関謂
鱗8︒5︒

円翻

蕪
榔権

噸購

冊

野繊

欝︾

偲留團

國

鞍 綾

鍵灘鰍．

擢

蜘

繋無

?蟻
贈

至

噛︸

盤灘
改

戦

騎

．・

灘聯
爆．

議論

搬

鏡

ピ

墨

撃

躍

ﾖ鎌 @懸

隔灘叢雛

瀞んe薪隼のお縫ひ誉難し上 じめとして︑これに見A購う核燃甲

含む燃得サイクルの確立︑新型

羅の確保︑その濃縮︑再処理を

癖︑とくに懸懸炉の蓋置︑

−げます︒

刻化︑﹁部業界のかげり気配に

わが国の経済が公警問題の灘

拡充︑人材の総総等に華る謹⁝

糎
もかかわらブ︑全体として︑依 発︑これらに必嚢な技術基盤の⁝
タぞ

業とレて定難し躍

よっても幸い産川

いる実態調査に剛

原膣が行なって川

力漁業は︑鱒年−

たわが圓の原子

の拡大等を含め川

イソトープ利用．

力船の建造・ア⁝

黙約利用︑原子﹂

く︑原子炉の多︐

このほか広騨

す︒

ないの摩あり窪珊

て行かぬぽならぬ闘題が少なく−

継ていることは心強い懸りで︑ま も冷静︑漕網に燗酒驚こハ観μか⁝

︑響︑引攣欝盛離篶

巾ことにご嗣慶にたえないところ
﹂であり濠す︒

しかしなが
ら︑このような
︑経済成長を支え
るユネルギー源
奪として︑とくに
その中心である
石油が︑公轡︑

⁝立地︑価格︑輸
⁝送︑備蓄などの

u瀦点で今後磁々
照雑な局面に立
︑つことが予想さ
︒れ︑現に電力閣
−給の逼迫が懸念
されるに塾って
おります︒かく
瞳して今や︑大幅
︒な原子力発電に
澱まざるぷ一得な

つつあり翻す

が︑さらに國塵悪

化を押し進め叩

て︑次代を購う騨

わが国の成長産

吋

業として有力な眉

軸幽醗業にまで

ねぱなり装せ

発展させて行か崩

んQこのために

ゆる糟報を収集川

は国内外のあら

分析し︑確たる⁝

長期訓幽のもと警

日本原子力産業会議会長

メ骸 浮﹀勢

日本原子力産業会議副会麗

麗謹話あ

日本原子力産業会議代表常任理事

︑矯沖嵯疹

日本原子力鋒業会議評議員会議長

螺

念幽晶騨

原子力安全研究協会理事長

言

臼木原子力文化振興財団理賢長
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盤釧な努力を積旧

麗Dて行くこと卿
而

が必要であります︒

《

騰

暁・

㍑い欝勢が決定的
となったのであ

も
昨鋸原産が行

ります︒

曲

賄なった原子力開
発長期訓麟の予
想によっても︑
⁝解籍六十五年度
唄来の原子力発電
設備は約一檸難

壁千万KW︒これ
は実に論難世鼻
川中で建投︒訓醐

︑中の原子力発電極の全容澱に距

日ホ漂子力酪染難燃は鞍懸力 皿

頭にあたり脩旧のご支援をお腰⁝

いする次第であります︒

つ

︒醐

・

紛

議

@演冨︑バの頓

鶴嫡1魏

︐．羅欝

−敵するものであり︑また同時に

段と体制を整備し︑産業界の総懲

界の要請にこたえて︑今年も一

悪を結集して︑その使謝の遂行騨

このような工不ルギー革命の に努力し︑各位のご期待にごた側

のと見繕⇔れております︒

その時煎での水火力に対する腺
子力の蟻塚は騰二％に達するも

⁝

日本原子力産

藷猿轟轟懸嚢嚢
藁会議会長
菅礼之助

旧進行に対しては︑籏ず地域握会 えたいと愈難しております︒年

工不バギーを党服することをは
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必
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合理的な計画管理を

るような努力が必要であり︑葬核

策の正しさネ多くの入に確認させ
そのための一つの力策として︑

のための必須条件になる◎

霊 八

日脚は︑原子 力 蕊 本 法 に よ っ て

日‡のような非核保有の大圏が︑

ダ

原乎力は平瓢利 罵 だ け を 行 な う こ
政策を長期に維持するための条件

自主開発推進の上からも

とがとり決めら れ て い る ︒ こ う し
ゆ く

をあげて行なわれているプロジェ

囲側∵発は準備段階から︑い

婁鍛会に参加したのは︑二選酌で⁝
クトである︒しかし︑鵬発を進める

⁝

わが国の動力炉囎発は︑原子力

兵器の規制に関する稜極曲な提案⁝らである︒

を繰返さねばならない︒
核箪縮あるいは核の吉備管理の⁝馬柵会の淡定に塁ついて︑薩藁界

豪っている︒他の岡を締め出して

秘密交渉の申に翻じこめられてし

妨げられる話語が少なくない︒こ唄

る︒その血漿︑平蕪利用の憲展が⁝

醐際的な蟹理・益察が行なわれ一

一方で新型転換炉に関しては英

に薄して競争願謙を強く持おはじ

の中にあるのも鱗実だ︒

めてきているというきびしい環境

新型転換炉﹁ふげん﹂︑高速
実験姫﹁鶴陽偏︑趨逮原型炉﹁も
んじゅ﹂の蕊つのナシ厨ナル・プ
ロジェクトの自主開発を遂行する

を翻るとともに︑風成媛は燃料・

原型姫の開発に必要な技術的経鑛

轟遡爽験炉﹁常陽﹂の罵的は︑

ばならないが︑現在︑世界の璽水

十九銀にはぜひとも入手しなけれ

も現在のところ外国からの供給に

豪た︑蔑逮炉用のプルトニウム

は不足している状況にある︒

ことにあるが︑開発スケジュール

て︑量水とプルトニウムの入手

豪つほかない︒動力炉闘発にとっ

功料等の照射施設として利鰐する

が予定どおり進象なくては︑﹁常

は︑今後も大きな閾題として残さ

陽﹂の設計および製作が原型炉に
†分反映されなくなることもある

れている︒

動力炉開発に対する政策や技術の

れるであろう︒その中には各麟の

いても餐国から簸新の報賞がなさ

会議が闘かれる︒動力炉翼果につ

本年九月には第四回ジュネーブ

現状のようだ︒

開発はほとんど進められないのが

るものの︑羅際脇力なしにはその

発は︑臨学窓発を基本としてはい

このように︑わが国の励力炉麗

だろう︒原型炉は堤芋蔓の纂礎の

である︒しかし︑原型炉が競闘の

上にたって開発が進められる翫薗

段階かろ婁片身とは離れてフラン
ス︑英周等の先進国から技術構報
を遡算するという結果になること
はないだろうか︒

動力炉の自主開発路線が︑スケ
ジュールの遅れ︑蟹金の膨彊によ

動向あるいは襲撃ガス炉の閥懸盤

って崩されることのないよう謝絶
の管理を合理的に行ない︑欝本の

を効率的かつ斜画具に奨施するた

め︑科学的管理手法を採り入れ

てこそ塁の自塞開発といえるので

の瀦発の誇示や隠来に向かっでの

も明らかにされよう︒そして薗醜

産業の轡主捜術取得に努力挙癒ね

はなかるつか︒

て︑進捗状況の掘握および成果の

て︑開発蟹の春期利用︑鵬発スケ

のような大型プロジェクトにおい

概愈設計の評価後報をフランス

ていることからもわかる︒

の澗報を入手して設計の参考とし

る◎とくに︑研究開発の手順︑技

ジュールの響理は滋藤な開題であ

ているもののまだ確約は得られて

については︑深圃に盤給を嬰撰し

の口分もあり︑また︑鴛水の確保

された︒だが︑妓術的に開発途上

題じて工業力のレベルアップに鍔

謝爾に従い︑励力炉の霞主開発を

外の動蓉とは別に︑わが国は基本

ともあろう︒しかし︑そうした海

商藁的働らきかけが行なわれるこ

術二間題点︑研究・業務三二契約

新型癒換炉の建設はすでに闘始

を︑米国︑フランス︑英麗と締結

いない︒醤数十ナの鶏水を昭和四 めて行くことが聡要なのである︒

箸は明確に把幽して濫発︑建般を
凄めなければならない︒

して︑基礎的技術傭報の交換によ

く豪れている︒それらを詮じつめ

ある︒しかし︑現在豪でのとこ

ソプをこの会議に期待したほどで

の掘合︑規測はなかったにひとし

ンスする点が横索されているのだ

給と環境傑謹の必要盤との︑バラ

ろ︑環境世羅は沈静の兆しが見え

このことは︑鍛近の公審立法で

公警が相ついで出たこと︑それら

といえようが︑鹸争の影響で発羅

ず︑鍛近では︑発醗所の酔軽軽の

周魑になった︵結周削除された︶無

に立っていた原子力婁璽は︑口際

かえれば︑難い空︑き

れた薙であった︒いい

所の建設がおくれ︑僻餓が顕発す

ための公聴会に︑羅でも無差別に

的な聯門象の悪冤によるバノクア

れいな水︑快適な環境

蔽兇編めべられる制度を利用した

蕊十六年に立法ずみであることを

謀失蟹優条項が︑原子力では磯物

に明け懸 れは︑年々増大するエネルギー徴

いう課題が雌界的に握 るところまで行くだろうといわれ

環境保灘騨営の介入が顕琶で︑ま

⁝確保策など︑実に広範な閻題がふ

一方︑わが國に目を転じると︑
ζの﹁傘公審に対する追究がきび

米国で徹底した論争
まえらミ

ている原子力発羅の揚合とは︑閥

贈の次元が違っていたことが大き
﹁な梱違点といってよい︒

想降するだけ寄明らかであろう︒

原子力産業は礪境規制の剛先進産

業としての地位を維持し偲ている
天

賜慮隠誤難産

理解されるチャンスとなるかも知

藁の姿勢︑つまりその環境規制が

てよいという意味ではなく︑アメ

藁が現状の上にあぐらをかいてい

れない︒しかし︑それは原子力醜
しく行なわれたことは︑米国の場

おくれており︑その遅れがどうに

今臼的な

み︑豪だ解談ずみとはいえない放

射挫廃慶物の処理・処分などの問

題を前転させ︑環境に対する従来

一

めることが︑何より必殺であろ

か・の講珍して推しすエ

・・

焦点となった

が︑わが劉の漏合︑生豪豊隆しい

の叢も

ロング・レンジの謙遜に取り組

の違いは︑一遍の公爵規棚が立ち リカの現況が握隠しているような

合と蝋様であった︒ただ︑米国と

@の澱澱に取り組む必要

放射能規制が原子力婁軍将から

ウムがアメリカに掘致され︑窮地

く︑建設鶴から厳聰な規剃を布い

趨ざれた庫であっ璽
たQ
︑現在の警建・てい

を嘗らねばならないと

⁝る︒さすがはアメリカである︒

この翻題の蘭に︑原子

丁︒ん凹んでいる・諜肇法や

す豪す多くの公聴会が舗争の舞貧

不利錘は罪糧傑荷團にとって璽火㎜る︒その経紳をみれば︑もちろん

われることになる︒そこからくる⁝現在もなお激しい論争が続いてい

と化しつつある︒

だが︑解決のための旛策ももち

公署玉澤

昨年は内外ともに

＝一一一≡一≡薬一轍一一三藍慧︻霊≡︸︻一一≡一一垂＝一一＝一⁝⁝響≡一歪一三畿︸塁≡一識毒董⁝一⁝藝簗鑑≡覆繍 舞薫毒一一蓬＝一≡三騒霧糞≡一難葵巽蓋塁一一階＝蓮

る驕発の効黙化を図っている︒し

︒

圏だけを対種としているので︑非⁝なかった︒

になるかもしれない︒また︑核兵

剛アメリカ胸な内々の瑠偶がからん
たと︑κは傑離措暇もそうであ⁝でいるが︑大局的に冤4／ば︑九千

である︒

る︒傑糠繕澱を轡無にすること轍川万㎡甥近い練挙力亀鍵軒︶讐鷺︑・︑一

縮分野での進展がそれほどはかば得れているのだといわないわけには

設して︑あらゆる瑚麗行政をこれ
で濠窪い醜・身長讐霞溝灘てσ晶沈か瑳旋アメリカで︑原頭力のロ
うに厳蜀になっているのは︑核霜⁝ング・レンジの環壇適轡が猷めさ に統合した︒そのさい︑環麓颪の

用の︵あるいは先には使稲しない

ゐ・や魂㍉

行なう謝圃も十分に検醗の価値が

という︶国際的な取決めの握撚を

感鵬を減らすために核兵羅の不健

器を持った方が利燕であるという

取返すような鍔力が還からず必饗

翼会に︑再び核霜雪の醸し匿いを
鞭輪矯講撫隔⁝熱齢劉繋慧藁売嫁醒雛慰謝鍬

現状を変翼し︑ジュネーブ箪縮萎

いわば果てしもなくつづいている うした規縦はほとんどが非核乱発⁝力産業も例外であるわけには行か一

米ソ水入らずでの核箪縮鮒講が︑

興謄躍隈寛渉へSALT︶という⁝燃噴叢隙が中核となって︑原研︑ さらに動燃箏業遡は︑趨速炉の
技術悩報の交換に関する協力協定

詔合いはこのところ︑米ソの煙感⁝の自主技術確立に資するため︑動

緬を行なっている︒動力炉閉発
から受け︑米圃からはSEFO騨R

ﾟ課韓膿鞭撚脳髄解擁雛馳搬継勢け鑓纏縫糊鴉騰騒

︒のはい︒轟轟︒それ蓄︒彪︑大洗工宅ンタ乏樫・癒か︒§Hw︒の襲を︑︒ナにあたって︑動燃聯業齪は︑開発

行なうことが︑きわめて園難であ⁝計圃闘擬に向かって進められると

で︑さらに劇造的な核軍縮愚慮苧而明く鑑炉﹁ふげん﹂の建設が皿が圃の設諸によるものであるが︑

齢講馨鴛讐⁝論難舞舞蝉雛繋脚騰欄纐

都欝欝驚鰐麹軸騨搬鱗擁羅雛醜簾器纏碗鶴

ある︒それ濠でに核物影の瓢語い瑚． 発．・よいよ本来の開発と建

ゆも の

て進歩している英︑仏︑米︑独な

かし鰻近は︑醐速蝉の滞発におい

役刷りを利馬しょうとしている︒

大学︑圏公立試験研究機関︑無職

核軍縮に附して穣極駒な提案なす⁝㌦

いたい競争できる 状 況 に な っ て ︑

もし︑こうした鋤きが今饅もつ

すべての核保雪国がそうである︒

昭和四十六無を迎え

ることがあげられる・果が羅⁝題㎡・・わ蘭の勢編企奪の男のもとに・嗣の勢

．︑

づくりも並行して行なわなければ

き崩されたともい え る ︒
その︻方で︑原 子 力 に よ る 鞘 艦

各爾で躁挙力平和 利 周 に 大 き な 関

づき︑やはり国瞭徽治における発

こうした罪核政策推進の条件を

術を平翻利罵の騒 的 で 醐 発 す る こ

もならなくなって電環化したとい

⁝行かない︒堤趨されている闘題の新機関に移蟹されたことも︑願子
つまり︑平和止観を安心して落川なかには︑現行の放禦線被曝下灘力行政の上では大きな転換である

かしくないからで為ある︒

う点であるQつまり︑公理間題を

作ることは︑非核保有国の平和利

ある程度解決しながら進んできた

鱈力の確保のために核保腐の必要

燗が進めるためにも︑さらに包摺⁝の妥当性︑それにもとつく規制権が︑現行の放尉線被曝箆醜につい

米圃では︑薄しい︑大壁建設が逸

があるといった気持が他の醐々に

ためにも必要である︒原子力は軍

的広範な核躍縮が世界に笑現す⁝阪のあり方︑熱影響規制のためのても︑放尉線霧講会と融立科学ア

との愈味が木さく な っ て き た ︒ こ

麟︑平和の双方に密接に関連して

も

ることが必須条件なのである︒こ⁝温獲猛灘︑その他もろもろの珊境カデミーによって再検酎伶業が醗

急の齪題になっている︒

んでいる顕挙力腹懸が︑環擁舗争

いる︒すべての平和瀦用は技術的

こからも核兵器の 魅 力 は ︑ い っ そ

いともいえない噂そこで︑核解職

ｮ劇妻・る世界鍵 鎧 薦 難 蕪

の現状はたしかに 平 和 凋 用 に 徹 す

どが︑わが麟の急速な窩速姫開発

正しさが︑訣すます明確になるよなら な い ︒

「811111奮III8蓼罫虚1震1「1■9t匪｝5監」摩■引ll且11監■【奮

た方策をとりつ づ け て き た こ と の

核兵器の赦潜約な緬償は引まつ

づき下落しているといったが︑政

・うな継代になったが︑廟国だけが

平湘利用を遣め て い れ ば ︑ そ れ で
山院な価値がゼロになったわけで

燃矯

万醸こと足りる と い う も の で は な

司 い︒
原子力平細利 用 が ︑ 世 界 的 に 相

鞭覇灘縮
があるからであ

本の出職利籾の 発 展 そ の も の も 阻
轡される可能性

ｫ籍辮継な繊鋭
鱗灘遍羅的稠騰

罐購蕪鮎掛

糊海難蕨纈 鋤

騒灘簾無頼を

物

一

払推進を妨げている条件を減らす

心をもつようにな っ た ︒ 原 挙 力 技

のコストが在来の発雌コストとだた国々 は ︑ 核 兵 器 の も つ 政 治 的 な

はない︒依然として核兵器をもつ

聴羅一等難総

・灘難禦鑓霧A口平

日

▼

和 ることの賢明さを舐明しているとは︑けっして罵蚤ではないという には軍購二言に薩結している︒そ うしたところ象で考澱にいれた旧⁝要紫について︑その基線︑チ議ノ 嫡ざれた︒さらに︑七〇隼の璽に
︸胎 いえるが︑こうした政策を畏く腐感覚愚強く持たせるような賭簗を こで︑平和初用の遊楽の際にも駅 本の総掛的な沈黒政策の確立が緊⁝クの畢順︑糧織︑員娚的な敷地のは趨際原子力機關の環境シンポジ

月
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わが国における原子ヵの醐髭利用はこれまでの技術薔積をもとに播々と進められ︑とくに発
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帰心醐発は昭私六十五年には一億二干万KWに逮ずるものと晃通されている︒﹇方これらに対ず

♪

を踏みだそうとしている︒以下は原子力五グループを中心としたこれら供給励業の現状と将英

触

り

︑◎巳書8㌔9多警を●監〜雪奪零撃︒し亀σし事多〜︐

の展艶である︒
監3ρ︸9／L薯

H社合弁

︸の核燃瞬成型加工食賀が設立され

﹂国嚢璽︑建鵜蝋．

方︑軸出画でも米麟のバプコ
ノク＆ウイルコソクスからアラバ
マ州のブラウンズフ諜リー聡購読

疑轟

写轟よ口東芝が組立中の策魔福鵬一号機用原子炉内気水分離

電工は全︑騨︑／iカーとの縮びつ

万麟／年の工揚を操業し︑岡社の

は︑現在尼警衛の中央研究所で五

カロイ被覆蕾の禦叢だ︒住金で

器︒下鞍欝欝躍工の高温高圧沸騰水ループ

いようだ︒そこで︑向筏炉心管

きがないたけに︑その壌磁は敵し

約千ぶ受注︑まず輸出の経験をへ

西褒NUKEMかろ取昌燃料用を

ム術が海外でも筒く聖慮されて︑

給︽打繊し︑現庄大阪胸蜜南郡の

理鉄爵サービス簿をふくむ轡科供

癌取に漸しい燃料加工工場︵八十

では将来の斑濃増大に嘩ん︑滋賀

て国内憂注をめざすという︒住金

渠の湖幽溝渠邸地に鼓終罎標五十

♂／律︶秦票合凪戚させるため︑

住友蘇陽工業は原子力允竃所用

手当につづいて西独︑ソ連へ大型

万厨の工揚を操業するため用地の

建設費備を僧々と進めている︒

拷︑蘭級灘昏などてすでに単独幽

圧延機を発注したo

的なシ叩一アを誇っているが︑とく
︸に避近注目を集めているのがジル

契約者による国産化実現のための

んだAGR建設に関する協力契約

と英国TNPGが︷昨年五月に結

が紬となっており︑その中心は昨

ばれたシステム︒エンジニアリン

年五月義士聡機⁝TNPG閻で縞

造に関する特許やノウハウ等は︑

内のそれそれの担当会社との閲で

？NPGの下話会社とFAP工G

鎗

㊧

卸

正

@灘

藤購

（03）573−4235（代）

k電力女川一鞭掘︵内ぷ︶の滋

主な機器の受注については︑源

ることになっている︒

電敦買の格顧総懸︑原子炉再循畏
系︑タ⁝ビン系機器︑至た福勘一

号機の圧力轡器︑炉内購造物︑原

据何けを﹇元了した︒福晶二号機で

子炉系機認などを受庄︑製作して

物︑タービ≧．臨機響なご雀曼浅︑

は格繭響器︑圧力響器︑パ内嚇造

製作︑据付け申である︒

舷燃料の脅勤では照租噸十二年
玉月に臼立︑GEとともに合弁金
打欝本ニュクリア︒フユエル︵J

NF︶を設立︑すでに田無九月に 用の学外KW級聖子炉圧力餐器二

受注している︒

岡制の工業が先導し︑燃料はjN 呈の婁羅瓠工なと︑多くの藩綴を
Fから餌給されることになった︒

核燃料専業を目標

輸出から国内受注へ
住友グル⁝プ

川市の中央研犬歯95に天然ウラン

製織施設︑低濃輪ウラン転換施

住友ゲループといえば︑蚤聡総
部門が弱いので︑核燃料部門への

藤毒し︑さらに米国へ．︑琵鰍さ瓦た

設︑嵩濃編ハ麓属ウラン製造雄設電

燃料でも技術提携

AGR建設体制整う
第︻グループ

?言からの奮は贅型力

子力推進本部か中心となって当た
っでいる︒この本邸は鴇土電機︑

力部門の強化拡充墨主暇に設けた

︑81国

約である︒プラント構成機器の製

もので︑AGRの建設受注は︑こ ヴを中心とする包箔約狡術供与契

で・のる澱一水建設︑雪原製作H所

の組磁を頂点とし︑その構成会社

すなbら︑一二機建設を嬉〜酒

万月に︑川繭欝欝および清水建設

技術提携が慧図され︑同じく昨無

が︑クラーク・チャップマン︑ウ

燕銀発生器やライナー等の炉内

孤ソソi︑マソクアルパイン赴算

構遣物あるいはPCPV製造に関

する技術鎌入契約を結んだが︑こ

一慾の整備を終えた︒

れらによって炉自体の繍発体制は

一方AGR用螂繕の開発では古

測躍工が近く英AEAと技術提携

︸

の兇通しにあり︑AGR腿注の兇

通しが立てば︑その隅酷化開発に

非破土嚢壕灸ゴ嚢機材メーカー

茅懸軍悉っ

か︑﹁むつ﹂用の翼翼も製作中︒

三嚢叢工の原子嫡製作工瑠

作研で芙浜一月︑二暑鵬用の発鍛

憂建識中たか︑これは︑現在三論

また︑現在東海村で線子燃料工場

究隣で二酸化ウランペレノト︑黙

@

麟集禽体製造技術の開発を進めて

三盆龍工︑コ一靴虚属︑

MAPIは︑三愛血属と大宮グ
研ループか心ザ省こ現計貫診中の

濠している︒

機を製作したほか︑灘浜一暑熱珊

っている︒また三．娃難機も神戸製

千KWで臼摩鼠姑︶の製作にかか

浜一義翠巌︵現時膚で八十∴箭刀六

二男磯のタービンを蟹作︑現在商

蘭砂製作所もすでに美浜一唇︑

●磐

いる團内供給産藥もその体制を整傭して受注への意欲を示すなど薩菜としての窟愚化にその地歩
︵
翻

9
ず

．監︐ 亀 隼

た︒

燃麟部門を撮擁することになっ

燃料はWHと合弁か

重工 を 中 心 に 再 編 成
三菱グループ
三愛グループの原子力活動は︑
昭盈二十じ年に瑚グループが設立

機器饗作能力拡允のため︑昨年︑

ご愛原子力工業︵MAPI︶ ︸安重工神戸詰蔚所は︑原子炉

人．中心に展開していたが︑掻鱈力

啄子い系噴種機器製作工場を完成

した

蛮彊の原子力発電讃幽の舞体化に

伴って︑昨無宋︑その中心をMA させ︑さらに引引き四三工欝卒一領
めてい佃︒現在決でに︑新津美諏
一男︑二号機︑嶽子力船﹁むつし

れは︑核獣欝讃門／1略襟上託に移さ

蟹田をねらっているのが特長た︒

薄研究所に慰此中だ︒

次敏県康聯憾の住友機二郷コ警束

の転換工場︵壷口囚十ゾ．・年︶を

六フノ化ウランかるUO一穂宋へ

住友グルーブが繕蔵して纒生した
住友欧子力エ業は昭和三十〜隼の

ているが︑実際の麗鞍上酷は佳だ

環．X毒焔・

麗撫をハノタに︑いわゆる酸浩々

住友竃工は米国UNCとの波麗 第一原智力グループ︵FAP工調とし︑さらに二月機以隣田内窯
工︑敏凌管の生駕へ俘友余響r累

核燃孫では︑回立は早くからセ

入できる体耐を緊．へている︒

婆にb凡るへく臼立霧力準疫 鴇購璽工の両脇かグループ内丁子

り兄込まれることから︑これらの

F︑L轟隙子力工業と酬い︑住碇 年†月冨士竃磯内に鮒設された原

めざしている︒JN︸凶冷郵鱒の開発で︑こ瓦には〜昨FAP王G内の体制は︑露三鷹機
という体制である︒

住友金工鉱山はすでに千豪県衛

機構改革で体制強化
輸出も積極的に推進

躍唖

乗り盤3力釧である︒

低塩素分・低弗素分・低硫黄分

PIから⁝一愛承認に礁した︒

三菱グループは︑宋国ウエスチ
閨Aすでに尊爵集合体二体をん

脳二二伽の修得につとめた︒とく

損自動︑成型加工琳慧を住友電

こ再機をqEと二分して漫接に分 商潔を中心に︑転流事蹴を住衣減

諦︑鴛したという緩は︑鷺

署る総をGEの下請けではある 設立以裏︑グル：プの窓欝とな．

や試還藍を開始している染電福二

浜﹁排撃に納入︑感転中であるけ︸れる予定である︒

垂グ孕プ福島三号で主契約

国産化技術の確立へ

男機用を製作中である︒

ングハウス︵W薮︶社とPWRを
允孚かけたほか︑同齢浜一諾︑二
躍プラント硝包拓的な技徳援助契
約を︑涼た駈力讐器についてはコ
ンバソシコン・エンジ鵡アリング

社と技術堤挑亭繕ぴ︑PW兄 倒 懸
プラント各烹碧機器の國曜化二つ
とめている心

装編者と5375な顛騨戒甲をあげで融んで以来︑多数の抜二者をG8

致芝は︑石川島播磨遺工業︵1 体化し︑東之猿子力本部を中心と⁝胡主契約を了るまでに蓑腕力を鋤
現在の体制は︑陸墨電工が鴬 X
︸
の窓ロとなつ︑構社神戸造雛所が 狂工︶︑B本綜子力勝茶︵NA工した東・．隔グループの先全な協力体
め
︑自信を決めきせたといえよ
G︶とともに︑憩係劇評と緊密な 制を確立した︒
工箏に関する全俸的なとりまとめ
う
・とくに国藤化では︑初島三尋
東之は昭職陰十二無四月に米G
を擬当︑同鵬紗製作所がタービン 協力年鞠オ・とり︑張極的に原子力
嘱や賑賑電力浜岡⁝本機︵内示︶
斬分bの闘発を穏関して︑多数の E汁とBWRシステム赦鋤饗約を
系機器を挺懸︑蕊斐電機が発電畿

器卒疸顯じている︒震た今回の体

王の原子力那を県︸の杓子力本部

日立グループ

諮の輪作据付けを穏なっている◎

憲士蹴機中研にあるナトリウム猷験藪転

（8P．PM以｝ド）

（50P、王）、1∫ノ【・）

PλUノト）

制強億で︑MAPΣは︑従渠以上きた︒とくに︑一昨年八月にIH に派諾して︑同訓のノウハウや実
に三要箪工と蟹桜な闘猟をもち︑

に︑礁隼七月に元成した原電敦費

て行なb九．勺︒

・穴G猛との港町盆点日本ニュク

B寸製作所は︑今後二大する原 に米GE礼と技街契約を紙ひ︑目 ラミノン燃赫の開発に二手してき
たが︑β恥民用の燃判供給では東
下建設巾の各プラント験器の製質
子力発躍プラントの需要に対鳳す

る体制を備立するκめ︑酢年十月

プラントをすへて困だ鶴できる製

士通あるいは古河鷹工箸かそれぞ
据付けに闘与して︑今後の8WR
リア・フユエル︵JNF︶を組し協力している︒
に従来の火力・娘子力長瞬ふ晶か

通雲︑臼立は酢年六臼〃に潜組し

造技酌を蝕めている︒

た中麟唯力島根一月横の主協絢菩

発部お一．伊ひ．弔一〜弟．ご技由昂の四

ら隠子力ろ﹂分μ︑無立させて︑開

部からなる嬢子難技歯本即を漸桟賦

ているQこのほか︑戴立はJPD

としで原子力機器の川開億艦影璃

R用総力癬器の製俘据9け︑二心

したしこ耗によって騨イ力隔光の

致買の圧力溢器の襲作細付け︑婁

偉制が一蓋と磁化され︑さらに日

ブコソク日立との提携監臨化をは

立系の圧力谷器総門メーカーのハ

プラントの受︑召かるシステム︒エ

また同製昆には米GE鐙から由十．

かることによって︑日ジは臨WR 嘆署︑瞭電鷲葛機怨貿︸⁝

ンジニアリング︑生げまての餐丙

中であり︑海外への翰出にも力両・

万KW級の浄力控羅亭︐冥バ︑勲諮・

日立は隙子力難戦の孟力に発電

体内を〜本化することになった︒

ントについてはh和四プ葬脳月 発電フラントが︑癖外篇蟄もか弘エ

乳搾部港区東回僑1−2−13（月1早ビル）
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日本原子力船開発事業屈理事長．
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関

@

業

中電協
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十年後に原子力16％
百万KW級の導入目立つ
偲二

千四百二

ゆ央電力協鐘女︹塞珊田一騒会長︑九電力と電発で構成︶は︑昨奪十一月や七日︑昭和四十五年度
躍力長期灘細4発表した︒wてれによると粁十四俸度末までのヤ庫闇に︑着工ベースで

六千KW︶︐至た糟殺へ．飼要の伸

と︑九州臓りの四号機︵へ一二三

の利用に必痩ととなることは︑衆

工揚の容蹴のほとんど食％か自践

ゴ謄・機は︸三線り上げ︑さ︐りこ山ハ

〜†号機あ一一なみ杓四年潮後繰り

上げている点が注国される︒

このほか出力アノブの分は︑財

P

翻開かれることになっている︒今

酊
ユーするとともに︑将来謝画を官

う︶が予徽の部品を一部撲り換え

も九〇％一数十万台になるであろ

回賑摘の最大限の数︵少なくと

出來アΦはずであると推測されてい

るたけで十万晦間以上鋤くことが

んの二︑一一．の遠心分離綴のデータ

る︒要は︑ヨ！ロ︐︑パの国々にほ

果と︑嘩年農の作条計画および予
鱗等が酪議された︒

ことであるQいいかえると︑だれ

筆時間のデータにすぎないという

一からは旨旨ウラ

茂久総務部長L現地駐在中の栄郡

R・四一六万K

汀隈
康蝋羅力は・五〇％

昨年トコ月十三臼から五〇％試運

機︵B

わた．萄経験をしていないというこ

離はすでに多．＼の

棄件〃があり

我々は今まで述へた中に遠心分

方法を述へるへきである︒

酌アフリカの方法と繭独のノズル

東尿石力禍鵬原子力允臓所一暦．弩えるためにも我々は︑不可解な

東電福島一号機⁝とである︒二︑の吹寄直方馨

営業運転間近い

ち遠心分離のための十分な長期に

立禦技儘部長の爾氏が撮恥した︑

資源蛮社の野剛 かあるということとわずか二︑一諜

なお血︐回の委員会には︑わが国

回は昨年八月からの探鉱調査の成

躍するもので︑原則として毎年ご

発する︒このため掲水式は四＋四一バーで構戚され︑探鉱状況をレビ﹇たつと償却されりと考えろれる・
W級︑藤壇域でヒi冗りKW級の

と

共同探鉱の管
理委員会開く
ニジェール印画
仏原子力庁︑ニジェール政府お
よびわが圏の海外ウ弓ン資際翻発

薔七十 カン地区におけるウツン下線の共

環鴇口徽鳶け二Wンェール無口闇⁝搾一

で

条件

がある︒

凝縮工場を﹇国が独力で建設す

にもつと多くの

ることは正当であるのか？

英独薩肺乱明らかヂ〜これを否定し

た︒米図民間渥黙騨は︑らし政捻
一
駅が許すなろは︑多圃閥参加によ

︸る出向τ場卒建設するため・彼ら

ているが︑臼本は中蓋槻国務大幣

面暁唐︒フランスは三菱歪め

一らしれないが︑こω捉案は漏話に

︷最終的には現在の三層と旨しハ

るようにみえるっ

⁝の按術︽分レ・9合う用懲か嵩来てい
︸

した︒我へは次の二つの声明の中

．︑良い︒

剛鏡の工場を讃恥⁝3るへきである

たものの︑しかし︑原疋が臨本に

に呉の競争が横たわっているL惹が楽供しあ妓岡即発尉闘を申し出
．・う．
カ〜︑拡散猷自今の状態

L璃明したことで分かるようにた

工鳩の樫㎡徴はた縄模工場たけが

めるっているkうに思︐・乱る︒話説

遠心分離嵐質後でなお罠ノ・なる
?ろう︵それはいつか？︶

実際的な値段に署することが出来

フランスの羅解は次のレいうであ
る︒決定的な選択は一九八○年ど

ることである︒大規模工場とは少

なくとち現在フうンス︑目よある

稔画するために︑日塞はもちろ
ん︑ヨーロノパのどこでも⁝九七

万分離作業車位亭轡即する︒

三禽にき衰ければなら︑怒いはゲ呂必護ぷ華る繭曾

フランスはこの勢蕎饗業を

のたから︑この照の賭け錘ぼ弓るの

は篠農である︒

ちぢろん︑欧治上の凋題は技術

ンお敗策は臼誘政策とやや類

からである︒この噸においてフ弓

綴より乳国匿勢と舞る好ザ・

る！というのは︑我々は一定の路

蚤スはある点で書中立であ

扇難てあるかもしれない︒しかし

ああるい緩董麹攣9︑

サ備か出来ている◎

なる国とも我も︑の技術を分けへ円ラ

穰幾の場合︑霧は手年考える墨が牽てい即曾・いか

ン
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縮
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馬
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名古屋・大阪・広島・高松

合戦を計爾している︑

厳た︑現在一都地域響公審理題
などで火力発電所の建設が遅れて

いることから︑地域撤金との調
和のため︑燃腎01低硫赦化︑醐性

能集睡器の設躍︑心切脱硫など公

二％な占めているQ

千九雪下九億円と火力総影響の

審対策に力を入れ︑この費胴が二

部鑓力の六︑七号機が百力KWか
ら薔五十万KWへ︑九州電力三号

KW︶︑運開ベースで千

水力は謙語ベースで千六酉四十 会社の記者は降職六月に契胸調
機が七十五73KWから八十二万六
一万KW︵等号水式千四衝三十万
印︑阿八月からニジェi鴻鳳アコ

下KWとなっている︒

火力は︑蔚工ペースで七千二十

鰐H押

スで百十＝ねKW︑運關ベースで 二月二十二日パリで開かれた︒

五百四十万KWと︑獅年度計醐に W︶と昨慶点画に比べ塁ベー 捺鉱計幽．桟関する管理委興会が十
比へ溜工ベースで千六酋五＋六万

KW︑運闘ペースで千五百四万K爾滋十万KW増加している︒とく

興易な方法

出来ると感じるな

樽いても︑ζれは要しい苗齢であ

と問じく研晩しているフランスに

事実この方法をガス拡敵法の改良

これは勿論個人的な轍毘である︒

器楽はしないであろう︒しかし︑

らはトロイカの他の王力国と共同

開発すること

いずれか﹁瞬が
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ろうーー紹介されたことは周知の
ことである︒

この方法に関するフランスの蟹

見は非常に要論である︒愚なわ
ち︑轟常に動力が節約される︵ガ
ス拡散法の約二〇％の消搬︶とい
うことだ︒

しかしまた︑それは難しい方法

義

慶

茎

であるとわかっている︒さもなけ

ると知っている︒米粒もまた王難

ハは濃編ウうンの供齢園たる来駕

うか︒

が遠心分離の開究をためらうだろ

阿波一虹︑パリでATEN酒秘援の通言

なアウトサイダ；な方法には末た

募の濯帳こ入る庭・ ︷qぎることがわかるし︑そのよう

での試運継かすみしだい七五％・

鉱計懸を摺遼h攣るアソシエーシコ 転に入︐た

ンを運営する実記映無機閃︒仏

W増舶している︒火力﹃︑も電源の にベース供給力との組み合せ墨

四︑目無︑︑ニジェール一のメン

考難し︑大羅臼揚水式水力をピー

五聖万KW経︑中地域では部品K ク供給力の主体として積極的に聞

大容応化が圏立ち︑火地域では酉

たらないことは明白だ︒

端しい工場期すぐ建設しなければ

われわれは一九九〇無に必要な
容醗は述へないが︑少なくとも〜

九八O無の容愚の二倍か三傭にな

可能なるプロセスとは何か？

るに違いない︒

多くのプロセスが理工的には罵

共同事業の可能性も
仏のウラン濃縮への考え方

る︑もち．りん政総の状態がそれを

は他の﹇召し提携嘱ることであ

課題を解決する魯通の傾向として

的な周題かあるQこれ・ゴお種々の

でもあ・勾ぐ解決が容易てない扱術

雛叢響詔ローラン・マ
能たか︑実際の経験を二十五年
間以上へている曜﹁のプロセスは

の方法だろ

でら︵︑大虚構製造のために実

ガス拡散法である︒それは碧雲︑
お

際に便用される曜

鉾切なるはてあるが︒私は︑例え

議鴨︑融門聡達がプロ七スについて

一

福岡・金沢・仙台・札幌
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に

十五万KW︑感開︑︑一入で︸蟷街ニヤニ万KWの鐵諒を開発︑このための総駿用は約十二兆四千五 九万KWに対し運㎜ペースで六千 七万KW︵畠揚衣湿雪∴十九万K
岡探客選淡めてい勺か︑この蚊同
菖億円︵初鼓荷核燃捌費コ丁瓦面二十ヒ嬉円を含む︶としている︒原芋力発電一画は︑十年間に憩工

ベースで四十九纂︑四千一ハ颪汽十五刀KW︑運用ペースで三護星︑二千四画五万KWで︑五十四年
度乗の電灘准徽比鄭は︑昨年の一三％よ勧アノブの一六％となる︒水力は二Q％︑火力は六四％︒

〜一男擬ろ百万KWにアノブ︑し

十九腎掘︵卜乃月胃十万KW以外 かも一号擬は〜軍滑L繰り上げ︑

れられんのは︑爽京田力の十五〜

㎎力罵夢の㈱ぴは軍平均一〇％逆

は各穏五卜刀KW︶㌔︑団爾欝欝

ζこ難 鐸 束 ︑ 名 償 力 会 松 膳 の の

くタ斥し︑とく一型季はかない︑の

鐵脇は四十五難度討画策定にあた

びに対㌧む丁毅り上げとなつ紀の

の十一〜ヤ六号櫻︵凸凹万KW︶

め︑瀬蕉な供給力磁飼3供絵力の

ピンチを迎メていろ︒このため中

黙的嘲ヒなどのため︑遡源の多様

西電力の貰〜十鶴灘︑九州電力の

一化︑可饗な翻り獅規躍盈の照丁・ は︑旗墓翫力の五〜十四旧歓とm閃

運帥の繰り上げ︑大容澱化︑防芋
力騰電の拡大などじ題点逆おいて 三陽機の十ヒ墓である︒東京羅
いる︒なお︑罰画策定にあたって 力︑丸州墨差とも大体一年萌後で

不足なとかろ︑昨卸度畠画で八十

あ．御が︑閃西電力は︑昨耀の電力

二万六千KWだっ㌧大巧努電所一

は多国間蕩萌によるウラン膿繍工

﹂

揚のための可鮨なる繊々なアプロ

い︒一九八○年に果羅は自困の

争出来るウラ︑︑〆禦逃には麺さな
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昨卑︑ストノク示ルムで開かれ

岡階上の機夢は次のとおり︒

闘の一許するところである︒︵工

ーチと経済的要素についていくつ

り︑窟たプルトニウムが再循環さ

場が近代化され往犀寧が縄くな

腿縮ウランをすでに製進してい

れると思わ耗たとしても︶一︸の容

千六日目士刀KW︵揚．開式千四 かの論議か持ち上がっている︒そ
今後十隼間の趨縮ウランの年増

衝三十万KW左含ぢ︶︑火力ヒ千 のいくつかを紹介しよう︒
篇二十九乃KW︑諏ぞ力四千六 荷
⁝慶︸．千四頁予五万KW︑運開㎝別羨のξおりだ︒岡三の讃撒の

五十菰万KW︵四十瓦暴︶の台部 贈要は？

ベースで水力臨画七十七万KW ある部分はフ軟⊥フトム会議で発
衷されたものである︒その他は別
︵問罪四十九∬KW︶・火タイ⁝

胃懲四十乃KW︑瞭子カニ千四百 の機醐に㍗るもの岨．・翼ぴ︑ら讐は

五万KWe一士滋︶の含訓一億ないが数黛の顎位は知ることが照

る国︑及びその利用可能語聾は？

来る︒
一霞ゴ十二万KW布開発するQこ

の粘果五十四館度末の鷺沼比灘は

る︒

燈は二千万分離作業麟位卒瓢陵山︑

残りの諸囲は一千八醤万分齢作

×国︑ソ連︑英国︑フランス︑

水力二〇％︑火力山臨調％︑瞭弔力
一恥ハ％とエなwつ︒

巾田が濃編工禍左持っている︒米

機単位←罵る︻ヨーロノパで一丁

原子力発職副醐は︑昨葎度灘画

二醤万︑円ぶ︑カナダ︑インドマ

六両75︵その内揃誰たけで四蕗 う導しかし︑遠心分離法が爾期的

團だけが今︑茜欧諸国に禽料で灘

の合謂四＋六地点︵東海︑敦暇含
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インド政尉原子力雲一一は昨日

七月閲園の三子力および宇密開発

・

りにすると鰹正されている︒

脳裏および商遮増殖炉に蔑薪した
議︑晶質要素製造︑顎承09天造︑

鉱︑糖鋼とイエローケーキの高

るに二墓の再処理工場を建設する

ル再処理巖頭のほかに十隼閲にさ 魏によると︑覆二十万K

ついては︑麗な超設中のタラプ⁝

レノクスけ建識費約盈十億円と発

ヵ発電所ぷ．中心とした張工コンブ

の際子

欝欝コンブレノクスの可能雛研

トリウムかろウラン鵬毎取り鳩す
再処理︑エレクトロニクス︑核議

ことを爵樽としている︒一九八○

積ちうれる︒これか実現すると羅

工i︸刀繭ハ千誘︶︑㎜畷鯉戦法

執逃理広によリリン口止雛︵P2

により一頻肥料︵同三†七万ゾ︶

0s琿蝿

この十二薙謂画の圏標を選成す

四％の圏紋を図ることができる︒

生泥塗可能にし︑角鉱投贅額の五

むこう十年縢に要する蟹用は︑総

纔Z九一七四︶に召しい大型

るためには︑第四次五力葎計簾中

発に勇接経済的に貢献するための

カム原子炉研鍵センターを建設す

原子力研究所︑すなわちカルパノ
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のあることがあげられている︒

@蕊
警︐
中購暴富︵台湾︶では現在︑シ

本製鋼所の見蟹りが石幡のものよ

芝⁝石幡グループが圧力容器など
ンシャン︵BWR型︑五十五万K

近二翠蔓も発注した︒

りも安かったということから︑G

W︶蚤建設中であり︑つづいて鰻

台湾の電力罵要は一九八○鋸ま

Eは沼本製鋼所に圧力容器を下急

蜘辞

での間に奪平均︸二〜︸三％台の

多 多

けさせる内示を与えている︒

職瀦

を

〆ミ

伸び率で増加すると毘込まれ︑一

ている︒この間の原子力発雌運開

百万KW卒必要とすると予測きれ

九八○駕の総発鷺設備容灘は約八

慧

驚

難遜
盛
撫

雄．

∵
嚇

澱は二蕊万KWと兇込まれてい
る︒炉型については︑軽水炉が主
流を占める︒

シンシャンでは︑米GE社が空
契約春で︑︸次系を供給︵二次系

・瓢

多

注に握示した砥払融資条件よりも

ベルギーのACECが︑二五千万
ぜで受注した︒とくにベルギー
は︑小蓑の取引きを交換条件に︑

身

層

麟

間は饅大十年間といわれている︶

熱

の法雀によると輸田向けの融資期

最高隈度二・七五％﹂︵ベルギー

な延払融贅条件﹁二十年間︑金贋

カナダAECぬのCANDU
型
パキ
スを
タンに対して︑非常に商利

︸九七〇隼運開予定のカラチは

タンにカラチ︵CANDU型︑ら
十れている︒
二万五干KW︶を完成し︑近く本
格運転の予燈だ︒豪た棄パキスタ

EsC︶ 総
・ケルマニ氏は︑日本
の在カラチ総領廓の杉

発建設は﹇年余りの要

原氏に対して﹁この原

ε

気︶式で︑カラチ発送羅公社︵K

七〇年一月二†︸日の始動︵通

眠機は日立が製作供給した︒

ンにもルプール一暦機︵PW配 採用したが︑二次系のタービン三
型︑二十万K⁝W︶の建設に簡手し

パキスタンは石炭蟹源には恵豪

ている︒

スが軽奮あるほか︑西は水力蟹源

れていないが︑策薩ともに天然ガ

が費欝である︒一九七〇年から一

スタンでは七†総懸KWから二間

九八○年濠での十年間に︑粛パキ

六†万KWへ︑西パキスタンでは
れだが︑日本側︑とぐ

あった︒豪ことに感謝

によるところが多大で

颪八†万KW票で発心設備を拡大 に日立の技術者の努力
蹴力謂要の大きい薦では設備能力

する割圃をたてている︒とくに︑

にたえない︒次の四暦

の原子力発頼所

されてきているQ

フィリピンの送電系統はルソン

原子力謬説の採用が予想される︒

働にマーコフを中心としたルソン・

グリソドがあるだけで︑あとはほ

議では︑叉A到Aのカーン民がフ とんどみるべきものがない︒この

関させる走通しである︒

に置二十万KWの原子力発電を運

関東電気工事株式会

取纐雛長信太不二雄i

のうち約六〇％に当たる釜百†六

る︶以降については︑

はカラチ三暑機にあた

万KWを水力でまかなうことがで 機︵現在のカラチ原発
ころ主として工業用原料に当てら
できる限り日本一本に

きるという︒天然ガスは現在のと

れるので︑燃料︵躍力︶は駒入依

しぼりたい﹂と述べ
た︒カラチ四弩機は出

存の傾向が強いといわれている︒

原子力発羅については一九七C

一八○年までに約酉万KW︵IA
運開させる予定であるが︑これは

EA・E録EAレポートより︶をカラチに完成した初

し︑エネルギー無題の点から日本

一二＝一＝＝＝；一篇＝隔＝：一肌＝＝

力年引継︵一九七二爺一一九七六

一九七一年︶と第三次電源關発五 と同様に原子力発鍵の獲進が期待

○︒︸ 聡源開発五欝欝謝闘︵一九六七一

五％位の罰合で増

鍛近の飴三次五力年謂画では︑

一九七六 五十万KW二基の原子力発馬飯を

年︶が立てられ︑一九七一隼に開
発還二首七難四千KW︑

国は一九八○無には二筥七十万K
フィリピンの原子力発電につい

を行なう甜爾がたてられている︒

O技術をうる

東電広告蘇式会社

三

ウ

ルギi消費の拡大を館率

振謂要も焦躁

％と覧込んでいる︒これに伴う三

加すると予懲されているQ

る予定だが︑簸近の急テンポな経

Wの原子力亭閲発し︑総電力生塵

館に三颪四十二万四千KWに逃す 建設することになっているが︑韓

済成長に伴って︑一九七一駕の総

ルソン・グリソドは電力公社︵一

九三六隼一〇〇％の政購繍幾で設

鋳た︑ルソン島地区は︑一九七五

強力なグリッドによって供給され

EAのレポートにふると︑フィリ もので︑マニラ地域の電力はこの

して述べている︒王AEA・E
公N
社︶の火力発電所群に連結する

十万KWについての貝体副鋼に関 電力公社︵フィリピン簸大の電力

W︑二男機三十万KW︑竃号機四 ンガなどの水力発糧所群とマニラ

銀︶を発褻し︑〜響機三十万K 立︶のカリヤ︑アンブクラオ︑ビ

力闘発盆画︵一九六五〜一九七五

ィリピンのルソン・グリンドの電
ては︑一九六Q年にIAEAの二
黒団が訪姦したことがキッカケで

旦蛮Cを中心とするグループが二 をひろってみると次の通りであ

データはなく︑現在のおもな鋤き

で米圃WH社のPWR型が採用注
さ目された︒しかしその後群細な

炉型については︑コーリ一号機

発電設備騰は約三百万KW︑一九 の無八％程度を康かなう謝画た︒
七六葎は約四百七†万KWに修正
されたようだ︒

九六七年現在︑約五十

包蔵水力は約二薫九万KWで︑ れた︒この入札をめぐって英式の
開発蟄が

る︒

一九七〇館にマ一一ラ地匿にヤ五

工も下舗けを期待したが︑賠償問

一碧系を受注した︒日本の三愛箆 鼎〜二＋万KWの原子力発蹴開発 ピンは一九七〇〜︷九八○銀の間

注握示して︑WHからの下瓢けで

五万五千KWなので︑閲発朗食は 十年金利五・五％の延払条件を受

の禽副約五＋六万KWの水力開発

二六・五％になっているが︑現在

題等とならんで商利な延払融資を

は将来の贈要からみても大した璽

計画が完了しても︑残る来開発分

力発鷹にウエイトをおいて電源開

発訓礪を進めており︑不足分は霊

錘銀一二〜一三％という嵩率で火

力公社から買恥している︒

煮ごろに二酉四十万KWの発向設 同国のエネルギー資源はかなり

く︑埋掘コストが高くつくことか

鎖本縄駕から下められず︑このよ

ではないQしたがって︑韓国にあ

うに英EECに仕麟をとられたと備をもつものと予想され︑その一

ら発心扇に向いていない︒石油︑

乏しい︒石炭はあるが︑質は悪

る採掘可能な石炭は約五憾四千万

いう無い経験があるQしかし︑一

部が原子力発蹴によって蒙かなわ
は
れるものとみられている︒とくに
の灘から此面たき火力にウエイト

昨年の天EA・ス・ンブル会黍ガゑ現在奪の馨で豊

ジあるといわれているが︑経済姓

の進出が期待されているQ
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の予窪で︑つづく二臨機も一九七

七隼運開をめ ざ し 諮 々 と 謝 醐 が 進

んでおり︑こ の 暁 点 で 韓 国 の 総 監

ことになるとみられている︒

九八○年までの十年間
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磯設備容愚は五颪万KWに達する
韓国の経績 は ︑ 一 九 六 四 年 以 来
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ユーロケミソク簿の各施設と岡じ

ても騨細設計ぷ行なっており︑醐 ﹁

ラント建設を手がけており化学工

荷遮断・負荷試験などの官庁検査

全機器の安全弁の分解点検︑ター

路の点検︑格納容器の灘洩試験︑

の分解点検︑原子炉の宏高騰讃測
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撃当たり三十ニザに値上げする

工多

一について講演し︑欧州での公警問
題は日本ほどシビアではないよう

﹁最近の欧州における薩業予測﹂

隊害氏︵雲立製僅灰副社艮︶が

畏として欧州各国を訪聞した吉山

と経済の会が派遣した調査団の団

二日︑束獄・丸ノ内の工業クラブ唱開いたが︑同日︑さきに科学技術
で第二十三回二子力薩業盗談会を

墜

唾大

に感しられた︑などと要ピコロ次のよ

欧州ではバソテル・メモリアル

一うに語ったQ

⁝研究所︑スウェーデン国渤研究

⁝所・ブラウン．ボヘリ・フ﹂・

ブス︑ロールスロイス︑クルノ

ノティなど各国の企濃と研究所を

ブ︑メソサーシュミノト︑オリペ

訪問︑技術予測︑多鰯間協力︑シ

ンクタンク︑夫来麗某などの諸問

題を申心に聡し合ってきた︒とく

にオランダのフィリノプスをはじ

め︑業績をのはしている企業で

ァイ法のような新方式を重三して

は︑製品開発の方計決定にデルフ

勃果をあげていることがわかり︑

八○茸代の田本はどうなる

といった来来のあり方につい

主0策

西云

式
株
業

工

奎
士

含田

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号
冠泰東京（343）5311（大代表）

ユニークを創る化堂ム露

竈

る

躍

鴨

も金閥ウラン豊島︶Q岡旛設建設

に当たってSGNおよび直営の
社に対し設計︑建設︑羅題転にわ

ル︑ユーロケミノクの各再処理工
場の建設経験が豊冨︑などが考慮

はわが国初のもの︒昨無十月一温

を曼けており︑十二月十五日︑八

ビン発電鵬の分解点検︑などであ

ルが予想外に低かったため︑作業
は順調に安行︒このため原著は︑

Wへのストレノチのための試験を

ドにおける技術附閥題点とその解

聞段贈での成果として報告され︑
このうちとくに核燃料および一次

吉山氏が欧州の
産業予測で講演

決の兇通し︑今後の謡扇事項簿に

炉および原子力製鉄全般の殉サイ 弩ていた︒なお覆の盈︑燃﹇

冨発量・に対する凝︑畢

︑

でズの整げが鐸︑盆二

騨耀覧聾燈朕

から行なわれたが︑この経験は︑

後輔の媒水型発電所の定倹手滋確

立に霞献ずるものと︑関係者に注
翼されていた︒主な定説項日は︑

敦賀湾妻琴は︑養蚕三月に三十

全官庁検査ぷ終了し正式運転に入

とくに冷却籾撮照蔽度が摂氏

鉄に直豪利陶可龍な筒温ガス炉︑

同ワーキング・グループは︑製

た︒

説明を聞き︑愈見交俣を行なつ﹁岡呂は育木工査から︑海外におけ 予箆亭若﹃翠め︑三十五万七千K

蚊賀発電所の驚検は︑鮮穴炉で

ったが︑一次倫却黙の放射能レベ

時闇連続全出力による負荷試験で

十月から岡発随所初の定幾検斉に
のQ燃焼 慶 約 三 万 五 千 M W D ／ 丁

潟式ビ晶ーレソクス法によるも

から中間報告
高温ガス炉懇勲会
原子力婁員会の三重ガス炉懇談

の開耗上の技術約悶匙ぐ解決の見

○OO度程旋のもの奮刈隷に︑そ ついてのこれまでの作業経過が中

翻しあるいはその利藤野鵡

磁本原子力麗業会魂は十二月十一

第偽回原慶懇

米凹原子力婁員会︵AEC︶

難灘欝繕難⁝総

たる一貫したギャランティーをも

料が再鰻理の対黎とされ︑その処
揚舟建設しており︑経総懸冨であ
されたためである︒

GN社はラ・アーグ︑マルクー たせられる②田揮は多くの石油プ

両社が契約者とされたのは︑①S

理能力は︷聞遡O鰻大○・七鏑︑
るほか︑動燃事業邸の施設につい

終了

検喪を無摺終了︑すぐ設議出力三

銀癒墾藻叢適

幽間では慶大杓⁝衙十ゾ︵いずれ

日本原芋竃発蹴会社の敷賀発電

蓄電敦賀議定検も無事

欄都躰49年10月操業開始へ 出力35万7千KWに
動力炉・核燃料朋発欝業団はかねて︑フランスのサンゴバン・

なお動燃確難団の再処理施設

Bから設選出力三＋葦子七千KW千KW︶への出力上昇のため︑負 礪器の繕轄検査︑制御棒駆励滞購

所︵BWR︶が︑昨郊十二月＋五十五万七千KW︵熱出力否六万四 脚力鰹異説および各種一次冷却系

テクニーク・ヌーベル︵SGN︶歓と日本揮発緯株式会社の両吝を

ラ・アーグおよびマルクール︑西

は︑英国のウィンズケール︑仏の

二十

翼約は︑この う ち の 主 建 腱 お よ び
の同旛設建設予定地−確海村の同

会は±月十八日第五回目含を麗
き︑岩盤碁会ワーキング・グルー

交換が露なbれたQ

一躍についてさらに註細な検紺を行 冷却屑等に関してh疑応答︑意見

からこれ豪での検討結果について一なうため†月に設けられたもの︒

プ︵主査・轡木成文東工大二二︶

ったもの︒

三万一千KWで営業運転を開始︑

独のカールスルーエ︑EN8Aのでの金田力運転ん開始した︒

渉を進めていたが︑含愈に達し︑このほど三嵩で正式契約が結ば

け︑燃料切働などの前処理艘備お

とになっている︒施設の各種機器

共岡受注者として使用済み燃醤再処輝漁設建設についての奨約交

れた︒

動燃雛業団 の 再 処 押 施 設 は ︑ ウ

ランとプルト ニ ウ ム の 分 離 精 製 を

援助料とあわせ金額にして約

ｭ円程度ことになっているが︑
残りのほとんどは罵内メーカーか

騰棄物処碑揚の建設に関するも
一業圃敷地内約二＋万平方層の

作業グループ

以下の天然ウラン燃料およ門鴻恩 入っていた︒十︻月二十六臼に
される︵仏SGN村に支払う技術
度四W／0以下の低率縮ウラン燃 は︑通産省による宮庁検査と祉内

行なう麺誘ほか︑円物処望よびプ呈ス中の蔀瀦編入
揚︑分析所︑ 除 染 揚 ︑ 筒 放 射 牲 園
山廃慶物貯蔵 解 ︑ ス ラ ノ ジ 貯 蔵 瞭
簿の付属建躍 と ︑ 低 放 尉 性 嗣 体 廃
簗物欝藏紛︑ 葵 晶 貯 槽 等 の 麓 設 で

構成されるが︑こんど仏SGNおらの調達によって賄なわれるもよ

の︒契約内容の聯細は明らかにさ

地域で敷地造成工事にとりかかる

う︒

れていないが ︑ 両 施 設 建 設 に 伴 う
が︑この工蟹には三カ月閥程度を

よび日本揮発 油 の 両 娃 と 結 は れ た

契約金額は総 画 約 菖 ＝ 十 億 円 ︵ な
必夢とするので︑同施設建設の本

ノ

スター︑U凹量二百五十愕︶をλ

f

一面もあ︐た︒球たバノテルのよ

あ豪りなく︑近代化の起れている

か

に感じられた︒

題は日本ほどシビアではないよう

二月に放射線

慮舞盲

題理化学工寮株試愈祉

○％濃灘酸化ウラン︵六本クラ
行なっていないので照射効果︑照

の性能が碓認され︑騒騒した︒こ

れ︑使用崩倹査を受けたが︑所朋

度

一

栄

原

大

取締役社長

騒二♂

いずれもまたホノト︒ラボ作業を

尉量などは不明たが︑これから臨

エ

度

利用促進会議

P

合金鉄／セメント／CSA

汚順調に動いている︒

内訳け

界霊験三笠による笑験値との対比

非常に示慶に重んで有意血であっ
きるループである︒第五サイクル

れはPモ⁝ドにもBモ⁝ドにもで

から第十サイクル萩では新型転換

慮縁なうことになっている︒

水力ラビノト門司妓置は︑実効

炉の圧力讐材料の照射拳行なう予

企業でも経鴬冨の懲欲や摺郡力が
哨性団栗の測定を行なったあと︑

た︒だが︑㎝方では世卑的な有名

第三聞イクルから突罵に供してい

定であり︑すでにその一部を開始

鍍用凄：

註

日本漂子力魔難会議の中部原子

力懇談会は二月四︑五の両日︑名

で崩出山照照﹁放射線一利M用健進A諏臨﹂

古麗市中区係の名古屋商工会議所

を開く︒

クロロプレンノカーバイド

老シアー

マ完

翅盤材料

騨鍍

うに
している︒OWL12︵論結︶

イクルでは十三掴のラビノトを照

し

八

OWL−1︵大洗水ループー弩︶ ホソト・ラボは︑十二月初旬に

アセチレンブラノク／石灰窒素

凹本原子力研究所大洗研諸所の

料中心温度測だカプセル︑あるい

一

る︒これ象で︑東北大学付属施設

は︑来年夏を目糠に画小建設中で

射する予定であり︑今卑度内の亀

用最簡ノコ

九

使用開始の予定となってい．憩︒

使用前検査卒終了したため︑近ぐ

メラミン／スチロール

ﾐ

京都千 ・駆有・馴

の

ホルマール／ブチラール

お岡施設全体 の 建 設 盟 は 総 額 約 二
従って︑再処押施設が本格的樫業

は隙研独自に開発︑設削製作し︑

桿

6一昌帽一30

8榊

みにより︑陽電子消滅要騒用楓料

を申心とする大学門係からの申込

1︵出ロガス温度拶氏︸○○○

て研究している優には大変興昧を
あり︑轟経ガスループOGL1

たものなどがある︒これ京でに照

ン︑酸化プルトニウム︑チソ化ウ

る・例えばリン32生醗のための醗 ラン︑ガドリニウム入り酸化ウラ

料麟至人砥

鞭内切径

の炉内讐を八月に捜入︑第三サイ

もった︒一般的に欧州では公審問

ビノトによる照射を行ない︑九月

射した材料には︑燃料では酸化ウ

ランなどがあり︑材科ではA潤 を水力ラビノトによって照射し︑

獲︶は昌下その隔絶を検討中︒

として︑銅および鋼含金の水力ラ

期の照射条偶に近い値を糧てい

それ設計通りの機能を引目し︑所

撫のガンマーの縄い場断での照尉

九月十七日︑初出荷した︒
B︑A砂などの厨力餐器品︑SU

クルで模要諦斜︑第四ツイクルで

︵インパイル・ループ仕様の概略︶

イリジウムやコバルト︑タングス

塩化ビユール／酢酸

材瓢試験食︵JMTR︑最大軸出カプセル照射では︑最ら簡単な
前検筏斗星翫が交付され︑その利

今回初めて使用に供される貴台に

順調に運転つづく
照嚇引画卒一たて︑カプセル等の

数で十一個に達している︒第五サ

刊脳ATR材料照射も開始 ＋田の初出荷以来すでにラビノト
照鮒獲照の設罰鯉作声行なうなど

の建設が遅れたことなどのκめ︑

灘徽亭進めてきた︒が︑一力︑炉

なデータぷ得︑多照二尉に対する

については︑設語上︑非常に有用

S27︑同32︑ジルカロイなどの燃イ豪イル・ループについては

山では五†三個が予定されてい

酬係など急ぐ必要のある照射は実

試用期闘申で朝圃家プロジ訊クト

目安を得ている︒これまでに便用

料被覆桝︑制脚材︑アメリシウム

テンなどのR王試料などがあるQ

る︒なお原研のRI製造部では金

用照射とし引受けることにし︑翫

した刀プセルは次の通り︒

炉は現在︑鋳干の問題恥除いて

画に入れ︑すでに〜部が照射中︑

これらのカプセルほ前記のよう
に陳研で技術開発されたもののほ

酢酸ビニール／ポバール

百二＋轡・箋撃後三＋三︸格篁整晶瑠から撃定・
カ月間をもっ て 発 成 さ せ ︑ そ の 後
を問始するのは︑順調にいけば昭

用繁務が始められることになっ

よる温度制櫛カプセル︑混合ガス

三．

力
子
園十カ月間の 試 運 転 に よ る 性 罐 確
和四十九禦十月頃からとなるもよ

た︒すでに鯖憲︑第四サイクルの

による温度測卿カプセル︑回転カ

T本ル数

R1

力五万KW︶は昨無七月夫に使用 リーキーカプセルから︑袴雑な試

の運転に入っているが︑籔初の

運転を終えて︑現在第石ナイクル

35

用カプセルがすでに便われ︑それか︑囲内メーカーによって作られ

プセル︑カドミカソトオフによる
燃料照射カプセル︑シャルビー脚

36

一

…

卑間は試用期間として︑炉の翔転

照射が行なわれる右針︒

罵熟と照射鼓術習得のκめの試用

この試用期間中は炉出力を藁万

KW︑二十一瞬間運転とし︑照射

42
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v
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第65回通常
国会力召集
両院に科技照照羅
錆六十五回通常團会は昨卑十二

もに問日本会謎を開き︑衆院は科

の審畿を始めたが︑衆参両院はと

︸

﹁力損害賠償法の改正等の法案が提．

㎜離郷過量あるいはウラン濃縮等の

理設徽の建設も本格化される︒人

短︑高木勇︵以上一一内業國︶︑騰

成建設︶︑酒井正利︵躍発︶︑沢井

︵原聡︶︑高橋笑︵躍中研︶︑谷

柑武久︵古河躍工︶︑鈴木小兵衛

口薫︵日立︶︑辻蔑央︵住茂聡

◇動燃輪業団辞令︵四†五隼十二
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号中円

を詳述したもの

︹騨月下旬一三︺

超超高圧送電は︑産業界での電力需
要が大幅に増加している現在︑その
必要性に迫られでいる︒臨書は送電
技術⁝般について解説し︑多年の経
験と技術の蓄積による超々送電技術

B6／︷ハ五〇円

超超高圧送電

二月十八日︑氷国ワシントンでこ

市揚開発担当部幾補との間で行な

一現行の賃貸借協驚は︑脇和三十

遡れた︒

九無十月に結ばれた腐協足が垂垂

臼米両国が在庫簸の考査や免費な

期隈満了となるため︑昨年九月︑

どその内容を改旨して新しく編結

月十七R付︶

純然たる核物理分野以外でのサイクロトロンの利用研究を内容とした会
議の会議録を中心に編集．

︸が渡部一国疑︑参院が鈴木一弘劃一

今影面では︑原子力関係につい

⁝を荊囲会に引網いて選出した︒

ては︑来笙二月末までの蒋阪立法

となっている日本原學力船隔発撫

研は︑分散型燃科や材料の照射な

謝の段階に入るが︑これを機に原

学按術振興対策を含む七︑毒院は

月二十六欝沼集︑会期百五十臼間

ど蕩温ガス炉開発のための本格

岡八の特別委鍛会設齪等を決め⁝出︑審畿が行なわれるほか︑保縢

6露髄＝鱈﹁．臼

▽団撲井上五郎︵勤燃離業

は次の題り︒

一塩徊﹁腎一一P

爾院長技特はそれぞれ岡田初会論樋無て︑．臆畿がわ︐もの

むつ市の定係潜で繭百中だが︑こ

員増†五人︒

工︶︑横須賀正寿︵三襲原子力︶

伊藤正彦︵原基︶︒

N6月未

まで延長へ

臼米特殊核物質貸借協定

子力委員会︵AEC︶との間の特

政陶を代蓑して行罪する舎衆園原

﹁日本國政膨とアメリカ合衆国
で保障搭躍技術および舶用炉の研

殊核物質賃貸磁協定﹂︵通称﹁日

のための合恵文愚の唱名が中羅謬

力委員会等竜紡闘してウラン癩靴

ついては﹁四十六奪十二月離日談

したものでとくにその衡効期間に

子力発四所︑ジャドグダウラン鉱

れより遅い臼﹂となっていた︒

たは目当馴者が桐互に台恵するそ

山︑鷲工業会社数社等を歴紡︑視

石川藩二︵再︶︒

3桝艶rwor賄5社のサイクq卜自ン関係新刊書御案内

璽千吾万円︶を塁︒・旦
には蕊号ループ︵期内ループ︑O
GL一工︶の調査研究費二千万円一
一が倉まれているが︑これは窩削げ

ス鱒開発のためのもの︒すでに塀

的基礎研究に懲手する︒大型ヘリ

た︒

念設誹を終え︑今年農から詳細設

魏論壇難

ウムループ︵蝉外ループ︶等でも

舎を開き︑婁員優および理雛の互

L三千万円︵償一億八千万円︶

が謙められたが︑これも高溌ガス

額十五億百万円を謝上したが︑う

辱胃齢一﹁齢一回

選を行なったが︑婁員長には衆院

ち五億三酉万円が本紛の建造盟

一一槻＝一口

炉開発につながるもので︑四十七

にとりかかるQ人員増四十三人︒

銀度発艦を田跳にその装躍の製作

なお原研の予騨は民間出蟹等を含

橋本国譲︵日揮︶︑芽出村英

団︶▽副闘握 宗日英こ︵原研︶
▽顧問 竹林陽一︵科狡庁︶▽囲

研︶︑森川辰猛︵葉芝︶︑西山吉

失︵千代田化工︶︑岩本多実︵原

員
めて一・五億円︶に約三億円が鮨

のほど原峯炉が搭載されるなど︑

太郎︵鹿島建設︶︑岡勘暢夫︵大

てられるσむつ市定係港では︑次

るいは燃料製作︵中性子源をも含

で︑放射線管理設備や炉内乳癌あ

研究に着手

温排水利用

め購業ペースで百十七癩円Q

完成予定のJFτ12の製作とこ

研號ではすでに発注ずみで来妬護

連技術の關発などが中心︒臨機合

ン循環ループの開発︵製作︶︑総

を含む鷹膜の開発︑六フソ化ウラ

六隼度は十箪段カスケード試験等

ス拡散法の研究を進めるが︑四＋

対照年度比二︑一％の聾

八％の僚び率︒このうち原子力開係は総額約四首ヒ

コ内は同︶で対萌年度比醤七億六千四酉万円︵蟹七や一億六千七薫

紺︵圏躍償務負糧行為限慶額無血薫十七臓二千三頁万円輪以下カノ

瓦によると同学捜術振興関係︵科学披術庁関係分︶は総額七菖九鮮

唖府は昨月ヤニ旦二十磁に騒時︵予騨︶閣蹴を開き︑昭餌壷†六館度予鱗の敵尉案を決定した︒こ

︐嚇
万円︶の増︑
十五億九千葎万円︵蟹二召四十八億率四召万円︶を計上︑欝煎皐慶
比二二％贈の佃ぴ率となった︒

れに痒う測定機器の整備︑食晶照

にガンマー線照単磁の建設楽手等

放薩研関係では医用サイクロト

鮒関係では四十八年慶完成を欝瀧
四億四千四颪万円︶︑核融含研究

が行なわれるQ

ロン設備整備で二億三千九濁万

・写翼は西田儒一科学技術庁撰官︶

は︑原子力籍定総合研究︵ウラン
に三億八千九百万円︑食轟照慰研

年農の原稿覇業団関係予算では侍．

いるJM聖Rについてはその継椿その開係工購は急ピノチ︒四十六

施設が整備されるほか︑廃粟物処

四十六年度の原子力予騨ではと
灘纈︑杉融合︑食m㎜照射︶への協

究に九千陰面侮︵償二億四筥万

費︺して八億四千八酉万円︵優﹂

無度からの燃料装荷にそなえた諸

くに騒紙しい斬規大型の曝業はな

力が具体的研究開発の中心とな

ラン濃縮研究では理研とともにガ

円︶を謝上している︒このうちウ

原子力船﹁むつ﹂は現認轡森還

く︑総続事業が密でその内容充実
り︑これらについてはそれぞれウ

円︑このため建屋趨設で五億五千

万円→三日琿の債︶を計上し
調査二千酉万円︑内貼研究︵中醤

た︒他は臨海実験場における海汀
︾性試験とこれらに必要な袋躍の

四百万円などが主なもの︒

子線医学利用と造血器移穏︶三千

開発︑蕩避走分離撚︵二基︶の試

の製作簿にとりかかる︒周原剛炉

閣発︑圃転瞬材料の開発などが進

作開鵬︑十璽によるシステム信
については設講研究を進める一

められる◎プルトニウム研濫費は

費施設の建設のほか︑初装荷燃料

方︑大型モソプ・アンプの製帯︑

や七難四千万円︶︒燃料集雑体検

昨年変から本格運癒を開始して

に主眼がおかれている︒動ヵ騨閥

動力炉開発に餌億円

ラン濃縮研究に五億四颪口蓋︵債
発醐係費が噸調な伸びを示し謝圃
⁝遂行に必要な資金が確保されたほ

理工揚の懲垂垂黍やウラン韻編筈

下︑核鱗櫟についても︑轟

る窩遽実験炉および新型原剛炉の

R料サイクルには29億円︵蠕V
動辮禦業団関係の予騨は総額三

関係経蟹が詔上され︑サイクル確

円︶とあわせ︑簸燃料政錨が軌道

立︵脚係経費は聡鵠約二十九億

か︑五＋MW蒸気発生器試験旛設 約四億円が駅められたが︑人形峠

照樹試験の闘始等が措灘されるほ

突開発に主力がおかれている︵絹

米特殊該物質賃貸繊脇定﹂︶の腐

アワビ︑ハマグリ獲殖が開始され

や量水技術あるいは原子力機羅製

・A・サラバイ原子力裂員畏が来

マドラスおよびタラプールの両原

バーバ︑タタの爾原子力研究所︑

禅業凹協力挙淵瀬したい旨が捉

察する予定︒筋印原子力使節団員

，1堕町勘rrlf翫

」爵即1恥，

凶甥覇ll撫h

毒

ユ憂乏（a乙）354−0131

轟硬響劇鰍欝饗紀伊國屋書店繍 京125575

置

21，600

￥

関謂

●

建設に拍車がかけられる︒このう

統︶ほか︑原子力官設排水の影響

その他では︑原子力研究助鷹野

衝万円︶oとくに動力炉解発につ ち高遼増麺炉開発分は箇六十七億

酉十七億円︵償二蓑二十四億壬二

採鉱精猶試五三八千五酉万円︑海

に溶する特別研囎︵新規︶で約四

効期限が一九七ヨ葎六月三十聞ま

酉万円︑国内探鉱費二二四︑など

千万陽が望められ︑原餓東海炉お

人が核燃料部門︒なお動燃事業団

ることになったことなどが注目さ

よびJPDR七口ってのチダイ︑で延長されることになり︑鐵隼十
の黒石は民三田資篤を含め禦業規

夫在米日本ス便通一需日記官とD

賠本譜子日産榮会蹴は旧月†酒

造技術聞三等について懇談︑両固

⁝・B︒ホイル米A冠C乱悪部供胎

れる︒

客から麹一一週間にわたりインドに

原産インドへ使節団派遣

国際協力問題などで
一

換で約薫営九十一億円︒

人置増は菅七十こ入で︑うち四

がその主なもの︒

外ウラン盗源の鋭鋒細査難七千八

億七千六衙刀円︒探鉱㎜開発では

にのることとなったことなどが︑

滋蔵するQなお︑高語原剛蝉関係

間の贋︶が霞められ︑その建設に

関係についても六十七億円︵三年

その騰徴といえよう︒

二千七薫万円︵霧雨七十一億二千

盟は六十五億＝一千四百乃円︵礁畷五

分は現金で総額六十三慰円︒
一方新型紙喚炉鵬発分は九十一
億七千七醤万難︵儀四・†論士億六千

九頁万円︶で︑うち岡原型炉建設

一十二億四千一二哲万円︶︒

このほか動力炉闘発部門では巽・
通菰業費として二十二億六千三否一

核燃料開罷では総額二士二億九

万円を翫上している︒

原子力使節団を派灘する︒

イ⁝嵩薔万円︵襯畷六億千七葛万円︶

再処理施設については政府出資十

を謡上︒とくに懸案となっていた

日した際︑サラバイ氏から而濁で

璽︑調査団聖誕が箏請されていた
のに応えたもので︑インドの原子

理慣に侵命ずる1
︵償一偲八千万円︶を計上︑遣心

ラン濃縮㎎発では八簿三千万円

等について慧見を交麺するほか︑

か︑政麿保詔による儲入れ三十八

原子力に饗する研究開発あるいは

この使節団は︑昨年インー3のV 閤の協力の可能斡や今後の騨題b

の舎謝五十二億円を計上した︒ウ

伽円︑民闇からの倍入れ四億円

億円︵債箪億九千七膏万円︶のほ

一

・分離法研究についての分既機構の

ond闘ol◎gy。

Ghem15瞥ny，醗e費儲lbrgy

F

東京都千代函区九段北

一

術を詳誕

多方面の研究分野に利朋されているサイクロトロンの操作

放射線障害防護薬の開発捌究 放医研赤星三弥
模擬暴走出力を利用した安全性研究・腺研石川建夫
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@

1971

経口投：与が可能になった

いては総額二重七十三億七百万円
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U，694

△

日刊工業新聞社
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三菱原子力工凱関

核燃料加工：工場の査察問題
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一際558号一

聞
新

業
産

米AEc⁝⁝麺⁝︑

欝

今秋から三十ニドルに

課

AEC内部にも反対意見
米圏原子力婁開会︵AEC︶は畿会に薄して︑濃縮料基準の変更および濃縮料金値上げを含む︑総

揺的口薬を提出していたが︑このほどその諏可が得られたため︑磯総料金を一分離作榮単位︵SW
U︶キログラム当たり三†二がに引き上げるための謬続さを開始した︒これによる値上げの夷施は今

むしろ実際上の閥題として︑纒編

無の九月ごろとなろうが︑その内外に及ぼす影醤はかなり大きなものと予想される︒

無間のうちに二度も料金を引ま上

議案では︑政府が出麗した額を罎
になれば︑銀聞二羅％の料金引上

購いて︑再び引上げを行なうこと

た厩閲会社がないという事実によ
るものだとの冤方がある︒

また︑ある消息筋では︑表面上
の紛争は終わったが︑窪だ不満を
もつものもあり︑将築腰縮容轍を
どうするかという点に開して︑こ
の問題が再燃することになろうと

患筋ではカスケードの改良︵C王

みており︑聖霊︑あるA鶏Cの消

たQ

ろう︒

ける蒸気状のガスが発鷹用交流発

かれた来罵航豊字竃協会選催第七

子炉機器はASHA−A田0瓢設

ASEA−ATO簸は︑現在︑

計建設によるBW8である︒

ぼる︑四塁の猿髭を建毅中であ

総電気繊力二菅三十五万KWにの

る︒これらのほかにリンガルス︸

ック一嬉機︵五十八万KW︶があ

暑機︵七十五万KW︶︑バ⁝ズビ

狂隼に二二の予定である︒

り︑それぞれ一九七三鋸と一九七

サンローランニア

ゾー原発運転再開

フランス

︻パリ松添駐在鋤発︼仏サンロ

ーラン・デゾー原子力発羅所一暦

機が一九六九無十月過熱により繊岡

燃料が触解して起こった聯赦の

SCHNEID鷺・P

εEC踏場で域外から

三千五百キ︒を輸入

70年は濃縮ウラン

OEぬMAN を囎えている︒

過プラグ

後運転を需聴した︒この袋躍は濾

や五日に完了し︑一暑炉はその瞳

働装瞭の取付けを〜九七〇年九月

短灘組題躍を発注した︒岡社は螺

交換器の下に取付ける炭酸ガス細

トリー社に動力炉ケーソン内の熱

後︑EDFはステイン︒インダス

このナーバ謝颪はAECと航豊

よって鰯翻される︒

九六

︻パリ埋樋駐在澱難︼EEC統

典麗によるとEBC里国は

九年に溜縮ウラン三千二薦二十五

補助装躍の並等を担嚢している︒

七十八評は再輸出された⑪残りの

圏から軸潔したもので︑うち七葎

外から輸入した︒趨縮ウランは米

密契杓祉となり︑WH社が原子力 壁︑プルトニウム落部＋五評を城

過並数黛の櫻極的な研究で原子

熱がなされるQ

炉を開発︑ごく近い縛来実用化さ

つ︒

で︑一九七四年に遣開の予定︒原

六九銀一〇月にA澱Cへ握響れ ている︒この出力は五十八万KW
陀︒このキャスクは︑鉄道輸送が

られるが︑罠距離の道路輸送には

得て︑短距離の道路輸送にも鯛い

ガル︸GEは︑便朋済燃牌をハイウ議イ 駄震なと渚は︑特別の極滋欝可を

バーンウ艦ル再処理工場の建設一モリスに再処理工場を建設中の

で憂羅離輸送するよりは︑膚社の

諮可を持っているアライド
フのパートナーは設謝承躍の促進
キャスクで鉄道輸送をした方がよ

嘉鎚韓漿
・ものである︒

尚かない︒

を起り︑サウス︒カロライナ州ハ
いとみている︒

．︷

スウェーデン

初の商業炉オスカ
ーシャムーが臨界

延臣

外陽郡．

このキャスクに対する掌謝は︑

イウ議イ蝉嶺宮と協灘をすすめて

いるQ浮管されれば︑一ないしそ
れ以上の輸送準を贈入し︑扱うこ
とを検肘するだろう︒

ウ凱スト・バァリ⁝魯処細工場

の所宥書NFSは︑ニューヨーク
州ハイウ鵡イ押当宮が疫溺に反対

するとはみていないQ同社は︑購

入闘題至ろの方法を検討してい

建設するか︑蜜たは愚り入れ

昨年十二月十二臼午後八聴三

が臨界に達した︒この発羅所

オスカーシャム一

分︑スウェーデン鍛初の商繋罵原

号

子力発電所

はスウェーデンの民闘会社九後で
一驚成しているオスカーシャム・ス

AB︵OKG︶が︑タ⁝ンキイ裂

禁謹乱簾薇縢㏄嬰簿蝋灘罐鞭態塾晶蕪棚騒鯨馨酪

ナショナル・レソドは︑設讃が・から購入したもので︑臨気出力四
一

鯉薪舜罵諺識り面出︒に関心︒図示している．

テーツ・ハイウ叢イ・オフィシャ

詩撃｢てA畳A⁝含︒M

する予定だが︑輸送躯についても

安全解析欝璽近くAECへ提罵
eケノツ．ク多トグル︒プ︒

ィ〜ルドは︑再処琿工場の予備晦

る︒アトランティノク・リノチフ

すぐにも入罷を求めたい盗向であ

敏は︑承認の見通しがよければ︑

アライド巽ガルフとNFSの繭

るかである︒

力

僻すなわち︑窺轟杢9る㎝

P︶および使用鷹力のアンプ︵C
募︶をめぐって︑すでに激しい
騙議が始まっていると語ってい
る︒

た︒これは各三万二千修遮蔽可能

使用済燃料輸送車の設計

米国で新たに開発

梶出した蔽告欝には︑AECのT

ントを購入する可能穐をもっ
豪た︑今回AECがJCAプ
Eラに

A起Cは昨隼九月︑ガス拡散プ なろう︒

ラントを馬歯ベースで理撫すると

仮定して︑灘縮料金を殴基準によ

る二十六が／SWUから二十八・ ラメイ婁翼の強い反対愈見が添付

げることはインフレーションを解

七Qが／SWOに値上げす る 捉 輿
されており︑この申で幽門は︑肖
臼から粟施されることになってい

を行ない︑それが今琢二月二十二

収で牽るように濃縮プラントを運

げになると摺嫡して︑A薗の料金 メリカン︒アソシエーション・ス

た︒しかし︑今回A鶏Cが出した す原困となるし︑削同の引上げに

転するため︑虜び藻雌を変更し
引上げに反対している︒これに対

米麗で薪しく使胴済燃料輸送車

て︑三す二がに確上げすることに

してJCA鶏のホリフィールド議ル︶の承躍を憤るため提出され

の設副が隔発きれAASHO︵ア

なったものである︒

原子炉の利用を醜し堤ている︒

コアにかこまれたべリウム反射鼎

栄圃ではアポロ計画につぐ宇笛
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昨傘二月︑ジ貸iジア州アトラ

た︒

懲機・コンブレソサi駆鋤粥ター に藤黒きれた八型の制懲ドラムに

関する聴童画を引くことになろう

これは原子力ロケソト︒エンジン

AEC側では︑今回の茎嬉変更長は︑近く︑今園の料金値上げに

醐発︵ポスト︒アポロ翻爾︶を進

ビンに送りこ豪れる︒ガスは次に

寧密局の共嗣管理の下に進められ

と料金催上げに関し︑星準変璽は
ンタで︑使用済燃醤輸送に関する

回復器串熾り︑灘度を一届低下さ
覧る黙低減交換器昂通る︒ガスは

ている︒そしてエアロジ謀ソト・

と述べている︒

がプレイトン︒サイクル︒システ

会議があり︑そのさい︑同会議の

でき︑経綺的であるためである︒

掛力を高めるコンプレノサfに入

それぞれが五万二千五葺哩蓮簸可

回隼次大会では︑経師会社代蓑に

に散窪する炭化ウラン・ビーズが

NASAによるこの装願の予定 原子炉燃料は黒飴燃料要急の中
使嗣計翻に敵軍ステーションおよ

ス七︒㎝％︑ベルギ⊥二％の劇舎

％︑イタリア周四・六％︑フラン

れるものと期待 二千騰否喫す唱爵は西独七三・一
されている︒最

一・九％が原子力奨躍所解核燃料

で引き取られた︒薩独ではその九

新の原口力ロケ
ット・エンジン

はナーバXE工

財団法人蔵射線照購撮興協会

法律に甚つくものであり︑濃縮料

めるため地球から宇箇ス矛ーシコ

なお︑昨年十二月一九旨に鳳ク

ことができ︑益十五KWから期 O︑圓復罰誉趣り他の圓路を経 ゼネラル社がエンジン全体の開発

この勲源はシステムに直掻無窮ひ

龍の車二台から成るが︑H蛎の橋

ムの報告発簑が行なわれたが︑岡

よるポスト︒アポロ関連プログラ

︐

七〇年の輸入は約蕊千五衝評一

ンジンで一九六に加工された︒
九年︑ネバタ州

二百億KWH︵オランダの発蹴

ジャンカス・フラノッの原子力ロ 石炭換騨で七蕎万避︑発電騒では

ご遠慮なくご相談下さい

の値上げは︑田VAから購入 す る
A︵連邦高遼道路管理局︶の担虚

ヒ徽ーストン︵テキサス州︶で麗

研究開発が進んでいる︒このほど

染にオーバ⁝ストレスするという

便われよう︒黙料ビーズは特に長

羅︶1とみられている︒プルトニ

用プルトニウム酉七十

その他照射利用に関することは何でも

ヲ
プ

FやH
駄道ろマシコン聞をとぶた ム用原子力難饗して銚単に使門
ソン政府がA甥Cの総摺議案を認 メンバーはAASHOおよびン
⁝めの學力︒ケ・ト●エンジンの
萌したことは︑濃縮料墓準をめぐ

ついて討議をしたQその設餅は︑

者と岡会蹴に豊田された輸送粛に

る︒しかしこの点に関して︑政府

結論で︑今魔の設餅が露発され

ぴ卒去基地がある︒開発装躍は十

れた実験で成功している︒この

実験でエンジンは蕉分三十秒運転 ウムは七七・九％が米国︑二二・

ケソト開発ステーションで行なわ

され︑二十五ゾの推進力と薫十万

低放繊度のものにする研究が行な
われ︑それによって汚染度を最低

賭間の健嗣にむく核分裂生成物の

限におきえられる研究が進められ

も実験されたQ八日閻で二十八圃 ・難燃がベルギー︑三欲がイタリ

うち葺一十・七評が西独︑一一十一
KWを出し︑豪た︑中間出力性能

ユソクス

一叢を軸齢する協驚に躍黙した︒

零

欝力コストが一一五％上舞したこと

によるもので︑画者閲には直接的
る紛争の原囚であった拡散プラン

今回のA猫Cの提案は︑談会麗 トの罠闘所有問顯を保留すること

が譲歩する態度をとっているの

首KW豪での蝋広い出力範踊をも て︑原子婚に再度入る朋に事萌加

な関係はないと説明している︒

れ︑その後六カ月を経て発効する

は︑憲向を変えたからではなく︑

五爵喝・モジュール．．・鵡成され

曝澱憾言激濠瀾欝
ン︶で塞舐された設醗方式︑方

る︒モジュールは異なった動力性

ている︒原子蝉の稼離離度および

㎜％が英躍から輸入されたもの︒

圧力は︑箪氏一千︸日六十一度から

の実験でエンジンの禽計運転潔癖

フ鑑

一千六醤度︑絶鮒圧力はこ額二十 の異験を行なったが︑霞立った閥 ァに向けられた︒フランスは一九

は撃三聴間四十八分に達した︒

一から一等二十八となるQ外装な題点はとくに趨こらなかった︒こ 六八無にカナダから高遠炉

ジ︒原子彊の反応度は円弧型燃料

しの原子炉為楽は約〜︒⁝三五

0273−46−1639（直通）
0273−46−12鴛（原研内線一347）
群馬県高崎市綿貫町 日本原：子力研究所内
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ことになるので︑顯蓉に対する影

を認めたことを葱味するものであ
催中購 十 五 日 闇 J C A 8 で 審議さ

響が出るのは︑今年の九層ごろと

ヂー−一

−宇宙開莞にもひと役⁝一ぱ

会議に出鷹したWH社L︒H・ボ
ーマンと﹂・G・ギャラガー両技
師は︑同社が關発している原子力
ロケソト・エンジン捜術の新用途
について発籔した︒

この新しい用途はNERVA謝

法︑ハードウェアを現在︑ルイス

画︵ロケソト推進稽原子カエンジ

・リサーチ・センターで関発酵の

解宙動力蔑置屠のナーバ原子炉

能装膿にまとめることができる︒

動力転換装庵に利用しようという

プレイトン・サイクル・スペイス

乃時聞の耐久力が要求きれる︒プ

欝欝は︑王秘K

レイトン原子力箔環蓑置の運職で

の熱繊力と芳
て︑ナーバ原子炉六基の爽用テス

もので︑その技術の襲づけとし

トの結集が報告された︒

新方式はWH社字密原子力研究 はヘリウムとゼインの混合体が原
子炉内に送られ加熱きれる︒地上
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下臼立造船常務︶を設蒸して購備

このようにして共岡開発プロジ
ェクトの第一歩が踏み出されるこ
とになったが︑わが国と魎偶が似

彊囎発墨線に対しても少なからず

解価研究が︑わが国の原子力船自

貢献するものとして︑そのなりゆ
きが注蟹されている︒

二月に核融合
の国際討論会
原研が主催︑東京で

核融含研究の権威懸集めて︑核撒待されて渠饗し欝演ずる予篤︒ま

に役立てることが緕的︒週内外の︸トリーブ博士等星残の科学者が招

対処するため︑同臼譜は︑今後の

たことなど驚け

火力地点の譜工池琶が茎立ってき

﹂い・⑳︒・墨

含を薫陶とするト上ワス閉込め研⁝た︑魍内からは約五十名の関係研
﹇

▽西園櫓﹇科技庁蝿窟

いしたい︒

今年は

成罠に即応させ︑迅速かつ適切に

原子力予算も資灘︑濃縮︑再処理

トが燭まってこよう︒四十六年度

の中で︑隙子力闘発もそのウェー

エネルギー罵要の臭大化と多様化

慶弔には七〇銀代の田発の無だ︒

の種の顯際会議が開かれるのは初

濡要想驚値を修正し︑また幾期観

究の霧︑A．後の議孟︑世墾窒．か茄する蓬︒わが国で︒ 鷺掠闘発露画策定にあたり︑経済
のトーラス計画などについての発

点に立ち円滑な蹴撒立地確保がで

碑保され︑皆様のご嚢望に応えう

など一連のものがかなりよい線で

鍛近

惜しみをされ︑長くわれわれの撮

しているが︑このへんで少しお膏

事瘤手の当初からご蓋労をおかけ

▽木川田︹経醗購連会畏

るものと儒じている︒

ることとしている︒概要は四面に

めてのことであり︑その成果が期

曝外からは米国のM・B︒ゴッ 待されている︒

ねくことを指摘しており︑このた

きるよう必要な翻鋲を二三に議ず

衷と尉論が行なわれる︒

原発開発を強力に
通薩省は昨年十二月二十四日︑

要請するなど一︑四十八矩度以優

め当面は大口罵饗家の負荷調整を

通産が45年電力白書を発表

いわゆる餓飛白懲を糧嚢した︒

霰畷め︑公轡防鐙に

㎜力発電烈圃鑑進すべきであると

万全を噛すとともに︑今後は原子

標に鮮少開発

八〜一〇％の適正苧轍力確保受日

昭和四十五年版蹴気購業の現状⁝

岡壷皿は最近の躍力需給のひつ
迫︑電源立地難︑公憲蟹騙を中心
に述べており︑今後聡気蹴業者が
社会的無涯にこたえるため︑一層

東海村でも

導に当たってほしいと懲う︒

なお一月七日には茨城県東海村

門

門門

硫酸。酸化チタン
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燃

馨

︒ハーン男の視察も行なわれた︒

子炉の設謝に影響を及ぼす限りに

の経営の禽理化︑革新技術の秘極⁝感製している︒
一
的縄入漏運搬するとともに︑餓発

日本原子力研究所の主催による

招いた露量としてわが圃の経済成

においても東滋原子力倶楽蹄で粟

開発協議会共催の新年＆刺交換会

海原子力懇談会および茨城原子力

子力懇議会会長︑摂辺寛造次協会

が開かれたが︑安川留五郎凍海竪

艮︑懸隔義彦東海弓長︑綿引識孝

理事長︑今井美材動燃輿業鴎翻理

茨城県桑子力強盛︑気陳英二原研

康長らおよそ二酉名の原子力関係

窟および地蜂関係蓄らが繊膳し︑

盛大に新年を祝した︒
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門

さく岩機。その他蔭梁機械

口

ハンブルグで開かれた代表蕾会
この結果①双方に対応する研究
おいて船体や二次系設備などの篁
核融禽国際融諭会が︑二月一目か

も念めた十鷺力体制による広域運

藏濃︑艦の懇3．蓼

ら⁝⁝百間︑東京・赤坂の赤坂プリ

しての役劇りを果たしてきたが︑
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写翼は名刺交換会のもよう

いずれも成功裡に進み︑その建設
技術の優秀さを認瓢している︒噺
年にあたり︑この翼業が将来さら
に漁調に発農し︑わが国の産業聞

▽岩漫罵洞黛鮮院議鍛わが國は

発に大きく質献ずるよう祈る︒
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属

砿国二
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憲

渥美健夫

を進めている︒

購には︑鼠本側から日本郵船の黒

は西独側がGKSS︑ハパソグロ
本データは両国とも共通のものを

グループを作るが︑そのグループ

年八月束を野趣とするIlなどの

嗣いる④評価研究の簸終二二は今

長が畢想以上の傑ぴを曝したこと

クが冬季型から褒建窯へと変わっ

無異においていること︑欄要ピー

一

動燃鑛業鰯も

がこのほど日独両斎による代表

仁愛酬究プロジェクト

纏瓢纒魏鱒
酪般の禦構か

ら昨犀NP田

に調印したが
これには自罠
党内にも法理

トに﹁暖称﹂をというお話があ

とになったが︑このプロジ凱ク

るW現在︑趾界には有機梱減速

8WRの聞発恕対象とした共岡

炉︑トリウム懸炉︑中・小型

プロジェクト箸があり︑それぞ

うしたプロジェクトにあやかろ

取締役社長

た西独と協力して行なわれるこの

川鞭締役︑大阪簡船三弁船舶の岡

イド︑ブレマーブルカン︑インタ

と︑躍源開発蟹画の騒櫨を五〜六
とくに︑わが国の弾力器要がこ

群

余を経過し︑

剣難以来三年

垂覧♂︾㍉艇＾毒︑

藍業隔発上の大まな問題た︒調剛

な認融のもとに査察問題への検討

と批准とは鶏個のものたか︑十分

を加えていく必襲がある︒

歓子
力闘発も今や

▽小宮由登四郎鍛院議戯
心箏￠ヂ細︾

れオーゼル︑ラプタス︑ノラな

どと︑さらにEN測Aでもその

共同瑠業がハルデン︵川水炉開

親し

発︶︑ドラゴン︵高温カス炉開

うというもので︑名嬢の提出者

豪れているVこんどの同旨もこ

発︶などの愛称で呼ばれ

が注瞬しており︑これらとあわせ

にはコニャソク︵二十本︶が贈

古い伝統・新しい技術・誠契な施工

機

鹿鵬守之助

共同評緬研究で合意
八万馬力のフルコン船対象
日本原子力塵業会議は︑かねてより臼独共岡による実用原子力商船の騨価研究のプロジェクト化に
ついて推進していたが︑昨年十＝月十五︑十六日の両眠︑西独のハンブルグで両国の代嚢暫会議が開

た︒これに墨づき来たる二月八臼から東京で技稽ペースの第︸回臼独尊阿者会講が開かれる︒

かれ︑八万馬力のフルコンテナー船の技術的︑経済的評価研究を行なうことで鵬独側と禽意に逃し

田常務︑臼立造船の木下常務の三

ーアトムからなり︑日本側が日本

が必致と結んでいる︒

営の強化と︑灘の適切な揚灘監藩

のま豪進めば︑来年展の供給予備

この討欝会は専門家会識の性格

ンスホテルで開かれる︒

︵E碧DR︶をべ！スとする③原

びオブザーバーとして在ハンブル
点で舎慧に達したQ

この合慧にもとづいて二月八臼

鷹めて原研のトーラス研究の紀勢

をもったもので︑国際的に視野を

力は来年度○・七％︑四十七犀度

湘＝：一︐一二一＝＝

B七％といった深刻な窮態裳 たこと︑公審歌題で誹目している

た羅要事造の変化を見通せなかっ

および計画の立案に役立てるとと

阿聾り〜櫨一一＝鱒7〜o閥司り㌧

もに︑わが圏の核融合の開発研究

斗為︒

▽井上五郎鋤燃肇果団理鵬蝿

原産盛大に新年名刺交換会

約五百名が参集

国と原産悪務局の来田次饒お よ

郵船︑大阪商船三井翰舶︑無憂造
二菱欝工︑

グ総領事館の中戸領箏が︑また︑
船︑石耀騰播磨蚤工︑
西独側 は G K s s ︵ 原 子 力造船海

に東京で第一圓の日独専門壕レベ
ルでの会議が開かれるもよう︒原

日本造船研窮協会︑原子力船開発

ューレン専勝運欝︑ハパノグロイ 駆業団および原産からなる②響価
産では潰船造機︑舶周炉︑運航経

運会社︶のM・フォン・ツー・ミ

ド︵船会社︶のボーレンダi常 対隷は八万馬力のフルコンテナー
済の三分科会かろなる臼独原子力

亀ご・︒ζ塾ご3竃3亀＝

船で︑舶胴炉はインターアトム抵

〜量f竃

務︑ブレマ！ブルカン︵造船︶の

㌔

が開発した一体武加圧水型原子炉 曝露弘誓究聯門巻会畿︵主査・木
．．♂＆3㌔

シィフ常務︑インターアトム︵炉
㌔8嶋︒︒乙．．ζ審ご3亀℃

で︑現筏のスケジュールによると

ご亀8㌔

順調に進むJ
来集初頭には馳出力九万KWでの

メーカー︶のべルケ糀揚および運
邦政府教脅科学雀のケンプケン氏

PDRの改造
運紙が開始でまる隠遁し︒

なちびに在日蒔独大使館のザール

滲麟窟など関係首脳ナ四名が 賑
日本原子力研究所は一昨年九月

この改造工甥は︑軽水炉用燃料

脇︑この共岡研究の鎌脚な龍提鵠

新羅各懸交換会が一月五日年蘭十

から東海研究所醐力試幽幽︵JP

が︑内外原子力闘係者約五百名が

重重の田本撃力産萎墾

条件や研究の内容︑進め方︑グル

一πブ凱ジュクトに塁つくもの︒

の国薩化覆術確立に役立てるため

；プの構成など蕃本問題について

馨

D逸︑馳出力四万五千KW︶の改造四十矩六月に設走されたJPDD油
一蒋半から原藩慣務局で開かれた

どうやら一人
歩きがで塗る

先進

画論があった︒NPT下の査票は 沓会議で含漕︑正式発照するこ

▽堀越禎三経団連謝会擾

雛国では︑金

き︑わが国て

融引締めが暑

もまた慎重に

な印簸もあるか︑わが闘の資腺雑

︐・♂熊・︑なか・たよう

総濫繍鱗
が︑比較的早

かまえている

く緩和されるもようであり︑ そう
警んでもいる︒

はこれ悪三

評題の一つともなり︑科丁合を設

鍛近は原子力聞題の認議が最露襲

保の勤きや経済動向には海外鰭副

デルケースと

線装

w蜘 なる原発の建

・戸

で︒

られるとか︒霜墾港は原産球
パイオニアと だ︒よろしくご獺導のほどをお願
嬬

設を手がけ︑

けるなどして圃会でも鋭懇親戯中

▽蜜川鯖五郎前原躍禽畏

㌔

誤

卦

錆

霞が関ビルTEL（03＞581−6111

臨

工賢萄篭めているが︑纏過は順調

参集︑新しい庫の門出を祝った︒

︐ぎ港・♂

三井東圧化学株式会祉

＝
の協畿が行なわれたほか・オノト

冶蘭方弐が宙然循環から強震循環

にきりかえられるほか︑出力密度

﹁今無も原子力界がよい卑である

臓接︑継接に多大のご援助をいた

問日は原酵の曹礼之助会長が

毒づ﹂と館勲の挨拶をしたのに続

たき︑感謝にたえない︒近く使節

および熱営力がそれぞれ二管に増
強されることになっており︑カナ

いて︑井上五郎動燃難業団理恥

ようになったか︑ この間各位には

ルの新設︑気水分網羅新設等の炉

畏︑堀越禎ヨ経醐連副会畏︑木川

に驚いている︒今後は︑技術開発

急遼な進展に

原子力開発の

無になるが︑

なれてから一

長日の職をは

▽木内四郎雄院議鍛騒技庁

できるのは誠に欝はしい︒

にあるこうした国と原子力で協力

るが︑上蓋開発てはまだ談だ途上

団員の一人としてインドを訪照す

内改造︑二軸循漿工購等が糖々と

庁長官らがそれぞれ新爺の挨拶を

罵〜隆餓嬢連会長︑函田信一科技
とくに〜六指暮から着工したカ

べた︒

行ない︑本無への期待と掴魚を述

進行巾︒

ナル新設工堺はこれ豪でにその大

各氏の挨拶の要國は次の通り︒

年増予騨政府

案が決豪つた

縮研究などで

はほぼ要求額

けてこようし︑そのテンポも現在
以上に畢まるものと購う︑関係各
位の一脚のご鍔力を娚待したい︒

取締役会長：

品

霧鵬

藤鍼

蝿

楢

原

良

郎

講

策京都千代儀鷺丸の内2−6一

本

方を職漁︑昨鉱八月には通喫緊の
使込潮検査に合格している︒炉内

論

四十六

▽梅沢邦運原子力局畏

弄．咳

D蟹磁．濫が︑ウラ癒

雲

の改造は蒸気および胎水流磁の億
増に対応した気水分離器の隔地や
改造あるいは自然循環冷却経路の
閉鎖などを含むもので︑昨醸十一
月から懸蓋しているが︑順蘭な進
捗状況︒強制勧環系工甥では一昨

出し︑他も一応の線を確保した︒

佃磁保︑再処理施設関係費も芽を を含めあらゆる面で籍しい途が拓
がほとんど承了︑ダンプコンデン

年丁丁から溝工した建麗関係工壌

関係各位には今後とも

層のご聖

サー本体の溶接工蕩が進められて

賢をお願いしたい︒

終

電

発

「

轟

玉瑞
いる︒︻炉内改造工寧のもよう︼

械

部

学

化

部

金

部
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末︑麺塵憲が発漏した﹁昭私四十五年版羅熱蛾果の現状﹂は︑鍛返の爾力㈱給の状況や

孟百四＋八万KWi欝気霧講

見遡し︑醗源立地難と確保策の方向︑公審対策の現状と今後の方向︑原子力奨鷺翻発の推進の

五十奪度の長期見通しは︑総潴

必要牲と現状などについて述べている︒概要は次のとおり︒

度の一五・一％増︶︑最大需要鷹

％︑火力六七％︑原子力一％であ
i九職力分四千六霧九十二KW

となった︒このため舗給計画では

四十五万KWと想定し︑このため 送職設備は架空︑地中合わせてこ

脅八千七魯八十万KW︑八千二翼 ついで敦賀発囎所が還渋した︒総

力鐙は九社で四千衝二＋八万KW 11︶︑八︑十二月の鍛大副要士力 る︒原子力は︑原醒粟海発電所に

①建設中の発電設備の運開懸り上

う長六万五千三ヤ湾口厨となっ

ど一襲の努力が必要であるQ

画との協調㈱地域猿境との調融な

備の導入②都報謝画︑地域薫製謝

のため①都心部への超貰圧送電設

の増大等の問題が生じている︒こ

難︑社会環境との謁禰︑建設資金

過密化と近郊の客地化で胴地取得

加と質約向上の要齢が禦軌る反爾

度化に伴い︑電力需要の一再の増

大都箭周辺では︑都市機能の高

四酉五万が哺アンペアとなった︒

線の大幅導入︒総変躍設備は﹇億

た︒特徴は十七万畷以上の超高圧

げ②休比火力発鎧設徽の復活⑬火

力の補鯵隠幾の調繁ゆ蛋鷹力閥の

餓力闘遜などで需輪の均衝を保っ
た︒四十五年麗は九蹴力の販売脚

力璽を二千五穫七十四偲KW H ︑
塁の最大儒要電力を四千山ハ齊九

士二万KWと想走した︒しかし こ
の閲の発蹴該備の増加は六酉十六

万KWで昨薙度以上のひつ迫 が 予
想されたため︑鰐記囲項のほか︑
自豪罵余剰継力の買織︑大口講要
家の負荷調整などでピークを集り

ひつ迫の際凶はω長明引目想定

切った︒

将来に備え大規
模基地の検討を
四†五鋸度の題源関発工環規模
は新規着工で四†二地点千五酉八

六薦九十三万KWで︐四†四年度

六万KWの禽畠白五†︸地点四千

†七万KW︑糾続霞二地点三千衝

と避表した立地を考慮することが
必要だ︒蜜た地域住晟の上意を得
るよう客観的立掲で防止効果を判
断できるよう努力するとともに︑
地域歓会と一体となって発掘所立
地に努力する体制づくりが璽要で
ある︒

︾為
久

水力

援
ヶ﹀〜

原子力繁聡の推移

力

︑

血に四十騰隼度二薫十億円︑四や

来している︒糀気団三省は公審議

堰源立地も陶滑に進まぬ二心を招

六十私度一二四千億KWHの需
嚢に対し婿規轡工は火力︑原子力

懸八千万KWと四十
万端度は二三五十六億隙投資の予

五・○％︑五︒八％を上豪わり︑

定だ︒これは金一業の公轡投影の

二・七％である︒

火力発臓設備投資の一一・八︑一

低喫緊藩の倹窮には国も稜癒
的に取り糧んでおり︑霞疵脱捨技

隼の公審対策塁本法達契機に︑大

わが團の公密防止対策は四十二

でに活性酸化マンガン法︑活性礎

煙脱硫も工技院で研究され現在ま

ントで運縮︑研究をしている︒研

る︒

術は工業狡術院で直接脱硫の研究
が進められており︑凶下懸濁謀法

気汚染防建は四十三隼の大気汚染

の五豫バーレル／日のテストプラ

防血法からホ妊化した︒徽気覇業

さらに東竪磁力が購勲二男で︑中
郡魁力が四異和火力三鷹で︑開磁

法の墓礎データを取眠している︒

て︑他の公警発生型産業に先立ち

電力が堺浩火力八鶴で含謝三十九
︐ 億円を投じ撰煙胱硫研究に野手す
＝＝＝即一

カナダは燃料交換投出のため

るσ

原子力は現時点で

経済性等に問題

る︒

れ︑濃縮ウラン確保策も箪璽であ

ステイン方式の葦北転換炉原型煩

使用し得やブルトニウムセルフサ

四十四年股の九引力の経理状況

の建設が始豪つた︒

繊一兆四千五街九十五団円で八百

八慮円の利益を計上したQこれは

工が低水準で支払利息︑減価憐却

経営の禽理化や乱射雁設のしゅん

昨年カナダを訪ねたときは︑

目検査は厳璽を檎め︑気分の悪

シントン郊外の紅菓の等しさを

二年

や

薪大手町ビルヂング

大気汚樂防色

できるような設備︑ぜもっという

に癒めて順凋に稼鋤している事

圃文字は鮮明で消えません

のためには原璽

必襲だが︑世界

での経済リスクの負担一⁝のほ

でなく天然ウランをも燃料として

再処理では近く動燃事業翻が舗
わが魍の原子力発蟷は原罵の東
設予定の再廼理礪．疎がある︒再処
海︑敦賀発聡所に始蔑り︑また九
理で得られるプルト議ウムの有働
民力では東京醒力走紬︑関西蟷力
利用のκめ動燃襲業団で筒憩増勢
鴫浜発膳所が最初である︒四十五
炉を開発甲だが︑墨用化には梱当
爺麗で建設中のものは六七六十ヨ
の臼時を襲すると蕩えられ︑この
万KWで全体の一五醒7︒︑五十隼度
ため同事禁団でフルト乱ウムだけ
︵三体の八％︶︑六十隼度末は約

宋の施設規模は八三六十六万KW

か︑ウラン贅源が乏しいこと︑誤

は︑収入一兆五千幽齎二億円︑支

C︸刀KW︵金体のこ五％︶にな
ると予想されている︒

しかし原子力竪結推進上︑①安
全蜘での立地の制約②地域住民等

躍を講じ︑国民の健綬と電力の安

写プラント︑核燃料加工等の国塵

九餓力分の設備捜頚は四十

篤済民費が低位だったためた︒

五千八函九十億需︑四十五隼度七

鹿四千八蔚十四懸円︑四†四無度

千六百八億円であるほか︑四十山ハ

年度は九千五樹十四億円の投蟹が

社も投錨内容の再検謡︑経嘗合理

塑上置との圧力アンバランスによ

イギリス漁の寝︑凡方と︑故障が

しているような

例のあることを知って︑適切な

鱒雷ﾁ．﹂

一ρ圏＝

明比漁夫︶

一︐＝＝一一

開免塁壁

あらゆる分野の未来に化学で挑戦する

油の低硫縛化が

的にみて低硫驚
原油の確保は困
難で︑代書手段
として排煙脱疏
が環要度を繕し
ており︑鍛気壌

月一は他企図に兜がけて公蜜防止
狡術開発への研究投資を拡大して
いく必要がある︒ζれとともに園

定供給確信を図らねばならない︒

化が選れている等の毒茸がある︒

一般騒厩の不安醸③二等初期段階

三十三年かろ九張力と電発の間

このため①原子力発一所立地調査

も必要に感じ魎切な摺巡と助成措

で蔚主的・︑燃協調による鷺気肇巣の

②安全性の啓発三塁活鋤③発戴駈
工事の償却革備金積立︑特別償却

その成果をあげているが︑今後一
興強化しその成果を高める必塾が

④発蹴プラント懸産旧りための核

広域運営に溜孚して以来︑漸実に

ある︒とくに五十四年畿末豪でに

漕エベースで水力約千六酉万K 燃料加工設備への開銀融資簿の施
W︑火力胸七千百万KW︑原子力策がとられている︒

化等で内部留保の允実に努めてい

大な工購資金調選のため︑羅力会
はならないが︑安定羅撮のために

見込まれている︒このようなばく

は灘外礫耕謡動が必要で︑近年よ

の経漸︑金融情勢箸の動きが注圏

るが︑これには限度かあり︑今後

ウラン費諏の乏しいわが国で

営の必襲癒は窪す越す蕩贈る︒今

うやく活発となってきたがなお横

約圏千七爾万KWの含詔︷帯下千

後は九撃力掘互間の協調はもとよ

坐的に遙める必要がある︒また当

四召乃KWを開発の予定で広城運 は︑大半を構外に依塗しなけれ

り爆発を加えた鵬翼力体制を強化

分は腎水炉が主流になると思わ

は︑饅近国外での動燃プロジェ

幾濡鐸つ墾たいの
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＝＝＝p一噂＝＝需7訂レ㌧卿＝謄

る出水流出慕影踏ど︑参導にな

る見闘が多かった︒SG！1W起
Kらないようによく保守点倹し
いうカナダ漁の考え方がめると

京た機工の信暇独向上を園ると

鶴証鐸謬鋤讐
はオンロード用燃料交点機を疲

慰わ孔るが︑NPDで一部歯入が︑今園はその内参︑工樫など

曝しているにもかかわらず︑ま
だ便用されていない︒炉摂上中

電縫機によるル

￨雛潔諮攣

ヨーロッパでハイジャンクが

精進縫製鷲

裟盤によるブローダウン実験に

禰鰭嚢難藩論
︐論断鱒奮
聯立炉の燃料交換の調査から

を承唆していると︑私には感じ

備の今後の方向
に別の袋峨で取螢え︑運癒中挺

ード熱料交換に金る遁の険しさ

て討議し︑有嫌なコメントが好

設頭上の齪溜と研箆開発により

閲題点について四日間にわたっ

られた︒この討議にはカナダの

駈膀の成果を醸成で湊るとの四

を轡認誠したが︑NPDのよう
騨籠総懸媚燗漂

トも参織したが︑カナダではこ

って豪た交換機鰹門の保修要蛙 歎備畜襖設備読誹コンサルタン

躰桐＝騨
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聖を白め得たことは︑大きな収
一

ういう商売も隠り立つものかと

一︐一＝脚一
：一 一＝P哺曹一8膚一冊一
一昌
一需瀞
一一讐騨一

を幽いていないというのは印象
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される︒

し︑羅力原価の節減︑電力の湿婆
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オンロード燃料喪換設備の険

K餌およびMZF鶏︑英資のSドイツのKKNでみた圧力籔興味深く懸じられた︒

＝一一＝静一8冨一一＝＝
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GHWR︑カナダのピソカリン
延長都溶縷試聴の纂修作業︑醗

にすでに約酉懲円の醐発費を投

層

ことでその発展の朧吏をたどり

滞群聚細謹﹂

グ︑NPD︑NRUで︑期待
しRで聞いた臥料久鍵．頓と尿罰思想には︑各種の堺故に短処
ZF
ていたカナダのジェントリは︑

原型炉﹁ふげん﹂では︑原子騨

め︑訪聞でまなかったQ

ちょうど臨界番頭作業中のた

運職中にも燃科の取替えができ

じており︑各発聡所を見学する

っている︒この燃料交換方式は
技術的に聞題の多い代物であり

燃料取薔増作が酸乳の一回から
う謹くいったという例は︑これ
までにほとんどきかない︒

られた︒

憲みを肌で感じ得た︒特にNP

換は行なわない模様であるQ
重水炉の燃料交換設備を主体に

Dのオンロード燃料交換は順調 われわれが直訴している黒鍵の

また十五奪という技術陶背鰻の

し︑あわせて発雌所設備の調査

に行なわれており︑ここ数年

ワシントンのNUS社では︑ 今回の調査によって︑オンロ
を国的とする︑働燃︑ユーザー︑

餓所鰯止は皆無であり︑したが

架︑交換機の故障にもとつく発

昨薙十屠︑動燃鋸鑑団は各困

厚

簿カナダがとくに順調

周燃料交鍵機を設けることにな

るような︑いわゆるオンロード

て開発を進めている新型紙換炉

動燃聖榮圃が各界の協力を得

薩難聴

僧ぜ︒≡．一

公筈受血への要求は厳しさを増し

皇民的な公審翼翼を進めてきたが

者は従来から大口喰油消費者とし

の開発が必要

排煙脱硫技術

化の検封を進めることが必饗であ

で︑とくに大規模耀潔塾地の具体

長期的な聡源立地の構想が必要

聞発︑魔法立地翫圃等と対応して

せるかが今後の齪題で︑左四総合

る︒これを猿い国土にどう立地ざ

五年度末設備⁝の約三ニハ脚悩とな

聾心に約

は二千七衛九十八億KWH︵昨鉱要聡力鍍を五千四穣九十五億KW は五干箇八十四万KWで水力三二

昭湘四十四藻度の総儒譲躍力盤

叢

聞

業
産
は疑襟餓・度を五〜六年先におき︑

経済規叡は政府の経済三農しにお
いているが︑予想以上の長期︑尚
度威憂を就けた②要請に含わせ斑
源聞発爵蹴を繰り上げているが︑

なお駕装においつけず供絵予備力
が低下している⑭冷灘照要の増加

末繍雌備の七八︒九％に夏冬する
が︑なお四十八年八月の供給予備
力は︸瓢・四％暮雪た︒ζれは︑将

来のエネルギー儒給を霧軽し工期

{慶蚕でに沓翌男Kの長滝原子力発電に本格燕手した

㎝で苧断を許さない︒

㎝W︑火力杓四壬二営万KW︑原︑†
こともある︑
煖纉ﾑ万KWの台轟削五千七出力
薬療立地雨脚地点で︑公審闘一
㎝KW誉閻発するが︑電磁無地鉦電
等から決驚できなかったものが火

〜
⁝難が潔刻化している︒この除困は︸

一

年度轟ハ地点四﹇白十二幣刀π継Wで立山帽

笈三地魚筥距†五力KW︑四†五

艮一地点鼠†五万KW︑四†照門

一四†四間度誘叢叢設備は五 力を中心に増えており︑四†篇犀
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東泉都千代田区有楽町1丁厨11悉地

力
子

原
で冬撃から戻傘ピーク型に急激に
変化し︑四〜五年削には見通せな
かった④公害悶泌箸で火力地山の
艘工遅延がでてきんーーなどだ︒
今後の需断想冠や開発計固作成

にあたり︑経済蒲勢に応じて 迅
逮︑泌切に想定値を修正するとと
もに長郷的観点で円読な纏訟立地
磯保のための対鑛を購ずることが
必襲である︒
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とな倹蘂叢の際・巌しい些

霧三思活写蒙つにな．︸
⁝は公善間題で︑躍気灘業存続のた⁝

たこと尋た︑電源立地同量の根底

得た︒ここでは燃料交換設備に
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査察の簡素 ・合理化が
業務鐙についても︑あらかじめ合
銀員数と日数嶺藤位とした駕閤の
鍛大限︵上隈︶を定め︑これに畷

阪﹂をもっているのに対し︑NP っている︒いわは三尊員による検
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こととなる︒この揚へ﹃わが国

る雪田的手法の利罵︑の五彰彰
の墨覇を冶慮に入れて減少され

るか薔か鍛︶⑤置網抽出等によ

㌔
性︵たとえば繊原料が輸入され

る原子癖および低灘縮ウラン加

一︑NPT下の査蟹は︑通常にとって藺業的に最も童要であ

るものである︒

においてのみ査禦を行ないうる

工施設に鮒する醸大妊察業務鰍

︵本文︶はおよそ次の通り︒

師狂騒術庁が発表した見解

査察と特別査籔という段階方式

処理施設に比べて著しく低いも

は︑プルトニウム塊工施設や再

的な最大酸緊業務羅の数審およ

三︑このように︑今回︑鼻俸

とができず︑通常査察の結果︑

をとり︑通犠査察では︑査擬風
は︑特定の箇所にしか立入るこ

︑一＝

四︑わが国としては今後票急

れる︒

ラトム諸国との平繍性確保のた
めの骨誰みができたものと慰わ

駆に従うこととなるので︑ユー

び紮準が含激されたが︑ユーラ
トム譜展も闘〜の数写および墨

．薯

︒

のになることとなっている︒籏
もしIAEAがヤ分でないと蕩
えた揚含に︑被査雛麟と協議の
うえで︑特圃鎧顎を実塘するこ
ととなO︑査蟹員はこの段階で

るQ

初めて特驚の瞳断以外の隠所に
も立入ることができることとな

もって46り︑その回数や期間等 に①園の核物質管理制度の有効

必要がある︒

業界が緊密に協力し︑試着する

より簡羽化するよう︑最悪と産

とともに︑実際査察のあり方を

毛際査察の業揚羅を少なくする

二︑査緊の実憾については︑
た︑この著大査察業務漁はIA に核物質響理制度および各麗業
現在︑蘭業用施設に対しては工
EAの行ないうる上限を燐めた 施設における出愚雪理制度等を
整備允翼させ︑工A過Aによる
A罰Aは﹁常時立入り権限﹂を もので︑実際には︑最大業務蟹

に限症がないが︑今回︵NP① 性②漂子力施設の数と種類︵た

下の査察で︶は王AEAが行なとえは再処理および謹縮プラン
トの禽無等︶③樋設における核
いうる査蟹業務灘の年間の酸大

物質の形状④国際的な稠互依存
を定め︑IAEAはその縄囲内

◇

ていたが︑縦用箋数については現︸

押●・9㌔ 宰 寄 薯ご〜︸㍉●㌔ ㌔．㌔8︸㌔ご︸㌔ ●5ζ評㌧ζ・♂㌔・㌔ 薯〜︾客亀・㌔〜ご雪くノ㌧くノ㌔f㌔曹〜ζ〜㌔畦會㍉・㍉〜ごみ

る籔郷に負する審識結果は︑十三

な濱この受難措澱暖貴会におけ

と述へている︒

定︶億これ6の結果を含めて二月

の検説結果︵最終澱告←モデル協

いての審議を始めたが︑岡委員会

命︑嗣語の定義︑財政間題等につ

訪印原子力

いとして認められなかった︒

︸

璽嚇辮纈織翻購鍵

日︑慮属党政調会の外交・科学重

使節団が出発

日本源子力産業会畿の派遣によ

・井上五郎動燃獲業団理環長︶一

時三十分︑インド腕窒で羽照を出

行二十名ば︑一月十八日午後十二

る︑訪インド原子力箆節田︵団長

同条約を批准してないわが剛は豪

盟各園と査察に関する細鼠協定締

だその対象とならず︑現行制度に

結についての交渉に入る︒しかし

EAはモデル協定をもとに粂約加

予定︒これが順調にいけば︑IA

理箏会︵瓢士瓢臼開会︶に提出の
﹁特楚の簡所﹂睡ここ

にするかが取決められる︒なおこ

と細図協定を結ぶ際にそれをどこ

よる査察が適用される︒なお︑同

に異なり︑条約加盟国がIAEA

と翫ばれるQ各国各様で旗設ごと

トま℃ぱストラトジックポイント

わかるという観所で︑キイポイン

を後遇すれば核物質の当れ工合が

︻注︼

過合岡部会にも報告された︒

化が図ら楚ものと考えられる﹂〒九黒ら腐し・纂員の使

悶協定のそれに比へて簡繁・舎理⁝IAEA保障借置委員会はこの在政府で検討中であり︑火力発臨︸

Pτ下の査察は日米協定など一薗

ず︑さらに工AEAが行なう査塀

魏年間業務量にも制限
科学技術庁は一月＋三日︑﹁核拡散防止粂約︵NPτ︶下における勲臣措置通用に伴う査察は︑現
行の日米原子力協定など二囲間協定に昆つく保無駄闘制度の方式に比べ簡累化および合理化が園られ

たものと考えられる﹂との冤解を発語した︒これは︑国際原子力穫開︵ΣAEA︶保障猶舩浮沈会に
おけるこれ豪での審講結果のうちと・＼に査察実施に関する箏項について述へたもので︑それによると

際査察の農合いを減じていく方法

窟の諸縁︵五種類︶る加妹して実

NPT下の杏察では①通常査察準ふまえたうえで特別査察を行なうという段階方式をとる②IAE内A
核吉岡管理制度の有効盤など︸

賜定に基づく盛察制度では査察員

が行なう査察業務厭に制限を設けるなどの錯躍がとられることになった︑としている︒
のあり方についてもすでに昨年暮
IAEAは昨庫︷ハ穆から傑二二

羅部所を陵定し︑戴繁茄・客観化し

︵減点蔽︶が採用きれることにな

たほか︑マン・デi方式によって

が﹁常隠︑どこへでも立入る権

ム荊オーストリア外相︶南設け︑

査察の段階方式をとり︑査察員

T下の糞察では︑醗常査察と特別

査察難務灘を制限したわけで︑科

醒婁員会︵畿長K・ワルトハイ の婁員会でその原則的な湾え方が
NPT下における傑繊猫置適用に識︵別稿参瞭︶は︑この査察実施
は︑逓常査察の揚合には﹁特定の

京とめられているが︑こんどの発

伴う諮悶題︑とくに工AEAがこに関する部分について︑科学技術
れから同条約加麗各瞬と結ぶ保隣⁝庁がその晃解を述へたもの︒

Aの査漿業務職を制限してだ天井

う努力することが肝要だ︒IA猛

実績必もとに肉類な協定を結ぶよ

機械化を遣める必要があり︑その

留金と入をかけ︑査寮の虜動化︑

保障措澱茂術の研究開発に多くの

物質が増えてくるが︑このため︑

趨恥の対数とな．萄原理力施設や核

学技術庁はその兇解の赫文で﹁N

㌻㌻

が︑その奨際はユーラトムがIA

國︑調剛国九十八ヵ国となって

批准承認麗二ヵ

条約の批准国は昨年＋卜祀一百現

簾鑛灘羅誘曜鵜鍵．羅臼歪受
逸Aと結ぶ協建坐みねはわからぬ

損失準備金綱を甲高

設立を盤翻し︑積み立て率は四分

費源開発投資損失蟻備金制度﹂の

の閣議では二段階に分けられ︑し

の一殺度を切望してい沈が︑繊麗

︑

羽田における防印使節団鐡

沢撲鉱費の特別捧除制厘の適屠期

の二親間餐②探鉱雌軸金︑新鉱

と共同出賛で設立した︑海外ウラ

のには︑遠州鷹力撫界が非鉄六祉

当園ウラン聾源で対象となるも

田から十七日間︑インド猿子力婁

ンド政府の蝦舗によるもの︒十九

イ博士の要請に慰えたもので︑イ

ンド原子力婁員長V・A・サラバ

かも探鉱段階で一〇〇％となり︑

これは︑従来の鋸鎌のみを対獄

群舞失態備金髄脳の設躍がある︒

限を藁箒闘延長③原癌下闇タンう

ン蟹賦課発会社︵凝弁友引挫長︑

が︑①鉱漿用坑道の止別償却︑通

では︑原子力とは直滅関係はない

政府︑税制改正を閣議決定
政㈹は︸月十四日︑来年度税遜

に︑ウランも含めた﹁エネルギー

ｱ︒︐つから︑含Aに少敏饗サ・クル︑寒のシステム惨いる︒

・・奪つし︑細響講患っ一工・磯麩理・い・穫織

ことで︑今後︑政府がウでーン方

わが国としては︑今後︑保障措置

面で努力してもらわ捻ぱならぬ︒

﹁むつ﹂に圧力

容器を据付ける
原子力第一船﹁むつ﹂は現在腎
蘇県むつ市の驚胚軸で漂子炉麟教
闘係の騒騒が進められているが︑

に設置する機器のほとんどの掘付

とした石油開発擾資損失購徽金制

の割増償却制度の趣用溺隈の二年

増資引き受け分かあ⇔Q

贅本金六億円︶への来年度以後の

譲奮羅齢麟懲轄腰灘礫鍵騨鋸
けを完了︑一月十三日には原子騨

度︵撮み立て率五〇％︶の枠鼻細

同肇備金制度に関し︑聡力業界

聞延髄︑などがある︒

霊殿税制敬正に関連し︑源子騒騒

て縦し合うほか︑各地の原子力施

談して︑両懸聞の協力などについ

員会奪訪問したり︑関係薗脳と会

この使節団は︑昨無来臓したイ

圧力容器の据村け︵写翼︶が行な

大し︑ウランを愈む非鉄金属︑鉄

発した︒

われだσこの薫製容器は︑昨鋸

鉱石︑鞍懸用石楼炭︑木餅を想望

スク経減のための税翻上の優遇拶

は昨琿︑ウラン贅源探鉱開発のリ

各方薗で注鼠されている︒

騰︑三差鎗工神戸造麟所で製作を

訳業としたもの︒績み立て翠は搬

気坑道の酬増演却制度の適用期隈

先了︑定笹鳴に搬送されていたも

鉱段階で投影分の一〇〇％︑開発

なお︑亀卜藁界はこのほか︑來

の︒ステンレス鋼︑閃盛り塗装で

二月三日の予建Q

設や研究機関ゑ視察する︒帰國は

世界の三菱

．

内張りされており︑闘さ約五癖︑

甕購備金髄度の新設なと蒲嘱望し

︸置として︑従来の石油開発投資灘 澱所の耐絹無数の新設︑橡燃嚇投

このほかこんどの税叡敬蔦敷糊一働捻制度の粋を孤製するととも

う適い

メ

＼

W

〆

饗㌧

〆慧

PWR型船舶用原子炉設備

ム咽

段階で三〇％としている︒

PWR型原子力発電プラント

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社
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直径約一・八殖の円盤瑠容器で総

義．

酵

高速増殖炉プラント

簡要﹂にしか立入ることができ

の作成を中心に霧議準続けている

査察の駆動化︑機
械化研究に拍車を

溝成民

描讃協澄の茎本となるモデル協定一 それによると︑現行の開炉箔躍

が︑間婁員会は︑昨年夏中にその
本文を完成させ︑さらに十月から
は認録報笛制度など実質的内容を
竈とした付属文についての審議を・
溝成連氏︵原麿・核防問題特別

婁麟畏︶談科技庁の見解による
とRP釜下の謹察では﹁ユーラト

籍

組みがで量た﹂と伝えられている

藷

一Ω藝UQB◎一 響露鎌曙葺ける系蠣篶議論墨

ム諸臣との塔婆性確保のための碍

蟻㌘

概鵬

購

馬

撚

競行中で︑これまでにその大方の﹁
検酎を終えている︒これらのうち

とくにわが国塵業界が最ち注目
し︑懸案瓢項としていた査察実灘

び舘

毎撮木曜8・篭行

で麟で

臼

きノ

摂は約三十七試︒

Q

三蔓原子力工業株式会社
三菱重工業株式会社
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三菱金属鉱業株式会社
三菱化工機株式会社
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望まれる国際化

国際的に最も画期陶なのは︑灘鞭

等な立揃で協力しあう國際的な研究や斑

さらに蕪雑では︑このような圃際傭勢
の翻識のもとに︑三月に開かれる第四圓

とくに科学技術の分野における園際化

の大きさに趨黙すること大であり︑しか

エネルギー源が抱えるさ薮ざ豪な言置点

子力の絶対陶優位性からではなく︑他の

力平和利用鎌継会議が開催され︑日本も

今年は︑七無ぶりにジュネーブで原子

ると思われる︒

その内容も多搬化し︑かつ複雑化してく

力の必要性と筒効性はより一題高まり︑

らず︑政瞬︑関係機関などあげて総合的

していくためには︑ひとり薩漿界のみな

も︑租極的な国際協力を行なうことによ

あげた賭雪転は︑どの一つをとってみて

っていく大きな間題である︒今後︑これ
らが國全体として最も竪ましい形で実現

外務雀圏連局の

堤

つつみ

提さんは︑昨年響の外勝纈人 隼ほどの欧米局一澱勤務ですぐ

と磁極的に手架しと︑配外公

国桟比へて蜜た不足きみ︑もつ

館生活七年︑外から眺めてきた

印象を語る︒たが︑どの手との・
握手がわが圖にとって︑突のあ⁝團

・

・・

るものとなるのか︑霞璽な直話

い︒

が肝要と愈をおすことも忘れな

核防条約は壕保畜国との不平

衡のそしのをまぬがれぬが︑こ

几も政治の安驚化を園ろうとい

瓢十六年には故池田生

少の課最︒家慰は﹁実夫人と一

稲八無生れσ︑外務省では簾年

ルフを姻めたが謹た嘩ノロ︒昭

⁝

・

の一つ︒IAEA保畷措置委の

うマルチ・ラテラルな国瞭協力

倹計ら大守めを迎え︑査媛実施

についても撫則的な考え方が寂

とめられているが︑﹁これで一

．㌔

間の勤携の後帰国︑一時悩文周

⁝このところ外務省は寺内移転で の対外啓発課︑海外広徳課に在

潜窟から科学崖に昇任した︒

卜諌

灘

一大わらわ︑量課も六階から三 撫したが︑よたタイ︑カナ￥へ
⁝階に移ったが︑浅きんにとって
人生初の課艮の臓は︑通称﹁国
阜⁝

建局通り﹂の陽のあたる︷角に
あり︑匝溝隠鵜へ︑もう一つの
⁝秘学外交を進める蹴縮蜜と隣り
﹁就任したばかり︑寂だ勉強

p覆わせている︒

とは政治晒な論断み燕四つのみ﹂

応の土俵ができたのたから︑あ

儒舳

と血便朗薫り︒四十三伍から本

繊と関連する接点た︑という︒

たほか︑

どに詐聴代表随員として幽塗し

男二女︒束将器織好︒

臨は東大教癌学鄙教縫学科在

理に瞬渡してアジア讃国を歴卜

昌態じてい京す﹂

したが︑﹁日華の科学外交は他

一⁝†

︵YT︶

旧卒蒸と岡時に外務雀入り︒半

学中外交富試験に合格︑翌

開き︑来年度原子力関係予郷政府

朋の展望と方策︑来観展原腹事業

源罫︑アイソープ・放樹線工学利

燃料集禽捧︑熟気発生器︒
三二二一翻猷．葦葺系︑冷却系︑

度は＋三億円に四十五多度の旗り

燃料取の扱い系︵格納轡認内蔀の

工・放醗線工業利用の講演をし︑

岡日︑加藤正夫乗大殿擾が︑R

計画等について慧見を父題した︒

約四懸円串涌え︑約†四億円の枠

万KW︶の二尉︒

惑気サイクルの検甜︑大型炉︵酉

み︶︑燃料渠舎俸︑︐無気発生羅︑

内で通蕗雀gの運営にゆだねられ
る︒

このほか当外関発憐務保瓶は︑

蔑間企業で開発段階に入った際の

果が期待これているので︑この研

ってきており︑経済的︑授術的効

最後に﹁工業利用範囲は広範にな
系統︶︑廃棄物処理糸︑燃堪集合

冨士羅標目燃料取り扱い系︵全

体︑蒸気発坐器︑動燃の補佐︑大

担保力の不足を補なう制度で︑現

十六年度二十五清酒の肇求に対し

段階ではウランは隠田外たが︑四

彰／％

きである﹂と強補した︒

究謝発︑実用化を強力に推進すべ

住友猿子力臓無爵集倉体︵外図

型炉︵首万KW︶の日脚︒

調査含む︶︒

源脱に入

支配人0・B︒マチーセン

スカンジナビア航空

インタワービル 躍詠万〇三i八
︸八︷ 〒︸QQ

住所千代田鼠膚楽町一の二棄宝ソ

会

蒙

十一慮円となったQ四十五難度は
十九娠円の袈裟に対し十憾円とな
っている︒

R一・放射線で

日︑第四十五回総合企画委員会を

日塞原子力産業会議は一月十三

第45回総合企画婁艮会

加藤教授が講演
KW︶の予噛設計もあわせて行な
設讃の王務会社は日立製作所と

われるのが注園される︒

躍士羅機で︑日立はプラント全般

日立製作所聾原子炉系︑発醒系︸

燃料取り扱い系︵全系統︶︑蒸気
股︑蒸戴サイクルの検酎︒

発生羅︑燃料簾合体︑プラント全

紙
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源の共岡開発を進めることが︑とくに必

のアンポは近年︸段と遮いよ う だ ︒ 光
もその傾向が今後ます聾す急超に拡大す

績極的に滲加することになっている︒原

今年は︑これまでの

と雷い︑ここ二〜二琢が安全保

省勤務となり紫白局政治課の補

h畢に橋渡しするのも科学課の 回︶をはじめユネスコ閣療会

串でこれといった抽負などない

大きな使命で︑馬瀬の雀型さを

が︑多角胸多面化していくこれ

査を行なう必要があり︑さらにそれらの

佐役︒この間︑園連総会︵三

調薫にもとづいて︑長期的な観点からの

⁝からの国際協力を︑やり易く︑

また二月には︑昨年のハンブルグ会談で

方向づけ︵戦賂︶を行なう必勲があろ

ローチから︑より積極陶な国際化への対

議︑ILO五十岡嫌㎡念総会な これといった趣秣はない︒ゴ

これまで︑二本は米︑英などの先進溜
緒についた臼独の原子力船胃病評価研究

ど︑新無量々から国際的な活動を活発に

射講ずるため葉京で会合を予定するな

応策を展開することを強く指摘したい︒

嚇2

との二圃間協定に厳つくもの︑あるいは

を主として行なってきた︒これに加えて

進めている︒

る︒豪た︑趨還原型炉は将来の実

末をメドに行なわれる予定であ

ミラーコート紙

ウランの製造について︑昨矩︑英
年次大会では初めての試みとして︑二つ

いち

璽となろう︒ウラン濃縮閾題や麗筆措曝

来︑科学技術は幽幽そのものであり︑国

る勢である︒このことかbも︑昨無来検

産はわが国で原子力開発熱病以来︑羅際

な冤地から効果的に摺進ずることが灘盤

科学照喪になった

園︑西独︑オランダの三圃による

籍のないものである︒したがって︑闘水

討中の原塵の長期翫醐に示されるよう

協力の撫要性に魑目して各種の筒効な施

功

の圏際シンポジウム︵ウラン濃縮︑原子

．

こう

間縄︑さらには環境問幽への対処などは
力発嫡嫡の経験︶を謝画︑各国の関係響

㎝窮で同じ雪意局の政治苗場貼細 に米国へ︑外交寝補とし旧藩二年

︐鴻

遠心分離の共岡誤認のプロジェク

を招いて巌見の交換をはかるほか︑明年

準のところがら︑低水準のところへと︑

な︑さらに大焼模な開発を嗜めることが

である︒しかもそれには縮駕する相手隔

題

まさにこうした園際的側面からの取組み

度において原子力開発の園際的な諮關題

トが発足したことであろう︒

@への積極的対応策
望⁝脚九七〇甕笹界的な響
る日本の地位向上に伴って︑原子力の分

方が要請される︒また︑国際社会におけ

一方︑わが國においては︑葦子力勲臣

についていっそう検討を進め︑今後の鳳

の当初から先進目窪との有効な凶際協力

野での発展途上国への援助協力などが新

川の国際化の時代である︑といわ

たな謀題として入ってくるであろう︒

展⁝れている・糞世羅済が蟹
ようやく本格酌な原子力の鍵罵暁代を迎

を遡じて開発が進められ︑ここ一︑二年

活動を充実すへく玉璽している︒

子力醗榮の國際政策を藍島るための諸

ゆる面で腱際化あるいは相互依存への道
このように︑わが国の掘合︑今後︑国

本︑貿濁︑技術および轡線利用などあら

えた︒

國際的に流動していくのがその特質であ

必要となり︑これを達成するためには︑

策を異施してきたが︑今無もすでに︑イ

の動向について把握するための地道な調

わが国の原子力開発にとって︑ここで

ろろ℃とりわけ︑ビング・サイエンスと

国内の努力だけでは効果的な解決を期し
ンドの原子力婁貫会の招きに応じて︑二

際協闘と圃際竸争を含めた垂垂の垂垂協

しての原子力の全艘的な開発には︑匿大

得ない盟要閾題も︑現紫のプログラムに

ところがそうなったことは︑ひとり原

な狡術と多額の投資を嬰することなどか
＋名④飾印原子力便節団を周國に送り︑

しいものがある︒

を加遼的にたどっているさ濠には闘寛ま

ら︑﹁國で処理するにはさ豪ざ謹な隈界
螢揚するようになってまた︒

って今後の大規得な発展が初めて成り立

があり︑園際協力あるいは何らかの形で
の脇際的な措躍の必要牲が非常に高い︒

これ家でに欧州各瞬では︑ユーラトム

今後は︑わが團自体の開発成果や捜術力

受身陶かなアプ

炉︑画懸ガス炉の研究開発をはじめ︑多

をふまえて︑共通の囲橡に向かって︑対

ENEAなどの脳際機関を中心に︑遜速IA還Aなどの圃際機閣を通じての協力 プロジェクトを興体的に獄門球レベルで

も︑その現われといえよう︒ な か で も

姓箸の突証書設畿に五〇％︑原子

造物と核燃料の設計︑構造︑鷺久

くの共岡プロジェクトが進行中であるの

で︑このほか計画は明らかになっ

二〇％で金利六

園鐸度は二十五億円の要求に対し

・五％︑期間十鋸目である〇四十

控目蟹製造設備に

炉胞識︑製造設備︑核燃料および

醐西罎力大飯発聡所一︒二号機

てないが︑東票疑義五号機等の申

厳子力機器産業習成のための融

諮があるものとみられている︒

資は︑四十四琿度からメーカー助

要求に対しヤ鯉円が工められた︒

七億円︑四十五年度は二＋偲円の

四十五矩度の実績は︑十億円のう

六月度は二十偲円の要求に対し・

ち五億円強を開銀に融資するよう

成のため設けられたもので︑四十

つに分れ︑制目棒駆動装置︑一次

すいせんしたもようで︑四十六年

十三億円となった︒融資比率は二

冷却系再循環ポンプなど原子炉構

日立︑富士を中心に
もんじゅの設計分担決る

のとり籏とめを︑欝士餓機は動燃

めた︒F8R原型炉﹁もんじゅの
﹂補佐を行なう︒豪だ︑大型爽用

鋤力炉︒核燃料開発勲業団はこ﹁んじゅ﹂の第二次設計の分担伊欝︷

諱c次設計︵野望設計︶は昨無 蝉の概則設謝は三無男工と蟹士爵7
﹇

外資審識会は一月八日︑海外と

ムの製遊技記し︑⑧﹁岡製造装躍

②﹁原子炉網商純度金鰯ナトリウ

へ

置語大阪（401）一大代1231

兵庫県陀崎布常光吉元町1丁廷11工番地

神隔工場
窟陶工場

VC】防鋳紙
KSコピー紙

トッフ停＝コート系氏

電話東頒542）一大代7211

蝋燭都中央区銀座4〜9〜8

掘．

奉

調噛竈慧臨睡講認1金1櫨：

③

スペシガレ化粧品

題

業

力

機器延払いは捌億円
探鉱融資で総譜6億円
通羅雀の昭蒲四十六無度喩子力関係財政投融資計画は︑金沢鉱物探鉱促進訳業団の海外探鉱融資で
六徹円︵ウラン分院驚︑岡肇求四千七頁万円︶︑現段階では原子力と関係ないが海外開発披務保駈で
十一慮円︵要求二十五億円︶︑原子力発聡機罷延払融資で着八十慰円︵要求酉八十五億円︶︑原子力
機器産簗誉成融資で十三億円︵要求二十億円︶と決まった︒

原予力発餓機器の延払い融資は

誕浜発阻害二野機︑州浜発蹴一一

金属鉱物探鉱促進珊簗団の擁外

号機︑九州羅力玄灘発置所一睡機

・二号機︑中團蹴力遇根茎蹴所一

のほど︑聡気出力賞万KWという

十億縄となり︑四十五無度酉十六

窟八十五懲円の要求に対し︑百八

将来の実園炉の予備設計を含む︑

度からニソケルとともに認められ

である︒新規分は約二十一億円の

r
融資の争定で︑決定しているのは

褐遼増殖蝉︵FBR︶原型炉﹁も ⁝から進められ︑湿気幽力一二十万K機が担嶺する︒これでわが国のF

慮円の要求に対し九十億円が認め

に口
決流しているが︑今園はこの BR開発もいよいよ大型翼用炉を〜
UMUりH一開V㎞V︼UH毒蟹UM目V口睡M齪V口W晒
一次設謂の概念をもとに︑仕様を 想湿して具体的な設計が開始ざれ一

よりこ獣かにしぼって隙子力五グ

ス社と結んだ﹁策京鑑力福凝二︑

三斜乱用の原子力発蹴プラントの

ループの分担を決めたもので︑来

墾嚢灘黒鍵の﹇
五年度酬懸派分が七〇％︑四十五

設計﹂に関するもの︑臼本曹達が

の技術援助契約十一件と株式取得

ンド・ローポレーションと結んだ るのが王な颪的︒設計は今年五月

米国のEーデュポン・ヌミュ・ア 薙麗のモノクアソプ製作にそなえ
頁八十億円のうち継號分は約菖

九件を認可した︒

外資審攣餌

五十九憾円融資の予定で︑対塁は

・五％︑麗間は二十年簡である︒

隼度外規分以後は五〇％で金利六

は二倍となった︒融資比率は四十 原子力関係技術
導入で三件認可

殴数の増加を反映して四十六無慶

られたのに比べ︑原子力発躍断建

ウラン出鉱への融資は︑四十五年

ソケル︑ウランとなり︑四十穴無

た︒融弧対獄は鋼︑鉛︑亜鉛︑ニ

度は総繕山ハ億円の訊甲で︑探鉱副劇

全体を調整した上でウラン探鉱へ

の融資が決められる予定だ︒融資

比率は五〇％︵大規榎は七〇％︑

平均五四％︶︑金利は六・五％以

東北躍力女川発醒所一暑機︑東京

上︑期間は十奪間σウラン関係で

ク︑エリオソトレ⁝ク︑米国のワ

は通産省はカナダのロソククリー

東芝聾原子炉系︑冷却系︑燃料

日産火災海上保険株式会室1

紙

■

取・扱い系︵籍纂巖のみ二

技術援助契約で原子力麗係は︑

畏掻堀含保険

資生堂
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醐
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新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ
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用炉につなげるのが目皿なので︑

①東芝が米国のエバス3・サービ
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今回の殴計では大型笑講者︵薫万
眠力浜岡発蹴所一号機︑麗薩聡力

鷺力福勘発蹴所二︒三囲機︑中部

建設殴矧技術﹂の三件である︒

て四千七酉万円を裟求していた︒

イオミング︑ララミーを対隷とし

＊安心を買いながら貯藩ができるズ

ア
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聞

業
繋
ヲ
プ
二

であっても冷却桝流醗を厳格にコ

％の膨張を一こし︑そのようだ現

されるため︑スチールは︑約一〇

倍近くの隅一中性子によっ一照射

⑬炉心が今までのものより約百

してし濠う︒

却が止まるとたちまち炉心が溶解

ントロールしなければならず︑冷

繍継鱗搬懸織懲纒懸謙譲難灘
開発の緬値は十分
欧州専門家グループが検討
高遡増瀬騨ω門発に関しては︑冷却桐にガスを使うか︑ナトリウムを整うかで種々議諭もあり︑そ
れぞれの開発老体はその利点ゐ強調し合っている︒最近︑英國﹁﹃NPGのジコン・イエロウリ；氏は
象をみこした上で︑ロントロ；ル

ガス冷却高遡炉︵GCFR︶はナトリウム冷却蕩速炉︵﹂MFBK︶にとって代わる可能桃塑もって
いる︑と次のように述べている︒π四面参照
要葉および燃料要目を設糊しなけ
ればならない︒

を舞了べきかどうか︑康た︑こ

グレイス・ベイ重水工場

AECLに売却か

が非常に高いため︑いかなる膿赦

が非常に小さく︑また冷却桝流灘
GCFKのコストおよび双眼に︻GCFRの箪要な虹色は︑その

た工学設副震旦凝したのは︑米国
ウムを㌘渡するとみられており︑

ノバ・スコーシャ州のG・リー

画聖では︑覆万KWωGCFRは

関しては今議で幾つかの出窓が研⁝ 捗強聴であって︑撮近行なわれた
究を選めてきたが︑これよでのと

ではかルフ︒ゼ浄ラル︒アトミン
これは倍増晴闘十⁝∴鋸闘に繍峯す

年闘三白♂躍ッの樵分裂性プルトニ
ころGC F R に 関 す る は っ きりし

ク︵GGA︶挫たけである︒
るものである9

﹁米で新再処理
施設の建設へ

一

この再処理プラントは︑バーウ

@∬ル市の約七7茜にあるAE

建設されることになっている︒獣

隣接した千七衙エーカーの敷地に

τのサバンナリバー・フラントに

アライド・ケミカル他が

米国原子力甕鍛会︵A封C︶は
このほど・アライド︒ガルフ・脚二た同プラントの建設鍵ま︑液体廃
鳳ークリァ︒サービス社︑アライ⁝棄物貯藏用の施設を含めて六千

バーウェルに建設する核燃料再処

多多
一妻

Σ垂

は申核婁貝会のメンバー難名小任

実晒し︑一九七〇郎十二月四日に

任命ざれることになっているが︑

なおメンバーとして垂頚局畏が

ジ︐一ル︒オロビソツ︒

トリノク︒ノレ︑猛健研究部長

ト︑非原題刀工糞協力都舞パ

轟調戯聡講璽範可罰

繊果必蟄賦総翫麟窟と手桶

暫⑳磯際局長︑作樂即泣の分権の

諮外懐︑凶隆盛関との協力を蝦当

︻パリ松本駐 技術問題を娩塗す勾襲爵弁髪官

A︵原子力庁︶

命したQその中には闘掛日科学ア

てピアチェ氏が蝦名されたQこれ 餐崔確走してそれにともなう組織

闘時ジロi長齢が代則し次長とし ででC封Aが餐詫された使命の内一

般雛
は再編副賞第二

タソシェのハトリノク・ノレ公も

ハジャソク・イポン︶の二頭制を

段階に入ってい

も最隼少のメンバーとして含緊れ

在鼠奨︼仏CE

は膨強しすぎた

る︒第一殴階で

モーリス・パスカル︑原子

鳳ル・ペクール︑原子等温畷勧

ル︑原子力工簗婚湘局髭

ミシ

ジャノク・マビ

参加の七つに分けてそれぞれに長

門との協力︑⑦一般工藁粛画への

物の致企保硬︑㊥葬愚子刀工殖酌

発︑㊥工業応胴︑⑤人命胆よぴ尉

確立実鷹︑②軍泓応用︑⑤益鍵研

れ
昆の下に統盛5れ︑謂画部や災績⁝
り
評価部などはそれぞれの輝扁の下⁝

を契織するyだた︒その瓢果総捌

翫画を擁立し圏的ごとに馳醜体離

して六月までの弟三段勘で隙．†力

からウランおよびプルトニウムを

垂髪

一事

玉塔

理施設設置が瀞飽きれたと発表︒．回収するのに使胴されるQ
玉

はC届Aの写影をω原子刀奴策の を確評す萄ことになっている︒そ

人から用次＝

長

をおいて蟹任を明破にし︑しかも

してCEAは陶編金終わって梅繊

に分剛されることになろうQこう⁝

原子力局長

人に整理す．Φ方

ア

力蟹禦応屠局長ジャン・ビア

摺互の緊欝な麗係を調猿して仏と

千万がの貸本蟹を婆するたろうと

一臼る馨︒て碧︑︒れら講﹁に︒︒︑ト蓑と︑お誉く七
泉の勧告が︑のる豪で確定的な行動⁝

ている︒メンバーは次の磁り︒

針を決め︑管轄

fル︑原子力保護安全局長

して綱禽された真子力政猟を碓立

してはエ揚の修復諭画の欝任は引⁝ 揚が四モ力炉で生産に入れるなら

はとらないたろう︒ただ︑知麟と一 述べた︒もし︑グレース・ベイ工

職員を三刀六千

を総理大臣から

ジ

すのための噺体毛であるQこれに

機駒を稲少して

科学技術省に移

ンドレ・ゴプネ︑総監蟹冨

ベ

社︶︑ 五％か闘狼腕力会社RV トム︒グループがカイザーアウグ

ロダクト江田よびかルフ・エネル⁝始は一九七四無の初めと予竃さ

し︵現在汀ルト

ルトラン・ゴールドシュミソ

ャソク・アスチ︑国際部長

スト原子力発駅断建設を受注した

ド・ケミカル・工議ークリア︒プ醤万がと兇穣られている︒運転關

電る畏官︵アンドレ・ジロー︶と

リ設備科学紺︶︑ 行政郡勝を総轄

ことはB

万

EM︵コンパ晶一︒エレクトロメ 発電所を建設することになるが︑

Eとバーデンベルケによって引取

ギー誠が共周でカリフォルニア州れ︑原子炉で猛射された燃料重三

り差額三種刀がを支払うことにな

カニソク︶︑仏CGE・アルストライン川の水便摺についてスイス

とCEM︵交流発躍機の︻部︶︑ 羅所の心力炉建設串 ンルーゾ・ロ

ープービB︐﹂Cグループの協力は鐡

楽だCG逸・アルストム・グル

がで至るわけた︒

ことになり︑西独KWU︵ジーメないし九億湯のうち約五二％がB 功と受取られている︒EDFはこ設でニグループを競争さ遣ること

とぷ意鯨yる︒EDFは軽水蝉建

R建読で経漣をちつこ

発することになるわけだ︒

部︑経理品︑PR部などは雛獅周⁝

るだろう︒

き受けず︑これをA￡Cしに売却 は︑遮邦政府は所掬権の移癒によ
ノ

するか︑豪たは︑スクランプにす
るかのどちらかをとることにして

この発庇は仏にとって火きな成

られる︒

予定た︒この発注では総工費八億

邦で
政肘の詐可が下り次第漕工の
ム・グループのSOGERC遡A

い繕ヂン二重L スイス・仏グルー

構成しているグループが建設する

ルボー根は︑オタワでリーガン知

のR
ほど
CフA
ェノセンハイム原芋力発
ンス曄AEG共通子弊社クラフトBC︑約四〇％がSOGE

約一八％がGEにゆくQ完成後はワ！ル︑フラマトーム画社︵シュ

ネードル・グループWHのPW
電撚企業シ哉ーモン・シュホート

ことが決縁った︒

させるさいの謂測を革過している

るだけ放出速農を低くするように

ングが生じない︒ケースπ11でき

年聞フル運転し放鳩が湖の一部に

慧兇もめった︒シ訟タインは︑ぞ

ると指摘した︒

▽引用された冷却の不利益盤

コンシ4ーマーズ昭力会益ωマ

影響をξ凡ないことをはっきりさ

ラントはミシガン湖のプラントに

ユニアは会識で次のような提案を

れは裁判所が判断すへきことでめ

である︒条件とは︑一つは︑五つ

八点は発麗プラントの運転に関﹂

るものでめり︑環焼に薄して生し

ーンのある放水口のところで規定

には会津は多分理論ミクシングゾ

るだろうとのステートメントをだ

にともない米圃の立揚を霜検訪す

し︑米側閣僚は︑カナゲの甲入れ

うくりかえし要請した︒これに対

ワシントンが何んらか示唆するよ

使用鍛止の撤回の時期について︑

所用燃料として︑外圏薩ウランの

カナダは︑米鰯網の原子ヵ発躍

項がとりあげられ紀︒

た米加閣僚会議でウランの懸璽購

昨奪十︷月︑オタワで闘催され

ウラン問題討議

米加閣療会議で

う勤のといえるであろう◎

たいという国政鶏の第望にも︑そ

独K U愚もつ原子力企染をちぢ

奨緊の再編をうながす︒そ31は繭

ぬCEMの対立を緩翻して電電機

六日目支酎︶支齪をめぐるCG欝

技術でBWRを中心とする原子力会社︑二〇％が鶏DF︵仏蹴力漕 R︶に発沈し広︒CG露・アルス ル祉︵ベルギーのアンパン財閥か

ぴイリノイ︑インディアナ︑ミシ

蹉水施設を設題して希駅を最少に館長のバイロン・オー・Y︒ジ

▽コモンウェルズ社の握案

連邦水質讐理局畏のミュレイ・

の会蹴で多くの野幌立際拠等を得

ガン︑ウィスコンノンの各州は︑こ

する︒ケース肛一1現存の無気発㌶

コンモゥェルズ︒エジソン批即の大ユエノトを各〃︑澱小にして一

属した﹁ミシガン湖への温麟水の

43温獲上昇はミクシング たので︑︑︑︑シガン湖の水償盤灘を

倦︑通電運転の揚禽︑全体として

セることであり︑もう︷つの条件
▽理論的ミクシングゾーン

建めるため近く会講を再開する︒

①ミ・ンガン湖岸で運転するプラ

ソーンのないところで一度に鰯限

プラントの典型的な希駅率となるした︒
すべ嚢である﹂という庫明を拒

ように排水施設が設訓されてい

はちの樂に見えるこの写翼は︑

会議では︑﹁放出口で粥水灘取る︒ケースW−1耕水施設はすはやントだけは︑正確に設謝さわた放蕩への影轡がないことが明らかで補助冷却施設を設雌すれば︑十一
出を筍ないイリノイ州墓準の温度

られる豪で︑ミシガン湖を通して

としては︑これらの条件がかなえ

④コモンウェルズ・エシソン社たがシュタインは︑十一点のうち

颪の不利益が佑じるだろうと趣ヘ

糾し︑昨年九月下旬開かれたミシ

く希駅がで蹴るように設計されて

放出を解可すべきである︒イリノ

おり︑シオン発電所等多くの発蹴制限を条件にして︑湖に二幅水の
所に適用できる典型である︒

イ州星蠣は湖温度を鍛工八十五慶

ある︑ということである︒

ペンシルバニア州ワルツミルにあ

亭擁護したいとシ議タインは示唆

ゾーンを為するようなシステム﹂

これらのケ・−スの震声紬果を承

冷却する施設をもったユェノトをる不利益は三点にすぎないと粥揃

電力会社の技偲思門療の研究や

娠．．設．．毒暴︑と．．．靴鍵露

▽提案についての論争

リあ鐸に対して種あ蓼内灘スタ・フの鍵なだつい

ないという勧告をすれはコモンウ

シオン第二発網羅の運転を許明し

て撫齢がなざれた︒オブザーバー

の上昇を言柄している︒五郎Fが

F謹で認可し周囲より五度F謹で

があったが︑その中で︑﹁会議が

例を実際のミシガン湖への放出に

れるよりも多少小さいだろうしと

らの懲ブルームはケースWで示さ

コモンウェルズ・エジソンと州と

いてであるかどうかという質聞は

②放撮監視のためにプラントご

ミクシングゾーンの衆鑑の蜘のと

商に関する法律も︑会議でとりあ

カナダのウラン鉱山の外目人祈

一は﹁洪絵心力に劇的な論調を与

ということはない﹂というような

の碧偲した．

一

トするのは繊切でない﹂との趣矯

ウラン麗業に脱する政鎧なコメン

いない現時点で︑﹁カナダ政尉の

米国側は︑法律が正式に発効して

ートメントはだされなかったが︑

げられた︒討議内容についてステ

あるか﹂という質問に対して︑リ入れるよつにみ凡た︒鍵は理論的

かということであり︑多分一〜五

ころで何農の上昇まで飾弓される

﹁会譲がシオン第一またはシオン

多くの発躍プラントの希釈性︵ケ

エルズ・エジソンにどんな影響がするというンユタインの案を受け すにとどめた︒

すと次の通りである︒﹁この計略

シガン湖の温排水問題で論議

水質基準の設定など

した︒鎌水温度が登呂れば︑その

の湖への放紐はどの程度まで許さ

会雛申シ晶タインは発羅艘傭の

れるか﹂という嬢を内務省が符し

一九八○難代に懸

必要性とミシガン湖の水質保謎の

ちの巣状に規込んだ

子力発蹴所で発電す

必要性との鋼翻点をざがすのに努

醐還鎧鼠蝉．大歌工揚で核燃料をは

る鷺山の一蔀は纒体

力したが︑箏叢者と内猫省専門官

ていないこと左ほっきりさせた︒

って発電されるよう

りはみられなかった︒政閥専門家

での鮮度が決煮るが︑その温度は

結目理論的ミクシングゾーンの端

金属嵩遮増鞠炉によ

になろうが︑高遼増

へ温汽水ゆへ放出することは肝せな

▽四つの排水施般設翫

ある︒

一度Fから五度F象で総々の纂が関遮づけた聯合︑シオン発激職か正しいミクシングゾーンの端にお

は﹁鷹態学的にみればミシガン湖

い﹂と主張し競け︑一方でけ饗業

郵炉は軽水炉の髪際

ムと劣化ウランを空

るいは放出されようとしている温

者の科学頗關ω﹁放出された︑あ

藥卒代表するものと

問のプリチャードは温緋水の需駅

えるたろう﹂と纏えている︒また

耕水が湖の生態学に蝦害を与える

るため櫓び会譲が開魅されたど

第二強堀所を中止す⇔よう指が了度の固でめろう︒勧告にこぎつけ

る鞭限を持とうとすることを会社

③すでにコミノトされた放出が

足された後にのみ設躍されるべき

ろの条件が灘もっているが︑それが一層広がるとたろう︒

き︑簸た議繭かたたかわされるこ

駅を促聾するために︑排水施設にも醐い帳合には︑ケースHのとき

味もない﹂とつけ加えた︒

は黙認しない︒会議はめる権限は

が︑何かある翫拠が明らかになれ

ケースー巨希駅あるいはミクシ

た︒

対して四つの設謝ケースを仮定し

加えら3τた催合︑難カプラントの

ばその時は対策をたてる︒それ豪

趣発註を書響諾するL
董張・た・聾簑市およ

よいという結果になるのは何の癒温銑水放水施設は

よりも小さなミクシングゾーンで

の交渉の問懸である︒
と紐明する齪拠がない︒われわれ

☆

コモンウェルズ．エジソン祉顯ブリチャードは勢揃し︑﹁現存の

は湖にりいて広く研究している

☆

蒜矯肋努〜

匿界の先進各国がそ

たる燃料にするもの

物であるプルトニウ

および保鍵論著との閥には歩みよ

無料アセンブリ⁝9

温熱測定するが︑獅論的ミクシング

放出によ

シ哉クインは︑内務省が以朗に擾

ーシャで二面四曲ゾの工鰯を新規一ン・ボベリ社︶︑その仏子会盆C

ことを確認しており︑ノバ・スコ7八十九万KW︶はBBC︵ブラゥスイス︒仏グループはGE社の 発羅蝋の六五％はスイスの紅殻力

ような考凡は側にも新しいもので

はない︒しかし︑その虫えに︑連

財政︒技術の轡門家に調査を依頼

はないと述へた︒懸実問知購は︑

カイザーアウグスト原子力発雌所

スイスの原子力発節所

れからの技術が︑三手万遼で修復

購との会談後︑ノバ︒スコーシャ︷

ペルケ・ユニオン︶は㌶除される

プが共同で建設へ

しかしGCF鼠にはこれまでのガン知鱗は︑州政勝はグレース︒
可能かどうかはっきりする必要が

州政鰐は︑AECLが工揚を稼動 ︻パリ松茶駐在鼠発︼スイスの

︵EN湿A︶が︑英糊原子力 公 社
ガス冷却醸中性子炉とはまったく

一九六八年には欧⁝州原子刀機関

ペイ輩水工揚を膨復することにと
あろう︒

はちの隠宅の

核燃料集合体
W8長編速増殖炉翼験工覇

リーガン知郷は現在︑グレイス

もなうリスクを引き憂けるつもり

①必婆な核性能を得る陀めに

る︒

︵AEA︶の施設内に￠CF異
Rなに
った次のぞつの藍色点があ
醐するヨ⁝ロノパ三門家クループ
を設立しており︑このグループは

二水会社葡引き継ぐへきである

待できるものとするなら︑カナダ

もしA温Cしが岡工揚の製品を期 ・ベイ仏恩の存縦能力について︑

に︑疑心出力比が置くなければな

数カ月にわたって研鑓誉行なった

仏CEA、再編第2段階

るウエスチングハウス︵W11︶祉 ガン湖連邦対策会議で︑﹁澱排水

︼＝＝＝一扁︸一醤＝冊＝隻■一＝＝＝玉＝一一コ一一璽一＝二曽＝二開︻謄＝＝一二闇

邦財務省がこれ諜でに照した損久
心尾使用するGCFRは︑熱容量

②スチールおよび酸化物燃料炉

一か間腿となる︒

KWのガスが抽出されるため︑二 と︑達邦政屑に語っている︒この

結果︑αCFRの瀦発を進めるだ らず︑炉心一立方併あたり約 万
けの緬値は十分目あるとの結飴を

轡た・
︸
論鴉懸け餅ご
冗発日にあグループは璽⁝

中核メンバーに9氏

して米困をはじめ︑

で︑これから電力騰

@

騨の撮助によ○︑金属被覆酔化物⁝

@

@

燃料を使用した排気出力剛力K W

@

@

づ

@
@

のGCF R の 設 謝 鱈 を 璽 ろ 目晦←

@

@

したガス冷却増触炉協金︵GBA＞
を設立し た の で あ る Q

@

@

を最少にするために︑あるいは希ース皿︶が過剰温度が二度碧よりとに規定がなされるへきである︒

@
@励

の励

@

@
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業

力

︾

米国および海外にお

が︑今号ではこのなかから︑とくに﹂MFBR︵液体二二冷

ける新型炉

却爾遼増殖炉︶の開髭に焦点をあてた

米満原子力薩藁会議 ︵ A − F ︶ に よ る 二 九 七 〇 年 度 フ ォ
ーラム火会﹂は昨秋十 ㎝ 篶 ︑ ワ シ ン ト ン で 開 か れ た ︒ 同 大

とが感じられると所見を明らかに

開発を進める際には何かしら予期

われわれは経験上から︑大規模な

ことによって起こるものである︒

った︑あるいは不明な点が盆ずる

そのほとんどが工学上予期しなか

に関するセッションの概要を紹介ずる︒

会では最近の惰塾を反映して︑環境問題︑ウラン萎縮問題︑

原子力の分野においても鷹家的に

BR開発を

まずLMF

した︒

済性のない一型は採扮しない︒ま

の選択には厳しい立揚をとり︑経

独立するための手段として原子炉

新型炉撃発などいくつ か の 興 味 あ る セ ッ シ ョ ン が も た れ た

このセソションは︑マサチュー

ンソン・ぺ永ディクト氏を議長に

セソツ工科大学原子力工学都長マ

開かれ︑網務省原乎力窒次長ロバ

学上のアプローチを毘較すること

に基本的に窪つたく異なった工

たった一星の原型炉を建韻するの

発プログラムのコストにみあう程

としても支払う特許料が国内の闘

いて数衝乃♂の特飾料を支払った

国遠は︑喪本志を低く︑摺頼性の

る方法で聞題を解決することがで

崩的にはライセンシングを購入す

建設できるという点からして︑短

は無理である︒FBR開発の最大になる醤でには︑数暫の商速炉を

この園標は︑メーカーに競争的圧

高い炉を建設することであって︑

きるが︑長期的にみれば︑現在鰻

原型炉一基の建
設に努力を集中

うようなはめになる︒

央ない︑国際的な地位までも央な

は︑将来においてかなりの市揚を

できるのである︒LMFB8のも
開安価な方法で開発を行なうこと

力をかけることによってのみ達成

発に関しては︑タンク型にするか
ループ型にするかといった茎ホ的
選択はたった一基の原型炉の開発
では考えることができない︒

またわれわれは現在幾つかの国
象的開発プログラムを進めている

⁝⁝スター氏
一方スター氏の鞍告は︑L殖F しない状況が生じ︑運転上あるい

一貫の原型炉に努力を集中し︑十

鷹遼健闘発の他の一つの方法と

は︑現在の政府が行なっているよ

が︑開発に対する明確な方針をも

BR︵液体金属冷却隅速増穂炉︶
に解決するかがかえって将来にお

たず戦野不断な態度でいたので

の開発に焦点をあて︑﹁米国の原

ているが︑このような闘題をいか

リングの開発作業は産業界ペース

子力政策一変動のとき﹂というタ

は保守上閾題を起こすことを知っ

で行なうようにしており︑開票界

しては︑現在米鷹が建類している

および財政上の二瀬が特に小さい

うな緩慢な研究︑開発をますます

分な資金を投入して開発を進める

いて性能を上げるのに役立つこと

という方法がある一が︑この揚含

イトルで︑商業用の液体金属冷却

だらけたものにしてしまうたけで

も︑一つのメーカーに全費任を勢

ような漏舎には園象的︑あるいは

ある︒現使のプロ

えてし求う方法と︑関連するすべ

にもなる︒

グラムは︑資血不

増殖炉の開発を他のいかなるプロ

の各悶題点に対して幾つかの工学

ヨ

︷︸

言︷

一5〔X）

2，500
12，000
14，500

3

ユ3

24

言i

1，500
7，000
8，500

資金を集中することに決定した
と述へ︑さらにスター氏は︑商

方法でめるとの慧毘をもってお

発することが酸大の利益を得る

業用増殖炉をできるたけ早く開

のセソションに参加した四人の

敵するし︑増殖炉としての性鮨

ことをあげた︒また罰氏は︑︻

共同プログラムが進行している

ることを覧持したのは︑フィラ

の増殖癖開発プログラムに入れ

一Idlq

頬型よりも進んでいると述へ
た︒

もすぐれており︑京た海外でも

な利点がある︒

ポート方式

介入しないといった

側の擬助で行なわれ︑蹴力業界は

一もすぐれた方法でめり︑次のよう 原型炉は・そのほとんどがA過C

①〜基たけの隙型炉をコンソー

会役が実認崩プラントに対して負

これに対し︑ベンケ氏は︑電力

可能性があったわけであるQ

で建設されるという

シノビング

シア方式で建設するよりも闘発露

が安くてすむQ

すことができ︑数墨画でエンジニ

よび初期の低橡働率の閲題を控除

担できる援助額は︑危険負掘躍お

②同蒔に幾つかの設引方法を試

できる︒

アリング技術を競争させることが

を最を近く完成できる︒投獲した

足分をどうするかという品題に関

と岡一皮であろうとみており︑不

岡規模の発隠所に対して出した額

⑧竸争的で力のあるLMFBし
Rたとしても︑せいぜい在来型の

資本を皐く回収できるという見込

⁝入が正当化遷し蓬錘増

みがあれは︑大会祉による目塞投

をするという条件で︑研究開発に

べての蹴力会社がそれ相応の負掘

しては︑コモンウェルス社は︑す

︻の節約を移えることになろう︒

ば︑一般大衆に対して数千偲円も

いると誘った︒しかし︑同氏は︑

対し任意に出蟹する方法を雌んで

殖炉を五年から十傑葺く建設すれ

以上三つのアプローチから得ら

が得られるわけではなく︑すべて

この方法たけで必要な蟄輸すべて

将来回収することのでき．Φ利益

また︑ペンケ氏が闘業用の液体

かける方法が必要たと述べたQ

金属冷却増殖炉の開発に金努力を

方法で開発を行なったとしても︑

速増蛸炉および溶融城炉の利黛を

は︑高澁ガス冷却炉︑ガス冷却︐圃

ているのに対して︑エベレソト幾

集中すべきであるとの慧蒐を持っ

これとは反対に︑もしコンソ：シ

最終的には消回者がその経黄を賃

その翫賞は大したものではない︒

なお︑現庄AECが行なってい

も指摘した︒

アによる方法が成功した揚禽に

撹するのであるから︑その気にな

りさえずれば︑十分な嬬政出費上

であるとスター民が電張したのに

るL磁FBR開発はスローペース

対して︑ショウ氏は︑AECは瞭

のメカニズムを作ることができ

るたけ安く仙入れること︑つまり

るQ豪た蚤要な点は︑経躍をでき

経費のほとんどをAECが賃翻す型炉の建設に関しては段階的方式

考え力愚支持して︑箋翫用プラン

し︑政府と薩業騨が協力してプロ

証段階にあるという点には蟹成

論したが︑現在の独術はすでに実

をとることを鑑識としていると反

をとることではなく︑並行占方弐

の余地があるが︑三つの原型炉を

ることが必要である︒

原糟炉

トの建設を横極的に進めるべきだ

ことによって︑LMFBRプログ

チアンジュ原発で欧

一方︑AECの原子炉開発技術 と強醐した・

グラムを旭めることが腰細である

ン・エジソン社の副祉長スタゼス

キー転たけであった︒

コモンウエルス・エジソン社の

副社長ワーレス・R︒ペンケ氏︑

部長のミルトン・シコウ氏は︑総

氏およびスタゼスキ⁝氏は︑もし

ラムの磁要性を認識していること

ーからの援助を増大することの必

いと述へた︒豪た︑原子炉メーカ

ー・チアンジュ原子力発艦所︵P

州投蟹銀行はこのほど仏・ベルギ

︹パリ松本駐在騒騒︼16EC欧

仏︒ベルギー原子力会祉が

州投資銀行から借款

二偏窟千万かから五重診程度で原

を示ざない隈り︑AECもその財

いとの慧晃をもっている︒しかし

民力業界は一般に︑建設コストの

は期待できないものと考えられて

れなかったし︑その筋からの援助

ーカーからは薩接の意見は述べら

ルギー原子力会社︶に懲懲ベルギ

ているSEMO︵モーゼル仏・ベ

五％の条俘で機款を竃漁ることを

ー・フランを二†年︑利子八・七

五億ベルギー︒フラン︶を建設し

急上昇︑高い利息︑燃料費の急上

このように討翻の大部分は︑資

封BE

金闘題に関するもので︑A廻Gお 決めた︒この躍入れはベルギー聡

嚇甥鰭沸覇謬力篠薄−
NTERC︒粟
Sと仏脳力公礼︵EDF︶か保翻

った聞題をかかえており︑大醗力

会祉からの資金を集めるための方

法が蓉だ確立されていないので︑

そのようなメカニズムがすぐに達

一スタゼスキ羨は︑スタ或の
叢としては歩なくξ暢の﹇する・

成でき⑳とは期億していない︒

いたようである︒

昇および環境保護設備の設罎とい

WR︑八＋綴織KW︑総工蟹酉＋

に多くの資金を出蒸せねばならな

AECは現在の予想よりもはるか政倣助額を増大することは難かし

型炉をすぐに建設するとすれば︑

クの副社髭3︒リi・エベレソト 力会社が多額の資金投入を行なう

フィラデルフィア・エレクトリン

入れるべまだと強調した・

と考えており︑政府がもっと力を

に口及したのは︑ボスト

同時に建．指するという第三案は酸

この第二墨差の力法は窪た改蕾

三つの原型炉
を同時に建設

プを保ち続けられる︒

は︑張国は技術的にリーダーシッ

駿を負据する必映があろう︒談た一を考えるならは︑いかに積櫨的な

の電力販売働格に強劉的に税金を

れる利益を毘較したのが別表であ

スター氏は︑今まで述べたこと

るQ

から︑現在とるべき方針を次のよ

学上の判断を行なえば巖門限にく

必要であり︑それには政府が建設

チの方が反対が少ないわけたが⊥成するためには・中鵠な︵二番

独占も起こりうるし︑ノるいはそ

うに結舗している︒

一
ば︑ロンソ⁝シアによるアプロー 業的に利用し得るLM騨BRを完

て︑均衡を保つという焼亡らすれ︸いとめ．萄こと蚕．﹂きるか︑†分商

（学｛凱富力ドノの

そのコンソーシアによる国豪的な一鼠の︶プラントを建設することが

の中に軽水炉メーカーが入ってい

きない考な独占体製その壷・転凡ち・ちできな・なるか・しれ

十隼程度ではうち豪かすことので．よ︑ある特定の設韻が外罵のもの

は︑特定のメーカーに大きな刺激
るような擾合には積撫的に濱勤を
一
レ鯉与え︑統一された管理を行なう 安目しない恐れも∂る︒しかしな
㎜
ことができるが︑他の競争会社が一がら︑いずれの方沙冷採ったにせ

ある︒聖者の方法を採った揚合に

ァに翻心を与える方法の二通りが

てのメーカー州らなるコンソ：シ
の建讃朗に︑ほと

足のために原照隠

圃際約コンソーシアを形成するこ

に曇霞をおいて︑そのエンジニア

ート・L・ロフトネス氏およびカ た独立し旗ワラン濃繍施設の獲得

リフォルニア大学工学部長チャウ
ンシi・スター氏がそれぞれ論文

を発表し稔

各国とも原子炉
の選択には厳格
⁝⁝ロフトネス氏

象ずロフトネス

聴器 も 魅 力 の あ る 炉 刑 串 ⁝

んどのエンジニア
リング軍門を開発
することを繕標に
進めるのがせいぜ
いであるが︑それ
でもなおコンポーネントの開発︑
各極のプラントの設計研究︑何極

に与えてし豪うことにな．Oう︒ま・ないという反対愈尾はでるであろ

酸FBHの開発に必要な力強さに訓薬を選択する上で︑注零屋く工

穎かの概念硬訓を含んでおり︑儀

のである︒しかし反対に今のぺ⁝

欠けることにもなろう︒したがっ

名訟︑LMFBR技徳を海外主要

復数の

㎜

氏の蹄文 は ︑ ﹁ 海

のとき﹂ と 題 す る

外の原子力1変鋤

おける原 子 力 活 動

もので︑ 米 磁 歪 に

グラムよりも強力に進めるべきで

政府による段階

とを奨励している︒このような変

ン価格の急還な上昇を緩和する饅

あり︑LMFBRの開発が︑ウラ的硬究開発方式

スで閥発を進めていけは︑米国は

くよりも︑幾つかの方法を並行し

羅に与えることによって得られる

り︑スター氏の提瞑した

題点に焦点をしぼって議論してお

資金問題に議論が集中

技術的には実証段階
て進めていく方が三月的にも︑資

特詐料および原子炉や燃料を輸出

の討論者は︑いずれも財政上の問

2GOO年末までの海外轄呂

かしいので︑LMFBRだけに ベンケ氏およびエベレノト賃は︑ 要姓についても鶴見が出たが︑メ

炉曙発のための資金ぐりがむず

ウ西は︑い崔のところ聞速増殖

豪たAECのミルトン︒ショ

あった︒

力機関︶がGCFRの設計研究
J・リー︒エベレット氏たけで

GCFRに対する関心が癌まっ
九七〇年にENEA︵欧州原子
デルフィア・エレクトリックの

また︑かとえ一つの発電所につ

しかし︑このような危険性は設

醤の方法であると論じ︑次の点を

原子力分野における現在の地位︑

造業沓であったような場合にはL

あった﹂︑と述べてい

に利胴できるLMFBRの技術
を
上の方法を試してみるやり方があ

強調した︒すなわち①十分商三塁

るが︑一つずつ各労償を試してい

た︑選はれたメ：カーが軽水炉製 ．う︒

る︒ロフネス氏はこの

できるだけ軍く確立するために

プローチの仕方としては︑設計上

ような頚爽を丁づける

は︑原型炉の礁設に対して国家が

このような驕発作業に対するア

動は︑ここ数犀来の傾向である

騰ζ

が︑今まではむしろ決定の聴期で

ための例として︑軽水

十分な資金援助をする必要があ

終的には一つの原型類建設になる

・⁝⁝国の十分な資金援助が必要一

てレビュ⁝し︑あ

を広範囲にわたっ

らゆるタイプの原
子カプラントたけでなく︑各国の
産業界の關発体制を取り扱ってお
讐鰻

炉で萎むことに決めた

るQ②溶融塊増殖炉は︑トリウム

金的にも節約できることは明らか

ろL M 罫 B R ほ ど ウ ラ ン の 隅 要 お
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百万KW 級 が 登 場
二基同時着工でも初めて

と期待にこたえて、ますます

調査開発を行なうこと︑②わが畷

が想界に遣．出しています。

ランス・サウジアラビア・クウ・爾めて大きい・今簾子力羅が

のひも付きで︑原油輸入の選択の

協和醗酵は、これからも瓢頼

の繍入園油の大半は濁際石油会社

発酵の木に失った数々の高鷲

ートなど十＝力国︑五十カ所を訪灘醐に進めば石油翰入量の抑制だ

範囲はわずかであり︑原油輸入の

工十日次でに

主力局長か講鹸を行なうQ

関曲織力大飯発羅

み飯・醐隅・薪賓毘。禍横・競協

けでなく石油価格の上昇にも影響

趨主性確保︑③低硫漁原油の罵要

策の観点から脱硫の格段の直属︑

ため当面西欧なみの徽糖政策の確

④中近東構勢の不安等に対処する

勢に薄処し︑国際三二に生きぬく

立︑⑤きびしい海外工不ルギー偶

霧ア

vに叢叢鞭告を擾出する予建Q

受謂括望篇は︷刃

貫は十五名︑受講科は︻万五千円︒

同研修所へ︒

梅沢局長を迎
え原産懇開く

日準線子力産業会議は︸月二十

一月二十七出︑工巣クラブで

欝クラブで︑第二十四圓原子力難

七日午後︸時から丸の内の目本工

業懇談翁を開く︒滋日は﹁諏子力

界の展望﹂と題して︑掬沢都臣瞭

ーーUQ一

鎌脚灘轍

ことになった︒これは原子力発

日所の大谷撒化で︑格納量器が

社がPW貧用に開捲したもので

大型になるのを郷えるためWH

ぽなノままへ ︐ヒ
を﹁
な
︵股圏内頚憩窮囁﹀

れ蔓髭t？費隠﹂

仙も二『餅跨四饗瞬喰

間した︒

は大洗工学センターの原子炉実寸一耀︒

襖型に据付け︑翼二一と岡じ月回

︵股期内圧45冨薦︸

通常の格納偽麟

注国されている︾通昂浬転時に

てお潅︑万一の旧故︑冷却材そ

格納容羅内の冷凍畿で氷を作っ

う失賭に自鋤附に格納谷器内の

熊気をここに纒き︑蒸気のエネ

ルギーを吸収させる▽これだと

氷の融解熱の利用でエネルギー

吸収効率が戴くなり︑このため

従来のものより小型にでき︑蜜

実社・営撚所ノ幽、人阪九漕も尋襲r墜｝し鵬

中聞本篇は︑石油確保策を中心する︒し陀がって︑原子力蘭発の
に述へており︑その中で原子力に推近は︑中・長期的にはわが国の

発生袋高等による放射化爽験︵七

送宜勾もの︒糧水炉等ではテレビ

なお︑同調査団は今鎌三月宋濠

一で︑石濾の確保︑53発と桝行してため三族贅言系雪山の体質強化1
⁝原子力開発を推進することが望ま 一が必要としているQ

晦翻癬融中間報告まとむ

原子力開発の推進を

エネルギー対策の根幹をなすもの は今後もひつ邉が予想され公審対

なる燃料集禽体一体の溺七十二本

この照射試験によって①米AE

ついて﹁国際的に署干遅れ気味の

て中近東︑アフリカの政彌︑麓油

である︒

Cの安金創査を受けるので︑わが
騒の軽水炉リサイクルプルトエウ
ム燃料製造技術の水準が一際的に

わが圃の原子力開発も︑七〇年代

実証される⑭わが團の軽水炉リサ

後半に軌道に粟り︑八○年代には

関西田力は一月＋四日︑昨無末の雅源開発調整讐講会で承服された大湧詩抄所の建設諭画を発表︑

官憲される③プルトニウム燃料の 石抽会社の対策︑消豊国政府︑石

イクルプルトニウム燃料の性彪が 国の石油政策︑これに賊する照際

近く政府に原子炉設櫨および殿気工作物変更の許町晦諭を提娼する予驚であることを明らかにした︒

このほか︑石油の低廉︑安定碑保

一しい﹂としている・

のため︑①輸入先の分散化と︑田

的に異験を始める予窟の食品照射

D︑OPEC︑英︑米︑西独︑供フ
給のため原子力開発への期待は一本海・東シナ海等での石漉盗源の
の第一段階をしめくくるものであ

W講騨麟螺順
子炉やサイクロトロン︑中性子一

曝

〇％︶が行なわれる計圃︒勢集人

に基礎的な照射鍵験が行なわれる

幾の改質︑殺虫などを主なテーマ

の予備笑詔命として︑堂画は米︑

と予思されている︒今回の照射謂

研究驕兜の磁壁な基礎となるもの

原研R一研修所
田本原子力研究所ラジオアイソ

墾田まで豊門課程一﹁放射化分析

下嚢所は二・吾かb書芸

︵耐熱フノ繁ゴム︶の⁝このコ⁝スは放射化分析の塁礎

る︒第七暑璽では来奪度から厳器

規模な密種輪帯研究用にあてられ

第六零歳は試験管などを便った小

物性テスト用に使用する︒憲陀︑・応用についての実駿を中心とする

ストマー

コース﹂を閣聾することになり︑
鯖五瘍竃は︸挙上から岡研究所で
一
試験を進めている新規物質〃エラ⁝研修生を募集している︒

第二糠の三つの照射籔のうち︑

貯蔵されている︒

五千犠のコバルト6G罪源がすでに

から六千万円で購入した二十三万

にカナダ原子力会社︵AECL︶

受講生募集

ことになっている︒

どを使用してきた幡水炉リサイク
ルのためのプルトニウム燃料開発

コバルト60照射

施設の新棟完成
原研二士研究所

日本原子力研究所の篇騎研究所
︵本四健次所長︶は︑一昨無五月
置らコバルト6⑪照羅棟の増設エ聯

を進めていたが︑このほど薪糠が

とになった︒

晃成︑近く本格陶異験を始めるこ

衝に要する費用は約三億円︒

①R︑ノルウェーのハルデン炉な

この照射訓翻は︑従来米国GE り︑この照欝試験の結果が今後の

期待されている︒

報が入手できるーーなどの成果が

ストン炉による照射についての柄

いての悩報のほか︑W11社のサク
てるため派巡されたもの︒0鶏C り︑工不ルギーの三二かつ産殿な

外依存度が葎％に近いわが国にと

本格的発展が期待される︒原油海

決めによって行なわれるもので︑

協力を褥て軽水炉へのプルトニウ

験結果など動燃郡業団の燃料につ が園のエネルギー政策倹附に役立

それによると大鰐発電所の一︑毒機とも落＋七万五千KWの加軍水慰軽水炉︵PWR︶を採用︑同炉物運特性︑照射雛動︑照射後試 独会社の政策簿の構蝦を得て︑わ
瞳に態漉して一暑機は昭頽五十一年七月︑二号機は五十二薙一月．民青煽予足︒紀建設費は一儲横約千

同︶を建設中であり︑今回の大飯

毒機︵各県＋二野六千KW︑

七十轍円︑二骨機約八百総高の合訓約千八胃七十億円︑また初麓揖燃料雑は一︑二骨機とも各首十慰
円としている︒

斎発電所はわが圃初の喜迷は︑大飯竃所望が蕉︑二
総懸羅が＝琿︑しかも八＋秀六千
W級原 子 力 発 聡 耕 で ︑ 一 ︑
とも原子炉系︑初畿衛燃糾の隙隙 ⁝KWから笛十七万五千KWに出力発聡所の二塾を頒え建．礁・訓圃中
のものは五基となる︒

磯町大赫地区は束の明浜地区︑西

なお大飯発電所建濃予鰭地の大

工を繰り上げている︒同社はすで
の高浜地嫉のほぼ巾間で︑北に若

約者は米田ウエスチング︒ハウス︸アンプされ︑このほか︑岡社七男
︻
︵WH︶祉︑タービン系は三離職機が三薙単︑八〜ヤ男機が四駕漕
工が庶契約となり︑難解化準は一
に昨卑や一月に夷浜発電所一会機

︵三卜四万KW︑PWR︶を運藻
開湾︑象に小瀬瀧を工む大轟半働

号機約七七％︵輔入廊縮約二三
％︶︑二号機約八O％︵間約 二 〇
一きせ︑このほか︑美浜 一号機︵五
の先端部︒

％︶左予定している︒塞た闘発鍛
所には︑わが国で初めて絡納容羅⁝十万KW︑問︶︑筒療発予断一︑

武︶で照射試験を行なうため︑こ

米屋のサクストン原子煩︵PW 九躍力会祉︑一二菱原磁力工雛等の

動力炉・核燃料開発事業団は︑

h寸
サクストン炉で 臨機
Hn身試験

動燃︑プル燃を発送

の墨化のため・w碁が鐵鰯
もつアイスコンデンサー付絡納容

設副した格納容器内に水の内壁を

器が採用さ2τており注園されてい
る︒

関魎電力は︑畿近の公憲問題に

リート造二階建︑三三三五＋

なおこの試作燃料交換機は戯動
に終結耀機川騎エ場で盛気中での機およびガス圧で駆動宴筍方式が

ざせようというのがネライ︒すで㎜

し︑その成興を冤用機製作に反映予定︒

どでこのような爽寸大模型を試︸条件で作動試験を行なう詔画で︑
へ
作︑試験を行なって問題を摘出一八月頃には一応の成果が褥られる

カメラ等によって交換機による燃

搬詠長財伐田釈丸の内1輯2開1東京海Lピル

工壕〆膀箸響富上蛮岡土函門迎織豪霞辱鷺

よる火力立地の遅れを原イカ発電

平方麿で︑三つの照射璽︵第五︑

﹁常陽﹂の燃料交換機

実寸大模型を試作

滋な仕様は︑長さ約十一・九層︑

げられるとい兎

ワ／／〃〆／〆考定成長の総目と学会祉

す。

食胃癌嫌健康騨品の各分野で奉なする

この概観の本を肴てていきま

力

子

めの照射試験︒送られた燃瞬は混

この第二榛の規模は鉄筋コンク

のほど︑同事業団集海事業所で製

命酸化物燃料ペレソト型の炉心照

ム燃料利胴の可能牲蛋異聾するた

所で補おうとしており︑業革兼の

クストン向け発送した︒

六︑七号整︶と線源貯蔵プールか

造したプルトニウム燃料を米騙サ

射用燃料藤四本と︑五％のプルト

電調霧でも大鋳発電所をはじめと

これは鋤燃田圃囲と米國ウエス

チンヴ・ハウス︵WH︶辻との取 器ウムを含む燃料露六十へ本がら らなり︑問研究所の第一照射野に

翻士躍機
路士好機製︐爆会社はこのほど︑

東京都申央区京橋三丁目二番地

緩霞了しているが︑五三雲とられ︑その墨げ力は吾♂

ムを使うが︑こうした虚語のナト

幽レた︒常陽は冷却材にナセリウ

寸大模型を冤成ざせ︑開嬉戯に按

﹁常陽﹂に用いる燃料交換構の実

動燃鰹榮酬が廻設中の品雌実験炉

大映株式會就

へ．

惣設蹴内圧も五分の一程度に下

無限に伸びる発酵の木

一

する篇工繰り上げ︑出力アップが

に比べ瘤工繰り上げとなつ ヒ の

厨立っていた︒照十四年度餓關審

隣接して建設されている︒紛工費

線源貯蔵プールには︑昨隼八月

は約一億六千万円︒

一0ワQりQ−0一
美浜二号用圧

力容器が完成

未知の分野が多い︒常陽の燃料交

よだ曵界的にも煽発漁上にあり︑

リウム中での機羅の作動技術簿ほ

一二艶鰍工神戸造舶所でかねて製

換機は鎌継炉上部の回議プラグ︒エ

三菱癒工神戸造船所

作甲だった︑関閥鍛力美浜原子力

出し入れ機とは別で︑炉心の燃料

発聡所二碧羅︵PWR︑五＋万K
に掘想けられるが︑燃料の炉内外
W︶罵の圧力容器がこのほど禿成

し︑奨浜発電所建設現場向け発送 や制酬揮︑可勤反尉体鱒を炉心周

内径約釜・四綴︑懸隔約二薫八十

辺部に設けた燃料貯蔵ラノクに搬

舜で内面をステンレスで内張して

濁速蝉では全くのメクラ操作︒そ

料つかみ工合等が察知で溜るが︑

された︒ ︻写翼︼

いる︒運隔は来臨六月の予感︒

鮮5つ襲Σ町三一G−1
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煽してから旧年単︑研究も灘み成果は藩々あげられている︒本紙は今回︑同奨験場の爆畏・佐

9＝＝
二鱒

伯賊髄博士をわずらわし︑これまでの成墨をふり返ってもらった︒
臨⁝一

海洋での放射
性物質の動き

葬

た︒豪た臼本沿岸各水域しし北太平

海水から生物への濃縮鎌数を求め

度と痴職して︑ストロンチウムの

イシガレイ︑ゴマソイ︑アイナ

係数はいたって小さく︑ヒラメ︑

ることが観察された︒しかし覆縮

したが︑海域による差はほとんど

にしかならなかった︒骨やウロコ

ンチウムは海水濃度の数十分類〜

ともに移動してセリウム幽とスト

必要があろう︒謡えぱ汚染水流と

業脇の推進には不向きであろうQ

研究も︑このような国方的地池な

つつある︒

必要な狡術の向上と麗麗をはかり

の放医研臨海実験揚の果たすべき

を生ずる町

たれば公害

これをおこ

考えられ︑

成されると

によって逢

な協軽作業

究沓の無援

る高度な研

を際業とす

がりの見落しのない藍視は︑それ

ある︒環境と入聞との複雑なつな

は︑欧米の例からみても明らかで

まだ難解嶺による放射能の日次調

今後と高続けたいと考えている︒

のであるから︑このような調査は

と︑蒔代とともに変化していくも

差︑地方差のあるのはもち論のこ

常生活︑食生活の様式は︑個人

褐つつある︒團民の職業現境︑日

資料では把盤できなかった知見を

城県那珂湊市とで窯癒し︑饒存の

代表的漁染地の千葉懸和田町と茨

費の実態調査を︑中部太平洋岸の

要がある︒したがって永薩食品消

て︑海産食品摂取の実態を知る必

産生物への濃縮の知職にあわせ

推定の醒めには︑放間性物質の濾

れる予定Q出席希望ならびに照会

料慨損に関する討論などが行なわ

ザーによる燃料の限界ならびに燃

発表︑燃料設計者および燃料ユー

開かれる︒掬盟各國の三尉結果の

した燃料に嘱するシンポジウムが

ーのゲイロで︑ハルデン炉で照射

ド群がら同一︑卵輝の間で熱抵抗は

爽聖臨み釜げていくと︑水銀柱ヒ

胴＝

このほどこれら工鐵が発了したた

め二月篇一細から通水を開始する︒

ハルデン照射燃料に

関するシンポジウム

査とは別に︑ラジオエコロシーの⁝は原麓︒放射線麓業開発課康で︒
一
知見を得るための研究的解析調査︸

三月二田から四三闘︑ノルウェ

から費金面

が必饗と疑え︑それに必要な技術

融解トリや微熱安定元粛定璽法を

ノクグランド・へータ線スペクト

六六貯︑A4判

︵躍気技術墓箪調査婁貫会︑二

○原予力士三所耐震設副技術指針

ll原産資料室便り一

影

︐㍊纏
や身分上で

として︑海洋試料についての低バ

助金や竣託

りがちの補

開発中であり︑近い涛来に予想さ

饗
不安定にな

費によるプ

れる試験放出に対処し得るように

接︑燃麗対を封入するためステン
レスとタンタルをろう付けする必

要があるが︑この技術は原研で開

定カプセルは︑

燃料ビン内官の
核三島生成ガス
や水蓄髪のガス
圧を炉運転中に

測定するもの

ミウム櫨を引倒比島に配照したも

み用いて発煎させることができ

インパイルクリープカプセル

る︒すでに実用されており︑有用
なデータが得られつつある︒

は︑照射中に口口荷重をかけ︑そ
の変位な測定するもので︑JM珊
Rで開発中︒このカプセルは大き

な変位と微小変位とをそれぞれ測
ろのエァ

氏七酉五†風で最大荷賑衝二十菌

長︒現在高超炉胴被覆讐材料を姓

マイクロを用いていることが特
ス式圧力トランスジューサーを用

圧力状況下﹃︑便用できるエアマイ

捌気中で︑しかも特殊

クロが開発きれている︒

り︑島温．

緒かけられるものを製作中であ
の変化として捕えるもので︑近く

ルは︑○一十MeV豪での広麗な

熱中性子カセット・オフ・カプセ

炉内データも出る予定︒

のダイヤフラムの変位を励磁コイ
ルとプレ：ムによりリラクタンス

いた遮続測定方式︒圧力センサ！

で開発中のものは可変リラクタン

定する︑機能の酷なる
は各櫨方式があるが︑JMTR

で︑動力炉用燃料の設讃資料と
して還要となっている︒測定に

嬰翻・︑乳

FPガス圧測ため熱中性子璽のつちの一部をの

ですでに試作はなざれている︒

がある︒熟唱対は輸入たが︑圃内

この利用ではJMワ﹃Rのみならず ので︑巡中性子はカントオフされ
JRR−2などでも数多くの実績
ないから燃料被卓筆には速中性子
の鷺vtを稼ぐことができ︑しか
も燃料自身の蕩出力・筒熱焼度の

発されているQこれにより燃料の
炉心温度測定が答易となったが︑

のまわりにステンレス臨調のカド

心温度亭選定するもので︑熟電凝
工不ルギー領域毎もつ炉内中性子
としてはタングステン・レニウム
スペクトラムか6熟描よび熱外中
でタンタル被麗がステンレスの揚 性子を取泳いて︵カントオフし
て︶照射するκめのものであり︑
主として講速炉刑紙科の照射試験
を対象として開発したもの︒試料

＝朧一一二＝篇＝雛一雛一＝一隅■＝﹇＝鞠一二儲二一＝曽二冊＝＝一一＝篇＝＝一雛二＝＝一＝一一需＝一柳
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ロジェクト

銭源であるガンマ⁝稲束の変勅に
も摂氏二〜三度以内の制御磁で剃
た実用化されたといえる︒

伽がなされており︑この方法もま

できるよう試料を回転させるも

園転カプセルは︑速中性子束の
勾配の大きい所でも一様に照射が

口によって炉外の翼窒制御綾齪に
連結され︑必要な翼窪度に網価さ
いた例では痩薦挙薗度の試料熱度

れる︒ベリリウムの蔦温照射に用

ゆ8

ﾆ自開発がほとんど一蝋
⑬♂

ことができないため︑内部にガス

は︑制御据入替えなどの外乱に鮒の︒炉の構造上︑孚で回転させる
して擾氏⁝了一㎜一度の制御幅で制御

内貯水池の建設を進めていたが︑

じよう︒永

ため︑那珂川からの取水施設や構

工学センターの用水等を供給する

究所の原子炉冷却用水および大洗

燃垂垂発事業団は︑かねて大洗研

日本原子力釧究所と動力炉︒核

那珂川取水施設

二月三日から通水

の安全性騨価に︑この櫻騨騰査は

たシラス︑シラウオの摂取の影響

役罰と費任の璽さを感じ︑研究の

このあたりに自立研究所として

など窃あげられる︒環境放射能の

水駅向上と総含化とともに成果の

ロンチウム90をエラと轡に濃縮し

距嚢な構綴として考えられるQ

モニタリング
臼常調査は施設嵩やその他の機関

と放射生態学
放射性廃液の沿岸丁田に伴う環

法としては︑寮内モデル爽験と野

実用化につとめつつある︒研究方

って︑ルテニウムの海囲物への濃
で驚期陶に爽癒されるとしても︑

をはかっている︒例えば体内被曝

外調査とを組含わせて現象の解明

護裂貫会︵ICRP︶勧告にのっ
ラジオエコロジー︵放射生態学︶
の第三者的監視が必要とされるの

研究を通じて国畿働生的見地から

境讐理のだめには︑国際放射線防

摂すべき器宮の放射線覆曝を究明

だと考える︒

㍑甥翻鳩簿撮難賊塁

と︑海陸にまたがって広く放射性
物質が放出された場合には︑海獣
食晶として摂取される罰禽はセシ
ウム溜が四︒九％︑ストロンチウ
︸
ム90は○︒万％にすぎない︒セシ
㎜
ウム瑠では競類︑ストロンチウム

難瀞

ﾅは葉粟類が四〇％を越してい

る◎問体放射性廃繕物の深海投更

のように︑二千厨目深に処分され

統性の見地

能性すら生

する必蟄がある︒したがって︑た

とって︑最も黒餅となる集団の注

縮を減少させ褥る町能性をつかん

海産食品から
の摂取の調査

顯簾慰鑛緯野禦塑

観察ざれる︒コバルト60︑セリウ

ム幽の翼験もほぼ完了し︑現在デ

の放射性物質の艘縮は冷水よの陸

ータを獲理申である︒ハマグリへ

水の方が習しいことが︑識バルト

ﾉついて観察ざれた︒また魚で

は︑スズキのヨ鋸魚とセイゴと呼
ばれる︸年魚とを比較すると︑ス
トロンチウムやセシウムの体内へ

敷医研臨海爽験煽

在炉心に捜入されているものの九

イルループ︑水力ラビノトなどの
ほかに照射用カプセルがあり︑現

数焙変化する︒ガスギャノブは外

二十一二本は各種炉内附田などがで

密賜型などが五十六本であり残り

隙接触れるようなリーキー型や︑
ステンレスの男望に単に封入した

例えば試料そのものが炉冷却水に

本︒そのうち比較的簡単なもの︑

な照射が開始されたが︑これ豪
でに使われたカプセルは七十九

篇上端に取付けられた翼空蝉騒爆
昨年六月からJMTRのホ格的

〇％以上がこのカプセルである︒

材料試験炉︵﹂醗TR﹂で︑原 こへ真聖黒川顔減することによっ とくに微小選嫌調節弁はわが国の
バブルメーカ⁝が開発したもの
て熱抵抗を変化させ温麗の制憲を
子炉用燃糧や実科を照射するのに
行なわせることが蒋徴︒例えばガ
で︑良姫な性能を為するζとがわ
用いる照射用窒羅として︑インパ
スギャソプを○・四︑ザ騨としその かっている︒鉄鋼の丸嬬引彊試験
片の擾氏五薗麗照射では︑唆一の

暢＝一一一＝＝一一＝二一需一一＝＝扁＝：層一＝一一＝＝＝囎＝＝禰一二曽一一一一瓢一榊一一一＝一＝一一一一﹁需一二＝一一二＝＝膚＝ニ＝ニ︹＝＝一二二＝＝一二＝一＝一＝一＝一二膚＝■＝一隅補一

糠難諜報諜越

の灘細は幼魚の方が盛んであるこ
とが堅められた︒

使用済み核燃料再処理施設の液
体放置盤廃粟物の主戚分と推定さ
れるルテニウム螂は︑ハマグリで
はエラへの艘縮が最も輝く照影係
数は五〇であったが︑内臓︑殻︑
外套膜︑足︵甫嶺︶の順に減少し
ている︒チダイについてみると︑

エラ︑皮︑消化響には海水濃度と

の閥にガスギャソプをつくり・ご

だが︑試料を内蔵する外目と内箭

温度鋼御カプセルは︑櫛の中

豪るやや高尚なものとなっている
同六度が認められるが︑町食部の
これらのカプセルは全てわが国
筋肉については海水濃度の＋分の
ッ作ったもので︑必璽な技術開発
︸しか穂穣していない︒ルテニウ も独力で行なっている︒
ムの海水中での化学型の変化と生

麟難

海水中に現衷に篠齢するストロ
とえ地方的なものであっても蒋殊
肝臓や消化器では四日聞で九〇％
えると思われるが︑ストロンチウ
ンチウム90とセシウム餅が海産食
な
汚
染
径
路
に
絶えず庄飽していく
ムの濃縮に関しては海域による差 が緋出ざれてし語うことも観察さ
滞として︑どの程展に国民に摂取
畷鰻
を考える必要のないことが添され れた︒
されるかを調べた︒科学技術庁資
輿
セシウム麟は︑エラ︑消化器︑
放射性物質は撮水とともに動 た ︒
源調査会による日本人の食糧構成
織︒
肝臓への濃細が認めら3偲るが︑汚
一方︑水槽内での飼脅生物につ
き︑海水拡散と一致して希釈ざれ
にしたがって︑採集した食酪を毅
︾壕
いてラジオアイソセブ・トレー 染海水中での三十臓厳では濃縮は
るとは隈らない︒水として存在す
増加するが︑それ以降は海水と生
サー突験をした結果からみると︑
るトリチウムはもち諭のこと︑海
ストロンチウムの海薦生物への移 物組三間での濃度が平衡に逮し︑
水に溶けた状態で葎在し易いスト
箆分けて︑ス占ンチウム9・玄
行は比較附長朔にわたって序々に 艶事の上昇はほとんど嗜められな
ロンチウム90も海水とともに行動
い︒鉄55もエラや肝臓への濃巌が
・進んでいく傾向が轄しく︑飼育菅

する傾向が大きいが︑セリウム遡

やルテユウム獅は海水中で彪学変
化を鵡し複雑次移動の漠様となる
ことがわかって意た︒つまり物理

や海水中懸劇物への収魑性が刻々

化学的晶質の変亀に伴って沈降性

と変っていく様相が︑イオン交換
樹脂︑艦気圏勤簿の季重で観察さ
れている︒

核種罰にみると︑海鳳堆積物へ
放射性檬鍾が吸収恥よぴ吸糖され
る程度ぱ︑ストロンチウム︑セシ

に増大していくことが皇内実験に

ウム︑ルテニウム︑セリウムの順

よって認められた︒海洋の蓑面か
ら深部への双射性物質の移動速度
を翼地の海拝謁査によって求めた
結果︑衷罎水︑つまり五頁演藻度
内での平均滞留期閥は︑ストロン

三年と推定された︒

チウム90が四年半︑セシウム燭が

海洋生物の放
射性物質濃縮

洋全域から採集した盗面海水試料

翻飼育しても筋肉の箔置性ストロ

メ︑スズキを汚染海水中で五十日

みられないことがわかり︑平均八

出にあたって︑廃液の化学型の調

＝0八ボ鰐／謎縛であった︒海水 に薔穫したストロンチウムは清浄

製や贈蔵蒔閥を醐節するζとによ

5種ビタミンを加えた強力型

監霜膠講書4：コ野』魍強制

般紙紙

羅書舌東京（543）（大代衷）川董番

5ミリ錠・25ミリ錠・50ミリ錠

斬型活性ビタミン剤

キ
譲撫灘

性子束やガンマ線束がサイクル中
を行なっており︑その笑用性が証駆動のベローを設け︑ベローの伸
物濃縮との関還を瀞紙雪気泳動等
で変動するにつれ試料の温度が変
明されている︒
縮をずールナノトスクリューによ
の手段で追究してみた︒現在のと
動するのを一定温度で照射できる
混合ガス温度制御カプセルは︑ って圓鰻力に変えたものである︒
ころ︑ニトロシル︒ルテニウムの ようにするもの︒いくつかの制御
ほぼ似た原理だが︑内外筒間のガ 回転は百八十度回転で︑自鋤的に
陽イオンの挙勤をとる錯イオンの
方法が用いられているが︑買聖餐
スギャソプに熱伝導率の異なる二 一号三回回転さゼることができ
細カプセルは︑全く独白にわが国
覆のガスの混禽物を充翼し︑混合 る︒この方法も全くわが圏群論で
生物濃縮が盛んである傾晦を認め
で開発したものであるQ原理は魔 比を変えることにより熱抵抗を変開発されたもので︑すでに翼用に
ているQ放射性廃液の沿岸への放
法瓶と同じ翼空断熱を用いたもの
えて制御する方法︒これは外圏で 供されている︒
広く用いられている方法を羅産技
中心温度測定カプセルは︑二酸
術で完成爽用化したものであり︑ 化ウランなどの燃料の照射申の中
三〇％が減少するに留寂ったが︑

海水へ戻しても三十日閥で一

○一

中の安定元累の濃度変化は︑放射

東京都中央区銀座5−12−8
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軟体勤物︑甲穀類︑魚類等のか
なり多糧類におよぶ海薩生物を分
析して安定ストロンチウムとスト

海域差のないSrの濃縮

ロンチウム90をだ懸し︑海水の漢 日間でも豪だ生物濃縮が続いてい

生物への濃縮係数は小

・の安定ストロンチウム濃度を堤測
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昭和46年1月21日

美しい印刷にはビジョンコートを

昭湘46隼1月28日
毎趨木曜日発行
﹁

サイクロトロン

装置建設 契 約 に 調 印

二月二日午後一時から二隠謹で︑

饗展は港匡瀞畷の糎山騨儀所で
与謝野氏︵原子力委鼠︶逝去

ン︑仏のトムソンCSF︑麺独A

サイクロトロン・コーポレーショ

ｴ子力婁員●与謝野粗塗はかD ⁝告別式は同型当所で午後二時から

で病気療獲中であったが︑皿駅内 ニ蒔馨︑とり行なわれるQ

尊

8Gの三脚︶による撮名競争入札
評

羅奪
事

驚〆／︑

イ

を行なうことにしたが︑この結
果︑トムソン祉が階札︑こんど同
社の日本代琿店である国際技術交

一

暴社との間で契約が結ばれたわけ

である︒

契約によると︑陰暦研に建設さ

十目麟午酌需隠竃分︑肝性魁睡の

れるサイクロトロンはAVF︵隔
型集束︶型︒その歓能について

故与謝野秀氏は︑昭和三年束大

法科卒後外務省に入り仏図勤務を

ふりだしに中国︑スイス︑ベルギ

ー︑エジプト︑スペイン︑イタリ

ア各国の大・公使等を歴任した

が︑四十三無二月の人購て原子力

委員に就圧︑虫として国際協力問

をつとめた︒

一﹁一ri﹁

一一

題を撮引してきた︒オリンピソク

は︑預陽子︑陽子︑ヘリウム3粒

六や五歳Q臼宅は東京都港区酪麻 東京大会では組緻委貴会購務総長

ため虎ノ門病院で死去した︒亭年

布二丁や一−四︒

子︑アルファi粒子が頒速でき︑
一曲貫会は同年六月に﹁放医研に薩 それらのエネルギーの範囲および

爆鑛講49年3月までに納入
科学技術庁の放出線医学総合研究所は一月一一＋日︑国際技術霧社脅桐手方︑仏のトムソンcsF

﹇薩業の麗度化討画を図ろうという

﹁一覧一一一一一一一一隻一一一一一r一一覧﹁一一一一一ゆ一葦一一一一一一一一隻P︻一

十六〜一ご十五懸EVで四†雷第︑ 四十九年三月末日︒

外酪取出し鐡痂は︑電陽子の綿禦岡

一一一

療用サイクロトロンを建設する﹂
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二一

祉を連帯保証人として︑医瞭昭サクロトロン装躍建設に関する翼約を結んだ︒放医研のサイクロト
と決めた︒

こんどの放医研と園率爾術交易

撮ンは︑回研究所が︑サイクロトロンから出される麗エネルギー粒子線によって悪性腿賜である﹁が
ん﹂峯治療したり︑同按躍によって酸葉やチノ素︑炭素︑鉄︑スト嶽ンチウム︑セシウムなどの燈非

四一八十M廻Vで二十岱箸︑アル 謝鯛の精別研究に指定し︑速中性

陽子の場合八〜四＋MEVで二＋ 放医研はすでに昨年から﹁速中もの︒
⁝
雷拶︑ヘリウム3粒子の場合二十拳線の愚輩舞﹂を五力妻

ヤ三日︑口口︑英国︑西独の三一

監本顕子力発電会社は︑一月二

日本原子力発電会社

調査班を派遣

高温ガス炉技術

関する契約は︑この婁歪面決定に

社とのサイクロトロン踊躍建設に

ファー粒子の揚禽三十二一七十M 子線のエネルギー分布や吸収糠量

いることを主圏割として建設するもの︒トムソンCSF社はこれから同袋躍の設副製作にとりかかる

墓つくもの︒これよりさき︑放臨

命アイソトープを生産しそれを呼吸機能や血液澱の測定あるいは骨︑心疾患︑血液疾患の診断簿に用

が︑契約によると︑国際技術交局社は︑付属機盟等を含めた回収テスト楽行なったうえ︑四＋九無三

中照酎や分劇順附など︶等の治蟹︸

EVで二＋窮〃を保証できのもの の測定あるいは照射技術︵購書集

倹討結果をもとにオランダのN・ 等となっており︑ビームトランス

研は︑所内に設けた離轍婁員会の

⁝とから︑この性質・を利用して︑Xの研究をどうするか︑委員会内に

月末までに同装澱を放医研に引渡すことになっている︒翼約金額は総額約七億八千五百万円︒

成人病のなかで﹁がん﹂の占め

︸

同調査班は・前記三国の高温カー

長︶を派遣した︒

︵リーダー・湯原陥開発謝画室次

いるが・サイク・ト︒ンの建設が⁝ 国に﹁瑚温カス炉技術調査班﹂

方法に関する呈礎的研究を進めて
アイソトープ無漏用二本︵気体と

V︒フィリソプス社と単独の照照 ポート系は謡扇用重直下人一本︑

額等の点で折合いがっかなかっ

建設錆負交捗を逗めていたが︑金

順調にいけば︑四十九年慶頃か

同懇談会は﹁可及的速やかにこの

固体︶︑生物照射のための大線量

ん﹂制圧への貝体写研恥生閣始写

ら︑これらの成果をもとに︑﹁が

懇談会を設けて検討させた結果︑

照鮒屑鳳本︑生物照射や物琿測定

線︑ガンマー総および二子線によ

に用いる齢用照射用二本が取付け

る治簸が行なわれているが︑がん

横を再度倹臆するとともに︑こん

た︒このため放車回は岡鹸羅の仕

る丞要性は近鋸益々増大し︑その

子線源としてはサイクロトロンが

研兜に漕手すべきであり︑速中性

ス炉および開連施設の建設・運転

するもので︑氷園では︑フォート

月日からその技術耐可能性を調目

や今後の一画についてユーザーの
ウムー﹁原．＋力発電所に関する経

られることになっている︒納期は階る︒

麺漫﹂と結諭︑この報告をうけた

イクル確立のための政府の助成策

どはフ社を含む四祉︵他は米国の

制圧に対する国罠的要譜は︑とみ

るいは低酸累の細胞があって︑そ

細胞の中には一一二％の無酸素あ

野でその治療法に関する研究が進
れが放射線に対し抵抗力が強いた

に引出っている︒これ藻でも各分

められる一方︑臨監的には外科手

る︒しかし最近︑この療法につい

一天︑化学療法︑放鮒線療法簿が嗣 め︑がん再発の原因ともなってい

いられているが︑いずれも︑延命

西独︑伊両国へ調査団

〔㌶口喉しルアノグ｝

︸題﹂︵二日圏︶の二つが開かれる ・セント・ブレイン発電所︑オー

多方颪◎研究分野に利用されているサイクロトロンの操作技術を詳説．

新日7紅製鐵

験﹂︵三ε闘︶と﹁ウラン濃三聖

い欝戟と甑やしつづけま5，

㈱炉心燃料管理⑥ジルカロイ管の

郵侮喬穆1Bり

㎜ほかまらには象が原懸辛

ム戸戸所など︑英国ではドラゴン

クリソヂ国立研駝所︑どーナボト

る隣しい舞の隅免に、阻りな

叢

札たち【ま、，多、戸li卜紀の喫採1

IH1円軸

鷺衷｝

竃誌歯聖｛03）桝2｝｛m｛人

が予定されているし

．五周年にあたるため記念講演︵一

リングフィールド燃腿工場︑原子

﹁日鼠︶が企画さ3／︑また︑シンポ 炉︵ウインフリス研寵遇︶︑スプ

ビルを建てる……？！

仕域の変侮の動向など胸二十項目

団員の氏名所属は次のとおり︒
大村達郎︵束芝︶︑黒田

都甲泰正︵東大︶

力公掃︑中央鍛力公社など︑西独

るのぐ30づばらしい進媛牽

ては︑達中盤子線が善しい効果を

が麗でも放医研がラノトを使った

通産省核燃料産業の確立で

団鼠

無畏

シウム﹁原子力塵業長期ビジコン
の展望﹂︵一日厨︶︑パネル討尋

まく「るしい灸所匠1血面してい

効果はあるが︑術後︑一語随一や

バン・デ・グラフによる配属等に

主な心耳先は︑⑳融原子力蚕

︵原研︶︑寺沢磁一︵日立︶︑西

和夫︵新金磁協会︶︑武谷瘡昭

億雀「見3る技ゼ膏軒の時氏「二

111H門』1監

蓼13，500

鉄ξ彌をぎ凝と3るク∫墾∫も、臼

あげうることが明らかになり︑わ

待できず︑その多くが再発などに

よってこのことを確かめているQ

通産省は二月六日から二十三日⁝

間︑西独とイタリア03心奥に﹁欧一畏会︑ユーリノヒ研究所︑A旦

G︑カールスルーエ原子力研究

決すへき諸問題庵提起するととも

その法案作成作業を進めている︒

進肇﹂︑雍出するため︑い京︑一今週中に75％

氏の含罰五人である︒

行︵東海発亀所保欝欝鎌継︶の四

術本W⁝電気機械蝦蟹長︶︑黒見尚

充司︵闘副主査︶︑塚田浩司︵技

立伍昭︵開発計画竃主査︶︑武田

メンバーは︑湯原齢氏のほか︑

帰面園は＝⁝月山ハ日の予定︒

演が予定さ41ていることなど︒國 ・Kなどを訪閥︑調査に当たるQ
内外か︐多数の専門厭が集まるも

高度化

のとみられ︑その成果が期待され
ている︒

機電

促進法案を検討
薩街
臼塞鳳子力離業会議は三月十

に︑多角的な検討を平凡︑また︑

します9きのノの夢がきホノ

半身マヒ篤を起したりで完治は期

よって死亡；というのが幽間︒と

性子線による﹁がん﹂治療のため

そこで︑原子力委一会は︑速中

くに放射線療法については︑がん
細脇が正常の組織細胞よりも放慰
線に対する感受性が篇いというこ

正東大教綬︶を派追する︒

友金属工業︶︑各層密明︵三愛原
子力︶︑衝原剛彦︵原研︶︑細田

電︶︑大西忠勇︵神戸製綱崩︶︑
北野昭彦︵東電︶︑小西隆男︵住

⁝ 所︑イタリア原子力講説会︑践 村敬三︵古河聡工︶︑福田五郎 会﹁漂芋力発躍所と環境問題﹂
ではユ；リソヒ国立研難所︵AV
NEL︑フィアノトなと二十数カ ︵動燃事業費︶︑藤井哲博︵関 ︵二U醤︶や十一の特別講映・認 R︶︑ニューケム燃料工揚︑B・B
所で︑調査費厨としては①軽水炉

ムの薪水炉利用③国立研究機関と

正︵憲締金醍鉱業︶︒

燃科技術の取得方法慰ブルトエウ

民間企業との共醐研究④核燃料サ

国際綻ンニつを企画

通

通産雀は︑鳳弟六十五通常國会に

五︑十六︑＋七の三日間︑東承・

際パネルを設けるなど︑国内外の

世界に共通する閾題については国

年次大会の準備進む

平河町の罎本都冷センターで第四

﹁機械工業及ひ羅子工業商度化促

回年次大会を開くが︑いま︑その

るが︑今週申には七ム％出力での

終没階を迎凡︑試運転を耀けてい

宮庁検査を受ける運びとなった︒

轟響禦蟹欝欝蟹紀伊國屋書店雛藩森1♂31410！31

㌧弓マ♪、興‡26》

準寧都ぞ

本祇

州核燃倉皇︵団長廓墨
わが園の核燃料産漿は康子力発

羅の本格化に伴い︑企漿化に向い

つつあるが︑当颪は建国企染の下

燃料技術の泡歩いかんでこの状況

請け的状況にあり︑今後米国の核

同調査扇は︑わが国と岡媛に米

からの脱却が困難と予想される︒

これは・今年二某で覆切蓋試運転終了へ
となる随妾−﹁撃工業振塑 肇勢福農讐藻

める︶︑これるによって︑システム

警結了カ一を新規に含めハ政金で驚

も︑従家紺象とされてなかった

な願望にするとともに︑その内容設工購選捗躍は︑九九・九％と最

機︵BWR︑四十六万KW︶の粋

権威者︑専門家による瀬見の夢更

まってきたが︑

興臨時措自滅﹂を改正して恒久的

面隠尊意法﹂および﹁機械工業振皿 策猟恥力総懸原で力発蹴癬一蹴

剛されるのは︑過去三鯛を通して

もし、それこ｝めりれ荘い、

1瀞rli｝［

o．

Conferen

MlllllM響11

ll・・…

ロ

を図り︑国際的協調の町能蝕をさ

現在までにその大筋がほほまと

ぐる一というもの︒

るため︑愚子力麗業のあり方︑開

初めての混みである国際シンボシ

ごの中でとくに注

を臨み︑岡時にその謎現のため解

発規摸とその磁力などの雨期農隙

下で熱帯力慶業へえの期待にごた

壌ます発展するのわが圏経済祉会

今回大会の基本同着は︑今後旗

国から軽水騨技徳を鰹入︑これ山48 漁燈が順調に進められている︒

敢漉し独自な圃翠巌を進めている
西独およびイタリアの講演を対象
に︑その技術の取響方法︑政府の
助成策︑暴力会社およびメーカー
の後理り︑鰹水炉燃糾の進払の状
況などを翻厳しようというもの︒

Bり奮短rwo露h5社のサイクロトロン関係新刊書御案内

私たち1よ、その可能蝉に擢通

藍ピ．Φ

21，600

苧

802p．

豆dbyRWMdlroy
2

1971

1969）

September

Oxford，

at

（Held

3i。羅。gy・

Me雪αllurgyαnd

卜em15，ny，

ln

1970

Amphlett

B．

C．

by

Ed．

CYqOτRONs

。U5匠S。f

CYC」αORON

．5α旧網瞥erm雪ionol

ほぎ1し閥ヲし

由開ゴ達

みせる5

へ

］

…M…W・・・・・・・…』・・・・…新刊書御案内・・ili11111M・ll

一

〈原産〉

純然たる核物理分野以外でのサイクロトロンの利用研究を内容とした会
議の会議録を中心に編集，

月面に

甲」葵

都

800円

●

昭和31年3月12日第三種郵便物認可

τ年分前金1500円
●

（送料三興）

購髄料半年分箭金

望部35円
︐

サイクロトロン装齪の建設凹凹に調印し、握手を交わす御
斜生放医研所長とR・ナンケット仏トムソン社営業部畏

籏蓄東京5895毒
電護舌（591）6121（代）

策京都港区新橋1丁目1番13号（東解離館内）

講
ム
㎎
産
踊

子
原

本
行所
ρ

一第560号一
噌

鴨

聞

業

力

米 A EC

運転手続の迅速化へ
AEC規則の改正を提出

今回AECが新たに握案した改四十五日聞の再検討がなされる茨
ていなければならないことにな

いて︑あらかじめ十分な検圧をし

転という考えは︑現在の黙出力五

千KWによる試験よりも︑会社側

えるものと茂術関係者はみている

に良好な試験を実施する機会を与

が︑さらに罠好な試験結果を織る
ためには三％での運転が必要とみ

本との縁も鍬かっヒたけに︑圓埋

0273−46−1639（直通）
0273−46−1211（原研内線一347）
群馬県高崎市綿賀町 講本原子力研究所内

事の死は大きな驚きと製しみをも

安田火災海上

マビール理事︑遭難

財団法人放射線照射振興協会

Cの饅的は他の機関からおくられ

マビール理嘆は一九四一庫にエ

五二無CEAに入り︑風鉱開発部

ご遠慮なくご相談下さい

って馴県勢に匙えられている︒

長として仏のウラン一業全般の開

叫

験託

試論

安田火災の長期総合保険

た報瓠澱や証明報の十分な分析力

飛寝譲CEA幹部ら多数
した︒同機には陶鼠のほか︑ビュ

コール・ボリテクニノクを卒梨︑

シ縞即政経理部長︑ブレイク放射

フランス原子力庁︵CEA︶のメジラ近くで墜洛聯故により死亡
マビール理郡︵生麓観取︶とビア

致任者を勤めたQさらに︑昨葎米

ピエールラノトの各原子力雄設の

ともに︑マルクール︑ラア！グ︑

なって︑ウラン悶題を盛為すると

線保安主氏など五目のCEA幹部発を痛導︑六一年置は生座馬長と
を含む十九名の盤人が回乗してい
たが︑月一遣体で発見された︑と

とくにマビール恥曝は︑日仏協

ぢんられ駕

区で︑すくなくとも五力五千ジを

クイーンズランド各は︑し一年

発見している︒

には採鉱を開始し︑ラム・ジャン

グル精鉱所で櫓煙し︑指鉱をすぐ

ペコ妊は︑七六無以前に引残し

にも販売したい意著てあるり

めるため︑国腺的な刮画を立案す

う︒刮醐の指顧蕗はカナダの﹂・

その他照射利回に関することは何でも

慧射習い
ﾆ照羨

に行なわれたCEAの機構敢革で

職を藤任︑臨写通り最二等部の一

理事に宍進すΦなど︑CEAの要

人であった︒

醗を約七万メトリノク・ジと予想

1鉱区での商品位血中のU30露

とで︑カナダの国内外の二二を十
分にカバーするものとみているQ

オーストラリアで
薪ウラン鉱を発見

ぶ開始⁝3る慧向はないが︑﹁契約

交渉は博くしたい﹂と述べてい

外国陶け販売の道が開かれること

が︑早晩︑変更ざれ︑より多量の

U308の輸出国譲をしている

オーストラリア政瘤は︑政策上

したが︑有聴視しているリ

が期待できるので︑AECはサバる︒同社は︑第二地点でも試鉱を
ンナリバー︑ハンフォ〜ドのよう
な施設の可龍姓を倹討している︒

産業界が新政策を受け入れるこ

るかとの質問については︑三万ヨ

食品照射計画を
国際協力で推進

千MWD／τまで照射された使用になろう︒
済燃料を︑無陶六八八メトリノク
・ゾ処理つる工揚の酸廃菓物の永

さらに︹液体中間貯藏︑ポノト・

久タンク貯醜拠を○・○ミ〜一Q
氷国原子力委︵AEC︶と他の
・9嵩ニミル／KWHと推定し︑ 十八か国は︑照射食品実験をすす

ることに昨年十一月同織した︒

開発のため︑初年度二二万五千が

薪機構は︑動物実験による研究

カルミネーシ﹁ン︑周体中郵貯
畿︑輸送︑密覆鉢での処分といっ

た一連の作業﹂による聡数物取扱

麦︑小麦蟹晶の継康上の確認をす

に認められている照射ポテト︑小

の淡画は︑すでに食品として広範

蟹をO・〇三四一O・〇三九ミル の予算をもつものと思われる︒こ

またこれらコストの醤来動向に
ついて︑一九七〇年では︑総再処

％︑二〇一〇年で︑○・○噌七ミ

るため︑動物実験を集中的に行な
理費○・＝○ミル／KW11の⁝五

ル／KWHのこ五％とみている︒R︒ヒックマン民があたる︒

めいた：します

をスタソフにつけることである﹂
と主張した︒

また︑ラメイ醗貫は原子力法︑
水質改善法でカバーされる放射能
や熟汚染とは別に︑原子力発電所︑
から生ずる環境に対する影響があ
ることを認識しており︑これらに
ついても三野と条件を早急に確立

張し陀︒

するため︑適切な機関の設立を主

州家たは他の政府機関の定める

力によるニシェfルでの共岡獣鉱

また︑購空一万には鉱区園原匹鋳

1乃理製︵罵聯3一画超当︶は︑さ を積働配に推進するため活躍し︑

次大会心出貼のため来日して︑同

たペコ・ウォールストン社は︑当

にかかっているのは明らかであ

している旨発羨したり

るQ

︵年産四樹ナ︶が稼働するか習か 初の予偏報告を改め︑レンジャー

ート・ホークスペリー薫水工揃

が︑これは七︻年に︑CGEのボリーズ社と共爾潔鉱を行なってい

工場に向う掌中︑幽郎フランス の大会で招待議疲を行なうなど︑日

る一月ニャ一日︑仏軍用綾でベル

い﹂と述べた︒

マクロスキー講舞は﹁連邦動力

委皿会︵FPC︶は︑水力発躍所

の申舗を受領すると︑その代替目無
源として︑原子力がよいかどうか一

これより数週間前には︑クイー

現か休止中のグレース・ベイ工

ンズランド︒マインズ社が︑ペコ

ら重水を購入

に生麿に入ったとしても︑隠期的

ECが原子力か習かを決定せねは
ばソ感から盤衣五十万ゾを購入し

の貰務の履行について︑ラメイ至

の長期的なタンク貯蔵存干分に監

したが︑﹁現時点では政府の所有

社の鉱区の東那︑ナバーレノク鉱

ド
ECに間い合わせ︑その結果︑A一 カナダ原子力会社︵AECL︶場の玉込はたっていないし︑仮り

欝するが・そのさいFpcは鉱

カナダ︑ソ連か

篤懸翻

っている機関を無祝する慧図はな

れるつもりであり︑惣門知多をも

﹁瀬切な立羅機関の翻明を受け入 サイユからピエールラノト猷子力

かとの質周に対し︑ラメイ鍵員は

甚雌より厳しい星融を課すつもり

今回のこの改正についてAEC

るものもいる︒

は︑﹁公衆の健康と安全に悪影響
を及ぼすことなく境町手続きを畢

更で︑頃講者がスタートの時点で

り︑求たAECと庵業界はこの変
二︑三週間短縮することができ
る︑とみている︒

基準の早期確立を

ラメイ委鼠

米圏の團家耀境政策法︵N8P設が環塊属吏に合致しているとい

が︑そのため︑置引者の低出力運

視できないので︑これが容徳でき

と寅任のもとにおくべきものと信

辺に固体廃難物処理施設のサイト

地下貯磯は︑かなりの鑓嗣飾減

用

放射線照射の

@を

米圃原子力婁員会︵AEC︶は︑原子力発電所の燃料装荷と抵繊力運転の迅速化を凝るため︑酔可
季號の改正を捉案した︒それによると︑①霞力会社は建設許珂を旧ることによって︑燃料を趨荷し︑

では発効されなかった︒しかし今
る︒

めるよう改正した﹂と述べてお

来臨弊試験を笑施することができる︑②原子炉安全審査会︵ASLB︶は鰻大出力の鞘％までの蟻出
力運転許可をだすことができる︑③運転飾可を移えた最初の決定をもってただちに発効する︑という

正案によると︑まずこれまで運転
回改正されると︑許可はただちに

ものである︒

解可の段階で与えていた燃料装荷

当初の決定を取O消すような結果

発効し︑ASLB蒙たはAEC
椴が
大出力の一％までの級出力運

鐵田力運転許可を認める改正は

環境政適法で論議

の認可を建設許可段階へ切り替え

が生じた場舎以外は撤回されない

ることを規足している︒その鷲条

項は﹁動力炉の磁設許可をも っ

Cがその燃料装荷を防衛と保障お

えない︒

産業界にとって問題がないとはい

て︑臨騨にいたらなくとも︑AE ことになる︒

よび公衆の健康と安全にとって有

転前試験副書が満足のいくよ う

極はAECの政策変更を説明したにもとつく費務を遂行したものと

同二号機用追加分︑三号︑四月

オンタリオ︒ハイドロ社のビンカ

転試験の許可睡に︑健康と安全︑

國の全体的なエネルギー政策を確⁝千KW︶用のもの︒

面面は︑﹁われわれは︑AECをリングニ号機︵電気出力五十万八

か﹂と質聞したのに対し︑ラメイ

異施されたという実証にもと つ
が︑これに対し︑﹂・D・ディン

﹁A 差するための適切な機関とは考え⁝

オーストラリアのノ〜ザン・テ

鱒鰐革幕醤リトリ湊E．z●インダスト

は︑州有地より︑国鞠地でする方

し︑また︑為レベル廃棄物処分

が悪金という解釈にも疑悶がある

する︒

○操業甲の工場の齢可雷には︑

としている︒

政策の圏的選成のため条件を招け
る︑などの諾点を規表している︒

る方法とは思わないこと︑豪た︑

AECは︑商レベル液体麗棄物とで︑どぞらいのコスト増にな
と動き山衙擬し﹂︑談た︑﹁工楊

と安全のため︑現揚の蜷棄物寮

州蒋地の好蔵所ということも検副

新政策の目的は︑﹁公衆の健慶

が満足いく方法で行なわれること

閉鎖のさい︑麗棄物の撤去︑処分

いる︒

体にして︑政策婿極所へ運搬する

を選定したが︑これが畿初の政府

AECは︑カンサス州リヨン近KW11と推定している︒
さいの公衆の健康と安全に対す⇔

貯蔵所として認められることを期

特別グループは︑液体廃棄物を固

これに対し米原産︵AIF︶のじる﹂と語っている︒

を保証する﹂ことである︑として

米AEC︑新政策を決定

再処理工場の立地で

米国漂子力簑亀会︵A為C︶
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再審査するのは田難であり︑AE

ECが︑州機関の行なったことを ていない﹂と回筈した︒

これに対しラメイ婁qは︑

考えている即象をうける﹂と不満

表明
ゲル儀畏は﹁AECはNEPをA
をした︒

って発電所を運転する能力︑公聴
会で一般的に検認される郡項につ
十分に履行しておらず︑間潤の施

技術的︑財政的費伍︑申請慾に従

またこんどの改正で﹁運転詐可
の発効畳指示する当初の決定は︑
ただちに有効とされる﹂とするこ

原子力分野における研究協力︑意

ドイツの原子力科学者と協力して

見交換を行ないたいとの希望をも

西独とソ連が原子

℃はAEC薗身によつで法定鍛大 ソ連の原子力学弊では︑将来西

酔可は︑当初の決驚がASLB京 力分野で意見交換

とについては︑現行規定では運転

故マビール詳審

に遅い︒観測筋は︑ポfト・ホー
が昨年十二月四日の官報で公 う象虫たは政蔚の保訂を得︑かつ な薄い・このことから合C馳た・鱈は米AECの現行穗ポ
AECによるとASLBはA
邸︶請
クスペリー工場と︑七二無穣働予
を検謡し︑映定することができる 示された︒これにもとつくAEC申譜着から難継を島守するという 繁国謡エネルギ肇を笠ジド当たり三聖とほ濡じであ
窟のブルース工揚︵年産八百ゾ︶
確杓を褐れば︑AECはNE
すP
るA
必要をもたらすのではない⁝る・近く引渡されるこの聚は・

密でないと決定すれば︑初期燃村

監叢誌

く﹂とつけ旗えている︒

簿している︒ただこの決定は﹁運

装荷を認めたものとみなす﹂と規

臥 》ピ

危険が︑液体麗召物を再処理工揚

Cの仮設には理論的占拠がない

に貯藏するより少ないというAE 待している︒

製品の改良・滅菌などに

麹酸
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産

罵所の建設を支随なく促彪するた
めには︑立地選定の自由度を拡大
する必要があり︑この点︑周婁員

縷和の可能性もあり︑その活動が

会の検討結果によっては︑制約の

注目されている︒

超電導電磁石用

藤正夫教授︵坐

夷泉大学の加

の⊥鑑を背嚢として考えるなら

三位の生蔭規徴に成駒し起わが圏

る︒

くへからざる手薄となってきてい

工学の調癒・開発などには必袈欠

な技端的︑経噺的諜報をあげるこ

多くの分野に疑隠して︑より大き

力利用とは密援不可分の関係にあ

なく総舎陶に進められるべきだ︒

・謂査は二三の分野に偏す勾こと

すべきものたが︑その鮭腰上研究

と卒出僚に強力に利用謡講を推進

めて大きいものとの認鹸のもと

は︑これらの胴梁は今Hではきわ

に︑工黙可用に対する従来の不徹

また︑R工・放射線利用と原子

三日に開かれた

蓬︶は︑一月十

日本原子力産業

り︑この点をよく考慮した上で将

そのためには週切な温漁を絞けて

底な優勢を改めて強力にその振興

情報の活発な交拠を和ない︑かつ

会議の第四＋五

来の展望を行なわなければならな

このことは放射盤麗棄物の海洋

きである︒さらに︸般的には無

も厚くするための嶺蹴を講じるへ

材を焚成し︑同瞳に研究自体の層

る︒教育︑訓練によって多くの人

者の綴を博くす．㊧ことが必製であ

これらの巡行には姻究者︑技術

討することが必裂たQ

研究開発・実用化の推進方鎌を倹

回総合企同源員

超ウランR工も︶を積極酌に利用

のアイソトープ︵同時に碍られる

燃料から得られる核分裂生成物中

ともなって生ずる大豊の使用済み

い︒とくに一子力発電の実用化に

謹ツノ

会で︑﹁R工・
放蜘線の工学利

用の展望と方︑
策﹂と題して︑

要爵次の通り語

することは︑最も東嬰な今後の課

投数越を極力最小限にとどめると

題であ．Q︒

ましてその利用範謝は一般韻念

総合講演腿﹁高

水炉の運輯経験﹂︑﹁軽水炉の出

速炉用鼠落綱の展望﹂︑﹁大型軽

﹁原子力船﹂︒

力上昇﹂︑﹁︐医学制海の動向﹂︑

大協石油ρ株

住所中央区京橋

海里に入会

彩／〃／多彩

社長密田博孝氏

黶Z四

一の一躍請五六二⊥三＝

川崎製鉄は銑銅一貫メーカーとして，

…

〈新しい鉄〉づくり

立地制約の緩和を
大規模な原発開発に備え
成会長︶の原子力土木蚤員会︵委員長・永田津蟹電工高廠間︶はいま︑原子力発
ったQ

による工業の広縄な分野だけにと

RI・放射線の工学利用は︑ト をはからなけれはならない︒

ネルギー用と多目的に剛いられ︑

工技院がMHD用で レーサー用︑訓測用︑照射網︑エ

る︒

恥︑啓蒙︑指導も必蟄な酒動であ

通産省工簸技術院は一月丁三日

いう原子力利用の呈本理念に難じ

特別講演鷲①

︹

るものでもある︒

RI︒放射線工業利用は工業の

洋資線の開発およひ宇密開発にま
で払げられ︑さらに生態学︑環境

シンポシウムでは︑両日にわた

ポジウム﹂を開く︒

出会紺で第九回﹁︐原子力総合シンー ・桧山蕊夫氏︶

睦−−−阯・

どまらす︑地下簸醐︑水資撚も海

大きいものがある︒ことに世界第

たものである︒

り︑技術的・経済的効果の期待も

を延めていた︑超電郵躍磁石冷却
用の大型ヘリウム善心・液化機の

の開発に成功したと発

発日制動式ガス軸受ター
これによると爽芝︵肝井グルー

籔観発生装瞭に組み込んで災難の

MHD発斑研究の一環こして開発その利用範囲も広麗にわたってお

冷却機を開発

といった薪ら
心妻部

7︶︑日立製作所︵束尿原子力グ

▽二月十五日

画﹂の討論会が開かれるQ

︵原嘘・一本松珠琉氏︶︑②﹁保

﹁原子力発蜷の最近の詔悶題﹂

留描訟技術﹂︵原子力局︒田宮茂

日最

い気候︑交通機関︑食吻の欝欝︒

本の九四の面積︑八事のはけし

入れることにな︐たものの︑日

ド側の熱慧に負けて大都分野け

ささかとまどい気中V鵜局イン

を抽つ難癖の面々もこれにはい

ケジュール︒豊窟な海外践航歴

高五機麗訪問という超ハードス

程では︑夜行列車で一⁝泊︑

鍵盤灘
I・放射線の利用﹂︵原研・小林

文氏︶︑③﹁公審対策におけるR

愚敏氏︶︑④﹁放射線によるプラ

特別粥演目⑤

設の経験と問題点﹂
▽二月十六日

国忌と原子力産業の担い手である

ガタ再選たとか︑ヵルカノタ燭

団貝薫習の擁上でけρれガタ

インド蛆当財務椙沸招いての現

不気脈な陥ばかり▽だか外醗省

辺でコレラが蔓延しているとか

地膿構説明では心配無用とのこ

するに必要最少

ているが︑技術

限にとどめられ

エが飛んでいるのがご愛嬌とい

と︒列窺も究全冷暖灘︑隔折ハ

臆警

本社・東京都中央区銀座6−6−5〒104羅話（572）0321（大代〉

土木学蕪︵大石

〜め設けられたもので︑同委員会の検討華華はわが国

原子力土木工学
ボ膨張機

を得た︒特長は︑①軸受か極低温

結栄︑毎晩十九認の液体ヘリウム

など叢薄講演五と︑﹁多目的窩温

ループ︶︑L菱原子力︵三菱クル り﹁原子力講論の最近の諸問題﹂

工技院は昭和四十七年度から超

致した︒

ープ︶はそれぞれ︸億六千八面万

灘纏蜷螺一編

系の人が今一度

う︒︵釜澤経済新報社刊︒A5 ーね︑いま盛んに︑壮健ぶりを

国石綿製贔の総合メーカー

電所の立地︑繭震などの検討を選めている︒これは︑わが国でも酉力KW敵の原子力発躍駈が登察す
るなど︑本格化する隙子力発竃開発に対応する
の原子力発電所立地にも反映されるものと注目されている︒

本頒三埼玉大教授︶︑PCコン 上で行なわ21てきたことに対し︑

カの場合と漏し技術ベースの延長

末日朝潮員会を設け︑原子力関係

クリート︵同︒国分正胤東大教
しいジャンルの確立の必要性を認

早大四顧︶︑原訴力耐震︵同・岡

の情報交換を行なっていたが︑各

大教授︶の四テーマぷ．遮ぴ部会を

授︶︑旋置物︵同︒左合正雄都立

ナ木宇会はこれまで︑原子力土

方面で曳大な二子力発電話画が発

原子力開発の琶展にともなって

表される鍛の情勢から︑同婁員会
舐しはしめたあらわれとみられて
いる︒

電器電磁石を用いた︑千KW級の のヘリウムガス軸受で動作す．⑳す

あるほか︑初日の午後には﹁わが

ガス炉の急募﹂など総合講演八が

これまで︑わが国の原子力発電

べてのものを極低温に保て︑冷凍
M11D発懸機の実験をy定してお

円︑笛士電機︵第一原子力グルー

立地は︑運輸︑交通︑地形︑冷却

地一般︑山岸立地︑沖合立地︑地

プ︶が九千醤四十万円︑住友原子

もの︒今回開発した装躍でト産K なので従来の油制動︑ソロワー舗
で

魯七十万円となった︒

憾円である︒

なお︑来無二の民間出喪は三十

となっている︒

五千力円︑千代田化工が二千万円

損保協か一千万円︑日本揮発油が

このほかの民闘嵐蚕としては︑

日子技術総合研究所田無分室の超

全銀協が一千七歯九イ万円︑また

制脇が容易などである︒

動燃へ出資分担決る

などで負担することが昨年に決ま

ープ三二％︑残り二％は金融開係

五㌶今年度は六・四億円
動力炉・核燃料開発事業団に対
する四十五年度氏間出資金のうち
原子力五グループの分撫鋤か決定

国の大学畷係原子力研究将来斜

機の熱勅峯が高い︑②発鍛勧動式

すべてが沿爆立地であり︑しかも

いう地賀的な厳しい制約を受ける

盤に建設されなければならないと

このため︑今後増加する原子力発

力工業︵住友グループ︶が四千六

り︑同装躍はこのκの開発された

上の立地可能監︑断層をひかえた

設﹂・施工の覇題と畷塗化︑材麟

立地悶題︑のPCコンクリートーー 世界的な地震劉のため︑堅固な地

藷の蟹︑④肇物誤達処分
︵減撒︶︑地中処理の可能性⁝1 など︑わが国の立地条件は潴外国
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本瀞は︑原子力発電を中心とし
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日本原子力学会は二月十五︑十︸

原子力学会
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合シンポジウム雛翻摯藤勧解
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八千百七十力円︶︑戴発︵一億工

千三百万円は九醒力︑竃源開発︑

していたが︑今回は原子力五グル

倣円で︑このうち六六％十三億三

した︒今年度の民贈爵資金は二十

設中の高恩実験炉﹁偽陽﹂は︑昨

ープの各グループ分担額か決ま．

わが国で原子力開発がスタート

が昨鉦・決まっていたが︑今回残り

の三二％に嶺たる六億四千万円の

日本原子力発墨が負劃すること

五グループ分担が決まったもの︒

傑五月の張工以来順幽に進み︑通

クリート造りのマノト︵棊礎工那︶

の一部は運開となるなど︑発羅部が︑その際︑各国別の原子力開発る︒技術的詳論はその内容を理解

を冗域させているが︑これに引き

新型転換炉︑商速増殖炉両原型炉

門に隈れば︑い

動燃禦業団に対する民間出資は
器下部腰板の境地組立て工膿が進

の開発費に充当されるもので︑こ

まや原子力は産

も大きな焦点としてとらえてい
められている︒

の開発の全期間にわたって田資す

業としての自立

に解鋭し︑将来を展望している

﹁常陽﹂の原子炉格納谷器は全蘭

られている︒

るよう動力炉開発茎本方剣で定め

賀工揚で製作が選められていた

子力発電所の建設が行なわれ︑そ

五十五飢︑直径二十八掴の鋼敬づ
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各那会の検討内容は①立地一1立

ている︒

設けて現在︑本格的な検討を進め
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これ豪での民間出資は昭和四十

を歴史的に謁うことにより︑わが

るための︑好個の図轡といえよ

二年度五千万円︑四十三年度二億
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國際原子力機関は昨年六月から保締描圃婁贋会を設けて核拡散防止条約下の保薩惜躍適用に⁝

りわけ米国がどれだけの保瞭描暇

ける義携のない核兵羅海田隅︑と

いう点からみれば︑保瞳猶照を受

嚇
ついての検討を進めているが︑同婁鍛会での審識は大瀦めを迎え︑査察笑施に関する射干的な⁝
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核燃料加工メ！カーは︑その購

大関心隈である︒

業所において常時核燃料物資を隠
し入れしており︑保隙措躍の具体

等の巡入を嚢浮してきた︒現在荻
繁化するよう政府と酪藁界が繁臆

でのところ︑このような出張の一一に協力し努力する必要があるしと

な霜︑しばしば行なわれ．葡議飾

として︑わが園は二翻欄協定に基

ﾗているが︑われわれも窪さに づく保障嶺櫨轟受けねばならぬ以

⁝うに︑核防条約は本来︑國際陶不

をもち︑原子力撚本法その他の一

わが圃は他国と異なり︑平和簸法

信に基づくものである︒しかし︑

切の三子力闘係法令が︑原子力平

部は考え方として躍められたもの

一残されたIAEAとの折衝︑関つ
係いて改めて神経質になることも

その通りだと考えている︒今後に

上︑核防条約に暴つく保障嶺置に

の︑貴体的推置については依然と

二日間協定は保障自重の対象が提

翻古し︑あらゆる機会をとら凡て

り︑糞核兵器園としての銭持を再

ある豪いとし︑癒国界の級轡妄想
和利用の一貫し陀理念に墨づき艶
牌妓術の研究開発︑さらには国内謡
法令の蟹徽等あらゆる面で魔業界
を弼める意見もあるが︑これはあ﹁備されている︒したがって原子力
一
はできる細り協力を惜しまないつ
㎜平和利彫の理念護持の徹底化を図
まりにも単縄過ぎる諭旨である︒

国の臓理制度の利用にしても︑

して曖昧である︒

まで以上に群細な薬毒および綴皆
もりである︒

圃が費任をもつためにかえって合

の箆務を課せられることをわれわ

核三三の三葉が全地球上で藥現す

供国から移管︵売却あるいは貸

し︑それが濠た核防条約に対する

るよう︑努力しなけれはならない

最も根本的な対餓である︒米ソ陶

約の批掘を廻る蔚に︑豪すもって

内に存在するすべての核物質を対

入して濃紬プラントをつくるよう

ないしは核兵器の簾彙を行なうの

圏らの衿を正し︑核雌稲の徹底︑

国も窪た︑第三国に対し︑核防条

な揚合︑現在ならは査察の対象と

象とするから︑窟囲が大いに払大

な萄ものと払われ︑技術上の機幽

する︒例えば︑南アのウランを申

比べ︑核防灸約に基づく保障は圃

与︶された敷刺に限定されるのに

保障措置の技

も︑濃縮ウランの上相に関しては

度の原子力平和利食研究委罐費で

重扇は随所で強調され︑四十五年

保離措嚴に関する研究開発の麓

術開発が急務

れはおそれている︒例えば︑現在で

一律にグラム灘位となっており︑

数字の正確さを期すためにそれ以
上の糟度の二等を強いられること
となっているが︑これは低濃縮ウ
ランの場舎にはキログラム激位で

は︑米国や両独にあるようなセン

の隠子力薩業がようやくその繁盛

これに螂ずるという体制を聯んる

が正遣であって︑英︑仏︑中共も

て説得力をもち得るものと思う︒

笏

ことによって︑初めて各国に対し
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け自主開発コースを設定して大き

︐
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を間め︑これから﹄十一世紀にか

く発麗しようとする時樹に︑将来
にわたってその発奮卒岨むような
禍根を残すことは極力避けなけれ
ばならない︒

和

船体部翫

るう︒このような掃合の臨監能
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であり︑さらに他圏と同一条件と
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をうけ入れるかが︑われわれの艶
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⁝わし︑これから嗣条約下の査察を受けようとする薩榮界の立覇からの慧発を述へてもらった︒
曹﹇辱

であって︑この規定に関する限り
化次郎によっては︑作業麓率の鷹

おそれが強い︒

下や加工技術のノ：ハウの漏洩の

は四千七百万円がこれにあてられ

ターがない︑自ら研究を行なうと

保搏は啓しく困難となろう︒日本

た︒しかし︑IAEAと出国AE

り︑単極的増額を願いたい︒ただ

の総懸てあるが︑しかし︑今まで

月や一百の蝋紙に外道 さ⁝る蛇体的冤通しを震ることが当面

ともに︑ソフト︑ハードを思わず
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は︑工揚内のどこに艶み込豪れた

ないしは査察員の判断によること

ラン便恥︶メーカーはいずれも一

なはだ疑問である︒現状におい

隙拮猷団員会において︑わが代表

昨年六月からウィーンで間歌的

団が動力の考え方を保瞳措閥の員
わけである︒

ところで︑文句のつけようもない
讐理すれば足りるとするわれわれ
の霊鑑とは大きな食違いがある〇

間にそれぞれ四十万がと二颪四十

一窮が万事で︑すべては現在の核 Cが一九五六年から一九六七隼の

燃瞬物質等規制法の改正の舞体的

万がを査察技術の關発に投じたと

批准に先立ってわれわれとして

保睡拙澱関係の研究闘発について

ないと考えている︒

案文を騒なければ決して安心でき

めたいと湾え︑例えば原子力局の

納穆し継る麗度の保随巻川に関す

いわれるのに比べれば轡少であ

保陳絡置システム七草会の揚A﹃

保持とコストアンプを最小限に止

主張し︑それを通してノウハウの

全体の簡強化︑合理化︑平等化を

録︑報告等の義務を含む保隙措瞬

謹た協定の文墨には︑将来IA そこでわれわれは︑かねてより
EAとわが国の間で︑解駅に食い 査鑛ばかりでなく︑設訓二面︑図
違いが起こるような曖昧さが多分
に残されていると聞く︒このよう
な場含︑両者の立場が対講であれ
はまだしもたが︑保障措灘ではそ
れが警禦官と被疑者の関係に似た
ものであるから︑一方的に押し切

の交渉結果を全体的にみても︑と

念の徹底化を
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が多く︑われわれとしては︑到底
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られるべき時期がきていると憩わ

とを前提にしているといわれるよ
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か︒
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きくなる︒自然に序正すΦ程展

隼近くになる︒この間に自然に

ければならない揚細もあるであ

原子力産業に歩み出して二十

フィルムバソチを用いて十ヅ

☆

存在する放射器の範囲内での︑

年築きあげて来た経験が磁かさ

ろうQこんな時にこそ過去十数

いる︒

︵潔きで︶本当かな？

あり三十ドラトを測足すれば⁝二〇

ドを計れば一〇〇％の誤叢が

れるのではなかろうか︒従来余

きたことか︑そして解釈や独自

％程度の誤差で覧れるというQ

密言論が如何に多く述べられて

の判断がつけ加えられないまま

曝線雄の駆足辞仙も必蟄になっ

り考慮しないでよかった内部禎

☆
︵醤にならない声で︶﹁精神

しかし数値の

てくる︒といって経験を檀んだ

上では三丁︑ヅは

人は多くはない︒一身の経験管

果の集約的利舶︑その建軍的方

渠による︑内部課題と︑その緬

である︒

十︑ヅの三借なの

長い間研究段

についての記購が解釈や独嵐の

いよ笑朋段階に入ってきた︒

階にあった原子力産業も︑いよ

判断抜きで︑公式路線から隔た

の人々が心卸してきたことか？

に︑不十分な報道でいかに多く

うな環境が今のま濠の原子力産

法を垢えておかないと︑絹神的
事は解駅や独自の判断ぬきの故

らないよう欝かれるQ他の国で 的公害源﹂となり得る諸々の認

にいとまない・

おいて承認嵩は︑今までより多

底考んられないが︑作業堤掲に

業によってつくられるとは︑到
放射線に危険がないというの

☆

一般の人々に影響を与凡るよ

は︑とりわけイギリスとか︑ア

︵膏にならない声で︶ひょっ

ではない︒正しく騨価すること

くの落窪を愛け︑また吸入の可
能姓をもつことも多くなるであ

＝一＝縛一一．一＝一一7一骨一：一＝騨一 一冒一＝7一・一＝一一輔冒一︐髄一鱒＝一一一

が必娑たというのである︒

☆
輔一騨轄＝一葦聾り㌔・■＝一＝p一幽一：一一7一

︵嘔きで︶イヤイヤキソ
鱒一日目日日一輔
一 璽﹁鱒卿＝一

放射脂雨をはじめとして例挙
かな︒

とみなされるたろうが︑日本で

とすると︑賑嚢問題ではないか

☆

メリカでは︑そのようなやり方
はジャーナリズムの襲切り行為

は︑あたりまえの慣圏になって

らかな？

﹁日一日四国曽一

☆

いる︒日本の欝講機関は国の指
導者たちの決定を︑それが下さ

脆一酬僻目一︐一

れしたい公叢し︑ついで圃民に

⑨三搬属鎌掘鮒
社章 二本僑平

本店

る﹁査緊の合理化および簡素化を

というのは果陀してその遡りであ
ろうか︒否︑悶題はまだ解決され
ておらず︑楽観は暁期尚皐といわ

四

貴

い難い︒

科学技術庁発翼は︑﹁各毬施設

そのような段階にきているとは雪

に対する実際の査察のあり方を簡

フローの状態をつかむことによ

てとらえるようなやり方︑いわゆ

理

＝一凹＝響一・＝＝一7一．＝一＝一●一︒卿一二；︐一︒＝竃一一騨一 一＝：■．一二一＝：胴一認＝︸＝胴一二確冒一一曽㌧d一．＝＝認 〜一く．﹁＝﹁＝．一儒＝鴨＝3≧

る近代的籔理手法︑統罰学的手法
■縛＝一閲隔一＝＝．一

︵大声で︶窓をあけて︑新し
い窒気を入れよう！

』利
、用
の
識艶︑嘘でもなさそうだぞ︒

でも

旗容衿回翌練い砺饒韓か︒だ．驚☆

⁝

で︑ハ；マン・カーンは﹁衆論

形式の原動力として

の役割をはたす傾向がある︒重

機関は

1必憂
1裳礁
i者北
，に ず

賊健纏羅韓灘

二超大鄭の廼の中

術庁の発表は︑ユーラトム諸国と

｝績1
しト

多角化めさず

一述

り︑問題を多門的にシステムとし

繭1

防止の確立を

商業機密漏洩

も榮観を許さない事情にある︒

て決められるということで︑少し

るいは査顎員の一方的判断によっ

目取決め︑ないしは王AEA︑あ

切がIAEAと当挙国との間の細 要問題ないし︑政界指導者たち

その中の貝体選書はに関しては一

俵が設簸されたというところで︑

砕組ができあがったというか︑土

したがって︑現段階はようやく

れわれもまったく同感である︒

一月十六日付の朝日新⁝闘祉説にわ

庁の見謝は即断に過ぎる﹂という

な自慰は解決したとする科学披術

に得られた縞諭で批准への技術的

妥協の謡物であろう︒﹁これまで

浅薄でまないので︑今回の協鷺も

までの主張を全麹附に変えたとは

漣

ざるを得ないのであって︑ここに
一文を草するのも︑この隣点にお
いて産業界︑とくに核燃料製造業

界の立勘を少しでもご理解願いた
いと思うからである︒

今回明らかにされた査察条項を
含む保障措羅協竃第二部卒一検討す

るのに当たっての︑政府の昆本方

剣は次のようなものであったと聞
いている︒

①平和利用が陽密されない②機
密の保持③効率化︑簡素化④ス

トラトジソクポイントの蜀祝⑤

閣の管 理 制 度 の 利 用 ⑥ I AEA
の廻報据置の必要最少開化

協定の文章が
曖昧で不明確

携甦︑通暮讐おけ霊込懸にならない︒ただ︑譲︑細
り個所の限楚︑各種条件を加味し・鼠取決めにおいて標鵡凹凹回数を

た最大業務澱の緩和︑燃料加工工決める場をもつことができ︑この

糊離騰誰遡膿脇麩舗縢嗣翻繊購棚鱗騰

癸業舞窺定したことこ般τと塑綴の重であるが・その︸
い︒立入り個所についても︑加工

的に困の管理制獲を利用すること見通しは決して明るいとはいえな

にしたこと箸は︑確かにわが国の

贈

施設については指定されたKMP 今回の報道の塁となった科学技

しかし︑関心のもたれている銀﹂︵キー・メジャメント︒ホイン一

王張に沿ったものといえよう ︒

灘

の平等性確保にも触れている︒し

i集ノ・

出
B

難鑛欝擬法

を通運厳察と特別査察の二段階に一の鍛大業務量の規定はこれをさら
一
分ける方式︑通常査察の最大業務一に十借以上上回っているのだから

今圓の報近等からみると︑査察一

査察に近代管理手法の導入を
かし︑これも百様に細目協定次第

：を、

騨
在のやり方を叡轡し得るか蕾かは一のKMPの貝体化は細園取決め︑

平

｝

氏

黄
法

1係ソ
籍フ
1撮ト

瓢

卜︶に限るとされているが︑肝心

一

一

，叢蟻

垂

：内と
：外も
のに
関、

眠

大査察圓数にしても︑果たして現

で二川…■ロ川帥…〈一L／r…A一／q…一川…一…＿

離川…

監圏

匡聰一

聖11匹

一

技術的問題点は未解決
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