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却系を強制循礫方式へ改めるのを
中心に︑これらに伴う再薇環系︑
余剰蒸気処理のためのダンプコン
デンサー系︑圧力容雛内への気水

び寛徳環流濫醐雛による出力制郷
の採周あるいは︑一㎡測制御圓踏お

r⁝嬬

彗

塗

体の智嚢せ︵七十二醒︶に変えら

体のものを新しく七×七黒子集禽

は︑燃料が︑現在六×六格子鎚A口

JPDRの全簸

避

使用は百五十怨か三年間
佐藤総理大臣は九月二十五臼︑日本原子力研究所際子騨樋設の変更︵JPDR豆計画︶を飾可した︒

JPD武殖翻薩は︑商出力密度燃料の築用規模励磁試験や騨翼翼型原子炉の特性掘握箸を行なうた

笈全姓は十分に磯保しうる﹂と報

を定めて検認を進めてきた︒これ
らの検査では︑最も憩条件の箇所

し︑①一平方移耕当たり十の十九

にヘア︒クランクが盆りんと仮駕

三菱重工が原
子力部を新設

憲養蜜工臨は九月二十二鎖付け

憲養グループは今年四月以来︑

工業に出岡した︒

体制強化について愈役級四名で検

周グループ内における三水炉受注

原子力は軽水型発彫プラントの研

誕を行なっていたが︑七月︑三謎

で︑原動機瑛繋都に原子力郡を新

乗の中姓子架まで照射を受けた類

ア部門︑核燃斜サイクルと全般懲

究︑開発︑設計などソフト・ウエ

似掬綱片によるNDτ︵脆性遷移 設し︑これに伴う人購掻動を発

任した︒

また︑三菱原予力工菜から︑取

令︑原子力部鰻に碓升灘次馬が就

締役プラント技術鄙長津田鉄彌氏

温麗︶および上部ダナ吸収エネル

の騨価︑②低サイクルでの腐蝕汲

郡組織改正となったもの︒

を得︑これにもとづいて今回の︸

ギー値の羅認試験を行なった結果

労試鹸結果の新価︑③銀分の一模

合劃十二名が現職の漢濠︑三愛鐵

ほか技術者回磁︑営莱関係七犠の

問懇談会に今後約一無間にわた

状について講演した︒

勲︑製作を配当するliとの結論

担轟︒三菱重工は蛭水炉の営業活

型の内圧疲労試験の踵価︑④その

て︑今圓は百五十サイクル︑三薙

おける咄げ腐蝕波労試験︑日盛り

他︑人工クレビス畜殺︑縄水中に

施工によるミクロ劉れ挙隅調査な

閥の使用に限ったわけだ︒また∬

り︑各種簾業の原子炉刹用の可能

計醐では︑罎気娼力は現状維持と

原子炉中心のエネルギーセンター

性やそのための狡術開発の推進︑

て予測される全ての購象の試験お

余劉となるが︑これは捨てる︒し

なるため四万五千㎡甥分の熟気が

ど圧力容器の使用中に慈蹴出とし

よび醐査とその詳緬などが行なわ

と産業立地調査等を行なう︒
かし︑3PDR庸効利嗣の観点か

れたが︑この緬果︑今後の便溺期
間中に︑ヘア・クランクの進謎が

盛物の規模と饗金で︑どのような

ら︑この余測蒸気を使えば︑どの

田本猷子力涯渠会蹴がさきに設

会﹂︵座長・選果秀三国民経済研

置した︑﹁原子炉多妻鮒利用懇談

究協会会長︶は︑九月二十四日索

を開き︑今後の警議︑気欝方針な

書・覆楽町の躍力三具会で初会含

関西耐力捧呈原子力発電所の建

ージ︑超膏波探傷法等によってヘ

かけ︑ポロスコープやスメソクゲ

会はこの閥題にかなりの長二間を

ータ的には今後二十一間︑三千サ

ングに対する各樋の試験では︑デ

が即題になったが︑億材や一筋ニ

どにも関超するQ各界の支援を得

地域醐発︑エネルギ；センターな

にエネルギー源の多蕪化のほか︑

8Rの案粥化︑在来炉へのプルト

ニウムリサイクルの醸入等によっ

てこれらの数値は変動することが

このような悩勢からわが国独自

作茉部会を設けて︑第四番厨の國

笹塚末には出るであろう︒現在︑

難産︒

窪

計袋制御グル

薩︑原子炉笈金グル⁝プ六日午後

ープ六爾午後原雌︑隔織田午前原

原子動力研究会

7P＝

帰麟は十月二十七日の予足︒

国二十二機麗を歴訪する︒

するため派遣されたもので︑七難

法規制と孚続︑などについて調査

態︑③便用済み燃料輸送に識する

造︑②輸送および輸送製業の爽

における①キ︾スクの設計・製

み燃料の本格的輸送を前に︑各圃

写轟は翻査団の一行

同調黒蟻は︑わが闘での二更臨

イギリスへ掛った︒

羽田を幽舞︑簸初の訪閥鰍である

の一行十穴入が︑九月二十八臼夜

﹁使用済み燃料輸送専門調査団﹂

田本原子力塵業会議が派雌する

輸送調査団が出発
ことはないことを確認した︒

研躍がで慧るか︑今︑検酎中だ︒

安企性確保の上に影轡をおよぼす

原研は瀬調にいけば㈱十七隼切

且計圃

多目的利用懇
談会が初会合

からJrDRの運一肱を再開する
が︑この使用期間中でもヘア︒ク
ランクの進展にはとくに蟹島︑断

矩の編闘志で刮測︑擬煩すると
ともに等々の実験等を行ない︑万
全を娚す方針である︒さらに原研
は︑来無︑旺力二塁の一一労一艇型

村園藩原硫副署聡擾談

予驚である︒

験やプルトニウム燃料の研究を行

のいきさつを述へ︑次いで稲葉塵

畳目麗代表常一院壌が懇説会畿足

岡日討論に兜港立ち︑描本瘤之

確保できるとしている◎安全審査

なうが︑従来よりかなり信頼度の

どについて討論しな︒

のうち圧力容器︑とくにヘア︒ク

遍いデータが御られよう︒安全讐

では軽水炉胴の奨規模義心胃性試

ランクの闘題については︑特別慎

註では圧力容器のヘア︒クランク

設は︑現在︑総含進捗箪で約七〇

欧米の原子炉多臨的利擢研究の現

このあと村照浩量売齪理畢畏が

て発展させていきたい﹂と挨拶︒

％︑各課忍冬の最盛期を迎えてい

わが国の需要を予測

一！ーン！一242多ーン多一型！髪

の立楽や安金糸から︑万金を上し

イクルは現状でも大丈夫というも
型加工されているが︑九月ニや臼
にはその第一便︵燃料藥含体二十
四欄︶が神戸湛に到演︑薩ちに陸
路運送され︑九月二十一日には無

榮浜一婦機用燃料としては︑低

難現地サノトへ搬入された︒

の灘禰蚊術の開発もぜひ必要であ

予想ざれる︒

誘︑一九八○琿に最大五千八璽二

最大二千四魯ジ︑最小四囲七十

原産フウラン濃縮懇談会
田本原子力産粟出国は九月二十

ヨーロソバにおける懸顯ウラン

五田︑東京・有染町の麗力懇満会

した集合体璽干一難︵ウランの

％︶の燃料棒百七十九本を一束に

で第三圓﹁ウラン濃縮闘題懇談

るQ
会﹂を老いた︒

の三国製靴開選討幽については︑

十診︑二〇〇〇琿には敵大へ万六

の参加について検㎡中のもようだ

千穴爾ジ︑最小⁝篇千八百七 蕊園闘のトノプレベルでの結聯が

千八織ジ︑最小二千二函九十評に

が︑来隼初蝦には粘舗が出される

一万一

八酉七†二♂︑一九九Q蕪に最大

に最大九千五掬七十ジ︑最小銀千

十メ︑最小二千百♂︑一九八五犀

総蜀醗約四十ゾ︶が初袋鼠される

同日は︑ウラン卍繋の聞題点お
よびわが圃の濃顯ウラン滞裳見通

なると予愚され︑これらの数侮の

しについて讐議︑検調が行なわれ

中闘乱が各年の分離作藁になると

た︒

わが團の思慕ウランの必要鱗

その内容は次の通りである︒

の本格約な営業運転を開始する

︻奪翼は関鷺蘂浜サイトに到湿

︸蓬である︒

なお関電は︑来庫十月から同炉

くる︒

間おき︑四圓にわけて輸送されて

が︑残りの分は︑今後︑一十三週

麟縮ウラン︵平均灘縮麗二・九

ノクの進みぐあいを追跡する方法

のがでている︒しか︑照射計繍

長が﹁原子炉の多圏蔚利用は︑単

璽な審査が行なわれたQ安全審董

って周辺毒蛾に対する安心は十分

においても︑種々の安全対策によ

の致全運縮はもとより︑照隠臆

と︑JPDR丑計画では︑平常隠
を作り︑詳細な磁認試験を行なう

これらの安全讐査結果による

れる︒

め︑現在のJPDRを改遣して︑原子騨の黙出力および響度をほぼ二倍の九万詩移および一嵩当たり
四十五訴曝に増加し︑一次冷却系を整然蠣理から強制循環方武とする︑などの変更を加えようとする
もの︒一晦年三月に原研から許朗牢舗が出され︑原子力委員会で讐査が続けられていたが︑ヘア・ク
ランク閾題で安全讐査が慎箪に行なわれたため︑結論が遅れていた︒こんど二年半ぶりに欝可︐が繊さ
れたわけだが︑原研は︑近く総額約十一億円︵燃料腰選書を除く︶をかけて改造工瓢に旛手︑四十七

無初からJPDRの運転を再開する方針である︒なお︑岡炉の使満期闇は圧力変動醤五十サイクルま

授︶を設けて並行の審査を進めた

雲出力密麓の借増化および一次冷

たは熱出力九万評嘔に達してから三無のいずれか早い難点蓉でで︑羅気出力は現状遡り︵十一一万当千

設の幽初から考えられ︑そのため
が︑同審査会は九月二十二日難題

かし︑この墨画がプロジェクトと
告︑原子力婁員会も九月二十五日

原子騨簿規制法の跡笛基鵡に逓禽

鵬器鵬麟i

るとともに︑運紙秘続によるクラ

墨書・蔓浜原子力発躍所

初装荷燃料の
一部が到着

の会合で﹁JPD民購読の変更はよび撮護圃路の増設などが行なわ
れる・このほか主なものとして

している﹂と羅め︑謬論︑この旨
を総理大臣に笛融した︒

二年後︑改造割印を申舗した︒

この安全讐査では原子力婁員会

のグループを設けて検討を進め︑

原研内に川目︑流黒鼠験など七つ

して巣郡化したのは四や隼六月︒

分離器等の設蟹︑鋼御棒操作およ
圧力容器等に伺設されていたQし 力婁貫会に﹁JPDR且副業での

のノズル設躍口などもあらかじめ

﹁JPDR庭謡画﹂は︑岡炉建
十部会︵部会長・三鋤輿論索大教

出力密度倍増︑強制循環へ

訴罵︶となっている︒

風

る︒初装荷燃料も米国WH社で成 ァ・クラノクの惇隠避所を確認す

JP D R 施 設 の 改 造 工 鍵 で は ︑
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スポーン氏が薪提案
ンソーシアムで運営を

A廻Cのウラン潰細工揚移轡悶噸に関写る公聴会第ニラゥンドは主として民間人を証人として開か

はみている︒そうかといって簡

爽真上不可能であるとスポーン民
い︒そして︑費取皿︑貌負担を少

縞を弁蓋⁝づし⑩ようなζともしな

とろうと写るものはないようであ

るようであるが︑進んで霊導権を

の聡力会歓は賛購の慧を表してい

いような価麟でなけれはならない

の濃梱料金より縄くしないでもよ

るが︑これは翼質駒には一般の機

いにすべきであるという憲見もあ

萎縮工揚を翼い取る機関は免税扱

なくし︑濃醐料金を取零畷に止め

単に政瞬企粟累を支持ゴるわけに

い下げを受けるときの濃灘工揚の

⑳ためにこの会紅の璽花軸伽は少 る︒この蹴力コンソーシアムが払
燃くとも九〇％を信入れ金による

ことを悪味するので反対も強い︒

牲によって隙子力溌蹴を補助する

はいかないという︒そこでオハイ
オ渓谷幅力にならったような形で

噺価如の申間が妥当であろるとみ

価軸が同題であるが︑原価と償却

られてのる︒いずれにしても現在

購え目に歓迎

このスボーン藁に対して一一二

bのとし残り妃鼠瓢現金にするこ

う︒いわゆるスボーン案を提案し

西独︐

米AECの隔膜輸出政策を

しかし︑このAECの技術口塞

を認めた斑拠といえよう︒

にしてユーラトムがウラン濃縮箏

ーザルを出すよう希望している︒

に量見がわかれている︒西独を始

かどうかという点については種々

め欧州共同体譜国の麓業界ではユ

かしている主たる屋的の一つは英

ることは期待していない︒欧州の

効果的に支援したり調饗したりす

業的な性絡を有する新しい購業を

禁裏関係でもこの聞題を取扱った

国︑西独︑オランダ鴛国の遡四分

しまうことにあるというのが一般

雄法による共闘禦二毛画を抑えて

AECが今圓際膜輸出をほのめーラトムがこのように製本的に商

何二月もかかることになろう︒

いずれにしてもこの交渉は複雑で

米AECは︑ウラン濃縮用隔膜るとして︑AECが明確なプロポ業に麗して蝿帳な役翻座薄し得る
を欧州におけるウラン濃縮茎葉用

が欧州のウラン濃縮聖業に対して

に輸出する可．盛期を明らかにした

ている分野はAIの宇窟動力源謝 しかし︑欝独の政屑肋や麓業騨は

原子炉の朋発を棲めている︒

する考えであるかを繰る必要があ

米各州がつぎつぎとAECに反発

からの放射性物質籏本星肇につい

することが将来必襲になるだろ

を運邦政肘の決定に追加して賠署

局は︑環境にとって有職な放射能

米A過Cが定めた原子力発電所 遺憾であるとし︑﹁ミネソタ州当

ミネソタ州では︑ノ〜ザン・ス

こうした州当局の見解に呼応し

うしと欝明した︒

て米側各地で間題が起っている︒

セロ発耀所に着してミネソタ汚染

テーツ避力会社が︑そのモンティ

られた一履過酷な廃棄物処理鑑沸

・E・カース践︵共勲党︶は︑A

渤御髪関︵MPCA︶により定めて︑葉叢喜喜の下院議員ジョセフ

準な眠定できる権限を各州に与え

ECこは翼なる旗射姓物二心出基

ミネソタ州知事ハロルド・レヴ

について︑このほど申し入れた︒

る議案を議会に握出し陀︒
アンダー践は︑AECのシーボー

1︵八1w︶

いうものである︒しかしながら︑

その初果が見極めきれていないと

げを通して入体に現われる揚食︑

饗の．彰伽が水棲血物たとえばくら

減期が短かいので旧題はないが︑

0の形で現われる限り懸物学的半

性トリチウム︵T︶の影操がT2

短同を抱いている︒それは︑放射

していないが︑その効果について

はAECの煽則そのものには反対

懸会でコメントを付した︒岡協会

フ発難所の建︑眠d可に際しての総

ガス電力会社のカルバート︒タリ

メリーランド州では︑テユサピ
⁝の環境保磯協会がバルチモア・

に関して取締規則を発表した︒

力発掘所からの放射性物質の放出

会社のドナルド・C・クノク原子

ディアナ・アンド︒ミシガン聡力

ミシガン水資源釜員会は︑イン
グ委員長に対して︑AECがMP

CAの決定を支持しなかっにのは

譜を改憲し︑協力を強化すること

L1−CEA︵原チ力庁︶間では運

胞月†閤日感激を開侵した︒ED

圏僻4︵税引き︶で七・一％拡大 年一月六B臨界︑試験建細の後同

廃棄物処理基準で紛争

AE
爾で︑NRは現在︑SNAP
1C
8が何をいかなる条件で虻供の暴である・すなわちどの層ものはほ・んどない考である・
幻

D注

火力鞘躍コストは大西に引下げら
れる毘通しである︒技術離には瞭

︵ポルシュビル︶の運瓢を開始し

州で初めての六十万KW発電機
たことが特鑓に値しよう︒

康子力ではサンローランー暑煩

六八庫における発蹴錨は三十一傭

漣よる嵐山勇嘘寝九一異．姦︶

KW到︵六八館二月二日から運紘 した︒投壷総額は五†一億六千五

ズ月日所を除く︶でEDF火力鞘金および契約金二十一癩五千五雫

休止中の仏ベルギー共岡のシュー

石彩︑政栂の増嵩十轍弱︑FID か約宋され︑六八隼⁝二月二十六日

ぎ

毎

ドヲ

勿

蒸勿

@糞

悪罵

ECの動きはAECが欧州の現実

三裁ル／KWHから一・一六︑ル／K富力コンソーシアムが少しつつ濃

ている︒原子力二刀所を所有謹た

とを提策している︒

た︑十二億八千七細五十万ザとい

は建戯する躍力会社はこの会社に

WHに上るとみられている︒ま 縮工勘を買取り拡張していくとい

けたとしても濃稲料金は○・八二

た一都で主張されているように濃

／KW且になる︒従って民間三 自賠に疹加出探るようにする︒ま

う誠価憤引引価磁で払い下げを受
死
二に弧い下げるという粟には鼠成

いつまでも纏けるということも

しかねるし︑AECによる三塁を縮契祠についても先電所の全期間

のねらいは︑二つの都門の技術力

同社の説明によると︑この統会

をカバ；するような長躯契細の緬

れたが︑すでに禽同踊躍会︵JCAE︶が政罵寸腰縄の鎌用蟹決めたことが儀えられていたので︑こ

社︑Aー雪隠

ケットダイン統合

N日R

れらの搬入は民鴬移籔の主張を纏り返すことよりいかにしで澱理工楊を政府企蘂に移蟹し︑いかなる

運営を行なうべ騨かという魚について意製鑑べたものが多かった︒ところが︑原子力餅の署名入で
あるフィリング・スポーン氏が濃紬織楊誉貿い取り︑運暢を行なうのがよいt1と提冒し︑注図を集

ノース︒アメリカン︒ロノクウ

めた︒

が安い購力誉欝㍑に供給するとい

法および〜九三葺年の連邦電力払

と市立進出力を強め︑サービスと

るときには好卿合であるという主

現在のところJCA鷺は濃縮工しておいた力が摺来蔑営に移饗す

決定的な影櫨力を廟する四独の蔦

場を政醗企業に移管し工臨の拡張

エル社︵NR︶は︑同社のアトミ設備を維持する花めの賛金運期効 蔓が鍛近伝えられている︒それに
ノクス・インタ﹂ナショナル部門 率を改醤することにある︒AIと よると四号は非常に控え昌な設現

う国家の目標を強翻しているの

張もある︒しかし︑鉱張蜜金の確

儀禽して︑パワー・システム部門

ではあるがこれを歓迎している︒

に齢要な資金阜．議会の雌器ぷ得な

AOでは今夢中に政購企集設立の 的とは反対の方圓に進んでいる︒

をこの新潮拐の長に任命した︒

ロケソトダインの市勘とが鷺複し

に︑隙子力発驚のコストはこの臨
保について心麗をするAECやG

法案必議鹸に上提すべく︑塾備を

︵A工︶とロケノトダイン部門難

いで確保できるよつにr︑るという

綴本的な鷲ダるかめたたけでその

のウラン濃縮工揚を民閥に払い下

︵第一・紫蘇塗照︶健って︑三つ とし︑ジェイ・D・ウエス剛社長

黒体附な方払については泳た傭も

昇分を原子力発躍会対が負擾する

げた揃合に生じてくるコストの上

タルに詰めるQこうして九万ルの

注1．スイリノブ・スポーン氏の推定
注2．ユ969年3月31口に同一の発眠所を発注すると仮定した樹合の
推定｛直。この原子力発電所及び1969奪3月31日の石炭火力発鷺
所の建設費にはエスカレーシコン値駈り分は含まれていない。
璽油長期供給契約を締結したので

（セント／MB肇〕U）

驕嚢された遍DFρ仏願開庁︶毎 四・五％客止閉りたった︵当薫習

の結巣六七年比で

4。13ミノレ430ミノレ510ミル4．91ミル5。46ミル

が︸九六八年宋に燃料盤荷︑六九

五︑六月危機

．30ミル

．敗売駁入は九十

︻パリ松本駐在鼠発︼このほど

資本輩憂（kwH当り＞2．09ミノレ249ミノレ3QOミノレ286ミノレ3．36ミノレ
燃
拳卜
費175ミノレ152ミノレL70ミノレ175ミノレ170ミノレ

進めているとも伝えられている︒

決めてい＾いということで載る︒

ン・エレクトリノク・パワ；の元
ことはできないというのである︒

例えばこれらの濃縮工揚を三つ

取り︑それを借入れ金なしで運嘗

この方法は︑裟ず九乃樹の汚水

汚水中の放射魑男食を二百謝の

19．0

髄六八年の発電量を発表

右来型 療出力 原チ力 在来型 源子力｝
石炭20セ1967年中完成する石炭20セ1969年3
ノト／M案時のク殴のクノント／M月31臼田

このような梼瀕の中でアメリカ
JCAEがこのように四体的 ・ 7 3 方
法について明磯な雄編短かめ得な
牲長で現筏コンサルタントをして
いるフィリノブ・スポーン氏は︑

い瑚由は︑政附企業移管の根拠が
濃縮工漏払張に必要な資金の猿保

おいても構わないのではないかと

すれば︑濃嘱料金は魂在の○・四

をし︑㎝五％の純益をあげようと

日工揚を野取りその韮山を行うの

にあるのならばA露C勝菊にして 電力コンソーシアムがAECの濃の異なる凝然会社が眼簿頷格で買

いう燈猛が了CA鷺内部にもある がよいという案評館している︒ス

ぷ蒸発させて千五種規にし︑その

タルの中に収納できる︒この九万

いかなかったものである︒︵DA

磁の汚水は︑下水道に流すわけに

濃農の潤い汚水にニカワ愚加え
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ためであるQむしろA鷺C脂血にホーン氏の紛明によれば旧株会社
一三二

放射性汚水を
農縮して処理
ドイツの一企榮が︑原子刀発露
る︒このドロドロになつκ間まり

160

︵六七年には二十一繰込WHで圏ES︵経済紆会開勃轡師熱金︶融 匹は職輿交侠について慧鴇の一着

付けで既になされている︒

同発電所の甦載諮可は︑七月レ日

閥東電気工事株式会社

，

基1969を1．所
3月31殿

の運肱状滉は下衷の通り︒

⑭繍役撒押嫌賜輪文京区・錆1融丁印翻8号脳812亀田（入代畏

力
子

原
を熟したローラーで乾かし︑放射
D︶

第2表原子力発電コストの最近の変化泣：

傭四千五耀力巧︑六八隼後半には

調ンセントまで
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2483

蝦九偲六千五自力弱︑猛DF偵十 をみた︒各賞チ刀発織町六八無甲

発電所から

BTu

滋断の驕躍蚤の六・六％を占めた

︒七％︶︑

0

所や実験墨から籟る汚水中の放置

能の心配のないように醇戯できる

氾○フィリゾブ・スボーン氏の試算による。数敏はスポーン氏の推
定による民閲電力会社に対するコストを小し、プラン｝の購入
者が発表している義軍とは藤っている。
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聞

業
産

約四百万鼠Wを設置
用地買収を地元と交渉中
ると︑原子力発蹴所の画しい用地

W程度の原子力発電所としたい考
えである︒しかし︑美浜一︑一再
機︑高浜一号機についで︑関西電

警護／多／／勿

市長長井与門衛氏︑

以〆の各社か原産k入会した．
那珂農市

代表省大隈

住所は次臓県那瑚愛市和田の上三
〇七︑躍謡郷珂湊四一一二
概柵機工叢へ株︶

孝一民︑住所は尭矧県東呑臼芳墨
代三山飯野雌

丁

■解説

團

鱗嫡諸ll溢区新僑1−1−13公591−6121

一−二︑電語栗︷尽二七四一四九二

代表省小林

♂

原動研・再処理廃棄物処理クループ

は束皇都中炎重三本橋江戸橋

大阪変圧器︵株︶

獲一霞氏︑住所は大阪恥束匪川区元

〜1一二︸二

今錘北通瓢三一㎎︑電話大阪一二〇

頗本橋本町四一一四︑電語集京六

理研ビニル帖簿︵株︶ 代表輩
氷井盤二氏︑住所は象燃遇い央区

六董一七九九一

東海村で開かれる︒今

に羅識されてきたようたVとこ

チームの増加でニリ：グ制か操

ろでこの大会︑今年からは参加

用され︑駄績によってAB両リ

圓戦で敗退

ーグの入醤λが行なわれること

になったWいつも

日本原子力産業会議

二氏︑住所は広蓋市吉鋤東一−一

五一篇．聡論広島四〜1九＝三
東洋ベアリング製造︵株︶代

嚢者人津孝太郎瓜︑住所は大阪市

代間者松

西区京町堀一−二五︑躍藷大独四
復建調盤殴計︵株︶

四薦一五〇〇︸

村空胸氏︑住所は広麹巾元町十一

一七︑電罎広田⊥ハニー五一五一

代表省石黒武離氏︑住所

︵株︶第＝フジオァイソトープ
研究所

には小さな三瀬に開するもので

中国塗糾︵株ノ

旭町︑目詰哩矧肩一一一三一一一

ある︒マグノソクス炉だけにみ

利用開発︑多重蹄利爆原子炉など

購

璽なり︑折りから墨太子ご央要

ムも︑今年から新しく茨城県︑

て︑盛況となりそうV参加チー

で原研に約六億六千八箇万円の計

年はちょうど﹁原子力の日﹂と
八千六百万円︶︑JPDRn計画

︑総舎副から東海地区地帯

が東海業曝ご晃学の日ともあっ
なお

上を要求している︒

分︑すなわち夜来分と動力蝉繍帳

整備費と寄雀庁行政籔加除いた

賀の四チームが加わり全鄙で＋

原船郷業団︑図研大洗︑原羅敦

凶猛増要求は含謝四颪五十名で︑

年間の原子力界の動きを解説

力としての寸寸機の建設をここ大
樹地点にするか︑筒浜地点にする
かは︑来隼二月の隠点で決定され
る予定である︒

この謝画に対して︑地元では朗
陶きの姿勢で誘致膿胸を展開して
いる︒

﹁ガス炉のの発﹂についてガリブ

聖NPG社長︵英國大使館員代

高温になると︑構︑逗上で機器︑部

七八隼頃になるたろう︒秘在嘘田

六つのマグノソクス型発躍筋は

講︶︑﹁核燃科供給﹂についてオ

贔の製んが困難になる︒

フルパワー運紙に渓されるたろ

出力を下げて運転中だ︒やがて

られるもので︑現在︑英国内の

一︑日本でのAGHの沼及見通 一︑璽水炉とガス炉は︑コスト
ル？NPG蘭学炉主磁技師らの講しについては︑今回の器演で︑日 醸では同響度である︒川水炉は小

ールディA鷺A営業取置役︑﹁高 中のものはプロトタイプである︒

規模プラントに向いており︑経済

速炉の口過﹂についてキャンベ

本の藍業界のガス炉に対する関心

演があった

う︒AGRは特殊鋼脅便うの

皓又回旋︶の︷行十一人は︑九月

﹁放射線腱蘂絹絹調査図﹂︵団欝

日本醸予力産莱一議が派熾した

調査団が帰国

放射線産業利用

だろう︒

一︑SGHWRをウインズケユで︑このような問題は起らない

ラントに適している︒

の購いことがわかった︒AG飛 牲も高くなる︒ガス炉は大規模プ
は︑田本でも普及するものと思わ

講演終了後︑嘉島騒歌墜で認斎
会児が行なわれ︑英國代甕から要

れる︒

︑とくに翻蝕閲題を

同居葦國は八日〃十穴田に出発︑

精したQ

利期︑使用済け燃科からのR工の

塚闘ラジオ・アイソトープの工粟

英国中央躍力庁︵CEGB︶欧米の放嬢藤化学︑食晶燃射︑大

≡＝＝1騙＝冊需＝冒︷≡一＝謬

ーーi

ソトにみられるもので︑構造的

によると︑腐蝕は︑ボルトとナ

り︒

トが発表されたが︑要霞は次の通

中心としたAEAのステートメン二十二日夕︑任務を終えて無難瑠

する〃欠陥

窪た席上︑マグノノクス炉に嘱

万二千五費躍︑．程殴である︒

費︑その他三盆めて一ゾ当たり一

隻的にいって︑再処理費︑輸送

一︑プルトニウムの価格は︑一

あり︑現在︑閉鎖中た︒

一︑HτGRの温度は摂民約千 ルに建設したが︑冷却系に間題が

旨次のようなことが明らかにされ

︸︑癌遼増殖炉の実嗣は︑唱九

た︒

度麗度となるだろう︒これ以上の

年度︶をあげているが︑来年度

︵なお頑癬分は通麓繍から約七千

三蛋万円を要求︶︒食布目射研究

対前年度比
六三％の増

千山ハ︸臼万円︵約三冨五や四億千五

その内訳︵主なもの︶は動燃甥業

七チーム︑本大会の悪蕊が大い

分の合計は総額約四酉七や七億三

召万鰐︶となるか︑これは対前露塵

比で約六三％の増頷要求である︒

期待されており︑一業規模では約
二百九十一億円となるもよう︒

億二千ル罰万円︶︑付帯陸上施設 懲九二万円︶︑理研分七薇力円︑腿
建設費祠五懲千四百万円︵約五億 称省待謡研など国立試験研究機勝
四千九百万円︶︑粟餓訓練および 分約五千薗万円を裂漏している︒

り出したそうな︒

進もでてきた﹂と︑急に張り切

⁝グあたりのリーグ優勝の醗能

i動力工部四N︶二百山ハ∴T名︑原するある蕉ゑチームは︑﹁Bリ

っている︒

料部門︶八名︑漁業工臨十名とな

網

一
口

関薦聡力︵芦原携矯祉良︶は九月二†一調︑福跡県大飯郡大飯

一方︑さいきん︑発蹴所の出力

もの︒

を確俣することが必須衆件と老え
町の大飯地点に最終四酋万KW規税の原子力発蹴齎を建設する刮
られる︒このため︑美浜︑高浜に
颪を発衷した︒関雌では近く地元と恥地買収の交渉を開始する︒
ついで︑大飯地点にも原子力発躍
関西躍力は︑現在︑禰井県一㎝芳 利︶で︑五十薫融融の最大醒力
斬の建設副幽を常呂し︑地元と折
︵八月︶は約二千万KW程度とな
衝を正式に実蔑することとなった
っている︒したがって︑関阪職力

は︑次第に大容量化の傾向にあ

蕉館を中心会場に開幣された︒

この﹁フェア﹂には︑原子力関
係で︑オールドベリ⁝発二三の横

型が展示され︑ウィンズケール再
処理工場や︑ドーンレイ蕩速炉な

総額約螂億円

動力炉開発 には約潴億円

核燃料対策では︑使閑済み燃料

人員増要求は
約匹百五十名
開孔駕はじめ︑原型炉の建設蔽手

再処理施設建設費として約二億六

六酉万田口などがある︒
は共間利用施設の建設整備︵原研
原子力第一船建造では︑本船建 唐詞研究所︶へと向うが︑このた

へと圓う噺型転換鱒関係が約九十

なお来年度の原子力開同機開の
二傾九千二百万円︵約転三十八留

二億四千万円︵約八鱈工千七齎万
特定総会研究のうち︑核融含研 円︶︑原子炉多囲附利用の工学研

愈費に約十九億千五醤万円︵約︸ め原研 分梅一億人馴千圏︸田噌刀田﹈︵一一

三千四薦万円︶︑共通製業蜜が約

研百凶名︑蛎船環象M三十九名︑
放蹉爾十七名︑動燃聯業慰︵汐燃

二十一億千六醤万円︵約十四億四

千万円︵約二十癒三千八苞万円︶
運航準備で約心懸九千六筥万円を
このほゆの主なものとしては︑
を要求iほかに財投どの借入れ 要求している︒民闘出資および寄 ﹁がん﹂治療研究を始める放医研
付金では約三億四千二落万円が昌 にサイクロトロン設備蜜として約

金麹ご十四鱈八千二齎万円︵約酉
千轟ハ︸臼万円︶で︑含承約二衝七十

二十二億八千二否万円︶︑ウラン

米国の原子力発電所における

郡美浜町に美浜一丹機︵欝気餌力

三＋四万KW︶と二男紅︵岡 五 ＋

傑給するため︑積極的に鷹源開発

万KW︶を建設中︒つづいて闘じ では︑今後︑轡蜜で鍵難な稽力を
禰井県の大飯郡為浜町に高浜一難

全審査を受けている︒このほか岡

一月初旬には走塁出力三十二万二

月頃︑

どのスライドによる紹介もある︒
開幕初臓の二十六日には︑英原

子力公社︵AEA︶︑m⊥餌PG共
催の﹁原子力セミナi﹂が策京︒

㊤英髄原子カセミナー会場㊦オ；ルドベリー原子力乳臨所の模型

禔∴黶￨一＝圏＝＝一＝冨胃＝階﹁■−﹂＝二＝コ雪一階 ≡＝﹁塾﹂⁝≡＝︷﹇＝圏＝＝1＝Z＝＝一≡扁＝＝1三＝＝響︷

大手町の経団連会飽国際会議場で

輔二一＝茎＝＝＝＝︷昌卿二二一一茎＝ y＝︷一輔

受ける︶を実施し︑蕊月には本格

一︻一＝曽＝︷冨

内営柔運紘に入る予定︒
鼈黶＝∴鼾

開かれたが︑同セミナーでは︑

︵この間に難産雀の使用前検査を

きらに胸一カ月闘の出力爽趾試験

フルパワ；での鷺時間連続運転︑

仮想慰奴隠の安野系統伶動試験︑

全出力巡娠に入る︒来春

％︑さらに十二月までに︸○○％

千KWの二五％︑五Q％︑七五

葬塗−賃展▼⁝0

わが国初の擾水型踪凹田発田辺

む敦賀発電所

燃料壮寵何すす

機︵岡八十二万穴千KW︶を建設 に取醗んでいく必要がある︒とく り︑大飯地点については︑関電は
﹁英国フェア鞠﹂が︑九月二十
に43渠のエネルギ⁝肇情亭暑慮す 哲万KW級三星︑鍛終約四哲万K
六日から十日間の予定で︑日本武
するため︑現π原子力委貝会の安

祉は︑昭和四十三無度聡力凝期詩
煙︵四十∫年度一万十二年臓︶に

よると︑繊力七十κ万KWの 四 号
機と︑菰号機レ燦グてれ胴てれ四謡−誌ハ奪

一月︑四十七無一月に層工の予定 である出本原子力発亀会祉救賀発

の燃糾体装荷をおえ︑臨界に達す

︻写爽︼Q十柑三鰯には一一薔八本

後十︸時五十分から開始された

で︑いよいよ六碍織から薦万KW 電所の燃斜装儒が︑九月ニナ置午
級を籔奪一墓ずつ着工する計蘭で

関西電η響内の電力罵要は︑九

ある︒

十月中に原子炉の加黙．加圧試

鳥

る予定︒

験︑十月下旬にタービン発聡機を

顧

月一 十四日鐙力導門餐員八ふで審講

想定によると︑四十三琿一五十二

決驚された第三十五圓の戯力濡要

も含めた出力上算試験に趣番︑十

尋進める原研と理研に約二慮簗千
究では︑際山分約二億円︵約九億
八篇H万田N︵うち原研分は一志四千 円︶︑理研公約四千菅万円を要求
している︒とくに際研は︑籔ベー
劉

万円︶︑逮心分離法の研究ρ﹂燐め

園

について調査してきたもの︒
究に着手する原研にヘリウムの循
環ループ設備蟹絢七千七百万円1
この関係では他にJM﹃PRのガス
原子力関係者親善野
・ループ設備費として︵償︶約十
億円が裟求されているi海洋調査
取大会が来たる十月一
研究で放鷹研に約千七襲職円︑﹂
岬

なおこのほか祈型動力炉開発に
は民闇出資と霧付金で二十億円が

鞠
は︑この成果曾生かして中間ベー

四億千五傷万円睡以下力︐︑コ内は

とくに鷲型動力炉の開氾に必9

問︶である︒

な笹蟹は︑炉物理︑嫌工学︑核燃
・史料︑安全聾の研究存はじめ︑

実験炉の建設溝手あるいは隈型炉
の設認研號開始へと岡う高遠炉関
係が胸頁五十九懸千五醤万円︵約
覆や八億六千九薦万円︶︑臨界実

験︑勲ループ実験︑部品開発試

タ面繋の研究でかなりの成果︵今

る動燃編藁団に約三億ニチ四頁万
円︵約〜億八千万魯万隅︶を要求
している︒このほかの主なものと

詔
簡

ち高速実験炉建設に必要な経費は

■属巳

麟学技術庁はさきに昭和四十五

岬

隼度予錬の概算要求小大蔵雀に提

研に約や五億四酉万円︵約十一億

雑TRの建設整備と運転開始で原

7A

濃縮研究では︑ガス拡散法の研究

盛されている︒

一五︑二十六の脳鏡︑
二期捌画で魑手する︒

隅
苛

五千万円︶となっている︒このう

験︑安金性の実験︑核燃料の研究

円︑溝外探鉱隅査約五千万円︑プ
ルトニウム燃料の研究約一億四千

タ・トーラス磁揚装齪の製作にニ

風lll

一

しては︑入形隈の拡鉱製錬約八チ

7」

力

英国フェア始まる
一一

七再万円︑国内撫鉱約一億九千万

国

約四十偬五千王百万円︵約二十二
偬三千六薫万円︶︑新型転換炉原

▼

冒輔

出したが︑原子力関係は︑東海地

幽
一

○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

放射性廃棄物処理の運転経験

原子力講演

型炉建設に必要な経蟹は約五す二
区原子力施設地帯繁備および各上
襲行敢に必要な経澱e含めて︑総 鱈六千八百万円︵約百ニや九鯉四
千九落万円︶である︒
合謙約四首八十二億八千五召万円
︵国財義務負担行ら額聾二百五十

漏

唾槻聯

（B5版・120頁）

奪度の隼平均増加粥は︑九％︵羅

ギ謹蕪
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350円
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舞日本原子力産業会議

煩布実費
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躍定｛藤。1800円
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φ

．ジュ即慶︐レ舜
嘘欄よ
し

として行なわれている︒その後﹁
米誌の妓術レベルと工業力が大き

こと︑さらに原子力分野における
えることも容易で︑さらに技術の

系崇拡乏したり︑契なった熟に変

して︑古い規格をもっているイギ
時代に対γる憩憂欝や適応姓も満

取り入れて行くことができるので

原研型モジュ
ールシステム
日本におけるモジュール・シス

れており︑原研︑棄大核研鋳で團

台泡く凄勧草してきている︒穿翼
はその一例である︒原研型モジュ

ール・システムの特叙をめげ⇔

乱心させている︒技術的な圓の特

やディジタル系︑諸流鹸も次弟に

なっている︒搬延はファースト系

ネルギー分野のスロ⁝系が中心と

原研の研蜀や簾漉に縣じて︑低エ

テムはN王M規格が一艘に用いら と︑所内を対隷にしているため︑

クス齪

た︑愛冠では鰍斜のメーカーが罪

路脳礪とともに使用を始めてき

作を始めている︒

原研ではエレクトロ⁝

されていることと尚分解舵測定鹸

を否勧に検出測定できるよう考慮

︵翻長代・豊田利央︶が中心にな 徴は︑測定薄隷とな⇔韻数︒波
って︑一九六六館十月にNIM嵐
幕︑晦閥︑波形といった基礎幡報

を允契ざせていることである︒と

が︑療詩型では一般のディスクリ

の扱いを愛け・⇔ように搬麟である

虻業避難課豪でQ

十

る︒アブストラクトの提出期限は

リーランド州ゲイザースバーグお

来鐘二月二十三臼から四臓間︑メ

米囲の国嫁標琿局︵NBS︶は︑

定セミナー開催

NBS放射線測

月十五臼︒群細は原産放射線

と岡無の容舳さで測避できる方式
をもっているり

さらに別な畷の応用として原子

炉の中嚢子謝装用としてJRR−

ており︑モニタリング・システム

2︑3︑4の中性子剤鼓に適用し
なども倹㎡している︒

S磧號所で︑

﹁放射線測定セミナ

ここ当分の闘はNlM脱稻が用 よびコロラド州ホールダ⁝のNB

いられると思うが︑今後の畿展に

おいてもNIMを無税することは

滲加霜望春ならびに詳細につい

ー﹂を開く予定である︒

謡︵五九一︶六ごコ︒

︐

％

原塵費科室便り

一九六

ωo届⇔詳津︒

五一野︑A5判︑

Q﹁勺圏⑳o訂︒毘

九年刊︶

夫︑瓢

○﹁原子力問題の歴史﹂︵吉羽和

彫

ては原産の放射線開発課まで︒電

できず︑NIMをもとにした改艮

とか︑新6しい深播の制縛という

方向へ騎幽すると思われる︒これ

は現孤もElA規楢の十九鍾パ

ネルが生きていると同確︑NIM

規格が今後の︸つの基華となるよ

XANUSがあげられる︒

うに慰つからに︒その一例として

来春米国で半導体検

出器のシンポジウム

一九六七奪

即β690◎鴇昌﹂︵ω囚pαq￡a⇔o励h

刊︶

一一一四二搾︑85判︑

アメリカユEEE︑激子力婁興

会︑NBSが共催して︑開年三月

﹁第十二圓シンチレーション半導 Q﹁放射能﹂ ︵山衆登慧︑︸九二

十﹁臼から三日目ワシントンで︑

れる︒テーマはシンチレーション

九無断︶

俊一薯︑九搾︑B5版︑

○﹁エネルギー閾題螢料﹂

一九六

︵黒沢

搾︑A6版︑一九六九無刊︾

および蛍光硯象など十三項闘で︑

称検出器﹂のシンポジウムが開か

論文提出および参加を弼請してい

いることを考えると︑官紀の二

恥

亀♂

臨

罵⁝﹂

夫

︑

三晃ビル3階

︑

に応じて任意に組み合わされて使用されるものである︒以下

細分化され︑ユ一一ット廻踏として構成されており︑測定臨的

・シャーシをビン︵収納窟器︶として︑そのパネル面を縦に
モジュール・システムの概要について器を斜めたい︒

モジュール・システムは寡翼て示すように十九匁︑パネル

分翻して単位幅の伍憲の倍数のモジュールを播入して使用さ

九六一無には︑ユーラトムで駕S

リスやフランスを聾心に︑︷九六

NlM規格似後の新しい動きとれもモシュールに単位で局部的に

進歩に伴う紫子や薪技術の取り入

八分剛︶を制定している︒この規

ONE編格︵麗さ七匁︑四分の三︑く影響している︑と思われる︒

れる︒各モジ匹；ルは放射線測定系の種々な機能回路ごとに

モジュール
化への動き
驚子管二代の放射線測定器は︑

ており︑その仲俊﹁九︷ハ五鎌に改興

あげれは︑冗慢度や寸法︑躍撫響

八隼に噺ESONE焼格︵畿さ
た八
される︒欠点としては︑強いて︸
匁四分の一一一ニや四分割︶を網零し

ている︒この規格は通称﹁正AN の制約などがあるが︑大意な利点
US﹂︵ギリシャ神籠の両麹顔の と比べて間魑にならない︒
応用薗で最も広く罵いられてい
るのは一般放射醸測建及び契二子
の測定論であるが︑ディジタル・

データの処理やマルチチャンネ
ル．アナライザのような申規模な
装躍にも口いられており︑さらに
モニタリング︒システムや原子煙

システム﹂を制熱し︑所内を鞍置

絡に雌じた﹁原研製モジュール︒

くに波形弁別は一般には特艇測定

の中才子謙装にも適用できるよう

に回路開潴と製揮を行ない︑現物

になっている︒このように原子力

までに四十七機繍を開嶺し︑約千

磁の類はその画からも釜澤とい

所が知られていたが︑欠点︵そ

璽：

清

鵬

8コ口厳格の十九麺︑パネル・シ
ャーシでその高さ誉一匁四分野 格はフランスを中心に鵬腿してき

三蝉位で適当に選ぶことにより作

られていた︒その後索子の進歩に

よってトランジスタ化が進み小型

路の採用によってプリント板を上

化が明豊となり︑謹たプリント圃

神の各︶とも呼はれ︑測定糸の新

く週用できるようになっている︒

と感じられていた欝融綴原子炉

えるリトリウム燃料は高野に適

述の召しい動向はまことに蓄し

の弗化物燃料の侵蝕性に耐える

憂欝されている︒その隠は︑二

薪材料︵特級黒鉛とハステロイ

い燃焼贋が期待できるQ雛SB

し︑スウェリングが少なく︑高

度の響えからグループ研究テー

あった︒

トリウム系燃揖には書しい長

・N︶の開発が︑全く新しい形

い変化というべきである︒

式の厳S残を可能にした︒それ

リーは同趣増殖炉の三分の一程

Rのブイソサイル・インベント

かく一応調べておこうという程

マとして取り上げられたもので れはウラン魏にまつわる再処

熱中性予増殖騨を現爽のものと

はさらに︑連続再処哩によって

一三の理幽にもとづいて︑とに

金鳥のエレクトロニクス装鰍に広

薩憲懸

クチニウムによる中性峯などの

理︑再加工の閻題や︑プロトア
ところが︑鰻近︑擁外の鋤き

一ま｝。

鉾

★αc6腎人聚、こ邸蔽の交通7κ故など万言紋の災劉を播諾しまゴ。

手に収められるような形態が必聾
になってきた︒このような理由に

節

丸
しい璽求としてディジタル︑デー

あるが︑N王M規格も使用できる

タの処理を騒的に作られたもので

ように考慮されている︒

現状ではイギリス︑フランスの

各圏でNI賑が一般に擦用されて

主要研究焼を除窓︵共鱈国は別︶

原動研の第六回﹁年会﹂は︑
今年から始められた統一テ⁝マ
﹁トリウム﹂に関するシンポジ

均質あるいは均質系としての制

なしつつあるQこれらには︑半 度と計算されており︑きわめて

一騎されつつあるQ

AVRなどがいずれも予想外にて興瞭を失わせられていたよう

として︑ドラゴン︑H曽GR︑ 損失の問題など︶が大きいとし

サイクルによるH﹁﹃GRやMS

第二世代とすれば︑トリウム系

世代︑新型玉藍炉やAGRを

マグノソクス炉や軽水炉が第

い利点が撫わっ

の願っても得難

御の零露さ︑安全瞥の高さなど

ウムが並催されたか︑その聴宜

である︒そして︑ウランに比べ

て︑トリウム炉

化論の園際的反響とともに︑翻

高橋実民の軽水炉のトリウム

じられる︒

子炉としての縄来性があると償

いる︒そしてこれらは︑原子炉

BRなどはまさに第三世代の原

の複舎騨用︑多團的利屠あるい

の将来を一願有

て著しく出遅れた感があった︒

望なものとして
報道されπり︑オークリソジの

汽トリウム原鎧熊襲

好糊な運転を続けていることが

に魎した企画と内容は各界の注
目するところとなったようであ
るり

九つの研號グループはそれぞ
れ一年間にわたる蘭査研究の結
梨を︑虫唾︑幹購らを勤鎖して

MSREの﹁届驚くべ溝スマー 各毬の熱分解黒鉛あるいは炭

熱心に発表し︑それらの内容に
もみるへきものが多かっだ︒し

の穂びつきという新局薗の展開

は製鉄その他の工業と漂子力と

︵東京工大原子嬢工学研究所

部聴衆の聞に聞かれた︒

住まいと寒財の
新しい火災保険

松

静羅

考グ

★脱を噛力恥なくな｝♪ま置。

よって放財線測定器の形態はパネ
ル・シャ⁝シからモジュール型に
変わってきた︒

測定系の進歩に
放射線の測定系は︑検出器で得
られたパルスは荊灘増輻羅︑虫増
曜羅で増幅し︑分析器で濁議する
という稲臼敵な形が巌も多く口い

定系で達せられる測定薦的はごく

られているQこのような簡単な沸

賑られたもので︑灘々な測定匿的
を達する職度な測定糸を楢成する

での間で翻々な処理を行なう機配

ためには増幅雛を倉めて分析器ま

いる︒

モジュールの

特徴と応用
以後NlM規格を荊提として詰

などがあげられる︒規絡で決めら

のほかに速応性︑適応盤︑柔軟性

ムの特微は︑第一に互換性で︑こ

を進めるが︑モジュール︒システ
型のR週NA﹃PRへN規格︵商
さ
七隠四分の三︑八分翻︶を鞘即し

米国ではしばらくの聞統一され

ている︒

れている部分は︑構造V法とコネ
クタを含めた鷹源関係だけで︑儒

かし︑全容をζこで一膳する余

いわゆるコーテノドパーチクル

化ケイ業でコーチングされた︑

コストの閾題は動力炉として

鈴木弘茂︶

561輔91三1（代豪）

策京都中央区京橋1−5TEL
保険相餓竃 561−3450

子

原
圓路が必要になる︒その聯簸機能
面路は︑例えば︑波鐵弁別圃路や
蜷閥検出回路︑波形弁濁圏路︑同
蒔園路等で︑これらの磁位機能圃
路は測定畑田に応じて優激に組み
合わせ︑その時︑その揚に応じて

拡張や変更が任慧にできることが
塗ましい︒そのため単位機能擦に

た規格がなく研究所やメーカーご
とにいろいろな規格をもっていた

が︑一九六四無にUS−AEC暑
にの秘鍵やそのレベルは雄奨偵と

のメーカーで作られた任滋の機能

に準じたモジュールであれは任慧

よってN王M規格︵高さ八匁︑四 して添されている︒そのため規格
分の三と済匁四分の

︑ナニ分
劉︶が制定された︒その後は各翌

リウム燃料はにわかに注圏をあ

トな成功が伝えられ北りで︑ト

痩材がネノクとなって選成され

最も量要であるが︑〜九六六年

内でも各界におけるトリウムに

袷がないので統一テーマ﹁トリ

なかった動力用醸子炉の冷却材

ムの後に起るであろうことが一

水炉へのトリウムの義何︑ウラ

出口温度を一挙に摂氏八女度以

題する再三識がこのシンポジウ

〆燃料節約のためにトリウムを

三〇一五〇％以上も嵩くなって

頃に比べ軽水炉のコストが最近

によって︑一撮輝きを増す可能

代用すること︑その他の動きが

させ︑京た従来︑殆んど不可能

上︵近い将来千度以上︶に上昇

性を包蔵しているようである︒

﹁トリウム﹂については野田

あったが︑隠子力工藁全体から

びることとなったQ従来から璽 燃料のみことな成功は︑従来︑被

ウム﹂シンポジウムに焦点を欝
わせ︑以下簡単に紹介すること

グル⁝プで︸昨︑昨葎とすでに

みれは実に微々たるもので︑削

とする︒

一応の調査研究を勧ない︑該嶺

i掛け金が戻る

原六型モジュールシステムの一例

年度の年会報告轡にその概装が

のように

束京都中央区銀座工丁目工3番1母

東京支店

（説明聾蛾亙）

ってさます。

五四膣支店名古屋市中村区笹勘町1（住友銀行駅前支庸ビル）
工
場 伊吹・蔦知・大阪・横浜。市川・芝浦・堺・下津・千

正海上火災

分翻された一個のユニノト圓路と
して形作られるようになり︑いわ
ゆるモジュール化が必要になる︒

モジュール・シス
テムの規格と発展

のモジュールを占うことができ︑

モジュール・システムの規格で

測定圏的に均しで必蟹な機臨のモ

している︒このようにNIM焼格ジュールを集め︑任滋の位訟に挿

に騒展し︑現在では世界的に畠及

絹中万一故障や︑不都A口があれは

入して使用することができる︒使

週の規櫨も飛王Mに統一され急遼

が広／︑煎倒及した⁝埋臨田は︑︸⊥乃六四

る二〇〇〇シリーズ︵高さ七匁︑

五分野︑ハーウェル研究職で 開

無以荊に栄国内にとくに強力な規

宵いものは英國で用いられて い

年に制定されている︒この嶺蒔は

驕︑製作している︶で一九葺 七

トランジスタ化も始まったばかり

で統一できたこと︑NIMが広い使胴上も︑保守の面からも便利で

プ幽明ラン

氏
原
金

社大鐘市北区堂島浜遡1丁目57番地

しみをブフスしてフーメ7／のよバニ斑

取締役社畏

し（1日後の麟期rは、契禦」金額の1G％（ほ

☆

戦
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本

し坦0「1間の掛け燈に招当）カ、配「1をの牽・

の鍵裂購

より高度な技術への適用も

格が無かったため米国内がN1M膿蒔交換することができるので︑

で︑一般には耀子讐の蒔代でモジ
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勲騨聯鋸鎌︑働脚

残り四本の引抜きが始められた
が︑午後一時二十分過ぎ︑

本松

方としては珍らしい田本隅れ︒地

上昇︑原子鱒は臨界に達した︒

中炎制緯窯が狭いためPR館に

本が挿入されている︒出刀制御は
の様子を晃管っていた参渠潜は︑

この後︑心急鷺流会が七会揚で

催された︒

◇⁝敦翼発蹴所は︑原羅が︑四

等は雲立︑東芝のグループが國雪

幽いる︒

昭稲四十四母†澄一億︑趨工以

所建設では世界酌にも異例の燈期

果四十二ヵ月という︑原子力発驚

工程で完成した︒が︑それだけに
擬製は︑より聖慮に工瀦を進め︑

この閥︑原蹴︑G鶏祉︑下弓墨黒
の三春︸体となった工程響理をは

なっている︒

同発蹴所は当初︑今年十二月か
颪趣開の方針だったが︑こうした
安全確確の施策や︑この醐に円き

璽︵

二日︑第一原子

窟士醗機と川

力体鰯を強化したことから︑AG 備︑謝測制御装観測︑川懲が圧力

工の各グループが︑それぞれ原子

コソク臼立︑東芝一石川勘播磨蚤

ステムエンジニアリング︑発醒設

製造︑業勝分担は︑蜜士躍偲⁝がシ

れぞれの蜜圧において必嬰な技術

この分担にもとづいて︑繭社はそ

容器︑ボイラー︑大型構造物等︒

三諦工業は＋月

体化

力グループ︵F Rの受注にそなえ︑二士蹴機と耀

AP王G︶の中臆両社の業務提携を強め︑

核としてAGRすることになったもの︒このた

力炉の開発に備

却炉︶と新型動

優に川鷲璽工業謝祉畏の四本潔

載機社長の萌照七之進畏︑翻本部

部が設けられたが︑本那憂に露士

士躍機機械・船舶部鎚︑次畏

の下には業務齢︵部畏匡紀墾離憲

機原子力部長︶をおき︑さらにそ

は総括部︵部長巨筒撫利乗蜜士聡

なお︑原子力推進本門脇の下に

握携︑製造設備の拡張を行なう︒

え︑原子力部門

士堪機常誘︶︑安藤彦夫氏︵川璽

氏︑本部畏甘には笠羽馬道属︵欝

︵改良型ガス冷 め︑窟士照機赴内に原子力推進本

の一体佑と強化

生満川重原子力部署澱︶︑営業部
両社書置して原

登川魚原子力部馴部長︑次長荘
FAPIG各社との連絡調蟄︑田営

原子力に関する茎本方針の決定︑

原子力搬進本部の叢務顧囲は︑

︵部長睡田中碕比古高士艦機原

草
をはかるため︑

常務︶がそれぞれ就任した︒

子力推進管郡を

二誤長︶︑建設部︵部畏睡山田兼

由利達雄窟士羅機原子力部技術第

欝士難機社内に

新設したと発掘

業︑エンジニアリング等の取りま

された︒

男鐵士電機原子力部次長︶が毅醗

子力課長︶︑技術部︵部長1一久保

した︒

豪た原畢力発蹴を中心とする大

とめと︑プロジェクトの遂行︒
璽原子力工業⊥二

これは︑さいきん︑軽水騨メー
カーの一

に感謝している︒今後は︑年内に

も全戯力での試験運転等を待なう

が︑一極の試験が順調なら︑官庁

検査を受け︑G宛社から正式に引

取る︒来年三月末頃には嘗盤運転

を開始したい︒発電コストは嶺初

五ヵ年程は三円蕊十銭屈度と誘え

ているが︑群細はい豪梗甜中だ︒

それ以後は漏︸劇程度害鴨くなる

だろう︒取掻え燃科の混造につ

調査に嶺たるもので︑米総務雀科

外調査団の一三︵酬園憂︶として

氏は科学技術会講が派離する海

財田︑羽田発渡米したQ

摺報流逓の実態調査のため︑十月

グ︑ドイツおよびソ連の科学技量

夫氏は︑米︑仏︑ルクセンブル

科学技術庁の計画局畏︒鈴木巻

鈴木計画局長が科技
情報流遇調査で渡欧

−鴇榊＝一＝一＝一︻一幽＝f一一需輔一帰凹一一隔＝一＝一憎﹃羅馨謁＝＝＝＝︷階＝＝一＝1＝＝一瞬器一＝需輔一一幽f二＝一圏＝一一＝■輔凹一一寳

菱重工⊥二毛躍機︶︑日立iパブ 型機器の雷士蹴機と雇重岡祉間の

なお︑一友松原躍社長は重日現

語った︒

地で配春会見し︑概略次のように

敦賀発電所建設ははぽ順調に進

る︒

究センター等を勘翻するq帰国は

独群学研究省︑ソ連邦科学技術研
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特設した工榮胴テレビを通してこ

鱒は臨界の予定︒岡田は早朔ゆら

も︑あっけない一幣であった︒

一本が鰯遡撫引抜きを終えてい 握翫が交わされた︒緊張のうちに

れるが︑この日濠でにすでに二十

この制翻揮の採作を中心に行なわ
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JPDR一猛
計画の意義
日本原子力発電所の動力試験煙

た︒

︑
さらに向上するであろうことは†分に推
察で嚢るが︑これらは大型発耀贋として

っている︒

さて︑JPDRi∬餅團の團的たとえばドレスデン一州騨︑除蹴敦難
供給への璽要な任務を照するものである

のデモンストレーションの役國と︑躍力

十五・五KWであるが︑次のドレスデン

役劇が︑きわめて大きいことが容翻に理

の軽水炉授術ならびに燃料撃発に果たす

ことを思えば︑JPDR一亜が︑わが函

では更に十八・五XWと上昇している︒

︒五KWとなり︑さらに漿羅福勘二弩炉

ニ弩炉︑東躍福騰︸暑炉ではこれが十七

炉の揚禽︑燃料一欝嶺たりの嵐力は共に

は︑いうまでもなく園鷹軽水炉螺料
の開発にある︒このため昭瓢鰯十六
年度京でに総額二十一憾円を投じて原子

︵JPDR︶を改造して︑出力犠炉の改造を行ない︑炉内出力密度を一睡

c度と熱出力を約二傷に増加するJ 当たり四＋五KWに傍増︑熱出力を廻転

約二薙半ぶりに酢可された︒意外の長隠
の出力︵線出力密度︶の麗しい向上であ

に注囲されるのは燃料の単位長さ当たり

近米圏で発表されたバーリントン︵PW

模の発躍炉ではほぼ限界出力に近い︒簸

九・一五KWが娚待され︑この型筑︑規

ーバーパワ⁝陣において︑線出力密度十

炉とほぼ同じ炉内豊野でこれが奨施でま

究騨発においても︑簸も遜んだ鍵湘軽水

なるプルトニウム燃騰の軽水炉利用の研

JPD飛−薮鴬頭では︑一二五％のオ 解で港よう︒

間を嚢し陀のは︑圧力谷器のヘアクラノ

鑛機は従来のものを使罵するので︑一万

る︒なお︑ついでに紹介しておくと︑発

PDR一陽語画が︑安全審査の申謂から 五千KWから九万KWに上げるが︑とく

クの調盗︑ならびにこれが更に進行する

二千五再KWの発躍で余った熊黒は︑嶺 R︶︑プラウンズフェリー︵BWR︶な ることはきわめて好都舎である︒

さらに今後のもう一つの大きな齪懸と

かどうかの可能性追求で︑試験研鋼を縦
み璽ね︑安金型撮に万全侮期していたた

上手窪どつたのは止むを轡ないこととし

ジェクトであるため︑安全霧査に予想以

こうした圃期的な難産技術によるプ灘

面ダンプコンデンサーを逓じて櫓てるこ

ど百万KW以上の大型発躍所では︑これ

めである︒

が二十KWをこえるものもあるが︑現在

この改造でJPDRLHは︑自然矯壁
環体約に建殴中の鑓蟻藤のレベルからみ

JPDRは町田三十八年十月の初発竃 とになるわけだ︒
以来︑約一万鴎千再騰閥の還紙を行ない︑

刮測制御系に翌る穴輻な変更がなされ

の内部構造から配皆︑ハルブ︑ポンプ︑

では︑さらに鷹出力密度のものも兜受け

ど︑燃料の照射驕発を匿約とした原子炉

め︑約四万五千KWの蕪気が余るζとに

られるが︑JPDRt皿の揚倉︑コンス 二傍に上げ︑発認は従来のままとしたた
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難村の費期

るが﹁この腰弱闘に︑その足が

ψ

かりをつかみたい﹂という︒村

よしひこ

選球さんが旧態訟村の村優に

の税収はいま二軸偲円︵原子力

かわさ謹

村畏になつ撫

なったのは昭和二十六年のこ

関係が九謝︶︑財政日野は約七

誘空

と︑属が三十七歳のときだっ

義彦

た︒三十母には旧石上村との含

催円だ︒豪だふくらます鹸地は

謹辞

併で棄海村が出現︑等長さんは

ある︑すぐにも上下水越いら季

鯵

襯

ここでも第一糊の村長に当選︑

その後は好敵手根本時之介氏と
一回おきに紺獲の座を分け含う

ジンクスを睡り返している︒

﹁今度は私の会社︵大東露設

合で立候補を辞退︑新人を推せ

KK︑駕々公社から受注︶の都

；

葦葦峯竃−犀言属躍2塞β奉−自搾犀脚B巨監﹂

再処理工醜の醗麗では﹁知旛

こ建ろう◎

さんを全面葡に支持し興す﹂と

う一且ガス炉を躍潅陀いと露っ

躍り切っているが︑﹁原野がも

陀ら漏との質閥には︑﹁荊蟹が

決めることだが︑私欄人として

は安全性が確認されれば異存は

陞み

を壇して

ない﹂と明快︒﹁その揚含︑地

ほしい﹂o醤うことは︑はっき

帯整備計醸の

昭職十一年興立師纐を嵐︑地

り曲う人た︒

元と満州国で教賃生酒︒陸上選

黍だっ沈ので︑スポーツは何で

も野き︒趣味は読轡︑ジャン鷹
をつけ尭いと川隔さんは蓬つ︒

豪つ子夫人と三努一女︒それ

は早いが︑忙しいのと今は﹁体
んするはずが︑とうとう土たん

だが︑新都衛計画法にいう市

に長男︑次男央入のお孫さん四

力が続かん﹂そうだ︒

掃で担ぎ出されましてね⁝﹂と

いろいろと悩みもあろう︒市街

街化区域と調整区域の区分には

孫

でもあ

の議しに絹こうをくずす

人が閥瀕する一ダース象族︒

幸せな

︵K・→︶

おじいちΦん

では住民が不澗をもつ⁝︒この

る︒五十五歳︒

がはね上り︑濁整区域︵緑地︶

化区域に指定すれば土地の税金

誘る新村幾は︑陽やけの懸が沈

原予力と共に栄下る踏
︒

あたりが川爾さんの腕のみせど

も麗係ある擁鎌継壷をさらに孤大

⑤周辺状況︑とくに葦簾暫に鰻

軽破摘麗が確立ホれること︒

強化し︑継続して安全性の礎認と

え︑基本的には建殴を徽めざるを

るため︑次の鵬項の至嘱璽癒の磯

響ないが︑本閥周塗円飛に促進す

周知徹饗はかること・

豪た勝田市議会は会期を二日

μ琵騨μ鷲騨睡

鉄鋼協会原子力部会開く

器

摂

十月二瀬第五回会合を駆き︑各小

日本鉄爾協会の原子力部会は︑

力による聡力エネルギー利嗣の検

検酎のため︑第一小委譲会到原子

1晋冨曜膠書

し現在︑海外で実現している七鳶

ては︑萬温を榑るのを第一欝標と

討を鰍ねてきたり賦設翫にあたっ

のために試設副が必要となり︑検

くの問題があり︑豪た問題点摘嵐

かしこのためには︑解決すべき多

を得るのは基本的には疑義た︒し

・u一﹁暫睾犀■﹁﹁卿﹁﹁膿内旨﹁1﹁霧展霧饗犀塵幽門■τ︻置露塞一馴︸置屡8

⑪原子力藩本法に定める平和︑

製鉄用高温ガス炉で申間報告
鏡主︑自主︑公醐の塞本方針を竪

雛点をおくのが効果的である︒

同部会は︑近日中に第四小斎璽

会1一勲交換器の鏡討︑第五小丘員

物理協議会と共催で十一月一日〜

ら︑鯉鉄罵高温ガス冷却笑験炉に

の利用の検討︑第三小婁員会か

エネルギーの現行浩鉱炉プロセス

から︑蔵接鯉鉄に対する原子力熱

臼本原子力船開発事業國︵佐々

原船団がむつ
事務所を開設

ロセス変換の検酎︑第二小委二会

力発躍による鷹力を利用してのプ

長日︑第⁝湿婆員会から︑原子

蔽原子炉頭重の検層iがあった︒

酎︑第二小智員会B漂子力唱の薩 五十一八衡五十魔までの技術は︑
擾利用を検討︑第瓢不子嚢会1一渇 國際協力などで消化し︑わが團は
これ以上の温度を得る技術開発に
委員会からの換討経過︑今後の運
欝方針などの二藍を受けたQ

持するζと︒

一
麹﹂をうたっている︒

①射爆凝乱菊が翼現しない間は
再処理礎醗を稼益しない︒

②頭子力生塗の設畷﹂運転状況
簸につ密︑醐︑施酸脊︑地方亀槍

粗鋼生産工程への盧接利用︑原子

漁連︑勝田市は反対
なお︑こうした壊会の敵意に対

力発題による低コスト臨力の麗糀

岡部会は鍛年九月も原子炉熱の

③放鮒齪の監視と結果に地方自

し︑茨城雪空連は十月露悪漁業組

依の確異な遮絡方式を確立する︒

治体が発爵できる︑第三齎的監視

合憂会議を遅き対蹟を協議︑十月
扇田︑日立から大洗象での漁船八

二日︑於ブラザー仙台ビル︑十七

会を開催

このうちとくに︑第三小婁員会

森県むつ欝に﹁むつ購無断﹂を設

木周一理楽畏︶は︑十月一篇︑青

させる幕議である︒
済﹂がある︒その他は次の顕り︒

編の研究発表と特別講本一﹁二子

毒する中間両開などがされた︑

会聾還元ガス製造の検罰1を発足

月三十一臼〜十一月一日︑於ブラ

る︒この分科会ではこのほか︑

加還器とその放射繊防護﹂があ

エネルギー利用の検翫︑繰峯力熱

ザー欄台ピル︑五十五件の研究発

の︒周部会はさらに技術的閤題の

などの後討のため設躍されなも
機構が鎧傭されること︒

多一
表と特劉講選一﹁放財線の産業利

秋の四分科
費本原子力学会

﹁化挙︒化学工学分科会﹂H十

日本募子力学会の昭瓢四十四年

④壇帯整翻について地元廼挺の

り餌膵

熱量である︒こうした画へのデモンスト

用にも充分であるQカーボン被覆

度であれは︑製鉄以外の多難的利

この婁興会は登記長︵鰹瀬文勇

■晋鹿犀8﹁里︻一蓼﹁■u賢覧﹁一51−1﹁駈一冒﹁軍旨一置■ーー犀翻1﹁τ8τ＝零ロ

的であり︑また一面では関係技術者の自

聞延長してこの誤電を検認した紬

五一六万の都市が予想されてい

計圃によると五十五隼に人日

躍都市東海村の建設

疑して

なお︑JPDR一言餅圃では︑出力を くましい︒選挙スロ⁝ガンは一

に再説することを期待するものである︒

園の軽水炉技術の発展と繊燃料の田野化

灘爽に所期の目病と伍務を果たし︑わが

れは︑JPDRi賢謝濁はその上限を示 ても︑この遅れをとりもどすため︑迅遼

た︒この間軽水炉の動特性の研號や︑圏

る︒この結果︑小規換ではあるが︑最も

方式から強制循贋方式となり︑圧力容器

産燃料体の炉内照射．一便われるかたわら

類しい没割の軽水発躍炉にほぼ冤合う炉

約一億二千三酉KW難の発磁を行なっ

民間から派適された原子炉技術養の餐戒

すものといえる．

訓練にも賀献ずるなど︑動力試験炉とし
内条件を描えることとなった︒

WH独のサクストン蝉︵範二炉心︶な

ての使命をほぼ完全に果たしてきたとみ

一昨年七月︑米AECが公示した﹁原 タントな発竃を行ないながら︑燃料の溶

融する限界︵二十KW〜二十一KW︶になるが︑これを︑もし下水の淡水化に利

て差支えなかろう︒

子力発眠所溜可のための一般星準﹂では
挑む賦みを示したことは︑きわめて藤欲

果︑十月二日鑑上知鱗に論議する

用すれば︑臼蓋数千寸以上を製造で歯婆る

また今回の改造に当だっては︑ヘアク
軽水炉の経済性岡上のだめ︑燃料の設翫
レ望一段と苛戯な条件に耐え得るように改

ランクの追求のために行なわれた各強試

レ⁝シ凌ンも行なわれるζすればJPD 契から一千隻を鋤員して簾海沖で

め︑隔出力︑大型炉心への移行を湾能に
信を示すものとして注囲される︒

する材料︑技術についての知兇を深め︑

R1善薦の慈義を一魍萬蛮勾ものとな 抗蹴デモを展臆することにきめ

温ガス炉で︑繊口重展千二二度C

粒子燃凝を便胴のヘリウム冷却嵐

今後躍力各社が導入するであろう鰻も

とともに︑内灘総理大臣および関

したが︑とくに大型炉心化のための線出

係雀庁に反対の慧老農を提出する

軽水炉技術と安全擁保に一屈編と厚みを

たが︑当臼は台風の影饗で風波が

ろう︒

続かったので︑案際にデモに謬加

艶麗設醗の鍛大の陳憲は除去され

幾・陶工﹀を除き︑薄雲党七二︑

祉会党のほか梁漁遮会慢の小幡五

この麟着所は︑岸壁クレーン︑

置した︒

燃料交換棟︑動力藻︑珊務棟の建

では︑製鉄用蕩温ガス炉の墓本甲

想の検討のため設計ワーキング︒

﹁プルトニウム燃料原子炉の安全

﹁核燃料・自薦料分科会﹂nヤ 評価のための目やす識量﹂につい

﹁秋の分科会﹂が︑十︑＋一の二 罵﹂についてがある︒
ヵ月藺に四つ關かれる︒

屋など工箏の進捗に伴い定係港の
ビル︑七十九編の研究発蓑と精別

の︒所長は広瀬三郎氏◎なお︑東

讐理を行なうために設認されたも

報告の概要は次のとおりQ

まず︑﹁蝉物理・炉工学分科

現状では︑ヘリウム冷却の隅温

グループを設けていた︒その中間
会﹂が十月十八︑十九の両日︑名

ガス炉が重藤である︒このためヘ

なお各分科会の参撫費は五禰

願が採決されたが︑学費会として

ま濠五対⁝嵩で設薩促進の︸ろの舗

で︒電話東京︵五九一︶一九二七

一月︷日〜三日︑於ブラザー高台 てのシンポジウムも併催される︒

は︑累議会が麟に曲見欝を提嵐す

を中心に︶﹂︑﹁凝融点金属中の

︵薩︶

を厨標として検罰した︒この温

には平田穣氏が就伍した◎

リウムの炉出口温度は千こ蔚度C 京の原船事業団の燈難論建設霊燈

濠端1﹁緩速炉燃料︵混禽酸化物 円︒来聴希望者は原子力学会ま

﹁保健物理分科会﹂盤臼本保健

気体原子の挙動﹂がある︒

究発表と特劉欝演一﹁願誓プラズ

ウムサイクルの炉物理と核燃料経

マ発生装語用イオン源﹂︑﹁トリ

誉屋大学で關かれ︑薫九十編の研

れた磁器書では﹁爾処理施設設園

蝦議会鰻冷蔵の十月越臼採択さ

ることを条件に採択したもの︒

郎賃が反対し︑折り禽いがつかぬ

閥題にかかる脳潴勢の婦転を迎

麿聖霊鴬馴馴贅・﹂臨監露■輝雛・暉隆昌醒8・唇銀墨8響雛・闇巨匠・糎8腫腫謹露露醒■・願．書響88耀8置曄髄．﹂特認鷹飯豊転層■■山農墾蔭顕8澗働暫薩讐騨■口■蜀墓圏隔■脚唇鶴定置■●5鷹菖置灘卿同門儲■﹂●露厘虞8躍講讐躍虞蟹書■讐●審鷹讐■幽働●8塑干鱈置●耀国印圖

進んだ大型藤野麺では︑燃料設計条件が

ことをきめた︒

力粍度の向上は︑その謙るしい特魯とな

験碕究および騨価が︑圧力容賭を中心と

叩闘盟圃闘叩r開嚇需囲扁國−國叫…闘…圏r圏冒一一扁……一一一一R−P一鵬胴回田阿｝一開縣＿閂鯛開圃【朝＿r冒…鳳隔心■…踊一…r一菖……

した漁船は工百隻星らずだった︒

もたらすという副次附な収稜ま で あ っ

六項目の条件付きで
反対理由は原則的に解消
茨撰梁議会は＋月六日︑動燃霧業圃の再処理工掘設置を総める﹁核燃料再処理謹呈の建設について
の意見轡﹂を採択した︒これは勲燃騨柔団︑日本嶽子力藍業会譲と同茨城県原子力開発協餓会が隈輸
血に対して行なっていた舗願を︑開発企業常任叢員会に付託審議した結粟に基づいてなされたもので

など︑かなりきびしいものもあるが︑茨城螺蹴会が五

あるが︑設置を認めるに当たって六項目の付帯条件か柑されている︒付帯条件には〃水戸鮒麟揚返還
が翼現しない間は︑再処理既設を稼目しない

九月二十二臼開会された︑いわ

た︒原測的には反対一調はなくな

年聞にわ沈って設置に反対してき周囲処理止揚を︑正式に認めたことは画期酌なで慧ごとである︒

ゆる九月梨会は﹁再処理県会﹂と

まい﹂とその懸腱を表明︑隙民党

ったので︑建設を容認せざるを得 二会党議＆で構成されているが︑

井上動燃理纂麗らが︑臨前に籍上

議璽団も二十山ハ臼︑岡田趨茜の党

して注燭され︑木内科敬庁慢留︑

知藩︑兼子膿会議長らを訪闘する

再処理聞題譜議のヤマ揚となっ

議決燈を行なった︒

豪ず九月 二 十 六 碍 ︑ 二 十 七 日 の

などあわただしい動きがあった︒

動燃および腰産︑茨城協脳会の

一般質閥では︑着上知漿が轡木来 たこ†九臼の醐発企楽萎嬢会では

三郎氏︵宙民︶︑立原勝男民︵社

対の講願が讐議された⑪

講願と︑茨鹸無漁連からの設櫨反

射殺

験託

照照

をお奨めいたします

試委

350円

頒布実費

．川u

会︶の質閾に応えて︑﹁射爆揚返

原動研・再処理廃棄物処理クループ

財団法人放射線照射振興協会

日本原子力産業会議

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）

望
ロ肢

還の冤逓しがついた以上︑再処理

放射性廃棄物処理の運転経験

製品の改良。滅菌などに

囲放射性廃棄物処理に関する好個の手引書

放射線照射の利踊

米国の原子力発電所における

齢

一印
謄｝

徊触

㎜

昌鱒鱒瀞

一幽

鱒，一

0273−46一葉2H（原研内線一347）
群馬県高高市綿貫町 日本原子力概究所内

原産・原動研事務局（Tel．591−6121）

申込先
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覧ﾛ量・貞潔工二尊ジ日中ソの

︑ン予現の是在ク︶は

、0の）ポBれは蕾一R幽〇一パSよ

?論1水

ま

り

子マカ

で

︑カン開

にこ発に

の議薬の条項に限られたものであ

くllが︑池方自治体が発四所の こうこしている︒

保醗できないという立面にもとつ

は︑基添的にはAECとJC熟A
化E
﹂の購鯛を確謄できることを

禽樋管員会ではこの左を篤してお

蝿しょうとしているのに贈して︑

考えているからである︒

の承認を脅える権隈愈婁ねようと

ような揚合には︑合同婁繊月にそ

も︑研究開発用と蘭染用の別虐十

EC案が優れている澱述へたあと
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大容蟹原子力発砲所に対して︑

る︒そして︑法律に検購総畏がな

よう十分配臆すへきであると述べ

れを軌道にのせたいと

希望して

昨無︑米A皿Cはセシウム餅の

値上げを蝿頭していたが︑このほ

速に榔びたこと讐により︑値上げ

CAEは︑アイソトープ開発部に蟹が減少したことと︑懸隔力が急

射計面に関する枠がないため︑J 理泓の改良の紬果︑生態費︑配送

AECの七〇露度予算に難燃照ど︑これを微幽したQこれは︑処

いる︒

どう食禿スの。

ーコンの承認聾請に対して詔幽を

AECは︑約二露盤の価繕物画

を⁝欄検討する予驚であるが︑現在

る︒

キ

瓢十h膨︑二十万

幽くたキ轟リ軽羅たり十二・五堵曳あ

される予走︒随軍は︑ハムについ

封ずるFDAのコメントが

研究案をFDAに提案し︑これにキュリーをこえるものについては

キュリー当にり

ュリーから二†乃キ∴り一までは

ュリー当たり四＋五聯︑五万一キ

ュリーから五万キュリーまではキ

キュリー当たり五十膨︑一万

すなわち︑一万キュゾーまでは

う︒

翌DAは︑照年︑陸羅の照射ベ の鱗格は︑その荻漂継統されよ

ることは︑ほぼ確実とみられるQ

承躍はまだだが︑これが認められ

がの追加予算を蟄請したQ両院の が不要となったためである︒

用すべきであり︑AECによる独七十五万ザ︑μ湘物駈学部に七†万

分わき向えて独禁法を弾力的に運

例えば法務雀は︑購赫箏貌上A
﹁研究開発﹂よりはむしろ﹁商業

の前業炉︑実証騨は一9二鍛恕趨 全ての動力騨は一Ω二乗を適幽し

致菰遅反の検副についても原チ力

炉の綱要爵的が﹁原子エネルギー

たたし︑AECが幽爾対象の原子罵言の開発研究計画磨阻害しない

ている︒

豪た醗務雀では︑麗村電化田猟

を商業および腫謡細で応用するに

際して研究開尭活動を行なう﹂よ

Aに︑低線顎照射食品について串

の立賜から︑AEC案が金ての申くつがえした︒このことは︑FD

講に対して独禁法違返を曲淵させ

うな置合には︑申講原子炉は甑搬

用・研究用として⁝〇四蹟b項が

遊を譜でもが受け入れられる道曾

Cにも影讐を与えた︒

ついてデータを期待していたA罰

請を行なうため︑腔軍の輪哨鼠猿に

趨邦政府槻闘においては︑一〇

切り開くものであり︑最近になっ

ることは︑原子力発電の経折晒雛

三蹴と〜○鵬瀧の何れを磁齢する

適用されることになるQ

とづき許認可必得ることになるQ

近︑陸躍は︑照射涯みカン誌ハムの

一方︑餓
驚嬢においても︑﹁雪除的価値﹂

か申譜のつどA鐵Cの決定を循つ て︑中小雄気事業音が原チ力発躍

に気柱ソ組もうとしている働きは︑

この揚禽動力炉の醸的とか麟能と

になろう︒しかし︑AECの畿策かをAECが鴇航する必要がな
という禽同婁鍛会議よりも︑それ

われであると︑趣へている︒

い︑というのは︑AECがもし増をなくして一本化したAEC察の独強法チェソクに講ずる旭赫の表
方が強く支赫されているQ
要説などの新型炉に補助搬憂出す

○掘謙b項の詳舘

こと一1これは︑A旦Cが一九七が一〇憲箪と

︸

るく石垣熱冷ネ画力畷つの
を瓢明することは要求しないこと

A皿C︑JCA騒のいずれの子改
炉︑研究炉が改訂︸〇四撫にも

て訥諏可を取得することになる︒

略して許躍両を取得し︑駈療田野

合周蚕蛾会の改御累によれば︑

約﹂な飾可を得さしめ︑かつ独禁

に反して︑独禁法遷反の旋認の方

実際的価値取消しをめぐって

米議会で法案の検討

行なってきた纂礎であった⑪

A泡Cの改訂案によれば︑全て
楽が大容盤原子力滋藤所の健設を
れられていない◎産業界は︑これ

所有麿の一興をになったり︑私企

務雀︑科学芸術省などの見解を発

C︑達邦躍力婁嫡会︑法癌省︑醗

JCAEは︑岡法に得するAE

ぞれ握幽された︒

案が︑AECとコCAEからそれ

この法案について︑一ろの改認

ようとしているQ

賛会︵ J C A E ︶ で と り あ げ ら れ

米国議会の上下両院合同原子力婁

明示されていないことなどには触

P辮Q襲

すべき独禁法検認の姓質と範囲が

し不転六画ヌ

法選反の荷無について心乱荊に検

Bた可建七未動

討するという法案が︑さいきん︑

@Q能讃無定力

Q銀の上半期款までは︑﹁爽際的 萬敗偲に際して設けられ嶺ふ癒撒

現在独禁法建反倹討の要がない

メントしている︒

表した︒これらの兇解は︑JCA法そのものに対して︑いろいろコ
猛が構法をとり載った︑昨鎌握出

されたものと善趣闘のものであ
る︒
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曳
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・氏

︐川

される︒ということは︑醜語蕎が

似たようなことを考えることもあ

にもなったりする◎その絃果︑研

り︑あるいは識傾胴閲のとり舎い

．筆者紹介．

昭齋三ヤ六鎌驚層﹁プラズマ

のなかの蹴子流﹂の研號で惣士

摺を曳け︑その後東大物理学教

主任研究員として活躍巾の大河

救授の門下生で︑米捌GGAの

叢の助黍となったが︑嗣じ冨本

千弘氏の強い肇舗で脚赴に入

酋川允⁝︻︵よしかわまさじ︶

和三⊥T㎝鎌三月︑東大理学部物

り︑頭脳流出の⁝人として甑題

疑は昭繍八無東京に生れた︒昭

理学科卒︑たたちに大学薩に進

使わなければならないことにな
ノ

み︑宮本穰棲教授の擬導を受け

となったQ三十六歳︒

ある︒従って︑この研究体制を璽

であると囑えられる︒

化ざせるにはかなりの賄間が必襲

て研究者を荷働に使おうなどと鱒

．／ 亀＝●亀．．85ミ柳客

この陀ぴ︑私は六型ぶりで米麟

で︑貝体調なデータに触れたもの

でいろいろ確性試験をつづけてい

糧籾が禺めであるがドーンレイ炉

も公式に発表されていないが︑P

隔と与えている︒PFRの燃料扱燃孫呉樹簾験データについては例

ちらにさぜるのが三山ということ

FRの團漂燃焼魔七・五％を園摺 公闘いを控える傾向に簿みっつある

指して盛況である一方︑技術鰐報

蒙ってこないということになる︒

ころはそこだけ外注するにして

型工作機械を軸対に必要とすると

空タンク︑認イル巻響のような大

述する大型綾耀の建設の樹合︑翼

レベルの幽いである︒例えば︑後

考えられるのは︑やはり平均工業

第二にB塞と薄焼の遽いとして

グループを

D秀な補助

望旧しいQ

究所内鄙で⁝段と助鏡することが

とであるが︑研銑賢聖︑および研

げることは臼本でもすでにあるこ

とかの髪讃を入れて研究成果をあ

㎝方﹁競争﹂とか﹁不安櫨﹂

で︑社会的地位のよトにあ豪りか

臼ホの研究所や研究透で研充彌

くみにも鯖ぴついているQ

かわらず交際するという社会のし

は︑仕鱗を羅れた日常生酒のよ

ど気にすることはない︒この態展

る︒

號者は常に魑力のぎりぎりまで︑

る・

競争は内部だけではなく︑契約

をとるということに醐係して︑外

部ともはげしく行なわれる︒この

点︑翻立研究所は︑苧簾面で安定

しており︑大学や蔑閻の研炎会歓

ほど必死にならなくてもよい顧が

ある︒しかし逆からいえば︑醒立

研究隣における研究が響滞しゃす

いというおそ4態がないわけではな

い︒私︽のような民闘会祉では︑

だけに︑常に努力し︑常に不安感

本人は謹た祷えてはいない︒従っ

助者の数熔増加させることは︐鮒

ループの入墨の比率一対＝ないし

につきまとわれていることは慨か

て研究者が雑用をすることを本人

今臼やっている総懸が来矩の今田

日添にも︑聾心龍箪の調いグル

三というのは議題では常識であ

である︒この意瞭において︑私は

の給料か高くて繊るから何とかし

ープや研究藍は多くおられるわけ

る︒臼本ではこの比率は逆転して

単ではあΦまい︒⁝つには︑研究省

で︑紫黒と氷圃の駆蟹ぷ二郭に比

ここで実語できるか出来ないかに

り︑大河千弘罠をヘソドとする五
ながら契約をとるということはな

績ぴついていること徳知っている

体制は世界で独特のものがあり︑
運のスタソフと︑＋数名の補助グ

一々継

晦

この翻転体制が︑研究態度に影響

@

での核融含研究のあいまに︑田本

も余り気にしないし︑外部もそれ

を弓丈革だと考えない〇二つに研

田本の研究巷は非冨に恵諫れてい

るという印象を受けたQそれにけ

究楠助巻という地位を魅力的にす

いるのではなかろうか︒果配流の

に︑田本では研究成果をあげるた

ることができないという購鱒があ

較することは嶺然で謙ないのであ

とるスタノフには彼らの能力の最

めの慧蔽的な努力が必要となるで

かなか大変なことである︒ここ談

率の違いがどこからくるかについ

大隈のところで働かせるへきであ

事えでいえば︑多生のサラリーを

由は︑粥一に徽に新しいアイディ

て考えを述べてみたい︒

るQしたがって優秀な人が多く集

るが︑ここで︑平均しての研究能

ては︑後で述べることにしたい︒

を他よりも能率よく進めることに

GGAの核融合グループの特殊 アを押し進めること︑第二に研究
環憾は︑民間会社に申しながら︑

は少なく︑穴よての撰犠は以下の

このような栄嗣の組織では奪齢

通りである︵ズノコ附は鵬聞者︶︒

喆ﾄの研究

このような写研による状況説明

体制の違い

と共にPF批の意霧・設計の概

あった︒その慧味で︑GGAグルー

暴の議長のもと︑ザ・エユクレァ

紹介が行なわれた︒井上勤燃理勝

原子力婁翼会との契約を主にして

あろう︒

で︑このグル⁝プが競脅し欝た選

ある︒

GGAグル
ープの特長

り︑補動躊にもできることは︑そ

ループとから成っている︒この研

直流オクタポール褻

究から得られだ蚤近の成果につい

￠

ぺ

し︑ひいては研究内容︑霞果にも

ば

い

︵

米国のガルフ・ゼネラル・アトミンク社︵煽GA︶で︑大浦干弘民と共に核融合研究に取総

驕B︵編藥部︶

麟

が

関係してくる可能性があるからで

鎌

核融合研究は比︑鞍的小規模であ

廻論

8A︶が世界の注農を災めて建設 は︑開犠テンポを知らしめる上に

中の高速原型炉PF狼についての 大変纏ぱしいことである︒

のPFRの主任プロジェクト・エ

・パワー・グループ︵？NPG︶

要︑機旛開鞘方針︑樹筋運娠の劃

センブリーを倹銘している︵動燃

は燃料の取り出しが讐易なアノ

方が大型モノクアソプ思為より陶

禽︑部分試験に中蕉があり︑この

リウム機撫の開発では英国の揚

ープから懸り下げる方式にしても

氏︶︒PF民以後には六賊五十M闘臆は設計で解庚できると鰐えて

出系についての紹介︵原研蟹沢

討中である︒PFRの倣擦目滴極造については磁盆薇器を原子購ル

ドーンレイ炉で照肘もして46り検 慧義と耀えている︒大型タンク柵

石川氏︶︒炭化物燃科については

PFRの難料照射讃颪についてる︵動黙川瀬氏︶︒？FRのナト

蕪難解中

英国フェアのセミナーから

徴は︑建設の状況をつたえる塚翼

画鑑についてキャンベル氏の講演

た︵予編は英團の高騰姫閲鞘︑奏

算
ヨ
ノ

高速頬PF醜の現況
ンジニヤであり︑かつてはSGH
W残の憲紐プロジェクト・エンジ

ユヤでもあったR・H・キ㍗ンペ
ル氏による四十品分の講演を含む

グラムに組まれた︒

約一網閥斗のPF8アワーがプロ

がいろいろと公灘されたことであ

があったが︑このほうは大盗蟹孫

今回のP拶Hの紹介の大きな特

ろう︒鑛者が今翼ドーンレイ地区

れたパンフレソトにのっとり︑そ

にPFRを訪ねた誌には︑撮影はな紹介ぶりで︑あらかじめ配衛さ
もちろん簸止︑正門で氏名のチェ

ク欝追に接犯するところで籔た氏

覧共十四頁︶︒碍闘か限られてい

ック︑さらにPFR建士爵のタンつのない簡醸な魏関がつづけられ
名のチェソクと餓難な響理がしか

せ︑計画変更︑改造︑鰹理嬉の場

上で契原に璽整な細郡の打ち禽わ

とは考えられない︒しかし鎌継の

とそれ自身が羨定的な産をつける

祉に発注する編禽が多い︒このこ

についてはUKA鶏Aは濠すます

醐速嬢関係の摺報は︑このほか

といつ愚想を述べざる愚闇ない︒

にも近頃フランスのラプソディー

焼麗そのものを増すよりは細かく

炉の燃緯照射データの亮込み無勢

して研究中で︑近頃は試験照射燃

ている︵雛餐︶一など雷巣露な

含に︑グループ内で製作し総揚会

にくらべて︑大きな違いを生ずる

ことが考えられる︒

ﾅ近の核融

つかは実験繕果が出はじめてい

大きい演霞が鰹設され︑そのいく

ついては︑吉田膨一氏が腎舳され

る︒︵この型以外の張猷の翻題に

た八月二十八日付手紙を融あ照され

ング状のコイルに蹴流を流すこと

たい︶︒多型極磁編は何本かのリ

によって作られる︒日本において

は︑三本のリングを使ったヘクサ

ポール装臆が東海村の原子力研究

駈に建設され︑最近の始動後獣も

る︒同糧の装隠は︑米国に四台︑

なく興昧ある結果が得られてい

一台以上建設されている︒

ドイツ︑イギリス奢一台︑ソ運に

この糧の鎚醗では︑プラズマは

できるのであるが︑このプラズマ

リング状コイルを取り巻くように

長い︒実験績果をみると多盟櫨匿

は安定風が高く︑閉じ込め謄闘も

マは静かで︑振鋤はほとんど検出

の憂い六蚤極︑八鎗極ではプラズ

て米国の原子力委員会は︑二次副

されない︒これらの罠所︑恕鱈際し

爾として二台の大型装躍の建設を

が鼠下GGAにおいて︑実験が

臨可︑契約した︒そのうちの一貧

覆である︒この装譲は直径︑脳さ

行われているDCオクタポール装

め聴闘︵ボーム時間︶よりも何借

長いかを示す倍数で比較してい

ポ〜ルの閉じ込め聴聞はポーム時

る︒この流賎で行くとDCオクタ

どの装瞳よりも優れたものとなっ

間の三腕輪に相当し︑これまでの

多覚極磁揚は︑鞍懸の性質が他

ている︒

の装慮と比翻して閣瓢であり︑プ

ラズマの性籔もよく知られている

ここで鍛近の核難燃の進歩につ

る︒それと岡騰に︑ではこの方法

質熔調べることが一つの圏機とな

を一轍長くし︑その閉じ込めの轍

い︒今後は︑この閉じ込めの蒋聞

し︑簸たその闘題点も追求し易

いて触れておきたい︒核融含研究

№ﾌ進歩

第︸世代の嵩迷蒔代のように︑各

の置醸としているところは︑数千

が核融貧炉とどうつながるかとい

万度に加熱された眠齢ガス︵プラ

の欝欝磨難くし︑核融含炉内での

う質間に答えるために︑プラズマ

果を競って発還し潜勤そのものを

ズマ︶を︑磁場によって約一秒総

る閉じ込めを使った新しい装瞬や

課鷺となるであろう︒

それに講ずけることがもう一つの

るという印象であるQ以上︑先日 総じ込めることである︒最近︑多

させていただいた︒

のPFR訪闘配をこの機会に補足璽極磁編︵マルティポfル︶によ

宣猿した時代はまさに査りつつあ

圃がよきにつけ凝し激につけ︑成

勢となる方同にある︒先に述へた

趨って鄭重さを蚤ね目をつぐむ軍

り︑それらの発蛋に際しては薙を

雛供することに各週の膿昌があ

際酌繭品こして商業取引ペースで

なとの舞例にみられるごとく︑圃

闘題原をつめることに距点をおい

英国原子力セミナー無題

臼本では羅醗全体を一式外部会

共約五薪闘じ込められる︒プラズ
叉に私の経験から症激したいので
にはかまっていられないので︑能
になる︒そのため研究薪のかなり
私が仕曝をしている湯所は︑米 予郵存粗んでいることである︒原 プは︑米国の中でも特に研究のス
も︑残りの大部分はグループ内
マの体横は身熱立方燐である︒
あるが︑米賊式の考えに趨臨する
ピードの誘いグル⁝プであるとい
力が璽視される︒したがって︑銀
亭迂論質会はその傘下に国立研究
第一は研究体制における巡いで
の塁間は実験欝欝の解駅や︑それ
圃のサンディエゴにあり︑ガルフ
で厳行してし濠う︒あるいはプリ
笑験は日々急煙に進歩しつつあ
のには碕間がかかるということで
あろう︒スタノフの人数と補助グ による将来の実験計齪の二八に蟹
締の上下や入社の醐後を田本入ほ
う評憾をとっているわけであるQ
・ゼネラル・アトミンク︵GGA︶所がいくつもあり︑それと競争し
ンストン大学にある超聡線コイル
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という会祉である︒競金社は︑窟
とそれ戸僧磁播によってささえる装
の閉じ込め騰闘がえられている︒
力な石油会社のガルフであり︑G
に語られた︒
英国フ侃アの一臼︑英国原子力 れており︑建設状況は文字によっ
るためもめると慰われるが︑ 忌 We︑千三百皿Weプラントを
いる︒遡紙器の検査はむずかしい
躍にしても︑研究所内の便附陳に
閉じ込め隠問を他の装潰と比較す
GAは原子力にも搾り樹したガル 騰聡秘術セミナーが九月二十六B て伝えるしがなかったが︑今國U
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フの愛欲のあらわれとみることが 経圃連会露で催され︑午後のセソ KAEAにより活況をまのあたり
のの餓をのまり害していない︒
のPFRの設訓コンセプトを璽えをし︑温習叩は過戯号な純度変化
る︒もちろんこれは︑先に述べた
強ざが装躍によって違うので容易
豪とめるならは︑P碧Rの建設の こと一1優秀な補助グループがあ
できよう︒ここで行なわれている ションで現注英国原子力公紆︵A に伝える写頁がもたらされたこと
も少なく︑使罵中の幕臣はあまり
る理由を今はもたない︒儲頼性経
肺講漁慶に簑疑馬篇があったが︑
ではない︒油玉は︑翼験が余りう
これも一話藁旧思慮潔い雑えぶり 済性の達俄がPF鶏以後にくる間 郵点でなかろう︒PFR用燃麟の進行状況は 九七二卑の完成を昌
るという箏薦に結びついている︒
豪くゆかぬとき予想される間じ込

と藩︑一瞬私はわが眼を疑った︒
家翼︑什器が異様π床に近くおか
れているからである︒しかし論え
てみれば︑これは私が立った姿勢
からの視角になれて︑懸に座った
角度から司ることを忘れてしまっ

これに類する印象を︑私はその

ていたから起こったことである︒

後日塞の研究所︑研鑓室を紡問し
た際に羅験した︒このような態想

い︒それは︑恐らく歴吏的な特殊

から︑私はこの概を始めて行き偉
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共和泊村堪 区 ︵ 醐 内 ︶ に
四十八年度着工を目標

なお︑今回決憲つた霞目村は︑

収交渉を開始する予定である︒

獲業が主産業である︒

月腰界に窪した︒以来︑顧蘭な運

重硬な勝越を果たして潅た︒し

転．︵続け︑わが国の原子刀關粥に

JRRi一の
解体を了承
たい計量か︑日本除子星鍬究所宗

しく低下したため︑これを解体し

かし同激子炉の性能が︑最近署

原子力委餓会︵寺内四郡委員

原子力委贔会

長︶は︑十月二日︑玉本原子刀研

の︒

よぴ沸騰などについて︑その問

題点の指摘や対策箸を換討した

炉鯛発では蝦も進んでおり︑諸隊

ヨーロッパにくらべかなりおくれ

のデータも出ている︒米醐は︑

ている︒二奪闘陥で三台の職逮炉

を作る計圃がめる︒ソ連では︑8

れている︒仏と技術協力を結び關

N三血○は悉兀成で︑開発はおく

核燃科関餓については︑鰻逓ト

鞘甲である︒

が注昌されている︒

リウムを燃斜として使屠すること

＝

憲窟揺rF代田四九の内ユー6東窟榔ユ．ビル

ナトリウム技術

㌦

木︑沢井氏らによる醐速増殖炉お

響

＝

もの︒内容は第一牽﹁液体ナ㎞

トリウムループの取扱いと魯
防．

七︵薩︶︒

表があった︒

よび薪型転換炉闘発についての発

霧ア

八幡製鉄の副社擬︑湯川正劇幾

湯川正夫氏

は十月五日午削退隠二十分︑東京

ため逝玄︒享年六十五歳︒自嗜は

・杉滋の象京衛生痛醜で肺ガンの

故人は二年齢︑川本原子力蔽業

東京都杉並区松維北町七八︒

会議隙子力編鋼材標離化懇談会婁

た昨年九月からは磁本鉄鋼協会原

・す月三日騙界を迎え

一匪lI藍年ムムムA導Av冒ill一

花ダをそえたミス・ア

三入のお壌ざんは︑表る八月敬

トムのかいがいしい活躍ぶり︾

雲表に

臨界を迎えたこと︑二つ園は︑

の類が世界でいちばん短期間に

ろはせていた▽その一つは︑ζ

難民鰯繍

取締綬挫

住駈継承都簸川欝

墨蹟東海八一二Ω二

櫛

の報告書を刊行︑
原子力学会

災漏︑第二童﹁ナトリウムの研

究施設﹂︑第三童﹁ナトリウム旧

日本原子力学会はこのほど︑

﹁窩達煩ナトリウム技術特別轟

の俵熱︑流動および沸騰偏で糊卍

長鵜飼正薩氏

東京原盤懸盤︵棟︶

一＝

ィーが順調に運翻してい発議越〜 子力都会畏として活躍していた︒

されなくなった︒仏は︑ラプソデ

力炉闘発顧でもAEAの独断が欝

ているu再編成があってから︑働 璽長をつとめたほか︑今年四月以
降総合企薩婁員会署員として︑窪

﹁報告と講趨の会一会鵡

鼡纉

子力学会まで︑鷺詣東京︵五九槻 力炉醐発の概況﹂︑﹁核燃糾熱発の
曜 概況しについて講凝︑そのほか三

髪版・二百七＋樫頒価一部曜
引き続き︑午後からは︑早成︑
千五葺円Q購入希望者は臼本原卍 今井両醐四一長がそれぞれ﹁勧

る・

衷がふんだんに盛り込募れてい

成され︑内外の各獲データや図㌔

門婁員会澱告鰹﹂を刊行したり

馬競編発の撮的謁が推
進されているが︑ナトリウムに
関連した技術は豪だ残された閥
題点が多い︒この﹁報答濫﹂は
動燃雛業団が原子力学会に婁託
・して︑液体ナトリウムの取扱い

h災︑親雪︑黛鑑お
臨界から昨薙九月†九日に運賑

多多！彰

ドーンレイの爽験炉で一億をつけ

麗煙増殖炉について︑英鷹は︑

画がある・

スを使召した亟水炉を使用する翻

カナダでは︑ターゲノトにビスマ

いため発注鍵が隈られてし濠う︒

ない︒したがって︑発篭惣が少な

亜水炉については︑騨の数が少

がない︒

﹇︻釜ば﹂RRl←

Hの繊刀を謁した︒

垂転し︑延べ十八万一千六暫K︑

釜藁で犬千四主懸

は︑燃料を取重し︑洗浄し︑制伽

団は︑今日で満二周目をむかえ
た︒本日は︑現在までの研究融融
の成果をひろうしたい︒豪ず︑鵬
速増殖炉実験炉は︑現在安全審査
中であり︑原型炉は第一次概念設
計に入った︒新型藪田炉は︑原子
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取糠役総総遮

村喪川碕義彦茂

躍五葉京八一三一

建所束慰都文京区本郷ニ

市川毛織︵株︶
本実氏

以下の各社が原産に入会した︒
日東鷺気工業︵株︶ 取締役社
住所大阪府茨木市
長皆川利男氏

ノ一四ノ一五

茨城漿棄海村

二二一

下穂積一ノーノ一一鷹酷茨木ニニ
ー二九八一

取締役社

川八二一

住所汲拙県那珂郡東海村大字舟石

は籾のつとめとあって大鎌り切

れた原干力コンパ論オンW嶺日

り︒受付けを引感受けて︑大い

にふん囲気を和げていた︒中に

は彼女らと発難所を背鰻に配愈

糺概・鹸城

餐古毘

漁毫いて・いつれ用鑑

北海道醗力は︑九月二十九臼︑北海道織一一の原子力幽幽所︵出力三十五万KW︶の建設候補地に

浜益郡浜蓋村地区は︑岡社が将来膿子力発眠所を建設する概禽の候補地とすることを明らかにした︒

岩内郡共瓢︑譲村地区を決定したと発蕨した︒豪た本年七月以来候補地の一つとして四聖されていた

た︒

究所のJRRlIの解体を了承慷
し翼二鯉語長から出されていたも

婚でウォーターボイラー型︑燃料

これに要する共和村・山村地区
の敷地は脳髄二十万平方齎で︑た

社がまとめた講査繕渠では︑これ

だちに同社ではこれらの胴地買収

現葎の北灘道蹴力の総雛羅設備

容緻は︑水力約五十四万KW︑火 らの点が打ち消され︑他の二地点

JRR−1は︑わが国初の原子 ﹁解体﹂とはいっても︑饗際に

力約九十八万KWの合誹蓄五十二 とともに︑北海道︑通産雀︑岡社
は︑磯酸ウラニウムの水溶液にと

蟹から繊源を切るたけで︑炉本体

の交渉にかかる予定だが︑七月以

は︑原子刀開発の認念碑として永

﹁報告と講演の会﹂開く

出刀は五十KW︑昭瓢三十二年八 久に保得されるQ

かした二〇％濃縮ウランを用い︑

万寛Woここ一丁三年の醗力隅要 の間で︑原子力発電所建設にあた
てきていたところがら︑用地買収

っての技術面︑経済面などあらゆ 来︑地元の誘致運動が活発になっ

交渉はスムースにいくものとみら

○％で︑この

いた︒

る点についての検酎が行なわれて

の平均僚び率は約

約筥五や五万KW︑水力繕三 ＋ 二

ため同躍力では今後十鰯間に火力

れている︒

一塔重用の敷地候補地でなく︑

万KW︑それと原子力三＋五万K 今圓の発菱では共和村︑泊村の
将来のための候補地とされた浜鑑

動力炉・核燃料開発郡灘邸︵弁慶・平河町の全共連ビルで︑第二

が二周年記念で

が︑原子炉など主要発電設備が設
村も︑港溝歯偏が改醤されれは原

動燃事業団

畷されるのは共漁村で︑泊村には

上五郎理麟擾︶は︑十月︷日︑東回﹁報告と講演の会﹂を開いた︒

この一環として︑田力瓢十五万
子力発羅所建設地点として申し分

・・蒐

まず︑井上理事畏が﹁動燃盛業

KWの原子力発画所の建設を進め 取︑緋水路および︑取︑劉水際が
昭職四十八年度に魑工︑五十二庫
度に運開が闘標︒

同社では︑四十二奪度に問社独
慮で︑山石内郡共掬村を調査したほ

古宇稲泊村︑浜叢郡浜彊村︑勘牧

か︑逓塵省︑北海道などと協力し

設璽OれるQ
のないこと憾言らかにされ︑周社

餓設備を繕目する謝画だ︒

閣剛﹁Wの合翫璽琶二十二万KWの発 ｺに豪たがることになっている

力
ギじ

力婁員会のチェソク・アンド・レ

ビューを受けているQ燃料関係で
は︑今後海外のウラン探鉱開発を
績極的にすすめる︒難処理工揚に
ついては近々着工のはこびとなろ

愛知時計鑑機︵株︶

電工名古屋山ハ

住所話颪遷溶熱田
区千年︷一般方一甲血

長白石二一氏
六一−五一五一

棉繭珊 市擾小林治励氏 朝野
︵株︶りコー 取締役祉優館林
T男氏 住所東東都太欄区中馬 斬漏鍛柏崎市中央町五ノ五Q 躍

七珍諏訪糟工禽代表取締役

古拙陶三一五一一一

躍譲諏肪二よ一＝

佐駈長野煕二筋帯大

住駈

建材部門

繍︑︑

葬チ連木海

で︑各囲ともこの罰発に取り組ん
﹁MHD発鴬用筒磁界超竃郵磁界

うQ来年度は︑研究開発が本絡化

平郷激動陶とわが国の立場偏の特

﹁動力炉と核燃料の開発における

簾HD発眠の異用化には︑五万 する年である﹂と述べた︒
號いて︑山田原子力委賛が︑
〜七万ガウスの安溝混唱酬の発生

装躍﹂02コ口で︑澱筒し力五千ガ でい．免

したと発表した︒

ウスの安定な醐磁場の発生に成功

ヨ

と︑耐高温材料の開発がそのヵギ

轟轟戦渦七七ニー

西村留雄氏
︻三

町畏加藤重氏
偲鑛

震三ノ三ノ五

茨城果大洗町

住所茨城県粟茨城郡大洗町

電話

倥駈陰門重千代

大鷲＝圏一
︵株︶日塞糞壷鷹野膏取締役
頭取湯藤実則臨

田区九段北一⁝一三一一〇
東京一瓢ハ︻瓢一一︸一一

会長圏中茂算氏

プレストレスト・コンフリート
工業協会

なアイディ

撮影︑その代り獅もなかろう

人工騨垣砂屈・砂（メサライト）
吹付二二材（ケユヲ㌧，クス｝

郡局量村など四地点について︑建
設候補地点としての醐査を行なっ
た︒その繕果騰牧村以外は︑原子

わかり︑このうちとくに岡社が独

七万五千ガウス
の高磁場を発生

三菱醒機では︑通産省の大璽プ

込一ノ＝一ノ六
八一一一

代蓑取船

代褒取締役祉

電語秋田二四一一二三
代衰取締役

ア誉激暮する声もちらほら︒

爽京都千代田随神田小川町一一︸
躍騒東策二九四1一 が︑敦賀市の藤
一平岡ビル

二五醐

晦飾

撫

瓢の各分野で奉仕する
安定成長の総合化学会社

倣断蘇琶（謡井パーライト｝

火眠・同調

叉窩取下・ノζ歓・者ゐ膿・福岡。札幌。瓜島。仙禽

力発劇団建設に適していることが

宙で調査した共和村は︑近くに璽
懸物の荷揚げが可能な岩内港があ
るところがら︑今回の決驚となっ

共和村の地質︑気象など墓礎調

た︒

M踊D口慰灘磁界装麗

ロシェクトの一つであるMHDである︒従来の磁揚はせいぜい工

り︒

異講演を行なった︒内容は次の駆

東洋二選銀行︵株︶

︑

大阪躍波︵株︶

七八八一

取線役祉

長着田口氏 住所大阪竃大淀鼠本
庄西通四ノ一四 電甑大阪三七一

⊥三＝
︵株︶秋閏魁単身社
ノニノ六

︵株︶河北新報社

住所仙台衝禦二畏
二瀬仙台﹇二ニー六一

会一力次郎氏
福富一匹一

鷹鍛。鉛・銅
二次贔読唱品

／

盛暑策東｛2拍）34ユ叉火代費

本鷹申央巌日本山霧町2の1の1

査では︑一時置厨︑湧水現象があ

三璽躍機は九月三十日︑かねて

万五千一三万ガウス程魔で︑今圓

るのではないか一との懸念を 建

発躍の開発で︑懸盤四十二︑四十

通唾衝の委託で爽施していた︑

の峨功で一挙に三越も上昇したこ

転ず︑軽水炉に関して︑スウェ

きるものを開発している︒米国で

した︒薩独は︑米團と十分対抗で

役銑井野氏 住所象京都申央区田
とになり︑MHD発醒迷闇化へ大
ーデンでは︑独自でBWRを開発本橋通︼ノ一 電話東票二七︸一

・︑竺≒無度から研究委託を受け︑同装

撲ψ擁灘

躍の研究叢叢を行なっていた︒四

きく前進したとして注目されてい
卑贋はパンケーキ璽

十二︑四十讐

る︒

高磁揚を得るには超懲導電磁石

磁界装躍の開発︑四十四無魔から
娼二型磁界装躍の開発に漕手︑今

を網薄舞腫︵マイナスニ百七十三

け︑最近︑隙子謎謎蜷所の都帯接

圃パンケーキ狸で安定磁漏の発艦

慶C︶近くまで冷却しなければな る︒また︑ミネソタ州では︑放射

ているが︑この噛めの魯処理施設

トリウム系燃料の便用が考えられ

がある︒英国のガス騨について︑

ムガスでマイナろ醤六十九匿C 法によって規齪しょうという鋤き
豪でに冷却︑七万五千ガウスの磁

イル︼

愈 謹鐸強磁戯叢蕊賦蜜擢
⑨

脅
照映

6

MHD環節は︑在来火刀あるい らず︑冨﹁耐量機では︑疲化ヘワウ 線の澱をAHCの数％の碁準て州長塗櫛儀一氏 住所秋田循大町一

近の問題︑立地聞題がおこってい

に臨畏した︒

δ一四〇％程度

は原子論難躍設備との繊み合せに

@聯

より︑熟効箪が一

︻写爽は超躍榔

界斑簿た︒

加コ＝部擁

｛串鋼●タ「イ飯スト●煉瓦

写爽は建殴予望地

／ノ

砥石・血騰死日眠

金穀部門

ハ

出梅改畠山｛感漏曾ンソ｝

蝿瀞

（ジノ塾一、ユユコ嚇ブら9スト脚ク，

防鰭蛾斜

建翫講1村

麹論難砒 無 難 鎚 難

世界の資源を活かしRepertoryを拡げる

藏

一）

七

一

じたようであるが︑本薙七月に同

麟

w
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北

鞭
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一

昭和44年10月9日
馬

業
産

子

原
第三穏郵便物

第496号
（5）

ら

産

研究曙原子炉の使用ずみ響を
再処理のためアメリカへ船で送り

を例にとると︑放射能は廃藁物投

かえしているが︑この八月の航海

嚢の場合と同程度の三万キュリー
である︒酒量は数桁小さくこれが
厳癒にキャスクに入れられている

蒔︑これはわれわれの譲葉船の菖

艶

照

いに放鷹能が強く一万八千キュリ

江蘇の各航海の麗棄物とも桁ちが

る︒ただし臓本規格の二菅拐のも

ですべてドラム指に鍵入されてい

キュライトに吸収固化させたもの

腿偽物は固体家たは液体をバミ

船内各所のバンクグラウンドが篇

り︑船愈へ積込んでいくにつれて

が︑全ドラム岱の約＋分の︸であ

容制度の二衝mR／蒋以上のもの

リのものが損当あった︒鷺本の貯

をとっているが︑この隈界ギリギ

れるような工程や操簗力法を開

今回出版された書物も︑そう

然朗に生れるものである︒臨界

こしずつわかってくるにつれ必

臨界鱗故そのものの性質がす

した分野の発展を墾むときに︑

るとすれは︑今後わが羅でこう

囲

巴鳳繍

∠

＼

591−6121

ティン含同作榮とい解よいだろ

した広い視野に立って編集され

安金日量と娘故潜撮が互いに網

東京者β〜巷区新橋1−1−13

上にたってすすめられているルー

原子力発蟷の廃葉物投葉の見と

潤し国除的規制の動饗について

ている︒今となってみると苦しい

は豪た別の機会に潜きたいと思っ

雛

けれども費璽な経験だった︒

原鉱資料墾便り11

0℃o妻Φり餌⇔O凶Φo駐Φ9弓Oげ

ドβ蜜①ヨげ￠う吋

85判︑一九六九年刊︶

ωけ碧Φω︵固︾国︾︑八二

へどうアプローチしたらよいか

について多くの手がかりを与え

も大部分ははだかの金属系か反

ており︑一読して感じること

や記述が乏しかったことであ

翻650頁・A5判

毒

饗響日本原子力産業会議

強い経験の

つかっている点はわが麟のこれ豪

くまでその範圏をほとんど一杯に

発し維持するということにもと

証体のついた葬均質金属系での

は︑臨界安全というものについ

のが何であるかについて︑や

現在明らかに謙題と思われるも

編葉者の趣冒には反するかも

てくれる︒

瓢故であったためである︒臨界

補ってはじめて所鯛の経済的圏

る︒

欧米で臨界上の安全を現在豪

同製の執筆憲たらの臆職もほ

で維持してき陀うらには︑経済

が急速に増加しつつあるとき︑

鵬

般禽一杯のドラム缶を投棄しきれ

上での自信

う︒縮激越つぼく︑一見原始的な

ーリーヘッドへ鼎港︑すでに無蹴

作業で被曝も活染も餅容限度の近

薄塗によリハウエルから除染担嶺

でのやり方と随分ちがうが︑彼簿

三十日ウェールズ北亟端のホ

D代喪部岩本アタソシェと打ち合 舷側の作業賛はもちろん船愈底の

細打ち合わせと契約確謙︑OECし落すが︑数厨のしぶきが上がり︑

七名が臨動車三台に資崩をつんで

たし︑不聾なことをすれば経蟹も

は十余駕これで問題なくやってき

潭染解熱限度以下にすることがで

から総包駒に捉織る必襲があ

解析といっ沈﹁厩広範な見地

ずいている︒こうした認鰍は︑

℃

で臨界郡故といえば臨界集舎体

しがたいことであっ沈︒それ豪

る︒

上の髪上については核燃料施設

ての湾え方そのものは︑すでに

にみた臨界安金の姿であろう︒

標を達成するというのが工学的

か原子炉に隈られており︑それ

でも相当に注起しなければなら

である︒つ紫りこの分野をひと

かなり走塾してきたということ

しれないが︑あえて注文をつけ

の購赦で実凝されだわけで︑核

ないということが︑皮肉にもそ

つの工学として捉汎るならば︑

のようで︑たと

ぼそういうこと

いう面があることは否定できな

圏な邸翼に多く依存してきたと

経験的な︑あるいは実験による

燃料取扱い上の臨界相応が改め

臨界安全一〜

えは盤礎的技術

り︑豪た施設設計上の問題につ

工程全般に注囲して設計の考え

生んだような地道な努力が今後

い︒

︵動力蝉・核燃料開発悪業団

門投稿歓迎干四蒼蒼以内︼

蜜全讐理窺岸本洋一郎︶

一

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

るようにしている︒その結果ア百

歳R／將におよぶ留処物をつんで ないのである︒平均一ゾのドラム
無をゆれる海上で船愈からつりあ

伶業員まで頭からずぶぬれになっ

は灘上にある間に吉夢病死のため

到溝倍機中︒ところが英人監蟹窟

七月九臼パリEN昼A本部で群げ︑舷側でワイヤー僧はずし転が

航海という次第︒

せ︑十日ロンドン大使館井燃ア

船もほとんど通らぬ海域︑気滋は

た︒大西洋といってもかなり北で

儲信煙もっている︒この分野では

高くかかるのではないかと絶大の

で英人難論窟キング氏と鮮繍即ち

休暇帰郷︑アイルランド人監麟窟

タソシェへ報告︑十一月ハウエル

はR王の小規膜利閑しかしていな

家が︑これで蜜全だと言っている

もっとも権威ある機関および三門

五度からヤ五度くらい︑憂という

い圃函としては︑憂国かろ所窪の

のにガタガタ震える聴もあった︒

距離だけ離れた沖合で五千層の深

検査︑十三日キング民と南英ポー

船毅が少ないのでコソクと機関

以上︑心配するに及ばないという

合わせおよび廃零物出荷の立会い

トランド軍沿へむかい港と船の下

さの海蔵に無爵投葉されたことさ

お上を信用する国民性なども鱈え

した︒賠懸官という猛箭は優雅で

え立合い碓認ずれはわがこと終わ

士二名の他は船長以下総出で作業

日ウェールズのスウォンジi港 よいが︑投葉影策の監囎心添︑投

れりというわけで続いて離船して

見︑十四日トパーズ嬉へ鉾組み︑

藥聴に異需なく沈むことを全ドラ

しまい︑ただ一人残って除喚の題

廃湧物積込み臨督︒繊港して十五

ム価について立禽い確認すること

頃は汚染の拡木煙防ぐための仕服

わててとびおりてバイバイ︒

き︑船長へ溝染なしの舐明轡︑あ

讃縮ウランやプルトニウムを

業を行なうときに︑安全性の面

多愚に罵いて処理加工などの作

から湾えなければならないこと
のひとつに︑核分裂性物質の達

鎖反応購赦⁝1臨界堺故1を
どのようにして防ぐかという
こどがある︒臼本原子力学会で
は昭和四十一年から﹁核燃料臨
界安全研究専門委員会﹂を設け

核燃料施酸において臨界上の安

ム施設を含め︑境南わが国で考

いては︑濃縮工揚やプルト鳳ウ

い︒核燃料を多量に取扱う彼鵬

として現掃測定

て閾題となった︒以後今臼豪で

全を維持しながら︑操業効率の

止呈露刊行の努力に敬意一ρ
びに強堅取集を進めてきたが︑

岡様の珊故は六件数えられてい

法の紹介があ

今般その一部が一冊の本にな

方を述べ︑さらに緊急描綴につ

とも続けられることを認みた

て︑工程開発に大きな支隙をも

データが不足することによっ
そして一方で︑起るかもしれ

いても多くの紙数を蟹して貝体

汎なけれはならないさまざまな

向上をはかるということが︑そ

り︑﹁核燃料の臨界安全﹂とい

ない臨界灘故に備えて︑弘報シ

的に注意しているQ

たらすことのないよう︑岡醤を

ステムその他を準備しておく必

こうした受電に共通の特徴と

とは巽なっていたということが

要もある︒このような捉汎方

出版物としてはおそらくわが勝
てはじめてのものであろう︒よ

灘が促されてきたが︑臨界響故

よく指摘され︑管理画からの注

う題名で刊行された︒この穫の

うやくわが困でも端諸がついた

岡三は︑臨界安全に関連し沈

して︑寧二時の操業条件が平常

という感が深い︒

さまざ豪な閥題について︑わが

闘の現状を爆るうえで絶好の解

は︑核燃料施設における臨界謬

説轡であり︑豪沈こうした問題

故は趨りうるものであるという
朗提に立って︑たとえ起ったと

轡理体制のみの閾題ではなく︑

工区で臨界欝故が起こる謹では

工程の設詔︑運転や保守の方

しても被害を鍛小限にとどめら

十鉱輌︑オークリノジのY12防止の課馳は︑たた響理技術や

の目的となる︒

る︒

て︑この分野の現状の調賓なら

如ければならないと思う︒

想︑ヤ六日から十九日にかけ第二

の他に︑作簗荊後に作業輿の身体．

名と相談して汚染除議をすずめる

いっだん賜湛し二十一臓再出発︒

圓績込みをおえ出港︑機関故障で

ルファ原子力発駅所の七難と町の

羽目になった︒この闘近くのウイ

東海村の原研では大小の事故が

双服︒船体各部のモニタリングを

随分多いという節象がもたれてい

し︑必要に憲じて汚染除表させ︑

で㌦書影三人はさらに十翻すぎ濠

ギリギリの八月一日ダ方やっと

こともあった︒かくして出溢剛建

讐禦讐の聡源御僧利用させてもらう

るかもしれないが︑これ京でに一
かなり海が荒れて船脚の巾に蟹こ
R以上の放射隷を被幽した書は五 む者も出たが︑とにかく禦く所定

ー︑千九召ジで︑すべて英国の施

のの他に大型の四酉七十溺および

くなり︑粉めのころはいい気分が

核燃酬撫設で大きな醜界基数が

法︑あるいはそれらの安全性の

騒定価・1800円

盈

鳳懇懸懸灘鞍轡禁転羅
この七︑︿月︑ヨーロノパ原手力機関︵ENEA︶によって北東大酒洋において掻国からの放射性
固体麗奨物の笑験的深海投翼の第二回が行なわれた︒その三航灘に各国からの営門家讃八名が思懸蟹

こへ臓本規格のドラム佃を自答す

のであるが︑大型ドラム衝ではこ

︵エスコ；ティング・オフでサー︶として粟組んだが︑私は︑原子力局および原研の好書によりその

縫載審撒二千筈酉ジ︶

リート誓約や三四さに流して終り

二物母入れてから上難郡にコンク

ため井面線騒灘は鍛窩で閥配R／

ことがあり︑この仕蟹に全くの紫

こむので︑その接合部をとおって

だ︒二段階にコンクリートを流し

子力公社の海洋投簗に使用された

人の船員は少なくて助かった︒北
欧・南欧の近灘茄材木︒鉱石・肥

㍉

博

監督官も大わらわ

分の一以下という安全さた︒

ることができる大きさである︒廃
で︑ENEAの前に・︸︑数礪勾圃原

六醤ゾ︑

て志し英岡貨物船トパーズ暑︵千

第二野梅に謬照したので︑以下にその郎稼を述べてみよう︒
今圃の滲鰻は国の代覆としての

謬撫ではなく紺専門家としての欄
人契約による参加の形式をとって

第一回の契験的投葉は︑二卑前

いた︒

の一九六七奪夏︑英・仏︒ベルギ

ー・オランダ・顔ドイツ五力麟か

︑

い2・忌引臣を均一に保ち海中落
噸

窒気がにげだし海水がしみこんで

黛芋

︾へ＼

も欝

これが行なわれるにいたった経

ついては 昨 無 九 月 O E C D から報

作業法を変更あるいは僻止させる
など随賄適切な手をうっていかな

作簗はロンドン麗隠間︵投棄海

で働かなければならなかった︒

けれはならない︒投棄作業の終り

習い︶で八隠から八難豪で︑食麟聴

域現地蒔間はこれより二疇閻十分

いるわれわれは助からない︒

人︑職皿の平均被曝線鰍は三ヤ星
の投棄海域まで行って処分してし
羅R／無にすぎない︒髪際酌な許 窯わないことには被曝しつづけて

容被曝線愚は黒鼠／駕である

が︑原研では無機の彼悪阻遽力少

に低い被曝にとどめている︒しか

なくするように務長してこのよう

従事者全興の放躬線安全麿理の

もつ英圏原子力公社の投着実鰻の

はいるが︑大筋はヤ余丁の経験を

ENEAの設計的幾葉といって切①帥O轡O円切

し駕餌EA押葉作業では一・丑 闇を除いて正味九蒔闘におよび︑

を得豪い︒

黄任をおっている以上これも止を

設から出されたものであっだ︒残

六蔵九十彫のものが約半数あり︑

しなかった︒一昨無の投棄では鍛

寒熱讐

りがフランスからのもので︑続源

これらは謙径七や六警︑為さ一・

た︒そうしないことにはなかなか

R／箪月を欝轟轟度とし︑この範 雨がふっても風がふいても強行し

張りの中に鉛板をまいたものも相

囲内で極力大愚の放射繕を処分す

料塔を還んでいる一九六二隼進水

当あった︒褒壷飾容線罵率はEN

乱数をへらすために今回はじめて

○または一・五齎で電さも一鏑余

煙

緯︑麟荊の騨価︑作業の詳細箸に

膏響が出版され︑今隼二月置は原
子力蜜全研究協会によって邦訳が
出されている︒卑闘一万キュリー

ている︒地上の撫圧水櫓で三千麿

ないこと誉確かめてあるといって

安登の水圧をかけて寵験しつぶれ

いた︒海申落下の櫨中でこわれて
しまっては國るが︑そもそも二千
酵以上の深灘をえらんでいるのは
その海底へ劉達後こわれて中の放
射能がとびだしてくることも考慮
した上のことであるというわけで
ある︒

ドラム缶一本当
たり放射能八艸に
第二航海でつんだドラム缶は二
千三菖本だから︑その廃塗物の放

射熊は平均一本あたり八キ晶リ

は一着とハウエル研究断からの英

の船であるが︑璽紐鍛は船長以下

EA星型伶桀では日本の二・五雲

ーで︑遮蔽のためにドラム缶の内

人と本職が船慢のアイルランド人

十七名で簿任の無酬士や匿飾はい

これだけに七千ゾのフランス船が

隅で船蔵片上で二十五mR／時だ

の五百慣レントゲン︵撫R︶／時

隻われた︒察組んだ際露官はフラ

り︒ドラム衝はあらかじめ約十讐

ったが︑われわ︑れの場合は輌ち

人各一名であった︒

Vス人︑西ドイツ入︑ポルトガル

起るということはきわめて想像

年間の原子力界の動きを解説

1

氏

石原

がいだったとたけ言っておこう︒

句鳴

殺度の暇体麗葉物を大西洋の濾底
露

『T ｰ臨
下のときにつぶれないようになっ

実記

とが臨懸蜜として梁旭んだが︑こ

石

働ぺ

一
碧

棚㊥

1昭

に投醸しても︑人体に摂取される

放慰能は I C R P 勧 皆 敏 挙 多数桁
下豪わり安全であるという結論に
もとづいて︑八千キュリー潜含む
一万一千ジの一体目隠物看護イベリ

ア半踊霧りの五千耕の深海底へ投
棄した︒

第二航海
に乗組む
今回は 英 ︒ 仏 ︒ ベ ル ギ ； ・ オ ラ
ンダ・スウェーデン︒スイス・イ
タリア総力国からの廃職物二万キ
ュリ；︑一万五千ジをさらに北方
のアイルランド冨りの五千耀の深
海顧へ投棄した︒第一航海ではベ
ルギー以下の五力国の廃棄物千キ

ュリー ︑ 二 千 ♂ を 授 棄 し た が ︑

監臨調にはベルギー人とスウ ェ

2チト

ない︒

ーデン人が築組んだ︒窮二編海に

墓＾

れが今無の他航海の廃桑物とも一

麟響顯

嘩さのコンクリートで内張りをし

◎OQ◇⇔◇OOQ◎＿・σウQQQウOQ一一

健
原

らの麗葉物を藥めて行なわれた︒

彦

目本とは違う蜜金の考え方

この殿後の場含以外は船はすべ一てその内部へ固体廃埋物を入れる

←

@

力

原

英国の経験を基に
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噛

窮明箸については︑甲はすべての

惰報を主たる根拠として得た乙の

国において特詐権を取得し︑乙に

甲はこの特許櫃の跨蟹施癌を乙に

実施擢︵乙の関停会祉に対する再

励燃箏業団︵甲︶とメーカー

に無儂︑非難櫛約︑取消不能の実

①甲は内︵米AEC︶から入手当該諸職等の特野獣を取識し︑融

る︒乙から蟄請かあれば︑乙は蹟

実施膿醗諾の権阪を含む︶を与え

与える︒︵ロ︶甲は田本圃において

施権濠たは再実施権︵以下笑施

︵乙︶との間に次の契約︽行なう︒

した満報および︑甲が内に提供し

鍵内異施権という︶飾諾の権隈

術または内の契約者が印を濁じ

権を与えることがで旧るQ

に与え︑殉に通論隻函嶺と凋実施

与える︒甲は通鴇実施徳を第一一著

できるが︑甲にその尊胴笑鷹殖を

本圃での特静権を設定yることが

た簿報︵乙が軍に提洪したものを

た︑闘係会挫に瀬冷実施掘驚繕の

における鄭用実施権を設定し︑ま

は︑甲乙協講のうπ︑乙は︑臼本

を与える︒た陀し乙の要融があれ

除く︶を逸かに乙に掘供する︒

②乙は甲との業講委託二等に
棊ついて行なった調査︑研究︑開
発︑試験︑試作矯によって得た技
徳輌蝦および︑印から入手した技

権限を抽つ︒この擶合︑甲および

明円をつくる技術の璽芝

兼尽都千代田区内藁田∫レ1−6（1ヨ！ヒ谷電々ビル）

術構報を主たる張拠として響た技

お問い禽わせはlli測象渠部へ

て乙から握餌された妓鞠捷報を利

用して繁明した葺合は︑甲はその

＼

東京芝浦電気株式会社

内にも実癒縫と再実施櫨が与え
られる︒

実雲霞および轡鎌施催を取得し︑

⑲誠二唄に盆ついて甲か鴨評擾

拠実施伽を乙に与えるし

帯取纒した揚合︑乙の発明に対す

る補債は甲の﹁業務叢躍翠藁﹂に

撚つく特許極承灘の経費負捌駄蟻

⑨ホ契約の馳臨が︑甲乙閲り．ホ

を鵬用する︒

務蚕磁契約の内容と雲海9る揚貧

十一

である︒わが瞬の尿子力発難

海商翻2◎◎チャネル形

徳憎報愚趣かに甲に提供する︒
③乙は園から入乎した鼓術輌羅

協力契約の要旨
⑤内の眠薬者が乙に派追され︑
または訪間中の発明については︑

？つ︶曙が特欝擢を取栂し丙に

その上里権︑魯実施椛を偲める︒

豪たB本園内の権限は⑤の︵ロ︶

⑩本黙約の腐藻期閥は昭和ヨ＋

一

≡厩辱

上︑解除濠たは強土延長ができる︑

畳

核拡轍防止問題懇嵌会

協力による独芋力縛会を開いた︒

争

マルチチャネル形
パルス波高分析器

特許難問題が解決へ
︸神戸製鋼所︑東芝︑春本原子刀勲

の盛観獣たは一部み公識するとき
は甲の嗣愈を得る︒また公嚢鰐隈
条項のあるものは外部への漏洩に
万全の猶躍をとらねばならない︒

⑳乙は役職員を丙談たは丙の契
約者の施設に派遣︑訪閾させるζ
とに︑串を灘じ丙から必要な便宜
を書けることができる︒豪たその
他の方払で茂甫協力を癌翻すると

は︑甲の業務裂話契約の条唄によ

の特許権を敢擬し︑甲が内から実

燭庫三月までとし︑いずれかの慧

︵ロ︶乙は内が米国で当該騰闘

と剛様に乙に擁限が与えられる︒

⑤乙の役職員が丙蜜たは丙の契

無権および再実施権を取褐するこ

思籔示がある編合は︑溢者協議の

ことがで蓉るQ

胸者の施設に諏・魁され︑訪問して

とに岡意する︒濠た︑印は米煽に

るり

いる闇に発明した鋤含は︑︵イ︶乙

おける再実施姪を乙に与える︒

査︑酬究・9るとの意向を砺らかに

一方︑動力炉・嫉燃科開発出

しにものとして注記される︒

を強く主張︑コールダi改頭型の

衆議院講員初愚亭の年︑切代原

あらゆる分野で活躍できる

関係二十一櫨と契約調印
勲力贈︒核燃料醐冤那窯団は︑今無三月四望︑※原子力婁贋会︵USAEC︶との闘に締結し加
業︑石川紬掲懸︑田Ψ製作断︑B

三菱磁機Q

桀︑∫翌金属鉱業︑三菱霧工鱗︑

窯造鋤︑昭願電工︑三愛嚢子刀工

﹁萬速増勲炉に踊する協力協定﹂しに凹墓つく日米出題協力の一環として︑国内魔叢界の滲加を求め
ていたが︑このほど原子力闘グループ内の二十〜社との闘に︑その内容について舎愈が成立︑﹁轟櫨
増殖炉技術協力に関する契約﹂が編結された︒

る︒

この契約轡は︑①総鰯②協刀の

2漫合酸化物で隅出力＝十簾W

きは︑郎から必要な便竃を受ける
JFεR用に＄圧FORの惰報を

動燃がGEから技術導入

見︑A薗の禽懲に羅つたものであ 鷹機製造・古河醒工︑川騎軍用榮一

田本原子刀産榮会議にその原案作

範囲⑭動燃からの技術摺報の試
動力炉・核燃料開発事業団は︑

このほど︑GE社から米岡の講速 ナトリウム冷却型の麗遡翼鹸炉σ

ウエスト・アトミンク・エネルギ

ラトム︑藺ドイツにより運嘗さ

⁝アソシェイツ︶︑GE︑ユ⁝ 軍櫨を取得することに嗣弔するQ

⑦本契約によって入手した技術

は内が米園および第三醜でこの皇

爽験炉S皿FOR︵サゥス皇S
ス鷺FORは︑SAEA︵サウス
スト・オギサイド・リアクター︶

藤覆電算開発総裁は十月六日の

建設を健織したが︑こういつた原

正力氏は明治＋

子力委織長︑科繋げ長富となり︑

〃
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この結果魔業界は︑動燃画業畷を逓じてFBKの技術悔報を交換し︑科学暫︑按術蕎の交漁を行な
うことができることとなった︒

励一癖業団は民謝との協刀契劔

成を依傾した︒原磁では原子が五

岡笙供︵四項闘︶⑤間取扱い︵翼

供︵二項目︶④メーカーからの

を推灘するに滋り︑本鶴三月末︑

の婁託契約によるもの以外は囲米

グループと協議し︑動燃開業団と

翼圏︶⑥研究員の派遺・訪問︵三
項鼠︶⑦特群︵四項圏︶⑧発明に

の設計仕鎌轡︑設計図欝︑捜術仕

洗に建設する窩巡異験炉︵JFEる︒この炉の総支出研究開発費は

の調査研究へ

れ︑AECも研究開発を掻助して電発︑AGR 脚が胡めて公にAGHを難点に調
いる︒原子力開発で唯一の三際約

選択もできるようになっている︒

一

後原蟻

に

疵力賃は畢くから腺子力平和利

日銀四月窪山県に

中心の湾え方で進められている︒

所建設は︑瑚在もこの民闘ベース

100
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協刀の一環として取得した樗蘇維
の帰属をメ：カーとする原累を作

⑪契約の禰効期閥⑪疑義の解決か

様霞など関係技術猜報の一部を入

ト・イクスペリメンタル・ファー

臼米協鷺の運用上︑特諮権の照属
らなっており︑範翻は①炉物理②

対する補償⑨焚勝婁認契溺の優鑑

を動燃口業腰としたい蟹甲入れ︑
安全嘘⑭燃科材料④ナトリウム技

威し陀が︑その後鋤燃鐵業団が︑

原産およびメーカー踊と対立して
術であるが︑各社の希熱によって

手した︒

いた︒

なお︑圏内メーカi二十一祉は

な麺周製数として濡圏されてい

しかし七月下旬︑原産が五グル

これは︑鋤燃邸業囲が茨城照大

ープ懇談会において民蘭側の慧見

第十七回原子力薩鑑懇鮫会

勝馳が開発中の新型紙換炉︵A田 臼帯後第皿ホテル

力について﹁AG鷺︵改良型ガス 祝︶に対する鰯力については︑稲

十二環午後日本工渠クラブ

千コ頁七十万が︒建設賢は一千 環力灘嵩クラブとの会見で︑原子

藁はこれまで還り臼本原チ力発躍

一瓢環謂濡−万ザであ︸萄が︑ユーラト

会祉といっしレ伽に進めており︑今

てるものである︒動燃窮業囲は︑

R︶のコンポーネント製作に役立

このため︑かねてから米GE祉と ム沿よび西ドイツが五Q％近く嘱 冷却炉︶を嶺社が調査︑酬究して

後の態展も変らないとしている︒

僅及原子力工業︑住友金属鉱田︑

次のとおり︒

きてのる﹂と爵つた︒これは︑運

もよのというような窺気になって

厳業界の総意に

三十﹁隼︑三月

と開発機関の設立を急いだ︒昭勲

正力提案

日取原子力旧業会議が

用開発の必喪性を円き︑伯堺一郎

促遮のため﹁鋤力炉の軍勢郵入﹂

また正力氏はわが国の平稲利用

端を発したものである︒

設立されたのも︑

鞭ついて

して内務螂を歩いた︒

奪︶︑日電テレビ放送網の設立

戦後はプロ鋳球の編設︵二十鵬

売新闘祉長に就任する豪で︑主と

二十露日午

住及鷺工︑十善金属︑住及電工械

程度支出し海もようである︒

資︑そのつち西ドイツが︷衝万♂

十万が︵響一千六蔚万円︶︑契約関

SEFO鼠は︑〜九六九町五月

賜は一毎である︒

足跡は原子力開発にも及ぶ

院議員に出馬︵富山二区︶し︑以

に臨界︑以後順調に運転を競けて

読売新聞社ま止力松大耶氏は︑

新らしい購業をわが国に持ちこみ

用の発展に果した役劇も大きい︒

︵二＋七年︶をへ︑三＋隼に衆議

いる︒二七場所は︑アーカン簡ス

十月九型誤配三騎五十分︑療獲先

来運続打朋当選︒

とくに初代および錆五代猿子力蚕

などとも呼はれ︑犠に
州ファイエソティビル︒この炉の

載功させて来たが︑蹟子力平和利
金のため髄虫された︒享無八十四

子力発電を実旛する体鋼と捗ては

無腰の父

概要は︑燃料はP 02←uで
Oある囹立熱灘荊院において冠不
歳︒

氏らと﹁肥薩力平和利罵懇鹸ム謎を

で︑第五代原子力委員畏のとき三

生れ︑東大法学部

制定すると共に︑原研︑扇子燃な

原子力猛本法や駄子力婁亜鈴法を

正カー河野論

を卒業後官界に入

これが袴駈な

り︑昭相十三館漉

力発購会祉の設はに緒をつけた︒

〃民縦覧力会歓か賊源開発会祉か〃

澱畏とbて︑開発搬進体制の酪備

つくり︑米則から鰭名人を招くな

プロ

ど︑平和利用の啓蒙を行なった︒三

テレビの父

導入を促追したこ

や︑三二炉の攣湖

正力氏は

東京懲力は新型禦の納購市・刈

食庁長寓だった河野一郎氏と激し

東電︑離離・薄羽地
区の用地買収を準備
羽村地区に纏八百万KWの原子

潔くと共に全囲各地で米AECのく論争︑初志を貫徹して臼取原子

十年にはジョン・ホプキンズ氏を

ーー曇A廿11111一

五グールプ懸談禽

も悶懸となっていた特許縦闘題が

このぼどその契約が嵐と配り︑入

購入計画をすすめてきたもので︑

蹄

団したもの・これに対する対鋤は

工熟︑明磁愈︑費源三連所︑欝尤

織撫

轟

鍛

正翫刀松太郎㎝氏漸 く

次に小す契約内響の通り解海を

醗
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動熱環業殴と認し舎つた羅興︑鍛

をとりまとめ︑闘題点を聾糊して

ぶ

い︒
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メ

王子製紙

ム

とは認億に新らし
脳地買収の交渉の雌備を熾めてい

力発挙挙を難設するため︑地尤と

るQこの用地は日本海に謝した約

瓶
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市︒刈羽紺では許薙以来熱心な誘
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致運動を展開してのる︒
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ている︒これは︑訂明畠山村機闘

ことを規定している︒すなわち︑

れた︒続いて︑岡法案は上貌へま
の就質︑︵2︶設備の闇闇︑︵3︶ 響を受けるかもしれないと判断

EC︶に対して︑﹁︵1︶放射能質基準が他州の原子力聖職所の影

︵州︶が︑運転飾可交付機関︵A 内務長富は︑瞬接する州の水の水

わされたが︑上院の議鐙および上

れる水質程準︑が変ったから﹂と

現在米圃議会上院に鉱山の減価
償却率引き下げ法集が撃墜されて
いるが︑このウラン価洛に対する

寮では州の独断的な行為を実質的

ホリフィ ー ル ド 婁 風 長 は ︑ 修 正

州ピノツバーグ市に近いサクスト

みが︑最近︑米国ペンシルバニア

核燃料に闘する所しい鼓術の試

る︒

独特の組顕せを利用したものであ

配列された︑燃料糠・チューブの

チューブが格子の申で交万博罎に

断の建設二一申舗提出後六十日以

した揚合には︑同摂富は当該発電

内に発適所を設躍する州にその等
量知する蔑務を負うというもので

に答えて核燃料要繁の完成贔h40よ 値全体であり︑適用税軍は蒸気発

他に検射していた税率は現行八％

れることになっている︒課税局が

七二鋸に六・薫％康で引き下げら

撚料メーカーの中には近く試作贔

市掘へ幽晦オ︑議戯している外彌の

れるのである︒二三の軽水炉燃料

完戚酪核燃料要紫の諜税駆礎は価

生ボイラ；類のもので関税局が検

で一九七二無に五％になるもので

のである︒原子力蒸気供絵系部品

るものもあるが︑今回の腱税璽引

き上げがこれらの鋤きに対してど

のように影響するかという点はそ

れぞれの団が米瞬と関税翠の引き

と言えよう︒なお︑災配転に組み

下げについて行う交渉如何による

ついてはチューブに課税されるだ

立てられていない撚料棒の輸入に

国内で行ない成型加工のみぷ外圃

弓頭︑二酸化ウランへの藍蝋を栄

化ウラン又は二酸化プルトニウム

れていないジルカロイ被覆の二酸

けである︒すなわち︑組み立てら

ボイラー撫の税軍は一〇・五％で

引き下げの影響︑特に大企業の価

石炭業界ではこの減働償却畢の

％にそれぞれ引愚下げられる︒

一

多

一
多ノ

︐げづ多多ミ︐多二多多！︑

めの技徳開発に大きな賀献をする

炉の分野における協力協定が編縞

力庁︶とインド政術は嵩還中性子

仏閣原子力協力は一九五一年に

ある︒

には乱撃灰化学社︵国有ノール・工

された︒マザンガルフ工場の建設

を受けることは間違いないようで

へ重水工場

仏︑インド

・パー3カレ石炭企業の後身︶を中

アメリカ原子力醗簗会議︵AI

大会参加募集

米AlF年次

社︶が参加した︒

︐i機械製造社︑エー

ル・リキード社︵帝国二二の親会

心にサルツ

︻パリ松本駐在鼠髭︼仏北部マ

ザンガルブにアンモニア・水禦ア

を建設した仏工鑑グループはこの

イソトープ交換法による璽水工揚

ほどインドに同麗重水工揚を建設

することを成約した︒インド工漏

ルブ工揚︵二十ジ︶よりも規模が

の規模は爺薩六十七漣でマザンガ

できわめて筒価だが︑世界の隻産

産業会は議同大会への参加暫を馨

次大会を開くので︑日本原子力

サンフランシスコで

九六九薙葬

量は菖五十ゾ︵ソ連︑中共を除

大きいQ重水はキロ当たり三品場 F︶は︑十二月︸日から四日閥︑

く︶︒第一位の米国が百八十ジ︑

月八爾までに︑原麗企懸鍵まで︒

耀している︒参加慰撫看は︑十一

六＝瓢

塵業会議新聞諜︒躍醗五九一一

の十説︵東鶉旧館︶田本原子力

申込先腰東東都港区新橋一の一
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広霞料金睦五千円

広告スペース闘三段六つ撚り

記

藥しております︒

ー二十ジ︑インド十四ジ︑スイス

五百号記念特集号

次いで仏二十−三〇ジ︑ノルウェ

商榮附PWR原子炉に利用するた

︑

の社名広告募集

で︑左艶の要領で祉＆広告を山

を発行することになりましたの

一

■響■

二

東京都港区新橋1−1−13

米国関税局は︑メーカーの謡講

ぴ︑原子力嬢気供給系沃壌の関税
酎していたものの中では鍛轟のも

に対しても同じ税率が適圃される

曾米国に輸出することになってい

率を引き上げることを決めた棋糠
である︒この揚含核燃料裳紫の晃

う点は削成晶黙料の輸入に対して

麟原子力資材の関税率引上げ

課税頃日が価値全体であるとい

成品に通する誤税碁礎を︑ウラン

厳しい 米国への輸出

あったということである︒

をも含めた価僚全体とするか︑そ
れとも国外での付加価値とするか

きかという点が大きな問題となっ

という点及び何の税軍を適用すべ

のは豊頃である︒

ある︒米国政府は︑ケネディラ

となっているのである︒

燃料揮は基礎金極として免税扱い

大まな四日となる︒例えば︑製錬︑

ている︒その昌的は欧州経済共錘

こしての鍵屋全体に対してかけら

に発注したとしても闘税は完成品

現行の関税表によると蒸気発生

体と日本に対して同橡の関税を引

約束しているが︑この税軍も︻九

ウンド匹より関税軍の引き下げを

導ジなどの劉禽である︒インドは

き下げさせることにあることは明

性は非精に少ないことは確かであ

動に悪影響誉及ぼすのではないか

下げは利厳の大きい会祉ほど影響

ているが︑新にに仏が建設する工

すでにナンガルに箆水工揚をもっ

揚をもては世界有数の璽水生産国

るQU308の売買契約の内答と
は心配するものもいる︒特に大ま

入れているような会社の探鉱に悪

になる︒他力カナダはノバスコチ

が大きく︑利登の少ない会社の掃

は不明であるが︑このような生産

影響を与えることが恐れられてい

一般に公表されていないので詳細 な低価格ウラン鉱灰の關発に力を

ないと言える︒ある獄舞による

暫の所得税負担の増加についてエ

アに無塵選鉱ジの墾水工揚ニカ所

と︑このウラン価格に附する影響

舎はほとんど︑または全然影響が

白である︒関税局の発表によると

酊能に近いほど厳しいものとなっ

によると米国への輸出は殆んど不

ていたが︑今圓発表されたところ

また︑SPWCの報告轡によれ

ある︒

ば︑原子力発蹴所ばかりでなく︑

燃料丙処理工楊や燃料成型加工工

揚もまた︑同法の適用から免れる
ことはないとされている︒

なお︑上院の二重案は上下爾院
の禽岡会議で上院案と下號案の二

なろう︒

案を調整して一本化することと

七・三％つつ引き下げられること
になる︒従って︑ウランの編会は

のは全然ないはずである︒短溺契

轍に対する影響をゑ饗することは

を建設中だが︑技術的困難から翼

る︒

ので餌格の引き上げなどは闇題に

約についても竸争が非常に激しい

た︒六八年四月にはCEA︵原子

始まるが︑六五年には剃度化され

〜二十五膨程度である︒

は丁零限U30三一哩当たり二十スカレ；ションを認めるようなも

生産看がこの利益減少分を圓収

避けている︒全体としてみれば石

る︒石瀬は一一六・五％から一九・

現在の二三％から一六・七％にな

出来るかどうかは︑その生塵奮が

ならないというのが一般の見解で

︐〆多ノ︐

﹁コア∬﹂からのプルトニウム濃

縮︑ジルカロイ被麗燃料鰯のP
九七Q年中溺の現場窟 R型原子炉に要事されている酸化

試験も翼施される︑

て水中で行われた︒︼

成が遅れている︒

価格をこの軍以上に引き上げるこ

瀬とガス生廃者が鍛も大きな打撃

三％︑石炭は一〇％から七・二七

減価償却率の誤用は葬犠に複維

ある︒

ミ
多多ノ

減価償胡率の引き下げは探鉱活

とが町能かどうかという点にかか

〆

っている︒ウランの懸命その可能

なので一般化することは難しいが

ノ多一

一股的に言って減価償却率の引き

月以来︑サクストンの案験プログ

二

ラムはウエスチングハウス祉核燃

二多㍉︵ノ㌧二

ラー二陶に繕納されている︒︼台

ある︒撫磁は二〇ゾ蟹みのトレー

料部門のフィールド・テスト・プ

センブリ・グリノドの中に再挿入

のトレーラーはマシン・ショノブ

し再構成された︒これら九つの

ロジ・クトの費任となっているQ

燃料技術にわあせ︑化学附シム郷

と乱掘護醗︑補修稽の竃祭︑他の

やロンド・クラスタ制御のような

中心アセンブリは﹁コアー﹂およ

ウラン︵UO2︶︑ステンレス． テスト装雌をおさめる︒両トレー

の新しい方武の開発と詳価に璽要

トレーラーはMF遇S工具と剛猛 サクストンの原子炉は進んだ核

ラーとも汚染の聴に洗浄︑交換が
ステール被獲アセンブリでとりま

かれている︒この配列により︑

転溺問は

ア遷﹂を一一年関自壊する︒この運

現在の謂圃ではサクストン﹁コ

﹁コア斑﹂燃料榛の多くが嵐い出 れている︒
力レベルで燃焼し︑しかも熱出力
の全体限度をこえることがない︒

物燃料要素のパワー・バーンアッ

れた︒このシステムは最初の試み

るQ

ものと大きな期待が醤せられてい
パーグ帯束酉八十がの田園地瞭﹄

燃科の再審成は写爽の機材を使っ
ンタル︒コーポレーションの所篇
虜るものである︒一九六七葎十二

一
⁝
騨

あり︑一九六二傑籾めより稼働．
⁝
︻
写
翼
は
㊤
再
二
成
燃
料
ア
セ
ン
ブ
リ
繍本原子力産業会議発行の
PWRの乱発のため技術附な研究を装塊したあとのサクストン・講
﹁碁子回雪業新聞﹂は十 月六
⁝
開発の中心となってきたQ欄原子 ア頂面図㊦サクストン・コア狙の
⁝ 日暑を以って働刊五酉暑を迎慮
炉はゼネラル・パブリンク・ユー 核燃耕再翼成に使用されている移
⁝
ることになり豪した︒これを配
ティリティーズの子会社サクスト
動燃料賦験システム︵MFE＄︶︒⁝ 点して原産では五百暑姦賊特輿
P

ン・ニュークリア・エキスペリメ

サクストン実験動刀騨はピソツ

う︒﹁コア皿﹂はプルトニウムを

プ能力と設計隈贋が祉明されよ
鄙アセンブリーと燃料棒の検査が

ログラムにはウエスチングハウス 検と燃料検査のため︸時走遜転が

ロジェクトが囲発した移鋤三帰試

祉︵WH︶核燃料部円テスト・プ 簿止される︒濠たテストの間︑︸

﹁コア賑﹂再構成および試験プ

な役捌りを果している︒たとえは︑

容易にでまる符殊な材料で内張さ

び﹁コア∬﹂からの十二の酸化

縮をとり鉱ずし︑それを粉しいア

ニノ〆ノミニ多〆

影響が間懸になっている︒累進附

ニノ

上胱の修正案では︑下院案とは

〜一

加税法案の砥長と爽に下銑を通過

〆二

異なり︑一州または復数の州の水

〆多

したこの改正案を上院が採領すれ

二一

が︑他州の原子力発羅所からの醐

多〆づ〆

は︑鉱山の減働償却率は一率に二

ニノニ〆ノー

に防護しうることはできないと感
ン実験動力炉﹁サクストン︒コア

炉心の九つの中心アセンブリは

サクストン炉で新しい試みに成功

核燃料構想に道開く

ミ

漁の放出水の影響を憂ける錫合の

うものである︒

鉱山減価償却率引き
下げ法案上提される

放出される水の性質︑︵4︶適用さ

油告するだけで州の許珂が保留さ

の結果︑下腕を逓過した護案に数
点の修正が煎えられた︒その霊な
れるのでは︑水質幕準を渦足させ

を聰めないと通皆するだけで︑州

可取得断に交村した舐明欝の効力

おいては︑AECに対して建設貯

である︒しかしながら︑修正案に

取轡の段階にとどめたということ

得の將期から削除して︑建設許可

舐萌慰取褥義務づけを運転静聴取

修正の大きな押由の一つは︑州の

委員長の説明によると︑下腕議案

JCAEのC・ホリフィールるド
ことが撰実上不可能になるとい

︸点はおおよそ次のとおりである︒

院公共堺業婁質会による慰議検討

で瓢暫九十一驚一票の差で採択さ

熱影轡編 制 法 案 は 隔 年 四 月 下 院

菰案で︑上下両院合闘原子力委費会︵JCAE︶の識鍵として丁年から懸案となっていたもの︒

欝を求めた法艦改正黙愚発晒した︒これは︑温甥水の熱影響︵サーマル︒エフェクツ︶規制に関する

会︶の建設箭可の前提条件として︑その発略駈が﹁適宜な水質棊準﹂に含致しているという州の証明

米価上院公共購業婁興会︵S？WC︶は︑このぼど︑原子力発憤所に課するAEC︵原子力婁鷹

珊の証明書が前提条件に

建設許可取得段階で

恩驚響薪嚢命懸を嚢︑

三

業

力
子
は運転瀞可の段階で再度チェソク

じている︒このため︑上脱の法案
盟﹂で成功した︒﹁ルース・ラテ

﹁コアH﹂アセンブリからプルト

できることになっている︒

では四つの墓本的基駆を設けて︑

ィス・アセンブリ﹂と解はれるこ

、

験システム︵MF遥S︶が採用さ行なわれ︑核分裂盆成物のもれの
としてサクストン笑験炉に採用さ

炉にも現揚点検・サービスに便用

れてはいるが︑今後他のどの原子

で潅る可能性をもっている︒この
極のサービスにはプラント麗蛭隠
に故陳した燃料轟の迅速な発見と
取婚ができる︒また︑これらの園
的に利朋でまる機械としては燃料
撫の解体︑点検および組夏に必要
とされる各機の特殊工貝と装餓が
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聞

産
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團膨臼

今年慶内に結論を
総括と六分科会で審議検討
科学技術庁原子力局はこのほど︑局内に﹁放射注固体廃囲物処理処分検討会﹂を設けたが︑その籾

会禽が十月九B午後︑東京・大手町の経殴連会館会講麗で開かれた︒わが躍の原子刀蹄発利用は心用

っぱいを鼠樵に︑昨葬から﹁嗣体
廃翼物処理処分慰阿婁三会﹂︵婁
員長︒灘禽正雄都立大教覆︶を設
けて検雛を進め︑四千層の澱海へ
投通ずる場舎の試舞なども出して

こんど設躍された﹁検酎会﹂

いる︒

処理濾設等の区溺︶発生の見通

る形態別︵研究施設︑発町所︑再

の丙外動向の講査︑わが圃におけ

は︑醐体灘薫物処理処分について

理処分をどうするかについての翼館附な方簾を襖討する蹄朋にきている︒こんど設躍された﹁検謝会﹂

化の時期を迎え︑原子刀発臨所等からかなりの澱の放射性四囲廃棄物の発生が見通され︑これらの処

は・こうした憎勢をふまえ︑内外鋤向の把握や︑わが国での処理処分のあり方と力法あるいは今後

ト﹁日本の原子力﹂九六九〜七

特集丹の覇行︑原子力パンフレノ

▽中郡地方中部五県の主襲都

る︒

総

O

（03）573−4235㈹

街﹂および謙子力映鶏﹁化学と放

勘根原子力発田所は︑昭和四十

栄進化学株式会社

封切の仏・学舎作映画﹁精英の

二十玉賠に原研主

﹁工業における大蒲鰍放射綴源の 各概のシンポジウム︑︸般講演︑

工雛が進められている︒藪たすで

九鰭運開の予定で︑いまその醸備

竃

東京都港区東新橋1−2−13（川岸ビル）

来たる十月二十⊥ハ日は﹁原子力

蔑知漿︑三璽螺遊中心に﹁展示

▽関西地方

会﹂が開かれる︒

﹁講齪と映画の会しや展示会ある

特別講演︑などで活発な質疑応答

が原子力饗宴会の安金魯蒼にかけ

査で安全が確隙されれば︑中副電

非破壊検査機材メーカー

の田﹂である︒この﹁日﹂は︑原

ている︒

からの作文募集は︑﹁私は家蝿で

Qしの作成・配布などが計圃きれ 市で隙子力映画上映があるはか︑

が国で原子力による彿発櫨に成功

▽北海道地方

地方行簾は次の至り︒

研の動力試験炉︵JPD鶏︶がわ射銀﹂が上映される予溝︒高校生

す﹂をテーマとしたもので︑来年

原子力平和利罵についてこう籍

こ映画の会があるほか︑﹁︐放蜘線

欝の﹁あすをひらく原子力﹂購演

二圃﹁原子力産桑

その他︑北陸︑申圃︑四千︑九

展﹂が麗かれる︒

術センターで鋤

十四︹口からヨ十臼まで大阪科学及

寸九臼︶が醗かれる︒このほか二

臼︶︑﹁放鼠算医療購籔会﹂︵二

シンポジウム﹂︵二十七︑二十八

一月十五日が締切り︒優秀三編に 会﹂が札幌市を会心に開かれる︒
▽東北地方

︵日本郵珊・黒川正興民︶など二

市で購謎1﹁海運国田本の将来﹂

獅P6艮各地で多彩な行事

準備進む﹁原子力の日﹂

翼状と臓金︑所属校に理科教材蟹

二十五日に︑瀞森

﹁講演と映画の

興日︒今隼はその第六回目を迎え

したのを中心とした原子力界の祭

るが︑今園もまた︑東京で催され
る中果行騰を中心に︑各地で多彩
な行獲が訓幽されている︒
まず中徳行郷では︑十月二十一二

日午後六時から︑東京・虎ノ門の
久保ホールで﹁講演と映画の会﹂
が開かれるほか︑第二回﹁隔校盈

が君門されるほか︑入選者二十名

一般公開︵十月二十六日︑於眉撚 が原子力施設兇学会に蝦待され

作文募菓﹂︑原子力船﹁むつ﹂の

か︑仙台市で特別購演会および懇

いはナレビ教墨︑ラジオ対談など

利爾に騰するシンポジウム﹂に提

島根発電所敷地の
補償交渉が合意に

分が完了したことで︑数地に関す

られている︒岡臼補償交渉の大部

力では来年二月にも着工したい慧

ーーY一

向である︒

ど了解に塗した︒

冷却水放水路︑放水口の区域で︑

岡日伽津漁業組合との間で舐禽い

村のあるスポーツチ⁝ムのリ

与える始末Vこれを聞いた東海

ポロリとラグビーなみの傳点を

りからはアゴを出し︑ポロリ︑

不足のチームは︑二試合厨あた

が擬勝Vグランドがなくて三脚

の予想どうり今一も原電ナーム

試合に入ったが︑ゲームは大方

して下さい﹂とあいさつ︑早速

は怠れ︑今日一日を楽しく過ご

宗務局長が﹁周頃の仕鵬のこと

ションの中で開かれたV森原産

鞍懸 礪

のとして残されていたのは︑二次

金額的に大筆な部分を占めるも

部分についての補償交渉はこのほ

所︵出力四＋六万KW︶敷地の犬 る悶題は瞭を越し︑あとは安全審

印国羅力最初の島根原子力発躍

に日立製作所との聖旨研究の結果

が行なわれた・

医学会議開く

国際放射線

についての報告と驚歎を行なった

量測定などの諭文〜二十五編を薄蕪

フト︑璽禽︑WPC︑加速器︑線

出された︑化学含成︑加工︑グラ

＝玉＝＝＝一﹁監灘；一一二＝聾﹂暑＝幽＝二一1＝二二＝鱒玉＝一一一一＝1一一一＝＝一隻＝＝隔＝冒藝﹂鷲篭＝窟覧＝一＝一＝﹁馳﹂一一一ニニ一葦一一一r一

中心とした駕後一週閥程の闘に︑

なお中央行黙ではこのほか︑週

談会が開かれる︒新潟市では色十

が計画されている︒

件1と原子力陰癬士映があるほ 州の各地方でも︑十二一十六日を
儒誌や月田熊掌着を紺象とした原

田に﹁講演と映画の会﹂があるほ

る︒

れる︒﹁講演と映画の会﹂では︑

子力施設児学会︑認念ポスターの

第二工揚︶︑科学技術餌の無料公

今後必露な技術開発箸について検

彫田純之助氏︑芳村無理さんらに

關︵十月二十六日︶などが行なわ

甜を進めようというもの︒

か︑二十六際から十一月三日浅で

し︑地中埋殴か海洋投石かなど処

る︒これは残影簡便な処分法とし

スしおよび﹁原子カグラフ﹂記念

作成・配布﹁国管フォト・ニムー

輸送・投繁技術︵主査︒佐々木秋

﹁原子力平和利用展﹂が園かれ

パネル討着工が開かれるほか︑朱

駐日の初会倉では︑鰹長に福田

後の進め方についてけ︑総括グル

生氏︶︑処分技術︵主査︒坂驚昇

節雄民︵至険大教獲︶を選出︑今

ープ︵座長・福田節雄氏︶の下に︑

吉馬︶︑システム検寵︵走遭・左

辮1＝＝輯＝胴蚤＝一＝一二﹁重網一＝隔＝篇暫至︻嘉＝輔＝五＝曽＝

よる﹁未来と原特認﹂についての

理処分のあり方や方法あるいは︑

てとくに米国やカナダで広く採用

が︑将釆︑必嚢によっては隙子力婁員会専門部会の設躍も蕩えられている︒
粟することが法令で認められ︑国

されているが︑わが圃では昭涌ご

行なう必塑のある研究即発等について検劃しようというもの︒今焦度内には〜砿の蔽論をうる方釧だ

放尉牲廃頚物の処硬処分につい

外へその廃翼物︵箪百四十臆︑ド

内では放同協が過宏十数圓爺︑京溝

十五年の法改正で全碁笥に禁止さ

ては︑国際的な規制協定はないが

言本︶を投簗してい

国内では原子炉等規制法や放射
ラム衝約千

これらに麗連して︑原子力安全
調査︵主趨・豊田正齪氏︶︑筋処

合正雄氏︶の六つの分科会を設

る︒団際的には︑一昨館翼に罎N れ︑現在に至っている︒

研號協会では︑愈愈安全の上で鰻

理技術︵憲査・石原健彦氏︶︑職

EA加盟五力困による八千臆︑一
万︸千ゾの東部犬西洋への投鍛の
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∂

一木材加 工塗料に関む一﹂

国の放射線塵業風罵の礪発を露

用調査団の一員として参旨して
糞た感想を思いつく謹まに述べ
る︒筆麿は赫認のうちシンポジ

歩が著しく︑各国ともこの分野

比べて比較的低調であり︑工業

の有望なプロセスの醗発がみう

はみるべきものがあり︑とくに

落体を遡じて感心した雰常に
いこと︑などである︒この証拠

済牲に欠けること︑衛嚇勉に弱

に関心の轟いことがわかった︒

感が豪ぬがれなかった︒もちろ

化のための基礎段階のような

みるべきものがあった︒

に参加したが︑調査団とは別

もちろんこの他にもテロメリ

欧州諸国の放射

に︑一足先に帰圏をしたので全

としては︑一つは︑すでに工業

ゼーション︑要素化学から多く

ウムと欧州五ヵ園の調査の一部

体的な掘握に欠けることを申し

する発表が皆無であり︑エチレ

化されたポリエチレン架橋に関

ン墾田に関するパイロソトブラ

けられ︑この方面での工業化の

まずミュンヘンにおける八月

添える︒

†八日から二十二日談でのシン

戒功も期待される︒以上が大ざ

力に比べて大ぎな努力をはらっ

地の賑齢を通じて行なうこと
ている研究の発表もみられなか

ントによる相当試製に行なわれ

懲だが︑臼本の放射線化学の開

っぱな今回のシンポジウムの懲 デンマークにおけるそれは︑園

ポジウムでは︑四十九件の講文

のような出方の反面︑各自とも

ったという点であるQしかしこ

が九つのセノションにわかれて
発表されたが︑ここには徴界二

十七ヵ濁から約二百入の研究

電気銅・電気亜鉛

っ級冨ではない︒

私生濡では︑バリと違った聡朴

十八の分析塞で麓園されでいる

と感謝するとともに︑わが子と同

五係からなる総員薦五十名の大世

特殊分析係では︑工場で使用さ

な人偶味で多くのシェルブールの

燈澱法は颪数十法あり︑きらに試

の黒蓋を終えた︒

料綴成あるいは濃度などによって

慣︑および生直論式を理解する多

黙に可愛がり︑フランス風欝︑習

と非常に多くの分無法が用いられ
くの機会を与托て下さったシェル

分離︑稀駅など繭処型を潴昧する

ている︒馬鮫的年齢罵の若い作業

ジュラルダン馬は忘れることので

マロニ エ の 芽 が ふ き 出 し ︑ 公 懸

欝である︒工程管理分析係は︑圏

れている硝酸︑？BP︑ドデカン

灘ないフランス入である︒

ブールのルレディエ夫人︑パリの

に偽とりどりの花が植え娘めら
工程金械にわたって

動分析装躍の舞入の困難な再処理

うとともに︑近薙聴に滋罵されて

など劃原料物質の受入分析を行な

甑鋸︐奪畿

ものがあり︑ラ︒アーグ再帰哩工

の職長︑班長の活蹴は闘をみはる

れ︑長いヨーロソバの冬にも劉れ

三函数十件を二十四疇閥作黎で処

蹴鱗謙

員は実によく鋤き︑聴にゆ曝職員

を鑑げようとする四月上旬に︑第

理し︑工掘中藥務範囲の最も広く︑

いる籍粥核分裂生成物の利罵に結

ラ・ア〜グ工堀分折

・

硫化鉄鉱・金

馨て

る文鷲で紹介されているので省陥

するだけではなく︑常に工得運転

かを検治し︑単に分析結果を報告

状態昂藍玉して工秤運紙係艮と一

る︒

バティニ氏をヘッドとする分析
致協力して鍛良操業輪作の維持に一

し︑分騨析繋務についてだけのべ

課け漁猫︑工程管理分析︑幽幽籔
努力している︒このように多忙な

旗・

業覇にもかかわらず︑他方では分
析法の開発研究も臨められ︑本藻
玉月に分析樽雌作業法が全面晦に
改訂され︑山御杖i瓢㎝法申四十法が噺

分析肱に置きかえられた︒溺醗分
析係では︑還紙上はもちろんのこ
と︑経済上の要講︑プルトニウム

覧蓼

@磁

欝 爵♂

へ弱かった︒映画﹁シェルブール

二の訓練所ラ・ア⁝グ再処理工揚

る︒タイムスケジュールに従って

豪た鰻多人員数八十五の係であ

びつくとも考えられる分離窟観法

トラを用い︑各糧使用済燃料体に

の多いこの地の第

横無尽に張りめぐらされた気送管

対する鍛適言嵐条件を礎立するた

このほかに︑ミニ・ミキサ・セ

天に懲纏れたが︑その後はほとん

によリサンプルが所定の擶所に送

係がある︒この試験闘発係を除く

めの異験愚行なっている試験開発

華灘

ているほかに︑繰員全力を挙げて

高純臓金属プルト媒ウムも︵九
九︒九九九九％︶の分析法の研究
関発に取り粗んでいる︒

CEA分析課に分析工作窒があ
り︑数名 の 熟 融 覆 が 働 爆 ︑ 必 要 な
実験羅貝鎧躍が口頭注文で迅遮︑

高覇度で 製 作 さ れ て い た ︒ グ ロ ⁝

連
嚥

一曳ぜ

の粥引しで知られている非常に雨

の検罰も行なわれている︒

分析作業の実情

日目は剛三つ

分析蜜閤︑あるいは分析察内に縦

分折作業鍛がサンプリングし︑各

ど毎日のように霧を伴った雨が吹

られ︑分析される︒分析結果門跡

上身三思︑十八分折蜜で三カ月闘

き荒れる謄の連続であった︒再処

る︒一方分析結果がその試料に対

は工程へ気送方式によって送られ

は本紙四〇二弩に中鵬氏が畢麗な

理工揚︑およびその周辺について

日当たり双

なく︑工揚からイギリス溝峡に浮

な点にも濫顛が払われている︒

ローブ・ボノクスの改長など地味

るほか︑糟慶を上界させるためグ

懸の膚象製作による能唐事をはか

かけて質騒分析用デ⁝タ処輝訓算

析するとともに︑一妬半の長期に

槽器︑波認分折器などを用いて分

るので︑質蹴分析器︑発光分光分

窪い正確さと精度が要求さ抗てい

ードバンクなどのため︑きわめて

の騨界撃鹸防辻︑漸々鱒へのフィ

寒

氏

辻

ブ︒ボノク ス ︑ イ ン ナ ー ・ ボ ノ ク
ス内で使用されている装置の材料
はアクリル樹脂八○％︑短化ビニ

このよ う に ︑ ほ と ん ど 樹 脂 材 腿

ル一五％︑テフロン五％である︒

腸胴部分析螺

三

業
産

力
で製作されているのは︑たとえ換
気されているとはいえ気密度の高
いこれらのボソクス鞭て黙黙の各

薬︑あるいはガスを必要とする分

糧酸化︑還元︑酸︑アルカリ性

かもしれないが︑数十禽のポソク

析操作の惣門としては当然のこと

スにこの方式を徹践させるために
は旛設︑入材などが発備されてこ
そ可能ではなかろうか︒

驚

雄

信
鋤燃棄町回業回

凋分析︑特露分折︑試験腿発係の

圏をみはる申堅職翼の溝躍

かぶイギリス領の瀟々が見える晒

ラ・アーグヘ

轟轟廿種の定量法で

（4）
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愚

経済性は軽水炉なみ
にこの方式を藻賛することによっ

順調なら来年敦賀で着工
原子力婁員会の新璽紙擁炉評価検討専門部会︵下弓畏・二藍節雄成嘆学教授︶は︑十月十ミ日︑
て︑講料の荷止利用︑濃縮ウラン
の節約をはかることができる︑と

﹁鋤力炉・核螺料開発勘︑乗団が開発している新型紙換炉の建設は︑エネルギー安定供給︑核燃料サイ
クル︑経済性の面からも妥騒である﹂との績論をまとめ︑同日ζの冒を隊子刀婁貴会に答甲した︒岡
述へている︒

八銭︑微三塁ウランを用いるとさ

対し︑一円九十五銭から二円＝†

の発醗原価である二円二十三銭に

経済性の画からみると︑軽水炉

騨門部会は︑今年六月に設薦されて以釆︑第一︑第二の両分科会にわかれ︑①経済性の兇通しおよ
び海外で開発中の盛水炉との毘賦②エネルギーの縦走洪給に醤与する畿合回原型炉建設に接する動燃
甥榮団の開発翻画の技徳的蜀地からみた妥当性④自正技術による開発の効果を中心に検酎を進めてい
たもの︒

要な盤の取替え燃料をつくること

ができる︒このことから︑A①R らに十餓から二十銭安くなるとい

周報告瀞は︑ATR原型炉建設 炉型の選定にあたっては︑①天
は天然ウランのみ愚補給すること

争相手としての効果があるなどの

諸点も︑A﹃eR建設を妥豪とした

なお︑岡報告艦は︑附帯調達と

理由の一つである︒

ニゆロヨじのサきさのコぎこのり

リニロロぎニここサ

ごりり

山義夫︑②﹁第㍉

いて東大・桧一

考え方しにつ副

グについての噸

のモニタリン

ら五蟹で①﹁難事驚乾

るQその後は引続き午後二賭か酬

それぞれ講藏︑討論が行なわれパ

て気象庁気象研の杉浦吉雄鏡が㌔

﹁海洋の拡敵希釈過程﹂につい漕

謹畢力感箋協会は・士
籍公衆衛饒の寮蔑働
噛月五日︑東京・千代田区大手町
の気象庁講懲で第四回﹁原子力

このシンポジウムは︑岡協会

して︑A肥Rの実嗣化を円漕に違 ．施設と沿岸海洋シンポジウムし
か開く・
成するために︑①原型炉に引き鏡
く実罵炉を機を失しないように実

原子力施設と沿

岸海洋シンポが

十︻月五日︑気象庁で

考え方しについて都立大・左合

三者監視評緬の機関についての

正雄の両民による講演と討論が踊

岡闘は・午潮＋暁から午後一

蒔まで①﹁放医研東海支所臨海

行なわれるほか︑総括難論が行漣

帳入揚無料︑来聴歓迎︼︸

マギー社とカナダのエリオソトレ

長で構成︶は︑現在︑米国のカー

カーマギー推進会議︵岡各社社

みられている︒

藤晧

昇鉱山︶︑近

欝梛茂久︵三井金属鉱

典︵摘要鉱業︶︑消水俊二︵関

目鉱業︶︑死語文雄︵躍撃連︶︑

厨途僧立てるための第二期探鉱へ

ており︑今月末には︑企図化への

力ーマギー委員会︵纒三九社と

カーマギー委異会

科会を発足

企業形態分

︵東躍︶川上幸一︵原産︶︒

に契約︵機羅の国士化率は約九〇

の廼設に唖蝉する︒その後の工離

％︶来年二月から本格的な発電所

原子炉糞溜の据付けを開始し︑四

計醐としては︑四十七無五月から

十八年十月に燃料袋萄︑四十九年

である︒

六月から営業運転を開始する方針

庁︵CEGB︶︑南スコノトラン
ド躍力庁︵SSE8︶を訪聞して

力公祉︵UKA島A︶や中央躍力

日から十二月越β糞で︑英国鳳子

撒の難名で︑︻行は︑十︸月十八

課長︑石黒義秀嗣畏︑圏黒芳紀彌

ほか︑東海発熱門鑑修羅の和田忠

調査に砥遣されるのは今井浅の

になった︒

技術者四名を英圃に派遣すること

うため︑今井艮雄束海難雌所長ら

ノノクス型原子炉の澗査を行な

戯化腐食難題を起しているマグ

日本原子力発駕会社は︑近く︑

ス炉で調査団派遣

原電がマグノック

とになったもの︒

うために同分科会が設躍されるこ

祉設立などの可能性の倹㎡を行な

生じた揚合に備κ︑いまから新会

も︑企業規襖での探鉱の可鮨性が

ようなことから︑日本翻として

光林滋︵古河鉱業︶︑渡辺響亮 旙み切ることを決めていた︒この

田質︵日本鉱業︶︑高木義炎︵堅

蹴︶溝三助︵三菱金属鉱業︶︑篠 ーク地区で共同探鉱活勧を進め

一︵催友金属鉱山︶︑佐藤俊

㌔

卍実験揚﹂について科技庁放医研

なわれる蓬・

▽団展

㎡ける化学的諸問題﹂について攣

噺の佐倉誠遭殴②﹁灘洋放繊にお

嘱

とし沈極めて専門的なもの︒

％研究者を対象

hで︑技術者や

して瀾くもの

ひが鶏本原子力
・学会等と共催

でに別途検討すること︑②ATR

現するための方策を所要の時期ま

が実用化する賭潮までに︑低廉な
璽水の確保について︑海外の動向
をも勘案して方策を講ずるととも
に︑プルト鵡ウム燃料の成型加工

四十九集初秋頃臨界の予定︒建設

は来隼初夏頃に郭賀で慧工︑昭和

派趨されるもので︑フランス︑イ

ア︑ケニアなどの数力国を訪闘す

タリアのほかニジェール︑ソマリ

る予定︒

派遡期間は十一月二日から同二

業︶︑石原考二︵一

ATR開発プロジェクトを円滑に

についても別途検討すること︑③

すすめるため技術者の確保︑プロ
ジェクトの適切な運営麿理に一騒

の配霞が必襲であると述べてい
る︒

︻濾︼AτRの原型炉は︑璽水
減速沸騰軽水冷却型で︑燃料には
微濃縮ウランまたはプルトニウム
露化天然ウランが用いられる︒電

伴う金利負担の軽試が可鮨⑬輸嵐

このほか①プルトニウム薔績に 蚤力は二＋万KW︒順調にいけ

う︒

によって︑炉の運転が可能とな

いことの三点から評価した綴果︑

に対する適応性が大きい③外貨が

この﹁調査団﹂は︑ウラン資源

成︶は︑このほど︑﹁企業転転分

非鉄鉱山一社副社授︑常務で構

構旗は︑非鉄鉱山︑躍力側から

足させることになった︒

科会﹂︵主査・禦野泰久氏︶を発

▽顧問神山貞二︵動燃事業

それぞれ二〜一思社つつ姦回すると

西依祥一︵酒事連︶

鈴木善照︵同科鉱業︶

団員の氏磁と所属は次の通り︒

十七日までの二十六B閣︒

▽団畏

で取組む方針のもとに︑現地を調

団︶︑阿部最近︵瀬産・大阪局︶

▽副団畏

⁝多多ーン

搬島根発電炉は安全

4多一 ーーウ7︐

査し︑根互の考え方をただすため

E双−社の両握案に対し︑前向き

ス原子力庁︵CEA︶とイタリア

の共同探鉱・開発に関するフラン

蟹は総懸約三百七や億円︒

ルトニウムセルフサステイン方式

ど﹁アフリカ・ウラン資源調査

日本原子力産柴会識はこのほ

原産︑ウラン探鉱・開発で

アフリカへ調査団

︵PVSS方式︶といい︑A
節田
減R
できる④在来炉と経済上の競

る︒このような燃濃供給方式をプ

記化が灘難などが考えられ︑三水

冷却型は被機材の問題から犀瑚旧

の使罵が二一︑重水減趣炭酸ガス

黒鉛減速高目ガス炉は天然ウラン

然ウランをも使用しうること⑭早

安足一軸面から蕩えた禍合︑AT 期の異用化が可能であること③自

の妥当腔について︑エネルギーの

ユ開発の観腐からプループンでな

Rは︑ウラン所要無やウラン濃縮
分離一価灘の節減に六きく寄与す
るとともに島速増殖炉の実扇化が

ニウムの蓄積に伴う経済的負撮の

本格的となるまでの間は︑プルト

低減が可能である︒さらに蹴速増

この二型は︑プルトニウム黛化

と判断している︒

天然ウランを燃料として痩用し︑

減逮沸騰軽水冷却型が適当である

高書増殖炉へのプルトニウムの効

回収されるプルトニウムを天然ウ

焼方式小孫目することによって︑

果的な供給源となり︑ウラン所要

ランに付加することによって︑必

殖炉の異用化後は︑天然ウラン専

指揺している︒

強瓢を派閥することになった︒

一△A−−
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踊妻ﾈ原子力船

定係港の建設

田本原子力船開発馨業団は謬森
繋むつ市に原子力船路係溢を建設

七〇％︒ここには専務搬︑動力漂

中たが︑現在の進捗率は総合で約

力委貴会の原子炉安全専門審査会

月に中国蜷力から許可申舗︑原子

同炉の設罎については︑今年ゐ

原子炉安全審査会が答申
原子力委員会の原子炉笈瀬専門

理罷︶などが建設される予定で︑

および核燃料交換棟︵含施葉物処

藤田組が内装を含めた各車甦歴の

ヤ日︑巾国撃力画嚢猿子力発悪所

冨査会︵内田器量会長︶は十月一

田が納期︶︒係船峰甑はすでに完

四竃五十億円︒

詳細な調査を行なう︒

酸化懸盤についての技術的間題の

．聯緯
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三菱化工機株式会社

閥臨調，兵発亀所1号重用燃朴

三菱重工業株式会社
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三菱金属鉱業株式会社

酬

華嚢i藝翻鷺難勤

撫

崩榊

岡
繍

施工を行なっている︵十二月や五

工蟹田は総額約

そのほか初装荷燃料費七十七億円

が︑第五十二部会︵部会長・川崎
正之原研東海副所長︶を設けて並

の原子炉豊郷について︑﹁安全牲

は十分礫保できる﹂ことを溜め

がある︒

︐＝鴨

鍵難総懸懇縫蕪愛
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三菱商喜株式会社
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舞

成︑現在は津盛クレーンの組立て

作業が住友重機械工業によって追

同炉の設畷に伴う安全性は︑平常

行の審査を続けていたが︑同B︑

ンペレノトを髭さ約脳層のジルカ

なお岡炉の炉心は︑二酸化ウラ
した︒

同日この旨を原子力婁員長に答申

時はもちろん︑事故時でも十分に

められている︒今月宋には遼行部

甲国電力縄根際子力発耀所は︑

一〜十七日

コストグルー

原子力関係諜獲会議

原子鋤力研総会

午前原薩

プニ十九β午後腺唾

鰭露薩嚢懸三三

三菱原子病工業株式会社

三菱原子カグループは、二酸化ウラン粉宋から
燃料集合体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
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満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります
原子力第1船用拶…ギ4・

◇

サクストン原子力発電所用メ拝糾

あなたの三凝世灘のξ証

せ

，冥

う

、

鐸三菱PWR燃料の時代です／

撫㌔湿｛ド評菰、ン蟹、．診

規

等・

硫

．

勉

寒

薇

落

．

聯織架轟♂燕擁

》致襟留灘謡獄

二四

分の据付けを完ア︑旋圓鄙分の取
付けに移るが︑十二月中旬にはこ

たもの四百個が袋荷されることに

ロイ2製の被獲管に入れた燃料

中国殿力は同前昭勝の建設に関

七＋八ナ︒

なっている︒ウランの雄荷塩は約

棒を七×七格子集合体に岨匿わせ
れるもので︑熱娼力百三十八万♂

し一昨彰五月から瞬立と共同研究

に答申したもの︒

月から始められた曼変電設備の取

罵︵昭気出力閣十六万謎甥︶の

を進めているが︑近く同祉と正式

確保できると臨め︑原子力委蟹会

付けはこれから配線工瑠が行なわ

低濃縮ウラン軽水減員軽水冷卸沸

の関係の工事も㍑75了する予定︒九 島根県八束郡鹿踊町予習に建設さ

れるが︑十一月来には光了する︒

墨水型炉︸星が設澱される︒
︻写翼は核燃料交換練建屋工箏︼

冠
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得られるという放射線化学本来の目引へ
晒
努腿十三卑度の放射線利用統説を いている︒
の期待につながることに注賃したい︒
ウムー一露七の三一四︑ストロ
〜
わが国においても︑照射ポリエチレ
ンチウムー九〇の二三二︑トリ〜
ン︑発泡ポリエチレンスポンジ︑WPC 蟹 で刊行した︒これは放射線障害を使う堺業所が鍛も多く一一五 チウムの一七五︑アメリシウム 帆
﹀
⊥西一の＝九件である︒葬

どの分野で二十をこえる三毛体が工

S祉の発泡ポリエチレン・スポンジの技

業化を進めている︒

リエチレンの照射架橋︑輿化エチルの合

は︑当無工業化されている事例が︑ポ

術はアメリカに輸出されることが決定し

採算線にきた

藁規模プラントが窟力大手の化学工墾三

ガンマ線高題禽によるポリエチレンの魎

成などの隈られた分野であったことか

た︒放隠線化学の工業化に対する企業一

胡黒⁝ 放射線化学の利用は︑原子力平
川和利用の︸環といわれながら︑そ
︻展⁝の工業化は動力利用に比べてきわ

発された技術を墓礎に︑エチレンの

四通前に派遣された放射線化学調査団

宰い︑原研筒崎研で研究開発中のトリオ

齢購舞舞窺麟び

かる空費羅所竺六六の

⁝庁⁝

i一九八など牢記煉薬が中心と

なっている︒

d難灘欝

︸X瀧講韓誌梨お伸⁝

灘瀧難欝欝欝欝灘鰐

研究や中間規模試験を工業化に結合する
キサンの固相舞含によるポリオキシメチ

一丁

嚇舞暴転位黍饗難態では︑欝鐸け

社で三体化され︑うち一社はすでに本悩
ら︑放射線化学の工業化のためには︑ま

般の関心は豪た豪た低い現状であるが︑

鍛近の檎報によれは︑BRLで開 て企業化が進められている︒

的な盤産を始めたそうだ︒この方法によ

温固相簸舎のような特翼反応などの基礎

ずその芽となるような反応︑例えば︑低

し騰るのみならず︑耐熱性も照躬架橋ポ
ための放射線化学工業や線源工学などの

の原料︶の合成︑ポリ劇化ビニルのブタ

るなど︑放射線化学の葦船水準の軸上と

が期待される独自の研究開発が進められ

る︒隅繭研の存在が世界の薬王をあびて

統些で・袈器の難はコ・ク押
用名フト六八負→タ占ン誤
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覆化学︵一二七︶・燈︵六轟

なお︑蔑蘭企業の使用聡業所V

い

c科⁝

へ同は轟集縷懸的であ同

びその両者と発生装畷を佛用す

W櫻灘甥糠差論衡耀蜷蟹盤
の他四三件となっている︒これ

り〜3亀
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住所は犬阪市東区避修町三ノニ五

会︑取難役祇長は冨武三次郎氏︑

大日本製藥︵株︶ 原産に入

躍語Ω＝一亟二一一四㎝一

野一

ので︑高さ六十七・五屑︵うち地

三層の円簡型アニュラスシールド

下国分は十六・五耀︶︑職径三十

二号憾の格納容盟は今鋸一月上

われた︒

による耐籏︑漏洩の醐試験が行な

了︑十月一日から三臓闘︑通産雀

ピ⁝一部を添えて岡学．会撃務局 機︵PWR︑出力五十万．げ湿︶の
気圧をかけ︑その圧力に耐えられ
︵東京榔港区新島一一一ーや三束 梅納容器組立てが九ヵ月ぶりに完 るかどうかをみるもの︒
峨田館内︶へ申込めはよい︒

美浜二号機圧力
容器試験を実施
引継電力美浜漂子暴発慮所二号

ド・テイクの糟陣を強く打出し

ている︒一方後讃では︑爽SG

付き︑厚さ一二・五弩摺の炭素鋼で

HWRおよび加CANDU
の屑
作られている︒

洞原産懇講演集を頒布

坙{葭子力一業会議は・短日開発﹂

▽第二集i﹁水脚業と譲子酬い
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中に肩鎧圧力︵一平力特規当たり
︵ATR闘係︶あるいは︑米国
二・四五ゴ琴︶の丁こ五侶の空
英ドーンレイ炉︑仏ラプソディ

のフェルミ炉︑GETRおよび・零・鴇零︒●り
ー炉による講師廃藩材の照射試
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岬
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▽第五藥︻冒本卦の旦
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一経済棚究所所長・向坂正男酒

と攣刀聖﹂︵臼奎先蕊

▽第四集i﹁石油睡業の懸来い

岬の一望もあり︑その購一三録を
纏﹂

現在︑錯五星蒙で刊行してい

煽豪とめている︒
ゼ

締るが・ご論島きは譲の総
弊務課︵担当・鈴木︶まで︒

︵動力炉・核燃

︵関函徽力副壮長・煎藤博ψ

いを醐催しているが︑各方引から @▽第三集毒近の攣力漁

験や︑S廻βOR技術傭報の購〜走佛的に﹁原子力塵榮懇談会偏 欝欝●浜田正氏︶
入曾Bκ関係︶などがあるQ

機関との協刀無足に戯つくもの

情報が必要なのか︑康た︑それ

い子力開た假勢﹂
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放射線化学

るポリエチレンは︑在来の石油化学によ

などに数社が企業化しており︑そのうち

めて散発かつ緩慢であった︒これは放射

る触媒法に比べてコスト的にも十分対抗

う︒しかし巖近︑四年ぶりに米国の爽憎
リエチレンに比べてすぐれ︑今後高既ポ

ジエン共簸台による敬質などは工業化の

密封課源はヨードー一三一︑金い

配されるということにもよるものであろ

線化学の利用が各企業に固有な条件に支

を鯛査した放射線産業利用調査団の報告

中心に新しい目測をみせつつある日溜を

るとの見解を提畏していた︒アメリカを

レン︵エンジニアリング・プラスチノク

リエチレンはすべて放射三法に切蝕える

が磯実とすれば︑エチレン誘導体を二軸

方針を決定したとのことだ︒もし︑これ

段階に近づいており︑その長都来幽幽化

を背鰹に︑わが國の放鮒糠化学の研究濫

企業化の萌途に漸く明るさを加えてい

とする石癩化学工榮にとっては︑本胃的
な捜術日新であり︑その経済的技術的汲

告を与えるかは翼味深い︒

発や工業化の進め方に対しどのような勧

放射線化攣の工業化は︑放射線を化学

岡じようなことは︑キユアリングや繊

及効果は覆過し得ないものがある︒

露蠣講講⁝ ｱ膨鱗繰㎝

視察した今次調査幽が︑世界の㈱発動向

エンジニアリングに穏点をおくべきであ

によると︑この分野に従来と違った大企

今得關催された第九回磁本アイトソー

業の進鷹が碧しいという︒

イン隅士は米国の放射線化紫産業は奪間

プ会議で︑米国原子力婁貫会のバランタ

︸鯉ザの大台を越え︑年率二五〜五〇％

維のグラフト璽会︑WPCなどでもみら

いる折︑岡棚鋤所の研究開発が︑藪業

￠高い成長率で翔びていると報告して注
困されたが︑周委員会の報告によると︑
反応のエネルギ：として利用する聖哲に

〜

ｪ︶︑響銅︵六五︶︑罵機︵五轟

九︶︑紙パルプ︵四五︶︑窯業

@

を地域痢にみると︑東京の二六るものを含めて︑加速器を罵い
五を雛頭に︑神奈川一五三︑大る購巣所は一四二件︒

@

れる︒例えばキュアリングでは低エネル

@

へ阪一一九︑愛知八二︑福岡六
密封富源として澱も多く用い ︵瓢0︶︑石油︵二九︶︑電気 叩
○︑北海道五四︑広義五一 ︑千られているのはコバルトよハ○ ・ガス︵二八︶︑罪鉄金属︵二 占

@

米岡の放射線化学は①表面コーティング

の成果が円滑に工業化に移されていく

て設けたもの︒過蚕約乱建間の醸
子力平和利嗣研究闘発でとくに優
秀な成果をあげだ者を対象に︑論
文賞︑狡術騒︑奨励賞のほか︑劇
通として賞金およびジルコニウム

応募資格は岡学会会員︵買入ま

製メダルが贈られる︒

今圓の締切りは来舘一月や七理︒

たはグループ︶に限られてわり︑

応募希望者は所定園紙一通にコ

はないか﹂との溜見が出された︒

@

界︑学鼻の協力で効架的に逗められ︑そ

オン加速器や特殊塗料の關発が︑WPC 的方法では行ない鄭いプロセス︑あるい

い︒

ことに閥係各界の︸厨の糞力を遠山した

︵写典︶に傑給されている︒

﹁原子力学会賞﹂の

受賞候補者を募集
原子力学会
日本醸子力学会へ矢木鑑会憂︶

が︑第二回﹁原子力学会鎌﹂の受

この﹁原峯力学会賞﹂は︑昨

鎚候補薔を翼藥している︒

年︑陶学会が素立十周年を詔念し

豪た︑動刀炉開発の進捗状況に

動力炉開発委開く

重水確保などで審議
動燃

動刀炉・核燃料開発一業団は†

ついては鋤燃箏巣団の六山︑鵜木

事業団

ル会議室で第七回﹁動刀炉開発議

の義理禦から︑醐迷増殖炉および

月十六日︑策駅︒赤坂の三会堂ビ

員会﹂を開き︑働刀炉開尭業勝の

新型転黙黙闘発業務の翼下状況︑

転換炉︵A田R︶の騨価検討など 大型馳設の整備︑プロジェクト讐

進捗状翻︑三際日月の現状︑新型

理などについて︑それぞれ説明が

とコマーシャルベースによ．筍も

をプロジェクト管理で明確に

がいかに技術に反映されるか等
ィンランドニ十五万が︑デンマー W・今奪三水の漏洩騨故で一時運

@

漸次進んでいる︒これにより在来の化学

いは在来法でも碍られるが放射線を使用

は得録いメリットを有する生成物︑ある

婆

について署議検討した︒

を効果的に進めるためのものだ

これらはビング︒プロジェクト
り概略次のような薄明があった︒

本畠昭動燃聯業団贈爵瀬高部面か

的画題点あるいは︑どんな技術

が︑国除賜刀を歪軸とする技術

このうちとくに︑AりBRの評価あった︒融際協刀については︑黒
検討闘題については︑原︸刀婁員

雲際協刀は外園政尉の原子刀

のとがある︒蘭省では米AE

はならないことが明らかになり

C︑仏CEAとのものがあるし︑有働的な国際協刀を遜めね

﹁低廉な三水確保と︑プルト諜ウ

型炉臨界予罵の昭和四十九薙を闘

が︑指湯にバランスのとれた協

試を僅止したが七月ゆ句から描起

@

@

のキ准アリング②WPCの照購⑧ポリエ ギー高出力のキ凱アリング響胴の新型イ
チレン・フィルムの架橋④特殊共懸合体

では数落万キュ￥の大否騒コバルト線

する類規プロジェクトでは︑山塞

蓼雛■■■τ﹁冨蟹董塵冨陰翼霊腫■膠響屡屡闘醒置8翼9馴︐響暫暫瞳

源の開発が︑豪た繊維のグラフト露出で

の燃料集合体十本︵原研幽寂︑動

だけを派㍊するもよう︒またイタ

録ボー

馴奮屑8冒葺璽置翼冒■璽●圏■饗8■置●冒■翼躍■竃犀5喀1

成⑦ポリオクスの分解による精度調整な

醒

聯8腫置・蟹冒厚置目巳暫讐犀●脚■鐘■9●翼冒震望置

⑤繊維のグラフト蚤合⑥臭化エチルの合

口灘鵬躍幽8g圃聖鷲8翼膠■口鷹8墓霧馴﹂匿屡葡響置冒・6圃■賢雪塁露穆■置・翼圏暫盧薗暫

團∩▼ 二 ︑

四十 五 万 ド ル を 字 謎
国産燃料の安全性を研究
日本原子力研誹のハルデン婁員会︵委縫擾・申芽敏夫原研理
珊︶は︑このほど鯖九圓会禽を瞬き︑今後のスケジュール等を密
議した︒とくに第五次ハルデン・プロジェクトは一九七〇一七三

無の予竃で始謹るが︑原研は四十五乃がの分担金で圏麟料集金

なお︑現行のハルデンプロジ置

体の賓全性碩究に翫点をおくことがほぼ決定した︒

ハルデン・ プ ロ ジ ェ ク ト は ㎝ 九
クトの翻議長は三井田純一氏︵原

としてスター ト ︑ 三 ヵ 年 計 画 で 進

劉罫感知髪犠璽

五八無ノルウェー政府が中心とな
って︑燃料照 射 謝 画 と 炉 心 計 麓 の

められている ︒ 参 加 国 は 現 在 ノ ル

燃μ業団二本︶が禦射される予定

開驚に隠櫻を お い た 国 際 溺 力 計 彊

ウェー︑イタ リ ア ︑ 西 ド イ ツ ︑ ス

リアはトリウム燃料を撫射下る予
定と伝えられている︒

会専門部会の輪罰結累︵︸面塗
照︶に関良して動燃琳莱団から︑

途に所要の方策を錨ずる﹂と説明

COR 琵 一 班 で 勲 出 力 胸 二 十 五 M
ム熟料の威型舶工については︑原

があったのに対し︑﹁早急にそれ

十五刀ガ︑オランダ三十万が︑フ

動している︒とくに岡炉によって

クニ＋五万が︑オーストリア†五

@

一

聞

力
子

日

であるQ
同プロジェ々トの各区分山金は

ウェーデン︑ 巳 本 ︑ オ ラ ン ダ ︑ フ

2インランド︑デンマーク︑オース

@

万がと沃窪っている︒イギリス︑

罐軽水 冷 却 型 ︵ H B W R ︶ で 現 在

︻注︼ハルデン炉は軽水減逮沸

@

つつあるQ

スウェーデン國十五万が︑原研四

@

刀を虫張しており︑ギブ・アン

財団法人放：射線瞭射振興協会

原口研・：再処理廃棄物処理クループ

@

らの対策を立てる必婁があるので

日本原子力産業会議

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）

@

をお奨めいたします

放射性廃棄物至聖の運転経験

敬尉線照鮒の利用

米国の原子力発電所における

@@
@@
@@
@

@@
@@
@@

@

発生する蒸気は這くのパルプ工揚

卿

楓

0273−46−1211（原研内線一347）
群馬県高崎市綿貫町 日本原子力研究所内

原産・原動研事務局（TeL591−6ユ2ユ）

申込先

350円

財布実費

Ψピ礎

製品の改良・滅菌などに

旋放射性廃棄物処理に関する好個の手引書

一

V

スイスは不参加で︑米国は技術暫

轄

、

糠

懸鱗轟
蕪難灘
難梶

脚v

＝＝

@

@
@
@
@
@
@

口

ノルウェー二惚二十万が︑イタリ
月 トリア︑スイ ス ︑ イ ギ リ ス ︑ ア メ
︵U リカ︵鵬加盟︶の十一防国︒厨太 ア六十万が︑西ドイツ五十万が︑

避

帰

謹

（2）

言498号
第三種郵便物聰醜

新

手
産

原
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聞

業
産

力
子

原

URANEXを設立

約や分の紳を占めているので将来

軸する鍾湧．蟹荷している︒

鳳子力組柵施設の建設と想転態二

連轟轟周か凪冠な囲心構もつこと

もシビアである︒漣邦政府は原子

撫はA弛Cのものに紋べて五十搭

仏CEAが民間二院と

運囲か定臼が一九七〇年一月より

PCAのかかる熱雷な麗制に︑ 力開拍の分蜥で過鷲二十五年聞研

楓は︑いかなる州が望もうとも決

囲的としている︒これはもちろん
かかわらず︑さいきん原子力発靴

えられている絶対的な六諭樒にも

ても周塒に訴訟手写をとった︒

ファローにある池邦裁賢所に対し

開所設計の変更を余観なくされ︑

ば︑AECによって承轟された発蒸櫨をあげてきたQAECがもっ

った︒

る回賦鱗渠の提拐望することとな

一AEA第十三回総会で議決

醇士を栄区総長に唐戸し︵僅湖三

騒騒によると・このサイトはイス

着実な伸び

今園の数字について引漉し無翔

ミ千⁝ハ酉ジと裁わっていない︒

耀騰鰍趣

契難は・︑・︐妻千董

本瑠灘魏織難し雛粥難螺滋藤翻唖

強調し︑総会の讃議題に対する証

ウラン販売墾︑

た︒繊物質駄金についても同滋︒

聡弦は漿務周による研弼を櫃目し

考慮しないなど︶を主幸したが︑

三巴教い︵餓利︑必ずしも採鱗を

については騒灘発国は世銀融資で

＝⁝＝＝謬＝舞＝彌≡扁＝＝一＝旧＝＝三＝≡＝⁝誓＝＝＝営≡＝需＝＝︸脚三二帰＝一コ＝冊≡＝＝＝＝＝⁝榊＝一＝閏＝欝＝凹≡≡≡≡≡＝一

鼠C︶﹂を通じて︑原子力に関す する費圧馬引きつぐ予把︒簸葡の

は十分に理饒できる︒しかし︑各
して海し継ないものでのる︒﹂
屑ニカ無だれてしまうQそして︑
爾アフリカ︑カナダに次ぐ重肇な
タンブールから詞瞬十瞬にあ・Φマ
岬町は︑英厩のほゆ親会往のス
一原子力国際事
州は籍刷の状池下で必要とされる 建設寅・運職鍵の鹸副吏出は冠同
供給國になる姑通しである︒ウラ
ーモラ競闘という︒この置賜揺の
タソフの溺力で︑米圏︑カナダ︑
ン鉱の取引価格は現在金属ウラン ならば︑追加して環境節理を行な
力逆に上るであろう︒L
規幌は臨気出力約三十五万KWに
業会社が誕生
スイスの技輪についても塗ービス
換算で一詩三ないしヤニぜと大き
NSPは︑さらにミネソタ州当
う櫨醸を死するというのが︑知縢
決驚している︒炉鯉については天
米︑スイスの合弁で
を行なう︒こんどの薪会社は︑ヨ
形で取引きが行なわれる見通しで
の立覇であるL
局がAECの⁝九六七琿のモンテ
な隣惑がある︒だが将来は︷ハない
然ウラン・重水炉に関心が冨せら
米圏のハーンズ＆環一社︵B＆ ーロノパ讃国の顧魯に対するサー
ある︒従ってアフリカ請国も漸次
し八謎で濤漕く襖醸た︒仏として
NSPの起訴状の語躍は次のと ィセ撫発竃所建誠評醇に反薄しな
れている︒現在翻転開始は一九七
R︶とスイスのモーター・コロン ビス壱握供するが︑氷国企業が海
輸出はUHAN泡Xに依俘するは
こ国際斎揚の安定を灘んでいる︒ おりである︒コ九五四年鑓定の かったことも擢葡した︒
八年頃か図隙とされている︒
バス・コンサルティング︒エンジ 外で設舗黛手炎する揚禽︑晶質蟹
とになるとみられている︒仏の生 URAN温Xは仏の立揚を強化尿
NSPの主たる反刈理磯は﹁放
子力滅と最高広麗としての米囲
なお︑バーモノトは二社の國際
す
ニアリング祉︵MCCE︶は︑理
こを引愛けることもで畜る︒
魔力もウラン確認埋出典も世界の
一法の主躍から縦して︑A届Gは 射性物蹟の奴出と機縮の運転に際
る第一歩といえるたろう︒
的原子力プロジェクト全部を受け
のほど︑英圃のロンドンに本祉を
子会社ハーモノトはトルコの鰻
しての瀾凡とモニタリングについ
州で艇だしたいかなる反対規制に
つぐわけではない︒たとえばタイ
おく噺子会社﹁パーモノト・エンジ 初の原子力発電肌の建設に関する
︻パリ議長駐在鍛発︼仏C鶏A︵原子力庁︶はバーゼルで開かれた国際原子力産業証本箭︵NUC
て
の
及
術
的
麗
制
で
︑
P
C
A
の
伽
限
も
桐
W
わ
ら
ず
︑
原
チ
力
薙
雌
瞬
を
含
む
騒
銀盤の原驚刮画におけるB＆R
ニアリング・コンサルタンツ︵B B＆RとMCCEの共岡研究に対
の賀僅は引きつがない︒

放射能放出で裁判へ

ミネソタ州がAECに挑戦

ぬ騒X69︶でウラン繍田のための経済利厳グループ﹁URANEXしの設立を発饗し尾URAN
EXはC琶Aのほかペシネ・モク瓦器寓社︑CFMU︵仏ウラン鉱社︶で組織され︵鑓者各三分の一
つっ出壷︶︑理鵬罷にジャンク・マヒル氏︵CEA生産局長︶︑副理購長にミシェル︒ウダイユ翫

アフリカ賭個に参加を押し置ける

予算約一〇％拡大

備訓画の爽旛が賜れ︑増殖炉まで

ものではない︒しかしガボンのC 敷からの放射性物熱の放出に醗し

米国原子力法によりA皿Cに与 ある︒NSPは︑ミシガン州バソNSPがもし応じるとするなら究︑予舞︑人溜の各方面で大きな

の炉型も決まっていないので︑供

︵ペシネ︶が献任する︒

仏は国内︑ 海 外 の ウ ラ ン 鉱 を 田

給過剰の適量しである︒七四無の

膏蛋の従業鼠と千五薦台の霞動車

計されているが︑とりあえず千七

かかるデータ︑醐究︑罫門家の薔

圃的に探査︑ 開 発 し て そ の 努 力 が

ガラスの原子

PCAは嶺初九月十五臼蓋でに

報いられ一九 七 照 年 に は 金 属 ウ ラ

回答するよう聾請されていたが︑

で開かれた王AEA︵園際原子刀利嗣の実欄を述べ︑臓本が王AE

鼠午龍詰軍︑臼本国民の漂子力平

OMUF︵フランスビル・ウランて法随規制をミネソタ州が行なお

が収轡言鴇る︒

︻松塞駐在婦ウィーン発︼ウィ

ン換算で年照千三蕾ジのウラン鉱 仏需要は一 千ジと見目られている

力センター

相利用に鰐する態度の進化︑平炉

その後蕊十日の延朋が囲められ圃

ーンで九月二十三田から三十臼ま

答甥限はヤ月†五臼となった◎

このほどペンシルベニア州モンロ

年︶︑箏業予舞を約岬○％払大す

九月のジュネーブ非核国会議の結

米国ウエスチングハウス祉は︑

R︵アイール鉱添書︶︑中央アフ に側されることになった︒

ービルに呵牲の原子力センターを

ることを議決した︒総会で特に聞

過剰分黛将来の購要増に備えて

ので︑二千ジ余が過剰となる︒

建設すると発表し陀︒

慰になったのは①核濫発の平栄利

米AEC楓料郡が九月発表した㎝
ゆ

た全心知撫会融においては︑放蜘
ウラン鉱祉︶いずれにもCEAがSP︶はミネソタ汚染響理周︵PC

できているのできれいに周囲の言

の完成想像図︶Qビルはガラスで

翰幽栖

A︶によって溝められた放射性溌 性物質の放出に関してミネソタ州
資本参饗 し て い る ︒ 家 た U R A N

リカ共和国のU鷺BA︵バクナ・ ノーザン・ステイツ・パワ赴︵N

のハロルド︒ルヴァンダー知凄が

Aの査鎌に艦籍服していることを

ストソクしておいた方が安全だと

とった描置を全員⁝致で支持し︑

諭に遜いてNPT︵核防条約︶の
監纂 をIAEAが引受けるか

機麗︶第十三回融会はエクランド

千五衡沖︵七一年生産開始︑初難度

ストソクは掲価につく︒深たアフ

いう雪見もある︒しかしウランの

融融阪値を無働とするよう︑セン

EXはピエールラノト化学社と握 闇物中に含まれる放射性物質の放

吊＠理壌会の構成︵論難改正︶㊨

機関恕設けるかが焦点たったが︑

醸

は七衝五十ジ︶および中央アフリ

リカ諸国は歪急に墨絵！﹂開始して

飯開発国技徳援助︵誤解致金供萄

欝

カ共和磁五着ジである︒このほか

換金を希望している︒そこでCE 蛎して樫蒔的に六郵化ウランを愚

タ⁝は一九七〇銀代後半に完成の

色がうつる︒PW8を持つ同セン

一方︑訴訟芋続の颪後に開かれ

カナダ︑イラン︑インドネシアで

次④出鼠の決森然駕藻訳してA鰯

と鞍物質暴金の設立︶の三議㎏だ

︵写翼はそ

も探鉱を行な っ て い る ︒ こ れ に よ

Cにショソクを与えた︒

アフリカ諸圃は現地の工揚でウ

ト︒パウロにある連邦裁難所に罷

で︑すでに日本などと交渉を始め
轟しん︒

って仏のウラン講要は十分確保で

き︑石油の荊 例 の よ う に 不 足 す る

自走︒七角三十一臼に虐訂したこ

学技術庁政務次富︶は九月二十六

国連総会との注連を

運転許可は︑NSPが国下ミシ ﹁われわれは︑汚染讐理につい

のビルは虜鰯稜三万一千ア百卑方

が均てん

七一年以降各琿の増加は次のとお

コは餌PTは〃加盟した国たけ で︑これにより同薙の数燃は九千

うち千三颪ジが七〇炸引渡し分

あるか︑その金利ヤ工揚の詫腰叡

り︑王AEAの

とを議決した︒イタリアやメキシ

考慮して 工AEAが引受けるこに内訳をみてみると︑増加した

った︒臼本の平泉渉薫殺鼠表︵科 楠揚一致で
ては州別の区分などなく︑環雛羅

ているoURAN8Xはこうラ
いン
っ鉱懇焼結して海外に供給す

シソピi川臨に建設中のモンティ

拶︒将来の拡張も蕩艦に入れて設

という失敗を繰り返さないです
る︒しかし世界欝揚では焼結ウラ

孫に許する最少映の規制について

た輸繊の窓口を一本化することを

セロ原子力発電研に対了るもので

については具体剛な数解は示して

差別

p．
亀の
﹃脅
堵︒
．客● ＝28．等●卿 ㌔ワこ
ノ㌧ご亀．竃．︐．乳．．9〜．

いない︒しかし厨時に︑政縛企業と

歴覧f︸牲輌．ず零f♪．〜3監髄

して魎つかの特儀も認めている︒

りQ七一薙︑一万四齎ゾ︵三曲

米GGAが研究発嚢 大統韻の態蹴決定を待っている段
米AEC後葉によるガルフ・ゼ曜である︒現在関係暫の間で鰻も

にこの奴層企藁蟹田VAと似かよ 蕊だ︑この理壌会は気無以内に澱

管つるζとの可毒性及びその呉体

して特別畿門の設立曇主張してい

ゾ増︶︑七二銀︑
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銀を大鵜繍と議按に帳欝すること

側えは兀金の旭済については髭溺

たが︑縞局大勢に礪翻したわけ

A逸Cのウラン濃瀬工洋学蟹醐 の報紬繊ω内学について毬々歳繭

その運営については非鵠に大さな

が麗湧づけられている︒鄭ち︑A

灘は顯綱衡より運転ぬ金の搾り入

DLはこの心添企漿の設立によっ になること及び激辛開姶から二年

に対する政鎌を根本陶に改め新し

イト・ハウスがADLに検認を依をもκせることを考えているが︑

ので濃崩ウランの勉搭恕籔くして

葱恵沢走機轟についても姿鐵会

して考えているかは酎蟻および所

ベースで彷なつことをいかに取壊

理欽
雛館の設直は認めている︒
ADLもA露CやJCA撮め
との國

ある嵐晃を述べているといえる︒

元金の旭療虐汀なうのはもち舗で

三十四欝欝に増加するということ

ゾ︵六颪ゾ増︶︑七六年︑一一千一嵩

になるから好聡しくないと

に研究開晃織を加えたものとして

持つζとを勧めている︒濃艶料金

先進工業国をも含む︶の関係をど

三力圏で西樫やイタリアのような

いが先進工業国は全部含めるべき

で︑また地織配分をことにアジア

について公正に行なうことを主張

ずさらに聴別婆鎧会で検鋤を続け

しているQ縞局捻会では結論をえ

︵銀︶筑術援助雛ば接鍵盤蝕与

ることになった︒

の馳︸二十欝に︑い跳びれる︒

衡地ゆら一菌半撚れた花嵐眉の丘

効果を調翻する︒この発難所は衛

刀発熱瞬がその周囲におよぼす熱

スウェーデン当局はこの間に原子

間騰り下げられることになった︒

刀懸嘱所を建設する計画は靭﹁駕

ホルム郊外に薦血十刀KWの原子

︻パリ松本駐在風発︼ストック

原発建設計画を
約一年繰り下げ

ジは︑先圃の調査と岡じである︒

ナと︑七八無一八二年︑ミ千四翼

衝ゾ︵百ゾ増︶ゆ七七無の千六衝

るが︑掴露国︵現在轟轟カ国うち

についての澱定癒はこの政府企

本は理慣会が効果的な活動を行な

うするかで藤見が分れている︒臼

現庄の最齢二十逆にエスカレーシ

コンを揃えたものの樺内に入るよ

いる︒

う．汀政細鱗することを示慶して

うためには鰹禦圃は少ない方がよ

ては凶内及び園外の濃緬ウラン鰭

要者に不当な影響を与えないよう

業が爾するが︑その決定に妾たっ

唱を認めてA強Cと特別な関係を 先進工業圓九︶と選挙圏︵現在や

発欝病会を設畷するとか役蟹の熱

いる︒豪た︑AECと倉周研究開では除鋼的に意見の一致をみてい

ゾ︵五百ジ増︶︑七五年︑六千葛

ジ︵六百魏魏︶︑七瀬年八千四葛

︵二醤ゾ増︶︑七一一﹁薙︑ 一︸難山ハ︸臼

万こ千四颪ゾ

監察 では 無ど頁ゾ上回る四千七冨ゾである︒

四蔵ゾとなった︒六九年はちょう

伸したのはω三聖揚の甲のニ工鋤

臨烹性を与えることを鍵浴してい

れを行なうことを認めている︒誤

︵二︶理蟹会の構成稿赫成国難
ケースについて市揚条件がそれぞ

く企業ベースによるウラン濃．禰を

制壱漣け一人制恕王属している︒

からも明らかである︒以がからの

得説の支払いを主張していること

る藩実であるが︑政冊企飛設立の

することを決めてお

を民雛に移管した翠雲︑②三賞

る︒綴錦疋巣と回しような飾縫僧

て過蟹二十五年閥にわたるウラン

配卸金の納り入れ額は年間生麗搬

った組灘としAECと鱗執な闘係
緬工揚の全部又は一叢を鏡心に移

ネラル︒アトミノク社︵GGA︶ 有理とみられているのは奴暦企柔

揚盆都を罠冨に移寄した両罰︑③

麗し︑採血の決定醜等もこの早寒

濃硝及びそれに関連する研躍剛晃

されるものとみられている︒ホワ

案であるが︑共和冤の大統融が蚊

三浦紛蟹政肘盆藥に移濾しだ場禽

企兼に与えることを主聴している

題もいよいよ大酷蟹迎えニクソン

の﹁放射線による下水処理に溶す

府企業の新設．￠決めることは冤の

④現状僧腱縛した冷語︑の掘つの

処理は不経済

る研究﹂繕渠がこのほど藁蓑され

俵統に反すると考える首もいる根

︑桝曲でないとの繕論をえた︒

み水﹄40よぴ下水沈澱物の処理は経 齪でそのためか予想よりも決定が

ようであるので大統領の態慶が決

おく拳段として受付硬葉楽を考え

の政廟愈業楽に対する慧見に大渚

たたし︑議盆が奴測濾出垂設立す

ADLが政層盆業の運営恕企条にすへきであるとして︷定樹圓は

気団しょうとしているのである︒

酸化させ⇔Gとは︑経済的に引合 D︒リトル︵ADL︶祉に磯縮⊥
な関心が憲せられている訳である

る田津必逐汀するκめの長期草画

鼠も補力であるのでADL綴告盛いるといえるQ

っκ︒現在のところ政触企莱渠が ている人賦とは立鍋か豊洲漣って

れどのようになるかという点であ

米大統領の態魔決定待ち

濃縮工場の移管問題

逢れている︒しかし︑AEC内部
主催の﹇︑藤業における撫工工程へ

とみられている︒大統領の発表と

豪れば瓢態は憲瘤に進展するもの

この研究は今年八月のIAEA
では銑に法案の準備も進んでいる
の放射線無線源と捌逮器の利用﹂

岡時に経噺門閥姜貴会のパオル・

シンポジウムで一部が発護され︑

とくに放射線の艘菌︑汚水の箱機

マクラノケン氏等の声明もありホ

の雛鋼も朋らかにさ

ワイト・ハウス内諾でのこの問題
に落する横

混腫物の除芸︑生体退化における

れるだろう︒

変化︑および沈澱初の処理・脱水

この細論は①放射線により汚水

への利腕について評価している︒

織と運営方抵については播磁の

が︑その甲でも特に奴懸造業の磁

ホワイト・ハウスがアーサー・

したことは疑によく知られてい

揚移響に属する闘膿の検測侶依駅

に禽いれている有機混合物を迎接

媒体として使嗣することに比へ︑

わない︑偉放射線ρ沈澱物ろ過の

法集が議会に上露された働食にこ

︵簡駈蚊搬も含費︶を決定するた 仙入金に齎する利改の支払い及び
ナり経済的に褥られる︒

化学的処理の方が同程度の絃果を

だ︒

た︒これによると︑放射線による

を現在の二十五から三十一ないし

放射線で汚水

ン鉱ではなく漸次六磁化ウランの

む︒むしろ第 五 次 近 代 化 お よ び 設

英国のテイラー・ウッドロウ社が殴蟹醐発したドCV用ワイア
巻取リシステム︒

灘鍵

亀．．τ9．

Aとしても輸田壱決意したもの 論できる体制になる︒

萱ゾ︑ガボン七首ジ︑ニジ源ール

生産力をもつ︒内訳は国内千六
うとしたため︑連邦燐覇所の公判
鉱社︶︑ エ ジ ェ ー ル の S O M A 工
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産

離欝欝戴ズ鐙⑳癒束海爆塗
って同じ燃料サイクル︒コストを

駈り瓢十五が安く︑恐縮容厭聡叡

出力百万KWで二千五貰万ザの節

が︑H里G8は次期ガス商業圏と

いずこでもよい一致を示してい
ネルギー経済戦略という観点から

評価を試みたい︒その員的は︑エ

潔

有軽水炉やAGRに比してKW嶺

トは︑今後の開発を考慮すれば現

昨年＋用二＋百〜二＋蚕︑〒リノヒで王AEA面懸よる﹇AGR．高温ガス炉シンポジウ保持することができる︒建設コス
ムしが開催され︑その最終日に褒題の酎講会が搏たれた︒きわめて概揺的ではあるが︑個々の発蓑論

文からは組み立てにくい大筋が経験懸かなメンバーの題で多角約に交わされている︒最近わが国で

助に

は︑縄黙を取り隠し奔るという瀦点かち醐温ガス炉︵HTGR︶が注饅されている折から︑この炉型
の資源舗的特長︑ハード面的強弱を晃ることはソフト開発のポテンシャルを摺擁する上からも
ちろん初鰹には開発蟹が組み込豪

約になろうと恭唆されている︒も

も零墨され︑高速中性子の高線瓢

れるので︑若干高くはなろう︒だ
クルによるガスタービン結合方式
してきわめて庸望だ︒

ヘリウム資源が確認されている︒

る︒蘭濃縮ウラン／トリウム・サ
各炉型を検討することと︑その技

率

㎜

職
匹
勘

溶

注

：

︵

脚

靴

温かス炉は︑各樋灘縮のウラン

ユ

購

0

照射試験が進行中とはいえ︑さら

ールスルーエ研究所の検講を基に

K・ピ・﹂・ビルツ︵独︶カ

への発展樗をもっている︒証た欧

る︒

に萬戦饒の丁子被膜法が遡豪れ

AG
程度の値段で設佑犬曳鷺気出力二

の三品相手ではなく︑より高比出
これは︑燃料加工の鐸済韓や処理
イクルでウラン鵬をリサイクルす

灘

痢では︑アメリカからの供給と同

なると懸われるので︑その要点を最近亙AEAから二三行された会識録から抜織し︑紙上継継の形に
まとめた︒

甲キー・ノート
B・E︒エルサム︵英︶

力︑繋累 を 発 生 す る 姫 乱 開 発 上 の
施設の隅発と岡じく大切である︒

徳的状況や予想の特色を掘握する

して︑掻種新型炉の技術的経済的

必然的な歴史的ステソプである︒

加算てH雪G8の翔騨は︑後に圏る燃料サイクル・コストは︑低濃

Rは灘蔽ガス冷昂炉︵H田GR︶三千万KWH田GRに伊給可能燃
な料サイクル・コストの評簡は

したがっ て ︑ す で に 都 市 近 鄭 に 陵

加わったが︑英米独でほとんど同

たりOD二〜○・

ルよのもKWH当

縮ウラン・ツイク

脳裾が生かされる︒たとえば︑英
時に密撲な協力の下に進められて
三ノほど安いとい

鍛可能となったAG8の詰経験︑ 際的なドラゴン︒プロジェクトが

園で醗近発注のハートルプ：ル発

うのが 秀 の 自 粛

ヘリウム工学上の問麗は現精技
クルは︑鱈灘縮均

これら二つのサイ

多ミ

う

二

ミ

ミ

弓

ス︵一次冷却材︶への熱低磁上生
じる大きな温麗降下特性のため︑

他の炉型よりもかなり高温に耐洗

る燃料要素の圏発を必用とした
が︑これは被膜粒子の聞発で解決

ミニ多

二二ζ

力百万KW︑負荷率七〇％︑耐用 ン鵬︑プルトニウム／トリウム／

ことである︒若輩はすべて躍気出

らコメントと質問を受けることに

メントはこの程度にして︑会揚か

スにより正常運帳時よりも職速で

燃料紋子では千六頁度C豪での照

すい闘題と思う︒一方︑タービン

あろう︒しかし︑これは処理しや

アトミンク社でも一⁝千度Cまでの

ある︒

代りの炉15合鱗系をもにねぽなら

トラウジ

う︒

レニー︵ENEA︶

点にあろうが︑ガスタービンでは

圧力エンベロソプ内に画駄機構を

レニー︵巴NEA︶ 私は︑主

入を引き下し得る︒

よりもずっと下闇．匹卿心に空気混

その循環は︑悶搬サイクルの漏含
傑守の点

では︑ドラゴン炉は巌化韮轟飛膜

によりセシウムやストロンチウム

れ︑圃陥放射能がごく低く間題な

等の金属放射能の放出が制限さ

相手は重水炉

た突発的な一次系の圧力損失によ

較的大営な通馬が必襲であり︑豪

と︑少ない麗繋馬との闘のギャソ

たが︑ウラン消費嵐の尚い軽水炉

炉との比叙において論じられてき

シンポジウムでは︑ガス炉は軽水

レペスキー︵ベルギー︶

り圧力驚動が生じ︑回路への聖気

この

HTGRの競合

外気とわずかに接触している︒

際︑予鮎のシ暁フト・シールは︑

トラゥジァ︵米︶ そうだ︒実

う◎

る︒この揚合︑相異はないと思

もつ内蔵回懸について考えてい

損を見︑一時的に回路レベルが上

かったが︑高温実験では燃料の破

がった︒しかし︑その大部分は熱交

題三内にではなく膿鉛内にとどま

ったらしい︒この闘題は経済性に

かかわる大賜蕊なので︑その薄墨

う︒

嶽接サイク

上いっそうのデータが必要であろ

キヤソシラ︵仏︶

ル・ガスタービンの貫合につい

混入を引さ趨すおそれがある︒し

に握出された研究や炉璽甕賂で︑

プは添水炉でも埋められる︒ここ

て︒このシステムでは容器内に比

んがって冷却を保害するため硬炭

鎗水系の炉が考慮されていないの

を増すことは︑炉心に酸素を招来

することになる︒直接サイクル炉

ビルツ︵独4

は︑少々驚ろきだ︒

ここで比歌対象．民搏ち込むつもり

と岡等圧の閥狛段確にあるので︑

導水炉はガス炉

ルゴン︑穿鷲ないしは岡混三体の

のコスト評甑の際︑ヘリウム︑ア

愼久的な中和ふんい気薮含む二次

に変らず︑共に二虫構煙プ馬なる︒

共に弐然ウラン審の節靭上で競含

はHTGRに鍛勤近捜している︒

燃料の巻樽㌦．馬ついては︑輩水解

開発や

ガスター ばん臼玉の進んでいる野水炉がよ

はない︒比較運星としては︑いち

的な通路閉塞は︑考鐡されたこと

レニー︵εN窪A︶

があるか帯いたい︒

ビン・プラントをもつ？CVに必 いQ

これらのコ

ストは今後経験から確定されねば

嚢な通孔は︑ボイラー罵と基本附

薦洩率はガス炉の賛通論ω大きさ

が必喪であろう︒

購である︒その比肩には別な会議

えているが︑燃料設計と金属核分

キヤッシラ︵仏︶ いや異な

次系流体の正常狛翼に影細しない

おいて︑弧ASA−AEC宇竃核

のM・クライン所長は︑NEHV

推力輩務駈︵AEC・S暫PO︶

Aエンジンを煽ルし冗成させるた

含め飛行段に対して五二がの費用

めに六億が︑照圓の飛行テストを

がかかるものと維激している︒ク
気焔であったSNAP討國につい

璽に圓報告縛は︑暫くの両勝論

れている︒

うならば︑醤来の米国の宇欝岬発

ラム計霞と極めてよく一致してい

れた︒そして︑われわれのプログ

ロケノトの蚤︑︵盤を確儒させてく

ライン所長は︑﹁この級讐酪は核

﹁われわれは櫨々のエネルギー

ロバート︒C・シーマンス︑NA

・アグニュi︵議長︶︑簑箪長冨

特別詞．♂懸は︑副大統譲スピロ

る︒﹂と述へた︒

源︑とりわけ敏エンジンを使用す

る︒

ても耕たな希製を投げかけてい

勾雄危力機閃となるであろう︒

計幽においては核ロケノトが主た

アポロ計幽思購調査団の勧告に従

もし米大統傾と騒会がポスト・

ポスト・アポロ計画調査

核ロケット開発へ

験計鶴で︑この点が愚視されよ

ジ研究所の次期E力年燃料確性試 る︒問媛サイクルの際の源孔は一

究する必要があろう︒オークリソ

により竿燈される︒

スピンラッド︵議畏︶

ならない︒ドラゴン炉やどーチボ

トラウジア︵米︶

か︒

ル聞の麗係を追及する必要はない

保守︑運転コスト︑回路旗肘レベ

容レベルをどうやって決めるか︒

内のセシウムによるガンマ線の許

アにたずねる︒たとえば︽交換器

フラウアーズ︵英︶

ないので︑経済性の点から不利で

が︑五一十隼内にはガスタービン

燃料試験

二階方式に十分なものが完成し
ょう︒

レニー︵εNεA︶

について︒黒鉛プロノクは冷卸曙

混農と岡温度で箸温的なので︑試

る︒伝愚関係の再現性は︑盤外試

験で破認できるので主要な開題で

ガスタービン直
結方式の問題点

ニクソン大就領あて九月十七日

に提出された報告潜によれは︑

︵になるものと予見して

他の遠隔無難濡動において︑入

︶と地ゆ田由帰還軌逗周︑および が総懸必

﹁地球軌道と月軌編綴︑ほ地球軌 る一鞭大型かつ胤効潮の狙進機関

用了る四ループ方式をとればよ

岡報告爵によれば︑核ロケソト

いる︒﹂と報告甜で述べている︒

鶴は

力滋藤会︶における最近の惚岡に

るσJCA8︵上下岡院省線原子
る︒

はっきりしていないと述囎へてい

ン︒NE疏VA核エンジン開発群
九七八無であろうが︑値段の方は

ブリノジの各瓦で赫駄されてい

大統璃世羅鰹話リー・A・デ訊

峯腱となり︑推力を増す上で主蜜

SA長冨トーマス・0・ペイン︑

動するスターター・モーターで作

タービンか羅力網からの給電で駆

な役罰曾果すであろう︒﹂と緩告さ

推力段が完成するのは沸くとも一

動される︒減肚瞬故隠には冷却材

かかるロケノト推力域の

圧がごく低くなるので︑低密度が

ノテリー・バンクや化石燃麟ガス るための傷便用可能な核エンジ

腱︑宇宙船および儀欝欝・㌶雌撤す

ニループを常

裂生成物放出との関係をさらに研

HTG8の燃斜は確かに二十
トム炉は︑この点でよい縞果を与

フィンク︵独︶

ずかしかろう︒

褐ることよりもむ

隔に満足な燃羅を

ことは︑HτGR

の燃料を開発する

ウム冷却高速炉

礎化物燃料ナトリ

蟹成であるが

りープマン︵独ノ

案験が必要た︒

ば予備用冷超ループ一璽といった

一櫨のプラントの現生は︑たとえ

射試験で良い性能を示している︒

五十度Cで︑篇温隈に設計された ガスタービン系を團転ずる必要が

る︒試験の異常条件は最大千二衝

され沈︒この燃料形態やPCV設
計は他の二型にも応用できるので
はなかろうか︒またシンポジウム
で化学プロセスへの熱愛層にふれ
たスピーカーもあったが︑化学反
応による炎は高熟を発生し︑しか
も原子炉かりの発生熱のように襖

で︑私はここ遂分それほどブ撫セ

雑な当選回路を必要としないの

ス・ヒートへの利用儒者にはなれ
ない︒

また高温ガス炉の極例は原子力

多

過渡的研究を行なったが︑さらに

ロケノトであり︑煽動ガスは水素 燈闘照射では千八百猛Cの経験が
めるが︑ドラゴン炉やゼネラル・
で熟力学飽にすぐれており︑安全

上に少々難点があるとしても︑将
来の会議ではその運転径験が比較

φ

のために鵜用と思われる︒私の謙

ミう多多多多ミ

贋できそうである︒つまり︑蟻濃

物燃料ナトリウム冷却高速娩ない
しはヘリウムガス・タービン結含
ヘリウム冷却蜘殖炉と岡一の経暗

である︒ガス冷却増殖炉について

熱交換器用徳環器の定言（ドラゴン炉

い︒コンブレソサーは︑緊急用バ

バースト︵英︶

いて︑何をコメントするか︒

性をもつことを兇出している︒

は燃料開発が大切で︑より尚い冷

なお望まれ
る燃料開発
大まかなコ
メントとして︑燃料設剖と安全性

それは︑セ

私はガス炉の三門旗 ける挙幼研究が大切であろう︒

8︒1︒スピンラツド︵猛Aεの追及︑とくに燃料の傾国蒔にお
A︑議畏︶

トラウジアハ米︶

糊 べたい︑まずHTGRは︑流勧ガ
ント︒ブレイン炉にもあてはま

ではないが︑議長として二︑三述

一慕十年絶え間ない開発が続こう

一AEシ
Aンポジウムから

縮ウランで初め嫁働する炉は︑ウ

／プルトニウム︑ウラン麟︑ウラ

熱効灘が轟いことは冷却水の諸条

ストがより安くなるので︑AGR都市近郊設護の可能盤を意味し︑

の経済性をもつこと︑ヘリウムガ

冷却酸化物燃料三二癖とは同程度

︵トリウム高温炉︶とナトリウム ーブはドラゴン炉等で照射でき

は︑蒸気タービン統舎PHT倹
Rの必要はない◎燃料ピンやチュ

設を補足したい〇二年前われわれ

ベッチェル︵独︶

⁝討論・

しよう︒

に言えてガス炉の一大家族を形炭

サイクルを使用できる︒簸後のサ

年数ニナ五無︑運転コストKWHウラン鵬といった幾毬類もの燃料
当たり○・＝一ぺ諜ソヒへ十︒

ラン鉱価格がポンド当たり八〜
十六ザに上界した場合でも︑ウラ

の的とならなかったが︑一つのサ

C・A・レニー︵置N瑳A︶ 減少に為利である︒燃料藤では︑

イクルでスタートし︑次いで他の

イクルはこのシンポジウムで関心
えばピン藏径︑プルトニウムのα

サイクルに移行することは可能で
あり︑加えてガス冷却増殖炉の増

は上隈値と下隈値双方を用いる︒

その結果は別表に示すようで︑比

三和得の醐さと組み合わせると︑

撹︑プルトニウム価格︑断面積等

較のための軽水炉の値は現在値を

トリウムとウラン双方の発源を酒
用する魅力的なシステムを形成す

採っている︒

仮定として西ドイツにおける二

るQHTGRは豪た負衝追顧性が
熱効率が尚いので熱公害の低減や

ス︒タービン結合HTG鼠は炭化はない︒
〇〇〇無の原子力発醒設伽容澱を

軽水炉のみ︑それ以降は軽水炉と

敷馳醒樹上利点をもつが︑安全性

瓢億KWとし︑一九八○舞までは よいので出力増加が餐野であり︑

増二軍を設注するとすれは︑次の

炉型の選択調禽はウラン・諏スト

測材圧力と凋温耐性を要するζと

ベンダラー︵独︶ ヘリウムガ
ス・タービン受持蚕は︑遮休後の

に左書されないが︑それ以隠は増

が難点であるが︑オークリノジ研

タンギュイ︵仏︶

醸除去と事故時の炉心冷却法につ

殖炉の稼動によって天然ウラン消

の開発計畷が解釈の糸口をつける

計算は︑英国の被㎏粒子の燃料要

費儀は許答山王内にととまる︒し

講論に醸するQ二〇〇〇軍までは や機器漣作の品質讐曖が今後大野

かし︑天然ウラン樋絡の上昇は軽

ことになろう︒

爽をペースとしている︒

水炉の設縢増大を極込に圧迫す
る︒しかし︑別置からわかるよう
︸も醤来蒋墾である︒

に高上ガス型は規準をどう採って

c●B・トラウジア︵米︶

ビルッの私

件が鰻狛されるので黙公轡闘覇の

髪ミ

国際協力が焦点に

スト・ロンクリート圧力磐器︵PC 囚難が門訴的に周知されるように

鍛豊川AGRは︑円簡プレストレきているので︑利点や克膿された

型ボイラーを用いる︒この構成
術の糧饗で克服できる︒安全性も

であるQしかし︑

は︑低漢綱鑓料ドラゴン炉里雪型
質燃料の乱発によ

なっている燕も指摘したい︒

ユ79

するものと娚徳される︒

次賜や無以降︑H歴GRは燃料コー團路を内蔵するPCVの当用はり同じ設計炉に利

の猛TGR設斜に酷似している︒ 徹底的に掩肘ずみである︒ボイラ

V︶の職 内 に 埋 設 の カ ー ト リ ソ ジ
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素謡問題の態度決定へ
各部会等も活発な審議
日本学術会講︵江上不二央会報︶の第五十五圃秋の総会が︑十月二十二臼︑三日間の予定で東京・
上野の岡会議羅鑑で開かれた︒初日の二十二日は午荊歩運半から江上会長が削圏総会以降の経過につ
いて蝦告︑これに続いて各部会や一員会からの報告があった︒二十三︑二十四日の両日は︑丑日に引
続き各部会や婁理会からの経過報笥と握案の審畿が行なわれる予驚︒なお原子力聴別婆只者や原子核

医療用ライナッ
クを米へ初輸出

玉づ萎〜ノ

内容は†葉で構成されており︑

贋食とその封鎌︵第六牽︶︑破損

蔦︶︑水繁化物口唇︵第五毒︶︑

うが︑被糧響に予めついていたキ

実績によって統計的麹珂ができよ

べられてよい﹂など︑検討結果に

基づいて同自門委員会が摘出した

B5判︑一七五舜︒契蟹で頒布

今後の聞題点が詔述されている︒

している︒

第二回原産年次大
会の議事録を刊行

して穴鳳艮司︵断熱餓機︶︑飯田

り毎分最大五薦レントゲンのX線 するがζのほかメーカー関係者と

﹁原産年次大会講露盤﹂が︑この

麗年次大会﹂の全狛表を藥録した

二

多〜

希撃者には実費での頒布も行な

っている︒A4判︑雪西八等︑一

部二千論ハ百円Q甲込みは阿M本原子

付︶を認愈して﹁原子力産業の現

力躰匹榮新聞鐙五根号︵十一月六賢

日本孟子力産業叢薄では︑原子

原子力産莱新聞が
五百号記念号発行

六一二一︶まで︒

なおこんどのB仏言外では︑① 刀塵桑会議企幽課︵躍酷五九一⁝

ュー︑②間難解に熱する両嶺闘の

田仏両團の動力炉闘発筆画のレビ

協力︑とくに現状のレビューと今

罵﹂

映禦などについて審脳の予建
多多ミノ5多

をふんだんに盛りこ

圖

響応置

♂

︒爾

東京者昼港区新橋1−1−13

きた﹁報告醤﹂︒

は︑①最大で十三MeVのエネル仏高選炉会議レを開く予定で︑田

墨継︵一

禽誉東ゑで関諮れた第二回﹁原

が縄られ︑一回の照射親身が短か

幹雄︑否川臨治︵以上集芝︶︑谷

長ら鋤燃濃霧悪獣係省数名が謬加

くてよい③表面線量や側方散乱が

口蕉︵日立︶の五氏も岡行ずるこ

油療に威力を発揮する②﹁齎当た

ギーが得られ︑X総治瞭や聡子線 本からは澗威熊動議購奨団馳理嬰

わずかであり脅組漁への呼収が少

とがこのほど決まった︒

ほど編集︑刊行された︒

ない︑などの特長をもっている︒

妻多一玉

嚢原子カ田鼠︶︑佐々木

メーカー代表
の五罪も参加
日仏高速炉会議
勤皇炉︒該燃料開発廓難題と仏

ジ玉

後の協力⑧趨逮炉に関する技術的

原子力庁︵CEA︶は十月二十七

rLlJ彦

の邸務局にもなり︑

き受けた形の財団が︑新しい創

わが國の原子力PRを一手に引

協毒刃

広蝦趣

一Y−A廿﹇崔ーーー願

も穣極的に協力しているが︑尚浜
状と展墨﹂をテーマに特集壕︵二
一男機は出力が梱当アンプしてい 十面構成︶を刊行いたし窪す︒

るため︑従来の黒土のスライドは

むずかしい︒従って︑ここの擁護

は約七三％程度︒

夢

畷650頁・A5判

原子力安全研究協会はこのほど

ことを考えると︑強度に対するキ

ズが破損獄囚の有力な一つである

﹁軽水炉胴ジルカロイ被曝響の健

熱・応力サイクル下のジルカロイ

原因としての照射効果︵第七翠︶︑

二

万六千平方麟があったが︑この

ズの効果のようなものはもっと調

全姓﹂1主として逓常二軸時の破 粥一縷﹁摩﹂︑第二漁﹁原子炉の

通常時の破損原因を解明

損原薩の解明1を編藥︑刊行し 運癒条件﹂に続いて︑以下︑燃料︑

これは︑軽水炉田燃料のジルカ

﹁ジルカロイ被覆管の健全性﹂

の獲労︵第八意︶︑燃料設計と各

刈安協

被覆破損の実例と分類︵第三箪︶︑

て述べている︒第十鷲では︑﹁通

種データの椙闘︵第九瀧︶につい

究計画第︸次五力年

玉二

用地を手離した人達のために︑螺

ガンバノた甲斐もあろうという

製で民衆にとけこもうと︑全賃

雑誌と︑十月一⁝十六日を申心と

ものVだからテレビ︑ラジオ︑

するマスコミの企画もいつにな

出版物も︑昨年とは打って変っ

く騒黙︒豪た独霞のポスター︑

で簸も出色なのは段階博属の画

てアカヌケているWこうした中

いた﹁未来都覆﹂をテーマとす

の︑激味がわからぬのと︑とか

る菟車の中吊りW文字が小さい

調と

くの批判もあるが︑ソフトな色

にも︑ラソシュアワーのトゲト

んだ内容は︑原子力のP8以外

ゲしい霊気を大いに湘らげてい

591−6121

難日本原子力産業会議

費

た︒

ロイ被覆犠が炉の通常運懸蒔に破

画嚢ジルカロイ雪覆徳で起りうる

損した掲禽の様瓢や原因解明につ
いてまとめられたもので︑同門会

不全とその不良品除去のための検

東禦芝浦蹴気
プラント安全気欝研究部会の燃料

査︑管に及ぼす不全の影響︵第四

東京芝浦電気は十月十六日︑
﹁米国ミネソタ大学病院に向けて 安全専門婁黄斑︵婁員長・三門良

副画﹂の中核となる

鷹療用ライナソク︵リニア︒ア

クセラレーター︑線型粒子加速

昨隼︑学術会講で勧笛された瑞境

放射線治療滅裂で︑とくにガンの

垂

常璽転時の燃料破撮は今後の面懸

鷹療溺ライナソク﹂MK113︻績
写象大教授︶が礁無から検製して
岡社は︑ライナソクLMR−13

貰Mを輸出した﹂と発表した︒

今圓の総 会 で は ︑ と く に 原 子 力

らも数台を受注︑さらに引含いも

︵饅大エネルギー十

線機器製造技術水雌が海外でも認

海外へ輸出したのは今回の東芝の
嵩MeV︶を
例が初めてであり︑わが園の放粥

麗係につい て は ︑ ﹁ 原 子 核 将 来 計
ものであり︑この問
きている︒

精別婁員会も︑それぞれ関係する潴問題について活発な審蹴検酎を行なって︵る︒

画︵学術審議会の聡粒子研究所四

題の取扱いと︑その鍵臓

められたとして注圃されている︒

分の一縮小 薬 が 申 心 ︶ に つ い て の

いる︒︻竃爽は江上

成行きが注罵されて

なお同社は︑ミネソタ病院などか

の﹁副画﹂は︑学術会畿が四＋無

羅︶は︑磁子を二巴に近い速度に
まで加質して高エネルギー躍子課

流︑原子核将來計圃などについて

昭駈四十一年十一月に開発︑以来

を勢生させ︑磁接懸部に照躬する

罪議・検討が行なわれ陀︒

国内の霜臨にすでに十数台納入し
ている︐か︑わが國がライナソクを

玉

医藻用ライナノクLMRi1
3ら三日間︑パリで第一回﹁巳
日か

究所の設立を強く推しすすめるこ
とになった︒

ヨ

放慰能研究所︑放射線障啄纂礎研

名犬プラズマ研究所のあり方に
ついては︑人事悶題やプラズマ研

玉

先嘉している︒旧県池の一説が苑

玉5多重窪多

では作業船が︑係船岸壁の作られ

ヨ多

聡所サイト内を通っていたため開

5三

関西蹴力は福弾懸入飯二幅浜町田ノ浦地区を岡社二番圏の原子力

る位齪で︑急がしくクレーンの養

電が活け替えたもので︑これも県

5多玉多

地点に決定︑い豪発聡所建設の攣備工製を進めている︒ここ高浜地

の原子炉垂設訳する矛走で︑その

をふっている︒関滋はここに二麸

審議された︒

究に対する監本的匿え方について

点は︑若狭国定公園の東端一﹁音更半島﹂の根元にある︒配者は︑

とくに研究にのぞむ態度として

繍の案が色づ慧︑赤トンボが飛び交う秋︑現地を訪ねてみた︒

発羅胱の敷地は企用地の約十分

総工蟹蟹は設題齎六十癒円︒四

十九葎八月から運開の予冗Qコス

トは口留便二円八裂二銭が見込震

福井衆ではこの八月に敦賀港が

れている︒

聞港七†濁年を迎えたか︑同月に

上の潜に指定された︒

国定公園の景勝地に科学の鰻先

されているVさいきん

櫛灘辮繍

ら置鼓︑二次系を含むその他建屋

高浜一零機の醸子炉にはPW鼠 を含む一次冷却系は米国WH社か
が採用される︒鑓気出力は約八十
には高浜町に﹁高浜原子力発躍所

原子炉設罎許町甲請を握出︑八月

魁成中なのだ︒総工躍約十六億

関聡︒嵩浜原子力地点は︑北隆

等を国内メーカー︵置銭重工業︶

醸敦賀駅で小浜線に集り換え︑

二万六千き曝で︑原野の東海︑敦
建設準傭所﹂︵川本正身所長以下

円︑今年八月から学田建設と閥組

﹁鞍狭醐浜﹂から車で麹二十分︒

の一ですむ・でうだが︑多少︑君

および高浜町は企業泌致に積極

ここにはかって水田と剛地約八

に発注する方針だ︒い豪契約交渉
によって進められている︒

中だが︑十一月張か十二月初旬に
躍極の建設準備は癬々と羅行中︒

職員約二十人︶を設けるなど︑発

段と上罷る規換︒これが運開すれ

ここは︑四年前に福井県知灘お

狭︑内浦爾跨の埋立ても行なわれ

清工迫る関電・高浜

は調印のもよう◎槻鍛の国産化率

賀および同社美浜一︑二号機を一

よび尚浜町の誘致をうけたところ

で︑山林が多く︑人口響度は低
い︒周囲一毫麟内に人家はなく︑
二譜厨内でわずかに五頁人程度︒

予簾調査の結果︑敷地の地質は
安山岩︑凝灰省︑粘板岩で︑とく

嵐敗艶語画の一環た︒

は︑脇上︑①慮己主張で進む︑②

む︑という二方法が出され︑プラ
ズマ研究所内部での必然性が大切
であるなどの慰兇があった︒

圏際交流については︑工A温A
の会議をわが鰯で開催するよう働
きかけるとともに研究癌の招へい
を秘画化すること︑また︑将來謝
画については・第三次将来翫画の
検討をすすめる一方︑若手研究者
の饗成をはかること等が審犠・検

ための敷地︑約三†四万平方層が

他分野との協調を保ちながら進

︐多玉ニ
ニ戸
玉

治療に最も効果離とされている︒

会蝿の経過報告︼

学術会議の態度が決定される︒こ

十二月に威府に勧告した﹁科学研

学術審議会の
素研案を拒否
核精委
臼本学術会議原子量特別餐員会
が︑十月十六日︑策京・上野の学
術会議で開かれた︒

閻田の核特婁は︑①婁農長の選
挙︑②原子核醤来計﹂画の検酎︑
③学術審議会︵文帽の踏問機関︶
案への対処︑などについて審議を

行なった︒ こ の 紹 果 ︑ 婁 員 長 に は

小沼遁二京都大学基礎物理学研
號所助教授が選出された︒学術審
識会の﹁黙粒子研究所四分の一縮

覆の自婁牲を欠くものである②学

小案﹂の答申については︑①研究

聞的見地からの羅諭はなく︑財政

面からのみの猫醗である③研究閣

発体制上に問題があるなどから︑

に原子炉が固溝される凝灰岩は地

的︒その一環となる音海斯太謁の

漁業補償交渉も円満解決
るQ当然︑漁業補擬も必要で︑昨

孤張がすでに決定︑地響民約三十

端をいく原子力完電所が建設され

れば︑潜︑至聖とあわせ︑一大観

光センターともなろう︒憲れ玄ら

れようとした半農半漁のこの半麗

が︑原子力発唱翫建設を契機に︑
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にわかに脚光を浴びてきたよう

だ︒
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討された︒

めてよい︒﹁福井梁近辺では大地

表面にでており︑地盤条件はきわ

年から交渉を始めたが︑今年七月

入が爽京・深川の貯木揚で実施研

霞がたびたび起っているが︑当量
付近には披害はほとんどない﹂と

には内妻溝側の誉海︑小浜岡漁協

かか1

さきに学審が提出した筈申を拒否

する態度を決めた︒核特婁は︑こ

委員長に三宅
泰雄氏を選出
さらに原気力特別饗員会放射線

いわれ︑附議性も十分︒海象︑気

放射線影響小倭
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の旨を江上不二夫会長に申し入れ
ることとなった︒

国﹇際山父流の活発

化などで審議

は﹁京都府の全羅力興業をまかな

修を終えている︒さらに県は︑膏
海半勘を縦断する県適﹁鵬浜樺車

組と︑九月には享宴湾側の小黒
鍬︑隅療の醐漁協組との交渉が妥

える﹂という︒

象︑水利も好条件だ︒

そんなことから︑関電は一昨年

掲一斎海線﹂も︑関門と協力︑総

ナ田︑乗京・本郷の学士会館で会
合を開き︑①委員幾の互選②放射

核融合部会

また︑原 子 力 特 別 婁 員 会 核 融 合

結︑全てがかたずいた︒

原子炉旛設は米圏のサリ；囲霧

六月︑ここを岡社の美浜一︑二霧

自今約十億円をかけて嘱七日︵現

機がモデル︒一次伶却系統が一病ル

線影響シンポジウムの打合せ③

を迎え︑十数台のダンプ 在は四麟︶の舗装道路に新装︑拡

ープなのは︑わが国では初めての

部会︵部会畏・伏冤康治名大プラ

張する計画だ︒サイトのすぐそぼ

ことだ︒

現地サイトでは激地雌成工購が

には延長鷺五蔵麟︑幅七屑の立派

に続く原子炉設置地点に決めた︒

カーやブルド⁝ザー︑ショベルド

なトンネルー﹁謡ノ溜墜雌﹂が

推進小委員会の今後の方針につい

百憲や万平方麟の用地購入はスム

を潮り︑海を埋立てている︒灘上

ーザーが勇豪しい臆り僧立て︑山

ズマ研究所憂︶が︑十月二十日︑

ーズに逸み︑昨庫藩には全部の土

〃山事

この繕果︑婁員幾には三宅暴羅

地買収手靴轡を冗了︒今無五月に

地元誘致のせいもあって︑約二
棄聖教禽大学融授か選はれ︑陶小

て霧議を行なった︒

開かれ︑名犬プラズマ研究所のあ

覆鍛会の今後の方針としては︑一

東京・上野の一会購第一会識宰で

り方︑理諭物理攣分野におけるプ

関蹴は原子力発餓所の隈薩化に

ラズマ研究の櫨藤づけ︑囎際交
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いわねばならない︒動力炉の開雛

いこと︒

載荷階の蝉轡歪やクリープが少な

いえるのではないだろうか︒

最後に原子力の分野で要求され
るコンクリートの潴条件を濠とめ

①容器の壁雛を憂くして許響応

ておく︒

力を上げるため︑常温および高濾

②変位および荷承︑温嘆サイク

鋳の圧縮強度が大きいこと︒

ルによるコンクリ⁝ト内での応力
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展︑医療用放射線使罵等のプラ

の闘題は今後の原子力産業の発

があるが︑両教授の講演は基礎

薩歩はまことにめざ豪しいもの

最近十年間の癌の放射線治療の

究を進める心心があると考える︒

的材料に対しても蝋広い地道な研

饅近建築学会の材料癒黙黙員会の

中に耐熱コンクリート分科会がで

きて耐糖コンクリ⁝トについての

検討が始められたが︑これらに対

加が望蒙れる︒

しても原子力ノ野からの積極蘭参

東海地区放射

月六田午後〜時から原

﹁放射能﹂に

膨

︸九山ハ七年鞘︶

倉本のすぐれた業綾を聡識され

平均レベルとしては︑日本の放

たのは大きな堰獲であったが︑

とを認めざるを得ない︒医療産

て成立つ段階に到駁した程度で

業は日本ではようやく企業とし

停頓は人の生命そのものを対象

ある︒産業の中でも医療関係の

となるものであり︑産業界の

としており︑社会の基本的財産

良心を結廉し︑恥しくない製品

を送り棄して頂きたいものであ

ともあれこの国際会議を経験

る︒

飛躍的な進歩︑とくに壁際愚

した日本の放射線鷹学には今後
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原塵壷料蜜便り

切

佐々木憲義氏︵葉駅水産大︶の講

洋開発の現状と異志点﹂について

ついて山県登氏︵障鷹省︶︑﹁海

いて報告するほか︑

氏が﹁東海地区放射能調査﹂につ

同日は︑動燃甥棊団の大内新

憂欝能調査報告会﹂を開く︒

るよう︵とくに鉄筋PS用配下 研東海研究所講堂で第四回﹁環境
リティが良い配含︒

部︑各種埋込部付近で︶ワーカビ

⑧中性子やガンマ線遮蔽のため

に密度が大きく︑水分を十分に含

むこと︒この水分はコンクリート
の強度とも密接な関係にある︒

⑨放射綴損鰯に薄して抵掘性の

強いこと︒とくにボロンなどの添

くなる︒

加物があると損傷の可能盤が大き
造体に与える損傷を防ぐため︑熱

⑩経済性のすぐれたコンクリ；

高速実験炉︑噺型紙換炉さらに

トであること︒

輝温ガス多匿的炉とわが国の動力

⑤警盟のコンクリートを許容撮

に蒸気開口部付近で︶

度以下に維持しておくために必畏

炉開発謝画も軌道に乗りつつある

が︑これらが︑わが国独話の螺子

力激発︑技術開発につながるため

スの薗および︑核婁駿︑核兵盟

かし胃癌の診断をはじめとして

とする冷却系統を鰻少にするた

には︑コンクリートのような基礎

め︑熱伝記度が大きいこと︒
⑥変位および温度応力を小さく

が︑さらに今圓の会議から放射

れの聖駕会で町議が行なわれた

等のマイナスの颪のどちらにつ

緬と臨康面から総まとめにした

の経験が現在の治療授躍として

箋っている︒

調査を必要とする︑と結ばれ

特別講演の第
五は千藥大の算
教授による﹁日
本における核医

島い学問の達歩に臼本は今まで

は核医学という最も成長力の

た︒聴衆として藤じられたの

学一過去︑現在と将来﹂であっ

テノド教擾による﹁鷹子計算機

は米圃のラス

技術のX線診断への応用︑とく

特別講論の第一

た︒

た︒その詳細はとても紹介でき

る︒

鎚の向上が大いに娚閉せられ

今後稜極的な施策が講ぜられる
ことを望みたい︒

その他の学術発表については

︵国立がんセンター放射線診嬢

であったQこの国際会議を機に

ないが︑ここでは原子力に関係

射線匿学は遅れをとっているこ

するため︑乾燥収絹が小さいこ

線医学の散湾および警報処理に

ものであった︒とくにペソカー

一その適応と成績﹂であったQ

思する委網場も設躍されること

いても重大な課題であるが︑そ

とに起因していると薯えられるQ

各部門にわかれて行なわれた︒

になった︒

の璽礎的容量︑ことに人類の遺

十月六日から十一田豪で︑東

会議の行蓼は学術講灘︑学術

京で篶十二回国際放射線医学会

教授はベータトロンによる治療
第一圃が一九二五年にロンドン

学術講演には五つの特別講演

とシンポジウム一般演題あわせ

h

主役をつとめたことがないこと
に診断決定の論理について﹂︑

た約千漫罵の論文が発表せられ

「に謬〆，，nトの轟樋雌一女瑚瓢魅しrときの

衝膿の抵抗性が強いこと︒︵とく

④急激な加熱が加わったとき携

、II冒夢占ll需

を熱気に手がけた人であり︑そ

分布の変動を大きくしないため︑

⑭変位および羅度応力を少なく

るが︑塞罵艦に当たってはさらに

件

ートの果たう役劇りは豪すます大
きくなるものと矛轡されるが︑現

かかえ︑きわめて制限された︑繹

在のコンクリートでは勲の闘題を

済的でない使われ方をしていると

蜘をコンクリートが担っていると

大型動力炉の圧力容器としてPS ートの場含と岡様︑内画に熱挽縁

条

コンクリートの持つすぐれた特

諸

要求される

リートは温度の上昇に伴い急速に

ンクリートに対して現在不経済な
温蔑制限が顕せられているのは︑

煮顎

0

しており︑今後引続き研究と

陞憲讐

冥
7は

▲
監論鷲

o
と瓦【琶

伝についての資料はまだ不足

英︑仏︑米国では新しい動力炉の關

無についての知識が完全でないこ

ート構造体に薄する蔑濾暁の諺現

このような巨大な縛みのコンクリ

欝毒

件の故に原子力の分野でコンクリ

遮蔽 コ ン ク リ ー ト や P C P V コ

傑つ工央がなされている︒

が非常に緊要な要紮だが︑その一

駿

宮

瓜嚇欄

議が開かれたQこの國際会講は 展示︑学術映画︑機械技術展の

リートの開鷹に潮風的に取組みは

で開かれ︑その後薫陸ないし四

員薫千四薦人︑技術会興四頁人︑

者があったQその内訳けは正会

数で五千人にのぼる多くの参加

ンディキャノブにも拘らず︑総

あるが︑今回も地理的条件のハ

従来から大規痩の国際会議で

あった︒

るが︑東洋では今圓が初めてで

AとEURATOM華燭企業体年と
ごとに世界各池で開かれてい

難賠鯉勲灘

じめているQその一つの例がUS

鞘と並行して轟澱に耐えるコンク

A

のあるトピノクスの若干を紹介

第三はフランスのテユビアナ教
授による﹁放尉線生物学最近の
進歩とその癌槍療への応網﹂︑

は莫国のポー
チン教授による﹁放射線防護の

特別講演の第

しよう︒
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望
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煽
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號

高温ガス即知炉

爾

東海矩（日）

lll

淡酸ガス冷却炉

翻

原子炉や強い放射線を放出する物質を敢扱う施設などて︑放

こと︑さらに⑤他の渡蔽材料に比べ廉備であること︑などの理

構築できる④構単体としても必要な強度︑耐久力を有している

ならば︑これが鍛も経済的である︒

めた構遇とすることができ︑安全
から摂氏こ酉膨の醜囲で笹期間加

薦蔽胴コ ン ク リ ー ト は ︑ 亟 蔽 す

3222

岡じく第四はドイツのペノカ⁝

「

月隔肉叉変

乙
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図

磯回三三灘麟⑳〃襲撃
射線を遮蔽するためにコンクリートが使われている︒これはコ

これが珂能であるか署かは窩温

牲︑繹済性の面で鳶利である③琵
熱した時の圧縮強麿の変化を示し

由からてある︒

ンクリートが︑①放射線を遮蔽するために必要な物質を適当に

度に十分耐え︑かつ放肘線に対す

体遮蔽の一部とすることができる
たもの︒摂民望十〜八十慶で無加

1031

数量的根拠とその発展﹂と題す

株式會至

含んでいること②必要ならばある種の元素︑物質を混ぜ舎わせ

る遮蔽性能が落ちないコンクリー

④＝次的な格納容器が必要でなく

関霜美浜炉（日）

詳紐な開馨研究が必要であると考

トの熱慈力を群容億以下におさ
え︑コンクリートとしての性能を
維持するためのコンクリート遮蔽
体の熱設計条件は︑一艘に鍛高温
度を擾氏八十度︑コンクリ；ト申

の温鹿勾配 を 一 樗 暦 当 た り 摂 氏 O

億蔽体内 で の 温 度 分 類 は ︑ 原 子

・八度としている︒

で発生する熟︵これを放射線加熱

炉から漏れてくる髄と︑蔦蔽体内

という︶によって決定される︒原
解炉から漏れてくる熱がどの程度
のものであるかは︑一次冷却材の

の温

︵褒︶は代喪晦な原子炉型につい

温度から推定することができる︒

ての冷却材 の 入 口 お よ び 撮
臓を示したものである︒この喪か

らわかるよ う に ︑ 動 力 炉 の 炉 心 温
度は︑水冷 却 型 で 摂 氏 二 百 ⊥ 二 百
度︑ガス冷却型で四頁〜八百度︑
金属冷却型で四薫〜薮菖度ときわ

の共同研究である︒そこでは︑今
豪で一般に使用されているコンク

きるかを覆めることを手短として

L一＿＿．＿＿．
い炉

T0

iFEH（臼）
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生活と産業を化学で結ぶ

コンクリート

トが開発されるかどうかで淡豪る

なること︑などであるQ反面︑先 熱のものに比へて県議は一〇％近

R

585MWe

〆
一

愛しく紹介する紙数がない︒し

噛

の耐熱限界
べき放射線の種類︑遮蔽すべき線
であろう︒

W

覇型転換炉

P

えている︒

く低下しているが︑百〜二四酵で

182。7℃

コンクリ⁝ト温度壱︸定の範囲に

にも述べたように︑コンクリート

耐熱コンクリ

ンクリートが開発され︑使用され

ートの開発

2817℃

を施工し︑冷却系を潔くなどして

は強騨籔下はみられない︒この研

1380MWT

コンクリートが経済盤︑施工性︑

の高殿翼下での不安定哲のため︑

源の押質などによって︑各種のコ

てきた︒しかし︑コンクリートを

遮蔽体として使用するうえで一つ

東躍輪島炉（日）

安全性の面から鋼製圧力容器より

新型転換炉︑瀧灘ガス炉などの

R

熱応力︑強度の低下︑中性子意蔽

軸

性能の劣化を生じる︒コンクリー

の限界は温度条件にある︒コンク

、、

教擾による﹁超筆圧放射糠治療

鷺謡東京（292）■111番（大代表）
札幌・仙台・横浜・名古屋・神戸
岡撫・広講・福隅・高松

尊
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日

q 入
出

『
各種原子炉の冷却材温度
る講油であった︒放射線許容愚

墨

その｛麟0余日顕

東京都午代璃区有楽町1−10

セメント

本

メラミン

めて高い濾度になっている︒この

いる︒仏では落懸炉の遮蔽潜函と

社交異業千二百入であった︒

この国際会議には放導線の国
際単位の制定︑放樹線許容愚の
勧告︑癌の病娚分類案の設定等
の蚤要禦項を審講ずる婁展会が
設置されており︑今回もそれぞ

東京都千代田区神田司町2の3

スチロー；レ

大阪市東区京橋3の75
羅謡大阪（941）861番（大代表）

東京支店

電気化学工業株式会社

ホルマリン

P

店

アセチレノブラノク

リートに対して輿の制限温度を渓
めること︑コンクリートを改艮し

すぐれた画をもっているというこ

して︑中孫子に対する遮蔽艸能

︵財︶建武試験センターで四＋二年

の關癸研究が原碕の遮蔽研騨窒と

クロロブレン

む

ボバール

傾向は今後ますます強まるであろ

このよう に 高 い 温 度 に あ る 原 子

とで︑英・仏を中心に積極的に取

がすぐれ︑かつ高放射線︑蕩温瞳

てこの制隈をどの縄摩まで拡張で

上げられている︒米園でも︑従

継換炉開発謙颪の一環としてAE 下でも安定なコンクリートの開

でも渡海炉を対勲に含水鷺の多い

鞘三塁が行なわれている︒わが国
CがPCPV方式を検討し︑その
優位性を認め︑開発に着手した︒

れていると考えられる点は︑①刷

蛇紋岩を骨飼としたコンクリート
PCPVが鋼製圧力容器よりすぐ

きさに舗限がなく︑炉の大容難化

石灰窪素

坂

氏
宮

取締役社長：

囎化ビ縄一ル

一
坂
原研原子炉工学
部遮蔽研究室畏

／〆
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カーバイト

う︒

ト遮蔽体の温度を先に述べた温度

娩の周辺に配置されるコンクリー

条件以下におさえるため︑炉容器

とロンクリートの間に断熟麟を設

けたり︑コンクリート蓑面象たは

内画を冷郎する設計となってい

る・また炉容器の側には厚い鉄廣

による熟遮蔽体を設けている︒こ

のような冷却機購の採用や︑熱遮

で︑コンクリートたけで閣に含う

蔽体の設躍はかなり高価なもの

広い地道な砺究が癌要

来︑軽水炉が主であったが︑新型

P （）PV時代に備え

り
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加入問題

NPT
▼

︐
霧

PTに対する外務省の考え方につ

条約加入に肯定的な姿勢

自民党の要請で作成
ゑ
外務雀はこのほど︑﹁核兵器の不拡敵に開する条約︵NPτ︶へのわが罵の加入による利密得失﹂

原産はこれ豪でもNP肥の賭闘

いて恵晃を交得した︒

武装﹂については︑﹁わが国は核

どを指摘している︒しかし︑﹁核

省の璽光国際連禽周長を招き︑N

十月二十八日︑工業倶楽部に外務

拡散防止闘題懇三会のメンバーは

る︒

を提出することも擬えられてい

題点を蕪つめ︑政麿に対し盤襲盤

酒外薯が罠党鍾出した

＼ノ≧〆

〆

︷

措罎魎用受藷のための協定を綿
期しなけれはならないこととな

雁

核爆髭⁝半和利用︵第五条︶

る︵第三二男項︶︒

▽利益雁核兵肇国から平和躇的

嬬P
原子力欝
芸長に一

日本歓鋪協会

日本猷鋼協会︵会長・藤本一郎

このほど︑藤木俊三八幡製鉄醐社

川町順順一目︶の原子力都会長に

長が就ました︒

榊網

氏はざきに逝弧した敵揚川正夫

織工学科羅︑岡年八幡製鉄に入

氏の後任︒昭霜八年禦大工学部機

辻︒三十五無取締綻︑三十七無常

無十月翻歓長どなり欝欝に懸る︒

務︑四十三年尊獅取締役︑四十四

7一＝

一月五購午後蹴力懇話会

第三十二回総合企画婁風会

す

十一月四巳

一四MeV甲佐子発生展罐に関

する懇談会小糠鰻会

川

カテゴリー別に自動的に継続して入手できます．

米国政府関係科学技術研究レポート（マイクロフィッシのが
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ミ建
書

し，いわば属を単位：とする精報の集中管理を行なっております

3●ご3・幽＝3・ρ3が

歯周の内容は段段趨では見旨し

生ずるおそれはある︒④この条
約に基づく国魔原予力機関との

をつけ難いが︑条約第三条四墳

覇錘睡促練箔齪協定の交渉を通

〆ノ

栄の三氏︒

担当鳳子力耳鎖は有沢広巳︑与

ミ

謝蜘秀︑北川

理研助教技︶から行なわれ︑素粒

〆！ノ

子研號所設立に関するGれまでの

文華省掌術器譲訟︵茅誠司会長︶

㎞

一項︶◎②適胴される保騨描置

い夢合でも︑簾離織躍が現状通

がある︒なお︑粂約に加入しな

運紹︑開発が阻害されるおそれ

の内容奴何によっては︑慶業機
密の漏洩砿ど平和利用の健全な

二項︶︒なお︑条約に加入しな
い揚合は︑条約加盟瞬との憎報

ど︶▽利益踊①平和利罵に関す
㌔ ﹁核兵雛の不拡散に関する条約 る園際協力︑とくに料学技術憎
漣へのわが闘の加入による利憲得 報の凌換を磁保できる︵第四条

㌔尖﹂の内容︵概要︶は次のとお
詑り︒

交換など国際協力に制約が加え

条四項に規定づる傑隙拙

わが眩の原子力平篇利用が米︑

認協定の内容如何によっては︑

約第嵩

題が生ずるおそれはある︒③条

むに適用される限り︑離翻の開

条約への加入︵瞬文ほか︶

P

一▽利益目条胸の成立促進に轡与 られるおそれがある︒②天然ウ
㌔することを通じ︑①後戦争勃発 ランや濃縮ウラン︑プルトニウ
副の可能盤を増犬させないことに ムなどの平和利醜のための核物
㌦よる平和への賛献︑②米ソ平和 質．旛設︑設備︵原子炉など︶
共移を強化することによる平和

おそれがある︒なお︑条胸に加

英︑ユーラトムなどの先進困に

比べて不利な立旙に立にされる

の供給を確保できる︒なお︑粂
約に加入しない場舎は︑条約加
盟国からこれらのものの供給が

入しない揚合でも︑この課題が

への璽献︑③わが劇の平和外交
に鮒する囲瞭的認識の増犬︐④

巳米の紐帰の強化が行なえる︒
得られなくなるおそれがある︒
▽不利益11三山の成立促進に密 ▽不利益 条約に加入しない非

与することを通じ︑核大國と非

NPTにたいす
し米ソの優越的地位が恒久化す
る外務省の見解

核兵露翻との区跳の固定化ない
る︒

は︑その後のわが團の批准蕾密
託の蒔から二処遇κは一年灘以

じて園騨深陳描醗制展の含理

v保工措観︵第三条︶ ▽ 内に磁畷原子力機関による保離

によって︑条約発効の認識た

丑 核兵謡不所待︵第一︑二
核兵羅園に対する核物質︑設備
条︶▽不利益n①拡武義のフリ 簿の輸出が制約される可能性が
ある︵窮三飛二項︶o
ーハンドを矢う︒②わが蟹が自

への皮及効果を期循することは

ので︑それから生ずる平和利用

化︑簡葉化および米︑英︑ユー
ラトム譜蜻との鏡務のバランス

ら桜兵謡の暑寒を行ないえない

できない︒︵しかしわが嚇の薇
兵響不所掲の方釧からみれば築

際上は闘逗にならない︶
を凶る畢掛りをもっことができ
畷 核蛾縮︵︒的文︑第六条︶
る︒なお︑条約に加入しない蝪
▽利益H核軍繊を厭契羅圃に嬰 合には︑現行の保障借置を改轡

の当擦鉛サーヒスの握供を受け
得ることが明らかになΦ︵第五
条︶︒▽不珊血H平和利用のた
めであっても︑わが園自らは核

心底辺躍の褒造濠たは取得がで

するκめの手掛りを失うことに

物質に対しても圏際傑離措蟹が

求するに嶺κり︑条約第六条を
平面利崩に関する国際協

なろう︒▽不利藏睦①園産の核
近

〆ノ

﹁・O悔O・●．謄麓●曹齢亀 ．

きなくなる︒

環項︶検前ずるもの︒

および改轡万策についてし︵諮閥

い豪聯門蚤鐵の人選か越められ

四†⁝丁霊禾目深でに遇継した原子

ているが︑十一月中旬には初鼓禽

解等に限繋れている︒

また︑国会でも現行抵が成立し

をもち︑来年十月頃には一応の繕

など隊子力騨茄和用は著しい鑓展
をみせてわり︑一方圃瞼融にも︑

た除︑﹁近い将釆︑原子力鎖四国

︶﹀＼

罐石得⑳芳釧である︒

︵ウィーン粂澗やブランセル条薦 償に関する團魔粂祠か贋坐した翻

〆

禽には︑これに応ずる必畏な稻圃

ノ

を購すへきである﹂との付帯決議

ノ

さ♂

もなされているQ
う≧ノ

〆

態に團面している︒

ノ

など︶が採択される等の隣しい纂

原子刀雪転贈蟹に闘丁⇔韻条細

力点踏脚の熱設や単子力鰍の繕氷

﹁現行圃内広の改轡曾襲する譜点

は︑こうした内外傭勢に潟処して
藤木氏が就任

こんど設σられる﹁轟門部会﹂

泌罵されることになる︵第三条

二二することができる︒

討専門部会﹂を設けることを決如

法に冬夏された圃㌶磁明や補欝契

設中だが︑その一つ一﹁ナトリウ

ミ

こうしたなかで︑わが圃の現行
さ〆

核息切などから報告

第五十五園学術会議総会終る

との接目経論が述べられた︒これ

で︑渉辺武男三田都長︵名大理学

に幽指して︑第四部の報告の中

中心となる譲粒子研究所の建改計

部教授︶は︑﹁原子核囲米謝醐の

概要た︒そのため︑この疑心の取

麹は︑ビッグ・サイユンスとして

扱いは︑江上会長が飢三重二運営

審麟会で提廉した兜將釆戸戸の抵

当についての本馬鹸の考え方隔を

支持し︑今後は斜懸姿の審譲を謹

衛逮蜘グルー

プ十一月五田午離太賜銀行三階︒

原子鋤力研究会

って長溺研究筆画釜貝会と連絡を 午後鎌瀬

べた︒

とりながら紬論を出したい﹂と述

ミミ

藏購鹸鎧凱己1

1濃纏斐難盤四脚

と題する文轡︵別稿夢照︶を豪とめ︑選民党へ提崖した︒この文轡は︑外務雀が︑自民党外交調査会

︵川謝正次郎会長︶の要請に応じて作成提出したもので︑わが国がRP①へ加入した擾含の利益と不

題について検認を進めてきたが︑

外務雀が提出した文轡の内容
兵羅不所持を國策として︑国の安

これを外交調査会︑総務会等で審議︑来月中旬頃までには党としての蕉式態度を固める方針である︒

利鑓について豪とめられているが︑全体としては条約引入に同定的な肇勢を示している︒窟民党は

は︑条約への加入︑核兵器不所
全は臼米安簾条約で封鎖されてい

今後の情勢によっては︑さらに闘

際協力︑保際拙躍︑核爆発平和利

持︑核軍縮︑平和利羅に関する国

した基本政策を維持する割り︑爽

る︒従って︑この点は︑瞳がこう

十一月中旬に初会合

用の六項籔から成り︑それぞれ問

わが国では昭和三十六年に﹁原

した︒

馨賠償制度専門部会を設置
原子力婆貴会は十月二†ミ日︑

し︑三三︑箔悶i﹁現行原子力重 よび﹁原子力三三貼脳重言契約に

約の適用は︑その購自揮になお間

力︵澗報交撫や核物箆の供進な

審講し陀︒さらに十一月七観には

罪する蔽律﹂が成夏して原子力損

子力戴餅の賠催に関する法盤お

重言の外交調査会︑安全三重調査

簿賠償制度が確立した︒しかしそ

を重き︑NP田の取扱いについて 婁員会に﹁原子力損讐購償制度検

服属党に︑今月十四日に総鰯会

いる︒

質的には問題にならない﹂として

題点を指摘︑注釈をつけている︒

それらのうち︑とくに条約への
加入による利益では︑米ソ平和共
存を強化することによる平和への
買献︑科学披術響報の交換等によ
る国際協力の確保︑平和利屠のた
めの核物質や設備等の供給の確保

陽賭償三悪につき改轡を襲する譜

動姫鱒・核燃料闘兜覇簗圃は︑

動燃事業団大洗壌心懸

ループが完成

ナトリウム・

題庸か残ざれているほか︑捌隈も

点および改醤力策についてしを出

ての正式態度を間めるもようであ

1−ll■繭σA−A廿1一匡ーーーの後八年余セ経過︑團丙では丁霊

会︑科学技術特別委員会の山岡会
議を開いて外務︑科学技術両雀庁

が可能で︑さらに圃際保離搭置鰯

度の合理化や簡素化および米︑
の関係者から同条約の闘題点につ

度総三会を開いて協議︑わが国の

いて源見を聞くが︑十陽臼には再

英︑ユーラトム諮国との義務のバ

できる等の請点をあげている︒

ランスを図る手馴りをもっことが

る︒

NPT加入閥題についての党とし

フリーハンドを失う︑核兵器製造

一方不測益な点では︑核武装の

から生ずる平和四八への波及効巣
を朋待できない︑核物質や護俺等

外務懲・璽光国

ム流動伝熱空胴施設︺︵ナトリウ

漢救県大洗町に大型研究徽設他建

の輸出が制約される可鮨性がある

運局畏を招いて

原産も素懸口兄占父間断

産業機密の漏漉などで平和利用開

臼

ム︒ループ︶がこのほど一年半ぶ
りに完峨︑ナトリウムの注入が開

このループは高速日貸炉の冷卸

囎された︒

原子力特別強鍛会の報告は︑振

を︑原子刀開門茎腱鹸究鄭盆︑核

転籍学術繋繭の第五十五回総会

融合都会︑放射線影響鄙会︑R工

材となるナトリウムの昌昌性や低

同総蕪は︑まず︑一一†二臼午駕

興麟夫委署長︵東大名醤教撞︶から

九貼半から田上会長が潮回の総会

馴姿員会︑醤来計酬検討小三豊

が︑十月二4−二臼からゴ離間︑象

ウムを摂氏四欝五十一六百度︵契

以後の絶過について報告︑引就い

照性を翻べ︑その取扱いに謬熟す

周姫に論うのと岡じ状態︶に舶熱

て一百闘にわたり七︑9の部および 会︑翼翼被災資料小委娯盆の四部

京・上野の周会融講皐C開かれだ 行なわれ︑①第八期の装蟄会構成

して循環させる主循環系︑二千㎡

会︑薫小吉蝋会で構成するしと︑

る圏的で作られたもので︑ナトリ

喝の加熱累︑ナトリウム糟観滋

②また︑原茅力蛋貴会と短例的
︵年三回︶に連絡の会合をもつこ

の提集嶺議が行なわれた︒

ととし︑問題部会がこれに嶺たる

各唐綴会等かβ臼十一の報管雷害

とくに︑隠子力闘係では︑特製

ぐアルゴンガス装麗などから域

の提案審誠はなく︑一百目の二†

躍︑ナトリウムと空気の接服を防

三十立方厨で︑わが圃鰻大のナト

る︒全体のナトリウムの容量は澗

ことが報告され紀︒

は︑小沼逓二婁舞畏︵京大熱礎物

また︑原子核特別婁貞会の報智

三日︑原子力特別讃機会および鼠

たのみ︒

子核特別踏貫会かりの報告があっ

リウム施設である︒

︻写翼はナトリウム蒼蒼土熱試

SDMは，拠供サービスの一環として，従来行なわれなかった分野別自動継続提供を行な

：＝

験施設の内部蔑麗︼

うものです．詳細は，ご颪倒ながら，当祇までお問合せ下さい。

ミミ

薦大な科学至徳儒報の交換・管理・利用等を迅速・醸実に行なうことが，現代科学技術分
勝の課題となっております米国では，各國に先がけて政麿機関の研究報告類のマイクロフ
ィッシュ化を断行すると共に，それらの作製管理握供等を一手に受持つ憎報交換機関を設立
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F

い輸送形式の推進は︑在来機幽を

すれに飛ぶ愚速瓢︶のような幽し

空気をクノションにして水上すれ

ら圧縮した空銀を吹き出し︑その

ホーバー︒クラフト︵艇の威か

關溌

︵5︶軽盤原子動カプラントの

役立たせる︒

の経鹸を原子力船実用化のときに

＼︑廣・︑．4り畿・㌦！へ．．・ボ現や曇轟蟹ノ臨おメ類恥ψ雨気⇒ぜ実学ペゲ︑払㍗雲！μ彗薫藍碧㌻

三一一一 世代の原子が船購発計阿を据案が
・︑ノ

海運 の 近 代 牝 に 対 処
八年間に三・四億ドルを投入
米囲海運の近代化に必裳な研究關発計画をつくるため︑米圏源勝局︵MA︶主催の氷国海運界獺導
老四十名からなる会議か︑このほどマサチューセノノ州ウソズ・ホールで闘かれた︒三遇聞にわたっ

ために︑馬力当たり五ないし十丑

ら航纏距慰に鋼限を受ける︒この

た岡会議では︑とくにサン造船︒ドノク会社︵SS＆DD︶の副社長のC・ツァイエン氏を装貫長と 絹いると︑塔配する燃料の撫辮か
原子力

を建遣する園究計圃が提案され︑注鼠を集めた︒同会議窪果は︑ニクソ姦將に報告された︒
更に保守および衡頼牲のデータ
を得る︒

港できる抱の増血︑および規制

︵3︶舶用炉技術の鯛発

凝議の緩覇k役立てる︒

＝

iホーバー・クラフト用）

するパネルで︑八年目に緯経黄三億四千二勇力が︵約千二薫一一千億円︶庫投入して第二世代の

商船

千五

ご億囲 Q乗員訓練︑新しく原子力船の入

五十億円︶を兇込んでいるが︑そ
の内駅は次のとおり︒

こんど旋案された除子力商船の

建造開発謝繭は︑次の五つの項闘

Q船体と原子炉の建造鍵
千万ザ

からなっている︒

︵1︶原子力船隊の建造
∪設計蟹と一部機器閣発蟹
一五＋万が

サバンナ 号 と 笑 用 除 子 力 融 の 橋
渡しをして ︑ 原 子 力 舶 の 経 癬 牲 を

在来機関より醐い経済轡をも

Q試験蟹
つ︑五力から十万万軸馬力の舶用

342．08

a2
3。2
3。7
26．7

七置五十力が

匿明すること伽霞的として新しく
○乗員訓練費
騨を醐聾する︒これは︑現在米圃
がもっている康子力船鼓術の優位

Z．24

五薦四十万が

原子力齢隊を建造する︒

○その他八費七十万ザ
︵2︶サバンナ号の継続運航

カー︑研究機國などが一体となっ

番を今後も巌持する上から︑メー

暑の運航を継貌する︒

て︑隙子力婁国会やコースト︒ガ

今後も次の意義から︑サバンナ

○改正した跨子力機器や在来機器

Q．0

掾B2喋

3

この船隊 は ︑ 原 了 力 船 罵 蔓 を も

つて極成し︑これる原子力船に
は︑漸型舶華華を搭載することか

民を捻載

望ましいけれ．しも︑大部分は現在

既に開発さ れ て い る P
ードの支持のもとに︑ただちに驕
議する必腰がある︒

の浮かぶ試験船として使用す
るQ

二千五

この開驕に︑基本設誹躍葛二＋
万窟︑プロトタイプ建設蟹

O．48
一

風p炉技術の翻発

15．6
一
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この計画には︑薗表のよつに総

O原子力舶に使用の機器について

百万♂の細蟹を照込んでいる︒

︵4︶PWR技術の開発
薪しく建造する櫨子力謡扇のた

鱒

一

4。0
10．6

4．0

ぎ

蟹二首．力謎︵文七傭二千万円︶を

の開場には︑三年にわたり︑総締

墜の藤瓢な原子炉を開訳する︒こ

と旧劇を嬰する研究開発は︑政麿

担では蓉かな凡ない縄摩のリスク

嗣化される鳳迎しがあり︑企藁囲

が︑翠黛ないし十五隼繋囚には契

済的に球界にのるとは言えない

ている︒﹁原子刀船がたたちに繰

殿市勘におけるプルトエウム価格

対して支払う賃悩料に酎する評

七〇年代初めの余翻ウランを吸収

ルトニウムのAEC瞬入蝕稻と一 の供給遺湘が予想されている一九

価︑⑤籔借りウランからできるプ

するという藩隊で跳要な悪観をも

はないが︑それでもこれはウラン

れるウラン精鱗の盤は大したこと

血薙間寅興りした融合にA猛Cに したとしても・そのために購入さ

しているものおよび弱毒りを副画

凱込んでいる︒

が担当すべきでめる︒﹂これを暴

の比較︑である︒

孔︑デルマ・エル・クルノク出が

Cに張ねてもよい﹂ことになって

もしくは軌新な閲題の決定をAE

轡恕もたない﹁その他臆設﹂の手

豪た︑AECが醸按財政上の利

いるQ

控訴姿発足へ

の議艮と副議長のほかに各手緬き

などが矛唐しないか︑②公衆の保

に蔑して舐規︑先例︑A温G政策

当性僧証明させることができるよ

う聞慮されているQそして︑この

Gの検討が終るまでは保劉される

鋤貧︑翻輔養蟹会の決定は︑AE
懸訴蚕員会は︑ASLBパネル

ととなろう︒

行なうべき幌踊嶺すべて行なうこ

て︑飾認二等得手麗慧でA逓Cが て讐誠訟怨讐駕提禺させ︑その妥

ーバーなど︶およびA遇Gが特短 より︑A掴Gは︑琵訴婁媛会の決
疋後十五目以内に︑A且Cに短し
する訴㎡叫以悟上の手鞠きに囲し

宣投げかけないか﹂などの理由に

いか︑③公兼の政搬に臆蟹な開題

健財
︑蜜
ASLBは︑AEGが嵐張
政金︑防衛僧著しく限霧しな

決驚した︒

させるよう乱言を敬正することに

可ぜ訴公鑛会︵ASLB︶を兜足軌さに対しては︑﹁①出蟹な闘竈

を検講させるため︑後瀬力安全評

米A難しは︑原子押錘九時甲諭

AECか規則改正を決定

原子力安全許可

例えAEC沙らウランを目凹り っているといえる︒

一九七ヨ炸六月三ナ田まで今から しているものが全て蟹取りに愛更

米国海事局の

囲垢帥に︑原子刀誹鯨幕．ρ新設さ

付けるように︑磁旺隠嫌向の研駿

必裟な躍力会社の蟹金酬遷刀︑④

この会藤で作られた研究開執計

討しているが︑ギブソン擁麟引幕

新しい体制
画を激囲読歌樋は︑境在詳継に慣

は︑これに薄して次の慧脳をのべ
熟仕された︒

賃貸糾一％引上げ
米AECが濃縮ウラン貸与で
米AECは︑十一月一戦から凝 上げの瞬に六節分が振り螢ん濃縮
縮ウランの蝋燈を一％6一き上げ に切り襖えているためである︒即

ウェルス・エジソン︑ヤンキー漂

ち︑ボストン︒エジソン︑コモン

畢刀兜嬉の三なは境に振り卜え濃

て六・五％とすることになった︒

したためであると貌明されてい

原因は蚊府の麿入金コストが上昇

瀬僧行なっているのである︒これ

蚊肘の財政圓の猿助︑撚料蜜ウェ

る︒今回の引き上げによって鐵借

は今年の呑にAEGがウランの購

上の利轡琶もつ樋門︵山臥門口︑

り料は従来より一五％も多く糞払

入契澗をキャンセルしたことによ

しかし現仕の虚勢では博い取り

ポノトで購入でき陀ためである︒

って低コストのウランが相当越ス

わねはならないことにな⇔ので振
り替え艘縮︵イン・サイツー・コ
ンパ；ジョン︶を行なって賀暫り
から買収りに父更するものもでて
くると考凡られるので︑ウラン生

に鍵更しても民闘から燃隅佃三儀
にA封Gから任命される幽門闘蟹 ことになっている︒
りす⇔にしてもAEG矩ら鍵儲り格を有する姿興の三人で構成され

AEAが核燃料サ

鹿藥菅にとっては有利な鋤きであ

ることとなろうQ

するよりも蘭くっくので躍力会社
しかし︑今図の引き上げは二刀

るといえる︒

りによ勾かそれとも耳触りにする

の間に大した鋤きはないだろうと
拶訴動員会の決定は︑AECが ービス計画を発表
み6れている︒AEGからの賃借川劇期遡上の利轡借もつ癒設に対
英齪除†力公社〆AEA︶はス

酸翻ウラン導出取引契約に園する

クス69開催にあ陀の︑英麟最初の

内容恕発表した︒

なるであろう︒しかし︑その他の

嫡藁では︑遊心委鐵会は﹁婁員会

許認叫縁続きに関しては︑改正規

しては︑A猛Cの鰻終的な決定と イス・バーゼルでのニュークレソ

を勢兀ないだろうといわれてい

︑08の価額︑②ウラン藥薔が罐

っている袈囚は①スボノト翼いU

かを決めΦ朦に決定陶な魎味をも

流罪に薄しては℃れ罎大きな影塑

る︒でれは醍鞠か強面剛となる一
九七三年六月鼠十悪まで賀悩りを
親ける副劇の鍛刀会祉はほとんど

刀鼓砿に提ポするU︑0︑の二二 屈自の判断謹たはAECの判断に これは隅アの鉱由愈社脳UCO

が政肘の独占という形で続行され

て効果的な交渉を行なう機会をも

を薩ちには行なわないであろう︒

四︑濃縮に讃する研究開発の独

社より利益追求の恵欲に欠ける︒

せる心駕がある︒

蕗は技術進歩の凋用を不当に遅ら

五︑政府企業は濡給関係以外の

要因によって政胴の干渉を受ける

フィールド工勧へのウラン鉱石の

OR鉱山からAEAのスプリング

よび軽水炉燃料製造の削段階とし

軸遂︑六フノ化ウランへの瓢換お

幽縮工擶に送るまでの細雨を含ん

て米国原子力最奥会︵A猛C︶の

三国間取引の中心は昨年操業を

でいる︒

︑．化ウラン駄襲胸壁で︑ここの工

繍崩したはかりのA鷺Aの漸六フ

ランを作り出すことができる︒一

糧では十分競争則能な六フソ化ウ

の制限があり︑ある程麗の制限を

には財務雀の回趣が必要である等

自由な運営が可能であるが︑備入

画として二面ざれているQ

をほしいという米国の申出は︑断

蟹︑価格︑引き涙し粂件箸に押し

二︑濃縮ウランの買手は製贔の

い︒

速心分離工勧も運転には入れな

し︑一九七Qヰ畿なか頃謹では︑

紬ウラン伏給鮨力をもつていない

凋を曳けることは避け得ない︒

犠別な保畿を響けているという批

七︑化石焦料業者から核燃料は

英町紅現在竸争可能な価格の譲
の残葎舶關は短かくなり︑低コス

民闘への払い下げが遅れれば工揚

一方︑敷肘企菜に対する批判は

避けることはできない︒

い下げる麟禽よりも継続性が維捲

ト藩論が発寓してくるのでエ揚の

謎縮ウランの製池および研究開発

億値は下がるたろう︒

リーを一揺して政尉企業に移管す

返済することが可能である︒

七︑政多投下熱金を制益金より

される︒

裟としないという点でA露Cより 方︑この新プロセスのライセンス

六︑敷府刑企藥は予算の叙可を必

ようにみられる心躍がある︒

Rとの契約によるもので︑NUC
条件︑③鍵借り燃料ぜ買収るのに

より︑政策︑法律︑手締きの箆蟹

してた騒刀厳症は去る二月の引き

ないということと︑総嫁りを予通

る点に圓けられている︒そして政

たない︒

＝儒＝＝ニ︐＝P＝＝＝

し︑研究開発についても掻暮を維

雁企業案の短所として次の諸点を

躍＝一一：＝篇＝漏騨＝一＝欝＝需＝二＝＝篇一篇一＝一瓢謬＝

持できる︒また︑尚濃釦ウラン︑

＝一一＝＝＝＝一篇冒＝＝

予備藪下︑ストソク六イルの処分

四︑予算によることなく民間金

三︑独量的な敏府企業は民間会

L︶社は︑アメリカ政府の依頼を

済性を知ることができる︒

受けてAECのウラン濃顯工場移 慧︑外国の契約著に対する濃繍

必要な施設の建設を抑えることに

ウランの供絵も保証できるので不

そのま豪にしておけれは民間に払

一︑財務轡は民間への払い下げ

振摘している︒

このほどその内容が明らかにされ

融市揚より必要資金を調面するこ

政府企業案の長所と短所

濃縮工場移管問題

なる︒

管問題の検討を行なってきたが︑

ることによって施設の運営︑改

た︒濃頽工揚を政股企業に移蟹す

ら行ない市況の変化に自由に週応

薗︑儀格の決定等を企業的観点か

できるようにしなければならない
としている︒

ADLが指摘している政府企
一︑政府企業は︑民営移管に至

業案の長所は次の疑点である︒

るまでの経過指躍とし︑その間に

とができる︒

れは工観を総禽鮒に運勢できる

五︑磯着工揃およびインベント

民闘払い下げ価格簿の二三件を検
謝したり︑施設の改醤をすること

二︑租税︑配当を支払う企業体

ができる︒

六︑現在の運営契約を暫くの間

間魍も最少限に庇め得る︒

ア⁝サ！・D・リトル︵ADとして運営することによりその経
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は︑まだ外籔工鱗を終えたはかり

撫纂業団︶の﹁エネルギー照給と

東北地方では︑武安離光氏︵動

このほか︑原子力P祝として︑

今田の調査剛は︑放樹融化学研

究囲発の現伏と凝来︑R︷工簗利
用の現状︑二子線加速器の開発現

へ

煮

・

寸A．0︒アレン卍

の放樹綴分解で習看なBNLの㌔
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漏米両国の放射線強威瑠門科 臨かれている︒
学雀による鋤二回上米放射線化 なおこの会議には米團から水

洲学会議が十一月や瞬から四日
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一月十二呂午融十時半︶につい

蝿する放射課生物学陶研究漏︵十

R一・放射線産業

て︑講解する︒

原子力文化振墾財団が開催

利用の将別研究会
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︒やっとチームを編域したは

そこで今回は気染な

麟罵鍵胃隔鑛

放射飴﹂︑級圏

一郎氏︵原琶
の﹁実り多きあ
すを鮒継して﹂

一回日米放白オ勘士わ八名︑目

十一月十臼からが出励する予㎞

︸二教授ら三十名測

線化 学会邑議開く薇から縛誠

騨総額第㎜

の講演︑﹁限り
なき朝進﹂︑﹁自

この会議は︑

府立医科六学︑国立遺伝学研究

そのほか九州地方では︑テレビ

勲風︑緬好のコンディションの

ロノス八○︑ハンディキャンプ一

かりの腺船団には︑手ごろな梱

盒

V界烈へ帰ってからも︑罰じ申

手とみたか試禽の申込みが殺到

マネージャ⁝は﹁露盤﹂に灘ち

込がが多いとあって︑﹁船﹂の

っく暇もないそうだ︒

加東人介

自分の

胃です．

譲

二の騒板のお庸で

魚と隙子力﹂の 衡かれる︒
︑

目セントルイス︶のし・3・トル

米国ミズリー州ワシントン六字

放医研などて講演

ク博士が来日

し・J・トルマッ

心おかれ︑工業利胴の分野などは 血︑来薙に延瑚された︒

ボ覆隻の謹過選驚が

㌦醜くものたが︑A薗はとくに︑ れる予だであった鳳研とBNL︷

︑月にハワイで開かれた弟一回に 定︒なお︑本会誠の瞠削に開か

継継によるpR 卍昭和四十︸母五
のほか︑放射線

放射課置魯講撰

．義シンポジウム︑
会隔第一園原子
炉多自的纏縫研
究会があった︒

濠た第三回原子

力産薫展が大販

北陵地方では︑熊谷冤童画︵東

乍穿覆面センターで開催された︒

を逼って一﹂︑坂川宰雄翫︵窟山

大︶の﹁原子刀ーエネルギー革命

歯釜地方では︑三十五ひ原子髄

駆込地方では︑﹁あすをひらく

テルで第十四園一︑アイソトープ︒

塗料の放射線キュアリング︑ウッ

四国地方では︑早川淳一氏︵文

欧︑東北大学︑国立がんセンター

一月十九︑⁝干の罵日︑B本原子

究会﹂を瀾く︒

放射灘の匿簗垂頚に了する特別研

日本原子刀文化宿衛財団は︑十

とめている人︒こんどの釆臼は原

教旨をみて﹂なとの欝演︑﹁ふし
線
贈物掌埴よび解糾学教授であ
︐直なちから﹂︑﹁生きている海樽
り︑分子礁物学婁貝会の議畏をつ

県教曹委員会︶の﹁米翻の原子力

子刀釜貝会の招聴に応じたもの

マノク博士が︑二十八団︑※饅Q

会があり︑村田浩氏︵原研︶の﹁三

で︑十一月十黒碍豪で皿盛し︑放

化財団︶の﹁日本の原子力発電と

とくに放医研では﹁哺乳動物細

十日午後一聴半︶︑﹁哺乳動物細

胞に対する心性物質の作用﹂︵ミ

等廷訪問︑視察や講激を行なう︒

力﹂の講演︑﹁原子炉の安全﹂の

庁︶の﹁工年ルギ；資源と原子

駅画⊥映などがあった︒

その将来﹂︑田中好離鼠︵科技

トルマノク博士は同大掌の旗射

囲的利細へ商う原子刀關発﹂︑宮

中翻地方では︐新聞醗者を対象

射線医学総含研究贋︑京大︑京都

氷一郎競︵原研︶の﹁雌蕊された

とした鋤根︑四賀︑美浜の沓原発

ングは︑アメリカでは︑鼠動箪工

化学エ柔への隊子力利用につい

業の採用が質立つQ

ては︑エネルギー蹴嚢の偉大︑
立地糸獅︑安全儀などで闘題が残
されている︒デンマ﹂クでは︑木
材会杜︑書論社で丸子力の実期偲

もあり︑あわててこれを呼び腱

発組には士瘤から6一き返すもの

らいいものの︑東京から早暢出

んどが象海で油り込んでいたか

大わらわ︒遠釆のチームはほと

だけは︑諸彦鋪やら遡籍やらで

た▽たが斡鵬役の蹟研︵障生譲︶

ドシャブリの天険で中止となつ

いう盛会︒ところが開会当日が

ームを交えて総勢十七チ⁝ムと

櫛難難

口辺正一郎民︵日立橘

晦冨番副隣爵︶目アウト璽︑

▽優勝

圏出の國旗はつぎのとおり︒

ち︑午後鰍二齢解敵した︒

技を終了︑懇細パーティーのの

が続出︑和気のいあいのうちに竸

努力の品品が鞘輝され︑好スコア

﹁培餐動物細胞の生長周溺におけ

る任体の分子の含成﹂︵十一月︸

理の効果﹂︵雪︻十日午削丁時半︶

︹写奥㊤は無題のパネル討二会

ての対︑甑をどが行なのれに︒

㊦は初公醐された﹁むつ﹂の原手

ジ

原研舳陶研究隣については︑構

ニアの獲脳が必蟹となっている︒

渡辺氏︵融︶が優勝

︑

ノ

田午後一霞半︶︑﹁マウス腫鰯に
が臨としても︑今後︑現状に合つ

外でも爾ぐ譜纐されて穀るが︑お

か濾発体制の整備が必裳であろ
う︒

中国電力桜内社長が語る

第22圓源子カゴルフ大会

こうした長病がむくいられて

すという一季もあったVしかし

イン闘一︑グロノス八二︑ハンデ

▽工位 鳥井薩疑︵原餅埋

ィキャンプ一四︑不ソト六八

日本綜⁝子刀陛集鯵議が土催y⇔

刀会ゆ︑十月十八日︑中秋の快噛

担例の正力赫禦熔鵬；十二画帽子

る︒しかし将来︑今の火力翻印断

匂とに︑政︑富︑潭各騨の糟號二

︵原磁紳艮︶︒

なおブービー簸は潤み訟珠三審

か︑翌朝億ぬけるような罐天︒

局根二子力発動欣の敷地には︑

と同歯に用地取得が学監になるこ

前獺郷欝欝︵原唾顧

ロノス九五︑ハンディキャソプニ

周︶卸アウト四八︑イン囚名︑グ

▽三競

〇︑ネノト七Q

メンバ⁝コースで︑アウト︑イン

藁窟飯弛カントリー︒クラブ・

十九石か謬加して翻かれた︒

とし︑午蔚八鱒二＋分スタート︑

好天にめぐ票れたことと︑平鐙

が繍われた︒

圏︑ネノト七︸

を考えている︒電気出力は七十五

けば四十九無度には着工の晃通し

万KW級僧考えており︑順調にい 十八ホール︑メダル・プレーで技

韻戸内撫のどこかに設羅すること

する先行投費の隙昧で︑二号機は

とが予想される︒従って土地に対

瓢九︑グ

二機の原子力発甲所を設蹟でき

冒次のように誘った︒

灰撒蕩懇

炉糖納窓番付近︼

か進んでおり︑とくに謂いエ︑．

謙﹂などの映醐が上映された︒

ドプラスラックの研究隔発も拍発

サイトの晃墨田が行なわれた︒

尿乎力﹂のテーマで講演と映画の

帆圃を上隣し︑PRにっとめた︒

艶

︻むつ﹂も一般に公開
東京では千六名が参加
ナ月二十六Bの﹁原子力の日レは︑今年で第六團團をむかえ︑北海道︑索北︑園菓︑中部︑関西︑
北陸︑中国︑四国︑九州の各地で︑例年になく多彩な行群が闘催された︒わが国の原子力開発も実用

ター︶︑岸田矯之助氏︵朝臼新聞

開とあって早朝から約四千五語人

期に入り︑実生活と密擾なつながりをもつようになった︒
醐策地方は︑東京中心に二十三

授の立揚から︑活発な愈舜が昂さ

論説婁員︶の四輪で構成され︑各

上映され粍︑

日︑虎ノ門・久保ホールに千五十

郵船︶の﹁海煙圃障本の樗楽﹂の

名のOしや 学 生 を 申 心 に ︑ 講 演 と

また北海道地方では︑札幌お
＝っの講演および︑﹁原子力と農

原子力発蹴﹂︑黒川﹂典民︵日本

この後︑原子力畳畳﹁科学と籏
よび北海蔽電力の原発建設予驚地

の老若男女でにぎわった︒

射晒し︑ミレーユ・ダルク主演の

未封切仏・伊含作映顧﹁枯蘂の
映などが行なわれた︒

巣﹂︑﹁隙子炉の蜜全﹂の映醐上

れた︒

映画の会が蘭かれ︑はばこうい
ち氏の総合司会でスケジュールが

まず︑平 泉 渉 科 学 技 術 鼠 務 田 富

逸行された︒

点で講藏会が瀾かれ﹁原子炉の安

十四︑十振日の爾録は︑雑誌記著

企業化の実情報告
業利用の現状と將罫﹂について講

原産懇団野調査団長が
蘭越原子力産染会識は︑十月＝

倶楽部で︑第†七回一︑原子力産巌

十二臼︑雪目・丸ノ内のH4工莱 演し︑撫二次の通り語った︒

懇談会﹂山編いた︒

岡凹は︑原産が欧承に派雌した

﹁放射線塵事荊用日鋼団﹂の報告 状︑放射謀化学の雨雪化と騒済
をか46て︑岡醐査囲の団長・団野 性︑原子炉多目駒利用の現状にり

一1

いて醐査してまた︒

﹂財一

皓文民が﹁各国にお割る伍伍二四

一垂ーム

トロン・ビーム︒インダストリー
とガンマー線工桑の二つの大きな

放射線の工業利嗣では︑エレ〃

重水臨界実験装
置の建設進む

礁

揮

m

﹁二号機は瀬戸内海に﹂

分露がある︒放尉面による果樒︑

謬．

だ︒とくに塗料の放麹線キュアリ

＝一冨ヨヨ︼蚤ヨ三＝〜＝榊＝≡﹁︸﹁幣曽三＝〜彰葺＝﹁監〜＝葦＝訂〜二葺葺冨︸；≡葦一 一⁝≡ーヨ簿＝一

全﹂﹁ふしぎなちから﹂の映圃も

子力の開発は︑冶い入々の支持

ふ実働期に入った︒これからの原

を対象として︑原研︵藁海研究

街﹂の特別試写会があった︒

が必要であ る ︒ 本 臼 は こ ん な に 多
所︑大洗研究所︶︑動燃禦業団︵東

が﹁わが國の原子力開発もいよい

くの若い入が原子力に関心をもっ

海萎萎所などの兇学会座行ない︑

原子力に対する逝麗なイメージ

海蟹業所︑大洗罫業所︶︑原羅東

統いて︑ ﹁ 未 来 と 原 子 ヵ ﹂ を テ
・アノブにつとめた︒二十六日に

い﹂とあいさつした︒

ーマとして︑パネル討論会が開か
は︑科学技術館の無料公耀︑原子

ていることを知り︑大へん窟ばし

れた︒このパネル討論会け︑第
力齢﹁むつ﹂の一般公開などがあ

︵建築設計家︶︑墨新羅︵SF った︒石川島播磨重工渠菓京第二

村翼理さんの司会で︑黒川紀漁氏

工婦E摩壁につながれた﹁むつ﹂
−捜

瞬撚．

｝
だ︒

︑
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純」気医躍わ求めください

新大手町ビルヂング

重い骨弱い胃・痛い胃に

㊧

化学を通じてあらゆる産業に奉仕する

，く

東京都千代団区大手町2〜4

本社

動燃大洗麟集所
動撃茎業団大洗禦押所で︑いま

璽水臨界実験装霞︵DCA︶の建
新型転換炉︵A雪R︶は墨水を

窯が急がれているQ

月二十二日︑囎気温業革盛会の祉

して豪いるが︑このDCAは︑着 中国羅力の機内乾田妓長は︑十

減家老とし︑沸騰軽水を黙認側と

高いデ⁝タを集めようというもの

水の各種試験を行ない︑信母性の

で︑漫瀬ウランを燃料とした︷詩

蛍＼〆

、

新しい配合効果が特長です。
錠剤・散剤。携帯用散

日本瞳達
日

農薬・医薬

移の臨界装霞︒電気出力二十万譜

機能は実用炉と同愚答Q騨心は箇

に設躍する力針である﹂など︑要

原子力発羅崩一一暑機は︑融戸内海

長会後記覇会見し︑﹁中国晦力の

．︑燕勢

ツヘ
藁

力
子

で

こなすカが強く、胃の荒れ、胸や
けがスッキリ…胃腸を丈夫にする

照攣コニ謎薬品

嘔の原型炉に比べて小出力だが︑

ルミニウム観タンクに入ってい

径約三層︑高さ嘗試・五識のア

る︒今戸ヤニ月に毘成の予建︒

霧噂爽は煙水臨界翼験袋貼施設
卜﹇

あ建設状況︼

繕

ζ

欄
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8◎

会騒の中間の期間を利用して開く

ンホード研究所・医務診療語長の

的措置と療法﹂について元米国ハ

緊急駈蟹描醗﹁放射線事故の医学

第四セソション放射線購故の

ABCC所長摂博士

力などの田力会社︑動燃雛業団︑

欝本からは東蹴・九醗・中国脚

た︒

日出来ず︑論文の紙上発表になっ

予定たったが︑財政口強のため来

ソト博士が出席︑瞼文を発表する

ェル研究所︑医蟹科艮のA・スト

れた︒なお︑英国からは︑ハーウ

の保健婦の活動悪欲に敬服させら

ったのは葬常に興味深く︑鰭外国

ーから塵業保健蝋が三名田膳があ

その他オーストラリアとノルウェ

督冨8・デュトア博士などで︑

ルレ博士︑爾ア連邦演出局主錘彊

撃

原子力産業医学国際会議を瀾催bて
●︑．︑ご二

醗在世界における醐度工臨化の蟻先端を担うものの一つとして︑原子力薩粟の発展は目ざま
しいものがある︒ずでに全世界を通じ︑七十六藤の発躍用原子炉が稼働中であり︑その総出力は

ことを決め︑昨奪十一月頃から晦

おける放射灘の後発的菱蟹﹂広働

一万MW以上に逓し︑それに対する核燃糾の細田も急速に伸びつつあり︑従って燃料法蔵．加

わが圃においても︑本紙議噺の

備を行なってきた︒

工・再処理のための慶業が非常な勢いで発展しつつある︒

三年の間に数墓の大型原子力発露

轡滅は御承知のとおり︑ここ二〜
期日・一九六九蕪九月三十田︑

＋月一日
揚所
ノーウソド博士の論文発表があり

大津市琵琶湖文化館

なお︑二露扇は関羅︒墾浜原子
力発羅所及び原聡・敦賀原子力発

アイダホホール原子炉試験揚保

涜職︐

翻際簑踵のメンハ；
残愈ながら紙藤の都含上︑会謙

︻で︑日本が世界に示し響る澱懲な

以上を認渇して恥じることは︑

会議の印家

考慮に比べて︑ともすれば軽樹6

施設の開亮や周辺の住民に対つる

追風の健康と安全の罐保は︑産業

徳速な発展に対し︑そこに働く従

においても︑最近の原子力至楽の

わが岡だけでなく欧米の先進醸国

一の麗を与えた・竃緩射蟹

蟹料であり︑海外の繊愚者に多大

故隠の緊急臨擦措躍の闘㎏は日本
ではほとんど繕験がないため︑現
在わが麟の漂子力欝欝医学が慮面
する耀きな闘題の一つで︑この間
組については︑田本の出膳着から

魯々と質疑の形で閲纏が琵出さ

一百扇の見学旅行︑宴会などで

の発展の一礎石となΦと共に︑世

籏議が︑わが囚の慮子力産蕪傑健

この琵琶湖酵における小さな圃際

くからAECやパブリンク︒ヘル

ス︒サービスなどの組繍的な鉛力
と鐙麟な人材や凝駿によって︑こ

丞的にも囲畷趨窯匿学の薪しいワ

の曲でも最も薩んでいるようであ

る︒まんフランスは楓卸した中央

一八飛A6鵠︑一九六九無刊︶

O原子力麓梁の話︵田中壁書︑二

一康鰻重料竃便りi−

︐

晦

岬りこ︑︒

ン・ステソプとなることを心から

ことが出来肥︒その折︑将来近い

彫

鎗力によりその人材や経駅の不足

容︑その騨価のやり方について︑

晦期に国隙労功備生協会︵PCO 凶協会というかなり大きな医師の

でその成果を臆々出版している所

簗

左上的システムと凶家的な計画的

を︑卜い︑相当な成果を上げてい

．Φoドイツはこの点で︑わが闘と

やや似たような鳳が見られる︒函

撮健婦も交えてかなり圏発な慧見

放射線および原子力産薬に関する

H︑国華労働衛生掌会の母体︶に

7﹁彪9Φ麟Ω綴錦囮Φoけり︒

の畷ヨσOの一難ヨ

︵εq賃噌

質疑頃合で︑フィンランド大の

様子がうかがわれた◎発衷後の

ガルフアトミソク辻から緋嵐搭

新規なテーマとしては︑米噸

⁝
た︒グラフト璽禽のおもしろい

九六九年刊︶

例としては︑サクレーからシリ

を︑やはり加速銀を使って焦類

パイロソトおよび災桐化生鹸の

箇から國囚醸彌の賢明があり︑

疑が繍り惑ざれたり

表し︑その鼠凶について騒々質

述べたが︑パイロソト試駅豪で

かなか爾み込みにくい現状をお

は着着に暗むが︑本生匡へはな

藤岡

修二︶

︵策灘レーヨン株式貧社寺発研

究所

隅一・

圃

m

日本原子力産業会議

は瞳子力藤業に従麟する医飾の数

は少く︑また殿近蒙でほとんど増

加がない︒薩藻医学界や一般医師

わめて薄かったという翼簡を反映

会の原子力確確に対する関心もき

して︑量子力二業屡学はあまり十

分な成果を上げることが繊来なか

これは将に原労力の安全工学︑

った︒

くらべて低調であったと感じられ

保憾吻理︑環境放射舵冶染問魍と
たが︑それぞれの囲がその爽獄

れ後まわしにざれる激職がある︒

臨協議会において多子刀産違の間

る︒最近やっと産謎医学界や産業

れ︑米︒仏・独などの実戦の説明

と歴史的縫適に磁って努力をして

などわれわれにとっては大変参考

となる討諭が行なわれた︒旗た

ができないが︑特に学術プログラ

会議では得られない想細を緩める

泌が謡磁にのはるようになった︒

米国A封Cのドラン博士は米国で いる様子も分⑳︒とくに米囲は古
は︑冒下灘子力雌業の急速な発展
に艦み︑一般の医帥︑懸護婦︑孜
思懸員などに規して放射線麟故の
双扱いに関する轡兼︑超及に采出

られた︒︵これについての十六赤

した聯が説明され︑その蟹纏が酎

の映画もあるが︑これは團厭労働

ムの後半の原子力産業における

の内容について詳しく述べること

大恩研︑東大︑憲大︑九大︑岡

無税看の健康響胴の体制とその内

薫ったことは︑日本の閣連副業の

の交矧が行なわれ︑あ騰りにも形

．蝋には十年前寵から族射醸随護医

この周題への大きな関心の現われ

式化した膿液検査の蔵男について

飛団があり︑舞年一回襲会をもつ

がら日塞を含め七力量三十余話の
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から︑原重力産矩医掌の書毛の医

碑も多く︑これに簾上し︑医師・

多くの論議が行なわれた︒またA サブ︒コミソティを作るべきであ

磁学煮相瓦の餅衆・連絡がよく行

人々が過ったことは名災ともに国

そのワン・ステノブにしょうとい
射線学会で発表融膿されたものの

なわれてる︒これに対し︑わが團で

BCC算博士の特別諮演は国際放るという話などが娼︑この会誠を
うことを謡趨った︒

てよいだろう︒

エソセンスを︸足先に聞いたもの

に行なわれた︒

があったが︑代用化は尚皐であ

水の厭射藤野屈についての報衝

について︑虚擾的な議論が熱心

空活において．二千平方同にわ陀

コン樹臆にNービニルピロリド ミソチネン教撹がフィンランド
ンをグラフトして親水均一避涙

特に工業化へと大潅く削進し
ているテーマを拾ってみると謹

測遡譲では︑五〜六隼先には

ってWPCの躍材としての潮脚る︒
化誠意が行なわれている︒さら

性︑通気性︑顧融柾にすぐれた
コンタクトレンズを作る新しい

ず塾舎では離隔研におけるトリ

発され．⇔とのソ越アブラミアン

に同轍のテクニソクでβNしで 翼〜千KWの大出力のものが開
はコノクリートポリマー温幌吻

放射緑キュアリング嗣の大晦流

教撹かりの級實が吐日された︒

架檎小盗では間じくサクレー

ジコン蟷禽の化学工業晦研究な

る︒類似テーマとして填詞から

の開先も忍超に鹿囲されてい

試みの薦或もめった︒

び服蕊讐の利用に関するシンポ

I田のホフマン教授がディアり の架髄による紺冷性︑耐欝剤性

メリカ︑イギリス︑日本におい

低加薬ルギi加頓徳の囲兜がア

て遺憾晒に進められているのと

亦止り岡順佑に

つたか︑以上に

以上沁用研％を甲心にしてミ

含わせて︑将※が明億される︒

ついて報古があ

どがあるQグラフト包含ではM からエラストマーエマルジョン

一

﹁放射線睡業利用調査幽しの

貝として会議に出腐する機会を

門一壷射撃利書函に参加して

みられるように

加工プロセスについて発心し︑

ュンヘンシンポジウムの拗晒を

今後獣す漂す放

射線による隠然吻ーポリマi緩
ルi発揚のパーマネントプレス ている野合説があった︒WPC成物の裂域研究が盛んになるた

ング・ミリケン砿のポリエステ

ゴム手袋の協発を積憾附に蓮め
用羅子線加頓羅に関する着干の

二十七力國二霞名で比較的規模

諸分．ナ欝欝では︑葭ドイツヘ

破すΦκめに今後誌繊・応用研

キスト祉はスルホオキシデーシ

掌工掌の園において一樋の充舞

究の︻体化︑藤醐山芋および化

が︑今灰のシンポジウムを雌じ

ョンプロセスについて綴古し︑

かなり以削から研％されている

パイロノト試図には鵬解したも

アクリルアミドを使っているこ

て︑はば受用化域階に塗したと

のの︑企菜彪は灯なわないと完

モ／マーとしてNーメチロール

とを明らゆにしたし豪た同じ米

ス︑オーストリア︑インドの各

判断されるQフランス︑イギリ

の小さい国際会畿であったが︑

看のため︑非常に税密な空気の

ノグ・ミリケン社と圖様の製贔

国のコーンミルス社もディアリ

する璃備をしていると報告し

ニュープロダクツはいかにすれ
ば得られるか︑またいかにすれ

が塞隷れる︒

即で盤景し︑放射線化学による

そのほとんどが放準線化学曜攻

︵木材−樹臆組成翅︶については ろう︒

報告があったQ叢濃の出騰者は

分で︑その他線愚箪測定︑工業

化学の応贋に関するものが大部

シンポジウムの内讐は放射線

得た︒

一基礎・応用の一体化を

ジウム﹂が開腿され︑原薩派超の

﹁工業における大容鰍線源およ タ⁝ネソト教授らによるエマル

ミュンヘンで王A皿A主催の オキサンのパイロソト試鹸︑ス

この八月十六日から五日目︑

腿憲讐

際会議として成功であったと考え

と考えられる︒とにかく小さいな

た︶

大︑鹿児縄大などの各大学から二

衛生会議において公開映写があっ

十売名の軽業医及ぴ関連専門象が

心鋼管︑原子力産業五グループ︑

これについで︑米國AEC安全部原研︑武蔵工大原研︑放医研︑軸
のドラン博士を座長として岡上テ
ーマにつき︑テ；ブル酎論会を行
なった︒

以上禽獣十論文発蓑と一つの特
別欝演があり︑それに関する質置
・討論が行なわれた︒網九蒔から午

後五味三十分豪で非常に充実した

内容で︑しかも金部が英誘で行な

なり厳しい会議であったと慰わ

われたため︑田本の出席者にはか

れた︒

会議の畿長は︑東大医学部公衆
衛生学勝沼晴雄教授︑副畿笈は岡
山大学衛生学大平教授︑私はセク
レタリ⁝︵蛭那︶として︑会議の
企画︑アレンジ︑設蛍箏の技術・
礁勝的な担当者を勤めた︒海外か

々は︑米圃原子力産業医学年弼の

らの出身者は十名︑その中主な人

ード研究所医単為幾W・ノーウノ

長老の一人である削述の元口ンホ

ト博士︒米国AEC安全部付医務

健サービス部長G・ボエルズ博士︑

担当W・ドラン博士︑米国A聡C︑

騒騒セソション粥鋤暫の活動

ス極力公社︑放射線防謎サービス

生躁長︶C︒クーパー博士︑フラン

ー

ば世に送り廻すことができるか

米国の原子力発電所における

嬢が諏働状畷に入ることは明らか

である︒五奪後には康子力発巡の

ものと予想される︒このような原

総出力は二千五酉MW以上に及 ぶ

しい画縫工業化の推進力に襲づけ

子力産業の発展は︑わが国の素越

られていることはもちろんである

に撚遮していくためには単に工学

が︑このような発展を安全で円激

技術︑科学研究︑また経済︒資本
的な力のみでは不可能であり︑そ
こに鋤く人々や一般大衆への燧険
や轡を防ぐための安全︑守殿確保
または環境の保全のための学閥．

家の協力が必要であることも明ら

技術・対策とそれに従購する専門

かである︒現在︑この方面の努力
と啓発はたゆみなく行なわれてお
り︑そのうち鍛も弱いと考えられ
るのは︑原峯力塵業をバックアン
プする産業保健医挙関係の活鋤で
ある︒

このよう な 実 憾 に 鑑 み ︑ 薦 本 塵
業衛生協会は昨年放尉線衛生研究
会癒その中にもうけ︑塵業医学関
係の専門家のこの方面における自
発的研究と瞥発をうながすととも

副馬を見学︑現場診療所にて討瞼

に︑わが園の原子力麓業の発展の
一助となることを期してきた︒

会識の学術プログラムは︑四つ

会を行なったQ

十・月上旬にかけ︑わが国に第十六

のセソションに分れ︑全部英語で

時あたかも︑今年九月下旬から

回團際労働衛生会議及び第十二回
行なわれた︒

理境の静価と検討三瞼文・発衷

第一セソション被曝及び労働

国際放甲線医学会議が福ついで闘

は放射線医学の尊門家が数千名来

と討識

かれ︑世界各国から産業陳学豪た

臼することが予想された︒その中

には現在原子力産業の磁面す．⑳放

に伴う健康傑護と安全の聞題三

学的検診の組織とその経験

教授︵元米国PgH・S職業衛

カリフォルニア大学公衆衛生学院

慰線及びその他の危険とその薩業

論文・討羅

第三セノシコン健膿管理と医

医学的側商について深い関心をも

文・発表︑および一論文紙上発蓑

つ医学癌や専門家が多数来日され

ると響えられ︑放射線衛生研究会

二論

は︑これを機に︑﹁原子力騰業に

スルーエ研究所医務部長G・メi

部長M・デルプラ博実西独カール
特別講演

並びに酎議
﹁原爆被曝生存春に

ミーティング﹂を︑この二大国際

おける魔業医学閥題に関する国際
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