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がグリッドを採用している︒原子

ラルワイア型︑国士と三菱の監製

住友︑東芝︑日立の三社がスパイ

心燃料棒のスペーサーについては

るため︑聯遡会社として︑一一菱原

ることになるが︑統一と鋼和をと

確保︑最終調整等は魏業団が巌た

とになった︒この設誹の統一性の

各担当分野を決め設謝を進めるこ

士プラント全般11三菱︑密士と

増殖率は一・二以上になる兇込み
で︑負荷率はかなり高い．

豪た︑耳垂七二においても︑設
針会蹴を麗き︑各メーカーの統一

の研究開発などの成果凍勘案した

設計以後の分担については︑今後

酸化物︑燃焼麗は十万MWD／T
上決定する方針である︒

実証試験設備へ七割
開銀融資メーカーの助成範囲決る

に本年度から新しく原子炉︑核燃

および核燃料被覆導引造設伽と建

む︶製造設備︑核燃料加工設備

今年度の日本関発銀行融籔枠％︑②原子炉施設︵構成機器を含

料メーカーへの助成で︑七二の融
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新口

タ

を随時ご使用者
表等をお送りし

岡巳の観護会では①これまでの

るための必要な躯業︒

交流︑⑦この法人の顕的を達成す

▽理蓼畏岡野傑次郎

▽副理蘂畏菊地正士︵東京理
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内古閑賓太郎
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子力研究活動に対する助成︑④地

ほか三士二名︒

協︶▽理雛

シェに石川丘氏

科学技術庁計画局の科学調査官

石川丘︵いしかわ・たかし︶氏は

八月七日︑陛米科学アタッシェと

氏は離任アタッシェ・市瀬輝雄

して赴任する︒

で︑任期は二軍︒

民の後圧として派遣されるもの

昭和こ十八年北大

製鋼が開発されています

﹁日本原乎力
文化振興財繍﹂

掛画などについて︑の二二を行な

とくに役蜘の選任については︑

はさきに︵七月
日︶内閣

理鱗長に賜野保次郎民︑副理購畏

役貫は次の通り︒︵敬称路︶

い︑いずれも承認した︒

二十

可〜正式発足し

ら四名を選出︑承認した︒

には荘村義雄氏︵躍襲連劃会蝿︶

総理穴臣から認

臼︑同財団の第

たが︑八月一

①原子力平和利嗣に関する科学

寮業計画は次の通り︒

的知識の啓発醤及のための資料の

一厨理醸会が東

京・刃ノ内の日

日成領布および講演会等行禦の閣

子力懇簸会︶︑瀬川正男︵動燃購

闘かれた︒

業団︶︑早川淳一︵原産︶▽常任

方自治体その他各毬団俸の原子力

監事橋本溝Z助︵原題︶▽監事

催︑②原子力施設見学の指導およ

本工業クラブで

この財団は︑

平和利用に関する啓発普及活動に

和四十年に設立︵茨城隈策海村︶

ー﹂が名実ともに改称︑茨城興の

された﹁日本原子力普及センタ

的︑心理的影響に関する各樫調査

対する協力︑⑤原子力閣発の社会

原子力PRのための法人として昭 び便量供与︑③中・高校の望外原

諏可陶体から科技庁と通産省の共

輿北意力の原子力鞘哨所冨貯蓄

芦原義蜜氏︵関羅︶

管のもとに中央移管されたもの︒

瀾銀融資への申舗は︑通産雀掘．的に粟り出したものとして注鼠さ

は︑出力五十万KW︑四十六年十

なお申謂の窓口は︑通産窪窪工

れている︒

二月魑工が予定されており︑この

れは良いが︑通産翁では七億円の

の組織改正となったもの︒

具体化の検討を行なうため︑今園

定の﹁二巴欝扁に従って摩講ず

局金属躁である︒

業局躍子機器羅機繰と︑鉱山石炭

課﹂︵田貸義文謬慢︶の四品が新

駐米科学アタッ

融蜜枠に対し︑十一卸量程度の申

﹁原子力建設躁﹂

設された︒なお女川原子力調査所

︵高木秀夫繰長︶︑﹁原子力土木

和也脚擾︶︑

泰繰畏︶︑﹁原子力計画騨﹂︵幡

締役︶に﹁原子力購三栄﹂︵加藤

進本部︵本部畏・鈴木慧郎常務取

原子力麗搬では︑原子力關鞘推

一部組織改正を覇讃した︒

六衝九十八人の窟期人箏異動と︑

藁北躍力は七月三十一日．︑四千

推進本部を強化

東北電力が原子力

舗があるものと見ている︒
原子力メーカーへの助成として
は︑昨年度初めて開銀融資一般枠︐

三ヤ億円︵金利八・二％︶の中
で︑核燃料陶工鶏簗への融資が認
められた︒しかし異際には︑核燃

で︑爽績は鰐であった︒

料物質所有に関する法改正など

従って本年度の七億円の融蟹が
原子炉メ⁝カ；等への助成策とし
て雅量上始めてのものと欝える︒
蒙塵省はこの枠をさらに広げ︑

への融資の約頁二十六億円となら

来年度は原予力雲気機器延べ払い

び︑実野薄試験などへの融資では

なった︒

は従来どおりだが︑闘本部観属と

り・原勇肇蔑華府が奮

約三十億円を要求する考えであ

石川氏略歴

工学部鉱山工学科卒後︑通産雀に

画局で憎報関係にタッチ︒三十五

入る︒三十三隼科技庁に出陶︑計

年ジェトロに騒出︑三十八年リマ

購務所長に就任︒四十一年科技庁
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ミ

核燃料関発二業団︵井上五郎理嬢幾︶は︑七月三十日︑高速増殖炉原型炉の第一次設誹研
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1間の調整︑蜜軽羅機製造は麟簗 討︑調整を行なう︒

性の確保︑各社の技術士報の検
ム式を圃士︑三パンタグラフ式を

第二次設誹︑四十六年に第一嵩次設

設讃研究に引続いて︑四十五年に

同勝業圃としては︑この第一次

団の補佐役をつとめることになっ

一次設計研究では︑原子炉11臼ている

建友が採用するとなっていた︒第

気出力約三十万KWで︑昭和五十一年を臨界目櫟にしている︒
この原型炉については︑その予
備設誹を国内の原子力五社に依頼
し︑本年一月︑各社の設翫が提出
この原型炉の餓気出力は約三十
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子力工藥︑蜜士親機製造の二社を

臨糞物処理系1一欝 もナトリウム︑驚頬髭は水−蒸気︑

燃料取扱系 万KW︑冷却材は一次︑二次系と 計を行なう方針であるが︑第二次

五つの予備設謝を検酎し︑これに
B雲立︑欝士

発羅系11東芝

ることになつ元ものである︒

もとづいて第一次設謝研究鍵め
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ク型︑他の三社はループ型︒燃料交

決めた︒一二菱原子力工業はメーカ

闇闇の予備殴餅の段階では︑炉

日立︑三菱︑一回転プラグ・アー

換方弐はホットセル方式が藥芝︑

蚤が認められていたが︑通薩雀は醗︑付帯設備︵三碧︑付帯設轍は
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このほどその申舗の要項を決定し防災上不可欠な施設に限る︶に原
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融舞釜善︑①學炉鎮静付期間は憲＋年垂準と
︵構成機器を含む︶製造業暫︑②
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一︑原子力産簗基盤の強化の措

躍

計團局計画翻優補佐︑翌四十二年

十一月から騒騒科技庁長宮の秘欝

宮となり︑今無一月現職に就い
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ある︒

し︑各々耐罵年数との関連で決定
核燃料加工業者︑③核燃料被糧蟹︑
する︒貸付金利は年利六・五％で
製造藥者で︑融資対象設備および

特定部門は別枠で
原産が来年度予算で要望
が予想される聞題については︑通門

噌︑原子力開発体制の強化に伴

﹁・醤

一︑原子力平和利嗣の醤及啓発

なお︑国産化の進展に伴っ

に必要な予箕描麗

て︑原子力機羅の輸出対策が考え閲

られなければならない段階となっ

たため︑輸出金融についてもその

方針確立を要望しているが︑こう

した点にわが国の原子力麓簗発展
の実態がうかがわれる︒

週間で入手でき
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融蟹比率は次の通りである︒

①原子炉摘設構成機器および核
燃料の設計︑構造︑耐久性の異証

性試験への設備︵防災上不可欠な
施設を含む︶．に原則として七〇

臼本原子力薩簗会議は︑七月三

常の予算要求とは別枠の措躍がと

十臼︑通薩大臣︑原子力委貫畏︑

一︑舶用炉の研究開発の促進

助成

﹁︑海外ウラン資源の確保への

一︑ウラン濃縮技術開発の促進幽

一︑再処理施設の建設促進

必要な予騨および人貫の確保

一︑FBR︑ATR隔発讃画に

要盟の項目は次の通り︒

東電福島閣二閣写㈱機

これは︑昭和四十五年慶原子力

る要望轡Lを提出した︒

られるよう璽題している︒

策察蹴力福墨原子力発羅藤二号

機︵七十八万四千KW︑沸騰水

型︶の定礎式が︑七月三十一罠︑関係政府予騨の編成にあたり︑今

の促進をはかる観点から︑とく

小林健釜郎東電原子力開発本部翻後のわが国の自主的な原子力醐発
部長︑今村福愚原子力発羅所建設

融務所長など工珊開口口約六十名に︑動燃麟業囲のナショナル・プ
ロジェクト︑ウラン濃縮など今後

︸︑RI・放射線利用開発の促

一︑多力的原子炉の關発促進

が幽席して行なわれた︒

もに畏期閥︑多額の研究開発支幽

国麗技術の確立が要舗されるとと
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一対して反論の綴て来ることは釈然 もとづき︑サリ⁝発躍所の比力餐

するという思置を続行するため︑

権を取得し︑RDMでこれを気成

VeP8は︑圧力黛をロソ

を生じないようRDMへの積込みピノツバーグ連邦地方裁判所にお

い揚合は︑マウント・ヴァーノン

渡しを蒲じた地方裁凋所の命令の

し十カ月は遅れるかもしれないこ

き続き製作するとしても︑九ない

月二十日︑B＆Wは圧力谷器の引 Oは︑もし8＆Wが圧力容器を引

＆Wを提訴した︒WHは訴訟で勝月と七二年三月に運転際始のでき

ー発電所が計画通り一九七一薙三

が濃縮工場の政府所由の継絨を主

＆WがRDMと粂檸で糟糠できなったが︑出潜の矛燈日であった六 ることを希望している︒VePC

を先了していた︒しかし︑仮に8

テルダムへ運び込むことで︑サリ

︸予想される︒しかし・この報告轡 器が製作上の聞題で引歯しの雌延

供したことは確かである︒

張する者に対して腐力な資料を提

WH社︑B＆
二二へ持ちかえり︑同祉が発成す

脚

闘

肺

鱒p騨

㎜

臨

18腿

胆

91随聴睡

ぞけられた︒
肺

放射線量業利用關盃団

附

だん

睡

︐

摩B聾協聖富︐−︐︐願︐

団野皓文

のあきぶみ

扇島に決った
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にやって来コいうところた㎞
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⁝

ﾆ射袋置︑東海への一万牲の

な﹂轟うが・謬の呉ルト．⁝

して役舗は大きい︒東海の

質入︑島隅研の設立などで果た

孕

詰

嚇

⁝
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住は︑その後︑圏内各施設のモ

今後の放鮒線化学は︑﹁

デルとなっている︒

が必要だ︒各企巣の慧識

の高揚と狩込薔の決断が大王﹂

切り

康た︑氏は︑原粗漏工会議の

という︒

卑備婁員を第一回からつとめ︑

放射線化学研究会の主資も設立

蕩から・﹁箋畢議為あ⁝⁝

︒水戸建

・

・

が遅れ︑いまたに増殖炉までの熱

π

・

︵M・K︶

間をつなぐ炉型を遣暖していな

に﹁九七五年まで毎年㎜盤︑その

がその炉型がなかなか決定せず︑

後下麩の動力頬を建設する予定だ

次期炉型は軽水炉︵PWR型︶に

るが︑CANDU型耐水炉も平行

なる公算が大きくなってきてい

れない︒いずれにしてもC避Aは

して開発されることになるかも知

後退してEDFがその蘭爾に難戦

︸
〜
綿

鹿鵬守之助

会社からの税収入︑払い下げ後一
九九〇年長での間における政府館

W社に勝訴

腰高の延期を米国巡圃面尋戒判所

闘

としては︑打ってつけの入だ︒

・凝査団の麗的は︑R1︑膿速響
などの大潮源︑化学胴原子炉の
現状を視祭し︑わが国の今後の

は︑皆さんの世語鍵﹂と割り切

・発展に役立てるものだが﹁今婆

っている︒

が︑これからは︑若い入の脅成

橘獲し役をつとめて長くなる

⁝
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学位論文は﹁ボリビニールア
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術大尉︑二十一年象大理学部の
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会議﹂にも出席するが︑氏はこ

化学に頭を突っこんだ︒原研に

桜井教授の助手となり︑高分子

移ったのは三士奪︒い豪は︑

む

ちらでは臼本の三代表の一入︒

囲野さんの放肘線化学とのつ

斜陽研の主舐研究員として化学

﹁豪あ︑バスに粟り拓くれず

る︒

用原子炉の研究を擬導してい

き合いは︑昭憩二十九年置︑禽

⁝

一敷レイヨンの故友成九＋切掛ら
の応擾で︑雨認︑篠原氏らと︑

る︒ウラン濡要は一九八○年まで

短期の語標についての弾力盤

︵次期炉型の洩定︶を調整して に倍増する見委しだが︑仏生産艦
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調査を始めたときから︒放射線

ラ

なかなかの忙しさだ︒

調査団は︑﹁日仏放射線化学

とを認めたといっているo

る予定であった︒

騨

の契約を破凝し︑圧力容器の響理
h︐
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駒

ヴァージ一一ア蹴力会社︵VeP しかしながらWHは︑8＆Wと
に訴えた︒しかしこの訴えはしり
二号機用圧力容舘の完成した部分

CO︶のサリー原子力発国所一︑

︵原子力庁︶はポンピドー新政権 に合体することも考えられたが︑

︵二

が順綱に運転され

フェエノクス

玉藍KW原型炉︶も惣工されてい

マルクルの

ラプソディ

い︒増殖輝計画はカダラーシュの

う︒この年には核燃樹サイクルも

年︵四千ゾ︶までに倍増してし叡

は一九六八無︵二千ナ︶から七四
る︒

を 抜本的再編が行われる菟通しであ

︻パリ松本駐在早発︼仏CEA究はCNRS︵国立科学研究所︶
研究聞発一1工業化の一体性

放棄することは原子力開発の将来

なお︑ウランの盆塵について

は︑CEAは仏国内︑海外︵中央確立する︒従って生産過劉は免れ
で

は守られることにな
員総数は三万一千人︵うち掌理職

の道を

年以降とみられている︒それ京で

ない︒CEAとしては関係職員をるが︑その本格的建設は一九八○

平和利用予算を削減
られている︒

滅らし︑予騨も灘除することを追

⁝仏ポンピドーの原子力路線
はCEAは五年間に五千人削減をイラン︑インドネシアなど︶で組
繊的にウラン探鉱蜀発を行なって

独立

原子力発醒は︑英国同様に天然

る方向に進むことになろう︒

し︑民間産業との提携を纂密化す

一〇％を薦めるに至っている︒だ ウラン炉を選んで

現在の生産量は世界第四位でその

ルギ⁝面容の変革︑ことに石油価

格下野で仏GGR型源子力発難所

進んできたが︑遜去十年間のエネ

は経済性が低い︒ことに仏は転換

が需要の僚びが予想の五〇％にも

が支配しているので仏の生産はな

達せず︑しかも淡縮ウランで米圃

かなか採算にのらない現状であ
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要に対する支出が考慮されてい
る︒数値はすべて七・五％で罰り
引いて一九七二無七月一丁の現価
に換算されている︒

ーオルリンズからロソテルダムへ
⁝⁝

向けて出荷された︒

りあわないままに︑計画遇りニュ

クヤード︵RDM︶との粂件がお

このGAOの二郷は︑濃縮工場は︑￡＆Wとロソテルダム・ドソ
の罠闘払い下げ価格を明らかにす
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るものでもなければ計騨に利用さ
れた種々の仮定も絶対的なもので
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はない︒従って︑早期民営移三論
暫からこの計騨のいろいろな面に
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一体性

ることににりそうだ︒CEAの臓を播くするだけだと認められたの
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伶成した︒GAOは︑その報告書の中で濃編工揚を民営にするよりも独立藻舞による政時企業に運営
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することに強く茂対し︑その工揚の収益力を基雌にすべきであるとしている︒
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六千二薫人︶で無閻予郷は五十億
謬︵約三千六百五十億円︶に遣す
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ii成果のあがらな

るが︑①その墜礎研究は

ための研究

いものが多い②核戦力はいつ原子

力潜水艦︵第一〜世代︶から一IC

通しが立たない③原子力発蹴所で

BM︵第三世代︶に移行するか見

た一といった理宙でその縮減が葱

になりそうである︒家た一部の勲

らに多数の編少が実施されること
は︑臼産千一⁝一口千ゾのアンモニア

CEAは︑この技術を発展させれ済性が抵く放棄することになっ
工揚での副難物で︑葎産九十一醤

鴎されているのである︒縮減の方

︵擁えば原子力発

業は民間産業に移管されることに

法についてはCEAを解体して核なろう︒そして 長期の使命に対
するビジョン
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⁝
昭和十ヒ年九州大学璽単謂物
⁝ メンバ： ︒この調蒼団の団長

ただし、その額は1，000万ドル以下である。

工鵬の建設については糧々制曝す
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ることが必要となるので︑却って

決2．19？2年から1976年の間は政κf醜有とした場合国庵収入はマDスである。

灘縮工揚の政庸所有に対する強
い笈対意見の一つに︑近いうちに
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震が認められなかったりするよう
なことがあれば削るというのがあ

た︵第一裏塗照︶︒工揚の払い下

る︒これに対しGAOは予算を頼関係を明らかにすることであっ
りにする揚合にはそのような心配

出されているが︑分離価格は一謎

げ価格は工揚の収叢力を星準に騨

政府企榮であればその心配も な
耀当り二十六が︑資本と惜入金の

もあるが︑独立採算制を採用した

く︑むしろ罠嘗の場禽よりも晦宜
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比率は五〇／五〇︑収蔽率は一五

判断している︒特に︑民蛍に移管
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隅人の擾本締を憲としていかに

られる部分であるQ

いると憩われる︒今後︑さらに ⁝

謄

籍

鷲黎

W・一九七二無臨界﹀に︑この
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櫓
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本属によれば︑この聡は著番
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うという皇図よりむしろ理解あ

んことを娚淫したい︒

検討し︑みのり多いものとされ照

一聯層一

西独ハンブルグ難事
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東海発電所

されたもの︒

期探鉱訊醒の成果の検甜を評価︑

iマギー祉との共同探鉱契約にも 会にご嵐鯖されたのを機にご訪闘

か否かを決めるために派湿された

さらに第二期探鉱計圃へ参韻する

とず渚︑現在実施されている第一

ク地区の同社探鉱現揚へ調査団 を視察したあと︑隙力側メンバー

筒漁期団は︑日本側十五社とカ

ーンズ社の現業をも視察した︒

偏

もの︒

︵団長・河舎発隅隅本鉱業副社 七各は︑カナダのデニソン・マイ
旗︶を派遣したが︑このほど出力
側メンバー︑鉱唄側メンバー合副

ものをつくった
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の﹁技術論ノ⁝ト﹂である︒本

らの韮盤を明らかにしたと考え

てよいだろう︒この字句に表

本欝で署者は研究評価機関と

われていない態度が新鮮であ

しての新聞の有効性を説いてい

る︒技術にたずさわる者として

あるのに反し︑自主即発︑技術

も︑申進国たから仕方ないだろ

点差への挑戦という今後の闘題
を扱った蹴では著者の主張が随

部分から成っていると思われ
所にあらわれているQ取り上げ

書の内讐は︑関運の強い二つの

るQ一つは︑新しい技術とくに

る︒

貝諏的な問題については︑あ

いまいな点や朱整理なものが見

うけられるが︑それらはいろい

た鎖題は原子力︑字憲︑海洋の

今日︑新車が兜進醐アメリカと

る批判を娚註するものである︒

うな意味で難しい闘題を愈んで ⁝

各開発計醐︑欄報産業など巌壁
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学説を万隈なく説明していて面

なものを網羅し︑主としてその

岸璃純之助著

新鮮な批判の態度

技術を取扱う﹁技術﹂の紹介で
ある︒欄報化社会︑システム工
学︑技徳予測︑部分と全体の矛

庸などの各牽はこれに相当す
る︒いずれも技術を専門とする

白く︑システム工学の広い考え

比べて日本の技徳を批判するこ

署者たけにいろいろな考えカや

方を記すものとして教脅的でさ

とは容揚であるが︑これをその

＝膳冒

︵日本経営出版会刊・A5判
現状に対する批鞠も含まれてい

実施体制を論じている︒当然︑

第二の鼻面はわが国の現在と

えある︒

一＝謝榊

揚限りの非難めいたものに終ら

巳開静P静

るが︑これは︑むしろ技術者と

騨階冒冒

懸来に関するものである︒現窃

一一7

せないためには︑評価する側と

脾鱒一一

して︑より漫いものをより窟効

曽一己一

については︑雛実のデータと外
盈 一﹂

川田曝露社長︶は︑七月から一＋六人が親いで歯した︒

P

篶耀講艮慧塗の瑠簿淵瀬灘窺

蝋型は沸雪水型軽水炉で昨無か

四十九年六月に運開の予走︒

る︒総工蟹は三百五十億円︑昭和

来迎二月の糖工が承諏されてい

今隼度の醒源麗発闘蟹審講会で︑

される︒出力は四十六万KWで︑

は︑脇塁壁八束郡の鹿凝町に建設

島国竈ヵの原子力発羅所一号機

暑機の初装言分に当てられる︒

入契約分は︑禺根原子力奇手所⁝

どのエルドラド社とのスポソト購

ショートジを確保しており︑こん

同社も長期購入契約で千落二十

ラン憲撒で約醤ゾ︶︒

の形で二十万千婆を引き取る︵ウ

■

カーマギー推進会議︵議長︒木

こった

二二帰丁代駆外翻1−521獅ヒル）1編東灘蜘鰯一9

本

ブラノクライト

鷺外線探傷灯

九州電力
国電力

アルゴム社から
千四十昌トンを
九捌脚力
九州醒力とリオ︒アルゴム社と
の契約によると︑九州躍力はウラ
ン納鉱で二百シ日iトジを昭瓶四
十七無中に︑カナダのエリォソト
レーク地区で引き取ることになっ
ている︒この二翼シコートゾのウ

ったΨ二本の放物線を画くコン

ほど風変りなビル︵写翼︶が立

の奇抜な設謝︑三階の床は︑そ

クリートの柱に支えられた〃形

れぞれ独立して十本の煙につり

下がっているそうだW滋分は建

か

くゆくは︑ガラス張りの展望警

設管理購務所に使われるが︑ゆ

そのもの

ら見学者の鳳を楽しませてくれ

露所のPR飽も︑ここが建設箏

る仕くみVそういえは︑東海発

い分

務所に使われていたころは︑ず

と不思議がられたこともあるV

シュタディソシュが臨海をな

いずこも同

らったわけでもあるまいが︑除

ようなものらしい︒

子力PRの薔心は

じ

千葉工境篠県拍r｝，点躍∫中之ギ〜1鰯
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業
産

⁝彰r

−AEA
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年には運紙開始後の定期検査機をテーマとしてストソクホルム会

IA猛A主催の原子炉圧力腎盟専門球会識は︑新材料の開発 照射に関するワ⁝キンググループがウィーンで会議をもち︑穴八
をアーマにして七月二十一 日 か ら 二 十 五 日 豪 で の 五 田 間 ︑ 爽
議が召樂された︒これらの会舗はピルゼンでの六十五名を筆頭に

午後はドイツ代表ボーン︵ティ

蟹摘写からはじめ︑溶接用高張俗

多彩な日本の発表

・六︑ザ映圃を発せてくれた︒

⁝

以上各圃代表の発表のほかつぎ

の発表が行なわれたが︑紙面の関
係で内容説明は捌愛する︒

長谷川︵早大︶照射舎同議員会

の試験結果︑規紬・藤村︵原研︶

国際溶援展を見学し︑会揚内の一

鍛石臼の二十五田は午醜秘士鉄

豊で舗霊牌の承認を行なった︒

中研︑午後IH工横浜工揚を冤催

のRPV︑原子力船用格納容器を

した︒原予力関係では福鵬翼弩炉

兇たが︑あわせて高水準の鉄鋼研

むすび

外人が多かった︒

速な技術進歩の実例に驚いていた

高速道路︑超大型タンカーなど急

究設備︑圧力容器製造殺備︑菓名
JPDR監幌試験︑安藤・飯田

︵東大︶製造無贋歴の影響︑薄田

︵三菱璽工︶高張力鋼のじん性と

熱処理︑井形︵二大︶照射ぜい化

の理論的取扱い︑野村︵日鋼︶鋳

80鰯︐．oo琿章督f饗︐︐9暉．．﹁■8重竃8阜■︐・

の現状のあら豪しをの

﹁

︵独マソクスプランク研究所︶ほ

PVが轟であり︑各照袋も畏

気は非常に良かった︒ただ惜しま

法︑ジルコニウム圧力管など新ら

霧慰︑RPV製作法︑諸藤

とである︒それでも将来のRPV

大な会が出来たであろうというこ

RPV鋼材︑言ルズ︵英︶撰ろに偶報が入っていれはもっと盛

ナソク︵チェコ︑VσZ︶二穏の れるのはIIWに申し込む三月ご

中用超音波装躍の照射問題︑リヴ

ゼンハイザー︵米SW鶏1︶運転奪つきあっている仲なので雰囲

一代読︶新材料の照射効果︑ロー

造りング︑浜田︵日立︶敦賀RP ム面の会議は原子力産業の中で
べた︒将来のRPV材
V・スチール︵米NRL・ワイリもB本が巧い水難にある鉄鋼やR
料としては一ニー一五

％クロム四−六％ニソ
ケル鋼材が窃望で︑じ

ノドを要しない優所が

ん性は萬く︑内面クラ

けている︒

あり︑引続き研究を続 構造物における再燃劇れ︒ローゼ

アルゼンチンでは図 か︑酎論参颯︒

下板障二哲五＋窄のR 会講整における議購のほか︑第

をやっつけるために︑出来るだ

％の無酸繁︵︾ヨ︒釜︒︶︑低

照射はやれない︒そこで異際に

があるのでそうむやみに大量の

第三日の午後は綱構造協会霊催

国・ぴ数一〇昌けげ鮎︑一一一五二

に毎日通院して治療する必要が

持続するので︑これまでのよう

ない︒また︑このほかにもいろ

での引火爆発の危険が考えられ

澱︑③酸素中樋︵ひきつけ︶︑

器

射線と違った

つまり速中性子線は従来の放

んな利点が考えられる︒

の一膳の瓢実の外に︑⑤一人の

繊治療の新鋭武

治獲に少くも六十分もかかるの

は一人でも多くより完全に治し

闘の齪にして︑われわれの希望

やりきれない

る︒それには最も有効な治蟹装

たいと願う心でいっぱいであ

い︒しかし三二には︑単にその

入手できない︒常に欧米先進国

装躍が蔵価であるという理由で

で終止符をうちたいためにも︑

の後塵を拝する歴史にこの辺り

放射線の効果が細胞周囲の酸素

沈含理的である︒この放射線の

して欲しいと心から願うもので

トロンを圃立大学にも一台設瀕

速中性子線の特徴は︑①酸索

性子線がある︒

一つとして︑サイクロトン還中 五一七億円というこのサイクロ

があれば︑それが一番安全でま

濃度に余り左右されない放射線

そこでもし

ある︒

置が必要なことは醤をまたな

ということで

である︒毎田多くの患者を

する病院では

で︑とうてい多くの患者を治療

に変化して不快感を与えるなど

④タンク内の温慶が昇降圧と共

る︑②鼓膜に孔をあける前処

同じ効果がみられるQ⑧効果が

搾︑A五判︑一九六九年刊︶

一α

○リリエンソール日配聾︵U鎖≧

！原産資斜室便り一

膨

た関係各位に欝欝の慧を嚢する︒

った︒終りに会議遂行に尽力され

しい知識を吸収でき︑収種も多か
PVを使用する天然ウ 一日夕刻には日本敬府とIAEA

原子力委賃はじめ多数の関係者が

ラン盤水炉を建造中で︑それを中 共催のレセプションがあり︑虜田

レス︶からなされた︒

ン︵原子力婁貴会︑ブエノスアイ 幽席され︑盛会であった︒

ェコ代表ゼケ︵ブラチスラバ溶接 心とした概括が代表のウォルトマ
研究所︶は厚さ二齎に及ぶ鋼材の

将来の大形RPV用鏑としてA五エレクトロスラグ藩接について紹

疲労に関する講演を一同で聴きに

イギリス代表ニコルズは鋼秘と のマンスイ︵米︑イリノイ大︶の
ジルコエウム圧力蟹の破壌じん性

間もなく︑やや娚待外れだった︒
し︑じん性判定にはCOD法が卓

いることを述べた︒照射に関する

効であることを強調し︑終りに十

け多騒の放射線をかける方法が

酸素︵鋤冠σo×呂︶な細胞があ

を入れて︑＝了四気圧︵一〇％

の中に患者

純酸素で︶に加圧してから︑放

〃高圧酸繁タンク

やられている方法の一つとして

く︑鰻後まで生き残り︑しばし

射線治療を行なう方法がある

対して従来の放射線の効果は少

第四日午後晒海で開催中の日本
︵スチームユーザー協会︶は同圃

移っている︒岡疇に放射線の作

豪ず考えられるが︑放射線治療

細胞購故が示すように︑①タンク内

用機序の解明を追求する放射線

﹀昌︒置回P訟網do×旨

生物学のめざましい進歩がみら

正常組緻を含めて治療している

はいつでも︑腫鶴とその周辺の
として︑放射線の効果と︑

ので一定限度以上の治療をする

との関

と︑腫鰯は治っても︑正常な体

酸索濃度

係がはっきりしてきたQ

癌細胞の中には一一HO︵ω・︑・︶ の部分に大きな隣害を残す欠点

細胞周囲の

場

れ︑その中で一つの新しい

戯

バルト←リニアノクへと主体が

スウェーデン代義ヘルストレム

と照射効果に関する研究を鋭明 行ったが︑教科的な語で︑討論時

と比較して︑この速中性子線の

もつ利点について簡単にふれて
みたい︒

長い間︑X線とラジウムが癌
治鰹の主体となっていたが︑人
工放射性同位元素が原子炉で容
易に製造出来る時代となり︑放

ンマー線にとって替られ︑それ

射線治瞭の主体はコバルト60ガ ると潮煮られ︑これらの細胞に

ば癌再発の原因となりうると考

した︒次いで超高圧の放射線源

えられる︒つ翻り放射線治療の

と共に治療成縦も飛躍的に向上

大学にもサイクロトロンを一

旛治療の新時代へ

に当たって︑従来の放射艶治僚

に醤はしいことである︒この晴

る機運となったことは︑まこと

の癌治療への応用の機会が開け

最近わが團でも︑速中性子線

陞憲鐡

た︒

驕始線の研究計画についてもふれ

ならしが必要である︒
着干の繕果に煽え︑JM7R運畦

るのは七百︑亦以下で︑溶接後の焼

四三とA五四二について研究して 介した︒縄い切欠じん性が得られ

界開発の高い水準を紹介し︑透い

が簸者｝

として︑ベータートロン︑リニ

放射線科主任

ある︒︵東大医科学研付属病院

渡辺哲敏︶

ないQ②従来の放射線の％醗で

刷

印

漏

＠

ζ

践

株野

浅

延秋

取締役社畏

：式会社

東電広 雄
。

…

…

隔

濃度にその効果が余り左右され

神奈州県・山梨嬰駄

京プリンスホテルで醐催された︒近年薫要度を増しつつある原子

陵︾野

力窓器専門家会議のメンバー。後
ろにみえるのは原子力第一船「む
つ」に搭載される塗装中の原子炉
格納容器、向かって右から5人目

高圧酸素カプセル内で焼死した

KSコピー紙

炉圧力容器︵RPV︶の問題をIAEAが取り上げたのは一九多
穴くの国から工AEAパネルとしては例外的なほど多数の滲二者

ジュールを決めてから聞いたので

を寒中した︒

六年のピルゼン会騒からで︑この時はRPVの製造と運転開始後藁め︑増訂ともRPVの問躍大きな抗心をもっていることが

参加できないとか︑京都で初めて

うかがえた︒

に近い大きな会議で︑広い京都国

ソセンレーレンウェルケ︶が三
段熱処理した低合金高張刀身がす

知って残診たとかいう人が多く︑

工AEA会議への海外からの疹現実に適当な人がたくさん二本に

係者でにぎわった︒

際会議揚もこの週は全館が溶接関

の検査の闘題を豚匁扱った︒続いて六七年には間腰をしぼって︑

会議召集

ﾌ経緯
一年ほど萌から︑塞年は京都で

ぐれた性質を示したことを紹介

享間を翻当ててくれた︒原子刀発

沼木だけであったので︑かなり長

会議用に特に諺文を用抄したのは

V関係の展望を述べたが︑今回の

つづいて日本代表の安藤がRP

轡笈した︒

国際獲会議が開讐れ︑RPV撫嶺は王AEAのバベル以外はす来ていながら︑東京の会議に多く
た︒

し︑多厨容器模型賦験についても

らの出席巻も数名工工Wに来てい

㌧燧

案が採択された︒

いう京都での予備折衝で作られた

射荊の闘題まで縫囲を拡げようと

ぶれなどを考適し︑現用材料の照

原案になっていたが︑出腐省の顔

を照射に亜点をおいて取り上げる

た︒当初の予定ではHPV新材料

が歓迎の辞を述べ︑議題を採択し

れ團を代卜して田中原子力川澄畏

てバベルが議会の辞を︑また受入

畏が開会を憂し︑主催讃を代表し

漸

リスのエコルズ︵UKAEA︶議
羅︑鉄鋼︑RPV製蘂などの背 以下第二日目以降になるが︑チ

会議は七月二十一日十干︑イギ

AEA会議

東京での一

べてIIW出席者であり︑日本か集まれなかったのは残愈であっ

関係者が各国から多数来日するこ

とが予愚されるにめ︑それに続い

と連絡をとりながらほとんどすべ

たを
ので会議のスケジュール三身窟
て工A猫AのRPV関係の会議

日本で闘催しようという案が王A

EAと騒本政府の間で検討さ れ て
いた︒蟹暫は昨年ストソクホルム

会議へ出回する途中ウィーンに寄

ってI A E A 灘 区 局 の バ ベル︑大
使館の大沢密翻官と慧見を交換し

たが︑結局工AEAの内部簸彌で
すぐには決められず︑ストソクホ
ルムでは今卑の粟京会議開催は決

ところが今年六月になって︑も

定に至らなかった︒

うないものと考えられたこの会鍛

がRPV罵新材料の關発をテーマ
として東京で開催される︵とが知
らされ︑さっそく臼塾側の受入れ

麟務局である科学技術庁を中 心
に︑原研東海研の川崎酬所長︑早

造︑電力︑通麗備︑関係國体など

︑参

各国代表の発言
まずアメリカ代表のワイリi
︵サゥスウェスト研究所︶が米国

の各研號所で行なわれたRPV用
新材料の研究繕果を紹介したが︑

はA五四三︑還い將来はマレージ

【了月25B、石川謁播磨霊工藁の
が︑その欠点は︑宇目飛行船が

効果を合宿する嬰異である︒

東電柱の広告

③聴崎製緬株就会社

横浜藥三工場を跡れたlAEA圧

アソクが登忘し︑X線←コバル 際の細胞周囲の酸素濃度が繁縷
トへの移行と同じテンポで︑コ

重

【

副一

嚢谷川教授︑鉄帽︑RPV製

って損談し︑要求された日本の展

からのオブザーバーに筆者も加わ

望論文をとりいそぎ作成すること

にしたQそのほかIAEA の 要 求
もよくわからぬまま︑会瓢擬と昆
学先の準備を一応整えた︒政府の
方であらかじめ予算措置はとられ

竸の一の問謹騨残

ことは賢明であったといえる︒し

b三都で立案した︒その点IA鶏
Aが工IWと続けて会合をもった 三千MW級を考えると︑近い将来

述べた︒

午前土星端議駆を打切り︑
︸同は会揚に特設されたカラ；テ
レビを囲み︑人類が初めて月に降
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り立つという歴史的な食像に注愈

乗京都埼玉県｛葉県
茨城県栃木県群馬県

／の

ング鋼が有望であるという見解を
かし︑IAEAの若干スローモー
と思われる決定に加えて︑外交ル

ートによる綾漫な彌報伝達のた
め︑本来ならは当然東葱の会議に
参舶したであろうと思われる撫外
からの滲撫煮の中には︑旅行スケ

VCl防錆紙
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嚇料鍵雰箭塁1潜鴉
コ琿分前金15◎o円

受注体鯛を
層強化

懸から移目︶と︑﹁鋤力炉開発
日子炉容羅部醐本部長兼顕子力品

多購証文︵前層懸原子力部長︶▽

▽鰹任翻娃長・原子力本部畏鰭

虫な人事愛動は次のとおり︒

社の日本原子力蚕業︵株︶グルー

卑九月に設立され駕原峯力専業会

番として蔓総するための努力を行⁝
なっている︒

大型圧力容

器を受注

のほど︑東芝が正式に二墓を受注

ルに生かされる︒これはこの分野

で︑国内メ⁝カーの製追技術がフ

この圧力容器は︑①VAがアラ の技術水里が國際的に立舐された
ものとして︑産闘されている︒

なお︑石播の横浜第三工揚では

角経済研究センター︑大来銑武郎

一栄茂︶⑧わが國の放射線利鞘

民︶⑦情報産業︵住友聡工︑北川

なお︑今回の褒襲棚究会に礁醸

︵原研︑山騎文錫氏︶

した隅一は次の剛臆であった︵順

葺藤憲三︑後々木義武︑換崩フ

不感︶︒

二〇酵︑板取責五十糞勢漕︑設計 蔀︑武藤購文︑平勘敏央︑﹂掃勝

ﾜず︑今上餐員が動燃窮三皇の︸

一臼︑電力懇罐会で第二審﹁ウラン
濃縮問題懇談会㎏を開いた︒

通しゃ︑米AECがガス拡散用賜

が公社鎌に幽心くであろうとの見

諭画の嘱目︑米麟ウラン灘縮工騒

緬セて︑硲務局から︑三国共岡

ラントを建設する挺の設議︑研究

ﾞ難藷︑誕辰と蛮の喚姦讐のげて説明した︒

今頃の麗攣研究会は︑竜子力を

分野の研究を行なおうとするもの︸

で︑次のテ←についあ誘響

①宇糖開発の現状と将×︵爽大

膜の輸出の検討僧hなっている旨

名訟教授︑受難藤織氏︶②海洋開一 の報告があり︑これらの客観儒勢

とになった︒

についての倹副は次圃に行なうこ

︑聯竃

睾

悶

したもの︒

バマ州のブランズ︒フェリー猿子

級B

W翫の第二︑第珊暦機転で︑二線 象蟷一回機罵圧力容器を晃成し︑

力髭畿齎に設磁する蔚万K

級圧

一謬機は里VAがG つづいて二臨機胴圧力饗器を製作

応褒冶︑末野晒夫︑三ツ林弥太

ク︑小窩康駈四郎︑大石八治︑大

E認に発注し︑そのうち圧刀容羅 中である︒こんどの函万K

プラント︸一

さ二十ミ・工六一畑︑内径六︒照

圧刀八十ヒ・九謎鰯︑設訓混農摂

もの︒

をB＆猶がGEかろ受注していた力容羅の概要は︑蚤鰍七認ゾ︑鷹
東芝はこの極星を東装︑石播グ

日本原子力産業会榊鹸は︑七月六

懇談会を開催

ウラン濃縮問題

傑︑鼓谷川峻︑木内四郎︒

ループとして製作するが︑B＆

⁝社からは材料の握供を受けるだけ 氏三薗二目となっている︒

巨大科学をテーマに
自民党科技連が璽季研究会
り︑

臨庸民主寛科学摸術議鎌連盟は

⁝

の確保︑㊨NPT聞題︑④際子力のへたあと︑菊地婁舞が︑ガス雪

ランの憾寝化︑②海外ウラン資源

融法の研究曝発の現状および将来

の現状と︑圓転体の雪質について
八月湿田から九日家で︑僕笠畏岡

毒の蓉︑雛ね︑①濃縮︒驚分渓の要︑︒・に三羅
町で﹁翼挙研究会﹂を開口した︒

ﾈ技工は二階曽蓬疑︑弓長︑ 開発体制︑⑤内外のウラン発源対

た︑わが國にガス拡敵法で漢緬プ

趣士により︑隔発に科学技術政

︐昂劇について説明を竹ない︑ま

策︑⑥原子炉の製鉄利用について
⁝小塩山穏闘郎氏を幹雛kとして︑
⁝獅葬五月発爆︑七十名の加盟代 の倹講を行なっている︒

鎌についての描究ならびに推迄を

祉から廿刀 稲なっている︒獣た今奪六月には

勝気的な受注活動を行なってきた

原子力隅係覆い爾の輸出についても

一方︑搬之一石描クループは︑

米から百万K級罵一州

︷

に成功し︑福赫三弩機一．︑は霊愛胸⁝

力容隠︑酪納容器なとの磁擾蔓窪

福認＝耀搬ではG罰鉱とならび圧

け︶︑製魚を両社で分担してきた︒

器などを︸都受注︵G欝の下縄

圧力容器部と開発部を講盛直
葉京竺上職気︵土光敏央准長︶は八月四欝付で︑一回勘播麟憲工業の顕子力部を吸取し︑そのま豪

従来の原子肉蔀本部に瀕子力審器部として引摂継き︑ζれまでの東芝1i石播の協力体翻を一三強化
するとともに︑縣たに動力炉開発那勘磐設緩し︑原子力三門の拡充強化をはかった︒また東芝は︑この

ンズ・フェリー原子力発躍所用・圧力容器二葉を受注したことを明らかにした︒これは︑菖万KW級

ほど米燭バブコノク＆ウィルコノクス︵B＆W︶社から石播を通じて沸し入れのあった囎VAのブラ

集芝け︑日工から︑石川舗播懸
部﹂が紙設され︑本部長には籍播

の超大型﹃力容離で︑米囎から原子炉関係機器を受注し陀のは初めてで︑澄国されている︒

箪工と驚密な協力俸制をとってき
質片理部馴部擾

四二牧男︵袖石

の永野日記社長がその豪ま簾磐専
無原子力部次長︶

たが︑各潮力︽祉の副子力発電所

注合戦が幽しく︑ユーザーである

水炉メーカ⁝の日立︑蹉菱との曼

永野治︵石播副社長藁僅︶▽同酬

とめてきた︒東絵は四や一年七月

プの中核となって︑その発展につ

建設31醐の進展にともなって︑軽 一副隔日として就圧した︒

蜷力会祉への舞任体制の確立︑欝

岡ホ部次畏兼錠口嵩建設部畏涯牧

審部侵脹金雪渓郎︵重三那長︶▽

◇．・．集遭と石播は︑昭職三十三

社の技術開発︑製造︑建設部門を

が︑今薙五月︑B＆

劃一太郎︵薦磁島建設部長︶▽動

窯窓口の一本化などの面から︑繭

豪とめることになった︒

に﹁畿機鋸業部﹂から原挙証部門
纂藁の露型の引窓い三蓋料豊魁奮嵩ω摩患

剤雄進会議﹂︵議畏佐々木鋭肥満︶
壱設けた︒

た︒

田係臆要望舞の湯取撫滝を賛なう きき︑活発な質疑討論を行なつ
へ

を独立させ︑﹁原子力本部﹂を設

歓が氷霧

大懸底堅したんめ︑岡社の製斑能

の原子力発電ブi命．︑既力餐器を一ため︑科斗式内に﹁原子力平憩岩

うけた︒これは︑8＆

力炉開発部良兼務勃森川展雄︵原

とともに︑四十二興米園GE社と

BWRに関する技術提携を結び︑ 力が瓠じ切れす︑さいきんの嶽子

岡じBW逸メーカーの日立︑GE

繍綴鞭鰹蔀唖
冊科技泌は随隔︑捌究︑二丁を

蟹厘＝

新刊思掛案内幡閥・1擢・・1岬臨・・闘賄・凹鴨

麹

嘩
藍

亀
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原子力罵語研究会編

蕾臥藁三藻﹃堕葱

800円

図解原子力用語辞典

ﾁ

田畑米穂ほか著

特射
圏放

700円

工

村主進ほか編950円
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日刊工業新聞社

東京都千代国区九段北1

これに伴う搬織の敬癒で︑原子

をはずし︑

︑建設費増の

一要困になっていたもの︒その籔︑ 行なう重創であるが︑昨奪も翼覆

力発電概の工期遵

漿農工︵勲繁三蓋色

仕と核燃糊部門で合弁起訴﹁日本

二諏クリア・フ素エル︵JNFごB＆柄社は費任芦をわが煽に甑濃
髄究会津急報施し︑その後臣大創学

襯撰

二十

〈暦本総代理店〉

わか国の高連増殆原型炉予備罪没μ1の概斐

子力捜師長︶7原子力容器部鍵雁 け︑原争力業務内容を充実させる
直▼蓄璽蟹一1一置−崖藍

すべり板

て︑船底に付いたま豪だった進水

の隙の
再ひ︑駄雄岸鞭へ戻された︒

八月十六日には︑いよいよ原子

︵経義庁︑鹿野義夫氏︶⑤わひ魍︸

郎氏︶⑳わが図経済の蜜蜂と将来

し繍内各製の設錨︑製凸彪刀鳶ど

くに原子力悶融については︑遠

の調査嫡究ん蹴絨しているが︑と

を設立している︒

を翻査︑とくに同グル⁝プについ

のエネルギ⁝の現状と将架︵東海一 原子力無難会との懇験会

ド

近︑平へ相利剛推進ム為過か子馬門月二十・

4ーウ？毎ワ

大︑黒沢俊㎜瓜︶㊨未気の予測︵臼 ︸儲正午東灘プリンスホテル

ーノク

四日から七月十五日の閤にわた

園発の送展によってPC製逸る
Pが
V︑
⁝・36霞所膚体としての有利性

⁝最近ではかなり周惣魚も解明さ
8製のカか窺だ︒盆窪撮る︒崇︑舞諾には躁があ
れ︑十分に安心して使用できる段

轟開脚嬰舗號難紀伊國屋書店藻嫉禰謡1舳l

考え方と最近の動向／半尊体放射線検出器／
増輪システム／分析システム／データ幽幽
圏虫要配瑛

力本部内に﹁原子力容器部﹂︵石

﹁むつ﹂が一回目

のドック入り
六月十二属に遼濾し︑い玄融装

を篤いでいる旅子力鋤一船−む

炉格納器が堰⁝付けられる︒

象芝−石播グループは原子再発

盤の分野では︑騒の警喜喜携鍵訓説・︵霧

多／一

所︑束雌の偲勘﹂愚嬢の二刀容一器撹議工場︶㌘挽察した縞畏︑こ

強い英︑仏の自信

はRCでも十分に薪能なわけで︑

の︶に質問が集中していた︒

コンピューターを活絹して轄報・サービス活動を行なう各種関連機関の

@

（司会）武弾満男（朗・エネルギー経済研究所）

つ﹂は︑このほとドノケ入○し

灘

一︑PC製のRPV死採呵すれ

はそれほどないと思つ︒箔椚容器

のコストはもっと安くなろう︒
仏︑西独では︑垂雪機七使って十

蹴にきているようた︒とくに英︑

工

鵠耀紅熱麗妙犠徳鵬欝欝謬醗霧郵雛

㎜分の一あるいは五分の一モデルで

Cは﹁人里を離れているから

器のない卿を作っているが︑AE⁝上織部が取りはずせる︐Gいうも

ているようた︵デンバーで搭納答は︑爵独の研究︵PC製RPVの

縫 髭鰭璽技講難麟奪

の硝試適遣めているが︑理論値こ
馬

認識

来︑核燃料事輔嬉からガス炉の開

僚（動鞠割田），垣マξ秀武（煽ζ工大）
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放射綜計灘のインストルメンテーション

@

ウラン濃縮闘題をいカ、に考えるか

霧
魂鍵

のま木戸染工学における買血や施

禦臨藤井団長が帰国談
罎薩か欧米五力国に派爆した

に︑原子炉狢縮谷器への甜紺も割

器︵RPV︶としての使胴を憲⁝

一

麟﹂はこのほと帰嘉したが︑縢君

﹁PC原子カプラント建設調査工現状と問題点を︑原争炉托力容
江一団長︵詣工大教授︶は︑

一︑RPVとしての使用は主隣

べた︒

闇

云々﹂との説明だった︶︒しかと一︑果は漿炉中心たが︑輝

業騨が合同で研湿に懸子︑データ

の経験がなく︑今から電力や姓設

PVが霜利だQ鼓術はあるが設讃

ものとなぞいるようであり︑争エポキシ萎三チ．クで撫す．発が必蓬な︐た謄はpc製R

る研究︵農繁甲︶など︑塁礎研究
は行なっている︒

一︑ターキー・ポイント︵米︶

では掻払饗器をPCで作ってい を黙際して難くことが必饗だo
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︒さ

﹁英︑仏では電騨機船便ってPC

してガス冷却炉を開発中の爽︑仏⁝

のモデル笑験を行なっているが︑

理論値と謡算値がよく会い︑劇信

開発研究が進められているが︑こ

を中心に︑言々やスウェーデンで

れは︑大容量原子炉のPV孫鋼観 麗ともその闘ゾル伽究に自信︽もっ

安畷．なが︑便坐鮭という点からは

一︑コストは諏．謎だ民C製の方が

︵RC︶とするには限界があるとている︒

一︑研究は矧満胸解析二王み︑
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蕪かよ亀て簿の色8製 彪ついては・内灘
など︑調査の印璽激︑個人的晃解と

をもって開発研究く・遮めている﹂

して︑概陥次のように冶つた︒

一︑調査圃は三十一鷺閲にわた

︑トコンヤリート︵PC︶

O︑7十戦綴関β廉勧して︑プレ の考えカからた︒
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がある︒

性廃棄物

れには反対しなかったという鋸実

少なくなかった︒その際米国もそ

出されるべきであるという激見が

米糠雛懲罐無難灘羅難
N聖脚条 項 を 条 件 に
各国の遠心総噸法糊発に対処
米AEC︵原子力欝鐸会︶がこのほど閉らかにしたところによるとガス拡敬法の隔膜の輸鳩につい
て検討しているということである︒七月八日と九田に開かれた原子力占卜婁賃会︵JCAE︶の公聴
会でクレイグ・ボスマ；蹴風は鰭外圓における医心分離法による趣二尊揚建設貞淑が順調に進んでお

り︑中止になるようなことはなさそうな形勢であるので︑AECとしてはこの際隅膜の輸出について

高放射

のフーーラム主磁﹁原子炉機器の

B︑於ウィ⁝ン▽第十八圃﹁放射

1十七日︑於ウ︷⁝ン▽マフンダ 睡一九七〇圷一置月hTパ目⁝二十∴

線研究協会矩漏穴会﹂甕⁝一⁝濁一日

射線生物学における中強子に関す

共催門米フ雪ーラム年次一会﹂お

テルダム▽米フォーラムとANS ﹁箇速増殖蝉に関するシンポジウ

一式U︑於ダラス▽IAHA憲催

雰破懐検査に関するシンポシウム

るシンポジウム﹂麟十一月十一日

ける飛1の利用に隔写るシンポジ

未定▽IAEA電催﹁水理学にお

▽AECとテ尭シi大学共催﹁放
巨十〜月十九日一二十日︑於ロノ

ルにハイロ︐ト・プラント磁慰諾 今年度申に閣か
れる国際会議②

した︒この工漏は︐PIV封民

リーの放樹帆麗棄物を酉諒醗後の

と薪付けられ︑週二圃︑二刀キュ

⁝†四三︑於オークリノシ▽IA よび﹁アトムフェアし蓑十一月三

るシンポジウム﹂U十︸月十三田 報取扱いに関すリシンポジウム﹂

日︑於ウィ⁝ン︒

シスコ▽IAEA主催﹁核科学憎
ウム﹂11三月二十三繊⁝二十七

ム﹂腿三月九日⁝士二日置開催地

んで︑工場から約五十慧張れた特

EA主催﹁ホノト施設の霞︐㎡と運 十陰一十二月三二︑於ヶンフラン

二本につめこ

別の力戸に納入処理ご2／ている︒

転における放射能安全闘題に関す

〃ガラス・プロノク

クリートでかためられ収容醜力は

井戸は深さ里長の縦坑で鉄筋コン

ガラス︒プロノクニ十本︑プロノ

ツボに流し込まれる︑チ晶⁝ブ︵ポ

クの熱は通風によって冷却され︑

回ジョンソン叢員が発蔑したとこ

ソト︶はくり返し便用刺舵で︑尚

いう闇題である︒ウラン業界では

慕麓嚢鶴綴縞描

ごは二騎︑直径は二十菰野であ

ウランの鹸入が許可されるのは一

ンソン委異がその上限の数値を利

いた︒それにしても︑今鳳︑ジコ

空気はろ過して解答から放出され

られたのでここに万年間分の廃艇

る︒ここには．二十二本の基四が堀

る︒現在は五立方麟︑の廃葉物を

九七三矩中頃からで︑しかもその

用している理由が不明であるし︑

から六万♂という数字を発表して

る︒もっとも︑殿血AEGは五万

ろでは︑それが六万診となってい

物をストソクすることができる︒

翻五立方治のガラスに濃縮処理して

規⑧千i千二徴些しでガラスの融

込み︒

鉱屑コンテナーに収容できる毘

で包駆れているが︑将来は謡物の

ﾜ％をこえている︒現在︑子原

一

一買い上げ敗策が終了する鰭のA猛もっているのも紹得がいかないと
Cの備欝ウラン燃は四乃〜罫力ジ 疑闘をもつものも少なくない︒
一程度でめると鞘虚していたが︑今

︒プロノクは現在はSSスチール 従来AECは来年末にウランのこの数字がこのように大きな幅を

チュ⁝ブの下部の孔から貯蔵贋ル

解を竹なう︒こうするとガラスは

て高速増殖炉を設計

フランスとインドの合岡チーム

は︑インド原子力婁鋼会の饗任の

下で︑疑遮増懸炉の設計を進めて

ｨよびタ⁝ピン発堀擁の建言が

る︒近く璽二三胸六十鉾の几力繋

混成し︑髄か響けら墾﹂い

いる︒この設謝作藥は︑今年の五

一〜十五ヵ月で完成する予定︒

月にスタートしたもので︑約十二

一ある・

㎜器の吊り込みが行なわれ旬予定で

マスター・コン

EEG委二会

トラクトを承認

ユーラトム供給機関へESA︶

は︑米圃原子力婁再会︵AEC︶

定について交渉壱進め㌧いるが︑

と特殊核物質の購入に汚する新協

最近︑欧州共測体の餐興会はこの

総△口進捗幽率は六

五％をこえる

協定を承羅した︒

この協定は︑マスター・コント

スペイン︒ガ自ナ発璽所

Xペインのサンタ・マリア・デ

Kロナ原子力憂目所︵春気出力 ラクトとして知られ︑一九七一年
では外国の会社の疲動を禁止山9べ⁝四づ六乃KW︑13WR型︶の建設

鮒射
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露

（原研内線一347）
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検討すべきではないかという発需をした︒これに対しシーボーグ婁員撲は門隔膜の輸出は可能てあり

の透過法は

後も何らかの翻り嚢て制のような

P王V裁R

いるが︑将来はヤ分の︸の厨体に

離技術を極秘としてその研鷹し目撃

で︑縦型の金属チ︐

しているし︑米顯原子力産業会議

︻パリ松本駐在戯発︼仏C鷺A 飼料の混合物を熊鞘曲残澤物卒顧

一政搬がとられれものとみている︒

収ポノト式

圧縮できる罠通しである︒ガラス

をAECの契約習以外のものが遜

︵原子力庁︶は十年閥の研究開発

の処理法を完成
ーブ中でω核物籔浴棚とガラス原

のメンバーの巾にも過漫な条件の

を蟹したが︑レイミi蝿・員は﹁還

めることを禁じていることの野馬

の三主として勘放雛性廃粟物の処

るのに今餌一杯はかかる疑ろうと
みているようである︒

解決しなければならない厄介な闘⁝

この徽懲ウランの放出に出して一

一

Cとしては手続き的なことを決め

決まっているわけではない︒AE

要の約五Q％はすでに民闘で契約 無を一九七四無とするというのも

のでもなく第一圓目の引き渡しの

もっとも︑このシコンソン裂員の⁝

・合に翻り3一慧されることである︒

一で注慧すべき点は︑削払いした樹

輪餐

一

心分離技術の工程が蔀箏的観点か

にとっては大変な脅戯であるとレ

年もすれば拡激工場を民窩にして

七月八田と九日に開かれた原子

髭伽謝JCAEで提案案はまだA過Cが正式に羅めたも一 インドが仏と協力し

備蓄ウランの放出を

らみて︑拡散狡術よOも戯要な憲 即法を疋成し︑このほどマルルー

仏CεA

推奨するものもいる︒差し当たり

下であればガス回数技術の輸出を

AECとしてもすでに検謎中 で あ る ﹂ と 答 え た ︒
その後続けられたホスマー議奥

という蓑現が

ガ

とシェイム ズ ・ T ・ レ イ ミ ー 原 子

ス拡散技術の翰撫

力婁員との閣の照疑繊讐では

候補にあがっている︒

ホスマi議貫が︑拡散捜術の秘

設さ簸るようなことかあれぼ※閑

今後涯年以内に邉心分離工場が磁

第

密は災に安全倶障上摘要なもので

料の仕様を公幽するとは考えられ

使われているが︑A冠Cが隅膜漂 その軸口先としてはユーラトムが

ず︑これは多分隔膜物質そのもの

あるか︑それとも単に商藁上の秘
密にす蟹ないのかと質問したのに
イミー婁畏はいっている︒

味をもっている㎏と誓えている⑪

いる︒

の輸轡学田味するものとみられて

ホスマー 小 皿 は ︑ こ れ ら 諸 外 閣
対して︑レイミー婁質は﹁今後十

安くならなくとも独薗の濃編工協

AH C は ︑ 近 く こ の ガ ス 拡 轍 技

はたとえ濃編ウランの価格が余り

するかどうかについての決断を下

術または漂料をユーラトムに輸出

力合同裂貝会︵JCA冠︶の公聡済であり︑備躍ウランの放出は羅

う﹂と筈えている︒豪た︑ボスマ

も安全保陳の問題は起らないだろ

会でジコンソン原子力姿員が明ら

ので︑米國としては隔膜を製贔と
さねばならない立場にある︒ユー

を建設することが十分考えられる

ー瓢貫は安全保糠上の聞魎のみな

かにしたところによると︑AECというのがジョンソン婁員の藩え
っては民濁市揚に余り大きな影響

である︒備欝ウランの放出に嶺た

くともこの卑からにすべきである

いう形で提供した方が安全保隊の
ラトムは明らかに技術援助を要舗

は今口中に備藤ウラン旨旨に関す

らず濃縮施設が過剰になることに
している︒また︑日本も米国の濃

聞納から得策ではないかと雲って
ついても心配している︒

る入純を招講ずるもようである︒

を毎えることのないよう十分な配

茎＝濡開＝開﹁i置だ糟＝

慮を払うとジコンソン釜貴はいっ
礪麟船齢霧確説無
ている︒このジコンソン婁員の婆

︸罹＝朧︻＝一崖L﹂一＝二曹＝玉一一＝糟≡唇﹂﹄二＝﹁階︻三一＝騨＝

炉の開発については早くから多く

務提携愚行なっている︒窟速増殖

いる︒

疲れ・肩こり・筋肉痛・神経痛

財団法人放射線照酎振興協会

5ミリ錠・25ミリ錠・50ミリ錠

産

力
いる︒

ホスマー謙鍛はAECが遠心分縮技術の導入について関心を示し

ている︒A鷺Cがガス拡散技術を 今無記純されるのは一九ヒ四矩に

これに対 し レ イ ミ ー 麗 麗 も 固 愈

スウエーデンにあるオゲスタ原子力発羅所の制御窒

謀議舵難灘鍵認諜勲蕪解濡鎚

二3一＝﹁隻＝一一篇認i＝＝謬濡︸＝一＝＝戸至＝一需＝齢幽﹂憎昆認＝闇r峯﹂儒一︻＝憎＝呈二槽＝需冨

れは輸繊を望む企条にとっては︑

きであるという錦見もレのる︒国内・工欝は順調に進み︑総合進掻率は

商業昂揚が十分発展していない国．
とくにそうである︒

作業を進めてきたが︑このほどジ

の会祉がナトリウムに関して翻転

国の原子力聞発利用が研究段階

から産業サイドへ移行︑すなわ

化︑激子力発寒所建設讃翻の増

している︒

は︑各回施策の澱動杁況を紀翻

監霜膠謹愚届≒瑚ド

日本原子力研究所内

群馬県高崎市綿貫町

1イー15

足腰の痛み・疲れ国（認謝。便秘

鰻近欧州で︑原乎力麗築界の整

従って︑西独で最近原子力雌業

理統合か進んできた︒フランスで

界で三舎化の動きがでてきたのも

十一⁝月⁝二十一日まで穐効になって

は原子力蕨業界が二︑三のグルー

N度原子力

大︑核燃料政策確立への鍔力︑

の観煎から︑動力炉開発の本格

ち新局面への胎動を開始したと︒

るAEGとジ⁝メンスの闘の激し︸ 木内四郎科学技術汀長官は八

原子力第一船の建造︑食品照射

年報を報告

月一日の閥議に︑新局面への謄
が加趣腱陶に逸むたろうといって

い受蕉競争がなくなり企鑑の統禽

動と題する昭和四十三年度﹁原

る︒今謹での原子力譲所に醒す一

とデマグ︵DEMAG︶と並んの
でではないかという心配をしてい⁝

西独原子力産業界の動き

鋳の進展︑安全対策の充実︑活

や核融舎など新しい研究開発分

発な国際協力の展開なと主要動㌔

子力奪鞭﹂︵いわゆる﹁原子力

いる︒しかし︑外回の市嫡がその
⁝
インタラトムに参加し︑これにA ような独占に対していつまでも醐

成され︑第一箪総論では︑わが

辮から第†四電よでの各論で

・の原子力聞発利用動周をとりま
向を総掘的に述へ︑あわせて海
hとめたもの︒畷和三十﹂隼以降 外の鋤同も概観している︒弗二

原子力隼報は︑わが磯の発問

臼灘﹂﹀を報犠︑了嵐を得た︒

なことはないたろつ︒従って︑爾

EGも加わ○ということであるQ 放しつづけられているというよう一

といえよう︒

5種ヒ汐ミンを加えた強力臨

炉 一六

り

プに統合された︒英圏では畢くか

帝
でも原子力発櫨所の建設を計爾し・ρ
驚くに幾たらないことた︒その中

ているいろいろの累ルf響⁝

ら多くの会社をまとめた幾つかの

心はAEG・テレフンケンとジー ロノクゥ訟ルに代ってバブコソク が︑ つのメ⁝カーの独口になる

ーメンスがノース・アメリカン・

際子力グループができていたが︑

メンスがタービンの齪造と原子力

⁝

つのグループに豪とめられた・こ
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い

憲検麗麗の報告を行なった︒

§＼

一

三菱グループ

田

西

…

洋にある懸鋤粒子に吸離して海底

帆客

産
始めるが︑こんどの実験は︑火災
漏洩職は約十趨ずつ︶が︑いずれ

曲

力
対策葡での雌終的なものでもあ
も轍しい燃焼反応を趨し︑ナトリ

甲耐幽

ウムが接した部分の配管は︑厚き

㌧諏

層
一

，

火災実 験 は ︑ 蔽 径 ⁝ ⊥ ご 匁 で 憂

・二

勢三十名ほどの参加のもとで行な

乗海大学︑原研︑動燃事業風の総

へ放撫することが予定されてい
る︒このため廃液の放出が周辺環
境の蜜全をそこなわぬことを撃前

われた︒

この海洋調斉は︑原子力安全研

部を︑とりあえず

として計画および実施してき

モデル地

箆協会が組討し調脊研究を進めて

域

め︑従来から東海村を

調理により学術的に解明するた
いる︑放射性廃液の海洋放出総合
醐合の一環のもの︒憲に海流︑海
況など海洋の物理拡散調蒼を二親

ていた調査の

﹄士川沖海域で︑象海大学海幕学

都の全画的協力のもとに行なった
ものである︒

会回の鷲谷の罠的は︑海水中で
の河川水の滞溜時間を知るための

〜

＼

曲

職

〈癬：罫〉

@
@
@
@
@

塩繁古調の測定および︑河川水中
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原鋤研︵原子動力研究会・会獲大顎松次郎氏︶の活動が鰻近

しているが︑その発祥にさかのぼれば︑今年で十五年の歴史を

子力の維織的な研究・纂礎知識と応用理論の習鶴などを量的と

研は原産に躍かれ︑廣粟界の科学者・技術者を中心として︑原

癖ii

活発化し︑原子炉システムの多様化や︑その複合利用．多角利

もっている︒今回は︑原動研の歴史と将来への展盟を行なって

懇

このほど三瀬年尉画の年会企画を決驚し︑またそれ以後の画期

少し原動研からアウト・プソト嬰

る︒このころ︑顕産としては︑もう

紀︶に対する予測分祈が行なわれ

長期のシステム︵四五繊紀〜尊泄

催方広が検討され︑飲圃にbたる

て︑従来よりも態欲的な年会の開

かし部分的な闘題に附しては︑原

も何分にも対象が大きすぎた︒し

制が決められ︑ナシ3ナル・プロ に邸会のテーマを定めることと⁝

めた︒蒙た日本では動力炉開発体

ったと思われるが︑原勅研として 紀に対する本格的な取り組みを始

箋を響ことにし・かつ年麩邑

年九月の郎会かり︑二日問連続の

って決められた◎この新力式の年一

し︑そのテーマが向．つ三年にわた一

七︑十八日︶のテーマは﹁トリウ

会の第一圃︵繋留陽無碍年九月十

このころの煎麦における一二経

シェクトが決定されたQ

の急趣な成長︵そのため︑日本の

済界の様子にふれてみると︑日本

翻
町

均にしてし給ったのが調勢のよ

というのは︑結果をみると平

ねはならない欝とて︑閑難な事

イミングを考慮のうえで行なわ

嶺の黛次を要するし︑簾えてタ

ての方にもトリウムは関連する︒

り︑設置したりする理描と能力と

遡に大綱を失なわないで分析した

原動研はその辺を警標に進心なけ

を持つようにならねばならない︒

他方では動力炉複倉︵コンブレノ
クス︶や巨大なコンビナート．シ

J慌する︒

誤程として﹁放射化分析コース﹂

十一月一日窪で︑第三十七圓専門

トープ研修所は︑十月二十臼から

臼本原子力研究断ラジオアイソ

分析コースを開催

R一観修所が放射化

れはならないと私は考えている︒

ステムやあるいは燃料複勝などの
研究も︑世騨飽に進展している︒

の一一葺謝圃以後に予定されている

このような機蓮を反映して隙鋤研

長期ナーマの検討にも︑一目の一
触がかけられようとしている︒

原動研が目標
とすべきもの
原動研の会舞は現在延へ︵︸人

で一一つ以上のグループに参加もあ

る︶約二二五十人に達しており︑

れは︑十階無荊に大麗・掘本両甘

獄麟

の会禽を行なっている︒慮接の蟹

九つのグループが年に十〜十二園

用は参加謂の会社から金蟄として

支擾されているが︑会講叢の提供

における堀産の寮与は極めて大き

や蹴合の麟務的支援︑総播業務等

い︒包闇が多忙であるたけに︑こ

が︑その後このシ護ホシウムを灯

された約束に︑ようやく轡案の一

藷と大山原動研会畏との間に交わ

ム篇と決定された︒第二團︵四十

ム﹂で︑これはム︐後の黒人頻聴力

は急速にもり上り︑心配は吹き飛

標にして原動研各グル﹂プの二心

エネルギー粥要の謹聴見通しも︑

のような吏援の懲義は大きい︒今

話魑になり︑来来学が捉隔され︑

に検遇され始めており︑筒溶炉や

つが出ることになる︑．

五葬九月︶が﹁プラ︑．ノト・システ

日本の疑期展望が盛んに行なわれ

面から多角晦に補強検討写る︒第

晴代における原子カプラントの在
てい嶺こしの三年訓解の無金のあ
り方を︑技術・経済・安全d等の と︑さらに長期の総会議画もすで

んだ︒十八日のトリウム・シムポ

爆発的にふえた︶が世界の大きな

ると共に︑その方法論として︑巨大

多角利閑の研鐘もこのころには糞

匿の郊会︵三年がかり︶が成功す

技術の開発や巨大碧学の鰯究か提

三回︵四十六年九月︶か﹁潔料シ

今後の原子力システムは豪すま

唱され︑さらにぶ無爵な方法論と

す複雑で萬度なものになり︑それ

が醤来の工業文明を支えることに

テムの姿の一端が解明され︑現実
的な勲力炉心胴へのアプローチが

ジウムでは複雑なトリウム・シス
原動研が﹁トリウム﹂を四十四年

冗月の隼会にとり上げるについて

うでもあり︑また︑多くの息男

の最大の要求でもある︒

は当然の理であろうが︑現時代

岡講習会は︑放射化分析の憂礎

応薦について爽験を中心として行

騨藥人才は十五名︑受講料は一

なうもの︒

に土研掻所へ申込むこと︒

回

の開発を鍬逸する動潅が始まり︑

もなかろうかといえ︑全部を知

は︑原子力罵が一病を担って

ている藤はほんの一点の大脳さうな気がする︒

れわれは大きな工業システムを敏

今後原子力を発展させるに

るが︑西下のところ︑予騨不選

状況条件を判然

たり検溺講整中の﹁科学枝術振

圏下科学技術会議で永年にわ

既定蟄系の多い予測データのも

測︑人材の磁保予想讐すべて不

の見通し︑発電炉型の実用化予

病では経験がなく馬匹らしい︒

こそ体の調整方法がわかり︑簸

聞くところによると︑一病しで

は︑一病思災という入が多い︒

差といわれていたのが︑期近

苗から無輝患

され︑無病思災に麗れるのでは

に︑はじめて︑孜々の病気も癒

総禽実薫染画が確立きれた暁

がなされ︑原子力分野も本来の

元として︑科学技術全体の調整

一日も乏く制定され︑それを根

も大切である︒ 興に関する埜本法﹂があるが︑

の調艶を行なわねはならない︒

があってこそなれるという点か

リーダーになるにも姫戸の経駿

ー＞0㌢

︵原子力局長梅沢邦臣︶

研究者が大型のプロジェクトのなかろっか︒
常々私は﹁私の知る範圏内﹂

凱のいたいことである︒

を急鹸に肇を行なうへきである

らしても︑この理は通用するよ

務

万円︑受講希盟巻は十月四臼窪で

︐

−一原慶遜譲窪便りl

卿

O米圏AEC﹁原子力発躍所一艘

一九六九

殴掛掴針漏の解説︵臼本飾気協

嫁刊︶

会︑七三轡︑B5判︑

︵圃際連舎・日本エカフェ協会︑

○アジア経済葎報一九六八爺版

二五二野︑A5判︑一九六九鎌

時娚に入るとなっている︒これ

る纂は不可能である︒従って︑

刊︶

は開発すへま研究解題が漸く鍛

結局はその道の方々の御癬兇をこそ︑理想的調整にのっとった

側っての調整となるのが必然的発展ができるのかもしれない︒

ろう︒このことはいよいよ︑爽

であり︑他の方法は仲々晃当た

余り蚤い一病を背負うのは困

翻すへき単費の調整︑それに件

らない︒

病にかかっていることは確奨で

と示すことが鍛

の財嚢に対するある︒これをもとに頑張りたい︒

従って調整の野合はその晴そ

てきたともいえる︒ウラン資源
の確保から︑ウラン濃縮等燃料

う具体的罰画の必要性を現わし

近明らかになってきた結果であ

る︒一方では鉱鋼方面でH愛GRの数は隈驚されている︒そζでわ

なろう︒ところが科学薔・技術暫

蓑されよう︒

加えた燃料サイクル︵再処理︑成

さかオノカナビノクリの状態て︑

は墨初の壁塗製表のときにはいさ

にはプルトユウムやウラン鵠をも

ル・マ不ージメント・システムな

陀と凡は原子力についてみて

る︒

為効な欄報の不是が心配された

型加工︶あるいは国際的なフ講エ

ども︑謡題に上るものと考えられ

膿憲艦

示唆されるものと競待されてい

ステム﹂というべきもので︑これ

まや

︾灘爵・

カ

ｦ〆︾
してはシステムズ︒アナリシスや

藤内での原子力分野の調撃︑原

繋はできないのであろうが︑娼

﹁爾呈すそ﹂ことを字典でみ

術庁の穗襲任務は︑﹁科学技術の

総禽調祭﹂ということになって

この四︑五無︑考えれば考える

いる︒調盤とは何をするのか︑

塚の磁路を取り悩めたのが醐整

ほどわからなくなった︒

でもあり︑鍛近まで勤派な調整

もなく原子力の花盛りが来る﹂

原子力関係で︑数隼朗に︑﹁關

と潜かれていたように思う︒最

かと思ったこともなく︑なめら

いところと無理して吊目満輸し

れたこともなく︑このへんが良

とに︑現在山積の開尭課嵐推進

隆藁縄臥験絵雛

い棄私の勤務している科学技

子力技術闘題中での調整︑これ

も︑経済社会内ての科学技術分

確であった︒昭和四十一年九月の

う一つの原子力﹂と呼んにほど筏

ると﹁ととのえただす扁という

甥の役興りの調整︑科学技術全

昭和四十一年頃になって原子力

が一貫して行なわれねは翼の澗

窺本の各界の専門象の闘で急啓に

は沈湘期を脱し︑魯ぴ上燗気配が

︵燃料グル；プ︶が︑トリウム系

ように 不されている︒

PPBSなどの研究導入葱欲が︑

盛り上ってきていた︒

原動研の新ら

しい考え方
原動研の考え方としては蟻時
︵四十二年頃︶また潜在的な湾え方

ではあったが︑目本の原子力シス

ものが欠けているとして︑それを

実

動研は多くの産築界の技術霧0／調

空論の米︑次回つまり昭和四十四

るようになり︑各国とも新しい徴

みよう︒

前史をふくめ
十五年の歩み
原鋤研の 翻 身 は 開 く 昭 和 ︸ ﹃ 九

料調査会﹂にさかのぼる︒轟時︑米

鎌來に設立 さ れ た ﹁ 原 芋 力 発 醒 籔

数ト

もあって︑これを研甕しょう

償して活動するよう致請され︑こ
の会談は搬か藁＋分ほとで蕊本路
線の諒解に達した︒これが現すの

ある︒

原動研の発足の基薫となったので

日本経済の高
成長のなかで
原動研の調査研究は︑原子力シ

査法動を支援して来たのであり︑

輿犠に大きな気掛かりとしてい

テムの分厨には︑なお一つ慰謝な

る康で︑非常に広い馳圓にわたっ

新しい原子力技術の駄趣な吸収

ステムの物理︒工学から経済に至

ていたので︑簡単なようにみえる

た︒それはトリウム系の分金であ

スロー・ダウンと餐われた躇期な

み4費⇔し畠阿聴吋﹄︑

ことでなかったQ途中︑原子力の してきた︒

どにも灘遇し︑この復鰐で齢大な

国の軽水炉ヅーム奪蝿として︑世

原動研の臼く鋤．﹂は一つのグループ

システムの分析と紙含という︑や

秘の米

や地道な仕雛は︑菅難の影を宿し

昭和四t一一年琵愚の年会の阻後

った︒トリウム系は︑ある人が﹁も

やその検討には多くの便官を提供

シ

テ

原子力発電資料調鍬会が原産と倉

騨学・技術との総禽発展のために

と網齢し て ︑ 今 後 の 原 丁 力 産 業 と

任理聯︶ と が ︑ 大 由 現 原 鋤 研 会 長

蒔の橋添 纂 務 燭 鰻 ︵ 現 原 産 代 籔 常

会議が発足し︑大膠敦翻会艮と当

︵三十一無一⁝月︶闘水線子力産業

活動關始 後 ご 奪 闘 に 入 っ た こ ろ

れに組織的に取り組んだ︒

力炉関係の貰瞬が多羅に入り︑こ

用国際会議 が あ っ て ︑ 本 格 陶 な 蜀

ュネーブで第一圏の原子力平和利

めたが︑その臓後︵三十年八月︶ジ

婁旛部隊の 罠 に し て 調 喪 研 究 を 始

濁を会畏に︑大出菓大名懲教授を

としたのが始まりで︑安川第71郎

ン

握供された原子力蟹料が

水の園立國会図轡館にAECから

魎原子力墨 本 法 改 疋 の 曄 後 で ︑ 鷺

出してもらいたいという気持もあ

研究計画を鎌るなど︑その動まが至重を浴び始めている︒原動

爾など︑世界的に原子力思潮が憩遮展しているのに対応して︑

織

上

法
産

力
子

原

o畳．㌔。
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への盤大な闘心望小していたQ
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界の原子力界は外晃的にも非犠に
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穴きな︵たぶん歴児的な︶曲り角

近は逆に︑階子力実用化胎動の

ーゾー
ているしか仕力がないようであ
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難
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欝項でも結論に辻するのは答易な

まず三年計画の年会から

憲志と産業弊の畏期的な眠とが︑

支えていたといえ
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橋
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灘

た隠期もあったが︑原産首脳部の
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掌

地元閏係者は︑次獺に予定してい

も導△玉響三蓋ー画一111一

にもあたる原子炉格納響器の据付

ことにしている︒

なお門田防衛庁長官は翌ナ囑臼
佐藤葭欄を跡ね︑水戸難爆畢場移
紙問題の経緯を説明︑﹁同射藤撃
掘の移転を︸カ月以内に閥議決翻
したい﹂と要請︑佐藤群烏もこれ

を立てるよう指示した︒

を了承するとともに︑巌憩に対隅

原研とフランス原

今回のテーマは︑①黒梱︑魏魏

利用無銭園のメンバーもこれに参

フランス側からはマガー︵パリ

加する︒

S8︑⑳質轍分析︑④気掘︑液梱 大学教授︶レベソク︵サクレイ研

︵閃光分祈︶︑②遍照鰯圃鷺の遇

におけるフラノシ∴放射線分解・

擢の第二回﹁日仏放

子力庁︵CEA︶共におけるフラノシュ・ポトリシス
射線化学会議扁が︑

艶胱応用物理化学部畏︶らが出席

九月八日から︷二臼

雪気醐団塊糧の琴丘代藷錘蒼

学の産業利罵の七テーマQ出席着へ﹁放劔線化学における嗣仏協力

トリアなど︒

商繭欝哉︵関蝿︶

三宅申︵蹴曝連︶

調査圃費の氏名︑飯匙は次の遜

りQ

▽団畏

▽副団獲

▽団鐡

僻藤薫︵露国臨︶︑松

中野聾一郎︵華墨︶

芝︶︑加藤照彦︵岡多際︶︑降幡

本智憲搏︵原蹴︶︑吉村邦広︵東

@剣

海外出張所Oインドネシア・マレーシア・ビルマ・中華民腰
シンガポール。グアム灘

闘︑パリで開かれ
る︒

・︑暴側か・箪些攣万︑さ・護葛こ姦待す

この会騒は︑﹁わ

会ほか九機関︶イギリス︵原子力

み燃料の本願朗㈱送の実務を建立

武︵住友二三︶︑弥上欝︵田通︶

︵山九運軸︶︑債臨信勝︵海醸検

璽久昭一︵上組︶︑今井醤璽郎

潤司︵原研︶︑石松誠之助︵原

楚協会︶︑塚田導︵動燃︶︑川勘

︑

，屋美健夫

が腱とフランスとの

研所謂︶︑圏野皓文︵岡主任研究

阪研究所疑︶︑沢榔正一︵罰嵩樵る﹂冒のメノセージが寄せられて

いる︒
研究協力協定﹂にも

放射線化学に関する

勇馬の霧島欝会が開か

開発に関する偶報交換などが決め

するため︑皐急に関係法規の整

ス︑ベルギー︑イタリア︑オース

公社ほか五機関︶その他フラン

用済み燃料輸送専門調査繍﹂を派

＋八日から約四週聞︑欧米へ﹁使

田本隙子力産染会議は︑九月二

原薩が九月に派遣

欧米へ使用済み燃
料輸送専門調査団

6れている

暫︑ほかに原土派遣の放射線塵業炉底心に討論が行なわれる︒

林晃一郎︵北大教義︶の原研関係⁝れ︑両讃の無二研究の進捗状況を

授︶︑爲米穂翻整︶︑

馨疎選翻謹選＋諺誰嗣重症舞訂
とづいて開かれるも

開催され︑その後は三無毎に蔦蔓

ので︑照＋一奪に京都で第一回が

いる︒

交互で開かれる取り決めになって

厩塗響る羅点はあるが︑再
く一歩近づくものとして︑今後の

燃理工揚設霞聞題が︑解決へ大き

成り行きが注昌されるQ

来年三月に第二回

日米原子力会談
鋤二測﹁霧氷原子力会談﹂は︑

遣する︒

が総合によって来鐵できなくなっ

備︑輪選方法の決澄などの準備を

が︑氷AECのシーボーグ委員長 岡調査団は︑わが翻での便用済

今秋藁鳳で開かれる予鷺であった

たため今鋸はとりやめ︑来無三月

講議墳国は①キャスクの設計・

行なうため派遣されるもの︒

頃東京で開く予楚︒

この会談は︑新しい田米原子力

製潰②輸送および繍遂環業の実態

協力協定を検鵡する短期照会禽

③使用済み燃料輸送に関する各国

コストグルー

取締役社長

有興喘長 官 が 言 明
菖︑米軍水戸搬爆懸煽の移転閻懸に関しコカ月以内に移蔽の関譲決定

再講論工場着工に好影響
窮田紡衛網間留は八月士
をしたい﹂と醤明した︒これは岡田午潴︑岡庁を堪れた水芦対地酎爆撃場返澱躍進二部︵本部長．岩
上茨城嬢鰍類︶の要望に臨えたもの︒水戸射爆撃楊の葎琵は鋤燃欝雛晒が東灘事業藤に予定する再処
輝工漏の殴暇に︑簸大の睡夢となっているが︑すでに荻城県知勝も六月二十六日の懸議会で﹁再処理
工鳩が完成する豪でに返遼の確簸があれば︑受入れの大嚢な条作の一つが整う﹂鷺あ表朋しており︑

なったものである︒

陳構懸を組織して今翻の陳憎を行

命回の荷田畏窟の聰明は︑再議理工煽設蔽に大きな光明を見好したものとして今後が期待される︒

旬︑代磁候補地の選驚で﹁鷲紬以

ら衝婿︶の緩職に成瑞し︑七月上

訪日︑荷田防婿庁長寝が︑﹁射

水戸麺螺灘揚の返還は︑昭秘四

外も硬了する﹂方針が合懲され

十一鎌六月の松野・ブレストン会
談によって代鱈地の提供を龍握に

難解騰訴朧㌫製罐

たQ
茨城察および地元としては︑水

移癒が合灘され︑閥議了承がなさ
れていたが︑移転先の換補となつ

た千人を鋤員する大陳檎団の上京

一難爆繋漏の遊塵は十鰯こしの要 りさせる﹂と甫欄明したことから︑
望でもあり︑しばしば鐘声︑要望

を一暁中止し︑一カ月後にどのよ

だ新羅は︑髄民や東窟都の反対が
あり︑憲た政府郡内にも異論が多

を隻脚たのを機

新らしい段階

を護り返して来たが︑こうした

撃揚を設けることは航引戸に支隊
に︑籍上知欝を先頭に璽ハ十入の

﹁むつ﹂の格納容

この格納容器は石幡が昨館五月

けが行なわれた︒

いて爾国の原子力関係首脳が緩し

で︑今後の協力の進め方などにつ

原子力第一鰍﹁むつ﹂は石川鋤

鋤燃欝業団の三二理工鋤は︑今
ていたが︑このほど完了し︑瀬田

から同社の鳥浜第三工編で製造し

無十月織工︑昭和四十七年鞘先成

蝿磨照工藁葉京舞二工漏て臓湖中

器を据え付け

うな閣議決定がされるかを毘守る

く︑とくに運輸省が﹁新厨に剣爆

を来たす﹂として強く反対したこ

っていた︒

とから︑欝実上調整が不可能とな

防衛施設庁︵三密・山上儒露
残︶としては︑その後︑薪働以外
の移転先について検討ろ童ねて来
たが︑鷺※安保協騒会で︑代替地

▽顧問暴寓久︵運軸備︶︑飯

産︶

沼熱正︵科技庁︶︒

ン探鉱に蟹金的︑技徳的援助を行

ー

あげ︑現在︑又坑を開さくしてい

訪問先は︑アメリカ︵原子力婁員

ている︒

の法規制と雫就⑳その他︑となっ

なお第一圓会談は︑三無七月に

合いを行なったもの︒

の予定であるが︑今回の有田長憲

だが︑八月十六臼︑閻船の心臓部

早朝パージで東京第二工場に海上

の距離駒鯖限︵従来は横田璽地か

淡定が行なわれるとすれば︑なお
つ﹂に搭載︑据付けられた︒

輔送︑E岸壁で︑騰茨中の﹁む の選曲により︑一カ月以内に再議

米国ワシントンで闘かれ︑高遼蝉
薩径十・㌶︑轟さ十︒山ハ鱗の立円

西欧との関係重視

モザンビクでウラン擬鉱の概査に

なっているが︑簸近︑アンゴラ︑

原子動力研究会

＃ 祉。東京都港区光赤坂1丁目2番7暑電議㊥東京（40射大代協
支 店㊤札幌・仙台・横選・名古屡・大阪・広趣・四劉・九娼

王子製紙

鹿鵬守之助

膨

署葎分前金1500円
虚

張り強度︵抗張力︶が︷平方︑郎癖

ン醗圃︵原懸拠造︶の難燃を供給

要がある﹂と述べたQ

リア等との圏蓮において響える必

発には︑フランス︑ドイツ︑イタ

従って︑アフリカにおける染鉱開

経済的に強い影撫をうけている︒

欧懸濁との関連が深く︑政治的︑

リカの新しく独立した園々は︑西

ようになる樹合について︑﹁アフ

カでウランの共岡探鉱等を行なう

なお神徴出は︑わが囲がアフリ

讃孚した︒

る︒この地塁は田圃のマンハソタ

したシンコローべに近いとζろで

ウラン賦存の町能性が大きい︒
︸︑爾アフリカでは︑金採取の

副産物としてウランが犀岡照千ゾ

が二倍になっても︑ウランは二〇
％位にふえる程麗だ︒

なお磁心アフリカで︑最近︑低

贔位ではあるが︑ウランの大鉱床

イロソト・プラントを作るとのこ

が発見され︑来無梢墨大規櫻のパ

とだ︒

一︑ケニアとソマリアでイタリ

ブニ十七田原研蛸一会騒整︑再処

暮しを

働型で︑重籔は約二欝七十ゾ︒引

一︑コンゴではルブンバシを本

︵否％政府出鍛︶が擬鉱に懸難し

アEN工の子会社﹁ソミレン﹂

榮クラブ︒

理廃灘物処理グループニ十七B工

文化を支え

取締役会長

Jo，雛聾

爵：建設

リートする

古い伝統・新しい技術・誠実な施工

@
@
@

一

孫

嶺たり六十瀞響の高張力鋼︵K6

神山理事アフリカ調査で語る
るQ黒人を教写しているが︑なか

分は七十五．卵研︒とくにフランジ

D材︶でできており︑最も厚い郡

の部分はIF80のIN鋼が用い論
らハ月中旬から杓 カ月間︑海外

智︾瓢詮 さ輪︸

鵬−

ンタン︵インドネシア︶でも探鉱

かCEAは最近︑イラン︑カリマ程麗とれている︒仮りに金の価糟

なかよく働くとのことだ︒このほ

㌧や紙配者
に鰐し概略次のように話つた︒

ほど帰国︑詞践の縞果

二理箏︵深鉱開発担当︑は︑この

訪問していた動燃恋議唖の神山東

ニア︑コンゴ︑フランスの各綱を

独︑乾アフリカ︑ニジェール︑ケ

れているが︑このIN釧は︑同祉 ウラン資諒調査のためカブタ︑繭
独富の技術早発による強しん鋼︒

低温でももろくならず︑機械胸性
質や溶接性がよいなど構迄用鉗材

もの︒

としての優れた特性をもっている

なお岡容器の据付けに当たって

一︑サハラ砂漠爾辺部のアーリ
ノト鉱床の開発およびその付近の

拠としてキンセンダの粗鉱をやっ

雛鉱は・フランスのCEAが十数権み垂込ということた︒
年果やってきているもの︒農下︑

ている︒ムソシではすでに銅三・

社宅をはじめ下樋所や幣雛瞬︑櫛

氏
山

神
巻桝の建設に濟正するとともに︑

︸︑西独では科学研甕繊かウラ

ている︒

黶@

原産橋：本氏がメッセージ

薦％︑凪手刀沙以上の潔鉱成果を

A魑

パリで日仏放射線会議

露天掘りの剥土黒闇も行なってい

需
一
隅

は︑一次遮蔽について︑一方向か
らの荷鐙にも耐えられるようにリ
ング状世事を瓢鑑にして補強材を

支持台等を補強するなど︑振動対

強くしたほか︑各種の内都機器も

躍に特別の配慮が払われている︒

憲

氏
上

灘

娠養聲東京5895番
護舌（59薯）612璽（｛発）

東京都港区覇橋望丁属壌醤13弩（棄羅澱館内）

議

ム
翼
麓
カ

本
行
昭粕31隼3月12E：第三種郵便物認

廃部35円 （送料共）
購読料半無分鹸金 800円

．
E魎

目醗魍4無8 」21日
毎趨木曜日発考ラ
言
@

聞
新

業

ノ

轟占ヤ〜ゴ ︑ 2㍗♂︒ ハ

㍉

︑ ・

業の市浦で競争できるようになる

ハ︒

またハンフォ！ド飛揚の門正当

％を㎡めるものと撃ているQ

の手段がとられるのは常識となっ

プレミアを付けている︒リンカー

人以上の三人を雇い︑基灘料金に

いない︒このため︑建設費が余分

のトードヴァールド原子姫︵醒黙

ている︒たとえは︑どーチボトム

リンカーン麟負繋着巡盟でとり決

あったとき︑同社は︑ユニオンと

ンで職工ユエオンのストライキが

田力五十四MW︑BWR型︶壷に
濫必要で︑最終的には消蜜囑の負

がおこなわれ︑ときには土曜日も

められている翼金をさかのぼって

抵となっている︒圃定価格での製 発餓所では︑五日聞で十型醐労働

る郡分および週で四十三間をこえ

働く︒賃金は一汗の八重闘をこえ

を製作するGこの燃料は︑ジルカ 約では︑驚力会徹も舗負業讃も︑

必要な溝簿外を避けることについ

建設蟹の安定化と無駄な労力と不

年間運癒するのに必要な取替燃料

ロイで被覆した濃縮二酸化ウラン

ストン・エジソン社のピルグリム

支払うことに岡回した︒窪た︑ボ

の四五乱闘の鉄鋼労働者のストラ

発鰭匪で︑ベクテル社は︑六八年

イキで︑危機に臨蘭したことがあ

が︑瓶工が不足し︑賃金は一爵間

ーパー発晒所では︑輩契約者ス

と糖帯異なっている︒フランスは

しつづけている﹁補足副画﹂方式

るっ

加盟国の合意ならず

ョン﹂方式を実現しようとけんめ

この﹁アラカルト・コーポレーシ

いになっているが︑他の各團は︑

一方︑ユ；ラトム委員会は︑原

けれはならない共同研究の形をふ

六ヵ国閣僚が共同体研究センタ

な政治的合意にかけられているQ

ーでの﹁特定計画﹂方式を受け入

子炉の建設およびマーケソティン

五力鋸謝画の作成を決定したが︑

︻は︑昨奪十二月にユーラトムの新 は十月のEEC講会でのより二度 できるだけ六ヵ国が全部参加しな

きらかである︒現在のところ望み

ユーラトム新五力年
欧州共同体委員会の閣僚理二会

計画

ターンズーロージや当身が︑四翻

当たり二・五〇が増しである︒ク

現在︑三千至人の作業員がいる

る部分は二野である︒

のペレノトて凄曾
法規上のつ謹づま︑機羅の引渡

て多いに関心をもっている﹂︒

し遅延︑それに技術上の闘題で︑

る掲含︑プレミア付の賃金と十分

原︑
子力疑惑藤が謝薩より遅れてい
なお︑AEAは鍛近︑PWR

出力運転を行なっている︒

八無に運転を開始し︑現症は︑金

な帯揚価格﹂をAECは衷明して ド⁝ドヴァールド嫡は︑ 一九訴ハ
ないが︑約二千万贈と見られるQ

英がオランタに
燃料要素を供給

囲にわたるサービスを握供してい

約によると︑AEAは︑オランダ る︒

役務は 公開入Dで
米国 業者等︑FPCを批判

いて醜語の含蔵を懸ることができ

EE1はこの規則に反対し︑躍七月一溜の理蟹会でこの謝画につ

れて以来︑ユーラトム内の翼の六

やしたいと薯えている︒

力会社の現在の実旛手続で十分で

なかった︒しかし︑十一月一躍ま

米国原子価発躍藤の労働力の実

態とプレミア付の建設籔金につい

あり︑またこんどの規則の発効は

トムの最大の弱点として裂賃会が

画している︒その国的は︑ユーラ

ついての電力麟藁嵩との討舗を副

グに関する協力聖王の改毯方法に

てのユーラトム研究活動にすべて

れ続けてきた︒この方式は︑すべ

ヵ国協力は︑今日豪で︑むしはま

て︑このほど︑公聴会の連邦自力

慧向である︒新政騰の下でのフラ

婁顕会︵FPC︶の薦鶴で︑米隈明らかにFPCの権隈外であるとでには︑合引を成立させたいとの
罰負業癌連盟︵AGC︶によって 主張した︒

の国が参加することを劇務づけ

消し︑共一体の研究活動を集中す

指摘してきた﹁資源の分散﹂を解

ところで︑われわれのジョイ

恥

噛♂

メ

藁﹂

火

〜

取締役社援松鵬湾重

混屯とする米国の再処理叢叢
細論工場は払下げ中止

ールドとアライド・ケミカルへの

こと︒

は︑ほとんどすべての間隔につい
ついて︑AGCのウィリアム・ノ

マに興陳を持つ政府︑豪たは企簗

ず︑﹁特建副圃﹂には︑そのテー

ンス代田は︑七月一日目会畿で

て態度誉保留した︒しかし︑その

原子力発電隣の労働力の対策に

他の譲国もユーラトムの将来に関

この公聴会は︑契約金十万がを

ーマン氏か批判し︑建設役務は公

けることにある︒

るために鍛も適した原型炉を見つ

批判された︒

開競争入札で行なうべきであると

のみが参加するというものであ

一方︑こんどの機器展示会で

3番1培三晃ビル3階

墨京支店東京都中央毬銀座1TrU

NFSは処理能力の拡張へ

日当たり一ジの工場を建設謝画︶

薄抗を慰図しだものと児られてい

○さらに︑原子力発案所の建設

料の製造契約が結はれた︒この契

BWRなどをはじめ︑あらゆる型
英国原子力公社︵UKAEA︶
米国の再処理錐界は︑原子力婁員会︵AHC︶のハンフ iド再処理工揚払下げ闘題をめぐって︑
差労働力を現揚にひきとめるため
とオランダ原子力公社︵N・V・ の原二言に使われる鰍料要素の端
混沌としていたが︑このほどABCが払下げを取り止めたことで聞題の一つが解消した︒A鶏Cは中
GK︶との閲でこのほど︑取替燃 野︑供絵︑再処理讐について広籍
止の理由を︑入札に応じたアトランチノケ・リノチフfールド︑ガルフ．ゼネラル・アト︑︑︑ソクス︑

ナシコナルレソドーアナコンダの三社に︑A鷺Cが考えていた﹁正墨な市揚価格﹂の支払いの用慧が
なかったためと説明している︒一方︑これと圓晴に︑NFS︵一一ユークリア・フ訟エル・サービス︶

七五琿までの圏内の一処理総鯖江

ェル工掘のいずれか一つが︑一九

ズ工揚謹たはアライドのバーンウ

が︑ウェスト・バレイ工揚の処理能力を一翼当たり︑一漣から三ゾへ拡張すると発節したことで混乱

これは︑明らかに︑聞じ頃︑サウス

状態にまた繕たな要園が加わった︒
現在︑乗国の再処理聯業をめぐ

の再処理工場を建設しようとして

っては︑NFS︵ウエストバレイ
・カロライナ州に一臼当たり五♂
で一白嶺たり一ジの工揚を操 業
鐙を濠かなうことができることQ

アライド・ケミカル︵サウス カ
るQもし︑アトランチノク︒リノ

訓画のズレが再処理をめぐる問題
こえる機器︑建設および役務の公

る︒これは︑フランス政府が提異

私は展示会出品看として︑巖示

銀鉱

気

社大阪市北区堂島浜菊1丁目57番地

猪新

瀬井

躍

郎謄

本

いるアトランチノク・リノチフィ

ロライナ州にへ臓墨たり五沸の工

か獲得していたら︑岡社の濁癬

チフでールドがハンフすード工揚

開競争入札に聾する手続を偲化す

ほとんど華備しなかったことはあ

する漸らしい霊大決定について︑

への努力をつづけたり︑新しい

たからなのである︒

派落する膨大な利蕪に気がつい

酸

！ルの子会挫︶の合弁会社とし
て設立された﹁渇津サ⁝ル・イ

電硫硫

ヨノト︒

一§的

日本語を勉強中︒趣味は写頁と

国の大学に在学中︒氏は︑膳下

住んでいるが︑二人の息子は米

同践はドロシー二人と京都に

八歳︒

ング︒コンサルタント︒満四十

同社プ環ダクト＆マーケノテ〜

門のチーフとして入社︒現在︑

クシ認ン・エンジニアリング部

ニュークリアシカゴ社のプロダ

ーBsFEを鄭莱︒一九四八爺

アミ大学︑イリノイ・インステ
ィチュート︒オブ・テクノロジ

ンストルメンツ社﹂のマーケノ
ティング・マネージャー︒マイ

クリア︒シカゴ社︵G︒D・サ

蜘

中︶︑GE︵モリスに処理能力一

場を建設渕闘︶︑アトランチノシ

を複雑にしている︒

OG鷺のモリス工揚が再処理欝

・リノチフィールド︵岡州に岡規

ていたであろう︒この混沌とした

は︑中止するなど︑大きく変わっ

設疲について十分の認識をもって

製贔を供給できるのは︑われわ

敗したと愚う︒

るため︑FPCが提案した規則に主張した︒﹁鷹力会社の多くは建

常に凝糟齪な機羅を供給するよ

促湿するため︑彼等に対して非

対して愈兇を聞くため開かれた︒
ずれか︸社が退くことに周悪して

私は︑日本原

では︑サウス・カロライナで︑い

ルドとアライドケミカル両社の問

アトランチソク・リノチフィー

ル・レノド︵漏所は末定︑一日当
状況が︑かた豪っていく濠でのプ

模の工蜴を建設讃画︶︑ナシコナ

たり一漣の工覇を建設副画︶が参
ロセスとしては次の聞題が考えら

子力産業幻燈の

OAECの予測どおりに︑無F

会揚の見学者が比鞍的少なかっ

ント︒ベンチャーとして麗離サ

れの顧客のおかげなのであるQ

ール・インストルメンツが設立

う要求されているのである︒私

たのにがっかりした︒また︑そ

いる︒しかし︑この結果は顧客に
Sの工場︑アトランチノクのリー よって決定されよう︒また︑簡社

こんど︑NF9が将来︑ウエス れる︒

加している︒

トバレイ工臨を一日目κり三診の
処理能力で操業すると発表した︒

われわれは︑今田の売上げの

され沈理由の一つは︑工業︑研

はこれ豪で米園の篇議﹃クリア

懸灘鰭

究︑医学における鼠−利用から

ともまだ顧客と禰処理契約を結ん

と人間を投入することは︑全く

のような展示会に対して︑機蟹

ために︑われわれの将来を犠牲

て︑いい経蛍蕎なら︑ショウの

不経済なことであるQしたがっ

ノジニアリングの経験をした にしてはならない︒過客は︑自

・シカゴ祉で二十隼にわたるエ

分たちの仕事にとって︑よく設

悪止についてビジネスという観

のにかかわらず︑会議に参加す

オペルト氏 一九六八無九月
来日︑揚津製作所と米国二諾ー

計され弁難度の蕩い機器が欠く
ことのできないものであるとい

る人々に対して︑展示物がおも

やユーザ⁝を納得させるのに失

名古屋支店 名古屋市中村区筏髄町1（佐友銀行駅削支店ビル）
工
場 伊吹・島知・大阪・横浜・管」川・芝浦・堺・下津・千蘂

本 社 來京都千代照胴丸の内1の■鉄鋼ビル
礁業灰 小坂。花岡・柵原・赤金・瞬山・片上

力
子

原

なお︑アライド︒ケミカルのバ

だと発表していない︒

ーザーに薄して︑いつも鍛良の

が︑このとき私は︑研究者やユ
のは︑提出諭文のほどんどが︑

うけた︒という

AECで懸案になっており︑アト

製品を受給するため︑たゆ豪ぬ

ーンウェル工場建設醗嬉嬉請は︑

この分野の過去十年にわたるす

常に新製品開発を

ランチノク︒リノチフィールドは

また︑広範圏のトビノクスが発

さまじい発展を摺撒していた︒

ところで︑NFSは︑明らかに

RI利用とメーカーの役割り

また︑纐客がわれわれと脳力

器が研究著にとって道員である

する準備をととのえたり︑機羅

しろくないとすれば︑それは︑

点から照準を投げるたろうQ機

メーカーを支持しているのは確

カーとして将来手をくんでもい

おそらく︑われわれは︑メー

はかげたことである・

応雨研究はもとより︑あらゆる

すぐれた機器は︑基礎および

かである︒

る︒

をミ
うことにすでに剛気がついてい

囑樽置引P・オペルト

のうみだす利益で行なわれるよ

蕊遡

RI需用のリーダーシソプに対 いユーザーはもとより︑研三者
する一つのカギとなっている︒

金

ヒ鉄鉱

また印罰をしていない︒

行なわれている研究の澱的な面

表されたが︑これらは各搬設で
を懲ているが︑汚染防此と麗棄物

はもとより︑研究そのものが高

﹁スケール︒エコノミイ﹂の利益

処理系統の設備費は拡張費の四〇

レベルにあることを摺摘してい

けるRI利嗣開発の進墾の趨き 揚力を璽ねなければならないと

た︒したがって︑私は日本にお

を繊した︑

写爽はフランスのサン・ロー⁝
ラン・デゾー隊子力発隠所︒E

いうことを学んだ︒この製品の

DF︵識力庁︶が建設している

器展六会の入口には︑R王利胴

うになってこそ︑われわれは初

R工会議傍題の原子力関係機 改良および新製品関発が︑富鉱

聾︵ G C R ︶ で ︑ 一 号 機 は 囎 気 f

離業所の推移を課したパネルが

天然ウラン・黒鉛減速ガス冷節

出力四十八万KW︑今年一月に⁝

この分野の進歩に対する役溜り

したがって︑われわれには︑

うになるのである︒

あったが︑これは︑R工闘遡機 めて健全に利雪をうけられるよ
器メーカーに濡する一極の挑戦

兼｡沸

がある︒われわれが︑製吊開発

電気亜鉛

の

@
臨界し︑現在順調に稼動してい

万五

る︒また一九六六卑に薦工され
た二男機は艶気出力五十

ーーv9
千KWで︑一九七一館運開の予
定︑

犠

瀞
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放射線利用の
調査団が出発
臼本原子力塵業会畿が派趨する
﹁放附線利用魔重三査団︵団野階
文磁畏︶﹂の一行十︷人は︑八月

した地盤が崩れないようにする役
る一1放財化分析法である︒

チャヤンネル波鷹分析器で灘定す

らのR工の利嗣驕発などの現状と

I︶の工業利屑︑使用済み燃料か

った役矧もある︒

絵業者としての第一渉を踏み旧し

度の成型加工工揚建設で核螂料供

ル金般に乗り出す謝画を持ち︑今

転換・成型加工など核燃料サイク

ラン濃縮︑便用済み燃料再処理︑

これは岡社が設立当柵から︑ウ

製作所︶の起工式を行なう︒

工高揚︵三瀬原子力工業燕子燃料

購︑茨城県葉海村で核燃料成型加

一一嚢原子力工簗は︑八月二十九

いても調査する予竃︒

の激子力廓業の調監で核燃料全分
野を担当することが決まり︑今回
の成型加工工嚇建設に蹄み切った
わけであるか︑これに関連して撮

近米国ウエスチングハウス社か
ら︑怯燃料分野の合弁会社設立の
申し入れがあり︑検討を行なった

この﹁嬢箔爵﹂は︑原子力賓A

のほどまと氷り︑刊行されたQ

原子炉主任技術者

されている︒A㎎判︑覆六十彗︒

技

庁

轟

事

商

糠．︐

三菱金属鉱業株式会社

研究協会の﹁放感性廃液の海洋放

科

の試験合格者発表

期︑堀削︑護岸と男性的な作業

三菱重工業株式会社

原子炉建設の
原子力文化財団

出調査特別委員会﹂︵福田節雄婆

嶽長︶が五力年討画で進めている

圓原子炉霊任技術者試験口筈試

科学技術庁は八月十四田︑第十

会格者の氏名所属は次の通り︒

験の舎格者十六犠を発蒙した︒

木村希一︑野山徹也︵以上置戴

工大︶︑中鋤大次郎︵羅発︶︑阿

︵原蹴︶︑松村正蹴︵関下︶︑渡

部密︵原船三業団︶︑黒髭尚行

辺宏︵中部露力︶︑韻藤勝也︵東

二二に入会

鷺語贈森︵二︶一一一一︒

電話新潟︵二三︶万

住所新潟市学校町通り一

知箏は盛

新漏興

−1一

四郎氏

番町六〇二

一A一八一

五一一︒

の予鰹︒

地へは立派な近路が通じたた

め︑このところ兇学者がどっと

の最中とあって現揚監酪者の気

押しかけて来る︒たが土木工箏

の使いようは大変▽そこで澱躍

町の建設準騰本部に出来たPR

A望Rは高曇増殖炉が実現する してくれるのが︑昨年九月鹿燭

マグノソクス炉︶に比べ︑①経済

までの胴乱で︑在来炉︵軽水炉︑

鋤率的利用︑⑬核燃料の多様化が

佐圓上が期待できる︑②核燃科の

図れるなどの長所があるとして︑

甜

特別醗究会開く

の蹴鞠︑次城県東海原

日本原子力文化振興財醸は︑九

ル放射性廃液を沿犀海洋へ皿回し

翫液の海洋放出関係調査︵低レベ

月＋︑＋
子力クラブで︑錦四昨踊﹁原子炉

第二激﹁懸濁物の藤査﹂︑第三灘

放出方法の検甜に関する嚇項篇︑

の︒内郭は弟一章﹁放射性廃液の

なった研究の縞果をまとめたも

もの︶のうち︑四ナ三無嚢中に行

た揚禽の環境の安全評価を行なう

建設に関する特別研究会﹂を開催
写るQ定鍛は三十名︑参加費は〜
万二千円︑参加希望石は八月三†

︵東京都欝欝新羅一一一一十黛︶

日康てに日本原子力文鑑鋤興財団

｢で︒

海洋放出調査の

邦男︑謁木発︵以上北陸躍力︶︑

﹁海洋観測わよび海流測定﹂︑第 北電力︶︑永田譲︑南彰夫︑豊田

四漁﹁核極の化学的挙動に関する

協

内田優介︑木懲澄央︑横見魑郎

安

原

調査﹂︑第五灘﹁海産生物の彊縮

成果報告書完成

係数に関する実験﹂の五欝で構成

また同じ軽水頬用燃料似給のため

︵以上日立︶︑小須磁紘一︒

﹁放射牲廃案物の海洋放出に闘

つ核輝料成形瓠工工揚の起工弐

も︑年産白四十誘の処理能力を持

日本ニュークリア︒フユエル社

上旬に着工

JNFも九月

する調査研究成果報告欝しが︑こ

襯可を褐ていた︒また工揚建設の
設計および工雛の方舐の認可︑建
築確認総曜も得ていた︒
一＝楚原子力工業は照和二一十六年

懸難灘

揚所は神奈娼県横須賀市の久灘

ある︒

にWH社と原子炉に関ぎる包括契 を︑本選九月初旬に行なう土建で

水型発躍男用燃料の供給を一手に

約を粘んでいるところがら︑加圧

引き受けるGとになると兇られ︑ 浜で︑鯖一期工驚完了は来無三無
壁受けることになったが︑通遼雀

縞集︑岡社としてはこの碧し入れ

工鵬発了後四十∴ハ琿五月に運転開

に設立されたJNFはGE系であ

原産に入会知箏は暦

が炎果下で進められている甲現
が灘色をホしているため︑含弁闘

り︑沸騰水型燃料供給をまかなう一

水駕雛供愚案葛と見鉦

R嗣齢晋鱒溜鵜 れている・

！4うシγ多ノ霧グ！一／∠弓うンノ多ノ！⁝！！

れる予定で︑建設討劇画体化のた

からなる三轡会講か．賦けられた︒

め本葎二月に︑原電︑雌完︑動燃

謬罠催響密髭工

！ーーー

膏森興

多／z4／多彩

始し︑関西羅力美浜原子力発電所

題を瞳黙聯珀として今園単独で建

と見られ︑この二業でわが国の軽

多！ーアノ

三菱原子力は︑一二愛グループ内

る︒

四十七無度分の約三ヤナを供給す

一号機の取り換え燃瞬の四十六︑

設に着手するしとになった︒

地はすでに密了しており︑鈴一期

建設予鷺地コヤニ万平方鮮の整

加工能力を持つことになる︒

五十隼には年産二画五十ゾの威型

三菱原子力が東海村に

核燃料工場着工へ

劇りとともに︑嘱くずの運搬とい

下階を構 築 す る 方 法 で あ っ た Q こ
しかしこのベントナイト泥水が

従来の地下陵購築方法は︑あら

れには︑地盤を嘱るための田止め
コンクリートに縄入したり︑鉄筋

かじめ重藤を堀醐しておいて︑地

を行なう際の騒篭や︑振動などの

ぼすかについては︑豪だ定量的研

に付魑したりした掲禽︑磁造体の

究がされてない︒そこでアクチバ

建築公審墾伴うという欠薫があっ

そこで竹中工務店は︑地画に地

秘斜的強度にどのような影響を及

下墜の外壁部分の溝を堀り︑土圧

験︑研究し︑定蝋化を図ってコン

ブルトレーサー法でこの点を実

た︒

ントナイト泥水を満して︑これを

め︑今回の試みがされたもの︒

クリート毅設法の褒付けをするた

による崩慶を防ぐ役覇りをするベ

との可能な﹁竹中式連続地下壁構

繕造偉の支持体として使用するこ

齢てサマリウム︑アンチモン︑ス

原研R王利雨開発整は︑この異

打讃爵にはこのベントナイトとコ
カンジウムなどをトレーサーとし

築塗しを開発した︒コンクリート

ンクリートを羅換する︒ベントナ
て使臆する予楚である︒この力法

礪聡膿欝温新雪甦

十六B夜羽田を幽髭︑銀山の訪一
日本際子写研寄のRI利用蘭発塞は︑勧申τ甲山技術研舞 は︑例えばサマリウムを使用した
霞である西ドイツへ還った︒
︵所畏︑還藤正明氏︶からの依頼で︑同祉が新しく繭発した﹁竹中 揚合サマリウムをベントナイト
問調査醗は九月二十一田堵でに
︹自重は調盃団の﹇行︐前列麿
に混ぜておき︑このベントナイト
式運用地下壁構築工法﹂の漁工性を闘へるため︑アクチバブルトレ
西ドイツを皮切りに︑デンマー
から一一人鼠が団畏の団野氏︼
がコンクリートと醗換して圃隔っ
ーサーによる婁託爽験昂行なうことになった︒この実験は︑竹串工
ク︑フランス︑英国︑米墨などを
務店技術研究瞬が行なう岡工法の〜遵の翼験研究の一部で︑八月十
た
後
︑
原
子
炉
に
入
れ
照
慰
す
る
と
サ
訪ずれ︑放射線化学︑食華壇嚇︑
帯来の兇通しを得るほか︑化学用
一︑十四︑十五日の三日間実施された︒
マリウム燭となり︑これをマルチ 母線源ラジオ・アイソトープ︵R
原子炉など多書的利用霧隠姫につ

竹中工務店の研究所で実験

連続地下壁の構築で

，

イト泥氷には︑繭述のように堀隠
たとして注罵されている︒

工贋は二期に分けてぢなわれ︑

動燃が原電と契約

そこで動燃から︑Φ原型炉の第二

用炉研究︑④原型炉安全警査︑⑤

次設計︑②海外憎勢の調査︑⑬実

本年六月に原子力婁員会は﹁新

その閲発に取荒んでいるもの︒

置し︑日立が原子力五グループの

躍転換炉評価検諺瑠門部会し蒼設

主覇会社となって作成した第二次

っているが︑﹁晃学者は旬月鷺

ルをならべ︑安全性PRも行な

した﹂と担当者も満足そう▽

舞人︑七月越は七薔人も見えま

に︑日本にも頁の原子力隠代

うした施設が一つ増えるごと

く︒

がやって綴るといった実繊が湧

菱

一

三菱グループ

三菱原子力工業株式会社

《

写︑︒や纒

〜博ノ蕊聖

，審議1灘

PWR型船舶用原子炉設備

設中の関電美浜原子力発電所ビ

一

株 式 会社

菱

一

国産化を推進する

三菱化工機株式会社

PWIR型原子力発電プラント

電機株式会社

嘱
蜥

繰

子

亙

一期工遡は︑工場建屋建設︑年俸

日添原子力唱燭会社は︑このほ

地藁備︑⑧魑工而地元対籔の八項

原型炉建設︑の原型開運紙︑⑦敷

日の協力依頼があり︑同一と電発

っていた︒

が各々分挺して調査することが決

ご婦人と子供さん

蕪華墨

を対象に︑発酒所の僕型やパネ

ホールV

脚

合計薫十二慮円が投入される︒第

西ゾの加工機械設置などで十九偲

ATR第一次詳細調査で
ど︑動力炉・核井料開発禦業田と

円が投入される︒完成は同称四十

ハ千四百万円

ボ：リング︵地上十

今風の契約による調査項鼠とそ
めに開銀融資で＝億

五年五月が園擦で︑岡社はこのた

墨型転換炉︵AΨ魏︶の第一次詳 の響要は次のとおり︒
地蜜隔日

ノ本︑海底十五本目︑弾性波の地

用トン不ル︵二百三十層︶など︒

下巽査︵延べ四・二話酵︶︑調査

設甜について︑曇勝科づイクル︑

ュールどおり燵めは︑来年一月に

価検詞砿進めており︑建設スケジ

工の予定であるQ

蜜全犠齎偲毒口︑来毎五月から着

原型炉の黙出力は五十一万五千

KW︑炉型は璽水減速軽水冷却型
である︑

︻写爽中央がA→Rの炉心伎置︼

灘

鷺騰獺騨

も結ぶ王冠である︒

を申幽する予定である︒

この節一次馬継調査は︑比論噂

第二期工鱗は︑註に矯工没落03 細調脊に関写る契約を結んだ︒
増設で︑詔和四十六爺から趨手の

ームーyΨ一備戴幽配舗蹄建徳

孫

薦む鍵

i検済

予定で︑岡祉の計画によると照和

建設進む二号⁝機

配巌のための墨壷資料惇成︑安全＝懸羨調査11定懸擁漉観測︵十点︶︑

笹査に必要な資料︑敷地の整地副水補講艦測定︵十点︶︑水質分
画︑建屋綱築物建設のための貰冷評︑海底地形平颪総総など︒測眠
9地型鋼量︵四十五万平方纏︶︑
の
日家でに酒手するものである︒契 図薗の作成など︒気象︑環蝿など

作成などで︑原義が今犀九月露十

ル雲叢
ど砿・
お電蓄
りめ三己
燵て開
めお発
はりの
、、効
来最果
年設な
一スど
月ケの
にジ評

麟

撫幽晦

織

関西躍力
関臨美浜二暑機の建設が順調に

はじまり︑現在の工禦進挑率は二

望んでいる︒昨無五月の着工武に

風向︑風速の観測︑プラ

約金額は約七千万円︒この緒果は

の調査
五％︑四十七薙六月に営業運駄を

来年憲馨巌鍵羅蟹ン孝ン・魚貝類の馨などのほ

幅の原嬬敦賀発躍瞬の隣に難設さ

Aτ決原型炉は︑福井蠣敦賀半

を設凝する︒

︸か・簗講箆よる嚢欝会

開始の予定である︒出力は五十万

なお際餓は今圓の鋤一次群細灘

KW︒この馬齢機は三愛原子力工 される予定︒

する驕ご次詳細隅査に関する契約

査に続き︑来無三月末までに脇手

業が主契約筍となり︑WH社の設

いる︒

議

高度の技術を結集して

嗣．

薗

謝にそって大林組が工購を進めて

ユ価縫

一芸
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一

いない︒

まだ残る技術

移動し︑また海に盤流されるに違

収に際して霞面した悶驚点と本質

は︑ハーバ⁝が単軍紀瞬に︑金工

にとっての閻融点も︑要約すれ

海水からウランを園涌する試み

甑さを驚讃しなかったこと︒

海水を移動させることの経済龍困

かにこえる繍で噺6隔り︑また︑入黒

酢の国藤鉱のウラン一風の数拙と

淳シンポンウム講演わよぴ討諭隈

型防護服に闘する試験研究﹂︵昭

り熱間九億

副によれば宇部翼巌禦部工揚であ

ヨウ素の生成機構に闘する甑懸研

奪度成比重密﹂⁝A四鶴︑二十八

七等︑実費︒

員会の巾間縄ル凝iB罫判︑四十

▽﹁固体廃儲物処硬処分鰹門委

智識︑四十ニイ︑実費︒

︵声帯四十二年度成蔦葛告︶⁝A

関する生物学的化学附試験研究﹂

▽﹁放射性廃棄物の電弧放出に

一A四判︑九士二︑λ実費︒

露LiB五判︑十七尋︑二線円︒ 究L︵躍湘四十二無点成渠報告︶

和四十一︑四十二隼夏成果報蕾︶

芦安協発行
の新刊図書
▽﹁放射姓溌液の鋤洋放出に間

一ともにA四判︑三十七および四

▽﹁薫治染織域内群々罵加圧服

する総合調萱﹂︵石茸四十二館肖

いうことかできる︒いわは我々は

海洋を蟹源として︑ウラン鉱石を

成果蝦告︶⁝A鴎揃︑九十四吾︑

この海水の移動の閲虚を解決して

は不麺当な穫齎か多いが︑潮流は

ン雪占は三♂に近いQこれらの数

しかしながら︑周知のように臼

本の経済は極めて高度に発心しつ

づけ︑それにつれて海水の使用鮎

に︑海水から工業塩を製造する日

も増大する︒塞た先にのべたよう

にと・て盤で供馨れる罷些
がある︒

工業用源水︑潮流︑＋満をにら

いる海水から金ウランを回版する
駕螺．司る︒を期待する所︸

みあわせながら︑鍛後の難点につ

ラン抽出覇も蕩える妙要かあろ

としても︑その眠は小であり︑到

の傾向は︑今後分要田の傾周に

られた鋤○・O二一06四をはる ンにとってたたで移動している海

によって代行されうるようにな長ずる産業﹂として︑医療産

までが︑醐便の能力をもつ機鍼年闘に少くとも三倍の規模に成

の神経系統や頭脳の相当の碧羅圃メリル︒リンチ祉は﹁今後十

碁戦総局長か釆濁

欧州共厨体重貝会のM・ニカエ

リス科聯技術総周鎚は︑八月二十

ヂ惣科雫技術圃瞭会議に繍鵬のた

五臼から束京で開催される第八回

め来賑するが︑八月二†八日には

子力闘繕諮精興についても愈兇の

わが国の撞子力開係と激臨の原

雛

二蕾四十偲が︵八兆六千四樹櫃︻

五力人以上の科学者か参寒し︑

イ年間に二万以上の企茉︑三十

る︒米圃のアポ獄副醐は︑過去

協力を納対に必要とするのであ

に⊥圓り︑田または公共の無援

いて個々の企業の能力をはるか

は入材︑費本︑技術の謁遼にお

従って︑特に技術別発の麹て

九点ハ・兀年劉円︶

工業社﹂二七九ゴ︑B5判︑一

○化学工業これからの5奪︵化学

上原麓疑料総懸り一

須ワ彩z翁

は︑きわめて大毒の海水がウラン⁝交換︽bなう．

可能鰻もある︒そのような醜に

は近く︑また工業用水を製造する

欧州共同体の科学

婁員会頭ニグループの昭和四十二

▽﹁海洋汚染対鎌髭礎劃査雪間

十二拶︑ともに実費︒

るのである︒

▽﹁試算分潤会報皆欝m﹂︵放

八衝円︒

製造する方広を見謝したともいえ

錦三のそしてもっとも困凱な響
町はいかにして大蒜の海水を繕済

尉較野菜物の海洋放出による外部

▽﹁職出嫁動力晒における有機

ぐ︑玉野︒

ずもなく︑豪た︑珪華の閏産物と

▽﹁第三鳳原子力施設と沿岸海

六ハ﹁︑八重円0

る︒海義からQ・一％をこえるウ 戒曝譲還の試算︶⁝B五判︑八十

的に移動するかということであ

ラン蝕をつくるためには多拙ω海

水は︑冷却水貝他に利用されてい

ランを敗ぬしたチタン酸とウラン

水か移動せねはならない︒またウ

を闘った海水をわける畷にも︑大

しての魅力にもとほしい量といわ

ン酸沈殿かすばぬけてよくウラン

字が示すように︑現在使用されて

ざるをえない︒

る工豪用海水であるQ

を吸虚する︒③最適条哲で泌水中

くれる斑能性がある︒謹た潮流と

用している場所は︑四十㎜無の統

一事業所でもっとも多く海水を利

強盛二十八漣ということになる〇

の中に含まれているウラン含量は

水使旧用量は八十轟ハ優﹄ンであ冨⑳︒ワで

照和四十⁝書展ω本邦の革閥海

有力な候補

工業用水も

蟻の海水をうこかさなけれはなら
ない︒そのような大移動に必要な

に天然ウランの価格かあがったと

蟹用は捗めて大であり︑今後いか

しても︑採算にのりがたいもので

る海水を利用する他ない︒た額で

あろう︒従って︑たたで動いてい

動いている轟水は①潮の干満②潮
流の二番がある︒臼ぶの海岸灘は

からウランをチタン酸で回収する

タン酸がえられる︒この価は︑イ

う︒潮の干渦と潮流以外に︑ウラ

進むであろう︒それはコンビ．一

つた︒しかも今後の開発と実際業︑海洋配業︑原子力産業︑教

薩憲鐵

によって︑ホ琶と町田︑および

一九六六年二月︑パリで行な

ている︒

いほどの米閲の広野が待ち構ん種を選び繊している︒

これらの巌業は︑技術革新の
略︶大企榮で働く覚働者や技術

新しい産業

の範騰に属し︑最近流行の﹁シ

他方︑これらの輩新技術を使生んだいわゆる

型工業﹂と呼ば

か国の鳥獣原子炉の研究開発費

るのは不当かも知れないが︑わ

アポロ語麟と同一の次元で譜

に達しているとのことである︒

霞融を構成する都鼠は数百万点

面でも︑例えば︑SA︵システステム産業﹂家たは﹁機能集麟 円︶の研究開発蟹か投ぴられ︑解

いないが決して

慮治ごせるようにすることが必 ペレーシコンズ︒リサーチ︶︑

政策は︑労働響動を防ぎ羅朋を

@シス

︸アム難購難餐鱗

るようになる︒今後の人駆讐理

投入して初めて企業に翼卜しう いこなしていく経営管理技術の

者たちは︑先唱の数欝訓練費を

されるようになるからた︒︵中

工揚桐互間の傭報が自由に交換
われたOECDの﹁オートメー

パリ大学のアンドレ︒フィリノ

ションに関する国際会議﹂で︑

ブ教授は︑﹁近代的技術の発展
と経済戚畏﹂と題する墨調演㎡
を行ない︑その冒頭で﹁現在わ
れわれは︑かってない激しい技
術進歩の中に羅かれている︒そ
してこれは︑原子力を中心とす
るエネルギー革命︑ジェノト機

一方ではコンピューターを申心

PERT︵プログラム・エバリ

ところでシステム腫黛の特微

プの合頗で二千癒円の概算樺

ンチ社の予想とも併せり慰する

であることは︑先の〆リル・リ

と灘︑さらには本紙臨八三り窓

丁なわち筋肉の力の隈騨から磁 れらを総合したM王S︵マネシ技術を閲発すること︑第二に況 欄灰載の黒周氏のいう英︑西独

る艦染なのである︒

在すでに思ついて生長しつつあ
とする彌報革命の三つによって

襲になってくる︒しという葱毘

は︑第一に寒しい試器として新

ムズ・アナリシス︶︑OR︵玉乗来予測約のものではなく︑現 がA凄艶RとFBRの二つのタイ

象徴されている︒しと述べた︒

ユーシコン・アンド・レビュ

を甲心とする交通革命︑それに

への鷹隅には︑無限といってよ育産柴及び公審防止肱議の五業

⁝ターとオンラインされること

綴︑本邦のウラン需要に上馬うは

ギリスで均一沈殿法によらすにえ

に近く︑従ってウラ

とウラン一国O・一醒70をこえるチ干満を併用した一種の塩田式のウ

で均一沈織法によって建じたナタ 潮の干油をウラン拍出に獺いるに

て種々の亀卜を示すが︑そのなか

チタン酸の沈殿はその条件によっ

っともすぐれた抽出剤である︒⑫

嘉するか︑その中てチタン酸がも

荊は灘水中のウランをある極澱抽

オン交換侭︑カチオン性表面活牲

どすべての陰イオン吸灘体︑陰イ

従来の研究を総括するとωほとん

ても勧なわれつつある︒尾形氏の

われ︑四二工業技術戯験所におい

ても歪面傭性剤による笑験か行な

た︑來京大学の出辺研究室におい

て︑抽島笑験が行なわれた︒ま

吸灌体︑教面偵性剤薔種類につい

れ等の葛望とおもわれる交換俸︑

懲心な萄鏡覇二形氏によってて

用の可能性も

潮流︑干満利

戦野難繊 撚 聯 灘 滋 織 懲 欝 欝 灘
バックグ
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海水を慧酌に湾えた場禽︑無

鶴藤鯉鑑蠣的な問題点
最惣要なものであることは︑ほ ぼ
ン漫度についての短識は︑掌いに

的には変わりない︒海水中のウラ

に︑マグネシウム︑カリウムなどが
して確躍されている︒電界各地の

確実た︒そして・そのウランを 薦 機 資 源 と し て は ︑ 食 燈 ︑ 水 以 外
禰力である︒︵事尖︑それらのも

ことも︑残念ながら︑ほぼ確爽な
海水についての分析値は一リノト

し︑しかも氏部分陰︐︑三彩ンとして

は︑ウラ︑．ノは六芸で炭酔一嵩蕊をな

確認しつつあるが︑彼の鋭によれ

海水中の種々の元黙の存在状態を

はその畝博正磁な知識を駆使して

液化学の琶界的糎威であるが︑彼

ムの工科大学のシレン教授は︑溶

ンの蜂敵畢でもあるストノクホル

反であり︑長年のティスカソシコ

幽法が変わる幾である︒小隻の現

るか︑その窃往状態によって︑抽

在するか︑コロイドとして看在す

として含在するか︑鎖塩として霧

オンとして俘砿するか︑陰イオン

か︑六価として篠薩するか︑陽イ

る︒ウランが曜価として惇話する

態で篠在するかを知ることであ

縄

は︑ウランが海水中でどの戴な状

題である︒その腰気／解決する漉

豊田の問題は抽出法に関する問

・一〇ヂ咳である︒

一リソトル当たり三︒三四が臼鐸○

水についての精幾な分所篇果も︑

公祉の羅方昇氏の小田原近海の海

が︑小像の舞同研究者である導売

ル轟たり三〜蕊・五聖纏である

のは回収されつつある︶いわゆる

庫が国内鐵源として持っていない

環実である︒

稀穐轟轟や畿価な元薫も︑蟹源と
鍵って︑ 当 然 の こ と な が ら ︑ わ
しての対象となる︒ヨウ展や臭素
れわれは ウ ラ ン 資 源 螢 鼠 ホ 圖 土 以

い︒石油について︑アラビア石滴

外籍︑確保しなければな参は︑漿から欝に白蒸︑
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しかしながら史上有名な失敗例

いる︒

齢墜旧離箱蒲鯵購瀕
利用している︒照化学工榮やエネ
ルギよ座業の冷却水としての利用
度は︑海に納まれている環麗にも

研究鰯においても三隼程溺にこの

煮零していることになる︒小生の

翼験がある︒ハーバー法などによ

ことを実験附に確認した︒従って

として︑ハーバーによる金の回版

またイオン交換麟を利賊する製

って著薯な大化学嶺ハーバー幡︑

海水中のウランの回収についての

1・テクニノク︶などの他︑こ

駐刀を解放したが︑最近のオー メント・インフォーメーシコン嫌それ浮体の立身たけでなく︑

第一次産業革命は人間の手︑

てあった︒

また﹁これからの新しい技術

る︒しかもその作られた噺製陥

◎06−9

見

罠堂︶

︵能力閲発工学センター

柿鍋

しさを禁し得ないものがある︒

の現状と対比し︑いささか心讃

のライフ︒サイクルは雰冨に短

トメーシコンとエレクト臓ニク ︒システム︶の確立欝及が急戸公薙の立揚から国家的次元での

︶

泄界最大の監券鴻讃＼ある米が嚢︐面︑Oれることである︒

野業としての方陶っけと印画と

くなってくるQそこで︑必然的

は極めて多彩であり︑今や人闘

スの発蓮がもたらした技術昂弄 高っっある︒

漏発には匝額の戴金を必要とす

｝

@
にマス・マーケノトが必頗やにO

㈱︒か︒その議︑隻の畿化

〜
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よるが︑極めて職い︒

壌業は︑日本独自なものであり︑

穴筋は︑およそ驚まるわけであ
る︒すなわち︑陰イオンを吸収す

愚翻ドイツを救おうとして︑海水
中からの金の圓収を志ざした︒彼

るような吸呑瑠か︑陰イオン交換

第一次大戦後の大インフレに悩む

つある︒第︸は海水中の金の濃農 体︑象たは陰イオンぷ結召しやす

の災験の央敗の原因は主として三

い表画活繊剤なども利曝して︑ウ

のであり︑現在臨に二十万ナ近い

水から工楽塩か生産される司能殻

についての知識が不確聞だったこ

いうことになるわけである︒

ランを掴出嘱収するのが愚婦たと

現代化学エ業の聯とも掻うべきも

が大であり︑まだ︑工業胴水が㌘

と︒鯖二は優秀な抽出法を見目し

食料巌を隻雌している︒樗来︑海

麓される可能牲もなしとは鼠えハ

将なかったこと︒第三に︑大気の

一
い︒そのような際には︑極めて押ノ

量な海水が︑海から汲上げられ︑
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四度の猫別研究促進調整費によ

科学技術庁はこのほど︑四十四

多く残されているため︑臨鷹への

術︑照射技術など未解決の論題が

が行なわれるわけだが︑とくに削

礎医学・配物の両面からの突込み

二つ︒速中悔子線治療の物理と基

の憎況から︑放医研に医用サイク

ようというもの︒後者憾︑バン・

体に対する放射線の影響を評価し

布や販収綴轍の測短法を翻べ︑生

轡は︑速中性子纏の生会内での分

適絹が困難な現況にある︒

ロトロンを設

影響の研究を進めると同聴に︑正

研究は︑この

究運絡婁貴会﹂を設けて︑理研や

いずれも放籔研が︑所内に﹁研

もの︒

研究の醐段と

今年慶内を鼠途に研究を這める︒

年度以降も引貌いて研究を進める

この成果をもとに︑放医研は︑次

大学等の研究看の協力をえつつ︑

や技術開発を

なる蒸礎研究

難題蟹による

が︑こんどの

由竃めている の効果等についても研究を行なう

簾化等の漁儲 に藥中照射する方法や︑分劉照射

うと決め︑予 常繊糠や細胞に隙警を与えず愚部

療研究を行な

﹁がん﹂の治 盤子線の生体組織や細胞に与える

子線による デ・グラフ型加趣羅を用いて逮中

照して速中性

原子力婁員会はさまに︑これら

る狩別研究として︑﹁速中盤子線

による懸磯廻幾の治療﹂をとりあ

悪盤腫鰯一﹁がん﹂の治療には

げることを決めた︒

外科手術や放射線療法簿が嗣いら
れているが︑これらの方法では︑
がん細胞が十分に切除で潅なかっ
たり︑がん細胞中に含蒙れる低酸
素や無鶴里細胞のため照射効果が

る轟轟も多い︒

悪かったりで︑﹁がん﹂が再発す

効果をあげうることがわかり︑英

行なうもの︒

ﾎ緩
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三菱重工業株式会社

＝

推進本部の新設へ
パブ日立との提携も強化
設立された合弁会祉︒すでに圧力

容器を原研の﹂2DR︑原躍敦蝦 ところが鰻近︑外国での研究等

罠立齪作隣︵駒弾健一郎社畏︶は八月二†︸日付で︑従来の磯躍購業本鄙原子力都の業務のうち︑
軽水炉および新型動力炉などの闘発蘭な部門を独立させ︑社長瞠属の原子力推莚本部を新設︑同本部
炉に対して納入している︒とくに

から︑﹁速中盤子線﹂が︑がん細

畏には吉山鰐吉専務が就佳した︒また︑軽水炉メーカーの策芝︑三菱との受庄即戦に対抗するたあ︑

プ日立との纒欝を臨め︑受注︑生

胞の翠霞護度に関係なく︑正常細

やエレクトロニクスの三三研究を

ネルギ⁝分布および吸収線鰍の測

はラントが罵いられる予定︒

千颪四十三万七千円︒実験鋤物に

なおこの研究のための経費は総額

方針である︒

しかし︑この逮申性子綴による

子線治療に関する認礎的研究﹂の

定に関する研究﹂および﹁速中性

研究内容は︑﹁速中性子線のエ

治療については︑速中性子線のエ

ている︒

でに臨廉応用を始めたともいわれ

胞への影響も少なくて強力な治療

坦当している中央研究所︑その応

機構敬革に伴う霊な人倫異動は

ることになったものであるQ

主のハンマー︒スミス病院ではす

最近︑野芝が石播の駈力容器部門

ちとなってきた︒そこで︑日立

用研窮を担当している日立研究所

躍プラント受注体欄を一本にしぼ

を吸収したことから︑日立はバ

日立は︑こんどの職鰯改正で機
では︑他社との烈しい受注禽載に

と共に︑原子力の国産化への研究

塵︑技術棚究など出立の原子力発

日立系圧力容驕慰円メーカーのバブコソク日立との業務握携を強化することになり︑原子力推進本部

聡慾繋本部にあった羅機︑機械︑

義の受注︑エンジ﹇蝋アリングに墨

対処するため︑さらに瓢客第︸定

ネルギー分布や吸収線撤の測足技

％一＼＼

もミにヘワめねをのら

駅罫講

闘竃i舞蕨発三所1号彬用

醐本部畏に守頒紀バブコソク日立祉長をそのまますえた︒これにより︑日立のBWR型原子力発聡プ

化学プラント闘係の各部を顧客別

▽原子力推進ホ部下躍露出乙吉

次のとおりQ

三菱化工機株式会社
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ラントの受注からシステムエンジニアリング︑生産の社内体制は一太化されることになった︒

に編成譜えして︑躍力技術本部︑
職糞を強力に薄焼することとなっ

た︒とくに技術部はGE社との技

点を説いた技術本部舗をとること

置

三菱金属鉱業株式会社

三菱電機株式会社
ヨ菱商事株式会社

喝ウ

【阿一

＝齢

三菱原子力工業株式会社

唾罵露呈塁塞麹鞍 鷺繋瓢叢叢詰論

◇

燃料集合体までの成形加工は勿論

あな此の轟鯉世舞の三岡

時代です！

八

になった︒

」

態勢を整えつつあります
御期待下さい……

原子力第ユ船用燃糾

簾癖放射線利用の研究で

＝

鉄鋼技術本部︑化学プラント笈術

7

三菱原子カグループは、二酸化ウラン粉末から

サクストン原子ヵ魏難燃糾

「がん」治療に本腰

＝

本部︑産業鼓術本部の酉つに魯編

一
縣
一
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ている︒

なすものであり︑訪独はドイツ聰

く調邸される二無簡の協窟の鍵を

間！核燃斜として辺際には使蒔き

ヵ月蘭までは西教が

相殺駒

に

今園の折衝が行なわれていた数

く短縮化できる︑と検附会は述べ

内における米躍の醗矧鋼と相殺す

れないであろう︒

▽品質保証

A宛Cは原電力語群所の設謙︑ るために︑米圃から雰雛瓢および

購入を希墾する晶目リストの中に

防静の想制翫画は︑副蓋物︑原隅

するA起Cの聖画と矛眉しない﹂

田田および特殊核物質の規湖に帯

州知㍑はAECのシーボーグ婁

とされているG

鰻長へ︑灘斑盤を交付したこと

蹴雛贔貿を購買することになって

と︑AECがMPCAを隻持して

建設︑運転上に必襲な安全盤を確

の参加や米劇のをフン工揚の買取

欲しい器の轡状を提出した︒

は︑米国内におけるウラン撮鉱へ

りなどが含蒙れていたことは︑あ

いる︒

非諸所品闇の購課金敏は︑磯瀬

豪ねく知られていたところであっ

保するため︑晶質撮舐策の瀬踏に

ウランも警めて⁝徳二千五言置が

籠承認のない要素を特驚化するこ

い︒この解駅では︑﹁放蛾龍隙警

﹁M？CAの跡可条件が︑放射性

と安全の防誕と相幽磐がないばか

いものである﹂︒さらに︑﹁AE

りか条件のいくつかは不当に襲

Cは趣邦放麹線会議︵F沢C︶の

指針にもとづき︑放射能は︑築筍

鰐能な狸慶に押えればよいと聰め

た麸準よりも︑放出が餓い﹂oと

た十四の覇諸所はAECが解零し

指舳している・

一三砥

日︵木︶豪で開催される︒ζのほ

騰象硝

ど作成の仮プログラムによるとテ

ーマは①増殖炉闘発②核燃料侠給

③数爵と原子カマンパワーの必要

射射

照照

験託

試委

︑夢押

その他照射利用に関することは何でも
ご遠慮なくご相談下さい

憾があるとしている︒しかしこの

に達する︒葡者間における孤本園

た︒しかしζの提案は︑擾資が濾

方武は︑技術的に岡種の原子炉建
璽点をおくべ慧である︒酪質醸舐

舎慧響繊には︑薩独が趨犠米憾か

を求めているζとと︑公衆の健康

物質に醜しA逸Cより資しい条件

設期間中の開発・利叢薄件を鍛小
の墾点としては設謝︑建設︑試験

ら購入していなかったものを新た

常の醐取引の二選で行なわれるこ

えた騰漿物処分の騎可欝は︑液体

婁員長はこれに反はくして︑

効累的検査︑保守点旗︑正確な配

の墓本要塞僧概述し︑A旦Cの事 遮転を個別的に再吟味すること︑

化する︒またこの方式σは下等面

当︑戦訓評価など︑個衡の安金性

とが明らかとなったため︑胴飼に

を割画的に行なうべきである︒

に購入するということが含渋れて

とになる︒したがって︑この方弐
は︑許舘可手続きの安定に震献ず

ったものである︒

とって受け入れられないものとな

検附報告はこのように掴摘して
いる︒

ミ︑系ソ蘇州と論争

較駒畏期間1多分五年から†無の

いる︒このため︑濃編ウランは比

▽規則と楽聖

ることになる︑としている︒

て薩業界筋は︑これが十分な嶽針

米AECが放射能の排出基準で

・ガス双方の放出物について︑蚤

への感動⑤原子類窪目の静濾可⑥

性④原子力の字密および海洋関発

て︑恒例の﹁原子力見本市﹂も催

されるがホ年は揚所を西海津に移

して開催するところがら﹁アトム

フェア︒ウ鑑スト﹂と銘打って︑

・センタ⁝で十二月一日から三旨

サンフランシスコ市内のシビソク

閤闘催されることになっており︑

これには海外参加を呑めすでに五

西独ーオランダ

十数社の参加が決まっている︒

入港協定締結へ

オット・ハーン聾

繭ドイツの原子力船オット︒ハ

ーン愚は︑原筆力による勧航海を

終えて九カ月になるが︑現在︑ま

だ国内の港轟建聾することだけに

一方︑西ドイツとオランダ薦政

限られている︒

府の間で︑入港に関する協定が伶

威されたものの︑まだオランダ購

デンマーク︑ノルウェー︑リベリ

をお奨めいたします

縷ii

建設許可の早期化を
直間にわたって

原子炉︑発電所の標準化も
米国藍子力婁鍛会︵A鶏C︶の規鋤検紺会は︑現行の猿子二塁紹町手続について
検甜してまたが︑このはど︑かなり大幅な改訂案を作戒し︑AECに提出した︒同倹朝会は原子炉安
全譜闘婁風会︵AC飛S︶のマンゲスドルフ馬等A鷺C内都の†人のスタソフからなり︑原子力発羅所

業への規則︑標酪開発の阜期促羅
に欠けていること︑解決すべき特

なお今園の検附会報告盤につい

資するものである︒この案が糞現

写聞題に触れていない部分がある

検討会は安全性の規制基藁︑産

ードの欝す盤割での建設諮作業が
を握醤している︒それにより︑産

の建設許可および適地認可の早期化︑原子炉︑発町所設韻の徴準化警護などの握ぎ蟹行なっている︒

群認可 手 続 に つ い て ︑ 検 討 会 の

業界が規制上の所草亀黒姫理解す

簸近︑米国ではミネソタ州が︑

すれは︑硬設飾二段階苛容認され

と批判している︒米原子力産業会

の総盆法律顧闘が︑五月三二付転

MPCAの飾篤条件は︑A錫
てC
おり︑豪た︑これまでに詐可し

ると爽に︑所慶反撃の実畿番婁恕

原子力羅馬勝の放射性物質の放出

る範囲の原子炉特牲はより明確に
なり︑公衆の保健・安全に芝之な

と麗するA逸C︵猿予力勝貴会︶

可能となる︒議細な設計の讐査は

駕しい遽加防護策が生じない隈

議はこれについて特別婁舞会を設

その後で行なう︒

②数段階の審亨審査段階を
改善することができる︒豪た㌫認

提案の根底にあることは民間の原

いくつかに分ける︒各段階は可龍
り︑至重詐可の段階σ修正を蔓け

持ちあがっている︒

ノーザン・ステーッ慰力会祈の

︵州との協力︶の解駅と相いれな

宿で騰姦した原子力法第こ七四条

濃縮Uを購入

の権限を侵憲しているという諾が

け︑八月から検酎を続けている︒

西独

し︑規欄審査に要する蒔闘を麗し

可爾盤上の喪料をより箆く限定

子力拍躍計爾の実行と︑政府が規

側する舗決定との相互関係の緊密

な畷り属闘の設計︑建設段階に合
ることはなくなるG

定の早胡化を図ること︑承羅可否
せる︒ただしこの掘A口︑設備の塊

化であるQそれには﹁建毅解町決

の兇曲しを産漿界がより明確に判
颪条件の塾離を設けることQ

弐
力

モンテゼーロ原子力騰躍所に対し

なわれるが︑西独が米国から燈藏

会仮プq決まる

米AIF年次大

輪罵︑
濃纈ウランを五千万が購入すると

州汚染響手機麗︵MPCA︶が与

西ドイツにおける米腱の雛蹴費

@米国から軍事費との相殺で
を帽殺する方法について最近行な

を制限しアおり・そのための測定

A欝Cの提案した安全設計の燭

断できるようにすること︑そのた

上の当面者摩ある原子蝉運営者と

③添付蟹料の繊少化lIたたし 鵬的認臨画黒きについては︑安全
この揚舎︑対応する設計漂躍化を

めには難設許可段階での安全留査
の範爾を敵ることが必要である︒

の協議σなく︑設計薪とのこと費

▽新﹁バックフィッティング﹂

あるから︑批判的σある︒

抵進ずること︒

異なる網互作用︑立地闘題︑全

▽標蔵花の検酎

また立地等の蕃責には公衆の羅瑚

暇衡はさらに次の三点につ

診頒が望隠れる﹂︒

いうものである︒この五干万がに

は︑U308の鉱石代の他には
U・
Fきわめてきびしいものであ

われた折蟹の結果︑米廟のウラン

のU3C8を盃盤することが決っ
禽弛れている︒奇絶役田頭は全体

に西ドイツに対して二千万贈以上

AECがさきに公示した﹁バッ錐蕎は愚いがけなくも向う二犀鳥

案について

クフィッティング︵軽量適照︶秀

案した上で︑同一クラスの発俗言

いて︑A 皿 C の 検 副 を 促 し てい ての新しい安全牲関係濱料を勘

式案について︑層雲会は︑これが

る︒

の同一設計のものについては︑そ

6への駄石蟹やAECの濃織費る
も︒一方︑AECは︑ある施設が 一九六九年度栄フォーラム年次 塵業界におけるプラウシェア爵画
群可暴露以上に放出しなけれは︑ 大会︵弼年学会庫会と併催︶は︑ ⑦原子力の進展とその闇題点〜1

の安全性を単一に霧撫すること寄

本駕度はサンフランシスコのセイ となっている︒

①立地聴聞会や軍期開催一す

ベータ︒ガンマ放射線のグロスの

クールで十五薙︑ラアーグで五

料を酸化物に湘工する施設を鰹

なおこれらセッシ器ンと併行し

の価格の半催以下であると伝えら

ント・フランシスホールにおいて

でに確立された敬術を持った蝉の

た︒

みの測驚を要求しているにすぎな

審査期閥を短縮する︒AECは規制スタッフと被諮可省間に建設

れている︒

年の経験をもち︑余力を欧癬の

嬬要に開放するととをも希望し

米麟で濃縮される︶︒

とってエネルギー経済独立の献

ている︒ラア：グでは十分な注

濃縮潜ウラン濃縮は欧州鰭国に
出し︑原子力発電崩に低廉な核

題として薦挙に取上げられてい

鉱膳始め㎏仏としては豊窟な

有墾な鉱脈を発見した︒確定埋

燃料を供給でまる立揚の確保を

ウラン蟹源をもって輸出にも進

今魁の磯編ウランの購入は︑近

十一月三十田︵臼︶から十二月四

立魁拡準の作成をすすめること︒

n

︵バクマ・ウラン鉱山会社は一

した隼報は︑一九六八年中の科

蔵鰍は仏本国を上回り︑しかも

九六九年四月二十九日雲立︶で

い︒

この売買取引は︑爽際には噸独

聾

﹁仮免騨﹂制の撤廃案を公示して 許可港外に同蔵された所要安全性

齢

これにより適地に闘する公聰会開

銭

の会祉と米羅肖者との聞で薩籔行

・．碁

について薫毘の不⁝致をみる副管
翁

仏CA

学技術研究の成果について罰述

文があった欝欝には核燃料を金

設が故隊することなく動いてい

属ウランに処理する工程に該燃

るQ仏ではピエールラソト工揚

ら濃縮屠UF轟への転換工程は

沸する謝画をもっている︒

UF6門への躯工墾U30g
がか
順調に出職され︑その機械癒

期している︒

二五iO・三〇％とすぐれてい

るので楽観龍な冤通しであるQ

仏ではアンモニア

る独富の製法を研究開発し︵C

ー水素︵層H31H2︶交換によ

箆水生産

UFεの輸送がやさしいので濃

ウラ ン確保が活発化

聡A︑国有石炭化学会社︑エール

ンガルプにパイロソト︒プラン

﹁仏CEAレポート﹂から

ト︵隻午ジ焦産︶を廼勒した

建殴会祉共陶研究朋発︶︑マザ

・リキ：ド︑サルツァ；法機械

豪た機械施設ことに拡敬隔膜の

︵上︶

る︒現在の仏本国︑海外を合わ

一五一○︒一七％に対してO・

ウラン含有澱は︑仏本国の○・

も掲げている︒

錆初頭における問題点と見回し

しているが︑次の通り一九六九

E︵原子力庁︶がこのほど発表

︷パリ松本駐在颯溌

弱

いるが︑これは水型炉の標離化に

鞭懲

催時娚が畢まる︒また連邦規鱗コ

英国ウインフリスにあるSG縫W円の会策

無難

︵一︶旨旨原材料昌世界にお
ける原子力錯電所建設は基礎原
材料ことにウラン供給確保の悶

題を握起し︑また核燃料サイク
ルに関運する工灘問題の解決を
要帰している︒この工雲壌題は

で行なうことができる︒C践A 改良と欧州民間用息遣強設に轍

縮ウラン工湯から離れたところ

核燃料の原子炉装荷荊︵ウラン
せたウラン生産騒は銀二千ゾだ

纔Z九年三月遅叢日公式運

結しているこの技術は年算ゾ程

ア︑オーストラリアとの交渉も︑

会の批准に至っていない︒また︑

度の小規模工掃でも現存の大規

転開始︶︒アンモ轟ア生産と直
核燃勝鼠取高目該燃料サイク

模工揚と同水簗のコストで蟹水

開発が進められている︒

汽て大型コンプレッサーの研究

が︑一九四七年には四千ジに拡

は年数千漣を加工する施設をも

とピエールラント化学工業会社

出し後︵再処理︶にも届つくる︒

大の見通しである︒仏は埋蔵墨

梢鉱の加工から膿縮まで︶︑引

ウラン生薩1一仏本翻における

も生塵醗と世界の約一〇％を占

ルの確立にとって盤要な工程た

︑

1（人代衷）

1

3

採堀醗は金属ウラン一万ゾで︑

が︑技術的に多くの問題を握起

一九六九年懸口μ三十

田C皿Aはベルギーからデル原

っている︒

子力発麗所用の核燃麟加工を引

Uき08︷曜八所以下で採騨が める︒この地位を守るため仏は

月十一臼協定︶︑インドネシア

あまり進んでいない︒

カナダ︑イラン︵一九六九年三

を蛋産できることを立幽し沈︒

とれる確定灘蔵羅は四万三千ゾ

エール︑中央アフリカ共和園

受ける協定を結んだ︵UF6は している︒仏は技術的にはマル

東」1聖都T代田区イコ鄭IM甫1111番地

1…認暮

である︒海外ではガボン︑ニシ

︵岡四月三日協定︶などでも探

十條製紙株式会社

︑為

雛

027−46−1211 （原研内線一347）
群馬県高崎市綿貫町 日本原子力研究所内

電話（211）7

財団法人放射線、照射振興協会

鯛

海

蒙

放射線照射の利用

まつ自な紙です
重ねてお書きに
なればそのまま
美しいコピイが
できあがります
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贈
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米国︑カナダ︑欧州の各燃料メー

個人用事素線

特徴は次のとおりQ①検出部は

用しているので・高感度で雌蕊桝

超微小躍荷の検出で振鋤容澱を使

爾現姓のほか︑躍池重圧の変動な

餓離箱を使用︑エネルギー特性が

優れ︑X︑γ糠をレントゲン単位

十二︒五畷一個を使用し︑重池交

どに対し優れている︑⑥蹴池に二

還計を完成

で正確に測驚︑②警報点野馳は︑

受けている︒蜜た︑原研︑鋤燃離

簸大線騒内で任憲設定可能︑⑲設

カーに難聾唖送って︑騨価試験を

定線羅に達すると︑警報麿を騎し

象たネオンランプが点灯︑④設定

検出放射線雁X︑γ線︑設定線

豪た主な血厳は次のとおり︒

理研蒸器
理研謝雛︵大晦秀雄紳長︶は︑

線轍に達さなくても︑被曝線引を

業馴のハルデンプロジ轟クトにジ

このほど﹁欄人用警報金鳥謝﹂
︵写爽︶を潔発した︒

簡蟻な簾侮で知ることが斑能︑⑤

換が容璽

ェーのハルデン炉で照鮒試験中︒

引きつづき︑原研︑核燃料メー

これは︑放射線医学重過研究所

霧

エ

躍

酬甑

．〜︸亀9

社へ依駈した項欝は︑①核計騨︑
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一八函三三発ビル

塵置蛋■且黄り一

蹴話名古屋九

八月十四日︑教賀欝

醜夜祭で選はれ沈す人のミス・

が︑かいがいしく働く姿がみら

港︑ミス・アトムのお嬢さん方

は飯塚敬子さんら五人の北睦美

部部

門 門

た〃⑳

属

部

門

⁝H・三三Rの轟式・欝嘱

ン︶︑五十粥R︑責彿R︑二頁卿

％︑躍池讐二十二・五日一個︑鷹

託線盤×プラス・マイナス一〇

二十

池磐命目違続便用で百二十蒔間以

四×欝十六×百瘡耕︑自然漏洩馴

上︑璽灘劉函六十嫁︑寸法

②熱計算︑③燃焼農副騨︑④制御

3﹁豊＝6齢㌦亀9ち号8．

鰻な関係があり︑原子炉メーカ⁝
8．亀8〜零ψ亀3曹㌦﹂塾；■亀亀8〜．驚

︒炭学．

銅石 化

門

タ

部

門

部

スペシナル化粧品

ル斜懸イ被灘管を提謝してノルウ

ため︑住金では︑芽出指遡じて案

の田中栄一物理研究塾物理第一研

畢
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棒パターン解祈︑⑤燃料取り換凡

最大線鎌×五％と三％以下︒

は︑炉心設計上の機磨保持︑さら

謙画︑⑥燃料サイクル・コスト計

命懐

に取り換え燃料の受浅の立詰か

石などについてである︒

ら︑笈術公騨をさけている︒

暑機の初装荷燃料の

彰／多彩

しかし︑この燃脱響理慣術を取得

供給︑燃焼管理はGE社が当たる︒

東躍癌画

二無度が約千百七十詩層と推定さ

タ
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一iなど︑従来の機器に拓べ大幅 懸

寅竃嵐

一

鰍範囲聾二十窺R︵ミリレントゲ

尚出力萬燃焼度の照鰯試験を

カーと共にハルデン炉での新規の

究盛長の指魯で海鞘に威戯したも

まえもって任懸に設定した線懸に

の︒周装躍は人体への被曝線搬が

謝無縫であるQ
一方︑ジルカロイ被糧蟹の

舗要についてみると︑ふつう

オンランプがつく︑小形である︑

すると︑驚民芸を雛し︑豪たネ
出力一万KWでBWRの墨達摺
千三哲八十麟︵ジル心隔イ・

ρ等8㌔●葛︒

住所変更

評︑五十無爵が約七百訴層︑五十

みると︑四十四年魔が約九十詩

に改輿されている︒

︸諸

一癖は0・二五詩管︶︑PWボケソト装糖のま蒙の伶灘が斑能
Rの場含千八哲三十層︵ジル

カロイ一厨は〇二照国璽︶
の被雛衡がいると需われてい
る︒したがって︑わが国論力
会社の原子力発羅副画に含わ

糠韻難せ︑緩別の璽雫測して

や

綴を確立することに努力しており

蕪

れる︒このように原子力発日計画
の進展に伴なって︑ジルカロイ被
覆管の罵要は舟運に伸びてくるこ

しなければ︑いつまでも隙子重重

矢作建設工業︵株︶

る︒そこで致鑑は劇主的な核燃料

給蕎に燃料儂給を頼ることにな

とが予想される︒

そこで︑この市場をめざして︑

友灘工を煎じ︑米国のσNC社に 払げ︑他の炉型や窩出力の炉の燃

峯竃顧90

新住筋は名古製帯璽区西渡七一i
幻燈のほかに︑神筒製鋼所︑三菱

なお報告欝にうたわれた原子力

カ！のUNC祉と技術導入契約を 六二一二三五一︒

対鑛確立のため︑核燃料響業メ⁝

原子力婁員会の﹁原子力開発機

る︒

金属鉱業が大鎌産計画をもってい

焼讐理煩術についての共嗣研究を

住友同工としては︑これをさらに

一号機についてのものであるが︑

今回染蹴が依頼したのは︑福勘

頼することになったものQ

櫛総轄

結んでいる住表盤工を通じ今回依

関体制悶顯懇談会﹂︵脛長・窟沢婁質会の調査事務に專聾する﹁調

二十一日︑過去一無半の検融績果査課の一部として設躍されるもよ
をとりまとめ︑原子力婁璽会に報う︒このため︑科学技術庁設躍法の

乗京財力はいま︑藁躍三編原子

改正の必要はないが︑ただ︑科学
この﹁報告醤﹂について︑同懇技術庁覗織令︑科学使術庁雛務分

管した︒

力発醒所︸霊室を対象として︑住
な姿勢都決めていた︵本紙四八三

行ないたい悪向である︒

し︑これらの改正は来無二予騨の

談会はさきの十四簡会合で標本的躍規穆の改正は考えている︒しか

謂騨を依頼している︒

核燃桝燃焼受理技術取得に聾する

＝ご＝︒客︸塾．

燃焼響愛敬術取得のためUNC れた▽ミス︒アトムに選ばたの

中心に環勝局︵原子力局︶が字旬報告縷の内容の実施も︑予算決短

〜．ノ幽㌔．︒監喩ず乙㌃．曹曹

燃焼盤理及術は︑嬢心設計に密

暑で既報︶が︑その後︑窃沢氏を決定後になるもよう︒転た︑この
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原電敦蟹発躍所の弐典にも花を

人はかり︑来空二月運開予定の

金

年間五万鏡の生産へ
ソ連製昭．却圧延機を 設 置
佐友金属工藥は︑核燃料のジルカロイ被灘管の国産化をめざし︑昨年十月︑兵庫璽尼当市の同社甲
央技術研究所に年間約五万桝の生酵設鮪をもつ照塵第一期工揚を完成させたが︑さいきん︑米国︑カ

も8●蓄8㌔

については︑現騰点におけるわ
が国の原子力開発の段階や経嘗

的な研究開発公社を設立する案

員会︶とする案については︑現
状の力が平和原則の公正な確保

管理のむずかしさ︑疑聞企業と

関係省庁︑特長法人からも有能

な人材の起用を間るものとす

樹立により適していると考え︑

と平和利用に闘する重嚢改鍛の
二︑原子力に関する空嬰分野

る︒

の協力の必要性あるいは︑英圏
の原力子麗発体鰹の澤編成が必 〃

闘係畏

に続くも

郎
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原

社社

腸

ナダ︑欧州の核燃料メーカーからジルカロイ被蟹管の引き白いを受けている︒とくに今無六月から
は︑同社がソ速から購入した3ロール式高精度管圧延機が縁動を始め︑これと蔑速精密ピルガミルと

㌔●昌；亀8．

東電が米から
燃焼管理技術

広印原子力婁員長儀理︶は︑八月査資料霊﹂は︑現在の原子力局調

N半の検討結果まとめる

体制懇が報告を提出

を組禽せた被羅管の冷間仕上げ工程によって︑GE︑WHなど核燃料メ⁝カーの厳しいスペソクを満
足させ︑薄肉で寸法精度の良好なジルカロイ被澱響の製造が可能となっている︒︻二季は3ロール式

零9︒㌦

〜︑原子力委貴会に︑婁員会

これを採用しないこととした︒

これを採用しないこととした︒

要とされた朝旦等にかんがみ︑

る︒しかし︑薫法

原畢力音頭

そえるそうだ▽さきにできた茨

城梁の

ては異例の試みV五人の女性の

のだが︑原子力PRの手法とし

微築が︑原子力関発のPKに役

り配暫ばかりではなかろう︒

立ってほしいと願うのは︑ひと

東京都千代照鷹丸の内2の8

本

窩糟慶管圧延機︼

について︑広麗囲な覇笹が可能に

た品質面でも︑水玉化物の方向性

装罎が据付けられ︑ビルガーミル
なり︑核燃料メーカーの厳しいス

波探偲下馴︑長尺オートクレーブ

は︑総工聯費約三億円で︑政府の
仕上げによる畏尺ジルカロイ被覆

住友金属工業の騒産第一期目据

瞬塵技術振興綴金による開銀融蜜
ペソク卒満足させ︑さらに今後予

月からはソ越製の3ロール式高精 想されるジルカロイ被覆讐03薄因

︵金利六・五％︶約一億六千万円 測串製造してきた︒きらに今年六
程度箪受けている︒このジルカロ
度管照錘機が稼動を始めた︒この

響については︑実鉦性の醐で︑ま

しかし︑国塵のジルカロイ扱覆

る︶の被畷管がすでに国内燃料メ
ーカーに提供されている︒

で処理し︑被官管がくろ光りす

クレーブ処理︵高温蕎圧の蒸気内

のチェソクができ︑さらにオート

乳フ処理後の衷面次況︑残り等

条件︑仕上げ条件とオ：トクレ

本格的な稼動によって︑冷閥加工

また長尺オートクレーブ装認の

うになっている︒

向に対しても十分に対魎できるよ

化および寸法公爵の厳しくなる傾

イ被覆管生産殺備は︑駿造能力が

入された素蟹が＝個のロールで庁

圧煙機によると︑マンドレルを拓

ント規模で︑献金では一部の設備

隼旧約五万層のパイロソト・プラ

延されるので︑2鳳ール型の精踏
ピルガーミルのように大きな圧下

堰強によって約十万層の製造能力
まで拡張ができるとしている︒

駅をとることはできないが︑これ
豪でよりも薄肉で寸淡粘度の良好

墨壷第一期工揚では︑眸庫十月

完成以来︑勘羅糟蟹ビルガー ミ
な被既管の騨迩が可能である︒ま

漏壷処理室︶は合庫三月から藤田

ル︑畏尺旧臣膿鈍炉︑萬精度超欝

工事の最盛期迎え
組が建設を進めているが︑い謹総

建屋工事は内袋を含めて今年十二

一走歩酪は三八％oこれら各糧の

た﹁む2定係港
麿森県むつ市に盤設中の撤子力
船建係湛は︑累年五月の﹁むつ﹂
月十五日が納朋となっており︑岡

峯

だ氾力会社に採溺されるに至っ 修正響の作総堀進め︑岡臼の報皆 後となり︑昭和四十五年四月から
ていないのが現状である︒この となったもの︒
契施のはこびとなるもよう︒
ρ乙︒．8．零ρ．．

▽基本的な考え方わが国の

原子力関係機関体制問題墾談余の報告は次の通り︒

原子力関係機関の体制を審議す

研︑鋤燃漿業圃︑原船劇画醐の

▽次の各禦項については︑さ
らに倹討を進める必要がある︒

原

に︑常設の部会を設製し︑空と
して原子力婁員のブレーン的役

三法入による現在の研究開発体

制は離述の基本的
な考え方に立脚し

一︑原子力に関する基礎研究
に関し︑大学および原研の協力
人の業務実施上の

関係行政機鋒の協力蘭係︒

二︑放馬線安全響理のための
徳構の整鮪および︑これに伴う

てゆくべきであ

て︑今後も維持し

▽原子刀研究開発機関
この耶蘇のメンバーは参与およ

騰りを果たさせること︒なお︑

び魯門婁員の中から選任する︒

梱互関係および科学技術庁との
関係については︑きらに検討の

行簿に伴う総合研究開発機構の

三︑新しいプロジェクトの遂
うえで運用の適切化を遡るとと
もに︑黛法人と原子力裂員会と

四︑動力炉開発等の大型プロ

あり方︒

ジ諜クトの断面に要する献金の

．6︐零〜含7t塾︐亀驚岬亀
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業
産
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子

原
回航を鶴に︑各禮工事が論調に進

︻写翼は核燃料交換糠山野麗の

鰻盛期を迎える︒

b漕 地ではこれから︑いよいよ工臨の

鉄働︒手前は核燃料取扱蜜の暴礎

工︵鹿遇建設︶した係船岸壁工臨

められている︒一昨年六月か

はほとんど完了︑細部の作まげを

篇ンクリート︵打設中4︸

委員会の事務のとり豪とめ等
に専任する著︵たとえは参禦
官︶をおくこと︒調査馬料窒

の調査栄転に専従する醐査諸悪
室を設けること︒また︑原子力
るに当たっての墾本的な考え方
は次の通り︒第一に︑わが圏に
用は︑原子力の平霜麟用による

は︑原峯力委畏会の企醸機能を

薫︑原子炉安全専門審査会に
調査委員をおくこと︒鋼査婁員
は︑原子炉の安全に関す

の接触を密にすること箸によ
り︑各機蘭の使命を達成で蘇

68L竃．二竃9︑署多

数隼度にわ瞠る辛勝黄門︒
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るよう電工すべきであるQ
なお︑黛法人を合併して澄久
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SPECIAL

おける原子力の研究・聞発︒利
薩業基盤の強化と科学技術の振

興を圏的として︑これを拍進す

懇懲馨総懸獲麟
へきである・第二に︑原子力平

和利用は現在のわが国の経済体

あり︑それぞれの限られた資金

調査分析および勢子力婁奨会に

強化するため︑内外の譲麟偲の

制のもとに︑隙醐として国と民
間が協力して推進すべきもので

効果的に活眉する必要がある︒

と人材を︑できる隈り集中して

齢する適切な混浴の提洪箸を行

を効率的に処理できるよう審査

譲舗
なう︒なお︑調査籔凝整および

婁興を補佐するものとする︒

原子力襲鷹
会の性格は現状通りとし︑その

鰹任者は︑機構上は科学技術庁

▽原子力雑器会

誤された任務癒︸魔十分に遊行
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事
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なお︑原子力婁員会を圃籔行

するため︑次の通り灘構諏の改
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馨鍵磯
イノチの発墨の結果︑四つの別の

れも現在のトカマクと同じ位のス

いず

定は末だ闘擁的なものに留まって

鷺無論讐論難⁝力萎鷲

乗のプラズマが作れる予定であ
る︒これをT−10と言い︑目下デザ

三無四 月 に ︑ 訪 米 中 で あ っ た ソ

連科学アカデミー会艮のアーチモ

ーターを変化して︑スケーリング

ケールで︑磁煽の強き箏のバロメ

の法則を追求しょうとするもので

いる︒従ってイオン︑電子速度分

度五〜十KeVにいま一息という布が︑本当にマノクスウエル的分
ある︒その㎎提案をしぼるために

である︒これは核融含炉の鼠標温

布となっていて︑温度千万二等と

インの可鰭盤を検認中ということ

轡えるかどうか未だ判然としてい

マクの粟験繕果は︑アメリカ の

核融門門に大きな影響をもたらし

闘としてもほとんど闘懐億に到達

ところであり︑プラズマの保生時

ヴィノチによって発表されたトカ

いるように︑モスクワのクルチャ
この四〜六月にかけて︑幾つもの

︸

￥

↓次蟹
一

／心
鉱

霞本での研究には

て来たことを思うと︑大きな方向

ミラーを中心として十五琿闘続け

所で特定総舎研究に指定された核

がなされていた︒今回原子力研究

究の一環として唱題されている︒

このレーザーの実験で︑量子の逆
農分布が︑正確に測定出来る予慰

異常ロスを追って

しかしこの禰の予測は︑あくま

なくなる可能性もあるわけだ︒

で現在の実験結果からの外揮であ

Cの掴当者がこなかったことで

核燃料軸送︑それも薪燃科な

曲にされている醸じだった︒

ら当然かもしれないが︑少し罵

い山と︑危険ではあるが困難で

﹁困難ではあるが危険ではな

で︑約十五分で一箱がすっぱり

通の荷物よりはいろいろな丁寧

のとがある﹂︒と読みかえたら

はあるが安全な措躍のとれるも

後久豊艶

と考えていた

って現場にこないのが悪い慧味 の話である︒しかし︑やはり普
の﹁お役所仕箏﹂の典型として

どうだろうか？

塗

窃

石灰蜜素

りに︑轟体に流れる三流で澱き換

ラズマの安足︑平衡と加熱が別々

り︑正しいか正しくないかは︑翼

近い数蕉闘で︑今投げかけてい

一九六八無刊︶

ソトーにする日航なら極めてあ

けた作業員達はえらくあっさり

ある︒もちろん危険だからとか

ら余程の罵鹿なことをしない隈

機内に収ってしまう︒都合八箱

︵G鶏や三井の関係者︶もせっ ている︒聞けば日航でなくパン

映ったわけである︒S氏やK氏 で慎璽にした方がいいに決まっ

｛

えたものである︒これによってプ

性も高められている︒ζの装澱は

にわけられ︑同晦にプラズマ安軸

である︒そのためには︑支捲棒を

なくして実際に内部の灘体を浮か

験をしたときに初めて驚まるもの

いている︒超伝懸コイルは流体ヘ

なってくる︒いまの超伝導コイル

す︵︼じ⑩くμけ節けΦ︶ことが︑必要に

中にでも行なわれるであろう︒そ

至言されていて︑希望的には今無

うすれば果して異常ロスがあるか

にサーボをつけて浮かす実験が今

ラズマはその支特樺にあたって失

どうかが判り︑新しい研嘘の行く

ズマ信このコイルの豪わりを取り

なわれる︒それ以外に磁場に敷角

が︑また︑それを押えるかどうか

上になってかなりはっきりした冤

る異常ロスの難問は解決し︑その

道が定撚る︒

が︑今の大きな研究課魑である︒

通しが︑核融含の将来についで立

一

その研究が進められてきた︒簸近

ーー

つのではないかと考えられる︒

︐

須
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て生じた鮒流渦の影響として計箪

外㍉B5判︑

コンフリート工業協会︑一〇四

した理論で︑一応説明がつく︒従

この残りのロスも︑支持捧によっ

た︒︵全体の十分の一︶︒しかも

が︑ほとんどなくなることが幸う

性ガスのない状態では翼常ロス

て変化することが判り︑とくに中

常ロスが︑申性ガスの圧力によっ

このスフェレーターの実験で︑異

その理密として対流渦があげられ

いる︒その異常ロスが何によるか

に外に出る異常ロスが見つかって

囲むようになっている︒従ってプ

ワウム容賠に封入され︑容器は寛

って︑トカマク プリンストンで実験されており︑

醗はトカマクとスフェレータi両
用兼ねられるように繊来ている︒

最終的にどちらをとるかは︑謁来

っている︒

得る限り将来に延ばせるようにな

持捧にふって吊されている︒プラ

この三月からは超書芸コイルを用

えられている︒

のデザインが考

らは︑一九七一

予箪さえ酊能な

〜二無ごろには

饗13よりも大
きな規模のもの

しかし前にも述

が作られよう︒

べたように︑トカマクの結渠は

ないので︑い豪の甘菜で︑単一の

未だ完全に悟頼するには至ってい

DCXをやめて︑その代りにトカ計上されていた関係もあり︑も

全部を賭けるのは感心できない︒

冒的をもった大年羅を作ることに

ユーラトムで核融禽関係の予騨が

し︑譲工するとすれば︑比較的早

て︑プラズマの半径とトーラス主

日本でも名古匿大学の出本研

できるというような結論はさけね

スフェレー
ターの成果

って︑この隻持棒を取り除いた時

に︑プラズマの異常ロスが︑全く

ナムにした一つの理由には到旧

スフェレーターは劇にも紹介さ

かくの日曜臼を返上して空港に

ラスDC8では空陸に曲論があ

地大阪盛港が狭く︑日航のダグ

れているが︑トカマクの竃流の代

鼻くできるらしいが途中で私の

来ているのに税金をもらってい

るという点で松尾社長が﹁ノン﹂

いう機運が高まって来ている︒核

能表示ラベルがはってあり︑ト

八︑勢のため︑何圃かリハーサル

るお役人がこないのは一寸ひっ

が︑それをトカマクで搾ろうと

ウシロ！の私は八︑勢カメラを振

をしてくれたらしい︒そのおか

にバークレーにあるAEC瓢務を出したのだそうだ︒翼偽の点

かかった︒那須氏も岡蔽見で逐

異な︵田一3の二倍位︶装置が副

り回して機内に張込む作業をと

トのフィルムはあっどいう間に

げで櫓下高価？なスーパーエイ

団長とする測定団が︑ソ英共同研

りまくった︒ところがである︒

雌憲鵬
翼かちょうど一年箭のこの

した︒ところが︑本来の口任者

は知らないが安全第一主義をモ

﹁窓﹂に使用済燃料の輸送のト 何しろ︑機械化の好きなアメリ

たたし︑一つだけ文句をつけ

擾い翼の陽が輝くカリフォル

であるGEの立会人も何だかソ りそうなことでもある︒

ークリフトやコンベアーを利零

エアの夕暮︑美しい空を側ぎな

カさんだからいとも簡単にフォ

たいことがあった︒それは本来

ワソワしている望遠︒どうして

ランク上乗り物語を眠いたが︑

してボンボンとボーイング七〇

核燃料翰送の許認可と検査の費

がら私はちぎれ雲の中に消えて

七へ讃込んでしまう︒白い作業

氏のワイフと坊

任があるはずのアメリカのAE かなと思ったら愈瞬のかげに彼

今痩は使用蘭の燃料の輸送に立
会ってきた︒

このフレソシェ・フ篇ーエル

本の原羅敦賀発電所用のそれで

考えてい陀︒﹁安全﹂とは何だ

行くパンナム機を見送りながら

ろうかと︒そして︑かつて山歩

やがパパを待つ

ービスのうるさ

ていた︒簸鷹サ

と木箱を扱うのである︒もっと

あるわけではない︒ほっておい

安全だからという技術的問題が

コータ墓が安藩U

使用前燃料の輸送

はGE社製のBWR羅料で
眼日
に念いパンナムのマークをつ
ある︒原鷹からサンノゼ︵カルフ

ォルニア州︶に派遣されている
邦須氏の好蔽で彼の家に泊り︑

きをしていた頃︑覚えた若き登
線をサンフランシスコ空港にひ

も︑原躍のチャーター機で他の

山家ジャン・コストの次の露葉

いアメリカだか

た走り︑夕方︑同僚港内のパン

荷物はないから早いのも箏実

土力には︑﹁爲険ではないが安

はない山とがある﹂︒そして原

を愚い出した︒
ナム︵パン・アメリカン航空︶

翌田暇日にハイウエー一〇一回

所を呼んで検査富を呼ぶことに

なので︑この結果によってトカマ

になろう︒この測定縞果は九月末
にソ運のデュブナで麗かれる︑ト

ーラスの国際会議で葺ければ判
り︑遅くとも物腰には結果が公表
されるであろ罵る

このようにトカマクの良い紬果
があるとはいえ︑未だ幾多の闇題
点もあり︑転た外挿して紬果がど

で︑単純にソ連の績果をうのみに

こまで行くかという闇題があるの

は出来ない︒

米国とユーラ

トムが追試

斑物部にたどりついた︒

り安全性に闘題はない︒たと

そこでアメリカでは︑プリンス

てもコンピューター氏がきちん

パラメーターが全鄙定まることに

だ︒しかも毎日曜日の軸送たか

プでプラズマ半径を三分の十倍︑

大きな木箱に収められた一箱

トン大学にあるCーステラレータ

ウラン燃料の価値が消えるだけ

え︑飛行機が墜落したところで

なり︑箋験的にプラズマ保持の要

にはいくら日曜田だろうとサボ

と仕甥をしてくれる︒たた︑私

積むのに一

全とはいえないものと︑危険で

ら他の荷動きは少いという誕︒

ーター利用で地上へ姿を現わし

式︶に瞭かれており︑謙ンピュ

ピードだったQ爽際にはもっと

賭闘足らずというス

た︒英語で原論へ株︶敦賀行と

︵燃料集含体︶は愈曜︵地下 私の立会った時は数回園の慮

弄り八本の細添いアセンブリー

トーラス主半径を約二倍︑磁揚を

なくなってしまった︒

クについての結果は確定すること

カマク津蟹墨金として︑かなり大

タ発生保持駄馬があげられている

融舎研究の一つとして︑申間べ！

従って︑今デザインされている装

マクを作ることになる予定であ

マ保持時聞として︑アーチモヴィ

究室で︑トカマクの小規模な実験

考えられる︒

ッチが発表した駿値は︑将来まだ
までのオークリソジの研究方針が

半径との比を大きくしている︒今

みであるが︑口舌の配位をかえ

る︒この案では︑規模は？13並 く作り上げられるのではないかと

團されていると伝えられている︒

トカマク概念園

らの提案が採択された︒これは︑

ジ国立原争力研究所の核融旧都か

婁員会が開かれ︑績周オークリソ

ない︒それ故︑春寒混度やプラズ

トカマクの原理は︑磁場のコイ

することになる︒

た︒漸上等によって艮く知られて

トフ研究駈にある低ペーダートー

ラスのプラズマ保籍園山トカマク
ルをドーナツ型︵ト〜ラス︶に並

氏

獺糖る1襲に

今までそこにあったミラー装羅︑

が流れる。

ム核融合研究所からピーコソクを

ヨーロソバでも仏便共同のト

転換である︒

急に︑核融合炉はトカマク方式で

変る余地がある︒従って︑余り早

を滋り」イル

プラズマ（蛇心の
二次巻紛として、
プラスマ中に門流

光で測竃するために︑英国のカラ

今電子二度分布を直接レーザー

ばなる家い︒

／＿＿

表示された木箱には黄色い放射

東京都千代田区三楽町1一10

セメント

4

ーを改造して無内にでもτ一3と
それゆえ鴻に述べた甲一10への予 岡じ位の大まさのトカマクを作ろ

B五傍にして半径五十磯麟トー爽の解析が︑罪常に困難である︒

ラスの主半径︑約二頁移屑︑磁煽

トカマクの緒果の再現と︑レーザ

うとしている︒実験の主眼点は︑

この提案以外にも︑アーチモヴ

測定を試みるところにある︒

；測定を含めての︑より鷹接的な

想は︑あく濠で経験的なものであ

残された疑閻点

に実験を行わねば判らない︒

謬りにT−3でも︑いくつもの
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アセチレンブラック

で︑耀子温度圏eV︵千乃度︶︑
り︑そこに蹴漁を流して︑その羅

いうものであるハ図﹀︒従って実施

臨、

り︑予定通り行くか否かは︑実際

イ

メラミン

イオン湿地二百eV︵三百万肢︶︑ べて︑その内部にプラズマを作

プラズマ密度一立方移耕当たり三

×†の†三乗のプラズマが十〜 流 で 一 挙 に プ ラ ズ マ の 平 衝 ︑ 安
¥ゾ秒にわたって保持された 定︑及び加熱を行ってしまおうと
．と発蓑されている︒この繕果は︑

らし

昨夏闘かれたノボシビリスクの騰
際会議で雷われていたこととほぼ
陶じであるが︑その時には測楚方
法に不確かなこともあった︒特に
イオンの温度の測撮は︑聞蕨的な
荷躍交換断面績による測足のみで
あった︒その後︑イオン温慶は核
融禽反応によって生じた中性子か
らも測走きれ︑このイオン温度が
削の測冠値と一致していることが
雷われた︒これによって︑核融禽

ク

腱係尖々のトカマクに対する評
価が急趣に蕎まって来た︒

トカマクの実験結果
このソ 連 の 発 表 億 に よ れ は ︑ 今

装圏の建設は比較的簡単であり︑
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瓶
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四 二馨

聞

日
産
力

原
豪で他雫ーラス装醒によって得
られていたプラズマを︑温度︑保

の見解によると︑このプラズマ保

になる︒しかもアーチモヴィノチ

持蒋間共に︑約十倍越えているこ

カ
ト

持時閥はトカマク理論多想僚と
ほぼ一丁している︒このことは︑

されていることを懲昧し︑将来つ

大きな装躍が︑観舎に短期聞で出

現在のプラズマのふる耀いが理解

くるへき装置のあり方が判ってい

来る︒そのことは︑しかしながら︑

ると雲える︒アーチモヴィソチの
考えている次の装澱は︑今のトカ

マク︵田13︶のスケールアン 岡鋳に躍流によって︑プラズマの
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の強さを五万ガウス位にし︑一九

七五無ころまでに作ろうと試みて

いる︒もし結果が苧想通りになれ
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雫

保持隠間O・三秒︑蟹度十の十四

その飽和傘撫類

新大手町ビルヂング

活と産業を化学で結ぶ

㊧

ゆの
なレが

彰

礁
数年後に将来への見通

スチロール

東鼠都千代田区大墾町2−4

本社

1

化学を通じてあらゆる産業に奉仕する

一・
庄
川
裂湊蚤寄読三吉

二化ビニール

日本轟 轟
日

農薬・医薬

一

カーバイド

化学工鑑藥晶

の成果力
マ

一一

（4）

第490号
第薫種郵便物濾可

新

昭秘4鋒8月28B

