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電の三社

軽水炉の 運 転 に 備 え
国内での養成訓練も積極化
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晩︑究を進めるが︑本隼度は﹁放揃

発足の雌備を進めていたが︑こ

のほど会員の募集勘配陣めた︒
と好配﹂︑﹁放射線化学利荊の将
同研究会の活動は定例および 来性﹂︑﹁放射線腺および照尉設
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換︑総合的な調査研究を行な備の設訓﹂︑﹁放射線による原 研究会では原研︑高附研︑大阪
研などの施設犯学会やセミナー
うほか︑随時精建の轡門家や研材料の改質扁などからニテーマ
究煮を招いてその指導も受ける 程度を選ぶ予定︒同研究会の指 も開催する︒
参加費は年切二万円︒連絡先
ことになっている︒
尋は雨冨綾央会長︵東大︶をは
は原馳放購線開発課へ︒
ワーキング・グループは参加 じめとして近藤正谷︵都立大・

性から派磁された技術者である︒

九州と北海道職力を除く七電力会

一﹁扁

派遺された︒これはW11社が硲力 画をたてるとともに︑いよいよ新

難二月六名が駒十︻日月の予定で

水炉弟﹁巾心とした単体的な開発副

の運脚要員が派遣されているが︑

修所﹂

騰艦︑本店粟員一嶺︒譜︸⁝⁝十⁝嵩名

九各︑誌礎研傍十七名︑建設襲続

うもので︑今年は濠ず︑運絋要員

うした人材儲保に一役買おうとい

も︑二二の一命の︸環として︑こ

新発足した原蟷の﹁東海研修所﹂

日保が鋭悪進められている︒

練コースに参加するなどしてその

女ノチする長術者算も︑鍾々の訓

一方︑こうした開発譜画に直緩

る9

原子力発電の開発ととり組んでい

嶋クトに心手するなど︑誤飲的に

炉を開発するナシコナル・プロジ

望蔽換炉および高速増殖炉の将来

五月開講の東海研修所にも第一陣

蕾訓練コースに参加のためで︑サ

としてヒ各を送りこむ予定︒目下
さらに鎖量的な餐成訓練灘雌が立

クストン発電所で実地訓練を受け
る︒闘電の十二名は九名が運転︑

修所が開校

騨万KW︶は四十五卑†月運転開 であるQ

号機の慰紙そのものに必蟄

︵五十万KW︶の建設が始まってい

幽するが︑ここでもすでに門馬機

る︒

が︑二碧機とも併せて樹〜由二十

佼となった︒

幽幽山出きが五月六臼︑躍れの⁝開

︵所長・関根要蔵原毛開発

日本猷子力発電会祉の﹁東海研

園内各方面への池殿派遺が実施さ

わが国は過広十余年間︑総会工

が研修をうける︒今回の研修員は

酬究開発を進め︑今後も当面︑隆

の︸の節胸となる︒

は約十七憾が前後︒従って約三分

後であり︑三％薩編ウラン換算で

これ儘揖抽の揚程約五十三億が前

鍋鵬畏官石炭四億八千万ゾ︑

十二口〃幹部照照六名が︑次いで本

米鯖WH社での養成には︑翫年 不ルギー対策の諏馬から織子力の

れている︒

五名の技術選鉱を確保する陀め︑

な人員は三十名程度とされている

原電の東海研

闘蹴美浜万機︵PWR︑羊他の買控が保健物理︑化学関係者

関西羅力

案きれている︒

盆往のために設阻した︑貸下技術

日本原子力発黙︑爽京躍力︑関礪蹴力の各批が残華中の軽水型原子力発雌所は︑いまそれぞれ順調

墓県電力

石鎗嵩偬二千万が賜に嶺当する︒

がこの立場に立った揚重︑臼米・

鍋島長官が両協定で答弁

自主開発を阻害せず
乗躍福鋤﹁男機︵BWR︑四十

粟議院
外務餐

衆議醜の外癌擾鎖会︵秋田大助

日英協定の成立は無二味になるの

ると米ソ要田は︑俵防条約の調印

伝えられるところによ
委員長︶は四月二十六日午前︑新

ではないか﹂と質疑︑政罰の兄解

影響があるといっているが︒

鎧韓国は堪掬利用師での協力にも

石野氏
田米・日英両原子力協足嬢につい

を求めたQこれに対して三木外携

・
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購本原子力産業会議の第＋

二十二日

原産総会

で犠議されることになったもの︒

奮めて回法難がいよいよ団会の場

が出されており︑これらの聞題を
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議や国立大学協会等から反附慧見

みとなっているため︑日本学術会

研究部門を除き︑臼然科学部門の

対蒙が人文科学および大学の棊礎

詞法案については︑とくにその

八階国会へ提出されていたもの︒

十七日にやっと閣畿決定︑轡二十

たが︑七年間余を経た今奪二月二

が進められ︑内法陶に迂余曲折し

科学技術会議の答申に呈づき策定

同法案は︑昭釈三十五年十κの

索婁澱長︶に付託された︒

按術撫興附策特別裂員会︵沖本懇

審識が四月二十六日︑衆院の篇学

定めた一門科学技術犠本籍簗﹂の

の旗標とそのための施策の鞍懸を

るため園の科学技術に関する政策

わが国科学捷術水摩の向上を図

科技基本法案
科技特に付託

にその工專が遙幽しているが︑最近これら群発羅所の運転開始に備えて︑運転要貫の餐成のために︑

ある︒

て︑原子炉灘入先であるGE社︵原躍︑醸躍︶とW質社︵関羅︶へ︑中堅クラス専門技術省を派灘し

次つぎと米国へ技術者が派磁されている︒これは源子力義脚所運転関係の幹部要貫の養成を圏鱈とし

て︑両社の験子炉運転コースに参加させようというものである︒
のは八十名︵二十笛︑四班︶であ

米国での研修はサン・ノゼのG

各醒力会社では︑か捻てから原

E祉のトレーニング・スクールで
実施され︑すでに†名が約八カ月

る︒現在ではこれを齎名で二塁し
研のJPDR︑原子炉研修所およ

紙に備えての餐成訓練も岡時に実

ているが︑これは敦賀発醗所の運

び原醒露顕発懸所などに技術菖︑僧

派戯して︑捜術裳員の確保をはか

れ︑ドレスデン︑オイスタークリ

の予定で派遣されているが︑五月

物理関係︑俵燃料や廃棄物の処

ークを見学ののろ帰国︑原研JP

末までにはさらに十閥名が派謹さ

瑚︑無理︑保守畷係にたずさわる

DRでさらに研修がつづけられる

薔としては︑放射線響理など保建

ものが蕃干必要とされているG

っているが︑万月開講の原電四海 施しているからで︑その他の技術
研修所にも︑それぞれ受講葺ぷ送
る3一醐を立てている︒

しかし大型原子力発電研の運
転︑範理にたずさわる韓部技術者

敦翼夏霞所︵BWR︑銚子患力三十名には︑敦賀発躍所において運
ヤニ力二千KW︶では︑嚢初酋二 娠︑保守︑技術関係業務の数目が

予走〇一方国内で訓練を受ける六

それぞれに栄園での麟練を実施し
十〜璽二十各の闘連技術蓄が必要

四十四隼四月運勢が予定される

ようとしている︒

とされ︑このための塾災として韓

は︑それぞれの墨型に対応して米

日本原子力発躍
那技術煮ニや闘名が米園へ物恥さ

六万KW︶は四†万引十月運開の

囲での誹練が必要とみられ︑三社
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によって国内で訓敵される予足で
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三木大臣

は臓接関係ない︒同条約には大多

定とは臨接開係はない︒米ソが核

⁝の日本工業倶栗部で開かれる川

防条約成立のためにそうした拙劣

⁝ことになった︒

男氏は﹁出遅で讐識中の総総散防

数の国が参加するであろうし︑今

臣を遡えたこの日︑膳上︑狛野久

なキ段を用いることは考えられな

る︒東鷹の場へ口は約六カ月の予建

止条約案に蔑し︑〃米ソ両国は︑間
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い﹂と述へた︒

空な籔疑応答は次の通り︒

条約の講論拙著麟には核平和利用

石野氏三十隼聞の長期協定は

いる︒

国会議慢との懇談会
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立地問題特別委風会第三分科

東京プリンスホテル
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蘭での影響もありつるといッてい

佐々木洋島委澱新しい改定協

鍋鵬畏官ウラン酉六十一ゾは

臼本の自主聞発を遅らせないか︒

定の虫な点はどんなことか︒

鍋鵬獄官軽水炉用艘縮ウラン

︑もし配本

百六十一沙および新型炉用プルト

一
吊

濠た園内では原研のほか︑九月

ると伝えられている

なお︑今国会でも衆駈腰技特で

て検討するため行なわれたもの︒

¥年分であり︑これにより聡力

ニウム三胃六十五鮎が確保される 今後五奪闘に開発される軽水炉の
こと︑核燃料民萄化かなざれるこ

会往はむしろ宏心して次の謝翻に

7一

クリークで研修が実施される︒

から半年の予定で原電にも十一名

原子力委員が
人形峠を視察

同鉱山の今後のあり方が問題にな

濟手できる︒決して葭主開発にマ

り︑これに答えた藤波原子力局長

と︑掬効期間が三十年になったこ

与謝野︑瓜藤︑銭轡︑山田の各

となとである︒

製錬試験が若干残っている

は︑

イナスとなるものではない︒象た

が︑探鉱はすでに終ったとみてよ

不必要ならばウランを貿わなくて

原子力委員は四月二十二臼︑岡出

佐々木氏百六十一ナのウラン

もよいことになっている︒

業団の人形峠鉱由を視察した︒

なるのか︒

県下にある動力炉・核燃料開発蛮

と述へている︒

に原子力委鍛会を中心に検討し︑
方針を決めたい

を他の燃料に比へるとどの秤度に

い︒今後どうするかは︑今鑓まで
今回の撰緊は︑殴子力委員会が
人形溶鉱出の今後のあ○方につい
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ウムとプルトニウムのリサイクル

メリシウムとネプツ一⁝ウムはすで

販嘉することを明らかにした︒ア

プルト一㎝ウム躍は人工面当などの

プツニウム溜の照射で生成する︒

プルトニウム鵬は原子炉内のネ

に少鐙販売されている︒

り﹃︶の建設がある︒これは︑トリ

研究のための甲心的な施設であ
り︑燃料習熟をも再加工するため

ンデーラに建設するものである︒

る︒また︑その核的野牲︵半減期

と︶からゲージング︑静粛除去装
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部 部
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の工揚で︑醜部イタリアのロント

米国エルク・リバ：のBWR︵電小型動力用アイソトープ熱源とし

を魯処理し再加工するための契約

気墨力十七刀KW︶の便用済燃料 て最上のものとして知られてい

が︑一九六六庫CNENと米園が
A長く︑アルファ線生成黛が大き
ユーレソクス︒プラントの能力は

ECとの間に結はれているQなおく︑かつガンマ線放射が少ないこ

暇︑採惣胴アルファ線︑中性子源

整羅や人工心臓弁期動力源など医

として霜用である︒さらに心臓罵

次のこおり︒

処理燃料⁝嵩灘縮ウラン

幾間の研究開発雨としては五玉

学用としても有学である︒

蟹のプルトニウム鵬が販売でき

る︒これは純度八○％のもので︑

門

酸化物グラム嶺の手がでAECの

オークリソジ国立研究所︵OR罠

部

プルトニウム鵬購入著はAEC

L︑テネシー州︶で販売される︒

干たは協定州の特殊核物質使用乱

属

■

金銅

祉

処理能力⁝農腿縮三〇遣憧／日

持AεC︑プルトニ
ウム鵬の販売を決定

悪証を所註しなければならない︒

闘︑大蔵省で会含を開き︑技術尋

佃正弘日経取締役︶は四月十六

一鷺撒のプルトニウム鵬を初めて

米原子力婁員会は四月十力臼︑

活動に支障を生じた例もあるとの

入慮由化に伴う措置の大綱へ副本
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の待遇改簸を政尉︑国民など各方

説明がなされ︑これら科学研究灘

従来︑わが園における披術遜入

方針︶を決めた︒

このほか今秋に開かれる第五十

痴に翫える声明を採択した︒

れていたが︑今後の技術導入は原
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ニセソトが展添されることになっ

認めた技術の書入については︑導

ただしこの際︑国内経済に盛大

蔽がとられることになっている︒

ている︒とくに前者では︑原子炉

購本銀行に指示を与えて外獲法に

入申請後一カ月以内に主務大臣が

よる個別審査を行なうこととし︑

の模型や発鍛原理パネル等の展示

なお︑大阪︑名古屋の科学技術
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使用経験があるのみで︑貴墾なデ
ータを提供したものであった︒

なお半導体検出器の開発が進め
ば︑團薩で四千チャンネルの波筒
分析器の襲作も促進ぎれ︵現在国
産最高が八重チャンネル程麗︶︑

チャンネルの多変化とム併せて技
術的にも起算機との結びつきが促

上にも密与するなど︑讃測技術の

進され︑放射合分栃等の精度の向

画期胸な進歩のテコになるものと

湾姦bれ︑第九回日本アイソトー

束芝︑日立︑窟士当機︑三愛蹴子

原子力五グル⁝プ︵住友原子力︑

菱の三グループで四千四唐万円︑

き受けることになった︒

罠間幽贅について︑六千万円を引
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カラーで一六ミリと三五︑ザ︑

ら解説してある︒

講の揚面が挿入してあり︑放 かを特に完全性を強酷しなが

れている︒動画︑漫醸︑会謡

射線化学の塾礎盤として毛引
贋に適切︒フィルムはカラー

間は藁十二

三巻︒映写碍

コンブレノサーや油圧ポンプから

四十社が参加して︑渦性能エヤ・

六月二十九日︑偏し込み先¶象

認料鐸一万円︒申し込み緬切臼

11七月十五日〜阿二十五田︑受

葉叢

痴燃

．駆 始

鴛欝

PERτ（Tl〜〜ε／COST），B納Dなどがあり、計算のご用

ρ㍉．8．〜・．●G㌔8．．︒ご．．8・噂ノ㌔ノ．．・㌔・㌔8●鴇f．．ρもこ即幽・亀︸亀．辱8亀・．㌔9竃︐

日本原子力研號所は新作の
PR映画の企幽︑製作をすす
めてきたが︑このほど﹁化学

原研で新作映画完成

両映画とも

分︒

料金は無料︒

お原研ではこのほか多数の

申込先は原揃総務課広報︒な

PR用に︻般貸出しを開始
で︸六︑ザと王五デ︑二巻︒映

写時間は二十一分︒

り

原子力PR映画が罵乱してあ

る︒原研フィルムリストを利

原子力を耕
適した後に各施設から幽され

廃棄物の処理
除研臨繭砧究所を罫台に紹介

用されたい︒

︑

る気体︑液体︑固体放射性雲

プ︑⑤機器︑⑥核燃料︑⑦材料︑

ト︑②設計︑③炉物理︑④熱ルー

新型転換炉開発本部目①プラン
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ナ︒㌔f；耀㌦．︷．．・．噂︒ご零

淡については︑大蔵省の四三年
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度予箪齋定で一癒円のワクが決

員会

⑧計測制御︑⑨安全性の九専門委

原硬RI研修所で募集

雲門課程1﹁懸二線源コース﹂

フィルター︑各種バルブ︑ジョイ

悲心文京区庫駒込ニー二八一四

募集人貫日三十二名︑研修娚間

の研修生を次のように募集する︒

ント︒シール︑付属部品にいたる

九原研ラシオアイソトープ研修

この展示会には米国主要メーカー

レードセンターで開催される︒

日から六欝煮凍京・溜池のUSト

コンブレソツー展﹂が︑五月唐織

﹁バルブ・フィルター・ポンプ・

日米灘易促進五周年を配請して

USトレードセンター

器を展示

の分錘がほぼ固豪つたもの︒

最薪の製品を展糊するが︑このう

︻一Y

所︒

四月十九︑二十陰の

ーー

ち照○％は田本で初めて公開され

とくに原子力関係では︑ピンガ

るもので︑注置される︒

安協︑閥係薔に案内状を出した

欝鋪糠編羅
ム・ポンプ社が原子炉循環ポンプ

のモデルを出品する︒同社は現在

専門委

︵九〇〇〇HP︶を製追してい

世界鍛大級の原子炉再二日ポンプ

喬

るQこのうち︑原子力万グループ

農下︑その謡し愈いを進めてい

％︵四千万円︶の分担脅朋待し︑

非鉄︑金字などの各綱に残り二〇

︵六千真円︶︑その他土建︑鉄鋼︑

円︶︑殿子力五グル←ノに三〇％

って︑電力業界に五〇％︵一億

められ︑動燃ではこの出資をめぐ
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され︑施設の安全性も強調さ

狙卜した実例のいくつかが︑

はじ祀り放射線の化学開創を

放射線の種顛・性質から

化学と放射

しを始めた︒

から一般貰出

成︑五月一日

の二本を完

と放射線﹂と﹁廃晒物の処理﹂

カーが︑これに関する発表昂得な

欝士︑小西六の二大フィルムメー

っていた︒各部門の発僻論文数は

放射線錘重︵十八︶放射線利用

次の題りである︒

全取扱︵四︶廃簗物処理︑汚染除

討灘︵十三︶標識化出物︵四︶安

玄︵三︶トレーサー︵二十三︶放
射化分析︵九︶同位体の鰻造分離
︵四︶分析︵六︶照射効果︵四︶
放射線化学︵一二︶︑ラジオゲラフ
ィー︵六︶

X線分析検出感度についてのデー

力︶はこのほど︑昭和四十三年度

住友︑腐士のニグループで千六穏

海水淡水化パネル
資源協会︵会長内田俊一氏︶は
四月十八日︑物尽・虎ノ門の霞山

これは科学技術週閲の行事の一

現状や︑わが国の聞事傭などの講

ロシ鳳クトとしての新繭力炉開発

五グループに弱厳しないで︑むし

顔が行なわれた︒討論会では︑繕

Rに関する授術幡報購入契約11英

▽英国原子力公社からのSGHW

▽新型転換炉第︸次設測契胸腰概

一五〇︑冨士鍛機六︑四五

がへ

蹴転
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働

焦点は半導体検出法

またこれに関連して東茨中研の

についての検討がなされた︒

として発雷し︑この技術的な問題

敏光︵象大理︶の三氏がメンバー

開発研究の発表はRI会議に期待
日本放射性岡三元素協会︵会長二物算氏︶ほかヨ十九学協会の
共圃蛍催による︑窮五回理工学における同位元素研究発表会が︑
四月二十四日から三日間︑東園・慮ノ門の国立数区会臨で開催さ

れた︒この発喪会は毎年一回︑この分野の主として暴碓的な研究

スペクトルの解析﹂について特別

井上多門氏は﹁鷹翼機によるγ線

講演を行なった︒

成果共同発表の場として催されているが︑今回は放射線灘定など
十三の部門で禽計九十七篇の論文発衷︑四つの特別講演︑一つの
プ会議では︑この方面のさらに受

動燃への出資きまる

タ籔を発表したが︑現在わが国に

授︑理研主任研究員︶が︑海底鉱

万円を予定している︒しかし︑原

五グループの総額は六千万円

は他に東大理学部の轟永教授らの

物の採取︑潮力利用など欧深の海

子力五グループでは︑今回の罠闇
脚綴に限りこの分担を引き受ける
が︑昭和照十四館慶以降について

︻写爽は懇談会の会場︸

この内訳けは︑東芝︑臼立︑三

第四回原産

原子力﹂の講激を行なった︒

原子力事業懇談会を︑四月二十五

日本原子力艦業会議は第二回の

懇ひらく

洋開発を中心とした﹇海洋開発と

・シリコン︶を使用したR工励起

が︑ただ一つ拳妻訪検娠器︵輸入

原研RI利用開発塞の窟永洋氏ら

放尉線利用讃測部門においては

パネル講論が行なわれた︒今回の熊蝉となったのは﹁半奪体検鵠
羅によるγ線スペクトル測定﹂に開するパネル討論で︑放射線灘
定技術に画湧的な進歩をもたらすものと朔徳されるゲルマニウム

このためすでに東大核研︑立教

徴を有している︒

検出離の研究︑試作などが注屡された︒

放附線測定の王流は︑現在シン
チレーション・カウンタが占めて

われているが︑これに対応して象

大学︑原研等で試作︑利用が行な

︵シリコン︑ゲルマニウムなど︶を

ン検出用のカテーテル型半当館放

芝中研が東大上田内科と共同でガ

いるが︑近薙これに代って半尊体

核物理学関係擶の間でその 研 究
射線検出羅︵シリコン︶を一作した

便用した検綴法に関心が嵩まり︑

が進められてきた︒半巡蛛を応用

パネル討論では︑スペクトルの

も騒騒の開発が進められている︒

した放射線の検出は︑ガス︵GM ほか︑堀揚製作所︑口角工業などで

って固体内部の鑓離作用を禰用の

管︶︑光︵シンチレーター︶に代

測定で道家忠蔑︵東大核研︶︑熊
本工業倶楽部で開いた︒

臼午後二時から東京・丸ノ内の日

に要する資金であるので︑在来炉

および諸外国の海水淡水化技術の

環として開かれたもので︑わが照

力
原忠士︵除研︶︑金原節朗︵岡︶

への開発に巨額を投資した原子力

会鋸で︑海水淡水化の技術に関す
一はさる三月四田付で蓑明したメー
カー側の悪説のとおり︑﹁醜のフ るパ不ル融論会を開催した︒

リーに秘難した際の分解舵力が︑

の藁氏が︑歴たゲルマニウムPI

原子力政見について﹂で︑このほ

llH検出器の製作︑特性︑使用
力罵次長︶が﹁政府の四士︸奪還

したもで︑①γ蔽スペクトロメト

シンチレーターの十倍か ら 召 傍

について︑それぞれ永隙照明︵立

ど原子力委鎖会が決めた四十三重

ろ電力塊を主とし︑広く産業界の
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た佐々木忠島田︵集豊水薩大教
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田本におけるナトリウム技術開発の群史も︑日立製

訓画保留で押している米国の︑A

析︑火環諸膚に役立たせるのはい

の露宿白蓮討論ぷ朽なって構勢分

る︒その中立的運用か考えられね

設が多数必要なのは明らかであ

く立入らないが︑炉外大型試験施

のような人をしばしば摺出する︒

ECとA・︷を中心とした努力は 二︑外国留学では︑すでに数人

作晒が頼手してからほぼ十年になろうとしているが︑
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進めねばならない︒その際︑大企

業のみでなく独臨の技術をもった

中小企業との協同も懸りある網羅

ている︒この方面の開拓も忘れる

を生みだすことが多いのを体験し

へきでない︒モラ⁝ル高い協同体

熱盤であろう︒
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他のモデルて絶鮒確実と

員も考えているが︑残急なが6

であるQ私はここて安全密査の

種類のことで︑われわれの

ータリングを完全に行ないなが

証ができなくても︑とにかくモ

撮データを中土者側と審査側が

全帯心ではない︒そして試験放

ら運転してみるのは︑決して安

出た︒結局︑異

うことをもう一度ふり返ってみ

幽禰で
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がAPDAに派遣されているし︑かがであろう︒麗の曜なときでも

毘のがせないものがある︒

箸についても性能を検定誰価する

ばならないQ各メーカーの肩測器

グ計︵不純物計︶については各ル

体制が必要であろう︒とくにプラ

七︑技術調練はきわめて漿要で

考えて日みるへき賢急な課題であ

ある︒新人訓練の能率化も一緒に

る・各現場には少なくも一入のベ

動燃事業団発足を契機として︑いよいよ本格的となっ
一庫闘出張の例も多い︒このよう

三︑凶際学金にも大いに論文を

な機会が多くなってほしい︒

軽して︑外剛人と磁接討議の機会

外国との協同
外園技術を課価できる棊礎能力

テランがいて訓練できるわけであ

てきている︑とくに閥十二駕度の原子力助成費が三菱
原子力︑路ゴ躍機︑象芝に与えられたのも大きな刺激

を繁く肴成し︑各層の激発成果を
をもち知人となっておきたい︒論

及︑蜜全管理に役立つことであろ

ープ翻転粂件を答観的に判定する

自主的に取捨選択しつつ質いとり

一四週問で星礎知識扱術を

は︑腺研婁此により安全工学協会

八︑ナトリウム防災について

ようにしたいものであるQ

⁝三酉嘱がナトリウムを取扱える

は増えているが︑二〜三無で露霜

現在刃を追ってナトリウム人口

り持ちしてもらうとよい︒

う︒講師は各現楊ベテランにも預

伝授するようにした6どうであろ

り︑一

練が縦な回るよう瑠耀ループ誉作

うではなにもならない︒組縄胸訓

るが︑龍脳への精力がそがれるよ

回の勉強会を行

はいている︒始動一年後の本無一

家が少なく水準が低いので︑今後

五︑学会討論会は︑い虫は専門

を本格化してく耗るであろう︒

朋にわたる棊礎的研究閲題の検討

想がある︒このような努力は︑長

えるので本婁員会に昇格させる構

なっているが︑ヒ月ごろ罰画を終

プが作られ︑月

員会の下にナトリウムサブグルー

照︑猿子力学会の旧聞炉廟門委

が﹁技術﹂である︒

文のみではわからぬことの多いの

った原則は絶険はないかと思うり

利用して︑先進罰に追い漸くとい

健全な協岡の盈礎となるギブ＆
テイクな旨く戚立させる近道は︑
日本の特徴を活かした小規模基礎

ナトリウム化学︑華甲ないし小鷺

開発を急ぐことたと患う︒例えば

のは必至と思われる︒しかし懲然のなりゆきにまかせ

約二十留の関綴論文が発表され︑来孫ち価増してゆく

機器罰測顯に関連した研究開発が
考えられる︒これらはナトリウム

て蟹36できる水華にはないので︑開発促進等につき私

技術習褐のためにも媛魎である︒

そこまで育ったならば︑炉や大
この二年痙マザー＆ドウター・テ

月には定絡以上の二四MWtで詩 った上で外国のコンサルタントを 二無位は特別箔躍として他と通馨
評照附を進めている︒しかしこ

型機器については自ら設麟を行な

ストループ︵写島田照︶の増設改

罠︑器用微三教授︶において防災

ナトリウム防災研究婁員会︵婁員

後進国であることを忘れず︑ひか

後五年間︑すくなくとも三郊位は

しない日に十分時闘をかけて発表

進ぷ行ないつつ各腫の仕欝を進め
れも笑翫主藏に徹したナトリウム

う︒液休ナトリウムが十分安全に

古剣が完成しつつあるQ技術薄
うなら内答あるものとなろう︒主

取扱えるものであることは︑近年

発三三についても激毘交廼を行な

・討議を行ない︑さらに便々の開

ているが︑精製法︑予熱保温方式

ろう︒

え国に31画を進めた方が近池であ

うけいれるのが得策であろう︒今

悠理洗劇職︑防災法︑命析広の改
のである︒押当したザール氏薄身

・モノク・アンプ・テストのたまも

が金と時聞とをかけすぎたと反省

良開発をほけ終え︑業鼻と共岡で
薪しいキャンド・ポンプ・バルブ

要な醐発グループから毎回概況報

てきようが紺断は陸物であるQ

全く入身事故がないことから納受

蒲を受けると窟益との意見もある
六︑これとならんで非公開梅醤

開発促進策

会を行なうことも考えられる︒例

している位である︒しかしζれと
ても長期運転が保証されているわ

以下にかねが捻関係省闘で話し

えば過当謬業國を中心に各現場の

合っている貝体的提案を列幽して

トノブのナトリウムエンジニア
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ある︒臼庫では慣故の例がない

あり方について考えさせられ

大型機器闘発薬については冠し

し︑暴走実験も濠ず不可能であ

明

るQ少なくとも平意想癒時の陳

など十−十五名を集め︑二︑三日

ては︑りDRR12からのアルゴこんなことで炉が運転できな

亮てくることQと同時にザール氏

その他の問題点

けではない︒また改丁度をきめる

あえて韮礎開発研究優先︑原型炉

よって質を窩めながら解決して

り︑これらはたえず技術開発に

害評価は那前に買パーセント保
J汎R12の入達と︑原子力局

ン41放出悶題がある︒通粍の気 くなっては大塾と︑そのときは

る︒たか平祐運転時の箏側とし

や安全審査の先生方を説得に︑

たため〜般胸問題にも雌用て豪

行かなければならない︒これら

象状態での放出ガスは︑拡散式

おそらく二十回も東海と東京を

る興味ある織果が得られたわけ

る

で風不濃度を推定でき︑運転後

爆笑したが︑今は懐かしい懸い

例の措置で︑ま

んなにか張り含いもあり︑また

原子力巌業の発展にも有意蔑で

検討しあう制度ができたら︑ど

辺で徹はくを測

ず半分の出力で

瓢

連壁と経験から判断するには限

の副算と大薫はない︒しかし風

環境放射能の悩みーーー
原研での経験と問題解決のためこ

運転して煙突周

はできなかった︒

濾設の周囲に正目能汚染の蓄積

度があり不磁心聾素が多い︒豪

魂醗が圓転しないようないわゆ

将来に備え

をもたらしているところはな

の相違ができるのも当然であ

た取組む人のイメージでかなり

だけに療

は7自でいうと

い︒しかし念には念を入れるこ

管理

バノクグランドと掬意な差な

幽するなら︑来る日も来る田も

いるが︑もし

そろえ︑綿蟹な管理を行なって

の分野の草分けそれたけ人材も

原研の内外を闘わず︑原子力

とはもちろん必裟だ︒原研はこ

難憲讐

一︑多数の人が外副のようすを

みようと憩う︒

るQ冷笑と罪難︵？︶のなかを︑

基礎データが万がに不足してい

空冷鷹︑讃測器類︵特に流撒捌︑
圧力刮︑不組物副長︶の開発を進

ープ一二本︶︑燃伝逡測燈︵原研︑

めている︒質難移行現象解析︵ル

黒柳氏と共同︶もかなり進み︑不

零︶については︑現在増設中︵写

糺物挙勤︵0︑H︑C絹互作用
鍛嘗下にかくれている︶のループ

これらはかなり無届な運転を

でさらに本格約研究を始める︒

行なってきたので︑一年後には解
体険査を行なう予定であるが︑そ
のデータは今後の設計を大いに助
けるであろう︒ついで大洗身内に

移される予燦である︒

新設される中小ループ群に身許が

一方︑ナトリウム伝熱流動試験

ノクァノブ施設なども大洗研にお

宗論︵一一MWループ︶や炉機器モ

ナトリ
と．一嗣えるもの

かれ︑四十四館秋までに
ウム技術センター

定︑全出力許灯後もこの測定を

プラントでは放出放射能を完全

にモニタリング結果を解析する

地上に降りてくるという非原票

ほんとうの環境安全重三を解決

という態度が︑長い圏で見て︑
いわゆる上伸の陳読響価と︑

ここで事繭評価との対比とい

できた︒

再処理施設の場含でも︑第一

る

続ける条件でやっと煮冷をい

に押えてしまわず︑汚染分布を

はなかろうか︒

る︒さらに抵会心理的ファクタ

る︒こんなときの地上無記を理

ただいた︒その後も実験を続行

測定できるくらい放出し︑真姻

という気象状態があ

し

ーまで加わると︑聞題は過す濠

論的に求めることは非常に囚難

し︑多くのデータを撮て︑今で

融穏
らは豪ことに結構たが︑有能な

す複雑強暴になり︑腐酷な人材

は静穏恐るるに足らずの膚儒も

の連続︒帯金という立場か

人拷の仕群としては張振いのな

だ︒安金審査では何鱗かの評価

なものは安全側にという原則だ

って難航することにもなりかね をしなければならないが不確定

が多いと船頭が多すぎて︑かえ

ない︒私もこのような諸繊のジ

と︑結周煙突戸口澱麗のま濠で

環境の闘題はまたほかにも山

いことおびただしい︒

稜している︒もし箏故が趨きた

レンマに頭を悩求している︒

本店
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てみると︑日立では︑長岡の経験

醗櫨の総合晦な団的をもったルー
が活動を開始する予定であるQ
これら三旗設の建屋は第一期で
約三千五欝平方齎になるだろう︒

世界の現況

ときに取るへき処置の食立︑引

にして測定可能な放出澱があっ

る遁たと思う︒︵原研︒環境
よう︒JRRi2の揚合︑宰すい

画される新施設の平鵠運転晦︑

ことはありえないとは︑審査委

なモデルになる︒こんなばかな

伊藤直次︶

施設運娠後の現実との対比とい

ーー66◇6φ06ぐ一6◇◇9999一討δ66666φΦ099−566◇◇φ一

放射能課長

法身聴の耀境における放射線隠

うことは非當に興味ある闘題で

TOKYO

氏

宝

翻
辮

三
な

生盟の開発に漕手してゆく慧向の

毒生かし数ホのループにより各種

プを建設中で︑一立方摺の機械お

ようである︒

の研究を行なっているが︑中心を

よび躍磁ポンプを含み︑謝測器・

う︒まず塚分一釣方耕︵二MW強 部品︑精製機雛技術の開発の畢が

彌当︶現模のものの耐久試験を終

かりにしょうとしている︒野月中

えつつある︒熱衝撃や沸騰現41訊に には始動する予疋であるQ

最先端をゆくと思われているソ連

簡単に述へるのは危険であるが
トリウム試験を醤的としてループ

を別として︑既存ナトリウム炉

75士織機では︑炉機器部磁のナ

製作を急いでおり︑間もなく運癒

︵みなかなり低湿の炉であるが︶

ついても興味ある研究を手がけて

三菱原子力も︑昨薙中に小型ル

を始めるはずである︒計測器開発

いる︒

⁝プによる基礎訓謙を進め︑最近

は︑ほとんど全蔀が停止状縷にあ
にも慧欲的である︒

，

@懸

う

そ

霧研菱礎壌古川和男

つ

欝
えたQ今後最短コースで水蒸気発

豚

臨

、会学費力》ほ

隷欝

検定評価体制の確立も

臨写駅

講

叢

日本の現況

や

なすのは機械ポンプの開発であろ

蔽ず簡単に国内の現況を 述 べ

『＝

鐸
密評樋などの露華な議題があ

一くン｝つ一

沿

甑匁ループによる中閲熱交 年 中

@」

@
@
@

研究開発入ロを

たで
に会猛れど
は難プ」た1メ｛∫6仁 σあ
り︑ひとり仏ラプソディーが気を

響

晃
︵約一MW沙︶の塑次試験を終 原研のわれわれのグループでは

僚

＜×一つくx＞◎＜＞Q（一

〉へ
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の共岡探鉱開発聡業に関する契約

カーマギ⁝祉と田本側十τ社と

する場禽︑たとえばアラビア石

れまで海外の石油贅源開発に投縛

も対象にしている︒電力会社はこ

ら耗る副薩物︵鉄以外の金属︶を

についても考慮しているとも伝え

外に︑たとえばカナダのデ諜ソン
マインズ社等とのウラン共同開発

なお講本側十五社は︑カーマギ

鳳．か力嚢著長代理︶を開いた9

関としてか︑講閻等量としてか︑

寸

ア各壌の源子力開発禄制の華墨を

てかなど︑その盤婚とそれぞれの

あるいは研究開発の実施機鵬とし

︵第﹁段階の︸年間分︶懸一撃に

の後任に尭三井船舶社長・佐々木

氏の辞職を承調するとともに︑こ

期満了に伴い辞職した理窮・岩隔

岡饗業翻は五月一日伺︑さきに任

寅太郎氏の就任愚発令した︒また

本原子力箏難専務取締役︒内鼠閑

から昭湘五年談で北米ならびに英

尚漁期︑三井物産に入社︒岡九年

原子力委員長代理として︑わが嗣
た︒とくに源子力発電の炭量導入

の踊子力三途窟用促進につくし

しかしこの点に

激見が大勢を占めたもよう︒

ついては︑各融駐

在の科学アタノシ

会下鵬の蝦告毒を中心に︑審識検

次灘−五月二十四田は︑英團議

行なうことになった︒

皿を顯して︑さらに群細な調査を

第二回体制問題懇談会

一一一肖

仏蝦舞海外 の体制を観
検討するとともに︑昨年十月英国

か︑なとについての倹討が行なわ

場禽のメリノト︑デメリノトは何

伊︑オーストラリ

議会下院が議会へ経難した鞭告欝

分けて支払うため︑単憩に外貨潮

付発令した︒

周一氏の起用を湊溢し︑嚴月一日

るい︒この地区では世界最大のウ

で果たした役薫りには特筆すべ澄．

とといえよう︒

入望があってはじめてなしえたこ
今後︑第⁝船を竣工︑運航し︑
さらに第二船についての剖画を立

案写るなど︑隙一撃業阿の業務は
き︑石川氏に対する日照はきわめ
て大きかったが︑かねて健強上の
珊癌等からの辞慧は岡く︑﹁後任
には民間産業を代塗する入を﹂と
いう石川氏の懇向もあって今回の
る︒

入事決定となったと儀えられてい

このたび工船事業団の簸筒幹郡
か純糠の民闘出身者によって占め
られたことは︑動燃事業馴に次い
で公祉公団人撃としては特異なも
ので︑原子力船開発を含む噺しい
民間産業に移りつつある堺檎を反

原子力捜術開発のウェイトがより

会公罠に就任︑三十七犀からは三

井船舶鉱畏︑二十一年写本船曳協

孝ウレンノ4

れたQこの謂果︑大方は︑各園は 酎を匙める予驚である︒

一︵下院替掌技術特別隠沼会が擢
出︑英国の線子力開発体制に関す

肇
化馳三％︑閥繭ニニ％︑中国九

理事長に佐々木氏
原船事業団の役員が異動
もに︑五月一日付その後任に荊証

甘覇王〜氏の辞職を承認するとと

みずかち先頭に栗り出さねはなら

当ての申瀦の磁器愚はじめた︒日

ラン埋蔵搬が知られており︑ウラ

ものがある︒

昭和三十八年︑日本原子力船翻
協調をはかると共に︑薩業界の協

発事業団設立に当っては︑冨民の

の藤情に応じた開発俸制をとって

への反映は黙考すべきであるとの

いるため︑わが岡の開発体制開題

核燃料の所荷形態驚からそれぞれ

記者については︑各国の原子力

は四月十八日の正式調印で終り︑

油︑アラスカ石油のように︑別会
られている︒

った︒

東鬼︒御成門の束禦プリンス・ホ

委員会の存在形態︑とくに行政機

るもの︶一を中心に︑審識を行な

テルで弟二圓﹁原子力関係機闘体

原チ力炎負会は四月二十六日︑

制問題懇談会﹂︵整長・懸路広巳

カー社との契約成立で
二〇％を分担するQ電力の支払い

将来は専門会社を設立
鷹気購業連含会︵会長・木川田一葦東潅社長︶は四月二十四日の駈長会で︑このほど契約調麟した
分は瓢癒六千六着四十万円で︑蕗

千山口轡型ハ十甲力円で︑口本鉱業︑

一方︑非鉄六祉の支払い分は︑六

一敦でに六千六苗六十万円となっ

同和鉱業︑吉河鉱業︑三井金属鉱

千九蘇八十万円︑二圓国は十月一

一翻扁は六月三十田までに﹁磁九 ％︑四書隅一％︑九州側ハ％であ︸Q︒

碍本側十五社︵九電力と盗難六掘︶と米国力ーマギー社とのカナダ・エリォソトレーク地区におけ鵜
ウラン共同擬鉱開発事業に係り吊すために︑九核力が一般電気事業以外の事業として﹁核燃凝の撲鉱
灘発︑供揃の饗業ぷ兼業する﹂泊司無燈を擁壁大臣に提出すること卒渓め︑九鷹力は四月工十六田い

ている︒九蹴力の分担羅はフェル

が均等謝りで分担する︒

榮︑

っせいに兼業許司申請㌫ぷ・撮出した︒煮たこの其同欝業に参測する眠本絵十五祉は近くカー歓と折半
する探鉱擬の飴︷期分およびオプシコン・マネー︵一種の権利金︶桑支払うことになるが︑その鷺用

ミ炉の国際協力門訴で鷹点したと

四月㎝田にさかのぼって発効し

抵をつくって︑離業を巡めてき

政膀は四月三十篇付で日本除ぞ

ー社に対してオプション・マネー

一説職階鉱業︑住友金屈鉱山

まと同じ配分で︑北海道瀦％︑腹三

た︒聡力会往は︑羅気鋸業法の第

たQところが︑今回のウラン探鉱

六％︑東醗︸ごO％︑中部一八％︑

は三億露千三蒋万円︵暴力カナダが︶で九浮力八○％︑弗鉄六社二〇％の躍合いで分撮される︒

十二条にもとづいて︑一般電気事

開発の場合︑ウランの最終儒要者

また最近︑魁堺漣は︑カー娃以

業以外の喰業を兼業するときは通

である︒

藍大臣の鍬可を得なければならな

墲ﾌ権利金︶および探鉱蟹 力船開発購業國理窮長・石川一郎

なくなったものである︒しかしこ

本側が初館度に支払う費朋は酉万

が蹴力会社であることから︑鱈力

ぞれ核燃料購業に関する兼業の許

の近業が軌道に粟れは︑蹴事連の

い︒ζのため︑九魁力会社はそれ

可を串蹟したものである︒

なかにあるカーマギー萎員会を抱

国駐在︒昭稲十七奪三井船舶専務

九電力が串舗した兼業の内容

誠一氏の後任に前咀碕汽船監査役

は︑骸燃料の操鉱︑開発︑供給欝業

なお田塞原子力船開発事業団は

が︵カナダ泌・三︸昼二十三円︶

麓代表取締役常務揮事︑二十隼一二

矯激役に就任︑以後十九隼三井本

進玉体に新会祉︑僧発足させる予定

大正四年小葛樽

辞任した石川氏◎

⁝開拓者の功績

佐々木残略歴

︒高崎菊夫氏の就任を発令した︒

文の契約轡にサインし︑正式に発

ンの追加埋蔵騒が発兇されないと

着工に至ったのは︑石川氏の力と

四月三十日付課事業団斑露盤事︒

マギー氏が契約書にサイン

日本はよきパートナー

で︑門並力が八○％︑非鉄振鼓が

とされているが︑欄間によって得

魂

井ライン翼業稠談役になってい

内古閑氏略歴

大正十二年翠大

た︒兵戦記出身︑七十五歳︒

理工学部電気学科無手︑芝浦製作

所に入社Ω照屈十七琿電気機械統

制会企画聡慧︑二十二葬東芝第二

役に就任していた︒東京都出身︑

なり︑三十八年から同挫専務取締

詩法日本原子力砿業籍陣取綿役に

経て同隼澗社取綿役に就任︒三十

電気望洋︑二十九無同業務義解を

営業部畏︑二十四卑岡電気箏業部

内古閑氏

た︒

部長

←i︿V−◇1

7冒＝

核燃料問題懇談会

十

第二分科

再処理小婁

会ナ五日午後二隠半原産

立地問題特別委鍛会

四日午前十時原薩

九躍力原子力関係諏獲会職

竃孤

染第一研究寮長を兼任︶が就任し

伯誠追氏︵環壌汚染研究邦環境汚

海支所懸海実験揚の初代場艮に佐

茨城県那珂湊市に建設中の問所東

放射線医学競含研究所が現在︑

験場長に佐伯氏

放医研の臨海実

蔵︒

就旺していた︒長野県出身︑六十

技術顧悶覆経て同年同社監査役に

社を退職︒一昨無から川隔汽船の

務取締役に就任したが︑四十庫同

三十四鋸陶取締役︑一二十六年同常

入社︒二十五隼岡社二日設

部船舶工学科卒後︑川隔造船所に

寓橋浅略歴蔵鋒九年東大工学

六士ハ歳︒

橋氏

萬

曝

僻8︒5︒

塁釧

蕪
羅

毎週月曜日発行

記
臼

騰知のように今回辞任した石川
え法ない成長は︑豪さに安定で低

原子力委員会が創設される際︑初
代婆前頭となった正力松太郎氏に

まく進められると懸う︒日本のた
社とのカナダ・エリオノトレーク

廉な醒気料金によるものでもあリ

こわれ︑経団連会長の要職から原

米國力iマギー祉と日本側十五

地区︵カ！社所有の麹一罪五千腎

ウランはそのようなソースを提

子力婁員会入りをし︑その後長く

効した︒この契約調印には︑田本

か︑開発されないとか疑う理由は

力も裾られる有為な入材が求めら

悪業団の役員に大きな期侍がよせ

に代る新理店長・佐々木氏ら原船

映しているものとみられ︑石川氏
要請により閲辞する石摂民がつい
にこれを受諾した︒工船正業団の

員会十ぬハ日午後二隠電力懇謡会

気

馨

爵ヤξ

曳

福岡・金沢・仙台・札幌

佐々木叢
一郎瓜は︑昭憩一一十〜奪わが国に ます謹す態大さを加えてくると

開発事業に関する契約は四B†八 供するものである︒エリオノト・

の鉱区︶におけるウラン重岡探鉱

レーク地区におけるウラン甕掠の
田︑オクラホマ市のカーマギー本

鯉から荘村蓬姫艦欝連圏会長︑松

なにもないしと語った︒

社で︑D・A・マギー社長が臼本 発見に対する見卸しは︑非常に明

村瀦央爾ホ鉱業海外麗発本部長代

調ブ画師擾︑右側は荘村義雄日本

側代竃

られている︒

名古屋・大阪・広島・高松

支店

避
運営はその後きわめて履概な輿態

ー社法穣出◇と左側はG・H・ れたが︑適任暫がなく︑各方面の

︻写翼は契約播にサインするマギ

理︑松永長男染雌原子力石瀬代理
ら虚名が出席した︒

同田︑マギー職能はこの共問購

れは︑日本側が非常にすばらしい

業についてコメントし︑﹁われわ

の達綬であったが︑今田の第一船

社長吉川清一

（｝

懸
樋

馬
︸

瑠

バートナ⁝となり︑この二業がう

廠
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業
産

原子力利用の

新技術に注目しよう

あり︑大蒲生塵には多段フラソシュ法が

朱解決の問題を内包しているものと考え

て初期の段階で︑技術上︑経済上各毬の

分野は原子刀発餓に比べれば朱たきわめ

炉の開発が着鼠され始めたが︑これらの

叢遡とされているが︑この経済性は︑一

ユ法︑イオン交換法︑躍気透栃法などが

ベースの多様化への構燃的野換

に熱エネルギーコストいかんにかかって

ともに︑既存渥叢のエネルギー

され始めたからであろう︒

が︑電力窮業と同じように評価

発羅のごとく凍子力が他のエネルギーソ
も知れない︒

ば︑あるいはその実用化は懸外に近いか

られる︒だが︑原子力食盛の例からみれ

が進められようとしているのは海水脱塩
ースに勝る経済性卒発揮すれは︑発羅に

の遅れをとったが︑新技術分野では十分

いる︒もし海水曲筆においても︑原子力

ついての関心が川界的に高謹．
である︒わが国でもようやく水の経済が
次ぐ有力な原子力平和利用となる可能性

これらのうち︑いま簸も詩体的に開発

てきた︒たとえば米ソ両園にお

が大きい︒原子力による海水瀬踏の研究

最近︑原乎炉の多国m利用に

展⁝

口の都市集中︑峨活水準の向上︑産業経

悶題懲識として欝議してきたが︑今釜人

これが成功のためには︑わが園の特殊な

に対抗できる条件を備えつつある︒だが

c

ける原子力による海水脱塩訓画︑隷た米

で︑アメリカは軽水炉による日出五七万

に最も積極的なのはアメリカ︑ソ連両型

⁝

ダウ・ケミカル祉とコンシュマーズ︒パ

い︑この閲題は艶に明喫さを加えること

済漏動の拡大など国民経済の発展に伴な

子エネルギーの叢も為効康刊用が発亀に

闘発の初期からあったものであるが︑原

うした謹想は︑もちろん原子力平和利用

用についての研究などがそれである︒こ

ドイツにおける鉄鋼製就への欧子炉熱利

検討を姐めたが︑通瓢欝でもぶ年展より

て原子力をふくめん寄々の方式に関する

神奈川県では助年来海水の淡水化につい

るというが︑このような事情亭背馳に︑

れるものは一一分の一ρ三四市︶にも達す

傘国一〇八都衛で︑今疑幽減水が予嶽さ

となろう︒朝日薪膨れの調轟によれば︑

る︒また︑イスラエル︑ギリシ瀞︐︑スペ

画を発喪するなどきわめて激欲的であ

近ドン工業地帯に日座三八万漣の建設自

来年初頭完戒の浮標で建設中︑さらに目

日産〜万二千踏のパイロソトプラントを

運では黒海沿岸に増殖炉と臨み購わせた

昂築いて建設する計画誉進めており︑ソ

鈴の施設をロスアンゼルス郊外に人工品

的に行なわれることが必要な時期に来て

の雲門蟹箸炉努めて︑組織的にまた暴馬

挙警め︑これらの調斉研究が各利用分野

されることとなるであろう︒

的な要求につながるならば︑成功は約束

原子力利用の方途が発見され︑それが鎌

ならびに國民生活の中に溶けこむ薪しい

ければなる家い︒わが囑の現業︑経済︑

環境に適応するすぐれたアイディアがな

燃︶は昨無八月︑

開発膿染団︵旧原

勤力炉・核燃料

ウンや犀鉱抑制政策等から探鉱活

年間︑原子力発蹴灘発のスローダ

能異常等がみられているが過芸十

い︒これ豪で一二十ク所以上で放射

て︑国内罵要を満たしても余りあ

る︒とくに同価はこの葉叢につい

よび蟹州と並ぶ為望地と報じてい

であり︑一昨年わが国との共岡闘

スパー鉱山は同州唯一の穐望鉱床

以外の園からの進出もない︒レタ

動は全く行なわれてなく︑カナダ

うす︒

出があれは前向きに検討したいよ

可能で︑日本から探鉱開発の申し

難当たり八ザ以上︶ならは輪揖も

ると考えており︑適蝿な価格︵一

握︑こんどの猛毒からもカナダお

鍵騨海外ウラン贅源の

調中南米諸国へ調費

発の可能性が検話されたが結論が

篶舞鰺靴

︸フ

このほど両調査の

褥られなかった︒このような農博

援助で調査を進めたが︑経済的に

ブラジルは︑これまで米︑仏の

員を派遣したが︑

績果がまとまり︑

報笛欝が出され から︑同属はわが國の進出対対の

一つとして臆要な地域と考えられ 開発できる轡型はまだ発見されて

いない︒しかし鉱石試科や地質学

た︒

的には将来大規模鉱床の発兇の可

る︑と報落している︒

カナダの調査は

墨
兼

林・

㊤大

能性があり︑現在︑仏が揮藁菰定

nDC ︵じd胃θ一ω評 粛・南米鰭⁝岡一︑とくにメキシコ︑

Oo一￠ヨぴ聾︶州 アルゼンチン︑ブラジルの当言で
南都飽城におけるもの︒

が融資し︑鉱床が発臓できぬ時は

を串込中︵五鰯閥に六事万ザを仏

半額を運却するという条件︶であ

は︑後二者が有望てあり︑メキシ

歩出禁止政策をとっており悶題に

騨費によれば︑BC州は①カナ コはウランの撒が少ない上にこの
ダ地質調薮所が為望地域として指

る︒庫聞U308四踏が副聞物と

して鴇られているが︑ウランは現

ならないと︑と報出している︒

る腎髄質血液流蹴の削数的解析に

究④ラジオアイソトープ標識によ

カイコの突然変異誘発に関する研

向性炭素とりこみ藥藥飼育による

U308で倉認二万七千誘を在
掘輪繊景止されている︒

アルゼンチンは︑これまでに

摘していること②最近塀積型鉱床
が近くで発見されたこと等から考
えるとウラン発児の可能性は大き

照射サービス体制の強化

関する研艶⑤ラジオアイソトープ

る研究︒

投ξ塒の人体徴飯釜澱評価に関す

茨城県社党議員団が

再処理施設対策委

騒

筆

林

ご

蝋周

醗

職漁・仙台・横派・名古屋・神戸
岡III・広誌・福岡・高松

（292）1■＝L

原子力発躍ではわが醐は先進aコに十無

ワー社による発電とプロセスヒート餅用

あることから︑この十年来︑慣膵各麟は

でンなど水不足の地域でも︑近く計画が

なお当田は︑一腎加遠器︵EB

︻特別研鷹︼プルトニウムによ

茨城撮の牲会党議貨団は︑四月

︵㊥

︽駐

ノ￥●

支

蹴艮活東蕩℃

の二電繊的隙子力量置所の建設謝圃︑藤

競って原子炉虜体の工業捜術陶開発︑発
海水脱廠を大型プロジェクトに採りあげ

員沐化の見通しと伝えられる︒

こうした観点からも︑新技術への開心

確コストの切下げ︑安令盤の岡上などに

のあおりで突現しなかったが︑この悶題

る方劃庫侍っていた︒終斉は財敗硬山化

いることを感じる︒

廻隷難鱗雛饗る．

かし本飾

G二MeV︶の外部研究利用者へ

放医研研究計画決る

用遡開発についての協力を開始

内部被曝の調査研究など
放尉線医学総譜研究贋は︑昭和

る内部破曝に関ずる女義研究︵内

の為雅公開︑実験照射の受孟機関

闘†二無血に引き紬き︑今年度も

としての財団法人放尉線漸騰振興
協会の設立が明らかにされたが︑

特別研窮﹁プルトニウムによる内

し︑この三月︑まずそれぞれ三百

とくに財団法人は︑照射馳設のア

僻した︒概要は次のとおり︒

海外企業との協力はの用途開発

イドルタイム︵土曜午後から月隔

熱源膵価に関する研究②ブルト一

容︶①プルトニウム化三物の吸入

とする︑②その特諮擁の田本にお

部被曝に関する調査研究﹂︑﹁総

二十七日︑動力炉・核蝉麟聞発撰

崩線障審の学徳に関する調査研

一団か東海村に建設予定の再論理

を利用して碧羅で実験照射をひき

研究⑬プルトニウム特異代謝に差

ウムの肺負荷撒の測定法に関する

朝求で︑隔週金曜夜から月曜朝︶

究﹂を実施すること︑および今年

研にりえられる︑③海外企業が工

度から薪たに指驚研究を実施する

多彦／多／髪

調査卒進める︒

ながら︑設綴及対の立場で独自の

駅之助疑︑臼民︶の審議と僧行し

処理調査特別三二会︵婆員長意田

会のなかに設けられた針子燃料再

岡対策婁員会は︑さる四月に県議

・鈴木恒県議員︶を発足させた︒

料再処理施設日影配員会︵婁員長

工揚設罎に反対の立場から︑核燃

足が予建されている︒

①分子生物学的に

放射線陣塞の回復に関する調奮

びに緊急処置に関する調査研究︒

ルトニウムによる隙密の評価なら

麟故論策に関する呈礎陶研究⑦プ

究ゆプルトニウム取扱い者の緊急

安全に関する放豊潤防護の開発研

研究⑤アルファ線実験棟における

曝の生体におよぼす再三に関する

する研究④プルトニウムの内部被

受けるもので︑五二中旬藻でに発

こととし︑このほどその詳細を決

製造狡術特語の通鴇実施権を与え

しかし協会は営業照射は得なわ

業化すると憲は粉末ポリエチレン

ける独占天施権︵再実証権︶は原

から得た勝請権は︑実施蕩のもの

〜酉認︐の製品を送村した︒

別に農隙の王制化学企業孫靴と︑

二月︑為簡研はこれとは

として︑プロセスヒート柵の多箇晦妻子

わが田においても︑海水脱塩をはじめ

その研究開発の堕点をおいていた︒最近

現盗︑澱水化の技術には影響フラノシ

に債極陶に取組む応勢をみ世ている︒

他分野のエネルギー転換がにわかに酒闘
きれたした静蚊には︑原子力発電の諸条
俘がある響農事成される見顯しが立つと

駅 を 三 十万桂増強
高崎研究所が積極的な方策
田本原子力捌究所窩鴎研號駈運営婁員会︵婁員長・閥野厚平乗洋レーヨン常務理事︶は︑㈱月三十
日︑除研本部において第七回委員会を開き︑渇騎研の現状︑浅墓研靴協力の伏目︑四十三隼度国辱自

る︑①独爵的な用途開発契約は結
はない︒というもので︑前記②を
除き︑国内台桀の用途開発とほぼ
同じ条件であるが︑資本力と開発

の協力は沙RされるQ

能力にすぐれた米国の臣大企業と

議しいプロジェクトの謙画
一九六三年︑楽圃フォード社は
高エネルギー放射線による高分子

研究︵内寄︶

みた誤差回復に関する研究㊤細

宮城県出講に入会︑畑製筒綱

おける放射線損傷の圓復に関する

胞︑染色体およびDNAレベルに

研究③造血系組織騎体の回復に関

進太郎氏︑住所仙台市勾当煮出り

南海鷺鉄︵株︶貯砂者変吏︑新

一毛蹴講仙台︵二瓢︶六一＝

する研究①臓潜思の相関からみた

回褒に関する薬剤の研究︒

除麗入会︑取

綿役翼長新文夫践︑墨跡大阪市北

関躍興業︵株︶

社長川勝分段

回復に閥する研究⑤放射線陳宙の

︹指定研究︼次の五テーマであ

学への両用に関する研究②主線細

＝互︒

区道本町一一五眠語大阪︵三七二︶

る︒①放尉化分析法の医学︑生物

す放射線の影響に関する研究⑬放

胞のエネルギー代謝機騰におよぼ

．
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店

本

大

取締役祉長
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東京支店

二二竜運

力

︐原

力の日本側の分担は低温照射ほな

尉棟卒晒覆し︑ニカ無帽画で三十
万蝕の照射能力を増強︑②ポリエ
チレンの用途開発をめざした物観
改穫の基礎孤究の実施︑③食晶照

技術を銚礎に︑工業化のための大

放樹線でキュアする方法﹂の特儲

粉末ポリエチレン「タカセン」

画の大綱︑などに関する報傭をきくとともに︑新しい研創プロジ鵡クトの設置畠蜘を審嘱した︒とく
にこの日︑描號所側より︑さきに窩崎研が民間と典麗開発に成功した放射課寺内粉末ポリエチレン﹁タ
カセン﹂の用途開発で︑米国の瞑目化学企業三層にサンプルが送付されたとの報告がなされたが︑国
内でも現在八祉で用途開発研究実施中であり︑そのなりゆきが注記される︒なお︑当田は筒三三の施
設活躍をはかり︑照射サービスを受託する噺紐識﹁財団法入寺尉線照肘振興協会しの設立も︑かなり
三体的に明らかにされた︒

皿とその技術情報の柵互提供︶も

どがもりこまれているQ

篇隔研究所は現在︑①繊灘のグ

るQ

纂俸的に開始ざれようとしてい

抗して︑わが團でも抽脂ペイント

︸億二千万円︑猛礎研究に約二千 物質のコーチゴング技術を確立し
特諮申請しているが︑これらに対

メーカー︑これるのユーザーなど

五薗万円︑建設費に約一億円︵三

このため本年度は開発試験に約

ラフト噴禽︑②エチレンの顧命︑

四十三隼度塵業計画の大綱

③トリオキサンの固絹二合︑①プ

ラスチソクスの改資の四テ ー マ
を︑放射線化学の開発試験として

力年で約三惣円︶が見込まれてい

の闇で放射線によるキュアリング

四十三隼度では︑これらを更に

るが約葎八十名の所轟のほか︑外

技術の研究開発を希望している︒

すすめると共に︑①コバルト60三

各︶の受入れも予定されている︒

来警語員四や四各︵うち穴阪四

ら四名︶の所有する﹁不飽繍ポリ

高崎餅では︑原研︵徹除︑重松氏

高蘭で聚施し︑あわせて線源工学︑

粉末ポリエチレンの用途開発

開発研究︑プロシェクト関連研究

いるが︑東海ではJRR i 3 を 用

等を醐騎︑大阪において行なって

今後︑とくに沙図されるのは粉

ている︒

いて化学墜＋炉の調霞研究も進め

祉が笑徳申であるが︑他の三往で

エステルの酢酸ビニル治液卒電離

ム低温化学照射装賢を設け四十四

の一瑚としてJRRi3にへηで
ウに開隅発プロジェクト参加の五

している︒

型技術を共嗣開発することを計締

末ポリエチレンの用途開発で︑す

朗より仏原子力庁と共劉研究が︑

二露が各祉に醍布されている︒し

も実用物徽検甜試験中で︑製品杓

射研究の拡火︑①化学瞭了炉工学

家た昨年度からは米ブルックヘブ

十度C︶で運転する到日米研究協

鋸度には液体窒累撮度︵零下酉七

豪た一方︑国際研究協力も軍奪

ン研號所との響鞭交換が開 始 さ

株式會祉

轟

動燃事業団が叢

胡ヨ

れ︑近く研究協力︵研究分野の分

らしを運ぶ

ン資源
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猛がフィンランドおよびアルゼン

今回の舎併提案の獲には︑CG

である︒

で︑一九七〇年半ばに完成の予定

電所は一九穴六琿石工されたもの

簸簸雛糠蝦 難 〜 燃 鞍 鷺 懸 鎌 瀬 織

国際入札敗退に失意
燃料︑重水部門は現状維持
チンの週初の原子力発電所の受注

カナダ・ゼネラル︒エレクトリノク︵CGE︶社はこのほど︑カナダ原子力会社︵A遇CL︶に対に失敗したことなど︑CG醤の一

の万力琿協定に従い︑A
スタンの璽水炉︵正味罵気出力十

ノカリングに建設中の重水減還︑

オ・ハイドロ祉がトロント近郁ピ

行われているが︑計醐の拡大によ

Cは︑ラリソンとスループ劉画は
ロスアラモス科学研止所で行うよ
うになるかも知れないと述べてい
る︒

二塾︑およびハイドロ・ケベノク
地を取得しているが︑原子力発蹴

ープおよびキングストン近郊に敷

が設計︑礁設︑運営し︑蒸気供給

る一圓の公聴会を経て決定きれ

オビスポ近郊にある︒PG＆E社および猿子力汝全認可評識会によ

厩水型炉で︑敷地はサン・ルイス・

た︒公聴会は二月ニヤ︑二十一田

金属工業会祉で鰻造されたQ

ギーのホブケン金属会祉と漂子力

ゾである︒運転は竃一四入で足

塩溶液を使い電蝋はわずか﹁・五

この隅炉の発電実験の虫要圏的

り︑原子炉内でのサンプリングの

中に収められ︑燃料としてウラン
KAEAで︑残りの露分は︑ベル

原子炉は密閉された鉄鋼の箱の

祉がセント・ローレンス河流城の
所にするとは決めていない︒報告

系統はウエスチングハウス社が供

燃料アセンブリーの半分は︑U

ジ畿ントリーに建難中の満水減

給する︒PG＆E祉の患定建設蟹の両日サン・ルイス・オビスポで

社に附して行なわれ︑一九六九年

標燃焼塵を達成

無体的に︑エンタープライズの

ススチールを︑また︑圧力客器

脚門嬢でもあるという一11艦長 べ︑核燃料の被漫に︑ステンレ

らすれば︑原子炉の構造を少し

今口の賑栄閥係や国内蛸勢か

㎏子力発電時代に入ろうとして

いるが︑一艘国民の聞には︑京

た原子炉さえも敏逡する感鮒は

ヘイシャムの旧訓は︑リー艦

根強いように思われる︒

つ趨り︑▽陸上の原子炉に比

と同様︑原子炉についても一切

だ︑伴えることは︑核兵器の場含

疋を下すことはできないが︑た

穏万や万KWの大発灘階を建設 Bの努力にも︑敬葱を惜し濠な はなかろうか︒︵一巻はN11K

ス冷郊炉︵AGR︶四鮭︑61
し二
た英圏民も立派だが︑CEGともに︑考えさせられる間題で

しか離れていない所に︑敬良ガ

解説襲員︶

命を遡じての炉心の運転特性およ

における燃料挙動の隅一②炉心欝

の分野で広く覇罵されることにな

は鉱山業︑冶金および化学その他

にみたすものである︒この題子炉

ソ達科学アカデミー

ソ連の科学アカデミー物理研窮

で大型加速器完成

トのエネルギ工佃だす線型加遮器

所は︑五千万エレクトロン・ボル

地質学で利用するための小型原

ンマ線および中エネルギーのエレ

で二番圏に高主流の加遼器で︑ガ

クトロンの分野における捗及臨の

の組立てを完了したQこれはソ連

るために使われるであろう︒サン

子炉が開発された︒この原子炉は

プルの中に人工的に誘導された放

の他のもう一つの送還器はすでに

研究を行なうものである︒この総

ている︒

ウクライナのハリコフで遡転され

射龍手巻定することによって︑ご

可施になる︒

十・五日は見学金︑六月十ヒ〜二十

七月﹁〜十

規定に三つき︑第一種および第二

種放射隷取扱兼任菖試験亭来たる

八難二十八臼︑二十九日︑三十日

の驚日闘︑いずれも午前十時から

午後五時豪て東灘と大阪で窺施す

ると省継した︒

試験場所は︑東灘地区は東灘大

s︸︶︑大阪地区は近磯大学

学広学部︵東灘羅文稔8本郷七⁝

︵大阪刷東大阪市小雛馳纂＝︶

課目および時間数旨炉物理唖︸

二日は原子炉実四

原子動力二十九︑灘工学士一︑讃

十九︑放鮒線籏理十二︑廃蘂物処

測鋳御九︑搬子蝉材揖十︑酸螺料

理六︑RIの猛麗と利用三︑試験

八︑経灘閻羅六︑凍峯力関傾法規

炉・研究炉四︑原子炉の安金牲

六︑原子力産業政策二︑補購照︑

参加躍翻総懸は四二五千円︑実

見学会＋︒

欝は二万八千円︑見学会は六千五

万七千円︑総総・実姻・見学会の

蕾円︵たたし構縫・突習の編含六

揚合七万一黒千円︶

三原塵サービス難業本部聡紹︵五

までに葉尿都氾尽新橋一の︸の十

ロイ研究会

東大でジル力

九一︶六＝コ叡で︒

V日本原子力産業会議は憧例の

東大工学部瞭子力工学讐では︑

五月轟⊥ハ日午萌十時から岡学科A嵩

イの研究結果を樋曝し︑今後の研

まで︒

加は墜田．綴合わセは三島研外整

ロイに関する研究会﹂を開く︒参

﹁ジルカ

に原子力発電所の建設現場の見学

究方針をたてる囲的で︑

期聞と内鍵鑓六月三〜丈⁝薩と

領は次のとおり︒

▽岡講習会の概要捨よぴ募旗要

総総痢翻している︒

V今回は講幾︑実還のほか薪た 議室で︑ここ二︑三年のジルカロ

術館で開催する︒

度︶を六月三日か・り東京︒科学技

﹁織子動力講習会﹂︵照十＝犀

講習会受講者募集

43年度原子動力

よい︒

込轡に認入のう凡悲信用封拘︑戸
会場理講幾は科学技術館︑実摺
籍抄本および写耳を添えて︑六月
は川崎宿王禅肯の武蔵工大原子力
十七臼から七月畦六臼までに︑科
研究所︑亮学会は関鍛遼霞と原躍
学捜術庁︵康総懸千代m区餓ケ関 敦賀︒
瓢丁ニー二︶長冨あて申し込めば
▼珍加申し込み幡万月二十π騰

である︒憂験吊望蓄はn漸定の申

二日は講麗︑六月十四︑

放射線取扱主任者

雅学技術厚は五月六円⁝︑放接線

科学技術庁が告示

試験施行は八月

ヂウムなどの金属を発見するのが

く小醗の金︑銅︑コバルト︑イン

岩石のサンプル︑守中二子で照射す

子炉の開発に成功

ソ連で探鉱用小型原

三脚の試験などである︒

るD20系の運転経験の取糧④機ろう︒

び糖効率の実訂③高温筒旺におけ

ｩれ︑四月二十三B︑正式に欝 は︑①二万五千MWD／tの領域
精度は近代地質督での基雌を十分

可が決ったものである︒

建設駐町はAEC規制スタソフ

八千八百五十万ザである︒

と腺子炉安全艶悶婁員会の審査︑

W原型炉の高訓︑技術の主撃演 がなされるという︒

巡︑沸騰軽水冷却型の二十答芳K によれは︑今奪中に〜カ所の決定

は海外数力騒の最初の発鍛所が有

岡外布揚については︑AECL
は︑送変電設備蟄を含め︑約一僧

次のカナダにおける穴型プロシ

じている︒

誕クトの時期は確走していない︒

碗水炉の入札招請を受けている︒

裁

マニアで︑AECLは天然ウラン

望たとしている︒その一つはルー

オンタリオ・ハイドロ役は数墓の
穴懸樋羅所用として︑ポート︒ホ

電力三社が参加

米A一社の増殖炉開発計画に
に庸導し︑照気発生器を作りAE

達部︵フィラデルフでア州レスタ

地紐立される︒繊荷はWH技熱伝

て艦祷された︒これは発三所で現

米WH社が百万KW燕気発生露は上下二郡に分噛し
用蒸気発生器を出荷
米WH祉は︑最近︑コンソリデ
プロジェクト︒マネジャーとMし イテノド・エジソン社のインデで

濠たA王は構造凝望測︑鍼験の

をえた︒遠写力はバルチモア・ガ

て︑ウィリアム︒T・モーガンを アンポイントニ畳炉︵羅気出力衙

運開の予定でコン・エシソン系統

バルケイン炉が目

を要した︒

敷地に甥漕した︒運送には二B間

入り︑さらにハドソン河を上って

ー︶から行なわれ︑デラウェア河

庶＆エレクトリノク︑デューク︒

からデラウェア湾を通り大西洋に
指潟した︒モーガンはAECのS
万KW︑ニューヨーク州ピークス

一九八○年燕でに達成きれること
ダイアブロ発電

発によるバルケイン炉は︑このほ

で二番目のPWRである︒毒茸 イギリス枯よびベルギー共岡開
米PG＆E社へ に引算き三暑炉も一九七一年運開

一鋸五口〃に英

tを達成した︒この開冤に対する

米ARC瞭子炉許可都は四月二の予定で︑蒸気発生器は岡じくW ど際糠燃焼度である四万MWD／障害防止法施行規則第三十四条の

万KWの認速炉をGPUの駕力十
岩三日︑パンフfソク・ガス＆エ H社が供給する︒

と提携し︑静静出力三十欝〜五十

・ユーティリティーズ︵GPU︶

王はすでにゼネラル・パブリノク

所建設に許可

二号炉の発注は一九六五年W11

最初の爆齋思原子炉SNAP−1
基0
を撮簡した︒

レクトリノク＆ガスの各社であ RE︵ナトリウム実験炉︶および キル︶用蒸気発生盟四結のうち二

パワー︑サウス・カロライナ．エ

KW×2︶︑岡地に建設契約済の増殖炉開発讃圃に慰力三社の鴛加

ェル社の原子力郡門︶は︑同社の 日備中であるQ

ル︵ノースァメリカン・ロノクゥ Cの液体金属工学センターで試験

アトミノク・インターナシコナ

AECLグループは︑オンタリ

し自社の設計︑技術郡門の舎燐墨提案し︑AECLはこれに合回した︒CGH祉にとって今回の措澱連の失瓢感がうかが曲る︒

付き

は︑憂期的な経営見通しに立ち︑新規受注が長朔にわたっていないことを考慮した上のこと︒
群細な取淡めはここ数カ月は交

簸はCGEのオンタリオ州ビータ中︶の仕上げに従塗する︒この発

二万五千KW︑カラチ近郊で建設 重水冷却︑炉二塾︵電気出力五十万

富からが原子炉供給者︑設計暫︑
ーボロー・プラントの揮桀を続け

されないと晃られるが︑CGE牲封Cしの指揮下に入る︒これら職

建設者と締ることは当分の間なく

るが︑これはAECLの勤力罰醐

AECが予算提出

なる︒しかし︑原子力機器︑燃料

各︶の一チームとして機能するこ

供給暫としてはCGEとして存続グループ︵トロント︑人員三酉
し︑激た同社がホークスペリーに
る︒

とになる︒AECLによればビー

五つのプラウシェア計画で

建設中である年歴鶏術ゾの璽水生
ターボローのスタソフは勤力二二
同原子力婁員会の質問に笛えて︑

ブ

AIは︑高速増殖炉の経済機が Aに饗煽している︒

薩工場などの他の原子力関連部門
画グループの単なる補強に止豪ら

AECと麓業界弔問による五つのる人員不足楽解消するため︑AE を確信して開発を進めている︒A

︒

画は︑ローレンス放射線襯究所で

も︑今回の禽個で影響ぷ蔓けるこ
ず︑特定部門で蟹要な︑独立した
プラウシェア訓函の概評二三りを

ラリソン

ドラゴン・

米原子力婁凹鶯誠は︑上下両院禽

とはない︒

資任を負うことになるQ

少数のマーケノティング・グル

︑

協力協一疋は︑ 一山八論ハ

國線子力公牲とベルゴ︒一竃ーク

レクトリノクへPG＆E︶社に対 蒸気発生雛は長さ六十瓢ぼ︑璽
醗三頁五ゾ︑三千二百本目インコ

蔵︵ペンシルバニア州︶に一九七

し︑同祉が申離したカリフォルニ

レ！ル社との閥に結ばれ︑躍気出

これらの三食に署する予舞は︑

ネルU字管型を使用する︒幽は三

ス

五無送蹴するため︑︸九七〇屠蘇
について︑AECは︑見 一九六九年度で百四十万がと極め

ア州ダイアブロ・キャニオン原静

て厳しく︑A罰Cは︑予算獲得に

に建設すること串自指して研究開

積りは憤蜀で控え闘に行なった

力二〜六万KWの範囲の睡用炉お

開発するものである︒

よび舶二塁の炉心設謂を主として

十九婿の籔で主冷却材から給水系
努力するかたわら︑産業界による

必要以上に国筏の不安を増して

の話は︑今始めて聞いたが︑米

i艦長の答えは︑﹁ヘイシャム

GPU系統における概意識謝を PG＆E社のこの発聡所は︑初に伝達され︑毎晴流鰍三菅二二の
既に完了して︑A工は構造材技術 期正味電気出力藩論六万KWの加 燕無を生成する︒
炉を鎖んでおり︑万一環敏が雌

いるのではないかということ は︑嶺然不簑の声も起ったが︑

む︑およそ十万の照々の間から

一九七〇鐸闘

灘れば︑災轡は測り知れないむ

霜としても︑考えさせられる
C琵GBの説明︑つまり︑A海G
傑守・革新の対

商品水型腺子炉の揚禽︑一次冷

Rは︑コールダーホール型に比 間題だ﹂ということたったQ
決は︑豪ず一月

の十一月︑英揚鍋央鑑力庁︵C には︑瀬丈なPSコンクリート はかり説明するくらいて︑及鮒

わが麟も︑いよいよホ洛的な

い︒

より虫しなことは︑口うまでもな

いが︑一切ノーコメントの現状

運動が静談るとは︑到底思えな

と会う機会があったので︑表年

岡 村 和 夫
鶏GB︶で聞いた瓶をしたQ を便っているので︑はるかに安

ということだった︒

民の不安はぴたりと解消した﹂

話というのは︑﹁CEGBは
全性が蕩いと強調し︑これで住
イシ㍗ムの町から︑わずか六が

ム年︑インゲランド北西郡のヘ

べて︑軍艦の揚食は安全性が犠

長たけでなく︑業界︑一般国民

戦にされているはすだ︒▽エン

い︑という私の慧児に対するリ

する罰圃を発表したQ周辺に住

鑑人の私には︑この疑聞に判

る︑といったことである︒

って︑死の灰がもれる恐れがあ

に蒸発し︑炉内はカラカラにな

安全性の啓蒙にもっと努力を

シャムの教訓

高温・高圧の水が︑〜瞬のつち

しかし決して忘れられてし窟
つたわけではない︒現に︑あの

騒ぎの中でも︑安全性につい
て︑いくつかの間題点が指摘さ

イ

却水のパイプが破壌されれば︑

すくなってしまった︒

子炉の旗全性の問題は︑影がう

ぼられ︑︸頃やか豪しかった原

立点は︑主に核兵器の講無にし

エンタープライズをめぐる対

のエンタープライズの佐磁聴入

一口われる今年︑

争が始まったと

財響岩握を要遷している︒

力発電所の建設を詐期した︒

および

k

発を嵩めている︒

︑μケノチ

撚1

港で幣を開けた︒

入山の響日︑私は︑端子炉の

だ︒

で︑あくまでも概騨であるとし
て︑次のように述へた︒

013ラゴン・トレイルとケソチ
は天然ガス誘出と天然ガス地下貯
蔵施設のためのもので︑三〜五一
万ザを過する︒

○ラリソンは︑茱然ガス誘娼の
ものであるが︑より深く︑より技

のになる︒▽あるいは︑もっと

が︑何分にも新技術分野であるの

ルーブ

ランコ

トレイル

この五つの計画︑

統含スタノフの一部は︑CGE提嵐した︒

妥墨な解除条項 の海外鍮点刮画の一つであるパキ

ープ犠押職など約蔵蒼名撫含むC

GE原子力部が

カナダAECLのホワイトシェル原子力研究所

n蕊beSセ

説明しない米軍の秘密虫義が︑

れている︒

へ

術陶に難かしいものの開発で︑ド
ラゴン・トレイルよりは︑幾分多
くの支出を要する︒

○スループは低品位の銅鉱の回
収と溶解のための計画で︑ブラン
コは︑買岩の採鉱副画であるが︑

一別は︑八裂〜千二衝万がを要す
る︒

ドラゴン・トレイル甜画は最も
進んでおり︑実験のための許細な

く結はれる︒コンチネンタル・オ

技術プランについての協定が近

ひ鱗

タープライズは︑八基もの原子

そして︑理づめの説明て納得

＝

@

＝

@

ノ・ル祉およびCER・ジオニ晶ー
クリァ社との正式交渉が近く開始

現在︑すべてのプラウシェア計

されよう︒
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産業育成での

CEAの役 割
フランスの原子力産業の構造を

理解するには︑CEA︵ 原 子 力
庁︶が果してきた役踏を知らねば
ならない︒

CE A は 一 九 四 薦 薙 十 月︑フラ

潔
のイ

フランスの原子難産簗育成は︑その当初から強力な政府の支

速炉︑核燃料製造︑擬縮︑再処理など︑それぞれの分野におい

持によって︑天然ガス暗唱炉であるEDFシリーズを始め︑高

ランス大使館原子力アタッシェのバトリック・ノレ氏から︑同

て確固たる政策に基づいて推進されてきた︒このほど︑在日フ

国の原子力塵業の環状について寄稿を頂いたので︑以下に︑そ

研究の調整︑コンサルタント業

建築疋学を手がけるようになり︑

たが︑いくつかの例をあげるとプ

がいかに難しいかは︑ずでに述べ

原子力産難の構造を説明するの

の概要を紹介する︒︻カット写爽はピエールラット澱縮工場︼

務︑建設や実験の指灘卒行なうま
ラントの建設とウランの生塵に関

して︑CEAは次の様な犬型施設

でになった︒

その後︑工場の運嘗や機賠製造

出資し︑運営しているレカルピエ

ジン彼がグルノーブル近くのヤリ
ー︵臼鋤リコΦ︶に新しい工揚を

六七葎十二月以外を醗始した︒水

方法をとっている︒

系列化を終えた

産業グループ

よぴプロトタイプ原子炉︑それか

う特殊な業務のために趨ったりし

った︒

る企業曙町組合間の連絡をたもっ

ーネントの製追︑研究に関連のあ

Gl王Nは器村や原子力コンポ

最後にこれらの原子力産業のと

設で二欝翻に大きなグループとな

て動力炉の建設に関与した︒これ

原子炉などの建設において虫要

らEDFの増大する需要にこたえ ている︒

な役割を果し︑かつまた世界市楊

Fは歓迎してきた︒

で︑いくつかの子会抵がある︒

闘というのは鰐報交襖や業務調艶

設立されたものである︒

術者購買を汀なったり︑フォーラ

絡をとっている︒

蒸

灘

助

測器などが生度されている︒ユ

の研究と︑CEAやユーフトム

ジン︒クルマン・グループ内蔀

との研究契約などをやる法人組

国には︑原子力以外でいくつか

ている︒

の化学プラントなどが輸繊され

機長は旧ユジン社祉長のH・

︵11・T︶

QoΦH訂9

辱胃9

OQ一2国酬︵口鵠い竃誤ZZ一〇

アンリ・ジョリベ氏︒本仕は︑

0鋤憶一的

憎∬の鳥oQ①昌Φ弩餌︸閨︒図

工9

屡︒Φ●

︻写翼はイゼールにあるジル

翔ニウム生産施設︼

ブレバトムはCEAや葱DFや

民間会祉が持つすべての原子力特

バトムは三千件の圏内特鉾と一万

詐を取扱う仕事をしている︒ブレ

いるQまた十六力圏からの原子力

特許の資料サービスも行なってい

る︒このサービスは現在原麗を遡

またフランスの原子炉の輸出を

して田本でも利用できる︒

促進するために︑CEAとEDF

は外国陶けのコンサルタント叢務

や難設の佳禦にあたる鳳子力発電

所建設のグループの設立に協力し

大際子力触業であるGAAA︑A

た︒この組織は主に完に述べた四

LSTHOM︑INDA孚0

されており︑すでにSENA発躍

SCHN鷺王DERによって摺進

起のフランス︑スペインの駿同運

以上簡顛にフランスの原イ力麗

営にあたっている︒

力は原子力の分野におけるあらゆ

業の構遣を述へたが︑今やその実

る製造上︑捜徳上の諸悶題に応え

ることができるほど縄まったとい

謹たこれからますます輸出や国

ってさしつかえないだろう︒

で︑フランス原子力産染けその輝

際協力は伸長すると思わ為るの

かしい将来を約鞭されている︒

放射鯨隊学総命研究荊はこのほ

放一箇で研修生募集

定員三

ど︑四十三年農の研晦4糠集譜画

▽放射線防護短期謙程

を次のように決めた︒

十人︑期間六月三田〜七月十九日

定員†

十月二十六日〜十一月十︸二日︑▽

放射線利用医学短期一鞭

厨︑

一芸〃二十日〜二刀㎜鰯十八︐騰

四人︑期間︑九月二日〜十刀十㎝

月二十目〜

影

判︑

H

︸九六八葎塵版︶

︵円Z的艶編︑㎎七野︑A五

02信︒一①ρ円ピ蝉妻b口q＝Φご轟

一原産癒糾室便り一

受講料は各一万五千円︒

二月二十八日︒

定員十二人︑期間

SOCIAに属している︒わが ▽R一生物学暴礎医学短期躁程

原子力藍業ダループとしては

織の研究所もある︒

の代表でもある︒

いてすこし説明するQこの恵門機 立唄から政府機開士莇議する揚合

ている︒G工工Nは涼子力塵業の

らの建設はフランスの空な原子力

りまとめをしている専門機関につ

グループである王NDATOMで︑
競争できるような強大な難業に

SCHNE工D封R︑G発A
A
︑︑岱企業がグループ
展A
する
ため
た︒この産業グループというのは

ALS田HOMによって行なわ
れ成すること愈︑CEAやEを
を形
Dし︑麗業の窪窪をはかる囲的で

バー間の傭報交襖と閲時に︑外部

グループはそれぞれの設謝技術と

ウランの粗製錬を行なうSIM設立した二つの工揚の運當に加

五千の外国特許明酬欝を取扱って

INDATOMとシュナイダ
そー
の一つのA①ENは主にメン
の会社がグループをつくり︑原子

建築技術の部門を紬帰してSOC団沐や外醒の原子力分籔における

フランス独特のもので︑いくつか

炉の建設やアーキテクト・エンジ

い︑﹇般大衆に対しても広報活動

あるフランス・スペイン禽獣のS を行なうQ謹た会禽︑シンポジウ

る︒このグループはパンデロスに

諜アリングなどの仕購をする際に IAというグループを作ってい 新知識や紙成果の情報を交換し禽
合弁や銀輪事業の形で行なってい
る︒だから各グループは製造能力

のつながり層一輪強め原子炉の建

学工業が五十五％の剛含で︑と

染は︑冶金関係か四十∬％︑化

わっている︒
O社︵CEAと共同出資して三

グローブ・ボノクス︑放肘線謝

金︑グラファイト︑化学製品︑

語

トM
ムを
通そ
して同数の外国機関と連
GAAAとALS肥叢O
は

心的南無を果した︒

を高め︑31画立案と調整を一カ所 ENA原子力発聡炉の建設では甲ム︑会議︑展示鍛を催したり︑技
に集約させることができる︒

ここでその藁績の全部を述へる
ことはとうていできないが︑主要

Mについてはスイミング・プール

なものをあげると︑工NDA田O
型原子炉とEL4を︑シュナイダ

ーグループは各糧猛DF原子炉

難

を︑GAAAはマルクールの源子
炉とラプソデで筒遼異験炉の建設
を担轟している︒

最近︑フランスでは原子力産業
に闘運をもつ民間企業に多くの流
動と鎧理がみられる︒こうした動

求たフランス原子力学業はCE きは︑単にフランスの総來の藍業

現在︑同社の原子力業務は︑合
併時に設立された原子力研究開

子力専業の子会技あるいは関連

いるが︑そのほか︑数多くの原

発都が中心になって推巡されて

とで︑それぞ

九六六卑のこ

活動と密接につながっている︒

Aが各研究所に建設した研究用お 闘の貧併であったり︑原子力とい

融

会社をもち︑これらをあわせて

くに︑化学工業メーカーとして

州でも八位という規模を講って

ト︑ナトリウム︑アルミニウム

に生産︶とその合金︑コバル
縮関係では︑UCP祉︵六弗

州︵工場建設︶などがあげられ

ノトでの研究闘発︶︑USS呂
他にも子会祉でマグ不シウム合

造︶︑SRm二四︵ピ干ルラとその含金などを供給し︑その

化ウラン︑その他弗化物の製

材︑
ジ濃
ルコニウム︵欧州で最初
SICN社とSFEC社が
︑

フランスの原子力開発の当初か

田ユジン祇もクルマン社も︑

の社貴を擁する大企業︒

フラン︵約五衡億円︶︑三万余

い︸ΦQ資本金が論ハ癒八千一血︸日甲力

親会祉自身も︑原子炉用鋼
つの工場を運営︶︑成型加工は

CEAと産業界が等星出資して

多くの分野に子会社を持つ

⁝フランス⁝

核燃料で大活躍

とくに︑核燃料関係では強大

編広い活動をしている︒

れの分野でか

は︑⁝八八五駕に設立された職

舎併して生まれた︒その三社と

なりの麗史をもつ三つの企業が

病

⁝継難
の績果︑CEA︑ウイリエール・

鎭観ては一九六〇年以来の研究

等位体を懸換する紅鱒で独朗灼な

EDFの各発電炉に供給するた帳ガスとアンモニア液の闘の水素

ンペレノトを専門にしている︒

で行ったり︑CEAが罠閾にタ⁝ OCEAとユージン独が共同で

の開発をCEAと産業界とで共同を建設した︒

ンキイ契約で発注するなどの方法

ランの粗製錬工銭︒

ールとベシーヌとル・フォレのウ

原子力妓術は︑未知の分野を闘

がとられるようになった︒

○ウランの精製錬施設として

は︑ル・ブ：シェ工揚︵CEA駈めに純度の高い何千誘もの黒鉛が

発し︑さらにその確実さを要求さ

有運営︶およびマルビスィー工鵬

＆アングレー・シミノク辻の三者

た︒ここで作られた黒鉛は東海炉

金属を襲造している︒

リリウムやジルコニウムその他の

でも使われている︒蔽た同村はベ

みならず匝界の指導的立楊に立っ

ソシエテ・アルサスィエヌ・ドゥ

OCSF︑ラトー︑ユジン︑ ジルコニウムに関しては︑ユ

クールのプルトニウム抽出一三

受け占ったラ・ア！グおよびマル

Oサン︒ゴバン社が建築工学を

による共同運営︶

︵CEA︑サン・ゴバン︑ポタセ
れによってこの分野でフランスの

ペシネ社で製造された︒同往はこ

で︑ウランの採鉱︑精製から原子

れるという特殊性をもっているの

炉建設までに関係するすへての重
継を結集しなければならない︒

原子力産業の

規模と能力
以上のような卿曲で一口に原子
力藍業といってもそれを定義する

︒コンスツラクスィヨン・二一ニ

EVの各祉によって建識されたピ

ーク︑イスバノ・矛ザ︑SOG建設鋳た︒

のは難しいが︑CEAに何らかの
もの覆供給してきた民間会社は約
一万五千社にのぼる︒が︑そのう
ちの約二蔚五十社が実際に原子力

エールラノト・ガス拡散工揚Q

SUCP袖は醜化ウランから
デU
ュ・バサン・デュ・ノール・工
⁝ル・リキード祉︑コンパニー・

F6への転換︑UF6から酸化・
ウデュ・パ︒ドワ・カレー祉︑エ
ランへの転換を行なっている︒

ドゥ︒コンスツラクスィヨン・門

二五無に創業の化学旨旨のクル

気化学と冶金のユジン社︑一八

マン社一九〇六二の創立でユジ
ン社系列下にあった化学工業の

霧蕪灘1
は︑フランス国内で第三位︑欧

ユジン・クルマンの現在の窮

灘繍鮎轟磯蝋

輪撒

聴

業
産

力
ンス政府によって潮設され た 科
学︑技術窺産業の部門をもった政

府機関で︑その使命は科学 ︑ 産
業︑鋭匙面における腺子力の隈発
と利田について指導的役割欝欝す

部門を手がかけているといえる︒
これらの二唐五十社のうち一⁝十祉

ほどが彼等の将来を原子力産業に
かけている︒

二批があり︑

CEPCA独︑SICN
SがF
口社
ニー︑
ク社
共岡で墾水製造腰揚

燃料加工鄭門には

サン・ロラン発田所
プロデュイ・アゾテ社である︒

羅灘驕

鍵

子

原
ことである︒マルクール︑ピエー
ルラント︑研究用原子炉︑発電炉
の聡発︑ウランの採鉱や精鋤︑燃
料加工などの箪要な産楽の確立を

厳訓な溜味で原子力事業に二日
している人員の数をきめることは

EC往で︑SF猛C批は酸化ウを
ラマジンガルブに建設した︒一九

strleNUClealre．

こうした同業の磁立の途上︑あ

できないが︑だいたい狡術嵩は二
万人から三万入である︒この数は

菖万十祉全部の従業員は約五十万

CEAの職員数と同じである︒一〜

しているわけではない︒これらの

入たがすへての人が原子力に関係

千四酉四十寸義︶をやや上回っ

Technエque pour la Productlon et王 Ut
111sutIon de rE丑ergユe Nuclealre， G薙

一転してきた︒

た︒外国技術にたよったものはほ

らゆる分野で薪技術が開発 さ れ

とんどなく︑独創的な新技徳がC

EAの各研究所で開発され民閲会 造を依噂する︒産業尿はこうした

この 翻 的 達 成 の た め ︑ CEAとE
から応用研究計画や捜術研究︑そ

祉によって実刑化さhたQ窪た︑

会祉の原子力関係紛売上げ蔦は一

要求に答えるため主輪初期の段階

DF︵フランス竃力庁︶はフラン れぞれの評圃の概念識甜に滲加し

係は︑いくつかの段階楽経て進展

た︒これは自動車薩業の総死上げ

一州…一偏一㎜困㎜凶㎜凶…一㎜凶㎜凶…い一…囲…

らその担い手であり︑CEAのる︒このほかに精蟹錬箏業でも

，

スの産業昂活用したのCEAは工てきている︒CEAと醗業界の関九六四鋸度には二十億フラン︵約

場や建設部門感心っていないので

している︒

第一段階では産業界はCEAに蕩の約六分の︸であった︒これら

民間会筏にコンポーネントの製造

や全プロジェクトおよび建設業務

木建築業が十七％︑化学工業が十

の内訳は編機工業が四十τ％︑土
対する単なる供孟春で︑酷しい試

EDFはまず原子力発電所のエ料や機器の製造の要求に応えてい

％︑原子炉メーカーが二十八％で

の調整を委託した︒

ある︒
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原

子

力

産

難

︑

麟

寄紮

研東

！

懸

さも

ぽびう

ガン検出能力の大きい課口装魔の開発轟近めてきたが︑このほど

ル型単趨体放射線検出雛と︑胃ファイバースコープぷ組み禽せ︑

東芝申央研究灰は東大上田内科と協力し︑かねてか秘画9カテーテ

実旨しているが︑今後は鷺ガンな
どの診断が迅速かつ確爽になり︑
これを契機として核医学の発展に
も大きな貢献をなすものと見られ
ている︒

国強化の体制へ

にあって難航していた

東電福曇謬機の輸入の虫なも

輸入になったものには給水ポンプ

︵蒸気タービン駆動になったた
め︶がある︒

関確羨療二層機の主な輸入は
①炉内構造物⑭一次冷却系ホンプ

沍n︶⑤廃撮物処理綾躍⑤燃

齢制二重駆齢護麗④バルブの一部

に二項機で園艦化したものは〜次

料取替鐘置⑦罰測制御麓醗でとく

為却桐パイプ︑圧力容器︑熱交換

器等原子炉本体となっているQ燃
毎機ともに輸入す
ることにな2ている︒

料は一二機︑

絢四百﹇六億周目︶︑二暦機が約・す七

機が約九十五億円︵総工撃資金は

四十一〜年慶までに一昼機には約衝

億円︵岡じく約五街十一億円︶〇

中国電力がGE

社へ技術者派遣

中国電力はかねて︑同源の第一

男原子力発電飯の運癒前試験およ

をすすめていたが︑儲る四月二十

七田︑階名の捜術者を初めて米國

膠腫の第一号原子力発電所は︑

GE社へ派遣した︒

島根県八束郡肱島町片旬地点に建

四十万年十月艘エで瑚十九年十月

設の予定で電気出力五十万KW︑

還麗を予症している︒とくに原子

炉をはじめ発職プラントは︑米G

している臼立製作所が主契約とな

E祉からBWRに関する技術灘窪

る︒このため中国無力は貯年五月

り︑国醗饗することが内定してい

以来︑田立とBWR型プラントに

関する其同罪宛を進めている︒

中国電力のGE証への捜術省派

で︑約十七カ月間にわたって︑G

遣は︑原盤︑束羅につづくもの

鷺鉦の調練コース︵BWR妓術コ

ース︑運転士試験コース︑原子炉

訓練コース︑プラント起鋤コ⁝

ス︑シュミレーターコース等︶に

特別参加する︒

も

窪

1ーーー∩6人￥IIi

栄翻の艶名な調査機

難関ラン・讐詳

として知られるV・ギ

リンスキー氏が来日︑

アトムス︒イン・ジャパン︵原

せたΨ田谷は多爬にわたってい

産の海外向月刊肱︶に私見をよ

ビンボウユルギ

なお現在︑関繭霞力はサイトの

キー氏の私見︑コメント大歓迎

§

GPSS

同検出器の大きな仕横は次のと

⑬バルブの一部④制郷鶴駆動袋置

のは①炉内構造物②再循耀ポンプ

厳斜度の設備投資は︑五十三億円

⑤廃難物処理蓑搬⑥燃料取蝕薩置

原動機・原．ナ力機器部門の四十

▽放射線検出素子ロシリコンP−
で︑四十二器用に対し＝十六偲円

おり︒カテーテル型半導体検出器

n接禽検出器︑外径二・互霞川︑

％︑関鷹下浜一

の調へによると︑原駕敦賀発難聴

る︒

二号機の輸入品霞

＝犀度設痂投資は︑原戦敦賀︑束
蹴描勧の一簿と二骨︑関電爽浜の
一暦とπ癩の継続工堺のために︑

完臨までの総工欝籔金千九衝穴十

三億円︑二上機には約一懲円が投

るため︑G猛社に入貫派遡の藥輪

槻で︑燃料は国腫︵﹃NF製作︶を び運転関係の指導技術者ぷ嚢成す

⑦計翻制子袋置⑧タービン発電

この瑠加のほとんとが線子力量蹴

長さ訓約一斜︑動作暇圧11約二十 九六・蕊％の増加となっている︒

V︑胃ファイバースコープ▽町田

使用する︒とくに一昼機で磁艦に

気機羅大手メーカーについては低

今團臨床実験を経て成功が確認されたものである︒

朝会で決定した﹁電力長期計曝﹂

︸号機が約八十六億円︵総工鐵贅

金工避樹†八億円︶︑二男機が約

年三家で

に籾微四十ヒ億円が投入されて

四十九惚円︵岡じ＼約一二白六十億

九鱈円の兄込み〇四十一

説

入が見込豪れているQこのうち分 入されているQ
八酉九十八万KW︑源子カ一薔ヨ けは次のとおり
O関彫奨浜発意所鷲総工購贅金

五偲円の2り︑約四覆六轍円の投

は薄循耀パイプとバルブ︻部で︑

製作所製作GS−B型︑軟性部澄用の核燃糾加工と原子力発㍑機羅

徽投質は約二十億円の規模となっ

ある︒したがって原子力関係の設

早憩に監備すへきものが大部分で

原チ力寵電フラト国酒化のため

しないで二丹機で国産化したもの

綴︒

径h十二︑卵層︑有勘長11八十七警 の坐愚妹鯛の鎧備のための投甕で

原子力は約二十億円
ている︒

瘍部と密鱈したとき︑その威力を
顯産省の産業構造審議会産業資
く︑原子力関係企業と璽聡関係轡

が五五％︑東唯福島一轍機が五七

なわ︑現在建設申の原子力発羅

澱も発揮できるが︑この小型検銃
金部会はこのほど昭和四十叢年度

業企業の伸ひが中心となってい

％︑二男機が五

紹年度設備投資計画まとまる

世界でも初めての ガン検壷用半自体検細羅

器は倹出部外三二・五︑弊癖という

における躍気機械設備投資謝画を

は︑簸近の原．＋力講習所の建設に

るQとくに猷．†士関猟について

虫な点はおよそ次の通りである︒

となっているQこれを業態別にみ 資が必要となってきている︒その
ると︑総舎滋機メーカー︑民生殿

所の国窪化率は︑豊麗省慮工業局

この装躍の開発については︑すでに第八圓田本アイソトープ金綴

成功し︑東芝は今秋かち商品亀に耽り輸すことを朗らかにした︒

小型で︑胃ファイバースコープと
まとめた︒これによると︑四十三

で上田内科と東芝中研が共色発表し︑大きな厚響をよんでいたが

無度の設備二毛鋤向は︑対前年度

組み含わせてあるので︑検出器が

月槻が五七％︑二帰属が七四％︵

これらの点については上田内科
がガン検嵐に実用してその威力を

▽無期の蹴源開発の團樵艮町年

原子力は二百三十五万KW継続

電源開発計画決る

娼年度

の一六・六％堰で五偽五十五憾円

何れも燃料を除く︶となってい

この小型検出羅は︑半導体︵固

使用しているので︑従来放附線測

体iシ リ ロ ン ︑ P l n 接 合型︶准
定の分野で空流をなしてきたG−
M管︵ガスによる電離侮用を応用
したもの︶︑シンチレーター︵鷹
離作用による発光現簾を応用した
もの︶などにくらへ︑動作電圧が

低く︑分解能がきわめて高いQと

エネルギーが中レベルでも倹出町

くに投与するアイソトープのβ線

第四十八圓灘源開発調整審議会
従来甥ガンなど悪性の消化器腫
日︑﹁昭和四十三年度の鍛再開発

︵会長・佐藤撒相︶は四月一岬十黛 五月の鋤四十五画聡源開発詞獲蕃

るなどの特徴がある︒この開発は
蕩の検出︑血液頒礪遡度や慮液輸

による五十年度の聡力需要︵三千

十五万KWh原電敦資︑関囎灘浜
約
六衝七や七億円のうち約魯三十
O
原
惣
敦
賀
彰
々
駈
引
総
工
摺
資
金
一号と二暦︑垂垂福赫一摺と二 約三白六十八億円のうち約薗五十
五癒円の見込みQこのうち分けは

四や奪秋以来︑上田内科と共同で
琶本図幽﹂を決定したが︑導管羅

藍︶の勘準的な捌進壬はかる︒

送蟻の灘驚には︑投与したアイソ

進められてきたもの︒

九欝六十癒KWH︶を充足するた 新規工購については︑昭和四十

このPln接禽型検猷器は母材トープの局部集難論綴などを︑生

いる︒

約四千三欝万KWの語源開発を勧 するため水力六十七乃KW︑火力 Q乗竃最盛発狂所二二工壌資金 円︶︒四十二隼度豪でに︸丹機に

六︑四十七雌艮の甦力鵠給を確脱

工で閥十八年＝β運開の謹厳︶の

に高純肥P型半導休シリコンを用 体外から測定する方法卒用いてい
たのが︑この検嵐器を用いること

なう︒

は絢八十五億円︑二暦槻には約一

い︑表面にリンを熱払数させ薄い

僧工は敷地が来書燈であるため見

は︑躍力会社が確たる態麗で進

るが︑たとえは在来炉の建設

めているQ米麟では十二盟が上

口鉾では

り︑発注が縮少されそうたが︑

しなかろうといった調子Vまた

Rは考え方もはっきりしている

し︑田本が蹴鞠協同開発に参加

新しい動力炉の開発では︑罫B

に迫られるのてはないかとの不安

するポテンシャルも十分との糟

％を占めており︑立ちのきの必要

から︑糠子力施電所の建設に強い

いうΨそれは醐論が一致してい

糠QだがATRは大きな縦閲と

世帯︶が︑買取用地全体の難戦〇

謙発設

大飯郡晶毒竃馬癖︶をめぐる用地

反対をつづけてきた︒このため︑

ないし︑技術的に得るところも

闘西精力か除子力発織縞の建設

置反紺

つづけてきたが︑このほど小黒飯

県が仲に入り︑地元と強い接衝を

買取は︑〜宝地死の強い

が︑このσど小黒飯ρおぐろい︶

を予定している簡浜地点︵纈捧県

関西電力が地元の了解で

高浜地点の買収開始

KWの開発に讃心するQ原子力発〜円の易込み︒このうち分けは一睡 億肖が投入されているQ

爾九軍七三のう為草覆

により︑住体内に継接検出器愚挿
送られた︒

四穣五十＝万KWの謂五徽十九万

膜を盤じさせたもので︑固織の電

入し︑局筋的な放尉線測驚がで

躍虜の建設については︑継続工事
ま
滑な原子力発電の推進が図られる

W︵水力三齎三十三力KW︑火力を稜旛的に推課するが︑とくに円

サ

工事は順調

よう地点の確保など窮醜の鑑査に

万金を期するものとするQ
中部罐力の第一碧原子力発極所
の漕工は︑静仁政の療二地点のサ

今回は発送られた︒しかし︑今秋
の議了冨議会に再び提出される見

部下が︑用地賀収に砥じることを

▽設備常勤謝翻躍昭箱四十三年

決め︑買収はスムースにすべり出

直しである︒

のに︑無理にATRを押し進め

少ないからた︒金も人も足りぬ

麗の灘源開発計幽の規模は千九百

れば︑鋤力炉開発全体を危機に

部洛とのま地の買上げ値段︑将来

たドライウエルの申をのぞいてみ

り︑選曲電力はいよいよ本格的な

導きかねないとも警告している

試掘調査のほか︑道路工事の測騒

Vたがこれはあくまでギリンス

買収没階に入った︒

の補讃問慰等の話し合いがまと藤
な勘所開発償金は五千四樹九十一

八十五力KWとなり︑これに必要 しはじめた︒
高滋櫨点の職収用地は︑胸菅七

トランシーバーを持った作業澱が

億円が見込謹れる⑪この2り九胞 十万平方麿で︑この対蒙には盗
海︑神野浦︑神野︑小黒飯の四部

力の幕議投資額は四千六罵七十三

ある方はご鎌脚なく⁝⁝︒

八万二千KW︶の設謄地点はすで 偲円︵発殿那門は千︷ハ︸臼七十偲 落が入っている︒このうち︑とく

となりの二号機︵醗軸出力七＋

工礁の進行を指揮している︒

ると︑ちょうど談んなか辺りで︑

がら︑タコつぼのような慈母をし

中だ︒現揚の黄緑の火花卒きけな

日立製のドライウエルが通え旬け

は︑すでに塩鱈工高が終り︑藪下

機︵徽気出力四十万KW︶の建設 イトが決まっていないこと等から

建設工欝はいまやたけなわ︒一男

東駅電力の櫃島原子力発電所の

東蹴・福二原子力発葬所

ユ

いては継醗工騨千四甲臼穴十六万K

▽羅源開発訓読H発電設伽につ

離箱として動作し︑一個のβ総が

訓翻の概要は次のと裕り︒

昭和四十三薙度の雅源開発鑑本

れなかった新らしい構報入手の可

き︑これ豪での体外闇闇では得ら

3一欝ボ蝋

入射すると一個の電気パルスが発

騰躍・

駄羅

生し︑放射線を換出する仕綴Q

カ一手募KW︑四＋四隣立家め㎎十避庫股から五十年度家でに

力の第一摺賑子力免電所︵膿濾出

能で︑装羅もきわめて小型化でき

で観察しながら測定できる︒

腫端部に試写している状態を肉眼

伴なって︑その岡艦化のための投

体内に転入された検鷹器は︑腫

きく役立つことになった︒

能性が大きくなり︑診断などに大

核医学の発展に大きな貢献

臨床実験で成功確認

参

§
ミ
︵写翼︶の開発に

饗喜撫

ともことわっている︒ご慧兇の

へ

B︐

㈱

海竃灘

撒欝蹴

．蟻溝窟電魯姦︑慕

盤領

麗

．

可能です。

まで拡張され、オフセンタ計算も

淺諺

を実施中である︒

い小繋飯部落︵漁業が主休︑十四

に腺子力発電所建設地点に一番近

圧力容器型炉で4群、圧力管型炉で5群を用い、さらに

嚢襲業

に整地も終り︑クワ入れを待つは

とくに原子力発節所建設の闘十

円︶が予定される︒

液体減速炉の単位：セル反応度および燃焼の計算コードで

舞

3次元燃焼計算：F鰹

聞書も弓隠欄で解き、計搬鼎果の利爾も容易です。

叢

閑

慧謬
裟蓑
かり︒

楽

侃LEGROは、5βOOもの条件式を含むような大規模な

エネルギー群は100組まで可能です。上方甑乱・下方散：
乱とも考慮されており、高速炉の解析から熟中性子スペ
クトル計算まで、あらゆる体系をとり扱えます。

懲

圃以上は当センタのライブラリとして整備されたアプリ
ヶーシ田ン・プ隠グラムのいくつかの例です。
圃このような計算や解折は、CDC 3600センタで委託計
興をうけたまわっております。

沸騰水型乱用の3次元1組モデルで出力密度、ボイド、
制御棒、燃焼などの計算コード。メツシェは25×25×12

㌧

＼

v

鱗：に利虜できますgとくに

撚鑓論意窪

政冶、経済、企業経営など解析的にとらえにくい自署を
モデル化し現実をシミュレートします。GPSSは輸送問題
などに最適な一般性のある汎用シミュレータです。

コスト計算やP旺SτOなどの入力作成も可能です。

ミ或＼

経営計画など業種の最適訓

醐脳

強

耀鋤

線型計画法A旺GROρPHELIピ，BMしP・

騨

ζ繍≧r議鳳壱ミミx、．、〜鈎

2次元多数組拡散CAND】D−2D

PERT（τIM匠／COST），B酬Dなどがあり、計算のこ屠

〆

ぜ

吻獅

診♂…

シミュレーションS琳SCRIPτ，

納ETHUS臥AH−2

セノレ燃焼言十算

霞

軌野馳ゆ

ご鰹 聴

命をうけたまわっております。

豊富な原子力笥一ドの例をご紹介します。

幅・夙蓼

ノノメ

脹接近。．
讐蕪蕪欝郵1
。驚蛮野

融鞭瀬藤轍尋

餐毫
鑑熱一．

図CDC 3600センタは、多数の整備された原子カ
コードの他に応用コードとしてLP（線型計画法）

皆様の計算センタとしてご利用下さい

（一

懸
撮
璽無難
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新
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聞
新

業

去る囚月十九︑二十Bの両田︑東京・平河町の日本都市セ
ンターで開催された原子力安全研究協会の門原子力安全性総
合発表会﹂は︑原エ丁カプラントの技術開発︑プルト漏ウム燃

料や低レベル廃液の沿岸放蹟などに伴なう蜜全性の瀦問題が
多く提起され︑各分野の専門家のみならず︑これに関心を持

﹁蓋会報告﹂

︵四︶︑

﹁動力炉におけるプルト漏

﹁低レベル廃液の沿岸放磁扁

シンポジウム︵講潰一︑瓦棒︶︑

論︶︑

ウム利用に伴なう安全問題﹂の講演︵三︶および研究発褒
︵生物問題九︑化学問題九︑海洋および工学問題六︶から
構成されていたが︑その要点について市川竜華︵放医研︶︑

の四氏に解鋭をお願いし︑これを二面にわたり︑紹介す

猿橋勝子︵気象研︶︑都軍泰正︵東大︶︑吉沢康雄︵東大︶

とを強調してほしい﹂との答弁が

受け容れるために行なっているこ

歩︑都市緩近などの新しい事態を

いるからではなく︑将来の設計進

刀発墨所の安全性に不安が残って

しているのは︑決して現在の原子

し︑﹁安全性研究の必要性を強調

とのコメントがあり︑これに対

峯慧図すれは︑研究会としては甚

しい問憩で︑もし一般公鞭の啓強

その厨糠をどこにおくか非常に難

を一蛍に会してのシンポジウムは

面︑専門惣と一般公衆の混合集団

働であったと襲えよう︒しかし反

あった︒この点では晦宜を得た企

多数含盛れており︑罪常な盛会で

体︑漁業関係者などの一般公衆も

て用地損当暫は︑非常に迷想する﹂ 出盛の憲門霰顯の他に︑地方自治

人を越える研究蕎が鋤員され︑典

関などでおこなわれ︑金体で七十

大学︑理研︑地方露治体の研究機

研︑動燃事業団︑國立研究機関︑

をきめてきた︒棚究の実施は︑原

究計画の大綱︑塗体の予翼案など

連絡調整の中心となり︑五力年研

員会をもうけ︑各研究機関の闘の

研究協会は︑海洋放出調査特別婆

この三聖をつけて︑原子力安全

ようとしている︒政府の試験研究

の共同利罵研究所の新設を勧告し

会議では﹁環境放射能研究所﹂︑

う︒これらについては︑孫本学術

などについても研究すへきであろ

内海︑驚︑入進湖への放出の可否

力発鷺所からの馳液放出︑とくに

ば︑再処理曲調だけでなく︑原子

出を考えているが︑将来を考えれ

機関にも同糧のものが必要だろう

間関係として充分考慮すへきであ

公鞭の誤解を謹ねく点も数多くあ

響門や研究機関の間のナワバリ

インド原子力婁員会でさえ︑観測

用︑饗苗調益用にも必要である︒

二︑観測船は︑モニタリング

型駒な﹁見えざる研究所﹂を形づ

﹁放射線陣害基礎研究所﹂の二つ

あった︒

だ格潤の低いものとなり︑逆に研

くっている︒研究の予算は五力年

三︑﹁原子刀発魁駈の安全性を
考えるとき設進上の観点のみでな

で約五偲円を予定している︒

究会に難点を置けば︑鯖二のコメ

ぐ運転に伴なう安全性も機械1人 ントでも指覆れたように︑〜般

ニタリングは瑠業者と第三者がお

船をもつ率備をすすめている︒モ

しいとの要望があった︒

／

／

鯵

！＼

一般

のつよいわが圃で︑このような漂

からの鶴見として国の行政機関が

いまは太平洋沿岸からの海洋放

、

要であることを強調すると︑

るであろう︒これらの点の調整が

こなう必要がある︒観測船の建造

については政府はもとより原研
︑動燃も糞剣に考えてほしい︒

三︑東海村の近くに設躁される

験場はその役釧の大きさから︑運

大型水櫓をもつ鼠岡利用の臨海実

る︒放医研の所属であるが︑研究

営について十分考える必要があ

に参加しているすへての人が墜爾

針の大綱と︑試算分科会第一次報

分科会の玉力年尉画︑拾よびさき

一︑安全問題は︑田臼体が研究

四︑また関係する欝治体の立煽

し︑運営すべきてある︒

嚇担当すべきであり︑先進各国は

にも︑行政陶にも︑バノクアノブ

自治体と十分連絡をとり︑予算的

告がなされ討諭に入った︒

の問題燕についての︑全般的な報

告︑生物︑化挙︑海洋︑放出の四

つぎに臨研の坂岸氏から研究方

しなければならない︒

り︑社会附︑行政的な園難を解決

る︒しかし︑まだ多くの問題があ

蒐服し︑漕々と成果をあげてい

かったが︑研究者の良識が園難を

る﹂とのコメントがなされた︒

最後に私の陥象を述べると聴衆

公衆から︑瞥水炉はまだ安全でな

には学界︑富界︑震力会袖︑メ⁝

爾研究の成否をあやぶむ向きが多

いのではないかという誤解をうけ

鍵

腱

今後に残された問題と思う︒

る︒また〜耶の反対者に悪用され

籠

研究推進は国の責任
器8徳観慰醒

液の海洋放出の可習が論題となっ

そうしているが︑わが国では各分

が費任をもって︑研究を推進し︑

また圏がこの研究結果を十分に璽

して強力に研究を進めること︑国

要奏して︑旛策に役立てるとい

野の専門家が協力してここまで研

ない◎従来の湾えカからは︑予朋

国際的にも高く謬価されねはなら

う︑はっきりした姿勢を示してほ

究をすすめてきた︒その努力は︑

し難いほどの成功が期待される︒

露

疲れ・肩こり・筋肉痛・神経痛

つ人たちも多数派旧し︑第一回の発表会としては十分にその

︑

雌

﹁蟻レベル廃液の沿罎放眠﹂の

た︒沿岸の繊塵物が隔離な蛋白資

めた︒

橋

協力結集に行政面の是正を

シンポジウムでは︑座曇二宅配難

源となっているわが囲では︑放射

猿

博士︵東教大敦援︑原挙力安金研

性物質の海洋放出は︑他國とは比

気象研主任研究官

究協会海洋重重調査特別塾員会総

いる︒一昨年七月︑原子力婁議会

較にならぬ深鋪な問題をふくんで

のための研究を推面すること亡き

はこの難題の撮要性凹みとめ︑く

なあいさつがあった︒

合郵会長︶から︑胃二つぎのよう

わが圏でも︑核燃料再処理工腸

すると︑とうも全面的に鱈定す

曲建護することとなり︑放射性廃

とは︑ナシコナリズムと紹びつ

より互いの利蕪の一致点を写出

る訳にゆかない︒国際協力は何

スペシガレ爬粧品

、

る︒

讐困薦鑑隈

心

﹇︑﹁現在の立地塾確では︑原

の主なものは次の通りである︒

子炉敷地の地点の数が限られる︒

立地拡大のため︑軟弱地盤に建設
する際の耐震設謂等が脂要であり

いても汁闇すべきである﹂という

家た確率論的安全騨価の手法につ

憤嗣が編され︑﹁確螺刮算は実行

ーナショナリズムは︑発灘炉の

いてスタートしたこれらの国

七〇館以降に訓画されているよ

資生堂

SPE（⊃IAL

目的を果し得たものと評価されている︒その内窓は﹁原子カ

原子炉設罰︑製作上ならびに安全

不可熊と思われるが︑確率的考え

◇一6φーーーー
から笑現するであろう核燃料の

輸入や核燃料の長期供給契約︑

うであるが︑今度は何がとび出

〆

プラントの技術開発と安全評価﹂シンポジウム︵騰演四︑討

崎⁝⁝駐

確率的考え方は評価
劉霞

安全性研究は設計進歩にも重要
善

などについて述へられた︒

格納蟹雛の設謝︑事政解析の転記

都

正の温度︵およびボイド︶係数を

策大教授

讐構造であることを述へ︑ここに

為する可能憐があることと︑庄力

﹁乙子カプラントの技術開発と
安全評価﹂のシンポジウムでは︑

繭での研究開発の課題があると述

説論での質疑︑応答︑コメント

豪ず東大の内田氏より︑陳子力発
電所の都帯搬近と安争問融につい

最返の発電用原子炉け︑κ引書

て欝演があった︒

化とともに︑性熊向上のため︑隈

翼設説になりつつあり︑蜜 余 設
訓︑安全防護旛設の確紹嬉が磁要

れる仮想饗故についても︑ 技 術

になる︒また︑安全評価で杉慮さ

的︑唇観的判断が必要であること
へた︒

民荷化も︑その契機となったの

の場のなかから再び国際化の方

の益子力が︑はげしい国際競争

すことであり︑そのためには康

あるいはとくに澗速炉の分野に

シコナリズムの縄簾となるので

ない︒それが日本の原子力のナ

っきり意識していなければなら
わが麟でも隙子力開発の分野

あり︑その上で国際協力の有効

性実利性を追求して行きたいも

し︑共両研究剖

第四回ジ議ネーブ会議は一九

のと思う︒

爾を実施し︑国際会議を闘催す

力事構をどのように粂件づけ︑

し︑それがその後の愚民の原子

協力協楚を締絃

かにいくつかの

に久しい︒たし

なってからすて

の国際協力が強調されるように

ていることなのである︒

ず自分の利害の何であるかをは

といえるQ

った国際協力を︑指向したもの

EAを中心とした保障搭羅とい 向をたどって︑さらに多角化し

紡げる情報交換︑さらには工A
またこの出来ごとは原子力に

とではなかったろうか︒

おけるナショナリズム︵国際競

は︑六四年のあの二つの織来ご

現在の世騨の原子力開発が︑

際憲懲

要である﹂との応答があった︒

を灘価にとり入れてゆくことは必

瓢︑﹁安全轡について一景に発
表するときは︑充分に慎確にして

長期の戚長過程のなかである一

筆︶とインターナショナリズム

欧州各国が︑米国の軽水炉に

対抗して壁塗転換炉の開発を急

るなど︑トビソクス的には記録

その中で賑本の原子力はどちら

吉川秀夫︶

らいが間勢いなく沁められてい

曲︑千五衝字以内︼

︻投秘を敏耀します︒テーマ自

一

︵原研・国際協力整

を向いて進んで行くのたろうか

た租手力の満足するような協隅

を十分に生かすことができ︑ま

たか︑そしてその実質的な利益

すべきこともあったが︑そのね

第三回ジュネーブ会議以降一

一国際競争と国際協力〜

︵囲際協力︶の両方に強烈な刺

段階を占めるとするならは︑そ
れは⁝九六五卑からはじ載った

〜九六四年十月に行なわれ

といえないだろうか︒なぜな
ら︑

た第ヨ圓ジュネーブ会畿での
原峯力発電は実用侶の段階に

塁を与えることになり︑これが

いで完成させようと努力し︑一

という鮎諭と︑その葬
の響に中共の亭によって行なわ

微妙にからみ合って︑さらに大

辻した

れた第一圓核実験が︑現在の世

方では高途増殖炉の開発で他国

と︑あるいはアジアの豊国が自

きな成長へと促巡させる役曇り

ズムは︑米国を除いた各国が自

用原子炉の設置から皐くも発羅

国の科学技術振興のための研究

を果したQつまり︑ナショナリ と協力する方向に向っているこ

国の技術翼翼を最も速かにうめ

ると思われるからである︒

その後のわが国各聡力会桂の

るという霞霊開発の原子力政鑑

界の原子力事情を条件づけてい

発聡炉導入も︑欧米各国を中心

が実現できたかという煎を反省

）／1H響＿／隔E屡D（）

縄霜嬰竃診頴㍉協騨

産

力
子

原
が述べられた︒ついで︑都市接近
最後に束穴の紫氏より︑ナトリ
ウム冷却筒速炉の安全件に関する

とは︑結局︑従来の火カボイラに
線了炉を置きかえる問題であり︑

の固為の安全惟︑ナトリウム冷却

特41な囚ぞが説明され︑ついでそ

囎

ほしい︒今後とも諸分輯研究が必

誤認

冷却水︑地盤︑汝全獣などの諸問

橿に開連する諸閤題︑仮爆堺故︑

羅舞鉢縷

とする垂幕増殖炉開発をめぐっ

が必然的に國際競争を︑インタ

郵入をめざして胎動しているこ
ての競争あるいは協力も︑今摺

〆

（上）
、＼、、、、、、、、、、、N、、N＼、、、、、、、、、、＼、、、、、、、、、v
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ムーーxV⁝一ぐ

1イー15

足腰の痛み・青れ目（灘）・憎憎

子

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

5種ビタミンを加えた強力櫓

猛

題につき説明があった︒張飯性の

構糖化︑非常用炉心冷却系の乾能

問題レ仙しては︑事奴解揖の幅広の

の確認などの他に︑都市住民に対
する呼子力発電の広報活動の必要
なことが強調された︒

ついで︑東大の都甲︵筆 者 ︶

は︑軽水型原子力発陣所の安全性

の現状について︑安全研究賜会の

ワーキング・グループで取りまと

騨
響

繍細

@

鴇

氏
甲

都

氏

橋

正

轟轄憲艦藩鰍

5ミリ錠・25ミリ錠・50ミリ錠

新型二心ビタミン剤

められた報笛稗を中心として蝦皆

した︒

報告轡には︑軽水型原子力発電

所は︑今後とも蜜全技術の研究開

発を行なってゆく必要があると述
べられ︑二十六項闘の艮休的な研
究謙題が示されている︒

電気試験所の竹越氏は爺水減速

轡

勝

、、、、、、＼、＼＼、、、、、、、、、、、、、、、、＼、、＼、＼、、、、、、、、
、、、、、、、＼＼、、＼、、、、N、、、、、、、、、＼、、 、＼、、＼、、、＼、

沸騰軽水冷却炉の安全性の特徴は

技術濫発と蜜全欝価のシンポジウム会場

●
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一第425号一・
照和43年5月20臼

毎週月曜日登行

購読二半無分前金

1郡35円 （送料共）
800円
署隼分前金1500円

三十年閥窟効という長期の協定が

艸咽い

携

ナダや爾ア蓮紹箸の瞥由主義蘭国

結果的にわが国の自主開発を遅ら

もらいたいこと︑および天然Uの

り︑ガス系炉についても毎叙して

審馨灘馨諜叢叢雛粘腰羅霧憲鷺灘1

跨

はもちろん︑ソ連や東欧などの共

いことが強調された︒さらにトリ

体堅作りに努力しなけれはな愚な

ウム燃料の闘発や︑経済性でなお
問題が残されている一海水かおの

U採取についても鰐隣すべきでは

八日の﹁婆賛会﹂は午朗十一時

衆識院の外務委員会︵秋田大訳

PWR燃料体

・その燃料

外務委員会︵院衆︶．で可決
社会︑公明︑共産各党は反対
定案を賛成多数で可決した︒この両協定案は︑現行協定が今年十二月に有効期隈満了となるため改定

して︑蜜源確保という観煎からカ

されたもので︑その内容は①特殊核物質の民有化が行なわれること②濃縮U否六十一ゾおよび燃料用

考聾すへまであり︑一方わが圏の

塵穿冤圓からの蔓給をち前向奮に

衆識院の外務婁員会︵秋田大転覆貴長︶は五月八日午後九疇十五分︑新しい田米︒陰影両原子力協

平和的利用の娼互保誕が行なわれること⑤保障措置の舎麗化が行なわれること⑥脊効藩閥が薫十琿に

Pu三酉六十五菌離轟．の受給が行なわれること︵臼米協定︶㈱核燃料撫工輸出の途がひらかれたこと④

強めることにもなり︑わが国の三

もとにU灘縮研究開発の積欄的な

会︑公明︑共産各幌代表が西協定
時の外交政簸の上かちも︑この供

国内体制畠体も︑疑期ビジコンの

案の圃会飛出に反対の上議捲声明
給は生麗昂含めて多様化を図る必

田の衆議院本会議で可決︑参議院へ送付きれた︒

両協定案は四月十六臼に外務墾

した後︑礒ちに採渓に移り︑欝成

なったことなど︑わが国の新総勢を反映した多くの斬規定がもり込まれている︒なお両協定案は墾三

たもの︒五月に入ってからは六︑
要があるなどの譜点であった︒こ

員会へ付託︑審議が続けられてい

多数で可決した︒

た︒

ないか︑などの質腿応答もあっ

蝶ラ瀟供給の多元化を

は︑将来炉のための核燃料対策と

の燕でのさらに突込んだ質疑で

七︑八の三日間達日連夜審識タ続

両協定案に対する質

は︑両協定の締絃によってわが国

疑において︑その申心となったの

︻解脱︼

鷹醐社畏︶ら四参考人から鴛見を

行︑とくに六田は矯藤博見既︵関

聴取する︵別稿参照︶とともに︑
の今後の原子力闘発がどのような

であり︑その焦点となったのは︑

方圓に溝んでいくのかということ

﹁科技特との連合岱査会漏を開く

鑑みた慣覆な審欝が行なわれた︒

など︑両協定の重要性と駆急件に

十五分開会︑朗日に続いて質疑応

せることになりはしないか︑家

協定について胃太賢一賃︵原醗労

無員長︶は盃月六日午削開会︑両

四参考人が両協定に賛意

答が行なわれたが︑午後九時︑工

た︑濃縮U養六十・一ナを米国から

確保について政府がもっと強力な

受給することは対米依存をさらに

る︒第三点は今後の民闘ベースの

施籔福行なってほしいことであ

員長職権で秋田氏が醤疑終了を宣

祉長︶︑野際花秀武氏︵栗工犬教

組委貫琵︶︑加藤簿冤氏︵闘鍛副

一一扉
鼈鼈

囮
㎜
告し︑薯論に入った︒席上︑祉
母

ことのないように配磨する影響が
あることである︒政府はこれらの

取引が政荊によっておさえられる

点で確固たる方劃坐がすへ膏であ

授︶︑三主災重氏︵東大教授︶の

四参考人とも両協定の締結につ

西参考人から意見を二二した︒

いて鞍瀞を喪明した後︑それぞれ

わが圏のエネルギ

る︒

ー政策上︑電力は長朋で低廉かつ

加藤博晃氏

の立塩から意見を述べたが︑大方

安定した供給か必饗である︒厭子

は核燃群峰願に軽点がしぼられ︑

元化が必要なことを強調した︒

なるものであるが︑日本の杵術開

力発電は今後の贈力供給の中心と⁝

資源の天芝的な瀦保姿勢とその多

驚木賢一氏凹米協定では濃縮

れており︑果英箸の先弼岡から情

発け海外諸岡に比へて暫しく遅一

参考人の意見は大恥次の通り︒

ウラン蟄の枠が定めうれるが潮型

い︒この点からも今後の醐際協力

報等の役擶提供や受け捻ぱならな・

選択などで殿力語論の辻固になる
のではないか︑もっと大きな観点

は穏視されはばならない︒両協定

からの再霧を蔑する︒両協定に関
連して二〜三の問題点がある︒第

定されており︑これらは動燃購業

uの三十鋸闘にわたる供給等が視

一点は原子力発電開発についての には賛濃縮役務や濃縮UおよびP

たいことである︒第二点は︑現在

政府の㎎確な姿勢を示してもらい

繁憩に必要なごとばかりである︒

の日米関係をペースとする濃縦U 薗の自主開発プロジェクトなど︑

の受給は将来に疑愈を残してお

餓慨脚脚蘇

♂
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AEAと契約成立

ト・ホープで︑葎二千五百ゾの拡
張を考慮して設譜されている︒設 ⁝
甲

一方︑ポート・ホープのジルコ

換よ揚を一九七Q薙半ばから操業

NAロックウェル
社が増殖炉を開発
ノース・アメリカン・ロソクウ
ェル社は︑さきごろ開かれた米動

ら三年間の共問告発計画を始めて
いる︒ノース・アメリカン・ロノ

達絡され︑省令改正等の手続きを

紘ρ

弼

日本原子刀船開発事財団の

二十〜三十年先のことといって

の兇通しは明るい︒英国はまだ

いるが︑研究次第ではそんなに

理早耳になった

切る︒五十余年間を海運一筋に

はかからない﹂とキソパリ雷い

が︑昭和十四隼船舶部長になっ

かがえる︒穂々会識も多いが︑

生きてきた氏の自儒のほどがう

ささきしゅういち
佐々木 周 一

たのをふり出しに︑船舶部が独

丑iM耀

五月一田付︑石川監理聯長の

立した十七鉱には三井船舶の趨

纂董盈

晴は金なり

が民の信条︒

﹃海運の賭愈愈臨という本を難

趣味は読轡︑文範もたん能︒

人柄が好感を転たれているQ

な人︒仕霧の上では︑気さくな

身辺もきちんと︑誠に几帳面

う︒

﹁蒔闘の無駄が多すぎる﹂とい

鵬任した佐々木さん︒﹁原子力

務取締投となり︑十九薙三井本

後を継いで原船那業団理駆長に

は全くの素人だが︑これを機に

祉常務理購︑一

皆毒

・愚慧・

へ

長に就任︑船主協会長も併侵し

十葎三井船舶社

原子力船と四つに組み︑もう一
頑張りしたいしとの搭負︒

わが国の色子力第一船は︑予
算船価や建保港問題で粁与曲折
したが︑昨年暮やっと建造に工
手した︒﹁戦評は全て一朝一夕

た︒が︑翌年公職追放︒以後は

エンジョイしている︒そのせい

アに拘泥せず自分なりに人盆を

ゴルフ鷹は三十年だが︑スコ

海難防止協会長など約五十の団

き︑近く第五災を出すという︒

い︑い豪投襲を惜しんでいては

験の積璽ねが必要である﹂と麗

英国のように取り残されてしま

に成るものではなく︑央敗や経

うだろうと︑警鐘を鳴らす︒

体や会社の要職に就き現在に簗 カ ニ年後に窟難を迎える入と
っている︒この閻︑その功績が は思えぬ程の着々しさがある︒
られているが︑﹁百万ゾという

者輿︑交瀬文化瓢︑勲二等旭日

赤められて藍綬丁年︑海摺功労

は皆独立して︑お孫さんもはや

六人︵隠男三女︶のお子さん

将来は萄速化︑潜水化も考え

る無人原子力船の開発も可能で

超大型化あるいはリモコンによ

され︑以来独身生渚︒今は東京

十人︒夫人は二十年程前に窪溜

神戸帯出身︒

︵Y︒田︶

一象と暮らしている﹂︒兵露梁

・中野区訟ケ丘の霞宅で﹁末娘

窺光童を受けるなど︑まさに田

ランともいうべき人Q

本の海運界に咲いたり訊ウゼツ

﹁薩上の発題所は採騨ペース

氏は大正四年小樽蔑商︵旧

すよ﹂と︑夢も大きい︒

の段階にきている︒船たってそ

大教授︶から捉出された中聞撮告

八年間程下熱の駐在員を勤めた

タン四人︑韓国㎜人︑チェコ

人︑

イラク一入︑台湾二人︑ハンガリ

制︶卒業後︑三井物塵に入社︒

運轍者となる︒

にわたって︑放通線取り扱いの塾

人で︑六月八日豪での約〜カ月間

へ答記する予定である︒

議して正式決定し︑原子力婁貫会

十九田︑中間報告について再度審

なお圃三門部会は次圓一五月二

について審議︑大筋で了承した︒

礎を学ぶ︒この後︑各研修生は放

ー一人︑マレーシアー入の謝十六

日本原子力風炎所ラジオアイソ

医研︑国立予防衛鑑研︑原研︑が

ねジ

冨 動

になる︒

科技特

科技基本法案の
提案理由を聴取
衆講院の税学技術搬興対坐特別

八郷午後開会し︑鍋鋤科学技術庁

委貫会︵沖本轟瞳婁鍛長︶は五月

長官から﹁科学技術昆本法﹂案に
ついて︑その趣旨と提案理由の説
明を聴取した︒

中間報告を了承
核融合專門部会
︵部会艮・菊池正士東京理科大学

原子力委員会の核融合斑門部会

関の科技庁会議憲で窮五圓会合を

長︶は五月七日午後︑東京・霞ケ

︵小委員最・山本賢三名

開き︑さきに下部機構の﹁研究小
婁員会﹂

○新型転換

畏腹鰭次氏は会長就任︶︒

代表者

変更︑新社憂円城寺次郎氏︵潮社

︵株︶B本経済新聞社代表暫

専良エ氏は飯表︶

変更︑新祉長三浦秀文氏︵旧社長

︵株︶中部紹本新聞社

多彦／多／影

山下簿︵関西躍力︶︒

力︶︑○再処理調査役を命ずる一

究員を命ずる1飯尾博一︵申事士

○新型転換炉開発本部伺︑人任研

を命ずるi河津留主︵中部激騰︶︑

部鑑力︶︑O業務部業携課長代理

翻長代理を命ずる一石田英夫︵中

る1志村吉久︵住友原子力工業︶
ノ︵五月一日付︶被O総務部入那

炉開発本部付︑主任研究員を命ず

︵四月＝⁝十日付︶

動燃事藁団

H人事発令H

トープ研修所は五月七日︑束颪．

んセンターに配属され︑約九カ月

R一研修所で一A
EAコース開講式

彦多 ⁝ 多多 ⁝多多

クウェル社は︑プラント設誤およ

する副画を縫干したQ

・

び燕気系の機器棋給管となり︑ペ

多多多

濃縮ウランを焦属しない園での

⁝

なおこの﹁塾灘﹂は︑近く︑原

三多多多

鍛初の商業規模工場であるこの賑

多多多

ンシルバニア電力は︑炉の所有︑

・二多多多⁝

換工揚は︑年間五千ゾの生座脂力

・三多

それのある揚合にそなえ圧力逃が

一︑人が触れるおそれのある輸

経た上︑施行される︒京た︑海上

子力局から運輸蜜など関係省庁へ

えないこと︒ただし専用績載輸送

送物の喪面温度は摂氏五〇度誉こ

駒込にある周研修所で︑嘉例の

ぞれIMCDおよびIAτAの
﹁規
IAEA︵照覧副子力機関︶訓
闘実習を受ける︒

に入った研修生︼

ヰ

霊耀
軍︑蝿

轡秘儀

タ

魯驚離・︑
振

ヘ

ぜ

︻採血は開講式後さっそく爽験窒

建設省︑都立大︑原研︶︑パキス

修生は田本五人︵放医研︑厚生省

ので︑今無で十一回團になる︒研

婁嘱で原研RI研修所が行なうも 十四力国の薔九十人が巣立つこと

この訓練コースは︑王AEAの生を入れると︑海外の研修鑑は二

なお︑岡研修所では今圓の研修

の揚含は︑温度の上限は摂属八二

一九山ハ

練コ；ス﹂の開認式を行なった︒

則に基づき︑現在︑運輸省で検附

疏達性物質の輸送につ

が進められている︒
︻解説︼

いて︑米︑英︑仏等は︑照製関係
を含めるとはいえ︑十数年以上の

また国際原﹁ゴ当機㎜開は︑

歴史を持ち︑それぞれの物質に応
じた容聡を作って輸送している︒
一無に初めて﹁放射性物質の安全
輸送に関する規則﹂を発行し︑霊
に圏際間輸送晦の安全規制を行な
うとともに︑これらの規則を隔年
あるいは三〜四年毎に技術進歩に
全輸送に万全を期している︒

適応して改正し︑放射性物質の安

一方わが国では研究炉の使用済

等による容器が用いられていた︒

あり︑その際はその国の設罰星雌

み燃料を国外輸送したことが数回

◇原子力婁員会は五月九国︑

対象としたものはなく︑ただ逓塵

国内の関連法規韮率も輸送答解を

この璽灘に関して︑﹁核燃料物質

蟹理がなされること︒

応度増加等がないよう十分な臨界

﹁︑いかなる時でも収納物の反

火性があること︵B︑H型︶

分間さらしても熱目的に十分な耐

撲轟轟○○度の熱放射環境に三十

一︑○・九の熟放射係数をもつ

分強固であること︵B︑H型︶

一︑九重の蕎さから落しても十

欝㍑をこえてはならない︵11型︶

例えば使用済み燃料で毎隠二・五

等に伴って放出される放射能は︑

一︑緋気設備のある擾禽︑蒸気

度にとってよい︵H型︶

輸送および鰻輸については︑それ

し装躍を設けること︵11型︶

亀D

ニアリング︵CE︶社は︑圃内ウを持つ︒敷地はオンタリオ州ポー

蓑しん︒これは米圃の原子炉・核
謝はカナダ・キャタリティノクコ

ラン資源の共同探壷に乗出すと発

燃料製造業界としては三番図のこ
ンストラクシコンズ社と契約済み

ニウム金属製造血柵の建設は数週

CE社は三百万がの鷺胴を投入 である︒

とである．

し︑少なくとも三年間にわたって

箭から進行中である︒エルドラド

ウランの探鉱を行なうことにつき
ヒューストン天然ガス会社および
社の完成闘櫻は今年宋だが︑機器

ウインズケール再処理工場で
ランチャーズ探鉱開発会社と契約
綾躍の手配が遅れたと同社はいっ

る︒

ている︒

スイス最大の電力会祉NOKは同社が現在建設申のペズノー原子万KW︑一九七〇無七月完成予 した︒探鉱地区はニューメキシコ

力発耀所一轍︑二暦機︵各隠蟹癩力三十五万KW︑PWR型︶の定
使︶からであり︑AEAではその州南西鄙のランチャーズ祉の権利
所庸地二十五万エーカーである︒

ったものであス︒

回のNOKと英AEAの契約に
至トン祉の持分は各二五％であ
ース

力会識で︑ジェネラル・パブリン
ク・ユーティリティーズ社と協力
して︑ナトリウム冷却増殖炉を開
発することを明らかにした︒

武力網に三十五万ないし五や万K

両社は︑ペンシルバニア脳力の

社のUF6工場計画

カナダ・エルドラド

理を引き受けているほか︑日本の

Wの増殖炉を建設するかどうかを

三︐多易多多

社は︑U308からUF6への転
九七〇年に決めるため︑昨無か

カナダのエルドラド採鉱製錬会

米CE社︑ウラン
共同探鉱に進出

を結んでいる︒

の使用済み再処理に関する契約﹂

原贈とさる四月十日﹁束海発耀所

二万KW︶の便用済み燃料の再処

ナダのNPD︵HWR︑躍動出力

R︑躍気出力二十︼万KW︶︑カ

アの ラ チ ナ 原 子 力 発 鷺 山 ︵ G C

なお︑英A露Aはすでにイタリ

嶽

十％の抽分で進める︒CE︑ヒュ

用済み燃料を英国で蕩処理するため︑このほど英園原子力公役︵A 満期まで米国をはじめ外国の炉の

化物燃料についても処理できるよ

改造工華で︑新たに濃総ウラン酸

灘画で進めてきた︒その結果︑今

ランチャーズ投はこの訓画を五

ケールの再処理工楊で再処理されるが︑ここで米圓の軽水炉燃料

EA︶と契約を結んだ︒この使用済み燃料は︑英AEAのウイン便
ズ用済み燃料難処麗を引き受ける

︵ペズノー原子力発聡所は米ウエスチングハウス社の建設︶が再処
理されるのは︑初めてのことであり注闘される︒

ている︒とくに燃料のタイプもこ

スイスNOKのべズノー原子力用済み燃料を処理する能力を持っ
発躍藤は一号︑二塁機とも業圏W

H社の P W R 型 で ︑ い ず れも通気
れ窟での天然ウラン金属燃料のほ
六九鎌十月に︑二臨機が一九七二

田力三十五万KW◎一艶麗が一九 か︑一昨年から始まった同工揚の

年に運開の予驚である︒この燃料

もWH枇が供給することになって うになっている︒この酸化物燃料
の処理四日は年間三百ゾで︑同工

揚の改造完成は今琿の予定であ

いる︒

このべズノー原子力発蹴所の使
る︒英国で婁際に酸化物燃料の再

；︑多多多

醒所︵AGR型︑蹴重出力量二十 米国のコンバソション︒エンジ

った英AEAのウインズケール再
処理が始京るのはダンジネスB発

用済み燃料を再処理することにな

処理工場は︑年間二千誘以上の使
多多︑︑．．︐ノ多多咳．︑︑多多多：．︑多多多⁝︑︐多〃多多

細毯溶蓄φ安 全 笹 審 査 基 準 砺 る ︑

験下でもこの距離で毎時千・ザレン

トゲンをこえないこと︵B型︶
一︑水中十五齎の深度でも密封

容羅の密封性が守られること︵B 輸送の本格化に伴う安全性確保の

﹄

︑︐繍

ぷズ

卜

ノ

藁﹂

灘

禽ノ

〆

AEA規則に従い
核燃料物質の灘が対象

放射性物質を陸上︑海上および聖輸する掘含︑公衆に対する安全保冷の観点からこれを収納する容
器の安全性はヤニ分にも破保されねばならないが︑このほど︑その容羅の安全性を審査する一﹁核燃
料物質輸送容器の安全性審査幽準﹂が凍とめられた︒
これは︑原子力委員会の﹁加工施設等安全塾準専門部会﹂︵都会長・三軸罠繊東大教授︶が︑一昨
無九月から輸送容器小委貝会︵小委貫長・膏木成文束工大教授︶を設けて岡小職員会と約二無目にわ
たって並行審畿し︑今薙四月烹十日に正式決定︑同日伺原子力中貫会へ報告したもので︑今回の﹁麸
準﹂では国際原子力機関規則︵一九六七葎版︶にうたわれた放射性物質輸送規鋼のうちから︑とくに
核燃料物質の陸上紬送に関する曝項のみがとりあげられている︒

の︶条件などが群細に盛り込豪れ

︵通過国等による鼠動承認のため した時︑強度や耐火などの特殊試

羅の構造︑試験方法︑取扱い箸に

安全審査基鞘の内容は︑輸送容

関して規定されており︑収納する

とくに輸送容器に要求される設

ている︒

核燃料物質等︵含被汚染物質︶の

種類および鰍によって容器をL 計および構造上等の条件としては

告に該鎖項圏はあるものの︑臭体

箪要性にかんがみ︑審査基準に基
づいて関係法令等の整備がすみや

型︶

一︑特殊自験下で到遷すると予

型︑A型︑B型︑H型の四つに分次のような颪をあげている︒
一︑容器の遮蔽は︑外表面から

省の懸子力発秘所安全基準薩閥報

け︑それぞれの型に対する核的安

的茎準に豪では至っていない︒

跡

酬

幅伊

串

艸

墓

かに図られるべきである﹂と決窟
した︒

名古屋支店私畜触1測1村区笹協町1（住友銀行駅醗支店ビル）

＝＝

が容器の最小降伏応力をこえるお

東京支店東京都ゆ央区銀座東1丁目10番地三晃ビル3階

開朋

﹂癖で毎鯖十︑ザレントゲンの線鰍 想される温度で︑欝封容器の内圧

場伊吹・高知・大阪。横浜。市川・芝浦・堺

工

重

清

島

松

取締役社畏

國

全のための条件や答器等の試験お

よび︑圏際間輸送屠H型容器の 雛僧与えるに十分な硬蹴を収納

セ

海タト

区竈艮塵2
費557・幡

社大阪市北区堂遣口通ユ丁目57番地

本

騰

懸
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聞

麗
ト を大巾減

ダ

も鷺含度の高いものが得られる②
プロセスが簡単︵類合︑安定化が

て蔑い特講料を支払う必要がない

直隠にやれる︶③在来法とちがっ

などの利点から︑隼産七千ゾの規
棋を想定して㎡嶺たり二薗八十円
以下︵在来法の半分か三分の一︶
が期待できるといわれている︒ま

要な溶融物の流鼠鳴に欝み︑圧力

たデルリンなどに比べ︑成形に蜀

なる特徴義持っていることも成形

を増せばこれに伴って流れやすく

現在この開発試験には宇部翼

品の鼠作で確かめられた︒

れ︑機械的強度がきわめて大き

は︑ポリオキシメチレンとよば

て︑現在生塵コストは粥販品の末

が複雑であること等の間題があっ

︵毒筆︑安定化の二段階を通る︶

経蟹がかかること︑製造プロセス

ざした開発試験を進めることとし

が︑高崎研ではさらに工業化をめ

なお原研高蘭研究所は︑この独
自の特酔をすでに米︑仏︑伊︑ベ
ルギーで取得しており︑現在︑西

ドイツにも豪雪巾であるQ

PERT（TIME／COST），B納Dなどがあり、計舞：のご用

線型計画法ALLEGROρPHELIE，BMしPl

の対硬は次の加圧水型︵PWR︶

理撫会︑正午から蝉購会が關か

造の高度化︑家たは産業の国際競

以上の大型機械であって︑献血構

なお一暑機は︑タービン︑湿式

画が対象となっている︒

分離三熱器︑発羅機および制擁装

さきにわが圏から水

iI−1蓋σσ0Ω一0一

命をうけたまわっております。

会﹂の設醗を決定︑婁員

れ︑昭和四十二年度収支決舞案︑

が主契約で礁設するが︑今回の租

大蔵省は四月十八日付皆示で︑

五＋万KW︶に対し租税特別儘

法を適用したが︑今圓の特劉措置

ピンクへの参加は別段の支陳は

られた南アだが︑原子カオリン

醗CDC 3600センタは、多数の整備された原子力
コードの他に応用コードとしてLP（線型記画法）

田本原応力産

①爾五十気圧以上に加圧された

原子力発躍装齪となっている︒

で︑最大発生餓力が四＋五万KW

なお同日の総合企画婁隅会にさ

期間は昭和四十丁年四月一日か

のものに限る︶︒

御装認︵タービンおよび発購機用

チューブ冷却式の発試論および制

車宰蒸気タービン︑③二列ベント

毎分千八衝五十回転以下の串型三

系配管に限る︶︑②驚註解忌数が

高圧安全注入装躍および一次冷却

既力容器︑加圧器︑蒸気発生器︑

冷却回路を冷する原子炉︵原子炉

以上のもののうち︑二系統の一次

軽水を冷却材として使用するもの

めた︒

貝には荘村軍器躍麟運灘

た︒

豪たP工︒放射線利胴
の業糧別懇談会について

の懇談会を設け︑爾遜種

は昨葎︑化学︒繊維工簾

における問題点の摘出な
どを行なったが︑今無は
R工・放射線機器工業︑
鉄融業︑土木・建醗業の三懇談会

さらに海水淡水化については︑

を設けることを決めた︒

この秘税特別借認は︑

ら四十八年三月三十皿臼豪で︒

入れており︑わが国でも今後薩業

偲円

きだち︑固所で十一隠灘から常任

理事会も開催

会長ら十四名を選出し

業団理麟長︶を︑また婁

?蹴は五月六 長に井土五郎民︵動燃專

日午後蒔半か
ら︑東京・丸ノ

内の黛本工桀倶
楽郡で第＋四回

総合企照叢曇
を醗き︑一九六

八年原子力平相

測用騒際会畿
︵世界フォーラ

ム大会︶対策
婁︑R工・放交
線利用の典稠別
懇二会および原

子力脱堪研究会の設躍などについ
て検謝を行なった︒

規模の拡大に伴って︑水不足が懸

要とされている機械のわが国で鍛

争力の強化のために︑国気化が必

米︑ソなど舗外国でもかなり力を

いては︑代璽団を送ることとし︑

いて審講︑承認した︒︻補翼は理

第十五圃通常総会の還嘗などにつ

とくに世界フォーラム大会につ

このためその代蓑団の欄成や︑日

蚕力脱蠣の論文研究を行なう原子

念されている︒このためとくに原

み︑税制面から初年度の償却を全

初に製遣されるものに対しての

は同大会の内容などの検酎を行な

購会会場目

本からの満了テーマの選定あるい

力脱嬬研究会を設澱することを決

償却額の三分の轡まで捌増償却で

う﹁世界フォーラム大会対策璽員

大型プロジェクトについて一﹂︑

！妻多
謝のみ︶が下横られている︒

多多一≠⁝一多！グ
ことにしており︑豪た燃料鎚含体

きるというもの︒

おける原子力と海水淡水化﹂につ

関西電力が福井衆美浜町に建設す

七十一億円程度である︒

税特別措鷹の対象となったのは約

に特別償却を認可

美浜二号機国産部

いての謂演を行なった︒

契浜二丹機は︑三菱原子力工業

九州羅力総合研究所の伊東昭英氏

躊半から︑棄京・商楽町の

日本原子力薩州会議は五月七日
午後

学力懇三会言書察で第一圓門漂子

これは原産四十三二度窮業謝翻

大蔵衝
の一環として設緻されたもので︑

力脱堀砥炎会﹂を聞いた︒

︵第一研究室副窯益︶が﹁ソ連に

原子力脱塩の

この謝画がナショナル︒プ

研究会が発足

については︑分担各社が幹欝会社
と連絡を密にし︑別途原研と勤燃
溺糞団が並行して行なう試作とも
連繋をとりながら設計を進めるこ
とにしている︒

なおこの共翔叢雲について聞様

は︑

鑑圃の村田︵類葉蟹理担嶺︶理藩

ロジェクトであるとの競慮か5︑
原子力薩灘界がそれぞれの特提を

る奨浜原子力発蹴所三脚機︵出力

難艦諜轍
岡田は二丁省只取工業試験所の石
氏︵第三都長︶が﹁海水脱
堰の現状と将来一とくに通産省の

坂誠

日した▽厨的は摩羅が棄海藻導

械妓師長のV・ウ増ルト氏が来

入のさい︑どんな体制でこれに

鑓および繰延彊共催却費が含計二

遜たったかを調べるのが主で︑

なお役員人絹については︑確守

ある向い▽しかし世界的な原子

雛羅

け

撃誕

靴墨ーー

購議

GPSS

シミュレーション錨SCRIPT，

生産コス
海外企業が研究協力申入れ
日本原子力研究所島崎研究所︵里長・宗像英一蓮事︶は五月七日︑放射線によるトリオキサン固相
箆鷺の開発試験に成功し︑工業化のメドがついたと発凹した︒この放射線利用によるプラスチノクス
は︑在来の触媒法によるデュポン社の﹁デルリン﹂やセルニーズ祉の﹁セルコン﹂と奉ったく岡じ懲
質をもったポリオキシメチレン樹脂で︑生塵コストは在来法の半分か三分の一にまで引き下げられる
という︒この開発賦験には現在︑宇部興産︑ダイセル︑三褻油化が研究員を派遺して滲加しており︑

また簸近︑仏麟営の化学会社一SCCが高崎研との研究協力を申し入れている︒このように工臨研の
産︑ダイセル︑蹉硬独化の三社が

放射線によるトリオキサンの墾

く︑きびず︑寸渋安定性のいい合

放射線によるトリオキサンの電合法は︑にわかに世界的にもクローズ・アンプされてきた︒

合方法は︑昭和三十五年︑日本放

成樹脂となるQこれを射出成形機

懲罰︑市販晶のポリオキシメチ

ている︒設副会議講長は岡鎮業団

生かして︑かつ高義炉に特荷の技
術︑とくにナトリウムやプルトニ
ウム燃料等について経験をもって
と

累計十三・四億

十

担嶺暫は懇切にその詳細を説明

・山ハ三田N計ト客dれたため︑嶺

娚の収支淫引で七・九億円の欠損

入三十二・九億円のほか資力会社

で全都の役員および監査役が任期

力発鷹ブームで︑将来不足がち

灘鰻舞魏悪難鯉

研究員を派還して滲加している

射線高分子研究協会︵現在︑原研

なっている︒

端価格が試当たり六二円くらいに

レンはデュポン社の﹁デルリン﹂

ている︒

大阪研究所︶で︑岡村誠三京大教
で成型加工して製品をつくるが︑

ところが︑こんど轟崎研が開発

用途としては躍動車郡稲︑歯車な
どの機盟に陶き︑食器︑その他の
した放射線環合法は①原料のトリ

授︶によって発明されたもので︑
四十年に原研闘騰研究所の発足と
硬質容器︑耐薬園器舞など広範囲

授︑林晃一郎問助教授︵現北大教

ともに︑ここで中間規模試験装醸
オキサンをそれほど精製しなくて

をつくって︑閲発試験が進められ

やセラニーズ社の﹁セルコン﹂の

高速実験炉の詳細設計

の応吊が考えられている︒

て憲た︒この方法は︑ザラメ状の

oノチ当たり約二十五計鰐︶

トリオキサン︵原料︶にそのま豪

が噸わが国では票加生酵できず︑

動力炉・核燃料開発離業団︵理

姶讐五グループが共同実施

の盆立製コノククロフト型加遼器
米国両社からチソプ状の原料を輸

の高速増殖炉開発本部長がなる︒

よA
うに触媒法によるものである
磯子線︵現在︑纂MeV．5㎜

を使用︶を数秒間照射した後︑擾

讃轟轟上五郎氏︶は五月九日目趨

各グループの分坦は別表の通り

入しているが︑酸近︑ダイセル

であり︑機能的な配分がとられて

氏五〇度ぐらいの温度で綴織総懸

原子力産業五グループの共編によ

もらうための配暇がなされた

金匙しては約一億円︵プラント設

とめに嶺たっては︑原研FCAで琶っている︒群細設計のための資

いるが︑とくに核熱設計のとりま

︵株︶ではセラニーズ社からの技 速︵堰殖炉︶爽地炉の騨細設計を
って進めることとし︑総含とりま
とめ︵脚購会社︶を東芝へ依頼す

の解析方法とその結果を活画する

円の赤字計上

したそうだ▼世界有数のウラン

があるだけ︒

からの研究陽発分担金二十一・六

満了となるが︑今月末開かれる第

とみられるウラン供給では︑ぜ

轟

層

中

∬

叩

業
産

力

原
︵ト
術導入によって︑隼間七千ゾの生

璽合

リオキサンを構成しているホルム

ほど保っておくと︑

塵計画を進めている︒

触媒法によると︑原料の精製に

ることになった︑と発甚した︒

窩遼実験炉はプルトニウムとウ

同社は削期までに五・五億円の

網嶺量のウランを産する南アに

資源をもち︑金の翻産物だけで

となった︒

繰越の欠損金は合訓十三・四億円

欠損金を測上しているため︑次期

サハリ

だが︑いよいよ今度は幽幽にも

研究炉

は︑いま米国から輸入の軽水型

田本原子力発蜷会社︵社畏一本

を計上することになった︒

松珠磯間︶は葺月九日取締役会を
開き︑昭和四十二年度の収支決璽

同役は︑今後さらに運転稼鋤率の

キシコオリンピノクには︑人種

進出の露髄と見うけられる▼メ

この収支アンバランスについて

向上や経営の含理化等に鍔興し︑

億円などで姦計五や七・二億円の

ついて了承をうるとともに︑役員

十一團株主総会には︑収支決騨に

いずれも承認した︒

ここ数年内にその好転をはかる方

概況および役員人礁について審議

とくに収支決騨概況については

針である︒

収益を計上したが︑支出の面で合

差寄のゆえをもって参加を断わ
七億謎膠アワーに対する三面料収

収入の面で当期の販売脳力二五．

計四十三・五億円を計上し︑結

なく︒

ひフェアプレーの精神をお溺れ
憲として提案することになった︒

人畢についても現役員金員を候補
局︑償却前利益として十三・七億
円を計上した︒しかし︑減価償却

野饗難鍵顯懸

コスト欝舞やPRεSTOなどの入力作成も可能です。

嚢．嚢

圧力容器型炉で4群、圧力管勢門で5群を用い、さらに

間題も短時間で解き、計舞結果の利幣も容易です。

クトル計糞まで、あちゆる体系をとり扱えます。

帆

をN＼

経営計画など各種の最適計算に利用できますgとくに
ALLEG飛Oは、5，500もの条件式を含むような大規僕な

財∵＿．臨

エネルギー群は100組まで可能です。上方散乱。下方散
乱とも考慮されており、高速炉の解析から熟中性子スペ

政治、経済、企業経営など解析的にとらえにくい現象を
モデル化し現爽をシミュレートします。GPSSは輸送問題
などに最適な一般性のある汎用シミュレータです。

液体減速炉の単位セル反応度および燃焼の計算コードで

アルデヒドの分子が結合する︶が

すすむというもの︒この重 合 体
トリオキサン固相山上醐発試験装蟹

ラン．の混合酸化物系燃料を用い

る熱出力約十万KW程慶のナトリ
ウム冷却型炉であり︑来年度中に

原

團以上は爵センタのライブラリとして整備されたアプリ
ケーション・プログラムのいくつかの例です。
魍このような計算や解析は、GDC 3600センタで婁託計
算をうけたまわっております。

沸騰水型山山の3次元1組モデルで出力密度・ボイド・
制御棒、燃焼などの計算コ鵯ドgメッシュは25×25Xユ2
まで拡張さ撫オワ噸ンタ計算も胃能です・

3次元燃焼計算F躍

建設に碁手し︑四十七卑農蟹田膵

○
炉サービス機器系
○
○
放射線モニター
（注）△印は特殊燃料要素（分解可能のもの）

激烈

2次元多数組拡散CAND脱D

…粟

廃棄物処理系

隔灘饗難攣

納ETHUSELAH−2

セノし〆燃焼言十算

○
△

2

hあ例をご紹介します。ノ

豊富な原子カコー

○
○

中間熱交換器

を目襟としているQ

高速実験炉詳細設計分担

6

も
皆様の計算センタとしてご利用下さい

原産鍾乳企画委員会で決定
○
第2次冷却系（含プ二巴ス計装〉

この概愈設計はこれ豪で原研で

○

（一

フォーラム委など設置
○
第■次冷却系（含プロセスlll装）

進められていたが︑今月朱には第

処

二次設計が終了する︒これを受け

タ

て五グループがその群細設計を共

一

岡で分速することになった︵現在

核計装・制御iロ1路デ

各社と契約中︶もので︑今年末ま
でに完了させる方剣である︒

動燃事業団はこの群細設計を効
滋的に進めるため︑各グループの
部畏クラスから成る﹁設針会議﹂

応じて分科会も設けることにし

棒）

○

｝

を六月初旬にも雛足させ︑必要に

御

○
体
合

○
理
制

○
物（含
造
構
心

集
料

○

炉心上部機構

炉

○
グ
ラ
プ
蔽
炉容器上部圓転遮

○
炉容器及華美付屑品

住友
導管
三凝
撮立

來芝
、

○
器
容
納
格

△
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燃

昭和43年5月20日
新
子
鱗琶種醐便物羅可

融425号
（3）

三

業
産

ジウム﹁課子カプラントの技術開発と蜜全層価輪および門低レベ

前号で信︑第一回国原子力安全性総合発表会﹂のうち︑シンポ

自製氏︵放医研︶の解説で紹介する︒

九︑海洋および工学﹇ハ︶を︑それぞれ吉沢康明氏︵東大︶︑市川

全問題﹂愈購演三と酎舗︶︑一個人研究発表﹂︵生物九︑化学

茸

聾

⁝⁝■

曙悶

と第二演者の丸山氏の話の間に断

論レ禽う揚をいつの日か再びもち

というナショナルな視点に立って

れてよい︒

であって︑区別して考えるべきも

すなわら︑両者は本来別のもの

たものであったたけに︑前の断廠

のであるQルテニウム生物実験に

かっている︒

が閉立ったのかも知れない︒

たずさわる人はその点では安心さ

がかなり密饗し

りなさを︑強いて挙げれば︑工学

﹁動力炉におけるプルトニウム

箔と丸由氏の話

領域からの三眠氏の図題提起を誰

利矯に伴う問題﹂を燃料サイクル

この一建の謂演を終っての物足

かがうけとめてほしかったという

る人閥がもつ緊迫醸を訴えてい

冒頭︑解長である立大・田畠英

点である︒第一演春の三勘氏の話

届を感じたのは私ばかりでなかっ

た︒

⁝﹂と挨拶されたが︑三軸の講師

三氏は︑﹁演巻は固辞されたが

いずれもかなり話し難いテーマで

たであろう︒第王漁者の熊取氏の︻たいものである︒

変化する条件下での魚類の汚染の

環境水中ω核種濃度が時聞的に

いにその労を多としたい︒

あったことは若紫であろう︒おお

元素濃度が変化することにより︑

進行状況︑また︑飼育実験中安定

味あるポイントを示唆するもので

及ぼすことについての報告も︑翼

生物への核穫のとりこみに二四を

れたプルトニウム救急賑療調査団

海洋放出を集中的に

の団長として活躍されたが︑主に

は︑海洋放出調査特別婁員会︵原

し︑海水に添加するときの放射牲

物体へのとりこまれ方などに関

性質を持つものであるQそんへわ 態︑種々の物質への吸癬および生

慮して実験が行なわれ︑ある照影

の影響が観察されているQ廃液放
出による禦境汚染度の郭前評緬と
いう闘的のためには︑珊々の化学

も︑ある居能の蟷で推鐸かできる

形をとるものの混含物であって

ことさえ判明すれはよいのである

設所のすぐうしろに

日から出勤したそうだ︒だからゴ

二月三十︷日隷で鋤き︑正月はL

がけてきた人︒﹇年ほど蘭ここへ

子力発醒所の建設工事を二年間手

中核糧濃度の比︶について︑謎来

係数︵水中核種濃度に対する生物

差のあることから︑その臨書は研
究の進んでいないためであるとい

う誤詐った悪い方をされること

ておこう︒

が︑ままあるので︑一品．口づけ加え

従来︑ルテニウムの灘度係数を
水槽飼薄実験で求めると︑貝など

れるのに対し︑ウインズケール海

は︸〜三＋くらいの闘の値が得ら

域の貝と海水のルテニウム猶の比
較により得られた値は十の三乗の

この現象はセリウム魍やジルコ

水準になっている︒

ウム・ニオブ︑セリウム︑ルテニ

の研究は︑海洋汚染モニタリング

ウム等の定澱法の能率化︑簡易化

に関し︑実用上はなはだ有転義な

での技術鶴闘発は労多く敬遠され

ものであるが︑このような応用面

これらに関する研究の進行状況が

がちのものeある︒しかるに今図

多く報告され︑環境の安全轡理の

上に寄与上ることが期曲され心強

海洋での廃液の稀熱血散状況は

い︒

に︑不建の要義が関督して︑その

著しく腹雑な要蜘が関与すると共

推算の困難なことは周知の通りで

海洋クループでは︑実際の沿岸

あるQ

海域での毬々の観測データの解析

により︑推算方法の信歎農を上げ

るために辛掴強い努力を続けてい

これらの研究は︑核燃科再処理

ることがうかがわれた︒

工場の設置に伴う沿偏海域へ目の

低レベル放射性廃液の放繊に対す

もつ総含プロジェクトである性質

る蜜全の確保という明確な閣標を

上︑実漁されている内容はよく焦

れた問題点の解明に各分野の響門

点がしぼられており︑かつ擶出さ

の人地の墓本的努力を可能にした

ということが︑このプロジェクト

できる︒

の大きな功績であるということが

O鴨

ジ︑鋤けΦ塚−

1康痩資科窒便り一
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N一りOOコ一β巳

︾両O﹃

︵︾轡Oピ編︑十＝搾

切鎚α一9鴬Oづ

A5判︑︸九六八年出版︶

一N﹃⑪

80擁

ヨ9二〇網qワ質づqΦり男Φ90︐

戸口9θ一〇瓢

OぴΦヨHのけり図︒昌けげ①o拷︐

08げ①轡団hΦOけ

ニウム・ニオブ95でも同嫌の傾陶
を回すもので︑これら三核種は鑑
物体内に生理的にとりこ回れるこ

との少ないのに対し︑貝や魚の消
化管内に滞溜する微細砂やプラン

甚だ大きくなる︑ということがわ

海水や生物中の放射性シルコニ

あった︒

ていたが︑講査団の成果および原

簑協︶の生物︑化学︑海洋︑放幽

すなわち︑海水中での存在状

はあったが印象的であった︒

安協の関連マニュアル作成の努力

の形態が変化するというやつ介な一

﹂

海水︑生物の放射能定量法にも寄与

長・綿引氏が︑原子力籔設をかか

原子力安全性総合発表会の研究

羅讃懸蕪市

その調査結果の一部を話されたQ

放医研︒熊敢氏は︑過田派還さ

みたい︒

ル廃液の沿岸放出﹂についてその概要を紹介したが︑今回は注国
された残りの講潰一﹁動力炉におけるプルトニウム利用に伴う安

︑

観

立場の違いが目立つ
畿

の救急医療体制について悶題点を

謡の後半で肇業所およびその周辺

指摘されたが︑このことについて

える地方自治体の立場から︑中央

発表セノション︵四月二十扇︶で

は追加発雷の際︑茨城県原子力課

私たちが知りたいと思っているこ

省庁の連絡協講の必要性を強調し

明

と︑当然知っているへきことを要

康

動力炉超転におけるそれとは︑ち

領よく述べられた点で︑短い語で

はそれぞれの立揚からこの閾題に
動燃・丸山氏は燃料加工施設の

の各分科会における試験研究の中

今回の講演会でも︑唱名の欝師

がう面もあるはずである︒

東大医学無籔授吉沢

国家的な視点から共通の場を
今後の動力炉開発に関連するプ
ルトニウム安全問題巻取り上げる

つは︑燃料サイクルに視点を合わ
触れられたわけであるが︑おのお
を実際に活かすためにもこれに対

壷

せたアプローチであり︑もう一つ
問題に焦点をあわせて︑諸外国の

セ

ルテニウムの化学形態の椙巡を考

のの立脚噸のちがいがハソキリ表
する適切な措羅が必要であろう︒

をひろってみよう︒

された︒この中から二︑薫の話題

ぐ

は︑作業形態に注照したアプロー
調査結果の一部および動燃の現有

もはや﹁研究レベルの聞題では
ない﹂という放医研・鈴木氏の発

放射性ルテニウムは︑核燃料難

川

関連灘設を紹介し︑検討すべき問

醤︑﹁本読みの時期はすぎた︒今

へ

われて︑なかなか翼味深かった一

題点を立隠されたQスライドを用
いてのかるい広汎な舐であった︒

てくることの予想される核禰で︑

処理工楊からの廃液中に下篇にで

丸

チである︒荊者では︑燃料再 処

であるQ

と欝うのが︑いつわりのない感想

束大去扇氏は︑燃料構造に関

・﹂と

後はナショナル・プランニングが

一方︑後者のような取り上げ方を

網えず動いていなければ

けて化学グループ︑生物グループ

子力開発にとって貴重であること

動燃における粟務経験は今後の原

がかなり力あ入れて照査研究して

に関心をもつ人向けに陥された

かつ︑水中でさまざ酷な化学形態

する語を︑プルトニウム安全閾題

いう武磯工大・井上氏の発・函は︑

から︑その意味で︑実用上有益な
知見が響られたものといえる︒

まわると︑飯揚を思わ

ールデンウイークなんてあり塗せ

なお︑放射性ルテニウムの護縮

せるプレハブ建か並ん

一蕎響く︑インドのタラプール原

は篇うまでもないQ今後とも︑そ

し贋業所によって問題点の性格が
が︑私のような賑学領域の者にと

︵建︶

︵

きたものた︒

っては大いに参考となウた︒濠た れが広く酒用されるよう配慮を望

響 還

来たばかり︒訪はた臼も敦賀へ出

もバリバリ︒実にビシネスライク

とチェノクして行くそうだ︒ニュ

と現場へ現れて﹁なにかないか﹂

ーヨークのクインズカレノジを卒
糊した奥噴んは﹁主入に家のこと
は心配させ豪せん︒私は仕事には
一切ノータノチ︒だが︑ここの出

報告されている値に極めて大まな
んよ︑という︒

でいる︒﹁番美しいクリーム色の

のP・カートライト︵38︶︑軽質といってもGEが一〇〇％夏坂の 社員は現在四十七入︒勤務時闘は

総べ義
灘

轡

の功を披露︒

してい糊すしと︑チコノピリ内助

載繊細来上りぐあいをたいへん楽しみに

醗麟

総懸

こうして福島原子力発羅所の建
設工禦は︑非常にチームワークの

プンした︒これまでに敦賀との間
設が休む︶以外は︑蜜務所は営業

先生に四人の生徒が学んでいる︒

写翼はGE村の小学校︑︻人の 全身に対する見掛けの濃度係数が

︵M・1︶ クトンなどの汚染度が伺いために

て︑着々と進められている︒

いい家族ぐるみの外人部隊によっ

ビア大学大学院を卒業

iトライト氏はプリ
は︑姦濫に熟心たし︑必要以上に

した秀オ︒外人都邑のなかでも

ムスケジュ⁝ルだ︒﹁外入さん

無駄をはぶきます﹂と現地採絹の

ンストン大学とコロン

︵45︶の各氏で︑みんな原子刀の 有為な人材やすぐれた技術潜もた

社員︒昨年の暮れ︑外入さんはナ

︵

エンジニヤリングを担当するエバ

エバスコの関係は︑束醒の場含︑

ベテランぞろい︒GETSCO
ーんい豪すね﹂と彼らは口をそ
くさ
ろえて誘う︒

スコ社が参加している︒この外人

︵⊥刀︶

している︒GE方弐の合理的タイ に︑ 回の人翼交流があった曲︒

︵それぞれ下請けの日立と鹿島建

瀞

で︑エネルギノシュ﹂というのが

眺在技師のV︒H︒オブライン

設監督のC・A・バドニノク︵67︶いいからだとのことQ

代で体むが︑第二と第四の日濾

積んだGEの出置筏員だQこの外 ループに分かれ︑日曜祭臼を交
︵47︶︑総務讐理部長のE・L・
クノク︵45︶︑技術のフィノシず 人部隊には慧外と年配壱が多い
が︑これは︑原子刀発電所建設に

か︑同なの下請けでも土木︑建築

ぜ

沸所内の評判︒休みの日でもぶらり

多乏

家族ぐるみで参加蝋
多多

ﾗ建設現場にとけこんで暮す

い多 多多

い

四＋八隠間働務︒社賛は三つのグ

入品で︑熱設から原子炉の鋸え付
け︑運転︑性瀞倶証と一切の費任

をGE社が受け持つターンキ イ 契

けする麗麗耶分もかなり多い︒そ

約Qたが︑日立︑爽乏などが下請

の国薩那分の懲設工努をチェノク

するのが︑GEの子会批であ る ゼ

ネラル・エレクトリノク・テクエ

カル︒サービス・カンパニー︵G

8ワSCO︶だ︒

〜の各氏︑エバスコ社から建設総

氏

惹
発とり得．勺うえ︑種々の要四︐・そ

雪

地にやって来ている︒その顔ぶれ すでにこれまでの火刀発職所建設
ペンキ塗りの建物がGETSOC
か
こ
の
G
E
T
S
C
O
の
建
設
襲
弊け
筋ていて山岨たったが﹁願長
は︑GETSCOから現揚総駝
で督
でき上っている︒GEりeSC
のO
福勘原子力要望所建設事務所︒ は︑発耀所の着工と同時に︑オー
は︑きわめて墨蹟的だが仕事の方

開轟ダ

塩

共にこの問題に隠接とり組んでい

した場含は︑対象とする業務ない

かなり異るQ燃料再処理施設にお
けるプルトニウム安全性の悶題と

＝

男機

駅蹴力が建設中の禰鋤
原子力発電駈

ハ

理︑動力頬など全ての業務ないし

間的成果について多くの報告かな

溺業所が語題の対象に含敦れる︒

揚禽︑二つの見方がある︒その一

（下）

部隊は総勢が八入で︑家族ごと現

﹁束醒は非常に立派な会社だ︒

工事と発鍛所のコンサルタント・

緯

力

資

●

午朗八晴から午後八隠までで︑週

は︑米国ゼ不フル・エ

L
1

建設工購には︑GETSCOの
監督
ほのW・﹂・ボンド︵63︶︑建はなんといっても経験盟留な人が

現在︑ここ禰島原子刀発転所の

@
@
@
@
@
@

子

原

識
魁

B

工程管理部長のA・W・ハービン ーはほとんどサン・ノゼで経験を

︵宙 ハ ︶

＝＝

レクトリノク︵GE社︶からの輸 畳理部長のH・S・スワン︵60︶子会歓で︑ここに来ているメンバ

︵

＝

（4）

第425品
詞等遡郵便物認

新

昭和43鋒5目20日

※

癬

まつ白な紙です
重ねてお書きに
なればそのまま
美しいコピイが
できあがります

束京都中央区銀座東3〜4

十條製紙株式会社

TEL，東31ぐ〈54！＞261三く大代表〉

｛【

8QO円

可部35円

囲
保障措置の差別排せ

拡散を防止するという闘的のほか

る︒条約案は核兵器のこれ以上の

めて慎重な考慮を要する問題であ

原子力平和利用については︑極

次のとおりである︒

力平勲利用についての演説蟄旨は

大使発鍛のうちから︑とくに原子

核兵器不拡散問題に関する鶴閥

のを除き︑自国のすへての核活動

接に羅象の安全保隙にかかわるも

確信する︒昨年来︑米英総掘か置

拙暇の適用を受難すへきであると

について︑團際原子力機関の保離

の第︷歩としてその平韻晦核活動

日本政府は︑核兵器麟も核軍縮へ

の闘に差別があってはならない︒

ついて︑非核兵器国と核兵器国と

に対する国際的保障面雌の適用に

は︑条約に従って非核兵器国の蟹

田本政府の了解である︒磐田政府

国際的保離描躍に匿うというのが

無園の平頽的核活動は同一猛雌の

障措齪閻題については︑すべて当

機械化されなけれはならない︒保

障搭躍はできる限り簡素化され︑

る悪影響を最小隈にするため︑保

の能率的かつ経済的な運屠に対す

との強い懸念がある︒原子力憎愛

的核活動卒薩旧するのではないか

陳鐵照の適胴は大なり小なり平和

区別を可能にするときがくれば︑
条約案にある核爆発綾置の禁止は

二本政府は︑条約纂のいかなる

もはや二三されないと考える︒

規定も核爆発装躍の平和龍応用に
開する研究の歯由を禁止していな

いと了解する︒轟速臨堤実験綾
羅︑原子炉迷走実験装置および熱
核融合姫の如き直壁は制御なくエ
ネルギーを磁麗するように設計さ
れるものではなく︑条約案の禁血

象獄耀力は︑

想されている︒謹た米緻の国際収

ている︒このような構勢と懲款の

分がふえるのではないかとみら乳

支の薇からも日本側の現金支払い
の融資︵EXIM借款︶癒期齢し

支払い分については米輸綴入銀行

ている︒一号機の建設蚤金につい
ては︑米ドル支払い分の一〇％が

米国のワシントン輸出入銀行は

熱線常務の駐米となった︒

資ワクを持っているが︑臼本は四

蹴力分が約二億四千万がである︒

の︐備款をうけている︒このうち

所用に約三千五暫賜十万が︵金利

濃総費︑③海上輸送費など米ドル

成型加工︑②初装荷燃料の転換︑

％︶が蕾干上るのではないかと予

とから︑金利︵一号機の揚禽六

措勢が非常に要しくなっているこ

なっている︒

号機期に罠千三薦三十万八千がと

万が︑関鱈が髭浜源子力発電戊一

主契約者︑国麓比率は七四％︵燃

百六十億円で︑三塾原子力工業が

からその趣躊と提案理慮の説明を

力轡型案について︑三木外甥常磁

し︑新しい臼米・麟英両原子力協
称﹁原子炉等規制法﹂︶の一部改
正法案について目口別涙が行なわ

馳難した︒

躍力と三愛原子刀工業との契約

．識

料を除く︶といわれている︒関西

原藍︒

﹁

二十八日午

謝法捌働グル

理廃難物処理グル⁝ブ三十日午後

料グループ三十曝午後麗麗︑再処

全グループニ十九日午後歓脆︑燃

ープニ十九田午前原研︑原子炉安

原子鋤力研究会

後一鴎半國立教爵会朗

放射線化学研究会

殿午後瞭産

MHD発蹴捜査団会合 二十七

75ρ

れた後︑引き拭いて撫決に移り︑

は︑近く結はれる予定であるが︑

全会一致で可決された︒

なお︑嗣法集は︑翌十五臼の参

圏産化されるものとしては一次冷

なお籍甚一号機の国産化率は五

で製俗される︒

業を通じて︑三要重工︑駕菱鍛機

る︒これらの機器は三菱原子力工

など原子炉本体が計画されてい

却機ハイプ︑圧力容蟹︑熱交換器

謙既本会巌でも可決︑成立した︒

関電二号機
に建設許可
関蝕亀力は五月十臼︑央浜腺子

い︑住民の安全確保と地域の福祉

る事項

薩業の区劃調査と凝議誘致に関す

④原子力発置所設畷に俸なう消
防︑救急︑衛生︑医療業務等の対
応策の研究
⑤国会および政肘機関に対する
申し入れならびに陳情
⑥その二本協識会の圏的達成の

同協議会は︑原子力発酵所所在

総力︑候補地点︶

静岡県

浜岡町︵中部峨力︑建

石川県観悲賀町︵北陸脳力︑建

設予定地点︶

橿井県鰐敦賀市︵原臆︑敦賀発

設予定地点︶

電所建設中︶︑美浜町︵関電︑美

酒発電所建設中︶︑窩療町︵関電︑

三重県口紀勢町︵中部鍛力︑建

建設地点︶

讃歌山県賛日筒町︵関鍵︑建設

設候補地点︶

島根県口欝欝町︵中国罐力︑建

醗補地点︶

鹿児届県躰斯内市︵九州艦力︑

椹島県11大熊町︑双樽町︵菓 設地点︶
鍛︑福踊原子力発電所建設中︶

茨城蝦11東海村︵原聡︑集海発 建設地点︶
醒所運組中︶

℃

福紬原子力発聡

出力七＋八乃圏

所二号機︵電気

M七五％︑メーカーズ・クレジノ

千KW︶の建設現金払いで︑残り九〇％︵EXI見通しをみきわめるため︑今回の
評可を政肘から

ソト約静穏万♂を二＋卑間︵工事

妙︑GE五のメーカーズ・クレジ 立された銀行Q衝三十五億冠の融

米国政閥出資で資本金酉懸がで設
E社からの輸入 黛付けとし︑EXIM儲款四千万

受けたので︑G ト一五％で火力の場合と同じ︶を

国ワシントン輸

分について︑米

XIM億款を受返還することになっている︒一方︑

十二無恥末現在︑約三偲二千万が

とくに原子力岩蟹所建設用資金と
て︑東醒はEXIM借款約五千万

こんどの二号機の建設資金につい

出入銀行からE 期間解題と工漿終了後十六奪︶で

けるため︑その打ち倉わせに五月

！カーズ・クレシノト細一千万逆

妙︵約薦八十緻円︶︑GE社のメ しての惜献分は︑原電か敦賀発鷺

十研石除武央常務を派遣した︒

福鋤二男機の総工謬資金は約五

活鼡c機用に約四千・⁝四達論説十一

五・五％︶︑東雌が醸紬原子力発

蓄十団円で︑国産比率は五一％と

の核爆発袋縫と核兵器とを区別す

いわれている︒束鷺は︑GE社 ︵約三十六億円︶を期待してい

核知識の段階では平口囲的のため

問題である︒われわれは︑現在の

閥発の分野においてとくに墜要な

ある◎核爆発装搬の問題は︑研究

鶴岡大使が国連政治委で演説
核兵器不拡敵条約︵NPT︶案を審議している二連総会政治婁員会で︑わか国代表の鶴岡千偲團漣
大使が五月十日︵田本聴闘十一日︶︑日本のNPT問題に対する態度について演説した︒田本政液が

NP田案に対する態度を公式の場で表明したのは初めてであるが︑鶴岡大使は﹁日本政府はNPTの
精神に螢成であるが︑とくに①諾国の安全保離②核躍縮轍原子力の一口利用の三点については轍底幅

と約
いうが︑簸近︑米国の経済
︵GETSCOを含む︶とのる契

に︑國際協力を通じて原子力の平
について国際原子力機関の保陳箔

理の下にあるすへての核物質が工

ノ

原子炉等規制法

出発廟所二号機︵聡無出力五十万

郎団員長︶は五月十五臼午荊開会

駐日院の外務委艮会︵三木与吉

外務委で両協定
の提案理由説明

KW︑PWR型︶について︑内七
閣％となっている︒
大臣の聡気工作物変更認可を得た

総理大臣の原子炉設澱欝可︑逓塵
滲議院の繭工出講会︵金丸盤張

ので︑建投に漕手することになっ

灘浜一再機の総工事資金は約三

た︒

敦賀市︑美浜町︑大熊町︑威嚇

発購業などについて︑組織的に協

宮城県灘女川町︑牲鹿町︵東北

市町村長ならびに議長をもって構

②地帯整備のため︑とりあげる

①安全牲の確保に関する奥体的

のものが予鷺されている︒

って︑岡協識会の禦業としては次 ための必饗な事項

に樹与しようというもの︒したが

臼書簡や一撮から束厭・平河町の

藤所在市町村協議会﹂が︑六月筏

なつで艇生する﹁全国原乎力発繁

町︑東玉村の五市町村が発起人と

原発所在市町村協議会

晶発足へ準備進む

ノアーノーンノーラン！ーン歪！ーンノー！！一1〆！グ4一

原子炉の規制に饗する法律﹂︵通

﹁核膜料物質︑核燃料物質および

婁貴長︶は五月十四臼午濁開会︑

一部改正法成立

価格のうち︑り機器︑役務︑燃料

ることは謬実上不可鮨であるとい

和利罵を健進し︑それによって人
躍の趨用を受け入れる鳴門醤した

AEAの傑灘描置の下に躍かれる下に入るものではなかろう︒

に検討されなければならない問題がある﹂旨を述べ︑弗核兵器国の立場を強く王張しん︒

類の福祉の壇進に貴献ずるという

が︑われわれは他の核兵器圓に附

う騒論必受け入れるものである︒

・目的をもっている︒もし原子力の

して同趣臨の愈図を網羅するよう

交流がさらに白幕化されるへきで
あると考える︒

また研究および開発の自曲も原
子力の平和利用の促進に不可決で

原聡・敦賀発躍所

圧力容器の．
⁝完成近し
・

論蟷敦賀遜譲所の建設詞華は順

％を終了した︒とくにバブコソク

識に進み︑総合淫捗率で約四十五

日立の呉工場で進められている圧

熔接部を残しているのみで︑六月

力谷器の製作は一ヵ所の周接触の

サイトでは先月宋濠でにドライウ

には完成する予定︒敦認市浦底の

べき貝休的な事業と︑これに関す

成するが︑参加する市町村は次の

この協議会は︑原子力発電所が

とおりである︒

設鐙される地点の箭町村が︑発聡

な方法︑対策等について︑調査研

なお敦賀発電阪は︑来年九月頃

究ならびに資料の整備

に燃料を装祷︑同年暮から鴬業運

る要求すへき夢語の調査研究

力して調査研究︑計調立築を行な

③原子力平磯利照のため︑関連

所の設殿によって生ずる諸闘題の

催する︒

ェル・へ︐ドの取りはずしを終え 臼本都箭センターで設立総会を開
七おに予定ざれている脹力谷器の

福島：二号機へのワ銀借歎調査で

対策︑関連塵業による地域適慮開

据付けを侍っている︒

東電石原氏米へ

転が開始される予驚︒

︻写爽はバブコック日立で製作
頭の原子炉圧力容器︼
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が原四不明の凹ましはしば看過され

日本嘗溢を承認する際︑原子力婁員会は
ことが先決であろう︒

平和利用の揚禽なら︑施設の設計も隔
番もすべてデータが公表されているので

が︑このほどそれがープルトニウ

である︒このうちの貯金取抜いと

安全管理の三点が安全確保の要颪

安全響理に焦点をあわせ︑新規に

ム燃料蜜全取扱塾雌陰門婁員会報

告轡﹂や﹁プルトニウム蜜全取扱

建設する鰯含の出金取扱いの考え

小規模のプルトニウム取扱施設を

方の参考になるように作成されκ

獺針﹂︑︑プルトエウム身体汚染

刊行した︒

応急伽羅摺針﹂として家とまり︑

二百でプルトニウムの物理的︑化

運用方法や運用上の江沼など︑第

開する星本醐な考え方︑岡脳漿の

専門委簸会報告濁始めにわが国

学的性蟄︑第三草で外部︑内部被

もの︒第一鍛で安全取扱い璽に

の噺型動力炉開発に必要な︑プル

曝の防趣︑危険評価︑放射線モニ

プルトニウム燃糾蜜全取扱纂華

トニウム燃料の開発研究の計噸と

ターの警報発生時の行動なと放射

各報告欝の概要は次のとおり︒

でプルトニウム利用開発翫幽︵原

項などについて︑第十華で緊急時

羅響浬の麸雌︑実施上の注意贋

の注意などについて︑鯖九疎で臨

火災禦故の発生随止や心身状態へ

や移動について︑第八轍で爆発︑

七篇でプルトニウムの響埋︑保管

など廃垂物の取扱いについて︑第

気体鵬棄物などの処理法や輸送法

について︑第六蕊で圓体︑液体︑

叶︒熟

・國

鰹酬鯉濃

器︑建物・施設などの汚染除去法

業などについて︑第五草で身体︑機

ス内外への物品の移駐やフード作

ーブボノクス下垂の特徴︑ボソク

線の防護について︑第四離でグロ

その発通しについてふれ︑次の敢

立案﹂と併行して︑プルトニウム

予力婁墳会プルトニウム幽門部会

燃料取扱いに内在する危険の概
要と保健安全対策の確立の必要性
を述へている︒さらに同唐門駆込
会の設櫨趣癬︑埼京闘標︑活動経

のコ冊の報告慰の概要説明︑最後

過や︑二つの分科会がまとめた他

にプルトニウム燃料取扱い作業な

どの餓健安全響理の悶題恵と将来

一弁三蔚円︒

への裟望を述へている︒B5判十

プルトニウム安全取扱時針プ
ルトニウムはこく微官でも強い欝

へている︒B5判一六一貯千円︒

や︑作禁者の教脅訓練について述

プルトこウムを敗り扱う作

プルトニウム身体汚染応急旧劇

指針

種々の形式が考岬んられる︒豪たお

業には︑取扱い漁︑方法によって

こりつる湾染も輌揚を伴なわない

吸入および飲下が考えられ各々の

庵瞬汚染︑創鰯を伴なったもの︑
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を譲りにその安金性を

い︒その燕︑原潜では軍艦機宜にかかわ
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殊子力安全研究協会は︑昭和四

︵姿員

十無十一月に﹁プルトニウム燃料

性の謡い物質を取り扱う揃含︑安

血を持っており︑このように危険

蜜全取扱真宗専門婁貝会﹂

にわたりプルトニウムの安全取り

放射性廃葉物研究所設立に貢献

ノチ︒とくに工AEAのモナコ

コ國際会議の麟画︑運嘗にもタ

海洋放出に関す．○ハネルやモナ

じて浩躍する︒放樹性醜葉物の

全な施設︑安全な取扱い︑瀬切な

長牧野置文氏︶を設け︑約二年半

豪さ
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扱いなとについて検討していた
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米黒革の保証

るため運帳方法︑耕水の戒分などが一切

認めた︒その嶺蕎をいま論ずる考えはな

トラブルは︑微撒にせよ何らかの放射性

なおシンポジウムは五月二十七
日から末日までチェコスロバキア
のプラハ市で開かれる︒

帰国は六月薫日の予電Q

︐め多一唯健

⁝

ステンレスとして最

欝る可能性があると︑闘題にされ

廃液の流出であるこ羨ほ当時から茅沼さ

うしても歯切れの葱いものになるので︑

わからす︑したがって専門家の意兇がど

た︒

れていた︒米側は﹁異躍を認めるほとの

こともできないということは︑はし

四日正午から原薩会長宅で︑原産

主脳部および核拡散防止闘題特別
婁娯金のメンバー等と懇談する︒

に履舎せた入︑防護また際務担聾

著作下において︑作栗当事者︑現揚

な除染猶搬について述へている︒

者がすぐ措灘をとれるよう三体的

なわない皮麟汚染︑創傷を伴なう

第一難で総摺︑錯二草で綱開を伴

し︑当窮蓄︑現揚にいた人︑防護

もの吸入︑飲下などの汚染に際

揖当者︑総務担当薔がとるへき緊

判工ハ六ペコや円︒

憩措躍について述へている︒B5

二千五酉円︵送料共︶

・原産新聞合本を増刷⁝

▽定価
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問題に思う
はソードフィノシュ男にあろと考えるの

巨象ダループにその検討を依頼し門除囚

放幽はしない﹂と︑なにがしかの三田

安金性の判断零にあい康いさはありえな

が豪ず犠議的扁との中闘報仕ロを受けてい

いが︑原滋入滋の際もっともありそうな

るが︑十五日来日した累国側轡門家に資
それたけ圃民に不安を掴かせることにも

科技庁はその原囚究明のため︑尊

一展◆子力蟹艦目溢時の放射能調査体

はあり得ることを添唆する説明を行なっ

原子力萎員会は十四日︑佐世

網の撃備強化かはかられるまでは︑納品
料の提供を求めるなど︑独自の立場でさ
なるのである︒

保の異搦放射濾潤題に関 し ﹁ 原

がなされぬよう滋処すへき漏旨の見解を
ており︑そのゆえに門現在の監編体制で

のようなせんさくを進めなけれは真実を

あるはずである︒にもかかわらず︑両述

すれは︑その盤本には日米双方の振帳が

原酒入溢が賓保条約の当然の帰結κと

らに調査を進めようとしている︒
は不十分扁との指摘か学界︑麗業界の一

能の原囚を正磁につきとめることはきわ

部からもなされていた︒原子力婁員会が

しかし考えてみれは︑今回のことの根

然のことであろう︒

このほと︑体制強化を打ち出したのは当

のが微態であるらしい上に︑異議時その

めて困難であろう︒それは放出されたも

しかし事後における検討で︑異常放射

まとめた︒十六円の衆参両院本会議て︑

るまでは︑米側に密港を底しひかえても

佐藤鳶相はこれを受けて門問題が解決す

らうよう撚処する﹂との語明を行ったが
ソードフでノシ謹
隠の海水︑婆気中のチりなど︑キメ手と

2の残した波紋は︑意

外な方陶に発展しつつあるようである︒

明らかにすることも︑〃間題を解決す

ホは︑米側か事前の約束を守らなかった
ズ
かどうかにある︒それは︵栄側の︶約束
なくも原糖闘題の本質を添しているとい

性に関するシンポシウムへの出席

る

また州庁潜水艦についての掩術資料もア

した﹁ゼネラル︒ハノクグラウンドに影

なる もの の採取も行なわれてh40らず︑

潜内で測定された異常放射能は︑それ薗

メリカ側から握供されそうにないから
えよう︒

すでに指摘ざれているとおり︑佐世保

体はほとんど闘題にするに足りぬもので
禦を与托ない﹂ということが果して何を

始される︒

ど二歩の原子力覆蛸調血のため五

リア︑チ甲一コスロバキア︑タイな

および英︑ベルギー︑仏︑オースト

訪具して︑現在ねよぴ等量におけ

勤

貫会や日本腺子力罷業会議などを

五月二十三日に来日し︑原子力襲

A・D・マノクナイト壷報三厩は

国際原子力美園︵IABA︶の
月十八日羽田発渡欧した︒

ックナイト氏が来臼

査察制度の検討でマ

憩秘していたのか︑この際明らかにする

である︑ ︐

昭禰三十九年八月︑政肘が累潜水舳の

始める︒一力︑駈歩躍による炉物

放医研には昭和一二十七年二月

した︒

號生︑助手をへて二＋九年講師

茨城県那珂湊市の磯臨海澤 学μを卒莱後︑同大学院特別研
に︑いよいよ放医研の騙界実験

⁝

場の建設が始豪つた︒

室長を兼任しているQ
﹁こんどの実験揚の運営にあ
たっては︑放医研はもとより︑

︑現在九入のスタノブ
をかかえて︑氏は準備に忙殺さ

趣味はテニス︑漕楽曲蟹︒象
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理等の研究は︑八月に予驚されて

山野原子力局調査
課長が欧渡

本格的な研究は来年一月から

外を通し初めて明らかにし︑

染魚の放附牲核種の全ぼうを内

纏謹齢駄鍔藷
日本の長話となっていくことが

しい安全性の知識が一般国民に

とくに﹁ここの研究から︑正

私の望みです﹂という︒

浸透していくように﹂と強調︒

齢

﹁大平洋核爆発実験による汚染 他の囲係研究機関や大学などの

ビキニ験爆マグロ期中では︑汚

開始というが︑この総指揮をと

に舅任Qこの無︑第五福臨写の に入り︑現在環塊汚染研究部の

科学技術庁原子力局の講嶽課

るのが佐伯氏︒
︐

﹁国論を放射能から防護する
ことは私たちの使命︒念顧のこ
の実験場が叢叢︑魔業界︑学罪
の協力と支持によってでき︑大
へんうれしい︒これで環境放射

魚の核極とその魚体内娠移しで

甕面の隅櫟は

能の安全鶴野の研究に︑一生打

と着々しい昌をかがやかせ⇔o

学泣︵三十三年腿学博士︶をと

ち込んでやれるようになった﹂

第五藁囲の中共核実験のと

た︒

り︑また日本水暖学会員も受け

再処理工場の廃

き︑フォール・アウトの研究に

液悶題

十二月三十日から一月十五臼ま

れている︒

反響をよぴ︑続々原子力機関に

庭はトシコ夫人と㎜男︒陽十二

この研究業績が海外で大きな

したという氏の研究魂はすさま

歳︒

で︑一期旦も体豪ず研究窒で過ご

三年間︑わが国最初の科学者と

招かれて昭和三十三鋸九月から

昭和二十三三面大腿学部水麗

堺南南安井町この一の
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あった︒にもかかわらず︑その監視体制

りち

の不備などに起撫して︑このようなこと

げ

園團康研・TCA施設の変更を許可
る

︑臥の熱中性子炉利用
八月から研究開発に着手

然ウラン・プルトニウム潔合酸化物燃料を従来の低濃縮二酸化ウ

いる七×七正方隔子の燃料アセン

れるが︑まずこの藍玉照射をから

れ︑今月末にはハルデン炉へ送ら

とになったQ燃料加工については るIAEλの査搬制度について轍
原ア力婁員会は五月十穴日︑原研栗海研究所︵所長・中封敏夫
へ
理事︶の原子炉施設︵軽水闘界笑験俵置11τCA︶変更を酢可し すでに玉箒三業団で研究が進めら
晃を交換す．Q︒とくに同氏は二十
た︒これは︑ΦCAの型式を従来の低濃総ウラン軽水減遼型から

ラン燃購とともに二領髄炉心とし︑さらにこの変更に伴う燃籾の

ブリが網来るの卒まって研究が闘

濃縮ウラン・プルトニウム軽水減速型に変更し︑この変更に伴う天

使用の際には最大過剰反応度をO・四％前後︵従来は○・五％朗

れようとしているが︑わが国では
東海村の軽水臨界翼験装躍

後︶に変更しようというもの︒
この蜜全軌範については︑下部
初めてこの研究が艮体化されるこ

二年半の研究成果を発表

じい︒

ド塾整︐p︐

銅板構式会社／羅醗・穿京270−95アはえは本社銅板雪

⑨強弾論叢

世界

レヘル曙綴でおつくりください。ブランドは

軽盤断熱材（三井パーライト〉

羅

粟京都中央区日本橋室町2＿■

東京（279）341■（大代衷）

解

銅

幡

叢薪のゼンンミア畠ミルでつくり衷す◎化学飴謝久力・

蓼

土壌改良剤．（ネ昌サンソ）

1手におひきうけしましょう

δ至i琴左

人工軽羅働材（メサライト）

一理的精度・却工性どのAでも

防錆塗料（ジンキ蝋〉

ここに誼んだビルから・・，鹸餓憧で。澱界のトップ・

翻曹

吹付塗装材（ケニテヅクス〉

．鹸

夢を激てる…

羅

伸銅・ダイカスト・煉瓦・砥石

安
原

蘇らしを鷺かに

あなたの鱒蓉を議しく

亜鉛・鉛・銅及二次晶化成品

P、 安全取扱指針など

長・山野正冷氏は︑核燃科の経済

は月

1，067
4，㎜
燃 焼 度MWDA
1，265，478
110，520
発鷺鑑ノコ電撃討MWh
1，375，998
（注）上記の黛蹴堀力鼠梁葺1は東海灘躍所
海灘躍所 昭和
昭和40勾 11月以隣
降の黙劇を示す

機構の原子炉象全琳門答糞会︵会
長・向坊降束大教捜︶が︑今年一二

原子力発電月間実績（昭秘3年4月）

用

材

建

月に鋤三十八部会︵部会長・三島
曲弾典大教授︶を設澱してこれと
伍行盛譲を行ない︑五月十五口の

うる﹂との結論山番ていた︒

83．5

0

本篇査会で﹁安全性は十分確保し

昭和五十年実

用化を目途に
こんどのTCA施設変更 の 主

闘的は︑プルトニウムの執中性子

炉︵対象は将水炉︶への利用 研
究︑とくにプルトニウム燃料の炉
物理や炉工学試験を行なうという
もの︒米国ではすでに研究開覧が
進められ︑実用化の見通しが得ら

781

％
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H

電謡

6

4，743
9，goo

674

平均聡慧
運転時間
穣 動 翠
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遂躍蹴力轍

@@
@

一
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〃

MWh

計

東海発蹴駈
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発躍蹴力無
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原

セ

／

巨
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帆

細米AEC

ち

鱗片・＝

を二千蹉衝四十万ザ上萩わってい
る︒この予郷案は無修正で可決さ
れる兇通しである︒

予算案の主要項圏は次のとお
り︒

▽原子力捜術−四位十七万
開発︑試験を含む︒四十万がの

諾︒燃料要素︑原子炉部品の設謝

増︒

▽ウラン探鉱︑生産ー一鞭三十
五万ザ︒うち海外探鉱八十七万五

︵削薙度

千ザ︑国内採鉱三十五万ザ︑物理
化学探鉱十二万五千晒︒
は六や七万五千諾︶

▽再処理技術開発一六十万
▽ユーリノヒ原子力研究センタ

ザ︒三無度支出実績なし︒

ー1九酉七十五万誘一一鍔際
単費の五十％裁許︒前言度は全額
をノルトライン・ウエストファリ
ア州が負担︒

▽闘位体分離按術プロジェクト

翻艶懸纏

㌧

米国の高速堰殖炉濫発の一翼をになうEBR一丑

昭和二＋九無

月三日︑一九七二奪引渡しを開始

八千ラドのガンマ線を照射して︑

京いもに付療するゾウ虫に︑一刀

翫訟を継続し︑原困︑被害等の立

える費任に適用される︒現在︑保

ゾウ虫を漸次減少させようという

給に関する契約を結んだ︒このプ

する蕎八十謎のプルトニウムの供

に使用した手法と同毬のものであ

ム︑ベルゴニュクレール︑ネラト

アイソトープス︒インコーポレイ

めたもので︑ニュージャジー州の

ーのセシウムを二璽密封否器に収

この照尉装醗は︑十七万キ鼓リ

る︒

ムによって設立された合弁会社に

ティソドがAECの婁託を受けて

た︑商醗ガス炉についてもイギリ

AEAがユーラトムいてAEAと提携しており︑豪ナ︑アラバマ︑ミシシノビー︑ジ

ゾウ虫による被魎は︑ルイジア

運転している︒

とプルトニウム契約

カリフォル諜ア瀦州のさつまいも
スのTNPGや他のヨーロソバの

は︑ハルケイン炉概念の関発につ

なお︑ベルゴニュクレール社

の製造に使用される︒

発注される筒遼炉原型の燃料要素

ら︑ジーメンス︑インターライト

豪畜に付漕するハエを撲滅する時

五八奪と五九年に南部アメリカで

これら改正は︑保険会祉または

このプルトニウムは︑ベルギ

試みである︒これは︑かつて一九

故﹂が発生したと決定した場含に

政尉による暫定的な緊急の支払い

ー︑オランダ︑西ドイツ政肘か

ルトニウムはベルギー政府による

炎︑憲与過失といった断訟の必要

ELUがある︒

がなくなり︑負撮は軽減されるで

険会社として︑NEL工AとM
Aせねばならないだろうが︑過
証を
プライス・アンダーソン法は︑

法律上の抗弁の放棄を硯定するた

ができるということには︑なんら

国際保障措罐に墓ついて購入さ

め︑一九六六年改正された︒一般

のような繁急支通いは︑異常に臣

影響をもたらざないであろう︒こ

AECが﹁翼常に匿大な原子力購るろう︒

﹁翼常に巨大な原子力購故﹂

れる︒

に︑

大な原子力灘故があったという決

とは︑放射性物質が施設から稲当
羅放出され︑その結果︑人に多大

改正
四〇
の嬢はフェデラル・レジスタ

定には別問題である︒

AEC規則︑Part

ーの五月九田付に発艦され︑六十

の損審を与えることを慧味する︒

改正にもとづき︑基準が設定され

ユーラトム供給機関は︑イギリ

その塁藁により︑AECは﹁異常 日間公武されている︒
し︑抗弁の一霞は︑原子力費任保

に薫大な原子力歌口﹂の決定をな

社と協力している︒
ス原子力公社︵UKAEA︶と会五

用することをソロソロ考えてみ

ているようたが︑他の分野に応

ではないだろうか︒こうしては

物を工学的に研究した結果︑ウラ

米WH社がTVA

識塘者にとって永年の問題であっ

た︒

の二基を正式受注

ウエスチングハウス社は︑四月

フェリ：三︑四男にあたる原子炉

二十五β︑TVAのブラウンズ・

二暴を七千二董瓢十四万♂で受注

給するもので︑これ豪でに発詑さ

万五千KWの発駐機用の障壁を供

この原子炉は︑酒気繊力酉＋七

したと発喪した︒

ンドのコストでウラン金属を抽出

明し︑トン当り終編五千〜四万ポ

る︒この炉は︑一九七三無と七四

れた原無腰では最大のものであ

認当り三・三四×

法は化学工学的に優れた方法で︑

含纏れている︒さらに︑TVAは

型式についての幾つかの選択梶が

よって供給される核燃科の数澱や

まれているが︑ハーウエルの拙崖

ンを吸購させ︑それから炭酸アン

ンサ！方式の採用についても選択

WH抵が開発したアイス・諏ンデ

米NUS社の原子炉

権をもっている︒

モンの溶液を数回かけて抽出する

循

原子力コンサルティング会甑で

運転技術者訓練計画

する原価見積りは雰為に難かしい

ィ⁝︒サービス︵RUC︶社は︑

あるニュークリア・ユ；テイリテ

今後数鋸不足が予想される原子力

凱レーターの契約無配を割画して

発餓所の運転匿理麿養成で︑シミ

NUSはシミュレーターの設躍

いる︒

揚所として︑メリーランー3州ロソ

はトレーラーによる移動車の偲れ

USは豪た︑原子炉メーカー︑織

ト社から賃話する憲向である︒N

ある︒

力戦比と要員雌戒契約を交渉中で

とにきめた︒

で始預っ紀この照射計幽は︑さつ

五月六凹にルイジアナ州立大学

式セシウム照躬糊置を活用するこ

イジアナ州で︑AEC所願の移動かに決め︑袋畷はカーチス・ライ

するゾウ蜘を撲滅するために︑ル

米AECは︑さつ豪いもに付着クビル︑ニュジャーシー州︑叡た

モのゾウ虫撲滅へ

放射線でサツマイ

秘られている︒

ウランは八蔚四十︸誘になると兇

合︑建設蟹は二億九薦万嘩︑錐産

のウラン抽出工揚を建設した繰

が︑ウエールズのメナイ海峡にこ

されるとみている︒この工稗に附

環工程で約一〇望のウランが抽繊

験を行なっており︑八B閥の

現在︑実験量規模による工智試

もの︒

水素卒一含む酸化チタンの粒にウラ

憲た︑この契約には︑W11祇に

ﾌマイナス六懲悪のウランが念 無に運醐する予定である︒

海水中には

できる見込みがついた︒

ンを選択的に吸着させることが判

ョージア︑フロリダおよび南・北

に組み入れることになろう︒

﹁一一一画1■薩置塵■5▼巨咀戸田一甑脚−頃▲■■冒撰暫11■1一匡良

険政策と︑被詐可者との免費条項

多大な損害という二二は︑望洋

をうけた人の数および財塵上の損

黙
する損密は︑十人以上の春が鶴偉

憲額によって決驚される︒人に対

的に治療を要する蟹大な損鰯嶺含

英で海水からのウ
ラン抽出研究進む

酉万♂に逢するものでなければな

み︑肉体的損傷以外の損憲は︑五

イギリスのハーウエル原子力研

らない︒︐

改正案にもとづき︑保険政策お

窺所のN・﹂・キーン浅は︑この

ほど︑英原子力学会で海水からの

子力購故の場含において︑特別の

ウラン拙出についての手法︑経済

よび免斑条項は︑賑常に臣大な原

放災されることを要求することに

なのに︑原子力麓叢会議なんて

は数豊強から︑燕溜法による海

じめて︑原子力を広い麓叢の分

10

翫訟または抗弁は︑被管によって

性などについて論文を発鳴した︒

そも何のことだ︑とまで野馨な

は︑発聡と船舶とRIに限られ

たい︒原子力の平瀦援用といえ

それによると︑チタンの水酸佑

なるであろう︒被害者は︑依然と
して︑顯常の法律行為にもとづき

といったジャンルは︑まだ成立

ナンとその二分の一は民間企業

倦円に上るといわれているが︑

一昨年あたりまでで︑累計⁝一十 していないのではないか︒それ

関する支出ないし投資の点だ︒

だ︒放射能に対する予防法の常

充分に曽及していないこの圃

とも電気購故の予防方法すら︑

すらも危険物視する一少なく

めて原子力の予

水の淡水化に︑凍子炉の熱を利

てはどうだろう︒げんに米国で
今度の動燃事業団だって︑原

ことはいう豪い︒

型炉の二分の一は艮間出資だと

の支出に係るものだ︒この比箪

の性質だ︒これは広い慧味で研

も溜りものだが︑それよりもそ

識すら行きわたっていないの

のの︑このま豪ではいけない︒

てFAP工Gの機関紙に蟹い
は︑致し方ある求いとはいうも
た︒あれからもう十五年近い︒

研究が始められているという最

近の惰報だ︒いずれ五年か十爺

きるかどうかはともかく︑出資

轟

者の発彊権はどうなっているの

轟︐

では鉄の精練にこれ楽刊用する

用することを開発中だし︑西独

さらに困るのは︑原子力撚

日本はなお後進国
糞の原子力産業を作ろう

だろうが︑わが国でも今からポ

先きには︑ある秤度モノになる

的に正磁にいえば︑投資だか経

の福祉に役立つことになりはせ

野に開放し︑世業の発達︑人娘

撒

蜜だか荊らぬものが︑かなりあ

いということになれば︑ナシコ

か︒どうも寄附金的においが強

照
いわゆる核アレルギ；てやつ︒

核兵器といった単純な連想だ︒

ろう︒よくいわれることだが︑

武
おくれていようがい豪いがマ

原子力関係の仕事は︑予期しな

ぬかと思う︒そうしたら原子力

岩

X輪

いう︒出資のリターンを確保で
﹁第四の火﹂とかいってもては

やされた原子力平和利用も︑そ
のテンポはすこしく豪だるっこ
いような気がする︒米︑英︑ソ

タートした閃独にも︑おくれを

連はいわずもがな︑おくれてス

イペースで行くことには賛成だ

るなどはもっての外で︑非核三

対症療法にエンプラ昂鋳って来

ナル・プロジェクトが泣こうと

ツポツ調査をはじめても︑いい

えてみる必要がありはせぬか︒

が︑ここらあたりでちょっと考

い出費が多くて赤字になると︒

︵葉者は神戸製鋼所長務取締役︶

垂の裾野をもつことになろう︒

その一︒原坐卓11放射能とい 原則でも四原則でもいいが︑政

て︑少し前向きの提案をしてみ

悪口はいいかげんにしておい

薩業金議も︑名実ともに広い薦

い︒いま日本では︑原子力薩業

発達なんてチャンチャうおかし

いうものだ︒

その二︒原子力の研究開発に

だけはっけねばならない︒

こんなことでは︑原士力薩業の

三の工藁晒となりながら︑躍気

衆感錨がある︒何しろ︑世界第

った︑やたらに危険物織する大 治的にハソキりした けじめ

彦

究開発投資かも知れぬが︑経理

の経緯は︑かつ

算がついたとき

度予弊に︑はじ

外
短
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N度

交付額は前年と同︵三二五億円︶

原子
力局

隼度の原子力平和利用研究婁駈蟄および岡補助9

科帯㍗技術庁原子力局は五月十占ハ日昭稲酬四十・三

れる︒窟た︑高速増勉炉の解析評懐等について

化へ向う肇備が描羅されたわけであり︑注鳳さ

転に関してその査察技術を確立して将来の簡繁

萄十九万五千円〇

価に関する研究11川崎珊工業︑八

▽ガス冷却高還増硝炉の解析評

助成の採択課題はふえる
金交付の審査結果を凹凸し︑五月二十田から交
は昨年から進められていたが︑今年度はさらに

および炉心核織設計法の確立を行

腐急牲や闘題点の摘ぬとその対策

一〇〇〇MWe炉をとりあげ︑

付を闘謝したQそれによると︑今琿度の玉茎費
その冷却方式で水蒸気やガス系炉の研究もとり

偲六千

は三十四件の垂直に対して二十一件・

に重点がおかれたが︑今無からはさらに薪しく

あげられた︒補助金では︑従来︑軽水炉匿薩化
なう︒

て二十五件・一億四千五禰五十万円︵研究盟総

九醤五十万円︑補助金は贈十六件の申舗に対し

がとりあげられ﹁高濃縮板状燃料製造の工程玉

来の安全性研究に加えて査察技術に直する研究

無と岡額︶が交付される︒とくに婁託蟄では従

額約三億千万円︶で︑総額黛偬千五薫万円︵朝

託者︑金額および董な研究の概要は次の通りで

りあげられた︒研究助成費の試験研究題圏︑受

くに燃料被麗材としてのバナジウムの研究もと

料の研究も加えられた︒さらに材料の開発︑と

新型転換炉の開発に関して炭化物や窒化物系燃

ン同位体分離用隔膜の性龍を解緬

気体拡散分離法を対象に︑ウラ

▽ウラン分灘胴磯膜に関する研

江に闘する試験研究﹂など蕊件が長められた︒
ある︒

性に対する水繁化物の影響に璽点

日本エネル

五︑食品に対する放射線照射の

元素協会︑三頁四十一万八千円︒

鵬に関する研究h田本放射性同位

四︑放射性廃棄物または放射線

友原子力工業︑薇二十五万千円︒

障警防止に関する鼠験研究▽微

核燃料物質の組成の変化を原子

化学分析の閥頗から検討︒

炉運転データに幾つく計算および

関連技術に関する試験研究

▽高濃縮板状燃料製造の工程管

騒魔羅核樫の働厨迅速分析法に関
毒照射における照獅効果に関する

▽食

する研究翻日本分析化学研究所︑

些礎的研究11図本放射性同位元累 七百七十二万二千円︒

処できるようにする︒

▽二酸化ウランペレソト燃料加

の謝黛管理システムコードを作成

工業︑千三醤ニや八万円︒

護機器に関する研究

瓢十万円Q

近畿大学︑三

▽放射線テロメリゼーションに

十九万二千円︒

法に関する研究翻大阪麿︑二士六

▽醒子線照射線澱の実用的測定

百

定法に関する研究

▽速中性子吸収線羅の実用的測

万三千円︒

る研究B堀揚製作駈︑山ハ否三十六

測贈の試作に関する研究h窟士蹴 リウム単結韻検出系の試作に関す

と蟹の洩れ止め浴接法の研究11開

▽引引副用中酒田交換羅の讐根

機製造︑五感六十二乃九千円︒

する研究⊥二要原子力工業︑九筥

立製作所︑みハ膏八十八万三千円Q

工工程における管理システムに離

四十六万五千円︒

▽高速炉胴蒸気発生器の安全防

し︑このコード施設内における核

二酸化ウラン燃料の加工施設内

核燃料物質の宜察に関して︑蔑

理に闘する研究隆住友羅気工業︑

六薔一二十六万二千円︒

濃縮ウラン取扱盤の増加とともに

安全防護機器を付けた試験用小

三箆原子力

六︑原子力施設の査察技術に関

燃料物質の秤量によって加工旛設

協会︑由ハ薫八十九万千円〇

その受入れや払出しを正確にする

▽原子力関係施設における作業

する試験研究▽ガス冷却動力炉

によりナトリウムー水反応購故に

型蒸気発生器を試作し︑嘆擬試験

者の内部被曝土曜の管理法に関す
る研究祉纂稲照山く学︑二甲蚤二十六

を闘発する︒

内の滞溜核燃特物質童の推定方法

よるケイ素化禽物の禽成に関する
は轟濃総板状燃料の非破門検査法

必要がある︒このためこの研究で

の放射線瀦罵に関する研究薩東京

▽感潮汚濁河川の公審講査法へ

研究U大阪府︑衝四十万千円︒

焼績法に関する研究翻古河醒気工

馴結核予防金︑三戸十九万千円⑪

のための放射線利階に関する研鐘

▽疾患に及ぼす臨埃の影響解明

都︑四酉四十七万万千円︒

古河電気工業︑陽頁七十二万

究

▽炭化ウラン燃料体の製造とナ

二千円︒

トリウムボンドおよび被覆棋との

共存性に関する研究⊥二丁蹟子重

工業︑山ハ︸臼八十三万二千円︒

実施され直轄十園﹁原子炉嵐任及

科学技術汀は五月†日︑さ謹に

筆記試験合格者

原子炉主任技術者

被覆蕾への移行の評儒に冒する研

▽炭化物燃料棒における炭素の

業︑八酉四十八万九千円︒

▽二酸化ウランペレノトの遮続

対する作動性を倹置する︒

法に関する研究11百河蹴気工業︑

について検討し︑査察に容易に対

申における核燃料物賢磁の推走方

▽各種偶人被導線俄測定法の適

七薫八十七万流千円Q

作に関する研究薩束亜ハルブ︑酉

しての密封型先駆弁難安全弁の試

▽原子炉の緊急圧力逃し袋灘と

業︑二酉二十八万円︒

群の振動に冠する研究一1川磁器工

万七千円︒

正籟囲の比較検討ならびに舞定離

ATR燃料開発に重点
材料の開発も対象に

⁝補助金⁝

▽蹴子計算機による鋤力炉の自

八十四万三千円︒

▽嵩感謝燃料被麗材用ニソケル

動化に関する基礎的研究巨束察芝

る研究賎日本鉱業︑千二螢九十八

基舎金掲よびバナジウム茎含金の

浦躍気︑九蔚二十一万四千円︒

一︑原子炉の設計または製造技

ナトリウム耐食性に関する研究践

術嶺試験筆雛試験﹂の脅格巌︵二

万九千円︒

装躍の腐食等に利点をもつアミ

琶同軸ケLブル製造に関する研究 被機材の三者聞の共存性を検討︒

十七名︶を次の通り発表した︒な

ナトリウムボンドと燃料および

▽ウラン・セリウム混禽炭窒化

術に関する賦験研究▽燃料被蝋
染用耐スエリング性ヘリリウム合

三追金臨鉱業︑六輝四十四万円︒

物燃料の嵩撮雛動の研究⊥二菱金

▽職子炉計測朋耐放射線性懸雑
いる分離技術を開発する︒

ンを抽田剤とした爆心抽墨機を周

一1住友鱈気工業︑五営万二千円︒

▽スペーサーパントのシルカロ
究−一巳本硝子︑六街六十四万円︒

金製造および炉内騨価に関する研

イ簿閃被漫響溶擾擾に関する研究

七千円︒

▽ナトリウム冷却型織逮炉土匪

はここに紹介した塗蔑のキュア

ジカル開始剤に代って虚しい効

リング等︑主として熱豪たはラ

果を発揮する分野で︑渡実な発

展を続けている︒

プルトニウムに近い性状を萄す

るセリウムを用い︑ウラン・セリ

禽賂者の氏名駈属は次の懸り︒
秋山鑑 郎︵四圏耀力︶︑出沢
正人︑田磁徹雄︑士屋満偲へ以上

小林宿央︑竹下徳人︑鶴鎖疇巡︑冨

東京堪力︶︑江連秀央︑神尾徹︑

坂靖彦︵以上原研︶︑毘規洋介︑
覇勘正生︑鶏垣鉄雄︵以上中郡羅
力︶︑繍藤勝也︑佐々木俊三︵以
上集北蹴力︶︑鱗藤渦雄︵日本郵
船︶︑樗禽保彦︵原土雛業幽︶︑

ウム混合炭鯉化物の認温挙動の炉

木村正︑庄本稲夷︵以上北蹴︶︑

癒点をおいて検討する︒

燃料の製造に関する研究臼住友山

▽ウラン・セリウム混合炭化物

ウラン・セリウム混含炭化物の

製造法に関する茎礎研究Q

▽シンチカメラ胴ヨゥ化ナト

篇︑放射線利用に関する試験研

．雪； 3塁．・2

立︶︑沢井醇司︵三愛金属︶角酌

﹁塁；二＝

．＝︒．雪＝．：︑零﹁ 置言累・

科学技術センター内︑法網大阪︵四四一︶三六八二まで︒

︑

︑

⁝

＝高8

榊

積︑受膳料聾一万円︒晦し込みは大阪市西匿棚︸のコ八大阪h

大阪科学技術センタ；︑申込綿切翻六月二十聞︑定員雁百六十

〜▼関西原勇懇談会実施期日目六月二四〜二九日︑哨所

議所内︑職謡名古屋︵ニニ一︶七二一一家で︒

一万円︒申し込みは名写歴市申区栄二の十の十九名古屋魎工会一

屋大学工学部︑串込綿ぞ六月二吉︑蛋拝なし︑受聾涯隔

L

鯨

A王G︶︑谷山洋︵運輪省︶顯柑

義男︵NA工G︶︑溝野英昭︵囎

憾︑横越光洋︵以上関鷹︶︒

▼田本面子薄額業会議と原産の中部原子力懇談会︑関酋腺子

技術者講習会を開く︒

力懇談会は六月下旬から七月上旬にかけ︑それぞれ放尉線取扱

の十三原麓サービス購業本部︑

館︑翠黛綿賜到六月十五B︑定員習五＋名︑ 受講料一万二千

@▼中部原子力懇談会実施溺日臼七月一〜六呂︑揚程目名古

鷺謡東獄︵五九一︶六一二一まで︒

円︒購し込みは港区新橋︸の

副

隔▼原肇部 実施朋日睡六月二圃圃〜二九日︑揚所罐一等学技術

卍

⁝原産放射
線取扱技術者講習会

究

坂口晴一郎︑土屋肇彦︵以上田

気工業︑二穏六十九万九千円︒

外試験︑とくにスエリング聞題に

お今圓の会搭率は二六％であ．強︒

▽隅逮炉嗣貞観バナジウムの製

耐スエリング性賦与に最も適し

菱選工業︑五聖十八万四千円︒

管鑓の接含捜術に関する研究11一二 究翻策京芝浦慢気︑六四二十七万

▽ガス冷却用の蒸気発生羅の響

学工業の叢流である含成化学の

放射線化学の工業利用は︑化

！菱！！！〜一多3多一髪一
蕪度に同婁員会が解散してから

兄

任研究興︶

属鉱業︑五衝ニや七万九千円︒

▽選心分離機による冷却材ナト

多多！多多！づ！！！！多！多ノラ！！〆多多

熟キュアリング法とのコスト比

ノ！多

リウム中の不純物除去に関する研

口省磁壁気工業︑山導甲乙二十万円︒

原塵の放射線化学研究会で

は︑新たに独立した機構として
ュアリングに必要な線鰍がそれ 穣詳しているQ会畏は発足以来

較を行なっている︒この繕果キ

▽加圧水炉嗣蒸気発生器の響と

する研究

錬法およびその合金の製造法に開
日本硝チ︑八一十九万
合金系の製造法を検討し︑その煩

最近塗蔑の放射線キュアリン

は︑第ニワーキンググループが

ノノノ

元バナジウムの比較倹討︒

溶融猛爆解バナジウムと金属還

六千円︒

た微細分散相を干するベリリウム

▽アミン抽出法によるジルコニ

内評価を行なう︒

▽原子力発聡謝画における炉型

ウムとハフニウムの分離法に関す

グ︑特に胞子線キュアリングに

四十二鋸麗のテーマとしてこの

分野では︑僅かに米国ダウケミ

昧な跨期に期待したようなはな

にその例を縢るだけで︑嚢初蒙

会員会祉の社員が集って︑その

やかな発展はい豪のところ見ら

カル祉のエチルブロマイド製造

き︑しかも生麗麗︵すなわち舗

ときどきのテーマについて各月

引続いて東大の爾宮教授がつと

要︶が伴えば熱キュアリング法

ュアリング法と荷利に競争で められ︑憲査の先生方を中心に

ほど多くないならは従来の勲キ

脱稿し印刷の運びとなったの

よりはるかに漁利であることが

って来たが︑このほど報管潜を

難題を取り上げて調査研究を行

で︑この欄を借りて紹介してみ

うになり︑欧米ではすでに二︑

えられている︒その旧態性は以

よう︒

具の殺菌︑プラスチノクスの架

特質を生かし食贔照磁︑医療認

勝

参加者の希望によりワーキング

報告轡は現在帯販されてい

添されている︒また山里には引
周囲の檎勢は︑この方法が実現

田

このような晦に専門︑職域︑

環境を異にする多数の叢々が会

グループを設け︑特驚のテーマ
一難表を付しており︑当初予想 について一定期閥調査研艶を行

嗣した文献の抄録と参考文献の

橋・グラフトによる改質︑あるい

力はなかった︒ところが耳近の

イボールテイジ祉﹁王CTシ⁝

る低エネルギ；蹴子撫速器1ーハ

原産・放射線化学研究会の活動

にはいって来たこと︑他方では

占用パネル材︑部材︑天井︑建

ディアを生む可能性もあり︑紋

成概念から飛躍した奇抜なアイ

合︑交流することによって︑既

迅速反応の研究法﹂︑﹁放鮒線

過去に﹁放射線化学における

ない︑報管欝に求とめている︒

したよりも内容のある鰻告轡に

ソクス社﹁ダイナコート三〇 なったQ闘連業界その他の方々
にとって多少ともお役に立てば

されるよう豊みたい︒

る︒︸人でも多くの人々が参加

揚生産されるようになって来た

化水素の放射線・熟分解に関す

極ははかり知れないものがあ
る檎討報告搬﹂︑﹁放射線によ

総掘反応の工学的研究﹂︑﹁炭
放化研は︑も︐ともと﹁原塵に

望外のしあわせである︒

常置されていた放射線化学蚤員

﹁ボリキュアクセラレーター﹂

に躍子線キュアリングの特長に

簿を紹介し︑キュアリングとく

る臭化エチル製造法に関する報

〇﹂︑テキサスニュークレア祉

ンに導入されるのも︑もはや蒔

キュアリングが塗装仕上のライ

会の下部機構として︑三十七蕉

告轡﹂をとり塞とめた︒

︵鎌肴は東洋尚圧中央研究所主

ついてまとめ︑最後にポリエス

発足したものであるが︑四十一

った︒

嗣の野畑と考えられるようにな

テル化粧板を例にとって従来の

こと︒これ等が桐濠って羅子線

具︑象機材箸の建材が大蟹に工

ズ﹂ラディエーションダイナミ

課業構鷺が変化し︑麗内・理外

いように思うが︑一応実用の域

れ︑窪田は来た満足すへきでな

不ルギi羽子線加速器が開発さ

すなわち一方で大二三の日工

うである︒

する灘地をかもし腐しているよ

塗装の放射線キュアリング

一圃の例会を持っている・濠た れないが加工分野では放射線の

で種々の隈轡のため企菜飽な魅

嗣からいわれていたが︑鍛近豪

三の企業が工業化に移ったと伝

関係した二品iスが昌につくよ

ツ！！！！！！！！ノ多！！！！！！ノク！！ノ〆！！！！〃！！！多ク！！多ク！ク！多チ〆クタ！！5〆！多！多多ク！！！ノ

なシシンンノノまノシンンンノノづンンンンノクうノノうンアグノダノノノノうとくラノノノノノノンノノノノノまンンノィらううクンンノノノンノノうノ

と燃料サイクルに関する研究紐住

ギー経済研究所︑一竃十九万円︒

済評価に関する研究

▽原子力発聡開発規模とその経

するための星礎酌試験を仁なう︒

三千円︒

究鈍響千頁五十七万

これは︑核燃料加工二業の本格化や原子炉の運

査察の簡素化で三件
に関する研究口日本聡機協会︑千

養概騨鎌幾冷却FBRも
︻︑原子力施設の安全塞郵に関
を置いた研究をし︑安全審査に役

▽気体状核分裂生成物の保健物

璽ハ＋万円︒

機器配管の模擬試験体を作り︑

理的挙動︑形態別検田法ならびに

する賦験研鐸▽原子炉用ステ ン
レス避溢盛りクラソドの欠陥防止

料を実験的に収集し︑原子力旛設

振動特性を推定するのに必要な資

立てる︒

七十三万五千円︒

安全処理に溢する試験研究罰田本

七千円︒

本原子力安全研爽協会︑覇ハ︸臼二万

ウ素の生成機構に関する研究一1日

▽軽水型動力炉における凋機ヨ

万六千円︒

の動的耐騰設一法の確立に役立て

▽医澱用粒子加速羅施設の設計

原子力安全研究協会︑四百九士二

に関する研究鐸日本溶接協会︑千

原子炉用圧力容器内面に漁され
るステンレス豆肉盛りクラノドに

破五十七万九千円◎

複雑な因子で梅成される設計条

基輩に関する研究翻大成麓設︑照

のフ凱ライトや炭化物の挙動や炭

ステンレス鋼のオーステナイト中

葉の移動等の冶金的現象と欠陥と

に難ずる試験研究▽軽水型舶嗣

件について研究し︑遮蔽灘雌の資

▽飽用済み燃料輸送容器の落下

炉馬内感貫流式蒸気発生器の解析

三︑原子力研究關発断画の評価

衝撃に蔵する研究腱日本機械学

蒸気発生器の沸騰伝熱特性︑水

研究協会︑千三蓉灘万七千円︒

▽水蒸気冷却高速炉の解析騨価

力掌的特性等を解明し︑内装型軽

二︑原子力施設の安全騨価に関

に関する研究室臼立製作所︑八否

水冷却舶用騨に関する評価︒

▽ジルコニウムー

下衝照試験も行ない︑構造の安全

する試験研究

十鰹万二千円︒

盤評価塁礎贅料をうるQ

として縮尺の異なる模型による落

輸送容器の落下衝撃瞬故を灘象

同価に醐する試験研究一1日目造船

料をうる︒

および応力除去焼な豪しによる脆

化防止対策等に役立てる︒

▽原子炉一次冷却系配管の構造

設訓巫駆に関する研究翻田本溶接

協会︑千二薫十万千円︒

圧力容器を含む一次冷却系の弱

点となる部分およびその近廃につ

壊様式について検討し︑低サイク

因に関する研究11鷹本原子力安全 一〇〇〇MW￠衆心の核特性や

ても検酎する︒

燃焼特性を解析し︑県議毘につい

一反慾および燃料被覆蟹の破損原

ジルカロイ被麗讐の円周方陶延

研究協会︑千八十噌万四千円︒

ル疲労破壊防止のための構造設計

▽原予炉施設の建物機器および

基準の確立に役立てる︒

いて考えられる低サイクル疲鋭破

会︑千島ハ︸臼二十三万円︒

の関係を調べ︑溶接鋤れ防止対策

接施行粂件から試験片を作成し︑

実用される溶接法と溶接材料︑溶

るG

×NNN、

配蟹系の二藍時における振動特性

評
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四カ月︑使用済み燃料量約四百が

鰯︑ブルト轟ウムの計算値約二

学会総会で副会長
に法度氏ら決まる
臼ホ原子力学会︵金長大山松次

︵原研物理︒化学郡長︶︑企画担

江藤秀雄︵放隊研陳害猛礎研究部

嶺理撃に安藤畏夫︵東大教授︶︑

疑︶︑佐野忠雄︵阪大教授︶︑監

幽

モデル化し：現実をシミュレートします♂GPSSは輸送隠題
などに最適な一般性のある汎用シミュレータです。＿

を行なったQ
今回の総会で現役員十八人のう
ち九人か任期満了となり︑改選を

﹁広島・

事に田中直槍郎︵禦羅常務︶らの

なお同日総会終了後︑

各民を選瞬した︒

長騎における隈爆の影響﹂の映圃

を上映した︒

sく科学用謝算機のメーカーで

うということになり︑米国で霊流

あるDECから分析叢置を輸入す

三菱原子力︑燃料交

るに拠った︒

三菱原子力工業はこのほど日本

換試験装置を受注

原子力研究所から燃料交換器試験

は一式千二藤万円で︑納期は本年

設計データーを得るために燃料読

澱予定の燃料交換機等について︑

隔團捌■膠

ALLEGRoは、5500もの粂件式を含むような大規模な

いわれているもの︒謙画は原研設
立の当初からあったが︑装齪の設
癒方針変更や予算上の馴約などが
あり︑縞局︑三十玉隼からやっと

かち東黛・平河町のB本郡市セン 郎︵住及欝工需務︶︑猟務狐当理

郎氏︶は︑五月十㎎円午後一時半

行なった結果︑新副会長に法貴㎎

建設に溢血した︒その後若干の遅
ターて第十同潮影総会卒一開き︑昭

長︑会淵担当理專に蔦島洋一︵菓

事に森島国男︵騰立原子力部

れはあったが︑四十

和四十二卑慶肇業報盗︑収支決

年に経費約

十億円で建設を発了し︑動燃事業

工大教授︶︑欄集押当盛事に黒田

理経産業︵株︶は︑このほど︑

タ集積分析器を受注
日本原子力研究所と契約し︑三囲

的データ築積分折装置を受注し
た︒契約額は六千八葎八十万円
で︑納期は本卑末︒この分析盤羅
は︑原研東海研究所にある轟速炉

れるが︑原研では商速炉における

の燃桝交換器試験籔置は︑茨城県

十二月二十五日となっている︒こ

臨界実験袋羅︵FCA︶に附設さ妓灘の製作を受注した︒契約金額
ドノブラi効果の問題や中性子エ

う︒とくにこの分析装罎は︑理経

大洗に建設される高速実験炉に設

ネルギーの測定など渋縄実験デー

産業が二本の総代理庸をしている

ある︒

入︑引き技き試験準二汀なう妓躍で

︻訂正︼龍娼︵四二玉寡︑五月

二十臼付︶四面に執筆願いました

吉沢氏︵菓大︶の矯慰とお名爵は

助教援︑康難氏の課のでしたので

棄大医学部助教授吉沢康雄氏と欝

正します︒

トリオキサンの固根

一◎0一けQ二一llI一

GPSS

シミュレーションS鵬CRIPτ，

衙三十鰐︑核分裂生成物の山勢値

義輝︵屯海大教授︶︑蔭田光難

D発醗先進国などの開発の現状や
粥発体制などを調査研究しようと
いうものσ

団員および霊な割目先などは次
のとおり︒

服部一郎︵石播︶

団翼翼鷹央
翻団畏

藤野治之︵窟士鍵機︶︑

隆隆択見光進︵通魔︶
団鼠

村井裕︵三藻電機︶︑荻原蜜康

細田正︵三菱金属︶︑池田実︵一二

タの菓稜および分析に岡装丁布便

脳漿工︶︑等藁囲難︵墜立︶

︵更芝︶︑橿井忠興︵旭硝子︶︑

理経産業多藤野デー

算の審議および新役員の選任など

いた︒とくに岡綾鷹の設計︑建設

団︵旧原燃︶と共問研究を進めて

これは原魔四十三矩既事業計画

算︑四士二庫度難業漫画︑収賓予

ち
十万㍑︶に近い規模で鐙面目の

から運転にいたる一遮の技術はす

ホノト・ランを行なうが︑この試
験では約百綴のプルトニウム当量

べて国産Q経理査察のために某日

さに驚いていたという︒

にもとずき︑調斉団を派遣しMH
した工AEAの職貫が︑その離婁

が見通されている︒

なお原研の再処理試験装躍は
湿式法の中のピュレノクス法と

代表団編成方針を検討
第一回フォーラム対策委開く
井上五郎

委凪

岡田麗︵開銀躍聖︶︑瀬藤象二

フランス︵EDFフォンテネーー等から構成された装熈︒原研で
ータ処理誉やってきたが︑外国の

は︑これ京でFCAによる実験デ
など︶︑西ドイツ︵ハインリノヒ

測定データの精度愚上げ一挙に動

鱗：をうけたまわっております。

約縄入ゼ．のHを回収
自主開発に明るい見通し
呆原子研究質羅重症周夫氏 ︶ は 五 旱 六 日 ︑ ﹁ 三 月 季 六 日 か ら 酸 処 理 ホ ノ ト 試 験 を 行
なっていたが︑試験は瀬調に逝み︑このほど約十八緒の鵬純度プルトニウムの分離に成功した﹂と発
衷した．この再処理試験は︑技術開発や運娠経験等毒虫目的とした燃料再処琿の総合酌評価をうるた

めの一応で︑今園はJRR−3の使用済み燃料九十♂鰐︵燃料要旨十〜ホ︶を使って実施したとこ
ろ︑純度九下％・約十八綴のプル浄ニウム溶液を褥たというもの︒原研は三十四無八月置も数雷耀︑

即ち実験隠喩模のプレトニウム旗庵に成功しているが︑鰐ヵーダーでの摩麿はわが国はもちろん今回
が初めて︒純国産綾術による再処理試験施設の運転に成功したことは︑今後の再処琿技術幽霊開発に

婁鼠畏

置した一九六八年原子力平和利贋

一本松殊磯︵原蹴社畏︶︑田﹁中

日本原子力魔業会議がさきに設
この試験でのプルトニウム回収
国際会腋︵世界フ†！ラム大会︶

荘村鞍雄︵羅連副会長︶︑

は約二十七鰯のプルトニウムと約
率は約七〇％と低かったが︑これ

大きな畠田と明るい見通しがえられたものとして︑瀬義深い︒

こんど の 再 処 理 試 験 施 設 ホ ノ ト
千牲の核分裂生成物が含まれてい

・ランは︑原研棄海研究所の再処
は工程申の配管にプルトニウムが

︵中醒劃社長︶︑加藤博発︵関職

隔剛治門郎︵東電常務︶︑准例内武雄

対鰻委員会︵委員三跡士五郎氏︑

た︶︑引き繊いてこの溶解液に約

動燃理事長︶は︑五月十五田午後

酉四十謎鰯の未照射硝酸ウラニ
スホテルで︑第︸圓会禽を開い

一聴半から東京・芝の棄京プリン 爆弾長︶︑大堀弘︵蹴端坐総裁︶︑

得られたプルトニウムの純度

社︵DEC︶から輸入されるが︑

米頂のデジタル・イクイプメント
アルゴンヌ凝立研究所など︶︑英

威霊︵アコブ社︑
田久霧︵窯塾原子力工業常務︶︑

磁子育騨機︑パルスハイト・アナ
国︵CEGBマ！チウノド研究

主な訪問先

は︑米A8Cの茎藥に合致し︑不 この襲員会は︑第一回世論フォ

法貴四郎︵住友羅工常務︶︑離村

︵日本原子力鳳輿相談役︶︑石

ーラム大会に参加するわが国から

武久︵右河殿工常務︶︑森働圃鷺

た︒

一物の混入はバノグ・グランドな

の派巡団の構成︑発表論文テーマ

︵日立原子力部長︶︑宗像英二

ライザーおよびタイムアナライザ

みのもので︑原研内の炉物理研究

の遡出などの職階のため設躍され

所︑同レザーヘソド研究所など︶︑

等に使われる予定である︒

この試験を通じて︑﹁再処理鼓

原産六月下旬にM

︵原研理事︶︑大田彰︵輿大搬授︶ 研究所︑周レナルディ！研究所

発︑漁獲︑抽出︑精製︑イオン交

同気の会禽では︑参加するセソ

たもの︒

︵分裂盤プルトニウムの含萄事︶

みられている︒

付繁したためロスができたものと

が七月末濠でに二回行なう剖圃の

理開発試験塞︵蜜長青地誓男雛︶

試験が行なわれたQこの結粟︑約

︷週聞にわたって抽出分離工程の

ルを混含調漿後︑四月十労日から

認とプルトニウムや核分裂盤成物

鰻拐のもので︑樋設の安全性確

の工程内での挙動を調へることを

一期の核分裂生成物を含む約二

十四鰐のプルトニウム洛液が分離

主圏的と し た 予 備 試 験 ︒ J RR−

3︵圏塵一纏炉︶の使用済み燃 料

綴を用いて試験
性能を発揮し︑きわめて満足すべ

躍や放射紳防聯設備は予憲以上の

データ処理にくらべると︑非常に

いうのが現状であった︒とくに高

嚢の各工程から成るプルトエウム

・コノパース社︑プラズマ物理研

田本原子力二業湿雪は︑M狂D フラスカノティー研究所︶︑ポー

すさまじいこと等から︑原研でも

速炉開発の客国の力の入れようは

HD調査団を派遣

ランド︵シュビルケ原子力研究

ションは限定せずに産叢界︑学界

この線にそって今後発馬テーマな

業障調査団︵団長︑森全等東大

所︶︑ソ連︵モスクワ筒温研究

からなる代蓑団奉編成すること︑

猷

非庶事的で︑立ち打ちで牽ないと
究所など︶︑イタリア︵ENEL

談︶わけで︑所期の厨的は翻せら

どについてさらに検討奉進めるこ

所︑クルチャトフ研究所︶の七力

き状態で運転された﹂︵宵地室長

十四日にヤ八・一肌の純度の胤い

プルトニウム溶液をえたわけQ

挙．

描灘鞭纒

れたとみてよいσ

教授︶を︑来たる六月二十六隣か

精製試験を行なったところ︑五月

のうち︑燃焼度約四〇〇MWD／
された︒この後五月六日から蒸

T︑冷却日数一琿というごく低レ
ベルのもの九十

が行なわ れ た Q
談ず︑ 藤 織 済 み 燃 料 の 溶 解 が 三

回にわけて実施され︵溶解液巾に
・﹁累亀．竃＝・驚℃9監3 も亀ζ3・名嫡．8τ雪・監嫡φ監．ρ ︑ゴ＝●乳・．・亀乞∂虚9＝・︒．． 乳㌻の客．ノ零．．・亀客f

ら三十貰霊気︑米国︑英国など七

同点員会の婁獄︑所属は次のと

とを決めた︒

原研はこの難険に引き続き︑六

R次元燃焼計算F瑠E

｝㎜

鯉以上は当センタのライブラリとして整備されたアプリ
ケーション・プログラムのいくつかの例です。
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