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周辺情勢の好転で
紙四六九摺霧照︶されていた︒

轍射購中央機購を検討課題に
原子力婆戯会は十嚇月二十七日︑﹁働力炉︒核燃料醐発麟業國から許可串請のあった使屠済み燃料
再処理施設は安全上支陳はないと聰める︒しかしなお今後︑岡臆設が建設される周辺海域の調査研究
を進めるとともに︑海水や海産生物等の放野性物質の濃度を定期的に測驚し︑環塊放射能レベルを

条伴偲

の方向へ向ってきた︒

解消し沈とし︑再処理施設曇霞を
承認翻る融晃醤を採択︒県漁連
も︑塾本的には仇瞳の心臓を埜赫
するものの︑隠勢は 海洋讃歎が
十分に行なわれれば といっな
原子刀婁気︽獄︑鰹門部会から
報告を受けた後も独自に儂紹な検
討を進めてきたが︑こうした周囲
の情勢変化があったことから覆態
は畷涌され加と判断︑岡呂の答聯
となったもの︒しかしこの讐甲
は︑地元濁の襲製に応えることを
聖眼とした条伴付窪川の形をとっ
ており︑さらに﹁放射線中爽監視
醤構の倹討﹂など原子力婁員会霞
6に循題を残すという︑貿岡のも

小幡五郎属︵茨城衆漁連会飛︑

のとなっている︒

原子力婁員会は︑十一月二十七

原子力婁員会へ報告したものにも

内乱秀雄東大教縦︶が二十四糊付

たが︑とくにその螢全性について
は︑今難⁝一刀に岡婁員会の再処理

旛設安全器鯵切門部会から﹁十分
に確保しうる﹂と蝦答︵内容は本

を︑癖心︑プラント︑炭境衛生の

五月四日付宿敵晦請をうけたもの

岡審査会は︑開田蹴力から今年

とつくもの︒

へ答黒した︒これは原子力委員会

所は蜜蝋である﹂と内閣総理大臣

の源子姫安全尊門留査会︵会疑・

﹁米還水戸射爆掻揚は三〜四琿以
内に移転する﹂ことが九月の瞬職
で決登り︑このことから＋月の嬢
けながらも︑敵対理由は原則的に

議会では︑六項昌の付帯意見をつ

研所長予定者︵朝永振一郎東京拳

間で完成する謝圃で︑経費は加速

市に建設すること︑というもの︒

すること③素研は筑波研究学園都

研躍備調査婁員会︶の人贋を刷新

てきだもの︒

三グループを設けて讐蹴︑検討し

計圃によると麗西躍力は︑W

印後︑本格着工︑羅十七隼八月に

H︑一二菱原子力工業画敏と契約繭

琿九月に燃料装構︑畷十九葬八月

漂子炉谷器掘剣けを櫟始︑四十八

いる︒現地サイトではすでに敷地

から遜開のスケジュールとなって

の造成工環が穴半を終えている︒

無難蟹は服地︑建物︑戯械装瞳な

このほか初装荷燃料費として約白

どを望めて総韻龍脳菌六十宗円︒

なお︑プラント全体の国薩磁畢

癒円が予走されている︒

と同程度となっている︒

は五七％︒同社訓蒙発羅所一号機

蹄九七園理購会

髄臼本工業クラブ

設し︑当初二二塵でスタ⁝トする

研究センタ：計画は︑ABFを建＋礒正午原薦

謡︵核特委︶の了承を経ずに縮小

る︒

露鋒午後蝋醗

九輪午

十二日正午動

原子動力研究会保健欝金グル

盛会

辮髪構報連絡会

揚含は︑それに従って改訂する︒

た︒①蟹で闘指標線鰍を決定した

について次のような条件をつけ

の退避線鰍および︑立入制曝憾ど

時に測定調査を強化し︑蝸般住民

②災憲判定麟難は︑麟数髭生と周

の被曝線騰か○・五ラドを超える

線盤を計継し前罷の数字を上限値

十分な蜜全率をとって︑予想被曝

隈はMRC報告にもとづき︑次の邊避︑立入制隈︑摂取制四線騰は

五十ラドとしたQ蜜た擾取線羅総 幌糠はさらに対策を強化する︒③

二十五ラド︑甲状線内都被曝で百

会報告にもとづき全身外目被隈で

の最大許容線盤決驚は放射線川獺

災轡判澄基盤の線澱︑一任焦民

九日正午日本

無度濟屯し︑四十九館度まで四年 闘大教授︶をふくめてSJC︵紫 第二〇七回常監理雛会

瓢ンを四十五館度鍛備庫︑四十六

今月二十六日に結論

力エ業が下欄けとなるもようQ

嬢議面壁翼︶談 原子力襲業会は
闘魂発竃駈は︑PW鼠型瞳子騨
﹁再処理旛設は簑全上欄障ない︻
︵緬濃顯ウラン軽水頗遜縫水冷却
と答饗したが︑撮洋講査等は豪だ
不＋分であり︑この結論が出る寵 加圧水型︶で︑電気出力八十二万
では従来の反対態厘を堅持する方 六千詩移︒その建設にあたっては
針だ︒科技庁から海洋調査の要職
WH社を虫契約讃とし︑箪菱騰子
もあったが︑漁運は︑承馳罎を中

心に漁民をも含めた綴織で調資に
当たってほしいこと等を組含長会
議︵十一月二†五臼︶で確認し︑
海洋調査の紬論が出るまでは水産
庁の名において旛設の溜工はさせ
ないでほしい︑海洋関猟の地傷整

備を進めてほしいなどの諸点とあ
わせ︑水簸庁に文欝で嚢嘉した︒

関躍高浜を了疑

環︑﹁関幽灘力が鰯井県大飯郡漏

これに対し肩施設が建設される
地元一﹁茨城県﹂では︑今年三層
に県議会の﹁再処理調査特別細蟹
会﹂︵愈田辰Z助婁畏長︶が﹁な
お問融はあるが︑安全性は承知で

闇最大約二酉十ジ︵いずれも金属

度をとっていた︒しかしその後︑

髟ﾎとの報告慰を議会に提出︑
進展をみせたが︑漁葉閣係奮は
﹁海洋調査が幸分でないし零の理
由から晦馳些事耀に絶対反対の態

総理大臣からの建設静可を待って︑来年箪々にも同旗設の建設に本格灘工︑試運転を含み襲銀半の工

適確に把麗することが必要である﹂とし︑同日付この冒を総理大飽に答醸した︒なお動燃菓染幽は︑

とおり︑再処理脳設周辺の灘麟
昨年八月設躍許司が甲舗され︑原

ウラン換騨︶の処理能力をもつ︒

原子力委が総理大臣に答申

については︑ひきつづき調査研

期で晃成させ︑速道通り四十八隼半ばから操業を開始する方計である︒

会の﹁再処理施設安全審査開門都

究を進めるとともに︑海水およ

原子力婁娯会の笛串は︑岡婁質

会﹂︵部会長・縄勘洋一束工大教
び海産生物などの放手性物質の

の臭体薬については︑当婆員会

子力婁員会で客査が続けられてい

授︶の報膏をもとに︑婁員会が強
澱度が淀江的に躍箆され︑環境

において審議する予定であるの

十論調で︑学術審議会が文郡省に

器︑附属設備︑建物をふくめて九

Vだが経費は十億円心まわってい

もので︑学術会議が蕊十七矩政府

親子力関係各機関との懇談会

工業クラブ

る︒西川提案はこの計画を推進す

に勧告した第二原子核研究勝計画

一方︑低エネルギー婁の核物理

るため︑①核鴨委とは鶏掴に高エ

啓申した計幽と規模は岡じ八Ge
一月二十五︑二十六の繭ヨ︑京都 田畠京で第煕続編定核特婁を開い

ネルギー裂から四人︑寧富線婁取

めら汽たもので︑岡部会は防災副

フィンランドミッションとの懇
て︑ζれらの翫画をどうするかの

計画の再建方針を打出すため︑十 雨を煮つめたうえ︑十二月二十五

でシンポジウムを開いて学閥的照

ず︑結周ヤニ月申旬に関英と関西

縁懸学術会議核特委が討議
臼本学術会鶴の原子核特別婁員

浜町に建設予燈の筒浜原子力発電

暴の検割を頒えたもので︑その内

の放射能レベルが遡確に杷趨さ

性に関し︑周跡菜団が提出した

濠た︑周報告殿中の中央機構

れることが必要である︒

容は次の継り︒

動力炉・核燃料開発讃業畷が

﹁再処理施設の安金性に開する
で肉し添える︒

設嚇する穐処理施設に係る安全

目口﹂に越づき審査した結果︑
◇⁝動熱電業団の再処理施設は

度四W／0以下の低濃縮ウラン燃
料を一日当たり罎大O・七ジ︑爺

以下の天然ウラン燃料および濃縮

で︑燃焼麗約三盛五千MWD／丁会︵核特婁︶は︑原子核研究羅来

湿式ビューレソクス法によるもの

再処理施設安全讐査専門郡山の
報告欝のとおり安全上支隊がな

なお再処理施設安全讐査導門

いものと認めるQ

部会の羅告欝に述べられている

方針をきめることになつだQ

係薔八人による糞研婁鼠会を来年

入︑低エネルギ⁝婁歯入︑黙研関

大学斜壁物理研究所で第三回暫走

唾耀東大教授がこの授物回暫定

婁質会を開き︑高エネルギー工員
会の薮潜鱈治爽大理学部教授が提

ハGeVのプロトン・シンクロト 一月をメドに自足させること②素 したものであるQ

轟轟婁に提案した素研計圃案は︑

幽作成にあたり︑災密蹄の葛餅と

︵核物理酬號所︶の規模を学術会 ープ十一日午後原産

エネルギー委員会と渦汐核物珊研

災害時の．指針線量
福井県防災会議はヤ一月二十六

なる組継の決定が必要であるとの

福井県防災会議
臼の会議で︑﹁放磁性物質の大慧

結論から︑原案作成作業を進めて

が決定

案した素粒峯研究所計醐および低

十五年度予算要求した阪大附蝦粟

究所牽備委資会か六月文部貧に四

岡利附施設・核物理研究センター

謝画について︑学都上の怠壌空調
ーー匪一ΩU◎Bり9U◎

放出による災害隠の指針となる線

議したが︑結論を出すにいたら

澱を決定した︒

いた︒

関電美浜︸号の
工事八二％進捗

それによると︑災審発生時の酬

関西重力契浜原子力発電所一号
機の建設状況は現在八二％の進捗

ように決めている︒

ヨウ素捌i甲状線一階横線轍二
断が中心となり︑科学技術庁︑放

骨︑骨髄−同十五ラド︑ストロン

十葺ラド︑ストロンキウム891とし︑低くおさえること︒

阿線猛決定には離弁梨衛生研究

射線医学総禽研究所︑臨本原子力

艘億民の最大返答線瓢は分身の

発職︑関鵬躍力などの専門家が検

外廉経論で二＋万ラド︑甲状総の

る︒

内部披曝で菖五十ラドとなってい

これは福井照が原子力防災に関

定にあたり︑①放射譲審議会災霞

溺に参加した︒同部会は岡線鍵決

ド︒

セシウム撒一全身−無難沸騰十ラ

チウム901二一犀閥一・惹フド︑欧米でも例がなく︑同線盤は︑国

とみられ︑福井隈は今隼六月作成

および他都道府興のモデルになる

二丁目は現在一四％の進捗率︒

する凝翻作成のため︑今隼一月に

今回︑福井県が決驚した掴針は
試験などにかかる予定た︒

い豪は配職工購がたけなわだ︒来

曽
【

の議案段階から︑科学技術庁と鮮

東京芝浦電気株式会社

嘩

細打ち購わせを行なっていた︒

⑰核燃斜

騨

ト打設が行なわれている︒

なお防災会遇は︑同指郵線瞭は

糖驚陶なものでのるとしその運罵
︵MRC︶報告を参考にしてい

部会報管︑③翼圃鷹学研究協二会

㊥蒸気タービン・発電機

7

織納寄器は詠み上り︑コンクリー

総務部長︶

（原子炉・核計装等）

，

琿二月頃には全工禦を終了︑臨界

率︒機盤旙え付けもほぼ完了し︑

燃
掛継部会王威︑②同緊急被曝特別
会︵郡会長・橋本大

を設醸し検酎した結果によって驚

㈱BWR蒸気発生装置

室

一

梁の防災面罵に原子力防災対策部
︻写斑は十四穣から行なわれた︻
聾機窓燃料の検査のもよう﹈

原子力本部 來京都千代田区霞が閏3−2−5TEL58ト7311

B本原子力発電株式会社殿敦賀発竃所原子炉格納容器

1年分野盒書500円

800円

●

照和31年3月12日第三穏郵便物認可

、O

振整東京5395臨
綴…（591）6121（代）

東京都港区二二1丁爲1醤13弩（東三盛館内）

磯
ム
誠

欝
産

子力
本 原
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1部35円 （送料：賜
購醜二半隼分前金

噛

一第504号一
陰

聞

竃

力

原

新し い 情 勢 に 適 応

国民謝恩こ二︑三無の内外の
になってきたことがうかがえる︒

し︑そのための醍興件が以前よりは難破
酎謙題となろう︒また︑圃民経済規模に

ている火力発襲用燃料閤題は︑盤饗な検

回って㈱ぴており︑経済社会発展計圃も

ついては︑吉敷部会での悠定を大きく上

行なうためには︑①長期かつ妥露な原子
単なる改欝ではなく薪計画の立案という

︐ウ

口答
唾
弓

政策燦蝿になった

殿主計少尉として満州に疲つた

学部政治学科卒業︒戦緊張︑陸

友三郎

生律の限界を膿じたという︒氏

⁝隔

⁝

と詳される所以でもある︒

二十三庫六月帰遷し︑八月文

人

郡雀調査局に入ったが︑二十姦

盤です︒だから︑エネルギー政

務課長となり︑今年＋一月七霞

第二膜長をへて闘十一隼鉄鋼藁

美術の鍮蟹が憎きだという︒嫉

生れが京都なので︑趣味は古

︵M・←

瀞

が︑〃物ごとをよく趨観した

留︒だから︑抑留拳螺で人闘の

が︑敗戦で約三選間ソ遮に抑

通滋憲総合エネルギ；

左近

さこんともさぶろう

だが︑石抽化学工業などを禽わ

︐．暗

左近氏は携鉄鋼榮務課長とし

せたコンビナートという新しい
構想を進めることが必襲﹂と︑

て八幡︑蹴出陶製鉄の倉併問題

に終始タソチしてきた︒それだ

つづいて﹁製鉄は基礎的な籔

ようやく本調子︒

した慧見がとびたすものと愚つ

けに原要撃謹業についても堅塁

ヨ＋六鉱経済企爾庁へ出際し︑

施設課︑単機化学弟一夕をへて

三蜀購︵商工談長﹀︑本省事業

たが︑纂に相違して﹁エネルギ

録灘．・

入り薩す︒以後︑中小企業庁︑

鉄鋼業界が原子炉

晦

悪翌月には通醗省物資踊整譲へ

転

．唐

ー開墾を磁接配当したことがな

いので︑これからよく勉強して

だが最近

：・﹂と控え轡︒

へ震って大臣御母総読課︑企業

観賞をつとめ︑三十七年通尊霊

当確の藤出愛一郎長官の大麗秘

が︑エネルギーは経済活動の蕊

材としての鼻聾を持っていた

の多雪的利用のいっかんとし

ことについて

て製鉄プロセスへの原子力利用

は︑﹁今後の発展のためにはぜ

って十分に検討していきたい︒

策については長期的な展望を持

を検討している

ひ原子力利用を搬記しなければ

濠た原子力発電の見直しもやり

付で現ポストに就厳︒

ならないQ単なる研兇たけでな

たいしと慧欲十分な掴負が聞か

険

歳︒

鷹はかつ子麺人と二女︒期十八

ことが重要た﹂といい切る︒

代表から蘭恵炉に関する現状の綴

氏は︑昭繍十九薙九月栗大法

れ陀︒

く︑禦く傘業化への準備とする

﹁原畢力発出と原子力製鉄と
のコンビネーシコンはもちろん

とから減価債却費︑隻払利息尋の

農科︑炉工学に関する融議等が行

告かあったほか︑炉物理︑燃料・

：

現身急ビソチで進めろれている原

資本蟹の負担が増類すること︑②

繋合わせも行なわれた︒

なわれ︑そのほか﹁協麿醐係﹂の
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射射
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その他照射利用に関することは何でも
こ遠懸なくご相談下さい

そこで︑現状に立って新たな見通しを

力彬彬開発規模の七二︑②原子力発電設
考え方がとられるほどの変化をきたして

とくにわが燭の核燃料の蟹簿礎

ているρ

にあるにめ︑運網に当たってのリ

子刀発賑の開発も︑なお無規段階

鉄と生活展に
原子力が登場

二越

これは十二月一臼の鉄の認愈日

いた︒︹写典は原子力製鉄プラン

トのモデル︑手前断面が原子炉︼

原産に入会
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平太央氏住所描井倉大手三の一

七の﹁

〒八四Q

ます

騨勘錨慰難新瀦鰯
備︑核燃料サイクルの各段階についての
いるが︑今後ますます大型化と圏際化を

ら推定されようが︑今後圃産化を指進ず

のであり︑今回の新らしい研究結果が︑

のである︒

の巨大46をあらわしている︒

の五四％に当たり︑購薄畳発規模

保を図るため︑今後とも自盛附な

油火刀に比べて解職となることが
予想ざれること︑㊨立姻地点確保

臼本鉄鋼連盟は︑十一月二十五
日から六日間︑東無・銀鷹の

難のため発蹴所が需量地からます
まつ遠隔化する傾同にあり︑これ

で﹁鉄と生活展﹂を開催した︒

れないこと響のコスト上昇要囚が

に這う蟷力輪坐鍛の遡嵩がさけら

が展示された︒

KAEAのロンドン粒選所︑第二

今嗣の会鵬には央㎏側からの三

博士ほかR︒V︒ム；ア︵AE
饗A

隙配に入会

原子力関係では︑高温ガス炉を
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名︑日添側からは村田原研︑満成

が展示され︑三審の注視を蔭ぴて

組み含せた除子力製鉄所のモデル

藏氏住所伍賀市城内一の︸の五
鋤燃雛漿翻の爾剛理聯ら薮剛強

放：黙劇照射の舞踊

ｵた長期見通しを
られ︑それらが原子力酒湯開発の見讃し

確麗の濃い舗検兇塾し︑の二本婁園主罠
予想される愛子力実業と国民経済規模の

臼本原子力産藥会議の開発謝

に獺々の影盤を及ぼしている︒すなわ

標として︑メーカ；︑ユーザー︑ならび

要であろう︒

麗連を︑この際正しく青苔することが必

輌鰻⁝

ち︑開雛見遭し作成のための器糊提やイ

に開係蕗機関による検討の掲をつくり︑

﹁鐵

展⁝力囎要と原子力錯鷹長燗期兇通
ンプソト・データが︑質量ともに大潅く

皐憩に作業を闘始する必袈がある︒

ばならず︑さらに動力彊開発の進展に見
るうえで︑まわめて臆蜜なことである︒

移の発きわめが戦記である︒エネルギー

原子力箪食の健全な発展と︑政鰐の鎖継

轟箋

原子力登躍開髭の推進勤四字ヨ

探鉱酒鋤を抱遽する必嚢がある︒

の零屋化︑補儂濁題の難航︑観光

羅力施殴の立地問題1一公二間題 スクか穴きくコスト面でも当面滋

俸麗漸規濯エの原子酒盗酒所は四

喪諒との翻壁︑都市過密化の越展

地点︑二酉五十七万KWである︒
った現在︑下馬二三の署しい繕索

に件う用飽翠煙のため︑文地貫操

原子刀発羅が小格磁開発体潮に入

は年々困難の慶を増している︒昭

淘幼︶しているが︑この協定に碁

プリンスホテル会議室で開かれ
一万七千穴蓉ンヨートゾを確保し︸この﹁連立去醸﹂は第一瞳がU
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⁝ 暁闇員会吉村部会による︑

し﹂がまとめられてからほぼ四隼になる︒

そこで︑これらの諾要累を改めて現状に

変わってきているということである︒

この隠期は原躍敦賀発蹴贋の発注︑関

餓葵浜︑野島捌轟各一且機の発 甕 備 が
以上のほか新しく必要になったと弩え
られるのは︑原子力藍桑全般の焼畑の見

原峯力発聡開発の将来蜆摸の見磁しに

通しである︒これは原予戸倉蹴規模︑そ

あたっては︑技術進歩による燃斜バーン

れに対する投資規模︑核燃料断要盤等の

より確翼なものとするために螢装なこと

・アップや出力讐度の向上︑炉の認ンパ

予測を筋蝿に︑困開化率等を勘案しなが

照らして吟昧することが︑繕来群論しを

クト化︑予想よりテンポの無い大容麓

粉めて商まりをみせた謄娚であり︑中央

化︑國産二四通しなどが考慮されなけれ

装った炉型の組振わせや︑燃料所愛謹の

民

例えば︑醐発規模だけをとってみて

大筋においてその達成が可能なことを示

試騨などをできるだけ現実的に行なうこ

と考えられるようになってきた︒

も︑声聞部会以後の關発の進展ぶりは︑

進み︑本格飽な原子力鑓蹴の開発機運が

磁力協騒会の四十年度努力長鯛 謝 翻 で

原子力発羅規模が見こまれていた︒

は︑昭和五十年度に四薫八十四 万 K W の

期讃醐によれば︑原子力の細入ペースは

しており︑醐士二年麗中央聡力協議会幾

常任理聯会において︑原子力副業闘発の

吉村部会は︑このような開発呉体化の
機軸嬉背簸に︑昭和五†銀度︑六十年匿︑

とが︑その研究対鞍の内容として考えら

ことが野羊され︑そのための体制がつく

以上の観点から︑邊田原薩第二〇六圃

七十五無腰を闘襟聴点として︑ 原 子 力
欧府の見識しを上回り︑さらに吉村郡会

発躍の経済性兇遡し︑聡力の超建期騰給

畏期雲隠しについて新κな検討を行なう

豪た︑このような傭勢の変化とは別
蚕豆については︑大勢として原畢力発躍

られることになったのは︑晦官を穏たも

に︑閣発の進展にともない︑吉村郡会で

なる国罠経済規模やエネルギー購糟の推

豪た︑︸方ではζれら見通しの離提と

れる︒

W＞さえ上圃る可能性があることを示捜

ﾊし︵六十丁度に四千二百七十︷ハ万K

押切麟所要量の斌舞などの作業を行ない
している︒

バランスの縄目︑原子力および火力発躍

原子力発囎関発の長期見通しを立てたが

は概酪の検射にとどめたいくつかの闇題

その結集は︑原子力婁嫡会の原子力開発
題罵畏期翫圃︵紹和四十一一無一一一月．︶の昭

こと︑中でも公審にからんで問題となっ

的筑進策を促す素地となることを順うも

瓢六十幽幽壕でにヨ千万ないし四千万K

についても︑検附を行なう必要性が髄

への転換を促す饗囚を数多く詰んでいる

Wという︑原子力発羅開発規模想定の土
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國口固鵬

深刻化する立地問題

傾向に対処する観点からも謝秘考

る予定であった総出力は千蟹四十

和四十四年股で銀曳譜初に漕工す

えられた嬬鼻面劇のテンポはさら
に早罵る兇込み︒蟷気風三歳発畿

の行環の一つとして開かれたもの

設備に百める隙子刀発懲設備の翻

聖旨を浴びている宇懲︑原子力︑

る︒

確当を稠極量に行なうべきであ

﹁騒の徹蔭をはかると巣に︑技術 海洋開発を取り上げ︑大型の模型

で︑今年はとくに來来簾業として
堅雪の合理化に努め︑肱域運留の

供給力確保恩簸に努めなけれはな

二％︵八難七十五万二千KW︶と 発根所が地元住民の理解を得るζ
とができなかった︒

合は六十 下多腱末Q︒ミ％︵十六 万KWであったが︑そのうち二二 多い︒このような醤来の見通しを
万六千KW︶︑五十年度末一〇● 〇％に湿たる一粛二十五万KWの 十分認識したうえ︑羅舞覇集者は

増善し︑六十卑麗末では二開・八

らない︒家た四十七︑八年麗の洪

に運閲できる発聰所を大縮に追加

今後は①ぼう

日本隙子力研翼翼と典姻原子力

原硯と英AEAが連絡会議

qｬ炉の情報 交換など

六な鰯源開榮投資が裟鵠されるこ

短気瑠藁の経営
予想される︒

％︵四千万KW︶を上覆るものと

核燃料の所要騒についてはウラ

万ショートゾ︵一病︶に運するも

冷製簡趣炉に関する鋼報交換と協

公祉︵UKAEA︶は﹁液体金
園属
がUKA泡Aのドーンレイ研究
所で測かれているが︑今回は原研

購入翼靭︑短瑚購入契約郭よび海

からの殆墨もあり︑象無で開かれ

つく第三測﹁連絡会議﹂が十二月

十年十二月二十三日腰結︑五年聞

で六︒三％増加した︒とくに萌無

潮年度に比べてこ醤七＋五万KW 外の探鉱開講をうまく組み耀わせ 力のための協定﹂を締結︵昭和四

衝ショートゾ︑短契八翼十九ショ

て蝉刀持に運罵していく必塾があ

が予想ざれ︑四十九年度は日本電

Hの実瀬︒今後︑さらに隅要増大

要鑑に魏するため︑筋気纂＝髪回る二茜頁三±億hw総濠驚設備の八七・七％を蔭め︑

設備は四千六饗膳＋囚ゐKWで︑ のと考えられる︒このため︑畏蘭

の憎韻となった︒蹴気二業罵発蹴

に堵べて三塁六十六万KW︑八％ 千ショート沙︑六十庫までに醐十

三酉十九万KWであり︑鶴傑度天 ン精鉱で五十懲懲までに澗一万五

四十三年度天の総発購設噛は五千

躍力施設と蹴源開発掛画H昭憩

糖呈する必要がある︒

紬力の確傑のため四十八卑四丁で

期の繰上げ︑電力融通の強化箸の

原子力のテンポは早まる
通三省は十一月二十四日︑昭釈㎎十四年版﹁雌気購叢の現状﹂
︵国力応轡︶を発表した︒今回の臼蜜は︑①電力翻給のひつ追︑

②深刻化する立地聞題︑とくに 爽 禁 ︑ 中 部 ︑ 関 面 の 三 鷹 力 会 社
では鍛近発聡所の立地地点の確保が公轡聞題︑補償閾題等のため
きわめて困難となりつつあること︑③公審防止対策︑④原子力発
蹴の開発撹進︑とくに海外ウラン壷源の長期安定確保対鑑を早急

な段階にあると強縄している︒

に確立すること等を問題点として掲摘している︒

今礒の蹴 力 白 轡 は ︑ 蜜 ず わ が 国
経済成避と 國 民 生 湧 の 岡 上 を 反 映

以下︑同白欝の概要について原

鷹ヵ禰給巨わが国の総翻要朧力

子力サイドから紹介する︒

今後も総照要聡力量が臓水霧で伸

量は四十三年麗は前年麗を＝一・

して聡力欝要が琿々着築に押び︑

び続けると予想し︑この羅力滞

僧

が出旛︑三臼間にわたり︑両槻麗

一日から三臼間︑東京・芝の二瀬 醸耳蝉グループ本部長﹀氏ら七

るが︑現在豪でに擾契一万五千五

ートゾ︑原子刀機器の購入の際海
外メーカーから快給される初嚢荷

ることになった︒

は今後も大 規 撰 な 醒 源 關 騒 を 推 進

蚕十九力KW

製品の改良。滅菌などに

■

していかな け れ は な ら な い ︑ と 述

の総発醗殴備五壬

KWに還し︑これは凶丈犀度末 燃劉約千三翼ショートジ︑合翫約一た︒

衝︻︸㎜十一地点︑二千八圏六十三万

鮫十手年度餓源開発翫画は禽計

獺郷鶴蠣羅奄べ火力の比例さらに高窪

べている︒しかし︑最近︑立地

る︒

均伸び翠一一・二％となっている

確保が葬常に姻難になっているこ

な額にのぼ り そ の 鎌 瀬 が 響 易 で な

これに対処するため︑聡無購藁

と︑覧た設備投資が今後ぼう大

いこと等︑堪大する餓力罷要に滑

暫は建設中の発蹴所のしゅん工蒔
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導入を要図した︒しかしこの導入

ール政権は隷入に消極的態度を示
した︒そして援員会に任命してこ

頁会野水炉の導入︑栗炉の研

このような青茅からポンピド⁝

挽を勧告している︒︒

窪窪

携を紹んでいるQ穣水置字は発泡 ルテイジ社はこの穣水化亭から米

放射線照射でつくられた

崩際＋万KW︶懲設︑議約した︒ 謂集中が進むことに期待する︒

エチレン︵ソフトロンとエストロ

国わよびカナダに為け．Q照弼ポリ

︵商贔名︶と架橋フィルムの

照射ポリエチレンで

化学から技術導入

ソフトロン

ポリエチレンの

隅速姫開発に馴係ある燃料サイク
ルの研究開発には四千五醤万ザ以
上の予騨もある︒

闘解離箏会が五力庫計画を採用
するかどうかについては六力園間

婁員会は︑共同体で筒速壇琳炉

での懲鈷の竃違があるようだ︒

︵商贔各︶の鷹醸を商

るQ一方︑積水化学はソフトロン

ボルテイジ祉から凶暴線照駒装齪

とエストロンの露里のため︑ハイ

を購入︑設罎している︒

の録留地域であるが︑近々バ⁝ン

ストロン

摺報を売るとすれは︑その価格は

はアライド社へ売却されることが

ウェル郡に亮却され︑その大部分

フランスとの技術交換協楚のも

泓外なものになろう︒

産一ジのモ⁝リス工賜の礁設は︑

一方︑書E祉のイリノイ州の日

とでは︑CEAは簡業的に悪難の 了承されている︒

いか︑得てもわずかである︒罵じ

ある筒癒瑠勲炉の情報は得られな

となる兇込みである︒家たニュ⁝

ており︑一九一一薙中頃には擬業

ことはCEAとユーラトムの彌報誹画どおり現在三分の一を完了し

・のあらゆる威風を礎供すること 交換取決めにも雷えることであ

クレア︒フユエル・サービス︵N

贋功を収めた遼晒凝験と照射経験

る︒ユーラトムは本墨に悪瞭のあ

エソセンハイム︵アルザス︶当選

ぶGとになろうQ

るフランスのデータ脅持っていな

C調整委員会より好意胸圃答を得

区の引揚の適合性について︑AE

機器製造の拡張へ

伊BTLがPWR

の再処理工場︼

一︻写翼はGεが建設中のモーリス

⁝なる予定である︒

隼に完成し︑筆墨後は日産三ジと

レイ工湯の増設工箏は︑一九七三

Fs︶社の田産立のウエストバ

がここでの遠要聞題である︒

米国サウスカロラ

を来年の初め頃に提撮する予定で

設備ライセンスを持っている会社

L︶は︑米山WH祉の原子力発蹴

ニカ・エ︒ロカモウティブ︵BT

B﹃eLは現在︑WH祉のPWR

ドと技術援助契約を結んでいる︒

ンダのロノテルダム・ドノクヤ⁝

力容羅鷹揚の競争相手であるオラ

製造を行なう︒このB田Lは︑圧

羅︑加圧器︑一次系パイプなどの

露プラント用駈ヵ容器︑蒸気発生

Wよりも大きいPWR型原子力発

塵工場を建設し︑購気出力百万K

同郷はミランの近くに新規の生

撚り出している︒

ンポーネントの製造能力の幌張に

の一つであるが︑最逝︑原子炉コ

いる︒これにより臼薩五ナの工場

標を立てているが︑これはアライ

を一九七四館一月に稼働させる騒

ており︑AECへの建設許可申舗 イタリアのプレダ・テルモメカ

イナに再処理工場

螂海外短信

︾QO

CEAがドイツとその協力春に いからである︒

一
を︑フランスが映鰭するかどうか

スおよび独・伯・蘭共同の幾設割

画を就合うる嶺会が実際にはない

としても︑その勢刀は︑共同体製

の構患を売り出すことに焦窟がし

藥として︑藺用高趣増殖炉の建設

ぼられている9
商桑炉の建設については︑園除

発日配鐵事莱者運営︵UNIPE

財嶽を凋めて︑単一の大きなユニ

DE︶の欧州共自体婁員会は国家

チノク・リンチフィールドの両社

ソト︵電舞出力樹力KW︶を建設 アライド・ケミカルとアトラン

︒カロライナに再処理工場を建設

ハイウエイや橋梨の箪量翻限︑

すると︑制限靭蔓は十一万三千麟

それに輸送容羅の設謝囚子を考慮

を超える重図面の運搬の易禽に
SINB報告轡は︑﹁ハイウエ

とするのが最適のようである︒鉛

っている︒このような融凶規制値

は︑宥別許可が必寮であるが︑そ

蕪鷹制限は四万ないし五力綴とな

工場ルギー婁員会わよび政府輪業

蟹闘の隊壁を破る窮力︵過宏にも

引の厘榮組台︵UN工C鷺︶の核は︑ここ二︑窺角筆以内にサウス

することになった︒また欧州茶岡

ン︶の簸川的生鮭敗宛確を褥てい

C鶯Aも仏隙子力潜水麗用のPW ②入札は一九七〇薙巻から製に喘ポリエチレン が米函でも近く市

PWRのいずれ亭選ふかを決めては︑ハイボルテイジ︒エンジニア

た子会往の﹁ボルテソク祉﹂︒と

くにハイボルテイジ社は︑すでに

エ

ボルテック社が積水

をもつている︒従って︑一〇〇％
いく︒

R︵原型炉と動力炉︶製作の縄験 かけて穿つ︒︒が︑の謄︒wRか⁝糧認みえする︒︒の箋会社

米園依魯ということにはならない

斬政権による瞥水炉懲入決定は大
きな政策転換といえる︒しかし︑

という︒象た民闘企柴の再繍頚申

期の予澄︒

リング︵HVE︶祉が鍛近設立し

政射は外国依存については①増殖
ではアルストム︑・ンユナイダi爾

③発注︵成胸︶は一九七〇年下

炉の実罵化豪での期聞は獅子力発

︷成功した日本の積水化学と技鮒糧 業べ⁝スに乱せているが︑ハイボ

この照勺ポリエチレンの企菜化に

ことについては︑婁興会はこれを

報交換鰯驚を締籍するよう求める

⑤第六次凱㎡画中鴛WRかPWー
Rプとフランスとの閻の晃全な偶

る︒

来れば鋤年一泓の捌合で成約す
独のシーメンスー1AEG︵合弁会
祉クラフトベルケ︒ユニオン︶と

社は米W11社の進出に対抗して藤 ④二基目以除は予算に応じて脂

総ウラ︑．ノ輸出に※り出す見糾しで

の撲近を繭策している︒

を平行して採用することも拳固す

健進り．⇔ためにできるだけのこと

というわけではない：〜の二慮を

は次のような段取り誉警んでい

る︒

鮮水炉の建設についてはEDFのいずれかに決めることなく砺者

指捕している︒まん軍術的にも冠
る︒

始する︒これは発注を行なう場合

燃料は国産で対外敏為度も抵い・ した︒

五力無計溺のように︑予郵には

水工揚も旗設した︒しかしフラン
次の一＝炉型の研究開発蟹が含窪れ

て礪辮鞍鞭讐舞踊 暴騰瀧

DFはすでにベルギーと協力して

チアンジュにさらに一基誉建設申

の技備︑建設︑商腰上の譜仕様を

①〜九七〇無皐々摺前調査．煙開

という経験をもっている︒さらに

シューズにPWR一塁を建設し︑

＋蒼万KW︶の建設に着工した︒

︵二

しかし蘭坂用増殖炉が実用化する

確定することを闘的とする︒期間

欧州共軍体の婁議会は今響中断

七〇年慶ユーラトム予算提案で

研究開発炉型は三種

ウグストに欧州一のBWR︵出力は数4月でこの闘に民間企業の再

最近スイスと協力してカイゼルア

のは︼九八五犀頃と予想されてい
る︒そこで増殖炉豪でをつなぎ︑

串鴛んずる観点から軽

燃料とするカナダ式工水炉に傾い

水炉は揚除され︑父然ウラン亭核

は〃独立

数黛間でGCRでは建設鞭︑発電わけである︒ドゴール政縫蒔田に
コストと軍抽焚き火力発鑑所に競

争できないことが明らかにされ
た︒ことに露油価格の低落と脳力

あり︑欧州濃縮ウラン工場も絶望

の闘題の検討に蜀らせた︵クチュ
蹴が難力消費量の中で大きな剛含
；ル婁興会iその蝦告雀は副九六 を占めるに罷らない︑②英国も濃
七鰯に政府に握出された︶︒

フランスとしてけ醤来の炉型と

ためカダラーシュに実激炉

しては陶巡炉に決めている︒この

電所に開する短期および長期の方針を検討し︑①第六次撰画︵一九七一一七五隼︶中に少なくとも瓢
ソディー

ラプ

鵠︵三七︑八十万KW︶の米国式軽水炉を建設する②政府は民闇原子力産業の書誤集中を健進ずるな

ルに原型炉〃フェニソクス

ており︑その耀験に基いてマルク

シノンに三凝︵完成︶︑サンロー

卒建設し好︑敗績をあげ

舗爾に一応終止符を打ったものだが︑その成否は民闇原子力産叢の再編漿中の配向にかかるとみられ

ラン・デゾ！に二茎︵一雲斗威︑

はEDF︵仏購力庁︶は分散計画R型を閃発し︑EDFはこの型で

いくつかの大規模発三所の建設に

争力強化を闘的としているが︑こ

型嚇選択することが鯉懸となった

⁝熱建業甲︶︑ビュジ凱に一簸︵建 かっ核蝿腿サイクルを確立する炉

に従って濃編ウランを燃料とする

着工する︒

A︵原子力 庁 ︶ と 民 間 建 業 に よ っ

この施設は八万ガロンの水の中に線源コバルト60を荷している︒

ある氷野のBWRまたはPWR
これ
のをみこしてマザンガルブに鐵

ン︵RMC︶のニュージャー シ i 州 ハ ノ ー バ ー に あ る 照 射 ウ ソ ド ・

しては紐済性の観点から実証炉で

る︒
仏は独自の技術をもって天然ウ
さ濯た三億九千力闘の五力寸劇翻
ていた︒鐙氷炉ならば技術はカナ
︵三︶第六次計画中の一九七〇隼 ラン︑黒鉛減速ガス冷却炉のGC 発題所皮術の改醤によって格鑑が
に沿って︑約七不四強万がを七〇
ダ︵仏語系ケベックも参加︶︑穣
一目蓑面化した︒そこでEDFと
熱度のユーラトム予算として麗案

写翼は米国のラディエイション・マシーナリ⁝・コーポレーショ

︵二︶嵩速撃の完成を急遼に進め を促進する︒

のため政府は民間企業の再編野中

j蟻壁ウラン炉の研究はCE ︵四︶この計圃は仏経済の口際競 設中︶覆建設しだ︒しかし最近

は次の贈り︒

ニケの形で発嚢された︒その内容

針は十一月十四囹大統領府コミュ

原子力発 電 所 建 設 に 製 す る 新 方

ている︒

どの決定を行なった︒これは数薙来の芝繋術による久然ウラン炉続行か︑漢編ウラン炉導入かという

︻パり松本駐在鼠発︼仏政府は十一月十三臓ポンピドー大統領が童宰する関係閣僚会議で原子力発

開発努力を高速炉に集中

原子 力 産 業 再 編 も

7
て続けられる︒

（一

プラスチノクの床用タイルを製造する施設でプール型の照射装丁︒

は技術に46いても核然料において スの員水炉︵EL−4︶は範囲とる︒L皿FBR︵四千五＋万が以 開発と建設を猛禽するために︑国
みられ︑カナダの羅水炉もまだ爽 上︶︑醐掘ガス炉︵約九蔚万が︑

アトランチソク社は︑リード地

しようと互にしのぎを酬っている

も︵泌稲ウラン︶米国に全諏依存

共同体の企画が独・伯・蘭グル

の襲口も閥じ立揚をとっている︒
職水理︵千⁝追継が以上︶︒また

全く効果がなかったが︶が更特さ

を憲んずる蟻時のドゴ一は蘭険をともなう︒クチュ：ル婁

れるように甥黒している︒フラン

独立

することになるので︑原子力政雄墜 畿炉とはいえないからその採罵に ドラゴン謝画を含む︶︑および・
で

うち︑S工Nお地絨では二十五力 場が繰毒しているものと見られ

イ輸送が全体の五〇％を占めると

しゃへいの輸送轡諸だと十日万三

所が禽家れている︒一九七〇年代 るe
中ぱにこれら二十五尭臨所が遣開

①SIN珍参加十七州における

米国では︑使賊軍燃斜のハイウ たもののうち王な点は次の通り︒
ェイ輸送に関して州規則を規格化

しようという試みが南都州間腺子 使用済核燃科のハイウェイ輸送に

力釜員会︵S工NB︶によって行関しての均一にして鑓隈的でないしたときは︑球間約二千営血十本

して︑SINB地域において便用の超避重駄の最蔦制阪催が各州に

モ理の尊岡蛋岨制眠の揚念PWR

の燃糾棒︵ウラン重盈で約翼五十

よってまち濠ちである︒そして州

量墨超過許可規矧

SINBに参加している十七州 ②輸砿虚器で高に紬送される万國ン︶が取り出されるようになる 済燃料輸送が最盛甥に入れば︑一

で二本︑BWRで四本の燃料を輸

なわれている︒

ごとのハイウエイ部門の判断で︑

と溝えられている︒豪たこれら二

月に六往復︑一週七日の鋤舎で運

では︑現仕めところ量血制限︑運 燃料命数を⁝僧以上とする

などぜいたくな住様で製作すれば

輸送谷器を劣化ウランを使期する

アソト社と連携し︑イタリアの第

に関する技術提携をしているフィ

③SIN8滲加十七州におけ十
る五発短所のうち五六％のものは

十団も運はなけれはならなくなる

燃料と空の輸送翁雅を四千三魯二

ぶことになり︑一轍商には便脳済

による軍両あたりの蚤騒および車

たものであり︑その揚含現れ規則

りの蜀量制隈値にもとづき計算し

限十一万三千縷とは︑各細岡あた

調すべきことは︑最大車両蜀量制

難鼠は終っており︑AECとしてにPWRライセンスを持つベルギ

訳た許可は下りていない︒しか

建設許可申請を提出しているが︑

アライド社は︑咋黛の十剛月に

ンの幽幽を統擁して︑惣耀機鰻造

ー︑フランス︑イタリア︑スペイ

つたりといった現状である︒

送することが可能である︒さらに

米国統一規則を検討

十一万膨の車繭璽蝋内でヨ取のP

四蓬髪の原子力発聡駈の受注含戦

鉄道輸送を利用できないので︑ハ

と述べている︒﹂

も現貯再処理工場の建設許可がニ

ととなる︒

WRまたは七本のBWR燃料が場
輸の操業繍標より六カ月遅れるこ

イウェイ輸送に頼らざるを得ない

両の大豪きに関する制隈値の範

カ所のみであることを藩織して︑

送をできるであろう︒とりわけ強

ものと考えわれている︒さらに一

輸送虫麓制隈が非常に大唐な制

囲内にとどまるということであ

軍めに結論を鐵そうとしている︒

認︒

認める

︵S王N8の立揚を解萌したポジ運搬総総蚤墨を十一万三千壌濠で
ション︒ペーパ：︶を原話的に承

解した︒今年十二月には︑S工N

討するハイウェイ開係管の会舎が

バーンウェルの現場は︑AECる︒

都門の組織をつくろうとしてい

なお︑WH祉はヨーロノパ大陸

OR姪Nを設立している︒

はWHとPWR燃料の合弁会社C

九立網・四隼濠でには︑爾カロラ

約因子となっており︑このため輸

の小型キャスク︼

る・︻写爽は老爺済み燃料輸送用

にのそんでいるが︑フィアソト社

④一厨二十四聴間︑一週七臼ベ

イナ州コロンビア付滋にアライド

現在たいていの州では運勧車両の

送蟹の弔しい騰澱を招いているQ

核燃料の輸送﹂と題する報答轡

8の霜催により同報告立命告優検 ースによる便秘済燃料輪送の承

・リンチフィールド社の褥処理工

・ケミカル聞社とアトランチソク
規翔の規格化について提案され

持たれる予疋である︒

し︑諮間委員会との現粥立合の一

現在米罎内で建設中蒙たは発注

使用済燃料の高速路輸送で

ド社の臼魔五ゾのバーンウェル工
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行聴閻︑鳥総削取得について炎な
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囎。N蹴

昭和44年12月4日
新

業
産

言
原
第三樋郵便物劔可

第504号
（3）

騨皇﹂淫行なわね﹂い・ので
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くの大規欄た実験艘備の活躍状況

炉野選筋の各研究棟誉窟わり︑多

ゲンにあるシ；メンスの撫圧水型
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プは⁝ハ曾︑一難の容撒はf酉K

それを先につくってから原子炉廼
屋を廼てるが︑西独では皇子館難
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納容器をつくり︑あとから建圏内
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ラインやジェソトポンプが無く︑

プインペラが内装され容盤外のモ

圧力容欝欝下部蓼藍に軸法式ポン

ーターで駆動される︒鶏品質のイ
ンペラ︑薩信頼麓の鞍懸部設劉︑

って行ない︑米圃の水圧式駆動機

点でも費用の面でも︑電動駆動の

構は復穀で故隙が多く︑儀頼麗の

の菖循環ポンプの速慶制御も米鰯

方が議しであるといっていた︐先

誤のような流体継畢を融いた司変

ている︒

同

制

御室

の水ギャノブを増すことから従来

英AεA︑来焦六月から

原子炉安全
訓練コース

核爆発平和利用

産企斑譲まで︒

および衝撃波の影響⑧水資源山高

回収⑥安全および湖欄問題⑦地震

題④石油およびガス誘出⑤資灘の

聞にはネバダ実験場の兇学会も予

⑨科学的応用等の各項囲︒岡十七

参潴鑓はANS会貴三十が︑一

の露加が第込まれている︒

これには米国のほか英︑仏︑ソ

定されている︒

米国原子力学会︵ANS︶は原

来年﹇月米国で

シンポジウム開催

英国原子力公社︵AEA︶は来

て来年一月十四臼から十六日まで

子力婁貴会︵A￡C︶の協力をえ

年六月一計より二十六日豪でハウ

エル大学院教室センターで﹁原子

ェア︵核爆発平和利嗣︶に関する

ネバダ州ラスベガスで﹁プラウシ

揮安全に関する訓練コース﹂を開

講する︒対象は過去数年間原子炉

謬癩希塑看は︷二月十五黛まで

般は三十五ザ︒

に原産企圃誤あて申込みのこと︒

ｵ・六万人︶がライン河をは

人︶とルドウィフスハ：フェン市

さんでいる︒ちょうどそのライン

の筈掌についてその評価内容等の

ある︒このBASF計画のTUV

の化学工場内に建設される予定で

全性に問題なしとの報欝をしてい

残してほぼ終了し︑裁本的には安

による安金審査は二︑藁の問題を

審識を行なっている︒

る塞欝欝会をもって田UV河畔ルドウィフスハーフェン市内

いう学識経験嵩によって概成され

西独政府としては別に8SCと

り円澱に行なわれているようだ︒

⁝⁝多⁝ 舅 ⁝多；二⁝

要②地中核爆発の効果⑬放鮒能悶

内容は①核爆発の平和利用の概

シンポジウム﹂を闘催する︒

設計︑運転に従飛した科学︑技術

旛のほか将来原子炉安全審査︑規

制︑査察業務に従寮する者︒
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内容の詳細についての照会は原

公衆被曝鰻の観煎や︑河川水管理

いる︒
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許可申請はT

原子力発電所の建設辞可申醗に
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都市接近の建
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V︵技術監視協会︶によって行な

ーメンスとAEGが一緒になって
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と聞等の遮蔽効果を与えている︒
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糠蝦済燃料貯蔵ポンドを格納客

饗難聴の周辺被曝評価に関する指
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標線鰍は定められていない︒珊故

を行なっているシュターデ発聡所
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料等世界的に権威のある参考玉露
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せず︑酋の温度一定制御にして諸

帯でプログラムド平均議席制秘と

評価は︑麟隊放射線防護婁貫会資

蒋の放射線被懸路解析値に対する

ている︒

変更が可能になるように設捌され

ほかにもベソセルスタノドボルト
の一括脱税機や一次冷却制含有ガ

によって示されている値を背景と
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ス除玄羅の開発によって大きな効
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タービン効鄭苓蘭くするためでも

料比出力を抑制
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放射性廃棄物放出に関しても周辺

①UVの中央組織として︑ケルン ら約三†謎癖のエルベ河畔のシュ
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ず第一に負荷追従用とするため
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メンスとAEG両社の大変な受注 いて次の六項饅に興約していた︒

とであった ︒ こ れ は 一 つ に は シ ー

KWU遍じて輸幽に禦幽す

PWR︶のほか︑ビブリス︵蔚一⁝う︒蜜ずAEGの沙騰髪型につ卦
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ナフコール社と特約
エスカレーションなしで
蹴力漿罪は現在豪でにカナダのデニソン︑リオ．アルゴム︑エルドラドの海藻から長期および短期
購入契胸でウラン融一万七千三魯ショートゾを擢樹しているが︑将米の滞簑増加を予想して︑住友商口
が目近隅アフリカの安いウラン鉱石をきかんに亮込みつつある︒胸アフリカは︑米国︑カナダと並ぶ
世界の三大ウラン生産国で︑とくに金の翻麗物として腔出されるウラン鉱石は低コストと醤われてい

百ショートジの畏期

るが︑住友蘭事では
次の大澱長期靱約は

あるとし︑聾UFC

南アフリカが祷望で

ORの黛本向け賊売
窓口として︑殿力会

麟原子力公社とU3

翼U汐CORは英

っているもの・

社へ璽兜込みをねら

幽灘鍵

エルズ批︵NUFCOR腱ナフコール︶の日竃向け販売窓口となっている︒

る︒住友商斑は磯近この南アフリカにおける一元的な販売会祉である酌アフリカ︒ニュクレア・フユ

南アフリカ の ウ ラ ン 埋 歳 醗 は 二

もの︶と公表されている︒この鉱

十万五千瀕︵U30︐十が以下の購入契約を結んでい
醗はカナダ の 二 十 万 納 ︑ 米 国 の 十

は自圏内でのウラン翻要がほとん

八万ナをし の ぐ も の ︒ と く に 南 ア

どなく︑政府のストックパイル欝

画もとられ て い な い の で ︑ ウ ラ ン

と︑価格が 比 較 的 低 廉 で あ る こ と

生産騒の大部分が輸罰でまるこ

目されている︒

等により︑ 最 近 ︑ 世 界 各 圏 か ら 注

国原子力婁貴会のガ
ス拡散識縮工揚に入
れるための什様に合

懸

ム臨

コストについてはたとえばエスカ
レーション・クローズをつけず︑

畏期契約で七年先言豪で値段を跳
め︑それ以降については引渡し年
の七年渤に価格を取決めようとい

うものもあるQ一般にカナダのコ
ストよりも安くなると呂われてい
る︒

ジル練墨イ製
贔の需要予測
懸金属協ム嚢国塵化に備え

新金属協会︵理事長︒中優一
罠︶は︑このほどジルカロイ製品
およびジルロニウムスポンジ鰯裟

予測をまとめた︒これはジルカロ

イ燃斜被獲管の国麗化に対する国

内メーカーの供給体劇に役立てよ

うというもので︑岡協会ジルコ嶋

ウム部会︵部会長︒米沢利明日本

鉱業騙溌竈長︶が︑一九六八年A

被覆籔の摺蟄鰍は八十五︒糊謎

は四十四年度が三十︒七ゾ︵燃料

病院や国立病院はもちろん︑樋般

は愚わめて急速で︑最近では大学

いる︑いわゆる﹁核猛学﹂の畿展

齢断や沿療にアイソトープを用

こうした際の診考蟄料として︑臨

覆本放射姓圓位元累協会では︑

に儀議し︑診療の内容に応じた設

討し︑甥水︑翻気の灘騨の仕方ま

さ︑およびその動線をちみつに検

より謝器類豪でその機能と大き

測熱継を示し︑機器︑設蜘はもと

庶賦学施設専円婁三会︵婁目︑畏・

し豪つたりする例か多いQ

窪た逆に不備︑不便砿ものにして

︵九十五・七㎡層︶︑四十六無様

競︶︑四十五無麗が†八︒一ジ

開業薩の小さな診療所等でも︑ア

師︑建錘象︑機器

轡門甕頻が︑医

している︒

で溢舞ハ体量に幽晦

が五十㎜ハ・ニゾ︵激八十九・八賦

日本放射性岡位元棄協会刊

医療用アイソトープ

厳懲な規制が行なわれ︑象た混一

プ使彬樋設設計払誰資料﹂をとり

範弘毅幾︶を讃け﹁鷹用アイソトー

いるのも特徴の一つだ︒︵定価千

蒙に理解しやすい解碗がな答れて

る構成でもあり︑それぞれの專門

メーカーなどによ

樋設の茎雌が設けられているQだ

まとめ今圓これを翻集刊行した︒

使用施設設計基準資料

十・年麗が斜視十廊一・四︑ゾ︵六首六

が爽書信題となると︑馳設蒼も建

法﹂や﹁放射獣隙轡防止﹂に熱く

は慎跳を了し︑そのため﹁眩療

しかし︑アイソトープの取扱い

つつある︒

イソトープの利用はかなり営及し

鐵八†

酉二十七・六♂㌶︶︑m幽十八

慧︶︑囚十七奪慶が勧四・五ゾ
︵＝
繊度が語六†三︒九．ゾ︵五

八・一♂譲︶︑四十・九年農が街六

十五︒三登熟︶︑五十一濃度が二

設する側もこの新らしい経験にと

十︒四ゾ︵論雷二・︻天丼︑五

百四十四・六ゾ︵九百五十閥・二

まどい︑過劇な設輔を設けたり︑

から二月十日までに︑受験申込轡

小ざな診療簸まで六つのカテゴリ

び市町村における原子力に関する

爾封筒をそえて科学技術庁原子

に履歴掛︑野江抄本︑写翼︑返儀

㌶菅円︶

♂麟︶︑二百八十二︒一ゾ︵千百

本丁は大病院規襖からきわめて

十二・一辞耕︶と試箪されてい

プしたものが︑予想必聖灘とbて ることが予想され︑現在のところ

必要な知識の凶及と原子ヵ開山行

る︒なお︑この五玉量に五％アン

日取鉱業たけが傑達する枚様であ

示されている︒

鑑響一Aーー

原産・慰撫認麗業闘発諜証で︒

論文提出を紹翻している︒詳細は

識を開催する翫幽︒参加ならびに

射線鉦物・物理・化学に麗する会

．ジュネーブ近くのエビアンで放

十九日から七月四臼まで︑スイス

国際放射線学会は︑来郊六年二

線学会の闘催

第四回国際放射

か︑欝留郵便で送伺すれはよい︒

区霞が麗麗よ→二︶へ持参する

力麗原子炉規制譲︵東京都千代田

政麟溺の円滑な黒虫に蕎与するこ

行政セミナーを

の一万二千価︵実寸は左右がO・
五ミクロン︶の写箕である︒黒い

部分が孔で平均鷹径は麹一山オン
グストローム︒
訟

子力政撮﹂などの欝藻に歌心にE
をかたむけていた︒

﹁歌賀・

なお︑二十八︑二十九の両日は
﹁葉擁︒福島コース﹂︑

美浜コース﹂にわかれて施設の見
学会が行なわれ起︒

︻写翼はセミナー会場︼

からか︑メンバ；のほと

ちΨこれから原発設磁話題に取

﹁原発建設中﹂の所に片よりが

んどが拙顕したが︑発欝はいま

要さ

櫛繋灘

関係から八十九名が﹁わが細の凍

岡セミナ；には都道墓薙市町村

とを圏的とするもの︒

る︒

ところでジルカロイ被漫響の洪
給体制については︑神戸製鋼所︑

八十九名が受講
一⁝菱金憾鉱業の三

住友金厩工業︑

から一遍闘︑虫東・浮橋の科学技

科学技術庁は︑十一月二十四田

る︒またこのジルカロイ被獲糖の

往が貝田蘭な騒厘計画をたててい

問社は叢として隔醗の製造研究

ている︒

このセミナーは︑都道二二およ

国麗化にともなって︑漂料のジ滋 術館で行致セミナーを開催した︒
コニウムスポンジの三悪も増大す一

ガス拡散濃縮用

盆及鐡工は︑昭和四十二年から

便友躍工

のチフ目ン隔膜

STMシンポジウム贅瞬︑現在建

設串の原子力発電所登稗などによ

る蟹足麸楽をもとに︑中央電力協

錨会の原子力発蹴長幾計画にもと

の概整は蜘めとおり︒

づいて駕蟄を試聾した︒鶴舞予測

騨定基蠣はBWH︑PW鶏平理
均化学研號所と姦同で︑ガス拡激
り千室艶薬齎︵取替燃料はその三

でパイプが初装荷燃科一万KW当 騰によるウラン覆縦総噸を行なっ

〇％︶必農で璽騒換算︸層当り○

を分担し︑本機三月掛はアルミナ

ので︑英罵政府からの周本政贋に

バリヤー︑十︸月にはテフロンバ

対する傑障措露を求めないことが

Rとしては爾アのウラン鉱石がA 聾唖がパイプ蜀滋の六％︑チャネ

ラン購入契約は南アのウラン鉱石

冠C濃縮工揚で婁既濃縮されるの

ルボソクスは装荷鎗漁が一万KW リヤーを試作し︑ウランの分離試
鹸でかなりの成績を納めた︒

当の〇二五ゾとおいた︒この績

明らかにされている︒NUFC・O
一九五︐豊凶とし︑プラグは装禍
る︒そこで︑NUFCORとのウ

コンバージョン契約を結んでい

わせる︶に転換加工するトール・

性繍鰯照気 ．

で︑β米原子力協定にもとつく傑

写翼は住友電工が作ったテフロ
ン製バリヤー︵四フノ化樹脂膜︶

き

ラ化

幌︐

轡拓

三菱金属鉱藁株式会社
三蔓化工機橡式会社

PW騎型船舶用原子炉設備

▼

08からUF5︵米

NUFCORはウラン販売の単
一窓口としては露呈澱大で︑鉱内

採糊鉱石だ け か ら イ エ ロ ー ． ケ ー
キで鋸隅六 千 〜 八 千 ゾ を 轟 期 的 に
供給できる ︒ さ ら に 過 去 に 備 塾 さ
れた膨大な 金 鉱 ス ラ イ ム 中 の ウ ラ

蹴醗

世界の三蔓

量
一

を英國のスプリングフィ：ルド工

ソク込のジルカロイ製贔の駕慶騒

果︑パイプ︑プラグ︑チャネルボ

という態

PW芳養原子力発電プラント

欝

三菱原子力工業株式会社
三菱璽工業株式会社

㍉：一駅

∴誹鉢．︑繍畷かぐ﹀撤翻

☆螺一匹美

総力を注いでいます

賊

原
ンを回収すれは︑当分の閥年蘭剛

いる︒豪た︑わが国で建設中の蹴

万ナの供給能 力 が あ る と 欝 わ れ て

電数賀︑漿欝欝樋︑麗蹴美浜の初

禽とウランを生産しているゼネラルマイニン
グ・グループのパフ鳳ルス・フォンテン鉱肉

謡蔓電機株式金社
三菱商事株式会社

轡驚難壁

黙灘灘鍵

《
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完全国産
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隣霧1
いる︒さらに南アのウラン鉱石の

お手並み拝見

り紺もうという市町村では︑先

蝦の

桶の集まりたが︑意凪のズレが

度がみえる9﹁わずか二十市町

ノ

瓢㌻阪舳

購。蕪講藩

騰
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あなたの三菱
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叩

轟轟増殖炉プラント

晒蒔轟蒸鍍輪

浜多a電所1・2号

あって⁝⁝﹂の声も出はじめた

い協謡会たが︑この反対に会う

▽圧力育休どしては規根の小さ

と原発計画がスムーズに蓮はな

鷲

於

尚

播へ輸送し︑UF5へ転換加工し
装荷燃料は G E ︑ W H が こ の 南ア
障描罐の適用雌囲で十分だとして
た後︑さらにAECの濃縮工翻

明年三月に原子

ハ異業

い例もある︾先人市竹村は︑ふ

くれる公共投資と税肢入のタイ

ムラグ︑晦町村民の思想統一の

ための蜜全性PRなどで四讐八

に隈らずこれからの農業発展に

悲しているのが現状たW原子力

の謡ゆい讃歎が必要ではなか

〆

ン トの

原子カブ

マ

へ

、

N、

β

西

西

臨w躍

へ︑輸送する謹での蟹任を特つと

灘欝欝

》

からウラン鉱石を購入し︑燃料榛

に威型加工している︒

第504号

〈薪利紹介〉

は︑地方行政の末端まで︑きめ

ろうか︒

剛

繁憲種郵僕物鯉可

隈藤畿轟
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ものである︒WPCの特徴は木材

させ︑γ線を蝋射して璽合させた

野

果

火

ﾛ
@臓

の

瞼
慨

ア

とした大規梗なパイロソトを建殴

る︒その一社のプラントは十五カ

パイロットプラントを建設してい

も儒単で︑製造コストも安くなる

好で︑従来の高圧法に比べて操作

月も歓臥しており︑運転縞鯛は艮

する謝圃である〇

を中心とし︑営業のない状態で使

見通しである︒アメリカ原子力婁

一方︑アメリカではフォード社

た︒ボイス・カスケ⁝ド社のパイ

用するアクリル系塗料を際発し

槻合蔵を運細的に塗装から照蛾濠

るときは︑好闘線法に切り換えら

は︑将来高圧法プラントを史目す

ロソトは四ぼX八痔の大毛さの各 員会のバランタイン警士の語で

でできる大規映なプラントであ

れるとのことであった︒

て大黛のサンプルを作り︑プレハ

プロセスの一つである︒ドイツで

射線圃絹鐵含なども︑将来掬墾な

この他にもトリオキサンの放

る︒このプラントの生産能力は毎

ブ住宅などの外板として築絹試験

間︑六千漣以上になれは†分企業

はポリオキシメチレンの舗聾が年

騎約二万平方冴あり︑これによっ

を行なっている︒この薪製品の市

放射線化学の工業利用は︑すで

化しうると藷えている︒

買調査の粘果をみて︑企業化に進
む計画である︒

に実園佑の譜代に入っている︒欧

ている︒欧米の現状にてらして︑

飯塚義助︶

糖

︑

メ

騨鯉癒

火

︸

軸♂

階京支店凍京都中央区銀座1丁目13番1屠三晃ビル3階

畷響誤嗣・．ず㌧︑認

屯

約網令月にわ沁旧り欧米魯国の放射線薩禦利用の現翻状を視察し

聞に調書報蕾の一部が紹介されているが︑今回の翻蚕結果を墨に

開発が彪み︑この二︑三年の閻に

辮

底エネルギー継子加慰事の開発とこれと前後して︑ヨーロソバでも

ポリエチレン
の放射線重合

発展させるため︑強力な国籏の疲

米請国は放射線産菜利用をさらに

行なわれてきた︒高山研の方法は

学開発体制の再整備が塾剃れる︒

成とその捕捉の可能性について

が澗く評緬され︑罠關企染㎜二社が

る︒アメリカにおいてはBNL法 発するために︑わが圃の放蜘線化

論じた︒ウイリアムズはいくつ

︵メロン研究所︶

放鷹線によ うな大きな発見︑大きな進歩は

演があり︑それを中心にして︑

ニトリルの低磁絶韻を照射し︑

たが︑たとえば虫水素化アセト

かの翼味あるロメントを行なっ

なかったように思われるQしか

って生成する短薄命ラジカルの

アや結果が多く握出され︑活発

分解における永素の生成V週︒

︵東工大︶縫炭化水素の放射線 だ発表されていない生のアイデ

しそれぞれの課魑について︑窪
ESRによる研究W籏野矯彦

関蓮する屑題についての濤論な
討論が行なわれた︒購演蕎とそ
の題囲をあげれは次の適りであ
るQ

光吸収による翼味ある輪果を示

WC・E︒クロノク︵OJN
討論が行なわれた︒米瀾側の 鑑ずる捕捉鷺子のESRおよび
・ハート︵ANL︶1一水和な電

した︒繊が側からもそれぞれに

会議は全て英語で行なわれた

る︒

わけであるが︑邑築のハンディ

を超越して討論し比較的順調に

して感じたことは︑わが国の熱

行なわれた︒今度の会講に参加

る︒

もどしてきたということであ

まく発展し︑その萌42くれをとり

礎放肘線化学が︑この数駕で大

謹で聰い温度鱒圏で測定し︑吸

究所⁝長

︵東京都立アイソト⁝プ総禽研

子による光吸収を水の臨界湿麗

収極大が温度の上昇とともに長

た︒ウィラ⁝ドは低湿の炭化水

気長側に移動する様子を示し

取締役社長松島清重

輿艦の環犠と寛遜総
?三艦
鵬勉麗
ーw
ー塗
寒三
放射線化学の工粟化は︑この二︑三年の閲に急速に異体化し︑欧

よび塗料の放射線キュアリングの開灘などに蕃しい遙歩が見られ
して放射線化学の企集化の理状と将来の晃貧しについて報告す

大規模に工業化されようとしてい

卿 特徴プ曼

飾的勤果の上がることである︒こ

損誤って︑急漣に進歩した︒その放蜘課キュアリングの璽裟性が再

塗装紋鞠の開発を行なってきた︒

の用途としては建築罵想︵床煽︑

確認され︑イギリスを中心として

特徴は︑塗駆のキュアーを幾時間

品まで広い感罵分野がある︒WP で処理でき︑しかも大きな熱処理 開発が進められている︒

助のもとに鵬発が進められてい

る︒幸にもわが国においては︑つ

γ隷によるエチレンの放慰線重

とに轟輔研究所が設立され︑放鮒

ヨーロソパとアメリカの放裂線

に革命をもたらしたものである︒

められるプロセスの一つである︒

樹脂を用い︑空気中で照慰してい

心となり︑不鉋和ポリエステル系

示すように︑署しい根違が見られ

が新しい放射隷嗣塗料の開発に成

が︑数年前にフォードモーター祉

せるためには︑儲に海外の動同に

わが国の旗射灘睡業潤脳を発展さ

で︑収軍の争いことが特徴であ

方︑BNLの方法は尚蔽︑筒圧法注慧を払うとともに︑独創的な研

レンの製造を特徴としている︒一

工業実施催をボイス︒カスケド雛にライン︒スピードの嘲上に螢点

低証︑低吟法で︑紛末状ポリエチ

所とBNLで大規映な開発試験が線化学の工染化が強力に推進され

キュアリングの開発には︑慶2に 合は︑将来︑大規藻な工業化が進

てヨーロソバ各国で行なわれてお

⁝年前からイギリスで始められたる︒ヨーロソバではイギリスが中 エチレンの懇嘆線虫合は燭騰研究

放射線キュアリングの研究は十五

断工程を省略できるので︑塗装茂術

り︑国檎に適した氷霧の利用︑W

Cの企藁化はアメリカを始めとし

PCの用途を開発している︒

近く企業化さ
れるプロセス

る︒シソソンズ・ブラザーズ社の

業化されるプロセスは電子線によ

に与え︑一九六七茸にボイス・アが組れている︒この闘発に成功し

フォード祉は木質義母に寓するバイロソトの温模は小さいが︑特

功︑急に集用化が促進された︒

る塗料の放慰線キュアリングと︑

スケ⁝ド社は大きなパイロソトプ一たので︑来年よリハイジェナ社は

この二︑三年の岡に大規秩に工

γ線によるエチレンの旗射撃欝盆

ラントを作り︑各種舎旗に思する一台藩用ハードボードの営外を眠櫨

第二回日米放射線化学会議
が︑十⁝月録旨から四浮間︑箱根

発蓑の中で︑印象に残ったもの
硬都力︵東大工︶流血イオンに

欝子のモデルと理論WJ︒E・ の二︑三をあげると︑たとえば

︒仙石康のホテル花月國で閥か L︶躍分子の光聖恩イオン化W 子W笛木賢二︵名大工︶荘水鵜
れた︒

に多大の感銘を与えたが︑その

ウィラード︵ビスコンシン大︶

興味ある晃表がなされ︸参加者
おける職親の付加および脱離の

よるイオン分子反応および陰イ

内容についてはここには省略す

アレンは炭化水畿のパルス照射

この会脇は︑日米科学脇力の

行の関係にあ

率を測定し︑

藷耀

を行なって︑フリーイオンの収

反応WR・F・フ7イァストン
翻有機園体中に捕捉きれワ奉閾

さ
碍米放射線化学会議に参加して

﹃一基礎醗究も着実に

一環として︑四十一駕五月ハワ

イで開かれた第一園に貌くもの

で今回は米團からA・0・アレ
ン博烹︵BNL︶︑旦・﹂︒ハー

ト三士︵ANL︶など八名︑口
本からは芯田正二藁工大教授︑

り︑灰化水素の枝分れがある
ンガラス中のイオン過麗W鍛︒ と大きく︑また不飽稽がある

︵オハイオ州立大︶11稀ガスの 体W吉田宏︵北穴工︶翻アルカ

パルス照射で生成する短齊命の

ドール︵ベラー大︶11照射ポリ と小さくなるなどの一艘的な開

オン生成の研究VA・0・アレリエチレン中のラジカル移動︾

多朋した．

︵原研高崎研︶目質鰍分析計に

原子種および分子極W杉浦俊男

して︑﹁物理的並びに化学的観

係を鳳出した︒ハートは水和躍

今圃の虫魑は︑放中線化学の

エチレン中のラジカル移動機構
基礎過程における憩安な闘題と

大菊恵一東大教授など三十名が

究を転進し︑独自のプロセスを翻

であろう︒

る︒豪 た E S S O 祉 は 霊 化 水 素 を

膿憲讐

スルフォン化して軟質洗剤をつく

点からみたイオン化および励起

ン︵BNL︶目放射線による液薗燗米穂︵東大工︶嗣有機嗣体

︾檎原久二︵北大工︶目照射ポ

の過程﹂がとりあげられた︒会

今回発寂され豪たは討繭され
大︶踊液体炭化水素における聡

体のイオン化V佐藤伸︵東霞 中の活性種

子捕捉WR・H・シューラーた内冨で︑鵠に國期溺というよ 志圃体の照射で鳳子二水窯の坐

化学会社

MQtQr祉

窓枠など︶を娘めとしスポーツ網

塗料の放慰線キュアリングは︑

（Hu1】，

米におけるウッド・プラスチック複合材︵WPC︶の企簗化︑おた︒調壷団に霊加された方々より︑これ衷で無罪にわたって原産斬

る︒この翼悩を調彊ずる罠釣で︑田室原子力塵藥会議は﹁放射線

のは処理できない︒従ってポリエ

る︒︵避溢は放射線様翼利用調蚕団座︶

チレン・フィルムの架繭や︑塗料
の機械的強麓︑寸法籔定性︑耐候

餓子線照射による架橋反応の利
罵は既に企業侮されており︑わが

占蕪
氏︑蟻
恥曳へ

︑

．

ており︑無々鷺螢が椰ぴている︒

泡ポリエチレンの製慈をおこなっ

は東洋レーヨン二水化学面祉は発

性のポリエチレンの製造︑あるい

国でも俺凶賊ヱは黙収縮性︑耐熱

鍔

性などが著しく向上し︑さらに装

るものである︒

る︒一方︑γ線照慰の特徴はコパ
ルトー60などのγ線源を溺いて︑
大璽の試料を均一に照射すること
ができる︒加速器に妬べて出力が

文

㌦皓

最近企業化さ
れたプロセス

の旗節目キュアリングに照してい

肉芽利用翻蚕圃﹂を編成し︑八月十六日から九月二十一日までの

これ窪で の 調 査 で ︑ 放 射 線 化 学
の工業化の有墾性は十分認載され

ていたが︑なかなか企業化が進ま

ない原口は何処にあるかが問題で

あった︒放射線化学の研究が始蒙
ってから︑すでに十俸を経過した

現在︑これから本格的な企業化が
貯められる気運になったと震う印

えられていた放射線化学独特のプ

象が強く感ぜられる︒従来より考

ロセスを工業化しようという考．ん

方よりは︑放烈線法が在来法と比
較して経済的に有利であるか︑も
しくは紋術的に特長があれば︑そ
のプロセスを企業化しようという
態度がうかがわれた︒

アメリカにおける放射線工業製
品の押びは︑毎鋸糊しいものがあ
る︒一昨年のアメリカの旗蜘線エ

円に運している︒最返数無聞にお

業利用の総売上げ高は三百六十億
鍛近になって旗射線グラフト蟹
合を利用したプロセスがアメリカ
において企業化されている︒ディ
ーリング・ミリケン祉は五台の臨

り昊化エチルの製造を行なってお

プロセス 1）は既に企業化されたもの、2）は最近企劃ヒされ
紀もの、3）は近く企業化されるもの。

期の四馬閻に八つのセッション

て︑日米双方から一人つつの講

する
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3）放射線キュアリング

アクリル系｝諺脂

料 不飽和ポリエステル系樹脂
塗
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枢

ロ

許
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1）放射線合成
2＞ウッr・ブラスチノク被合紡
3）放射緑重合
a）放脅播肇グラフト
セ
ス

@ガンマ線工墾
@㈱Ray In面stry｝
（Gam踏a

がもたれ︑各一ソシ旨ンにおい

窟瀬上ピル

名古屋支店 名古屋市二村区笹勘町1（住友銀行駅筋支店ビル）
エ
場 伊吹・磐田・大阪・横浜・市川・芝浦・堺。下津・千

概・擬鼠

ける増韻率は二〇ないし二五％に
なっているとのことである︒この
購異は放射線産業利用が新しい薩

て︑ポリエステルと木綿の混合帯

子加謹器︵IC聖i五〇〇︶を用い

にグラフト差合を凝し︑汚れの付
かない︑アイロンをかける必甕の
ない布地誉年間約樹万寄生離して
いる︒この方法は合成繍灘の檜職
による汚れの飼魁を防止すること
ができるので︑各園で注囲されて

いる︒
小さいので︑放射線を触媒的に利
ギ
一方︑γ線を触媒の代りに利罵
腕する方が働粟が良い︒従って放〜

射線叩合に利開される︒

射線による異化エチルの禽成や放． してダウケミカル祉は︑数俸潮よ

セスは①架繭︑②旗射線グラフ

るパイロソト試験を行なったが︑

り︑隼間知互薦ジを生薩してい

ト︑③放射線キュアリングなどで

蹴子線工業における荷塾なプロ

ある︒一方面γ線工業で有望なプ

ロセスは①放射線総懸︑②WP アメリカでは市揚の関係で企業化

この二︑三隼の闘に急遠に企業

が国で注鼠されている︒

C︑③放射線墾合などである︒ されなかった︒この方法は最近わ
このうち︑①のプロセスは既に企
業化されているものが多い︒②の

れたものである︒③のプロセスは一れは木琴にビニルモノマーを良臣

プロセスは鍛近になって工業化さ⁝化されたものにWPCがある︒こ

㌃邸

本社大阪市北区堂島浜還1丁巳57番地

蓄

産

力

原
業として独自の地位を築きつつあ
ることを示すものである︒

厲ﾋ線工業
?用の現状

これまでに企業化された放射線
工簗利用は︑醗子線照劉による照
収縮性ポリエチレンの血石など︑
比較的工程が単癩で︑しかも中小
規摂の工業利用が中心であった︒
今圓︑欧米の実情を視察してみる
と︑かなり大賜縦な工業利用をね
らった︑紙しい応罵が開発されて
いる︒放猫線工業利用には︑菱蟹
に示すように︑二つの分野があり

それぞれ放射線の特徴を生かした

工業利酒が進められている︒騨つ

はれるものである︒

は聡子線工業︑他はγ線工榮と呼

聡子繊照射の欝欝は︑大出力の

聡子加速羅を用いて︑短聴閲に大

子線を利罵するので︑余り厚いも

爵♂

欄磁
団野

民
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@
@
@

線澱の照射ができる︒しかし︑躍
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原子力戯曲一を発振した︒原子力関係支嵐額は鉱工鑑︑眠気膿藁︑商社のものを含わせると六召九†

滋本原子風土糞会議は十ご月九二︑昭和畷十三無言の原子力塵藁蹴鞠調査報管1大型購要に備える

八千颪万円︵前隼比一︒〇四悩︶

輸入が全体の七一％︑覆七十一懲

竃発魔旛器取扱羅の激堰により︑

億九千六百一が円であったが︑原芋

N度実態調査を発表

設備投資が 七 ・ 四 倍 に
のぼニニこニニの

原産

四慰七千三胃万円に及んでいる︒とくに貰出︑売上げが削隼比約二倍と大難な上昇をみせ︑長らく低

韓＝一露一＝＝一＝

迷していた鉱工鑑の殴備関係支嵐も七・四獣と驚異的な伸びを示した︒これは隙子力産業が鰐要の大

五倍と壇加したものの︑金額附に
はまだ六十九億八千八菖万円と小

を占め︑国内取扱薩は華年比一・

さい︒だが︑鉱工業売上醐と商社

型化に備えて骨髄鮨力の拡充強化に藁り回し︑横雲を一変して爽用段階へ大きく蹴翻しはじめたから

などに象徴されるいくつかの閥題も現わており︑原子力産業が健全な姿に到達するには︑なお党服す

とみることができよう︒しかしながら︑一方研鋸那発部門の低灘︑研究者の減少︑輸出都門の横ばい

べ愚多くの繰題があることも示されている︒なお今圓の翻査は対象を五百七社と飼薙より筥八＋穴祉

取扱高からみると︑主要機器の羅

鉱工業の隻出は磁純量計で荊年
五億六千四頁万円︶以来低迷して

を上回り︑昭和三十八年︵菌一

ど在策部分の受撮約三十億円高除

ころ︑まだ政府関係︑メーカ⁝︑

三千八酉万円であるが︑現在のと

先のトソプは鷹力麟藁の八十一億

商社の総取扱爾は︑二百四十一

EA︶との醐速め︑この薙琵に関する打合せも行

力公社︵UKA隈が来隼十二月に追っているた

究所と英圏原子

欝欝原子力研

会議ではこのほか︑協驚の有効瑚

する技術的な討議が行なわれた︒

米︑仏と特禦の協定申42藩んでい

とくにその国際協力については

動燃曝業団が費任をもって進め︑
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塵 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
茎 工学事典」は収録用語の豊富さ，記述の正確さ，簡明さから，広く関係者に愛期され
璽て蔀ものです．この第2版は， ここ10年あまりの問に生れた彩しい数の関連用語を
ぎ すべて追収録した改訂増補版てす。
壷 近日中に入荷の予定ですが，部数が限られておりますので，お早冒にご用命下さい。
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原子力情報の処理で
C亙D︑マニ アル等作成へ

彦

いた憎報サービス︒システムで︑

塚により検討が還ねられ︑いよい

王AEAを中心として各麟の騨門グ︶に対して実施しており︑聾竃

ルギ⁝︑オランダ︑ルクセンブル

加盤困︵蕩ニカ国︶は欝團で公関
よ来年四月には銘一園鼠のマスタ

る︒

しかし︑シソーラスそのものだ
けでは璽要語の付け方がわからな

て付けカのマニ晶アルが作成され

ア︒インフォメ⁝ション・アンド
はありえないが︑ユーラトムとい

改齪依績をしていた︒大幡な豊麗

く胴始されるとみられており︑現

月契約で作成することになった︒

バーモント紅海聯により蠣備され

ベルはできない︒だが︑餓レベル

ア︵BNDC︶︑スウ鴫ーデンの

ならできる﹂と讐えたQまた岡馬 AS遍A︑スイスのブラウン・

ルク︒ユニオン︵シーメンスとA

が︑六借以上の蜜全鄭をもってい

シーボーグ氏︑婁鍛のJ・田︒

ンターニュークリア︑G認社が艦

駈した︒

EGの合弁会社μ︑アメリカのイ

れを案行できる能力をもつスタソ

原子力発年所の建設・運癒会社の

オーストリアの議会はこのほど

九七五銘求でに完成の予定︒

れはコンサルタントに婁託してで

米園政府はナ一月二十七日︑国

てフィンランドに無難闘にわたり

際原子力機関︵IAEA︶を通じ

供給写る協定に調印した︒この濃

濃鞭ウランニ万三千七罵五十管を

エ研究炉︵トリガ・マーク翌︶を

縮ウランはフィンランドのF王R

替燃料を受注

米UNC︑取

運転するために供給されるもの︒

関してもっと厳しい規鮒をAEC

に対して要請しているものと解駅
で・ると器つた9

米闘の核燃料聯簗会社のユナイ

テソド・ニュークリア・コーポレ

オーストリアの

米︑フィンラン
ドに濃縮Uを供給

ント︒べトリーブス社である︒

も心行できる﹂と諮り︑愚闇され

会議における大会決議は︑原子力

ら望崔しくない︒たた︑全国知多

闘題を即事に羨鯉なものとするか

邦政府と州の二本立の権限行使は

が大甘に遅れるぱひりでな︽︑連

便するならば︑発難所の運職欝可

の放出に醐して権限をあく豪で行

グ婆貝長は︑もし州が放射性物質

会禽後の認薔会％で︑シーボー
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設立を眩めた︒この会社の名箭は
﹁
ヶルンクラフトペルクスバウ・ウ

フがいないというのなら︑われわ

十万KW︑一九七〇＃憲工で︑一

しわれわれがAECの醐制目より この原子力羅躍所は雌気出力六

しかし︑デービス知畢は︑﹁も

ラミー︑T・﹂︒トンプソン両氏 ることが羅明されていることも封

とは込めながらも︑避けようと慰

Pの姑準を澗足するものであるこ

は飾すべきでないと演説して聴衆

洗ぽ焼けられる放射佐物質の放繊

﹁パブリノク・インフォメーシコ

ン︒ミーティング﹂で︑原子力晃
戴所と環境に及ぼす影響について

ーション︵UNC︶はこのほど︑

をよろこばせた︒

原発入札が終る

一般公衆にP冠した︒

オーストリアの原子力発幅駈の

これに対して︑トンプソン婁鍛

のベテラン裂貴であるG・D・エ は︑放射能を蕩然放出しない原子

燃料七千万ザを受注した︒

デトロイト・エジソン社から取蝕

この会禽は︑原子力倉岡婁員会

薪協力協定が今年七月二十五臼付

国のブリティソシュ・ニュークリ

入札がこのほど締切られたが︑英

畏︑フユ！レ残︵フランス︶︑バス

力発躍所を建設できるのかという

おける動力炉謝測制御の研究開

イケン上院議鍛︵バーモント選

開会初日は主催者側から原子

出︑共諏党︶とD・C・デービス 質闘に讐凡て︑﹁ノー︒ゼロ・レ
なお︑アルゼンチンは同醐最初

世界各国で数多くの原畢総藻蹴

ていた︒アメリカ︑ソ連はお伺き

にカナダが績極的に毒見を述べ

て活発に錘重が薩められ︑これ
スのコソクス氏︵A遇A︶が指嶺 れ︑それぞれの技術項目につい

窪いで補足する程慶︑この辺に

トル氏︵西ドイツ︶が甲心となっ

て酎議されたが︑とくに僑頼慶

も︑ごの禮国際会識に対する各

発および応溺に開する動向﹂を

の理論と系統的データの収集︑

含め二十八編の論文が提出さ

され︑畿研が黒められた︒パネル

郵理︑標準化および︑完全自動

つがありパネルの議長にイギリ
物理的翅翼に近づき︑容鷹の大

の目的について若干の説明︑質

この会議では︑与えられた講

国の関心の度合が感じられた︒

炉那長のスピンラド氏のあいさ

型化につれて炉心内の計測は豪

疑が行なわれた後︑直ちに中性

化をめざしたオン・ライン・ロ

画されているQ勤力炉の盤鮨も

性や銀器展の要請もより厳しく

ィ⁝ンで工A澱A憲催の﹁原子すます燈要になってきた︒安全

子束計測︑炉心内計測︑破損燃

十一月十七日から五日間︑ウ

力発電所の謝測に関するパネ

なり︑経済盤の改善も要求され

題が広く多岐にわたったため︑

ル﹂が闘かれた︒

所が建設︑運転され︑豪た︑翫

で発効したと発表した︒

のほど︑原子力平和利周に関する

のバーモント大学で開催ざれた

発電所からの放芝葺物質の放出に
CIDは︑工N亙Sのために六カ
米AECは︑漸近バ；リントンECの許答催がNC汎PやICR

の昆︒C︒ツィボクロウ民は︑A

ソタ重三玉響理乱コンサルタント

ジョージア工科大学教覆でミネ

討論が交わされた︒

の運転山雲取得をめぐって活発な

タ州におけるモンティセロ発毛所

パネル討盤ではし淺樹のミネソ

うる必蝶があることを力説した︒

して水質基準に関する州の承認を

力発醒所の解可取得の荊握条件と

の立法摺澱について述へ︑康子

温度上筆規制︵黙影響規鮒法︶

目下讐議中の発聡所放出冷却水の

ミー婁員が下院で採択され上院で

たAECの公式見解開明では︑ラ註し︽棚眠しようと決愈して︑そ

パネル討論に先立って行なわれ

箸を含め四十嶺余が賂加した︒

のほか︑A過Cのほとんどの轟官 け加凡た︒

A廻Cからは︑委員長G・τ・は︑現在のA逸C設走の許容値 ボベリi︑繭ドイツのクラフトベ

ス社か6鷺水蝉競輪而して建南中 たものである︒

の原子力発語所に臨独のシーメン

ンナリバーから供給を受ける︒

であるが︑露水は米A細Cのサバ

いので︑CIDの経験をもとにし
る︒璽要語の甕料への付与は各国

でやるという分散方武をIN工S
は採用しているので︑群細な手引

讐が必要なためである︒さらに︑
重要語のミス︒スペリングや付け
間違いが趨り得るので︑その自動
チェソク・プログラムが要求され
るし︑濠たシソーラスに組み入れ
られる螢要語は一定不変のもので

露要語の用語集︶について︑IA れたりする性M蟹をもっているの

ラス︵贅料内容の詩嚢を標示する

まず︑躍算機による資科検索を

な蔭験と技術力をもっている︒

される原子力分野の資料に関する
実現一9る上のカナメとなるシソー
ー︒ファイルをIAEAで作成

鎚Aは︑ユーラトム・シソ⁝ラス

なく聴と共に削除されたり追加さ

ために一処理を経済的に単く達

うと駆輪が逸められている︒この

をユ
改訂してIN工Sシソーラスをムが要求される︒このようなマニ
成するためにil︑IAEAは

で︑そのための自鋤監視プログラ

本部は各国からの憾報を処理し︑

を作戒して︑その擾製を各圏に

・ドキュメンテーション︶の技術

定期駒に送る︒工AEAならびにーラトムC王D︵センター︒フォ 作るへく︑CIDに非公式ながら ュアルやプログラムをユーラトム
各加盟麟ではそれを自密に駅使し

ーラス第一版が完成した模様であ

援助を必蒙としている︒このC王 う地域社会から世界へと適用分野

て電臨機による資料検累に供しよ
うとするものである︒とくに市販

類似の情報サービスを加盟国︵フ

し︑金融界としては︑リースの将

と・などの阻警農闘がある︒しか

来に希盟をもっており︑進出には

発囎所運紙中では︑罠間リースが

であり︑璽力会敏に代り燃料購入

在コンソリデノト・エンジン社わ

的計測と雑品解

どなされなかったが︑今後の検

技術的につっこんだ酎論は殆ん

ンピューター︑炉心内計測︑勤

強い関心が寄せ

有事義なものであったといえよ

討の方向づけをする上で極めて

う︒康た︑計測聞題は︑従来か

られた︒これら

析技術について

料検嵐︑ケーブル問題︑プラン
ベルギー︑カナダ︑チェコ︑

カ︑ソ連の十六力翻とエネア︑

アラブ逮合︑イギリス︑アメリ

ツ︑イタリー︑スウェーデン︑

デンマーク︑フランス︑西ドイ

象原講蠣謄懲

ているが︑これらに関連して︑

阻憲懸

二凱 ー ヨ ー ク の A S D A の 燃 料

する陰害要因がいくつか残ってい
に多額の投致をすることに不安が

よぴ州動力局への串し入れを準備

料選は︑長期契約ペースで六︒

米圃とアルゼンチン繭政臆はこ

米iアルゼンチン
が広がったことや︑原子力界の進
Dは︑すでに王NISシステムと
展状況等を考慮してINISシソの新原子力協定発効

リヤリング欄能も果すべく爽漁嬢
ランス︑西ドイツ︑イタリア︑べ

では入手しがたいような資料のク

が作成されている︒

米国は民間ベースで
@燃料リース の 動 き が 活 発 化
醐極附である︒

リース藁者が︑燃焼謙騨鮨力を

リース料率の七・五％への引上げ

AECより窩価であると思われるが︑当面は︑狐疑会社国身のプロ

持たぬことも悶題となっている

をはじめ︑リース難燃をめぐる鋤
こと︵罠闘リースで燃燐後の補整

米国では︑鍛近AEGの捗燃料済的方向付をなし得ないこと︑②

きが剛力会社のリースに対する関
があり筒価をカバーし得る︶︑③

グラムを信頼することとなろう︒

心を尚めている︒しかし︑金融ひ

る︒いかな鶯大銀行としても何千
あること︑④核燃料の合計規則が

リースは︑他の蔑間リースより単

万逆もの投資をリース業務たけに

未決だのため使用料︒利子の扱い

つ遮状況簿罠闘のリース業務に対 発躍所のオーナーシソプが不確定

駈することは︑不可能のようだ︒

が不明でめること︑⑤税務局︵工

り︑AECに比べ燭価であるとみ

られ て い る ︒ し か し ︑ A S D A に

後︑専門察会議等によってさら

については︑今
ト測定︑コンピュ⁝ター利用︑

スの寄せ集めという感じであっ

ら︑ともすればリトル・ボソク

ユーラトムの二機開から三十六

人が参難し︑王AEAの購務局原子力発声所の計灘技術の発展

につっこんだ検酎を進めるとと

エンジ轟アリングの立揚からよ

たが︑これからは︑システム・

もに︑それらの結粟を七十一年

のジュネーブ会議で附論ずる

命題についての討論に入った︒

か︑あるいは︑七十二年に﹁原

安全論理と技術など個々の技術

パネルは︑最初の三日闘は側

ような簡勢の中にあって︑この

別問題の討議︑四日越がワーキ

を禽めて約四十人が王AEA内が大いに期待されている︒この

ろう︑なお︑ASDAは︑IRS
A会雛桜のテーブルを囲み︑英

パネルは︑これらの問題を團際

要があろう︒

りょくコ⁝デ・ネイトされる必

的に調査し︑摘報を提供すると

より燃料憐券勇税の確約を私的に

ム﹂を聞いて研究成更を発護す

子力発電所計測制御シンポジウ

炉規制諜畏

下邸昭三︶

︵科学技術庁原子力局原子

とめ案の作成︑五日露が総括酎

会議全般を通じ︑コソクス議

るよう︑提案された︒

で今後何をなすべきかを附議

わが方から提出した﹁臼本に

爾という形で進められた︒
の起った︒

し︑レコメンドしょうというも

ともに︑工A罵Aが︑この分野 ング・グループを設卜しての濠

原子力発縄技術の発展に伴い

参羽した︒

子鯨制鶴研究窒︶と私の二人が

つきで射論を行なった︒わが圏

受け取っているが︑免税に反対す
る者がある︒また鵬設に対する政
府の所噛擢が除々に及ぶことを恐

社もある︒

れ︑州のリースに反対する聡力会

からは︑原研の篠漂慶邦西︵原

語︑仏語︑ロシア諏の瞬時通訳

るのでそれをカバ；することにな

は︑渦定時により弾力的調整があ

｝
1米AECが討論会

8

マスター・ファイル︵磁気テープ︶

し︑
に工AEA本郡に送る︒IA泡
A加盟國にその複製を握供しよ

悩報を一驚の方式に從って驚期曲

IN王Sは国際協力に還礎善お このシステムは一九六六銀以来

進する上で︑工A猫Aとユーラトムはその技術援助に関する契約を十一月ニや四日正式に翻印した︒

IAEA︵国際原子力機関︶が計画している工NIS︵国際原子力檎報サービス・システム︶を促

3

してい る ︒ こ の A S D A の り ー ス

きらに①発蹴所先成遅延により餓

RS︶等の墨書が未確簿であるこ 五％ないし七％と仮窺されてお

駕

力会社として案際の燃料管理の経

姦︑醜傭構羅雛︑野品題耀粥曜日︷
帆響礁

振

ーボ
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原研と日航が実験
保守検査の信頼性向上に
日本殿子力研究所は日本航聖の依頼で︑十二月五日夜から六臨写にかけ︑ツリウムmの利贋による

DC8型ジェソト機機体の非破鷺山墓行なつ陀︒これは︑先にエンジンの非破壇検査にイリジウム

したもの︵靭二十二万円梱嶺︶で︑

リーは原研が米目GE往から購入

たものである︒

1
イリジウムh︐も國薩すれば十キ

訊リー当たりご一三万円と見られ
ており︑先日運職朽閥した材隅鼠

ことができるとしている︒

験で騨内賜襲の大郡分碧まかなう

ニキュリーはJRR12で製造し

ト

︐

技術振興課畏になった

科掌技術庁原子力局

1110

●5

闇一5

虚邑

πll

1

欄88

巳6

もちろんそれには︑醐を挙げ

三層

ての蟹極駒な先行投蟹が必要た

ろう︒

臼本の舶来晶一辺倒について︑

曜

十八隼題薩省に入り︵鉱晦局鉱

て使用することが必要と幾判駒

良いものと悪いものの区劉をし

﹇

業譲︶昭秘三十二年科学技術庁

竹林陽

たけばやしよういち

こんど原子力周技術振興課艮

に出向︑原子力局の調査諜︑政

海外での生活経験をもつ氏は

になった竹林さんは︑岡庁には

策醸に勤務︒昭和瓢峯五鰯通産

諺一

二度鼠のつとめ︒だから︑﹁今

きびしい進歩の度合いにおいつ

ド・センターに勤務︒

ルー・リマのジャパン・トレー

局を経て︑照和四十一年南米ペ

コスモポリタン的に物蟹を考え

ティを称螢もするが︑﹁もっと

る必要があるのでは・：・﹂と指

摘する︒

﹁私は楽しく仕翼をすること

作りたい﹂と胸をはる︒

﹁明るく働き甲斐のある職揚を

もきびしさを秘めた議長さん︒

⁝

巳巳︻

⁝

菖

⁝

︸

⁝

⁝

⁝

必要というあたり︑温厚な甲に漏

の中で働くには︑偲性と協調が

にしている﹂という筑は︑組織

．

なまなざしQ日本人のバイタリ．⁝

後の原子力開発には︑ポイント

をしぼった研號開発が量勲﹂と 雀にもどる︒通商局︑蟹蜀振興

こんたのは︑い嶽から十無余り

卿 要点はち鴨んと心得ている︒
⁝・ 竹林さんが原子刀に頭をつつ

蕊・・下

いていくには︑十分な基礎固め

の

く輸出技徳協力など海外へも国

−ツ︒﹁スヂツは募でやる⁝⁝

地盤調査等の作業丁行ない︑同四

開発との関連から黙心な誘致体制

︵M・K︶

俺所東黛

の㎝○〒一〇

取締役社長津上退助民

五羅酷○蕊⁝四三マー八一九一

都港区新橋照の

∴

︒趣味はスポ⁝

きた〃饗源屋さん

もので児禽のでない﹂との∴

る︒残りの大きな工灘としては二

月から九月まで周辺の海域調査な

簸

﹁ウラン資源はカナダ︑北米な

次遮蔽工瓢のうちのポリエチレン

これに対して地元側では︑地域

どを爽施したいと述べている︒

お役入

を商けなかればならぬ︒そのた

ど図先きの聞発に肢らず︑ポテ

父親︑暴とも蚕役所霧⁝
めには﹁バランスのとれた産業

こと︒察庭は泰代夫人と男子二

の観点から

体制の確立が必要た﹂と熱っぽ

ソシャルの混いアフリカ︑南米

人︒神戸市出身四十三歳︒

氏は︑照和二十六庫二一月東北

大学工学灘鉱山学科卒︑昭稲臼

張りおよび格納容羅野辺の璽コン

でにはこれらの工麟と試運転を終

をととのえていると伝えられてい

一暴R−研修所

はこの

補候金

で一昨年モー

十戸の小規模漁業の丹盆部落で

一千万円を漁業補期したが︑七

▼開鑓は南浜原発建設で約一億

殴はその好個の︸例といえそう

が︑閣堀美浜原発の建

碧勘鑛雛
え︑﹁むつ﹂は霧縣螺むつ市の定

る︒

が同窓会を開催

田本原子力研究所R工研修所は

十二月七重東駅・駒込の同研修所

で研修修了虫の同窓会︵アリス︶

第四團総会を閥ま︑約買入が参加

の協同民宿もつくったV当初は

テルを建て︑濠た太公墾のため

部落で経巧していたが︑素入経

浮いた︒

し︑原研山附文男理堺等の講演を

多／多！多／影

同鎌のしまつ︒そこで二審︑

と聯門口に

許せたところ︑道路整備や闘磁

モチはモチ屋に

論ではうまくゆかず︑闘店休業

︵株︶潔上製作所原産に入会

て要望することになった︒

とながすぎる②原子力平和利用歴

は︑①粂約の有効期間が二十五無

饅のお蔭で︑鉄筋蕊階建てとい

にモテテイルというV発鷹所建

核防条約︵NP田︶について PR館完成とも根まって︑大い
の具体蘭書鷺を考えることになっ

術調査︑海外市揚勤向の把握など

元も大いに繁栄するとあって︑

う立派な小学校もできたし︑地
三日︑憂欝︒有楽町の躍力懇語口

望趣階︑核拡敵防止粂胸について

する法律L等の醜止についての要

①法規制体系の無題⑭使彬許町に

放射線障窃防止法に関しては︑

た︒

ル部の欠陥銭費を行ない︑採聾し

で︑第三十両君総禽企画愚闇会を

いう声もあるとか︒

ろ二つ原略を建設しないか

と

関耀さん︑も

て関係大詰︑委員長あて要望醤を
た綴接酪片などで溶接施工不畏が

磯磐霧塾の蟹警につ空幕があ・た・

提通したことが報管された︒

発晃された︒このため︑漏水を防

昭和四十五万度融業誹圃につい

また︑便用済み燃料輸送専門薫

ては︑①原子力陛簗の確立②原子

沐団畏の三宅申氏から翻實績果の

サ
岡日は︑原厩の昭禰四十五重度

度④放射線・放射龍同鉦光巽の建

止する措醒として溶接線はすべて

鵬藁計麟の立嬢︑﹁放購性同位元

関する台風⑧放射線取扱穿任薔制
はりかえ︑カバーする︒ライニン

ζのあたりでは

藥活励への阻審の鉾除などについ

圃立案する︒そのために勝愁用技

力発聡の推進などを中心として調

興およ撰換㌫に耀し鍵盤か︒問社

みは康︶のボーリング醐査を新潟

新潟購西浦原総懸町角海浜︵かく

子力発電所の建設候補地点として

策北電ヵは十一月二十七田︑原

灘北学力

の地質調査へ

新潟県・角海浜

工購のもよう︼

︻写翼は格納容器二次遮販の鉛

係港へ回航される︒

ームムムA営▽A一
クリート打設があるが︑来犀罠蜜

μ部補機の試運癒も行なわれてい は三無一月から鷺月豪でに地質︑

醗く︒

地域にも爲を陶けるべきた﹂と

また︑長い闘鉱山畑を歩いて

が蜀要砿︑睡内のみの競争でな

とって︑海外諸芸のはげしく︑

る︒今後の日本の原野力閲発に

らべると霜祭り気分はぬけてい

団が︑米AECからNU皿猫C前
社の昭和三十二年︑﹁当時にく

なおプルトニウムは︑動燃駆業一

ニウム燃料装荷へ

FCA改造に着手

原研プル
臼年原子力研究所はこのほど︑

東海研究所の高速臨界実験装醸
を通じて約八十諸啄︵四半二年度
︵FCA︶の改造工事に着手し
分︶を入手するが︑先月初旬にう

FCAの改造は︑原研が︑動力ち約三・五臓畷が入荷︒残りは来

た︒

無初め窪でに送られてくる予定

船体騰装は九五％完了
今無六芸に進水した原子力第一

の石川紬播津蟹工簗第二工揚で船

半

㎜の懸入に成功したことから︑同祉整備工場の機体部門でもラジオ・アイソトープを使って︑機体の

分解点検に数日要していたのが︑
大器に短編された︒そこで田本航

窒は︑米園GE祉からイリジウム 炉・核燃料開山鵬藥団からの婁託

間日検査した郡分は︑煎回イリ

かった︒

郵備工程の魎素化のいっかんとして経済的︑儒頼性の高い検致万法究明のため実施したもの︒

原研と職漁航空は麗日の異験に

ジウム魏を使った隠と岡田︑操縦

完立ち︑本心十月にボーイング型
ジェソト機について︑イリジウム

魏五†キ凱リー︵靭四十万円相

で・いま・動欝講の欝者が⁝・

席計鋸盤の伎切都分︑胴体の継ぎ
をうけて高逮炉実験炉心のモンク

悦を使って検齋煙行なった︒しか
当︶を購入し︑本年四月エンジン

立消い検査に行っている︒このほ㌦

蹟二分︑翼とエンジンの接禽膚︑

・アノブ試験侶進めるために行な

し︑機体構造材がアルミニウムの

︸

か︑動燃郡業圃は今卑度分引菖二

の獲備工穆に警み入れている︒
われるもの︒

烹認部分など十カ所である︒

原研は今月中にも改造工購を終

いる︒

定であり︑契約交渉が進められて

は工量的機械的形状に虫眼をおい

β

蔽工麟のうち鉛工麟が進行中で︑

％を︻議了︑現在は格納容雛二次遮

中だが︑これまでにそれらの九五

たY2蝉心ろ臨界させる予鷺︒ 体︑言開︑曝気悶係の艘装ア門

グを完全なものとする方針が決定

れぞれの側壁部の補修を行ない︑
協

・い口ぶり︒

十目畷雀英AEAから購入する予

従って今回の礎体の検査でもR
え︑来年一月中には改造援の装蔽

予定︒

の性能テストや三佐廟険誉行なう

を便用しているQ今回の異験で線 藥蒋間短縮と︑従来纒験に頼って

源の小さいRIでの非破隔離薔が 行なわれていた点検鵬備の簡素化

原研は︑プルトニウム燃料の到

の野上に震献yると見られ︑反画 糖脅待って聚験を開始︑来年ご月

および緩済附で保守検査の儲頼牲

ない部分の検査も可罐となり︑日

には臨界量などの重三デ⁝タを入

二十キュリーを使って罪破壊検査

むつの二次遮蔽
工事がたけなわ

腰検智では︑ほとんどがX線など Iの利用が可罰となれは︑魑備作

米醐の航空会社でも機体の非破

薄い榎でγ線エネルギ⁝の高いイ
リジウム囎では︑透過刀が強すぎ
で鮮明な映撫が得られなかった︒

そこでイリジウム悦よりγ線エネ
ルギ⁝の低いツリウム獅二十ニキ

った︒

まだ團内ではほとんど引墨働のな

ュリーを使って同日の契験を行な 可鮨となれは︑日常チェソクでき

本航堅では画期鮒なものになると

従釆日本航璽は︑機体の雰破腰

を行なった︒緬果は良好で︑従来

ンプ︶の一つを臨界させ︑五月に 船﹁むつ﹂は︑いま︑東京・蟄洲

隠する第V炉心︵部分モンク・ア

も役立っものと溺待されている︒

いツリウム恥の応用分野の開演に

日本鵬空では際年九月︑淑研に

検蒼にX線︑超膏玉藍法などを 見ている︒
採用していた︒しかし蓬蓬の内装

準運び込めず︑細かな所はオーバ

カナル漏水のため改修工欝が進

された︒この方針にもとづき︑昭

月一日午離欝購十七分瞳界に遷し

嘗
曽

F 噛菖
＝騨
＝
F脚

紫蘇︑検酎された︒

田本尿子力産業会解は︑十二月 諜による放射線陳笹の防止に関

原産︑総合企画委員会で

障害防止法等の改正を審議

いない︒

を行ない現在は漏水は認められて

た︒その船齢カナルの水張り試験

十月中旬にこの補修工購を発了し

叢叢を行なったが︑カナル部から

力上昇賦験を開始するための鍛終

JM①Rは︑昨隼七月上旬︑出

特性試験等捲行なう予定である︒

週闘にわたり鷹力三十MWで炉の

五＋MWに上昇させ︑以後は約三

るが︑原研は︑一月中には出力毒

現在出力アノブが続けられてい

た︒

R︶はこのほど鼠鳴を終了︑十二 2の底部︐昭和四十四隼度にはそ

洗研究所の材料試験炉︵JM﹁e和四十三隼度中はカナル蜘1︑輪

められていた臼本原子力研究所大

JMTRの改修工事が終了

特性試験を開始へ

部分が入り組んでいるため︑装躍 綴しエンジン︵88型・DC⁝ 二二のテストで便潤したツリウ
㎜
の大がかりなX線︑超費疲発生器 3D狸︶について︑イリジウム脱 ム珊二＋二豊リーは︑二＋キュ

ー耶ールの謄しかチ鑑ソクで嚢な

翼とエンジン接倉部の検蚕のためセットする十一

聞

力

新

…

開いた︒

の漏水が確認され︑九月からカナ
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四十三年度は︑敦賀︑三州一

その他︵公私文大学︑病院︑地万

十九慮残千二百万円︵二二％︶︑

支出も倍増
しており︑技術墓盤の強化という

盛期で︑薬療︑騨羅の各二二機の

嵩︑樫騰一弩の各面聡所建設が最

う︒

観点からは擾慨すべき偶況であろ

ﾞ研の究

亮上腐を業総疑にみると︑箭年

とくに聡気麟業からの受窪は発

なお五グループ所属企簗の売上総

鋼︑機械がこれにつづいている︒

度と同様に躍機︑原子力で金体の
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離各業種に参加の意欲
臓本原子力蔵粟会蹴は︑昭和嫉心︸年慶から毎回︑原脚力産桀を這出︑兜よ︑人餓の穂から
とらえる翼態翻査を行なって来た︒囚十三庫魔の調査鵬翼は次の通りである︒なお今回の糊蚕

︵ニニ％︶︑輸出顯偲穴千二麹万

字にはメーカー陶とその他に蕊干

円︵二％︶である︒しかしこの数

公共機関︶五十九撫⁝五千蕊百万円

懲五千七哲万円︑四十二年度の葎

の重複があるのではないかと推蟹

工業の嫡出は閥十一年度の五十一

五十四億四千六酉万円に比べ︑三

される︒

建設塗備が進められたため︑羅気

ず︑業糧別でも潮年同気に躍機製

島四十九僚菖万円と一議に倍合し

︻都門別・難種別支畠︼部門

造︑原子力︑造船造機が上位にあ

た︒この内訳は建設餐二百九十四

別丁出には顕碧な変化は見られ

り︑次いで建設︑化学︑非鉄︑鉄

億五千二菖万円︵八五％︶︑準闘

となり︑また公私立田療飛跡向の

︵四・五悩︶︑R工・放射線工業 鋼が続いている︒これら七業種で

羅開係支繊が四⁝懲六千五百万円

全体の七七％を占めている︒しか

驚環備費十四億五千九蒼万円︵四
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ウラン資源
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教膏のうちとくに琿科および社会
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の︒導体的には︑①原子力開発は

ける対象をなるべく學く鯛冒する
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一方︑わが圃の原子力平湘利用

なっている︒

育課縄とその墓準になる学親摺導

等の各分野で園ざましい技術進歩

現在の筒等学校の理科教齋は︑

要領に暴ついて行なわれている

を遊げ︑その果たす役謝りは国際

原産が文部省などに要望
れている︒こうしたこと幽骨子に︑

名が出席し︑工AEA譲務局があ 囚本原子力薩業会議の橋本画題 禽内容の聾力的な再編成がうたわ

大︶ら十三星園二機関から叢十七

助代表常任理麟は十二月十一コ日︑

﹁原子︑原子核﹂が盗まれている

が︑賑子力については物理の中に

多〆

査団L︵國長・鈴木舞購同等論難

多ミ

化晴代へ移行したわが国経済の方

づ

向華庄堕するまでになっている︒

多

のみ︒しかし︑これに勝つく実際

多ミ

の教膏内饗は︑昭湘藁十四無〜三

多

多多

改善とこれに塞つく学二瀬響要領

ミ

ミ

濫作成中だが︑原塵のこんどの要

多

発護によると︑周遡毎秒二三着銃

膚望なところだ︒仏︑伊両国が強

ており︑わが麟としても早急に何

力な体制ヴ︑穂懸的に講親もうとし

二月中には関係業界等の憲見を豪

らかの串を打つ必要がある︒来年

を纏めたい﹂と藷つた︒

とめ︑こんどの提案に対する熊度

ウラン資源開発欝欝会

日午後パレスホテル

三菱金属鉱業株式会社

…藝藝嚢嚢難

三菱重工業株式会社

原子力第ユ船屠燃

氏︵米BNL︶︑大櫛憲一氏︵東

らかじめ騨備した酎講闇流︵費察

文部省はいま︑新しく四十八年度

饅近︑醐校進学畢は八○％に逮

強化苑実﹂について要璽した︒

二

多

常務取締役︶は︑およそ一カ月間
ミ

〆

そこで原譜が︑こうした群論を

﹁隅等学校における原芋力若朽のから実謝する高等学校教遵繰程の

文部鮨に天上勲蟹霧次官轟訪ね︑

ステム︒アナリシス︑アクション

にとって必要なパラメーター︑シ

ミ
多

十玉無頃の麟点で検酎されたもの
多

するほど上界し︑これに伴って教璽は︑この磁習摺興要領作成に当

遠心分離で成果︵魍

質を縷合材︵聖餐繊維プラスチノ

るが︑これらと並行して回転胴材

し︑潤縮試験や耐久試験讐を遊め

方弐による北陸二心分離槻欝欝燃

なお鋤燃三業団は来年スクープ

来年は四号分
離機の試作へ

をあげたわけである︒

︵二万回転︶で装醗を選蓋し沈と 実用規模に近い瓢．唇機でこの成果
ころ○・六九八％のウ鳳スト︑○

︒Ω二五︶したという︒

功︵従ってウラン段分離係数は︸

・七二三％のプロダクト分離に成

＝ギ同転︶豪で出せる絆能をもつ

しかし理論値では︑﹃号機け段
分離器数一・〇六秤義烈であげる

でいる︒胎霊気はヘリウム端板抜

ﾆ蹴三号機を初公開
動力炉・核燃料自発趨業団は十
二月十三日︑﹁三丹害心分離機で

ウラン灘縮に成功した﹂と発蓑出し力式が採用きれている︒

ことが可能となっており︑こうし
たこと冷含めて晒燃讃業団は今後

クなど︶にすることの可能性等に

を蕪礎に四十六一四十七郊度には

醸解炉安全グ

プロトタイプとしての玉臨機を瓢

原子鋤力研究会

ループ一⁝十四聞午後瞭薩

ト

…一脚一

闘三叉浜弓亀所工男撮用燃朴

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

罐嚢嚢網嚢i藝藝i萎

三菱原子力工業株式会社

蟹嚢嚢
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簸

原子力局との懇談会 二十二B
午後葉京プリンスホテル

蓬製作し︑カスケードによる本洛

る︒

的な接着蹴験等誉行なう方針であ

クストン原子力発電所用麟ミ料

あなたの三憂世異の駕憂

三菱PWR燃料の時代です！

命

三菱原子カグループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集合体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部薗に
満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります
御期待下さい……

鱗芽難詰難

として検剤が進められた︒

／

●齢

〜

い

ついても研究を認める︒この繹験

鴇胃

職燃魏難団は七月以降︑着数
十時間の装閥の慨らし運映や︑三

の小型還心分離機鴨ウランの岡位

瞬
圏

し︑東海購纂所内に設駅された露
号機を報道関係著に公開した︒

京芝浦霊気が製作したもので︑今ウランの反応墨みる翼験研究︑運

課唯勾配︑回転幾度の彫響などに

さちに︑フィード沸簸や回転胴の

無七月に据付けを完了した︒直径転封の酬練などを行ない︑十月か

賜燃犀業団は今傘五月︑東京工

ついて異験を競ける方針である︒

十数圃の改造︑オイルと六フソ化

ら土野六フソ化ウランを嗣いで分

三辱機は動燃瑠簗闘が設計︑寅

三十写綴︑空き衡五十讐層︑高力

高騰験を行なってきた︒

体分離︵段分離係数は一・9瓢

大と協力し︑圓蝋胴醗径十一⁝讐癖

アルミニウム合金︵超ジ哉ラルミ
ン︶制の鶏糞陶嶺もっており︑周

今圓の発表は︑割米擬られたヂ

遼毎秒約三胃五十綴︵晦分無二万iタであり︑※た中間的職もの︒

揃

・レベルなど十牽で構成︶ぷ岩心
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その結累︑①今後の促離措曜に

初公醐された三暑逮心分離機の一部
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酬

聯

︐や索蒸難鍵郵ある く騨
に海外ウラン押鉱開発への産蟹隈の浮島はすさまじい︒またウラ

た︒鼠た励燃事業団の再処理早漏設鷹も︑水戸射爆場の移嚥下驚醐

ン濃縮の草堂研究が進展をみたことも︑今無の大きな話題であっ

ｶ欝欝萎舞巽オ茎一躍小禦難纐響摩りよ・やく地元の了承の暴み・僧優聴

Z懇懇雍継鶴騨魏魏齪葬㏄誘齢謡講︵︶放︵︶羅蒲艶麗糊鋪礁雛襲蝦野離
れない︒安全対簸︑地描聯鮪などを通じての地方自治体の漂峯力

不儒

を示したことである︒水産庁のこ

の閲題への摺概的滲加が期衛される︒

ATRのC＆Rが終って興体的な雄設へ向うこととなった︒

臨燃嚇照臨の薪硝鱒開発は︑FBR爽験炉が晦譜段階に入り︑

ATK建設への協力を軸に︑聡源開発会祉が多年の宿灘であっ

ものとしつつある姿は︑原子力開発にも︑いわゆる

十電力体

た原子力への進繊を集たし︑さらにAGR建設への意紘を醗かな

在NPT調印団は九十三︑批准轡霧託岡は二十二︑拙准承罐国は

ノノづ多多一φ多φ

多

一

二

〆 多！一

多づ多〆多一

ていることである︒栃木県で中小企業集団が建設中の︑諏バルト

≠多多一

多

≠

多

ミ

ノニ多多〆︐一︐〆︐二多︐多一︐︐︐多︐多多一︐︐二づ︐ノ︐︐一多多︐！︐助

せている︒わが囲の原子力産業も︑舗要︑供給の両面から︑よう的間顯点も多く明奪以降にもちこされたようだ

度核原料物質撰鉱計画を決驚
政府︑閣講で四十三

硬度科学捜術白欝を承認▽中編

▽十八日
独︑蒸気冷却型置遼増殖炉開発計

ウラン撲鉱の政府独口駆止へ▽西

り究藁雛野二次メン7霧▽フfフトム︑難研究グループが鐙器▽ブラジル︑

！多多〆一づ 多〆多 一

業で国会等へ七項目の要望

︻海外M▽属国︑初の原発建設
でPWR採用別渓驚︵三十臼︶▽ス

ロ

リ

の

麟

琳停止
▽二十五樹 再処理施設安全繁
盛奪門部会︵蕩鵬洋︸郎会長＼が

▽十九ヨ春の原子力フユステ

下溺窯の核燃料物質等保有三二蓑

ン群構調査で醐査貫派遣

▽二十掴賦関電︑醒アのウラ

が﹁むつ﹂と決豪る

ィバル開かる▽藍子力第一船船名

特別婁︵愈田展之助墾員長︶が︑

お闘題点もあると照講会へ報答

再白煮施設の安全性は重めるがな

▽碧羅一日理研︑ガス拡散広

によるウラン濃縮受験に成功と発

▽福井県︑環塊旗嚇能口試技術

▽二十二日 第六回帰工学にお
ける同位元素研究発蓑会開く▽衆

︻海外︼▽米ゲティ挫がNFS院世塵特︑薪型転換騨騨価検謝で

雪雲を設躍

疑濁
所有へ▽IAEAが夏NIS質議

▽二十三臓 学術会議第五十露
回総会開かる▽勝田市長らが再処

を承濾▽英︑西独︑オランダがウ

理旛設建設計画中止を要講

科技庁︑四十憲矩麗

リ

ド

の

り

▽ニや六田

リ

ロ

コ

サ

ロ

原鍛束撫発電藤︑

リ

一会議開かる

第九國日本R

懸盤Z詫飛騰

ヨ

二十九日伺許可︶

爾が許可味準に遡含と答甲︵五月

古河電工︑三菱原子力の三社の讃

ラン濃縮研究協定に署名▽パキス

り

タン原芋力開発十奪認画を立案▽

むの

コリめゼリのヂリリびのド

▽二十四日 原子力婁︑研究心
用板状燃科成型加工で強友電工︑
を新設
の

餌ENエグループが螺醤総合会社

の

しのリロノメリのの

∴難解∴月彊
原子力第一船

四や四年麗予揮が成立

﹁むつ﹂と命名
▽一日

東電と離離祭が﹁原子

海発電所の全設備拠引取ったと発
▽四田

力発飛断の安全確傑に関する協驚
轡﹂に調田

▽八日程税特別搭置法の一部
▽十七臼

改正法案が成立

▽八田課研︑ポリ堀化ビニー

ルの改質に成功と発表

▽九臼原子力委︑サイクロト

ロンによる中軽子線門田懇談会を

設躍

▽十三臼 第九同期本アイソト
ープ会議即かる

▽十六︹口 原安協が第二圓原子
力安金研究総合発表会︵金網趣︶

原蹴︑第十

▽原研の核融禽実験装薬﹁トー

定事のため運転を停止

▽八田放醒研鵬海突験揚が嗣

▽十三日放鰹研︑放購線隣審

つしが進水

▽士酉原子力第一船﹁む

酎会が発足

▽鳳峯力局︑保障描躍システム検

▽十一欝 ソ連科学詔警団来日

ラス型ヘクサポール﹂が完威
▽九穀 束獄で第一回日英原畢
▽賓河蹴工︑JM田8の第九〜力会嵌鞘催

ヤ一次燃料製作を受注

▽原研︑鋤燃事業団︑原船瓢業
団の四十三一獲慣業計翻決まる

︻海外︼▽米AECが核燃料政

策を変更︑賃費料を六・五％に▽

西独シーメンス社︑オランダ陶け

利用で新コンクリート亦綿発▽米

▽十七日 通藪省︑一九六九隼

PWRを受注▽米8NL︑放射
献復研究でシンポジウム
の回

GGA︑轡国に研究炉を輸出▽仏版﹁遡商白撫﹂を発表

を設立

一二菱除子力工業︑

▽二十日

原麗︑ウラン濃縮爾

3面へつづく

に九衙万KW▽閃独B鶏C︑英B
NDCと技術埠欝

所望設計醐が貝体化︑一九八○年

設へ▽スウェーデン︑原子力発蹴

畿詔の避階に︑一泊闇隔で一㎜︑鷲建

米AECのLMF2R建設︑

原子力矧弥刀協定織羅︵⁝六日︶▽・

社あ．設宣▽仏とオーストラリア︑

とNUKEMが該川幅製造で薪会

︻海外︼▽米A鶏C︑ウラン鰐
給調査を発ゑV薩独シ⁝メンス赴

▽鉄鋼巡盟︑製鉄用原子炉の開
発等で政府に要望

ラン濃縮契約を締結

▽ 二十碍原鱈︑米AECとウ

二十八碍帰圏︶

▽二十八日 原産︑原子カプラ
ントPC構造物調査邸派越︵七刃

▽二十穴︹口 堀薪氏逝簑▽原子
力婁︑原子力船懇談会恥一設躍

会談聞かる︵オタワ︶

▽二十三日第五回日加原子力

題懇談会亭望潮

伊

に北想栄民

トロンの建設を決定▽原子力謬員

CEAとインド不シアBAT
A八N
▽ナ
日 鋤燃箏業照︑ウラン
がカリマンタン採鉱で協溝繍縞▽
贅源探鉱膿発五力年日噂酔発葱V
米AUC︑爆織工掃罠営で報管轡原研︑研究成果贈及講演会開く
▽預手︑シーメンスとA遇Gが発 ▽十九日 原子力婆︑がん治療
電プラントで含弁会社︵KWU︶ 研究のため放医研に賑用サイク罵

本計画を決定︑中部剛力の浜岡一

▽瓢十八日

端機は地元欄の了解を灸件に贋認
▽原子力学会︑新会長に矢木栄氏

舗趣炉罵ナトリウム偵熱蒸気発生

器の翻発に成功と発衷

▽〜二十日動腿駆業団︑濾心分
離法によるウラン濃縮実験に成功

と霊媒▽有沢原子力婆顔長代理︑

第二原子力センター繊想で私案

門海外回▽ユーラトムの罠期計
碑決懸る▽米国オイスタークリー

ク炉が臨界︵三環︶▽米大瓶領︑

露里工場民當移管悶題で特別婁を

設澱▽米圏︑熱影響規制法が下院

を通過▽仏︑ウラン開発で中央ア

フリカへ進出

濠六撫還捻

放医研の臨海
実験場が開場

長︶が初会含

▽六臼 濃墨党科二連の原子力
平和利用錐進会議︵佐々木義武議

▽二十臼 冨ナ電機︑AGR導
入で英田NPGと契約調印

日

⁝圃株

畏︶串設鍛▽原子力婁︑斯珊転換

▽二十二賦原子力釜︑ウラン
懸購研究懇談会︵出田太ご二重

▽㎝一士

炉騨価検講騨門部会を設置

主総会で約五億円の利銑計上▽電

源開発調整審識金︑四十四館度麸

エ菱璽工神戸造船所の原子力機器生塵エ場内部

ド

を呼び趨こし︑環境問題鶏提趨された︒

なお︑原子力産業再燃成の鋤きは世鼻的な傾向としてここしば

イスラエル︑ブラジル等を残すのみとなった︒

軽水炉ブームは米圃にとどまらず︑盤原的な現槙で蔓延し︑西 欝で︑フランス︑ホ共︑インド覆除けば︑主要な朱舗珊珊は日本︑

り出したのをはじめ︑スエーデンでも独良の輝水炉建設に着手︑

独がすでに米困の技術を消化してその改憲︑さらに輪出に蜜で乗

q絵雛護鱗舗蒲鎮購Wuを︵︶ア︵︶懇際講騨縫園圃醒

らぐ続いているが︑今無は英団にニメーカーグループが誕生︑西 制 が形づくられたものとして沙事きれる︒
フランスも伝統のGCRを櫓てて輝水炉への転換をきめたよう

た旧離に備えるわが國の研究開発体制は果たして十分なものがあ

だ︒一カアジアでも韓国︑台湾が脛水かの建設をきめた︒こうし

るだろうか︒

だ︒海外の原財力発聡ブームをはるかに上圓っている︒

KWに及び︑その闘二千五三筆KW以上を濟証するという積極さ破壌検査をオンラインにのせ︑機体都にもこれを襲撃しようとし

濠s蜷利E鑓雛諜臓蒲藤織澱轍鍵醐嬬難漏

︵㈱機業翁町轡総噸騰耀掩韻欝解甑
弓隠〜四万ショート誘が予慰される︒現在ウランの濃縮業務を繭
簗ベースでおこなえるのは米磁だけであるが︑その米団の濃粥工

場移管問題は︑十一月や鼠︑民常移管の前段階として︑AEC管 五つの原子力転業グループは︑こうした王公に備えてそれぞれ 六〇による注射針照射減薦工編もほぼ完成した︒

印

協︑電力開発の鰹鎚期展望を発表

の

．一

動燃琳叢隔の再処理舗設は安全と
玉串▽原研︑塑．叛再処理試験を

唆城県再処理調査

▽六日 集北聴力︑女川原子力
調杏斯阜設殿

▽瓢＋百﹃RR13が還転▽一百原蹴︑英GECから束

圃を中止︵七日︶▽四球石抽彊本

サ

一

D羅・・忌寸筆

ド︑タラプール炉臨界
コ

サ

が核燃料サイクルに進鎖▽イン

サ

げ

▽二十日動琳瑠業団︑英AE
AとD罫R燃翼雁射で契約
ゆ

︐

ガス拡散法で基

礎実験に成功

▽二十八尉

回収に成功

▽一鞭IAEA保肉蝿置噸終
用了︑約八十五畷のプルトニウム
で対日査察細欝取決めが発効
▽⁝⁝百学審︑巽研の加撚器建
第二篠原蔭彌次大会始

設を了承︵規換は八↑懸臓平畷︶

▽閥日

象る︵都市ヤンターで︑筆R閥︶

JRR−3で騒騰賜治

殖炉協力協定が発効

▽難燃麟難団と激AHCの高遠増

▽六日

▽七醸東灘︑米EXiMと樫

療行なわる

の臨海爽験場閉場式のもよう

@

嶋 拠欝欝無＠鷹 暑 お ⑫ 趨 み
禽︶欄讐簾海鳥蜷瀦壌好麓婬緯聴
のところ僅か六百万KWにとど蜜っている︒ご酒はすでに大編な

ラント政権成立筏の十一月二十八賑︑西独も遂に安全保障上の碓

酸も強くその修正卒要求していたのは藤独と臼本であったが︑ブ射能調致︑研究体制に

囃ﾔ撫黙黙器製罐難動駐幽幽擁誤読踏鍬幣酩引鰐郷獅翫鮮議魏離難

騰り上げ発注が行なわれているためで︑供給メーカーはい憲合計 である︒
約六千万KWの受注をかかえ︑建設中の発電所も軒なみ工鰐の遅
延をみせている︒だがこうして︑自らの講ずる方陶へ真罪面か

爽園価値揮

戟j

を認める段階にきたことから生ずる規制のあり方が︑広汎な購論 諏が得られたとし︑批准への条件を留酸してこれに講印した︒現

また米圏では︑原子力発羅開発に法律的か葱味で

ら取り組んでいる姿は︑わが圃からみればきわめて聞象的だ︒

@（

の体贋強化と︑機器鑑麓︑核燃料の成型加工などを含むグループ
このようにして︑一九六九庫の原子力開発は︑内外共に軽水炉
理下の﹁政府会社﹂方式に決溝された︒
だが︑この三隅の濃縮能力も︸九八○隼代には全世界の罵要を 内の体制聴備を進め︑これに伴う設備控彊も飛躍陶な増大をみ開発を輔に大型化の︸途をたどったが︑これに伴う圃際的︑社会

．

多φ多一 二多多づ 一多

下回ることでもあり︑欧州では対米依穿脱却の蔵味からも︑霞主
唄 ≠二 〆一≠ 多多多 建多

︒

詰犀震腹児盗

原子力掌会が十周難
第七圓原子力総舎シ

科技庁︑第二圓原子

斬難燃無血議会︑原雛

局二紹機で借款契約調印
▽十滋

誘致で津講
▽十一臼

漂識力婆︑四十四年

高井艶太郎氏逝資

力衛野塩用鋤糧調査継果を発蓑
▽十ニロ
▽士ご17

掲

@
@

@
@

@

@

@

イスのルーセンス炉が事故で停止
︵一一十一田︶▽米AECが一九七
○矩度予鱗案︑総額二十四・五慮
妙▽チリ︑英国から研究炉購入を
決定

･帰印
放射線審議会が

▽十爺日
▽十︷例日

二二

鰹画題︑ウランの長

ンポジウム開かる
▽十八摂

棒賓が碓保策を決楚
▽ご十臼 三竿原子量工業︑大
罵臨界爽験装躍嘩設で地兀︑覚轡

・・．

原子力予算は
四百玉十億円

原薩首脳︑再樋距旛

▽＋四月 四十四用度泰平政府
案が決定︑懸子力は総額約四百五
＋億円
▽十六摂
米蕩速騨協力運営婁が初会会︑婁

設設澱促進で総理大隠に腰望▽臼
鐸笈に澗成懸隔

黒襲凸工の原子力機器

再処理廃液で答申
▽三臼

工揚が竣工披露︵神戸︶
▽五日 第四個叛射紛利用促進

▽ヤ五臼仏SGN社から鰐処

葵氏▽

理施設詳細設讃の仕搬懲が到着
▽二十日 学術会識量五十二回
総会開く︑会長に江上不

束賊︑橿掲二鍔機

▽二十四田 躍労趣が＝﹁次提旨
▽二十八日 心酔三熱団のナト

「むつ」の進水式

表

表

〆

▽六日 放射線需講会︑低レベ
ル阪射盤麗液の海域放繊で答曙

神鋼綱線綱索︑原子騨翔PC鋼桐 会講開かる︵名古屋︶

開発に成功と発嚢

▽二十一二日 中等協︑静力長期
計爾を発荻▽動螺事業団︑原子ヵ

五グループと薪刑遅駆炉原邪炉建
設の第二次概倉馬耕契約を締縞

▽二十七日東北電力︑原 発 一

▽二十八日原研と動燃璽業囲

路機の女川町建設を内定

▽二 十 九 臼

がハルデン炉へ照射田燃料六空輸

▽全漁連︑原講力闘鍛と沿岸漁

の趨工式

大洗のNa流鋤伝熱賦験室内部

魔繭

（2）

第506号
第三穰郵便物諏可

新
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聞

業
産

♂

凋
．●●声

格際案を作成︑工技院に答串▽工

噂

騨

︒

．

二魏原子燃糾製作

蘂法違反の判決▽加デニソン社と
約を三冠▽西独︑米国から濃繊ウ

伊ソミレン社がウラン共同深鉱契
ランを購入▽西独とオランダ︑オ
ソト︒ハーン滋藤滋で協鷺締結

︵西独は十一月二

が進水︑臓装工事

原子力趨鑑新聞では︑慨例の︻π六九年原子力界
十天漏ユースを次のように澱びました︒なお順位決

きました︒

︵十二月十八日現在︶

定など選出方法は︑原巌購務局内の投票結果に墨づ

⑥米国原子力委員会所有の三つのウラ
ン濃縮工場の民営移鶯問題に結論︒当面

⑦原子力委員会が﹁再処理工揚は安

は政府会社方式となる︒

全﹂と答印︒政府も水戸射爆撃場の移転
処理工場問題が好転する︒

も順調に進む︒ また三菱グループと初装

オランダ三国が︑

を約束し︑茨城県も設置を認めるなど再

︑諏四ドノ・ツ︑

⑧原子力委員会がわが国の﹁ウラン濃
縮⁝聞発研究基本計颪﹂を策定︒また理研︑

動燃事業団で幕礎的研究に成果上る︒

⑨原子力委員会が新型転換炉の経済性

評価検討を行ない︑A聖R建設の妥当性

れる︒また発注もスロー・ダウンの傾向

⑩米国で原子力発電所建設が大幅に遅

を認める︒

に熱汚染等︶がクローズ・アップされ

た︑米国内で原子力発電所立地問題︵主

⑤熱影響規制法が米国議会を通過︑ま

転︒

短かさで初臨界︑五〇％の出力で試験運

④強電敦賀発電所が︑記録的な工期の

合意︒

遠心分離法によるウラン濃縮共同事業で

⑨諦央国

荷燃料契約も締結︒

②原子力船﹁むつ﹂

十八日調印︶

方針が膿らかとなる︒

①核拡散防止条約に︑ わが国も調印の

圏

一九六九年

翻馨！一〃一0髪ーハー！一！一跡一

融舎爽験装置︵JFT11︶での
▽二十九臓

所のクワ入れ式︑JNFも欝工

配録報告制度で合慧▽三菱原子力

AEAと日本孜府︑敦賀発購所の初期段階の雲隠成畢却公表
と三翌盤工︑体制整備︑軽水炉の
核肥料の会計規則改驚亭提案▽英

︻海外︼▽田沼邦動力婁員会︑

受注窓口を三二に︸本化
▽鋤燃珊業団の慧︑号一心分離機

ゴ

ンス炉を三三▽米国︑CE社に独

が据付け完了︑試搬転へ
国︑NUKEM社ヘプルトニウム
︻海外︼▽米AEC︑ガス隔膜ニ薫譜管を輸出▽スペイン︑英国
の輸出を検討▽仏C鶏A︑高放 と再処理契約▽スイス︑ルーセ

●

▽一日科技庁︑企業の研究活

計画を許可

JPDRI∬

旛慈母

へ▽仏︑原子力平和利払予算を削

射粧廃難物の処揮法卒完成▽イン
ド︑仏と協力で蕩遡増殖炉の設計

嶋

論難雲﹂．簿隅
韓

ウラン濃縮研究
開発基本計画なる
▽四5東芝︑石幡の原子力部
門を続舎︑豪た同グループは米B
＆W社から百万KW級圧力容器二
暴を受注︒

政府︑闘蹴で﹁米箪水

借等へ襲望

醸動研隼会開かる▽

聡窮連︑社艮会でサ

の当面の錨備運用で科技庁︑運輸

原産︑使虜済み轡料輸送関係法規

▽十七日

▽士二日 符沢︑山田両原子力
磐員が再任

る︒

ゆ多多多一

関電美浜一丹機罵
初装荷燃料の︷陳が現地型憲

▽二十一欝

▽＋九日
との共岡櫟鉱瓠業調費報告拳発嚢

二半派遮の使用済

▽六日茨城県議会︑六項濁の

▽＋六日東芝︑米国へ医療用

を示す︒
一多多葦葺！ノークー多ノノーノー多多！多一多一多 ！多一多多多多多多一多多一二

一十八日

み燃料輸送騨門調究國出発︵十月

▽

雛連︑︒アラン群拝撃翫護︑﹂PD

多を多！

ーーーーー！！ーー多一菱

的利用検討のため翁内に﹁原子力
コンビナート秘説会﹂昂設櫨

紙する﹂と決定
▽十︸日 通産省︑猿子炉多目

戸対地附爆撃揚を一一了四母班に移

▽九日

用調査連絡会議が中間凹田

▽八日新潟渠︑原子力平和利

第二次撲鉱活動への参加を決定

▽五日原研︑JRR−2の使
動調査結渠を発酵
▽五日力ーマギ⁝推進会議︑

用調査欝欝発︵九月二十二臼帰

漂産︑ウラン資源

開発楽員会を設殿▽九州電力と中

曝線鍛箸の務経轡理調査検討会が

▽二十一日原子力局の個人被

国︶

約に調印

ーマ礼とウランのスポソト購入契

團艦力︑加のリオ社およびエルド

▽二 十 八 日

▽十七臼 科技庁︑原亭力平和 用済み燃料約醤詩修捲米国へ送還
利用に関する世論調査結果を発衷
▽六日 原産︑原半炉多圏的裂
▽二十一日遅AEAの原子炉開懇談会を設醗▽原研︑集海研で
圧力容器専附七会識開かれる東 ナトリウムの火災実験
京︶▽田本原子力文化振興財団が
▽八日第二回日仏放射線化学
発足
会議闘かる︵パリ︶
▽二十五日JPDR運転再開▽十六日 ﹁むつ﹂の格納容器
が墨付終了▽原騰︒放射線塵業利

発機閣体謂難題懇談会が報告案大
難を隷とむ︑常設部会と資料窒設
礫など︵七月二十一日に報告轡︶

▽四臼 葉海難難所使用済み燃
料の英国輸送が始織る▽原子力醗

讐甲

作成
▽三日 力iマギー推進会議︑
米︑カナダに調査団を派適︑▽原
子力婁︑倥友余属鉱出と三菱余属
鉱墨の撚れに転換加工礁業欝欝で

議︑原子力安全確保の要塑轡峯を

▽﹈⁝日 原子力行政虫蟹縢長会

▽一購 久藏省︑関税慨定鋤簾
法施行騰を一部改正し︑施行▽通
産省︑蹴子総総鍛機課欝欝設▽棄
芝︑ウ ラ ン 分 離 機 都 を 新 設

料を英国へ輸送

東海の使用済燃

ゾ

▽二十九日原子力五グループ
初会会▽日立︑原子力推進本部を
新設し︑パブ日立との提携強化
▽二十六日 学審︑坂田文無に
▽十八日

▽二十六日原子力の臼︑全翻

▽二十口回第十一回放慰麗闘簸
研究成果発闘牛園かる

▽ニや九日動燃膨業隙︑米G

り

狸研︑原子力学会分科

▽十三日目原子力婁︑新型跡立

騒騒敦賀発躍所が二

▽十八日原灘︑マグノックス
騨酸化腐蝕で英国に醐査員派遣

万KW初発蹴に成功

▽十六日

E社からSEFOR技術院報炉
入の
手着工を承認﹀原子力婁︑動力
門海外
▽英A遇Aが核燃料 炉安全棊臼取門部会の蝋管に碁づ
サ：ビス甜醐を発表▽仏︑ウラン
き﹁プルトニウムに関する目やす
喩出のためU鶏ANEX尋設立線
▽騒﹂を決定▽原産︑NP¶摩に関
臨監AECとミネソタ州︑放射能する薩県界の見解を政肩零開係方
放出で裁醤へ
颪に要璽
▽十四臼 関蹴美浜一爵機用燃
膳の検査始曇る

の

昏桑議〜見畳

り

▽︸日

原子力委が新型転
換炉の着工を承認

サ

の

ゆロ

リ

サ

のコロ

パネル東京で開催

一AEA査察技術

▽一鞭 原研と英AEAが第ミ

BN鮎︶

が醐磁贈物難燃門蟹蛮蹴納催︵於

▽十日鋤燃酬藥邸と米A過C

搭謄に関するパネル討爾会を開催

▽八霞 −AEA︑象窟で保隔

︸百闘︶

▽五三 第一圓日栄原予炉安金
審査響論難会議閥かる︵米欝で︑

滲加を了承︒

圓尚速か纏絡会議開催︵協定敬簿
で禽溜など︶▽原子力局︑原研の
ハルデン菌醜￡九七〇〜七二︶

サ

靴袖雷撃寓

︵十一月一日から︶▽西独︑NP
Tに講印︵瓢十八臼︶

躍縮ウラン賃貸料引上げを実施

遼からPW逸輸入へ▽米AEC︑

国︑ニクソン大統領が濃顯工揚移
響問題で声明▽フィンランド︑ソ

加AEC漁から研究顔購入▽米

国︑二濫のAGRを発注▽台湾︑

約締結▽欧州三国の共同濃縮環第
が進展︑近く協定調邸の運び▽英

ド︑仏から蜀水プラント購入を契

︻海外扇仏政府︑第六次開発謝
里中に軽水煩採絹を決定▽イン

全と答贈︒

新調高浜一摺機の原品炉設癒は安

▽二十六日 福父無︑防災会議
で﹁裏山性物質の大羅放出による
災密暁の摺標となる線羅﹂を決定
▽二十七理 原子力婁︑総理大
臣に動燃欝業厩の再処理施設は安
全と讐甲▽原子力婁︑総理大匿に

▽五臼 第四鰯原子力樋設と沿 村協識会︑原子力発詰所地轍の蜜
科技庁︑四十三幾度原子力開発利
全確保と整備で政府関係者と懇談
雨動態調査結果を発蓑
岸海洋シンポジウム開かる
▽三十田 科技庁︑四十四無上
▽二十四臼 通塵省︑四十㈱矩
▽六日原子力局︑欧米五力国
競末の鞍燃科物質等保有聡を発表
に被曝線路響理登録に関する調査 版蹴力鼠穣を発表▽日立︑ナトリ
団派遣
ウム熱交換器用の薪浴接法︵突禽
▽動螺堺榮団︑原子力関係工季
一社と﹁高速増娘煩技術協力に蝕 ▽十臼 第二回臼栄放射線化学 せ法︶開発に成年と発表
する契約﹂締結
会議開かる

▽二十一日 JRR11が運紙

で多彩な行購

納め▽金国原子力発醗所厨摂市町

会でテフロン製バリヤーの成功を
発蓑

▽二嘱望麓の﹁欧州︒アフリ
▽二十七田動燃箏業団と仏C
EA︑パリで第一回商運婿会犠▽ カ・ウラン資源調査団﹂が出発

設遊む関躍蘂浜墾、2号機

げ

が特殊核物駅賃貸描で政府に要望
▽三十日 原産︑四十五年度予
紫研建設で答駅︵八十穏電子曙︑
七十五億円で四十六年着工へ︶▽

回総会開く

ライナソクLMR⁝13を輸出
条件伺で胃処理旛設設躍昂承認▽
▽十七日 外揚雀︑﹁核孤散防
第十二園国際放二線医学会舗開か
る▽銀扇総裁︑AGRの調川研究止条約へのわが国の加入による利
轡褥失﹂をまとめ自民党に握出
を開娘と語る
▽二十日 原子炉安全慰門審査
▽九日 正力松太郎三瓶去▽原
会︑中国戴力翻根一霧機の設贋は
子力局の放射骨固体灘彙物処理処
安全と原子力釜に報告
分検謝会が初会合
▽二十二臼 学術会議第五十五
▽十臼原子力学会秋の分科会

始豪る

▽ニや蕊日原子力婁︑原子力

損轡論叢制麗専門部会を毅置

難麟解℃灘購尊墨

康

騒

算で関係雀羅へ要噸▽熟和窮 業
蘭︑高速原型炉の第一次細細出島
研究を原手力五汁に発浅
▽三十一臼 策羅︑福勘二塔機
原研︑トーラス型ヘクサポール蘇

騨技庁︑四十五臆度予簿概要要求
▽二十八日原子力婁︑ウラン
濃締研究翻発工人謙腿を決足▽

㈹一一一熈㎜一一燃

東淘発蹴齎の便胴済み燃料の輸送

減

ぱ
一

の定礎式
▽鉄蹴協会︑原子力岡鋼材の規

原躍敦賀発電所

差、一ぐ一こ轍灘黒風燃賦囎緊撒ぐ一二W

ご十七田鼎国︶
クストン炉恢料照射計爾参加を決
▽二十二日 関鷺︑福井県大飯
定▽東電︑新潟県の柏陶市・刈羽
町に鰻終約四十万KW規模の原発 ▽二十九日 北海道餓力︑原発
建設候補地に岩内郡共和︑韓紅地
村地区に合計六識一八特選KWの 建設計画を罷衷▽原子力局︑原子
区昂渓定
原発廼設と発表
力損蜜賠償劇度検討会が結論
▽通弊省︑熱中性子炉検尉会が

第一次墾暴

■

石播がB＆Wから下轟け製作申の百万KW級圧力容器

▽十三日原子力墾の新型紙換
炉評価検酎鳴門部会が報告轡

スチソクが企業化▽米EXlMが

︻海外︼▽米国上院︑熱影絵規
則法案の改定を嘉慶▽米国関税
局︑原子力毒手の関税率引上げへ
▽西独の化学会社︑二鷺闘的炉二
基を謝瞬▽米国︑照射ウソドプラ

臼︶

の

華揖星
陽

▽三田

原子力部会が製鉄用高淵ガス騨で
中聞報告
▽三ヨ 原蹴獣賀発羅蝉が臨界
渥照正央氏逝玄

力で業務提携を強化▽鉄鋼協会︑

▽二田窟士聡礎と川鏡︑原子

力容器の窟庁検査行なわる

羅馬醐の織懸高麗翻

茨城県が条件付で
再処理工場を承認

．

ーAEA禦務総疑か再任︵二十三

台溝電力に備款供与を承認▽米A
猛C︑オイスタークリーク炉の全
出力運転を認可▽S・エクランド

雛
破壇

麟ゆ

70 に

艸珂
ツ
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力

原

ら

聞

業
産

力

原

する二百MWe以上ω容嶽の八十・バン酬挫慢は︑過玄＋ニカ月聞

ける賑賑ぷもっていたQそれはま

﹁るかどうかが︑二品厨の覧蓑な聞 醗メ〜カーで三級技術響が払底し
てし豪っているということが二三

しかし︑この構想にはすでに一

うことであるQ

闘の問題である︒この観点からみ

る瓢社を驚禽して﹇大企壷網胤設

原墨黒勘餓では︑窪た︑設計︑

題である︒

れは︑技伽コンサルタントが今後

ジーメンス聾A践G両祉の掘携に ピドーに代ったこととジ︐ーモン

六八三三アンパン財閥がジューモ

︒シュネードルがWHとの協力強

化層望んでいることから再炭アン

パン財閥の持株敢得の許可六求め

ACEC︵シャルル環ワ既機工鑓
た︒この調製六進めたのは類たに

ン・シュ不iドル社とベルギーの

を示した︒だがWHは政権がポン

窟聡慧惣可資料作臨︑安余解析な
原子炉機器設副分野に違出してく

よって健遣された︒た出たま一九

原子力産業再編成で

鞍瓦︶を叛否する睡正式通告し

Hの考凡方はジュー

＼琶︑7

長は元仏国甜総裁︑一76ユーラトム

つ︒しかし仏政鰐は再展今回は正

総裁で仏政界でも大き瓶勢力をも

筑に痘習したのである︒

のでこの不利叢はカバーされよ

検酎のうえカ⁝マギーの提案の受

うoGPUとしては︑別策と化較

ン・ヒル・ブほプライアタリー社

オーストラリア照大のブローク

でウラン探鉱

米WN社が藻州

入れを濃めるようである︒

みてAECの燃羅リースの対象と

へOf

ルイ・アルマン抄長である︒岡社

社︶に対する持株︵ACECに耐
三文される H二一ーロソプ社の

瑛始めな︒

う悪岡オ知ってその買い取り交渉

しては五 ⁝％︶誉手放したいとい
ところ後麿はCGEUアルストム

とみられている︒しかし今濠での

と関係ない︶爾社の禽桝︑西独の

どの面で︑従来火力に倍する技術
る可能性があるといわれている︒

た算國のEE鑓GE︵細螺のG九皿
六九卑二月仏政府は開胸の溜向

役務費が必擾であり︑このため璽

WH社の進出を
@拒否

仏政府︑
︻パリ翠嵐駐荘園滋凸仏政府はこ

い数多くの発醗所が建設されてい

た︒その背餓にはEDF︵仏聡力

カーマギー社濃縮U

いたが︑実現しなかった︒しかし

みている︒

社のオーストラリアの子余社との

BHPは︑継繊可鮨な一飛間契

鉱活動亭主施することになった︒

区でウラン斜月じめ金甲鉱物の探

AECのリースが︑燃料の燃幾 舎弁で︑キンバレイ・フラトウ勉

ィ：︵GPU︶が︑スリ；・マイ
に応じ支払が行なわれるのに対し

ゼネラル︒パブリック．ユテリテ

りAECのリースと岡搬の結藥を
︵BHP︶は︑この仔ど︑楽倒の
得られることとなろうとGPUはウエスタン・一＝ークリァ︵WN︶

なり得なかったが︑この融贅によ

乳

欧州の諸企巽網の中彬とするとい

ウエスチングハウス鎧はGEに モン・シュネープル徒を支配して

締的でないようだ︒

︵WH縞社の欧州代蓑資ハウエス・グループとの接近に必ずし為績
チングハウス・ユーロソプ礼ルイ
・アルマンれ長︑ウエスチングハ

緯距して欧州の特許冷使屠してい

るため︑金國各地に建設労勝者の

豪で対米依蒋になること

撃力会社は︑以潮より核燃料調

F6供給に融資提案

暴難儒騰

︒R．スミス翻社長は︑次のよう て垂垂醗機会鉱ジューモン︒シュ

G＆H︵ギブス＆ヒルズ︶のP ウス社シャソスール顯閲︶に瞑し

していることを指摘している︒

昇し︑生活費の上昇灘の二傷に逮

は︑雪丸内の建趣費が毎月一％上

USスチールのR・ブラフ会長 のほど米脚ウエスチングハウス

に数え止げられている︒

キが︑工糊を遅延する鋲大な染囚

は﹃たびたび行なわれるストライ

をしているニューヨーク市近薦で

ているニューヨーク発醗所の建設

アン・ポイント三山所の建設をし

]繋灘露礁鷹難環礁
受注は低下傾向に

四％蔵少したと述べている︒岡時

に現繍労働力の生簸性が︸二一一

養本

は画拝したい②米困の技術︑核黙

のように独力で軽水炉昂鰍設でき

料でも西独のジーメンス．AEG達に生蜜からの融縦を期徳して
る艮族資ホ企業轟突現したいとい
う魍岡に基く︒

この融資は元利ともに定まった

高くなる不利はあるが︑カーマギ

聞も短く︑利子も若干A遇Cよの 約にもとづき︑このプロジェクト

鉱活動をつづけてきている︒

九六六隼からオーストラリアで探

ウエスタン︒ニュークリアは一

ーの謹綴UF6価格および選入総⑫加することになる予定︒

額は︑A鷺Cの麩本価格より低い

七二一七四年彫に予定されている

米国RR社が新ガン
マ照射装置を製作

スコラスチソク6ラダトロ

節

〆

射射

験託

照照

をお奨めいたします

試蚕

一

皿

一

［｝

…

鰍

｝
｝一

ンキー契約を再検討
WH社ター
来麟では今奪︑原子力囎電所の工期遜れ等で建認コストがうなぎのぼりに五二した︒このため︑原

子力艶艦所の雛洗も大麟に減少し︑その数字も六基︑納六胃万KW騨痩になりぞうだと伝えられてい

驚をねっているようだが︑とくにウエスチングハウス︵W11︶ほタ！ンキ⁝魏約力式への御鼎につい

五弧の火力・鎌子力︵うち四墓が

しい原子力発聡所政策律決めたこ

公歓︶に軽水婚建設を諏可した新

原子力発蹴所の建設に際して
転楠町に関する離塁を将来緩和す

一五一二〇％の労務費上昇は当り は︑AECが与える建設欝可︑運とがあり︑①技術︑核燃料から︑
削になっている︒豪た︑インディ

定されている︒またコロンビアの

WH社叢工場の されており︑フル揮業は来年に予
操業順調に進む

越料成型加工工槻の建設工合は完

仏の場含はCG猫1ーアルストム ルズ・アイランド一男機工燃料の

贅付で供給を受けることを確認し

社の提携によるGAAAがGB
湾の
縮UF郁をカーマギー能より融 分瀾払い塞で週済され︑返済期

︻写翼はペンサコラ工場の内

たことにより︑燃料凋達に新しい

必発醗所は︑運開予建跡期から

ル轡硬するが︑技雛暫は両杜から

特解で落水炉灘設の技術と縄験を

けて民族資本企笑を実現する夢想

には︑溝業界と規制麿にとって現

ューモン︒シュネードル社勲爵受 可能魅が生れることとなった︒

もっているが︑このグループがジ

に水流孔があけられる︼

ポート・コラム・チューブの影藤

部︑パンタグラフ装羅の助けでサ

いる︒

産も一部分ではあるが行なわれて

米WH社の差傘新設三工場は︑ 了しており︑構慕も掘付中で︑生

場は︑簸撫の引渡しを終えた︒

ペンサコラ工場は︑笥画より少
し翠めにフル操業に入っている︒

炉内部製隠公的生産しているが︑鍛

チに異論を唱えるものではない

ｱ計圃に関するものが大部分

で︑次のような提案をしている︒

躍

射装履は学覆轍︑繊維扇︑碑総懸

使い︑値段は六千欝欝がといわれ

に難訓され︑セシウム餅を綜源に

製品の改良。滅菌などに

9慧

ダトロンの厨的は︑RR社の魏争

ガンマー

会社であるラディエイション・マ

とよく似ている︒RM社

シーナリー︵RM︶祉

は渦近二君⁝ジャージィ州のハノ

タ！B

日本原子力研究所内

群馬県高騎市綿貫町

る︒そこで︑原子如メーカ︐の間では︑コスト・アソプネ一できるだけくいσめる方向でいろいろな対

て検附している︒

綿密に鰺理する方法轟歪みており

原子刀︶織目所のうち︑その三分

躍所の遅冠はかなり顕署であり︑

不足を摺いている︒

米岡の原子力躍臨界では︑畏期 局畏費・S・ブラウン氏の報告に 設現揚労働力の低生堕性が大きな
に指摘している︒1一闘題なの ネードル社支配︵ベルギーのアン
駒にみれはWH詞は原子鱒浦殴愚 よれば︑ 一九六六⁝六八無に晃成 悶題となっている︒UE＆CのH
は︑米賑では現在過まに例をみな
パン財閥の特株六一％取得による

にもどるものと観測している︒W

ち︑半爺も遅れたのはわずか五基

附に還らせたものである︒さらに

に︑昂近の契約折衝においては︑

うまくゆけは︑ターン・キー受洋

各ミ亀九︑十一︑十闇闇月で︑こ

る︒原子力四基の遅延期間は︑奮

H社は簸近⁝QO％子会社のウ鑑 の二が運延しているとのことであ
ドコ社昂設立して︑海外の犀設罰
圃卒讐回することにした︒ウエド

＆C社︵ユナイテソド︒エンジニ
に過ぎず︑しかもそのうちの一一璽

コ歓の 管 騨 三 門 に は ︑ W H︑UE
れに対して遅延火力五十⁝塞のう
アリング＆コンストラクション︶

の他下翻会被から人材が投じられ

J︒A・ジョーンズ職設会製︑そ は負欝舗璽の憩変に合わせて悪図

原子獅メーカーにとっては︑建
その改蕾はあまり望あそうもない

一九六九−七六年に運韻予足の発 生塵に入っており︑もう一つのエ

毅工鋸の遮れとコスト上昇が一番
と報欝されている︒

ている︒

の開心翔である︒岡時に現掲の建

ン・キーへの復帰については糎否

初の内鼠構成総器力ートリソジは

WU社の経営陣の申でも︑ター 同工揚は︑炉心竃持物などの顕亭

たくさんあるようだ︒仕購がうま
両論に分れている︒そこでこの閲

簸所長に満足できなかったことも

題を解く鍵として︑労働力とAE

ものでなければならない︒さらに

実の闘願解湊に本門に助けになる

る︒大型縄水炉の順趨な翻転経験

妙所の都箭建設串請に対して︑A が︑都帯露地の聾止を暫定と考え

れている︒これにそなえ︑米趨原

ECが課可する時期がくるとみら るのを嫌っているのには異論があ

﹂九七〇琿の初めにスイスのNO米国では︑近い将来︑原子力発

コンサルタント︑躍力会祉もいず

くゆかない隣は︑メーカー︑技術

Cとメーカーの三つの遅延の襲紫 Kに向け出荷されツハ予定である︒

は︑ほとんどすべての機上は設醗

シャ！ロソトのタービン工場で

れも蟹任を闘避するのが現実のよ
が考えられている︒

計画楽実際とほとんど閣係ないと

湊定︑コンクリート壁に対する器

ばより現実的な水素灘度舗隈値の

開発︑コンポーネントおよび系の

聯故の億険度と廃率の淡定︑それ

かりであるが︑ガンマ⁝ターBの

に保守的なギロチン破断仮想善軒 ーバーに新しい工揚嘩開設したば

減できるようにする暦的のパイプ

ている︒

値段は三千九百五十がと伝えられ
るべきだ︒

破断についての研究簿に力を入れ

その他照射利用に関することは何でも
ご遠慮なくご相談下さい

財団法人歳射線照購鑛興協金

スペシァル化粧品

灘騰

運邦動刀婁賢会︵FPC︶動力 豪ず第︸に︑労務費の上図と建

うだ︒

してとりやめたが︑醐力炉からみ

LOFT計画では︑炉心熔微寺門扁︑嬉野が終了した晴︑そのデ
米図のラディエイション︒リソ
ータが商業用プラントに必ず適用 ーセス祉︵RR︶はこのほど同社
できるものになるように︑今から
粥市綴近について好慧的に考える

子力産業会識︵A王F︶の原子炉 が証明された謁合︑許認可嶺局は

慌験縞果を大型原八広に応謁する

安全婁員会・研究日長発作業部会

躍として片付けたり黙駅するのは

るとこのような購故は分りきった

最初の製昂であるガンマ継照射袋
時になって新しいデーターが必要

は︑このほど︑AECの罵靭坦当ようになるであろう︒だが︑その
者側が曜求するいかなる新しい寺

だ︒

心にまで句義を広げてみるべき

にしか演臨できないが︑十二㍑炉

努力をすることが肝翼である︒L ン 卒製作し︑放射線照射構器
OFTの寄髪飾テストは⁝雌μ炉心 の分野へ進拙しはじめた︒この照
るべきだとよびかけた︒

研究濫発計画の立黙と実応を進め

歴についても︑応じられるような

原発の都蒲擾近で
AlF
研究開発を呼びかけ
AIFの同拙当雲環長であるE

含輝的ではない︒曝︐急炉心冷却効

一︑AECは特定分野︑たとえている︒このスコラスチソク・ラ
果の箕紅為強調した計爾毒推進す

・ウォノシャー氏︵B＆W原子力

原子炉安全讐査委貝会︵ACRい研究聞発畳醤を予想し︑それを

発電民術鄙最︶は最近︑AECのたというのでは遅い︒つねに窪し

ることは︑はるかに現実的であり

画をたてることが︑AEC規捌ス潜往的にはるかに有用である︒し
ことであるL︒

轄への橋譲しには︑何らかの新し

A罵C︑養子心安浅口圃のLOいアプロ⁝チの採用を必要とする
PT謂爾について︑ウォンシャー であろうし
幽翠の主張している点は︑一九

気の衝突破裂箸を予雷する穫料の

ｭするに必要と思われる実験引

S︶・小墾質会に離して︑次のよ

型軽水炉の運転経験が蓄貸される
豪では︑敷地を都市に澱くのは認
可しないたろうと繰返し丞べてき

た︒われわれは保▽附なアブui 押は﹁この群醐が荷用であるため

）酒構！E沿0

資生堂

SPE（⊃IAL

灘．

蔵購線瞭射の醐躍

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

@
@

﹁AECでは︑現在懲設りの大タソフとACRSにとって蟄要な
かし潜在的省営鰺から実際的膚胴

うに摺飛している︒
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納期は再来年七月
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初の一貫サイクルを実現
三菱原子力工業はこのほど︑原子力第一船﹁むつ﹂用の初装荷燃料憲ナニ本︵他にスペア⊥素︶
磨受注したことを明らかにしだ︒この興約でとくに注閣されるのは︑わが国で初めてウラン鉱石の爾
逮から燃料粂合体製造までの一貫したサイクルを三菱原子力エ業嚇中心になって行なうことである︒

年中に終える継走で︑転換終了
〇四温で︑総ウラン電鰍は篇千九

契約によると︑納朋は昭和四十六礁七月までで︑契約金額は約七僻円となっているσ

三菱グループは︑﹁むつ﹂の観

﹇方﹁むつ﹂の原子炉も同社が

街四十五㎡鰯︑である︒

力工榮︵MAPI︶が中心とな
会所衛のウラン襲縮工覇に運ば
受注︑三菱難三遷の禅戸造懇で

後︑来隼早々にも米隅原子力婁員

れ︑三・二四％︑四・四四％の二
原子鱒容器︑蒸気発生慰︑圧刀容

装荷燃料製造にあたり︑一詳菱原子

り︑三要金属︑三菱藺秘などの協
つに磯縮される︒釆年五月頃日本
に運はれ︒富垂金属の手で︑岡祉

力を得て作業を進めている︒

このように属間が核燃料の所層
器︑主冷却水ポンプなどのヘビー

大画工覇で二酸化ウラン粉宋への
・コンポーネントの製作が蕉めら
再転換︑さらに︑MAP王大窩研究れている︒

現在までの全般的な進捗状況
は︑各機器とも設謝︑材隅尋醗な

どを盆部終了︑タイムスケジュ：
ルからは二分の一の進行のよつ

ことが摺摘されている︒

石油︑石灰︑飲鋼榮へのオン・ラ

が研修生を募集

歴轡︑戸籍抄本︑塚買︵正面上半

身鰍で手粍形︶︑遡儒同封拠をそ

へ自身めはよい︒なお第︻種放射

えて科学技術庁原子力局核燃料躍

度と免状番田雛載の観面を岡封ず

線取扱薫任三皇験合格蕎は独男年

百豪で︒

ること︒受験禦込み競間は※年一

月九日から二月

原産に入会

多／≠／三彩

ガデリウス︵株︶

干六五〇

住所神戸電生田区

代蓑取締役クヌート・サブロー・

ガデリウス氏

浪花町二七興銀ビル

原産

予一六

倥駈東

口H本サーモウエル︵株︶

鷹舗〇七八一三九−七二五一

〇四

社長宮坂隆三氏

京郡新宿臥矢来町

に入会

@職認〇三1﹂ 六八1一五〇︸
馨一顕ーーOAMH1整一匿薩−

理

簿
零
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（03）573−4235（代）

工蕪嗣状況︑④各種露への三 技術の器皿が墾まれる︒そのほか
二︑⑮装齪の研究間隔わよび雄藤︑

イン放射化分析︑焦体の金身絹威

田本原子力研究藤ラジオアイソ

いやすくし︑牲能をあげ︑儒轍性

で︒

究所ラジオアイソトープ研修所豪

公管した︒

・79︶

受験希黎暫は︑受験箪込轡に腰

主であるゲティ・オイルは︑わが

国の市揚に闘をつけ︑こんど三等

石融との提携を強め︑二本の電力

岡目の再処理を受託するという形

で︑その代理桀携を三回石油が実

れている︒

徳することになったものと推測さ

一方︑三菱グル；プとしては将

來︑穐処理工揚を建設する訓團を

もっており︑︻二藍石越の仕凄は

とみられている︒

それ謹でのツナギの着工を果すも

・一︑広

▽日本の原子力開舞をどう思う

か①非籍に転んでいる︵全ご・
七︑定三︒八︑広O︶②進んで

︑

東京都港区東新橋1−2−13（川岸ビル）

一小型感性子発生
⑥問題蔚と腰騨郡項などからなっ

の研究へのイン・ピホ放射化分析

から薫月十九貨装で︑第八十七園

トープ研修所は︑目無一一月十九日

墓礎灘を開く︒

できること︒また︑酸素以外の元

カーは投資の価億を見出してゆく

を向上させるためには︑常にメー

▽原子力に関する本を醗んだ経

一月三十一日濠でに日本原子力研

検射してきたものを取りまとめた

ルス中姓子による放射化分析法の

素分析では︑開発が進んでいるパ

理工揚を運営しているが︑将来の

は全体的に深豪りつつあるようで

験は①ある︵全ハ︒八︑定六・
九︑広六・九︶②ない︵全九〇︒

いる︵金二〇・一︑定二四・九︑

観察に関係する慈纂にはアタシ

でも︑奇抜な薪語が生まれたW

れた工A猛Aの保鉛管鷹パネル

櫛灘難

︵全四〇・二︑定三九・六︑広四

広二七・四︶③やや隠れている

○︑定二二・五︑広二一・二︶⑤

六・六︶④遼れている︵全二〇・

わからない︵全点︒四︑定七・
○︑広四・一︶

の望む︵全七一・一︑

▽原子力が鎭活に利用されるの
を盟むか

温ン︒レベルとかデシジ週ン︒

レベルとか︑日本語では適訳の

られたのは﹁迷論レベル﹂とい

困難な笛渠が多いが︑こんど造

定五八・︸︑広七七︒四︶②墾忍
ない︵全一一︒九︑定一八・五︑

・九︑定二〇・四︑広一四・四︶

評して︑あの人は迷惑レベルが

わり罠本へやってくる査禦嘗を

いうアイデアΨ入れ代り立ち代

が出る︒これを指数で示そうと

は︑人のやり方で梱当なひらき

だが︑何れにしろ迷惑な資察

かの煽の代衷が造ったのだそう

う︑れっ潅とした臼本譜Ψどこ

広六・八︶③わからない︵全一四

︵全三九・二︑定三九・二︑広四

○︑広四三︒一一︶⑭わからない
E二︶

一〇・五︑広二〇・六︶②したく

▽将釆原子力関係の仕鵬をした
いか①したい︵全一〇・四︑定

非破壊検査機材メーカー

原研R1研修所

ている︒

などが注図された︒

このうちとくに放射化分析への

は︑今捨の二三展を醐め蹄葉の発

なお︑問題点︑日貸二項として

展に樹与させるためには護膿自身

利稽として︑酸業分折としての利

あったベリリウム︑シリコンタン

一万五千円︒受講希墾慧は︑来年

募集入貴は三十二名︑受講料は

用は従来の化学法で分析不司能で

の改良︑応用鋤の開発︑利用薗の

たQ

グステン︑アルミニウム︑マグネ
多幸告穏︑茜MeV中

瞥澱などが必袈である︒装躍を使

②麸礎科学への利用︑③業界の

米ゲティ社の再処理委託業務を

三菱石油が核燃料へ

もので︑①放射彪分溜への利用︑

性子の各種利用分野について審講

シウムなどの試料中の酸素分析が

懇談会偏の中闘報告欝がまとまっ

分新小型中樵子発生装鷹に醐する

田本原子刀藤業会議の﹁放艶麗

原趨放射化分析懇が

装置で申間報告

雑AP工は＝盤グループの燃料

である︒

導集メーカーとしての蹴盤を固め
つつあり︑目近の異績として︑ス
テンレス︑ジルカロイ被縫蟹を使

ストン炉︵WH社︶の照射テスト

凄した燃料管訟訴し︑米国のサク

に禽総している︒また関西慰刀奨
療原子刀翻電弧一評註の初装荷燃

料の中にも︑二本目社製のものが
入れられる予楚である︒

これらは大気研究藤の小規模な
を胸八八％買収し︑高望の子会社

ル・サ〜ビス︵NFS︶社の株式

同社疋款を変更し︑譲業内蒋に

装磁で製造されたもので︑MAP 三期石癌はこのほど株芝総会で
工は得来の講翼の増大に対抗する

であるスケリィ・オイルの持株分

譲一二％を合わせ︑蕪FSを発全
に支配することになった︒

核燃漏分野へ進出する方針を嗣め

驚要に備えて日産蕊♂への拡彊工

NFS縫は現在日産⁝ジの再処

たもので︑わが囲では初めて石油

第二圓核燃料取扱
主任者試験を公告
購を進めつつある︒一方︑米磁で

回﹁核二王取扱風任汚賦験偏を来

料学技術庁は十二月十黛︑第二

琿芸月十六︑十七の簡鑓︑集京・

ランチノク・リンチフィールド等
が殉処理工揚を建設しつつあり︑

はGE︑アライドケミカル︑アト

米国の宿揚は供給過測になる町能

性がある︒そこで︑NFSの大棟北ノ丸公園の科学技術館で温くと

石油資本の一つ︒ゲティ社は現在

んでいるニュークリア・フユエ

難論で唯一の相聞再処理扇業を営

ゲティ・オイル社といえば隙瞭

のとして幾等されている︒

会社が該燃製酪業に測り出すも

醐のゲティ・オイル社と提据して

五〇％鳩資株武を保有している米

えた︒これは︑三二石油が岡祉の

﹁原子燃料曝業﹂を新たにつけ語

能刀百ゾの成型麗工三二を︑四十

ため︑茨城衆東寺村に︑無闘生薩

五鎌錠戚を糧穰に︑現務建設巾で
ある︒

中間規模装置を改造︑運転

い︑本格的な工業化駕験が開始さ

原研隅崎エチレンの放射線重合で
日本原子力研究所島附研究断

れたもの︒

束溝大学の瓶子力研究都は︑昨

罵璽置二⁝≡蚤＝三＝柵墨≡脚冊三二曜胴三≡覧一圏⁝≡聾＝三⁝玉≡一鳳三至篇＝≡轄玉茎⁝扁一⁝一≡︸一三鴨三茎幽一＝⁝玉一≡⁝玉＝＝β三玉塁＝

︵所長・沢柳正一氏︶は︑エチレ

ン放射線葺合のコスト低減︑大灘
試料の製造のため告発翫験装曝佃
改造︑八二から試運紙を始めた︒

広島の女生徒の知識度は菓京より
窟干碧い︒

年クラブ酒鋤の一環として︑菓
懲︑広勘衛内の貰校生を対隷とし

の縢︵全二・八︑定一・七︑広二

五︑あの人は鵬などという欝翼

が︑いっか流行するようになる

のではなかろうか⁝零︒

が殆どの関連メーカーで使用されています

東京・川崎・名古屋・大阪・広島

挙隅棄分・低弗繁分・低硫黄分

ができるようになったのは︑昨無
七月の法改正で蔑荷が認められた
所で成理加工︑燃料集合体が製造

船開発鶏簗団に納入の予驚だ︒

され︑再来館七月に︑刷本原子力

ためで︑わが圏の燃隅メーカーの
製造技術が翼証されるものとして

﹁むつ﹂網初滅荷燃料は集禽体

期待されている︒

ウラン鉱石の手配は︑三婆商珊

る︒原子炉は出力を均一にするた

︵＋一×丈︶で三十二本であ

閥探鉱を進めているカナダの リ

部には︑黒・二四％麟縮分十二

め二領域になっており︑頬の中心

が窓口となり︑現在無饗金属が共

ォ・アルゴム社から五万七千ポン

し︑燃料嬢含体の有効蔓は一・

被獲麟にはステンレスを使用

十本が挿入される︒

本︑外側には四・四輪％差綱分二

ドを購入し︑今犀十月には米圃の
アライド・ケミカル社へ六フソ化

ウランへの賑拠のため遜ぴ込んで
いる︒

六フソ化ウランへの紙換は︑今

エチレンの枚射線梁間中農規模

近くに惚設を設計することにつ

〇・一二︶

房︵全一〇・○︑定山ハ︒玉︑広一

五︑定九二・五︑広量〇︒四︶
▽原子炉の便用温的 ①地域暖
た︑第三回﹁原子力に関するアン

いては︑男子が一〜二翻が賛成で

研究用へ全五一丁七︑定静臥・

六︑定七一丁四︑広七八︒一︶⑤

四︑広九・六︶④発魁︵全八五・

海水口引︵全一〇・三︑定八・

七︑定二五・七︑広二二・山繭︶③

②RI生産︵全二︷ハ︒

あるのに対し女子は一翻程度であ

五〜六割と女生従はかなり恐輪感

り︑反対は男子が四二粥︑戦争が

ケート﹂を実測︑このほどまとめ

岡姻究部は昭諏三十八年に第

たQ

園︑四歪一年に第二回の調査をし

を下している︒

とくに注匿される調査項匿は次

高校生の関心高まる
驚獣蘇東京と広島で調査
六︑広五〇︒○︶⑥原爆生産︵全

・一︶②同水力の伸びが大︵全九

︶③わかろない︵一廓

ない︵全五五・一二︑定膠六・七︑

＝︒七︑定三六・二︑広二︸︒

広五八・一
二︶

（8P．P，M以下）

P．P．M以下）

（50

（150P．P．M以下）

力

原

賦験袋鷹については︑四十二年八
月間改造を行なった︒この改造は

従来エチレンの単独照射による気
粥宣含の欠点である反応羅壁に対
するポリマーの付滋を防止するた

圓属︑二回国は東京都
翻縫慧難事響継生︵書一制
嚢た今

千人︵画収は二千五衝七十七人︶

縄甫内全臼副の醐校生など三千五

レン蓮號的に驚すようにしゴは響︵書制・定臨︶・広
た︒

これによって︑ポリマー連続取

を群民とし二十頭嵐について調査

のとおり︒︵全章東京部全日制︑

二九・八︑乱暴7二︑広二八・ ②反遡︵全四畷・二︑定四八・
む︶

▽日本の九十王代の発羅の翻含

・○︑定二〇・四︑広三二︒八︶

・八︑広六・九︶②普漕︵金三

八・八︑広二・

・西︑定一一・二︑広一二︒九︶

一般附な傾圓としては︑総理府

定涯阿定時制︑広駐広働市内の賂

▽近くに原子力施設が栗るとす
ればどうするか①賛成︵全一四
の﹁原子力の平湘利用に肥す．筍世

したもの︒

で最初の覆二十時闘彬彬運転に成

豪た数字は％︶

▽原子力に関ずる報避に興味が

①火力伸びが大︑原子力︑水力

の少しある︵全四四︒二︑定五一

四・蕊︑定

・四︑広四七・九︶④ない︵全一
○︶

・六︑定六六・四︑広八四二︸︶
④わからない︵全六・七︑定一三

・﹃定一〇・一二︑広四・一︶③
原子力︑火力︑水力の順︵全七七

あるか

①ある︵全脳・六︑定八

︵一人二つ以上の選択を含
論講査﹂の結論と似ており︑ある

八︶
功したが︑この遮続運転は︑反応温

秤度二子刀に対しては理解はでき

方華︑炭癖へのポリマ⊥・が︑笑臆妄争い薫
沃た男女別にも集計しており︑

じている点が注冷される︒
みた︒この結果︑装灘の畏時間事

の方が︑窪た女子より男生虻の方

原子力に対当興鰍は東燕より広島

の附籔防比について一憲の透門を

ンの放射線猿舎の工業化へ一歩前

が高いことをホしている︒理解肢

oo

栄進化学株式会社

》

皿四

鰯の四

雛

皿睡岡

漏

鞠

oo

oo

探傷には．。
には

灘

雛

鴻，

原子力機器の

､

度摂氏三十度︑庄力三酉謎畷／軍

また︑今年四月︑改造前の装躍

錦鯉難密マー分離欝﹂

翼はエチレン反応器のよ部

一一

『駈L▽

理逆転の可能性を実瓢し︑エチレ

進したため︑今回の歌造田行な

瓢
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最近︑撫速度的に篤温ナトリウムを敢扱う箇所が多くなり

よいか︑数年栗行なってきた防災捜術關発および本年八月六・

ちろん︑機器施設の損傷を轟小限にくい止めるにはどうし烹ら

ナトリウム漏洩火災を皆無にはできないが︑人身購改はも

あおる購態を妬けたいものである︒

としている︒萬遠増殖炉の璽霧魅からみて警及の慶は︻籍黛ま

︵1︶熔援検査を厳蹟にし完全な
施工を行なう︒

︵2︶繋急遠隔ドレインを可能に
する︒

︵3︶排煙装齪をもうける︒

うにする︒第2図にそれを例示し

繍

簸後にナトリウムは野口の収納容

曝・．

はないといってよいが︑安全のた
め︑面概い付ヘルメソト︑半長皮

@︑・ii・i；1測

3

ｽ︒遇しくは述べられないが︑

耐えられる格納纂を作るのは容

易である︒なお燃焼遼度は気網対

原子炉の火災

ナトリウム配管室︵炉内︶は酸

った︒豪た五百度のナトリウム液

流遮度に大きく依存することが分

では発火しないことを発冤した︒

面でも酸素が一〇％以下の聖気中

で漏洩は閻題がない︒もし雪気に

素五％以下の野聞気に保たれるの

入れかえて作業しているときの環

にわたり︑十数回の禦閉容器内の

らの受託として昨年・今年と二選

設劉基幽資科﹂

︵日本放射性同

○﹁医黄雲アイソトープ健胴施殴

1原魔籔窒便n了一

雛

故に対しては︑習々節の配慮が必

要である︒含水懸の少い保蔽材を

る︒

用い︑遮断板︑受皿を十分もうけ

炉整内に吹き出した場合の火災

窟たは煙が付いた揚含には︑とに

については︑やはり動燃鐵錐団か

かく十分に水洗することである︒

分差憲すべきである︒ナトリウム

ても眼および呼吸賠の保饅には十

装逃すべきである︒作渠者でなく

防護衣︵脱憩容笏なもの︶などを

︵5︶受皿・トイで燃えているナ 靴︑皮手袋︑厚地ビニロン製背抜

離に響き込む︒

トリウムは︑ナトレソクスを少く

︵6︶配讐機難の消火用には薗配

とも二疹瞠に撒布し消火する︒

消火ブランケットが蒋効である︒

ナトリウム系は曽逓低圧であり

ンクロトロンであるが︑アメリ

ソ連の六十GeVプロトン・シ

な先進性をもった研究者ができ

るかという︑学問所に立った原

が発足︑学悶的昆解に立った原

とが︑学術会識と核特婁が国民

羅沢育郎︶

篇簾

︷云

式
朱
オ
業

工

義
士

幽晶

夫．

田

7番地1

東京都新宿区角筈2丁目

つつあり︑とくに動燃欝業団の大型施殴もいよいよ鋤き出そう

るであろうが︑液体ナトリウム技術の優位さが箋駅されていく

しつつ︑講離恋後対策についてもう一度彰えてみたい︒

撤布はご砦綴位に隈く行なわ捻

を列越してみたい︒

七日に行なったナトリウムループ火災翼験の成果などを中心と

し︑推姓・腐食性もなく水晶性で

のを舞ぱしく患うと隅蒔に︑何よりも心掛けたいのは正しい防

とせねばならないが一艘闘的には

乾爆砂の使用が消防法できめら

高罪磯回保温嵩縫製ポ線鰹の囎流

ではない︒完全防止には二頚醍蟹あるので後処理も楽である︒

も容易に焼け抜けるので余め宥効

災描灘・安全取級い訓練を十分行なっておき︑危険賊をス当に

ナトリウム火災
ナトリウム液菰の燃燃現象は一

鞭にきわめて綴除なものであり︑

精々二・三蕩の短い焔と累9
ρZ鎖鱒○ご2鋤O鵠などを憲成 様の含水竣酸堀類であるから︑燃
︵4︶配管槻羅から漏れたナトリ

たが︑︵a︶配管の下にはトノ・︑

ウムは︑三避以上の鉄板で作られ

特殊な消火ブランケントも二︑

タンク機潔の下には受皿をもうけ

いるので︑騒が不充分であると負

謙門鑑綜離れてい︒⇔級冷却効果︒佃ねら︒て

分とする濃厚かつ刺戦的な白煙を

三年荊に開発したものがある︒こ

る︒︵b︶横方向への拡大は︑配

出して燃えるだけで︑例えば石滴

れは二璽の炭素繊維布の間にニソ

たトイその他で受け︑赦らないよ

ケル箔をはさんだもので︑一気に

管にツバ状の遮断板をもうけて防

は︑配管に髪状のスカートを溶捜

人体の防護

し︑トイに鱈廻する︒︵d︶装搬

ぐ︒︵c︶縦配讐を伝わる拡大

けねはならない︒したがってなる

が園難であるので︑再燃に気を付

一九六九隼刊︶

エネルギー研究者グル〜プの八

位発素鰯会自学部会︑一〇七

GeV︑九十億円プロトン・シン

にというように独自で規模

搾︑B5判︑

強力なシャワー豪たは熟畠が常備
のとよい O

1

昇温昇圧度を瓢定できるようにな

震た注票払われてあれば難してあ

の規模を四分の一に縮小する中

プール火災実験解析を行なって︑

実験研究を行なうために︑建設

雲殴の四分の一縮小計画昂文相

核特襲のテーブルに引き潤そう

現在︑世界簸大の加遼器は︑

対する批判などが行なわれた︒

利用研究駈

に答申し︑文部劣がこれに巻つ

研究看や潤エネルギー研究者を

ひんし︑核特婁も低エネルギー

つくることであり︑もら二つは

を
二月政府に実施を勧告した﹁科

議︵全圏核共闘︶を先鋒とする超

とする核物理研究者金川共闘会

カやソ連ではきらに臣大な﹁薔

いて大蔵省に予算要求したこと

もっている︒この世界のすう勢

GeVから千GeV台の計醐を

に対して︑わが国で八GeVの

るか︑むしろ逆にどのていどの

うな先進性ある研究が行なわれ

究者グループお

プとに蕊分裂

鎌後に完成したとして︑どのよ

し︑四月十八臼に核用婁の鱒︑員

プロトン・シンクロトロンが五

が総辞職した︒

よび低エネルギ

この原子核研究将来計圃崩襲

⁝研究暫グルー

高エネルギー研

高エネルギー研究瀟グル⁝プと

と並行して︑轟エネルギー研究
験子核特来掛画

者が学術客講会答申を受け入れ

@学問論をふまえて

凹丙にいることから︑関西に東

苑分を占める三鳶人の研究者が

素粒芋旧藩所

ロンをもつ大学とは独立の薬草 傷軍備無︑四十六〜四十九難慶

クロトロン計画の提案とこれに

保温材等で鷹ってあるので︑潮に

第2月差a配管系の防災措置模範図

日本の低エネルギ⁝研究者の約
の柱である

の再建方針を確立するための学

問鍮争が学術会錨原子核特別婁
員会︵暫鷺核蒋婁︶で展覧され
ている︒

の偉機を収拾し︑蒋自計圃再建

原子核将来計画論争に寄せて

エネルギー研挙状が︑核特製の

画縮小の動慧に影響きれた低
研﹀として六十Me▽のAV計F

穴原子嫉研究所の分塾︵第二核

テ！プルを遡さずに文部雀と蔽

原子核研究特写計画は︑湯川

武寄三男博士らが築き上げた世

核物琿研究

サイクロトロンをもつ大学附鍛

関ンの規模は勧魯と岡じだが︑

搾交滲して︑AVFサイクロト・方針嶺打出す目的の衡定核特聯 子核研究醤加計綱を再建するこ

る姿勢を示し︑象た︑この爽研

界に先進する輝やかしい理論

共晶利用研究所

秀樹︑朝永振一郎︑坂田昌一︑

原子核物理学を︑実験の薦に拡

規欄の加遼器があればどのよう

大してさらに発展させるため︑

エネルギーの翼験研究を拡大強

齎

を弊十徽円で建設して︑低

わが国の駅子核野景学者が若亭

に示さなければならない譲題で

のテーブルを離れて独走した儀

︵科学新聞社編集局次長

子核研究将来謝画論争がはじま
貫る減らして︑十五億円の建設

ある︒

四講座を二射座に︑瀦定義や人

澱とし︑きらに核物理研要所を

化する訊颪である︒

ところが︑文相の謎間機開で

建材部門

Q

と古手とを問わず︑手弁当で学
術会野糞特堤を周一のテ；ブル

ある学術寒蘭会が昨鋸十一月︑

ったが核心には簸らず︑核特婁
の一つは︑醐エネルギーならび

として瞑り上げたもので︑計画

誤

人コ，紬t砂羽・砂（メサライト｝

戟[一

1

茎収納答器

一一一枕

を縮小したことから︑学術会議

最下部や架台は緻のついた受皿状

遮断板

間報告を行ない︑本茸八月には

とし︑差切り板もつける︒︵e︶

＝＝＜tー＿擢

︻投稿歓迎︑午四百申以内︼

続臓断峡射（三井パーライ9

＼帆

学研究計理第一次玉出庫謝画﹂

日本学術会議が飯田四十駕十

腿鞍懸

一つ

A、

闇一

1スカート

（機器）

一一一一

漏鹿Na誘導管
トイ
一一一一一一一＿＿＿＿＿
（保醐・㌧鴫『『一一『『一一一一一＿＿＿＿、『一一一一
叉迎湿1一4〔
ノ
呼名
！

、

籔三菖億円︑賀力葎謙画で閥十

べく阜目にスコソプ等で消火剤と

してし憲うがよい︒

装置の防災
次に施設・装躍に対する防災策

第1図ナトリウムループ火災爽験の一つ【ナトリウム漏洩201
1トィおよび遮断板（下部配管）の効累がわかる】

GeVのプロトン・シンクロト八GeV︑八十億円︑四十五無の原子核研究将来計蔵は角機に

共にすくって︑鉄製容顯内に収納

しかしこれらの消火法では冷却

広範闘の火災を靱患させられる︒
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