安全性は十分に確保
再処理専門部会から報告
の周辺公衆におよぼす照降の災撚

める許容被曝線総に比べて十分偶
くなっている︒しかし圃報告霊は
さらに︑低レベル放酎性廃液の海
域放雌について︑﹁上辺藁境に関
する綴異を公正に評価するための

傭される必要がある﹂と述べてい

インズケール︵英︶

ルク⁝ル︵仏︶︑

やラ・ア！グ︑マ

︵独︶︑ユーロケ

カールスルーエ

ミノク︵EN冠

A︶商じ繋三

／肥以下の天然ウる

気体

約三戸五千MWD被

眠勘磁鵬雛

権鳳ある中央機構があらかじめ整

る︒

ラン饗および濃す

護約四w／・以隠

笠雪笹国劇

酌門郡会は︑﹁溶解槽における
臨界瑛故﹂と門為機缶媒の火災﹂
を戴大想定購故として健脚騨価を
行なっている︒前薪の揚合は︑と

馨塾磯自

放射性鞍覆をもった﹂など西つ︑

くに﹁濃論ウラン溶解槽が二催の

後者の掃合は﹁放射性物質のうち

について︑濃縮農四W／0︑燃麗 二〇％がセル換気糸を涌して大

評価については︑気体および液体

度二二八千MWD／饗︑比撃力三気巾に放幽された︸など三つの仮

野子力婁貫会の恥処理施設安金審査専門部会︵部会長・職勘洋一策工大教授︶は三月二十五日︑

蝉からの使則凹み燃料鈎丁対複としたもので︑同事業団の東海事業所内に建設が予定されているもの︒

を原子力団員会へ報芯した︒動燃事業団の再処理施設は︑密としてガス冷却型および軽水冷却型動力

十五磁W／囑︑冷却点数薦八十繍 定衆件を皿てて騨緬しているが︑

﹁動力炉・核燃科開発蟹業鴎の再処理爆口設麗に係る安全性は十分確保しうる﹂と認め︑岡田︑この雪

昨年八月に動辮尊業団から設躍許可申舗がなさ3馬ていたが︑この審査に漫たっては︑岡審査会が翌月

ことが認められている︒

̲化ウラン醗旨旨六百七十♂彗
／D︵金属ウラン換鋤︶︑硝躍プ

臼嶺たり○・七鉾処理した揚重︑

算︶︒製儲は︑低濃総ウランを一

か6施設野面︵麗長・内藤墾罵名大教授︶および環境國係︵歴長・左含群肝都立大教授︶のニグルー

で薙間三審磁処慶すると仮定して

の燃焼のみを一陽当たりO・七ジ その羅果は別表の通り†分に低い

ルトニウム約七︒五が躍︑／D︵金

村ならびに漁業庸君の意見を聞
き︑原子力乗員会における再処理
施設の安金棺薮の綴果を注製して
いた◎報笛の断罪は次の通りであ

るQ
鳳子力型番会稽処理施設安全
讐査専門部会の審奮の擬果は︑

保についてはなお検鴻を照する

十分に説明を二けた︒安全性確

し︑その後周辺現境の変化もあ

点もあるが大猟は十分承知でき

とともに重藤一月には︑地ル衛町

調近︑専門家の意見聴取を行なう

点はほぼ解消した︒

展し︑萌詔二点についての聞題

この尚速瑠雛炉魑念設副研究を

なお松永︑シスラー両氏著名に

液

鋸i騰幅■一﹂一︳騨隔

身部1

体

外1全

手

︵レム︶

なおこれをもって︑岡特別婁貴

る︑の四点をあげている︒

会はその調査を重る︒

原産事務局

の機構改革

局畏に森疑

田本原子力薩業会畿は︑四月一

▽漂子力普及センターへ綴磨臼山

分引治︑蜜全町究協会へ出向n

嬉嬉

識細

総

蝟￨

講騰

劔蒸気タービン・発電機

響鱒嚇磯

力・冥シ・桑婿く隠ろコ

︵琿慣︶は中央三管手難中の線子

なお︑前納務局長の説諭が氏

斎藤実

㈱BWR蒸気発生装置

毅

の解決への努力をする必婆があ

猛自判のあることにかんがみ︑そ

う懸念から︑関係衛町村の中に設

駝警裟囚になるのではないかとい

がある④原子力徳設が地威麗第の

くる影響についての不安から反対

薩藥界には放射性廃疲の処分から

方華船の軽誠猫罎をとること⑮水

原子力地帯整備購業の拡大と︑地

に周辺礫境の調査の充実が必要②

理謝醐を進めるに当たって︑さら

つとめるべき郡項として︑①掬処

さらに岡蝦欝書は︑なお解決に

理施設との併誼は認め糧ない︒

大の障讐となっているので︑再処

て︑また地域億蔑の改活環境上最

力センタ⁝全般との関連におい

は︑再処理施設のみならず︑原子

大○・七ゾ︑葎麗周
平常騎ミリレム／奪
窪敏時
最大処理羅は＝
しかし︑水戸射爆曜瘍の存筏
廟議沙︵いずれも金属ウラン換

ブを設けて本部会と並h蟹議︑約半期闇にわたって検討を行なった︒
このほか︑各工程の要所には分折

属プルトニウム換算︶が回収され

なように耐艦設讃︵霊建屋︶され︑

試料採取設備や訓装設備が付躍さ

︿再処理施設の概要﹀

さらに必蟹に応じて︑難物を鉱筋

試騨されたが︑その縞果は剛喪の

再欝欝施護去全審査響門部会の

コンクリートのセル構造と皿9るこ れ︑放射線管理︑除染︑補助羅源

﹁蜜全
塾ー
まー
認めるが

る︒建設費は約百七十一二態円︒

審ぬ結果によると︑この再処理施

設備等と合わせて︑常晦︑安金運転

鋤慰事業風の薄処理施設は︑ウ

設は︑ウランとプルトニウムの分
とによって耐火︑耐爆性をもたせ

通りである︒いずれも法令等に箆

離精製を行なう穿建屋のほか︑晩
を維持する仕緻み︑となっている︒

備︑ω放慰能汚染の勉険性の科学

ている︒海処理の各工程について

筒レベルの液体および牽強は半永

茨城県の胃処理調費特圃婁員会

晦解明︑③水戸裂離撃楊の返還

懸物処理場︑分析藤︑除染楊︑高

やプール水深の確保︑国巡容器に

久晦に貯蔵され︑低レベルの気欝

︵愈田辰之助委員最︶は三月二十

放射性聡葉物については︑中︑

ジ贈蔵騒騒の伺属建屋と︑低放鮒
よる宝庫︵被曝および破損燃差対

と液体のみが洗浄された上︑フィ

の嵩築件が未解決であるとして︑

も︑工狸の施設白刃か︑逮隔操作

性圏体腕棄物欝蔽揚︑塾晶貯槽等
鑑︶︑十分な冷却罵闘と捌限ある

八日︑東海村への掬処理癒設識置

放射性固体廃葉物貯蔽醸︑スラノ

賦で構成されているが︑それ

ルタを通して大気上に放出された

問題について︑﹁籍処理施設の蜜

再処理薫蒸が報告

の施

いは全濃度安全形状寸法照日によ

全性は認められるが︑

茨城県
議 会

ぞれの施設は十分な離製︑耐火︑

後︑放田蟹を通して沖禽一㎡競の

り︑蒸発濃縮や化学沈澱処理の

る︒地蜂整備についても謝劇が

を決識した︒しか

感知器の自由︑浴媒に比較的引火

る国酒の採用︵臨界対策︶︑火炎

で再処理施設設繊問題を調査検認

り︑県議会としては︑白紙の立揚

絶体反対

耐爆性の設刮と構造がとられ︑平

艘轡観の返還をはじめ︑娼置され

進展し︑なお十分でない点もあ

なけれはならぬ閾題嵐もある﹂雪

するζととし︑昨年蕊月︑この特

るが︑鍛議会か設磁反対を決講

海底︵水深約十癖︶から海中に放

の最終報告霊を元成して︑圓日︑

した当隠に比して聡実は根横型

BPやドデカンを使用しているこ 田される︒この際とくに︑騰液中
に孕まれる放射牲物質の限度は一

岡委員会は︑その後欧州の箏幡

劉婁員会を設躍したものである︒

点が高くて放射線分解の少ないT

と︵火災や爆発対鎌︶算によっ

県議会へ報答した︒

全は十分確保できるとしている︒

すなわち︑建屡は剛構造で︑一

臼澱大一挫以下︑薫カ月最大六十

ては︑①原子力セ︑．ノターの地帯整

るQとくにその設謝の磯念による

説︑設創撚準の三つからなってい

内糖は︑設副の基礎︑プラント概

！！≧

東擁村への再処理施設設櫨につい

茨城県議会は三十九年十二月︑

て︑安全操僅を司能にしている︒

五擦以下でおさえることにしてい

八Oガルの地震力に対しても安全

これら放射性廃災物の処分とそ

る︒

4クン4シーンーン4シー多ン

概念設計︵FBR原型炉︶報告出る

八璽ハ＋MW︑ナトリウム冷却 い︑次のとおり人斑を発令した︒

と電気出力三十五万KW︑熱出力 日付で的弓周の機構改些鯉行な

均五帝MWD／T︑ウラン・プル 次長︵心得︶羅石附照夫︑総務

▽局長涯森一久︑次長薩末田守︑
島薫掛第八の鱗念設副研究漏︑第二

トニウムの縄含餓化物燃牒︵燃料

麺川上宰︸︑三尉線・三業聞発

譲長窪凸三分郁男︑動力開発諜長

型︑冷却回路蕊ループ︑燃焼度平

羅力中火癩究藤は︑氷園のAP 長鞭デトロイト︒エシソン祉会

巻﹁概念設剖隔︑第一二巻﹁代益案

装荷鏡は核分製牲プルトニウムに

課長11石隔照夫︵兼任︶︑企画

DAと共岡で高趣増曲譜厭型炉の 長︶が持参したのを機に︑発表さ

して約一ジ︶︑圧力二千四衝Ps

き︑昭和四十二無ヤニ月から今年

進めるにあたっては︑フェルミ炉

よる第一巻序文のなかには︑﹁人

内硲一

19で温度が九衛度Fの擁気を発 譲長 末綱一郎︑新聞諜長目竹

三月までの期間で︑田米舎わせて

類が将来のエネルギー問題を解決

生するとなっている︒
ィー﹂の席上で︑その羅語格鋤一

の設議︑建設︑運紙︑保守の経験

するためには︑どうしても簡連増

を最大隈に利用し︑一九七一一郊に

建設すると仮定してその疇点まで

九心力と五メーカーから十八人︶

が参戯してまとめκもの︒最終綴

殖炉を開発しなければならない﹂

四十三入の專門家︵うち田田から

濫は︑このほどミシガ︑．ノ州エコノ

に朗龍となる最新の茂術をとり入

と述へている9

撫書穫令瀟で鋤一巻﹁電気出塑二

の両氏かわ甲山された︒この報告

中研一APDAの協定にもと回
づは︑その第一巻が古制された︒

この概念設謝研究報告温は︑増

れるに縛ったもの︒

の研究﹂︑第隅巻﹁必要な開発お

電中研とAPDAが共同記号

ICI毫P騎射線審議会

よび試演﹂の四つからなるが︑今

十六日夜ホテルオークラで

のほど︑最終報答滋が康とまり︑

概念設讃研究を進めていたが︑こ
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時においても周辺公衆に対する安
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常隠の安全運転はもとより︑寧故

一雌

ミノク・ミノシコンの団長として

来口しんシスラi氏︵APDA穀
瓦ることが嬉慰された︒鮪一巻の
日ム十MWγモン凶トレrシコン
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巻がシスラ；および松永安左衛門
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六︑七割の増加が必要
向こう五年間 自由諸国の生産量
ウラン墨を正確

約を紬ぷこと一の二要因を蝦噛

なお︑今回の報告轡は︑④ウラ

している︒

熱醸と︑加托水炉を増殖炉へ設講

変更する講叢を開発するこ互

ぷ厳的とレ・︑いる︒

六電気事業者が参加
を響いた第二段階は︑九笏から開

OEの高速炉研究機関に
ヨーロソバ鴛牡を含む六買気曙

誌誌

．黎
ξNEA

BR開発承認

ガス冷却型F

力三十勢力KW尚遡期殖炉デモン

業者が蟻近︑米囲GE社の醒気出 始される︒

ストレ⁝ション・プラントの設甜

ン生産の現状および可能姓の騨

性︑③ウラ︑︑ノ鉱業の形成一の三

研究を分担している五機関に参加

価︑②ウラン生産力の増加と可能

セクシコンからなっている︒

することにをつた︒この六者は︑

計團は︑同機関の鰻轟幹部グルー

や日
も

日

グレープロビターンスと共同で行

︵AGEC︶とコクリール・オー

クトリーク・ド︒シャルルロワ

ド・コンストラクシコーン・エレ

ってきたしN 時代

力桑暫の出資による︶の発注先が

ル︒プロジェクト︵ベルギーの電

仏電力庁︵EDF︶がベルギーれと岡鋳にアントワ⁝プのドゥー

の蹴気聖業着と共闘で建設する羅

獣

ANGE契約成立なうことになっている︒豪た︑こ

ドゥール︑T−H

るとして辞退した︒

れる金講に出膳するのは濁甑であ

ヨーロソバで︑ひんぱんに關催さ

ENEAのガス論却増殖炉開発
プ︵公式の名称︑原子炉分野にお

トリノク︑イリノイズ・パワー︑

米困のバルチモア・ガス＆エレク

アイォワーイリノイ︒ガス＆エレ

ける協力に関す︸舞門蟹の最羅

のほど承認された︒

幹郡グループ︶のパリ会議で︑こ

ムクラフトコンソルテート・グル
ープおよびスエーデン国論動力叢

クトリンク︑スウェーデンのアト

農会︑スイスのペルニノシェ・ク

ーロソバの幽思と薩業界の一致協

同グループは︑すみやかに全山

また研究指分担している五機関

気出力百万KW級のガス冷卸贈殖

力した研究グループを設立し︑電

ラフトベルケである︒

デトロイト︒エジソン︑デューク

炉を設副すへきであるとの勧皆を

は︑コモンウエルス・エシソン︑

︒パワー︑パシフィノク︒ガス＆

エレクトリノクおよびアーカンソ 受け入れた︒これで四月二十四日

苦悩する産炭地電力の燃料転換策

iの垂領先会社に発注すること

認W雪丸のフランスおよびベル翠

令

窪

鞭干するとともに︑識ベータ・フ
ラズマの研究を進める︒⑦安全対

號を総量的に進める︒

▽原子力利用の三三①隙子ヵ

発日⁝在来型炉の繭濠化を促進オ
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礁保や放射線陳害防丘に万全を期
写とともに︑原子力施設安全轄査

指剣の整備等の検附を進める︒こ

の放射能水灘を醐愛し︑フタール

のほか一般環境や食罷および人休

アウトが環境放射能水準におよぼ

す膨鞭の調査体制の整備善國る︒
▽核燃糾物質等に対する藁囲

国内探鉱を進めるほか︑動燃観楓

歳お一︐小ぴ人形隙出張函で採鉱製錬

随は︑海外ウラン資源に関する調
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エノト蛙九七三態兀成予定︒

力四十万KWの最初のドゥールユ

︻訂正︼本紙四六八月三両の児

出し中︑﹁千蕊菅野︵U308︶
毛細 とありましたのは二万三

したので訂正します︒

千鍍︵U308︶増加﹂の誤りで

なう︒また動燃一業団は使用済燃

を行なうための諸設備の整備を行

料費処理練貫の建設麟備を進め︑

施設地張整備︑腺子力発蹴所の立

地調豊および︑動力炉開発や艮期

▽原子力開発機関等の整備

源

核燃料サイクルに関する総合的調
査などの調査普及活動を行なう︒

研は︑JMTR運転箸のため大洗

研究所を整備するとともに︑高隔
研究所の食代照酎共同利用旛設の

FBRおよびA﹃PR開発のため大

整備に濟手する︒動燃駆業団は︑

ともに必肇な体制の整徽を象る︒

洗地区研究施設の建設を進めると
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アは︑ナトリウ冷却炉の開発から

のと思われる︒フランスとイタリ

を決定してから︑ちょうど一年鳳
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方満転換をすることに激しく反附
︵SA￡A︶の十ヒ無刀グル〜ブ

に契約が成立した︒原子炉部門の

筒嵩であるサウスウエスト︒アト

したが︑結周︑両国も︑この譜画
である︒

四十四年度

睡

允を進める︒④原子力船は︑第〜
舶の建造を埋めるほか︑振動動揺

設して試験を行なうほか︑擦子力

対策や遮蔽および原子炉B田谷器 籔−原研が軽水炉の蜜全性実証の
の事故防止に関する研究を行な ため大型モノク・アノブ施設を建
う︒豪た舶用炉の研究開発議論に

進める︒さらに放射性廃風物の処

施設の安全性に関する日来協力を
輝処分や障削弱並鋼材等に関する
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た︑放射性物質の海中の挙動や海
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るウランの価賂
の蜜定化のため
には︑①ウラン
の生産方法の敬
艮とプラントの
大型化②比較的
長瑚にわたる契

軽水増殖炉用燃料を受注
ポートへの装荷は︑海郷罵原子か

WH社の下請で製作
米NFS︑
米国のニュークリア・フユーエ

ル・サービス︵NFS︶租は︑シノ部により︑ヒ三会謝年度におこな

ピングポ⁝ト原子力発話藤︵PW われる予定であるQ

製造建設は︑フラマトームとソシ

エテ︒デ・フールジ鍬・アンド︒
ENEA煽盟照ではないが︑虚

を麦抽することに同下したσ

なお︑＋八カ月の研究鯖一段階
はこのほど終了したが︑これはプ

フランスがベルギーのアトリエ・

アトリエ・ド・クルーソ・オブ・
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ン丁場で製迄する︒ベティス原子
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力研究班のオペレーターの契約を

ラントの全体設訴に平するもの

R︶に設置される軽水増触炉瑞の

『中共石油』の全貌

を実舐するよう設謝され︑軽水増

てウラン鉱業が安定した商圏市場

ると︑昭和四十四節度は︑高速増弛炉爽験炉の藩工や核融合研究黒髭の推進など原子力即発利用が将
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おり︑二︑三週間のうちに︑さら

に契約発蓑がなされるだろう︒軽

増設を行なう︒②在来型炉は︑趨

る︒謹たプルトニウム燃料施設の

大型熟ループ等の建設等を進め

なう︒さらに素水臨界実験装躍や

了し︑原型炉建設の評価検討を行

約は︑U闘．トリウムのペレノト

水増殖炉腰細の戊っている丁な契

受汀競争にも参加するだろう︶と

搬工︵N F ＄ ︶ は ︑ こ の 耐 量 の

役立てるため改良型舶用炉の解研
と騨
価刊
に関する醗究庫蔑聞に委託
め︑JM7RやJPDRの為
効
する︒⑤放射線の利用は︑原研か

就物への影響零についての凋査研

中闘規模試験を行ない︑日仏︑日
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た︒トリウムは︑AEC供給なの
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れ霊芝︑日本無線医理研などから

なお今回か3機羅展示会も開か

ることが発蓑され注閣されたQ

菰によるウラン濃縮の可能性のあ

英岡などが行なっているガス拡散

験の結果わかり︑わが圏でも米繊︑

の嵩いことが理研で行なわれた実

たアルミナ製ハリヤーの濃縮効率

のていたのが︑住友電工が試作し
なわれた﹁原子炉罵PC鋼材一土 羅工とと︑﹁JRR12燃料孔れ

などで︑とくにUの麟縮に関して

変形原因一鈴木都雄氏他︵原研︶﹂

特別講濃で四隅されたのは︑初

のは﹁気体拡散法によるU岡位体 は︑従来狡術的︑経済的理由から

幣市の葉山大学湘南

また研究発蓑の中で注囲された

田本原子力学会の
日午前中A会場で行なわれた﹁使

の分離i磯村嵐平氏︵理研︑住友 ガス拡散法が臼本では困難と見ら

たQ

昭和四十四鰯度足押
用折燃料輸送容器の現状−青木成

く

会が青二＋背から
文幾︵葉工大︶﹂と︑D会揚で行

度

年三田間︑神奈川購温

欝欝で開幕れた・

剣盒の発壽文総

学数は二百五十㎎篇で
悪罵隼に比べ＋篇少な

原

から見た輸送容器の現状について

講演した︒土井明六はPC鋼材の

子炉物理は八十三簾

︵謀締増︶
︑核燃料は七十一舗

子力副測で藻十一篇︑繊化学工学

子炉用構造物に趨していると述へ

︵五灘増︶であった︑このほか原﹁特徴詳述へ︑さらに岡じPC鋼材

で二十二篇︑特別講演六篇などの

日本原子力産業会議は三月︸午

原産・核燃懇

果民間で利用

動燃の探鉱成

発袈が行なわれた︒

れ︑綻数蔭八十六籍の発叢が行な⁝

約二︒八％︶︑ ウラン蔑衛嚴約ヒ一河好
誕の環本都市センターで罵催さ㎜

十⁝ゾで︑建設費は約六膏六十億

われる︒融外からの滲加者は︑十
八力翻︷機関から照十五人が予建

程度とみられている︒

関聡は三月宋に︑四十四年度の

されている︒

七田午後一丁から︑東京・荷楽町

の強力響話会で核燃凝閤題目談会

ついては通産省︑風学技術庁︑海

燃の海外ウラン深鉱の成梁手用に

甲需曽冊一

ほしい﹂と強調した︒その堅果︑

幽一齢

騨＝一曹

原藤では︑産業界として動燃を中
謄幽

一﹇鴨一

ついても強く懇少した︒
F一團﹁

隙野や五万円で︑関連補償費とし

一嚇一﹇齢

る﹂とあいさつし︑今後の協力に

開一門9

工獲の差異および内圧の差異がお

て一アール当たり田三十一甥刀円︑

用第一次装荷燃料の設謝に役だた

って︑動燃玉茎騒では轟速実験炉 畑九万円︑山林線野六万円のほ

よぼす影器が確認されることによ

＝一F

第九回日本アイソトープ会謎は

曽一一一

一一脚騨

芳月十三日から黒日閻︑東序・平
隔曜一一

り

女川地区の用地
買収で正式調印

する決議﹂を採択した︒この決議

ら四十一年贋濠での懲入鼓術の

が何と︑製造業平均では郵入技

効果がしるされているVところ

術でつくった製昴の売上嵩が︑

ことがわかった︒それでも最近

全休の二Q・六％を占めている

は減っているカ︑ピーク階の三

十九年には三〇％を占めていた

というかし驚くWその閥のトノ

で電鞭四三・八％︑金属製品三

ブはゴム製品五六・九％︑次い

つた調子▽隣十ご却度でも療た

〇・四％︑化学二六・八％とい

・六％と嵩水準たが︑さすがに

電機は二七∴二％︑化学は〜四

薗居語︑船舶などの輸送機は
︑％と少なく︑返に技術翰拙も出

かかっている▽導入技術がわが

国経済の発展に果たした役劉は

磁かに大きいが︑いつ豪でも同

ひと鷺発

せねばなるま

じ手はきかぬ︒原子力罫もここ

い︒

らで

製造品目

㊥

鈴

監53〜
k〜ゆ監53〜

輝穏
ア

〜

粂件で一貫操僅を行なえば︑前
回に比へて除染係数は数十倍︑プ
ルトニウムの損失は約十分の一に
なることを本試験で思い劇した︒
後者は︑今︑データの中置中であ

ツプ

点をおく方針であるQ

速炉燃科の魯処理に必要な司式禽
るしといっているQ
︸なお原研は︑合讃三圓の殉処理 処理についての工学的研究難に露
試験で︑嶺初の闘的であった①再

︸高垂号機の出力ア

施設謝画を通薩雀に提出し︑答の

慈攣力鼎峯ンタあ中些

と︑釜工碧での放射牲ヨウ紮の挙

作を兇嵐たすためのホノト・ラン

・

囎源開発調整審議会にはかった

料が用いら れ た が ︑ 今 圓 は こ の う

移管については︑四月

八達芳六千KWに変更

ち燃焼麗がトン当たり杓五五〇〜

〜関西羅力は︑このほど︑福井漿 らみて七十E万KW級を採用する上︑漁業補償など着干の地元照題

︵座長・松根宗一原薩図会憂︶を

關いた︒臨上︑田中直治郡集惣常

豪とめた﹁ウランの長期安定確

務は吊る二月︑本気巡業二合会が
三日︑原厘常任理窮会に引きつ

保﹂について説明し︑つづいて神山

しセ︒とくに神山海事は︑﹁動

ウラン探鉱調斉活鋤の現状を報欝

貞二励燃珊事は︑同窮榮翻の海外

擾員会の便用ずみ燃料再処理施設

麗団の今井美材麟理窮長は原子力

れた︒とくに客讃終了後︑動燃艶

づいて︑第九十四回理勝会が開か

第94回原産理事会

移管が濾薄されるに蚕つたQ

B︑科学

六五QMWDと比較的高く︑冷動
却調査と燃料の燃焼度測定が主質

枝術庁︑語調省の共懲として中央

では過張の運転経験にもとづき出

㎝葦原勇叢濃ついて・短

は四＋九年八月の予定である︒

報告

R一会議の準
備経過を

日本臨子力麓難会議は三月；†

原薩常任理蕊会
て︑関灘も︑この噺設訓基準にも

用胃一

糧ビンの艮さは約二十七弛麟︒こ

によると︑柏崎市では﹁原子力発

日付で﹁原子力量転所の勝闘に関

餓所を誘致し︑建設することは︑

策北躍力

柏賄市の産業振興に寄与し︑ひい

果北職力は︑窩城県女川地墜に

N64で照肘を曼ける燃凝雛ほ念讃源子力発墨所を建設するため︑地

燃料構にされる︒したがってRU

が︑三月二十六田︑交渉が票とま
で照対されるが︑燃温度は約八千

三本となり︑約

発動した︒二十四年か

櫛翻棚撫辮猟
のほど︑踪子力婁員会の繕査で再

の蜜三審愁の紹果について︑﹁こ

外探鉱闘発促進製業団︑動燃など

六日︑塊堺・丸ノ内の日本工榮傑

処理施設が安全である魯の結論を

政鰐べ⁝スによる連絡会が四月に

楽部で笛二百回犠任理事会を囎
二万六千KWを採用することにな き︑第九回日本アイソトープ会議

えた︒これで︑敷地のもんかいが

した結果︑評済性の面から︑八十

楽備経過︑縢本原子力暫及センタ

ったQ

発歯することになっている︒旧聞

曽胃一

った︒こ4急までのご支援を感謝す も積糎的に動燃の競果を活胴して

片村けば︑建設ができることにな

園力翻二頁四十四万KW︑③発導
爆出力悸八＋二互ハ千KW︑④燃

醗した︒

設備概要は︑①PWR型︑②荘ーの中央移蟹などについて審講欽

とづき︑高浜一暑機の出力を検討

計技術を採呈している︒したがっ

することに決め︑米園のウエスチ
万三千KWで︑二機を建設中︶以
ングハウス︵WH︶社および三菱 降︑各発電所でも︑難しい炉心設

R︶︑出力を八十二万六千KWと予定のサリー発羅所︵出力ヒ十八

的とされたが︑これらの試験結果

件をかえての試験であったため︑

日数も八十五日と短かいものニ

全工程セ通じての平均回収掌は前

式を軽水減速式部加圧水型︵PW 力上昇をはかO︑⁝九七一年完成 商である︒三豊一男機の運娠開始

合副四バノチ︑約二諏♂鰯が用い

回同燥であったが︑①抽出分離工

について︑原研は﹁朗管は種々条

られた︒使用済み車馬は︑まず溶

程では非放射認ジリコニウムの使

ハノチ︑四謡臼のもの一バノチの

トニウムと 約 二 線 二 千 憧 の 関 口 牲

解︵浴解液中には墨引七慣のプル
原子力工業と墨体的内容について

用︑流毘の増謬プルよウム一交渉申で あ る と 饗 し た ・

㎜が︑廼に四書画廊の建

．号機の建設を順謁に進めている

関電は︑現伍︑美浜一浴機と二

生成物が含談れていた︶され︑引

ニウム講製イオン交換工程では洗一

耽いて硝酸ウラニルによる揃出分
鑑灘纏器灘冗登
離︑プルトニウムの繕製試験が行
なわれた︒この落果︑約八十五努

で︑高浜㎝辱機の建設訓画につい
て倹刮してきた︒その縞果︑圏憩四

十四庫度の霞目甜画では︑炉型式
について工期の確保と運転の安全

PF一

トを進める︒この燃料は︑一八％

せたいとしているQなお︑今回の 乃円が支払われる︒
︵RUN64︶に装荷し︑顯射テス

動燃が英AEAと契約締結

続けてまたが︑このほど︑その契
約が粘はれた︒

この契約にもとづいて︑動燃野
業団は︑東海欝業所にあるプルト

ニウム燃料都製造課が製作した六 MWD／Tに照するものと見られ
り︑正式岬印が行なわれた︒

錨に大憲い﹂としている︒

開発の促進に質献ずるところが誹

ては豊かな郷土懲設をめざす地域

一力阿悶DFR炉死と相輿の買収交渉を進めていた

國原子力公社︵AEA︶と交渉をれが二本つなぎ合わされて一水の

試験を譜画し︑昨奪六月以来︑英

R︑電気廊力十蒼MW︶での照射合酸化物からなるベレノト型で燃

躍2
⁝薦
円〜
である︒
て︑英園のドーンレイ炉︵DF PuO21九〇％濃縮UO
の万︑

二藍噌殖炉開発のいっかんとし

動力炉・核燃科開発習業団は︑

斡爾

DFRで燃料照射

性孫考慮して談浜一︑二号機の経
料聾低凝縮二酸化ウラン︵濃縮度
一験をつんでいるPW逸型ぷ．︑また

蚕については捏の系無難

一A一葦雪1ーーー

高校生の論文最
優秀三編決まる

第五回原子力の日︵酢鋸十月二

として﹁原型力平稲利用への期補﹂

十六日︶を配愈し︑嵩校合を対象

の論文募災が行なわれ︑仲田健次

滋︑仁礼和枝さん︑藤豊隆闘士
の三名の講文が戴優秀作に選ばれ
た︒

この表拶式が三月二十六臼午前
十一隠から︑科学技術庁長官室で
勧なわれ︑三霜に対し膨面四郎畏
憾から舟状と臓品が授与された︒

胴地価格は︑十アール当たり出
七十流万円︑畑四十五芳円︑山林

防衛庁・米極東空軍認定晶メーカー

7

V︑

リノトルの水溶液︶が簸終製品と

遭難鴛にフノ酸を使算するなどの

今後は乾式法の研究へ

暮から巽施してきた濁式法による再診理の第三次試験は無事終了︑

こんどの 需 処 理 試 験 は ︑ 原 研 小

約八十五管のプルトニウム回収にも成功した﹂と発表した︒

海研究所の 再 処 理 開 発 試 験 室 ︵ 麿
して圓収された︒

も加え︑プルトニウムの回収率と

こんどの試験は︑割二回の経験

地臨男室長 ︶ が ︑ 昨 年 三 月 に 行 な
った子備試験および六月に行なっ
た本試験に続く三回鼠のもの︒

｛

の解決と安全審査等の手続憲法了
︸大飯郡高浜町に建設する同社三番 ことにしたQしかし︑最近︑WH祉
をまって︑今秋には謝勒したい敷

関電︑

新U濃縮法など発表
ている︒

電話名占艦轡9ヨ

＝
＝

試験は前二回と同嵌に︑JRR除染係数︵放趨性生成物の網棚の

▼

誰の燃料ピン憂今年ヒ月宋頃から

露謡

名零屋市｛Uくこ費図ぎ弓一61

0
脳始されるDFRの照射サイクル 国選の照射試験で︑被働事の捌

ざ彙三二lh圃田」娼1■。ヒ台1幡

名古史桑門

儲
や〜♂簿婁︑︐メ
解

第三 次 試 験 が 終 了

幽

13︵圃塵耀炉︶の使用済み燃 程度︶を岡時に面上させる鍛四条

、

︻写爽は右から受賞ずる仲田
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口同説調子力研究所︵理欝長︒宗像英二氏︶は三月二十六臼︑門昨葎

原研
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本
祉
千薫工場

＊立慣∬高：食に二

○ステンレス材に対して応力，
よる影響がありません。

）／呆訓三

（8PPもi以i

（5（｝PPM以卜）

マクナスター

原子力機器用・ 染色浸透探傷剤
レッド・マ ・ク〈スペシャル〉

蛍光漫読探傷装置 ネオクロ・ユニノト
探傷前処理トリクレン装躍

R置D一輔A飛眠＜SPEαAL＞

携帯登極間 ハソテイー・マクナ
磁粉探傷器
紫外線探傷膏 ブラノクライト

磁粉探傷装置

レノド。マーク
ネオグ一一
マクナトロン

囲

栄進化学株式会社

○低塩素分・低弗素分・低硫黄分

（150PPM以下）

子

原

麟牲

轡響礪

染色漫透探傷剤
蛍光漫透探傷剤
磁気探傷周磁粉

原子力機器

昭和44年4月3二
二
弘｝三三憾弱，蟄勘1捻ロ1

第469号
6）

高

高
産

力

原

みたい︒

今園の狸 盛 会 の 議 題 は 全 部 で 十

六あったが︑当方で心心を有する
主袈な議懸に黙しては︑外務雀と

原子力局で十分鮒応策を検卵の
上︑時間の開係で訓令として私が

は︑理那会の始簸る崩日二十四日

ことが当然必要になってくるであ

で︑要点は︑原子力に済する公刊
資料および商業約に公刊されるに
いたっていない壷料およびそれら

ろう保障猫羅協定の内容に関して
検討をおこなうためのアド・ホノ
のアブストラクトを犠国が原本︑

れを定められた顧式に従って整理

憲章第六条

の再検討
第三日圏は︑懲雌第六粂掬検溺

︽れに劇激されて︑パキスタンお

核爆発の平
了しかQ

兜進麟︑低闘髭國を間わず︑日賦

ているもののように照じられた︒

の態齪は︑非常に注葱深く兇守ら

簸擾に二十七厨午後灘隠士ぎに終

さいごに︑私の闘狼を少し馨し

第四に︑罠本の態麗そのものに

れているようであっ陀︒

のない発言と比べると︑きわめて

経済援助と呼ぶだけであ豪り凶容

ニマルという批解が雌るのもなる

餓

誌
旧酔
撒隣

以上とりとめもなく轡き趣ねた

ほどという感じである︒

である︒

が︑なんらかの御書薯になれば掌

︐
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横

田

垣

葛

甥娠株式会技ノ躍瀬・豊艶270−9571諭し｛よ本社癩量販

よびメキシコから︑それぞ3工鳳開

つづいて非核俣有爵会議決議案

第一に印象凶であっ此ことは︑

て雛をおきたい︒

IA通A融雪会は︑完全に先進国 ついてであるが︑日塞が発醤した

しているが︑縞局量涯諸麟の蟄成

ものは︑そのようなものなのであ

艮︑大沢

予防衛生研究所−原輝揚憲調査

つけその試験を実施することに

たバクテリヤリーチングに員を

☆こ用命・あ朋殺せほ／田瞬超販夢しf、理膚聖ステンレス

和利用の問題
に関する議勉を終えて︑核爆発平
和利鷹の閲題に入った︒

えってみると︑きわだった菊色

主日畿題とその発欝内容を撮りか

を裾られないことは︑理都会を通

ろうが︑会議回外の接渉が会譲の

邸の動陶について活究なロビー活

わが国のような揚禽︑この方法

した次第である︒もしこれで人

織です。

発鳳に角刊な鯵正案か捉出される
に血つたものである︒

イタリア︑メキシコ︑パキスタ

点である︒理撃会の構成について

ジ品iネープの非捗保禰藁葺灘 のぺ⁝スで趣嘗されているという

いうべきものであり︑低開雛国の

は︑エコノミー・マインデソドと

ような仕事がそこでなされるへき

本件についても豪酒は︑核爆発

結果にきわめて大きく影饗するも

連を示すことになる恐れのある￥

動をしておられたようである︒

貫して行なえるということにな

が超死園生の妙染となることが

ことはもちろん︑海外編出の翻

する蕩え方を大まく蒲進させる

4冨＝1ナ代轟

卸蒙

ン各代嚢より提粟理曲鯉濃があっ

も先進国のウエートが大きく︑会

かという点が間題となった︒本件

において︑核爆発平和利用に関す

再検融のためのアド︒ホソク委舞

議中は︑低開発国が元気よく発議

た後︑米国代表より︑憲離第六灸

会設灘のための決議案が睡夢Oれ る国際曲機能をどのような組維で
写本とオーストラリアがこれをコ 果たすへきか︑濠た奨体的にどの

緬局︑理購会は︑米国の決議顕

ースボンサーした︒

平和利用開題のためのアド・ホッ

印象深かった︒エコノミソク・ア

は︑麟連総会の淡融に従って︑エ

日本の態度

注目される

しえないもののようであるQ

へEA礁務局がこの溶蝕について

を承認し︑第一圃のアド・ホソク
委貫会が四月十四日に開催される

のIAEAの役額について報告総

次に︑工み0設立導岡年罷念 を作成しかもので︑各囲代褒より

ク婁員会星置に関する決臨集を提

第二に︑すべて難壁会議という

ことになった︒

ることを決め︑原子刀プロジェク

これは︑ジューネーブの非移保

ト財政援酬の議題に入った︒

句についての修正を縫題し︑米園

い豪ま眠ってしまうことにもな

発晃された鉱石が日の頃を冤な

り︑従來の方法に比較して生産

大いに期待されているゆえんで

形鹸の大部分のウランが雪夜に

究を進めることになった︒

燃駆榮団の人形隙鉱山で茎礎研

すことになろう︒

1浄におひきうけしましょう

三論匝
驚

一原産資料窒便りt

須

ろいろな鋤鍬のコンサルテーショ

ののようであった︒わが国も︑い
本決議築については︑インド代

出した︒

のためのメソセーシを工LOに送 恢々な轡兇が述べられた︒

現在工AEA理饗会はこ十五力国

議題から始謹つた︒
でIA温Aに送り︑工A皿Aはのそ

コピー︑マイクロフィルム箸の形

クな随員会を設醒することについ

て三園とのサウンドを行なった

で︑今回握爽することは取りやめ

が︑十分な含慧に連していないの

して︑キー・ワードおよび欝穂的
記述の入ったマグネティクテープ

る旨の発汗があり︑英国代養よ
り︑米國代引の発声は本理二会会

費濁

より︑原子刀プロジェクトを財政

有団会鍍築において︑憾開発羅側

O謎速三聖炉主峯コードのリスト

わが国の代表照も︑矢顯部課
り︑箏騒筒より世下等との関連に

代表もこれを了承して︑修瓢され

︵動力炉・核燃料開発事業遡︑

ンをおこなったり受けたりした

が︑各劉ともこのような動きは激
のみが期待されるIAEAの活動

表が核不拡敬条約下の雰核保萄国

うとする鋤きがあり︑議題にとり

を轡閉して︑核不拡数条靭との関

による利薮を受けることになるの

的に援離するための墨金を設けよ

あげられたわけであるが︑低開発

しいようであった︒

国側よりの活発な激見の開陳があ

ついて箏誘陶な脱明があったのみ

等書記宮等が各凶代幾

で︑先進雲上よりとくに穫極的な

に瓶っている低撮紅の鉱床に対

六八年出版︶

第三に︑1A琵Aの揚における 工員会︑四玉藻︑A5判︑一九

する臨調の可能性が生れてくる

日本の立揚がかなりな重みをもっ

液をホンプで地上に汲み上げ︑

溶かし出してくるので︑この溶

ことになる︒

るため︑銅山で成果を挙げ始め

を有利に圓収する方法を礎略す

A薗の二月理鱗会は︑添議題を

た決議案が忍認された︒

て︑さらに潴工され︑私どもの

特に地下蟹源に乏しく︑職品

った︒

意見も出ず︑繕諭を得ないまま終

文明生麩を支えているわけであ

適味な方法で濃肢を上げた後︑

位鉱が次第に少なくなっている
一般に微生物は成逸するため

コストが大繍に安くなる︒その

もある︒

りかねない︒なんとしてもこれ
る︒だが︑この鉱山のイメージ

の状態で窯出・選鉱・雪濠が一

湿式製鋤を行なえばすべて溶液

を並べると︑恐らく議省は︑一

に必婆な炭素漁を︑糖とか繊総

うえ地下で多くの人が危険な作

全国窃地で発見されている低四

役職も果してくれる︒鉱山関係

今後の圃内の操鉱聞発に対

だ︒

者の間で大きな関心か払はれて

の縞果︑約五酉万ゾの鉱石が発

武中俊三︶

一

︵動燃雛業団︐探鉱闘罷都闘発

誤長

︻投稿歓迎千四酉芋以内︼

愈ハ打製鐵

凍京都新宿区星野2沼目73番地

ステンレスとして駿

どの点でも

駒理的精度・山刀牲

世霧

レベルの二季でおつくりくだきい。ヅランド鰭

・

欝を胃てる

縢らしを醗かに

あなたの鱒書を嬢しく

竃駅

φ軽質鉱還鑑丸ノ内工のド∬鯛ビル》得誌

ひ

現地へ鋤行した︒現地大使館で

に︑田本代表である噺関大使・鯉中

を各顧へ送り︑各国がそれをみ
て︑燭々の資料を塘鋼帯携はマイ
クロ・フィルム豪たはコピーが提一

りたいということであったQ

供されてくるというシステムを作

これに対して︑先選諾国はおお
むね話本的には賛成との態度であ
からなっているが︑豪健函の配分

六条について修正条か握出され︑

贋会の轟成を規定している慰恥第

あるところがら︑イタリアから理

時理場國になれないという聞惣か

利で西独︑イタリア等の平々が常

方法が涯欧讃国にとって比較的不

ったが︑低擁発国からはIN王S
や保障措聡のような先進籍国のた
めに金を便うより鰯開発麟鞍助の
ためにもつと金を便うべきである

諸国の間でも︑奥国代表からは︑

という発・冨が多くみられた︒先進

阻憲懸

豪う可能性が出てき陀︒

をバクテリヤが大きく変えてし

体どんな関係があるのたろうか

素とか石油といった穐機物から

業に従嘱するということもほと

バクテリヤとウラン鉱由

と不思講に思われるたろう︒

取っているが︑無機細幽と解ば

ら︑秋田県の小

て利朋できることにもなり︑と

位のウラン鉱が⁝挙に資源とし

回収可能ということになれば︑

れるバクテリヤは︑炭素涼を大

坂鉱山や︑その

れている国内資源も︑大いに利

かく質漁共に悲観的な抵測をさ

他の二︒三の鉱

鍋鉱山については数年崩か

ところがこの一莞なんの関係

こ一
々

山で実用化され

が︑これをウランについても適

バクテリヤでウラン鉱を開発

穐国内資源を有益

もなさそうな二者の間に︑実は
最近密接な関係が生じて︑揚合
によっては未来の原率力三業に
もかなり影響を与えるかもしれ
ないという町能性も霧えられる

用してみようということで︑動

用価値が生ずることになるわけ

大きな役罰を果

労鋤から解放するという大きな

んど必要なく︑人闘を地下の置

しはじめている

同化に必要なエネルギーを鉱物

追申の炭酸ガスから取り︑その

る︒

から︑全く不思議なものであ

プランプの光に

鉱働といえは︑地下深い朝曇

考えられている︒

などの酸化によってまかなうと

の中で︑キャ︐

盤と対決している晦の男の姿を

見されているが︑残念ながら一

罷についても大きな影響を及ぼ

照らされ︑きく宕機を便って憲

生息コストが大麟に下るとい

人形隙鉱山には今窪での出鉱

うことは︑逆に淵一口えば品位が低

いるのも当然のことだ︒

鋤一鉄を第二鉄にするバクテリ

化鉱を酸化して硫酸にしたり︑

塒に鉱山と関係のあるのは競

ウラン鉱に隈らずほとんどす

て低晶位であり︑在来法ではど

部を除くと外囲のそれに比較し

まず連想されるたろう︒

べての地下蟹源は︑球ずさく密

会はないため︑休廃出している

うしても劉筒になり︑せっかく

くて在来方筑ではとても鍬算に
この作用によって作られた硫
鉄が︑鉱石中の金属を

鉱山や︑手をつけない譲ま地下

ヤである︒

機と発破で切崩され︑いろいろ

な運搬機械によって地籔に運び

酸や第⁝

簸薪のセンンミア。ミルてつくります。化攣的謝久力。
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心として︑穂購姦琳寝︑大沢一山
雷認官︑矢田部外覇雀科学課長と
私が出胤して︑調令に従い呉体的
な対処方針を定め︑発言案を用悪

田

岡
明示されていない点︑ベルギー代

主として財政上の細鷹の見通しが

表からは︑計劇の細部にあいまい
な点があること︑ユーラトムとの

関係の言通しがついていないこ
と︑雷渠が英識に二一されていな
いこと︑各国の体制づくりができ
ていないこと等を理幽としてやや
消極的な悪天が述べられたが︑米
ソをはじめとする諸国に秘極的鼓

リアが環務二重に対して︵イ︶

成繭が多かった︒結局オーストラ

分野を隈箆して段階的に尉團をす

価し︑予算はその都度きめること︑

すめること︑︵ロ︶毎駕成果を詫

︵ハ︶ユーラトムとの契約につい

ては︑灘務局長は協定をつくる努
力をすること︑︵二︶理壌国に隈
定しない諮問姿貴会をつくり︑鐵
開発凶からの専門象を必ず加える

ことを内灘とする修翼翼を提出
し︑撰認され把︒

氏
乱
出され︑選鉱︑製錬の過程を経

争命、

して翌日の会議に墾んだわけであ
る︒

会識は︑ 二 十 五 日 午 後 三 時 過 ぎ

ン︒アフシ齪︑1大便を畿侵として

に︑イラン代表アミール︒アスラ

始獣つた︒ 形 通 り 議 題 の 採 択 が お
こなわれた後︑技術抜助︑駆業謝
騒騒騨の割当︑国連社会経済軽量
会への無蒙塵管が承認された︒

日

つづいて 臨 界 実 験 装 羅 お よ び 研
究炉の安余運紙のための爽施規期
が議題としてとりあげられ承鋸さ
れた︒これは原研の年野秀郎氏を

によって検討された成果であり︑

含む各国の専門家よりなるパネル

購集上は︑ 低 開 発 国 に と っ て 奮 胴

なかイトとなるものと考えられ

実悩によってフレクサブルに適用

るQこの出 語 は ︑ そ れ ぞ れ の 国 の

きれるへきであり︑法的拘火力を
伴うものではないという％え方が
明示されているので︑わが園とし﹁

報とシステム

国際原子力情

が承鰍され︑閉会となった︒

ト︑職員俸給︑饗務周長定期報告

つづいて︑原子炉プロジェク

旨の発慧があった︒

さ豪たげるものでないと了解する

では︑とくに発為をおこなわず結〜期中に︑改めて提案をすることを
果として承認した形になった︒

保障措置と
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承躍きれた︒この二省は︑イタリ

ョ⁝デブランドであり︑一般圏的

アのルメノチとスウェーデンのシ

わが国代表も︑この無題につい

精報システム︵INIS︶の閾馳ては︑段階的に計國を写すめると

第二日囲の議題は︑国際腺子力

のための査顎員は︑これを合せて

したが︑修正案の承認によって︑

いう了解のもとに賛成する躍発感
であった︒これは︑原舩の長賑紮
介氏を含む各﹄の専門家によりな

二十五名となった︒

この識題に関連して︑米田代衣
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・舞
留躍翼く動麗騨齢膨婁羅

取締役社長

勤
口

》1v

⑳

登

講繍轟」雑

ζおいて︑王AEAが各凶と績ぶAEA事務局がとりまとめたものことになる︒

（343）5311（大｛疇裁）

東京

電話

国際情報システムも日程に

より核小払散条約︵NPT︶の不るパネルがまとめた案をもとに工

一一〈〉〈×ンQ◇〈x×ン。《瀞Q《〉一く＿

本の立場

重み増す

（4）

第469号
￠樽三…三牙コ頚L便讐勿，離・坤

新
子

昭和44葺4月3B

㊧

一第470号一
︐

︑

﹁

O

F

臼

@

@

ミ

L㌦

@

@

ヂ、、
撫

降

馨〆

ぐ

麟熱

・

〃

つ

P鞍1蕪

鑓

振鎌京5895播

原た所（物じ一一点内一定ン

が関東羅子安彪

子

。の木、で

ソけは1こ望地グ

そす躍所か全の

カー周村

＝＝

＝％

ll鵜

雛旧識

講定

蝶結

詰論果

睡

で難

口＝蹴欄二三

間

ﾜ寵

の

全

o所束

鐵黙黙議蝉

醗臨

鷺騒舌（591）612葦（イ℃）

棄の

戟@蓬

レ

うにと発骨の集

︑

ﾙ

葉京都港区新橋1丁目壌番眠目（東鷺1日館内）

ﾀ窪劣媒皐購頸回勇盗麗鯉叢暴食応チ所地以径測リ

％

巾

会議

で以た所イて
負漿二測
驚峯
止じ③面内移
、トは②握鍛タ定①は力福
「式子
よ必期に動五か 、モすがりは原
、発昂
福調力欄

侭

ﾋ噸

@

産

力

ド

舞

。欝

づ噌

噂

軍

馬

原

羅漿．鯵難培

@@

毎遡木曜日発行

灘料韓雰箭塁回覧
1年分前金15◎o円

本

発行所

一

一一一
継

昭禰4年4月10Ei

●

昭和31年3月12日第三種郵便物認町

@

堕髭
￠

馬

覧

価検

、塗お安は井

曝

福る員放かき五たた：い他子

難官譲止

管理の爽態調査︑国家故轍の調査

7畷1灘難轟1撫影響1擁織難ll鞭

籍叢

、成で

、策術獲（の

、れ算繊月と）題

、

ｮ方化海があ吸とのの離職燃は機対難しの点二
たのであのか外が②位し体いのて

雛灘璽聾

。、め婁境なつ十ままての原

峰

家た燃料の実瓢のための開晃研究

を繊細に行なう必要がある︒

も︑残された閥題窟な検回する︒

ﾌえ薩

なと羅臼隠出の燃の料料考国一助懸盤得狡焼歩上一け副取進標力闘一

に射鍛。鎌継

、計おら購西

。外燃は設保Q燃はる試

対テ新そ発の①技よに入独

、国あ狡長ての

落蝦蟹鑑翔び海との

。間はし團競

、翻

さ不

題技たの度1出技証さ料

歩な（得燃外保核

れ足技がど比上料の鉦燃

、o験照のる編出は設

国がの術鋼

灘灘雛離1撫雛瀧隷醒桀畢難簾櫻鍛耀潟諺雛輪坐騎騰を氏鍵纏継縦1撫1欝鍵

、の取

てきるだけ多くの項冒をもうけ分類を徹癒させた

コンビ月一ターおよび関連図書の総合目録
タイトル●濫者・ヤーワードによる秋罫ご／9ケタのコードノ虚／バーによる分類

INTERNAτ亙ONAL

COMPUTER

81BLIOGRAPHY

定価蕃22，500
発売元

7

1〜8Nα捻。戸〜α1Cωψ〃加〜gC8〃β〆，Mαηo孟〜o惚ア1S

ワ00ア・441㍑脚〜S〃α1Z乙，θノ1μ

0〃〜σ

〜56〆

謄三唾﹄⁝一一三疇

50咽

5
1恥
713凹

23璽

用1雌臓i111111h、醒回「隆【康b、酒釧11111凹μ．

γ〜〃π

554臨

躍P聰鰍冒酬1

東代㌍

魏簗璽臨竃噸難紀伊國厨
1蟹』llrll罫「1【塾回闇1「liii鋲

z4識606〃

0プ磁規

−一田
03掘
京劇駄

日本総代理店

η島．4ηZS

替話大
矧M
ゲ
振電翻

ける調九器の選短／放射雍泉照射における隷
源の選定／梗用上の 去現制

およそ40ケ国の図書を網羅するビブリオ国際蔽

店朗
書㎜

い／冨置放謝性物質の安全取扱い
團剣定器・線源の選定・法規 RIの禰用にお

1111・・11・M・…U・・躍・・・・・…1・・rr…新刊書御案内・・ll・・1職・1・・1・・・・・・・・…1・・・・・・・…

聾駄≡﹁三＝︻堕玉︻︻蓬国三一一 一一・臥五三︸⁝一三網璽⁝一ξ瀬羽︻季

團安全取扱技衛非揖倣副剛恩愛の安全取扱

轡﹇＝＝糞劇＝三∋一﹂国︻︸糀野菜幽伊一﹇︻一竃﹁函﹃き℃三厨唖証℃唱三一7匹藁柵誰簿﹃隔罵罐

麗業分野への利用と問題τしく／盛L礎僻究

分野への利用と問題点／新しいτ勝樹鰯1∫

超枝衛産業への銚戦

［全柵特集】RI・放射線利用ハンドブック
園総論 最近のRI製造・利朋の動向

牧野 昇著
新轡／四〇〇円
本尊は︑趨技術産業の構造と鵠質を解明
し︑現代蛭宮名やビジ才スマンの寛醜を
うながす二軸未来学の入門名4月中旬潤

￥360

原子力発電入門

発売中

村主進・聾村鎮雄・今井良雄編A5／九五〇円
エネルギー産鑑のホープと目される原イ
カ発電の技術的事頃を事易に解説︒配達
技術者の養繊に役立つ衡出門羨 発売中

5月号

日刊工業新聞社煉騒鞠青赦堰

三

輪朋︒

本邦唯一の総合専門誌！

露利罵

1灘鰭lll講難をで

懇藝難慧難阜鰐野離弱評てががてので福

難灘難譲ll難響

の必鎌取③燃進得

｣歯縫羅騰鱗糀馨鱗嶽

置一

の現状と図題点︑今後の取るべき

に対する国の援助とともに︑関係

、の燃を会欝産

欝欝螺難鱗黛難燃産羅灘羅難罐

口

方籔を検喫した︒

カーの協力が必嚢︒

宮庁︑研究機関︑ユーザー︑メー

、のめ（副葬水つ

P響難1灘礁

@

凄

としては︑①外国メーカーの下腿

一︑燃料製遣技術については︑

はま窮心合でとた茂て災婁鑑一次と輔設の軽豪が術核）勧業通

難旱一等難講

で成型加工のみ行なう②炉メーカ

ロンバージョン︑ペレット製造︑

翌P灘欝欝罐灘1糠鞭難
1灘1灘1凝議離婁鱒羅諾難問鞭蓋蠣離職蒙雛題讐1謙犠ll灘1点幽幽観呉幽幽麗㍊

臨界爽験要望の燃料に使用するも

ーとつながりをもつ燃料メーカー

なお︑岡研究会は四十四三度

ので︑社友商郡が︑米墨原子力襲

が外薗姫メーカーの鰻寓した職子

籠したもの︒

貫会から輸入する一切の業鰯を受

P；1撫麟織難ll撫羅灌1

．

聞
新

業
産
フ
ブ

世界海運の

に︑融用炉日露の憩入け躍榔浮嚢の関係

銀坑︑ヨウ紫捌警の鞘艘R王︑イ 燃・材料の照射後試験庫宵なう︒

は︑一一領城臨界実験を行なうほ

を行なう︒とくに炉物理謡講で

の饗翌各ンゲ叢じめ轟威燃●材饗塞性の箋開聖

さらに︑従来隙芋力麟の開発に消極的
で困難であるので︑鴎のプ鷹ジェクトと

は︑小型ループ︵漂研︶で模擬燃料
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第︑建設に滋平しうるよう諸準備

工揚建設に必要な語莱件が鎧い次
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担当しているAE11︑社は本年初 ースなどの造船榮罪が羅大型原子力コン
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トリウ・欝野釣至高τい茎連の羅が雲る・

試験などを行なう︒写象牲研究で
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の建設を進める②新型紙雛炉︵A を生産する︒とくにウラン濃縮研

ナトリウム過搬沸騰試験施設など

を行ない︑さらに回収したイエロ
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力船の開発推進ならびに産業麸盤

店大匠三三区ホ町四丁目二七番地

大勢に伍して

暁にけ穂火航路に配船の懸向といわれ
りも優先約に採りあげるべきで︑い家薩
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捌
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の建魚運航経験によるアメリカ海運聾の
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建設に着手

高速実験炉

が融は原子力郷一船の建造に努力してい
ながら籔藤︸体の関係で登山してきてい

融﹂であるので︑腺子力第二舶を実用舶
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などの研究翻発を進めるQ

材料︑遮蔽と副灘制御︑安全韓に

進めるQこのほか炉物理︑霊要機 孚R︶雛第二次設訂研究を終了す 究では︑三富遠心分灘機櫓使って
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舶か経済性を第二義的に考えた﹁実験

関する問題点を讐議検酎した結果︑第一
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露●饗星卿夏質質翼響攣置﹁

彰

じロにコじ

0
■

郷

︐

企画課

分一が次のように敬められた︒

資源螺の初代謙長となる︒その

一

翼

耳《繕㌶受｝⊥長

めど

ているが︑この程農になれは︑在来船よ

のフル・コンテナ舩五隻の引合いを出し

りは原峯力船が経済的にも有利となる可

冨

脊なうとともに︑申聞べ！警固プ
ラズマ閉域の実験難鐡を行なうQ

臨界灘故晴のプルトエウムなどの
速増殖炉︵F8鼠︶11実験炉の詳

蕪撫舞雛懲

対する羅謙と関心を義民各界が筒め︑国

暮曾騨﹁

亀を製作し︑軽水頬の一次冷却新

研號11大型モンク◎アノブ試験阿 低へー二値7︑ラズマ領域の実験を

路破断こ伴う現猿の解明と防醗装
澱の開発鼠験を行なうとともに︑

︑

メ気〜メ

つ︑

い㌣㍉

蓼露置■■匿躍8嘘巳曜￠霧翼曜翼8冨纈冨鯛

あろう︒

際海運憎勢に即応しつつ︑原子力災用船

として闘発するためには︑さらに一蹴︑

ヤ塊

耀鍵灘置5・■躍蓼霧星喀蟹翼8﹂嘱■胴・U重冨塵置

は長い期間と臣額の経費を必襲とする上

大出力かっ経済性の筒い舶用炉の開糞が

・ 塙も口虜

8題匹置■驚8麗綱曜蟹露響翼冨饗■・編醤

カーあるいは貨物船︑およびコンテナ船

にもり込む一方︑二†一刀五千メのタン

﹁

子力船をねらうのではないかと捲測する

︑

食最照射研究は︑米︑馬鈴薯等の

原子炉圧力容羅の応力試駈︑JP コバルト璽人灘源による照射試験

ヨく

炉物理研究では︑FCAを使って整備などを行なう︒このほか炉物

ロ

一

ロ

を行なうとともに︑照射施設の艶

び

プルトニウム燃揖による実験回田
さ

萄

！

東

お

備を行なう︒
コヒニコ

@

DR圧力答雛の腐食疲労の艀価の
研究等峯行なう︒⑤その他魏原子
力コ⁝ドおよび核データの郵備を

研鑓など関連慧礎研究を進める︒

行なうほか︑隔中碁子炉の三物理

一
曽

︑〜〜﹁謹

田露側ができるたけ獄門をいえ

詮翼

るようにすることが必要︒その

拷

罵力一回か夷郷さんの腕に期待
探鉱といえば︑難通鉱山ム毬

浬学部地質学秘を卒業後︑北支

管壇︑企画︑翻査樽よぴ国際活動

後三＋一年設立され龍旧嘉賓へ

放射線・産藁開灘課RI・放

③麟際協力酒動

射線の開発雄進︑源子力新利矯扱

術の臭体化①冠1・放射線の開

者盤成．

罵技術

束京支店東京都千代田区神田錦町一丁口九型地

本

能性があるだけに︑同社は次の段階に原

じ

の開発に秘極的な姿勢レ駕確立するときで

匿馨謬霧冨娼墓鋼聾

にしている︒

冨・隠匿罵・置瞠冒鷹曝配璽

綱鄭電

鑑行すへきであり︑謹た舶溺炉の開発に

蜀﹁

じ●唇重聯署艦虚

説二隻の設計研鋤を進める力量を明らか

暫曹纈．鱒巳鱈暉曝書

覆暫︹88

向きもある︒

響曜咀

一力︑運行採算の赤字から係船ぶ伝え
謬霧 鐸嘘巳□臨編翻撰冒・

︑ 吟

● ひ二

璽醤年 三 謹 画 嚢 蔚

原子力や

三機関摯

聖 ︑︑−覧㌣︑︑

ATRで評価検討動燃
︑

特定総合研究で重要な 役 割

原研
日本原子力研究駈︑動力炉・核燃料開糖壌業囲︑臼本原子力融
開発略業団の昭額四十四年度端麗副画が決まった︒これはさきに

燃料の熱毒性子炉への利用に関す
▽放附線化学繊維のグラフト
⁝
る炉物理笑験︵田CA︶等を行な 璽禽︑エチレンの気葦毛禽︑トリ
⁝
う︒⑬核燃料および炉材料魏プル
等星サンの固相転転︑プラスチノ 一
一

の仕響だか︑ウランでは餓終鵬

那開発公差澗査縄に入り︑さら

の内国企画︑恕主管①三子力開発

願

に東大哩学部大学院に内地留

嘱託の推進企画

翫は昭和十六無十二月︑策大

要嵩である電力業弊がきわめて

ため︑私のこれ窯での経験が多

するところも大きかろう︒

穣極的たQいまカナダで実施中 少でも役立てば：∴と謙虚た︒
の米圃力ーマギー社との共闘操

事︑北支那︑裟嘗の地下資源の一

②原子力騨発全

鉱開発では︑聡力が非鉱六特⁝と

物の編集︑刊行④金艘晦圃際酒

般の惰報管理と調査③定期刊行

移り︑二＋九隼︑わが国定初の・

しかし氏は︑わが麟初の漂子

原子力発蹴︑笠子

動の据進企画

力茅算でウラン資源の調査が隠

の強化充実︑前記主管購項に関連

曽

⁝

⁝ 発維進︑調査研究 ②原子力新利
③圃際協力届動 ④技術

⁝

②調査研究

する

として出陶︒

へ目

①婁員会等
長︑榛鉱腸発部長をへて︑四月

移り︑地質課長︑窟織田張所

康とちがった麗鐵状態を示して

﹁ウラン鉱陳は︑地の金属鉱
白髪畏身︑為った容裟の猿郷

死魔は篇子夫権と二男︒満五
十一歳︒本人は酒をたしなむと

いる︒そこで︑猛本は岡じた

､が︑酒殴の論れも嵩い︒

が︑知識たけでなく経験が大い
に必盤︒そくざに判断が下せる

擾とも購える・たが﹁共同探錨
開発である以上︑その簗務や結

ほどの積み上げが欲しい︒海外

へM・工︶

果を縮戦隊璽にチ凱ソクして︑

さんは汲彫な紳士︑一白大学教

一章偲で奏楽建醸峯力部翻査役

められて以来︑この道にたずさ

動力醐発繰

ウラン蟹源澗登を行なう核原料・

薄月・選評の警馨所に⁝

調査研究に聡録した︒月毛二十

組んでいるが︑カナダのデニソ
ン社との融合︑電力だけで参窮
するという熱心さ︒
だが︑実際の藥務となると︑

そこで︑電遜譲はこんど︑

すべて絹黍蟹かせというのが災

監齋

鑓
窟4として動燃から爽郷さんを bって来た趨ベテラン︒

海外ウランの採鉱開発の

歎壕

子

原
内翻総理大臣が細めた﹁昭和四十関無渡原子力闘発利用涯本図醐﹂
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燃料加工事業に着目

鞍建

米 ゲ テ ィ社︑NFSを 所 有 へ
．米團の核燃料麗業は︑岱近の米AEC見通しによると︑一九八○無に核燃料の出樹葛総評が二十一
懸が︵約七千五蕗六十億円︶︑︸九八Q無までの罫山女荷額が颪四十三び︵約五兆西百億円︶に達す
る見込みである︒しかし︑このうち胸半分がウラン濃縮賞である︒このような大きな核燃料市擬を厨
あてに︑たくさんの核心料メーカーが進出しようとしている︒ところが︑燈近︑スタンダード・オイ
ル・オブ・ユユージ嘩iシー︑ゲティ・オイル︑コンチネンタル︒オイル等の石油会祉が新しく核燃

︷繊㌶雛

進めているが︑こんど画社はさら
に提携を強めて︑競箏の激しい榊

ユークリア︒フ議エル

になった︒このため︑両社は子会

葉燃料の加工三業へ進出すること

社C／A⁝
ズを設立した︒この漸会社は︑紫

のカリフォルエア州サン・ラモン

ず錆一段階としてエアロジェノト

高速炉基礎研究開発
1960−67

7LO

71．0

1968一一72

121．G

22。5

37．5

次に船長および購板部の励声で

長以下機関部の職綴であって︑

一九幽ハ九年三月瓢

十一黛︑国除

マを解決し︑人類のもつ不思議な

﹁世界の平和︑健康および繁栄に

がIA鷺Aの保障撚醗を受けてい

る核拡散瞬止条約は︑閥条約の媚

る︒現在八十六力国が調印してい

に論いることなく︑人類の発展に

対する康子力の寄与を促進・拡大

捧げるための道を覧つけだすよう

原子力機関︵王AEA︶は︑同機発明の才能を︑人類の破融のため

関の創設提噛者であるドワイト

三月二十八日現在IA欝Aの加盟け入れることを要求している︒

止粂約における役期によって政治

た91A亘Aは︑樗来︑核拡敵防

動によってその有用性が実証され

に多無にわたる工A8A鰹身の活

て握鳴された考え方は︑このよう

故アイゼンハワー大統領によっ

盟がIAEAによる保騨措譲を受

・D・アイゼンハワ⊥兀猫撫大統

誠心三皇をつくすことを馨約す

国は罵一力国に達し︑この闘︑1

会で避脚陶され︑妻達本部に国際会

は一年後の一九五四奪十二月の総

の研究協力などの仲介養となって

換︑および先進国と発展途上国聞

故アイゼンイワー大統領へ世界

ることになろう︒

A泡Aは科学上の協力︑知識の交 の分野においても鍮要な頁献をす

原子力機関の設立を挺唱した同民

議が召鎚されて︑一九五六年十屑

故アイゼンハワー大統領の提案

アイゼンハワー氏の死を悼み

亙AEAが弔辞

アイゼンハワー民が亡くなった

領の死を憾み︑次のような弔辞を

る︒L

すること﹂である︒

発表した︒

アイゼンハワー元米国大統領の

翫報に接し︑畿界は悲しみにくれ

ている︒一九五長年十二月八日の

国連総会における岡茂の歴史的演

説によって︑国連の保護を受けて

の名前は永久に配憶される︒燭連

二十六臼王AEA馬込が承認さ
発圏が康子力の慰葱を受けうるよ

平和利用の目的に隈って塞比する

総会におけるこの演説を問氏は次

れて翌

の提案を金葉飽に燈認し︑これを

長期的展望にたって行なった問賃

している︒米薗搬子力裂員会のオ

問計画の鍛終鶴繊は︑GPσ絆の の州に京たがる八万平方塀に送範

るA廻Cのオプションを採用する さらに一渉進める動まとして穏視

濃纈ウランを備許すること煙諏め

緬依戯着の必農に先立つ五年間の

ことは︑ソ連が核燃料での独立を

甜工業の町︶の潴尭が始められた

保織することである︒

ークリノジ原子力研究所︵テネシ

う技術的援助を転けてきた︒

きた︒豪た︑IA猛A加盟の低闘がおくる搬艮の配愈碑は︑隅氏が

のように結んだ︒﹁アメリカ禽衆

効力を発した︒IA鷺Aの目的は 灘ヤカ薩の合計七十基の漂子炉

四つの糸列会朴の一つであるペン

九五七年七月二十九田に

々に対し︑恐しい原子力のジレン

国は諸君に︑すなわち世界中の人

シルヴェニア土嚢会朴の躍力網に

濠で開発されて琢たのはやヒモフ

とプルトニウム・ウランの混合酸

州︶︑米園空軍のア⁝ノルド技術

化物燃料のべレノト製造と燃料ビ

五七．β畷のナトリウム冷却年層

速増殖試験煩を開発することであ

界戦争後ソ連はチェコの重工業を

西ドイツ政府︑米国

送主ざれているものである︒Q

るQ田VAは︑問謁の発臨産聖上

の知識を通じこの開警語幽に寅献

ずるが︑そのかわりにこの謝画を

技術者との響罪な緩触︑追継設

でウラン投資を検討

その⁝部を米園でのウラン投籔に

めに約九億妙を負無しているが︑

西ドイツ政雁は米箪の駐留のた

ることになる︒

かかる職種のものでも約一肩で

る︑第瓢船以降の集組銀は三年

も︑懸果の原子力商融の開発に

困が原子炉によるものでなくと

故を起すことがあれば︑その原

い︒原子力第一船が万一海難箏

で絶対に瑛故を起さない万全の

大きな支陳となる恐れがあるの

コを支配下に勅いてからは強制労

掘権を獲得した︒一九閥九十チェ

する代償として独占附ウラン鉱採

ツとの支払交渉に先立って︑ドル

ラン鉱を採掘してソ連に持ち去っ

働によって劇鋸二鉱山で大畑のウ

ンは過量傾肉に転じ︑藤蔓の億脱

で縫けられた︒このころからウラ

ないが︑この開発は﹇九六〇無ま

た︒その数鰍は明らかにされてい

てある勧官は︑ウラン購入という

で︑区長慮工︵株︶はノース・ア

メリカン・ロノクウェル杜の困民

原子力部︵AI社︶との協議によ

り︑岡社から圖趣増懲懲︵F8

R︶に関する狡総構報を受けるこ

とになったと発表した︒

増する見通しになった︒ソ連でも

ベレノク鉱山の開允もこの嶽にそ

核燃料鵠蟄が急増する鑓嶽で︑リ

うものとみられる︒

﹁米国における原子

リブりントを頒布

力供給産業の競合扁

グループ︵FAP工G︶のメンバ

川鞭虫工︵株︶は︑第一懸チカ

に乗り娘めて魯ぴウラン嬰が急

︒フラヘティi民は二月十一田伺 から辛減している︒たがこの二︑
三年原無力発慰所建設謝画が軌道

ル︵A工︶祉の社疑ション・﹂ 蝋も一九五九年の鍛醐鷹万⁝瓢千ナ

アトミンク・インターナシコナ

川重︑A一社と高速
炉開発技術で協定

い﹂とのべている︒

考えは︑﹁夢みたいで協にならな

防衛の鱈えが艶艶っている︒そし

ワシントンでは︑来月の西ドイ

戦利品として没収する勝利を放閲

とブリブラムの二鉱山⁝第二次世

ウラン鉱脈を蔵しているが︑いま

Pσ︶掃との共同による鵡遼増勉

合研究所放射線防識短期譲

工業隅級課程︑放射線医学総

らないと考える︒

竃馬できるものにしなけれはな

その力学として︑一つは︑芸濃

なお︑TVAはテネシー州全置きかえることを検討している︒

程︑各種副装研究課程箸によ

仕雛の顧で在来船と異なるも

る基礎知識の習得︒

のは︑炉の遡転保守と保物関係

．

ーであるが︑今度の纒足によって

もんらされる綱報は︑動力炉・核

﹃

る︒

チェコでウラン

ベレソク︵プラハ北方漂白がの識

けげΦ

Z鐸O一の9塊

唱O芝Φり
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報告轡﹁Ooヨσの言訂05 5

βOσ蔓一昌α郁︒︒q嘱﹂ρA四判

奮細照まで︒頒緬三千円．

ェコで鯖＝蕃響のウラノ鉱由リ リント購入のお難し込みは︑原曜

︻パリ松本駐在興発︼薦欧でほチ 四三〇跨︶を入手し豪した︒リプ

鉱山の開発へ

法省の叢託をうけてとりまとめた

ケーションの良資も安全運航に一

⁝

⁝⁝
﹇

設計に便朋することになってい

燃料開発漿桑醐のFB且原型惣の 原艦ではこのほど︑アーサー・
ド・リトル鉱か︑米子AECと司

子力船開発糠嫌囲理法︶

願いしたい︒︵新着は︑日本原

関係蒼の面輔解と綴協力をお

てやまない︒

縞ができあかき毒藤上

闘無難箋篶輩

大きな影響がある︒乗組風全戦

ある︒これらの人達のコミュ晶

祉から選出された船黄の混成で

商船箪芥︑川瞬など大手商舩会

管当盤などの岸や欝︑⁝

本船の乗組員は航海訓練所︑

雛備がなされねばならない︒

査豪たは監懸を兼ねての現場

の業務であるが︑このため桑組

田舞として増饗した数は六名で

やれるようにしなければ商船と

一

二︑建造野駆期間中に図面の審

俊

回

立会により黙黙知識の爽務へ

辺

の澗用をはかる︒

タ⁝による運転訓練︒

驚︑原子炉プラントシミュレ⁝ある︒将来は三聖程展の増黛で

と暴なり書入数で運航しなけれ

いずれにしても陸上炉の揚含

四︑できれば外国の原子力船をしては用を満さないだろう︒

利用しての教脅︒
各職種によってその教門内容

練度の商い入でなければならな

一︑日末原子力研究所漂子炉研

短いもので約一無の樹間を襲壌

修所JPDR遡転訓練齪秘︑は異なるが︑長いもので麹二年ぱならないので︑集温員全員が
同ラジオアイソトープ研国縫

ことである︒

れん三つのウラン会得に︑鷹桜米

しているQボヘミや地方は響窟な
ンの加工を行なう警語︒

A一の高速増殖炉開発

る著．僧選蕩のう

ある︒わが圃には原子力船粟翠

いので︑現在あるものを利胴し

増殖炉の技鞠開騰の経験を直援得

が︑今回AI対とジェネラル・パ 副︑部品テストなどを通じて萬速

恥る米國二大の鱈力会汁である

テネシー渓谷開騰公司︵﹃eV 現筏一八OO乃KWの発躍士力担
を巌しているA1︑GPU陶妊の

リカン．ロノクウェル紆の照際激

Aソは三月二十環︑ノ；ス︒アメ

増彙炉開騰凝幽に参加した︒

峯力部︵AI︶が進めている趨瀧 ブリノク・ユーティリティー︵G

え晶群省を棟用

域︑
たものである︒GPUlAI対
共北アラバマ地区をはじめ七つ

TVAは︑水力鞘惣駈四十七カ類開脚計画を援助することになっ
所︑火力発電所十︸カ所をもち︑

腺子力船の錘組鍛として幾期

ら選はざるを欝ない︒

することになっているが︑逓格

黛のための特閾の教導機関がな

朋の教湾で済むので︑一般から

渡

原子力第川船乗組員の養成

渾然一体の姿を

者として襲求されるいろいろな

⁝機以下の

難名︑一航一機クラスで各々数

開畿センタ；なども︑﹃巳VAから 国のウラン探鉱企第へ投賃させる

とともに︑氷姻に天然ウランを備

（1968年12月31日現在〉

ー州︶やパドカ研冤肋︵ケンタノ

（KNIく一カールスルーこエ）

三三する苧定の︑出力三菱五十〜

27．5

蓄することであり︑他の一つは︑

43．5

最近繋縛の奨欝金をうけて設立さ

7．5

小型ナトリウム冷却炉実験

ル寧窟飛行センター︵アラバマ

真4。2

キi州︶︑航空宰蜜局のマ⁝シャ

ナトリウム冷却原型炉研究開発

散後本人を引ま受けるところが

る︒

敬育訓練をすることにしてい

このため難業団は次の方針で

て教射せざるを得ない︒

であるが︑斑第団が蒔限寛法

募集してもさしっかえないわけ

皿の職畷および部員については短

若い人や無線︑医務︑罫勝など

名に過ぎない︒冠註

（IIDR一グロスヴニ㌫ルツハイム）

TVAも計画に参加

心に便用するプルトニウム酸化物

網のプルトエウム・リサイクル炉

は︑趨遮実験輝および高遠増獺郷

にある燃料工堀︵現在EBRlK
の燃料を米A猛Cとの契約で加工
している︶の製品の品質管理とサ
：ビスを足がかりとして︑一九七
〇年中頃までに嘗業に入りたい慧

一方︑米園のカーマギー社は今

向であるQ

年八月中旬操業闘始を鷺櫻に︑プ

データーはマグネチソク．テー
プにとられ月に二回だされるとと

（齎：万ドル）

ないと尖藁者をつくることにな

で成立しているので︑撃叢随解

︵今のところ四六年度末豪で︶

7。5

32．0

蒸曳冷却実験炉

14。2

蒸気冷却原型炉研究開発

支出済額
支出決定済額

168擦G
301。4

で｛
口
A
開

料サイクルの主笈分野へ乗り出してきた︒石油磯本がこれまでの探鉱経験を生かして︑すでにウラン
探鉱開発に乗り出しているが︑こんどは︑葵大な蟹金力にものをいわせて︑燃料加工と魯処理薄鼠に

ない︒

豪で進幽してきたことは︑今後のエネルギ⁝供給の繊からも大へん庄隅される︒

探鉱開允への参加もほのめかして

した︒この工摘は︑オクラホマ市

スタンダー ド ・ オ イ ル ︵ 通 称 シ

会社は︑シェリー・ベイズンにある

の北方露塵塀︑シマロンにある同

ルトニウム加工工場の建設を開始

ゲティ・オイルは︑ニュークリ
ペトロトミノクスのウラン採鉱製

またゲティとスケリ⁝の二石油

の核燃料雌業の搭載に固を向け︑

ア︒フユーエル・サービス︵NF
社のウラン酸化物のペレソト製造

いると・胴われている︒

このほど︑ 核 燃 料 の 開 発 お よ び 製

S︶社のWRグレイス社が所議す錬工揚の五〇％を所有している︒
業揚に隣接し︑建設費は靭三熱五

ャーシー・スタンダード︶は︑将来

造工樹をワシ ン ト ン 州 リ ン チ ラ ン
コンチネンタル・オイルは︑エ

鮨である︒

の技術者が補充されるが︑岡工場

十万がと議われている︒約四十人

る株式六六％を蝿取り契約を結ん

理堺会は国際原子力簡報システム

ィソシュにされるQ

ができ︑長い項圏は︑マイクロフ

﹁箆年の準理窟闘後︑IAEA
もに︑岡じ講報を定娚報濃艶でだ

N−Sを承認

1AEAが一

南テキサス州でウラン探鉱開発を

アロジェソト・ゼネラルと共岡で

ドの近くに建 設 す る 第 会 社 ジ ャ ー
シー︒エン タ ー プ ラ イ ズ 社 ︵ J 過 だ ︒ こ れ 憲 で 層 F S の 株 式 は ゲ テ

1︶を設立した︒このJEIは当ィ・オイル約二二％︑その子会社
％︑グ

レイス六六％であったが︑これ

スケイリー・オイル約一

ニウムの燃料撃発のため︑杓胃五
で︑ゲティ・オイルとスケリー・

面軽水炉朋の ウ ラ ン お よ び プ ル ト

十万がを投入 し 約 濁 人 の 技 術 番 を
r了五隼間に採用したい慧向と伝 オイルは︑核燃料サイクル分野で

おさえることになった︒

えられている︒したがって︑JE 簸も蚤愛とみられる再処理部門を
王では工費が熟成する豪で︑バソ
テル・ノースウエストの研究施讃

およぶ憎報管理とその修正システ

西ドイツの増殖炉関係予算

一男から希望す の教脅を必要とする職極は機開

の乗組員は圃蔑

論子力第一船

す︒索引は︑奪二圓入手すること
NFS社は︑ウエスト・バレイ ︵IN工S︶を承翻した︒全体に
にある再処理工専の年間鼠酉ゾの

ムが︑奪閥約二十万㎡に︑すでに
予熱で襲付けられた給与と費用の
約三十万がを加えた経蟹をもって

来銀早々には冤全に動きだす︒し
かし費溺を闘魂に要するところが
ら︑一七力剛の理事のうち七力圏
が反対した︒岡サービスからの奪

⊥二〇が岡システムの中心にな
る︒磯関は奨初この計騨機に︑加
盟島国に役立つ原子力偶報のほぼ
十万項圏の八署％をのせたいと希
毘している︒九十の光館子走査装
躍が映辱文字をウィーンへ転送す

る︒IN I S の ス タ ノ フ は 三 ヤ 四
名で︑科学技術偶報部長ジョン︒
ウールストン翫が指揮し︑マグネ
チソクテ⁝プに素材を縄集し︑ス
トアーする︒計舞機プログラムの
⁝クロス・レファレンシングにより

今のところ︑船長機闘で各二︑

IAEAの謝算機工BM薫六〇条件を傭えた人は非常に少く︑

収は五千がと見積られる︒

講

を借りて研究 磁 器 を 行 な つ こ と に

シー州アービンにある鮨襖および

建殴申の英国ヒンクレイポイント目発猛所

…『

処理能力を︑七欝五十一九蔚ゾに

は再拝珊に も 関 心 を 示 し て い る ほ
燃料成型加工施設を拡允するもの

噸

｝

なっている︒

か︑欝近︑ワ イ オ ミ ン グ 州 で 大 規
と見られているQしかし︑二石油

、語

㎜ 一一

またジャーシi・スタンダード 拡張することにもなろうし︑テネ

模なウラン鉱康を発見しているハ

擬魏

︑幽社はその寒期を明らかにしてい

繋奴

回議

難翻

離
寒熱

・翫

懇藤

ンブル・オイルを通じて︑ウラン

謹

〆
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【

毫ので︑．しれも曝われ奮か

⁝無えられた課題に策する報管の組

︻合せをただちに取り戯すことが可

り

，

﹁蔓

難
撫

原

和44年4月壌O日
新
子
舗三稠郵便物口跡

470号
ぐ3）

﹁

聞
新

墓

講遍羅離離叢蟹黙認懸総
いて︑講澱した︒以下︑講演の
間︑開かれたが︑IAEA︵国
熱サイクルのプラントは複雑なも

格を得るために採用されている再

が︑熱を有効に利用して低廉な価

際原子力機関︶のS・エクラン 概要は次のとおりである︒

イタリア原子力産業金議滋催

﹃ーーー︑iーー1

の﹁第十四圃ロ：マ原子力会
のである︒現在のもっとも新らし
い設備では︑一ナの淡水を得るた
めのエネルギーは︑約五万五千菌
留である︒しかし︑この数字は理

した水を浄化して再使用したり︑

選隔の水源地から導水したりし

使用済燃料輸送に関
する報告書実費頒布
鋸鎌の避難済燃料輸送問題専門

曾圏凹﹁曽

騨扇甲騨

たい︒

稀盟の陶は左灘の総領で印し入れ

なお︑都数に制憲があるのでご

能な悉曇に特に利属されている︒

方法は︑抵廉な盤気の利用が不可

し二千立方層の響滋である︒この

でのところ︑一郭当たり閥欝ない

は至っていない︒しかし︑近い将

費燭は末た蒸溜法と競合し得るに

隔膜の寿命は短かく︑淡水製作の

る︒現盗のところ︑海水に溝アる

ついて広範憾見解と実線の交換が

があり︑この隅隅における鮭歩に

拙関から二口八十人以上の参加藁

が︑これには二十八力国︑八二隙

子力脱歴シンポジウムを開催した

には︑亙AEAはマドリノドで隊

一一

一

昌昌弊雪

透性の隔膜を遡って濃縮壌化水の

方に移動しで︑高純度の水を得る

という原理を感聴したもので︑糧

水でなく壇気のある淡水の場合に

広く用いられている︒

このプロセスは︑塩分濃展五千

運転圧約薔気圧で送り出すポンプ

の動力が必要である︒

国連および一

最近になって︑三連は化石燃騰

AEAの活動

PPm以下の場禽には経済的であ

を用いた蒸溜降監裳脱壌プラント

にある新しい水資腺センタ⁝で︑

なった︒豪た︑醗連は︑クエイト

るが︑壌三二度三万五千PPmのの運転経験についてサーベイを行

いと考えられている︒ただし︑塊

地下水のザーベイ︑クエイトにあ

海水に対しては︑余り経済的でな

分濃度の低い内饒部での脱堀に

る獅水脱搬プラントの運転データ

一胴＝

；扁：

：翼﹁

二＝

二＝

瞬＝﹁讐

二＝

二＝︐

となっている︒一九六八年十一月

二：

その他工A鷺Aは︑米国および

アラブ日日と協力して︑アラブ追

合のポルブ︒エル・アラブ地屡で

る︒深た︑ごく最近には︑食衆国

脱塩プラントの検灘を行なってい

璽囲的脱塩プラントの設躍を検討

南藤部およびメキシコ難曲耶に二

の共訳検討会に讃長と科学セクレ

する貧凹ーメキシコt王AEA

その他︑タイム紙が報じている

タリーを派酷している︒

は︑戴物や牧畜に大損審を与え︑

ように︑チリ！の昨今の黒魅で

一︑七十万鎖の輩︑二十養親の牛

とうもろこしの半分︑米の二分の

米がに達したとのことであるが︑

あり︑その揚合には︑蝕チカを珊

においては特に徳望されるもので

一凹鼎一辱

弊騨圏脚0

騨需需η解

一齢一圏齢

されているのである︒

Q贈

調査については︑撫流の調査や

一﹁＝︐

生物の分布移動︑生翫物の流通

卿一一一學

した脱騒水の経済性と筒純度の潅 属した海水腕塊が経．黒蝿にみても
概用水についての辞価は︑出版物 講犠に有望な解決怪童として期待

催したが︑そのつち原子力を利用

混設軸は︑低開発圃や殆展途上国

︸九六瓢⁝葬以降四回にわたり︑海 このような皐隙をなくすための灘

た海水脱端の猛襲性を躍識して︑

iAEAでも︑源子力を利聡が
し疑われ︑被翌翌激は一億八千力

なっている︒

の収集︑運転婁員の訓練などを行

は︑経済盤の面からもっとも期待

されている︒

逆浸透圧法

このプ羅セスは︑圧力を利硝し

て茶臼透性の隔膜を顯して水を揮

二認

の利胴に関するパネル討論会を開

し込む方法であるil隔膜は︑水 水脱堀における隙子力エネルギー

の分子は通過させるが︑堪の分子

＝＝

水を脱塩するため趨転されてい

二＝ρ

行なわれた︒

ようになろう︒

翻︑表︑写翼壁三頁を含

一部千円︵送料実費︶

む約三二〇峰

放射線・産業開発諜

られている︒

冷凍法

冷凍法のプロセスは︑コンパク

ている︒この方法を利嗣したユニ

脚儒一騨

いる︒ウィンズケールの揚舎︑

の程度を覇断ずる尺贋として糊

一九六七年半ば⁝以降︑灘

は通過させないという特性を備え

・

ソトは︑

トで大規換な躍力を窪しないとこ

一＝

圏一一

ろで開発が行なわれた︒ユェソト

一一槻一︐

逆授透令法においては︑溝水を

来︑蒸溜法と経済的に競余できる

﹁MHD発電調査た︒
団﹂報告書頒布
昨館六月︑原虫が欧米に派出し

一囲圃

正気透析法は︑塩イオンが半浸

電気透析法

僕鞘魔︶に関γる調査翻は︑ワル

たMHD発畿︵蹴磁流体力学直○定価
シャワで開催のIAEA査催シン

○内容

報強讐﹁わが国における便用済燃

委鍛会が︑口無二月とり求とめた

料の輸送偏を実賞頒術する︒ご入

O申込先

ポジウムと各園の開発状況を詳細

醒謡︵五九一︶六一二
一

＝需扁＝一＝＝ニ一一一一襯＝一一一卿二篇一榊＝＝濡二扁＝構一一一一二＝嵩一一＝一＝一騨一＝一一一＝輔＝輔＝︸

て︑このほど調査報告書を刊行し

︶六＝二︒頒価 にまとめ︑今後の見通しを無え

用の陶きは原虚効力開鞘譲濠で︒

田E﹂︵五九
四竃五十円︵郵選監製︶
＝輔＝＝＝＝ニ＝＝＝一門＝柵補＝一二需＝扁一二扁＝補＝需＝需＝

費糊の重嵌を避けたり︑容燧の大

しかしながら︑収益性の高い穀

十度C以上の蒸気を便朋すること

の二〇％が薬晶代や労麟躍等とな

型化によるメリノトを期待でき

論上の最小値である一鈍当たり約

ができない︒その上︑発虚心プラ

て︑不足分を補給してきた︒しか
っているQ

物を栽培するならば︑醗罠が負抵
六酉㎡留に鞍べれは︑およそ歯億

る︒

しながら︑早晩従来のやり方で水

ントが蒸発の潜心を利用しないの

し偲る潅概用水の代金も上ってこ

したがって︑縄済性の追訴に漫

を禰給する方法に較べて︑脱曲水
に相当する大きなものだ︒

よう︒従って︑罠い圏で生るなら

が︑大容蝋の勘合に限るからであ

化看燃料発胞所と竸禽できるの

容盤の大型化による経済性が極

ロセスを組み卜わせ︑尚温都門で

めて露要なのは︑原子力発馬所が

発．思して底雌都銀で海水を脱塩す

に対して︑蒸溜プラントはこの潜

れている︒たとえは︑最近の成果

熱を利題する︒従って︑一ろのプ

としては︑熱俵逮係数を改書する

造蹴を低減することに努力が払わ

ル・プラントは︑淡水一ゾ当たり

たっては︑熱伝達面績嶺たりの製

二万二千遭招で遜麩されている︒

ントの利益の恩憲に難している鰺

麺三†万KW以上の発耀所の存在

は︑いずれも醒講論がユエノト谷

るQちなみに︑今臼二重白的プラ

立方垣の海水脱腺プラント濠たは

鶴一縛︸曹

の大きさは︑鉄道の賀卓に稜載で

雫騨﹁贈

きるほど小さいものもあり︑二二
一一一一︐

合には︑撫水の取水設備︑敷地遣

四一謄糟

成︑瓠務響理︑運私・保守なとの

この他︑二量団的プラントの細

十六万KWであるQ

一麟的の揚含の約四分の二の面五

わせた揚貧に必蟄な熱出力は︑単

が︑この二つのプラントを組み禽

買万KWの熱繊力を必嬰とする

三＋力KWの発電所は︑いずれも を可能ならしめているところに限

は︑単一国的の一臼当たり四十万

ることにより︑熱をいっそう有働

矯

量原子炉および将来の改等長転換

工不ルギー費に関しては︑大無

熱衡を使用しての研究などがある

篇温海水とか勧殊加工の鋼製の暑

に秘課することができる︒たとえ

飽

ためにオークリノジ国立研窓膚で

＼
㍑
エ

ド
ン
う
・ク

よりはるかに遊魚な避力と蒸気を

炉や萬速炉の採羅に伴って︑今日

供給することがで淺るであろう︒

二重目的
プラント
エネルギー費の低戯方法として
重要なもう一つの方法は︑⁝高密
的プラントの翼翼である︒海水脱

はポルフィラという海藻

これを食へる習損があり︑農水ポルフィラのルテエウム鵬のD 消高等多くの状況調査が行なわ

多量に食へる人達は製品ヘラヴ

で︑南ウェールズに住む入達が

就食詰省の調査によると︑最も W﹂は三〇〇ピコキュリー／ れるが︑放射能のモニタリング

源

り︑この躍可に指定される放繊

発行する認財にもとづいてなさ

制限醗はその翼翼が安全に受蓉

原研の招きによりこのほと来

部のH・﹂・タンスター氏は簗

できると考えられる撒よりも多

○鰐︑隙藻に踵典して一日漫た

覆した葵国原子力公社探健安全 れねはならないことになってお

塩プラントは︑海水を百三十麗C

月＋九日廉烈において︑葵国に

⁝

価の約六〇％は資本費︵そのうち

にスケールが付鶯するので︑蔵五

以上に加黙すると︑加黙官の表面

飲鵬下回るのが善通である︒制

り七五鰐食べるという︒IC鼠た︒

Pの勧告纏から灘郷された一日

の訓練としての緻味以上に出な

一方︑高レベル放射性廃凍物

いものと争えている︒

て液状のま謹タンク貯戴してい

の賠蔵については︑蒸発濃縮し

るが︑ガラス化して貯乱するた

英国酸化端にあるドンレイ施

トがあり︑かなりの放出がある

試験している︒謹た︑ブルト諜

めの装櫨を開発し爽験的規模で

ウム廃愛物は潔減曲が恐ろしく

が︑附近沿崔の利用がほとんど

設は濃縮ウランの魯処理フラン

八七ピコキュリー／鰐であっ

は︑援鑑後モニタリングのため

り︑二〇％がエネルギー費︑残り

おける放射性腱離物の海洋処分

限蝋をきめる過程においては︑

英国における旗射性廃葉物の

川腎︑給水機関や漁漿当陽など

イラのルテニウム鴎平均濃度は

および高レベル廃菓物の貯藏に

その地方の地域行政協議会︑測

安全な処分を智なうための棊本

英国の廃棄物処理

ァプレソド︶で一華漫たり一五

ついて講演を行なった︒

的な脅え方は︑へ一︶経費の伽
何にかかわらず︑公衆の構成員

の被曝がICRPの勧告する線

長いので陸上埋没処分は長い揺

ない︒附近の泌内に小規撲のサ

ケ定躍網が最近蒙であの︑これ

タンスター氏の講演から

を操作する漁業春の手に対する

できないという欠点があり︑む

果の人闘による地域幽境が予測

絃終篇を論えないようにするこ

ベータ線被曝のモ晶タリングが

資

当たりのルテ鵡ウム欄の摂取猷

曽二鷲

騨＝一7

0＝＝二＝一

．5り一

︐二＝

二一酔瞬

二＝7

＝隅

をおいている力式をとってい

嘗輔＝噂

＝曽

需冊騨騨

︐一＝一

一＝甲

謄＝

開しては︑学童陶霧禦と倥民生

あることを滋与したことは闘象

︐一営一一

幣需一r

奪曽阿曽

冨闊﹁¶

鵬曽

需髄一一

的であった︒︵鰍者は放医生耀

・﹁鴨臼顧

このDWLと比較して環境汚染 る︒豪た︑原子力底設の操業繭輝輝盆研究部第二究研釜長︶

で得られた現実の海藻の薩度を

と称しているが︑モニタリングあることを娘鋸することに蚤点

竜

に樒談をしている︒放射性廃液

せると︑ICRPの公衆の構成 めてとなる例である︒

とポルフィラを食へる轍を組合行なわれてきた︒外部被曝がき

ρ一一＝

きめてとなる被麟
◆．盧＝一

一

放出のすは抜けて撒きいのは天

最後に︑廃忌物の安全悶題に

しいと曙えている︒

一

市
儀線魁が一入憲＋年〜レムを越

然ウラン燃料の再処理施設を為

員の被曝課鑓限膜に対応する海

曝を受け易い集団を岡心しそれ

らず︑廃織物処分による平均遺

︵3︶

するウィンズケールで︑放墨水

れ︑この億をUΦ護くΦα芝︒胃

藻のルテニウム燭濃度が得らグのやり方はこのように最も被

唖＝

として旗出賦の欝欝を考

きめてとなる被曝

費︑便宜を考霞した上で合理的

鱒二印騨︒事

に実行できる撚り継述の制限よ

罐

しろ深海臨への魍分の方が塾豪

それら廃撫物を発生する製業

えないようにすること︑

域とその沿岸での睡渡生物生産

に対する被曝が安余レベル内に 憎とは全く別傭に考えるへきで

︐曽一

も被曝を受け易い集団を劃定

曾凹榊﹇曜

りずっと破縢を胤くすること︒

甲曽讐＝

し︑これを

騨曽■一曽

集図

馴騨︸冒

の三点に総拓される︒そしてこ

騨甲P

の箏を冥現するために︑放射性

讐

えている︒
凹縛脚

廃費紡の処分は開照影肘部局の

英国における環馳モニタリン
の国としての糧安臥︑処分の経

や人の生浩撫式箸を考慮して鍛

篇旨σq嵩ヨ再︵陽してDWL︶

と︑︵2︶経費の嬢何にかかわ

鰐であり︑一九六七年のポルフ

約半分が熟交換器の費用︶であ

燕留法の揚禽︑脱背水の製造腺

価たからである︒

辻面壁当たりの投資緻が非鴇に偽

厩熱段を採用しているため︑麟伝

ば︑このプラントは︑六十八段の

経済的なものではない︒なぜなら

率嵐いプラントは︑かならずしも

しかし︑この蹴界でもっとも熟効

・鷺

隔発された溝つまの伝熱響とか︑

熱効率の点からいうと︑サン・

う︒

が経済的に競禽できるものとなろ

臆同的用のもの

ディエゴにあるクレアー・エング

魅力あるものとなるであろう︒

格

当たりニナ米膨であるが︑楽観論

れている淡水の螢用は︑一立哨撰

ある一竃鼠酌プラントで今日作ら

フロリダ州のキ⁝・ウェストに

淡水化するかである︒

ある︒問題は︑いかにして廉倣に

冷凍︑逆侵透几などのプロセスが

方法としては︑︒魚溜︑躍気透折︑

ものではない︒海水を淡水化する

海水脱塩の技術は聴して閣雑な

価

であるとは考えられない︒

鰯臼蓋に較へれば︑＋分な大きさ

坦界各地で必費と予思される淡水

程度のユニソト容撒でさえ︑将来

五万KW︶である︒しかし︑この

c当たり二十五万立方餅︑十

製造・発蹴の一

ピ海のシェフチェンコにある淡水

トは︑原子力を利用するソ連カス

現在建設中の巨大容澱のプラン

る︒

競に達するものと予想されてい

年遅でには一日当たり四額万立方

十五力立力齎であるが︑一九七五

プラントの容醗は︑一臼漫たり八

六八奪末における臨界の海水脱壇

ことが期待されるに曇った◎一九

が︑急速かつ大規摸に採贋される

エネルギーを使用する憾水脱盗

塩費用が低下してきたので︑化石

脱塩の技術の進歩につれて︑脱

脱塩水の実用化

ば︑将来脱塩水が潅概用水として

る︒

ド撃務総長は﹁海水脱塩﹂につ

論

議﹂は三月二十︑二十一の二観

序

世界の人照は増加を続け︑その
上生活水鄭の向上に伴い︑入間
一入選たりの水の消費蹴も増加し
ている︒さらに都市に入口が過度

に集中する継馬がある︒以上の理

由から︑多くの地域で水が欠乏

し︑新しい 水 資 源 を 確 保 す る 必 要
に迫られて い る ︒ 地 下 水 位 が 低 下
し︑淡水中 に 崩 分 が 凝 厳 し て く る
状態は︑天 然 の 水 質 源 が 行 き づ ま
りを見せている微候である︒

地球上に お け る 絶 え ざ る 人 口 増
加に繋合っ て ︑ わ れ わ れ は 食 物 を
供給しなければならない︒新しい

土地︑なか ん づ く 砂 漠 の よ う な 乾
燥地階を潅 慨 す る た め に は ︑ 潅 概
嗣水の供給 を 欠 か す こ と は で き な
い︒水の欠 乏 は ︑ 濫 獲 国 の よ う な
後進睡たけ で な く ︑ 先 進 国 や 開 発

途上の国々にとっても切実であ
る◎なぜならば︑工業は大鐙に水

飲用︑堅剛用︑工業用のプロセ

都市用水
工業用水

鍍するため 隼 間 一 ヘ ク タ ⁝ ル あ た

スと冷却に必要な淡水の灘要は︑

冒讐

産

力
を消費するからである︒
水は︑人間が消費する他にも︑

人間・離業 ︒ 工 業 な ど に よ る 汚 染

の表面を︑人間が再生すること

によっても 失 わ れ て い る ︒ 地 球 上

は︑非常に 愚 要 な こ と で あ る ︒ 自
然は淡水の 供 給 を 惜 し ん で い る わ
けではない か ら ︑ わ れ わ れ は ︑ 水
を発見し︑ 刎 り 出 し ︑ 保 存 し ︑ 浄
化するもっ と 進 歩 し た 方 法 に 頓 ら
なければならない︒海水脱堪は︑

それら多く の 方 法 の 中 で ︑ わ れ わ
れが鳳を響 け な け れ ば な ら な い も
のの一つである︒

農業用水

り︑約五千 ゾ な い し 一 万 ゾ の 水 が

開発のレベルと密接な関係があ

蒸溜法

る︒

鱗識語靴蝶蝿繕警襲叙述緯舘誌

腿業技術の 下 で 便 用 す る 混 綴 閑 水

の代金として賓払いうる限度は︑

水一ゾ当たり約○︒八ないし︑一

むと︑人間一人一B当たりの水の

する︒都市が大型化し︑開発が進

海水遊資のうち︑現在もっとも

業用水が欠乏した嚇合には︑汚染﹁れは︑原理は極めて簡易である

現在窟でのところ︑都衛水や工
一禽望なものは︑蒸溜法である︒こ

消費盤が増加する傾向がある︒

・四米膨である︒これは︑現在考

トによって作られる脱塩水の傾段

えられている大容量皇子カプラン

の胸五分の一ないし＋分の一であ

米国南カルフォルニア海岸に建設を検酎中の原子力海
水脱塩プラントのモデル

（一

トで

発電との二重目的プラン

必要である ︒ 今 臼 麗 罠 が ︑ 現 在 の

麗業では ︑ た い て い の 穀 物 ム 栽

蒸溜法が最も：有利

（4）
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東海発電所の全設備
着工以来九年三ヵ月ぶりに

題瑚躍

日本原子力発惣会社︵社長．一本松玖躍疑︶は四月二日目詞社東醤発電所の英国G騒紆︵G猛C︶

象海発瑠所の全設傭の引取りを汎了した偏と発去した︒除隙は三†四奪十二月二十二臼に﹁東海幾鷹

からの引取りについて︑﹁無月二十八日にG錫Cと撫料四丁え機の引取り契約に調印︑これによって

格鷹晶刀︵十鴫ハ四面山ハ千KW︶に・よ︸⇔

勝﹂の建設工購契約︵ターン︒キイ方式︶を綿紬したが︑こんどの同発難所全設備の引取り完了は︑

温農測定綾躍および臨急停止装羅

三十五無一月の現猫工製簸手以来︑九駕三カ月ぶりである︒
東撮発㍑所設備の引取りについ

原論の大神取纈役は︑﹁設備完

欝染運転開始にこぎつけた︒

題あるいは︑黙交換羅チューブか

ては︑原電とGEGの間で︑⁝昨の改邉などの泓礎設編上の変更聞
年七月定格出力による竣工検査が

工までかなりの長期聞を要した

岡発電崩の定期検査︵四月二十六
臼から約六十臼閤︶を機に︑全設

もち込む方響である︒

備使用による竣工検資の寡合格へ

プール建酬の配隷輝輝に肺野した

わらず︑工群業者が汚漿検査を正

しく行なわず︑手順を怠ったたり
したためである﹂と述べている︒
闘社はこのような製態の三目を防
ぐため︑今後︑涛染管理区域内に

十八日付けで総理大嵐に頃請して

れぞれ就任した︒

松田安民︵本社総隈郡次長︶がそ

子炉の災務を一元的に行なう方が

造工瓢の進捗に伴い︑造船郡と原

を︑艶麗大洗で建設を進めている

なお瑠桑団は︑この﹁魏務所﹂

と成果から︑これを素材とした研

効果的なこと②第一船の建造経過

課長︵原子炉部原子嫡諜

なPR活動か実施できないところ 脳設建設業紛の強紅をはかるため

たほか︑従来の造船部と原子炉部

技術第一課と技術飴二課がおかれ

工業へ復話することになった︒象

臼村で原盤罪業畷を退職︑三菱重

一︒なお盗船部長︒大野二選は飼

がら原子力広報連絡協磯会が中央

描鍛されたもので︑機構は所長︑

た企圃郡長・中曽敏氏は陶器付で

の頒布のお知らせ

当会議発行の安全性パンフレソ

た︒脚希望の方は薪当課︵五九一

・四九七五蕎︶までお中し込み下

よ

放射能男︑町を墾

ムサ

さい︒定繊二千五穏円︵送特共︶︒

になるのは︑汚染地区に入

制を強化するそうだV 決め

る作業轡は︑パンツを除いて全

手

◎閲東電気工事株式会社

二恩塑決め︑款城照を通じ十一月

なお岡センタ⁝は今後科技庁お

ることが必要となったためにとら

究開発と︑そのための華備を整え

いたQ

よび瀬醗省の共目する公益法入と

蒔珊︵今秋十月頃︶に﹁大洗腹務

技術鯖一

課長︵造舶郡魚船課長︶佐藤祥︑

術部開踊主務︶井上勝︑技術第︸

▽狡術部最︵黛藝蛋工業船舶技

識内は前職︒

空な人購発令は次の逓り︒カノ

れたもの︒

各研究施設が日工して私刑に入る

茂︶は四月一日侵で

その機構を改姫し︑これに伴う人

長佐々木麗

日本原子力船開発王業躍︵理購

原船団の機構改革

技術部を新設

所﹂に改組する方針であるQ

して運営される︒

大洗建設事
務所を設置
筆軸鵬財団

で大洗繊消壷事過所を﹁大痴建

饗潜力上五郎氏︶は︑四月一日伺

勲力炉・核燃料開発罪業躍︵理

しかし最近の原子力開発の進取

それによると︑掘構改革では︑

部縦︶佐藤加賀生︑造船繰長︵造

長︶農芸龍男▽建迄部長︵原子炉

人購を発令した︒こんとの改組

﹁技術鄙﹂が斬設され︑その下に 慶長︵原子炉部開発課長︶村越憲

堺異動を発令した︒

の必要姓が強載り︑地方劇治体認

は︑大洗地区における勤力炉研究

移響を要請していたもの︒

なり︑その下に造船課と丁子炉課

が発展的に解消して﹁建造郡﹂と

した︒企画部長の後任は来定︒

運輸欝大臣冨紫野餓翻醐官に就任

きは漂産動力開発課︵等尾︶まで

工A鷺Aからも三ヤ数名の奪門家 全 兆増刷し豪した︒ご入用の向

原子力発職一そのしくみと安

お申込下さい︒頒価八○円︒丁甥

ト
に︑他の関連分野の技術嵩の獲成

が参属し︑騎別講演四︵海外三︶

同会議には理外十三力圃および

た︒人甥では醗務所罠に川上利専
虐⁝がおかれた︒その他は従来通り︒
氏︵駐在員事務所長︶︑副所長に一
こんどの機構西藁は①第〜船建

D平する者を転成するととも
というとも考え合せて︑今後の

L︵五九一︶六＝二︒

二十一臼︑摩込先は醸産饗務局と

重三新殿三冠を両版致しまし

研號発表六十・一︵海外一︶︑シ

ンポジウム九十二︵海外五︶が

招徳発表三十二︵栂外二十︶︑
がある︒

R一会議参加

行なわれ︑虫た合議十二のパネル
討論会も鵜催される◎

田本原子力産叢会議は︑放岡

登録はじまる
れから三吉腿や六人︑大学駝の

協︑原子力学会と共催で五月十三

なお︑参加登録の細切めは四月
修五課程で九ヤ三人︑酵士課程で

なつでいる︒

するが︑このほど︑その参加登録

懸鑑㎞獅麟

安全性パンフレット
徹鳳を期つとともに︑同区顔出入

に分かれる︒しかし源子力に関致

四十七人の卒業者を弱している︒

田から三無聞︑二本都南センター

子力に関する学科があり︑毎館・そ

現在国立︑私立など十大学に源

髭案があった︒概要は次のとおり︒

て原薩も考える必要がある﹂との

﹁原子力関係技術者の餐成につい 技術奮餐成について検討する必要

審識終了後︑瀬藤鞍二婁員から

韓告について讐議換灘した︒

酋及センターの中央移聾に闘する

協議会の強力な支援を渕握として

を受け︑翼壁後は膝チ力広報連絡

盤及センター鯉宴会はこの懇請

び安￡轡難寮の二錬︸室が置かれ

船部迄船課長︶谷壇和男︑原子炉

財の団体では︑要舗される全国的

に伴って︑傘瞬繋縛翫のP拭漁動 設欝獅所偏に改組し︑これに伴う

眼離陸啓発活動を行なって来た︒

儀村の各原子力施設を鱗台に︑法

無爵曇畏会の劔胃を欝て鞭城県難

ーは昭和四十卑︑猷城懲︑茨鶴瀬

て︑中央移響された︒落及センタ

部変更が内闘綻理大艶の翻可を得

は︑四月一日伺で寄付行為の一

用団払人田添原子力出及センター

から︑中央移讐が要渤されていた

購年輩月煽イ力広報連絡協議会

原子力普及セン
ターが中央移管

なお原聡とG遇Cとの間には︑
家だ康海発醒所建設に闘する契約

瑠項の達成︑とくに不慮の撃法難
に伴う負担金をどうするか箸の問
題が残されており︑ムスその交渉
が進められている︒

︵なお糞海発鷹所の昨薙の発醗

黙黙原子力麿兼会議は︑四月三

副駈長の下に総編譲︑建設課およ

簸は十億三千七蕎万KWHで︑黄
熱率は封鎖㎝％であった︶︒

田午後三韓から東京・有楽町の飛

原陰葉含企画丁霊会

瀬藤氏が技術
者養成で提言

ントを作ることのむずかしさでも

が︑このことはパイロノト・プラ

らの蒸気漏洩︑二暑タービンのス
ロソトル弁の故障等という不慮の

完了したのを機に︑できあがった

あろう︒しかし︑乗海発羅所の経

ものから腰次受け叢しが進められ

てきた︒しかし︑燃料取替え 機

購態による工期遅延など︑数々の

︵二機︶は網縄時テストが残され⁝生みの黄しみを味わった︒しか

地員会を開き︑攣る三月核燃料簡

雪懇謡会で︑第二十五國総禽盒画

大いに役立つ﹂といっている︒

ていたため︑引取りが遅れてい一し︑原醒およびGECはもとより験は︑軽水姫の開発にも技術面で

た︒このため騨は︑監録多この建甦当た．た関讐の努

原聡は︑こんどの燃料取替え機一題懇談会が虫とめた︑穂用済燃羅
へ
の驚成により︑その竣工倹査を曼輸送に関する蝦告︑第九圓日添ア

汰平鷺業の作業舞無名が衣服を汚

いずれも身体に醸疲被曝したと

hレム︶したというもの︒

染︵蟻自慰轟部で鍛認毎時十分の

東海発電所で

氏︶で︑工購作業員の衣服が放射

原口東海騰躍所︵所長今井艮雄

作業員が汚染

Kwで連竺昨舞からは受けるとともに・ム桑門餐イソトタ会議霧況・豪勇

け︑畷十一年七月には十二万五千

﹁
A場機の負荷時およびプロダラム カで︑見撃これらの難局をきりぬ
・3ントロールによるテストを始
めたが︑同駕中に無禦終了︑B岩

棚難蘇鯨鶏蟻憎
め︑厳月二十八日︑その引取り契
約の調麟 が 行 な わ れ た Q
これによって︑東海発電漸設備

子
撒郵蒸前謙懸毒する・妙つ崇・深

こ往らの人は研究茜のグループ︑

とくに後者の掃禽は︑原雌の作業

の際の更衣描嚴を黒馬化する設計

入る工転業薔に鮒して安全讐理の

回翌夕アイソトープ会議﹂を醗催

および狸町会館において︑﹁第九

一つは二得二＋五日に︑同鼻電

と一たんはなれてか6汚染の箏実

を開始した︒

いうものではなかった︒しかし︑

設計・製作にたずさわるグル〜プ

わが国初の原子力発鍛所という
筋の使用済み燃料冷郊プールの内

する分野はきわめて広い︒原子力

原撃以来︑九駕三力呈りである．一で起っている︒
先導朗立場にあった藁灘発躍 所

である︒

良舞g∩麺∩阿癖自g∩H霊寺︵目負自自禽β良食＾ 白日自Ω段禽自ΩQ鍵α角自ΩΩq自自nu口良負森

が凋明しており︑放射線安全讐理
との麗係から叢叢があった︒この

蟹塗装作業に当たった滑水建設の

︵鉱脆性破壊闘題︶︑黒鉛素材の 作業員三積が︑露用のセーターに
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豊

難

力

安価にという価格の闘題もあ

安定重目も実現し騎いが︑飼本の

数の原子炉があるということで︑

計であり︑アメリカは慮欄内に多

シ織撚準綴織糠饗懲懇黙黙

せることは︑絶対にできない︒こ
る︒兜にも述べたようにわが国は
第五番目の空華国で︑海外からの

王滝薩のコストがどうなっている

輔入域も多い︒諸外麟におけるR

のか明らかでないが︑わが瞳の蝶

劉鐙﹂嚢嚢

・携穿ウ〜㍉

酸選瀞

あるいは他に廃簗物の処分にまで

律に濫き嵐分で廃鎌処理するか︑

−磯匙

懸
Rl利用特
有の問題

金がかかるのに釈然としない方も

による日延の醐揚をといった時代

ミは清矯車に持って行ってもらえ

の放射性麗慶物がある︒三無のゴ

にしている︒

殊煙を説明して︑御了解願うこと

は︑現状はRIの利胴は原子力の

工場︑

︵以上主要原子力施設︶研

究開究無銭︑その他施設と分類さ
れており︑それぞれの施設のタイ
プごとに所要設計紅藍の項圏︑認
録・報告制度の要件︑報告澄の様
式等について定めている︒三月︸
日から発効したのは︑補足敗決め

王AEAとの澗で補足取決めが結ては︑今後の交渉に残されていい

の本文部分だけであり付属憲にっ

締されること壱定めている︒三月

1AEAは︑禰圏政購の要請を一日から発効した補罵取極は︑こ 求をその豪豪受け入れた堀合は︑

栄
た原馬力資材が画期聯的国的のκ

傑障欝澱文轡および査叛譲文轡に

されている所に従い︑総体的には

受けて︑工AEA慧牽により授権 の規定に昆づき締結されたもので

規制法燭則でカバーできないもの

の本文部分のうち︑現行買子炉等

〜二月一日に発効した補足取決め

難航が予思される︒

行なったものが︑灘月十﹁日公布

について︑規則上所要の手当てを

斯補足取決めは本文と付属寵か

新補足取決めの内客

主流原子力施設︑研究開発施設お

じて︑藺業鋤力炉︑研究炉︑加工

あるQ掌編宙は施設のタイプに応

発生した腸合および研究開発施設

て平常運転損灸率を越える損失が

その大綱は︑①加工工場につい

施行された総理府令等である︒

よびその他施設に対する直向措躍

綴障描照を影響するQ

要作︑核物質に対する一般附保障

どについての設計嘗物︑核物質の 基づいて日本国内の核物質に対し
配録および報管ならびに査祭から

このようにして締結された日︒

の実施細筆を定めるため︑鑓本と

は︑第二十二条において保隙措置

鋲Aは田米両国が工AEAに米
対・工AEA傑騨措灘移管協驚措置中稲ならびに費用の補償郷で

なっている︒さらに岡脇定第十二

し︑本協建に螺つく鎌離措螺に従

開炎の花々しさの影にかくれがち

ろうか︒例えば︸画編めたち五十

使われるようにならないものであ

将来もっと利燭が一般化して田常

はわれわれ鼠工頒布に携わる着は

無位は保つ鼠−澱池付腕臆計など

⁝

岐鳳巨属鱈曜ワ哨

が増大することが懸・念され

る︒さらに︑原子力悪罵面での先

の査察を受けるようなことになれ

進圏の中で︑日塞たけが工A践A

面における不平等を是正すること

新大旨町ビルヂング

であるが︑今後鉤腕は増しこそ

している︒測建器の敢幾発達にと

考えるたけでも楽しい︒もちろん

今後︑さらに

等は拡がることが容易に予想され

は︑わが国における愚子力利用の

︵なお本文中の意見は全くの門

関係であることレ佃お断りする︶︒

鑑であり︑原子力局の見解とは無

日本繭達
圖

すれ減ることは︐対にないと確黙

では件数は増しても一回当りの使

である︒

放射線防護が完全になされての語

もなって︑トレーサ﹂利用の分野

用麗は少しで済むということで︑

⁝

田本原子力研究断ぷ都の蝿⁝
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⁝ました︒

︷重鳳

豪た︑現在の王AEA保障描贋

制度の実態は︑製陶にいって数十

しており︑この制度がそのま濠存

える核物慣の損失が驚生した場

物質の在購変動が生した場会には

続すれは原子力利用が急速に進め

ム単位で認録謹告を行なうことと

遅滞なく報養すること︑②瓠工工

ば進むほど現行保陳措罎制度と原

入の特殊機物質を扱う夢合もグラ

場は月並に計磁蝦告滋を提毘する

ツ

子力瀦用の実態との間の

含︑ならびに研究開発施設箸につ

こと︑③プルトニウムについて

あるQ

ば︑これに伴う難解陶コストを別

案を行なう必要

現行保離措羅制度を︑原子力利

る︒

用の実態に応じて禽理化すること

ような結果が起るのは︑査禦を受

率は三分の二になるという︒この

ればならない課題であり︑核不拡

将来のために足非とも解決しなけ

絶灯の場謹承供しているものと思

散条約︵NP密︶は︑このために

け入れている国のうちで原子力翻

すなわち︑ソ達はもちろん︑米︑

置の傘の下にあるためである︒

西独︑僻などもユーラトム保障矯

A保隙措置の唱首外であり︑仏︑

英も大細分の原子力活動がIAE われる︒

けであることに由来する︒これは

発利用の面で先進圏なのは田本た

は対日査察であり近い将来この比

昨年の工AEA査証園数の半分と︑わが罵と他の原子力利用先進
園との聞のIAEA保障措霞適用

今後の
見通し

がある︒

意してゆくに従 洩を完全に防止で廻る保証はどこ
って規則の改正 にもなく他の兜進国との間の不平

IAEA側とに
含しても査察に俸う商業機密の漏

付属書について

マサ

は︑核分裂盤プルトニウムの猷を

いて規則に重める数鼠を櫨える核

等について規則で驚める数門風を越

■隔︐驚♂

壺会編︑四九二搾︑B5制︑⁝

○海外風気利用統計︵海外囎力調

埼︑B5判︑一九六八年刊︶

力炉・核燃料開発箏叢罰︑四五

○海外ウラン資融調査報笛鰹︵勤

一凍塵舞室便り

現在︑一般の人がR1のお世緬

になるのは叢に病院であろうが︑

須

絶対羅としてはあ重り利糀が憎さ

ないといった分野もあるが︑地味

ではあるが癒笑に増加して行くこ

とであろう︒そこでわれわれに醒

されることは︑董癒当然のことで

の希望する︑品質の優れた只工を

あるが︑鰐述したとおり︑利用者

安価に縫実に供塾するということ

であろう︒また利用を促進する愈

味でまだR工を利胴したことのな

い技術暫︑研究者の方にお腰いし

たいことは︑今あるいは将来遭遇

うことにも思いを巡らしていただ

する手段として︑R工の利用とい

おられるようであるが︑RIの特 した技術上︑研魏上の閲題を解決

も過ぎたと慰われるので︑採算を

蟄物は清掃車に持って行ってもら

平和利周の一分野としへ︑動力炉

RI利用の今後の動向として きたいことである︒

いと思われるが︑かなり安伽なこ

う駅には行かぬので︑硬用者は法

けられてきたが︑三月一日に補足敢決めの無医が発効したことを契機に︑保障職歴制度の仕

本に適用するための実施細目を定める袖足取決めについての交渉が昨年末から一AEA側と続

が昨年翼から秋にかけて相次いで締結された︒また一思に定められた保障措置を︑興体的に露

撮しい日米︑日英原子力協驚︑さらにこれらに塞つく新しい一AεAとの保擁椹纒移管協定
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ともあるようだ︒

度外視した価格ということでもな ばそれですむが︑RI使用後の廃

ウ素一！31製造用セル

るわけであるが︑IA皿A側の要あわせて報皆すること︑の三点で
る︒

るよう要舗することを定めてい

組み︑国内施設に及ぼす影響︑今後の動向等につき概観してみたい︒

現在︑工A罰Aが田本に適用し

保障措置制度の仕組
ている保聖目羅の構造は形式的に

一AEA保障措置の実施について

不平等是正も課題

は二種類ある︒一つは︑工AEA
が保障爆撃移管協定に鑓ついて︑

米︑英︑加に代って臼本に保障措
躍を適用︑実施する方法︑他は謝
画を通じて自らの糎隈に基づいて

自分の翻心描灘制度を適用する方

科技庁原子力 ︑
局国際協力課バ．

めにのみ使用されることを保証す

従い︑保隣拙置を適用することに

ら成り︑さらに本文は一⁝午七項圏

商業機密と抵触する慮れのある部

るとともに︑このために面明描澱

より構成されていて︑その内訳は︑

分が相当でるものと思われ交渉の

を維持することを定めている︒保

つき理礁会の承認を得た上で︑保

ある︒

B項に定められており︑原子炉な 障補巻移管協定を締結し︑これに

隣箔羅の内容は︑同協定錫十一条

魁は︑同協鷺に塁ついて移転され

日米協定第十条において臼本病

法である︒

鍵

う原子力資材に保隙箸置を返用す

㊧

化学を通じてあらゆる産業に奉仕する

原研のR董製遣も軌選に璽り︑すでに定懸の感があるわが濁のR一利用やそのサービスの中で︑き

わめて麗畏な役剛を演じている︒今測は︑臼常そうしたR一領布にたずさわっている︑原研アイソト
ープ購藁部露鑑繰から︑︵PRをかねて︶領布の苦労や閥題点をのべてもらった︒

ﾌR一利用
実日本は世界で五毒闘の利用国で

しているので網互に炉の利用が心

西欧諸國は互いに地理附に接近

る︒

行機で運んだりする必要もでてく

ものを︑数万円の運賃をかけて飛

蝿獲得のための売り込みは︑なか
待ったなしである︒また舞子が短
いので︑R工そのものは数落筆の なか激しいQRI製造能力の講示 R王特有の問題として︑使用後

ると懸薔さんが待機しているので

てくる︒とくにこれが医療胴とな

して︑供給することが必要になっ

のあるものは一年中休みなく製造

ある︒そしてこのことはRIにっ のため欝命の短い飛工で広く謂要

とは鷺1には欝命というものがっ

大変なことになってくる︒帰命の

き豪とうことによって︑なお〜晒

短いものは︑⁝回に沢山作って︑
貯戯しておくことはできない︒野

命の短いRIは例えていえは︑生
鮮食群品のようなもので︑作った

央鼠都丁代田区三千町2〜4

本社

編禽は︑現鉦は大型炉は原研の2
これだけの鶏1が使用されてい 嵩のもとに届けなければならな 愚炉︑3母癖だけなので︑安定洪
ることは︑海外かろの輸入RIも い︒生鮮食料晶は︑冷凝すること
給の実現はなかなか困難な課題で
禽めたら鶏1の利用はすてに定謹 によって保存期闘を永くすること
現在︑原研では︑精製R工二† しているということであろう9撲 もできようがR工の計画を伸縮さ ある︒

九製品︑衡機襟識化禽物三製品︑

線源R王五製贔︑基準照粥物質灘
いても他の商晶と岡様に︑良品を

あり︑この窟にわれわれ頒布担当

ることが要罰されるということで

供給とわれわれはいっている︶す

安価に︑かつ間断なく供給︵蜜定

着した利用の実態に即して

十二製品の頒布を行なっている︒

これらの製品は主に東海研究所の

2号炉︑3号炉を使用して生 産 さ

れ︑P32︑S35︑Au 郡 等 の 大 駕

鍍部分の罪破壊検査に使用され従

頒布を開始したものであるが︑落

オグラフィー用線源は︑宏年から

したものもある︒またIr綱ラ ジ

特殊R工は一部利用者の好評を 博

しており︑嵩比放樹能のCu64等︑

要核種は圃内罵要の犬部分を瀧た

く
安
く

来のX線装縢にない︑使い易さ が

れるものである・

受け︑今後の聡要の増加が期待さ

原研製精製RIの利用部門別の
購騒騒商を頒布開始蒔と四十二年

をみてみると次蓑のとおりであ

轟紬
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鵬

、品を早
良ζ

63働 の苦心かある︒安定供給というこ

融

42年度

布数澱は五年間に著増しており︑

また利眉部門では隈学方置が序釧

的に多くなってきている︒
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学術会議春の
総会が近づく

今回の総会では︑今年二︑三︑

の提案は︑学振︵文相の諮問機開︶

とくに原子猛将来襲画について

が︑その規模を四分の一に縮少し

四月の馬鐸鎖会酒動の報窃がある

ほか︑科学捜術に関する配本法博

て︑その醤処方を璽塾しょうとい

学研究五ヵ駕謝羅の働告につい

4月23日から三日間 一題︑原子核研究将来謝画︑大学閥 た累螺子研究所の設立謝藤など科
面・特別委員会や研究遷絡婁員会

日本学術会識の第五十三回凸の

一方などについての提案と審講簿が うもの︒

の存置改庚︑日本学術会議のあり

︸行なわれる予定︒

総会が︑四月二十鷺日から蕊日

で醐かれる︒

原子力が重点

躍申研︑44隼度麟簸駈圓

日本フェルミ炉婁麟金事務局既

いて研究する︒

への塗加︵主要研究鶴里は﹁プル

を派遣する︶︑②E皿−研究開発

の交轡として第二次派遣団十四人

①フェルミ炉派遮︵第一次派遣団

㎎セ㎎無度撃輪姦画を嵌とめた

撃力中央研究齎は︑このほど︑

大型プロジェクトの騰発体制につ

間︑東京・上野公園の岡会議講窒

掘握は︑勲燃邸業猛の業務進行い

発側ではみでいる︒

かんによって変ってくるものと鑓

また海外調査︵チェソク＆レビ

水願格等に関する調査︶と実用炉

が︑原子力関係の悪業を︑区別に

ュウに対する協力で︑素水炉︑照

のないものについて協力をうんぬ

研究︵翼綱炉設謝︑母艦に対する

みると︑その虫なものはおよそ次

ことから︑現段階で興体的な内容

発にあたって︑①原型明麗一一次概念設計︑②海外調査︑③実胴炉研究︑④原型炉安全難論︑⑤原型炉

んするのは時期向早であり︑対象

技術協力︶の項目は︑石塁と踵躍

畷沸開発と口本原等力発出の両社は︑動力炉・核燃料麗発事業殴から︑薪樵転換炉︵ATR︶の關

建設︑㊨原型購運転︑⑰敷地準備︑⑧篭工翻地元対策の八項目について協力を依頼されていたが︑こ

外とすべ潅だ﹂の蜷発︑原醗澗社

捜術研究所毒芹子力鉄面の建設

び設謝星準について﹂ほか小婦八

件︶︑③商欝欝用瀬瞳燃料の照射

づき︑動燃郡業団製作の燃料を昭

和閥十四隠宅に照射試験を開始す

試験︵羅研とAPDA協定にもと

の運用および構進材料の保窃三︑

敷地輩備︵敷地調査と獲地工窃︶

策︑土地買収孚配︶の項懲は︑こ

と濟工箭地虫対策︵PR︑補催購 が︑研究課趨は原子力発羅用機灘

技術に関する実舐研究を行なう

トニウム炉心の設酬鰐提条件およ

のほど︑嚢協騒の上︑聖水方針がまとまり︑動燃購業園︑創生︑素躍の嵩置会議で正式決定され

の都度︑動燃禦業団と協識する︒

繭社が︑貝体的内容について︑そ

原型炉第二次概念設計ーー①整

地議幽︑プラント全体設謙︑建

る予定︶︑④蕩速炉関係技術煽戸

る購藁を行なう︒

第二圃寮務系セミナー

；一

加罰体への憎報資料配布︑に関す

の整備ならびにフ皿ルミ炉謝溺滲

廃粟物処理薦となっている︒この

題としては原子力発躍の開発速度

のうち︑主な醸子力関係の研究繰

火難町研究秘時四十の研究課題

技術の関連研究六十六がある︒

ってきた原資が︑鍛接に動燃と協 ほか︑他都門で行なう原子力発奮

れ濠で︑候補地の予備調査を行な

た︒

議しながら︑撰齢することになっ

ど通常設置霜が行なう設備の欝闘

屋︑構築物︑滋聡設備︑仮設備な

設謂︑②附震．設計︑安全弾価お

六月十二日に

よびプラト全体胸解価︑工程の
瀦圃管理︑建設積算に対する技
術協カーについでは︑蹴発と原

の繁りである︒

の協議にゆだねられることになっ

の墓本方式が濠とまり︑三月三十

協畿検討した結果︑このほど︑そ

た︒

の主張によって︑今後︑三者念

の

に対して︑聡発と原魔の両祉聞で

依頼の八項隠が握示された︒これ

次概急設計︵通常の設綴暫が行なう設備の計醗設謝︶とその他技術協力を両社呉岡で分担するため︑

肢黶?十四日に清成油籔燃醐理事

た︒この結果︑聡発と源蹴は︑当面④⑤⑥の詳論については対象から除き︑現在︑内容が明確な第二

ワーキング・グループを設置した︒

動燃噴築団は︑照十五無度渚工

をめざし︑すでにA﹁BR原型炉の 長を座長とする動燃︑羅発︑二二

田Rプロジェクトに難ずる電発︑

二者会議が設躍されて以来︑A

伽系蒔日立︑一次冷却系罫至要原

日の第鰹回三者会報で決定され

第二次詳細設計︵源子炉本体と制

子力︑洛納容器とタービンー1吏 原雌の檬的な協力策について協

た︒とくに今回の星本方針による

議が進められてきた︒この三者会

芝︑燃料交換器1一階士躍機︑重水

設︑隷型炉運転の竃項闘に対する

と︑原型炉安全審査︑原型炉建

鵜木繭理事︑電発の武居︑酒井崇

二十一

遮蔽設計グル

欝からサンケイ会館で︒

原子動力研究会

ープニ十二田午後原産︑原畢炉安

蕩処理廃棄物処理グル〜プニ十三

ストグループニ十三日午後原産︑

全グループニ十二日午後原産︑コ

︵江東区豊洲二i一−十一︶で︑ 最適甑格体系に関する研究舗査を

艮午後原産︑燃料グループニ十五

的二値について︑その紳経済的な

トニウムなど核燃料の形態の経済

子力と高逮炉の研究箸がある︒

藩業懸盤会議目原子力発羅の実

と経済性︑核燃料経済︑大規模原

用化とともに︑天然ウラン︑プル

船進水式
躍本原子力船子発製業団︵理穿

第

長佐々木周一浅︶は︑四月七日︑
船の進水弐を︑石川

関する研究で︑動力炉開発などの

行なう︒豪た科学技術研號休制に

舗播麿蚤工業︹株︶東京第二工揚

﹁原子力第

・グループ︵躍発墨︒能葵原子力

次幾が飛騰者︶を設聴した︒しか

量次長︑原羅側・溺原瞬発針颪塾

子が共周で分担する︒このため︑
協力についでは﹁開講六月から十
両社は業揚爽施機闘として取りあ
月にわたって奨施される予定のチ
ェソク＆レビュウが終っていない えず二十三人からなるワーキング

ームーー

急ピッチで進む

表した︒

来たる六月十二賑に行なう﹂と罷

し︑後著については︑現在︑員傭

明確であるので︑実際上の業粥の

的業務の慣︑質にわたる内容那不

いる︒しかし︑日本国内には﹁こ

る照射試験について︑その保障

か﹂という懲見もある︒一方︑仏

をとる方向で検織すべきではない

ム︑日本はIAEAという互いに
け︒こんどの役務契約では︑朋春

でやることも可能た﹂といってい

の揚合にはユーラトムの査緊体制

るようだが︑まだ解決してない︒

雄︻

水川

長長

水清吉

正清

建 設

清ム．社

東京都中央区宝町2／1
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系統等11住友原子力︑燃料−一三菱 則は︑滞成氏のほか︑勤燃の瀬川︑

原子力︑住友原子力︑古河鍛工が
重購︑原購の吉剛常務と辻本取締

回三霜会議で︑熱型事鷺団から電

分損︶卒冒際子力五グループに発注

発︑原爆の両祉に対して︑Aτ

役の七人で構成︒三月銀漏の第二

一方︑発躍所全般の画工とサイ

している︒

ト関係の工購謝画については︑躍

R醐発に伴う羅力会社への協力

観究施設の工事
動燃・大洗

ムによる査察を受ける方法でやれ

たん米国に返した上で︑ユーラト

動燃漁業団の揚舎は︑﹁極阪を一

取決めがあるなどから︑こんごの

繻ﾜ八無難縮︶があって査察

とユ⁝ラトムとの間には協力協定

ら輸入したものであること②米困

よび照射試験に要する試用は約二

この契約に墨つく照射硝試験お

肘をうける予定である︒

欝午後原薩︒

来春︑ラプソディ炉に装荷

動燃が 仏で照翁試験

A硲RおよびFBHの闘職をめ
ざし︑三主炉︒核燃料闘士箪業団
の大洗建設工婆は急ピソテ︒現在

勧伝黙読験豊建壁のなかでは︑口

発成している唯︷のナトリウム流

炉朋燃料ピンの照射挙鋤を調査す

なお動燃恥業圃はさきに︑蔦速

資三十二万場︵約一億七千万円︶︒

計三十一葎隣にしたのをステンレ

試据付けの準備が進んでいる︒ま
高逮実験炉用の試作燃料が︑フ

るため︑七月から英園ドーンレイ

た岡凄艶のすぐ隣りでは︑六月完

ス・スチールで被覆︵畏さ一耀︶

炉︵鍛大熱単襲七万二千KW︶に ば︑現行の保障描躍体制の窟醤で

ランスのラプソディー炉︵蝦大熱

予備︶と燃料集会体部贔で︑燃料

れることになった︒

よる照射試験を行なうことにして

嶽察が受けられる﹂と考えられて

ピン四十本の中には雲壌で六〇％

の間懸はあく謹でも日仏閥の閥題

へ送り︑現地で集合体︵六角柱︶

措醗適周をどうするかが問題とな

政府から何らかのギャランティー

として考えるべきだ︒この際︑仏

購も︑十二月の臨界還成を目ざ

井上硬製長とCEAのM︒パスカ
に組立てる︒燃料製麺は︑ラプソ

たが︑さき頃双方が禽慧に達し︑

ディー炉の出力上昇謝薗︵フォル

こんどのラプソディー炉によ

保障措置適用が閾題

が英國へ送られる・

この照粥試験は︑動力炉・核燃

ニウム約五酋鰐が食まれている︒

おり︑近く︑そのための試作燃料

環となるものQかね

濃縮ウラン約二千三欝移︑プルト

燃料開発の

料開発事業団が瀾発する高速霞網

成を圏標にATR工学試験霊の建
出力二万四千KW︶で照射試験さ した燃料ピン四十本︵うち九本は
仁三二が進行中︑このなかにはA
T二二発のための大型コンポーネ
ントテストループと轟速実験炉の
ためのナトリウム機器構造試験設
備等が設置されることになってい

鋤燃硲業団はこの燃料を翼から

し︑ハイビソチに進められてい

ル総務局長が契約撚に蟹名︑政尉

ティッシモ軍器︶が製麺に進み︑

︵CEA︶と契約交渉を進めてい
秋にかけて製作︑年契にフランス

て岡購業団がフランスの原子力庁

る11写翼翻︒α一γケープは︑

の躍可もおりた︵四月一二︶た

熱出力四万KWに逮した後︵黒月 別個の保障描罎体制をもっている

っている︒フランスはユーラト 側は﹁間題は輸送と物の出入りだ
九個のセルのコンクリート打ち込

め︑役務契約が正式に発勘した︒

か6だ︒現段階では︑①試作燃料

り︑蝸ジ嶺たり約二万懸WDの照 のウランやプルトニウムは米圃か

ないし四月頃︶が計圃されてお

みも完了し︑建屋全体は九月に発

五・五ド層のペレソト磁つめて禽

照附試験に供されるのは︑隙隙
が行なわれる義定である︒

威し︑来鋸五月から本格的な研究

る︒豊水臨界実験茨罎の建設工

丁

筆
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聞
新

七つの場合を提案
産業界に意見を求める

＼

国碧南羅諾公社︶のような独占的
公鑓企業嬢︑三景揚を全て別々の
民間会社に払い下げるという薬︑
二陣揚民営一工揚官営薬である︒

猛︑戸出出力合計七白万KWが発 検酎クループへの参加を求められ

ア諸繍だけで︑発船彫原子炉ナ三

め齪曝工作をつづけており︑この

に燃料加工会社設立

WH︑スウェーデン

たが︑態度を決定していない︒も

哨
︵アルデンヌ撚エネルギー社︶

は︑このほど昨年初頭から炉心内

題寝澱寒．監蕪雛

し︑鶏DFが蚤水炉を発注すれ

ウラン炉二十穴万六千KW︶の修⁝

ば︑B＆Wが原子力系を︑CGE
︵フランス・ベルギー共闘の濃縮

フランス原子力婁員会︹C廻 が従来の発聡設備を供給すること

フランス産業グルー
プ重水炉設計を受注

米国のWH社は︑スウェーデン 注される見込みである︒
に︑問社が完全に所籍する子会社

スチングハウス︒ノルディスカ

を設立した︒この子会祉は︑ウエ

する麗筆グル⁝プに盤水炉の設調

ルルロワ躍機祉︑FRAMA田O

ME︑ウエスチングハウス社︑S

懸困調査は発長所を建設したシャ

ストの削除等を進めるために競争

する︒この原子力発躍所は六十万

リア四器厨の除子力発電筋を発注

スコ〜ザ・グループ︶諸社が参加

グループ︶︑8PB︵スニァ・ピ

︑

ているが米国の会社は関係してい

・カルンブランスルA8で︑米国 A︶は︑B＆Wフランスを代嚢とになろう︒フランスB＆Wは︑英 理は順調に進み︑本琿下弱には遮
国のB＆Wが利権を少数所回し 転を再開すると発表した︒郡故の

業者がスウェーデン智力庁のため

契約を翻負わせた︒副蕨は談だ発

フランス醜業指樽は︑噂されて

が必備であるということからベネ

グル⁝プ︶︑BPD︵ボンブリー

粟

＼

︾

＼

＼

王子製紙

祉社

Oo』「ゆノ

ない︒

ムの保安費任宮によって行なわれ

ENAの諸社と仏およびユーラト

た︒禦故の原因は水力学振動の過

小評価と認められ︑一隼闘にわた

の結果一次回路の主ポンプ四基が

料の翻密な試験が進められた︒こ

ENI︵石油公祉︶に二品され
物開発と遠心分離法の研究を酷な㎜

た︒ENIの子菰証SOMうI
RれE
︒こ
にはフ・ア・ト︑モンテ⁝

今後急速に増加する濃輪ウラン

鯵弛綴弾け暫無韻㎜

ン探

に対する隅要をみたす方法として

ント・ナトリウム試験盤暇﹀を嬢

する◎他方PEC︵核燃料エレメ

讃するためフィンメカニカ︵IR

間に八十ジ︶ラナナ原子力発電所

発

部

門

亀♂

冠

門

部

タ

参

門 門

部部

学． 械

．炭

機

リート寄る

蓑されていないが︑作業は数週聞
継鞍きれよう︒設計および費用の

ズ発電所運転再開

SENAのシューってこの振動の影響を受ける譜秘

ている︒

るという保湿のないことを喚起し

フランスが新しい原子炉を採用す

倹討は六十一刀KWe級璽水減速天 いるようだが︑この研究契約は︑
然ウラン系統にもとづいてなされ
る・検討は︑主に︑カナダの技術

ス・カナダ間の磁水騨に関する摺

ここを顯じ︑ヨーロノパにPWRに飯了することになろうQフラン
尾獣料を売込みたいと望んでい

報協足は昨秋︑講印された︒

離蟹が詩修当たり一妙上昇すると

イタリア電力公社が発注へ

Nはケニア︑ソマリーでウニ︑

四千八貢鏑で︑合計無冠㎝万七千

で建設するしないに関係なく蔑闘

ン工揚に滲撫し︑ガス拡散法の獲

修正された︒
EDFは︑軽水炉へ切替えるた ︹パリ松本駐在梅醤MS封NA

る︒

懲定的に第三工漏をAECの所有 こんご三緑営に︑スカンシナビ

にすることを強く箆張している︒

ケネス・こコルスは三工蝸を民営

麗する特別婁二会婁員憂であった

に礁設を予定しているリンガホ：
このほかにフィリノブ・スポ；ン
ル2辱機用の燃料を煽議すること
氏の羅ナ会社の資金を利朋すると
になっているQ
深園原子刀婁画会︵AEC︶はウラン濃縮の民蟹について内部で検酎を進めていたが︑このほどそ
いう案等もあるが︑それぞれ一長
管下︑スウェーデンの企業を核
の結果がまと謹り約葡五＋部におよぶ蝦告慰が濠國内の刷出会社︑原子炉メーカー︑叢薄加工隔番︑
一短がある︒米圃原子力天業会議
燃料為楽に滲掴させるための交渉
躍力会社︑産業会議︑EEI︑艦力協藪辱に参考張料として配布さ3亀た︒AECは︑これらの各論祉︵AIF︶の濃編工揚土営移管に
がおこなわれており︑WH社は︑

六月⁝臼までに︑ウラン濃縮欄間の今後の運懸や所荷四二に関する公聴金用瀬料を作成する予箆で

や団体から︑五月︸日塞でに何らかのコメントの霧せられることを朋待しており︑その絋累をもとに

ある︒

A皿Cとしてはこれによって厩 ようになる︒このPWRの協禽分あるものと推定される︒外圃の濃
量の六〇％論罪あるたろうと
発電蟹はKWH嶺たりO・0蒲
2要2

に払い下げることを要求してい

︵イタリア羅力公社︶は近くイタ 万KW︶は黒鉛ガス炉︑ガリアノ 鉱を進め︑米団のデニソン︒マイ

三除子力発電所は︑ラチナ︵二十一
︻パリ松本駐在鼠発︼ENEL

とすることは諏めてもそれを一九

間から具体的な提案の嵐されるこ

は滋心分離法の実用化男竹考慮に

ミル上鼻する︒現在A廻Cの濃縮 いう矛想もあるが︑ベネディクト

る︒ウラン濃緬の分野においても

紬ウランに対する醐裳艶が米國の

とを期待しているわけではなく︑

ウラン襲造能力はオークリノジの

サ；ビスの改訳︑旗術の進歩︑コ

で核燃料サイクル確ぬ研究開発が

この間題に対する各梨界の利害開

のと判断している︒

入れてこれはそれほど多くないも

第四番目の原子力発電所

係や兇解を掘遡すること誉閤酌と
年間四千九百︑ン︑パデューカの隼

七六︑七薙頃には第四工揚を昆間

しているということであるQ一般

♂であるがベネディクトの予想

︒核鰍瞬製造については飽イタ
一七十五万KWでエミリ！州プレ 千KW︶はPWR型と二型がる害

にAECがウラン澱緬施設を民間四七壬二酉ジ︑ポーツマスの年聞
に移管する揚舎に考慮しなけれは

AECは︑既葎工場のカスケードディクトも濃編機揚の民営偲支持

リアのロトンデラ工揚がこの万月

萸澱のUKAEAから引渡され
ーる
グループ機械工桀特株会社︶︑
櫻におき︑一九七一i八○年には

ニア・ビスコーザ・グループ︶で

二・パロディ・デルフィーネ翻ス

コンソルシウムが設立さ2／たQ

に排給する︒将来は照射燃料の濃

敦た長期討画では欧州濃縮ウラ

八雪田KWを予定しているQ
このような原峯力発醒噺の建設
は核燃料舗婆を急速に増加するの

§ミ

様である︒上社は昨飯氏初の鍛孔

遣いもなく大ウラン鉱を発見する撲

露量の鉱石に耀したと翻

属

部

門

縮をも行う︵︸九七五隼︶o

鰻徽︒蚕ハ去Kwの難︑伊塑ウフンを嬢琶架︒て︵秦 SNAM・プロジェソチ︵ENー

レザンスを含めて︸九七〇俸窪で

較検酎されている︒ENELはプ
に選懸を開始する︒間エ揚は当醸

い︑それぞれの特畏︑経済煙が比

ミング岡州でも閲発を期してい

ならない点として︑宏金保瞭︑競
では米閣の濃縮ウランに対する儒
改幽︑パワーアンプ︑薪工揚の建

︵士ハ万KW︶はPWR型︑トン
リズ祉と共同でモンタナ︑ワイオ

争の確保と価悟規制︑国象の経済
要は︸九七Q年代末にこの年闘⁝
設轡愚訓画している︒濃稲ウラン

照
ハ2630
＄

ノ・バルチェレーゼ︵二十五万七

晦利警の鳥点が懸摘きれてい る
万七千ジを超える︒その後も疲縮
製造能力とコストの関係を示すと

将来濃縮工揚をどのような形で

ザンスに建設きれる︒イタリアの

が︑これらの諸点に関する難業鼻
ウランの駕要は野趣に伸び一九八

MITの隙子工学都長マンソン激能力の二倍程度になるものと予
運営して行くべきかと需う点につ

｛

している︒しかし︑三工勘を全て

の意児が求められているわけであ

思されている︒一九八五年以降は
いても遡々醸々の提案が出されて

第二嚢の顯りであるQ

・ペネデぜクトの苧想によると今
激子力発電の糠ぴ翼や増恕炉爽硝

五年頃までに現在の灘顯ウラン製

後の濃縮ウラン鼎要鑓は第﹁衷の

る︒

通りである︒議た︑千MWEの典化の時期が不明確であるためには

することが出来る︒すなわち︑現

28．5
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業
産

力
子
っきりとはしないが︑二〇〇〇無

エ0

ユ31

繋難焦

分析したところ雰常に為堅である

告したが︑第二鐡孔の中心を予備

昨離の第一即発晃のニュースが

ことがわかったと鍛近発陣した︒

伝えられて以来︑アサバスカーベ

バロソジ鉱東部地域一帯には︑ア

メリカ︑カナダの大小の鉱山会社

がつぎつぎと進出しているQ

氏︑磁所

原薩に入

多彦／多／影

神鋼鋼線鋼索︵株︶

住所

鋼石 化

金

いう案︑AECのなかに濃編購業

2，500

250＊

在の通り︑A麗Cの整商とすると

設ける察︑TVAのような

一

ルー工工揚の蜜全性の実訂∴一目的

IAEAがウランるアルケム初は︑岡社のカールス
探鉱専門家を派遣

燃料完調贔の非論議分析用の岡社

描いた尉圃によると︑この試験は

製黙分国の使用試験も兼愛てい
た︒

米ガルフ社のワラス

木村鉛鉄化学機械︵株︶

︵四二︶一〇五一

尼賄市道恵八七の二聡語大阪

会︑取締役祉罠大森塁

ルンフォーチ訊ン︵GKF︶社が

ラン燃料の製拳︑含んでいた︒ケ

ジルカロイで被覆された一酸化ウ

二︑三％のプルトニウムを歯・−・だ

試験運転を終了した︒この試験は

としたプルトニウム添が測︐の製造一
国際原子力機関︵IAEA︶の

今無の技術援勢謝画に︑三力国に
おけるウラン探索への援助かとり
あげられることになった︒すなわ
ち︑チュユジアには鉱石分析の専
門家︑政癩がウラン探索に強力に
とりくむチリーには空中幅射探鉱
の尊門家︑そして︑ペルーの原子

力謬興会に︑それぞれ専門家を派
遣する予窟である︒

齢蝉難癖魏
爾ドイツの燃料製造金社のニュ

アルケム社プルトニ
ウム製造試験を終了

変更︑噺住所中央区銀座集四の十

チワン北部のワラストン湖地域で⁝の四明絵隠計ビル

会社のガルフ鉱業揺は︑ナスカノ

郎

一

良

原

楢

長

蛯

24．25
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1985｛iまてに実用化されれはそれも影響してくるだろう。しか
し、研究用、軍 1棚の猛1要も続けてあるものと予想されるので
発電容縫の推疋に大きな違いがなければ全体としてはそう旨き
な遂いはないだろう。
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聞

業
産

力
子

原

電池の開発など
ことになった︒予想される応胴分

国擦として羅騨機の研究を進める

野は地下の検顧︵密度変化︑地下

査︵大気汚染︑水質汚濁など︶で

水の有無︑籔源探壷など︶公筈調

ある︒

る︒たとえば︑従簗十キュリー程

の研究を昨年から千葉蝦臨海工業

公警調査については︑大気汚染

計測のオン・ライン利用も
日本原子力研究所アイソトープ漿業部利嗣開発塞︵蜜畏・小林
度であったイリジウム鵬を五ナ〜

齎キュリーに上げる︒豪たB筑幕
で を対議して︑轟餐霧

磁敏氏︶は︑昭和四十四母総懸務計画として︑朗年度に引き続き

⑳公轡調査︑②工程響理へのR工利用研究を実施するほか︑新規

二本放毒麦同位充素協会︑田本

22日から教育会館で

同位元素発表会

理工学における

究所︑千藁大学と共同で実施して

あ纏り使胴されたことのないツリ

オン・ライン利用については︑

ウムmの試作覇発を行なう︒

なった︒このように︑原研は︑今年度からRIの工業利嗣におけ
各種落足櫨器の翻定結果の判断を

オン・ライン測胴︑⑤欝封線源の改良研究などを欝欝することに

る技術閣発に稜極的に取り組む姿勢を示しており︑産難論からも
電子銀翼機に連続してやらせる研

に③使嗣済み燃料中のR工 ︵ F P R 工 ︶ の 利 用 ︑ ④ 各 慰 澗 機 器 の

大きく期待されている︒

これ豪でR王・放射線を利用し

究に魑朝する◎

では当画︑使用済燃麟を輸入し︑

FPRIの利用について は ︑ ①
条件の一つである︒そこで︑原研
薪線源利用︑②エネルギー利用が
考えられており︑四十㈱年度はエ

原電敦賀のP

R館が完成

一建が︑四茜塵はサンプリ∠
グ個所を増し︑大気中媒塵の徽懸

田本原子力発閉合社敦賀発電所

発電駈内部模型︑②縮尺二鳶分の

所建設・運転状況︑ウラン腔蔵撒

炉や島遼増烈頬の概念匿︑⑤題名

④薪しい励力炉としての薪型転換

一の発国所敷地模型︑⑧約七慧の 等を愛別ランプで表制したもの︑

世界地図に世界各類の車群力発躍

なお︑こうした穰類のPR館

収容の集会室等がある︒

及センターの旛設があるほか︑原

は︑現在︑康瞭橿に日添原子力滋

ｭ閉所にあり︑それぞれ︑鑑電

雛東海発艦所と関曲囎力美浜顧子

．及に役立っていろ︒

隣等を訪れる人々の原子力知識営

を切る矢部知憲寄敷賀需撲と原躍

︻単孤はやR館の開館式でテープ

蜜︑禦会墜︑映悪夢からなり︑主

特別講激

と参旗を騨簗している︒繊細は原

特別講飯﹁放尉一が︑漂研では本会議への論文握出

◎8︒．．

四︶まで︒

男9笛︐審隔・る顧．︒竃零8●零．誓亀．．9篭・塾．・㌦︒のち亀⁝ノ

．る︒また地雨測定も敷地内に掘っ

獲データが震動譲されでい

る︒申鷹塞社療子力推進郎の佐藤

たトンネル内で常断行なわれてい

次昆によれば門秋ごろ家でには一

曲分の必要データがそろう﹂由︒

会議は共催で︑来る五月六日から

非破壊検査協金と田本原子力塵業

万一

千

﹁γ轍遡過撮影法短期講謬会﹂を

三田間︑束規・駒込の放同協で

参撫蜜は講義と実圃で

開く︒

円︵講護のみ四千円︶︒勢集人員

は遠藤・爽翻ともに四十＆︒参加

豪で︒

希亡者は學めに放嗣協調査研究課

原趨新聞合本を再版いたしまし

・四九七五番︶窪でお申し込み下

た︒御駕雲の方は新聞課︵五九一

1−Il藍長鈍＞A−i

さい︒建価二千五爪冠︵送料共︶

獣鎖

碍本放濫性同億一75繁協会︑日本

法の短期講習会

ガンマ線透過撮影

︸の石国芳穂常務取締役M

午前

会議論文募集

日仏放射線化学

ネル附論h地球物質の同位体緻・で九件の講演︒
成﹂▽二十四日

十一学協会共催の第六回﹁理工学

覆

産放購線・産業開発課︵躍五九

．

輪

︵代︶五〇一⁝一〇六

題煎﹂のほか︑﹁照尉効果・放射

﹁トレーサー

線への日用﹂のほか︑門放尉線利

測定器﹂で十一二件︑

⊥ハ＝二
﹁ラジオ

線化嶺﹂で六件︑﹁測定法および
オグラフィー﹂で三件︑

難訓測﹂で八件︑ ﹁オ：ト・ラジ

から西側の福田︵ふくで︶︑浜名の
︑

黙

穿〜擾・彗桑

＼

グラフfi﹄で五件の講演と︑パ ・汚染除宏量﹂で四件︑﹁分析﹂

地に︑これだけは砂地が返するの

漁励は滋初から﹁条件付賛成﹂と

痩︑地頭方︑御館繭の五つの酪漿

はけっこう轟くつくV原研と臼

ている︒しかしそのデータ入手

され︑弊鋤工程禽理化で活躍し

国︑カナダなどでもすでに実施

たエンジンの非破壌検査は︑米

轍向のようたV放粥線を利用し

も︑これを取り入れて行きたい

と︑機着︑車輪の軸部の調査に

日奪航箆は︑五十機のエンジン

なことを実証した▽薗個を讐た

施︑整備工得にその薮入が壁織

鞭 魏

圏見山に贈ると︑美しい砂丘の

先に︑遷州灘の張快な眺めが広が

る︒藤津はるか瀕殿賀︵人口六千

気象観測塔
九百×六百綴の地域で蔚×五十銃

地誌から最初の人家法では千ご衙⁝

人︶の人象もみえる︒だが︑施設・

ま取西水のやり方を検討申です

け道路のレイアウトはできた︒い

が︑早く本洛的な工禦にかかりた一
一
い﹂と︑現場担嶺者は張り切って

とでもあり︑その家鴨の姿で保存

本航空の成渠は海外でも注目さ

との悶合せが

れ︑い窪IAEAから 内憂を

知らせて歓しい

一毫害

錐総蝋

光巽分析で︑放射化分析法を確立

きした︒

の﹁PR館﹂が︑このほど︑庸瀾

する︒水蟹汚濁についても環京都

河泥中の有審元紮の放二化分析法

公審研究所と共固で︑水中および

このPR館は︑隼閣約二万人を一

誌器から発漂の緒み︑あ⁝

讐碧所の星真畢の

を確立する︒また洋島とは醸接関
係ないが︑効果酌農薬散布に関す
る研究も︑腿業機械化研究所と共
同で醗藁の︑経済的数布方法︑ヘリ

緬群群編聾空嘆嘆

コプターの梅勘耕用︑素的地外へ

パネル鋸山﹁放

要設備として①縮尺＝千分の一の・

の二布防止鱗の研究を実施する︒ く理解してもらうために設けられ⁝
このほかにも共同研究や受託研 ξの・雛奢平方馨・展斌
究も多く予想されそれに白してい
く︒

午後

別灘演﹁キュアークの物理・化学
的性質﹂

射線の罰翻に関する最近の錐礎技

﹁ホノト・アトム化学の一断面﹂

麗あほか︑ ﹁照射蓑蛾・放射線化

術の進歩﹂▽二＋三臼午前﹁地
球化学・字窟化学﹂で八作︑

程管理に郵入されて潅たが︑測爆

三件の講演午後特別購演﹁励へ件の講土

⁝
鯖二部田仏放射線化学会講が九
墜露寒︑日本物婁など懸造．譲．塾茜件︑
藻職 学﹂で四件︑ ﹁調定法および測定
ストロンチウム90の抽田︑精製研 た測定機器は︑信頼度が潔く︑工
化禽物﹂で葎︑﹁・ヤサよで遷で八件︑ ﹁トレーサ；﹂で四 月二士丁四日︑パリで開かれる

ネルギー利用のうち81総池の開 究を︑民間︑大学などと忌避で実

趨ラジオ・アイソトープの蛍光X

あるので︑とりあえず従果の放尉・り︒

▽二十二日

か︑翼赤なチューリングが咲き乱

三二︑反対協蹴会を組織して盛

のは︑東側の憲田︑坂井平田︑累

協力的だったが︑反対に濠わった

ことたろう︒こんど開通した東名

は︑何といっても交通の便が農い

んに気勢をあげていた︒だが去る

崩駅からも似た麗な距離たQ浜松 中瀬との醐し白いを開始すること

れた︒地表から六一七摺︑ちよ馳つ

ピノチの五十三本の猷鐸が行なわ
つとそれた位躍にあり︑浜松︑静 のは矧前崎の講壇煮の しらす

一静岡を紬ぶ園路一五〇線をち．

漁業交渉も軌道に
着工準備進む申電浜岡地点

たが︑削面の美しい砂丘は︑弼

いる︒

漁と︑沖禽群島地帯に住む飯順︑

岩魑にぶつかり︑地盤はきわめて

される謝闘だ︒

近が県立公鵬に指定されているこ

陶からでも︑飛ばせば⁝時聞とは

あわび︑えび︑かになど

三十五本の精査が行なわれている

よい︒いま施設設澱地点を中心に
に対する影響だけ︒円満解決

根も
かかる謹い︒たが︑ちふっと舞が

の

ど海水面に嶺たる辺りで早々に泥

耀と還い︒﹁襲麟場所叢付⁝

をきめた︒い豪間取とされている

ェンジからは箪で二〜篤十分︑菊 三月末︑相良町で役員会懲開き︑

高速遣路の菊川︑古田インターチ

この無地のもっとも大きな特徴

れているのが印象的た︒

累9；鴨♂監70ち．♂㌔ノし名︒︐鴨1●書評8︐㌔●o塾薯■書峯8し亀夢塾℃．こ呈の乙＝ひ葛零■竃答嘔墨9竃皇8㌦．．亀．9︒亀＝8り二f︒8畢事9監噂の㌦・乞．G﹁3ご38︒零●監︸こ雪︐峯竃8㌔．9名嘔8●t8㌔ノも．・㌧9︒◎；

﹂は︑集イリ㎝化分析の湊言グラミングを
●鴇艶♂ち＝◎＝竃﹁︒㌦；艦亀

線化学反応の初期過程における間

が︑四月二十二限から三田間東京
・虎ノ門の國立教育会館で開催さ

における同位元素研究発表会﹂

なお︑RI電池のエネルギー源 肉眼での測竃には隈度があり︑例

縮果の判断は肉眼に頼っていた︒

としてコバルト60の利紹の萌能性⁝えば放濃化分析で︑極微磁の検認

発にあたる︒R1躍池は︑昨年B旛することになった︒
灯禽を誠翻し︑海上保安庁に納め

麟縫つい
コバルト6QなどをJR

午前醐会式と特

霧島野選態じないことも薯．プログ．フムの表号の璽

立製作所が︑これを利用した浮遊

るストロンチウム90は︑輸入した

た︒しかし︑RI麗池の雌源であ についても研究する︒

ジウ∠憾

験炉が稼働すれは︑これに切り瞥

地の利が大きな特徴
静醗と浜松を臨辺に立つ三角形

のモデルともいわれ

残っている人も豪れだ︒やせた耕

戦後入描者を受入れたが︑今では

掴級の丘陵を習負った平坦地は︑

る広大な砂斤を前謡に︑機窩五十

砂の女

隔からは直線即灘九〜十謎麟Q

る約穣六十平方溜の松林陀Q御前

所の敷地は︑こうした〜角に広が

ている︒中部電力浜岡猿子力帯鑓

線がどこ豪でも︑どこまでも熱い

洋の飛波にさらされて︑臼い海岸

だ︒ここから西方に岡うと︑太平

の︑灘点に当るところが御飼蘭

RI蹴池は︑蹴源寿命が畏いとR12で製造していたが︑翻料試

ので︑総 価 な も の で あ っ た Q

いう利燦があるが︑大照高襲を期

として鎗大な日義をもつものであ

経常研究h放懸研の進腱の猛盤

的に推進する︒

する閥題を中心に︑七課題を陽極

きた︒四十四年度は雌性子に関連

侍するには︑RIが安緬なこ と も え 比 放 雛 能 の 麗 い 線 源 を 製 造 す

SPF動物照射実
験棟の建設に着手
放贋研の44年慶藝上裂
放射線医学総含研究所の昭和四
十四千度鵬業計画がこのほど慨要
り︑放医研の意撹を隅めるため︑

照射実験徴﹂の建設に三孝する︒

の日も近かろうQ

の予備的な説明もはじまったよう

月目すでに鍛源閲発調整審灘会へ

浜岡発電所の漕工予定は明年二

いことた︒

かりなのは︑近くに人窓な潜のな

が︑何もかも良好なようだ︒弾性
波試験もほぼ九〇％は終了してい

冤はときどきこうしたヒントを

来ているそうだVRI利胴開発

飛ばす︒人と金をつけさえずれ

繋野纏

グサ

ハ

次のとおり決定した︒

これらのため総額八こ口六十六

汽眺

進む地質︑気象調査

だ︒準備講査も珊々と進み︑漁欝

者との交渉も就慰に粟つた浜望地︸

蓬︑讐つち暮び護亙

めの活躍が期待で潔よう︒

ソ》

、、

一力

日も近か︒り．っ︒︵K●T二ばもっともっと︑捜術開発のた

薄鍋

立つ検盗剤としてスーパーグ日一Dドー200があり

蟄

朋・高温用）と，原子力用蛍光浸透探傷剤（高精

ス

各研究部の長競的研究方針のもと
に一麟の強化を図る︒

学領域における造園器移櫨に麗す

万九千円が鎖上された︒特別経費

〃 〃 〃 〃 〃 〃

発躍所設置予建地点では︑すで

︵標褐四十六

今年に入って︑背腹の團兇山

漁業問題の解決も

に一二刃來働一次ポーリングを終

〃 〃

中部醗力がこの土地の取得をお

え︑敷地中央あたりで粥二次ボー

向︑風遼︑轟轟達など︑あらゆる

賢の気象観葉懲が立てられ︑風

る︒

えたのは︑四十三年十月︒陸尉住

リングを饗施申︒鋤一次は濾燦か

︶の上に︑五十五

民の受入れ媛成後も︑付近の漁業

ら敷地境界の新野川あたり謹で︑

議駈設躍地颪に当たる鋤筋臨

度用）とがあります。

．叢餐

チェノク

ハ

【

議

透探傷剤として原子通用染色暖地探傷剤（常温

ス

四十四無度は︑前月度に籏恥し
た﹁放臨研研究五力葎謝圃﹂の初

施設・設備艮昨無圏発成したデ
ータ処理施設にオン・ラインシス

隼麗に当たるため︑研究総合疏隔

を効果的に運朋し︑長期的計画の

テムを含む︑丁子認騨機を導恐し
て四十四純度から塞格的業務を開
始する︒また特別研究門放射線医学

特別研究一1五力奪謝画の最終錆

もとに将来への発展を図る︒

厩に嶺たる﹁プルトエウムによる

領械における造血器移糖に関する

る調査研究﹂を強力に推進する︒

は三億九千四頁十七万七千円で︑

唾

繭

ます。

四韻戯曝に関する調査研究﹂︑潮力

昨奪度終了の﹁放射線障憲の回復

研究費関係は二千百五十八万八

地

へ

考の間には反対が強かった︒

原子炉圧力容器の水圧試験の楯度と能率向上に役

漏洩検査剤

調査研鑓﹂に必要な﹁SPF動物

に関する調査研究﹂については︑

浜

繊壷

原子かの圧力斎器や原子力発電用機器の専用浸

⑧浸透探傷剤

点
赴
さ

年討画の初温度である﹁放射線医

所内外の関係暫愚集めシンポジウ

千円︑放蹴能調叢研究費二千三百

物照磁簗画塾蔽工と︑二三鍵験整

畢

輪．

ムを開腿する欝画である・

歩によって研究テーマが多くの分

が訓上された︒

備賦どのため三千三十一万二千円

指定研究11現代科学の急慈な進 四十万五千円︑建設蟹はSPF動

部門の引当な編力が必蟄となって

岡

欝

原等炉の設計・建設関係者が選ぶ探傷剤は

一

1

野にまたがってきたので︑各研究

電

＼
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新
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業
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町欝鑛⁝篠懸懸溝
建般の検討など︑さかんに﹁米翻依存からの脱塵﹂の試みが圏
立つなかで︑わが国では動燃盛莱団の逮心分離機が︑

過日︑平塚市で開催された臼本康子力学会の年会で︑理化掌
研究所と親友璽工が発表した︑ガス拡徹法によるウラン濃縮の
く〃圓りつづけているのみであったことからも︑この発袋はこ

音もな

藩礎概究の結果は︑ようやく高まりつつあるウラン凝縮問題へ

を持ったことを考えれば︑おそら

に包まれていた

しかし︑そういった湾え方にた

いする各方面の反響は濠ちまち
だ︒ウラン濃縮技術の研究にたず
さわる科学看︑技術巻の間では︑基

中根氏は︑﹁工業化の可能性はや

はじめたのも︑疑いない璽実た︒

この技術に︑ほのかな㎎光が見え

からであろう︒

安︑それに自己の技術的自信など

きさと︑

のも︑やはり問じような罵要の大

日本原子力産業会議の﹁ウラン

穫．

影鉾

踏襲

ﾖ疫継蘇騨璽黙繍關錦咽聾蒲馨

る各毬の研魔等を進めて憲た

が︑一難隼十月に鋤燃麗麗圃が

設立されたのを機に︑同公社の

誉めるべきだ

︵雛・→︶

ことが︑ガス拡散法でも国隈協力

での成累﹂と見ているQこうした ○懸気韻業要覧−第五十一回︵日

膨

りの特徴があり︑高価な聡力の使

維持し発熱させることは宴楽で

パーはボールを手で持って酬い

らよいかを考えてきたにすぎな

たた試合に勝つにはどうした

原研サノカー部はこれらを纂

子力に関係した自照業所の参加

は原子力局や原塵はもとより原

二圓原子力関係サノカー大会に

ている麿の自負であり︑単なる

いるのではない︒サソカーをし

れは自己竃伝のつもりで解いて

能であるという騨覇をきく︒こ

闘

ノ

！

！

！

螺認風

ヘ

へ

︐

︑

璽一
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寧−

窮釜四〆

欝騨

ノ

資生堂

﹁原子燃料

公社の歩み﹂

雛業は余て糞垂業団に引継がれ

した﹁冊子﹂は︑原子燃料公社

た︒こんど動燃聯業団が刊行

鋤燃藥常団が刊行

動力嬉・該燃料開削間引幽は

隠代に行なわれた重三の研兜や

このほど︑﹁原峯燃料稀薄の歩

み﹂と題する冊子を智慮︑刊行

禦業活動を配録したもの︒

品︶

A5版︑蓄五十五警︒︵雰亮

した︒

原峯燃料公歓は三十一庫八月

の芽を生ぜしめる町能性をもつと

に発足︑以後核燃料開発に関す

すれは︑研究成果はいっそう大ま

が︑濃総研究が︑夢心分離法の一

技術罫価誉

ですむとか︑比較的少規模な施設

なものとなろう︒

でも︑経済採騨に至りやすいなど

の京から︑今後も大いに研究開発

ス拡散法にも可能瞥が憂えた今

業化に結びつくと考えるのは危険

との錨議がある

日︑濃縮研究予鋒の飛躍的増大と

性を示したとはいえ︑明日にも工

人舞台から︑ガス拡散法への可能

國内においても︑

両春発行の黒鼠的研究騨罷が要請

に趨するものと考えられるが︑ガ

される︒

海外にも少な

だ︒

に山回するわが圏が︑黎礎研究の

濃総サービスの羅期賓定供給確保

海外ウラン資源の確保と米羅の

からぬ反響

今回の理研隅学友魔工の研究零

現実の

充爽をはかるのは当然としても︑

墨の発表は︑こうした国内の研究

にも理由があろ

濃縮ウラン照藤化をい豪
取扱い方

関の

軍であろう︒

もの

体制に大きな刺激を与え︑報道機

うが︑灘外にも少なからぬ反響を

独

出資撫養への参加方式まで出てく自の妓術で爽現するにしても巨大

及ぼしたようだ◎ニュークレオニ

があり︑もし〃万一

るわけだ︒だがこれとても︑わがな建設費と運転賢がかかるという

〃カベ

懸念があったからであろう︒いわ

クス・ウイーク誌によれば︑米閣

や囲際製陶

国に聖餐技術がある掲含と︑張手

ぱ日本の濃縮研究は︑きわめて

いった〃持株会社鹸

たきびしい〃ソ魏バン勘驚

憲み

が必

要である︒もう一つ隙内肇給とい

カに頼り切る翻合とでは

用嶽がガス拡散に比べて十分の一

で組織されたチームが約ニやあ

チームをまとめようと思ったこ

はないが︑私は玄談で慧識して

本躍籔協会刊︑B5判四九九颪︶

わが困の濃縮研究はこれまで︑

撃蘭棄海村で第︷園新春原子力

で声援していた照隠の柿原監督
ーグを昨雑結成した︒春秋のシ

のですか﹂といって監督を鷲か

︵各九チーム︶からなる原研リ

り︑これらがA・Bのプロノク ーパーが試途中に︑ゴールの裟

ーズンには連日グランドはサソ

た︒主催は原産︑共催は県と村の

サソカー協会で︑優勝杯が原子

カーでにぎわい︑おそらく現在

るということは成長させるこ

ことだが︑﹁チームを艦持す

い︒それと︑部鼠にいっている

業団チームのトソプクラスにあ

い﹂︒そんなわけでサソカーを

とで︑現状を保つ一ことではな

通じての偉験や意冤は多くある

り︑四十三駕度

会に優勝するま

もいくつかの大

しかし罵声︑県内約三＋の実

した謡は美名である︒

註脚チームは動燃︑原躍︑東灘村

を越すだろう︒このほかに東海

喜び

帯盛のあることに雰常な醤ぴを

が︑私は部員との間に一種の連

更にいうならば︵私を除い

れらのことを思

いあわせると︑何か不思畿な出

て︶部員が職漏でもきわめて荷

でに育った︒こ

来郵のようにさえ思える︒とに

盤として現在葎在しているがそ

に豪で窮展することを心からね

感じている︒
ーム︵保健物理郡・工務課︶の八

かくこうした気運が更に響の舗
象リーグの全環菱と原研サノカ

の歴史は齋い︒原研脚立の翌隼

ムに完全に渠っている︒

ー部との試合が行なわれ︑接戦

の三十二爺に結成され︑グラン

このほか︑沼津試合として関

チームで原研OBが優勝した︒ 子力代襲も世のサソカーブー

の活動を加えれば︑東海村や原

@サッカーの

A︑Bプロソクの各職場優勝チ 村役揚や崩配各局業所のチーム

研と原研東海研サノカーリーグ

役掘︑原研OB︑縄峰研︑大洗 葉海研のサノカー入口は麟薔名

力局長と原塵から寄贈された︒

︵現線子炉研修所畏︶に﹁キー とはない◎たた部員と一緒に︑

関係サソカー大会が開催され

公式戦で原研チームのゴールキ

遠心分離法に地点が灘かれて来

もちろん還心分灘法にはそれな 果を︑﹁電要でなくはない研究繁

として論議するのは晴朋尚

う条件を加味して考える揚舎︑海

のちがいが鷹ずるのは明らかであ

の濃総専門象は︑今回の田本の成

外の援助が全くない中で︑ウラン

ろうQ

みみっちい4ものであった︒

ースに栗せるという︑箪要かつ困

ひがみ
と︑われわれのサソカーもここ

が大きいのかという

サノカーの方での存在理由の方

術者としての本業よのも︑私は

禦を依頓されたとき︑原子力技

本紙からサノカーについての認

ほどのサノカーブームであるQ

本リーグ戦で万余の人が漿豪る

転したことがある︒国内でも日

といったら︑とたんに待遇が好

何の気なしにサノカーの嘘齋だ

に雌席の帰途︑香港のホテルで

数年朗︑私はインドでの会講

薩慰無灘

ない︒

難な璽件が満たされなければなら

濃編技術を確立し︑これを採算ペ

複雑な團際間の問題が介在し︑家

ろ︑NPT演題茄ほじめとして︑ して︑供絵の簾紐を糧ようか﹂とス拡散法にはきびしい躍欝機密の

だが︑そのいずれをとるにし

う︑の四つがあるわけだ︒

部濠たはほとんどを国内で象かな

の不足分を国内で自給する︑④全

ムに分けて毅託する︑③分劇婁託

る︑②米噸︑英国豪たはユーラト

将来にわたってすべて米国に頼

うのではない︒考え方としては①

わが園で濃縮ウランをつくれとい

だが︑この検討会は何が何でも

提案している︒

だが塵藁界の立場からこれをどう騨価すべきだろうか︒その

とさらに刺激的だった︒

ヨー瓜ッパでは︑イギリス︑西ドイツ︑オランダの遡心分離

の糊石として︑大きな波紋を及ぼしているようだ︒

欧州澱縮工場 周辺をながめてみよう︒

ようだ︒

とばり

ないことはあるまい︒

た

機密の

だが潔えてみれは︑厳露な軍器

くわが国の力をもってすれは出来

というのはちょっと早すぎる

法による共電研究開発針 画 ︑ F O 臼 A → O M の

ガス拡散の

基礎研究
学会での発蓑﹁気体拡散法によ

るウラン岡位体の分離︵1︶﹂に

う

よると︑こんどの実験成功は︑ア
ルミナを競結してつくった隔膜に
らも︑﹁今後を講るのは尚早﹂と

究員の巾轟轟平氏は︑今後は豪ず

り方次第﹂というが︑確かにその

欝ぴ

の末三対二で原研サノカー部が

結果である︒︵原研サソカー部

！

ほ

び

6一

@イ／

＼

礎研究の疵功は大きく罫落しなが

三段カスケードを組んで膜の性能

回りだろう︒彼は材料︑バルブ︑

豪で趨ったのかという

が転調にわいてきた︒もっとも

勝った︒

がっているQ

監督趣閏和久︶

ドなど無く︑経験響も二〜三名

思うにチームなり組繊なりを
という時代にさかのぼるQ当蒔

当社ほ、医架品／化亭隅嚇ト／酒類

……

東海研では原研サソカー部と

⑧

理研のガス拡徹法による分離装縢（メーターの右側が六フッ化ウ
ランのタンク、左側上方の円盤の中にアルミナ製の隔膜がある）

別に︑職揚や寮を主体に岡好者

技術輸出のトソブを飾っております。

あったらしい︒これは三十一四十

だ︒薩装界は︑わが国工業技術の

するのがほぼ一寒した見解のよう

麟在能力は認めるが︑﹁ウラン濃
縮は︑結局︑経済性で判断しなく
ては：⁝﹂と慎重そのものQ

ウラン濃縮

の考え方
ところでわが團の濃縮需要は︑
原子力婁貫会嫉燃群懇談会の推建
によると︑低濃縮ウランにして颪
十五館で千鏑︑六十庫で二千メと

大まさは︑高遼炉廉潔の無調によ

食養られている︒その後の隅要の

がき

試験を実施︑四十五糖度には十段

コンブレソサi︑潤滑油などの闘 濃縮問題検附会﹂では︑こうした

海婦

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

ノ

パイオニア・…

万分の一ボ厨の微細なアナがあい
た鷹径約四写層彫さ○・一一○︒
一五ボ耀のフィルター︵蒲田の発

表では二 型 万 分 の 一 彊 の ア ナ ︶
で︑住友電工が原子力局の研究委
託蟹約千重六十万円を得て︑四十
叢駕藩から闘発に藩手したもので
ある︒この研究が莞原研理讃母だ
った菊地正士氏の考えから開始さ
れたのもおもしろい︒

轟初はニソケル︑テフロンなど

が︑アルゴンによる分離効率試験

蒙蒙な材料がテストされた
の結果︑アルミナ数糧類が注鼠さ
れ︑UF︒の酎蝕性の確認をへて︑

ってかなり左右されることはもち
ろんたが︑このころ衷での駕要た
けを酬えても︑操算規模の灘縮工
掘の一つや二つの能ヵは必嚢であ
る︒しかも現在のところ︑その炭

給はすべて米國に依存するほかは

欧州試論が︑しきりと独立自給

ない︒

歯止め

論を脱ぎ︑米国の警告や説褥にも
かかわらず︑もう

くらいの実験をやりたい︒そのた

憎勢を解析し︑累晩実現するだろ

かないところまで来かかっている

めの実験口紐には五一六千万月が

題も︑全体の工学的間題も︑理研

う米国濃縮工握の民営移管に備え

荊者にこだわるとアブハチ取ら
ずになるので︑膨んで自己宣藪

今年の一月二十五︑二牽六の

のみすることにした︒

日明鯨都了代躍ブ、手剛志郎番∫艶

力

原
この隔膜を便用した実験の内答

今圓のものが採周されたという︒

は︑すでに詳しく報ぜられている
が︑いわゆるガス拡散法とは異な
り︑二つのタンクの闘に隔膜をお

定容

で︑全体が四×一×二齎の恒

き︑圧力蓬でUF6を流す
法
温蜜におさまる小規模なもの︒し
かし九回の窯験結果では︑分離効
躍もかなり嵩かったようだ︒︵理

必要だと語っている︒

の十段カスケード試験を引きつい

て︑罠娚供給保羅の確保と︑灘縮

醗億の最大七〇・六％︶

しかし︑理研でできるのはここ

でパイロソトプラントを建て︑だ

料金を詠む供給条件の維持を明ら

に対する不

まで︒その段階でも︑豪だ実験値

んたん大規模なものにして行けば

独占傑給

の正確を期すための装躍の開鑓に

実験の中心となった理研主任研

現実的論議は時期爾早

かにする必璽を説き︑さらに供給
解決可能という︒世界で灘つの国
も悶題は残されている︒したがっ
ト
てガス拡散法の研究が 成功し㎜カ．﹀︑それぞれ自力でガス拡敬工揚 源の多様化︑自主開発の穣極化を

協和醗酵工業株式会社

スペシガレ霞粧品

@

世界各国で高く翼τ甑され、わが国の

SPE（⊃IAL

くの製品を遣っている綜合化学会社

＿バHLズ日DO

酒造用アルコール／化学贔など数多

，

?〉＜一》《二一一一一
一一一

?〉く一一
一一一一

しかも、当征の醸酵技術は、

でづ㌔

一1

門

醸酵技術の

懸私

獣．

期待をこめて見守ろ

一

…
¶
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濃縮対策 の 積 極 牝 を

嚇博

昭和三十年束

ヨーロソバ︑田本におけるウラン

が︑今犀末ごろにかけて︑米園︑

いを進めている﹂と述べた︒
特を得て成幼させ︑実用にまで発
展させるためにも大へん重要であ
さいごに︑動力換・移燃料闘発
る︒二丁界ともよく連絡をとりな
の懇談会の席上で︑超絶側から 堺糞団が進めているA饗R原型
がら︑従来からの墨本的な考え方
﹁原薩では船罵炉開発について稜 炉の開発について︑松根氏らが
を︑公式に働めるよつにしたい﹂
﹁チェノク・アンド・レビュウの
極的な検削を進めてきたGやはり
と魯えた︒
︑将来の経済的な舶薫炉の煽発に 問題と併行して︑原型炉斑雪か成

田中︑礒繭両次長︑大坂政策脚長

委員と藤波漢務次官︑原子力局の

り︑そのために︑国際運勢について

縮方式の決定を早めるべきであ

るようにも感じられる︒もっと濃

からすると︑少しテンポが達すぎ

ズ社︑リオ・アルゴム祉とウラン精

すでにカナダのデニソン・マイン

派遣することになった︒関電は︑

これに対して藤沢氏は︑﹁核燃

ている︒

日から五月上旬蒙で援辺網務らを

灘備を進めているが︑四月二十六

米園およびカナダへ派親し︑賃濃

渉を進めることになった︒

総︑転換等の核燃料関撤の予備交

動力炉開発課
長に井上摘播

原子炉規制躁畏は下郁氏

科学技術庁は四月目五日付で︑

氏の研究調整三冬考課罠への配澱

原子力局鋤力炉開発課艮伊原義徳

通産省への出向を発令するととも

換え︑原子炉規制課長大町朴氏の

に︑その後任にそれぞれ︑運上力

うぞう︶既

氏︵勲爵省大臣官罵付︶︑下郡昭

︵科技庁引画局調査繰長︶の就任

三︵しもむら・し．

を発令した︒

○計綱局科学調査窟に昇任させ

その他の入窮異動は次の逓り︒

る︵林野庁指郵都造林保醗課擾補

長︶安藤寛︑0振翼局国際課長に

に配躍換えする︵振翼局図際課

配澱換えする︵計画局鶏学調査

官︶鴫原良樹︑○研究調整局科学

調費宮に僧任する︵副画工科学謂

費宮︶石川丘︑○林野庁に出向さ

二

縫

鍮

A︑夢

繭蕪

三菱化工機株式会社

一AEA査察員
科学技術庁原子力局の曝露協力

︹大友氏略歴︼

日本原峯力塵髄会識の菅会解︑松根酬会心ら笛脳鄭は四月十五

濃細の体制等の間懸が熟してくる

確保の観点から︑籍アフリカ連邦

ら関係諸が雌席した︒︵太内婁員

立入った調査をする必要がある︒

しかし︑中央暴力懸盤会の四士二

鉱の長期購入契約を繕んでいる︒

懇の聖画にこだわらないが︑原子

と核燃料交渉へ

旭る︵研究調整局調整課長︶藍原

灘

三菱重工業株式会社

に大友氏が赴任
ほど︑國際原子力機関︵工AE

繰譲畏補佐・大友暫蜜氏は︑この

A︶保陳繊躍総局の査寧員として

日正午︑束黙プリンスホテル十一階﹁ピオニー﹂で︑原子力婁二

ものと思われる﹂と︑荷沢氏は剣

て要望繍を提出しているが︑問臼

用炉の単海鼠密開発で政府に対し

長と与謝野婁鍛は海外出張讐のた

蜜た予震面について︑今の計画で

同建設協定の締結︑わが園のガス

め閣蹴は︑将来のウラン資源確保

し︑とにかく阜く〃メヤス

用計測課勤務︒三＋六琿科技庁へ
出何︑原子力麗原子炉規劇課︑詞
謙長補佐︑核黙料課長補佐︑政策
誤長補佐を鷹任︑今年四月一臼伺
で現職︒この爾三十八年十月から
四十一無七月豪では︑回船窮業団
原子力開発課主任技師︒原子力工
学研究のため英国へ行ったほか︑
オ；ストリア︑ドイツ︑英圃︑米
園へ原子力禦憾調査のため出張し

省へ入り︑工技院羅試の応用部臨

大工学部応用物理学科卒後︑逓産

田発渡欧する︒

A肥R計画に対する関係方面の支 型︶の今適度滋工をめざし︑その

赴任することになり︑五月八日羽

り︑現在︑運繍省との間で醒し禽

会との懇談会を開き︑①ウラン濃縮︑②原子力船開発︑③新型紙

原子力船︑ATRも議題に
換炉︵ATR︶原型炉の蒋来等の聞継について泥障を交換した︒

功した揚禽の購後処理について︑

めた臼濠でに遠心分離法︑気体拡

対しては︑炉を塔載する海運側へ

懇談会には︑原薩側から菅会

け加えた︒

関電が南アのウ
ラン事情調査へ

原子力婁員会ではどのように考え

散法︑化学的分離法の各方式につ

助成描澱が必至である﹂旨強罰さ

いて技術的︑経済的評価をした

つぎに︑原産では昨年八月︑舶

長︑松根翻会長︑橋本代蓑當任理

後︑採用すべき方弐を定める︒

闘西篭力は︑核燃料の長寝安定

購のほか︑横山中起祉長︑一本松

るため︑四月二十一日から約一ヵ

共和国のウラン塵業雛檎を馬柵す

ているのか﹂と覧問した︒これに

漂聡社長︑藤波蟷発総裁︑開三

を推進すべきである︶では︑現況

約八十六癒円を投入して研究開発

﹁この助成策の問題は重裟であ 対して︑有沢氏は﹁この問題は︑

菱原子力会畏ら十二人︑原子力婁

め欠席︶

は少なすぎるから︑もっと増える

拡散法による濃縮塾礎実験︵隔膜

力婁員会としては︑四十五難度か

にそなえ︑独自の立揚から︑調査

られた︒席上︑原産の松根副会畏

けたい﹂と述べた︒さらに︑﹁海

中團躍力は︑勘繊原子力発臨所

◇通産省辞令︵四十四無四月十

義邦︒

︵艶気出力四＋六万KW︑BWR

究にも漕手する︒これらの実験研

O公益礁難局原子力発電課畏を

五爾付︶

のための装置︵JFq巳⊥一︶の製 命ずる一大町朴

駿簸

三菱金属鉱業株式会社

一〜婦

れた︒これに対して︑原子力婁側は

員会側から筒沢婁員罠代理ほか各

まず懇談会では︑最近︑米國に

年度長燭副颪によると︑関蹴では

月間︑燃料調査蟹醐主脚の窟本武

おける濃縮工揚の疑閲移蟹閾題の
ように考慮すべ曇だ﹂箸の目見が

五十二難度濠でに約八薦万KWの

の開発研究︶の成功等によって︑

レイトするため︑予舞面を拡充

らウラン無難の研究開発をアクセ

等から︑﹁原峯力婁員会の核燃懇の

外の鰹ついては︑膿会豊

中国電力︑米︑加

これに必嬰なウランを確保するた 佐︶秋由智英︑○計測局調査課長

縮の問題について話し合いが進め

大きな注目を集めているウラン濃

に集り出すことになったもの︒

原子力発驚を開発する計圃である

一氏と張本泰興氏の二入を現地へ

翼体化︑ヨ；ロソバにおける英︑
出された︒

行ない︑このほど無断終了した︒

究が顯調にいけば︑原研は四十六

研究員一大河千弘博士らが霧えた

作にとりかかる予定である︒

編

山猫日午髄

原子鋤離離空会保健安全グル

ワ幡＝

O大阪通盆局公溢雛業郡長を命

ものと同種のものたが︑原研のは

年頃に中閥ベータ︒トーラス研究
ラル・アトミンク社︵GGA︶の

この装置は︑米国ガルフ︒ゼネ

をつ

報告︵昭職五十年頃闘昨年七月の

に関する星礎研究を進めてきた

写翼は舗整申のJF丁1一の全ずる1都築錨

寮︵鷹径一・四耕︑噛圓さ六ゐi艸！麿

の円箇型爽士籍には上面に三側︑

側颪に六個︑底面に一二欄の測定器

三導休によるもの︵GGAでは二

ラス状︵ド：ナツ型︶プラズマを

団体と四導体で研究された︶トー

り︑ヘクサボール磁揚による閉じ

プラズマ入射やマイクロ波で作

節二〇識常任理講会

ープニ十八臼午後原醜

頓

三菱商窮株式会社

霧韓

閥篭玖ノ兵発亀駈1号鞭用姶糾

三菱原子力工業株式会社

原子力第1船用燃孝斗

西独︑オランダ三国の濃縮施設共

今月末から実験開始
原子力委貫会は昨年七月︑核融

が︑昨葎の原子力婁興会決定によ

原研核融合装置が完成
合研究開発を原子力特定総禽研究

って︑今後は︑これ塞での成果を
の童謡画である﹁トーラス磁掃三

活用して低ベータ・トーラスの予

として進めることにし︑原研はそ

備実験を行なうことになった︒こ
のため原研は︑詐館十月︑この翼

無の研究開発﹂を審判することに

なったが︑このほど︑そのための

を接続する穴があり︑翼空箱の中
込めの特性を調べることにある︒

七日

六口避止午日本

にはヘクサポール孫譲を作るリン

験装置となる﹁トーラス型ヘクサ

実験装置となる﹁トーラス型ヘク

第九五回理旛・会

B本工業倶榮部

㌍後電力想講会

第二六回総ム隅企画繋駕ム調

工業倶楽部

の流猷謝や飛麗計が擬声されてお

り︑プラズマを走らせる六型のガ

グ状のコイルがある︒側簡には油

ズマ作り︶商偲戸帳め︑繭ハ月・から本格

ズマ︒ガンも接続されている︶

ラス鯉翼翼チューブに暴いてプラ

原研はこの滅躍を使って︑今月

千万円をかけてこの袋置の製作を

類しく中閻ベータ・トーラスの研

的な実験を開始するが︑引競いて

宋から第一圓償の予備実験︵プラ

完成し︑原研東海研究所内に設置

発了して原研に納入︑以後原研は

が︑日立は今年三月来までに約一
された︒

間置傘の戸戸や各部の醐整試験を

サポ！ル装置﹂︵JFTI一︶が
ポール奨 蔽﹂を日立に発注した

原研の核融合研究は八年鶴にス
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複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります
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たなかったからとも伝えられている︒し

醜

甦
動燃鷹粟団の

一乗圏節薙教擾︵現成膜大教

工学講座の教鞭をとるかたわ

に野格︑その後︑集大で原子炉

授︶に師窮した〇三十六年⁝教擾

彰

あきら

理寧に就任した

山

やま

︑

圃手玉を省きムダをなくします

譲−
σ

大

おお

圃欝類も手や寂服も汚れません

確保など︑難き

かし西独のように蔦温蝉技術開発の目櫟

名5一

ら︑原子力委員会や各三惑協金

毒

』27一麓ンペソ号劇

いてのセキュリテ
れだけではない︒過般の第二回原産年次

を炉戯口温度で千〜千一

よかったようだしと︑この審議

等の要職についた︒

︐棄亀琶

束大教授の大山さんが︑鷺月

の蜀鎖でもあった氏は︑いささ

ノ

燃料胴の窩濃縮ウランの入麺にメドが立︸

な問題を抱えているからである︒最
大会での米︑英︑西独の発護によれば︑

舎︑窩温燃料の物性︑炉材料︑機器面で

か満足そう︒現に︑米︑英︑仏

〜昨年十月︑動燃事業団発足

末で退宮︑欝欝麟業倫理購に就

﹁ナショナル・プロジェクト

任︵四月︸日偲︶した︒

麹 ￠＠

だが窩温かス炉の溝在的な襲用性はそ

近においては︑公轡対策上の効渠に
紙型転換炉としての役劉を巣しっっ弼来

さらに免服しなければならない番毬の塾
⁝

に叫ばれたが︑東大が放さず︑

のFB逸先進国と協力する形が の際には理聯就任が奮然のよう

成功のカギは︑資金と人だけで

結馬︑技術相談役として︑FB

ていた︒しかし今津は︑大型研

R開発の実質附な責任者となっ

とられているが﹁要は自主聞

4

発︑自分の手を汚してやること

典

はない︒研究開発をバノク︒ア
ノブする翻面の協力体制や︑研
究者自身に不安を起こさせぬ研

※

高温ガス炉の
魅力はどこに
ついての期待も大きくなっている︒

るという︒

増殖類への発展の可能性も濃くなってい

百度においた揚

西独では︑アーヘン工科大学やユーリ

偲来のことはともかくとしても︑い

ノヒ原子力研究所が中心となり︑政府の
積概的な附政援助のもとに原子力の製鉄
豪︑高温ガス炉の魅力はあくまでも高漏

箇撮ガス炉への関心はようやく固まり

川豪っている︒この原子炉 の 魅 力

望⁝藍ガス炉に対する慰奮

利罵への途をさぐっている︒たとえば︑

つつあるが︑その開発の闘標をどのあた

展⁝は議のほかに・化笙業や鉄

鋼業などのいわゆる灘い顕熱を必嬰とす
が得られ︑さらにその混度を高め得る可

りに置くかという論畿は余り行なわれて

礎的︑技術的な欝欝が多く残されてい ⁝

るエネルギー多消籔産業に︑そのプロセ
然ガスのクラソキングによる水素の製造

製鉄の直言還元用のガスとして北海の天

隅滋の鼠櫻達成こそが︑鉄鋼利用︑発

能性を持つところにある︒そして︑その

にも︑そのターゲットの置き方が大きな

る︒

ス・ヒ⁝トとして多元的に使える潜密力
や褐炭のガス化による一酸化炭素の製造

をひめているところにある︒い豪最も関
などの熟源に︑勘漏ガス炉を利用する研
一連の効率的な活用と︑高い経済性の達

量化への一大転機を迎える︒井

號施設も整い︑各毬の研究が熱

はいえ︑こんどのことは︑やは

上既製長の懇謂があったからと

原子力学会長で超蔦研翻纒野

ならしたが︑最近は﹁ゴルフを

家魔は信子夫人と一男へ女︒

始めた﹂曲︒

度に何枚も里雪できます

團

いない︒自主開髭か導入かを考える二日

心の深い製鉄工程への鷹接窟用というア
究を進めるとともに︑コークスを使用せ

です﹂と︑いかにも技術屋らし

究環境を作ってやることも大切

葱︑

り氏が﹁当初からタノチしてき

氏は昭和二十一年東大工学部

FBR実験炉の愈義は大きい︒ である︒学盤時代はサノカーで

鷹気工学科卒後︑大学院へ進

あらゆる霞写磯：務に

まつ白な紙です
重ねてお恐きに
なればそのまま
i美しい蕊ピイが
できあがります

電︑その他の化学工業熱源利用などへの

イディアは︑温温ガス炉の発展を前提と

かし︑ここで懸れてはならぬのは︑この

影響を及ぼすことはもちろんである︒し

い就任の第一声︒

だ︒今だから先進国は教えてく

FBR關発は滋界でも未踏の
分野︑一歩閻違えは莫大な血税

の慧欲を燃やしておられるから

た賛任﹂を感じ︑FBR開発へ

う﹂ときびしい︒﹁宙分で照射設

離の大山松次郎氏は氏の厳父︒

れるが︑互角で勝負という段階

誤らぬこと﹂ときっぱり旨い切

備をもってないと︑五年後の国

実粥は千葉大の教授︵心理学︶

になればそうはいかなくなろ

る︒原子力墾鍛会は昨無三月︑

際競離には勝てない﹂というが

なζとは︑技術的な肥通しを

動力炉開発塾本方剣を決定し︑

がムダになる︒﹁いま一番大箏

その中で︑FBRはナトリウムその愈味からも︑今矩藩濁する

でもあろう︒

⁝

ったが︑これは動燃や臨撮本部

冷却型を開発対象にするとうた
⁝

での検討をふ豪えてのもの︒

東東都幽玄︒︵Y・？︶

二宮巧氏︑労鰯課畏辞福原満撮︑

次長腫佐々太豊弥氏︑総務謙最舗

教授として︑発送鍛工学の権威

﹁蒸気冷却は各国とも取止めた み︑二十六年修了︒同難から助

処分憲門婁貴会︑燃料安全奪門婆

し︑い豪思えは︑当時の判断は

と耕行し必要な国際協力︑園係機

員会など︑長薯員会︑放射線障轡

経理課畏ほ寓川政二氏︒

防止関係で原子力施設沿岸二水調

三輪氏らが受賞

る︒その他﹁第二回原子力安全性

査尊門婁鍛会︑放射線移審防護薬

開との達絡などを績極的に進め

総合発嚢会し︑﹁研究シンポジウ

剤専門委員会など四小委員会があ

昭和閥十四年頃全国発明表彰受

第

●

っているのは︑明らかにこの方向であり
炉が軽水炉のごとく︑匹大な技術と資本

ではないことである︒高温ガス炉は将来 ⁝

ランを使用しての阜期実用化の考え方も

特殊条件に基づく蜜全上の閾題︑

り︑自主研鑑や襲爵研究の活動を

四十四隼度全團発明袈彰

ム﹂のほか︑新たに一般への安全

行なっている︒このほか海洋放出

TEL．兼山〈54！＞2δ王玉ぐ大fモこ表〉

成を可能にするわけである︒西独がねら

造する方法を検幽し︑経済離にも在来法
できれば蔦濃
を背蛾にしてつくり上げられた

あるが︑この翻含はもちろん︑嶺薗は発

して考えるべきであろう︒

当たっては︑軽水炉とは全く次元を異に

②安全性の同上ならびに定羅化へ

のセミナーを開くQ

性に対する正しい知識鷲及のため

力を灘流の形でインピーダンス接

「

京京都中央区雛車3〜4

ずに水素による慮接還元法で海綿鉄を製

咋年原薩が鉄鋼凝界を中心に編成した
に箔抗し褐るとしているが︑さらに歩を
て︑ウラン・トリウム・サイクルを磁翻

C︑ユーラトムなど三共同体の総舎執行

癌のみを対象としたものである︒かつて

れたが︑これは︑特別償却の対象

の期待などの観点から研究活動の

原子力関係では︑前壷通の二輪

で嚢彰式が行なわれた︒

博秀茂︑遠山発既の﹁放射線遠隔

同叢羅は︑γ線︑中性子線など

灘定器﹂が衷彰された︒

合した黒石ケーブルを灘じ︑測定

翻文字は鮮明で消えません

十條製紙株式会社

しての発想である︒

﹁原子炉多厨的利用調査薗﹂は︑特に融

し︑熱中盤子による有利な増殖サイクル

縮ウランを初期燃料とし

ドイツにおける原子力の製餓利屠への葱
蘭温を得るための研究も始めようとして

進めて懸盤工程のガス熱源として必要な

最近の情報によれは︑猛EC︑ECS 米︑英のように︑四〜六％の低濃縮ウ

完成品

欲に強い刺激を受けたようだ︒また︑β
を案現しようという響え方である︒

本鉄鋼協会では︑鉄鋼業における顧子炉
おり︑きわめて慧欲約だ︒

委員会が︑薦独︑仏︑翅などの関係メー

原醗が同系列の半均質実験炉の概念設副

潤用を総合的に掘回するため︑業界を中
心に︑政肘︑学識経験者︑際研︑動燃︑

カーと︑製鉱用隙子炉の経済評価をふく

われわれにいま必要なことは︑各技術

⁝

段階における高雌ガス炉システムのメリ ⁝
ントの徹縁調査と︑技術的国民煎の見き ⁝
わめ︑それに燃料技術を申心とする各種

ろうか︒

プラント安全︑放射線陳轡防止

暴礎研究と技術を薔蟹することではなか ⁝
一

金制度の新設に伴い鴛気事誤法も

となる機盟を︑原子力発墨設備の

懲点化を間り︑さらに隔年慶にひ

一蔀改正︵第四十三条に追加︶さ の分野の調査研究躍︑①わが翻の

の他の機械および装躍としたも

うち原子炉︑タービン︑発耀機そ

のほど決富し︑四月十八摂午後一

東電福島発電準
備事務所を設置

東京電力︵株︶は︑四月十日目

けで原子力開発本部に︑福島原子

これは︑①原子力発電研の場合

放射線の選隅測定で︑検出器の出

長紛の試験運転娚間を要する︑②

で︑これによって検出器と測定器

本体を数♂酵離しての遡隔測定が

器本体へ伝送させようというもの

可能となる︒

これに関連して運転要員の訓練の

での鼻差準備を慎璽かつ的確に行

覇東北化学工業︵株︶

彰ノ彰

人購は所畏以下ほとんどが福鋤

なうために設鷹されたもの︒

原子力建設所との兼務で・専任は

技術・保安・発電誤憂の池亀亮氏⁝

所目口鍛仙曲市棄︸二番丁六鉱︑職

入会代表取締役長長丹野実氏︑倥

登熟11永根茎美麗︑︵窮務三門︶ 事仙禽︵二五﹀二七二四︒

所憂霞今村牽連︑︵技術掻当︶

だけである︒

原産に

費任の明確化など︑運転に至る豪

蜀要性︑⑬福謁原子力建設所との

力発鑑難備鄭務所を設鍛した︒

聴から棄京描区の発明会館ホ⁝ル

欝省︵八十七件︑一五九人︶がこ

現在原安協にはプラント関係で
軽水炉蜜金性文献調査グループ︑
圧力部小器員会︑固体廃棄物処理

八件の原子力研究は︑﹁原子炉
謝金熾凋料の腱食防食﹂︑﹁原子
炉用ジルコ哉ウム合金﹂︑﹁原子
炉用継手の溶鑛と熱脆化﹂︑﹁原
子炉園材料の特殊塁壁法の開発﹂︑

﹁隅驚炉用ステンレス鋼﹂︑﹁高

の非破壌倹査法﹂︑﹁鉱鋼中に

遠炉閉燃料被覆ステンレス鋼蟹

おける含腐元素の開墾および胃
散﹂︑﹁金圃材料の放射化分析﹂
に麗する研究で︑いずれも秘続研
究である︒

方面で活用されているQ

調査研究活動11常設婁員会とし 調査特別委員会が婁託研究活動を
て研究委員会︑プラント安全設計

き続き各分野の尊門家との共問研

研究計画螂会︑放射線陳宙防止研

行なっており︑その研究成果は各
した間題については︑他の適当な

究形式を進める︒圏標を一応達成

究計画部会があり︑必要に応じて
など研究の効率化を図る︒豪た今
後の闘発の進展に伴い解決の急が
れる問題についても︑その調査研
究の促進と興体化に努め︑これら

し︑予算総額約十一億二千七百万

小委員会を設け検討を進める︒

機関に移し︑その実施に協力する

の︒

四十四年度事
業計画を決定
原安協
原峯力安全研究協会はこのほど
昭和四＋四年麗購業計闘を次のよ
うに決めた︒

原子力は難件が継続
科学技術庁金麟胴料研究所の昭

円で︑﹁高融点金属・合金に関す

金材研の業務計画決まる
和四や四年度﹁業務計画﹂が︑こ

る研究﹂など特刷研究四件︑﹁原

それによると︑昭和四十四銀麗

のほどまとまった︒

子炉構造材料の熱処理と強さに開

捕

⁝

に尚かつての 成畏牲 に期待され︑そ ⁝
⁝
の国の技術力︑すなわち達成可能なガス
︸
温度がその魅力を大きく左右する︒した ⁝

駈職機メーカー︑電発などの協力を得て

む一連の研究で屡託契約を結んだという

際︑炉登窯温度を七酉五十度Cとした擾

岡法案は今年二月二十二日

れぞれ減税されるもようである︒

◇

に国会へ提出︑衆謬両院の大蔵委
員会で審議が行なわれたが︑原子
力関係の二制度に対する質疑は全
く無く︑衆院は三月二十五日の大
蔵婁員会︑岡二十八日の本会講で

がって︑これの開発や灘入を検討するに ⁝
㎝

性についての検討が進められている︒

夢がすでにユーラトム各圏共逓の間題に
禽には︑日本の技術をもって突き破るこ

︵醗気無力一万一千KW︶を行なった

極的に考えている傷最には︑製鉱爾コー
豪で拡大したことを激味し︑さらにアメ

ことである︒このことは︑原子力製鉄の

クスの原秘である低揮発織強粘結炭や蹴
とのできない

ひ

置を事業の胴に窪した晴は績みた

法入が︑今薙四月〜購から八年闘

原案通り可決︒轟轟は四月七里の
塞会議で︑二制度の施行期臼がず
れていたためこれを修正する決議

をつけて可決︑衆院へ回付した
が︑衆院は八日の本会議で姦院の
決畿通りに町決した︒このκめ政

する研発﹂︵原子炉母港研究部︶

が行なわれる︒

十三件のほか︑八件の原子力研蝿

などヤ四研究部による一艘研究六
垂垂な新金属聖堂の研究開発﹂な

シコナル・プロシェクトの推進に

電気事業法改正も

ど五つを翫圃策竃の巫塞方針と

は︑﹁原子力や争密開発などのナ

なお︑原子力発強要膿償却継備

公布した︒

府は︑四月八日︑二転生の緬行を

はないことがわかっ

リカでも︑やや行きつ豪り傾陶の見えた

・・

小企業対策あるいは輸出の振興︑

てた雄備金を特別償却できるとい

﹁動力炉・核燃料開発欝藁聞に対

の各那繋隼度に︑動燃禦業団の新

の綴えん金で約一億七千万円がそ

原発準備金と動燃出指金で
租税特別法の︼部改正案が︑衆滲両院の大蔵婁貴会および本会
議で可決︑四月八日成立した︒

隔地税制の 改 正 な ど を 含 む 一 般 的

うもの︒﹁繊えん金の損金鈴入﹂

を工那期間中に設定でき︑機械装

なもので︑ 源 子 力 関 係 で は ﹁ 原 子

制度は︑慰力会社やメーカー等の

この改正 法 案 は ︑ 住 宅 対 策 や 中

力発織工麟償却雛備金﹂および

する匿えん 金 の 損 金 鯨 入 ﹂ 制 度 の

型転換炉および高速憎殖炉の原型

とくに﹁ 購 備 金 扁 制 度 は ︑ 醗 気

を︑出えん金とともに支出する出

炉建設のために支出する出えん金

新設が倉談れている︒

辮業者が建設する原子力発醒所工

資額を隈度として損金に獅入でき

なお︑この二制度の新設によっ

羅について ︑ 原 解 炉 な ど の 機 械 装

の四分の一︵うち国麓機羅は三分

て昭和四十四鋸愛は猿子力発躍工

るというもの︒

の ︑輸入機器は九分の一︶を限度

曝で約篇十四億円︑動燃辮業団へ

置を取得す る た め に 麦 禺 し た 金 額

とする原子力発羅工饗償却礪備金

鐡

の大きな圧迫要囚となるだけでなく︑釧

油などが莫大な畷に達し︑今後鷹際収支

らなかった即蜘の︸つは︑当時としては

ところで︑鉄鋼業界で除子力利用を穣

原子炉による織離な電力と熱利用の可能

ヂ

たと闘くが︑これが貝体約語醐にまで至

・

も ち

明を有えるものと児られているようた︒

の

銀鋼業界に︑高温ガス炉が将来再生の光

ナ

︑︑

幽つの新税制が成立・

鋼コストへの﹁はね返り﹂や︑入蕃につ

﹁
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﹁一九七万年をめどに考えると︑

F・M・スタスツェスキー氏は︑

・W・ハミング氏は︑現時点での
腺子力と火力の経済評価における

均衡点は︑電気出力九十万KWユ
ニノトてあると聴衆の間から立っ

め︑コストのペナルティーが非常

十万KW以上の採用は賢明でな トは︑KW当たり二十がにも達し

確かめられない航り︑醗気出力八

くことはなく︑㎝九七〇︒七︸年
にはまた隙子力発注のよりが戻ろ
うと藷つた︒

許認可の問題

熱がカリマンタンで探鉱
インドネシア政府と協定結ぶ

ば米田の方が蔽いことにでもなれ

うことは︑非徳に大切で︑たとえ

場合遠心分離機の生麗コストは一

法によるス規厭な工揚を建設する

とに不満のようである︒簸近イタ

イタリーに誘いをかけなかったこ

である︒そのような無心分離機か

台千九魯記で電力消費疑は二KW リ⁝のプルトエワムとフランスの

濃纈ウランが交換された亀のニュ

国はこの筒い濃翻ウランを賀う義

はこの謝職に参加する三園以外の

る︒この揚禽の濃縮コストは三聖

・薦えないが︑欧州荊腸︑ユーラトム

はないかという醇鮨性もないとも

タリーがフランスと結び伺くので

一工揚当たり約十万台必肇であ ⁝スが伝えられていることからイ

の再編料金と比較して駈りぎりで

す︒CEAではインドネシアとの張の陰画姓箋を考えると︑欧州の

後どの炉系を開発して行くかとい

度でめる︒しかし︑フランスは今

ないたろう︒その他の諸国はこの

異っている現在そう海単には行か

等に澱する両国の態慶が払本晒に

うようになることは明らかであ

競争可能となるかどうかという程

︻パリ松本駐在鋤発︼仏CEA一に構成す偽グル⁝フて行なう︑開務はないのであるから米困から買

場︑四ミルという安い電力︑工揚払

濃顯工揚が米国の醍絹ウランと煽

共同箏業に出資をするという形で

協定はウラン資源の多角化を期す

ていないのでこの三漏共同建業に

う点についての纂本方針が確崖し

開発協定を締結して採灘にのりだ

る︒しかし︑米圏の大規麗な工
舎はCEAがインー3ネシア政附と
ATAN︵原了難解︶はこのほど
ボルネオ南西部カリマンタンでウ

米AECの﹂・田・ラミー二選 ︵原子力斤︶とインドネシアのB 発できるウラン鉱が発晃された場
は︑現行の米国の安全審議の力法

が時間がかかり︑能率が悪いので︑

ラン鉱探鉱を行なう協定を縞ん
近くAECの諮可基準を変更する
だ︒この協定は七年間の独占櫛で

これらヨ圃の動きをフランス︑

象することは決して易しくない︒

るQフランスは遠心分出機につい 響を融んでいる︒イタリーとして

葬常な開心をもって晃好ってい

ウェーデン等は当然のことながら

イタリ⁝︑スイス︑ベルギ⁝︑ス

議会でも闘臆になった程大きな反

いない︒イタリーてはこの動きか

対物る盤度もまたはっきっとして

協定を繰績してからこれらの闘題

べき闘題があるので濠ず三罵闘の

であるが王麟としては津々解決す

滲補することを精議しているよう

いるQ

いて︑AECの承認を薫るときに鉱はまず二人の仏地質学蓄を申心

と大騒生涯によるコスト︒ダウン

︵二噂一ークリア︒エンジニアリン

を誘えることになる報求である︒

とがない匿域で擬鉱を行ない︑嶽

つもりたと語った︒ACRSの段
CEAは従来探鉱が行なわれたこる政策の線にそうものだといって

五加データの墨田が逐次叢求され

の推定が先全でないことから正確

は英田か欧州共同廓猫に加甑を甲

三国協定の構想と波紋

消されるものと期徳されている︒

ての研究を独自に進めて来ており

忘したときにいつも．℃れを強力に

るなどという藩熔が︑近い将来解

にはわからないが百がから千がの

フランスの試算によると遠心分離︸支持して来たのに今回その英園が

桐当進んでいるとみら瓦ている︒

編年十一月二十五日オランダの

論叢の謄写は繭独におき濃論罪揚

運営をする会社亭設立する︒建設

離櫻を製造する会祉と濃総工場の

争拙来るような価格ということを

三†が／♂一ノ分離質業単位︶と競

由ハエが／謎ムノ分灘⁝作二業単三墜か戸り彫葛

軽水炉は濃縮U米国依存が問題

の栄国の軽水

なかなか決謹6なかったQ凝固炉

脊揚除を董張すヂっ政尉が短図して

炉採用を蕉塗するEDFと対巌依

ルーブン・タイプ

グ誌ヨ︑四月博から︶

場の収入は米国の濃縮料金︵二†

ハ⁝グにおいて英書︑オランダ︑

而髭にすれば︑比較的正確な推尼

欧州におけるウラン濃縮

薩独の科学担当大距が会合して以

は欝初英国とオランダで同時に慰

GGR型炉を二心に原子力発電所を導入する握合は原子力発三所建

来これら三国の遠心分離法に関す

︻パリ松本駐在七島︼ガレ科学
作業単位／年として一華

が可能で︑四座能力を五千ノ分離

いて決める﹂と述べたが︑パリの

ン・テゾーの1暑炉までいずれも 対だQことに超逮心分離法技術の

のほど発電を始めたサン・口iラ 霧するとしてドゴール大統領は反

F︵仏妊力公社︶の三日頃炉︑こ

羊万か

五千ノ分離㌍業単位／隼の濃縮隠

設を開始することになっている︒

を建設してきた︒マ八クルのG 設狡術たけでなく核燃料である灘

ているが︑丑月十︷日にロンドン

相はこのほど﹁仏政府は五月宋ま

轡門家筋では①ドゴール大統頷が

ので︑共同で開発するのであれば

偲★ギ朗詠程度と予想されている

が必蟄であると計算されている︒

の建設には約ヨ億五千万妙の資金

碍ノ分離作業単位／鋸の濃漏工場

は一田轟たり二千蕾五十台もの

漏う︒もしこれが翼笑てるとすれ

百万台泣取り替えが必嬰であると

式で上水の亟蟄性を強調したこと

学相がマザンガルブ懲水工揚聞所

ウラン工場建設に滲艇しない㊨科

ランダの超遠心分灘法による護縮

く求めている③仏は英︒薦独・オ

する希望もなくなった︒そこで仏
刀KWうち一二万五千KW仏向

のパンデロス原子力発三所︵五〇

サン・ロ⁝ラン・デゾーの二男炉

GGR型炉である︒現在建設中の開発によって仏が五玉用のビェー

ることになる︒これは仏の独立を
いることの

原子力の分野で対米依存捌除を強

で前襟口か漏 り遍供ψ炉禰受け

ら一二賀千日が程度である︒遠心

ラン
ホ
1︑G2︑G3からンノンの1E3
D

る共岡研究の町能性の検酎を続け

で榮二回会議が開かれ︑A噌後の曇 蟹亭励かつためには一千万台の遠

でに原子力発鍛厨の次期炉型につ
﹄われているが︑そのような選心

いう点てある︒推允によると無聞

り熱えがどの程度必肇であるかと

出来るだけ異い方がよいと考えら

総のコストは一台颪三十が以下で

ユの工場を二つ建設するとなる 取り絵えが必要となり︑逡心分離
今回のロンドン会談て会激に達

と︑必裟な建設淡金は七億妙とい

ホ遺ぶという三方をしている︒

からカナダのカンドー方式重水炉

ではブレンネリス原子力発電所が

け︶もGGR型炉た︒たか重水炉としては最近のカナダとの緊密な

ともユ⁝ラトムで欧州工揃を建設

︵五〇万KW︶もスペインと豊岡 運用濃循ウラン工揚に拡大するこ

ルラノド工場︵．刀ス払散法︶を民

れている︒

つは選心分離磯の取

分離櫻縮工揚について心配さhて
愛し舎われたようである︒欧州に

の資金が必要である︒京た二千五

分離機製造工場の慰設には一億が

心分離機を製作する必要があると

〇隼に六千万ポ︑一九八○年に二

おける濃縮ウランの需要が一九七

霞等についてかなり貝依的な案が

仏︑近く次期炉型決定へ

燭であると缶われている︒一下工

サージェント＆ランデf一のK 階で解決しない珍鳥上の話題につ

間てすむと譜つた︒

く二七・三穂ンで七千時聞の運転隠

〇・一聯の燃科で六千時間︑同じ

うる火力は︑薗万BTU当たり二

間を必要とするが︑これに対抗し

は︑原子力では八千時計の運転時

畷懸盤苦滋か源磁力登電泌経揖灘

化石燃料との比較で
米A−F
管理者会議を開催
最近開かれた氷国原子力産業会議︵AIF︶主催の第餐回年次上級管理者フ甥iラムては︑化石轡

一︑許躍評点鶴︑建設工箏︑機
て語った︒同氏は︑また大気と水

に大きい︒極端な揚合には︑負荷

いQ岡年における療本費は︑原子 うるからである︒ ︵低硫黄分燃料

コスト効蔀の面で実際の為園丁が
の汚染対策費の評価を忘汽てはい

制限やピーク負荷抑制が必要かも

力でKW峯たり馬副十♂︑火力で を便用しても︑KW当たり六〜七

けないと語ったQ火力の脱硫コス

撒つまり蚊益の減退を招くことに

しれないが︑そうなれば販売型置

が︑運転保矯費と保険料を蕩える

墨副社長A・E・シューバート博
士も特に警茜を求めて︑昨今の験

コンソーシャムを形成

同氏は︑建国原価KWH当
子カプラントの受注減は︑一九六
たり︸・四ミルで運転するために⁝六・六七年のブームから推して驚

しれないQ﹂と語ったQ

と︑原子力がもっと漏くっくかも

なろう︒

二︑従来火力に較へて原子力の
リード・タイムが長いため︑コス

GE社原子力エネルギ⁝部門担

KW当たり薔五＋がと据定される がのペナルティー︶

と︑試験期間中に合格できないた

羅の納期などの予期せざる遅延

餅発電所との競合性が狭はめられてきた原子力発麗にとって︑現況は来た悔しいことが︸乏く認識さ
れた︒

パネル討論会
パネル詞論会で主に論じられた
ことは︑次の二つである︒

①原子力ユニノトは資本費が
隅く︑リード︒タイムが長いの
で︑化石燃料ユニノトよりも︑物
価上昇と金利卜界の菊戴を大きく
受け易い︒

②盛来火力に較へて︑験子力
は︑薪らしい技術に礪有な問題と
トが余甜にかかる︒過玄四年間で
比較すると︑従来火力のコスト上
昇価率一・四に対して︑原子力で

は一・六になっている︒燃特費
が︑将来原子力では下がり︑従来

ユークリアi・フユエル︒ファイ

ベルキーの核燃料六社が
ベルギーの六社は︑このほと顧

なけれはならなくなる︒

それに︑狡術は図際的に交流

考慮昂離れて営逓の技術の場含

して原子力分野でも二二からの

ュークリアー︒フユエル・ヨーロ

うことになる︒遠心分離機一台の

蜜定供給についていえば︑〜

てきるようになっているカかい

ナンスSA︑ルクセンブルグのニ

生鹿コストを刮鈴することはデー

関係からその愚水炉を導入するこ

した三凶共同事業の基本的な麟想

これらの工揚の三編料金が米国

によると︑ヨ飼の政府および民間

る程度の重水炉技術はあり︑カナ

とを考えているわけだ︒仏にはあ

般的にある極の不愛四姓かこも

い︒そのためには藺業機騰以外

サービス提供をする核燃料サイク

ノパである︒

の泌縮料金と．現争灯能であるとい

あり︑軽水炉てはベルギーと顕
タが除金に公聞されていないこと

仏は従来独自の技術で開発した

が共同で濃縮工揚の建設と選心分

岡でシューズ除子力発準所オ建設
の協定に駆つく縫帯が懸瑛へー

なっているもの﹂そ︑努力の憤

の褒かある︒他の非核保荷国て

蜜定性か高められる︑という事

の機密に妨げられることかない

と醐じょうな形で競合と協力と

用での経譜性獲得に近づいたこ

憩速に減少し︑一方で︑軍涌瀦

濃理容貢建設について︑典︑西

てきた︒遠心分縢によるウラン

dする隠︑この変化を協濤して

間けつつある︒国の核政策を検

を樹熱することができる︒また核

ても運転費においても割高て経．櫨

も仏独特のアンモニア工場の齪産

から仏で製造できる︒さらに重水

の建・醸は見禽わされることになっ

る︒しかしこういつた行き方は

て独自の直を進もうというのであ

フェ一一ノ

て先行きを心配している巻も多

る︵2︶仏が欧州で孤立するとし

︵二五万KW︶を加えても い︒このため亜水嫡を選んでも
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ン︒タイプ
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ていた二五〇万KWの原子力発灘 ︵1︶重水炉開発までに遅れをと

た︒この粘果第五次刮画が予定し

ーシェーの発電炉︵五三万KW︶ う︒このように対米依存を脱頬し
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れている︒要貴の訓紋費も

経費は米国の例にならって錐礁さ

のに三闇MWe以下の発電所に巡

さ過ぎるのではないだろうか︒

するメーカーの関心は余りにも小

来性は大きいといbねはならない
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準︑保険︑土地︑土地利用権等の

擾資本費の低下と函五十MWeの的に変わるというようなことでも

AEAのパネルで発表された直在来型の発電駈の設謡概念が機本

経済的可能性

将来の技術的︑
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首MWeづっ謂要職が増加してゆ

緕ｵ二年以降は毎年勇五十一二

十五MWeが最大の規襖である︒

所としてはアスワン・ダムの衝七

いる︒しかし︑そのときでも発毘

例えばアラブ連合共和国では一
このような唯偶は決してアユノ
九七〇館までに艦力駕要璽が一千
目合特角のものではなく︑全ての
一三臼MWeに達すると推定されて
発展途上国に共通する問題点であ

一方が有利なこともある︒

⁝蕪箆みて京撰の麗筆の

・潮えば大きな

していない︒従︑て現薩先進工業

無力国は鉢か五％の電力しか消費

三億ゾに聰激しているが︑こ3／は

炭漁撰下露︶か︐り一九山ハ五矩に﹁は五十・

般化しつつある大型発堪所

麟で

原子力発蹴訴開発の必鋼製か主張

年平均五％ の 増 加 孫 で あ る ︒ さ ら

されているが︑規襖の経済が大き

は発展途端囚にとって不通当なこ

の占める比率は一九六六年の二五

く働く原子力発電所の分晦では大

にそれが一 九 八 ○ 奪 に は 職 懸 ナ に

％から一九八○庫には三五％に増

弔化が進み︑中小規模の発蜷所の

らの発展途上囚向けの中小規模の

加するものとみられているが︑こ

開発が聴視される傾向があるQ

とは明らかである︒一部ではこれ

れは年平均六・四％の壇加率であ

工不ルギーの中で電力エネルギ⁝

る︒このような鍛力需要の増大傾

遣するもの と 推 定 さ れ て い る ︒ 全

陶に従って発電所も次第に大型化

所の必要性

中小規模発電

して来ている︒米国17〜おける発電

駈の規模の推移をグラフに不すと

一般に原子力と口羽炊き発鷹所

塁讃︑維持讐が潔くつき︑他の炉

規模の経，斉を示す腔線

のコストの比較を行な．た場合独

展途上国のレベルにも達していな

系に対する競争力をすでに朱って

％動

第﹇図の通りである︒これは局展

鰍ﾅそ2儒以上になると規模の経 最大規模だろう︒インドやパキス

いる︒為書炉は童だ運転経験も少

子力允徽所は三街〜五面MWe程︸済による利点も建設費や遊休施設

い多くの諸園がこの水準まで発展

一一一薗MWeが精セというところして来ると考えられるので︑需夢

なく完全に実用化されているとは

鰍：あ

に工業化された先進詔國に見られ

タンでも一九八○第までは酉五十

はますます増加すると﹁潤えるたろ

＼篤※

の画で出て来るマイナスの効果に

う︒しかも︑この欺掌には今後噴

色々な種愚があってとれが一儲秀

では一九八○籍まではこの程渡の
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千七 百 余 名 が 参 加
﹁生活と原子力﹂で座談会
科学技術週間の一畷行事として企圓された﹁春の原子力フェスティバル﹂が︑四月＋九B午後一時
から藁京・大手町のサンケイ・ホールで開かれた︒このフェスティバルは︑﹁原子力船の船名発蓑
会﹂を主なねらいとして︑その他﹁私たちの鷹雇と原子力﹂をテーマとした座談会や原註力映画会も

た︒

このあと︑原子力船の船名発表

關かれたが︑会覇には千衙名の老若男女が参加︑土曜臼午後のひとときを原子力の勉強ですごしてい

した壇上座談会が開かれた︒座談

が記念品授与者を︑千七百余名の

託を愛け︑贈品梨の敦翼サイトで

肩︶︑土質試験︑岩石試験︑地下

稜された知識と経験を技術習獲成

鳳研は︑十二犀余にわたって莇

いて︑四十四隼度も動燃事業団か

勢を添しつつある︒

貞献ずるζとについて積極的な姿

という方曲に活穰し︑原子力騨に

水位観測︑地表踏査を行なった︒

ら詳細調査の委託を愛け︑本格的

原蹴では︑この予備調査につづ

調査をつづけてきたが︑このほど

な調査に入る苧定︒上階の調査項

その調査が終了し︑現在︑蜜料を

予備調査は︑原羅が現在福井梁

薦としては︑①地質調査︑梅蝕調

解杭中である︒

敦賀市に建設中の敦賀原子力発電

査︑淡水調査︑測量調査︑気象お

鵬井理聾

︹写覆は入所式︑挨拶ずるのは

地点︵延長約八百七十八層︶︑弾

よび環境調査が畢定されている︒

所と評議地域でボーリング三出力

性波検査十一測線︵同四千八函

大半が電力関係者
㎎しつつある︒このコースは︑骸

原研・原子炉研修所で入所式
和三十五年度に關設されてから四
二隼度末野でに五百五名の修了

田次原子力研究所は︑四月十一

十

日︵金︶論説研究所の原子炉研修
所で︑第十九圃一般悪騒の入所式

次燃糾

古河電工が受注
JM→臼の九〜十

ド
凸河川気工業は︑このほど︑日

本隙子力研究所から材料試験炉

金として板状加工したもので︑錦

三〜八次蕪荷分燃料百六十二本は

窃河餓工の契約金額は︑綿一億

昨年住友壇工が受翻した︒

四千万円で︑納期は昭和四十五年

六月までである︒

現在吉河職工︑三襲原子力︑建

ており︑近く躍司がおりる模撫で

友電工が加￡三業の申島を提出し

ある︒現在までの研究炉用燃料受

声ば︑JMτRでは第三〜八次豪

と次燃麟五†本を塗壁琴芝が受

での百六十二次︑京大炉の第二︑

がそれぞれ受庄している︒

凌︑JRR12の燃料は前之三琶

原子力ガス・タービ

ン．シンポジウム

英原子力学会が開催

萸捌原子力学会は︑蕃夷四月

＠細

八︑九両田ライセスタ⁝大学で

子力ガス・タ；ピンに関するシ
︵JMTR︶の鎗九︑十︑十一原次

ならびに論文提出製糖の諄きは原

ンポジウムを開催する︒会識参加

7蜘
燃料フロワー十五次の合計八十

装碕分の一泊︵燃科鄭六十六本︑

れたものである︒着い頃はむき

大変な孚絨が必要で︑蘭劇で気

しかし外国人を策内するのには

らず大変な数であった︒当蒔は

相庁侶介氏のキモ入りで︑よう

で︑六年ももみつづけ︑隠の首

的なアンバランスや市名闘題

合併してできた新市たが︑経済

半農半漁で旧問屋町の田名部が

バークレ⁝で嵯峨根慰の世議に

少し古い方は︑そういう廠昧で

や予籏組み早しで︑四点もかか

潜の闘題でゴタつき︑計醐変更

立から湾工豪でには︑船⁝価や母

▽原子力第一船も原船事業団設

君は豪ことに閣志のかたまり

口のような所に位証していた

あすごは日本からの訪問客の入

れバークレーにおられたころ︑

畏︶

りである︒へ藥象理科大学学

得ぬことはまことにさびしい限

あの莞気な葛の姿に再び早し

発に協力することになれば︑

なが〃むつ

に結繕︒

莉用のためにもまこと

紙紙紙紙

社店場

本支言
書麟暴

鶴見・王寺・羽島・袋井・郡山

犬養智子さんが特臓を︑翼鍋錫箔

果︑神奈川県機浜市保土ヶ谷区の

見守る中で抽せんしたQその縮

左近山団地に住む成美吉昭氏︵会
社蝋28歳︶が特蜜十乃円を確褥︑
懸念品は腎嶽県むつ市川代の小松
康子さんほか十九名に授与される
ことに決勝った︒

さらに会描参加者にも総山品が
授与され︑五十名に難燃線照射し

た水晶が︑欝欝二颪名に原子力三

璽幹部技幽蕎獲成に魚島な役職を
衆してきた︒とくに原子力発電の

者を送り出し︑わが飼の原子力申

十一名︑嘗庁五名︑動燃購業団嘉

がとぐに憩増している︒この傾向

進展に伴い︑電力会社からの参加

電力関係︵原盤︒原発を澱む︶箪

私︑原子力関係会社︵電力以外︶

参加する例が増して来た︒

予備訓線として︑原子炉研修所に

豪た酸近では海外派遣予定者の

ものと思われる︒

はここ数年は漏す満す著しくなる

名︑大学二名︑原子力船閃係一

一船進水式︵六月十二日午後四時 を行なった︒研修盤は四十八人で
から︶の招待状がそれぞれ与えら

このあと引號き︑岡会麟で︑ジ

バル﹂
があり︑日本原子力船開発事業団

ャンポール︒ベルモント密演の来

原子力界の﹁フ凱ステ
会は︑国際観光振興会理雛の藤勘
の佐々木周一理駆長から︑﹁約五

れた︒

は︑毎年秋︑†月二十六日の﹁原
万通の応募があったが︑選藩婁員

る︒

このコースは︑大学理工系恋程

躍するのに必要な原畢力の一般知

度以上の技術者に原子力分野で活

ATRの敷地の

五韻閉会した︒

会がありフェスティバルは︑午後

封切仏映画﹁HO！﹂の特別試写 三名︑原研所貞二犠となってい

茂氏の司会で︑相島敏夫氏︵科学

いて特典†万円︵一人︶と鵡念品

った﹂との報告があった︒ひき続

て審査した珍果︑四むつ隔に決下

会が主峯数の多かったものについ

子力のB﹂ を 記 念 し て 閣 か れ る も

笈︶がそれぞれの立場から︑﹁原

ター︶︑村田温氏︵原研醐理那

のがあるが︑母回は︑これと趣冒 評論鎌︶︑犬養智芋きん︵催事評
を同じくする腺子力Paのための 論駅︶︑頁鍋博氏︵イラストレー

同日は︑ 四 天 に 恵 ま れ た 土 曜 口
子力開発と日本人﹂︑﹁原子力と

祭典︒

の午後とあって︑出足も良く︑定

原研では︑今無度から︑新たに

産︑放射線・塵業開発課︵五九一

い︒

一i六二︸豪で簗急連絡された

衣︶を受継しだ︒

J湿τR翔燃料は九〇％濃編ウ

ーーAu嬰量量ーー

ランを︑ウランーアルミニウム含

需同社取締役︑︸瓢十六無岡社常

識を与えることを恩機とし︑修了

れた︒﹁むつ﹂を投難した入は全

予備調査おわる

﹁原子力とエネルギー﹂について

家庭佐活﹂︑﹁原子力と夫来祉会﹂

で︑ここでは原子力発難所讐にお

︵二十呂︶摂与の駕せんが行なわ

刻の午後
国で七醤六十八名いたが︑船が女

業団から新型紙換炉︵ATR︶原次試験受験資格が与えられる︒こ

ける放粥腹管理要員を餐成するQ

時には定aギ八百余名

の会揚がO し や 学 益 を 中 心 に う め
原子力をどうとらえ

のため︑近琿︑急速に謬顕者が増

務を経て︑四十一年に問社副胴

聯韓灘
無原研参与︑︸二十一⁝年同制理燦

挙業︑十七隼東大教師︑三十

保健物理専門課程を瀦設の予矩

スピーチ︑
性名詞であり︑ちょうど艶太苧ご

型炉建設候補地点の予備調査の婁

嵯峨根遼吉氏逝去

﹁平和﹂というのもあ

ったらしいが︑結局︑心隔のあ

用されたVところで︑ムツとい

るむつ市にちなんでこの名が採

う船名からは︑かつての戦艦

線審議会婆員︑類本学術会議原

団参与︑原研参与︑原産相談役

子力特別婁貴会委員︑動燃事業

力婁貴会参ξ︑科学技術庁放射

豪た氏は︑外務省謬与︑原子

長に就任した︒

噂へ

曳

髭︑三十四年原醒顯聞︑三†五

潜には原子炉主任技術著試験の二

て︑どう生かすかはこれからの日
夫讃に女児生誕もあったことから

は理研の方の一方の旗頭で寒駅

日本原子力発躍会祉副社長の

を進めて来たのだが︑嵯峨披暦

蕃秋の学会の発表会などで大い

長い闘病生活の末︑とうとう

の人だったらもっと早くに仕摺

嵯峨根遼告氏は︑四月十六日午
後九疇＋五分尿灘癒のため︑喰

に論戦をかわしたものだった︒

っくりと静獲されるところだろ 論戦となるとなかなか後へは引

京都千代田区の旧識病院で遊査

を離れてお塔なり繍院なりでゆ

嵯緻根鶉も亡くなられた︒暫通

臼本原子力発艦会社は︑動燃二

禽司会で日程が遣行され︑まず︑
本を大きく左右する︒私たちは稜

つくされた︒ぱばこういち氏の総

平泉渉科学技術政莇次官が﹁原子

処する必嬰がある

極蹄な姿勢で隊子力平和甜用に対
と述べた︒

力の諸々の湖発は︑接い人々の隻

特賞十万円
は成美氏に
原子力船の船名投藁

かぬのが嵯峨根君の翼乾たし︑

された︒掌無六十三歳︒

睦

を連想する人もあろう

一緒たったのでお宅で日本飯を 出しの闘志が晴には激しく人と

を使ういやな仕藩だっ龍のだが

思う︒

なられた方が非常に多いことと

のような人であったが︑決して

し︑ぜひローレンスの研究所を

こス恥株式会祇
蓮本アスベス

綴 灘崎慧臨睡騰ii魂禽囎：

持が必要た︒今日の原子力第﹁船
船名発表会に・これほど多くの若
人が関心をもっていることは甜ば
しい﹂とあいさつ︒続いて︑﹁私
たちの生活と原子力しをテーマと

うが︑霧は捲離の閥志を最後豪

私達の方の研究窒にもなかなか

星型

が︑このムツは押睦豪じい

ぶつかるような

嵯峨根君は少しもいやな顔をせ

などを兼ねていた︒

こともあった

いうことになったいわくがある

やくむつ︵睦︶豪じくやろうと

だVむつ帯は瓢箪港の大凶と

が︑鎌と共に円

ず一手でその役を引受けておら

り︑また嵯蛾恨君は微家族も御

昭恥四無束大理学部物理学科

り︒

嵯峨根氏の陥鷹は次のとお
論客は多く︑議論が臼熱してし
康って仁科亮生が﹁豪あまあ﹂

で発撫され︑松染型にすがり︑

聞あちこちと飛び回られたあの

と仲へ入られるようなことも何

特別にしつらえた霞蹴東で数箪

姿は忘れようとしても忘れられ

回かあった︒

熟され︑近銀は

れた︒今の原畢力関係の方々で

欠くべからざる人であった︒銘

猫変翫進ずるような所はなく史

弛たいという人は︑動感家に隈

て豪ことに必要
はまた︑親切に人の肥取を冤ら

地

想い出が沢山残っている︒

ごちそうになったりなつかしい

菊

闘志のかたまりのような人

ニア大学のローレンス教擾の所
に行かれた︒私もそれからちょ

士湧推薯とし

原苧力関係の二

嵯峨根君の憶い出

霧は一晴日本をまりカリフォル

終戦後一九四九難頃だったか

ない︒如何にも嵯峨根蓉らしい
終末であった︒

嵯峨恨署と私のつき禽は随分
古いQ同じ東大の物理を出たの
だが繧の方が四郊位後だった︒

った︒

従って学生蒔代のつき禽はなか

つき合が始まったのは昭和＋
年ごろからで︑そのころ仁科先
生がコペンハーゲンから帰ら2■
て理研に原子核研究箋を作られ

サイクロトロンなどを始めら

ら日毎ばかりアメリカで諭し

行に当たってはむしろ葬送に慣

蒙じく原子力船開

子捗研究登を搾りコノククロフ

た︒その最後の半駕はローレン

壌な研があめ︑私は随分教允あ

ったWたが︑これからは︑みん

ト武の魏嗣て研究を始めた︒こ

ス先生のもとで一緒に過した︒

っとおくれて一九五〇駕の巻か

の醐研究灘はその後終戦豪でよ

この閥一繕に翻内旅行をした

平和
豪ライバルとしてお互いに研廟

れ︑私は大阪大学の理学蹄に原
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盟国の見解を四月三十日差でに搬出ずるように︑わが國に対
しても要拉してきた︒とくにこの核爆発の平和利用について

♂
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ミ
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ているもので︑わが国政府では︑原子力選果界の意向も寒季

〆

しながら︑現在︑検酎申である︒

詫
覧

関はすでに日日線の保健蜜全日︑

ノ

て製造を援助する結果となっては
技術颪および経済面での町能琶研

ミ

〆

づ い て ︑ 一 A E A は ︑﹁核爆発平和利用に関して一AEAが
は︑核拡緻防止条約へNPT︶と関暮して︑非常に油目され

果すべき役翻﹂について︑アド・ホック悉風会を般け︑報貰

ミ

欝の作成を要講ずると共 に ︑ こ の 一 A 鷲 A の 役 劉 に 関 ず る 加
ミ

っても︑この制益を響ることがで ならないこと︑および核爆弗鼓腸
究等の麗連分野について竃範な経

葬核兵器國は︑二園闘協建によ

がサービスを握供する核兵器麟の
験を捲っており︑さらに必要に応

きるしとになっている点に注愈す
蝦蟹と規制の下に止まらなければ
じて遜愚な数の資洛を配った専門

無中に総会に報轡することになっ

NP嬰第五条によって︑機関が ならないこと一等が國際的レベ

べきである︒

正な醒際管理の下に圃際サービス

情報サービス
と機関の機能
平掬核密密の教術は︑また既発
の初規の段階にあり︑舶盟畷に対

るし︑現在︑原子力茂甫の他の分

サルタントを諏庭することもでき

特定のプロジェクトに対してコン

に対して︑アドバイスされること

技術能力に二ついて︑豊海圃蹴転

の審査結果は︑かれらの個人的な

とることになろう︒これら野獣象

門家を紹心するという擾助の形を

に十分適用しうる︒謝豊根互關窪

和利用に鮒する蚊術援助サービス

発されている︒これは︑核爆発平

術擾助参加の双方の下で十分に開

身の謝画および圃連闘発謝画の技

技術凸助口この方法は︑機関自

う︒

野で行なっているような特簿の相

になり︑樽門家派遣圖または機関

たは針画申の各段陶網互間の技術

リストの中から襲舗團が選んだ専

談に応ずる短期的業務のためのス

が背任を負わされることはないも

タノブ増員も考えられるQ

援助の優先順位は︑各國政艇が決

し︑この及術の利益をもたらすた

のとする︒さらに機関は︑この尊

定する︒機関側の制隈要請は碁金

専門家の派遣

門筆グループのための技術補助職

不足だけであるQ

装置は兵器国が管理

ζともで騰る︒この研窮は︑次の

破︑聖洞形成︑勲砕︑地表幾動

銘協瓶垂含む︒▽技術面涯︵発

磁︑反響等︶▽放射線保健安全面

等︶▽保健安全面雁︵地霞︑衝

輔︵被麟︑爆発中または爆発後の

サイトおよび周辺における放射腺

︵発破鑓用︑付帯費用︑経済利

欝︑除染等︶▽経済・コスト面聾

値︑資金手当等︶▽協鰹の仲介闘

機関のこれ豪での繹験からいって

核爆発平手利用サービスの準備段

国の間に立つことは極めて筒用で

階で︑機開が仲介者として両麹麟

あると思う︒機関は︑サービス協

定の仲介者となることができるQ

この協定は︑核爆発平和利則謝幽

園である非核兵羅困とこの国が選

んだ核兵一国の閥で締結されるこ

結論

︼

以上の結論として︑次のことが

︵a︶NPT第売灸に規定する

明雷できる︒

が要求する囲際監視の実行は︑I

國際機関の機能の実現および岡条

AEAの技術能力の範囲内にあ

り︑かつIAEA轡薫が定める機

︵b︶機麗の当初の活動は︑欄

麗の権限に含まれる︒

蝦の交換および鱈及に露廠が躍か

れるべきである︒機麗は︑核爆発

平湘利用を非核兵羅国の発展のた

いるので︑非核兵器尉に対し︑そ

めに役立たせる役酬を繰せられて

の蘭鋳に感じて専門的助為と獲助

を与叶んうるように核兵器醐の技術

進撃と開発状況に開する情報を常

︵C︶機開の十分に開発された

に杷物していなけれはならない︒

加盟醐に鮒する依範圃な援助方法

とになるであろう︶を顯じて︑核兵

︵非核兵慕国もそれに参加するこ

た機麗は︑繋累な﹁国際機麗﹂

手法を提具することができる︒ま

発する際に採用することがで憲る

核爆発平繍利用プロジェクトを閲

したがって機閲は︑非核兵羅国が

のままあてはめることができる︒

は︑核爆発平禰観用の揚含にもそ

ととなり︑機関はNP①に従った
へ

条件を提示することとなろう︒核

爆発装磁は︑サービスを行なう核

機関

兵器国の管理と規制の下に眠かれ
ることになる︒▽国際監視

は︑NP思第五条による適当な二

部機閲芸園鷹する役囲を負わせら

れることになるだろう︒適当な寝

際魅視機関という概念および監視

実行芋段の決定については︑高度

の注愈が必要である︒糾学的波及

ブイジビリティ︒スタディ協定

が必要であろう︒技術援助参加に

合によって機関を含む外部の援助

瓦書自身でももちろん行なうが隣

あたって︑そのケースに応じてI

これら数多くの機能を果たすに

成することができることとする︒

○大阪府立野臥奨励館報告︵大阪

原産慨料室便り

スを提供させることができる︒

効果への接近11機関は︑核爆発平 器国から必要な平和独再発サービ

産物を各国又は融際陶な研究機閃

漁利湘から生ずる科学技徳上の副

プ鷹ジ諜クトの第一段階とし

茎ついて機関に対して行なわれる

波及効果で国際協定締結へ

て︑実現可能性に関する騨細な研

AEAは国連の他の機関の煽力を 府立工業奨励館︑ 三〇習︑B

か脈動流が発生する理由から︑

麗くとるため気泡発生や乱流と

一九六九夕刊︶

い電襲爵題で︑瓢なる金屡の腐

食とは畏なるメカニズムで行な

全運転に是非欠くことの出来な

われるので︑多くの要因を禽引

ナトリウム冷卸の高速炉で核

るのが中間層交換雛で︑この賦

竃％も

と︑熱貰流離の輿土曜は設謝僚

で︑弁や︑ペローズなどにおけ

べき問題は急激な熱慮力の発生

謹たナトリウム冷却で浅灘す

る以外に道はないのである︒

一三碧廃開発して技術を修響す

われた︒その研究結果による する困難なものであるかろ一歩

験研究は三艶原子力工業で行な

反応炉とほぼ等しい経蟹を聞す

3判︑

︐

る︑この方菰は︑機関が滲加経験

究を行なっておくことは︑核爆発

こともあるし︑窪た窟償もしくは

ウム流体における質瓢移行に関

水力学的不蜜鰹流下における納

HD発躍とで合謝二簿︑ナトリ 流速を大きくしたり︑熱負荷を

するものが三件と残り六件は冷

須
を為する加盟国の原子力発心の例

平瓢利胴灘画囲にとって大切なこ

が利用できるような協力協定を作

②安全性の番査∬原子炉の立地

とであるQこのような研究は︑謝

ですでに十分開発されている︒

答査にも十分使用でまる︒この場

薩憲讐

却柑輸送のポンプ︑弁︑流撮

顯が多くなってきた︒

愛息およびバーン・アウトの閾
原子炉の黙出力をできるたけ

計︑織交換器などであった︒

より約瓢

た由︒この実験

る変形の悶題や︑破損︑トルク

筒い僚が褥られ

はU字式シェル

一

︒アンド・チュ

の問題で原研と弁蓋藁会祉との

の異常上昇︑擬動︑りークなど

臼本原子力学会年会に出席して〜ン

nナトリウム技・蓋果

本卑度の原子力学会における
原子炉の熱除去に関する論文に
ついて︑少しのぞいてみよう︒
とくに鷹醗炉関係の仕購は︑

研究開発の進展に伴い︑費穏な

果が少しずつ出てきたようた︒

経験を稜み趣ねて立派な研究成

ーブ型の黙交換器装置を使思し
に液体金属を使用する揚含には

する技術開発の必要性を懸ずる

くすために今後ナトリウムに関

︵芝浦工大

禽伶が羅表された︒

武藤弘︶

たもので︑このような偏差を無
バ⁝ン︒アウトに直結される問

また気泡鞘生の問題は︑とく
いかに多くの熱を取り出すかが

題なので最近米園では多くの双

闘くする必要から寒熱面より︑

い垂流束で安全率を幽くとって

憲襲灘題となり︑い豪康では低

のである︒

まず漫文の内容をみると︑熱

ものが六作︑流体の流れによる

体ナトリウムの安全性に関する

盤が出ているQ本学会でもバー

行︑凝紫の叢動は︑高遡炉の安

︻投稿歓迎千五首字以内︼

運転してきたが︑鍛近では︑蜜

ン︒アウトのテーマが数件ある

次にナトリウム中の質懸移

燃料の振励に関するものが二

のはこのためである︒

流星に関するものが＋七件︑液

一部有償で醒擾︑機関と協定する 期待できると思う︒
合︑機関はあらかじめ用意された

いて︑彌嬢を審査することができ

性があるかどうかという変心につ

プロジェクトが経済的に見て可彪

加盟国の要舗に応じ機関は︑その

①経済牲の審欝計画を莉する

これらの渠務としては︑

と技術援助

め︑機関の役剛は︑隼とともに払
大していくものと思われる︒簸初
の主な穐購は︑討論会を開いたり

狡術︑甲羅の可能性の現状を︑
加盟国に知らせたりする傭報の簗
拠︑滋及懲できる限り行なうこと
になろう︒

さらに次の段階になれば︑機闘
は総体的ないろいろな仕製を行な
うことになろう︒

すでに核鋸発明和利稽のスター

のコストの軽誠を図ることになろ

員を用慧することにより︑嬰舗圏

マの例で︑すでに行なったように

惣を派遣することになろう︒パナ

を翼施する組織︵IA8Aに設

猛︶に闘する報告醤の作成愚ウ・

タント藩務総長に要翻している︒

簸近︑同覇務総長はIAEA 畷 務
総畏に対 し て 報 告 盛 作 成 へ の 協 力
を求めた︒

王AE A が わ が 国 に 対 し て見解
を求めるため︑棚晒資料として送

ってきたIAEA事務局作成の
﹁核爆発平和利用に関する王A欝
Aの梨た す べ き 役 捌 に つ い て の 分

定に明罰されなけれはならない︒

ルで適正に保翫されるように︑協

ているが︑國連総会でもすでに適

Aの役圃 に つ い て は ︑ 理 礁 会 が 本

核爆発平和貼用に関する王A E

♪

ミ

・正正懸撃触馬素翻転膝暴

聞
新

業
折﹂の概要は︑次のとおりである︒

一AEA憲章

と機関の地位
園際的レベルの核爆発平和利
用︑技術開発について︑機関はあ
らゆ 掘凋躍を行ないうる殖限を籔

和核爆発サービスについても要舗

諏により賦与されている︒また平

マでの平稲核爆発利用のための保

トは切られている︒たとえはパナ

健︑安金面の研究プロジェクトに

を行なっている︒

対して︑機騨はすでに援助の藁備

一九六九〜七四年闘の援助計醒

一九六九年には︑核爆発平和

では数多くの活動を予定してい
る〇

利用の蜜全間題に関するパネル・

り︑翌一九七〇年には︑技術開発

ディスカノションを謝些してお

のパネルを計画している︒これに
ついては︑科学︐野手薄濁会︵SA

C︶がすでに譜問に対し︑勧告を

核曝発平和利用に関して︑機関

行なっている︒

に述へるようなものがあろう︒

が果たし碍る機能としては︑以下

米国における核爆発案験
全の縄騒で野阜の熱流束を得よ

勲

1イ補5

蜘…vい！㌦押…

件︑自験装醒の紹介ではナトリ

疲れ。肩こり・筋肉痛・神経痛

〆

ウムのものが一体と液体金観M うとするので︑俵熟颪上を遜る

足腰の痛み。疲れ目（調節障雪）・便秘

産
フ
ブ

子

原
に応じて 仲 介 者 と な る 握 隈 も 賦 与

感滋が議うところの﹁国際協定﹂

されている︒NPTは︑明らかに

であるから︑機鴎は核爆発平和潤

解に関し︑NPTに従いその役鰍
を引受けることができる︒

これに 関 連 す る 葱 輩 の 条 文 と し
ては︑以上のほかに第三条のCお
よびDを 上 げ る こ と が で き る ︒

﹁適轟な圏際的監視﹂等︑いくつ

NPTとの関連

NP田第五条は︑当盤国である
非核兵器園は︑適当な国際的監幌

かの糧類の任務を負わされること

かである︒

いろ明認されることになると思う

第五条に基づく協窯には︑いろ

またこ れ ら の 利 益 は ︑ そ の た め

用のすべての局面−科学技術︑経

︵a︶情報交換U核爆発平騙利
第一条および第二条の精神にもと

済姓︑野津姓鰐一に毒する彌報交

︵b︶加盟国へのサービスー1機

換の促進

配瑠嬰患鉱欝欝騨

ノ

づいて︑実施されなければならな

が︑平和核爆発サービスがNPτ

る︒

ことができることを予定してい

て︑核爆発平和利用の測叢を躍る になるであろうというζとは明ら

の下で︑適当な圃際融手絨を通じ

加盟国が今月宋までに見解提出

らず重畳が葬核兵器圏に移転され

5種ビタミンを加えた強力型

ノ

の特別な国際協定に従って与えな

ければならないことが規定されて

いる︒このような協定の交渉は︑

始されるべきこととされている︒

繍

脚、、、、、、、、、、脚、、、、、、、、、、

NPT発効後︑できるだけ皐く開 いこと︑とくに核爆発袋躍のみな

5ミリ餓…・25ミリ錠・50ミリ錠

斬型活性ビタミン剤
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