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として湧帯した測本敏央氏が

た︒

つ︑どこても立入れるという受

貝のうちに鹿取駐オーストリア大

・合理化され︑ユーラトム並み平

入り場所も限定するなどより簡素

るようになるほか︑その頻度や立

問題についても資源エネルギー庁

いと揺摘するなど︑エネルギー雀

を中心とした今の佳組みが最もい

科学技術政務
次官に上條氏

野申氏は大正九年生まれ︒慶大

韓派︶︒窩鷲敷選出︑藪選一園︒

法卒︒埼玉累議︑党全国組織総局

政府はぴ＋田︑内閣改造に伴い

派︶︒埼玉県第四区選出︑当選三

副部長など歴任︒衆院︵旧中藍根

次長︑国会対策副婁員長︑党商工

政務野洲を刷新︑科学懸軍政務次

遜塵は野中︑平井両懸

このほか河本通産相は垂垂で①

政府は次期通常羅会を十九日に

鞭

一それは東芝のモットーです

構想に疑聞を投げかけた︒

対外縫済の嘩擦は内講そして輸入

単舞氏は昭和穴隼生まれ︒学習

曖︒

串憲の絢氏をそれ

野中英二︑平

窩にヒ篠勝久氏︑通産曲事次窟に

サーどス社摂Q郵政穰法務都長︑

院政経卒Q颯團新閣祉長︑シコク
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料︑原子燃料工業の各燃料加工繕

弼集︑五月十七晒まで会期酉五十

子力軽装賠償法︑放射線隔密防止

子炉箸規制法の一部改正法案と原

法のそれぞれ一部改正法薬など六

法案が提出される予定など︑京た
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の拡大が課題となるが︑どれだけ

ヒ條氏は明冶四士篇鋒生まれ︒

ぞれ発令した︒

高鍋中学楽︒建設大学校長︑B本 購報鷹叢調彫金副会長など歴任︒

H公醐顧聞︑党劇幹噴長︑雪堤 参院︵無派閾︶︒露川県選出︑当

蓮営婁縫なと籐任︒参院︵懸大

襖査を経て︑来薙十月には田本ニ

二十四隼福調甫長など

ルフ︑兵陣県呂身︒66歳︒

員もその鱒強て財政贈周の内議を

ング轡料を儂障措置襖認のため分

曝間の審議を行うことにした︒五

召集を決める

通⁝常州國会︑19冒

鋤︒

?長○趣味は囲暑︵六没︶︑ゴ トニウムを対象に分析を始める計
開発委員長︑遅挙広︒内閣孫委員

や励辮郵集Mの燃科纐工・開発施

廻ているといわれ︑これに頒え新

受けて核物量管理センターが運営

析︑定照する施設で︑圓の委託を

に原子力関係では蔚臨臆国金から

十三葎度政尉予算を中心に︑とく

が綿摘されていた照察

応

する︒田塞康子力研究所爽海研究

継続審査となっている原子力安全

が手薄さ

主査察休制を間めていく考えだQ

獲〃がくることになっているなど

所内の絹雲︵芸大﹁弥生﹂炉の北

委員会瓢設のための原子力墓本法

設から査杏官が収恥したサンプリ

拡充が麟られることになる︒

側︶に分析棟︵六颪十軍方授︶と

しく通産劔や運輸雀からも

保障措置分析所

等一部改正搬出に加え︑新しく民

羅を台む分注機器︑グロ⁝ブ・ボ

閥再処理の潜業化を罠的とした原

関係設備を来春の完成をメドに建

千万円︑装備機峯瓢珪華千万円︑

設する︒礁設髄は一点関係一一億三

の計画は妥当

ックス︑フ⁝ト︑放酎縷モニタリ

原予力婁が答串
標子力委員愈は︑核物質管理セ

ング腱雛︑貯顧設備︑麗歳タンク

愈わせて五懸ヒ千万円︒質購分析

ンターから妻壁のあった茨城県︒

などを擶える○完二時の人員は約

またあわただしい歌会となりそ
う︒
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國原子力発綿繭嚇一式（原子炉、核燃料、夕一ヒ1ン、発羅機

効累があるかは胴に︑ともあれ懲

ぎ鰐処せずぱなるまい︒総論賛
成各論反対とならぬよう総理から
各総が協力し大乱が捲揮をとるよ
う指示があった◎⑫円蔦はとくに

長︑党故調金器発御題小君員金委

中小企渠が縄手を凝っているが︑

たい︒燐に投資滅税といったよう

員長等を歴任︒趣喋は和歌︒禰封

設を対象に︑サンプル採取した検

捧について︑六国化ウランから二

阜急に憐らかの抜本策を打ち出し

なものもあろうか︑いずれ内簾に

県趨勢︒71歳︒

コクリア・フユエル︑三菱原子燃

関係の閣療露議ができるだろうし

酸化ウランの粉宋︑ペレットへの

二葛万KWにすぎない︒これさえ性などで問題も提起されており︑

時点でメドがついているのは二千

敵臆は二日の閥議で︑さきに欝

縫を興じ﹁羅内患続きを終えた﹂

箸性も確保できるものとなってい

醗について︑二十九臼︑﹁十分安

二十入て二黒分が分析嬰員となる

東海村への㎝軽重描鷹分析所一塁

金が保たれる﹂として謝醐を四身

核物質籍理センターでは︑宮三

見尽し．︑

隅分析所は︑燃料加工メ⁝カー

する答申を行った︒

︒グループを設羅︑今後六か月闘

部会のもとに費金闇題ワーキング
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禰井県選出で原子力とのかかわり禽いの深い艇谷

総力休制

原発先進県

激動する国際簡勢のなかで周面打開へ向け
科学技術馬長窮︑原子力委員長には
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て二十四黛衆議院議員切当選︑以

＝⁝光汽鮒祉畏を経

河本遜産相

後空芝ナ圃当選︒二六企画政務次

析を行い︑周十一月には動燃蟹業

移動状況をチェックするウラン分

璽要性に認識が轟まる反面︑立地
問題や儒頼性向上などの間題の解

そこで興体的な離処方策が検討さ

宮︑法務震員長︑内閣委員喪篤を

発言設備は八落万KWで︑六牽隼 大きな柱の一つだ︒原子力閉発が

た︒

れることになろう一などと語っ

歴任︒四壁㎝犀郵政相︑四十九奪

だ︒このままいけば電力が不足し

度三千三篇万KWの原発開発鍔標 数孚ではないと思うと強調︑行器

替エネルギー源としての役罰りの

わが国の原子力の驕発は石癌代

谷犠撞鐸︑

通崖繕︑昨無ナニ月から趨群党政

三民経済が大きな影響を受ける可

は達成てきると思う﹂などと述べ

を警て紹麺瓢十ヒ隼参議院議員初

当薩の中心誤題となろうが︑安全

議た岡棚は︑公共投資の一剛がエ

峯選︑以来遡選ダ陵︒霞翼党九州

とした﹁核不拡散ショック﹂が追

能性もある偏と指摘し﹁晒和六十

力は他の塵業と比較して高い安金

岡長営はこれまで自民党原発問

謡エクランド機関事務総長に題

る︒こうした簡素化愈理化につい

ある︒それだけに︑十二月四二と

昭稗十三年能︑

こうした点に十分配旧しながら地

にということだし決して不醗能な

ネルギー投資向けとなるが十年閣

いうちをかけるという圏雑な状況

隼原打力三千五終極KWという繍

性を確保している﹂としながらも

ける側にとってかなり迷惑なもの

題小委員会委員長を狢めるなど党

告︑同協定を発効させる︒同じく

てはかって保陣推置協定

さし迫った協定締結期限に闇に舎

熊谷科技庁擾営

必ずしも確保できる傑瞭はないと
域住民の命憩とりつけに最鵡の努

に醐面している︒国際核燃料サイ

こうしたなかで二十八Bの組閣

会で承認された核兵器不拡散条約

をつくして対処したい﹂と決懇を

内葡数の

さきの藍田で成立をみた原子炉

型

わせるよう縫金承忍も懲がれてい

隣プルトユウム燃料開発墜のプル

いう即戦さえ出ているのが環状
力を傾注する叢論がある︒六十難

クル評論︑行政改革︑軽水嫡二食標

標に少しでも近づけるよう努力し

淡を迫まられ︑さらに※蟹を中心

準化など國際情勢に対処しながら
ていきたい﹂と語った︒

保障措蹴直新体翻ぺ

国罠の禽葱を得る地道な方策が求

で地発の福井から急拠ヘリコプタ
﹁さらに安全性を確保していくと

蟹はわが国臨主査察に亜きを貫き

顔繋NPT協定発効で

ーで上京した熊谷新畏富は周日夕
ともに国民的禽意を得ていくため

際原子力機関との間の保障携跨協

機関がこれを検証する形がとられ

また安全問題については﹁原子

の記者会覧で﹁小資源国日本とし
の政籏を進めていく必要がある隔

定の批雌を了承するとともに︑岡

められているのが現状だ︒

ては国民の頭脳を総動員して新周
と述べた︒

衷明︒原子力開発を展鯉して﹁省

ていただけに漂子力行政の雲門に

︵蕪PT︶鍵施に伴うわが織と歴 でもあったのに比べ︑新体制下戴

面を拓いていく必藤がある︒全力

エネルギーを推進し︑さらに現在

関係管の期待が集まっている︒

等規制法の一部改正を二日から施

盆張︑その七剛方の条文化盛り込

に挙げられ

の傾向を上園るペースで石曲輸入

行することとなったのに伴い︑協

原子力通

が確保できたとしても︑昭和六十

一方︑測本敏央通蔑樒は認諸会

定発効の没どりとなったもの︒

締粘気として︑わが困は今後︑こ

たが︑核不拡散に与野党倉鷺が縛

ワーキング・グループ構成員は

で結論を求とめることになった︒

封上五郎原子力委員金委員農代

次のとおり︒

金閣臆につき隅議︒その翼果︑先
イクル問鵬翼訣会幹算

部画沈成の艮体的醸付けとなる籔

に移獣料

裁︑石弘光〜橋大学経済学部懲懲

現・石原周失灘外経済協力墓愈総

会が行った核予輩サイクルの研究

四兆円が必艘との試雛を大筋で了

田晶敏弘臼本興業銀行偏務取締役

向坂正男総盒研究開発機構理事磐

開発と弔磁化のための綴金に三〜

承︑さらにレ期踊幽期間巾の原子

四麗気饗業連禽金会K︒

玉贋敬三咄機工業会会長︑平雲外

力碍究開発に要する負金の財源や

その力釘を調薩解讃するため︑局

調︑厩力法をどうするかについて︑
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わが国の今後の遡際行政をどう違

米︑英︑ソを含むNPT茄盟薔一 みに成功するなどといった経緯も

隼購点で

これが不可能となると霜力礪給が

の原子力発電設備か必嚢で︑もし

めていくべきか所備を明らかに

か国中五十圃霜瞬の保障描議協定

の駅を機に従来の二十間協定にも

づくりの段階でわが国が強く

ひつ織する可能性が高くなると予

し︑その中で﹁エネルギ⁝改策は

とずく機懸査察から国内臼霊査察

政肩は原子炉管規制法改獲で新

がとられることになったもの︒

しく鰯定化されることになった情

られ﹇期隈内発効一へ所要手続き

わが濁はこれまで※︑英︑加︑

を主体としたものへ保障措置体赫

仏︑簾五か園と原子力協滝を纏

メドに試料分折勝を建設するなと

報処理機関の指定ぽか薙縫先成を

を移行させることになる︒

子炉や核物霞に対し国際原子力機

螂備を急いているが︑完全な新体

結︑この協無に耶づき輸入した猿

関による鷹繁を援けてきたが︑今

後は54海を盒む全ての国際規制物 制へ急な移行は測難なこともあ
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パリ地区に原

発十二基を
二〇〇〇年の囎要に対応

公開調査が始まっているが︑反対

については温排水を工業嗣および

瑚の下手でパリに近いアシエール

一九八五年まで黛率六︒五％︑そ 運動で停縄している︒そのセーヌ

から〜千芳人に増加︑電力露要は

で拡大する見通しだ︒この網要に

地域暖房用に利用することも研究

の後二〇〇〇駕まで五％贈の勢い

答えるためにはとりあえず八十五

︹パリ松本駐在鼠扁仏霞力公筏

ーヌ・エ・マルヌ藥︶とビルマノ

地としてはヨンヌ川のバルベ︵セ

ど︑一δOO奪までにパリ地区に ばならない︒

上積十八♂︶︵セーヌ・エ・マルヌ

ゾーシュ・レ・プレ︵モントロー

ン・シュール・セーヌについては

ブリーヌ興︶を調齎した︒ノジャ

名は︑原子力問題の璽要性にかん

③高レベル廃棄物の輸送は︑か
なり低い率ではあるが︑貯蔵にく

ンス・べーテ・大島恵一氏ら十四

県︶の四か藤が検討されている︒

藁︶︑マルヌ川のオメー︵マルヌ

パリ地区八繋の入口は八八万人

れない﹂と予想している︒

ギー鰯璽は野営に贈摂するであろ

困︑飢餓︑社会不安︑疫病︑漂
動︑戦争などの大規模な社会悪を
もたらす③いかなるエネルギー技
術も単独で世界の将来の需要を充
避できない︒将来の霰要を壁的に
も質的にも充足するためには︑在
来の化石燃繕︑原挙力︑核融合︑
地熱︑太陽︑などすべての技術を

F型はむり

英エネ相︑独り

AGRを主張

︻パリ松本駐在風︼乱国政府で

はトニー・ベン︒エネルギー椙が

国営原子力公社︵NNC︶︑中央

シュ・ゼネラル・エレクトリック

電力庁︵CFGB︶︑ブリティッ

︵新型ガス炉︶とPWR︵ウエス

︵GEC︶が提囑しているAGR

一墓つつ建設して平行推進する計

チングハウス社加圧水型炉︶を選

薩にただ独り反対し︑他の閣僚と

英国の原子力産業界は過蜜七年

対立しているといわれている︒

いこのため崩壌の勉険にさらされ

間︑〜基の原発も受注していな

ているので早急に発注を必要とし

ている︒その第〜号はAG8でよ

いが︑原子力産業界ではAGRで

はPWRとすることを主張してい

は輸出の望みがないので︑その次

て︑原子力産業界は平行して二つ

る︒エネルギー相はこれに対し

の炉型を開発する力がないとし︑

国産のAGRに集中して士気をあ

げるべきだとしている︒

があり︑今後も国際協力のもとに

椿力的に進められるべきである⑩

原子力は核拡散につながるもので

界のエネルギー問題は急遡してお

○ホノトラボ
○タービン塾覗き窓
○その他

年まで頁三十万KW賜基の原発一 されている︒その後のサイト候補

う︒これには採鉱や探鉱の禁止権

規模の原発二か所を建設しなけれ

か所︑続いて二〇〇〇隼までに同
︵EDF︶イル︒ド︒フランス地

酉三＋万KW原縄＋二基︵三か駈

ヌ︵オーブ県︶とアシエール︵イ

すでにノジャン・シュ⁝ル・セー

②サイトi⁝貯藏サイトは闇討 域旛設局のミリア局畏はこのぼ

も踏む︒

のサイトに各四墨︶の建設が必要

シュ︵ヨンヌ県︶︵モントロー上

い︒このため長期安定地騨︵一千

環鏡から遮断しなければならな

だと述べた︵ベルサイユのエネル

ークリッジ︵テネシー州︶に罵処

澱初のサイトとしてはEDFは手十訴と二十㎡︶︑セ⁝ヌ川のバ

地畔︑化学︑放射線︑獄︑的影野を

万薙以上︶︑地下水の動きのない

理工場建設の串請を出したが︑こ

がみ︑臼書の形で以下の内容を公

ギ⁝会議︶︒

なお︑ゼネラル・エレクトリッ

れに付随する貯蔵プールを再⁝九

表しに︒

受けない地気であること︒

ク社は今薙五月︑モーリスの斎蔵

八二年三千ナ︑一九八四年七千沖

ラー︑ワィンバーグなど米国にお

必要とするであろう④原子力核分

拡散の危険を減少し︑原子力の経

あるとされているが︑国際社会が

済的有利性を保つような方策をと

の火災事故を生じる率は低く︑社

ることができると確罰する⑪原発

寝装的に駁って代るものとして︑

担︑利益の均等配分のため国際協

り︑各国の計画実施︑費任の分

フスタッター︑マージョリー︒メ

グル・W・ルイス・ロバート・ホ

O誘

凶儀＼

蔚

◎カタログ及ひ資繕連絡頂き次第お込り致します。

米原軸力規制委員会︵NRC︶はこのぼど︑﹁高レベル放銅性廃棄物に対するサイトの適性基準﹂
と題する報告讃を出した︒報告露は放射性廃藁物籔理に関する答僻の垂垂家の悪莞一⁝︹サイトは最

施設を七酉五十ナから要員ナに拡

に拡張したいとしている︒

発展途上国の人口増加と隻巨水躍

①今後数十年にわたり︑現在の

張するよう串済している︒エクソ
ン︒エユークリア社は七六隼︑オ

う②講要の町彫に失敗すれば︑貧

びに失敗したため︑廃込物処分

いて原子力開発の中心となった科

の二上にともない︑世界のエネル

原子力開発は緊要
原発の将来を検討
する国際科学会議が十〜月七﹇口か

凍て国際会議

※圏のフロリダ州フォルト・ロ

究センターの主催で開催された︒

ら十一薦までマイアミ大学理論研

近くそのひとつを取り出して︑

駈を敬還する聖気が他の彊にも

学蓄︑技術番の呼びかけによるも

裂は今後数十年の世界儒要の充足
に露要な役罰を要すべきものであ
り︑原子力開発を怠るならば璽大
な破綻をきたすことになる⑤核燃

サイクルの技術的・経済的警察︑

高速罎殖炉︑高温ガス炉︑璽水炉

力を遍求することは︑少しの猶予

を囑えてきた

たのはトロント環境研究所畏K

るという閉標だ︒勧告を作成し

ス・スル1方戎
し︑プルトニウム利用が有利に

／ウランサイクルは高速炉におい

○クローBox近へい用

○放射性廃棄物トラム丁霊
○放射線廃磯物貯蔵庫
○放射性廃下物連搬用フォークリフト
○サンプリングフート

終的に政府が翼任をもって糧理していくべきである﹂﹁舎理的に達成可能な限り低い放射線蔓準を設

けること﹂などの行政︑概念に短する蕩えをまとめたものである︒蕪RCではこれらの先見を踏まえ
らべ勉険率が大きいことがわかっ
ている︒原子力発電所は貯蔵藤か

ましい︒

っているが︑開催地での意翼にも ら半径二篇婿以内にあることが塑

て︑鱒擁する高レベル廃山物贈蔵に対する基準を口口に作成するための装備に魑寒した︒

NRCでは高レベル廃尋物貯蔵まとめた︒提出された噛晃は︑現
高レベル廃車物にかかわらず︑

り︑米戸内で一九七六黛には一二千

在NRCのスタッフによって検討違いがみられる︒

﹁サイトの選定︑許認可に関し州

に関する棊準を作成するため︑九

に拒否擢を持たせる︒趣定︑許一

されているが︑NHCではこれを ニューオリンズのグル⁝プでは

︵コロラド州︶︑ニュー︒オリン 参考に〜九七八黛の初めごろには

月十九田から三十日までデンバ⁝

高レベル廃藁物跡藏サイトの蔓華

廃棄物貯蔵間鐙は今温の偉︑点であ

ズ︵ルイジアナ州︶︑フィラデル
ナの便用済み核轡料が出され△二
無には一万三千ナの縫用済み核燃

報のための資金を政將は州に臥

専門家グループが提累した原案

を策定したい︑としている︒

す﹂など州の感得を強めたものに

料が兇込まれている︒NRCでは

なっている︒各グループから出さ

A︶やNRCの墓準を十分爾たし①藤衛と簿理lKRCの許罵に
拡張を行わなければ︑葭十 基の

る原子力エネルギーの将来﹂と題

デルデ⁝ルで︑﹁世界の書入れ得

續ｪ薫奪には再処理と貯蔵所

原子力発電駈中二十三基が運転停

ぐことはあるまいから︑縫嗣済

放射性物質のしみ出しの興禽な

拡がっている︒困ったERDA

のである︒※国の原子力政策︑各

﹁遼成可能な隈り低く﹂というA あたっては＋分な地層の調査を行

み燃料がここに還ぴこまれ︑墨

どを講べるというが︑こういう

は﹁岩堪届への処分という方針

隅会議はべーテ︑ウィグナ︑テ

乙AHAの精神に則ったものとなうQ最終蟹理一切は来政府が行 止という澱悪の事態になるかもし

けられている※礫撹保護庁︵EP れた懲見は概ね次の逼り︒

は︑放射線防護に頬してすでに設

フィア︵ペンシルバニア癬︶の三
か所でワーク・ショップを開飛し
た︒

ワーク・ショップには四十七州
から百七十名の放射性麗棄物閲係
の馨門家と法穣家が滲加︑四グル
︑プにわかれそれぞれ愈発をとり

健︑
分貯藏されたり︑あるはそのま

先を毘越した華屋糞婆さは学ぶ

開発は困難に葭面している一方︑

までの処分が塞施される司能性

用レポジトリー︵廃棄物処分

課における反対運動などで原子力
こういうカナダの模範生ぶり

は変えない﹂が︑当蘭既存の軍

ニウムの拙出が渓定されれば︑

べきであろう◎

廃蘂物処分の麗取図を画いたも

が高いだろう︒しかし︑プルト
再処理や廃蘂物処理をめぐる

安全闇題︑核拡散問題の制塵的︒

などがあるが︑これらの開発は国

も許されない︒

なれば再処理する購えもあった

出席者は数名のノーベル離開南

（囚本電気硝子製）

圏

聞

業
産

力

原

エネルギ⁝居取の深刻化で原子力

会が受入れ得るものである︒今後

の重嚢性が憩大している時に原子

料の確実な供給はウランの出鉱の
た︒候補はニューメキシコ州力

所︶を利用する方向に動き出し

生かすことによってこの率はます

原発が罎加しても︑経験を適切に

に比べて︑かんしんの米国の現

みでは保証されない︒各国によっ

況はひどく混乱している︒その

て緊急度は異なるが︑核燃料爾処

同じサイトに薄処理工場が建設

力を蕎ててきだ学者遷が﹁原子力

理は不可欠であり︑使用済み燃料

され︑西ドイツ型の処分場にな

⁝ルスバットの貯藏所で︑ここ

う考えで開かれたもの︒

の将来を率瞳に検討しよう扁とい

のだ︒それによると︑まず来年

に高レベル廃爽物の貯蔵を認め

串に国の廃藁物処分計画を立て

原瞬は原子力発電の再処理をス

るよう︑エネルギ⁝省から蕃習

各国の鋤きが鼠立っているが︑

一九八三奪までに試験処分のサ る可能窪もあるわけだ︒輸送距

トップしても︑璽絹再処理から

ます低下する⑫太陽エネルギーは
出た轟レベル廃毒物がすでに大

将来の混舎エネルギーシステムの

政治的弩察が行われ︑核融台エネ

べきである⑦新しいシステムが完

際的な基盤で精力的に進められる

十四名の白轡羅名者

一部を受持つ可能性がある︒⑬世

の取扱いおよび処理の簸農の方法

貯藏を決聴したわけではない﹂

ルギーに関して磁気閉じ込め︑慣

一一コライ・バゾフ︑ハンス・べ

会議は原子力に関してはプルト

と煙薄を張り︑審琶をずる原子

性閉じ込めなど手近の進歩と将来

成し︑技術的︑経済的に確立され

ーテ︑カール・コーエン︑フロイ

串諮が提畠されそうな情勢だ︒

子力施設の多いオンタリオ州内

奪には本格的な処分場を開発す

遜にたま

イトを︑一九九〇奪i二〇〇〇 離の短縮を響えて︑サイトは原

カーター政簾の彫響下でそれら
の動きの背漿や蛋国の愈図は罪

カ至論；の再処理延期鋤簾が

常に擾雑だ︒

ぴったりなのは︑皮肉なことに

る︒この

力規制委員会︵NRC︶の方

の兇通しが論ぜられた︒さらに︑

るまでは︑各国が現在成功してい

でもある⑥軽水炉を補完︑または

高レベル

区別はない﹂とすこぶる歯切れ

も︑﹁麗棄物に要用︑発電用の

石炭︑石泌︑ウラン等の資源・大

抵進すべきである⑧プルトニウム

るシステムを維持し︑その設置を

ニウム燃料サイクル︑代替核歎料

の処分地を決めねばならず︑そ

陽エネルギー︑環境問題などもと

しかし旧E飛DAは﹁ここへの

の上に発電用便胴済み燃費の貯

がわるい︒

りあげられた︒

つている

藏センターもという厄介な話に

ーの購想も巖近公蓑されだが︑

ことにあ

カナダの緊明な点は︑高レベ

なった︒罵薯利用をもつ国の悩

環境派︑萬処狸賛成派︑外国の

多難な米の処理処分

ル廃藁物の処分についてもひと

みの縮図だが︑センターに集め

お膝充の来国よりもカナダであ

つの実験を十七年薗にスタート

た使用済み燃料がそのまま処分

ろう︒カナダはもとより使嗣済

・ハーレらの三人委員会で︑海

させていることだ︒当聴の研究

サイト選定︑反対派がカギー

洋処分︑極地の氷への埋蔵・心

蕎たちはガラス固化した高レベ

ワン

が︑まだ態慶渓定はして い な

懸への打ち上げなども検討しだ

使用済み燃料受け入れ反対派な

み燃料のままで処分する

い︒環境団依からの批判の高ま

結果・硬い地麟への埋藏が今の

されるのか︑早来蕩処理される

を推している︒

りで︑廃棄物処理方針の確立を

ル廃棄物のかた点りを︑チョー

イネル︑大害患一︑エドワード・

一方使用済み燃料融戴センタ

迫られたものの︑カーター政策

ところ唯一の安全な方法だと結

て︑またウラン躍／トリウムサイ

ド・カラー︑ベーラム・クルスノ

も考麟に入れながら路線選択を

クルは熱中性子炉において有利で
い︒

のかももうひとつはっきりしな

鮮を含め二頁数十名︑日本からは

クリバーの研究所敷地の地下に

竃鰯龍興氏︵原子力委員︒筑波大

埋めたが︑このかたまりは容器

どの抵抗に加え︑サイト選びが
ハーレ勧簿は大学︑病院など

大きな難関と冤られているQカ

醸近のカナダのエネルギー省

する余裕を残しているわけだQ 論している︒

ユーシン・ウィグナー︑ピエール

︵K・K︶

テラi︑アービン︒ワインバーグ︑

局︵麹魏DA︶一規エネルギー 難である︒

を着実に進めていく必要がある︒

︵キャニスター︶にも入れず︑

ある︒実用化に向けて両者の開発
はだかのままで地下水が流れる

・ザレスキi︑E・ゼブロスキ1︒

大学教授︶など五名が参加した︒

からの廃翼物もふくめ︑すべて

⑨核融舎の進歩は匿覚ましいもの

学畏︶をはじめ大島恵一氏︵東京
の廃錐物の総台処分煽のようで

そのうち︑ニコライ・バゾフ︑ハ

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

一一

仔

ーター政籏の前途はなかなか多

が公難した廃編物処理政策に醐

雀⁝がミシガン強盗でサイト選

しかも︑エネルギ⁝研究開発
する勧告は︑そうしだ選択の瀬

騒悪条件の所に置かれている︒

区製作所蕊櫻鵜屡醗穰♂詔
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の機閣の役罰や方針を串心にした

◇

れたが︑食糧の大魚分を輸入に依

・放射線利絹の発展は醸覚ましい

診断やX線による断溜撮彫︑ラジ

ものがあり︑放射性医藥品による

オイムノアッセイの応用など︑新

新しい手法として今後に期待され

の放射線処理は公憲解決のための

大成難病である心臓病診断︑脳卒

れている︒このセッションでは三

トープ・放劉線瀦紹の醗新技術を

中診断︑癌診断︒治療へのアイソ

人総研︶︑処理機関の立場で町田

しての雪融蝿を松露光芳氏︵都老

問題の一つであるが︑使周暫鰯と

廃棄物の処理も疇画する大きな

項なども明らかになるであろう︒

講寄港や法令制度に対する要望鵬

アンケ⁝ト調査では現在当麗する

を恵國している︒

の韓門家に現状を理解させること

門健康への 紹介し︑鷹学関係暫以外の各方藏

核医学と放翻糠治療

近琿賑学におけるアイソトープ

アイソトープ︒放射擦の霞献﹂

1ーセッショシ4

◇

るものである︒

要があろう︒携ガスおよびPC3宅術の開発と普及が急速に進めら

ることにより翼用化を纒進ずる必

の健盆性や経済性の問題を解決す

﹁わが国 拝するわが国としては︑照躍食編

鍵まれる生瀬性の確立

ところに特色がある︒1AEA1⁝ーセッション2
︒輔入︶システムに闘する課題﹂

代表として参加するE・E・ファ におけるアイソト⁝プ供給︵生産
ウラー氏はもと来羅A鑓Cのアイ
利用分野の多様化に伴って使用

もに繕大が予想されるが︑これら

される放射性核種の登庸︑数蟹と

会︶︑原子炉およびサイクロトロ

﹁アイソト

◇利薦の進展を期して
ーーセッション6

て漏⁝一RI利用上の聞題点とそ

ープ・放射線利周の進展を期し

の対策ーー

アイソトープ・放射線利薦は過

憲司氏︵アイソトープ協会︶が発

このセッションの終了後︑この

表する︒

原子力機器の浸透検査には晶質の保証された！
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︑導漣う

た入で︑過表の導水アイソトープ

ープ︒放射線の利用開発を推進し

ソトープ部︑鶏逸DAでアイソト

の会議のネライを端的に製してい
会議にも※国代表として参撫して

の露露ないしテーマを掲げ︑今回

いる︒今園はIAEA残蓑として
性︑輸入の蹴禽︑経済性などが検

の国内糧嚢に対する供給の売物

る︒とくに鹸終日午後には会議を

の立場から盤界全体をみた利用推

ト⁝プの豪雪の現状と闘題点につ

討される︒わが欄におけるアイソ

れる︒

る悪罵正簸氏︵都舞膏院︶が医・

核医学協力センター長の職黄にあ

WHOの代表としては︑周機瞬いて武村祥夫氏︵アイソトープ協

進策や抱負が語られるであろう︒

総括するためのパネル討論が得わ

定着したアイ
ソトープ利用

ンによる生麓について村上悠氾雄
氏︵都立大︶︑輸送について薔木

った論文をラポータとして発表す
ることになっている︒

で進展し︑いつれの分野でも集用

去二十五年以上にわたって餐方薦

化が定麟した感がある︒反灘海外

認ンの準備を担盗してきたアイソ

セッションでの講演管に各セッシ

ン握嶺婁醍を演えて総揺パネル討

トープ会議準備委員会のセッショ

四灘世紹を経たアイソトープ・

論が行なわれる︒

放射線の利贈がこの会議の成果を
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四半世紀を経たわが国のアイソト⁝プ・放射線利用；一四二な
逸展のかたわら利用上の問題点も多く⁝指嫡されているが︑七二か

ぎ

欝

では︑過去四半世紀にわたるアイ

鐸語蹄藏纏蔀溶へ参㍉

れ︑新しい利周技術の研究開発と
ソトープ・放射線利周の成果をふ
薬学におけるアイソト⁝プ・放射

状況からみて︑利用開発策や安全

技術の開発が急速に拡がっている

ーマでの共岡研究グル⁝プがつく

線利用に議するWHOの晃解につ成文疑︵菓工大︶がそれぞれのテ

の褒題は﹁海外諸機関のアイソト

拡大ずる醐要の争濁︑輸入と国
璽の調整︑鷹学︑生物学における
サイクロトロン︒アイソトープの

このセッションは会議を総画す

る︒

必ずしもナ分とはいえない潭があ

と︑わが国における利用の進展は

諸図での利周状況と比較してみる

露要性︑IAEA輸送規制をとり
入れた国内法の改蕉など︑アイソ
トープの供給体制の閥題は今後の

期待される処理技術

である︒

刊贋の発展を左右する璽頭な隅題

◇

るために設けられたセッションと

母物処理に焦点をしぼっている︒

ーーセッション3墨薦に役 して︑鏡伍嶺醸する安全確保と廃
立つ放射線潤周﹂

とが期待される︒

踏まえて新しい方陶に躍進するこ

稔月了日︵水︶

フ瓜クラム

︵午前﹀開会あいさつ

︵〃︶セッションー髭海外諸

用に対する晃解

機関のRI・放射線利

、

紬錫妙無融

ら三日闇︑東灘︒大手町のサンケイ会鰭で開かれる第＋三回アイ
ソトープ会議には内外から多数が参加︑こうした閣題点にメスを
入れることになる︒小林昌敏同会議競輪萎翼が指摘する各セッシ

その実用化・普及・新しい応用機

ョンの見どころ聞きどころは一i︒

生産から廃棄
までを体系化
◇・国際機関の施策
いて述べることになっているか︑

謀えて︑アイソトープの生産から

⁝⁝ーセッションー
近鋸この方薗での利網の拡大や新

廃蘂までの体系を総括的にとら
え︑各段階における話題点の解決
前述のとおり︑このセッション

工業の近代化と合理化︑医学の逢
歩などに大きな質献を果たしてき
策を論ずるとともに︑アイソトー

器の驕発とその普及が行われ︑

は十二月七 ︑ 八 ︑ 九 の 三 ヨ 間 ︑ サ
た︒

プ・放射線利用の将来を展寒し︑
ープ︒放韻脚利嗣に対する冤解﹂

かW
にすることは藤親深いものとい
︵IA8A︶︑世騨保健機携︵

各セッションのポイント

Nの総旙と将来展望
問題点と対策に焦点

ては金子漏生疑︵諏松医大︶が発

薔が︑医療琴笛の調董結渠につい

禺におけるR王の供絵

︵午後︶セッション2鯉わが

︵生麓・輸入︶システ

ムに関する課題
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第十三回 臼 本 ア イ ソ 1 ト プ 会 議

ンケイ会館︵策京︒大手町︶五階

利爾面については今後の発展が購

警本アイソトープ会議はこのよ
うな偶勢の中で︑国運研究成菓の

の国際ホールで行なわれる︒この

会議の期睡 中 ︑ 原 子 力 関 係 機 器 展

欝驚︑社会生湧から璽盟される利

待されるライフサイエンスでの

坐論が持たれ︑麗礁では国際的に

確保に対する岡機構の冤解を賜ら

上の問題点についての討論を通じ

発衷︑内外潤報の交換︑利用開発

議・日本アイソト⁝プ協会︑日本
も唯一の総命的な会議としての騨

となっており︑国際原子力機関

示会も蘭か れ ︑ と く に ア イ ソ ー ト

一方国際会議としての性格もも

中心的な役翻を果たしてきたが︑

イソトープ・放射線利馬の発展に

ての利用推進方策の確立など︑ア

プ︒放射線 利 屠 に 関 係 の 深 い 巖 新
の機器類が公開されることになっ

日本アイ ソ ト ー プ 会 議 は 藁 箒 原

ている︒

子力産業会議の握拳により︑昭和

三十一年八月︑B本原子力強豪会 ち毎圓多数の海外参煽暫の発表と

原子力学会の共催︑科学技術庁ほ
価を得るに螢っている︒

籔理の塞螺と悶題点﹂では︑田本

今日︑アイソトープ・放射線の

か関係諸窟庁︑その他関係諸団体

原子力麓業禽議に設けられている

の後援のもとに第一回会議を開催

の健全性について松山寒威︵理

俊藤健二氏︵都ア研︶︑照射食昂

﹁R工使用機関における放射線

利縮は広く学術︑薩業の答分野に

しては岡職員会日本政府代蓑代理

鷹綴雛異の放財線滅磯について

して以来︑すでに二十隼の歳月を

それぞれの立場での方策や聞題点

HO︶︑國運科学委轟会の代嚢が えよう︒国連科単委員会の代表と

アイソト⁝プ・放射線利用安傘対

絹颪など・新しい応用癒の展望に

研︶︑携ガスの放射糠処理につい

アンケ⁝ト調査の結粟が公蓑され

焦点が鷹かれることになろう︒セ

の市川竜鋸葉︵轡虫研︶が環境放

ア研︶の講凝が予定されている︒

射線処理について篠騰薔繋留︵都

ィ︶関係の豊郷緒累については筆

る︒非破照臨董︵ラジオグラフ

ができる︒箋用化の竃魑したこれ

について欝欝を発表する︒従来か

金の見解について説明する︒アイ

放財糠滅頗はすでに実用化か進

おいてかなり定魑したということ

ッションー﹁海外諸機関のアイソ

ソトープ︒放射線の利用だけでな

けるアイソ ト 1 プ ・ 放 射 線 利 用 が

トープ・放射線利用に対する発

ンとして海外の代表巻の発表を盗

く原峯力金体にとって繁悪かつ需

経過したことになるが︑三塁にお

に年々利用規模の拡大をみせてい

らの技術は日本経済の発展ととも

解﹂に始まって︑同6﹁アイソト

のであるが︑今圃はとくに國際機

めて國際二二かなものにしてきた

み︑小規擬ながらも一つの庵業と

て町宋男殴︵原研︶︑PCBの放策検討グループが行なった第＝園

から数えると︑すでに四半繊紀を

始められた 昭 和 二 十 六 ︑ 七 無 こ ろ

るが・反面新しい応用技術の出展

て﹂に終る六つのセッションで

により絶えず新しい応驚分野の発 ープ・放射線利用の進展を期し

しての地泣を確立している︒食撮

射能の影響評偲に関するこの委員

経過したことになる︒この聞︑ア

展が続けられている︒

とになろう︒

分裂生成アイソトープの管粥につ

核燃料の再処理がら鰐られる核

大きい︒

のような調襯結果の公衷は慧護が

蓑蕎に予定されている︒これらの

要な問題であり︑関心が集まるこ

工業計測の経済性については第

照射はわが園でも箋爾化が關始さ

関の代表に焦点をおき︑それぞれ

らこのセッションは開会セッショ

医学利用・農学利用などの各分野

は︑この会議が愈記するそれぞれ

ルギー雀︶入りし七四年から駐日
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りあげられたことがあるが︑今園

各工業における装備機器利用の経
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などに効果的である︒

核種を誇る標

準R一の供給
国際技術交易社
同社は︑ラジオアイソトープな
らびにステ⁝ブルアイソトープ製
品の供給元とし知られているが︑

被曝測定にN
Tしシリーズ
根本特殊化学

を得ている︒今圓の展添ではその

いる盒塗屋を一括し模擬見本で紹

TLシリーズは生体組織等価型の

一九七一年以降は琶界初のタンク

鉛ガラスLXを製醒してきたが︑

窯による遷続終板法の玉石により
品質の向上とサイズの大型化に成

た放射線遮蔽窓を製作している︒

これらの製品は医学︑工業および

專用装躍である︒病院内に設置し

放射線モニタ

ープ製品カタログならびに模擬

品カタログならびに実物職本・

究所CEA﹁ロシュ﹂︑リア ▽日本沼気硝子 放射線遮蔽
マットT3キット︑リアマット窓︑放鮒線遮蔽雨ガラス︑プル

㌍4キット︑TSHキット﹁ト
第ニウム取扱いグローブボック
短響命ラジオ

翻額

定器による次のシステムとパネル

N工M規格モジュール武放射線測

集中監視可能

な中央操作盤・

池上遜外学

本装置は︑原子力施設をはじめ

研究所︑大学︑病院︑工場等にお

tの竃℃

いて放射線量の測定管理のために

刹用できる︒使用営的により︑①

ニター②ガスモニターシステム③

空間の放射線を監視するエリアモ

ダストモニターシステム④水モニ

また横出器は中性子線︑ガンマ

ターシステムなどに分類される︒

れ︑自動的に測定ができ︑すべて

線︑ベータ線︑アルファ線に分か

M規格晶︶︒このほか同社にはC

集中監視ができる︵A鷺C−N王

亀覧9客亀

亀・

AMACシステム︑監視用テレビ

2亀聖・㍉

ジョン装醗などがある︒

．3f〜︐㍉．．竃辱の竃零9零零

ットは血中CEA︵ガン胎児性抗

る︒例えば︑CEA﹁ロシュ﹂キ

．乳亀︒匙︑・t亀・監審・乳．〜監讐f＝

国ニュー・イングランド・ヌクレ

究嗣製品の大手メーカーである果

篇

ニタ︑を揃えている︒出晶物とし

扱施設の安全蟹理に各樫放射線モ

究所︑痛院などのアイソトープ取

力発電など原畢力施設︑大学︑研

新しいエルギー源としての原子

窩士躍機製造

躍するモニタ．

各種施設で活

られている︒

安として︑臨床的懸義は軽く認め

合物②1鵬・1蝦などの糟製アイ の補助およびスクリ⁝エングの目

．・

へぎ

〜㍉

リアモニタ︑ダストモニタ︑ハン

ては︑水モニタ︑ガスモニタ︑エ

声

ソトープ協会を通じて販売すると

︒化粧品・食贔添加物・農薬・化

学品などの安全性ならびに環境に

受託による研究を行っている︒

ガンの経過観・

を体内に投与し︑麗郷など溺変部

位の発見や機能極葦が司能となり

また血中ホルモンなどの超微麗翻

定は各種疾愚の診断に役立ってい

などである︒

レムマスタ

各﹁大手町﹂下車

千代田線︑都嘗6讐線

地下鉄丸の内線︑東西線︑

車

国鉄粟京駅・丸の内北口下

電話二三一−七一七一

千代田区大手町一−七一二

サンケイ会館︵五階︶

会場ご案内

ーD

タル表示懸二線羅計

サーベイメータ︑ポケット形テジ

く濫歩している︒RI標識医薬品 ニタ︑サーベイメータ︑デジタル

R王の躍学利罵は近年めざまし

第一Rl研究所

察に﹁ロシュ﹂

ー︐︸
一墨

ともに︑R工︒SIによる医薬品ドフットクロスモニタ︑フロアモ

種線源④液シン用試薬を日本アイ

＼

ソトープ⑧メスバウアーなどの各
を出贔する︒①八OOOChで変

換時間30マイクロ秒のマルチチャ

ネル・アナライザ︵実演予定︶

スケーラ③魏樽関︑コインシデン

②高速高性能のマルチチャネル・

ス／アンチコインシデンス測定回

路など多数のカウンターを使用す

る測定装蹟に巖適なパルスカウン

ティングシステム④コンピュータ

ー付きマルチシステム︒パネル︑

どである︒

野外環境放射線測定童・パネルな

簗一化学薬品

の受託研究も

・〜塾︽

国︶液シン計測閑カクテル／バ

τLD素子 イアル︵アマシャム社／ウィー

トン社一1米国︶︑放射能汚染洗

浄液︵デコン社鮭萸国︶

書鋸鎌

同社は︑RI標識化倉物など研 及ぼす彫響のチェックに関して︑
噌

タ︑エリアモニタ︑ダストモニ

タ︶︑ハンドフットクロスモニ

タ︑フロアモニタ︑サーベイメ

ータ︑ディジタルサーベイメー

タ︑ポケット形ディジタル表示

▽堀場製作所Ge︵L−︶

警報綴騒計︑レムマスタD

放射

線教暮雨実習キット︵パナック

▽ボクスイ・ブラウン

▽鐵本原子力翻業AECl
γ線検出器

ロトロン

アイソトープ製造題小型サイク

▽目本製鋼所

一﹂︑ウルトラテクネカウ︑テ ス閑ガラス
クネMA△いキット︑テクネフチ

iGa67
▽第一化学蘂晶

N王M規格モジ

覧蝶蝿

ス社11英国︶︑放射性アイソト

ケミカルセンターn萸国︶︑安

二Chマルチチープ各樫カタログ資料︵ラジオ

▽根本特殊化学

ンティングシステム

資料︵BOCプロケム社北央

︵NEN︶︑線源︵NEN︶
︑テム︑四〇九六Chマルチ 定アイソトープ化含物カタログ
シス
性研究業務受託

中央監視操作盤

独自の技術で開発したA駕Cl ア︵NEN︶歓の総輸入販売元と原︶濃慶を三二し︑ガンの経過観
して︑①C14︒H3などの標識察
化の有効な手段として︑また診断

田本原子力馬田

ムを自主開発︐

多様なシステ

全性も高められている︒

れており︑放射線被緊に対する安

構成機器の簡易化と小型化が図ら

師や研究看が璽接操作できるよう

う低価格であることと同時に︑医

容易に診断︑検診に適用できるよ

h壁塗議

環境公害関係
の短薄命アイソトープ︵Cu︑N

要望されている半域期二聴聞以内

筋硬塞などの診断︑検診のために

本装齪は︑ガン︑悪性腫鰯や心

田本製鋼所

産の専用装置．

短寿命R一生

LlFを母体としているので︑

る︒

一

被曝線騒測定には最も適してい

日本寒気硝子

＼

同社は︷九六一年以来JIS指 B︑015︑F18︶を生産するための
定工場としてエックス線遮蔽用高

LMR工のカタログに記載されて

ンプラー︑ガンマ線スペクトロ

放射線監視
システム︵水モニタ︑ガスモニ

▽麗士聡機製造

放鮒楓川葵品 ︵熱蛍光線騒計︶

ックデータ処理装躍

オートロジック蹴︑オートロジ

ソトープ研究所

メ1タ︑マルチモードスケーラ フランスPHY祉製薩読式ポケ ▽ダイナボット・ラジオアイ

▽第一ラジオアイソトープ研

ーの窯物麗本
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ソ5嶺

功し︑さらに積閣法の開発により

近年︑TLDは各分野で多用さ
れつつあり︑環境モニター・身体
局部被曝線墜測定などの分野で注

その一構成部門であるフランスL 目されている︒同社には今般開発

ソトープ製錨は︑供給できる核質

▽アムコ

▽池上通信機

る︒

イプをそろえている︒特に同社N 原子力の分竪で広く使用されてい

グラスロッド︑ディスクの各橿タ

さらにこれらの形状にはパウダー

の高線蟄測定用NTL⁝75があブ
りロックにし︑観察性能のすぐれ

NTL⁝50︑そして実験研究向こ
きれらのガラス板を肉哩のガラス

MR1の製造する標準ラジオアイした高春慶型NTLI謝︑従来の

数ならびに各用途別の可塑数の多

・
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ンカウンター︑キャビンテック

アスPし型液体シンチレーショ ータ︑水中ラドン連続測定器

ラジオアイソトープ製品カタロ
グならびに各種パンフレット︑

闘

標識化禽物

▽野饗祷交易社？しS製 ン酸キット︑クエン酸ガリウム

ジョン装麗

C8C⁝20型ラジオアイソトリ
ーングシステム︑監視用テレど
プキャリブレーター︑キャビン

液体シンチレーシ

テック撹型照射線騒／照射線遜
率計

▽ア願力

へ脳》

LMRI製機工ラシオアイソト ︵NEN︶︑縫製アイソトープ
ャネルパルスハイトアナライザ

参加各祇の展示閾︑駕

ョンシステム︑ミニバイアル液
体シンチレーションシステム︑

全自動試料燃焼装躍︑ラジオア
ナライザー︑ベータクロマトグ

O

H3／C14捕集装置︑ダスト二
サ本︑C罵A製安定同位元素製 液シン嗣試薬︵NEN︶︑安金チャネルスケラー︑パルスカウ

ィックサルファメ⁝タ︑空気中

ラムカメラ︑スペクトログラフ

瓢

第侶回日本アイ

精密観測用の
高分解能装置

性が大であると判断できる︒

高傭であれば原発性肝ガンの可能

肝ガン︑CEAが低値でAFPが

ソトープ会議
零〜芸州．9・・．︐ρ蓄．φ・㌔﹃亀︑ご♪監．．9・．ρψ

第十三回日当アイソトープ会議では︑水会議と並行して﹁原子力関係機器展示会﹂を開く︒
セッション会場に隣接した展示会場には︑機器メーカー︑薬品︑化学など各分野から十四社が

それぞれの自信作︑主力製品を出藍する︒放射線関運機器︑RI標識化含物をはじめ︑広範な

㌧で〜♪竃︸﹁㌔・乳零8・︸乙〜♪乙︸・亀．覧亀ζ塾ρ監．

堀場製作所

をドリフトさせた半導体放射線検

ゲルマニウム単結贔にリチウム

制を受けないアルファ・べ1タ・ 式の複禽スパークチェンバを採幽
出雛とプリアンプ︑クライオスタ

二次充分布位麗をポラロイドフィ

ガンマ線の密封線源やGM翫数管 し︑位醒的分解能が高く試料に忠
ットからなり︑きわめてすぐれた

ルムに画隙化する︒検出器は新方

実な分布像が得られる︒︿応用
エネルギー分解能を有し︑非常に

る教室訓練に高い評価を得ている

例Vオートラジオグラフの前チェ
精密なガンマ線スペクトルの観測

もので︑放射線瞳審防止法上も規

︒㌔．亀陶．︒竃讐ψ監噛．ゆ

分野にわたる霊示晶は︑この方面における現状を知るうえでも興味深いものといえる︒ここで

︸．㍉f3ζ︐L・5・﹂︸竃3

は︑各社の出品中︑主要なものを選んでその内容を紹介してみよう︒

1隔︐馬︐監＝8㌔

罰

ックとしても使用できる︒︿分解

ギー範囲は二＋KeVで︑超微懸

能＞H3翻約一︑ザ綴︑C14撲約一に適している︒測定可能なエネル
・五︐︑野綴︿検出限界﹀簸31約○

最親の機器など多数−
︒○〇七．ゾマイクロα／平方ジ 元素分析に適する放射化分析や︑

ガンの鑑別
診断に威力
ダイナボット飛一研究所
アルファーフェト・リアキット

H︑C E A ︒ リ ア キ ッ ト は ︑ そ れ
ぞれ慮中アルファーフェトプロテ

アッセイを用いて定墨するキット

イン︑血中CEAをラジオイムノ

である︒爵キットを用いることに
より︑転移性肝ガン︑原発性肝ガ

AFP値︑C鷺A鷹による隈局性

いことから︑近年開係分野で好評

層︑C1411約○・OO一三︑ゾ環
マ境
イ汚染に対する環境放射線測定

カ

盤

などが添付されており︑どこでも

識化舎物・放射線源をはじめ各種
の放射性アイソトープとその閲運
する液シン書套絹カクテルおよび
バイアル︑ならびに無リン酸の放
射能洗浄液︑さらに種類の豊麗な

る︒

安定岡位元素標識化合物を紹介す

ロ

二次元の分布
位置を画像化
ア

ムカメラは︑癒魍︑ペーパクロマ

疾患の診断に際して︑C劉Aが高

ALoKaべ⁝タクロマトグン
ラの鑑別診断が可能であり︑虹中
トグラムなど試料上に展開された

欝欝性物質︵H3︒C14など︶魑
のでAFPが低慎であれば転移性

高性能硝子ブ・
ロックを開発

{会議とも密着した展示−−

各種標華放射物質の見本

放射線遮蔽窓

Rl用小型サイクロト日ン

玉
座

利用分野広い
ム

線量・線量率計
ア
キャビンテック螺型照射線蟹／
照射入子率誹は・放射線治療︒放
射線診断・体内ドシメトリー・安
金管理などエックス線︑ガンマ線
を使用する各分野で使用される︒

特徴として︑二〇〇〇Rのレン
ジ︑レンジ 自 動 指 示 ラ ン プ 付 ︑ 多
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業
産
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原
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ブルのほか C τ ス キ ャ ナ ー の エ ッ
クス線懸測定が可能なチェンバ⁝

など八糧類︵O・〇七〜五三〇 C
C︶のチェ ン バ ー が 熱 意 さ れ て い
る︒

・

どこでも使え．

る実習キット
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コ

GM測定装置︑オートウェルガ ット線魔計ならびにチャージャ
ンマシステム︑キュリーメー
ター︑自勤分注器︑熱蛍光線騒

ガンマ線水篭ニタ
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基準づくりで国際鰯調
原賊魁蜜盆研究臨金・日本融気協会鉱ハ繧の﹁国際原子力機関における原子力発躍駈国際安全基準策

策定伶業は・これまで各圏でバラバラだった原子力安金熱準に

翻尊重︷ガイドライン

を示そうと

定作業の現伏報告会﹂が三十日午後︑些々・平測驚の全共遼ビルで開かれた・︷AEA国際蜜全纂準
の塁藁原則を説明︒このあと各五
頼性︑凝御系統との分離などにつ

なお問社は今卑八月︑女川漁協

十四糧の魚類・節足動物が採簗さ

紹介し︑﹁金飾鑓機化愈物︑六髄

天罰の海水混倉についての研究を

索話村沖で実施した鴻川水中郡醗

ある﹂門プランクトンを通じての

領上響の可能性も考慮する必要が

﹁連続放出によるバックグランド

態︑有機態︑原子価状態など灘水

どの慧兇が相次いだ︒

構遣讐の解明を研ぐべき﹂ーーな

物に辱える影響︑誠鑑貰物の開魔

軍票罐力は︑福二県双葉郡の福
島第一原子力発露所一弩機から茨

本

城県︒藁海村の動燃嚢業団再処理
施設への健用済み燃料輸送の

ため十一月二十九田から十二月一

番〃を酌にして︑その万盒を期す

日までの三沼間︑窒の容器︵キャ
スク︶を使って輸送リハ⁝サルを

榮醜は再処理ホット試験用に福

行った︒

に他立て︑初譲︑発日駅聯用品か

ら礒本海運の使周済み燃料輸送導

閉船﹁日の浦丸﹂に積み込み︑二

日旨は海上輸送して日本原子力発

港︑三臼露に岡魑で荷揚げしたあ

スの孚で闘本原子力研究藤と動轡

事業団の構内を陵上輸送し再処理

施設に搬入︒藁魑では本番さなが

らのリハーサルで陸上輸送︑船積

この経験をもとにホ輸送での万全

み︑航行などの安金をチェック︑

ルには他の八電力会社も共同参加

を期すことにしている︒リハーサ

した︒

ハンディサイズの総含データ集

㎜原需灘醐

B6判上製本︑鋤ぐ︑定働二

す︒

巽の向きは恨めに原産・業務課

千九着円︵送脳とも︶︒購入希

あがり発売中です︒

ほどその昭和五十二侮版ができ

本誌は︑内外の原子力関係資

一代

料を網羅︑どこでも縫える便利

日本原子重慶業会議

表︶まで︒

なハンドブックとして好評を嬉
ているもので︑内容は原子力に

︵電話榮奈五九一一六＝

関する政籏︑開発体重ほか原子
力発電をはじめとする利鞘の各

射射

照照

験託

試委

い

盛辱圃

のものから，現イi開発段階にあるものまでを，工不ルギー変換の基礎過程のメよ盤のi一に

甲370−12

経済協力麗発機欄・原子力機関

︵OECD・NEA︶職務局次長

のW・A・ハナム氏が十一月二十

卿臼・欝欝を訪問︑低レベル放射

性廃業物の海洋処分︑高レベル放

写爽︶︒

射性麗藁物処分のあり方などにつ

懇談では︑まず糠原産購務局長

いて懇談した︵

ご年頃に予定されている低レ

がわが国の原子力開発計圃︑昭租
五十

ベル放射性廃翼物の海洋投爽計画

などについて説瞬︒これに饗しハ

ナム民は高レベル廃棄物処分対策

画が進展しており︑國際協力を進

などについて﹁例えば西独では計

める必要がある﹂と指摘した︒

署機の使周済み燃料

轟第一原発

は運転蓄が負うなどの考え方が

ぞミ

露会社顛薩発電所の頭海港に入

に対し漁業補導などで舎監釜十一

！！

使用済み燃料輸
送でリハーサル

億円を隻払うと璽答していた︒

ノ！

と輪送専門会社エヌ・ティ⁝・エ

れた︒

ノさ〆

またまた幽趣に謬り上げてしまっ

ミ

成が得られなかったことから誹懸

〆 〆 ♂

たわけ︒東北醗力はこれを機に女
ノミ

は難論上︑ふり出しに渓つた形
ノ

れた﹂﹁擾取取では︑とくに轟い

濃縮︑海底へ孫積する放樹能が生

と山川水中に溶存する微騒発素の

MMエルワキル蕃京都大学助教授西原英晃難論∫カエ不ルギー変換機器の初期

結果おこる放財線災警の積扁と定
義したあと地震︑航窒機の墜落︑
大気中への拡散による影響簿につ
いて評価︑とくに入篇影響では将
来の人鷹総懸︑移動入賑も対象と

被曝譲故の確率が牽の欝七乗／無

るほ
と︑①PW鼠︑BWRAさ
PれT
鷺か︑入為謂象では放射線
︵圧力四型姫︶に共通に適爾され

を超えない場台は無視できると

また門設計扁では︑炉の鰹止︑

している︒

冷裁︑余熱除表などの鍛金系の懸

る②設計から開鱗蕊で金ての段階

ル・セキュリティについても取り

で安金性を確齢する③フィジカ

扱うが︑必要澱低隈にする④旗射

線についてのみ取り扱うt一など 要性が強調され︑安全保護系の儒

いて規定︒濠た﹁運転犠では試運

するもので︑今回の中聞報憲で①PWH︑BWR︑P7Rに共趨する蔓準とする②設謝から閉鎖藤で

分野について策定作業が進んでい

騰

転・保守・変璽などについて規制

明確化され︑廃黄物籍理について

盤庁の関与のあり方︑壷鐙などが

る﹁安傘墓牽扁を中心に内容が紹

それによると︑今灘の墓準は全

介された︒

ノ 〆

ニ＝一＝一一濡一鼎騨二＝篇＝＝鱒＝冊＝＝＝＝＝＝一二＝二＝謄＝篇

十㎎・〜ナを搬出することになっ

＝需＝＝一幽＝＝一冊＝隔階＝＝騨柵＝需一濡＝＝一＝囎一一冒二一鷲繍■＝噺＝＝＝一＝胴鱒＝柵一＝＝＝幽扁響2二幅＝＝禰

に原発への理解を深めてもらうよ

はA﹂A逸Aの達成を求めてい

ノ

霊役

川漁協を含む地元怯属に馴しさら

嫁的に①開発途ま國を対象とした

ミ

福蝿一策海︑策聡が実施

とり入れられることが明らかにさ

材料蟹理などについて規避︑灘優

承︑また﹁磁質保証﹂では組緻︑

ついてはしだいに鰻終察がまとま

全ての過握について安全を確保する⑧フィジカル・セキュリティについても罪鱗するーーなどが取り

灘機関が一九七五隼から五か爺

入れられることが明らかにされた︒

現在︑鍛 界 の 原 子 力 発 電 所 は 衝

機灘の独立を規定したあと﹁とく

！

輔送で用いる空の容器を

などについて基本的な蕩え方を明

る︒

に蜜盆と環境保金評価の独立挫は

このぽか﹁政騰毛織﹂では規制

でにほとんどをカバーしている③

側薦がある②このためわが躍はす

推奨の形をとり︑強赫力をもたな

妥協してはならない扁と強調し︑

ている︒リハーサルでは実際の本

報衝会で今回の棊準第定の概襲
について内田践は︑まず﹁安全性
い一などが犠徴︒まず﹁田地﹂で

規制︑指針の作成︑許認鰐手続き

う努力を璽ねていく蕎えだ︒

ってきているのが実状︒

保舐﹂1一の践分野についてそれ
について圏際統⁝兇解が四竃され
は︑リスクを﹁発電駈からの放射

﹁立地﹂ ﹁設計﹂ ﹁運転﹂ 門品質

のが現状だ が ︑ 一 方 で は ︑ 各 国 で
ぞれ施設とシステム・機器につい

性物質が放散される確薬とその

画中も五・琶億KWに遷している

九十三基︑約一億KW︑建設︑謝 謝醸として総監︒ 州政騰維織﹄

炉型︑原峯力安金墓蘂などが異っ

上も好惜しい﹂と評価したあと

ればパブリック・アクセプタンス

で︑索北懸力が一定していた来春

て安蘇を確保するために必要な鰻

累月からの本格灘工も兇通しが立

小限の慶求懸物を瀧だす﹁一丁墓

れたものの︑﹁澱業権消滅﹂につ

ているため ︑ 国 塊 付 近 の 膜 発 が 隣

女踊原発再び暗礁に

たなくなった︒律調蟹を遡過し原
分の

銀水の影響を懸念する地元漁民の

子炉設躍許罰も得ながら︑原発温
部反対派灘民らによる座り込

激しい反対でこの十鋸余もめ統け

が得られず習決となった︒

入︶は二十五藏臨聴総会を開き①

みといった抗議行動もあったこの

漁業権消滅否決で

粟北電力が冨城堅牡麗郡女絹町

原発磁設暮暮の冬田決定と②︷部

ノさ

門建設岡慧﹂は焚成多数で可決さ

W︶閣題で地元女川町噸協︵鈴木 議粟を付議︑投票が行われたが︑

圧欝湯器畏︑粗禽員五頁七十九

〆

に金て溶液としてとらえるだけで

も門黒金評価でもこれまでのよう

ノ

ィールド懐と異る例もある︑と前

限られた容灘︑期間内の実験でフ

〆ミ

ど広範な学金関係蕎ら目陰犠が参

μ

加︑衷ず大方︵茨城県水試︶︑大

ミ

原子力蜜金研究協禽︑田木海洋

μ

学喪︑爵本水薩学金︑黛本放射線

これに識し麓黒氏︵理科大︶は

要がある﹂と述べた︒

原子力委員会核燃覇安金騨門審蓋

なく存在形態に応じて評価する必

濃縮度は汚物の環境水温︑体謝と

ほぼ一致した纏が得られた︒謹た

密嬢な閥係をもっていることが明

会として行った鋤燃再処理施設筏

導きしながらも﹁薩外の文献燈と

の魚類の生産構進︑海洋食贔の摂

らかになった﹂と懸満した〇

秘糊十四無以来尖施された流動調

金嚇査の概要を紹介しながら﹁昭

曝評燭の前提となる茨城漿浅海域

取状況について︑﹁茨城県の二十

一方︑杉村氏︵気象研︶は岡研

桃︵放緩研︶の爾氏が︑放射線被

力施設と沿岸海洋シンポシウム﹂

学術会議後援による第八回﹁原子

綴削掛の海域の主な魚類はイワシ

究駈が〜九七一〜七六無にかけて

影響学禽︑鷺木原子力単盆︑溝本

が十一月二十五醸︑榮崇︒大手町

えば︑ビーム・トロ⁝ルの場台六

類︑ヒラメ︑カレイ類などで︑補

N版を発売中

種︑国際協力など本支金十五輩

日本原子力麓業会議は毎薙︑

などの論難データにもとづいた評
価により一二闘の内邸被曝は金身

﹁原子カポケット︒ブック﹂を 構成︒換篇表や略語甕︑無表な
てながら慧晃を交換︑﹁水中での

覇業繁罰の場△艶薔鰯／田と七薮

セレンは沿岸水域では除讃されに

こうした海雇生物を通して濃縮さ

存在形に大きく左瓶される﹂と指

ど諸蓑も騒窟に収録されていま

○・七︒艶レム︑骨七fレムなど工

微震元素の挙動は無機態だけを想

くい︒除巌されるかどうかは無機

ことが必嚢﹂⁝1などの点が揺摘 れる過程について小柳氏︵放医

摘︑三宅践︵地尿化学研究協会︶

嫡︒このあと安金轡資をめぐって

定して評価するだけでなく︑各溶

などと蝦告︒また︑放射性核種が

蔭／日にピークが見られた﹂一1

稿麟原子力と海洋シンポ

憲︑魚業実態調憲︑染料拡散実験

の気象庁講覚で開かれた︒原子力

碑保のための討論の場として昭租
四十一確以来聡催されてききいる
もので︑﹁沿岸海域における放射
性物蟹の挙動扁﹁再処理施設から

［難勲結濃鷺
CRP値を下圓っている扁と揺 編集︑刊行していますが︑この

る﹂門再処理施設からの遡続放出

る水槽餓育実験の成粟を中心に︑

多重食物遡鎖の影響の解明を急ぐ

存型に従って評幽する必要があ

の海洋放出﹂一iなどに焦点をあ

安全審査めぐり論議

施設放射性廃液の周辺耀目安金性

保健物珊学会の六岡体共催︑田本

建

発電所 ︵ B W R ︑ 五 十 二 万 四 千 K
埋立てに伴う漁業権消滅一iの二 縁の総会Q結濁︑灘集権淺滅に賛 ている叢説原発は大ヨ㎜めの段階で

に建設を誤画している女絹原子力

建設は同意

域上に一混融が琴鳥し賛成

麟に影響を 専 え る 可 能 性 ︑ 一 圏 で

撫︑﹁使用マニュアル﹂について

いては議決に必嚢な萄効投票の二

雌﹂︑安全墓漿を巽環ずるために

指針﹂︑爽際の運転方法︑捜術を

必要な技術︑手法を定める﹁安全

扱う﹁使用マニュアル扁の三ガイ

その影辮は 当 瑠 困 だ け に と ど 濠 ら

かねない︑ な ど の 腿 題 点 が 生 じ て

ず憧界的規 模 の も の に も 結 び つ き

ドの搬定作幾が遣められてきてお

安全性が確保されなかった場台︑

きているのが実偶︒

全棊準委員会︵内田秀雄婁職長︶

今園の工AEA国際安全基準策り︑わが国からは原安瀬・国際安
定は︑パラパラの審蟹安全帽輩に

力安全の理 念 と 異 体 策 の 国 際 調 旬

の︑門蜜全基準﹂﹁安金磁針﹂に

はまだ検討が進んでいないもの

統一マニュアル躍を提示︑原子 が國内婁嶽鼠として策定作業に参

た問題に対 処 し よ う と す る も の で

を携奨する こ と に よ っ て ︑ こ う し

纏鱗

研︶は︑那珊湊支所で実施してい
会場には海洋︑原子力︑水魔な

された︒

9
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瞬エネルギーなくしてこの毯は霧在しない石糖旙購犠

8500円

嫡妹編「源f力の執．Ly」の訳者が元三！

鉱って織した，斯界待望の名暑！
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聞

に露面している︒

雷⑱

いと採算に乗らないわけだから輸

入は〜○％減︒本来二〇％上げな

ミ磯＝＝＝二 ▼

大幅黒字が招
いた円高相場

原産導

B本は失業が少なく輸出壇によ
って景気の失速を防いでいる︒日
本の輸出攻勢にあっている米田の

円高は海外の要因が非犠に強
番えば︑日本からの﹁失業の輸

鉄鋼や闘台目業界では失業が大変

い︒今園の円高も米鯛の財務長窮
出﹂の感じが強い︒﹁日本からの

世界経済の縮
少と失業増大

業が収益威退すると投資意欲がに

済の一気を引っぱっていた輸出産

が﹁米国の赤字はさらに続く﹂と
輔入を制限しろ﹂とか﹁円を高く

こで企業収益が減退する︒日本経

出企業は差額一〇％をかぶる︒そ

な焦点になっている︒今庫一月円

防︒日銀が買い支えきれるか大き

ぶり︑日本経済の漿気に対しては
か﹁円が蕩くなくてはいけない﹂

円⁝︒一が・ご蔚四十円の攻

が一番高かつた時が二百九十三
マイナスに働く︒トータルする

とになるかも分らない︒﹁経債大

﹁応分の失業をかぶれ﹂というこ

園としての嶽侵を負え﹂というよ

しろ漏というのは濫ってみれば

済の関係を反映して円高圧力のか

うな日本に対する与力の強さは︑

る︒しかし︑むしろ現伐の国際径

かる側面がある︒貿易収支の不均

とかの発論がキッカケといわれ

衡のほかに︑﹁外圧﹂が撮わって

比婆的に書うと第二次世界大戦薩

バラまく道筋は大体⁝鞭つQ第一

は︑賃すこと︒日本でも米国から

ている国際機関を趨じて電力でも

颪接︑あるいは来麟が海外出資し

た︒そういうわけて︑パックスア

を棊承にしたゆ︑のハノクスァメ

ると円．能相栃樹︑つ態︶ド塞出︐︑

つ目由渡易沿朋墳し鼠．罷買協が強

リカ⁝ナの吹︐︑ち屑幽し︑なおか

メリカーナの基嵐は震二藍支の大
福

出拡大に頼ったGしかし輪出依行

題上げの口火を切るのではない

フレの火付けだ﹂︒戦書故らしに

か︒日承の緊急記入は世界のイン

ら囁てくろ醇能脾があるのが現状

緊象韓入をやればそういう非簸す

だ．

．属
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灘
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誉
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6

0

幅な甲掌にあった．・し晦︑︑薩
ご
ダ

まってきた︵︑各目ともインフレ祭

型の景気曖復だとそのシワ寄せば

固定相場棚は米國の圧倒的な力

鰻讃

圧も不【1（024032）2

7

ところが︑その後︑臼本︑西独

上けを憂けて世罪経済の回後力が

気による設備拡入のあと︑石油鴇

なとが徐々に遇い上げ︑四十ゴ一矩

にはζうとう米四の貿易収支が赤

き杭けた鞘果︑トルは畷噛しだ︒

いうことを謄本がこれからやる︒

う臨︒米園がやってけしからんと

で支えられてきたが︑来国の地疵

渠正税もやる︒住宅金融公庫の融

ればいけないが︑問題は経常収支

懸

気測優は欧州も田本も輸

逆にほかの陶はドルが貯まる・︑日

にくる︒世界経済が非常に具倉の

撒くが増え景気が盛りヒらない騰

一館の︐︐

実われた︒そこて︑鷺↑隼︑露十

字に転落してしまったσ※国が賀
易︑梅外授助︑竃蒼支出︑擁外投

本でいえば︑ドルが外為会話に納

慧い状態になっている︒このこと

ら國内穴場が拡大していく︒賑

国際的にみると識論がおかしい︒

三は﹁劇界の驚察﹂︒昭秘三十隼

が醸本と噸独によって脅されてく

の過剰受用蕎が薇万人︑来年の鷲

漿気を刺激するか︑かなり大規模

程展にしたら粟隼の経済は確実に

の黒字が貯まっていくような速度
で日本人︑翻本全体の隅際的な感

識翼総

饗・灘

︐鞭懸

蹴

≠肋

ま

静岡県小笠：郡浜岡町佐倉

資によって世界巾にトルをバラま

た円貨を躍内に配分するから通貨

門豪国の経寓収支の赤掌は石趨

である︒

か世界陛済の樺組みの第二の変化

められ︑外為宏計はドルに見旧っ

る︒また米岡はスタグフレ⁝ショ

圏が増発し︑インフレ傾向にな

ン傾向を続けながらベトナム戦争

もって海外に蓮出してきた︒バラ

欧とも昭和四十年代には設楽投資

世界は遍灘即智制だからちょっと

嚠ﾐらしに葡簡︑ウランを買

を買っているからだ﹂︒﹁日本は

まきながら経済的な支配力を強め

加速した︒輸出規戻拡大に俸い一

が起き︑四十五︑六曜にはそれが

や欧州諸瞬は︑薄米輸出しながら

た︒だから※国は﹁世界の銀行扁

ールド︒エンタプライズがドルを

鉄鋼でも金を廻りたQあるいはワ などに支えられ漿気が上鄭︑田本

ともいわれ︑黒総騨の企業の本

したショックでインフレになる︒

−四十奪頃ベトナム戦象があって

﹁田添かウランを買うと一封纒晶

団は四十六駕にトルと金の結びつ

祉﹂の役舗があった︒第二は︑困

動禮磨粉に転じた︒

っている闘に海外援助をした︒戦 きをやめ︑四十八年には世界が変
箏陰後だとマ⁝シャルプランがあ

後各揮の援助金をバラまいた︒だ

り︑三日擬助も行われたQそれ以

輸出拡大景気
回復の不具合

照本がどういうふうに対処してい

海外派兵と擾助で葱穏がは使っ

から﹁援助の本葉扁であった．︑第

けばいいかというのがこれからの

いるともいえる︒この批判に短し

賄の鰐露枇判と同じ程度高まつて

いるということである︒

﹁外駈﹂のバックグランドにな
るのは︑世界各国の留甥収責の関
係︒麗︑字鷹は︑日本︑西独︑アラ

ブ産酔醒︵サウジアラビア︑クエ

をやらなければならない〇一二簡

いうような緊急な方鷹をやるしか
手がない︒景気刺激政築は表年四

賃についても利子補給をやる︑と

月頃やらなければならなかった

る︒来無︑もし企業が五十万人過
剰雇喫して︑※鎌さらに景気が悪

が︑難民はロッキ⁝ドを選んだ︒

規労働力︑挙卒者が五十万人い

けで︑とうしても手つかずのとこ

くなって過剰騨用の整備をやめて

単なやり方は輸入拡大だが︑拡大

そうなると日本のやるべきこと

るQ一番無難な方法は︑総六二拡 辛鶴首を切ったとし︑薦万人のう

ろがいっぱいあり︑黒字が貯ま

完全にタイミングを失し︑全く手

すれば醒本国内で躍る入がいるわ

員良︵繋Ω口q︵員食︵舞自︵貸︵目︵目肖くB囚飛︻臼︵舞︵鐸Ω臼臼︵口話︵艮︵HH︵翼︵嚢︵繋︵B困︵渠臼︵貝︵睡︵B國︵目H︵睡襲＾露︑ h︻11︻︵群︵員︽旨自へ

間題だ︒

円騰貴防止対

の国が世界からドルを吸収しつく

⁝トなど数か国︶︒いわば一握り

している︒ほかの園の貿易収支は

策の実施を

ン︑コンゴなどの発展途上国は貿

同じ腿だけ赤字になる︒パキスタ

は決まってくる︒このままでは円

大景気刺激政策を一挙にやるこ

遅れだが︑それてもやらねばなら

蚤期的には︑外貨が欝まりがち

いう変化から︑

な景気拡大政策の採閑を公表して

失速する︒現在︑成長率は約五・

った財政の拡大をやらなければい 覚が葛まっていない点にある︒広

この際は緊急事態だから思い切

い慧味のカントリ⁝・リスクが分

田f

屯

大

者1三

桑良

双

一具

匹琶語（08943＞（9）0

愛媛県酉｝和郡伊方鍵」九田1越

四国出張所

3

肯ヒ

東海三三羨

茨城県那∫01君ll東海村村松

鳥｝

福

守琶馬長樂所

増えているから︑こちらの側から

円︒それが下がって疎画〇％以上

ニクソン・ショック︵三再六十円

の円の上昇︒過去︑円切り上げの

←三菖八円握一六︒八八％︶︑四

そ

＋七庫末の変動相場制移行時︵三
百八円←二百七十二円睡＝二・二
％︶の上昇に比べ鍛高である︒

原因は ︑ ま ず 貿 甥 収 支 の 一 編 黒
字︒五十二年七月から九月の黒字
編四十九億がは︑ニクソン・ショ
ックの二十五億メ︑フロート移行

﹁黒﹂︒過去の経常収支の貯まり

の二十七億メの約二癌の貿易収支

方からみて葬常なスピードで︑円
エネルギー

が蓄穰されていたと考えられる︒

が上昇するだけの

がさらに上がり︑輸出関遡の中小

とQ国償発行依存解は現制三〇 新規学卒餐と害して蕊糊入の藁縄

易収支の赤字が積もって返済のメ

コなどの中進国は赤字が貯まって

企業︑次いで輸謝企叢がダメにな

国譲になると︑二百万入の失業蕎

者がでてくる︒環在団十万だから

ドがたたない︒ブラジル︑メキシ

いく︒先進国の中の難業国︑オー

る︒日本経済が循少して笑業が出

％︒三〇％を越えることは財政当

ち五十万入に減らしたとすると︑

ストラリア︑ニューシ⁝ランドな

局からみると財政の破綻︒国綴を

するのてはなく︑墓礎販支で赤字

な日本としては経常収支で問題に

にする︒海外投資を増やしてバラ

する︒従って経階学の教科謁とは

傾向に入ってくる可能性が非常に

実際にやること︒そうしたバック

六％だが︑来黛はいまのままいけ

らない︒これは来萸などに比べて

Σ瓜㍉

乱

以上二子力関係・他｛賢所講名南中憲｝呼物鰍・てビル管・里業擬麟

麟撚

繍購

電

4

6

6

浜岡出張所

文春別館内

東京都中央区銀座5−5

鋤根出張所島根県八束郡鹿島町片句｝｛L話（08528）（2＞0227

本部

大洗二二所茨城県東茨城二人洗撰1成田電r；猷02926）（6）1331

原 子

（573）2

。

4

3

7

業
産

力

二
がある︒

また物価上昇率からみても当然円
力

経済学 の 教 科 欝 に よ る と ﹁ 円 が

が上昇してくる

上がると当然輸出が減退︑輸入が
燧擬するから︑あるいは輸入髄大

るところまできている︒そこで︑

る︒これ以上円が高くなっては困

る︒企業が藩論採用を手控え︑大

という大変な社会不安がでてく

卒の潜在的失業暫が増える︒現在

ンスさせるというのが講本にとっ

が︑一挙に上げると経済学で言う

金く逆に︑輸出が堰大し輸入が減

強い﹂というのが第一の問題であ

グランドから政府︑日銀が一炉二

ば四％ぐらいになる︒企業は膠罵

けない︒だから国綴発行依存率三

情報網の差︑語学力を緩めた人材

醐

黙薯臨

も

ない︒

外貨が払難し︑いつ圓復するか分

な聖餐か大鷺な福鍬確銀かの決敷

発行した場含には︑そのあと猛烈

の環境からいうとラジカルが増え

通り輸出が減邊する︒企業は︑輸

退する︒円が上がりドルが貯まる

る︒

黒四十円で買い支える確固たる姿

調整を行っており︑企業書肺調整

〇％などはもはや問題ではない︒

の麗ということになり︑その克服

r

どの赤字も拡大︒そういう醤では

儲らないことを藷明しなければな

世騨の投機家にもう罵を買っても

現在は緊急鴫態であって︑そん

出数蟹が減り稼働率が下がると︑

というくり返しで︑円が上がり続

第二は︑多くの国が景気が低諾

勢を示す︒となると︑盤界の投機

が経済を下に引っぱっていく原因

三五︑幽○％になっても緊態的に

がカギになる︒

思う︒南に対する投資を進めなけ

単位当たりの製品コストが上がる

けた︒海外の投機筋や企業市場関

しながら物億が上がり︑蟹金が上

家が買っても損だと判断するから

になっているが︑この力がずっと

拡大しなければならない︒金刊を

餐猟

の速度が速いから︑円が簿び安く

らないのでどの国も鍵行から金が

なことを譲っていられない︒もし

て最も摩察の少ない良い方法だと

がなければならない︒

第一は︑輸入を増やす輸入拡大

涯独型の歓会不安の溶溶になる︒

らない︒その手段は三つあるQ

愚りられない︒世界経済がパンク
状態になる︒こうした国は海外か
ら物を買わす︑園内でも編少した

国憐発行率を三〇％の今年と同じ

ので︑むしろ︑魑引きして輸出し

係者は闘本企業がこういう行動を

昇するという極端なスタグフレー

円買いの流れが変り︑ひとまず抑

下げ・デフレをやめ︑できれば企

電力中央研究所、ll本アイソトープ協会、来頬．掌部・原了力研究施設、来北見学・金属材詞研
究蛎、東京都立アイソトープ研究瞬、放射線医≠総合研究所、亀気通信研究厨

触

なる﹂という︒実際には︑そうい

えない︒円が今庫二〇％上がって

と︑円が二〇％上がったら輸出が

は︑

た方が採算的と考える︒二〇％上

とると予想し︑円鱗を期待して円

ションの煩向が強まっている中で

たら︑やや警めに計算して︑企業

働き続けよう︒もし四％台になっ

政策を政府が示すこと︒第一

げなければならない価格を︑懸り

を買った︒これに対するB銀の買

えられる︒

﹁世界経済が縮少

一〇％堰えて輸入がいくぶん減退 り︑景気不蛋が出たりする︒そう

緊急事態に財
政の拡大策を

に一〇％だけ上げて蹴出し︑輸出

くる︒

失業の増頒が大きな聞題になって

さらに本格的には︑ドル減らし

い支え一⊥一聯四十円の攻防をめ

灘町

ビル代行

株式会社

濃紅

（発電所関係）臼本原子力発電（株〉・敦賀おもぴ東海発屯所、東京電力（株）・福島腺四二発電所、
中国屯力（株）・島根原子力発電所、九州電力（株）・玄海原子力発電風四国竃力（株）・伊方原発
電所、串部電力（株）・浜岡原了力発電所、三菱商事（株）・（関電興業（株〉・関西電力（株）・美浜
原爺力発電所〉、臼立プラント（株）、東京芝浦屯気（株）・原子力本部、二菱原｝力薫業（株）GE・
飛騨および福島建設所、WH・高浜建設所、 B本シールオール（株）、三和テソキ（株〉
（研究施設関係）ii本原予力研究所・東海・大洗・llr」崎各研究所、理化≠研究所・大和研究瞬、

ダ

ぐ．ギ

拶

〔原子力関連主要得愈先〕

熱誌

・動

ぐって円はその歴史上最大の響件

離

う現象が欝本にはなかなか起こり

企業がどういう戦略をとるか︒円
が二〇％上がると輸出価格を一・

黒字ドル減らしに国債増発も

出価格を一〇％上げた場合ドル収

二織上げなければ売れないわけだ

一円史上最大の試練に直面して一

㎎、

函圏
数騒の減退を防ぐ描置をとる︒輔

泌

言舌（572）5

重

（発電所関係）機羅その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核黙糾装荷・父換作業、
個入被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水1蒜の。塁∫掃、廃菓物の漣搬、変電所・空調設備運

戴響

九州出張所佐賀県東松浦郡玄海町屯。駅095552＞6432

灘

灘

本社（原子力部）

羅駅懇

〔原子力関連営業種目〕

灘

敦賀営業所 編ナ1渠敦賀「｝∫二二照n〜18−23 臨柱話（07702）（2）i636・（6）ユ326
大阪出張所 人二二北［×松ケ枝町40（クラウトビル） 竜話（06＞（353＞5 9 7 6

高

繍

転保㌻、施設内の補助工磐並びに営繕業務、管理区域内旨乗および清掃、普通区域ガ1掃
（研究施設関係）R夏放射線取扱実験室葬齢1コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃葉物の処理、ブイルターの交換、空間線雛率・衣面f弓染率分石」測定、空調設
備連転保守、管：理区域内除染および禧掃、普通臥域摘掃、浄水管理

撫

景気刺激策今こ

（6）

第904号
（第三種郵便物認可）

二

子
幅和52年12月¶日

一二905号一
1…召和52全輯…12月8…ヨ

毎選木縄巳奨行

購蹄料雲年分離金4500円

韮部肇◎0円（送料共）
力

β

圏
圃

鰻

価

釜

注文

●

漏

も

RH−2とJMTRによる蛋産が

8庶原峯力産集会議霊態の熊谷

太三郎科学技術庁浸臓︑河塞敏炎

近藏年後︑藥螺・大手町の灘趣

灘鵬樒の爾薪課題歓逓隼さん会が

年さん食であいさつに立った熊

余館で開かれた︒

る原脚力閾発の雛硬跳を撮碧した

墓薙蜜は︑エネルギ⁝政策におけ

あと門駆和六十舘磯馴力三千一〜二

千璽男KWの闘標に少しでも近

づけるよう金力をつくしたい﹂と

総会エネルギー調査金謝画を束駕

強調︒また雨水懸薩網は﹁今礎の

から確実に現実の覇避に藁せてい

に爵罠︑祉禽︑公明︑属社︑共艦

賑しどう進めていくか︑欝エネル

の︑代歯エネルギーとして侮を璽

一

きたい偏などとあいさつした・

処理の実鰯傷を鼠指すパイロット

各党と営農慮クラブの科騨技術関

の期待がこめられている﹂と説明

調な遼紙が続いており︑寅罵化へ

パネルは︑乾みずえ文化放送ア

マとするパネル座談会を朋いた︒

強悪が課題は多いとしながらも代

隠属︑公明︑罠祇︑鷲窟膨クラブ

ギー効漿など興体策では悪晃が分

プラントが蟹江璽巽酸化物防除技

1・原子力を考える扁を墓調テー かれた︒とくに原子力の騨価では

係国会議稲置ハ氏を導き﹁エネルギ・

び飛すなど供総体鋤のあり方をめ

した︒

を受けてきたが︑写実発効で︑今

により醐際錘子力機関からの葦察

ロ開発﹂とした華美譲標も示され

観蟻壁からは欝ハ十三度原子カゼ

む行政体制の冤疇しなどを懸摘︑

の醗階﹂と僚齪づけ研究醗発を禽

金︑共産両党は門家だ実鹸︒研究

樋開発を強虚したのに対し・社

麺エネルギ⁝として本爺視︑麟

ぐっては漂研︑ユーザー︑放射性

門緊要繕に遣いつけず対濾がいつ

臼鉄八幡工場に両懸七月完成︑順

華道に粟ると思う扁とする膿研側

プしたため簡格高騰は必翌との構

ト⁝プ鑑薩炉が小害運転をストッ

術研究鯉口︵婆網禽︶の手で新

議が︑七日午繭九疇半から三田間のB程で粟崇︒大学町のサンケイ会館ホールで開遷した︒アイソト

対附なリスク騨鍍の癒え方からす

も後手に談わっている扁﹁安定供

の説溺に対し︑ユーザー側からは

アイソトープ供給システムをめぐるパネル討論では﹁医療用アイソトープの輸入が海外購潤からピン
チに冤舞われており︑翻給遇迫︑価格高騰の眺しが出ている・皐急に国産体制の再検討を﹂とする懲

ると︑ジャンボジェット輸送蒔代

見が提示されるなど︑問題を衝いて潅繕な論議が齪開されだ︒
会識は荷沢広巳原産金擬︑斎藤
魑腿肇鯖婁贋会婁麗長の開会のあ

楽過ぎ開食︒族ず岡財細の松井明

ナウンサーを総盆耳金に峯後二貼

医薬醸メーカーの間で葱党の一致

常境界麟が﹁石油凄艶エネルギー

二日翌年後には︑これまで難し
いとされていた脳劇務と脳軟化の

点を晃撮すには藝らなかった︒

の選択で議だ麟腿的舎悪は得られ

論議が禦議した︒わが園では原研

区劉をはじめとする脳卒巾の診断

ておらず︑これに漿たす圏会の役

勢分析が類火となって供給体制に

金照臨臼露︑原研高繭研の町宋

酬も大きい﹂などと座談会開催の

の航空機旅行による藁団被曝線鐡

男開発試験編第二開発整幾は︑原

にガンマ・カメラとコンピュータ

が一顧間に十キュリ⁝の翻でテク

を縁禽せた新しい機雛技術が進

・露︑ゾレム︒二十階闇かかって貝

趣藩説明を熱ね挨拶︑ひきつづき

大︑石炭は轟蘭の闘懲一千万ゾ維

た︒LNGは萄盤だが投費も膨

趨︑鷹療に穴きく諏曝しているこ

辮本田鼓周灘懲論誠婁員を驚盆に

きれず︑大部分をGEからの輸入 を磁子線照嬉して岡時除表する技

となどが報儀される︒

欧間を礁擶騨した旅客は六︑ゾレム被

わが懸はこれまで二号野原士力

保障措置協定が発効
政府は二欝︑門核舞雛不拡再三

酎騨7

国際査察に親局面

つた︒︸毫○傑三月の翼PT発す犠纒概穿エネルギーの役剛とと

にはまだ二三がかかる等々からい

持すら危ない︑羅エネルギ⁝際発

とし

蜜れも

からの質疑も京じえ嶺初予憲竺

が︑討論は夕刻六聴楽蒙でフロア

の公開などが命悪づくりに不驚欠

をはじめ公聴会の随晴開催︑饗料

岡繍の出鯖薪は國罠党・嬉謝野

れた︒

撫出賂興︑民社党・中村利次︑共

懸︑社金党︒石野久男︑公閣党︒

夢

㈱

大成蕉雄の餐議殿︒

序

一月s日午後識隣から

瓜

一月五田︵木︶午後欝

壌京プリンスホテルで

環聴

命

灘灘懲︑

母外

優れた技術と品質を誇る

三菱璽工業株式会社

三菱原子力工業株式会社

凝露野

漆

鱒ヴ

璽察プリンスホテル︒

欝か皇ご時業まで

マグノリアホール︵灘区

二鱈

会場
来矩は次の遡り開催することに

ヨ本原子力薩鑑会議

芝公園三⁝三⁝一︶

ますようお待ちしております︒

なりました︒多数ご欝欝下さい

犠鵜交換禽を行っていますが︑

鑛に原子力関係轡による新川の

環本縄子力藩論鼠議は毎薙鑓

環

薩覚・瀬鷲博義︑新密曲クラブ︒

このために備エネルギー︑新エネ

兇が一致︑経済成擬率も六％内外

ルギー開発が必要なことでほぼ悪

ギ⁝醐絵の遷迫が必肇なことと︑

この串で各覚は︑先行きエネル

といった難点もあらためて強調さ

パネルではこのほか燭会での愈愈

て期待簿というのが各党の鬼方︒

ピンチ・ヒッター

開発や省エネルギ⁝の蟹献度︑立

効から七瀬余︑わが鵬はこの臼か
ら原子力関係旛設︑核物麟薯の全

とになったわけ︒わが瀦原子力開
発鰹上に画期的な⁝鑛を訓ず出来
甥として僚翻づけられるものでも

についてはかって核蓼藍圏を愈む

あるが︑とくに蔵察遡期のあり方

傭濁︵地域︶との平簿性確撮や適
切な襲業期象︑誤謬薦洩の防止筈

時聞も繍過するぽど︒

てをNPT嫁制下に躍くことにな
が晃解︑跨え方を明らかにした
り灘際琶察に新しい周藤を關くこ

地と露悪づくりに嬢点を絞り各党

くに原子力の帯解︑蔽エネルギー

＝＝備輔翼＝瓢＝榊＝護榊一＝補冒甲讐篇踏＝隔麗一剛冊篇＝＝一＝瓢＝＝扁騙＝＝需雪謄＝＝＝躍＝榊篇＝認一＝騨一＝盤一需＝盟濡濡一篇＝一開一榊罷謄＝二謡一騨譜篇瓢＝

術の現状を紹介︑門焼結鱒緋ガス

舘︑アイソトープ・放射線工業利

線羅欝標櫨︑無間五︑ゾレムを上ま

アイソトープ電影の二大の騒題

わるという︒

は医療診断に大きな嵩ーズをもつ
短書聖核禰テクネチウム99況の供
給見通し︒この閥照を扱ったパネ
ル討論では︑門世鼻の縄璽の大半

を満たしていた米G漏祇のアイソ

協定発効に必璽な燭内事続きを終

後はこれにとってかわり懸しくわ

約︵NPT︶実施に伴う画嚢楢麗協驚にもとつく擬際描齪甲羅協定

告︑これにより周協定は今黛灘月

了した﹂喜憂際原子力機閲に通

が国三聖蕉製を主雛としたものへ

利綿軌逝へ照回舞台での績極醗な

四政党︑パ宗ルで強調

臼本原子力文化撫翼財団は二藏

饗

々に関し各樫外交交渉やNPT再
と似かよった提重があったもの
椀認象議の囎篤を瀬じ強く童張︑

協定の条文化盛り込みに反映させ

第ナ慧臨調本アイソトープ会議

平和外交の獲騰が要講されること

から核不拡散と卑秘

と併催される原子力関係機羅穫示

になろう◎

中

てきたいきさつもあるだけに︑こ

禽の闘会武が七澱年潮︑本金議の

んどは

隣接会場で行われ︑鵜沢原産会擬
がテープ・カット︵寡爽︶︑入場
が開始された︒

展示金には機器メーカー︑薬

︸耳癖︑粟蕪・銀座のヤマハホール

酪︑化学など広範な分野から鍛瓢

発で合意を

原子力積極開

・も併催飛一会職

機器展示会

優勢携羅体制を移還することにな

の調聞から十か月ぶり発効となっ
た︒

パネル入り︒縄済安定維持に果た

に依讃していた︒﹁数鋸後には﹂

ら五葎がかりで葬破鰹闇闇など工

で︑墜簸両国の協力を期待した

業利用の経済効果を箋糊する酎画

い﹂と途上国援助に力点を羅いた
酒動方針を示した︒国遡科学三野
金日本政府代講代理の帯川龍算氏
は︑環鷹放射能の影響罫懸に関す
る岡婁璽会の燃え方を報告︑﹁棚

曽＝

用調査を行い︑次いで八O年頃か 曝する勘定で︑軽水炉岡辺環境の

ド︑韓国など九か国を対象に来

究部工繋利用・化学部擾が﹁IA と掴甚した︒高度一万耕で飛行し

一議キュリーの謝の全翻要は賄い ガス中の亟硫酸ガスと藩学酸化物

罵Aはアジア太軍洋地域のイン た璽﹃一蒔闇灘たりの被麟はO ネチウム99俄を生産しているが︑ 研と狸原製作所が共議開発した携

いさつでスタート︒廻・ファウラ

「］蟹蠣難煮認rl

給に難がある﹂といった不満が飛

ープの盤産と釈屠︑その間題点など六セッションで総合的な鰻管と冤解の発駕が行われるが︑初野の

扇本原子力薩業象議︑日瓜アイソトープ協金︑騒本原芋力学金事擁の第±一一躍山本アイソト⁝プ会

医躍核種の供論に

﹁生産﹄
と ﹁利踊﹄を論議

團

ーIAEA︵国際原子力機関︶研への欝塚が簿外バカにならない﹂

ズ

：瓢欝

機黙が基本され︑金鵬を訪れた園

気

三菱璽機株式会社
三菱商事株式会社
三菱金属株式会社

ています。

三鷹原子燃料株式会社

三菱グループは永年にわたって積上げた
技術と経験をもとに、菱全性、経済性の
高い原子力技衛をお属けする努力を続け

憎憎臨

三菱PWR燃料

鷹

係巻の騰心を簗めていた︒

F

凸二4」

七田開幕したアイソトープ会議

9

▽

籔轡璽東589旙
猛（5鱗｝612出代｝

棄察都、繊蕊斬纏壌丁鶏1翻3丹（蘂躍1鑓舘内）

会霰
戦
原

本
仰

昭和31年3舞12f1窮薫蒸郵便物認可

二

二
二

日本原手力産寒凝議が︑日本
アイソトープ協会︑日本原子力
学会と共催する第13回﹁日本ア
イソトープ会議﹂は︑七日︑東
国際機関からの兇解表明が霊課題にとりあげられた本セッ

セッションーー
辱

．

定のものを除く傾心食品の健全性

トも始まる︒八○〜八一黛の運転

では掌宙糠が強いため航空機旅行

学の三つに分類できる︒内容は広

関心事が各種のパネル等でとりあ

五日マンラド︶が見込まれるこ

撚など作物を経て人体へ転移する

と︑リン酸贈主の三重はラジウム

による集団線墨︵年闘三×十の

しようとするもので︑四人の騨門

をメドとした大規換実舐プラント

家から成る縫節照が各麟を歴訪︑

を五年間︑五百万が投入して建設

性物質を動いたインビボ検査︑深

調竃と技術援助に当たる計画だ︒

インビトロ検査技術の利用︑放射

開発途上国でメリットの大きいも
燭治療法と臨床効果等々︑医学二

来卑には謹だ︑工A8Aが加盟ご炭火力発電によるラジウム︑トリ

会議で確かめられている︒今後︑

のともなろう︒勲類への照射計画

従来と周じだ︒

塁面に重点が置かれていることは

もFAO︑WHOと共同の蓉範
門多家
岐にわたっているが︑例えば

テムの勢力学と核物質に関するパ

にはアジア・太平洋地城七か国も

ウラン・プルトニウム炭化物シス

ネルとシンポジウムが開催︑この

参加しており︑ちょうど藍蝋の計

げられてきた︒つまり七四無には

十一月には核燃料分析の化学的事

畳内膜細胞で選一茜︑ゾラドと携算

線慰預託は生殖線で約語鴨ゾラド︑

これより地割ほど高く︑逆に曜日

されたが︑北半球中緯度地帯では

さて︑ここでは鰻も新しい七七

被麟難燃︑とくに黙秘利用におけ

れる原子力発電設備容懸は約二〇

一方︑二〇〇〇隼までに予蘭さ

球のそれは五離ほど低い︒

を比較する対象に鎧いられている

ンの採鉱︑製錬︑加工︑運転︑溝

〇〇GWだが︑この事叢にはウラ

処理など多くの段階が関係し︑そ

自然放射線被藤の通常レベルは︑

わせて醜聞八十〜百十︑︑野ラドくら

出され︑従賜蕎被曝もある︒これ

︵カリウム40︑ラドン蹴など︶合 れぞれから放射性物質が縦隔に放

︵字騒騒︑大地など︶と体内照射

体繕繊で愚母はあるが︑体外照射

普通︑人工放射線への被曝線蟹

るそれを概観してみたい︒

を引用し科学委員会の環境放射線

年報告から環境放射能閣係の部分

生じた放射性物質に由来する世界

ては︑七五無心までの全実験から

推定された︒核爽験の影響につい

MW当たり○・○〇四〜O・

ことによる被藤が加わること︑石

． 物に閲する專門家母議が開かれだ

ウム︑ウランなどの飛散も発電

ションでは国際原子力機関︵IA露A︶と世界聖算機構︵W

十五か国の協力のもとで六二年に

HO︶︑国連科学委員会の三機関から鷺・E・ファウラー︑
放射線プロセス産業利用の伸び

饅間にわたる幕を關けた︒アイ
画も実罵規摸での莫証へと段どり

京・大手町のサンケイ会館で三

ばかりだ︒熱力学に関する第五回

飯罵正蜜︑市川龍資の三選が代表として出席︑ラジオアイソ

Q四マンラドの纂団線量があると

職

ソト；プ・放射線の利用は︑利

プに関する経済的検討の兇薩しも

初めて実施した工業用アイソトー

二十六園会議を開き︑この闇七つ

幸われることになっている︒

ンドや韓國など九か国の参加を得
てアジア・太平洋地域での促進と

は署しいが︑来年からは新しくイ

業務を大きく医療応用︑計画的放

を進めることになっている︒

でには嗣塞を含む加盟二十五か国
の協力を得てアクチニド売累の熱
力学に腿するデータを簗大成した

被曝評価で全鱈像

食物と農業の分野ではFAOと

いと考えている︒

@羅翻懸螺市川
国速科学委員会は一九五六年三

生馴︑苗木育成と遺伝︑瀬物生産

協力し土壌膳沃︑かんがいと作物

と健康︑昆蛍とペスト管理︑化学

の報告憲をとりまとめた︒その臨

龍資

拡大を國的とした産業プロジェク

シンポジウムが再来隼開催の予定

用盛徳の關発とあいまって︑広
︒

陰

開発利用の国際蜷勢一般︑飯尾氏は核医学の進展︑市川氏は
環塊放射線被藤評姫の問題にそれぞれ護及した︒

途止国援助に重点
売・匠・ファウラー

射線養蜂の線鰍測定と放射線生物

だが︑IAEAとしては八○隼ま ライフサイエンス分野ではその

トープ︒放財線利用に関する各機関の役翻とそこでの研究開

説︑これにあわせ若下のコメントも付した︒ファウラー氏は

発等の現溌をホットな隅報をまじえながら将薬展望も含め総

〃ヨコ糸 を解きほ

国際原子力機関研究・研
究所部工糞利用化学線山

月にニュ1ヨークの国運恋部で第

料鮪蓄に関しては微生物を長期闘

的は五〇年代に注罠の的だった原

一園会議を聡いて以来これまでに

物質残津と題画︑食料備蓄など多

橘動停止させる放射線滅菌︑冷藏

から先行き八O無代までは安定ア くの研究を進めている︒とくに食

進めているのも特記単項だ︒これ

イソトープの生梅と利閑に璽点が

によらない食料贔露藏としてのイ

創設護初から化学︑物理学︑材

置かれよう︒

水爆実験の放財能がいかに世界金

の繁熱線羅預託として推算する

らを学位発露羅︵醸W鋸︶転たり

体を潟離し︑それによる人類の放

いとされた︒しかしこの値には大

オン化放射線利用︑新鮮食料品の

原手力単和利用︑とくに原子力夏

地の性質などによってかなりの変

貯蔵薄命と販売購間延畏のための

陰線被曝の影翻はどの程度かを推

霞薯業による入類への放射線照豹

発すべての基礎となっているが︑

準滅唇線腿籏射線の使用︑そして

定し総会に報告することにあった

繕工学等に製する勤務は原子力開

物理学︑ことに化学分野でのプロ

ジャガイモや玉ねぎの例にみられ

と︑次のようになる︒つまり採

王A翻Aはアイソトープ利嗣か グラムづくりは急務となってお

が︑このため各報告凱の内容は宙

鉱︑製錬︑加工の慈善は主として
然冷眼能︑核実験密来放射能によ

れだ慮然放射線被曝としてある綴

る発芽防止など食品照窮用十〜二

それは○・〇三〜○・〇六マンラ

︒三マンラトで︑水域放出による

対する畔織線騒預託は○・二〜○

物質による周地と地域の一般人に

運転により大気放出される放射性

業人被曝はおよそ一マンラドだ︒

動がある︒また︑人工的に高めら

十謎ラドの放射線利用翌々が対象

による肺線獄の憎加があり︑高空

た︑放射線による発ガン等の身体

物管理︑核燃料化学︑原子購安全

り︑核分裂︒核正倉炉技術︑廃棄

的影響や染色体異常その他の雛型

まとめた一道標ともなっている︒

の評価を行うようになった︒ま

開発途上国にも等しく保証すると

もたらす恩患を先進国のみならず

る入類の被曝線蟹の推鎌にはじま

的影響のリスクの評価も含まれて

範に縷討︑X線診断学︑治療学と

病院のレベル区分など塁輩化も勧

だりO・二〜O・三マンラド︒職

となっている︒とくに食騒照射計

り︑医療上の被藤︑放射線作藁従

数々の賑学利用が開発されたため

並行しながら医療における放射線

における技術員︑医師︑窓暫の流

告しているが︑庄署すべきは施設

職業被曝であり発躍騒一MW隼当

解折と核燃料分析のための標準試

画は︑小本でも士幌農協で実粥化

いる︒

核鷹学は疾病に苦しむ人々を救済

に十分に配睡すべし﹂などとした

医学を評価し﹁放射線陣害の予防

の建築繊手からの被曝増加︑換気

いう重大な澱務を負っており︑こ
零物翼に閲する化学的問題が注視

購蓄の被曝を加え︑さらに簸鷺は

明らかとなり︑今では難解だと

った点であろう︒

団線羅預託がトリチウムによりO

マンラドである上︑世界規模の鑓

る藥団線羅預託がO・一〜Q・六

に対する大気放出と水域放繊によ

ニマンラド︑周地と地域の一般入
い事実だが︑いわゆる僻地の旛設

投蟄効果に関しては今鋸十月と

・〇五マンラド︑炭素14から一〜

ド︒再処理の場食は︑職業耳飾

医学のどの分野であれ︑現在︑核

議の際にもとりあげられたが⊃一

ーイリジウム囎mジェネレータを 十一月にブラッセルで開かれた会

に対し長窪命のストロンチウム鴻

年後をメドにさらに欝欝機関等と

れを示唆し︑経費を分析して投資

医学の影響を受けていないところ

とくに適当なものと指摘したの

感熱と総門生獲成訓練の必要性な

はないといって過醤でないくらい

も︑この委貴会だった︒七四葎＋

も︑またエキゾチックな学問だと

にまで成長しているとも換鶴でき

効果に関する考騰の必要性をうた

る︒と岡鯖に①医師に対する趨切

も袴えられなくなってきたQ臨諏 どの勧告をとりまとめた︒興味深

する醜しい専門医学であることが

不良の場愈はラドン灘慶の蕩まり

の国的達成のため糖盟各国と研究

に成功しているが︑七六隼には特

蘇蜜史症︑天然癖などの伝染溢斜

聞題にあり︑例えばマラリア︑住

の地域や国のみでは解決できない

WHOの第一義的な二心は戦々

鮮舞紮欝欝躍飯尾

進展著しい核医学

されている︒過査五年聞こうした

を遡じ溝報交換や騨門家の交流︑

務を提供し︑別に各穏セミナ⁝等

研膨箸も促進している︒これらは
管理︑安全︑技術運欝︑技術援助︒

出版︑研究・アイソトープの五部
門によりその機能を果たしている
が︑とくに研究・アイソトープ部
門とそのプログラムは食料石漆︑
ライフサイエンス︑化学︑物理︑
核融△口研究および水文学を含むな

懸の根絶や制圧のほか︑心臓疾愚

過論難無難︑王AEAは加盟各やガンもその対象となっている︒

ど広範多岐に及んでいる︒

ことになっている︒

︒〇九〜○・二五マンラドほどあ

三マンラド︑クリプトン85から○
ミナーでは核医学騨門家の教膏・

も協議しながら詳細な詰めを行う
一月の難じく工AEAと共催のセ
ジュネーブの本部とブラザビル︑

謙練のあり方にいて指針がまとめ

な青苔②適切な診療サービス③纂

国によるアイソトープ自給のため

礎的核医学施設設計に署する勧憲

る︒このぽか輸送に起磁する体外
④核医学技術の効率効果とその禽

核医学の遜展は目覚しいが︑し
ニュよアリ⁝︑マニラ各南に麗か 射歯質廼を包燃している︒すでに

研究関門施設での職業被曝が約一

被流線騒が○・OO三マンラド︑

ワシントン︑アレキサンドリア︑

かし儘康改憲で簸も祷効な方法は

・四マンラドあるといわれ︑これ

の援助など活発に濡冠してきたが

述べたようにWHOは加盟躍政癒理化⁝1についての国際的な検討 られたが︑各説講では同購に核医

金国民に及ぶいわゆる塁礎的医学

らを合計すると原子力薩業全体で

れた地域本部が協周研究や教商訓

学を独立の騨門医学として認める

サービスまたは初期医療の確保で

射線マニュアルを作成︑七一隼に

の要調も蔵まってきた︒近年の経

あって︑稀な疾患や数％の人口の

機関のみならず︑葬政窟機関とも

ことの必要性なども強調されてい

練を中核として︑籏盟百四十四か

る︒一昨薙十月の会識では核鷹学

ことになる︒

は五・二〜八・ニマンラドという

は改訂版を出した︒議題動は七〇

きたことともあわせ︑このため︑

ために高纐で複雑な医療を供給す

これらの穿襲な環境放射線源に

公的蘭係を績んでいるが︑核医学

の麗しい技術濫歩が総括された︒

ることではない︒放射線医学や核

部門を通じこうした公的関係をも

核鷹揚診療に関する指針確立を屠

核医学の健康維持への震臨とその

加え︑医療上の被曝と︑このほか

健康獲得のため酒勤を続けてい

つものに次のような団諏がある︒

的に︑過去六曜間に七回の専門家

でどう位腰づけていくかが︑来た

内容の詳紐検討ほかCT法との比 医学をこうした墓本保健概念の中

国と密接な麗係のもとによりよい

すなわち国際放射線学会︑世界核

会議が開かれた︒

医薬品の禽成法︑贔欝欝理にその

機構上︑核医学は放射線鷹学部

医学・生物会議︑蟹際放射線防護

較など核医学に加えられ始めた新
IAEAと協力し七一蕉十月に

る︒

トロンによるアイソトープの生廃

門に属するが︑ここでは放射線の

開いた会議はW薮0が核医学を討 しいインパクトも分析しながら将

璽点が移行した︒麗在はサイクロ

にも総懸注恵が払われており︑こ

国際放射線技師会および国際欝気

委轟貧︑国際放射線単位委翼象︑

ボ・インビトロ両分野について広

議した初期段階の一つで︑インビ

結論はWHOの核医学への関心を

来展望が試みられたわけで︑その

ばならないだろう︒

費物贔からの被隈も弩慮しなけれ

なプログラムでもある︒

さて︑この数十無の闇に死王の

技術会の六つだ︒

るべき建蔽のWHOの鍛も璽点的例えば夜光時計など放射線放出町

医学的利爾︑つまりX線診断学︑

奪代になって標識懸命物や放射性

済危機が医療費の認騰を来だして

その旗果の一つとして六六卑に放

正宏

契納を紬んで技術援助やその他役

川1勇

静かに

漫遜しっっあるが︑案用化の進

範な分野に 深く

展にともなって︑内蔵する問魎
の解決︑新しい属面への対応を
迫られているのも瑠案︒﹁アイ

〃タテ糸

ソトープ会議﹂では︑これらの

ぐし︑問題点の把握と解決策巻

さぐる︒本骨では︑まず初Bの
二つのセッションの概要を紹介
しよう︒

@
@

放射線治療学および核医学といっ

理︑鷹題工学︑放鳥線生物学︑放

た農学専門にとどまらず︑医用物

曾

測定装置UD−502B（デ／タル表小）
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れには九か国が参頒し藤岡研究を

ルニア大学と協力し供絵︑管理︑
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進めている︒七月から米カリフォ

放射性医薬鹸を対象とした研究を
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セツシ欝ン︐一2・

の薬学分野の繊極的な協力を徳る

及んでおり︑モニターもしっかり

の遮蔽に対する知識は根当範囲に

の輸送が傘後魁加すると誓えられ

だ︒中性子についてはAm罎など

ーに対する配慮がもう少し必要

ければならない︒したがって︑こ

述べた︒現在溌墨のサイク雛トロ

醗一輸送の
実際と闘題

聰木氏は︑RIの陸上輸送︑海 るので︑一般的しゃへいに対する

ソトープ取扱施1設において、施設の

幽自動贋により、入了をかけずに

退li田に，没i難し、放射線作・黛従事考

二人口壌の聞閉や倶li定ができます。

特長があり︑鷹学の究極的二男実

暴減期核種で逆説された固体状の

常臨空機によって行われる︒航空
ンが曙学利罵覇能であり︑うち瑚

とは許されなくなっている︒短半

放射性廃藁物が十分減饗し︑一般

機の鰹故は確率的にきわめて小さ

減期のRIの圏際間の輸送は︑遡 機を曳縄にするものといえる︑と

の廃蘂物として取扱っても環境を

く︑また︑たとえRI繍載の飴興 璽は曙無憂爾だが︑外羅では︑い

しているが・ガンマ線の工高ルギ

湾呈する心配がないもの談で︑依

ずれも大きな病院がサイクロトロ

必嚢があろうと述べたQ

然として放鮒性比弄物として取扱
気が大きな禦故を超こしても︑放

上輸送︑航空輔送のしくみと実際

二本浅はまた︑R1製造にかか

わる輸送上の問題として︑次の点

一︑現衛の輸送容器はすべてJ

を掴饗した︒

の多いB型の頭故階の鍼験に耐え

富士金露髄謹署雲タ

﹁わが国に醇季イソヤプの総︵生産．輸入︶㌃

ステムに敵する灘﹂一留︵動態のセ・シ・ンい
わねばならない現行の規制を早急

ンを作っており︑このことがR王

知識・エネルギーによる謹などの

賜性物質によって入身に被審が及

知識がもう少し広範騒に及ぶこと

の取扱い上の聞題を明確にするこ

が難虚しい︒岡時に密封︑典密封

にもなっているQ盤上氏はこの点 を法規︑安全籔理上の璽鵬などと

送蕎︑荷受潜が関係監麟鼻曲から

他の芝露輸送と異る点として︑発

た︒その中で周践は・R1輸送が とが鰹ましい︒

にわたる闇題点︑改善点を指摘し

関適づけて詳述するとともに多妓

利照を大きく進展させていく蕪礎

に薫検すべきだと強調した︒
放

絶景瑠故

という一般には理解さ

ぶことはないと考えられるが︑

は︑畢減購が日義彼のものは輸入

あるため︑航箆機によるRI輸送 瀞トロンは︑ガンへの利罵に隈ら

れにくい性麗の鱗敢となる恐れが

また︑供給上の滋藤について

できるが階単位のものは国内蛋産

で放射線医学総含研究所のサイク

によらねばならないにもかかわら

れてはいるが︑大いに期待される

はたとえ単記減期のものといえど

ず︑その設備︑体感は不十分だ︑

一方︑村上氏は︑うイクロトロ

と述べた︒

の闘題の一つは︑その多くが公的

ンによる短寿命R王の医学利胴上

放射性鷹薬嚢原繕のR王は︑次の があり︑わが國のように︑その大

として︑短慮減期のRI︑とくに も︑しばらくは中断される簿能性

の間の核医学診療は完金にストッ

るが︑そのままでは︑キュリー数

IS規櫓掘嶺の設計が施されてい

部分を海外に依存していると︑こ

研究機関に設一3られている点にあ

るとしている︒すなわち︑放射性

プするだろう一と管村氏は指摘

理謝から濡雪化をはかる必要があ

医薬贔は︑いまや核医磁診擬に欠

るといえるとして︑放鷹研にして

も罵立研究機閣であり︑短篇禽な

予鋤擶躍と螺備期間を必嚢とす

られないので︑その改遣に多額の

た︒

性に大きな闇題がある︑と擬摘し

ている閲係囁の﹁今までは︑RX

はラボラトリーの貯蔵灘にいけば

覧座撲は︑このセッションでの

発表と酎論を総淋した後︑これを

均郷び率は︑イン・ビト資関係で
約四強％︑イン・ビボ関係で約蕊

働全身を14区分して、一三に朽染
個癒を知らせ、1響購に記録する

したβ（γ）線

は・・のテ←のもとに嚢・バネ窮瓢醐蕊・アイ∴

譲難羅講騨辮編鞭
︐

R一需給の

ｻ状と課題
診療網ラジオアイソトープ︵R

︽黙

した︒

の洪給は一田たりとも中断するこ

だけに︑その生薩体制については

いと︑隠間的︑経済的滅失が大き

的な安金鯉濃基螺が確立していな

一︑容器の許謝可に繁して一理

る︒

た限られたものであること︑件数

どもその鞭扱いについて教濤され

一︑冷凍︑実誕試験データが少

くなる講能裟がある︒

れば・コマーシャルベ⁝スにも乗

別にみてほとんどが供給轡から使

ないので︑購例を積みあげる必要

フィジックス社の例をひいて示唆

どを訟げ︑このため輸送について

がある︒

鵬轡への一方通行であること︑な

縮論的に村上氏は︑短評命のR

にある︑としながらも︑次のよう

の衝理︑遜懸も実施しやすい状態

陸︑海︑窒輸の実態を紹弄した

なければならない︒

環場での操作性を配慮した設計で

験に縦えられることはもちろん︑

一︑新しい容器はB級襲故晴試
絶しなければならないが︑この場

ョンなどの立場から︑輸送および

場舎は︑フィジカル・プロテクシ

一︑露量核燃料物質を輸送する

な闇題点を提承したQ

Iは輸入できないので︑圃内で生

したQ

せることがで懸ることを欝本選デ

これらのRIでも十分な体制があ ものに限られること︑蠣送業養な

ーチン生田が麓ぶまれているが︑

簾子炉と岡じ問題にぶつかり︑ル
許鶏を受けるか︑画け出た特憲の

かせない薬剤であり︑緩療機会へ

醗一生産に

係る諸問題

薦

原子騨やサイクロトロンによる

R1生産の現状と闇題にふれた栂

で聖地贔の提供を始めた段階︒し

は︑原研が今鋸七月から十二／週

能力は鰻璽であり︑これを散らす

倉︑纒れた技術水煙にある漂研の

べきではない︑と述べた後︑アイ

取扱が出身に行なわれているが︑

にして︑輸送関係法規の鼓胴釣な

ソトープ︒センター構想にふれ︑
現窪改訂が進められている原子力

それ以外の放射監物簸の取扱いに

改正が行われ︑来年から実施され

通商韻として扱われており︑この

に裏づけされてきています。

は

野「

TE乱〈03＞2…1一ア11王ピ㍉♪

干｛曳已欝［巽こ有臭理丁1−12−1〈寒ノ量有♪集田丁ヒノレ）

厨がロノクされます。

監視する画期的な蜘胃です。

蓑明が行われた︒

箆弘毅・粥票大学鷹学都教授を
塵擾とするこのセッションでは︑

家ず︑武甲照臨氏︵アイソトープ
王︶の現状から説き起こした武村
浅は︑ここ＋庫︑曙撰分野での技
法麟薪は爆発的に逸められたが︑

その中にあってRTはトレーサー
である点においてきわめてユエ
ークだ︑と述べ︑核欄とその標識
化命物の關発でさらに生体内の樋
々の現象を選択的に視覚化︑定羅
化しうることから︑今後︑羅要は
ます訳す繕慨するとして︑昭和六

のほとんどは輸入であり︑日嵐原

十鋸慶におけるイン・ピボ︵RI 上氏は︑わが麟で利幣されるR1

子ヵ研究筋がわずかに禰要の数パ
ーセントを生薩しているにすぎな

／週を上回っている伏態で︑潴給

い︒わが国のRI生産技術はかな かもこの選点ですでに醐要は頁臓
り愛い水準にあるが︑原子炉の還

は大当なギャップが生じているこ

のRIを生産できないのが凝異 とを示しだ︒

転スケジュールからいって︑穴懸

開発利周総記計醐には︑十分に練

ついては︑蹴翼壁によって学識に

るが︑とくに繊際間の輸滋には麟

結聚︑公益性の賜い科学的ツール

窟上鍵機製造株式会祉獅噛脚部㌣王OQ東∫姥彗

あ問い合わせば

協会薩薬最強長︶が﹁わが国にお

題﹂について︑紺上悠紀雄氏︵都

けるアイソトープ鰯給の環状と課

おける原予購およびサイクロトロ

立大学理学部教授︶が﹁わが国に

ついて︑欝欝成文氏︵璽察工大原

ンによるアイソト1プの蛋産﹂に

子炉工学研究所教授︶が門アイソ
トープの輸送恥について︑それぞ
れ発表した︒これらの発表は︑各
テ⁝マごとの共同磁究グループの
検謝結粟をまとめたもので︑それ
ぞれの現状認識をふまえて聞題点
の摘出とその解決策への箒察を試
みている︒論評に三つの発表は︑

後楽のディスカッシ滋ンのキー・
ノ⁝トとしての役國も果たしてい
る︒まず三氏の発表からその要点

いて軽士氏は︑被凝線騒が労しく

りあげた現実強のある搬想が盛り

かなりの差があるQ

際ルールと各国政府の規則の魑舎

ては弩の襟先がある︒ガンマ線

ても︑ガンマ線と中乙子線につい

〜九七三貸馬の国際墓蝦をぺ⁝ス
は武村氏もその発表の申で︑原研

小さく︑きわめて好ましいものだ

日電れるべきことを強調した︒放

一︑アルファ線︑ベータ線は

舞木殴は︑わが園ではこのほど︑

体内投与︶︑イン︒ビトロ︵誠験

の原子炉は縮広い領域︑多様な分

が康子炉R茎にくらべてコストが

遮蔽が容甥なので問題はないとし

サイクロトロンによるR王につ

魑内検壷︶用の贈璽予測値を示し

野にわたる研究開発を進めている

そのまま使って張型されているの

射性薩薬品は輔翼先のスペックを
ため︑RI生薩蓉岡の運転はなさ 誓い︒しかし︑Mo99が︑定めら

だ︑と指擬した◎この点について

た︒急遡な伸びを示すと辛想され

れていないと述べているが︑村上

が環状といえるが︑この場禽︑理

なケ
ど︑Tc99mに期待できな学
いと躍学の中際に薬学が介窪しな
1︑2︑3︑3MTRの還転るス

覧座長は隠学関係のR王二塁の

た︒

多多多づ！！！多多！ノ多多ノづ多多グ多多多多多ク多ク！ノ多グ多！！多多多ノ多多〆多多多多！グ多づ多ク！づ

いが︑輸送上の問題や海外の供給

何とかやっていけないわけではな

この金蝿で︑その背禦にきわめて

季に入るものとして扱ってきたが

大きな聞題があることを知り︑認

伸びに関して特にコメントし︑一

識を新たにした一とのコメントは

麟偶の慧変に圧囑される﹂として

トロ関係売上は十九簿円だったが

ついて︑輸送︑撮険︑通関などの

する婁澱禽を設け︑今臼の成果を

機禽に原薩にこうした問題を検討
フロアーからは︑覆学利用︑工

○％であることを承した︒

ロトロンによるRIなどについて んでいってはどうか︑と握察し

業利用︑R王の生産とくにサイク ふまえて〜っずつ解決にとり組

細広い懸場からの懲箆が続いたが

た︒

制の不蜜竃さをつき︑R王の滅期

とくに︑廉学分野でRIを利用し

に対する利用嵩鋤の関心︑政策者
側の認識の編揚の霊神性を示唆し

愚検朧月は、人麟積のガスフロー
カウンタを論旨。高感度で安定

ASMO

また、朽染が懸盤された場合には

ll綻・

の全身に付着した放射線を、

則i定ができます。

〈特

為士全身衣面モニタ

ことができます。

腺チ力発電漸なと腺∫力施設やアイ

長〉

琵二1庵機の放劇線燕貝ll技術｛ま、昭和

24｛目ij神智L鼠㈱において放射線
測定器の争議を闇始していらい、
今Bまで1く年の恥史と㍍頼ある技術

国産で初のガスフロー方式 謙譲蚕
高感度な測定がてきます

齢
●贈塾尋．
，5ひ奪．●●
噂9●，・Oo亀脚，
，8謄砂●B，
◎，鷺
b 毎哲●・

量3

，陰呼

を紹介しよう︒

るもののなかから主なものを例示

れた鑑物学的なパスウェイにした

すると︑イン・ビボの利爾では︑

五資二十六犠から六十奪には二千

MO99iTc99mは五十無
氏は
のさ
実ら
物に︑現在︑原研の3RRがって生理機能に憲嫌な行動をす
五百薩に︑①c99鋭は二葛二十四ジュ⁝ルに合わせ疑王生産を行っ

は︑フラックスが十の十庶粟n／ ーをふくむ懸冤の交換が閣られた

惟から八颪臆に︑In獄は九哲六 ているものの︑JMTRを除いて 脳鏡の発褻をふまえて︑フロア
十七︑ゾ牲から八千︑ゾ撞に︑1瑠は

幕力芝綴・秒で︑米国バレシトス

が︑座擬補佐をつとめた田本原子
四十五︑︑跨牲から五モゾ覆に︑さら

ヒ六隼のそれは六十六惣陽に瑠慰

九七二鎌のイン︒ビボ︑イン・ビ

三瓶の発嚢で示された闇題点を嚢

環境蜜金研究部撰の天野怒氏は︑

公訴の発表をもとに現在の供総体
べて低いのが致愈醜だ︑としてい

に︑Xe鵬は十六捜から五十七獲 のGH祉のR1盗塁炉などにくら
力研究所蜜金性誠験研究センタ⁝

る︒

階間を考慮すると︑半減期二・五

であるとの認識はうすれつつある

満場に強い聞象を専えた︒

にそれぞれ噛加する◎一方︑イン

ユニ

していると述べ︑織繊麗の鋸闘平

・ビトロ騨圏では︑五十難度約六

四今体に増齎するものと予測され

臼が限度たが︑これに対し

他方︑慰上氏は︑RIの輸入に 約したなかで︑﹁R王はいまや漉

キュリー数も二酉九十から千二蟹

バーサルのRI

酉五十の検体数は六十輝度には約

八十と照豊強の抑ぴを示す︒この

RI黒蟻の王座を占めるであろう する研究開発悪欲が必ずしも認り

といわれ︑影分 ように思われる﹂と述べ︑RIに関
撞ぴにはΣ瑠の講要増が大きく織

また・供給問題については只輸入

壌l

氏

上
村

与している︒

依雛型の︶従来の流還システムで

TC99mは半減期六時間と短あ
かがらない現状を鋭く撒摘した︒
いところ︒わが国でのこの生産

く︑どうしても罵内生麗に頼りた

二村氏はこうした莫大な赤堀

にそぐわない面があると指摘︑短

を蓄えるとき︑麗在の規制は笑満
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標識化合物
他
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一法弾力運周を
二法の運罵改善などを求めた要旨撚を

行されてから約三年︒この間原発

﹁醜源一瓢法﹂が昭和四十九鋸施

願々地域への薩擾広蝦の職漁を求

行政体制の霊菌な整備︑国による

不安払拭が第一﹂だとして原子力

進のためには安金問題への住罠の

などの楢灘の爽環を求めている︒

購典への補勧ウラ鑓絹の拡大ーー

よる藁打ち描醗の詳覧③麟駆補助

警策的増額②建設臓や財政状態に

ると強調︒さらに︑原発所在地城

廃⁝iなどの実証を黙る必要があ

調査交付金の増額︑交付期暇の撤

欝四議鵬中︑七†三議席を獲乱し

連立与党︵臼由︑地方党︶が下院で

行われ︑フレーザ⁝熱欄の率いる

齢のためもあり健醗上の理臨から

の森鯛浅が小林庄一郎社擾に交醤

羅の雲霧氏が鈴木俊一社憂︑関電

力協議金会穫がそれぞれ理遡に選

騨脇理購︑後藤武一郎茨城興原子

となったほか江尻逸田本鷲遺風金

てきたが︑山ハ藏︑押購塞で松＃殴

任︑鯖町勢金融公孫監購の安藤憲

％ずつ︒

一

を行う◎謙虚比率はいずれも五〇

根に箸繭した︒苗相は駅留根の岡

徴を得たうえで御内にも設置を許

川内原発は電気繊力八十九万K

蝕する冤込み︒

落二十八億円︒これをテーマ瑚に

社讐が四齎三十鱒円︑大学院が二

群

ム

試験問題の傾向と解答の幾点（測定技徽温温

脅奪六月懸厳︑このためその飛躍

の麗麟聡薪任を決めたもの︒松井

沢広巳理嚇が理劉擾代行をつとめ

氏はフランス凱旋︑原子力婁騨な

松弾民略歴セイ滋ン︑スウェ

朗犠が胃病に離任された︒

画した際にも︑理瑠餐就旺が三熱

どを歴任︑同財団に理黎として撃

ンス答麟駐在大公使︑国趨代表な

ーデン︑アイスランドおよびフラ

二

﹁安全﹂答申

川内原発で

原子力婁

力が串請していた川内諸子力発電

原子力委曼金は十三温︑九州電
なウェイトを醗いている姿が浮き

所原子炉設躍副画について︑門参

︒ウラン開発に明

Wの撫圧水型炉で︑川内銭葵馳騎

夢

三五脳付弩︶をご期待下さい︒

顧﹂を塘恥しました︒斬鐸野︵

籍甚とし︑三︑四繭に二琿の圓

り本金をもつて68稲五幸二薙の酸

﹁原子力麓堤新闘﹂は例鑓の通

お知らせ

町に碧羅されるもの︒

みると原子力開発千三菅簿円︑一
般エネルギー二簾六軟性︑省エネ

円となっている︒

薦︑繭オース

動燃が豪州でウ
ラン共同探査
動燃事翼隣は士

トラリア州の鉱山金社マグネット

闘

α飛跳麿｛数法の地震予女1ユへの利用

新理事長に

松井鱗茎
原子力文化振興財団
馨添原乎力支化振興財懸の新理
嚇擬に松＃三岡財國常務理購が就
任した︒遜藤武左衛閥理禦擾が褐

露なったこともあって実環が運れ

で原子力委質︑今回ハ月から財団

ど経て︑四十六焦から五十一無ま

視されていたが︑海外訪問などと

ていたもの︒同風國は新理勲閥を

一︐一一﹁﹁

％程展に留まったのに対し前鑑度

ミネラルズ社︵ACM︶との間で

トラリアン︒コンソリデーテッド

︐聖一一一棚謄

も歴任︒東大法学高目翼︒68議︒

理禦︒司直内閥総理大臣の秘灘窟

中心に礫容を充実︑原三焦への醸
属雲叢慧高彫を國っていく︒

周臼の理辮鼓ではこのほか︑原
て抜本的改善を迫るとともに︑三

比

究のため薗年度の七＋四簿の約

懸円と︑研究用原子炉等の織工研

つた︒これを研究叢体鋼にみると ウラン共岡窪窪契約を絡んだ︑と

・讃辞ルズ社︵MML︶とオース

筆面訴健遜対籏精罰翁謝につい

前深度の増加率六％を大野に上園

ラリア州ザン地区︑ACMとはパ

発議した︒MMLとは繭オースト

一8一一＝需騨

整霧議金以潮の箪期の段階におい

て︑その使遼は電源三法の立法趣

研究機関が最も多く八否蕊十一懸

齢＝ηη一幽

て︑地域の振興や福祉の瀬上など

露からあくまで立地促逸のための

円で︑原子力発聡︑核融爵研究を

︐扁＝冒停冒

の聞題について︑地方公共三二が

無交付金を憲依として運閑される

に物理探鷹︑地崩調査︑試鋳など

ース榮北のマーチソン飽区を対象

二囎＝一齢

十分な聴闇的余裕のもとに︑三民

玉壷があると櫓摘︑とくに地域振

の増加︒このほか穴学等が二薦二

中心に前轍度に比べ菅六十三鱒円

喀需二鼎：

合螺の形成を漁りうるかどうか︑

興対簾については地元の愈向をふ

一一六％漕の壬⁝蒼鱒円に急繕︑

ということが極めて蜜襲なカギを

まえた地道振興計画の作成が行え
るよう岡会計が有効に客受される

鱗の段晒から︑国と地方公共鴎体
がどう協力して問題に取り継んで

優へと飛躍したのをはじめ︑胴輪
等も薗年展に比べ五＋三懸堰の二

こと︑などを求めている︒

きだなど憲悔していたが︑プレ⁝

酉六十六億へと繕志するなど︑将
来エネルギ⁝転回のひつ迫が予想

オーストラリア圏民は一

彫りにされている︒

されるなかで︑原子力閣発に大き
ジャー諮問委員鼠︵フォックス叢

禽でウラン開発に蟹成していると

また︑昭和五十一鋸度のエネル

対一の鰯

爵長︶から提出されたレンジャー

した結論も出されていたが︑備勢

判箆勝ち

回の選摯で与党議鷹の絶対数は蕎

反発なども予想され︑ウラン関脇

干戯少したのも蜜実︒AC？Uのルギー八ナ懸円︑その他が十六懲
研究の助成などを行っている紺灘

が兜驚きスム⁝ズに進むかどうか

原子力研究費

門放劉線従薯者中央登録センタ 武蔵を許さない︒

法人放射線影響協象の下部櫃繊

ー﹂としてスタート︒転進の原子

千三百億円に

画は妥当隔との結論をまとめ︑蘭
地域ウラン開発に関する報徳をも

も細民投票にかけ照⁝発を決めるべ

大の甥鋤組合協議盆︵ACTU︶るい兆しが携えてきたものの︑今

の

隠磁・地方連含勢力の与党が乱淫

った◎しかし結果は︑餌壷に反し 訳は研究機関九哲四十五億円︑金

ギ⁝研究蟹は千六百二億円で︑内
ゴー

ラム労働覚鹸は﹁瞬発・輸縦は時

ンを出したことに対し︑ホイツト

とに﹁開発と輸出に

は微妙で︑接戦が一般的な蝿方だ

九月に行なわれた身心調査で︑

決着をつける形をとった︒

ザ1酋樒はこれを捲器︑総選挙で

いくべきかという行政関係につい

握っている︑と揺籍︒こうした攣

の健進にあたっては︑電源開山調

また要鰻は︑原子力雛躍所立地

電事煙︑全原協も要望
臼本原子力漁業会議は九臼︑原子力立地政簾拡充のため電源
とりまとめ政府に提出した︒要塑は︑昭和四十九好の蹴源益法施行により周辺地域の公共福福施設の

法の扇蟹など並地対策への強力な取り

整備︑原子力知識の普及など電源立地を円渦化していくための道が拓かれたと評価しながらも︑立地
をめぐる環境がます豪す阪難の腱を了えつつある現在︑電源一一

組みが不出欠だと強調①交付金の挙価アップ︑頭打ち制臓の撒廃②地元に対する広報活動の強化③地

所在地では周辺地域の整備︑安全

めたあと︑翼体的に①道肩隈への

いくつかの画讃にそぐわない点が

鎚の振興につながらない﹂など︑

では地域襲業の振興に嚢打ちされ

現依制を維持した︒今鐵の総避挙

原子力施設従業疑の被曝衝理に

ヵ施設従巣鍛の手帳に統一的な番
弩をふる﹁横前轡録﹂︑新しい漁

総理府騰㎡局はこのほど門島租

wρ齢 6
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マグノリアホール︵幽区

田ホ原苧力薩藁会議
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照射試験／11核融合炉材n朝ほか

／5冷却替／6構造材／圧力容器・醗鴛材村／／
8しゃへい材馴／9実用炉の材利の硬珊経験／10

1概説／2核燃料／3減速材・反射材／4鋼御材

隅霊要内容

成果をまとめたもの︒

してきたメンバ⁝有志の協力のもとに︑その技術

第122委員会が過去20喜にわたって懸河で硫究

本書は︑原r力発竃の中枢である核燃村および
原子炉44摂︵核融合炉材判を含む︶に関する理論
と実際を無人成したものて︑とくに工業材糾とし
て実際に役立つテ⁝タを双めることを第⁝義とし
て編集︒執箪は主に日本挙術振興ムムの原〜炉材糾

A5団／一5000円

畏谷川正義・三島良績監修

向と開発の巡め方

元の態向を踏謹えた地城計圃作成への箏節描躍⁝一などの実現を強く求めている︒これに先立ち五欝

の監視︑原子力知識の普及などで

には全原曲︑そして蹴駆連も電源三法の運用改蕃を求め要噸懲を提罪している◎

しだいに地元への発電利益の璽兀
広報対簾交付金の交付時期の繰り

豪選挙︑与党が勝つ

描躍が定魑してきているものの︑

一方では矯法の運嗣にあたって 上げ︑大幡価額︑還付期蘭の延侵

掴摘されてきているのも事実︒今

た地城福祉の商ヒが強く藪められ

サイ

ウラン開発︑なお波乱含み

圃の要塾は︑こうしだ聞題を中心

ている現状から敵尉は地城緩業振

はウラン際発・輸潟聞題が象点の

②放射線監視交付金︑温鉾水影響

とする電源三法の弾力的趨用など

興︑広城的薩業基盤の整備が閣ら

﹁交付蕉隈が短い﹂﹁轟の地元窪

原発立地提逸短籏について原慶・

れるよう金力をあげて睡り緻むべ

政府が今隼八月⁝⁝十四臼・レン

プ︑成り行潅が注圏されていた︒

オーストラリアの総選挙が記田

地域隣発財政問題検討会がとりま

きだとし︑電源三法による立地提

一つとして大きくクローズ・アッ 機尚學﹂として反対︒また藤彊最

とめた興体策をもとに︑その細筆

進対籏交付金についても①単価の

要墾は︑まず﹁原ぽ力立池の促

の実瑚を強く求めたもの︒

ついては原子煩規制法が個々贋業

菰十二庫度科学技術調董縞漿の概

総理府が翻査
毎駕一年分の個入被縷線懸を定期

要漏をとり濠とめ①昭秘五十一年

業断に移る場合の﹁指熊登録﹂︑

録﹂を実施することで金座従業鍛

三六％磐の千三蒼蝿円となった②

度の原子力關発研究費は離年度比

豹に電算機に登録する門定期登

の所在と被曝線墨を一元約に把

日ホ遅達力要望金議は縛隼無

握︑購業噺の照会に感えるなどし

頭に原子力関係鷺による斬駕の

一月五繭︵木︶午後二
このうち研究機関による研究獲は

日晴
八酉三十一懲円で原子力妙義︑核

二階

鱒から鷺隠避談で
ていく副爾︒

て効霊的な被曝魁理制蔑を磯了し

融倉研究を志野心に離心隼痩比両エハ

来隼は次の通り開催することに

名刺交換塗を行っていますが︑

門センター﹂はすでに薯務所

十三億円の増頒となった一⁝など
を千代田些事槍町一−九−六に開

芝公園蕊⊥二⁝一︶

七

ますようご案内いたします︒

なりました︒多数ご参加下さい

の嶽を明らかにした︒

掌厨開発が九％︑海洋開発が

それによると原子力研究賢は︑

所しており︑銀末にも蕉式機関と
しての指定を璽けたあと来隼一月

アメリカ

全【ゾ｝に関して／新型動力炉の相対。轍1／核拡散：防

髭

から醜業を騰訳する箏竃︒

SBRおよびその技術の浮薄と将来哲／墾田の動

茂他

悶題点と最近の二二成果／炉安全牲および環境安

雛

多⁝多ン！多多！多多タ！多！妻！多グ！一諾づ多多！多ク！タ！／〆！︐多！多！萎ク多

まとめた︒今蕃照月の串間報簿以

所に対し放射線被畷認録管理の傑

従業騒被曝線購を中央で一網細螺

来︑同検甜鼠の下に設けられたワ

管など厳戴な被曝管理が鞍務づけ

されている放財線中墨記念︒放鮒

ーキング・グループを重心に興体

られているのが環状だが︑これま

るQ

的システム構成の詳細などについ

で全国を一理のもとに莞通して各

する体制がスタートすることにな

て検討を続けていたもので︑同旨

綱叢薦の駈在︑被曝歴を把擬する

のあり方を定めた鍛終報衡をとり

蔑の基本的な考えカとして①原子

線段通蕎中央登録センターの運用

力恥業従欝欝の揺定解除時の被曝

システムがなかったため

移動従

線騒記録の偲盤②従導蕎︑聴立入

煮の被曝醜歴三豊の強化IIなど 業員 などの場禽必すしも十分被

申鞍瓦録制農は規制法対象従業

曝歴が明らかにされないケースも

に還つく放射線総理血塗の引き渡

餐の所在と被曝歴を巾撃て〜掻管

生じていたのが実数︒

し機関として﹃武に獺驚︑来臨學

理︑各誌業筋の照会に応ずるなど

月宋には岡協金を原子炉等規制法

々には放射線被曝対策の新機紬と

を規定︒今圓の鰻終曲欝により今

科蝋技術庁・原挙力串業従業

してこうした闇題に対処していこ

亘の垂愛性／トリウムサイクルと核拡散防jl／M

II靭f力養胱1蝦秋野詔夫他

ガス炉心炉（3＞

陣1騨璃細r安坦

神山1瞳工蹴試験晦牧
世騨の原子力關発とその体制の現状（蝦：終劉）

赫ミ背

雛SBR開発小史／溶融塚増殖炉の概歎／技術的

ト1輔r∫ノ」研糊τ占lll和男

7
うとするもので︑放射線影響調董

溶融塩増殖炉開発への提言

薪規講座・環境放射線モニタリング（D
環境放痢線モニタリングの基本的考え方
τ賄峰㈱」弓㌦出縣
放射線磯馴主任者受験講座Q4）

⑲主要配講一

昇

H冷嚇ゲし公質1己ノゴ

海水ウラン採取工業の壇能磐

放射線障書暫故とその緊急医療対策（1）
動ノ脚撚蟷腿惣1爆1きi鈴本闘左支

一安全性および核憎憎防止からの十型評億一

軸灯安爵膏郎

源∫力発電開発と地域｛」民
腺f力施設における

一〈特別記事〉

㎜

療子

寄月号発売中，
ゑ窟
二1〔業野
量定騨融〒謝三極灘糀き醜

／

ア「鱒

鷹子力民業醤︑非破壌検査業暫の

＝

篇

松井理無喪：

騨一
願

b

唱

一
して異国の原子炉簸規制法対象の

科技庁・検討会が最終報告
九田︑来年軍々窮業開始が予定

来年から事業開始へ
鍛被曝線脳登録讐蝉鰯麗検討会は

O

従業員被曝登録センター

援轡棄票5895轡
躍飴（59箋）6121（代）

曲目都港区新機1丁鏑1醤13弩（策躍1日館内）

会議
鱗
川
原
本

発行所
昭粕3玉鉢3月12目第二種郵便物灘可

聞

業
産

力

原

排ガス処理︑加
い勲が大きな利点になっている︒

トプラントをつくり持術開発を選

化物を添撮して欄軟︑のいずれの

談して餅娠素化③難戦な荷機過酸

ビフェニルと塩にする②紫外線相

根が最も谷易と蓬えられた紫外線

の代りに蛋理的データが求まる②

示会︵サンケイ会館︶

と並行して關かれた原子力機器展

第十三園門口本アイソトープ会議

たX線の微細なフィルム上の十二 構成︶の聞上には測定系感慶の向

い方法G軟部組織を透過し減弱し 糟度︵濃墨分解能と空間分解能で

する物質がいくつか難られ︑その

発ガンに伴い漁燈や尿中に出現

附部脳醐立がんセンター内分泌部

応照測定晩囲が広がっている︒⁝

エネルギー物理用濾速器の醒学篇

ス験研︑仏サクレー研などでも爾

モス中堅子製造施設では八葎Me

に詣題が鍵盤っている︒ロスアラ

鷹学と原子核物理学との共同僻業

どに対して治腰が行われた︒スイ

製

無

寒洗

謹

シル

豊

鮒鯨瀦陥鰍9−11欄5費（03）431薗5176鱒脳・センター卸44騰231・大川業所公（06＞313−2367平田バルブ工業株式会社

めた︒転式プロセスで涜蔽が嵩な

分解紘のパイロットプラントの基

兇出した︒藁蝋邦は七六確︑実屋

物防除技徳研究継舎が雛桜炉排ガ

軸設訓と経緬欝譜樋の結果をまと

特審の臓羅や悪性腫郷などに特異

方法でもPCBが分解することを

ス処理のため︑この技術の実用化

的な化鉱物を選択して轄定事罷を

で困難だつたこれら微羅物質の測

心筋梗露︑狭心疲︑心室膳大など

装躍を価格薦からみれば縄低二極

測定はガンの診断や治療効果の判

縮，

速器開発カギに
パイロットプラントの運転デー

懸子穣昭射して取り除く﹁燃廃排

に乗り期した︒新菊鉄︵幹霜宗

それによると︑分解袋閥は光分
解反慾工樫︑分解反応物部︑製工程

ステムのクロ⁝ズド化が容甥など

麗飛騰ガス処理工程からなり︑シ

灘の約三聖に達し︑実用化が葬観

紫外鞍分解工程は篇力鎌などが

的となる︒

コスト葛の嚢因となり︑分解工程
処理費の七六％を占める︒一方︑
コバルト60を使う放財線分解毛憲

理するのに顯十五円〜九十七円と

定を聴感にした︒ガン葱蕎の血液

ようになり︑心臓のように軽きの

の診断に震献ずる︒心筋スキャン

段階程腹の濃慶識別摸製を電子工

用機器瓢叢部副技監︒

化が遷もう︒一⁝牧野縄央東芝医

エネルギー革命を展開する紬のバルブ

七日から東奈︒大手町のサンケイ

セッション 卜3﹂
大気汚染物籔の薩硫酸ガス

ガスの放鰍線処理技術﹂について

︵SO2︶と璽素酸化物︵NΩx︶
タを
に基づき七四隼︑鉄鋼窒爽酸化

原研高崎研究所開発試験場第二開
社︶の八幡℃場に

めたQ

発塾の町末男箋畏は﹁大型加遜雛
遡能力の試賜菱蟹が今無七月礎盤

実際の火力発電所の排ガス処理

され順調に稼動している︒

二千就方規の処

の開発が実用化へのカギになる漏

には十万立力癖︑焼結炉排ガス処

と蟷燃した︒

一九七二鰯に原研と荏原製作所

瑠には術万立方督の能力が襲求さ

の特徴を備えるか︑糧済性の僻地

時閲愚

タイプ小椀模照射装踏︵

ペアのような大型工業爾加速器を

れることから︑

が共周開発に椴薪︒源研がフ寵ー

たり十立ゐ溺︶による研究で網焼

MeV︑一アンからは命河州の処廟宇が漉鶴二親

排ガス甲の編入は隅田ガラドで一

のためには大型綴酒器をどう開発

〇〇％︑SO2は四メガラドで七偲台も鋤べる必嚢があり︑実二化
〇％除去できることを確認︑柵原
するかがカギになる︒

の三曲燃廃排ガス処理のパイロッ

件に対処して︑粟票都は一九七二

奪︑PCB分解無笛化のプロジェなり︑光分解処理話好蟹九十円の

ど鑑理慨報に噂する定量的データ

中に出現するタンパクのAFPや

描出できる③機能︑流れ︑代謝な

PCB薫染によるカネミ癌痙廓工程の場禽︑τガ鰯のPGBを処

製作斬は藤沢に処理能力千立方規

PCB処理に
放射線法有利

約九分の︸と極めて低くなる︒こ

ただ臨旅程を十分割るまでには濠

が得られる︑などの利点をもつ︒

︵昨隼ジュネーブで開催︶の勧簿

激しい臓器の異常の診断には鋤的

一致し︑都位︑大きさ︑深さを知 学的に千段階程度に広げ体軸の横

の硬蟹診断は心霰図の成績とよく

うにしたもの︒廠液が循環中と厳

断面暦を描き出し︑頼味をもつよ

篇

アイソトープ会議︵斉藤儒肇蠣

﹁生酒に役立つ放射線利用篇として︑間接的ながらわれわ
れの醸常生酒と係わりの深い医療用賃の放射線減薩︑食品照

射︑窒素酸化物など燃焼捌ガスの欝欝線処理︑PCB放射線
処理の四つのトピックスに環状報趨が行われた︒

評緬カテゴリーは無条作承認と暫

物としての取扱いは妥嶺でない②

定承認の二つに区分する⑧食品成
分の解析に際し放射線化学データ
を繊維する④線鱒敏停性はリニア

と蕩えてよい︑などを総論で勧
告︒さらに各論では無条体承認品
圏に小義︑ポテト︑鶏肉︑パパイ
ア︑イチゴの五品圏︑暫定承認品
欝に米︑玉ねぎ︑魚の蕊甜囲を播
定︑マッシュルームは健金駐試験
データが十分でなく︑結論は出す
べきでない︑とした︒暫定承認春
闘については⁝九八○隼頃の次期
聯門婁員会をメドに健金姓を四聖

PCBの放目線処理について報クト研究を都庶アイソト⁝プ総総
研究所と都立工業技術センターで

離に証聾することになるが︑この
黛した索東都立アイソトープ総禽

開始︑結論︑アルカリ性2ープ資 射線処理技衛の命懸化が罵検量さ

マ線昭︑射して連鎖的に脱塩素化︑

だ鰹われていない︒⁝一T・D・ CHAといった物妬については放

のことから篠晦氏は﹁PCBの放

頃にはわが国の原子力平野金の健
研究駈の篠目誓日参鞠研究澱は︑

考を扁と力説した︒

﹁PCB処理に放射線分解法の再
パノールにPCBを溶かし①ガンれるべ選だ﹂と指摘したもの︒

金性試験糖漿や来麟の食肉一期金

性が定書しょう︒

性毛裏が出揃い︑照射食品の健金

に沿って照射食韻の健全性検討の

イメージングがとくに威力を発揮

る点では心霞園より優れる︒一⁝

田正美職エネルギー物理学研究所

鰐研究が盛んになっている︒一野

原子力バルブ憶

会館で鯛かれていた第十三園臼本

婁餓蝿︶は︑アイソトープ・放射
線の利用潔︻︑機器生塵者など各界

の関係者が蟹学や塵簗への利用技
術の動向や問題点に臨監と酎論を

行い︑九日夕閉幕した︒同会議か

博墲ﾌ医療用

具に放射線滅菌
ディスポーザブル︵使い捨て︶
医療絹麗の放射線滅菌施設は企業
規模︑パイ窃ット・プラント規模
合わせて世界で五十近くに及ふと
いわれる︒藁票都立アイソト⁝プ
総合研究所の佐藤健二企画普及課
長は一九七一葎から淺射簡や注射
針に縫胴が認められだわが岡のコ
バルト60ガンマ線による隆療一翼
の越訴線滅鞠の動向を紹介した︒

それによると︑わが麗では実隅
鶴舞手が海外より遅れたものの︑
その後の普及は闘覚しく︑網あみ
糸縫含糸︑翼付チューブ斜などの
小さなものからフォローファイバ
ー型人工鰹臓透析辮など復雑・大

放射型CTは研究段階にあり︑ ぽ簡便︑正確に測定できる放樹補

る︒特来ガンの撫団検診にも蝦適

外薬品のキットが市販されてい

夫ダイナボット・ラジオアイソト

な方法の一つとなろう︒一愈田邦

今後の饗展は特異性のある放鮒性

の点サイクロトロンで製遺される

縁纂編の開発にかかっている◎こ

短欝命陽電子放射休で標識した医

カメラを使用する場合︑計数率特

カメラの視野内を遍るので鑑月の

性が論題になる︒一心拍動の短蹄

数え黒しが増え紫野データが不忠

性能商上は著しく︑大型化も進ん

ッサーを轟饗して黙過不均一性を

放射線に強いガン

ープ研究瑛研究開発部長︒

開に多騒のアイソトープがガンマ

自動補蕉する方式が開発されたほ

薬繍に︑より多くが期待され︑陽

はX線やガンマ線でなく熱中性子

毯も図うれている︒⁝⁝田中栄︸

れ︑治療が始康つた︒昨年末まで

筋ガンが消え今琿六月までの二薫

鷲二十九の臨床例のちぢ半分は周

CT装齪は二駕薗に⁝弩羅がで 憂い感度で惣中の各種の物質を測

聚が認められている︒一梅壇洋一

四例については四分の蕊に治療効

患蓄からわずかの霊液を取り出

に薩療用サイク獅ト欝ンが建設さ

利用するため放鷹研と六大医科研

の隔日に

実になる︒従って籠用装鷹の計数

う︒⁝⁝噸叢書放医研臨瞭研究部

纒子C響の将寮が攣るいと醤えよ

になるQ速中性子線をガン槍療に

線のような職LE？放購線が必要

タ評価を行うことが必要だoi⁝

か濁い機数率の数穴落し誤差の改

箪特腔をよく掘癬したうえでデー

第一一研究墜長︒

放鷹研物理研究部物理第一研死蜜

ヒ梛萸郎騰津製作筋医綾機雛操業

鄙PM部長︒

長︒

核医学の心臓機能検蕉にガンマ

り︑適切な治療を可能にするi

は︑病気の診断︑治簾効漿の判建

定できるラジオイムノアッセイ

し抗原抗体反応を利罵して抜群に

五十一薦六十臼︑来襲三月ころに

きて以来急速に讐及し︑親在約百

圃橋信次浜松医科大学醗学擾︒

脳溢鐡︑脳硬塞︑くも膜下繊血

現況を報管︒

する︒心塞の収縮状態・心臓のポ

上田英雄沓林大学鷹学部内科教

最近︑高野ET粒子治療に照し

郎放医臨床研究部獲︒

など見張頃の診臨にコンピュータ

脳卒中にコン
ピュータ診断

にも原子力利用

ガンの診断治療

でいる︒国内の使胴はおよそ三百

タグラスORT霊C社翻三二︒ 尉線捌定器と患轡の血液さえあれ

襲がなく︑懇畜に負担を与えない

ように患暫の静脈に簿を入れる必

盆と推窟される︒マイクロブ雛セ

で︑十樋類をこえる製品の放射線

がある︒﹁核隆学駄の確圃とした基盤が築かれ琴芝の技術を
駆使して難関が次々と突破されている︒心臓鋳︑脳卒申への
診断︑ガンの診断論療へのアイソトープ・放購線利用の貢献

放射性核種鷹薬品を○・薫㏄樫

ぶりが紹介された︒報告とコメントからその要点を拾うとー

ガンマヵメラが

度愚暫に燕補するだけで心臓の診

心臓居舘学は︑短短命放射性医

断ができる核心臓学はこれまでの

薬撮︑嵩速測定系となったガンマ

心臓の動き捕捉

・

鷹学分野へのアイソトープ利網の進展には臨をみはるもの．

セッション﹂4

型のディスポーザブル賑療溺翼ま

滅字が承認されている︒

巖近では照射による製品の材質
の劣化を軽滅する見地から滅帰線
鰍を引下げることが検罰されてお
り︑放脚線照射しだあと摂氏欝獲
潮後の撫黙処理を併絹する方法や
戯著引下げ効累をもつ共存物の利
用などの研究が進められている︒

また︑滅薗ずみディスポーザブル
医搬閑興の滅國の有効期隈を十分
撮幽するために密封二重琶装化の
要望が魍大している︒

五品目の照射
食品に許可

以上のコストがかかるのが難点︒

利点をもつが一件の診断に三万円

である︒C㌍は脳絹織の病的変化 まれる︒入力僑弩のX承徳に樺を 白質︑ホルモンのほか︑簸近では

タリウム捌やテクネシウム99況 ー断鰯︵CT︶撮鮨は極めて梅用 は二百五十台程慶に慨すると冤込

カメラ︑コンピュータ技術の上に

をX線像とすることができる思し はめられた中でのCT装麗の遜像 抗ガン剤︑強化剤︑ビタミンまで

騒騒の完成の域に凝った︒写翼︑

による心筋シンチスキャンは心筋

理化学研究所放射線生物学研究

整の松山晃主任研究鷹は︑WHOアナ切グ診察︑二次死デ⁝タで診

の面液潅流の状態を表現するので

照射食贔の健全性︵ホゥルサム

ンプ機能の効率︑心筋の異常部の

などに効果をあけている︒盛事蛋

ージングで蕊次元の診断ができる

断さ
・FAO・IAEA騨門象委員
金れていた医学もボディ・イメ

ネス︶は①誘灘放射能②技術的蜜

有無などの偶報が立体的に︑動的

イムノアッセイは謹だ緒についた

教授︒

放射熱CT︵エミッション・コ 定に役だつ︒ガン診断へのラジオ

X線CTに比べ︑①形慧的チータばかりだが︑従来の鎗化学的手法

うQCTはそのわずかな蕊を捉えンピューター︒トモグラフィ︶は
うるので出血梨の場所を正確に矧

Vの加速器で皮縄ガン・肺ガンな

全性③生物学的灘性蜜金④徴生物

授︒

上などの追求が必要となる︒Cτ 塔

的安全性⑤巣遷学的間題の各側蘭

にとりだせるようになった︒ーー

笹外に出た蒔とはX線減弱痩が遡
飯屡藤織藥京都聾爵院付属鍔院核

ンマ︵アンガー︶カメラの最近の

解像力の潮上をはじめとしてガ

門家委興会は欝備の基本醜考え方

医学放射線部鍵︒

から評価が翻えられている︒羅鞠

として①放射線の過剰照鮒や添加

ASME

核流体制御精機の領域です

ら第三〜第六セッションのハイラ

⁝

イトを拾ってみた︒

一国

塾

．，

4

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで
す。単にバルブとして汎用弁と混同された
ら技術が泣きます。
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大会三濁醸の最終厨・米エネルギー●サイエンス社のS・

V・ナブ講社辱加讐輩崇大学欝欝教授︑W・W・へ

・

σ
ρノック米エネルギー憲︵ D O E ︶ 科 学 代 表 の 三 氏 が ﹁ 歓 会 に
〜質献ずるアイソトープ・総総線偏をテーマに講演︒工業プロ

◆

木材・アクリ

病院の場愈は常に先麗的な技術

RI利用を阻難せず︑かつ法的規

今後子力開発利罵擾期自画などで

しすぎるとの麗解が出されたが︑

荊単でのRI利用塞毒筆奮につい

れている︑と掲摘しながらも門機

遡入が行われてきており︑R1利 ての発表を受けて﹁法的規制が厳

と述べ︑放射線安全蟹理設備とし

設備の充実している機関が多い﹂

いる小規模樋設では︑RI利用で 罵について歴寅的実生があるため

器裟備願封小難源のみを使網して

の安金紺策が璽荷となり︑これが

響られるメリットに比較して︑そ

ルの商業生産
ウィット氏の代りとして説明に

制で安全性を埋めていくための力

と閥鈴掛超︒また痩谷川蟹第一化

策を明確に打ち黙す必要がある﹂

て廃液賠翻槽のない場台が一般病

大学の堀命二・四％に留塞ってい

院では八・九％に逮するのに対し

学薬品取締役は﹁廃藁物対曲が規

利解の発展を繊密している囲があ

立った田畑践は︑ウッド・プラス
チックを製造するプロセスの問題

の編愈でも︑縄々のトラブルが発

る﹄︑と述べ︑さらに巾愛冠施殺

る︑などの異体的データを列滋︒

因の

堀での獄−利用の遠き獄眠憲嚢

トをも蕎窪したメリット論を展開

究所ラジオアイソト⁝プ・原子

濠た︑小林罎敏藍本原子力研

もっと頁館に薯える必要がある﹂

する必要があると述べた︒

処理劃醐のスケジュールを明確に

子氏は﹁騒が少なく閥題はない﹂

これに対し金平隆弘熱帯庁漂子

法的規制︑弾
力的に対処へ

との発解が狸鵠されたのに灼し金

としながらも︑今後態蕎のメリッ

に考えていく必要があろう︑と述

トと環境灘のデメリットを相対的

法的規儲問題について﹁法律その

力安多選放射線安全誤擬は︑まず

狸機園構想について紹介したあと

として理解できるが︑原研炉が十

プ響黛部製造部製造諜長は﹁正論

が予楚されているRI泥亀共完美 恭Ψ田本原子力研究醍アイソトー

べた︒

ある一としながも門告承べ！スで

ものについては改正は難しい癒も

でいきたい偏と述べ︑黎偲司のス

は改正の方向で離向きに取り絹ん

ピードアップなど興体的な漁簾を

進めていると期摘︒また松井隆瀕

について﹁廃棄物処理の璽要性は

子力局技術振興課長は響胴物閤題

十分羅識されており︑単にR1

でなく稜極的に取り綴んでいきた

一食︑原研にまかせるというだけ

このあと飯羅正詩味猟都門脅院

い﹂と述べた︒

謡及し

付属病院核医学放射糠部長は︑ア

て﹁GE炉の至重はわが国のR更

イソトープ安定供給闇題に

確の貯蔵でも十分に蟹全かどう

今後の闇題煎について﹁萄機廃

廃棄物処珊機関は各種処理法の確

ると同隔にユ⁝ザー側も︑場禽に

いて処理装置の研究開発に努力す

蔽こ拓染動物死休の処理などにつ

と述べ︑今後の襖謝の必要強を指

を傑ちうるかなど闇題点も多い偏

分安定供給が行える程度の稼働率

一方︑原礼之助第二精工禽常務

ていくことが提唱された︒

漂産に委農会を設署し検討を続け

立︑畏短半減期核稀購処理︑行政

の引き渡

摘︒RI供給問題については今後
処理しやすい難聴物

よっては前処理に協力するなど
境放出轡型の鰐検討と明確化︑な

しに努力する必要がある扁と指摘

取締役はアイソトープ︒放射線利

どにそれぞれ努力する必要があ

このあと各セッション代表轡・

用分野での圃際協力の璽磁性につ

した︒

一方︑放射幹廃埋物を引き受け

臼太RI糧食に引き護せないのが 憂世＋ 年十月の原子力委員会決

と︑難ず小林氏が第六セッション

っていく必要がある﹂と述べた︒

ッションの概要が報告されたあ 途上園に対しては綿糖な協力を行

いて蟹田︑飯羅氏も﹁とくに開発

政府関係蕎ら九名が参加して行わ

る︑と強調した︒

る側の処理体制について町暇忠

現状︒とくに有機蔽休麗棄物は小

遮。

懸

生した数隼前にくらべ覇態は改繊

院についても﹁横葦内容の変避が

比較的設備の充実している大学病

使用が空流を占める時代に入って

兇られ︑とくに煙半減期のRIの の場愚見藁物処理というデメリッ

つとなっている︒RI利粥

法規相互間に璽襖・総懸などの問

されてきているものの︑規制関鍵

む薦がとくに強かった︑と強調︒

題魚があるため法規制の改薔を望

させる畢定で︑商叢プラントにつ

省はデモプラントを七九奪に運開

炉研膨萌次擾も︑原曜実態調査の

う﹂と掘摘︑そのためにも新しい

もに﹁男望暫も尊容など麗業物対

および皇運覆検査用などである︒

いては八二年から八五卑を門標に

策に積極的に繁り纏む蟹田があろ

することが必要﹂と述べるとと

熱︑電源罵としてプルトニウムー

している︒これはクリーン・ウォ

愈問題に謡及し﹁法規︑規格讐を
改めることによって重字の安全腔
を麗め瑠実上潮課メーカーも磯任
を負うようにすべきだとの悪兇も

に放射線叡扱空錘蕎制腰につい

少なくなかった偏と述べるととも

て︑﹁機器袋備密封線源のみの痩
用の場盆規制度より麗任範囲を眼
定された第蕪揮制度を設ける必嘆
﹁硯行のX糠作業並任蓄

とγ線透過身爽搬影穿任蓄制度は

がある﹂

一瓜化すべき鳳一⁝などの藤兇が
みられたと指摘︒これに対し︑医
欝機関での放窮擦管理の実櫨と問

浜松医科大学放射線科教授は金

題点について難事した金子愚生

た︒卑急に賦薩化をすすめる必要

供給体制の脆弱さを端的に認明し

か﹂などと悶題提超︒今後の対策

がある﹂と指摘︑これに対し鈴爪

のあり方について便用蕎は方鮒姓

体的な傾繭として︑濠ず﹁大学

このあと灘疑応答でフ喩アーか

このほか︑非密封R王の廃難物対 設噛規制の薦でアンバランスが生

蹴も傍用される︒これはストロン

上のベータ核稀を含む隈休︑濃度

ら﹁病院からの環境放出について

策︑教鞭調練などが今後のRI利 じてきている一と撮織した︒
用縦進のカギとなろう︑と問題提

チウムが欝す二次αは意蔽が必要

叢蕎が各脚門分野からアイソトープ・放射線利用の間塗替を

て問題点を摘撮したなかで法規続

うち葬破騒槙蔵邸門に綴点を絞っ
ためである︒

ーター法が八穴庫から施行される

本会議の巖後を飾る第六セッションの棊調テーマは﹁アイ

セッションー6

ィア研究駈はパイロットプラント

スラッジの処理に関し︑サンデ

で︑特に宇笛利罵には衛利である︒

整理統合を

規制法規の

趨した︒

発電用︑クリプトン⁝85の欝発光 させる予定である︒DOHと翼翼

それ以外はストロンチウムー90の を研究中で︑七八銀響までに完成

ARCOケミカル社の煽倉︑X

から概鋭した︒

糠を鍵い乾式で利用している︒木
材にモノマーを含ませ︑加熱して

必要で︑歎触媒法に比べると放劉

であり反応が始遜れば熱の除蓑が

一ぴに核分裂生成物︵FP︶︑趨ウラン元黙︵TU︶開発利用 璽舎する義倉は︑多蟹の熱が必要

・セスに対するアイソトープ・放射線の利網技術︑経済性なら

箏胃

線は非常にメリットがある︒また
乾式は効興はよいが冷却には闇題
があり︑湿式︵水プール型︶は安

ンなどの分野での蛮野が考えられ
る︒実際に便用されている例とし

て︑ウィスコンシン彊の勘讐学
校・ニュージャージ〜州の教会︑
酎掛け︑ナイフなどをスライドで
示した︒

R一 利 用 に 関 す

ソトープ・放射線利繭の逢展を期して漏︒まず原産・アイソ

摘出︑今後の利鎌を促進していくための対策のあり力につい

では蟹全管珊はほぼ間鴨なく行わ

特殊廃棄物対
策確立急げ

臼になる︒

詣周は処理休鱗の迅速な強化︑環

﹁蛸脚物処理閣題は今経のRI 廃棄物の司及酌小鍛化︑葡処理︑
利潮﹂澱も蟹要な問題の〜つとな
ろう﹂⁝⁝松尾光芳東京都老人総
舎研究所総盆研究部アイソトープ

は衷ず各研究施設の瑚状に蕪点を

研究塾長は蔑−利用分野での廃菓

あてながら門傷機蔽体︑面ヅ費以
ライ換籐照度補償偏をはかること

儒頼姓を改鋤していくことにより

短によって昭租五±二駕再に発燵

胃来大きな発展が期待できる︒

織

論

株式会社イトー串
札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
詳しい御問合せは・イトーキ鉄扉部原子力課 東京都中央区銀座H3一エ2電話03（567）7271〜8

嘱の現状が紹介され︑メリットや問題点が畷らかにされた︒

は以下のメリットがある︒①現在
熱キュアリング法と同箸な価格で

◇
本セッションは①省資源・省エ
提供できる︒熱的キュアリングに
金性︑冷邦醐で懸る︑など一長一

ネルギーにおける放鮒線プロセス

の役翻②工業謝溜の経済性③FP 便われる化石燃料のコスト願煽に
短︒

麗在はウッド︒プラスチックの

ル・ラメラであるが︑これは撫速

れているものとして木謝・アクリ

︒てゾ︒ラド以下の放射線が出る 鑑産が中心であるが︑次に四丁さ

線システム照射装置は小型で︑O

TU利用︑に別けそれぞれ発嚢が 伴い︑今後は経済的に萄利②電子

大単工学部教授︶が座擾を務め︑

行われた︒①は蟹畑来穂氏︵東京

る︒紙︑インク加工などには四分

に家翼︑サイフ︑手すり︑ランカ

一メガ・ラドを加工物に一分間に 雛を縫った方がよいだろう︒さら

が出きる無公害システムである③

S・V・ナブロ氏が蕾子線キ だけなので︑だれても近づき作業
ュアリングの商業利罵とエネルギ

ーの役翻﹂と題し発嚢︒豪たA︒

カル社建材製造部長︶が﹁木材・
の一メガ・ラド樫度で硬化処理で

E・ウィット氏︵ARCO ・ ケ ミ
二醤材のスピードで硬化処理でき

き︑印刷よりも高速で処理できる

穿な騰馬例は︑インク︑紙︑フ

アクリル襖禽体の商業画題に関す

席︒このため座翼の騰畑氏が送ら
ィルム︑金曜︑木材へのコーティ

る設謝について﹂と題し発表する

れてきたスライドを中心に概賂を
ングそれにプラスチック︑繊維の

という︒

説明した◎②は太瞬暢人氏︵三菱
加工であり︑すでに来國においては四十往ほどの会社が刷子糠キュ

予定であったが︑都舎により欠

蘭化︵轍︶常務取締役︶が座慢を務め︑士籔の共嗣研究である

る米DOε計画

トープ・放射線利纈安全対策峻討グループが実擬した様態調

主として便用済み琳甥から出てく

査の概嚢が報艦されたあと︑パ気ル討論で餐セッション代

る余剃放刷目物質を二一左軸する

※麟エネルギー繊︵DO駕︶け

簸趨であり︑化石懸盤を節約で

氏は︑岡システムは工業泪として

﹁アイソトープ機器利縮における アリングを応齢しているQナプロ

が代表して発表した︒③は座長に

経碕効果と問題点﹂を加藤㌶笑氏

て示唆に冨んだ難解発表が縮次いだ︒

傘対策検討グループ萎農鍵として

ための技術開発に毎薙穫万励の予

した機器である︒

一︑律淳規模の大きい場禽には

／四十におさ茨り︑回載期問に換

その効粟も大きい︒

報缶︒非破墨検査讐の巾規模旛設

長が︑線κR工・放射線難業駅亭 実範した実態調益の概嚢について

セッシ﹃ンではまず難燃文男座

算を興じている︒七〇万賭は︑セ
シウムー即を照射し都爺の下水や

の公憲をなくすという点から臨本

が門ラジオアイソトープの衛扇動

において特に磁要であると絡ん

加藤斑央氏︑W・W・ヘノック氏 き・工業キュアリングにつきもの

矯に関する米圏のエネルギー省の

ふん尿処弾礪究のためである︒

だ︒

つた︒内容は以下の適り︒

謝簸㎏と題し共蘭論文の発表を術

◇電子線キュアリングの利用

加藤氏は以上の摂究擬果から︑

絹展の違いであり︑この現禽のC は笈金管押に用いると饗しい効梁

約二距五十田で圓響町能てある②被膜響さ諸差堅手ではβ線凝用いるものより蛍光X糠を用いるようになってきている︒熊たる二次は

評価することは︑今後の利用拡大

／Bは〜／三十〜一／天彗9石蟹 がある︒

R一機器の経済性と問題点加藤氏はRI機器の経済効果を

RI機器の経僧玉手を次のように
まとめた︒

ナブロ氏は電子線キュアリング

と︑技術的嵐歩の傾向を知るため

〇九％のイオウ分に稻饗する瘤犠

イオウ計餐シーゼル紹の場脅○・

〜︑工程管理︒品賃管理あるい

の新しい分野における進歩とその

に荷益な資科となるだろうとし︑

一︑省資源︑省エネルギーに遇

各機黙の経済効果について述べ

七〇隼に入ってから麗麗および

企業化の臼状を紹介した︒

フィルムのキュアリングとし︑電

の増曜と脱硫網野の運妖経費の節

式によるコスト／利益法︵C／B のプラントの場合C／呂混一／十

郷すると7卜宥臼ないし二丁五十

?の轡済牲研究は三AEA方
減ができ︑二千デ勧／臼の牛藩精

バランスの波定とト

た︒

われて門数

④水分融μ籔鋼の分野で多く使

ができ︑コ⁝クスの節約と銑喉の

物対鍮の重要控を強調した︒同氏
比︶により厚ざ引︑飛騨彫さ計︑

／四ないし一

屠いられ娘めた︒キュアリングの

イオウ計および水分計の四種類の

で経婿性は以下の通り︒の鷹さ計

臨用機黙に限定して行われたもの

増薩が可能である︒ある丁場ては

一︑C／B比は

線アイソトープ︑紫外糠によるキ

方法としては独︑キュアリング︑γ

ユアリングが利摺されてきたが︑

程製造容籔⁝葡ニナ誘／欝の抄紙

一翼特／︑ゾ認を超える紋体などは 瀬田末RI協会常務理璽付は︑昭 れた総掘パネル講論では︑各セ

これらはエネルギ⁝のムダが多

機のC／Bは一／三・一六となり C／B建一／二＋である︒

一︑機器の竹能改議︑安金姓︑

い︑不場質になるなどの欠貞があ

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）5711

工場

第6セソションのパネル

5

る︒しかし︑電ア糠コーティング

塵隠串 原子力特殊扉

るヘノツク氏
質問を
●

一

子加漣黙が極々の硬化プロセスに

ム，

含

租52年12月唾5日
新
子
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刷

業
産

に耐えて︑核燃糾サイクルの
この運転は︑二年問に限ったもので︑三庫以降については醐際核

臼本が面詰してきた﹁単体抽礁﹂運転を認めるところとなった︒

原子力界φあゆみ﹁

カーター・ショック

轡科サイクル評価協議の繕論を衛って︑凹米が再度協議し暇す収拾

を一応簗きあげた鰯︒来罵エネルギー省発足に絡んで今慶︑

霞が関騨隈を揺さぶったβ本のエネルギー省新設構想の騒動︒反原

策だが︑※側が﹁平頽利用﹂と門核拡散防止﹂を気立させる道を

環

揖処 理 の

四瞬電力・伊方〜署

原発裁判

子力の住罵運動から聞われた初の

を

探すことで圃意した点は漆同される︒その慧味で︑R木は

一方︑米側の虫張どおり混禽抽出運転をすると︑葉海施設の改造

することを︑来側は挺めなかった︒

に﹁騰際蛮察籍︑施設従業員の安盆上︑非常に闇題がある﹂と記載

放射線を浴びるスパイク法まで含極れており︑秘踏共同蕉門報欝欝

ずしも揃わなかった︒十閃モードのなかには︑従業農が致死還近い

をめぐる十四の代替運転モードについて︑下側十一入の肥駈みは必

海施設に話する鐵踊轡門蜜による砿ち入り調脊であった︒罷命抽出

交渉のヤマ場は︑実は六月下旬から七指中旬にかけて実施した東

名

炉訴訟が紬異し来奪四月に判決が下ることになったi⁝︒今山一年

を取る日米交渉

を取ったと騨価できるだろう︒

捨て

実

実

間の原子力開発のあゆみは︑これらの断薦を描きながら総盆エネル
ギー政籏における原子力の位躍づけの道を模索し統けた︒原子力船
むつ聯詩を教訓とした行政開発体制の麟新法案が二月︑凶公に提出
され十月に薪体制のスタートをめざしたが︑厚野党の禽愈が得られ

を捨て

ないまま来無に持ち越されようとしている︒

名
一月︑就任疇後の記暫食蝿で予想どおりの決悪を表明したカータ

時間連続運転に成功▽演相︑遠方

W炉設爾を許両

畑倉エネルギー政策樹立と国民的
禽懲形成などで提認

海外

▽七日

来大統領︑︐再処

理翻繕と蔦慰留開発延期など盒む

▽二十悪業

作業に葱手

動燃とトビi工業

が人工舎成璽母を使った新放射性

麗溶媒処理法開発に成功と発嚢▽

新原子力政策を発表▽米大統領が
エネルギー教潜︵二十田︶︑核防

▽八日宇野科狡庁八一︑米斬
原子力政策決定で﹁爾国にとって

▽三や一日徳山籔達と蕊菱金
属︑初の海水ウラン採取・精錬実

ン開発で寝性能図嚢材の開発に成

動燃と三菱レーヨン︑蟻贔位ウラ

原産︑愚子素敵篠

仏︑原子

エ

罐駅賦︑

盟叢薄懸

電力串央研究飯、n本アイソトープ協会、象大τ学部。原升力研究旛設、乗北大学・金属材料研
究瞬、東京都立アイソトープ研究瞬、放射線撚学総会研究所、電気素躍研究所

⁝iと霊張しているため継続籍蒼扱いとなった︒行政懇筈繭どおり

今後の政治折衝による打開がのぞまれるが︑⁝腰間も総会でタナざ

学界論争

らしになっている禦実が︑園民の醸にどう嘗るだろうか︒

どう裁くか松山地裁の

原発問題で揺れていた照独では十一月︑政冊数覚の往余鼠t党

として闘発する万向を打ち出

︵SPD︶大金で︑蕎炭エネルギー政策を優先し原子力発畿は
ネルギー濡給の不均衡を埋めるもの

した︒原発愈面ストップを提唱した左派の睾張をかわす政論的解決

醐の楯小輩をまとめているが︑シュミット政権が近く策定予定の撫

といえよう︒これに轟きだち同じ与党の自由民蓬党︵FDP︶も謝

一方︑凶内では四獺電力・伊方一膨煙の訴訟が十月二十七欝︑四

しいエネルギ1政策がどうなるか︑波麟されている︒

奪二か月ぶりに結審となり︑来隼四月一⁝十五鐵に覇決が下ることに

の結果によると︑原発については自認は七八％で︑張芝が一七％と

首相︑伊方︻言写

政策法薬︵二十七日︶を議会に提

▽二十六円心衆院科技特︑原子

炉等規制法一部改正法人審議入り

社会市臨遮禽︑五犀

▽膠嚢協が第九園原子力細金研究

総合発表金

▽三十田

▽烹十一懸

關の原子力モラトリアムを提囑

給管開を表明▽十七日

一事州︑ウラン供給に関

力エネルギー凋係関僚叢を設躍▽

する新傑障措躍政策発表

（発鷺所關係）機器その他の梅染除去、定期検三時の除染・サーベイ、核燃判装蔚・交換作業、
掴入被曝讐理、親愛衣類のランドリー、冷翔取水溝の清掃、廃主物の運搬、変電所・空調設備運
転傑守、施設内の補助黒購並びに営繕業務、響理区域内除染および浦撮、曽通屡城清掃
（研究施設関係）RI放射線取扱実験室胴震コンサルタント、施設の故造・解体、廃棄施設弊備、
機欝の除染、各種寵棄物の処理、ブイルターの交換、空闘線暴率・悪鳥汚染寧分布瀞1定、空調設
備運転保守、管理区域内除染および清描、普通磁域産婦、浄水論理

である︒

か

科学技術

にエネルギーを孚に入れたくない﹂というもので︑エネルギー多消

なった︒原告︵儀民︶側の霊張を要約すると︑﹁核蔚代と引きかえ

凝の能代社会を批潤し︑蜜全性論豹を通して現代人に対し聞いかけ

り︑敗府︑膿子力闘がより一環の努力を亟ねなければならないと受
けとめるべきであろう︒

従来より少なくなっていた︒しかし︑不安を感じる入が六八％お

したことで運転開始の

諮問

で四十九奪秋のむつ噴体以来︑三熱間ストップしていた原子力船開

富囎

を十二月二心に発効させられることになった︒

はかけられない﹂と談判したのは当然であろう︒
日本側が転換施設の着工を二蕉聞

脳力業界︑海外委託再

一戦賂でシンポジウム

▽五B
処理で厳探繊派遷

▽八賦政府︑滞船裏業団法改

出︑二十九田には圏家エネルギー

新自由クラブ︑昭稲

功と発衷

話発表

計画発表

満尾のいく政策樹立に努力﹂と談

職人五十二年度脳力

験に成功と発銭︑召四十九ザ綴の

▽十四臼

原子力委︑長期
▽十二圏

計画改定に着手

六＋瓶銀原子力五千万KW開発な の確認と憲明で撰麟︑政溝の繍極

原塵︒地城閣翌財

政開題検討会が豊州健脚のための

努繭刀うながす▽原産が第二十六殴

海外▽二藩王AHA憲催の

通欝総会

する国際会議︵ザルツブルグ会

原子力発磁と核燃桝サイクルに関

議﹀開く▽十五臓イラン︑放劉

原子力委︑動燃東海

と発表︒※はインドへのウラン供

原研藥海硲究駈安瀬 性廃棄物貯藏で砂漠を提供の用意

▽十八日目原畢力塾本法等一部

▽二十日

工学研究榛が完成

▽十九B

改正法纂︑衆院科技特で審議入り

りの安金建を諮問

修技術検討委にむつ燃料樺抜きと

▽十七優政府︑むつ総点検改

ど蝉騒

高速実験炉﹁常

原子力委︑原子力

畏崎県議会︑核抜き

薫処理施設のホット試験計癬は妥

条件にむつ修理受け入れ岡響▽融

▽豊十賑

︵五月三十〜日初会倉︶

開発利用長期計画改定を正式決定

▽二十六臼

糧が臨界

▽二十四日

三法の弾力運糧など要望

地城対策強化策をとりまとめ電源

▽一〜十一日

㎜画

イエローケ⁝キ液を採取と発表

海外▽七田仏フェッセンハ

佐世保南議会︑原子力

再処理交渉圃渡来

原子力学会など関遮五

然派遣のザルツブルグ会議参加欧

当と極相に欝朗▽原子力蛋︑擬設
計課広瀬部会の設躍を決定し改定

州原子力視察團︵堀一郎無二︶出

〔原子力関連営樂種昌〕

この闘︑戦国が提唱した国際核燃料サイクル評価協議︵INFC ワン︒パッケージとして運用すれば︑そういった恐れはなくなる︒

﹁平頚利用偏と﹁核拡散防止﹂を講立させる技術をめざして今後︑

E︶の設宜総会が十月下旬︑ワシントンで開かれ︑黙思四十か国が

ニウム利用︶ではわが岡が英麟とともに議長国に選ばれるなど︑今

二年閥の協議を始めた︒とくに第四作業部会︵主に再処理︑プルト

後の国際協議のなりゆきが崖隅されている︒

行政改革法案︑国会審議進ます
日来交渉で揺れた霞が関は八月テープ︒ガバメントをめざす行政
改通好︵エネルギー省新設もその一つ︶で擶さぶられた◎十月一闘
発足させた来岡を見習う単糖な発想だつた︒米岡は二十〜世紐をめ

︒したがって

ざした覇技術開発を組入れているのに対し︑隣本は巌圃の石油離策
甘い構想

まで飛びだすありさ京︒また︑エネルギー行政を

のみで技術開発は二の次ぎの

庁解体説

断に簗中させる点で賜題があった︒ひと混早くまとまった原子力

に逆行する構想といわざるを響ない︒

行敢改革法案は門二線﹂と﹁安全規制﹂を分離させているが︑これ

を法廷に持ちだ

広がりをもっている︒しかし︑〜種の

学界論畢

ている︒単なるローカルの反灼運勤ではなく︑社雲脚詩味は深さと

原子力船開発工業団を門五十五奪ナ一月三十照まで﹂蕎続期間を延

本世論調査会が牽月二十四陰発表した全課エネルギ⁝間蓋世論調董

した嚥もあり︑麟突鳴石に棊つく戴覇所がどんな裁きをするか︒日

閣係法案を審議中の衆参両院の科学技術振興対策特別委員会では

大改造になると十四隼間︑一ギ一億賦にも叢ずる︒簑鰯醗には︑米

長すること︑核防条約に基づいて行われる環際康子力機関D醐際査

には︑簡単なもので覧琿潤︑二懲四千万騨の歳月と経鑓がかかり︑

にして︑戦後の鰯米外交望上初めてといわれる対立脳係を噛みだし
麟の雫張は

二法薬が十︸月二十︸日︑与野党蟹成多数で司決︑成立した︒これ

察の大半を︑政府の窟霊査察で代行させる原子炉等規制法の改正一

ー※大統領の再処理凍結政策は︑三月の福睡・カ1ター会談を契機

が入る︒第藁次交渉で︑字野科学技術庁蓬欝がスミス歯席代衷に撫

カナダ︑原子力

炉増設を許可
澱本原子力学禽など関

旛設計志まと認る︒原子力四八五

▽一露

＋芳KW碧手へ

米原子

イム原発臨騨▽二十一日

撮子力蟹金局に保騰

力政策グル⁝プ︑再処理硬結と腐

▽十八日

ンポジウム

速炉開発延期を大統領に勧欝▽二

措麟課発燈

十三臼

西独政府がエネルギー下

連学協鼠が第十欝圓原子力総軍シ

▽三日隅隅の中部原笹力懇談
食が二十周年記念講演とパネル

一日

▽六日

▽

成多数で可淡

船むつ鰺理港受け入れ譜聞案を螢

▽〜澱

陽﹂が臨界

高速実験炉﹁常

函国

▽四欝 敵府︑NPT保縢描羅露を改定︑原子力は八五鋸四千五
▽十九照イラン原子力庁A・
蕊万KWから三千万KWに縮小 エテマド総裁が科妓管長営を表敬

使用済み燃料再処

第十阿原艦八次大服照⁝

協定に浮名▽木川濁一隆氏逝芸

▽九田
く

▽二十二田

府︑原子炉等規制法一鄭改正を了

理の問題などで鐵米領脳門出▽政

長晦県原子力澱む

承︑罠聞再処理法諺韓語へ
▽二十三田

⁝＝＝⁝帥冊層⁝⁝＝≡輔≡≡凹

発は再麗されることになり︑また国際原子力機関との侃瞳摺躍協定

再処理の無期延期躍であって︑臼※関係に大きな煎裂

た︒羅年︑強襲にわたる交渉の緒渠︑九月の闘※共周壁明で一図の

し﹁政治家扁として﹁闘本のタックス・ペイヤーに対し新たな犠姓

た︒

淡魑がつき︑九月二十一百︑欲海再処理施設は待望の試運転に入っ

ウランーープ

この間︑四月から五月にかけロンドン核クラブ協議︑先進七か麟
酋脳会談︑ザルツブルグ国際金議が相次いで開かれ

台懲をみた東海施設は︑十〜月十月︑プルトニウム溶液の初抽出に

をとる西欧諸書がカーター新政策に対し強い疑問

ルトニウム路線

しかし︑軽子力行政改血法難はとり残された︒野党側は①

の門原子力安全二塁藷では費任の所在が不明確であり︑

成功した︒硝酸溶液三六・八認巾にはプルトニウムが八一九・五輪

委員金

禽窪れており︑四十四黛三月︑原研が異験察規模で初めて成功して

行政委員会

に変化していった︒当初の﹁再処理ストップ扁が﹁混禽抽出﹂に軟

これを

を投げかけた︒こうした国際撹論のなかで︑来國の離日政策は徐々

以来︑八琿鷹にして動燃事業園が工場規模で手に入れた技術の成果

▽一一十六日 門口憩三子力協力協

▽〜日

定改定交渉入り︑査察の麟題など
焦点に
溝外

政府︑原子力二本鷹

▽二十二日政府︑むつ定係港
撤去の罷れを胃森県に遜告

鱒国
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に改めよ②原発を︑通産雀にまかせられない

化し︑さらに﹁混舎貯蔵﹂に変わり糠周は条件つきとはいえ従来︑

珊珊

日加原子力協定
正勲等を白鼠に提出

▽十九日

ー対策抵進閣僚象議設灘を決定︑
︑財源描隈含め多角陶検討へ

施に移す▽六R門来EDエA︑核燃︑▽十誼﹃政府︑総禽工累ルギ

輸繊に関する係障措齢を強化し実

尉糠基躍を制定︵一般人に対する

料サイクル施設からの環唖放鳩放

改定で交渉入り
政府︑艦源開発偲進対

英議会科学技術蒋

りース会社門オーシャン︒キャス
ク・りース﹂を設立

▽二十八罠原研の水素ガスル
ープが⁝重工熱交換性を実読

海外▽九臼西独の州裁判駈
がブルックドルフ原発建設工事中

政府︑日米再処理

つ五金哲研究委が報管︑燃料体抜

▽二十九鷺

挙藪が放射性園蓋附瀬物の深海投

甘会経済国民会議︑野

議

議

讐
響
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原
▽五日

足▽二十六藏

ミ；・カーター翫就任︑新敵権発

ムなど︶▽二十賑来大統領にジ 箸一部改正広案を困金に提出

隼闘鍛大金身被曝線蹴二十箕ゾレ

部改正し

温掛水影響調糞蟹の隣接都道府県

策特別会計法施行令を

への交付も欝欝に追加ノ
▽ナ一難＼有沢原薩会辱・土光
ド
経蹴通盆長ら福膨着橿︑照中通塵

政府︑エネルギー関係

ユーラトム七か

き膨理を提蕩
麟︑王 A ￡ A に 層 P T 保 溝 上 課 の

止指示▽十七田

蕪

閥膿念議で原子力政策の推進強化

受入れ体制整うと通塞▽二十

決定▽動燃再処甥施設︑第四次ウ

▽一睡

が便罵済み燃料輸送剛キャスクの

伸
槽︑字野科技庁長窟など政府酋脳別餐がSG薮WR鎌継で報億
轍㈱ ▽二十四闘 伊藤忠と醗立造船

昭和五十二難度一般

で閣僚会議設置

灘轍継一箪
開く
▽十九 日 窮 民 党 ︑ 総 務 会 で 原

▽二十日

子力安全委興会の設躍を欝欝

田本核燃料関発の照射

交渉で核燃料対策特別会議の発罵
▽二陰

ラン試験を開始

カーター米大統領が七八謹上修正

会欝原子力関係予算が成立︑濃縮

を決驚

実証謝醐などに総額千鶯七十簿円

予算を議金に捉出︑毛帯炉関係は

日本生禮性木部︑

後試験樋設完成▽日独爾飼︑高湿

▽二十四臼

▽七日

原研OGL11︑棄
出でシンポシウム
二纈蓋置減▽二十二田

r

ロヘリウムガス湿度一千獲C︑蒼

▽三十総
ガス炉研究協力協定締結で禽慧▽

来議貧J

原子力聞発の社会的コミュニケー

CA￡の廃比決まる
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隠隠研究開発機構が擾期エネルギ
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喚
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▽十二臼

えて﹁再処理の凍結﹂﹁高
速炉開発の延期﹂など新原
子力政策を打ち出し内外に
大きな反響

▽原子力発電の安全論争
を裁判所に持ち込んだ伊方
訴訟が四年ぶりに結審
▽米新大統領に就任した
ジミi・カーター氏︑フォ
ード／マイタi報告をふま

▽高速増殖実験炉﹁常
▽豪のフレーザー政権︑

▽難航をきわめた日米再
処理交渉が妥結︑東海再処
理施設は待望のホットラン
を開始し︑プルトニウムの
初抽出に成功
▽艮町原子力産業会議と
ソ連原子力利用国家委員会
が原子力平和利用で初の眠
ソ協力協定を締結
⁝陽﹂が臨界︒わが麟は米ソ

国内ウランの開発と輸出に
条件つきながら ゴー・サ

エネ調原子力部金

原塩︑欄人被曝デ

欧州五か国が高

σ

▽十一欝

▽十臓口

興野科技庁摂窺が該

興産︑略図掻餅勢下

凹ホ科学轡禽議が原

▽二十慌田

口立と東芝︑寓士

発聞題でシンポジウム蘭く

▽二縛臼

懇の資念対策分科会が誤聞蝦告

委員長に手懸す▽エネ調薬本開題

の原子力開発で提猛まとめ簾子力

▽十八隔

不拡散と平和利島両立で平和賞⁝謡

▽十五日

簾峯力委員に村田茜

トプラント建設胴地造成で銀入れ

鋤賜︑濃縮パイロッ

▽エネルギー利罵と核不
拡散の筆立をはかる国際核

・

燃料サイクル評価︵INF
CE︶設立総会開く︒日本

日

墓本政策小委が初会禽︑原子力発
囎規模想定と核燃揖サイクル麟業
化資金確傑などで検認開始▽霞塀

▽二↑五十

運金長に軍岩外観氏

▽山田

出す

英仏にならび五番目の 高
速炉クラブ 入りを達成
▽核拡散防止条約にもと
ずく保障措置協定が発効
▽総合エネルギー対策推
進閣僚会議︑エネ調需給部
会の暫定見通しを了承︒原
は再処理グループの議長国

イン

子力発蕾咄は山ハ十年臨雲一王よ二

ひ

通順順向け珊珊擦確視概則委託費

対策特別会刮法施行令を改正し都

百万KWにペースを落とす
鮨相︑集海再処理施

設への便屠斜み燃料搬入抵承︵十

原研理るに櫓永博段
敷溜︑霜源開発健進

庭晒に入ったと発表︒

ータ融鐸搬処琿システムを開発し

▽二十九罷むつ総煮検改膨技
術横討姿が杉撚料は安金に抜ける
などと報撫▽被曝三十二周隼原水

海外

速炉研究聡発協窟摘蔽︑新館社設

立へ▽十⁝鎧※︑遠心分離法濃

縮業場の建設決心▽二士爵O
ECD︑理灘金で放射性廃旧物蔽
洋処分に関する多国闇協議・蛭視
機構の薪設薦める︒

隔囲

配

羅機︑三菱璽工四社共岡のFBR 海外▽羅臼来エネルギー省
求る︒※会計検萱院がクリンチリ

．エンジニアリング鱗無傷スタート 新設法案に大統領が愚直︑設罵決
▽エネ調暴添間題懲のパブリック

バー蕩速炉計顧続行を励欝▽十八

霜工認葛は違蟹の疑いがあるとし

し

¥丑縷︶▽茨城原馬力文化セン

船禦業貸主と原子炉等規制法両〜

ター展示館開館▽衆院科技特︑回

部改正法案を膨正し可淡▽学術会

が総会︑原子力安金性偶報セン
賦函独認裁︑SN冠f笹OO議の

アクセプタンス分科食が中間報儀
原笹力委︑縮聴刈

衆院外務婆︑翼P

タ1設立の勧簿など採択

▽二士二三

▽二十八鋼

海外▽一田来エネルギー雀

︵DOE︶がスタ1ト▽十殿

▽十六厩

イラン︑仏に原発二蔓

西

独の轟遼実験炉KNK一∬が臨騨

燃繕政策を発衷▽十九巴

漂挙力ヂ⁝

縄力十型と疾城県漁遮

に指一爪▽至論五日

▽五田

酌量独︑社臨党

NPT駁鰹描暇協定発

原子炉安全騨門購査会

原巌︑熊谷科学捜術︑

が川内炉は安全と襟子力委に報簿

▽三厨

談会

効▽原子力文化振興財団が敵党座

▽二臼

協定が発効

NPT保障措置

図回

のエネルギー方針決める

大会で門口子力の開発も必要﹂と

慮

営來N筑C︑クック原発還転簿

顯独と原発四屋発癌で契約▽十二

購報審議会設羅▽十臼イラン︑

海外▽九廻仏で漂子幻発確

逓薩大潮に蛭木緻四囲

足︑科技庁擾篇に熊谷恣二郎殴︑

▽瓢十八昭癌自室遇内閣が発

子力施設と沿犀灘洋シンポシウム

滅を喬淡▽原蜜協など六園体が漂

値上けと管玉

二十九肩から濃縮サービス料金を

産炉が運転郷止▽※政府︑十一月

行便︶▽二十七賑GEの残−生

庚︵十﹁月華厩に大統領は捲同権

チリバー隔速炉計画継続予翼を司

院合岡協議会︑八千万がのクリン

米上下両

楽で諸

船は累テレダイン廿と原子力機器

伊方原発訴訟が四

▽棚田

を公布︵十眠から施行︶

が燧用済み燃料搬入に伴う導出港
設麗て涌業補髄協定に調郎
通産劣︑軽水炉改慶標

運繭省︑放射性物質

原産とソ遠原皐力利

量︶総会刷く▽二十霞

念核燃料サイクル罫価︵1飛FC
原研︑核融禽研究で

瀬藤象二氏逝去

樒嶋刈羽漂発建設

▽二十六臼

囲畷

三ぶり三審︵糊淡公判は来黛四月

▽二十七麟

て東電と棺爾市橋孚どり提訴

反対の一部地元民が入会権めぐっ

▽二十二臼

▽一一十日

成果報告会

▽十八磁

に関し技術援助契約紬ぷ

sM鶏認定を受くと発鍍︒三井遊 を正武発注QDOE︑使用済み核

決定

ャ⁝鉱山開発とウラン輸出許司を

籔州政騰︑レンジ

二四は安全と葭櫻に矯綜

︒

動桝が報告と講演の会

始▽二十四臓

T亜聖描鷹協竃承認を鰐決

照照

原畢力月評長に田本

蔵欝に概算璽求

憲法裁判駈での霧理を要求▽二十
● ▽二十九薦 科捜庁︑五十三隼
度原子力予灘千照覧十蒲郡円を大 田 韓國︑吉璽一暦機が試送電糊

▽三藤鐵

賢三践

留

伊方原発訴訟が
四年ぶり結審
▽四日療艦の北陸原子力懇談

▽五日

蓋拝グループ︑カナダ

按が発罵︑食長に筥太郎氏

▽六田

北躍と岩内町議会︑原

のウラン探鉱で薪金歓設立
▽七臼

物輝学会が翻立山礁

発建設三雲協力の蛍欝に調印
▽十一日

藁霊会
▽十三陰原産と船櫓︑遊船の
叢團体が原船事業団の樋久的な研

日ソ民間原子力
協力協定調印
究開発機関化など原子力船研究闘
発強化拡発で提言▽原了力委核燃

科技庁︑放射性物敷

禰羅緊︑核燃糾税新設

料サイクル懇が報焦講
禰謝県︑土曜繕税新

▽一調
▽十四闘

設を廟治省に串謂▽原研︑多閣転

▽十弗温

炉研究で威興膿議会

▽五蟹

▽十七B廉芝︑鶴見工場がA躍化調査翻︵内田秀雄麟擬︶出発

輸送関連鷲︑規則を改正

▽七田喚海再処理灘設でプル

ウラ︑ノ濃縮に関する

トニウム初抽出に成功
▽ナ四測

敗府︑萸独との科学

日慰協議闘く︵外務省で︶

▽牽六日

▽十七日

技術研究協力交換公文に調昂

▽ナ八日

筈輸送闘連壷鐙興を改正

▽動撚理噴疑に瀬摺正男氏卿格︑

用国家霞︑原了力協力協定に旧聞

▽六田

原子力論又化振興財隣理

河太遙艦両大筒招き歓迎牛さん会

襲長に松楽派氏

／

O

射射

照照

験託

試委

︑

◎

羅

財団法人放射線照射振興協会

▽二十一田

罠社党︑総台エネ

ソ原子力協窟で会談へ

森原薩常任理禦モスクワ入り︑臼

▽二十七日
ルギー政策確立で原子力積極開発
を提欝

仏とソ連︑高

▽二十八日簾海再処理施設田

海外▽十二賑

※愈岡調蕉入り

濾燐麺炉開驚で技術資科を交換▽

西独︑原子力輸出に関し舜開

麗工場拡張で公聴禽始まる▽十七

十日臼英︑ウインズケール再処

賦
▽癒独︑第五次エネルギー研究瀾
雛四か年計繭まと謀る

回画

エネ庁に原子力

資源エネ庁に原子力発

発電安全課新設
▽⁝臼
霞安全課薪設▽原解力軍和利朋に
関する田覆協繕開く︵外務省で︶
▽科技庁原峯力安金局撰に牧村繕
之医▽動矯理覇に三沢公慶段

▽十蕊藤岡鋤県︑動燃の濃縮

神戸製鋼︑化工機工

パイロットプラント建設に越階
▽十四田

▽引臼聞

場がA S 鍛 E 認 定 受 く と 発 表
▽十九田

伊方〜腎機が無二運
癒開始▽無力講社︑仏総命核燃料

▽鷺十日

支部発足︑支部擾に暫田光雄山

▽二十九躍原子力学会の藁北

溺野藁蔽氏返り映く

▽二十五臼爾森繋むつ窃長に

に壇花秀武氏の就任決まる

鰻楚比世界大玄開く
▽二士 百IA8A細務次飯

炉は安金と訓解

▽二十

▽五撰放鷹研︑短薄命R王を 五隣︑JPDRの四集命体搬入︶の交偲など追認
用いた新診断装躍﹁篇速ポジト塒
ンカメラ﹂開発に成功と発衷

▽十一臼粟海淘処理旛設の運

テートメント発日▽蝦源エネ庁原

転入りめぐる臼米倉周調査終リス

子力発電安全課長に逢坂園一山

ルギー金垂釣潴欧藪僚子力視察団
︵大指感一日目︶出発

▽三臼原安協派雌の菓欧藷燭

▽二十田

静岡県漁通と地元漁協

東海村長に凋鷲山彦

東電労組︑柏購刈羽

原子力関係機閥駒門縄査隙︵阿部

香川藁多度津町議会︑

史郎熱闘︶が繊発
▽六日
大型振動実験装鷹建設受入れを鷲

▽七澱

成多数で可決︵七日協定潜調印︶

が原発灘水で脅つたタイの稚魚一

▽十一田

栗晦掬処哩纐設運転

②⑧

後任副理事侵には金岩芳即氏

▽二十一B参院木会議で原船
嘱業団法と縫子炉摺規制法の帰一

原産︑筑十干薙度予算

八州総選挙翻

一

編威に閲し立地敢策の拡允など敷

▽九黛

ープ玄議開く

都改正法答およびNPT傑同日麗 ▽七日第士瓢回漕本アイソト
協定承認の三眠仲がいすれも二成
多数で可決︑成立
衆貌穴会議で二子

▽十B

予370−12

喜劇原子力研究所内
O273榊46−1639

群馬日商雛市綿鑓町
τ冠し

．

撫

▽二十五暇

▽海外

府に愛囎

騰党・地方覧連合探℃勢力が勝つ

力星本葭簾一部改正法藁の継続奮

で女川原発建設に閲する漁業槻消

放射線照射の利用

核燃料サイクルの一端を担う 塙益謬

一一

査決まる▽女削町魚協︑臨時三盆

u，分離精製出置

⑧Pu，

繋（⑪3＞541−219三

東月齢中央区銀雌・4−40−4

來球支店

万匹を遠州灘に放流

▽十二嗣

氏再選

戴独︑仏COG

会社COGEMAと再処理委託契
凹

勺こロ
周章
室こ謄 蚕

▽

入りで田来共岡決窟︵※国務省で

海外

調印︶

原子力委︑濁際核燃

人形峠鉱業所に
濃縮施設建設へ

懸罐

爾核燃胴加工諸設備
⑱核燃料輸送容器
⑧核燃桝交換一覧
⑧核燃料取扱機器

號

費①6＞488一ど501

本圃工場参糠膳尼蜘｝馨抗齪｝1翻1−1

（原研JPDR動燃再処理工場間輸送嗣，

醇木村化工機

KKlO型使用済核燃料輸送容器

人夢話叢部大阪伽北蘇亀梨町46繋（06）隣5−6261

轡桝要紫4本入，重量25屯）

▽十三醐

鶏MAと湾処理委託契約▽十四田

を協議するため王NFCEP対策EC委︑エネルギー対外依存度

料サイクル評価でわが灘の対峠策

を爺O％以下にする新酒標を設走

金原協︑核轡科税認町
など地域政策改装を政溝に嚢望
▽十五総U疑猛NCOのカーペ

▽五臓
▽原子力委︑核物質防護魯門部会

協議会を談躍︵二十二磁初会禽︶

ンハースト濃編工場が完旗︑ひき

ﾆ度豊漁政策六項目まとまる

エネルギー対策など尊霊憲の五＋

対照て原子力委に最終報岱▽資源

が夷瀕﹁警機甲側管上編の原困と

通涯︑科学技術無二庁

が第一次報欝器▽首相︑使用済み

つづきトリカススタン丁場も▽二

▽九日

御料のせん断・溶解開始を山添

米不入︑核防

日ソ原子力協力協窟の翻印を終え協定奮をとりかわす有
沢原巌会畏とぺト鳳シャンツ。ソ連原子力二丁畏（左）

◆◆

議開く▽二十八口

鷹

今年の主な動き

政策法案を町決

総

に

ボ

蕊

践

原子力界に拾う

︵動轡︑ごナニ田からホット試験 士ご鐵第唖圓麗界エネルギー金

▽十六澱原屡派逓の世界エネ

入り︶
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新刊予蚤曇黙黙の司
一総合的品質保証体制の確立方法とASME認定収得要領一

ξ

E二ngmeers

＆Constructor＄社

☆これからのQA体制の確立，

CSA

QAエンジニア

ASM8

U

・

U2

・

母受講科

一
團團聚落團隅麟團

猛悪における効果的品質保証体制確立のために

第2章品質保証要求事項の比較検討

S

筈の災なる要求を，

QAの霊場から共

第2部米国UεC社によるQAエンジニア養成プログラム

1名につき32，000円（テキスト・昼食代含む）

聡懸灘灘醗闇路醗

一羅醗圏

醗懸銭麗醗編隊翻
醗一
原子力品質保証のマニュアル遂に完成〃
働国阻

照騨一

第3章 品質保証マニュアルの作成方法
第4章 ASM巳認定証取得のための手続と実務要点
第5章 ASME工場審査チェックリストの研：究
第1章

沓

通する73の品質要糸から分析をそ∫ない，総合的に品質出漁マニュアルを脅成する予
μを、．マ署する。更にASME QA体制の【1｝｝題点を検。彗し、 ASME認定轟躍取得と
￡1イ∫QAシステムの改善について総合的な撰導を行なう。

育成のためには関係者必携の本確的指導書！
主要内容
第1部 品質保証体制の確立と改善
第i章

託

QAの全範囲を。糖ilに解。聾する。特に10CFR50B， ASM冠 NCA−4134（N
A−4000＞，ASMB 醤CA−3860（NA−3700）， RI）T F2−2（FBR用），
MIL−Q−9858A， ANS王N45．2， i璽1際原∫力機関1AEA QA Ccde，

驚編・著：田中元治、ヨ縫強磁簿／隣業轡蔽》瀞QA刀一廓宇プ
著：Unlted

＝@

．・

米国における基本的法規とガイドライン

廼

一

蕊

隔國囲睡國麗翻麗圏騒圏

囎ASMEスタンプ取得のためのマニュアル作成時のチェ
ソクリストとして不1！1欠

⑳一臼で比較対照できるように編集された関係者必携の書

圏・ASM鉦S・・1【i

DM

NA−4・・。・ASMεSeclll

D・vl

NA−37eO⑲米国原子力規制委翼会rOCFR50Appe舜dlx8⑲ANS
iN45−2③RD亭rF2−2T⑧赫iL一（≧9858A
以上6種類の条文を門の要繁に分解し、わかりやすく配列した和英

比鮫対照表

薩A4判・20盗品2G，GOO円（送料30G円）
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防護の思想で、陸・海・空輸送を安全に行なって
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私たちは、第一種放射線取扱主任考を中心に
経験豊富なベテランたけのチームを編成、多重
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新時代のエネルギー原子力発電所の核燃料、
医療用、学術研究用の放射性物質。しかし、その
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