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改正は︑従来の環羅鎌を総日課

した︒国電は今後この連続︵試験︶運転を数カ月︵簸少限三カ月︶続けたうえ︑計画どおりの性能を
務部を設置︑保健蜜全課︑運転譲

なお主な人事は次の通り︒

および技術課は存続というもの︒

工検査はそれ以後となるので︑GECからの引渡し︑および本格附な憐業運転の開始は︑箪くても腰

▽岡次畏兼総務課畏禦務取扱

▽集撫発賦所長

臼井吉央

へ送られている〇一方︒原爆は八月八円伺をもって集海建没所を隆比し︑典海発嘘所を新たに設置する

万KW以上の出力上昇にはなお整

今

年米國の原子力施設など愚視察し

C三六〇〇の共同利用の便を

日本二子力三業会議はCD

会議鷹子計算機豊︒

十六田︑二千円︶︒会場は当傭

円︶④モニタ︵九月十三日〜一︻
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計るため︑次の通りプログラ
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モータ︵八月二十四日〜二十

〜十九口︑参加費一千円︶②

い晩穐

︸田から四日間︑オーストリアの

鯖十圓通粘総会は︑本年九月二十

⑰

世襲原子力閥関︵王A14A︶の

一AεA通常総会

原産ヘオブザー
バー派遣を要請

を行なう意向である︒

大蔵省が負賞するよう︑政治折衝

民間側に要請︑不足分の七懸円を

戻し︑出資額で二十億円を改めて

は従来の出資比率二五％を白紙に

局面偲打開するため︑隠田委員長

と︑科技庁と対立していた︒この

は一〇％の十億円が限農である
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て懇談した︒

議測会長を招き︑民間出贅につい
脇士︑三田婁麟長は原子力第一
船の一三晶画︵約衝八億円︶のう

べきだ︒研究拙進については︑

もっと共同研究を強力に行なう
必要があると思う︒これまでの
経験を生かし原子力行政はじめ
憲要施策を一墾一歩実現してい
きたい︒

民間との緊密化を

員会の第二十代園の晶晶である︒

で研究投資のため税制上の特典
を設けるのが聡慧であろう︒

なお二日決まった斬政務次富と

日本フェ

行く人・来る人

植松邦彦氏︵二二︶

ルミ炉婁員会より︑APDAへ日

本側の受け入れ調費のため︑八月

苫米地工臨︵原研︶

八月羅臼

八日出発︒阿十七口帰国の予足︒

から約二年間︑工AEλ原子炉郡

蟹一一騨

上級職員として赴任のため出発︒

△属

税一婁繍ハム躍・幹講ム町

後一時半原薩
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MHD発露調盃団画会合 十九
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おことわり

といたしました︒なお八月十五日

本男は発行日を繰下げて十日何
法卒︑商工省鉄鋼局長︑彊源庁

さるようお纐い中し上げ叡す︒
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東電炉の安全
審査会を設置
源子力釜員会の原子炉安全専門
膳語会︵会長山田太二郎氏︶は七
月二十五日︑さきに張限電力︵社
長木川田一疑氏︶から提出された
同社福島原子力発蹴所の隙子炉設
鍛にかかわる安全性を原子炉鶏現
紐法に基づき籍益するため︑原子
炉安全笹査会第二十七都会を発足

第二十七部会婁鐵の氏名は次の

させた︒

伊沢正実︵放医研︶

離隔蔦と︵原研︶

とおりである︑

▽部会畏
▽部会委最

ち二十億円を罠間出資に求めたい

との意向を明らかにし︑その実現
に協力を要請した︒これに対し︑

大山彰︵東大︶︑表俊一郎︵婬
染研︶︑川瀬二郎︵気象庁︶︑
小平吉男︵気蒙協会︶︑後藤浦
太郎︵懲中研︶︑難壁正雄︵都

都甲条正︵二大︶︑久田雀彦

立大︶︑紬轟洋一ρ束工大︶︑

する原子蝉を搭載し建造亦進め

子力委員会が〃国内技術あ主体と

原子力第一船は七月十四日︑原

急に態度を決定するむは答えたQ

ど民間団体首脳と協講のうえ︑皐

大屋副会長は原産︑適船三業会な
︵嬢染研︶︑牧野飽文へ論罪︶︑

なお通産省も同日︑電気事業法

三島良績︵乗火︶

に膠．づき集電福島原子力発電所の

西川響之

±屋儒入

﹁原子

力発電技術纐問会﹂舶発足させた︒

と決定したが︑見積の船価が

いるが︑IAEAの諮間機関的地

ウィーンで開かれることになって

祠六十四億円と︑当初の建罷予算

る

三十六億円を大潮に超過し︑総経

して︑このほど岡偲関からオブザ

位を持つ日本源子力転業会議に対

費も約六十億回りから百八一円に膨

については︑大蔵省と科技庁との

ーバーの派遣を要幽してきた︒第

張した︒建造資金の民間撫資比率

間で総経費の一f％にするとの胸

裁を歴任︑昭勲二十三薙内閣富鍔

ている︒趣味は読懲と碁︑宗教は

▽有田醤一原子力委鼠畏略歴

科学行政の中心である科技庁に

賂歴はつぎのとおり︒

罠官︑逓産︑労働政勝次窟︑千

露天

葉蟹田身︑天十九歳︑

始関僻平氏

翻など

のほか放射線事故の際の緊急援助

報鑑︑次雌厩予算︑窮凝

十回総会の仮上顎としては︑会計
間出贅緻が約二十七億円と︑かな

一原子力婁員長と有沢広巳原子力 算があったが︑こんどの決定で民
委霊長代理は八月四口午後︑科学

副畏窟に就任︑同二十四薙以来六

三木通産相の談
技術開発については轡型研究プ

たそのための予算の増額が必要

ロジェクトを政府が推進し︑ま

連続運転など

明治三十四年四月三十日生れ︵六
党総務︑薗由民主党政策審議会裂

は解任の犬臣を殿き強力に国策

▽科学技術庁

である︒鷺沼との研究連絡の繁

の各種テスト

十五歳︶︑ス正十四年鼠穴経済学科

員︑衆職院の初代石炭対策特別婁

二十無︑五十正先のことを考

を進めるべきだ︒予算措躍は︑

などがあげられている︒

金の民間出資比率の難題が大きな

綴閣を完了したが︑新内閣の国務

会副会長︑改進党総勝︑日本民主

團衆議院灘員に当選︑民主党政講
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技術庁に大屋敦日本論叢力産業会

原子力第一船の建窯醗画は︑資

原子力委原産副ム云長と懇一二

踊20億円を要請

関纒要繭

▽同運転課長

▽同保健安金課長

銘良錐

▽同次長着工勝部罠事務取扱

編健彦

細宋か来春になるものと思われる︒なおこの間に発生した電力は︑供給鑑である下田雌力の送電管内

とともにごれに伴う槻構の敗πと人事翼動を行なった︒これは逃続運転開始いらい︑建設から促守運

この結果三月になって︑鷹故の

転へと新段階にはいった機会に︑体制︑人心を一悪して残りエ騨の完成をはかろうとするものである︒
原園圃海発国所は今年二月の営

備しなけれはならない個所がある

原因は①熱交換器中を流れる炭酸

しかし原露としては︑定格出力

業運紙開始を鼠筋にひかえなが

は出せないが︑十一万KWでの連

ため︑い家対策を検討中である︒

みがおこったこと︵業曝三十二本

統運転は行なえるとの確信をもっ

ら︑一月六日︑出力八万三千KW ガスの渦流によってパイプにひず

のチューブのうちの九本︶②運転

たので︑斑気の供給先である競輪

技術的岱鐵串・行なうため︑

をだしたところで幽交換器の一部

によって生ずる鍵屋が熱交換器の

やメーカーのGECと証し合った

新井箆男

に蕪気漏洩事故が起こったため︑

中でバイブレーションをおこし︑

▽同技術課長

即劾顕子炉を鰹比し︑その漏洩個

これがバイブに変化を与えたこと

にいたったものである︒

東海発電所が発足

0

懸案羅項となっているが︑霧田響

餅は有田醤一文部穴臣が兼任する

後︑初の欝欝会見で次のように語

大臣科学技術庁艮宮・原子力婁賃

ことになり︑豪た通慶穴臣は蕊木

響澗宗︑兵灘県水上郡出身︒
×
×
×
有田︑三木両大臣は八月一日午

第二次佐藤内閣は七月三十一日

通産大臣は三木氏が留任

叢影有田氏︵相文︶が兼任
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棄海発転所の発足に伴う機構の

▽同工謝部次長

策を検紺してきたが︑これにはメ

熱交換船内に音による共振を断つ

うえ︑二十七日の原電常務会決定

所の発見など製故原悶の究明と対

原子力公祉︑中央電力庁から門門

調節板や︑チューブの振動を止め

従ってその後この対策として︑

ーカーである英田GECおよびサ等であることが判明した︒

家の来臨を求める一方︑欝士電
るチェーンやステンレステープの

イモンカーブス辻をはじめ︑英国

機︑川崎重工業︑その他多数の学

取り付け作業を行なっていたが︑

羅テスト︑空

発議白保堂

し︑タービン

KW︶におと

分︵平均六万

以後出力を半

鍛大出力の＋幾万KWに観した︒

試験を再開し︑同十二日には初期

ワてして六月一霞からは撮力上昇

並行して︑英田GECおよび束大五月宋この工纂を完了した︒

識経験者が参加した︒またこれと

験を行なうなど︑国の内外をあげ

安藤研究釜では同型模型による実

ての努力を続けに︒

回議舞磁．

験︑原子炉ト

変圧盟耐圧試

った︒

を通産省係官

卒染︑高ウ行政科に合格し逓信省

昭和一翼十年十二月箇会に群学捜術

員会婁員長などになっているが︑

え︑どうしても必要なものだと

糖化︑研究姿託金の強化も必要

の立ち会いで

に入って局譜郵便局長︑置引熱気

力試験で買置

いうことであれば側外を設ける

有田新畏官の談
行ない︑その

局業務課長︑管理課長︑大臣宮白文

これまでの経
験生かしたい

了したが︑出

なお有田氏は科技庁︑原子力婁

武夫氏が留任となった︒

葺常，
潔σ
二％ 謹酋甲置
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ほとんどを終

リノブ試険︑

有

達成するよう設備の全艘にわたり最終の整備を行なっていく予定である︒建って通確省の最終的な竣

ガス炉︑出力十六万六千KW︶は︑いよいよ七月二十七日から十一万KWの連続︵試験︶運転を開始 に︑機械課と施設課を思合して工

六月一日に繊力上昇試験を再開した日本原子力発殿会祉東海瀧所︵二重コールダーホール改良型

引渡し 営㎝茉運転は年内か
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から︑その初代婁舞長になり︑同
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十一万KWの庭続選転に入った東海炎鷺所
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産

力

原子力委阿ハ会は︑昭和一二十六

年瓜月に策定した原子力開発利

c

た︑等々︒これぷ要するに︑

などの面立を諦視する麟とされている︒

究体制︑大規模研窺施設の共岡利用体制
なぜ行ま酷まり︑消えていったのか︒灘

であったことは疑いの余地がないそれが
一︑團際協力については︑国際

った︒

門部会および動力炉開発専門部会

災審補償騨門部会︑放論線化学専一 國における原子力留用の聞題と

が︑史上はじめて本部所蕉地であ

が︑今秋十月二十四〜二十

八日豪でフィリピンのマニラで闘

会畿

兇通しについての研究グループ

際発の進展︑と一方ではスロ

ある五味で畳ぬきになり︑團標のないバ
た︒

原子力機関︵IAEA︶の総会
の四部会を廃止することを決定し

國の支控が奪われたのちの長期副醐は︑

う内容で考えられていたかは︑第皿部の

これが員依的にはどの程度に︑どうい

である︒同じ流儀で新計画の

ーダウンの柄勢ということ

参加箭望の向きは八月十銀日︑

催されるが︑このほど王AEAか

ら︑その参加および論文提出を要

今園の描置は︑今後長期謝圃の

論してきた︒

改鋒ユや核融含の研究︑あるいは核

新しい雨期謂画では︑半均賃炉に代る

燃料加工施設の安全性など︑新し

るウィーンをはなれて懸盤で開催

ト欝究﹂の一節でその頃要性が説かれ︑

研備開発計画にくわしい︒

開発状況が深く認識されたが︑こ

され︑各国代衷にわが麟の原子力

背嫌誉のべ3／ば︑核蝋料の属宥化や︑軽

より大きい骨格として︑新型転換炉およ

ラバラの状轡たったといえよう︒

水炉の経済盤の逢誠などが磨きこまれる
察し漫たっての対硬に半鐘値炉とプルト

﹁プロジェク

ことになろう︒注歯すべきは︑謝画の晋

現長期計画の
構成と問題点
⁝

﹇展⁝用長期副鋼の改鵡覆行なおうと

い鴇議事項に対処するための導門

ほどのかかわりがある︒現長期計諏で

なお現在審議甲の四専門部会は

放射簡専門W⁝会︑猿子炉安全専

次のとおり︒

門審査会︑原子力船宏全転勤専門
部会︑食品照肘三門鄙会

原子力麗業会議国際課まで︒

十一名が合格

原子炉主任者口答試験

科学技術庁は七月三十日︑さる

子炉主任技術者試験口讐試験の合

十四日同げで行なわれた第八回原

格斎や一名をつぎのとおり公告し

冨山栄一︵運輸省︶︑高木秀夫

禽格諸の氏名︑漸属は次の通り︒

た︒

関する環務を筍なう技術振興課

吉田稔︵容士電機製造︶︑孟月

︵東北電力︶︑松本保男︵同︶

一︑研究振興課およびアイソト

を設置する︒

原子炉開発︑技術振興課を設置

科技庁︑組織を改正

原子炉蟹全棊肇一門部会︑原子刀

設沸している八専門部会のうち︑

定例会誠で︑現庄下部機構として

原子力委賃会は七月二十八臼の

原子力委鼠会

論文提出希雲の向きは八月三十日

び渇速増殖炉の開発油画が登場する︒十

部会を近く発足させる必要からと

ニウム辮料の研究開発が取り上げられ
て大きな意義があった︒

れは今後の圏際協力摺極上きわめ

漿はあくまで膏蟻であって︑こうした外
年聞に総費用約千五酉偬円というこのプ

している︒

る︒さらにこのプロジェクト研究を拠り

は︑資金の見積もりはわずかに研究施設

まで︑甲し込みおよび鰹鳥はβ本

部の情勢変化が︑長期餅画変更の霊動機

子炉の研発開発﹂などの各葦では︑軽水

の難備の︑項に出てくる︒それも︑前期十

られたものであるQ

改請の必要誓︑改訂の真の揮由︑その

炉およびガス冷却炉とならんで︑半均値

隼におけるおおよその政隔所要資金を一

四部会を廃止

ロシェケトは︑現認閣議了解︵つまり資
金讃圃の承羅︶待ちであるが︑閣議了解

どころに︑国際陶共珂研究を発展さすへ
きことが強調される︒

であるような︑誤解ぷ生んではならない
ということである︒

想属しておくに値いする︒例の削期十

炉が開発翫点にかかげられ︑その実験炉

応の仮定をおいて見積もれは︑というつ

の成沿は鷲二期訓醸の性格李決定づける

年︑後期十駕という段階づけが最初に崖

さらには動力試験炉の建設に豪で発展さ

つ目しい面提のもとに︑撰上額約千八酉

﹁研究開発詔画の要点﹂

ているが︑これは原子力刊用の経済性の

せる懸図が述へられる︒原子炉開発のス

徳円ないし二千佃円程度とされている

そして︑

画改訂の背最と題して︑昭庸藁十一年の

砥立が︑多くの面で一九七〇奪以降にな

ケジュール表によると︑半均値炉実験炉

長期計爾の構想をのへた部分はさらに

酌長期副帯以来の位しい川州が万点に要

るとの中脳にもとづいていること︑つづ

は六五細眉工︑六七年完成の予定になっ

﹁原

方向など虜驚えてみるために︑現行の艮

期三唱の内答を謙虚に顧み︑二︑三の燕
を想起しておくことも慧義があろう︒

約されている︒撒く︑判断の裟料が響富

いて︑ここ漫分︵っ写り筋期十年の︶議

が︑さて現在蒙での笑績はどうであった

今の畏期認可の冒頭には︑窪ず畏期韻

になり︑より頁体的な見通しが可鮨にな

画の中心だが地道な研究開発の強力な推
の原子炉におわった半均

った︒田く︑海外における核蝿料供給力
が増大した︑周く︑商速増殖炉の技術的
ている︒

幻

進にあることがうたわれ︑その効果的な

る政令を決定し︑八月一日から施

科学技術庁組織令の一部を改正す

因難が明らかになった︑曰く︑重韻専焼

化し︑各企業の質任において白空

政麿は七月二十九日の閣謙で︑

泣に運営させるほうがより適切で

であろうか︒

船価低減の可能性︑団配舶用炉と

質炉だが︑現行の長期計國の大きな支住

輸入舶用炉の比較など︐原子力船

実施のため︑政同研究︑プロジェクト研

原子力
委員会

︵同︶︑七升敏弼︵岡︶︑太田

漕一〜︵中国電力︶︑井上蛸彦

一︑放射線の需用は︑医学︑工

力局の粗織を鎧備する必裟からと

こと︒

究の状況や成果の調査に関する

一︑現在国窃とされている特殊

の助成に関すること︒

山田嗣治︵日立製作薩︶︑星光

①原子力利用に関する試験研究

疋二郎︵源研東海観望所︶︒

正央へ同︶︑遠藤自郷︵同︶︑

これは動力炉開発のための新特

︵隙子炉に係るものを除く︶の

ープ課を廃止して︑次の欝勝を行

殊法人の発足など駁子力利用の進

力釘の企画ならびに当該試験研

行した︒

あるという観点から︑民為化の倹

展に即応して関係行政の円滑かつ

業︑農林論難など広範にわたり活

られたもので︑内容は次のとおり

なう技術振興課を設置する︒

料を田内で処琿つるκめ︑再処理

︵なお櫨子力 討がすすめられた︒象κ使用済燃

適切な遂行を僻保するため︑原子

発となったが︑とくに工栄利二塁

である︒

③放射姓同僚元素の費用の推進
に関すること︒

①原子力潤用に関する研究ξや
技術者の国内における喪成調練
に聞すること︒

一︑赤馬能課の所掌事務に①原
子力利用に伴うほ曝口防止に関する
こと︒②放臥研に関γること︒

原子炉開発課長
に倉本昌昭氏
技術振興課畏は広田氏

▽衆議院科技特目七月二

十七臼午前雪時4開会︑素瞳子大

国会

旬閣メモ

業所次長︶柿赫民器︒

入形踪出張所畏を命ずる︵乗海一

張所長︶岡田﹄衛︒

関発部調☆役を命ずる︵人形峠出

▽原燃人置︵八月一日伺︶控鉱

三十一日付醒製した︒

なお長谷好平原船団理華は七月

下一理︒

命する︵大歳省北陸財務局長︶木

B本隙子力船開発事業団理事に任

▽科学技術庁辞令︵八月一日伺︶

工場の設訓が始められた︒

での研究開発が一段と選考しに︒

定したQ船価は約六十四億円︒︶

豪た︐食品の保脊をはかるための

関する方針の企画︑および立集に

題で激動鶏にあったフランスが

②銀子力利用に関する試験研究

る原子力発電断の建設が本格化し

核物質について︑民芸窮業者によ

放射線照射が注目されるようにな

識︑盟一議舗聖訓の

これを収拾するとともに︑国際
協力を通して︑原子力や察宙問
題を裸一貫で開発していく袋を

て日本の開発ぶりをも翠黛的に

昭和二＋一年虫入工学部船舶服のあたりに見ながわ︑あわせ

麓麺謙畦

一︑原子炉の試験研究と開発に

てきたので︑この際核燃料を民有

炉を搭載し建造を進めることを決

第一船は既定方劃どおり国κ舶用

委員会は今年ヒ月十四日．原子力

ついて検討された︒

開発星ホ讃美の実施上の間題点に

大規模高能率火力という強敬があらわれ

︷羅︷観雪

動力 炉 開 発 を 強 調

め︑隙子力委員会で検討された

する墓本方釘が︑各界の達見を求

換炉および認達増殖炉の開発に関

一︑在来型炉の図配化︑新型倣

設瞭語可の申語が行なわれに︒

隼陛に入りそれぞれ炉妙を決定し

各論で最近の問題点など
原㍗r力委ロハム轟は七月一 十∴ハ臼︑わが圓が原エ﹂力開鴛九に着手して

からちふうど十潤年にあたる昭和四十年度を中心にした原子力界
の動きを﹁原子力年報﹂⁝いわゆ．つ原子力白番一としてまとめ︑
発禰公長し加︒

原子力婁員会は︑先ごろ動力炉の瞥主的閲発を国のプロジェク
トとし︑その研究開発を強力に援進ずる方剣嬰うち樹てているが︑

．憾ーー
科学アタソシェとしての任務

四年間のブランクは大き

湯つめてきたという︒

十一年紛理府におかれた涼子力

り︑十年嗣船郁局にいたが︑三

を終え︑このほどフランスから工学科を聖業後︑述輸省に入

帰国後︑科技庁で︑大開官罵

帰国したはかりの倉本さん︒

と告白するが︑ユ不スコ総

の組織改正令に伴う人事異勤を発

て︑朝水振︸郎︵学術会議会長︶

型加超器設置に関する闘題につい

なお科学技術㌃は八月一日︑こ

令し︑新設された原子力局原子炉

とありましたが︑同地

（今秋出版・ご予約受付中）
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﹂

､子製紙

が︑その紬渠︑在来塑炉について

する方釧が内定されな︒

発は圏のプロジェクトとして摺庭

い

難蕪

開允課長に卸本昌昭氏︵則識閾刀

局酬究鉱興課kiひゆうまんかう 熊谷地夫︵棄大核硝致擾︶︑諏訪

の四露顕人を招き︑恵見酌取︒

燦樹︵同︶︑三浦功︵周助教授︶

だそ

んた参照︶︑腺子力丸技術振興課

康た国際協力には不慣れ

長に広田ム二物︵前験子力局アイ
厚い雲

グを始め

東急地域て来年度からボーリン

原子燃科黙礼関係の記事の中で︑

︻訂止︼本紙三六一頻二颪トノブ

をつき破

で︑臼本の

A E

マニラ会議の
参加を募集中
l

A域では既にボーリングが笑施され

ソトープ課k︶の慮任を発表した︒

うである・とにかく際蜷

曲︒家庭は夫留夫

鱒

TAEλ主催による﹁開発二上ていますので︑至正いたします︒

暮しを

婁

AλL＿レvv

リー・ドする

今回の白轡では︑隙子力発電における閲発利用︑宏傘確保への努

は民間企業を主体としてすすめ︑

炉︶の設穣が泊町され︑建設が闘

驚

㌧轡犠

付︑原子力局研究振興課長を約局︵後に科技庁に吸収される︶

魔

懲鰹羅灘賑耀難
鶏闘が長すぎ︑記外国にくらへ

へ転出して︑以来原了力との総

てかえ・てむずかしい状況壕 ゑ・磨欝ダ執饗．

気さくな人柄と誠実さが好感

ってほしいもの︒

ら一年闇︑原子力工学の勉強の

が切れなくなった︒三＋二年か

っている︒これからは議論の成

某の動力炉開発の方向を伸ばし

果をもとに厚い雲を突き破り︑

隈がない

と掘負を語る︒いため渡米︑三呵万年には英︑伊をもたれている︒多趣昧たが
などの腺子力施設を視察してい

ていきたい

よいよ本恪化していく動力処開

︵Y・T︶

人と三女︒四十一一歳︒

i闇

V・L・・Wea・h・・M曲a…E・p・nm・n・・…・・…・……一…・…街8・・憂

Oo，L「ゆ

力を中心に︑広く原子力舶︑放射線利用などの分野における研鋭

始され忙︒なおこれと闘達して︑

一︑原子力第一船の建造につい

⊥の判断のために提供するもの︒

る︒一一干七年中ら在仏科学アタ
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ソシェとなり︑アルジ訟リア問

発の総元締めとなるわけで︑氏

﹁﹁塞匪陽膠露181﹁1811■■
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D
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@

新型国画炉および高迷増殖炉の開

襟総諭においては︑四十年農がわ
関西︑下京両電力回礼の原子開発

て︑原子力船懇談会が翔催され︑

のため渡欧したさいとりきめたも

また︑原子炉施設の憩町憐査︑事

H

に憲せられる期待は大きい︒

＝P概匙

@

開発の成果をとり藻とめている︒

が国の原子力開発利期十周年にあ

霞所建設計鯛が馬体化し︑四や一

この年報は八恥からなり︑第一

たるので︑過張†卑の過程を回駒

するとともに︑四十年度を中心と

原子力醸酒研究協会︵那事k・

昨卑︸月から業務を闘縛したもの

⁝は︑十一の州立技術監齊機関で構
成され︑エノセンに本W⁝を置いて

子安協西独の安全協会と提携

総揺的に 述 べ て い る Q 家 た 第 ご 離

の︵財︶原子炉蜜血協会と各分野

藤波収氏︶信︑このほと西ドイツ

海外におけ．ハ動力炉の開発状況を

する原子力開発利用の︸な動向と

は︑除子力発竃︑嚇力炉の研究聞

で︑原イ力技術の安冷に関する内
外の

切の凝議を収集し︑その知

これは腺致協話κ理事の福田勧

識を原子力施設の講画と安全技術

で協力していくことになった︒

から節八田までの各論において

の項目について貝体的に述へてい

発︑放栂線の利用︑國際協力など

＝i戒膠穴教授︶が︑轟ハ門月所⁝用

これらのうぢ︑とくに四十年度

ので︑その貝体的な力法について

る︒

における郵塾な動きとしては次の

な酒動をしている︒

後犠査︑その継処の識冠など活発
この亟ドイツの原子炉安全協会

は朱疋てある︒

一︑原竃敦賀発電所︵岡社二男

垂
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統計学と確率論に関する第5回バークレー会議
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藩論⁝糠懇滋藤織灘懸難壁総懸懸

ウラン業者育成図る
濃縮料の分割払いも考慮

ている国内業著を除いて︑濃縮ウ

ウラン醐の研究関発謝蜘に関係し

大臣その人である︒註しくも原

に角︑公社とすると大蔵大臣が

んは﹁法律的難解は礪

ためというのでは鰯が口おかし

それはそれ︑新特殊法人を作る

論には一理があって結構たが︑

停し党側の了解も取付け公社と

こうして行き鞭った対立を調

し︑原燃の十周年を祝して鯨を

ない︒新大臣の御登場に拍手

たむずかしい語をするつもりは

欧州原子力機闘︵皿NEA︶にランおよび︑微濃縮ウラン︵五％らの燃料を受けいれており︑その

札讐を取り扱うために設立された

ブール︶が︑そ瓦それ躍気出力六

ブルガリア︑原子
力発電所を建設へ

クノ・インポートとをソ工業技術

︵EBESプール︑インタコムブルガリアの外国貿易公団︑テ

組繊︶は先に二つの重力グループ

れる予定である︒

まで︶燃料三懸垂＋け耀と筒濃縮他の圏との再処理契約は今後結ば

あるユーロケミソク再処理プラン ウラン約十♂鰯を処理することが

よる物界で最初の国際共岡欝園で

ユーロケミノクはピ晶ーレノク

ス︑西ドイソなとヒ蕉に入札を招

決定したため︑アメリカ︑イギリ

EG︑イギリスのザ︒ニュークリ

ア．パワー・グループ︵①NPG︶

このためシナトムは残りのゼネ

の三祉のみであったと発表した︒

ラル︒エレクトリノク︵GE︶

社︑函ドイツ・ジーメンス祉︑フ

制︑ウエスチングハウス︵WH︶

ランスのフラマトムからの入粍が

鱈期することにした︒シナトムは

あるまで︵九月宋の予定︶締切を

もようである︒

今年の宋までに発注先を淡定する

この入札で卿昧を引くのは︑A

CEC︑ジーメンス︑フラマトム

はWH掻からライセンスを受けてかんする会談を始める︒この会談

誠される︒すでに調印されたソ連

いるが︑WH社はこれらに対抗し ではその設備の識識と引渡しが詞

て入札するもようである︒圓楓に

は︑この発電所の第一朔工事は一

一AEG祉もG14紅かF59ラ・
イブ
セル
ンガ
スリア政府間協定によれ

はアントワープに碓設され︑一九

この発蹴所は全ソ丁業技術輸出

一九七四年に完成する︒

建設費は八千万♂となっている︒

九月初旬から行なわれ︑冷用宋には臨界に迄する見込み︒

くられた闇業原子力発毘所で︑フランス領ミューズ川流域のシューズに建設されている︒燃料装荷は

た東ドイツ最初の原子力発聡所と

ダ

くらべ十蕾の出力をもっている︒

力 ナ

第二重水工場もノ
バスコシアに建設

・四ゾ︵二綱開甥欝万

供給している︒

に対し︑アメリカは湛織ウランを

あるいは鍵設中のすべての撃水炉

現在ユーラトム六ヵ国で理転中

が︶を供給することになる・

ン聯で一

は︑アメリカはユーラトムにウラ

ている︒この契約が調印されれ

によって買いとられることになっ

ム供給機関に引き渡され︑KWO

ユーラトム協定のもとにユーラト

このAECからの供給は︑米ー

一月には送毘を開始する予定．

で︑﹁九六八年四月臨界︑岡葎十

︵KWo︶のために難設中のもの

フトベルク・オーブリソヒハイム

ュツケルトベルケ挫がケルンクラ

る︒この発電所はシーメンス・シ

衙六十万が︶を似給する予冤であ

濃縮ウラン千句六十試竺︵価格九

Wつ
︑PWR︶で使用する二・八％
千KW︑PWR︶に芸荷される静料アセンブリー︒SENA原子力発電所は︑阯界で初めて地下に

﹇響巽︼はフランス・ベルギーが共同で建設しているSENA原子力発電所︵華表出力二十六万六 子力蘇州所︵気門繊力三﹂1万K

西ドイツ・オーブリノヒハイム原

米原子力委員会︵AEC︶粥︑

米AEC

西独に発電濫用濃
縮ウランを供給

用のドノクも作られる予定︑

決まっており︑オイル・タンカー

規模なパルプ工場の誘致がすでに

必要である︒ホークスパリーは大

要であり︑また建設には粍酉人が

運転するに璽葺人の従業賃が必

のように述へている︒プラントを

ート・スミス氏はトロントで︑次

一方CGE寒々長の﹂・ハーバ

あるとも発聾している︒

会が火力発電所を碓設する予定で

源としてノバ・スコシア電力委員

そしてこのプラントへの囎力供給

になるであろうと発表している︒

トン島のボート・ホ⁝クスハリー

天水プラントの敷地はケープブリ

ク．ペピン氏は最近下院で︑第二

カナダ鉱某相のジェーン・ラン

ある︒

・スコシアに敷地が決まのそうで

は︑第一プラントと同じく︑ノバ

千五薗万が︑容欝五酉ゾ／鎌︶

の第一酒水プラント︵総山設費六

向け耀気出力八十万KW︵四十万 カナダ争ゼネラル・エレクトリ
KW二英︶の原子力発電所碓設に ンク︵CGE︶祉が熱設する予定

ス法る自用しており︑二種娘︵機 や万KWの原子力発育所の碓設を 三二公団は︑ちかく︑ブルガリア
械削方法および化

学的方法︶の犠

︵もとは六月二十日であった︶ま

請していたが︑締切の六月三十囹
開田雌馬持ち︑
工

殖炉の起工式が六月二十一日ド

ルギーのACEC︑西ドイツのA

でに技術入牝を提出したのは︑ベ

五十人の従染員が働いている︒総

協には︑西人のプ

ずみ燃料を処理することができる

建設費三千八葡刀バ︑一九六一年

燃料を除いて︑すべての型の便用ラント運転員を含め︑およそ三画

@ENEA︑総建設費三千六百万ドル

ユーロケミックが開所式

OECDによると︑ペレノト型

トが︑七月七日開愛した︒ENE
できる︒
Aの親機構である経済協力開発機

およそ三＋五ゾの

構︵OECD︶は
使用すみ燃料がす
でに再処理のため

ている︒最初の便用ずみ燃料の一

と述へている︒この譜第は今のと

に敷地内に甥満していると発蓋し

部が開所式中に脱被覆された︒

このプラントは︑一日当り天然ウ ころヨ⁝ロソバ九ヵ国の原子炉か建設開始︒

嫡運贈者に移行することになる︒

イギリス︑ドンレイに建設され

英︑ドンレイで高
速原型炉の起工式

銀緯燭
AECはこの斬しい政策発護の

いたウラン・ストノクパイルの処

際︑藤業界が大いに関心を寄せて

また︑賃貸が聡止された噺︑発

案している︑

眠炉選賞者が所有している賃鱈ウ

竃炉運営者はAECに対して未燃定できなかった︒しかしAECは

分に対する数継的基藁を明確に規

国内のウラン薩業が打撃を受けな

行することができる︒このとき発

製造業吝の希望により︑賃濃縮サ

焼澄縮ウランと等価な天然ウラン

いような体制がととのうまでスト

る露気主力二十五万KWの蘭速増

ービス瞬の分割払い︵未支払い料

の引き渡しと濃縮料金の支払いを

ンレイの敷地で闘かれた︒ここは

実験愚速炉の藺約五衙五十督の地

覇気繊カ一力庶千KWのドンレイ

点で︑すでに本年四月以来予舗的

擾階の士木

な同地作業ぷ行なっている︒なお
茎礎工箏を含めた第

工事は七月中ごろから始めらた︒

七一勾完成︒インタコムプールは

公団と貞ドイツの蝦藻公団テクノ

なお︑EBESプ⁝ルの発電所
九七三年に完成し︑第二明工事は

を受けている︒

リーシ議の近くに建役し︑一九七

発電炉の入札締切
は九月まで延期
輿処分するか︑地中に埋める場違

ベルギーのシナトムρ脳力グル

ている︒

なお保健欝の発蓑によると︑イ

なお︑この発懲所は同社としては

ベルギー
・Tシーボーグ委員畏は︑先に国

の土地の問題等があげられる︒し

ントおよびプラントから取りはず

家石炭政策会識︵NCPC︶が提
される機器の処分をどうするか︑

x運転に入る予定である︒

た後の︑安全性に対する予防策

四番目の発電

炉もGE社へ
米コモンウエルス社
アメリカのコモンウエルス・エ
ジソン社は︑このほど毒気出力八

十万九千KWのクワノド・シテf
ゼネラル・エレクトリノクGE牡

iズ第二発電航を建設するため︑

異なる︒すなわち︑プラントを全

し︑岡暁にこれらを吟味検討する

ーリンのクワノド・シティーズ・

に発注した︒敷地はイリノイ州モ

ような新しい組織を設立すると発

この組織の設立条件やメンバー

表している︒

を規制する政策がとられるようで

ギリスではまた放射線照射禽贔の

となるものである︒

ドレスデン第二以降四継目の発注

コメルツこの契約にkり玉章され

ープで組織する孫子力発鱈所の入

担するかなど︑九つの質問をAB 発電所の全寿命に関係することで

また法的規制や解体費はどこが負

Cに瀬田していたものである︒

り○・一ミルと弩えられ︑出力十

あり︑通力会村の負握はKWH当
子力発玉篠が発購所としての役石

によると︑

発艦炉の閉鎖はAECの安全璽準万KWの発電所を一一購書闘運娠し

シ；ボーグ委員長

に従って行なわれるが︑実際問題

は︑運紙時に要求される予防策よ

食品の製

リ

た場合芳百万が纏度となると述へ

れ王朝に運松が中止され︑廃簗処

いる以上の特別な難題について蕩

りずっと容易であるといえる︒プ
ラントの運転俘止のために発罵炉

の際︑発電炉所有者が璽大な財政

負担を受けることはないであろ

運営者が負担しなければならない

刀ロ恥寸
日︵自難

ギ

題販売を規制
イ

ある︒保健相のケネス・ロビンソ

ないと述べている︒

販売はこれまで行なわれたことが

オブ・ロングアイランドの近くで

ン氏は︑七月十八日議会で︑放射

については豪だ決まっていない︒

線照射食贔の生薦と販売を搬止

イギリスでは︑照難燃舐の販売

ス

ム原子力発戴所の解体を明らかに

この難題は︑先にAECがハラ籔用は︑次のような揚合によって

う﹂と語った︒

慮する必要はなく︑豪た廃棄処分

て︑現在AEC規則で考えられてとして原子炉から燃料を取り出し

分を受ける場合︑安全性におい

を全うし終ったとき︑あるいはそ

粟処分間題に関連して︑﹁商業原

識した大型商業原子力発眠所の廃

かし︑いずれにしてもこの費用は

した際︑NCPCから︑閉鎖プラ
部廃翻するかあるいは部分的に麗
米原子力委員会︵AEC︶のG

林鍮発電炉解体問題で言明

安全性にも問題なし

が加工される期閥11一鋸11︶を提
果賃借ウランの種原はAECからとを公杓している︒

ノクパイルの販売は行なわないこ

ている利率で謝騨し︑期限は燃料

金に対する利子はその時決められ

行なわなければならない︒その結

Cはケース・バイ︒ケースで︑燃料

しい堂場に立たさせるため︑AE ランはそのまま民衡法ベースに移

燃料製造染者を資金的に非常に恕

に廃止される︒この賃貸の廃止は

米原子力委員会︵A鶏C︶は七月初め︑賃書置融融の修丑案を上下両院合同原子力婁員会︵JCA九七三無六月三十日をもって完全
E︶に提出したが︑このほどこの賃濃総棊準案に関連して新しい政策を打出し︑機燃料が完全に民有
となる一九七三隼六月三十日以削の期間において︑電力会社がより早く賃濃縮を通じて独燃料を入手
しようという慧欲を起こさせようとしている︐貨濃縮基準案に対する聴醐会で麗業界が証入として招

請されているのは八月十五臼なので︑このAECの新しい政策を塵業界が十分倹剖した上︑聴聞会に
臨むことになろう︒

金の決定権を行使することとなろ

ランの取引は単一取り引きとする

るいはウラン鵬の製造を食めた︑

縮利用を臼蓋させることにより︑

もととなる天然ウランの価格は︑

うQこのため︑賃濃縮価格決定の

逆はひそかに公社法案と公団法

燃発足十奪の記念田を削に大豪

を乱すというのがその購 い 分

お困りでしょう﹂というような

い︒もともと高速炉と転換炉を

は明らかに﹁： ・原子燃料公簿

立法で成立した原子力墓本法に

いう名の勧業団の塵婆役をつと

一

AECはこの新しい政策で賃濃ンの販売あるいは翻身に対する料

響査や採鉱精錬能力の拡充に対す
ことも握案している︒

核燃自民符法によれは︑露寒に

て打ち切られ︑特別な場合でも一

一九七〇年十二月三十一日をもっ

う提案している︒獣た︑AECよるウランの電力会社への供給は

臼以前はポンド当り八がとするよ

少なくとも一九七三年の六月三十

採鉱業者に新しいウランの埋蔵地

る刺激をあたえ︑原子力発電所発

ねらいとしていると述へている︒

注の急増の事態に対処することを

鯛販売契約を結んでいる場合︑あ

ある︒双方譲らぬまま国会の会

力あるものとするため︑濃縮ウラ

AECは︑賃濃縮を経済的に魅は︑外転との協力協定のもとに艮

一

原子力綱生の頃
期は追々迫って来るQ名称が決 婁員長で︑今麗長しく文郡大

議院科学技術振興特剛婁員会の

は何をやってもひ

案の二種を印刷藁書して待機し

として登揚された有田さんも感
概一しおであろうQ
時あたかも明年度予算の編成
期である︒例の特殊法人間題を

ろうか︒巷間︑特殊法人の新設は

会でつか繕えて直談判

の聯絡で追っ取り刀で

内閣の方針に反するから︑この

新大潮は如何に処理されるであ

駆けつけると両大臣論

際既存のものを一つ減らし原螂

で︑誠にもっともではあったが

葱い方をされたので︑一万田さ

一つにした特殊法人構想自体に

かの噂もある︒原研︑原盤合併

当方にもおいそれと引き下がれ

んは﹁そうた︒私は困る︒困る︒﹁

んが味方と思った林さ

冨も呼ばれたQ正力さ を原研に含併させるのではない

争の最中で林法制局長

に及んだ︒細網冨から

撹は一万田大蔵大臣を離離後国

業を煮やした正力原子力委員

たQ

員長に就任された有田L一国搦

ってから法案を昂刷したのでは 臣︑科学技術庁長富︑原子力婁

ちょうど十駕薗のこと︑原子
凱料公社法案作成の際︑大蔵省
は﹁公祉﹂という名称の使用に
断固反対した︒公社という概念
は官営の窮業を独立させたもの
を言い︑共に公労法の適用を受
けることに特色があり︑国鉄︑

尊売︑誘電の三公社に限るべき
である︒公労法適用の必要もな
く︑新しく寧業を始めるものに

ない理由があった︒わずか数ヵ

を置く﹂と懸かれており勝手に

︵島村武久︶

とどめたい︒

鍔称を寒の訳に行かないので

められたのは誕あろう︑当晴衆

も難題は多いが︑今回はそうし
と連発︑談凋は不離に終った︒

公社の名を簸するのは公社概念

蕃識の期間がなくなるので︑私

つかかることが多

科公社が生れると

かったが︑原子燃

一

きもこ多聞にもれなかった︒

ひ蝋
月前の国会で超党派による編物

新大臣と原燃
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ム

経験から目標評価を

るズ四︒讐びに華年﹁総鞭勲舘蝿灘戦

迫することは明白である︒結局︑

源は将東の罵要に応じるために窮

としても世界の既知の化石燃料資

建部の余地がない︒したがって︑

発が成功を収めることはほとんど

から弾力へのエネルギーの変拠効進歩しつつあるので︑この炉の開

不安ははも早存任しない︒ウラン状況では隔速増殖炉技術は急速に

ついて按干の不安があったがこの＋倍から百倍に増加する︒現在の

だけのウラン鉱石の入手可器性に高速増殖炉サイクルの効率次第で

闘には大難模な電力薩業を支える倉︑これらの資翻の利用可能性は

には数衙年間にわたって︑われわ

くは燃製油二＋万客と同愚の電力

投ずる必要はないQスウ皿ーデ

解するために低関発国のみに鼠を

プラスチノ

照射と塞翻

として注田したい︒最近︑高崎研

途に大きな期徳が持たれるもの

このことは放射線化学反応の削

ような旧々においては︑下輩を主

として水力発電によって得てき
た︒これらの詰飼では︑今後十隼
闘に水力資源による麗力は実際に
隈罪に達し︑新しいエネルギー源
として原子力発灘所か導入しない
かぎりこれら諸園の発展は限界に
鰹面することになろう︒

て安全性を最大隈に確保しようと
する努力から最も亀戸なアプロー
チをとってきた︒他の薪しい技術
分野においてはまず最初に安全性
を二の次にして実験附応用を行な
い︑それから後は瓦全性の拘置と
社会的緬値とが経験陶にバランス
するのぶ得つのが通例である︒わ
れわれはこの例ぷ差動車︑航空機
および極めて最近の例では殺虫剤
などの揚会についてみている︒

技術的開発にあたって安全星準
を最優先する原子力腫業の新しい

アプローチは珍しいばかりでな
く︑外部の人達への伝達に関して
幾分登霞然な虜態を伴ってきた︒
顕著な例としては︑原子炉の安全

藤を終えた︒

ア州フィラデルフィアの⑳方お

この発躍所は︑ペンシルバニ

納容器が火災を起したので燃凝

馬ケーブルの絶緑不良によの搭

十二月に過熱部分における堀化

装荷が埋れていた︒その後︑

っ紀コノウずンゴ・ダムの水を 物での閥食亀裂の発生で︑さら

Rと東海発電 地点にあり︑サスケハナ河に造

よそ八十♂折のピーチ・ボトム

⁝一﹄．≡︒一．⁝︒聾．三三．一三三．f︒．．．≡︷．≡︒一．．≡︑︒一⁝≡璽⁝．︒︷．．︒三︒一藝ξ一︒．甕﹂
よう︒
那分は大選分完恥していたが曲

hりく

に燃卜占蒋が遅れた︒今年︑二

月五日半らようやく燃料雄荷が

開始され三月三日に臨罪に逢し

一九五八年十〜月建設のター

冷却水に使用している︒

ンキイ契約に調印︒一九六二年

た︒四月一⁝ヤ九日に低出力試験

を開娼したアメリカのピーチ・

そこで︑今圓は︑旅の問に運転

ボトム池子力発電所にご案内し

一角建設開始︒昨年二月︑炉の

十五・万冴︑壁墜

︒五ぼ︒

ア電力会社︒営巣運紙開始は来

ンク社︒運転はフィラデルフィ

炉の設訓はゼネラル・アトミ

設計圧力四街五＋psla︒

童⁝

μ︒圧力売代は薩径十四μ︑商

黒鉛︒炉心の直琵九・二

％濃顧ウラン︒減速材は

料体は弱筒型の四二︒八

Wの随温ガス冷却炉で燃

W・熱雌三主万五千K

炉は︑電気出力四万K

る︒

毬の試験を行なってい

運転を終了し︑現筏︑各

てこのシリーズを補うことにし

曝

葬喉識

年早々になるもよう︒建設費

は︑予備的酬究開発費七百八十

万がを含めて︑約二千四二二二

宇宙線で詑ツ阪内埋

◇

アラブ遡合

葬室の有無を調査

◇

アラブ連禽焦和国と服源子力憂

で︑子鮪線を利用してビラミノド

員会︵ムEc︶は︑さきごろ共回

内の駆葬室の有無を調査すること

を決めたが︑これにはAECとの

ンス放射線研究所で特別に開発さ

契胸でカリフ津ルニア州のローレ

れるスパーク・チェンバー︵二禽︶

この讃画に要する費用は二十五

が便嗣される予走である︒

万ザといわれ︑エジプト︑ギザの

る︒

第二ビラミノドについて行なわれ

外P郷発電炉の低濃

◇・オランダ ◇

縮U米から買入れ

アメリカが︑オランダのドノド

ワード発電炉にユーラトムを遜し

分の一の可能性がある11に堀饗 て︑あらゆるエネルギー源からの

蜜金は絹対的な閲題であって︑

討すべき隅臆である︒腺子力発電

これは︑ユーラトム供給機囲が

て核郷料を供要する︒

六月十五日に一醤九十や昂ンの倣濃

総ウラン買入れをAECと二千三

する危険鰍を考えることができよ

寓一一階＝一1一＝＝＝一﹁

藍がである︒
一＝一三＝三L＝≡幽冨︼一＝垂︸≡三i一＝椚⁝︸＝≡茎＝冒一一三︸＝＝≡一塁曽捕一一−三重i

よばれる仮定的状況を申心として

うQもしくはその代りにへびにゆ

ていることから︑現在のAECの

漂子力発電所の宏全性も舐明され

この低濃縦ウランは︑オランダ

百万誹で契賑したものである︒

検討されてきた︒この型の安全分

まれる︵麹一蕾万分の一︶ことか

基準によって原子力は蜜全である

とはっきり．口える段階にきている

讃特性の程農に関した微雨的かつ

険は︑たとえそれが僅少なもので

所に圃脅の安全盤を毒素するため

される仁義である︒

深海用阿回

資本金は五十万♂だが︑

の旧事に庸手する．

一艘に

ウムmを使ったアイソトープ電源

究のための動力源としての︑スリ

会社はまず深海用を含む濾洋学醗

・ニュークリア仕を設立した︒新

め︑このほど新会抵のツンダース

源および関連鷹器を開発するた

イツ祖は︑アイソト⁝ブ電諏︑熱

クリア批とサンダース・アソシェ

1州にあるケンブリノジ・二議i

アメリカ︑ニュー・ハンプシや

◇ アメリカ ◇

の開発会社設立

電源

力四万五千KW︵8WR︶に便旧

に完成するドノドワードの欝気出

KNによって一九六八年のはじめ

の原子力の中心的な滋紙であるG
析を実施する闘的で︑錯諒した議

ら連想され勺危険に欄当する危険

危険を軽減するであろう︒

生を起すことが仮定されている︒

を設定丁．つことができよう︒

系統の故障が弛底儀じ難い岡時発

しかも︑原子力発電所は︑これら

ここ十年間の原子力産業および

AECの発展した縄目としての現と思われる︒

の考えられえない武臣の下でも蟹

るので︑⁝般人に対日る危険水革

自証ならびに安全牲に関連した

全を保障判るよう設副されている

のアプロ

在の安全暴摩が非常に探え圏であ
最大想定難故

のである︒

この

ーチには恵慌し得勺最悪の事故か

灘細な技晦的な当量は知識と撲験

いるという誤った考えが内在して

あっても︑他のエネルギー源の入

の広範かつ維純的な技術上の努力

に基づいて判断を下す専門家が検

は低い一一となっている︒

いる︒どんな箏故の可能姓も原子

手可能性に鑑みて︑冒すへきでは

は︑われわれの現在の炉概念に対

さらに︑猿子力で考えられる危

力発覧所の破壊による並大な被曝

ないという主張がしはしばなされ

すべての点で汝全の尺度となって

の可能性よりは大きいのである︒

能三年上させト︑うとする︑とどま

る︒先に示したkうに原子力の社 する階続の奈多からではなく︑性

会的雁艇は現葎においても三た︑

原子力に関して受容可能な個々
の危険可能性を設定しようとすれ

てくるのである︒

雪気湧染を軽減することによっ

ることを知らない縞望から生覧れ

分野では技術的郭門嶽は自分の専

艮捌的にもその公衆の受拶ぶきさ

命中する一1現在では一年に三兆

門用語と外部の人たちへのアプロ

えるに十分足るものであり︑箏実

いて其通の見解を出すとしても︑

ーチを再検誘する必要があるQ原 産業界が外部の人逆に知ってもら

小さい例として一日からの破片が

まだ産業界の自信を﹁股人に伝溢

子力が二会陶進歩を細続させる必

ばできるであろう︒最も危険性の

したり不安をいだいている人たち

要とか︑顎た︑公共の慰易々関し

うことこそ環斜なのである︒

たちが持っている澱任感を原子力

定︒

・フィノツジェラルド氏がなる予

ュークリア社社長のジコセブ・J

会社の性長にはケンプリノジ・ニ

て原子力浄業罪おkび戯気事業者 は株式を公開しない︒なお︑この

問題が残っている︒この原子力の

を安心さゼたりするという頃要な

海外

限である購は冷錨な届摺実なので

世界はあらゆるタイプの補完臨エ

率が比較的低い伍鵬翼の原子力発

あ為︒13来の不磁定要業が大きい

ネルギーを必要とすることになろ

電炉を財用してさえも︑アメリカ

鞭所織⁝

工不ルギー淑の開発が瓢界に対し

う︒新しく︑かつ経滅的に確実な

て価値を有することを十分に確儒

れの蹴力需要を渦たすだけのウラ体の絡来性に多大の響胴をするも

燃料資源ががわ国のエネルギー全

していることが︑われわれの原子
ン鉱石資源地が＋分譲在している

さらにまた︑蹴力に限界がある

て大きな意菟を有するのである︒

しい鑑業地域を開殆するにあたっ

ことは明嘩である︒この駆実は新

のとわれわれは確信できる︒

力計劇の長も嚥要な機拠なのであ

新地域開発に有利
地理的制限ない原子力発電
を発生することができる︒フーバ

ことによって生ずる経済聞題を理
は︑石炭を中軸とした圧倒的なエ

ー・ダムの酒気幽力と間出力の原

過芸数世紀にわたって化石燃斜

ネルギー源として︑大方の高度の

子力発懸所は一日あたり十㌧のウ

ン︑ノルウェーおよびスペインの

エネルギー消費祉会の星本的必儒

ラン燃料を消費するにすぎない︒

この石炭賛源ではその位謄およ

晶であった︒

窪た原子力発出所からの腿語物

別の取扱いを必要とするものの︑

は︑それらが放射性であるため特

廉な電力の入手の可能性を決定し

輸送悶題はきbめて伶少である︒

びその輸送の経済供が主として低

てきた︒したがって︑地理がこの

したがって発電厨の位置に対す

原子力鳳業は扱術的馬丁におい

安全性はほぼ確立の段階

しては今は覆質陶に修旺されうる

る地理的制限は源．＋力発電所関に

ような漏度なエネルギー消費祇会
の発展の籏密な要素であった︒

これと対照的に︑核燃腿の提出
する輸送閤題は無視できる程度の
ものである︒ウラン鰍桝欝ノが貨
磁三十台魯の石炭千五百ジ︑もし

化なとが注目さ悟る︒特にブル

クであるが︑その外アイソトー

究所て開発されたエチレンの蒔

本的な間題は〃最大思定夢故μと

帆の技術陶な分析にあたって︑墨

原子力発電の使命
の伝達こそ重要

嶽

激増する雌蝶需要に対処

がアメリカのような難度のエネル

る︶綿糸三五％の混紡にモノマ

れているエチレンの灘合による

ノクヘブン国立研究所で行なわ

ポリエチレンについて耐︑年閥

プラスチノクの合成などの分野
で行なわれているが︑前記調査

五千万膨︵約二万三千ゾ︶の生
歴規擾でα殺法のコストとほほ

団の報告では︑その売上島に薦

がそれぞれ

為抗できると予測しているのは

める比率は架橋と医王昂の段菌

齋が四〇％で触媒反応などはま

注罵される︒

黒O％︑半導体の改

たとるに足りない︒

は明らかでないが︑特に線源費

京た︑ADL社の報㌫の詳細
注いでいる

の大鵬な切り下げによるものと

プ開発部との契約によって研究

重合による粉末ポリエチレンの

見られるが︑いつれにしても︑

が進められているものにエチレ

製造に関する巾闘規摸試験の成

ように食品

のは後述の

原子力委員会がもっとも力を

㊦

ンの放照線二食︑エチレンと一

心を示しているのもこのような

果に対してアメリカが多大の関

︵

酸化炭素︑その他の単澱体の共

︵妻琴放射線開発課長

背疑があるものと考えられる︒

川川ll凶111川1」一「1川二一lll㍑U一■ql日1111−Ill11川晒1副1111」一Ill口川b夙1口l11B−1川川1i−1川1111−11川1i一
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アメリカにおいて︑除子力平和利用を闘的に田象的な開発餓画が動き零したのは一九四六年

これらの傾向が現状通りで紺燃
ギー消費社会へ急速に変っていく

ーを放射状グラフトさせ玉来と

年原産から派遣された﹁放射線

報笛潜によると︑放肘線処理

て︑全般的

性改粛︑ダウ・ケミカル社で開

導体ドーピング︑長享﹁すず﹂
化合物︒放射線合成︑放射線懸

たとえ際子力産業界が原子力の

ビーチボトム発電所

の原子力法以後のことであるが︑この法徳の空乱な目標は原子力の開発によって公共の禰祉の

健進を脳ることにあった︒それから現在に至る二十年闘に︑科学者︑技術者がこの分野で献身
的な努力を払ってきた︒この挫会的価億こそが今日の源子力発電所建設に対する甥力を支えて
いるのであり︑また︑この分野における茜滅された縄験に騰りし禽わせて目標を評価すること
が鋲要であるQ以下原子力の社会的価値と︸︐鷹う悶題に関して︑アメリカ原子力学会誌︑ニュー

エネルギー消費︑
するか︑もしくは加速されるかど

クリア・ニューズからひろってみkう︒

石炭で年一人十トン
ことである︒

世代のうちに人

口の増加と︸人あたりの欝欝の増

このように︑

疫嫡といった自然弾の人口抑制要

現在あらゆるエネルギー形態の

加が矯なれば世界の総エネルギー

中で殿も職要な源泉は化石燃料で

囚のうちの昔干のものが世界的な

る︒入口の抑制を自ら課するとい

ある︒これを世界のエネルギー需

鮒要は現在の数傍以上になるので

う努力を協力して扱わない限り世

要の外挿的な塘加と対照してみる

協力によって緩柏されはじめたの

世界申の年間エネルギー消費は
界の人口は今後十年間に爆発的な

と︑今後︑五十隼から菖年のうち

あるQ

ほぼ三十年毎に催増している︒こ
増加をするであろう︒エネルギー

に不足することが予想されるQ

はほんのここ数十年のことであ

である・主として食糧供絵雛とか

うかは世界のエネルギー矯要次第

為度のエネルギー消費社会であ

の消費する電力は無間約＋ゾの石

るアメリカにおいては一人あたり

炭に堀嶺する︒インドにおける消
費はこの三十分の一であり︑︻艘
に後進国では国民一人あたりの消

の増加の大部分は電力利則の増加

る錆二の襲囚はインド豪たは中国

消費の速匹を実質晦に増加させ褥

費は少ない︒

と闘呈しているため田弊の平均使

三晃罪の化石燃料の貯歳騒が角

り除くことが難しかった石油脂

法であり︑前述
化学調査団﹂報告欝にも明らか

による売上認は一九⊥ハニ年二千

物学︑理学など

に工業化さ
ｪル︑山ハ一二年七千・五︸臼万が︑

発されたエチル・ブ獄マイド合

禾綱一郎︶

安全性に関連する技術的要急につ

1駈縮監III｝11竈1聖匠11−1輩ll事Ill凶ll輩匹111匹一蚕1；i撃11匹晒監垂1111i1−i峯11…IIIb訓ll艦11峯11
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業
産
フ
ブ
のヒうな低いエネルギー消費糺会

用電力は約十三年郷に倍増してい
ると考えられるQ

射綴化学的霧用のみならず︑食

による﹁よごれ﹂を容易にとり

し た ゲ ージン

なように︑ 医藁品︑食紅照射

食磁や医薬品の殺曲保存︑木材

︐︑翁︑詩︑ざ︑ぎ︑ぎ︑詩︾︑ざ︑ざ︑ぎ︑詩︑詩︑詩︑詩︑詩︑詩︑ミ︑ざ︑詩︑ボ︑ざ︑詩︑ぎ︑ざ︑詩︑ざ︑ノ
ついで︑本選賓書はトレーサ
品凹目︑高分子物質などの分野

除く性質を付与することに成功

グ︑ラジオグラ
や筒分子物

の研究に広く使

れているものはきわめて少ない

億がと頽調にのびて
いる︒照射利屑はプラスチノク

六四年約
業化の一歩蘭の段階に達してい

やフィルムならびに纈絃物の架

乃・プレス︶加工のポリエステ

濁重合︑炭化水素の放射線酸

免グ物
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子

原
かにおけるこの分野の研究開発

ている︒トレーサーは数あるR をふくめて論じている︒アメリ

ーの工巣利用の概陥を紹 介 し

はトレ⁝サー利用に比へて約十

し︑趣業ペースで近く発売され

フィと異り単に

物質を除い

質半導体の

る旨胤明している︒

工業のみならず

用されている︒

〜般に︑トレー が︑市場調査などを行なって工

期間のいわゆ るものもある︒たとえは︑最近

橋︑曙三品の三曲︑トランジス

ル系繊維︑正確にはダクロン六

ミリケン社がDP︵デュアラブ タやダイオードなど半尋体の特

つぎに︑ここで藁う放射後処

成に対する接触︵触媒︶反応︑
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五％︵日本のテトロンに相当す

対策も千差万別である︒

で︑豪たトレーサーの窺われる

る〃バノチ式

の新聞紙上でもデでアリング・

サー使用 は 短

甲刀

理の概念であるが︑いわゆる放

︽§︑避︑ざ︑︑§︑譜︑詩︑§︑

三二︑中性子照射変換による半

米国におけるR一工業利用

待たれる轍畷靴実用化

医学︑農業︑生

ニークな利用力 年以上の顕れ通口せている︒昨

畏く生かしたユ
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珍

階調に進められているということ
であったが︑これらの鐸験はわが

転換炉︑あるいは商速増殖炉の開

ソプを踏みだしたといってもよか

発に穴きく答与し︑そのワンステ

影

侶出力密艮を実現するための醐出
力悪童を開発することが団的であ
り︑四十六年までの実質七ヵ葎訓
画で進められる︒炉の改造につい
ては来年宋豪で現状で運転し︑四
十三年前半で改造工那を終え︑後
半から性能チェノクおよび新設溺
による運転を行なうことにしてい

この問の総経費としては約十八

る︒

偲円が晃積もられて裕り潮究員胸
五十名の参加が予定されている︒

6うQ
一貫製錬で塩
なおこのJPDRtHプロジェ
化ウラニル
群群人形瞳試験製錬所

の山がいりくんだ︑奥丹後︵与

島津線に乗って約一時間︑深緑

臨陰線の豊繭︵兵離県︶から

この中にウラン鉱物がはいって

雲碍からなる糧冠の火成賢で︑

トは主として︑石拠︑長石︑白

あって︑そこではビール一本約

揚︒飲み駆︑バーが九十醤余り

となっている︒散髪が露酉円相

なり裕福︑物価も閥く︑消費地

る︒町はチリメンのおかげでか

いるが︑悶へ行くにも︑社竃の

いるQ二DKを奥さんが守って

のところにあって︑四軒並んで

ρ町の中心へ行く途中約三百短

社毛は︑ちょうど︑箏務所か

凶を通過せねばならず︑職貞が

さて︑ここらで︑堤丹後探鉱

ないとのこと︒

千円︑おいそれと飲みには行け

いることが分かり︑それ調査／

一一一十四年十一月︑地質調査藤

ということになった︒

のカ⁝ボーン車が弥栄町の道路

ムリをけきながら︑ガタコトと

障臨駅に蒼いたQムノとした熱

謝︶半勧の中心へQ汽車は臼ケ

気︒線路の上にはカゲロウがゆ
ギワにさしかかったところ︑測

婆務所︵所艮橋本好一氏︶の人

これが発．踊となって源燃︑地調

八名で︑規模が小さいため︑いろ

事務所は︑職員七人︑現地の雇員

たちの生酒を持見してみよう︒

奥丹後事務所を訪聞

が共同で︑ウラン探査に乗り出

原燃

小まわりがきく

定羅が異猛放射能をキセノチ︒

れる︒ときおり︑田んぼの稲を

なでて通る新
鮮な風が涼味

天下の一賦︑

をさそう︒炎

ここ峰山町
にある原子燃

したQ瓢一十九年八月一三には原

︵取都府中郡︶

群公糺の腿丹後探鉱事務所︵写

んな書類も潤決でき︑小豪わり

言隔

酒飲みに陶へでかける際も︑筏

油奥丹後探忌事揚所が開設︑い

ここ奥丹後地方でウランが庄

の罠が光るモうである︒奥二方

宅の

爽︶を訪議した︒

がきくとのこと︒平均年蛤は三

持ちで︑子供は全部で七人︒子

は︑デパートがないので繕神的

の窓ごしに奥さん

よいよポーリングによる奉洛胸

際出町は︑入口胸一万五千人

な憩いもできず︑さぞ超しいた

ので︑便用期間は長いが燃焼率は

定犠運転に入る前に使用されたも

ろうとのこと︒︵野饗へつづく︶

織たちは元気に︑大人たちより
の特配地であ もこの土地になじんでいる血Q

なかに入れて︑硫酸で乏繊さ般

冷却されていた︒

低く︑かつ二琿以上という艮期間

京たこの使用済燃料の再処理に

使用︶へ給鉱して︑最後にフィル

のち︑シノクナーのオーバーフロ

タープレスでろ過し︑泥をすてた

て︑得ら31た選鉱捕鉱をタンクの る︒つぎにシノクナー︵現在二台

人形観地区の鉱石を採掘載鉱し

月後チリメン

の町て︑全剛的に考量な撫物

難関

臨されはじめたのは古く︑昭和

十余歳︒職員のうろ五人が世傷

二年

な擬鉱がはじ漏ったわけだ︒

二十三年ごろから三十一
にかけて︑鷹島岩の中に含織れ
ているペグマタイトの探査が行

なわれていたQこのペグマタイ

この製錬方法は︑原燃が独自に

研究開発した連続向流此浄法︵C

CD法︶を利用したもので︑世弾

灘難撫

処理︶︒この液をヒギンス式イす

⊥僧清滋液として圓収︵CCD広 ついては︑さきに半国側よリブラ

されている︒これは在来法のイエ

的にもユェークなものとして7一口

ロケーキ必つくり︑さらにこれを

原子量廿送春の入形獣鉱山試験

梢製する方法とは異なり︑ウラン

pψ佃襯立山9るたdめ︑昨年講ハロ川原

覇に設けられたもので︑の現在の

製錬所では︑ウラン無恥の採嘱か

引き続き︑炉心設語︑燃斜休設訓︑

ら塩化ウラニルまての〜碇製餅を
JPDRの約二倍の出力幣肢︵約

鉱石に航酸を浸出させてから︑直

の升戸は自嚥であ
るため︑アイソト

てくるQこれを各

ープが上方に叢れ

検出部でキャノチ
し︑惜水樋購の流
鼠を測定する︒

物ま斌

の入ったカプセル

日午前五時十分に横浜港に型酒Q

消防車の待機するなかを無事︑四

終始パトカーにつきそわれ︑化学

ーセトラによる懸盤抽出法によっ

ン交換塔で精製し︑さらにミキ塗

両者閻で署名が行なわれた︒︵こ

本政肝はこれに同意し︑このほど

再処理案文を提示してきたが︑日

ンケノト協定に係る燃料に関する

出し合うため今同のシンポジウム

当口の主な再論は①放射線影響

の開催となったものである︒

の研究を進めるにあたって︑中心

となる研究構関︵研究所︶が必襲

蟹

経費について②原子力開発星

かどうか︑またその規模︑研究分

影響部門六組入れるかどうか︑ま

礎研究所設立案に対して︑放射線

たその方法⑧総合的な研究連絡の

方法︑などについてであったQ

原子炉建設の特別研

東海原子力懇談会

究会開催8月24・25日

虫海腺子力懇訣会は口本原子力

．座薬公議なと九学協会の後援で︑

八月二十四︑二十五日の諏日︑第

十一回﹁源子炉建設に関すろ特別

臼までに直接岡懇談会へ︒

研先会﹂を聞く︑申込は八月†五

煉塵遍堅
靱

☆関西原畢力懇談会は大阪附

ぬ放尉隷中央研究所︑日本放射
性同位元売協会との協批で︑九

月∬日から六日間﹁放射隷取扱
霊任者受験講習会﹂を開く︒受

学技術〃ンター内

関西

講定員は爵二﹂名︑中込みは
大阪

原子力急談会︵電話四四一−二〜

日本原子力研究所J

六八二︶まで︒

鷲契室
の再処理協定は八月六日発効︶

は︑八月四日︑横浜か

ら鮮事昭和海運の日単

け出発したV貞海村の腺緋から

三に蟹み込まれ︑シアトルに向

横颪よでの陸上輸送は日本通巡

ゾトレーラ一一台に一綱ずつ憾

つを入れたキャスクニ側を二十

が引き受けたか︑燃科十二本ず

するシンボシウムが七肩二瀬ご臼

い中．二台で固め︑さらに先頭と

み︑前後を誘導車二台︑つきそ

昭駒三十五無に装荷ざれた二〇％

というものであったが︑その後の

究部門四の設讃︑総額約五十億円

このJR取12使用済燃料は︑五々駕耳垂など︑購座数二十︑研
ウラン濃縮の野望燃料二十四本︑

鱒勢の変化のため︑試案を臭体案

Ri2︵一二十五年十月に臨界︶がとする前に︑各方颪からの意見を

約蕾二十訴鰐である︒これは﹃R

すみ燃桝は固い金属のさやに密

の胸懸成分も含遠3／ているのだ

封さ3τている上︑灰の何十価も

から︒

本雛隔…

7ゆ

用汽⁝を便っのは隅一もの︒使用

た灰と︑便用ずみ鰍料とに同じ

◎榊

うが︑原爆が大空にまきちらし

えば素人分かりがいいからだろ

しがほとんどV﹁死の灰﹂とい

の灰まかり通る﹂といった晃出

れたが︑﹁死の灰のお通り﹂﹁死

の二晶ースは一般紙でも報道さ

三十読で進むという憤醜さ▼こ

後尾にはハトカーを躍し︑総懸

論詰神田の学＋会館で︑日本学術

︵力特︶の放射線影響部会︵部会

昨年ヒ月︑原子力特別委員会

聞かれた︒

の特定研究放射線影響班の兵催で

会舐の原子力特別委員会と文部省

放射線影灘の研究将来蝋画に関

放射線影響シンポジウム

研究将来計画
で熱心に議論

鞠RR12の精済饗
て︑筒純肢の端化ウラニル語液を

︻写翼はヒギンス式イオン交換塔

鶴るというものである︒

による構製工程の全鰻︼

原研︑米国へ返還
線︑圧力︑冷却水の測定を終了し

脚鵬難わが国初の本格輸送
日本落子力研究所は︑八月三日

正午に一路米国へ送ら汽た︒

︵約一万総ナ︶へ積み込み完了︑

午後＋臆から︑JKR12の使た
用後︑午前十時︑昭和海運の点薬丸
済並置︵第一炉心分二十四本︶を米

困政府に返撫するため︑東海研究

長・本絵市次郎氏︶では﹁放射線

実験は言揚用深

輪送費は国内輸送︵日本通運の

所から米麟アイダホ化学処理施設

影響五ウ年長画﹂の試案を作成し

升戸二本について

トレ⁝うによる︶薦十万円︑海上

向け搬送を開始したQわが国初め

た︒その主な内容は①大学におけ

ト⁝ブによるもの

る研究華冑の強化②大学共同利用

舎副八回︵アイソ

ルへ︑米国内は三菱間窮が担当︶

楽調へ昭和海運の日啓丸でシアト

レソド社製︑雲量麹十ニゾ︶を一

を垂直流測驚装罐

山下輝頭でキャスクは璽磁︑牧射

研究藤の設鍛③流動領域における

って︑二鰹のキャスク︵米エドロ
もの二回︶実施し

に取りつけている

把︒︻写真線源 個ずつ稗んだ二十ゾトレーラは︑

ところ︼

五葱四十万開となっている︒

六回︑色素による

て本格的な使用研燃料の輸送とあ

ーー◎−

炉内構造設譜など五つの設訓に関

接に高純度の塩化ウラニルを得る
というもので︑在来法よりも工程

ウラニル約三千五穏十六㍊︵ウラ

か燃群の照射場を作るため︑現花

ン約三百九読岬ノ︶を康監製脈所へ

圏隔

が㈲単になっている︒
︑

輸送した︒

けられている︒アンプルを一帯下

︐鵜

れ︑アンプルを割ると︑この地区

取りつけられているQ検繊部はこ に︑響いて検出部を井戸の中に入

ス製アンプルでプローブの先端に

﹁圏一
一一
︐
一■一一一一〇一9＝二＝雫一 曽一一P︑：一の＝一騨＝
＝
一

とくに注岡されたのは︑とも写

旧凹嘗噂縛一暫一

霞然循環方式のものを強制循環方

一曽一璽雫曜

れば遡れがちになるプロジ墨クト

一一一一一■﹁

式に改造する②燃料の旧訓︑帰

P一層︐

衛につかみ︑水脈︑流縫を知った

ド︶地区を中心に自焦放射能によ

た︒こんどの実験に使われた装謬羅㍉

層の各層別癒猷測罵が国難であっ

とに︑わが園で初めてのRI利用 な ． 研 ﹂ き た が ︑ い く 層 も あ る 栴 水 溜

陀︒

は︑この漿賜の流墨測るの繊

による地下水磁測定実験を行なつ

殿近︑工揚や閉門で便用する地

花

の線源から十齎ごとにへ町君一うつ

響欝

錆二研究蚕︵神余川県平塚市︑落

下水の有効利用は困難である︒

上で謂画的に掘られなければ︑地

蜀要なことは︑地下水の状況を正

禽敏郎￥長︶は︑鵬に湊月戸地下

このため︑岡試験場では昭和三

八凹から三日闇静岡県古掠市で︑

る地下控査︑帯水屑検層などを行

＋六隼ごろ輩爆市島︵ス継

地元古原市役所水道躍の協力のも

I使用許可 が 出 た た め ︑ 七 月 二 十

たが︑この ほ ど 科 学 技 術 庁 か ら R

水蟻︵瓢ぬ流︶測定鼓澱を完成し

農林省農 業 土 木 試 験 場 十 地 改 鋳

譲嵯琳初の地下水量測定実験

﹄
土地改良にR亙和用

全体のスケシュールが︑謂両通り

四十五KW／4︶を実現し︑蕩出実施しているか︑さいきん︑堀化

織
皿麟．畿

〜

する研究の経過が報笛された︒

についての概要説明があったが︑

にも
とH
づいて軽水炉燃料の同κ化
次長からJPD飛とJPDR
−

謹告が︑ 豪 た 村 ︸ J P D R 論 理那
クトというのは原研の自主的計幽

ジェクト・リーダーから総合経適

滋忠幾の挨拶のあと︑三井田プロ

続いて午後の部は担漸卿邪阿耶

過が報告された︒

内割装隔発など六つの研究開発経

ルカロイの⁝⁝允︑熱水力誠験︑炉 圏動力炉開発の日標とされた新型

湖発那長の開会擬拶に続いて︑シ

経過報告 会 は 午 凶 甲 ︑ 上 田 燃 料

束穴︑索工犬などから約二十人が参mした︒

い﹂と述へた︒報国会には腺子力五グループ簗はじめ︑羅力会社︑

そは︑プロジェクトの山場になるので︑一際のご協力をねがいた

ため︑入聞⁝⁝係が危ぶ康れていたが︑うまくいっている︒来奪こ

ェクト握当腰髄阿国璽恋氏は︑﹁各分野の人たちが集虫っている

研究成果について︑経過報告会を開いた︒とくにこの日︑プロシ

県東海酎の乗海原子力クラブで︑JPDR⁝虹訓画のこれ豪での 技術の儒究開発を有効に集労し︑

口本娘子力研究所のJRDR一亙開発軍は七月二十二目︑激城 造︑照尉および照射後試験や関趣

軽水炉燃料の国産化確立へ

スケジュールは順調

凸

鞍

央錨

鶴見・王毒・羽島・袋井

謎，

▼

袋置は線源︑放射能検出部︑測黒帯

が臨的である︒

定榛罎からなっており︑線源はヨ

聞題となっており︑各方面で地下

下水の不足が︑とくに都市近郊で

水の研究が進められている︒地下

ウ紫瑠︵辮減期八田︑一雷キュリ

騨工場

21脚
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年の技術と信用で
産業界に奉仕する

幽幽

吻
紡晒

水の撮保の方法として現花各地に

深井戸が掘られているが︑その際

盛

圖バツキン
臨ガスケット
翻保温保冷材及び工事
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変貌する

陸の孤島

幅六・五三の原電道路完成
福井県の敦残半勘はいま大きな変貌をとげようとしている︒半島の三三
︵浦廻︶では︑日本原子力発電︵株︶の二号炉の建設がはじまり︑つづいて

島﹂と呼ばれてき把半島に冤購なアスファルト道路が出現し︑海岸ではシー

西撰の丹生にも︑関西戴力一号炉の建設が予定されている︒長い間﹁陸の弧

に見る機会を得たので︑ここに紹介しょう︒

撫1
）
弁入目

㌧
花城橋

％
ノ

北陵一の良港といわれる敦賀市
成を田口標に拡張工事︵細昌ハ六・五

に県の土木那の手で︐彗月半ば完

兀成しだ臨員六・五

諮寓から発継所豪での約九ボ凝
は︑このほど

除蹴道路

︒原電

凝の閃々たる

タッ

のオトシ子
が月蝕万千万円をかけて造ったも

みる紺碧の敦賀浩にしばらく我を

見直なハイウェイーだ︒路上から

忘れる︒

だけ︑日に三回の催期船が敦製と
の間の唯一の交通機関たった︒そ

緑色の迷彩で

致が実現したわけだ︒敦賀市の市
部まで︑海を横切って貞線距離で
八♂凝余︑県道と竣工した原電道
路を通って行くと︑その借くらい
の距離があるだろう︒

敦賀駅から東で十分︑市街をぬ
けて剛道二十七男線ぞいに行くと

は地元漁民に対して糠竃が行なつ

く山の緑と区別がつかない︒これ

二線；

⁝

魯

ﾌ閨閥恐れて逃げないレ︑うにす

観が観光曝業にも一役買っている
ことた︒県としては将来︑この原

躍道路と︑半昂の反対側1関西躍
力美浜発電所1までの照道臼木線

とを結ぶ観光ルートを考えてお

つある宙だ︒芭薫ゆかりの地であ

り︑県開発公団の具体聡もできつ

る色ケ浜の近くには︑原鷹の職員
千三が建てられる予定だが︑観光
客をねらった気の軍い店舗も難ち
はじめており︑以朗はヨ・一鳳平方齎

当たり歯五十円ほどだった地価は
今では一万円でも無理とのこと︒

建設長篇所の職員が民宿してい
るという浦底部落をすぎる︒約千

豪華讐
れる︒だが︑山と山登りとは全

上如実わめたものとよく比鞍さ
い︒いな︑頂上を支え︑栄光の

密も︑預上のぞれとは変らな

くあらゆる研究に対してこの縮

変ぼうし︑こと原子力と名のつ

本にあってはカント・ダウンに

これの食糧禰給運搬などに助力

たQそこに新しい勢の発生を ダーと数入からなる登山隊員と

この蒋︑もっとも注酷しなくて

究御達の群なのである︒しかも

はこの地味な︑あるいは幽い研

蟹でプロジェクトが行なわるれ

分することとなった︒こんな背

小化した国景予算を細分して配

はならないのは︑もし山麓にか

成しないだろう︒だとすれば半

揚にある人達の現役の間には完

動力炉開発は︑い謹指導的立

瞬にして崩れ

たら︑山は一

ない︒そのためには研耳芝と原

均質炉の悲劇は繰返してはなら

れたのである︒関連する学術発

めなかったかがくやまれる︒こ

な開発推進本部の仕事だと一一出わ

ねはなるまい︒こういう開発雄

くことが椙来なかった強力達は

進本部になってほしいのだQ

．
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劇の要望は初めからあったの

く異なるものだQ山登りはリー 旗をかかげるのにふさわしいの

する強力とで組織されている︒

にスロー・ダウンの大勢にあっ

だ︒当時原子力ブームは雌界的

れに飛びつくのは不思議ではあ

告げられたのである︒離でもこ

強力は白樺隊員ではない︒頂上

半均質炉の経験には忘れられ

はその独綱性と合理性とから︑

ないものがある︒半均質炉關発

る豪い︒磁界の注圏をひいたの

去るだろう︒

子力平和珊用のための国家予算

たよりがあっ

残念なことには︑半均質炉の開

との組織化こそがもっとも大き

炉開発壽に望むこと

筈がなかったのだ︒

諸外国の注闘と期待とを一挙に
はこんなとこ

発にはかたよりがあったのだ︒

たた残念だったの

半均質炉計画の敗因をかえりみて
をきわめ︑誇らしげに梁光の旗

当為︑なぜもっと広く知識を求

った︒いわば︑その登場は劇的

謡

して日本に引き霧せた謂爾であ

讐翻覇

蓑︑謂蔽は盛大であったQ一流 技術的にも︑半均質炉開発は立

のたれかにすぎない︒登山に欠

をかかげるのは数人の隊員の中

一悶える程の縮燗さで迎えら

つ現在もあると筆者は確信して

派に存在の価値があったし︑か

とも

の研究者は参集し︑参加するこ

いるが︒

学術的にも︑

とが学者としての生命であるか
に見えた︒しかし今は窪く人も

こに半均質炉の悲劇の最大の要

三陽︶

素があった︒さらに︑さきに述

堀

プに待機している︒

︵東邦大学教授

頂上のすぐ下のベース・キャン

︻投稿歓迎

Oh

艶81
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千五百字以内︼

べたように世界的に原子力平和

︑ダンプカーを

パワーシャベル

遜轍ブルじギ︑

貝が数＋台の

利用研究のスロー・ダウンは日

完成した原蹴道路

科学技術の成功はあく豪でも

ているようだ︒もしそれが実現す

山だ︒頂上を支える山麓の土も

う附く使えば三基は熈けます

ると︑関聡美浜と含わせて︑総出

科学技術はよく山にたとえら

というのが︑原毘大神取三役

れ︑科学技術の成功著は山の頂

後進性があったことた︒

少なく2轟う人は毒素の放粟を は︑研究体制の組織化に非常な
さも講らしげにとりあげるにす

本当に悲劇であった︒実は悲

ぎない︒

よ

ンターが現出するわけである︒

力二勇KWの災原子力発羅セ

ll

の謡︒際電としては一号炉につづ

︾鄭嵩目巴

i原産餐糾室だより一
○ぱ一Φ＜Φロけげ

一Φ

○﹀路5ご繊図つOoりけ︒響けげ

九六六年出一敬︶

的影Z
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晴らしいことではないか︒︵Y・T︶

〆趨順綴蛾齢懸なる︒なんと素

端のセンターと

@燃灘歳馨る鍛先

脳〜難癬エネルギー問題

な変貌を遂げ︑

刀@いた姦奨き

︑編醗㈱て︑忘れられて

このようにし

難いる︒

糠や田家を埋めて

︑土を運び︑渚

︑轟音を響かせ

縦横に駆使して

いて二号︑三号を︑それも五十万

この工事は︑東年から再来錐
にかけて最盛期となり︑原子炉本

た︒

事の概況簿について話し．を聞い

整で︑汀矯瑠勝所長から今後の工

クチナシの彪がいけられた応援

本格工事が始まり多忙の三子Q

KW級のものを設讃できると考え

叡た道路を距てたその反対側・

ながら山を削り

が︑来るHを待つかのように繁っ

体︑原子炉建物︑タービン建物な
どの主要施設をはじめ︑事務ホ館
などが次々着手︑昭和四十四匁秋
には燃碍が袋埋され︑同鋸引には
営業運転が開始される予定との事
だ︒

用︑あるいは職員の飲科水の倶給

み立てを終っているQこれは工事

近の渓流や狼ヶ池かりひか3解るこ

とになっている︒その水眠は百日

広場中央部の山麓よりては︑原
ぬ
子炉那が設けられるため︑およそ

の事︒

くらい爾がふらなくても大丈長と

昂の夜明けを告げるかのようにカ

の掘削が始められた︒

げることになり︑七月下旬よりそ

地下＋膨圧の花騰密盤まで掘り下

えてきつつある︒これができると

て︑だんだんと岸聯らしい形を整

：ン︑カーロンと海巾に打設され

れ︑シ；トパイルが︑あにかも半

荷揚げのための崇蟹工事が臼なわ

サイトの入口附近では︑磁敬物

る︒

所が二擁︑倉庫が一棟建築中であ

地に業り込んだGE筏職員の事務 のためのものだが︑この淡水は附

廓務所のとなりでは︑七月泳現

山の中腹には浄水場のタンクが組

事務所内にPR室も
整地された敷地の一角︑明神岬

堪噺建設事務所﹂が建てられ︑玄

よりには木造作りの﹁原電敦賀発

広大な発電所のサイトが眼前に開

関には．吊睦寓夫妻が観禦に薫れて

癖で︑延へ百四十万平方齎という

けてくる︒以前は田圃だった敷地

山腹を切り崩した土砂で埋め立て

ている︒群勝所内には観光客のた

泰山木

られ︑海抜一一蕎の敷地に造成され

めのPR室も整備され︑職員も︑

一帯は︑箇年十月の離愛妾を機に 詔念掴樹したという

た︒

⁝

地肌が陽光に反射してチカチカす∴

籔雛製饗

俄をわたって右拳の方へ︑道は

わけだ︒

こかわ敦賀発電所への道が雄まる

朱塗りの搭 城 橋 が 協 え て く る Q こ

気比の松凍公園をすぎて開もなく

ており︑遠方からみると︑まった

るが︑この地肌が緑色に溝色され

あとの地覆がところどころ出てい

道賂の山側は︑由腹をけずった

魚をあざむく

の東岸の浦鶴に︑原織二り炉の誘

三斎ほどの小部落が点伍している

発展か6とり残され︑全W⁝で人口 ので︑都内の筒速道路にち劣らぬ

のような半島−敦賀

単局があ・筍︒ここも市の一耶だが

町の西側から海に嬰き嵩κ

際泌として︑貿易が栄え陀町た︒

層︶がすすめられている︒

敦賀巾敦賀駅

やウラジォストノクに連絡する図

松原公園

は人口約五万万千︑かっては朝鮮

将来は大原子力発蹴センター

観光 事 業 に も 一 役

格備
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このように以前は蒲底湾の海水
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本

く親しまれています

敦
色幣

け

三千沖級の船が横づけできる

というから︑醍材輸送も楽にな
る︒

く︑およそ三酉五十名の現場難業

地は様相を一変︑今や警の姿はな

一望の田國︑静寂の申にあった敷
ころでは冷却用水の放水路工購が

岸壁工事現場から少し入ったと

進められている︒

う愛称で広

オールマイティーと

@
，

瀦、

る〃ためのあ︒地元ては

嬬ぜ嚥価
w
軸輪
騨

屠

く・ところどころ肝をひやすよう

原子炉三蹟点の掘削が始められた

〆立石押

敦賀溢を見おろす山麗に入って行

｝・o

㎡＾
晦
｝㏄

卿

雛馨
穣

蔽
鷲崎

獺鱒

湾
手ノ浦，
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艀月3回（5日。15日．25日）発行

動力炉開発

臨監本部

髪

総額六十九・四億円齢
馨方針どおり別枠要求へ

しては．ウラン粉同製贔を︐各メ

予定︒したがって三脚金履鉱業と

スイス国バーゼル宿で開かれるN

間︑欧米の原子力開発事情視漿や

投下資金は第一期十八億円︑第
二期七鰹円︑錆三期十五餓円で禽
四十億円が憾込蒙れている︒

民間出資は難航
原子力船
わが国の原子力第一船︵海洋観

関する民間出資︵二十億円︶の問

測船︑六九〇〇総．ゾ︶紬媛造⁝警鐘に

題について︑角田科学披術庁塗輿
は大屍敦日本原子力塵業会費酬会
長を民間側の交渉相手として折衝
を耽けてきたが︑大屋艮はこのほ

ど︑造船黙界や原子力五グループ

遠聞側としては十偲円までは出資

など関連粟界の方針︑すなわち︑

に応ずるがそれ以上は園難である

て濃縮二酸化ウラン輿望製晶とす

解︑還元︑粉砕︑混合の工程を経

当面の閲題について審講ずる︒

八月瓢十日原子力船難員会を開き

なお日本源子力麗業会議は来る

1

1辱

i

−

が動滑

良研究霊畏︶︑田中五郎︵技研

目張三︵福井県三方部美浜町

興業総合技術研究釜次長︶︑綿

長︶︑安田孝年︵千代田保安用

品営業部長︶︒

万爾＝

璽﹂

八月三十日牛

◇

︵齪林省H農業土木試験掲土地改

醐発銀行調査役︶︑落合敏郎

雛業部技師︶︑岩沢義三︵賑本

長︶︑堀裕︵瓢郵駅工業還機械

浜田栄一︵建材日取編役技術部

所属は次のとおり︒︵敏称略︶

原子力海外視察団団員の氏名︑

ョンへも参加する︑

されるNUCLEX66技術セノシ

九︑十両日にはバーゼル市で騨催

帰国の予定であるが︑この間九月

デン発進所等を視察し︑十月二日

エンリコフェルミ発腰越︑ドレス

ス発磁所︑鷺DFシノン発斑所︑

カールスルーエ研究所︑ダンジネ

ス︑英︑仏︑便︑米などを鷹訪︑

ーン号を見学するが︑以後スイ

にはキールで原子力船オノトーハ

半︑羽田発ドイツへ向かい︑五日

調査圃一行は九月三日午後十晴

力海外視察団﹂を派戴する︑

四日まで︶への参加のため﹁原子

UCLEX66︵九月八日から同十

一︑炉心およびプラント設謝原

水の分解に関する研究を行なう︒

一︑鎚礎研究ガス冷却炉関係
などの研究を行なう︒

ーカーにも納入する計画である︒

新型転換炉

大型ルー

翫炉の概念設斜を行なう︒

型炉の第一次群細設計を行ない累

一︑炉心熱除去実験
プの設訓︑建設を開始する︒

一︑試作開発実験燃料の交換
装置など撮要資料の設謝および調
査ならびにコンポ：ネントテスト

一︑燃料の開発︑模換燃料の鼠

ループの建設を行なうQ

一︑水化学醐紮の定離．制御

を行なう︒

⁝一︑慰フェル︑︑︑炉以外の源 作やカプセルによる照射研究など
外炉による照射の灘備卒行なうQ

動力炉騙発臨時揺進本部︵里長・丹羽周夫日本原子力研究所理箏長︶は八月十六臼闘かれた第九園
会合で︑昭和四十二年度の動力炉開発の資金計画を決鷹し︑原子力委員会に報告した・圃委員会は動
ウム照射済燃料の試験設

プルト一

﹇する・

⁝燃料製造施設の増設の設甜を開始

た実験炉燃料の囲薦化に備えて︑

一γケープの建設に荊塾するQ寂 カル制御にそなえる研究および璽

砿として・﹂MTRに付撃るα など蝉心設計から要請されるケミ

︑

力炉開発関係予算を一般原子力予37とけ別枠で要求する方針を固めている︒
同猷画によると総顕六十九億三千九西要塞︑うち覇速増殖炉関係四十八億七千六街万円︑新型輪換
炉関係二十億六千三醤万円となっており︑特殊法人設立のため約一億五千万円が計上されている︒ま
た債務負担行為額として三十征億二千五間乃円が別途に謝上されている︒

次試作をし水中試験を行なう︒

御安全機構︑燃料衰相機構の第一

︒六億田口︶︑人件鷺二・一一鱈円

へ伝えた

旨を非公式に科学技術庁︑運輸省

また科学技術行︑運輸省は九日

の財魔の返還間題を申心にして民

置脳会談を開き︑原子力船完成後

る︒この他︑加工メーカーおよび

貝体策について審議した︒

臨家患スクラノブの圓収も行なう

聞資金一干留円を確保するための

ノ化ウランから二酸化ウラン粉末 遡を引き受けることになったも

三漫金属鉱業は八月九日︑六フ

の︒なお山田原子力工業は燃料棒

を製造するため︑七月二十π田付
政雁に対して︑核燃料物質加工算

行く人・来る人
核燃料工嶽は茨城県東海村の三菱

ウラン鉱山と鉱区の調査のため

神山貞二氏︑野沢和久氏︵原燃︶

当杵可申舘雛を提出した︒
同社ではすでに昭和二十九葎︑

原子力工業所臨地を日用して建設

専門委を設置戴
いち早く中央研究所で核燃料製造

八月二十六田カナダ向出発する︒

ムリサイクルに関する燃料の冶金

醗寅良一氏︵原酬︶プルトニウ

帰国は十月一日の予定．

力︶︑竹越勢︵電試︶︑武谷清

米︒一爺間留学の予定︑

学的研究のため︑八月十八日に渡

︵塗擦︶︑関忌辰︵三菱原子

加賀山正︵原魁︶︑消瀬量平
て﹁加工施設籔安全基準導門部

蘭欄弘︵原研︶︑西山厚︵住友

九月一巳午後隙麗

原子鋤力研究会

一

恐

鴇

漏

宜査連絡会議

八月三十日午後原産

PS講ンクリート調盃団打含会

後二時工業クラブ

原子力船婁員会

森菰

ーーー

昭︵詰論︶︑混勘洋一︵菓大︶︑

hl

瞥と除子力発電所の比較

を突費︵送料共二街五十円︶でお二

1⁝

j豪でおゆし込み下さい︒謹

滑A系軌における石幌火力発三所 業嘱目舗査課︵醒話五九一i六辮

雷VA︶による経済性分析 Tわ
Vけし豪すから︑日本原子力産職

かしたテネシ︼蓉三篶︵丁

@趾界最大の原子力発臨藤を発 しました︒ご希望の方には複写離

棄置い

と助氏︶は九月三日より約一カ月

日本葦子力腫業鼠議︵会長曹礼

九月三日に出発

原産が派遣す
る海外視察団

島良績︵東大︶Q

電工︶︑西脇安︵東工大︶︑三

伺で発足さ泄た︒

が︑原子力発毛の進展に伴ない核

これは原子力関係機器メーカー

会﹂を設了することを決め︑融雪

氏︶は八月十八田︑下都機構とし

原子力婆員会︵委員長有田羅重

核燃料加工施設等の安全基準を作成
生麗開始の予定︒生離能力は第一

期二酸化ウラン粉宋・無注一一酉

され︑昭和四十六隼閥月一臼から

ナ︑第二期館蔭三首ナ︑第三朋年

研究に沼手し︑昭甜三十四年から

えて蓬々と継備を進めてきた︒六

入り︑現在蒙でこの事業化にそな

分解︑沈澱︑ろ過︑腕爆︑熟分

フノ化ウランを原料として︑加水

工程はシリンダー入りの濃鞭六

艦差響ナというもの︒

き

制整備も逝められ︑塩梅金属鉱業

岡時に三慶原子力グル！プ内の体

撒子燃料工場慰設の詔画を発喪︑

月二十一日には瓢一襲原干力工業が

濃縮二酸化ウランの製造の研究に

三重金属鉱業の臨画によると︑

の成型加工を行なう◎

が二酸化ウラン粉末への転換・製

三菱金属鉱業が事業申請

二酸化Uへの転換

五二億円︵研究費十四︒九億円︑

なお︑資金謝画の墓礎となった

建設費三・○二懸円︑核燃料費○

計画で︑筒速増殖炉と新型転換炉

開発実施項鼠としては主に次のよ

原子力婁員会は今年三月︑動力

を並行開発する方針で︑六月以来

炉開発のため四十二年度から十年

動力炉開発臨時推進本部を聚足さ

行ない発注仕様難を作成する︒

一︑実験炉の設計鮮細設謝を

爾速増殖炉

うなものがあげられている︒

ケジュールの策定を急いでいる

せ︑特殊法人設立までの貝体的ス

が︑総額一千七酉億円といわれる
動力炉開発の艮期構悪粟現への手
既存の

ループで三食などの実験を行なう

一︑ナトリウム炉工学

為を含む約酉億円余を決定したこ

掛りとして︑初卑度に償務負担行

とは︑淳闘される︒

爽験炉周制

原産が二期針画改訂で

民間側の要望
とりまとめへ

一︑試作開発試験

同時に機器笛の開発を続ける︒

とともに焦用施設の建設に庸駁し

こんど臨時抵進本部で決定をみ

購業蟹到四や五・

⁝

た資金語画の内沢けは次のとおり

◇高速避殖炉

であるQ
・甲几億円︵研究費十六・四億田N︑

建設費一二・二鱈円︑核燃料費十九

・九億円︑フェルミ炉讃画への参

日本原子力薩一会講︵会畏背礼

漿業費藤十八・︸長釜で常設婁員会正副婁臓長会議

箭顕︶は八月吾正午︑原産

無費六億円︶︑人件蜜翻雛︷・二六

◇新型転換炉

億円︒

および撚綱部会
を偶催し︑ささ
に科学技術庁原

燃料の簾工施設を婬設しょうとし

燃料国産化の方針で︑それぞれ核

員の浅名︑所属は次のとおり︒

加工施設浦安全墨準蔚門部会委

結論を出す予定である︒

を開くが︑来年二月中には一難の

同導門部会は九月中旬に初会合

めに設けられたもの︒

故防止のための基準を作成するた

に伴なう容器の安全性について欝

び将来の核燃料物質輸送執の増大

したQπ式には株憲総会の隙見を ているが︑それら施設の安金性を
もとにし発令される内閣辞令交付 審査するための指釧の作成︑およ

電源開発総裁に藤波墨継
瞬断開発︵株︶は八月十九日︐

策京丸ノ内の本庸総裁会議峯で臨

藤波収氏略歴

によって就伍することになる︒

明治二十一奪大分県に生れ︑岡
四十四鋸爽大言為工学科榮川漁︑

田本発送躍理撃︑関東配竃副祉長

鴬力界に入り︑大同電力取締健︑

を歴賃︑昭和二十六庫北海道電力

魅力界の長老として活躍中︑なお

会長︑蕪十七年問社編談役となり

酵木成文︵束工大︶︑石田誤一
︵原燃︶︑江藤秀雄︵放鷹研︶︑

●

●

○

●

三菱原子燃料

三菱商事株式会社

幽7

漁灘織灘三二灘薄下灘簾三門欝響舗蝦．＿、

三菱原子力工業株式会社

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

子力局から申し
出があった除子
力開発利用長期
鰍囎煽函樋計画の改議に伴
なう民上側の要
置鼓項とり窪と
・難繊妬めについて瓢議

した︒この絃
匡果︑罠間側の要一
望購項は各常設
委貴会を早急に
開いて審浅し︑

の鉱員満了︵八月二十八日︶によ

蒔株主総会を闘き︑吉田磁太総裁

¥九奪七月には原子力安全研究
協会聡慧長にも就任現在に璽る︒

黶@

＋一月末の改剤

収疑︵北海道電力網田役︶を選任

る退圧にともなう次期総裁に藤波

0

一一

原案に反映させ

ことになった︒

るよう要望する

1

雛

写爽は常設婁艮会・正劉委征野会議のもよう

置σ＝ 9
一㎜

一一

謹菱重工業株式会社

一

一二

重長薔東京5895澱
籍（591）6121（代）

東京都港区萩橋蒙了自1番13号（棄鷺1臼舘内〉

日本原子力産業会．犠
発行所
稽31舞：3月12日箪三麺郵1弔物認可

灘料離婦塁欝脳

昂騨

謔R63号一
一・

日召和4玉織8月25

PWR燃料体

三菱金属鉱業株式会社

三菱化工機株式会社

岬

聞

註
産

力

原

原子炉の安全研究と

の問題を湾えると︑その窺点

わが鳳の第一男大型励力炉の安全性に
一貯無発足したわが眩の原子力蜜全三

ためである︒従って葎度が進むに

1の局地化と輸送に関するその役

紀のは︑とくに初端度は一股的︑

③フランスにおけるMHD発躍の

捌︵G計図︶﹂・M・オークレア

する︒なお対象地域を茨城県とし

つれて再処理工揚の設躍聞所が決

縄協会も︑安全課題の鮮少研鴛機関とし

定すればはじめてこの調査対象地

ついてみるだけでも︑耐震性︑緊憩僚止
基礎飽霊威であり︑腺研︑原燃な

金縛査が実質的に建設許可聴〜本に絞ら
難な闘題に取総もうとしているが︑この

の海洋調査という極めて微妙で実現の困

事業所︵齪千三百に
障害防止法の施行状況

の測驚を行なっていないもの五十

関一九・五％︑教育機関一〇・二

は︑医療機関三七︒○％︑研究機

四や三度における機関翔の構成比

脅機関および研究機関はそれぞれ

間機関が二九％を占めている︒教

最も多く四七％を占め︑次いで民

二・三％となっているQ

また︑放射線取扱主任齎を選任

％︑民間機関三一︒O％︑その二 九％︑一七％であるQ
していない事業所は教官機関︑民

企業が多い︒

闘機関に多く︑特に後者では中小

なお科学技術庁原子力局として

医療機関に多
い施設の不備

は︑今後も引続き擶導を行なうと

璽煎を躍くもようである︒

醤を要する聖業所への立入検査に

は︑未検壷の許可購業筋および改

く方針であり︑昭和四十一年度に

ともに︑取締りの面を強化してゆ

また二百九ナ五事業所への立入

⁝

・

倹査の結果によると︑指摘した箪

ようにしておかなきやと語る︒

⁝

大正十年東京隅等工業学校機⁝
械科を卒業後︑すぐに東京石川

各国原子力発

程により生じる放射性廃棄物のう

よ﹂と軽快な需菓がはずむ︒

この本部は土光社長礁属の部

⁝⁝

科学技術庁辞令︵八月五日伺︶

︵大臣審房付︶山本松夫

理化学研究所監聯に任命する

▽総理府辞令︵八月十七臼付︶

R・L・ストラザノカi︒

る発懸︵南ア・霞力供給委員会︶

照しての南アフリカ共櫓国におけ

ベリソジ⑮鋤力炉の郵入を特に参

躍炉の選択︵CEGB︶D・R・

ンドおよびウェールズにおける発

C・C・スチュワート⑭イングラ

躍系統への統含︵英AEA︶﹂・

ンス⑬改良型発電炉とそれらの発

と将来︵米AEC︶﹂・M︒バラ

メリカにおける原子力発羅一現状

のあり方︵原羅︶嵯賊槻遼古⑰ア

ニ⑪蘭業用原子炉の日本への導入

察︵ENEL︶A・M・アンゲリ

力発電プラントの改良に関する考

の経験を特に滲照しての大型原子

ニァス⑩イタリアの原子力発刊属

安全性の局颪︵泡DF︶J・カバ

原子力発躍所−技術︑経済および

リチャード⑨一次送鷹網における

気発躍の将来︵GE祇︶R・B・

会︶0・パパボリi⑧黒子力−蒸

燈に影響する主要困︵鋤力静科協

ィンランドにおける量子炉敷地選

イツRWE社︶H・マンデル⑦フ

の敷地選競に影響する直覧困︵ド

C︶B︒﹂・シク⑤原子力発露所

関する評価︵アルゼンチンAE

チンにおける原子力発蹴の参加に

CL︶﹂・L︒グレイ⑤アルゼン

長期におけるCANDU炉︵AE

イン④一九八○無豪での︑および

現状と展望︵EDF︶M・マグナ

て若干の業績をあげ︑日本原子力研難所

れているために生ずるいくつかの固臼な

響寒つことが・癒壷獅

装蟹などでは多くの独宮な方策が考躍さ

は︑一つは捜術的に右下され

いるが︑このほど幽ドイツの持金協会と

た炉型武については︑工学

の間に協力の糸口がついたという︒協会

城も明確にされることになろう︒

わが国特有の心理葡及び地理的環境条件

は今年から︑再処理施設からの捕水問題

ど諸原子力施設に集中している地

のためにも少なからざる努力がなされて

などの安全研究の補充的役罰をはたして

れそれ研究開発を進め︑安全性の陶上を

きている︒さらにわが照においては︑蜜

れていることは周知の通りであり︑また

旧ることによって経済的負担冷爵減する

的︑耀境的な饗凶についてそ

望⁝學力開発利翠携る上で
方肉であろうし︑豪た一つは現在までに

国際協力
⁝最蚤裳課題とされでいる も の は

解明された共通授術の上にある︑個々の

調戴も︑詰外国のやり方を参考としつ

展⁝経種の漿と並んで塞諾
特殊事愉による安金上の解決すべま悶題
閾題をかかえている︒また米英置畳など

い︒

に取継むことであろう︒もちろん現在衡

確保であることは︑今さら言う豪でもな

したがって︑世界一閣ともこの一薫に

項では︑施設の不備なもの二十︑

つ︑放射性物蹴の海洋処分について︑わ

科学技術庁叢論力点は︑このほ

が国に適した最初の現実陶な方式を劃刑

そのほか行為および手続上の不備

の安金研究を︑密として鳥飯罰金で精力

については︑接種および数盤の変

はそれぞれ得意な型式の原子炉について

ど今年三月家田現在の放射線障霧

翼詳可手競の未了が四十七︑主任

国鮒々に︑あるいは三際協力ベースで窪

防止法の徳仔状況についてとりま

者の選任届の未了が二十三︑場所

められている新型動力炉の開発における

いまや隙子炉技術の見本的可能性は開

報告した︒

とめ︑八月十八日搬子力委員会へ

これによると同法に基づく放射

ないもの三十︑健康診断を行なっ

八︑被曝線磁の測定を行なってい

していくものと期侍されている︒

速増鯨炉へ到⇔研究のすべては安全研究

ついて罵点的な研究開鞘の努力を払って

的に行なっていることは脚知の通りであ

創①胃

発しっくされたものとすれは︑今後の高

きたこともまた当然である︒

安全間際などは︑さらに暮しい研究開発

扇α①即ズ捗O絃ω巨OげΦ穆︼ρΦHけ
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このような狢力が実って︑現在では︑

h9⑩円

ドイツの原子炉安全協会

るが非常に特殊で興味深い例として︑西

このようにみてくると︑原子力開発の

の努力を要することはいうまでもない︒

巡展に癒じて︑安全研究の進め方も漸次

輕水炉やガス冷却炉のごとく技術的に実

見通しもはっきりしてきたし︑安全研究

鐡された炉型式については︑一応経済的

所数は千三菖二十一︵うち解可九

性岡位尭風等の使用許可届出購業

ていないもの二十七などである︒

が︑それぞれ適当な際際協力によって効

酉四十九︑嚴出三江七十二で︑そ

安金研究の暫頑附な象κ固角的な問題
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の役罰かある︒

率的に解決されることは︑とりもなおさ

その内谷と慧智方向が変わってくるもの
︶

蜜全先日業務を引き受ける信用厚き蔑聞

の颪でも︑現在の原了力施設は＋分に安
ﾖ︿の器旨Φ旨く

安全牲研究の国際分業といった面を壌斐

この協会は間業ベースで原子力施設の

祝する必要が増大してきているのではな

と思われる︒そこでわれわれは︑この際

二狐︑三蟹の防護無置が講じられ︑一応

全を鵜保ずるための︑考えられる限りの

要求を満足している総踊にある︒

蹉億円程度とされ︑今一度は茨城

豊麗

きよし

と纏﹄︑聖なものをつくる⁝

海洋研︑気象研などが調査を分担

甕蒲量器︶の
はし
燧潤

一の増加︶に達したが︑うち昭三 所を機関別にみると︑医療機関が

これら不備の指摘を行なった窮業

駒−■幽︐︐︐讐顧層

れぞれ前無度比八十六および三十
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ず経済的原子力への近道たといえよう︒
じ脚︐ ・︐ −単D︐DD覧曽曽顧・即司り︑鴫−即冒︐冒脚髄噛暫喩噛h声脚二藍■噸D︐D騨D︐讐︐嘗●

馨研寒蓼つ撰竃︒た︒廻して︑鴬遷縫出︒ξとに

旨曽量曽U 噸︑讐腫騨︐D︑▼︑●量P︐り●D

損︑科学技術庁原子力局では調査

の連絡揚所として原子力寝全研究

膿地域を対象に流岡流速︑染料濃

調査研究費用の総額は五力無で

よるものである︒

協会を指定した︒これは一目四十

度測定︑水中放射線測篤︑放出R

研究体制について発表︑調査研究

鰯度に重安協が当閲題について実

1の海水中の挙鋤などについて︑

鼓−
0

一千五営万円の予騨で原研︑東大

行可能な研究謝戯の試索をまとめ
て﹁原子力開発に伴う放射線防護

・

の重要研究課題に資する要望偏と

⁝

いち

原子力本部畏になった

市

勘造船所へ入社︒昭和四年七月⁝

電の問題点など
世界動力会議東京部会

十二

ち︑低レベルのものについては海

蓑者︑所属は次のとおり︒

てみたところではテンポはもうはずっと東京生活で五十年︒趣

＝

O長富窟前付に転任させる︵在

独科学アタソシェ︶蜜藤鐙

旬間メモ

について讐議︒②八月†六孫々九

発のスケジュ⁝ルおよび予算措慮

回会含を開催︑四十二年度の勤力

千万円を掌上︒

｛希少金鷹とその化合物●

全ソ技術輸出公団の輸出入晶
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・餐覧轟鶴

時推進本部口①八月九隊商八回会

▽鋤力炉開発臨

禽を開催︑四十二年度の研究・關

原子力委散会

酉論ハ十五へ桝聖目置数・凡てい︸⇔︒

一

ン②アイソトープ語聾ーエネルギ

炉闘
︵CEGB︶F・H・S・ブ
ラ発
ウ資金訓画として六十九懲四

原子力関係発蓑論文の題名︑発

固

名に達しており︑発表論文総数も

海外からのみでもおよそ七齎五十

ー運営郡企画室長︶豪敵正太郎

世界鋤力会議︵総裁W・H︒コ ○放射線医学総合研究所病院部
ノリー民一1藪︶の第十五回︵東 長に昇任させる︵国立がんセンタ
京︶部会は︑﹁エネルギー利用に

て︑今秋十月十六臼より同一

おける将来の聞題﹂を主議題とし

までの五十間︑菓ゑ港区芝公困の

務取締役︶塚本憲幣︵放嚇線医

洋への放出が考えられるが︑鋸荊

とあって︑原子力への力の入れ

る︒

束⁝駅プリンスホテルで開催され

同蒋別霧員会の運僧方劃として

学総合研究所長︶︑等田一彦

の充分な調査研究が必要であるこ

①新しい発電方法の総含三見通し

⁝

病

例

糊唖

碑

御

団体である︒
や量︐︐讐−脚●可

長︶︑三窄暴離︵象京教符大学

︐燕殺
田比谷三井ビルの露玉に薪設
された東芝原子力本部はユーザ

総⁝

例されたときで︑役員待遇でタ

鋤芝浦タービンが東芝に吸収合

︷三曲之には三十∴ハ年十・月︑石川

い遡撫纏い仕那で瞠総額島芝浦ター

一に対する窓欝として︑BWR
灘
型発露プラントと燃料の売り込

みに備えている︒ここへ来てま
だ一週閥にもならないが︑むや

原子力は今度が初め

みと忙がしい所ですよという霧

橋きん

というが︑ター

ビンの仕購では四十余葎という

て︑ズブの素人

経歴の持ち密︒﹁タービンとい

は︑調査を担出する機関の雑事者

速水頒一郎︵東海大学教授︶︑

︵防災科学技術センター所長︶︑

とから︑原子力婁員会は七月七日

ようがうかがえる︒土光社長と 少し羅まるものと思われる：﹂ 味は碁︵二段︶と釣り︒家鷹は樋 ⁝⁝

︵簸．工︶

圏隔騨■ξ冨﹁瞑腫願10■lll農︐一9■11■1伽1睾二二﹁︸辱﹁11覇91﹁1■1﹁塞︐﹇1︐蟹︐﹁Il﹁﹁﹁⁝巳垂雪1■■1■圏1一圏lI一塁︐︐︐︐︐膨﹁﹁酢二二寧1一⁝辱

IEO器NABEX円Rτ，，（全ソ技術輸出公団）

いかと思う︒

このような槽勢の中で今後の安全研究

廃液 の 影 響 を 調 査
放射性灘棄物の海洋処分に闘する調査研究について︑原子力委
教授︶︑森一久︵日本原子力藤

各研究機関をあげて参加
贋会はこれを今年度から五力隼副画で推進する留決定したが︑各

業会議那揚局次長︶︑矢木栄

り︑核燃料の再処理によって生ず

発雌はようやく本洛化の段階に入

最近になって︑わが園の原子力

を対象に調査

当面は東海沖

男︵ロホ原子力研究所理覆︶

︵爽京大学名誉教授︶︑三下二

研究機関の調斉研究の遮絡場所として指定された︵財︶原子力安
全研究協会︵理事黛・藤波収氏︶では︑八月十九田東還・平河町
の都箭センターで理事会善開き︑調査研究の推逸機閲として﹁放
射盤廃液の海洋放出灘資特別委員会﹂の発足を決定した︒

委員会の正式な発足は九月切旬

なっている︒

に予定されているが︑現在決定し

この特別委畏会の園丁として︑

液を海洋へ放出する掲合の︑周辺
ている特別霞皿会のメンバーは次

核燃料萬処理施設からの放射性廃

環境の安全を確保するため︑その
のとおり︒

愈藩光︵東祭大学海洋研究所

荒川霧俊︵気象研究所長︶︑小

影響に関する二本的な調査方法を

長︶在団正雄︵束獄都立大学教

る放射性廃預物の適当な処分方法

実験について適合的な企訓︑調蟹

授︶︑m三四墜︵立教大学教 揚の建設は︑原予燃科公社が昭和

検討し︑これにもとづいて︑調査

および取直とめを行ない︑安全対

授︶︑田中礁治郎︵東京懸力闘

の確立が急がれている︒三冠理工

ている︒

蹟上の臼効な曲面八二ることとし

学識経験者などから構成される特

桧山義夫︵乗京大学教授︶︑田

は石川局聴代いっしょに働いた Kヨソピ・鑑・をのぞかせ盛人・二男二女・六＋六歳∴⁝
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商武建︵束海区水癌研究所長︶︑

今粘度よの向こう五力妬計画で︑

㎎十六年の操黎開始をめどに︑諮
：ビン事業部長に迎えられ︑取
⁝髄蕎い温度のところがら︑原子
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個計蜘の総含的な企画︑灘銭およ

糊田節雄へ成踵大学教授︶︑藤村

大学︑圏立研究機関︑地元蝦︑原

こともあり︑家た先輩後躍の仲 る︒そのため︑今のうちにウン

て︑実はとまどっているんです ころにはある程度受注がでてく闘になったばかり︒

う︒駿た下 部 機 構 と し て 総 含 部 会

職偲︵原子燃料公社理事︶︑

研︑原燃などが協力して総合的に

鷺鴇鹸難議鍵鞘編略謎鰻

専75部会を設け︑調査の簗施にさ
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ツリウム，プラセオジム，テルビウム，イノトりウム，サマリウム，

または駐臼ソ遮通商代蹴込竃舐（447）3291へ
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聞

業
産

力

三躍力関係暫はこの計画を進め

一基

争されていない︒

建設費は総額四億三千万がた

グントレミン
ゲンが臨界
西ドイ ツ

推し出されてきたため︑墨画が遅

計画は︑この高速炉謝颪が遡癒に

億がにのほる対価を支払うことに

れる可能性がある︒現在フランス

月十器百臨界に達した︒RW封と ーズ︒サービス社はこのため約一
しては︑この発電所は聡気出力一
なる︒

で進められている導水炉には醒気

万五千KWのカール二二試験炉に

出力七万KWのEL−4があり︑

アメリカでは最近企雲斗併が相
ついで報道されており︑厘大な石

媛設申である︒この発鷹炉は工学

ブルターニュ半隔のブレニリスに

次いで二番爵のものである︒

西ドイツAEGおよびアメリカ

油薩巣資本が閥もなく原子力へ手

的にむずかしい聞題があるため︑

五月中の臨界は見込みがなさそう

ていた︒すなわち︑大石油会祉は

ベクテル社が敷地についての調査

プ生恥︶があり︑総画が具体化し

再KW︑田頭覆万事︑アイソトー

三薫圏的プラント︵発馬薩二千ム

の会社が堂配している臣大な資本

力庁と職力庁が合扇で謝画してい

な実施計画はなく︑フランス原子

であるQこの他に露水炉の員体的

初めの計画である一九ス七年四−

を延ばすのではないかと撹測され

検討を行なうため参加する︒とく

ているものに︑アラブ連含の︵発

拡宣することができるだけの能力

成してから二手されることになっ

る主要な権利を買収し︑あるいは

的商工の︑しかも短期閥で収益を

界に達する予定であるQラプソデ

万KW︶があり︑来年の初めには臨

国鍛初のラプソディー︵塞出力二

フランスの高速炉謝画には︑周

ている︒

の点においてこれまでは原子力配

％の出聲金で実施

ィーはフランスから六九％︑ユー

ラトムから三

型炉︵出力二十五万KW︶は全て

している︒豪た︑フェニノクス原

昨年からアメリカの楡子力圧業

業を右望祝していなかったQ

謬ることに重点を酸いており︑こ

しかし主要な皇典翼翼は︑比較

をもっているQ

る烈し−5は︑このEL−4が完

力によっていっでも腺総力におけ

いる︒さらに重塑なことは︑これら

全部化学部門をもち︑局度に組織

ニマイルの地点にあり︑イタリア

に堰水局は︑脱籏プラントの運転

出翻十五万KW︑日産楽座三ヤ万

水輸送施設四千刀がとなってい

化された研究開発を行なってきて

のガリリアーノ︵購書出力十五万

グントレミンゲンはダニューブ
のゼネラル・エレクトリノク社が
川沿いのミューニノヒの西天六十
RWE︵西ドイツ最大の継力会社︶

ミンゲン原子力発雪白︵電気出力

のために建設中であったグントレ

KW︶よりひと回り大きい︒

ニナ三万七千KW︑BWK︶は八
助︵六千万が翻AECおよび内務 なお︑現在世界中で欝設中の原
子力海水脱堰プラントは︑ソ連の

︑ニューヨー

この計画にはMWD︑三羅力闘BN一呑︵発蹴11十五万KW︑田

鞍嵐水局︶となっている︒

鰻約三百二十万昭

・保鰭を行なうため︑建設費とは

いて︑AECは設計の技術援助︑ ク州原子力宇鴇開発局が建設中の

係者のほか堀水工か脱塩顕露につ

別ワクで千二買二十万賭の予算が

が︑その内訳は︑プラント建設籔

る︒これに対し︑薇機関の負二分

が蕊爵九千万妙︑送購設備および

は︑偉力関係︵二億万千刀が︶︑

落︶等がある︒

は急迷に活発さを呈してきてお

リ

発羅所であるEDF−3︵電気出

フランスで三番嵐の商業源子力

初旬に送電を開始

EDF−3︑八月

縢製園

いち早くこれを読みとってUNCフランスの費金で建設されるQ

り︑シティーズ・サービス社は︑

費収に踏み切ったが︑今後はこの

れている︒

傾向が衰磁化してくるものとみら

メ

子力発償所︵電気繊力六万一一千K

ア

初め送電を開始した︒この発躍所

力四十八万KW︑GCR︶は八月

W︑核過熱妓醸内蔵BWR︶は︑

所で︑全出力池転が始まれば単基

としては担界最大の発電所とな

レスト・コンクリート圧力容蹄を

る︒また︑皿DF−3はプレスト

騨

︒

翻

畠

．

●

まノ．は

鍵総譜⁝綴⁝懇⁝懸懇誠鍛灘懸籔饗懇

九 十 万 Kw発電炉 一

談を開き︑発電炉の調達および建

カーにとって必要な事項はまだ口

日産一億五千万辺．を製造
アメリカのメトロポリタン︒ウォーター・ディストリクト・オブ・サザン・カリフォルニア︵MW

もつ大型海水脱堀プラントを建設することに決定した︒このプラントは︑カリフ甥ルニア州ハンテン

D︶理購会は︑総経費約四月三千万が︵千五否四十八億円︶で︑磁気出力九＋万KWの発犠炉二墓を

トンおよびシール・ビーチを結ぶ海岸から二千八百縁離れた海中に作られる面穣四十粁の人工島に建

設について検討を溜めている︒発

設され︑鍛終的には一日当り一億五千万沼︵千ガロン当り二十七膨︶の翼水を製造する︒

のプラントを追加する︒しかし︑

この訓画には発電プラントを運 を建設し︑第二段階で日産一億培
営するため︑サザン︒カリフォル

所有・運営し︑他の一星はエジソ

ントがうまくいかなければ追加プ

石油資本︑原子力に進出か

米︑UNC吸収さる

ニア・エジソン社︑サンジェゴ MWDとしては︑最籾の脱堀プラ電炉のうち︑一星はLADWPが
MWD︵一億二千万が︶︑政府援計上される︒
・ガス＆エレクトリノク社︑ロサ
ン・グループが曲用する予定であ
る︒このため︑鱈力関係者はお互
に協塗しなければならないにもか
かわらず︑発電炉および関連機器

建設のスケシュールは︑設謝が

いる︒

ラントは取りやめることになって
ンゼルス水道電気局︵LADW

P︶の三 電 力 関 係 者 が 参 加 し て お

認可されてから九カ月後に幽幽︑

り︑数年朋からベクテル祉レ牝捌え

て経済性の司能性を検甜してきた

つの発躍炉は禦なった山型になる

の発注を別々に行なう模檬で︑二

欝を関係当局に提出した︒シティ

男られるので︑最籾の部分が完成

アメリカのシティーズ・サービ

ーズ︒サービス社は一九一〇年に

完成までには九カ月以上かかると

可能性もあるといわれている︒入

ス社とユナイテノド・ニュークリ

資金援助 額 が 決 謀 ら ず ︑ 譜 画 が 延
するのは一九七〇年の初めになる

札招舗の時期︑設計の条件︑蹴

が︑連邦 政 府 の こ の 計 画 に 対 す る

び廻びになっていたもの︒
とみられている︒

吏は浅く︑小規模たが︑アリゾナ

り︑飴一段階で人工紬︑二発躍

建設計画は二段階に分れてお

ア祉︵UNC︶は七月初め︑両社設立されたアメリカの石油業募節

ノーザン・ステーツ・パワー祇

いる︒
パスフィンダ
一方UNCはこれよりずっと歴
ーで発電試験

力増加の可能性︑入札に招舗する

つ核燃料会社で最近憩途にのびて

およびニューメキシコに鉱山をも

◇9ーーー

るため︑八月中広田一圃の予備会

いQO9ΦΦ◎QQ◎？99一
さて︑わが国の総命エネルギ

ら最初に数えられたことた︒

ドレスデン第一発竃所の取婚燃料

七月二十山一日電気臨力六千KWで

シノンに建設していた鍛後の発羅
および二上的謂要計簡に七つく大

約二時闘送電した︒その後六千一

はフランス賎力庁︵EDF︶が︑

灘の二酸化ウラン供給契胸を窪ん

七千KWで運転︑現在象でに†四

年末には第二のタービン発磁機が

タービン発魁機の内の一つで︑今

今團送購を始めたのは︑二つの

もある︒

使用した匿界姫初の商業発電所で

万KWHを弛織した︒今後動特性
十避︶二橡を交換するこ た後︑無憂を再開し︑本年末象で

株四十六が︶一株とUNCの株試験と制御部分の調整を行なっ

ズ・サービス祉が同社の通循株食

合創の条作によれば︑シティー

だのもこのUNCである︒

カ
十位にある会抵で︑二万二千人の

ルズに建設中のパスフfンダー原

がサウス︒ダコタ州スー・フぐー

瀬の藍建鑑など・で

いたが︑このほど禽91のため申請・従業員と胸二穏の子会社を帰して

が合紙する恵図がある旨発表して

のコモンウエルス・エジソン祉の

醒取締役入事整畏︶の家庭にな

フェルミ高速炉が初発電

きている︒一ヵ月ほど前︑シカゴ

炉︑田産 五 十 万 沼 の 脱 簾 プ ラ ン ト

もう二十数年も

ー儒給の見透し地図は︑すでに

た︒岡発電所は一九六三年八月臨

米︑出力二万二千KWで五十三時間
エンリコ・フェルミ原子力発殿

これ家で発航を行なわなか凶︑た︒

箔

ある︒

とによってUNCの四百五十万株に金出力運絋にもっていく予定で
を買い取るというもので︑シティ

lAEA理事会︑

動きだす予定であるQ

67年度予算案決定

国際原子力機関︵工AEA︶は

（全ソ技術輸出公団）

輸出晶
張ガンマ線放射原潮バルト6G

漏1グラム当りの比放射能150キ謡り一までで、

菟醗鰹黙︑

電話（447）3291へ

T礁lex

USSR

200，

前のことになる ぐり込みをかけたらしい︒夜も
ずい分おそくなってからもどっ

て糧嚢力発亀の必要性と必然牲

五舘先さまでできている︒そし

が︑私は当時︑関

その翌日の山歩きでは︑ベテ

所︵聡気幽力六万KW︑莇速増殖 界に逢していたが︑照射試験や各

の発電を行ない︑デトロイト・エ

送電を始めるまでに熱出力十万

炉︶11写翼1一は八月五間︑切めて 種物理試験を行なっていたため︑

ジソン証の送電網に電力を供旨し

KWの物理アストおよ

が行なわれた︒プラン

び定常状能の運転試験

高速炉計画に重点
︵醒面出力二万二千K

トは勲出力十万KW

三詩闘運転され︑約百

W︶のレベルで絢五＋

九万九千五酉がを計上するよう勧

六七琿度予鉾として︑一千覆八十

破日ソ漉頭商代衰部

Ub〜R

ZOO

G

子

原

ランの五郎譲が見るも気の毒な

三ナ五年完の頂上に立て︑と

世界中で筒速炉計画を藁体的に進

Id艦974

l
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G

38門舎わせは

お1黙資わせは

全ソ技術輸出公団
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馳曲騨鐵翫闘縛

累御覇求によりカタログを送付します。

よる謝療装躍に比べてはるかに精密です。
＊「Pカス」は禄作が安全かっ兜全に行なわれ、
各種の静的、動的上段のパラメーターを良歯に
設定てきるのか4寺徴てす。

ﾑE6鵬NA旺XPORτ，，（全ソ技術輸出公団）

駒皇O嘱

電話（輯7）329エへ

または

十年︑または二十年︑さらに三十

長を勤めていたQ

について疑うものは皆無であろ

はいわないが︑少なくも十年旨

最近フランスは為速増殖炉諭画

ギリスとソ連で原型炉遣工︑西ド

めているのは︑アメリカの他︑イ

玄る六月開かれた理事会で︑一九
発電か競けられた︒そ

を稜極的に推進することを決定し

仏︑重水炉は遅延の可能性も
の後帯出力十三二三千

万KW11位になるまで

KW︑および二十万Kた︒それによると電気出力二十五

年にかけて実施了る箏業計画も決

％︶増となっている︒

七十四万七千五百が︵八・五五

定した︒黒焦総額は六六隼度より

告した︒また一九六七年置ら六八

がある︒

Wで試験を行ない︑聡 万KWのナトリウム冷却高速増殖 イツの二つの原型炉建設計颪など

ついで清気出力穏刀KWの増殖炉 一方︑フランスの第二世代を受

気出力六二九千KWの炉は一九六九年に建設を開始し︑
を一九七〇年代に簸工する︒現在

けもつと見られている璽水炉開発
である︒

全出力運転に入る予定

＊「ロカス」は用途か広汎て、従来のガンマ線照射に

米容暑蕃は完全に気密
＝線原裂面の湾染は蕾無であることを保証します』

篇バルト60が使われています。

ストロンチウム90，プロメチウム！47，その他

＊カンマ一偏としては、4000キ凱リーの放射能をもつ

．幸ニガンマ線およびベータ線原の広い範囲
昌セシウム137，イリジウム192，ツリウム170，

回転照射、振子照射、およひ回転一収赦騨射を
行なうために設計されました。

：放射能総謝6，000キュリーまでのもの。

ROCU5

回転脚収敏ガンマ線治療装｛澱

蘇ステンレス鋼の二麗アンフワレに入れて供給します。

＊「ロカス」は悪性腫癌に対して、静的昇召射、接触二重、

V／0●

Mo蕊cow

てきた︒

沼津支店畏は同じデベソ・クラ

ほど息を切らしてい

されていない︒私をして雲上わし

う︒しかるに対鍮︑政策は確立

いつも謁いなあと思う

きの連山に立って莞透し地図を

◇◇◎◇◇◎◎◎⇔◎Q◇◎◇Q◇Q◎◇◇Q◇c◇劇。◎◇◇Q…

v／ぴ
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v／纐

東配電の斬宿支社

ブの近隙道央鱈たった︒そこで

ていると彼の瑞登がよ

た︒頂上から見下ろし

逆に山の頂きから見下

り

講藤糞蝿嫌

厩部員たちの懇親ハイキング

足をつっこんだ濠豪︑山の頂上

むれは︑山の麓の石炭の泥沼に

やっと登ったが︑最後

の鰐採に︑昭和三十五葎以来︑

を仰ぎ見タ然裕もなく︑巖先き

くわかる︒一つの瘤は

うのびてし窪つた︒

もたついているのが田本の現状

の朗山の登りでとうと

山の麓から︑山の頂

ろすと登るべきルートもよくわ

読んだらどうか︒平地で見たの

ではないたろうか︒

方も蓄干は調．＋ついていた︒そ

かるし︑力の適当な醍分も考え

とは掌った﹁蒲子や南瓜﹂の景観

きを仰ぎ見るときは︑

の中でも︑山には鼓も強かった

られる︒地図を読むときも︑三

がつかめるだろう・そして原子
を

麟晶

灘憾

秋のある日を期して︑双脚の山

を︑気楽に︑達磨山に登ろうと
いうこ と に な っ た ︒
その前夜︑新密勢は沼津市の

ある旅館に泊った︒汽船で戸 田

港家で行って︑文字通り海抜O
銃から歩くのだが︑かねて中︑

秋山五郎君︵終戦前に上海でご

角点を抑えて︑上から下へと等

ネルギーの︑員体的な総合対策

力発囎を中枢においた︑総禽エ

つたので︑夕食の時はお銚子の

くなった︶のメートルは鼓も上

がより正確にできる︒これは登

高線を見ていけは︑登路の判断

職山で鍛えている連中ばかOた

っていた︒そして旅館たけでは

一

が出てくるだろう︒︵笹森建三︶

物足らず︑嶺時の支店勤務だっ

山の上から見おろせ
山部でシゴかれたころ︑先巖か

を

〜ひ盤
た二年引引の櫃木醤︵現在の東

終戦薦
♂触
㍗ρ

ン帰

＾ケN＼
ど

鰹，．

芝

（一

昭和41銀8扁25B
新
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一

聞

轟

力

大型 炉 の 経 済 性 達 成

子力関係機器塚山給する契約を絃
ハ南方に購入しようとしている︒

予定の大容澱発為所の敷地をオマ
オワ電力鍛灯深履はコンシューマ

ており︑これによって民間のアイ

でき︑束た双方とも大谷敢原腸力

ぶメーカーがどこになるかは家だ

が発電所を所樽︑運転し︑アイオ
発電所建設から期待しうる利益を

！ズ側の低命日という声点を利用

ワ離力鱈灯会社が発蛋蹴力の五〇

謂画によれは︑コンシューマーズ

暫走的なものではなく︑原子力が

％を取得するという協定を採択し

発衷していないが︑囲祉の態度が

石淡あるいは化石燃料との競争に
受けることになるQ

の庶林地域にある敬地は総出力二

電所建設地点にさらに容羅酉四十

縛帯の結果を発表した︒この発喪

きた火力と原子力との新しい比較

刀および轟水式火力の組みへ配せて

を確保している︒全体漸画は︑火

あり︑さらに照胃万KW用の敷地

万KWの発戴所を設置する瀦画で

によれは︑問社は原子力謝圃の採

あるキオウィー・トクサウェで計

いる︶よりも大きくなろう︒

二基の原子力発電所の据幽明建

千が︑すなわちKW当り九十六が

所発含めて

億五千七胃や竃刀八

書嶽発電所は︑南カロライナ州ク

て作る計画のキオウィー湖畔に建

はさらに一年後となる予定てあ

娠を開始し︑第二愚炉の運妖開始

第一愚炉は一九七一隼五月に蓮

以下であると同寸は述へている︒

および水力発躍隣の建設について

︐

は︑連那鷹力委員会の承諏を受け
る必要がある︒

これに加えて岡試験揚が本塁

層︶の位鷹が正確につかめた︒

水爾別の流醗測驚実験を異施

の今回の発注は︑今年すでに行な

われだ発注と考え合わせてみる
と︑石炭価搭がアメリカ国内の平
均よりもかなり安い地域において
も︑電力会祉が原子力発電に経折
山を兄出しているという結論を強

一般的にいって電力会社は大尾

く護づけるものである︒

量の原子力発電所と在来発儀所と
の建設費は非溺に近づいていると
見ているので︑いずれを採用する

◇

この醗哨鍵地の聴色は同社の漂

は四十

可欠です。
＊持ち運びが可能です。
＊輸送が可能です。
＊構造と保守が簡単です。
＊僑頼憔が高度です。

全ソ技術輸出公団

固

一睡飢1一一

書ノli堆脅・わせに；

発孜した︒

子力鵬躍鼓鷹を組みいれたことに

ある︒発電鼓置は三千KWの発鷺

＊

lRA−1

WH社で海底の原
子力前哨基地計画
◇・アメリカ

つくられる棊地の心臓鄙であり︑

能力を有し︑海底二婿のところに

海洋証黙ρに手を染めている
米国各誌の筆顧てφやワェスチン

が発電炉で︑そのヒ部

真の左側にある円曲形をしたもの

すべての動力源の役回をする︒算

グハウス・エレクトリンク社で
は︑このほど︑種々の海洋資源を
闇発するための前哨呈地の構想を

攣

右側の球体は海底の作

にあるのが冷却滅綴︒

業員の休憩所兼中央管

制室︑右端の車輪のつ

いた來物はこの讐捌窪

からの指令に従って海

底で鉱物資源の試料の

手朗は現蔵同社でほぼ

採掘をおこなう装躍︑

八○％完成している深

海麟軌艇ディープスタ

一である︒

計量している折箱出力およそ五十

〜七二年に運瓢開始予定で建設を
保趾は続済性に血擾関係するが︑

発躍を霊剣に考慮している︒これ

万KWの発電属に対して︑原子力

機器メーカー︑燃料舶工業者の

熱血これらの業省の電力毒茸に与

ワイオミングからの高価な石炭輸

は︑新しい水力発電用地の欠乏と︑

えることができる保翫は︑一庫前
と比へて大鰯に巡んでいる︒この

同社が原子力以外で発鷹を行なう

送費による︒アイダホ鷹力会社は︑

ことは︑皿要な設講の遣歩︑改口
に自砧を持っていることを反映し

という決定を行なう雛率は︑ほぼ

ている︒この点は︑いずれの会祉
における評価においても礁要な囚

オクラホマ・パブリノク・サー

五〇％であると述へている︒

ビス社は︑一九七二年または︑一

辮料サイクルに関し民間の取引
きが行なえる機会が急激に開かれ

四＋〜五＋万KWの原子力発羅藤

九七三算撞業開始予定の電気田力

建設の可能性に関して︑建設業暫

たので︑陛時運は薪工揚︑新設備

ての決定を急いでいる︒さらに︑

揚禽の問題は︑比薩的低価格の天

と鋤一回の懇談を行なった︒この

に対する投資︑操業の拡大につい

い︒醍業界におけるその兆として

新しい狙織が生れるかもしれな

獲得できるか否かということであ

然ガスが︑口強所の耐久期間だけ

だけである︒

＊

を紹介し京す︒

九月五購︑二十五日磐で原子力船

一薗をもって終了しましたので︑

原子刀発蹴遅めぐり

＊

との閥で︑予彌胸検討を行なった

現在のところ︑原子炉建設業者

なるとみている︒

三無には︑鷲しい発囎所が必要に

きがし始めている︒岡祉は一九七

Wの原子力発電所の適嶺な用地を

社は︑電気出力五十万〜六十万K

インディアナポリス電力聡幻会

るもようQ

る︒決定は一九六八隼蜜でにされ

シティーズ︒サービス社︵本号島

な例である︒

と語っ

齎参照のこと︶が出現したのが空

になり黙ると冤ている︒

の建設候補地を検認中である︒

た︒開講は︑現在︑十〜十二ヵ所

今後発注が続くとみられる数女

今後の発注見通し

困子が決定的なものになっている

かの決定に際しては建設費乏朋の

子てあっκものと思われる︒

τVAおよびデューク竃力会U

ている︒

あるとデューク電力会社は発擬し

の燃料袋荷費は四千六十九万冠で

る︒この二つの発電所の第一炉心

設される予燈である︒ダムの廼設

河およびキオウィー河をせきとめ

レムソンの近くに岡社がリノトル

＆W社が握当する予定の二塾の大 設鮒は︑きわめて安い︒邪聡変電

原子炉蒸気発生系譜の製作をB

＆W︶祉に島崎した︒

ク・アンド・ウィルコノクス︵B 画︵七懸が以上と岡祉は晃積って

用を決定し︑製造会祉はバブコソ

は︑書籍が本年初めより行なって

数週間醜に︑デューク鷹力会社

⁝機器の進歩が採否の主要な因子

建設費KW当り96ドルが麗麗

勝ったことを示すとみて闘違いな
い︒現在︑虫装な線子炉メ⁝カー
に児積依頼が行なわれており︑バ

に罵績轡を入嚇したいと述へてい

ージニア電力会社は九月一鷺まで

た削画にこれらの語蜘を加える

年頭から既に壬二百万Kw
このところ︑原子力発竃所の発注発衷の間隔がより短く
る︒同社の認幽によれば
年に建設開始の予定である︒シノ

ん穴七

と︑欝欝までに決定した発電所は
十八猛︑合謡嵐力は千二営五十万

KWをはるかに上刷ることになろ ピンゲ郡ニューポート・エユーズ

いが︑狛剣に岩子力発電を検討し

衝五十〜三百九十万KW繊度の発

うQむろん︑将京の児当はつかな の北方数マイルのジェイムズ河欝

ている電力会仕の数は多く︑しか

電所を設置することが灯能であ

することに関してネブラスカ蜥躍

河駐四＋万KWの発竃所を建設

供給しているが市北力のミズリi

び市外腸辺の小さな地城に塩力を

オマハ竃力臥は︑オマハ巾およ

という餌拠がある︒

オマハ電力鼠の蟹醐も明磁である

童た︑コンシ識ーマーズおよび

る︒

もこの中には最近まで原子力発電

っていなかった会筏が多数含締れ

に汗して単に学鶴的な関心しか持

ていることが明らかである︒

この数週閤に起つだ撫欝欝の全
俸的な影響は今後長い月日が経κ

が︑以下に︑直ぐ現われたいくつ

ものについて述べる︒

かの結渠およびこれらの恵干する

力調査委員会の三岡陥を得ている︒

か︑またいつ承認するかは別と

連邦電力委舞会が承認するか否

カーに個別発注方式で冤績瀞を斑

圃区は︑この夏の終りに︑メー

まずγ敵シンチレーシコンの

欝原市は入口約八万五千人で︑ カウンタを使って一月放同門が

ド︶地区では根

省原て行なったこれら薫つの

し︑予想以上の結果亭得ている︒

の計画があるが︑それらをつぎに

プエルトリコ水資源局は︑先

述へよう︒

さる六月︑デンバーにおけるア

いくつかの建設業者に二つの原子

メリカ原子力学会の会合で︑PP 々月︑軽水炉製作四球および︑
＆L︵ペンシルベニア鷹力羅灯会

炉の入札を求めた︒一基は︷九七
月に運転開始予竃で︑もう

基はさらに一年後の予定であ

︸離

社︶は﹂九七〇無代中ごろ豪で

に運転される藁の琶万KW原子
力発場所を碓設する計囲であり︑

アイダホ万力毎戸は︑一九七〇

る︒

974

Telex

USSR
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G
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なり︑かつ︑単櫨出力がより大きくなってきている︒六月

中︑下旬のうらに発注が行なわれκり︑あるいは明確な建
設計画が電力会社によって眠目された原子力発蹴所は七つ

下これらの謂画についてニュークリア・インダストリー認

であり︑その禽訓寄黛は 五 箇 四 十 1 六 資 万 K W で あ る ︒ 以

から紹介するQ

TX紬二猛ム罰定格廉出力 の四十万KWの原子力発臓所二親
コンシューマーズ︒パブリノク

隼に運転開始

のアイオワ電力門灯会筏との共同

の六十〜七十万KW原子力糞霞所 ないと明らかにならないであろう

電力区︶口一九七

・パワー・ディストリクト︵公鴬

二篇十二・ル万KWの原子力無謬 を発表︒
所発注︒ 一 基 は 一 九 七 Q 無 ％ 成 予
定︒他の一墓は一門おくれ︒

デューク電力会駄獣塞余計定
格旺味出力酉六十四・四万KW の

ホ琿の初めに発注および内定し

罰画を発表︒

低炭価地域でも十分競合
︿7Xに闘する蛋は本紙七 墨電の比較﹂︵英文︶で詳報され

して︑湖は匿大な火力発電所群の

う︒デ晶ーク眠力士祉は︑原子力発

冷却水源に利用されることになろ

すよう要藷する予走であるQ
コンシ︐一ーマーズ竃力区は︑ア

研究出始め︑翼然放射能による では昭和竃十六離ごろからR工 水運念んだ脳があるか︶を醗査

年からRIによる地下水調査のるという︒このため︑阿試験揚

その後躍気探査法︵水を含んだ

齎の所に︑この

方街道の南一三

次に︑すでに掘られている深

米国におけるR
は︑休家せて頂き

七〇年代初めに運転される原子力
発露所の発蹴コストは閥ミル以下

ボルトの範囲で作秘します。
＊高速工程のレントゲン撮影およひ，細部に
わたる欠陥のX一線探知に爾います。
＊不透明隅況に晶ける醐速工程の研究には不

（全ソ技術輸出公団）

＊世界蝦小のX一線控躍で、200十300キロ

インパルスX一線装置

服装麗A麗X隙P・

v／鯵

陳子力発電所発注︒完成予定一九
七一奪および一九七二年︒

バージニア電力電灯会祉罰一九

七一隼運娠開始の七十五万KW 原

オマハ︒パブリノク・パワー・

子力発竃所溺峨を発表︒

月五日号︑原子力海外箏情七月号
バージニア竃力電灯会批は︑電

ているので参照願います︒V

デでストリクト︵公鴬蹴力区︑電

おける石炭火力発電所と櫨子力発

および︑﹁eX馨甲X系統に

︑ざ︑ざ︑寧︑§︑ざ︑鰯

気出力七十五万KWω発電所の原 イオワ電力電灯会礼と協同で建設

れる組織︶艮一九七一年％成予定

力区は州特慰法に猛ついて設立さ

︑︑爵︑ざ︑ざ︑詩︑ざ︑翁︑ボ︑ざ︑§︑ボ︑ぎ︑§︑§︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ぶ︑ざ︑ぎ︑
ごろからで︑その歴史はかなり

定︑地塁構成︵地下転層の所に

宵い︒しかし︑地下水の開発で

した︒大昭漁六暑井戸や須津中

農林省照臨土木試験揚︵平塚

水脈の探査やR王による流騰測によるあらゆる技術を導入して

市︶は︑七月末わが国で切めて

R王をトレーサーとする地下水 最も駈要といわれる地下水探査

ている︒

定など一連の探査方法蚤開発し 調忘し︑かなOな威果をあげて 学校漢弁戸などで実施した結果

癌と含まない属との比抵抗の差

四月︑新しく開発した深井戸地

レーサーとし︑垂ぬ流懸を測定

下水澱測定装躍︵ヨウ素餐をト

一役買う

する装躍︶で︑この地区の各帯

た︒この結果着

水資源の醐に

籍須津︵・

の製紙会社があり︑畢くから地 断溺や磁裂がある︶を調査し

大昭和製紙布始め︑大小約三百 著しく増大する地煎︵ここには

この地区の滞水腰︵水毎含んだ

試掘によって行なわれてきた︒

は︑主として鰹円家の推竃と︑

そこで今園は岡

を瀦罵して地下水の賦存度を抵

いる︒

納めたという︒

試験揚土地改良

定する方法︶が開発され︑水資

同試験場が調査敏物尋受けた

鮭測驚実験冷行ない︑好成績脅

第 一研究塞︵落

源開発に懲要な

電器物質が利馬

R亙で地下水賑探知

静岡県警原地区
役割を果してき

下水調査につい

爾の位地︵深さ︶︑絶水溜の流

街道に沿って二N︵N網田然計 突験の紬果︑水脈の位地︑帯水
題と買剣に取り組んでいる︒例 数︶の強放難壁帯が発兄され︑

充市役所を中心に水熱源確保問

が悪く推定の域昂一脱し目なかっ

といわれ︑RIもこの分野で大

しかし︑これらの方法は精度

されるようになったQ

た︒とくに短気探査法では地下

用深井戸︵深さ穏−自判齎︶が

いに滅やくしている︒

会が正確にわかったため︑今後

佳宅で使用する

沢山掘られているが︑これが何 井戸や新しくボーリングした井

豪した︶

王工榮利用

︵連載中の

は霧効な掘井計画が立てられる

紬下水の不足が

水が比較的豊蟹とみられる断騒

と一本六酉万円もかかるといわ 戸について︑地表かり潔さ璽二

一つの方法として工糞用・農業とに成功した・

間題となってき

地下水脈や亀裂水など狭い鯖囲

れ︑ポーリング地点を誤れば何 十齎あたり豪で︑順次コバルト

えばこの地域では水贅言確促の 断暦地下水脈の査読をつかむこ

ており︑とくに都市近郊での水

の測定が難かしく︑直しい狡術

最近︑工揚や

て紹介しよう︒

I卒莉用した地 測定には色素や

調査を中心にR た︒窪た流水鐙

で田田してきた

懸敏郎畢艮︶が

協〃％〃7鉱グ％∠ク勿∠ク物〃％∠クを％〃㌦グ

の軍期開発が望豪れていた︒こ

儲ゆ捌淋姻用⑯

贅源確保は急務となってきてい

〃％〃％〃％

子

原
ク％〃％〃％グ物ノ％プ物グ％グ協グ物〃％グ％グ
る・わが圃で地下水の科学的調

60による敬乱γ線の強度卒蘭
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早かった国産化達成
金属Uへの転換はN F S で

一

一一＝＝

＝＝＝一
＝＝＝

＝一一＝

一甲回：一一

グ現場で︑もしマムシに険

・一問開門噌一

さん出るシーズンで困ってい

騨一目一一■︐

このような粂件ひら︑ボーリ

たら︑血浦をつつにも︑まず︑

曽一一胴一帽 一

樋

ここ斑月後地力は︑一見した
る︒ちょっと山奥へ行くと︑京

駅≡．一．≡＝一＝≡
ングはたくさん月てない︒これ

郷でできのボーリングの深さは

について︑橋本駈長は﹁隼闘学

ところ︑東濃地方の丘陵地帯と

﹁い

都肘のチベノトといわれるとお

浮揚からジープが侍機している

ているが︑叢近．村ごとの離村

二一で︑たいへん藩閥かかか

が多く︑部洛の跡矩談．Φで西部

り︑十和たらずの部洛沙点在し

層としても一結闘に十本しか打

約二千研で︑一本平均深さ二甫

で約一遡闘この都浩で泊合った

ン〃の様子憂塾している︒仕購

もる︒したがって冬は座外作菜

ンがある・これは束以からきた

ムシのはいったウイスキーのビ

闘．窮揚所の隅には︑飽きたマ

もかかbる・一日一回は生命の

行く原燃探鉱マン︼

︻写典は奥丹後の幽の申を

κ酔

る︒奥深い山でなら完全に命に

ができないとのこと︒さらに秋

お客様におみやげにでもと醸い

危険を慰し筍という︑事務麟の

河灘工は昭和三十八鋸︑B蕊W社

る乙補技術導入を結んでいる︒

一方︑今年になりB＆W挫は板
状燃科の製作を中止すると発衷︑

一

：＝P醗

わらないとし︑また叢近︑中電の

一

＝＝一

町の日本都甫センター別館講堂で

十一臓午前九時半から︑東．上平蒲

昭和四十無肢涼子動力研究会建側

理︑遮へい二二︑プラント︑梅処

奪会を⁝⁝鮭︑原子炉安全︑保健物

理︑廃葉物処理︑謡公諸諸︑コス
トの八クルーフから活動荻況につ

英AEA今秋シンポジウム

日本の参加を要請

英腺子力公社︵AEA︶は今杁

ェル研究所で欧州原子力機関と共

九月二十八臼から三田闘．ハーウ

催でアイソトープ発践滅瞭の日田

このほどわが圏の参加を求めてき

利胴シンポジウムを開催するが︑

た︒詳細は原厘国際課家で︒

煉産通信

④ 蝉

☆関西原子力懇談会は八月二

学技術センターとの共醗で福粥鍛

十三田から二十六日凛で︑大阪科

庭電化と原子力発聡一と軽して二

小浜︑美浜方麹で﹁農業篭化・家

二講敵︑醗面会を開催．

ー畏盛装支部

は八月十一田から

☆中部原子力懇談会P臼センタ

で隙子力展寛会を開催︑入揚薔洞

十七日窪で︑飯田市追手町小学校

八千名︑

☆原陸の蜜全特別研究会SA

F温フロジ鳳クト小量貝会︵主査
内田秀雄東大目論︶は﹁軽水型開

鉱炉の後備安全防塵茨躍の研貌﹂
と題する報瞥轡㌍作成した︑報告

むきは荘子富力開晃課萩で︒

欝は欝六や蜂︑順領千円．晴雲の

国三十分︑胆石泥手術後︑急性腎

岩国 保衛翫︵住友原子力史京
支社総務課長︶八月十三日午朗九

臓病のため死去︒四十八歳︑

ーーー1一査YA−A一

櫛難麗

噛岬㌔︷﹇三二﹃・︷︻﹇毒ぎ・三塁一匹〜・︻ヨ謹＝・・一二ヨゴ＝・・

A晶出

また眩駐日ソ蕊通醐代衷国電．

よく似κ感じた︑さっそくこの

やいや︑探鉱現漏は︑非常に園

劇さながらの

獣たこの地方の天候はかなり

睡︑マムシを二十匹つか謹えた

ジープでは行けず試薄霞の運搬

がってボーリング地点までは︑

は面降りの日か多く︑一日に一

ている︒奥丹後甥拐所には︑マ

人々の話・マムシこそ一番厄匝

：＝二

ではかりはおれない︒ポーリン
一一：一7一

れ︑凝塊の遅れは旨々となった︒

測鰍決定に対して中二本庸を訪ね

この年会は今年で三圃劇である

いて発喪か行なわれた︒

が︑ム﹁後原子力の各分野がますま

に用いられる三諦性かあるVさ

ル社が開発した臭化エチルの合

いきんアメリカのダウ︒ケミカ

す専門化の度を加え︑異った専門
家の闘では︑島葉か雌じなくなる

合成躍の企黛

ンのオクタン価向上に一役買っ

ろで︑この臭化エチルがガソリ

係番から澗く評価されたVとこ

その作業鼻声のち密さが同社関

の日米放鮒線化学ヤミナーでも

社の謝騨擁に近似し︑譲る五月

が︑その醐果はダウ・ケミカル

モデル建設蟹などの試輝をした

漬好し︑昨年その製造コストや

は腺麓の放射線化掌研究会でも

化第一号といえよう▽この力法

で︑放射線化宇

ルト60のガノマ線螢轟てるもの

素とエチレンの混禽気体にコバ

成法もその︸例︒これは晃化水

ような重態も考ドんられるので︑そ

こでとくにこの無蕪は各分野の人
々がおたがいの﹁琶巣﹂僧交課し︑

たものとして汀説されている︒

その恵味僧理解しあう揚を提供し

なお昭和四や年度定例研究会年
会報缶書︵定価千五袋縫︶が発売
されたか︑瓢盤のむきは原産原子
動力聞耳課まで︒

福井で第12回原子
力セミナー開かる
科学技術庁では八月十一︑十二
の二日闇︑福井市佐仕枝晦の南国

ナー﹂を開催した．このセミナー

銀行本店で﹁第十二圓原子力セミ

い▽動力層用ではライバルの原

ていることは案外知られていな

お間合わせは

印象を橋本所長に思すと︑

難な所です︒山が急羅針で作業
てない﹂という︒

グ現楊のあたりは︑約四醗脚下

厳しい︒冬は盤が多く︑ボーリン

ゴーストタウ

粂件は購い︒象濃のウラン探鉱

は丘でやっているようなもの
腿拐後にはそれほ

だ㎞との返鋸．

マムシがうようよ

も大へん限難た︒山の中は︑ほと

回は必ず降る︒朝︑快晴であっ

ムシ三豊あ．㊧ので︑精力の弱っ

で気をつけねはならないことた

姫戸奥丹後の厳しい現場

とMTR畷蝋麟の製造妓術に開す んど人力に頼っているが︑試瞬

ても︑昼ごろにはドシャブリと

た都会の人たち耐どつそここへ

騒騒
機はバラバラにして犠泌機を使

いった悪天候に変わる︒ボーリ

足をはこんで下さいとのこと．

力の三社に遡江し製造させた︒古

って巡ぶ︒つまり︑これは索道

ングに心掛けて行っても︑これ

一一一謄一階︐

とい3﹂も︑マムソ︑美しんそつだ・

じゃ大変凶⇔と遡勝所の人は口

一

中電は︑三鷺県側が事実上仲介

て﹁現地においては断圃として実

原産原書研定例年会
日本原子力産業金上では︑八二

盛大に十周年記念
パーティ開催難燃

一；帯一τ

機のローブに機器をぶらさげて

このため國薦化がいそがれてき

響一幽需一一

の手愚引くことになった紀め磁接

力をもって陽止する﹂との抗謎文

工が受薄したものである︒

これにより中麗ではこの方針に

窯

沿い約二†人の礎盤と麩薔を現地

斗

原子継料公社の聯立十周年記念
パーティは八月十日午後五晴半か

＝一；一

山から田へ運ぶというもの︒そ

を古河羅工︑住友金製︑三養原子

︵ただし果然ウラン便罵︶の製造

2燃料の仕様と同様の模擬燃料

るためにも︑まず原研はJR衆i

M聖R用黙料の製造技術を確立す

ことになっていた︒さらに京たJ

古河躍工は八月十九田︑臼本隙子力硝究欧のJRR12用 七次燃糾から瞬産燃料を便用する
第六次燃料二十四本︵一炉心分︶の成型加工を受注したと発

蟷工が京大炉の二次燃料を受幽した例かあるが︑今圃は大型

蓑した︒研究炉用燃料の一炉心分の国厘としては︑先に住友

を借り受けるが︑スクラノブは晒

一

とくに︑現在︑マムシがたく
胴﹁一脚

﹇炉心分二十四本の成型加工につ 区に建設を辮画している原子力発

現地の了承を得なければならない

を加藤副社長に手渡した︒このた

実験の段階であり︑臨謙への応酬

一

をそろえていう︒

讐一一一一需

約二十臼間はかかるという︒
画一︐帰︐一徳一一冒一

需

れでも試錐機のすえ付けには︑

末︑原研は︑住友電工︑古河柵

た︒そこで国就化にそなえ︑昨璋

工︑箪淺駅子力工業の三社に丁R

雨撒計の扇情を中備している︒

に向け道路測羅︑波筒訓︑風速讃

しかしながら︑掬島町線発反目
濁鍛協職会は︑どのような状態に

電所は︑地元の一郡の反対で難航

段階に入ったが︑早急に幽島町の

め中門が測歳を強行すれは掘含に

一和闘十五薙の冗成は不可能と見ら なろうとも地元民の反影態度は変

魏翻三重県側は仲介を断念

難航する測量開始

R12の試作燃料六本を発注︑五
月十五日に各自製作の国産鮮溺三
本が初めて年若︑炉内照射テスト

一日︑各礼の試作品とも検査に合

が実施された︒その紬果︑八月十

しているが︑さいきん地元説得を

了解は得られそうになく︑原発建

の購態も誘えられる︒

よっては驚禦権の介入という最患

入に頼っているとのことである︒

たもの︒セロトニンは強い副作朋

ら国国プリンスホテルで盛大に胴

じめ殿参両院議員︑原子力薩業界

催された︒禽田原子力委螢長をは

高等学校の教賑鱗らを対立に︑原

は福井楽および石川難の中学校︑

の名出︑各冨庁職撮︑大硬館開係

子力と瀟油も︑アイソトープ利

用では仲農くという所か︒

USSR．
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P

研究炉の窩濃瀟ウラン燃料であり︑漫切回七次燃料から国薩
の謝園であったのを︑予驚より彰めて達戒した点も注圏され

から田本政暦に賃貸されるが︑従前とちがい︑原研に製愚を納

る︒また︑素材の濃編ウランは米圏腺子刀婁員会︵AEC︶

入するまでの震任はすへて古河鷹工か負い︑六フノ化ウラン
から金属ウランへの転換については︑商米契約によりニュー

クリア・フ凱：エル・サービス︵NFS︶祉に婁託された︒

古測躍工が受醜したJRR1ら2
金属ウランにして約六謎肇︵こ
酬い阪状ウラン合金の全憂九十

燃料彬はMTR盤で︑十七枚の細 のうち製品としては四・七番撃︶

蝋せずに懸河聡工が保管する︒

古河電工としては︑今無十一刀

二︑四拶の四角形に成型加工さ
れる︒日米 貨 繊 掘 建 に よ っ て 米 A

ては今月中には科学技術庁に対し

の成型加工を行なうが︑同社とし

覚Cから儲り受ける局濃縦ウラン 下旬ごろから武山研究所で同燃料
︵九〇％︶は︑凸河電工が田本政

府と契約して借耶するものである

が︑AECからは六フノ化ウラン て︑核燃料加工那業所としての認
可をもうっために欝可印請を行な

臨錨騰。にかる
かるために開かれたものである︒

全ソ技術輸出公団
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歪聞し

子力の正しい蔦蔓知識の難曲をは
千名か出儲して祝った︒

4，000

髄

者︑公祉難業所地元闘係者など約
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統計学と確率論に関する第5回バークレー会議

の形で貸与されるので︑ム河聡工

中都電力︵株︶が一二狐県度会郡

つづけていた三重県が沖介の手を

設に賛成の紀勢町働から調査をは

南島町と紀勢町に豪たがる声疲地

八月から本格的に現地を調査する

引いた︒一方︑巾躍加藤鵬祉長は

じめ︵このことは三重県勤層はじ

JRR12燃料の鰯産化謝醐格
でしたので︑原研が三社に対して

はNFS礼との契約によって︑金う予定である︒
属ウランに転換してもらい︑それ

を三脚NFS社から引き取り︑つは︑当甜︑錆六次燃料まで米バブ

撰発表したが︑しかし南島町の一

め全闘一三に通知ずみ︶︑調査に

コノク＆ウイルコソクス︵B＆W︶ いて入札を求めたところ︑古河罎

部漁業関係者の強い反対のため痴

づいて武山研究所︵神余川県横須

オキシ・トリブトファン︶という

︵心臓停止など︶を伴うのに反の可能性については史に多くの研
究が必裟たが︑放射線防護︑治擬

的拡大を示唆するものと︑大きな

八つのグループ
活動状況を発表
並行して衛鋤町との了解工作をす

妊の成型加工したものを黛擶︑第

纐藤麟欝購難

塚本惣南氏︶は八月十二日﹁放射

アミノ酸の一種で︑同研究所の障

し︑5HTPは悪作周がほとんど

に希畢をもたらすものであり︑ひ

は生体内で金成されるが︑また化

特微をもっている︒この5HTPいては医学への放射線利胴の飛躍

ない︑荷効蒔間が長いことなどの

すめると七月二十七日発表した︒

黛は現在︑開始されていない︒こ

賀帯︶で燃料極に成型加工したの

年四月十万日︶するという形をと

ち︑原研に納入︵期限昭和四十二

るが︑これは発全なコマーシャル

貿

ペースによるものである︒NFS
社との契約 等 に 関 す る 代 理 業 覇 は
臼商があた っ て い る ︒

なお︑濃縮ウランは︑AECか 写爽は古河躍工が成型加工することになった誘RR12の燃料馳 の結果︑下職が予定している昭

実験の鮮細は︑九月十五賑から

なく生顔されていないので響ら輪

授らが発見したセロトニンとい

新潟市で行なわれる日本放射線剛

響学会で発表される予定である

う︑やはり放射線に対して防獲作

体である5HTPがセロトニンよ

矯のある物質に注硬し︑その酌昆

つて西ドイツのランゲンドルフ教
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放射線防護に新薬
放医研︑5HTP︵アミノ酸の一種︶発見

線に対してきわめて強い防護作用

瞥基礎研號鄙第一研究窒の整長・

これは5H弓eP︵5ーハイドり
ロ優筏たものであることを発見し が︑いずれにしてもこれらは鋤出

をもつ物質を発見し︑動物実験に

申村弥簿士︑小林定欝研究貴らが

放射線医学総合研究断︵所長・

よりその効果を確認した︒その三

同研究窯ではかねてから︑放射

中心となって発見したものQ

関心と期待が寄せられている︒
であるが︑圏内では一般に隅田が⁝

（今秋出版・ご予約受付中）
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将来は；基設置へ
鯖二の原子力センターとして脚光を浴びている敦賀判赫には︑鶴号に紹

介したB本原子力発鷹︵株︶の敦賀発電所とならんで︑関西電力の美浜原

弁天撮から杓千競の丹生部落

よしだ︒応擾盛と並んだ次疑

整の意からは︑丹生涛が一望のも
とに就農され︑ほぼ六〇％終った
取付道路︵橋禦︶の橋脚工窮状況

も手に取るようにみえる︒

がみられ︑奮手には発懲所サイト

橋齪は丹生湾入口より発徽所サ
イト豪での︑約四酉五十纏を海中
に新設されるもので︑輔賃五・五

欧州原子力激闘のサイベルスド

た後︑わが国の参加が決建した

がほぼ留立し食品照射実用化の

可能性︑消費の安全性の見透し

理のいくつかについては技術的

原子力研究センター内に食品照

な努力を重ね︑カールスルーエ

領により研究体制の整備に酒備

て将来実用化の可脂性の範囲を

限られたものである︒したがっ

では︑その項圏は補肥のように
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薩憲鐡
ルフ︒フルーツジュース照射研

ジャガイモ・タマネギなど根菜

時期が近づいてきた感が深い︒

体化するきざしが躍められる点

次に麗業界の反嶋が次第に︹ハ

の急速な発展が予想される︒

嚇の新研究駈を建設中で︑今後

は低線羅照射の遺留徽生物の問

ひろげるためにも︑また一方で

究解物の婁照会が現地オースト

国際原子力機闘︵王AEA︶ リア原子炉センターで開かれた

除︑魚介頬・果実類の回線盤︑

類の発芽防止︑穀娘の虫宮防

ャガイモ・タマネギの発勢防止
らの実用化が窟望であることを

琿など各国発表のデータはこれ

はっきりしないため︑従来産業

が注闘される︒経済陶兇通しが

性が認識されている︒

らびに化学的な甚礎研究の璽要

制の観点からも︑徽生物学的な

題を中心に安全性確立・法的規

O︶の共催で︑去る六刀六日か 驚く法的解可を与えたソ連のジ

および国運食糧農業機構︵FA のに出温し︑次いで糧界で最も

を鼠約とする放射線処理の継当

最後に指摘したいのは︑食品

で開催された食晶照射に関する

照射の研究・開発における一際

ら十日蒙で西独カールスル：エ

いが︑来剛の食肉関係︑オラン

界は開発に殆んど関与していな

される照射食品の国際鎧易に必

ていることで︑ことに近く予想
る大規複照射のバイロソトプラ

立てる上に各国聞の協力が要請

要な国際的な法的規制の方策を

協力糟報交換の必要か強調され

ント計画が進められている糎様

されるのは当然であろう︒この

ダのジャガイモ照附などでそれ

示している︒

研究所をモスクワに訪問したの

を通じて提出された六九編の総

等海外の働口順照射の現状︵−︶﹂

顧際シンポジウムは︑各国政府

説発教を球心に討識するもの

で︑デンマークでは電子加遡器

ぞれの政厨と薩業界の協力によ

とくに研究・開発の初期から

の利用を中心に︑瞑療耶品の放

O・WHO三者の協同による国

点については︑IAEA・FA

僻一国際シンポジウム等に出席して壺乱

政肘機関またはこれに準ずる推

射線鷲菌を含めて多図的にパイ

で︑食品照射の研究・開発の世

進母俸によって︑そのプロジェ

ロソトスケールの照射処理が近

界の現状と将来への石高しをう

クト研兜として群口⁝照射がとり

く試みられ︑テストマーケソテ
があがっていることが強く五黄

しかしこのような数種の鞠望

で︑この間の詳聞をとり豪とめ

カールスルーエ国際シンポジ

土げられてきた米・英・カナダ

づけられた︒この点はわが団の

品園については工業化に詞って

かがう上に空たとない良い機会

東欧圏を含む田端各国からの

ウムは研究開発の現況を検討す

・ソ逃などにおいて習しい成果

今後の開発で十分考慮すべきで

闘発が進幽しているが︑現段際

て附単に述へてみたい︒

参加者は二薇名をこえ︑語源・

何らの公式勧告や結論はとりま

ることに空眼がおかれ︑今園は

数越後にさらに各国専門象の琵

とめられなかったが︑これらは

はなかろうか︒圓搬の傾向はほ

であった︒

全性の潤題︶・各毬食愚への照

解が熟するのを待って検討され

かにもみられ︑例えば戦筏の占

際機囲の設譲が望ましいという

②

照射食品のホールサムネス︵安

・経済性と法附規制など食吊照

射効果・各国の開発プログラム

る発面しである︒シンポジウム

︻投稿歓迎

千五衙字以内︼

松由 晃︶

究墨︑虫任研究員

︵理化学研究所︑放射線虫堅手

ィングも行なう計画であるとい 見解がのへられた︒︵つづく︶

射の諸問題が全島的に検討され

塗体の傾向としては︑低都議処

う︒

わが圃の食品照嚇研究卒紹介し

た︒聖者はこのシンポシウムで

富士重工業オ朱i弍琶二
総延畏三百四十層の賦掘横坑

が
悪謬パ

懐

の試掘横坑を︑延長憲薗

がある︒これは褻器電力立石線の

設工票用の重力を受要する三儀所

サイトの近くには準備工窮や建

〇〇KVAの送蹴を行なうための

縄閥より分岐し︑建設現覇に二七

四十層にわたって掘り︑

という︒

昭和二十三葎六月の福

磁認した

騨牢な庸盤であることを

つしUU導呂U口Mり口UHりHU睦︶Hりhリ鷺︶HU睡凶り導逗︾麺HUHU艮︶呂彫h︾彫麺韓︾厳hリロhりHUσU口引三二︶Hり梶りhりhUHU巨翼UHU暦り麺日彫Hりμ

サイトは琵樹欝欝
一部埋立で五十万平方層

面一爵

イ

田

（大がζ馨…）

夫

横

取締役社長

子力発鷺所も建設の準備がすすめられている︒敦醒発電所がわが圓鍛初の

沸騰水型︑出力三十二万二千KWであるのに対し︑美即発立所はわが圏最
初の加ぼ水型で出力三十四万KW︑この二つの発電所の建設運転経験を通
じて︑わが国の原子力発購の未来が大きく切り開かれようとしている︒美

ざして︑約尊薙の渥れで敦賀炉のあとを燃うことになる︒其夏の一日︑難

浜は現在設躍許可を申請中だが︑酢可があり次第︑四十五年十月完成をめ

は︑丹生湾の最奥にあり︑部落の
蕊の二等橋である︒現在は︑大豊
建設がケーソン心癖などの橋脚工
寧を行なっているが︑それもこの

敷地の南岸には建設工事二重盤

もので︑今年四月末に完成した︒

物の搬入に備えて︑薫千丈級の船

東京瓦斯株式会社

現場に模型をすえ耐震実験

毯現を

浜市の方へ突っ走ると敦賀半島へ

家屋が︑あたかも海にすべり込む

る

者はその夫浜の現地を訪れて︑工環の模様をつぶさに見聞した︒

真水は二渓流から
資材運搬道路は九月完成

の分岐点︑佐田部落に渚く︒約三

かのようなカソコウで長く軒を並

が始められている︒

うことだ︒七月中旬より取水工購

万平方鮒の関瑠用地があり︑四

べており︑海岸には小型激船がた

井地震や同三十八年三月
の氷嚢郷沖地震の際︑法
源地付近の紀念が大きか

た︑今年十二月からは取劃水工禦

ったにもかかわらず︑敷 が薫ける岸壁を作るとの事だ︒ま
地付近での被霧はほとん

電話東京（343）5311

0111

腹賀衛街から車で約二十分︑青

十三年には外入住亀や社亀が完成

くさん繋留されている︒

そうだ︒
ヴ

発三所サイトには一面オオマツ

にも渚工することになっている︒

ヨイ華が難き纏れ︑来る臼を待っ

榊

磯

州
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ているかのようだった︒︵Y・饗︶

丁OKYO

田に囲まれた国道二十七写線を凱

で約五十分︑左手に海底の玉石が

するところだ︒ここからさらに車

工事概況についての説明を闘い

仮設された船付揚まで約五分︒水

八月中には終了し︑来月からは田

た後︑妓術部の山崎さんと現揚に

勲翼珠が避屠に来る

炭になると英颪灘の喪

深十三綴の丹生湾の海水は実にき

立造船の手で上都工醜が行なわ

出かけた︒丹紳那落か6発電所サ れいで︑

がゆヒ

灘鳩

へ

ρ

新

産

力
あたかも手に取れるように澄んだ

建設準備所は
れ︑今年朱には竣工し︑来春勃々

イト豪で約九衙層あるが︑道がな

関電は原子炉の冷却水をこの丹

横坑や鉛直ボーリング孔

．詰密 どなかったという︒試掘

も

幅捌し・今も観測を続けてい

る︒また原子炉格納谷器の耐震設

一の模型を現地滑盤上に設耀し︑

計についても十分の一︑二十分の

実地研究を進めている︒

〃サーミスタ温度計や風

サイトからは山頂に気象観測塔
が見え︑

とのことだ︒

両風速割など取り付け︑逆転層や
風の分市を観測中

その他海水の水簸調査について

取排水工事は
本年末に開始

ル・コンデンサー︶を設翻して連

は︑丹生閣内にモテ・コン︵モデ

する影響を調査中である︒

続運転を行ない︑復水器管材に対

：東京都新宿区弓筈2丁即3番地

肇職

（273）

水晶浜など︑拷猿溝の絶景をみな
に完成する予定との購︒

いためボンポ︑．ノ船に東って行く︒

生泌から駁水し︑外海へ耕水する
という好条件のサイトを選んだわ

獅櫃

繕爺

を震阪1

には︑京大や阪大︑藤井

続騰大リ
けを ン
て設禰ク
い置井引

ただ今三十名
この丹生部落の中央部に由ペン

鍮

平方層となる︒

測1地やホ

がら約十一詳綴の県道莞浜白木線

三酉の丹生部落があるが︑この最
キを血つた木造の公民鋸があり︑

り

子

原
先端が闘西鷺力美浜原子力発電断
湧業協同糧合の詰所ともなってい

けだが︑十数年来続いた真珠の避
磐に対する補慨は避け難く︑この

か瀕業補償として七千二街万円を

の原子炉が穴縢される予定です

ため閥千万円を支払った︒このほ

支払っている︒これらは用地顕収

調査も終り︑原子炉設澱点には赤

との山野さんの説明︒すでに岩盤

将来ここに二猛

円満

轡︑南半分が水成審の二つの地層

この敦賀半昂は北半分が花醐

と白の旗が二本立てられている︒

と聾閉して進められたが︑いずれ
も地元罵の蘭向きな協力で
との班だ︒

朗は四十五万平方綴の発電所のサ

島東側の原書サイトはいずれも花

から成っており︑関電サイト︑半

仮岸壁で船を降りるともう目の

に解決した

イトだ︒あたり〜面の立木が伐採

嵩岩帯に位置している︒岡所の地

され︑本格化する敷地の整地工業
を癒っはかりとなっている︒一部

八年宋より昨年四月までに合副六

三十

碍調査について川口次長は
られる︒関路は

し︑同瞳に三十九年七月からは南

十一本の鉛磁ボーリングを実施

四十万立方綴と

ではすでに赤肌をだした山腹がみ

り︑その土を湾内一部−五万平方

部丘陵のふもと付近で地下︵海水

推定される一都の丘陵を切り取

面下︶二十瀦の深さで二碧×二層

という
ことなのでサイトの広さは五十万

層一の埋め立てに用いる

し大に蟹
、のは坊
繊指
や
も導京翼：
観で大臨

耐転

織

にそって行くと︑岬約那に人口約

の建設地点である︒

れた階段を昇りつめると︑左手の
板壁に﹁関西鷹力株式会社美浜原

るが︑その二階へ道路から架けら

子力発電所建設雌備所﹂と幽幽さ

この間の道路は今後︑弐浜発鑑

半鵡開発剖画の観光ルートにも予

なるはかりでなく︑福井県の敦賀

れた臼画板がかけられている︒

所の建設工欝用資材の搬送道踏と

定されているため︑関燈︵約二憾

のとして開設され

クリスマスの

昨年十一月末に︑本社藏轄のも

日に現地に東り込んだ

円︶と察が改修費用を分担し︑い

窪総繊臓六・五層に拡張されてい

現在は川口次長以下現地採用も含

という︒

の九月には完成する予定だ︒

る︒咋温潤滋工されたもので︑こ

術認︑土木建築諜の賑鵠のもとで

めて臨十名の職員が︑自国課︑技

鍵備工都や建設猛獣の初期に必要

本社原子力部次長の寓本省三氏が

準備作業に励んでいる︒

丹生への途中︑弁天冒付近では

な仮合宿︑仮事務所︑および独身

︵所長は

寮や社宅が関電興業によって蒲々

敦賀半島の地図が掲げられた応

兼猫している︶

さんから発鷹所建設準徽の概況等

接室で︑川口次長︑岩井事務諜長

またこの近くを馬背川︑落合川

と進められている︒

こは工環罵水や飲料水の取水源と

の二つの渓流が流れているが︑こ

工購

について駆を聞いたが︑

取り付け道路（橋梁）工

一

は隅田通り順調に進められてい
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躍

二千ジの供給力をもっているとい

離

｝…

されており︑その水騒は一日当り

脚
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