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計画捉逸 で 強 い 措 置 を
仁多次轡らは︑﹁角処理鰍設・．仙媛

原産首脳が政膚︑原子力委に
臼本除子力産染会議は十摂鳳十一日鷲午︑集駅・御成門の璽京プリンスホテルに鍋島楓紹翼学技術

に彊する地元の反対は非犠に強
い︒今濠でも蜜力を尽して問遍解

庁長密兼原子力婁員長︑為沢広温委員長代鞭ほか各歴子力委員︑および井上啓次耶科技二二勝次宮︑
藤波櫨鑑原子力局長ら十二人を招き︑動力炉・核燃料開発二業園の再処理施識の建設レ㌧捉追するた
決にあたっているが︑燕た辮決へ

あ求めることになったもの︒この
電計画による便罵ずみ黙料につ

現在進められている原子力発

再処理施設で要嘱する原麗首脳

れもこの結果に注目するととも

かれた取締役会で︑二十倦円の増

この資金は︑同朋敦賀発億所建

甕を決耀した︒

のであり︑このため同牲は二十刀

設工喫経閉の一廊に充当さ3閉るも

るつもりだ﹂と符えた︒

に︑地元の関係膏との撲湯を耀け

算道襲望は概略次の駆り︒

行︑今館十二月十二日午後27時現

樵︵記名式額薗鴬還株式︶を発

霊力炉︒核熱眉囎晃離難剛の魯

子力発躍の遣展に伴い︑その慶付

処理施設の建設促︐紅について︑隙

・七五株につき祈株式一の割合で

費の豚窯に対し︑その所有株式八

き一万四︵仏込価格および申込躍

割り愚でる︒発得鋤塔は一株につ

必要轍はます記す壇大している︒

産業界としては︑鋤燃璽業朋の

けとなる膜燃凝サイクルの確立の

再処理施設建設計醐が予定どおり

定どおりに建設に憲手できるよう

原子勤刀研究会

謝測都会

十五日

十︷ハ田午前原

技術雷五磁を仏に派遣︑ボーレイ

なお鋤輝拳疏遠は︑先月上旬に

を

グループ十五B午加温江︒

プラント建設

工学瀞門30︿ロセ￡

第九回βホ縫一会議第二町尽

午後綜藍

MHD発麗翻蛮団会合

十二臼午前獄鷹

R一機器工業懇駿会

＝コ 層辱 露

頃年一月三十日となっている︒

田から岡十三日まで︑払込期臼は

ｹするものとして︑諮離楽を進 拠金も同︶︒申込みは来年 月七
めている︒しかし最近の情乃によ

一移転が確約されることを実現して るとその計画が遅れそうであり︑

はこの移紙の鮮度を決めている︒

この閥題の打闘を図ることる無量

強力かつ︑必震な最罎を講して︑

㎜ほしい4といっている︒政府として この際政府としても︑本引下が予

しかし移紙兜の噺島では︑地元住

した︒

原電が増資

松根繭謝会長ら首脳十八名が出馬

同田の要望には糖会長︑大屋︑

する︒

厩をはじめ︑美濃部集京都知箏も

公然と反渕の態麗を表明してお

たがって︑今談では

り︑大へん囲噸な状況である︒し

②漁拠補償の問題⑭象紐地屡に原

する

大いに努力

子力臆設が集巾していることなど

た︑荻飛県議会の猿子燃陰虚処理

日本隙子力発電会江︵杜奴

本
み︑この綴孟が十一葺の県磯会に

宝珠疏氏︶は︑十月二十九日に開

魯処運

城県知蟹や勝削角最らは

提出されると闘いており︑われわ

きい闘題は嚇職掌揚の建白たQ茨 瀬瀬調告特別蚤員会の検尉勤進

としか面えなかったしま

が考えられるが︑このうち最も大

①米箪の水戸薄地射蝦蹴錫の膨転

状k︒これらの反対理由としては

の糸口をも見つけていないのが現

め︑軍急に附策を講じてほしい雪の要望か曾申し入れた︒この襲望は︑さる十月二十芳日の原産常任理

勤燃慣業臨は茨城県寅海村に再
ため白垂は今圏︑日子力獲畏会を
いては︑動燃壌業団か東灘紺に

とめ︑

事会の席上で︑動燃事業団の井上五郎理禦最から再処理緬設建設の緊要について強く訴えられていだ
もので︑原子力産業界としてもこの悶融を顛落に解決する必嚢があるとの判断から︑慧見レ釜

処理施設の設綴を詔颪し︑さる八
はじめ政調関係煮を招き︑同施設

同日政腐に対して陳情に至った︒

月政府に対して蜜全審査を申舗し

理を考えており︑この施ぬの操

副画している再処理施．鼠での処

同臓︑初めに菅礼之助原魔会長

施設が運転する家でに射嬢糧昌の

多

誕雄を得ることがきわめて㎎雑な

十人に頽成説明し︑管晃を交換し

物理部久疑らCEAの孜術蒔約四

ってかなりの負担であり︑笑爵に

〆！萎ソーン！葦ン

隼度までの肝玉獲年忌において閲

二二にある︒そこで︑昭諏五十二

明治百黛・策芝の歴史

明霞をつくる技術の棄芝

舅

事坐口に綴費した壱か︑その出費

た︒とくに臼本側は﹁JF逸R

額の万Oα70を愛撫とする金額を動は︑高愈増殖炉の開発にそなえた

たい︒このため︑蹴鞠に︑駕畷をつ

蝶料昭尉に十分役立つ誌遼炉にし

づけているラプソディの経演にも

力炉門発畠資損失目印金勘定に繰

金に㍗入することを認の︑この損

てコメントをもらいたい﹂旨述

とづいて︑田憲の概念農計につい

り入れた場合は︑その繰入額を損

金け動力炉の払下げによって︑総

この点について仏への鋭明にも

べ︑仏CEAの協力をもとめた︒

踊か発㌦した時叩ぶたは︑昭恥五や

四隻瓢が︑月のいずれか購い時噸

参洲︑このほど帰国した態総懸難

にとりくずすというもの︒

︹詳細け電紙田四七号を参擬︶

で一轟︑

民︵原研動力炉開発管理塾長︶は︑

スイーパー

︵燃聯浮上

プソディでもそれを便燃した続験

り棲査護鷹︶を設けているが︑ラ

計では

鼠稲があるQしかし︑こんどの設

刮については日幽の方に技術的な

た﹂と語ってい．り︒旗た﹁葡震設

デアにC温A担当蓄が感心してい

め︑とくに然麟設計に関するアイ

めまとめたと数入の鼓術潜はほ

﹁二本のり．眠dはよくここまで煮つ

なお後菅は︑技術輸出噺得の特
別控除について︑祖税特別樽綬法
第二十一袋および第五十八条の期
限︵来年⁝畿月兼目まで︶愚さらに
砥長してほしいといつもの︒

このチェノク義レビュウの縮

った﹂と述へた︒さらに臼本でに

から︑つけなくても︑との慧見かあ

非冨に厳しく桝破を想定し︑設饗

の鴬見も闘かれたとのことであ

尋

属

しているか︑﹁少しμ6えすぎ﹂と

る︒

東翠都中央区銀座小2−11数寄捧橋富士ビル

の雛設健迄を敷望した︒

が今圓の無二の論詰を銀貨︑つつ

一

轟轟の敬善竃要整

mに対する民三蹟巣の出資を促

／︑ア︑亡︑−

臨。．簡醤

って︑一都地元の住民や漁繋関係

嵩などの間に強い反離運動があ
いて松根殊一副会長が再処凋施設

撚刺産業の開発を聞えると︑同

十月三十一日︑谷村籍之大飯砿姦

進し︑辮型動力炉︵二型娠換炉お

一7

お問い合わせば謂測事業部へ

ているが︑この施設の設猛をめぐ

り︑離工の遅れも出る可能性もあ
び設副署の促進とこれに関達する

施設の薫軋は極めて亜験であ

業か遅れることは︑原子力発慮

る︒このため︑原子力産業界とし
縦長の予算寵保について薄湿次の

動力炉開発の民間出資等に伴い

次篇に対し﹁昭和四十四年厘秤学

立てようというもので︑出資によ

よび降減磁糠穂︶既発の頻退に役

前巻は︑動力炉核蝋料開発箏業

ての宏田を行なった︒

技術撤興閲係税制の敗憲﹂につい

井上啓次郎科掌技術箏務次ぼは

をはじめ︑予算獲褥のため︑政

の説得およびそれに必要な娼濾

胴も弓田に取り紐んでほしい︒

羨塀県の地元伍蔑や関採属など

在︑同施讃設灘に反対している

設の建設が遅れないように︑現

る︒したがって︑この再処理施

全体に影響を与える︒さらに核

ては原子力国難の抵進の上から
ように述べ︑阜急に対策をたてて

霧鹸

懸字筆生欝聾一

ほしいと強く要望した︒

も︑目隠に政履がこの問題に取り

繍

組み︑岡旛設の健溝をはかること

蟹艇
叢叢事導塗

に卵鋪金の積立とその取Oくずし

る損失が一時期に輿凹しないよう
椙費損失雌備脅制度の照し眠︑曲技

制度を設け︑強制上の纒遇撚置を

こんどの襲望は︑①動力炉略説
力をつづけるつもりたQ

徳輸出所得の特別控除隠匿の期限

巌業界としても出来るたけの協

これに対し︑鍋昂原子力蚕員

行なおうというもの︒動黙饗櫛．瀦団

はいま︑囲のプロジェクトとして

延長︑の一ろ︒

亀ーー
護︑嚢自選理．測器技庁
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なおこの繕納褥器は某奪磁壁に

ること︑鵬なっている︒

轟︶が出来上った︒

この格納答器は︑完成すれは内
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世界フォーラム
大会への期待

罵合いが強くなってきたので︑團
辻のレベルで開くのは︑ふさわし

くないな圭の麓がかな晶か
れるようになり︑その縢代りのよ

十一月十田から万日間︑米国 うな役翻りを果たさせることにあったと
ワシントンでアメリカ原ηづ力醗 誘えよう︒

経塔的なコ

いてふれると︑ほぼ次のような事項が討

いてふれろ頴解けないが︑その若子につ

門ウランの供給と窩要﹂

諭される予定てある︒

ストにより使用てきるウラン押戯慰は︑

ーマは︑〜臨現時点で最も関心の持たれ
が彼らのウラン供絵に卸する構えを示す

よび他のウラン生琵国のウラン画聖業者

心聖であるが︑このパネルでは︑藩閥お

販売者と購入薦の両断にとって大きな関

ている項圏がほぼ出そろっているが︑な

会議は十五のセノシコンからなり︑テ

会の共催により︑一九論ハ八鋸原子力辮半謝

と回時に︑各国からの廼用藁がウラン需

業会議およびアメリカ験子力学

利用團際会議︵通称・駄界フォーラム大
かでも﹁隅田の発蜷炉の運転と改良﹂︑
要雛と︑将来の零墨騒を磁保する最揖の

会︶が開かれる︒わが国からは︑原産が

原子炉多灘的利用調査罰︑科学報道記者

燃事業団埋獣長︶の五十三名をはじめ︑

農﹂と﹁ウラン濃縮﹂は︑いわは表裏を

のと思われる︒とくに﹁図際保擁措覆制

属増傭炉﹂なとが大いに注衡を集めるも

﹁将来煙−転換炉と増彊炉扁︑﹁液体金

要諸︑保隣二二の研究開発における薪方

をレビ轟⁝し︑団際査祭の軸﹂めの叔術的

ーラトム︑米囚のそれぞれ保障椙置制鹿

編成派遣する代表団︵団長・井上五郎動 ﹁ウラン濃縮扁︑﹁国際保潭早雪制度﹂︑

欧米視察団など約九十楓が出席する︒わ

なす悶題で︑米︑ソを柚として作成され

らの反論︑また︑アメリカの強大な濃蒲
る予驚てあり︑各回よりの焔滅嵩がパネ

IAEA︑ユ

が國からの参加者数にもみられるごとく

凄と技術︑核拡散防止闇題など誉討議す

会議としては空前のものとなろう︒

﹁國際保職錯置制度臨

今園の大会は崔界各国から極めて注圏さ
た核拡散防止条約について非捗保傷国か

方法について生蒔者とともに討論する︒

れており︑その規棲はこの種民問主龍の

ト

うメーターサーベイ︑⑤開発すべ

ウランのアベイラビ

リストとして出制する︒

賦から芸口閤真影原子力委員会と

﹁ウラン濃篇﹂

施設をバンクとする濃縮ウラン系炉の衛

制度の殿立などがそれである︒従って︑

揚強化と︑これに反発するユーラトム諸

そもそも本大会の開催は︑︸咋年の半

び︑米国におけるガス拡敬呈揚の民臨に

リティ︑現在と将来の濃繍紺要贋およ

ば頃から企顯されてきたものであるが︑

麟の漁猛など︑十三悶題とともに南北闘

データが得られるようになった︒
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この二種類の大製認速炉の設計

の設計研究について発表する︒

所で第五圓﹁放射線利用胴取研究

岡研究会は︑中部地方の斜子力

会﹂を開催した︒

の研究が発表され︑燃料製造コス

量﹂■

炭素や酸素の活鍛の測定あるい

ント技術鄭︶︑竃井正三氏︵同原

装︶︑轡城利鞍部︵瓢APープラ て検討し︑同地方での利用促盗を

撚科の製造や加工および特性に

いては︑燭速炉燃料をねらいとし

被覆響と辮料自休の爾嶽轍につ

研究を進め︑まとめたもの︒とく

ープから客畏研究員が加わって︑

の蔦速炉グループに原子力玉グル

究部︶︒なおナトリウム技術関係で

総合研︶︑高橋次郎氏︵明電愈研

側兜部︶︑瀟嘗広海氏︵NAIG

子力部︶︑吉兇宏孝残︵當一且機

廻ろうというもの︒今回は二十七

トの低下をはかる方陶へと遼めら

ついては︑とくに斬しいものはな

たステンレス鋼の岡㌣牲や︑ナト

は︑炉心としてパンケーキ型およ

れている研究の現状が示され加Q び中㍗円筒型の二つ卒選び︑原研

か︶た︒しかしゾルーゲル法によ

闘

一

︐

ANLのオクレント博士の着きには古川和勇茂︵隈研ナトリウム研

チしたのは三十八奪頃の企業局

これまで原子力の仕箏にタノ

がわれる︒

にこんどの国際会議での発表は︑

え

リウム中におけるステンレスのク

逓慶雀の公益爾
業局譜になった

さ

リープの蘭語が中心となり︑とく

§謝グ
鹸

ほんだ

本田

企業一誤長階代で︑総エネ講島
⁝
会に入る前の酵構審原子力産業
㍗
めて︑囲標を達成することです 蹄会の堺務局愚やった︒当時原
⁝⁝
子力五グループの再編成閾題が
よ﹂と歯切れよく語る︒
本田氏は一冤おっとりした感
じたが︑次の仕事への切りか凡

にはよう分らなかったが⁝翫と

⁝4

扱っているような気がして︑私

ラスの窓越しに放射性物質を取

いていて︑マジソクハンドでガ

だが︑いま一番注圏を集めて 論議されていたが︑﹁それを聞
周長に就任して一カ月︒石炭と
公密の難題で︑毎週図会によび

氏は︑織工難局次長をつとめ

娼されて大多忙︒

濯う︒

⁝⁝
氏は昭秘十七年東大法学部政
⁝嘗
いる電発問題となると︑﹁九稽 治学科を卒業後︑繭工省︵適産

たたけに︑メーカーに対する理

力に電撃を加えた十二の広域運

解も漢い︒﹁原子力発覧の開発

一

が爽に畢いとの評判︒公益罪業

早

るスフェア・パノク︵振動充蝦法

ことは司能かとうか︑あるいはイ

＝

縷

ンパイル︒シンタリングについて

来について︑正しい理解と姻識を

は︑ユーザーとメーカーが協調

省︶に入り三十年通商局金融課 一
⁝・
課長︑冨麗秘㌫課長︑中小企業
⁝⁝

㌔

⁝
︵M・1︶

氏︵建設省︶

﹁現行法の問題点と⁝提重﹂とい

うテーマで藤井正

氏︵神奈川県工試︶が﹁密封線源

が﹁法令全般について﹂︑大野明

の問勉についてしを講演し︑現行

法の問題点などについて討論︵写

翼︶した︒

原塵に

＠澗

代剛者変転︑

語浜松︵流四︶二一⁝一二

週央氏は引遜︶︒

新社長は田三文願氏︵荊社報熊沢

王子製紙︵株︶

7ゆ

所撫脚県浜松市寺島町二〇〇︑耀

入会︑三二役社長は河合滋氏︑住

︵株︶河合楽器製作所

毒／多彩
し為った態度で︑国醍化の撹進

滋体制ができたので︑これを星 長︑その後鶴岡課長︑企業第一
本に今後馬体的な問題を煮つめ

をはかっていくことが読本た︒

経譜性と安全性がユーザーにと

って錆一義︒メーカ⁝が少々無 たい﹂と乙うたけQ﹁と目にか 庁刮劇部長などを歴任︑火匝畜 ∵
⁝
理をしても︑国産機器昂便って
く︑この業界には︑話し合って 麗藁堆冨をへて四十二無堕エ局
一
ほしいと隅うのはダメたQメー 仕事を片伺けていくという雰幽 次長︒趣味はスポーツならなん
巳﹃

男︒五十歳︒

気があり濠すね﹂と語る氏に でもいい︒家出は石工夫人と三 圏
充足

という気遡がうか

鱗業所から約四十名が滲加し︑

の一つ︶を高速炉燃料に採用する

測定についても発表された︒

は︑燃膳没溺に必露なクリープの

∬﹂

醸午劇十時から︑名古屋商工会議

P襲量難

題についての論義も活発に戦わされるも

その曰いの一つとして︑一九五五奪に倒

き岡題点・③高速原型炉のパラメ

連主催の第⁝園ジ皿ネーブ 会 議 が 開 か

アルゴンヌ国立研究所宅催で開か

しかし︑熱伝導度は比熱との関係

関係の第一線技術著が集まり︑R

これら諸間憩が圏際駒な梶野から︑検甜

のと思われ︑原子力産業がますます現笑

同二十玉田豪での四日間︑菓京・赤坂の三会禦ビル会識冨で開か

は︑能沢正錦貰︵原研垂垂蝉開発

よる運瓢の見通し問題など当颪議題とな

れ︑その後も工麟開かれたが︑包括され

圏翼騨

れた︒この会議は︑日米両国の尊門家が核燃料の研究開発につい

を無視することは出來ず︑この比

霰線名 季羅騨鯉謄果が宗二三
U纏樗鰹1鍵1離離額気欝難

I︑放射線利用上の諸表題につい

ーターサーベイについて述べる︒

墨繭

っている弔要箏項についての講議が行な

踊闘實冒

われる︒
9聰陰

て自曲に意見を交換するもので︑第一回卒重海村で聞いて以来一

執測定が不十分な現在では︑得ら

にと究

管理室︶︑佐川憲彦疑︵臼立直塗

れる﹁ナトリウム技術と火型高辿

の産業に近づいたことが誼明されよう︒

博冨蹉撃8實蟹露躍8圃

されることはまことに疇宜にかなったこ

るテーマの転轍が余りに広がり︑その反

・

この国際会議への参加メンバー

﹄

炉設謝に開する国際会議﹂で︑こ

今ここに各セノシコンごとの内鰐につ
■

実用燃料のデータも得る

双方から73編を発表

國膨● 5躍冒■じ豚 塞實畳 贋量 罵峯鶏■脚竃唇●西 ﹂ 躍幽 塞 曜菖膨冨鯛題雛塵響︐ 塵 聲■幽 璽 贋冨羨門﹇ ■8

とでありその大意な成果が期倍される︒

面︸九六照隼の第三圓会議では商業的な

、

カーは電力と協調し

よし

火

東京支 店
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力

原

葎〜︸年半毎に日米交互に開かれている︒今圓の会識では︑セラ

れた熱広導度がどの稗度正確な数

剛発によって燃料働点の実際的な

ミソク︵酸化物や炭化物︶辮料の研究に関して滋米双方から七十

擁であるかは時間を要する闘題と

第五回﹁日米研究協力核燃料専門蒙会議﹂が十月二十二厳から

三編が発護︑笑罵燃料としての認識の下に従来以上に四三的なデ

なっている︒

勢望池を乱用した糧性の測定︑

基礎研騨部門ではこのほか︑嗣

ータが得られたほか︑麗速炉燃料の研究開発や燃料劉造コストの

閥題点などは概略次の還り︒

今団面識でみられた澄園すへき

れた︒

円卓会議による慮由討論も行なわ

引下げについての研究成渠も公嚢された︒

今上の会議は︑セラミソク燃料
に関する①墓礎的性質②製造︑加
工および特性③披覆蟹および両立
性④照射効果⑤燃料設甜︑開発お

深め︑各教驚関係庸の活動に贅す
塁礎的性機については︑地道な

小︑中学綬から総入︑高校から二⁝⁝⁝

で︑今回は東日本に対象を絞り︑

研究の成果が発表された︒とくに

科学伎術教齊協会は十月三十

十八入︑県教育センターから閣人㎝⁝

ることを二百として開かれたもの

月︸⁝十二日午前開会︑米側から三

よび試験を主要テーマとして十二

熱伝導度については内耶擦擦や化

日一↓一月二日の三日聞︑歌有衆

東海刺で高校︑中学校三川を対象
の合副黒十五人が参加したQ
﹁とした第 圃の〃原子力副帥 を 宥日間のうち十月三十⁝日︑十

科学技術教育協会

十三︑日本側から四十編の研究発

学圏講性に論議が集中︑焼入れ方

第一回 原子
力講座 開催

蓑があった︒このほか︑①セラミ

奮測定する新しい方法も発喪され

開いた︒

︻写爽は原苧力講座のもよう︼一

の各原子力施設の噛癖る行︐た︒一

ノク燃料の熱四郷度②非化学簸論 式によって酸化物や炭化物の融点

性の蘭題︵非金属不樋物の影響を

た︒この点については︑従来︑0／

どに原子力の平和利用の現状と籾

Uあるいは0／Mで縮のあ汽測定 岡講鐵は︑中学︑萬校の教員な

一月二日が講義で︑一Bは雲海村

含める︶③高燃焼度および高出力

しかできなかったが︑薪測定法の
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控え圏だったことを認め︑ロウエ
発電崩のコストについて次のよう
に述べている︒

▽正味覧気出力は当初訓劇を大

かった︒

である︒石炭利用効率て日力BT澱高出力に辻していたが︑︷九穴

にKWHあたりO・一ミルの差と
融購繕はウラン鋤を翻えることが

発羅所計画

可膨なように︑化学処畷を行なっ

炉は運私鼠畿が高いことにより︑

用いた動力炉に比殴して︑蔭融雛

命陽運転されている嗣体鰍糾を

運絋の楊禽︑これは年︑KWあた てウラン晒を除玄したのである︒

り七十移︑十四％の難本轡率では

このように︑上配数績を曙えな

KWあたり五がとなる︒

るりさらに燃料加工費が不要叛こ

毘込ツ厭れ︑涌．騎性もまさってい

いで六カ月の計画階高脅予悪辺 すぐれた蒸気条件と湖い瓶効麟が

ず︑しかも甜醗外線止を竹なわざ

と︑中三子二三もすぐ㍍ていΦの

と︑総額五二七十一万五千がに賦

合には︑これうによる猪鐵コスト

るをえないような璽態を蛋じに場

︵三︶さらに磯要なのは︑石炭

する︒

スボーン氏︑再び問題点指摘

八薙に題転を申止した︒そして溶

なって現われるり年間七千時鵜の

一方︑簸も縄いものでは璽ハナ万 Uあたり一膨の購いは発咄コスト

騒騒は熱鵬八十万がにすざない︒

リカン︒エレクトリック・パワー

は︑十四％の資本比率を慧嗣する

がに相当する︒その箆ペセ万ザ

て︑一カ月の運転開始遅延は二百

フィリング・スポーン段︵7メち月﹁⁝膏万がになる︒したがっ

州︶における逮蛾経験について︑

このほどワシントンで開かれた年間催止時醐を四型十六鯖閥とす

む允幽幽︑米電力界の長老︶は︑︑万がの出費を摺く︒また例えば︑

八千五費KW︑カリフールニア
同発年所は当初見つもりより資本

﹁発電所劃︑剛画の評価﹂パネル︒セ

ノションで譲長をつとめ︑その席
上︑次のように原予力発偲の賜題

︑

︵二︶ある発鷹勝に対する四樫

百†四万ザに達する︒

ると︑それに対する資本蟹は隼閥

︵一︶翼翼万KW原子力発雪解

点を碁聖した︒

計画遅延の損失など

費が十五％増となったが︑これは

している︒また︑轟轟のステンレ

初年膜に十四万KW︑三年繍から 建設巾の撃茎変更による蜘のたと
は十七力五千KWになった︒

のため利他率が下がり︑コスト誌

うため︑聖上を下げて運転し︑こ

▽固定黄はKW11あたり平均六ス鋼監製燃料に最滋な運勢︑午行な

四ミル︑謝九︒四五ミルである︒

・六〇ミル︑燃料費は平均二︒八

の資電旗は︑送鷹関係艶を含め︑

フンボルト・ペイの燃料蟹は当粉

七年前の予想ではKW11あたり固
を拙いにと述べている︒しかし︑

児つもりKWHあたり四・○ミルちKWあたり衡六十がである︒ま

およ．て一億七千五白瓜が︑すなわ

銀ミル︑三十五ミルであった︒墨

の利屠効率は従来酉力BτUあた の増分はKWあたリ工可一がにも が特徴である︒

定費十・八ミル︑燃料享受・一

遣する︒

花こう春そのものである︒

の地殻のいたるところに存在する

ウム溶︐融燃料に加工された︒一

旛設でフノ化ウラン・フノ化リチ

に達し︑習庫五月には八千♂移の

ン獅を朋いて︑一九六五年に隔界

る︒

乳となることたろう﹂と述べてい

術の歴史のなかで極めて懲要な聞

シーボーグ姿員長は﹁原子力技

た薙間簸本手は︑蟹野芝率を幾十

り口移も低く騨億されていること

の入札を倹暫してみると︑館閥檸

四％として＝千㎎醤万ザ︑すなわ止塒間は綴も低いものは︑その損

1

がウラン獅と同じように熱中性子

ムを含む鉱物は︑甚本的には地球

によって分裂が可能であって︑溶

ウラン糊は天然には葎在しない

方浴二三実験炉の力は当初ウラ

より低くなり︑第二夢心では⁝・
○ミル︑第三炉心以降では二・○
ミルになると兄込まれている︒

リウム︒ウラン螺料サイクル開発

差︑期待を下着わったのは負樹率
だけであった︒

なお︑コー氏はフンボルト・ベ

イ発露所︵BWR︑羅気出力六万

U鵬での原子炉運転

用いた癬融塩実験炉に対する燃料

鴨︑に謹で達した︒このウラン摺を

のトリウムがウラン糊に縮換ある

て運転されるもので︑非分製物質

ウラン燃料サイクルの概念によっ

ウスカロライナ州のサバナリバー

岡炉に用いられたウラン甥はサ

反鑑で二億五千六穏力DMの増と

関係予騨は二十

億七千八苗万D

一嵩逮炉︑重水炉︑筒掘蝉︑

WH社のアイス・コ

ンデンサー特許料

米WK社はさきに格納讐器のア

イス・コンデンサーゐ式を謝発︑

生酔韻髄中たが︑織力会葬にその

の晒売を優先させる︒二一ウラン

擬販売より︑鐙雌編用天然ウラン

するに懸ってけ︑濃縮ウランのぬ

j氷鋤政階所有ウランを販死

斬戸閉を元歯したQ覇致策では︑

のほど︑ウラン供鴨政策に関する

米源子力婁員会︵A践C︶はこ

で新政策を発表

米︑ウラン供給

が誌圖されている︒

アナ︑ミシガン電力の二難に猟用

V入の爵十万KW二む︑インディ

るとしているQな師40︑阿方式は田

刀KWの発臨所で約七十万妙にな

炉田力により変るか︑鍛気繊力滋

た︒同社によれば︑便用斜は線．†

塒許便朋を認める旨︑今圓寛擬し

M︵ユーフトム閲係一億DMを含

千万

の敗売︑建設︑運転を行なう新会

総噸を笈作とする︒︵二︶国内漉

編は現在楚∬されているが︑この

用総譜的とす．分国外酵ウランの礎

︵蒼︶飲

娘止を一九七三曝露月一磁︑また

府所・43ウランの敗売は鞘鉱U3

はそれ以瞬に解除する︒

る︒現花とくにエスカレーション

ス冷躍炉︵HTGR︶と同機蹴駈
0唇ボンド嶺り八紗をペースとす

ベルキーではこのほど︑高温刀

Rの製造会社設立

ベルギーでHTG

懸は約六週闘が凹兇込纏れている︒

ので︑薦滋は約四颪ジ︒輪込鞍

の四十六万KW︑BWR獅ののも
鞍接販兜は予饗しえぬ琳輝の允

ナにニュークレノ；ル祉が継し帆中

インのサンタ・マリア・デ・ガロ

を開囎した︒この翫力容器はスペ

器が︑このほどスペインへの輸送

キャード社の製造した大型圧力谷

オランダのロソテルダム・ドソ

オランダ

容器輸送を關始

スペインへの圧力

DM︒

発七一万DM︑その他六千四強力

宇螢開張四千八百刀D瓢︑撫群開

DM︑新設薬学二千五爵力D蝦︑

三十力DM︑既設大学七獄﹁

ンクスプマインシャフト九千九強

一億二千二営力DM︑フ帰朔ルシ謡

M︵ドイツマルク︶と決定し︑華年 む︶︑マノクス︒プランク三鷹

⁝致して︑諏同研鋭センターの

げるよう籍効に活射する必黎が

あること︑三︑補助陶・情下酒

勲の発慮がもたらす利厳︑の三

黙業の活鋤︑を内容としたもの

実瓶炉︑原子炉工学︑プルト

式数千株で二Q％払込ゐであ愚⇔

今圃臨界に達した同婚は約一隼

葦ぐ一
融堪方式にもとつく鷲し︑尾華中惟

間ウラン鵬で運転され︑新しい燃

τNPGなどが参加している︒

資本にはヘルゴ・ニュークレアー

オークリソジ国立研究所の藩融

の注入は忌月十日から開始され︑

西独の一九六九

なったが︑その内訳は次の通り︒

矯︑一

子増長炉で大羅に製造されること

上の安全性や安全性の実証誠験に

料の特性についての資料や︑運職

娠実験炉で︑ウラン鵬を燃職に用

その後三十三爵の設計澱に熱する

研究所で準備された︒まず岡研

年度科学予算

この溶融堀増勉炉はトリウム・

いて世界ではじめての超転に成功

いは﹁増殖ぎれるのである︒低コ

究所の生薩炉に草江トリウムが

オークリッジ国立研究所で成功

になろう︒

した︒去る十月八日の午後︑ウラ

まて駄々に漉入浄行なわれ︑イ月

ストの燃料の溜在的聲源としての

捕獲してウラン蹴に娠換する︒こ

挿入され︑トリウム蹴は中黒子を

無難億犠辮

ン鵬の発見者の一人であるシ⁝ボ

二田に臨界に達したものである︒

界においでウランよりも多臆に存

トリウムの鷺要性は︑これが霞然

加盟園が︑それぞれの兄解を
公表していない現隠点で︑多難

態力と設備を澱大隈の効果をあ

れをオークリノジ團立研究所のト

用いられる︒

ーグ米隙子力署員長や︑一九四二

闘炉の最轟出力は八千評甥で︑引

婁員会は︑ユ⁝ラトムの将来

腺子力開演七軒一千八曲力D
続き田力上昇試験が行なわれるこ

在するということにある︒トリウ

ユーラトムの絡
をそれぞれ閣僚

濤鋤罷細分すると次のとおりで

来の研究活動

同計劇は並として︑一︑動力炉

術工学的および罷業上の研究開

点を考慮している︒

月三十日以前に﹁多年度にわた

度々画の詳細を論ずることはで

同製作の機会を危くすることは

一九轟ハ七年

ば︑加盟国内の申し禽bせ懸項

一九六九無度以降の艮体的な

よび一九六九会訊薙度の研究・

ある︒

であることは明らかである︒

元素⁝

ニウムおよび趨ブルト哉ウム

九六九

寝押弔籔案︼

これら欧州共岡体の

i吾子騨物理︑液瓢物理︑紺

二︑﹇般的研究
果を達成するのに必蜜な財源と

懐勘合およびプラズマ物理︑

料研究︑エネルギー直接忌月︑

緯度の研究・諜練計画の最大効

・没贅予算案を提出した︒

三︑公益事業体

生物学的研究と保健物即一

して︑一九六九会計年農の研究

ζの︸九六九卑度予算案は︑
一九六八年七月二十五日︑閣当 同蒔に提出された多年度謝圃の

かったため︑﹂︒レイ婁課長は

ｴ子炉の開発

の開発研究︑二︑更に鑑礎的・

多球優︵五力奪を越えない︶

一般的中闘規模研究︑三︑公益

る樗来話画﹂を決定することを
約束したが︑これが履行されな

疑いもないと搬器している︒
︻研究・教奮多年度計画塞︶

を保証することも︑仁政的冤地
からみた均勢のとれた淋巴も権

三つの報告書を提出

文言の繊備を規曝するユーラト

欧露興圖偉の原子力政策
センターに努力を集中し︑これ

ーイスプラ共同研究センター

威づけるζとができ︑悲同軽率

︵CE囎IS︶︑測定およ0︐

用できる教舗を指摘することで

初年麗讃画の遂行を兼ねている

織蹴︵CB短M×BR−2

ある︒ユーラトムの心当は制限

会識準歌に対し︑餐鍛会は条約

え方は次のとおりである︒一︑

が︑予算案作成の笹戸となる考

ζれらの讃瀬鋤を遂行するた

炉︑会報の二歳︑調整活動⁝

ム条籾の第七条に従い︑ユーラ

の規定に従い近く動画案を提出
を閣 する蟹通告した︒

の上口政策の明確化とそれに必

原子炉閑発分野における共蓋体

を荷効に利用することによって

この薄恥案は共同体の原子力

要な組織・機構の設立の必要性

内で効果をあげてはきたが︑共

僚理陰欝に提出したが︑狸駆会

研囎計麟の面豊と好目騨の渠密

情勢の分析にもとづいており︑

ユーラトムの将来活動

では多年度計画について淡竃を

ニ月八罠の傷僚理得用の決畿に

があること︑二︑一九六七毎ヤ

トム婁員会は一九六七駕凸に

みるに至らなかったため︑同憂

いる雛様で︑裂員会は理箏会提

化の瀬進に特に注慧が払われて

の犠牲をもたらすこともないと

滅動についての雪解の不一致か

員会は一九六八薙は比定誹圃に

興銀国或いは共岡体の塁礎研究

共同体内の︑ばらばらに分散

従って撫動せざるを婦なかった

指摘している︒

した研究關発計画は効率的な原

けてなく︑欧州共編体のその他

持絨すると︑申に原子力分野た

懲罵一貫したものにはなし得な

子力共学市場の達成の隙轡とな

岡体は一般に加盟各国の鍔力を

めた線困に焦点をあて︑醤来憲

の報告盤の圏的は現状に盈らし

ことを思い起こさせている︒こ

作るのが同委員会の義務である

な原子力藍業を胃成する環境を

聴診会は蝦告欝の中で︑強力

の問題点についての開般訳出昌

︹欧州共岡体内の原子力開発上

出した︒

投質予算案の三つの報管轡を擾

きないが︑それにもかかわらず︑

匙独の一九六九隼度科学研聾省

ルニア大学のストートン摸擬等が

隼にウラン蹴毎分離したカリフォ

とになっている︒

来活動のパターン

会 などと書見交換を終えてい
六七年十一月に EAECの醤

科学技術蚕員
すと確信している︒組織・機構

繊にさきたち

が統一されていない轡門曲技術

欺州共岡体の婁員会は︑〜九
がそれぞれ自国の守瓜に発注し

の活動にも感麗な結果をもたら

た紬果︑共営体内の原子力慶業

理饗会に提尽した︒

ってきた︒すなわち︑加盟各国

の開発は︑関税や輸入殺り当て

発について伝統的あるいはその

ることが特鎌されよう︒

共同体最高決定機関の鰹僚理事

ある﹁委員会﹂は︑このほど岡

の撤廃から穴掘を得ることはて

他の尺規のいずれにおいても共

を︑︸九六

会に対し︑岡島島会提出案の骨

きなかった︒そこで︑条胸の三

八年三月には

子を概乱した問父理体の原子力

岡膿業に属する条項を利用すれ

分野の前進に対する無能力は技

にわたる研究︒訓繍計礪爽︑お

政策に闘する一般報仏︑多年農

欧州共岡体の叢湖行政機関で

万四千KWに対し 兇守るなかで︑紫蘇の畠力は欝ボ

鑑に上まわった︒すなわち当初予

＝＝

十二月︑理撰会は一九六八無翌

．

囲臨

5bZ
1〔〕510

予想より若干高め

P帥
1⑪〔選。

五年前を一・二九︑︑︑ル上まわる

49豊

c麗

Q毫函3

剖

7，7b3

が嶺時の技術水準からして引常に

@ふ，

米国ヤンキー・アトミック社のロジャ⁝・コi醐社長は︑最近︑

@励
@2㍉
@sρ

同社のコネチカノト・ヤンキー発芸所について︑現在の発戯コスト
1くりb歪1｝舶

1｛届宝目想

と五善事の予想コストについての比較を発表した︒その中で同副社
長は︑コネチカソト・ヤンキーは一九六一二隼当隠の予想の楽観的な
ものよりも︑も干嫁くなっていると述べている︒彼はまた︑ヤンキ

︵二︶資本蟹︑地方税︑運転コ

⁝︒ロウエ発電酬の七年闘の運皇土績にもとずいたコスト評価も行
なってる︒

コネチカソト・ヤンキー発慮所

︵PWR︑麗気出力四十六万三千ストの上昇のため︑圓定費が年間
KW︑コネチカノト州ハダムネノ 爵万が以上増加したこと︒
︶KWHあたりのコストで

は︑上認のほか︑負荷率の低いこ

︵瓢

完了の瞳前に行なったもの︒現在
とが影響してコスト窩を招いてい

ク︶に闘する予想コストは︑設謝

のコストは本隼七月︑運紙開始か

初予思よりわずかに低くなってい

︵四︶しかし︑燃料蟹は逆に当

る︒

る︒

ら七カ月を経た塒慮での評価であ

現在の発臨コストは別蔓の と

ユr」「雪

1，勘

?，響く％）

想鋳の嵐力十

・昌邑
︵PWR︑電気出力十七乃五千K

一力︑ヤンキー・ロウエ発電所

おり︑KWHあたり六・六ニミル る︒
であり︑五犀蘭の五・三三ミルを
・二九ミル上象わっている︒こ
W︑マサチ訊ーセノツ融融ゥエ︶

設許二軍後のコスト予想と︑運開

のコスト上昇の与島として︑次の

後七年を経過した現在との比較を

については︑一九五八葎半はの建

︵一︶発電所耐謂年数を二十五

行なっている︒コー氏はこの予想

点があげられている︒

は三ナ雑︶
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鍵灘懇難欝欝懇難縄難熱

やはり経済性が優先

な撫は︑禾開発な︑石硫︑石油︑

陶発が完成しているという二つの

陶には幽くなるがもっとも経験の

かつAG民など学用的な型のかの ている⇔堤控の喝能彊は①コスト

からの倶給も望ましくないと華℃

つとら進んだ段階に達して沿り︑

水力などの霰源がまたまだ響寓な

点で︑原子力の闘発では︑英国は

くの園が実施している︑汝全で鶴

の鰍繕となるプルトエウムの生産 頼性のある︑実用的な筒遠発億炉

ため︑ユネル潔一因題に関して原

醐迷炉によって発露とともに次
を獺伺にして開発して行くか︑ま

﹂九八O一一九八五年頃に融達

将来の問題

かが︑糧来の兇磁しのすべてであ

炉が噸条胸に冠成するか︑しない

る︒出来るとすれは︑その瞳点の

ぐらいは軽衣炉で︑カナダは今の

解決するQ米履やソ魂は︑ナ万年

蛍水炉のまま︑英罎はAG民撫ズ

国と協力して濃縮工編をつくる︒

カナダとよく似ているが︑璽水炉
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水型炉に特に関心を持ってお
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シーメンスAGの且所は次の通
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EN鷲AはA羅の初めと9月に

発がぜひ必要となる．

化されないとすれは︑雲水炉の開

いないQその時期に高速炉が笑用

正しさにきわめて鞠足するにちが

あろうし︑藤独は自らの兇磁しの

いの聞ならば何とかなっていくで

スカンジナビア諸霞でもこのぐら

用していくであろう︒日乃︑仏︑

ノ

の行き方になる︒
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KWの葱水原翌炉を欧州は建設す

これは二二輝の完成に対しての

べきであると決定した︒

るQ

見遡しがはっきりしないためであ

魚水炉に競争出来るものとして

は英の高温ガス炉︑米の治融塩炉

ランでもトリウムでも瑠鷲が可能

がある︒これらの有利な点は︑ウ

ウランが必要な箏が欠点︒

な点であるが︑初めに多鯨の讃轟

・なものを思標としなければならな

経済性をうんぬんするより長剃的

か︑仏式の考えに立つか︑今日の

日本がいま西独式の考えで行く

てた︒

を行なって今日の経済催をうちた

なカを入れる票により技伽の開発

水炉の開発を決定し︑これに大ま

らば螺凝費に高くなる︒氷園は軽

さから︑小規模の生藤を行なうな

高いものになる︒また児濾しの愈

らない︒安全牲を亜くみすぎると

く左右されることをわすれてはな

間の考えカや︑感催によって大き

盤とは詩のようなものである︒人

る事はまちがいない︒しかし経緕

蝉騒の秘露の摩羅は経済性であ
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いる︒

ガスや蒸気冷却の職遡姻を湾えて

る一二福MWのPWRを国内の ENEAは他の可熊性として︑

水型炉で緩州婁といわ譲

シーメンスAGは現在加圧

なシ・ア義している・ 囲

らマ

岡じとなり︑実施するとすれは仏

ないと決定すれば西独の行き方と

的で︑もし重水の押脚炉奄建訟し

ようである︒職速写の将来に楽観

ことにそれほどこだわっていない

って︑米国の炉や︑燃料を入れる 二璽叢を麗いて五†万一六＋万

うに兇うけられる︒たた仏とちが

妊婦は︑仏によく似た考えのよ

似た立場をとっている︒

スカンジナビア諸国は仏とよく

れることになろう︒

して非常に大型の勇水気が諭幽さ

も︑四蚤日の酎能性は少ない︒そ

渋た勧速炉開発の進展をみて

を開発写る︒

そして軽水炉を採用していく︒④

②高速猫藍綬か戻用化さnるまで

癒行なう噴が出翻れば︑撚料や減

輸出蘭品として︑重水や秘戯ガス

揚をとっている︒研究的興味や︑

ればウラン資源の問題康で丁へて

濃いマグノノクス炉を建設する︒

染は平諏利用のための濃縮ウ

縮ウランに余裕がない︒また米国

軽水炉と競争細来る棟になってい

子力の開罷がそれほど必要とはな

会社が米国型の蜻を採用してい

独では︑ほとんどすべての離ヵ

もっとも唆冠した国といえよう︒

利用のためのプルトニウムをもっ

る︒飽の型式には関心がない︒誌

カナダは︑濃縮ウランや︑平和

っていない︒

ていない︒したがって︑国力をあ

速炉の開発や︑その完成時期につ

ランについても多少の準備があ

か︑本来︑米圏から濃縮ウランの

AGRの建設と︑欧州諸国との熱論を受けつづけることに対して

瓠

る︒⑪仏一図かまたは他の欧州諸

たこれがいつ完成するかQ

②嵩逮炉による発電コストがそ

トより低くなる必要がある︒

げて︑重水天然ウラン炉の開発に

いては各騒中もっとも楽観的な立

の時点に裕ける熱中性子炉のコス

禰隔壁騨舟始動さす龍めに︑必

進んでいる︒

いが︑もしおくれるとすると悶題

て︑ガス炉の経験も深いので︑

る︒一方マグノノクス炉によっ

胴出来る炉型についての開発が行

協力による高温ガス輝の開発
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︵ドラゴン計爾︶を実施41であ 仏は発電炉に利督するための濃

の抵抗はあ象りない︒

なわれている︒

これらの問題点に対して︑現在
各田において実施されている対鎌
は次のようなものである︒

米闘︑現在計幽中の発電炉とし

メ

秒

二＋九鐵西

Gテレフ増

たシーメンス社はアルゼンチ

ンのアワチ藤勇譲所の囲

ンケン祉︵本社フランクフル

受注媛撮し・今年の育に

は熱働力千衡MW・羅気出力三

蝋

毒素Mwの圧力釜型の蚤囲

水炉である︒

シ メンスと果との関係で囲

は欝士電機の筆鶴株圭てあるこ

とがよく智れており最近巴

困

社は全血的な提携関係へと粘廉

ける懇翼翼甥を行なっている︒

薩釜︵震農丸ノ内二の囲

豪たこの他にシーメンス日本㎜

誉い
めていると⁝面われる・
B︶および舶群山︵SS8︶と

アルゼンチン発電所も受注

その墨露玉なが・それ囲

ト︶は共同声明を発表し︑繭社

すつ出資して二つの新会社を業

門を分離し︑それぞれ五〇％

同で設立することを明かにした

この二つの新会社は明認四月
一日に発足する予疋で︑両者の

年間売上げは含わせて十億マル
ク︵九強懸円︶以上に達し︑従

に十八万五千人が策書してい

った各秘の原子炉の研究開発︑

脳に用いた撫水減速型炉と加圧

力炉の分野では天然ウランを燃

設計毬設に実績がある︒また動

たもので︑通伯携部門と罐機部

三社か一本に集中されて成立し

六六郊はじめにシーメンス償系
セント︑タービン会祉の方は船

門からなる︒同社の昨年の売り

の一端をになっている︒その他

り︑連邦政府の心力炉開発讃薗

二一

囲

力タービンなど発鷹機関係で積

はそのうち三十パーセントを占

上げ高は五十七億マルク︑輸出

の分野てはプラズマ物理の研究

されている︒

める︒

極的に開発を進めて行く議画と

げ
舶用を除き︑蒸気︑ガス︑原茅

ント強︑トランス都門で五パー

ェアはタービン部門で十パーセ る︒このシーメンスAGは一九

みである︒また自由世界でのシ

業員は約一万三千入になる擦込

．ドイツ

はタービン三門とトランス郡

積極的に海外へ

は︑揖油などの在来火力発電をや

遮材の同位元素の分離の必要かな
く︑筒口㎜質のウラン鉱によること

れば一切の闘題が七五する︒しか

もなくなり︑この炉型式が完成す

しこのためには︑次の諸点を解決
しなけれはならない︒

憂で雰多ルト言ム奮うし

である︒米国においても︑軽水炉

炉の開発がとり上げられているほ

以外にもっと動率よくウランを利

①今臼︑日本でも謂画され︑多⁝て入手てきるか︒

経済性以外
の選定理由
一︑箪事的な理由
英仏は躍減等的のため︑プルト
ニウムの生産と発竃と牟並録して
やることをねらったが︑縞集線に
は発鑓としては不経済なものとな
った︒

なものとして他の型の炉が關発さ

ては︑芦品炉か庄倒的に多い︒蕩

供給にたよることはこの卜しくな

な勢いだ︒

れているが︑高連炉の開発は非當

逸炉の完成が遅れた場合の保全的

いと考えている︒スカンジナビア

二︑国としての資源の確保

諾麟も同様であるQ日塞には襲爵

仏は︑米国からの濃縮ウランの

現在の時点で簸少の費金でやる

どたやすいことではなかった︒

とすれば︑この米園型といえる︒

ソ連の傾向としては︑米国とよ

困

た場ムロに逢えるQ

高速炉の完成が︑ウラン鉱の価
格がよる豪えになれば雄鷹ではな
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ウラン資源がとぼしいが︑やはり

る︒インドやブラジルは翻國の資
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利点としては︑米噸の会社にロ

源であるトリウムの活用を巧えて
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凝縮ウランによる熱中性子炉
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ができ︑きわめて目糞度の全いも

いるQ

呼へばその深い経験を活用する箏

のである︒不利な点をあげると︑

購

も可能である︒技術者を米国から一好豪しいことではないときいてい

全蘭的に米剛に頼りまることは︑

米国にわいて特に増発されてい

産声

イヤリティを払えば︑設訓も櫻作

を発魁炉に利用するのは︑それほ

他の国においては︑濃縮ウラン

が︑似たようなものであろう︒

ソ連の状態はよくわからない

無視して強力におし進められた︒

かかり︑蟹箏目的のため経済盤を

この二つのことは十五隼以上も

多数の技術著が粉つた︒

軽水炉の経験が聲穏となり︑まに

各国の実情にも多くの差
欧剣原子力機関︵ENεA︶科学顧問のL・コワルスキー博士は︑増築の招きにより︑さる

について﹂講上したが︑そのなかで︑省国の璽水炉︑マグノックス嫡︑軽水炉︑萬速憎殖炉な

十月十八日東京・品書の大和銀行麗ノ門支店八階ホールて﹁発躍炉系の選択に際しての諸甚華

要旨である︒

た︒ただし英仏のように発躍を熱

嚇してやる鄭はしなかったようで

醍が少ないため︑炉はきわめて大

ある︒いずれにしても︑余軸反応

型となり︑また燃焼度を萬くとる

藤織炉

ことは出来ない︒

離水は一九四〇年頃は主として
仏の資本で︑ノルウェーで製造さ
れるものしがなかった︒仏がドイ

灘騰擁
ナビア諸圏および田本は︑独自の

百万KW以上の大裂にしても︑K カナダ︑英︑仏︑独︑スカンシ

瓢︑商業的な湾え方

贅材は英国にひきつがれ︑研究嫡

W嶺たりの発電コストがそう低く

天然ウランの利用効鄭がわるい︑

が出来た︒また一九四四痒には︑

ツに侵略されてから︑この技術と

であり︑濃縮度を筒めることによ

米国とカナダが協力し堕獄の生産

品とする考んをもっている︒

技徳により開発した炉を︑輪出勝

ば︑はるかに便制な隙子炉が司能

り︑減翠苔を必裳としない︑いわ

き濃編ウランの供給を受けなけれ

め︑色々な動力笑騒姫が建設され

がつくられた︒︸九五〇律の中頃

るこの型式の炉には次の急な独欝

四︑ウラン鉱が将来筒価になっ

ならない︒また米醗からひきつづ

ゆる隅遼炉もつくる聚が出来る︒
問題は︑ウランの濃縮は︑同位元
糞の墾さのちがいがきわめて少な

天然ウラン黒鉛炉

た︒いずれも黒鈴炉にくらべて︑

に︑萸︑仏では︑プルトニウムの

かたいへんだ︒

くったQ大戦後一九四六年には︑ ばならないし︑自国で濃縮プラン
ソ連も完成した︒一九五〇年代 トを稼動させようとするとなかな

をはじめるとともに︑研究炉をつ

って︑濃縮ウラン燃料をつがえれ

便籍になる︒ウランの分離を行な

がって︑設謝に余裕があり︑運転が

原子炉をつくる肇が出来る︒した

雪水をつくり︑中蟹子経撫のよい

行なうとすれば︑一般の水から︑

どの採用理由︑その好所と短所︑名国の感状と将来性等について述べた︒以下は隅氏の購演の

発電用原子炉
の型式の選定
十郊がにおいても︑現在におい
ても萩た︑奄後聞駕たったあとに

おいても︑地球上の色々な 地 域
や︑鰯としての開発︑進展の差が
あったとしても︑原子力発電所の
型式の選建の一つの潮回は︑あく
までその國において採用されるへ
き型式の経癬姓の検討が第〜であ
る︒しかし経済性というものは複
雑で︑発電所の必用卸金の額だけ
できめることは幽来ない︒また国
の冤嬰力との関連で考えられると
きは︑経済性を無視して型式が選

一九四二隼米鶴ではじめて原子

はるかに余劉反応膜が大きいた

継料と減聰材を共に天然の淵源

製造と︑発羅という二流的のマグ

シーメンスグループは現在全
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原子力四幅では︑訓練用︵S 面で実績があり︑また加速属の

玉

体で二十四万人の従業員をかか
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原

これを棊にして塾水炉によるプル

ーで蚤水の工業的生藻が開始され

〇郊代には︑米園のサバンナリバ

重水の生産がはじまった︒一九六

い︑U獅対U螂で︑承水素が一般の に︑仏とスカンジナビや譜劉で︑
水素の二億あるのとは︑くらへも
のにならぬ︑大変な惟離である︒

資源確保の基準

間にわたって︑ほぼ︸定と考えて

炉をつくったとき︑エンリコフェ

め︑まとまった形で︑能率のよい

でまかなうとつれは︑燃料として

の理由がある︒

…黙レ〔

職レ｛

ばれる︒

経済性を選定の墓詣とする場

って固定してきめることは出来な

合︑発購所全休の必要二瀬を潮も

い︒しかし炉の型式の墓本的な考
え方や︑撹界掻国における︑隙子

よい︒いま原子蝉の原理から①燃

ルミは︑その疇点で利絹できるも

で熱水の入手が可能となったた

トニウムの生産が行われた︒条国

料も天然のもの︑減速材も天然の

のが︑この組合せしかないので︑

としての選定

ものを硬剤虜るか︑②燃牌か︑減

炉赫料の入手の難易等は ︑ 長 娚

逸材のどちらかの陶壌褒 分 離 や

は天然ウラン︑減脚註としては笹

ノノクス炉をつくった︒これら

①璽窮爆瀬物のため建設された

のなかで一番力を入れている︒

ものである︒カナダがこれらの脇

飴か︑ベリリウムをつかうしかな

は︑いずれも他の資源が入手出来

のてウラン濃縮工場の資本の償却

ニウムの製造も︑水冷却の無齢炉

豪ずこれをつくった︒またプルト

い︒ベリリウムはあまりにも勘価

ないという︑必然性の結果であ

か養えられない︒

であるから︑黒鉛たけ実義性があ

がおわっている︒

②原子力潜水艦閲発のために︑

る︒ソ連でも同じ理由でプルトニ
ウムの製造はこの組還せで行なつ

るといえる︒この型では︑分裂で
発生した中慎子が原子炉妻琴で吸

みは非㍑に聞い︒

︵完︶

ば長期的には︑競争可蟻となる墾

が︑方針を決定して開発を進めれ

Z一二〇％筒いといわれている

︷い︒今臼玉湿ガス炉が転水炉より

コ

一

濃縮をやる︑という二つの選択し
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子

聞

丁

力

原

機器部門で肪％低下
工場設備建設の遅れが反映
通藍省の産業構造審議会廃業彊金牌会は︑このほど︑昭窟四十驚年度の艦気機械工業の没備投資計
闘をまとめた︒これによると︑原子力帰山では︑原動機・原子力機器の部門は龍團調査の五十三憾円
に対し︑今圓調査は四十九億円で七・五％︵四億円︶の低下が示されている︒とくにこの部門の投資
は霊に原子力機器製造に必要な試験設備に対する投資であるが︑核井料製造工揚の工麟の遅れなども

関躍美浜︵PWR型︶

子力機開園産化状況は次の逼り︒

通産省重工業局の調べによる原

い︒

ので︑本格的な着工に簗っていな

；ン︑特殊フィルタ︵よう素用︶

縮機︑特殊弁︑マ娼プレータクレ

フィルタ︑廃棄物処理系のガス圧

てんポンプ︵ブラジャーポンプ︶

器︑主配蟹︑安全弁︑逃し弁︑充

あって︑荊團調査で示されていた約二十億円を下回る籟果となっているQ

原動機・原子力機器の部門に含
まれている原子力関係の設備とし
てはタービン︑ボイラ⁝︑核燃料
の製造設備等があるが︑軽水炉メ
ーカーのなかでも開電美浜二号機
配管電線貫通部および試験装課︑

羅11冊子炉蟹器の本体︑蒸気発生 炉内副測妓課︑原子炉罰御保護凝

︵PWR型︶の機器を製作す登一霧 ①一母機輸入でご鴨脚国産の機
墾工業の設備投資が大きい◎同社

一次冷却回路の各穣弁︵安全弁︑

器本体︑加圧器のスプレイノズル︑

磁︑炉外核雷測装鍛︑特弧計測制

入し原子力機器工揚の建設を進め

は神戸造船所内に約十二態円を投

御護備

東躍福脇︵BWR型︶
①一号綴輸入で二号機圃産の機
雛U燃料要素︑再循環パイプと再
循環バルブ︵現在︑国産化の方釧

でGE祉と交渉中︶
②一号︑二刀機とも輸入の聡器
隔世備権駆動表置︑再循環ポンプ
および制御即可変周置数電源黛罎
主蒸気隔離弁︑逃し弁︑趨甑冷却

躍︑タ：ビン本楯︑鋼劒u蔭楓︑混

水注入系および炉心隔離冷却蓑

分分離誰︑タ！﹁ビンバイパス装
置︑タ⁝ビン監視計器︑発議機本

数匿︑核型装︑ニュークリア︒パ

大学︑研究機関の研究者や原子力

の影響研究に従事する全国各地の

化学的閻題︑微生物学的闘題︑わ

低線澱かつ大醗照射に伴う︑その

たらどうかしとの懲見にほぼ賛虞

祉のようなオーソリティーを作っ

臣自らにも賀任をもたせるへきで

制のようなものを作って︑総理大

属としたらどうか︒▽金野日⑩原

の︸部︑調査課を原子力委員会専

と規制的な面との二つがあり︑

子力團係業務には研究︑閃発の面

原子力委鋼会の原子力関係榔闘

とすべきである︒▽婁員観⑤各委

ある︒④委員長の任期は四一五年

体制聞題懇談会へ座畏商沢命題属︶

できれば原子力点梁諏は今の形式

で別々の組織としたらどうか︒⑪

この両者が対立する性質があるの

である︒このような強力な公社が

員は専任とし︑分挺業務を明確に

現筏の安金奪門審査会は原子炉の

豪でに七回会合︑海外諸圓の原子
でよい︒⑤搬子力鐙罰金亭．行政婁

定めるべきである︒▽禦務局日⑥

は︑今⁝年藁月の初会禽以後こ湿れ

力闘係機関の組織あるいはわが画
員会とするのは賢明でない︒今は

撫亦授鋸ん鉱雰瞭湿ぐ︐離

三︑貧血

①科学捜術大臣は予

査しうる機構を作るべきである︒

い︒設置以後も引続き安全性を審

設羅の蒋のみ関与するだけで︑そ

の原子力開発体制簿について検謎

ノち

⑦内外蟹溝の調査︑分析あるいは

独自の拳務局をもつべきである︒

活用すべ費である︒

ロ

の後の安全を監視する機関﹂がな

機構いじりをせず︑現在の機構を

ゆコらち

㌧．・●．︒㌧．ヂ．・・曹

もノの

・．噂

のの

．

▽委員長−一①立浮長
も

舞ﾏ委欝留蓉驚⁝

．鰐雪．︐．．曹．．．．

のヂの

％・．閾6㌦

二︑組織
●ひ．

のロロロノの

・占尊

た予箪の範囲内におけるその使途

算たけにおいて関係し︑定められ

は尊任とし︑麟務大昏乱麗質長と

子力周が箏務局たと原子力纐係の

務局を独立させたらどうか︒⑧原

告雀庁との調整を行なうため︑事

灘を講じられるようにすべきであ

の︸環に組み入れ︑必要な予騨描

学における墨礎研究を原子力開発

生省に損当させてはどうか︒③大

灘無難概鐡⁝鰹懇

U．

コ

噂・．・6

原

外国との扱術的折衝に関する準備

を進めているが︑この購務局をつ

とめる科技庁原子力局はこのほ
ど︑同懇談会における諏兇のうち

︸め︑公表した︒

原子力婁員会に関するもの昂まと

①原子力悉員会は公

斜な慧見は次の通り︒
﹇︑性格
花錦蟻な第三巻機縄として︑圃の

しながら良謙ある政策を推進して

するのはやめるべきである︒②釜

仕塞に役所のセクシコナリズムが

③委奥長は現在の通り︑閣僚であ

帯務局を科技庁からきり離して独

にも適窟関与すべきである︒

るQ④原子力融雪会は大学の研究

ある︒②放射能汚染の監視役を彫

行くべきである︒②科学技術大隠

員長は国会の指名あるいは推せん

入ってきて仕票がやりずらい︒⑨

等は原子力委員会に一任すべきで

の監督下にある行政機関︵あるい

が任命するようにしたらどうか︒

を受けた第一級の人物を総理大臣

内外情勢を公正でかつ適礁に掴握

は行政婁員会︶とし︑実行瀬瀬と

観恪は命のままでよい︒要は入の

は結びつきが強すぎるので少し離

塵のものとすべきではないが︑今

も・曾・︒︒零8︒・．8〜3客・顧︒客亀●㍉9f＝ご3

るべきた︒閣僚でなくするとプロ

零8

零導竃・

ジェクトの予算化の面で委員会の

するのは反対である︒④﹁現在の

魎p／9塾陰8︒．．・二F．ζ◎．β魑箸ヂ︒8●零︒零．．・︒9層ζτ8◎38●︒．8・．．・齢b．︒・＝．ζ＝ノ㌔燭︒亀︒．9亀．．電；9．・鴇．・

機能を発揮しえない︒また︑会畏
聖．9・．ζ匂．9︒㌔8

め︑九月にはすでに三十名のAコ

毒＋二月二塁での約四＋⁝

朝雨隔発疲窪した︒

四日に入校したのは︑今隼度の

圃︒二十三の諸機関等を歴訪し︑

ース三カ月のシミュレーター操作

噛ノ︐㌦♂●●鴨．・㍉9︐

ース︵蔦卒級︶技術暫を送り澄し

一

長︶の一行六名が︑＋月二＋九日
の事故︑施設内の放肘線と防護な

下放射線気体の欝出︑原子力雄設 設︑運転の三コースで研修を進

どについて三人の専門蒙による講

ている︒

の現状を視蔵する予定︒

各国の原子力雨催および宰窃開発

1量稠ームA−AV響一霧−匪一

後期課程として附託力会社から派

十四名の合計五十四名︒

こんど初めて開設されたBコ⁝ス

遣されたAコース四十名のほか︑

日義︑米︑英︑仏︑西独など七力・

演と肘論があった︒

後期課程の五
十四名が入校
東海研修所

懸盤騰鞭
所﹂︵所長関根要蔵疵︶の後期課

や実験等を含む纂礎研修が行なわ

それぞれAコース五カ月︑Bコ

程入較式が︑十一月四日午前十誌

献本原子力発羅会社﹁束海研修

半から︑次城割東海村の岡研修所

れた後︑研修員は乗海発給所の現 の 愛称 を公募したが︑この
場に配属︑個人別の研修プログラ ほどの集濫によると約四千通が

第二陣は田中好甜氏︵原子力局次

集まらぬのではないか﹂といっ

とは︑しかも・やっても多くは

う予箕問題から︑﹁資金ぐりで
頭痛のタネの多いさ申に十芳円

ソプや定係網引設地変更等に伴

日には井上団長ら八名の第三陣が

の人気︑応募された愛称もノ⁝

た空気もあったWところが以外

長︶ら十六名︒これに引続いて八

スともに十一カ月間︒

ムに従っで実地抵導を受けること 係の雷兀に郵送された▽この
になっている︒研修期間は両コー 公募については︑当初︑船価ア

ている原子力第一船
は︑原子力施設からの放射性隠藥

で開かれた︒

第︻︑二陣が出発

フォーラム大会

五月に開設されたもの︒基礎︑建

妓術者養成の一二を担うべく今駕

東海研修所は︑原子力発唱所の

物の海洋処分の課題を東大・桧山

ノ．㌦．o陰㌦●﹂㌔♂︒●零●・㌦9

し︑原子力局の次畏﹂入︑政策謙

聞題である︒英国のような公社に

すべきである︒③漂子力蘭質会の

体︑励磁機︑界磁轟轟器︑AVR

ネルズ︑プロセス・ラジエーシコ

生船のインコネル伝熱管︑管板︑

諸機圏を統合して︑英国原子力公

ン︒モニター︑討鉢機︑GElM
ACシステム︒

計一七二漏の論文が発表された︒
シンポジウムでは︑それぞれ︑

二本放射線影響学会︵会長・塚

とくに﹁放射線照射による食品の

最近の二子力開発の中て注翻され

本憲南氏︶の第十一回大会が︑十

では︑わが圏で考えている食品の

保存︑警告とその入体への影響﹂

放射線影響学界
第11回大会開く

②一号︑二月機とも輸入の機能

月二十九︑三十の両鎖︑綴陶南の

装灘︑取扱器貝

入ボンブ︑諮圧タンク︑燃科移送

ている︒BWR型関係では︑東羅逃し弁以外︶と高圧配蟹︑安全注
福勘二丹機の受注をめぐって︑東
芝との交渉が進められているが︑

薩原子炉容胎のリンブ︑炉内構

九州大学医学部で開かれ︑放射線

気水分離装齪︑加圧離の躍熟

る箆要問題がとりあげられたが︑

一方︑核燃料製造工臨について
難物︑制御棒クラスタおよび同駆

国産化率は約五一％と猛い︒

鳳エル︵JNF︶と三菱原子力工動装腋︑一次冷却調ボンブ︑蒸気発

は︑ジャパン・⁝三ークリア︒フ

るが︑工薯の謙虚が下りていない

の安全性について︑名大・並木満

が翻の人口㎜照射の現状︑照射食贔

業が政府の加工副業詳可をえてい

関係者など約三〇〇名が参加して
熟心な庭口が行なわれた︒

夫銃をはじめ四入の轡門家の講演
と討論が行なわれた︒

次に﹁原子力施没が周辺におよ

義意解が講題したのをはじめ︑以

鋼の母体にステンレス鋼で内張り
されている︒全癒騒は約丁霊署十
八ジ︒軽水炉用としてわが国初の
ものであり︑国産化の第﹁号でも
ある︒便用潮検査は九月初旬にも

一

明治穏無風︑原平︵原子力平希

ベル蹴受賢者名から女優の名︑

なお原産はこれに先き立ち十月

出発する予驚︒

工業倶染部で︑同代表団の歓送会

三十田正午︑藁京︒丸ノ内の日本

製造品目

奪

総

亭

続騰

婁

よる影響がありません。

〔鵬）4850

磁砿《5幟1532

広酪営蓼断な、島轄｝尾町1−161声嫡納｝

取侮3正＞9σ58

堰話人

人翫市縛朝λ庸「｛曜2−50（樗iピル）

大罎営業所

，騒拍（67）6972
犀｛1，銘幽幽（蜘69Z6

干葉工堤丁韓醐扁1｛∫l11之台1鰯
舘屡蛍顯名榔購i結負覆r4−6正

Oステンレス材に対して応力，強悪腐食に

栄進化学株式会社

（δppM以i、ナィ寿毛「讃三

（5pPl）M以i）

（150PPM以i、）

この大会は︑研究発嚢と二つの

號発喪は︑放射線障害︑珊境汚染︑

ぼす放射線の影響とその防護﹂で

シンポジウムとにわかれ︑まず研

放射線測定︑分析など六部門の合

初の国産圧力容器
六日︑原電敦賀サイトに搬入
原蹴敦賀発堰所朋原子炉の心臓

同工揚にコンクリ：ト穴を特設︑

曝本原子力麓業会議が編成派遣

鷺PVを洗瀞の後︑水を満たして クリークやタラプールあるいはJ する第一圓世界フ雪ーラム大会一

と計画されていたが︑オイスター
使用萌検査が︑このほど無事に終

部ともなる撃力容器︵RPV︶の十月ヤ︸賄から始められた︒まず

⁝・五侶に妾たる︸立方穣銃嶺た 問題讐から︑こんどのRPV製作会議し代嚢団︵団良・井上万難動

PDR圧力餐器のヘア・クランク ﹁一九六八年原子力平和和用出際
摂氏薫十八度に昇温︑設謝圧力の

利用の略か？︶などもあるとい

るだろうと︑山積する葉欝を前

臥，

了︑六照︑海路で呉から敦賀市浦

を開さ︑大屋敦原産則会長が激励

底のサイトに搬入きれた︒

燃事業謬説学長︶の第一︑二陣

が手中に﹂と一叢千金を夢みる

う︒写本にも﹁鎌金十万円はわ

マユアが多いように︒▽来年二

に係員はうれしい蕊鳴︑その艶

月の綿吻りまでには豪たまた来

配者欧米彿察園﹂︵代表幹饗・福

田照明NHK報泊局社会都副部
理に大忙しといったところ︒
1．

協会が共同で派遣写る﹁科学報遺

日本原子力産業会議とヨ本新聞

新聞調査団も

酉三± ♂修での耐圧テストが に豪たっては下鏡板と制御糠駆鋤
このRPVは︑線電がGE社りに

れぞれ羽田発疲草した︒

の挨拶を行なった︒
接で日立がとくに翼廊を期したた

が︑十一月三︑五の両日午後︑そ

の磁粉探慨および液体漫透テス

この大会は︑十一月十日から五

なおこのRPVは十︸日︑炉建 日閲ワシントンで闘かれるもので

め︑若干延びたもの︒

が︑全てに含格︑十月二十五欝検

ト︑寸法検査などが行なわれた

行なわれ︑引続いてRPV内外面装躍用のスタソブ・チューブの熔
発注したのを日立が下請受注︑広
島県漿市のバブコノク臼立エ揚で
一昨無十月から製作が進められて
いんもの︒

珠畷副団長︵原眠祉畏︶らゐ名︑

薫臼に拙発した第一陣は︸本松

玉内のRPVイル・プレートにわが国からの参加者は闘士 茗︒
このRPV異形円筒型︑趨さ吊り込薫れる予定︒

査は無漏終了した︒

約十九層︑内径約四温で︑低合金

も

体制懇

嶋

｝

通麓省によるこんどの際目は︑
︻雄心は完成した圧力蓉器︼

兇墨熱魔

社町餌1〜畷桝酬152〈鋤ヒル）1癬東虞鴉〉鰯〜9

本

魍

防衛庁・米極東空軍認定品メーカー

○低塩素分・低弗素分・低硫黄分

凝1

〈S謬》EC鑑AL＞

携帯用極問 パンティー・マグナ
磁粉探傷器

穫

蛍光漫透探傷装置 ネオクロ。ユニソト
探騰前処理トリクレン装置

ヘノ

霞㌶
㌦ボ

紫外線探傷灯ブラノクライト

き1〜郵

綾織蓄〜華ミ｝

磁粉探傷装置マグナスター

原子力機器用・ 染色浸透探傷剤
レッド・マ ・ク〈スペシャル〉

融

囲

@
@
@

｝

レソド・マーク
ネオグロー
マグナトロン

染色浸透探傷剤
蛍光漫透探傷剤
磁気探傷用磁粉

原子力機器
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業
産

力

原

鐸︑︑華

リコ・フェルミ炉の稚気発生装灘

通常の運転状態から紳かにはず

ために導けられるへきである︒

準は︑原了炉の安全を国的とする

考えることが遍切であり︑安全塁

強フラントについての安全基継を

としての設計を考えるためには︑

っていた︒しかし︑プラント全体

し︑主に炉心についてのものとな

かった︒その晶衆︑この安坐塗織

は︑あまり努力がはらわれていな

爵慈コ

〃多︐．．疹ざ︑ダシ勘鋳擢髪蔭︑営・馬︐

羅網羅馨慰懸纐翻
羅獲
羅漁翻闘
前号に引きつづき︑APDA高速増殖炉購演会から︑ラゴスキー氏の門蒸気発生装麗に
ついて﹂の講演と︑クリッフマン氏の﹁寓速炉の蜜全設計一日目いての講述の概要を紹介
ずる︒とくに︑蜜全設計については︑日本フェルミ炉婁餓会︵婁鼠畏・松永安左衛門氏︶
から派遮された人々の協力がのべられている︒

トリウムの反応性も不透明という
でも経験している︒豪た︑蒸気発

このような漏漉の伝播は︑エン

ために保哨点検が非常に閣難であ

生装醗の中において︑流れによる

APDAの﹂・P・ラゴスキなー
要求が出てくるQまた︑蕩温ナ

氏は︑病気で来ちれなくなったダ

るQ
振動を湿少とするような設置がな
れた︑よ一つな晶油嬰一環生ず⁝葡システム

原子炉建設特別研
究会で参加者募集
來海原子力撫画会は寒たる十一

県東海村て︑第三十四澗の﹁瞭子

月二十七︑二十八日の両日︑荻堀

く︒

炉建設に関する特別研究会﹂誉開

による三賀旨旨ではなく︑原子

■一簿一芸ン・ぺ」選一

颯化ビニーリレ

L轡

濃製

隠

臨鴛理郡長︶k︑﹁量子力船の自

団企画部艮︶﹂のレクチ勘︑1があ

−三十薪︑参加野一一万一⁝

この纂確は︑︵一︶設謝者が︑

この素望は鑑徒にはなじめな

劔文弓は鮮明で消えません

主開発について︵堀純郎懸鞘瑠蝶

り︑翌二十八田は原研熱海︑大洗

闊

㎝の両研究飯︑動燃爽海事業所︑原
聡東海発電所なとを児学の予定︒

千円︑麟込み緬切りは十一月十六
日程は二十七日に﹁原予力産ン
1︑東蘇痛溢区新橋一の一の十三
の現状と将来︵早川淳一除産事務⁝圧
日本錘子力産業会議内集撒原子力
局長︶﹂︑﹁新型動力炉の自主開二

は︑その設dにおいて必襲と霧え

爆発を鮒持すること︑︵二︶ナト

最大嚇故において恥干炉建家の蒙

について︵愈本曇昭動燃事業団灘．懇談会︒

ある︒即ち︵一︶俵分割伊成物を

︸備すること︑

リウムを発着に閉じ込めるよう設

られる次の七つの安全上の悶題が

閉じ込めること︑︵二︶婆急騰の

︵三︶繕頼できかつ

崩壌熱の除広︑へ三︶パイプある

と︑

余分の炉心冷却系を設備するこ

3勿

酔げΦ

﹃同同のけ

O謬

円履ごΦ壇同ヨ①欝け

闘P筍鋤昌

♪昌PH団澱Hの

OO憎詳一〇P一

P昌②

︵臼

本原子力研究燐B5判︑﹂九

o婦匂︾幽幽一一諜8

一

い分野でもあるので︑視聰覚機

貝鞍轍の教材研究と︑それ欝の

関係の教鞭研究と︑そh篶の器

O

ついて次のように述べたQ
ナトリウムで加熱する欝気発生

されなけれはならない︒その設訓
の翼常が︑﹁運転罫故︻として定

いは容器の呼損︑︵四︶流れの部

︵一︶独立で余分の急速に作

分閉塞︑︵万︶ナトリウムの燃焼

残髪

徴をもつことである︒︵おわり︶

諺

へ五︶良好な召物騨特帆を有

すること︑￠ハ︶良好な機械的特

と︑

動する制魏︑防眺系を設備するこ

︵穴︶以上のものの検嵩および

あ含むナトリウムーー塑気反応︑

︵七︶地震の問題である︒

﹂九六七年七月︑米国原子力委
員会は︑原子炉の安全についての

これらの畢準について諺え︑調査
し︑それが液体金面高速増殖炉に

六八年出版︶︒

用され︑われわれはその息恵を

達し︑現在はあらゆる産業に使

翻の騨用とか実験が特に必要で

無灯設備をそなえた記田が必要

科学の発展は生徒奮闘の実験

である︒

より始京ることは論をまたな

領の思い切った改革を実臆し︑

コンに占いて︑冗験をともなっ

原子力の平和美景の大きなビジ

共上和郎︶

︻投稿歓計算王爵￥以内︼

r鵡

束珠都「｝｛央区鍵東3〜4
T￡L，東永〈541＞26猛く大代表〉

フィ氏に代って︑蒸気発生袋灘に

箋置において最も璽大な図題は︑
を羅際するための試験を行なうこ
義されるが︑これはできるたけ小

れるへきものであるり家た︑より

さくしなければならないが︑許さ

も設遡上払われ融いならない︒
大きなトラブルであっても︑安全

故の纐囲に止まるようにすべきで

系の作動によって︑単なる蹴転堺

限にくい止めること︑︵三︶プラ

洩がもしも発生しても損害を搬少

ント・オペレーシコン利用滋に対

雛
るよう筏語誌︑即ち源子力町筋と

軽水炉についてのものであるが︑

設謝駄羅を発表したQこれは主に

いわれ︸42ものであるか︑このよう の誘導騒準について疹え︑これに

講演するクリッフマン氏㊨
失な受けるような事故であり︑プ

ている︒APDAおよび雅甲研か∩Oり①出O冠

対して溢見毒配すように考えられ

業員が為欝ガろ佃吸いこむとか︑
化学的な火傷をうけるとか︑端本

ラントは︑このような渥．揖饗故が

れねばならない︒

な南緯が晃生しないよう忙謡講さ

だ︒完全に漏蔑を無くするという

する影響を減少さセることが大切

的なシコソクを受けるなどという

なけれはならない︒

起る再説彊か無いように設濁され

一⁝原産寅料窒便りi

ことが趨るが︑これらの事故を無

必要な七
つの対策

・一9APDAに行っている人々は︑ 宏雇︒一Φ9り Qり︸寡で 甥Φ90？

炉施農から危険な羅の放射縫物負

故﹂で︑この種の事故では︑源子

原子炉の農計諸司印課着はすへて

くすように出来るだけ適切な努力

作︑組立等の段階において︑広範

を減らすことは︑その設謝︑製

な口㎜賢保証プログラム誉採用する

ことは保肌できないが︑その頻度

通えちれる︒これは︑例えば︑従

あるQ
次に﹁産業面露﹂が起ることが

じないようにすること︑︵二︶漏

即ち︑︵一︶漏洩か出来るたけ生

し︑点検も楽に出※るような配慮

とが必要である︒保守を容易に

高圧の水および蒸気が直接ナトリ

昭
昌

が払われねばならない︒

豪た︑﹁経瘡事故﹂としては︑

いま一つの壌故は﹁公衆鼠紙事

ことによって柏嶺なところ濠で迂

原子炉の運転管が︑プラントを運

適応
米剛のLMFBR3一醐におい
ててきるようなものを作った︒

加熱による蒸気発生蓑縢は︑米︑

戚することができる︒ナトリウム

が︑五霞の公爵に薄して放嵩され

にとりくんでいる︒このような

受けながらそれ等の内冨かあ塞

ある︒

：：がしかし︑今後はスライド
蕎い学生の餐を見るとき︑肇謂

りにも数鳶の場に遡切に取入れ

程にそって効果をあげている︒

は島校に原子力教彦の必湿性を

られていないのてはないか︒放

所など施設が少いため見学すら

なかろうか︒

精に態ずるものである︒二十一

できない生徒が大部分であり︑

原子力の分野は戦後急辻に発

但紀は原子力の時代であると叫

射線σ原子力教覇となれば教師

平和利用等は映画による紹介程

等流までになかった羨しい学悶

ばれながb︑金目の晶校で放射

の物理・化学の教科轡の不備な

の再教鞭も必要となるが︑理科

では決して筒度の学悶ではな

い︒原子力教腎は現在高校認程

日本にある原子力関係の研究

に満たない状態である︒

線の実験施設をもつ学校は数校

ていたことが︑

質講造の探究へと遣まねばなら

く︑篇学の基砒となるへき︑物

度で授災を終っ

教師︑生徒共に

筆者は数隼酎より島枚教青用

ない︒このためには学碧指導要

原子力の導入を
にぶら翌た原因

点をあげははなるまい︒理科に

の量子スライドの制作を謡画

でもあろうと思う︒

原子力教ぼは現在決して新し

おいては物質の騰造論胸な体系

し︑原子の暴礎より原子炉︑平

しかし︑本島で毎月行なって

ろうか︒

に考えられていることではなか

戦後の現在に盃っても広く一般

るらしい︒このような考え方は

爆は同じようなものたと想娘す

恐怖感が先にたち︑放射線と原

喫濃鞭縷縷

間︑父兄は必ず放射線といえば

ることは危険性である︒兜生仲

うと話しをすれば︑まず闘かれ

い豪高校で放射鞭実験を行な

膿撫熱懸

耐

転することによって︑経済約な損

れているが︑米圏を除く暮々は特

英︑仏︑独︑伊︑ソ連等で進めら

定のプラントに対して熱気発生義
置のプロトタイプを開発する異郷

に遣んでいる︒これらの濁々で
は︑また全体計画の中でナトリウ

ムi水反硲の研究も行なわれてお
り︑最適化の研究としては︑運転
コストへの影懲を考慮した設副か
なされている︒

は︑設説を進めるに惑って︑ある捌

なる︒ナトリウムi水反応は︑大た︒蔑遡炉プロジェクトにおいて

いものではなく︑必然的に隣校

を必妥としながら︑どの教科實

いる工業実習の放射課謝測︑お

も譲少いページに原子の蔓礎︑

た㎜評した教育を想えなければ
い分野でありながら︑原子力数

破塑検査愚の実験については︑

ならないときに蟄っている︒

兵庫工凱高等学校

︵兵鼠県立
の最新の研究所管一〇〇枚のカ

和利用簿につき図解および田内

ラースライドを宅成したQこの

原子力︑宇竃線求でを断片酌に

スライドは現在︑加数や校の学

網躍しているに過ぎない︒

生徒にとって何る理解して箆

絞で猛用され︑各梱れ03教科課

鳶貿及がのびなやんでいるとも

いのかナンセンスである︒また

考えられる︒これ等の幽囚には
予算颪も大いに聞係があるが︑

実験￥bできないのが碧羅では

圏㌻間を偽きムダをなくします

十條製紙株式会社

やっかいな

凵￨水反応
ナトリウムを使用する島逮炉の

炉において︑燃隅闘発についで重

蒸気発生裟躍の開発は︑篇遡動力

要なものであるにもかかわらず︑
織除張系の申で︑これが技術的に

露も遅れているところであるQそ
の主要間題点の一つは︑もし漏漉
が生じた揚戸に︑ナトリウムー水

こすであろう︒

反応が起って重大な縞果をひきお

ラプソディ炉や︑SEFOR炉
の設計 者 は ︑ F F T F の 蒸気発生
装置の代りに︑ナトリウムー空気
という隔交換器を朧朧している︒

EB逸i1︑EBR12︑ドーン
レイ炉︑SRE等では︑二鋲管の
蒸気発生蓑羅の設計をしている︒
これは信頼轍は与えるが︑大型プ
ラントの経隣的設計には向かない
と思われる︒フェルミ姫は︑現在

して経済的に適合した単壁ユニソ

までのところ︑発慰プラントに対

トを採用した唯一の例である︒過

クリティカルな薗を避けていこう

去において︑蒸気発生装綴開発の

という傾向があり︑大型プラント
に対して安全瞥︑信頓雛︑保守可

安全対策
の考え方

璽の水素ガスの発生︑勲の放出︑

の蔓準を必要とし︑そのあ．旬もの

間題である︒

「

よびガンマー総︑X線による非 教臼に取り入れなければならな

生徒は大変興味をもつ︒他の実
験はできなくとも放射課実験を

えられるのでないかと思う︒

教導霜にもその既任の一つは謁

運転照も了・や衣服も汚れません

町塑解

能性︑経済的な蒸気発生笈置を開

が一疇停滞していた︒このコンポ

冷却高速炉を便うために本質的な

軽水炉と岡じ規模で︑ナトリウム

腐蝕性の固体生成物の発生篶々生

さに関係する︒あるプロシびクト

は︑揮入されるへき反恥度の空き

ボイド係娘とドノプラー効果に間

希望している︒そして闘に昆え
ない放射線の動行を探り︑放射

糞iしいコピイが

【下】

隷の菅質︑計測器の特性︑応用

、

メラミン
録ルマリン

発し︑テストするという開発計鶴

ーネントの開発に成功する脚こと

弊羅鷹朧鶴瓢糧伽 籾 勧 懲 囎

ナトリウムの斑い熟伝導率と︑

生すると局都的に大まな圧力が生

ずる︒大澱の水素ガスが急速に発

は︑多くの圏々で︑現在建設中の

ナトリウム系の大きな温厘差のた

の壁及び内部に損鰯を生じ︑この

じ︑この影響によって︑無交換器では︑この芝露が︑ナトリウムの

ため機械的な破損から他のチ．一1するもので︑設幽が単に炉心設計

コノクが存在する︒漏洩か生じた

めに︑はるかに大きなサーマル・シ

際に水ーナトリゥムの共存性がな

に終っていて︑たと・℃あったとし

ても︑ プ ラ ン ト の 設 詩 に つ い て

随一度に何枚も複：与できます

7セチレンプラノク
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七
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安全基準は圏米協力竃つくる

い︒その他︑この炉においては︑
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系の蚤全性について︑非常に厳密

いなと
るけも

蒸気塞装置の開発が問題
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原白露

許認可の簡素牝を

照した︵騨細は本紙四四八号参

で︑今年七月にその建設酔可申請

この審査に当たっては︑原子力

一月七三︑動力炉・ が嵐されていた︒

原題力婁鍛会は十

怯鄭料開発事業団

ンネルにわけられ︑中央十三チ諏︑

ンネルは冷却水が循環できるよう

と濃縮度

・五％および∵二％の

になっている︒燃料は天然ウラン

ンーアルミニウム禽金燃料をアル

ウム被覆讐に版めたものと︑ウラ

︵会艮・向坊隆漿大教授︶が︑第 二酸化ウランペレノトをアルミニ

︵理購艮・井上猫脚 婁員会の原子炉安全導門審査会

四十部会︵内田秀離部会長︶の検

ミニウムで被擾して多願同心湾筒

茂︶が大涜に建設予

討をもとに︑同日﹁安全性は十分

状に縄立てたものが使用される︒

疋の獅型転換炉臨界

笑験綾韻は︑わが国

に確保しうる﹂と鳳子力婁員会へ

U妬の最大装荷灘は爾七十五謎

の原子力発電聞発利

この騙海実験鐙識︵濃穐ウラン

報告していた︒

いと認め︑同日︑こ

用説画等に支隊はな

地内に建設される⑰

衝は敷城撮大洗町の動炉環梨団敷

総建設費は約二十五億八千万

円︒當士電掘︵予短︶が製作し来

努︒

頭研が観念設讃を行なったもの

年十二月に凱界の予定である︒掘

KW︶は︑

で︑炉心は由径約三摺︑簡さ講蕊

軍水減速型︑熟出力

この臨界実験装置は︑闘箏業団

・五層のアルミニウム製タンクに

の醤を佐藤総理大臣へ讐申した︒

︵灘水減速沸騰軽水冷却型︶の核

が設副を進めている新型転換炉

リア管によって勲爵魯六十∴チ瀞

収められる︒燃料領域はカラ︑．！ド

偽上︑氏は﹁深田の堪力需要は

東海原子力倶楽部

十九

花競会十九

臓午後日本工業倶渠部

窮九字原子力畳築懇談会

一九七五年には約二黒五十一三酉 日正午原証

万KWになる見落しであり︑その

会合し︑構内を開始する予鷺︒

る日本の考え方あるいはウラン愚

心を示し︑濃縮ウラン翻給に対す

重水炉もやるという開発謝画に闘

とあるのは﹁紺上孝太郎大熱箏務

﹁谷村裕之大繭琳栃次官に：⁝﹂

﹁税制の改轡で要盟﹂の当局中︑

︻訂正︼

二十日

第九圓日本アイソトープ会議

ム暴にの閣原子能

直工錫の建設藁蓑等についても質

第一回化学蹄門打合せ会

いる︒臨力規枚は約叢叢KW狸
医研︶︑稲葉栄治︵藁芝︶︑内

台湾の教穫部浸︵文都大臣︶兼

午後腺罷
田秀難︑大山彰︑都甲泰正︑話頭

原子能婁員長︒鋤氏が十一月二田

だ決めてない﹂と述へ︑とくにわ

一元化と簡紮化のために作業に畢 認可塾藥︑濾可馳幽が明文化され

秀郎︑坂下鋸吉︑村主遮︵以上原

工瓢CO︵国際海事機関︶コード 畏績︑向坊隆︵以上棄大︶︑宇野

てない︒③海上輸送については︑

研︶︑金光克己︵厚生雀︶︑藥畠

度を考えているが︑その型式は濠

による国際的な危険物輸送規制の

謙匪︵関電︶︑墨蹟正見︵都立

なお問豊門部会は今周申にも初

夢俊男︵原曲︶︒

＝＝隔

めに建設しようとしているもの

が國にも立ち嵜つたもので︑四樹

欧沫錨園の原子力搦手を視察︑わ

精性に開する実験データをうるた

︵東聡︶︑浜田達二︵理研︶︑福

︵三漫原子力工業︶︑坐田正敏 午後高子力嚢舞と懇談した︒

田中野欝︵科技庁︶︑津田欽弥

﹁動力炉安全基準専門郡会﹂を設 戯舞︵餓試︶︑田鋤拠一二︵立大︶

立地審堂聖誕の魑徽を行なうため

原子力船員会はさきに︑原子炉

原子力婁斎会

動力炉安全基準専
門部会委員決まる

本格的輸送開始に備えて
日本原子力産業会議はこのほど︑使駕熟み辮科の輸送に関して︑関係各大臣に阜急にその同署法規
の整備をはかるよう要塑することを決めた︒これは現在︑使用済み燃料の輸送にあたっての譜可申請
手続きが︑非常に多岐にわたっていることから︑将来の使彫済み燃料輸送にそなえ︑原麓の核燃料問
題懇談会︵座長・松根宗一氏︶の使用済み燃料輸送闘乱尊二二員会︵座長・山繭久一鋲︶が︑この唱

二十転落禽企画委員会で審識︑検甜し要望することになったもの︒なお奪門委員会の検討は今後も続

題について検罰を行なった結果︑開係法規の整備が必要との結論を得︑またヤ⁝月六屋に開かれた第

けられる︒

照︶が︑このほど︑同奪門部会の

田節離︵成躁大︶︑藤己妻︵通産

①現行法令ではRIの輸送亦対 橋戚員︵三十二名︶が決まった︒

法規の間題点は次のとおり︒

動力炉安全星準専門鄙会婁員の

省︶︑伏見康治︵頭大︶︑松力辻央

専門委員会を設躍し︑使用済み燃

料の輸送を検討しだ緬果︑①工A 象としており︑使用臨み燃料まで
原研JRR−2が過表四圃︑東海

氏名︑所属は次の通り︒︵頽不

燃料の輸送にそなえ︑核燃懇に岡

大臣の酔町を必要とし︑豪たその

わが国の使翔済み燃料の輸送の

どの国際甚確を参考にした法規の

EA規則︑工MCOのコードのな
明確な規制はなく︑騒々に運輪

轡木成文︵東工大︶︑傍沢正

経験は︑数盤は少ないが五塵炉で

村から横浜港に還んでいるほか︑

許可基準も決められてない︒②車

善︑江藤秀雄︑渡辺簿儘︵以上放

︵阜大︶︑癒謎国夫︵日立︶︑吉 ために原子力発電の開発も考えて

京都大学の原子炉の分が今無四月
整備︑②関連賭法規の解認可信士

爾制限令以上の道路輸送に対する

る康では現行法規の弾力的︑円滑

急に漕手するとともに︑整備され

揚含は総めているが︑臼本の船舶

同︶

に大阪から横浜まで︑初めての長
の明縮化と統一︑③欝認可手縦の

申瀦手紬奮は約五十カ所にのぼ
な運用をはかるよう︑建設︑運

安全法では︑使用済み燃料の船内

この蹴京都大学が行なった瞥可

距離薩よ輸送を行なった︒

り︑また過玄の原研の場合でも毘

輸︑通薩︑自治の四省および科学

に来田︑わが国の原子力聯辮を調

疑していた︒

次嘗に対し・﹂の誤りでしたので

本紙闘五〇男一葦の

較的短距離にもかかわらす約三十

技術庁︑燈察庁に要望することに

査した︒

が圃の軽水炉を中心とし︑さらに

通と︑普遡の憲三物輸送に必璽な

大︶︑佐藤紀︵中部臆力︶︑俊藤

お舵ひして︑訂正いたし京す︒

美津雄︵運輸省︶︑雲霞俊一︵京

なお氏は五田︑東海原子カセン
襟帯法では︑輸送中の核燃料物賞

委員長が船上

申請約五通に比べ非常に賭聞と労

績載を器めてない︒④原子力損憲

なお︑岡干肉委員会が玉砕した

グ多一多一
氏は工AEA総会出臨の帰述︑ ターを編察︑六田午後露語した︒㎜

⁝ヵ所で員体麗な温排水利屠の研

て︑問題の方向も違ってくる︒④

⁝究を始めても︑魚種や漁群等は各

皿地で違っている︑などの意冤が鳩

されたが︑問題を熟つめる蒙でに

このため次圏に︑水産庁が温排

は至らなかった︒

磨至一三偏

店店所

ド三．・講讃

本象営

幣

．訟三二r⁝垂脚二慮≦豪．

竹
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⁝・・張

京剤；・神戸・岡由・広占毒・高松・化九州・掃隅

なったもの︒

大︶︑勘耐量︵勝馬箏茉団︶︑竹

温耕水利用で懇談
協会会長が﹁原子力発殿の翻発に

水産資源保護協会が主催
日本水薩資源保議協会︵会心浜

ついて︑水産庁︑科技庁︑業界は

水利用についてのこれまでの資料

︵含火力︶をまとめて提出︑これ

をもとにして霧蹴を行なうことに

原子力発電温麟水利用懇談会の

なった︒

浜田正︑森沢茎吉︵水産庁︶︑

メンバーは次の蹴り︒

日立武鰐︑須騨俊造︑平野敏行︑

研︶︑根岸正男︵科技庁︶︑轟一久

鎌崎千博︵以上水脚庁東撫区水脆

醗

罫謬 霊；萎㎝認毒蕪墓・篤︸

東京都千代掛区神田錦曜一一丁図ゴし番地
札幌・催台・横浜・静岡・名古勝・窟由

その沈め原蔭では︑昭和匹十七

に対する資任を受取人としている
が︑国際条約では送り出し人霊義

使用済み燃料の輸送に闘する開威

となっている︒⑤運輸省等各省庁
と科技庁との所響関係を明撮にす
べきだ︑としている︒

ーーA一曾罷星嚢5

田正氏︶は十一月五田︑水鹿庁の

それぞれ

世界フォーラ

要蔀を受けて︑原子力発電温無水

ある︒この辺で︑原子力開発と気

状態で
利用の閾題のとり上げ方警につい

息叢の蓉共栄策の二心題を考え

続いて水籠庁の齋沢μ久次長が

︒出の門のレストラン赤トンボ てみる必要がある﹂とあいさつ︑

わが道を行く
十一礒から十四田までワシント

て関係者の豫兇を潅くため︑東京

ム大会始まる
ンで世界フォーラム穴会が始謹つ

で︑﹁原子力発聡温二水利鞘一望

た︒臼本懸子力座業会譲が派遇し
た世界フォーラム大会代表団は︑

に施設の設討変艶という技術騰発

わゆる下水状態であり︑そのため

が急がれる︒②温翻水利用は︑利

﹁原子力環発の進展と伊賊して︑

襲爵利用の閥題の取組み方を種

用施設の無休牲如何にも組題があ

会﹂を開催した︒

原子力発節所のコンデンサー冷

区水産研でその研究を進めている

得しておく必要がある︒いま兼海

十一月三日︑五日の第一︑二陣に
つづき︑八臼︑井上五鄭膨長︵動

法は︑すでに英米では実験髄膜で

る︒それは施設が再検のために止

却水を魚の必至などに噴石する方

にやりたい︻と述べた︒

が︑また遅れている︒今後独極的

出発︒総勢五十三人が現地に到強

実施に移されているものもあるQ

燃理購長︶ほか八名の第三陣が
して︑大会に出席中である︒また

研︶︑池尻文二︵全泌連︶︑研藤

醐︵水配協会︶︒

︻写翼は懇談会のもよう︼

大阪毒東区本町四丁目二七番地

雌

難郎噸鯨鰍︶︵毒

まった場禽の影瓢もあり︑施設側

解決すべき問題

わが国でも︑農林水産技術会議

と腿水産染側との開係をよほど密

した原子炉多罵的利湘調査団の二

すおそれがあるからた︒③懲懲水

接にしなければ︑謝画が画餅に帰

岡大会にはこの他に︑さ巻に韻発

嵩上︑①温麟水利用は︑火力も

や除産の立地隠題特別委員会で︑

十四人と︑科学報道記者欧米視察

温排水の制用開発の爺裳性が無熱

原子力も同じだが︑こんどの揚合

か︑犠騨壌業としてやるかによっ

耕用は︑公又的喋装としてやる
は

だからという点に問

され︑水産関係巻の闘でも醐心が

族畢力
たかまっている︒

︻写爽は羽田を出発する代表団

粒がある︒現社の冷却排水は︑い

難竹中工務店

大洗A丁R臨界実験装置

醸の六人も参加している︒

同日の柳虫合では︑まず︑紙田
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原子力委が許可答申

力を要した︒

縫
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本
日

艇

購辮難蕪暴1讐羅

聞
新

業

にカリフ塊ル論ア北部からの撰
フォルニア毘力会祉．肌為のサン

鑑識グ

日犀原子力船開発購業幽の
むつ市駐在贔事務贋畏

ビートと砂鉄で二藍も蕃汁をな

けむつ布罠にとっては︑わずか

めさせられた胃壁県民︑とりわ

もよい︑市民戸主の向上に継が

な税金よりも︑﹁藏接でなくて

激廣中典区H醤縄倣町2のユの1糧濡策，ノ（279）3111人｛黛誕

・オノフルの隙子力発語所に︑
ψ

速水

き

︒⑨

働ハ幡製鐵

水工箏を進めている︒ワシント

の造水装躍を建設する︒②覧気

下川

しもかわはやみ

次期市長を約㌦

脅こ規畿・弁問合せは／国内駄販発代握繕・ステンレ弐

原子炉を増設し︑蓋千乃瑠／巳

︐鵡盛鴬・

んな・き︑・・嚢でつ・め⁝⁝

ステノレスとして鮫

ン州︑コロンビア州からの導水

三差を検討するとともに︑とく
呂

﹁第二︑三船の田発も晴間の

るより所と契機がほしかった﹂

・ウォーター︒パワー︒ディス・

係者や学者から意見を聞く一

闘題でしょう﹂と言い︑今や地

水道局︵デパ⁝トメント・オブ

トリクト︶がサン・ジェゴとボ

船の将来性などについていろい

方︑薩業界の人たちから腺子力

愚目的プラントの謝画を進めて
きた︒しかし︑工聯費の大塩な

ルサ勘の中間に・五千万瑠／日鷺 県下北半詠むつ市に決豪ってか

に入工鋤による造水︑発鷹の二

士昇のため︑再倹尉が進めら

しているようだと静かに語る︒

元民は︑むしろこの開発を心翻

源子力舶定係洛設躍が︑麿森

れ︑弾発の中止が日本にも伝え

ろ慧見をきいた︒この間︑地元

・

⁝

民の閥には︑安全性に対する不

小して進めるの三つがある︒

体が単独で︑ボルサ総計闘を縮

の設備を建設する︒③雑WD自 ら一年︑現地工事は順調に進ん
﹂ でいるが︑同地でこの事馨竺

られた︒この点について︑MW

∵

⁝・

尋にあずかっているのが下川さ

Dの関係者は︑種々の代黙を検

現地では岸璽工購も大半を終

え︑最近では大旧説の役人や科

訪れる観光客も憎えている︒そ⁝⁝

技庁の検査嘗をはじめ︑ここを⁝⁝

た︒こんな申で下川さんは︑終

安から相嶺強い反対溝隠もあっ

めたむつ市助役を定年退職︑竹

昨年十二月︑二期・八年間勤

ん︒

諾
一月十九B豪でに決定される予

この三一については︑今年†

内知恥の要舗もあって︑原船藩
業団のむつ市駐在員事務所長に

とは思えぬ

く︑皆さんにご迷惑をかけて．．⁝⁝

：﹂とわびる︒

⁝︸

束された人だった

﹁多少の不利は捨てても︑見

﹁私も多少不安だったが︑学海 丁距さ︒

村を視製して安心したQとくに

窩です。

「

引

蜘蜥麟鶴

る下川さんは︑﹁聖台もな⁝

始穣極銀を打ちだした一人だ︒

就任した︒
﹁定係港が釆る！という躊に

はと豪どつたσ当初地元には反
対運動もあったが︑今はごく一
部を除いて平穏です︒地元民と
・のパイプ役として︑今後の野饗

と新築家腱で買入暮らし︒申央

東京在住のため︑今は慣子夫人

庄射針まで。世界のトップ・

と

噂

卿

即

年

羅

はじめて原子炉で
いて︑造舩業界などの聞で強い開

キールからパルテックまで
西独の原子力第一船オソト・ハーン野は︑＋月＋一B︑初めて
心が衷われてきている︒とくに酸
剖しているが︑ボルサ鵬謝画は
完全に放棄されたわけでない︒

博
ムを得るというもの︒フランスは

代案としては︑現在①南カリ

フランスがカナダ

このプルト一一ウムをいま謝就中の

く︑ユーロケミソクとの間で再処

炉︶に使用する予定であり︑近

高速増殖騨︵フェニノクス原型

とPu購入協定
フランスのカナダからのプルト
ニウム購入協定はこのほど綿結さ

理契約が結ばれる︒
カナダからの便崩ずみ燃料は︑

いうのが︑自らを運命論者とい

込んでくれた人に尽したい﹂と

これ

詠じ仲間の根本村長から

と聞いた蒔には早出百倍で

も無箏にすませたい﹂という︒

い

定器港が出挙れば︑固定費産

三人のお嬢さんがいるが︑皆

税が市の財政を潤すという慧見

した﹂という︒

う氏の教訓︒

まで人身購故は一度も超ってな

氏は︑二十年間の理解県庁在
籍の後︑類生なったむつ帯の助
役に就任︑人と機構作りに尽力
したが︑この蒔︑降ってきたか

身︑五十六歳︒

大学法学部卒業︑大遍照覆出

｛踊噛氏燕
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戴肇が

原子炉の運転によって︑母港のキールからバルチノクまで︑約六

ボルサ島計画

いる︒

プロジ諜クトが検討されはじめて

十万ゾのタンカーに関する二つの

三万八千ゾのコンテナー船と約二

時間の航海をした︒塔載の原子炉は︑黙出力三＋八MWのPWR近︑原子炉メーカーによって︑約

最高九・六移であった︒

型で︑速力は十六移に設計されているが︑今一の航海では︑速力

西独のエムデン︑オランダの港ま
オソト︒ハーン号は︑GK﹁
SS

で︑鉄鉱石を運搬する予建であ
る︒

このため︑西独政府は︑い豪︑

に三つの代案
れたが︑カナダ政府は数鰍および
グラム当りの雪風について明らか
にしていない︒米国筋の憐報によ

墾水炉のNPDとダグラスポイン

ト︵いずれもCANDU型︶から
でるもので︑輸送用のキャスクは
フランスが供給する︒またプルト

のような寛係洛の設置閾題︒知

の次だった﹂︒かつて政府に︑

もあったが︑﹁そんなことは二

︵Y・T︶

事の調診を受けて︑早速︑市蹴

蔭での欝が蟄︒た︒政腐

ニウムの回収および使用について
は︑ユ⁝ラトムの保障竹富の下に
おかれることになっている︒

吹付嬢装材（ケニテジクス）

によつで︑総額約千四百万が︵約

五十億四千万円︶で建造されてい
るが︑運航費をカバーするため破

離叛矯砺静聴耽

螢をあげる必要はとくに要求され
でいない︒しかし︑周船は鉱石運
原産派遣の原子炉多勢的調査団
︵仁林万木雄団長︶は十月二十八

日︑南カリフォルニア水道周︵M ると︑カナダの売上げ高は約胃五
WD︶を訪れ︑ボルサ勘の原乎力 十万がになるものとみている︒

の協定については︑厳直な安全性
に関する規則や放射能による損密

フランスは︑カナダからプルト

二重圏的プラントの海水脱堰謝画

燃料のま豪で譲り受け︑ベルギー

ニウム購入にあたって︑使用ずみ

について︑このほど︑本紙に次の

のモルにあるユーロケミソク再三

について説明を聞いた︒その襖様

西独では︑オノト︒ハーン号の
とおり︑黙認があった︒

る︒

賠償の規即などが取り決められ

うに折衝を進めている︒とくにこ

︑搬船であり︑無闘の総収入は約四 デンの洛を定期的に訪問できるよ

十万が︵約一億四千四酉万円︶
で︑運航費は約九十万曾が︵約三槽

二千四百万閂︶と見横られ て い
る︒

現在︑実施されている一連の運

％成によって︑かなりの自信を

航テストが終了した後︑遅くとも

得︑原子力第二船以降の問題につ

理工掘で︑回収されたブルト一一ウ

来回春ごろ︑オソト・ハー ン 号
現在︑一九七二薙完成を国標

は︑ノルウェーのナルビソクから
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てこの閥題は︑防衛庁と漁蔑との

ユ9，5（凡2bD

メドをつけたい﹂と述べ︑石岡翻

62，247

早急に警処する

0

3叡），126

冤︒

1，Z88

○長薩州環秘轡課母に配躍換え

0

する︵計玉座誹画課長︶長沢栄一

0

べた︒

0

間で薇し合ってもらいたいしと述

2β蛤

0

昨無六月の日米共陶戸明でかたず
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o

0

長官は﹁水戸慰蠣繋目の移転は︻

いている︒現在︑薪島への移頼が具

︹︸

185，2弱

0

増田防衛庁畏官が能無

体化されてないが︑これは氷駆が

サイエンスカーの助成

山梨︑佐賀︑茨
城の選嫌に決定

0

⑨

0

防籍庁︑内閣︑水産庁では磁田

とそれぞれ会い︑射爆撃揚の返還

畏官︑石岡宮罵翻畏富︑森本長官

王子の野戦病院や九大のジェソト

国際規制物資供給当第国別内訳

力

原

聞鵬について善処方を要墾した

5，761

岩上茨城県知事らが

62，263

科学技術庁はこのほど︑山梨︑

362，2σ4

機墜落曇霞聞題のために繁忙だっ

43，690

期沫運搬中

o

たためだ︒今後は︑この闘融を最

十一一芳円の地力科学技術振興費補

201200，172
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o

樵界

fカスト・煉斑

伸銅・ダ

佐賀︑茨城の三県に︑総額八酉七

峻3，69σ

0

0

が︑増田田圃は﹁この話題はとっ

た水産庁の多多長宮は﹁豊麗げは

優先して進めたい﹂と述へた︒豪

この補助金は︑地方における科

助金を交伺することになった︒

200，4？2

0
o

0

くに解決してるはずだが︑政府内
の鋼整に階間がかかった︒この時

漁民の立揚でものを考える︒従っ

期では︑朝戸にタイム︒スケジュ
ールを作って閣議に図り︑返還の

o

10，863

0

0

マ躍』亙翼

（ノノ㌃一、ユニコープ、｛》スト制ク）

再処理工場と併置のおそれ
また地方公共団体との関連につい

絡
0

o

纂読離

金属都門

岩上二郎茨城隈知凄は十一月四日︑田本東海村村畏︑閣本勝田

学技術重壁の一環として︑葎都道

o
0

十重

1壇改疑解（ぐニサンソ〉

ては︑學急に法改正が困難な揚禽
の行政運嘗についての更体的な描

齪に対してその一部を助成しよう

府県が貧なうサイエンス・カー設

43，622

レベルの材質ておつくりくたさい。フラントは

遊鋤・鉛・粥
二次品化成品

櫛助役︑臼井那珂湊市長らと上京︑核燃料再処理徳設の棄海村設

スペースガスの変化﹂︑﹁三囲の

おけるイノシン酸禽有缶詰ヘソド

1餌，071
38触

0
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食品照射研究

○長實姦濫参纂富に昇任させる

◇科技庁辞令︵十一月一臼付︶

照射アクトミオシンとビタミンB というもの︒

四篇が発嚢される︒

された管理報告懸を集計したもの

るいは原子炉の設躍蓄等から提出

条の規定に錘づき︑製錬事業者あ

1類との反応怯についてしなど十

核燃料物質の
保有量を発表

3，075

0
甜

287，028

0

i746，7（粉

瞭が明らかでなく︑さらに地帯整

協議会が大会
日本食贔照射研究葦牙会大会
が︑・†一月二十六日午前九暁半か

ら︑東京・神田の学士会館で醐催
される︒

周大会は午潮中に研究罷表会︑

正午から総会︑午後からまた研究

0

0

i746，706）

備についても︑正業撒の増大に伴
う地元財政負抵の軽減で特別な配
麟がなされるべきだと憩うが︑具
体策が明らかでない︑とい⁝うも
これに対して鍋勘職官は︑﹁射

の︒

爆撃翻の移転閥題は当庁だけでは

原子力局

0

悶際親鮒物資使用

19，509，260

癒に伴う米軍水戸射爆撃掲移転闇題について︑鍋鋤科学技術庁

移転が決窪っているので︑当庁も
その実現で今後鍔力する︒安全性
や地轄難備についても地元と協力
して円滑な実施が行なわれるよう
適切な措置を講ずる﹂と圃目して
いる︒

発薮があり︑午前の都では﹁イン

なお︑表中のカノコ内の数字は

で︑群細は劉表のとおり︒

0
318，485

i617，177）

長窟︑旧習防衛庁長官︑石岡内閥窟罵副長窟︑森本水産庁長官に
陳傭︑善処方を要望した︒

科技庁では同臼午前︑鍋謁長富
と会い︑同庁が今奪八月茨城県へ
回答した文轡の内容になお不明の

設設狸と①水戸対地射爆雛揚との

点があるとして︑該燃料再処理施

開連︑②地方公共団体との関連︑

決めちれないので︑今後関係大臣
とも認し合って皐急に善処方を描

ビトロにおける細菌DNAのγ

U踊の総を示す︒単位は濃縮U︑

0
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炉
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こんどの照会は︑この回書の内

躍したい︒地方自治体との関連は

科学技術庁原子力局は十月十七
鐵︑原子力委員会に昭和隠十三年
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容に不朋の点があるというもの︒
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点を照会する文醗を浮渡した︒

これから製務周で検酎させる︒地

度上期宋の核燃料物質等の保有撒
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これは瀕子炉等規制法第穴十七

を報告した︒
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20

使

子

356，126

その他

原

19，509，26D

うち手際規制物資
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聞
新

業
産

力

原子力主管

課長会

抜本的摺置が必要

共団体の籍見が十分反映されるよ

において行なうとともに︑地方公

法規︑俸制︑財政で配慮を
原子力関係旛設の所在地あるいは予定地の地元堅当局が集茨る
第四回原子力行政主響諜長会議は︑十⁝月五臼午萌十聴から棄京

力施設の立地に伴う行敷隅要は︑

計画・約九千万円を投入して研究︑

P＝胴

＝＝

酬醐一

嘗＝門

︐二肩

闘﹇一曽

．．︒．．⁝

．︒顧．⁝．≡：＝

﹁原子力施設と沿摩海洋シン

三

．⁝顧ヨ：．．

r一．．三∴

﹃軽水冷却型動力炉の安全性⁝

の海洋処分に関する祝察報告一
﹁放尉線瞭審防磁薬剤に関す日
蒋にヨーロノパにおける一﹂
る試験側究﹂A4判三三酔︑五
轟
Bδ判三三搾︑三百円
菅菰

﹁農園の淡水および沿岸海域

二＝

一二闇．

二＝

＝

二用

篇＝

九三饗五薫円

㎝

﹁放射線隣窃防護塾剤の開発 ⁝

﹁軽水冷却型原子炉の安全性仙

﹁岡﹂A4判四脚㌻︑五覇円

に対するジルカロイの水素化
⁝物
A
⁝

騨＝冊

＝＝一

二刷﹃

二＝

二一﹁・

二

門研究発表会﹂を開催するが︑そ

躍閥コ

﹁放射線灘轡防謎薬剤に関す ⁝
る試験研究﹂ A4凋二三㌻︑
仙
五酉円︒
︵完︶

︻原安協委託研究報密︼
の影響に関する試験研究﹂
﹁冷却材喪失禦故隠における4判七八㌻︑千二百円

生物学釧究所妓術報答FRLi
B5判 1一﹂B5判五三綬五酉円

一＝圃

三〜十五日の蕊日出︑東京・平河

湿HD発電︑核融合研究︑泡箱の 倉員長︶は︑昭和四十四年二月十

したところ︑桐当なヒ巽が検出

賑

説が昔からある︒最近

その遥髪を放射国分幽

門門

門

タ

部

磯

部

発

電

前回に引索いて腺．丁力安金酬

れます︒

爾円

ジウム︵第二回︶講議および に影響を及ぼす燃料徹凝管の不 ⁝
︻NSRA・MEMポ9
討藝旨﹂B5竺鐸︑二全に関す譲験研究﹂A4判

﹁ジルコニウムー水反応につ

﹁核分裂生成物の放出に関す

⁝る文献集﹂A4二六轟︑鼠講

︐＝一．

岡三蓑亀は︑現在の原子力開発

の論文募集を始めた︒

の進展に伴ない︑放射線防護に関

ろがら︑保健物理に関連する研究

する関心が隅まってきているとこ

し︑学術︑技術の進歩を促すと共

および技術聞発の成果の発蓑を馨

に︑広く放射線三管に関する知識

申し込みは十一月二十日までに

の啓張を園的としている︒

千藥市穴川の放射線医学総合研兜

所内田本保健物理協議会︵躍話千

町の臼本都市センターで︑第四回

されたそうだ▼かつて原研誌の

；マに﹁ナポレオンの遺髪﹂な

理作家の三好徹民は︑これをテ

門

部 部

．炭学● 械

さく岩機・その他産業機械

＝＝

究協会発行の図轡を案内します
在庫のあ．⇔限り希望雀に配布さ

川

いて﹂ A4判三五飛三首円

叢舗∴雛議

﹁原子力施設と沿岸海洋シン

巾肘論淡旨﹂B5璽三︑埼二薫円

ポジウム︵第︻回︶講演および

推進上の笹鳴として︑まだ圏民の

＝一．

﹁海外における放射性廃塗物

︐：曽

③旛設元成後における対策uP

刷＝帽

Rのねらいと力法︑放射線監視渠

論文を募集

保健物理協議会が

のマグネット︼

グネットと二十三譜ガウスの従来

︻写翼は八十謎ガウス超伝轟マ

もっている︒

二＝

てのシンポジウム講撫および討 軽水冷却型動力炉用燃料被獲蟹
の安全性に関する試験研究﹂
W 諭致旨⁝A4判二七搾︑二額円
A4判百酔︑五三円

﹁切ρeoΦoo一〇η矯につい

八べ二醤円

の放射能⁝農水産食糧省放射線

騨

旧

講演および二輪要旨﹂

量的関係についての研冗智談会

﹁環境と生物における元素の

間には根強い不安感があり︑これ
らに対する十分な対策も行なわれ
ていないので︑解決策として次の
項目に関する研究︑検討の必嬰を

として審議されることになった︒

強調したもので︑次回の翠黛講題

①敷地決定謹での対策薩PRの
ねらいと方法︑地域開発における
原子力施設の位羅づけ︑地域と原
子力施設の澗和する発展策︒

調の方法︒

務の運滋︑原子力施設との連絡協
②施設の完成豪での対策1−PR
のねらいと方法︑放射線監視の体
制︑安全性の確認︒

型マグネソトの製作にも遷るe兄 常現象がなく︑短日間に強い安定

五千折の長尺線の供給ができるな
どのすぐれた特徴をもっており︑

な磁揚が発生できる︒③最大一万

その超黛蔀素線はニオブとチタ

価格も従来米国から輸入していた

ている︒

ンを主体とした三元素あるいは四

社か6輸入していたものは一箸当

ものの約三分の二︵スーパーコン

通しを与えるものとして期粘され

○㎡ガウスで超伝導線一平方膨当

天累の含金︒遡線としては︑①八

流が流せ︑小型なマグネノトで高

製造など︑筒性能の大型︑小盈マ

転が来熟でも常に炉はフェイル・

問者をしていたことも凄⇔︑推
ル・セイフとは迎えられない︒安

防ぐのに役立とうと︑纏縫の工

部

属

銅石 化

金

国知事会に提出されることになっ
たQ
なお︑蝋管課長会識は毎年二回
開かれ︑来葎の春に鳥跡県︑秋に
静岡県︵中電の瀕濁サイトが決定

一隅の企業立地とは天いに嚢な した携合︶がそれぞれ撞慨するこ
とになった︒

また同日︑茨城県から﹁原．†力

り︑地域について︑道路︑上下水
道等の公共事業および通儒施設等
唱発の推進方撮について﹂の搬案

新技術開発窮業麟︵理瑛長鈴江

があった︒この提案は原子力開発

防災体制をはじめ種々の施策を実
施する必要があり︑またこれは地
力公共団体としての通常の罐鵬を
越えるものである︒よって︑地方
公共団体における次の行政需襲に
対し財政措置の確立をはかるべき

うな体制をととのえるべきであ
る︒このため︑①放射線監視に関
である︒①原子力関係の広報普及

︒平河町の都道麿照会館で開かれた︒今回は神奈川県が担滋とな
り︑闘隈の須川難衛生部長を座長に︑①原子力の蜜全殖町上の描
しては︑国は原子炉等設搬地域に

の連絡調整に要する経費︑⑤防災

躍に関する要望事項︑②原子力のP残方策等について審議した︒
すること︒②原子炉箸設齪地域に

しかし︑この要望轡︵案︶につ

環境整備に要する経盟︒

に関する協議機関を設躍するとと
いては若干まだ問題があり︑各府
娯に持ち嬬って検討した上で︑抵
当の神奈川鍛に報告し︑その後︑

康平氏︶はこのほど︑岡工業団が

を整えば︑今後︑約召㎡ガウスま

開発に成功したもので︑この導線

開髭を進めていた﹁超伝響マグネ

磁揚が発生できる︒②低鷹揚不安

グネノト用として広い溝型範囲を

セイフであるのに対し︑再処理施

葉五一1︸＝一一︶︒
ーー1一鑑昆ハYA一
ナポレオンは襟殺
が製作可能になったたけでなく︑

遣性︑トレーニング効果などの巽

うとする姿勢を明らかにしたこと

設は機器が優秀であってもフェイ

日本保健物理協議会︵雲華界吉

この技術を応吊して製作される大

国の隆勢など政策的な問題点をと

は︑他に例をみない水蝋庁の進め

たり金田X十の五二アンペアの電 たり二白苔︶と安く︑物性実験や

十月二十︻日東京・大手町の気

いたQまた水産庁がこの研究に穣 方であろう︒

りあげていることが特徴となって

鞠・れ蒼い〃とい・

象庁講堂で︑原子力安全研究協会

全審査では要員の酬練も問題にし

ーノ多一7
ほか七学協会の共催による﹁第三

澱分析装鷹など︶小型マグネソト

での物性実験用︵核磁気共鳴や質

日本典簑技術株式会社に委託して

新しい製造技術の開発に成功

超伝導マグネット用導線

政当無に対する蹴政の確立11原子 正式な要講書として︑十二月の全

○原子力施設の建設等に伴う行

と︒

もに︑その運嘗を知掌に委ねるこ

炉設三者等で構成する放射線監視

機具機器の膿備に要する経費︑④

に要する経費︑②原子力塘設等と

きは︑﹁都道府鍛知灘の慧兇﹂を

は︑国︑地方公共囲体および原子

現地噴騰所を設け監視体制を確立

この縞果︑同会識は原子力の安全確保上の措畷に関する蓼墾︵寮︶
を審議︑了承した︒

きくこと︒②鯉川法により内閣聡

部迦霰正し︑次の描躍をとられた

力施設の設畷は地域の薩簾や地域

理大臣豪たは関係主勝大臣が羅可

この要墾は同主管会議下に小婁

倥民の生潜との関連において︑原

し︑または変更を命じたときは︑

い︒①規制法により内閣総理大臣

子力施設設置に関しては﹁原子力

または関係主務大臣が欝可すると

施設地域振興法︵仮称︶の制定﹂
その暫を﹁闘係都道膚隈知嚢に通

員会を設けて︑各隈爽通の問題を

などの抜本的描置が必要であると
知﹂すること︒③規制法により原

整備︑まとめたもの︒とくに原子

して︑次の三点に関する配慮を強
子力施設者から報告を受けた揚合

通知﹂すること︒

﹁その写しを関係都道府隈知購に

調している︒

○原子力の安全継嗣に関する翻
連法規の艶備昌地方公共団体の長

の明確化と監視体制の貝体方策匿

○放射線監視に駕する費任分野

設の設縢運轡に関して何ら臨与し
原子力施設およびその周辺におけ

は︑現行制度にあっては原子力施

欝ないので︑その蟹務を十分に達
る放射線の監視は︑砕接國の費任

ソト用導線の製造技術﹂の開発を
成功と羅めた︒

この導線製造技術は︑日本大学

一︾一L量1

理工学郡の安河内蝿救授が三ヵ年

盛会裡に終る

また︑緬人的兇解ではあったが

大阪原子力産業展

医学者の立揚から見た安全性の闘

の手法が︑犯罪捜査にも多くと

る短篇を轡いているV最近はこ

れる︒

たいとのべた︒これは従来の考え

極的並樹を蓑明したことも注目さ

題について粟冠東北大教授は︑従

ウム﹂が開かれた︵既報︶︒

海洋放出の調査研究は一蓼業

方の拡大︑つ京り運転整理にまで

圃原子力施設と沿岸海洋シンポジ

このシンポジウムは︑再処理施

目をむけるという新しい考え方を

康蔵の関西原子力懇談会は︑十

月二十六日から十一摂砂嚢での

設から出る低レベル放射性廃液を

理解させる進度を遅れさせてきた

来の公職といわれる災害を正しく

量を行なって野鼠された▽とこ

佐罠の毛髪からやはり水銀の定
されたなかで︑今後の課題として

ろで原研では︑こんどは公容を

最後にこのシンポジウムで討論

り入れられているそうた︒阿賀

八日聞︑第五回原子力の日を機

いほど大きい︒従来は各方颪の專

水産庁の積極さ目立つ

野川中穣箏件では︑原研が流域

体︑一試験研究機関で解決できな
﹁原子力産業展﹂を開いた︒

て︑昭和四十一年

畠える影響につい

から原子力安全研

意味している︒

海洋に放出した田舎の周辺環境に

に︑

この薩業展は︑原子力がい濠薩

か︑象た今後どのように璽要な役

業界にどのように利用されている

生りを果たすかを紹介したもの

監硯体制につ

ト

果も測定したVとかく敬遠され

埼玉梨では醗藁の空中散布の結

いて

のは理工学著であると批判した点

生省など︶と十分旧し弔いが必要

各省庁︵科学技術庁︑農林省︑厚

であろう︒このシンポジウム

揚げられることは

である︒原子力が公害の範隣に入

沿岸海洋シンポジウムから
廃液の海洋放出調
門家が一塁に要田り︑副専門家の

るか否かは別としても︑考えに入

放射性

究協会の
で︑原子炉多闘的利用の未来鎌の

査特劉婁貴会

が遡例であった︒しかし︑水産資

喪格でこの問題に取賜んできたの

業地帯で大気汚染を追及︒また
行なった成果などを︑広く各界の

においては︑﹁監視体制に対しては

パネルや原子炉の模型等多数のパ

専門家に境野をあおぎ︑合せてこ

がちな放射線が︑実は市民を公

会掲となった大阪科学技術セン

で調査研究活動を
ネルが展 不きれた︒

である﹂と指摘されたに止まった

も皮肉たが︑㍑三が国民生活

轡から守るのに役立っているの

れておく問題であろう︒

が︑監視望潮を磁帰するための員

源の保護育成をとなえ︑また漁民

体策を推遮させることが︑今後︑

と︑ここまで接近して来たのは

れらの葱晃を今後の指針としたい

安金の大きなファクターとなると

であろうと思われる︒

立地問題解決の最大の手段になる

ターには︑筒校生を中心に︑毘学

の高鋤東工大数授の発議である︒

第薫番圏に再処理施設の運転が
の研究機関を動員して︑施設者側

発連覇が優秀な設副であれは︑運

の立場を擁護する水産庁が︑翼下

に参加し︑と

今圃は︑従来に引続いて︑これ

も含めた〃海鼠特

ためのものである︒

︹写翼は原子力産粟展でテープ

もに強力に調飯研究を進めていこ

感慨深い︒

まで実施してきた調査研究の成果

︵K︶
に加え︑新しく海洋放出に関する

栄／集京都文京区湯局4丁日囁18号

取締役脹押本

楢原良一郎
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…

脚
用

…
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駆

壱が多数つめかけ︑盛況であった︒

を切る関原懇婁贔畏・加藤博見氏
︵関躍副祉畏︶︼

＠関東電気コニ事株式会社

△

成するため︑原子炉等規制法の一

帆

電気工事の総合企業

発電所からコンセントまで

機

子

原

講
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川も︑しばしは攻撃の矢面に立

し

果して棄海村は過密だろう

⁝たされることがある︒

蝋

⁝か・この幾の放罷 監 視 の
⁝カナメをなす︑原研環境放射
⁝能課畏の伸藤薩算氏をわずら

︵ 編 簗部︶

湘わし︑この問題を謂えてもら

⁝つた・
過密について繍じる前に︑原子
力と公醤について少し潔えてみた
い︒いわゆる公憲には︑大ざっぱ
に分けて二つの異なったタイプが
ある︒一つは禦境への放韻物の発

生源は単一旛設にあるが︑その放

であるため︑笑欝に周辺盤民に犠

出物に関する知識や繊理が不十分

牲省が出て初めて閻羅になるよう
な揚禽で︑水俣や阿賀川の水銀中
毒霧件などがこの代表酌なもので
ある︒鯖二は個々の塘設がもしそ
れぞれ単独に俺在していれは︑問

題がないにもかかわらず︑それら
が多数集合しているため︑就合効
集として住民に障窟を身える魍預
のものである︒この代喪的購例は

化学的毒性物質鯨による 障 魯

四日市の抽煙による公轡である︒

は︑一般に産業の経済的墨盤があ
る程度確立されてから︑犠牲菰が

出て初めて問題になる堀舎 が 多
く︑原因の究明や対災に対 し て

は︑複雑な利笹関係がから む た

直

リ藤

にも磁立されている︒したがって
今後原子力が開業としての地葺を
圏めるようになった場禽でも︑こ
の基準が嘗られる限り︑原子力に

〃

〃

の公密が発生す開心醗はまずない

起因して︑先に述べた第一の樫類

といってよい︒
〃

顧㌘
騰灘灘欝︑︐

@講
囎響︐翻倒無翠鑛

﹃︑鱒

たはずである︒このモ⁝一タリング
は単にチェノクするたけでなく︑

その結果が施設の讐理全室に反映

されなけれはならないQすなわち
異常を発日したと奢は原脚癒究明
し︑口端な暮合は運転秒止も含め
た対審を鼠でなければならない︒

ろの問題点があると思わ

モ篇タリングについてわが壌の

瀞
朦研の中央監襖室
を勧なうよりもむしろ︑旛設者と

現状で
れる︒その一つは︑原子力施設の

ング薩羅の運肱状況︑法律︑規驚

達総を影にし︑施設壱のモニタリ

趨切な報告を握出するよう指導し

等の遵守の寝込等を麺宜検査し︑

闘囲の住民や地方槻関等が︑箏桀

ずしも鮭魑がおけないと考える揚

所自体が行なうモニタリングは必

合である︒鍛近第三者チェノクと

箸により︑かえって混乱を招くこ

の測驚法によって測定したデータ

りでなく︑閾一の測定対象を異種

場禽はなはたしい璽復になるばか

てたならば︑これを客観的に晃た

もとづいてモニタリング計刺を立

が︑単一に存在するという仮定に

ないが︑やはり総門的モニタリン

常はこれまで一度も発児されてい

等かの処醸を必要とするような異

は︑環境モニタリングによって何

ある︒さいわい東海地区において

ことは非常に固難たということで

施に関連するような取極めをする

とは︑非公式な機関では業務の実

た︒これらの罰議を経て磁じたこ

感は非精に機強いものであること

者や監幣官庁に対する醒浸の不儒

諸種の醸業公警箏を遡じて︑企懸

リングが必蛍になるたろう︒

もった機関による浦含的なモニタ

るような鋤合には︑やはり権限を

が共擁するような地区が開発され

究する企業に属する原子力施設瀧

が行なってきたが︑将果利潤を籔

﹇響ある・もし荒それの欝

とも考えられる︒そこで嶺然のこ

て整備されるべきだと思ってい

グ雄制は全國のモデルケースとし

クグランドのうえに︑これが穰惣

放射能に対する不宏慧というバン

は否定できない︒原子力の揚禽︑

残愈なことに︑これまで趨きた

総難聴かつ含理的なモニタリング

とながら︑地域に野服をおいた︑

る︒私などもこのような爾来像に

を理解してもらう努力を興しむべ

笠R活動を強力にし︑翼実の姿

いる佐民に嬉しては︑冨に慧ロを

きではないと思う︒不安を抱いて

現れていたといった不祥瞬は十分

つかない閤に過蟹による悪影響が

0閃︒暮け⑩窪費帥葺降郎巴

一華塵疑料室便り1

須

要だと思う︒

開いて応対するくらいの誠葱が必

は︑ある源子恐慌関は宙己の放出

れることであるという解釈をして

原子力闘係者は将釆の発展のため

対する一極の過渡的状態たと思っ

〃

が望まれることになる◎しかし前

〃

述したようにモニタリングは︑そ

〃

てもらうことは容蜀でない︒私は
〃

なっているので︑正しい理解をし

〃

て兼海地区放射線管理協議会の仕

〃

の結果が要理に反映されてこそ大

〃

公害はおこるまい
ものが密疑したために︑矛属が現

私は過密ということは︑多数の

〃

事を行なっている︒

この実施は賢任と灌限をもった正

きな恵味をもつものであるから︑

い︒

式の機開が行なわなければならな

〃

いる︒したがって既序の原子力施

〃

たりすることの方が︑はるかに効

設がある地域に︑さらに施設が壇

〃

果的であり︑それによって十分安

東海地区においてはこの種の問

加するような暢禽︑総禽勅果も含

〃

いう臼巣がよく使われるが︑私は

題は数年朝から討議され︑彷朋の

〃

第三者がもし施設者と同轡のモニ

全を硫酸できると確信している︒

連語会的なものから一歩畷毒し

めた直前評価と総含的モニタリン

〃

タリングを行ないダブルチェノク

第二の闘題は策海村付近のよう

グ61画が籍慮されるならば︑気が

〃

を爽施するのであれば︑この第三

に︑複数商業所による鳳子力施設

て︑一九六五爺＋二月に地区の旛

物に関するモニタリングは︑その

放射線管理協議会

省は児識も技術も施設者と岡等以

ングの騒である︒現行の醗で﹁ 設者側︑地元側︑関係酔気からな

群が檸在する地域の環境モニタリ

〃

いる︒しかしわが国の現状ではこ

上でなければ恵味がないと思って

のようなことを望むのは多くの習

防止し罵ると槻っている︒東海地

縄簾麟羅

合無理である︒たから私は今後原

機関の貞任で行なうことになって

の蓄積は皆無といってよい︒しか

子力施設が運転される地域におい

し盗原子炉は運転中アルゴン4ーガ

︵d麟﹀国︾

ないことになっているから︑例

欧米諸国においては︑原子力損

を通じて感じられたことは︑①

ること︑粂約と国内法の謁整を

批准崔たは加入す

予力条細へ鼎期に

②各国政府は︑原

る猫雁を検量し︑

どが実際的にとれ

①保険者︑船主な

い︑核物象の海上輸送もふえ︑

後は原子力利用の本格化に伴

とはやむをえないとしても︑今

は︑この状態にはるかに湛いこ

えられる︒日本の発覚において

をえないことになったものと蕩

な検討に彫みと広さを加えざる

に伴う実際的必要盤が右のよう

に薮で進んでいるために︑それ

胸は他の軽銀灸内の冠用︑侶妨げ

の規定があって︑原子力賠積衆

りであるが︑このシンポジウム

くあら燕しの当無は以上のとお

一二

四隅︑A5判︑一九六八年出版︶

お①蝿−⑦◎︒

冨で︒艮帥づα餌80仁昌冨

スを多少とも放出しているQこれ て︑地方機関等は施設諸に技術的

一の整舗︑分担というような守備範 区ではこれらのことは︑実質的に

られたが︑その内容のあらまし

は各虚心所︑盤癬三図︑束放響岩

いる︒しかし一階︸般闇住地域は

であって︑何かを決定する性

えば衝突に関する条約︵一九一

と︑これらと海法および海購条

四年︶︑舳密の資任制 法との比籔検討はもち論のこ

〇年︶︑B／しに関する条約 密懸儂に関する羅除粂約と国内

は次の通りである︒

一︑原子力贈償法と海法の適

洛の会議ではなかったから︑参
贈主が各々︑畠分の専門分野か

纉
転者︵オペレーター︶と核物質

が国際レベルで深められて行く

れており︑今後さらにその検酎

用にあたっては︑原子力施設運

輸送省︵キャリヤー︶の間に二

粂約との関係について検討する

らみた分析と問懲点の掴摘を行

国際原子力機関︵工A亘A︶ なうことに止ったが︑各人の報

必要があることが指摘された︒

はかるべきこと︑が指摘され

原子力第一船の就航もひかえ︑

いては原子力の利用が笑用段階

ている国が限られていること︑

た︒また︑今後は︑以上のよう

形勢となっている︒②各麟にお零

締約国の聞でも適罵方法に相違

な諸点題を︑それぞれの方働で

小婁最会からは︑さらに以上

よぴ保険について︑実摘および

があることなどのため︑統一性

原子力の損蜜贈償に関するウ

法律上からみた画題点を分析す

と酋鰯犠に浅川があって︑二二

皐く阻みと広さをもたせること

本件に蔑する強酎にで嚢るたけ

6／議項國は︑核物質の海上輸

る観点から塾理され︑原子力尊

検持した後︑さらに斎方面の導

のような序題点を解決するため

威省と核物質輸送者の実際の体

が生じている︒

車省が集まって討議することが

イーン条約やバリ条約は批准し

験︑原子力保険と海上運送保険

二︑原子力賠償灸約と海撒条約

サジェストされた︒

これらの討議の後︑小門貝会

重圏口通夫︶

︵科技庁原子力局政搬課長

蒲醸された︒

に努めなければならないことが

の方法と野作︑原子力条約と海

六灸およびウイーン灸約H条五

との関係については︑バリ炎約

を設けて︑要約と勧告か蔽とめ

苗圃のシンポジュウムのご
十六名から報酬が行なわれたQ

区条約の関係などについて︑三

送の分野における第三者資任お

一九五七年︶などと隙子力閣係 約との関係についても︑検討さ

と欧州原寸力機関︵ENEA︶告は問鵬点を浮ぼりにすること

こることが考えられる︒

孫譲任や相互求償権の問題がお

度に関する条約︵一九二四無︑

かった︒

日豪での五日周︑モナコにおい
て関催された︒

このシンポジウムには︑英︑

仏︑独等のヨーロノパ認国のほ
か米国︑カナダ等のニヤニカ国

十三入が診籍した︒

と四つの園際嚇闘から合畠薇三

姦加者は各團とも学者㍉保
険業者︑原子力事業者︵主と
して原子力発電︶︑政府職員な
どが夢卜していた︒日本からは

真崎勝︵豆本膜子力保険プー
ル︶︑下山俊次︵日本原子力発
還︶︑谷川久︵成隈大学︶の角
器と私の四入が出席した︒

この会誌は︑シンポシウム

ーノー

迷夢賑騒甜鞭警

ポジウム﹂が十月七日から十︸

者委任および保険に関するシン

海上輪送の分野における第三

との只催によって﹁核物質の

に非犠に役立つものが少なくな

薩憲鐡

一磁の凋矯な集も醜行な・
すべての機関についての共通の環

が︑鼻水︑平気による放射能湧染

@
@

糠

援助を憂けながらダブルチェソク

ら各原子炉の煙突から放射される
アルゴン41による放射暮雲からの

って認しく謝騨されているが︑結

被曝の懲畳効果は懸子翫騨機を使

果は︑もっとも彫響の大きい一施

と大難がないことを示している︒

設︵原研JRR−2︶によるもの

今後あちたに二︑三の施設が建設
されたとしても︑平常運紙による
蚤畳効果の影響は東海村地区では

豪た乃一の事赦という場禽を考

問題ないと思われる︒

えてみても︑原子炉に関する隈
り︑火災のときの類焼とか︑ある
火藁陣の爆発が︑隣接の火藁庫の
野発を誘起するというたぐいのこ
とは肖えられない︒

モニタリングの問題
百子力施設の建殴や運転に対す
る詐餌のさいに厳患な審査が必要

後に︑支障のないことをチ議ソ

なことはいう敦でもないか︑紘動
鋤二の毬類の公窟はいわゆる過

クするための︑いわゆるモニタリ

〃

密と大いに関係をもっているが︑

ングも蒙た同志に蚤餐である︒一

〃

原子力はわが圏においては象だ産

これを隙子力施設からの放出物に

なども︑せめてモニタリングだけ

般塵簾の︑たとえば水銀中欝覇件

〃

業としての鑑盤をもってい な い

より︑放射線被曝という観点から

でもしっかり行なわれていれば︑

〃

が︑これに付随して心配される放

は原僻︑動燃︑原罐その他かなり

考えてみょう︒たとえば東海村に

○放射能からみれば

射線隙審に関する知轟や︑被曝の

のとなっているように恩われる︒

原器のモ晶タリング・ポスト
氏
藤
あのような悲惨窮にいたらなかっ

め︑闘題の解決が非常に閑蟹なも

次

悪幣鵬纏羅 道

多飲の除子力施設指爵している

噸

（一

ングが重要

合理的なモニタ

墓準等については︑多くの不十分

な点があるにしても︑一感国際的

＞o〈×〉〈一〉◇oつく一）◇ウ◇Q（醐Q

￠恥G

放射能では問題な

（4）

第451号
三毬郵便物総可

昭和43年望1月14鴨

取決め案は︑臓接輸入した核燃料

生塵されたかを記録することは︑

査察にとって燈罪とも必塾なこと

蛮案上︑極めて困難である︒豪た

とも考えられない︒従って政府
は︑この問題については米︑英︑
掴とも誕し合う必要があると考え

・次官に⁝藤縄晒氏翻膿用へ

なお岡長富は︑藤波原子力周長

井上啓氏は勇退
の昇任に伴い︑その後任には同庁

鍋島科技庁
長官が語る
鍋晶虚紹科学技術庁畏官は十一

画課長︑悶調整部業務課長を歴

A＞総理府辞△7︵十一月十六巳

田本原子力研究所監製に任命す

付︶

る︵日本学術会議寝務局長︶鵜飼

塁

（入荷発売中）

麺

三ヨ噌二恥贋﹁門一尺三﹁團翌

科学技術関係データ・バンクの内容とシステムと
その活用状況を網羅するディレクトリー

たが︑その後工技院機械舐験所企

画局科学調査蜜︑r究調整局調整

任︒三十七年科技庁に出向し︑計

乱長︑原子力局次長︵三十八年八

究講義局長になっていた︒策窟都

をつとめ︑昨無十一月から岡庁F

月から翌年六月まで︶︑謙罎局長

出身

五十二歳︒

学部地質学鉱物学科卒後︑商工

阪通産局総務難技術課長に就任し

省地質調査所に入る︒二十八無大

梅沢氏略歴細細十熟年北大理

される︒

れぞれあてると述べた︒近く尭令

省職波監理局無線通信部畏︶をそ

沢氏の後伍には石川晃夫氏︵郵政

の梅沢邦臣7究調整局長をまた梅

月十九日︑閣議後の詔者会見で︑
﹁かねて辞懲を糞明していた井上
啓次郎禦務次官の申し出を了承︑
その後任に藤波恒雄原子力局長の

同書窟は︑この人婆発令を十一

昇圧を発令する﹂と述べた︒

月二十二日の閣識に覆告︑承羅を

う砲

原子力局長は
梅沢氏近く発令

は約四酉万が︵両看で負担する︶

し一年延趨がでまる︶︑②簾鉱費

科披庁

長に大坂氏発令

原子力局政策課

的な諏子力業務を行なう︒

那としては技術調査のほか︑総合

属となっている︒したがって︑仕

機構上は経営会議・役古廟譲の直

関する瑠務を取り扱うが︑同社の

就任した︒慰霊は︑原子力発電に

長には酒刻正利茂︵企画察畏︶が

推論を強化することになった︒細

子力塾﹂を薪擬し︑原子力業務の

で︑火力部原子力繰を廃止し︑﹁原

躍源關発会社は十一月十日付

電気︑原子力室新設

等となっている︒

しては︑とくに発職炉の揚棄︑I 冊は今︑躍力金社やメーカー等と

へ四十六万ドル送金

九電力︑デエソン社

AHAが独慮に審査用差料のモデ慎翼な鞭討を進めている︒
ル昂．台っている︒しかしその内容

が八十項目にも及び︑かつ︑その
中には必ずしも査察に必要でない
ものもある︒このことは︑商業機

ているQ
ロス率の雨走は︑それが平犠稼

共闘探鉱開発で

びカナダのブリティソシュ・コロ

密蜘洩のうえからも閻題である︒

工AEAは︑﹁たとえ﹂修でも︑ 送など︑当然行なわれるべき核燃

ンビア州におけるウラン共同搬鉱

働隠のロス率を越える膚合︑薩ち

九軽羅は︑カナダのデニソン．

料物質等の移転については︑これ

開発を進めつつあるが︑このほど

マインズ社と米国コロラド州およ

多数の塘設で取扱うことになれは

を免除すべきたとの慧見が強い︒

政府から三三送金諮可を得て︑四

特別報告については︑発給炉の

全体闘には堀嶺量となり︑軍麟転

これ豪でのところ貝器側は︑査

十三卑分と四十四年第︸二分の探

核燃料取構えや再処理施設への輸

罵への可能性も生ずる︒従って︑

察内容の一本化を希塾し︑そのう

この確定は非常に困難であるが︑

騨細にチェソクしなければ査鎌の

えで基本的にはIAEAの要求を
鉱開発費四十六万がをデニソン社

に報附することを要求している︒

慧味がない﹂と群盗︑査祭の基準

梅沢国

一AEA

基本的には受入合意
の比率を占めるかを決定したり︑

馨⑩まだ多くの問題点が
熊鼠米︑日英両原子力協定は今駕七月十臼と十月十五日に発効︑これに伴う両協定の保障箔認の国

胃体的には︑①核燃料物質等の
物質等はもとより︑これらをブレ

のからどれだけのプルト晶ウムが

恥際原子力機関︵工AEA︶への移蟹協定も︑岡日︑それぞれ発効した︒しかし︑この縦組協定に瑳づ この燃料の再処理で︑どの国のも

とくに核燃料物質無の羅・毬劉

なることから︑米︑英および工A鶏Aとの蔽箆調整を急ぐ一方︑國内的には聡力量祉や咳燃偶メーカ
ー等からの懸兇を聴取しているQ

1AEAは一九六一年に保陣描
現か園難とも思える要求があり︑
究炉や核物質等の蟹瑠紙用防止の
授受に伴う︑その國・種別分類の
ンドした揚禽も詳細な計算によっ

分類の誕録と報告について︑細国

ための査察を行なってきた︒その
詑録と報告②核燃料の紙換加工や

て入手国別瓢の分類を要求してい

毒し強いが難航している︒

後この制度は嚇九六五犀︑畷九六
再処理に伴う核燃料物質等のロス

躍制度を確立︑各国が保有する研

六隼および今毎審に改訂され︑熱

濃縮匿箸も異なる核物質をブレ

る︒

核燃料物質箸に移転があった二合

ンドして製造した新しい燃料体中

出力十万KW以上の発醒炉︑再処 率確定③各種施設の設謝の審査④
理施設および核燃料の転換・加工
の特通報欝欝の透磁︑などが主な

約三百五十八ゾ︒ト一月四日呉を

1

にどの脇のものが鍛的にどれたけ

施設も今後の査察の対象に含象れ

遭i

−

問題点となっている︒

原子炉圧力容器

1

ることになった︒

王AHAは︑わが国に対しても
さきに︑類臼米︑日英両協定の傑

に送金することになった︒

受入れる澱向である︒しかし︑こ

探鉱期間はム胃年から六無二︵ただ

れは王AEAの薪しい査察受入 共同傑鉱闘発契約によると︑①
れの先例をつくることになり︑政

殖炉建設に関する最新の糟報につ

科学技術庁は十一月十五厨付︑

の周庁長官耳袋総務課長への配躍

原子力局政策軽油・牟田口道央民

いて注闘した︒

豪たこの期聞中︑原子力利用の

任に大坂保男氏︵通産雀大丸官麗

換えを発令するとともに︑その後

塵業展が鋭設され︑米︑英︑仏讐

次回は一九七二年に米圃で開催

五力国の七や余社が出品したQ

理懸会で決竃された︒

することが米原薩︵A王F︶の新 付︶の就任を発令した︒

︻写翼は㊤挨拶するシーボーグ

米AEC会畏㊦大会展示場︼

なお粥飼氏は吉鐙前監事の後

肥症男︒

難︑任期二銀︒

響＝隆

誌讐

肇

鶏

態壽

騨㎜三時月ニゴ＝備⁝︑峯︸扁蕊⁝竈コ翻﹃髄
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をどこに置くかが闘題になってい
る︒

また︑各種癒設の設餓審査に関

世界フォーラム二会開幕
二十五肇国が参加︑盛大に
今度の会議では︑掻国で生麓さ

米国の原子力塵業会議と原子力

れるプルトニウムの嶽察問題を民

蔵摺の推進を強調した︒

纔Z八年原子力平甜利用国際

学会共催の世界フォ⁝ラム大会

か一1国際保潭箔置制度などの震

闘機関としてどのように処理する
間︑米国ワシントンで︑米︑英︑

会議︶は︑十一月十日から五日

臼本側代表団は︑この会議を通

要テーマに強い関心が集まった︒

力国の代表約四千人以上が滲加し

じて現在︑各国で計幽中の高速増

仏︑ソ連︑カナダ︑日本讐二十五

て︑盛大に開催された︒田本から
は︑原産が編成派遣の代爽団︵団

．撫畷

＝＝

鵜処理小鷺

員会二十五日午後電力懇話会︑使

八呂午後総力懲懲会

照済燃料輸送問題菊門門員会二十

取締役社長渥美健夫

Yo㍗k）
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璽謡●東京（404）大代33劉

本社。東京都港区元赤坂1−2−7

鹿轟守之助

取締役会長
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古い伝統。新しい技術。誠実な施工

㎝

︹

匹

め︑渡脳中の瞭子炉多固的利用調

︑撫繍

＝

核燃科問題懇談会

?

長．井上五郎動燃理事長︶をはじ

．塾尽

一

撫

査団や科学報道甜巻団等開係者約
八十人余が参加した︒とくに今回

強 鋭

︑悔野禽︒

晦鑑

米国をはじめ幽幽を含めた各国の政庵機関・国際機関。学術団1本。公社・民聞会社及び
大学等の主要な科学鼓術研究機関の情報センター約240について，そこで使われてい
るコンピューター，入出力機器のハードウェアおよびソフトウェアなどの主要な侠用
鼠的，あるいは集積された幡報のテーマや内容・機関の利用法等を詳しく収録します．』

一

の大会は︑民謡主催の会議として
鍛大のものとなり︑十臼の開会弐

では米AECのシーボーグ婆員慢
や米原塵のシスラー名奮会畏が石
経のあいさつを述へ︑原子力平蓄

靴βい毫

購灘聴罪謙羅灘騰困難贈魏鱗粥繍

︑

轟

（一

振替東京5895番
書込（591）6121（代）

東京都港鼠新概1丁目1番13号（東下償館内）
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購醗税半年分前金 800円
1年分前金15◎0円

1部35円
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原子力発雌の開発が本格化す

用済燃料輸送関係濾規の整備促進乃必関

もつと予葱される灘上輸送の面では︑脚

︵蔓延済蝋料の

谷器で七十五

連の政麿間海事協議機関︵通称王MC
O︶が危険物輸送の蕊醸を作成して︑園

係官庁に要望したが︑その継接の理曲
は︑わが国の関係法現がラジオ・アイソ

嶽懸をふくむ︶︑翰送時の総漿

肝は魯診臼後になるので︑通
際的統一をはかっており︑使用渚燃料輸

めることが望ましい︒

わが國でもこれを採り入れて整備をすす

送についても詳しく規定しているので︑

ト乱プの輸送後中心に境定されており︑

規定を欠いていることにあるといえよ

使用済燃料についてはほとんど貝体的な

路︑礪架などの強度の隈界に引

っかかり︑あるいは輸送逮度が制憲され

使用済燃料輸送問題の解決に

関係法規の整備を

c
る等の難点を生じる︒

う︒実際には︑欄々の輸送のたびに運輸

⁝るにともない︑次第 に 体 制 の 盤
こういう便用済燃科の特徴と︑わが圃

である︒たとえば︑園山な容器を特建の

ためには︑いろいろな面での工爽が必要

展⁝備が必要になってき た 問 題 の 一

ており︑その飾町の茎鵜も当然のことな

薄額洛燃料の輸送を経済的におこなう

がら整備されていない︒しかも︑逓送関

大匿の酢町を得なければならないとされ

料の輸送が響鋤な仕懸でないことは明ら

の交逓聯傭とを併せ遇えると︑使用済燃

かであるつ︒この問題は現在︑日本原子

つに︑使用済燃料の輸送の問題がある︒

乎力発鍛︵株︶の東海発聡慧の揚舎は︑来

いって明らかに不経済であって︑電力各

社たけで保醸することは︑利用効率から

すでに使用済鰍料が発生している日本原

ており︑それらのすべての糞垂で︑個々

係法規および所轄の官庁は多難にわたっ

社聞で共用できるような体制が合理的と

るので︑来響豪でには︑わが圏における
に︑所轄の判断︵その量肇がない︶に依
思われるし︑冷却環境︑積替用クレーン

力塵榮会議の専門婁照会で検討されてい

簸瞳の輸送万法の見通しが立てられると
停せざるを得ないのが現状である︒この
などもできるだけ規格を統一すべきであ

については昭霜四や七年に 鍛 切 の 輸 送
が必襲になり︑昭和五＋五鎌には約五衙
期循されるが︑今日豪での検甜でも︑道
ことは︑今日豪でに数回輸送が行なわれ
ろう︒船舶︑賀車︑トレーラーなどの既

隼からその輸送が始められるが︑軽水炉

四十診の便罵済燃料の発 歳 が 予 想 さ れ
路︑鉄道の両方法にはかなりの困難をと

た研究炉胴燃料の掲合に経験されてお

る︒

もなうことが示されており︑海上輸送が

能を遮断しているので︑相当な璽懸物と

容羅が用いられ︑運紙者や公衆から放射

ものであるため厳壕な趣蔽をした特別の

料の特徴は︑それが強い放尉能を有する

も明らかであって︑けっきょく︑いずれ

たは鉄通輪送を併用する必要があること

るにしても︑その両端において道路︑濠

強い︒しかし︑仮に海上輸送が中心にな

中心的な手殴になる曇ろうとの見通しが

査鮭華を作成し︑法規整備への基礎がお

燭則にもとずいて︑輸送容謡の安全性審

嘘視の面の苦労が痛黙された︒

きの煩さなことと︑紬送スケジュールや

り︑とくに鎚距離の道路輸送では︑手続

等等や法身の装備が學圏におこな凸れ︑

このような舎理化をおこなうためにも︑

ムダな経費を食うおそれがある︒そして︑

こうした舎理化を思いきってやらなけれ

を作ることが荷利であるにちがいない︒

出手段についても︑できるだけ環胴の物

輪送対象物として見だ揚禽︑使荊済燃

なっていることである︒豪た︑発鑑熟を
の方法も可能なように技術的な検詞をお
かれた︒これをもとにして︑運輸省その
他の関係懸魚が法現の整備に癬御するこ

それらに藁拠して輸送体制をととのえる

原子力婁艮会では︑このほど王AEA ば使用済燃料の繭選はバカにならない︑

除目するために冷却養躍が設備され︑そ
こない︑ま加関係法覗の整備をすすめて

厚置88謹隔・癖實薗暫喝

ことが︑不可欠の硬目といえよう︒

る地盤課査は︑今後大きく婚姻さ

な意味からも︑アイソトープによ

﹇屡畢3贋露︐膿露9驚鵬塞騨覇覇O貫2轟8書■翼墾・震騨8溜5β翼8・糟層繭猛圃馴■瞳5．

とを希毘したい︒将来黛要なウェイトを

︵一一募キュリー︶が便用された

盤鯉で使垂れたセ︑ンウ癌
・て郎キュリー︶に対して︑コパ
ルト60の方がガンマ線のエネルギ

融似漏礎編鞭轄
ブのなかのGM響と線源との距離

．

︻二身はボーリング孔に配蟹さ

原子力行政セ

ミナーおわる
したものが便われた︒

き︑第二回の﹁原子力行政セミナ

雀︑運輸省の協力で昨年にひ春続

科学技術庁は︑無病雀︑箇治
調査地点は︑水田の段々畑がつ

は圏十五穆耕で︑原研が改良製作

れる︒

が︑これは昨年の洒匂川のダム地

∬π塁塵墓震陰屡鄭塞日躍8摩窟躍●暴露饗婁置耀口

さいきん︑日本原子力産業会訟は︑使

おくことが馴要である︒

のほか︑十分な監傑湖をし く な ど の 配
慮が婆求される︒

重醗の慮は現在耀力会社が溜えている

藝

ー環⁝

@贈．ム≡
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團
地すべり対策の
もの︒

線源にコバルト60を使用
罠本原子力研究所のRI利嗣開発驚︵整長・小林騒敏氏︶は︑

今回の調査では︑線源とGM管つく海抜約二菖五十慧のところ ー﹂を︑十一月十一日から六日闇

許一

唖

畿曜

読

．

．

題麗省の冨二審謹欝から︑原
子力局次長に就任した礒西さん

科学技癬の
原子力局次畏になった

礒西敏夷

いそにしとしお
属は圏和十九琿東大法学部豊

0

畳

原子力はその草劇周のころか

ている︒最近︑

爺

⁝

f

原子力行政に

ら関心があり︑経過は十分知っ

地方商治体の参加を〃という声

もあるが︑﹁安全性の技術闘麩

等は籐的な踏皇國霧二

一書年中尉で退役︒翌年商工省 が必要です︒地域代褻が参加す 吊

後︑海軍航空隊に入隊したが︑

に入り︑繊維︑石油︑化学︑航

政簸を担当する︒

モニタリング等は行政以削の問

るのはまた早い﹂と強調︑環境ニ

は︑荊次長成田氏の後を継いで

空機関係等を担当︒三十四奪名

⁝

．

﹁原子力開発の進展で︑いろ

界の足並み調整には謹だ時間が

﹁誰がそれを使うかが難題︒各

原子力第二︑三船の聞発は︑

か手きびしい︒

えば解決する問題だ︑となかな

題で︑鐵業体と自治体が話し合

古麗通産局総務塾長になった︒

が︑従来の夏野にしたがって︑

んな闘題が山積しているようだ

解決に鍔力したい﹂と控え闘︒

大きな過痕期を迎えたいま︑政
策マンの藩労は多かろう︒

原畢力開発休制の検討もその

必要のようだ︒PRの脚盤要性

⁝

⁝

電着な悶題の一つ︒氏は﹁開発

関には隈度がある︒各獅業体

は薫も承知しているが︑行政機

と書う︒為醤実行︑すべてが灘

は︑自らの問題でもあり︑今後篇
⁝
もっと積極的にやってほしい﹂ ．

も考えねば：：﹂というが︑潔形以後︑工技院標攣課畏︑開銀
計癬茎長︵経企庁︶︑広報課

体制のあり方は︑三際的な流れ

はかりではなく内義が悶題︑必

月一日から大臣密罵審上官に就

襲な機能を与え︑禁欲的にとり長︑重日繰長等を歴任︑今年十
組む重重を整えることが何より

刀汐入のようだ︒

⁝

．⁝

任︒役人生活のほとんどを通塵

東京・爾隠佐ケ谷で美智子夫

との考え方のようた︒だ

大異

から﹁田本には日本の風土に合行政に打込んできた︒この間︑

一1研究団体の創設︑新産都市削 匿まい︒﹁老人じみているが︑

⁝

つた服装もあるはず︑ときどき石油化学野業の初認可︑YSi人と中三を頭に一男二女の五人山
繕いは必要だろうが︑全くのニ

と︑酸亀ベリリウムを歴素化し羅

出身・四＋藷・︵Y●T︶⁝
動力試験炉出力上舜謝画の役劉と

をうる製造法を完成した︒

口

㌔

解によって高縄度金属ベリリウム

放射能調査研究

実績︵三審田縫一︶︑放射線化学

道︶︑嵩速騨開発への寄与︵能沢
正雄︶︑国一炉燃料の再処硬試験
︵蕾地誓男︶となっている︒

珍月2B︑放医研 訓

漣

この﹁発義会﹂は︑昨銀〜︷

一四十数件の溌籔が予定されて馬

量機関や地万衛生研究所等から一

叫されるもので︑国立試験研究︑

・とその対策研究の成果が発義民

闘調査︵フォール・アウトなど︶副

⁝今年のわが国における放射能械

⁝

hを開く︒

目門放射能調査研究成累発表会﹂⁝

線医学総会研究所で第十回㌦

⁝五賭碁で︑千慮帯穴川の放樹副

軌一一月二田午前九耳賢から午後．

科学技術庁原子力局は︑十h

⁝

嘱成果の発表会

における工業化への道︵環松友

組むことが比較的多かった﹂由︒

ユーファノションには︑蹄議す画の立案など﹁新しい仕箏と取 庭いじりが趣味です﹂︒大阪市 ⁝
るね﹂と語る︒

響
織・

翻

れたガンマ・ガンマ検麗機︼

ゆ

撫

貴田勝造氏が紫

綬褒章を受賞
科学技術庁︵畏宮鍋翻磁紹幾︶
はこのほど︑昭島四十三簿度の黄
綬︑紫綬︑張綬褒身受蟹着七十四
名を発表︑一一十一日午削︑東京・

平河町の全共連ビルで山畠の授与
式が行なわれた︒

とくに原子力関係では︑﹁金属
ベリリウム製造技術の発明﹂で欝
本碍子の轡務取編入・餓田勝造氏
が紫綬褒鷺を受けた︒

覧

＼

＼

＼

王子製紙

臼本特殊土木工業︵株︶の依頼で︑新潟県の松之山温泉近く一盛

果普及講演会

な知識を普及し︑原子力関係行政 原研が研究成
二二の円漕な撹進に欝移すること

十二月三日罎ケ関ビルで

︐

繊

を酷めたγ1γ検凱陣プローブで︑地質は上の方が粘土質で︑下 東京・竹橋の科学技術館で胴催し

⁝
陶セミナーは︑今後さらに原子

︑

力胴発を進めるにあたり︑各地方

調査地点は︑飯山線の津晦駅

幽欝約として︑晦葎から始まった

もので︑今回は北海道・茨城県︑

反射材︑ガス冷却型原子炉嗣被覆

いる︒

材等として有用︒氏はこのベリリ

ベリリウムは原子炉の減速材︑

霞ケ関ビル内プラザホールで︑第

町村の関係者のほか︑鷺力餅行や午潮＋舘岩から︑菓京・虎ノ門の

ウムおよび関連製品雛僧技術に関

田本原子力研究所は十二月三蹟

運軸︑塞雀などから約八十人が

十國﹁研究成果普及講演会﹂を闘

の工業化に成功したもの︒即ち︑

する優れた発明考案を完成し︑そ

福岡隈など十九都道府隈二十一市

参加した︒

催する︒講演会のテーマは次のと

薪社名斬構造技術︵株︶

ビーエスシー技術醐発︵株︶

JO鷹ら

にわたって︑アイソトープによる地盤調査誉行なった︒

ζ︒

線をスケ⁝ラーで計数した︒散乱ころには砂のまじった燗所がたく

によるダム地盤翻査を原研RI利 鑑識ごとにおろされ︑散乱ガンマ とが分かった︒とくに泥資質のと

自治体の行政上原子力に関する知の澱男が出された︒

︵鉛の容羅︶がケーブルで約五十の方が泥量質で構成されているこ ナ

用開発室に依頼したこともあっ

してきた数値が高いほど雛慶が小

識の必要性が増大していることか

の酒匂川上流地域でアイソトープ

が度々発生しているところ︒これ

降雨鰍が多い山間部で︑地くずれ

て︑こんどのアイソトープの地盤

い︒とくに︑線源ばコバルト6Gプによる地盤虚血の結果は︑十〜 ら︑これら地方自治体聯員に必要

さく︑数値が低いほど密度が掃きとも湾えられた︒このアイソトー

この地方は︑薪潟県でも非常に

まで︑ひどい地くずれは起ってい

長以下延べ十入が滲加した︒

調査は二度翻︒原研からは無韻係

さん見られ︑地くずれ二一起す脹因

ないが︑その可能性が強い︒地充

から北西約一㎡競︑新潟県東頸郡

︻写翼は懇談会のもよう︼

住蔑の闘では︑雨が降り続くたび

松之山町の天水島と膏沢の地城

響ひずみ測定︑霧水テスト・③コ

月露によとまる予定である︒

をいだくという︒このため ︑ 鰻

に土砂崩れを心配し︑いつも不安

に︑アイソトープ検懸用としでボ

ア分折等を行なって︑総合的に報

選果嫁土三業ではア

近︑地すべりの防止薄策をたてて

ーリング孔九本が設定された︒灘

︸識量を謹とめ︑涌くずれ対策の方

璽

ほしい等強い要望が地元から出て

さは七本が二十酵︑残り二本が十

講義は十四日で終り︑同日講渡

︵古川和男︶︑ラジオアイソトー

おり︒液休ナトリウムの基礎技術

社名変更

イソトープの地盤調査のほか︑①

ノブの下に︑慶林省荊橋嘗林局凹

きた︒そこで︑新潟県のバソクァ

目と三十厨だった︒このアイソト

よる晦くずれ︑地すべり等の悲劇

必要だが︑もっと安全性について

終了後懇験会が醐かれ︑﹁理趣も

緑柱石から酸化ベリリウムを嵩純

となる︑社豊門千代造氏︒

多彰！多彩
が起っている︒この防止討策のた

度かつ高収益でうるため︑弗化物

わが国で毎無どこかで集申票酌に

め︑できるたけ畢期に地髪調査を

法による酸化ベリリウム差出法

リートする

の

た地方開催も講えては⁝⁝﹂など成咀︑と外部への賀献︵村田浩︶︑

暮しを
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わかりやすく説明して欲しい︒まブの瞬産化︵柴無謀央︶︑研究の

膏なぞおくことは・乗然に災審
・饗霧ぐことにもなろう・このよ つ

霧簾に漏することにな．ている︒

ゲ

田蛍林署・松之山治山事業所が申

議
ープによる調査方法は︑密封線源
︵コバルト60︶をボーリング孔の

なかに入れ︑線源から出るガンマ

とになった︒

線が周囲の土のなかに吸収された

況を刮数籔でキャノチするという

り︑散乱されたりするが︑この状

この地すべり防止蚕業のいっか

が︑日本特殊土木工業︒同社は昨

んとして︑地盤調査を翻負ったの

年の麗︑神奈川蝦足柄上郡山北町

文化を支え
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国の強い指導力が必要と指摘

参加することも考えら荊る︒
反トラスト鋼は︑企簗の合併︑

匙

る︒これによって︑市揚は円滑な

業紋は制約をうける︒また︑規模

健全な企業競争をはかるために
が︑このほど︑産業界知名人の手

二一の会社設立の動きが活発だ

米圖では鍛近︑核燃料サイクル

燃料供給業者の霞画外または緊急

ンス社︵NAC︶で︑聡力会社︑

っは亀ニュークリア・アシュアラ
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この穣のサービスは︑原子力孔

各種タイ7に加工できる︒

電所の謝醐停止の際に︑迅速に取
聾燃料を醐達して燃料取替ができ
ること︑燃料輸送中の箏故︑成型

加工会社のストライキや購融など
による燃偶引渡しが遅れる際に緊
急醐達できることなど︑有利な点
が多いとされている︒

鑑は二酸化ウラン八百万ポ相当︑
ジルカロイ蟹その他の材料二旨旨

新会社の役員には︑批畏にR︒

が相当である︒

ケノトナー︵潮コンシューマーズ
・パワー︶の就任する︒事務所は

る︒

さる十月二十一日から五日間︑

︻

安全性の点で︑英AEAのファ好であることが経験されている︒

まで麿効でありAVR炉の球型燃

西ドイツが建設決驚したゲーツア

料もすぐれた性能を示している︒

ドラゴン炉操用の燃料も一⁝千度C

心・冷翅椙の化学的爾立性︑緊急

ーマー氏は都市逝梵に設課可能に

主催の﹁新型・醐温ガス炉に関す

一般にガス炉のネソクは︑軽水

ス騨は軽水炉に押されて五分の一

七五年には総目一億KWのうちガ

が半分以上を占めているが︑一九

は総容澱千菖万KWのうちガス炉

今後の原子力発駅について︑現在

IAEAのスピンラノド博士は

十度Cの高溢を期待している︒

ンを健用して二五気圧以下八颪三

子を燃糧とし︑ヘリウム︒タービ

バイド被覆のウラン獅トリウム粒

カーバイトないしシリコン・カー

ソハト発電所︵二五MWe︶は︑

ぼる関係著が参加して︑IAEA
蠣な燃料挙動の検出法︑燃料・炉

するための安金規蠣を強翻し︑竪

噂
．
一

ンの利用と纈広く︑ガス冷却高速

炉の経済性や安全性︑ガスタービ

験︑諸機器の改良︑新型高温ガス

のピーチボトム炉の建設・運転経

ン炉︑西ドイツのAV暴︑米国

Rのほか︑並として英國のドラゴ

シンポジウムでは︑英国のAG の必要性を述べた︒また同祉のデ

冷却や厚いコンクリート肥力響羅

力囲︑九国際機関から四着名にの
グ

⁝
ル

ノ
リ
ク

ア
リ
ク
一
晶ス

ニウ
︒ハ

るシンポジウム﹂が開催された︒

％︐員捻お191帥⑳西ドイツのユーリソヒで︑二十三

ナ
環

ノプア
ノ
ナクニク﹁︑
︸ヴノノー
タコノリア
〆兀エト︒

イイ︒クル
・リノレラ

＆コエ≧ rグ
ククチ・ゼCツ〆
ノグスル・rテブ
ミコバラフMイス
トブノ舜ルU♪轟
アバコヘがNユリ

ジコージア州アトランタにおかれ

炉よりも熱除去率が低いので同じ

取り上げられた︒

炉や
︵二︶NUSAC祉1ーニュ
ートリウム燃料の経済的利穏も

ーディティング社は︑躍内外の按

クリアー・サーヴエイランス＆オ

燃桝目辮監査を憲として行なうも

りホノトになるし︑また驚急晴︑

ントはAGRの耐震性につき︑ が︑そのうちガス炉の占める圃含

年には総醗は無億KWに達する

以下にとどまる︒さらに一九八○
る会陰検層︑成型加工中燃料の贔

激震地でも二丁七千ゾのコンクリ

ので︑核燃料サービス金般にわた 性能を達成するためには燃料はよ

畠然徳環によって大澱の熱を除去

は今後の閲発如何にかかってい

する簡単な冷却材欝槽をもってい

る︑と語った︒

画などを行なうことになる︒

ート圧力答電その他の鰭機器は艮

が確諾しているように︑高温ガス

しかし︑西ドイツのプレノチ氏

ないことであった︒しかし︑これ

好であり︑ボロン・スチール・ボ

炉のポテンシャルは溶く将来大き

デ︑イタリアのSNAMプロゲソ また一方︑誤写では劇的な産業

能および核分裂生成物捕捉系は良

出資する鼠○％資本の処理がTN

いる︒

している︒

Gがインター・エユークリァーへ

再縄成が行なわれており︑τNP

な役劉を占めるものと期待されて

インター・ニュークリアー社は堅

ティが各三ヤ％︑ベルギーのベル

ピーチ・ボトム炉では︑燃料性

きにベルギーで設立が公表された

る︒フランスも運れて参加を予定

るかも知れないが︑盧接エネル

テとマシーネンファブリ：ク・ア

ープー⁝グーテホフヌンクヒュノ

陽極的にすすめている二つのグル

ぐものとみられている︒︵関運配

する設計︑建設会社がこれを引継

建設はNDCで

ドーンレイ高速炉

軽羅照︶

番手っ取り円いし︑わが國の炉
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るようである︒

ク・イングリノシュ︒エレクトリ

KWe︶をゲースタハトに︑纒着と︑UKAEAが設謝し所有する
は三十万KW⑧のべブル・ベンド ドンレi高還原型炉︵欝気出力二
十五万KW︶は︑新会社バブコソ

く分るし︑現在の開発方向が賦

荷グループは含併交渉をすすめて
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ねば国として荷が題いこともよ
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笹葉を借りればこれはテスト船で

また︑﹁舶用頬による誰進方式の

あるから経済性は考えていない︒

㊨OぽΦじ5ゆびOOHハ卸≦二〇〇呂

Oげ①り7印蝿︒昏②昌・

r玉

垂

三多

多

r玉多多〆凹

tラウシェア計

し得るや否や大いに興味深い︒

トの勢力比がそのまま現状を鮒持

て吸取された新口︑駒プロジェク

の運航実績がGKSSの技術とし

ってハーン男の建造経険やその後

シャル滞高めつつある︒したが

を計画絶進し︑いよいよポテン

所︶と共問でTTRプロジェクト

トムと共岡開発に入っているQこ およびH響11︵ハノーバ田H研究

リートで建造するもので原子力舩
会社が南米航路用のバルクキでリ
のコマーシャル化への第一歩を
ヤーの奏書申込みがあり︑出力三
ふみ縛すものであるQ舶主が完全 万暴力相当の隙子炉はインターア
を典型的なヒナ型とし︑必ず原子

やはり同じように運河をたどって

かくして圧力容器の稜込み開始

終了した︒この試験成綾を星 に

に自分の船として費任をもって運

力船が羅拝船に取って代る特長

キール潜に到艘した︒この方はコ

後五カ月という驚く短期間に亀裂

大型プラント類を中心にその

社である︒

展してきた︑代表的な亜工業会

塵藻の一角をになって燈実に発

ザ塁ハ董遷羅
ている︒したがって﹁その建造お

閲発のため酎画された﹂ともいっ

よび紅紙により多くの知見が得ら
れ︑将来の開発研究のための問題
点をつくり出す素地がつくり出さ
れること﹂墨期待しているようで

及ぶ範囲は︑ボイラー︑製鉄︑

業さらに原子力︑水処理︑搬送

機械の分野から︑石山・化学工

ドイツ

蒸気関係機器に
特に原子力の分野では︑AG

機器と広い︒

いての原子炉本休︑ボイラーユ

有して行くたろう︒

日本に直接代理店や導務所を

もたないが︑バブコソク日立挫

世界的に揺ぎないシェアを

﹁オノト・ハーン号﹂の原子炉 自の研究活動にも力を注いでお

R︑PWR︑BWR各炉型につ
嶋ソト︑圧力容器︑それにナト
リウム冷却炉の熟交換機︑ホソ
トセル等の受注製造を行なって

と業務関係を菖する︒社長はハ

がけ︑燃料試験用蔦泌ループ

中に張りめぐらされたバブコノ

U①βけ

り︵原子力部のほか︑研究所も
これまでの実績のなかには︑

本体などがあげられる︒

出力千謎竪のブランズビソク瓢

︵ハンブルグ︶︑炭酸ガスルー

醐boOO

︾﹁一︵齢HΦ一ρηΦoq⑩H一ωO一P帥鳩歴

っており︑弓隠にヨーロノパ大 U￠誘ぴqり項①同ωδりω刈窃

ク組織のなかの蚤要な拠点とな

名と町所は次の通り︒

ンス・L︒エバルセン埴土︑氏

測研究炉︵連邦政府に所嘱し︑

ープ︵カールスルーエ︶︑PC

プ︵ユーリソヒ︶︑ヘリウムル

ドイツバブコノク制は︑世界

抽っている︒

ール型実験炉︶や︑その他の研

萎

ΩΦ弓ヨp郎団︻写爽は岡社の原

一多二多〜
r玉多ニニ玉多

陸における火力発羅用蒸気ボイ

で3 多

製圧力答器の断熟試験罵リグ

三f三二

究炉︑謹たインターアトム社と

r玉多 一多

子炉機器製遣現場︼

歪玉萎

ラーについて最大のシェアを為

妻多r玉二

︵﹁フィガロ﹂︶等がある︒独

一萎多r玉多多玉
鄭多

共同で製造に当った原了力船

計測技術の開発を囲的としたプ

いる︒

助金は期待している︒

特に実際の炉内状態︵庄力および

海上公試が予定通り成功するとす

ンテナーと比べて柄は一窪わり小

し︑撲岸テスト以来の種々の副測

ニュークリアのテストが開始され

﹁オイスタークリークが必ず到来 としてつぎのような三つのタイム

温度︶を擬した醤蝦な試験を異施

れは︑起工より完成まで満五力年

さく薩径二︒三六綴︑高さ八・五

を終了し一九六七第末にはノーン

データとの対比︑チェソクや運航

オット・ハーン号のハッチからブリッジを見る

功し︑コンクリート作業によるエ

し︑儀頓性を高めるという手段が
とられている︒

経済性以前
のテスト船

を要したことになる︒ハーン暑の

八耕であるが︑前職が簡単なドン

上の粟員配置の確認がなされた︒
この一連の船体側の諸試験と並行
して︑原子炉関係では補助系のコ

倖

期の遅れを大幅に取り戻したばか

ジ化された施工力式﹂がみごと成

るQこのようないわは﹁パソケー

されるという周到な段取りであ

め込懸れ︑外部にはポンプも装備

ハーンで自信

ツkザ．

船︑オット・ハーン号は︑十月聾唖闘︑原子炉の運転による初航海

舞墨堤

世界競争に立ちむかう
西ドイツの原子力第

を行なった︒母港のキールからパルテックまで︑公式の賦運転をρ47なったものである︒この
成功は西ドイツを︑世界的なアトムシップの開発競争に自儒をもって立向わせ︑今後の案用

化へも塾長を与えることになろう︒今丹では日本原子力船開発蘂団原垂葉牒痩の江草龍男

として蝿瓶を予定されている︒

チノク懸を中心とした鉱石運搬船

とドイツのハンザ諸港を結ぶパル

その後︑このハ⁝ン号は北欧諸岡

入口︶オストゼーで笑施された︒

氏をわずらわせ︑オット・ハーン号の建造とその周辺を解説してもらった︒︵編藥部︶

オット・ハ
ーンの建造
臓を期

昨舘十二月十四日以来の接岸テ
ストに引続き︑本年一月

欧州で鍛初の原士力舶オソトー
ハーン号の見回な建造経過を見る

概要は第﹇表の通りである︒

ガラであるのに対し︑圧力容器の

につけ︑ドイツ人はこの船にどの

兇順調のようである

原子力紛ハーン丹の建造につ

た︒機器の開発には材料の選定か

工﹂はハーン月の成功にかんがみ

このような﹁パソケージ化施

りか︑さもなければ相当の期間を
頃︑クルノブの重重で製作された
要する脚立作業が短編され︑しか
コンテナー︵隠二九・罫米︑嵩さ
もクリーンコンディションも充分
一三・四青田舐百八十ゾ︶はラ
維持され︑その後のコンテナー内
イン河を下り︑北海から運河を通
って一九六五郵十一月初めにキー 部の作業が膿調に進行した︒
ル港へと運ばれた︒このコンテナ

なお︑キールのホーベルト社と

のホー バ ル ト 造 船 所 か ら GKSS
の建造契約は一九六二無十一月末
ーの鋤込み鎌継が開始されてから

して引渡試験が行われたQキール

で習庫九月に起工し︑︸九六四年

いては︑
方はいわば

ら始家り︑強度試験︑鳳性試験が

︵日本の原子力船開発禦榮匝にあ

たる︶に引継がれたハ⁝ン暦は四

が︑いう康でもなく原子力関連プ

態でキ⁝ル港へ運はれ︑船内に搬

行われているが︑特に蜀点を麗い

にしたがえ たのは如何にもドイツ入好みのす

将来の児題しについては極めて

作戦

明るい夢をもっていることが察せ

ある︒この慧味で﹁経済性以前の

ら動的賦験︑さらに船体の動揺振

られる︒その根拠は陸上の発慰炉

る精緻な燃料休や制伽棒および駆

ような位置づけをしているのかは

月二十四日︑茎本計画通りの規定

ラントに関連し藤沢がないわけで

入し設置された︒すなわち︑ドイ

ールドテストが終了に向って い
た︒窪たこの頃から在来機関によ

⁝

る全プラントの菖時間達続運転の

躍葺ダ

ないかと思う︒

はない︒設副︑製作︑施工に従来

ツB＆W社の

集翼による短期間の海上テストを

浄く未経験な製柄が多いからであ

ば︑写料こそ入っていないが︑内

モソクアノブつくり︑鹸的試験か

動三三であるQこれらについては テスト船﹂である︒

に近い状

る︒先ず船体関係では︑在来舶と

しかも工揚内で核清浄を済豪起完

装︑外蓋ともすっかり整備され︑

完全武装

水槽のコンクリ⁝卜施工は原子力

ちがって二次遮蔽魁や使用済燃料

全に梱包したもので︑独特の噴流

動条件下での開発試験を行ない︑

一驚 ノ ト に あ る G K S Sの原子力

ノンブノグの郊外︑ゲ⁝シ

認／

艶㎎
23

餌tハ

蒸気発生量
蒸気圧力／温風
過熱温度
推進機軸馬力（常朋／最大）
ボイラ出力
発題機出力

産

慧

ボイラや炉心構造物がぎっしりつ

3，144
63．5kg／cm2
2，400ton／h
267℃ノ 278℃

︸

・〆

／

糊頴

V

紛特有の問題である︒陸罵騨とち

℃

燃料棒
炉内墜
三都二流轍
煩入口／出口混度

力

原

滝

，灘糊
Bさき
n

ラント

がって基説がしっかりしているわ

25812Mp

研究所では興際の燃料をゼロ出力

h
@

煩心（廼〔径×蕎さ）

1び3／cm2／sec
I6
1．15φ × 1．12
12

平均濃縮度
平均熱蔓性子東
燃料集合体

けではなく︑形わくを固定するこ

600日

とも鷹来ないし︑豪たコンクリー

2。95田
4．03％

UO3

実験装澱に装荷し︑フルスケール

約85㎞

に近い状況に模擬した騨心で蔦蔽

38Mw

トの固化中にヒビやワレの発生を
14．5m
9．2m
5．3m

研修捌閻①来球一

原研R一研修所

切り臼は来年一月八日︒

一万円︑勢輿人員十万名︒申込締

十六田から二月一日まで︑憂講斜

スの研修線程鑓研修落懸来年一月

▽軟ベータ・アイソト⁝プコー

は来年一月十五日︒

受講料一万五千円Q申込締切り露

日豪で︒募集人員各々三十二名︑

来年二月二十八日から三月二十九

月二十七田から二月二十五日と②

▽墨礎課程

研修生を募集

謝画に積壁塗に参加している︒

二無以来︑米国の地下核爆発笑験

た︒GGAの発表では︑同社は六

プラウシェア洋画を担凹してい

ECのローレンス放射線研究所で

氏指揮の下に進められる︒彼はA

建業はシェラルド・ジョンソン

などが行なわれる︒

の効果︑放劉能安全︑地震の影響

行なうと猫表した︒当画︑核爆発

の︑技術的分析評価を螺業として

発の平和利用︶を事業利用する際

ア凝蜘︵歎源翻発︑穴掘など核爆

︵GGA︶祉は最近︑プラウシ漏

ガルフ・ゼネラル・アトミンク

米GGA社

画を工業利用へ

。

，，≡
≡…

約2，000PS

尉一ヒ速度

U，GOOP

賦験を完了していたので︑六月五

聴無力

炉心寿命

原子炉

日にはこの燃料のハーン丹への移

73名
36名
その他（研究者など）

S

約1農900Mp

粟組員

防止しなくてはならない︒使用済

234m

困㎜困…凶1

…凶㎜凶…一…凶蝋凶㎜凶㎜凶㎜圃

草
≡三
三，3

懇】15，3／4㎞

載荷癒髄
推遜機軽能
罵
風
勇麟1絹推進機性能

緋水量

燃料水槽を船内に設置したのはド
イツ人皇身の設謝であるから蓄労
したのは自業自得たといえばそれ

172m
157m

全
長
垂線多恨
型
幡
型深（甲板まで）
吃
水
乾
舷

送作業を聞勒することが出来た︒

この頃には上述の在来機関による

三軍間連繊試験が既に終了してい

豪でだが︑やはりこれを貫遂した
ドイツの技術レベルは高く評価さ

たので︑炉容器を再び開放し︑燃料

の穣み込みに支障がなかった︒か

れてよいと思うQ

追水後妻一年半かかって鮒休関

ケージ化施工

注目されるパッ

くしてコール総テストは順調な経

過をたどり︑十月十一臼に内外の

関係者約二二人が参加して︑めで

たく原子力による海上公試がキー

ル港の凍方海上︵バルチノク海の

図㎜凶…圃鵬脚蝋一幅凶㎜1一…凶…一…一掃榊…凶㎜い一

…剛㎜凶

2×8t／h
1590kw

≡●
……

龍
原子炉プラントの概略仕様
第2表

オツト・ハーン号の概要
第1表

31kg／cm2／ 23
36℃
10，GOO／11，000

難
≡叢

c

（4）

第452号
三種郵便物総可

子

昭和43年11月21日

三

業
産

力

原

住友金
属工業
▼

藝ム 彗τ
レ

量産第一期計画進む
齪︵西独製︶︑星空焼目炉︑オー

年産五万綴の設備が順調に稼動
住友金属工業は︑原子力発蹴の実用化にそなえ︑核燃料のジル
トクレーブ盛癒などか据え村けら

岡祉は︑これまで原研︑動燃︑東

れている︒

カロイ被覆響の国産化をめざし︑兵露県尼紬市の岡社中央扱術研

・プラント︶が完成︑

発所内に︑醗廃第一期工揚を建設していたが︑このほど︑薙間鍛

るというもので︑材質と寸法は︑

冷却材の流れに澄好な通路を与え

を冷却絹に伝えると岡時に︑その

全につつみ︑核分裂による発盈熱

該燃料被獲蟹は︑燃料要素を発

た︒これによって︑住友金属工渠

り︑鰍塵製造技術の確立に至っ

も翰入廷に対抗し得る見通とな

ロイ被覆蟹が品質的にも経済的に

をつみあげた結果︑同社のジルカ

造方法︑品質繭などの研究︑改良

原子力施設巻側︑地元側︑麗係

覆蟹の三一テストを動燃と原研に
依頼した結果︑﹁品質と安全性は

葬常にいい﹂との評価を懲たQ動

についても受注︑さらに鍛近︑カ
︻写録は環境放射能鯛査報壱会の

子力即製からの影響は全くあらわ
れていないことを強調し︑腔扇さ

談た︑来出あいさつで︑那珂淡

れた︒

帝訟会の郡司金司靴型は﹁原子力

臨海実験場の

建設すすむ

三回環境放書能闘齎報告会は︑十

放医研東海支所臨海実験場は︑

いる︒

廃液貯漂槽︑⑳混禽水槽となって．設等から出る放射性廃液の海蔭生

物への影響が問題とされている折

してつくられて軍くも十二年にな

開発の施設は歌城県が先がけと

放射性廃液の海産生物への影響に

躍が謙画中の再処理施護から出る

て県下の那珂湊苑では︑鋤燃璃業

る︒しかし︑いま︑漁業都市とし

瓦︑魚畏藻類への濃縮率等を調べ

のなかに各種のアイソトープを入

し︑顛貝藻娘を飼育しながら︑こ

放鷹研では︑大型水槽︵約五十

ことはない︒

ているので︑海に薩接放出される

められた後︑原研に処理を依頼し

槽︵約一ゾ︶のなかに海水を満た水︑汚染撲水は一一蕩の贈留槽に暑

ナ︑水位九十ボ耕︶と中︑小型水

︻躍翼は案験矯建設エ麟親場扁

なお︑この研究から蹴る汚染濾

蚤大な関心を需せている︒このた

る︒とくにこの研究は︑再処理施

から︑非常に注屠されている︒

め︑地元では纒着先生溢響いて意

い︑安全だとの二つの愈冤があ

炉物理・炉工
学分科会開く

保健物理分科

研本原子力学会はさきに昭和四

の三つ

核燃料︒炉桝料分科会

十三館秋の分科会

︑

を近畿大学で醐鯉したが︑このほ

ノ化学・化学工学分科会

会

ど残りの

をひれきし︑主任者の社会に対す

主任暫は放射課についての正し

る費務などが検討された︒また

二月五日︒

︵担当河原まで︶⁝

まず︒一譲画認諾円︒〆切十⁝

熟年名刺広告を募粟しており⁝

．原子力産簾芸園では︑恒例の⁝

た︒

の論文が閣会揚に分かれ発讃され

十一のテーマについて二四三篇

は︑炉物理︑炉制御︑炉設計など

この炉物運・炉工学分科会で

こえる主催巻がこれに参加︑塚本
亀会 が十 月二十︸〜二十三日の
憲満氏の﹁放鮒線の生物学的影︑ 三日閤︑尿量大学で開催された︒

炉物理・炉工学分科
総会を開催した︒当日は二百＆を

・永田町の藁簗健保会館で錆九回

虎雄茂︶は︑十一月越二貨︑東京

線取扱主任皿貝会︵部会長・一躍

田本放射性同位元素協会の放樹

会総会ひらく

第九回主任者部

発を陶くが︑先生方の間には危

り︑また確僧をつかめず︑不安で
ある︒畢憩にこの研鈍を追め︑と
かく受身であるといわれている地

あるしと述へた︒

元住民対蟄に活を入れたいもので

報告会の後︑細川隆肥船の時局
放談と仏映画﹁海と放射能﹂が勧
なわれた︒

建︒工事覆は約四二二二万円で︑

その内旨は①凱界実験場︵平屋建

学︑属農学・生物・藁学︑病院関係

懸﹂︑山騎文男馬の﹁環境放射
一棟︶︑②緋水設備︑⑬ボン展
ノト︑磁土氷受槽︑⑤海水賠留 線﹂についての講演をきき︑理工
槽︑⑥飼育水槽︑⑦廃液受漕︑⑧
放射線医学総合研究所は︑原子

放医研東海支所

力施設から撚る放射性廃液の海産

者が放射線管理上の悩みを丁丁︑

め︑科学妓術庁水戸雛務所を聯務
局として放射線盤理業務を検酎す

生物への鮨響について研究を行な

常任婁員会や科技庁に駕する要墾

者がそれぞれ懇談を行なったQ

る目的で発足したもので︑十五機

うため︑次城興那珂波市磯薄地区

那珂湊指の那珂湊中学校で開か

工購請負業者の秋山工務店︵β立

い黒黒と︑その利用の実態を︸艘

国民に知らせ︑信頓される主任暫

部会であるよう地道な努力を璽ね

動燃の白鍵蕪簗断

ーー
櫛綴縷
ルを示し︑東海村大洗町沿摩が特

月の八日︑守護神の稲荷大明神

はその蕾︑刀商が年一圓︑神無

との趣睡が強調さ

町周辺陸上など沿岸海洋で定常時

れた︒

る必要がある

の拡がり方や移行過程は陸上ほど

に高いようなこともない︒魚類︑

圏・響

懇訟会においては︑多くの主任

関で構威されている︒環境放射能

に騙海実験揚の建設を進めている

る棄海地区旗射線蟹理協議会の第

え︑関係者の間でも注昌を集め︑

一月十一日午後一隠から︑黙城梨 調査報告会は今年で三回屠を迎

が︑現在︑大型水槽一個と中型水

．羅
今回は激研の坂逸興警保物安全笹

れ︑原研︑動燃︑原葦手関係者お

協識会が行なっている環境放射能

射能部長が﹁東海地区放射線管理

市︶の手でさる九月二十八日誼工

究櫟の工群がはじまったばかり︒

ゾ︶二十個を据え付ける研

郷︵

よび地元郷珂湊南︑騰照市︑象海

張海地区放射線管理協講会は︑

され︑完成は来年無月十五日の予

村の佳民ら約六三人が疹加したQ 典﹂︑盗県衛生研の小池亮治放

昭和四十年十二月に策海地躯︵大

くに爾氏ともこの地区における原

調査について﹂を報饗したが︑と

洗をふくむ︶の原子力施設周辺の

射性物質は気象に支配され薄まり

に行なっているっ

︵鞘祭︶瀞が行なわれた▼ζれ

束溌地臥豆粥線蟹理協議会は昭

明らかにされていない︒海洋の放

を祭って﹁家内安全︑国象安
射能汚染が萬い場舎には魚貝を扱

藻類中のセシウム瑠など放射性核
のは土壌や野菜︑牧草などに一洗

ながら拡散し︑地表に降下するも

調査測震紹果をみると︑酌水︑

和四十年十二月に設けられ︑原子

いまでも鍛冶麗︑鋳物師など火

ベルを怪し︑空見線醗は賜田構内

る▽

泰﹂を祈願した士﹈嬰に徹らい
け︑撲水口が海岸にある場禽には

これら環境物質の放躬能レベル

ベルである︒

摂取されるが︑牛乳のように土壌

付着し︑飲食物に含食れて体内に

の方が構外なり砂虹からの自然放

がうが︑騒原燃暁代︑何のきっ

っている漁央が放射龍の被曝をう 浮遊塵の放樹能は霞然放射能のレ
確保につとめているが︑その︻事

協同で原子力旛設闘辺住民の安全

砂浜からの外部放縫線についても

は現在むしろ減少の傾向にあり︑

潔

︑鶴驚

購謹聴

はちょっとち

﹁家内安全︑燃料サイクルの発

かけからか工務課の人たちが

気︑雪水は充分管理処理され︑現

は︑原義力施設からの放射牲緋

象海村︑穴洗町周辺において

で加わって年ごとに盛大︒とく

の入や︑プルト諜ウム関係者談

三目V最近では人形峠などヤマ

ももう十

ここの

展﹂を祈瀬したのが始豪りで

の変事状態からみて携気鎌水によ

在簿められた醗容放旗鐙以下の濃

ふいご祭り

出された放射性物質によるもので

によるもので︑原子力施醗から放

よる残溜叡豊能ま蕉は自然放射能

原子の火

を使う人たちの神戸とされてい

←難題←牛乳←人閥へと移行する

呵れも遇鍛に行なわれた核契験に

業として昨年九月には平常蒔にお

酎詣の影響で濫かに画いが︑雨蔭

東海地区管理協議会の調査から

y︐欝

倹酎がなされでいる︒

ける放射性雨気︑緋水に関する監

視と分握に関する報答湿をまと
め︑周辺環境における放射能監視

をそれぞれの立掃を離れ第三春
的に分製して行ない︑監視結果は

はない︶

策放協では︑このような放射牲

い︒東海村で採取した牛乳申のス

る放射霧物質の四坐は認められな

亮 治
誹気駆水の拡がりや移行過程を想

小 池
の濃度が萬い場禽には︑盧接体外

制して︑陵上では塗活線騒︑醜

隼蝦及び三カ月毎の詳報で一般に

れる︒

から放射線を受けることも考えら

放射性物質は海水中で薄まりなが

一方如水の掘合には︑舎創れる

海洋では海水︑海底土︑魚貴類︑

乳︑土壌︑銚水︑河川水︑井水︑

水︑塵挨︑米麦︑野菜︑牧草︑辞

にはむし・O低い値を解している︒

度は田圃各地の値と比べて平均的

れないほど低いものである︒︵筆

生活環境ではその放射能は検出さ

トロンチウム90︑セシウム溜の濃 度で放出される限り︑周辺催民の

原子力旛設から平常聴放出され
る放射性廃葉物は排気と排水に分

放射能レベルが許容放出醗以下に

ら移動し︑海水中の微生物︑魚

灘水中のストロンチウム90︑セシ 者は嵌城購婿生研究所放射酔諾

処理が充分になされ︑しかもその

なるのを磯聾したうえで放繊して

ツム剃も金圏平均億とほど岡レペ

長︶

海藻類について放射舵測寝など放

義も豪た深いものがあろ⊃︒

われる動燃で︑ふいご祭りの魎

るV人の湘がいちはん大切とい

い年中行鱗の一つともなってい

は︑断員融和の揚として︑楽し

に摂ごろの労をねぎらう酒宴
けられるが︑何れの腸含でも管理

公開蝦告することになつでいるQ

環境放射能監視とその結果

ものもある︒豪た空気申の放射鮨

毬のレベルも他の地域とほぼ岡レ

力雄設暫︑地元︑開係富庁の三者

建民の笈全を効果的に確保旧るた

雛薄層

理翼翼が﹁原子力施設と源洋汚

官庁の聖者︵＋五機関︶で構成す

も古つ︼

燃のATR関係のジルカロイ四二

ナダからジルカロイの被漫管の引
き合いを受けるなど岡社の期待は
大きい︒

︸方︑競争会社の神戸製鋼所

ルカロイ被選管醗腫工場の建設謝

麿北掻揚に年間四十万厨以上のジ

は︑すでに山口繋下関市にある浸

試作酪の評価試験を受け︑とくに

今無は約五畷のジルカロイ！2被 画を明らかにしでいる︒

大等に依頼しジルカロイ被擾管の

億円を投入して庫間五†万耕の大磁生産穿掘の建設に渠り出す筆

瀬調に稼勤をはじめている︒さらに岡社は︑今後の原子力発醒本

画を持っており︑とくに最近︑カナダからジルカロイ被覆管の引

雰常に厳しいチ鳳ノクが要求され

雪間約五万齎の被廼衝懸産第一期

は︑尼崎市の中央技術研究所内に

東急協が環境放射能調査報告会

施設からの影響なし

格化による儒要の急増にそなえ︑滋賀県の湖南工業団地に約二十

商五万綴の被獲響生澱設備︵パイロソト

■6」ワ

射性核毬の定型を︑湖海繕︑広帯

︒︒爾

n

一

類︑海廠の貝類︑海藻類から人間

いるQ

き

資生堂

OO

SPECIAL

≡i…

への移行が考えられているが︑そ

〆

ノ

「

＿／iHLズ日DO

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

！

一

一般に︑大気中に放出された放

スペシガレ彼粧品

⁝

☆東京瓦難 式会社

き合いを受けるなど︑同社の動きは非常に注閉されている︒

る︒い豪︑電力会社が建設中の軽

萎萎の建設に粟り出し︑本年や月

水型原子力発電所には︑燃料被覆

に完成した︒

てジルカロイ製の細長い

パイプ︵約四膀︶が使われている
この工溺は紐工黙難約三卵円足

蟹とし

が︑これはジルコニウムを主成分

︵金利六・五％︶を約一億六千万

塵技術振輿資金による開銀融籔

住笈金属工業は︑昭和三十三卑
円程度を受けている︒鉄筋コンフ

らずといわれているが︑政府の圏

から︑原子炉胴材料のジルカロイ

千五爾平方摺︶のなかには︑鍛新

リート三階建の工揚︵広さ約三

ある︒

について︑声質︑溶解︑加工の墜

とした弗常に酔化しやすい命金で

礎研究を進め︑歪十九矩に原 料

特殊糀密仕上製讐機︵ソ連製︶︑

︵スポンジ︶処理から製晶検査ま 型の冷闘圧延製蟹機︵薦独製︶︑

轟スピードの爾糟麗超四川擬傷綾

騒騒

での一貫したジルカロイ被覆管専

羅磯繰

嗣試験プラントを殴齪︒とくに製
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＋謎芋茎日で

解されて硝酸溶

め︑日本原子力研究所では︑そ

マとしてとりあげ︑湿式︑乾式

裂生成物︵FP︶

液となった核分

脱被覆・溶解す

いる︒その申でも︑浴媒抽戯法

嶺
卿㌦、詩」

蹴詩

変化と︑研究実施の絃果に感じ

れ水溶液の形で分離する三本目

発︑ミキサセトラによる抽嵐︑陰イ

オン交換により精製濃縮する工程
の三主工程と︑各工程における試
料分析および廃液の区分け操作の
各工程からなっている︒この主要

三工程は︑回分式に順次還転さ
れ︑試験に用いる使用ずみ燃料の

︵ウラン相墨︶で︑約ニカ月間を

羅は︑一圓あたり鍛大四頁認撃

要する︒

再処理試験
のプロセス

纏験襲

︑

えず︑長期財蔵施設に送り融蔵す

兇合うものとなっている︒以上の

る︒この欝蔵能力は燃料三ゾ分に

再処理特研︑廃液操作蜜︑廃液長
期貯蔵癒設の三青ならびに収納さ
れている各設備を禽わせて再処運

東海研の爽南蠕︑蕉門から約一

試験施設と呼んでいる︒

・三謎綴のところ︑海にむかって

液は︑廃液操作整︵約百六十平方
綴︶の貯槽に⁝時贈留され︑その

溝︑廃讃物処理場︑廃液長期驚喜
旛設︵約四百四十平方綴︶に送ら
れる︒醜述の騰被覆廃液︑抽繊分

原研・燃料工学部

録

㎝幽晒の最新の外国敷料に暴ついて

＝一十四銀度から三十5年度内に
ｯて設計︑製作されたものであ

る︒しかし︑その後のモソクァソ
フ試験︵三ナ六年度︶を経て︑ケ
ープ内移設︵三十七粗度後半︶後
の第一次コ〜ルド試験初手︵三十
九爺十ご月︶までの段階で︑多く
の間題点が摘繊された︒予下上の
制約から︑峯初計画を変更せざる

った欝欝搬入機構の不鮪を除け

を得ず︑そのため非常に復雑とな

ば︑問題点の多くは︑外国製ポン

灘繊

懸
⁝︑ぎ黒垂

賦験の好騨果を得たので︑ホノト

示を移動し︑緊張して見守るわれ

ープのドアモニタは忠実にその指

漂へ甑婁

灘

プや制御パルプが長時閣無保守で

るもので︑そのため押出操作にお

精度良く作製しないことに起困ず

試験︵使用済み燃料を罵いる︶の

われを醤ばせてくれた︒このよう

いては︑塔の定常状態の填塞また

は維持がほとんど不可能であっ

ための醒終整備工駅轟行ない︑さ

張の愛読した︑謝ったく充実した

媒であるTBPの舞舞による影響

耐次試験でPuの騒騒に見通しを

を畿べたことであろう︒また︑第

得たので︑第二次試験では除染係

は悪いのを承知の上で種々条俘を

数の向上を属指して︑Pu幾遍上

面の試験の成銀は︑醸

の約菖綴のPuを回収することも

変化させたが︑それでも嶺初予定

これら

できた︒

四日︶に十管簾発蓑されたが︑原

本原子力学会秋の分科会︵十一月

日︶でも

国一炉の再処理試験

研研究成果蟹及講演会︵十二月三

として報鑑される︒

近く第三次

試験に着手

第二次試験の成果に基づま︑ヨ

二次試験を十

たホソト試験で与えられるもので

蔀価は︑この第議次試験をも含め

操作鼓術の考え方に対する総合的

って闘発してきた装置の設計や

の雌蜘に追われている︒長薙かか

けて実施することとなり︑現在そ

二月中旬から四十四無二月來にか

た燃料を用いて︑第

のため︑冷却日数を十日に短縮し

ウ累の工租内における挙鋤を主と

た︒

月︶を翼施した︒また︑旛設の

扇々のうちに過ぎ︑またまったく

する新たに撮起された問題の解明
ホノト前試験︵四十三年一月〜二

らに操作鍛の鍛終舗練をかねて︑

致全性について

成して終了した︒この試験では︑

丑日十一霞には︑初期の圏的を達
施設検査にも合

あまり期待していなかったPu

何蛮もなく過ぎて︑予驚より皐く

格した︒一方︑

も︑予想以上に回収された︒この

審査奮おり︑

使用する燃隅は

な反饗をよんだ︒

験終了についての発翼は︑国簸
IAEAか試ら

一方︑燃料搬入潮解系について

ット試験を開始する運びとなっ

整い︑四十二律度末から待望のホ

以上述べたように諸般の鍍鍛が

放射性ガスの放嵐状況と︑抽出溜

は︑冷却四カ月の燃料を使っての

た︒この試験での主な成果として

であるイオン交換操作を終了し

溶解を開始し︑八月一品巖終工程

一日燃料搬入の上︑六月三日から

とを主疑的とした本試験で︑六月

射性ガスの挙動なども把握するこ

Pの除表の程度︵除染係数︶︑放

は︑﹁日本の再処理技術の確立﹂

とは︑少くとも覇螺再処理工揚が

縮当大きなものであったが︑工雨

3から再処理特認への燃料運搬で

試験とし︑三月二十六日JRR−

日数の長い燃料を少輔解いる予備

かりて︑謝意を衷したい︒

力によるものであり︑この紙颪を

もちろんのこと︑広く外部の御協

るとするなら︑それは︑原研内は

らかの恵味でいちおう画期的であ

る︒象た︑われわれの仕事が︑何

日も皐からんことを祈るものであ

使うべきものであり︑その日の一

本格擬業に入る冤通しを得た暗に

に近い条件で︑Puの回収率やF

第二次試験は︑なるべく設讃値

籾のPu抽出として予想外の大き
JRR13用
と
あろう︒ただ︑いま欝えること
のであるため︑

して購入したも

再処理試験に際

され︑その手続に長柱闘を要する

しては用途外使罵の諮可が必要と

男

は︑政府の安全

しいものとの出購いへの期待と緊

これらに代るものとして︑小流掘

三
等について聞発をすすめ︑一応の

再処理醐発試験黛型

の斜面を切り開いて︑再処理特研

囲途を得たものについて︑仮配響

ものと危ぶまれたが︑異例の早さ
で承諾された︒

は︑実験的検討の結果︑横型諒解

第一次︑第二
次試験を実施

槽とシュート方式により︑搬入機

予備試験に成功

た︒

七月︶にはその土用性を実証し得

篤一次コールド試験末期︵四十年

により醗きかえを得なった結果︑

の繭身である工学閑ホノトケ⁝ブ
建家の根伶りが始象ったのが︑三
十六毎四月︒その後三回にわたる
増設を行なって四十一母五月には
現在のように海側から見て地上鷺
階︑地下一階の建象となった︒豪

この間︑設畷された装躍につい

れた︒

を扱うので︑施設の安全性の確認

第一次試験は始めてPuやFP

た︒

構の不備が解決できることがわか
ったので︑抽出系の髄液方式等と

ては順次作動田畑︑硝酸試験︑コ

離系で除去されたFP廃液︑岡じ たこの間に廃液関係建家も建設さ
く分離︑濃縮された粗U溶液は︑
濃縮あるいは講製などの換作を加

プルトニウムセル操作竃

ールド試験︵未照射燃料を使用︑U

化学的挙動を把握することを主圏

と︑PuやFPの工程内における

後の第二次コールド試験︵四十一

開始された︒翌二十七臼暢︑錆一

的として︑低燃焼度のしかも冷却

いて︑操作︒保守の安全確実化が

隼十一欝から四十二無七月︶にお

虫︑配癒変更︑配蟹の再施工など

この改造工購は︑鱗櫓類の露

た︒

のみでPuやFPは含まない︶を
合わせて改造することにふみまっ
ては︑その解決策を別途検討し︑

行ない︑摘出された問題点につい

丁改造に反映させた︒たとえば︑

実用牲を実証し得たものから︑装

主要蔑置である溶解︒抽繊装置
は︑それまでの漂研における欝欝
的研究と︑ブラノセル報告︵一九

ホソト。・ケープのなかの濤解抽出工程
にして始まった第一次試験は︑新

三十エアリフト︵ポンプ︶︑圧力
ポノト︵バルブ︶エアパルス方式

一〇認．を抽出

ン議

妓衛の確立は動燃の施設で

％

工程・分離された粗Pu溶液を蒸 放射能レベルによって一般排水

脈鋤抽出塔を主休とする抽出分離

蒔

の名のもとに実

最電点的に推進され︑現在
処理試験計画
施されている︒

この割画を簡単に雷えば︑湿式
再処理法に関する工学的知見を得
るため︵高放射下のプロセス︑装
置︑操作技術など再処理技術の開
発︑再処理施設の建設ならびに運
転経験の蓄積︑これらを通じて再

トニウムの回収︑動螺再処理工揚

理麗連技術者の餐成︑研究周プル

八一の訓練などの闘的があるが︑

畏い庫月の間に︑翫画自体の変更

・修正のため︑その麗点も変化し
ている︶必要巖少隈の試験施設を

國魔技術で設計︑建設し︑JRR 主要灘工程の各細鱗や︑管理分

料を試料として再処理試験を行な

嚥

︵Pu︶ウラン︵U︶をそれぞ
処理特研から緋出される放射性麗

プルト一一ウム
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て︑謝画の修正を鏡ねながらも

は︑再処理をめぐる外部偶勢の

による燃科再処理の工学的研究

の繭法について研洗をすすめて

の設立の当初から︑使胴ずみ燃
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る溶解工程・溶
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料の再処理の研究を大きなテー
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13︵国産一嬉炉︶の使罵ずみ燃 析用の遠隔分析設備ならびにプロ

本鼠の燃料極がキャスクからとり
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用地︑核燃料の確保
な
ど

世界フォーラム大

かげたフ蝿ーラム大会は︑米A

力闘発の考え方が葬常にでてい

た︒ソ連は霧記しなかった︒
IFとANSの典催で︑約四千

臼本からは約爾人が拙腐し︑餓

際協力は︑今圓の渡米で醐印す

日米間の賜遼増殖炉に関する園

た︒

が米園より進んでいる懸じだっ

開発は時間的にヨーロソバの方

れおもしろかった︒腐速増殖炉

と炭化物燃料の可鮨性が論じら

ニウムーウラン混禽酸化物燃隅

高速増殖炉の議題ではプルト

会︵一九六八年原子

人︵ニや宥刀国︶が出塾した︒

讐

力平和利用鰯際会
謙︶に出席した田本

月二十一日年

郎動燃購業岡理事長

側代表団畏の井上五

はヤ
後七隠四十分曝航構

で婦国した︒弾上氏
は認蚕会兇で︑世界

AIF側の会舎の進め方はほと る予竃ではなかった︒近いうち

大の滲顕者となり注騒された︒

に調印の遡ぴとなろう︒

フ甥iラム火蚕の印象を次のよう

んどパネル方式で︑各圃の原子

に語った︒

原子力の建設的羅臼を標題にか

付︶

然U約穴十ゾ使用の予驚︒豪た建 要に応じて素図に紺する助成をす

○研究白土局畏に転任させる

︵研究調整局長︶梅沢邦臣

第五回ワー

サー利扇グループ鍔広午後原産

R一鉄鋼粟懇談会

第九園日本アイソトープ会職

キンググループ三日午後原麗

原子力関係機器展承会打合せ四日

正年原産︑驚査会議五日午後早

第二園原巌隼次大会

第二回準

産︑際薬学部門五日午後癒麓

四

薄処理臨塗物

第二十﹇回総合企颪委翼会

働婁員会六野午後原型

日午後蟷力懇語会

原子動力研究会

処理グループ四日年後原産︒

Gの今津①制御榛駆動＆麗を連続

た︒炉の揚会︑年闘約二十鑓の受

翼翼︶ご拶Hリピほh︶U口日逼り弱り語り樋︾薫り纈遡り掴リサ屑Ψ口Mり参り尊高睡VMU箒U廻り一り

西独︑米国を重点に

8＆Wが競争している︒しかし︑

注をめぐってGE︑WH︑CE︑

おり︑一九七二年頃の稼働状況に

さいきん︑軽水炉の発注が落ちて

して︑圧力食費蜜をこの内郡にお
さめ︑③循環ポンプを圧力谷賠の

作動型にし︑②搭納容器を球形に

なかに捲くようにした鍛の燕がみ
られる︒一方︑ジーメンスの揚禽

との慧見も聞かれた︒燃料の分野

よって︑受注の動きがでてこよう

⑦

︽護
は︑儲御難関係の改畏を行なって

ている︒軽水炉開発のための政潤

費でとられ︑残り十億がが核燃料

いるが︑比鼓的WHタイプになっ では二十億がのうち︑半分が濃縮

ECが専業メーカーとして〃炉︒

核燃料関係ではUNCとNUM

メーカーの市揚となろうQ

力よりも高くなった部分につい

黙瞬

コンの段階では︑原子力が石嵐火

援助をみると︑デモンストレーシ

らは麟藍化率一〇〇％となってい

て︑政尉が建設費の一〇一二〇％

買収する梨画があり︑これが成立

いる︒とくにUNCの株をCEが

メーカーに劉込もうとして

る︒これらの建設費と丁半コスト

は非常に安く︑建設費涯KW隠り を田力会観に対して補助してい

すると大きな脅威になるとGEや

る︒コマーシャルペースの段階で

WHの間で感じられていた︒一

約四万五千円程曳︑発罵コストニ

全性の研究とこれからの改艮には

︒ニペニヒ︵一円九十八銭︶とい は政尉の援助はない︒しかし︑安

O

O

O
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灘整下
轟懇

@原縷轡蕪驚灘

ﾕ機

泌購

一鋤心

［

解決すべき諸問題を指桶
通産省は十一月十八日︑昭和四十三年版﹁電気箏榮の現状﹂︵電力白蝦︶を発表した︒このなかで曇霞番はとくに原子力発聡の推

︵郵政雀躍波監理局無線遡膝部
蕎八十踏の婁不霊総が︑米AEC ④A脚RとF8Rの研究開発お

クトとして密雲開発しそいくた

膿めつつある︒このように︑海外

畏︶石川晃突︒

進を強調し︑昭諏六＋年思いでの闘発囲標三千一四千万KWないしそれ以上の開峯蓬成するためには︑①窪地の確保︑②核燃瞬の

電気廓業省の原子力発蹴

ウラン資源確保は現在︑罠間の自

○窟学技術躍務次官に昇任させ

設中の原電敦賀︑東麓福勘一母︑

緯−止木建瓶華懇談会トレー

一1ATRとFBRを国のプロジェ

よび原手炉機器の国産化の推進等
の謎縮工揚で開嬢される︒
わが園の核燃料勝要鰍は︑ウラ

ン精鉱で五十隼農豪でに一万五千

業界の積極的な協力が期待され

れたがこれに対し鱈力業罪と関連

っており︑この処理は工期を遅延 れる︒これに対して︑鷹力黎界は

る︒このほか︑燃料加工︑再処理

め︑昨年十月鋤燃購業齪が畿立さ

すでに長期︑短期のものを加える

あるいは原子力発罐プラント機器

でに十万ショートゾ程麗と予想さ

させるはかりでなく︑爵によって

と昭和五十館豪でに必要騰の約八

五爵ショート・ゾ以上︑六十埣麗豪

は溺発の可龍性を左窃することが

沿岸漁業に対する補償問題が厩立

推挙する必要がある︒とくに最近︑

鵬一号︵四十万KW︶︑関乗美浜 は総エネの讐串王千一四千KWを もに︑その芝蝦︑普及等ぷ強力に

笈期安定確保︑③原亭炉の国産化など今後解決しなけれはならない大きな問題が横たわっていると指摘している︒
同慮轡は原子力発囎の本格化を

る︒

一暑︵三十四万KW︶の建設が最すでによ回るすう勢を示してい

っており︑広域運営の強化などの 盛期を迎えている︒四十三年三月

迎えた館気箏業は懲大な転機に立

あり︑麗気構渠着にとって懸想な

には福轟二号︵七十八万四千K ▽原子力翼壁の関発に俸う認施策

の軽減

悶題について広く述べている︒

W︶と五月に美浜二響︵五十万K

開発に伴う径槻危険負撰増に備え

①原子力発璽の開発に伴う損失

以下︑岡白書について原峯カサ

も四十三鋸朱圏工の予定であった

の国産化体瓢の軍捌確立が推進さ

W︶の廼設が艘象れた︒どちら

れつつある︒

燃料実綾は︑原羅束海の稼働が頽

ンマインズ批との共岡探鉱駆発を

調でなかったため︑使用実戦が藍

主陶な努力で進められているが︑

③核燃糾対策紅四十二蕪度の核

のカ⁝マギ⁝社やカナダのデニソ

イドから見てみると︑概饗は次の

る態勢を郵循することが必襲で︑

とおり︒

門下︑原争力発電開発損失聯備金

那の六十ゾに対し胸ニジにとどま

◇科技庁辞令︵十月ご†二聞

悶題となっている︒

○％を羅保した︒このほか︑米国

▽鰍力施設縄騰十 一無展宋におけ

が︑できる遷り暗雲機器の活用を

る発電設佛は約四千九落六十万K はかること︑園鷹化生難な機器輸

鰯度の欄設が検討されてい．Φ︒

②立地地点の確俣翻地点揃深は

Wで︑このうち原子力は十七万八 入に関する栄圓メーカーの受注鷹
による繁忙のため︑当初の議
千五蔚KW︵JPDR︑原増
欝大東

国の泣揚から総合エネルギー政策

現在︑園丁恥40よぴ建設中の原子 と産藁政策等との調聯を十分加味

海︶︒漂羅は近く英国GE社と本 画を繰り上げ薗工に撚った︒

囲躍美浜︸暦の初装荷用淡縮U約 感発に参懸すること等が必要︒

○原子力局長に配耀換えする

る︵原子力局畏︶藤波恒嬢

力発煙は六茎︑二薗五十一万二千

度から四十一琿慶豪で十六地点︑

った︒四ナ三年展は原羅東海で天 十分な生保をはかるため︑囲は必

に昨鋸来のポンド切下げにより総

の重日を検討中︒さらに他の電力

KWで︑菓電と関凱は三暑機以降 る︒このため題薩雀では三弔六年

して︑適地を趨署する必嚢があ

顯二十一億円の為替嶽益金を生じ

四十二新潟開地点︵北海道︑新

格的な引取り交渉に入るが︑とく

たので︑照十二年度中の英團ポン
会社も誹画を島々含めている︒こ

潟︑悩岡︑熊本︶を巌驚した︒

る︒揚会によっては図自身も探鉱

ド債務返済額に兇禽う金額として

の結果︑五十無には運開規模でさ

睡Mり提︶O

九億円を利益に計上している︒

保に霞めているが︑立地周辺の住

一方︑氾気箏娯着でも立地の確

きの六量を触え六百万KWを超え

万二千KW︶︑東海福 ることが確翼である︒六十隼度に

@原子力産業調査団帰る
通薩省の蚕託で欧米へ派巡された原子力産業諏査団︵山雪︑向

語った︒

麟典襟

鼠斗

糟について頚点的に認広した﹂と述べ︑そのようすを次のとおり

を確Ψするためのいっかんで︑岡坂氏は﹁とくに西独︑米国の禦

國産化推進の観点からどのような政策を度めるべきかーー譜政策

省が原子力燈業基盤の強化に興する麟︑政府の役罰について︑

る鐸鯉と協力をうるため︑きらに

民と開係機関の原子力発鷹に対す

R

坂正男エネ研所長︶は︑このほど帰国した︒この婁託調査は通産

T

安全性の確保に刀全を捌するとと

ボツト・ラボの

M

建設工事が進む
J

原研大洗研究所のJMTH︵45
獅試験炉︶に隣接して︑いま︑ホ
ソトラボの璽設工箏がたけなわQ﹇

このホノトラボは︑JMT沢で照・

われていた︒また科学研究省が発

PWR燃麟体

（選料タ毒）
壌部35円

43
▽原子力発躍開発疑現在︑原繊敦
賀︵三十

霧

謝

鯉．諜

が︑八つのセルの中に取離され︑

射された試料︵各研燃君︑材塩︶

られそうたと藁っていた︒軽水炉

進めている︒一九八○無代の原子

ため︑AECでは秩解ある競輪を ルド社が鉱山から加工︑再処理ま

のアトランチソク・リンチフィー

方︑NUM蹴Cについては親会祉
若干の援助をしている︒

のコストに対してはかなり楽観的

アメリカ翻原子力塵業の発展の

電コストは一・八ペニヒまで下げ

試乗はIMΨRからカナル︵長 西独睦独子力産業は予想以上に

な印象をうけた︒軽水炉メ⁝カー

で一叢した会祉にすることを鼠ざ

さ約六十H川︑濾三麿︑漫さ約六︒

臆開発は数無進んでいる感じがし

の米AECからの払下げがあれは

している︒豪た岡祉は︑濃縮℃揚
た︒軽水炉の薄縁化は着々進み︑

の内容をみると︑AEGとジーメ力産業の蒲場については︑万十鯉

通って運擢さ瓦る︒昭和四十﹁年

引き取りたい轍向でもあった︒

鞭

上五郎氏
億ザが殆電炉関係で︑二十億ザ

@

脚

ジーメンス︵PWR型︶とAE
Gの両社は米G猛︑WHから邸♂の規僕になり︑このうち叢十
ンス

c轡蝋蝋欝継

馨罵

ﾀ熊

三菱原等カ工業株式会社

層
求@【

謙翻 撫

蕊菱化工機株式会

！騒

点が注目されたQたとえば︑AEが捗燃料関係との予想が聞かれ

鐵

1

魏

脚

世界フォーラム大会の印象

︵BWR型︶の二合が六十万K
Wた技術をさらに改糊している
勒し
売をれそれ黙設中であるが︑こ為

糊郷

灘幽

匿
一
脚

その他燃料

子燃料

25力国4千人参加

光月来黒光で︑来奪七月完成の予

馬

定︒縫工曝費約十二惣円︒工事は
胤細が鋤負っている︒

繍

一轍

譲菱金属鉱業株式会社

冨

セラミック燃料
合金燃料

三菱電機株式会社

@
力を持ち︑臼本とくらべ原子力発

向坂正男競

@
@

三菱重工業株式会社

@
二梼で︑ステンレスで内張り︶を

照射後テストされるところ︒

即

日

行

麹、

尾

9
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世界初の直接脱硫装置に挑戦して1年
引くてあまたのミナス原油
集 2．共石をめぐる民族資本育成論

3．海底に眠る7，000憶バーレルの石油

G1の運転休丘は大規模なG

蹴力供給もG1である︒

2︑G3のプルトニウム製造にく

っともG1は運魅を休止してもシ

らべて採算が悪い紬果である︒も

製造のセレスタンーとセレスタン

くの運転の後廃簗された︒G1は ンボルとして破出しないで残され

2に配置癒換される︒G2︑G3

輸出するがその運転に必要な窮水

八ヵ月という短朔闘で建設され︑

もいずれ数ヵ月後に運転を休止の

一九五ニー五三駕に設謝され︑十 る︒G工握嶺の職員はトリチウム
難航しているので西独内に年間生

ランスがレガーヌ︵サハラ︶で六

五六年一月盛装臨界に達した︒フ

入手で米園の腺子力庁との交渉が

ている︒米繭との交渉では魏水二

フェニソクスに別掲転換される︒

予定で︑その職員は蔦速中性子炉

産二百ナの蟹水工揚建設を検討し

二年二月十三日鰻発させた売初の

氏はズケズケ物を欝う方だ

批判︒

る環境がほしい﹂とチョソピリ

を持たせ︑使命感を燃え立たせ

原爆のプルトニウムはG三で製造

の政策誤畏になった

科学技術庁原子力局

百五＋ないし一﹁薔ゾ買入れの予簿

一
C

だが︑二型が捉会している一華二

り
観

やすお

が︑﹁何しろ原子力になると︑

大阪保男

おおさか

を見に行き︑にわか勉強をはじ

まだ塁礎がないので⁝⁝﹂とは

一
十一月十五日付でこのポスト

披露Q

めたんですよ：⁝しとの秘謡も

が︑原子力研究に隔を入れる慧

﹁貧密の鑑のはげしいインド

学科卒業︒二十二駕四月通産省

昭和二十一年九月菓北大法文

がゆそう︒

ドから婦国したばかり︒インド

についた大阪氏は︑十三にイン

大使館で経済担漫事箏宮として

力局賠償業務課擬となり︑翌嘩

外務雀へ出醐︒アジア局賠償野

イン課長をへて︑叢十八年七月

鋤通産局総務課長︑通商局デザ

固趣にタノチ︒三十五年七月広

ム鉱を目的とする︶などの法律

正する法律︵ウラン鉱とトリウ

頃︑鉱山局で鉱業法の一部を改

子力ブームが始まった三十一年

魁力局に入る︒わが国最初の原

約三年四カ月賠償問題をはじめ
日印の経済交流のために活躍し
てきた︒﹁だから︑原子力の方

はズブの雨滴で︑目下︑勉強

璽点施策の資料がどっかり︒鰐

中﹂という︒侃の上には来年度

課長の牟田口氏とは通産借での
岡期生だから︑業務の引継ぎも

﹁海外にいると︑とかくB 原爆契験の影響等もあるが︑イ

インドの田本国大使館に派巡さ

気込みは相盛なものだ︒中共の

ンドのナショナルインタレスト
ゆ
は国家利厳の優先だ︒そして妥

きわめてスム⁝ス︒

協がないですね︒インドの官僚

れた︒

︵M・1︶

人と二男︒満四十四歳︒

趣味はゴルフ︒家踊は京子夫

業学課畏︑三十九奪五罵経済協

て︑これから原子力赦策も国民

せがっくが︑この見方を生かし

あって︑霞分らが国を動かして

組織をみると︑役人に自主性が

本について客観的に物をみるく

いう︒だが︑﹁実はね︑私がイ

いるのだとの自覚を持ってい

：

覧ゴ﹇ヨ7画可盛﹇ぎ崩酌置≡︸三論嘱三一一ゴ扁工手忍ヲ一画一凋鯉脚 唱き一轄遜即三導闇＝画7闇判

米国をはじめ手本を含めた各国の政府機関・国際機関・学術団イ本：・公社・民聞会紅及び

ノ∫瓢璽一三二一一一医曜＝蕪ぎ臨魍．一一一ぎ二匿聖一憂＝⁝穂琶一一⁝ぎ蝕瑠浦一⁝ぎ﹄⁝㌔盈﹇﹇三二︸脈

Y・τk）

百五十が︑夜は五謎先で見える光

1。二一サルファ石油の確保

されたものだし︑西欧諸囲最初の

特
経済全体の上から考えたい﹂と

る︒この点︑もう少し日本の窟

（入荷発ii雪中）

月二十二臼から八月九日まで修押

受信できる超畜波を狛隠してい

と千八丙五十二凝︵一海里︶先で

イ毘齪

批︶がCSF︵無融会社︶の協力

十彰︶の製造を醗画し︑これを鳴

フランス鍛初の鋤力頬マルクー

iフランスー

マルクールG一を廃棄

高すぎると認めている︒

八・五〇がという価欝は西独では

跡月刊

ロシンポジウム

ンドで政策課長になるとの話を

科学技術関係データ・バンクの内容とシステムと
その活用扶況を網羅するディレクトリー

仏の原子力発電
難から三十一日蜜で頒圧綾鐙が故

八月に二億七干KWHを供給 のため運転休止︒豪た八月二＋七
フランスの諸原子力発彪駈は八

︵療子力庁︶の支持をえてSNE

るQ マルグリート∬ はCEA

誌蕪
禰愚

CMA︵団有航箆殆動機製造会
をえて製造した︒フランスはさら

落して運転したが︑八月二重三日

⊥四独−

重水工場建設か

12月号〈発売申＞A4判・380円

ンに三＋芳七千KWの璽水炉を ルのG工は十月十五日︑八三間近

疲独のジーメンスはアルゼンチ

ﾋ

聞いたとき︑急き．伽トロンペイ

駐

轟肇響響縦鰐1籔紀伊國屋書店総出1513141。131

@

船躍

機

止︒その後出力を二万二千KWに に強力なアイソトープ発売機︵二

器の漏洩で運紙を八月八日まで休

モン・ダレ聾七月十二B黙交換

している︒

月中に二野七千二百万KWHの電醸して運転休止︒その後は核燃料
の欠陥で出力をヨ十五万KWに落

の通り︒

各発電所の内訳および状況は次

覆債給した︒

寧⇔氷O寧O氷O山小O塞O塞O京O京O承0 ︑kりkO敷O諏︾R︶k︶Kり顎︶諏︾k︶︵︶︷︾︵︾︵︶く︾く︶︵︑

α歯 貯 総 工 費 は 二 三 〇 億 リ ラ
もに核燃料エレメントを導入で

孔三ぶを備え︑測定装置一式とと

︻パリ松本駐在画︼イタリアのCNER︵核エネルギー委員会︶ も形成できる︒他に炉心部に挿入
はこのほどアペ一一ン山脈中のヅラシモー系に執出力＋一万六千

している︒

瀬漏園開発に使用することを換馴

で︑原研副理事長に就任した村田騨

帯100

東京都千代田区

胞窟工業新綴7雑
｛覧231一？1三1

大手町1−3

再び故障︑運転再臨は明無初頭の

浩残を︑新脚会長に迎えることを ⁝

海外資源開発の問題点
エネルギ

る︒これらエレメントは一次園路

シュ⁝ズ凸内を点検中だが︑

九臼正牛から原熊会憂室で役員会

決めた︒

⁝
⁝

パリ松本駐在最発

予是︒

暴

0703⑪．198．915．50

熱遮断慰の除去で出力を港す必要
はなさそうだっ

フランス初のアイソ
トープ発電機が稼動

を開き︑昭淘四十三駕度上半期の

炉嗣タ：ビン発鷹機の国塵化につ

ヤ時から﹁隅黒鴨用核燃

鴨黒1

で冷却される︒試験は静止暫定状
態で行われ︑試験部分では数個の

捧の懸接も可能だ︒高速炉でFF

と︑英國もこの計画に参加するだ
ろうといわれている︒

米国のB＆W社︑カナダの原子

力会社︵AECL︶およびAEG

が運転霜

フランス初のアイソトープ発病

機〃マルグリートH

シノンー11号炉の核燃料取出し めている︒これは海洋糠識で地中

五雰移︑○・五畷の躍力に転換さ

役員の異動については︑良下部

どについて三選した︒

ことを惹く要墾する︒

ては特別の財政描躍を欝ぜられる

るとともに︑これらの纂業に対し

体謝の確文に万金の対策を糊蝕す

止︑九月九日に再開︒3層炉は七 れる︒海洋潔識は円簡型で鐡薫四

するζと︒④上認灘項に園連して
必要な法篠改正を行なうこと︒
▽地帯整備と地域開発一1政客は

原子力施殴周辺の環境整備と三災

東海懇談会が役員会

業務概況報告および︑役員異動な

いて︵粂野撃三韓ほか二人︶﹂︑

滋削副会長の原研円理箏長退錘

期展望︵脇坂清一氏︶﹂︑十三時

束海原子力懇識会は︑十一月十

から﹁一九七〇年代の研究頗①パ

十五時置ら﹁原子力発電駈の安全

胃

ルス中性子炉②葛熱理性子藁炉③

8会場

性と立地︵内田秀雄氏ほか二人︶

秋元勇巳氏︶﹂︑士中置から﹁ト

十一時から﹁半灘体検出 料の将来と問題点︵菊池武雄氏︑

雄氏︑戸田憲郎氏ほか九人︶﹂︒

化学研究炉︵浜口叢叢残︑八剣達

B会場

器︵阪井野次氏︶﹂︑十銀隠から

一氏︶﹂︑十四時から﹁核融含研

究の囲標と環状①核融禽炉②核融

十時から﹁舶 合研究の現状︵記田露夫氏︑宇尾

o、nてow

KW ︵ 最 隅 出 力 十 四 万 KW︶のナトリウム冷却嵩遼炉PECの建
設を決めた︒

PECはイタリア柳の雲速炉施独立の冷却回路申に納められる︒

独の原子炉メーカーの動きが注目

計画

では六〇〇渡Cとなる︒三ループ イタリアが始めてである︒

リウムの温度は四五〇度C︑昂覇 T鶏計爾方式の行き方は欧州では

各独立の三圃路入口におけるナト
設で︑ 米 国 の F F T R 計 画闇様高

切るよう設計されている︒このた

速用核燃料試験尋行なうことがで

韓国の澱初の原子力発醒所の建

韓国の原子力発電所

の構
めENーグループのSNAMプ
ロ造は変形可能で一個のル⁝プ

ジェソティと工R王グループのア
ンサルド・メカニコ・ニュクレア

ーレがグループを構成し︑建設に

されてきた︒

設をめぐっで︑いま米閣および西
はSNAMプロジェソティが当

龍脳られている︒完成は一九七三

る︒総工費は約二百三十億リラと

一方︑西独のジ⁝メンスはこの

この発畿所は鍛気出力約50万Kは更訂しない︒

PECの炉心は試験部分と開発Wで︑一九七四年に運転開始の予
計画にとくに強い関心を示してお

隼の予定︒

定︑釜山の近くに建てられるも

海のカンス沖禽に設躍された︒エ

部分に分れる︒一次圓路における
の︒また︑同規模の二番目の発鑑

り︑PWRの建設を卜し入れる予装撰作業は六月十五日開始︒八月

ナトリウムの温麗は炉導入部で三
アメリカに発注されることにな

定である︒

が握供した六胃五ナキュリーのス

所は︑一九七六年に完成の予定で

ネルギー源はツクレ原茅力研究所

ある︒朝鮮購力会社の沼きに臨じ

れば︑米輸繊入銀行からのEX王 2暑炉は八月一一十六日核黙寒駅獲

う︒

M︒
の慢款が利用されることになろ 破損探星羅の点検のため運聴休
米園のCE社︑GE社︑WH社
豪た︑伝えられるところによる

験用ループ三から構成され︑各ル
ープは置径欝︑卵︑高さ九萄ドで︑

全国原子力発電所所在市町村協議会

来年二月十六︑十七田の両日︑東京・虎ノ門の園立教曹会館で照

来春開催の仮プログラム

原子力総合シンポジウム

礁鴨鰍繍難曲鎚藤舗膳舗男雛麟嚇

全国原子力発羅所所在布町柑協
議会︵会長︑矢部知葱炎敦賀市長︶

は十一月二十一日︑科学技術庁︑
通産省︑原薩など関係機関に対し
て︑原子力発贈厨地帯の蟹全性確
保および整備開発に関する陳彌を

おり︒

行なった︒陳傭醤の内容は次のと

トロンチウム90でその熱は薔二十

十五日完了したが︑二士装醗の故

七五度C︑二次回路もナトリウム

るのは黛原子炉メーカーである︒

陳で運転再開は十月十五日からQ

試験部分は約菅㍊の容檀をもつ試

冷却︒最後の冷却は空冷である︒

沙巳）仏電力公社分（ベルギー分を除く）

﹁原子炉耐圧部の破壇に対する安 リオキシメチレンの昭射︵沢梛正
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僚機構でも︑個入に資任と権隈

く日本総代理店〉

雄開

正清

水川
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水清吉

圭目
︑マ

社店
本支

名古屋・大阪・広島・高松
下聞・金沢・仙台・札幌

L愈酬aてd

にあるバーバー原子力センター

大学等の主要な科学技術研究機関の情報センター約240について，そこで使われてい
るコンピューター，入出力機器のハードウェアおよびソフトウェアなどの主要な使矯
目的，あるいは鑑積された情報のテーマや内容・機関の利用法欝を詳しく収録します
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光治氏ほか四人︶﹂︒
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胴炉開発研究の現状︵ズ島正幸氏

，

巨
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1968年1−8月

1968奪8月
ほか三人︶﹂︑十三隠から﹁原子

邑

本原子力学会︑日本放射山岡位元素協会︑日本物理学会など三十四

関連学協会共催で第七回﹁原子力総合シンポジウム﹂が彌催され
る︒同シンポジウム運営委員会︵安藤良央氏︶では︑い豪プログラ
ム編成などの箪備を進めているが︑このほど仮プログラムが作成さ
れた︒本プログラムが作成臼されるのは牽二月上旬の予足である︒
十一月下旬現在の仮プログラムは次のとおり︒

熱諮郷鴇撫蟹錘臨甥蛎輻瑠鵬灘賜

▽安全性の確保1一政府は地域住

民の安全を羅保するため︑次の措

齪を誕ずるよう強く嬰墾する︒①

原子力施設踊躍の蟹騙可に際して

は︑関係地方公共団体の長の憲見

を聞くこと︒②国が実施する原子

方公共団体へ蓮絡通報すること︒

力施設の安全性確諏状況溢蘭係地

＝二二＝
隣盈
即
二二・昌
二寵隣
ρ國龍
篇の＝
：■｝
剛二翻叩
吊 餌偶二胴
o 二二閥二
幽

閲

蕾

●
鼻

闘 醜齢h閲

二：：二隔隔
塁飼二邑
触二醇
の
＝＿二

葡 畠
畠
【

禰

柳

隔

ρ

篇

．御 擢 脚

■

晶

霞

騨
鮪齢：
嗣髄 旙菖
甲．櫓 5 剃 縛

鷹鼻＝：
：二

ρ

卿顧
． 冒 ，・ 冒響
冒
開： 曽

胴 陰
冒・聡：
冒
曜

「

國 ・ 冒
曽噂

魑 ￠
冒
魑7 o鱒
嘘
闘 騨周
，
葡一
野顧

：蟹●圏
冒噂＝暫
署響
層＝
口
國 マ．騨
r冒
♀I曽

・冒

P03．9
P05．2

70
2号 @20G
3号 @48G

ｭ 電 崩
シノン1号

@〃
@〃

短
尊

発 電 還
i函万KW）

醗ヂ臨舷滑

力（MW＞
出

力
子

隙

（2）

第453号
第三種郵便物

新

昭和43年11月28日

三
新

業
産
フ
ブ

子

原

隣

＝

一窪燭6憲

おり︑西ドイツ︑イタリアが穰極

電の組み合せの可能性が見てく

ガスタービンによる発躍−蒸気発

めなければならない︒

プを打ち出すにはもっと研究を進

出されてきた段階で︑最適のタイ

れ︑豪にFBR開発にも稜極的に

の一つとしてHTGRが注闘さ

流体に液 いま磁界で原子炉の多閣的利用

体金属を使用するので︑導躍率が

乗り出しているので︑この密聞サ

溶融金属MHD発躍

る︒

皐い流蝋を必要としない︒談た主
イクルの研究も行なっておく必要

高く︑ガスの浮島に比べそれほど

いる︒しかしこのタイプは最近編

として交流発電に颪が向けられて
がある︒

十一月二十二日正午より午後三

ど︑アメリカの有

政嗣帽このほ

四千万鰐︑年間亮上げ渇約二箇二

ワークス社は︑蟹本金約二十四慰

マリン・ク環ソト︒ケミカル・

製造︑発死元はすべて鈴

化学と

資本金五千万円は︑マ社が五〇

することになった︒

％︑錦一製薬は三五％︑第一化学

十四億円で︑米圏でも大手の賑薬

ら各四名が就聾するが︑代表取締

蘂品一五％で︑役貫は日米双方か

ン・クロソト・ケ

品製造会祉であるが︑とくに放射

力な製薬会社マリ

ミカル・ワークス

会社である第一化

践︶およびその子

品の製造︑加工︑販売を行なうも

社のもつ技術により︑放射線医薬

ープ研究所は︑マリン︒クロソト

新設される第一ラジオアイソト

十七業樫︑五〇％︵折半出蟹︶の

は︑外蟹取得率一〇〇％のものが

注︑現在︑対内投資の自由化で

務開始は明春から︒

は今年中に予驚されているが︑業

兼伍が重慶されている︒剛立総会

役には第一製薬の石黒武雄社畏の

登臨蘂磁については︑アボノト社

学薬品︵社長篠田

ので︑当颪製造工揚は第一眠薬

︵露岩石黒武雄 に次いで第二位の地位にある︒

祉と︑襲製薬

浮三氏︶が設立す

および第一化学薬品からその一

ものが三十三業極禽勤認可の対象

る舎弁会社﹁第一

ラジオアイソトープ研究所︵資本

となっている︒これらは国内薩業

号炉解捧を了承

がって今後︑新会社と第一化学薬

部を借り受けて行なわれる︒した

ている︒

に比較蘭懸の少ないものとされ

ﾜグループが原研と懇談

金五千万円︶しの設立を認可し

品︑第一化学薬品が標識化合物を

品の業務分担は︑新会社が医藁

四年麗五〇％︑四十七年二七〇％

者らは︑何年闘もの経験卒・稗んだ

う﹂と語る︒

しかし︑原研から鋤燃への引き・
つぎがうまく行なわれているとい⁝
っても︑土地の賃借料や両者で使

選はれたのも︑両者のパイプ役を

に入口を構えている姿は︑窃妙な

を進める原研と鋤燃が︑それぞれ

敦賀発立所の見学会を開催する︒

す

だったとか︒

は︑みなここに

テレながらもご満悦のよう

畷のヘノドテーブルに招かれ

長がシーボーグ氏と並んでヒナ

人にのぼる大夕食会では井上団

は大へんなものV内外関係嵩千

本の代表団に対する敬慧と懲謝

議を馴き立ててくれ陀﹂と︑日

こんなわけで米四二も﹁この会

からの四百名の実に雪輪の一V

き離し︑海外参舶者二十五上国

数名と︑西独の合計五や名を引

参舶は︑産業界八十名︑学界十

集豪つたVところで日本からの

名のある人

府︑産業界︑学会と︑およそ

主要メンバーなど︑議会︑政

め全委員︑合岡原子力叢員会の

A湿Cのシーボーグ委舞長はじ

筋の隅の入れようも大へんで︑

り︑大成功たったVまた米政三

懸雛難
定員11五十人︑参加費紅一万

円︑申し込みは十二月五二窪でに

サービス肇業本部まで︒

束京都港区新橋一の一の十三原鷹

﹁原子力利用展﹂
静岡市塵粟会館で開かる

中部原子力PRセンター主催の
﹁原子力利用展﹂が十一月十三β

騨

る関心も引く︑折から中部醒力の
原子力発電所が浜岡に建設される
訓画もあるので連日多数の自学巻
が錺れた︒

．

第一暦︒

自動認可

た︒これは昨年七月から〜部業種
3︑4屠炉の利用でその舗嚢を販
について実施された対内二二私募
自由化後の

当量に稼働率をあげる︒⑧JRR

上での︶処分したい︒②JRRl

落研所長︑岡川附副所長︑同宇野

行ない︑研究炉利用の予測還営利

業界︑学界に対し︑アンケートを

なお︑皇猷においては︑合後産

ルス炉の設認が検尉されている︒

研究炉響理部長ら七四と︑﹁原研

落するので︑それ以外の照射にも

す﹂と語っている︒
いま︑一番原子力関係者の聞で

果すためでし︑晒う︒もともと動力

富霊急難業謙試菖融

開発進む舗HD発電

見ているようだ︒

大規模な実験袋羅の計画も持って
いる︒ほかに英國︑フランスが取

ど手をつけていない︒

について懇談したQ

日本原子力産叢会議は来たる十

美浜︑敦賀見学会

使濃霧轡畿雁裟噸項等を調査山刷ること

⁝1は十一年間還転され︑再結合 鍵盤は薄められなかった︒

ているが︑何んといっても混成部

スタノブは有能な人たちをそろえ原研の研究者が中心となるでし

技術者は﹁とにかく動力炉部門の

から十九田まで静岡市難業会餓で

慕触媒の王化現象が見られる︒な

動燃事業団という小さなカンパ

また︑新しい揃喪具について二月十二︑十三日の闘臼︑第三回

のなりの開きがある︒しかしこれ

常盤線の水戸駅から東南へ約十

ンを右へ遡り︑松林に沿っていく

開催さ九た︒当地は原子力に対す

五菌㌶︑風光明月な大洗海岸で︑

ち含っている︒

ち技術者四人︶が︑遮日工麟に立

壌務所があるQ所長以下十人︵う 隊︑チームワークが一番大切で

鹿島臨海工業地帯に遡ずる国道51 と︑プレハブ式の動燃欠洗駐在鍛

大

匝線を右折すると︑東海村につぐ

があるQここは︑原研が材料

第二嚇の原子力研究センター

洗

ているが︑今隼三月からはJM田 癖との関係た︒駐在員箏勝所概に

八田を集めているのは︑鋤燃と原網する水利催︵那珂川︶の問題な一

Rのすぐうしろでα一γケープの なった川上さんは︑原研から出撃

試験炉︵JM思R︶︑Rーセンタ土地の造成は昨年からはじ豪っ
な夢をいだいているところ︒約薫

ー︑動力炉開発の星地として大き

第二の原子力センター訪問

原研︑動燃が背中合わせ

した入で︑蘭は原研大洗の副所長
建屋︵岡組︶が着工︑つづいてナ
ほとんど民有地で

三士二万平方綴の広大な罵地は︑

原研が地元と折衝
を璽ねて確保した
が︑いま︑ここに
動燃緊業団が約五

癒設︑ナトリウム構造機翼試験塞

炉開発の慕礎は原研が進め︑この

︵M・工︶

︾

が解決されれば︑MHD発露お
i一両葎は運転も可能だが︑2︑ は︑すでに明年腱予鉢に二階学歴隅の闘電美浜原子力発電所︑原蟷

体であるガス温度︑圧力などに

現状ではMHDとガス炉との流 球面の聞題としては︑①JRR でも了承しており︑産巣界からも

言意はAGRを考えているが
﹇︑状について次の輻告があった︒

イツは自臨で開発したH﹈⊃GR︑ 康ず原研側から研究炉開矯の現

原子炉との結びつきは︑西ド

R−1の遮転停止に伴なう闘魑﹂ が︑二︑三年涌きには罷璽も一段

および溶融金属MHDにはほとん研究餌の利用︑運営ならびにJR 一4は︑遮蔽笑験専朋炉である

り組んでいる︒臓本はこのタイプ

五グループ代表者は︑原研中井凍

収できるので︑麓業界に異存がな

で開発が進んでいると言える︒

石田三菱膿子力工業常務ら六名の

け酒ば解体︵法主的な取り扱いの

材料の覆時間以上連続運転での
耐久性に若干閤題があるほかは︑

国費とスタソフを勤書し︑さらに

五〇度Cの作動温度を得︑多くの 定例五グル⁝プ懇談会において︑

の燃焼ガスを流体とする闘放サイ
クル︑原子炉との組み燃せ︑とく

W以上︑酉＋疇間の連続運転にも

クトとして取り上げられ︑五箇K

い︒日本は通産省の大型プロジェ

イクルにはほとんど手を即してな

クルに全力を注いでおり︑闘放サ

薦ドイツは︑後で述べる蟹閣サイ

の遅続運転の計圃を持っている︒

少されたが︑出力上昇︑長時間

米國は資金面から聞発規模が縮

〇年には運開の予定だ︒そのほか

トの設劃に織手しており︑一九七

発隙の組み要せによる発電プラン

KWMHD響町と︑五万KW蒸気

例えばソ連では現在︑二万五千

を固めている︒

イロソト︒プラント建設への基礎

に高温ガス炉難TG逸︑AGR大讐
体順調に開発が進んでおり︑パ
のガスを流体とする蟹閉サイ ク
ル︑高速炉の冷却材︑港融金 属

形式に大劉でまるが︑各々の 構

を使う溶融金属MHD麗麗 の 三
造︑機鮨には大きな濫いがあり︑

る︒

当然その開発方法も異なって く

各型式の選択は︑その國のエネ
ルギー事幡︑技術レベルに適した
ものについて研究しており︑かな
り畏期的な計画のもとに関発を進
めている︒そしてこの三型式のう
ち最も研究の進んでいるのが開放
サイクルで︑次いでガスタイプの
密閉サイクル︑また溶融金属につ
いては最近注隅されてきたという
成功しており︑米国︑ソ連につい

段階であり︑各国ともM11 D 発 電
このように瀾放サイクルについ
ては︑かなり研究が進んでおり︑

すでにこの研究開発と併行して応
用分野の検討がされている︒今考
えられているのは①大規模ピーク
負荷に用いる②直流戯力が必要な
工業への応屠⑧高漁作動による化
学工業への⁝酸化蓼素の利用④石

屠などである︒

油化学工業で生ずる嗣生頃油の利

だった︒川上氏は︑﹁今後の閾題

し︑新型転換炉と筒遮増殖炉の

トリウム流動伝熱試験簸の建屋

開発のためにJFER︑A田8
︵満水建設︶︒照十三鰯度は︑A として︑なんといっても原研と動

これ†万平方綴を賃備

は流体ガス温度が開放サイクルに

の工事が始康るが︑これらの建麗

伝黙鼠験簸の建屋

写爽は工窺中のナトリウム流動

感じがしてならない︒

大洗の敷地に︑同じ原子力開発

ープ等の施設を建設しようとして

工禦の入礼が近く行なわれるとい

どはまだ片付いていない︒

いる︒全てこれらの計画は︑もと

TR工学試験棟︑A冊RC安全燃
盤の協力関係︒私がここの所艮に
ンなど希ガスを使用しなければな

良くするには︑ヘリウム︑アルゴ

でここに新しい研究施設を設弔し

もと象海獺がいっぱいになったの

で土地も購入した︒それが︑鋤燃

敷地内に研究施設を設附する討圃

の鷹子鐙度の不安澄性を解決すれ

・

らない︒逆に論えば非平衡状態で

態にあり︑千曳C位で発電効率を C︑ナトリウム試験設備︑薩一γケ

比へ低く︑従って執的に非平衡状

密閉サイクルMHD発蹴

無試験炉についての調査費が自求
2︑3は利用設備を整備し︑四十
されているが︑高中性子束炉︑パ

MHD発羅と言っても化石燃料 開放サイクルMHD発出 電檎的で︑西ドイツでは︑AVRで八舞まで︑原産において開催された

講演の要雷は次のとおり︒

授が︑﹁世界におけるMHD発蹴の現状と絡来﹂について講演した︒

子力産業懇談会を開催した︒岡日は︑去る六月謙産が派遣したMHD発汗翻査団畏の森簾央東工大教

田本原子力産業会議は十一月十九日午後一聴半から︑東京・丸ノ内の日本工場町並蹄で︑第九回原

原産懇で森調査団長が報告

一一

の実用騰期は大体一九八○薙頃と

謙︑・

轡・

第一製薬がマリン社と共同で

う︒

に引きつがれたもので︑そんなに

ようとの構想を進めていたもの︒

設備の計画も変っていない︒だか

夫

信

田

横

東京（蹴）5311（大代表〉

レ』

ば︑原畢炉からの冷却材ガス温度

いま︑田道51易線沿いには︑原研 おける工畢は︑東京本部の科学的

ら︑ここの施設にたずさわる研究

このように動燃事業団の大洗に

進められている︒しかし︑現場の

管理の﹁パート﹂に従って心々と

東京都新宿区角筈2丁目73番地

ｰ

でも︑効郵良い発電申磐行なうこと

こ動燃の入口が北と南に別れてつ

取締役社畏

o
くられている︒

欝

灘

国
Q

原理的にはかなり研究が進んで

顯舞

鱈駆属

が出来る︒

藤滋・

二二

一

皿

曝
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原子力
第一船
本州の簸北端︑一一ホンザル櫻息の北限といえば︑膏森梁の下北半騒︒あたかも斧をふりかざしたよ
うなこの半隅には聡細な半腿半漁を営む寒村が多く︑交通網の発達もまだまだ︒秘境といわれるこの

地1むつ布田名部の下北埠頭に︑時代の級先蠕をいく﹁原子力﹂が登場したのは昨年九月のこと．日
本原子力船開発寧藁騒︵理齋畏佐々木周一氏︶が︑原子力第一船の定係港を建般ずることになったか

巳︑現地を跡れてみた︒︻V・τ︼

らだ︒あれから一錐有余︑定係港の建設工轟はどれほど進んでいるのだろうか︑懸者は娩秋のある

建会社・大湊鑑識が埋立て造成し

の兜鞍部約二万四千坪︵八万平方

たもの︒原難事榮属の敷地は︑こ

劉晒した︒

人口四万四千︑年閥予郷約八︒

二箪線の未完成鋪装道賂が煽頭

臨港道路は
今年末完成

ることになっている︒

齎︶で︑ここに定漁港が建設され

八懲円のむつ市は︑昭和三十四隼
九月︑旧大湊町と旧田名部町が合

の要港として栄え︑一軸は人口七

併してできた︒大湊はかつて海軍

線の終溢・欝森

無︑本州鉄迫幹

北本線で約＋時

上野駅から葉

地元は将来へ明るい表情

順調な工事の進捗

鰻
風場歩
鼠手消の野辺地

万を擁した新興の町︒田名部は爾

駅で下車︑大湊
線へ粟り繊ぐ︒

部盛岡藩の代窟飯があった聞屋
中央部を真すぐに貫いている︒か
つては砂とドロの懇誠たったが︑

購業団の協力を得て︑今年八月か

定籍港総懸を機に麿森県が︑原船

ら舗装工購に庸籍している︒隼末
には総工口約千九頁万円の立派な
臨港道会となる予斌︒

道路に沿って︑右手には石炭と
木材が山と酒豪れ︑鉄道引込線が

薙六月から工懲にとりかかってい
る︒旧岸壁の一つ昂改厄して新設

〇〜七〇％を終えている︒﹁途中

されるものだが︑今では工灘も六

で﹁部設計変更があったが︑工程

でい豪す﹂と︑義島建設むつ出張

に大きな影腰はなく︑順調に進ん

所長の佐久間さんり

敷地内には︑鹿島建設の漿務所
となるパイプハウスニ棟が特設さ
れ︑所長以下総勢十万名の職員が
設計図あるいは工程表と取組んで

凝︑鎗聖壇鷺ナという︑建纂蚤材

さ二十二堺梼︑一枚の長さ二十五

している︒岸壁削面の鋼矢板は厚

函の安全性を一厨高めた︒

かして設計を変更︑クレーン支持

陥没したことから︑この経験を生

が︑十勝沖地震で属岸慰の一郡が

﹁摩山桜面は︑約五㌶の麟で︑

鞍

は︑﹁当聴にやぶからぼうのよう

所﹂がある︒今年一月︑現地工群や

繋船事業団の﹁むつ帯畷石皿細務

さらに約千五翼麿ほど進んだ研に

この芋頭入口からもと来た道を

半晶が︑これで脚光を浴びるなら

だ︒一方︑﹁忘れられている下北

た﹂という反対著もあったそう

ンのかわりに聾饅頭をもってき

むつ市買を釧えさせた政府は︑パ

長娚経済鮮碧をたてた蕾庸県は︑

はと願っています﹂と雷う︒

定係港がむつ市発展の契機になれ

反対薔は一人もい許せん︒むしろ

の保てることがわかった︒今では

ていくうちにやり方一つで蜜全性

パイプハウスが︸棟ある︒ここに

この購高所の後ろ側︑約二十溜

鎌

︒騰嘱

関として︑むつ市発展の契機をつ

くることは閥違いなかろう︒

に端を託している︒従来は全国

法は機器の翻発と共に混織し︑

更に環境物籔中の放尉能測定

であるという研究などがあった

におよぼす影響の複雑性が醗ぜ

の水塵生物への濃縮や︑摂取

多様性や︑これらルテユウム鵬

射性ルテニウムの化学的形態の

れる︒即ち源洋に放出された放

鍛として︑﹁放射線照射による

た放射線利用に対する秘極的施

か持たれ︑わが国の立ちおくれ

家た他に二つのシ・ポジウム

などの重娑な発嚢がなされた︒

紙紙紙紙

印刷

22■1

蘇懸︑

としてはわが圃最大級の警士︒そ

は原子炉が赴いため︑水深が八耕

解す﹂と︑佐久閥さん︒原子力船

すでに水深八鱗窪で漢藻しており

犠鮨七十五ナ︑走行塔型ダブル

慎重を期したという︒

れだけに︑打込工聯の時はとくに

リンク武クレーンが移動する所に

萌諾約二蔵五十一三百緒豪であ

は必要︒そのため興起では岸壁の

り︑欝欝勲業団は訳無度にも本格

は︑内径約六十警檎の円筒型基礎

いる︒当初の設計では︑この蕪礎

陶な凌藻工饗に讃工するQ

クイ八十㈱本が打込みを完了して

クイは七十本打込む予定だった

大半の市民は納得

象た
︑といった感をもち︑反対す

な謡しに驚いた︒婦連にも
か

地元連絡のために藤里されたもの

結構た﹂という賛成論もあっ陀︒

下北地城の開発︑とくに企榮読致

る人もあった︒だが︑調査を進め

で︑木造一階建の小じんまりとし

竹内軍士認知獣と河野むつ市長

や戴塵籔興を稜極化するとともに

安全性へ の理解深まる

は︑原船窮業団の特命を受けて港

た改造家屋︒十畳ほどの︸室が懲

附日たった︒

が受入れを表明したのは十一月十

いる︒その襲には︑門札に﹁日本

泌建設の専門家が需駐︑各藩工纂

務所となっており︑岡事業団の調

港鷺コンサルタント﹂と瀞かれた

の︻お昌付役﹂をやっている︒

査役︒下川速水茂が女子署務員と

酌な環境物解語の放射能レベル

般に踏襲され

＝二＝一＝榊≡＝⁝一一＝騨一一榊噂＝儒≡﹁＝＝＝＝口§＝＝層濫一三17

ある◎今後の原子力商船隠代の玄

将来への夢を託し︑明るい衷讐で

元民は︑緊張しだ堂気の中にも︑

実の一つの支柱となっている︒地

原船岡係潜の建設は洛鶴整備充

観光開発にも力を入れている︒

今年︑旧劉画を見属して新しい

の所で係舶轡壁の工駆が進行中

あれから一語︑なお反対運蹴を
続けている者もあるが︑﹁大半の
市民は納得し︑工麟の進捗状況を

にある離調ふじさんと徳山宰さん

湊および田名部婦入連合会の盤職

の設繊 見守っている﹂︵下川氏談︶︒大

ある闘突然︑秋風とともにや

﹁むつ市﹂助役たった人︒

二人で駐在している︒下川さんは

だ︒

すでに岸壁削面部にはシ⁝トパ
イル︵鋼矢板︶四鳶髭十六枚が打
込護れ︑陸地の控え矢板と百九本

ってきた原子力船定係溢

問題は︑当初︑地元罠を当態させ
た︒一部には﹁むつ製鉄に失敗︑

の測定値の報告的なもののしめ

ていた科掌技術庁の土趣中のス

例えばこれ豪で

ヨ一一≡一≡＝輔二⁝＝閥ヨ≡⁝三篇需一＝＝鴨＝⁝︸一一一＝脚≡≡＝■錫⁝⁝二層一一≡＝⁝凹一＝一口＝＝噺＝≡瓢＝＝幽一一≡ヨ≡＝＝＝⁝需≡補一＝一＝＝一二⁝＝⁝＝＝＝

のタイPソドで間く結ばれてい
る︒頂部コンクリート打も︑翼翼

堀一二≡一一＝竃＝≡＝＝三≡＝騨⁝⁝＝＝篇＝≡﹁ニ一

残されているが︑歯黒〇％を終了

雌窓鐡

は人闘への被曝評樋につながる

る割禽が多かったものが︑今回

の影響﹂の討議は豪ことに晴宜

食品の保存︑瀞戯とその人体へ

のゴダード博士が﹁食贔への奴

を得たものである︒しかし米團

汚染に関する︑水薩生物の濃縮
係数の問題性がここでも二野の

購線照射は鎚来その影響が有田

トロンチウム90や︑セシウム瑠 られ︑最近指摘されている海洋

水産物による飛1のとりこみを の発端があった︒加うるに原了

陶となった︒このほか生物学的

の分析法を硬冒するいくつか

力施設周辺の翼際の管理区域の

とは頚要なことである︒側えば

三つに分れ︑第一会揚は放射線

式を作り︑これをさ6に鰻撹水 土嚢を洗い︑トレーケi実験に 効果の評樋や推定のためには︑

生物の代謝機構を考慮した理論

研究にまで進んで来つつあるこ

隙轡という表題のもとに︑生物

月二十九︑三十日の二田闘︑九

等に対する放射醸の伊欝や幼果

審性を確証しなくては認回しな

翻町されたが︑今後はその無
ドシメトリーの

である︒一という雄拠が無けれ

安全性確立が重要一

への影響の安全牲の確保の上か

に期佑されていた食品の放肘線

らは当然ながら︑ζれ蜜で一艘

い﹂という説明がなされ︑人体

トリーの理諭が鍵案されたこと

室11圓放射線影響学会から〜
より︑核実験の影響の研究から

兼ゑにおけるプルトニウム㎜と

不充分牲から︑

これ豪でのラド

がとり上げられ︑第三会鋤は核

実験によ⑳フ耀iルアゥトの環
境汚染と︑これ6放射磐核種の
測定と分析についての研究発喪

の放射能総門が変化する楊合に

原子力施設より放出される放射

がなされた︒鋤二会揚は放射線

防護物質の防護作用やその効

も︑水麗生物摂取を推定して審

照射研蜀の薄曇性を添した︒ま

果︑マイクロドシメトリーに関

た﹁原子力濾設が周辺におよぼ

プルトニウム蹴の牛闘驚不審か

す放射線の彫込とその防御﹂で

能による︑環境汚染の蟹理尊厳

測定され︑一九五八年から一九

問への被曝謎価に為備ならしめ

六六年豪でのブルトエウム蹴／

プルトニウム脚は︑平均3・9 も︑わが国の原子力多難の増大

示した︒こうしたことは原子力

ウム鵬を含む海水中で飼育した

施設の大型化と共に︑捗燃料再

る試みがなされたQまたルテニ のための測定法の確立の動向を

汚染ハマグリを威人男子が食用
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︵日本原子力研究所

が指摘されだ︒

に対す︸婁全性の確立の露要性

い︒従ってここでは第二︑三会

し︑入体によるルテニウム聯の

に対して︑一九六七年のそれは

の碧るしい増加にソ連の宇宙蜘

ﾆなり︑このプルトニウム鵬

て︑問題となる核種ルテニウム

処理工揚の固内設磁にそなえ

内容を報告することは出来な

このため全会揚の発表と討議

する残りの論文が報答されか冨

マイクロドシメ

を甲州灘とする

大磁頓智で行なわれた︒会擾は

鈴十一回放射線影響学会は十
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代謝実験あるいは人胎盤中のセ

についての多くの研究がなされ

シウム麟を瀦賢しセシウム餅の

の驚怖の結果であるという研先
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下北半鵬を縦断するこの大湊 線

駅禽を娼て左へ約十五分︑大湊

町︒互いに誇りと伝統をもつ両町

手に葉原の台地が︑左手に黒ずん
線の踏切りを横切ると︑蟹の荊が

は︑灘線・二禰編成の列禦だ︒さ

だ砂浜と海の胃さがみられる︒潮
パノと開け︑ 二方を陸に囲まれた

は︑六年間もスソタモンダやった

の躍りが陶にしみ込んでくるよう
大湊漉が一望に見疲される︒下北

びしげに狭い海庫平野を陸璽湾に

だ︒カヤ蜀の部落が両側に点在し
埠頭は︑この海内にナイフのよう

末︑やっと結はれたという︒

ているが︑路線付近には箪服姿も
に璽出ている︒全長約千癖︑幡員

浦って北上する︒第窓からは︑右

チラホラ︑雑談にふけっている︒
露盤帳綴︑総面穣胸二十万坪のこ

いつの時代に1も薪しい三越

鋤の発衣と大会シンポジウムに
ついて艶理した︒
日本における放射能の環境汚

＝卿＝卜

染の研％は︑咳爽験による影響
﹂躍一ρ一2＝＝＝耳＝二一＝隅二一＝＝＝冊席＝＝＝

戦

額紬竈翻踊艦騰1認禽翻蛙

臨

聞
醜

業
産
フ
ブ

車外の罎色を眺めているうち︑約

スキが原と化しており︑その中に

そこに食い込んでいる︒左手はス

ポツンと飴たけ嵐した風醐●風速
計が印象的た︒この測臓は︑原船
旧業団が気象協会に依頼︑むつ測

は︑県の防災劇務議磁立案あるい

候所が実施しているもので︑握拳

にも役立てら穿る︒

は原著嘆業団の放躯線管理業協警

岸壁補強で一

部の設計変更
定係洛には︑係船岸盤︑岸懸ク
レーンのほか各轡の建屋︵放射線
管理釜を含む燃料交換棟︑廃葉物
処理棟︑動力棟︑事務棟など︶が
建讃され︑再来年末完成の予定た
が︑今は過般岸壁の工事が進めら
れているたけだ︒

係船岸壁⁝全長蔚七十五餅︑

建設が三年璽の完成を三三に︑今

水深八齎のこの岸壁塾造は︑鹿島
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一聴間ほどで﹁むつ市﹂の下北駅に の埠頭は︑昭和の初期に圃地の土
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