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三年間に五十七億円

の黛産技術の聞発信ふつ化ウラン
ガス拡散技術開発について陥腰の

ために必嚢な設讃を行なう︒この

いる︶および集約化弐心分離機の

心分離機ハ動燃が特鉾をもって

高等磁心分離機︑二二円蘭型遠

〜十万回紙／分︶の開発尋行ない︑

に非接触静臥縛および軸受けρ七

ノ秒以上︶の成型加工技術ならび

は︑礎祝園心肺︵周辺耀肢隣藤麿

牲能遽心分離機の開晃について

適分離機構の遡燈を行なう︒②尚

拡散遠心技術の見通しに
原子力婁員会は︑八月二十八β︑ウラン濃縮研究懇談会報欝および︑これに猛つくウラン蔭緬研究

聞発基添二二を発或した︒猛本計画では︑ウラン濃縮研究麗発の聡要性を考曝し︑ガス拡散法およ
び遠心分畷紘の両方武について︑①昭和四十七年康でに技術的諸閲題の冤通しを得る︑②昭涌四十八
奪回酔は両方式の研究開発の成果を評坐し︑開発の方針を決めるという二段贈にわけて研究闘発を進

ウラン濃縮研沓慧談会は︑本年
の総久試験を得なう︒②六ふつ化

システムとして

試侮および︑運較試験を行なう︒

⑬システム試験

る藁紙賦験を行なう妙㊥関総懸術

逮心分離機泰斗の組み合わ廿によ

の関発は︑濃縮工程のシステム解

ラン濃縮研究運議会離を設聾し︑

学識経勇者によ︵て構威されるウ

ガス拡散法では︑⑦隔膜の開発お

母︶に要する亜聖面の褻付けは︑

ｭおよび試験に六億七千万円︑

壁心分離法では︑①分離機講の

の胸騒︑検酎を行なうことになっ

毎贈の異施解糖および︑笑施綿果

⑱関連技術の開発にと億円︑④カ

および運転試験に九億⁝二千力円︑

六ふつ化ウラン鮎環ループの開発

よび特牲試験に八億四千万円︑②

験に七億四千万円︑⑤建蟹に￡更

万円︑④カスケードによる総合試

円︑③関遡技術の開発に幣舞踊千

②薩牲能遠心分離機の關発に＋億

第一船の建替︑核燃料の開雛に予

憧

なお︑照秘四十五嫌笈購騨螢魁

も考えられている︒

査弊璽︵あるいは保雛窺︶の設躍

擢櫨の鴛重重から・国際協力課に

プの設癒︶などがある︒また保陳

の研究開馳の準備︵篇温ガスルー

っている︒

し千万円︑合謙三十階一千万とな

十月には︑活動に入る兇込みで

㎜…

た︒この会議の遼営活醐は︑今町

スケードによる総食試験に三億匹

禽計二十六億鰹千万円である︒

千万円︑⑤建家に二億三千万円︑

ある︒

また︑この両方武の第⁝段階の
研究開発︵昭和四十五琿〜四十七

N度予算要求決る
高温ガス炉の開発など

科学技術庁は︑八月二十六B︑
昭鵜四十五難度科学鼓術庁患蜘施

とくに﹁原子力開発利胴の筑

搬を発日した︒

の建設藩手︑ウラン濃縮研究醐畿

進﹂では︑新型転換炉︵A﹁巳R︶

の推追︑多囲的原子炉研究闘鞘の

これに伴う予璽要求額は二箆⁝

野壺などがうたわれているQ

逖Z酉甲力円で・めりΦが︑照動力屑炉閣一

二選千九菅万円︑︵債︶八十二鯉

騨のウエイトが大きい︒これはウ

動力炉朋鞘は別として原子力

発関係は別枠璽求となっている︒

術の研究關発を行ない︑カスケー

術︑原料六ふつ化ウランの製造技

ン籔源砥保のための︑海外ウラン

ラン濃縮技術の研究開発とウラ

析︑六ふつ化ウランの分離糟製技

ドによる総合試験のために必要な

探鉱調査︑さらにプルトニウムの

なお︑枚慰戯実用化のためのプ

ラズマの閉じこめは︑イオン温度

秒程展といわれてい

町は別衷の通りである︒

鵬脳︶o

界の協力ムードは強い︒

在の﹁趣嘗会講﹂に翻るまで︑学

で将茨計幽をたてたころから︑現

らたろう︒この分野は騨術会議で

しての研究の齋積が物を騰ったか

程たのは大したものた︒岡全体と

なお、宇宙。動力娩鵬発費として238億8千5由万円が別枠として離！され

ト研

2，049

二億度︑嶽展千兆個︑閉し込め
時間十分の

るが︑米︑ソの研究でもまだ選・
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め︑第皿嘆階では内閣＋六懸五千万円が必要とのべている︒

石月︑山窟太三郎磁子力世銀ぷ座
製造技術の開発は民閥企業︵現晴

ン循環ル⁝プおよびその他の工学

ウラン循．夙ループの開発について

的研究闘発は原研が翅幽すること

長として設置︑約ニカ月にわたり

成要素の試験を進め︑圧縮機︑熱

の四姓試験は理研︑六ふつ化ウラ

交換器︑肱散筒警を組み込んだ六

点では住友電工︶に婁託し︑踊膜

の報億潜をうけ︑原子力婁員会の

になった︒なお︑瀬田施設の口口

は︑軸流弩編機の義脚︑軸受けおよ

検詞をへたもので︑今後のわが国
ふつ化ウラン循製ループ︵臣縮機

鱗細管臆ね︑このほε報謝轡ハど

のウラン濃聴研究開発の饗塞方針

容魁約二胃KW︑配管謹三二三十 による試験は昭和四十七郊以後に

り家とめたQまた︑暴添田灘はこ び圓転翼︑払数闘鋳循環ループ描

というべきものであるQ

動燃は十万野草へ

なる見込みである︒

ついては︑纒顯工程のシステム解

燃中愚子炉への利用技術の研究開

設翫を行う︒この逮心分離払につ
いては︑動燃珊簗国がいっさいの

智どが綴的に進められるか至

隔心分離法については︑①分離

運営会議が評価

研麗開発を行なうことになった︒
︵周辺二軸約三胃五十癖ノ紗︶の

機構の麗発は︑各種軸心分離機

達心分離法

怨麟︶の試作および運転姓能試験

これによると︑まずガス弘数法
析︑システム制御技術︑穴ふつ化ウ

を実施する︒③関連技術の闘発に

では︑①隔膜の罷発および製造法

ラン分析技術︑六ふつ化ウラン耐

ガス拡激法

工学研究は原研で

については︑アルミナ︑テフロン

い︑カスケードによる総食試験の

食佐新材料などの研究聞発を行な
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ドリフ

に測定器をつないで水田原子のプ

イルが収められ︑合謝十二催の穴

ラズマの損失を防ぐ研炎などを進

わが国独臼な研究の発展が︑十二

ってゆっくりと移動する

功︑脅嚇にプラズマが塵隠を横ぎ
八日置同研究所移管含研究室︵室

融合研究驚長ら九名の研究員によ

を追試したものではあるが︑森核

プラズマ研の吉川庄一氏らの成果

れている︒

第一歩を印したものとして詳価さ

究が米︑ソの水準に大脳に近づく

っている︒

分に期待されることをうれしく思

めることができる中間ベータ隙ト

めると共に︑四十五館曳にはより

と

ラズマのふる無いを調へる小型実

を︑千分の一芸にわたっ

大河トーラス

ト運動
㎜月究成︑四

氏のいわゆる

長禽照門︶が︑本篁

ドリフト運動をこれたけ長い聴

この実験は︑昨年七月原子力省
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験警櫨で︑米GGA狩の大河干泓嵐灘︑島密度のプラズマを聞じこ
トーラス型ヘクサポール核融合実

合炉に近づく研究を越める讃画で

ーラス装醗の建設を翁ない︑核融

員会が決めた核融合特定総合職究

ある︒A薗の実験は︑わが国の研

原研の実験では︑イオン温塵約

原研の笑験はまず第一段階とし

は嵐界的にも珍しいことで︑JF

陳理的には岡じものである︒

マの閉じ込めと︑ドリフト運動の

のとして注鼠される︒

T⁝1のすぐれた安定慌を示すも て︑大河氏や米プリンストン大学

験無謬︵JFT11︶で︑プラ講
ズにわたって継続的に測定した例

の実験成果として響表した︒

測定を行なった絡果を︑初期段々

十万度︑鑑干湿勝三万〜万万麗︑

伏見康治名大プラズマ研究所畏

談今翻の実験は︑知恵は大河

これだけ短期間に実験成累を上げ

一・四一薔︑嵩さO・国議の円筒 の成果をあげたのは︑わが圃の核

一立方郷雇当たり一醸から十癖飼 の鏑一段階で︑JFτ一1は藏径 って︑きわめて短時閻のうちにこ

一
の水素イオンプラズマ︵低ベータ

である︒

罵︑吉川齎から識りたものだが︑

ｫ体︶をつくるリング状のコ

型の翼準箱にヘクサボール平滝

﹁＝

て逮続的に観測した︒

原研ではJF田11でさらにプ こうした申で︑より耀い段階へ

及ばない現状であるQ

ている。（本年度予算は宇宿約57億円、動力炉開発約134億円であった）
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灘纏鎌馨羅鐵鞍懸繊懸灘鑛⁝⁝

UNCの株式取得で
さ6に︑現在の核燃料萄揚の実
態を蟹引するならば︑米雪乞にお
いてはわずかτ紆だけがこの分野

いものである︒

五％にとどまるのに較べて︑UN まず蓬髪抗を掘り︑豪ず彰彰を︑

独雛法門反を指養する松拠になCのそれは一九％にも達してい つづいて検出舘をおろす︒線源で

メリーランド大学などで海鷹鉱﹇

る︒圏下テストの段階であるが︑

物の検査に荷渤に使用されてい

海底のマンガンが放熱化されて放

放獅化された極超短帯減娚の放射

ここでUNCが縫保したウラン 性罰位発紫は炭化水蟹の存在を検

ったのは︑CEがUNCに対してる︒
記する﹁ヨコ向きの合同﹂効果で

ンの賦浄脅知る方法で︑うまくゆ

繊するガンマ線を検出してマンガ

けは︑一郊以内に中島大⑳洋岸の

出器に示す︒テキサコでは︑倹査

鞘鉱はポンド八逆で買い付けたも

は稼鋤率九〇％

ノノノ多〆話⁝ノノ雲

六九隼四月十一日︶と捜面一鋤力協

⁝塗している︒

ル法で持ちこたえるであろうと主

⁝

必襲であるなら︑ジェソト・ノズ︸

のであり︑もし︑小規模の工婦が

う︒

るなどこの方法の異用化のための

ジェット・ノ

その外︑地蟹轟老酒の研究虜︑

沖で本格附な検査に使用されよ

あったが︑今圃の鞠決では岡時

﹁タテ向きの合併﹂︑唱い換えれ滋虚を通して確保したウラン保有

いずれにせよ︑幡羅への気選か

騎点では核燃料弟揚においてどの

ベーカー氏によると︑米圏で濃

利と考えている︒

ーカー氏は︑依然ノズル法が有

ルスルーエ研究所のアービン︒ベ

式に固まりつつあるが︑爾独カー
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探鉱協定結ぶ

いる︒

ガスを使用するカがよいと儒じて

は︑ヘリウムよりハイドロゲン︒

ろう︒ベーカー氏は︑媒体として

ニノト嶺たり五千五薫KWHであ

定している︒醒力感要魁は毒ユ

この評価は︑穣動軍配〇％卒仮

計
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の分離作業黄の課価ゆ報告した︒

鍛近︑闘氏は︑規模七首M旬U

磁位の設講能力をもつものである

． 周氏が溝えている工掃は無闘五
欧州の櫻縮工場建設謝爾をめぐ
って︑壁心分醗法と孤数法の二方 箇〜千メトリソク・診の分離作業

西独ベーカー氏

ズル法が有利

さらにかもし出されるとして︑現

システムを検醐中︸

狡購
術入
を改善し︑その遠鹿を早くす
にCEがUNCの上に二季する のであるが︑これはAECが

懲澗されている︒

は観客による供給者の翌春効果もの動向とは無関係であった︒

すなわち︑UNCとC猛との関
化をイエローケーキの駒顕実績で

ことは烈難である︒

カリフォルニウム躍を利用
緩を速してアメリシウム講︑キュ

もの︒アメリカの超ウラン冗紫

含︑現在のガス拡散引揚の能力を

副麟では0祝NしのHF工Rで縮
本役務の需要がピークになった場
奪隼三月寒でに二十二︑ゾ鰯が製造

ズル方式ぷ採黙する工揚の実用化

補うものとしては︑ジ晶ソト・ノ
非犠に高価であるため︑原子力

以外はない︒さらに欧州の状勢に

された︒

委貴会では使用餐に貸与する方式

おいては︑この方式こそ翼に経済

諸氏の考えは︑欧州で必要とさ

的に優位にたちうるとしているQ

れるような大規模で経済的なガス

れば民聞産業への商業的な貸与が
テキサコに対して初めて爽施され

をとっているが︑飯近の禰報によ

た︒これは︑石油と天然ガス井の

拡散工擬一1年間分離融業蟹が︑

るまでには︑おそらく︑多脳を要

トン・ユエソト︶一が建設され

六千〜七千MτU︵メトリソク・
百マイクロ修の二つの口供を使用

でつくられた七十マイクロ修と七

するもの︒テキサ謙では︑炭化水

検査にサハンナリバーのプラント

ウム蹴はプルトニウム㈱を原料

累の賦伊が推定される者石層に︑

ラプソディ

大欧州泡紬

子会剰︶と三朝闘の旧英領ギアナ

イタリアのソミレン妊︵面N工の

ガルガメ

ラベル

の

ル

備︶とC亘RN用泡籍

一七艶種︶で大きく発展する兇遡

基礎研究の分野

コフ加軍装醒に一九七〇年初頭装

丁濠で引上げられ︑実験用核燃料

照射の当初核燃料は五万MWD／

しでCEAとEDFの協力関摂
での
婿成織をあげ︑益万MWD／思調を結んだ︒
ルギー共通のチアンジ晶原子力発

緊密化がはかられた︒ことに仏ベ
C烈AはEDF︵仏羅力公議︶

は改装中でプロト

ン注入装醗︵二十MeV遣線加趣

サチ謡ルヌ

に進んでいる︒シンクロトロン
理学︑職エネルギー微順子物理学

装醗︶が装備ざれキャパシティが

では六刀五千MWD／ワ﹃の照射も 生物学︑生体物理学︑原子力物

GG鷺型原子力一躍所賎シノン スのカイゼルアウグスト原子力 行われた︒現在の改良工事が完了

広範で企般的な列雛は難しい︒主

聖体物理学︒プラズマ物理学など

職所の詠子炉技術の研究とスイ

九七〇年中に熾出力は二万

・多︑・・オ・・グ驕︵ム

る︒ソミレン掃とはすでに昨年モ

世界有数のウラン鉱をもってい

エリオノト湖︵オンタリオ州︶に

万避︶︒ヂニソン・マインズ狩は

闘探査協定を結んだ︵鳩岡約三酉

とケベノク州におけるウラン鉱共
し︑

すれは高遠中細子束は穂懸増加

だす︒原子力物理学用として現在

醗最高のエネルギー朱の欝倍の強

代表嵩は浜

一

鍛話

佐所土取都鐙勘区北

九一八よハ一七一︒

大塚一−十六一六大塚ピル

崎箪二郎氏

原麗入会

北海進ピー・エス・コンクリー

一

ん矯野／多／／簗

国︶でウラン鉱共岡田萱協定を粘︹

十九日運転開始︑六十万MeVが

デ・ムリジエ︶紅一九六九年二月

溝∬波圧子加速叢麗︵オルム・

再開︶︒

拡大される︵一九六九年九月運転

の︼露呈姫︵七難KW︑二十万K発艦藤島︐設への応札︐の研究に関
一月七日にサンローランー眉炉

︵四十八万KW︶が臨界し︑蹉月

畦四日送電を始めたQこの発澱所
は炉心と黙交換盟がPSコンクリ

生体物理学巨高亀界︵七万エル

度をもち新しい分野を開拍でき

ト︵株︶

eVで一一％豪での髪上した糟密

エネルギーで一％から四十二万M

ステッド︶におけるファラデー効

四千KWから懲懲七千KWに引要
上泓礎研究は次の照り︒
︶︒マルクールの原型姫フ

野合体︵核敵︑プロテイン︶の鍋

れ︑醗隔地または商船薦PAτの 性子炉の競功は外困の関心をも爽

九六九隼留鳥潔工されたO縄遡中 成︑九月から馬験が始薫るが︑生

シモ
潜水艦用動力炉を建設している︒

ラン用の黒鉛25核燃料の研究門発 を採用し︑CEAは海鷹の原子力げられる︵ラプソディ・フガルテ

世界で運転されている謹線加独装

も進められている︒殖設中のサン

果灘疋装擢が一九六九卑初頭門死

工箏が予定逓り進行している︒

原型炉︶も順調に運転が続けら

ローラン2讐炉︑ビ訊ジェ︑スペ 家たカダラーシュのPA田︵陸上 ェニソクス︵二十五万KW︶は

擢進についても濃縮ウラン軽水炉

﹇i卜製ケーソンに 統合 したG
GR型としてはもっとも進んだも

﹁仏CEAレポート﹂から︵下︶

高速炉開発が進む

W︑閥十八万KW︶に碧いて今年する協力卒．強化したQ原子力船の

て研究躍発を進めている︒

するだろうとの仮箆にもとつくも

物質として中性子吸収︑ベータ崩

して注麟されているカリフオル徽

適轟に旨いなど優秀な中織子源と

さらにその酔減⁝朋も二ニ曲管無と

十の六乗に比べて桁遜いに多い︒

ポロニウムーベリリウムの三×

ーベリリウムの一・六X十の七集

来の複日中繊子馬であるラジウム

数は二・三四×十の＋二乗と︑在

一秒間当りの核分襲による中性子

褒輯の中合子放射体で︑一グラム・

浴びている︒この核極は霞熱核分

種か最虹アメリカで新たな幽光を

穰号98の趨ウラン元索の放射姓核 リウム寄書の糸列を経て生誠する

カリフ坤ルニウム㎜という原子

米国

海底鉱物の探査へ

ケーキの購買盤が全販彊嶽の五・

に謬那しており︑その中でもG
較べるな6ば︑CEのイエローような働果がもたらすかを決める
E︑WH石狩の出める僚齪は圧倒

成型瓠工市場の七四・一％︑取晶

六月象での期閥の受注笑績では︑

燃料市錫の七四・﹇二％を葭めてい
︵別口姦

カーに畏期間にわたり取熱甥心を

CB︶が互いに他のメーカーの取 の分畷に錨意謬些してくる墾みを

れないものではないが︑極めて際

加する揚合の騨醤は︑集りこえら

くじくことになるQ闘時に︑UN照︶さらに︑薪規にこの分野に露

ることが明らかである︒

琉洗することになり︑紙会符がこ

くなれは︑暴力会汁は原子炉メー

家た︑UNCが麗績参韻できな的で︑ 九六六薙一月から六八薙

る︒

うとする企てをなくずものであ

取替燃料の市場独占が問題
米國運邦政府の東部ペンシルバニア地臥巡回裁判藤による輝決

で︑ロンバソション︒エンジニアリング︵CE︶社がユナイテノ

この判決によれば︑原子炉メー

に対して独㎡禁止法にふれることが駕明した︒

ド・一一ユークリア社︵UNC︶の株式を二一％取得していること

CE歓は︑一難融の法艇に お け

て株主としての投璽権を行使する

る判決にもとづき︑UNCに対しカー四社︵GE︑WH︑B＆W︑
ことおよびUNCの株式尋追加取盤燃料の見穣徴築に参幽していな
いところがら︑原告であるUNCCの設讃参頒が得られなけれは︑
が取督炉心契約に際しての絶一の

轡することを繁じられていた︒こ
の決定は︑今後の成り行きにより
競町議であると評価されている︒

316％

取忍燃料の段滋改良についての動

その性質が見極められるであろう

このためCEがUNCをコントロ

D襲搬強鈴触

が︑簸終的な結論がでたものと受
けとられている︒

ジョン︒P︒フルマン裁 判 長 の
鴎や五かにわたる判決内容は違反

すなわち︑C8が企てた含併に

配しとにな︒．さつものであ
購奨八十三件にもとづきC E 社 が
クレイトン独δ鍛吐法第七節に違

よりUNCを取掻燃料市揚から除

討

と密擾に提携して艮細蟹画に基い

反しているというものであるが︑

これは昨薙AECと法務雀に対し外することは︑原子炉メーカーが

千㌦

インのパンデαス原子力発難所も

物理学d泡懲〃ミ

る︒

麗エネルギ

造研究が役立つであろう︒

月二十六田協驚︶やインド︵一九

め︑臓本︵動燃と一九六八琿十二

コンセントまで

88％

計
合

隅逮中性子嫡聾カダラーシュ

発電所から

5蔓％

157％

B＆W

千㌦
千㌦
千㌦

53．4％

239％
100％

UNC

96％

51．6％
48，1鼠

124，207

GE
WH
CE

業
産
して取替炉心逆独百することにな

UNC

76，043

総契約金額
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千㌦
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成ヲ鋤騨工のみ

取魯炉心の選択註文

65％
59％
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9．7％
6．6％

361％

45％
55％

B＆W

414％
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40。9％

850，860
41．7％
37．2％

GE

120％

wH
CB

1，363，024

千㌦

台
繊型加ユーのみ

注文
敢賛炉心の硲

14茎5％
127％

364％
345％
162％
129％

B＆W

て提出されたアーサー︒D・リト 自から供給した原子炉の全てに聡
ルの独頚問題研究の帰き磁しの繊

V鎌灘隷聾

432，072

0％
11

945，121
43 5％
30 0％

総契約金額
G正l

灘
合
成型煽工のみ

6てある・甦シノン・サン〒

西ドイツで醐発が進むノズル法によるウラン藤縮工程

513，0喋9
50 8％
25含5％

千㌦

制欝
豹舗

千㌦
512，164
総契約金額

研究雌発が計画されている︒

︑
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誉窪ぬがれないというのが︑もっ
ぱらの叩覇でのる︒

燃料契約舞聖業蝦謙一襲1月30

原子力発電所の建設

初期煩心供給者

ン軽水炉は篤六次計画︵一九七一

ン郵の駈こ合企衆

⑲電気二

子

原

｝

（2）

第491号
第…i穫郵便物

昭和4勿論9月4自

聞

力

国産 化 と ウ ラ ン 確 保
開銀融資枠の充実を要望
國麗化推進︑核燃料加工桑等の漂子力麓業の膏成を打ち繊してい

原子力関係については海外ウラン資源の確保︑原子力発躍醜語の

機︑関艦の匹轡機︑九劇震力の一

ては中麟電力一弩機︑葉羅の藁号

新しく融彊対象となるものとし

融壷緯卒糞虫している︒

る︒このため︑通翻転としては︑来琿度の予騨概罫要求に際し
三機が予想される︒

山脈省は︑このほど昭湘四十五薙度の盤点政策を発嚢したが︑

て︑これまでの諒解投融資計画による原子力発蹴機器延払融資︑

このほか︑原蹴の敦賀蝉に対す
る開銀融喪棒は来年度四億円が璽
求されている︒

▽墜子力機器麗業育成のための
融資聾四十四鯉口から新設された

原峯炉権設等製謹呈輪に対する開

原子力メーカーの笑鍛性試験設備

銀融資︵金型ハ・五％︶︒四や四年

度は︑融資比率について実証性舐

％の条件で︑七億円の融巌枠那確

験設備が七〇％︑製造設備が五〇

融蜜枠が要求されている︒

保している︒来隼麓は二＋偲円の

なお︑実証試験設備としては︑
制御藩駆動装澱︑再循環ポンプ︑
計装機器︑バルブ類などの試験日

舗が対象Qまた製造設備について
は︑原子炉メーカー︑核燃料加工
メーカ⁝︵転襖麟業を含む︶︑被

遡するとして難色を号し︑縮少案

学審の締少案に対して︑学術会

﹁

ミ鳩野

3

△

鷲 載

鎚

て︑月送問題は大切ですよ︒零

の

ル

ブ

原子力発懸のコストパネ

と黛十七隼政府派避の

に参加︒

礁湖二十一無期大経済学部卒

ルトエウム調査団

⁝

一

⁝
業︑蕊井生命に入社Q二十三年
⁝

果発議︵株︶︑手六無東⁝

京鷺力に移る︒㎎十無束醗原子 ⁝
⁝

照±二葎覇気麟染連乗会に禺嚇

力本部原子力業務譲長に就任9

趣味は︑絵画の錐臓と収璽9

して︑原子力部長代理︒

自分でも海絵を描く︒家鷹は菊

」

となったものである︒

議尿子核特別餐贋会︵扱田無一名

に︑核腰窓全員の辞職という頚態

・

度ができてしまえば何でもない

サ型

態を前立見て來るだけ﹂という

ことのようだが︑過渡期をとう

るので口はないでしゑうかしと

⁝

たずさわったのは︑三十二年東⁝
使用済み燃糾輸送專門調査団
セ恩
§
電製昆冠に原子力発電課が発足 ⁝
団畏になった
⁝
した時︒一度は縄索支祉に転出
⁝
薇
したが︑四十蕪再ひ原子力へ蔑 ⁝
に
書 コ
つた︒第二圓勝闘無次大会では⁝
運送から役所の人蔭で圃に撫わ
原子力発躍の進展で昭二日十
⁝
核燃料嶽源の確保 を講演
っているので︑広い観点からの
五無には︑約五薇五十ゾの使用
⁝
し︑い謹では視瞼の広い原子力
燗査がでまるでしょう﹂ときわ
済み燃料を繍送しなければなら
⁝
の聡門家として鍛螢な存在とな ⁝
ない︒この輸送体制確立に資す
めて懇歓的た︒
っている︒
⁝
﹁核燃料サイクルの〜璽とし
るために派逓されるのがこんど
海外へは︑三†五隼工AE⁝A
⁝
⁝

の調査団︒いま三培さんは︑日

程の編成やら何やらで一日をフ

ルに使い切っている︒

﹁輸送の現状と︑間題点はす
でに原産の総門委員会で調蒼ず

が︑三宅さんは同君門婁貴会の

乗り切るかには︑紬構測量もあ

みで︑われわれは︑潴外山の実

もある︒

後を受けた法規検討会の主査で

﹁こんどは各国の輸送制度︑

穏やかな請ぶり︒だがこの人独

コニ

大教捜︶がこれを撫否するととも

一力︑蒋手研究薔による全国核

まで引き資していた︒

物理研究暫共灘会議が結成され︑

縮少案の拒否たけでなく︑学術会

きであると虫張︒このような幡勢

議としても根面淘に協えなおすべ

から︑学術会議も学番の激見が一

いとして︑黄帝と対立してきた︒

致しないうちに藩幽するのはまず

学審としては︑濟工を一瓢おく
らせ囚＋六年漕艇のはこびとし︑
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決悪
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設予算を縮少し︑八ヤ癒躍子畷︑

ある四望懲羅子磯︑三百億円の建
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ためまとめた調査結果をもとに︑

し︑紫祉子研究所設立に関する鰻

八月二十六日︑叛磁文部大麗に潟
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立された︒ここは幽以に三ナ万K

ウムの埋雷雲の方が多い︒だか

なっている︒

同開発還業については︑九月頃に
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十九田の原薩の︑原子動力研鎌
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この化禽物は脳のスキャニングう︒Q曾＄−9霞魯Φもキャリ

いるのかに注駕した︒放射性籔 ①⇔冨鋤︒Φ當︒︾9ロ︶がある︒

のが8？8ヨの襟識化追物でに用いられており︑腫瘍一無比 ヤーフリーの状態で便うと軟粗

薬酪関係の発襲て豪ず昌をひく

米国の核医穿会もすでに今圃
て十六團を数え︑いよいよ成増

犀嵩象舞Φ

それもキノト化という旛からの が2⑪11で日︒︑鯛㊤リヨ︑oΦ詳Φo紬や骨の腫瘍に集積するという

れ得る︒この橡議化含物の

千八首人といわれ︑田本からで

期を迎えた感がある︒参加薇も

研究野掛が多く︑椙も変らず

録事は製翼々命が長いこと

KSコピー紙

直接政策なり︑規扶なりについて器しを聞きたいと願っていな

査を行なってきた︒アフリカにはヨー自ッパ二日の進出が圏ざ

珊の経験報告を含む次の区分によ

究報告︑技術報告および放射線管

る︒①v地粂件と障審解析︑②被

曝解析と評価︑③管理方式と麩

O一九六九墨型日米経済関係の諸

れており︑しかも探鉱の墨礎的段

展するようになれば︑援助は逐次

目︒︐＄ヨの全盛が続いている

と岡様に便用さことで今後が期循される︒醸下
も米憾在住暫を念めて十七人以

感がある︒このことは展示揚を

VCI防錆紙

始めの一カ月余にわたって︑アフリカ器国のウラン鉱葉賑驚調

ましく︑その辺の羅傭を知るためにも︑アフリカの槻期のみな

賜趣いないと思われる︒

少くともこんご数年聞翫くことは

ことが出来た︒以下にその概要を報告する︒

たことは無知のことであるが︑驚

放尉能測定法︑⑥廃翼物処理処

準④放射線測定法と測定器︑⑤

一九六九学田︶

問題︵享宴趣処務周︑二三〇が

本紙塘四八九饗︵八月二十

アフリカでは︑昨無のソマリア

階・初期段階から黍を付けている

一田付︶第四面所載の﹁海水
．からのウラン抽出﹂の内谷⁝

．

A5覇︑

分︑⑰放慰隷防護設備機器︑⑧治
染と除染．

R一・放射線利
用硬究会開く

における團際当石に応じ︑アメ

罠本原子力文化擬興財園は︑十

リツィテートの鉱工業・心力会挫

リカのウエスタンニュクレア︑イ

〜昨琿睡トィッ︑ウランゲゼル

鐡少して行くという霧え方であ

の二会揚か便用され︑連日活的

上を具えた︒ジ諏︑ングホテル内

−〜一ず〜ぐーー﹂ご⁝一1ーーーー〜〜ノーーノ︷⁝一︽一

徳勘鼎阿南1お豊沼町吉田■番地

琶1謡卑｝盛（ふ1Z）一一人｛七72■1

虫京都中央匿銀座1〜9〜8

らず︑繍ーロッパの何力国かを動賞する必要があっな︒中でも

くべきことはこの二つのウラン会
社の塗立が政胴の斑幅によってな

おいては︑海外ウラン輸入の中に

〇％とされ陀が︑今奪になりその

以上のような敷燕の不に︑実際

また︑アンゴラ︑モザンビクに

ないつつある︒

おいては︑基礎的な地質凋野馳行

あるといわれ︑カナダ翻内の他の

譲たアメリカ会衆国内ではアメリ

地軸でも撰鉱副画垂有している︒

二つのウラン会祉のうちウラン

の活動状況はどうであろうか︒

かったが︑醐歓はメタルゲゼルシ

ゲゼルシャフトしか訪問できな

の津蟹により設立されたコンソー

のが木きな平銀と欝えよう︒

劉フト︑ヒベルニア︑クレソクナ カの会駄と共同でユタ︑コロラド

シャムである︒

を箪分して落画したが︑これはウ

タリアの酵化水落公社と呉に鉱区

る︒ソマリア現地法人を設立し今

i︑シュタインコーレンエレクト 繭州で撮鉱を行なっている︒

飼祉はカナダのこ疏〜ファンド

方塀にわたり︑ブリネノクス社と

秋から撲鉱を開始する予定︒

日○︑壱﹂とあり難したのは・⁝

ランド州モヤブ地厩で差止五十平

にある程農の生塵が可醜な段階に

共岡で探鉱を行なっており︑すで

蝉省は九月二十臼までに︑日ホ隙

め︑思い切った二二的援助を両極

シャフト︑ウランエルツペルグバ

一⁝⁝⁝一⁝⁝一︸ーーー

明春に研究発表会

鉱に件うリスク︑〆・卑小にするた

に与えている︒すなわち︑科学研
究省は覇祉の撮鉱剖画に対し︑技

査︑評価の上︑鉄鉱盟の七五％を

術附な間題︑経済性の間題讐を讐

出世払いで融費している︒その返
済はもちろん︑自認が成功し生産
険階に入ってからであるが︑一つ
は売上げ金から叢助額を驚済する
途と︑もう一つ︑援助緻の二侶を

いずれかを取ることができるとの

次の撰鉱副醐に再投諒する途と︑

ことである︒

今年度予算は
七百万マルク
九六七年が二呼唱万マ

予騨について︑われわれの聞い
た所では︑

ルク︑一九六八年が五菖照十干マ
ルク︑一九六九黛が七醤万マルク

どこ康で︑圃がリスクを負廻す

圓讐は済○一穴O％ということで ということであった︒
あっκが︑開発輸入の頃纈比率が

るのかという闇融について西ドイ

關発とその生薩物の輸入︑すなわ

とであり︑会牲の箏業が順調に進

業の初娚に来る凶難を撰除するこ

ツでは︑腱の議政援助の園的は駆

画め酬られていることは事実であ
る︒

では︑開晃輸入体制︑政府と民

ち﹁開発輸入しに日頃点をおいて

くかということは不明であるが︑

るQこのような援助があと何年続

聞の麗係はとうであろうか︒

ウランゲゼルシ
ャフト社の活動

蒔める開発綿入分の繊糠比璽は四

西ドイツは簸近簸極的に海外ウラン資源の確保に乗り出してい

乏しい国
内の資源
眼圧︑海外でウラン撚鉱愈異施

されたということである︒

八○〜九〇％に高められたと報ゼ
しているのはこの二つの蔑聞コン

團懸比率はトノブポリシーとして

らど臼本の科学技術庁に嶺たリウ
られている︒この辺に附する質闇
ソーシャムであり︑政㈹は灘外探

晒ドイツの麟挙研出艦は︑ちょ

ラン蟹源の開発を倉め原芋力の研
に対して︑科学研號省の担白川の

われわれは資源麗門の楓当蓄の

究開発はここの蟹轄である︒

謡タイン簿土︑デラス博士︑ケン

口

三

薩1

ウという二つのウラン会祉が︑民

纏麟竈慧臨写騰認禽薦罐

③

ブラノツハイム簿土︑ハウエルシ

購についての話昂蘭いたが︑ウラ

プケン博士に会い︑西ドイツの環

ン資源確保に関する敗懐について

まず︑政覧のバンクグラウン

の概験は次の通りである︒

の佛ぴの予想︑それに対応するウ

ドとして︑画トイツの原子力発躍

ラン所要照︑頭ドイツのウラン籔
源の笑購について見ると︑原子力
発雌の設錨餐職は一九八○張には
二千万ないし一二千万KWに達し︑

て三万六千ないし宥万三イシ響⁝

所要ウランの累譜はU︐O畠と し
ト︒ジに達するものと見られてい

る︒一方︑西ドイツの国内資源
は︑探鉱によって現在までに発見
きれだウラン理蔵澄は︑一万メで

80︐一ポンド獣たり十賭以 下 で

あり︑そのうち五千ナはコストU

生産し得ると評晒されるが︑残り
の九千ゾについてはコストは藁知

このような現状から︑繭ドイツ

・である︒

の国内資源たけでは原脳力允電の
針画を達成することは不可能で︑

は日本と同様である︒

溝外記源に依宥せざるを褐ないの

開発輸入
に最重点
歯ドイツは海外ウラン費源確保

、森一
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日

第一
！バ；が五醤万がずつ分表する︒

し当り前半一年計画で

期の成果を発展
さ

カーマギー推越開講︵電力九二と非鉄鉱山六社社痩で構威︑福長・木川田一隆策講社畏︶は︑九月

閣譲で移転罷決議
問地域には原子力施設があり︑

先を明示していない︒

潤た︑動燃画業団の即処琿工場の

生ずる心配がない︑④今家で羅力

EAから︑約一万ゾ︵八三酸化ウ 府との取り引港なのでトラブルを

行によって︑フラン防衛策の強

ル政権からポンピドー政権への移

劉が予想されている︒またドゴー

の他の地区︵三沢︑芦屋など︶が

難保の点などから難煎があり︑そ

あがっていた︒このような穂勢の

との交海が再度璽ねられた結果︑

もとで︑防衛庁︑氷環関係雀庁

たもの︒これにより動燃鱗業醸の

水戸対地射爆撃場の移転が決匿っ

再処理工糧建殴は︑一歩荊進ずる

ものとみられている︒

わが翻が長期購入契約で確保し

ているウランの轍は︑現在のとこ

ウラン灘縮問題懇談会

十

十七日

簾丁→六回原予刀崩陛雛叩懇談会

年後月薩

八日年無群群工業クラブ

な交渉も行なっている︒

理などのコンサルタントや最終的

するような揚合︑簿類の黍続きが

問題はなかったが︑数寄圃を題過

費任保険については︑TN計が全

一︑CEAと放射幹物質輪送に大変だった︒輸送中の第三者懸償
関する五力年契約を結んでいる

野の仕箏の八五％をカバーするも

一︑輸送キ￥スクは大型のもの

が︑この契約は︑CEAのこの分 て描蝕する揚合もある︒

がよいだろうが︑これは需給の勘

躍に従って決漏ることだ︒キャス

クの設翫・製作は技術的にも掘当

っているわけではない︒

のだ︒しかし︑正武な代理権をも

大変だ︒これが大型化すれば嶺然

あるいは︑燃料の燃焼度を伴うよ

経済的評価をはじめ︑パノケージ

一︑輸送関逮業務では︑技術的

み違いから相当大きなものを作っ

と︒米国の獺郷祉でも設誹の見込

店酬

替蹴
蚕⁝

両

誕

引明難．．⁝＝ぎ唾扁三一一菰弩一三﹃臨馴三︸謬三皿型一＝一・・馴薩醒一回三鞘篭﹂一；鴨

特発

コンピューターおよび関連図書の総合霞録

米軍の水戸対地射爆撃場
有田磯一防衛−長密はさきに︑

後一カ月以内に閥畿決定したいと

建設予定地城ともなっており︑地

米獺水芦対地射爆撃覇の転転を今

発欝し注囲されていたが︑政府は

元の移転要求が強く︑昭和四十年

︻群細は姿冨

盤二＝円＝﹇隻稗繋＝輔脚一﹃薩﹂酬＝＝一＝

帝場へ︑有利な条件を示し︑進幽

髄一一＝一董：＝扁一幽︻玉門需一一曹酔

されていたが︑民闘航露の安全

̀四奪以内に移転させると決 六月の閥講では︑鷲島移転が了解

九月九臼の閣畿で︑岡射爆鰍場を

定した︒この決定にはとくに移転

などである︒

で引憲渡され湿婆がはぶけるii を策しているとの晃方もある︒

し︑今回のは六フノ化ウランの形

＝1＝一齢＝一︻玉＝篇F＝﹁葺一一一冊＝＝︸用＝一＝冨茎一篇＝＝用隻閥

行なう予定である︒

額約千着万がといわれているが︑

金利は︑鶏XIM銀行が郊六％ なお︑第二炉心の購入蝿金は総
で︑マエユファクチャラ・ハノー

汽摂会合を闘ま︑米国力⁝マギー祉との興同探鉱の第二期探鉱活動への上製を決定bた︒第二期探鉱
は︑第一鯛探鉱が終了する＋月以後からの納二滋籐の予定であるが︑幽初の計画を変更し︑A︑Bの

ろ約一万七千ジ程度︒これは昭勲

フランス国内での商業ベースに
のるウラン︵曜当たり八が︶の埋

しかも米圏︑カナダなど少薮の国

五十奪頃までの所要灘にすぎず︑

現金で隻払うもよう︒第篇炉心は

戴熱は約四万蕊千ナときれている

に依存している難題︑鉱醸業界で

三×八の燃縛鰹合体からなり一本

は︑このため外国企業と協寂して

返済は一九七一建十一月から九三

原電は︑その一〇％︵筥万が︶を

申請するもようである︒

ンドネシアなどで漁外探鉱活動に

中央アフリカ共勲国︑カナダ︑イ

が︑さらにガボン︑ニジェール︑

仏ウランを輸入販売

は杓千八爵万円といわれている︒

バーがプライムレートに一・二五

第二期探鉱は︑十月以後の潮型

米輸銀︑敦賀第二

民間が中心となって穣極的な動き

をみせているが︑今回のB商腎井

海外での軍需探鉱を進めるなど︑

一C廻Aによる一万ナの供給保証

も穰極的に取組み︑国内よりも多

している︒これに対する年間の生

契約の締結は︑ウラン彊源の炭給

がCEAと契約

㎎犀には四千ゾに達するものと予

薩鰍は約二千ジで︑これが一九七

日商岩井

ウラン価格のエスカレーシコンは

田断岩井はこのほど︑フランス

原子力庁︵CEA︶と畏⁝朋のウラ ない︑②ウラン髄値の変動が日本

義︑かつ︑高贔位のウランを発見

間の薙賦払い︒醸譲は臼塞銀行が

％を加えたもの︑となっている︒

カーマギー推進会講は︑岡日の

をA段階︑後事を8段階にわけ︑

二段階︵各一無間︶にわけ︑A段階での結果をみてB段階の実魔を正式にきめる予定︒第一期と会心

第二鰐探鉱参加の態度決定に先立

今回の第﹂期探鉱への滲加はA段

に探鉱費用は日米棚方とも五十欝五十である︒

ち︑七月囲めカナダのエリオソト

階終了後縞方協議の上決定するQ

I照︶銀行は九谷瓢B︑日本原子

炉心に借款供与

A段階では︑第一期探鉱で有鍍

力発電会祉に簿して︑マニュファ

階のみである︒B段階へは︑A段

期共岡探鉱調査囲︵闘長・河舎砲

とみられる地域を窪な対象とし
クチャラ・ハノーバ：︒トラスト

︒レーク地区の探鉱現揚に︑第一

購日本鉱業社憂︶を派巡︑当初謝

て︑かなりきめ細かな予照的探鉱

会解等が行なっていた長期購入契

の形で独占している三界のウラン

化︑現在米国が轡水炉と抱き合せ

な期待が醤せられている︒

与多様化の一つとして今後に大き

なった︒契約に当たっては︑かな

ン︶の形で引き渡されるのに対

約が︑ウラン糟鉱︵八三酸化ウラ

だが︑軍購用も含めたフランス

に影響をおよぼさぬよう︑特別レ

国内のウラン罵要は︑一九八○年

想されている︒

︒カンパエー︵誕市中銀行︶との ン輸入販亮契約を結び︑フランス

⁝トでの奮利な延べ払い方式の採

米国のワシントン輸出入︵泡X

圏から遅れている第一期探鉱の現

を契施し︑ウラン鉱床の発兜に努

カ⁝マギー社との共同探鉱は︑

状視察を朽なっていた︒

めるとしているQこのためボーリ

産ウランのわが国での販売権を取

頃でも野鼠の二倍難度で︑生薩過

協調融資の形で一千万がの徹款を

購入契約とは異なり︑フランス政

鷲が可能となった︒③従来の長競

ている︒それは︑①契約娚間中の

銀行とマニュファクチャラ・ハノ

放射性物質の輸送
TN社の現状を語る

一して︑罵処理︑債濃縮︑麗棄物処 規制方法をとっているためとくに

ー多づ一！ーシ多一多一三一

の対象⁝となっており︑鶏XIMり日本側に膚利な点があるとされ

契約によると︑今後十卑閣にC

議所用取替え輝料︵第二炉心︶に

ング八〜十本程慶︵延べ約四万九

醜年㎎月から三年間の予定で始ま
った︒日本側は鷹力瓦社と︑日太

得した︒

必要な癒換︵カーマギー祉︶︑灘

認めた︒この儲款は︑原躍敦賀発

従って翼質的な第こ期撲鉱はB

縮︵米AEC︶︑成型加工︵G
ラB
ン群舞︶のウラン繍入が可能と

千酵︶を笑施する予定である︒

の可能性についての検附が行なわ

段階以後となり︑ここで企禦化へ

藁︑問禰鉱業︑古河鉱業︑住友金属

鉱業の計十五祉が毒加している︒

れるものとみられている︒

探鉱終了後︑経済的撰鉱の可熊な

療鉱闘発のための新会社言立悶題

オプティ氏

想している︒

一︑実際の︵陸上︶輸送に蟻た

﹁倹劉会﹂が企圏したもの︒

核燃料の輸送を手畏くやっている

り︑放射線の安全徳理について

西欧賭国を中心に放蔓性物質や

転
懇国会は︑オプティ氏のあいさ

いるが・︵輸送隙霧は︶大陸間の

は過厳㎎膏回以上の経験をもって

一︑とくに使用済み燃料の輸送
つに続き︑質疑礁欝の形で白田廻

は︑各国が工AEA雪占に従った 鴛墨も大きくなりそのための輸送

エユークレール︵①N︶社隔の総 田が進められたが︑氏は田N社の

みではなく︑欧米間の大規模なも

フランスの遜送会社；﹁トランス

現況や今後の見世し簿について概

のもやっている︒大部分はM7鷺

一︑一九六二年の新発足以来︑

たため︑今︑やり嚇しているとい

電加熱／電：郵設μ1資料

鉱業︑三菱金属鉱業︑三婆金属鉱

第㎝期擬鉱は︑閥地区のカーマ
ギー社保蒋の鉱区約百四十二万平

社︶サービスー米園調領分が発煙

ング調奮を実癒し︑鉱蘇全城の地

鉱床が発見︑確濾されれば︑数年

カーマギー推進会講は︑笛二期

質構造︑ウラン胚胎届の全隣凹凹

聞を開発準備期間として︑開発に

方癖に︑現在までナ縢本のボーリ

握を行なっていた︒十月宋までに

踏み切りたい葱向である︒

察的換鉱を屋的としているため︑

られ︑カーマギー推進会議では今

もクローズアンプされてくるとみ

このような探鉱活動の進展で︑

あと工塞のボーリングを実嵐する

経済的採鉱可能なウラン鉱床の発

予定である︒第一期探鉱自体か予

騒豪で至ってないが︑岡推進会議

後︑この閾題についても胃体的な

麹野州への墜加を決定し

が︑第

検討や進めていく方針である︒

への滲加に関し︑近く関係富庁に

なお岡撞遣会講は︑第二期探鉱

たことから︑何本かのボーリング
についてはウラン鉱床があったも
のとみられている︒

エリオットレーク地区における探鉱現場

支配人A・オプティ氏と原産の使

賂次のように語った︒

り厳しい放射線安全管理の闘題な

手段の欝欝やハンドリングの閤題
用済み燃料輸送関係浜規検議会婁

のものた︒発蜷炉の燃料輸送では

一︑田N社は︑イタリア︑スペ

どが起ってくる︒英国の集会社は

墨との懇談会が︑九月五日午後︑

しとの笹期契約があるが︑その他

トリノ︑KRB︑SENA︑KA11

ンドリングに困っているとのこ

簸近六十♂のものを作ったが︑ハ

運輸と業務提携しているほか︑米

要求があれば・どこのものでもや

インの大手異象会社や日ホの山九

る用葱がある︒

開かれた︒

社をもっている︒

国と西独には一〇〇％出資の子会

葉京・新橋の第一ホテル会議整で

原蔑は九月末から約一カ月閻︑

これ塞でに五千回以上の運送業務

ング︵キャスク箸︶の設計︑蜜全

欧米へ使用済み燃料輸透濁査畷を

象機関の一つ︒同磁の懇談会は︑

派遇するが︑？N社もこの調査聡

を行ない︑隼簡約十懸円の収入を
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管理の竪町手続き︑エスコートな

ども行なう︒このほか聴秩業務と

あげているが︑今後十年閻には仕

の予備醐査をしておこうと︑岡 鬼婆も五〜十倦に憎えるものと予
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原子炉多目的利用
と産業発展の展望
ン工科大学などを中心に︑穆法的に

ガス炉の研究開発では︑西独アーヘ

しい製鉄披術や︑熱源としての高説

り︑在来のコークスに代薯させる凝

経済的斑能性を検寵する計画である︒原

建設運転し︑海水脱塩に関する妓術的・

の淡水化設備のバイロソト︒プラントを

発足し︑最終的には︑芝露五十万〜酉万ジ

七力葎︑五十纈円の大型プロジェクトが

を行なった︒政尉も︑来奪度予算に︑筒

をふくむ醐証線子炉の開発について蟄星

典罰で政府闘係筋に対し︑実験蝉の建設

渠にもとづいて︑去る六月︑鉱鋼遮盟と

て三舎鱒に重罰み窪めてまたが︑その結

な盗勢をホしており︑豪鵜原幌でも菰業

て訓上して産業界の要望に応える積極的

㌔

原子力安全研究楊︸ぼこのほ

内讐は第一蹟﹁脇界安金讐理

﹁核燃料の臨

﹁臨界購赦の解析と緊急旨煮扁

界安全﹂を刊行

原子力安全研究協会

簡

噺橋︸一一i

︵東京都高話

全研︐究協会

ぺど︑﹁該燃料の臨界安全﹂につ の概饗偏︑第二瀧﹁臨界蟹全性からなる︒約三百等︑頒価千
恐いての調謹報濫露を繊黙した︒
五百円︑申込
耶 これは︑わが国の核燃雨露設
みは原子力安
の設副︑建設︑運転および安全
諏懲を行なうにあたっての臨界

︐

の基礎知識﹂︑第三灘﹁核燃料 十三東電旧館︶まで︵羅謡︵五

安金齋硬に嘱する考え方︑必要
なデ：タ︑諸外国の状況︑間諜

原子炉の多罵的利用は①原子炉の熟の

なるべく便胴届出の羅囲を払大す

射線障轡防毘に逢支えない限り︑

放面輪取扱蕪伍暫に賑せよ襯︑﹁放

なものにとどめるよう簡贋化すべ

轡防止上どうしても必要な墨本的

③各繍の施讃に対する規制は︑障

者の地位を明確にする必蟄がある

られていないので明確化する無理

欝は指摘している︒

すべきである︑などの点を岡報告

その繕果によると︑自生開発に

科技庁企業の研究活動調査を発表
科学技術庁は︑九月一日︑科学

●：︒・冨8ひ

A→臼紙価尊門部会

原子力婁翼会の﹁新型紙製炉

︵AR哩︶騨価検雨響多調会偏︵塵

厩︒福風節雌成聯駅大鋤⁝授︶は︑六

月五日の初含会以後︑第一︵核燃

料サイクルおよび経済姓の検認︶

的な検副︶の両分秘会を設け︑本

および第二︵研究開発訓圃の話術

るが︑九月十七︑微罪の雨日には

専門部会と並行の審議を進めてい

告を聞くとともに︑審講検討を行

諏酪会を聞ま︑両分科会からの報

変更︑噺任所は東京郡千代隅田区

州崎製鉄︵株︶東︷譲文店

︐一／％彩

なうことになった︒

新狡術の陥発︑打製愚開発に力点

荷楽町一一十一新萄楽町ビ︵電語

企業がきわめて多く︑研究内容は
これは︑資本金一億習以上の企

に関する要墾麟項で︑これら研究

がおかれている︒なお︑研究開髭

する調査﹂を発表した︒

技術調査1﹁企業の研究活励に関 よって研究開発を進めようとする

業千九頁九十二社を対獄に︑①研

︵社︶新材料研究關発センター

は従来通り︶

佐所

究薄墨組繊②研究開発の一般的方

開発の今後

原睡に入会︑理購長は小冨山英書

．曜︐＝鴨二胴．．費
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︺

射射

照照

羨慕

当

︑購︑

ハダ

三口

鱗

羅

⁝一〜

る

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

進められている︒

あるので︑大型プロジ笛クトの成県をみ

界の動向を蕾景に近く原子炉多照的利用

灘原子炉の非業研究に関する予算を初め

て発醒・脱贋のご二毛的原子カプラント

子力の発羅設働も渤次大餐二化の方同に

にすることを検肘すべきであろう︒とく

点などを蟹理︑編集したもの︒

段階的利用②蟷力︑淡水︑蒸気︑熱など

る﹂などの提案を貧なっている︒

なおこのほか︑①現鳶法では

の魚薪に大きく寄与する可能性をもつ︒

がある②放射性筆陣撃茎を使隣す

すっきりさせる必要がある︑と撮

義を難し︑法徹の取扱いをもっと

この点︑岡報告轡では︑特殊な楚

して︑皇霊の規鋼は︑この基本法

射線噛癖防止法を基本的な法律と

を塾礎とした労働基準法や医療法

二分科会から
の報告聴取へ
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転換の要因はないが︑世界の風力企業の

の総含供給を滋じて︑エネルギー集約産

はらんでいると問時に︑これらエネルギ

﹁密封﹂という讃集に定漉か与え 設︑廃部施設などのわけ方は廃止

部分を海外に依存しているため︑将来粗

る際に︑放溺銭取級王任著を叩心

げ⁝⁝層闇︸登

針③研究管理④社外との研究交流

羅がもっと資金諏︑税制上で優遇

氏︑住所は東男都磁区凝構四i二

■箏

027−46−12n （原研内線一3好）
群馬県高崎市綿貫町 日本原子力研究所内

脱歴︑化学︑鉄鋼の三軸樋はいずれも

集約鷹業であり︑在来のエネルギー諒を

エネルギーを多量に消画するエネルギー

原子力に紙換するねらいはいずれも基本

熔藷 原子炉の多圏的利屑が世界の注
⁝鼠を集め准のは︑薫年劇に発表さ
展⁝れたアメリカのボルサ縄における

圃であった︒不累にして︑この謝画は建設

原子力発聡と脱臼の二慮闘胸炉の開発翻

懇訟会を正式に発足させ︑碧海炉多鳳約

盤に醐写る蒔可遣瀬は必要極少隈

に今後予想される深刻な水不足に対処し
三章の経済的︑技術的フィージビリティ

的には︑原子炉を発醒と燕気あるいはプ

早撮原子炉開発対策などの悶題点を検討

蟹の値上りなどのため︑一騰棚上げされ
て三主喜喜と淡水至言の資任をもつ地方

鋤晦に深い懸心を払いつつ︑地道な研究

業のコンビナート形成を捉進ずる要困を

として隙警の防止を確保するとい

公共団体の緊密な協力が必要となろう︒

虚し︑総合的にエネルギー・コストの切

ロセス・ヒートの生成などに乱闘的に使

て︑イスラエル︑スペインなどにおける

た形であるが︑この謝圃が刺激 と な っ
化学工業界では︑今磁ちにエネルギ：

で原姻的なことkととめ︑詳細は う考え方を聴くへきであり︑主任

下げを託ることにあるのはいう濠でもな

することになったことはよろこはしい︒

大容盤二鷺目的の原子力脱塩自画を推進

が続けられよう︒もっとも顯子炉の多鼠

い︒

ある試算では︑日産五十万誘の淡水と

落利用に闘心をもっているのは製鉄業界

する契機となったことは注厨してよい︒
また︑化学工業では︑アメリカのダウ

ぞれ単一劇的の漂子炉で取り出す覇禽︑

蔚万KWの戴力の生産に必要な熱をそれ

それぞれ酉五十万KW︑一二蓉万KWで欝 である︒ことに︑わが国の揚台には︑還

ー・コストの大風低減により︑生産山脚

ュマ⁝ズ筋力の建設する加圧水型原子炉

・ケミカルが︑一九七四鎌以降︑コンシ

元解コークスに便用される強粘結炭の大

きでありまた︑使羅設︑貯一返

からの蹴力と蒸気に切替える謝圃を発甕

四覆五十万KWの熱出力を必要とする

前春は原子力エネルギ⁝センターを中心

さらに西独の8ASF︑ヘキスト︑ヒ が︑瓢箪隅的原子炉では三胃五十万KW

した︒

とする新しい産業立地の豊成を圏ざし︑

一

⑤特欝︑誇るべき技術の保筒㊨研

要望している︒それらの要懇壌項

的な描離をとり対策を堪えるよう

晒の苑実を蘇るには
使朋飾可については手続きが面

について調査したもので︑三十八

エス・コンクリート︵株︶の代表

載の﹁告知放扁中︑北海灘ピー・

者各が浜匙4二郎氏とあり諫し

︐9

たのは︑中村吉良茂の誤りでした
のでおわびして訂正いたします︒

●7魯；8

析器︑ダスト・サンプラー︑陽気

炉など数多くの放射線灘定器と無

線晒講が搭載されているが︑とく

をお奨めいたします

（

鴨尋

o，

亀■

9

．剣睡

︻訂正M本繊第鰹九一暑二面駈

四−八第二藻海瑛ビル︒

いる︒

新しい放射能
監視車を設置

に麟誤伝の放射線監視の充夷を図

なおこの車による測定監視は︑

県民に親し諫れてきた︑屋根に赤 東海および大洗の原子力癒設を中

三十・七葎十二月︒以来約六年半︑

視玲キ翫城県に派潔したのは昭和 も設綴された︒

科学技術庁が全国初の放射能聴 るため︑新しく︑沃素サーブラー

水戸原子刀審務所

3．顧＝．3ぽ﹁

果の民闘への躍及︑などとなって

化︑国の研究の充実および研究成

許制度の禽理化と特詐讐査の巡煙

知翼︑次いで税運上の優遇策︑特

項のうち叢も多いのは助成制度の

究閲発に関する國への要灘麟項︑

隼の調叢に引き続くもの︒

り畏桑田を要することを瘤描︑こ
れらを改醤するため︑﹁施設の適禽

倒で︑かつ跡可をうるまでにかな

一等にまかせる方法をとるようにす 撮してる︒
る︑②現在と岡じように別個の規
則でもよいが︑規謝方法は全て統
一し︑季続き等が法律によって異
ならないようにする︑などの方法
を対策として考えている︒

放射性同位元紫および放射線の
定義については︑現行法では︑齎

豪ないとか︑放射性同位兀累中に

万蹴子畷以下の蹴子線やX線は含

門騨細は次骨︼

を一驚強化維出するためには︑水素︑⁝

鋼生鹿の規模拡大に徽えて︑翻際競争力

圭

り︑それぞれについて封状と間題

放射性隆薬品や核燃料物質などを
含豪ないとか︑あるいは︑﹁放射

強い自社開発への意欲

ストも二者でトン圏たり六十円以上とな

化に噛する問題であり︑ともに田本経済

後省は食業の体質改糧と国際脱争力の強

の熱出力で建り︑豪紀得られる淡水のコ

接還元による海編畝の製造など︑原霊力

酸化炭莱などガス体還元桝の盗成や︑藏

の棊盤曇強める強しい方向を示唆するも

ュルスの三大化学会社もダウと問じよう

めて衛利である︒同じことは︑化学や鉄鋼

のである︒このためにはとくに︑この両

な原子力転換を謝画しており︑とくにB

て︑また都市近接立地が初めて認められ

ASFの讃画は完全な臨象用発艦所とし るに対し︑後覆では三十五︑六円ときわ

の製鉄への広縄な利聰に対する緊要性は

必要であることに注意したい︒

春を結びつけるためのシステムの開発が

西独以上に大きいとみられている︒

このため鉄鋼協会は︑昨鋸夏以来原子

のプ鴇セス用熟気やプロセス・ヒートの

力部会を設け︑原子力の製鉄利爾につい

利用の場禽にもあてはまるわけである︒

わが国の動向をみると︑豪ず脱堀に関

る︒

しては︑今年度から通日雀工業技術院に

たという点で多大の関心がもた れ て い

原子炉の熱を獲鉄弓還兀ガスの生成に
使罵する︑いわゆる鉱石の鷹擬還発によ

一
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産

位元素の使用酔可に関する悶題︑

原

三嗣協

多重規剃をさけよ
@近く要望書提出の運びに
臼本顕子力産業会議と臼本放射盤同位元素協会はかねて︑﹁放

このほど︑その検肘纏果をとり謹とめた︒これは︑原産と凹凹協

点および︑これらに対する対策あ

主任巻︑施設に縛する間題から成

密封燈下関係︑群劉︑放射線取級

が協同で︑現行の放射線灘警防止法やこれに欄連した施行令およ

るいは提案を行なっている︒

﹁放射線隊簿防止法﹂︶を中心に開渠法令の検附を進めていたが︑

び願行規則についての閣題点を摘出するとともに︑これらを改良

性同位元素は︑濃度が一鰯蟻たり
○︒○〇二寄穣以下のものは含益

の物理駒な定義と轡っているQこ

点︑あるいは不都合なことがかな

二十前麟︑四十四地点の空間線懸

いトンボ︵風向風速謝︶がとまっ 心に︑欝月一罎の割命いで︑半径

たクリーム倍のモニタリング・カ

ーは慧朽化で引退ということにな 率や︑大気中の野苺放射能濃度︑

話談からの緋水申の放射能凝度な

り︑このほど︑その二週越が艇生 河川湖沼水の放射能濃臓︑甲子力

この新しい放射能瓢視車にはG どについて行なわれることになつ

した︒

Mカウンタ﹂︑ガンマー無燈学理 ている︒

財団法人放跨線照射振興協会

鍾勝義轡禦鉄

の利用

製品の改良・滅菌などに

放導線照射

咽

あすの日本をつく
たくましい力
それは鉄鋼です

射性燭椿元漁等による放購線騨筈の防比に関する法律し︵遡称

するための貝体案ン爆作ったもの︒両団体は今後︑この検討結果
︵蝦告轡︶を上郡機構でさらに検酎の上︑政府や関係省庁等に法

定義の明確化
も大きな問題
とくに法体系の問題について

のため︑放剣星野位元素の重度や

ない﹂など一定盤以下のものを除

︵襲出路・藤井正一芝浦工大教授︶

ナ︸月に﹁法令閥題専問委員会﹂

は︑あ窟りにも関係法徳が多く︑

外するとか規定されており︑一般

を設けたが︑こんどの﹁蝦告審﹂

都禽楽除興すべきだと掴塾してい

りある︒このほかも三野でガンマ

っと単縄化して多選規制による不 豊島の野鶴籍で︑矛盾や不明確な

多難規制となる例が多いため︑も

改正を含む閥題点の鞍処方について要冷する方針である︒

照和三 十 二 無 に 公 布 さ れ た 放 射
線瞳警防止法およびこれに関連し
た施行令や旛行規則は︑その後︑

は︑岡専門部会が︑約二年半に

か︑部分的な改正も数圃行なわれ

る︒現在︑放射灘陳憲の防止に吊

ー線とX線を使網する揚舎の被曝

わたって各方面の葱見を聞くと

たが︑放射性問位一75素等の使閉の ともに︑法体系上の聞題や放射線

する法律や規則はいろいろある

法規条文の追加︵防止法︶等のほ

障警防翫のあり方に対する槻本的

増旅とともに多くの実樹にそぐわ

管理は︑当然両省を総含して湾え

からも不戴当であるQ

舗されており︑放描綴睡警防止上

が︑放射線障憲の防塁という観点

この燕︑こんどの﹁報告櫨﹂は

な考え方などについて︑広範な検

ぬ点が掴摘され︑各方面からその

こうした幣憲をなくすため︑①放

ねはならぬが︑法的には並々に規
内容は︑法体系︑放肘凹凹位充

からは特鶉な点はないはず︒

索および放射線の定義︑放四阿同

新装なったモエタリング・カー

口

辱

o

婬蟹：

鞭
討を行なったもの︒

改正が臨まれている︒

原塵と放業協は︑こうした要舗

に応えるため︑協悶で︑四十一続

／麗麗
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は︑現在から一九七五年迄に一千

末規模の天然冷却水源︑例えばス

また西中部地離には︑傘国で最

る︑と予想されている︒

計画豪たは検酎されることにな

格の高い溺中部地域の北部から糖

原子力の開発は︑窪ず︑石炭価

いる︒

万KWの原芋瞬発鍛所の拝趨が︑ 平均約数十移になると見遡きれて

たりのコストは︑一九九〇年には

一方︑天然ガスの菅万逸τU当

になると想定されている︒

一九九〇鋸には二十五〜ニや九三

mU当たり十七一二十九導から︑

は︑一九七〇醸の購炭価面罵万B

く変っている︒石礎鱗絡について

勢子力四三％︑石心一〇％と稽〜

一九九〇無には天然ガス四六％︑

ガス九五％︑石炭葺％以下から︑

は︑一九六六難の発羅比率は天然

岡地城での発鷹方武の見通しで

一南西．中部地域

恩 講 親 鞍懸羅影藤欝 欝 懸 羅 ⁝

石炭 火 力 よ り も 有 力
FPCが電力調査で発表
米国では地方によリエネルギー函館が銀なるだめ︑発聡謙ストで石炭︑ガスと原子力の競争が各地

から六六矩までの閾に

このような二二から︑同地域で

述へている︒

も上まる戦果になると︑同調査は

で趨っているが︑このほど︑中央部では一九九〇鋸までの電力供給はその大半が原子力によるという

調査結果が運邦動力婁麟会︵F P C ︶ か ら 発 爽 さ れ た ︒

環として西中部︑酌

は一九六

岡地域の石炭F・0・B平均価格

護憲芝地戚に関する醐鷹では︑

西中部地域

これはFPCの金米躍力調査一︐克通されている︒
︵NPS︶の
中部を対象として勲爵したもの︒
西中鄙地域ではイリノイ︑アイオ
ワ︑ミネソタ︑ノ！スのダコタ︑

哲万B甲L当たり十五︒六白から
十六・五七聯︒すなわち一〇・一

ウィスコンシン︑ミズーり州の
相盛部分︑ネブラスカ︑サウス︒
八％︵鋸闘一︒九膨︶上昇してい

冷部水については︑地域によっ

小部分︑ワイオミング州が︑また

シソピー河︑ミズーリ河などに恵

て条件が異なり︑ある地域では冷

グコタ︑ミシガン︑モンタナ廻の

まれている︒これらの水源は︑三

却購の設羅が三一︑としている︒

蕃することになるとしている︒

南中部地戚ではルイジアナ︑ア
七が︑輪嵐含副

の鉄道輸送蟹はトン当たり一・九

民の一幅な籔躍次第で︑環境冷暗

ーペリアー湖︑ミシガン湖︑ミシ

ーカンソー︑テキサス︑オクラホ
で︑これは同地域で消費された石

化させることなく万百万〜一千万

るとしている︒また︑﹁九六六駕

マ︑カンサス三州の大半︑ミズー

炭の照日％に絹当する︒繍憲費
KWの発艦所敷地用に供すること

千三葎五十万鉾

リの網嶺部分およびミシシソピー
は︑輸送距離三颪五十〜六資塀で

灘
馴

勾

蹴

シーポーグ米

灘麟鰻幽藩
鴇薄鶴蝉茸

AEC婆鼠J
畏 CAEの公聴会で発言

政府企凝のようなものを淺立する

A鷺Cのシーボーグ婁喜憂は・ 隈を与簸るのがよい︒そのために
七月八︑畠田に關かれた合岡駅員

ラン濃縮は企業ベースで行なわれ

である︒叢近︑他の懸力試祉︑と

カナダのエネルギー水資源大臣

大時の声明てさち配輩要なこと

は﹁国内処揮施設﹂のことであ

次産業の双方に利益をもたらすこ

り︑新政策は︑ウランの一次・二

約を頽当に影響しない︒

また︑瓢客の国におけるストノ

ければ︑十年以上にわたる長期契

クパイルのための輸出は認められ

ることになるもようQ

はっきりしていることは︑二国

長などといっか事項昂チェノクす

間協定窪たは無銭側の圏の核拡散

は鍛近︑国蒙利蕪を傑嘱するため

となってきたことを明らかにし︑

に︑新しいウラン輸出政策が必要

要澱に限遇するしという条件が蕩

をはるかにこえれば︑AECBは

界的に︑ウランの隼醸能力が二巴

いられることも予想されるが︑世

化ウランへの転鞭などの役務も強

さらに︑噸客ーカナダで︷ハフソ

とを要求していることである︒

防止条約︵NPT︶の批覆のいずるだろうが︑﹁出荷は五無閥の窯
この政策の重目な点は﹁ウラン

れかに規定される保離心爾や受け

加︑ウラン輸出覇政策を検討

AECBの承認が条件

潅図されている︒

翰幽に関するすべての契約は輸磁
許可がうんぬんされる蘭に︑瀬切

溺と承認﹂昂・必要とすることであ

な連郷総関︵A葱CB︶による検

る点である︒

のウラン市楊の状況から判断し

け︑希望する纐客に薄し︑その凸

入れることが輸田可能な条件とな えられている︒しかし︑自宙世界 カナダでU30＄を購入したいだ
る︒したがって︑AECBは︑た
とえば三障搭灘︑契約両当事暫間

︐一曝騨噛

ゐ

躍︒・節︐・﹁骨・耳艦爾骨騨員纈

融9■﹂齢B・・胃陽．o耀卿

曹畳篇郁禰

分に葬現翼的と恩われる︒

暫︐・・⇔鵯．

みられている︒

このほか︑AEC8は︑価格に て︑この二つの制限は︑現在︑建 型を行使することはないだろうと

虚

の関係︑埋融蟹︑探鉱︑國内閣

．●齢︐

いしと懸畿している︒その理幽は

綴と同一人物であることが望まし

脚．

る筈だという批判を受けることが

響卿卿欄●●・

ついて再交渉するといら規定がな

予想される︒工場の騨価獺は︑ζ

の改装企業がその後霞形資金でや

に穂曝することが難しくなるから

●量い噛︐●罵︐

をどのようにしてその政府企欝に

行くかということを決めるのは︑

惜入金に頼らざるを得ないことに

﹂．尋9︐醒騨響畢●5・

要︑国内処理設備︑販売と価賂政

移し︑どのような組織で運蛍して

渓して簡頭な即題ではない︒例え

匹ρ俸．

るためにできるだけ早く消縮工場

施設の増設に必弾な彊金を確保す

の所籍方式を変えた方がよいと判

ば︑工場の詔価額にしても︑レイ

であるといっている︒しかし︑ジ

ョンソン漂子力婁員け㎜︑暴勇企業

立縷園にしてし豪うと︑燃自民蛍

断していること︑および民営移窟

なるかという点につnても糖質的

政尉企業を今の段階で完全な独

は︑どのような方式で駕施するに

ミー二丁鷹峯員は﹁猿子力発羅コ

還営組織については︑JCA封の五入の役員のうち︻入たけをA

って行けるか︑それとも︑大きく

しても︑現暁醸では種々不邦合の

な影響をもっているものである︒

ドじている︒

二な援助であるという非維を蔓け

るほか︑駅闇会社からも︑そのよ

うに低い価格であれば垂雪に払い

免費される︒しかしながらその他

の原因による遅延の男合には︑沙

鰐企黒を独立の機関として騰聞企

叢適しているQr愛いれは礎務の

紐続性という点からも︑AECの

附属騒関として運営すべきであ

調を︑将来︑完金に民懲に移窟す

る︒いずれにしても︑この政紆一

とができる︒例えばJCAEの公︸る豪での暫蜜織瞬てあると鷹える

ﾍ︑仏が七＋三璽セあ矯

員は﹁政貯企業の撃茎がAEC委㎜も大長く変わってくるだろう︒

聴会でAECのレイ︑︑︑一隙茎η婁かどうかによって︑その遼嘗方式

鮒驚

パンデqス原子力
発電所の工事進む

共融︵十九鋸︑利子三・五％︶︑

セタの貸付け金とイフレンサ祉に

欧州の二十銀行による二十二懸ペ

タの罰含で分挺される︒

参加している葺社による十億ペセ

列に加わらない隈り︑GPUの㈹︑ 争の的となっていた︒それらは︑

ン葉岡のパンデロス原子力発餓所

︻パリ松本駐在鼠発︼仏スペイ

画に従回していた一一入の地盤学省

社は︑米AECのプラウシ諜ア計

新会社のジェオキ才テーノクス

プラウシェア計
画で新会社誕生

①予備ガス処鋼系の変更諸麗②一

を建設しているイスバノ・フラン

仏スペインが共同建獄中

部醍管系の帰質についての追加検

とAECとの閲で本年四月以降論

の品質の謹明については︑JC社

口塞献題にされている脳弓と弁

ている︒

肱年GPUは三千二貨万がの電力飽上の間色が残されているとされ

で八型万ザの損灸をこうむった︒

入が税込みで千六正義が︑税聴き

あわなくなっている︒

原子炉はすでに納期が二年閥も
遅れていたが︑今奪初めには︑遅

支が闘待碗り血綿される見込が立

および鉱物の鉱臥を開発すること

は核爆発を利鎌して︑石油︑ガス

タロニア水力発霞会社︵持株二三

A︒レカスとジコン・D・ドーネ

二人の地蜜学奮︑ミンチェル︒

コードにおかれる︒

で︑本社はカリフォルニア州コン

らの聞題が解決されない限り︑曲

子力発罵所︵一九七二駕運帳聞娼

・％︶は︑このほど︑パンデロス原
出麗緊︑c社に対︒て蕾山

ないというものである︒

①建設費は米糠技術に比べて二

の午渉をうけない発難設備も検翻

②建設鞭けW初の六十五億ペセ

ることができる︒

︸傭繊の・批．︑ワシントンDC本部

嘗撃櫛所︵プラウシ乳ア︷財画の摘

逐耀していたサンフランシスコ運

〇％繊麗たが︑KWH当たりの晒ンは︑フラウシ皿ア謂纈の鉦務を

にした︒

GPUは︑オイスターフリータ予定︶について次の諸点を明らか

ー暑機に譲せられたハンディキセ

タリークニ号鰻について今戸環に

GPU会長のウィリアム・G・ノブにもかかわらず︑オイスター

たないといわれる膀以である︒

キューン氏は︑同社の法撞専門蟹

れにせよ︑GPUは全蝦撮転を 下検講中であると述べた︒オイス

していないといえば嘘になる−二︐︸

︐︒こ 識していた
酬

い膨徳ざれた︶の︑溺企画韻4畷

タ⁝クリークの契約ドは角期が絹

．盛伽へ聖 と見麟ら汽ぐい

タ︵切下濯龍︶に嚇し︑現在では胃

待たされる薦は︑オイスタークリ

銚力なとω予期で添ない騰粥の鰯

定されているQストライキ︑不可

へている︒

塵癒躍力を蟹わなければならな

ークが罫躍でしるコストの二侶て

能だろうと霊徳されていたQいず がGEに対する訴訟の町能性を脚 見穣徴集の予冠であるが︑AEC鯨費は競争でき︸︑9水藤まで引下げ

くも今琿八月には全出力運転が町

るしというものに大きくわけるこ

秘審と義務を守るという点からも
低くした場合には︑石炭協会等か 業と胃じょうな形で遷慨すべきで
︸ら・それは三子力発覆に対する不 ある﹂というものと︑﹁ABCの十分であると判断しているのであ

い﹂と器っている・工隅の評緬を

㎝南槻価格以下であってはならな ろいろな愈晃があるが︑﹁この政

㎜凝して︑ボスマー驚員は﹁妥当な およびAECの聞係響の麗にもいEC委員に了れは十分である﹂と

えるべきである﹂としているのに

ストを低くするために両頬隈に捌
蕗

生じることを避け縛ない︑と判断

しかし︑嬉しく設立される政府

案を隻蒸する理由として次の二つ

企業が︑ウラン亀卜工専の運営な

していることである︒

改良謝画と︑一九八○年には必唖

予騨措瞬を必要とするカスケ⁝ド

一躍二＝一鱒

不げた方がより効零的に運営出来

＝≡喘＝＝＝三二＝≡一二三篇＝≡凹二﹇輔二＝

勧なうとしても︑その藺に憲工場
一＝輔ヨ≡喘一＝識＝騨一一≡三一﹇≡蔓≡■一僻瞠一＝＝≡一舞葡一一＝門≡≡扁＝≡三三＝一一曇

となる生蜜能力の拡大京たは︑辮

が考えられる︒即ち︑来隼度かろ

る︒AECがこのように政瞬企礎

ことが考えられる﹂と難写してい
・会︵JCAE︶の公聴会で︑﹁ウ

るべきである︒必婆な資金は財務
省からの儲入金豪たは公優の錯行
によるか︑あるいはその澗方を利
用することによっザ磁保し︑収入

りわけ原子力発電駈が近β竣工す

では重いかと不安を感している︒

謡クレアール社に参堕しているカ によって設立された︒岡祝の鼠毛

チェ；サ︒デ︒エネルギーア・二

他の原発へも適用か
で︑躍気出力三十五万KW︒また ことを目下検討しているのではな

る会祉では︑オイスタ；クリーク

駄オイスター炉の経験から
いかと懸念している︒さらに周社

このように︑オイスタークリー

の評価などであり︑A鷺Cはこれ

討⑬格納饗羅古徳弁の懇転補試験

オイスタークリークがこの罠に戦

てもよいという諮可を得ながら

が更に数カ月遅れ︑会隼の翼のピ

も︑追加試験のために傘出力趣癒

クリークを熱出力五MWで運卸し 受買う必愛に迫られ︑このため収

に低出力試験を終え︑オイスター

万がにつくものと掘

祉だげがAECかち追加試験を要クの趣癒の遅妊は︑ 田当たり六

︵GPU︶の峯会社であるJ
いC
︒GPUは︑オイスタークリー禽には︑納期運頭についてGEは

＝＝一陶榊一＝輔一冒用一⁝一一＝ニ⁝⁝≡脚＝＝筆蕊＝藁一＝一葦憂憂＝

についてもそれを霞ら使用する灌
鴇＝襯＝篇＝＝一一脚＝＝一一齢＝＝輔≡霧＝≡一喝一門

億︑最近オイスタークリーク発

5。13

︵﹂・C︶社の贔質轡理詔画が不 求された唯︸の会社である︒すで

は磁にジャーシー・セントラル
に対する試験計團を︑他の原子力

ここで少なくとも原子炉蒸気繊給

いう闘題が未回申となっている︒

系のうちの十六個の安全弁に対す

満足なものにとどまったのか︑と

削申である︒爵下のところ︑オイ

発着所にも適愛するかどうかを検

電所に擢封けられた配蟹および弁

6．19

ったということだけは確かなこと ーク負越をカバーするのには閥に

る要求が︑塗く新らしいものであ

スタークリークで闘題になったこ
とは暴発解語に特膚のものと考え
られている︒

しかしながら︑メーカーのG鶏
は︒オイスタークリークで閾題に

り︑竣工闘近かのナイン・マイル
︒ポイント︑ミルストン一弩機︑

ドレスデンニ暑子等に対して配管

は︑追加の試験が他のメーカーで

浄機が一九七二年一月完成をめざ

︸暑機の隣りでは︑岡じ輝樺の二

瓢を開始した原子弾発㎎齎を再試

と勝様の要求をつきつけられ︑運

クに課せられた新しい要求麟項

全軍でのところは︑ゼネラル・

験のために停焦せざる誉得ないの

所にも援及するのではないかと考

なお︑ベズノウ原子力発諸所の

し︑建設中である︒

4．45

5．26

−

25

−
5．26

−
5．42

濃縮工場は企業ベースで

比

第3表、南巾部地域の発電コスト冤通しの比較

挙国原子力婁面会︵AEC︶ て︸樹苛瀧になったのか︑あるい

3装参照︶

の比較も掲げられている︒︵鯖2︑

と原子力発墨所の燃料蟹︑獲本鰻

同地城の石炭火力発電所建設鰻

の各州が対象となっている︒

ているが︑これは醤万BTU当たができる︒

馴

謝謝

瞬・鉾当たり約四ミルと想定され

り七壌︵四百曙︶︑八︒衰態に網

今圃の報 告 に よ れ ば ︑ 一 九 九 〇

醗の約七〇％を占めるとされ︵第

強豪でには西中那地域の発艦電力

原子力発囎コストとの掻益分岐燕

三一二十五・二膨に達し︑籔近の

1表謬照︶︑さらに注写すべき 威しこれを含めた石炭衝格はニや
は︑韓藍なガス塵地である爾中部

地域でさえ四五％近くを占める

湘

︽ーー

＊残りは石油火力、内燃機関

パブリノク・ユー．テゴリティー

PWRは︑米国で一九六〇薙以衆えている︒

ウ錯躍プラント串．技術的に改良︑

140＊
130

澱饗膨惚万既u）§8

215＊
25

10護）9

が︑遣ム．し獣象ざれたものに比べ

シーポーグ氏
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第2表、米團南西部の方式別発電見通し

建設か進められている原子力発議

について岡横の試験を行なう
一男機は︑米WH社製のPW・
R弁型

業運転に入る予定である︒この

日に臨界したが︑今愚論豪でに商

発鱈り所一町瀬W︵写轟つは山無月＝一十

スイスNOKのべズノウ原子力なったことは一般的な図柄であ

★摩月しク∫「縄力はノ：さボ

聞

業

力

原
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聞
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炉物理会議

差がなくなった

各国の測定法

樹の臨界輿含体ZEBRAと︑こ
れと細み匿わせた二薇耕のタイム

もあまり差はなく︑鮫正制御に

︒フライト江︑隅子反跳カウンタ

よる私︑繍放躯法︑タイム︒オブ

ー︑半導体箔カウンター等である

ドソブラー効県をはじめとする

が︑ほかに英国が闘発中の￡︒P

・オブ・フライト測定系の実験が

る︒これにつづきフランスのMA 犠種の反応匿︑核分裂分布︑中性

簸盛期瀞迎えているもようであ

迫力に欠けるうらみなきにしもあ

らず︑研究のスケ﹂ルは大きい
が︑なお一蹴的︑塁礎的な段階に
とどまっている︒スウェ﹂デンな

ども︑小規模ながら︑F飛0でウ
ラニウムと英国から謙りた八㎡鰐

法がよい精度をあげている︒

・飛跡レコーダーの銑み取り解析

が︑米国の原型炉建設の轟体計画

る羅気出力二十五〜一十万KWの 研究の紹介である︒

の原型炉計画

中性子減速型の鰍御横のワースの

臨界実騒ではPFRの建設が進 のプルトニウムによる繍界実験︑
難中の英国の活動が活発で︑ウィ

測竃をやっている︒

醐論砒藁鰹薇罐鑓隷錨葡か継儒

断面積セットの精度向上が佳醤描

実験誤差の減少へ

3︑6︑9等の臨界実験装置と千

ム混舎酸化物燃料の︵いずれも完

コ・フェルミ炉等の鍛近の運転中

難はなさそうであることが岡示さ
原型漫漫で︑欧州では羅い順にソ

にあらわれた炉物理上の出来麟と

慕礎的な技術の開発隠期である︒
れ︑大型爾業用高還炉開発上の諸

連のBN1350︑英国のPF

第二世代は混合酸化物燃料によ

定．払そのものについては︑盗煽と

SURCAによるやはりプルト子
ニスペクトル讐の炉物理定数の測
ウム炉心のインテグラル実験が多
忙の様子がうかがえる︒西独はウ

ラニウム炉心についてSUAKと
タイム・オブ︒フライト測定系に

よる炉物理定数︑スペクトル測

定︑S聾EAKによる蒸気冷却型
高遡炉の炉物理研究などについて

MWe級の炉心モソクアノブも組

弘

の臨界実験装認による実験と研究

報議している︒米国はZPR−
の報審︑断面積セントのアジャス

み込めるzPP只︵一九六九年三

われ︑第ニセソションはP登R︑ 月運転閥始︶など楽もって金と力

トメント︑謝算法の握案等が行な

力

に出席して

炉心設計の精度向上
族響
騒霧中
六月二十四日から二十六門司でロンドンで行なわれた英園原子力学会窯催の﹁高批炉設計・運転と

炉物理に関する国際会議しに鐙席し︑その後欧州の乱丁炉開発諮国の活嚇状況を毘闘する機会を得
た︒以下︑紙面のつごうもあり︑会舘と英圃における感想を報管する︒

はすでに十隼にもなる優れた運癒
︵仏︶︑BOR︵ソ連︶︑SEフ
Hェ
Oニソクス︑SNR等総総の原で多くの炉物理建議を並行してす
実績を有し︑皿BRl舐などもあR︵米︶等のウラン︒プルトニウ 型炉に慮接闘連した炉物理の研究
すめている状況を報難している

窩速炉は今や第二世代へ入りつ
つあるという印鐙である︒第一世
わせて初期の罵的を余すところな

ように現実の炉心設計葎追求する

と爽験の進行状況を伝え︑第三セ

代はいうまでもなく世界餐團の︑

さないが︶パイロノト的な原子炉

EBR − 1 ︵ 米 ︶ ︑ E B
H
くR
果たi
しつ
つある〇
︵米︶︑BR−5︵ソ連︶︑ドーンレ 一般的に︑この第一世代に悪潔
を経過して第二世代に入る︒

金繍燃料︑小型炉心︑高増殖率を
闇黒の摘鷹に︑このスケールの原

R︑仏のフェニソクス︑西独のS

は健全で︑技術的には本質的な困

鼠指し︑辻三炉そのものを実紅し
子炉としては謹ず総懸に近い役罰

NR等︵米国では叢基程度予定さ

ルミ炉︵米︶によって開拓された

ソションはド⁝ンレイ罫BR︑ラ
成︑BOR以外は遂って竃気を出
はやや運れているので︑英︑仏の
プソディ﹈︑鶏BR一π︑エンリ

イFBR︵英︶︑エンリ雛・フェき汽たナトリウム冷却蔵逮炉技術

ょうという愈麟が強く︑技術的に
りを全うしつつある︒

れている︶がそのメンバーで︑こ

やや遅れた米国

はかなり傑守的で︑冷却材温度も

原型炉開発に

ンブリス研究所のプルト一一ウム畿

にZ蜀BRA凝訪ねた後︑ドーンており︑ある聴代に造られた無韻

は︑照射実験を除いて︑薄れてき

甥磁原題力学会虫催の萬遼炉炉

レイ下草炉地区へ出かけた︒一昨

会譲終了後ウインフリス研究所

物理の会蹴は︑あたかもこのよう

奪から小漏洩懸命の修理に若労存

型炉PFRは︑ドーンレノ実験嫌いえば今秋はド﹂ンレイFB獄が の薫製藩接構造で作られるが︑こ

力集間遅れるであろうと理工され

英国が国誠崇かけて麗発中の原

の工樹からの田荷に際してミス

一九七二年運開を圏解し︑第二世 納するセルの仕切りが出来上がり

ていることはすでにご存知の通り

しつつある︒原子類建屋︑タ蓬ビ

わり堅きなプラントの姿をあらわ

を納めるリ﹂クジャケソトが現揚

径約十二癖︑深さ十四耕︶とそれ

下げる構逡はタンク型原子炉の問

である︒上部から関渉機器をつり

英国︑実験炉の運転経験で自信得る

国威かけPFR建設

代の腐速撃の一番手としてひとま

つつあり︑原子炉一次タンク︵瞠

高

騰

英

ソ

米 氷＊

世 代

仏

ソ

米 米

ツ

臼

ト

独

ソ

米 日

舞二 世 代

に各国とも大嚢な関心を樹せてお

データのアジ詣ストメントの方法

讐

いる︒英国のように目標とする誤

つつあること︑たとえば炭紫の散

概して健全といえるが改良を瓠え

むずかしくなることがくり返し掲

をあげることや計算によwハ予測が

近頃譜題を呼んだプルトニウム

摘されている︒

のα値のションベルグ等による大

きな測定値について︑この会議で

フランス︑スウェーデン︑西独の

は英国︵ローランド他︶︑米賜︑

の鹸文の中で測定値をあげ︑コメ

二二冷却型縄速炉グループが各々

ルグの億を支持しているのは西独

ントしている︒しかし︑ションペ

で︑他のグル⁝プは皆米国ORN

の蒸気冷却型縄速炉グループのみ

に落ち暴くと述べている︒この会

Lの測窪鍍ないしはそれに近い値

ウムα値についてのスペシャリス

議終了後IAEA主催のプルトニ

この闘題をめぐって激論がたたか

トミ；ティングが閥かれており︑

騨報に待ちたい︒

わされたが︑鮮細は離技巻からの

運転中の炉物理
についての報告

影響中の炉物理では︑一般譲と

して葵厨が運転の安全上から必要

についての憩見を述へ︑ついでラ

なインコアモニター審からの信男

た︒

反応度係数の減少がレビューされ

漏洩︑SS反射材のわん曲による

じている燃牌柘からのFPガスの

R一簸からはこの一了三年間に生

いることが中心に述へられ︑EB

から庚応度が不連結的に変化して

つれ燃科ペレソトや燃料棒の変形

動状況︑ENDF／Bの断面稜プは
ソディーから︑燃脱がすすむに

ータ驚舖ワーキンググル⁝プの活

プルソクヘブン研弱勢から核デ

研究所の提案

ブルックヘブン

された︒

って夕鋪からパネル討論会も開催

り︑豪たその困難と蟹叉性をめぐ

差の程度○・三％︵増倍度︶Σ二

％︵核分裂霧や分裂比︶を考え︑

を達成していると綴呈している例

突際に○・七％一三％までの精度

もあり︑研究かかなり進んだ状況

に達していることを物語ってい

ル測知などの精麗が畏い顯に月

る︒〜般酌に臨界実験︑スペクト

ンであろう︒

山︑フランスと西独︑スウェーデ

自薦鎖セントの精度をあげる必

要性がくり返し唱えられ︑特に灘

分型測定のデ⁝タと微臣測箆型の

乱断颪譲は古いものに照して四・

エビ・サーマル領城の断短讃やウ

七バーンにした方がよい︑疏水の

いという慧じで︑ドーンレイ実験

ているが︑西独の揚含はかなり一

面積が必要と述べている︒

まだ部分的なモ

ムが数壕不足していることが発

毘され︑プルトニウム摘出︑加工

たかとされている︒

蒋の工程蟹理の不手際ではなかっ

保障措置など
について検討

一AEA九月理駆会

国際原子力機関︵IAEA︶は

九月十九臼から回田閥︑ウィーン

同理事会では︑①新加盟團の巾

で理訴会を開く︒

舗認町︑②保隙即諾︑③原子炉讃

動︑モソクアノプテスト等がいよ

画︑④政府闇雲際機関との関係︑

持し︑大型ペローでタンクの熱ぼ

ックアップ段階

料アソセンブリー中のプルトニウ

研舞のEb11重水格子によるSEFORでは臨界実験で燃

正が握壌された︒ブルソクヘブン

ずか小さくなるのではないかと修

ラニウム獅︑鵬の共縄積分等がわ

移術研寄窒を箆学した︒PFRの

ナトリウム技術開発の主力はここ

にあると聞いていたが︑筋酷して

みて施設が翻舎に小規模で︑それ

も部分構造の試験が多く︑英国は

どうやらこのような試験のみでP

プルトニウムの共鳴領域断面積測

世罪の主な醐界異験装燕におけ

定についても触れられた︒

る異験値と斯騨艦の柵互比較︑自

る引騨値との掘互痴較なども西

分で改良した副騨プログラムによ

独︑米畷アトミソクス︒インタ：

炉で求められなかったもののみが

されているという印象を受けた︒

りズレi研究所等で蜜点的に研究 ーナショナル社はさらに正確な断

致がよく︑アトミソクス・インタ

て︑PFR開発路線につなげばよナショナル欝欝かちも発衷になっ

技術の改良発展の路線を延引し

々と研究を続けてきたナトリウム

験類を成功裡に運紙する擁ら︑熱

英國は第一世代のド：ンレイ爽

子に理外な思いをした︒

PFR麗麗内では騒騒機腿番収が発艦され︑PF8の工窮は約一 FRを組みあげようとしている様

運転開始してヤ琿圏を迎える︒

原子炉一次タンク上部のしゃへ

な時期に︑鏑二世代の轟遡炉群の

し︑従来不可能であるとされてい

に隣署して海と低い丘のつづく牧

の国のヤ余年におよぶ職遼蝉の災

炉心設計の精度をあげるために︑

たこの位階の故騨を修理して︑昨

場に囲岐れた牧歌的な敷地内に︑

碑的な存在と化しつつある︒

各圖で行なわれている実験値と計

無電月旦購に運転瀞再開してい

い兼撫器支持用のルーフは︑鉄板

騨億のくい違いのつめ︑方法の検

る︒その後の模様については︑今

地経験が映し出されている︒そう

附︑誤箆の騨価︑運転中の炉物哩

カバーガスの浴存と反応度の圧力

圓は炉物理開係が発表されてお

会議で発表された論文は三十二

係畝の鯛係︑ガンマー線による熱

の研究などについて憎撮の交換が

編︑内評は英国七︑米国七︑西独

発生︑ベント燃料を用いた場合の

り︑プルトニウムのα値の測定︑

六︑フランス五︑イタリア三︑田

討︑ブランケント部のニソケルア

運発中盤子式破損焦料換出系の検

そのものはその後大きなトラブル

究について報告されており︑運娠

ノセンブリー内の中性子束等の研

平田︑黒井︑飯舗︑動燃黎引廻の

約菖人︑日本からは山ハ人︵原研の

このほか欧州西側では︑フラン
題点とされていたが︑英国ではP
FR以後は一次タンクを下から支 スの国をあげての大規模な胴発活

ン野芝︑運転制御室等が形をな 製造され︑リークジャケソトは概
小林︑質立の松岡の各氏と筆暫︶

に地颪下に据え付けられているQ

四角で︑それもごく贈通の気密構

れているQPFRの原子炉建麗は
原子炉一次タンクとタンク内の機

ン政府との協定︑⑦予録︑⑧次の

⑤懸灘穴条の倹討︑⑥スウェーデ

今回は圃愛させていたたく︒

原型炉炉心そのものについて

リズレー研究所ではナトリウム

は︑発衷された撚りでは︑まだ部

筒速炉の一番手として世界申に名

ドンレーに建設中
マルクールに層工
オランダ、ベルギー膿血

いよ現実味を帯び︑繭独グループ

会議は大別し猿戸セソションに

2駒MWe
2鈴MWe
300MWe

がこれに纏いて今や日塞よりかな

分けられる︒籍一難ノションはZ

大洗、安全霧糞裂離申

英 1972 酸化Pu
仏 19B 酸化Pu
1974 酸化Pu
1969 酸化Pu

う張を吸収する方式を検討してい

器を支持する喫緊構造物も既に完

燃料開発誠験耀

ると伝えられ︑フランスの丁合も

ぷ馳せたが︑今田的な黙で見通す

ン用のシートで覆われて据え付け

成しているもようで︑ポリエチレ

酸化Pu 300〜500MWe GE、WH、AI社の3候補あり
メーカー5社1次繍1中
酸化Pu 300MWe級

玉977

新燃寧漏遭炉実証妊調

れる︒

造であって︑かつてのドーンレイ

looMWt

̲化u

稠速炉実証、鮪撲総㈱

15MWe

理澄池日量について審鐡換討さ

球として有名な三盆はなく︑新旧

し︑海水冷却水路も工箏が進めら

抽姓能燃料排i発

Y化Pu

350MWe相当 脱塊と二璽目的

1973 酸1とPu

ｻの他

FFTF
JFER
PFR
フェニソクス
SNR

幽

炉物理試験と安全性試験用

1％9 酸化Pu 蜜）卜IWt
1973 穰化Pu 400、玉Wt

SEFぐ）R弾

口

BN−350

照射好調、Hけ」三盛

60MWt
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臼本原型炉

24噸40MWt
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1969 酸化Pu

巌

BOR
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EBR−1

燃料

分的なモンクアンプによる測定に

漏AK︑SUAK︑FRンO
︑
P
ト機
器Z
︑構
造系など新鉱の原型

であった︒

運転中

完成

第2段階の実羅、照射好調
発徽観模、故瞭を敢良巾

轟継煩実思量、遜転終了

フェルミ炉蟹

金嘱u 1．5KWe
1鰯 金属u 2G MWe
1963 金瞬u
65 MWe

Y化u 5 MWt

張

BR−5

主な特徴と現状

の

力

界

莇速難名

1959 金概u
1959 酸化Pu

ドンレー炉蛾

急

速

世

とど豪り︑大型炉心になると精度

EBRA︑MASUR
C
A設︑
N
なら
ば︑
謝条S
件は
もとよりプラ

ドーンレイ高遼炉は第一世代の

はないもようである︒

このうち典国人九十人︑海外から

一︑参加人顕は総数約百九十人︑

本︸︑スウェ﹂デン︸︑ベルギー

行なわれた︒

る︒

と運転開始のスケジュールであ

の一年から五奪ぐらいの藺に次々

低いなどという点が第一世代の雲

岨

産

力
速炉の特徴であったが︑これらの

﹂

、

ドーンレイ圏逮爽験炉

り発を歩いている感じであるが︑

周横のことが噂されている︒
をまっている︒

の対照的な原子炉建麗の外観にこ

建壷中の英国PFR

炉等
に醗
一P君︑ZPR13︑6︑9
蛋接
国役立つという慰味舎い

耀

組む欧州勢
うちEBRlI︑ドーンレイ取
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奪

又

い穿羅

新
子

原
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R︑B R − 5 の よ う に 畏 いもので 第一世代は今やラプソディ⁝

卜

廼
隈

は︑従来︑放射線測定踏や炉﹂渋

原研型モジュ⁝ル・システム

ら構成されており︑ビンには十ご

原研のシステムはビン︵モジュ

ぐれた機鮨と取扱いの簡厨さなど

る︒

モジュール・ユニノトニ＋三機
種という多数の製膨化となったの
は︑モジ凱ール・システム構成機

東京と大阪で

動燃が第二回報告
と講演の会を開催

聖

表が行なわれる︒

密なテーマについて数点の研究兜

動力炉および核燃料開発に関甦る

なお東土会揚では︑このほか︑

映される︒

での建設状況を配録した映画が上

があるほか︑大洗覇業所のこれま

予力悪運の特甥上演︵演題未定︶

両義理欝畏の総摺報管︑山団原

も誌上理鎮畏の挨拶︑自立︑今井

大ホールで午後開催され︑いずれ

覇公評内の大阪緯書技術センター

大会議墾で一日中︑大阪は大暇衛

⁝タ﹂︑﹁ベースラインレストア

﹁ライズタイムツーハイトコンバ

イミングシングルチャンネル﹂︑

とくに注目されているのは︑﹁タ

としての使罵も司麓で︑このうち

一︷十三機運全部が独立した機羅

ためである︒

ステムについても製贔化を行なう

器の製贔化もさることながら︑シ

︶

原研⁝型モジュール︒システム

艮慕一⁝

上1一などに威力を発揮するもの

安︑点検の簡厨化︑④経済性の向

このように国立の研究機関が開

として注圏されている︒

発した技術を︑メーカーに製轟化

ール・ユニソトの収納容器︶ビン
つ
用霰源︑モジュ⁝ル・ユニソトか

假のモジュールが挿入でまるよう
させた例としては︑神戸工業が昨

弱遁に明確な巫鵡がなかったため

各機種聞の写換性︑測定糸の点
になっている︒

年製昂化した﹁低バンクグランド

化分も含めて約五や機毬ものAE ・ベータ線スペクト懸鯛ータ﹂を

原研は現窪豪でに︑今回の製品

C規格に墓ついたモジュール︒ユ はじめ︑最近では︑理研計器の

から今回︑東窟原子工業が製品化

が團でも米国AEC規格に鵡拠し で鍵翻していた︒しかし︑そのす
て︑原研︑東大核研などで糠準化

を試みることになったもの︒

原研型モジュ⁝ル︒システムが

では︑昭湘四十一年からモジ晶：
ル・システムの試作に書手し︑各

の作業乃進めていた︒とくに原研

機器の主要部の寸法︑至重などが
製晶化に成功し︑放射線灘定︑炉

AEC規格に十分禽致し︑かつ︑ 謝装︑モニターなどに採用されれ
ば︑①翼験の多横性に対処でき②

﹁偲準用被曝線難計﹂などがあ

したもの︒これについては一九六

ためにNIM規格を作成した︒わ ニットを開発しており︑原研所内

四年米國が形状と構造茄統一する

た点を解決するため︑原研が開発

検︑課守︑僑頼性が不や分であっ

機諾︑モニター機器などの形状︑

得るとともに︑来矩三月三十一日まで︑製品化にあたって原研の技術帽響を受けることになった︒

だ︒この結果︑東京原子力工業は︑今後五館閥︑原研が開発した二士二機種についての特酔翼国権を

﹁原研型モジュール︒システム﹂の製昂化に関する特欝権の譲施契約および︑技術指導契約を工ん

日本原子力研究蕨と棄京原子工業︵株︶はこのほど︑原研がこれ豪でに開発した放鮒糠謝測器

向う五年間に二士二機種を

東京 原 子 工 業 が 契 約

＝

わが圃の膨彌にあった独自の設計

鋤鍋炉・核燃一斗琵秘業団︵理
購長並置五郎氏︶は︑来たる十月
⁝臼に東京︑同一Bに大阪で第二
回﹁動燃口業団報告と講演の会﹂
を謝く︒

一︻i−1髭ハ＞Aーーー

東京は港区平河町の全共連ビル

燃料装荷を待つ
原電敦賀発電所

における璽水製造の開発ならびに
いて述べた︒これは︑従来の硫化

ア交換反応による識しい方広につ

寄航製造については︑アンモユ

十Fでよいとの試織だ︒

十Fであるのに対し︑二十五一五

は︑従来の硫化水素法が六十一七

の︑璽水一が畷当たりの消費餓で

製造されるという︒電気や蒸気

と擾触交換反応を行わせ︑トリチ

除去は︑量水を蒸無にして︑水素

る﹂と述べた︒

的分離よりも安く水銀が製造で馨

遍は︑﹁この方法によれば︑殿磁

に溶けて分離されるというもの︒一

であった︒

同翫依分離について﹂が︑九月三
水繁一水交換反応等と異なるもの

水銀獅の同位体分離では︑ブタ

日本蹟子力学会霊催によるE︒

目午後︑東京・虎ノ門の教得会館
で︑肥料肝潰で水緊中の蟹水工を

三七︒Aの波長の光を吸収させる ウムを水累中に移動させた上で︑

ヂエンを含有した水銀蒸気に二五

ロート藩士の講演会一﹁フランス

天会誌整で行なわれた︒

を触媒として液体アンモニアを用

早良するのに︑ナトリウムアミド

璽水中に薄積したトリチウムの

ロート簿士は︑仏サクレー原子

理◎この装置はグルノーブルの中

その水素を液化精溜するのが原

運転される予定たが︑闘下ズルツ

性子窩フラノクスの炉に付設して

講演内容はマザンガリブ鼻水工

入っていた︒

磁心両教授らも稲叢︑爆心に聞き

これを酸素中で燃焼させて璽水を

溜して璽アンモニアを取り出し︑

せ︑更にこの液体アンモ一一アを綱

体アンモ㎝

ア中に胆水紫を濃縮こ

いて接触交換反応を行なわせ︑液

㎡鰐同隠に分離する美里を設謝中

九％以上のB11を塁間奏薦一八欝

％のB10を毎狸婆〜聖哲♂鰐︑九

るもの︒茂は﹁眼下︑九〇一九二

交換樹脂を用いた化学交換法によ

ホウ素の岡位体分離は︑イオン

qI卜博士仏の砺究現状で講演

﹁重水製造と同位体分離﹂

力研究所の安瀬岡位体部長Qマザ
ンガリブ璽水工揚の購設には塁懸
腕誹の段階からタノチした人でも
あることから︑周理の講演会には

昭和洗口の溝水博士や理研の蘂

場の胴発および︑サクレー研究所

製造するというもの︒この方法に

と︑選択的に水銀螂が酸化されて

ァーで製作申とのこと︒

での水銀翻位庫︵水銀螂︶の光化

安定な水銀の酸化物となり︑酷酸

地︑中擬両博士︑東工穴の燈花︑

学的分離︑憲水炉中に茜照するト

よると日産千ゾのアンモニア工場

からそれぞれ来難度の土嚢旛策や

工業核燃料成型加工工揚建設﹂の

城興東海村におけるコニ饗原子力

欝正︼本紙四九一暦欝画の茨

︻堅目は講演中のε・ロート博士︼

だ﹂と述べた︒

︵B10︶の化学交換分離についてから年聞六十五一七十ゾの環水が

﹁

予騨概舞要求についての五明を闘

科学技術庁36よぴ通塗省の撮当窟
バーピンクオフ︑サムデレーアン
プ︑タイムツーパルスハイトコン

中心とした研究成果︑とくに︑ト

討がなされる︒

なトリウム・システムに関びる検

のアプロ⁝チが示唆されるものと
して︑注目されている︒

トリウムに関する家とまった壷

はクワ入れを行なう松谷健一大成

建殴専務﹂と訂正し豪す︒

使用済み燃料の輸

匿膣匿画量5ムームー

蹴響毒筆嚢

と呼ばれる

料の少ないわが瑚で︑ζのように
もう一つの原民力

トリウム︒システムの解明が已み

られることは︑闘遮訴訟の麗心を
呼んでいる︒

ワ入れ式でお払いをする内開︑㊦

雛欝中の写翼説明を﹁一翼㊤はク

塵

加速器の工業利用に関するシンポ

ヘンで開かれた﹁議定源ならびに

八限から二十二日豪で西独ミ晶ン

銀行斑の門ホールで︑馨る八月十

十月九日午前九時半から︑鳶職

は︑

とすましている︒だが︑船

いくらでも運んでくれる

一つの薫製︒

うかというのが︑その田のもう

粟たして賀任嵩はどうするたろ

で準じケースが趨こったとき︑

あったそうたVところで︑属本

済み燃料も溢押えられたことが

輸送中に謀計︑船もろとも使用

小さな船会議に頼んだところ︑

中

陰型讐置目一呑︸電量＝差讐壽一塁≡ヨ難至一一一罎歪≡一＝ヨ三一ξ一三妻器逼＝一＝＝慈至三一鶏一＝＝毒葦三講ξ一軸膵

密

⁝塁一団塁一面⁝塁＝一⁝≡＝難＝一

横

田

信

夫

罫薫窪＝葦一一器一涯一認㎜塁蒙讐﹇一≡一義塁＝≡無⁝肇＝＝＝蕪叢︻﹁﹁≡孤塁一≡一＝

⑳

露▽運賃が安いのでギリシャの

の方ではち．︒っびり失敗談も披

よ

祉は嫌がらなかったかの質閾で

大見得V船会

専属工掲しと

・クも︑うちの

ユーロケミソ

﹁ラアーグも

法規換討婁貫との懇談では︑

と亮込んでいるが︑原麗の輸送

験をもち︑三界を殿に大活闘﹂

れ▽﹁わが社は四百回の輸送経

の総支配人A・オプティ氏がそ

る︒仏トランス一一ユークレール

さぐりに来た人がい

黙と︑電力各社の葱陶を

︒雨量綾夫殺気遡儲大学教授︶は

原産の放尉線藩学研究会︵会長

原

加速器でセミナー

放化研が新線源と

いた︒

スハイトコンバータへ瓶︶︑ベー
スラインアーラ︵※︶︑ファース
トアンプ︒︵※醸は現在二二出願

ロール︑ライズタイムツーハイト
コンバータ︵※︶︑パルスウイズ

バータ︑タイムピノクオフコント

ルチャンネル︵※︶︑クロスオー

モードアンプ︑タイミングシング

リチウムの除蜜︑ホゥ素同位体

iラ﹂など︒これらはいずれも原
研が独膚に開発し︑国除的にも丁
分通全土る性臨をもっている︒

特酷寒実施と技術指導の滋象と
▽特務権翼施憾プリアンプ︵シ

なった機種は次のとおり︒

中のもの︶

リコン︶︑同︵プロポ⁝ショナ
ル︶同︵冷却型︶︑ファーストチ
ャージセンスティプアンプ︑マル

合企画婁員会﹂を開き︑①第⁝一薗

午後︑躍力懇詣会で第三十回﹁総

B本康子力二戸会議は八月ミ日

三鷹・総企で二幅

会の準備など

第三回国次大

チモードアンプ︑タイミンゲシン
グルチャンネゥ︵※︶㍉リニアゲ
︵※︶︑デでテクタバイァイスサ

⁝トアンドスローコインデンス
プライ︑サムデレーアンプ︑バイ
ァスドァンブ︑パルスストレノチ
ャー︑サムインバータ︑ライズタ
イムツーハイトコンバータ︵※︶
パルスウイズスハイトコンバータ
︹／◎︑＼︐ノ︶︑スペクト獄スコビーアン

プ︑べ〜スラインレストアーラ
﹁原灘琿次大会﹂の開催雌備︑② ジウム﹂こ提出された論文をテキ
︵※︶︑ファーストアンプ︒▽技
使用済み燃料輸送関係法規の当面 ストにしたセミナーを闘く︒
術指轟酵プリアンプ︵シリコン︶
の整傭運用に関する要望③口唱済
群細は腺産放射線産藥開発譲
タイムピノクオフユ一一ノト︑プリ
アンプ︵冷却型︶︑ファーストチ み燃料二二專門調査園の派遮など 羅認︵五九噸一閃鷺ハ五〇︶まで◎
￥iジヤンスデブアンプ︑マルチ
について審議検討するとともに︑
︻来聴歓迎︼

原動研の年会迫る

トリウムを統〜テーマとしたシン

ム系燃料の現実的な動力炉利払へ

なお・二＋日午萌九疇半からの

窩速炉︑コスト︑原子蝉安全︑燃

り︑核燃料としてみたトリウム系
燃料に関する霧察が報簿されるQ

リウム系燃料活用の愈義︑トリウ

料など九グループから各々一年間

豪た︑再処理・廃葉物処理︑讃

﹁トリウムの軽水炉での利町し

の研究成果が報告︵瓢十一編︶さ

装制御︑保健安全の薫グループか

ムおよびトリウム系燃樹の製造な
日本原子力産業会議は︑九月十

れる︒とくに︑原子力発羅二幅の

らは︑各々﹁トリウム系燃料の再

トリウムを統叫テーマに
七︑十八の面日︑東京・平河町の

保健安全︑原子力発蹴所の計算機

処理技術﹂︑﹁トリウム原子炉の

︵萬鱗実既︶の講演では︑トリウ

日本都市センターで︑原子動力研

謝御︑灘紅炉の計装系︑わが翻の

計綾制御および鋤特性からみた問

どについての冤表︵八編︶があ

ポジウム偏では︑燃料グループを

ーーーーーーー
三鷹敦賀発竈所︵BWR設櫨︶

の建設は︑現在︑間近かに迫った
燃料装荷作業︑これに続く初臨界

燃料藪荷は近く開始されるが︑

へと︑いよいよ秒罷みに入った︒

数本の燃料集禽体による簸少臨界
を経たあと︑悪落十四本の全盤を
装入︑九月末には原子炉臨界に達

究会﹁年会扁を開く︒この舘会で

原子力発維所における廃翼吻処理

題点﹂︑﹁トリウムの感性および

は︑グループ研究蝦告のほかに︑

計圃︑軽水炉燃隅の特牲と励陶な
差金︑遮蔽設計︑翫避制御︑プラ

グル：プ別研究報告では︑傑健

江府出力三十一秀二千KWでの嘗 ポジウムも行なわれる︒

が︑順調にいけは︑来年三月目は

試験など各樫テストが行なわれる

引続いて︑出力上昇試験︑臨界

する見込みだ︒

弼

響爽は原子炉下部で︑燃院号

藥運転に入る予定︒

あるなど︑広範な観点から︑縷雛

語訓
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酒
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防満了の閾題﹂などの研究発表が
また︑﹁トリウムに開するシン

：京都・神戸・岡ljl・広島・孟、松・北九州・福閥

東京（343）5311（大代衷〉
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灘
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回

プ﹂

羅

来年二月の着
工をめざして
中国醒力の総発蟷設備容鰍は︑

離翻

水力約九十五万五千KW︑火力 約
蔚五十六万九千KWの禽副署二 酉
五十二万四千KW︒だが四十︻ 舘
以来の儲ぴは一一％〜一二％と目
ざ豪しく︑四±⁝卑には一八％に
も逮した︒この皇子でゆくと五十

年頃には︑約五哲万KWの設備 が
必璽となる︒

中扇剛力では︑この翻要に対応

所の単独建設で総無調費 ︷︑酉五十

鯨円︒すでに四十二年五月から共
周研究が關始され︑現在雁子力委

員会に安全審奄が甲講されてい
る︒

蕪耀
↑

や渉

三万平方餅の歎地は︑水際まで山

麗謁町の輸容湾を望む約菖七ヤ

れ運搬される︑男性的な風景がく

ブ羅ノクやテトラポソトが製造さ

び︑大小さまざ豪な潔ンクリート

」

▼⁝
二！」6

慧潮晦は西への流れがある︒つ窪

があり︑湾外は満潮蒔は東に︑引

方向に毎秒○︒一耕の微弱な流れ

輪谷湾内では︑湾の入口から聴計

五千シ方礎の貯水他も︑完成後に

ンクリート製造用に使われている

絵されるが︑い豪仮設ヤードでコ

る⁝万立方綴の貯水池二つから倣

海から取水し︑半騰をへだてた鎗

画だ︒聞題の⁝茨論却水は︑魏谷

次冷却水用水に豪わされる計

は

だ︒

鰻

却水︵淡水︶は︑サイトに造られ

却水がつきもの︒ここでは㎜次論

原子力に限らず︑繕羅所には冷

順調に解決

漁業補償も

造︑運鍛が二五％といったところ

ブ獄ック︑テトラポソトなどの製

られた仮設ヤードのコンクリート

臨が ﹁︸六％︑酋隣の宇中泌に設け

〇％︑埋立てや誕岸など海岸の工

いま準備工購の進捗率は堀二七

る︒

れだけ張りつめたものが感じられ

心なしか︑炎天下の作業には︑そ

手はずを肇えなければならない︒

本格的な建設工講にかかれるよう

それでもなお︑来卑二月までには

んですから﹂と握当嵩はいうが︑

から九月末談での発墨廼らずな

っての工購ができるのは四月中旬

﹁こんな日は珍らしい︒舶を使

を楽しんでいる︒

沖の嵩の上で︑のんびりと黛光浴

潴し欧米の原軸力発墨所や研究

調査団を派逡したが︑これに姦

盤︑経済性などを調査するため

議は︑この技術的間鞠点︑要全

なってきた︒田本原子力産業会

や絡納容器に使用されるように

譲

哩遜

国懸力としての立地粂件︑経済鋤

躍翼は二三原子力一入手できる一1などの瑚餌と︑申

の見学者が

既に語数百名

に落する＋の分科会を設益し熱の

所との共岡捌究では︑設謙︑運訟

多騰に洩れず︑薪らしい観光斑蝶

ところで鋤細原子力発耀所もこ

醗眠サイトの全燈

力騰勢所建設を決

などを考えてのことた︒日立製作

め︑地元と棚薮を始

の一つとしても期衛されている︒

Wの鷹力は︑その半分が中海新産

塵騰町で発眠される四二丁六万K

名所

を加えるからだ︒準

蠣工麟が始象ってからまだ五カ月

つの

風光明眉な松江付近に︑もう︸

こもった活鋤が展開されている︒

模の大まさに騒を丸

茶都市で消黄される予定た︒

めたころは︑その規

まもあったという︒

くし多少不安がる圓

訪ずれている︒とくに学較が休み

だが︑すでに千名以上の晃学者が

に入ったころは月八衝入もの熱心

中海新産業都甫は︑馬根︑鳥取

の両県が山善地方の開猫を圏櫨

快よく承諾

したが・それでも

午二颪万平方麟の埋立てを開始し

に︑三†四肥前から中海地区の絢

紹局︑

中国餓力としては︑

たもので四十八無に完成の予建︒

作った︒巾には原子力発奮灰のパ

模ながらよく整ったP魏ホールを

霧﹃

役立つならばと︑咋卑九月︑小規

のお惟話が︑広く原子力のPRに

準備本部では︑こうした兇学者

中学生や婦人団体が多いそうだ．

ほどだ︒大半は燭耀滋強の人で小

転の直面が交代で案内にあたった

な学生︑生徒が押し寄せ︑巡備蹴
地元対策に十二分に
気を配り︑初めての

絨維︑鉄鋼︑機械︑蕪業︑食品工

業などを驚歎して幽陰地区の過疎

原子力発鵬庸に揮解

轟・協力を得るため約

も洩豪り︑原勢力という先勢︑総

鋼︑機械などいくつかの企業進出

一葎半も安金性PR
化を防ごうというのだ︒すでに鉄
を繰り返した︒そん
つ⁝

合産業を先頭に︑山陰の塵業開発

な成果がいま

つ実を結んでいるわ

ネルや模型が展添されている︒

こうしたPR活動が 効果 を
てを消獲するまでには到らないの
で︑山陽地方に送6れることにな あげたせいか︑昨庫の佐琶傑港異
常放射能事件のと潅でも︑地元や

だが︑当面は新産業都箭ですべ

謝画が翼々と進められている︒

い豪現揚では準備

けだ︒

欝欝の蘭仕上げが最
盛競であった︒あと

いと接してきた人々のコンクリ

いる︒コンクリートの物性陶研

︐

ク

︵寓．鳥．

九七郭︑A6覇︑

⁝九六七年刊︶

○白く包・

昌μ9⑦￡9貿Φ昌Φ塊σq網

O一日魯鳥Φの二藍旨σq餌昌繍

二三二跨︑A5判︑一九六四館刊︶

○⑩母￡・8ヨ︵9Q勉︒同Q畠．

一原産聖徳霊便り一

叛

︵？・Aσ

は現在わずか︷ハ万KVA︒だが順 漁業著の閲には侮の動揺もなかっ

一カ月で懲戒平群も るわけだ︒松江←底屈への送躍線

ートに対する信頼繊があるので

ート圧力容器の嘗及を成し遂

ルテストに至る蕊での総禽的な

究から︑応力解析法︑難字︑モデ

舅

醸を越す多野︒今度

イギリスでもその青利性に魑多

に数駆の炉に縫用されている︒

原子騨の閥発は鷹蒙的プ獄ジ

はないだろうか︒

ことに着目し︑これを鋼桝で締

力悪露の梅造材として利飛する

げたものである︒アメリカで

研窺が︑二曹援助の下に︑奮槻

たそうだ︒

次アノブし︑最終的には五十万K

VAまで格上げされる︒

の経験は次の四二所

されるだろう︒

解離建議にも大いに生か

には︑多くの発出設備を一カ所に

竃

中国蹴力が初の原子力網羅断に

蟹通︑送羅コストを引き下げる
桜内氏と醤えは圏産愛好塚として

集巾さセ︑大容鼠送鷺綜で送るの

の一基しかつくらないが︑既存の

が効果的︒中図題力は三編町にこ

設備を増強するだけだから︑十分

水型は炉心設劉の余裕度が大きい
②璽鷹福醗原子力二野所︑原篭敦

採算は合うという︒

し︑独霞の研究開発を行ない︑

プレストレストコンクリート

も︑ガス炉のほかに水型炉への

関の協力によって金けられ︑新

ポジ・選加・た・繁粛

の莫績がより多く︑早く︑確爽に

沸騰水型哨籔んだ理由は︑①沸謄

中團強力が三四荊︑ここに原子

い︒

用されるようになった︒この原

での使用にはじまり︑ブゼイ︑

ガス冷却炉の大型化を促進し︑

襲には︑関係蕎の努力と英断の

理に似たものに︑タガで締め偲

EDF−3︑4︑猛L︸4とほす
かで
に︑鷹史的に土や石の住ま

蔽のために︑マノシブな識ンク

原子力藷眠所には放射線の遮

この剛強なコンクリートを︑圧

リート壁が使用されてきたが︑

が︑その一環と

ェクトとして続けられている

してプレストレ
ストコンフリー
ト圧力容器の闘

の原理は一九世紀来︑フランス

めつけたプレストレスト工法が

利用が研究されているが︑格納

発も遣められて

で開発されたもので︑歴吏的に

用いられるようになつ走のは・

容器への使朋はすでに普遍化し

PC調査団に参加しての雑感一・

は普逓の鉄筋コンクリートとあ

その禽国的⊥黙然の過程であろ

まり変らない︒近嘗に華り︑嵩強

ート圧力容器に関する国際シン

主催のプレストレストコンクリ

三冠霧雲中︑草丈原子力学会

らっているが︑その中にあっ

安全盤確保には最大の努力をは

いずれの冊も︑原子力の施設

しい書見の開発に向っているQ

度の鋼材︑セメント︑アンカ〜

轄及が急遽に進み︑檎梨や建物

などの技術的選歩によってその

用には︑気欝性︑酎熱懐などで

コンクリートの圧力容器への別

ている︒

﹁迫る

歴史の蓄積 ーー

今日のプレストレストコンクリ

るσ

けられた樽のようなものがあ

フランスではG−2︑G1て
3︑新工法の牝馬に臨み切った

賀罷錨所の例もあり︑建設︑運転

が国勢︒したがって︑原発も臓

I翫．謎

雛

脊名で︑職などほとんどの持ち物

謙鎌糠
う︒もちろん︑プレストレスト

施設を見学する機会を褐た︒

・臨

立の圃産プラントになったらし

ンクリートが︑原子炉圧力容器

い︑欧米ではプレストレスト認

原子力発悪所の大型化に伴

旗憲讐

地元の儒頼も摩いからだろうか？

桜内髪長が同地方の鐵身でもあり

力的なので助かり窪す﹂︒ζれは

示していませんが︑地元の入が協

でしょう︒双方とも豪だ金額は握

ば﹁こちら側も無内には解決する

だが︑準備本部の大黒次長によれ

であるが︑擁水qの方は交渉申︒

繭谷泌についてはすでに了解ずみ

は︑現在工慕を進めている口中︑

もある︒こんなわけで漁業補饅

にはサバの大群が押し欝せること

いる︒また︑アワビ︑サザエ︑聴

ブリ唐揚︑ワカメの採楊となって

このあたりは︑憲畳の漁業者の

ルく海も灘か︒罪番の作業員たちは 谷野の疑点へ撲水される︒

半者が訪ずれた日は︑めずらし

は適しているようだ︒

り掛水されたこ次冷却水の拡敵に

誌礎調査︑地元対策などにあけくれて53る︒

本部畏以下六十人の学風が︑来年二肩玉葛を霞標に︑藁備工旗

役場近くに設けられた毛根原子力建設確論本部では︑村田潤逸

反旗風力初の原子刀髭四所降口蘂本工簸が蝕められでいる︒跡

二憲︑覇根楽麟の中ほど︑鹿翻町の読本海に面した一角に︑

食道湖と中海に狭まれた山陰の観光地・松江から北西に約十

一幅

織．

ルドーザーが喩り︑竣澱船が浮か

が遮る傾斜地︑ここで山牟渤り︑

り広げられている︒

灰趨のつぎ闘に若年弱い熈もある

の頁管と凝灰管の藩︒頁者と凝

発画所のサイトは第三期中新世

海や埋立て︑誕岸をほどζすのは

紹当な土木工雛だ︒かつては御

灘から離で二十五分を嬰したサイ

トへ︑い濠は一つのトンネルをも

で
不都合な点もあるQ

腎軍

回国

護L

M」」）
などの土木陣築構造物に広く使

欧付か装暦（ケニアツク凶｝

足

一？一6φ曾ーーー9ズ60＄一9一

建材部門

議寒獺τ代田区丸の内1−6筑蹴溝ユ．ピル

妻患粟国鴨㍗講三二綴繋繍緊

して十無論に約三否玉十ヨ万K W
の発醒所を建設する謝關だ︒

鋤根原子力発置所むその一環と
いうことができよう︒

明隼二月 曜 工 ︑ 四 十 九 年 に 運 開
が予建きれるこの原子力発難所は

即

った進入路が死成︑寧で十分兄ら が︑まずは十分な地盤構成だ︒
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を申し入れ︑水戸射爆揚が返還可

条件の緩稲︑幅広い蒙塵先の検討

鮨とのメドが立てられた結果︑八

になり︑再処罰工場建設へ一歩前
逡である﹂と繋った︒

長期の運動の 成 果

本田の閣議でそれが明証された皿

多ノ色事

重

玉

多

一

ことは︑理事の手がかりを入手﹂
コ
したようなもので︑何よりの羅一
玉

予定地の基礎調
査が最終段階に
察北電力女川漉区

有沢︑山田委員が留任

原子力帝銀

総理府は︑九月ヤ三臼付︑有沢
鉱九月就任以来二期賦

三和四十

4

原子力婁員会は九月十三日︑紹
稲四＋五奪度の原子力麗係多軸の

﹁

臼触23日から第十三回総会

の機関の蟹務︑②慰漁第六条︵理

代表に新関︑平泉の両氏

務次期・平壌渉の三三を任命し

の還魂︑⑤︸九七〇年慶の拠差金

裂性物質に関する墨金︑④理事團

禦会の構誠︶の園田︑③特殊核分
なお日本政府代蓑代理には︑岡

た︒

呂伺で︑覆オーストリア田本大使

︸

繍＝

製鉄や朕堀あるいはプロセス熱源

原子炉の研究開発や利己では︑

二十五

二十

騨直㎜

原子炉多鼠的利用懇談会

ウラン資源開発婆鼠会

四藏午後艦遺手譲会︒

日午後田本馬弓クラブ︒

での採鉱製錬わよぴ欝欝醐査硬行

行ない︑一方国内では入形隙鉱山
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することにしている︒

論を蒙って︑原型炉の建設に濾蓼

などの原子炉三菱的利用につい

年四月に改訂した﹁原子力胴発利

これによると︑来銀盤は︑一昨

にそなえ︑核燃料サイクルの早期

示している︒原子力利用の実用化

に︑各面でかなり種極的な姿勢を

は核燃料の年﹂との方針のもと

行なうことにしている︒とくに船

建設尋進め︑乗組員の警威灘練を

進めるとともに付幣陵上施設の

無慶宋晃成を目途に︑建造工磯を

原争力第一舶の建造は︑四十六

JMTR爽用遇転の開始を霧な

JPDR鋤垂雪︒昇副醗の推進︑

か︑在来型炉国巌化多野のため︑

に関する調査研究が澄められるほ

体は︑工臨恥終了し︑原子炉の据

う︒

源薪予算の見積り方針を発表

分の調査研究および︑環麗放射能

の防止︑放射牲廃棄物の処理・処

れ︑施設の安金対策︑放尉線障轡

安全研究にはとくに窺京がおか

うち︑とくに使網済み燃料の再処
化あるいはその他研究驕発の促進
など︑原子力闘発利用の計圃的推
進に必要な諮旛策を講じることに
している︒

種研究を継続するが︑とくに爾速
がみえてきたため︑その本格的娩
り
騨は︑四十八年慶頃の臨界を目遼一設に瀞幽する︒このほか︑新しく

核融含の研究は︑引続き原子力特

られるが︑とくに食品照射および

来通り︑各分野の研究の充異が図

国立試験研究機関の研究等も︑従

付けに藩心する︒

いても引耀きその兜実を過ること

識の普及啓発︑人材の獲二等につ

充することにしている︒

は婁翫喪一本に絞られ︑これを拡

立てになっていたが︑三無慶から

なお︑民間企業の研究の助越で

醐査の﹁櫨の充案が図られるQ

に実験の建設︵来無二月に建設懲顧原子九議定総合研究に指定された

および新型転換炉続発に関する各

ムの黙甲性子炉利朋の研究二心等

ウラン濃紬および︑プルドニウ

定総合研究として強刀に進める方

ロトロン建設に蕾手し︑﹁がん﹂
治搬の研究や進める︒

にしている︒

このほか︑煽隙協力︑原子力知

は︑従来︑婁配費と補駒金の二本

ついても︑五†一年麗頃の脇界を

手矛定︶を進めるほか︑原型炉に

も︑既定方針箸に従って進められ

針︒また︑放医研での鰹用サイク

理徳設はゐ立地闘魑に明るい兆し

囲途に設置研究を進め︑蒸気発生

る︒資源確保では︑動燃購業団に

原研や理研の墓礎研究あるいは

雛試験施設の建設に着孚する︒一

よる海外調査を強化するととも
に︑民聞による磯鉱活動の助成を

方︑新型転換炉については︑今欝

動力炉醐発については︑幽煙騨

核燃料︑安全対策に主力

族燃料対策の展閥︑安全対策の強

て︑原研を中心に︑高温ガス炉等

用長期愛盛﹂に基づき︑圃のプロ

確立磨図る方針だが︑各種乱獲の

核燃料対策では︑﹁四十五隼農

第﹇船の建徳︶の獲進をはじめ︑

ジェクト︵勤力炉の聞発︑原子力

見稜り方針を琵暫した︒

累

なうことにしているQ
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・

広巳︑出田太薦郎繭原子力婁艮の

へ

は三無︒−−−−⁝

である︒なお︑原子力婁楓の任期
糖沢氏は︑昭瓢三十一隼一月就

冨任を発令した︒

任以来こんどで六期昌︑山雲氏は

づ ノ玉 二多雪

欝欝
垂雪

終了︒また︑四月から地丁十烹麿
の所に水平坑︑斜坑︑立坑︵麺べ
約万哲蛎︶などの舐堀坑を掘り︑
各毬の試験を行なっている︒

気象調査では気球を使用︻写
爽︼して気流︑隅礪気顛磯査を八
月初めから実施中︒地象︑灘象調
査も盛んに行なわれており︑乗北
躍力ではζれ謹での結梨から︑原

ウ

子ヵ勢躍所建醗の適地であるとの
確慰を藻めている︒

奮の﹁騨価検肘専門都会﹂の紬

︵延べ約ヂ五西爵︶ん．今隼六月に

ボーリング調査は︑七十九本

査が最終段階を迎岬んでいる︒

で︑い窪︑建設予定地点の基礎調

宮城蜷女川地区に建設される感謝

氏
沢

有

茨城県知事が談話を発表
あ増齢講麟黙灘搬
で︑次のような談謡を発蓑bた︒
︸三月以内に政府の能度を明
らかにするとの約束を取ってい

でにも種々の経過があったの

たが︑気をもんでいた︒これま

で︑燈非閻識で返還の期日を決

強北櫨力初の母子力発短所は︑
凄こい㌶

重

讐蟹

c
ド

興

振養養鯨5895番
醤嚢…（591）6121（｛℃）

策京都、巷別紙橋1丁藏璽番13弩（菓三日館内）
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団岬

定するよう強く喫擁していた︒

達

一

1部35円（送料…購
購簸科半奪分前金 800円
1年分前金呈500円

塾三一灘郵一三讐﹂麗〜

ーー薯真

閏隅讐．罐塑髄﹁瓢讐薗τ籠︸三瀞錦塗三御量7臥＝⁝三﹇躍﹃験罵踊

びに減耗に対する累横引出勘定漏

も︑核燃料が量定資産として扱8躍

りも蟹金翻遡がしゃすくなってい

していることが明らかとなった︒

防に︑カーマギー祉も進出を翻画

ていることが明らかとなった︒問

ル再処理工場はすでに英圃の各除

聞様査察を受ける︒ウインズケー

トニウムはスペインに返送むれ︑

ラスト法に引っかかるだろうが︑

握携しょうとすれは︑きっと反ト

がもし米の四大製造藥者の一つと

受けている︒

ルーセンス︵ヴ摩i州︶の爽験炉

料の不備で故隔していたスイスの

十一日︑冷却回踏中の漏漉と核燃

︻パリ松旧本駐在置発︼さる一月二

ンス炉を廃棄

スイス︑ルーセ

いと語っている︒

ガリリアノ両発魍所︑日本の東海

A逸Aとの提携にはζの問題はな

ク・ロソク・ポイントの取替鵡燃

子力発忍所︑イタリアのラチナ︑
NUM残Gは︑このほか︑ビノ

る︒また躍力料金の灰定に際して

なり︑レート・ペースのなかに含

覇の能力では不足で︑また︑加工

燃料工場一九七

鴇

・．・︒●亀●匙雪

・亀ζ︐宅

岡センターはコンクリートで発全

原子力発躍会社とA通Aの間で締

躍東海発蹴所の使用済燃料第一回

粘された再処理契約にもとづき原

使用済燃稗は・ワィンズケール再

分二十ゾを輸送したもの︒

処理工樹︵年間処理能力二千ゾ︶

に陸上㈱摂し︑フラスコの回収と

の航海の途につく予電︒

点検を待って︑九月九日弟二日置

今圓は四†七ゾフラスコ十個に︸

わけて輸送したが︑次回は十二個

使用することとし︑航路もパナマ

経由の予足︒

GEがウラン

売込みに成功

米国のボストン・エジソンは︑

アトラス・コーポレーションとの

し

＼

︾

＼

＼

︑

リートする

れるようになれは︑蟹産の一部と

発熱所︑カナダのNPD︑スイス

意中の利子については⁝雷もふれ

職糾の試験のための臨界敲備も有

のべズナウ発耀所の再処理を引き

料の入札にも応じている︒たに︑こ

ておらず︑流動蚤騰的な牲格が強

しかし︑FPCの提案では︑建の双方へ供給するには︑現孤の工

︵E︶核燃料鰹合体の累穣減耗額 まれるようになる︒
を加える︒

⑧新勘定に﹁核物質副産物﹂と
﹁出門国費﹂をつけ加える︒

していない︒さらに︑蹴気出力幾

米国のガルフ・ゼネラル．アト

米寿含弁で

二年頃操業へ

くでている︒

なお︑わが麟の耀力業界では︑

伐給できるようになるためには︑

ミンク︵GGA︶社の核燃料販兜 ︵順順力二万五千KW︶は︑この

抵当三役D・ハンター氏は︑英園 ほど修理不能ということが明らか

の会談を終えたが︑このほど一九

原子力公社︵AEA︶との一週閻になり︑重手されることになった︒

として改装される︒爽験炉の蚤水

七二年頃までに米1英合弁の核燃 につつむか︑放射性廃棄物暇き揚

料製遊工掘︵英の持分の方が小さ

は西独ジーメンスに売却の予驚︒

後︑九月三臼英爾のホワイトヘ

ルおよびターバン港に立添った

ン・フィソシャ魯はシンガポー

英国の使園済燃料輸送鮒レ；ベ

シヤーロ写英国晶穰

レーベン・フィッ

愚蒙

い︶の趣転が驕始されるだろうと
語った︒

この共澗窮藁の対象となる軽水

の合謝で三十七億がと兇られ︑胆

炉燃料市上規模は一九八O年議で

力笑覧暫の燃醤係支出は︑一九

〜．

機器の品質保駈の闘題もある

監︸＝︑・峯3︐竃薯

の放射性物質の放出について︑公

オプション分を放粟し︑ピルグリ

＊

∂萎券

王子製紙

r

難

般に︑核燃桝は︑一溜整理の
上から︑流勤資産と固定資贋の二
京胸核黙料に開する統〜会計規則

十万KW級発耀所の取替え燃料が

つの性格をもっていると嘲われて

英国︑スペイン

覇で競筆する愈向を示している︒

さらに同社は西来︑載醤え燃料市

捲ち︑十分な財源も持っている︒

麓では他社より多くのストソクを

設中であり︑また︑ウラン精鉱生

現在プルトニウム燃料工場を建

一方︑カ；マギー社については︑

追加設簾が必婆と器われている︒

いて検討する諏向である︒

にして︑躍気購蒸規正の変亟につ

いるQしかし︑米国の蹴気謬業に がないので︑米国の改正案を霧考
おける資金講逮メカニズムの上か
らは︑固定螢魔の方が流動資産よ

取替燃料市場へ進出

たが︑この欝件の﹁珊異鋸驚﹂か

瑠件でC廻の独禁法違反を決定し

米NUMECが入札参加
米團東郡ペンシルバァニアの連
邦地方裁判所は︑このほど︑ユナ

と再処理契約
インの原子力庁はこのほどマドリ

︻パリ松本駐在多発︼英国とスペ

ているNUMECが︑ハダム・ネ

アリング︵CE︶による猟書取得 ノク猫舌所の取醤え燃料に入純し

当り一口ニゾの製造器模といわれ

♪叢

のコストも上昇しているが︑尿子

衆が少なからず不安をいだいてい

ム原子力発躍所︵六十八万七千K

ら購入することとなった︒

We︶堕炉心罵ウランをGEか

月から来

これによりGEは︑U30呂約

二百四十誘を︑本年十一

年四月にかけて供給する︒

暮しを

核燃料民有化に対処
流動資産から固定資産に
米岡連邦動力曲角会︵FPC︶は︑騨力業界からの要望もあ︒て︑このほど︑核燃料の取扱いに関
する統一会副規則の敵正輿を発蓋した︒これは︑電気藩藁者が原子力発蹴日用に購入した該燃料につ
いて︑経理上︑特殊な固走資産として取扱うことができるというもの︒核燃料は本来流動資薩と固定
蟹塵の双方の性格をもっているが︑こんどの改定では︑該燃料の取扱いについて勘定整理上︑圃定資
灘とすることにより︑資金醐達誉容溺にし︑また料金決定の際のレート．ベースに含まれるという町

①薪蹴籔禦業圃定資産規定項囲

能性が強まっている︒しかし︑撮終的な決定は公蕪購藁委翼会にかかっている︒
米圏の会謝制度では︑これ豪で

核燃料は︑原子力婁員会︵AEとして﹁必要とされる核燃料認 につづいて姦しく﹁核燃料﹂を加

料藥含体︑︵D︶便用ずみ燃料︑

︵貯蔵勘定︶︑︵C︶炉内の核燃 C︶のコンバノシコン・エンジニ

︵B︶核燃料物質および蘂合体 イテノド・ニュークリアー社︵UN る︑取狂え燃料市場へ進出を企て

型加工の工程中における核燃料︑

︵A︶摘錬︑転換︑濃縮および成

C︶からの﹁りース﹂︵核燃料の録﹂を加え︑全ての躍気聯業者 える︒この﹁核燃料﹂勘定には︑

②﹁その他麟業資薩の償却なら

ている︒ハンター氏は︑すでに憲

墨亀・告亀ご．︒8．3

八千七哲万ぜから一億九千六十万

力ほどではなく︑原風力亮驚所の

は明解な回箸をしていないよう

る︒しかし︑これに対して鮭樂界

なっているQまたオマハ・パブ 認可に聴閻を要することである︒

文化を支え

、

蟹徹︶を前握に規定され︑流動蝦一この配録を行なう︒山方励定の中

建︑﹁核燃料擬﹂勘定︑﹁核燃料

塵として扱われてきた︒とこ ろ の 固 定 資 産 働 走 に は ﹁ 核 燃 料 ﹂ 勘
が︑A皿Cは一九七三母七月から

の属有 化 へ 移 行 す る σ し た が っ

聞 ース制度露止し︑特霧璽翻墜建．回る︒

降一九八○年までは年間六億がと

ソド近郊ゾリタ原子力発田所の核 七五鎌までに年間三億が︑それ以

の計画はPF鼠が機器齪作の悶題 ール再処理暴説で一九七一i七五 見られている︒米国内では︑すで

いる︒A温Aでは︑ウフン燃料の 支翻している︒しかし︑CEGB
燃料二十八メを英團のウインズケ
発臨肋の便用ずみ燃科かり排出さ

英国︑恥二百キ︒グラムを輸出

で凍れたため︑当初の予定より二

リタ原子力発遡所はPW二型十六 の進出計圃を持っており︑とくに

ランは英国が買い取る︒ウランは

ある︒GGAの計画規嘆は︑一B
ブン港に到蓋した︒岡山は︑日本

に＋数社が軽水炉燃料製造分野へ

れる大難のプルトニウムを伺劒に

らないもようである︒

尊遅れ︑一九七藤野漢で系統に入

年に再処理する協寝を績んだ．ゾ

ユーラトム通じNUKEMへ 利用するため︑商灘用髄雌羊短癖

う核燃料の調達形態をとることに
なる︒そこで︑躍瓢製藁者の隅で

万KWでスペイン初の原子力発纒 そのうちの四生は極めて大規樫で

縮︶︑成型加工を濫接発注するとい

新溢噸灘難留㏄一一

業
産

の開発をめざしており︑現在ドー

米国から供給されたもので︑査察

このため︑A皿Aは︑一九七〇 所︒再処理によって獺出されたウ

を建設中である︒豪たAEAは中無代に処分したいとしていた数買

︒8乳

ξ3皐零︒乞零8．亀89︸㍉

勘気出力四十六万KW︶では当初が︑これまでの工期遅れをとり農

リンク︵フォート︒カルホ：ン︑

︐毛〜

要ウラン生繭菜蕎であるガルフ社

央発躍庁︵CEGB︶の磁気出力
誇綴のプルトニウムを所掩せざる

怨

；︐含℃・乞零ζ零8●〜号亀3乳塾・・㌔

るとホワイト氏は碇判した︒

岡氏は︑次のような各社の予愚

を受けることになっている︒プル

ントとして︑ユーラトム供給機醐

てN U M 卦 G を 経 由 し て ︑ プ ル ト

﹁職務をまるにあたり︑人は気

零・さ亀・監享8．塾9亀鴨♂客︐監矛亀＝8・3ζ事．監ノ乳

一方︑米A且Cは︑日本に対し 百万KW高遠増踊騨の建寂銅始を を縛な＼なったとみられている︒

を経多して行なわれる︒

英国慮子力公制︵A泡ハ︶は︑ NUK封Mか西独敢府のエージェ
ンレイに高速炉原型炉︵PF鼠︶

は︑この核燃料の民有化を前握と
した核燃料の取扱いに関する令計

共岡出蟹して建設する糊速増即刻

蒸器の改定を要墾︑こんどのFP 頭ドイツ︑オランダ︑ベルギーが
Cの改定案の提題となったQ

塔g一驚の項に入れ︑科厨即 ルトニウムニ頁訴努を販売する契

FPCの改定案は︑核燃料をプ原型煙の初装御燃料用として︑プ

ニウムの販売を行なっているが︑

岡社はAEGから︑八十五話綴の楽に解しをする客先がある﹂と碧

﹁その他の購簗資薩の催却に対す 約に凋印した︒販売金韻は不明た
が︑米園筋では︑プルトニウム獅

すことと早期晃成のため︑さいき

る累償引当﹂の次に︑新し♂︑科饅

予想の九千三百万μが︑三二％瑠

羅きし︑このほど︑FPC︵連邦露 丁引濡した︒ナイアガラ︒モホー

のため︑処理︑加工をしている︒

んの傾向は工姦商急ぎ︑過央によ

プルトニウムを受取り動熱翔藁団

いるQこのように米国の原子力発 る欠隙が避けられていない︒メー

ク︵羅気出力五や万KW︶では︑嶺 の一億二千三着万演にアンブして

三十逆か二十四避の幅とうてい

初予想八千九営二十万≠が漸近の

と闘の酸化物に対して一二当たり

力委輿会︶会長の職虐はなれる一

伽︷核燃料﹂を設けて︑このなか

・C・ホワイト氏は︑丁子力革威

カー測は︑受壷脱箏での優位を確

この三百五†八万二千逆に心土す

囎所の建設費は当初の予想を大き

FPC浅田の統一会謝規則改定る︒このプルトニウムは一九七三

予想によると一億五千五十万訓と

卸するため︑バーゲンセ⁝ルのよ

に騨糊な規定をつけ加えている︒

齎のコストアノブの傾向︑謝画の

く上回っている︒

うな価格で引ま受けている︒した

がって︑今や︑メーカーの能力も

孚一杯といったところで︑下舗簾

者を使って哩れを取濡そうとして

避︵蝪初は初装荷燃料︑変竈所︑

うになりつつある︒

縫済的優位は﹁しん叢ろうしのよ

ところで︑大気中や伶却水甲

送魑線︑エスカレーシ量ンを含ん

二年に︑盈八十謎暢のプルト識ウ が︑一九六九年三月天現在︑蹴力
ムを引礫3契胸をすでに締証して 会社の買用見劉を要約すると︑K

約四千八貢二十万KWについて︑

でいたが︑今回は含豪ない︶にア

も︒蒲田墓準が︑臨然放射㎏より

るが︑ナ分な回讐とは︑私には思

は︑五十万KW以上の原子炉の経も低いと反はくしているものもあ

濠た︑その他の外題について

こえる馳囲にあると指摘した︒

︵ピーチ・ボトムニ鍔︑電気出力

ンプ︒フィラデルフィア︒パワー

翼六万五千KW︶は心肺三千八認 験がないことから︑運転データの

万五千KW多智で︑ザ・ニューク 化と価格樋減に作詩している経済

鴇がを若＋上回り︑二落五十墓

三一111
W塗りのコストが正昧初期容量の

ホワイトFPC会長語る いる︒

原発が当面する困難

パワー︵煮繭出力ヒや万KW︶は これに対して︑化石燃料稽躍所

なっている︒コンシューマ！ズ・

愈晃を語った︒

念への対処の仕方について率颪な

装躍︵FCA︶に便用されるが︑遅延︑安全問魑に関する公衆の懸

るプルトニウムは︑高憩臨界爽験

強聖

力

@
@
@
@
@
@
@一
利罵ができず︑AECとしても許えない︒

リア・パワー・グル⁝プ︵TNP性の要繋等一たとえは︑スケ；ル
原學力発蹴所建讃計薗に欠けてい

四十万諾から一億六千三百万避と

CE呂︶向けに建設中である︒

G︶が南スコソトランド選力げ︵S ・メリノト︑醸準化︑経験一が

所は︑AGR型︑耀気出力六・†二 在来の火力発羅所における規格

花圃のハンターストーンB発躍

トーンB工事進む

英国のハンタース

一YA一

である・
ホワイト氏は︑AECの﹁原子
英A鷺Aは︑ベルギーと一九七 炉建設状況に二つる四半娚報告﹂

られている三璽ハ十五話修の一部

欝米原子力協力協定で輸出か認め

年に引渡される量定で︑購入は︑

｝

子

原
，ツ

の概要は次のとおり︒

N騨

＼鯵

謹

（2）
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安全性は信頼できる
新潟県 調査連絡会が発表
新隔壁は本年七月︑原子力発躍所の県内立地について︑県庁内関係部長で構成された﹁原子力平殉

とくに注目される点は次のとお

り︑本隈でも十分検割する必饗が

日本原子力研

マ︒セルは︑自差重用していたホ

のホノト・ラボ︑醐沼蝦業団犬鷲

同様の旛設が︑原研大洗研究所

セたものである︒

事業駈の薩一γケープがあるが︑

るというジンクスがあ軌紹和蕊

鎗

（03）573−4235（1」O

ノト・ラボ建蟹の一室を改牌︑沸した

インナーボノクスタイプのセルで

十無に舎鱗で爽海村が生まれてか

東京都港区東新矯1−2−13（川片ビル）

究所︵宗鎌英二
下山擾︶東海研

原研大洗研究所︑策海研究斯の従

外径は横鰹二・七隈︑奥行一・六

ニウムーウラン 層醐さ一・八醗︑摩さ約十五秀

究駈の﹁プルト

ムのα放射僻を倉む燃脳を足抜う

釆のホノト・ラボは︑プルトニウ

構造になっていない︒また︑動燃

一γケ⁝

ブ完成までの作業要興の課練︑璽

ものは︑動燃繋業団の

うもので︑このほど出来た原研の

試料搬入による︑大型試駅を行な

定であるが︑完成後は︑大規擾な

月の︸部試験研究が陰雨される予

颪万回目けて袴陶製三所に製造さ

㍉

職四十一無度から設謝︑約四千五

泌曳毒ウ壁事些匙

事業懸のα一γケープは︑今奪十

−縁蜜

︑爵︑

の欽レンガでおおわれている︒昭

酸化物燃料の照

の増設が︑この

射後試験施設﹂

ほど完了した︒

わが国では︑
新しい勤力炉と⁝

魏輔難
．核燃料闘発葱

楽団が進められており︑この爾速⁝

うというもので︑訓装試験︑合金

礎研究を行ない︑写譜経験をつも

︻写翼織Pu−Uセル︼

試験を行なう︒

荊配黛社の融資期徳額は︑舎計

が当たったある

殺しの番弩

非破壊険査機材メーカー

て篭耳を行ない︑毒工廠
でに糠論を出す予定︒
⁝
︸
メンバーは遡薦門内の関係各翻
で認成される︒姦無する諜は次の

とおり︒大臣官房i総舎エネルギ
ー政策線︑璽工簸扇一磁子機器蹴

力発羅謙︑公雛郷業醐盈課︑鉱鋤

機繰︑製鉄漂︑公益秘藥局一原子

石炭局〜金属諜︑石油計画課︑化
学圏簗局一化成謙︑繊維雑黛周一
繊維雑貨政策誤︑企藁騰〜立地掴
鱒課︑工禦技術院一総務謙︑技箭

†九日の初会舎では︑棄画工藁

嬬難翻協凱総羅魁
鵜んでいる︒

約六億円程度とみられ︑通塵衝は

こんだり︒

艇

ある︒

理事に永田︑出
光︑福田の三二
原産で役艮轟動
鼠本原子力輪業会議は九月†一

試験断の石坂氏と九州竃力の僻藤

調査譲︑研究開発官署Q

会を醐き︑役鍛異動︑麹瓢川原総

常儀麗麗会および第九十︷ハ回理購

シンポジウムと︑オークリノジ米

氏を招き︑それぞれ﹁原子力脱麗

臓︑日本工藁クラブで第二〇竃圓

められており︑長期的に見て︑原
いて霧議するとともに︑北川一栄

国﹀研究駈の原子エネルギーセン

懸次大会琿備婁蝋会の設躍等につ

原子力裂質の就任歓創誉行なった

子力コンビナート︑地域長房など
地域社会への理論度は購大すると

の二人の餓補者が接戦の末︑四千

四百七†二票差で川蝉浅が根本氏

八百四十二票対四千三否七十票の

から︑鉱産雀が﹁原子カコンビナ

つとめたが︑このジンクス通り粥

期川隔︑第四娚根本の順で村畏を

官海村村畏選単は︑現職が敗れ

を破り村域に返り咲いた︒

ート検附会﹂を設躍したことは各

残り約一億円の融擬のため第二次

五期は川駅頭が種疑に嶺費した︒

ら第一期川繭︑第二期根本︑第三

方面から注目されているe

れに関し︑通麗爵は原子炉系のパ

繭請を受け付ける予足である︒こ

された原字購業団はま

暇湘三十八郊に設立

一△一

ア・フユエル︵JNF︶の三社ルプの粟護性設備に融籔したい愈
で︑通産省は近日中に三社への融

籔

陶のようである︒三社の申汗した

①制御降駆動装蹴︑②瓠

ち融資申舗撹児額は約一三円︒

震異験装戚で約二億円を投網︑う

でふち敗り︑カーマインレノド

の呼子軌道の中心には︑に見

立てたルビーがきれいに埋め

団童は︑七窯

焼きと︑手の

込んだもの▼

社箪にはそれ

隠味や表現をもつものが多い

ぞれ︑独自の

二十億円蟹蟹呈している︒融籔対

007

部憂︑こいつは

が︑

録︵紛央は罰金？︶している

理離長とし︑一一ケタの数字で登

船釣業団はこの団灘の001を

いるのは珍しい▽ところで︑原

が︑ルビーを埋め込んだりして

は﹄︑九月十三に行なわれ︑根塞晴

氏︵55才︶がき球つた︒村長選 だぞと︑にやにやしたり︑考え

東海村の第五期村墨に川蘭義彦

川崎義彦氏

東海村村長に

同様でめる︒

象監護︑融籔条件などは今無腰と

たが︑壁塗轡は来年度予弊要求で

の助成額は今年度は子爵円であっ

なお︑斜子炉︑核燃料メーカー

は三二望事︒

七億円投蟹︑うち融資申舗鮭毘額

JNF ②核燃料製造工揚に約 込まれている︒カラフルなこの

億円︒

投蟹︑うち融蟻申請推足額は約三

備．②臨界翼験装齪で約六億円を

MPI①核燃科成型撫工設 ▽円い銀の禽をコバルトブルー

が︑このほど﹁団蟻﹂がで愚だ

幣纏縫纏善

蟹維せん額を決め︑早ければ十月

は︑二鍵シールドの同軸ケーブル

よって︑外部からの雑音が取除か
αるようになっている︒

ウラン鉱業技術
研修のセミナー
日本原子力窯業会謙と日木原子

康芝

設傭は次のと決り︒

初めにも開銀に推せんしたい愈商
である︒

この七億四の調銀融甕は︑原子

高性能フィルタを備えた上︑霞動

を使った上に︑厚いビニールシー

か成っているが︑いずれも騒型式

之介氏︵現︶と川附義彦浅箭︶

㌦：3吟9＝含．

の案舐性試験設傭︵融斑比二七〇

抵燃科などの設謝︑構造︑耐久性

・騨ε﹂＝．＝冨ご369曽曹3傅3＝．寧G；3．＝・・︒．3・︒

めの炉關発で約一億八千万円を要

原研が開発したアルファ●ガ乙

求しでいる︒また本藍六月に日本

俺

も誘引したい愈尚のようである︒

利罵闘査連絡会識︵講接・慰健男副知箏︶﹂を設躍し︑検討を行なっていたが︑九冠雪臓その中等艇
告を発表した︒

それによると︑Φ県内建設は地
元の愈思を鱒穏する︑梁としては

地域開発 の た め 穣 極 的 に 取 り 縄 む

タ⁝構想﹂︑﹁原子力多端的利用

通産省は本雫石から大型プロジ

ての講演を闘く︒

による工業コンビナート﹂につい

頭︶︑禰田久離︵船主協会会畏︶

会会擾︶︑出石計助︵石癌連盟会

︵造船工業

現在︑茨城︑鍋島︑福拝の三鍛

理事には永田敬生

役畏の異動は次の通りである︒

には原子炉内での過激な燃料の反

で︑旛設者の放射能監視義勝に筋

地方自書体における放射能対策

思われる︒

応は考えられない︒原子炉麟故は

理論的

が︑地域住民の安全確保と︑不安

発鷹炉での例はなく︑また万一の

原子力発躍所の安全性

を確立する︒③平和利用について

的利用原子炉の研究忠良に取り組

対する開銀融喪総額七海円の第

炉・核燃料メーカへの助成として
奪二度初めて設けられたもの︒融
資対象設備は︑①原子炉構造物と
工叢︵MAPI︶︑﹇口取目玉クリ

官軍調整器の取付けによって蹴上

スを行なった耐水ケーブルの使照

ン式モニターと検鳩特牲がよくて

となっている︒

など特殊ケーブルを用いることに

雑膏を除去するなど︑外部からの

エネルギー依存盤のない略離箱武

﹁γ線水モニター装圏﹂は︑水

備︑核燃料製造設働と被糧管製造

上げている︒熱源に火力を考えて

は・このほど原蚕﹁原子騨多目

ついて︑将来の田本の産山構遊に

医漂着を打ち切った︒

定係港敷地に設置
﹁むつ﹂の概観放射能測定装置

電気的雑畜を除去するようになっ
ている︒また気象観測手躍は風岡
射能測定を行なう一﹁窒閻線羅灘

モユターの二つの系統から成り︑

護は︑感度のよい・ンンチレーシコ

測定装醗﹂と﹁7線水モニター綾

シンチレーシコン系でバノクグラ

原子力第一船﹁むつ﹂の環擁放

麗﹂がこのほど完成︑むつ箭の定

尋連続的に測定︑登録するもの︒

中のγ線を検出して放射線レベル

風速謙︑畠動澁度謝︑自動雨轡型

線港敷地内に設翻された︒日本無

ンド程度の非常に旨いレベルの変

力文化機鞍懸駆は︑十月十三日か
化を効率よく二上し︑醒離箱系で

ら五日間︑萱野隈土岐窮の動燃溺

同日設躍された測定器のうち︑

バノクグランド程度の非常に低

業技術研修セミナー﹂を闘く︒

業田中部探鉱望楼所で﹁ウラン鉱

線医学研究所が︑製擁したもの︒

﹁窒閥線鑑測定猛醗﹂は︑空間の はその放射線レベルを醸接レント

いレベルの変化を測定するため︑

円︒申込み締切りは十月四葬︒

定鍛二十嶺︑珍加筆は三万二千

腐感度の三型シンチレ⁝タ！が使

早送や完全なシールド凶漁あるい

罵されているほか︑整弱パルスの

ゲン単位で測定し摺示するように

これらの装蟹は︑整形パルスの

なっている︒

伝送︑完全なシールド構造のほか

ン線を検出し︑その放射線レベル

空闘線懸躍測定叢躍と気象観測蕪

％︶と︑②原子炉口髭︑観造設

の二塁︑梱豊艶には砂野仁︑服部

ュクトの︸つに︑海水脱塩を取り 画綱連盟が製鉄用原子炉など多鵠

元三︑商議正男︑進藤武左微門の

設鮪︵融資比率五〇％︶である︒

え︑地方自治体も環境放射能監視

めと要蟹するなど︑このところ

異常壌態発生時でも︑緊急借躍を

取瓦るよう設6一されている︒放射 対策を講じており︑これは地域住
を県民に P R し て い く I i として

いるが︑この検酎会では原子蜘燃

民の安全確保ひら嶺然の義務であ

四氏が︑それぞれ就伍した︒

能管理は現在でも十分行なわれて
いるが︑地域住民の不安感除査の
パめ︑十分な嘱境放射能藍視体型

これは︑親在葉京耀力が顧子力

いる︒

利用を検酎する︒

葎度から十重を原則としている︒

金利は年六・五％︑黛付期簡は合

発鰹所建設候補地点として︑柏崎
の整傭が必要︐

ることになったほか︑原研でも来

︵別事︶が発足す

ネルギーセンターの形態︑規檸︑

無匿予騨要求で︑多闘的利用のた

的荊園懇談会﹂

経済性︑︾地︑難壁技術やその他

通産省 今年度内に結論

の諸問題について検討し︑将来の

日︑原子炉の

を決めた︒このため雀内に﹁原子

多足的利用の検割を關逸すること

わが国の薩業政策策定に役立てよ

豊麗岱は今年八月初めから受付

製造設備融資
を三社が申請

力コンビナート検討会しを設臨

このため在来騨および野面餐方

うというもの︒

面から︑その開発の必要性がさけ

組み込む︑巽現性のある原子刀コ
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凝がなく︑陶じ遊処線線とい噛て

今

棚闘︑競蕊十圓の金含を重ね︑近

たがって放射線兆生装躍の楚義のい獲麟によって許可を場．瓦るよの

々報告爵を発養する段階に到達し
たQ芝湧工業大学致掩藤井正一氏
を婁鼻長とし︑囎公焔研究所︑賑

⁝よって構成され︑常時﹁練げしお

一覆関︑緩急の老の養に
㎝よび﹁放岡協﹂の開係茜がオプザ
．ーバーとして出庸した︒
本婁員会の呈蘭的な爆勢として

は︑京ずできるだけ根嚢的な検討
をするため︑時には原子力基本法
に濠でさかのぼり︑豪た法律の休
系上の問題を講論するためには︑

放雪線塁塞紘以外の法令も捗照し
だ︒倒メ︑の間懸を識論ずるに当た

っては︑放射潔取扱等の安全を弟
一とはするが︑現行法令ではきび
しすぎる点︑もしくは不必要と愚
われる点は︑これを簡酪にしある
いは潮除して︑放射線の利堀健進

Uた︒

について も 十 分 鍔 慮 を 払 う こ と に

貝体酌な作業顯序として︑ます
障轡肪庶法︑施行令︑飯行規則︑

細田等について辺災審臨して問題
点を摘帰 し ︑ 必 要 な 囑 合 に は 委 蟹
以外の関係者の出隅を求め慧兇を

数鰍と廃鍛濃度の間などの矛禰を

って︑その嘘轡冨庁が翼なるた なくすことができる︒

放射概物量等についての取扱に関

し︑多箪麗制によう不都合轟鰍去

放射線の定義

しては︑科酵妓術庁閣係の放尉隷

で︑饗要かつ根本陶な騰項につい

闘いた︒その後︑問題点オ竪糊し

井

中においても︑エソクス線装羅をにし︑手続を感熱化するCとが望 も不銃鋼カプセルから嬉子封じの

普及状態に適応し彪改正を

にゆだねる方法︒第三は︑現状の

利踊捉進の立場から

麟
種

、
曝●σ

象せず︑すべて放尉轍隙審防止法
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軸崎に最大八百万K

駐双群雲冨翻・楢藥覇町に豪たが

四百万平万凝︶で︑驚聡勝規捷は第

と︑用地醐蟹は約胃二十万罪︵約

原子力発電所の建設計劇による

地元が積極的な誘致体腔
集京鷹力︵木川田一隆社長︶は九月十八日︑籍潟県の樒臨市・刈羽村地学の約四葎万平方擁に︑六
〜八撚︑含謝約六函〜八薦万KWの原子力発艦所を建設する謝画を発表した︒この原子力発醒目高は︑

第︸次計画として衝万KW級四墓︵胸四薦万KW︶を建設︑さらに第二次計爾として二量約二酉万

VA超職圧送躍設備をふくめ総建設欝金は五千八責億円にのぼるものと予想されている︒一方︑地元

KWないし四菰約四爾万KWの増設も婚和した大照乎力雪暮描画で︑東京まで夷講摺にわたる五＋K

の薪潟鰹︑懐蘭市・刈羽村では咋無以来熱心な誘導群動を展開し︑集電に対して︑原発至尊の寒し入

Wに繕え︑法器薪たに噺撮県に原

れを行なっているので︑近く開始される灘地買収交渉は順調に進むものと期待されている︒

粟察職力管内の躍刀禰齎は︑さ
る護憲二十三万平方麟の用地を買

建設雀漁家消防庁の

紐技術庁︑運輪借︑

識は九月十七臼︑懸

田本原子力酷夢更

魎輸送ゐ泓等について検融︵今奪

て︑わが国での使用済み燃料の最

済み燃料罫引専門愛疑会﹂を響け

会︵動輪駅雇避︶の中に﹁便旧

め︑原産は雪年︑核自重問題懇談

陥庁次艮あてに要望したもの︒

道難燃縦長︑儘没省道路局長︑消

議冨︑自動恥局長︑麟舶誤配︑鉄

謙子力局長︑運嚇省の大竃鵬翼警

について検討した結果を︑科技庁

送関係法規の胴輪転進を照係各省

ご月に報告麟︶︑同郊や一月︑輸

器の技術基灘の明確名を柱に︑放

よび指示基軸等の明確化︑輸送容

細評送および貯威規灘︑原子炉の

雛姓物鷲車輌越搬視則︑磁険物船

内容は︑砂鉱の改正︑辮認可お

規の影面の灘備運

済み燃料細送関係法

庁大臣に要望した︒

関係各局に︑﹁使用

胴しについて装服し

設濃運転等に関する編劉︑車輌制

こんどの要望は︑同﹁響門婁員

会﹂の四四をうけて今面構月原腱

た︒

に設副訟された﹁使湧臨み燃料翰

の広令の悶題点奄揃出︑改正すべ

眼令︑火災予防条例準剛など個々

わが国における使

送関無法規検討会﹂︵主蒼︒

用済み燃料の輸送

郷電欝連原子力部長代理︶が客種

二宅

し︑五十五駕度には奪閥約五衡四

は︑昭繍照十七無度頃から霧悠化

問題点のうちとくに法規および手

続き関係の整備と運用の改鵡策縛

き颪の指痛や︑了しい洗令諺文の

十詑にも慰するものと予想されて

七幾艮に藁傭工灘に酒手し︑一摺

十五一四十六鎌瀬に汀ない︑四十

族た新潟県でもさる九月八日に地

の源発脇致を束聡に申し入れだ︒

の繕果︑今年六月には地域あけて

の促進舗の閥題を無益に検㎡︑こ

ウラン蕪裾開基蛮員会︵著長・三

するため︑霧氷猷子力麗業会議の

憂け入れるへきか︑否かを検認

騨︑無力業界建野心に幽し入れを

形での網駅などを行なっている︒

ク多多多一叢一斗一多多ーータ

いる︒こうした柄勢に対処するた

蜜︒建設登霞は発電設備τμ千六斎

薇の運転開始は五十二無度の予

慈思を表明している︒したがって

繊闘発との関連か6二三陶な隅数 毛宗一氏︶でも極譲を璽ねている︒

多二玉多

耳

が田のエネルギー製憾︑地域開発
づ玉

詞査と徳気探鉱を民施の予㎏◎

多二一二多

州中央鄙の山周盆

厨のご雪解とご協力をお言いす

る︒当役としても地域開驚の推進

切の不繋を隊く最竃の

頭に安全の問趨はもちろん︑地残

ならびに地域住疑の綴祇鶴上曳燃

に与える

対策をたて︑誠窟をもつて割干毒

難樗ないたい慧陶である︒

⁝︻ジェールのアーリソト鉱床は

調査

プルの鼠茶論題についても︑現地

ソマリマ北部のヘルベラ︑酌部の

肉し入れのあったケニアの北郡と

を瀬じてイタリアから久殉巌鉱の

象加︑亀力ぷ雰は︑動燃華業師

穴励か決定される換様である︒

十五日のウラン鍛凋豪猪壷員会で

雪嵐崩ほなどについては︑九月瓢

で︑鉱山蟻界の疹加︑団員瀟脳︑

め︑豪ず門地認査︽決めたもの

同線鉱槻発への態度を決めるた

査圃派箆は︑語聾業界としては共

したがって︑今圓の竃壌︑蔑の調

億円︑送羅設備二薗億円︵送電線

し︑今回の計睡発表に慮った︒

來臨では︑これちの．韻士鋤那蕩湿

は五十万Vの一捻が凝︶で︑合副

こζ柏険・刈羽地匠は︑昭和四

一次訓画として禰万KW級四茎︑五千八百徳円となづている︒

収中︶に百万KW級約四一五基︑約 禽㎡約諾百万KWを建設︑さらに

子力発聡所の立地を決定すること
になった︒

いきん無平均一二％程度の瑚い贈
加率を続け︑今後もほぼ岡様に推

万KWあるいは噸越四欝万KWの
地謁識濁点として選はれたところ 十八日﹁原発の進出に巌たって

計画始表に照し︑木川鐙議長は

葉聡は現在︑椹踊一︑二辱機を
を設接する謝圃︒したがって︑こ

十甑奪肢の濾塵省猷子徴発瑠瞬立

移するものと予想されている・し
建設申の福鮮魚嶽︵榴愚無双藥郡

四︑五器万KWの原．†力発躍設備 将来第二次計画として二越胸二十

たがって︑五琿後には現在にくら

つづ玉 多 二一多五重

コ日ラド捌

にこれを雑記する﹂と訟つた︒

なお︑東霞は近く小松第勝を現

僧円建しているが︑フランス二

現在︑フランスの属閥会祉が銘乱

ったのは︑同鉱区褥辺のイムラー

子力庁から憩圃探鉱申し入れのあ

レン︑タラクおよびその他の地域

臼までとしている︒

についてで︑C皿Aはこの返箏を

氷年十二月

科字技伽庁政紡次富・四域沙民

平泉斜学技術政務弓
懸が科技事情視察へ

平最民は︑九月篇十三田から聞

は︑九月二十二田冴園三三欧した︒

ひれる王AEA弟十三圓磁富総会

を機に︑フィリノプス辻娩究厨︑

に臼本政三冠嚢として出幅するの

燃腰聞発麟漿団の神山貞二理事が

レ⁝織子力研獄所︑カダラノシュ

ウインズケール総勢理工揚︑サク

譲

雲

は＋月十四田の予定︒

滋子力一一所無を祝察する︒帰国

欝血のため︑カナダ︑西独︑爾ア︑

ランスの各謡蛋訪聞した除︑とく

ニジェール︑ケニア︑コンゴ︑フ

さる六月申継より溝外ウラン畳獄

今回の共同事某は︑動力炉・核

︑魁することを決めな︒

で取羅むため︑現地に調査団を派

て︑電力蟻界として糊阿きの癌炭

す・㊧フランスの織し入れについ

ェールのウラン共岡汰泓開発に関

社長会で︑アフリカ中乗部の一鞭ン

電気恥曇雌禽会は九月十八臼の

躍嚇運︑日仏共同探鉱て

調査団を派遣

申央アフリカへ

いて熊践に申し入れるQ

市︑刈羽村に対して線発立地につ

二重二十賜摩︶のノンコア試錐を 地に襲職し︑県ならびに地元縮醜

農は視察鵠点で九十五露︵予疋は

を誠澄し︑昨葬は三十八本︑添年

ンビア州︵8C︶瀞篶象に笑施さ 地群の約二力二千エーカーの鉱区

とカナダのブリティソシュ・コロ

れているもの︒

聡製連は︑デニソン祉の盈鉱盾

気施した︒その績果︑︑・ドル・パ

動の現状廻握のため︑カーマギー
綴進会犠が六月﹁糧嚢マギ工調帯

ークとサウス・パークが冑望と晃
側醐員七人で︑﹁デニソン共同探

ていない︒

た経済性のある鉱床の肥握に翌っ

がりと品僖を検d申であるか︑豪

サウス・パークは現在鉱区の拡

られている︒

団﹂を派越したのを機会に︑霞力

鉱醐査団﹂︵縦長・翻野譲久早蒔連
舞携局長︶を編成し︑現池︑爆調査

は︑県ならびに地元周辺各位の一

含計六一八茎約穴酉一八鷹峯KW 昨年銀原子力平憩利用︑将来のわ

増設を予想しており︑糊張的には

デ鵡ソン社との共同探鉱残業は

で︑地元縮購市および刈羽村では

発サイトとしては三番欝に当る◎

昨年八月幅日付で発効した共岡出

九七三年までの六年間︑賦し一年

て︑昨革九月以鋒蹴鞠コロラド州

藍萎 多一二多ゴー多 多二一 5 多ピ玉

となる︒諸賢醗幽は轟査工麟を四

んどの樒騰・期雑菌磁は束聡の鳳

二

張聡の懲蘭・刈羽勉眺における

べて約﹁千万KW増頒して︑二千 大熊︑双漿町に豪たがる約三資万

一

躍遊郭デニソン調査団報告を発表

BC州レタスパーが有望

ρ f玉づ 三差一多
華

万KW︑次に撃墜楢・菓地点︵櫃騰

三巨万KW穫度に逮し︑さらに命 平方麟を賀収ずみ︶に四墨約ヨ善
後もこの傾同が続くものと兇込ま
れている︒

このような囎嚢増に対して︑安

の増強︑とくに将来のエネルギー

定供絵をはかるため罰遜陶な躍源

禦摘を湾慮すると︑原子力発瞠所

ニソン婁興会︵鷹力九社で構威︑

鉱・開発契約︵一九六八無から一

の報皆を発蓑したQ

くことが必要となってくる︒そこ

裂員長・舶藤博見関躍副社鎚︶を

完黙二業連言会は九月十九日デ

で︑張網蹴力では︑昭職五十舘代

の漸視立地を長期的に確保してい

の隅顕増に対処する僕給力確保の 開ま︑カナダのデニソン︒マイン
観点から︑さきに決定した千葉県

闘の延宝がありつる︶にもとづい

ズ社との論結探鉱礁染について審

議し︑さまに帰国した現地公図団
袖ケ濡の﹂NG火が地点四着万K

した︒

調査園の報皆で注閉されるの

孫二十七本の試銘を翼緬したが︑

ウエルファーノ・パークは︑含

遡冠︑掘進の藁伽を終了した︒

は︑カナダ・BC州のレタスパ ミドル・パ；クは︑試醸地点の
ー新鉱眺の設定と︑命婦コロラド
州のウエルファ⁝ノ・パーク鉱区
の放藥である︒岡調査剛の報皆の

鉱化現象はほとんどなく︑両鉱匿

このほか︑コロラド州での為望

現在は︑空中︑地上 を旗門することになった︒

概要は次のとおり︒

8C捌

調査を実施し︑要探鉱地を絞って

からの放射崩測罵と︑韻致の地繁

耶のプラウンズ・パーク累層︑南

鉱廉の発見無難地域として州北西

央部のミドル・パーク累層︑ロソ

源部のベイサル・チンレi︑州中

いる段階︒現筏謹でのところ︑ア
ダムス・レイク地域のレタスパー

ェールのアーリソト肩辺の共岡投

に仏C強A︵原子力肝︶から一一ジ

鉱山周辺で︑ウラン醗銀が認めら

ともに︑予彌講霞を篭めている︒

一

う集い

高速増殖炉プラント

原巌使用済み燃料輸送で

キー前書山脈を対象に硬撮すると

第三十︸愚民含企画三冠会

﹇露午級電力愁識会︒

PW醗型船舶用原子炉設備

関係法規の整備で要望

︻写翼は8C州における潔鉱槻 瓢の印し入れがあったもの︒これ

に饗して︑瓢搬弊では︑鉱出随

完全国産

三菱原子力工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社
三菱金属鉱業株式会社
三菱化工機橡式会下

PW醗型原芋力発電プラント

《

総力を注

へ
でいます

世界の三嚢i

あなたの箪菱

ン トの

原子カブ

木川田民
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改めて保障措置

検甜会卒設け︑九月に一曹の沖渡を康と

考慮されるべきであり︑無滋粥な画一化

九六〇年に限定された範囲の制慶を発星

いると考えてよいだろう︒

障織麗のあり方を定畿触に謡いつくして

点をあげているが︑これらは禽理附な撮

理化し︑効率化する可能性を検嘱する︒

行なうことにより保障措置システムを含

を︸つの系として澹え︑システム分析を

はよくない︒︵四︶晒内の撫物質の流れ

させ︑一九六五年にはこれを改訂して大

その保障猫櫨についてIAEAは︑一 めた︒その棊本的な考え方として次の瑚

ることにしたのけ潟知の遡りである︒

型原子炉にも拡大満困ずるよう飛遊撃

ら成っているが︑そこでは四賀醤理上の

障措罎は物質管理制度と査祭との二つか

平和消極施設は︑その安全性と経適性

密するものであってはならない︒元来

テムは︑研究開発および生産活動を妨
にわたるようになることが想隙される

数は増大の一途痴遜り︑その種懲も多艘

をもつものであるから︑それを効果的

現在のIA鶏Aの制度は潔癖の余地があ 磁保のため自らの核物蟹響理システム
なく︑圏内的讐理を導灘し活用した形で

的な保隙措鐙か無関係に行なわれるので

を中心とした理混教阿︑とくに原

設謝獺針の第一次墾が窪と叢る予

まと談ろ︒したがって今鐸中には

十一庫四月に通涯省が豪とめた︑

計に関する署門家会畿の鋤皆︑四

ータなどをバックに融融を進めて

査報皆および︑各專門家の実験デ

原子力発羅所耐艦鎮護に彦毒する調

眠本電気協会

これは同協会が︑通産省の依嘱

ではいま︑原子

で︑昭勲四十⁝年から検討を行な

定である︒

計技術掲針の作

力発電星流健設

製を急いでい

ては︑特捜地域あるいはブロック

酎震設謙技術掴針作成にあたっ

に︑囎気伎晦量蹄調査鋲員会︵翼

を籍えず︑田添全鱗を対置とし︑

いる︒

壁浸︑山田直平東大教擾︶の原子

っているもの︒同協会はこのため

現在豪でに︑

力専門委員会︵霊査・福田節雄成

る︒

た四項蟹のうち

検閲が予定され

継所耐震設計分科会︵分科会長︑

経た地獄の規模については触れな

久田俊彦聖油建設技術研究署長−

蜍ｳ授︶に︑同無一月原子力発

盤漏︑﹁構築物の

﹁敷地および地

耐謂設謝﹂の素

三十五人のメンバ⁝で磁成︶を設 鰻々の編纂物についての耐震設副

る︒

についても検附していく方針であ

なお同協会では︑同弼鈷作成後

い模域である︒

案がで琶︑十月

岡分科会では︑技術援針作成に

け︑検譜を進めていた︒
りの﹁地震動﹂︑

末豪でには︑残

あたり︑国際原子力機関の耐霞設

！！ーノー！♪

﹁機器︑配管系の耐震設刮﹂案が

⁝ンー

十二月末までに︑さらに新型勲中

答電調製遺都長を命ずる︵アイソ

なお︑川西正之欝灘研究所副所

勉Q

郡長を命ずる︵集海研究勝磁力試 じプ羅黎部製造都次長︶懸月

験炉管理野次葺︶村空涯▽麹海研

馬所酌力試騒甥奮遷都次長簾JP

究員を免ずる︵主任研究損︑康梅研
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の人事鐡動を雛倫した︒人禦異賜

は次の解り︒なおカソコ内は削

▽本部調査役を命ずる︑部長唐

職︒

力への再慰習の状況を萄騙する︒

︷行︼

︻写翼は坂闘文部大臣と懇談する
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試委

験託
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をお奨めいたします

問題を考える
｡無七月︑日本は田連の 累 縮 婁

敬があったときそれを効率的に発讃する

異風と査擬の効果とが嚴大の富盛である

行のIAEAの保

ためのシステムをつくることによって︑

いずれにしても︑

京た一九六七年には加工施設に対して暫

核物質の転用の斑蝶性徳澱小限のものに

︵一︶保瞬描躍の圏的は︑核物質の拡

定的に適用規定を建めるなど現行の保隔

し︑さらに一九六六年には再処理施設︑

ζれを契機として︑国内各界では薔び咳

⁝蚤会へ加入するという四際政治上
展⁝の一つの宿醐を渠たした︒そし て

拡故防止条約︵NPT︶への撫盟問髄が 措澱制度を順次紹み上げてきたものであ
と思われる︒将来︑原子力施設の規横と

る︒

することにある︒︵二︶保障猫置シス

関心のまととなってまた感がある︒

際に通用する経験を蟄ねるにしたがって

しかしながら︑この保陳措認制度を異

技術的経験が朱熟な段階で定められた

るという鎧え方も生じてくるようになり

想的な制度になるといえよう︒とは雷

潮者が成立するならは︑両々相謹って理

高校教諭が渡米

日︑木内科学欝欝庁長冨︑坂田文

子力鍛爾と米認の理科教賃の原子

糀

一

この賛PTには︑しはしぱ摺目 さ れ る
ように核軍縮︑安全保障︑核平和利閑の撹

かの晒難な聞題があるが︑誰棄界 の 観

に利用するのが含理的である︒保騨措

が︑この揚含︑国際的な保際鍛麗と園内

進と保障出馬との陽月関係といういくつ

点から︑保障雪隠閤題について再び考え

躍の廼矯のためのみを圏的としてとく

開騰蜜長︶三井田隔心▽アイソト

さらに昨無七月園連で議決された綴拡

遇︵アイソトープ壌簗部長︶牧野

ープ事業部長を命ずる︵鼓爾諸豪

散防止粂約では︑保灘措躍についてはI

え︑NP田は政治そのものである︒この 考データは原産古封部会以臨の米

譲文▽垂物彌報部長を命ずる︵ア

AEAの機能を使うこととしており︑近 に経費の離塁を雌つような措罐をとる

国における轍移のデーターを響岩

そもこの保磁措澱制度は米軍が原子力の

した︒鍛近の軽水炉は︑炉心総論

旨添原子力平湘利溺暴命が米閣

部大鷲をたずね︑鎌脚のあいさつ

の製作等の颪に問題がある︒

ある︒また璽水の潟洩︑熱交換器

郡長︶大久俣一語▽アイソトープ

政治的浸標を︑撮障撒醗という技術的手

い将来この条約に加盟するならわが麟内

ことは︑原闘としてこれを避けるべき

平和利用解放を踏みきるに当たって︑供

て︑燃料費の改毯が顧融である反

長軸▽欝血研究駈鹸力試験炉蟹理

面︑大穴受注によるボトルネソク

イソトープ三豊部製慈鄙浸︶柴田

における核物貿は全体としてIAEAの である︒

原子力局は四十五銀度から︑保瀬描罎

の改醤や燃料性能の肉上を反映し

体を対象とするものであって︑施設等に

室を設けこれに濁たることとして予感三

段で酉％解決しようとするζとは隈界が

給する核物質︑資材等が潮田に転用され
保陳措掘下におかれることになる禦態を
ついての紅土への接近は︑核物質の動き

︵﹁二︶保隙措醗は核物質それ幽

ないよう確認する必要から︑礁給をうけ
も一応は薯耀しておく必要が焦ずるにい

から建設費の剛高が誘えられ︑総

る国と協定を結び︑その中に取決めた制

体的にみて所期の水準が翼現され

を知る必要最小隈のものに限られる︒從

醗システム検討会の検蝶結梨の今後の展

論を行なっている︒今後の活躍と保愚僧

たった︒

って研究開発上のあるいは生馳活動上の

このような情勢にかんがみ科学技術庁

④天然ウラン所要愚︑濃縮ウラ

子経済がよいため辮料の窟鋤利用

を行なった︒

目すべき点︶は次のとおり︒

今回の調査結果の概要︵気後の注

なお︑熟中性子炉検討会隠今年

機密に関する悩報への接近は︑可能な論

原子力局ね︑舎理的効率的な保障措撮シ
りこれを避けるべきである︒憲た保障繕⁝

EA︶が設立され︑こういつた保 隊 猫 認
適用に闘する任務がその環ユ要な佳窮とな

ステムとその適用のあり方についての考

覆システムをつくるに当たっては︑核物

ていないとみえる︒

度であの︒その捗岡際原子力搬関 ︵ 王 A

よく知られていることであるが︑そも

旗影協会年内に第一次案を

あるだろう︒

てみたい︒

耐震設計で旛針作成

開に大いに期待したい︒

るに件い︑わが圃は※国との協窺のみな
え方およびその貝体的な措置について検

①AG鷺は技術的経
⑬亀戸の規模で実用化するため
には︑露水の確保について︑国と

④二種炉型の組含せによる試算

う︒

ことは︑どのような原子騨パター
ンを憩えても︑今後プルトニウム

結果において︑とくに煮園すべき

取魯が可能で設備利m川率が高い︒

の生成羅がかなり多くなる京であ

ラント勅率が賜く︑負荷時の燃料

②名爵ガス炉への技術陶波及劫

る︒このため︑プルトニウムサイ

Wその他︑軽水炉の経済性の参

ろう︒

ン分離作業懸︑プルトニウム生成

に泳遮︸9る数川︑掘用︑津久井の

平和利用常盤で三

羅等は軽水炉と大差ないが︑秩燃

米した︒

三高校籔齢は︑二十田︑羽田窮痕

れていない︒

で軽水姫なみの十分な実績が響ら

⑬実絹炉が康だ動いていないの

Rは軽水炉と競合しうる︒

いても六十〜薦万KW以上のAG
クルの厳蟹な検討が今後憲要とな

果も期待されている︒経済性につ

ま陀新鋭火力なみの蒸気条件でプ

れ︑都市嬢近への可能性が強い︒

力容露等の使柵により安全性が秀

ンレス被獲︑PSコンクリート圧 しての政簸をたてる必要があろ

済駒に多くの利点を箱する︒ステ

WAG筑

らずイギリス︑カナダとのそれぞれの協

．声

質の核爆発装置への狡術的距離の大小が

ド

定における保暉鵡紐をIAEAに移懲す 罰するため︑今年六月保陳箔澱システム

岡圏圓蹴
♂

妓術・経済面で有利︵AGR︶

をメンバーとする熱中性子炉検罰

重水確保になお問題が︵絡N語︶
通産省総合エネルギー政顕課は今葬二月⁝以来︑熟中性子炉検討鼻︹

会を設羅︑熱中性子炉に関する基
礎日報と診考資料を駁集整理して

︵主査・竹越舞氏口工技院蹴試︶を設けて︑軽水炉以外の熱中冊子
炉の技術的および経済的館田について謁益検討を進めてきたが︑こ

のほど︑第一次報儒齢をまとめた︒今回の報告磐は︑主としてAG 拶輿することを爵的としてスタ：

R︵改良型ガス冷却炉︶とC A N D U ！ P H W ︵ カ ナ ダ 型 重 水
炉た︶
トし
︒

料供給源の多搬化に伴う利点は期

RとCANDU⊥FHWに関する

を中心に豪とめたもので︑AGRについては捜術的︑経済的に多く 榮一次蝦簿濾は︑主としてAG
の利醸があるが︑その最初の英国ダンジ不スB発躍は工明が遅れ︑

待で惑る︒

のほかに︑軽水炉︑CANDU−

実績が十分でない︑またCA N D U − P H W に つ い て は 燃 科 サ
イ的
ク経済約言廟および疹霧資料
技術
ル上の利点はあるが磁衣難用をふくめた建設費が軽水炉箸の他炉型
と比へて鼻高で重水の僻傑に問題が残される等と掴摘している︒

PHWおよび高遼増戸騨︵FBWCANDUlPHW
蕊①
教面中
は︑
出罷に先立ち︑十九
軸
たパターンを想燈し︑プルトニウ

の燕では天然ウラン所要撒が少な

R︶をいろいろなケースに組禽せ

く︑プルトニウム生成羅が多い等

がってこれらの熱中性子獅の動向

ステムコスト等について若干の試

ム盆成緻︑天然ウラン所要澱︑シ

わが国原子力饗電の主流として

海外ではAGR︑CANDエU
ネ−
ルギ
P
ー政策および原子力塵業

他癖型に比べ秀れている︒

し︑原子力脚係の諮槻騰を訪燃す．

軽水炉建設が進められているが︑

HWの実照化が進展し︑またs G
政策を進める上で電要である︒こ

算を行なっている︒AGRおよび ②窺水工用を倉めた建設費は軽

るほか薬国の嚢に騰る笑険

を細握しておくことは︑わが笛の

HWR︑CANDUI
BめL
︑
H
のた
︑通W
塵省
では
総合エネルギ

CANDU⊥ヒHWを中心と水し
炉た
簿の他炉型とくらべて単襲で
研︑電試︑原電︑羅発︑策躍︑東

蓉は璽カ月粟国蕪亡

TGR︑MSR︵溶融嬢炉︶等
の籔課が蟹務局となって︑エネ
ー政
大︑動燃︑原産︑原研等の関係者

放射性廃棄物処遅の運転経験

放射線照射の利用

米国の原子力発電所における

c

原型炉または実験炉が運転中で︑

350円

煩布実費

闘

製晶の改良・滅菌などに

囲放射性廃棄物処理に関する好個の手引書

胡譲

今後堤網化の可能性がある︒した

原動研・：再処理廃棄物処理グループ

，

財団法人放射線照酎振興協会

日本原子力産業会議

▲エA

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

（B5版。120：頁）

凹

027−46−12n （原研内線一日7）
群馬県高崎市綿貫町 日本原子力研究所内

原産・原動研事務局（TeL591−6121）
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奮戦嵯馨論難継漆繊懸コバルト60を線源に

羅難戦藻

RMCが量産工場の建設へ

・罫無難誕鹸

最近︑米国では︑放射線照射によるウソ丼︒プラスチソクの尿板製造が商業ベースに乗ってきた︒そ

ノ⁝バーに新工区の建設を決定すると岡爵に︑さらにウエスト︒バージエア州には大規模なコバルト

の大手会社のラディエイション・マシナリィ︒コープ︵RMC︶はこのほど︑ニュージャージー州ハ

ウソド・プラスチノ

?源を装備した第二工場の建設に今秋から入ると発壊した︒とくに米國原子力委質長のG・？・シ

と述べ︑注臓を藥めた︒

ーボーグ婆員長は︑この発江田︵七月三十一日︶に出脇し︑ハノーバー工場は
ク技術の企業化の一塁塚である

布から乎をひいたが︑これは︑蔑

間が︑これらR工を生産し︑取引
する麓力をつけてきたからである

と述へた︒﹁現在米蜀では杓蕎
社が岡位御国を生産し︑それを医
療用︑学術贋︑産業用の製品に製
造している︒これら酉社の総売上

RMCのハノーバー工揚は︑照五千キ．一リーのコバルト60または ると述へ︑﹁二︑三無以内に︑この 高は︑犀闘争壬二欝万逆と組定さ
射床板一年間千八看万平方ぼを生

涼を持つホノ︐セルを軸えてい

酉万キュリーのセシウム獄の線

しては︑アメリカン・ノバウノド

聡している︒RMCの竸争会敏とI︑八衙万試︑放射性化学製品︑

瀦農は一躍平方冴になろう﹂と維

れる︒このうち訳は︑基礎的なR

産する能力を持つ讃癬で︑製品は
る︒このほか︑十万キュリーの研

る﹂と説明している︒

台湾電力に八百万ドル

さらに羅射飛脚に記して三つの特

︵ANC︶とNUM猛Cがあ建る
︑︑
線源︑四拳万諾等となってい

千六百甲種が︑薬磁︑二千五買万

〃ガンマイト ︵O⇔ヨヨ同け①V

究用照射装顛およびベータ線笑覧

装躍が据付けられる︒さらに将

の商品名で販施される︒またウエ
スト・バージ一一ア弾バーディに建

来︑岡工覇では︑床板の製造プロ

羅臼を埋めるため︑現在新らしく

フランスは︑原子力発羅政策の

というのは︑フランスが原子力潜

ちでは︑PWRが先行している︒

望と伝えられている︒軽水炉のう

しかし︑現在のところ輕水惣が掬

仏︑近く次期炉型の決定へ

委員会搾設けて次鯛凸型の選定を

水艦や︑仏・ベルギー共同のS烈

おこなっているが︑二︑三カ月以
内には新計画の塁本線を打出すも

NA発榊唱導︵堅気公力

十六乃六

のと予想されている︒焦点は︑フ

R談たはP千KW︶とチアンジュ計画︵電気
あると懸じているからである︒P

WR︶の採用に踏み切るか沓かで 出力八十万KW︶を通し︑経験が

ランスが軽水炉︵B

ある

よりも映燃科供給の分野て電要な

している︒

はない︒しかし︑フランスが石油シア︑イランなどで︑探鉱を奨励

全出力運転を許可

で︑岡社は︑全出力込癒にさきた

たが報告書には︑猷茅炉冷却材焦

告書作成に一館の期間が鰯凡られ

配管使査は︑X線のかわりに超

ティング︑バルブ︑ポンプに適短

力バンダリ！の外部の配蟹︑フィ

にあたり身近を促進した︒

音波探傷蔽で進められ︑非水の必

二年以上遅れたが︑九月宋豪でに

オイスター・クリークは工響が

載される︒

この績果︑A露Cでは今後一次系 された非肢壌検薮方法の墜雌が細

要がなく予想より聡くすすんた︒

の贔質をさらに窩めることを要証

しているので︑これからの発蹴所

は︑暇気出力五十︸万五千KWの

ている︒

礼︑米国の醒力業界では︑冷却水

線または磁漕疫試験と液体漢入試

放出の影譲について百十三カ所で

は︑十六側の六噂安全バルブのX

の候補地があるが雌終的にはまた

調査巾であり︑また他の屈†一カ

回試験と励蟹山回が非公式に灸求

ジャーシイ社に対し︑A品C定格出力に連するものと鯛待され

準もさらに高いものになろう︒

さる七月十日のA漏Cとの会合 に鳳最南技鏑の導入を競出し︑棊

の極端な聡力不足にもよる︒

ﾗオイスター・クリーク炉へ

米国のジャーシイ・セントラル

オイスタークリーク発電所の全手

・パワー＆ライト捷は︑八月一田

ラル・パブリンク社の供給区域で
提携にもとづき︑シュナイダーグ

は︑澱用を約一懸三ヤ四葱万米ドル

今園の堕在には九十七の聡力会

所で隅査を詐溺中である︒

炉を選択したいとしているが︑カ

天然ウラン・墨水炉豪たは軽水却

と予想している︒姉型としては︑

決定していない︒縦子力幅員会で

され︑これに数ヵ月はかかるとみ

力運転の許可を米A鷺Cから取得 ち︑バルブおよび配儀に関する追

した︒これは︑岡社の湧会社セネ

WRについては楽國のWH社との
る委員会は︑ドゴール大統蟹の騨

ループが設誹・建設できる︒家た

臨梨開発・科学監査糊を擾とす

任で申断されていた問題を引継い

BWRについては耳近GAAAの

暴齢短儒
でいる︒纂本的には︑天然ウラン

との提携を雌異している︒

ガス冷却炉︵GCR型︶シリーズ傘下に入ったCGEが脇田GE社

かつて︑RDF︵継力庁︶は︑

米EX−Mが借款供与を認可

大型BWRの経鹸をつむべきであ

こ国
の縄の調査が胃五士
ナダのCANDU−BLW以
と降英

社が参上しているが︑一九六六年

確認した︒発注の嚇劉にもよる

を正式に謂めたQ
台確雌力の原子力発鷹溺弼は︑

半娚ごとの三十回払いで︑燃料部
分は十圓払いで︑いずれも一九七

た︑それほど急ぐ必要もないと児

洪給できるような炉型を採用する

た︑発当所設置場断としては︑河

分布図作成からなっている︒ま

川︑湖︑河口︑海岸︑貯水池など

行なうよう依頼した︒この調査

大学に衙五十万がにのぼる門鶯を

EE亙は︑ジョン・ホプキンス

を含んでいる︒

を自国で調達することを嗣待して

原子力委賃会は︑燃料のすべて

イクルを催塗することである︒

おり︑ジレカロイ被糧管から天然

集中している︒

欧州化学工業協会では︑ユーゴ

ンポジウムの開催

第三回国際脱塩シ

いる︒

一カ所で行なわれることになって

の種々の種類の冷却水について十

UO2の加工技術の閣発に努力をは︑聡力会社と協力して︑米国中

ナズ・クエイに建設される予鷺

メリ：・キャスリーン社が罵国に

ラン資源をもっている会社であ

30aの胸半分以よが︑同国の使

り︑埋蔵量約一万二千ジ以上のU

科学技術協会︵ザグレブ︶︑ユ：ゴ

オーストラリアが

矯にあてられる︒さらに︑政郷所

化学技術協会︵ベオグラード︶と

有のラム・ジャングルで少還では

共同で︑明鋸九月十四醸から三日一

碧雲露β工の三豊にもとつい

米翻蹴力藁界

影響を調査

冷却水放出の

ルされている︒

初の原子力発難所︵羅気出力十万

ロポーザルを求める予定である︒

運営は︑ニュー・サウス・ウェー

ルズ・ユティリティ；・システム

がおこない︑建設資金は政廟が負

担し︑発電所の単為謂は政府とな

るもようG敷地については︑多く

︵代︶まで︒

ー

開発訳︑聡蹟︵五九一一六＝﹇

している︒詳細は厭駝放射線芹巣

わが園にも参煽と論文提出覆沼請

シンポシウムを開くことになり︑．

閥︑ユ：ゴのドブロブニクで題認・

KW︶の建設を決定︑来年にはプ あるが生産され︑ストノク︒パイ

オーストラリア政飛は︑同国最

初の原発建設へ

である︒

ぞれの出力は約ふ公−二万五千KW おける唯一の︑しかも悩滋翼のウ

で︑原子炉は四抵からなり︑それ

新礒允所は︑ウエ⁝ルズのコン

政府にまかされている︒

トを望んでいるかどうかの決定は

で︑原子力配業界が皐期のコミン

イシャム発電所の契約を参る予定

国の萎縮役務に依醒せずに棚．繕ツ
CEGBでは︑来葎以降に︑ヘ

られている︒

ことと︑さらに瓶雑なことは︑外

した︒調査は主として二つのカテ

薗も

ゴリーーー①放出水の温度上昇に

が︑彌者の鏡争は︑一九七一隼初

ると叢張したこともあったが︑効

伴なう生態学的影響の調査②温度

英国︑高温ガス
果を見3︒︑そのま康になってい

原子力蚕費会の考えは︑岡国の

冷却炉採用か
いため︑さいきん︑原子力産業に

し︑この回答は長いこと田ていな

る︒康たCEA︵原子力庁︶は軽 本年︑発注予定のヘイシャム発

簾業弾がすべての母国ん実蜜的に

借款の機器および役務部分は︑

墨所の計画発菰にあたり︑英國糞

ある魯墨黒儀されるだろうし︑ま

一号機に対して約八百万がの描款

おけるフランスの威儘はまわめて

水炉に魅力を感じており︑これを

逸︵改良型ガス冷却娩︶と問じガ

ヘG
イシャムの発注をする時期にも
力庁︵CEGB︶は︑初めてA

なわれていることが同所に判明
のSGHWRも働屑している行襖
低下している︒

を箕幽している︒

建設するため産業グループの確▽⁝

ス伶却炉の高温ガス冷却炉につい

ても入札卒・求めるつもりである旨

た︑発注の周期は︑C鶏GBが︑構

六爺五月から返耀されるQ金利は
炉型週定の繧禰にあがってい
躍気出力五十五万KWの一歩機を 年六％である︒
るものは︑軽水炉のほか︑天然ウ

一方︑酸類躍力の計画による

︵CA聾DUIPHW︶があ
るろ︒
とこ
どれが衛利たとなかなか予

次期地煙の決定までは︑いまの

め豪でには決慧される予定︒ま

職黙｝

設される第二工場も照尉床板を生
セスで五望事キュリーのコバルト

照射用に使用することになる

の終了と隅速煙爽現豪での闇の空
米困ワシントン輸禺入銀行︵E 残りが︑米国て購入されるU30白達埋めるため︑どの炉型を採用

予定．
豪た8MCのM︒パンキ ン 社 長

XIM︶は︑このほど︑台漉躍力 8代金も含めた燃科澗童にあてら するか決定することである︒しか

力︑ウエスト・バージニアの
器楽は八薔〜⁝千キュリーの照溺
の炉型の避定をまたずに︑同社の

は︑来無からプエルト・リロに︑

壁や単調タイルおよびパイプに使
設備を下口するか足である︒

パンキン社長によると鍛初のハ
ノーバー工揚は︑初年渡の生産鍛

縢噌
ラン・露水里遡冷却炉のカナダ型

れる︒

える照射セメント・プラスチソク
製品を生塵するための工禍建設計
颪を明らかにした︒この製贔は︑

埋水やふしょくに対して︑抵抗力 が⁝百力平方堪になると見てい

委鍛長は︑この桑界における現在
のウノド︒プラスチノクの年間生

一九七五年十二用までに竃転に入 と︑送躍線およびその他原子力関

建設しょうというもので︑これは

る︒ところで︑シーポーグA8C台北の北乗十七婿のチンシャンに

照射設備については︑轟ユージ
産能力を約二千五買万平方冴であ

ている︒

をもつていると︑三塁長は語 っ

ャージーのハノーバー工揚は三幅

闘

abe蜘

、

間四千万平方縣の予定である︒

6G

@

60

新馨るが︑ここの生籠力は︑年

産

力
子
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海運の若返りに 有 効
米国の威信かけて開発を

しかもコンテナー船の揚錨︑圏

ンテナ⁝化されると予想される︒

転逃隠との間の荷物の五腎％がコ

航路の要物の七〇％︑日本と米雪

いわれ︑一九七三焦には北大西洋

航海し︑例えばアラスカからロン

氷滋の下を二十五ノソトの速さで

路の柏輸送に従襲するタンカーで

に︑または紘灘北西岸に達する軌

摩から北極に通ってアメリカ東岸

されてきた︒これはアラスカの北

子力麟水タンカ⁝が︑初めて毒醤

薯

に経済的に成立っており︑次のヤ

構造が非犠に醐単で︑軽轍にする

タンカーは︑造波抵抗がないし︑

なう点に騰畏がある︒このような

込み︑繊卸しを猛嚇した豪豪で行

ドン豪で六日で航糊して︑油の償

十五一六十四婁出現すると

これら二つの輸送形式しのほか

予想される︒

船が一

ら三十箪ノソトの大型コンテナー

駕闘に︑十万鰐力で三十ノソトか

速化が進み二十ノソトの速力は既

野勘難W・﹂・ル
⁝アメリカ原勇学会発行の亨クリ丁三ユ霧ズ八月⁝
⁝

⁝

一

⁝

号にジェネラル・ダイナミック社の感奮関電掛冠部畏W．﹂
・ルー工氏が︑﹁原子力船の将来﹂と題して羅文を発探して

しい輸送形式がある︒

げるために大きく分けて二つの新

現在謙運界には輸送コストを下

しい傾向

海運界の新

．いる︒澗註文の要旨を次に紹介する︒
︸

世界海運界の将
来と米国の立場
胞由主 義 諸 国 の 外 航 貿 易 は ︑ 奪
八％の捌禽で伸びており︑一九七
五無には︑その額は四千育首億が

グ・ジ︑一九八○年にはこの二偏

騰は︑一九七〇年に約瓢○徳ロン

の経費は次第に減少してゆく︒例

化によって︑トン・マイルあたり

ーの建迄である︒タンカーの大型

筒張力罰の開発による大型タンカ

LAS H 力 式 が 醐 現 し て い る ︒ こ

け

μ︶に構物を搭載し︑その

はしけ

︵長さ五十匿︑幅二十

はし

ごとに船に穣み込むいわゆる

︵3︶こむあほかに︑海洋彊

ことがで蹴る︒

に達すると予想される︒これらの

えば︑升千婿の騨離で旧卒蓮ぷ鎌

のL A S H 方 式 は 積 卸 し や 港 為 施

に︑海運界には︑殉物ごとに尊贋

うち︑幾か一％が︑航空機で運は

継︑十五万ゾのタンカーの運送費
設のない豪開発園で宥勤である︒

つは︑溶接技術の進歩と

れるのみで︑大部分は舩舶で運は

はトンあたり⁝・六九ザであるの

アメリカの

その

れるので︑タンカーは年平均八％

に対して︑一万ゾのタンカーの運

は︑新しい輸送形式について次の

ために島馬力の推進機関が回避で

澱のみもつトラクタ：船︑列車

めるために船愈と切離した推進鼓

のように半没したバ：ジを単行す

いる︒

る原子力潜水曳船等が考えられて

原子力船

癒盟は︑原子力装鷺の弓造を雛ね

アメリカ政騰が鶏坦しても畏い︒

揚で原子燃料を輸慮する叢要

へ3︶アメリカが︑B楽滋鼻邸

アメリカ海運局もこの点に濟閨

な翻の一つになり︑アメリカ

が響くなることが予想され︑これ

そうすれば︑これらの原子力船

られるのは︑このつち大聯謀遮の

るに従い減少する傾向にある︒

し︑数隻の原子力コンテナー船

の貿易収支が改醤される︒

ら水上船はどちらでも大型原子力

が︑卿相船に競争できる鳳子力船

コンテナー紛と耀大型の欝血タン

溝代の礎仁としての俊雛を果すこ

を︑アメリカの船隊に加え︑終済

ダイナミソク社の試算では︑竺⁝

溜水タンカーに比べると仔済性が

隻の烈烈力船隊は︑繊麗の補助金

カーとである︒

興味を持っている︒ゼネラル・ダ

賃のとれる爆子力コンテナー船に

て︑往潜眺麗の少ない誌迷で島運

局は︑︸体化した輸送形式とし

子力船は︑年に胸百万が燃料費を

義を次のように稽えている︒﹁原

ン海事鴇長は︑この建造謝画の響

建造写る計麟を発嚢した︒ギブソ

隻ないし三隻の大型原子力船隊を

五月二十二日に将来五力年間に二

られている︒

る意義については次のことが藩え

艇が︑原子力船隊の建造を補励す

︵1︶この計遜は︑アメリカ海

て筆紙費は︑ほとんど在果齢と聞

費が高いけれども︑燃腰費伍含め

料費および造型所の管掌鰻卒二部

る︒したがって初耕の建造費︑燃

よび運転費の鵠島をカバーでき

壱輸出できる能力を傭える︒

される原子力船用に︑舶罵炉

︵2︶アメリカが︑外国で建造

運界の威儲を高める鋤染がある︒

じになる︒原子力船の建耳聞と餓
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根拠1とくに受入れ蝦蟹な線燈概

科学区員避︒D・ソービi博士の
講演会﹁工CRP譜勧告の建愚的

協会との共催で︑同所でICRP

なお原子力学会は十月二十一B
午後二時から︑放岡協︑保健物理

会の各婁員でもある︒

工C飛Uおよび王CRP鰹門婁貫

ン国立研究所の保健物理部畏で︑

カワン博士は米繍プルソクヘブ

安全問題﹂の二つ︒

における艇速器の新時促の放射線

よび工CRPの下問溜﹂と﹁米翻

演題は﹁工CRU︑NCRPお

門の國立教げ会賠大会議竪でF・
P・カワン郷士の講演会を開く︒

月八日午後一時半から東．尽・虎ノ

会︑放射線影潔学会︑田本放射性
同位元素協会と共催し︑來たる十

＋月︑東京で
日本原子力学会は保健物理協

原子力学会が
二つの講演会

る時磯が来ると嬉えているQ

は︑必ずや涼子力船が実川化され

ことは因難であるが︑技術の進歩

れる︒噴実将来のことを苧灘する

必螢牲が大きくなることも考えら

り︑こんご国防上この湧の舩舶の

り油の価繕が戸惑することもあ

できなくとも︑中近東の戦争によ

るQたとえ現在は︑在来船と説箏

に建造されることを弱覚してい

兜の原子力船が政麿の補助のもと

このような簿就があるので︑数

きる︒

から瞬進に移る鋤果が期待で

け︑アメリカの海運弊が停滞

管い琶代の人の眼を灘に岡

︵9︶原子ヵ船は︑アメリカの

つ︒

リカ一遇界の蕎返りに役立

を利用して原子力船は︑アメ

力船についての技術的優位性

︵8︶アメリカ造船界の︑原子

待できる︒

る倉庫を減少させる醐梨が期

︵7︶原子力船は︑港湾に設け

がある︒

空気と水の汚染から守る効果

︵6︶原子力船は︑アメリカを

国防上非矯に有溜である︒

必要がないので︑アメリカの

︵5︶原子力船は︑燃料補給の

画される︒

り︑アメリカの蟹易収支が改

る︒

劣っている︒もし低速の覆來機開

一

ギブソン海懲局畏の蕩えでも述

イナミソク桂が試轟した三十磁の

節約できるから︑これが建造費お

以上述べたとおりアメリカ海斑

むすび

的に運航することを検討してい

大型窩遮コンテナー船の掲合︑
によって笹飴される砕氷構造付き

一多多

できる︒L

を輪入することが少なくな

タンヵ⁝で実行しがたいことがわ

玉多二

べられているが︑現荘アメリカ政

り千二百万がから千八蘭万が建造

原子力コンテナー船は︑在来船よ

糊しい海脳局長ギブソン氏は︑

︵4︶アメリカは︑外團から油

島馬力になればなるほど原子力機

かった揚含は︑数年のうちに︑大

とになり︑アメリカ船隊が世界海

関の有畑性が発揮できる︒これに

型原子力溜水タンカーの建造に歯

がないとして謝算すると︑豪だ筏

在来畿関を用いると︑魑大な化石

運界で重粟な位鐙を取湿すことが

燃料が必要で︑その主面︑容澱に
畢することになろう︒

来船と経済蘭に竸争できない︒

よる蟹荷の圧迫やその野蚕豪た燃

氷船レーニン号が︑ドイツには腺

現在までに︑ソ連には原子力砕

きくする要素がでてくる︒︵たと

料補給鋳腿のロス螂輸送経費を大

子力鉱石船オソト・ハーン屠が︑

う結総に燧する上で重愛な役割を

高速のコンテナー船に遜するとい

験船は︑今田︑原子力船が︑大型

ナ号が運航されており︑これら試

アメリカには量子力貨物船サバン

えばアメリカの原子力船サバンナ

ンを三十三哩使織しただけである

号は︑九万耀の航海で︑主唱ウラ

が︑在來機関で岡じ距離を航海す

る︒︶

ると一万七千ナの油が必嚢であ

︑欝
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W︑BWR︑充六八年︶を完
燃料の販売︑核燃料サイクル及

ジーメンスとAEG合併
るが︑その期待を一身に背負っ

ロスベルッハイム︵二十五MW ンサルタント等を行なってい

び発鑑プラントの設計・建設コ

成しているほか今年の末にはグ

が広い︒ベルリンとミュールハ

BWR︑盤水炉を扱っており幅

BWR核過熱炉︶も運転開始のる︒原子炉型としてはPWR︑

クラフトベルク・ユニオンの

め正確には決まっていないが火

〜割を加えたものに網当する︒

独の金需要撫と世界の蒲要鐙の

⁝山える︒同社は現在オランダの

従って輪出熊力は充分であると

ボーセル原子力発電所︵PWR

タービン︑ガスタービン︑ター

ボ二
発電漉︑その他の発戯プラン
︵十五MW︑BWR︑⁝九六

四苺MW︶と藺独のビブリス原

二

W︶を建設中である︒

在七
来型及び原子力発電所の騒動 子力発電断︵PW魏︑壬着M
ヨ十七MW︑BWR︑︸九六

隼︶︑グントレミンゲン︵二百

ト堀コンポーネントの製造販売

発を行なってきておりカール

グループは主としてBWRの閲は︑現在約八丁名である︒蒸気

になる漠様である︒従業員数
八年︶を建設しているQAEG

八六士二鯨円から九十億円程肢
イム︵三蕾籔W︑PWR︑一九六

炉︑︸九六六蟻︶︑オブリヒハ

エ︵五＋MW︑加圧水型重水 資本金は設立後朱だ間弟40ないた イムにある一 工場の生巌鮨力は

きており今までにカールスルー

PWRと覆水炉の曝発を進めて予定である︒

ジーメンス社は従来虫として

・ユニオンである︒

ているのがこのクラフトベルク

揚に進出してくるものと思われ

ます豪す輸出に力を入れ世界市

嚇を褥た西独の原子力界は今後

原子力発掴所の輸出に成功して

銀はオランダへPWRと根次ぎ

隼はアルゼンチンへ離水炉︑今

ベルク・ユニオンを設立し沈．昨

蹴動機部門を統禽してクラフト

月一日に両社の

鑛の原勇

♂覧や

果たした︒現在は︑これらの原子
力船に搭載された原子力叢鐙より

しかし低価格の抽︑鉱石︑般物

れ︑その使用範闘は大いに広がっ

等の貨物を運搬する船の場合は︑

の舩で︑原子力機関を採製して経

てきたが︑現在のところ蕩いプレ

もっと軽燥︑小型の装置が蘭稲しさ

済的に成立つのは︑超大型のため

ミアム運籔のとれるコンテナー船

麗遼による利益は少ない︒これら

はせいぜい十山論難程度と弩・凡てい

識馬力が必要な場合で︑速力の方

られる︒

が原総力船に一番配すると考え

圃

X舞二一多 二一霧ーニニ

る・

次に潜水タンカーであるが︑ア
ラスカの北岸に大油田を発帯した
抽会挫か︑現在アメリカ東岸まで
油を運搬できる砕水構造付きタン
pカーを霧え︑現在十一万五千ゾの
マンハソタン暑で試験三下を行な

っている︒︻左図墜照︼マンハ
ソタン暑の試験航海が域功した勘
合︑次はその推進方法を在来礪騒碧

問題が生ずる︒しかし十二万馬力︑

にするか︑原子力機関にするかの

は︑在來機関による砕氷タンカー

三以上ゾの原子力砕氷タンカー
送形式が痔えられているが︑現在

より︑輸送コストがトンあたり五

アメリカでは︑これら沸しい輸

世界で経済的に使用できると考え

︑︒

エユーヨーク

新しい計画

揚含トンあたり七十がになる︒し

ような計圃を検討している︒

あり︑これを在釆概関で行なう

ノ

ダ

棚

に達し︑この外航貿易によう輸送

の剛合で︑三物離は年平均四・五

送費は七・二九がになる︒建造蟹

このような世界海運界の情勢か

かもタンカー乗員数は︑大型の揚

るが︑在港時間が少なくなり︑特

と︑必蟄な化石燃科の鎗澱が間話

力

フメリカ

船を製造する傾向があり︑また

％の鯛合で伸び︑一九八○年に
も大型化により減少し︑二万ゾタ

ら︑アメリカ海事局の研究開発部

これに対して一九七〇鶴から一

合小型に比べてすこし増えるだけ

トの趣力をもつ︑約四千ゾのホー

すれに飛ぶ巨歩艇︶があり︑この

気をクノションにして水上すれ

源開発のため譜水船︑稼動郭を妊

は︑タンカー一億王千万鏑︑賀物

ンカーの場含トンあたり二箇二十

九八○駕寒で十年間にアメリカの

バ⁝・クラフト︵艇の底から圧

次の﹂つは︑生座者から消自省

古い型の船舶で構成されているこ

にアメリカでは︑欄高の船澱費を

となる︒このためその錐進機関と

人西

力

船一翼七千五酉万ゾで合計して蕊

がであるが︑三十万ゾタンカーの

タンカーは︑好書均三・一ご％の山

である︒しかし嘩水︑操船等の理

縦した空気を吹き出し︑その空

まで一体化した輸送睡夢が藩えら

とと︑アメリカ海事を若返らせる

減少させる効果がある︒その結果

して︑概に航壁下用に開発してい

原

ければならない︒

億二千五百万ゾの舶舶拳保有しな

鯨で︑挙銭船は︑卑平均二％の制

型化の上隈と霧えられる︒

由から︑六十万ナのタンカ：が大

このよ う に 将 来 豪 す 濠 す ア メ リ
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い︒

合での僚びが見込めるに過訳な

カ海運界の世界灘運界において占

師発研％に千万冠の経費を見込ん

でいる︒しかしこれには︑空気ク

3エ︑コンテナー化が進められてい

る︒このコンテナー化によって︑

ソションのためと篇速で走らせる
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理由に︑アメリカ船隊が︑捜術陶

船舶の揚含初期投資額幅大きくな

圃家的計颪がないことによる︒

四償もの擁壁をあげることができ

ばら引船に比較すると三償から

た原子力陸羽を利用してさらに開
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もう一

つの原子力を

三会△葛のもよう

浬廃棄物処理グループ︵角谷省

原醜の原子鋤力研究会・再処

験を認録したもので︑各々の発

に関する四一七無鞠余の管理経

い提案を行なっているほか︑経

鑑識や処理方法についても噺し

物処理礎務に

携っている原

毒嘱諮あるい

子力技術書の

は薪入吏員の

B5判︑墓 ＋台︒頒鞍部︷

十ゾの同工場の第

期工雛を︑来

蝕跨を投入する踊蟹だqこのため

奪薄月に完成させる予定で︑約六

に対する開銀融贅﹂に︑約二一円

今薙農の﹁原子炉施設等製泌設備

〆

〆
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総

鋸一回

げ

且量琶
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への塁頑については︑プルトニウ
ムのサーマル荊用量騨開聡のいっ

かんとしてWH紳から勲燃廓簗団

縛性についてもふれており︑簸川

葉物処理部門の占める建設費お一

一三主資︶は︑このほど︑﹁米田 鍮所からどの程度の廃数物が繊

たか︑求た︑どのような放出駐よび管理賢についても数鰹のと﹁

されてどのような処理がなされ

放射性廃棄物
処理の手引書

原鋤研が翻駅・刊行

一

躍でどの程度のものが放出されり窪とめを行なっている︒廃二一

の原子力発勉所における狡射性

とり蒙とめた︒

施藥物の二士﹂と磁する資牒を
喉

この資料は︑雪濁のオークリ
ノジ研完断がまとめた﹁該鶴浴
o診︒
署鄭O困Φ鋤胃

o鴇拶勉⇔戸︒

譲伽のけΦω帥け

pαqの彦①p糾
＜Φ

日午後︑東京・鬼ノ内の臼本工業

る映画﹁オット・ハ⁝ン瘤﹂の試．

報告沁よび︑準拠大使餌提供によ

検畳を受けた燃料締はチャンネ

懸赫繍撫

と低張勢︾こう

われわれは原子力開発

の外野で：

ープは

と一席ぶつ場面があった︾

決して外野ではな

した雰剛気にたまりかねたのか

い

K瓜が立ち

なるほど︑これらの研究は︑〜

の

定価・エ800円

倉

に対して膚し入れのあったもの

一で︑・のほど薯の縄で四二審
⁝画日毎鎌契約旧聞当ることとし
て禽懲に惑した・これによると︑

嗣は陽力館に三二鵡強四十七万

わが認の岡プロジ濫クト蓼加盟

円の予症で︑このうち分けは鋤燃
壌難団がこ無三千四十七万円︵七

QQ轡簿二一〇欝ひ昏︵O謁窯

津

剛

もO≦①

六％︶︑徽賢連が六千万円︵二〇

題窟があったかなどについて︑

の放附融開発灘︵加藤﹀まで︒

銭薔五ナ円︒購入希鶉讃は原灘

教育張麟籔として有益である︒

研讃資料として会員か翻訳倹認

h

かなり詳細に述べている︒さら

ら放出される放射性廃葉物の発

E祉R︒C・ソーバン融祉長︑薫置

式には岡凝帯橋清社長︑二月G

なった︒

横須賀市の工場敷地で起工式を行

︵JN罫︶は︑このほど︑問詮の

轟壼︶δ姦︒︷
子力発継所の放射性臨蘂物処理

JNF横須賀

成型舶工工場建設の認可を簿てい

三二原子力工業とともに核燃謄

工場が起工式

こと誉決驚しているQ第一次訓画

内容は︑氷購の六つの大型原

てきたか︑あるいは︑どこに問
﹃一蒔O刈O．αG︒︶﹂をグループの

％︶︑メーカ⁝が千二衙万円︵四

したもの︒

％︶をそれぞれ分銅する横擬であ

に︑薗力㎡竪級の大型発電所か

一方︑終雪中央酬翌翌︵二水汝

る︒

左衛門理饗長︶では︑すでに米国
エジソン・エレクトリノク︒イン

中研は編二次転身蔀画に対して万

スチチュート︵EE1︶の﹁終編では二力石千♂を負熱したが︑職
炉に拾けるプルトユウムの利用研

綿繭に二十万賭巻分議する予定Q

巻約五十名が参捌した︒

東芝翻遷座︑綿森日立当事ら関係

究讃回一の第二次註翻に謬幽する

レストレスト・コンクリート︶調査

倶楽郡で蝋一十︷ハ圃﹁原子乱刀産榮懇

ご翼F社は︑奪間生産能力颪四

講演を闘くとともに︑P・C︵プ た日露ニュクリア・フユエル社

況などについての報告を闘いた︒

照の囲長・藤井正一氏から論査概

照射賦験研騨への姦加﹂について

談会﹂を聞き︑便二型気工業会艮

47なう市橋

ルポノクスに納められ︑さらにポ

く開発した特歓禽金である︒源度

われているジルカロイー4鱒卑し

による燃料破損の心醒については

ジルコニウム含金は千八百度Cで

ないと変型しない︒ペレソトは二

千玉酉度C以上でないと変狸しな

襲め

力たということを︑この瞭︑改

力が︑すなわち出子力開発の戦

男系という外野まで含めた総合

どという醜識はナンセンス︒駆

内野と外野でどちらが大切かな

役Wよしんば外野たとしても︑

キャソチャーという

ーパiQ見方によれは野球では

ずめゴール・キーパーかスウィ

たがサソカーに瀦えれば︑さし

い︒UO饗は直接水に接しても化 見外野らし君臨えなくもない︒

学反応を趨こさない︒などから損
傷の可能轡はないとしている︒

現楊の幹郡たちからは︑串し含

わせたように﹁敦賀の兄貴分のオ

イター︒クリークはいろいろな閥

麹はあったようだが︑敦賀は現伍

幽○・

亀得

トリウム利用の可能性を論議

もう︸

田塞原子力藤業会議は︑九月十七︒十八の両日︑集京・平河町の臼本都市センターで︑原錦町力研
究会﹁蕪会﹂を醐いた︒今回の卑会では︑とくにトリウムに関するシンポジウムが併催され︑
つの原子力4と欝われる︑トリウムの鰍料としての現爽鏑な動力炉利用へのアプローチが添唆され︑

で二三︑炉綜／日︑イタリアのPC

十詩篇ラ／日︑オストラリアAEC

岩棚蕎の庄闘を集めた︒

経碕効果は大潅いと考えられる︒

打開されるなら︑トリウム利朋の

UCで十五♂μ／臼の再処理実績

同鰯会 は ︑ 豪 ず ︑ 原 動 研 会 長 大

また︑十八日の﹁トリウム﹂の

山松次郎茂の開会検拶で始豪つ
た︒同氏は﹁この年会は︑原動研

Cプラント調霧団昆の藤井氏が報

くに︑プラント建設グループでP

皆を行ない﹁将来は圧力鞍出たけ

があると述べた︒豪た嵐瀬域︵燃
料グループ︶は︑トリウム燃料製

で原子炉を形成し︑この腎羅にP

シンポジウムでは︑鈴木氏︵燃料

造上の放射線障轡防止にはウラン

Cコンクリートが患われるだろ

グループ︶が︑トリウム燃秘は熟

鵬の化学分離後すみやかに燃群加

果の発蓑で︑これら研究成果が︑
中性子埴殖炉での主膳が薯えられ

工をすますことであると述べた︒

各グループの過張一年聞の研究成

る︒ただ︑①再処理︑再加工鴇②

闘連各界の技術の向上に役立つこ

弼性︑③制御に関して欠点がある

情報化社会
の講演など
第十六園原塵懇闘叩く

なおこの後︑森原陛壌鵬胴長ひ

正式に参加夢決定し︑このため九

ら﹁撮近の業務状況﹂についての

聡気障業遮合会へ会長︑木川照

電力は分線金として照熱燗に六千

田本原子力薩業会議は九月十八

一降旗盤絆長︶は九月十八田の汁

Puのサーマル利用へ

長会で︑動力蜘・核燃科目雛噂業

奪爽はクワ入れを

を申請している︒

E社の保翫獄験を経て︑三月に還

リエチレンの袋に入れられ使用済

4NF拙畏︼

開のはこびとなる親臨た︒G増

燃料置き場で出蚤卒待っている︒

・
の北川一栄氏︵鳳子力婁舞︶から

写会が行なわれた︒
万円を支払うことになったQ

﹁悩帳化社会への遼﹂についての

のうち燃斜費は三ヤ五僧円だ︵加

毛トレー一一ング・センターで藪密

ちがいしたのか︑撮健物理︑計

さて︑敦礁発聡所が︑待塑の臨

康動転の年会では老
工費が二十篤億円︶︒

を受けた基幹要員を中心に︑約二

燃料の口覆樹に日われるジルカロ

装制棚︑原子炉安全などのグル

崖ーーーー8Aーー

いう豪でもなく︑現在では圧力

十名の運転員たち耐張り切って籍

イー2︑チャンネルボソクスに使

一コ＝Σ儒二Σ嘔瓢鵬︼9＝一Σp P︼富 ︐7・嚇遷＝臨遷胃h

谷器などの主要概器はすべて発

噸申だ︒

一Σ響

成し︑プレオペレーションの最

のメーカー︸o柾網胎撚に石川総掘

界壱携える豪でには︑まず燃総締

熱料捧三薇十四本︵六添は予備

の調子ですずめは︑十月靭め臨界

に違するたろう︒その後も纐調に

露

●

・側8巴

○
，・

めて羅識しようではないか︒

新しい美容法に基いた
高級晶30種のグループ

〈新刊紹介〉

中だ︒三奪余の突費工箏を重ねて

需コ屍匿コ層帰Σ暫

こんどの燃料照蟹齪験研究謝罎
一−＝ 一﹃昌静Σρニコρρコ

北隆線敦賀駅から淘九開館薪︑教理半鋤の乗蠕に︑いま気慰敦

i

トン炉におけるプルトニウム燃料

団から依頼のあった﹁米国サクス

電藝連︑

サクストン炉照射に参加

う﹂とのべた︒

た︒

た︒膏木氏︵醇処理腿繁物処理グ

的な菰で柔軟性を増すと指摘し

各グループの研究磯廻では︑と

とが頃鋤研の役胡である﹂とのべ

グループ︶はトリウムはウランを
用いた揚禽より顕子炉の圃有の安

と指摘した︒また︑大野茂︵燃料

金性を憎す︒トリウムとウランを

畿いて ︑ 特 別 講 激 ﹁ ト リ ウ ム の

萎貴鵜檎実玩が︑トリウムをでき

軽水炉での利用﹂で︑綴動研企画

る隈り早く︑豪た︑少ない開発投
組み合わせると反応度欝命︑出力

炉にトリウムを使うと仮定した揚

いたろうかという観点から︑軽水 分布︑反目度制御谷口などの工学

壷で︑現実的に利溺する方法はな

合に考えられる諸間題についての
ループ︶は︑各国の開発状況を紹
介し︑オークリノジでは再処埋継

検討経辿誉述べた︒

トリウ ム は 続 済 陶 ㎜ 発 途 上 国 の

ヌ／日︑0旦CDで九

百六十五︑齢ッ／溝︑バブコソク社

﹁諸聞魑が技術凶研究囎発によって では三国♂

費発電所が臨界を迎えようとしているQ原研のJPD残が同型の
原子炉ではあるが︑この謎発電所は︑軽水型︵おWR︶の商業
炉としては重めてのもの︒とくにわが煽の隠子力発盤謝画が︑す
べて軽水炉によって進められていることを思えば︑敦賀発電所の
完成はひとしお意藻深いものがある︒

来た建設麺当蒼たちの表帯には︑

ほっとした安堵と︑臨騨試験への＼．︑︐

G質疑とのターンキー契約︒目本漿がみなぎっているQ

こぞんしの通りこの発耀所は︑

西町にそのサイトが予定されたQ

原躍二摺機は︑初め福井鰍の川

地機調査の績果︑地盤が軟弱なた

十月初旬臨騨へ
め不逝とされたQ第二賦補地の算
賀が渉かび上がったのは︑ここが

櫻︑勘鷲系は山立が下請︑建設では

二十本事後による小臨界が行なわ

燃料︶は︑GE往の燃料胴揚で製

敦賀発電所の現状をみる
敦賀直腸の突嬬浦底の脊四十万

竹中工拐巌︑前田建設などが響け

れる︒いま︑そのための燃料装荷

型加工されたもので︑全郡につい

進むことを懲じている﹂と窟信に
溺ちた需翼をくり返していた︒

︵M・K︶

年間の原子力界の動きを解説

1

姻
一

鶴4《麺

資生堂

SPE（⊃IAL

諮地域に多く分略しているので︑

教賀i発躍所全鑑

○関係機関の活動状況を網羅
○歴史をたどる原子力年表
○世界の全原子炉を掲載

）翔1！臼DO

花嵩な帯で地盤がきわめてよかっ
たのと︑阿郡市長をはじめ︑勉元
が熱心に誘致をくり返した結果で

平方麟という広大な敷地で︑発竃

している︒原町二号機のこうした

の叢中︒十月初には全部の慰料郷

て︑誌面放射線黛︑寸法などの細

ある︒

所の鰹設工区が始まったのは︑昭

経験が︑引きつづくわが固の軽水

を装荷し︑際子炉隔界愚行なった

叢

和四十一無のこと︑間もなく立派

炉建設に縦横に飯ゆされているの

取り懸けが行獄われ紀︒この燃料

十二月には︑フルパワ⁝掛力︑G 縫は︑一路が二千万円︒

発躍必行なう︒遅次出力を上野︑

な道路が通し︑船で行くのがいち

％︑総工瑠蟹証頁五十八億円︑こ

億設玉体の回麗化率は胸五五

響な険賓︑チャンネルボソクスの

が通っている︒

石︑澗底にも︑いまでは下期バス

のち︑物輝実験︑十﹁月初には拐

懸盤響論
はもちろんであ．Φ︒

＼

ばん早いという陵の孤局たった立

、、
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a威に︑ロート博引の粗目を紹

の精溜塔に灘入される︒そこで購

れた液アンモニアの一部は次工程

スはすでによく知られた工程を用

すると︑頃ω騨〜国鱒Oプ獄セ

悪水製造法の現状について璽約

麗麗準
〆蟻
噸一

このトリチウム除去は︑飛水申

内鯖︑牧島氏の研擁であっ回覧

㊧

⁝
譲職位藩の心心に鱒けるスペソデ

クの力法に従って︑米田らはイオ

ーング︑パウエル︑およびスペソ

の鵠紬○心心と同じような水精溜

で省なうわけにはいかない︒とい

学反応愚誘いて主位体を分灘⁝する

銀漕に直向する輪姦として眠饗で

便用する擁に︑中轍子照射して水

は︑羅学用に用いられる水鍛餅を

畿製を身につけなくてはならぬこ

れている那分に出入りする暫は防

とがある︒健って︑摂水にさらさ

水沿蔽中の駕学交換によって礪

百〜八酉鶏製造する妓醗の建設を

磯鑑11を販弛しなくても︑この

計麟している︒

ﾌ販猫価搭は︑桑園の市価より

プロセスによって製造された醐崇

四Q％低くなし得る︒今後翻累の

同位体の底面が伸れは︑この価格

㈲

笏

の低下良しいものであろう︒

︐

賜

須

︵無職楽穏︑三

i原薩翼料室便9一

二七搾︑A5調︑一九六九年灘
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の新しい常識といい得るであろ

を兼業することも豪た︑日本で

膨

囎
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うのは︑心心五十七殴における

一・〇七であるのに対し︑O日 用いた︒この方菰は︑現雀〜般に

鵠dOと⇔MOとの比揮発麗がノ交換クロマトグラフィの方法を

て多くの上例搬もっている︒即ち

○とU騎Oとの比揮殆度は一・ 使用されている交換燕溜広に比べ

○〇九一で︑余りにも小さいから

こと︑維持の谷易さおよび︑高純

袋置や運転の簡隼さ︑脇蝕の無い

造す都ことがで葦戸勾︒

度な棚雲10と醐鼻Hとを圏時に製

そこで他の方法を暮仰せねはな

である．

われの研究餐に来ていた碍素科掌

製造する小混

現在︑九〇〜九二％以上の棚集

模な二三が二駕牢運転されている

間言書五十〜⁝二晒緯

九九％以上の磁展の醐秦11月越

らなかった︒た謹たま数年濁われ

ウムを︑水蕪気〜水素聞のリチウ

嘱の助力により︑果然水のトリチ

ム交換反応法と熱課題法とを組葦

手て︑トリチウムを拙嵐する集験

年間爵〜二七箆︑と聞時に九
冤晒プラントを作った経験をも
っている︒しかし︑熱拡散法で 九％以上の縄展の棚算11壕隼闘四

はト9チウム移鋤鯖が小さく︑源

局︑冠水〜簾水素間の交換反応に

子炉の桝禽不野江であるため︑紬

より董水中の猛およびTを念んだ

懲水糸は液化し︑これ誉梼灘し

藩えは綿四〇年以来からあるが︑

とになる︒だから︑重水申のトリ

勢

訂−一︶①9

とりあげ︑それを試してみるの

るQここで何等か貝体的方法を

が常識というものである︒もし

ている︶︑駕功瞳列弍組轍機撫

炎敗すれは率直に認めて他の方

の在り方︵遣織工学ではこれ

を﹁薫炉蟄定組織しという︶等

ィール政策の中に取り入れ︑二

さらにケインス凝鍮をニューデ

やってみることκ﹂と述べ沈︒

法を試みよう︒しかしとにかく

々である︒

識どいう話菓の

ところが︑アメリカでは嚇

慧味窪たは解駅

低統晦な経済四悪からの脱却と

人の権威蓄が提携し得たのは︑

が︑掘本人のぞ

れと大いに異⊃

未知の経済政策への挑戦とい

ていることを自

それは︑例の二．畔⁝ディール

日本の原子力発電を行なう会

身野津した・

政策で衛名なルーズベルト米大

祉が︑骸原料確保のため鉱山染

らないことは︑恐れること慮体

生活と産業を化学で結ぶ

欝
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鞍

る︒

原子炉内のトリ

二五蕊七︒Aの光線のモノアイソ
トピノクな成分の光て照射すると

チウムの除去

誘水とエネルギーを間騎に生噛す

れば宥利となろう︒︷方窯矧騨
励起された水銀は酸鍛と便応し︑

のトリチウムが途惑されるウ鐵水

誘水炉は一年後に一二当たり八α

り十の十閥轟nの平均中性子来の

の閲勉が起った︒毎秒一彦緒嶺た

を謝画した騰︑トリチウムの分署

ブルに簡申牲子礎の環水炉の建読

融独寝浮華とともに︑グルノー

で︑選択陶な水銀の酸化が行なわ

励起され厘酸群と水銀になるだけ

れない︒しかし︑ブタジエンの存

の改鍵︑添加物の闘発︑接触技術
の改戦などによって︑胎二のプラ

在下での照射によると︑励超され

タジエンが浮在するため︑これが

が︑励趨された雪辱○悼となり︑ブ

ω〜妊婦○プラントを建設する

安定電される︒従って︑これ紙捻

適している︒

水銀同位
体の分離

にさらされている毒気は︑毎秒一
酸水治液で冶解して特定の水銀罰
て︑トリチウム欝︶および軽水
己層嶺たり†の十四乗nの中性早
位体雀分離することがでまる︒こ
素︵R︶を雲霞に除去する嘱案を
のようにしてサクレーひ究所では 束で運転している場合︑数將闘後
した︒この袋麗をグルノーブルの
天然含鞠難がO・〜五％である水 に一需脚轟たり5X憩の蘇十二粟 醐中性子象炉に紺聾する予麿で現
q空気の鉾熟慮高値にも逢するこ 在C・C・Mで製作中である︑

禽日窪でに実際この方墾︑・分離し

ある︒現在では︑電磁的分離より

瑚素同位
体の分離

ているのはサクレーで製造されて

棄岡位体の分離の可能性があるこ

とに潰短をひかせたのは︑米田︑
つ必蟄がある︒

たゆみのない黒斑を必要とし︑

わゆる圓鷲観念か6脱節し難く 説明として﹁わが国は大胆で︑

チウム含下灘はできるたけ低く課

また私の見た国民の気持に誤り

百壕襲淫することが可能であ

そして︑いつも常軌に従ってい

している心理学臆の由隙である

低コストで四〜五％の水銀鄭勘脚数

が最も力を入れている新しい仕

礁の一つは海水の淡水化であ

たのでは憂しいものは何一つ出

水銀蒸気な酸素のみの存在下で
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薩帯革魑

パール・バンクが田本の待賢
として﹁日本入は孤独にたえる
ことができない蔑膜た﹂と評し

︵その最たるものを三会が承し がなければ︑それを要求してい

らしい︒例えば︑会議の在り方

くの揚禽この常識からの脱却に
YS−11を作って好評だといえ

世界における新風な飛躍は︑多
クスという会社がある︒最初は

ば次の機種は簿かということす

闘本の飛行機会社は︑備えは

るQ

ジェソト搬会祉であり︑今で

ら薯スない︒霧して︑水不足の

あるようである︒

も︑ジラト旅箸機や戦関機を

璽大悶題を麟社で研究開発し︑

解決してみょうなどとは絶鮒考

汎てもみない︒それは︑飛行機

慧味での一匹痕︵曽瀬難本では

統領が一九＝一三年三月四臼大統

れず︑一人でおかれることを極

である﹂との蜜︑滞に次いで︑就

う︒

度に嫌漉し何となしにグル；プ

田VA法の制定を愛融し︑その ︵大成建設樵式総総 柿鴎昆堂︶

任一月後に議会に教需を送って
を作る習僅があるσこれが曝本

ない︒

余り良い薫瞭には使われず︑区

領就任の際の﹁恐れなければな

う︑いわゆる犠識からかも知れ

い題昧をもっている︶になり切

会から孤立したのけ者扱いに近

ているが︑確かに日本人は狂い

難戦痛罵紗撚懇誠
製作を引き蔓け尭︒ところが︑

会社は飛行掘を作るものである
と蹟から淡めてかかっているよ
うである︒

1ρ全長四二栄︑ こういう薯汽力がいわゆる灘

いうのは︑喪現凌変えていえば

七人乗りで水中TVカメラやリ 定観急という奴であり︑常識と

水調査船NR

に移行して世界簸携の原子力潜

ノブきれると︑すぐにこの分野

その後︑海洋開発がクロ⁝ズア

の︑︸瓢穴燦な小型エンジンの

とに戚挿した例のアポロ謝画

造に糖旧し︑月に人間を運ぶこ

いになると︑すぐにミサイル製

ジェノト機の罰襲が一応横は

っている︒

作るコンベアという子会純をも

無電にゼネラル・ダイナミソ

てこない︒ことに︑科学技術の

いる水秤鵬しかない︒

粍化学的励起作胴後に逝嶺な化

銀駈落約五％に濃激した︒水銀螂

前に建設する墾水製造プラントに

型に適しているから︑大豊な踏の

た︑Z国画〜鵠叫プラントは小 た水簸と鯉素から︑少難ではある

ントができることと思われる︒豪

〜麟Mプラントについても︑触媒

レソクスに縢水工漏を集約して︑

に湿気と蕉気とを生産するコンブ

意つた試みも行なっている︒さら

た︑海水糸原料とするような感い

増数をへらそうと試みている︒豪

アイディアをもり込んで交礫反応

バーのプラントよりさらに新しい

ナダのプラントは︑サバンナ︒リ

幾・撒慧繊蟻雛霧勲難
介してもらった︒

和蹴工辮数管理二次撰・溝水正

ついて﹂購賀したが︑今鳳は昭

遣の闘発ならびに圓佼体分離に

館で﹁フランスにおける璽水製

体部獲風・ロート博士は九月三

仏サクレー研究所の安定綱位

B午後︑棄京・鹿ノ門の教町会
の液体アンモニアは低序で蝋分解
されて水素︑窒累になり︑再び交

素︑窒覇の混含ガスを十分に糟製

して窯出ゆ壌触媒の毒瓢である

周位体の分離は広い分野でもあ

り︑謹た︑特殊な分野でもあるよ
換反応塔に圧入される︒

ある︒
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薫颪代金を計算する

トと年産六〇〜七〇納の鷺頃い〜

無麓罵踏の目H国ω〜国ゆOプラン

はカナダに建設した腸合について

大体同じである︒バンクロフト氏

Z頃ω／剴悼プラントとコストは

出鯖Oプラントと年薩六十トンの

なり︑郊薩二葎評以上の譲脚ω〜

二温度交換の楊含岡二五薬水と

一温度交換の揚同紙五〇漏璽水︑

頃・系では

り六〇〜七〇召電水︑ヴ堀頃四〜

と︑誕窃〜藩Oでは〜藁嶺た

運紙自演気

￠細O系と宏窪〜寒とについて

ネルギー噴摺のもとで︑出

水製造される︒プラスにおけるエ

工場に対して露盤約六十五爵の引

セスによると︑日酷千誘窯鵠⑳の

この雲鴫切〜鴇日系交換反応プロ

体琿聞一誘嶺にり衝万藩である︒

どんなプロセスでも碓設費は大

の経済性について次に述べる︒

系交換反応プロセス

乞などについて解決すべき喜寿が

め︑構造樗料︑擾触弼率︑反応口

交換法より低唱の部分があるた

ネルギー消費は小さいが︑一温度

および再圧縮の工程がないだめエ

で行なっている︒これは︑熱分触

颪度交換法の再々をグルノーブル

以上の一温度交書法のほかに二

酸畿化含物を除去しだガスを︑エ

下で液体アンモニアと接触し︑水

棚段からなる交換駐応塔で︑高旺

ジェクター式の接触鰻構をもった

うだ︒というのは︑プラントの数
とか大きさを弩えると春は広い分
野になり︑種々の分離操作が震常
に数少ない簡雛な法則によってい

るという発地からは特殊な分野と

なる︒

いろいろなことを考えていく

と︑一講演でフランスにおける岡
位体分離の研究を詳細に説明する
ことは不可能たから︑今回は次の
磯馴にしぼってゆきたいと偲う︒

﹁重水の製造﹂
璽水価格蚕藍ン当たり二否 以
下であると︑蟹水炉の一評罵当た
りの建設費が他の型の炉より三語
湯低いといわれている︒離水炉に
は蚤水の使矯澱が匠気出力一メガ

あり︑璽水価格が†薄訟興すると

罵嶺たり○・六〜○・八鈷必要で

一番縄類たりの礁設費が六〜八藩

ン撫

上界し︑発蹴KWH当たりで は 一
サンチーム︵約六十五銭︶の数分
の〜上昇することになる︒

世界の滋水の必塾暴は簿年数百

の闘は毎爺三醤磁位必要であ ろ

誘位であり︑欧州では︑ここ数駕

粟ガス中の憲水素を液体アンモ一

う︒米圏︑カナダでは鍛邸OQ〜記M

O系交換反応プロセスによって
山水を製造探たはプラント建設を

行なっているが︑フランスでは肥

缶吋系交襖反応プロゼスを開発し︑

薩工髭の水素を利用するZ寓切〜

頃憎プラントとは鉱水の製造費が

産二十五漣の懸水工拶を建設︑醤

アンモニアに濃緒され︑これな酸

マザンガルブ︵北フランス︶に年

下瀬調に運定が行なわれている︒

素中で燃焼し︑蚤水とする︒一方

岡じであるといっている︒

このZ国︒・〜ご瞬系交換贋略プ

マザンガルブの璽水エ場
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ア中に移動さ旭︑重水累が冨化さ

ロセスの特徴は︑今まで研究され

書

いているが︑それにも携らず︑カ

穂山導膣に行かなかっ陀大部分

選・

モコンによるマジソクハンドを

嗣定された薦汎方がいつも解り
還ざ︑れるということである︒

備えている︒︶を壮年した︒
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慧いことであり︑Z窪緊触媒お

よび︑とくに薯案された接触装贋

を附いることによって︑腰応速度

を工業附なものになし得たことで

ある︒
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