁一︐

る︒軍箱への手段として︑原子炉

センスを発揮しつつ︑広島原爆三

一冒一﹁齢噌・

はその溜在的な破壊力を平和的に

十周難記念日を選んで新たな原子

﹁轄一一昌疇﹁

タイムス︵アラバマ州ハンツビ

利絹することのシンボルとなっ

律鱒冒一幽輔彌一

みて最も安価な鴎気を提供してい

脚；一︻一儒轄一騨﹁一＝

るレとして︑次のような見解を示

︐一

うべきであり︑よく知られている

一・﹁儒一璽一﹁

から三十日経過するまで効力を二

冒一

る﹂と述べ︑原子力発電の安全に

儒一一騨

している︒

一騨一胴一﹁罹

原子炉の世騨的な利用は︑

力麗醒所の建設に反対する運動を

ている﹂と指摘している︒

ル︶

た︒しかし︑その爾威から平和へ．

推進する睡の円明を行なった︒こ

﹁プライス・アンダーソン法は

今から一世紀あるい

は二世紀後のいつのほにか・来国

世界の発展途上国いに安姻な電力

の転換は︑もしも人類が懸魔のあ

原子力にとっては非幣に璽要な助

ニックス︶

および世界のその他の国六は鱒殖

の供給を約束する一方︑世界的な

ることとを不当にも結びつけ国民

成措躍であり︑同法がなくては原

るにあたって︑まず︑康子力産業

炉︑核融禽︑太陽熱および地熱の

資源に依存できるようなになるで

の恐怖を想起させようとする試み

子力産業は存在できないことが明

ラルフ︒ネーダー氏はプライス

のことは︑明らかに原爆による大

ンフォ﹂を癸行した背蟹には︑

あろう︒しかしながら︑今匝紀一

である︒これはまったく性質の異

白である︒プライス・アンダーソ

界の安盒認録が農好であることを

原子力開 発 へ の 批 判 や 反 対 が 先

ぽい︑あるいは来世紀の初めにお

るリンゴとオレンジを比較するよ

・アンダーソン法に関し︑JCA

鋭化するにつれて︑︻方的な見

いて︑鰻も短時闇に作り出し得る

うなもので︑われわれの将来にお

破壌の恐ろしさと︑発霞を行なう

解や不正確 な 簿 報 が 増 煎 し ︑ 大

エネルギー源は原子力発飽所の増

い︒

から掲威へと逆転するかも知れな

Eで証言︑次のように語った︒

衆の原子力 に 対 す る 純 粋 な 疑 問

EA︶長宮のフランク・ザーブ い︒しかしながら︑諸国家の原子

設である︒運邦エネルギー周︵F 核拡散の聞題はおさまりそうもな

ため制御しながら核分裂を利用す

や繁朴な不 安 を 鶴 つ た 方 向 へ 増

来︑原子力 関 係 者 の み な ら ず 蹴

ということは驚くべき星園であ

原子力めぐる各紙の論評

幡させかね な い と い う 爽 構 も う

UCSの声明批判も

つかい方を勉強しないならば平和

リパブリック︵アリゾナ州フェ

ヒ

ように︑きれいで安全なエネルギ

いることが明らかになつだ︒

度が最小であることであるとし︑

よび莱然ガスにそのほとんどを依

JCAE聴聞会から

活勤への利照を促進する時期にき

奪

本社・東京郡港区芝火門1−1−26鐙105電話（433）7241（大代）

O273−46−1639

τEL

干370−12
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各界代表者が証言

る問題をやりとげ︑原子力の生薩

どからも注露されています噛

会︑運弗︒ 捌 政 府 ︑ マ ス コ ミ な

覧

卿

放射線照射の利用

プライス・アンダーソン法改訂

大破壊の可能性をも持っている︒
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日

安全局設置再び脚光

を隠ねている︒

合的な原子力行政のあり万に無二

長︶が発足し︑機構改革を食む総

て原子力行政懇談金︵有沢広巳座

その後︑首相の私的謎闇機関とし

行政の割書打開に期待

政府
衆院内閣婁醗会は︑十八日︑﹁科学技術庁設計法の一部を改正する法復案扁を審議したあと撮決
を行ない︑蟹成多数で司淡した︒設工法改正案は︑科技庁に原子力安全局を設け︑現行の四周を五局
とし︑原子力行政を︑開発叢務担当の﹁原子力局﹂と︑規制・安全業務担壷の﹁原子力安全局﹂に二
分し︑独立した機能をもたせようとするもので︑今週中にも衆院水会議で可決成立したあと参院の審
議に付託される冤通しである︒

子力行政罰談藪の結論が出てから

の審議が難航していることから︑

なっている酒︒たばこ取上げ法案

日・﹁むつ縣の膨理纒饗請隠期に

佐々木科学技量庁擾官は︑±二

問に笛えた中で明らかにしたも

俊︑公明党の鬼木勝利両婁薦の麗

衆院内閣蚤顔農で︑社会党の大出

﹁むつ﹂で佐々太長官示唆

る︒

策の充実︑強化に力点を羅いてい

参院での聖賢辮議は二十五日以降

の︒

っていくのか︑との麗問に対し・

佐々木擾蜜は﹁今のところ悔理︒

動力炉・核燃料開発孤叢団︑眠

國のPFR︑わが国の常陽など双

団理事ら爾還炉蘭係番が出朧︑英

佐世傑では﹁むつ︺受け入れを

イズンは燃燐が進むにつれ︑変化

ボ

㌦ケ

︑甑繊

ト

塵晶

群．麟

鼠菱原子燃料株式会社

方る
が薦めている縄薫炉の研究三編
︵UKAEA︶の聞で緯んでい

ど参加の同協議金は先月の総会で

及させる②圏に原子力行政の確立

①原子力の正しい知識を市民に普

租利用と︹むつ﹂の受け入れを幌

おり︑こうした毘地から国への要

進ずる︑などの揺動方針を決めて

塁となったもの︒

高浜一号炉で

安全審査へ

原子力委

原子力委蝋会は＋八日︑串請の

一弩炉︵PW飛︑八十二万六千K

あった関西撃力癌浜原子力発懸隔

W︶の中性子吸収体の設躍変璽に

関し中層炉安全照門審査会に安終

原子炉固冑の安定性および炉心の

審責を指示しだ︒変更の内容は︑

出力分布の単担化を図るだめ︑駁

めぐって論考識会を中心とする賛

する反応歴を擾朋的に一定に傑つ

ため装入するもので︑ジスプロシ

お知らせ

謠¥一一園日本アイソトープ

会議は︑交物ストにかかわり

世界の三褻

水原子力研究所と英国原子力公社

ナトリウム冷却など綱汝の技術的

﹁液体金属歯速増殖炉の偶報交換 の現況についてレビュー︑さらに
に関する沼縁協定一に基づく第四

問題で葱兇を交換する︒

改定についても翻し合いが行なわ

年闇の期隈切れとなるため︑その

また︑同協定が十二月末で五か

圓日英萬速炉会議が︑十二月一田
から五爵まで︑東野と茨城興の璽

岡禽議には英国側からJ．ムー

海・大洗で開かれる︒

衆院科学技術振興対策特別委綴会

展開している︒造船下網企業主な

アA露A画遷炉システム部憂ら六 れる予冠である︒
名︑日叢側からは大山膨鋤燃珊業

で︑公明党の近江三曹夫氏の﹁む

京た︑佐々太損宮は︑十九繍の

た︒

こちらから現地の無勢も踏まえて

れており︑そういう晴期がくれば

円満に解淡を閣っていきたい﹂と

いるが︑現地の繋偶など響慮して

としては十二月の初め頃を弩えて

うか︑との蟹問に箸えて︑門メド

戸硬訥︶のスケジュールはど を三三する③二二総葱で原子力平
つ﹂

月串にも安全性審糞

述べた︒

﹁む2受け入
れ促進で要請
﹁むつ﹂の佐世保受け入れ逓動

佐世保の推進協議会
計画のメドがつくのは今月の下旬

を展開している﹁むつ﹂活用國民
運動推進協議金の森実雄蔓擬ら一

行九名は二十田︑科学技術庁に佐
々木長宮を訪ね︑﹁むつ偏の改修

図ってほしいとの蔑し入れを行な

・点横の際の佐世保溢痩用促進を

がメドで総理発諮と食い遡ってい

成派と︑総評・地区労などで纈織

ン︵可財性鷲物︶を使用できるよ

り轡え炉心でバーナブル・ポイズ

ない︒︵科技庁側も︶そのように

する反対派がそれぞれの立場から

うことになった︒

準備を進めている︒こう理解して

地元住民への壁塗的なPR慈動を ウムなどが使われる︒

うにするもの︒バーナブル︒ポ

よろしいか﹂と蟹間したのに対し

・

ル・アトミック社︵GA︶が開発

ン炉︵三十五万KW︶の運転状況．

中で︑フォート・セント︒ブレイ

ている︒わが国では電源開発会祉

が今後への試金石となるとみられ

がGA社の高湿ガス炉を翻漉する

取りきめ﹂を拡張する方向で双方

方向で極逸しており︑磁腱設計な

．それぞれ掘載しました︒

機器展示金の出品機器紹介を

三面に側催される原子力関係

褒蕎の横顔とプログラムを︑

特訓慰として︑一〜面に海外発

本簿は︑アイソトープ会議︑

で開催されます︒

凶暴簗幕謬
画報交換していくことが実務蒙レ㎜カすることになったもの︒合意し

る︒賑本命提案の耐震慰謝︑再処

どに独自の研究開発を澱んでい

安全性研究についても今後日来で一が羅温ガス炉の安金性研究にも協

翰醸潅麟叢雛腱雛鞭総収

双方が台意︑橘報交換を進めるこ

理を含む核燃料サイクルなどにも

とになった︒構報交換にはわが国

側と︑日来原子力安全性研究魯門一ウムガス中の不純物による一次冷

雲脚に庸のため嚢中のw二重腐食・多フ・イトの簾な

から原研が進めている疑団的高温

ヘ

する来原子力規制委員禽一行との．側提撰の山導設計︑隅処理を含む

業閑金田醗設轍腿九千七葛七十七

祈データが提ぷされるもよう︒

ガス炉に関する安全性の実験や解

二十七万八千KWとなり︑璽気質 ジョンストン核燃料謹撰身団罠と一酸化など十項霞といわれる︒田本

原子力発揮設題容盤は︑十基五薗

商浜二母炉の運開で︑わが園の

てに命格︑運転開始となった︒

このほど逓産省の使用前検査すべ

たもので︑四十六葎二月着工︑昨

軽水炉に次いで︑湿熱ガス炉の

萬混ガス炉は︑出国ではぜネラ

擬官は﹁一癒その圏途だ扁と瞥え

衝は十一月中旬から下旬にかけて

さらに鬼木氏が︑佐担保との折

う程慶縣と警えた︒

隣点になるのではなかろうかとい

十一月下旬から十二月初めという

勘璽して︑虚心にお願いするのは

なので︑その後の現地の状況等も

だきめていない︒ただ︑およその

長窟はこれに対し﹁日にちはま

ず﹂と迫った︒

に﹁的確な囲安︑兇当があるは

岡での三木酋相の発雷を引き台い

をもって折衝したい﹂との先の福

を終えて︑その結果を待って確僑

としては十

このあと鬼木勝利氏が︑﹁政府

る﹂と管弁︒

お願いしなければならないと弩え

その葱向が新聞・テレビで伝えら

いるところはないが︑佐匿保では

協力協定の改更も

日米が協力推進で意見一致

高温炉も情報交換へ

総点検の齢は隠目串し入れをして

12月1璃から東京で

証性研究に関する﹁縢来箔報交換︷することになった︒

三褻重工業株式会社
三菱原子力工業株式会社

螺

曝電

・勲ブ

機

︑麟

鮒・脚麟繍

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

日英高速炉会議

万KWの五・四％を占めるに壼つ 間で話し綴った椿竪︑軽水炉の安一核桝繕サイクルなどにも憎報交換
た︒

三菱PWR原子力発電プラン

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商鷹株式会社

高速増殖炉プラント

こうした状況から国会審議では

実際に機構の改革ができるまでに

安金局設置は聴期的に中途半蟷だ

行政を立て磁していくうえには︑

析研データねつ造脳件や﹁むつ﹂

安全確保行政を撹う独立した機構

は二︑三隼をみなければならず︑

ばこ憤士げ法案を強行採決したた

がどうしても必要︑との判断から

その間原子力行政を円溺に進める

科技庁毅記法改正案は︑①科技

同法案の今国会への再提出は︑

昨隼末﹁新部局の設圏は認めな

上でぜひとも必要︵佐汝木科技庁
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山際原子力機関︵IAEA︶研
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究・研究所部長︒一九二七年ソ連
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距助教授︑

程で工学馨攻︑一九五九年大学軸

P︶婁贔長︒一九一七無カナダ生 高研究所に入り︑同研究所大学課
まれ︒トロント大学黙︵医学博士︑

生化学修士︶〇一九四九年国立癌
研究薪霧綴研究農︑一九五籔年カ

ナダ原子力公社チョーク︒リバー

原子力研究所医脚部擬に就任︑放

剛性物質の羅性研究にたずさわる

一方︑ 一 九 五 六 駕 か ら I CRP活

動に謬画︑岡委縮︑翻婁轟腰を経
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第12回日本アイソトープ会議

て︑一九六九年襲異長に競任︒一

九七四年爾任︒

力機関︶
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コンパクトで堅牢
取扱安全・便利
高精度検定保証
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傘急速に普及︑発展し︑臨床研究

鰍するラジオイムノアッセイも近

し

︵抗体法︶による血中アルファー

インスリ

フェトロプロテイン測定嗣キット

⑭各樋R工A・キット

ユニークな
稟京原子工集

各種計測器

ン︑HGH等の血中ホルモンのR
岡懸想贔の①シンチレーション

る趨動守宮闇系パルス計数蟹③二

×一〇の十四桑nvの商巾性子東
まで測驚できる新型娠換炉用出力
置目炉内巾性子検出麗④畿鵬摂氏

七〇Q度まで使用できる圧躍型の
高温用膏響検出露⑮ナトリウム申

IAによる測定用キット④オート
ロジック到一〇Qサンプル用のオ

爪

平鴎バルブエ藁

取得のバルブ

ASMε認定

核分裂生成物研究胴ループなどσ

る︒

ートガンマカウン目タ︑などであ

標識化合物や

委託研究紹介
塾化学薬品
圃批は米国ニューイングランド

ヌクレア︵NEN︶社の総輸入販

雛綜
詮

可能性ゆたか
な液体シンチ

日本無線医理学研究所

などに愈まれる極微璽トリチウム

降水中︑澗川︑地下水および海水

体シンチレーションシステムは︑

い利用が可能である︒このほか︑

せず︑また核極分析もでき︑幡広

なので︑襖雑な化学操作を必嚢と

ンチレーション法の処方そのまま

馨一

各概サーベイメータ︑サルファメ

の測定を國的としたもの︒試料の

ALOKA低バックグランド
調液
製は一般に行われている液体シ

た画娚的なものである︒

放射線管理業
務などを紹介
カルサービス社

ラドセーフテク一㎜

今響設立された同社の展示はオ
ークリッジ型フードで︑従来の機

れる︒

麦︑轟轟嚢璽が囎出

モニタステー

ションの実演

窟士躍欝議

岡敏はモニタリングポストとダ

ストモニタとを組愈わせたモニタ

なう︒ここでは罐光表承盤にバッ

リング︒ステーションの考量を行

を表示︑配録計には空間ガンマ線

クグランド値の空間ガンマ線麗躍

麗率とダストモニタ測定億を配糊

する︒また︑低バックグランドベ

コベータを展示し︑舞舞機と締び

ータ線スペクトロメ！タであるピ

つける差動演算も行なう︒そのほ

か各緻測定容羅が展示される︒

ドリー︑放射線無理叢務などその

を圏指し︑フィルター交換︑ラン

た︒環葎は原子力施設の総合管理

高崎研究所から最近開発された低

魔設をカラーパネルで紹介︒また

リフオルニウム蹴中性子線源利用

たモリブデン99製適施設およびカ 三半響置放二線検出膿である︒鰹

身輿など放射線照鮒による加工製

贔が展示される︒

多様性あるマ

ルチシステム

規格モジュール式マルチチャンネ

モジュール構成によるマルチチャ

ル・システムが出昂される︒この

ンネルは︑多種類の仕様に応じ任

るので︑ガンマ線スペクトルの糊

線測定・核医学方麟での応尾に四

密な観測に適し︑申でも環塊放射

声といわれる︒

臼立ガンマ線レベル酎はON1

日立製作所

ル計と密度計

性能よいレベ

コンピュータを結舎すればADC

葱に拡張︑発腿が可能で︑ミニ・

爵

雛の択胴と︑ユニット橡麹︑1E

綿している︒櫛出効撃の罵い検出

ずれも蜜金性の腐い線源容器を使

8K︑メモリ4Kのマルチチャン

ネル︒システムとなる︒

精度の高いガ

ンマ線検出器

にリチウムをドリフトさせた隅軸

シリーズは︑ゲルマこウム単結覇

いる︒

能︑保金強が大繍にアップされて

同社のガンマ線検出器・GLCC規嬬を擦難しだ惣子認隠蔀で性

堀場製作所

器

0FF用︑連続測建用があり︑い

鰐難醗

岡目からはNA王G総合研究所

臼本原予力喪果

れたエネルギー分解能をもってい

範囲も幅広くなってきている︒

射線垂線︑ボードン製レンズ等放

温騨省による蕎機鍍ガラス︑耐放

るほか︑食贔照射旛設などをカラ

射線照樹による顯工製晶を展示す

求クスイ・ブラウン社

ーパネルで展示︒さらに放射線照

原研からはアイソトープ鱗業部

日本原子力研究屠

活必需品等も

照射による生

憲される︒

の安定岡位元母様のカタログも用

でH
独M
自に
英国BOC社︵PROCH
︶開発したAEC−NIM

用カクテルならびにバイアル類と

料などを配齢する︒同製に液シン

編繁されたR王の便用上の参霧資

するとともにRCC技術陣により

線源︑標醸溶液響カタログを展示

は︑RCC徴の標識化合物︑放射

プ製磁全般を取扱っている同社

射擬興協会からも窯内装飾品︑一
︵RCC︶社製ラジオアイソトー

英噸ラジオケミカル・センター

品全般を紹介

資料でR一製

放射線モユタリングシステム

︐∴ゾ

原子力関係機羅展示禽

識化合物でトレーサー実験を籍う

に欠かせないものとなっている︒

轟
＼

岡祉はバルブ導灯メーカーで︑

蝋

・カウンティング・システムはガ

能を向上させ︑かつ低価格を設計
薗榎として製作したもの︒その融

新なデザインと簡便な機構は︑R
I用フードとして鍛適︒写真パネ

総合管理へ
ビル代行
同批は原研熱海研究駈の発尾と
同時に溺掃・懸盤の委託をうけ︑

『蝋磯灘烈

ヤ

第十二回浸本アイソトープ金議では︑追込により垂垂議と並行して
かれる︒今回はとくに本会畿と同一フロアに該堀を設け︑さらに本垂議の内容とも密魑した形で設懲
されるため︑多数の謬観蓄から注圏されるものと思われる︒この展示鼓には機器メーカーをはじめ薬

ことは古くから知られていたが︑

同社のスキャニング剤には︑クエ

広い分野の展示が行われ︑鍛近の状況を知る上でも興味深い︒

定袋鯉がこれまでなかった︒闘社

経済面と操作の簡便盤で有利な測

ン酸ガリウムーGa67︑テクネチ
売元として︑①炭黙14︑水脚3な
ウム99獄ジェネレータであるウル どの標識化舎物②ヨウ暴螂︑ヨウ

構

19量が最新の機器をーーー謡
素撒などの精製アイソトープ③メ

プラントなどでは商度な要求を渦

特に原子力発電︑火力発磁︑化学

たすバルブを数多く製作してい

ンマ線の特定エネルギーの計数率

るQ巾でも原子力発蹴朋バルブは

測定やエネルギーの窟動分析に適
し︑測定糖果はレコーダーに自動

現在総生灘の約四〇％を占めてい
る︒本年八月︑同社は原子力発臨

十段階のランプで横盗難羅を表示
し︑フルスケールで園転灯および

火試験の模擬などが紹介される︒
機器の麗弊的権威であるASME

ルでは︑耐火遮蔽冷戯謙とその耐
ブザーで蟹報を発生する︒③計測

の認定を璽けた︒

畏瀬産粟

子を測定装羅に挿入するだけで︑

低バックグランド液体シンチレ
ーションシステム

が五十年度から大照製適を開始し

ナショナルTLD︿放射線継蛍光

同社は系列会社からの出射で①

原子力施設の
嗣モジュールは五十機種に及ぶモ

系列講社から
ー分析あるいは騰間分析システム

である︒

などを任悪に構成することが町能

中性子検出器
などの測定器

線懸計﹀腱測定袋籏と被曝用小子

被曝線懸を簡単に︑しかも高精度

からなり︑放射線被曝を受けた粟
同社の出贔は①擾鯉濃筥度のナ

塞承芝浦螺気

蛍光線量計量

ジュールがあり︑計数︑エネルギ

記録される︒②アラームポストは

スバウァーなど各樋線源④液シン

ジー本会議とも密着した内容し
トラテクネカウなどがある︒

診断︑治療用

測定器など
ダイナ求ットR奮研究所
岡社の出品は①トリオソルブ・

VEB．STATRON社で開発

用胃薬などの展示を行なうほか︑

トリウム中で便用される高還増殖

東海研究所におけるRIおよびS
Iによる騰薬品︑化粧品︑食品添

に測定することができる②耐火性

晒．

＼

鐡黍渋染順＼

品︑化学︑商社など十九社が謬加︑それぞれ独自に開発した機器やRI櫟識化台物︑照射製贔など懸

自動化要請に
応える測定器
大阪躍波
放尉線測定の自動化︒雀力化は
簸近認に窒嵐されている︒この要

ンマ線サンプル・チェンジャ︵S

求に旛えて圖社が開発したのがガ

CW−3︑SCA11︶である︒
これらはいずれも独自の機構で︑

SCWi3は五〇サンプル︑SC
A⁝1 は 九 サ ン プ ル を 収 納 でき
る︒コントロール系・測定系は小

型化されたNIMモジュールを駆
使している・

高性能のポケ
ット線量計
国際技術交錫社

CISのラジオアイソトープ製
品︑LMR王標準溶液︑線源なら

びにフランスPHYS工O墨
T汁E
のC
NOI一五型旨旨累︵チッ
計を紹介するが︑このうち特に

たもので︑これまでの間題を完全

された分光分析法の原理を慮目し

HNIE 離 昇 臨 写 武 ポ ケ ッ ト線騒
累15︶分析諸隊は︑このほど肇独

ージャーの爽目口本を取り揃え展

癌の診断等に

に解淡している︒

今回はポケット線騒謝とそのチャ

示する︒これはフランス標準規格

たフランス欝欝欝欝ライセンス製

M六〇一五〇一に従って製遮され

品で︑欧州で広く用いられてい

第一驚一研究所

スキャニング
放射儀医薬晶はアイソトープの
スキャニングを行うことにより癌

汚染に及ぼす影響に関する安金研

加物︑農薬の蜜金性ならびに環境

ゲルマエウムガン
マ検畠器

ガンマ線レベル針、密度針聡子圃

る︒

定評ある重窒

素分析装置

テトラソルブ翻甲状腺機能検査用
インどトロテストキット②アルフ

型︶臼鷹内濫獲を摂氏零度一五度

ガンマ線用冷藏顧︵RC二〇一

駐
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に保ち︑また繋惣時にはマイナス

野嘱〜暦
ついで放射能の汚染除巌︑各極廃

韮用フード

五度蕊で司変ずることができる

離舞鞠
棄物処理などを手がけるに簸っ

オークリッジ

③フィルムバッヂサービスーーデー

タ処理をすべてコンピュータ化し

AEC−NIM規

一
原研・策海研究所ホットラ
ポ施設内の除染作業状況

レ5

の診断辱に広く使用され︑一方試

長漬羅

懸盤

難じく魏魏圏百五十度で使用され

炉薦出力領域炉内中性子儘出器②

新型転換炉用炉内中性子検出器
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より安全に、より使いやす←・・石油精製から食品工業まで

さらに使いやすくなった電子回路部
寸法はIEC規格を採凝し、デザインも一新。

R Ls 形

ェックできるチェック機構、模擬信号発生難

曾讐臨
毘
ペ
レ
綿

圏

ます。また、回路電圧をモニタ用メータでチ

窟

豊富なフfrアレド経験と技術が生きています。

ユニット懸造によって、使いやすさも向上してい

7

路を内蔵しましたので、回路の動作確認が計
器塞で行なえ、保守点検が容易です。

RSI形

安全性の高い遮へい容器
回転軸は耐水性、気密性に優れた2璽0リン

圏窟γ綿塞慶誹

観嘱

グ構造を採屠。不要の放射線を容器中に確実

鷹1欝蘇識

に遮へいする、高い安全性を誇っています。

密度計の総懸シャソターは、ワンタッチで測
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N初めにも可能か

●

産業界の意向を強く反映
来原子力規鋤婁翻叢︵NRC︶は十一月十二日︑ウランープルトニウム混臼酸化物燃料の便馬欝可
に対する鍛終決定のための手続き︑およびこの巖終決定がなされるまでの闘の関適禦項の暫定欝認蒲
活動のにめの手続きを明らかにした︒この手続きの公表は︑軽水炉のプルトニウム・リサイクルに係

わる最終決定を早めることになるもので︑NRCがこれまで考慮していた一九七八年中頃という酸終
渓定時期は︑一日半ほど繰り上げられ一九七七奪初めになるという︒
環境影響晦聡総環案の捕剃として

アンダースNRC婆興擾は︑十予定を臨めて雌慌される︒同分析

NRCがさる五月︑来国のプルだ︒

一︑公衆は︑環境影響函悪趣草

トニウム・リサイクルに関する最
二日の舜明の中で﹁今回採縮した

窺および提築されている規則に関

草案は来年初めに完成︒

終決定を一九七八年中頃まで延期

われた蒔期よりも︑一銀灘ほど軍

孚続きは︑五月の暫定政策でうた

ー

六万KW双子二二藝合計六百六 千万哩と想定されている︒また鰻

ネスBの五発耀所での出力各六十 芳曜であったが︑現在では一難鵬

に一廻機を過転させ︑一九七七奪

は最近工購を再開︑七八無の運転

＋万KW・＋基だが︑一九七薫 も工聯が遅れていたダンジネスB

の原子力発電所一叢機は︑グダン

工嶺階の建設駿覧疑りは九千五百

た︒アルジェリア︑西独両国は埋

ずることがこのほど明らかにされ

が完了する来巻謹で︑交渉を甲断

無︑完成は八七鶴の予定という︒

面で愈冤がわかれており︑とくに

蔵醗︑開発臼程︑供給価格などの

る︒

に︑新規の晦謂轡の萬横討を始め

懸定認阿公布もありうるとの態度

四万KW︶と核燃料はソ運が供給 ポンド当たり十〜士炉で撮掘可

原モ炉︵ノボボ瀟ネジ型合力四十

出していると伝えられている︒

圏

原子力施設の警
備員を武装化へ
英

︻パり松本駐在鍛日英蕨畔ず刀公

物∵鍼

社︵UKA露A︶はこのほど︑政
府と懸察の同順のもとに原子力脳
設讐傭鍛の武順化を決めた︒これ

ィンズケール︑ウィンブリス︑ド

はテロ行為に備凡ての描紐で︑ウ

スイス運邦政府

しWH霜解では①橡式の適切な護 の調査に当たっている︒同原発の

新しいエネルギーの主役

英のAGR建
設は大幅遅れ
建痛楚は倍増

型ガス冷却炉︵AGR︶建設翫画るという当初予定は大輔に遅れ︑

シャムについては︑七六痒各紙開

万峻に楢大している︒さらにヘイ

始が七九奪以降に変廻され︑建設

当初の八千九菖簾越から二傾二千

い蕊だに一輪も題転を開始してい

までにすべてのAGRを運転させ關始を留指しているが︑建設蟹は

さらには履行規躍について聡かれ
は︑多くの技術的騰鰹に遡遇した

︻パリ松本駐在簸︼英圏の改憲

る公聴会に謬加する機食をもつ︒
ない︒

十基の中で巖も工礁が進んでい

NRCは︑来庫初めに最終環境影ため大懸に運れ︑建設躍も当初毘

超える額に還する覧込みだ︒AG るのはヒンクレー・ポイントBで 饗もこれまでの一億四千百万曜か

積りの四懸一千八筥物議の二倍壱

トルプール︑ヘイシャム︑ダンジ

スク近郊のザルノビッキーに建設

いるという︒

ら二鰹四千万瞳にふくれあがって

響建鴫欝の安全擬瞳以外の上分を

H建設は現在︑ヒンクレー︒ポイ 現在の予定では来庫響臨界︑その

公表した後︑できる叢り薄く立法
上の公聴金を開く計画である︒

料サイクル施設運癒の暫定認可・

される針認だが︑魑工は一九八一

一︑NRCは︑すでに提出されントB︑ハンターストンB︑ハ； 六か月後には送下臥嬢︒六七年魑

軽水炉での混合酸化物燃料使胴の

あるいはそれぞれの状況に塞づき

ている混合酸化物燃料蘭係活動の

一︑核燃脳再処理︑混台酸化物

串購盤の萬検討を継続するととも

燃料成型加工のような関遡核燃サ
イクル濤動の概定許認町を書慮し

を示唆しているが︑現実的に︑こ

能な埋蔵灘について︑西独側は一

しているという︒なお︑ホッガー

ェリア彌は三万誘と異なって推定

し︑タービンと自動制御システム

％︑二〇〇〇無に

スチングハウス社も関心を示し︑

ル・ウラン鉱隔発には米罵のウエ

アルジェリア︑西独

を続けていたが︑8W氾の子会社

ホッガール・ウラン鉱闘発で交渉

が中心︶の両覆は︑サハラ砂澱の

と西独グループ︵越力会社逸WE

アのソナレム︵SONAR営M︶

門パリ松本駐在厨目アルジェリ

すでにソナレム社との交渉に璽り

である︒

ウラン開発山総

は四〇％を原子力発電で賄う計画

九〇矩には二

ランドでは︑電力灘要のうち一九

万四千〜一万六千ジ︑またアルジ

うした燃料が実際の使用に供する

頃以蔚にはありえないようだ︒

規制の趣旨にそってなされたもの
で︑人口稠密地の実際の塊界につ
いての解釈は僧頼性があり︑控訴
院はこうした解駅を衝理する立場

するよう控鋲院に差し醒したQ

着工は81年忌

濠を一時中断

また醗画裁は︑AECの解釈は

鷹裁に上欝していたもの︒

はポーランドで製遣される︒ポー

ていくため︑定格な劇戦が設建さ
れた︒

する懸鯛轡の蝿出を樋じて︑NR

て以来︑麗藁界から強い不満の愈
くウラン紅プルト一一ウム混合酸化

Cの淡定過穆に滲加する機会をも 巖終淡定階購の一九七七駕初めま

敷地を元の状態に罠さなければな

であるウランエルツベルグバウ社

通じて︑CEAが原子力溜水鑑用

︻パリ松本駐在畏ロスイス連邦

が︑特別作業部会では瑚在の気象

完成は一九八O〜八一隼の予定だ

⑧

＠

巡ゼ

難疎藤．蜘㌦

欝綴鱒

ﾔ撫

努に瀞難し

勢239TELO468−43−4111（大代表〉

電話（06）768−3935（代）

する︑と の 日 日 政 策 を 明 ら か に し

が表明されていた︒この魎定政策
物燃料髄用に開する鰻終決定を下

ージ市の境騨までは一・一耀しか

らないとの決定命令を下したた

ポーランド原発一号

田︑譲渡棟価の灘価で対立し︑難

礎にできるだけ穴きなシェアを獲

炉向けに閥発しだPWR技術を塾

るため︑特別作業部会を設けてそ

周辺の気象に及ぼす影響を調査す

祉のカービー会擾は︑この交渉の

社の機携運騒③フランス霞力添祇

渡価格②効率の良いフラマトーム

の環境影響聞題といわれている︒

とくに璽視されているのは冷却塔

〒540大阪市菜区山之下町108USビル

神奈川県横須賀市内川新田907番地

阪

一方︑NRCによると︑新たなようになるのは︑一九八○藤代中

は︑プルトニウムの取り扱いをめ

難論樹裁判所は十一月十一臼︑

鱗ベイリー原発許可へ

擦訴院判決を破棄

での闇に︑プルトニウム閲係の燃

つとともに︑簸終環境影響脚明欝

定に滲加ずることができる十分な

すことを可鮨にする︒弓隠に公衆

とられた描躍だったが︑建設中の
機会を提供する﹂と述べ︑二酉以

および原子力薩業が︑この騒終決

使用済み 核 燃 料 再 処 理 工 場 の 酔 謙
上もの団体︑慨人から受けとった

がいまだ確立されていないために

可にも緊が及ぶことになり︑産業

り上げに反映させだという︒

愈兇轡を参考に今圃の決定時期繰

ぐる安全保磁間日の評価︑解決策

心︶は搬終決定史談をもっと早め

界︵特に来原子力産業会議を中

るよう悪見欝をNRCに提出して NRCが今園︑碗らかにした轡
明の要旨は次のとおり︒

一︑混會酸化物燃料のための代

いた︒また國携省筋でも︑国際的
な保瞳描麗謝画および乗国内外の

建設隣町取り消し︑建設の永久禁

関する他の論点については薄欝議

ノーザン・インディアナ・パブリ ないとの新たな解釈を示し︑AE にしかないとみなすべ勲である︑
ック・サービス社︵NIPS
CC
の建設許司公布は違法として建 との兜解を示し︑建設群司公布に

O︶のべイリー原子力発醒所︵B 設許可の取り消し︑廼設の永久禁

止を命令したシカゴの第七控訴院

め︑これを不服と齎る施設霜側の

止︑それに掘削が進められていた
WR︑ 正 味 出 力 六 十 六 万 K W ︶ の

判淡を破棄した︒鍛爾裁は判決の

ーンレイ︑ハーウェルの四か駈が

っている︒

今團の武装︑醤備強化の対象とな

航している︒この交渉は︑仏政臆

得し︑WH批とのライセンス期限 政狩は現在︑建設中のカイザーオ

一方︑こうしだ仏噸の愈向に対

％をフランス原子力庁︵CEA︶ R国藤化を図りたいとしている︒

ているWH祉の持株のうち約＝δ が切れる一九八二年までにはPW ーダスト原子力雛醒所がバーゼル

フラマトーム被に四五％を出費し

の原子力産業再続方剣に璽づき︑

渡をめぐる仏政府︑米ウエスチン
CEAとしては︑WH社とのP
原発の環境
グハウス︵WH︶社の交渉は怒 WR技術に關する共岡研究開発を
影響で調査

1であるフラマトーム社の株式譲 を求めているのが現状だ︒

二一＝＝＝：＝＝＝一＝＝：認需＝＝＝一鱒一一＝＝一榊＝＝：＝刷二鋸＝一一＝＝＝＝榊一榊轍一＝鱒＝ニ＝■篇＝一讐齢＝＝＝＝＝q一＝ニ＝＝＝；昌

︻パ
最リ松本駐在異︼ポーランド が行なっている開発の可能性調査
中で︑米原子力規制婁貫会︵NR N王PSCO︑NRCの両者が

︵AEC︶が昨鎌五月︑﹁ベイリ

C︶の飼身である来原子力隠蟹会

ー原子力発閉所の立地は︑AEC
漂子蜻立地塾確に照らして人口稠
密地との闇隔を十分に傑っており
問題はない﹂とした規舗の解釈に

一瞬以上離

ためすでに数圓にわたって来仏︑

に譲渡させようというもの︒W班

ドルナノ仏工業科単相と会談して

叢
運転開始後の熱および有樫物質に

︵EDF︶の広範な原子力発贈所
および気儂条件を調琶し︑豪彊の
建設計画④研究開発についての適

いるが︑WH批が撮心している樵

切な台慈1を条件に︑

解

縷済的 よる汚染状況を郷定するという︒
といわれている︒このためフラン

践護護緬格は仏提鍵の四悩に近い

かつ工業的にも将来性のある

承臨認識：翻繍篶麗

・原予炉用申性子計装装置
・放射線管理モニター
㊥密度計・レベル計
。各種シンチレータ（NEI社製）
。放射線用遮蔽材・遮蔽機器
・その他原子力産業用機器

営業所

R燃料集合体

B W

@

・US−NIM規格モジュール

大

丁慰I」03（441＞1176
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藁京原子工業株式会社
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蟹安金保蝦藻画における澱周⁝利

㌦勒》暇冨

商取引に不利益を与えるとの観点

榊酬

益分析は︑昨薙八月に公表された

縄写嶺硬

から騨期決定を促していたよう

熱醗欝

ついて︑これを拒習した控訴院の

ベイリー原発の立地については

決定は誤っているとしている︒

ントは人人稠密地から

AECの建設許覇公聴会で︑プラ
れていなければならないとの規制
にのっとり︑敷地に最も近いイン

株価の評価で食い違い

〒：醒68東京都杉並区浜鯉山3−20−9
電話（G3）3B−131署（代）

TELO6（231）846工内線683
茨城照石澗市大字石岡8263〒315
TEILO2992（3）8827

茨城幽張所

ディアナ州ポーチ！ジ市中心部ま
で四・五頑あると判断されたこと

建設許司を公布した︒しゅし︑楽

フラマトーム社の株式譲渡問題

漏轍）瞭力黎明期窯み放射線測定器メr劾

から原子炉制御用核計装まで

一

から︑AECは昨隼五月一闘付で

ス側は︑講武評価星宮についてそ

。。KY。4。M、⊂GMサーベイメータ

●

︻パり松本駐在撚目フランスの
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一
遮邦第七掩訴院はさる照月〜日︑

仏、WHi交渉は難航
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治癒技術開拓の新手段として閲係蕎の期待を策めていた放医研の医屠サイクロトロンが完
成︑現在︑癌治媛も速中性子線治療を中心に新段階を迎えようとしている︒今回は︑放医研臨床

腫癌に必要な線鰍が容覇に支えら
放医研の馬院において昭箱三十

研究部の恒元博第四研究整長にサイクロトロン利用の蹉耀技術の現状についてこ執簸願った︒

昭和四十五葎から放医研におい
六薙より四十四無遵に放射線治療

が︑その五鋸生蒋箪は次のように

を受けた癌懸養は千七費十五名だ

て建設がすすめられてきた医用サれ︑また艦子線を屠いることによ
イクロトロンは飼蝶度をもって織り体表面に近い腫瘍を正常緻織の

なる︒すなわち︑顛頸部煽は三九

︸％︑エ﹂留頸癌四五←ハ

︒七％︑肺癌⁝Q・七％︑乳癌

・四％︑食灘癌七︒三％︑胃癌九

六五︒

齢＝

放射線を組合せた併用蟹法︑術中
照射などが取り入れられ︑治療成
纈奄改書するために熱心な努力が
払われているが︑かって糊圧酸素

もあった︒

下での空華塁塞綴が流行したこと

癌は生体の正常な制御機構をは

て︑その贈殖スピードに血醤の分

なれて無隈に懸塾する︒しだがっ

布が趨いっかず︑魑粗織の一部に

い︑いわゆる低酸翼細胞が現れる

血液の供給が不十分で酸素の少な

ことが生物学蕎から指摘された︒

より広い分野
契りの治

への橋渡しに
鷺中性子線治纒には一

る︒︵イ︶遼巾性子線による蝋独

療スケジュールが計画されてい

冶繁︑︵ロ︶速中性子線とX線と
の併用︑︵ハ︶X線書療を行なっ
た後に速巾性子線を追討照射する

方法1中性子線によるブースト治

療︑などがそれだ︒酷性子糠治
療の初崩には︵イ︶の三略冶綬が
霊流となっていて︑それは千五百

線よりもはるかに大奉い粒子線に

療ーー磁位長さ墨たりの醒離がX

が進められている轡寮で︑一歩一

よる禽療1一の中で鰻初に実用化

させ︑一人でも多くの患者を被会

歩︑関係蓄の舎葱を璽ねつつ発展

ならないと担える︒

縫帰させるために役立てなければ

一つの蟹要な課題がある︒放射線

慧性隣蠣の放鮒整髪療にはもう

るにつれて長期生葎華華の晩期隙

治療が進歩し︑治療成績が向上す

轡が問題となってくる︒それは治
療に伴う撫むを褥ない規象である
との装え方もあるが璽窟︑治療医

六＋ラド／＋二分灘／二＋六日の
治綴法に口振薄糖いた︒ハッセー

速中性子線を新たに無性腫瘍の

にとって好ましいものではない︒

帳告では︵ロ︶の塵藻療法が治療

腿瘍を槍癬させることがまず何よ

治療手段として登場させる以上︑

博士らの霊として張岡の治療緩の

る点で蛍独治療法より優れている

効果埠蔑め︑騨密発生岸底下させ

治療を続けても治癒が望めない症

または鱈子醸を暇射し︑これ以上

放医研の治齪グループは︑X線

た︒この装顯が慰蕎治療のために

を愈めて巨大な投蟹が必要だっ

のために︑サイクロトロンの建設

ければならない︒速中性子線治療

あるいは十隼を冤通したものでな

りも墾要なことだが︑それは五年

例に還中性子線を追加照射し︑局

法の懸養を認めているようだQ速 ナスπゆ景勝線︑璽粒子線総療へ

のが採血酸山下治療法だ︒しかし

中性子線治療は高し高低粒子線治

性の良い治療ができる︒さらに治

除いて放医研が心筋であり︑再現

るが正常糧織黒豆が撮しく中断さ

国︶までさかのぼることができ

孟子︑毛子線治療についての現況

遮中性子線治療︑マイナスπ中

て国宝粒子糠治療金議が開かれ︑

︑

〜畷︑

譜撫

嚥棲號

漏鷹論︽
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醗

ボ

等
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漫一会零ナホットラジオアイソトープ研究所

わって低酸累細胞対簾の一つの手

ってきた︒

段として遜中性子線治療が浮び上

遡中性子線は抵酸三二鵬細胞を
荷する腫搦治療にX線の一・七優
の治療効果を示すことが墓礎実験
で確められ︑それがこの治療法の
理論的根拠とされてきたが︑鍛近
になってもう一つの性覆が注頃さ
れるようになった︒

すなわち︑X線を照射されても
生きのこった細胞は圓復するが︑

速ゆ性子線を照射された細胞の囮

後は︑X線の場禽より︑はるかに
強く瞳霞される︒運中性子線治擬
もX線と同じく五−六凋照圓にわた

って照射を反覆する治罪法で墜甲
性子線のこの豪強は治療上懸藤と
響えられている︒腫鰐に対する効
果が大きければ︑正欝組織への影

引き出した治療技術を定め︑すで

所治癒させた経験に菰づ選︑騒初

としている︒

に述べた難治性臓溺を含めて治耀

とともに蒋来の陽子線治療︑マイ

冑効に利用されることを念願まる

ぬよう垂簾は慎蟹に実搬しなけれ

還中性子建治鏡袋搬の並力は境

れたままになっていた︒しかし︑

報管と酎論が行なわれた︒

盤︑

￨遡

曳553）5521

03

1εし

陵
成した︒このサイクロトロンは速陳審なしに治療することができる

治療旗縫ち向上し︑子寓顕癌︑喉

逓歩と︑治療技術の照隠によって

巾性子線による悪窪麗纒︵簡︶のようになつだ︒以上の治療義躍の

ト⁝プによる診断を醤的として灘
頭癌等の症例において︑局所的に

治療︑および短響命ラシオアイソ

入された︒残念ながら装罵本体は
この低酸巽細胞は醤通の騰瘍細胞
よりも放射線が勧きにくいが︑画
所の酸鑑翫を填め︑低酸巽綱曵を

適応をなるべく難く決めることが

たが︑威嚇のグループもこの治療

から︵ハ︶の総綴法も携凝してき

響もX線よりも強くなるおそれも

人聞を爾圧酸累タンクに毎臼入れ

速中性子治療の当面の課題だ︒治

ばならない︒

あり︑遜中性子線の特徴を十分に

て治療することは何といっても二

縦によって強い放射線素雪を残さ

正常酸累細胞とすることによって

五駒に不自然でもあり︑また能罪

放尉線様畷効果を膨めようという

が悪く・さらに他の危険な要園も
纏わって環径ほとんどこの治工法

の橋渡しとしたいと警える︒

は利園されなくなった︒これにか

在のところサイクロトロンだ︒他

療台は庄右四十二度︑穫軸方向に

基礎研究を蟹ねることによって速

ている旛殴は︑ロンドンのハマー

盤≡一議﹁︸藍蓋謹一一一一藻鷲一＝≡一塁一一︻田＝一一一一一篇篇一一一一一一≡憲識︻一

に︑ニュートロンジェネレーター

十五度の傾斜が敗れるように設酎

中性子線の生物学的特性が明らか

スミス病院︑米国では︑M︒D・

｣蓋≡歪鷲一一長田慧奎一一一一一︻署萎三悪覆一一一一瓢躍箋一塁薫一一一一一一一謹謹瓢避藁︻奎一一三一一一︻§濡一一﹇養鷺蓋一一董駆一一瓢一一一≡

が使い甥さを利点として︑その建

され︑遡中性子線が垂隠︑園定ビ

ミス病院において遼調性子治縦は

となり︑一九六八難題鷹ハマース

現資︑醜中性苧姫菱簾を箕窮し

設も翫圏されているが︑線華燭が

われている︒

ームである治療技術上の欠点が補

アンダーソン病院︑ワシントン大

く辱められなかったとのことで︑

物見︑︑︑

学︵シアトル︶︑NRL︵海罰リ

所︑それに日本から放医研と翼大

サーチ︒ラボラトリー︶の三か

カテラル博士の蝦告によると︑顧

放罫線療法部会の五か年無画によ

せることができなかった懸蕎の治

現在京で局所再発のために冶癒さ

日米癌協力研究瓢業の高しET 十二例の速中性子線治療例では全
なされ冶擬に蛇立って実臆されて

る第一回圏の会議が去る七月藁京

頬に速中性子線は識力な武器とな

8（近畿ヒル）
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臨床化学分祈誓試薬

夢

蕉

繊麗離 闇野八ルブ裁楚株式曹蔵

4

3台
1台
1台

業

力

原

ている︒写翼は放医研の還中性子

低く爽用は婿来のことと蓄えられ

一方で︑遡中性子線治療豊門の縷 本︑米国︑そして葵團を含めて逮

ところで治療装羅の整備が瀧む

再開された︒そして現在では日
線治療嚢躍を示している︒欧米の

中性子線治療に閲する共同研究翫

鷹科研が加わる︒この中でハマー
スミス病院は症例数︑臨床経験と
もに霧隠で︑速中性子線治療につ

画が立案きれ︑遡申性子線の線

頸部腿蝿について速中性子線とX

たかまる国際協力の気運

進む各国の治療計画

討が放医研内外の治療照門家を串

サイクロトロンによる申性芋線治

の謹ま酷いベリリウムのターゲッ

療は加還した璽隅子を水平ビーム

トに衝契させ︑横向きの中性子線

をコリメトして治療に使ってい
る︒したがって愚薔は総懸台に腰

心に凋められた︒すなわち︑昭和

線との治懸効果を比較した締累で

いて指榔的役劉を累たしてきた︒
ず︑漣中性子線を軍需再現性よく

糧︑生物効果を相盈比較し︑確箋

掛けた六指で治療を受けねばなら

病巣に照絶することにかなり気を

合五十例申九例認められだが︑五

は︑治療後の周所再発はX線の場

な基礎の上に立って治療成績を横
罰しあい︑逮申性子線治療の趨癒

五十薙四月に﹁放医研・速中性子

療適応︑治療スケジュール︑治療

を定めることになっている︒

線治療研究増員会﹂が雛潔し︑治
圃定に不安がある︒放医研では以

騨価についての細かい取りきめが

患蕎の登録︑ならびに治療成磯の

難璽ビームとして敗り出すこと

いる︒線騒分布などの物理測走が

において闘催され︑両国の医師研

りそうだ︒

磁慧気rF傷凌1買

轟1

26武

イ餌博震透栃雀設備

適わねばならないし︑懸答の位醗

上の燕を考照して︑麗礪子を九十

にし塚翼にあるとおり懸架は治療

完了するのを待って醤蝦が開始さ

究春の聞に溢発な態冤の交換が行

5⑪キューり一（イリノユウム192）
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一

塵賢慮に屈蘭させ︑逮巾性子線を

叢
台に嚢たきりの位躍で治療ができ

なわれた︒そしてこの十月一日か
一九王○室温のストーン博士︵来 ら三軍聞︑来国マイアミ市におい

さて︑遠中性子線治療の歴墜は

れる段階に達した︒

漣巾性子線治療謝画を混用したの

るようにした︒璽謹ビームによる

はニュートロンジェネレーターを

王武

2式
1式
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℃・倣射性医薬品

5キューリー（コバルト60＞

10キューり一

姦輝菱縫劣悪謬響

2キューリー

（コノ〈ノレ

ト60）

4式
1式

347．一1ノー（コノ、ノレト60）

医療に確かな信頼を…

非破壊検査で品質を保証されている
スペロ バルブ

赦射線検査装置

飼
蹴．

嬬＝

（6）

第802号
（第三鍾郵便物認可）
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産

子
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聞

産

獲

年内 に も 活 動 開 始

は﹁ウランテスト中に不興合な点

は買え

と班長︑主竃が立ちあって謡を聞

てない︺と述べた︒

は臨す︒だから

総点検

衆院科学技術振興対簾特別委殿
いた︒盈をあけたとき液がこぼれ

十一無痩は鞠九噸円を冤込むなど

規模は三鱒五千乃円程度だが︑五

かることになろう︒初年度の禦巣

する箸え︒組掌側が﹁初めから試

を求めた瀬騎氏︵共︶の質間に対

型は作業澱の指の被曝の購実確認

随所に食い違いをみせた︒その典

扱い︒労鑓双方の滲考入の讐弁は

っと十分教育をしとしたのに対し 化していくよう努める扁︵清成参

また︑教蕎問題で組禽側が﹁も

に受け入れられるよう解決を図り

審入︶︑﹁軽便間の問題が皆さん

とより︑世界的にも画期的な試みである︒

境庁︑通麗省の共晶雀庁関係巻も

措置撤回訴えへ翻

おぎ理解と批凋を求めるべきでは
ないか﹂と票田にオキュウ︒﹁詔

題の打開をめざして隔を塞調テー

単名轡教授︶▽蚤員・唖聾周一

し斎いがっくと濯えるので︑翼体

マに第九園原涯薙次大会を開く

麗資源保護協会鴇猫理事︶︑金轡

︵九州餓力難路︶︑鴇縞票憂︵水

ほど市と郡の行政調整機関である

が︑十四R縷団遮会館で同駕次大

炉工学研究所敦授︶︑田励敏弘

審理累長︶︑古圃俊男︵原電常

授︶︑▽オブザーバー・半沢治雄

務︶︑告沢康雄︵凍大医学部教

経済︑技術的フィ⁝シビリティ⁝

壊滅齢臨芝西久保明冊町十一第

産に入会代表委員畏巾輿譲草氏

品品

薬

品

x四

高
③

距晒岬

作

製

襲

弊

品

再
③

二翌L処同ム灘彊工

ホ

懸鯛額際

用学薬
力ヒ
子イ
原度業

純

高工

端謝
三三
謡潔

ｼ

だという︒ミスとか誤っだとは諮

瓢

こうして講講は平行線の豪ま︒

後に賃問に立つた内海氏︵民︶は

延汝七賭間にわたる集申禦議の瀞

施設費︑調査研究澱ψ集匂わせ当初

那業奮側は﹁オン・ジョブ・トレ

たい﹂︵解義影響入︶とやや歩み樹

この研究所の構想は︑今群の原

に﹁螺税根拠はない﹂・と強く贈し

テネシー州行政婁露塵の調艶会議

亀〜︐亀慧

の薗から︑将莱における多劇的高

11

工場に関する問題をとりあげ︑動
っていない﹂︵中島参追入︶と発
諮した︒

衆院科野島

﹁原子力の間題は外から見ると分
りにくい︒アピールがそのま豪出

い︒隅の国郡をしているのだから

るので麟民に不態態を与凡やす

な問題で平行線というのは納重い

労痩は塾主解引すべきだ︒科学的

かない︒話し賄いが外に出るのは

の五無間で約三＋億円が必要とい

ーニングで体得を﹂と謎解に差︒

りをみせたところで懸となった︒

の影響研究はこれまでにも︑個々
薩奪次大会における及川孝平全漁

米ウラン課税で代表派遣

バーも出席した︒

︵日本興叢銀行常務︶︑田窩茂文

・
︵濃縮・再処理準出会顧問︶︑堤
佳腿︵環経新聞論説委員︶︑藤嵐

藥備歪員会は︑月一回程度開催

の人選などの横討を急ぎ︑一月下

し︑大会の構成︑テーマ︑発表蓄

得︵璽壌連轡務理壌︶︑堀一郎

し3t♪塾．

︵藥泉電力篇携︶︑村田蒲︵原研

旬をメドにプログラムをきめる︒

第九出歯次大鼓準輪委員会の委
員は次の通り︒

〜︐篤・

▽蚕員長・伏見膜治︵名古屋大
3ず3・監多了し♂零書・監置

︵科技庁原子力局次畏︶︑井上力

騰審識嘗︶︒

現在︑昭和五十一薙実験開始を囲

P1

会は十三巳︑動燃欝業団の薦処理

この臼の審議には参響人として

務
燃労罐双方の代表を墾考人として

出訴して設立を決めるが︑議手続
駆業蕎側から漕成巡歴翼長︑瀬川

招き︑集申霧議した︒

を経て︑置ければ十二月上旬にも
正男劉理摺畏︑中島健太郎集海堺

側から円道正三労組中央執行婁員

業所再処理建設断長が︑まだ組命

正式に発足する予定だ︒

岡研究所がまず取り組むのは︑

貫畏が出腐した︒

長︑鈴木猛同謡講隻部甲央執行委

調査研究繧動の段階的圏標︑年次
別謝醐の麗定︑データ・ライブラ

審識の蕉点は︑作業員数愕の徹

リーの具硝化たが︑これを合む中
央臨灘研究所の建設準備も大きな

普通の状態ではおかしい︒自主潔

展︑荘村瀧雄電巾研理礁慢代理︑

料ビンに液がついていたと認識︒

近江氏︵公︶の﹁総点検する気

癖を麟ってどうしても解決しない

有沢広巳原産金目︑解由義央熱気
われており︑多額の罠開蟹金が投

水藻と執行宇戸が会って確認して

はないか﹂との聞に︑蒲絞理脳畏

の

魯讐教授︑妊々木曽義康京畿塵大
入されるが︑その図的と性格から

に対し︑禦業管側は﹁錨臼︑水貫

いる﹂︵鈴木滲考人︶と述べたの

購故

ライブラリーを併設して︑内外の

なうほか︑中央研究所にデータ・

単学憂︑松下友成萌水離庁険難の

ている︒

国の補助︑助威も大きく期待され

しだことなど

漏緋水とその影纒という間口が

既待データ︑研究状況などを一発

発起人七氏のほか︑オブザーバー

被鰻

底とウランテスト中に作業鍛が

広く奥行きも深い闇題にとりくも

鮒に把握︑未緬器の研究を手がけ

として︑内栂良萸水産庁提嘗ら贋

のケースや特定のテーマについて
連会羅の発澱をきっかけに︑原子

る︒

年次大会準備
委が初会合

亀︐鴇3

温構造設計に必愚な幕準︑指劃の

標に︑現地搬入︑据付工購の段階

細

蹴劉

彪
原

zv／／／／／／勿

近畿日本ツーリスト︵株︶

論告盆では濠ず︑この謂麺の過

原

牽一茸の樹果を対象に︑縦熱金属

一一六九賜五

＋一森どル︷工〇五徳誘五〇
温ガス炉の移熱エネルギー触接利
罵の距聾性を強調した︒

に入った﹂との嬢告があっだ︒
また実鹸炉姥設のポイントの一

材料としてのステハロイ台金の甜
聡改良︑単均質臨騨実験装齪によ

TE：L（03｝743−6760

練子力部営業課

癖原子力関係一酌

温排水影響研究の中核に
財団法人﹁海洋生物麗境研究所﹂の設立発個人会が十一月二十七臼︑索京で閉かれる︒この研究所
は原子力発鱈所などの発電旛設が簗中・大型化していった場合︑そこから放出ざれる灘掛水が︑餐期
仕事︒五十一葎麗覇工をめざして

うとする﹁海洋生物躍撹研究所漏

て行こうとするもの︒対象分野が

累還︑用地の工合︑取得にとりか

は︑既葎 の 関 連 調 蕾 研 究 の 成 渠 を

広いだけに︑餐翫研究など外部機

響の原産無次大会で濫排水問題をとりあげた及川孝慈全曲遡盆擬の発雷が関係機関︑脳幹街庁の細隙

的に海洋や沿津海洋生物の環塊にどのような影響があるかを体系的に調萱研究しようとするもの︒今

壌約︑そのすき閥を埋めて行くこ

関の協力も求めて行く計薩た︒

行なわれてきたが︑今後の発羅設

源開発理瑠︶︑鉄気宗光︵出島県

騒工翻徴長︶︑末永聡一郎︵三菱

藥東蝋引所長︶︑島柑武久︵古河

芳郎︵東芝鶴瀬︶︑酒井正利︵聡

き︑スケジュール︑テーマ︑海外

会準備婁鐙会︵委員遜・伏見康治

網嚢者の招請などについて蘭越を

葛古屋大学名沓教授︶が会合を開
現在・政騰レベルでは在米日本

ることになったもの︒

大使館を通じ︑日来園憲闇で問題

入れ崔行ない︑措置の撒回を求め

て︑わが園の魔力雲挫が米国の備

電力業界は︑米テネシー州と岡・の田申・ニクソン酋脳金談で田楽
︑
ローン郡から通告を受けていた保 聞の貿甥収支鰹正描躍の一蹴とし

力塵業金議︑霞力ゆ央研究所が︑

管中の灘縮ウランに対する資産税

金漁連︑水産資源耀護協金などと
協力︑水捌庁︑環境庁︑遡薩省の

金体として捉えて行く必要が叫ば

支梼を得て︑財団塩入として設立
謙税問題に対処して︑十二月閣催

が︑ローン郡が今年五月︑オーリ

することで合愈に至ったものだ

ないま豪に今日に棄っている︒

予定の同州の濃縮ウラン藤税に関

理饗長︶︑商島洋一︵菓工大原子

のはこびとなったもの︒

する第一回ヒヤリングに代表を派

重工隔務︶︑瀬川正男へ働燃・副

二十七臼︑藁京で開かれる設立

ッジ寵も同八月︑オークリッジ濃

原

塵

述べあった︒この委員会には新た

発起人会には︑及川孝軍全漁運会

縮工場に保盤甲の灘縮ウランに諜

諮濃縮ウラン一万ナSWUを購入の解決をはかろうとずる動きもあ

物環境研は︑中央︵太平洋側︶と

趨︑準備欝面を提出して描顧の撤

この役鰯を果たすための海洋生

地域︵獲本海側︶に二つの臨海研
長︑藤村弘毅水薩衡源傑護協会会

回を強く甑えることになった︒十

る旨通告してきた︒

税︵二人間に合計千五颪万が︶す

町イイノ︒ホールで門原子力発霜

十−十二罠の三田間・巣票・内幸

臼本原子力巌藁会識は五部三月
羅力界は政府間取り決めに協力

五日︑磁力業界を代表して松永長

が渡米︑ヒヤリングに臨む︒

︸巴︸覧︐亀．

総合システムの発成と国際共通諜
監辱︒監♪

設定などの成果が報告され︑実験

つとなる黙読研究では︑今年五月

乳．

︒大手町の経邸運ホールで門第四 六首度Cに鰍甥ん︸禽温核分裂計数

炉建設へ圓かって省々と進みつつ

る黒鉛高湿雨乞での熱中性子スペ

監竃ψ卜書ρ竃．ノ皇〜︐鴇畢︐亀3︐t．8し事f．〜︐亀．

籔の開発など︑実験炉建設の基礎

二本原子力研究所︵宗像英二二

となる新技術開発の晒究成梁が概

に終了しだMK1狙炉心設副︑高 ︵遡産省資源エネルギー庁擾蜜宮
回多騒的葛温ガス炉研究成果報告

クトル翫算方法の信頼性の礁翫︑

会﹂を開催した︒今年は原研が多

ある現状が紹介されたQ

幣システム分祈研究所︵工IAS歴に入会代表取儲役祉畏久保常

︵JMTR︶に据付けられる予定最後に特別講襖に立った国際応

説されたあと︑大洗の機影試験炉

の箭温ヘリウム・インパイルガス

樹話〇三⁝二五五i薄霞

IASAで行なった今後五十⁝六
九⁝二東端近鉄ビル一工○一
OG﹂11試作炉内管に閲する蔦
十薙を見潤した世騨におけるエネ

エネルギー総含推進播鰻会

﹁大型ヘリウムガスル⁝プにより

ざした実験炉建設のための雌備研

上訴臨舐験を終了︒OGL⁝1は
ルギ⁝戦鼓を紹介︑資源︑環境︑

論貌
究が憩ピッチで進められている︒

に︑昭和五十七無全出力運転をめ

て︶のM・A・グレノン氏は︑I鯛氏 住所千代田区神田松永町十
への獲神的要請の高まり隠隠鍛 ル⁝プ︵OGL−1︶についA

エネルギー利用形態の多莞化など

してから七琿國にあたり︑現在︑

目的葛藤ガス炉研究開発に碧手

身畏︶は十一月十四田午後︑藁張

驚．

したことに困惑していたが︑この

したばかりにこうした購慾を招来

男策京竃力原子力聞雛本部翻本部

に婁嘱された関係省庁のオブザー

究噺を殴畷︑独富の調査研究を行

れながら︑その戸隠となる母体が

備増加にそ な え て ︑ こ れ を わ が 国

なら困民にアビ⁝ルして判断をあ

とにより︑温排水研究を総合化し

と協力で実を糖ぶことになった︒総合的な温緋水研究の中核となるこつした機関の設立はわが繊はも

体系化するのがねらい︒温鎌水

内海氏「自主解決を」

S1

町ル娠

隠隠島

罷脂

田覇舳
発踊幌

醤鷺

都中北・

謡之岡
大躯監

三二大名

野臥

醗支灘

社当社漸

〒103東京都中央区巳本橋三丁目瞼番5号（徳カビル内）

動燃労使代表参考人に

43
V2
O3

ｧ

容正議03（27の492i（代表）費大阪出張所05（941）68捻〔直通）

賀監漏（06×202）3266〜3267番

上記施設・装鐙の計画・設計・製作・建殼

キット

検査八数520八（斗』価も含む）

本一

饗軽第一ラジオアイソトープ研究所

場・嫡玉喋冨士見市水子3316番地

㌃窪諄舌（C睡84）71−0522・0524
懸盤扱店・関 冨 藁 品 株 式 会 祉
大綴織東区平野町2−9（タグチビル）

工

縁翻

社・東承継中央区日本醗本町2丁霞1−12
（Ei康ビル）
欝欝（03）（242）5141（代）一・6番

本

膨ザ駒闘闘瑠

⑧原子炉用ボンフ、送風機 爾圧沸騰試験装羅
⑧放射性廃棄物処理施設
⑱核燃麟製錬、再処理装蹟
④ウラン展縮装置および機器

燃蟹

○レジンストリングの採用
○簡便な操作
○蔑 構 度

富曲薬晶工叢雛式会脚

検査点数400点（薬価も含む）

キット

エ鎧うの原子力機器

膨ザ訪闘麗諺

ヨ

げ

ず

ノ

再処理で審議

魎

原子力の平和利用に貢献する

@
@ @
原子力の躍進に貢献する

☆甲状腺機能検査に…

いけ

飼…
職封本アイソ．卜由簸フ窒欝義
@

@

長と野村秋博巾部軸力核燃料課擬

多目的高温ガス炉で報告会

力

原

第四回多罠的高温ガス炉研究成果報告会のもよう

一瓢一醗灘灘醗

あ

剛

灘縮ウラン購入問題は︑一昨琿

日本原子力研究所

へ♂亀︐亀︑・亀事82電﹂竃︸︑．ノ監〜♪啄〜殉

実験炉建設へ前進
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臨醜1⑪醜更更

被曝線量壱正確に・・…・すぱ耀く謝定璽
翻β

一

ル慶

月

鑑

TLDは国際特許の被曝用素子と測定装置から
なる画期的な装置です。放射線関係の仕事に
たずさ わる方々にピッタリ。信頼性の高い管
（デジダル表示）

・理をお約束します。

測定範囲：0．1mR〜200．000R

※1レ准・英・独・蘭など13カ［、ii】に特許（出願厚｝1を含む）

㊥超高感度の被曝用素子
広範瞬の被曝線量を正1礁に感知1。湿気、水、光、振

動などにも影響されません。
㊥熱風加熱方式採用の測定装置
素子がそったり加熱ムラをおこしたりする心配が
なく、どんな形状の素子でも、約沁秒で精度の嵩
い測定ができますり
㊥操作はカンタン
被曝用素子を測定装置に配れて、ボタンを押すだ
け。測定蕪i〔はひと日でわかる、便利なデジタル表
示です（UD−503Aはメータ表承）。

△5恥定装灘莚UD−502A
（デジダル表示｝
測塞範囲：θ．1mR〜2，000R

h

⑱幅広い活躍分野

圏

原子力研究所、原子力船団、発電所、動力炉核燃
料開発事業纐、放医研、衛生試験断、南極観測隊、
各地の大学、研貌所、病院…などで、すでに好評、
活躍中です。

壷翌翻蝋三三監鵬
《放射線熱蛍光線遡計》

（メーダ表ノ六）

松下露器

測定顔葦醐；1mR〜10R

※手にもっているケースに内戴された被曝用素子（UD−200S）が放財線
を敏感にキャッチ！・

＊お閥凝せとカタログのご請求は……
松ド電器産嚢（株｝進ll目＝」ンデンサ事裳部
〒561 ノく阪府盤lllll∫右目津lllr3−1−1

「rEL＝（061862−1121

率社会と共に歩む技術の壷あ醒

鼎．＾

@薩＝・＝・噛

・・

劉

︑

Nスタンプ
N

原子力バルブの
国際ライセンス

スタンプとは、ASMEの品

調

S

愈ゆ

ストッキイバルブ⑱

質保証体制（Q．A．M）に従って、

原子力・LNG・脱硫

原子力バルブが設計、製造、検査
および出荷まで、規定通り正しく
行なわれていることを証明するも
のです。図と囲の二種類、即ち完

酸素・水素・海洋開発

成品と部品とあり、原子力産業で
は国際的な、最も権威のある標章
とされております。

バルブ部門では、わが国におい
て小社が、初めて N スタンプを

ASME認定品

授与されました。

認定された内訳は《原子力バル
ブ・クラス1，2，および3。圧力1500
（：PSI）。渥Bから30Bに至る各サイ

ズ》となっており、各種型式のバ
ルブ、および部品全域にわたるも

平田バルブ工業株式会社

のであります。

⑱本社

東京譲1港区新橋4−9−11〒105費（03）嘆31−5176醗技徳センター

｝【【崎市高津区久本町15〒213鶯（044｝833−2311㈱大：阪営業所

大阪市北区曽根1崎中1−64梅田第1ビ1レ〒530容（06）313−2367

昭利コ50殉三11月27日

第803号一
毎週木工臼発行

購続科1年分前金3000円

N

●
@

｣
鑑

鼈
一一

第十二回日本アイソト⁝プ会議が二十六日︑照察︒大手町のサンケイ会館で開製した︒黛本原子力
産業会議︑臼本アイソトープ協鼓︑日本原懸盤学会共催の醐談議は︑①世界のアイソトープ開発政簾

②放鮒線応罵翫測機雛の甫堀性③医絹核難用での螺題と対策④使粥購業所の放射線魑理の実態と問
融点︑などアイソト⁝プや放胸心の利用に関して酎議するほか︑核物歪計羅轡理への慮用や光化学反

密封線源装備の放射線応閑謝測

て注鷺された︒

機器の帯場性などを論議する第ニ

機器展示会も

趨薩織蟹源エネルギー庁は二十

の予定︒

柵工蠣中で︑十二月には運転再開

長および修理工購の進捗状況を発

鰯のため︑定検を雪掻し︑炉心支

KW︶はチャンネル・ボックス撚

ランド程度で︑題転翼の被麟︑炉

室外への影響はなかった︒漏れた

配管部は炉心外の熱遮蔽タンク軽

夜︑原子炉を鯵比し︑原因を調査

水冷却系でアルミ製のパイプ︒現

JR冠一2は昭和三十五年†月

中︒

に臨界し︑藻礎研究︑燃料・材料

の器財︑RIの生藍などに︑豪た

隔にも使用されている︒

ナトリウム・インパイルループ縦

N妊A事務次長

三韓炉︵BWR︑七十八万四千 歯並五十二年度から始発るわが

︵NEへ︶の一・ウイリアムズ禦

合うため︑OECD原子力機関

呪むつ咄の周辺環塊の安全は十分 捗に応じその内容についてさらに
検討を煽える︒

番國にランクされる︒

となり︑米︑英につき雄界で第三

向で愈見が一致した︒

などで人材の原則的協力をする方

M規格放射線測定器

技術資料、力夕ログは下記へ

極

東

特デ

一31−3丁廻LO3（372＞0141

日

本原子力事業株式会社

機盟類やRI標識化禽物︑照射薬 く︑展示金への関心の深さがうか

ができた︒

がわれ︑駈期の成渠を収めること

今國は会場をとくにサンケイ会

〆

で配管洩れ

JRR−2

ノミ

園などを一堂に展示し︑謬獲麟の

き！！

閥心を樂めだ︒

ためもあって︑謬観暫の出足もよ

館内に本会議嚇と隣接して設けた

はなやかに
第十二回日本アイソトープ会議

のま哀展示堀に驚を向ける人汝の

く︑会議の像憩浅聞などには︑そ

では︑十一歴一十六︑二十七の両
日︑本会議と並行して原子力関係

気を作り出していた︒鵬内では滲

姿もみられ︑潜気に綱ちだふん心

機雛展示会が開かれた︒初臼午前

のテープカットによりはなやかに

の姿がそこごこにみられ︑また会

観轡の熱心な質問に応対する係麟

十隠︑原産翻会擾遷藤武闘エ門氏

オープンしたこの展示会には︑わ

ミ

場前のロビーでは︑参加壱が笛社

が国の代表的な機盟メーカー︑化

建ノ
ノ

学︑薬品関係会柱︑商社など十九

き

關儲蓄と懇談に階を過す場颪も多
ヨ
げ

態との間にあるギャップはますま

嚢

社が滲加︑独自に開麗した簸新の

もたつと自然バックグランド以下

セッションでは︑堅砦鉄柱日本無

ソトープ廃細物貯蔵施設はドラム

す広がる煩向をみせている︒アイ

応岡位体分離研究のような原子力発醒閲運技術との結びつきにも現状をレビューする︒

の放射能のない状態にまで変身し

丁寧鉄蓉灘製鉄蕨技術部騨門部長

線医理学研究駈翻社長︑蟹川一男

指針として國際的に採り入れられ

世界のアイソトープ利電を展望す

無敗・医学などにアイソトープ

を詰め

臼本原子力研究所のJR況一2

抜け穀

笛がほぼ満杯︒

︵熱出力一万KW︑濃轡ラン蟹

ト内の配響から約四百㍊の軽水が

っていたところ︑墜礎コンクリ：

臨騨状葱で舗御冠較正舐験を行な

水離遜蜀水冷却型︶で二十一田︑

だドラム衝は今後も繕え続ける︒

てしまう︒ところが現行の放尉線

箆玉響理

B本原子力研究所の町岡忠憂目瞬
までつ

は廃蘂物となった

璽堀

されると

瞳轡防止法では︑アイソトープと

ついては標準化した型式承翻制度

などで安全性が確認された野墓に

放射糠の面罵にしきい値はな 討論した︒この結果︑①落下試験
と

牲汚染処理誤擾は︑処理する立葵

mが普及した現況では︑規制と翼 えた︒︵2面に関遡配嚇︶

した軽水の放射能はほぼバックグ

二鼠︑輿察躍力福醗第一原子力発

修理点検中の福島一︑二号
非密封線源利

医学領域を例にとってアイソト
︒研究所都長︑W・E・モット米エ
ープの生壁︑供給︑廃棄の ゆり

漏れているのが雛兇された︒漏洩

賜?に運転再開へ

分を占めるまでにテクネシウム99 から﹁何らかの改讐描翻を︸と訴

いてまわる︒診断の体内投与の紫

諏知

らが開発︑利粥上の問題について
ているICRP勧告について︑

た︒

く︑リスクは輿望に比例する

の灘入が鯉まれる②民闇企業が熱
しい機種を開発しても︑それを試

して

︒放射線を取扱っている研究者や る第一セッションの酎議に入っ
轡単二多数が毒目して血潮九時半
謝議はまず︑魏際放慰線防謹婁

麗会︵ICRP︶のC・G・ス
チえ方に沿った塾本麗念を明
の警

すぎに始まった岡会議は︑一本松

珠磯原産副会擾︑御圏生圭輔準備
ュワート婁法長が︑放射線防額の 示︑その申で︑職業人のリスク差
出の基鵡となる百万人に首人の死

験塞医する国の機関がなく︑メー

もつ公祉の設立が墾まれる︑など

封線源のリースと廃翼日収を受け

カーの開発葱欲をそきやすい③密

亡リスクに対し︑ICRPはその
暴分の画万人に銭＋人の数燈を採
用していることを初めて開らかに

した︒次いでA・V︒シャルノブ

が浮き彫りにされた︒

かごから璽堀濠で

ネルギー研究開発局︵ERDA︶

電所一処︑二号︑三弩炉の定期酋
ンは︑平松樽密出挙点薬大学学長

それによると一讐炉︵BWR︑持板の冷却孔にプラグ︵栓︶をし

照した︒

一悪炉︵BWR︑七＋八万四千
胴上の課題を追った第三セッショ

環塊蟹理技術部次畏︑A・ゴブネ

を座擾に金子魯生浜松鷹科大挙助

購を行なっていだが︑十月中旬に

四十六万KW︶は炉心スプレイ経 て炉内猷猛蟹の振動を防止する工
洗目されたのはテクネシウム99 石笹溶接郡修理などのため︑定検

終了し︑十二月の運転再開をめざ

KW︶は試運転中であっだが︑二 国の低レベル放論性廃腰物の試験

mなど短寿命核樫の関遮廃簗物と 算聞を延長してきたが︑九月茉こ
法規制との係わり︒六時聞で放射

凱歌︑原子力局などと脇力を冠し

的海洋投棄などについて原子力委

海洋投棄で来日
能が蟻分に減る間無極は︑一か月

当婁商会は︑現時点では当該スケ

スの対策を行なうため︑＋月中旬

曹炉と同じくチャンネル・ボック

して︑現在定検の残り作業を消化

騨に達し︑前庫の脇千五百万がか

照らし︑実験を含めた設叢話の再

が︑今後とも安全二三を第一とし

ジュールを妥轟なものと癒える

れら配蟹の取り設えを全て終了し
ら飛躍的に増大していると指摘し

評価および陸上炉の故瞳例にかん

中︒

吸収する遮蔽体を追齎し︑格納容

がみ︑﹁むつ﹂に対する入念な点

からプラグ工芸を実施︒風炉停止

しY一♂葦

謝と遮蔽改綴針画を八月以降検凄

る遮蔽体を璽コンクリートに変え

て欄羅に作業を進めていくことを

務次擾が十七窺から二十田来日︑

検などを実施することとしてお

N載への一九七六蕉度の綿業計

る︶について検饗した繕果︑技術

韓︑タービン発電機附属装麗︑主

画①安全性薄鼠②放射鑑廃爽物

員会︵婁員鍵・安藤良夫東大教

要配蟹などの点検艶備を行なって

処理処分︵太平洋海洋擾蘂を含

中に蒸気供絵復水系︑ポンプ︒弁
その他聴﹁むつ﹂の原子炉は昨

いる︒また︑趨膏箆鷺鰯試験で一

襲鐙する︒

隼の出力上騨舐験以来︑長期冷態

部指示のあった炉心スプレイ系配

り︑当婁風会としては︑かれる瑠

在炉心内の放熱能はごく微騒であ

催止の状態で維持されている︒現

ス④核燃料サイクルー1などにつ

む︶③パブリック︒アクセプタン

的におおむね妥当と判断され︑焦

スケジュールー1作業スケジュー

管を新しく取鮎えることにした︒

いて田本側と悪兇を交換した︒N

藁団の総点峻翫画を妥当なものと

ルは︑遮蔽改膨については翌十一

り︑また一次冷却水の放射能濃魔

転業運転は来奪三無宋の畳込み︒

Eへは大西洋にすでに七回海洋投

﹁原船台藁鋼の遮蔽改修︒総点検 電団としてはこの翫醸に沿って話

葎度末までに基本縫針を発了し︑

も飲料水レベル程腰に止まってい

現在︑わが国の欝欝認鰐された

棄を輿施しており︑今後臼本の太
了し︑五十三隼度には所襲の補修

認める︒

五十二年度に必要に応じ安金審査

る︒かかる鱗悩を考えれば﹁むつ﹂

ど運開した藤西躍力富浜一一轡炉を

原峯力発禁所設傭容腋は︑このほ

本設醗に慧優して薄し支えない︒

を受け︑五十三年度に改罎工脳を

辺環麗に何らかの影響を及ぼすよ

の憶蔽改修・総点検にあたり︑周

劇画は妥嶺であり︑実施にあたっ

なお︑基本設翫に資するデータ

年度までにほぼ終

峯婁爵会は︑今後︑纂併設翫の逓

を得るための遮蔽湯翻などの内容

ついては五十一

行なうこととしており︑総点検に

第評樋を行なう予定である︒

認試験を行なうことにしている︒

総点検11点検では単に機器の点 工購を行なうとともに総合機能磯
検に止まらず︑醸新の設謝思想に

加えて十璽五首二十七万八千KW 軍器投棄でも墓鵡︑安全チェック

も適漫なものと謹める︒謎解忍会

ても憐璽に配慮することにより

傑持しうると判断する﹂との第一
次報告をまとめ︑近く原子力婁図
会に提出することになった︒
第一次報告の霊な内容は次のと
おり︒

遮蔽改鰺耀改修計画︵圧力容羅
と一次遮蔽雨間の空酒部および圧

うな幕議は薯えられない︒

は︑これらの実験論粟が得られ次

授︶は︑二十五日の第四回会禽で

﹁むつ﹂総点擬・改鰹技術検討襲

器上部の鉛とポリエチレンからな

親在︑原子炉の聡警み立てなどの

な酎論を展漉した︒

教授ら十一人が謡題を提趨︑撃発

仏原子力庁︵CEA︶本部代嚢婁
騒︑山野文男田本アイソト⁝プ協
会常務理聯が︑それぞれ利嗣の鋤
向と規制の現状を蝦目した︒モッ
ト氏は講演で︑異国の放射性医薬

機器展示会のもよう

していた科学技術庁還輸欝縫縮の

脳推定簸売繋が七四年には七千万

、

噺

E

ひφ

@一

暴騨勧告 の 根 拠 初 め て 明 示

利用と法規制に焦点

凶転

力容雛の上部と下部に速串性子を

響ELO3（454＞8521

菓京都鰯網三田三丁難3番12弩

社

本

31−3THLO3（372）5002・82三4

ます。

29TELO6（252）3512
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国際原子力機関︵IAEA︶研究

12

摯「2−2−1「￡RLO3（244）3727〜9

電源、マルチ、放射線
モニタ 性能、安定性
互換性、使い易さで御
好評をいただいており

二二

日本原子力船関発瑠藁団が作成

近日中に原子力委に提出へ

灘

特

エム

婁麟会襲麟擾のあいさつのあと︑

た第12回日本アイソトープ会識のもよう
26臼開幕し

AEC−N

シリーズ

D−100

甑購．

齠
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rむつま改修検討委が一次報告

しだ﹁むつ﹂安全性総点検実施謝

「事業団計画は妥当」

秘東察5895証
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聞

業

た放尉線安金と耐用線羅の概念に
関する立場からリスクの理念へと

多様な分野に成果

地域で︑虫蘭の原菌解明

のため︑この技術を用いて飲糾水

ビアの

雛

を分析したところ︑フッ索とモリ

とがわかり︑虫歯とモリブデンの

ブデンが闘濃度に存在しているこ

間に因果関係があるかどうかとい

蒼への応粥では素面鯨排ガス巾の

う新たな疑問を提趨した︒公憲調

鉛二心を筐羅するのに便われ︑他

線利用閲係の計画は叢に研究・ア

ると︑代表的なものとして九か國

トープ・放射線利嗣例についてみ

はIAEAどの間にそれぞれの國

定を結び︑協定滲加亀岡士︑また

定され︑アイソト1プの一般的使

諜
に

と

讐1141松
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アイソトープ・放躬線の利用は各磁で順調に簿びている︒これらの国々は︑國際放射線防謹 撃
婁鰻金の勧簿に躍拠してまず 安全な利胴 をはかっているが︑その実際は羅擬によりさ濠ざ ．

A・V・シャルノブ

地域協力協定でR＆Dも
国際原子力機関
研究・研究所畏
のトリエステに国際理論物理セン

ストリアのサイベルスドルフにI の分析法より優れた襖出鉱累を診

ターがある︒研究・寅験部はオー

ン︑韓国︑フィリピンなどの潴盟

IAEAは︑インド︑パキスタ

AEAの研究所を︑モナコに麟職ている︒

ている︒

工洋放樹能研究所をそれぞれ備え

イソトープ筒が担っている︒周周

の醐立研究機関を通じて原子力技

IAEAのアイソトープ・放射 IAEAが彩管しているアイソ
羅との間に︑いわゆる地城協力協

の参
はIA冠A・FAO共同食醗・
腰棚で共同研究を進めている荷

源醐を除賊する下水スラッジ処理

距

作

原

禮

日本エヌ・ユー・エス株式会社

移行した︒

六九無以降︑線醗隈度を齪卜す
べく作業グループが検討を礁めて
いるが︑同グループは﹁放射線の

察に選んでいる︒鰹十黛の就瑛期

研究がサンディア研で進み︑経済

ど三社が館間数笠石平方Uを売上 基本法をはじめとする賭法令が制

な規則に従がう︒廃鍵密封線源は

則に︑容羅そのものは非常に厳格

輸送は鰹際励優を反映した一般規

供給脅または影周掴定機閲に引き

ン夢ルタントです。

︷

Vまである・各緊どのような開護憲とりどのよう畿暑あげているか・開護讐規制
㌃プ会議の第一セッションでは︑こうした問題をめぐって︑圃際放附線防謹婁愛誠︑別際原

一方簾をどのようにバランスさせているか︑翻際的な共通謙題は何か一︒第十二圓臼本アイソ
︷
便用にまつわる一般的なコスト︑

利益分論評備は現在では環塞的に
可能ではない﹂との範解をとって
いる︒伝えられるところでは︑同
グループは︑百万人当たり百人の

職潮道の婆金重富︵北楽と欧州の

隼閣平均職叢死亡脳で表わされる

職事病の死亡率に騒く︶を念頭に
おき︑職工放弼線被曝での死轡は

中の定性的な嚢環は解釈に難しい

実際には︑ICRP−9の本酉
文万人当たり五十人という値を湾

ている︒

C・G・ ス チ ュ ワ ー ト

はない

躍が診断に薪韻城を切り開いてお

力を促逸している︒

析技術が滋げられる︒ユーゴスラ

電拉子誘趨X線蛍光多発素謡階分 術の研究開発と野薮に関し相互協

げている︒コンクリート・ポリマ

・実験部の三部をもつ．イタリア

ーは駆血や地熱井戸のケーシング

業部︑ライフサイエンス部︑研究

翻を粟たしてきた︒腫ようの峻知

と︑放射性廃棄物コンテナーに一

聞にわたる職策被曝のこの﹁犠國

さらにリスクの分布率が＋傍の範

に使える放真性核種の生薩や放射

リスク﹂は千分の二に棺回する︒

に傑うリスクが線騒付与につなが
囲内で抑えられるとみて燧人の生

性鷹薬品の開発・精製に大きな支

欝欝図会が補足検旧し︑線蟹制隈

茎CRP︵圏際放躬纈防護婁翼る作藁に由来する利敵に照らして
涯リスクの上隈は百分の二とな

点があり︑さらに作業グループ第

適正に小さいこと︑と超耀した︒

しきい値

り︑傘後さらに脚光を浴びよう︒

における蟹理の不備などが指摘さ

射線源の紛笑や被曝瑠故︑瑠叢所

ぞえるにいたった︒だが現在︑放

では︑その数三千二醤二十五をか

年々その数をまし︑五＋年三月宋

を含むアイソトープ使胴贈業駈は︑

こうした規制のもとで︑長調雛

れた︒

放射線防謹婁面会の勧告が瞭蚤さ

規制された︒しかしここでは国際

射線瞳警の防止に関する法律﹂で

用も﹁放躬性岡位元棄簿による放

閥社が一批一か月当たり二十偲の

メリカン・ペースメーカー社など

ら民閣の孚に移っており︑環在ア

メーカーの關発︒騨価は︑政府か

アイソトープ動力源心臓ペース

性試騨を試みている︒

熱と放射線照射の同舟併用で病

︒
ICRPはX線の経験をもとにるし

例閲係があり

会︶は︑四隅と効粟は薩線的な比

W・E・モット

ペースメーカー優人に
米エネルギー研究開発
局環境管理技術部次畏

はない︒一般的な傾岡をみると︑

器では陽鱈子放出断厨嫡嗣撮影装

応の關発晃通しを響た︒

との蕩えのもとにりニクの受け入
れ図安となる﹁簸大解容線鰍﹂を
設けている︒一九五八駕の勧告で
金身被曝の蛇涯線羅は従来の三分
の一の二颪五＋レムに抑えられた
が︑この購の働告で︑どんな低レ

の警えに加え︑もたらされる利益

ベルでも何らかのリスクが伴うと

伸び続ける核医学

擾が簗まる傾向にある︒核酸学機

轟

婁澱会餐皿畏

醒際放射線風聴

勧告の基本理念に変遷

リスク評価に移行

㎞子力機関︑米︑仏︑日の代表が発表と討論をくりひろげた︒

第

橿擦となるアイソトープ庫闇仕遥

遠は七三庫千菰百万が︑七四葎手 製てでプルトニウム装躍の体内
埋め込みが酔可され︑米圃ではこ

ことの必要性を初めて翻めた︒コ

七首万が︑放極性醒藥晶璽醍醐は

の＋一月現在九暫二十五人が埋め

堅城の開発を促すうえで大きな役

ている︒また超ウラン元素︑とく

ーカーへの利周も増え︑これまで

取られるが︑フランスには放射能

にプルトニウム獄の心臓ペースメ

ロニク社製のもの千個が埋め込ま

あることを泣配しておく︒葬樒封

残紹物を貯藏する起立センターが

にロ⁝ラン・アルカテル・メドト

れている︐

アイソトープの使周には人工放

ビスセンターか指定機関に引き取

のについては電離放射線防護サ⁝

射性同位百工内務二階会︵CIR廃翼物で環境中に放出できないも
EA︶発行の許可がいる︒
アイソトープの精製と輸出入は

・訓解脚下制定の動きもある︒

また蝦近の利胴拡穴に伴い管理

仏原子力庁︵CEA︶またはCら
Eれる︒
なう︒無学利用の場合は保健省の

Aの特別翻可をうけた禦業蓄が行

上記施設・装置の計画・設計・製作・建設

コ

環境問題の

原子力

醗原子炉用ポンプ、送風機、高圧沸騰試験装置
㊥放射性廃棄物処理施設
⑲核燃料製錬、再処理装置
㈱ウラン濃縮装顛および機器

と被曝のリスクのバランスをとる

灘

七三琿四千五百万が︑七四璋七千

スト・利厳分祈の概念は規行の一

般勧告に門いかなる不蟹被曝も避

込んでいる︒

米国でのアイソトープ利飛には

る人工心臓装灘の開発も進み︑構

一方︑アイソトープを動力とす

万がと推定される︒

る盛り低く抑えられるべきであ

成機羅の試験を終え︑動物埋め込

放射性医薬贔と選擬機羅の大軸

け︑金ての線羅は容騒に違成でき

ている︒七二鎌の核医学診断・治

れるケースも生じており︑利用と
その安全確保で適切な開発促進方

床材を主な用途とする本材プラ

に比べ約四頁万件の増細となって

み実験の踏備段階に入った︒

一九七露無の離園会議以降︑医学 な進歩で核医学はいぜん儲ぴ続け

の影響

韻城を除いてとくに図立った拡大

交通スト

隔日一一一静冒 i

おりからの

一曹＝駕一鼎

策が確宣されることが望まれる︒

悪寒駕暴毫「憲山崎文男
いる︒テクネシウム99mが核医学スチックはARCOケミカル社な臼本では昭和二十九年︑原子力

療件数は六筥万件を越え︑六五蟻

り︑経済的︑社日的考慰が払われ

一＝＝＝

ソトープ金目扁の初日一二十六

が懸念された門第十二回日本アイ

望まれる適切な開発方策

皿鉢が必要となる︒放射性物質の

TEL（03）743−6760

麟漂子力関係業務：漂子力部営業諜

拡大する利用

−ーーーーーーー
遠し︑輸出分は二千九十万汚を占

線源売上轟は五千二百三十万湯に

める︒対削無比三鷺％繕となっ
た︒医療開係ではテクネシウムと
その劉生成物がキット販亮の撫擬

｝

日−は︑苧想を上回る山足の好
機さもあって︑麟際的な放購線防
誕の理念︑各国のアイソトープ利
幅開発政策︑実偶になじまなくな
った法規制などをめぐって︑さか
んな論議がくりひろげられた︒緻
ドキ
とするような発醤や提薬が帽

上とフロアーとを間わず︑
ッ

次ぎ︑緊彊する場面の多かった一

日だったが︑同日夕︑東票・丸の
内の日本工業倶楽部で開かれたレ
セプション会煽では︑初対面の挨

は圏発光蛍光装麗や煙探知器に使

で一膿璽要さを増し︑工業閲係で

うトリチウムの翻璽が慧速に押ぴ

捗︑旧交をあたためる会語がかつ

フランスでのアイソトープ生産

エ謡うの原子力機器

@
@
@

麟

るべきだ扁という形で盛りこまれ
一P器一＝槽 一・＝＝O卿・一二一＝一7
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擁
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原子力の平和利用に貢献する

剛

A・ゴブネ

羅黎顯
は急速に拡大している︒七照年の

キット販売で利用拡大
7

がそこごこにひろがっていった︒

国が廃棄物貯蔵
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﹁関連法規との調整を﹂
教 育 ・PRの必要性 も 示 唆
寮阪地爾の密封線源利閑民闇辮藁所の箕繊調査に︑﹁現行法規と他の法規との整理統倉が必婆﹂
﹁現行規華は安全蟹理上必婆な程度をこえている﹂など︑並として小規模アイソトープ利用購叢所か

らのナマの粛がはね遮ってきだ︒これは某原子力産業会議が塞蟹理の実偶と利用上の聞題点など
を把握するために行なったアンケート調査に表われたもの︒原薩は開催巾の第十二回田本アイソトー

原産がアン
ケート調査
輯

︸
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．
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リぢ

任研究鼠

瀞水ウラン研究で喪窟鍵を

せようと工藁化猷験に本腰を入

う研究プロジェクトを麗質に乗

沙程度を海水ウランでまかな

銭悩位で海水ウランが採取でき

れ始めた︒門鉱石ウラン価格の

曼けた臨本専憾顔祉申研烹

堅

のぼる

るようになれば大したもので

尾方

す︒海水中のウラン総騰は捲定

おがた

⁝様 錬金術師 の﹁海水中のウラ
塁︑海水一沙に対し○︒OO

⁝漿からウランをつく牽今
㎝ン採取用吸忘潮に関する研究﹂ 三流の翻だがチタン酸粒状吸魑

二十一禦藁葺で五百台をこえる獄

よって利用されていることを考慮

硝石表彰・科学技術庁畏漁燈が

万倍の濃縮度までこぎつけた︒

のに今奪設けられた第一回研究功 筆法で七〇〇9痂と︑約二十三

では律子当量と三一︑小五の患

妊きなテニスと日曜大工︒家鷹

⁝

⁝

ウランがないわが圏にはうっ

授与された︒

⁝てつけの麗発難題ともいえそう
⁝なこの研究︑爽は避難の際に出

子さんをもつよきパパ︒昭租三一

︸

㎜る一秀りの微蟹成分を織して

⁝

十年九弼大学理学部卒︑同駕の⁝
聯売公社山屋興防星野験所がか

いて思いたった︒﹁ウランも探

業斬だが︑これらの麟簗所も膣さ

I使嗣に園接闘継しない従業腰に

とする回笛が二近％を上盤り︑R せず︑整理統命してもらいたい﹂

をこえており︑もっと緩和すべき

⁝立つところまできている︒海水

⁝雰ウラン禽羅○・○〇三

資源エネルギ⁝庁は将来のウ

鱈58

恥

腿

舞騨

B

h卿騨

ばならない﹂と気勢をあげるなど

金を開き︑﹁原子力発電は止めね

な発表と悪兜交換に入った︒

今回の大禽では︑﹁原子力政策

改組され原子力規制蚕綴会︵NR

巨匠

10胆睡

⁝
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FBR用金属評
東 芝

癌で新技術關発

に成功しだ︒この技術は二百詩エ
レクトロン哺という低エネルギ：
の瞬イオン︵巌緊イオン︶照鮒に
より︑岡速欄殖炉や核融合炉で醐

る金属材料の変化と同じ状態を引

速中性子線照尺により石玉こされ

趨こし︑長子顕微鏡を使い形状な
どの変化を測定騨価するもので①

照射に比べ爾糟度の測定が司能③

ある︒原子力高腰藪︵A露C︶が 短桜干で秘説評価が可能②原乎炉

の貧璽が浮きぼりにされた感が

東三下涌躍気寺社︵玉麗敬烹社

て容甥に覇速欄殖炉用金鵬材料な

長︶はこのほど︑蟹イオンを用い
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これらの調皇継渠は安全確傑と

ラン隅饗の一〇％に当たる一一雫

利用開発の適切な対策づくりの基

ー︒ウィーク﹂と銘打って解説認

る嘉暫がサンフランシスコに簾

は魏・ネ⁝ダ；がワシントンで繁

濠つた︒これと機を同じくして︑
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／年以上︶︑線源の破損による汚

大︵酉︑ゾレム／田まだは千︑ザレム

済的そして環瀬上の諾間魍を解決

照を特高︑論騨の焦点を原子力に

だ﹂との曄も少なくなかった︒

漿や線源織炎︒盗難︑火災や蝦蟹

ひきつづき非破腰検査︑照射利網

礎データとなるが︑原町では今後

しながら︑その方策を探るつとす

不況下米A−F大会

研究をはなれて没頭するのは⁝

羅鞭饗⁝

−装備機翻が約二千人の従駈歩に

う︒

すると特認すべき箋態といえよ

一方︑RI髄用上の安全壁塗と
密接なかかわりをもつ現行の法規

や制度については︑約二〇％が
﹁現行法規を大纒に変璽する必要
がない﹂としているものの︑門々
の法規︵労働雀令︑運輸省令︑腰

ただ動燃購簗団入形隙の鉱石ウ

計など数台を使用している瑠榮所

対する教脅やPRの必嚢性を示し 行の規躍は欝金醤理上町嚢な空夢

わきりで︑現在は神奈川興藤沢⁝

れる一﹂・

このアンケート調蛮は︑原産の

も︑安全蟹理に従購する蕎の数は
ている︒

生雀令など︶との関運がしっくり

アイソト⁝プ・放尉線利罵安全対

あまり変らず︑このため大規模に

プ会議の﹁放射線蟹理の雲態と補題点﹂のセッションでこれらの糖粟を紹介︑問題を蕪つめる︒
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R工を利用している購業所では利

の中央研究所で再生タバコの研罪

男践︶が︑安金確保を薗提として

鎌者十人に一人の安全麗理者です

ｺ租三十六奪当時﹁気違いざ ラン濃度と岡じレベルにするに

その健暇な発展を園るための方策

むのに対し︑ガスクロマトグラフ

⁝た﹂だったテーマも現在は実験 は︑さらにこの億の濃縮慶が下
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の蟹藁所にもこの覆の異常はなか
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大きい汐
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なつだ︒対象珊業所数ゴ瓢日九十六

か所のうち二百十一堺業所から

ン︑シェラトンパレス両ホテルで

と化した︒

どの試験醇価を行なう新技術開発

た調蛮も行なわれたが︑とくに︑

關かれたこともあり︑各国代表で
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原子力の
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萄効な園簿が欝られた︒このうち

デメリットについては︑RI利罵

サンフランシスコのセントフラン

ンシスコはさながら

にぎわう米国の西の玄関サンフラ

米原子力学金の冬の大会︑偲気技

暫五件はガスクロマトグラフを使

により﹁購覇手続が繁雑になっ

シスホテルで開かれた︒今後十鎌

ンがはられた感じ︒
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の作叢に一難を鑑じる﹂も約二五
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C︶が設けられたのは︑
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ICRP会議が開かれたが︑この
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ていえば︑窟接的な関係が転たれ
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十万人が魚騰し︑五万五千人が死
宜するということは︑蕩濾道路や

〜

一︑炉心溶融事故はどのようにし

材獲失の際に︑ECCSが作動し

この報告総で響察されている形

定義している︒すなわち︑冷却材

として︑大別して二つのタイプを

に熱る潜在的な閣能性のある状況

るものを聾す︒鰹比に統いて︑崩

うちで︑原子姫の鰻止を必襲とす

ラントに趨こり論る様々な状懲の

る︒

なければ︑炉心溶融は趨こり偲

す丁台に強気つとみられる憐報の

式の原子炉の約一曹原子炉・薙の

襲失購故︵LOCA︶と過渡状態
聡慧除査系統が諸職して炉心の過

翻動琿の蜜金性について決窟を下

代嚢的なものである︒

忍業継紙中に︑一度も炉心浴融購

崩駿熱除去系統のいずれがの故騨

熱を防距する︒転た鰹止系統か︑

リスクとはどんなものか？
の鋸間嶺たりの機会は約蔚三十分

同じような論法が阪子炉にも適

故がなかったということは盟譲な
である︒潜筏的な冷却材獲失の堀

ご・
リスクの蕩え方の巾にはある照
の一︑また死亡については約照千

馬される︒原子炉の周辺に注むあ

含には︑通常の冷却材が失なわれ

とは︑ここではプ

件の確率とその結果の双方が含ま
分の一である︒この種のデータは

る人についてみれば︑原子炉螂故
ことである︒燃料が溶けるには燃

逓渡状態

際のリスクの想定には︑たとえば

れる︒そこで︑宙動購を運転する

で︑個入が運娠に対してもってい

側人に対するリスクに閲するもの

によって一飯閣に死亡する確率は

て起きるか？

ある人が①負糊し︑あるいは②死
る繊度や翻慣に影響されることも

炉心溶融は鷺CCSによって防止も︑炉心溶融を起こす潜在的可龍

●

亡するような禦故の確繋をしる必

加熱するような冷却系統の故礫あ

料をその融点︑蘂氏約五千度謹で

短期的な膨響の憂世と同様に︑

の商い発生率からみて識別不能な

発生は低く︑これらの二つの病気

治鰹が行なえる︒その他の影響の

蟹︸

菰十蝕分の一であり︑原子炉麟故

性をもつている︒

によって一鉦聞に負観する確率は

しかし︑社魚釜体の繍点からは

ければならない︒

されることになる︒しかし︑冷却

ありうる︒

七千五函万分の一である︒

一︑晩発性あるいは長期にわたる健康

るいは熱のアンバランスが生じな

襲がある︒つまり︑二つの異なっ
た結梁︑すなわち欝欝と死亡があ

る︒自勤蹴甥故によって母間酉厳

違ったタイプのデータに関心があ

原子炉特樵になじみの擁い人達
は︑燃料の過熱を防ぐには一切の

晩発幟がん︑治療酊龍な晩発性甲

への影響の程度はどのくらいか？

に核分袈反応を批めてし奪凡ぱよ

状腺瞳憲︑澱伝的影響は驕故の群

異常の兆傑が現われた聴に︑急速

いと賑えるかもしれない︒原子炉

藁

@鍼

う蒲

j涜

吋︑

品

開

新

ご利用ください。

@

り・それぞれにその確購があるわ

ンなどのような戴体︑セシウムや
ストロンチウムなどのような固体
がある︒

にはこうしたシステムがついてい

14衷は︑こうしだ思懸の潜菰的

縦な条件によって変化する︒第2 ものである︒

な大きさを歯すものであるα第一

るが︑それだけでは十分でない︒

の欄は︑原子炉一難たり黛間二

躇から人々が退避することを響濁

汐、

けだ︒魚鰯については︑ある個人

ｴ子力発電所の事故に関し

ヨウ紫とか︑クリプトンやキセノ

て︑何がリスクを生じさせるのか？
原子力発餓所からのリスクは核
分裂プロセスで生じる放射鮨によ
る︒原子力雛電所は︑通常運転中

崩腰が熱を発生し曳け︵これを崩

なぜな鹸⁝料内の核分裂生成物の

壌熱という︶︑核分裂プロセスが

によって生じる結粟を示す︒第二

万分一と想定される炉心溶鰍漿故

ばならない︒そこで︑原子炉には

停止した後もこれを除去しなけれ

する統計謝鎌を含んだ謝舞モデル

菓京都薪宿区爾鞍覆4了§8番1（耀

一︑放射能はどのようにして放出さ

この調査では︑放射能放出の鰐

の欄は︑筥万分の一の機会の原子

トにおける米家勢調蕉のデータか

故の確率を比較するのに用いるこ

らす原子力覇故と原子力以外の購

岡部製作所

にはこく少騰の放射能を管理され

能性のある経路を藷粥に多く調査

炉壌故の結託で︑第瓢の欄は通常

この値は︑糞石が人悶巾心地に落

る瓢故は琿間百万分の一である︒

ら求めだ︒これら膠大な謝籏は大

から簿られだもの︒遅避モデルは

⑧肉摩は積属する為臨由

れるのか？
大羅の放鮒能が放嵐されること

崩腰熱除査系統も二戴︑箪璽に用

断でき︑内科醜あるいは外科的な

三千三置人で︑その確率は約翼翼

他の主要な禦故︑たとえば火災︑

原子力以外の禦件の潮汲において

⑧簸大寸法は、鷲00×で800

ホクギンのコルレス・サービスを

⑱

㊥羅子顕微鏡用ガラス等

た条件のもとで放出している︒極

があるとすれば︑それは原子炉煙

激されている︒これに加え︑顕常

の発生率を示す︒

みが観測呵能で︑それも︑より大

これらの聯故では︑甲状腺瘤の

の冷却系統が破撫して冷部材が炎

趨こりそうもない一連の鵬故に対

きなかつ趨こりにくい囎故の騰に

なわれるという曙能性はあるが︑

処するために︑繋属炉亀冷却系競

本龍田では︑擬製炉炉心の溶融

限られる︒これらの題は容気に診
︵ECCS︶が翼翼されている︒

薯戯した場合︑汐入以上の死亡が

おける気象データを集めて求めら

爆口︑ダム決算などと同様であ

計緯糖集によると︑十人以上の

型電子翫零露を用いて行なった︒

これには︑人為的および自然的

とができる︒

禦件が愈濠れている︒これらの確

められるが︑その他のものは非常

率の多くはこれ豪での詔録から求

いない︒その他のものについては

に小さくて︑これまで観測されて

原子力喫驚所に用いられたのと岡

様な方法で戸籍が謝臓されてい

原子力発蹴所の潜在的麟故によ

る︒

に医療を聾する隠題数は帯測され

⑱動燃グQ一士ックス縮ガラス

めて趨こりにくい購件の場愈には
より大璽の放射能が放出され︑璽

がどのようにして溶け︑放鮒纐放

大なリスクを生じる恐れがある︒

出を制御するシステムがどのよう

した︒この甲には︑炉心内の燃料

れて︑発出所敷地内に貯蔵される

にして故醒するかを定議すること

し︑リスクを決定するものを選定

燃料にも︑かなりの麗の放射能が

も含めた︒

る︒便用後に原毫炉から取り出さ

射性原子を核分裂生成物と呼んで

含豪れている︒しかし︑こうした

心で燃料が藩融した蒔だけであ

いる︒これらは放射線を放出しな

便用済み燃秘からの放嵐禦故は極

核分裟の後に残るウラン原子の

がら崩壊していく︒これらの多く

破片は放射性である︒これらの放

は︑何分とか何階闇とかという階

らの放出の司能性に比べて髄も少

めて趨こりにくく︑原子炉炉心か

の確灘は約一千万公の一︑一千人

炉心溶融購故は︑購故が生じた

分の一である︒

下して一千人の死亡を着雪る確率
運転中豪たは計画申の原子蝉サイ

れた︒被曝する人の数の確率は︑

一︑濠た一千人以上の死亡が趨き

趨きる禦故の星食は年闘三万分の

とみられる三（窺｝乃人についての見込み籔である

第213蔑は︑興じ絃渠をもた
る︒炉心藩融禦放の場合︑その結

と陶じである︒

渠は霊として三つの長駆による︒

これ豪で行なわれだ退避状況を説
すなわち放出された放射能の騒︑

死亡が生じる那故の確率は︑プラ

以上の想定は︑空蝉の放射能径

鮮細な状況によってその紬果が大

本調癒で報告された叢大数は死亡

以上は一億分の一と予測される︒

ある期間にわだって、人膿故から弼らかの麟を受ける

蟷に変わり繋るという点で多くの

れる死亡と負傷の数はどのくらいか？

一︑炉心溶融事故の結果として見込ま

でない形になる︒その他のものは

料の過熱を防止し︑放射能放出の

原モ炉の蜜全殴謝の中には︑燃

ないことがわかった︒

問に︑すみやかに減請して放射性

もっとゆっくり漁獲し︑何か月︑

燃料樺の中にたまっている核分裂

が含まれている︒このように︑環

可能性を制御する一連のシステム

躇には何年もかかって減駿する︒

のものが禽豪れる︒この中には︑

生成物には気体状のものと固体状
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いま、沖縄県那覇ガンセンターに医療用の放射院物質が

ちま

船積されて出航します。また先頃北海道士幌農業試験所
に農事用の放射性物質をお届けしたばかりです。このよ
うに、欝欝運輸では、大は原子力発電、農事用から小は
医療、研究用にいたるまで、核燃料や放射性物質の輸送
を実現しています。第1種放射線取扱主任者を配し、プ
ロジェクトチームを編成細心な計画で安全輸送を可能に

が

大きな娩から
小さな娩まで

第803号
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被曝線量を正確に…・・すばやく謝定璽

蟹謬論噛壽♪

なゴをだ

謙遜ヅ

TLDは国際特許の被曝用素子と測定装置から
なる画期的な装置です。放射線関係の仕事に
たずさわる方々にピッタリ。僑頼性の高い管

《測定装躍UD−505A
（テノタル表示〉

理をお約束します。

測定範囲01mR〜200，00駅

※月・木・英・独・繭など13カ1了弓に認許（畠願申を含む〉

⑲超高感度の被曝用素子
広範囲の被曝線疑を！1三II窪に感知。湿気、水、光、振

愚なとにも影響きれません。
㊥熱風綴熱方式採駕の測定装置
素子がそったり加熱ムラをおこしたりする心配が
なく、とんな形状の素チでも、約10秒で桔度の高
い測定ができます。
㊥操作はカンタン
被曝用素チを測定装置に入れて、ホタンを押すだ
け。測定臆はひと目でわかる、便利なデジタル表
示です（UD−503

∠臥演麺定：装填UD−502A
（テ2ノタル表示）

測建範闘01mR〜2，000R

Aはメータ劫・）。

圏

㊥幅広い活躍分野
原子力研究所、原子力船団、発電所、動力炉核鰍
料開発事業隅、放医研、衛生試験所、南極観測隊、
各地の大学、研究所、病醗…などで、すでに好評、
活躍中です。

壷婁晶蝋腐翻鵬
《放射線熱蛍光線璽計》

（メーダ惣門・）

松下灘器

測疋門中1InR〜lo狭

※手にもっているケースに内藏された被曝周棄子（UD−200S）が放射線
を敏感にキャノチノ

＊お問合せとカタ瓜クのこ講求は
松卜・廓辞r震（抹）逆季llコノデ回り1喋剤∫

ヂ561

人醸1デ理鮒r市稲〜1粥∫3−1一エ

質f｛、（06｝862−1121

率社会と共に歩む技術の愛…鶴耀

