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松永氏︑電発構想に反対
電発は反論︑電力側と話合へ
るので由信があるQといっても解
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金口昭士︵爽北盤力︶︑

ては現段階では力がないので︑原
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手力中央研究所︵受皿長松永宏

を分担する②フェルミ炉の燃料勲

鰻用の一部として五嘩間に酉万が

る︒

協会︶に技術者二十三各番派識す

近く渡張の予定︒

となどから︑禦急にはっきりした

難度の予算要求がゼまっているこ

原子力婁員会としては︑四十二
長石川一郎氏︶は七月一日︑わが

日本原子力船闘発露業団︵理藩

燭の原子力弗一望建造について︑

とになったが︑現在進められてい

態蔑を決定しなければならないこ

原子力工業︵舶用炉︶︑およびB

る見積諮の検計結果によっては︑

石川島播磨鋲工業︵船体︶︑三菱

＆W社ーバブ灘ノク︒アンド︒ウ

られる︒

再び難闇題に直面することも考え

イルコノクス社︵CNSGlJ
舶国の原子力第一船建造問題が
わが
胴炉︶の三社から提出された兇穫

炉分科会のニグループにわかれ︑

新型転換炉分科会および乙津増彊

四十＝年匹の陶圏無1について︑

とくに資金訂画をも含ませた昭和

して諮悶された動力炉開発項目1

同日弱で推進本部より幹二会に対

集原話の門ノ霞山会館て開かれ︑

團幹事会は七月四重午後二蒔から

進ホ部︵議長丹羽周夫氏︶の第三

原子力婁員会動力炉開発臨聴維

臨時推進本部が幹二会へ

動力炉の開発
項目等を諮問

淋昂蘭封し︑その内容を原子力婁

原子力婁員会は七日の定例葦葺

員会へ報告した︒

会で見積轡の経済的︑狡術的検討

毒行ない︑八日午朗中には原子力
舶懇談会メンバーの技術者による
再検討をし︑午後の原子力船懇談

子力覆眠会で︑原子力第一船建造

会にはかった上︑十四日の万言原

契約者を渓定したい意向である︒

なお船体については︑石川島播
磨蚤工業が契約者となる見込みで
ある︒また発注形式については︑
船炉一体ではなく︑船︑炉別々の
︸分類発注になるものと思われる︒

を筍なった︒

事務当局から出された原案の審議

鋤力炉開発項目を

なお論議又はおよそ次の通り︒

幹纂会にはかる件

樽記について︑第四回本鄙会議

で銀鶏したのて︑裕議して開発

にとりかかる項圏等︑主として

に必要な項熱並びに四十一⁝年展
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7γ勲〃η200種を常時在庫しています

研等が中心となって別の特訓法人

繊男︵中国電力︶︑北村博入︵九

一難︵同︶︑田原穐︵岡︶︑水田

の合理化の主張は︑現翼には電力

五︑さらに︑松永発↓︑口の水力出発

澄エ門鑑︶は六月二十九臼︑巳本

なお派薦妓術嵩のうち二十名は

健一︵秘技庁︶︒

上隆央︵岡︶︑桜間蔭樹︵日立︶

州電力︶︑北川晴彪︵集芝︶︑一二

山本正昭︵同︶︑飯井破夫︵三愛

会祉の自適開発が進められてお
り︑蹴発がやろうにも簡購には行

確保には魁力会桂の協力が必饗で

フェルミ炉婁員会は︑EE1︵ア爵孔を繊籍する︑儂用支払い資任

のとおりである︒

鞭扇十四日に契約者決定か

三社から見積書出る

かない︒水力開発地点の継続的な

なお松永聖書により︑二面化さ

ある︒

れた竈発のあり方の閤題は︑動力

炉開発における新型紙換炉の位舩

内でなかった九羅力側と竃発との

とともに︑今後︑従来あまり績極

壁著羅監を︑強く荊面に押し鐵す
ものとみられ︑雪気事染隅隅会で

力炉の開発は国の負撮で研究開発

期かつ膨大な資金を必要とする動

頒はゴ一隼間に約五十二万五千賭と

APDAへの派遣員も内定

すべきものであり︑国家甕金の調

メリカ．エジソン義気協会︶との

す．萄OAPDA︵米国原子力開発○団擾 杓り︑木史郎︵集電︶︑

盛大に十周年
記念式典催す
金属材斜技術研究所
科学技術庁の金管材料妓術研究
所︵所長橋本手一溜︶は︑昭独二
十一年七月に科学技術庁の付閥機

簑金計幽をも含めて︑可融的速

ほ
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霊力中央研究所の松永町左エ門理箏長は六月二十九日の調省会見で︑動力炉開発の闘題に対する見

いう￠ではなく︑ナシコナル・プ

発が動力炉開発を単独でやろうと

く・京たその隔発に竃源開発︵株︶︶の資金を濯うことには反対であり︑電発は豪ず水力発日の改錠
ロジェクトとして︑財政駒にも人

解を表明し︑高速増殖炉の開発と並行して︑国内技術による新型転換炉の剛発を行なうのは妥嶺でな

等に専猷すべきである︑と主張しκ︒これに対し︑水源開発の古田確太総裁は翌三十日の猛者会冤で
的にも中心になりやすい羅発ホ慮

郵きがみられ︑氷川田寅夕闇力挫

発の混乱ホ整理していこうという

も︑碧海事業のあり方に対する意

な協力を朔課したい︒

ならず︑むしろ九霜力等の積極的

体に︑メーカー︑原研︑原羅のみ

反論し︑筒速増殖炉と新型宍喰炉の舶行開炉はすでに鷹のプロジェクトとして決定ずみであり︑新櫻
転換炉については︑財政的にも人的にも中心になり易い電発を母体に︑九脚力をふくめた各界の協力
を塩屋しんいとのべ准が︑醐力炉開発に対する電発の態展が公式に喪明されたのは︑これが初めてで
ある︒これを機に︑木川困東京呪力社長はじめ︑関職︑中電首脳と聡発側との会談が近く開かれるこ

力首脳は近く電発の吉田︑大堀︑

長はじめ︑関西︑中部の中央三電

ころ原型炉までを予定しており︑

圧劇総裁と瀬見交換を行う予定で

四︑熱発は転換炉の開発も今のと

蹴力業界と競饗することもないで

ある︒

言︑醒発は︑原子力開発のための

一︑紙型転換炉の開発は︑核燃料 法的根拠もある︒京た転換炉の研

あろうし︑胤速増殖炉開発につい

サイクル上からも︑国際的なウラ
ン資源の商取引上の意味からも必
要であり︑日本国内の技術脅成か

らも︑日本の動力炉開発に貢献す
ることになる〇

二︑篇運増殖炉と新型転換炉の並
行開発は︑国のプロジェクトとし

達しやすい電発が担当するのが一

て︑堤携内容を承認し︑近く契約

高速増殖炉の開発研究副画につい

業
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琴鶏
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内孫した派総技術嵩の氏名は次

番やりやすい︒この腸合︑将来増

なったと発臥した︒契約の内容は

轡をアメリカ側に送付することに

W嶺り約二円九十八銭で︑二十

十四億円︑発意原価口初漁度K

万KW︑工麟横合謝蹄約三百八

①EEIの開発訓餓にたいして︑

つぎのとおり︒

ないが︑融速増殖炉は実用化康で

とが必要である︒

前段階として新型炉を黍がけるこ

に十万⊥一十卑かかるので︑その

殖炉が本命であることには異諭は

て決定をみているものであり︑侵

騒紫野式契約調印へ

究もカナダ等と協力して進めてい

ら窪しは次のとおりである︒

とになり︑動力炉開発などをめぐる膿発の役翻について︑慧見調整がすすむものと兇られる︒

松永氏の見解
松永氏の見解は次のとおり︒

一︑動力炉開発の飴一義的な課題
は︑聞応増殖炉である︒これと並

行して新型転堕炉を国内捜術で開
発することは要当でない︒
二︑しかも︑この癒睡炉の技術開

発に魁発の弧金を便うことは︑企
業費任を画避するものである︒

力醐肇の実態に応じ︑流れ込み式

藁︑電発は難ず︑同社の資金を鷺

に類すい︑9同牲の既設水力を大自判

揚水発躍に改造することや︑来開

コストの低減︑ピーク竃力の供給

発水力地点の大規模開発に岡け︑

に努力すべきである︒

電源開発の見解
一力︑盤発が表明しに晃離のあ
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イス国立燈影試験藤長アムスツノ

に︑上原科学技術庁良富およびス

一望午後︑東京中圏黒の同研究所 二十一日午後除腫

金材研ではこれを掌篇して七月

をもって満十周年を迎えた︒

につとめてきたが︑本奪七月一日

する研究など関係研究業務の推進

子炉の構造講本や胴食︑冷接に関

で約八輝飽円の資命兆投入し︑原

＼鋳

闘として設立されて以来︑これま

り︑特に安全錆一構嚢方針のもと

染礪は原子力発嘘所建設に当
な羅信を懲︑今圓の購諦轡提餌と

に︑安全設計については口証両国
騨筆

年平均は二円五十五餓︒

損が福島県大熊町︑双集町に建設

なったわけだが︑今後は価格に

の設計雨量に適合することはもと

していたが︑技術的な面での十分

する一局原子力発電所に関し︑総

ついて最終的な折衝を進める予

陰

て式典を開催するとともに認念パ

翻

酬
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東京電力︵殊︶は七刀一日︑同

理大渉宛に原子炉驚規制法に量づ

いて特段の配慮をしているが︑政

より︑安全施設︑耐震設謂筈につ
なお今回︑東電が串請した福蟻

府の所要の審査牟経て識可をうけ

健勝

藻

定である︒

躍鈴可申詩書﹂昂握繊した︒豪た

一陽炉の概要は次のとおり︒

電気出カー1四十乃KW︵炉雨冠 たうえ︑GE社と契約を編結し︑
今鋸十二月に本格的な工事に滑手

ーチfIあ一欝なった︒
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あらゆる分野で活躍できる
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通碇大国宛には竃気事遜法に基づ

き︑

の改露に伴う出力増加を考慮し

て四十山ハ万KWに一趨した識備を し︑順調にいけば昭涌四＋五集＋

腿BWR︑勲出カー1約百二十二向である︒

おくものとする︶︑原子炉型式

染蹴は︑さきに岡発電所一畳炉

欝﹂を提出した︒

の主要機器を米GE社に一括発注

月には窟業運転雀闘評したい意
する方針をきめ︑猛蟹潜など検附
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鞭料灘婦景勝開

聞
新

業
産

力
子

原

て検討を進めたい︒

査会としてもこの痛罵を厨醸とし

なお東京部会閉会の翌田十月二

十一日には︑各分科会で尉議され

料卜書についてのワーキング．グ

が二年前から今日の姿を見こして︑障子

めると予想される問題1鱈力の尖

る譜闇題のうち︑とくに関心を災

ターン・キイ鵬止と見てくると︑GE揺 うこととし︑敷地問題および核燃

また石油部会については三月以

ある種のと張どいが晃られる︒これにつ

降すでに二回会含を開き︑石油の

勢については︑わが国の関係者の間にも

ループを飛躍して検地を促進する

Aは石炭火力にとつ

こととなった︒なおこれらグルー

て生する公審問題iについてさら

頭負荷問題︑発鷹所の拡大に伴っ

明らかといえよう︒

内石油企業の自主性をいかにして

低廉かつ安定的な供給の方鎌︑国

カプラント販売戦勲を立ててきたことは

一任される︒

プの専門調査員の選任は部会長に

いて速断信できないが︑一つの有力な要

と非難さ

ループによる円頭会議が開かれる

に詳細に検討するため︑宙門家グ

政治緬格

確保するかなどの聞題について小

炭業界あたりから

二曲前のオイスター・クリークは︑石

素として︑アメリカにおける炉メーカー

て︑残された金城湯池
であったこと準指摘し

ている︒

くまい︒TVAを受庄した評議ラル・エ

婁員会を設置して検討︑これも七

他部会の動き

れた︒炉メーカーのなかにも︑今でも
あ京りの出血価格 を重める声があ

︹アメリカ國内で︑を声

六十一ヵ国が参加
世界動力会議の日程決まる
世界動力会議︵総裁W︒H・コ ンスホテルで︑内外のエネルギー

ラムなどを正式決定した︒

この会議には米︑英︑仏︑ソ連

ヵ国から約百八十編の論文が発蓑

をはじめ加︑日本など加盟六十一

されるのは十六編となっているQ

されるが︑このうちB本から提出

おける動力炉開発の進め方につい

とくに原子力関係では︑﹁講本に

﹁日本における主要燃料の需給構

て﹂︵原電副社長艦峨根遼吉氏︶

造の変遷と将来﹂︵東大教授大島

海外からの参加吝で現在判明し

二一氏︶等がある︒

R・エドワーズ卿魏

ている人々は次の通りであるQ

▽イギリス

三三協議会会長︑F︒H・S・ブ

▽カナダ

J・L・グレイ巨カナ

ラウン巨甲曳究電庁ノほか︒

獣

ス劉同副総裁︑L・R・ヘイウノ

ダ原子力会社総裁︑W・B・ルイ

ドー1同副総裁︵技術握当︶ほか︒

科学披術片長官宮房付に任命す

▽科学技卿伽庁辞△つ︵六月二十困日︶

る︵前駆仏大便館︸等韓記窟︶二

本辱昭︒

▽定例会議11①

旬間メモ

原子力委鼠会

六月二十三日開催︑原子力開発長

期計羅改訂の作業要領について讐

理廃液の海への放出に関する調査

隔国際協力課から工AEA六月理

研究について審議し︑また原子力

▽動力炉開発臨時担進本部劉①

事会出席の寛裕があった︒

六月二十一罠錦一瓢回会合︑岡二十

および筒速増殖炉分当会の作業に

八日第四回会合をし︑新型娠換炉

た︒②六月二十一臼第一圓幹二会

を開き︑両グル；プ主査の選圧や

運営嚢領などについて審畿した︒

冒午後第四圃会合を聞批︑鎗二流

▽食筒㎜照肘鈎門二会負六月二十四

委員会︵墾員畏飯塚広︶から第二

段階の博聞報告が出された︒

︑㌢

禽♂

奪︑や﹂

火

護﹂

メ

ト

電設硫

化鉄鉱・金 ・ 銀
酸・脱銅焼鉄鉱

産直地へ進出した
米国の原子力発電

レクトリノヶ撞が︑さいきん

TVAはこの決定に当たり︑石炭火力 の側の 主導挫 を見落とすわけには行
と原子力の両方に入札さ建たが︑肖万K

イ契約の廃止

アメリカの原子力発電ブーム
は︑ますます縄瀕し︑次第に劇

Wをこえる大谷照では︑原子力発鐙はK

などを検討し︑豪た核燃料の安定

開催されることになり︑日本国内

ノリー氏1一醸︶の第十五圓部会 尊門家約千二百名の参掴のもとに

委員会︵議長井上五郎中部鱈力会

は︑﹁エネルギー利用における栂
来の問題﹂を主議題として︑今秋

のほど開かれた組織婁員会で︑そ

畏︶で誌悪罵を進めていたが︑こ

以上の諸問題については憬当の

倹討する必要がある︒

期闘︵︷力年程度︶審議を行なう

日間︑東諸港区芝公図の東京プリ

十月十六日より岡二十臼までの五

供給と有効利恩を図るため袋耳︑

濃縮︑加工︑陽型︑再処理の核燃

が︑既設のこ小委は当分休会と

と︑

ハルデンは国際協力にカノ

いかにも教膏着らしい弁︒

手串一とりあって進めたい

お互いがムダにならないよう

高速増殖炉との並行閉発では

果たすのに十分生かされよう︒

の羅霧鰻

し︑毒議は原子力部会で鹸陵行な

文

料サイクルの各段階を短命した審

成

科を卒業後︑助手として大学に

昭和二十館東京工大機械工学

青木

灘叢叢灘懸ぶみ

とひか
工学農として︑

三奪間大学原子炉工学研究施設

残り研究を続けていたが︑一二十

の助教捜になり︑薫十九隼教授

コウの所︑カールとの協力がで

の田程およびテクニカル・プログ

理的な供給体制の磁立についても

え霞ながらも

け早くやりたい︵新型転換炉

購本でやれるものならてきるた

と︑激欲的な抱負毒語る

午前︑特別講演−劉

ンスホテル︑午後︑開会式一田

一九聴より十八時豪で東象プリ

生劇場
▽十七日

送難系統連けい運用の経済問題
間

午朗午後と

午下︑特別講演猟

午後︑閉会式一東京プリ
ンスホテル

利用

田本鉄鋼業におけるエネルギー

▽二十日

も分科会

▽十八日︑十九日

皿翻エカフェ地域におけるエネ
ついて翼体的な煮つめを行なっ
ルギー利用午後︑分科会

︵欧州および米国の場合︶

②一一月三十田開催︑低レベル再処

議し︑九月に魯門委串設躍し︑霜
﹇ それによると第十五圓東京部会
解完了は十一月末を囲標とした︒
の日程および会場等はおよそ次の
として迎えられた︒この間︑三

と

潅れはもっといいのたが

とおりである︒

冑木さんは︑母校夷京工大で教

ほのかな期待をもらす宵太さん

︵Y・T︶

たが︑．轟もやる︒亀嵩は焚代子

四十四歳︒

午前︑参加登録受伺

は︑独の原子力開発政策に多大

大柄ではないが︑ひきしまっ
た体は︑水泳やグライダー︑そ
学億たちと

でっくられたよう

れに研究の合閥に

やる野球

気さくな人柄もこの辺からで

た︒

たのたろう︒

洋酒が好きで質本位との箏︒

▽十六日

鞭をとりながら︑岡大学の原子

炉i主にBWRlの纏工学の研
大学と

⁝︵原子力委艮︶らと輩︑攣

究に余愈がない︒
童査に選ばれたのは

気流の致伝達に関する研究で訴

いう申立的な立場からでし3 十＝薙には︑随交換器における
薩業界は

訟鍔序．とっておハソ︑一二十六隼に

塾するが︑

実力をためす恵味からも︑足を

は独︑英︑スウェーデンへ留学

う謝と鎌

ひつげるようなことはやめ︑こ

し︑炉工学の精強諾した︒また

は最初かろ参加し︑初発儀叢説
の一翼卒疸っており︐ざきの習
合でも新型転拠炉グルーフのメ

悟入と二男︒生粋の爪甲っ子・

原研のJPDRプロジェクト匿 趣味は絹絵とスライドとの事

のムード串一大いに利用すべま

という︒

松永発醤には

と︑国産動力類への

で︑霞信郎持って堀たればデキ
ルと思う

憎熱をもやす︒
ショノク指受けた

の関心亭持っている︒

炉工学碑究所で所長の武田さん

を︶

ことになっている︒
月上旬には結論を出す︒

隅論部会は各部会の合馬が遅れ

から受注し︑雑隠している発懸炉は︑現

る︒しかし︑GE︑WHの両礼が世界中 三月二十八日の第二回原子力部

今後のスケシュールとしては︑

まず石炭部会は観急的なものより

が繊されるので︑さきに提撮され

七月上旬に石油︑石建部会の報告

ている原子力鄙託泣申と併せ︑七

に沿って︑傭勢は展開しているというべ

渓定した路綜一在来火力から原子力へ一

である︒このため外圏との長期買

ているため休会となっているQ

達している︒このような自立化が達成さ

があるということで︑石炭鉱業審

も三体的な数字について知る必要

在すでに二十四幕︑約一千四颪万KWに 調査会の他二会の動きとしては︑

出血価格〃の域を脱

﹁定価喪﹂は依然

れても︑オイスター・クリーク以来の

議会で会社別︑炭砿別に原価︑兇

月末謹で総合部会で検定し八月中

し得ないであろうか︒むしろ︑一一年削の

万イスタi・ク弓ークは︑今田の撒欝欝 通しについて作業を行なってお

万KWまでの推定価格ぷ・示している︶︑

表﹂の発蓑︵このときGEは︑す噸に薗

これと並行して当部会としてもこ

何契約︑海外投慣による鉱山開発

会以降現在までの総合エネルギー

てその路線を擢し進めていることをうか

明したことも︑炉メーカーが自償をもっ

ターンキ

W当たり建設費においてさえ石盛火力の

た︒このほど︑ テネシー渓谷開発局︵7

ワこれ希下岡り︑したがって敷科費の面で

炭火力にくらへ約一億ザの師約が毘こま

鼠子力機器が十分在来化した縞果︑特別

は︑メーカーが俣下する十二年開に︑石

れることになり︑両者の間には決定的な

な保蹴の必要性がなくなったからであ
り︑タービンについてオイスター・クリ

三明によると︑ターンキイの廃止は︑

四十万KWに達した︒昨年 中 の 発 汁 懸 四

らのアメリカの原子力発電発渡瓢は六筥

て︑深刻なシコノクであったことはいう

君がついた︒このことが石炭業界にとっ

かうに足るできごとである︒

であり︑この分で行けば︑本年中の発注

までもなく︑政術機関てあるTVAが︑
ーク以来とられてきた

旬から下旬にかけ︑中間讐申の起

であったと占

り︑これが七月上旬豪でには一応

搭を面こした〃政治鋤格

草に入りたいとしている︒

ーティング

結論が出される見通しなので︑調

とくに大型炉−が〃実翫ずみ

GE︑W11の両社が二年筋に遡択し︑

うべきであろう︒

れるかとうかは議論の余地のある所であ

という︒︻昨年秋の門原子力発題所定価

ビンと同様︑定格出力一本で販売される

もやめ︑こんごは在来ター

ストレノチ・レ

政桐が家だブループンであることを鰭潔

この非難の畔編はともかく︑鰹水炉一

声亭あげている︒

であることのほか︑頁万B T U 当 た り 二

酌年春の鰍料づイクルコストの発蓑︵成

と語いき

〇〜二五移の低燃料費地域への進出であ
り︑にもかかわらず︑アメリカのユーザ

の規槙について再検討を行ない︑

突然のことで・

臨勤

ての審議に入った︒

この蠕を覇83るようにする︒

きかも知れない︒

る点が糧視される︒外餓はこのことを︑

と報じ︑TV

績加工費値下げ布鳶む︶︑そして今回の

産炭地心臓部への進出

八月の調査会答申に反映
和六十年度までに少なくとも二十

二︑原子力発電藤の敷地として昭

心︶は︑七月一日午後一時半から集京平河町の全共連ビル会畿

1三十力地点を確保する必要があ

総合エネルギー調査会の原子力部会︵部会艮松擦謄至

整で錆三圓会合を開いた︒この臼は︑今後の原子力酪公の審議の

るが・立地条件の制約︑その他の

しも蟹易でないので︑その二二策

進め方について検認を行ない︑今後検説すべき事菊として①完頃

千万KWについての薯検討②原子力発購所の敷地碑保の問題③低

につき十分に検討するが︑とりあ

わが圖の諸士作を考懸すると必ず

廉かつ蜜定した核燃碁資源硲保の聞覇を渓め︑これらについては

のとしては①内外における立地灸
伶の検討②立地憶説についての内

えず八月中旬の讐申におりこむも

査会の中闘答申に︑もりこむことが望ましい︒またこの作業は従

外比較0前記項慰の調査結果と要

向こう一年ぐらいの期澗にわたって再議を行なうが︑とりあえず

来の﹁計画﹂および﹁国産副読進﹂の小委負会でなく日輪郡会が

三︑わが国における原子力開発の

検討苓進める〇

地調書方法のあり方と対日などを

くに敷地取得方法の検討および立

面の宣地対策についての検討︑と

せて適言立地へのアプローチの嶺

よぴ田薩佑覇進の二小型を設けて
倹討の結果ホ中閥胸に束とめて報

項囲として次の事項を決定した︒

告したが︑さらに今後闇討すべき

子力開発現模を竃千万−四千万K の核燃料累積所要量は三十万シコ

テンポからみて昭和六十鋸度まて

Wとしでいるが︑現存澱給部会で ート．トンと見込起れるが︑国内

俣ﾟ会では昭和六十年度の原

エネルギー政策口置から︑同調査

長期の霞力甜給卒楡討中なので︑

穏子力部会の審議の進め方とし

かに二万六千ショート︒トン税度

における天然ウランの埋蔵羅は伊

会の他那会の堺議状況について説

当日の会議では諒ず︑田中静含

グループ設置

ニワーキング

キング︒グループを設けることなどを淡憎した︒

撮幽し︑このため敷地問題︑核燃料問題についてはそれぞれワー

星本的方向については︑八月に予定されている総合エネルギー調

当部会て決定した昭軸六十館度の頻子力発電隔発規模三千万−四

遡薩省

開発規模・燃料敷地など

通産省の総
勢ネ調査会

ーが続々原子力を潮田している最近の摺

それが︑公営購力闘初めての原子力導入

種々の薩で兇逃せない意義がある︒まず

TVAが原子力発鑑を採用したことは しない鮮水炉卒．採用したとして︑非難の

いと見られるに蓋つた︒

〜醗が⁝千万KWをこえることは闘違いな

醤三十万KWを半無σ軽く 突 破 し た わ け

沸騰水炉を発魅したことで︑ 本年靭めか

VA︶が二薗二十万︵
K旧
W基︶の大型

陶な暁点に近づいて い る よ う

1川lll旧II

て︑同部会では︑さきごろ訓画お

事業所秋田・柵原。赤金・剛山。尼崎・片上

朗（住友銀行支店ビル）

駅

屋

舌

名

蔵

友

井

東京支店東京都申事区銀座東一丁目十番地三晃ピル蕊階

本社東京都千代田胴丸の内1の1鉄鋼ピル

名古歴支店

大阪・伊吹・筒帽・繊浜・τll川・芝浦

塀

工

会長猪瀬耕一郎

重

清

畠

松

取締役婆帳

▼
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気銅・電気亜鉛
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社長新
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本
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脚
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ツ

す
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ひ

げ

デ

の

勢TVA犬容量原手力発電を操冊畑

GE社が受注晒計款
九七〇琿に運転を闘齢する新設発欝

第一屋下が運転を開始する一九七⁝

○年では募B割当♀四●九⁝
導であるが＋二四の保賜闘吃
終りまでに十・三一辱まで下るも

のとみている︒このため±一年

り十一・八六確祝度となる見通し

開の平均燃料費は百万BTU嶺・
であるQまたTVAは︑他の燃料

メやか・運座が曇れ⁝

一

る堀ム﹃一九七四年以降はGE祉
との燃料契約卒ギャンセルする権
利も取得している︒

TVAが原子カプラントを選ん﹇

に全米石炭政策会議会長のシ誠セ

見方をしているが︑石炭業界とく

会社では︑予忽通りであったとの

内半分はGE社が受注するもよ だことについて︑いくつかの精力

原子力︑低炭価地域に進出
アメリカのテネシー渓谷開 発 局 ︵ T V A ︶ は 六 月 や 七 B ︑

ラウン・ボベリー社の提巖した躍

頁十二がとなっている︒また︑ブ

にゼネラル・エレクトリノク︵GE︶筏の提案する湿気出力二百二十万KW︵百十万KW男茎︶の原 う︶で︑建設資本盟はKW当たり
子力発羅所を採潮することに決め︑GE祉に発注したと発表した︒TVAは本年箭め原子力および石

炭火カプラントでは総繹三二億五
千八百万がで︑建設費は胃十七㎡

／KWとなっている︒
原子カプラントの初装荷燃揖塑

原子力発矯激の遜転経験を旧るた
めに実際の運紙コストの比絞を軽
んじたのではないかとの懐疑的見
解を蓑明している︒

子力に齪きかえることによって︑

るが︑TVAの評価では火力を原

は六千六百万♂と莞蟹もられてい
ルギー・コスト︶の比較は別蓑の

圧力容器の現
地組立を検討

通りとなっているQ

米Gε社
ノーザン︒ステート・パワー社

ソタ州モンティセロの懸気出力五

によって冒しこまれている︑ミネ

ものでないこと尋希望する︒

い違っているから澄すといった

ている・理由は︑世界の減勢も

の改笛作業に剃り出したと伝え

子力開発のための長期基本計掴

の人によって指針とされるとな

現性をもち鼠分も知らない多く

ものと違い︑躍の計画として異

碧の計画で自分畠身を規律する

も溢血になったし経験も積まれ

が︑かつての頃に比へれは贅料

途の予測は函難なものが多い

究は生々発展の過程にあって前

ことも保証している︒すなわち︑

勇気をもっても6いたいQそれ

と信じたことを率直に裏明する

憾︶が好恵的な評価を述へたこと

票附必要性の減少と尚業原子力発

社の盛業生産部門から二十九万が

ある︒照射控躍はカナダ原子力会

営されている全国＋九カ所のセン

ユーリーのポータブル技置などで 茎礎三嘆と披術の傍報のために運

うu

つの濃縮プラント︵パデュ⁝カ︑

ントの一つを民聞巌業が借り受け

が新しく開発した轟臨圧力四型蟹

ンランドで現在検討中の火力発

ような理解を明らかにした︒フで

ル・エレクトリンク︵CGE︶社
性とカナダ型上水炉について次の

有の利点がある⑳原子炉コンポー

③廻転容器型に比へ圧力管型は特

へ株︶が技術提携を結んでいる︒

米︑液体金属情報

ス驚ツトランド聡力庁

は来年一月を予定

画スコソトランド躍力庁︵SS
液体金属情報センターが米AE 逸B︶が原子力発鷹所︵AGR二

センターを設置

英︑AGRの入札

羅の増加がいちじるしいため︑三

要を充せるよう調整を行なってい

られるようAECは検討すへきで

で引き識されるものである︒

われわれが引き続いて研熟して

ポ⁝ツマス︑オークリノジ︶の内

いるウラン濃縮技術の改環は︑こ
の新しい施設に経済性のあるもの

の一つあるいは全部について罠間

ターの一つになろう︒

を提供し︑ウラン濃縮旛設の新設

歴業が運転管理する新しい方法の

ることはないだろう︒現在でもA 可能性がでてきている︒箏実︑い

によってウラン分離蟹が変更され

る︒豪た政府は︑ここニー三無後

あるとほのめかしていると述べて

ECでは一九七〇無代の初めの罵 くつかの原子力関係会社は︑プラ

に濃縮プラントの讐理・運営につ

いる︒

カナダ型二水炉
は①濃稲ウランに

ウイニペッグ市のCNA年会より 比へ燃料供論の融
自国の芙然ウランが利用できるこ

通性があること︑
イマトラン社々長はこの会議で

と②プルトニウムリサイクルと
原子力黙契所の饗求に十分答え得

水炉の設計が発表され︑さらに︑

トリウム変換の可能性かあること

同国における原子力発聡所の必要

と分析によれば︑現在の施設だけ

ネントの製造が望蜀であることな

るものである︒われわれの見惑し

どの罵点があることを強調した︒

猛設轟可を政轡に串舗している

が︑認可が懲られるのは確突であ

てきたが︑巡備的な入札期日とし

グループと︑讃画について臨畿し

SSEBはイギリスの三原子力

ると見られている︒

ナトリウム・カリウム技術の研究

されていないが︑ハンターストン

現されそうな敷地は︑醸だ︑指摘

て来年一月一日が決められた︒実

七月に開所すれば︑政艇の契約

きれる愛妻である︒

炉の猛礎データを得るために利用

験のほか大型熱中性子療融塊増殖

とくに工学データの収集と材繕試

の各種研究に利用されているが︑

臨鼻に達しており溶融塩炉6一画の

運紙される予定︒MSR遍は昨駕

た︒今後は試験陶に当分高出力で

出力︵設詔出力は十MW︶に達し

E︶はこのほど熱出力八MWの全

究所にある溶融籏実験炉︵MSR

アメリカのオークリノジ囮立研

が全出力で運転申

米︑溶融塩実験炉

建設が番手される︒

の期間に︑鯖諸費原子力発蹴断の

れた︒原子力発達に関しては︑こ

に五〇％増加させることがきめら

設の建設のための予算も岡期間内

％ふやすこと︑豪た研究開発用施

でに研究開発費を全体として五〇

たが︑このなかで︑一九七〇琿豪

の科学技術開発謝遺草集を採択し

会読は一九六穴雌−一九七〇郊

ないことが確認された︒

には︑宙国の動力隅要をみたしえ

主としてウランにたよることなし

バキアは将来新しい動力資源を︑

たが︑この会議では︑チ瓢コスロ

今後の科学技術開発謝幽を審議し

学技術会識がプラハでひらかれ︑

五月五日︑チェコスロバキアμ

性を確認霧︒灘

原子力発電の重要

うといわれている︒

近くに選定されることになるだろ

のマグノソクス型原子力発電所の

ーBとの対照からみて︑SSE露

者や︑民闘紘業などによって使の

保持することになろうQ

開発の流布に関する鍛新の惰報を

ターのおもな業務はナトリウムと

ナル祉によって運鴬される︒セン

アトミノクス・インターナショ

ガ・パークに建設される︒これは︑

Cによってカリフォルニア贈カノ 塾︑総電気出力酉二十万KW︶の

いて新しい政策の検討を始めるで
あろう︒現在濃総プラントは︑軍

米︑UNCが受注

ら燃糾要累を盒む炉心の設計製造

ドレスデン第三炉心でGEを破る
アメリカのユナイテノド︒ニュ

カで唯一の核燃雅理門会社であ

ークリア︵UNC︶は︑六月中まで一貫して行なっているアメリ
旬コモンウエルス・エジソン祉の

スデン鎗一発電所用艶三炉心を︑

所有する電気出力二十万KWドレ り︑わが国では住友原子力工業

ゼネラル・エレクトリノク︵G

ト照射装置を提供

コロンボ謝顧に塁ついて︑イン

取扱研究窒の二量のコバルト照射

謬言がカナダから洪給されること

になった︒

西ドイツのAEGが参加し︑最終三1四年ごとに三十万KWの原子

いということである︒この場台

それらは︑○︒五メガラドでお

掃きれることになる︒このセンタ

よそ一時間に甫目︑〆を取り扱える十

万キューリーのパノヶー・ン照尉転

ーは︑A瓦Cによって全面的ない

を燃料とするカナダ型揚水炉は︑

思患とは右とか左とかいうこと

ある・

が計画番の費姪というもので

ドの石炭をもやすもの︶は発醒コ

しは部分陶に援助され原子力開係
A離

置と＋五がラドで一断間に殻類を

これは︑原子力発雅の将来につ

のためわが国では一九七〇年代は
人にはそれぞれの立場がある︒

決定が待たれている︒

理に右磁友庄させられることに

ではなく︑考え方の筋といった

力軽羅所の建設を考えている︒

年々世界市場で昏睡されてきてお

実の上に築上げねはな加12ないか る場禽には利宮の開係もあろ

の磯縮施設は濃縮ウランの矯要を

R︑BWR︶に対

り︑他の実証ずみ
で︑シーボーグ委員長はアメリカ

いての剖誰会で述べられたもの

う︒いろいろな入の憲兇におし

燃し得るかどうかという間題を提

思者となりつつあるQ

抗して安定した竸

比べると︑およそ謝画レ僧立案す

ものである︒個々の政策よりも

加︑印度にコパル

鞍懸
Cの受注額は全蓋荷燃秘︵二酸化
ウラン約六十ゾを含む四萱六十四

となっている︒

本の燃料襲来︶で約八二五十万運

これまでは発願炉用燃糾は炉メ
⁝カーが製造した燃脳しか実凧上

ミルが期待できるQお豪けにソ連

あるのに原子力発電は六−六・五

電気出力三十五万KWの新型炉 ストがKWH当り六・八ミル位で

＝＝：＝＝＝胴欝＝＝＝＝腫一＝

なお︑UNC社はウラン採鉱か 五醤一︑！取り扱える二万ヒ千八瀟キ

れた︒

炉燃繍購入方法に斯しい道が開か

るという実例ができ︑今後の発喧

より︑自由に購入することができ

の所荷者の意志で︑燃料も入札に

たが︑このUNCの受注により炉

使用できないものと考えられてき

ドのト獄ンベイ原子力施設へ食品

⁝がAECから発表されたものであ
E︶社をおさえて受注した︒UN

T欝欄蠣

引

圧力容器の聖地組立がGE社によ どれたけ運賃がかかるか︑など倹
って検講されている︒この町能性 ㎝甜巾である︒

濃縮工場新設を考慮

N後半は現施設では不足
去る六月窃旬カナダのウイニベ

＝＝凹＝讐＝＝爾＝帽＝一一＝一一＝＝＝一二＝二一騨一＝＝需＝輔＝＝一︸＝＝＝﹁＝＝＝一一＝＝一一＝一＝＝＝一需＝＝＝冊＝二闇＝＝＝一隔＝＝＝＝＝

半には多分新しい濃縮プラントの 建設を始めなければならないだろ
楽原子力委員会︵AEC︶のG

に闘かれた金業製造業者協会の霊

・T︒シーボーグ委員艮は︑六月

会︵CNA︶の隼会ではカナダ型ことも明らかにされた︒フィンラ

︵垂薗圧力管型︶を提唱している

代において商業原子力博多の冊要

璽水炉の輸出に対する見通しが強

ノグ帝で闘かれたカナダ原子力協

を越すため︑新しいウラン濃縮施

調され︑注閉されたQ天然ウラン メリカのウエスチングハウス社︑

ンドの入札にはCG温社のほかア からは長期の石独保証がないなど

み勇気をもってほしい︒多くの

設が必要となろうと語った︒

催する会議に繊肥し︑一九七〇庫

唱

原子炉安全晶岡委員会︵AC鼠 これまで燃料傑絵を行なってきた

婿のモンティセロの敷地に関して

はミネアポリスの北西およそ四十

炭火力発囎駈の経済性を比較倹書するため︑GE社のほかウエスチングハウス︵WH︶社︑スイス・ブ
気嵐力︸雷二十竃万万千KWの石 ブ・M・ムーディ氏は︑TVAは
ラウン・ボペリi社に入礼を求めたが︑G猫祉の原子力発電所が発電コストにおいて石炭火力豪り二
〇％近く安価であることが明らかとなったため︑原子力尋叙定することに決定したものである︒斬設
発電所の敷地予定地のアラバマ州ブラウン・フェリーは︑禮炭地の心素郡といわれており︑今圓の蟹

発慰機︑燃料に至るまでの全見積

VAの決定は︑アメリカ石炭業界︑願力業界に大きな波紋をなげかけている︒
入礼に 参 加 し た 会 社 の う ち ︑ G

E社とWH社は原子力と石炭火力簡俗を提出した︒この内︑石炭火
力で最も安かったブラウン・ボペ

き︑GE社の傑訂によって向こう

G鷺社の擾出した原子カプラン 燃腰蟹は年闘八百万メだけ節約で

の二種鎖を︑ブラウン・ポペリー

トの総経費は︑山気出力二丁芋
リ祉とGE社およびWH社の各原

の節約が期待できる︒

万KWで二癒四千七再万ザ︵この 十二年間に燃料費だけて約一億購

して動かし難いが︑欝来と来来

GE社はこの契約の中で︑燃料 十関万五千KWのBWRに対す一
るトラノクや鉄道によって運ぶには

つながる一本の筋がほしい︒そ

はどのようにも美しく撤けるか

来ぶ夢見るにも似てその楽しさ

と︑原子力自署会

コストが第一炉心より蜜くなる

は︑本年内完了を
らである︒またそれが個人や一

はこたえられないQ現実は厳と れは単に従来の謝画が実際と食

子カプラントの発竃コスト︵エネ

社は石炭火力のみについて︑それ
ぞれ蒸気発生システム︑タービン

六月二十五日付

2。90

人の轡見を聞くことは大切たが

第三に計画を作る人は賛任感

ってもらいたい︒

的にも襲付け串一もったものであ

ているQ観念はできるたけ科学

るとなおさらであるQ

れては困る︒的確な見

なると面白さで楽し京

国の謝画ということに

ざしらず︑いやしくも

い︒夢想や空想ならい

画挺嶺者の費任は大き

たが︑それだけに計

日本の現状も︑五年前にたてた

ってほしいと思う︒原子力の研

第二に理鍮は十分科学的であ

めどにいよいよ原

原 産 薪 聞 に よる

2．56

ある場合には無費任であり︑あ

のニュースはおそ豪きではある

らむずかしい佳噴になる︒その

流されて不本意にもゆがめられ

ている︒すなわち︑現在のガス拡

起し︑自ら次のような解讐を与え

通しに立って理想を現

が︑当然のこととして歓迎され

むずかしいことを承知の上で

たなどということのないよう︑

期

昌臨口

十

疑娚劉画とは大分ずれて酬わな

であるが︑半音質量プロジェク

くなっていると言うことのよう

トの放葉など︑謝画と現実との
食い違いは数難前から発生して
いたのであり︑三期謝画を国の
政策の擢針とする限りは︑もっ
と早く改訂しておかねばならな
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炉︵GCR︑P重
W 水炉の市場性強調さる

てよい︒

正しいと思い︑園のためになる

私の貧弱な経験から醤うのは

る仕事ほど楽しいものはない︒

恐縮たが︑デイリイな案件の処

逸して十犀︑二十隼の長きにわ

︵鵬村武久︶
難燃を通じてその背後に理想に

会鱗ではとくにカナダ︒ゼネラ

第一は思想をもってもらいた

脚O姻一◎⇔◇Q脚
たる計画とちなると︑少年が将

散プラントは一億KW以上の繭業

二︑三の注文を出してみたい︒

かったのである︒その慧味でこ

画

長

70

静
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炉認可手続簡略化を批判
ホリフィールド委員長語る

してはとうか︑との勧告を行なっ

調査する競勝からACRS登解放
Sの役劇は魯倹講すべきだとして
も︑﹁すべての動力炉建設認可印

いようにしたい﹂

北米大陸︑

ならず世界の

馬

4︐

O

W奄
℃

力を傾けてきたが︑なお︑費術

主登各国は薗憲開発の力闘へ努

ン璽水炉︵EL−4︶︑ソ連カ

ベノド炉︑フランスの天然ウラ

は︑亟独ユーリノヒのペブル︒

や燃科ツイクルに対する配慮か

将来につながる炉型だけに成艮

薫五〇︶︑などがありいずれも

の一躍白銀調遮蟻殖炉︵8Nt

ザフスタンの発蹴と海水脱塩と

らも新型娠換炉や筒口増馳炉の

が注闘される︒

この他︑西独μグントレミン

︻
A澱Cの躍層を叢大限に訓用憾る

助けともなる︒われわれの罵的

は︑この設備の役立つところなら

どこでもこれを使うことである︒

を刷出し高い精度でこれを測定す

たとえば︑AECは大気中の湾れ

る設備をもっている︑さらにAE

程を研究するのにトレーサーを便

Cは︑化石燃料が燃焼する際の過

う方法を開発した︒これによって

目上燃焼放出過程の分析が行なえ

ゆ

アメリカ ◇

イタリア

◇

ミラノ工業地帯に
原子力発電所建設

装置などが設鷹などされる予定︑

・五MeVのバンデグラーフ顎速

のスイミングプール型原子炉︑五

で建設されたもので素干座五MW

研究センターは約五百万談の費用

力研究センターが発足した．この

ローエル工科大学にこのほど原子

アメリカ︑マサチュセノツ蠣の

◇

究センター発足

㎜糊推勤に原子力研

NA︑EDF14︒スウェーデ

ンーーマルビケン︑オスカーシャ

ム︒オランダーードノドワード︒

⁝イス雛ルーセンス︑ベズナウ︒

︷スペイン判ガロナ︑ゾリタ︒ス

仰チェコ蒔KS一一五〇︒が建設

中であり︑これが運紙を始める

噛のも閲近いことだろう・

ール︵西ドイツ︶③カールスルー

①オゲスタ︵スウェーデン︶②カ

エ︵西ドイツ︶④モル︵ベルギ

シノン︵フランス︶⑦ラチナ︵イ

ー︶⑤マルクール︵フランス︶⑥

タリア︶⑧ガリリアーノ︵イタリ

ヤルスク︵ソ遮︶⑪ボロネジ︵ソ

ア︶⑨トリノ︵4タリア︶⑩べ自

連︶

一犀運娠關始を臼標に新規の除峯

イタリアではENELが一九七

力発羅臼を翫画してきたが︑これ

が入穐の蠣備をしている︒皿N講

に対しイタリアおよび外園の灘嶺

L祉畏ビソト・ディ・カグノi疵

〇万KW規模のものが北郡イタリ

は寵巻会見で羅気出力六〇万一七

つた︒これは工業化が葛度に進ん

アに建設されることになろうと誰

でいるミラノ地域を指すものであ

る︒

◇

イギリス

φ

ホーバークラフト
に原子力エンジン

イギリス国立研究開発公団の醐

ズ氏は︑このほどオノクスフォー

業サービス監督官マイクル・イン

ド市で﹁ガスタービンかあるいは

ラフト屠に關発されるかも知れな

原子力エンジンさえもホーバーク

岡氏によれば︑今犀の炭にはイ

い﹂と述へた︒

ギリスの海岸周辺で箆＋三座購の

ウエストランドSRN6型ホーバ

である︒

われる予定になっているとのこと

﹁化石燃料プラントの逐転に起 iクラフトによる旅客輸送が行な

員長はつぎのように述べている︒

決策に関して︑ホリフィ：ルド委

プラントによる大気汚染野暮の解

要な誘題の〜つであった化石燃糟

最後に︑今回の集会における主

った︒

ことは表文って引軽いに出さなか

業麿の閥の多角的謡し禽いという

であろう︒

質にかかわる最近の不祥箪が原因

明したきっかけは︑相当の量の物

同婁員畏がこのような不満を褒

はないと思う﹂

た技術は完全に満足できるもので

て︑わが国でこれまでに開発され

﹁この聞題を処するにあたっ

伴うかもしれない︒

視員を駐在させるといった処置が

ラントや製造プラントに常勤の監

イクルの急所︑たとえは再処理プ

要がある︒その塾舎には︑燃料サ

になった揚合の用意をしておく必

；−L雛一；一一二旨鳳■﹂＝一識＝一〜＝鵠＝﹁一﹁喧聖﹂＝＝開＝一一

でるよう求めた︒しかし︑高速増

噛する汚染の制御に関して︑特別

法などに関してはAECと炉製造な提案をしたい︒それは同曄に︑

殖炉謝画の目的︑時期︑遂行の方

麟騰

イム︑HDR︒フランス響SEるL

ゲン︑リンデン︑オブリノヒハ

一

現在︑建設中の原子力発醗所

⑪1

のうちで特徴のあるものと．し

る︒

研究開発も積極晦に進めてい

地が贋されており︑轡料資源騒

の改膏によるコストダウンの余
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ヨーロノパの

についてはそのすべてを終了し
た︒

歌

．〜〜①▼

︽蕊

麹

◎

置雪一一階二一瓢玉＝僧一鷺コ﹃■量＝＝謄

燃料サイクル管理︑および賃貸し

☆個々の聡力会社が燃料を所有

し蟹理する︒

公聴会で取りあげるもう一つの

問題としてホリフィールド婁貫長

速増殖プラントの闘発とデモンス

決めることの必要性を強調し︑筒

☆核燃料を豪とめて購入︑三

トレーションに電力会祉が﹁縦極

☆燃料サイクル会社が︑慮接豪
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しては︑この点をうやむやにしな

うその法網上の任擶は︑現時点で

たが︑これに従えば︑ACRSは
諮と運転認可申請を澗査するとい

ド委員長がいっていることは︑J 偬可手統の掘から締め出されるの
は緩めるへきでない﹂と述へ︒

こういうわけで︑ホリフィール

轟

CAEに関する限り︑濾可握当機ではなくて︑串舗ごとに手をつけ
るか否かを自曲に選択でき︑少く

ホリフィールド委員長のこの立

関は按術設計の騨細に立ちいって

掲は︑JCA盈とAECが大型軽

がウランに支払う価格が低い程︑
撰金の方もそれたけ低くなろう︒

これ康でのところ︑AECはそ
の慧図をそれ程明確にしていない

艘に良

ため︑この閾題を公聴会で取りあ
げると約束したことは︑

い二﹂⁝スとして受け取られてい
る︒

JCAEが貨濃縮公聴会で取り
あげる予定のものして︑この他に

﹁AECの在鷹ウラン販売の問題﹂
がある爵︑岡委員長は語った︒

献することは豪ず間違いない︒

の資産﹂として︑国家の福利に貢

Eが期待していた﹁巨大なる不滅

を行
と︑AECの貯蔵ウランはJC
Aなう︒

後のウラン需要を見通してみる

餐冊冨＝＝一蛋＝；＝曽一覧曽一P認﹁濡雪二謄胴；＝巳乳﹂＝冊認

雷ゾのU308

A8Cは一九六九蕪と一九七〇
年に約一万五壬

に対して一応当り五・五〇がか

ら六・OOがの間で支払いをす
る︑といった︒しかし︑ウラン叉
手業者︑胆力会祉︑燃料サイクル
会社はこれを批判して︑その幽草

にアメリカのウラン布掘におい
て︑この価格にまで買いたたくこ

たが︑前回で現在運転中のもの

とも理講上はすべての申請を説査

特に︑大型軽水炉を本聖に評価す

もか豪わない︑ということらし

この点についてホリフィールド

なければならないという﹁実用価

るにはある程度の運転実績を持た

水炉にたいしてとってきた議場︑

関係を明らかにしたものであるか

ず蟷力事業投資のお来のために

蠣船長は︑﹁公共の歴祉のみなら

い︒いわは︑JCAEとAEでC
きる
の︒

みてよい︒

も︑安全榔の閥題にJCAEが関
鑓﹂の問題に関運した霧と薗尾

来法と対抗できないため放射線

従って︑据描き微保計画を含め

てAECのウラン購入政策は︑国らかにする手段をどうするか︑に

は︑民闘所荷の核物質の所在を明
る︒アメリカ市揚も世界布揚もポ

触れつぎのように説明した︒

家禦業として︑益々非の打ちどこ

ろのない良策と見られ︑JCA冠 ﹁きたるべき特来︑効果的な圏
九七〇年代の半ばである︑と

は

大気汚染研究でA
ECの設備利用を

が︑国際的に取り入れられること

漁設に対する国内安全保障措澱

きる︒その際に︑わが国の民間核

めの努力が払われるものと期待で

除的安全保障拙置を育てあげるた

がこれを公聴会に持ち出したがる
のももっともなことである︒

いうのが大方の予想である︒

いずれにせよ︑一九七〇年代以

燃料賃貸会社結成を
査察の測定技術まだ不十分
ル管理のパターンがどんなものに

︿核燃料民有法に関連して﹀
賃濃縮公聴会ではこの他に﹁燃

と述べ︑つぎのような揚合を挙げ

料会社間の競争﹂の問題も論講の
的になろう︑とホリフィールド婁

た︒

なるか︑JCA封の関心那である 島速増殖炉に関しては︑いつ十
分に陶業的炉型ができそうかを
員長は語った︒

竿︑蔵版し︑これを醒力会社に賃

ここで︑ホリフィールド婁員長
は︑購力会社がこの閾題に限らず

貸しする会社をいくつか結成す

たは子会社を通じて︑燃料所有︑

的な梢擁﹂としての風信を買って

核燃料民指法に端を発する種々の

てくれれば有益であることを摺摘

問題の考え方を︑3CAEに示し
る︒
し︑燃料民有ならびに燃料サイク
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り
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ンド嚢り価格が八がの線を溜るの

とはできまい︑とほのめかしてい

、

ら︑以上の発色は職務約なものと

ミノチェル︒パネルはまた︑原

入気質亭持つ幹部にR王副器類

処理法が実現しない揚舎もあ

⑳

アメリカ上下両院禽岡原子力婁員会︵JCAE︶は今年になってからも嶺著する原子力悶題
をどう受け取るかについて︑いくつかの点を明らかにしてきたが︑サンフランシスコで今月開
心をもっていることは︑第一に灘

の採贋を納得させることは非常

る︒また︑放射線効果を研究す

一貫したものである︑とみられ

子力法を改正することにより︑原

要である﹂ことを指摘し︑ACRる︒

に困難であるが︑特に︑トレー

ることにより︑同じ効果をあげ

●

子カプラント建設申請のすべてを

サー利嗣の揚合にそれに関連す

得るより低コストの在来法の開

ピ

かれたエジソン・エレクトリノク・インスティテユートにおける集会で︑耳CAEのホリフィ

ぎ・

ールド委鍛畏はさらに立ちいったところを公けにした︒以下︑ニュークリアー・インダストリ

ー総からその概要を紹介 す る ︒

産業界︑将来価格を疑叢談

く︑﹁価格政策も含めて﹂特殊核

︿AECのウラン濃縮サービス﹀
話題が変わり︑一九六兀無から

なろうQ従ってウラン市揚がどの

位の規襖になるかを評価するに

る撫設が大がかりとなり多額の

化学の持つそのような無口にも

発に役立つこともある︒放射線

％魯
ご〉，｝⑨L

泌三

B︶の調査を受けることになって

いるQさらに︑これらの申舗はA

がよいと愚う︒いろいろな部局が

は︑ある程度議で冗侵度がある方

始めるウラン濃縮サービスでAE 物質の賃黛あるいは販売に関する

EC 自 体 ︑ お よ び 殿 終 的 に は J C

ホリフィールド委員畏は︑ま

て︑ホリフィールド婁賛長は︑こ

Cが呈示する条件の間題につい AECの政策を考畷することにも
の菱の公聴会でこれを数りあげる

ちらを選ぶか知る必要があるが︑

は︑耐力会桂が賃管と賃濃縮のど
際にJCAEとして何を検討する
かのアウトラインを述へた︒

この選択は︑塾本料金がどうなる
かが分って初めて経済比較が可能

となる︒一九六九鋸以後はA鶏C

系統に変化卒笈

︵5︶酸後に法規上の毬々の規

軟性のある人材が要求される︒

髄正な評価を与え得るような柔

経費を要し︑しかも窪来の生薩

ほす可龍盤もあ
︵

2るという意味
で︑これらのR

I技術奮の老練 制がRI利用推進の瞳露になっ

が認められるQ例えば︑工程制 業利用の穫度が姻当高いことを

る﹂とし︑R工使用を︑稜極的

O

…

月

調査 の 重 複 も 必 要
ゆ

安全性解析のずれを解消へ
AE の 調 査 も 受 け る L

ず︑処理手続き改正の疇期と実際
独立に蘭心することによって︑申

﹁原子力における鍛近の発展と

の題囲で︑内容の多くは以削の陥

将来への挑戦﹂というのがその語

上の段取りについての条陣をいく
回者や他の部周が行なった安全性

﹁原子力のような新しい分野で

でもとり上げたものであるが︑聞
つかあげ︑つぎのように述べてい

なってきた︒特

米国におけるR一工業利用

御にRI譲器を利毒することは 示すものといえよう︒︵3︶R 特にその工業的開発では放射線

に展翻していかなければならな
いとしている︒

矧

る放樹線化学工業に︵原隊放射線開発課末綱﹇郎︶％

・書簸た倉

噸

◎
㊨ロ

いのものではなかった︒

き手を驚かせた個所は﹁つにとど
解析の中にギ伽ノブをみつけるこ
とも町能になる﹂

る︒

﹁周知の通り炉建設認可申舗は︑

まらない︒しかもそれが快いもの
ばかりではなかった︒なかでも︑

にしたところによると︑幽門会で

まずAEC炉規制部︑つぎに原子 ﹁AECの最近出した認可機関 ホリフfールド委員長が明らか
撮後に原子力安全認可局︵AS﹂ な半 引 き と 解 さ れ る ︒ J C A E と
は契約茎鵡を検討するたけでな

るAECの計圃に向けた批判は ︑ 炉 蜜 全 諮 闘 委 員 会 ︵ A C R S ︶ ︑
に関する政澱綱領は︑単に 時的

姫認可手號きを簡略化しようとす

どうみても楽観論を鼓癒するたぐ

︑ぎ︑ぎ︑ざ︑ノ

いて発展する︒しかし︑ある程

ある︒豪た︑たとえそのような

︑§︑ぎ︑ボ︑翁︑ざ︑ポ︑ぶ︑

る経済効果は︑生産面では論食
痩工業に漫透してしまうと遇該

る︒しかし︑たとえそのような

に︑離回以降薪

が見つからないために折角の施

自運告轡は︑まず調査の目的
的な設備の近代化と一体になっ
工業に対する計羅類の市揚は飽

人材がいてもコスト高により在

および形解に著

たに発展してき

意のありかつ信頓のおける欄入

と範囲について﹁①R工が各種
ておりそれだけ楽抽出して評億

和して︑それ以上RI利用の拡 存在があっても︑藷ながらの名

しい変化が起っ

たものにプラス

設が有効に生かされないことが

工業の生産︑研究両面に如何に
することは困難である﹂と簡蝋

たかを明らかに

チノク︑医療品

またはそのグループの存在であ

活用されているかを実際 に 確

しい方法を導入しなければなら

論を要約する︒︵1︶研究︑副 ない︒すでにゴム工業やたはこ

次に︑本調査から得られた結

大を図るためには︑まったく新

れに特有な利用の仕方とその漁
義を評価し︑③

工業においてその傾向が見られ

ゴム工榮︑﹁たはこ﹂工業のと

なわれているRI利用は而回に る︒このことについては︑後で

N王cB調査以測制御・葬破壊倹資のために行

降・どの分野で

R工の利用軽度 比へ文字通りルーチンな手段に

しょうとしたし

技術者養成が急務

と述べている︒

ころで詳しく述へるので︑ここ

ているかどうかについて︑報皆

次に︑R工利用 薬昂︑半導体などの放躬線処理

では省略するが︑とにかくこの

︵4︶羅離放射線を応用する物 でいることは︑RIの研究利用

実際にR工轟轟所が共通に悩ん

かつ熱意ある捲導力によっての

があるが︑それも加速器の電子

ようにRI利用が一巡し飽和段 なければならないとしている︒

欝は﹁そのような隙轡よりも︑

の経済効果につ

線照射によるものが圧倒的に多

み推進されてきた事実に注園し

いては︑原産の

ようにR工の工 い︒︵2︶RIの工業利用の発階に達した工業があるという虚

Iの工業利用の発展に影盤を及 化学に関する二合的知識と︑斬

に経験と熟練卒⁝持った専門的な

ぼす最も磁要な覆素の一つは︑

実は日本の現状と比べてR工工 質の処瑚や化合物の合成などい

る立揚からその騨価の基準や籔

鶴動化の傾向と密接に結びつい

RI技術の利用亭．推進するため

展のモードには一定のパターン

定方式の指穰を作ることには最

ており︑まず試験的瞬間に始ま

藁利用卒．促進す

も関心が持たれるが︑炎る三十

り︑ついで使用増大の段階ぷ淫

入材が不足していることであ

五班原産が行なった実態調査に

わゆる放射線化学の研究開発︑

おいて指摘されたと同じく本報

のよく訓練され︑経験に寓み熱

製品の開発や工程の改良を研究

告轡でも﹁RIの工業利耶によ て薄及親戚というサイクル牟描
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に述へているにすぎない︒

Rさ行た穰そ〃∠ク％，ク％〃％∠ク％∠ク勿∠ク％∠ク％∠ク％∠ク飛J短い、いは

め︑②各種工業にわたりそれぞ
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P醜委は体制強化
日塞原子力産業会議は六月二十九日翫午︑原陛会長室で第一七
ず︑特殊法人の薪設は順調にい

改正など行なわなけれはなら

第八回R亙会議は準備委設置へ
六圓常任理鐵会を開き︑役壌の異動︑常設委員会委員および評議

っても来舘秋になるものと思
う︒従ってそれ豪での開発雛備

貫簿の婁嘱︑ならびに第八圃日本アイソトープ会議開催訂醐など
について審議し︑いずれも承課した︒役員の翼動では役職の交代

それでも﹁中にはいろいろと

と心配される程の博識ぶり︒

議員︑婦人会旅行会︑間硝会

文科系から理科野馬で︑市会

小中掌校から嵩校︑大学ても

美氏︵丸善石濾東慕本邪渉外調査

計画局長︶︑當務理事に佐藤武都

に向坂正男氏︵前経済企画庁総含

的研究調査を行なうことを目的と

はち．

難かしい裏を質問さ旧る方が

これだけ各綴の人が集まれ

に膚衛隊と濠さに多種多彩︒

﹂二一＝＝幽一一＝＝髄＝＝＝篇＝﹁＝＝＝需＝胴＝＝一＝一＝一冊＝＝営＝＝囎＝一＝コ一一¶一＝一一＝巴鴨二二＝＝一一瓢コーコ階﹁＝器一一＝一閲＝凹＝四一＝需冨一二；一篇一＝＝＝＝＝一一＝＝幽一＝一一一冊一望一悪一一＝一一＝一篇一一置﹁皿＝＝＝＝＝冊＝一＝一一＝謂口一＝二一コ＝卿＝胃＝︸に

背く燕在する建物︑その間を
四ナ五分はあっという間にす

あって困ってし旗い談ずQ佳

ば︑まず賊子力PRにはこと

たという︒

水戸の県立高校を出た同窓生

なお嬢さん達だQ今年の春︑

で四人︑みんな明るい近代的

的な愈見がとび出すQ困るこ

く分るのではないかなど慧欲

どを引用すれは小学生でもよ

らいたい︒鉄腕アトムの譲な

て︑少しでも多く理解しても

つ︑日中田︑尿族つれでにぎ

のはながひらく日を想像しつ

の上に臼本の原子力平和利罵

かくまいQこれらの羅い臨御

見学コースは原燃東海製紳

付で見学申し込みのあった団

帰りきわ︑事務所の予胸受

所−原研東海研究所i原群集

体の名簿を晃せてもらうと︑

︹写翼はJR臼ーー前での普及
センター見学バス︼

として︑ボロンカーバイドを衛販

カボロンの商品名で︑高級研磨材

勇気化学工業は︑これまでデン

紙をつけられたことから︑ボロン

たが︑今度︑軍艦がGE社に折り

バイドはすへて輸入にたよってき

ている︒わが国では︑ボロンカー

した﹁原子力ボケノトブノク︵昭

術庁原子力局の蟹修で︑編集・発行

摺本原子力産業会議が︑科学技

する説明会を開健する︒

ーーー

防止法および関係広令の改正に関

力局より講師をまねき放射線障害

月十三日午後二時より︑大阪科学
技術センターで︑科学技術庁原子

細は六面謬照︼▽同懇談会は︑七

力炉開発を中心とする原子力政策
の響き﹂について講演した︒︻鮮

有沢広巳原子力委員長代理が﹁動

旨肩代袈常伍理事の挨拶に続いて

藤翻委員長︵関離醐祉長︶︑僑本

転生会終了後︑午後一時半︑加

勢︑いずれも瓢饗した︒

認の件②昭細四十一三展饗業洋画
および同収支予算案承紹の伴を隠

度事業報告および岡収支決算案承

区の大阪科学技術センターで笛二
十回委員会を開き︑①昭和四十年

☆関西原子力懇談会は︑六月二
十二日午削十一時から︑大阪市西

学︑高校校長を苅象に除子力に関
する開演会と見学会を開く︒中込
は七月二十日まで同協議会へ︒

月八日︑原子燃料公筏東海製錬喉
内講堂で県内の教育箏麟所長︑中

☆茨城原子力闘三二三会は︑八

原塵通僧

事業逸含会副会長︶が疵伍した︒

ル物産祉罠︶︑荘村菰雄氏︵電気

沢広巴氏︵東大名営敦擾︶︑所長

して設立されたもの︒理事長は有

縫って霊地に赤いラインのい
ぎてしまうが︑ここを訪れた

るのですが追いつき潤せん﹂

事の合間に本を挿んで勉強す

かに感じてみたいという人に

うどりもあざやかなバスが走

う文字を︑また露藥をこれま

人は︑ζれからは原子力とい

兇渡す限り広がる松の緑︑

る︒この四月︑日本原子力研

となげく︒今は説明用の台本

うど手ごろなコース︒

究藤東海研究所正門萌に籍し
でとは違った感慨で受け取っ
も一麺頓しかないが︑小中学

襲

部艮︶︑監購に甲灘蘂雄氏︵ゼネラ

く開店した日本原子力競及セ
てくれることたろう︒

生︑高校生︑大学生︑一般む
けなといろいろの台本を作っ

仕購についての感想を求め

に休めないことという︒

とといえは交代制で四人一緒

人気集めるバスガイドさん

普及．・夕i只今営業中

ドさんにインタビュー︒全部

試乗を終って︑バスのガイ

ンターの原子力施設毘学バス
だ︒説明するのはコバルト・

i囎の司愛いい

ブルーのユニフォームにベレ

ガイドさん︒マ
イク片手に窓外
卒次々と通りす

ると︑最近はやっと慣れたけ

ぎてゆく施設を

海手聡所1の約四十五分間︒

れども︑初めのうちは難かし

手ぎわよく脱明してゆく︒

もっと原子炉を見たい︑原子

い悪報が多くて苦労した由○

嫁の

わう霞及センターを辞した︒

いというマニアにはち．︒つと

力発諸所の中をのぞいてみた

しかし今では晃掌客に

門三一三≡≡＝三朝三＝≡＝三＝＝一働一四三三圏三≡茎一一≡≡≡一≡≡＝＝一二≡＝≡一＝＝≡一蓋＝ニ≡一冊三≡曜≡一三≡≡ニ≡層一嘗≡＝≡一＝三≡幽一三≡≡三＝≡幽二一＝三≡一＝≡≡≡回一三闘三二

もらい手がなくなるのでは

けられるように蝕し合いも進めら

物足りないたろうが︑臼本の

牟田工揚に月庵百♂μ︑．のパイロソ

原子力關発のいぶきを肌でぢ

い︑七月中には閣議決定にまで

け︑東芝と協力してボロンカーバ

してきたが︑昭和三十六年ごろか

れる︒一方︑同社はすでに海外の有

カーバイドの国麓が大きく注隅さ

和四十一隼版︶﹂がこの七月五日

ボケノトブノクは原子力政策︑

からいよいよ発売になったQ

原子力法規︑原子力開発体制︑

よび原子力発電︑原子力船︑核融

原子力予算︑研究施設︑原子炉お

合︑核燃料︑安全対策︑放射線利

用︑放射性鵬棄物の処理︑環境

の簾威︑原子力関係の特許および

放射慮調査︑国際協力︑科学技術者

技術導入など︑原子力関係資科を

三翌原子力の受注部分のうち︑三

ることになっている︒このほど︑

圧︑湿分O・二班％㊥抽気段数巨

条件1ースロノトル蒸気三四・万気

トプノクの注文は︑もよりの露
端︶11三四〇︑七九〇KW⑤蒸気

すへて網羅している︒なお︑ボケ

艶臆工と三愛雌機の製作分担がま

五段㊥転転数目短分一︑八OO回

スペインの発亀会社の名蕩でも

子力凱術展のことVこれは米原

ない︒近く凝麟て開催される原

子力フ寸ーラムが︑今戸の十一

月にピノツバーグで開く年次総

アトムフェア66

に鍔投して

会ならひに第十二回矧際貿易展

開催する絵画展て︑阿らかの形

で原子力に関係のある入ならは

日本エネルギー経
済研究所が発足

出てきたということか寧ロ本の

おかげで余暇に画をかく余裕も

近ごろ米国では︑原子力発電の

応勢の濱格かあるというものΨ

財団法人﹁日本エネルギー経済

るから日ごろ馳に憶えのある方

開係者にも参加を呼びかけてい

﹂

属

匡

ノ

タ

たz鱒

部

門 盤

炭

は応募されてはいかがV詳剛は

在来化が取りざたされているが

研究駈﹂は︑六月二十九日午前十・

京た︑WH社が覇王している圧
力牲器︑蒸気発生器︑加圧器︑ポ

は三選原子力を顯じて︑一二菱亟工

広島造船藤が製作︑据え山けるこ

時半から葉票会館で設立発趨人総

直接の申し込みとなっている︒

店か︑原産サービス饗総本部あて

とまり︑また一次系のうち︑コン

転︑となっている︒

てもこれは斬製品の名前でも︑

撫購器

原産七月五日から発売
ら原子誤用鯛御平としての用途に

力企業からも関心を漿めている︒

注は初めてで内感されているが︑

グハウス︵WH︶判が︑二次系を タービンの仕様は①型式ーークシ型

建設では︑一次系を米ウエスチン

W汎︑電気嵐力三十四万KW︶の原子炉用タービン発電機の国内受

閲函電力爽浜原子力発霞斯︵P れそれ製作︑据え儲けるQとくに

関電炉向けの発電設備

三菱重工・電機で分担

所で聚落研究を終了︑つづいて大

開を向け︑三十八年には中央研究

た︒この間︑同社は特製を出願し

会の方針とくい習いを生じてい

[ネラル．エレクトリ．ク︵G 建設している︒また︑同祉は︑こ

めることになった︒

持ち込み︑熱本方針の正式決定

絵に画いた

原子力委員会はさきに動力炉開

E︶Uに送ったサンプル糾節膠 のほど科学技術庁の昭和四十一年

原子力ボケッ
ひブック発刊

れている︒

岡塁本方針が

発の茎本方剣亭丙定し︑日舞を

据え付け工事が嘗ピノチで進めら
れている︒この曲輪器は︑コノク

テナー︑七十五ゾボーラクレーン

H漂子力工栄が受注し︑今秋か 渦圧二分類低圧二分流矧気再二二
は︑二男加速鴇︵三MeV︑五︑ザ
ら総建設費二穏八十慰円で唐申す
復水タービン②疋格出力︵発竃機
アンペア︑十五KW︶の組立て︑

が︑さいきん︑GE往の厳格なス 度原子力平和利用研究補助金を受

二台目加速器の
据付け急ピッチ
原研葛崎研究所
臼ポ原子力研究所高崎研究所で

クロフト磯竃子線加速馴際︑とく

闇1川1翻旧mlllll田川旧川1川lll湘11川ll旧1川1川雌11国ll

準準髄灘醸澱
トブラント建設︑製造に選りだし

を行な

ご

イドの品質︑性能テストなどを進

嘗め

鴇

るので削途は多難である︒

では︑開発体制の問題で︑政將

にならぬよう関係方面の協

力をお顯いしたい︒

餅

友化学︶︑醐竣議長懸花ル省 三
担当︸3る謄躍として新しく特殊

委員長釧土井花冶︵住

︵製鍬化学工業︶︑杉出徳一二︵一ご

学婁鼠会

げ

を行ないたいQ国会筋との折衝

れからはその

との折衝も進められており︑こ

また大凶︑通産など関係省庁

している︒

いう手順で行なうかなどを検討

行なうか︑また国際協力をとう

来年度予乱臣求をどういう形て

るQ同本部は当面の作業として

幹甥会を設け活動を始めてい

研内に設照し︑下部機構として

機関として︑臨購推進本部を原

く常飯理雛になった︒また常設委災会など︑覆簸全員任期満了に

に伴い︑石原武夫民に代って荘村義雄氏︵電箏連圏会疑︶が新し

つき改選の件については︑役騒交代に伴う一部愛員を除いてほと

んどが再任することになったが︑PR委員会は︑従来の委員のほ

▽PR委

委員長貿和m廼柚︵学士鍛

電︶︑高洲紀国︵住友練子力︶

機︶︑酬委員長薩田中酌治郎へ東

凪会

村健二郎︵琢以女大︶

かに六電力にも委興を委嘱することになった︒

各部会︑幽間会の新しい覆員
長︑醐委員長は次の通りである︒

委鍛睡〜ホ松珠磯

︵騒騒︶︑瀬藤象二︵罵本原子力

◇企画部会

▽国際協力婆貫会

写員長一1関鵬

事業︶︑荘村漉雄︵電環連︶︑平
長︵一蕪愛源．＋力︶副愛員口唱大堀

し︑アイソトープおkぴ放二線化

議は︑来年の秋開催することと

また第八回日本アイソトープ会

弘︵電発︶︑鰐眼欝遼吉︵原戴︶

塚正俊︵住友原子力︶

◇財務委貴会委貝艮鐸藤波収
︵北海猶暇力︶

◇常設甕鍛会翻▽開発計画委鼠会
委員長擁堀越禎三︵経潮連︶︑副
という

新組織の設立にはよほとの

ことでないと認めない

が

方針をとっており︑原子力婁員

能社の検査に合格
蟄靴ボロンカーバイド生産へ
ペノクに完全に合格した︒このた

なお常任理慣会終了後︑原子力

村顧原子力局畏

動力炉開発で
協力を要望

いて審議検討することになった︒

会を設鐙し︑会議の融本構思につ

餐員長11吉村湾三︵関心︶︑蔚田 学圏委員会奄欄体として準備委員

︵東鵡︶▽二野推進委最会 委員

七之進︵欝ナ電機︶︑田中薩治郎

艮鐸井上五郎︵中部電力︶︑副委
凪提翻加藤博見︵関電︶︑菊池薦
▽原子力船

婆貝長1一松原与三松︵日

ナ︑漕成疸︵日立︶
婁澱会

斑気化学工業株式会社では︑昭

め衰齢化学工業では︑将来の駕要

圃婁員長睡妹尾三 蹴

︵三要原子力︶︑内古閑蜜太郎 局長村田浩氏から︑鋤力炉開発政

恩納一十よハ年以来︑原子炉閑川角榔材

にそなえて︑現在九州の大融田工

立造船︶

策の全般的動向についておよそ次

のボロンカーバイドの研究開発を

場に︑月産六百影野のプラントを

︵臼本原予力事業︶・▽放射線化
のような説明が行なわれた︒

進めてきたが︑昨年末︑アメリカ

塾購脂︶︑角m吉雄︵旭化成︶

法人の設敵をうたったが︑その

愛翫昆擁

艶繕
．艶

ノ

㌔
㍉．

ンプを含む冷却系︑補助系などの

門

竈♂

電

讐

仕社

￥

醐楢騨冊碑趣

とになった︒

慮接フすーラムのこ⑦壽鋤気ロ①

郎

一

良

玉

璽

長

しゴや
募

岡研究所は内外におけるエネル

舞ミんへ者B『Ff畦「Hl戴ヌtのプ92の8

7鼠

遥劉

一次系は︑三菱穣工神戸造船所が 会を開き︑正式に発足した︒

心

受注部分
据え伺ける︒さらに補助系のうち

化挽 機一発

竃機・その他産業機械

▽アイソトープ委鍛会

磁．

試︑轟

にトリオキサンの放射線固相通合

ｳれるものである．

の本格的な試験︑研究のために利

下は加速器の底部とつな

︻三選上は加速器の据付工講
の現場

二次系のうち︑タービンなどの
機器は三菱魚工燭砂製作所︑激た

氏に購い合セてくれとのこと︒

貼

部

械

部

∫T・

ン

チ

fヒ

酸・酸

三菱原子力

一部は一二嚢漂予力が製作を引き受 ギー経済の檎報収災ならびに理舗

灘・

一ゴー

鉱

金
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がっている照射セル牲照射装麗と

発編機ほか電気品は三軸電機がそ

部

石

化

硫

銀

O

銅

ゴ一

一の

｝

羅

ための法押の制定や関係法規の

鞠

安西正央︵昭電︶︑幽幽貝長擁木

i騨1

一
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聞
新

業
産

力

薩窓難
ガス冷却型原子炉の圧力容器

に置かれた実験体は晃事であっ

完全窒調された臣露な上家の中

翻畏とし︑関西躍力︑日本原子

鋼強コンクリートの村上常務を

しているのだということもでき

きて︑各人が闘標を決めて行動

透︶

アセチレン：プラツク

スウェーデンなどの原子力施設

産業会蹴の御協力により︑訪

象亀

千五酉字以内︼

研究課長

︻投稿歓迎

した︑この二つに較べるような経

に︑ニューディールの実行を決断

蔚上の偉大な決断はなかったと思

な決断も︑実はもう問題が足元に

うQしかし︑これら経済上の偉大

きた︑焦膠の状態のもとにおかれ

ところがわれわれのこの動力炉

た決断であった︒

な決断ではあるが︑足元には今の

開発十五力自計劇は︑これも大き

い︑焦眉の急であるという問題は

ところ何も火のついたところはな

から考えて︑その時の用溜を今か

ない︒十年︑二十年後の問題を今

ら始めようという決断である︒入

確実樵のゆえに︑現在の財貨より

門は誰でも将来の立面レ佃︑その不

ずっと手離で︑処理する方陶に導

は︑エネルギーの閾題を水際より

私達原子力委員会としては︑動

かなけれはならない︒

メラミン
＊ルマリン
可塑蘭

を四十田にわたって見学︑六月

聞先はいずれもきわめて親切で

これはもう私から串すまでもな

力炉開発についてとにかく始めよ

クロロプレン

よう︒

たが︑選外國での見学先開墾に

の六名を加えて一行山名であっ

きた︒この点関係の方々に心か

あり︑十分に見学することがで

ランを使う型の炉︑軽水型よりは

を燃料として使わないで︑天然ウ

長い庫限にわたっておし進めてい

イプを謝画しており︑一二十万KW この主体がうまく造り出されるな

く︑このプロジェクトを実行する

ポバール

力研究所の方々の他︑建設業者

は無数の測定用リード線に包ま

PSC会譲には︑臼本の専門が入るまで図郭され︑あるもの

ついては日本を嵐発する前から

という郭になると大難の濃縮ウラ

るかにウランの利胴効率が良い新

くことができないだろうと私は考

クトを抱進し︑実施していく︑い

にスケールアノブしたときの予想

科学技術の水吐をもって達成でき

方戴漏しながらすすめるのは大変

事は大きな決断である︒この大き

石灰鐸嚢
公金鉄

た︒あるものは全薇にクラノク

捜術者も多数出席したことであ

れ︑油卒循環されることによ

隠見がまちまちであり︑いくつ

ンを必要とする︒現在それを大羅

型紙換炉を︑何程かわが圃の原子

える︒

ドイツでは新型置換炉として︑

わゆる開発体制︑開発虫体という

によると発霜コストは二円七十餓

ないはずはない︑と考えている︒
この瞬発を辮進していく為には

低く評価する傾向がある︒われわ

蛮力的に動けて︑一方では権限の
椙当に南中した体制を考える必要

の推進方法などを講議してきたが

な佳事で︑二つの原型炉を建設す

カーバイド

末に帰国した︒

るし︑団としての報告盤も後臼

ら感躍したい︒ただ︑われわれ

氏五十度に長期間保ち︑あらゆ

の旅程があまりにも多

り︑内圧三十気圧︑内部温度摂

ぎ︑聞きたいことを残したこと

ついてはなにも述べることはな

いた︒それも旅程の進むのにつ

も多く︑また日本の日子力醗発

発表されると思うので︑細部に

れて変更があり︑結局︑全員で

に関する質悶に対して︑われわ

忙に過

兇学したのはわずか三施設にす

かのルートに分けて田圃されて

ぎず︑仏に蒼いてすぐ︑雛実上

ラであったことが心に残る︒今

れの持参した資料が巷干バラバ

等うらやましい仏の実験設備︑3

に︑PSコンクリートが使用さ

箋であり︑鍛近では米国でも軽

れていることは︑既に周知の事

水炉に利用するための研究開発

が進めちれていると報ぜられ

くの原盧派遣グループの中で

の解散となってしまった︒数多

ザpsコンクリ監ト調査団に参加して転

折りから︑六月十一日〜十八

る︒

者として驚きの團で眺めるはか

SコンタYト圧力答墨藁際 愚いきった実験設備に同じ技術

日︑パリにおいて︑第五回PS いが︑文献のみで知っていたP ることを測定していると闘き︑

れ︑これ布機に︑日本原子力産

は一九八○年ごろには下足すると

にしかも安く供給し得る国はアメ

力発生体系の中に取り入れる事が

いった発電規模に達する間︑これ

︵鹿島建設株式会社原子力室

効に見学したいものと思う︒

後再び樺会があれば︑さらに有

見ており︑八○年か八五年になる

リカしかない︒日本で濃縮ウラン

緊肇で︑これによって減損ウラン

が軽水型ばかりで行なわれるとい

のでアメリカにその供給を語るし

バイエルンに重水減速︑ガス冷却

それだけに私共はこのプロジェ

かない︒今のところ日本が三〜四

日本へ供給する能力はある︒しか

リカでは国内の罵要を賄って更に

であり︑豪たそう安いものではな

千万KWの発駕をやっても︑アメ 圧力管を遇う十万KWのプロトタ ものをひじょうに璽志している︒

しアメリカのみに供給源を依存す

いが︑最近の軽水炉と似たりよっ

らは︑このプロジェクトを日本の

て好ましい状態ではない︒

たりの値であろう︒

るという禦は二本の立場から言っ

結局日本としては︑麟縮ウラン

未曾有の国家計画

れの決定も低く評価され蜀い︒

しかしエネルギーの問題は︑足

があり新しく特殊法入を設立する

員会も︑転換比のより高い炉が︑

今年薫月︑縄速増殖炉と噺型転換

る窪での研究關錦鯉は︑禽3一で一

新型転換炉は︑今後五蕉以内に

した︒国民の皆さん︑なかんずく

うではないか︑という呼びかけを

影生活と産業を

噺

開発主体を作ろう
有戸レに比すべき大事業
有沢広巴氏︵原子力婁員︶は︑六月ご十二田大阪科学技術センターで開かれた闘西原子力懇談会主

鼠に見てのプラスは大きかっ

なかった・一社・二巴の力でな

に兇たいものがはっきりとして

原子力口業も軌道に回り︑本嶺

うによっては︑それだけ田本の

仏では現在施工中の鶯DF− く︑国の方針として︑EDFのであったと思う︒しかし考えよ

も︑あまり例をみないグループ

た︒

て講演を行ない①繊還増殖炉の達筆化は一九九〇年代に入ってから

催の講演会で﹁動力炉開発を中心とする原子力政策の動き﹂と題し

ギーの利用妨事︑ウランの確保の面からいって好豪しくない③濃縮

調査腰が派濾された︒土建技術

業遷喬編成のPSコンクリート

コンクリート園際会議が開催さ

ウランの供給はアメリカのみに依存しなければならず︑商量増殖炉

であろう②それまての間︑軽水炉のみでやるという堺は︑核エネル

が実用化する豪で︑日本としては災然ウランを燃料とした新型転換
者のみの一行九名は五月二十一

力の
卒あげて榔発と取り組んで
4の他︑8DF！1︑2︑全3

炉の開嘉擾陰るべきである④高速増殖炉と新型帳換炉の並行醗発

われわれのグループは︑九州

いる姿であった︒

か今のところはっき︐り霞えない

工揚を造ったら︑という愈見があ

捧を見ながら説明を闘いたが︑

巳に田発︑PSC会譲に出腐すあるシノンを訪れ︑磁力の実験

が︑いずれにしてもいくら安いウ

る︒しかし現在の拡散方法ではあ

の利用︑プルトニウムのサーマル

るとともに︑英︑仏︑独︑伊︑

は︑長期鮒かつ大厨襖なプロジェクトであり︑経済虫上かつてない

ランといっても︑これを軽水炉だ

ユースなど︑核燃料の国内リサイ

雛縢膨量器醗蹴醗轍

けに使うことはできない︒今後十

まり現実的ではない︒つまりグラ

クルが可能になる︒しかし経瘡性

とか︑日本では三千万i四千万と

う膿ならば︑どういう肇響が予想

年︑二十年とにつにつれて︑安い

ム当り八がという安い価格で濃縮

たとえばアメリカで七千万である

の一致協力を強く呼びかけた︒宿沢氏の講演の要厨はつぎの濾りである︒

決断であると︑さきに原子力委員会が決定した動力炉開発の纂本方釧の実現に︑産業界︑研究技術者

有望な原子力発電

されるであろうかという耶を︑こ

ウランを入手できる軽水炉のメリ

米原無目力委員会．の婁員畏シー

子力産業会議のパネルで演説し︑

開発の体制が
成功への前提

駆はいえる︒

ウランは段々不足してくるという

低コストのウランはアメリカで

がなくなり︑追いコストのウラン

聞題は解決する︒豪たその時代が

ボルグが︑一九六四年十二月米顧

開発が必要であり︑各国はその開

低コストのウランが不足するとき

ノトが央われてしまうことになる の点が大きな課題である︒

のさい湾えてみる必要がある︒

高速炉万能視は危険
むろん︑もし高速増殖炉が実用

を使うことになれば︑在来炉によ

軽水炉もなお並行して稼働

千万KWに達するであろう︑そし

化され︑高速増殖炉の時代がくる

る発蹴コストも高くならざるを褥

必ずくるという購も明らかであ

ない︒

峯力発醒によって占められる漿に

る︒その為には高遠増難炉の研究

発にひじょうな努力を傾注してい

低価格ウラン
は先行き不足

なるといっている︒

％︑総KWH数については％が原とすれは︑このウラン不足という

てその晴期における総脚高能力の

における原子力発鷹が三千万⁝四

告によると︑一九八五年にはB本

ギー調査会の原子力部会の中間報

く認識されるようになり︑エネル

貸本でも原子力発隙の莫価が広

するであろうと予想されているQ

迄には七千万KWの発雌能力に達

計岡も改訂され︑一九八O隼ごろ

にアメリカの原子力発電の将来

エネルギー政⁝策上に幽思蒸⁝
原子力発蹴は今日において︑そ
の将来性に疑いをもつ入は全くな
い︒原子力発鷺そのものとしても
多くの面において︑在来の発聡よ
り秀れたメリノトをもっている︒
なかんずく私どもが特にこの原
子力発購に特別の意義をおくゆえ
んは︑この原子力発聡が国のエネ

ルギー政策を遂行するに当た っ
て︑非常に大きな︑またすごぶる
胃腔義な力をもっているからであ
る︒

燃料サイクル
で外貨を節減
たとえば︑原子力発蹴コストが
在来の発電コストと闘じであると

ことになった︒設立は早くて来雨

元の聞題となった蒔には︑もう手

総力結集すれば達成可能

のつけようもないほど大きな変革

には︑ちょうどそれに間に含って

を決め︑六月に﹁動力炉関発臨臆

度になるが︑われわれは既に血餅

る事も事異であるが︑その実罵化

手を十王以内にやる︒建設には数

をもたらさなければ解決できな

原子力発電が︑今日において石

いずれにしても︑世界の状況と

推進本部﹂を原研内に設けだ︒

そして規模もヤ分な高速増殖炉が

茸かかるから︑十ニー十三年のち

実用化されている︑という仮説の

に原型炉が建設されれば︑たいへ

が始窪るのはどう耐えてみても︑

田本の燃料政策の立場から︑原子

早くて一九八○年ごろだろうし︑

力委貝会としても︷砿山の秋から

とも拮瓶しょうとしている状況で

グラムを立ててはいけない︑と雷

上にわれわれのナショナル・プロ

炭と十分に競争できる︑更に石油

〇年代に入っての琳と思われる︒

その時代というものは結局一九九

すると︑所要の燃料経費は在来発

U講羅

あるが︑将来ぶす幽す発電コスト

低コストのウランを長持ちさせる

炉の並行闘発を決断した︒

い︒理性︑禽理性に蜜んだ入々

うこと︑命3なわち国内における三 が低下してくる︒石油の方も原油

いっても︑それ京で稼働している

しかも高速増殖炉の暁代がきたと

！時間稼ぎ一に必要である︑軽水

な決断は政治上に於てはしはしば

このような大規模な開発を︑両
軽水型とか熱中性子による膨大な

炉より転換比の高い炉i新型帳換

ん理想的であろう︒

れるがなおσ油による新鋭火力と

価格が低溶するという事も薦えら

原子力発電を︑いっぺんに筒口増

っており︑岡様な郷は連邦聡力委 動力炉懇談会を設け︑炉型︑開発

も十分競争ができる︑いやそれ以

殖炉でおきかえるというわけには

千七苗笹野程度のものが要るたろ

各方面におられる科学蚕の轡さん

原型炉の惣設に譜弔し︑三−四三

おいては︑シャハトが第一次大群

に呼応していたたきたい︒

は︑負事︑間接に私達の呼びかけ

行なわれた箏であるが︑無糖上に

後のインフレ卒薩止し︑取凝する

日本では平隠−戦時はともかく

為に・新しいレンテンマルクを

うと考えられる︒

って研究︑実験をやり︑経済盤に

大計画を実施した経験がない︒ま

として一このような日日にわたる

に建設を終える︒その原型炉によ

高逮増殖炉は︑原型炉建設の瘤

目途をつける事が可能になる︒

新大手町ビルヂンク

モの飽30余狸頬

濫〜
エネルギー問
題は早めに

発鍛に必要な輸入燃料のざっと麺
の外貨をもって︑同一の発電が逃

こういう見通しが立っているので

炉⁝が必要であると謡っている︒

上に安いコストで発電ができるQ

いかない︒つまりその二代になっ
てもなお膨大な在来型の原子力発

日本の場合︑軽水炉だけで行く

新型転換炉で
米国依存脱却

ある︒

ところで︑今日熊も発電費の安

であるQそして低コストのウラン

ナ︑何十万誘というウランが必要

東意都千代田区大孝町2〜4

スチロール
セメント

子

原

7

1

年懸サ多ル書めると︑棄型
4
また原子力発電のコストについ

和 成さ3てるという事になる︒

昭

て︑アメリカの連邦動力委員会の
鞭告轡によると︑今から二十年後

しかし︑原子力発電の規模が︑

いずれも軽水型である︒

いものはBWR︑PWRの二つ
羅︑
が動いている︒それには何万
︷にはKWH当たり約丙程 度 の 発
電嚢で鷹力供給ができるとい う
ことである︒こういう趨勢のもと

レ
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自船難抱傷

船価は約六十四億円

＠

原子力第

船は既定方釘通り閉内技術︑僧主体とする原子炉を一軸し建造率進める

︑o

と決定した︒この錆一月に醐し︑さる

原子力委

負担行為額として要求されるよう

二年度の概勢要求かち改めて債務

閥する予算については︑昭和四十

過するものであった︒これは副画

と︑予算額＝⁝十∴ハ億円レ磐大臣に紹⁝

価は搭載炉を含め約六十一億円

で︑電源開発会社のあり方を中心

日︑東下有楽町の下血連会議窺

社総裁︑大堀弘同副総裁は七月七

この話し含いは︑鋤力炉開発を

に意児を交喚した︒

めぐっての一連の動きをきっかけ

立案当時からの環境の変化が船価
に影冒しているほかに熾盛費など

に開かれたものであったが︑原子

であるが︑大蔵省が難渋している
ため︑その磁保についてはかなり

があったことが原囚とみられ︑原

開発要素関係の兄積り内谷に損違

長することにした︒このため原子

ることにして︑同謝幽を一閲潤延

WH社の技術レビューに対する米 子力委員会は建造讃幽を再検討す

くにとど濯った︒

は︑お互いにその主張の限拠を聞

力発電の開発体制の問題について

なお三菱でつくる舶用炉の泳配

難行しそうである︒

国政崩の詐可は未到漕であり問題

力委員会は同無八月原子力船懇談

なお同会議では︑このほかおよ

は残♪ているが︑聞もなく解決す
コニエニコニニニコニリニニニニココニコ

｡後も柑亙に協調し︑濃し合

そ次のようなことが硫認された︒

B＆W いを続ける︒

一船搭載炉の手力な候補である

は︑総合的に再検討する︒

祉のCNSG炉もわが国原子力第
二︑水力開発︑広域運嘗について

遣したが︑同調査団は︑

は﹁際子力船調査団扁を海外に派

会を設けて犠議を続け︑同十月に

る予定である︑

これまでの経緯

ニロニユニロニリコニコニ

わが国の二子力第一舶建造につ

のニニまコニニニ

いては︑日本原子力船聞違事業紺

電源聞発で特甥委員会を設ける︒

三︑そのため必要ならば重量力と

が三盛二月に造船大手七批に対し

と毒茸したため︑闘事業団は輸入

説後摺者会見にのぞみ︑およそ次

炉搭載も考慮し︑今鋸一月にB＆

のように述べた︒

で適度にわたる指名脱争入札を行

それもこのほど到吝し︑今月一購

運當の協調のなかで︑時代に即

なったが︑性能保訓︑発注船価︑

かねるということか上掛批か総社

三冠原子力工業︑石川島播磨重工

臆した体制をとりつつ︑各企業

定である︒

ていたことから︑結果的に船価の

が訓上され︑安全予習を終えκ後

退した︒このため同量乗凶は指名

業が再提出した発港霧およびB＆

イ万円の﹄71かあるのみてあった︒ に船価選定に関する情報か不足し

膵籔が不正確になっていたことの

︑石塁局播賠露

は調甜をとりながら社会的費飯

を提出するよう依頼していたが︑

このため嶺初より難産炉搭載を

ほか︑3画決定後における船価の となるので︑早くても来年朔め頃

競象入札を断念

W社からたされた兇嚢虫を二時に

また︑木川田無様社長は︑同会
W礼に対してCNSG炉の冤群り

主張してきた配業界は︑技術上に

になるものと思われるが︑舶用炉

開封し以後原子力婁員会で︑関係

でいた為︑〜社ではリスクを負い

ある測度の差はあるにしても︑国
上灘があったこと箸の事傭による

工業︵船体のろ︑搭載炉は露菱製︶

契約方式など複雑な問懲かからん

縦捜術の向上や迄船難績本の将来

と随憩契約を行うことになった
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に必要な総経費は圏薩舶m炉雷管

隣の諸試験経費を台み第一船建造

燃料曹︑後日装備贔︑燃料装荷以

業一石川赫播磨環工業からたされ

り︑康た編年七月に三鼎原子力工

億円を大嶺に超過するものであ

に予算化されている建造籔憲十六

ベル放射性廃島物の海洋処分に関

原子力婁員会は七月七日︑低レ

今回調査研究を進めることにな

施することを決定した︒

になっている︒

論考のコース︑開始日および

〆ノノノ！！！！さ

その他関係穣行零か協力して総合
的に行なう︒

なおこれらの調査酬究に要する
総経費としては︑およそ三棺円が
発債られているが︑さし当り今摺
股の予算としては︑原子燃料公社

篇
寓

千五齎力円を使用し︑機器の開発

に諸費経費として副上してある一

等を行なう予疋である︒
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電子計蜀機薫︵東京都中央一日躍

吊盟者は日本腺子力産業会議躍

級︑九月七日︑千円⑤モニター瓢
＝用のため︑プログラムm配川の講
八月十日︑二千円︒
＝
K会︵各三日間︶を開き求す︒

＝参加費用︵含テキスト代︑昼食
寓代︶は次の逓り︒
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九一︶豪で︒
一

i

l

懇談

1

合会翻会長と占田醗太二三開発会

電力副礼長︑荘村引回一気堺業速

l

＝

東京
ル内︑電話六山ハ三一〇七＝
@FORTRAN入門︑七
月ビ二

國十七日︑千円②同中級︑八月三

電発のあり方

水川田一隆象獄蹴力祉長︑横山

必要ならば特別委員会の設置も

二夫申部電力祉長︑占村邑三関鋤

し

一︑水力開発については総合的

に再検討する必蟄がある︒その

揚禽︑九電力のもつ既設水力の

近代化に当っての関連工群を殿

一︑原子力価蹴については︑当

発に任すことも考えられる︒

面轡水炉に凱点をおくべきだと

考える︒その後に聞遠増殖炉蒔

代を迎えるわけたが︑その対処

の仕方が今後の課題である︒

行く人・来る人

斎藤信一氏︵原燃︶オークリソ

シ国立研究所へ留穿のため︑七月

十六田羽田発残米す．0︒およそニ

蟹一＝

▼﹂

一A−A一

十九臓正

十九沼

二十臼午後

地旋小婁員会

常備姿畏会

二十一日午後原薩

再処理廃蔵物

処理クループニ十二欝年後門断

原子鋤力講習会

二十五日午後暖雨

放射線化海霧鼠会

特許懇談会

二十︷騰午後原醸

安全特別研究会

原歴

放射線化学懇談会

午後原圧

五グループとの嬢聡慧

午隙颪

原子力局との連絡会

齊Oハ○○鞭電子圭算機の共同利 月十七B︑千円④COBOL中儒

欝︑千円③ALGOL三級︑八二
＝月闘滞在の予定︒
躍果原子力蚤会議はCDC

明噸

大学︑麟立⁝⁝究鵬関︑建山︑搬燃

への投粟が主たる対蒙てあり︑

によって虫ずる闘休特集物の海洋

海への放出および廃葉物処理工租

つたのは︑低レベル再処理廃液の
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をはたしてゆくべきである︒
ノ

方面の夢見を奨めていたもの︒
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が︑循舘七月同社から出された船
1！

ことになるであろう︒まん建造に

一︑本職力と懲源開発は︑法域

原子力委員会は七臼︑わが罵の

島播磨瓶工業がそれぞれ受浸する

は艦載原子力工業が︑舳体は石川

きる兇通しがついたためこんどの

もので︑その後の情勢からこれら

の必要盤牟強め︑建造に関する民

に関‡る好題点もわかり︑二尉で

閲繊資に対する協力体制を11ち出

性をも考慮し︑現没階において囲

郎氏︶昂通じて調謹を進めてきた

障炉搭載の第一船を建造すること

国廃舶用炉載船の舩価低減の可

〆ノノ〆！ノ！〆ミ！≠！！！〆！！ノ〜ミ

したものとみられ︑委員会決定へ

r

能性および妻入舶用炉搭載舶の船

五力年計画で実施へ

船の揚盟約六十三・八鱈円︑輸入

た晃積りをも上回るちのである

する調査研発について︑昭和四十

四十五年六月に燃繕を袋荷︑同年

放射性廃棄物の海洋処分

舶用炉搭載船の場合約六十一一7四

が︑これは主として削画立案嶺時

子炉安全犠蒼の経験があること等

十丁月に営業運転を開始すること

一年度から向こう五力年記画で実

億円であり︑両者には総領で約四

から︑今後さらに慎箆な雑査か行
なわれることも考えられる︒

﹁源子力発矯技術顧

︻一部掘翔が始められた関躍藁

ー十薫名を委嘱︑決定した︒

の撚査を行なうため︑前記メンバ

専門籍査会の第二十四部会と合問

問会﹂を設敵したが︑除子炉安全

始するため︑

て︑電気事巣払に基づき矯査左開

臼λ浜原子力発電所の建設に関し

なお通産省は七月九日︑関西羅

通産雀

技術顧問会が発足

膚と進められている︒

路︵橋架︶など盤礎準備襟裏が鶯

が始めうれ︑機材運搬用の取付道

衷た︑天浜の発織所ツイトでは

︵建築観︶︑弘田直黒へ原

罵

なお関西躍力の総総では︑今年

審一会︵会長山田太三郎氏︶は七

研︶︑一一島良讃︵東大︶

・．触

・ぜ

立木を伐採し︑炉設贋点の掘さく

答申は今年末を目標にする

関電炉審査会が発足

第一船の見積り概算額は︑すで

の大きな足がかりを与えた︒

明らかにしたが︑それによると︑

価見積りなどについてその概要を

子力船開発事業団︵理事長石川一

メーカーとの契胸交渉は︑予算

決定となったものである︒

界としての可能な隈りの協力が碍られるものとみられる︒なお同船は来年のめ起工︑三年後の昭狛四十六年に完成のはこびとなる予

わけで︑八B開かれた原子力船懇談会なとでも協力的な意児がだされており︑このような手勢からみて︑民間出資簿についても産業

部約三十留円︶と︑建造予算三十六真円を大幅に超過したが︑こんどの決定は︑厘業界が湯例より強調していた国語路線が貫かれた

七二原子力婁貫会が明らかにした国三三搭載船の見積り概算額は約六十ヨ億八手万円︵うち当初契約は殿子岡部杓二十穴恕円︑造船

十四臼︑

搭戯炉は国蔵か輪入かで二二来注目されていたわが国の鳳子力鑑︸勲︵海洋観測船︑六千九︸臼総．ジ︶について殿子力量員会は七月

ら

@来春に起工︑四十六年完成へ
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月五日︑さきに三三躍力︵祉長芦

渡辺縛信へ燗瓶酬︶

都甲泰正︵集大︶︑

原田田氏︶から三四された同社凱

なお第二十四部会は同

原子力委員会の舞子炉安全尋門

浜原子力発電所の原子炉︵加宙水
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発雌炉の笑用価値が決定されるま
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上下両院営為池子力委員会︵J 待っていると述べているQ
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らなかった︒鵬条

れるところによると︑TNPGの
馳凶はどうなっているのか﹂︑﹁解
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るため︑議会決定

蕪雑化・てい堪

八↓臼前に逓告する駕務がある︒

N6月以降サ
リ イクルも配慮

米原子力覆員会︵AEC︶は︑一昨無の敬正原子力法に塾ついて︑ウラン溜撫契約︵費濃縮︶墨琳
を公表した︵昨年＋月﹁口︶が︑九十日間の一般意隠聴取の後︑一部分修正を加え︑このほど上下両

要とする設備の必要既に応じて濃
的に変更のあった鰯所は︑次の五

慮した

院合同原子力露量会︵﹂cAE︶に提出した︒丁cAEは︑法律に定められな四＋青阿間に聴聞金を 原案では︑リサイクリングを考

︵零ρ田

︵h霞ヨ 訟βp塞け瓢嵐m︶ さらに．ギ軟性あるものにしていく

開き︑賃濃縮サービスの契約方式等について壕考人から汲見瀞聞く予定である︒

心境＋月一日AECが産業界の量方式

編する︑必要羅方式
点である︒

意見イ葺くため連邦目録で公朝し

正されずそのま来の形で提唱され

器彗①5房㌧の二適りか操用する

た黙日案のうち︑暴項部騨項は修

た︒それらの中には︑①困内相濃
などが含まれている︒

一︑受旨し期間の短縮

細サービスの契約期閥は三＋年を

AECが提出した改正墨撚集に 韻縮ウランの引き渡し期閥は九

とする︶②濃縮プラントへの供給
の変更点あるいは鴻加二項が含ま

限度とする︵外国に対しては︑ア

材と濃墨されたウランは六フノ化

れている︒米原子力産業会議︵A 騒力式は契約骸海者が合意した隠

十日以内となるよう努力するQ

ウランの形をとるものとする ③

工F︶から提出された﹁AE期
Cに︑為効とされているAECの
︵引き渡される濃総ウランの量に

告期間が︑万年から三年に短縮さ

分離作業の費用限痩頷はキログラ

は契約者に対し︑

欝轟9誘9図 賃濃縮基準蓑と分離凝務の条項に

ム当り一二十がとするの国内炉で使

ついて供論材料の量亭決定する

口碍に門冷却訣筏﹂

違いない説明ではあるが︑むず

対象として編集されている︒闘

られなか・たが・AEcとしては一腰一九穴八蜜月百以降讐 米原子力倭貝会︵AEC︶とイ千万一九千万㎡の画塾があり一方

AECは賃鼠壁暴駆養において

三︑仕様の変更

ンの濃縮は行なわない⑤賃濃 縮

用するウランに対する外国産ウラ

方法︶串︑窪かせるべきである﹂との

照らして濃紬眠ぷ．決める︒

契約については︑プラントに供給
慧見については︑今回は取り上げ ・車位当りの費用増加等変更のある

縮ウランの一型幽明確化した確定数

するウランの罵と︑宅琵される溢

いた︒最近困につ

み易いものはなかった︒そして

中で河上肇さんの文章ほど︑訊

これと対照的な他の一句を語

うもの︶に使われる改良ガス冷却

炉︵AGR︑濃縮ウランを使送︶
用燃料となるもので︑イギリスが

陶う＋年㎜に八千瀞鰯のU脳の供

う字がある︒これを見ると何の

カーペンハースト瀬縮工場の運転

AEC委員出揃う
この一句は朝日薪闘

ことやるわからぬ︒沸騰した軽

再開も考慮して︑とくにAGR型 ジョンソン米大統頒は︑ズリー

は︑ボストンのケネデf記念図瀞

M騨

かしい説朋である︒

﹁動力炉開発星添方針﹂の中

給指受けようというもの︒

六月二†七藩朝刊の敦

水で阿を冷却するのたろう？冷

務園係の大部分の人たちも︑ゆ

となっていた原子力廃盤会婁員と

館で研究活動に従翻するために

響臨
トリーの必要最がピークに達した

の黒入︑サミュエル・皿・ナブリソ

して︑テキサス州出身の穴十一歳

今月敵任するが︑それ謹でA滋C

H購八胃♂鰯︑の引ま渡し方法は

時に便われるものである︒

ト氏を任命し︑きりにジェラルド

は︑五名のフルメンバーになった

策鼠都千代田区大黍町2〜4電話集電2U局3721番（代i…繋）

米Wト｛社て製作中のハダムネック登爾所鯛塵藻機

なる随驚を私は欝

いたいくつかの例

を挙げて再編しよう︒ ﹁炉心内

の水蒸気で︑ふ？つの

に︑閏発の刻象としてとりあげ

つけるものではなかった︒

それはその論文の盤谷を何ら傷

タービン発電機をまわ

る新型転換炉の一つとして﹁競

賀発電所を紹介する

却してとうして難燃ができるの

して電気を起づ：

﹂

わりの水が沸騰し︑そ

で原子核反応によO発生した執 そう︒﹁献料捧が出す熱で︑豪
は︑原子炉冷却材再循環系統に
より︑冷却物を炉心内に通して

取り出されます・L
右の一文を翫んでみて︑一艘

﹁みんなの糾学﹂欄か

たろう？と︑一般の人は誰でも

アメリカから供給される識縮ウ

らの引用である︒これならば

考えるたろう︒実験室の﹁冷

ナブリット氏新任︑テープ氏再任

つくり畝み翻し︑熟考して︑そ

誰が訊んでも︑一蹴直ちに了解

却﹂を原子力発鍛にそのまま赫

直接販売︑賃濃縮︑あるいは両方

・F・テープ氏の画餅︵任期五

溝黙
卒がみ合翌た形で実施されるもの

黙

灘

醸

ちは︑すぐ理解することはます

の後で内容がわかる程度の難か

！であろう︒しかもこれは︑前

あるのたろうかQ

ちこ濠ねはな6ぬ理由はどこに

文との比較において︑電気を起

この一溜は︑わが社の定期刊

しい文句であるQ

るQ冷却なんて字は全然無い︒

聖︶墨決めた︒これに対して︑J 訳であるQパルフレイ氏の曝任
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B＆W虚の
調査結果
よる臨細しが行なわれた︒櫟本酒

ルフィアとアトランタでは艦額に

ともいえることになる︒

発鍛を容易に受け入れるだろう︑

ていない面罵にくらべて︑原子力

これらの反応は全体としての感

田には遡常の孚法が飽われ︑回答

蔭にはこの醐査がB義W祉による

とはいい切れないのである︒

耀三．︒．蚕．︒三．．一︒．⁝︸⁝≡︷︒．二．．！三≡・一・一・三・一︸⁝・一・堅実聾・⁝三・一・・三⁝︷﹄妻⁝一；・・

予舞にとりいれた︒その後の膨

學力議

そや年遅れて原子力開発に藩馨

⑳

の動力試験炉を採網し征六年四

隆で︑GEーエバスコグループ

劉

したのであるが︑以来︑塾礎研

それにこの調斉は︑圃箸嵩を原

究を稜み電ねながら︑一方では

なわち︑ブカナンでは男性の八四

性溺では差がもっと大きい︒す

一二六年一口〃から本洛的な建設

金一億円︑償務負担行為限度額

め︑総額二十五億七千万円︵現

界に達した︒その後︑ひき競き

十二日︑燃料袋熊開始︑同臼臨

器の現地随え付け完了︒八月二

れ︑十月二十六日︑電気

認出力で種々の試験が行なわ

二十四億七千万円︶を毒二年度

穴出力のF試験運転を行なうた 業務閲始︒三七琿七月︑圧力容

原研は︑研究炉ではできない

月にGEJと契約を締結した︒

とにグループ分けしょろ︑という

女性︑年配者に多い否定的評価
象の各地域に対して行なった四つ

％が原子力発躍プラントに賛成し

異朋化への努力を進めてきた︒

子力発魑に対する螢成層と反対者

ついて︑川鰐員の意見が︑小城︑

ものではなく︑その簑の猛いは︑

性別︑隼齢︑虚誕によって︑どう

補誉さし示す指櫟ではあるが︑決

調査結梁を一口で要約するのは
ラントを歓迎する覧勝教育を受け

ものであることが伏せられてい

容務でない︒原子力発辮そのもの
た年配の鰯飯を児つけることが︑

異なるか︑を兇ようとすることに

原子力発蹴プラントの地域受け入

は熱心に斐持しながらも︑砲分三
全くむずかしいというわけではな
あった︒

れに関運した二千の贋要な質問に

身の経験となると批判的な同答者
い︒避に︑原子力発醒プラントな

して決定的なものではない︒たと

もある︒あるいは︑それについて
どは根っから拒絶する大学虚業の

えは︑アトランタで原子力発聡プ

では全然それを考えてもいない︑

知識をまったく欠いている窟を認

た︒

ということになる︒

ない圃答畜もいる︒

ブカナン在住の男性が全然いない

今回の醐査にあたって︑ブカナ
ンは滋幣員との醐嬢沼田の方法が
とられた︒これに対し︑フィラデ

反応︑背景で異なる
の韮本的な質問に関する結果は︑

七・七％であったQ

地域差より本別︑年齢︑教育によ

て轡定陶な反応を示したのにくら

以下に見られるとおり︑調査対

ラデルフ・ーアとアトランタの艶事

を護明していないのに対し︑フィ

る差の方が翻しい︒

つた︒このことは男性の方が女性

べ︑女性はこれが三八％にとど京

には︑少数ではあるが不安を表明

結果は示唆的だが決定的ではない

地域差より個入差

めても︑これを得ようとしたがら

広報活動で住民威情好転
原芋双発嘘が将来の発餓に主要な役劉を果たすことが明らかにな
りつつある現在︑原子炉設腰に関して︑その地域の住民がいかにそ
れを受けとっているかを杷掘することが︑まず媛初に嵐会う慮要な

問題である︒以下︑アメリカのバブコソク＆ウィルロソクス︵B＆

郊外としての譲葉をもつこのブ

て進められたものである︒

ド・エジソン社の協力と慰籍を得

W︶社の行なった原子力発職と儒民感摘に関する調査の紹介である︒

この調費は︑聯門調査員を動鍛
して︑原子炉に対して異なる経験

を有する三つの都市︑すなわち︑
全般に︑調査で判明したことは

ントのお陰で良い隣人が出来る︑

☆原子力発蹴所と一蹴に生活し

次のとおりであるQ

デアン・ポイント発蝦所所在地︶︑

といっている︒しかし︑工業都市

ニューヨーク州のブカナン︵イン カナンの住民は︑原子力発鍛プラ

ペンシルベニア州のフィラデルフ

︿家庭用随気の発電に原子力を

補正サイクルの終りで︑もう︸

に比例した疇間たけ作動する︒

含は彫さの制遡であるが︑璽盤

いる模様である︒ただ︑この揚

り離したりすることで行なって

り︑原料パル

向に機械のスピードを制凹した

れ﹂の正負により決められた方

と岡三の類型となる︒

︿避夏中の原子カプラントはど

出力二千KWでわが国最

初の二子力発聡に成功し

方式にする︑渦出力密度化訓解

を進めている︒

︵写翼は原研捉供︶

方でプラントの滴潔さに比較的否

業していないものは︑大学卒業者

明確には出ていないが︑大学を卒

それによってその他の人々をうな

櫃むには十分であろう︒しかし︑

た︒これに対して︑豪だ運転して

いくぶんかは損われていると湾え

ない﹂と縮論している︒

解をえることがどうしても欠かせ

いるプラントがないフィラデルフ

られている︒

◇

チェイス・M銀行が

エネルギー部新設

◆・アメリカ

アメリカのチェイス・マンハノ

炭︑電力︑天然ガス︑石油などエ

タン銀行はこのほど︑原子力︑石

めにエネルギー部を護立した︒部

ネルギー薩業に従撫する会社のた

長は︑アレキサンダー・コービノ

チ氏がなる予定︒岡社は十葎前︑

原子力部を設けていたが︑エネル

ギー部の薪設で従来の原子力部も

◆：アメリカ：◇

究開発︑延長予定

アメリカのゼネラル・エレクト

一九∫ハ四二の初めから

リンク︵GE︶社と二十銀の餓気

実施してきた職温ガス冷却炉︵狂

缶武門が︑

7する予定であるが︑一

社︵デト

本鎌末で醗籾の二年閤の研究を終

︒エレクトリンク︒パワー祉︶巻

ロイト・エジソン社︑ポトマノク

いる︒

舘讐四ヤン†

◆・アメリカ

発電炉で共同入札

◆

闘には菖七十五万がが見毅られて

あったが︑嫉疑予定の陶こう二無

初の二琿間の契約は二蔚十万がで

良型燃料の照射テストもやる︒最

ほか︑ビーチ・ボトム発艦炉の改

の開発︑データやコストの騨価の

この研究酎爾は︑燃料製造工程

を行なう予定である︒

低減︑燃焼効泓の拡大などの研究

を長長し︑薮？G況燃料のコスト

除く二十一敏がさらに二妬間契約

冊＝門茎＝冨酔＝曽i一＝＝酬冊嘗r■■﹂日＝曹日＝一玉＝篇＝一一蚤曽一＝瓢一胃︸一鼎一二讐一幽1＝一

定的であると同社に︑金体として

つかせることができるだろうか︒

っている︒

おそらくでき濠い︒これらの人々

に比へて︑かなりこれに引っかか
これは受けた教典に基づく視野の

︿原子刀プラントが設麗された

の程度に﹁清潔﹂だと思いますか﹀ はプラントに好感を持っている︒

この質問に対して︑ブカナンで

広さを反映したものであるとも考

に蓑で浸透させるには︑婦人クラ
は四〇％近くが答えなかった︒こ

なう方が効量的であろう︒ある地

域をそっくの原子力発墨の支持に

ブやその他の地区組織を通じて行

するには︑このすべての部分の理

ブカナンの回笹者のうち︸二％

は︑原子カプラントの存在によ

地域の安全性をどう思いますか﹀

際にどの程度安全だと思います

り︑この地域の安全性が少くとも

︿原子刀プラントはそこで働く

れがフfラデルフでアでは四八 えられる︒
ている︒さらに愈味のあること

か﹀

％︑アトランタでは五〇％となっ

は︑ブカナンで藏笛暫の七％が原

ブカナンの夢現春は一人も原子

子カプラント運転の溝潔さに轡定

ーーー
的態度を養明したのに対して︑フ カプラントにおける労働者の安全
でラデルフィアとアトランタでは 性に懸愈を示さなかったが︑四七

ウエスチングハウス︵WH︶歓

とゼネラル・エレクトリノク︵G

の第四番目の

ヤンキー

原子力

E︶社が︑ニュー・イングランド

キー原子力発羅会社によって建

購副番連合ーバーモント・ヤン

つの入札をそれぞれ提出した︒

る︑ターンキイと原子炉系統の二

によって組織されている︒

グリーン・マウンテン・パワー祉

ント︒パブリノク・サービス社と

業者連合は︑セントラル・バーモ

室出力七薫五十KWのARBU
なS
お︑現在︑ヤンキー原子力譲

られている︒ソ連ではすでに︑継

ラントの製造について検討が進め

出力五MWの移動用世子力暗躍プ 設︑運転されるプラントに闘す

ソ連では遠隔地で使朋できる熱

◇ ソ 連◆

移動用原子力発電
プラントを開発

聾纒
％は廠見を出さなかった︒これと

でアとアトランタでは︑地域安全
これが一︒五％に過ぎなかった点

性への懸愈を蓑明した回誉瀟はこ

いつれにおいても︑女性の方が男

れの五倍となっている︒三地城の

性より懸託する者が多く︑年配者

は対照的に︑フィラデルフずア在

ントは働く際に安全ではないと思

住回答春の十％近くが原乎カプラ

この明らかな矛盾は︑ブカナン

うと笛え︑アトランタではこれが

である︒

の住罵が以蘭に在来重職所さえな

た困子になっていない︒

域にもたらす利益について非常に

︵有機物減速・冷却実験炉︶が二

奪ほど前からメレケス原子力研究

引き続いて追加製造するものと兇

B＆W社は︑﹁従って︑この方 センターで運開しており︑これに

面での啓鐘活動は蝋にその地域全

HTGRの燃料研

JPDRは︑自然副署 含蒙れることになる︒

た︒

雌接サイクル沸騰水型

で︑熱出力四万六千七暫KW︑

全蹴気出力一万一手五借KW︒

燃料は二・六％低濃編ウランの

UO2︒初期のウラン装荷愚は

ウランニ三五で哲十一♂鰐︒

現筏︑軽水減速冷却型動力炉

の研究略画の一環として︑自然

使おうという考えに閲して︑あな

している人がいる︒

☆男性は女性よりも原子カプラ

住民︵フィラデルフィアとアトラ

た住蔑︵ブカナン︶はそうでない

こと︵女性の五五％に写し九二

であるフィラデルフィアの場含︑

たの全体的印象はどうですか﹀

％︶でかなり説明されよう︒程度

この原子力時代の所薩に対して佐

でア︑および︑ジョーシア州のア

ブカナンとフィラデルフィアで

トランタ︑の住民墨対象に実施し
ントに好感構をもっている︒また

は回答巻の約六〇％が原子力素躍

体を目ざしたたけではゲメなこと

力を瀦録︑制御に使うための慣

自動工程制卿方式には大別し

つの翌翌濫費が作動して制御要

遅れを自

するパルプの駆動モータ⁝を作

かった揚所で︑現にプラントと生

の方が重い人より気にかけてい
十

ともに労働者の安全性を再論して

フfラデルフィアでは男性女性 る︒教宵程度の差は︑はっきりし

二％に遠した︒

活を共にしていることで一応の説

滴潔さの悶題に対する回答で

明がつく︒

必要性が︑改めて確認された︑と

とか教湾を受けた期闘の璽かい人

注目している︒

いうのがB＆W社の感想である︒ 認識が足りないことを承した点に

人などが︑原子力発醒やこれが地

全住民の理解
が必要不可欠
今回の鵬査によって︑原子力発

同社は︑女性を箪頭として年長者

醒という問題に関する大衆瞥張の
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循環方式のJPDRを強剃循環 TGR︶の燃料研究開発訓画は︑

ンタ︶よりもこれに対して好感憎

卒業者の方がそれ以下の教育を受

若い人の方が隼配者よりも︑大学

の差はあるけれども同様のことが

いるのに対し︑アトランタでは男

アイソトープ・放射線の工業
暑に変換する蔭子装置の儒頼性

て轍域制鋤と比例制御がある︒

いられている︒これは︑謝鵠出力

の制御には後省の比例雪囲が照

動的に調

励させる方武をとる︒なお詳細

液の流繊を制噛

ることが

濡してい

よりも実質的に蹴丘上が多かった

をもつ︒後者のうち︑これに関す

のアイデアに賛激を添したのに対

は︑無齢や性糊の面で圏立った結

民は慎砥な構えを見せており︑ア

る広報活動ろ一受けた住罠︵フィラ

けた者よりもそかそれ原子カプラ

フずラデルフィアとアトランタで

たものである︒

さえある︒

B＆W祇の叢叢は︑原子カプラ トランタの住艮はさらに懐疑的で
ントが実際に運転されている地域
デルフィア︶は︑そうでない住民

し︑累ランタではこれが四五％

これら三地域の相違をあげる

ントに対してより多く好感を持っ

の住罠の受けとり方が︑原子カプ
︵アトランタ︶よりも好感檎をも

も生じ︑男性の方が女性よりも脊

つ︒

と︑ブカナンが過量三年にわたっ

であった︒原子力発眠プラントに

は明瞭である︒確かに薪闘での下

ラントの憲だ存在しない地域や︑
ている︒

津は︑守衛のある男性の難帯貝を

てその芦照に原子力発電プラント

性より女性の方がこの点は顕者に

聞き伝えを判断のよりどころにし

気にかけている︒庫齢による差は

ン狂住の若い大学卒業の男性は︑

の面では︑大学偉業の佐民は︑一

☆原子カブラントでの労鋤畜の

果は示さなかった︒しかし︑急冷

安全性について︑ブカナンで醐査

フずアで四・五％︑アトランタで

教育についても︑三地域ともに先

ラデルフィアではその設認につい

を所持してきたのに対して︑フィ

アトランタ在住で年配の大学を出

定的反応を示した︒萩た︑馬齢と

…
カナンでわずか三％︑フィラデル
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…原

…瀦

否定的な感憎を衷明した者は︑ブ

ている地域での受けとり方とどう

対象に抽出された人は一人も不安

以上の結果からすると︑ブカナ

違うか︑を決めることに置いてい
て譲が進行中であり︑アトランタ

た︒この調査はコンソリデーテソ
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利用のうち︑もっとも塗要な用

および蜜定性の向上︒︵4︶検

素と謝測器との間の距離に対す

慧味深い︒

途は訓測︑ラジオグラフィー︑ト

る補償を行なう︒爵間のロスが

の設定値からの﹁ずれ﹂が︑予め

削者では︑彫さ︑鐙度︑液面な

制御要素から議測器豪でシート

決められた暁閥ごとに測走され

どの出力儒碧が禦削に設定した
ある範囲内︑すなわち死構域に

が移鋤するのに必要な時間より

出器の出力を製造工程の霞動制

ある間は補正機構は作動しな

シートの速度を測竃して︑この

も長くならないように︑たえず

醐に用いるための工業改良︒こ
れらは︑何れも放射線謝測器の

い︒たとえは典型的な制御系で

るが︑まず謝測

性能改善に関してもっとも電要

は︑捌器が死帯域から外れた指

米国におけるR1工業利用

﹁ずれ輪に比例した爵間たけ﹁ず

な項目であるが︑鍍後の盲動踊

能を一挙
に高める
のでやや

群しく説

は後に譲るが︑このような制御
方式はゴム︑チュウインガムの

重要であ

宋璽郎︶

︵鳳醗放射線開発課

であるQ

ようなものにも適用できる︒こ

る︒

かを決める︵この適正な遅延の

はなく︑︿もし︑これをやる

ただ︑本文では明らかでない

した遅延回路が作動し︑この

長さは製造機械の特性により決

とすれば全体のスピードを変化

関係者の御示教を頂ければ幸優

を自動制御に組み合わせること

定される︶︒﹁ずれ﹂が過渡的

させる必要があり複雑となるV

れらに関しては製紙︑パルプ業

で︑さらにそのすぐれた性能を

でないと酒断されると︑補正機

ルの回紙数の三選によるもので

製作上の改良︒︵2︶作業貫が 蕩めることができるので︑この

構は設定した時間だけ︑あるい

﹁ずれ偏が過渡的であるかどう が︑この方式はカレンダーロー

面の技術開発の意義と必要性を

物性などの他に︑検出器の出力

特性は単に精度︑迅速性︑非接

鐙嵩は数年醜︑RI讃測器の 示をしたとき︑あらかじめ酸征

明する︒

盛んな自動制御導入

御との組み合わせば麟測器の機

レーサーおよび放射線処理であ

吻

⑬〃に使われるアイ

pプソトープ薦機

姻卿罐撫
設謝と応用につ

の通りである︒

外ψいての鐸
グ

姻絶縁
も︑放射 能 を 絶

強調したのだが︑アメリカでは

グ 対 外 部に漏雨

二一に接近した際の被曝愚を少

び

なくするための線源装荷と遮蔽

は死帯域からの﹁ずれ﹂の程度

上繭のギヤード・モーターの

方法の改良︒︵3︶旋出器の出 すでに契周化されていることは

新路でロールを強く押しつけた
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酬

省総合エネルギー講査会の原子力部会に設けられた核燃料閾題作業

ウラン壷源の探鉱開発について検討を加えている︒また︑通蘭産業

ン霜要庫長期購入契約だけに依存することは危険であるとし︑海外

大きくクローズアンプされてきた︒原子燃料公社では︑将来のウラ

原子力発醒の進展につれて︑さいきん︑ウラン隅給のもんだいが

鉱開発斜画の星本風な考え方とし

その結果︑原燃は︑海外ウラン探

関によって濟蔑する艦齢があり︑

の援助︑あるいは政府に準ずる機

がって海外ウラン探鉱開発は政府

あるとの意見を示している︒した

通産省現地調査の予算を要求

グループでも︑灘外ウラン資源の開発はいかにするべきかを検討す
て︑開発輸入の比率︑探鉱致金お

B本のウラン儒要を長朔購入契約 貝体的に検討しているQすでに探

よび朋発資金の調違方法を想定し

ることになり︑海外ウラン資源の調査費を来年度予簾に要求する考
えである︒

わが凶の原子力発裁には︑昭瀦

慮して︑カナダ︑オーストラリ

可能性︑政治︑経済的諸条件を考

鉱闘発対象地域には︑鉱床賦存の

鷹万〜四千万KWに達す︶まで と考え︑海外ウラン資源の探鉱開

だけでまかなうことは危険である

発による入手方策を検臆してい
一方︑通産省総合エネルギー翻

ア︑南米などをあげている︒

六十矩︵原子力発購設備容黛は三

に︑累計約十万樋の炎然ウランが

供給が可能︑②ウランの自主的な

料彊源の探鉱畏期計画−＋年 間
油︑鋼蕨源の場含とちがって︑そ

探鉱の開発をはじめることは︑石

とくに原燃は︑現彫塑でウラン

とくに︑資源闘題研は海外ウラン

加工一再処理︶の設躍あ決めた︒

資源關題班②燃料悶題班︵製錬−

で︑核燃料間題作業グループ日①

一氏︶は︑七月一田の第三圓会合

査会の原子力部会︵部会長松根宗

る︒この掃合︑①ウランの安定的

価格での入手が可能であるとの利

必要であるといわれているが︑こ

濁内のウラン埋蔵撒は本無四月現
点をあげている︒

れに紺して︑原子燃科公社では︑

在で三千四酉二十ゾ︑四十一年度

一しによっても︑罠標の細田ゾし
れほど資本隻配が行なわれていな

からはじまった原燃の﹁圏内核原

か見込めないとしている︒そこで
贅源の開発に読点をおいている︒

策︑薩業政策の観点から︑ウラン

通崖省としては︑エネルギー政

いこと︑地理的にも︑地質的にも︑

多いことなどの点で有利である
彊源の開発に積極的に肖りだす意

為望地域における未探査畦塗が

最近︑原燃は︑ウラン問題が石油

この 舞

い
が︑原子炉の騨入による燃料入手

調査費準襲軽し︑現地調査を災施

向で︑来隼度四駅には海外ウラン

を踏京ないようにという観点

資源や鋼灘源の場合の

から︑海外ウラン探鉱開発灘磁に

みたウラン資源罵給の撹移に関す

する予定︒原燃の考え方に対して

方式に関する問題や︑世界的に

る予測などの点を考えると︑現在

資源開発がやれないとみており︑

は︑現花の公社法では海外ウラン

海外ウラン資源入手方銀として

のところ︑すぐに翻内蔑闇企業が

しく︑研究に従概している人た

われ一般の人には侮やらいかめ

原子力の研究というと︑われ

と運転膳の隣りに奥さん達を乗

数人組んで一愈もっているとい

園舎である︒中には女子聖画が

は約二爾五十台︑六人に一台の

とかQ帰りの足を確保するのが 球︑部落対抗駅俵などもやると

性都鍛を確保するのに藩労する

ス部などは数が少ないので︑女

に蟹やかさたが︑演劇︑コーラ

運動部︑文化部とも大学なみの

での活動のほかに︑寮封蝋野

比蛋が高いらしい︒豪た運動那

権現山寮ではやはり個人生活の

異なり︑比較的平均年齢の筒い

いう︒旧制高校時代のストーム

うのもある︒朝︑掲勤碕になる

などはやらないとのことG

なれた存在に題われがち︒そこ

疑い理由の一つをあかしてくれ

絶対条件で︑マイカー鍍及率の

ちもとかく一般の全はかけは

のも策海村ならではの風漿たQ
た︒免許証を所漏している潜在

せた宵家用車が次々と幽て行く

笛い数入の職員をつかまえ

ドライバーはほとんど一〇〇％
近いという︒

て︑退勤後の時間の過し方を聞
くと︑独身溜はほとんどが何か

マイカーは必需品

戸方面で︑ボーリング纐も損当

員が寮生の欝犠生活の各面を分

の正門︼

トープはイギリスおよびフランス

おり︑運転が腎易であることと︑

可能のd測制御妓罎が物量されて

もしく思ったことでもあった︒

健康的な生活ぶりをみて︑たの

けなかったが︑反蘭︑明るく︑

寮生活の樽もしろい疎剛は聞

爽砂漏

︻写爽は原研東海研究所の独身

で今回は仕箏をはなれた原研の

が女子職員︑また︑住

原研東海研職員の優雅な生活
東海村にはバーが十五軒ある

いることになる︒研究所の仕慣

なものQ

の上で非常に役立ってくれると

挺している︒平均郊齢は各寮で

寮

人たちの生活の一端をのぞいて
みた︒

現在︑魏魏東海研究所の入
貴酬⁝成は︑・織部でお・よワで千山ハ百

名︑このうち︑男子
が千四蕾少し︑残り

宅の関係では二七買

五十人が加力灰の象
のクラブに参加している由︒現

族アパートに︑約五

手のものQ寮生は機動力を発揮

そうたが︑これは建設労務者相

録メンバー数は約八百名︑一部

い︒休日や昼間のレジャーは水

して︑日立藪で逡征するらし

齎名が堕 ︑鯖二︑第三の独身 在のクラブの総数は四十五︑登
寮に︑残りが自嗜通勤であるQ

璽複があるが︑職員の少なくと

東海チコンガi

と女 も三分の一はクラブに関係して

の通称

ただし︑独身寮の中には十数名

で︑クラブ活鋤は人間的な交流

はそれぞれが独立性が強いの

子職員が含謹れる︒

職員の通動の足は︑寮︑愈亀

ス︒しかしマイカーの普及率も

のこと︒クラブの顔ぶれでは︑

寮内の生活は︑遡挙制の寮委

と研究所間を動いている専用バ

非常に高く︑最近の全保有台数

から輸入されていたが︑こんどの

笈全保安設備についても特に綿密

鋸業郡はこのほど︑国麓糟製アイ
ソトープの金珊に関する長期供給

契約で初めての国廃品が供給され

コード特別専円委員会および日本

かねて日本原子力学会の原子力

ブストラクトとして取り敦とめ︑

発刊することになった︒

で︑①原子炉を想定しており︑将

査を行なってきたが︑このほど第

蹴子星算機用の原子カコードの調

会は︑日本で開発整備された大型

か︑売れ行きも大変好調︑網年

澄にえ6はれた▽それかあらぬ

の焼却炉は処輝鮨力が一円当り五

の︒したがって︑現在︑全期から

しとか︑とかく選定図欝や拙薦

凸町をあげているW畏藁口に善

注文が殺翼して係りはうれしい

ときらう向きも多いが︑この売

劇

蹴

㊧
るQ紛碓識費は約四千万円で荏原

︻塚翼は発成した焼鵠願︼

映画の短いは面白くないもの

製作所が製節した︒装置は大型の

る︒

並等籔置と圧縮装置からなってい

れ行きからみれは法んざらでも

で恐編たが︑このような形で原

なさそうVいささか尋前みそ

子力関係の嶽料を懐とめたもの

は︑これが世界でただ一つ︒原

る導入され陀ものが多いが︑爺

挙力分蛎には︑何かと先進国か

ことを︑案外ご存じない方も多

鑑は日本のオリジナルだという

○せする次笛︒

いと思つので︑この騰会にお知

髄露亀亀零

本資料は約三脚五＋編の原子力

コードのアブストラクトを収録︑

内容にしたがって十七のセクシコ

ンに分類され︑各コードのアブス

トラクトが国際橡式の児格に合わ

ているQ本資料はA臓判︑片糎刷

せて十六項図にわたって認述され

叢冨六十三ページ︑入手希望の向

きは︑沃城県沸珂郡東海村大宇村

松二照九⊥一一﹁東灘プリント社﹂

宛の申し込みで︑一部千二静養︒

原子炉建設の特別
研究会開催8月4日

東海原自力懇談会︵会長安川第

五郎氏︶は︑八月四臓と五日の両

日︑茨城県東海村の日本原子力酋

の︵還紙・傑修一1︶に関する特

及センターで︑第十回原乎炉建設

別研究会を開く︒

糞壷通信

@購

日本原子力産業会議の原子動

田︑菓京都千代田区平河町の日ホ

力研究会定例婆員会は︑八月＋一

都市センターポール別館欝堂で昭

柏四十年度窟側研究会面会を閣催

一i1ーー18八一AVーー1ーー1

する︒

聯難懲謙

原子力コードアブ
ストラクトが発刊

をもっている︒

契約︵一醸間︶を第一化学薬畠株

プの仕様は籔化金で︑放射能濃度

な配慮がなされているなどの特徴
プの出荷は月二回の予定で︑薙間

式会社と結んだQこのアイソトー ることになった・この アイソトー

キュリ⁝となっている︒

以上︑比放射能はグラム当り十五

一万雰キュリー以上が供給され はミリリソトル当り笛界キュリー
る︒

なお︑これ豪でこの種のアイソ

原子動力実験装置を開発

来の研究臣的に臨じて滅澱が改造

がこんど日本図陣館協会選定関

川騎墾工業株式会社︵脚長・砂

原子力研究所の原子力コード委員

野仁氏︶はこのほど原子動力実験

京大原子核工学教室へ納入
上︑科学技術庁畏冨あて申込むよ

渕崎璽工

う望んでいる︒なお受験中込懲

一偲講論万円︒

常鑑で︑これまで生休尖験で使用

醐温かスループ︑液体金属ルー

放射性阿位元素脇会を通じて︑廃

と同じ部数をすったのに︑今年

聴衆といっしょに犬も寝そへって

できる②五〇〇WのMHD発駅が 一次の調査繊果を原子力コードア はすでに売切れ︒それでもなお

廃棄物処理場
に焼却炉完成

一
子核工学教蜜に納入した︒これは

同大学が昭和三十八年に設戯した

く第二娚設備として発注されたも

天然ウラン未臨界実験藪躍につづ

ので︑核分裂エネルギーの肩効利

除淵叢海研究所の廃彫物処琿場

▽十月五日︵水︶R
王および放射線発生袋澱による

川のための熱的悶題を研究するこ

にこのほど焼却炉が完成した︒こ

原研東海研究所
放射線陳憲の防止に関する法

とを主な国的としており︑総額は

装置は大別して①聞灘発帯磁U

され焼却できなかったネズミ︑ウ

に関するもの︒

学︑化学︑生物学のうち放射線

プラズマジェノト発生装罎︑隅撮

サギなどの動物の尾休︑可燃性フ

Iによる放射綴隙審の防止に関

羅到プラズマ温度測定胴分光護

プ︑沸騰流体ループなど轍罰測妓

◇第二種

する法令︑管理技術︵放射線の

濃殿など︑の三部分からなるもの

置︑五〇GC糟プラズマ密醜測定 華物処卿鳩には︑低レベルの固佑

欝欝に関する技術ならびに物理

ィルターも処理できるというも

▽十月七日︵金︶R ガス面諭珊燃焼妓蔽など②戯面部

関する技術▽六日︵木︶物理

令︑蟹理技術︑放射線の灘定に

◇第一種

四︶へ舗諾すれはよい︒

全課︵象獄都千代田一霞関︸ニノ

装置を開発し︑京都大学工学部原

掲所は東京が文京区本郷七ノ叢ノ

試験を施行すると発嚢した︒試験

一種と第二毬の放射線取扱霊任者

科学技術庁はこのほど︑今秋粥

科学技術庁

主任者試験を実施

十月に放射線取扱

いるというのどかな風景︒門写爽︼

日本原子力研究所アイソトープ

原研アイソトープ謬粟部

に金隅を供給

第一化学薬品

鋤きが注圏される︒

との慧見もあり︑今後の通麓欝の

点から︑外交ペースでやるべきだ

いう態度を示すか分らないという

また現地政購が日本に対してどう

ゾ働

は︑科学按術庁原子力局霜曇線安

ー

この那業に参加することは困難で

ついて検酎をはじめている︒

は︑①長期購入による入手︑②開
発輪入による入手の二つのケース

があるが︑原燃としては︑将来の

ー
若狭湾ご帯へPR
傾けていた︒夜の映画会場には︑

り︑離気修理や原子力の語に葺を

関原懇サイエンスカーで巡回
日本原子力藤業会議関西原子力
懇談会では︑大阪科学技術センタ
ーとの共催で︑七月五日から四日
閥︑徳井県蓄猿鴻鋼重の各地をサ
イエンスカーで巡嗣︑家憾蹴化の

一の東京大学紘学部︑大阪が大淀

区長柄中涌ニノ十二の開西大学天

潔し込み期聞は七月二十五日か

六学魯である︒

受験希望暫は︑所定の申込欝に

ら八月二十四日家で︒

芦鰭抄本︑写翼および受験粟の送

学︑化学および生物学のうち放

羅難物が集められ︑処理されてい

射線に関するものを白む︶

東
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講習会や源子力発雌PRと 映 画 の

会を開いた︒

会場には各町村の小学校講撃︑

公民館などがあてられ︑地元の町

村役揚︑関西醒力営業所などが協
力︑穐線放送の曝ぴ出しで連臼盤

付鑑識毒した返俗用封箇を同封の
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軍
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んだ︒県でもこの話に東口にな

長はさっそく県庁へ相黙をもちこ

り︑電力会批の慧向を打診したと

ころ︑とOあえずボーリングを

と︑話はトントン拍子に進み出し
た︒町議会もこの話に大賛成で︑
町はがぜん原ア力地にとりつかれ

予冗地の田ンボは一万坪あまり

たQ
だから︑発電所を建てるには︑周
りの山を崩して海を埋立てること
になるだろうQ田ンボモチと山林
地法たちは︑士地の買収備格の瀬
ぶみを始めた︒どこかの敷地では

坪当たり数衝円にしかならなん

陞窓讐
わが社はさる六月二十一日︑

いる︒このように原子燃料の供

われわれが行ないたいと考えて

と︑京た他の工業と比較して特偲

燃料の標鵬化がむずかしいこと鑓

：﹄畦一

であって︑わが社ではこれを消

躍

原子燃料の製造は︑単に技術7

する点によるものであろう・

殊な﹁性能保鉦﹂の問題が存在謝

作までを聖餐とする包括的契約

給について︑一ご輩グループは意

製造を副画している︒この製造
化発展させて燃料製造技術を開

ゾ︑第二期には年間約二百沸の

澱は︑この語聾に建設が予定さ

れている国内原子力発電所が必発確立することができた︒下裳欲的に漕実に漫画を進めており

管

當

の確立だけでは不十分で︑外国﹇﹇

資金面から強力なバノクアノブ

請はその一つの現れである︒し

要とする燃料の約二分置

とを握握としている︒

サクストン原子力発雅所の燃料

内閣総理大臣宛︑﹁核燃料加工

れば︑図際経済的にみても︑東集合休一偶の製作を引受け︑Wかも資金もすべて民閥で賄うこ に対抗し得るためには政策面︑ 一︸

相嶺する︒もちろんその頃にな

にはその技術を実弟すべく︑米国今画の核燃料加工事業の許可申

撫業諮相中請轡﹂を提出した︒

南アジアをはじめ後進国︑鵬食11社の賢聖な検査に含黒して︑

造については︑窯菱金履鉱業が

に紀要為望とされっっも︑現在

原子燃料製造肇業は︑慢界的

らみれは

漏え方が影欝されてい

は〜線を詳しているが︑据近派か

燃料サイクルの流動径路が確立

鍔

るためには︑例えばわが田での蕾

高

ぢ

わがれは原子燃料国薩へ第一

されることが売淡であろう︒

訓

後の力圃は一私企巣が独質的に揖

歩謹み出し装であるが︑A二︻

決めてよいものでなく︑日本の

遭

原子燃料業界︑ひいては線子山膚

工喜界の国家的将来路線に沿っ

粛

て︑譲りのない途卒進んで行き淵

たいと思っている︒

横須賀正鼻︶

訓

膚

しないのだろう︒国が学者先生を

千五百続以内︼

プールして派薄してくれてもよい

リがつかず︑懐疑派はつねに懐疑

四︑万豫年の歴史をもっている︒

れは滋の領主から許されたもの︒

町議会の方でも︑小部落といって

ケで殿圧されるように思いますか

っていけば︑小部港の入はソレダ

方︑霞力唱祉の人などが多勢そろ

いっても︑先生方や町のおエラ

﹁あせってはいけ求せん︑P8と

最後に二二委鍬さんは言った◎

案？もトビ出した︒

貿つた獅一9どうでしょう︑という妙

に︑ソ連か中国から発電炉を⁝塁

はず︑と訴える︒宿しているうち

ですゆ

填入数だが歴

閻は︑次第に平行鞭をたどりはじ

派であり︑推進派はいつも推進派

て︑立退きになるかも知れん︒

で︑誠心誠悪協力を求めたら︑純
朴な人たちだからきっとうまく行
きますよ︑というのがこの委員さ

んの処方箋たった︒また︑K部落
の収入源は農︑漁︑山林の三本立

はゼロだという︒

体のためというたけではダメで

って考えてみなければ⁝・︒﹂

すQもっと当の部落の立掲にも立
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昭南一二十三隼四月に一瓢菱グルー

プの原子力専業会社として発足

受持つことになっている︒将来

㎝﹁﹇

原子

一緒にしたカが安全管理上︑

子力平和利用補助金の交付は︑

燃料製造工業が成立し︑繁栄す

がし必要である︒わが国で

要の約三分の一の受注を罠標と

板状燃料では脳内研究炉の儒

転されている︒

によっては欧米先進国への輸雌現在囮炉に装荷されて瀧足に運

三無クループ問で︑わが社は

化ウラン燃料と

蝌m菅縫姻臥翻騨慧膿膿一議

も十分考えられるので︑案外畢

してから八年︑日夜燃料格点を

念顧しつつ︑ここに漸く貝体化

た︒この謙子鰍騰製作所建設

の第一歩を踏み幽すこととなつ

術は︑昭和三十

燃料の加工組立を分担し︑濃織

の出口は︑わが社のみならず揖

本の原子力工業にとっても︑一

チングハウス祉との技術提携を

穴年九月に締結した米国ウエス

まったく別系統の技術であるが

ことであると信ずるQ

れたので蛍工場に付謝するこ

ひいては採算的に有利と試算さ

たものである︒燃料の実用化糞溜︑六弗化ウランから二酸化ウ

軸に︑わが社で鋭意鍔力開発し難題侮ウランの輸入は三淺画

つの里程標として銘記さるべき

今圃建設を決定した原子轡料

製作所は︑虫に加圧水型動力炉

開発促進に資する処大であっ

︵PW奴︶用の燃料を︑あわせ 験ないし圏魔化促進に対する源ランへの転換加工や被覆管の製とにした︒

て小規模ながら研究炉用の板状

が聞きに行った先は︑運わるく誤

海村剛象配たった︒部落の人たち

ということた︒静電敦賀

史の古い部落
めた︒政党の運動員が隣町からの

である︒A先生はこう上ったと誰 わら熱きに敷互をのせた家がある

の字幕がヒソ

K部落に入ると︑とある土釜の 敷地がわしらの部落の方へ拡がっ
原器設置反対

1冷却水を内海に流したら︑滋

離村

町長のナヤミは︑来てもらった

が大きい︑というのが実感だ︒隠

六年出版︶
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切Φ90け︒吋℃同︒σq

先受方の話が時に食いちがうこと

子力発駕がこれからの日本に大切

り乙σq⑩

Mか昌σqαoヨ

H轟

である︒学者先生はヨケイなこと

智Φoo5α

た金が入っても︑わしらにはう豪

や覧て下さる︑とチコノピリ不

○℃oキ㊤

い運用はできない︒部落の傍に大

1山林を売って一時に該と凝っ

いですか︒

︻投稿歓迎

ある︒PWR用二酸化ウラン榛た︒WH社との技術握携は︑燃の核燃料物質民為侮時代には︑ 単独男縁としてなりたっている ︵三菱原子力工米︵株︶取締役鷹

燃料を製造しようとするもので

料の設計製造を含む︑原子炉か海外でのウラン鉱石の票呪や尊志は極めて少ない︒その原囚

だというようなウワサがとび︑そ

諾すよ

う︒だから今のうちに反溝するの

鉛一期には年聞UO2換算約薔ら原子力発話プラントの設説製 託濃縮︑再処理業務の斡旋等も は︑原子贈設謝の進歩が急速で

状燃料は︑昭和四十九年までの

んなに安くてはという反対気分も

謬党員の家だったのだ︑と議員さ

ξ唾

ケまれた︒しかし話は︑まだそれ

や熊取町の京大炉の視察︑学者を
招いての懇談会など︑いろいろ努

りこんで︑ビラ撒きを始め︑そこ

かがいうと︑いや13先生はちがう︑ が︵と委員さんは指さして︶︑あ

同得の巨篇委員さんが説明して

までは予想しなかった︑と町長は

といった議論がますます盛んだ︒

くれた︒ここの部落は小さいが︑

アタマをかく︒部落の方は政党と

局と︑懐疑派になったK部落との 力が払われているが︑なかなかケ

こうして︑抵進一点張りの町漫

ん方はいう︒

なかった︒

ほど現実味を帯びていにわけでは

原発の傍はやはり不安

食違う東海の印象
灘

そのころ︑敷地に近いK部落 めは事赦が随分気になった とい

つい軽税したきらいがあります
かくて︑十年くらいだそうな

運用できぬ補償金

配者があらわれ︑原子力に対する

いう詣が心に痴話つた︒原電東濾

と

発醤所の寿命は案外短

感想をいろいろ聞いて帰った︒翌

は運わるく修理作業のさ中で︑建

う語や︑

日の噺聞には︑補蟹さえ細ければ

物のなかへ入れてもらえなかった

︵十難所鶴︑智慧入ほど︶へ新聞

解決するような地元の語がのり︑

ことも心証をわるくした︒

壁に

てで︑この辺りでは一番安定して

にあるからだろうQ青年は次のよ

崩さないのは︑部落の結束が背後

よQ部落の人の誇りを無視しない らね︒ただ声を大きくして︑晦全

設置がほとんど決まったような田

いう大きな施設はやはり危険が大

ソリかかっている︒区長は三十そ

内は魚がとれなくなるでしょう︒

をもち帰った︒原子力施設

将来立退きにならないかも心配

象を与えたので︑部落は蜂の馨碧

きいのだろう︒

こそこの壷顔の留年だ︒生活に追

いる田だ︒この辺り一帯の人口が

ああ

ツツいたような騒ぎになった︒さ

議員さんは東

K部落の側へ︶排水するのではな 減っているのに︑この部落からの

けっきょく外海の方へ︵つ家り︑

っそく那落の主だった暫が東海村

いです︑といいながら︑強い線を

掛けた町議会の議員さん一行は︑

その後聞もなく︑東海村へ出

海にほれこむ

われながらこの夏鳥でアタマが痛
局はこのことを知らなかった︒

心墨に出かけたが︑撹進派の町嶺

一行は虫海から︑原學炉はどう
も危険な物らしい︑という警戒心

印象

きな心配を背負って慕らすより︑

場筒めて帰ってきたQ一行が訪問 K都落の一行とはまるで7反対の うに力説した︒

平和な今の生活を乱さんでくれ︑

一発羅所の恩命が十年というこ

したのはまず原聡東海髭灘所︑そ

で︑寿命が尽きたあとはどうなる

とだと︑仮に二十年にしたところ
道路が立派になり︑学校が建ち︑

が来てからの東海村の変わり方︑

九六六年出版︶

〃住

○嬢ooづ︒ヨド︒

手当たり次第に歩きまわり︑

満をもらす︒安全を十五説くより

れから手分けして︑政海の部落を

危険を一回告げることの方が影響

税収がふえて村財政も段ちがいに

ーボーリングが最後豪ですんで

なものなら︑なぜもっと国がPR

1防錆紙

他になかった振興策
工場講致も考えたが︑急ピンチの

長は町の発展策でナヤミぬいた︒

地元の一部落に根強い反対
⁝

さいきん・原勇叢所の嚢覇があちこちの町や村に蟹⁝
はじめているが︑m県のM町もそうした熱心な町の一つである︒

は到底行きそうにない︒原子力

人口流出を食いとめられるほどに

︵エネルギー︶が一つ根をおろし

うになるたろう一⁝そう価じた町

・てくれれば︑将来は工掲も来るよ

M町の人購は年々減少しており︑工場誘致などの振腿籏も晃こみ・⁝
⁝

町長の考えは町議会にも支持され︑眠力会投も

なしとあって︑町長は原子力発盤所の誘致を思いついた︒

ボーリングに乗り出して︑事は順調にすすんでい

を唱え出したことである︒

るが︑ここに一つの問題が生じた︒敷地に近い小
部落が 源蹴隅田反対

相談がなかったという町側の穿溶ちもあるようだ
が︑東海村を視察してから原子炉を危険なものに

たちは︑町の魑来に

町長を陣頭に誘致推進へ
長男

ついてあきらめた口ぶりだQ

粘い

町の西×部に︑海に向かって二

万万千へ昭和四十薙十月

国勢調査︶︒過虫五団団に約千人
つの岬が突き出ている︒この岬に

で

︵九％︶減少している︒この家ま

陸の孤昂

ある︒沿岸にはいくつかの小部落

ってアタマの闘い

かこまれた内海の沿岸が︑町にと

町民の構戒は五〇％が農業︑ つ
が点在しているが︑冬になると雪

ゼロになる勘定だ︒

で行くと︑六︑七十年後には入口

入口

M町︒

入ロ 流 出 に 悩 む 町

して兇よう︒

R上の闘題を多く含んでいる︒一つのモデル・ケースとして紹介

ないとか︑住罠の立場と町の立場︑暎や国の立場などいろいろP

憩い初めたとか︑一農疑闘をもち患すと︑解きほぐすのが容易で

堕現を

随場歩箏のいきさつは︑原電譲について地元の部漣

鰻
聞

旧
産

力
子

原
づいて漁業︑神業︑勤労の四グル

ポン船が通うだけになる︒どの部

ープQ為櫛目約七千のうち︑革新 で随路がトダえ︑町との閣はポン
政党への投敷は約一割︒納税で 頼
落も

で︑急患が出ると

りになるのは勤労畷だけで︑毎年
船で運ぶか︑町の救急車が出動す

無口村

の税収が約ヨ千万四︑国の礎付税
る︒

医者のいない
半農半漁の村
好︑いろんな魚がとれ︑住罠は網

として絶

も張っているが︑それだけで暮し

釣り場

角カイ噴の麓殖が考えられている

を立てる豪でには行かない︒だか

この内海は

ご多分にもれず︑次︑三男は 町

程度︒

ら沿岸の部落はみな半農半漁であ

り︑一番近い邦落でも千濟離れて

と隼寄りたちは卜い京す︒

を

適地ということになったら︑十数

んでしょう︒そのま象捨てられる
経験

のなら︑町の発展のためと大さわ

戸くらいの反対は吹っとんでしま

やもろもろの

み心地

文句をい

塁︑三基とふえて行くものなら︑

ぎするほどのこともなし︑もし二

紙
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画

板

（542＞一大代7211
（401）一大代1231
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案
独
神隔エ揚

疲

約六千万円というのも︑町の貧し

といった有望産物も見当たらす︑

ほかには跳莱類があるだけ︒こ れ

いて縫地は小さいし︑産物も米の

さをあらわしている︒山が趨っ て

8
5
ヨ

7
犀

4 から鐵て行く︒毎年の中学卒は二

る︒この岸の猫のヒタイの一つに

ヨ

菖人ほどだが︑その七割は職 佼

和

田ンボだけで人家のない所があ

が町に残らない︒三剛の就職組も

いる︒ここへ原子力発電所を誘致

盟かになった︑等々1

これ

︾︒Q●勾・︵2・い・悔聴9鐸

きいた︒部落の者は部落の春にき

は文宇通り︑表玉器から入った東
近ごろは酬れたが︑嵩

う筋などないじゃないか︒
である︒

命 灘崎穀緬株式会藩

監躍拶罫診コ≒

蠣麗

くのが一番︑という仲間慧識から

無

碍
痛

ワ

認

へ行き︑高校を嶺ると︑ほとんど

家業をつぐのは五分の一二で︑た

したら︑という考えが町優の脳謎

原子力に思い当たるまでに︑町

に浮かんだ︒

また豪今隼の亦業生から︑一一人の
漁帥が出たというので話題になつ

たほど︒町役場の吏員をしてい る
か

5種ビタミンを加えた強力妻型
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原研原燃など出揃う
︻燃⁝

法の研究などの開発に重点をおい

▽燃料研究U高速増殖炉なとの

とくに今回の海外視察は︑再処

ウム燃料の総合開発に露点をおい

ベルギーにおける原子力施設の安

していることから︑米︑英︑仏︑

について︑地元民が匿い関心を示

理施設の廃葉物処分に対する鶴理

ている︒燃料捌究費としては約八

二十一万が︵約几十一億円︶は︑

同借款資金総額のうち二千五穏

無が認められた︒

が︵約胃二＋六億八千万円︶の供

月十二日︑同額三千五闇二十一万

髭期借畝交渉を浸けていたが︑七

敦賀発竈所の建設に関する資金の

国ワシントン輸出入銀行と︑同社

日本原子力発電会社はかねて米

調印は九月ワシントンで

原電の長期借
款認められる

る上で参考にするもようである︒

し︑今後の県としての田田をたて

全性および環麗慾備の実態を視察

億七千万円︵含償務負担︶を要求

ているQよた使用済燃料の再調理 開発に対応して︑新しくプルトニ

．つき昭イ相四十∴ハ隼度糧⁝⁝浪ぷ．闘標に

工賜建設については︑醐卑度につ

詳細設引を進め︑今隼展に二次契

康たウラン濃縦で︑遠心分離機

で要求されるもよう︒

のもので︑高速炉用プルトニウム
については特殊法人の決定しだい

約が仏サンゴバンUと結ばれる しているが︑この燃料は軽水炉用
上している︒

が︑来年度はその費用兀億円を計

来無度概鋤襲求の主項團のあら
ましは次の通りである︒

▽使用済燃料の再処理11再処理

酉万円左要求している︒

度に投備と試験堅の費用約四千四

の据料として注出されるが︑来百

く新しい予騨襲爵で︑濃縮ウラン

▽六フッ化ウラン製造研究n全

▽探鉱h約ご億七千万円が要求 の製作費を要求している︒
されているが︑うち今度新しく海
原子燃料公社の原子力二 外調査費約説壬鳳落万円が要求さ

鷲閣議了解で別枠を期待
来年度の原子力関係予算の概鈴要求は︑このほど各関係機関から腺子力局への提娼をおわり︑日本

原⁝算要求額は総額約三十一億

て︑どちらかに決定されるもよう

算は通魔省との話し合いによっ

一⁝に対誓願餌＋二年度概 れている︒しかし海外漏査の予

度予箕には︑動力炉開発のための特殊法人関係予算や︑さきごろ建造が本決家りになった原子力船予

二子力研究所酉二十億四千八薔万円︑原子燃料公社約三十一佃七千万円などの総額が出ている︒来年

算の計上など︑大口の薪規要求があるため︑今年度予算の三〇％増︵約四十億円増︶以内という要求

て︑原油としては海外会一一茗

工場の詳細設謝費は総額十三偲で
調査員老派遣したい趣向である︒
あるが︑今邸度で鈴一次契約︵二
一方国内櫟鉱については三后地区 年閣に三億九千九酉万円︶が終了

いる︒とくに来年展は︑秒貸料資

縺c糎無縫鎧

いては︑原子力委鍛会としては動力蝉開発プロジェクトに対する閣議了解をとり︑圃伜予算化を実現

源については︑わが圃将来の核燃

▽採鉱製鎌試験n絢七千六省万 サンゴパン歓と弗二次契約︵三年

する︒したがって︑今年度中に仏

に磁点左移♂註画である︒

の探鉱と申して・殊ウラン量

料需要の増大にそなえ︑国内資源

の購入代金や初期運転に必要なサ

発磁崩建設に必蟄な資材︑設備等

ノ

！！

ミ

〆！！

〆ミ

！！ノノ

︑

⑤研究面について︑根菜類の爽

箏情に応じて行なわれた︒

の一千万炉は︑わが隅の核燃料罵

怠化を条件とした初技荷燃料︵除

加工費︶代金に深藍されることに

H

響 ﹂

藷論

◎

■

◇聖

なお繋資金に関する働款契約の

なっている︒

で行なわれるもようであるQ

織田が八月來か九月頃ワシントン

実用化の駒隙にあるが︑それと

芽防止︑穀類の虫露防除など︑

同時に微生物学的︑化学的基礎研

行く人・来る人

柴園殿文氏︵原子力局︶

科学アタノシェとして赴任するた

在独

究への強い関心かみられκ︒

なお岡氏は講演後︑因際貿易に
関連して︑照射食﹇凹の法陶許可に

ついて畢憩に凶際的とりきめを行
なう村鑑があることを強調した︒

なお柴田氏は前任者安藤氏の後

め七月二十二日出発した︒

四年︒

任として赴任するもので︑任期は

封
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隈度わく内に概算要求を押えることは旨旨と見られ︑関係者は一二している︒書屋書入関係予騨につ

する方剣ですすんでいる︒したがって原研︑原燃の予算要求はこの関係の予舞を含んでいないが︑別
枠扱いが実現しない場合は大蔵借へ提出する概算要求の調整はきわめて閑難になるものとみられる︒
また︑涼子力飴一船建造に鴛する民聞出費の闘題も戎りゆきが注目される︒

間に九億衙万円︶を結ぶので︑来

円ぷ嚢求し︑採鉱一一貫製紳i慌

鉱開発の調査を進めることを企図

▽材科獣験炉満面年度に引きつ

し︑核燃料の開発については塗フノ化ウ．フン論難叢夷

る︒

の研究がはじよるが︑これまでの

口本原子力研究所の原

⁝子力局に対する昭繍四十

蘭研究所では来向展から食品照射

柵鮒⁝

ービス料として支払われるが︑こ

〆

ミ

化ウラン製造試験は斬況の仕戯と

！ノ！ノ〆ミ

！！

シコンも含豪れている︒豪た残り
〆

して注目される︒
！〆！ノノミ

ノ

五力勾漸画で進める︒
！ノ！

年度予算に鷹億円が要求されてい

〆

子力安全研究協会と達紺をとり︑

ノ！ドミ

る︒その他︑海洋調査について二

〆〆〆

施する翠巌である︒とくに四フノ

ミ

国璽の羅サイクルの豊︑董

〆〆

秤度にととまる予定G

ノ〆

施設坐利用するため︑設備は拡允

〆〆

の予竃であるため︑建設は最終段

〆ミ

づき建設︑四澗二年度末には臨界

！〆

原⁝二年度予算の概算要求

！

総額は︑約百二十億四千八覆万円

！

の申にはストレノチやエスカレー

論十四億円が要求されている︒

要求には約三十億陽と債務二合行

早く国際的措置を

ミ

ざし︑プルトニウム燃料製造技・
⁝
術︑ウラン濾細技術︑乾式再処理

動力炉聞発関係を含めないで二百

︵前無度の約一五〇％︶て︑入員は 階に入る︒したがって来年厩予鱒

十闘名の増員が考えられている︒

▽JPDR⁝盤計画腿JPDR

で開かれた﹁忌門照射に関する国

ールスルー工腺了力研究センター

松山氏︵理研︶︑食品照射協議会例会で講演
シンポジウム︑ザイベルスドルフ

際シンポジウム﹂︵剛際原子力

松山晃氏の﹁カールスルーエ国際

訓画委員会およびソ連の食品照射

機闘︑国連食糧農業機構共催︶に

日本食贔照射研究協講会︵会長

時から︑農林省食糧研究所で第三

研究の現状について﹂の二講演が

同氏が参加したときのもようにつ

三木論旨氏︶は七月二九際午後二

回関東地区例会を開いたQとくに

胃なわれた︒

岩上茨城県知事
海外事情視察へ
再処理施設を中心に
雲霞県知事岩上二耶氏は同行の

7一＝

ーーー

請

鯉◎熈構櫛

とくに来年度の重点壌国として
の改造予算として約四億円︑債務
は︑開脚試験炉︵JMTR︶の建

軽水炉

めに杓一億五千万円︑配要求︒

後備防護装置による蜜全研究のた

一V軽水炉の安全性研究

ルデン劉画への参加などが注関さ

安全盤研究︑欧州原子力機関のハ

負担負為勧僧約十一億円要求Q
設︑JPDR一黙画︑軽水炉の

れる︒しかしながら動力炉覇発関

画への参加費として五千万円を要

この日は︑原研職親研究所の重松

▽ハルデン計画への滲加h同計

は・慎重ぷ要するのて︑別途に
求している︒

係の特殊法人設立の間題について

検討を謙って喰永するもようであ

友道氏の﹁線量の澗定と食置照射

いてその印諸訳のべたものであ

また︑アイソトープ関係はこれ

L㌦くに訓松山氏の講演は︑さ︸萄︷ハ

る︒来年度の原研予算要求の礁点

譲国では隷子力当課会などそれぞ

①食晶照射の研究は︑虫な海外

である︒

り︑その内野は掲よそ次のとおり

施設について﹂︑理化学研究所の

月穴田から十臼まで藤ドイツのカ

京で通りの額とみられている︒高

に囲難な点が多い︒

項目のあらましは次の通りであ

現状はおよそ次のとおりである〇

同県議会議員西勤凹郎氏ほか二名

H

腫

隠蔽設計グル

アイソトープ三厩会疇箏会二

原子動力研究会

＋八日午後腺藍

何掴

ーブニ十六日午後原塵

鮮齢脚榊

客

耀く代

三菱原子カ工業株式会社

れの機関で三差が進められ︑プ慮

ジェクト研究として集中的︑糧織

とともに︑ヒ月二十七口から約四
十口間の予定で︑海外の再処理施

らびに附記開発および農業事浦の

謎を中心とした原子力関係施設な

視療に掛発する︒

ll

鵬

V糠

佼㈱囎

潔

嫌蹴隷

w轡凹凹〜
洩薫瓢鰯
鮨一△炉

臓徽欄
韓
幽幽鯛睡榊 冨

三菱化工機株式会社

韓国調査団が来目

年十四〜十五％の増加をしてお

の臆業界の関心が尚まり︑アメ

的に研究が行なわれている︒

リカ︑オランダなどでは国と産業
界の協力によるパイロノトプラン
ト謡画か企画されるなど︑次第に

きざしがみえてきた︒

産道界が開発のハトン舟受けとる

鷹

嵩

場でも実費頒帝いたし遷す︵
口本原子力蚕業会議の原子勤

篇

を目迎します︒

部千五百円︶︒入口無料︒来聴

八月頃︸田午前九時半

主力研究会定例釧究会は︑左認に

日騰

罵より昭和四＋年度年会を開催し

ﾏ究成果の報仏ならびに講演を

なお同日報告書を樗新し︑会 場所日本一帯センター一団

sない敦す︒

謹

置賜

ヴ

謝

瞭一潔
嘱
盟櫛燃
削岬脚齢御蒔
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雌
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榔醐脚織麟
卜 脚劇脚鱒榊

訟
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子燃料

三菱商事秣式会社

鎗癖撒、
b
げ 燃

PWR燃料体

三菱金属鉱業株式会社

セラミック燃料
合金燃料
金属燃料
その他燃料

三菱電機株式会社

一︑蹴力謝要はここ数薙間︑毎
子力委員会に銀縷する原子力院が

り︑一九七照無には二十万KW〜

たい︒炉型はまた決めていない

所にはおよそ二十人の米国での乗

について

ム

一︑韓国には現在︑わが国の原

あり︑岡院は京城郊外に松江〜三

リガ型原子炉を設置した原子力研

が︑設鐙場所についてはこのほど

襟入の人員を杓し︑出力頁KWト 三十万KWの原子力発電所を作り
同調査団㈲ナ四︑十五の二日間

究所をもっているほか︑放射線医
子力関係嵩と︑①日本の原子力開

原子力委員をはじめ︑わが国の原

法制や長期計画策定で懇談
韓国原子力院派遣の﹁原子力調
査団﹂が七月十三日来日した︒

調査団一行釜名は︑韓国の原子

有力候補地をみつけた︒

発利用長期刮画の基礎と見通し︑

行なう離業技術研究所をつくる︒

㊨照射琵品の安金性の賜題では
場終了者がいるが︑将来は田本へ

野中にはアイソトープ利用研究を

力駆発計醐策定にあたり︑先進諸

設に際しての安全基箪等を含めた

②口本における原子力発駕所の建

一︑現在原子力院や原子力研究

学研究所をもっている︒豪た来琿

れたもので︑①将来原子力による

国の実溜調査を行なうため派還さ

一︑韓国は原子炉一回を持って

なくその驚備に臨ちに薫堕した

これといって新しい発表はなかっ

必要な手統き制度︑⑤原電敦賀発

たが︑ホールサムネスという概念

簸所の立地および建設コストなど

法碓

活発な討論および提壌が︑各圏の

うために必要な

とくにその国際貿易を円滑に行な

Φ照射食贔の法的二藍の方法︑

について諭翻が集中した︒

も尊門象を派遣し勉強させたい︒

発膿を考慮している国②現在発溝

氏︵原子力研究官︶︒

華氏︵原子力研究富︶︑寧永在

朴沫鑓氏︵原子力婁員︶︑李島

おりである︒

いるものの︑現在︑原子力法規が

炉を導入して建設中︑あるいは運

い︒

豊欝にあるようなので︑同図地質

1

@
@

靴｝

なお調査団員の顔ぶれは次のと
原躍東海発醒所を訪記し︑運転経

について懇談したが︑十五日目は

一︑トリウム資源︵モナザイ
にして︑台湾︑フィリノピン︑

転中の国③原子炉の輪出国を対象

綱領所が調査中であるが︑技術的

ト︶が︑ブラジル︑インドに次ぎ
なおわが田関係者らとの懇談で

験等について調査を一汀なった︒

明らかにされた韓圃原子力開発の

仏︑瑛︑スペイン︑英︑加︑米の

し︑帰路B本に立ち醤っ陀もの︒

各囲を約一⁝カ月間にわたって調査

＝

＝

＝ 篇＝

瓢

隅

三菱重工業株式会：社

【

需
＝ 濡
一一

一【
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発行所
和31建3月12日第三種卵i轄難認可

短月3回（5日15日．25田）発行

謄躍離帰塁甥も縞

躇閣

聞

学

が

カーは十分その責伍を果たし︑最艮の牲
状では必ずしも適当でないんめ︑

の区分の仕方が犬分数であり︑現

応は藻かり瀬つたという灘笑であろ

原子カー石川島播隆聰
新しく主費設備の極惣および仕

ける︒

①聾可申講書に添付する撃業6一

画やその他鍵類については︑許可

して︑必要な研寵開発費を十分に支出す

能を達節すべきであるし︑国はこれに対

の︵現行三白間︶︑技術的脳力の

落五回資源探
査現地討論会

一本松

八月三日京都府で開催

日本原子力学会︵会費

ン鉱床と地員構造との関係﹂と題

珠澱氏︶では﹁拠丹後地域のウラ

する第五回資腺探査現地二藍会を

︵京都痢中郡峰山町︶で行なう︒

八月三日︑丹後柔物貞観センター

晦山町︑弥尿町周辺の奥丹後地

店広

本支

遡

一簾業界もふくめて1走時何らの麗義が

③加工の方拡については︑現行

説明書は︑生匹方式︑主要な技術

探鉱饗務所︵京都肘中郡静山町杉

総州ネ調査会翻七月十

陛躍野簾舞コ≒

う︒この数字に対して︑関係蒼の間から

申講潔の内閣の褒付けとなる醤類

規則は工程図による記載を定めて

域は三軒なウフン鉱床として︑か

めているもので︑災丹後地域の①

ねてより原子魁凝公社が探査を進

地狐樹造②ウフン鉱床⑬ウラン鉱

床の問題点︑についてそれぞれ講

地域の露朔地点の見学︑四〜五日

演が行なわれる︒八月二日には岡

の含ウラン撫顕地へのエクスカー

は島根県三刀屋町︑広島即国和陶

た︒また業搦の効率的運営をはか

企画室︑再処理部など新設
るため︑機密事項を取り扱う秘欝

代︑資料代︶は三曲円．

旬閻メモ

▽梁議院糾技特

七月二

参加二型のむきは︑原毛奥丹後

腺子燃料公社︵理鋸長今井美桝

谷︶橋本好一宛︒参加費︵バス

シコンが予走されている︒

民︶は七月十五臼︑組織機構の一

役︑門門事憩を調査する調査役お

また冶金部技術課が業務課に改

する主査が新しく設けられた︒

よび窒艮の命を受けて業務を統揺

三を改正し︑これに伴う入壌異動

こんどの雨止の主な点は︑調査

なとを決定した︒

室が廃止され︑公社の総合調繁機
能を充実させるため企劇室を設け

国会

通産憲

九︑二十の両日︑東京大手町の臼

本長期信用銀行会議室で第三回総

5種ビ汐ミンを加えた強力妻型

工による応札価格と予

を添村することとするQこのさい

特殊事檎に口えていてよいわけはある
を十分に認識して政争も産業界も大乗的

②加工事業の許可申請について

入窮異動のおもなものは次のと

▽論調

調査役小薫一郎

おりである︒

▽一子力融懇談会糀七月八臼開

原子力委最会

笛議検討した︒

おける石炭の位嚴づけについて︑

○次長三上緻男O総務 会を開き︑エネルギー政鍛の中に
課艮釜飽泡肢央○人事課長永松

▽総務部
卿﹁

臭︸郎

催︑隅一船建造に関して各委員か

▽企画室O室長坂本政 ︵ひゆ
まんかうんた参照︶○主査小早

「味の粟」・「ハイ・ミー」・「アジシオ」・エヌ

営業品持

サンコンス・「味液」・サラ二二・天ぷら油・

原子力船の問題と
未解決の民聞出聲の問題についても︑
識の位置︑建物の構造︑化学処理

事業讃画は銀業開始後五臼田のも

要件たる技術的能力および経理陶

同じことが＝口えるであろう︒予算に対す

める︒

施設︑成型施設などの諸施設に改

今後の 課題 高雄鍵盤魏
る民闘出資の比率や︑船価が膨脹を来し

墨礎の審査に必要な遵類のはか︑

の技術であれは︑次のステージの開発費

たことをどう考えるか︑などに問題が残

様︑核的制限値などと内輪とし紀

及んだ酒工遅延など︑銀常な窮態がつづ

試鎌を誤るようなこともなかった︑とい

中分纈を加え︑その区分を加エ無

いた︒しかも︑こんどの決定で曄犠がな

う弁明はあろうが︑いつまでもそうした

るという姿勢でなくてはなるまい︒

惟航をつづけた甲子力鋤一舶

くなったわけではなく︑民闘出資の問題

子力が鰐めからコツコツ築き上げた虜萌

出なかったことは反省に値いしよう︒原

の建造問題も︑既国力針どおり

も含めて︑財揚当局との折画という最後
の関門が残っている︒もしこの闘門でさ
亡い︒

っているが︑原子力船の早期建造の勘麗

田野炉︵一二漫炉︶を園圃すると

銀肱からの讃工が見こ濠れるに囲った︒

らに拳聞取るようなことがあれは︑駆業

日も単く建造の槌弱をききたいもので

訓画は︑欧米でも汗圏を浴びている︒一

条︶︑保安規定︵π十二条︶︑国

大綬済学那を卒装後︑臼本懸達

には設立の三十一年に入り︑ず

に入社︑石炭課長を経験Q嶽燃

さえたら積撫的に進める行動派

川淳一郎︑野沢鵜久︑松原伸一

▽食品照射出門部会11七月五日

○部長坂本猛O業務 ら上弓を聞いた︒
課長嫁田孝O計画課長中島健太

▽再処理部

第五司会禽を開催︑下都機構とし

小委員会からたされた検討結果を

Q調査役渡辺重之0 て設けた弟一小委員会および第二

郎○設誹課長南又雄

▽冶金鄙

中間報省としてとりまとめ︑同七

O経理課長池内面 七月十二日第五回会合を開催︑推

便秘

いう原子力委員会の決定で︑ようやく来

船価は︑当溺予鈴の三十六㎏円に対して

必要な加工施設設躍揚所の自然環

を明磁に認勒し︑塞た安全審査に

方針どおり︑国産炉搭載で行くことに決

境︑社会環境に関する説明轡およ

いるのみであるが︑今後は中分類

団法に決められた昭和四十七年三月の解

撮別に加工方法の概要馬工程圏お

を設け︑塊面する核燃料物質の製

散期臼までに︑箏業団が必要な便命を達
に︑西ドイツのオソトー・ハーン写の建

び設備の醗置図を追加する︒

い︒日本の原子力船計︐醐がおくれた間
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発の凶難さと︑それに対する関係者の躍

るが︑そのおもなものは次のとお

難燃︑業務の拡大へ

回生偲円安くなっている．つ瞠り︑問即

初予算の蕊十六侮開の兇積りにあったこ

け麟内メーカーの砿礼価格ではなく︑嶺
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とが明白になった︒

要な開発試験を慮らの判断とリスクにお
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るネラトームを通してロノテルダ

ム・ドライドノク社と契約したも

のである︒

米︑舶用炉燃料の

でに取りつけられており︑現在︑

いる︒︸次循環系の流体力学的な

ティリテ〜・サービス︵NUS︶ 炉内部の建設の駆儲が進められて

客待されている︒主要部分は︑す

試験が七月一日から始められ︑燃

コスト分析行なう

ビン発電機︑付属鷹器︑建物も含

仕は︑このほど海下局に対し︑原

料は六月巾・ごろから現地に到漕し

アメリカのニュークリア︒ユー

め︑一億丑千七酉十三万八千がと

照した︒それによると︑朋率四︒

万i八万軸潮力の原子炉で︑第一

ニア︒エジソン社は羅気出力鷲㎜十

始めているQサザン・カリフォル

ラントを完成することを期待して

九万五千KWi四十五刀KWのプ

七翫％︑稼動率七〇％の揚会︑七

ル︑勉二炉心では一︒五一一︒六

炉心では柚馬力×時当り二・一ミ

発憲所建設地点は︑サウス︒難

年にそれぞれ完成する予定であ

で︑欄千六十九万漕となってい

の微濃縮ウランで︑原子炉二甲羅

る初技荷燃桝は︑シルカロィ被覆

越えないならば︑原子力舩は十分

蓋額が︑現在予想されている額を

来船と比べた場命︑建造資本費の

る予定である︒

界し︑来年一月に出力試験を始め

める鄭轍をしている︒十二月に臨

る︒また︑B西W批から供給され ミルになると兄ているQまた︑在 おハソ︑十︸月一日に燃斜装荷を始

菌耕の地点で︑一巡七一年︑七二

題ライナ州クレムソンの北祠十六

注分は明らかにされていない︒

なっている︒しかし︑GE握の受 子力蘭船用燃料のコスト分折を提

ば︑紅玉費は︑原子炉︸⁝暴︑ター

デューク社の正式発戎によれ

W祉に決定したもの︒

を受け泥が︑膜填に検肘の束B＆

三から原子力発竃所に関する見積

エンジニアリング︵CE︶往の四

ス︵WH︶汁︑コンバノション・

ク︵GH︶抵︑ウエスチングハウ

往のほかゼ率ラル︒エレクトリン

デュ⁝ク社は本年四月︐8＆W

ノク濁ウイルコノクス︵B＆W︶ クトリノク︵GE︶往が主契二者
になっている電気嵐力四十四万K たもので︑洛納機構の設謝︑製造

娃に発注した︒

玉

一九六八年の切めには俵開始て

ヨーロノパの電力掌篇は一九八

建設のスケジュールによれば︑

○年よでは軽水炉を郵入するもの

アローンにある周往のF会祉︵サ

以上の払低瓜試用火力発暇所と十

これはニュージャ⁝シー州フェ

渦溜麗鋼㎜凝望認
賭
の
費
用
で
ア
ズ
リ
カ
に
シ
ル
カ
ロイ
となるジルカロイ・チューブを製
1047321141
2
2
6
製迩工
蝿を3
建設す
ると1
発表し
た︒6 造するために建設される︒

同し位であり︑尚発ユ

する漫口︑試用は電9

相心

分竸争可能である︒その上︑園際

と湾えられ︑AG8については技

賭租幽の酸化ウランを購入したQ

ーキ価洛の論争に巻き込まれたく

る︒コモンウエルス・エシソン祉

建設することに映め︑六月からそ

最近操業を始めた仏ラ・アーグ再処理工場

ろ︶︒

発電コストの内蹴出％程度を輸入

ヘデフ西イスススイ臼イカそア含

μ㌶獅癖

︵

ω

ヨーロ・パの化予X
石燃料コストは一
般に浅く︑原子力

本費で大きな君があるとしても︑

と火力が︑建設資

収支の観煎からいって︑燃料サイ

術的経済的にも進出の兜通しは明

百刀Btu当り二十八⊥二十六腰するに過ぎない︒

クル︵ウラン︑濃縮︑加工︑輔翼︑

磯駅鋸鏡蒲
も火力より羅利である︒ウラン濃

た会社あり 0いはその他の副因の会 再建岬︶の全て乞輸入したとして

措が︑これらの凱画に大幅に参加

するが・濃の範狸よ・て縞証以外窒て畠でやるならは・

これは蹴力会社が︑原子炉製造業

ないこと︑契約では引き渡し場

は︑電気繊力二十一万KWのドレ

の準億を始めている︒この施設の
置かれるニュークリア・マテリア
ルズ︒ディベ窺ノプメント・ビル
ディングは来年から仕事が始めら

プルトニウム合金︑化禽物の加

れるよう建設される予定である︒

工触点やそれらの特性を調へる装
躍警はビンネル祉によって建設供
給きれる︒

論

團
軽水炉の進出有 望 視

瞳で︸九八五年蒙でに開発される

ド︑パキスタン︑フfリピン︑掬
国の入比が行なbれると同時に︑

酸化Uを大量に購入

巻と異なった会社から︑しかも大

所︑日華に多くの週択権が含まれ

スデン鋤一発電所の所有蓄て︑現

楚葬榔長期安定供給はかる

撒の酸化ウランを購入した初めて

ていることによる︒

発電所を発注する予定である︒

高速炉用Pu燃
料工場建設へ
米A一社

B＆W社︑デューク電力から受注

怩jw発電炉二基

アメリカのアトミソクス・イン

ターナシコナル︵AI︶祉は︑カ

の例で将来の原子力発電所建設予

電所︵ドレスデン2︑3︑クワノ

在出力八十万九千KWの三つの発
UNC社長リチ㍗ード・D︒ボ
ーカム氏は︑酸化ウランの引き渡

ド・シテーーズー︶を建設中てある

恕と︑移燃料の長娚安定供給の必
要性から購入にふみ切ったもの︒

しは一九七〇年の初めになるだろ

輸出閏係機関の了承を摺て帰って
きたハンガリア企画庁長冨のミク
ロス・アジタイ氏によると︑この
協定は︑本蕉末両国政冊の承認を
得ることになっており︑第一笠雲

求た今年の夏ごろ蕊でに四外目の

この酸化ウランはエジソン社が

ハンリガアは︑このほど同国最

最近モスクワから︑ソ州政肘︑

先月UNCに発注したドレスデンうと述へている︒象た︑これに潜

日輩の騰子炉同盟は︑そのほ

初の原子一発置所を建設するにあ

鷹所の方は一九七五年ごろ臨界に
達する予定になっていると述べて
いる︒謹た燃料にはハンガリア塵

耀

誌鏡翫聯

とな

電所の正確な経済性を示し︑ヨー

り︑この入礼の結果は︑捺了力発

バのオイスター・クリーク

のいくつかの軽水炉は〃ヨーロソ

う︒ヨーロソバ市場で現在交渉中

欧州の入札結果がカギ握る
アメリカのアーサー・D・リトル︵ADL︶祉は︑米原子力蚤員会の依物により︑向うニや年間の
世界の原子力発電所マーケノトを調査したが︑このほとこれら調査鎌取Oまとめ︑報告した︒この調
鐸は︑濃縮ウラン場悪用する轡水炉に籏点を置いており︑イギリス︑フランス都除いて世論市場のか

なりな部分に彊水炉が進出するであろうと粘論している︒髪たヨー環ソバ衛場における濃縮ウラン需
ロソバの条件下でもアメリカの軽
水炉が競争できることを示すだろ

要の兇逓しは︑奨来左見越して天然ウラン炉雀踏腿しょうとしているフランスレ伊除いてヨーロソバの
源子力発鑑答量の八五％以上が濃縮ウランぷ．使用し︑その大部分が軽水炉の捜術．僧使︶だろうと述へ
う︒

原子力発懸設備答量の八O％以上
ア連邦︑台湾などがあげられてい
これまでヨーロノパ鱈場で原子力

必発は流蝋た︑それをとばして

アメリカからライセンス左受け

ている︒以下報告の概要は次の通りである︒

を出めるものと憩われる︒インド
る︒康たこれらの国々では︑原子
発電所が建識されなかった地域に

だろう︒

革除く丁職域途上の圃は︑当面土

進出する時が一つの転期となろ

換炉の改良で増殖炉に近い経済

［

勤嚇蘇継川羅萌群肝難鱗鐸

のものが使われるといわれてい
．勺︒

灘麟

発矯炉の経済性は大規模な原子

トが開発の隈度であり︑これに属一塩設備の併設がつ要な響畿となる

気劣三遷w級の墜プランゑプランあ選択において渠脱

動力炉開発の現在
増殖炉に努力を集中すへ嚢たと

も︑開発できたときには時代遅

どうか︒新型転換炉を開発して

に増融炉へと移行できるものか

も︑プルーブン一辺鰐から一挙

問題などはしばらくおくとして

燃偶供絵の問題や燃料利用の

いう意見が強まっている︒

性を童成できると考えている溜

もあるQ
逆に︑プルーブンから増殖炉

てくるかもしれない︒だが︑世

へというコ⁝スを考える国もて
力炉の段階である︒むろん第二
界の大勢からいえば︑こうした

蝉難織
原
代︑第三伐の動力炉の研究や開
行き方はむしろ例外であって︑

れでムダな努力になるというの
かもしれないが︑そういう努力

なし︒一挙に小学授から大学
へと進めるものかどうか︒ここ
でもまた︑プルーブンの場合と
同様︑外園技術の導入︑先進国
との開発協力が考えられている
のたろうか︑考えるものなくし
て︑ギブ・アンド︒テークの協

ソ連から発電
炉二恩を購入
んとうの意味で︑もう一度考え

力が可能なのかどうかQ

すべて増殖炉に切りかわるのC

直す必要がある︒輸入計画︑K

ハンガリア

と呼ぶことは必ずしも正確とは

と斜存することになるだろう︒

を受けるための双務協定尋締結し

たり︑ソ連から建設に関する援助

はなく︑かなり長く新型転換炉

ために︑関係者全体のいわはナ

た︒この協定には︑ノボボロネ

W話轡に過ぎぬ現状を脱却する

シコナル・コンセンサスが形成

日本は畏らくブルーブン一辺

の醤標だとされてはいたが︑努

あり︑到達すへき醤標は︑楢殖

うに︑ウラン資源が豊敏な た

シ型あるいは加圧水型で︑電気出

の建設が含離れているσ

力囲＋万KW二瀬の原子力発餓所

力は停滞したま濠であったQと されやばならぬときではないだ
へ疲辺誠毅︶

め︑技術的にも難かしい増殖炉

ろうか︒

ころが最近では︑新型紙換炉の

炉の商業化であるQカナダのよ 倒たった︒むろん贈殖炉は究極

これは動力炉闘発の出発点で

入っても︑そこで

繭業利用の段随に

なかばに増三歎が

り︑一九八○年畿

ているQ予想通

法だとも考えられ

式が︑いわば止攻

炉という三段階方

転換炉←晶速増伽

プルーブン←新型

充も︑外国では︑精力的に進め

られているQアメリカが認速増
触型の雀蜂に努力ぷ傾注してい

ナル・コンセンサスを

轟磯灘

環

動力炉開発にもナショ

いえないかもしれない︒

ば︑現段階をプルーブンの時代

あるし︑こういう状況からすれ

という要請からも当然のことで

はウランの効率的な利用を園る

のが三八％を占めている︒それ

児ても︑増殖型開発に関するも

子力公社の聞発プロジェクトを

ることは周知の通りたし︑英原

一◎◇0く××》◎◇◎く一◎つ◇◎◎◎Φく×）く×一
の開発は念顕におかず︑噺型転
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湘 轍

酵

万Kw

昨年の年報で報輯されたよう
会社はケララ州のカバラとマドラ

二十七臓に業務を閉鎖した︒この

を持っていて︑チタン鉄︑モナ

るがカバラのプラントはその虫ま

砂鉱涯業の近代化および合理化

継続して閉鎖している︒

れが完成すれば︑生馴は増加し︑

計爾は︑現在考慮中であるが︑こ

より低じコストて原樹の砂鉱がよ
り効果的に採擶できるようになる

リジウムが相当に使用されてい
る事実は︑高い中性子栗を持つ

る︒トロンベイのトリウム・プラ
ントにおける生簸は︑昨年︑トリウ

いる︒

ウラン製造工場の一部として︑
一日五十漣製造の硫酸プラントも
近いうちに完糊する︒鉱石採掘工

設されている︒トロンへで研究所

画のような補助設備に関する作業

ラン製造工揚がIREによって建業員︶に対する建物や︑水供給副

るラジオグラフゴの実瘤を見る

A三年の闘に急激に上冒して 上記のようにアメサカにおけ
いる︒それにつけても︑わが国の

オグラフィが今後ますます発展

RI生産が現 ときわか田に沿けるRIのうシ

段階で婆

翼味払い︒コバルト60の困薦佑

あるQ灰聞するところでは輸出

いるが︑まだ二重が網轟剛高で

入機材の藩接倹査にイリジウム

確保を行なってきたことであるQ

後︑それを運転︑保守する人員の

六型の捜術者が岡じGE社によっ
て設計︑建設されたイタリアの原
子力発電所で交代に訓練を受けて
いる︒その他︑四十人ほどの技術
省がアメリカとイタリアで調練を
受けている︒しかしこのように広
く訓練を受ける前に︑これらの技
術暫は︑ダモダ⁝・バレー社のチ
︒ンドラプーラ火力発目録や︑タ
タ火力発電所︑トロンベイとドゥ
ーハラン火力発聡所などの二二の
火力発電所で適切な指導を受けて
いる︒

獣た︑昨年︑インド政麿は︑罰
醐のための技術的なアドバイスを
得る闘的で︑捜術コンサルティン
グ会被であるクレジアン社︵フィ
ラデルフィア︶︑インド・クレジ

ス四社︵ワ

アン社と︑ニュークリアー・ユ⁝
ティリティ⁝・サービ

シントン︶と契約をかわした︒こ
の契約先は︑この詩圃に要する三
億八千万ルピーに相当する外貨を

今回は原研

GEC︶祉と独陰白発配所建設

国ゼネラル・エレクトリノク︵

のターンキイ契約に調印︑翌三

の︑地震歴︑闘辺の人口蟹田︑

え︑最遜候補地として越定し︑工

三月に原子炉建物の猛礎工購に

ゾ︒減速材は黒鉛プロノク︑九

ノクス後覆中職質型︑葎八十六

ウラン・フィン付マダノ

却型炉で︑燃特体は天然

ラン黒鉛減速炭酸ガス冷

十八万七千KWの天然ウ

六万六千KW︑熱撫力五

炉は︑最大電気出力十

となった︒

月に燃糾全瓢撃茎を行ない臨界

に燃料簸荷開始にこぎつけ︑五

工期は延長したが︑四十犀四月

ため種々の障誌があり︑予定の

ことは何より0好ましいと唱 酒エした︒初めての鰹設経験の

動が行き題き地元の理解が深い

く︑また︑地元に対するPR活 十五年一月に敷地二成に鶯手︑

連けい送聡線その他の条件がよ

設地黒として考えていた現地点

黶ﾟ毒一．蚕一一．≡︒一．＝≡．1三嘔≡〜．ーー︐．≡≡一⁝．ーヨ謄︐＝一≡≡＝1藝︒︷．≡︒︒サ⁝

⑱

難所鼎灘
海発電所へやってきたQ

その後︑三十四駕十二月︑英

ｴ鷹は三十三年早々︑発電所 事の慨要設aにとりかかった︒

墨

一惇一

の野地として︑原研が動力炉建

︸
爆 羅

二二＋ゾ︒

今月中旬から営業運転にはい

る予楚であったが︑タービンの

バルブの故障などにより検査が

延期されていたため︑通睡省の

竣工検査を終えて営業運娠には

蘭十万〜十一万KWの出力で行

いるのは今月申︒窟業運転は当

なわれるもよう︒

癒にはいる望地であるQ

の六月から現地に到済するように

機器の宅要耶分は︑一九六六館

た︒すでに敷地のボーリングや︑

設する謝幽が政府から承躍され

鍛所をマドラス州カルパカムに建

された︒

的︑経済的な可能性の調査も霊徳

一九六五年五月二十五日に原子

て︑一九六五年六月二十一日に︑

ナンガル臆水製造工漏で製造され

トワープ向け出荷された︒これ

た十沙の還水が︑ベルギーのアン

やカナダ以外の国からヨーロノバ

は︑璽水のような物質がアメリカ

の国へ船償みされた初めてのケー

一九六五薙十二月十三臼にアフ

スである︒

ガニスタンと原子力局との閥で績

プ艶療センターが︑カブール大学

ばれた協定に従って︑アイソトー

ルにある病院に46いてアイソトー

に慶置された︒インドは︑カブー

約六万ルピーのアイソトープ沿療

プの医学利用を促進するために︑

この協定の一部として︑インド原

装置一式を贈与する予定である︒

子力委員会は︑カブール大学の三

めに︑それぞれ千ルピーの奨学金

月の研究黄をインドで酬練するた

を与えることになっている︒

これ濠で述へてきたように︑I

る共同入札を行なった︒

◇

千謄をホーメル社にと︑薫社によ

給機関であるジョン︒モレル征と
アイソ・ニュークリアー社に︑八

そのうち︑二万二千酸を防漸供

行なった︒

食に便う予驚の衝晶照樹ベーコン
三万劉︑の引き渡し契約を国防省と

社がアメリカ陵軍と箆軍による試

二つの価品会揺と薪設原子力血

◇・アメリカ

社が国防省と契約

照射ベーコンで三

一AームVーー■一

た︒

として︑その理事壌に選鳩され

る原子力科学技術の最も湛んだ圃

って︑インドは︑南アジアにおけ

AEAの設立以来連続九回にわた

二十万KWの最初のユニソト

ている︒
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部分製造はでンドで輩備される︒

第二号ユエノトのコンポーネント

蹴気

ク︑その他主要コンポi不ントの は︑一九六九隼の宋までに盛業運

ンサー︑ディアレクター・タン

ため︑エンド・シールド︑コンデ
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二号炉追加で
発電容量倍加
ラジャスタン原子力発電計画
この発璽所の急減は︑第四次削画

マドラス原子力発羅掛魎

海水脱塩設備
の付置も考慮

づいてきている︒一九六六薙の二

土地の開発作業がかなり充成に近

手配されていたが︑およ．て二十重

出力四十万KWの第三原子力発

次冷却水の取水口お

カルパカム海返留の海洋調査を含

がされている︒

外貨羅紋を最小阪にとどめる努力

ナダから購入することによって︑

期間中に蹴気出力ご可万KWの二 は︑設訓曙や技術的ノーハウをカ
号炉謝謝欄することによって億化

され︑現在︑両プラントの炉お

月宋までに一

慶の荷物はカンドラ沿におろさ

よびタービン発電機建屋に対する

よび釧水溝の工箏も先成してい

めた基礎調査が実施され︑発聡所

最終的に決定された︒道路建設箏

の低いト弓クタ：・トレー弓1で の識灘揚所やコロニーの居住地が

敷地に運はれることになってい

鶏冠の建設も近々始められる︒

ず︑そのまま特別に作られた荷台

始され︑建屋の主要構造物の球足

る︒現在︑カンドラからプラント

る・一耀炉の原子炉建遷のコン

の組み立てがスケジュールにそっ

の改良工事が進められているQま 脱騰虻澱を村濡した揚合の技術

敷地へ通じる道や︑橋︑晒渠など

ン・レイルウエイズ社で設謝され

力局とベルギー原子力婁貴会の間

スドルフ研究所で使用される︒

ぶトロンベイ研號所で製造された

をインドからベルギーに貸与する

と差個の汚染モ瓦毛ェ僧IAEA
で契約がかわされ︑十三ナの重水

六三の放射線サーベボ・メーター

として一万九千五酉ルピーにおよ

た︑機械輸送用の貨車がウエスタ

談た︑マドラス発端所へ︑海水

て行なわれている︒よた︑この敷

︸暑ユニノトの外貨を節約する

設けられた︒

地にはコンクリート試験研究蟻も

クリート打込み作業はすでに開

︵AID︶が決寒したものであ

貸し付ける条陸として国際開発罵

その後の進展としては︑タラブ

る︒

ール猿子力発電所が供給すること
になっている︒ギャラノト州とマ
ハラシュトラ州の磁力系統の接胱
を行なったことである︒削画は昨

おさえや磁用問題のκめに︑停滞

年︑パキスタンによる積蔭のさし

していたが︑一九六八薙の十月ま
でには︑計麟通り完成することに
なろう︒

ベルギーへ重水十ミトン貸与

口川一1川ll隠一日III｝llll田｝醐11−IMII−ll口lll−1門川1一川ll触目ll目開」醐U1川碕一llll口11刷1川11一州川111｝啄11

れ︑棄設備が困内で曳趨されたも
のである︒

トノクの真髄のために総小した︒

一九六四−六五年の問にIR廻 ム硝酸塩に対する需要の不足とス
による希土類塊馳化物﹁とチタン餅

ビーを起えた︒オルウェイでは︑

も予定通りに進んでおり︑近いう

を一昼夜にわたり照射するのが

練に半影像が

場およびコロニー︵建設現場の作

酸化ランタンや合金の生馴が訓画
の化学捜術部門によって監層設副
ちに︑作業員の子弟のために小学

一語に鉱石千ゾを取り扱えるウ

されている︒現在︑原型プラント
されているこのプラントは︑一九
狡が開校される︒

の販売で稼いだ外貨は五二万ル

の運転は︑トロンベイ研究所の化
六六年申に翅翼開始が期侍されて

甜画からの十人目科学瘤︑技術

時闘の建設作業に従聴している︒

瞥通であったが︑今凹では五十

わが国におい
できるが︑影

零物〃

4に原子炉利用 の可鮨性があることを示腱して

の

せす︑特に比旗慰能の島いイ

に入り︑鮮明な影像が碍垂れて

作られ現在数カ所で試用の段階

イリジウム㎜は原研で試作韻が

は当分期侍できないとしても︑

原子炉の高農利用により︑半

取り替え需要に応ずるには︑原

リジウムを生嫁して恒久的な

なる地位を明

減期の短いことによる再活性

子炉の渇慶利用をめぐって窪だ

ていることは否定できない︒な

ついていることなど︑わが国と

㎜ラジオグラフfのスペノクが

宋綱﹇郎︶

子力発電所が建設され委任された

挙技爾部門によって指福されてい

く

技術者確保に努力
こ

原子力発電計画再び動き出す
タラプール原子力発躍醗画

の謙画は︑タラプールの電気出

契約薔であるゼネラル・エレクト

力三十八万KW原子力発臓所の建 省のグループが︑原子力建設の証
設開始により︑奥質的に鋤き始め

だろう︒

豪た︑オルウェイに建設された

リノク︵GE︶被のサン・ノゼ
︵カリフ耀ルニア州︶事務所で作

た︒設誤と捜術胸な作業の大部分
はすでに完了し︑発電所に必要な

6すために強い線源を便用する

ないし酉キ晶リーの線源が多数

てガンマ線ラ
像を鮮明にす

能︵単位重量豪たは単位容積当

化を避け︑線源を使い播てに

I奨にしているものと思われ 前途にはかなりの悶題点を残し

し得るという有潤な技術条件

れている鉛の代りに劣化ウラン

お小型軽澱化のため従来使用さ

る︒

ひるがえって︑わが国の実際

には積極的な努力が必要であ

してもその開発とコストダウン

誉晃ると︑一般に金属分野で検

ュリーのイリジウム鵬の照射器

を便用すれは︑例えば一〇〇キ

少している︒また︑照射聴闇を減

約十七謎酵と四分の一以下に減

る︒

査の対象になるものは二五ない

硬すぎて画質が良好でなく鮮明

︵原麓放射線開発課長

し五〇︑ザ屑の浴接部分である

な﹁ネガ﹂が得られない欠点が

私理事国に選ばる

プラントは一ヵ月当り十沙の希土
類フノ化物を生薩するQこれは︑

業を行なっている︒このゲルーブ
は契約二二の設獄と明細書を一聾

およそ︑六千ゾの機羅︵積荷にし

て覆以上︶が建設現場に三図し

して洩了する口任誉持っているQ

全体晦な澗療罰画としては︑賑

陀︒現在︑六千人以上の作業員が

最近まで輸入によっていたアーク
・カーボン工業の儒要を豪かなう

していた︒IREは現在︑マナパことになろう︒このプラントは総
巡六田開一旦二交代で曲る二十四

ある︒先臼の第七圓匹本アイソ

優艶があるが︑鯛えば五ないし

︑ざ︑§︑翁㌦

ラジオグラフではRI・X線考えられるラジオグラフfにお キュリーに︑またイリジウム㎜

トープ会議ではイリジウム・ラ

ける技術の改鍵は︑線画の比放

は一七五キュリーが三〇〇キュ

を合わせて現窪杓千の工業会社

一〇年前に鰐溝工場ではO・一

カー︑公立試験研究機関︑ユー

を占めるようになり︑千キュリ

ないし一キュリーのコバルト60

サ〜の四者によるパ不ル講諭会

ことなとこの分欝の発展も君し

ー以上のものもも干便用される

が︑コバルト60では将来四QO
の製造に関して原研︑機器メー

ジオグラフζの主な蒋徴と線源

射能の洵上︑線源強度の増大︑

キュリーのものが一鞭に使用さ

神窪窪の大野明氏がイリジウム

く︑コバルト6Gはエネルギーが が行なわれ︑家た本欄でも三王

れようとしている︒周知の如

︒ラジオグラフ︑の難題点につ

ある︒この益暫は︑それぞ3τ椙

われているQここでラジオグラ より蔽いため厚物に︑イリジウ

いて述へておられるが︑鶴にイ

いが︑微細な亀欝や欠陥を検出

ジオグラフで

るためには線

めて大豪かな

りの放射能で示されるが︑ラジ

り︑高い比放射能が特に効いて

い︒

ム押は薄物に︑とそれぞれ適当

I線源を︑残余がX線卒使用し の向上には精に格殴の努力が払
ており︑作業者の数も今後十年

線ともほぼ同

フィルムの黒化度で示さ瓦る影

さくする必要があるQつまり︑

じ率で麹唇 するためには線源の大まさを小

に探ろうと雄

は荻なさほど

極力小さくし換罵すれは比放射

量の大きさを

推定であるが

が実際的である︶の大きいこと

オグラフィの場合には後汚の方

が必要になる︒線源強度が一定

ガンマ線約二

子台︑とガンマ線は全体の一〇

くる︒そのため︑比放射能は漸

ーであったが︑現在では一六〇

る謙識が浅く︑指導憲にX線 次増大し︑例えばコバルト60で が︑コバルト60のガンマ線では で約七十八㎡鰐であったものが

ガンマ線ラジオグラフィに対す

く対照的であるQこれは︑わが 射鮨が窩いほど慰度が良妊とな

の場合には︑焦点の直径は比放

X課二千台︑

米国におけるR一工業利用

いない︒きわ

実用化されて

非破壊検査でX線凌ぐ

幽している︒

比率は明らかでないQたた︑イ リジ・ウムに薄する関心はここ

に使い分けられているが︑その

ルト60︑イリジウム潮などのR互に関連しているが︑比放嚇能

の中︑六〇ないし七〇％がコバ

作業巻は約七千名であるQそ 照射用機器の小型軽騒化などで

で使われ︑それに従事している

リーにそれぞれ借増している

︑詩︑詩︑爵︑ぎ︑建︑詩︑詩︑ぎ︑ざ︑ざ︑ぎ︑き︑譜︑ざ︑ぎ︑ミ︑詩︑ざ︑ボ︑ミ︑ぶ︑§︑詩︑

●ミ不プル詮は五ハ五雨月rフクリチのプラントを濃してい 懸四身の捜術陣によって設計さ

榮で活動していた︑トラバンコア

引き継が4篤ているσ以崩︑この産 ザトイ︑金紅石︑ジルコン遊麗麗

によって大きな技術力と縄脚力が

ン・レアー・アース社︵IRE︶ ス州のマナバラクリチにプラント

に︑インドの砂鉱産業はインデア

トリウム生産︑需要の不足で縮小

砂鉱産業が支えるU製造

協力などの諸溝動をひと刷りながめてみよう︒

プール︑ラジャスタン原子力発注所建設書画の進行状況︑国際

とした年報を発表した︒つぎに︑岡年撮の項昌を遣って︑タラ

インド政府原子力局は本年三月︑一九六五鰯−六六年を対象

国際協力にも積極的に参加

五年後の発電

凶」▼

は五卑蒲に雇薮り七〇キ訊リ

へ寄贈した︒これらの機器は︑防

自動車保険

」

120

優先主輪の騒騒な信念が根強く

続することを決定している︒工A

画期的な60％割引き
ニッサンSDプラン

東海発電所

▼

あることが災いしているものと

原子力局は︑今窪でに参加して

一齢
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新

力産業
原子
昭禾臼41蕉7尾256

聞・

業
産

力

原

素研︑第二核研の建設を
三百億円の陽子加速器も
日本学術会識の朝永会長︑原了核特騎委員会の坂田委員畏ほか南瓜︑幹事は七月↓二日︑文都岱蟻
局を訪れ︑四年崩︑学術会議が原子核特委の提案にもとづいて政府に勧告した﹁腺子核将来謝画﹂に
ついて︑その後の羅講の巡行状況を聞くとともに︑同謝画の早急な実施を申し入れた︒﹁原子核将来
刮画幅は︑紮粒子の本性ぷ研究する高エネルギー物理学において︑日本は理論的な面での叢叢と実力
をもっているにもかかわらず︑それに見合う実験施設の貧弱さのため︑この豪よでは世界の水瓶にお

た︒この委員会は中原懇が︑阪子

会議所で初の計装委員会を開い

懇談会︵委員長井上五郎茂︶は

二十時﹁ご十二分が最終で︑集海

ィとなかなかまと虫りはkいら 戸方面へも出緊するが︑水戸発

製鈎所の臓員は全体で約三酉

地の利がわざわいしてか︑マ

寮が職場の圏と騨の先という

交通噴傭が幸いし︑あまり剛志

里からタクシーで四懲円という

中那地区における腺子力産業の有

力の聞発十郊を契機として今後の

七月十四日正午から名凸屋霊感

聞評しい拓はこのくらいにし

しい︒

q

て︑例によって職資の挫活ぶり

ときたま躍然の気庵養いに水

東海村の日本原子力研究所を

をきいてみることにしよう︒

六甲名︑おとなりの原研の約四

子取細役︶臨の報管書が完成し

化学調査団︵団長薩船岡正男旭硝

都まで︒

た︒希望者は銀蘭サービス事二本

心なみの機轄運搬用

原電逆路

まっさきに目につくのが︑緑魯

が完成したVこの道躇拳是って

に膚色された山の地はだ︒これ

は夜になって︑けずられた地は

光り︑礁が逃げるのを防ぐため

だが︑月光を反射してチカチカ

にとられた措置で︑源電はこの

か︒μ業問題についてはいろい

ために千五百万円を費したと

で狗名な器狭為国定

リア

ろと昔心のあとがうかがえろ▽

ス式海岸

ところでこの辺は昌から

公園の一環．これまでは道路が

ないために観光客の訪れもなか

古い伝統・蓋しい技術・誠実な施工

の観梅︑十二月のダンスパーテ

原子燃料公牡東海製錬所へ︒

上国萌から図道楽号線を串で

子力関係科学者︑技術省の養成訓

⑦

つたが︑こ汽からは大いに朋待

できよう︒こうなれはさきの緑

の迷彩も︑あなかち魚のためだ

ジ

岨躍
曲言

田

塾︑q

イ

鹿島守之助

虫取したところで︑次はお隣の

西へ塗ると数分で︑左手に製鉢

力発電︑アイソトープ︑放射線利

重事通信

魁

鳶

叢︶︑尾鶴三郎︵玉藍︶

▽主査河内武雄︵中鍛︶▽鋤主
査貴田勝造︵日本碍子︶︑柴
田一一三男︵中雌︶▽婁員山本
賢三︵名大︶武藤三耶︵同︶三
涙嚢登︵名工試︶︑大津矯正︑
︵象灘鍛行︶︑村山光︸︵罫子
製紙︶︑人島浦治︵日本車靹︶
石男一陽︵中部ガス︶︑鈴木進
宙︵日本碍ア︶︑片岡文雄︵中

委貝各氏は次のとおり︒

ことにした

罵の各分野にわたる闘題点の資料

測

を轄饗し︑次圏九月温田持ちよる

的検討に入る手はじめとして原子

設雄したもので︑溺会禽では夏体

効な発展簾を調沓検討する圏的で

イカーの営聯繋はやや低調た

綾綱蕗︐㎜・

が︑ウラン探鉱用に使ったワ

鶉勲

分の一足らす︒住いは乳型︑独

︐麿

身寮︑自宅通勤が大体藁分の⁝
ゴンの払い下げ車も活躍中とい

というと︑㎝艘にはとかく殺風
ずつ女了職員は全体の一舗にみ
う◎

所の正門が見えてくる︒製鋤所

景な攣飽を連想しがちたが︑こ
たない︒

の爽に研究棟や︑各

こは松の緑がますます深く︑そ

家族的な雰囲気

︻写爽は原燃策海製錬所の独身

臨鑑

課後の生活に大きな比錘を占め

ヶラブ活動が器い入たらの放

原燃東海職員の日常生活
独身覧の潔い人数人に東海村
生活を語ってもらう︒

寮︼

名︑東海ヴコンガi︑外来研究 は女子職員の絶対数の不足と

は外さないよし︑そ㍍でも交通

ているのは腺研同様たが︑悩み

か︑十二月のダンスパーティて

独身寮の住人は現認九十七

料の再処理︑三園ずみ燃料から

員ぷ除いても八十七嶺︑最近で

研究開発をはじめ︑使用ずみ燃

の魁料であるウラ︑．ノ製錬技術の

kうにここは原子炉

した感じ︒ご承知の

かなりこじんまりと

が︑障研と較へると

紳㊧彊物が点在する

‡副

遭

くれてしまうとして︑大型陽了加速盟をもつ素粒子研究齎とAVFサイクロトロンをもつ核物理研究

年から男力年脱型︵総額四百億円︶で撰進しkうとするものである︒
とり撫されるプルトニウムの欄

の便は非扁によくなったとか

所を設恥し︑局︑低エネルギー物理学の充笑をはかり︑あわ冠て大学の原子怯部門などの充審へ︑来

度の製作技術を必要とすることか

は獄対隣の国立糠南所晴嵐盛の

まり数穏名の研究者者確保するた

はだんだん各の蜜蝋的な解月謝

棄粒子研 究 所 は 隅 子 を 四 強 億 電
工などの研究を行なっていると

め︑大学に特別研究施設を設け

ら︑日本の魔業界の技術向上に荊

子曜︑つまり光の速さ︵毎秒三十

ころはゲンシ︵孫子︶村のシの

で︑竃十三難二月に寮ができた

激をξえ︑また世界に論りうる研

石敷婦さんたちも招徳されるら

て︑各研究員はそこを窓口として

子力帰業グループ︵FAPIG︶
うである︒
としては︑線電虫海発電所︵英G

申原墾

練計幽およびその対策立案の碁勢

が︑この嫌ど幅員六・五緒︑都

櫛灘繰

ECのコールダーホール型︑天然 計画委員会が
ウランガス冷却炉で掛力は十六万

田本原子力配三舞議中蔀原子力

六千KW︶の建設を手がけた経 初会合

ント氏ら鷹茗の技備畜が来日し︑

動向が理趣的に倹討される︒

第七回実
態調査 調査用紙を配布
日本原子力麗業会議では︑かね

態調査内容から従業員関係だけを

また今回の調杳では︑例年の実

分離し原子力局企幽の﹁原子力関

てから﹁半獣圓原子力産業実態調
査﹂の踏備を進めていたが︑この

係従業者翼態調査表﹂が同封郵送

この調蒼は三十五年以降原産が
なお︑同シンボシウムへの参加

秋欧米諸睡へ派遣ざれた﹁放射線

︸なとからわが国で建設することに ☆日本原子力産業会議から昨年

字が逃うと笑っ龍ものだとか︒

かうすれてきたと古い幡生はな
ころ︒湶研にあるJRR−3

万試層︶ちかくまで加速する陽子

ようてある︒

そちらとの交流も盛ん︒

しい︒煮た禽晃とも近いので︑

ハ国二一号炉︶矯の金属ウラン げく︒それでも奈寮あげてのハ

の慧気を轟揚させるなと︑挫会に

究所︽もっことによって田本国民

イキング︑ソフトボールやご月

素研へ出向する︒

大きな員献をなすものとして︑︸

はここで作られた︒

大型加速盟か用いて︑素独子の本
︽研の建設に要つる紛額は約三

原劣研寄来謁し並し原子辺藤炉︑ウィんド奮︑佃大学

なお今行なっているAGRの概自﹄を持っており︑今後米国型軽

刻も単くその実現ぷ謹んでいる︒

核物理学研究所は東京大学にあ

愈乙訓は︑出力㎜鳳十万KWおよび 水炉とならんで︑電力業界への積

⁝大阪大学に大学共岡自用の付置研

英AEA技術者が来日

主な装 置 は ︑ A V F サ イ ク ロ ト

究所として設躍されるもの︒

所の設立は︑B本の姑礎科学の水
ロンという醸本では切めての娠速

冨士電機AGRの経済性検討
力産業グループーはかねてより英

莫休的な煮つめ作業についての会

Aからガス冷却炉部長K・H・ゲ験︑あるいはAGRの持つ諸特惚

までいろいろなエネルギーに加速

国の襲茨原子力発咄計餌︵一九

王土電機製造︵株︶一第一豫子

で港︑しかも強いビームが好られ

談を行なっている︒
七〇1一九七b年に八葎万KW開
今回の会談は︑AGRと他の塑
発︶の烹力炉型となつκ改良型ガ

㌃Oいろな粒子卜司宰〜六千万電子二

日本原子力発賑会社は福井県敦

には胸三イ億円が必要で︑来年度

るという特徴をもっている︒建設

て建設する揚脅の概念設罰の作楽

子力の研究・㎜発・な産・アイソ

されたが︑これは潤学技術庁原子

ほど鉱工業︑電力︑蘭郭関係で源

︵同二十四黛−二十一暇日︶︑⑬農 トープ利用に関連のある滋象会社

力局が︑現在検討作業中の原子力

業研究における放射化分析の洲用

︵間二士ハ日︶の一一蔀門︑三十編 紙奄発送した︒

岡三の協力を得て劫年行なってき

資料とするため詳細調査すること

聞発長期副画敗訂にあたって︑原

約三百社あて︑調査アンケート用

壌学におけるアイソトープの利用

原子力局と共同で

国二番臼の原子力発戴所︵濃縮ウ

あるが︑学術会議の原子力特別委

を鯉めていたが︑このほと喪E 検討の一しの粘講がまとめられる

八月二十二日から農学部門で開催

式のあと︑約六やのシンポシウ

たもので︑本隼は昭和四十〇年麗

⁝舞雛讐塞

になったもの︒この従業者実態調

暫氏あて︶にfンフ雪メーシコン 刈象となるが︑これまでの調査と

査は民聞産業界の他︑入学︑試験

̲林省農業技術研男所︵西垣 の支雄︑売上︑冒用なとの実績が

｡回は八月二十二日午荊の開会 の難文が提出される︒
月工十二田から三遇聞の予定で開

ム︑二つのコングレス・シンポ

鋤十一園太平洋学術会議は︑八

腺舳などをも含げ技術的︑日折的

建没中である

貫会︵婁員長・坂田愚一氏︶では

ための機14迎搬

原電池路 一

用の澁路−通称

がこのほと完成
し︑七月八日同
所で完工式典を
行なった︒この

催されるが︑とくに今圓は農学雲

A︶の後援をえて︑﹁アイソトー 係施設の見学会などが行なわれる

門で︑国際原子力機関︵工AE シウム︑約四十の部会のほか︑関

りでは発電駈の建設にあたって

けではなくなりそうV果鰹あた

なっているとか︒

臼然疫の二重も大きな関心事に

なお︑これら調査に対する丁々

一に取扱われることになっている︒

の回答は︑一切脳秘として︑慎亟

所などについても行なわれるQ

けで︑集譜に蜘たっては十乱閲の

じまって以来︑十奪閤のわが圏際

カートを送何することになってい

る︒

へ
子力魔業の実績が明らかになるわ

あわせて︑わが国の原子力開発は

二＋四日︶・②植物学ならびに土

射線変劉こ青種︵八月二十三日1 会議放射線開発課にも俣閉してあ

RI関係のプログラムは︑①放 るが︑嗣カードは日本線子力産業

冨から浦底ま

瀕電遵路は長

R一利用シンポジウム雄蝶灘

が︑この工箏の

R︑出力三十二 一登第雀要補している︒
国除子王公挫︵AEA︶と共同することが主な阿罰であり︑八月
万二千KW︶を ㎜以上が物量核将丈謂画の概要て で︑同炉をわが国の実情にあわせ 末までには︑設踊︑建設費︑発電

ス冷却炉︵AGR︶について︑英式の尭電炉との経済性を比較検討

賀半漏の先漏︵浦概湾︶にわが

敦賀原子力発四所

l111しもAー羅ー
で︑電子︑陽予のみならず︑い
原電道路完成

藁を引き上げることのみならず高

いずれにせよ︑この素粒子研究

課蠣鮪錨騰㌦都蕪齪捌㎝難翫戦野

来隻る墜姦研究暫ならんで・低工

六十万KWのものであり︑第一原 極的な重り込みを検討しているよ

れ加速器︑測定器の研究︑敷地の一

酬晦バ噺嚇幅

ネルギー物理学のメノカとして︑

て今年度まで六・五億円がつけら

一いうもので︑ロ本の研究者たけで 百綜円であるが︑建設準徽蟹とし

性をあらゆ る 面 か ら 研 究 し k う と

なく世界の由−一能な研究者にも開放

することになっている︒

〇

最近アメリカのフランジニ博±一調査などレ佃行なっている

大学を基盤

円の予算キ要求しているQ

三三に享るため・＋如

央致が︑反粒子の対称性ぷ香定す
る論文を発翻して︑大まな語題と
なったが︑その根拠となる突験デ
ータを提倶した︑ブルノクヘブン
国立研究断の烹百三ヤ億電子嚥を
上回り︑現在ソ連モスクワ郊外の

鴫に次いで︑世界で二番闘の陽子

アブ乏建 設 中 の ヒ 三 子
加速器をもつ研究所を日本で建戯

豪たこの 研 究 所 は

懇懇1

予定である︒

さ四八試材︵常

プ・威嚇轍の作物嚴種改良ならび
︻写翼は完成し に土豚肥料研究への利用﹂のシン

で︶︒

間︑東蝋大学で行なわれる︒

ポジウムが八月二十誉田から四日

電話東京（343）53U（大代表）

本 社・東京都中央区八一洲5−3二戸・東京（281）大代6311
支 店・札幌。仙台・染着・名工犀・大1驚㍗広漏・四園・九州
海外乙張所・インドネシア・シンガポール。インド

東京都新宿区角筈2丁日73番地
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しようというものである︒

ウ
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ロ

一
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二
二

業
産

ブ乃トニウムが人体に入った時

ぢ︑その試験管のおかれた位羅が

うとした際におこった︒すなわ

リエチレン製試験蟹内に挿入しよ

岡

体制 の 必 要 性 を 痛 戚
灘講松

の障憲について研究するはずの人

きわめて臨輔な闘題も禽己れてい

るのて︑この種の安全附策がひき

おこす不安ま性についても考えて

みる必要もあると思う︒アイソト

ープ亭一便用する実験に従堺してか

らすでに十年以上におよび︑そし

て毎日のようにアイソトープの入

った注射器と実験動物を取り購い

ながら︑圏分の指に注一一を刺し

たなどという経験は〜度もない

し︑将来もおこらないものと考え

ていたのたが︑それが安全を弔し

てグローブポノクス内で作業をし
たために手くらがりを生じ︑方向
を兇失ってし豪つた︒濠たグロー
プボノクス内でテープで貼りつけ
られた試験強の脱落をおそれて︑

確保のために左手を無恵識にそえ

阻憲鐡

が指に触れた瞬間に普通ならはお

射的な動作であっ起し︑まに島先

ついての訓練の粘果のいわば︑反

たのも︑毒筆かるの論難取扱いに

もプルトニウムの動物実験に幽す

という態濫に徹すれば︑少なくと

ない限り︑実験は一切行なわない

絶対安全であることが叙勲され

どの線で両者の妥協点を姑出すか

実験を中止するほかはない︒では

不岨能ではないにしても現実には

費用を愛するであろ︑つ︒もちろん

歳月と︑私κちにとっては莫大な

いわれても︑それたけで何無かの

が研究蓋のだれかに話してやって

考えたことは︑ますこのことが私

この事件のあと病脱のベノドで

てあろうか・

考えるのは無理な願いというもの

れず実験に専心できるとしたらと

測定などがすへて︑葡令というこ

たため︑そ乳それの瀬切な処痘︑

た為機附なグループの中て起こっ

るが︑︻連の専門尿をとりそろえ

班という限られたメンバーではあ

賑研またはプルトニウム物別研％

して迅遽に勉．畝われ︑かつほとん

とでなく︑それぞれ当然の分担と

ってしまうのではなかろうか︒も

もらってい勺ときに起こったので

る詰り︑ほとんど何もできなくな

が問題であるが︑これはきわめて

であったことを︑しみしみよかっ

はなく︑自分臼番手を下したとき

ったのに︑はっきりと刺さる藪て
5うん蜜全ということ巻おろ

独話すなわち人間の能力を稲頼す

むずかしい鐸楢であって緬局は︑

そらく反射的に手を引くはずであ

避け碍なかったのは︑安全を期し

えば︑とがっκものは一切︑プル

にする気拷は少しもないが︑κと

てか

て母ねκ四重の手袋のために︑芋

とが外部の入たちの特別な協力を

の血行が圧迫されて︑しらずしら

とである︒

たと考えたQそれと回答に自分が 仰がなくても一応処理され爆たこ

るか︑磯楓を積署するかという間

トニウムの実験には用いないよう

健物理と鷹学の商部を一つの組

ンズケール那故の経験から︑保

加ら限艮があり︑各国とも描眉

翠帳揚での救憩処置にはおのず

頑した思想であるQ談た汚染肇

れているように処理する時の共

るのに比へて薫煙的であるQま あるAEAの研究所では︑ウイうことも︑すでに以崩から議わ

かなり問題かあり︑Puの生物

しような研究を行なうことは︑

が国でこれから悪様の規摸で目

で大規模に行なわれており︑わ

るいは入的な交流も考えねはな

の仕管内答について今後︑他の

よって処置のやり方は多少違っ

よく各所で相違しているが︑こ

ったPu汚染がある︒各施設に使用されている︒この使用磁は

入れられているセイフティー・

伸子力以外の麓業ですでにとり

命令系統に混乱があると︑たち家

れて相互の運絡がわるくなって︑

な組織になり︑細分化されるにつ

ならない事柄か多いたけに︑大き

判漸の士で︑決断を下さなけれは

か否かなど︑穿需に広範囲な状況

をしてプルトニウムを摘出すへき

プルトニウムの事敵には︑手術

ーズに処理できたであろうか︒

はたして今度の揚含のようにスム

しには行なわれ得ないとしたら︑

もしも他からの援助または協力な

このような一連の適切な処理が

状況判断が

ずのうちに知寛が鈍哀していたこ

ても︑彩式的にはこのような二業

処理には広い
を帯したことにな旧る⊥司の人た

このような考んをもっことは︑た

をながめて諭りと︑作業の情厩︑

と・．瓦自分が希望し︑実行したとし

鮨締雪てこなわず︑また人闇の舵

考え方でもう一度安無関係の二目！

ることはできないし︑解綬のκめ

かということであった︒そして︑

が︑とんなに心を捕めておられる

題になるからである︒このような

うに仕えてみると︑ま全のための

にはハサミもメスも揚禽によって

る保安用の器艮は実際にはきわめ

力よりも儒娘できると鰍．目でき褥

ずに動物にブルトユウムを注射す

操作や羅只の便用ω一方では必ず

は使わなければならない︒よκ︑

ともあとで確かめられたQこのよ にといわれても︑注射器を便用せ

作業能藁の低下︑作粟の不義笑性

たとえはハッカ不ズミの尾翻脈に

ればならない入たちに︑命じて仕

てこのように危険な作巣をしなけ

は興味はないが︑単なる粥働とし

これが劃象が研究者でなく︑自身

偏りを黙していることを見落して

て眼られているといってよいQ

研究班内で迅速処理

触れないで注射する妓躍を造れと

リモート・コントロールで︑手を

を伴い︑いわば不安金の方向への

つの問匙は研號濫麹身の

はならないと患う︒

もう
翼味とそれに伴う危険性というこ
とである︒上司の命令によって危

事をさ辺ねはならない入もいると

いるのであるが︑研究に対してま

絶恩嬉笑なものでなく︑単に確率

大組織では相互連絡に懸念
このような状態は研究者にとっ

さに大きなプレー千となるであろ

に従噴するような揚禽は購とし

険たと思いながら︑やむなく研究

蕊髪癖陛編隷縮

て︑自封が本当に興昧を墜ち︑頓

ては︑まことに論ったことであ

の問題てあることを考えると︑実

であろうが︑汝全ということが︑

極胸に研究に従肇してい．筍とき︑

宏全な研究はできないというジレ

り︑656ゆる点について研號者虜う︒しかしこの努力を放鷲すれば

に大変なことであると思うQ

研究者は研究に伴う危険性につい

ンマにおちいるが︑ともかく研究

牙の手で解決しなければならない
としたら︑窮実私たちの佳堺のか

て︑どのような態展を取るへきで
あるかということについて︑つく

ノ
機能傷inをを残すような楊含は 作︑研究に力を注いでいる︒わ 5
それによる不利益と︑Puの不 が国で︑この方血の研究は緒に ＝

最後の閾題は今度の事件が︑放

が︑事故簿で必要な晴は組織に

完全除去に伴う将来の危険展と

蒔がこんなことにのみわずらわさ

こだわらず︑生物学省なども非

なりの部分がこのことに要されて

線書審の度装いに聾して臥学的

公式な形で協力し︑良い落果を

づく考えさゼられるQ

擬製の頻度︑内容を幾えている

ついて︑薦々進展しているのは

が︑わが国では︑ややもすると

謹はしいことである︒

臥療絶理が︑堺花時の処置も含

たローカル・ホスピタルとは別

織としている︒このように各施

逸して行ない︑特に無意のない

学的研究には霞標︑力法長を隈

得ているQ英国のハーウェルに を考え合わせて処理するとい

めて︑各国で如何に行なわれて

の所属であっても︑その闘の連

設では︑それぞれの経験を生か

めているように見受けられた︒

との連絡を早急にとるように努

画一的に検査を行ないがちであ

いるかを調査すべく︑われわれ

繋は極めて欝掻で︑入院を要す

し︑またものごとの処理がスム

プルトニウム従業員に対する

調査団一行ハ名は︑五月二十八

る悩害︑その他黒門医の乎を鎖

ーズに行くように組織と人を動

Puの生物学的研究は︑米国

日から約四週聞︑米︑英︑西独

遅滞なくローカル・ホスピタル

わす必要があるとみられる時は

ようにしなければならないと潤
しるσ

チェノクする側は第三者的立場

取扱者の衛生轡理においては︑

最後に︑puに限らす︑放射線

ル・ボスビヌ

らわれわれの湾散すへき点であ

らないたろう︒Pu傷害の治療 エグザミネーシコンと研究上行

で行なっており︑ルーティン・

ルとの連絡あ

聾してローカ

条件を＋分吟

わが国でも原子力施設の地理胸

し︑六月下旬帰国した︒

かしているのは当然のことなが

仏の斥力醗で十一の施設を訪聞

へ送るようである︒磋業員家族
の診僚はもち

謝査を終わって︑豪ず第一に
印象づけられたことは︑各園と

略欝統門

産業医学基盤の確立が前提
﹂
も睦業医学の基盤が碓立され︑

簸で行なわれ

る︒

一海外Pu救急医療調査費に参加して一
ている︒この点もわが困ではし

その上に原子力︑あるいは放

の医療処置が構しられているこ

射線従業員の健康響理︑事故者

はしは従業員の健康管理を同時

なう糖殊検査を混同するような

この中ではDTPAが最もよくことはみられなかったQこれは

Puによる鰯寝として最も発 としてキレート淫売便用するが
焦しやすいものに皮鱒傷害を伴
立しており︑その他の施設でも

医療施設との連繋なども考えて

らそこの動きが止まってしまうお

＄☆

それがあるQこの点︑今圃の場合

ニターによる測定︑bdδρo︒切勲鱗

のように︑除染︑現場での各種モ

ー蜜での手術萌の精密測定︑摘毘

試料の採取︑ヒューマンカウンタ

手術なとが︑一蒔閥たらずのうち

に︑さして混乱もなくスムーズに

処理できたのは︑やはり特別の場

そうたとしたら︑やはり平精から

含と考えるへきであろうか︒もし

十分な体制の確立に慎蛋な斑慮を

る︒
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さる三月卜日千葉衛穴川の放射線蔽学総合研究所で起こった

プルトエウム鮫曝嘱故について︑岡月十五口付の本紙は﹁この
プ

に使用するプル

礁故は同研究所の陳憲払礎研究部第四研究蓋長松岡理氏が

ルトニウムによる内郡酸曝に関する調筏研究

トニウムの配分作業終了時にあやまって︑左入さし指先蠕を川

場剣で︑四萌の作熟手袋をと36して刺したもので︑傷は本人が

本輪は︑この慣故の当肇省である松岡瓜菌身が事故発生の原

慧識しない程礎のものであったしと撮じている︒

因を客観陶な立場て反省すると閥嚇に︑広く蜜全性についての

所感を瀞塗られたもので4隔るQ

間が︑その実験罵のプルトニウム
魎崇でなかったために︑慮分の右

保安 用 器 具 の 限 度

の醗分年齢中に︑露分の指にプル

をさえぎってしまい︑その上︑安

手の甲が注目羅挿入の瞬閣に視線

全確保の意味で︑なかば無意識に

き輔し︑人体災験のデ⁝タ昂慮ら

試験管に左遷をそえていたため

トニウムで汚染された注射針を突

提供す．勺というなんとも自慢ので

し指先に突き隔ったものである︒

針先が四重の手袋を貫いて左人さ

に︑右手の注射針の先端がふれ︑

港ない事件をひきみこしたのは︑
竃月十日のことであった︒
あれから＝ カ月たって︑今日で

は指先の手術創もす︐かり治癒し

考えてみると︑まず俘業凝画につ

この盧接︑聞接の原困について

できないまでになった︒その間︑

て︑﹄ほど注意して見ないと判別

る︒いわば安全装齪をあ翻り積み

かえって危険を招いたともいえ

とであるQ例えば︑ハンフーー

り︑各施設では放射線健健鶯理

に家族の一般診僚も行なって4配

ド︑ロス・アラセスでは産業衛
生あるいは産業隠学の部門は独

従業員の健康管理に関する医学

エンジニアリングを背崇にして

隙審

千五百写以内︼

熊敢敏之︶

︵放射線医学零露研究所

立っていることを窪しさせた︒

2u傷害の他の巫塾なヒと

ころであるQ
きる汚染鰯は単期に除剥するこ
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原
いては︑とくに安全姓という点に

たが︑結果からいえはやはり甘か

十分検講を行なったつもりであっ

今度の事件に際して取られた穫み︑

の処置︑測定についての織果の嬢
告がまとめられたが︑そのなかで

それとは逆に︑安全性を考慮する

ったともいえよう︒しかし︑一方

対策などについて私の考えを述へ
あまり取ったいくつかの操作が︑

当喰者として︑その原因︑今後の

ておいた︒

私たちの研究所ではプルトニウ

すぎたために飛行機が蕗くなっ

ムの内部被曝の廻国研究のために

特別研究班が組織され︑物理︑化

て︑かえって沼陵しそこねたよう

単に安金を期するための種たの

なものである︒

学︑生物︑嫁健物理なとの各方面

の研究占たちが都の組織をこえた

装醒や手段を考えるだけのことで
あれは︑もつばり経済的な問題と

ろう︒しかし安全装縢をつけたた

して︑ある程度は解決がつくであ

保健物理と医学の協力が特に要

は︑Puの吸入による呼吸器へ
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疑同休として本研究に健晒してい

るu

安全対策が不
安全の原因に

蟹理たけでなく︑盆従業員の健

とを原踊としている︒たたし︑

の点わが国では検討を要すると

の付慮で︑この測窟のために酔

請されている︒大部分の施設で
ーカル・エグザミネ：ションを

康蟹理のためのルーチン・メデ

てはいるが︑共諾して召える

無謬に除去できず︑例えば指の

醒ではうング・モニターの隔

ことは︑外科的に答易に除芸で
めの不安全性︑いいかえれば︑現

は保健物理部と配業医学の診療

切断等を要し︑傷占者の将来に

放射線従巣員の健議縫理では

在のところなんらかのマイナスの

所とは別の組織になっている

遺漏のないことを湖すへきた︑

今度の事件はプルトエウムの配

膨器を作業に与えないような安全

一蓬差札に行ない︑諸職勘の放射

る︒麓業医学では放射線の健康

分に便用した注射羅を廃壁する段

装置︑あるいは操作というものに

自讃はかなり立派なものであ

階において︑注射器をグローブボ

は︑容易に技術的に解決し得ない

ソクス内壁に接遭テープではりつ
け︑あらかじめ準備しておいたポ
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