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産

昭和娼年度
蕪

および原子炉等規剃法に基づく警可を受け︑または届出を行
録︑対葡年比で約二倍の増加を示し︑慶簾活動の活発であっ

の増加から︑それぞれ四百五十三億円および百一億円を配

九％を占め︑以下︑三囲機関が一二

億三千百万円で余授逸物の八一・
芳円︑羅気機械聡暴製造黎が一億

円︑その他製造簗が︸億四千八百
なっている︒

六十七癒二酉万円で二九︒一％と

︸方︑経営竈体剛の投蟻額をみ

ると︑国が百四十偲千二置万円︑

迢繪c万円︑計羅漁業精曙機械

地方自治体が七億五千八百万円︑

十六億七千九着万円で八・︸％︑

いる︒

製蹄業が⁝億千七酉万円となって

研究開発投資を内容︵科圏︶別

る︒

間が薦五︒八％の投資となってい

国と地方自治体が六四・二％︑民

罠閥が八十二億五千二齎万円で︑

で七・九％︑毅膏機関が八億九千

応用研究に

半分近くが

研究機関が三十冠億九千九衝万円

五酉万円で二％となっている︒

一方︑鍵資額凝没了対象別にみ
ると︑原子炉や該燃料関係が三菖
研究關発投資額

罠間企業の研究開発設資額を業

人︑海外研鰹は二百入︒

三士では︑暇内研修が千二覆七

機関別では現量企業が六酉九十

二人で全体の四九・二％︑研究機

関が三百四十一．人で二四・三％︑

機内四郊科学技術庁長富は︑

代表春変

／彦／多／／勿
健友躍舞工業︵株﹀

原産に入会︑

腿︑薪社長は阪本萌氏へ朗歓畏鍋

環北醐発露U

鵬難境属は逝芸︶
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東京芝浦電気株式会社

取締役社長土光敏夫

羅獺川縞︵万二︶二一一一︵代︶

神奈川県川巴布堀川町七二番地

福徳會愛日ρ工製佗所

取締役社長駒井健一郎

電話東京︵二一二﹀〜一一一︵大代︶

求尽日千代田日晒ノ内︻の一新丸ビル

謦

脚線田七之進

電話東京答一＝︶七一一一︵大代︶

三二都千代朗区為楽町鰍の十一

取締役体長牧田與一郎

鷺話東京︵二一二︶三一二︵代︶

墓暴都千代田区丸ノ内二の帯一工ビル

魁語

一本松高機

東京︵二〇一︶六六一一＝

東京都子代濁区大手町一の圏

撚表取締殿

日本原子力発電株式会社

蹴話粟京︵二一三︶○八一一︵大代V

乗京都千代田区丸ノ内二の八

取締役社長鈴木二郎

古河電気工業株式会社

◇

三菱重工業株式会社

⑤

富士電機製造株式会社

＠

理工載は到着順蚕蕊

馨

生産が前年比で倍増
の八四・九％を占めている︒うち

八十四偲八千四甫万円で全幅蟹額

二百万円で総投資額の薫一・七

にみると︑入件蟹が騒士二億七千

％︑設備等購入額が五十三億六千

なっている潜など千九百三十八機関を対象に︑原子刀関係曙

頁万円であった︒これを

億二千一

万円で二三％︑その他経費が菌二

研究開発投資額は総額二十二十

億三千七齎万円︑原子姫隠縫施設

十五億三千七百万円で全機蟹額の

機関別にみると︑研究機醐が齎三

億九千万円で四四・三％となって

わけは原子力発鷹所が三百二十一

が二十五鱈八爾万円︑原子力齢関

五八・八％をδめ︑以下︑民間企

いる︒

研究から設備投資の段階へ
係が二十偬二千万円︑核燃料物質

業が六十七億九千九︸臼万円で二九

毬騎にみると︑蝿気機械器異製趨

億五千四酉万円で一八・五％︑そ

たことが示されている︒なお研究關発投資は前年比約︸劉の

の累績︑回筈率七八％︶︒鯛査結目では︑毅構投資および生

・五％︑教膏機関が二十億七酉万

鑑が二十五億七千薦万円で民間企

野契績が︑原子力発電所の建設や動力炉開発の進捗︑原子力

また︑放射綜刹用関係の投翼壁

円で八・七％︑医療機関が六簡墨；

桑の全研究瀾発投甕額の三七・八

科学妓術庁原子力局はこのほど︑昭和圏十三年慶の﹁原子

は六十八億四千四悟万円で冷墨蹟

千九百万円で二・八％︒また︑投

％をδめ︑湧いて化学工業がヤニ

力開発利用動態調査﹂の結乗をとりまとめ公衷した︒これ

額の一五・三％を占め︑このうち

彊額を研究誤想購にみると︑応用

使用施設が十聾億六千八粛万円︒

放射線刈上機械器差等には三十九

研究が九十四偬四千五齎万廻で全

船の建燈開始あるいは原子炉機器関係や放射線利用機器開発

億八千八衝万円︑建物欝撮物には

は︑原子力局が︑今露三月三十︻日現在で放射線障轡防止法

額の薫＝・八96をδめ︑以下︑輸 二十一一鱈一二千五百万円が投資さ診

研究開発投資額の四一％を認め︑

の他製心細が八億千颪万円で工

た︒

廃パ

野駆購にみると︑雌気機械二丁製
送剛機械器只製造藁が二十五億臨

百万円で二九・九％︑解説研究が

以下︑聞発研究が六十八億七千五

事者は三万弓
鋸係人醗

％である︒

％︑教育機関が酉六十九人で一二

鷹療機閣が百九十コ︑入で；三七

これを機関別にみると︑民閥企業

十二入︑教訓機関三千三百五十九

七千瓢謀一八人︑研究機関六千五百

E六％を占め︑以下︑田田⁝機関

が一万蹉千二百十八人で令体の四

関係従二者は三万喧土竃十一入︒

昭頽四十毛玉度末までの原子力

︒九％となっている︒

民間企業の業緬別の投灘額は原

者による原子九発躍所への投資額
が三百二十一億三千七哲万円︑輸
遂m用機器興劇鴨造⁝莱が二山一粁億山ハ資

万円︒

放鮒線利用即係の投叢額は二十
二億二千九百万円で︑このうち化

万円︑鉄鋼業が三億四千九菅万

m爆機n微多層ハ製造業が剛四億一瓢千山ハ︸臼

学工業が四億九千八落万円︑軸送

原子力関係従

螂嵩綱鰹撚機械器具製造桑四か十山ハ鱒⁝一二

千七萱万円で一四・九％︑計量器

造灘が十五傭千八百万円で八・九
％となっている︒

発電所建設に
三百二十一億
設備投資額
霰備投資額は四召五十三億二千
八齎万陽であった︒これを機開別
にうると︑民事企業が三百七十一

このように︑平蔵利用に限定

このような輝かしい来来の展

わが国における原子力第一紛も

望に立つとき︑急激に展開して

萸︑独︑仏の科学技術関係酋脳と

されたわが国の原峯力開発は︑

会訟するほか︑各剛の試験研究欄

すでに進水を終え︑やがて母港

なお全原子力開係魁町書のう

人などとなっている︒

ち︑研究︒技術蕩は一万万千六醤

ゆく彌報化祉会に即応し︑ひろ
く内外の樹蝦を迅速に伝逮し︑

々木振興局長︑下邨原子力局勢早

なお長窟の訪欧には科授庁の佐

後︑難燃発渡欧した︒

ける原子力関係の研號・捜術蓄は

騰科学齪長のほか秘欝窟二名が随

炉規制縢擬︑外務省の矢困部圃連

立入餐が一万一手九璽二十二入で

行した︒帰岡は†︸月十五鷺の
兜行嚢〇〇暑の

ある︒機關別では罠聞企簗が八千

百九や八人で︑響理賦域常蒔立入

放射線関係従勝者は二郷三千ヒ

含謝一万一千九入である︒

機関︑研究機関︑民閥企鎌瀬にお

線技師等を會む︶︒このうち教膏

総合的なコンセ
ノサスを確立す

る上で︑この新
聞が康子凝血唯
一の尊門紙とし

て果たすべき役
罰はます塾す灘

磯会に︑現在ま

三頁九十六人で金体の三五・臨％

予定︒

で長期にわたっ

¥九人︑研究繍顯農圃罪†八薫十一︷

を占め︑以下︑臥療機関七千二葡

者が一二刀一千八百山ハ森1ぬハ人︑餉碑謄

ての購読者舗氏

人︑教育機関三千一

入︑一年以上が欝八十四人︒研修

うち期間一錐来満が千二酉二十ミ

選曲派聴入畏は千四額七人で︑

なっている︒

百荘子などと

の心からなるご協力を藻謝する

大である︒この

酋騨
聡

世論と産業界の

いまや宇宙開発︑海洋腸発とと
もに︑わが国におけるもっとも

サイエンスとし

強力なビング・

搭絨をみる予定となっている︒

﹇方原子力の軍和利用は︑こ

て︑またきわめ

のような動力源としてのみなら

hpヒ

ず︑鉄嘲︑化学工業等における

︑

助

四十五入︵但し繊師︑薬剤齢︑X 関を視察するため︑十一月二田午

のむつ市に圓航され︑原子炉の

放射線利用機器

十九億二酉万円のうち︑電気麟業

町奢数︑研修紙数︑研究関発投避︑殴嬬投物︑生産額の五項騒

零

之

て裾野の広い有

禮

力な成畏産業と

菅

熟源その他としての他岡的の

して︑現に囲豪ぐるしく流動し

とともに︑今後一難紙面の強化

利雨闘発面があり︑さらに放鮒

充翼を閣って各位のこ朋待に沿

線︑アイソトープ利胴分野とし

経済の中で︑その麓業技術を園

いたいと考える次第である︒

拡大をつづけるわが国の萬宗務

産化し定蒲させる努力が払われ

て︑工業をはじめ医学︑醗黙︑

めて広くかつ艮体附にその契胴

つつある︒

∵㌦

・

一二

子炉や核燃籾土筆の没覆額三智四

増撫を示し︑投貸の璽点が研究から生慶に移っている︒

︐㍉

l1；，「FI筆甚15［置

千五薦万円で九・六％︑その他膜

について昨年度の二三を糊盃したもの︵うち従餌者数は過去
徽五千三酉万円であった︶

㌧

U，437（4210）

理工学等多方面にわたってきわ

化が進められている︒

脈表

「1【1震炉

遺叢が八卜九僧八千万円で総生奮

P，426（1144）

わが国原子力の歩みと共に

核燃料開発慕難団の手により︑

ド発がナショナル・プロジェク

新型蔽換炉と轟速増殖蝉の廟窪

トとして鋭意進められており︑

獣た核蜂料の磯保のためその入
手と海外における開発の態鋤も
踏々と固められつつある︒窪た

、㌦

㌧

罠間食灘の歩産鎖哲ヒや億四を
1，9芸（謝）

♂∵き、い

v

生産額

力の浜岡︑中国電力の燭根をは

匤壹膜ﾐ謹i測器

原子炉機器が
過半を占める

原子力藩業噺闘の綱刊は昭稲

じめとして︑九州︑菓北︑北

G，237（1303）

厲ﾋ紛測冗器

昭和四十三薙度の原子力関連牛

績
実
塵

品

魔

三十隼にさかのぼる︒以来十玉
陸︑北海道の各州力会社もそね

R，聯（1183）

p棄物処理装i霞
@
漂
鼠壁 線曙鐵罐
厲ﾋ繕紘装｛畿

原子類機器

庫︑号を聡ねて今濁宥○○昼を
それ建設地点を決定するなど︑

核撚料関係

厲ﾋ線管理解読

髭三五〇む号を郷士源

これに撫えて︑さらに動力炉

が現出しつつある︒

迎えたことはまことにご同慶に

力の黎朗期にいち軍く艇生した
この新聞の陀吏こそ︑その濠濠
わが国原子力開発のあゆみを物
躇るものにほかならない︒

先進列国に十館もおくれて発
進したわが国原子力の平和利用
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筈め︑以下︑放
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十二月二十二日︶後の措鷺につい

︑現行協定期限満了︵四十五無
原研とUKAEAによる﹁卑は次

あるかどうかについては疑閥が多

をもつ︑境行協定の砥長が妥当で

的欄報交換を中心とした協力関係

慰めてい甲愈奉戴聖業圃も︑園際協

力の国内窓口を一元化する方がよ
いといった考え方をもっているよ
うだ︒

海外ウラン資源

調査団が出発

日本原子力産繋会蹴が派遣する

︵団畏︒鈴木醤照岡和鉱繋

﹁欧州・アフリカ・ウラン蟹源調
査団﹂

乱発渡欧した︒

常務取締役︶が︑十一月二四︑羽

闘調査圃はフランス︑イタリア

て

ニアなどの数力圏を筋間︑一一†七

のほかニジェール︑ソマリア︑ケ

日帰国する︒

ムムミ

原産新聞がついに第

あるV電子力開発の飼

以来十㎎年余のことで

て月刊から旬刊︑そして週刊へ
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関電美浜にモニ
タリング・カー
醐西総力ではこのほど莫浜原子

区の放射能を巡鳳して測定するモ

力発電所の構内およびその周辺地

ニターカ；を新設︵写奥︶するこ
とになり︑東芝が測定槻器一武を
納入した︒放尉能の測試はモニタ
：カーの麗根に検幽器を國下して

こうした欄勢をふ謡え︑こんど
の協講では︑協力縫囲を商業網織

研を一睡化したもの︑あるいは③

ついて醐塗してきたもの︒

アレン︑ハート

て来た糖果である︾餓近では︑

日刊紙も一斉に原子力の高曇を
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高速炉協定に基づき
期限満了後の措置も検討
難中のガンマ線の線盤率を測定す
る方式で︑このモニターカーの設

交換をも含めた広馳な協力関係を

中心とする新協驚の暉暉閥題が主

日本原子力研窮所と英圃原子力公社︵UKAEA︶による萬速炉開発に関する第三回﹁無次会議﹂
が︑十二月一田から三磁間︑東京・芝の東京プリンスホテル会議蜜で開かれることになった︒この年

て器し含われるが︑その際には︑

この会議の終了後︑英翻側と現行協定期限満了後の措腰について協講を行なう予定である︒

会識﹂は︑﹁明豊炉協定﹂に泓つ

現行協定とは異なる新しい協力方

両博士が講演

五頁号を迎えた︒発刊

草期に盤まれ︑その発展につれ

能になり︑蟹全性の確保に六きな

鞘漿業団の謙画が遅れているとこ

設劉を果すζとになる︒

ろがら︑薦張四月︑A逸Aに再処 儀瞬の笑橘や法規欄と琴続糞等に

カバ⁝できない地域での測定が可

理を俄頼︑本年四月から昭瓢四十

國により︑従来ら園定的測定では

現状預り︵墓礎的襲爵の交換等に

六年までに合計七圓︵ウラン鶴野

内窓口についても︑①勲燃事業醐

限り︑原研が蔭口となる︶で延長

で百六十ナ︶をウインズケ⁝ルに

要議題とされ︑さらにその際の国

するの三雲について︑英国側との

送る︒再処理後︑本年度は二十謎

次会議は︑原研とUKA鶏Aが昭涌噂十三十瓢月二十冨一Bに締結した﹁嵩速炉協慰しに基づいて闘か

舐し合いが行なわれることになる
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れるもので︑両国における高速炉関発の技術的諸問題を中心に意見の交換が行なわれる︒なお原研は

もようだ︒
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用済み燃料の本格的輸送を荊に︑

い︒ナショナル・プロジェクトと

朗向潅にこれを掲載するように

扱い︑しかも桐当なウエートで

なった︒だが︑原産薪聞がひと

原塵・放射線化学研究会では︑

ヤ一月十日から四日聞開かれる

を伝えるための努力

り

翼爽

第二圏臼米放購線化学会議に毘

脆のため来日のB摘L語弊研究 を繰り返して轡たのも︑つい先

評価も受け︑紙颪の充実もはか

られ︑今では原産の機関紙から

ヨー多二重

♂⇒

︸本にするか︑②踊燃礁業団と原

して︑費任をもって購速輝開発を

耀︑四十五年に八十謎耀︑四十六

ウムが︑A

年に七十八㎡耀と軽軽頁七十八竿
燈の核分裂性プルト一

燃焼度は二千蟹WD／ゾ︒

EAから送り返されて来る︒平均

究図猛・﹂・ハ︸ト両博士を招い
て︑十一月十四日︵金︶︑午酌十

へと脱皮して

力関係脅のものとして︑いっそ

雪多多f3

の協力を墾みたい︒

子﹂で︑黒化研メンバーの外︑一

孝一﹂

四十四年度間に合経膣二十三億

馬・、

五月︑四十二葎十月の会含に貌く
法が中心になるものとみられてい

英フィッシャー号が入港
東海発電所 g用済み燃料輸送

られる︒

専門調査団が帰国

原子力碧門紙

五葛石を機に︑この新闘が原子

さ︑きびしさも要求されよう▽

いるが︑それだけにまた︑深
﹂マはアレン博士﹁雰均質系の放

時から正午豪で︑策京丸ノ内の鶏

済み燃料輸送聯門調査園﹂戸繊麗

射線化学﹂︑ハ達ト薄綿﹁水和調

蚕

う拡充発展するよう多くの人々

f工 萎fユ妻一葺

般の聴講を獄迎している︒

多

︒三隅伸躍謬連殴子力部畏代理︶

は︑十月二十七日︑当鬼を終えて
嬬着した︒

妻二f集蓑

を隠めることとした︒

機器製遭設備に対しても昭和四

もに︑実蹴牲試験設備等原茅力

，

く周期的聴取で︑今回は四十一無

第
る︒そしてこの焦点は︑協力範囲

一薗罠のもの︒過去一薗毫英

国ロンドンで瀦かれているが︑最

の国内窓口の闘題に蔽られそう

近︑わが飼ではFCAの運脚実績を拡げた新協定の緬繕と︑その際
やナトリウム取扱技術等について

に

英国原子力公社︵AEA︶が日 二燗のフラスコに積められ︑英国

現行協建は動燃灘榮団の発足醐

だ︒

こ溺らを発噛するよい機会でもあ

耐量原子力産聾会蹴が欧米の七

員A・0・アレン︑ANゐ主任研ごろ窪でのことたVそれなりに

に締縞されたものであり︑協力範

第一回の輸送は︑本年七月初め

ヵ国ニナニ機醐へ派遮した﹁使用 本工渠クラブで鶴演会を開く︒テ
♂樗のプルトニウム︵非分裂性も

使用済み燃料輸送

ることから︑合綴は臼本で開かれ
用済み燃料輸送専用船﹁レ⁝ベン
囲も基礎的憎報の交換が中心とな
っている︒しかし︑餌近︑わが国 ・フィノシャi暑﹂︵二千四菅鐙

が順調に行けば︑十二月に二十七

に行なわれ︑英圖での再処理作業

港した︒

これは日本原子力発聡会社象海
発蹴所の第二駆使購済み燃料輸送

鰐吝み燃料再処理を国内で行なう

原鷹では︑当切東海発羅所の使

含む︶が原雌に送り返される︒

談でに総数二千六田本︵ウラン量

玉多妻玉

岡翻査団は︑わが国における使
萎

束海髭鷹駈︑闘敦蟹発羅所︑東

孝rき
し︑原子力に対する国主の理解

玉毒言ーユ

予足だったが︑動力炉・核燃料開

わが国の原子力政策は︑①研

一瓢機の合讃四分が機械設鮪お 外のウラン資源︑核燃料加工纂

を関発銀行を通Uて行なうとと

︵6︶畑原燃料の確保のため 円の原子力発罵機器延払い日華

業箸の鋤向掘握に鍔め︑豪た昭

の施策昭和四十一輩度から内

霜四十三駕度から﹁核燃料研究

機︑麗西電力︵株︶奨浜発電所

京陰欝︵株︶櫃鵬発躍所一曹
︵3︶日本原子力発聡︵株︶
④飼際協力の照分野に大別でき

に対する開発銀行融資

よび籾叢荷燃料へ東海は取替分

東海発
る︒遡商産業雀は︑鰻餓購州法

を含む︶について免税猫雁の適

十四年蔑から同様の発墨を闘籍

昭和三十五〜四十四隼度闘に累

した︒窪た昭和四十叢壁掛から

電所および敦賀発電所に対し︑

原子炉旛設製造業蓉の製造設備

による安全規制︑工業技術院に

燃料についてのメーカーの爽雛

︵8︶動力炉・核燃料開発灘

を租税特別描躍法上の特別償却

業団に対する出汎ん金等の撰金

針画およびそれに対する電力会

用を受けている︒

免税からPRまで

おける自重儀試験に対するメー

通産省の原子力産業政策

全入堤脚の異施同聯簗齪の新

型炉建設鑓は七二三十億円であ
燃料の実証方策の検酎等を行な

っている︒談た四十三麗麗から り︑その半分の難百六十五億円

いるので︑その円渦を期するた

の癒金拠出が厩間に期待されて

︵MC一︶

めの減免描躍を羅じている︒

咳燃料成型加工設備に開発銀行

︵？︶原子力プフントの圃産

からの融資を行なっている︒

化推薩のための論策四十一一

ついて特別償却を謙めるととも
にその餐罵にあてるため工購綴

一髪τLlJ

本後に取得傾格の一定率の醐立

蹴機その他の機械および装躍に

設傭甲︐原子炉︑タービン︑発

ユーザーの動向の翻査︑團藍核 型転換炉および恥曝堰殖炉の原

カー︑ユーザーの動向︑該燃料

る償却縷賜金脚立および特劉償

︵5︶原子ヵ発蹴工襲に出す 蟹理技術面におけるメーカーと

却

た︵四十照年麗は見込み︶︒窪

の対象とした︒

計的百七十億円の融蟹を爽癒し

おける眼鯛研究等の画にも関与
しているが︑簸も特微的なもの
は②の三業振興策である︒以下
その概嚢について述べる︒

︵1︶原子力発聡所立地醐査
晒融︸二十五一三十七集渡間に

躍繍戴十二〜四十四隼慶闇に合

たこのほか罵源開発︵殊︶から

鴎上調蛮再七十地点︑昭和一ご十

八一四十四駕度間に爽地摺査二

︵4︶原子力発羅紹設傭の輸

ている︒

四十四譲渡から原子力発醒

十八地点を実施した︒

四十四毎度から麟

︵2︶原子力発電に麗する啓 讃三十九億円の田喪が行なわれ
頭普及澱動

としてPR活動を開始するとと

昭和四十＝蕉度

入関税の免除

二一多雪ーー ￠

もに四十四鋸度発足を見た原子

一一多

末現在︑日本原子力発蟷︵株︶
一

祉の弩汎方の調査︑先進諸圃に

婁員会﹂を設写し︑軽水炉閑核

産業の保謹膏成︑⑧安全規捌︑

究開発の異施︒薩助︑②原子力

を深める︒

ｽ多＝︺妻露玉二 多 玉多多fユ︐︐ 鼬ｾ多

懸三十ナ︶の使用済み燃料が︑ナ

のためで︑今回は五日から十二日

のウインズケール再処理工場に送

ることになったもの︒なお厨 口
瓢ゾ︶が︑十一月四霞日立港に入

本向けにチャーターしている︑使

は︑わが国では上平挙業礒が 発
では鷹速炉驕鋭に関する多くの技

も岡近に追っている︒

動燃事業団は︑魯速炉の関発に

特圃の協建を綴ぴ︑国際協力を進

ついて米国︑フランスとそれぞ弟

国からの出罵譜は豪だ決豪ってい
めている︒こうした躊︑英国とだ

けは︑原研一UKAEA間の麩礎
するかが検罰されている︒写爽は
敦賀発躍所の炉心と使用済み㎞料

ナルには逓常水位七諸窪で水が張

さ七・阿附︑n二・四幅のこのカ

冷却池を結ぶカナル・ゲ⁝ト︒深

十月三鷺臨界に達した原餓敦賀

はここに鋭印することを現在検討

られている︒工AEAと日本政府

発躍所は︑瀬醐にいけば来葎三月

カナル・ゲート

敦賀発電所の

なお会議終了後瀦かれる協議で

ない︒

今圓会職の主要テ⁝マおよび岡

っか︒

題などがあったため︑開かれなか

よるUKAEA圏身の依質改醤術
闘が蓄櫻され︑爾速実験炉の建設

足︑英国では原子力界の再編載に

も相当の成果が蓄積されており︑
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高度成長下の課 題
エネルギー問題の解決に
轟木旧囚 本碍はお忙しいところ

十驚から五十一薙頃をメドにし

れておりますが︑ここでは昭縮五

姿はGNPが十三兆六千億円︑輸繍送︑公憲闘題︑都鳥周辺のい

当時昭撤三＋二隼度の日本経済の
ころが︑これがいまや供給の安金︑

をお集り下さいまして商難うござ
ろんな門戸とからんで︑必ずいも

て︑濤本の産業梅造とエネルギー

餓が﹁二十六億が︑鉄鋼生山が糧鋼

いました︒これだけの先生方にお
今豪での姿が好窪しくなくなって

供給の雑題について検討していま

は︑田本の趨業や経済の動まに対
か︒

菊⁝池鼓術的には豪だ蕊だ多

稲葉とにかくもう麗臼本

くの醐魑がありますがね：︒

網当の窟蕪雑で澄って潅た購本の

稲葉そうですよ︒これ象で

るより以上に変ってきているし︑

年︐こそ︑日本の総合エネルギー

ならない︒

珍話を見置し︑掘り下げなければ

稲蝿ここでちょっと源〒

ロノパのエネルギー・バランスを

醸エネルギー消費が石山灰換算︷一項⁝

紹介しておきましょう︒一九五〇

倍とちょっと︒日本

誘であったのが︑一九六五年は全
体の消費が一

松根

十五隼で倍ですか︒

ヨーロソバは楽だね︒

の僚ぴの半分位だ︒

末田

ギ1搬⁝造は叫九七丑集に六万隼の

倍弱となり︑その形は石炭

﹁う︒こういう形でい霰やエネルギ

ー菰野が日本の国民経済をか曳乱

l％︑石油穴O％︑天然ガス一 するのではないかという鎧鼠を強

大体一

ーザー塞位で︑膚分が独自で解決

った︒ところが︑鍛近︑三漫︑

していこうという憲気込みがなか

は︑石独が全エネルギー酒蟹の半

えてきた︒これは仕罵に確儒を

強力に叢遮しょうという体制を整

じめ︑蟷忠躍機までが︑原子力を

東芝︑艮立の軽水炉メ；カーをは

分を越えると大へんなことたと菖

末田ヨーロソバの国々で

一％簿となる︒したがって︑この く感じている︒

いう︒

後から原子力が田てくるだろうと

これに画して︑日露は昭和四十

っているが︑隠本では七割近くな 持ち︑圏醤をつけて潅たからだ︒

なるほど︒いい傾晦

っても濠だ石抽依停という形です

翻⁝葉

四葎度で石油が七〇％弱ですから

小さい國た⑪たから日本は賀易で

も能率的に瀾宛に利慰するという

は確かに金がかかる︒その金を酸

てはよく分らないが︑研究開発に

松根私は授術のことについ

だ︒

経噺を大きくしないといけない︒

菊⁝池そうです︒アメリカや

畢段は田本人は余りう豪くない︒

西ドイツはかなり磁い切ったメー

⁝たけが輸入依葎であればいい

支えないと思い豪すね︒

本格的に推進していくための問題

松根ところで原子力驕発を

ないでし︑甑うかね︑もう少し早

少し早くいろんな間蟷を解決でき

大へんなことはよく分るが︑もう

調の賭代で︑とくに願峯力開発が

ウラン漫縮︑再処理︑新型炉の絡

に進歩させることだ◎たとえば

れよりもこれからは現状をさら

願がほぼ解決していると思う︒そ

プについては経済性︑安全轡の閻

響団

併したが︑今は幅のある湾えで濫

全保障の麟からやかましく為って

いと思うQこれは原子力が煙くつ

性の三三は重量片付いたと見てい

松根私は舞子力講論の経済

いるというか遅いというか⁝⁝︒

り躍進するだろう︒それが遅れて

決されていくと原子力発電もかな

発などの問題がある︒これらが解

つの

流だζ鵡われてい

︵5面へつづく︶

の慧見です︒

開発を進めてほしいというのが私

はもう少し大野一5をもって猿子刀

悶瑠が解決すると思う︒これから

きでがんばっていただいたら翠く

になった︒そこで︑もう少し龍向

して原子力がおき変わるという形

せたから︑石油のコンバーターと

り切ってエネルギー隅要を増大さ

方が遜み過ぎたのだ︒余りにもは

騰力開発を低く評価しない︒他の

る︒たから︑私は松根さんほど激

本の存在もここに聡きな要因があ

期だったこともあるが︑今日の臼

なってきたが︑これは縄済の成畏

では︑借金政最でどんどこ大きく

たらという感しょくが強い︒冒本

もうけた金を︑設備没籔で失敗し

やヨーロソバでは︑汗水たらして

干癒円もかかるという︒アメリカ

きている︒その代わり一カ所で五

夢野の広さが三鷹万坪にもなって

たが︑いまでは一千万ゾの規模で

があれば世罪

館産⁝蕎一こ穏五†万ゾの製鉄所

また製鉄業についても十二前は

ロソバに負けないと思う︒

私から想わせればアメリカやヨー

田本の魔力会祉︑関係薔の努力は

は︑原子力遍羅についても正議の

ではないかと思い出したQ一つ

と関座して反省すべき点があるの

稲〃菓最近︑戦後の臼本経済

思うが⁝：Q

カーさんに聞いた方がよく分ると

闘題があるようだ︒この点はメー

が︑臼本政麿の擾助政策に

松根これは金額も少ない

っても仕方がないと感う︒蕊は安 カーへの擬助をしています︒

輸入がヨーロノパよりも大きくな

が︑そうではない︒私はある程崖

他のものは話談聲諒で︑エネルギ

稲葉臼本は撫の中にあって

からね︵笑︶︒

亟ヨーロソバの一九七五鋸よりも

石瀬消費の方が先行している︒お

そらく私達が冤るところ︑日本で

で石油のこ庖介になるようだ︒そ

は全エネルギーの八五一九〇％ま

わけだ︵鍵︶︒

れから原予力発徽のこ登揚となる

天然ガスの窟用とも舎わせ︑政

府も︑窪業界も全休がエネルギー

産業に対するアプローチについて

見方をなおし︑呪えてほしい︒ぐ

くに原子力については一種の恐怖

狂を軍くなおしていかないと︑本

騰灘撚．

漫に庄みよい日塞はできないと思

・纏謙︐㌦終蕪麹麟騰三岡設・

点についてはどうですか◎ご専門

くQ

くからいけないのではないでしま

いと思うが︑豪だ羅明されていな

る︒石抽火力発躍にはそうまけな

ったと慰う︒どちらかというとコ

力における技術開発に窟欲が弱か

松⁝恨臼本のメーカーは原峯

は難わない︒

稲葉私も田本ができないと

い方だ︒

十年闘でここ豪できたのたから早

菊池一考えてみれば︑田本も

︵鍵︶

こちらもセソカチな方だからね︒

稲酸姻たしかに冤母ま皮術革

・︒

ほんとうですか︒その

くるが少なくともプルーブンタイ

これからの技術開発も禽まれて

心配されるのは仕方がない︒︵笑︶

稼署していないので︑菊池さんが

経済轍については現実に発躍所が

松旧根たしかに隙子力発鍛の

銘すが︒

辺が一蕎むずかしい闘磁たと思い

菊池

いのでね

うか︒

菊⁝池原子力の技術進歩は遅

の菊池さんいかがですか︒

頼もしいメーカーの気迫

さらに技衛開発が

稲一興西ヨーロソバのエネル

一

して世界の目が︑私達が考えてい

うに考えられていた︒これからは

なく石油火力発癌所の手助けのよ

松⁝恨今まで原子力はなんと

いですね︒

こそ総禽的な閲題を検認してほし

の総禽エネルギー調査会で︑来年

松蝦きんもやっておられる通産雀

シビアだ︒とにかく日本の経済が

ないと思う︒

逃は将来を見ていかなければなら

せんから・：︒このような中で私

つた経済協力を臼本はやってい蒙

顔をされるのも嶺然︑それに見禽

経済が︑これからもその遼麗でつ
のエネルギー政策︑石油政策を再
つ楚るという形になれば︑いやな 検討︑再反雀してほしい︒とくに

ここ数隼間で儒じられないほど大
窪くなり︑風隠にこれからの臼本
は一体どうなるのかという質商を
受け豪した︒

菊︸池世界からみると買本の
カにびっくり写るでし︑萌うね︒か

えって反発盤照くのではないです

︐霧隠購灘灘

本格的なエネルギーの難い手とし

て原子力発暇を進めないと︑くり

輔根 闇題が行き悟るたろう︒私は原子

鰍

と以削から思っていた︒たしか

麗して雷うが︑日本のエネルギー

で︑このとまには原子力胴乱はな

力発電が日塞に一番適し︑将来期

で闘かれた世界石抽セミナーに出
鷹したが︑そのときに感じたこと

の点は長期的に検討していかない

翻意火力におきかえることたQと

待されるものだと思っている︒来

に︑エネルギー消蟹の伸びはもの

寰M口︑輸田が頁六十と蟹六十五

億ザの闘︑鉄鋼蛋薩が八壬一琶万
一八千九穏万ゾ位︑石油製晶の供

となり︑九羅力の磁力量も二千二

給騒がおそらく一億六千万菌協商

切辞する公害問題

といかんと思う︒したがって︑日

吝

てくる︒今までの立地ではダメ

問題の画からインポシブルになっ

早急に原子力への転換を
松⁝恨それじゃ稲菓さん︒将
来の冤逓しでも話して下さい︒

百一二千三欝欝KWHに産すると
推建され豪す︒これからもわかり

稲葉こんど私はヨーロソバ

確竃数寧でないが︑GNPが六十すごい勢いだ︒

かった︒これが十駕たった今隼︑

発餓鷹力磁が七欝﹂十慰KWH 松根私はそこに閾題がある

千八蕎万ナ︑石衣製晶の三論力が

集りいただいて︑司会の必塾はな
す︒この婁鷺会のなかに︑鍛近︑

け︑黙諾家の方々と相談しており

いるようですね︒

いと思いますので︑だ象って拝聴
聲源とエネルギー特別婁員会を澱

うか活発なご蔵晃の交換をお願い
ます︒その巖諭は来薙の初めにな

約千七頁八十二万菌認︑九汽力の

させていただくことにし豪す︒ど

いたします︒

豪での感じを一応報告して︑みな

らないと出てこないが︑ここで今

ず鰻近はとくに各方面で大いに活
さ濠方のご批判を受けたいと思い

じゃあ︑軍慧だが︒ ま

躍されている稲響きんに︑エネル
ます︒

松根

ギ⁝需給の問題についてご愈冤を

心的な所鶴僑増計圃を打ち出した

今から十矩前︑故事照善梱が野

稲翼渠私はいま賢愚の中期経
が︑そのと慧私も協力しました︒

聞きたいですね︒

済誹圃の壷黙部会覆職長奮やらさ

纏倍︑実質四僖弱︑全体のエネル

ますように︑日本の経済力は冬一

松根 そ の 通 り ︒ そ れ で エ ネ

う形で増えてきている︒

ギー濾痩黛がおそらく四催余とい

じい勢いで棟びており︑

わが圏の経済はすさま

いまや鍵暴の注目の的と

ホのエネルギーは

チを上げて駅子ヵ発磁を多く入れ

日も早くピン

だ︒回しい構燈を発見すると同隠

ルギー供給の方はどうですか︒

稲藻爪私ばかりしゃべりすぎ

んその璽要なカギを擬っ

身も石抽火力発適所の緻地画題で

なっていますが︑さいき

ないとエネルギー供給が保てな

行き酷りがくると遇う︒

い︒窟たそうしないと羅力会社薗

したがって︑これからのエネル

し︑原子力浮織をやってほしい︒

稲郁果原子力を重くものに

ならない︒

ギーは︑嶺面石譲たが︑公害︑立
地などの薗からできるたけ皐く原

さらに次の段階には︑多感回顧増

ころが︑原子力は島民感蝦の上で

一艘の人々に理解してもらって︑

をよりプノシュするため︑麓業サ

むずゆしい面もめる︒原子力は他

子力に移すことたと患っている︒

イドや工不ルギーサイドでなく園

の産業のように次から次へと進む

し︑その次に成長するものた︒一

のでなく︑ある程慶猛礎を確立

松加根稲集さんの説に賛成

九八○年頃からどえらい変化が趨

主張したい︒

っていけ豪せん︒やはりアンノウ だ︒たしかに碍本のエネルギーは

ると聞いているが︑できる隈り阜

礎

氏

末

聞
勲

転

氏
松
民凝済サイドから検討すべきたと

石鼓に依話している︒ではそれを
ンファクターを残すべきた︒

くこう∂う雌胡をとってほしい︒

昭和五十年か無十一年に日本の

う︒

油を使うことには阪界があると思

かを考えてみると︑私は田本で乃

GNDムが薫二十六兆円になるとす入れ︑どこで糟製し︑どこで使う
れは︑輸出は三薗〜一二酉ニナ億

メ︑九電力の蹴力供給鰍は三干七

妙︑鉄鋼生薩は欝欝嵩億六千万

日塞人はがむしゃら
b

図約に使うことはむずかしい︒こ

などいろんな窟をふくめ石抽を輿

松根立地の衝︑公筈の議題

う客観㈹勢にあるのだから

で︑しかも海に願纏れているとい

覆〜蕊千九頁億WWH︑石抽製舐 稲葉
供給璽は三億六千〜無億九千万詩
認と矛想される︒ところがこれに
は一つ大きな閥題がある︒今まで
の地域構燈の上に酪醜業をおき︑

拡大していくことが都市化︑公警

繍講麟︐

伸ばしていくとするなら︑どこに

奪揺．．︐轍灘

民

ているエネルギーの蜜定
供給が大へん大きな問題

とくに願力は石油中心である︒と

日露単

購
多ーング！〆

秀三践

国民経済研究協会五二

正圭践
東京理科大語学畏

臼ホ原子力薩鍵会蹴翻墨髭

司会末田 建網

麟

?葉 この面は予想以上強力 て牢しわけありませが︑実のとこ に︑入間をふやさないで生産佐を
上げ︑地城的にどこをどうしてい
に石匠でいくとの露齪があって︑
ろ私建人間にとって将来の姿がは
っきりすることは嘱しみがなくな くかというζとについて考えねは

となっています︒こうし
た中で将来︑原子力癸蹴
がエネルギーの中心を占
めるとして期待されてい

，

粟

稲

るが︑今回は総合エネル
ギーと原子力問題につい
て︑座談会をお願いしま

唖・．9．鰯騨

業
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誌面︑

．ぐ・

のようなものがあると態じていま

為事のために原子力を使わないこ

力となり評価されている︒日本は

けない︒とくに原子力では豪たそ

で金部孜えてくれると思ってはい

外国のメ⁝カーが肝心なところ談

解決されるものではありませんQ

でがむしりらにやったものを︑今

漏や遺産を残すことになる︒今ま

要だQそれこそが子孫に立派な生

毒婦をつくり上げていくことが露

狽墲黷墲黷ｪ縄度の技術

す︒核燃口説題や原子力陛繋の自

とがはっきりしている︒だからそ

ういう藤があります︒ウラン濃縮

立に奨するための動力炉国薩の悶

てやってきたのですが︑それにし

題においてこれを感じるのです

によくやってきたようです︒立隔

稲恥曝その遡りた︒狡術闘発

や罫BRの際発は瀞味がある︒

ては田本はヤ銀余りたったが葬常

ういったものを持たないで蕾労し

が︑原子力では︑墓礎的な研究と

れないお金 が か か っ た Q た と え ば

れを取異しつつあり少しずつ先進

は蜀本の将来にとって墜要なこと

開発の上で従来の科学分野にみら

った濃縮縫揚があり︑たくさんの 圏にキャノチアノブしているとこ

米岡ではそもそも軍禦のために作

ろです︒これには︑在来方弐の狡

ご思う︒

菊⁝池

一本とられましたね︒

︵4面からつづく︶
松潟禍
︵築︶日本民族ならその気になっ

関蹴が美浜に原子力発

融刑池やるべきですね︒

たらやれるよ︒

稲葉
議所︑建設すると聞いたとき︑私

は最初から五十万か七十万KWを
やってもらえないかと主張︒それ

がどうしても三十万KWでやると

松栂幽稲藥さん︑私は今のま

いうんだな︒

までよかったと思い記すよ︒七や

ても︑米国より眠本の方が耀くで

万KWを仮りに姪遽していたとし

ない︒

石炭を保護する揚含に

きたかというと必ずしもそうでは

菊池

政策があったが︑あれと同じよう
に原子力発鑑に対して蟹か補償し
て安くするという政銀ではうまく
いかないでしょうか︒原子力発電
が経済晦に引き合わないから進象

ないと温われるのではないです

松根私はそう憩わない︒し

か︒

ため︑長い閻原子力発羅に凸助す
とはないと思う︒

んですよ︒だからそう心配するこ

菊⁝池その難癖はすぐ鰹段に

B本の技術者︑科学巻はがんばら

松根これは菊池さんに認わ

で︑これでは非常にこまり蒙す︒

るべきだという灘見に︑私は解く

すぐカミつくようなところが科学

れなくても︑料学暫の使い方が懸

蟹成で難燃はない︒では一体︑原

原子力關発を早く進め

負担する︒ところが原子力は高く

子力を盛んにするためどうずれば

研究者が臨分のことに熱中してや

暫や技欝欝にはある︒ソ連の掲禽

菊⁝池

ねばいかんと思う︒

ならない︒むしろ安くなろう︒し

いいかという点に疑閲を持つので

それは石濾の消費者が

たがって原子力における経済性は

す︒今までの経済性の原理でいく

松根

はね返ってくるでしょう︒

油に隈度があると轟われたが︑そ

関題がないということになるQだ

のかどうかという点で心配してい

いが︑もう少し早く原子力発電騨

菊㎝池使い方も悪いが︑豪た

れるような環境をつくり︑その上

日本人は催厘の畿蟹が

で成果だけを評価しているQ

末田

そういう礪擁作りが大

てくれれは安心ですね︒

イザーとして科学者がある程慶出

憂いので︑本望の糧織︑オルガナ

腰強果

る︒とかく賑本というのは石油が

うんといるようになって困り果て

︵笑︶

てから︑それ原子力ということに

なりそうだから︒

松根 たぶんにそういうとこ

切ですね︒

るためには︑メーカーの手にある

とにもっと力を入れるべきだと慰

ーカーのことだ︒やはり輸嵐のこ

松根 原子力について物足り
い豪原子力を盛んにす なく黙していることは︑賑本のメ

く原子力無縫へ切りかえるべき

ろがありますね︒欝気珊業態も軍

e池

だ︒

既葎の捜術でもっともっと原子力

開発を進めることだと思う︒した

なれない︒世界のマーケソトに向

を豪かなっているだけでは大きく

う︒原子力総懸は脳内だけの舗要

やってもすぐに優立ちませんよ︒

なり豪せんよ︒輸出をやるのだと

かって出ていかないとほんものに

がって︑多難的伊や新型炉をいま

松根新しいものはたしかに

交渉が繊維問題にからめられてい

なければいけない︒こんどの沖縄

松根ウラン磯縮は絶潟やら

もウラン凝繍が必要になる︒

菊⁝池そうなると︑どうして

いう轟えが學く出てきてほしい︒

将來に役立つ︒古い今までの軽水

炉だけやったらいいことにはなら

ないがね︒

菊池 軽水鱒についてもまだ

墾際にいろんな難題があるよう

水炉を王力にやるへきだ︒團産化

だ︒メーカーさんはこれからも経

になるんですよ︒この豪豪ではダ

るでしょう︒濃纈もああいうこと

には私達は技術で生きていくのだ

調へているところです︒このウラ

とを己っても始まらない︒それ

れない︒しかし︑今さらそんなこ

とう謹いことになっていたかもし

しろい考えですね︒

松根末田なるほどおも

これはどうですかね︒

や蹴鞠齎にはいうんに性格がある

モスでの蕾労話があった︒科学者

中に汀ノペンハイマ⁝の鳳スアラ

松根とにかく畢力は必ず

す︒︵笑︶

繊罵める方醐にいった方がいい︒

の世の中がコンピューター時代に

というネライがある︒闘題ば園罠

設するときには︑最初の原子力炉

いのかもしれん︒

れは慮接経済性の閾題としてはね

から難く原子力圏発を進めるべ意

菊池松擬さんはさきほど石

るというやり方は︑政脚の方法と
してまちがっている︒それをさん
ざんやふてどうなったかどいう悪
い例は石炭た︒

返ってこない難題なのですか︒

だと叢継しているんですよ︒

石油の閥題については
公害などによる立地の問題た︒田

稲⁝⁝渠讃抽消費は今の四傍︑

松根

本で精製できないのなら外園でや
ることですよ︒これで敷地難題は

六億㎡鮒の石油製贔の密漁豪でい

私は穴億♂鰯がムりた

購われたよりも︑時

は饗ることは購英で︑コンピュー

間的ズレが残る︒しかし︑やがて

当切理門家が

り立つかどうかとなると︑やはり

原子力発羅か技術陶︑理論的に成

の中心は原子力になってくるが︑

稲︷業だから次のエネルギー

と雷っている︒

松根

くなると愚う︒

大きくなるという段階は︑今後な

大治︑瀬戸内海︑名宵懸を中心に

くし︑また今窯でのように東京︑

くだろう︒それ以降は減少してい

片づく︒石繊がなぜ行き騰るかと

いうのは︑糖製︑船︑港などの聞

その隈界を越えると︑

題で隈界があるということです
よ︒

菊池

もう精製する場所がな

篇泌の値段が上るということです

松根

か︒

くなるということですよ︒だから
私は海外の原罪地で糟製をやるべ
きたと政府に対して鵡っている︒

恥気は価紬にはならないから︑日

本では敷地をなるべく発蹴駈用に

ゆずることだ︒このよ・2妹観点に

たって日本の慶礁構造を考えなお

ターの利用と縞ぴっくなど鷲しい

技術が麗生するかもしれないQそ
安くならないとダメですね︒

発を進めていって︑難燃♂認の石

海外でやるならやはり

松根石抽にまけるような原

濾消鍛にならないように隙子力発

菊池

さなけれはいけないと愚う︒

よると︑軽水炉にしても方々で建

子力発電ではだめですよ︒原子力

鷺が成り立ち︑窪た多鼠的利屑も

菊池購掴でなく外為の例に

設されているが︑なかなか経済的

は石油に必ず勝つ︒もう少し藷う

やれるメドがつくような方向へ︑

．口わな

松根そういう臨険はありま

のことはよく分からない︒

と石油は今は鐵ているが︑十年兜

のとき紙済性を無視せよと

についてリスクを政府が負担する

は危険準夜揖するたけの力がある

すね︒しかし︑日本の電力会祉に

やる揚合のように︑止しい炉を建

という方法は今後あると慰う︒そ

なるが︑原子力とコンピューター

菊池よろしくお願いし豪

メだ︒

を箔ぴつけて蕩えることをやるべ

よ︒こういう問題を原子力婁員会

を果しているのですか︒

はい豪言われたような圏的︑使命

稲葉ところで原子力婆鍋会

などでやれはいいんたがね︒

別だと思っていてはまちがいです

ような入がいても︑う談く説得し

えばセキュリティーにひっかかる

が︑彼婚はその性格を全く直そう

とすると︑﹁○％成長として一庫

進技術の闘発に力がそそげると思

としない︒いい性格を生かしてい
ますか︒

なる︒この増えた部分を減税はか

十兆円位のGNPが論えることに てやめてもいい︑そうすれば︑先

て不利のないように使っている︒

だ︒

生すようにすることは無窮なこと

めるのはよくない︒日本全体で湾

松根原子力婁員会はもっと

に考えないで︑方針をどんどん推

強力にやってほしい︒余り宮学的

私のような︑外の人間

かからオルガナイザーが出てくる

進していくようにやるζとだ︒こ

r書︸異本の科学者は専門に んど公子力開発体湖懇談会でも原

ことが必要じゃないかと思う︒

が介入するのでなく︑科学者のな

稲州巣

えることが必要ですよ︒

原子力委員会たけをせ

うのたが：⁝︒これには科学者︑

科学蕾︑技術者が満足

茄那池

りに廻さないで︑口外経済協刀︑

学者︑技術餐︑科学者のいい面を

こうという方針なのですね︒たと

稲葉石炭を漸甦的に導電ざ

ューターに没入されていたらもっ

技術齎にも協力してほしい︒

豊強㎎

原子力委はさらに強力に

科学者から組織者を

科学技術協力なとの圏に於ける︒

鉄のような古い体制を謁倉によっ

てソフト・ウェアの扱術でアメリ

せるために使った金に一兆円に近
らないといかん︒この面はなんら

は鎖脳でいくのだという体制をと

かの形で科学者︑技術霜の方々に

るしロンビューターもある︒その

協力してもらいたい︒原子力もあ

溶確又することですよ︒

他いろんな面で日本も新しい産業

菊池松根末田全く
問感です︒

稲B渠多角経欝的にどうして

り謹す︒だが︑下手に世間のこと

していける体瀾を︑はやくつくり

とかく技術者の中に

を知るのもかえっていけないんで

稲⁝躯

は︑私達からみて人閥的に中途半

駒滋養近ロレンスとオノペ

著︑技術者らもここで考えなけれ

ンハイマーの本を既んだが︑その

も︒

これをう藻．・活用すればいいQ

承知で︑経欝︑管理の立錫からは

上げなけれはいけませんね︑臼本

菊池そういう颪も磯かにあ

感じる入が多い︒︵築︶

すよ︒︵笑︶技術者はそういう一

な科学者らに篇十年後のユメをど

世をもった入が多いということを

うえがくかという質問状を出して

いいのだと慰い過ぎているように
もり上げるようにやるへ響だ︒も

端で︑霞分の尊門分賢さえやれば

う﹁つ導いたい︒それはこれから

ている財産部会でも日本の代馬的

いくかという闘滋については科学

い︒もしこの金か原子刀やコンピ

カを遽越して世界一となり︑日本

る︑たとえばGNPを穴十三兆円を簡累化するんですね︒麗業︑国

岡引にここで行政機構

松根おもしろい灘晃があり

の税金や貯盆をうまく使うことだ

稲強爪

きたと思う︒田本人は元深数学に

で︑邦い経済の成長率が高いとす
強い騨民だ︒皐くそれをもりたて

にう幽く行っていないようた︒

うでなくて︑政策病に石油を防ぐ

かし︑たと汎は筒温ガス冷却姫を

石柚燃料の隈雰
驚農華謬難論λ
ばならないですよ︒私が鄙会長し

すね︒

ともっと主力をそそいでほしいで

もう少し昆臨もこれを

なくなり要すね︒賑本のメーカー

今後の狡感興入はだんだん容蜀で

稲盟榮

に強く呼びかけてほしい︒

その認識を政膨も国民

グ・ポイントにさしかかっている

そういう調味でAT＆ 制をつくり上げるためのターニン

原子力潜水臨があります︒そのた

だ︒

術バックグラウンドになっている

私は原子力技術にもっ
ろが︑先縄からのお謡の通りで︑

術導入が大いに役に立った︒とこ

だけでなく︑謹縮工揚などは今で

菊池

ことが現在の大変な科学的︑捜術

めの研究をしたことや物を作った

松根

後どのように生かして︑うまく長

はそのま豪コマーシャルな業歴能︸が行なう笈術馬入契約ですべてが

友から即興、松根、菊池、末国の各氏

などはその例です︒

末田﹇私は原子力開発に革命

陶

つづきさせていくか︒いまその体

隔

一

子力落勢会の強化案が出たので︑

お軽しが懲境に入った

深く入っている人ほど︑時として

鋲す︒

康たの梶会によろしくお瀬い搬し

ところで︑晦悶が診り蝿念ですが

末田囚

がんばbれるのではないですか︒

一つのものをまとめ上げて行く上

建碑があるのかも知れ饗せんが︑

幽い分わあろうし︑止むを得ない

る︒その人の立撃からはもちろん

非協力的にさえ準えることがあ

静

ｵ」
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欝されたということである︒

笏

P騨一一卿

謄一＝．

︐＝一甲

︐儒暫

儲曽誹一一

PGをAHAと王RCが賀化ろし
うた
︒

である︒もう一つは︑もとのTN シアムに含群されることになるだ

ついてはG鷺やWHとは異った設

乱発によって︑中小型の原子炉に

しかし︑これら二祉は独衛の研究

子力コンソーシアムである︒これ

無の
Rである︒この中SGRWRは
輌四月一田に二盆の原動畿部門

概H
念の
開発に成功している︒骨
炉型はAGR︑H甲R︑S副G
W

を統難してクラフトベルク・ユニ

；＝圏

〇一圃噂一

︐幽9需一

﹇﹇齢

＝＝

WRの建設を行なうことが出来

る◎PHWRは天然ウラン炉であ

いる︒アルゼンチンのアッーチャ

るため翰寓向けとして期待されて

発議所はこの炉である︒このほか

KWUは︑今までに発注された軽

藤︵PWR︑蔚十万万KW︶の受
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政策をしている一1そんなナマ
の蝶蝿をたくわえるセンターに
なって欲しい﹂︒

その一つに︑黒甜から麩足予

子力差料は年々繕画していると

定のINIS︵インターナショが︑各羅の足並がそろい︑十分

センタ⁝班畏の詳明﹁五十嵐

はいえ︑いわゆる基礎分野はと

さんへの逸士は理想的に幽たσ

まだ数年を要しよう︒

酒嗣でまるように成撮するには
ナル・一一ユークリア・インフォ

っかかってきた︒轡共さんの予 メーション・システム︶があ

キi・ワードに彌報がうまくひ

扱う範囲はオ⁝クリッジ発行

ムは工AEAの本部が中心となのNSAよりもアイソトープ・ ウハウ的柄磯や轟轟偶蝦は甲種

るQこの梱報サービス・システ
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欝灘繋畷轟轟
りの巷闘がおこなわれ︑昭和闘十

ている．導炉は出力五十万KW

ち

も

む

㌧

砧︐べ︑

ヒ

義ノ．．

も

㌧

︐発∵

︑

︑

醜無職︑

︑

封易導爆群ま至論鷲鼻雛…≡…

らの譜困難をのり切るため文縷璽 敦賀半勘の画婦部である顯井隈違︑

編趨藁鯖雛塑

一隼七月に十二万五千KWでの一

一
鞍懸は出力鴛

茜万Kw︑糞磐棄騨﹄

る︒現在建設中の

やく全繊力での営業遣転に入り︑

で︑三壷猿子力工業が鑑契約者︑

ラブルのため工藩が︐冒熱している

このほか鳳子力発電所建設のだ

め凶は．㎡哨を申一中で︑本年度濟

工か予冠び孔ている猿子力発電所

としては︑墨誌︐喝力の櫃錨忍辱炉

︵七丁八刀四千KW︶︑開西剛力

の筒浜︵八十二乃六千KW︶︑中

︑

砦

㊧

紳鋼フアウドラー撫式露瀦

取締役社長花井嘉夫

神戸齋頚灘区脇浜町一丁目

東京営錐所大阪・名古座︒北九州・二親

本社

象京︵

一六︶一二四

一

一

代表取締役小坂徳三郎

東京都千代田〆丸ノ四一の二羅詔

阪和石綿工業株式会社

粟疎︵五七二︶三三六六︵代︶

撚表取締鍛岡田正雄

象京都中央区総論六のヒの一九電謡

二電謡 東京︵二七一ご五六五

一

毒叢㎎

慧穿翁罫書

東京都千代田区西神田一の四の一

電話東京︵二九二︶一

一一一︵六代︸

東︷承︵五七

﹀二三四六

輸

取締役社長杉山眞作

東光電気工事株式会社

象京都中央区銀座七の瓢⁝の五鷺謡

取締役社長 永田春男

清水共同発電株式会社

象京都中央区八重洲二の

取締役社長

⁝

再

信越化学工業株式会社

支離

φ

都旋用認可︑岡四十＝駕七月よう

社で︑福紬と難じ昭鵜掘†一駕十一

し︑その誌建設費は当初予定をヨ

序二月に蒼織し︑欝欝二月から黙料
⁝義荷を開慰し・十月には全出力のヘ

その岡．匹約七年半の長朋閥を要

○％以上上灘って熊愚六十五無円

︵籾摂荷燃料をへ澱む︶となった︒ 葱莱運転に入ることが蓬され︑

に墨たって得に懸魚な経験一設

際勾ゑ月から薦織し︑昭鵜四十

しかし圓発聡筋の建設和よぴ運転一現在工騨越と六％近く進められ

脚︑工樫笹理の磁嚢性︑工翼総懸

計変更への紀慮︑轟質鴛理の必襟

例が多いが︑福島︑羨颪両懸蹴国

談外洲では︑建設醗酵中の諸ト
今までのとζろ︑孜賀発電所は工

建設に当たってヤ分〜生かざれ︑

著の協力体制の素醗性︑先膏難燃︸じ欝欝月完城を圏標に現在三〇％
腰
近く工饗か盗めらわている︒
所の経鹸擬取響は︑教賀発雌勝の

溺の遅延を招くことなく︑赫建設

費︵切懸凝議料蟹五十レ︺億円を台・の工事は︑いずれもきわめて順調

◇一

﹂

一む︶もはぽ予疋通りの三儀八十ご二に遣んでい．⇔︒

◇

あり︑漢た漁法馬力の浜同一男炉

江簸力の島根︵四十六万KW︶が

・原

馬

の︑

︑

v

蟹

震

郵貯

︸捻円となっている︒

︐◇

建設計画や申請も続ぞく

σ提出が期待されている︒

く原子力麗発利用長期十四によ

ると︑暇秘五や奪翫の譜鯉圏擦は

、

響
賦睡

蕎一

藁電︑関電も順調

逡︑舞︑鍔︑琢︑壷丞の覇讐詣難籔遇し︑こ蔓
でプラント黛体の図整︒自害をく

出力を上昇こせ︑それぞれの段階一

り返し︑頽舗にいけは十＝月には
全出力の試算運指を46こない︑お

一一
以上のような企ふ化促進のため

還転を開始の予熱た︒

の証本涼子刀発露による先行建設

これらの語議画を含めて︑軸力

国GE祉が韮契約讃となってい は三十八雄︑一斗七ね四十九万

ぬ十年護灘での鑓戒出ヵは八百

万KW以上に証する︒昭和四十

，、

，

樋

をはるかにこえる開発議画であ

六識万KWあるが︑この隅棟値

り︑閃発テンポは急毒︑かつその

鼠化して

単位答︑努め五十力KW級から八十
力︑p口力KW級へと大照

園によ．Φ眠憤六十年簾の績剛目標

いる︒酌子力婁員会．火短の蘭諾﹂

︑∴

、㌧㌔

、

そくとも※無ミ月にに日出力綱連一

これで︑わが国として＝蕎闘の

は︑太平洋岸に曲す㊧力熊町︑双

会投で構成している中央電力協謙

して︑昭和四や藁年度竃力長期烈

の一丹炉︑b十八乃 会がbか劉涼子力発繊溌発議画と
の二囑炉の難設が避めら

四十六万K

︵五十万KW︶も近く評可申請㊧
り
東京聡力の櫃勘原子力発鑑汐・︶

商業厨模綜．計刀発電所が誕生する

にひ恋つづき︑全壊九蠣刀会批に

られている

わけである︒

藁町にまたかる広大な地歓に出刀
られている︒

よる鯨軍刀発竃闘㌔は賑々と進め

わが薗最初の商梨窺模原子刀発
鱈所は︑周知のように岡じくβ本

囑華K

る︒一驚炉は昭和四十一無十二月

わが圃の躍力灘璽は︑昭和二十

から浦里し︑来年囚月黙料畳袋荷

原子刀発駅が茨城県象競村に建設

し︑十月に営押収駄開始を予訂し

yる醐舞踊画︵運転中を含む︶

劇中にかかげた今彼十年閥に酒工

おり︑これは兜燃各團の磁力需襲

てお・︑現在すでに毛％噛癖ご霞月︑原子力襲職か雛し

じく沸騰水型経水炉であって︑米

圓．螢ものである︒このような蹴力

欝が進捗している︒一㎜屑炉は︑昨

れているが︑その墨型は敦隻と同

蒲翼の諮しい増棚と︑これを発足

GEC祉に発早したもので︑そのの薙増濁明六一八％をはるかに上

のコールダ⁝改艮型であり︑英函

すへき水力︑層庚︑損油などの在

年三月贈僻し︑昭和四十七卑五月

六無九鷹洪恩撹が発足以後嬉無数

岡発蹴所は︑昭和三十五写

出力は十六万六千KWである︒

※張力開講の蟹寒点︑経済晦な限

の営莱運転開始をめざして現在ミ

均一一・九％の増颯羅で増大して

照︑建設に酒手し︑核燃轟護薄は

界などから︑わが園にわいては原

五％以上工郡が進んでいる︒

天然ウラン︑黒鉛識雌︑ガス冷遡

四十薙四月︑臨界鋼達は周五月で

子刀発囎闘鈷にかけられている朋

叡た闘漁聡力の集浜発馬酬は︑

した禦薄発電所であって︑雛型は

あり︑十一月には一部発電をおこ

倫はきわめて大きく︑発券の闇流

原画隠蔽繋駕所が雛設されている

KW以上に上り︑これによる昭稿

なったが︑建設及び試験運転の段

は撤子群発慮が鑑痂頓なると考え

は当分重油発灘であろうが︑将果

蝶跡職閥である︒

料敢替機および緊急停止蔑二等の

面発電所は︑蘭漿用原子刀発磁の

鮎漁︑糖交換器の燕気もれ等幾多

鷹が︑米園GE紘に発注した艘纒 旬電鄭出力二万KWで︑初発徽の 幽で︑圧力答器の餓敬取碧え︑焦

パイオニアとしての田本原子力発

いbゆる試験詳説段階として︑

予定た︒営桀運帳に入る敦でに

臨爾後の岡発蛾所は︑ヤ一月上

ウランを使用する沸騰水型炉であ

論

、

、㌧

敦翼二二所の圧力容器二部
り︑福井県敦賀市に建設していた
ものである︒その出力は滋籾三十

二万二千hW︑款カ月後にはスト

燃無月宋堀にで欝欝力がもってい

は一千力ないし四千刀KWで︑難

る設鎌継．・絃約ご千八後万KW旨

のることからみて︑きわめて盆大

な開尭目顯であるが︑以上に︑べ

た開発テン謹︑から挺して︑黙黙値

四千万KW巻はるかに︐王過磁行ず

ダ

レンチにより鷹十五73じ千KWと

影野

チャンネルボックス取付け㊦同
制御極駆動欝欝

㌔

、

リ

る見開しがきわめC横jQ

㌧

し

1

灘騰雛v》一羅
㊤輔翼勢蹴燐の燃料簗禽体への

、、ボ㌔

、●

、、

、

げ

、／

@、

㌧

なる予竃である︐

同素亀駈の恕工は昭和四十一年
四月であるが︑各国にわける原子
力懲設に例をみない頽調さで建設

が進められ︑今年九月末に核燃

三

塩

料の装荷をおこなったもので・臨

卜﹇カ月でのった︒調え︑感米岡の

界に達する敦での礁設胸間は約四

慰
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わが国粋大型幾﹂
◇

は︑原子力産業会謙調蛮によると

世界曲な漂子力畿罐の開聡状況

効率箸にみられる技術的な嵐蝋重

それ以下の出力密産︑燃幾魔︑熱

リントが翼現したζと︑第二に︑

火力と競争可能な段階に

来年六据茉現荏で︑運聴申の原子

刀鞘躍所は八十二基︑千二酉七 職であり︑飴三には嫉雛化︑奮理
十五万KW︑礁設中及び謡画確定 想の溝展︑輝験の欝績等である・

謝
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W︑禽讃して二百三ナ三基︑一傭

◇
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◇

国産化と技術開発

してきたが︑わが国の漂子力鞘器

力羅電開鼻が活罷化し︑大柳鞍化
﹁千万KWを超えている︒︵6薩蜜

鳳子力覇羅の開覇が穣極化し︑活

照︶このように世騨岱圓における

撫化したのは︑激子力畿羅の経済

ストが低下し︑在来火力と繹済的

蟹が圃上し︑建設盟および範電コ

一％︑敦賀では除子力蔽力擬器な

機械の顛麓化率は︑窺海では四

は︑第︸に︑原子兜単位響雛が大

経済盤が圓上した童要な理曲

て︑煎述のように大規欄な闘発騒

力鵠給安定の病期的覧遡しに立っ

わが国の原子力発霜開発は︑羅

入は止むをえない︒しかし捜術導

としては︑当初技術御入︑機器輸

れて隙子力開発に発足したわが矧

ずることである︒敗戦のためおく

鏑︸に︑導入炉の剛薩化を雑進

予習されるが︑このことは軽水

炉中心で開発が進められるものと

炉であり︑わが騙でも当分は軽水

巾の原子力発羅の八渕五くは軽水

はかられねばならない︒現在開発

うるよう文穿通りの囎能化健進が

π

どを食めて約五五％︑しかし嘉島
三号炉および隠提では八○％以上
といわれて諮り︑潜入炉の円環化

万KW級であったものが︑その後漂をかかげて現在隅々と遜められ

入は︑単に完成されたものの受入

炉はすでに市場獲得醜争の経済鵡

る単位容騒の犬容羅化にも対応し

野は進んではいるが︑窃来に浴け

麹十鉱闘に覧†万KW級︑八十万 つつある︒しかしこの開発囲標を

れ︑あるいは模倣ではなく︑霞力

高速増殖炉こそが本命に

KW級︑菖万KW級へと逐次増大
達成し︑原子力発蹴關発を今後さ

容餓化し︑初期の雛位容膿は二十

うに一段と飛躍さすにめには︑充

う

㌧

ある︒西村︑4ッの如くソフトウ

㍑

㌃

な対象となっているということで
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による研究開発を唱えてこれを亮

ような諮課題がある︒
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全に池雪山羅さ♂︑幅王化も可能

らである︒

に潔争葡離な段階に入って潅たか

艇極化したものである︒

にするようマスタ⁝するためのも

1，534

寒雲野島もこのような魁界的眼向

〃

のもの一五＋一暴︑九資七＋万K このような経済俳向上を土台とし
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45

のであるから︑導入炉の圃産化促

322

と歩調を離せ︑単位容量の大答美

166
夏，710

て︑四︑五鋸蔚から世界的に三子

2，416

〃

進は蓉わめて緊醤な碧雲である︒

43年度まで
44

化及ぴ技傭的な進歩を採り入れて

46
47

翻

の研究囎発への努力を加州なけれ

は︑その巨コの科学技術のレベル誉

であり︑したがって原子力技術

学技術の積上げを基盤とした総合

発を進めることは︑単に原子力発

ものでなく・また饅空的な研究開

想δれるが︑わが国の核燃料産築

︑・ ・
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い

ご西・∵ぺ
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密書繊は至嘆翠挿頂牽

エアを欝めた自力による團塵化 技術の分野が広く︐このような科

れないこととなる︒

︑帝︑︑ 橘

は︑軽水姫が畿終傾型ではなく︑

磁を彪歩さすたけに義義らず近代

ラン資源の繍脇確保には特跳の不

の現状はまた微々たるもの︒こ

リノ

理趣ノ

的な技術である︒したがって灘に

本謝は爾遡増殖炉であり︑この壇

ユ渠駅家としでの発農に不可欠な

業は︑ウラン濃縮︑燃料体への成

安はないが︑経噺的な確保には闘

の藤楽を鞘展さすに必饗な紋術開

ヤ

おし︑岡疇にこれを荊目ざす先郵

は︑技術支配︑価格支配を獣ぬが

第二に︑画引増殖炉を中心とし

た自輩的な研究翻発の促進であ

殖炉の爽罵化が巽現すれば︑経済

科学技術の陶上︑薩欝構造の趨

るG原㍗力髭羅のための鋤力炉 記入するだけで容易に錘得できる

源の閾題を根本的に解決すること

性は大畷に向上し岡蒋に核黙秘資

ため︑動燃騨叢麟が︸昨奪発足

鹿化に役立つものである︒この

れに発る闘の中闘炉として新勢甑

ェクトとして高書増癩騨およびそ

し︑いわゆるナショナル・プロジ

ネルギーを瑛給し︑舞雌における
僧実

ができ︑畿も経済的で安宅したエ

決定的に支配的なエネルギー

準用化の災現晦期は＋五奪後とい

換炉を︑圃際鰯力を考慮しつつ曝

現することができる︒高和増煩炉

われており︑各室とも三下努ヵ中

して将来の堤用化をはかるしとと

虫的に研究開発し︑原型炉を建設

なったが︑この自主的な研究寺運

で︑この轡味では︑原子力発継は

のではなく︑技術開発の癒象であ

の成果は︑今後のわが国原子力発

朱た野猪途上にあって完絶したも

言開発にとってきわめて憲大な強
義をもつものである︒

るから︑各馬と周じく強力に研究

原子力詐術は関漣ずる焦泣及び

開髭を進めるGとが必要である︒

◇

燃料の確保
◇

二三に︑核燃料同数を雛腿さ

海外ウランの探鉱開発を
第三にウラン蟹漱の確保であ
存駈は乏しく︑石油と間じくほと

ンルトニウムの塞出鱈︷連のいわ

型加工︑便用済燃料の再処理及び

．8︒ねか認の欝欝ウラン無記賦 せることが必要である︒核燃料産

から︑蹴鞠力驕電を安定的︑回忌

ゆる核燃瞬サイクルを包含した多

んどを海外に蟹俘せざるをズない

的に嶺腿させていくためには︑ウ

ラン聾源の確保が必要であるQ技 元的な塵業であって︑鳳子炉製造

のであるから︑世界的にまずま

業に殴敵しうる醗業駕搬をもつも

本ザ
ン聡給の猛通し︑閥速難関図化実

術酌進歩を曙慮した世翼的なウラ

融がある︒このためには長期︑猟期

畿を行ない︑極力国産化の実現を

現の時期讐を総合勘纂3れば︑ウ す経済競争の対欝となるものと回

鯛
の購入契納による適切な確保のほ

髄繕三三に対抗しうる力を強め︑

はかることね︑外圃の技術支配︑

さす役講を疑たすものでのる︒

わが園三子力騰羅を安定的に騨屡

か︑衛外ウラン資綜の探戴閲鞘に

ラン業者に経済的に灘抗しうる基

よる懸隔的確保をはかり︑外瞬ウ

購をもつことが必要た︒

い︾べ㌧♂︑
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会長村山益敏
社長梅田俊雄

中部火力工事株式会社

電謡

東京都巾央区欝欝橋懸戸橋鵡﹂臼⁝番地

取締役社長石黒武雄

第一製薬株式会社

亀話 O八ヒ八︵万ご一二五⁝

尚松市丸ノ内二器五一

代表取締役小野研三

四国企業株式会社

電

大阪府．簡槻市冨田町︸の︸の八

取締役社長原田龍平

穂酉島製作断

電謡來京︵二四﹃︶七八︸一

東京都中央鳶口本橋本町四の一

取締役社長百瀬

日本ビクター株式会社

電油入阪︵二四こ三
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TAIC東京原子力産業会
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開A瞼日本原子力事業株式会社
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建設に藩曝する予知となって い

灘り請求も繊ており︑応駕度には

される一方︑メーカーに鴛する見

が︑さる六月には安全讐査が開如

おける新型転換炉の開発の動向か

クル上の観点からみても︑海外に

あり︑一方︑わが国の核燃料サイ

度以上のものとなりうる見通しも

KW︶の毬設が認められている 性も︑現在建設中の軽水炉と岡程

麗予騨で隠速実験炉︵黙繊力†万

らみても︑この原型炉の建設を計

原型炉に就く巽用脚は︑その経済

葛速炉については︑すでに本卑 薩長スケジュ⁝ルも翼嶺であり︑

約二千億円投

ある︒

技術の開発センターとなるわけで

には名実ともに︑世界酌な島速口

が始められ︑これらが完成した晩

た︑全年度から萬速実験炉も建設

引き続いて電気出力約蹉十万KW

り︑わが囑における動力炉閲発は

発が本格的に展開されることとな

窓口のプルトニウム癒設に並んで

加工を行なうための施澱として︑

のがわが圏にもう一つ増えること

の雛には︑これ豪た︑世界的なも

一せいに花を開くことであろう︒ 増設を行なっており︑これが完成

そして新型転換炉としては︑醤

となるわけで︑これら設備が発備

し︑研究開発が本当に軌道に乗る

世界各地から資源を確保しうるこ
ととなる撫水減遼沸騰軽水冷却型

昭和四十五年︑四十六隼となるに

来は天然ウランを三二として広く

炉を開発することを團櫻に︑豪ず

鯛である︒この畿初のものは︑初

来年度より敦賀に建設し始める譜

をもってすれは︑これらの閉待に

溺待されているし︑わが翼の技術

冷気出力約二十万KWの療型炉を つれて︑注國すべき成異が大いに

袋荷燃料としては微六二ウランま

なうことが漂子力婁口綿で決定さ

これちの新型動力炉の開発を行

ためには必要な雲際協力はむしろ

開発をしょうということで︑この

わが眠個有のユ一二ークな動力炉の

試験盛臆およびナトリウム技術各

熱試験蕪躍︑ナトリウム機器構造

一γケープ︑ナトリウム流動債

している︒このため︑犬洗に︑醒

であるプルトニウム燃料の加工に

炉︑新型娠換炉の眼も豊国な部分

︸方において︑これら律速増殖

に大きな役割

これら新型動力炉の開発の霧雪

と相豪って︑原子力発鷹藤の建設

ち

ひ

︑発き

繍達見︑㍉

も

露騨幽レ・

＝

ヤ
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盤要は今後豪すます増大の一鷺

を辿ることが予測され︑そのため

♂

の搭

︐

酒伊繊維工業株式会社

取締役会長酒井正二

回話

福力︵慌工ハ︶五

八

○

○

福刃巾花堂町辛之返一番地

東海電気工事譲

取締役社長坂上忠治

羅話名古屋︵一一二一﹀一一〜一︵汰代︶

名古套市中臥栄一丁目ごイ番三︸弩

東京︵九四六︶二

一．一

一

弓

羅ぜ継り暇二二︵姻汽︶五一一一→入代︶

來京都︑智鷹由傘礼轟轟丁目二脚番

代表取締役持田信男

株式会社日本無線医理学研究所

山口県徳山市御影町一番一号
電話○八三四︵二ご四三一＝

取締役社長蔭山如信

徳山曹蓬株式會計

電謡

東京都又．猟区本駒込二の二八の八

芸表取締殿長谷川長治

科研化学株式会社

電話朱阪︵四ヒ三︶二＝二一︵代︶

人阪由西淀川区御燈島曲凶の一〇二

取締役社長笹倉鐵五郎

株式会社笹倉機械製作所

㊧

彫心は到讃駐

膝繰の鵬内的鎧備の度禽︑第四

諸臨より遅れてスタ⁝トしたわが

の原型炉を昭祁四十八二度頃藩澄

れ︑こカを実施するための機銭琶と

積極的に進めつつ︑しかも︑その

ような諸旛設の建設と運転を通じ

穫施設を廼醸しつつあるが︑この

燃料問題解決

慈え得るものと轡りれる︒

を用いることとしている︒

たはプルトニウム冨化天然ウラン

豪た︑大洗に建設申の各種ナト

して︑郵燃鱗漿國が畿立された︒

の原子力産業界の慶立牲を確保し

申において︑将来におけるわが国

これらに必要な核燃料の羅保とい

う閾題が付随的に発生してくるわ

けであるが︑これら新型勤力炉の

闘発は︑この問題解決のためには

すなわち闘遡増殖煙は︑プルト

大いに役立つものである︒

ニウムを燃料として使いつつ︑使

︑

︑

、

技術交流を横極的に行なうための

に︑研究開発プロジェクトのマネ

が襲は︑この一大ナショナル・プ

ージメントの問題などがある︒だ

ロジェクトをいかにして達成せし

分野の人々が理解し︑これを推進

めるかということを︑それぞれの

結溢せしめることにある︒

する方向へ努力を集中し︑これを

研究施設の建

﹁夢の原子が﹂といわれている

設も着々進む

については強芝を︑窩逮旨旨炉

篇趨増殖炉については︑醤来鍛も

ムとウランの混合酸化物系燃料を

蒋望と闘されている︑プルトニウ

用いるナトリウム冷却型高閣増殖

炉を開発することが承穰︒まず

炉を︑昭和四や八年度臨界を目標

熱出力約十万KW程獲の商遼実験

麟として︑これらをいかに効率的

し︑昭和五†一年度頃には臨界に

として本薙度より建設に癬手し︑

にしかも径済綿に進めるかという

達迂しめることを目顯として各毬

て︑妻子力委員会が華華部 会 を
リウム技術聞発関係の施設︑塾樋

そしてその墓取方針および基本副

の必要な研究開発を選めることと

設鷹してチェノク︒アンド・ レ
脇界冥験綾醗︑重水炉開発関係の

爾が内閣総理大距から示され︑わ

られた犬きな課題である︒しかも

ことは︑動燃箏蒸団に対して与え

これら新型炉の開発を︑諸先進

定を行なうこととしている︒

け︑主要な瑠須についての検討運

いて動燃が主催する設謝会議を設

するかたわら︑それぞれの炉につ

炉についてのとりまとめを依頼

力をそれぞれ幹事会社と噛めて各

の設剖研究については三要原子

ては日立製作所を︑高速実験炉

AT盆原型炉は敦賀で
誓ノニ

し

る︒また︑新型転換炉として開発
爾どおり斜懸にすすめることが適

蝋

中の胆水減速蒸気冷却型炉につい
影であると述べている︒

ビュウを進めて糞たが︑去る 十

テスト・ル⁝プ等の建設も謝々と

穴防熱ル：プ︑コンポ；ネント・

プルトニウム
燃料の開発も

月十三日︑目専門部会は︑除子力

ついては︑醐燃饗．一面の東濾事疑

婁莫会に対し︑この計癒している

て将来の窩速併用炉への開発の墓

火規模な国家的規模の技揃開発プ

が國にとっては︑これ謹でにない

てゆこうとしている︒そこで︑醗

進み︑いまや︑大洗は︑わが魍の

面する厳きな玉串として︑その第

炉について技徳酌経済的観点から

所において試作研免を行なってお
り︑その照射についても英国のド

泓が薔横されることとなろう︒

ーンレイ高速炉︑フランスのラプ

一に︑需要者すなわち耀力業界が 新型転換炉についても大型の量
水臨界実験装醗を初めとし︑大型

ソディ腐遼炉︑米国のエンリコ・

ロジェクトとなり︑そのために

大センターに

入の国家事業

ては︑その原型炉の建設に つ い
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なろうとしている︒ここにはま

信頓蟹︑第二に︑わが圏のカメi の熱ループ︑コンボ⁝ネント・テ

施あるいは講画している︒またプ

用済みの劣化ウランを使用して新

たな燃科プルトニウムを燃えた燃

料の騒以上に三三し︑また︑斬型

転換贈の方も︑ウランの利用率の

用と・エネルギー資源確保の安定

増大︑また将来は天燃ウランの使

化に対する欝塔は非常に大まく︑

らに隠田への醗榮拡大の町能性の

わが闘催業技術の慮竃的確皿︑さ

展関は一服うに及はず︑エネルギー

ある︒したがって︑この大ナショ

供給の安定骸に資する処は絶大で

ナル・プロジュクトとしての動η

炉開発を強力に抱進し︑一臼も即
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の開発を行ない︑経蟹も綿二千憾

次々と燃設され︑昭和四十五無度

ルトニウム燃科および工料要葉の

1が︑自力で︑このユーザーの期

には︑これろの施設による研究開

待に応えるだけの技術開発を行な
える宮儲の樫麗︑篁二に外国との

円という多額な開発蟹を投じて行
なうこととなっている︒

国の総力を結
大プロジェクトを完遂す

集して開発へ
この

るためには︑園の総力を結集して

め︑動燃購業醸は︑外部の響見︑

行なわなければならない◎この加

闇闇知識などを十分に吸収し︑開
発を逡めるため︑トソプ・レベル
においては︑参与会︑顯閥会議︑
動力炉開発婆員会などを︑また実
施レベルにおいては各妓術的專門
分野毎に尊門婁澱会を置け︑これ

くその実用電を促進することが︑
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据付中であ

弩機

霜焼横浜エ場で製作された東羅
福鵬爽躍所︷号機用圧力窓器

ク＆ウイルコノクス︵鷺＆W︶か

核燃料の飾約をめざす新型離離

ら都万KW級原子彊匠力容雛璽 短︵A①R︶︑鷹選増殖炉の開

られているが︑葉芝は岡禦聚団と

鰹接な関鎌をとりながら︑全薗麹

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノ

o住友醸翼

APIG内において︑AG鼠受

このような観点から︑かねてF

と︑騰密な協力が要譜される︒

合曲﹁舞釣な謙麹︑観劇の調整

研究投資︑資金︑人込幽門箒の総

トであり︑醐係各紆の設備撹齋︑

の講りも許されない大プロジェク

える大がかりな・しかもいささか

O清承建設。瞥中工務鷹。西松建設〇三井建設

の襲珊珊工を受注したQ膏刀KW発が動燃碧玉閲を回心として進め

級という超大型の旺力容器を製塩

〃

〃

BR賓験炉の欝細設副について幅

ある︒これは米懸τVAがアラバ な努力串行なっている︒とくにF

つるには圓内ではこれが初めてで

マ州のブラゥンズフ議リ⁝原子力

Rの第二弩機︑三暑機爾であり︑

豪た梨芝はウラン濃縮狡術開発

遠心分離機の開発も

発電所に設澱する百万KW級BW
菓芝は幹償会筏である◎

石播級浜工場で製作されるQこれ

は米国原子力聚界のユーザー・メ

ー刀1として離郷手のTVA︑で
Gは︑遠心分離滋によるウラン濃

に蜀犬な蔽味をもつものである︒

ラン灘縮用ガス童心分離機の開発

行なうもので︑わが國におけるウ

ノ化ウラン潮目胴し︑濃縮翼験を

整中である︒これは軽四に︑六フ

上機を受注製作︑納入し︑現地調

は動燃画業団からウラン分離機＝

りも経済的に毛利なもので︑東芝

分離払は︑理諭的にガス拡激泓よ

E︑B＆Wによる昂騰曇遊怖腿に縮の閲発を進めている︒カス還心

果︑集芝グル：プが発注を受けた

重声をわいた瞭密な許細犠査の結

もので︑この分野における高腹な

に薄しても努力し︑今後の躍進を

は独劇的な電導︑自主技術の開発

康子力発繊分野において︑東芝

けである︒

G皿とならんで騒藤機罵一式を臨 技術水率が駅際的に立証されたわ
接受注することになり︑英芝は東

号機膳機甲の

電からの盧接受注分と︑G一下舗
分をあわせると︑

穴半を受注製作することとなっ

期しているQこれらの研究開発は

東芝総命研究所︑NA工G総含研

体の協力休制で霞められている︒

究所︑王H1技傭研究所の三薔⁝ 東芝ではこれを犬きくとり主げ︑

た︒

圧力容器の輸出へ

式を受浅し・

A弱年八月︑集芝は米鷹バブコノ

＝＝一＝＝翼扁一譜＝露篇需一尉一糟＝圏二一僻＝＝一凹鴛一需＝＝一＝鴻二幽鱒＝凹＝■篇＝謂＝＝構＝

糟力的に開発を推進している︒

が︑乗置福赫こ丹荘では︑東芝が

一＝一＝篇扁＝＝嵩一＝＝＝闇一＝＝＝η＝＝扁二＝属＝＝＝

東芝はGEの下請として参朋した

Eがプラント建設

で︑タ；ンキイ方式がとられ︑G

いては原野敦賀︑東躍福翻

とくに原予力機器の圃産化につ

る︒

弁︑ケーブル類︑受注製揮中であ

．︸
ビン翼壁︑醸子炉転機鰭︑騰謡物
蕊心懸工がPW漕型を︑策芝と日立がBW8型をそれぞれ発り・処理系機器︑藍玉設備︑配蟹︑
込むため︑各グループの中核となり体湖面徽をはかり︑現在︑

わが国の原子力供給産藁は︑旧財閥を中心とする三菱グルー

激しい受注合戦を当該中︑⁝方︑第︻原峯力グル；プでは二士

㌦
Uープ︑第︻原子力グループによって形成された︒各グループが
躍機がAG縫の受注体制へ︑また住友グループは核燃掃を申心

・

に体制を三二強化しつつある︒以下︑さいきんの各社の受注体

綱を紹介する︒︵編築部︶

締験と口器国睡化の健進により︑
原子力発職所をみずから設謝し︑

一＝＝瞬騨駕＝一口一開＝＝＝＝＝＝一瓢讐輔一＝＝＝＝＝一＝幽僻＝＝＝一算＝一三＝扁一篇＝＝一

号機の拐禽︑金額で八O％に製す

るが︑髪の主なものは︑ライナ︑

ガスバノフル等炉内鋼構遊物︵騒

士電機︑用繭露総掘当︶︑ボイラ

︵擢︶︑タービン掩懸プラント

B∫L友金属劒量J

が︑本庫十月︑AGR建設の主体

金の総合強化が検謝されていた

原子力郎門の強化を図るべきとの

となる塞士︑川願が一体となって

本部ともいうへき︑櫨子力推進ぶ

爵による閣塵化突現のためのFA 部を窟士職機の組織内に翻護︒

し︑さらに二弩機以降国内霊契約

AGR︸号機建設を第一圏襟と同によりFAPIGの原子力灘簗

FAPIGの体制
結論に達し︑窟士︑川璽晦好の爽

能︑納娚保証に全貞任をもつ︒

の全供絵分に対し︑冨士聡機が性

属設備であり︑これら日霰側から

︵清水建設︶︑挙の他大部分の何 注︑建設のため・妓術︑偉制︑資

︵冨正︶︑コンクリート圧力鎌継

○清水建設

○鹿島建般

ープ︑三囲グループ︑住友グループと︑その仙の策京康子力グル

結成されてから約十年余になるが︑さいきん︑各員力会社の原

ている︒わが国原子力発躍の主流を占める軽水娩をめぐっては

・子力発躍所謂殴の本格化に伴なって︑その構造に変化が起こつ
唖

東芝・石播が握携経籍
建設する主契納者となる陽滋と体
制を整えているQ

O葺勤；仔力工業〇三隻礁工業〇三菱電機

燃料交換機等である︒麟二分は一

送風機︑制御棒とその駆鋤属名︑

日本におけるAGR一号織は︑

国産化率は八○％

英職τNPGが主契約薔となり︑

いて保謹し︑建設を行なう︒この

性能︑工期︑コスト︑燃料供給につ

ため︑同社は策京鱗鰯所を開設し

この事務所には二士電槻の人差つ

プロジェクトの管理を行なうが︑

参卸し︑両挫対等の立場で運営さ

一己からの輸入品は︑英国内で

れる︒

すでに流れ生麗酌に生麓されてい

るもので︑凶寝ではかえってコス

トアンプを招くもの︑あるいは実

翫性の点から輸入を有利とするも

の等に運定されるが︑その密なも

のは︑グラファイト︑冷却材循環用

原子力産業5クループの概要

㎜PG社との握携を軸とし︑これにの頂上組織の下に︑欝欝︑川蟄の

化購備体制の整傭が亮成された︒

TG内のAGa建設︑二号総量藍

の闘成の組織体制と共に・碧AP

通︑あるいは古河醗工のそれぞれ

立を終わり︑澗水︑撚綱︑寵士

開発︑設副︑製遣の組織体制の確

ｷるFAPLG鍵盤︑川臆両
︑狩
濾はそれぞれの総懸に︑研究︑

水建設︑荏湶襲作︑窟士通︑古河

電工離日力メーカー群の協力によ

果擁炉建設は︑藩士耀機を中心

って進められているQ

とした各社の協調によって滋行さ

τか︑凄R誕墨磐纏

璽士下機製作の冷却材喪失実験

周AGBモデル

○住友建設。田建設謂

○大戒建設○大林組

土木建桑会社

O住友銀行

o…朝銀行

説

要

銀
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PIG内体制は︑蟹士鷹機とTN

り

…撫

（12、

第500号
第三毬郵便物

聞

新

聞

産

力

三社総ぐるみの体認
鍛

リング部門を受け持っている︒

神戸に専門工場
三硬グループはPWR型原子力
よびコンバソションエンジニアリ

薄野所に最も腿験の漂いWH社お

ング社︵原子炉容器︶と包括朗な

入手できるのが大きな特魯︒

て︑爽除の製作方法のノウハウを
倉皇豊浜︸号機用タービン

三獲灘工高砂製作所で作られプ

PWRは三菱重工が窓ロ
これ談で 岡 グ ル ー プ の 皆 瀬 力 点

動は昭翻三 十 無 に 設 立 さ れ た 霊 菱
原子力工業 を 中 心 と し て 展 開 さ れ
てきたが︑ 各 電 力 会 祉 の 原 子 力 発

このほど貰子力発電プラントの営

餓所建設計画の異体絡に伴って︑

業窓隠は物 証 惣 工 と な っ た ︒ こ れ

技罐援助契納は出力のいかん瀞閣

ついて導入している︒とくにこの

法の技術評験を全てのプラントに

は日立︑東芝のBWR型軽水炉メ技術援助契約漏結び︑設計︑工作
ーカーとの 激 し い 受 注 競 争 に 対 抗
するため︑薫菱グループの体鰯を

生麓体制は ︑ ＝ 塾 琢 工 業 神 戸 造 船

PWH型原子力発鷹プラントのわず主要な蝦蟹設備の全てについ

強化したものである︒

所が動体の と り 窯 と め と 原 子 炉 系

機器を撹当する総藻璽工では︑従

え︑さらに原畢力尊門機羅工漏の

三饗重工業隅砂製作所がタービン
来の大型ボイラー︑化学プラント

レス製機羅の製作のため︑継嗣の

謹た原子カプラント総有のステン

原芋力発熱プラントの一次系の

設備などの 二 次 系 槻 器 の 設 計 ︒ 製
等の製作能力を基盤として︑岡祉

機羅の群細 設 謝 ・ 製 作 ・ 据 付 け を

どの醗機昂の製作は三楚躍機が捉

作・据付けを担当︒豪た発鷹機な

羅総揚を新設した︒ここでけすで

神戸造船駈内に今春原子力専門機

二次系の原畢力タービンについ

ステンレス工編を新設した〇

大鎌な増設工事を実施している︒

当している︒一方︑三塾原子力工

業は昭和三十六琿に米園WH籠と に関鍛羨浜一号機と満遍機︑原子

憂注しているが︑灘浜一号機のタ

わが願では罷録的なものである︒

ービンは出力八十二万六千KWと

の技術握携にもとづき神戸製作所

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

三菱原子力は
燃料の供給へ

属鉱撮と共同して二酸化ウラン粉

黙するゴ艶漂子力工業は︑征饗金

の製造技術レ僧導入し︑その消化吸

の初薬嚢燃凝のうちニアセンブリ

み

み

み

み

製作している︒また甲認躍刀の鋤

成副をはじめ主勲頗器の設語をぜ

鉛の技璽諺にし5・テ五

ステム設㎡分野においても全颪的

日立は機累の製作はもとより︑シ

めている︒豪たFB盆について︑

り︑来班孕々に癒工される量足で

．一脇力して進めているQとくにそ

紬ひ︑米困で実剛化されている疲

今後原子力畿蹴プラントの建鍵

FBRの実現を十余年以劔から予

の凝器に対してはナトリウム冷却

ある︒

は圃内のみならず碕外にもかなり

製造技術については各繍掘甜の

試作研究を進めるほか︑騒不建設

実塊がみこ獣れる︒したがって︑

術の學期習郷をはかった︒

中の各プラント機謡製馨・据栢に

日立ではこれらの鰯寮に応ドんるべ

く役立っているQ

は塊盗進められている謝燈に急き

究︑材科の倹討︑計器の開発など

想してホンブを樹め奮種磯驕の開

胴与して費露な経験をつみ矯ねて

〃

〃

を進めており︑多くの実績︑デー

〃

〃

く生錘体制￠堰饗し︑系列下記の

〃

〃

技術の巖果も禽わせて田夏の赫刀

〃

〃

今後の罎子力馳戯プラントを全て

〃

〃

矧蔭で論る能力誉筒めている︒

〃

〃

・・を等している︒その鰻璽な経験

〃

〃

を注入で隔る体捕を蟄凡ている︒

〃

〃

Hの開発に薄して︑日立は全強 の開発に潔重して︑爽験規模の製

の紹入実績はJPDR用圧力山武動琳乙子団のATHおよひ擢B日立は甲くからセラミノク燃料

〃

型原芋謎語羅プラントの要浅から

の製作据付︑原灘敦賀の圧力餐器

的︑繊愉的に協力している︒AT 亀を数多く手がけてきたが︑BW

開発に推進本部設置

システム︒エンジニアリング︑隔

の製作︑据付・憲要配響︑藁眠描

主な原子力雛蹴プラント回虫

タービンの輸出も

離の紆内体制は一本化されること

Rについては茎立が動転席っ℃軽 R型原子力発電所用の核燃料典絵

O︒このJNFは神崇川鍛秘後蟹

ル︵JNF︶を難じて行なわれ

幅よる薫本職ユークリア・フユユ

は︑岡社と東芝︑GEの三蓋舎弁

屈一弩機の格納容雛の製作︑据付

チ原子力難論所ヘタービン覇罎描

BWRについて岡歓は皐くか のほか︑とくにパキスタン麟カラ

ら研究醐雛を淫め︑原研の動力試

部︵五十万KW閉︶四セクシコン

GE汁厨けに原子力タービン低辻

験炉︵JPDR︶機器をG羅汁を
に製揮灘撰したQさらに醗鷹師認

界実緩鱗瞳を設齪して各繍設計デ

簿．

鱗穆
廟養護

噛︑

町

に謡えシルカロイ被覆轡の渋術開

最は海外からも難く解熱され︑カ

発に集難している︒すでに試作製

G封︑WHセ騨え多くの取藩燃褥

を憂撫している核燃料難業メーカ

〃

来に
CA︑動燃ATRC焼けなど納
入転換無工するメーカーとして

三無八月に米鹸UNC挫と軽水騨に纏る閥継継騒無綱腰の製遭工期

で︑原茅熱発磁虜規嵩蔵特殊響蝦

を尿躍欝欝︑棄蹴櫃髄︑関鍵莞

﹇コ皿隔葺琶董5篇一5三篇ξ三隔

動発聡三等の研先も進められてい

娩懸盤疑惑締轟曾噺瀦

嚇塾

については嗣和囲十三無駅︑醐祉

浜に謝毒している︒核燃料敵覆管

中央技術研究所︵尼陶箭︶内に盤

産第一織工勧︵齪聰舵力年翻五万

麟︶を発難し︑軽水炉燃懲懲塵化

した︒UNC社はさいきん米齪で

理放術に纏る広範鋤の蚊術を纒入

カRイ被覆憎の窩速膏波探鰯蓑幽

倥友金属工撚中央研貌所のジル

誓是

旨いて黒藻叢誌での難磯

協力して製揮したほか︑紆内に編

騨

一力︑Am⊥RはかFBRの燃料に

ータの研囎︑開偽︑集演をつづけ

磁蝉醗澄灘

浜
鐵

纏難

巾に核撚手工揚勘建設中である︒

レやゑづ

じ嚥

とローターぬじクノ﹂イゼ謡症︑

メ

晦胸

となった︒

一

W沢プラントに関写る鼓術韻脚を て国齢化の語画譜感めてきてお

た︒さらに畿灘システ嘉につい

旨立が製作したカラチ原子力髭

し・来年や一月に試自転の予鷺で一

羅内だけでなく広く海外へも輸出
収に墾力している︒縄来の鰹璽増

ーを製揮中で年内に納入の予定︒

ル

燃料加工事業に進出
佐友血属鉱山は現甚千葉県第川

一

て︑昭紺四十二奪四月GR針とB
根原子力畿麗所では灘認醐瀟とし

これまでの実績をみると︑照和

されている︒さらに三膏石機では
大に対処するため︑一二蟄原子力工

饗た原子力第一船用燃料一式も一二

開覇的な業携を独立させた︒さら

羅所向けタービン発躍機

ある︒

型︶一体はその後腰調に燃焼して

・納入された燃料集禽体︵PWR

岬齪躍藤離繍苺

一方︑PWR型発鱈プラント用 PWKプラントの設計などのソ
韮要蹴機羅は薫菱醒機がWH社と フトウェア部門と核燃料部門を握

をはじめ︑騨碧︑畏崎︑名古屋な

尿子力発蛾藤の鋼御用面子謝算
業は今年八月から訳義県菓海村に

要原子力工業が受注しているQ

実績を智蟹に圏下関電美浜一二機

機︑核斜装などの謝測機露につい

最新鋭の原子燃科製作唐誉三竿

末の製澁︑ペレソトの成型撫工技
ど各製伶所で撹撫している︒これ
いる︒さ6に今無驚月にジルカロ
術癒闘発すると共に︑米国WH社 イ被笠燃料漿含偉を製作し︑サク
までの問社製作のタービン発雌機
の懸盤轍は二千万K▽Aをこえ︑ との技術掘携を難じてPWK二幅 ストン嫡で実翫試験中︒これらの

ても蟹極的な悪癖を示している︒

麟掴島根三晃で主契約
襯囮

は原子力鞘蹴プラントを中心とす

各社の技術︑結束も強艦
日立製催駈の原子力開鞘は雛躍

にH立系圧力容器響門メーカーの
バブコソク熱立とのを提携強化障

る紛内の黒子力嗣覇体制を強化す
るため︑聯黒鼠絃の陳子力維巻本

炉に主力がおかれ︑その鋤囲は原

るため︑原子力捲進本部の副本部

部を額退し︑これまで翠黛忍業部

予炉機雛︑系統の設副︑腰伶︑検
査︑据付け︑運癒等と絡広い︒こ

すえた︒これにより日立のBWR

で行なっていた8WR濁プラン長に守脳パブ直立斜長をその豪解

住友グルーツは昭和三十⁝鐸翌

患﹇︻縣ξ三一ξ騙瓢一一一三§二一三一一一＝﹁一一皿一画＝一ξ一一ξ＝一一基一三巴＝三猛＝一﹇一一皿三一三＝

ト︑瓢型動力騨︑核燃耕などの

れらを纏える研醐醐騎は原子炉理
舗︑設計コードの論難︑炉物理翼
験︑工学実験︑原子炉制観副装開

ては大型蒸気タービン難燃製作工

力第一船﹁む2の原子炉機器を製

原子カプラントに関する包揺契約

場の萄砂製作所で︑WH社との技 聡︑欝金設鋤開雛︑核燃料の開畿壽

と多鮫におよんでいるQこのほか 月に設立された轡兼会社の住友原

を縞んでおり︑PW葺プラントの 凄している︒一二鞭蹴工では原子力
術提携にもとづいて製作されてい

此

鑛協力している︒

動燃麺漿団の欝欝難燃尭総画に毒

子力工譲はグループの中心として

るのが注欝される︒︸方︑住友除

いため︑核燃繍部門に紋られてい

力機罐供論難制は憩嬉機鄙門が臨

このように住衣グループの原子

け窓口となっている︒

ルズ社︵RUFCO盆︶のa本穿

アフリカ︒ニュ；クレア・フユエ

︷元的なウラン販売会祉である陶

一方︑佐友闘賜は醇アフリカの

の苧定である︒

に建設する計画僧決め︑近く駕工

能力を持つ工勘鯉繊賀果捌難風地

対処するため年一五†万層の二黒

る︒さらに閥社は︑将来の蹴鞠に

ナダ等譜外囲ρら引継も撒けてい

ーで︑佳欝欝工はこのUNCのよ

うな停在をめざしているQすでに

建反㎏工は製漁紋術の消化僧終え

ており︑近く政府に対して核燃料

舳工磁藥許可を串舗する予鷺であ

豪た往友畿工は欝欝炉柑板状燃

る︒

料の供給に対して︑熊取研究欣内

に隼闘五買茶の観埴能力を持つ加

〃

〃

工施設を持っており︑わが醜湿大

〃

とPWR両脚型式の取誕照臨の傑の受注実誠を羅っている︒

〃

闘二西閥十ゾの難産能力を蜻つ転

〃

粉末をコンパクトな設備で︑鷹収

給をめざし︑紺々と赴内競制を強

〃

体翻を強化している︒ま虻佐友金

換工楊壱懲懲県にある住友隙子力

住友金伽羅藥は神戸襲黒旗と並

被覆管製造で注目

率︑低コストで生落しうる技徳と

滝?かハリ操業ゑ開始する隔靴疋で 騰郡にある飼社駕取研究所内に動

んで核燃塀破蟹轡メ⁝カーとして

酷躍が期待される︒

燃料に織する軍慰技術三富を結び

で濃縮された六フノ化ウランを粉

実績が多い︒さらに間社は今無八

佳友臨工と電凡は核燃糾の成型

成型加工設備︵UO2十五ジ／注農僧災めつつある︒総社姻轡製

ある︒住友金閥鉱山は米灘A豆C 力総懸鍾濃縮二酸化ウラン燃祷の

〃

属工巣は従来の火力発聡所醐けの

化している︒岡祉は現在大阪驚暴
ロイ響︑ステンレス鋼管︑蒸気発 品はグループ内の佐友躍工のほか
グループ以外の成型加工メーカー

殊醐緻響類についても鼓文闘発を

月理解から核燃料加工瑠業欝町を

ローム合金鋼讐などの際子力閑特 にも広く使翔されている︒原研F

生器用七五％ニノケル︑一五％ク

遜めるとともに︑生麗体制を艶え

得たので︑低濃縮二酸化ウラン年

燈所︵尼輪薦︶は︑わが園が世界

ている︒以下グループ内の主璽メ

隼︶を叡勤中︒とくに同社は四十

；カーの鋤まをみてみよう︒

加工メーカーで︑軽水炉のおW罠 灘薩技術から離心殴計︑燃隅轡

謹癬，＿ガ

響

発飛プラントの受洪鎚大にそな

将来のエネルギー源として闘えら

ン製鋤施茂︵UO2七や五ジ／

市の阿祉中央研究筋に天然ウラ

葎︶︑低濃触ウラン転換施設︵U
O2︑十五ジ／隼︶および筒濃縮金
属ウラン製造癒．戚︵金属U魯王十

が鰯／駕︶を縛話中︒同社はすで

燃料・赫料開発に集中

に凋性能の焼結体園二酸化ウラン

響残

工葉菓海研究所内に新設し︑四十

取替炉心の僕絵をねらう

譲

]㌔

帆可

緯
ブレンディングの技術を確立︒製

｛王及醗工核燃料部のペレノト・ルーム

り

乱心塁計とシステム・エンジニア

る︒すでに関醗灘浜〜層臓のター

れる核融合及応の研究やRI電 めてきたが︑戴近︑軽水炉を中心

子力話説を通じて勢子力響動を進

ビンを製作したが︑これはわが國

池︑各藩工業﹂器の開鞘も憲めら

しつつある︒

甲心にクループの体制巻整備強化

め︑現段階で燃料・編測の開発を

電プラントの脳産化に対処するた

とする臨力会社の融業用原子力発

澱窃のもの︒さらに美浜二郷機の

肝

れている︒とくに壷弔へ月に細立

ウ

ほか関盤灘浜一轍織のタービンも
男ξ 胃

鳳

動力炉羅燃料の成型加工につい
ては︑住友金髪鉱蝿と住茂餓気工
臨が既有の闘池投術をもとに槻究
開畿を進めている︒さらに灘縮六
フノ化ウランの癒換から蔽縮二酸
化ウラン系燃料集合体の製作技術

ニュークリア琶︵UNC︶から技

については︑米麟ユナイテソド・

蟻欝難
金轡類のほか燃料被襲盤用ジルカ

術を聯入し︑両討はいずれも生産

▼

ハ

脳

き

職璽婁喉灘諏で蜘・

立製作所臼立工鞍置娯

騨
騨
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査方法の駆発は将来力容器に何

疑

一

第3図嚢O＄A稽圧力窓器
①仕力容羅本体②模縦燃料要素

③毘極④コァシユラウド⑤グリ
ノドプレート⑥上部放出用ノズ

ル⑦下卸放出用ノズル⑧婚環水
入照⑨佃環水繍口⑩周⑪蒸気板
ノズル⑫．徽気補給ノズル⑬ドレ

ノジ

ノ⑭計測用リード月日通ノズル
⑪コアスプレー用ノズル⑯フラ

これ鱈の研究にもまして︑原研

の整備を行なって調ている︒

ケ

が今豪びに奇麗︑または設澱を湾

えた原子炉の安全性については︑

わが国の原子力開発の初期から︑

し︑かつ︑実際に多数の刷子炉を

安全解析を先駆的立場σ開発実施

に関する羨望な経験と膨大な資料

保守運転することにより︑安全盤

睡醐凹

調局載は刎警順≡課

料研究のみならず︑欝力容器の検

かのトラブルが生じた場舎に︑極

コ嬬

や二相隔界痂の研究等の基礎的研

罵徹謬

観約五年間の頚︑紙で︑高逮中性子

究を進める

の項については︑現在のところ︑

ほとんど実験デ⁝タが公けにされ

。壁ン

めて荷効に役立つものと思われ

た︒その一つは︑JPD冠の圧力る︒

原子炉冷却材流出
事故の安全性研究

容器内に入れてある照射脆化の監
視試験片のうち︑シュラウド内側

原子力の安全姓は国郡感情からのみではなく︑経済性と密接不可分の関係にあることからも

くF・P放出に彊する安金性研究

露常に璽要視されていることはよく知られたことてあるが︑原研がこの蜜全性の問題を研究
原子炉一次系の破損による冷却

・

に装入してある十悩に加速照射し
材料流出による燃料体損鰯につづ

・

し︑その対策を確立することは︑原研が申立的かつ喪期的︵永続的︶機関であるという立場か
た試験片を取出して︑多角的に四

るというよりは︑多角的な取り組み方が要求されるものであり︑療研としても︑その線に沿っ

その結果︑JPD1皿に改造
は︑F・Pの燃料麗日過程の研究

一脆化を研究検討した︒

ら︑極めて璽要な購柄と湾えられる︒安全盤の研究は㎜つにまとまった興体的大園標を設定す

て安全腱研究を擾期的な大きな柱の㎜つとしてとりあげ︑従来にもまして大きくシステマチッ

昭射鰍は大きく冤磯って一平方弛

ロジェクトを受継ぎ︑五十万KW

クに敢り組みつつある︒一口に安全姓研究といっても広いが︑狭義に安全性硬究という場倉
は︑原子力施設が辮故の際に世間
麿当たり五×十の十八黍個になる
級の軽水炉の五分の一程度の圧力

に

方︑原簸SAFEプ

を指すのが普通であり︑それは燃勝それ自身の破損︑原子炉一次系破損︑またはその他糸統機
であろうが︑脆性破壌茄．生ずる可

般に危険を及ぼさないという見地に立っての安全性の研究

器の故瞳︑誤操作などの璽複による放射性物質の放畠と繋走という購数に関する安全牲という

ωphΦ ︿ ︾のωΦ◎︒ψヨΦごけ︶

よる実験繍備を進めているが︑間

を齎するに劃っている︒これ等は

衡効に今後各方面に利閑され大い
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永野重雄
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長
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東根都丁代田区丸ノ内一丁目㈱番地幅

取締役社長大槻文平
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際技術︷父
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︑卜

光男

名古屋非破壊検査株式会社

代茨取締役松

器1×

ソシエテ・サントラル︒テ・ンヤンジュ

へ

容器モデルROSA︵涛預︒殉 いて︑実験を行う︒特に︑︵二︶

謀ングに生じたヘア・クランクが

ていないところで︑しかも︑二・

︒￡︒一＼亀ロという高繍流東を発

六層の畏さでN・㎝×日O・国

に役立つことが期待される︒

紘

の一つは︑圧力答器の不日鋼ライ

もなく実験を開始する予定であ
る︒この実験で特に考慮されたこ
とは︑國際的な研究の動向︑なか

答精性をもつ謙笈模擬燃料鰯が用

んづく︑米国のLOFT副画で︑生させ︑かつ︑極めて云い温慶応

各方面への
原研の協力

密単磁︑無力会社その他国内各方

た︒また︑原子力婁員会をはじめ

面に安全性に関し協力すると共

に︑国際的にも王AEA︑ENE

∠と岸

㎞
力変化を僕臥するために饅燈炉周

いて検討きれた︒

ヘア・クランクの発生状態にっ

の安金解析の罫価法の研究を進

︵原研握供︶

A等との協力を進めている︒

八敷
壷町

能性はないことが解明された︒他

ネルギ⁝の量や大きさは異なるは

みでなく燃料藥含体の照射をも可
能にするように︑内径九インチ彊

いられる︒この研究成果は軽水炉

のみならず︑A田R等にも安全性

定法箸の研究を行なっているが︑

海洋での拡散および体内放射能測

騰︑︵一一︶ブローダウン中におけ

め︑特に安全解析コードに翻して

る内

馬ことである︒
燃料体破損時の安

や金属燃料といった相違︑形状寸

全性とN＄RR ずいでっジたルクカラロソイドや材スのテ相ン醗レス︑鋼UとO2閥達成一さ・せ五．mΦsと擾共慶にの︑単パ一ルロスン繊ド力のを 原で子︑炉疲労の破越壌動を︑伊停ず止るの可繰能り性返にしつ
原子炉内の燃料体はいろいろな

とがある︒史科破損涙罪としての

悪

このように︑各種の安金性研究

および原子炉の設鷹運転に伴う安

であるが︑とりわけ︑動燃事業団

果の応用と協力を計っているわけ

全解析と継験を璽に︑各方画に成

︵第3図は総OSAの

評価に膚號な資料となることが期

待される︒

圧力窓器を示す︶

環境安全と安全

からは多数の安全性研究を引曼け

実施しており︑島逮実験炉につい

解三法の研究
原子炉の安全性を確保する最後

ては︑鮮細を極めた所内安奄審査

を行なってその安全性を確認する

のきめ手である格納容羅からのF

のある内容のものにするとして︑

圃際協力を町能にするような特色

し︑放嵐F・Pの挙動解明や大気や と共に︑多大の衡用な資料を得

・Pの漏洩等の安全儀閥題に関

いてはポロスコープによる肉眼検

る燃料縫からの伝熱︑︵三︶ブロ

ならびに購求炉については町成り

は︑わが團の中核として︑轟速姫

j大口径破断爾からの流出流 安全性の各種の研究をも総摺して

査や越音賦名論機器の他︑蹴気

計画でさらに前進

動力炉と燃料に重点

原因で破損し︑F・Pを放出するこ 法の椙違等が︑反感慶雛故の度合

バーンアップ︑熱隈界としてのバ

ーンアウトおよび流動に超因する

のループや研究炉により爽険研究

燃揖体振動破撰等について︑各種

が薩められているが︑燃料体破損
の簸たるものとして︑原子炉の閏

qQp

力急上昇となる反慰臓嘆故に間し
て蟹SRR謝画 ︵筑煽︒竃勉嬬

課の実験孔を︑用激する山南であ

︵第一図霧照︶NSRKの計る
團︒これらは米国の反応慶綴故実

を在着することも当然であろう︒

h①轡く勾ΦωΦ⑳りOげ謁①二90けO擁﹀

が原研の体系的な蟹全牲研究の当
面の中核をなす計画になろうとし

急激な燃料体の過熱によってF

ている︒

定能
によるスメノクゲージ等を
験粥炉SPERT−CDC尽
炉測の
力を充分上露るばかりか︑現在開

ーダウンによって︑大型圧力容器

は︑翼物燃料を反応度群赦条件下
に躍き︑人工的な燃料破損を盆ぜ

発中のPBT炉にも塵敵する最薪を呼んだ︒その解析認価の手頽

内に生ずる圧力振励と衝撃力につ

・Pや燃料が熔融蒸発して︑クラ
ッドを内圧破壊することが商えら
しめて︑放出エネルギ；の諸掘︑

は︑肉盛り熔綬匹でのヘア・ク

開発して検査に当り︑各憾の反響

れ︑謹た︑燃科からの伝熊によっ

ランクの発生湶囚の追求につづい
豪でには︑NSRRの安全性問題︑

鋭の翼験能力をもつ◎実験の磁成
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ウンガスの熱で水鍛による臨籔還

を釈屠する研究を逸め︑豪た︑タ

らぴに鋤力コストの切下げがある

鰍な聡力による製鋼工程の熱凋な

のコークス蟹を下げることは︑重

んぱ・現在後の粗璽窺繁契窺ると

こ

発気

この懇談会は︑エネルギー集約
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甦トイツでは︑かつての趣大化

飽を同躍力に譲渡し︑周社が建設

産業の原子炉利用の可能性を検射

㌧㌧

騒

一麟の推進を図るため九月下旬顧

ヒ薩立研箆所と近くのアーヘンエ

とくに多圏的利用は︑篇温炉の騰

し︑関連捜術の開発を瓢冠するが︑

大が翼密に協力し︑原子力製鉄技

発とこれを中心とする諏ンビナー

術に開する研究圃発を積極的に描

幽している︒ア⁝ヘン工大では現

卜形成にポイントがあり︑システ

三蛾｝艮繍壱ま至σ．苔1瞬…ヨ

掌蟹本であるlGの後身︑BAS

規僕試験レ憩翼証し︑経済︑技術心

翠︑ヘキスト︑ヒュルスの三社釧えは鑑気製鋼︵特にUHP超描元方式の海綿鉄を得る工径の中途

ている︒

の黙襟︑LD紙炉贋の酸紫製廼や画で在来法と十分拮了し得るとし

竃力大型耀気炉︶︑感気製銑など

懸を碗らかにしているが︑特に8

が︑それぞれ原子力に切鑑える方

ASFはきわめて無極的な開発懸

圧延機の鋤力などへの窟欄であ

に切替える必要に迫られているからである︒さらに︑隅温面子

ここ一︑二犀﹁原子炉の多繍的利用﹂に大きな闘心が嬢まっ

一封費爵鰐のコークスを必襲と

よる動刀試験炉の勲出力傍増を機

するPWR紀寺︵鑓気出力各七十

になるとしている︒

在︑北海の天然ガスのクラノキン

ム工学の開発にまっところが大き
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三菱金属鉱業株式会社
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東京都千代田区霰が関蕊の七の二

取締役社長

穿離興産蒜式会毅

躍謡仙黄︵二五︶二七二四︵代︶

胴長

丁

新東北化学工業株式会社

禽

製鉄には題鋼トン当り匹蕾万†

本命は︑躍気を媒体としてでな

のルドウイヒスハーフェンの本敏

度を製している︒8ASFは岡祉る︒しかし・除子力の湿婆利罵の

し︑このコークスの工料鈎蟹海外に

ビンなどの斬しい発蹴方式と原畢炉の結合︑軽水炉など筏来炉

く・原子炉の縄温を直鰹鳥として

炉の研究關発が進められるとともに︑MHD発蹴︑ガス・ター

←揚に躍気出力六†六万KW二基

ている︒こうし殉薦え方はもちろん︑原子力の醐登が始まった

による化学工業などへのプロセス・ヒート︑プ目セス・スチー

の自家贋発躍所を建設する計画利用する方陶にあることは召うを

当階からもあったが︑最近にわかに脚光を浴びてきた蕎鍛は︑
原子力発魔の翼周化が盗んで経済性の運成と蜜全性の確保に明
ム利用など︑エネルギーの多角的カスケード利用方式によるコ
で︑一璽は

に︑余剰蒸気を海水浴歴に慾用し

五万KW︶の原子力発台所から

佛いでいる日本にとって︑製鉄罵

るい見遡しが立ち︑エネルギーを大羅に使網する蟹鉄︑化学︑

している︒すでにエRs︵畢炉こ男警して・遡
かねて同地駄の躍力会社である

麗二一瓢万ジの二遺国醐淡水化プ

て︑原子刀朧歴の技徳酌可鮨性を

がもっとも種極的で︑現在撚界で

またない︒

ストダウンと︑将来のエネルギー供給における技徳革紙が大き

になり︑その漁礁では天然水と十
コンシューマズパワーと協議して

現征︑隙子煙多図的利粥として
ラントを一九七〇矩代の半はに灘

翼舐する構想の検酎を始めたが︑

九七五年運開を圏ざ

く期待される︒

六千万βと七〇％以上も増嵩した
分灘抗できるとしている︒

︹エ率ルギー譲約麿業︶で︑エ塞ルギー諏を冨ストの安い原子力

脱壌︑アルミ︑セメントなどいわゆるエネルギー多消蟹産樂

ため︑目下中断の形となっている

笑現が︑近い将来期徳されるもの

であく濠で強気な姿勢を示してい

工︑八○無までに運開という方商

いたが︑ミッドランド工場の隣擾
が︑MWDは原子炉一遮による日 豪た 原 研 で は J P D R 狂 讃 画 に

工業のプロセス蒸気糞垂用の華華
八葺ジ伊蒸気愚原子力に切替える

曝している︒

蚕下原子刀婁鍛会などに餅可を申

工技院の試験研究と根豪って今後

は︑腕塩による汽水淡水佑と化学

る︒

さらに海水脱漏は︑鍍近とくに

である︒

海水脱鰹に淫する研鋤開発はイ

脚光をあびている海洋闘発の一環

方針で︑すでに駆三眠詩を終り︑

原子力脱簾の奥体濁調画をもっ

でも︑艘極約に進められている

ギリス︑フランス︑スペインなど

一重騒的甜瞳

とも讃極的に進めているのはソ

十二万診の淡水化プラントを組禽
せた世界端初の笑用規模による設
備虐難一中で︑来隼には熱難を始

らに︑ドン河流鐵の工業地帯に蕉

めるものと劔侍されている︒さら

来炉︵軽水炉？︶三十五万KW 尊

︷簸は一九七四庫︑残る一茎は

炉の発展に も夢が 雛鎗蟻播度羅騙劃難処韓
として︑食燈︑工築麗︑カリ︑輿

Nl三五Q︶三十五万KWに 日 産

カスピ海の東庫に轟月増彊炉︵お

米独が一

連︑アメリカであるQソ運では︑

の進展に注目したい︒

二十五力KWの蟷力と一時間西千

阿園脱劇

聞

土
産

力
墨と日雌三＋八万漣の脱脇プラン
トを結禽した懲設計画を発表した
との檎報もあり︑原子力脱雛への
が︑日本でも今後に苧想される畏

七五琿に運開の予定であり︑世界

グによる水鍛の製造や︑爾内に豊

鉄

賊な褐炭のガス化による一酸化炭

製

饅後に︑製鉄における原子力利

い︒
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素・さてはウランの回収など︑海
水の多角的利用と績含する播在脂

期的な水不短対鐵の本命として︑

力を持ち︑二つのビングサイエン

ネルギー構造の革新を示唆する

素の製造などの織源に高温ガス炉
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アメリカでは︑いわゆる﹁ボル
本年慢から．鯉漫省工業蚊術院で七

スがシステム艘禽職業として密漬

のトソプを切った大規模工業と原

A逸C︑OSW︵内勝省塩水 局 ︶
力量胸五＋億驚にのぼる﹁海水淡

ものとして六きく注闘されてい

サ勘計画﹂が食思である︒これは

MWD︵爾カリフォルニア水造水化と副麓物職屠﹂に関する大型

しつつ発展することが期待され

る︒

千
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組

子力発躍の藷禽は︑化学工業のエ

プロジェクトが発足︑高流連長響

るQ

局︶など 六 纒 開 が 協 力 し て ︑ 爾 カ

型多段フラノシュ菰による撫水脱

ア地方の水不足対撮の

腱鞘は㊤から米国爾カリフォルニアの原子力発羅・海水税塩プラントの模型㊥西独て開発されている

高温ガス炉︵AVR︶㊦西独BA＄F社工場化学工業利用二璽屑的原子力発欝欝の建設地点︵白円︶

［

リフォル

一環として︑ロスアンゼルスの鄭 塩の研究開免が行なわれ最終的に

ご

⁝陣俘一に礫﹂⁝
化学工業では︑海水脱堀と岡じ

麟

は日照百刀ゾの実層規摸による大

ている︒このように大規膜になる

型脱塩設備の本格凶運紙恒蟹鼠ざし

セス蒸気が利用でまることから︑

く比鮫的低温︵二節度以下︶のプロ

往来炉型の多目陶利用がアメリ
カ︑西ドイソで副画され︑早けれ

九七嘲戯には具体化されよ
う︒最とも進んでいるのはアメリ

ば

・轟

盤

外ハンテントンピーチの沖食約半
マイルの地点に︑画積四十督︵約

一万六 千 平 方 層 ︶ の 入 工 騰 を 造

原薩の激子力脇盗研究会の試算

始めるものと期待される︒

ケールの激子力腕塩設備が徽働を

九八○年代には︑臼本でもフルス

成︑軽水炉二墨︑二水フラント竜
と原子力発雌所との廠含せが技術
門を設け︑蕎八十万KWの電力と 陶にも経済的にも荷重となる︒⁝

日魔五十七万♂の映水巻供給する

副画である︒この酬圓は一九穴五

葬に発表され︑多麟的原子炉によ

る世界最大の二水化国画と人工騰

カのダウケミカルと西ドイツのB

鞠
蝋醗灘︑

撚表

い
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では︑田産五†万ゾの淡水化プラ

総黙織．

懸機織
ヒみ

適戯という発羅炉の新しい立地及

ントを軍気嵐力颪乃KWの軽水型 ASFである︒タウ社でにミノー3

鯵

講

術へのアプローチが野心附な羅思

ランドの本社工揚の現往の警駅
漂子力発鯉隣に組脅せた覇合淡水

用石炭火力が老朽化した上︑石炭

ため羅ヵ︑黙気のコストが翻隅で︑

九八Q が遠くオハイオ州から隆送され搭
薙代にはそのコストも三十円鶴後

ルアソプの技術の進拡で

コストは一・ゾ醐一二十論ハ円︑ス．グー

として内外から大費く庄国され

たσ

しかし︑ 嶺 高 高 想 ざ れ た 建 設 費
臨慰闘千万妙が墨壷の欝彌で七倣
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国の強固な施策を期待

り︑現在慧蒼齎での圓娠試験を裟

一瓢漣金鉱鉱叢が︑カナダ・

十蕊の三暦機試験に慧手してお

③

に㈱入できなくなる︒安緬なU3 リオアルゴム筏と︑米誌ワイオミ

洗ガスプロダクトおよびウェース

施している︒豪た野臥駅内からU

全に売孚磁場となり︑寮価に容易

動燃善業圃は︑かねてから

臆十二隼から独窟の凋欝を行なっ

慧当たり分

ればならないσそれに要する経蟹
認めている︒

はこの地域に試錐書ない鉱深を

うとしている︒また軸受軸封につ

灘需筒型の予察機の製作にかかろ

いう餌壷解析結果に基づいて︑二

離パワーを飛躍的に増大しうると

四山事を製作中で︑

カナダBC州の第三紀騨に講噛し トの零丁機構に特殊農詩を用いる

④

08を安静的に確保するために ング州で塾岡擬鉱を実施中︒
撰爆撃発を異癒することが必要で

は︑わが魍が自主的に海外資源の

あり︑探鉱から鉱庶発晃︑黙稗控
てきたが︑四︸受難には放射能翼嘱

は全欝彌の約三割だけを自主開発

を舞馨して鉱区を取養した︒本年

う形であるが︑一九七三年頃には

一〇 れを英国︑藤独︑田本箸で分けあ

在から穴規欄な探査を翼施しなけ

荷までに要する騎閥を考えると現

KW︵金設鮪容羅の二五⊥

一九八五年には＝〜千万から四千万 その能力は年一万八千ゾ内外でこ

％︶にも達すると惑えられ︑ウラ

自由臓界における

緻は︑現在の千八

猷子力発鷹の設備容

､題下での試験を行ない︑回紙

いて︑フノ素樹脂薦澱材またはU

で鉱区を取得し来隼度から調査を

材料に関して第一次的試験に蒲黍

型材揖について︑より軽鰍強力な

した︒次無難にはζれら分離機に

爽施する︒

て︑三等鉱山も動燃の鉱区の周囲

動熱からの澗報をもとにし

ご感興円を必婆とする︒

するとして︑一九八O隼豪でに約
⑤

米国がウラン輸入国になる見込の

さて暉麗の海外資源確保の濁状
は次のような状況である︒

よる各種試験︑耐久繕頼盤試験お

これらの民閥による擬鉱の資金
的規模は約二十億円程度で︑龍述

よび各部材驕発研究のほかに︑認

鍛力九祉と薩鋼製社の共同

で米麟力！マギー社とカナダ・エ

速目癒槻発煙システムについての

①

膿の発冤にたよらねばならない︒

の薫調を義理開発するために必要

翰入では雪笹を澗たしきれず噺鉱

琿ごろからは既知鉱床地域からの

くなると考えられるので一九七五

うえ︑輸出可能羅の増加率が小さ

要に比し逓小であるため海外に供

白万KWから︑一九 ンの需要も累謝十万ナに達すると
へと飛躍晦に増大す
給の穴半を依祥亜ねはならない︒

八○無には証徽KW されている︒国内の資源はこの駕
ると考えられてい
現在一曜嶺たり十ザ以下の確訟慶

蔵轍の六〇％近くをイギリスに本
ウラン︵U308︶

る︒これにつれ天然

な資金と比較すればなお不十分で

︵動燃資源懲懲

申栂四三︶

る︒整準四ナ七年渡の評価期豪で

には潟遼毎秒四型㌶またはそれ以

設計の原型化に努める︒

上の可能性躁究を行ない︑分離機

拡敵法については今年度理研で

拡敵膜の研究を進める︸方︑十三

段小カスケードの製作と試験︑拡
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民間中心で二十億円

の
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測

岡操鉱を異野中︒

全て外野資本にゆた惚︑日本はそ

リオソトレーク地区において︑共

拠を櫨く距界附鉱業会裡のリオ・

この新鉱床の発見︑開発生産を

に対する瀧要も︑現
ティント︑カナダのウラン鉱山会

︐

伍の館闘一万六千ゾ

〜

ン祉とカナダ・BC州︑米園コ糠 待される︒

髪

れらを単に購入する掲禽と︑前述

ラド州で共同探鉱を実施中︒

システム試験の製俘設翫にかか

のウラン醗給状況の変化︑起源の

あろう︒一遇国の強圃な旛鎌が期

祉のデニソン︑爾アの配金盆社に

独δ化の傾向からして︑帯協は発

蹴力九祉がカナダ・デニソ

から︑一九八○無には︵プルトニ

の三社が西めているほか︑最近は

より構成されているナフコール︑

熱熱できる自主妓衛⁝

②

ら行われるとしても︶︑八刀ゾが

石油資本が豊罵な資金Y技術をも

ウムのリサイクルが一九七五蕉か

必襲となり︑これを累副すると五

意ているGヨーロノパではフラン

って世界熱地の探鉱にのりだして

有凱も台めると穣三十万ナものウ
ス蒸熱力庁︑イタリア炭化水墨公

十万ゾに遠し︑先行き八年分の俣

ランを必要とする︒この値は一戴︑

社のような公企業︑西ドイツのウ

設計のための工学試験︑U恥ガス

年々増力する儒要に対しては︑鉱

師門もあり︑競舎的分野もある︒

会議での調整のほかに︑蟻事機関
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冤京本屑
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大阪木工
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対
長
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東京都千代灘区内神田この五の六
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嶺たり手が以下のウランの確誌埋

貯年度に技術︻見通︸しへ

循鷹ポンプの研究などの工学的研

散簡製造技術開究に努め︑次無腱

要となる︒このためには開発研究

をも含めて浦里総力の体系化が必

原研で拡敵筒根み倉わせの拡散胴

当道者たけでは万全を撫すことが

究に入る︒

ラン・ゲゼルシャフトのような属

術開発の闇題点を愛撫した︒その

できない︒動燃購業団ではとりあ

潤コンソーシアムが泄界申に琴を

ウラン濃崩は軽水

る特定総合研究の蟻巻を決定し︑

結果さる七月︑ウラン聖訓に闘す

えず無心分瞳法のうち回予想屑料

蔵黒の約二倍にあたる︒撹在のウ

炉燃料サイクルの経

次年度から払敬菰については理研

軸受無封︑およびU恥取載司測 特定総禽研究勘定に伴う研究運嘗

ランの年間生麓灘は二万三千ゾで

療の中で︑鍛も大き

および嶽研に︑遠心法については

広げている腹髄で︑この豪康では
羅．．

な部分を颪めるもの

動燃瑠業団に軍術開発を促進せし

現在世界のウラン輸出可能睡は

灘御に開する心門婁員会を発足さ

〜握りの圃際石油致本︑嵐界的鉱

業衰辻︑一郡の政河蠣関によリウ

である︒それにもか

七一年にはほぼ均衡し︑これ以簿

ラン資撫がおさえられる恐れが非

かわらずわが国にお

この二つの疲術については共通

田製鋤所の能刀拡大が要求される
常に強い︒

めることになった︒翻転昭和四十

説の趨洛も図られることになって

仁

ロヒぬ

一の

が︑︸九七欝年以降は新規発晃の

いての技術開発研究

せ︑広く国内の麗連機関の協力を

川

キッコーマン醤油株式会社

11軽坂

高無位大規模鉱床の開発がなけれ

歯ア︑カナダ︑オーストラリアが

七年蔑に預術開動成果を評聾し︑

サ㌧

⁝二

逝

マf署

ば︑市揚は完盆に売手市楊とな

が最も投資も少な

σEからのフノ化については鋤燃

中村康治︶

箏

七一
一の

の

いる︒U珊の製造に関する技術は

虫で︵鞍懸フランスも輸出する用

動燃東灘禦業所の研究としては

へ動燃骸燃料部長

で行なわれるQ

尋

七町

麟
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る︒

ることになっている︒

その後のd圃の瀧里離を厨途とす 得て研究の腿開に溜手している︒

ン試験を行なった小型試齢総に続

従来の一暦機︑二層機およびウラ

二月理

いずれの方法も初期的な基礎研

しかし今薙

究から開発試験の段階に入るので

化学研鈍断では鴨島
膜の研究から︑初期的に濃撫ウラ
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麗発資金要求も大きくなり︑民闘

いて︑内径三百︑郎︑閥鷹籔秒三酉五

ンの製造に虞功し︑動燃事業圃も
五月に逮心分駿法によるウラン濃
紬試験に成果を挙げた︒いずれも
獣だ初期的段階のものだが︑愉報．

の努力で技術進展をみせたことは一

公開の少ないこの笈術分野で自ら⁝

一方瑠力界の軽水炉中心の原子

驚く評価できる︒

力発戯剖画の異体化は︑いよいよ
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てきたので︑この濃縮技術開発に

業界でも璽ねられている︒原総力

翻する論議が漂子力婁羅会でも蔭

ン濃縮分科会の報轡に墨ついて︑

委員会はウラン欝欝概究慈談会を⁝
囹
設難し︑煎離の核燃料薄月会ウラ

離心紘および口数法についての技

術開鵬の譲状を調査し︑当面の旋
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原子力開発の進展に倖って、ますますその比璽を増し、近い将来
蝦も璽要な問題として浮び上ってくるのが「核燃斜サイクルの確立」
である。原子力婁煽会および政府においても、早くからこの点に浅
国し、これらの問題の検討；を進め、一つ一つ異体策が打ち立てられ
ているが・核螺糾問髄はその性格上、士庶力芝鑑所の建股のように
澄翼な歩みは必ずしも尽していない。 本特二号では、こうした闘
題点の理解のため、鋤燃鵬業団の担当麿から、海外ウランの探鉱開
発、ウラン露量、プルトニウムのサーマル利用、使用済み頭嚢の再
処理について、それぞれの立場からの解鋭をしてもらった。

聞

幽多一一 二長話多

開発の彌縦を褥ようとしているQ

ソト型および日米両国特製となっ

はこのE猛1d画に謬加して技術 カプセル照慰試験としてはべレ

熱意と努力は欧米に比肩
曜年︑原研の掬処
理賦験で醜薩のプル
ているゾル・ゲル紺振動允填型の

麺猷験実績をもっている︒またノ

類の軽水炉燃料設計に戦いられる

一ウム燃料加工

集翫凱験にも役立てうるであろ

コストの解祈と︑民聞メーカーへ

う︒この聞プルト

料締の照射︑ならびに大型軽水騨

の技鞭展閲への努力が貌けられる

ヨーロノパ十三力国が餓資した

５
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殿河上健次郎

住友金属鉱山株式会社

謦

幅愚策京︵隣三四︶二瓢 一

一

束京都港隊新橋五の十一の︸二

殿玉置明善

千代田化工建設株式会社

謦

横浜市鶴見区鰯鞘町一五八○
電話横浜︵五二一︶一二三一

噛菊醤轟然継継蜘曾孫

社長長谷川周重

電話 大阪︵二〇三︶一二三

〜

大阪市東区北浜五の十五

東京︵

一四︶二一工

一

一

の霧大手町ピル

詩話東京︵二七九︶五四四一

東京都千代田区大手町⁝

取締役社長 鈴木蓋捌雄伽

日本揮発油株式会社

羅話大阪︵二〇三︶一二二 一

大阪市民区域浜五の十五新住友ビル

取締役祇長津田

Z友商事株式会社

電謡

東京都千代田区大手町︸の四

所長荘田勝彦

三菱原子力工業㈱総合計算センター

轟瓢

叢掲載は到謄髭曳

料炉物理亀甲が？CAで行なわれ 温水躍の比出力でプルトニウム燃
てきた︒これらの翼験を通じて︑

ことになったQ照射は町民六月か

燃料榮弱体の照射試験を莫嘱する

て︑十分に安全であり︑かつ︑国

この方法は︑世界各圃の再三理

会穏ユ⁝ロケミノクは︑ベルギー

・ア

、

料設謝の塞本樹海を継るための燃

ピーキング勘果︑燃料糠および格

連の鼓術翻鞘の展開は米

プルトニウムの尊堂特異轡による

この

であろう︒

穏のない進展であるということが

園やヨ；ロソバにおけるそれと遜

ら灘一叢間行なわれる︒

このように燃料の製造技術につ

子における中哲子象分霧が実測さ

いての確証が続けられると︑やが

っかなりの鯛模で融癒することが

容忍の軽水炉発罐所から出る魁に

に下回るものとした︒近く開発関

際放射線防護棚員会勧告漁ほるか

担︑

れ︑謝算法の尊皇︑嬢定数の補正

でき︑さらにわが團の商業騨での

︵鋤燃核燃料郡長中村腰治︶

てJPDRにおいて行なわれるプ
できると考えられる︒

法など貴蚤な体験を懲てきたQ
さらに簸近魅力界およびメーカ

のサクストン聡次炉心聖画に参煙

ー側の賛助を得て勲燃は米WH獄 ルトユウム炉心実験を畢期に︑か

し︑直接軽水冷夏条件の下で︑饅

かなめ

網齢する︒

工揚が現在線織している方法と類

のモルに一日Q・三五ゾの工場運

︐

︑

︑の

∴

M〆べ亀︑ ♂ 摯・

撚表

内外の協力が盛ん

鵠

燃料について︑すでに三水躍の照

でプルトニウム燃料の加工が行な
ルウェーのハルデン煩で全長一・

しかしプルトニウムの軽水炉リ

たQ豪た原羅菓海炉 サイクル便用のためには︑わが園
の使用済燃料も英国
われ︑談た経済的かつ安全な燃料

回収するプルトニウムは︑核燃

使罵済み燃隅を再処理するために

似のもので︑圓収軍も十分なもの

転︑豪た︑インドはト獄ンベイに

、

トエウムが抽出され

原子力公祉で婁託樽

要

趣増徽炉燃料の主役

料の燃え方によってさまざまであ

ひるがえって世界各国の再処理

係者の了解のもとに細工の運びと

性子騨にも利湘され

をなし︑かつ︑熱中

プルトニウムは高

動燃が経験と基礎固め

燃料サイクルの

漉中である︒ペレソト型燃料は昨

四層の燃料棒九本からなる小型試

琿七月以来︑振鋤充填型は今琿三

験燃料集合体こ本の照射試験を舞

料の欄処理と︑魯口出された灘次

月以来照射中で︑煎者は敦賀多

の設削ができることが肇ましく︑

化プルトニウムの技術陶︑経済的

さらに照射されたプルトニウム燃

わが国へ納入され
騨価が行なわれなければならな

処理されプルトユウ

る︒いよいよ励力炉

ムが数十謎管韻位で

で生成されるプルト

ずれも来無こ月莱謹で照射され

の現状をみると︑米麟はサバンナ

なろう︒

・五♂とみられる︒建設費は胸腔

るが︑無閥およそO・八誘から一

七十億円︑漕工から運醗談では︑

リバーとハンフォードに臣大な躍

る︒響胴済み燃料か

トニウムを圃収し︑

らウランとこのプル

慎蜀な試運紙を含めて︑総力年半

昭和閥十八集の擬業照⁝始を二曹

であるGもう一つの対抗的な方法

すでにパイロソトプラントを所窟

、

、

、

垂

鼠9

級︑後灌はJPDRtH級の局部

欝欝東海臨戦所プルトニウム燃

れ遡一万MWD／T︑約六千MW

鍛蘭熱流東をもち︑今臼︑それぞ

い︒

れる時期になって糞た︒動力炉か
料鄙では昭涌四十一年一月プルト

藁ウムが現実のものとして取扱わ

ら生威されるプルトニウムは四十

製遺技術畷発を行なってきて︑い

胤ウム操業を開始して以来︑燃料 D／Tの燃焼率に達している︒い

五十五駕までに累横投入される四

ダ

核藩論によって生じ

ズケールに鰯網一⁝千ゾの容撒で︑

事胴再処理工場を︑英魂はウイン

豪た仏は将来価増して千五酉踏に

を要する︒

処理方法は︑核燃料を幽幽で藩

なろうという工場を︑それぞれ現

た放射性物質を分醗
・処分するのが掬処

るいわゆる湿式法であるQ

解し︑無機溶鞍で畑出︑叢記出す

として︑再処理工揚の建設計画を

一ウムをガス状化

と考えられる乾式法は︑ふつ舞で

てくることは嶺然であるが︑これ

矯

ハ

九年から毎年一ジ余となり︑昭職

るQ

▼動閣

旨
翻

醸

理である︒

進めている︒その翠蓋は︑︸日Q

ウランやプルト

動燃雛業団は︑原子力発電所の

降

・七誘︑隼無二蕎♂の便用済燃料

し︑独︑俳も工揚正妻のパイロソ

に稼働させている︒

処理であって︑これは七百万謎幽

食物にするのであるが︑現在は︑
一二 多 一 多づ雪 多

は米騒に一田一ゾの再処理能力を

晩一の商業ベースのものとして
核分製焦成物を分離し蜜全に処理

持つNFS祉の工揚があるが︑経

にはある程度以上の規模と稼働輩

いても再処理が企業ペースに乗る

∵・

難読
トプラントを建設した︒

られた嵯峨根総捲先生も︑いま

処分することが︑重要な使命の﹁

から得ている︒米國ではこのほか

営上︑各毬の援助準藪府および州

にGE社が建設に漕希し︑なお数

つである・すなわち相嶺に多鑓の

環境に放出されるのを︑極力少な

核燃秘サイクルの望めにある再

社が企業謝画を進めている︒

ち︑萬レベル騰液を蒸発濃灘する

が必要であり︑この点は今後の購

処理は︑その経済性が蜀要になっ

のものも全都集めて︑別に設けた

のも︑聞もないことであろう︒動

要の増加と相まって︑わが圏にお

再処理エ揚の例にみられる海洋放

程を設けることによって︑外麟の

ための基礎がためのパイロソトプ

燃欝業団の再処理二藍はその賭の

山燐正男︶

の一になるよう設翫されている︒

︵動燃再処卿響畏

ものである︒

ラントとして盤嚢な意鶴を霧する

一 る経路を想定して︑これを騨緬し

する放雛思懸について︑あちゆ

このような放出は︑人踊が被曝

胆の放附能に比べて︑その蒙衝分

蒸発が蕊で蒸発処理する︒この工

のは蓋然であるが︑中︑低レベル

とくに︑各工程からの廃液のう

ことが肝要である︒

くし︑絶尉に憲のないようにする

放射能を取り襲うので︑これらが

再処理は︑使嗣済み燃越中の︑

家だ工学的に確立されていない︒
つをされた︒煙ったくその通り

﹁エンギでもない﹂と蟹が落ち

い︒茅誠司蔦蔓あたりからは︑

いつまでも御元気な方々が多

の方も︑アイソトープ開係響は

だが︑岡じように︑学界から

や他界の人だ︒

っても︑その一隅で平和利用調

で︑赤レンガの丸ノ内がなくな

勾玉多 多づ玉 づ二︐ 一多 二 玉 二多 一 多蚕 づ ーノ多

醸職動．

この幾原研との藤岡硲究で︑燃

くつかの確認照射試験も行なっ
た︒

二一〆5

万沸以上の天然ウランからプルト
ニウムが四十ゾ以上にもなること
はもう確翼な認たQ

プルト哉ウムは高窟増舷炉燃料
として便用されるべきであるが︑⁝
礒姓能増触炉の異用化の晴期予測

叢ウムを軽水炉にリサイクル便用⁝

および経済重圏からみて︑プルト

し︑難ウラン所叢喬約す亙
ことも︑考えておかなければなら

ない政策である︒米国ではA起C
の開発研究に醜いて︑EE上を中
心とする民間での実用化研究が進

二 φ 一

められているが︑わが囲の蹴力界
一二 づ 一

一隅にあった︒これが発展して んの名文句を忘れてし濠つたの

ージ 壽多姜一町凄艶

﹁小坂さんは︑将来のわが薩

三年ほど筋︑原薩名物の新薬

かは照らかでない〇

査会の主であった橋本滴之助氏

の会鋤でのできごとである︒

名刺交漫画で︑ときの中隔根運

は今もって原産の代護山下理箏

原産となる礁︑東察会館の晒れ

祝詞の第一番闘は︑あとで総

輸大臣が︑﹁原子力の関係者は

のエネルギー源としての原子力

に原子力産藁会議を発足き れ

理大更として多くの名文句をの

どして連日ご活躍である︒

関発をすすめるだめ︑本日ここ

た︒まことに讐ばしいことであ

皆様いつ塞でもお発気なのはた

それに

こされ灯︐嶺蕗の池頒通塵大臣

催もつい昨今まで女子大学畏と

そうな気がする︒木村健二郎先

されるには︑十年︑十五隼の集

る︒しかし原子力発聡が翼用化

べ︑学界

して翻交の席にのぞんでおられ

ひき比

た︒

月を必要とするだろうQ私はそ

からの二

れ塞で在来の方法によって︑蹴

選は顧外

を迎えた︒あと数年たって︑新

十数無︑原醜新聞がもう五重弩

原子力の闘発がはじ蜜って

輩荊の原子

これは今から十

行かれる人が多い︒故仁科芳雄

しい日蔭の建物が出来たとして
も︑やはり何聴までもお元気な

V込が︑にこやかにお顔を撤
孟られることであろう︒
︵り絃F︶

5多茎多宝

久

、

撚表

議。

視5⑪⑪署

輪

力の確保を行なっていぎたい﹂

たたた醸心する︒鼠分が初めて

験の本山的立場にあった亀山

先生以来原子核物療の理諭と実

に傾く世

だったQあの特微あるダミ欝

で︑ここにおられる皆様がほと

原子力に関係してから︑今箆ま

を厳って

央研究所松永安左衛門理纒長の

にのこっているところがらし

と︑厳然とした容姿だけが寵憾

螢祝詞の二番鼠に立った鍛力申

あいさつだ︒その籍や調チまで

力塵業会講創立総会のどき︑来

が︑今もはっきり私の耳にのこ

に開発研究活動の極心となられ

直人鑑鑑︑理研から原研の初勝
れる﹂と菅原薩会長︑大塵馴会

た杉本幌雄先生︑窪た岡じく理

んど同じ顔ぶれで溝躍しておら

なかったのではなかろうかQあ

長︑石贋一郎氏︑蜜川劇五郎

て︑ここではさしたる名欝が墨

小坂順造民の主宰しておられ

るいは次の松永さんの印象があ

っている︒

た原子力平和利用調査会は︑註

づ一二 多 一 四一多ミ多義彦多⁝

玉

研︑原研を経て原醒劉定心とな
多︐Σ

臨︑瀬藤硬瓢翫らを前にあいさ
多一難二重一﹂二

豪りにも強かったため︑池田さ
多多玉ニニ多玉多層多︐Σ二つ三

記しい丸ノ内の赤レンガ吃りの

玉二︐ 多 ︐ 一 垂 ︐ 玉
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フ
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☆

九六％が国内技術

☆・

⁝⁝：

し

日本原子力船開発購築邸が建造
する鳳子力第﹁船﹁むつ﹂は︑そ
の船体郡を石川勘播磨蚤工業︑原
子炉都を三菱原子力工業が︑それ

工纂の進捗状

ぞれ受けもって建造を進めてい
る︒まず船体都の

国内技術によっている︑

一方︑魏簾団では︑建造の進捗
にあわせて今年四月に技術関係の
組織を変更︑従来の遊船︑原子炉
両都にかわって︑建造︑技術の弼
部を瞬き︑原子力船﹁むつ﹂の建
造を進めると共に︑その経過で得
られる技術的成果を追跡できる体
制を整えている︒

☆：⁝⁝⁝

⁝☆

回航を待つ定係港

豪た原子漁船﹁むつ﹂の建造に

並行して︑灘榮団は定係港の建

る施設のうち︑原峯炉鄙関係機器

設を進めているQ燦係港に建設す

の搭載に必要なものは︑来年製︑

紛体が篶駆馳に回航される票で
に︑その他のものは﹁むつ﹂が運

れぞれ完成する予驚である︒定一

航に入る昭和四十七年までに︑そ

書の敷地融八万平方癖のうち約三
・六万平方厨に難設される定日港

型加工に至る濠で一括して三饗原

の恭配か6糖練︑濃縮︑転換︑成 さ薔七十邑梼︑水深八耐の岸壁と
次いで七＋五ジの吊揚げ能力を

原子炉部分は︑いま二要原子力

これまでに行なわれてまた研究成

る曙町力船﹁むつ﹂は︑わが国で

このように工黎が進められてい

建置もすでに外郭ができあがりつ

料交換擁︑聴力棟および箏務棟の

延床面櫻黒千四百八ナ平方硫の燃

もつ岸璽クレーンが騎下縄門中︒

るが︑すでに︑定係港での搭載が

嘱目によって製造が進められてい

サバンナ号︑レー量ン暑以
来︑一時鳴りをひそめてい窪原

ころ鐙二野にみて活発さをとり

子力船開発への鋤きが︑このと

戻しているようだ︒西ドイツの
鉱石選搬船オット・ハーン号の

定係潜の建設に繭手した昭和四

が昭和四十七薙までに完画する︒

十蕊年五月には︑膚名な﹁十勝臨

．：☆

米隙海購局邉ギブソン氏は︑次の

国界
レベルの謎質ておつくりください。ブランドは

地騰﹂が聾つた︒このような大
規模な地髪は︑定係譜付近ではか
ってないほどのものだったが︑定

卵し︑愈のため一部補強工禦が追

係港施設についても逐〜副懸を検

放されたのはもちろんが︐
また︑原子力船の運航に備え・

ンク．グランドならびに定係港周

環業団は︑定係港周辺の放射能バ

査を蜘めている︒

辺および逡隔びょう地の海流の鯛

☆：：⁝⁝：

・・

米独日が第＝船へ

めて順調に進められているが︑わ

建造および定係港の建設はきわ

このように原子力船﹁むつ﹂の

聰畦

が駒の第二船以降の欝画は︑い窪

原子力船が建造されるまで︑サバ

最鷲のゼンジミア・ミルでつくり幽す。化学的樹久力・

爾です。

☆ご用命・お問合せは／固内総販亮代理譜・ステンレス

亮鵠特殊銅輝塞で

炉幽璽レ認
鴨臨⑨麗予
隻の轟遼原子カコンテナー船︵三

造︑ホ；バ⁝クラフト嗣舶用婚の

十ノット・十二万馬力︶の早糊建

開発︑サバンナの継続運航︑次窮
経済原子力船用加圧水型原子炉技
術の改善の四つを内容とする海蟹
原子力計画が握案された︒

この蝋画には八ヵ隼に及ぶ研究
期聞と︑産業界と政府で負挺する
約三億が︵約千八十億円︶の経費

ルの提案は︑今秋ニクソン政暦に

が謙上されている︒この捨鞭パネ

握出︑政臓もこの翻案を馨蜀して
政鑛を決定すると予想される︒

一力西ドイツは︑原峯力鉱石還
搬欝欝ソト・ハーンを昨隼十二月

十四名を乗船させて︑英国一

に完成し︑今年に入ってから実験
員一

周および繭大西洋を航海し︑今年
九月から︑いよいよノールウェ⁝

墾先ん

と藤ドイツ間の鉱石運搬を開始す
るといわれ︑わが国より

じて原器力船の運航経験を得つつ
ある︒このオント︒ハーンの運航経

験は︑原子力船の研究のみに約四

が

7騨一隔

を迎えつつあるようだ︒

臼午後聡力憩謡会

原子炉多頻回利用懇談会

期

子力船の開発も︑ようやく

ープ十一臼午後原産︒

◆

圃
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朋花

案もあり︑原子力発電と並んで原

公式ながらこれらの国際協力の提

を進めてゆくことになろうが︑非

闘撮して︑互に競争しながら開発

国が︑経済的な原子力船の実現を

は今後米團︑西ドイツおよびわが

以上のとおり︑自由主義舗国で

待されている︒

力二三進方策を明示することが期

外の動き等を分析し︑今後の原子

将来盤︑原子力船開発に対する海

るが︑海運界の現状︑原子力船の

三月を目途として検討を進めてい

が設澱された︒同懇談会は︑来館

月原子力婁興会に原子力船懇談会

措進方策を検討するため︑今年六

わが国では︑原子力船の今後の

愈ハ幡製鐵

百名の従薯をあてているGKs 原手動力研究会 遮蔽唱酬グル
後の原子力船關聾の強固な足掛り

会長清水正

社．長吉川清

東京都・甲央区宝町二の

支店 名古餐・大阪・広嵩・窩松・
福岡・金沢∴仙台・札睨

幸治

大成建設株式会社

代表取締役
社
長

電螢藺暴︵五六七︶一竃 一

一

棄京榔巾央区銀座この流の十蝋

乱髪大阪︵二五二︶一二〇一

大阪市棄区本町四の二七御幽ビル

取締役社長竹申錬一

盤竹中工務店

笛

篠田淳三

羅謡東京︵二七三︶一二八五六

東京都串央区罰本橋江戸梶三の一

代表取締役
社
長

第一化学薬品株式会社

⑪

一

鷺鷲東京︵四〇四︶一蕪一⁝一一︵大代︶

東京都港区元赤坂一の二の七

取締役社長渥美健夫

取締役会長鹿島守之助

鹿島建設株式会社

電簸大阪︵九四一﹀○八六

大阪電東区京橋三の七五

取締役社長大林芳郎

籔大盤騨組

葛縫夢〜は至口引ごll謄

霧

清水建設株式会社

嗣

成功と︑コンテナー船に代衷さ
れるように海四界が︑とくに船
舶の大型化︑圏速化に強い関︑む

をもちはじめたからである︒わ
が国は今︑昭瓢四十七年の完成

をメドに︑原子力餓凝船﹁む
つ﹂の建造を進めているが︑簸
近ては第網船以降の闘罷にもよ

この間︑世購茗圃では原軸力船

のところ濠だ熟められていない︒

ボイラー設傭等の動力設備も製造

うやく関心が爾まりつつある︒

中で︑康璽の箭面承域約ナ五万平

ンナの繭業運航を続けると共に︑

暫間のうちに建造することを検討

11手におひきうけしましょう

ノドで闘催され︑この会議で︑三 となるだろう︒

遣εに蛭んだピルから・蔑射針蜜で。世界のトップ。

S研究所の研究成果と相懸って今

エー雄

開発への葱欲が徐々に蔑窪り︑

方耕を水深八渚に濃藻する工鄭も

なお万一の購砂に備え︑﹁む

浴びている︒

中であると発目し︑世界の注圏を

急ピンチで遷められている︒

つ﹂を遷隔びょう地で移動できる

一養か三隻かの原子力臨船を五ヵ

暁舘︵千馬力︶一蔓も田購造船

この一匹をバンクアンプするよ
うに︑米国海運界の指導脅をもっ

︵曲論県︶で建造中︒

以廊の旛設のほかに︑原子力船

て構成した海曝パネルが︑今鋸七

︾

月マサチューセノツ州アット・ウ

﹁むつ﹂の運航に必要な燃料交換

︑

設備︑廃藁物処理設備︑同建麗箸

六KVの受変曜機器︑三百五＋

つある︒

KVA︑六＋HZ周波数霧機︑

果鷺筑り込み︑原子炉を含めて可
能な隈り︑國内技術によって製造

避難な原子頬部関係機器は船体に

され︑齪約建造価格の九六％は︑

南

況は次のとおりである︒
今隼六月進水した﹁むつ﹂は︑

完了︒主タービン︑補助ボイラ︑

当然のことながらすでに劇烈工購

発毘機などの機関開係機器の搭載
も終り︑い豪船体︑機関および脚

る︒また隙子炉格納容器も増載さ

気閲係魑装の工禦が行なわれてい

れ︑その回りの二次燃蔽体工勝の

残された主な工購としては二次

うち︑飴工麟が薇口中である︒

遮蔽体工麟のうちポリエチレンお

ンプ等主要機器が︑︸嵩艶電工業神

よび蚤コンクリ﹂ト工聯がある
が︑昭和四十五薙製までには︑こ

戸造船所で製作されている︒

ら斑業団に引渡され︑蕾森懸むつ

施設で簸も皐く完成したのは︑長

市下北ふ頭に建設中の定係港に回

子力工業が当たり︑昭和四十六年

豪た核燃料の供給では︑原材料

航し︑原子炉関係機器の搭載が閣

に完成の予鷺である︒

蟷二†五耕のエプロンだ︒

始される予鐙である︒

て︑﹁むつ﹂の船体は︑石川脇か

れらの残工環と賭試験を完了し

第二船以降の開発体潮を

繊みこまれ︑原子獅圧力容器︑蒸

ゆ
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ステンレスとして最
鞠理的精度・精工性・・どの点でも

・鉄

夢を青てる
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海運の進展：に伍

銘書置器︑炉心構瀧物︑控重重ポ

凝霜申の定係港核燃料交換糠建展

銅帳蛛式会社／鷺謡5東京270−9§71または本社餌娠販
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原子力産業新聞

圃

贈

鵬

昭和44年M月6日

圏

翻

翻・．

3多300：万軒に暴艦す葛
愚・瘤響
魁

㊧北海道電力株式会社
．、一．（ろ東北電力株式会社

㊥東京電力株式会社
タ︐

磯

4多中部電力株式会社
嫁》北陸電力株式会社

帽齢関西電力株式会社

④中国電力株式会社
＠）四国電力株式会社
∈）九州電力株式会社

ド層

聞
新

した豊島誓詞研究室発墓鴬餅画に

7置藷舌阿篠「（2）一｛」隠

沿って︑こわ窪でに︸応の検討を

騒

騒

紙

ト

KSコピー紙

終えた米︑じゃがいも︑たまねぎ

の殺虫効果︑みかんのカビ発生防

の三品饅に加えて本駕麗から小麦

止︑水薩練り製贔の殺菌効果︑ウ

贔照射実燗化への研究が食糧研究

インナーソーセーシの糊置など食

夙︑国立衛生研究所︑理研︑各大

学などで行なわれている︒

栃木票に盛土針照射共絵組舎が

も︑わが国籾の医療磁魯用照射施

建設した輸出用疵射飼の照射施設

設として稼動しようとしている︒

こうしてわが圏のRI・放射線

利胴をとりまく現況をみると︑従

して付随してきた汎工・放射線利

来在来技術の外擁に一種の避貝と

用は︑①核医学機羅︑工業用放射

ルメントもしくはマシンテクノ獄

線応贋機器︑加赴器などインスト

ソトープ允醗羅の開発︑③放射稼

ジーといったものの開発︑②アイ

中核としてその縫込技術が確立b

照射による新材料の開発の鴛つを

用はより難いポテンシャルを追っ

技術革諭の遷代にRI・放射線利

て開発が進められてゆくだろう︒

人間の手になるアイソトープPu

島

／

犠譜大阪（401）一大代ユ23■

審綱工揚

徳筋県阿南市鷺読町古関1番地

間際東京（騒2）一大代7211

γ9〜8

社棄京都中央区銀座4

紙

ミラーコート紙

22■ユ

神聖工鵬兵庫照尼崎市粥光毒発町1丁囲11番地

叡

VCI防錆紙

醐
トツプコート紙

ア

努／ ノ

耀卿ん／孤！／〆欝厳の総記ヒ学会社

業
産

して書画にある︒入類の健脚な一

鵬は地露寒のエネルギー供給源と

歩でもある︒

二

∴コノミンク・アニマル︑日本

としてこの無限の水平線に浅蟹

ヲ

?＄︶胡

蕩ア

歩はアイソトープ時代幕急きの一

洋騰発には宇宙麗発

ろアム工学の経験が

︵海︶で蓋した技璽シ

︵

有用でアポロ企業集殴が続々紙

の位躍を誤差○・一岬で正磁に

起し始めているQ船驕や飛行機

知らせる航行衛星トランシソト

の電源はすでに原子力化されて

った多数の無死ブイと羅波趣絡

いるし︑さらに原子力電源を持

して海流︑水温などを調査する

闘宇蜜から調血︑報土する草野

海洋傭鰹と漁況︑漁揚などら話

原子力・宇衡・海洋Qこの

潔査海星が登場する日も近い︒

ンダストリーが生まれ︑あすの

復合体の上に新しいポスト・イ

分野が混然︸体と融禽した技術

みようとしている︒制慾漕陸に

ポロー1号の罵震諾はせっかくの 宇憲局︶や血目企業と協力して

燃焼に酸灘を必饗としない︒ア

物有無を調へる帳入ロケソトの

カプセル﹁ガリバー﹂にも櫻識

企業集団が蕎つ可能獣がある︒

力婁員会︶が短ASA︵米航空発し︑近く軌逝飛行テストを試
立つ鞭業をなしとげた米アポロ

環であるQ
闘泊陵は一九八二年

画アイソトープが酒躍する︒

を溜ってはなるまい︒
︵人︶八月九聖フォンプ 錦鱗として依集14︑いおう35の

︵

助露源︶註画の

先立って火骨面に送り込み︑生
選めているSNAP︵原子力補

月二十一日史上最初の人類月に

ち上げるアボロー2昼ではこ

ラウン薄ヒの予期す

ず

ノ

ノ〃

広〆

力

まってきたものとみてよいだろ⁝

断織工不摂のため聞もなく機能

?のアームストロング︑オル 睡子力ヒーターにもかかわらず

ドリンの澗宇密飛行士は撰藪

﹁静かの海﹂に地上のものの十 を停止したが︑十一屑十四田打
倍の昏冥を持つ識彊能の小型地

㎡擢という大磁のブルト謀ウム

・八

震計をセントしたが︑この地婁

命

麹醗翻羅箇騰認麗麗：

衣染葉食麟佳火藥健康麟品の各分野で奉仕する

灘懸盤盤塩鱒

子
原

器に対するユーザー側の認識が高﹁

う︒しかし︑放射線機器の腰揚は

豪だ狼く︑このために欝 欝 が 聡

いギザあ妻ぺ︒クのも一
野

のが得にくい︑といったメーカー嚇

題点は︑必らずしも解消していな⁝

@（

「
とユーザー間に生ずる國果附な間

@
@
@

ー1
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穿西鱒

R霧懸海（Eヨ立浮）

﹂

購

第三者評価機構設置を

繭な力法についての基鵡となる掴
針を立躍︑間日︑桧娠浅から発蚕

この訟躍では︑嶽子刀懸殴愈騰

二つに区分し︑そ

ヒもニぎごともココごどともニごロのさちのまきロぎニさコまニちゆ

・．
ロ
ぎ覧書の●︐︐

＝曾．︐・曹︒齢︐．．一﹂＝30・．＝曹り陰3■8．曝

⁝

ブザーバーとして桜井瀕伐︵阪︷

パルス放射線分一

を王テーマとして︑﹁稀ガスの期

﹁放麹蘇化学の鱈礎剛過羅﹂一

十一月†日から凶殿 大︶ら町名が鯵愛した︒

伽藍圓﹁皐放慰化萎
蝋議﹂が

感・嬢●親譲の秀園ホテ
ルで開かれた︒

掃この膿漏は︑

分子反応と隙イオン構遺におけ⁝

璽・フォン副

馬昭諏囲塵溜二 臼米蘭 射線化麗奮る一斗
学会議が開催 時の隙子︑分子隔
㎞月にハワイで開

就曳もので︑今月は米謝からA

一かれた弟一回に

クトロンしなどの講演があったρ

︒0・アレン藤士︑M︒ドール る大鰐光鍵﹂・﹁水化エレ脚

副博士ほか六犠︑臼本からは岡村

︑︵原研︶ほか十七名が出融︑オ

れていた︒

一

へ識三氏︵京大︶︑日野警語民 が︑工藁利嗣の分野などは除か㌦

立ち入り㈱限描置︑③食物笠取制

⁝．三︒・層⁝8⁝

機闘と脳設者の協力によってモニ

滋放射艇流出悪故轍悟全身外部被

隈横躍からなっており︑①②で大

︷■⁝p．．⁝9．●三奎﹁⁝ξ⁝

タリング等を行なうのに簸も適

魁蟹

ぎきマ多・・

好評「エルセヴィア核工学事典」：改訂増補版
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されたもの︒

聚物の難蘭以出監によって五段階

承域の拡猷の差によって閉鎖型

にわけたうえ︑さらに環境を放出

︵濯︑湖など︶︑半閉鎖裂︵内湾︑

する所など︶の

うち海など︶︑闘放型︵外薄に厳

れぞれに応じて排水口︑水産食
品︑外部被曝を測鱒︑モニターす

とくにモニタリングとその解価

る頻度を分類している︒

﹁地袋機構﹂が蓼えられており︑

機擁については︑﹁申央機構﹂と

鴻灌では藻鵬作戯や技術指導︑帰

た︒

の調査躁︑政策繰に勤務︒凶十一

十二年から蹉年闘科技庁原子力局

力課︵補佐︶等を歴圧︑この間三

鉱桑謙︑通産局経済協力部技術協

入り︑鉱山局鉱粟糠︑札幌通産局

建設に濡濡︒翌二十七卑逓薩雀に

北大学工学部鉱山学科卒後︑鹿醐

竹林氏略歴

昭和一一十六鎌二一月東

雀大臣宮守符︶の残任を発令し

に︑その後任に竹林陽酬濁︵通産

運麓楢≠の第三を発令するととも

力簡技術擾興繰畏︒多摩正男馬の

科学枝術庁は十一月七F︑原子

興課長に竹林氏

原子力局技術振

租線鰍も決めている︒

ラド︑そのほか僧︑骨髄︑全身集

ヨードで甲状隙の集唇線懸ニや五

腺内部被曝も炭めている︒⑬は︑

曝は二十五ラドとしだほか︑曙状

したものが作られるべきだ﹂と述

べ︑解繊緬果の報告と聞知を除く

ものは徳殴養と各隈の技術巻のみ

の会合とし︑別艦織で行なうこと

︻四薗毒照︼

もできる︑と述べた︒

それぞれ︑棄察識力︑開西電力︑

原竈などと協力し独自の環境放

射躯監視体働をとることになっ

ており︑科学技術庁では︑禰聾

県の集悉その飽にも謬漕線鎌とし

いたもの︒①一般佐幾の退避︑②

務部髭︶を設費して検討を噛めて

ど今後十一十五毛蚕に二十鯉がの

庫歳月からジェトロ海外禦榮部付

￥≡15，000

p．

左合︑檜山の両教授が提案
いと判蝕すれば︑施設設鰍暫に殺
して運転翻画変璽の婆舗を行なう

原子力安全研究協会︑墜本原子力栄会︑日本学術会議原子力特等委饗会など八団体共催による第四
回﹁原子力旛毅と沿燦灘洋シンポジウム﹂が十一月五日︑藥京︒藤橋の気象庁下裳で纐かれたが︑癌
ことになろう︑と述べた︒

力安全研究協会の原子力施設論難

一方︑桧山教授の罎案は︑原子

上︑桧山漉央門人磁轡緻擾および三三正薦都立大教擾の衙氏は︑﹁海洋環境放射能のぞニタリングに
ついての考え方しおよび﹁第三者監視・騨価の機蘭についての考え方﹂について講澱︑その申で﹁低
レベル放射性駆内灘の処分は被曝磁方式を採周すべきであり︑測竃やその結果を公正に騨価するため
施設設躍者および地元関係者をまじえた騨価機構を組織する必要がある﹂と述べ︑注目された︒なお

み︶を対象とし︑後暫ではモニタ

籍研究︑評佃︵依頼された揚舎の

リング立嬢と算置︑麸準と比較し

質畏︶が今年瞑月から検酎して春

緋水軍壷聡門婁風会︵桧出義夫婁

た試案︒今年二月に出された放鮒

ての騨価︑騨価緬果の報告と周卿

いて桧田教授は︑﹁各機構は讐

が対象とされている︒この察につ

線審識会の答爾では墓本署な薯え

射目裂二会がモニタリングの興偉

方しか小されてなかったため︑澗

福井県が事故時対策
住民退避の指標線量決める
驚の日本原子力発竈会社敦賀発羅

福野懸の藤鰍鑓露顕は︑今雑一

疋い愚陶のようである︒

福井県はこのほど︑隙子力雛難

ように地万自治俸が︑住畏退避線

藤から遡贋する塔えである︒この

現在︑原苧力発転所建設が進め

追加麗麗によって︑米国の濃廟能

TeC蝕臆ology
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被曝轍方式の採寸や騨価機構の設躍については︑今年二月に幽された放射線審議藪の讐爾にも︑その

墓本的な考え方が添されているQ

ると指摘︑﹁今後の鵬翼物処分の

翼︑灘浜の砂が汚魏されて特建の

は穴別して灘度方式と被曝騒方式
規制は被曝量方武︵処分される気

現在わが圏で湾えられている録

があり︑現行の旗射線障警防止法
体や液体廃簗物中の放射性物質の

人々の被曝鰍が増える可能性があ

および原予炉等規齪法では濃度方

土︑食物等を宣して入体が被曝す

濃度および総会を︑鯉熱や水︑

体および液体駆棄物の処分方式に

はその周辺駿視区域の境界におけ
る内・外部線量が身体的・聞伝磁

左合正雄氏
掻暮退避の指標線撒案螢全身外部

月︑県庁内の防災会議に原子力防

所の大飛放射能流出石勝に備え︑

災鮒策部会︵蔀会長・橋本X三総

在含教授はこの騨価機関の形懸

きた︑と付嘉した︒

ある︒

撒を作成したの直初めてのことで
披曝二十五ラドとし︑科学技術庁

が﹁騨価機関は︑下部糊織となる と命慧に逮した︒今月二十六覆に

等の奥鉢的なことは開醤を避けた

られている三瀬︑福井の面懸は

総力合懲懲闇一万七千

力を拡張する必裟があろうと語っ

・…・…・…日本原子力研究焼膏地哲男

式−廃棄物の処分を放幽購あるい

る放射性物質の濃度で規制する方
気審を生じないように規制するゐ

式︶に改めるへきだ︒この際に

式1が採用されている︒
しかし産含教授は︑この濃度方
式は処分される廃棄物中の放鮒性 は︑旛立憲遠道は旛設の計漏精の

う必要があるほか︑癒設の運蘭後

否認を︑来鐘二月白業運転開始予

正式決定する︒福蜂県ではこの線

ナ︶があり︑現在能力の

︒センターに勤湧︑今年や月一F

としてリマのジャパン・トレード

》プルトニウム国産化への道②

予備調査あるいは試験放出を行な

響理が容蜀で確実に行なえるが︑

はモニタリングのため地元関係薇

監視組繊をもち︑蟹譲の結果︑放

ーーーーーー⁝
出羅や放出方法を変璽した方がよ

は属閥に移すべきであることを明

・運賑癒としての澱任は究極的に

らかにしている︒しかし︑その売

却聴期については豪だ側らふれて

さらに︑ホワイト・ハウスは︑

いない︒

十一月十欝の外躍によると︑

闘○％で運転甲である︒

なお︑AECからの婁芦間査1

ープニ十b午後癒産︒

プ十八田午後源薩︑計籏制御グル

〈利用実例〉

物質の総蹴が少ない揚会には運紙

比較酌多鰍の放射性物質を含む再

要がある﹂と述べ︑この購え方は

を豪じえた評価難関を組織する必

施設が簗甲する地域にも瀬胴すべ

処理撫設からの液体廃環物等を海

放記する揚含には︑罐魔物や漁

洋の希釈︒拡散に魏待して海中に

当面は﹁政府会社﹂方式

縫懸懲総懸緩繊

将来も増大をつづける濃縮ウラン

の網要に応じるため︑カスケード

米眩のニクソン大統領は懸漿のウ

この灘縮工揚の野鶴問魍

の改良をはじめ新規工場の建設な

ラン濃縮工揚の今後のあり方につ

については︑これまでA

た︒禅戸市翻身︑四十三歳︒

付で通薯大璽窟鎌脚となってい

に関する七つの嬢一という報告轡

すべて追収録した改訂増補版てす。
近目中に入荷の予定ですが，部数が隈られておりますので，お畢糧にご用高下さい。

・・……・………・・録ミ京大学

憲饗製卿齢騎難関一撃屋書店叢議飛燕禰輪1

・分析化学一…・・徹京芝・甫電気藝鼓哲釜

〈測定扱雑∫〉編

・放射線医学……晶，｛・製｛〜卿ζ賑部博幸

レ放射線取扱主任老受験対策（20）

9来京工襲大圏増霞正葵

安河内，告

加速器製作技術の現状（至虻fヒ1研究房≧唐沢孝）

・放射線化学……1休原予幽幽藁農謹

爲刊工襲新聞社箋欝肝製臨

伊藤糾次

。半導体デバイス・・早稲田入学

ニクソン大統領が声明

いて声明を発表した︒これによる

ている︒

と︑護縮邸業は本来罠営が望翻し

︵理工揃のうち二軍揚を民間に移

保健簑全グル

7一＝

原子機織研究会

を提会していた︒

一

翌跳鼠・㎞酬・㎞・・…㎞梱・M…噺刊書御案内M・閃M糊M・11…1礎輔・・

原子：力工業羅i驚駄1

し

【特集】

》第ユ2回1勾際放射線医学会議の印象

加逮器の痩業利用の現状と問題点を探る

金原節朗

日本罵乱子プ」研F究｝舜

・…

師・

。…

》波形弁別による中性子の測定

280円

i発亮中

竹林氏

すでにご承知のことと思いますが初版（1958）の発売以来好評を続けているこのr核
豊麗輝期は収録用語の豊富さ，記述の正確さ，簡明さから，広く関係蕩に愛用され
てきたものです。この第2版は，ここ10年あまりの聞に生れた羅しい数の関連韓語を

・葬破壊検査…

いが︑とりあえずはAEC︵米圃漏Cが広く各界の癒見を

移管蔦⇔勘禽の四つのケースにつ

管する謎合など濃縮工漏を罠闘に
求めて爽を練る一方︑ホ

いての市勘条件の検討︶に対し

しAECとは別個の政府会祉を設 ワイト・ハウスも独鼠の
難戦婁質会をもち︑豪た

原子力婁員会︶の蟹愚身で︑しか

立してこれに行なわせることを決

烈

﹁払散工揚の所禽および運駈力武 ープ十八日礎盤原産︑燃料グルー

て︑A・D・リトル社は︑さきに

毯璃からの検討が麺凡られ︒︑謹書灘鱗鞍

麟の分析を姿議するな

A︒D︒リトル社に問
米羅の濃総工場は領内クリソ

定したもようである︒

ジ︑パデューカ︑ポーツマスの三

工覇︵総建設蟄二十一二億ポ︑分離

篇

臼

三盤盤工繋醸造造船所原子力機器生薩工場の内部

撮藍き東京5895番

樋書舌（591）6121（代）

京都港区斬橋薯丁昌1番13号（東蜷1欝館内）

議
轟
鳳

産
力

帯：子
本
行
6

昭審031肇藍…3月12日箪三三穏郵便物認可

By W． E． Clason
7806enξrles in￡nghs1｝／Amencan（wl出dlf玉nltion）French，
Spa田sh，王tallan， Dutch， German

12月号

一華501号一
◎

f

曜羅 ㈱糊
噛
7

昭湘44年11月13臼
毎凋木型旧晃石
σ

︑

㌧

二

㌔舛㌔

発購所の代薔ユニノトを検討中

ティ；ズー1八セ万KW聖子力の見

▽ミドル・サゥス・ユーティリ

8WH︶を検討中

ブリノク・ツービス祉1ーベ︐4り一 ダリム規程磯︵六十八乃七千KW

で︑無内にも火力か原華力かを決
めるもよう︒

新金属協会が研

戸究発表討論会
十一月二十︑二十一碍

近藤

豊・住金甲技研︶︑﹁飼藍黙料の

鋼中研︑水諸化物析出特臆

﹁禽金開発の圓灘と展鰹︐

︵三物

塁齪試験﹂︵武谷滴昭︒原研︶︑

その他照射利用に関することは何でも
こ遠望なくご相談下さい

︑︑

．

ほか︑U−Ce−CiN四元化含

良顧・象大工学郡︶が講演δれる

射射

試委

験託

照照

をお奨めいたします

︑︑︑︑塗上㌻

﹁︑凸︑

櫨を火力と比敷中︒

物︑井原糟〜・三変金属中研︶︑

徴園法人新金星協公は十一月二
十︑二十一の七日︑東京の二一会

上一﹁裁原子力研︶︑UO

サクストン燃科の製作︵小愈正士

・．9tt

で︑〜九七六卑完旗予建．翻転額は

WR塑︑早事出力四十四万KW

触：射線照射の剥罵

@

ひド

▽コモンゥ流ルス・エジソン社

▽ボストン・エジソン社−ービル

11落十万KW二機を検射中

館遷幸で︑﹁第十一画技備裂図会

工施設の核麟繕轡鯉システム︵関

燃轟藤

研究箋奴討論会﹂を開くQとくに

義展・三愛原イ刀研︶等の研究孔

表が行なわれるゆ

今圓は特崩戯演で﹁原子力契電恥

︵機薇的性質跨永井徳行・神戸製

ジルカロイ琳料些些習の譜性質し

b零ご＝︐亀3亀︐8㌦6ψも事ご塾

了力発電プラントをソ運から購入

竃︒辱．o〜鷺﹂㌔．・乳・

用いられる比較的濡浄な環境を創⁝

することになった︒この引入契靭

●薯ζ2こ︐9監塾︒竃亀︒審竃ご薯︸暑φ＄亀

り出し得るので︑汚染は決して聞

イマトラン・ボイマ社はすでにソ

か︑フィンランド國営﹄刀会磁の

は豪だ正武調印に至っていない

連の輸出公団に対して購入の手紙

原子力発躍所を運臓した言霊に

題とはならなくなるたろう︒

生ずる放射能の強さはどうであろ

て︑その人のうける年闘照射鑑は

題詠青いはしめにことを︑伺よ

80

製品の改良・滅菌などに

囲國原子力発電所登臨力減少
㌦F

・アンナニ暦機︵八十九万二干

原子力の重要な役割

KWPWR︶のオプション採用
▽ジョ；ジァ蹴力会社ーーエドウ

ィン・エ・ハンチ斗組凝︵七十八

を殿少眠にとどめながら︑困罠に
撮大の恩憲を与えるためあらゆる

うか︒過去の経験の教えるところ

可能なことを行なうということで

を出しているり

五〜十ザレムである︒これは了い

ある︒われわれの環境を改溝する

では︑もしある人が典型的な原子

涼子力が亀力を発生する新しい

ソ連はζの輸繍に対して金利二

嗣一億︸忍刀がといわれている︒

ーグ代議もソ連のモロコフ代致

りも激す︑各署の代表も︑購紡

U

軽

0273−46−12弱（原：研内線一34フ）

f轟

一千万KW以下へ
需要急増で火力に振替え

力発灘所または五十万の繊麗の暖

麟シーボーグ委員長が語る

米国の原子力に関するバーモン

蝉のいずれにせよ︑ある程度の汚

によってその澤・︑8溺じん︒

ーボーグAEC釜員長のあいさつ大環なことは︑環梶に及ぼす影難

の見通し一﹂と題するG・田シ 染を生ずることは避けられない︒

ト公聴会は︑﹁原子力と環境⁝そ

万六千KWBWR︶のオプション
採附

▽ジャージー︒セントラル臨画

米噸の軽水炉四メーカ⁝︵GE︑WH︑CE︑B＆W︶とAECの一致した見解によると︑原子力発
罐所の発混が第四㎎単崩には増加し︑今年の米圃内における原子力雛田所発注総含灘は蹴気出力七颪

▽シンシナチ・ガス鷹力会社11 水炉四メ；カーから冤積畳集中

ニ暑麟︵約九十万KW︶︑現在軽

竈灯会所1ーオイスタ⁝︒クリ；ク

して︑原子力の建設蟹と工程の改

十一月藻でに八十羽万KWBWR
▽デューク躍力会社 池内に激

手万KWに偏するものと期待される︒

醤が確儒されるところがら︑シン

し︑メーカーをもうけさせながら

力発臨書の近擁に住んでいたとし

手段であるのみならず︑人類が利

かえれば︑大理石の難物の中に佳

この発竃勝はソ連か設譜するP

改醤するところにある︒

ための解決は︑われわれの技傭を

シーポーグ婁璽長の掲揃はきわ

んでいる土合よりもずっと少ない

も核防粂祠の皐湧調印を促し︑

一

一年一回︑世界の湶子力の第

日本原子力研究所内

群馬県高崎市綿貫町

万一
現時点で予測される最大の爽注

プソン授は﹁聡力会社が原子力発
▽ノ⁝ザン︒インディアナ・パ

子力ニユニソト発注の可能性あり

が実現し陀としても︑昨年の十四
︵二活機︶のオプション採用

甚︑延へ鍛気出力千一箇九十一万

▽バージニア動力会社Uノース

の除発の猫撫が低輸したことにつ

建設費を払ったとしても︑それ

否六†万がの費用に対し︑このり

KWにはおよばないだろう︒日劇 職 駈 を タ ー ン ・ キ ー 方 式 て 発 注

いては翻々の理由があげられてい
は電力会社がもっとも安く発醒所

米国エユーヨークのCNA金融ースの揚含は競闘二誓九†釜万が

体が節米の財勝で支出する年間四

をつくる方法である︒つまり︑原

用するエネルギ；に新しい分野を

しているりまたフィンランドとし

・五％ニナ葎間の偽款つオファー

切り拓くということをわれわれが
い印象を与えたように愚われた︒

被曝ぞある︒

たけ技術的な性格をもち続けよ

各醜代表もζの条約下の王AE 局の洋々も︑臨らが承知してい

︸線の人々が集蕊って︑昼の会

ったかというと︑王A鶏Aが罹九月にこの総会が開かれる頃に

一

連からPWR輸入 ては全体の五〇％窟爵内業養に仕

フィンランドがソ

悟るまでに︑どれ位長い期闘がか

めて蒔機をえたもので︑聴衆にょ

同裂溝長の所演のハイライトは次

ニュ⁝クレア・エナージ・リー

である︑としている︒

ス敏の闘標は︑操業穴年綴十億が

かるだろうか︒涼子力エネルギー

禦をさせたい意醐であるし

A︶の総会の開かれていた

うとした点であるQ繊細そうな 条約が舗印のために開放され︑

たけでな︽︑温習優角優から間

除原子刀機脚か蚊何附角良から

フィンランドは︑岡三飯秘の碑

うに監視されることになる︒

闘︑ウィーンは線臼のようにさ

ろが多かった︒豪た麟溺局でも

議から夜のパーティーに貌︽に

蔵射練照射撮興協会

臨接法人

CNA金融会社が燃百万がの炉心で︑櫻蜘鮒公益撃舞

るが︑もっとも大きな理宙として

子力は﹃享うじて競争できる臨な

料リース業務を開始

ムなどによって電力需要が予想以

はエア・コンディショナーのブー

会社は︑ニュークレア・エナージ

ディレクターE・B・トレンメル たことにより︑核燃料りース簗覇

また︑A豫Cの産業参朋部門の ・リース社の株五一％を取得し

んてものじゃない﹂と語った︒

設甥闘の短かい従釆火力の発注に

上に増加したため︑電力会社が懲

殺劃したということである︒

の超り︒

⁝スの五種％は核燃料となろう︒

は︑閥宜に開莞され︑建設的に趨

以上相漫のリ⁝スを得なうことで

ルビン・ジィゼス・バンカーズ・

五十万の憲露に照明︑黙︑エネ

レア・エナージ・リース般は︑ア

リース社が設立した至重リース会

胴されるならは︑暢達が効果駒に

を始めることとなった︒ニュ⁝ク

致は︑原子力の発注は現在が底

る︒もっとも︑引力会社としても

ルギーを供給するためには︑︷火

あり︑その聴点では少なくともリ

タービン発電機の引護し暁競は一

万KWはすでに発注済み︶である 売上げも盛り返すものと考えてい

各翻伐表の演説に政治的な色合

社である︒

なわち︑ウィーン会議が簸偽に

近く竣工する犬目緻原子力ユニノ

ース業務を行なっており︑ニュー

わやかな秋の響鍵であった︒か

今年の聡玄では米代のシーボ

クレア・エナージ・リース祉設立

は既に八十一力国が調印してい

核共器への紙用防止のだめの傑

れた一九五七四十は︑まさに戻

発野臥発注に際して頭を纈豪して

条約である︒昨薙七月にはこの

WHの系統蹴力野路社長の﹂・ ようという気持ちもわかる︑とも

以来山科リースについて︑公益購

つてのハプスブルグ景の居城で

週

團下のところ︑今犀中に原子力

業体へ舐を持込んでいた︒

陣摘謹の駆備を繕々と進め︑査

Aの役謝について議論するとこ なければなぢないであろう︒

ユニノトの発電に踏み切る蹴力会

効も間近いという感じをもつ人

たのであるから︑もう条約の発

㍉
一
h

︐
て︑国違の安全保隠理挙会で拒

あったホフ︒ブルグの火広間が

西両騨営の対立の時期であっ
芸揚にあてられたが︑想えば︑

CNAの財源をバンクに︑九・
七五％料率で︑リースを陶入れで

ぎやかな交駅が行なわれるこの

この縄じ営殿の一角で薗五十無

察蝿も娩に四十名になってい

きるものとジゼスはみており︑

献

ρ

︑

り

戸

躍りの列強が欧州の

のように

界の運命を決める観となってい

れそれに論議を尽し︑三弦で世

く︑萱三にも及ぶ加盟餓が︑そ

運命恕決めるということではな

総会は︑かってのウィーン会議

がかなりいたのも無理はない︒

のとしては次のようなものがあ

配船総会にも政治的な色合

否権がいくたびも使われた頃で

るものと考 え て い る Q そ し て 化 石

・たのである︒当時︑フランス輩
爾の松明をかかげて欧州を風の
ように駆けめぐったナポレオン

卍
製造しないことを約束させ︑ぞ

賄

卍

バ
．

・

つたように調えるのは︑やはり

川瀬芳郎︼

療子力局翻隊協力群舞畏

㌔

㎞

あり︑従って原子力平和利用のこの条約は︑世界の五つの核保る︒エクランド翔凝灘長が演説

の監視役として国際原子力機関為している点からみると︑この

この低い宮殿にただよう何かに

る︒たた︑各躍の士﹈い友入︑新

ーンで戦後の欧州の処理が語ら

に仲良く歩澗をそろえてやろう

ウィーンに多数の園から採網し

よるものたろう︒

戯が終ってみると︑どこかウイ

ということで︑この機圃が設け

を摺空したわけである︒従っ

た大きな塗壁査祭隊が生蒙れ︑

しい友人と諮り台って︑さて会

シア︑イギリス︑プロシア︑そ

られたのである︒私も理事会の

これが雄界各地に派遡されると

の中で︑すでに三†﹁洗料から

分野では政治附な影響をうけず望薄を除く全ての国に核母鳥を

級の政

て︑この条約ができれば︑三界

ーン会議と椙通じる雰劇気があ

れにフランスなどの酌

の圏の原子力平禰利用一うまく

査察鱗を殊質したという颪を強

れていた︒地元オーストリアの

がようやく捕えられ︑ここウィ

NPTをキッカケに
ほど齪︑一八一五年にはあの有

1一λVA一▼ムーー
写爽は︑長さ二十・四銃︑醸径
圏・二綴︑臆さ三藪三十ジの原子

＋五ジの加圧装躍︒

力発蹴プラント蒸気発生叢暇と八

バージエア州のジェームズ河に

o︶に納める茨癒で︑フロリダ州
WH豊玉ンパ工揚の初荷である︒

ペプコ社のサリー発町所︸門

席などでいくたびか︑﹁この機

いう構想が画かれているように

囲は政治的聞題を議論しない技

いけば︑米圃などの核兵器国の

恩われる︒

術塗樽開であって⁝⁝﹂という

ここで湿土の闘題に礫曳立ち
入るゆとりはないが︑たた︑圃

分も含めて一が︷A鷺Aの査察

から該兵罐が生み出されないよ

下におかれ︑原子刀の平憩利屠
ところが︑昨琿の紛会から︑

る︒

川︑二屑機の蒸気発生器は三墓つ
こを舞台に麟ぎをけずったので
つWH社に発注している︒W班社 幅ある︒

つの本質的な違いがあった︒す

力機関の総会とは︑これ豪で一

発魯を葺にしたことを脳えてい

治象が圃の運命を撹って日夜こ

亀パワー・カンパ画一︵VePch宰梢メノテルニノヒのほか︑ロ

めるバージニア・エレクトリノク

名なウィーン会錨が開かれてい

ジゼスの試鎌によ覧れは︑三千五

述べている︒

いるのは許認可の取褥︑コストの

い︒しかし︑比鞍的確からしいも

社がどこかは︑はっきりしていな

W・シンプ ソ ン 氏 は ︑ 現 亦 原 子 力

これらの悶題は近い将来解譲され

上昇︑工期の遅延などであるが︑

今無も圃際原子力機関︵王AE この機関﹁1A鶏A﹂はできるそのきっかけは︑核兵器不拡散

総会のときは薫れる︑とはよ

九七二一七四母頃であるが︑中に

ジゼスは︑長い間車両および

いが少しずつ出てきはじめた︒

他の設蜘の公益事業体に対するリ

政治的なものたったのに対し︑

るのか︑など撮子をみてから噛め

トがう豪くゆくのか︑金利が下が

くウィーンでいわれることだが

る︒

は一九七五薙引渡しのものもあ

一千九薗万KW︵このうち千五百 をついており︑来無になれば蓉た

今年の火 力 発 注 予 想 は 千 七 酉 万

シーボーグ委鼠畏

そのウィーン会蹴と幽陳原子
蕉気供給装躍を納入している︒

は爾発職所に八十万KWの漂子力

一暑機は一九七一年響に稼働に
入る箪定︒

一

二

業

ブ
プ

原

財

る︒

聡

駅料躍がエスカレートするのに反

／

秘︑添

黛

い

（2）
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今度はテフロン製で
原子力学会分科会で発表
理化掌研究所の甲根畏平氏︵同位兀素研究窪ギ任研究蟹︶らウラン濃編︵ガス拡散法︶研究グル；
プは︑十一月一日︷テフロン製バリヤ⁝︵隔膜︶でも灘足のいく濃縮効果がみられた﹂と発表した︒
これほ仙台甫で開かれた田ド原子力崇会秋の分科会1﹁化学・化学工学分科会﹂で発表されたもの︒
今町闘グループが発表したアルミナ製バリヤーでは約七一％︑今回のテフロンバリヤーでは六筏％と
分陀効罵は若干階ちたが︑同グループはこの点について︑テフロン製バリヤーの原器精にによるっの

〆

ミノ ノ！

のための研究が建められている︒

わが凶でも従米から各極の研錦か

庭められているが︑原研のこんど

硬讃し︑オリフィスで作っだ模擬

十論ハ騰ノ折︑長さ七層︶に放出炉氷を

破損孔︵最大働五十︑出癖︶から冷

び密蒸気響の破断が模擬異験され

却材を流失させて︸次冷却系およ
のROSA計画もこうした研究の
一環となるものた︒

！ノ

る

！

ミ

ノ

さノ 〆

審のもよう︼

ノ

ミ

♂

︻写爽は機械化工特研の拡彊エ

力の三点に絞られている︒

栂からの熱伝達︑圧力二三と衡撃

次冷却材喪失時の流出流漁︑燃料

始する方釧κが︑当面の試験は一

冗了︑来年歳々から試鹸運艇を開

原研は庫内にも袋醗の据伺けを

る︒

h︶座起すように設副されてい

二・五×十の六粟㎡棺／平方厨

うち一本が発熱反応︵最大熱流束

擬燃科蔓爽九本が入れられるが︑

ROSA謝幽では︑原子炉軸力
る︒圧力容器内には長さ三遷の模

建！
げ 〆

この楢二分は岡祉敦賀発田所建

壷を決定した︒

なお原確の資ホ金はこれで総額

ね．眠蟹金の一部に充当されるものQ

二薗億円となる︒

原薦

多／6／多／影

臼本タングステン︵株︶

四八一五

電話〇九⁝丁五四一〇

磁所福閥市大字楓憾字山王四六〇

Ilーーー

九一丑

共同の揚

とし

て生れたが︑わが麟の安金性研

安全盤研究の

究の促︑駐に果たしてきた役罰は

海洋放出については︑その共同

大きい︒とくに放射性廃二物の

鯉濃鍵胃隔鑛

ROSA計画に
向け拡張工事
原研の東海機械化工臆研
原研更海研究所の機械化工特研
の狐張工郡が急がれているが︑こ

ミノ

ているはか︑世界各壌で安全対飯

一獅は二十綴︑トリウムは五千五

る︒

一十⁝の両B︑千葉宙穴川の

全国各地における放射艦剖だ詞査

会﹂を開く︒これは四十瓢羅匿の

ﾑ空における旗射舵瞭の測矩﹂

の成果を報隻9るもので︑細田は

︸套三宅の菱かあ⇔︒来嶽
⁝迎︒

原電が五感円を増野

饗學力発電会社︵蒙を

わめて広く︑かつ昏門的Wそこ

密の防禦︑瀬瀬の研究謹で︑き

い︒各憾プラントの設副から瞳

原安協の仕禦はそれたけではな

用十一日の取一 研究とシンポジウムが︑劇全体
﹇
締役会で︑同祉資本金の九億円増 の成象を桀約している︾たが︑
仙珠磯氏︶は︑十

フレソトを配布し︑原発の安全曲

決であろう﹂と述へた︒

ったわけだ︒そのためか閉刊号

で﹁原笈協﹂だよりが王国とな

では︑もつはら研究内容の紹介

に終止しているVにが︑原子力

関係者を対黎とはしているもの

読画せる

の注文もつ

一つのPR誌︑畢く

発﹂を主テーマとして開臨される

力委員会のG・T・シーボ⁝グ委

の︑やはり﹁原安協加より﹂も
点について︑開電の加藤博冤副社

いているらしい︒

ものにしなくては
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博士は果日便︑原研の東海およ
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テン博士を招話したもの︒

びべ嚇の両研舗所︑動燃駈黛団大

原子炉熟利用の研究開発の現状1
とくに肥H臼﹃R構想について﹂︑

日には原子力援貝
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テン博士艮罧爽11が︑十一 月 三
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ガス冷却炉の開発に贋馴すべく謝

洗懸業斯︑八幡製鉱堺製鉄衝︑丸
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昇吉︵原研︶﹁

谷井潔︵東海水研︶

池鴎

坪田
蒼生︵棄教大︶

博行︵東大灘洋

放医研東海支所雲海異験場
⁝
避雷 節目︵放医研︶㎝

討論春
研︶

座長
登︵公衛院︶

仁︵東洋大︶

敦賀花人︵東海水研︶

山県

海洋放出における化学的語間頒
討論着

座長本閥
海洋の拡散稲釈過程
杉浦 吉雄︵気象研︶
井上 頼輝︵窟大工︶
三羅泰雄︵束教大︶

つ・磁力白繭体と旛設者との協力

いで左食氏は第三者監
視機構について次のよ

うにのべた︒処分の規

スウェーデンか

ら技術使節団
スウェーデンの技術使節幽が十

無難連など関慣十四霧雲と愈見交

換するほか︑四十のテーマについ

ついてはτ・リンドストローム博

て講濃する︒とくに原子力関係に

SEAのBWR奪について︑S

士︵ASEA取緬役︶博士餐A

・テユリン博通︵王立工露営腺子

一月†六日午後来R門する︒

紹介や日本との技術交流をはかる

ター所長︶が︻医学顧における診

物理学教授︑AGA技術革新セン

この使節団は︑間圃の工業技術

式ぷ採用すへきである︒いずれの

ため王立理工学アカデミーから派

必要である︒策海村には東海地

升榮の間で落足ができている例も

嬉と福垂垂︑関重三力・蟻電と福

タリング等については︑すでに束

ている︒豊本の編台も︑このよう

水産榮を翻るのね水臓庁が担当し

︵偶報醤理実務講座編集婁員会

〇一彌報疫料の処理﹂上・下︐誉

蛭︑A5判︑一九六五無刊㌔

編︑よ巻︸⁝○臨舜︑下巻二五五

的謝測がとりあげられた︒歪謝

セノションニでは無応力の爽験

毎田午後二鋳単以降は見学︑

つかの諭文が報告された︒

に取り入れるかについて︑いく

サイクル疲労の閾鞠をどのよう

が感ぜられた︒

れ方がきわめて微弱であること

になるが︑この方面への力の入

第三田には再びバークレー研

は藁蓑されておらず︑各原子炉

たQ英團では〜艘的な設削三遍

すが︑基本的な考えがわかって

ごとにC駕G8がスペソクを出
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一あるとのべた︒
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制に．︺戸度乃式と被曝乃式がある

ばあいも︑測走錨果の詩価に藏慎

会長琶・リャンデル博士︵酪AS 断の嵐動化と検査の饅近の方法一

趣されたもので︑同アカデミ；の

再処理威設に樋︑とくに︑被曝乃

いう獣でもなく︑必要あれば第三

区放射線響理協議会があるが︑こ

あり︑その経験をいかして地域住

綿・企画課まで︒

ふくめて評価機関をつくり︑下部

れとは別に︑モニタリングの実施

名︒︸行は二十八日まで滞日し︑

EA副社長︶を団長とする十二 について講演する予定︒群細は原

鍮瀬期さねはならない︒施設者は

に評糊しなけれはならない︒この

囁がモニタリングを行ない︑公正

組織として監視組織をもつ︒偲来

部隊をもつ第三者評価機関の設躍

ためには︑設鎌継と地元関係讃を

欝価機関の運営を翻翻するために

ることが必要である︑というのが

民が安心するような制度をもうけ

原子刀施設がふえれば︑各地区の

が一日も早くできることを現地で

︐

多数の意見であった︒

ゅ央評価機関の鎌継が必要であろ

箔口論では︑第三嵩の

モニタリングおよび評

燗横闘の必要性が強調

蓬

髪

はつよく蜜退している﹇
地みにおくことも考えられる︒

︵

︵総︶

う︒あるいは甲果機闘の分科会を

これに対し徳田氏は次のような
慈見をのべた︒︸︐第三者痛罵機構

されん︒ただし︑どのような厩構

を朋嬉したいとのべた︒

という考え方は海航特の討諭の中

果を︑公正に評厭するための擶威

これも早建貝鎖することが一れた・・かし・鑑に呵るモニ

されなければならない臨とあるが

でてくる古城の穴ホ⁝ルがあて

で墨銀測定することはケージの

期の海況を見た

鰍者にとっては

開始しており︑

なお会議の謹蔚にヒンクレー

大いに滲考になった︒

先発のダンジネスBより先嘉元

が・ここは順講に工覇が進み︑

ほぼまる一日かけて見学した
では圧力容器︑タービンなどの

低

三三繊

すでに薫圓にわたり﹁原子力施設と沿岸海洋シンポジウム﹂が闘かれた︒浸る三月二十五臼︑
核黙織再処理旛設の安全審査報告が︑再処理施設蜜全籔査専門部会︵部会憂蔦蔓洋一疑︶から搬
出され︑再処硬施設の建設は︑文宰通り闘荊にせ豪つた︒したがって︑今圃は︑海放特︵原子力
安全研究協会海洋放出麗麗婁奥会︶の昨庫からの研究戒果の報告にくわえて︑再処理癒設のモニ
タリングおよび第三齎監視・騨簸機構についての報告がなされた︒

日本学術会議原箏力特別婁餌会︑日本海洋学会︑日本水産学会︑欝本放射線影響学△恐日本

で︑約三〇〇各の滲加者を纂めて︑午蔚ナ聴から午後五畳目で︑研究発表や熟心な酎諭がおこな

原子力学会︑濱本保健物理協議会および原子力曲金研究協会の共催で︑十一月五日︑気象庁蟹

われた︒

毬の生物への移行部績︑水麓物の

散︑生物禰︑漁業および放射盤核
討論者
座畏
ついての考え方

海洋環境放射能のモニタリングに

勝子︵気象研︶

淺夫︵東大名膏教授︶
猿橋

これに対し︑猛橋はモニタリン

を㎎．︸ぶかは︑それぞれの二食で︑

一⊥尿産貸料窒便り一

斑霊的︑自￡的に決定されるのが

○騨核アレルギー﹂︵山懸登口︑

からう細れたものだが︑再処理施

のぞ暫しい︒先進国でぽ︑第一二者

設の建設を画工にひかえて少しで

附立楊ににって鯛民の保健を守る

箱︑

一一一六幹︑A6判︑

蜀点がおかれているが︑きらに灘

も早く翼現するように現実晒に考

の醤彫生省に柵寂する所であり︑

グの対聯として︑生物への濃縮に

底堆瀬物の簸要性を禮摘した︒沿

甲に嘲周辺環境に関する暴説の紬

えねばならない︒安全審査報笹の

ある中央廠関が︑あらかじめ整備
るので︑モ乱撃リングに当たって

られたことも印象に残ることで

ゼロ点の移動など修正項が多す

価︑地兀へのPRなどの単離をも は︑堀綴の閥題を鍍要視すべきで

薩憲慧

へ行って会議︑梵食のためお誠

ある︒そのため︑宿所からお城

ハナ氏らからFCPVの薬禍趣

究所を訪ね︑アーヴィン博士︑

た︒第︸購はバークレー城の内

雰公式グループの討諭に使われ
測定して計算した方がよいとい

ぎて異胴的でなく︑混度分布を
較的時混をとられたけれども︑

は田本側から東大の鶴戸口激

部を兇た後︑オ：ルドベリi原 準について贔をきいた︒これに

が︑もう遮腿を

年削FCPV会議のとき建設終
硬︑躍士堀機の三好氏も謬寒し

子力発庵所を訪ねた︒ここは二

う慧見が強かった︒
セノシコン一二の主蟷は熟億力

の理誌解析であった︒弾性解析

国際熱応力熱疲労会議の印象うW

精力的な研究者達〜〜

ソ連︑ドイツの発適者のため

めあまり習にならなかった︒

セノシ欝ンが彌勒たけだったた

CEGB︵果飼中央自力庁︶から研究筋へといった輸送に比
バークレー源子力研究所憲催の
團星羅瓢力墨書労会議が九月二
十二日から二十六日まで︑バー
クレー城で謝かれた︒

豪ず第㎜に鑛じたことは会議が
非嚇によく計画玉響されていた
ことであった︒出砺者を原則と
して沼待者に隈り︑十一力口約

軍士の附ほど興
ではファイナイト・エレメント

浜が感じられなかった︒

同時貫穿を藥塾したことは︑そ

二十名程度であったため︑主

催蓉側の慧眼も非窩によくいき

されるQ塑性までを含めた解析 ー研究所を見学した︒工学部門

法によってかなり過度よく謝算

百

﹄潜に︑大いに気をくはったこ

れぞれ滋名にすぎない面国の出

鯖﹁葺はC逸GRのバークレポイント8のAGR鰹設現場を
潔いていた︒発纂論文をあらか

強麗に関する諸聞題︑応罵解析

でも詔趣になっている昨今︑実

成しそうである︒AGRが日本

ていたQ

屑科強度などで多︽の研究者が

力についても数論文が提出され

セノション騰は無冠衝に対す

セノション一では四温におけ

とがうかがえる︒

じめ配布し︑セソションごとの
オープニング︒スピーカーが全

る繰返し荷霊による材科の挙動

心した︒購本でこれに匹敵すべ

櫓力的な仕購をしているのに態

論文を蒙とめて紹介し︑必要が
あれは導者が数分間蟹足説明し

る研究の慈胴について発表討論

物による勉強ができたのは収鰻

が行なわれた︒タービン︑ボ

であった︒

った低サイクル遊労の悶題がい

きものを考えると︑蹴力中央研

が取り扱われた︒クリープを伴

究会か原子力研究所ということ

たため︑短掛目の間に能率よく

イラー︑原子炉︑蒸気発生器を

安藤良夫︶

設計する揚含に熱応力︑醐温低

︵棄大工学部教授

の二竪文も含解れていたQ

ろいろ発表されたが︑田本から

たのち討論するという形をとっ

会盟にシェクスピアの戯曲に

会議が涯課した︒

鵬

一
一
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成した鵬海実験掃につ

城隈那河湊箭に今無完

より︑長期闘にわたる払数の霞予

︵
流通︑消蟹状態について調べるこ

た︒

を知ることが灘要であるとのべ

︵茨︶
いて︑佐伯氏から報儀

価は︑研究薔によってかなりちが

とが必袈である︒化学的挙動の罫

絵山
刮論暫
第三春嫉視︒評価の機関について
の比え力 二会 正雄︵都立大︶
副論者 亀田 和久︵原研︶

射性物質はけん撫物とともに沈降

の二本立てが考がえられるQ中央 岸においてはけん濁物が多く︑放

総括海霧

薄である︒これはモニタリングの

掘構では撚潔作成︑技術指響︑醐

て︑海洋生物の食物循環の中に入

する︒海底堆被物は栄餐物質とし

楽だ︑モニタリングと騨価機開

については︑中央機構と地方機開

な体制が難くできることが要望さ

み︶炉駕行なう︒地方脇関はモニタ

廟橋

猿

所の建設に伴い桧山氏

処理施設や原子力発灘

は低レベル放射姓廃液

リングの立衆︑麸準にもとづ曳騨

査研究︑騨仙︵依鰍された取合の

苫

者は︑はなはだしくおくれてい

︵再︶

︵

ある偏とのへた︒

酎論ずることは︑きわめて有強で

で︑ここで社会的な制腔について

出のむかうべき方岡︑僧恵めるの

視︒騨価機構をもつかは︑科学放

ングをするかまた︑どのような鑑

といている︒どのようなモニタリ

および公正な監視機構の聾裟性な

な考え方愚欝暮し︑モニタリング

る︒最ぬ︑放暴線籏議会が基礎的

箋

に︽らへても劣っていないが︑後

一九篇ハ九痒

む︒租学猿術麟については︑外圓

組繊や︑監視・評価機構をふ曳

は科学或術的なもの︑他は祉会地

保には︑二つの側画がある︒一つ

洋顕現放射能の安全確

︵午︶氏は座鏡として︑海

後の部にはいり︑三宅

の大型水槽︑そのまわりに一ゾの
うので︑基礎的研究をつみ上げて

ら

︵

された飼欝水槽は︑中央に五十ジ

小型水槽が二十側ならんでいる︒
これらの億設を用いて︑生物への

濃縮係数一iとくに安定同位体お
よび︑放射姓圃位体から求めたも
のの相互のくいちがい︑化学量を

しか

る︒暉無のシンポジ

異にする核種の化学的挙動のちが

い等
ウムの席で掴摘されたように共岡

制麗の適用を考え

旧規の機能を果たすことについて
は︑外来研究

ち︑内外の研署との交流も︑償

また地元との藷し禽いの揚をも

極的に考えたいとのべた︒

これに 鮒 し ︑ 坪 旧 氏 は 共 周 利 用
研究段としての東大溝洋研究所の
趣営のしかたを紹介し︑実験所が

洋における放射性麗融

ゆくことが璽賢であるとのべた︒

の拡散について杉浦氏

ので︑モニタリングの摺針セ考え

︵

る拡散からみてゆくことを試み︑

およびその海域と人間との関係の

た︒まず放出盤︑放出海域の海況

︵海︶

娚籍される︒化学的挙蝕について

蜜士川の河口域で観測した縞果︑

の海洋放嵐は趨けられない現状な

は︑蜜内実験はすすんでいるが︑

放尉性漉孜の長鋼簡にわたる平均

法誉分類した︒

糧欝を考えて︑モニタリングの方

は河川水の海洋におけ

蜜内実験には限度があり︑現揚の

段であることをのべた︒

これに対し升1氏は海洋に掲げ

一

凶な分布を知るためには荷効な手

教賀氏 は こ れ に 対 し ︑ 放 尉 性 廃

液の安全性を考えるには︑放出口

る払散の研究方法として︑模鍵実

米国の原子力発電所における

591−6121

東京者β港区二新嵜霧1−1−13

原動研・再処理廃棄物処理グループ

○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

放射性廃棄物処理の運転経験

年間の原子力界の動きを解説

魍放射性廃棄物処理に関する好個の手引書

㊧44㊥
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子

原
共岡利用の爽をあげるための異体

した︒求た運嘗は︑生物分科会︑

案を畢急につくることを強く要望

化学発科会等とのヤ分な討論をへ

て︑なされるべ灘であるとのべ
た︒

学分科会の活動につい

︵化︶て山県氏が報答した︒

︵
襟準分析法について

は︑︸部完成した︒モニタリング

のための分析法については︑簡
便︑迅速牲が要求されるので︑目
安となる放射能レベルを皐く決め

てほしい︒従果からの化学分折と

第4回のシンポジウム】
難字響魏猿橋勝子

試験放出実験が必婆だとのべた︒

岡時に︑新しい機踏分析の開発が

＼

團650頁・A5判

350円

黛盤

響日本原子力産業会議

頒布実費

̀

導鐸

騰定価・1800円

原産・原動研事務局（Tel．591−6121）

申込先

@
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︒闘一陣

臨一

る麹険性のない総線盤は肪麟が三

原子力委

隙畢力委員会は十蝋月十蕊臼︑プルトニウムに関する欝やす糠鰍について︑﹁動力卿安全鋸鵬専門
百ラド︑肝廉が五葺ラド︑轡が六

肺︑肝臓︑骨の影響中心に
部会︵部会憂・伏見睡治日大プラズマ研究所艮︶の報告轡は︑妥嶺なものであり︑プルトェウムを燃

ラドと考んるのが画当であるQし

②プルトニウム吸入によって三つ

骨に紺する値より信頼臓は鐵い︑

かし︑①灘臓と肝臓に対する値は

料とする原子炉の立地評価に際してのプル㍗ニウムに関する園やす線鰍としては︑この報告欝にボさ
れた圏やす線騒を通いる﹂と決驚した︒動力炉安全塾準琢門部会の嬢告轡は十一月十一田付原第力婁
費会に提出されたもので︑それによると︑プルトニウムが身体に吸入された揚会に闘題とすべき臓器
は肺臓︑肝臓︑骨で︑麗やす線騒としてはそれぞれ十五︑一一十五︑六ラドとするのが適当であるとし

うなプルトニウムを燃料として使

び肺胞中に沈糖したプルトニウム

通り掛灘される︒終末気管支およ

とともに外部へ︑一部は消化管を

の︸の＋五ラド︑二十五ラド︑憐

ら︑肺戴と戸隠については二十分

線量を受けることがあるなどか

あるいはそれ以上の滅翻が照隠に

十一臼付握出された輕幽門は︑

万一麗麗をおこした揚禽︑プルト

用する嵩遼増殖炉や新型転換類が

ている︒

原子炉安全蓬準鰹門部会の第三小

については十分の一の六ラドが瀬

婁員会︵委貴長︒旧厨英三立教大
凝ウムの人体への吸収による①急 は皿液を適じ︑肝臓︑骨などに移

期にわたって︑下定化される懸念

こうした不平等性が二十五年の長

9

一第502号一
鴨

末弥四郎科栄

象をもった︒とくに原子力問題に

絹と識し禽つたが︑会談後網綱次

中︑H・ロイシンク教膏科学研究

なお木内畏宮は︑西轟を訪睡

が行なわれ︑通産省の使用前検査

八鼠から十二日暮での五日閥︑膿

関するパネル討論会﹂が︑十二月

﹁三際措搬技術と方式︵査察︶に

で★園目︒

今回のパネルでは︑①保障描醗
ぬ

の目的︑③拡散インディケータ

に饗するIA8Aの継阪︑②軌察

方法︑⑥五察のためのレベル︑⑦査

ー︑④明確な査銀の難燃︑⑤懸盤

察の効率性と鎌継慶︑などを中心

九七五年までの王AEAの役剛︑

に︑核防条約︵NP密︶発効後

蓋察のための計撫附な公式を作る

7騨一一

第十八回原子力産業懇談会

原子鋤力研究金

二

コストグルー

十閥田午後日本工桀クラブ

プニ十六日午後瞳研第⁝会脳塾

蟹 ぎ轟多 妻 軽躍 豫

警醒 姜塾

孟冬

ぎ鴇

野

玉露あ響露払雛麟：誓齢羅1譲響朧齢蒲ε鷺霧鐘購雛、

論墨

副

雪

すべて追収録した改訂増補版です。
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すでにご承知のことと思いますが初版（1958）の発売以来好評を続けているこの「核

ついては︑簸近の臼仏掘力の緊馴

については今後︑駆務レベルで

を受けた後︑十二月申に全出力試
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化にともない︑仏から﹁原価力協

際協力は︑開鵬一 た︒保障描灘両用などでむずかし

の製鉄への創面についても小義

晒し含いを続ける︒画温ガス廼

験運転を行なう︒このあとG皿赴

豊で醗かれることになった︒

Sdence＆Techno丑ogy

＋一月＋五日︑

い問魑もあるが︑鑓仏闘の原子力

の百鱒間連続趣転による性霊保舐

コストサブグループニ十
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技術庁艮官は︑

のように語った︒

日桝聞の原子力の檎報交換に

窺﹂徳むすびたい憲商が示され

翻の訪聞を終え

機麗が行なってきたが︑西根側

ついては︑これ豪で醐国の研究

の要望で︑今後は協力関係を産

協定は締結してよい疇期にきてい

化が凶られるべきである︒査察に

し

JRRl王については︑最近︑﹁

定される懸念がある︒改正か異際
可能な灘を残すべきだ︒

③平二二糟産業活勤が限轡され

に隈聾し︑平和利用におけるあら

①核保温躍の羅縮蛙軍は現状で

リシス︑違ったタイプの施設に︸

ことの可能性︑システムズ・アナ

般的な査察方法を用いることの可

置パネル討論会

能性などについて難論が行なわれ
②粂約の有効期限二十五隼は︑

国瞭原子力機開︵IAEA︶の

に達し︑以後原子炉系の出力上編

鼠験︑原電駕篭の三十日闇滋藤力

ル酎論会を各地で開いているが︑
傑陳勧鰍に関するものは︑こんど

鯉1曳
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英︑仏︑独三力

帰圃︑羽田空港
で認齎会見し︑

った︒

醤次の遜り翻

研究の段階にな

ると思う︒今後︑瓢務レベルで協

いくことになった︒異体的方法

簗界を含めたものにまで広げて

ると各圃の売り

定籍の交渉誉めていきたい当

科学技術の醗

込みも激しくな

同臼引貌いて開かれた原産常任
理麟会では︑溜成婁員長から渤認
餐畷会の繕諭について報告を受け

て何れ調印の運びとなるであろう

ゆる研究の鼠密を確保すべきであ

たが︑NP田は賭艘の情勢からみ ぬよう研究︑製造の熱止は核兵舘

との見通しから︑臨業界の見解を

る︒

また保障鷹園の趨胴は平等性が

内閣総理大婚ならびに欧府関係方
面︑自幽民竃党に飼凡︑内響改醤

を交換することになった︒

るだろうとの騨

った弩凡方から決めるべきであ

灘灘灘譲
る︒③原子炉茂術の閣発は発展途
ひ
上にあり︑プルトニウムに麗する

生物劇的︑医学的な研究は急漣に
増加しつつあるため︑適当な隠鯛

れを了承した︒

一

れ・十月二B・原子力空費会はこ一

十一月二十一日の納め式では︑

にこの匿やす線鰍を欝検為する必
鍵がある︑などの鰭点を摺嘱して

餓理脳畏の運転腿鰍紙に運転終了一

中弾気海研究所罠の経過報欝︑宗㎝

JRR−一

年月日の認入︑村沼剛理事長のあ︸

いる︒

が運転納め

いさつがある︒解体作業は︑十一

学教授︶が検謝を進めてきたもの︒

性放射線疵︑②腫溺などの晩発性

ついては︑従来の立地讐査帽財を

日叡原子力研究所は︑十網月千

なお︑①甲状腺︑全身の被曝に

効果︑③閾礪となるような慢性放

る厩器は︑穣算線型︑放射線感受

併古し︑それぞれ溺個に醒価すへ

月初旬から磁心の洗浄や燃料取り

三呂︑JRRlIの述雌納め式
月を
二十二戴から雌懲に入り︑ナ嘉

嶺であるとしている︒

現行の原子炉立地審査指針︵昭

射線繊維脆紛の身体的離害が生じ

哲︑戯器の生体内での雛要度から

きである︒②原子炉寮故が発生し

撫し作簾を行なう︒

ニウムを煮溢した樹合︑閲題とな

利瓢十九傘五月髄定︶は︑ウラン

ない線澱を各種動物の笑騨データ

それぞれの臓器︑隅瓦に対するプ

考凡肪戚︑肝麟︑樹である︒上認

一電解屋内で行なうと発表した︒

ヤ一月二＋一廻裏海研究駈J暑訥

なお不安
臼本原子力塵藁会講の﹁核孤軍

髄

を燃塀とする原子炉に趨用される

や報告欝をもとに推定したもので

た縁合忌避︑飲食物制限などの災

ものたが︑高遡増殖炉や新型転挽

して使用する際子炉が建設される

騨のようにプルトニウムを燃料と

密対策を発動する習弊は金く媒な

産業界に

丁寧好題特圃婁員会﹂︵婁蟹転置

があるので︑条約調印は螺鎗に運

原産がNPT問題で要望

威迫妨妻崎藁沓醜襲撃長︶は︑十

不平等性を含む不利益が畏期闘周

ルト識ウムの放射綴蓋警が発現す

いエアロゾルとして︑呼吸擬系を

プルトニウムは︑酸化物の細か

通じ封体に吸入される︒呼吸気遣

に看たり︑安全審査に必要なプル
トニウムの爵やす髄騒を定める必

に沈曝した粒子は︑一部は︑轟汁

慶性が生じている︒

許罫

二万KWの初発蹴に成功した原羅機翼肇躍所

そこで︑職小婁質会が︑このよ

が
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めた︒

一月十三限に婁翼会を開きNP田
んでほしい﹂との懸見が大勢を澱
問題についての産藥界の激兇をと

のは︑当蘭わが困では核燃料の成

確保され︑また多くの厩が受入れ

型加工部門となろうが︑将来は吊

よる工業機鶯の潴洩は璽大な曇日

への努力を要蟹した︒その嬰置は
ζの婁畏会では一膝糟勢および

は翼働が期し難い︒この翼現のた

であり︑それにぬさわしい査漿方

また︑査漿の影響を鰻も受ける

聞題点について検討が行なわれた

出技術など薪しい表術部門にも大

め園際的努力が強力になるべきで

易いよう査祭技術の鮒紫化︑機械

が︑その結果︑﹁保障槽躍を舎め

きく影響を及ぼすおそれがあるの

あるQ

次の通りである︒

た諮々の不平等性から︑わが腱は

で︑査祭の含理化︑機械化に関す

と四段階の出力上昇試験運転を実

試験︑象たタービン発電機を祓え

一AEAが保障措るもようである︒

立たされる可能性があるQしかも る研究開発に本膿を入れる必嬰が

施︑この間各プラントの最終調鵬

撮本尿両刀発鷹会社敦賀発電藤

た発蹴所出力試験などを麗ねてき

十六日︑原電・敦賀発電所

乱舞Kw初発電に成功

式が採られるべきである︒

國際的にみてかなり不利な立楽に

り漢とめた︒

ある点も指摘された︒

ある︒

行する︒このようにして︑プルト

木内畏富

IA温Aは從来から各櫨のパネプラント魁設クループニ十六田午

か︑十一月十六日初発隙に成功

三旭濠でには本格的営繕運転に入
る予姥である︒
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行政的な闘題については科学技術庁

錦醍舖藁葺都蟹難

響・それぞれ欝か行なわれて い

監視体制の前進
会社との協力によって︑それぞれ放射能

会が︑

﹁原子力行政における地方公共団

嬢興法﹂の制定を要望し︑また全量知購

あるのではなかろうか︒

ない︑この際興体的施策を郵出す必襲が

面については︑原子力施設の増加にとも

は︑密として再満目施設等が愈頭におか

たとえは︑箭舘シンポジウムにおいて

体の権限の醗立等に関する裟墾漏を行な
っているなど︑この面での︸腐の充実が
強くのぞまれている︒

関係者によって︑﹁福井県原子力環壇安

衛生酬究詠︑水産試験断︑殴耀︑関躍の

すなわち福井照では︑今無四月︑鍛の

しながわ︑安全規制の面では

用地の取得簿の段階で秘極的な役翻を高

民の安金の賞覇をあずかる地方自治体が

山開︑その揚蘭に応じて自主駒︑民窪的

だとの意兇が出されていたが︑わが扇の

り降蛋省︑水産庁に当る機関であるべき

賠視・罫価するのは︑先進圓では国であ

れて議論されたためもあって︑放射能を

タリングについての考え方﹂および﹁第

関与しうる極限が与えられていないこと
に決められることが適当であり︑監視の

その蒜嬢を考えてみると︑まず地域住

三蘭監祝・評価の慣関についての 考 え
全日鯉鰯議会扁が発疋︑その下郡機構と
から生ずる︑制度面︑財政颪についての

監視体制が整えられ始めている︒

方﹂は︑従来︑原峯力施設を受入れる側
しての門環境放射龍測定妓術霜会議﹂も

法的に

の地方公共団体から駆虫要請され︑設胴

次に削回のような個々の現地機構の充

る梅威ある中央の機関の設立は︑万

の

と同時に︑監視の結果を公正に騨価す

トラブルに備えて必要であろう︒このよ
うな内容の全国原子力発羅新玉在市町村

を考えることによって︑全体の儒頼度を
強園なものにすべきだという削岡きの考

うな法的な根拠をもつ統一的な機構など

実はいいとしても︑これを横につなぐよ

から一概にはいえない口もあろう︒

実施方法などは︑施設の租類や地域特性

は︑今年四月﹁源子力発開所の安全磁保

悶題提起がある︒

だけに︑これを機に闘題点の検譜を促進

に関する協定轡﹂が調印された︒
設置臥所においてこのような組織がつ

関係者の安心と儒頼を得るための努力が
協蹴会の請願は︑近く国会で審議される
予足と聞くが︑このような間題がこの際

え方があると思われる︒

曲者の画題は︑あまりつきつめて考え

とであろう︒

顧上げられていることは非常に結構なこ

る一般の搭頼が確固なものとなるよう

荊向きに処理され︑監視機構全体に対す

に︑のぞみたい︒

るので︑翻︑地方自治体の双方にとって

策を期待すべ慧ものと考えるが︑後者の

憐麗な検附によって︑一つ一つ懸異な対

ると︑法体系全般に波及しうる要素があ

地帯盤伽について国会に舗瀬し︑原子

しかしながらなお︑全冊原子力発電所

力行政主管課長鑑識が﹁原子力施殴地域

所在市町村協蹴会が発艦所の安全確保と

技術附な悶題については原安協で︑謹た

夢

来年六月から建設へ

團團・
●

巌が三雄蔚に行なった原チ力工業

の建設は原惣と蹴出を一体とした

プが詳細設計を進めているが︑そ

いるが︑メーカー側では・統一

の婁託は摩さ謝全体を鷺隷にして

実態調査﹂を受けたもの︒工放協

この発表会は︑中部地区の原子

藤井正一氏︵芝浦工大︶の﹁放射

ベースに来無三月十日の報告期限 法に関する研究﹂などの学人があ

賦する技術麩準﹂を﹂王S尿婁の 照射の影響﹂︑﹁照射食品の検知

通産省人事

部計画繰畏︶︑鉱山石炭局鉱糞翻

二村化学工業︵株︶

原塵に入

〒四五〇

住所蛋吉麗

原産に

躍鐵〇三一四三

代羨著変

新頭取は勝田龍央氏︵別頭取

︵株︶日本不鋤蔑銀行

自
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湯藤実則氏は会議に就任︶

更

了五一七六

予一〇五一九一

控所東京都港区新橋四の九のコ

入会代蓑取締役団長平田次二民

平田バルブ工鑑︵株︶

躍語〇五ニー五五一一一一四六

市申村区猫崎町田鳳ハ

会

社畏二村冨久筑

長を命ずる︒

舅ノ彰
＋醐月七田付

大慈二三久︵荊企鑑局長︶︑通

両角良藤︵薦大臣冨房畏︶︑企

産雀硲務次官を命ずる

本田早苗︵二恩厳礁藁局畳︶︑

藁局長を命ずる

芽出石炭局長を命ずる

赤沢蹄一︵削経済企醸庁調綴局
長︶︑盈工業周畏を命ずる

馬場一二︵髄大臣冒灘偲︶︑公
益二二局長を命ずる

山形栄治︵荊経企庁長官冨灘企

凝近友三郎︵鯛罵工藥属鉄鋼藁

画課長︶︑狐工藁局次畏を命ずる

務課口︶︑大臣冨灘総合エネルギ
ー政薄霧長を命ずる

東京九以下

事務系セミ
ナーを計画
原子力文化振興財國
日本原子力文化振興財剛は︑十
二月八日から六日闘︻︑科学技術館

セミナーを開催する︒

で︑坦務系職員対象第三回癒子力

一般は二万二千円︑定員は五十

参加費は︑原産の会員は二万円︑

名︑参加希望者は十二月一臼まで
に日本原子力文化振翼財団︵東京

名古屋で第﹇回

都湛区馬橋︸t一一＝；︶まで◎

原子力学会中部支部

研究発表会開催
日本原子力学会の中部支部︵支

長︶は︐来たる十二月二日罫引九

部長・伏冤康治一大フラ研藤

徳センタ⁝会議整で鋤一二﹁研究

時から名古屋市中区の中部科学技

発表会﹂を開く︒

席して﹂と題して特別講演するほ

伏兇氏が﹁核融合口慰際会講に出

を宏眼に開かれるもので︑同臼は

力平和利罵研究をもりあげること
﹁における﹁JISの体系に目する

体制で進められるもようである︒

か︑駅子力学会鍛から数件の研究

成果が発表される予定︒来磁歓

大阪で食品照

迎︒

む︶︑繰造︑形状︑寸法︑品籔︑

射研究発表会

鎖日は︑研究発表と総会が行な

射研究協蹴会大会を開く︒

中央研究所で︑第五回日本食品照

十一月二十八日︑大阪府立放射線

日本食品照射研究協議会は︑
などにわたり︑昭和四十一︑二両

飼料︑試験方法︑鋤歳︑汚目方法

罵藷の意脈︑姓能︵機蘭をふく

得た︒JIS原璽は︑適用船囲︑

けとの考えで︑工技院の了承を

化︑共通化できるのは灘濾答器た

虎雄氏︶は︑このほど︑束京︒永

線取扱主任巻部会︵部会畏・一幅

臼本放射性間位元素協会の放射

部会総会開く

放射線主任者

を主務会独とする原子力五グルー

現在︑棊本設針に基づき︑日立
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談会﹂に託した︒そうしたこともあって︑

その具体酌な検討の促進を﹁立地問題懇

協力が必要である旨の﹁握雷扁を行ない︑

地方公共朋体︑関運薩業間で十分な連絡︑

ングの評価などについて︑国の譜機関︑

の作成︑その規制︑漿削調査やモ諜タリ

は︑原子力施設からの排水の放射能簸準 くられ︑それぞれの状況に応じて︑闇辺

昨隼八月︑原産の立地建議特剛委員会

しようとする気運が筒まっている︒

乱の側からも検融が進められていた間題 設けられた︒〜カ．纈簡閲と爽電の間で

展⁝両氏がのべた﹁海洋放射能の モ ニ

ンポジウムにおいて︑栓出︑麗含

望⁝詣回攣力纏と沿岸難シ

㎝

重水確保などになお問題が
原子力婁貢会は十一月十三日︑動力炉・核燃料開鞘掛業団︵井

田町の垂垂健俣会館で第十回総会

ATK尿型炉は︑蹴気出力十六

利用婁曲試験研究﹂で実黙した

年度に萌鋸工業会が﹁原子力平頽
当βは︑二百名をこえる主侵者

透過型ベータ線鰹さ計の安全姓に

を闘いた︒

万五千KW︵嵐襟鍛工二十万K
煩︒燃料にはこしあたり微凝絶ウ

型姫の建設について︑﹁A12K原型炉に関する共体的鍵盤は妥鎖 W︶の愈水減遽翻騰軽水冷却型

上五郎理事長︶が関覇研究を進めている類型紙拠矩︵A禦R︶原

であり︑その計画通り︑昭和四十五年麗に同原型炉の建設に酒恥

が参加した︒第十園を配費して︑

ウランが使用されるが︑その後は

蘇施設の変遷﹂の認愈講演があっ

ラン窪たはプルトニウム醤化天然

天然ウランの供給のみによって遜

することが適当であると薦える﹂との結論をたした︒

りに建設される︵とが正式決定

転が維持できる仕組み︵プルトニ

﹁大豆たん白貝におよぼす聡子線

われるもので︑研究発表では︑

されたことになるが︑動燃餌業団

﹁線源および線嵐容器の安全佐に

号する試鹸研究の蕎果商われた︑

これは︑岡駄獣会が︑下郡回附

は来卑一月に蜜全讐査を申㎡︑メ

ープ診療と放射線里長の問題点﹂

の﹁緬型紙換炉評価検認響門部

佐膿淳一郎︵萌鉱山石炭局石炭

部︑英国のAEA本鄙および仲属

の科学研究省︑フランスの醒離放

のフィルム・サービス機関︑西独

を行なう︒帰團は†二月二†︸臼

射線撰銭センター等を妨閾︑調査

なお岡﹁検討会﹂では︑技術お

の予診︒

よび制度の二つの作榮グループを

設けて検討を進めているが︑すで

（注｝上謬己の郷電触徽ilま総統電所：瞭舞働1ユ刀以隊

筑弘毅氏︵千搬大︶の﹁アイソト

会﹂︵部会憂︒福田鋤幽門大脳

る︒

籔を派遣することになった︒

ﾂ人被曝線量の購調査進む

欧米へ調査団派遣

を囲際に検磁を行なつQ
た︒

透過濃厚さ計J一

ウム︒セルフサスティニング方

は約百漣が必要︒

式︶となっているQ減磁胴の趣水

蟹︶から岡日付提出された報絃欝
ーカーと艇約調即して罰六月から
︵内容は本紙四九八岩診照︶を 塞格的な猫設工製に酒茅する方針
である︒

S原案の審議始る
日本電気計測器工榮会と蹴予機
械工賦課は工技院の袈翻で透過型

調査に黙認されるのは渡辺欝儒
氏︑黒田政次郎氏︵以上放区研︶︑

﹁個入被曝線型等の登鎌讐理調査

放射線鰹さ計のJIS諸撚螢作成 科学捜術庁原子力局は︑さきに
することになり︑このほど留謹を

検甜会﹂︵座長・牧野嘘文原研調

宮永一郎氏︵原研︶︑児隔量夫氏

月六日から約一⁝遍闇にわだり︑

JPDR：碍｛和38無10痛以降の累郵をzトす

もとに審理︑決定したもの︒しか

し圓Bの原子力婁鍛騒騒楚は︑瑠
門部会報管欝につけられた三つの

付樽恵騒il︵原型炉に縦く実 用

炉關繁の方蟹︑ATRが粟用化す

る聴規壕でに低廉な引水確保の方

始めた︒これは工技院の婁舗で躁

査錦部長︶を局内に設け︑年度内

化に必要な技術的︑法的な検討等

米圏のAEC本部およびアイ
り︑後覆も近く議論が濠とまるも

写翼㊤A里R原型炉の建設予 を嵐途に被曝附田登録響理の制痩
を超めているが︑このほど︑これ

所︑カナダの騨生雀放射線防醗

ダホ・ホール国立原子炉実験

に曇霞の罵論は豪とめられてお

定地点のもよう㊦地盤調査のため

らに関する海外先遮譜姻の異碕を

︵原子力局︶の困名︒一行は†二

の坑道で︑調査の結果︑地下十五

醐謝する陀め︑欧米五力国に醐査
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プロジェクト運営層理の配慮の三

点︶一iについては︑﹁その呉体

ることがわかっている︒

醗の花騰罎の安定な広い岩盤のあ
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近く協定調印の運び
活発化する産業界の動き

偲てから ︑ 三 国 が 批 撒 し た と き に

圏のカ！ペンハーストに建設する

ンダのアルメロに︑もう一つを英

共同濃縮工掲は慧初︸つをオラ

ある︒

闘の塁添的合秘話定が近く；今

社の国利保全のため新しく子会費年までの投費額は︑八哲万バとさ
﹁シェル︒ケルンエネルギー﹂をれている︒七〇年茉までには高趣
設立した︒シェルによると︑蔑閻毎秒三下規以上︑七万五千圃転の

は超燃心分離機の大県生陛設備を
設醒すること︑生産羅綾での試験
胴にデモンストレーション・プラ

業は政府系のEF工M・EN工工米
﹇認厭子刀錠貝会︵A封C︶は ビスを泌呈することになる◎

ィ︶をつくり︑ここにより岡莱鎌

て︑民園銀薬のように疋紛削な尉

務諸叡娼ど緬埋囚谷蟹報皆ゴるこ

することになるが・経理螺迷幽し一

とになろう︒このような報密は︑

のために建設された勤ので︑分厩

る︒しかし︑将来の猷．ナ力蛇．踊躍

ウラン濃繍雛莱の運甑における財

作桑酷力は郊間一万七千♂であ

に応しるたのには工勘の改．歯恥よ

工鰯の属回への殖却に絵して︑剣

政圓の緬果僧反映し︑将来の濃輔

扇燃科としての濃舶ウランの㌶蟹

ぴ能力磐上げΦ計矧に対して少な

り二十六トルであるが︑近い羅深︑

撮しい双り暗めに開する評細な悩

われよう︒さりに︑A封G四都の

心して属望曽舞からの補助が行な

よる収入を濫金とするが︑必蟹に

ウラン濃稲暴渠はての兜上げに

構廠￠供給することになろう︒

務分厨と投寛決定のために必鋏な

くとも六億ガの贅滑滑賀が必蟹で

AEC内の新組織で

米︑濃縮工場運営の準備へ

ンにそれぞれ感冨させている︒今

1・アトミノク︒コーポレ：シコ あると見られている︒

の畏細にもとづいて罠団銭被に婁

後も

にあって︑これひらのスタディの

成︑その域地俸副︑他のA届C横

報については︑現在︑組繍の構

が民望ζなる款での間は︑これ誤

る︒したがって︑先企に凶賊碁蘂

諜麟網エ勧の運転はAECと金か分離作・果敢僚午ログラム当鉦

濃︑㎜費用については︑現在の料

の義金︶または政臆系企業︵伊︑ 蕎に馨れるへきであるとしてい

算ペースの〃下臥 に近づいた方
肘契約以外に遠心分離法研究は禁㎜
・法で運冨させるというものQしか
止の方針に従ったものといえる︒
一
外海企業が舎弁石面融業に︵独︑蘭 し︑最艇翻には︑ウラン綴顧は属

果となろう︒実際のところ逡心分

の揚禽︶の契約讃として参加する
にしても樋駕保持の点では同じ結

定である︒とくに︑こんどの新町

AECはこの料鎗爾習検㎡する字能との塊魁など丸明織16する段曜

での金爽約の履百をぬ乱め領内︑

託されるものと見られている︒こ
離技術の録護にはある程度隈界が

織は︑ABCが管轄煙を搏ち運冨結藤が刈屠できΦこと．民なろう︒

億妙で金韻政雇出致により︑国防

が濃柚ウランを新論し︑濃口サー

羅外のユーザーに対して︑A封C れら二毛酬睡夢は総建設鍵二十三

の経済性︑安金性などに強い霞信

スイスの重水が西

ラントを建設甲である︒

をもっていることを恭しでいる︒

ルーセンス炉解体で

ドィ築へ売却か

スイスの笑事炉ルーセンス︵低

濃纒ウラン填水膨雌炭酸ガス冷却

型︑蟷気出刀七．二塁W︶は今三顧

レ蕩議脳髄綴織藤

照射コンクリートは装飾用材料と

トを逐着しているが︑鍛近︑プラ

プセルに封じられており︑カプセ

ら燃料体への飛足はマウンド研蜀

いるQキャスクは︑月着陸竹下段 サバナ・リバー竹工所︑翻尿糾か

ン・サイクルによ⑳興野ルギー変学

五濁キュリーを便用してブライト

き︑弼蒙でわが囲皐が旦

ビのRT祉は米国のラディエイ

がある︒

員および一二公衆に危轡を与えな

された状態にあり︑打上時ω作奨

部でバーンアノブして︑プルトニ

PgAが覇︑組に達せず︑大気協上PRI︵プルトニウム㎜のターゲ

に設鼠された新しい金社で︑現在

ニュージャーシー棚に騒騒処埋プ

れている︒

部のピュアイノブの近くと伝えら

原子炉設娠地．黒は︑台縛の北幽

ようでめる︒

で︑来婿の六月かb癒工ざれるも

る︒臨界は一九七﹂一年六月ω予驚

はわずか欝欝刀逆といわれてい

れている︒このうち貢渇の謡曲分

て︑蕊欝欝臓カカプダ逆と號偵ら

と掘氷十・五鉾の伐給分臓ふくめ

ウラン盆難燃科一万四二＋五日㎡袴

︒魚爪翌でのる︒総続成認は大照

しく懲懲したもので︑天然ウラン

ークリバーにのONKム磐より新

あるりこの研％炉は刀アダのチョ

万KWの研弼がを縛入びるマ疋で

力公社︵A熱しL︶かり魚出力圏

台醤尿†刀虫員勝継カプダ原チ

台湾が加AεCし
から研冤炉購入

である︒

ら二十七︒五ゾが侠給ざれたもの

双務扇楚にもとづいて米AECか

璽水は一九六六無に米麟ースイス

ルーセンス炉で使網されてきた

るGとになった︒

こつ
のルーセンス簿は解体され
ト﹂︵8ADCRETE︶た
の︑二

り一の縣水は繭ドイツのシーメン

ンクリート生産へ

クリートを飽乏しはしめた︒この

この麟実は︑英国が原子力発置所

の鍵盤駈が堀在イングランドにニ＝
英国は︑一九七五年ゆ後膚圏の
一
つ︑スコソトランドに一つ建設中 羅力欝要の四分の一以上を原子力

電所の発電能力を含わせると五落

十六万KWになる︒

ヘイシャムに蟻集されるAG8

発電所は︑建設誤解九千五薦万㌧

ランド東郡サフォークのサイズウばれ︑建設要撃一億八千万阿ン︑電

しての﹁ラドストン﹂︵醐品名R

カナダのラディエイション・テ

加RT社が照射コ

で︑これら全部で六つのAGR発発蹴で謹かなう誹画を進めており

あるということである︒

二言で電気出力約四百万KW
英腱中央発囎庁︵CEGB︶は
上するにつれて︑われわれは︑A

われわれの原子力発墨計画で憲す

る喜泣遭強めてきた︒AGRは︑

このほど︑新たに二つのAgR原GRの伎徽的︑経済的利点に対す
境力発電所を発注した︒この結果

年に全出力離乳に入ることになつ

サイズウェルに建設されるAGクノロジー︵RT︶社はセント︒

スー
社に売却される予建であるQま
ADSTON猫︶と﹁ラドクリ

鼬¥万KWで一号機は一九七五

AGH二恐を採用し︑霞気出力颪

GR発蹴駈はイングランド北部ラ皿

〜いる・
今園新規に発注された二つのA

た︒

っているしとコメントを発表し

喫す憲要な便乗を果たすことにな

現在英磁で運継甲︑建設中または

を採用したが︑以来︑設計︑醜遊

ンカシャーのヘイシャムとイングR発電所は︑サイズウェルBと呼 ヒライレで放射隷照射処理プラン
﹁われわれは一九六五爺にAGR

藪建設に踏み切ったことを歓質し

中央発艦庁も︑蝦固が澗発蛾

た︒

発電所の数は︑全郡で十五となっ

建設転轍が与えられている原子力

つくる新燃料会社がおそらく︑パ
トに対する英麟

ないが︑英国原子力公批が中心に

ついてはこれまで一切公表してい

業をこの計画に組込むかどうかに

る〇一方︑英團においては鼠團産

︻解讐・ろで︑轟蘭＝逝・・霧設葛こととなってい
国によるウラン画嚢分離濃縮二業
の発足遅延間脳の解決がもたつい

西独では英︑オランダ向け逮心

ているが︑幽幽な鍵誉饗る薩業界
ではグループ化が進展している︒

鈴鯖蟹磯無難酸類

RIで民間はフィアソト︑モンテ 十一月十日︑鳳クソン大蹴楓の硬
年中あるいは来無軍々にも鵬果上
米劇の硬瀦工繍は塊仕A封Cが
るものと富めて榮観的に猛てい カチニ︒エジソン︑スニア︒ビス⁝
編工凝に罰する沃足．幽門嚇するた 所鞍しており︑オークリノジ︵テ
コ；サ︵昨年ボンブリニ・パロデ
る︒
ネシ⁝州︶とパデューカ︵ケンタ
め︑その準轍望眺めるとプレス・
しかし︑これも英国にいわせる デルフィノを倉併︑原子力産業に
ノキi州︶の吻工勧をユニオン・
リリ；スで発旗した︒
進幽した︶である︒遠心分離法の
と︑英国が単独でもこの計圃二進
独企業は四重あり︑付幌するプラ
㎜める鯖瀬があると繰返し衷明する 圭な契約者は磁料研究のろ一アビ
ニクソン大西楓の旅嚢は︑これ カーバイド原チ力鄙に︑ポ；ツマ
ント装齪の製造およびそれらの建・ことによって楽観論が通高してい
スコ！サとEN工の子論旨スナム
までの磯．裾冨求僧︑AECのなか ス工赫︵オハイオ州︶僧グッドイヤ
設に当たることになっている︒四 るのだとしている︒
・プロゲソティおよびヌオボ・ピ
に﹁別温細﹂︵セパレイト・オー
グノン︵ポンプ︑バルブ製造︶の
ガナイゼイショナル・エンティテ
三歓である︒

研號開発を進める胎齢を立ててお

v姻難隷懸口罰暫舗蜥論難熱傭譜髄

鑛縫劣懲醤☆鍔警謙譲幅講継継瞬饗難

ルダノチ・シェルは政暦民間鎚同

類葉海錨糠織騨鞍懸講

遠心分離法による濃縮ウラン生産の共同覇簗に関する英国︑爾橿︑オランダの三国閲協定は今無末

である︒その押つは共同濃縮工揚で生薩きれたウランを使って英圏が自分の骨揚で核兵羅レベルの筒

頃に調印の運びとなる模搬である︒とくに三巴間の甑し合いの焦点はほぼ二点にしぼられてきたよう

つは共岡野業会社の本社をオランダに跳躍することをオランダが究隠していることであるが︑この二

濃纈ウラン生産の禁止を約束するようにオランダが夢照し︑英圃がこれを獲解していること︑もう一

⁝ル︑ダッチ．ステイト．マイン．ガス拡倣分離物質の開発を求めて
ソト・プラントとなり︑いずれも ズ及び造船︑機械製造組合である いる︒この闘発計圃に謬加する奪

側はフィリノプス︒ウニルクスプ一遷心分離機の試遜肱並びに燭性魑

皿︵七十二億円︶程度で︑英国が

二︑三籔内に震喜る計望︐︒ンンシェルデが嘉している︒

点について︑簸逗かなりの歩み選りが見られたと俵えられている︒
協定上の手続きとしては︑三國
これより垂雪多く︑オランダがこ

協驚が発動することとなってい

ことについて囁くから禽慧ができ

いう︒同時に岡社の役翻について

羅名の後︑ユーラトム条靭窮一〇
ある︒この両施設とも二二は年麗

る︒このプロジェクトは︑当初は

ており︑カーペンハーストの工掲

イロソト・プラ︑︑

表立った動きは晃られていない︒

保有会社をゲゼルキルヒナ︑NU の権燕を所荷するものと観灘され
KE厳︑ヘキストの三社で設立す ている︒豪た英民闘企漿の間にも

分離プラントニ工揚に対する共同

英国︑AGRを発注

れよりやや少ない金額と伝えられ

政府資金でスタートし︑二︑三年

は年産二欝ニナゾ位ω能刀のデモ

三酉五十ゾに拡張される見通しで

ヨ条に基づき共岡体一員会の承翻

ら︑民選に移行する計画のようで

経って商 業 遷 紙 の 見 灘 し を 得 て か

ンストレーション︒プラント︑ア

︵藤独︑オランダ両国の漏禽︶を ている︒

ある︒このための各国政府の負撞

金の規模は・西ドイツが八当込ルメ・のはも・と小規模のパ舌
ることに岡三した︒三社の出贅率

千KW︑PWR型︶は一九六八は
卑︑各々四〇︑四〇︑一二〇％てあ

この復雑な共同撫藁謝画が進腿
するか否かは︑今年六月に行きづ
まって以来︑いかに抜け出るか三

仏・ベルギー共同の

雲国の折衡能力にかかっているこ

スチソクをしみ込配せた照射コン
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エルに建設されるが︑これと同型気出力二世六十四乃KWである︒
ニ＝二二＝榊＝儲コ＝＝＝＝＝＝菖＝＝冒一鱒＝認＝＝＝＝一＝誰＝＝露騨＝一＝罵＝曽＝；＝＝＝一＝＝＝＝一＝一一二二：一＝騨一篇一＝＝

の面で改造が璽ねられ経済性が向

アポロー2暑は︑割書に磁力計︑

々にチタンの支持枠でマウントさ

sNAp29やプルトニウ論七ナ
SNAP刀発洪益に歌誌カプセル
ルはさらに︑打上げから月趨臨の

を蔑起しているところ

地厩計︑イオン検出謝など五つの

所が懸離した︒AEGはSNAP

型になっているが︑一九六四隼閥

る︒現在は︑ほとんどインタクト

ントリ型のどちらかを取ってい 諮蜜占・パの状巽みる轟

iンアノブ劉ひインタクp・リェ のお＼れを奴っており︑男工に嵐

を尻如した縄飛に比して十年以上

驕は・一九ぬ諏算にsNAP計酬⁝

ネルギー変快によQKI雛旭の開

日冷における栄爵の熱刈困ーエ

どか嗣帖もしくは評論甲でめる︒

籍雨跡りった五︑誹りOり嬉磁な

がキャスクからカプセルを取出

れており︑月面管腔後報儲飛行士

ら六八庫豪でに統詔二千六磁力炉

ﾌ開鴉籔として︑一九六同年か

てくる計團であるQこれら計測讃 に入れられる︒

し︑これも癬腔麗の外側に装魑さ

れていたSNAP27が月面に置
をか
支出している︒

このキャスクは︑打上げ矢敗な

れてからそれに挿入することにな

プルトニウム燃料は︑いかな9

どの
の賊力はすべてRI畿lSN
A駆峡により燃糾カプセルが大

プルトニウムが活躍
月面の観測機器にR亙電池

られなかったか︑いさざか小可騨
れ

月︑DODの航海用衛昆の電褥とな思いもする︒私兇κが︑三軍ひ・
の千四議八十サーマル・嘔は︑門

して打上げられた三個麟のSNA燃料掃処鰹に厨み切ったと慧︑F

燈四十二の鉛テルル熱．幅毒口によ

っている︒プルトエウム燃科から 想定八二蒔にもカプセル内に封入
もので︑両端が半球状の円鈴︵艮

て︶の大鼠届柵僧講んΦへき鼠癬ポレーション︵Rτ1︶の子会祉

・トでめゑプ餐ウ嶽答め訂ン●一アクノ︒ジーま〒
き五十八・四移層︑直径二十三移
て︶四十・六移層︑難さはベリリ

ウム汚染僧引き起したことはわれ

ている︒

ぎサイはすでに鍵げりれにご無し

移綴︑直径︵放熱用フインを含め

いよう撤底的に換副されたいとい

誕としては︑ボ嶽ニウム脚八十万

駐︑蚤さ十一︒一諦纏︶をなし︑

キュリ；を鼓点した出力四磁嘱の

表面のグラファイト過熱シール

えて︑その燃糾体の設翻麸撫にバ

十二・設計箏の軽篭になってい

ド︑内働のベリリウム断熱シール

粁︑プルトニウム燃料の猛原研は

されたもので︑熱躍愛子は3M 落した揚繭の大気踵抽突入にそな

に立κごれ︑大江屑鳩の耶ープと一として鍛近設鼠されたはかりであ
される︒
われている︒箏奮剛SNAPわ
のれの記憶に新りしい︒
して
SNAP27以嫌の箏下用R
Iの
再K1域濾ω醐鱗照焼め⇔べ る︒豪た税会批のR了王雪昨鉢末
SNAP27はGEによっ各
て劃
閥は畿
︑打上げ矢敗や軌滋から搬
る︒燃属の酸化プルトニウムは︑

したカプセル暴露機轟からなって

ドとチタン︑インコネルを朝糾と

︵原酬轟蒙葦︶

楚さ四十一・九移燐︑蔵鉦六︒三

ウムを最大に灘観して燃謡ぬきで

って最低で隠士隷移の醒力に変侠

一年の蹴池で︑高き四十五・七 染を引き超すのを防止するための

三・八詳管を燃科とした設副寿命

SNAP27はプルト徽ウム翻︑

めてである︒

が︑継池としての利用は今回が始

てのプルトニウム麗があった︒

した地脈計の鶏群用ヒーターとし

I利得は︑アポロー1層が月面に残

P27で豪かなわれるQ月面での気
R圏内で燃耕してプルトニウム祝

の作動および観測デ⁝タの送儒屑

科学計測繍︵ALSEP︶を残間
し︑グラファイトの燃糾キャスク

一＝＝＝＝＝需3＝鱒＝篇讐二＝一二認齢＝儒＝＝＝ニ一齢二鱒＝齢巨篇謄＝齢＝一＝鵠＝＝＝＝脚3＝隅一＝一＝需＝一瓢一鱒＝凹＝＝

お問社に会鰻として参加している

る︒同年及び独政麿が三力圃共同
聯業会社︵プラント建設蟹金の大

とはもちろんである︒

二月号果熱交換羅のトラブル等で

る︶に出資することになろう︒な

半金遭い︑鍵質附な断有覆とな

SENA発電所完成
停止されていたが︑このほど修鍵

㌻︾幾
︑麟︑

搭・

製

書翰的には︑無力羅政府は政府

フランスとベルギー共同のSE きれて霞幕力運転に入ることとな
︒．繭畷叢濃．

NA鞘職所︵耀気出力二十六万六 った︒
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両氏はKW当たりの数値が︑発イト︶すなわち︑蟹欝な冷却水︑

翫講務謬突図2：化石燃料魏所と在来魏所との轍要素膿胱軸95フ晶晶翻）
義蜀︐

営雛遡転

職所の評価にさいし報いられる仮短い取入口と捗水口︑震麗−地

塾

膿樽鼓前試験
コ
建鍛冗了

刀禰構始
建設業珂
さ

謹

肇計
量

﹄最

陀

対し

ξ初

立津す

三の

地熱る

⁝発

上 ︑無

ξ償

の航策く薄禦藻

9

なる難曲又計条件

熱影響︑放射能汚染の対策も
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いるが︑同じように厳格な要舗が
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三亀三ξも

に壇脚するものと思うQ﹁熱影響

熱影嚇を蟹旙する費用は︑急速

げることになったと栢論した︒化
増加傾向の熱
石燃料発聡所にとっては︑KW当
影響管理費用

発眠所が経験した技術上︑安全上

を推定した︒

水︑緋水工が短かくてすむという

の闘題は︑聾欝な冷引水だ︑取

がなくなることを悪捌する︒﹂内

一関進ずる安全性の解釈についての AECの吉興的な仮設広地の存在

一次系圧力バンダリーにおける最 陸の敷地で冷却塔を必要とする傾

発羅所の他の部分にも求められて

六がゆら十ザの追獺を璽するし︑

圓がすすむにつれて︑KW当たり

請のため将来︑費用は踊くなろう

五が豪で追加される︒灘岸地輔に

おいてさえ︑数千碍の誹水パイプ

醗震のための構造上の補強は︑

の遍鱗を必饗とする︒

Q0

物︑制御系︑配管系等にとって必

る乱用は︑多くの掘倉︑その殺備

これをこえる結果となっている︒﹂

に嚢する籔用に岡じか︑窪たは︑

このように原子力発鑓駈の不確

定要因に対し︑化石燃料発躍所で

されており︑その費用の増頒が大

も熱影響と大気汚染の管理が要謂

きな闘題となってきている︒とく

とって︑もっとも大きな不確窺聾

に大気汚染は︑化石燃料騰醒所に

囲であり︑このため︑壷本訴で五

B亀uあたり五膨から十機のハン

ぜからニや五が︑燃料費で︑百万︻

ところで︑バーン︑クローリイ

ディキャノブをもたらしている︒

ける不確窪要瞬は︑石炭たき火力

両氏は︑原子力発蹴所の蟹用にお

発三所との競如力に懲罪な影響を

分なりうる︒

菅ねはならないという︑動機に十

政府と産業界が可能なかぎり脇力

かつ︑その幡をせばめるために︑

野での明確な転義化をおこない︑

ため︑臆説定要因のこのような分

子力エネルギーの成艮を保謹する

リスクを明らかにしたうえでの原

KW当たり一避から三♂の費用を もたらすとのべている︒経済的な
と両氏はのべた︒と同晦に︑化石

いると︑葡氏は懸じている︒覇

要な試験に必要とされる賢用につ

められる扇網は︑KW当たり二十 必要とするが︑耐麗設謝︑構築
燃料発鷹所についても黙彫輝や大

スターンダード︑コード等の費

ない︒

霧や湿気を取除くため耕気塔が求

舞汚染管理の要認で︑同じような

いては︑い豪だ來知の部分である
いる︒

爾疑は︑このような傾晦の嬢稜

v当たり†三がから数僑へ引上

る残りの要粟には反映されてい

る︒﹁地腱解折や試験の実施に要す

の保安性と晶質管理が求められて

R6

胴へのはねかえりは︑原子刀蒸一がしばしば鵬翼とされ︑碍当た

低の襲請基藥をかなり上圓る設計
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不確網間顕のあること易摺適して

それに熱汚染や放射鮨汚染といっ

ダード︑鈷質響理︑耐震設計基準

より厳しくなるコード︑スタン 麟岡﹂に影響を受けた︒発電所の

弩機をとった︒

ﾅはインディアン．ポイントニ にあたり両氏は﹁軽水型発電所に

る︒この代表的なものとして︑B 鰯水測原子力発慰所の費用にお
一WRではドレスデンニ愚極︑Pけ
Wる大きな不確溝駕分を指定する

の原理と契約形態をもとにしてい
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扁兀六九無の費用計騨は︑ここ
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アルミナの構造材に替える方針で

黒鉛からシリコン・カーバイドや

その研究開発のために照射試験が

に日本鉄鋼協会原子刀郡会︑源子刀麓桀会議原子炉多目附利用懇談会︑化学工業界の関係省らと懇験

げるため新しい材料を開発中で︑さらに炉底郡の構造材を黒鉛からシリコン・カーバイドやアルミナ

以まの研究開発計画に現在全国

F︒P を 内 部 に 閉 じ こ め て い る

ロリティソク・グラファイトで︑

慶差崔在来方式に比べ少なくす

面の温度を縄める︵中心部との混

電力と口熱の何れにウェイトを躍
くかによって異なるが︑当月八千

り一・灘〜一・二ペニヒ︑核黙は

足りるので︑現在の高温卿の技術

クであるが︑将来プロセスが大耀

ネルギー・コストは︑約六十マル

西独における溶鋼トン当たりのエ

液に血盟O・五ザ鰯とレジンス㍗ 綬褒鷲を受煙した︒

射能量廉均一に配布したT13溶馬競﹂にっとめた功預により︑藍

曙状腺の機能を判幽する方法︒放

でガス化し一酸化炭紫︑炭酸ガ

で︑石炭と水蒸気を薩接ガス化炉

次に︑石炭の野鳥完全ガス化

かし原子力製鉄の揚合には︑選元

ルクに低下する見通しである︒し

酸素のコストの低下で約四十三マ

に改善され︑コークス比の改蕎や

トしたものを︑インキュベーショ

トリノブを播て残りの液をカウン

キュベーションした後︑レジンス

リソプを撫え悪騒で約二瞳間イン

業グループの中心となって︑その

業務の一切を挺当︑第一原子力薩

力担当鑑役として英G劉C等との

所の建設に際し︑冨士電機の原子

髄田舞の桑蚕は︑原艦車灘発電

社蝿︶が﹁原子炉国麓製作技術の

実用化されよう︒

発展からみれば︑今後五壇以内に

ス︑硫化水素などを除厳して︑水

ンした標準血瀬の憾で罰りその値

抽︑騒騒を水門分解して軽油︑バ

τBGの不飽和丁合

検憲は︑嵐液中の

︻写翼はレゾマット了一3の製贔︼ 発︑設計︑製造響を指揮監督︑成

功に憩いたというもの︒

原研・a一研修飯

二つの専門課程開催

者を決罵した︒このうち科学技術

プコ⁝スの専門誤程を開く︒

利用ロースと軟べ；タアイソトー

トープ研修所は︑R工の化学への

刷本原子力研究駈ラジオアイソ

関係では七十四名が黄綬︑紫綬︑

った︒︵伝達式は十一月二十日︶

このうち

聞は※葎︸月士冨か三十田ま

一万円︑玉込締切は本年ナニ月こ

で︑募集人爵は十五名︑曼講瞬ほ

軟ベータアイソト；プ諏ースロ

十日まで︒

酒間は来年二月九日から＝十七欝

は†職名︑甲込締切は釆年一月二

まで︑受講料は一万円︑募集人員

参同旨回春はいずれのコースも

＋四田康で︒

日本原子刀研発所ラジオアイソト
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ープ研修所まで︒

蝦報隙目会

側副センター

︒たから民間

▽こんなわけで︑三N工Sと憐

れるが追猟注文が跡をたたない

にはJA8Rエレポiトも送ら

・ジセパン︶が配布され︑要所

イエンス・アプストラク・オブ

のNSAJ︵一﹇ユークリア・サ

＋口口二百六†機麗へ約六頁都

豪わる盛況︾一方擁外へは︑六

学技術文献金蔓の貸出件数を上

千件にも及び︑國愚図轡館の科

果るV榎写サービスの方は鉢七

産桑からも千人近い入が閲箆に

の

年一万数千件も集まり︑聯笑上

團百五十棚鰭から陳子刀轡鰻が

AECレポートを鎌取に四†力

懸辮難論

機襲造会社

民︵留士躍

離田七之進

力関係では

とくに原子
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原子力センターの

田本原子刀文化撮興財囲は︑十

見学会︵十二月︶

R工の化学への利馬コース凱瑚

張綬の各褒諏を受謙写ることにな

昭和四や四年度の國家褒灘の受葉

政府は十一月十一日の閣議で︑

前田七之進氏が
藍綬褒賞を受賞

両フルされて半里聞に一巡する︶

ンカー油︑ベンゼンなどの液体炭

一AEAが西独で保

二月二十＝日︑ご十四日︑二十六

原子刀研究所で﹁保隙論究技術の

日まで・ドイツのカールスルーエ

加醐蚊は一名に一つき千山ハ︸臼円︑二二

謬駕溝員は蕪日とも五十名︑参

る︒たが︑仕野盗の増大に︑す

度の灘い構報交換の申出があ

行に米A鶏Cからも︑もっと密

日本童子忍酬会は︑原産︑原

発展に関するシンポジウムしを開

海村︶の見学会を開催する︒

一AEAは※庫七月六日から†臼の三日聞︑原子力センター︵象

障措置シンポジウム

国麓部分︵約四〇％︶の研究︑闘

材に天然ガスと褐炭のガス化によ

ギー・コストに比べて半分〜三分

十六マルクとなり︑現在のエネル

った揚合︑それぞれ約三†︑約二 をインデソクスとして褒ホする︒

受やメタンを取る方法であるが︑
これには千慶以上の高温を必要と
し︑これに耐える構造材料や熱交
換器の開発が今後の大きな譲題で

の一と大毒に低減する見通しがあ
る︒製畝コストの構成転置の中︑

ある︒さらに︑諏iクスの製造に
核熱気利黙する可能性が検討され

鉄砿石︑スクランプ︑など原材料

が︑エネルギー︒コストは核熱の

ている︒これらのプロセスによる

を原料にした揚合︑一立方綴当た

利用で將来大尾に切下げられる可

のコストは今後あ豪り変らない

り二︒七七ペニヒと︑現行法に比

能性があるので︑原子力製鉄の国

水紮の製造コストは︑例えば璽抽

べて四〇〜五〇％安くなることが

な環境条件にある日建両国にとっ

民経済に与える影響は︑同じよう

鍛後に︑原子力製鉄に麗して

期待される︒

て距大な閲馳である︒

はこのほど︑レジンストリング注

操作の簡素化︑精度一

しており︑また千度以上の葛四域

郡位に轍鮒煙㍗リ︒

︿自動のりかえ﹀

襲
甲状腺機能検査用

を採用した甲状腺機能検査矯の斬

製贔﹁レゾマソトτ13キソト﹂

第一R王難は︑その

使用されているが︑

ヤ社のTBまがよく

査にはマリンクロソ

甲状腺機能の検

を発売することになった︒

灘
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の新製品を開発

究醗発が進められている︒現在︑

は︑鉄鋼協会と緊緊に協力して研

晴聞の稼動累で聡力はKWH嶺た

千日カロリー当たり○・一五一O
・三三ペユヒとなる︒千炉カロリ
ーの熱醗で比較すると︑灘轡炭が
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核熱の化学工業への利用につい
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二魏圏鮒炉の経済性について︑

進められている︒

ついて懇験し陀︒以下は同順土の講演要旨である︒
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︵諸節出力置旧五千

トで︑過去二鎌閥︑

KW︶のプロシェク

惑わあて成功裡に

の製鉄や化学工業などへの核国利

？R計爾で餓気出力叢説万KWのを闘ざしている︒賜撰囲は原子炉

︵非パ⁝ジ方武︶が︑将来燃巡義

実剛規轡のものをルール地区北部
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る︶ため︑シリコン・カーバイ

合気体を改質姫で熱分解し一酸化
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慧

では︑燃料銀︵薩径約六呼︶を一

い材料層閲発していく︒この炉魏

研究を行ない今回の

の向上を図るなどの

ン工大誉中心に鉄嗣︑石炭など
の企染体とも緊密に協力して研究

取り出し︑メタンの来聴応分は改

に脊在する燃料要集の数はきわめ

ス化によるメタン︑水素を得るプ

化水素を躍るプロセス③石炭のガ

ードサイロニン︵丁

﹁T13﹂による

聯発売となったもの︒

て少なく︵掌中にあるものの一五

ロセス︑以上三つは︑改質炉の角

②メタンを①で褥られた水素で題
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今圓は︑これまでに現地に到濾

Oは︑漂鍛が提供する濃紬六フソ ら修まった︒
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ーセンターおよび罐工業醐地がテ

どが﹁ジャポンジャポン﹂と囎ヲ

一康産費料窒便り一

を中心として⁝﹂︵川畑魑理︒
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編が麗出された︒これらに対し︑

の原子力の位置付けに関する計三

号

の㍉

昇要颯を吸収し︑ほぼ現状逓り維

・興

滞

㌍

況に関する質閾が多かった︒発蔑以降の研究画幅が多く雛衷され

皆さんはこの醗東票で開かれ

士︑生滅に追わ︑れどこを同いて

階級は浮かび上れず︑公務簾の

が親切にもてなしてくれます︒

た英国展へ行かれましたか︒実

九劉はオソクスフォードとケン

原因だと懐い朝す︒

は私は行かなかったのですが︑

って︑それは一つの理思でしょ

もすぐ人にぶつかる賦本人にと
かつて︑その強大さを誇り︑

ルは軽くて暖かいこと天下一品

ここでできるシェトランドウー

国力が強いということは有難

です︒

道の根釧原野で

ても一〇〇％道

がどこまで行っ

しょう︶︑そこ

しつつある英爾にとって︑今度

これまでもっていた動勉さと好

って歩けます︒今後日本人が︑

ているという現状Qさらに外圓 になれますし︑世界に誇るウー

ブリソジの二大学革で占められ

いもので︑外困にいても胸を張
うが︑このような英凝人の生活

失わなけれは︑ヨーロソバが一

奇心︑それにバイタリティーを

路餓装︑スコノ

態麗こそ︑ヴィクトリア心土の

ル製品は︑さすが安くて︑しか

日本で開かれた英園展は︑この

し︑アジアにおける経済交流の

種のもののうち叢大の準備を

も趣心地採点です︒でも曜のあ

てすみ有利でめると結んだので︑

の兵法じゃないですが︑敵を知

人を知らないということ︒孫子

た︒しかし︑カナダおよび英国︷金上昇等が技術歌畏の効果を上圓

陽化した一つの原因たと思いま

もと繁栄した大英帝園が現在斜

カナダをはじめ︑パキスタン︑ア

ていたQ米團からはモル挙ンソル

一く×〉◎《〉◇◎く一

十五がという非常に安い敏値嶺繊トは低減重重にあると反暫して︑
滞
炉
の
経
済
性
に
つ
い
て
発
勲
が
あ
私は︑昨年九月から︑一雪
．り︑謹た︑高温ガス炉について︑
していた ︒ 英 は ︑ M A R K H︵Aやや緊張した揚面がみられた︒田
間︑ロンドンに留学し濠した︒
．OECDのゴノ塾マン賃からドラ

く麗麗であると述べた︒英困の参

ストについて触れ︑纒済規撰のプ

長を強翻するとともに︑羅水のコ観するが︑原子力の上昇分は少な

は・それぞれ自国の竃伝を憲れ︸ること︑そして今後は原子力火力

相手としての田本に多大の期倦

トランド人は親切ですぐ友だち

なく︑﹁スエズの東﹂から撤退

呆捧疑訪総譜

赫々成功したとのことでした︒

廉容盤

SG紅WRの各極の特需を強調

雛

技備庁から長期的難点にたった燃

ーションが薩ちに慰設コス下に跳

つぐ経済性の会舗で︑主催者であ

力平和利隅の促遣をはかるという
費の上昇が火力に比べてよりシャ

る工AEA雛勝局︵クリム氏︶の クリム氏のあいさつの申にも発

機幽の國的に拾い︑これから原子
力に手をつけようとする発展途上
緬の開発の助けとなることを闘標
にしている︒そのような悪脈で︑

6

ず︑カナダは︑CANDU炉の特共に聚懸鯛策のためのコストがル
上ゼンチン等量にCANDU型嬢 をかけていました︒策颪がロン

炉よりも〜Oから一五％も少なく

嘱

網九七一年目ら原子力発昭所建殴

に藤手しょうとしているトルコ
が︑地埋的利点も考識されて会麟

国

キン氏︵ A H C L ︶ 等 は ︑ 原 子力
第一屠端の牛後︑米国のライト氏
⁝蟹の幅烈しとして︑物価上山︑賃

vH社︶は︑原子力発羅所難設一し︑外転藤要の面では︑天然ウラン

べき条件や︻般甚準についてのべ

発躍を懇糊するに当たって考慮す

臼の大英帝園は︑今やその影も

SGHWRについてKW狂当鳳りアジアの多くの地を吏配した螢

K皿のほかに出力三十五万KWの

あるσ英国からは︑前述のMAR

タが声嚢されたのも今回の特色で

新しい炉についての経済性のデ⁝

英︑米︑白雪︑OECD等から

新型炉のコスト

った︒

鋳できるとの発薮がWH祉からあ

磁艸麟難

に選ばれた訳である︒トルコもま
た極めて諏欲附で︑会鍋となった
イスタンブール工科大学では︑岡
騰還訳設傭︑スライド映写設備な
どの蟻備運営は万全であったが︑

逢

坂矯
壷

一
坂

難弓懸無

（

ラントでは︑蓬滋り二十五〜四 撫 暫 は ︑ 騒 己 の 経 験 を も と に コ ス

…

［

☆東京瓦鰍 式会社

三日龍に会揚をのぞいた人の謡で

はその隠豪 で に 藁 備 が 完 7 し て い
たとのことである︒

主催暫側のあいさつの中には︑
原子刀開発の九五％以上は先灘工

榮囲に集中 し て い る と の 認 識 に 立
ち︑少しでもそのギャソプを狸め
たいという懸欲が随所に現われて

招待講演

いた︒

このよう な 主 濃 口 側 の 颪 を く ん
で︑招待認演者と隅される仏圃の

先進国は中小規模炉をPR

グロセン氏︵CEA︶︑英鰯のシ
五・五ミ という値をガリブ浅︵丁
ービイ顕︵AEA︶カナダのアイープである点を掴摘していたが︑ 癒PG︶が発表した・ζの轡・

発展途上国のために

㎝

（6）
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新
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昭和44年U月20日

ど
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ヂ
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昭和44年11月27日
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臼

望部35円 （送糾共）
購読料半鋒分蔚金 800円
霊無分前金葉500円
．

R巫

Ψ

廼︑

認

請願趣旨 を ほ ぼ 満 足

塗▼

では︑いまの財敢質担軽減のため

財政援助にはまだ問題が
全國原子力発蟹所所在欝町村協単襲︵会最︑矢郡知恵夫敦賀布長︶は十一月一一十一日︑東京・平河

時隈立法でも長いから財政錯羅

質問﹁原子力発矯所設煮許可時
の闘係地方公共隙体の罠の発嘗に

ついて﹂一鳳脇窯﹁原子力発
貸筋に限らず火力発熱所の設瞬で
も︑関係知戯らの意兄を聞いてい
る︒鋤願の闘鮒はこれの制麗化だ
ろうが︑現在でも慧兇を十分臨け

質問﹁原子力発織所の安全性確

るので当分は法制化はしない﹂
認状況を︑国の資糧で趣綴題報ず
ることし︑﹁旗射線堕視は国︑原

同協蹴会が指摘した五つの間題

う対日を立てて欲しい﹂と述べた

十一月二十一日︑閣議で了承され

たものである︒なお同処理慈見は

で作成した翻噸処理葱兇に盤つい

上げられ︑科技庁︑通繧雀が丈周

い︒敦た来薙釜飯逮騒予楚なの

心に︑原子炉安全月山に役立てる

ための技術研究について両燭の専
門家による迂論が行なわれる︒

団とA昼Cの両者から蕩遠増殖炉

の︒今回の会講では︑難燃灘業

炉物理に関して初めて開かれるも

もので︑四分野の協力籍囲のうち

る協力協湿﹂に墓ついて閲かれる

に締結された﹁職逮増殖炉に関す

燃漿翼國と米原子力三会との間

この会識は︑含等三月圏日に動

開くことになった︒

で︑醸米篇遡甥物理専門蟹会議を

一の両田︑アルゴンス国立研究所

米国原子力蓄会はヤニ月十︑ヤ

れるよう努力する﹂

でも地方公共囲碁の負摺が軽減さ

立てられているからだ︒現状では
特別財政猫置はとれないが︑少し

取るのは二陣だ︒なぜなら原子力
発鷹所はあらゆる饗故への蛸策が

る︒豪た地帯整儲への特別描置を

料作成︑質問への応讐はやってい

解消は原子力の平和利用促進から
必要であり︑このための活動は従
来からやって来た︒今後も臓本原
子力文化振興財醐とも協力して行
なう︒このための財政援助はむず
かしいが︑現在でも講藤縄遇︑喪

的に推進し︑関係地方公典団体に
て還絡しでおり︑原子炉設話者に
も趣絶を我搦づけている︒合同監 必要な財政援助を行なうこと﹂
視機構は福井︑裡鵬岡駅の例がう 一圓智一国蔑の核アレルギー
蓑くいっておりこれからのケース

鍵問﹁原子力発蹴所の立地に伴

の手本としていく﹂

懇談会での

質疑応答

う理擁整備と関趨製葉の実樋を筋
度化するとともに︑国の予算へ調
整難として計上するなど特別の財
政描躍をとること﹂︑﹁用地取得
に関還し︑日民への核アレルギー

子炉設置者︑閥係地方公共団体の

解溝のため︑田が欝豪活動を積極

点は︑昨年六月筆草轍瀕会が発足以

十二月の臨時麟会にかけられるも

蕎効な運絡法を確立し︑含岡監視
機構の整備と︑必要な財政箔羅を

る︒また必要に応じ県を窓口とし

講ずること﹄一圓答﹂一﹁安全
畳は法律に従いヤ分確保してい

ある︒豪た岡日政騰が嗣慧した圓

来再三陳弼︑舗願して来たもので

が遅れても財政に獲いを綴じぬよ

安全審査で日米会議

とくに①については立地鮎購や

﹁藏米源子炉賓全霧査奪門毎会

ので︑昨年七月の日米原子力会談

に関する蕪蒸はこうした種類のも

鰭聞題︑とくにBWHの主蒸気官

②については購故や災轡灘価上の

についての運矯上︑週用上の間題

設計基灘など各種のクライテリア

畿﹂の初禽禽が膏二月五︑六の両

で﹁日楽両国における原子炉の安

破徴欝敵の扱い︑バーン︒アンプ

アンプ爽験讐についてのデータな

開糞に関する臨界実験︑モンク・

日︑ツンフランシスコで開かれる

全性に間する技術研窮協力﹂を行

薦良績︑都甲泰疋︵以上

林隆俊︵蕉菱漂子力︶︑大竹厳露

昭︵目立︶︑飯塚鎌継︵東芝︶︑小

のほか︑鱗木学︵原研︶︑山本正

の大出彰︵理麟︶︑小林節央岡氏

名︶が参加︑日本側は動燃事凝殴

名︑GE往などメ；カーから五

ら聯名︵アルゴンヌ濁立研究駈五

この会講の出席者は︑米国側か

どが報告される︒
ことになった︒

の態様︑安全防獲施設に対する償

日米震蕩は︑凹米原畢力一艘協

秀難︑

山田太三郎︵陳皐力銀面︶︑内田

なお今回の金遣にはわが圏から

頼性などについて認議される︒

の進んだ筒繊力密度燃料の撃故蒔

定に麗つく日米協力の一環とし

今圓の会蹴では︑①安全審査と

たもの︒

て︑過玄五回にわたり﹁核燃料﹂

なう﹂と禽意されたのが︑実現し

十二月にサンフランシスコで

のと兇られている︒

で︑これの固寵蛋産税も謝騨に入

を︑というところまで来ている︒

町の赤坂プリンスホテルで﹁原子力発羅燐二二の安全性確保と璽備開発﹂についての懇簸会を醐い
た︒この懇談会は原子刀発鷹駈設鰹可時での闘五壇方自摺体の逼の関与︑地帯蟹働での國の財政援

発重重は︑安全性を十分検討した

う環境魑備で︑財政負担が大唐
く︑これの軽減を讃えているが︑
今回の回讐で原発設縢による特別
あつかいは旛実上否定されたこと
になり︑今後講論をまき趨すもの
と見られている︒

各閾顧点と勲爵の要旨は別項の
とおりである︒

讐は︑今奪八月国会でこれが取り

れた単蹄を立てている︒カ一運開

敦賀肖の例尋とると︑三蓋数賀発

地繕整備事業の制度化とその予算
上で建設されており︑また電力会

助︑環境放購籠監視体綱の黙備などについての国の考え貝層聞くために開かれたもので︑科学技術庁

錯熈への要求に対する答凡であっ

鷺漸では麟の援助は受けていな

懇隈会は︑女崩町︵宮域県︶︑

た︒

や濾膣雀︑自治雀などの関係鞍が招かれ︑刮論が行なわれた︒

憲賀附︵石川梁︶︑糞浜町︵橿井
歓の手で必要な公共購業誉援助し

隈︶︑東海村︵茨城県︶︑敦賀帯

蒋別な環境整備二業の制度化は理

ている︒原子力発躍所属鰍による

係地方公共圃体による含量監視機
由がないしとの圓魯があった︒各

難癖は﹁国︑原子炉設躍者︑関

原子力発電所毅縢に関して麟面し
構整備﹂がうたわれていた︒政府

︵禰弾県︶から︑現在各市町糎が

ている五つの悶題煮をあげ︑麟技
もその必要性を認め﹁現在福井︑

躍者︑県のほかに各関係市町村︑

市町村とも原型力発聡所溜出に伴

庁︑通麓省などが回讐一！という

となり︑強力な放射能鑑視体制の

庫とし︑衆を窓口として国が中心

梱翻両嬢でとられている方式を手

力局蔚田典彦︑類麗雀公溢購鐙局

整癩を行なう﹂と述へたQこれに

政府開係の出窟春は科技庁原子

形で進められた︒

浅田芳離︑自治雀大臣察房木村英

政府の回答は︑岡協購会が再難
漁業関係暫をも禽めた合同二二機

対し︑女膿町から﹁国︑原子炉設

行なってきた舗融の趣醤をほぼ満
構が必要﹂との礎案があった︒

太郎の三猛である︒

鷺するものであった︒とくに注園

矢部会侵は閉会あいさつの申で

ミ
〆！

篇＝

士蹴機︶の各氏が臨席する予度︒

冠鳳

第三十三園総合企画倭鋤会

十

ADし社との会合十二月四日

二月三日午後総力懇駆会

午葡原産

ラ化

高速増殖炉プラント

三菱金属鉱業株式会社
三菱化工機株式会社

PWR型船舶用原子炉設備

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

PW臓型原子力発電プラント

回診

環境弊備瓢業の制度化と︑その

ーノ

東大︶︑江藤播雄︵放籔研︶︑大

≠

⁝デン程度のエネルギー舗要に対

︵原子力闘︶︑宮永︸郎︵原研︶

由彰︵鋤燃麟業団︶︑階中好雄

臼米高速炉物理

繊膳者は夫定︒

専門家会議を開催

動力癖・核燃料瀾発礁業薗と︑

写

三菱原子力工業株式会社
三菱重工業株式会社

璽

きれたのは環境放射能監視機構に

ノ

安全器準︑②原子炉の安全評価︑

詫

這ノ

﹁われわれ翼端の地方臨治体は財 に関する導蔵置会議を附いている

〆

処するには︑こうした方法が経済

た︒

原産で懇談ずる使節磁瓶行︑申

の各残らが出席する予定︒米側の

的にも職洲たとの説明がなされた

閾発について説明︑オスカーシャ

W︶について︑︸碧羅の技術的な

率で︑ASEA⁝ATOMという

曲

総力を注いでいます

《

へ

完全国産：

世界の三蔓

あなたの三菱

Pル」

予算措躍要求については﹁原子力

軍羅福脇一号機の圧力容器底部

ン トの

原子カブ

躍疑

対する各市町村の新たな要求と︑

詫

ノ

③象全土葺の進め方などを中
戸

ミ

が︑こんどの﹁原子炉安全審査﹂
ド

政面で非常に智労している︒現在
を

以勇技術使節団来日
リヤンデル団長らが原産へ

なお︑原塵儲からは糠箏務局長
が①わが爾の照子力発贈謝颪︑②

ム︵BWR妙四十六万KW︶に次

覧たリリエブラド氏は発雌炉の
協力健違を目的に来鼠したスウェ

いで︑リングスハルス発羅所︵一

十一月十六日︑わが圏との妓術一

ーデン技徳使節団のH・リャンデ

号撚はBWRで一九七三庫運噸

工揚の建設欝爾などにつき鋭明し
ル団長︵王立理工学アカデミー会

ウラン濃縮研究の現状︑⑬再処理

畏︶およびヤン・リリェブラド氏

内容をのべた︒

︵ASKA祉憲任技師︶は︑十一二辱機と合わせて合青藍五十万K 央がリヤンヂル団畏
月十七日︑日本原子力産業会議を

発駅所一讐機はKW当たりの建設

一〇〇％國薩で︑卿リングスハルス

スウェーデンの原子力発町所は

覇継して理務局と懇談した︒

庸上りヤンデル氏は﹁スウェー

濃縮の研究を行なっており︑楓当

デンでも選心分離法によるウラン

蟹が蒼四十が︑発躍コストは四済
⁝
オランダの三郷共同計麟とは別一である︒スウェーデンは︑政府と

な成果をあげている︒英︑西独︑

ヤンデル疑︶が検罰してマーロノ
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一の淫行に当たっているが︑スウ三

パの濃縮工賜建設卒決める鷺洲に

きている﹂と翻った︒

都心のムードで
しゃれたお買物

，

憶

聞

愚懸灘綜機轟．曽．零醜貌無
を拡大しかつDEC社製の装溢を一

暮と蕎で・選分蠣の罐﹁

の席で︑岡社はこの改艮礪波高分

霞社のアナログ・デジタルコンバー

民闘が自己
資本で開発
原子力の実用化というあらゆる

ラミング可能な︑原子物理学用の⁝領域の中でも機器はほとんど良己

ーターにとりつけ・完全にプ︒細

一

一

一

l

l

一

一

一
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設備投下額は二千五勧がである︒

同藁の従事着は五千五種名で資本

るが︑豪だ小規模な事糞である︒

運荒凶がこれに貰乳れるかにもよ

いう放射線機器工業は︑どんな闘

た︒年面党上嵩が一軍一二億がと

れまでの業界の利益は少なかっ

機影に売られている︒しかし︑こ

したQ現在では六〇％以上が政府

て匙董ル社は︑疑爺難難照勢報騎

データー収集︒処理表雌を謝画し 資本で開発され︑ほとんどの企業
に

のコンピューターに放射糠︑波泌
分析羅の機能をもたせる考えであ

ネウエル社は︑低価柏で瑠途の迎

ることを︑ほのめかしている︒ハ

撃された単解擁壁の放射緑謝測機
器に代り得る汎用コンピューター

f

li

の︑年闘指編は八千刀〜一億がと

i

兇檀っている︒

一

鋳％ 葬

藝萎
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ラン濃縮の驕発や国際協力の下で

放射線機器の技術開発はいぜん

④半導体検出羅

米国の放射線機盟の販売の半分以﹁および医藥品

よって購入され︑照分の

として続いている︒例えば︑四〇

以上が

輸出されている︒放射線機器工業

ションスペクトロメータを艘作す

九六波高分析器や液体シンチレー

上が磁接的︒閲捜的に趣邦政府に

鯨の製作業回数は二首七ナを数え

大抵のものではない︒この二＋五

るために傾注された企業努力は並

さらに増瓠している︒この中で一

〇％弱の二十筏が売上腐の七五％

一三％というささやかな干魚を︑

年間に配録された琵琶縄の平均二

を占めている︒少なくとも向こう

五年間の年間成長率が二〇％以上

取贋的な技術や創造力を必斐とせ

げる溝涼飲料水メーカーの利益と

ず︑しかも六千万ザもの利益をあ

ある︒

と酬われる機種に次の備なものが

①シンチレ⁝ションカメラや生

︻九七〇無代は︑放射線機器メ

比べてみると全く皮肉だ︒

体内計測装醗を含む医生物罵圏動
計数装磁

ーカーの利益が大蠣に見込めるも

②検墨器とフィードバンク︒コ

ントロール・ル⁝プをもつゲージ

︵米国ニュークリア・ニューズ

のと期待される︒

③便用の時と場所で短購命核毬

ング類

細筆窟・バ÷氏の

ような放射体をも含む放射性薬品

が︑周法案の審議については上下

一﹁放射線機器工業の環況﹂より︶

を作れるテクネチゥムー九九伽の

入れられておらず︑彼等の今後の

きく取り上げられていることか

議するため︑十五人研究委員会の

原子力二業斬聞は︑例年の

通り新無名劒広告を扉集中で

す︒原稿到溜順に掲載させて

み下さい︒

十二月十日

⁝

頂きますので︑お早くお摩込

串込〆切

f職斜三千円

⁝

お摩込みは原茸新再築河原

まで︒

射射

照照

験託
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0273−46一肇211（原研内線一347）

売上げ順調に伸 び る
見入年は二億六 百 万 ド ル へ
は︑わずかな改艮で︑放射線測燈

所属震源︑配録計︑電鷹調鎧器豪

胴乱に お け る 放 射 線 機 雛 工 業 は
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嵌
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彦蓑 影一
凱；
獲一

行われる藺ドイツ︑オランダとの

讐

劉

ニェークリア・デ；三社はDE⁝

干潮で狼瘡をとりつけたという︒

祈器四聖台を一台につき約一万五

ンネルの波南分祈器として使用可

用の一〇二四濠たは四〇九六チャ

のフィードバック回路である︒

能であるとのことである︒またそ

の率︶

慮6定早

轟

年

中の専門揚は︑技術的なトラブル

いても閻題があり︑燃料会獄に単

身の振り方については朱定であ 両院合同原子力覆鳳会︵JCA
る︒A廻Aの巨大な本部下記につ E︶よりも環境間露の規則につい

シアティブをとっている上

で工製が遅れている︒わが園のA 三国町縮鰻業の爆発研究の英国分

ら︑商業ベースの核爆発の進展の

で熟影響箸の環境保護の問題が大

巖近︑米国における原発立地問魑

なわれることになった︒これは︑

院公共墨委員会︵PWc︶で行

てイ㎞

田R闘発でも︑臆水確保が今後も 担部分についても無料会祉が肩代

はどうも暗いといわれている︒政

純に纏説替えされるという見通し

ー琶十ゾ︑インドや四ジ︑スイス

りすることになろう︒穿ソトー

府案ではロールスロイス社とリオ

合併を働きかけられているが︑ロ

行方が重安される︒

一深ント社の二社が燃料会社との

ールスロイス社はほとんどこれに

このほかに︑大世帯なハ！ウェ

院に挺出された︒この法案はS三

設醗を規定した法案がこのほど上

員によって握案されたものである

新年名刺広告募集

関心を示していないと毅じられて
いる︒

あろう︒SGHWR原型炉︵百M
米国プラウシェ

えれば︑燃料会社も阿様な態度で

対し翼味を示さなかったことを考

および再処理施設を引継ぐことに

た生産部門が研究炉用燃料の製作

究所は閉鎖されることになる︒象

ージ研究所やカルツエス炉材料研

プの工業化を闘的とするウオンテ

が三ナとみられている︒とくに︑

カナダの重水工揚については︑懸大きな問題になるものと予想され
終的に九召ナの無間生麓能力を持︑ている︒

理および製作を併せて行なうウイ

英国︑AEAを野心に検討進む
英国のウィルソン内閣は近く議

とである︒

会でAEA︵原子力公社︶より分ンズケ；ル再処理猟場を引継ぐζ
離される新燃料会社の構想と今後

ア影響調査へ
ついても同じ考え方をとるとみら

原型炉︵二流五＋MWe︶などに 米国では核爆発の平稲利用﹁プ

We︶や建設費のドーンレイ高逮
ルダ〜ホールやチャペルクロス発

のAEAのあり方について︑員体 生麓部門の籔繕下にあったコー

忍所の運転をも行うことにな一5・︑

ラウシ鼠ア計画﹂の実施による放

昨年政麿が採用した揖編峡割圃に

的な所管を表明する予定である︒

ルやオールダーストン研究所の所

射能および銀鍔の影響について審

貴の処遇についても問題が残る︒

れる︒

薩部門が手がけていたウインズケ

きらに関巡する研究開発施設や生

都分的に管理することになろう︒

よれば︑燃料会社は︑AEAの生カーペンハーストガス話説工場も

る︒注目すべき点は︑スプリング

二つの原子力発電建設会館にて受

日本原子力研究駈内

群馬県高崎市綿貫町

一九四六薙頃から蕊溺し︑一九五 たは変圧器などを組み込んだ在来

〇隼以降工業として一団に吸われ

分は︑現姦では赤外方や紫外弐︑

放射線機器響藥メーカーの大部

年の閤に 六 十 数 社 の 企 業 が 放 射 性
薔放X線式︑蛍光式の検出謡やエ

るようになった︒一九四六〜五〇

化合物や 検 繊 器 ︑ 測 定 機 甜 の 開 発
ネルギー源を装備して放慰線のフ

轟省

・製作分野に進出した︒その後︑

成〜墨

コn肖1111U
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つ予足になっているが︑その建殴
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になろう︒また選心分離によるウ

製品の改良・滅菌などに
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ルウェーニナゾ︑フランスが二十
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ィードバンク・コントロールシス

壷68踊パ
予19年︵

ょ間 億 の

150

放射線機器や化学用分祈器にも改

を検討中である︒放射線機器工業
とい

200

売上高︵単位歯万ドル︶

22私

生虚能力は︑西国が百八十ジ︑ノ

25

テムを採用しているか豪たは総量

原子力

工揚を運魅しているが︑こんどの

主所の近くバ羅ダに建設しようと

三水工場はラジャスタン原子力三

いうもので︑岡園では第三番目の
ものと営われている︒フランスの

は無闇一幅七ゾの生薦能力を持つ

嵩会社と契約したこの窟水工編

が︑これは︑ソ運︑中共︑カナダ

50

の腿品があらわれている︒したが
の共通愚体である

鋸順激器ス翫

機蟹
一

豊富理ビ

昌薬籔
会鼻

熊検放エサ

・・認

圃瞳0

250r一一一一一一

見嘉馳毯読み約四聴講詔裟纏鞭馨
現在︑世界の電水生麗能力は卑

75

艮が加えられ︑より高精度な多数

って最近では放暴線工業の聴遡も
う特色は積対的に︑その鎗換度が

放溺線機羅工藥の境界が消滅し

広がり︑その境界が不明瞭になっ

ている箏例がマルチチャンネル分

瀞らいでいる︒

層︑電子工鑑用︑基礎化学屠︑藁

関係のない既停の物理用︑医療

祈器の脳分にも見られる︒一九六

てきている︒と︽に放射線機器と

学用横器メ⁝カーや新しい企業資
八年末に︑ニューヨークで開健さ

膳で︑コンピューターの大手メ：

れた氷脳計測諾協会の年次総会の

み計の検出器などの例ではユ鳳
カ；であるディジタル︒エクイソ

しているのが注囲される︒β線摩

ークな原子力の一端がのぞける

れば︑新型の汎用コンピューター

プメント社︵DEC︶の発表によ

本が︑放一線機器の製作に奨り出

〇％程度で︑残る九〇〜九五％は

が︑これはシステムのうち五〜一

インド
︐

能力は年 間 六 十 七 ト ン

（放射牲薬品、サーピ ス、交換部鋭意は含まず）

新燃料会社の設立へ
CANDU−PHW建設に備え
インドは憲水工揚を建設するため︑このほど︑フランスの罠閣
会社と購入契約を循んだ︒この蜀水工翻の製進能力は琿間六十七

窺水工禍のトラブルなどにより︑

ジで︑契約金額は五千万謬と据われている︒
インドは現在カナダから購入し

で︑インドでは︑自国で窺水を供

た窺水炉︵CA賛DUiPH
そW
の供
︶沿に不簑がでて潅た︒そこ

インドは︑現在ナンガルに無闘

購入することになった︒

出力二†万KW二基︶の両亮躍所 ど︑フランスから塾水プラントを

KWご基︶とカルパソカム︵電 気 絵 す る と の 体 制 を と り ︑ こ の ほ

のラジャスタン︵躍気出カニ＋万

検出器及ひ」：程管理機器

闘約鍋鶴五十ゾで︑米国は職一のフィールド燃料転換工掘や発面壁

の需要が憎大されるが︑嶺初︑カ

を建設申である︒このため︑璽氷

の1972年迄の宛上局

輸出凶となっている︒各国の年闘︷燃料頒工やプルトニウム燃料の処

、
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部会長に我 妻 栄 氏 ︵ 東 大 ︶

田
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︑

来年十月を目途に検討を
原子力萎員会はさきに﹁原子力凝旧聞償制度検副鄭門都会﹂を
嘔

︵讃岐庁︶︑新谷正夫︵法務雀︶

量光晶︵外務省︶︑鳩山威一郎︑
轡山俊︵以上大蔵雀︶︑両角艮彦
︵麺産量︶︑内村雪行︵運輸雀︶
和田勝美︵労働省︶︒

放射線で新

合成洗剤
保土谷化学が企業化へ
保盤谷化学︵原覚社幾︶はロバ

放射能調査研究

蕪饒雑筆論騒騒鱗廟肝騰勢

水︑海底上の金β放慰能﹂︵海上

研︶﹁繊須賀潜︑妊世保険の海

NAP⁝9A爾星︵＋七謎キュリ︒ちり鷲の放射能調査﹂︵分新化

その他﹁各毬食品︑陸水︑爾水

た︑その他の放射能調査について

ーのプルト﹂一ウム

と十八の角田︑第二種が八月二十

︻写爽は発衷会のもよう︼

らあった︒

大堀電懸絶
総裁再任へ

政潤は二十五日の閣講で︑大堀

弘電源開発副総裁および桑原進事

理類の一任を決めた︒十二月一黛

に正式発令される︒

垂／多彩

市長は矢

住所敦賀市桜町七一

敦賀市原蚕に入会

部智恵央氏

二i四一二

八〒九一閥躍舘〇七七〇二一

このところ好調の波

一A−Aい誓星崖ーー糎

に肥る蜘独は︑市揚を

欧米から東粥アジアに

広げ︑日本への進繊も

二十日から三田間︑薩独大使飽

稜極的たVその反映か︑十︸月

の掛禽は︑寄発醒所が海に面して

タリーは撫上翰送が中心だ︒臼本

について鞭質的に譲をし︑これが

いるレストランで︑翰送の安軽罪

などに︑運緬手のタマリになって

料を輸送甲の運転手が︑休けい時

き︑層学行政から蟷子︑化学ら

原子力など先端産業の活動ぶり

では︑米GE︑WHの扱術を灘

を冤多した▽注昌の原子刀分野

礎にほぼ軽水騨の地産化をなし

とげたAEGとジーメンスが︑

︵KWO︶﹂を設立したので︑

﹁クラフトベルケ・ユニオン

に供給できると大見擬▽すかさ

．

⑨

独輿のP︑B両発電炉が世界甲

ず﹁日本へもこれから入札ハP撫

たが︑﹁もちろんた︒田本をあ

するつもりか？﹂の質問が出

きらめると︑世界市場の三〇

あせていたWたが︑自象のユー

％を失う﹂と︑自儘のほどを

蹴爪

自畠

奎
士

工

試
朱
筆
業
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⑦

夫

イ一言

田

東京者1〜新宿区角筈2垂目7番地1

電話東京（343）5311（大代表）

O

一

評語に関する研究﹂︵理研︶など

た︒聾者は中共の核実験による成一えるほどのものではないとのこ

誌上発表三十編を含む六十七件の
発衷があったが︑これまでの調査

四卑に打上げ失敗落下燃焼したS

層抽選下物の影響︑後者は一九六

と︒

率は漸次演少の傾商にあり︑蜜

研究の結果︑放射性際下物の降下

も厨立った変化はない︑との概況

観望横︶に由

両日︑千億市穴川の放射線同学総

保安庁︶調査の尭褻などもあった

来するものたとみられているが︑

ない﹂︑﹁原潜関係の放射能畿査

が︑﹁露国平均するζとは転職が

しかし︑と曳に放

である︒

麗麗︑仙台︑秋田︑

では全βの測定は慧脈がない﹂な

射能講蒼については

大阪︑福岡︑東京＝

究機関や都道騰県あるいは民胸機

調査やその対策に関する研究成異

の七地点でのセシウ

については﹁科技庁と折蟹叩だ﹂

どの愚見もだされた︒と曳に後者

制はもちろん︑実施薗でも原研の

九日︑策京地区は学習院大学︑大

との回盤が海上保安庁の画嚢嵩か

ム餅︑ストロンチウ

窪催し︑昭和ミ十七年以降衝年開

ム90の降下蟹が薗年

可申講愚し︑認可されれば︑一

技術援助を受けるなど万全の対策

阪地区は近畿大学で実施された︒

年

に比べて増加し︑画
今圃は﹁臨然放射線ならびに放
〜
射性降下物による外部被曝線蚤の らにプルトニウム㎜

かれているもの︒

を発衷するもので︑科学披術庁が

開等が行なっている環境野幌能の

ζの﹁発表会﹂は︑戸立試蹟研

合研究所講窒で開かれた︒

発婁会﹂が十一月二十︑二十︷の

第十一回﹁放豹能調査研究成果

成果発表会開く

ルト60の照射による薪合成洗剤の
製造技術導入の謙可申舗手続を︑
今月末書でに適薩省に提出するた

間位パイロノトプラントで些馨

を立てている︒

め準傭を進めている︒

この技術は︑米国のエッソ︒リ

し︑昭利四十六︑七薙頃から月淳

受験申込者数は︑第一種が千六覆

サーヴ︒アンド︒エンジニアリン

放射線主任者試験

千沖の本格的生摩にかかりたい磁

九十一名でごのうち受験省数は千

％︶であった︒

かみ︺﹇日五十名︵A口格翠四三・六

名︵含格率二四・二％︶︑第二遡

禽格著は︑第一毬が三菖二十八

＋名︒

名でこのうち受験者数は千七百＝

藁再五十八名︑第二遡が二千百匹

の合格者を発衰

グ社が闘発したもの︒聴講名はS

AS︵ソジウム︒アルカン︒スル 向である︒

和四十四郎度放射線取扱窒二者試

エノソ・リサーチ・アンド・エ

験の結果を発表した︒

ポネi卜︶で︑従来の合成洗剤に

科技庁
程度︶のγ線を触媒として僅心す

昭利四十四難麗枚嚇線取扱霊仔

科学技術庁は唖一月十七日︑昭

る放射線化学の受壷例であるが︑

者試験は︑第一稼が八月⁝⁝十七︑

ンジニアリング社が開発した海図

性がないのが特微︒

商業ベースでの利用は初めて︒し

術は︑コバルト60︵一万キュリー

技術導入についての両社の契約

たがって安全惟を保つため︑法規

く︑アワによる河川の汚染の可能

講印はすでにす謹しており︑保土

比べ︑無水蒋のアワの分解が聡

谷化学では︑今月中に通産雀の聰

国でも現在︑五十万K

︵昧︶w以あ羅所からの

野送は未経験で︑この

ため︑それら発躍所用の新型キャ

寸義からみれは︑大型のものが必

れらのキャスクは輸送仏性︑経済

西ドイソは︑鉄道の斜陽化のた

いること︑また鉄道輸送の揚縁︑

いるたろうか：︒

サーは果たして鋤独をどうみて

建材部門

設躍したが︑その初会合が十一月十九日午後︑菓京・芝の東京プ

瑠

メ難謹

濫
雛警
賠償制魔検酎誤認都会の会場
元正燈︵東京海上火災保険︶︑荻
原荘五︵安田火災海上保険︶︑星
野英﹂︵腫大︶︑翻心勝︵原子力
藻険プール︶︑村田滑︵原研︶︑

吉山傳吉︵日立︶︑米田富士雄
︵船密協会︶︑殺野栄︵藁大︶︑

る︒

ーラ；︑超距離は貨車輸慈であ

亀亡零8冒﹂監3零︑︐︑多3一〜一葛ーミ8㍉〜f㌦ノ㍉♂︸くζ茎・号︐し聖8・︑9き監鷺彗零︐〜oきB3⁝豊︑●t亀σ亀亀ぜtご︐℃︐・監亀ψ︑︑・亀覧f︐

荒井勇︵内閣法制局︶︑磁沢邦臣
︾星驚8竃︑

わが国でも昭和四＋七年から本格的な使用済み燃料輸送が始まる︒原産はこの輸送体制の確立に役
立てるため使用済み燃料輸送尊門調露華を派遣︑⁝行は先月禾彌国した︒その印象を三電串闘畏︵蹴

米趨では︑GE社とナショナ
ル・レソド社が輸送に積極的で︑

駈等と再処理を含めた輸送契約を

近︑コ不チカノト・ヤンキー発頭

一元化と漁業化に努力しているよ GE社は得処理をやる予滝で︑飯 スクの設置が行なわれている︒そ

でも今後その点の努力が朋待され

うだ︒本格附輸送をひかえた田本

第一︑一﹁のケースが併禅してい

る揚合︑輸送も核燃料サイクルの

る︒わが国の現在輸送体制を考え

が黙海で︑旅費︑宿泊顕タダ

め︑国策的に豊門を使う方向たと

現状では褒術的︑法酌な制限があ

を開

要となろう︒日本でどの程慶のも

なお︑フランスに行った賭おも

海発議所の鳩会︑激城

の薫があった︒欧州大酷内の輸送

ことたった︒

PRにずいぶん煮立っているとの

人1斡晒け伺・砂（メサフイト）

リンスホテル会議霊で開かれた︒
現行の原子力損魯賠償制展は昭﹁るもので︑来年十月頃には一応の

大教獲︶︑郡会長代理に金沢良鞭

結論をうる方針︒闘揖の初会会で

氏︵集大教授︶を選出︑続いて大

は︑象ず︑部会長に載要栄氏︵菓

電駈の梱 次 ぐ 建 設 や 原 子 力 船 の 進

坂保男原子力局政策謙長から専門

八年荷余を経過し︑国内原子力発

水あるい は 国 際 粂 約 採 択 な ど の 婿

部会設齪の趣冒およびB︑莫︑

湘三十六 年 に 制 定 さ れ た が ︑ 以 後

しい箏鎭に薩面している︒現行煽

氷︑仏︑西独の現行財償制度と国

際条約︵ウィーン条約︑パリ条

で︑径業員災錯︑股地内襲二者則
産︑輸送中の鋼窩︑痴償猫羅額︑
約︑原子力船条約︶についての概

償副度の内谷はこうした精勢の中

費飯制隈 ︑ 囲 家 補 償 ︑ 原 子 力 船 関

原子力損轡賠償制度検討尋門部

要説明が行なわれた︒

会婁蟹の氏名︑所属は次の通り︒

が摺摘されている︒さらに塊行制

係などで 多 尺 の 実 構 に そ ぐ わ ぬ 点

度では︑趨嫁援助や補償契約の趨
石田久市︵三菱原子力工業︶︑
内窃閑蜜太郎︵原船口業団︶︑加

用は昭租四十六年宋豪でに運開し
た猿子日日に隈られている︒

︵吏大︶︑笹森建三︵原雌︶︑荘

藤芳次郎︵都立大︶︑金沢畏雄

紺響門蹄会﹂は︑こうした諸周題
村義雄︵電箏連︶︑窩橋時男︵田本

こんど設 澱 き れ た ﹁ 賠 償 側 優 検

を含む現行制護の改醤を要する鵠

噸運︶︑谷川久︵成重大︶︑長

査して来た︒大ざっぱ

仏など欧米七力国を調

一カ月かけて米︑英︑

窮連原子力部畏代理︶は︑まだ団としての統︻見解ではないが︑と前とおきて次のように糖つた︒

︵

結ぶ予定と齪いた︒

という〃新聞ゼミナール

フランスは︑欽道輸送も灘及し

は加圧水型︑幽門通語両方に使え

しろいことを聞いた︒便熔済み燃

県が協力的であったこ

は︑フランスのトランス・轟ユー

ることなどから︑海上輌込が甲心

fr犀都概。札幌・口、馬fl［

︵約︶

る︒

のが適当か︑輸送体湖をどうした
﹁

︑

〆

・電

考慮したものでなければならな

ているか︑中心はトランク輸送

るよう設副されているQ孟月︑イ

であると思われる︒

らいいか箸は今後検劃すべき閥題

い︒なお︑電力が輸送に手を出し

だ・

ともあり︑輸送手続き

となろうQ

︵

はスムースだったが︑三都大学の

るようだり緊圃は近距離は︑トレ

クレール祉が一争に引き受けてい

︵東︶

ている例はなかった︒

一締酌に︑軽水炉用のキャスク

陸上での輸送を中心に

灘鋸鎌灘灘灘蟹

単なる重量物の扱い

にいって︑どこでもIAEAの一指であり︑他との開遠を十分に
輸送規則を満たしていれは︑問題
なく︑盤愚物輸送として扱ってい
るのが印象深かった︒

日本の場禽を紹介するため︑今
年七月目原電蔓草解職所の輸送の

吾を

スライドを持って行ったが︑畢
朝︑しかもパトロールカー

の輸送現揚に一々もぶっからなか

伴っているのに鷺いていた︒各圃

欧米の淫事覇業は大ざっぱに欝

︒たのは残愈なことだった︒

︒て次の二つのタイプがあるQ一
つは再処理業者がキャスクを持ち
輸送を引き受けるケース︒もう一
つは再処理業者以外がキセスクを
持ち︑翰送にあたるケース︒これ

鳥合は大変だったと聞いている︒

鮮蟻睡炊｝慮｛㌔，1パー）イ｝）

店λ
v
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はさらに自分良身でやるのと︑下

外国では各借にまたがる手続の

費

本摺中央区π桶川3の1・）1研冥り、・（279，3n1ノ、代糞
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愚けにやら当る禍舎に分けられ

世界の資源を活かしRepe沈oryを拡げる
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嗣

る︒英国は第一のケース︑栄国は
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点とその改議方策について検討す

処理施殴におかれた小型キャスク
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は果ていないQさらに西蝋が心術

ルメリノトが得られるところ籏で

ガス孤敵では︑豪だ一薩でスケー

た別の政喰的三田もあって：﹂と

は遠心分離には翼魔がないし︑窪

ところ︑原子力燭長は﹁フランス

おかしいではないか﹂とたたした

に協力し︑文字通り一体となって
研響僧進めていた︒たとえは大学

段落すればまた大学

ってユーリソヒの口任として移

の先猛が︑あるプロジェクトを持

り︑それが
へ帰るというようなことが行なわ

学との縁が切れるわbではなく︑

れている︒もちろんその間も︑大

できるわけた︒壕た研究所の申に

安心してプロジェクト研究に従箏

があると讐えたが︑両独側の幽い

孫はからねはならぬとの強い要舗

講も行なbれるのではないかと考⁝ると共に︑欝欝そのものの平等化
えら㍍る︒

こんど縄閣で甘野覚にまわった

分には︑より以上のきびしさが感

というのは︑ハンブルグのディ

独文化交換鉱員会のメンバーが対

CDU︑キリスト救民室党では︑

ーウェルト叛聞の主﹇擬で︑露地の

談した際︑醐独側は﹁十年︑十五無

力苺もっており︑兀ソ連火使など

とくに調田延幾を鳴える人が強い

しられた︒

の濁には︑ある原子力分野では必

大学︑研究所の教授と︑われわれ撰

ず米︑英を追い越し︑もっと新し

糊間の核防条約があると︑査塚に

う︒ぞういう点から澹えると︑畏

い﹂とささやいていた︒

イツとしてはサインすべきでな

う人も︑蟻食会の町上︑私に﹁ド

い狡爾馨行なうことに馨 をしていた・．ン．・ルタ老い

よって薪技術が盗重れないという

の意塑佃もっているが︑日本では

保証はない︑bれわれは強い反対

欝本は︑担界の燈も強い涯視を海

を結んで﹁NP①閾麟でドイツと

ト紙のペソツリン編建長が︑討諭

前認の対談でも︑ディーウェル

組

繍

芳

㊧大

どうか︒璃との賢噂か蔓けたから

カーバイト

甚

を幣っていないガス孤敵法では︑
了えていた︒

所︑大学︑藩業界がきわめて密接

一一鷲一一鎌題懇懇購綾巻謬灘
原子力叢籔畏代理の有沢広巳氏は︑先ごろ約二週間にわたり西ドイツを勧問︑原子力旛股

を視察すると共に︑原子力開発奄推進する人々と親しく懇談を行なった︒以下は日本原子力
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