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カマク中心に検討

痩蘇藤饗羅題
一らはフジトネオ︒﹁ズ研霧の
プラズマ理論榔長C・メルシュ氏

スイス内務省の

ホ博士を招へい
原子ヵ婁鐡会

ｱのほか︑日本除子力研究所︑

扇力炉．核黙料翻発環業団︑臼添

一原子力夢語買玉などの閏係機関を
︸訪闘するとともに︑大学関係薔と

丁嚇懇鹸︑また︑窟M村︑久洗等の

照和四十弄年農の海外原峯力閣係落攣力鍵︑窺墾メる薙であ

原子力婆員会は一刀二十八日︑

トカマク型装認の設謝等について

局長U・ホシュトラノサー博士を

暫として︑スイス内務省科翌研究

が出席︑嗣研究所に葺ける大規模

発嚢した︒

る︒帰羅は一ご月七日︒

彊独からほかルヒンプラズマ物⁝

理研究所のG・F・ギルケ団所長︑一招へいすることに決定した︒

ゴ八日に來臼︑原子力蝶員会と︑

G・グYが圭一門の﹄ホシ払トラソサー博士は二月ニ

懸翫総轄馳駆

①爾国の原子力計呵︑②高温ガス
計麟︵ステラレーターもよびマル↑ 期の開発︑㈱鷲水炉開発の緩験︑

英困はトカマク型を採附しない

素馨世 界 の 権 威 を 多 数 招 く
日本原子力研究所わ主信ずる核融含躍際酎講会が二刀一︑二︑三日乃三郷嗣︑東京・赤坂プリンス
唖⁝63園として知られているが︑
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型︑トカマクと磁揚の型式は類似

が︑この装齪はスタリューピンチ

﹃F日﹃1二の補助機器をつけた独 て二億円を用養している︒

ータの発喪などちあったが︑原研

なお国内関係誓文では新しいデ

のため二十癒円のうち特別隷とし

具備品︑機械二戸︑薩接人件鷺な

七五％であるほかは︑職工な試験

交付率は︑公憲対策技術開発に

どに胸五〇％で︑通麗省は二月宋
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ホシュトラノサi篤士は一九二

sれ︑スイス連饗臭蒙

⁝で数学博士︒五〇傘から一嬉間カ

⁝に荘米スイス剛健館科学写歴富︑

ワフォルニア大学に留学︑男八年

︸六一年にEN皿Aドラゴン計醐運
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高顯氏は照商十六鎌京大法学部

一年目月日禦化学工黙︵弼箏四月

卒後︑田本禦素肥料に入社︒一

岡工場勤労課長︑延岡支社勤労部一

以後同誌の大阪支社会﹂浬錠︑延㎜

二化野工鼓と社名敬勅︶に移り︑

ミ

﹁磁会讃々長︑スイス源子力婁員会
蚤員畏など串歴任して︑穴九館現

〆ミ

力︑⑤℃の他︵入選獲弓馬︶1に

！

職に齢任した︒
う

るほか︑とくに来二度から︑岡制

しているが︑ベータ億は二分の一

講識が集中した︒

轡な設計には内外機翼者が注闘︑

いる騎丸公蜜防止狡術の研究蹄発

以上が酔罵︒﹁将来トカマク型と

十六過度蹟要技術橘鐘聞発費糠︸助

に締め切り五月中旬頃に交付決建
をしたい恵向である︒

原研理事に

高田氏就任
総理晒は一月⁝一十五日付で︑二

＝帽−営＝曽醗一＝一一＝一一一＝〜一

研究会滑婁員長︒和田文話公益欝

逓糊塗の歓子力発鍛多衡犀利周

通塵原炎多目的研窪澗

ト検討に着手

モデルプラン

労務︒人事を二月Q

なお同氏は島井前理堺の後任で︑

遅日︒兵策野︑五三歳︒一

︵蔚旭化成工染取綿役︶の就任を

本源子力研究函理蹄に薗国哲男氏

諮鷲蹴端鞭聴手騰⁝

研號費のうち︑機械蕪撚︑工具器﹁
金の交付申覇の受け付けを二月三

これは︑わが国の塵土の自主技

日から︑開始すると発表した︒

一術開発を促進するため︑民闘企業
一の研炎開発プ嶽ジェクト助成を行

痢書ので・四＋六慶三座
万円︶の予算を﹂上しているQ

円︵四十五年度は十六億一二千五︸臼

申し込み締切は二月末までで︑

一＝﹁璽■﹂訂需＝︻欄〜︻二一

ﾒ会議を開催

①臨用研究︑②工業化試験︑③機

齧

原子力船の日独共同研究

欝局技術長﹂はこのほど︑鎌脚的

発難所のモデル地点︑モデルプラ

淡水化︑工業用プロセス欝気など

対象は︑発電の側から見た懸水

進奪あるGK§のミ︑占之ント蓬などの検だ入った︒

日本原子力産難会議は︑昨館來⁝パーが来日することになった︒こ

ウス社・タービン発霧需は三塁緋究義︑鯉葦昼︑彊と

ケン氏とビアンチ氏︑窪た︑イン

⁝字アトムからアンドラi氏とジ
ーペキング氏わよぴハパグロイド

ン氏は﹁オソトハーンBの運航経

ルプラントを設定し︑そ01尖現の

アンドラー氏か﹁FDR炉とEF︸明︑経済盤の轟舞などを行なうこ

験についてL︑インターアトムの⁝ための技術駒︑経済的鋤約度の解

行なう︒なお︑︸行ぱご月十一日

に︑差技癬か・の欝からな

長︶を諾している︒本窒皇

︵兜査・湯原隔腺愚開発計画蜜次一

公益調査課長︶︑機器・運転都会

DR炉について﹂と題して︑二月 とで︑熱利用部会︵主査・中原茂樹
五日午醜十時から︑東⁝烈︒織ケ関

に原子力船﹁むつ﹂難視潤して︑

る中闘蝦葛︑また来臼駄茉までに

最終報撫を滑よ亡める予定である︒

十三日に帰図する︒

の麟立教出会娼でそれぞれ講演を
フ常務︵団長︶︑GKSSのウル

西独からブルマーブルカンのシィ

への利用で︑これらについてモデ
会議のほか︑GKSSのウルケ

?論欝鹸⁝輸銀糠穂鞠耀謎難難険来田しげ︑
︵輸入比零約二〇％︶が圏綴︒ぼ

遍産繊

墨黒省は一月二十∬呂︑昭和悶旧のボーレンダー翫など七麟のメン一
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へ

ついて懇談する︒

ナギル書︶にお馨総プラ⁝ ④両翻における飽麟との圃際協
ホテルで開かれた︒こ騙討講会は︑隊研が︑トーラス研究乃推進および今後乃計画立案に役立てるこ

轟鵬確塀搬麗聾

と等を竃眼に︑内外の権威者およそ齎名を招いて研究成漿やそれらに対する憩見を聞き︑酎論したも

を

究薩のR・S・ビーズ所長は11約
B照十億円︶をもって蟷広く研究

農拡充強化として開発が急がれて

禽流する可能盤がある﹂として注

m⊥などで当行して進められている

v備鱈研究賦作︑④尊威設備等

田Xによる笑験成果を公帯した を手がけている︒

なり︑購由世罪飯島の予算︵揮間一審用化試作の四つを対象としてい
験も進めている・AEAカラム匙

TXなどのトーラス総記による実

綴訴この力釧が聡警変化し︑買B 上げ方式による研究は特也がある
⁝が︑捗脚禽の研究孤これが麸本と

ので︑わが團で開かれるこの分野ハ困際会議としては初めて乃もDである︒

ゴ．トYブ氏簗理の璽

・ゴノトリーブ︑同主任研震吉・現状零を総括して発表したが︑岡

原研は︑原子皐暴が 昨空拳プ曇︑物理研究質M．B
七月に定めた︑わが圃における制

融含研究部長大河千弘氏が出席

隼にかけて本格的な実験が始めら

関西慰力は一月二十八田︑原子

力養会に大飯発蹴所の原子炉

用は各日眉十億円︒

関電着工は八月の予定

大飯原発を許可申請

トカマクの研究は今奪後半から来

れる予驚とのことQ

ﾁ飯氏と︑GG倉覆㎜大学や︒費しδGA社・Mエ

御晒核融合に関する研究謝画︵四
十陽年度を初年度とする五力年副
し︑それぞれ﹁米国におけるトー

⁝

圃︶の中で︑そり中心となる﹁ト
ラス研究﹂︑﹁トーラス実験乃将
来一加熱と噺しい閉込め方式し︑

畢ラス磁場袋麗り開発﹂を担織す
ることになっているが︑こんどD

実験扁について発表したが︑とく

﹁オクトポールおよびダブレソト

究蟹進D一環として照いたもつ︒

国際会識は︑原研が︑こうした研一

に大河氏によるダブレット実験は
トカマクをさらに改碧しようとい

内灘醐縫鰐露
ラズマ餓流でマルチポールなどと

塵馨を窓に・董してトカマ⁝ うもりQ内部羅体系を使わずにプ
ク︵内那導休系のない紬対称性ト
岡じような飛揚をつくり出すのが
その原理だが︑大河競はすでに一

⁝ラス︶に麗する開発謂爾や工学
的諸闘題等について慧見交換が行

｝械
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一︑二号機とも原子炉澄備︑初
一
のほか︑このたびの田屋協力の撒
装荷燃料は米国ウエスチングハ⁝から日独原子力コンテナi船共同

︵加圧水型︑榎十七芳狂千KW二

同発競所はわが国初の徳万KW

基︶設羅許可寧罰を行なった︒

タイプであること︑格納容黙小型
化のためア︐4スコンデンサi付格
納容器を採用していること︑一笠
岡鐡漕工であることから注風され
ているQ

関西電力の謝画によると︑水年
八月に賄工︑総工犠千八頁七十億
円をかけ︑一勝機は昭庸五十一年
七月︑二号機は五十二館一月に運
開の予定である︒

料の平均濃轡度は二︒六％︵中央

二・○︑中年二・六︑外側三︒二
％︶叫︑約八十七ゾ吾僧装荷する︒蟹㎜

この尊門者会議に出席のため︑

力二丁の聖な薬罐は内径約四．四韓蟻の第．ホ．アルほか

である︒

A一一男機とも八十二万六千K ︸凝︑全高約十瓢蒼︑また洛南容麗
は内径麹瓢十ヒ縫︑高さ五十三層

万玉千KW︶︑西に高浜発聡所

飯麗賑所︵一︑二暦機とも薫や七

十瞬万KW︑発成︑一難樋罪同︑⁝
比率約二一二％︶・二男機約八○％ ているが︑鼓術ベースの第﹁回専
五十万KW︑難没中︶︑今回の大⁝
門者会醗が︑二月八日から三日

契浜発墨衝︵一興機睦PWR︑三

関西鷹力は若狸濾沿いに東から
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海外からも照射契約
原子力産業発展にも貢献
︻バり松本駐在醸発︼フラ︑︐ノス原子力庁︵CEA︶は動ヵ炉用核燃料研號濁発のための原守炉とし
て︑ラプソディ︑ペガーズ︵以上カダラシーユ︶︑オジリス︵サクレ︶︑シロエ︵グルノーブル︶の

︸の︸四累／平方拶揖／秒のげ圏的
へ
①イタリア諸康子力研究所ーポ

プがしのぎをけずっている︒

クトリシテ︒グループの繭グルー

鷺DFでは︑まだどちるを渥ぶ一
かはきめておろず︑近く毘贋9習
わせを行なうことになる模様σ

ことは︑この四つの発欝所ど麗す
る発注には影響しない︑と誘って
いる︒談た︑これら発霞阿の敷地⁝
一
はまた決まっておハず︑騨細な投

斑スケジュールについてち明らか

米園鳳子力餐

たとえば︑竜気繊力面刀KWの ゴリー囚のコスト亭鼠いて︑Aβ

＋月以来発効し

は︸九六八鋸の

金は三万五千がから士τ万五千遼

がから二万五千がに︑建詑綾絹料

譜に必喚な料命は現行のこ千五蘭

とを周的としている︒

対して要したコストを園織するこ

物質に翻するライセンスの発行に

畏会︵AEC︶ 動力炉を例にとると︑建設曝露申 Cが原rカプラントおレ偽ぴ放射性

ている畷⁝子カプ

十五万五千がにあがる︒また．隼闘

に︑運転許可料金︹児ハ千メから二

邦政府機関のもっているライセン

は︑非営利的な教冑績関および連

ス︑また医学上あるいは囲防浦二

の料金は六千励となる︒

支払い愚免除されるものとして

射性物質に聞す

ラントおよび放

・帰ライセンス二

上の︑幽用に聾するライセンス等が

ンス料値上げは︑原則的にはAE

あるQいずれにせよ今園のライセ

また︑放射牲物質に関するライ

賭であったのに対して簸低四十が

センス料金は︑今まで饅轟が五首

から鍛高八千びまでの聞と大事に

選を改訂するた

善行なってい

め︑法律の修正

る︒今回の乱し
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することに蔓繕をおいている︒

Cが支出したコストをすべて回収

上がることになる︒

今画のライセンス料盆の億上げ

い改訂によると
動力炉関係の料

驚1ρ

は︑立項左免除される一定のカテ

であった︒決定が遅れている理由

ーンキイの耀約者を繧糊するはつ
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交換器の取付け亭終わり︑外部の

として︑オーストリアが︑ドイソ

計画では四つの発翫所建設は鐸懸

嫡めた︒同社はすでに①際子炉を

水および蒸気回路との接続工購を

れている︒

ではない︒いずれにせよEDFの

金が大岡に士がることになる︒

︵PWR︶の建設契杓を曙注した

万KWのフェソセンハイム発越所

なお︑同庁スボ⁝クスマンは︑
関する契約と︑沸騰水命却葭水炉
︵原薫炉︶構造物研 朗にシュナイダー・グループのク
ヘ
ルソロワ⁝ル社が︑鷺気出力八十

チレー不

究に関する契約を締眠した︒②カ

速中電子炉核燃料照嚇および核燃

ールスルーエ研究所ハ幽翠︶1醐

関する契約を環礁︑⑬ルーマニア

料直酪変動測定の蹟塗装躍試験に

ー保謹コンクリ⁝ト照射誠験に関

はこのほか照尉髄設

する契胸を諦結︒

シロエ

二十九件の照塀施設を輸出した︒

このように今後飛躍的に発贋す

ス

第︸号原子力発
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︑
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い﹂とのべた︒

を中止しろといっているのではな
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一欝は入禺六＋万の難馨

戦争で沖縄全土は戦揚と化し︑本

土防衛の防波堤となって︑約二十
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い︒とにかく翻を挙げて原子力の ウラン炉︑次にプルトユウムだけ 賠償繰攣馨の五＋樗からちに必鋸目閻露保することに
したもの︒
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前述の登頂鳳の提案を受けた︒こ
央﹂︵現行法︶から﹁故慧﹂の場
る︒発電原価は二円七十〜八十銭 度で︑今後十鎌闘に薪分野の開発
のところ︑インド民衆の対日感引
同瀞節団は︑昨年封来閲した
壌
井上騰は通産衝に丁字
含に限定すること︑核燃料物質等⁝
とのことだったQ各所で︑塵炭地
を含め五千二酉億円が考えられて
け非鴻記好転しているようで︑歩
インド原子力委員会ビクラム・A
の運搬中の損密貢任の所在を﹁受⁝ 屑学荻血庁は二月 脇付で︑原一
︸から六衙碍離れれば腺子既発耀は いるようだ︒臼ホと変っているの 止の運命調戯で︑豪臨︑ソ二等を
・サラハイ襲貸長の擢待で﹁月＋
一
取人﹂︵境行法︶から﹁発送人﹂
子力欝欝力懸盤驚課長・井上力氏
競倉できる︑との話を聞いたので は︑原峯力婁貫の中に大蔵省指代
ぬき︑田本が⁝器好幽しい国とな
八日出発︑インー3原子力蚤二会︑
︸重用できると思う︒これについ
にすること︑などの改止も行なわ⁝
の
題
産紹出岡魯楚令するととも・
蓼
表する婁鍛がおり︑予算に関して
ったようだ◎甦来のように米︑爽
バーバー原子力センタ！︑タタ研
㎝て︑サラバイ博士は︑﹁タラプー
れることになっている︒
に︑その後任に部築亮氏︵遡騰牲
は雲離璽が承認すれば予算化され 国など究進国たけに騰をむけてき
究所︑タラプール原子力発町所な
大臣窟欝付︶の麗伍を稽令した︒一
ル原子力発電所は︑発羅コストが るようになっており︑敵バーバ1 た臼奉だが︑これを畿会に︑アジ
なお原子力損宙賠償制展の敬正
錦繍賃は昭稲二十三隼東大工学

どを歴紡し︑原予力平和利糟にお
ける澗園の協力の可能性について
協議し︑二月三日無蟹滞園した︒
理環会の席﹂︑井ヒ団罠は私晃
として︑その繍象を襯賂次のよう
に譜つた︒

インドの原子力開発け︑初代原
子力婁昌艮の故ハーバー薄士の摺
った︒

ップ︑農業の近代化を図ろうとし

導で︑戦後いち軍く漕手して以

ーーー

インドには現在︑米国GE社製 ており︑繕済挫が第一目的でな
のタラプール原子力発餓所︵BW

来︑かなりのレベルに達している
ようだ︒インドのエネルギー政策
の根底には︑エネルギーの自給体

原船の共同騨価研究

原子力損害賠償側度の改正は︑

このような情勢を反映させ︑原子

ミューレン理箏をはじめ︑プレマ

た原子力炉難に隈って男用される

漉油卸本との対立は︑単に価格の

マ
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日刊工業新聞社

ｮ執植松邦彦

国会に提出したQ

剌P来年度事業計画を審議

：ブルカンのシィフ常務を団罠に

こととなっているため︑この隈隈

上昇だけでなく︑箱油の叢給構造

〔冷翻材料と原子炉材斜〕

内船との協力による実用猿子力

昭翰三十六難に制驚された﹁原子

の確立︑避寒力供絵塵講の強化振﹂

力立地の偲礁湖︑核燃料サイクル

アイソト︸雇射籍用・撃遊

興など原子力発徽をはじめとし︑

九名が︑日本側は馬立造船︑大阪

をさらに十年間延疑して昭和五十

コン洲一弾力㌢鵡剛1つる，綱題き憎憎井出朗

客船の其同評価研究を行なう呂独

力損害の贈償に私する法偉扁およ

体的なものとなってきた︒わが国

日本原子力産業会議は二月五日⁝子力への期待はますます切訣︑只
の第百六回理縁部で︑来鎌度の原

へためには︑この期に研動開発期か

産撃業讃画の餓定にあたりその墾﹂の原子力界がこの娚待にこたえる

本方針を讐議した︒

向えるにあたり︑新たに泣面する

商船二升鼎舶︑石川働播麟︑田本

六奪十二月末日までのそれを鮒艇

禽が必要1との国際懲蔽に立って一

度約一管KW︑七十ゐ薙度には約 問題については繊際的な協調︑競
の丸子力発竃編恨を手測

1漸長崎隆吉

妻子力コンテナー舶二言評価研幼

にそぐわなくなったほか︑期間達

する法偉﹂の規竃内答が一二現状

八Bから三日闘︑東颪︒新橋の第 び﹁原子力損癬賠償補償契約に関

会議の第⁝回専門者会議か︑一万

一ホテルで開かれた︒

子力発馬を中心に一段と実二期に

ては︑ウラン資泌難題︑濃縮悶⁝

墨ホ方針とし︑その展開にあだっ﹇

会磯は︑議長に日立造船常務の

め︑これらの内容楽改正しようと

限った規定の満了期が近づいたた

向っておりこれに伴って原子力供⁝と思われる藪野間題を兜服してい

鱗︑動力炉︑多国晒利用などの開⁝
耐
総懸用の鼠的拡大の円滑な推進を
木下昌雄氏がなり︑初日と三日翻

給産業も一融定題しようとして㎝く必要かある︒

わが国の原子力開発利用は︑原一ら内蔵している諾聞融と実用燭を
が総合部会︑＝日園は船体運航と

いうもの︒その室な内容は︑①現

郵船︑一︑甕萌工︑千船事業団およ

の変革をももたらしつつあるQ

行法
西独からはGKSSのV・Z
・では原子力損害賂償補償契約

炉の二分科会に分れ行なわれた︒

び原話などから陽十＝名の専門誌

と葛よう・そ釜用纒を蓬⁝

その対鎌を論ずることになつ偲一

題・環境鎌継・核払故防止条約の⁝
⁝

が出席し︑今箪八月の撮終報轡ま

すること②原子力船に係わる山子㎝ エネルギー腺のほとんどを海外㎝黒鉱K

源産は昨無︑源子力艦渠長期計

でのタイムスケジュールや解法研

力損隣県償制度左郵乱し︑わが劉︸へ依漏しているわが田にとり︑原一しており︑原子力がエネルギーの
薗

饗購鰻賄鋪壁

完項囲の詳細について討認した︒
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を褻護るのである︒

ょうど今︑ふたたび石油の供絵不安が現

五年の総エネルギー閣襲は︑L油換郷で

熱
ノ

蔓
諺塾餐

原研の理窮になった
たか

た

てつ

β

高田哲男

葦めたろう・
⁝
﹁企誇奨騒は謂渠⁝

一

って感磁四便閃係の安定が第﹁で

だが︑このためには先ず何とい・⁝

﹇

饗委

験野

明
藩
瀬羅繭

財団法人放射線総論振興協会

期を経て︑ようやく実用期にはいったち

実の聞題となり︑除子力への期侍が燃え

噌

癖対避けねはならず︑それだけ

す︒信傾を擾切るようなことは

に︑私は全神凝をこれに集中し

てきた﹂という︒延岡工場断続 〜

にゴルフを始め︑暢瞬や虚聞も

一
㎜

︑

その他照射利用に関することは何でも

中心としたわが韻のエネルギー供
絵は︑ここ十数無闇続いてきた石

およそ十二〜±瓢叙詳認という膨大な温

が︑マソカーサー副令による認

豊冨だったが︑﹁重いもんか汗

して働いているのに︑ゴルフな

とやっては・﹂と霞寒してさ

浅黒く屡焼けしたガノチりし

た︑血管入でもある︒

︻

脇
⁝
一

めいたし・ます

窪た発電以外の麟をみると︑昭庸六十

曲働格の値下り織向に依存し︑い
上ってきたのも︑皮肉なめぐり禽わせで

安佳

してきて

わばそのなかに

﹁原研とはどんな所か︑甥荊

た︒生死をかけた白張の連続た

は︑電力以外の就業用でおよそ八億薪脚

のぱいいもんですよ﹂という︒

し︑為い連中と﹁緒に飯を食う

が予思され︑このうち石曲痩用灘として

現在わが国では︑約爾二十万KWの原
の知識ももちあわせてなく︑こ

成の取編役から原研の理慣に就
任した︒これまでずっと民闘会
祉ですごし︑お役所？薄めはこ
一τが初めてである︒

昭櫓十六年駅大広学那最後︑
目本旨茶網腰に入議したが︑

戦後はまた日窒肥料に盛った

れから勉強したい﹂という高潔

への最終課題であるといえよう︒そのた

の原子力への転換こそ︑エネルギー安定

ｳんは︑﹁月二十五日付で旭化

これに織力用を盛込むと九〜十偲密認と

子力の役鵠は二二の通りたが︑それ以外

の鶴膿とした昭

とくに鉄鋼︑蚤奪略工業などを中心とす

って原子力産繋界が第

子力発電駈が順調に運転されており︑か

和四十五年度來までに約薗万KWの発電

予想される︒このうち︑亀力における原

ある︒

いた︒しかし〜方︑長期的に笈定・低睡
なエネルギー洪給の確保ということを考
えた揚台︑公国闘趨の激化や︑輸送︑備
蕾などさし迫った問題がほとんど限界に

崩運開という計爾をすでに超えている︒
るエネルギー多消費麗緊のエネルギー鍔

の開発テンポは五薙軍まっている︒さら

KWという数字を二侶以上も上回り︑そ

が︑今︑空手は狛憩流の七段︒

郡代にサソカーと空畢で鍛えた

震して人壌労務管理を群論し︑

蒙

原麗に入

住所徳騰眼

期

石油戦争と

原子力の役割
望⁝石舶輸出国機構︵opEc︶
⁝と大手圏際為油瞥本︵メジャー

展⁝ズ︶との謡整げ交渉が轟

濁まりに伴う発議力の増大など︑幾多の
謹たい康では昭鵜五十五年で約二千七灘
塾は︑今後さらに増大するものと考えら

豪つわるわが麟固有の留条件から︑環

これまでずっと同批に在籍︑剛

閥解体㍉魁化成へ︑そして野守

κ体駆は︑スポーツマン︒学生

が勃発︑海溝講話学生として志

週間もしないうちに太単洋戦箏

願し︑ラバウルの陵戦隊畜で妊
博した︒途中で少尉に任冨︑内

てきた︒こんど隆研の入饗労鋳

旭化成マンの人づくりに尽力し

ゴルフを始めて五年になるが︑ 篇
鯛
ハンデは28︒詩心車の運転が好
きな︑オーナードライバーでも 卿

江醐勧の惣羅兵学校で波鞭をと

ある︒

地へ翼り麓山の海東法偉学校︑

抱当路恥として迎えられたの

兵庫果出身︑五十四歳︒

社長米花囲康翫

㎜騰F巾撫雌町大郵品字セ岩浜蕊四⁝

曇﹂

訟

四國金属工業︵株︶

多／多／％

業局施設課長は同日付で辞職︒

髭︶井上力︒なお石井泰安公益偉

︵科技庁原子力罵動刀炉腿発課

公益箏巣総懸設課長に任命する

出文夫︵公遊事楽岡技術長︶︑O

允勧懲難事務職扱いを命ずるi召

長︶大町朴︑○公益禦業局原子力

命する︵公益禦莱燭原子力発鷹課

○大阪愈薩局公爵導引部長に任

◇通産憲辞令︵二月一日村︶

た︒

から詞謬務所の副斯長となってい

れ総務矧次長を麗で︑一昨年瞑月

晒矯

嵐した川上憩博潴所長の灸睡︒本

松田氏は周臼伺で原研監壌に娠

駈副所長︶の就任を殆騙した︒

洗禦諾瞬勝鼓に松隔安氏︵測環務

︵YT︶

P

つた︒﹁原葡の中にも教え子が

理箏曲の自象もさるζとなが

は︑鰐社の大先細i宗像原研

安

家領は慶子此人と二男一女︒

いるのでは：﹂と入捜し中の高

ら︑こうした鏡の手腕か給われ

田さんは海雀大騰で映戦︒﹁戦
争は悲惨だが︑貴鎗な体験でし

んと会うのを望んでいる︒

て効果が大きくあがっているとの㎝時オソト・ハーン丹の船上で皆さ

長所がのり︑すでにR工を酒用し一ポジゥムが開かれる予定で︑この

蝦告などが御壁された︒

不ルか展添された︒

開かれ︑メーカ⁝から・︐婦警のパ

巽東雌露寒購社長野村末﹁氏の社

石壁任︵穀粒二丁遍佳︶で現社疑

花穂俊魏氏の理撃就任1⁝の役員
異軸を承認した︒

第二回の安全特
原

別セミナー計画
原子力汝全研究協会は三月十八

二回﹁原子力発耀に関する安全特

〜十九の両瓢︑嚢知県漏郡帯で第

測セミナー﹂を開催するQ
岡セ︑︑︑ナーは︑原子力宛亀関運

∫遜欝する役讐を対墾し

︷尿子弾発躍の安全盤について・ポ
⁝イントとなる問題藍を杷麗しても
どで説睦を耀ううというもの︒

∵bうとともに・各罐と懇馨
驚員は三ヤ名︑参加費は五力編
で︑晦し込・β師切りは三月一日︑

環誘まで︒

でにある程度メドを立てるのが眠

日本原子力薩茶会議は二月五日 岡評価研究会議は︑今年八月頃ま
第腎日山ハ同﹇理斑会ψ蟹開いた︒閤同日︑

着会議出席のため来日している︑

西独GKSSミューレン理肇︵写
ン氏は概難燃のようにあいさつし

翼の右側︶らが招かれ︑ミューレ⁝

た︒

われわれはすでにオノト・ハー
ン号を完成させた︒この舶用炉を
作り︑運脇させた経験は縄簾だ︒山
鼓術的難題はメドがついたわけで

次は経錘の漿た・講原勇⁝
船の倹講は各所でやっており・日㎝
力体制のとれ︸郵を工んでいる︒

動燃大洗事務
所長に松田氏

0273−46−12蒋（原研内線一347）
群馬県高崎市綿貫町 日本原子力研究所内

場で決裂したあと︑この三︑四の両醸開

の石油値上げ要求を認めなければ︑必要
困難な闘題券かかえ︑安定供給に対する

れる︒そしてむしろ︑これらエネルギー

かれたOPEC特朋閣僚会議は﹁簸憩国 濠できており︑象た産注国の民族意識の

な国内措醗を固めたう凡で︑原油の供給

が︑ここでもさきの謂翻による約一千万

南KWの嶽子力発電開発を想定している

境︑輸送などの点できわめて漁利な原等

このように︑在来の化石エネルギーに

警錘はつとに賜りつつあった︒

の︑値上げに対する強硬な態度を示すも

めの原子拍多国的利用の構患は︑大まな

をきめ八日発覆した︒これは︑麗曲国側

停生などの適嶺な措置をとる﹂との決議

ので︑石油硲本四も︑その値上げに応ず
に原歴で検討中の長期副掻︵中聞報桟︶

を契機に︑隙子力

力への期待が︑従来にも増していっそう

石油戦争

るバラを固めるもようである︒いずれに

今圃の

期待のもとに検討が進められている︒

男一千万KW︑その火・水力に対する構

営業に漏して新たな︑さらに論い要．酬を

あたかもナ五年鶴︑わが囲が原子力際

は︑昭和六十五年には運開べ！スで約一

と呼ばれる今 回 の O P

成比はほほ四〇％に達するとし︑将来の

など広い空聞や縄圓で利閑される

安定して供給するよう努力すると⁝など稽窪めんどうたが︑梱包後や・

雇嫁諾簾越妻

脳鏡輪糖避難臨論網毒薬慰簾

つたが今年二月からは田内で阜注

についてメーカー︑ユーザーから

熟に弱い器具でも減・二曲が司能

してみると︑

麗巣は研究支

本では六万〜十三万軸馬力のコン

テナー船を厨撚としているよう

強独政胴は︑西独での原子力細

っている︒今年五月十〜十五臼︑

蟹発中期謝画を援助することにな

〒七七二

（直通）

0273−46一茎639

強まってきたのである︒

石盛戦麟

発に漕手した嶺初︑スエズ動乱による石

課することが国詩的緊要癖であるとする

猛Cをめげる一一の動きは︑ゐ油資舘の

しろ

九九％を海外に︑しかもその大部分を中
竃瀞構成に占める原子力の飛躍的仰びを

際︑浪本胸に再評働し︑与えられる役踊

油の供絵不安が起こり︑嶺暁猿子力の技

の誼さにふさわしい︑麟全体の支持体制

東石油に依存しているわが国にとって︑

ついていえは︑従来のエネルギー環境の

のもとで︑源子力開発の加工をはかるこ

ならは︑原子力に課せられる役捌をこの

なかでは︑予想を上回る開発を濟実に進

謬定している︒このように原子力発電に

だって︑原子力にかける鰐侍は謹ことは

めてきているわけで︑これをさらに加遮

術開発冤通しに対する楽観ムードもてつ

薦業界への調盤のみならず︑麟民生活の

⁝の流体化︑その価格低下などによる原

大きいものかあった︒その後︑エネルギ

とが必夢であろう︒

まさに心腿を鰹からしめるものがあり︑

不蟹にもつながる蚤大な問題として︑今

的に雄進ずるためには︑なお帯解の努力

十分期待

合謝十こ編の報告が直なb汽た︒

述へ︑鹿部氏は安全牲の確籐の面

であり︑しかも︑従来輸出だけだ

原産理事会でミューレン氏

原子力船は70年代

ために︑既檸の諸方法より多くの

曲時代を迎えたとの報告や︑土木
㎜セノションでは︑放射綴利罵の現
状や︑放嚇線利用機器の開発など
分野でのR−利用について︑野外

できると述べたQ
射針および注射筒の使用が語司さ
一周後から＝臼屠にかけての讐︸
れ︑わが国も医療用晶の放射絞殺

⁝きており︑その特来旨

．孝︑︑多 ︐．華 ︑．多 ︐︑多多 ︑ ・多多多 ︐︐多多 一多 二5

スローダウン

という試融の時

手力の

後の展開が注目される︒

従来︑化石エネルギー︑とくに石油を

孝 二多多二 多二︑多

延べ 三 百 入 が 参 加
現状や将来の展望で討論
聡力闘憂︶選催の弟六翻﹁放射線利用促進会蹴﹂が二月四︑五日遅

から放射線作業従事潜の健国乱理

一

蔽囎齢禦轡噸瓢騒遜

両欝︑名古屡市の名古屋蘭工会臨藤で開かれた︒会揚には中部地底

をはかり︑謹

に沿︒董質の撃婁価にかつ㎜ルト60扇いるため︑慧需給⁝

のみならす関鋤︑中團などから囲係者延べ約三魯各があつまり︑放

把渥しにくい

出がまだ多い

鐡

醗

ると思われる︒昨年十二月から始

た︒これは一九七〇駕代に実現す

八一

の三電話○八八六八⊥ハ⊥三

ご遠慮なくご相談下さい

α

た︑事業rの

中央登録制度

安全課長︶が﹁鎌入被曝線盤など

嚇宣夫風︵科技庁醸子力局放射線

畏︶が﹁原藤︑産業実態調査から

とはいえ︑い

鐵伺で︑久跳エ学センター大

動力炉・嵌燃樽開発贋業崩は瓢
月

松

敏尉線照射の

ゆ

ま︒た暴言召ンテナ嘉基鐙ハンブルグで︑原勇磐∠

協

製晶の改良・滅菌などに

・．

一篤

噛

一

かねて西ドイツと日本の笑熊野子
Xが︑倹副の彙︑講鶴

放射線利用促進会議のもよう

力舶の又同諄価研究に関する燃口

驚

負担を魁減す

利用の現状︑同午後の放射線利用

を確立すへき

るためにも︑

1がそれぞれの研究翻発の成果︑

セソションに分︑て迄められた︒

機器の開発および総揺討論会の四

説いた︒末綱

促進するのが圏的で︑昭和四十葎

みた放射線産業の現状﹂と題し

よいよ産穐と

@

臼本原子力産業会議・中部原子力懇診会︵委員長・横山磁夫中郡

射線利用の現状や将来の展蜜︑岡撫綴導入による経済幻果などの講

演や報告に執心に耳を傾けていたQ
この会議は︑メーカーとユーザ﹁演︑岡午後とる口午前中ω放射線

特にその実 際 使 用 上 の 経 験 や 問 題

第一セソションの

氏は原産の実

必要があると

点を持ちよ り ︑ 総 合 的 に 意 見 を 交

では︑山臨文男氏ハ鱒研理讐︶が

招待講議

地域に比へ多いといえない中部地

﹁放射線利用と原研﹂︑ついで脅 態調奪丁分析

換することによって︑談た︑他の

区でのR工 ・ 放 射 線 の 産 業 利 用 を

以来︑毎無一回開かれているも

部分もあるが

山崎氏は講演の中でとくに︑原

て︑それぞれ講演した︒

一郎氏︵原薦放射線薩業開発
課 姦射晦
・

の中央豊録制度について﹂︑宋綱

の︒この性格が高く評価されて︑

として

同を璽ねるごとにその内容も発実
小アイソトープ会議

注圏されている︒

し

会議は︑中原懇副委員長︑林達

ン

し

「

つにつづき︑初日午前中の招待訟﹇研の役会的使命から黙要者の希ソ︹ して足鐵して

夫既︵大同製鋼鰍社畏︶のあいさ

ﾋ欝響
瀬野
モたア

（2）
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子
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業
産
力

めることになっていると強調した

Cの消費者は︑他の供給業二輪求

エウム燃料要紮の加工を開始して
いないために︑それほど多くはな

﹇うけるので︑規蜘では︑﹁AEG
期髭わねはなゑいとい票堕

一保全の盤輩と要求環項を濫立する 紙中施設に追加の躍擁保金事項を

をうけ入れた︒しかし︑建設・運⁝

一は︑NEPAが詳解する他の環境

遡及過用すべしというコメントは・

と蚤大に相異するものは︑運転静

し﹂ており︑AECとしては独自姫否した︒たた︑建設許萌の段階

τとを藷︑州︑勢欝髭が
に検討する機能を場慮せず︑曝請
可段励で再び検討されよう︒

規粥で統一するのば実際的でない

ずしも聞一とはいえない﹂ので︑

手続にN鶏PAを関連づける場禽験をもつ蛋機関が︑各ケースで必
の詳細報告が証拠として提出さ

は︑講難難・︑聖意

し︑それにもとづき許可または条

アメリカ

原発運転許可

モンティセロ

と箸兀ている︒
れ︑ASLBが︑﹁論点を解決

件﹂を付けることになっている︒一
その他の量裳な新規定は︑①建⁝

設納可保持者は︑﹁できるたけ単
く﹂環脱報皆潜を挺出すること︑

の陽子が送り込まれ︑五千億電子

りもすぐれていることが判明し︑

の結果から平均臭鍵等は設計値よ

ラップと蓄穂が行なわれた︒実験

大気韻での基礎的反鳳についての

生させたが2一薔照臨子畷の陽子

畷に絹幽する超高エネルギーを発

欧州三岡二子

RN︶は一月二 なった︒

つた︒

核研究所︵CE 研究を行なうことができるように

交差型衛蔵リング︵亙SR︶ のエネルギーを生み出すことが可

▽鳳SRとは

畢期に本格的実験の開始にふみ切

＋七日︑交溝型

を舶遼し︑送り込めば二兆聡子嘆
鈎蔵リング︵工

工SR研究計國の急遮な成功は 他のビームに対していかなる影響

▽技術的活鋤と研究計画

はシンクロトロン内で光の二十分

素原子からはく離された陽子の束

に掲導された國際的研究チームの

た︒装置は良吏に稼働し︑この日

とが凋明し︑陽子は復突達行なつ

再度の測定の結果︑闘題がないこ

ノルウェーのK︒センセン博土 ノ﹂持つかということであったが︑

最大の閾題は︑一つのビームが

の粒子加速器シンクロトロンと組

▽拳絡的実験

み禽わされて便屠されている︒水

碗とされている︒
S8︶を使い︑ は︑CERNの二葭八十憾磁ナ滋
︑廻衝突させて︑

抽速の腸子岡士

ルギービームを

ωめて韻識工浄

ことができるQ装澱の各部分は︑

五年闇にわたる努力の頂点という

供給された︒

の実験によって種々の翼賦あるデ
るQそののどに当る部分に︑薫三 CERN傘下の十＝豊国によって

に加速され︑次いで一濠たは

十エ個の操作用のマグネソトがつ

最初のビームが加遼され︑第一
⁝は︑安定した儀毒性のある絃果を
リングに蓄擬されたのは一九七〇 示し︑三十三大学からの†四チi

二本の不息継のバイブに注入され
により月薗にお

いた雌径界営梼のリングが交差し

年十一月の初旬であった︒至要リムの物理実験についても使潮ざれ

の

けると醐様の稀

てセノトされているQリングは︑

発生することに

薄な大気内にお

陽子のビームが効果的に衝突が行

成功した︒これ

いても科学者は︑今後舗酬された

解す．旬ための合理的な手法を観わ

とづいて建設が始められた︒凹型

七庫六月にAECの建設許可にも

疑篶驚雛鰐匝︒ことにな︒てい︒曾

試験に際しては︑冨五十億雌子畷

は︑工場や発魔所は湖曲より約十

所は倹団が︷罷∫するまでは新たに

か無いし︑また現在献勤中の発雌

きであると述べている︒

制限することなく︑製紙を酸すべ

よう三一している︒なお︑FPC同等の基準に基づき議会の確認を

に類似しているが︑二︑三臆要な

旨明確にしているQ

この方式は議会が懸案された発険

所の地区で聴警備を開催し︑甲蔀

朋二

の強化讃圃用核燃将装荷

用ホソト・セル着陣の設計を

︻パリ松本駐在鼠︼仏のクル：

仏の二社がCE
RNから受注

売上げ高は二三刀湯に達する︒

受注している︒フェニソクス関係

とともにナトリウム圓路の建設を

ランチソク︑GAAA︑ソカルトラ

蔵する特殊箇③バブコソク・アト

リウム中に核燃料エレメントを貯

ト解体用特殊遠隔操縦総捲②ナト

このほか①照射核燃料エレメン

物保全を日的とするものである︒

レメント解体および炉心邪緒欝成

委託された︒これは照豹核燃料エ

ス

加したが︑このほど〃フェニック

次特殊何役道教い装認の観造に謬

装躍および〃フェエソクス

ソディ

?造船所は簡薦中養子炉〃ラプ

︻パリ松本駐蒼澱︼仏プルター

エニックスで受注

仏のブ造船所︑フ

第欝段階濠たは最大撚準をこえ

豪でに政緻︑州協議会へ報告讃を

鰹門駅員会は︑七一奪一月一日

等の設濾が強制されるQ

され︑冷却池︑スプレイ・カナル

る発堀所は潮水中への垂水を禁ヒ

導轡で潔くことが要蒲される︒

〜二十フィ⁝ト下で排水するよう

響璽塁﹂需二一聯＝︷﹁隔一＝﹁＝雪＝扁一噌＝曽一鱒髄＝二＝﹁i回＝；鼎＝一卿二＝騨＝璽贈＝＝需＝一＝＝＝＝至幽一＝＝＝一一−鴨雪一＝三一＝脚響＝一︷＝一軸一層＝雪平F＝﹁＝一；一＝＝﹁

および建屋の委員会による公聴会

基藁設定を襖討している︒

頻水の鍵と蔽辰について三段階の

錆一段階は湖の生態に害を及ぼ

蕃・・それを・けて攣は二
さない段歩で︑その墨準内でなら

政府と州の協議会が悪難した孕︸ない︒

︸方響業界は発雌所の凝排水が

ミシガン湖の温排
冨
霧
とい・たサ占・襲や
月十五属かそれ以醜に︑鋤告の簸
水に三段階を設定
⁝発躍衝は︑なんら強制行為をうけ 終決驚のための会合楽行なう︒

麟霧細

っている︒

全出力運転の許司は︑AECのの闘権の後に翻与されることにな

いる︒

iタが港門された〇二つのリング

方法においてかっては宇憲線につ

なわれるように丸くなっている︒

盟

一
米国原チ力婁鼠会︵A穀C︶は きなかった星の内部または地球の

していると解釈す．⑳ため︑適切な

は沸騰水型で︑電気美濃は約五十

規制官および原子炉安全基鵬の委

行為をとるよう求めている﹂とい

は︑AECが同法がその貫的を理五エーカーの敷地を山め︑一九六

テP
・苫の茜墾マイル・ミシ⁝
AHCは︑許司手続へのN8
ピイ河繭側提防上に千一二穏二†
Aの適用について︑﹁NEPシA

この発嘔所は︑ミネソタ州モン

員会による︑会社ひらの許司申請
電力会社に対してモンティセロ原 能力豊玉があるまでは︑熱出力で
⁝ 五千KWをこえないこととされて についての安全籔査と原子力安全
子力発電麟の運転遅疑を身えた︒

詳可には︑AECが適用すべきとこのほど・ノーザン︒ステート・

②すでにだされた建設許可．運転⁝

決疋する考古棊準に被静可審を従
・わせるため︑条件が付される︑な

いての実験で推測されているにす

の統一について︑AECは︑﹁経

環麗保全の政府︑州︑地方機関

巻が︑それら機騰の基輩を鰹守し

トニウム購入のうちわけは別表の
通りである︒

許可手続に影響か
焉B環境政策法との関連

四万五千KW︒原子炉および発醒

このたびの金出力運転の許可は

よっている︒

AECは︑建設許司の保持者が機部分は︑GE社の設註と建設に

うのがAECの見解であるQ

い揚命︑もし環境に対する配慮が

京た運転諮可申請を提出していな

が行なわない場含は連邦機関が行

潔の鑑懸に害を与えるという確証

ことも調められよう︒康たこの賭

法案においては連邦および非連邦

設二年荊には発継所の配躍︑設計

受けねばならないこととなった︒

なうこととなろうQ
と岡時に︑これを実賦する法案が

i10sT者の
により支払われる二万五千がを

使用して独立のコンサルタントを

州機関の役劇

資料によると発電所用地︑建設︑

相違点がみられる︒たとえは︑州

麗い︑環甑に対する影響を研究さ

京たは地区機関が確譜をしなけれ

環境影響に関する州の規則︑姿鎖

の群細計画を発表するよう璽求さ

ば︑連邦そのものが確認の貴任を

せ︑政矯へ推奨案を提示する︒政

れることとなる︒この購薗の詳細
発表により建設閉地モ一一ターおよ

府は六十日以内に認可の可否を決

定するといったものであるが︑こ

とを示している︒最近の傾商は︑

の方式が今後他州のモデルとして

会の役割はかなり異なっているこ

土羽の櫛限を彊化する方向にあり

考えられそうである︒

とり︑州または地区が確認手続を

り︑撮境影響制御に対する規翻権

ストも提添している︒これは①土

の一部として環境保護チェソクリ

欝欝原子核研究所︶用スプリント

ループはこのほどCERN︵欧州

OSTグループは︑その報告儘ゾ・ロワール︑エーリコン両祉グ

二州は建設の前に公式な櫨限が与

の認可権限ももっていない︒二十

のうちヤ九州のみがいかなる種類

実齢するためのガイドラインを確

騨発電所用地で新法律案
とができ︑ひいては呪力曝葬に闇

薫ゾの巨大な装圏で︑建遣が難か

・二五屑︑嵩さ七・二三︑電量九

した︒これは長さ十・二鰭︑幅三

④大気汚染保護︑⑤騒吝防止の五

・フィールド・マグネソトを受注

分野をそれぞれチェックするもの

地使用矧画および施設の外観︑②

ては︑AECに委任できるとして限を宿し︑避州は送電線に対する

工場はコイルと二四装瞠︑クルー

しいものQエーリコン社オルナン

水質保護︑③放射性廃棄物の制御

いる︒FPC提案では︑三無荊の確認状を発行している︒

であり︑最初の蕊つは︸義的に原

えられるべきであると嬰蔑してお

び設計の承認は︑連邦環境塁翠な

ワシントン州では︑熱発懲所用

子力発電所に適肘されるものとな

り︑四州は発電駈に対する濾可権

らびに州および地区環境基準に合

公衷規定を削除しているが︑十年

盲評置薬会の設醗法案を最近採択

る︒

ゾ︒ロワール社はその他を製造す

立する貴任もとるというもの︒ま

来十年間の醒力罵要語画の推進に

致することを公共機関が確諏する

問の長期謝画を毎無さかのぼって

以上の執発躍所に連邦政府基準と

したが︑これにより二＋五万KW

た︑原子力細濁勝の確蔵に当たっ

嶺たって一州または︻地域ペース

ことにより達成するものであり︑

二館削に発電所の灘細を公海する

確立するよう要求しており︑建設

m⊥の翻案としては︑電力会枇は将 能となる︒個々の発動所帯置およ

において協同作業を求められ︑少

この確謂ほ州もしくは地区機関の

して提出される予定である00Sに合うよう建設を始めることが可

なくとも建設五年劇には用地仮決

みが行ない︑州もしくは地区機関

っている︒

謬論代警用地のリストも提出する

定を語群することとなるが︑この

法案は︑政雇の法案に代るものと

限も拡大されつつあるQ四十四州

表されることとなった︒碧PCの び政府の調査を十分に実施するこ

ていたが︑法律案の内容に含惑が

FPC法案は︑ほぼOS田握躍案
力会社の間にも箆異は設けない

点では嗣地そのものを確保してい

なきれていないならは︑AEG規AECによる給水ポンプについて門委員会はミシガン湖に対する温︸ 有害の可能性のある第二段階で

米国連郊動力委員会︵FPC︶ 改艮を間ざした研究開発計画を進

適切な州および地方磯闘の検認を

境の
保全の費任をもつ政府頻関や
境政鐵法︵NEPA︶がAE環C

米雪道子力委員会︵AEC︶ A漏Cの許司施設が凋辺に及ぼ

制限は︑ヨーロッパが米国からプ

訪冒し野際に︑米国がとっている

次のようなものである︒

①すべてのプルトニウム購入

ないと語った︒

CE：RN陽子同士の衝突で

政尉により握出されると考えられ

当籾OSTの報告が発表されるることは要求されはしないが︑建

は︑科学工学麗︵OST︶の発聡めること・
にしてこれを魚体化させる法律案

所用地闘題研究軽告の握案をもと

﹁羅力と環境扁と題するこの報

を提零した︒

今後の展望を広範囲に欝画するこ

土木工事はエバスコ社が謂け負っ

蝿︑発眠技術の論難︑用地閥題の

より良い汚染制御︑蔦庄地中送

5千億電子㌣を発生

環境保護の立場から

告は︑OS田のフリーマン戎を中 みられなかったため︑輻告のみ発

る研究の成果であるが︑基本的に

ぼ完了︑タービン発蹴機の掘え付

と︑②建設の五年朗に個別の発醒

の十鰯潮に一地域をベースとして

る︒①雌力会社は少なくとも建設

けなどを行なっており︑五月には

所用地を公にすること︑③州また

て建設前に調査し承認を与えるこ

プレストレスト・コンクリート圧

と︒州がなし得ない場合は連邦政

は地域レベルにおける公共機関は

問発躍断の主契約者はガルフ・

力容器のテストを受け︑七月上旬

ゼネラル・アトミソクス社で︑岡

府が行なう︑④現在の技術に内在

すべての新発霜所︑単簡線につい

社が原子炉系から燃料︑蒸気髭生

に燃料装荷の苧環である︒

現在までに原子炉系の工匠はほ

開の予定た︒

KW︶観写翼11は︑本無＋二月運
グループは次の点を提案してい

・ブレイン発電所︵一二十四万二千

の萬温ガス炉iフォート．セント 心とするグループの二年間にわた

ービス敏が︑コロラド州で磁設中

米国コロラド・パブリノク・サ

F・S・ブレイン発躍所

本年末には運
転開始の予定

ーーー﹇1

は︑米国原子力委玉野へAEC︶ ルトニウムを購入する際の大きな
許可手続に影鞍を与岬んるかもしれ
妨げとなって鋼40り︑そのためEE
とノウ・ハウの交換を行なってい

ているという保趾をうるたけ︒

規定によると︑ある団体が諮司

おもな供給國は︑米国および英

増加をみせている︒

いが︑研究網の至要は︑かなりの

蘇

1450

廉嗣2羅零鴬遷墾鷺罎巻懇撫
Nは一四五キ︒輸入

簸近伝えられるところによると︑米国は趣旨ロソバ術場に対して

⇒計EECの需要量は漸増
とっていたプルトニウム販売上の厳格な二戸を︑本号一月一日以隆
こと︑また米圏國内業省から︑敗

ら︑二十四・言置鰐レ僧英国から︑

ムのうち首十二・九重傍を米国か

入した翼四十五♂蓼のプルトニウ

なお︑一九六九年にEECが購

ことなどがある︒

売条件解除の重力もかかっていた

解除している︒このためユーラトムは︑米国でプルトニウムを生塵
する民閥会社との間で︑自由に賊売価絡の交渉ができるようになっ
た︒

②アメリカでプルト一一ウムを生

ることを条件とする︒

まで続けら れ る こ く に な っ て い る
産する民器会社から︑一鰐あたり

この霞由化は︑殿簡千五霞菌鰐

が︑この羅は一九六九館における

ヨーロッパ経済共同体︵EEC︶ 二十〜二十二がのプルトニウムを
七・八詩客をその他の諸国からそ

のプルトニウムを一樗あたり四十

購入する際には︑AECから同輩

13．9
6倉1

また︑KEC諸国のプルトニウ国であり︑一九六七年︑六八奪お
どであ黛
よび六九年におけるE聡Gのプル

ム開駄駄は︑また燕速炉用プルト

れぞれ購入した︒

のプルトニウム消費澱が落四＋読

③米国でプルト鵡ウムを生産す

鶯ザで購入すること︒

書鰐であることからして︑十八以
上は豪かなうことができるものと
思われる︒

EEC域内のプルトニウム消費る民聞会社は︑霞巳の盤産量の七
量は︑等々に増収してはいるが︑
蕩馨しか羅ン﹂はならな

EEC側では︑霞巳の謙子騎の 副 一 い ︒
り
産物としてのブルhニウム供給羅︸ 今回石園が前記の欄限を解除し
も︑増加するとの虜信をもってい一た背進には︑昨無の春に琴弾Cの
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は︑AEC規期の改正で︑囮家理す影響は︑㌶鶏PAにもとづき︑

る︒

EE：C諸魏のプルトニウム輸入
喉給国〉
）郵醐 英瞬 他の諸蘭 総妻入輩
単位
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器などを︑タービン系はGEが︑ する環境闇題を最少にするため︑

ている︒
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輸出量が最高の伸び
九七〇年
︵鐸報﹀

い︒昨鯉口の本嬢籍で︑原子力発
ぽ
羅の将来を極めて明るいものにす⁝

／KWeに減した

の増加分は︑主として一九七〇年
に入手したコストま昇に関するデ

fタにもとつく兇癒しの結果であ
る︒

．核燃料の

成型加工
捌装荷炉心黙黙メーカーから︑

も取った︒

再処理
一九七〇年藻月にアライド・ケ
ミカルとガルフ・ゼネラル・エレ
トクリノクの両罰は︑へ口弁会社ア

帽

ライド聾ガルフ・ニュークリア・

イナに千五嶺M①R／年の能力の㎝

サービス社を作り︑サウスカロラ

バーンウェル再処理工揚を難漏す

の向上︑エネルギー資源の有効利

七〇葎蕊月から八月までの間に一

ると発表した︒この新会社は一九︸

ノク・リノチフ〜iルド社は︑騨

億トルの注文を取った︒アトランチ

ユナイテノド︒一一ユークリア往は

コモンウェル・エジソン出力のド

から買うという形が統いており︑

レスデン︸摺機の取替炉心轟二選

用︑除子丁目瑠所の茎な鱈頼性

三薄鼠には︑原子力発露所の平

のある還転震縫等が挙げられるQ

社は︑ジャージー・セントラル磁

揚野外開きせることにしている︒

ニュークリア・フユエル・サ⁝ビ

と見醸られていたが︑これが二年

ス社は︑ウエストバレーの再処理

三ジ／臼に斜張する工事を行なっ

㎜懸が続くものと思われる◎

．廃棄物処理
一九七〇難にAECは﹁廃藥物

の憂期間貯磯実験のための最初の

し

は完全に民闘彬燃料衛揚に依脊す

終了したので︑今後︑ウラン供給

AECは高レベルの放射性廃棄物

るという新しい計画を公塾したo

て連邦政府の廃棄物貯蔵所に貯め

ルの再処理工期臨戴物を面化し型

篇理局﹂を設卜した︒また縄レベ

均建設コストは哲蕊十試／KWeした︒ジャ〜ジi・ニュークリア 九七六奪に千五焉MTR／礁の工

の八年間の取替炉心とそれに便う

削には哲五十バ／KWeとなり昨力のオイスター・クリーク管掌所
年︵﹁九六九年︶には︑二穏ガ／

ている︒これらの露玉により︑再

工揚の能力を現在の一ゾ／臼から
周社はまたコンシューマー聡力の

処理市揚では︑少なくとも一九八

KWeとなった︒AECの原子
炉分のウラン供給を受注した︒
七年
開発技術部の醐査によると︑一九

バリセード発電所の六年分のウラ

○奪代初厨頃までは設備過剰の状

KWの発電筋の揚へ県域億四千万誹 ン早早と成型加工およびフユエル
・マネジメント・サービスの契約

貯蔵所としてカンサス州リオンの
岩壇坑を選んだ︒

ることになる︒一九七六年豪での

民間謂要はすでに手嶺てされてい

るので︑貿手市司の状態はなお今

石独会社のウラン擬鉱活動は極め

後数隼闘続くものと予想される︒

一︵3︶

B互

@21︐292︷

709

@5，7893

．禦らし三九七〇究傷剛建
は︑二薔六十ト
︸ものと轡われる︒

♂である︒この晃逓しは︑前年度

O︶の難燃額は六顔〜六酉五十億

劉の十一年闇︵一九七〇1一九八

原子力発躍所建設費およひ燃麟．

⁝
A図およびB図の適りで套なe

投蟹額および核燃料市揚の予測は

間の震別撃力発麩設・運巫

一九七〇一・一九八○無の十一奪

堀場予測 ︸

電設佛容鳥兜通しは︑︷璽⁝叢叢

るいくつかのファクタ⁝を分携し︸

のそれを大きく上回っている︒こ

KW〜一緑七千万KW︑中位数一
億澄千万KWとなっており︑一九

四閲に僧繕するものと予想され︑

oるQしかし
六九奪度の見算し以来変更されて

その安定供給にはかなりの問願が

いない︒化石燃揖紺要は今後瓢十
一九六九薙の引田は︑萌葎比七

出

〇％増で︑これ球での締高である
あり︑原子力に対する期待は大き

ある︒これは岡隼一月に賃濃縮が

たが︑それらのファクターは変わ⁝

＾ム

っておらず︑原峯力発電の経済雛 取替騨心霊立系核燃料メーカー

隼の上帯期はすでに六千万がに趨

ム

AHCの一九八○鋸の原子力発

原子力発電

している︒

開始されたためである︒一九七〇

物質輸出は対前琿比二〇〇％増で

︵第三表︶︒とくに聞矩の特殊核

輸

ザ・ニュークUア︒インダストリー

受注は前年よりも減少
米國原子力墨田会︵AεC︶は昨釣目︑

τごれ︒⇔．

支出は︑卜〜二十億が程度と推定

ある︒譲以外の學力開毛墨

がで︑初装荷燃糟費は霊十催がで

の原子力発鍛網綱漫轡は繭六十億

運転中︒建門中︒発注ずみ含計

企業支出

施したものと蒐うれる︒

伸びているので︑受注もかなり曽

＝九七〇駕には閥機器の亮上げが
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五漁 協 で 約 六 億 円
年度内着工へ大幅前進

子一発覧所を寒くことを決めた︒

佐愈地区萌面海域i一放田口設躍
予定地沖禽は全国でも有数のシラ
ス漁場︒このため同海域の共岡開
業権を持つサイト東側の吉田︑坂

題動を展開した︒このため︑中部

榛原地区丑漁協は︑原発盤割反対

井平田︑相良︑地頭方︑縄脱崎の
中郡雌力は二月ニヨ︑同社初の浜岡原子力発殿所建設閻魑に関し︑榛原地区の五漁業協岡組合との

二刀は地元の説得を続け︑山祭五

間に補償額六億千菖万円で漁業補償仮協定を調印したと発表した︒仮協定の要旨は︑①榛漂地区五漁
日直岡組含は︑中部羅力の浜岡原子力発罐所の漕工に岡慧する②補償対陣水域は放出口から千二百麟

億円で国産化率は八○一九〇％と

丹機の総建設費は撃力酉八十
名の二漁協と本格附な補憐交渉に

榛原地区五漁協と西働の福田︑浜

月︑浜岡原発一型機を対象として

癒岡町の沖合︑遠洲難は波が荒

し︑象︑薩の製陶頷の蝿分比類の

入り︑補鶴金星を提示した︒しか

に四手した︒

年十一月の予定︒原子炉設躍読可

みられており︑運開は昭和四十九

陸揚げ用の港を造らず御醜崎港の

旗認可が下りしだい早々に漕噛し

露力はあと︑西測との交渉と︑工

は業際黙すでに下りており︑中部

協との仙別交渉に入り︑先月禾︑

の交渉は決裂した︒このため各抑

醐魎で難行し︑一本化した窓口で

のため凝アボーリング馬実施する

内装型の有利を強調
原子力船講演会
臼独原子力コンテナー船共同評伽研究会議出膿のため来6申

い

鵬羅瓢難癖編鯉纏舞⁝⁝
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て講禎した︒以下二圓に分けてその概要を紹介するQ

型の制働極からフォ慮ワーなしの

ハーン曇霞身がもっている交拠袋
躍を使って行なった後︑使用済ゐ

は交換袋躍やプールを罐上設躍に

ようになっているが︑EFDRで

燃料は舩内のプールに納められる

力をあげて一ゾ嶺たり七二〇〇か

クラスタ型としたQ蒙た不服鍋の
被覆紹をジルコニウムに改めるな
どして中性子経済を良くし︑比出

得るように設離されている︒蚕齢

ら三二〇〇〇MWの平均燃蝦展を 変更した︒また︑EFD8ではF
棒駆動装齪はラソクアンドピ高山
ン型から迩型スピンドル型となる

系九十八気圧︑摂氏三塁八度︑二

九十八気圧︑摂遇三臼八度︑二次

DRより一次系︑二次系の圧力︑
温度を上げてプラントの効率向上
をはかっている︒例えば一三八M
W︑五万軸馬力の研究では一次系
予定で︑この公署を支狂しクラス
スター型制伽梯の錐内の役目を果

が最高値として選はれた︒

一

次系脳十八気琵︑㎝蚕七十炭の値

たす寧日フレ；ムが炉心上部に設
けられることになっている︒貫流
型の蒸気発生盟の設謝は墾本国な

さらに同氏は︑内哀型と在央P・
点はFDRと同じだが︑31算の四
について要懇次のように述べた︒
炉心はFD貧の〜次炉心とは全 辻を上げ︑出力欝農を上げた︒ポ WRとの辞価について︑﹁内装樹

梢はコンパクトでプレハブ化がで⁝

く迩つた設灘⁝むしろ二次炉心に

一⁝台のものを四台にし︑F

アンドラ氏は︑まずインターア
トム社が開発し原子力船オノトハ

ンプは

ーン号に搭献されている︑いわゆ

触鵜齢齢齢無難野⁝

寸法が鳩力の限搾とはならないこ
こが研究の晶只言からわかってい

ーー

一

⁝

⁝

牽鍵懸内装型の有利な一
FDRの燃料交換作業はオノト

や︑車娃︑コスト︑スペースを撚
誠することができるはずである︒

圧力抑年式の舶鳩への誤用のため
の研究を集施しているが︑蜜全率

の圧力抑制型に改めた︒このため
触目性があるQ賑CAでは小譲後
内圧は一三八MW︑五万軸馬力の 籔を対象に考えればよく︑冷水事一
例では︑最去想定事故時の内圧は
三気圧と撰算された︒ちなみにF
DRでは十四一十五気圧である︒ り大きくなる︒しかし圧力容羅の

いるQ格納否照諏は︑乾式から潔式

緬会フランジのない構造となって
読饗射爆蘇影嶽璽

る内装腰加圧水炉FDRの将微に似ている一で︑珂螺性霧海儲FD D汽と岡杁︑澱力容器の下部半球 き︑冷却材ボンブ動勤が小さいの
ついて偽単に述べ︑次いで同社の 鶏の固体たけに簿して圃体とホウ 部に取招けた︒圧力容器穏︑EF でコスト︑建造期聞︑箏騰︑スペ⁝
DRでは円簡潔部と上都半球都の ース上特利で︑制御佐がよく︑運㎜
ての改良の特終点を説

鱗

FDRを改良したEFDRこ酸つ
液い
を用い︑フ漆ロワー付き†字

明し︑内灘型と従来型
の両加圧水炉の比鮫の
形で内雛型の利点を強
調した︒

器堀

FD貧︑HFDRけ
ともに蒸気発生勲交換
器を圧力谷羅内に設け
る型式で︑加圧器をも
たない慮己舶圧方式の

鷹水炉︒岡疑はEFD
RがFDRと異なる薙 軍器中のアンドラー毘

一⁝

ーーーAーー

縣鑛藩

紙

尉

録糊
鱒蚊
藩嘱

誠①

欝

鍛

撒勢

驚

渥美健夫

取締役社長

鹿島守之助

取締役会長

熈B補償額は六億千菖万円1である︒
閲日の仮協定調印は︑静凋県庁
で︑中部羅力中川哲郎副社長と川
く︑このため︑中部醒力は他の電

田佐吉︵坂井平田︶︑山田七噸衛

却水の取翻水でも︑海岸から約七

利用を港えているほか︑復水器冷

︵地頭方︶︑畑藤†︵細良︶︑森 力会社のようにサイト内に重照物

口康二︵御前繭︶︑原口五七市

長の聞で︑還︑地元町長ら関係者

門︵吉田︶ の 榛 原 地 区 五 漁 協 組 合

探測地区と合懲に達し節日の仮協

貨銃沖合豪で海底トンネルを堀っ

たい懲醐である︒

立ちあいのもとで行なわれた︒巾
て毎秒三十ゾの海水を取水︑また
岡県小笠郡浜岡町の佐禽地区に原

縮めたノンコアボーリングを鍵施

驚の調郎となったもの︒

部聡力はひき統き浜岡原発サイト
汀線で孜出する副魑である︒

してきた︒今年度はさらに閲隔を

く実施し︑鉱毒の符在がはっきり

ン鉱床の概香をやっており︑その

仏C鴛Aはすでに十年龍からウラ するほか︑鉱石処理のアストなど

した︒同地区は旧フランス領で︑

中部剛力は︑四十二年七月︑藤

西側の福田︑浜名のこ漁協との補

昨琿八月から本格的にニジェ⁝

償交渉に入る予定で︑これで浜岡

ル国アコカン地区での探鉱に漕手

の探鉱は順調

ニジェールで

として注闘されている︒

原発悶題は解決へ大きく潮進した

中部蹴力 は 昨 年 五 月 ︑ 浜 岡 欝 欝

東常務が原産総量で語る
U本原子力醗業金講は＝月﹁二R

計画だ︒

を混ぜてプラズマ状になったも

のを︑極低温にした電磁石で発

るものW筒温ガス炉で千四箇度

生した磁場に通して圏渡発電す

は︑アルゴンなどの希ガスを使

以上のヘリウムガスが得られれ

印

紙

一

2211

中でも為望地区ての探鉱なので︑

用︑蕩遡増殖炉および闇温ガス炉

一みは四月二十四個豪でに胸研修所一
︵単独︶・ドーンレイ︑ウインフ 所罵は次のとおり︒
化振興財照の協力を得て︑来たる
⁝︵電語九四一⁝四八八二︶へ︒ 一
初融為恒︵朝日新聞︶︑朗沢山
視繪Pから麹一遍間にわたり欧 リスの両研究所︑ヒンクレーポイ
︵読亮噺聞︶︑金井利博︵中魍斬
州の七与国に﹁欧州難解科学視 ント発電所︵英︶︑カダラノシ
聞︶︑古野恭太郎︵中部日本新
ュ︑ツクレーの瞬研究駈︑SIA
察繊﹂を派擬する︒
朱来のエネルギー
聞︶︑益賑陸雄︵北海道新聞︶︑
陶視察圃の誘悶先はスウェーデ S︵仏︶︑海洋博物館︵モナコ︶
金森好密︵岐阜日日戸冠︶︑浅野
武炎︵日刊工染新聞︶︑浅野祥郎
ン︑西独︑仏︑英︑スイス︑モナ などを歴慌し︑原子炉の多隅的利
︵新聞協会︶︑竹内宰一︵原子力
支化振興財団︶o
千度以上の高温ガスにカリウム
コ︑イタリアの漫遊削︒オゲスタ発

第10回R一会議の

展示会出贔者募集
原麓は︑放岡協︑源子力学会と
共樹圖して十一月十・み凶日かMb︸二日

間︑臼本都市センター︵東出都千
代照区平河鴫ニノ六︶で第十園日

って皿HD発厳がやれりやこいう

ので多言的利用への期待が大き

い▽ところで︑MHD発鑓が公

卜

質鋸舌阿南（2）一

茜騰水型と決め︑原子力婆員会に
第四十六圓総合企幽婁貴会を闘い

欧州七力国に

仰︒採鉱段階はまだ六舘先となろ

探鉱漕孚以来スムースに進んでい

巨大科学視察団

電所︵スウェーデン︶︑GKSの開発あるいは字宙︑辮洋開発の

潟9監〜亀βLJ

新聞協会が三月に派遣
一S︑カールスルーエ︑ユーリノヒ 実学箸を視傑する予定︒
日本新悶協会は︑日本原子力文⁝の粛粛⁝究所︑アーヘン工科大学
欧州巨大科学視察団員の氏名と
・匙︑甲二G︐t噛．ρt．．甲乙要●竃︑■監亀︒審含8●零

気像原研揮無菌は﹁帯地で研究所

本アイソトープ会議を開催する
が︑これと創行して隣接の麹町会

工業製品︑放射性医藥撮︑標識化

館でRI放射線閥係機器︑材料︑

憲駅止に役立つことはあまり知

られていない︒これは︑済い礁

等分を含む垂識などを燃焼させ

た横合に出る蝉翼翼ガスがカリ

回収することができる可能性が

ウムと塾舎して硫酸カリの形で

徳島県阿南市豊益町告団工番地

機の出力︑炉型を五＋四万KW ︑

原子炉設磁 許 薄 牢 舗 を 行 な っ た Q
たが︑同躍腐上︑海外ウラン資源

ノがかなり期待できそうだ︒昨

ノンコアボーリングを予定より多

年は︑仏CEAの概査より精密な

︑事9t吻ノ＝︸D

没立のための地帯整備が始まって

式は︑地元および両魏究所の醗係⁝箸があったが︑あいさつに立った

t︐貧亀﹃
聾亀
＝唱
・亀
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・ワ
﹁．
．覧
監2t
σ︐●零●ノ亀．︒ワ篭．
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甲・こ
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魅．
嫡﹁
．も
9噛亀

構らおよそ二首名を迎えてヤニ脇

解によるところが大きい︒とくに

窯から開かれた︒工箏薯負閲係者

取水工箏に関しては水利猛の設定

どの展示会を開く︒出品精望著は

合物︑放射線照魎による新製齢な

一AεAコース

原産・放射線産業開発課まで︒

の研修生を募集

煙脱硫と発電を同旨にやって一

あるからたVつ豪り︑露縮の掛

鵬 講

矯話凍尽（542）一大代7211
電謳大阪（401）一大代1231

産

力
またメーカーについては原子炉を
開発会社の東置央常務取締役は︑
ニジェール国でのウラン擬鉱状況
について要旨次のように語った︒

㍉．9し峯鱒亀1●竃＝︒も亀9覧亀ζ塾ρ乳︐t鴛ψも竃・．二曹曹・38㌦︒ρ乳嫡

大洗取水施設が完成

@欝関係者招き通水式

約五分後に︑ダムの吐水口から

水ポンプの作動スイノチを押すと

つけたのは地元関係者の深いご理
この取水工事は那珂川から水戸

箸で地主や魚協糠の方々の多大の

から八奪になるが︑ここまでこぎ

市︑粥澄討︑大洗町の三力市町村

水がふき出し︑貯水が始遜った︒

ご協力とご援助をいただいた︒障

驚理の田窩茂文原子力局次良が送

元所および大洗工学センターにお

燃料闘発事業団はかねて︑大洗研

をまたぐ延長約十七爵賭に農水管

引続いて宗像原研理鼠賊が︑こ

くお袖を串しあげる﹂と述べた︒

らの蓑彰︑神箏の後︑科技庁罠官

ける樋設の伶却用水および一般薬

路を敷設することと︑貯水池をつ

の貯水池を﹁夏海湖﹂と命名︑溝

水式が行なわれた︒

水確保のための取水工蜜佃進めて

かけ三駕の工期︑総工費杓＋二藍

くることが霊な作業だったが︑足

鶏本原子力研究所と動力炉・核

婦が終了し︑一一屋二田︑領地で煙

いたが︑このほどすべての関係エ

なお両研究所ではこれまで︑極

練研R一研修所
日本原子力雪融厨のRI捌修所

燭軸竈叢纏縫醜騰1認禽襯三

議購

兵庫県尼騎市常光省元町1了臼11番地

一黛

飛雪︑タ⁝ビン系と貝立と内定す
る一方︑現地に﹁調査駈﹂を設置

璽 輩

㌧麟

繍

西翠

田科技庁長窟自筆による詑念碑の

井戸︵一珊に千ゾの取水が可能︶

は︑昭和四十六卑度王AEAコー 石二鳥をねらう考え︑この硫酸

除幕をとり行ない︑約一鋳閥後︑

取水していたが︑こんどの取水施

から萄田約五千ゾの冷却用水等を

地元関係者に感謝

式量は無禦終了した︒

秘が四本︑動燃禦業団が三本の深

円をかけてこのほど繭
万が晃成︑同巳の涌水
筑となったもの︒

隅天のこの日︑山水

將来が楽しみである︒

．切的に成り立つかどうか︑その

馬というわけたが︑果たして経

で︑これがう耀くいけは一石三

カリは︑肥料として使えるの
スの研修生を募集している︒

期閲は五月十日から六月十二臼

設物成で﹁水﹂確保の問題は一応
かたずいた︒今後の必要鍛は両研

宗像原研理追贈が挨拶
この後別会場で記念祝賀会が聞

までの約一カ月闇︑騨集人貫は脳

㊤は夏海湖の全野㊦

究所が最盛期を迎えても一日に二

かれ︑況蜷被露︑川晦建設省河川

は送水ポンプの作鋤

すべて英語で行なわれる︒申し込

〜王名で受講料は二万円︒酪修は

睦関迎配璽照臨に

KSコピー紙

㊤

万誘鰐度だろうといわれている︒

辞︑加藤大洗町最蕾頭による聴杯

古い伝統・新しい技術・誠実な施工

ミラーコート紙
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スイッチを押す田宮 局長︑下条茨城県畿食議畏らの祝
茂文原子力解像蝿

VCl防錆紙

喘
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亀

発注となる原型炉の運転開始は一

九七六年末か一九七七年初めにな

．︑

は︑このためでもある︒今駕暮に

七三年の翌年が遣ばれているの

で︑燃料開発研究が充了する一九

が発注になる誌期が一九七四年

國で︑実用炉としての麗温ガス炉

〜3葛矛←3f亀︐亀jpる﹂ご︐零噛♂亀3審38・〜︐．

コ

︸・呂象．畠q8臨︑噸監竃●匙2

鞍藏
TNPG

Wの原子炉 を 円 距 備 え た 二 百 五 ＋

は︑マーク撮の高温ガス炉であ

定は今のところない︒

るのは︑世罪的にみても︑おそら

殖炉が一九八○年以前に運転に入

卜⁝ンレイ原型炉は︑英国原子力

炭型式ではない︒英国中央鷹力庁

化までの間は︑一窪してガス冷却

EGBの争議は︑筒遠増殖炉実用W︑舶九七九琿の運癒廃始が予定

ように︑原研大洗研究所と銀経事

約十一︒六億円である︒

水管路と貯水池とを禽わせて総額

けにはいかない︒英圏では︑マー

マグノソクス炉によるものが現在

ると予想されている︒内駅けは︑

○卑には︑二士一酉乃KW強にな

KW︑簡速増殖炉が落五や五二K

蘭温ガス姫によるものが約二千万

全発聡設備容蝋に対する原子力鞘

衙叢や万KWの箱︶Qその一点の

殖炉による分とが大体岡じ四千万

辻する︒一九九〇年以隆は︑綿中も

弼 影

炉時代を迎えることとなろう︒

上子炉の新設はなく︑発全に高上

彪

笏

−一二趨資料室便り一

髪

版︵磁闇鳳業省︑三五四搾︑A

○総禽エネルギー耽躍昭和伊萄年度

Z自9Φ妙四

5判︑一九七〇仔翌

〇年刊︶

︾・二〇九三︑A4判⁝九七

くO一 ︐藤 ︵H翠眉︸

KW︑すべてマグノソクス炉によ

百び①POδOりの

OU局の︒け︒憎く︒殉

る発㎎であるが︑十隼後の一九八

局︑那珂川に水源を求めることに

た︒取水径路にしても干波湖土地

省から許可をとることに成功し

那珂川からの新規の水利権取粟

線聖跡︑僅設省の国迫斎い︑大洗

数良区の水路︑水戸市道︑茨交路

決翻ったのは︑宇戸四十一犀春の
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業囲大洗工学センターの両者が伍

園第二の原子力センターとする方

町耳聞︑国向地と︑全路線にわた

って純然たる鰭人所有地は全然通

一︑これが藻た︑﹁極めて難かし

昭和三†八銭1︑この地をわがころであった︒
工購は︑当地区における原畢癖冷

針が決められた階︑ここは太平洋

設されているQ今圓の那珂川取水

穂雨水︑研究用水等を確嚇するの

れが工期的にも予算的にも概ね嶺

らないですむこととなったが︑こ

上流の藤井川ダム︑繕川ダムの分

で︑工瑠の推進は原研が担当し画からみた立地粂件にめぐまれて担金悶題や︑下流の補償問題が複

二月三日の通水式当日︑原研理

事長によって︑この貯水池は﹁夏

仔湖﹂と命名され紀が︑これは原

の中から選ばれたものという︒麗

員から慮募した菖七十一件の名爵

礫土地響艮区のもっていた農業用

ろいうとあるが︑結果的には千波

噺しく生まれた静かな湖水を象徴

る︒天下の名勝の地﹁大洗﹂に︑

合併した旧村ゆかりの名前でもあ

海はこの地区の地名で︑火洗町に

α事としては︑﹁全く細

つた︒が︑それがどうだろう︒経

の遵くなるような難題ばかり﹂だ

蟹がはじ竺︑憲ける 研︑勤皇箏榮団の大痴地区動務職

交渉など︑不慣れな原研

麓野離融灘蝋

うQ

とができた醸大の要臨でもあろ

初の引書の範囲内におさめるこ

共同購業として行なわれたもの

いるところと湾えられていた︒し雑にからみ舎っていたからだ︒取

条件拳鴻たす適当な水源がみ当た

谷川や澗沼亟部︑澗沼川からの取

憩とされ︑澗沼に流入している大

う︒水利蘭査では︑まず澗沼が対緯をたどってみれは迂余油折はい

飼所の中継ポンプ揚をへて︑大洗

二謎偉秒平野の工業用水の水利権

とだろう︒

れてくる那珂川からの勲も多いこ

ているが︑導水管賜を通って送ら

すでに野鴨が樹言なして集誤♂︐

するにふさわしい︒

を生み撮して︑地区内に調整池を

間的な調整によって︑鷲たに○・

よ︑はては澗沼淡水化鶏題まで満水の水難権二︑五二六ジ億回忌隠
題にのぼったが︑いずれも帯に姫
この貯水池は︑船貯水熾が⁝二十がしたすきに長しで物にならなか

でいる︒

脚子力センター内の贈水池に博い

大杉山揚水機規を起点に︑途串二

十七♂慧︒水戸市内水輪橋下流の

払の鋼響および鋳鍬蟹で︑延長約らず︑ほとほと撚りはてた﹂とい

きている︒導水管路に吟径七十窄

夏干湖足かけ八年︑工費12億円

@総貯承認は33万トン

らの量水讐路と︑醇水池とからでると︑﹁要求きれる水質や水羅の調査︑さら．馬延々十七計麟の取水

完成した取水工箏は︑那珂川かかしいざ現実に水利醐査亭じてみ水地点︑水戸市街地区横断個所の

た︒

囲渋れたその中心に位記し︑水の

㊧

クΣのマグノックス炉時代以来︑

製造を担当してきた︒それが墨銀

と計
変わらず五暫万KW︑AGRと
︵UKAEA︶が囎発研究と設

燃料は一総して英国原子力公祉

あたりから︑御幸寺台部門を国営

今隼の蔚半には貝体化するものと

核燃糧会社に移す構響がだされ︑

二十隼後の一九九〇隼には︑AG

懲の比率は︑約黛○％に違する︒

のUKAEAから分離し︑属目W
の︵原型炉二†五百KWと契弔炉

は︑身過ウランの製造や蔭処理も

二障されている︒この核燃料会祉

KWとなり︑禽戯で約八千万K

取り扱うQ英圃には︑拡散方式に Rと蘭湿ガス炉による分と画遡増

ストにあり︑現在︑拡張中であ

よる濃縮プラントがケープンハー

なると︑ケープンハーストでは拡

原子力発聡を論ずる場含に︑核

に対する比率はちょうど五〇％に

るQこのほかに︑同じくケープン W︑この時点ての全発電設備騒騒
ハ：ストには︑英国︑ドイツ︑オ
ランダの三二焚同出資による寒心

前の藤築再嗣成の機会に︑五＋人

散と滋心分離の両方式による濃縮

トが建設中である︒︻九七石子に

の設計陣込みてその麩務がA・瀟的

設にバ手したものであるが︑工臨

建離方式によるパイロットプラン
り︑途甲にSGHWRを入れる公
予社︵UKAEA︶が設止して分
英国の高速増殖炉の開発状況は
どうかというと︑現在建設中のニ

向う二十銀間の英国における除

ことになる︒

英国外へも供給できる体踊が窪う
球︵DPFR︶が一九七一奪沫か
はTNPG社の手て嬢設が進めら

プラントが稼勤し︑濃編ウランを
ナ五万KWのドーンレイ原型窩速 にTNPG烈．に引きつがれ︑現在

ち革嚢においては︑認速増殖炉の

一九ゼ三隼初めに運転に入るの れている︒このことは︑少なくと
で︑その運転成績を鼠低一年間見

今隼の末に燃料卒装荷し︑来年の
は︑今年の暮求でに一基発注する

されている︒衝万KW級の慧増 燃料の賜題を切り離して考えるわ

春には田力運転に入る予窺であ

うな﹁ド！ン﹂という力強い響き

地の底から沸きあがってくるよ

もので︑その後引きつづいて蕩澱

が︑今︑汰洗原子力センターの貯

らの取水施設が完成し︑その漕流

r年斗の艮期にわたる那珂川か がその闘的︒原研︑醐燃麟黎団の と鶴沼︑那珂川︑北浦︑西溝等に い間題であった﹂という︒那珂川

舶手が沸きおこった︒

はない︒当分はAGRの発注が続あがった・集まった人々の間から

が︑冬空にこだ豪した︒しぶ資が

炉はあく豪でも嶽型炉的な性格の

予定という︒しかしこの高温ガス
．†炉という煎も︑これまでのマグ る〇三番酉に蒲工した嗣じくTN

万KWの口重所で︑一発碁所四原

も︑極めて順賜な建設捲続けてお
り︑︷九七三隼には遼閲の予定︒

英国では︑サイズウエルR以後

ガス炉の発注があるということで

ノノクス炉やAGRの発一所が︑ P G 社 曼 注 の ハ ン タ ー ス ト ン B
原子炉を二県備えた双子閑職竃所
であったのと比へて︑歴巡する点
である︒要するに英國では︑サイ

ズウエル8 も 合 め て ︑ 実 質 朗 に は
†鰯越︑出 力 に し て 八 百 七 十 万 K

英国における篇温ガス炉の発注

研︑鋤燃難業獺爾酵母長が科技

二月3闘︑午後一時半から原

水池に導入されるところである︒

庁︑建設雀はじめ︑湾岸関係者約

あろうか︒その理血は︑今爺の藤

が︑何故このように申断ずるので

楓発注になる晒温ガス炉が︑あく

闘・

≧

つくる饗が築件とはなったが︑薪

あらゆる分野の未来に化学で挑戦する

蜘薇騨勲難瀦

〜
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く英囚がトノブになるであろう︒
ークEのAG8に引きつづくもの

炉の路線を進むというもの︒マ

1q74

つた︒北滞︑顛浦を対象とする澗

働総

㊤

新大手町ビルヂノング

、

APC

「rNPG
ハンターフ1ンB

覧◎8監〜3♂D︐暑33竃8︒・

﹂︐ノ・亀●監亀

て︑炉心やボイラーなどの小型化

発電を開始するのは︑一九七〇罪

英岡では︑主流のガス炉に並行
して︑三水減速の軽水沸騰原子炉

i、一ソケウェ／1
コーラズ書一

「1覧NPG

125
125

ダンジ不スB
ヒインクレー，1イン｛B

〃英国ではガス冷課を蒙に・その改量簿よ譲子爽発を﹁了ク髄・Yズと押
ノ

βして凋めており︑高速増殖炉や燃料の翻発等にも意欲をみせている︒本紙は今園︑こうした英︵
メ

㌧国における原子力醐発の現状はどうか︑昨年末ガリブ英原子力闘藥会議︵BNF︶会畏が来日

3ζ♪し︸f冒〜〜鴇亀・乙亀f覧8㌦

Wして藁薦らと会談し蒔のもようを宇心に︑そ鍵裟況や漿乱し簗さぐ．てみた︒凧
聾撃●亀〜驚妻〜零

う︒

脚筒温にしるので︑実用炉の発注は原型炉の

ものと︑これから発注予燈のもの
を歯り︑建津蟹の低下と︑燃料サ

︵衷はAGR髭躍所の建設中の A G R を さ ら に

英羅における原子力關発の塾本 マつことになる︒
路線はいうまでもなくガス冷却騨
であり︑マークーといわれるマグ
を示す︶

イクル蟄の低下を狙ったのが高温

完成以蒲に行なわれる︒したがっ

ノックス炉にはじ談り︑現在は次

発注の順番からいうと︑ゲンジ

て満温ガス炉の実用蝉が誕生し︑

の世代のマーク皿に移行してい
ネスBが一番眠であったが︑ボイ ガス炉で︑英国ではこの炉をAG 代の後期となるもよう︒

Rの次の世代のガス冷却炉とし

る︒マーク H と は 改 良 ガ ス 冷 却 炉
ラーなどのトラブルのため大爾に
︵AGR︶のことで轟るが︑一九

て︑マーク頂と呼んでいる︒この
六五年にAGRの一号炉がダンジ運れ︑二番囲に濟工したTNPG
ネスB鷺︑躍所で採用されて以来︑

晦年来まで に 十 基 ︑ 出 力 に し て 六
二層囎

劉−：マーク皿︑74年から本格化

・−AGRの開発が主体・

酉二十万KWが発注済みである︒

EGB︶ほ初めての試みとして︑

このほかに︑英困中央麗力庁︵C

亙，370
、｝【

1q74
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125
125
250

19ア2
ユ973

運騨レ
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曳注者
q縣、）

カイズウエ ル B 発 醒 所 に 対 し て ︑
マーク斑の調温ガス炉は︑どちら
︵通称SGHWR︶を開発済み
極で
めたところ︑すなわち一九七四
社難注のヒインクレー・ポイント
技術は︑ほぼ独占に近い形でTN 子力発鍛識備の予想規模をみてみ
昨年十一刀 に 原 子 炉 京 わ り の 設 副
Bの方が先に週転開始となるもよ かといえば・米國のGGAが別発あるが︑CEGBはこの原子炉を
年に洩溜増殖炉の実用炉の発注を PG社一権に握るれていることを ると︑一九七〇駕泳現在の聖子力
を？NPG社に発注した︒サイズ
探撰する畠画をもっていない︒C 予定している︒出力醤三十万K 示している︒
中のものと同型式で︑ドイツの豆
発懲設備瓢は運開ぺ；スで五衙万
ウエルB発鯉所は六十二万五千K う︒ヒインクレ；・ポイントBは

今年の麗に趨工が予定されている

英濁のAGR発蓬状，兄

陛も行なわれたが︑これもダメ︑

㎜

東京都千代園区大手町2−2−1

本社

が一臼・
麟工臨囎講

と万ナ︑醍大角効賄水晶二十苫刀

窟

…

｝

國

轟礎

の︑アースダムカ式︑工礁費は導あれこれ紙上としたあげく︑粘規の工笑用水の水瀦難として建設

踊躍璽雇診難路騨
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、
聾

評註三隅騨

ゾ︑湛水面積十﹃︒四万平方厨

25ミリ錠・50ミリ錠

5ミリ錠

1イー！5

疲れ・肩こり・筋肉痛・神経痛
足腰の痛み・疲れ嗣催劉・便秘

くことになる︒そして本格晦な狐
も︑次にのべる高温ガス炉が実用
狸ガス炉の発注は一九七四年以降
化きれる濠では︑依然としてAG
と予定されている︒

Rの発溢が続くことになるもよ
WOAG飛 が す で に 発 注 済 み とい
ヒンクレ；ポインB発露所の原子炉炉心の組立てのもよう︵昨
蕪＋︸月︶

駄でも蹟型炉であり・実用炉の発

?名ぷ一蹴侍しての︑那弼川取水
工購完成に伴う通水式︒

る炉でI

⁝証技勧を磁長しア昌温ガス炉の建

5種ビタミンを加えた強力型

鞠l11

蒔「h

瓶ではないということである︒と
同瞬に︑とくに燃料の照嚇特捌に

oのの1
英建実ゴ

腺；

・毒

大涜の原子力センタ〜は周知の

一一

は窪た多少の問題点が残されてお
り︑これらの岡題点の解決が精勤

け温Al
でガG
あスR：

欝

の芯濠でには聞に禽わないからで㎜

うア1ま

わ昌、：

日本漁 蓬
礁

鋲裂贋性ビタミン剤

ある︒商蔽ガス炉用の燃職につい一
一
で十分の照射デ⁝タが褐られ︑翌

1（二技、，

瓢門
著㍉レ

︸繍として実二化のメドが立つのは
．一九七三蜥頃とされている︒AG

が禽勢ス惣の畏の盲点
は燃料にあるので︑燃料が使い物

れをと
る磁のi
と長部
いし分1

になるということが明らかになれ

人勧あ．

は・あとの部分は︑AGRでの実

日霞正は
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二AECLと動燃か
鴛影

六月頃の調印へ検討開始
認鞍慧

鋤力炉・樵燃糾開災鷹峯厩とカナダ原子力会祉︵AHCL︶との閣で題水炉の偶報交換に関する協
定を結ぼうという計醒が棊体化し︑このほど︑そのための交渉が始められた︒この偶報交換話説の締

翼簡を調査幽ユ燈とともに︑鋤燃郷

結は︑昨秋︑カナダ原子力会社︵AECL︶のグレイ総裁が来目した際に岡氏から握寮︑濫塞的含藤像謙券喪が沓・わ醗の
がなされていたもの︒澗盾はこれから柵報交換の分野はどうするかなど協箆野暮に伴具体的譲聞題
について検尉昂進めるが︑今夏⁝五月宋か六月初に東京で開催予定の第二回β加原子力技術会議の翫

雀こうということになったもの︒

術麿を派盤︑協定の内暦奄煮つめ

った︒なお醗薔は今後︑交亙に技

てのより具体酌な臨し貧いぶ行な

鑑圃の関係蚕らと協定轟縮につい

が︑この炉に関するデータは豪た
昨秋の井上ーグレイ両氏によ．Φ

ていく方針である︒

世界的にも少なく︑闘発上の未知
トソプ会籔でモの墨本釣捕縛がみ

い︑この絡果を五潟†七日から十

もとに騨価設計をして研究を行な

門脇会議が東京で開かれ︑同月末

もち寄り︑紛禽的な検討を行な

④総会が還出する十四閑臥iの

質生回国と一つの技術扱助擾供園

る先進国五力闘︑⑧二つの原料物

国と技術援助纒供圏の廃距︑⑧総

力国に増加ずる︑②原料物蟹生産

先進圃の数を現行の五力麟から九

ているが︑今園の改正により①叢

計二十五力融の理回国で講成され

う︒このあと八月中はに第三回田

には鍛終回監が作られる予定︒

九田までの三日闘︑函独ハンブル

グで關かれる第二回龍門者会撫に

国会丞認へ案件提出

ーことなどによって轡禦会は三十

会選出圏を二十ニカ團に増やすー

この結果︑従来殿先進国として

四力圃で構成されることになる︒

係なく理甥会が掴聾する技術の鍛

︵あるいはスウェーデン︶の四声

にわが見および西独︑留︑インド

改箆の主な内容は︑現行の鼠輩 米︑ソ︑英︑仏︑撫の五力圃が表
第六条では︑霊獣会はΩP地城に関 文の理鵬圃になっていたが︑これ

る︒

して勅力を生ずることになってい

政府一AEA憲章の改正で
政府はこのほど︑圏際謙子力機

闘︵工A旦A︶懸蟻第六条の改正

圏会承認を褥るため︑関係薬件を

について︑これを受物するための

今國金に提諭すること場決めた︒

先進圏五力團︑②鰻先進国が選ば

工AEA懸蟻第六条は理鄭会の
構成亭規定したもので︑一九五七

．

国が加わるものとみられているQ

げ︑二月の同機二日愚会に擾出︑

た曇三会でモデル協定をつくりあ

相︶は︑︸月十九日から再開され

﹁

れてない地威から理環会が招聾す

審議継続へ

三月以降も

無のIAEA設立墨時から岡じ条

の増加や世騨の原子力開発状況の

文であったが︑その後︑新加盟圏

進展などにより︑変化した国際社

一AEA・保障措灘婁 承諏をうる予定であったが︑審舗

会の現状を公平かつ適切に反映し

子力日劇め﹂を︑ひ灘統意︑S・

オークリノジ運営肇務所蝿が﹁米

R．サビァリー楽腱蹟子力婁墨会

国におけるウラン濃縮﹂を︑ま

た︑赤板プリンスホテルでの午さ

の経済︑金融趨勢−仮題﹂で購演

ん会で佐々木簾臼田総裁が﹁罎近

講師を中心に︑﹁原子力発黙所に

を行なう︒このほか︑とくに外人

題﹂の二つの痛撃シンポジウムが

関する経験﹂と﹁ウラン濃縮問

開かれるが︑前畜ではエバスコ枇

翻脚長L・ライタリー氏︑クラフ

レーバー氏が︑後編ではS・R・

トベルク・ユニオン取締役H・フ

サビアリi氏︑英国醸子力公社生

エイブリi氏︑仏原子力庁薩業謝

産グループ酬画管理部斑D・G・

画担嶺総懸M・A・ペクール氏︑

ザーランド取締役M・ボヤード疑

ウルトラ・セントリフユージ・ネ

らが発讃する︒

なお︑間大会鰺加費は三千円

︵予稿集を含む︶︑午さん会参撫

費も三千円で︑印し込み締切りは

暴酒諮備購講漏まで︒

三月八田︒詳紹問撫せは原麗・岡

三菱原子力工業株式会社

藤懸1曝：馨臓 鷺驚繁i欝撃野

露

㌶8轟

璽

三菱金属鉱業株式会社
：三菱化工機株式会社

義

〆ノ

さ

︑δ

＼

︸

馨

悶窺凱兵発電所罵機絹厨十

には謝醸のはこびとする方針である︒

が耀下灘難業
麩難や麹讐い・蔭燃込雰野が多い・このためこんど・
られ︑以後轡簡交換が行なわれて

降︵二田から開会︶ち継続される

核拡敵防止索約︵NPT︶下の が㎜蔀来書となったため︑ 二月以
保随撒躍適罵に闘する方策をビう

︵査察に伴う疑用の負担︶で解決

霧議未了は︑とくに財政悶題

ていないとして︑この第六条の改

の︒すでに︑この改正薬は昨年九

心とした諸闇魑について昨無六月

正をしょうということになったも

り︑わが国も共陶提案園であっ

がみられなかったためである︒

ことになった︒

κ︒この敬正案は︑IAEAのか
全ら審識を続けている国際原子力
ワルトハイム荊オーストリア外

機閣の保多量躍婁員会︵麟長K・

月のIAEA総会で採択されてす
おるか一︑モデル協建伽戒や中
ム社が開発した囎胴二一EFDR

て謝講した︒とくにインターアト

︵一体式加比水型頬︶の設詔とコ
ストの見讃り︑運航の経済欝欝︑

加霞国の三分の二以上の團が碑窪

口σ日同り憾︶尊MU︶MU︶撃頓肖︾口HU碍︾MUロロ雛口HHVぱ摩蔭暮MりM目︾け口UH目VMり︼

しだ出口に︑すべての加闘国に対

婁興会壌勝局でその灘備を越めて

議長・河内武雄

藝i華藝嚢i嚢｝二

◎

大会を開くQこのため岡大会準備 創立十五新鋭に託り認念講演﹁原

吉岡俊男、コメンテーター．金岩芳郎

三菱璽工業株式会社

御期待下さい……

イクルに付随する醐旋な工程がな繭脊が協力協動を翫んで樹報を交
いたが︑この二月八〜十目にはA

EFDRを中心に

蕊嵯鞭羅窯業換し︑晒︑互いの研究開発の無騒を
一

開発を当初から一貫した路緑で進・

めているのがカナダ︒CANDU

−PHWおよひCANDU−BL

第﹇回日毎原子力船会議終る

設計の塞本島な考え方や舶体︑機

Wといった二つのタイプに關発の
ら十日談での三田闘・東京・新橋

山田州⁝極︷果航路蜘僧槻懇柚燥一9︸偽八甲刀

主力を疵いでいるが︑とくに後護

は蕃ベースで纂体的な論難には

この会灘によって共岡辞価研究

今回の会漣は亟独からGKs題について慧毘が交換された︒

麗︑安全性などの技術的な懲要問

の原子力フルコンテナー船の纒済

の第︸ホテルで醐かれた︒

の動燃入墨圃が闘川中の噺型転換

は︑便用燃麟はWハなるが︑わが團 馬力︑二十六ノノト︑二千一種み

Sのミューレン理購をはじめ︑ブ

西独との共圓プロジェクトi﹁田 レマーブルカンのシィフ常獅︵醐

炉︵ATH︶と阿一型式のもの︒ 的︑技術的共二障価研究を行なう
爾國ではともに︑カナダがジェン

いり︑日独相互の技術交流が行な

いるが︑二月十五日からは穆瓠葺
最︶など九名が出席して︑日本側

年次大会の参齢
加登録始まる錬

トリー︑動燃禦業団がATRとい虫原子力船共同評価研究会畿﹂の

われることになった︒嶺町︑交流

6蓄ンスにおけ鋤繍鼎M・A・ペクール

録の受け響けも開始された︒

専門象と今後の研究のタイムスケ

第四回大会では︑初日の開会総

避雷｛助、穏葉秀三、北川一栄、繭田正男

日本原子力塵業会脳は三月十五

窮一等罵門巻会議が︑二月八日か

会で︑茅誠司乗大名愈教授が原蕊

った漂型炉廼設に碧刻している

喰都市センターで第四回原薩隼次

るものと思われるが︑この蚤料を

は雪面t技術的な思料の交換にな 日から三日闘︑東急・平河町の日

告別式は同B午後二晴から羅時

なわれる︒翼儀婁興長は木川田一

謹で東京○纂鞘地ホ顯講でとり行

隆葉尿二三社長︑岡副婁員畏は松
根宗︸原睡剛会長と巨弾友蔵同和

原子力産楽長期ビジョンの展開
譲艮・占材清三
馳表苔：田園ぬ治郎、審山獲麟、コメンテーター：出

あなたの三琵恨界の三慶

菱PWR燃料の日寺代です！

叢簾難羅遜襲灘融

曜

ジュールや評価項蹟の詳細につい

艮本原子力産業会議会長

矢之助翫は︑かねて幽幽縦獲中のと

シンポジウム

命

三菱原子力グループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集合体までの成形加工は勿論

…鍔ぞ拶講鰯灘

磯之無難逝く

日本照子力醜藁会議会長・萱

故菅氏は明治三十八鑓璽窟解熱

鉱業役長︒喪主は長男菅禮太氏︒

商漿学校︵現

鷺
犠

2．10

い鱒

｝

畷一
＾一

ころ二月十八臼午

心不全のため輿

戦萌戦後にわたって鉱業︑石炭︑

面剛謄五十三分︑

電病院で遊張さ

軸力および腺子力蹴雛に震献ずる

橋大学︶雑業︒

れた︒享無八十七

とともに関係園体の要職にあって

鰻近の経済、金融憎勢（仮題）

．

発
﹁

鹸︒虜宅は東回部

産業経済の発展に轡ξした︒

してわが国の原子力漸業の脅戚と

麺嵩†一隼原礎創立以来︑会長と

とくに猿子力翼においては︑晒

杉並区上荻四丁図
＋一番＋八野︒
雅銭は二月二十
二日︵月︶午後︸

して尽力してきた︒これらの叢績

L・ライタリー、II。フレーバー、｛舜藤俊メく、
発潴ξ者

速炉の最近の遊歩
R・V・ムーアー
5、イギリスにおける顎1水。黙蚕篭

一

サタほぎけの

ひ

離立を囲指し︑藤灘界の鶏の立

により昨年十一月︑勲一箏瑞蒙離

午さん会（赤坂ブ
リンスホテル｝

振墾辱東京5895醤
書舌（59書）6121（代）

棄京郷港区新機翠丁目1醤13弩（東矧日館内〉

議
ム
冨

慶
カ

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

瞬、一．

ン
ヨ

シ
プ
セ

ウラン濃編問題
議長・松根宗一
発表者 S。R・サビアリー、 D・G・エイブリー、
M・へ。ペクール、一本松珠機、コメンテーター：M
。ボガート、J・フィンク、今チ｛美材、材田浩、山田
太三郎、N・L・フランクリノ
潤際ンンポジウム

P、n：OQ

3月ユ7日（水｝

第3日

原子力発躍所に関する経験
姻瞭シンポジウム

A、19：00

蒔から二蒔濠で︑

ざる一月︑原巌の

な曼離︒秋田県出身︒

1：00

揚から︑宮・民・学界の調郵役と

新隼名剃交換会で

吉田正勝、池尻文二、春野鵡予、（科技庁、通喫省）

PM

レ

5：00
PM

1、エネルギー多消費霞業の原子力への期待 藤木俊三
2、アイソトープ放射線産業利鰐の回漕
加藤正長
3、海運の将来と原子力船
福田久雄
4、日本における動力炉開鑓
清成 適

演

9

講

原子力発躍所と環境問題
二一・闇闇敬一郎
パネルメンバー．御園峯廷輔、竹内俊占、小林健三郎、
パネル討論会

00
AM

3月16日（火）

第2欝

西田償一

感
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購瞬嚢灘，蹴i蒲
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一第563号一
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⑳

摸拶ずる故暫会畏

原憲餅立15周無祀念講演「原子力寮始め」 茅 誠荷
アメリカにおけるウラン濃鞭
S・R・サビアリー

所

燈々木醒
12：15

PM

瀾会挨拶、準備委員長挨拶、原産報酬
開会総会
へ、19：3Q

3月15日（月）

第1臼
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第
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原

三十万Kwを来年着工
西ドイツの高速増殖炉プロジェクト協会は︑蹴気出力三†万K

よる環境汚染の度合が極めて少な

るプラントに比べて︑廃棄ガスに

璽抽あるいは天然ガスを燃料とす

建設者︵SNRコンソーシア︶利点を強調

Wの醐速増殖炉を建設する謝画をもっていたが︑このほど来無麗

く︑蓉た高速堰殖炉は︑その性能

西ドイツ政尉は︑米圏に対し濃

西ドイツ

ウラン調達へ

米国から濃縮

少なくてすむなどの利点がある︒

必要とされる冷却水の灘は二〇％

の蕩さからして︑経水炉に比べて

の孚によって開始されることになろうと発表した︒

でおり︑一九七八蕪には︑全罎刀

殖炉の許可手続は︑勘画通り進ん

には岡炉の建設がSNK︵ナト リ ウ ム 冷 却 高 速 炉 ︶ コ ン ソ ー シ ア

この増殖炉 は 蝦 初 ︑ バ イ ス バ イ

運転に入る予建である︒

ラーに建設される予定であった

が︑西ドイツ原子炉安全婁貴会

クトの利点を次のように強調して

ソーシアは︑この高逮炉プロジェ

①発蹴コストが低い︒

いる︒

②資源のコストに影穰されるこ

は原則的に︑濃縮役務腰帯であ

行なわれた︑ユーラトムへの英国︷
の滲加に黙する交渉を考慮に入れ一

た上で︑さらに同協定を廷艮する
か否かについて副議が行なわれる
ことになっているQ

り︑米圃産U308は該当しな最近行なわれたユーラトムへの

察に関しては︑鴛鷺Cと生じ数撞

團は︑核払散防止一考に無つく査

い︒取引繊は六九昂に爾政府間で

﹁桐殺﹂購入契約にもとつく第一

iン・マルク︒ボエグナー氏は︑

1になろうとする国は︑ユーラト

爽團および︑ユーラトムのメンバ⁝

ムの施設わよぴノウ・ハウの使用
に零し︑その対価を支払うべきで

米国撫子力習
した︒

何前六か月またはそれ以荊に︑原

から野口欝を受け︑安全審査を巌・

これら勧告は︑A亙Fが粗織し 子炉安全諮聞蚕員会︵ACRS︶

W・R・ゴールト氏︶でも検耐さ 函に行なうこと︒

F︶塒別弁讃士 た経営者側の検討婁日豊︵二二長

業会議︵AI

婁員会婁員長

全体的な手順を立案し︑贋行ず

質を検副すること︑などである︒

提出文欝の確認︑団体の論点の本

るため︑公聴会の前の会議を大い

その他の勧告としては︑公聡会

﹁現在の原子炉解旨煮続はきわめ

予測することができない︒訂可手

躍所がいつ幽趣に入るか︑正確に
︵AEC︶に運

の箭の会議で決定したことは﹁公

タイン氏︶は︑

R・ロ〜エンス れ︑了承された︒ゴールド氏は︑

転許可手続の改

おり︑しかもひんぱんに当室され

続で要請されることは漠然として

式な命令﹂として臭現すること︑

に利用すること︒会議の圏的は︑

正を勧億した︒

また︑ASLBの議長に︑技術幽

てクリティカルな状況であり︑発

姿員会は︑公聴

る﹂とのへた︒以下は弁護士委員

原子力漕員会

会を早めに開く

会の鋤儘内払である︒

象た︑発躍所が装荷可能となっ

も軌轄する権隈をもたせること︒

AECは︑燃料装荷の六か月前⁝係のメンバーが謬翻していなくと

こと︑各圃体の

ているとの通告をだすこと︒この

に運転群可をくだ署﹂とを考慮し

論点を把擬する

を利聴することを勧答し︑さら

通告は︑黒田︑AEGリリーズのた隠点で︑運転を詐可する権限を
ASLBに与えるべ惑だと提唱し
⁝態になった揚命には︑全綴力運転 ほか︑発電軌池辺の鷲聞でも発表

に︑発醗所が燃料装嚇ができる状

ため︑心慰会の前に︑大いに会議

た︑EECの交渉費任者であるジ一

いを受けることを肇求された︒ま⁝

交渉された米国駐留箪費用との

︵約五千五頁力勝︶とほぼ岡じで

次の契約高︑二癒ドイツマルク

あろう︒

鰻初の契約では︑ドイツの藺社

確鎧通讐舘嫉膿跡
の平均価格はポンド当たり六二

一方︑消息肋の写ったところで

〇メから轟ハ・一五がの閲であっ一 あると要心した︒
た︒

万運︑残りは濃縮賢︑輸送量︑U

おいて︑ユーラトムに五千五盈九一

わらず︑取扱う物昂が穏撫物で相

できる︒その穴きな径聞にもかか

対的にもろいので︑運転がスムー

主要ホンプ利潮を試験するもの︒

スにかっきわめて正確に行なわれ

最初の試験済みポンプは一九七二

き獲される︒予懇最島魔磁は一蒔

フランス躍力庁

試験ループを発注
︻パリ松本駐在鼠発︼フランス

行シュミレータによる実験を終了

圧力は蔚九十ニハール︒

チアンジュ原発用

クレーンを発注

寒寒羅所用に二十十ナ︑径蘭三十

いるQこれは前方に二十五ゾの経

一議の門型クレーンをも製造ン﹂

周十一酵と二十三酵の楚行クレー

仏白モ壱ル原勇会社ン露える・

ゼ郷灘礪讐讃談鉱山基準法

アメリカ

の施行は延期

法聡蒲駒蝋勤鞭磯

械墜用走行クレーン︵百五十ナ︑

ジ康勇露虫︵ペルギ；︶機

騰舞曇塀磁欝磁

で最も強力なパンデグラフ型加遼

線研究所の国際的研究チ：ムによ

ス︶の基雌を六月三＋日まで有効

M︵ワーキング・レベル・マン

七︷年一月一日から︑星準は四

とするよう要配した︒

り爾五番目の元素が発見された︒

○原子騨燃料に使罵されるウラ

用を容島とするために製造醗を増

院︑大学︑企業における各櫨の利

○カリフ寸ルニウムニ五二の病

た︒

設は︑イリノイ州バタビアの国立

速器の製造について報癒したQ建

防止に放射線を利用することにつ

の輸送︑市議における腐敗などの

こと︑豪た︑生魔コストでは︑ポ

の埋藏灘には︑ほとんど影響ない

ンド当たり僅か二︑三セントしか
OAEC内部に環境関係部およ

き承諏を求める手魏を準備した︒
がすでに完成している︒運紙開始

加速器研究所で行なわれ︑四〇％

︒ウラン︵ハドル以下／ポンド︶

採用しても︑地下鉱区の低コスト

L︶社の報告は︑基螺四WLMを

たアーサー・ド・リトル︵AD

この闘題で報告を求められてい

を延期したもの︒

検討がまだすんでいないので施行

Cの資料入手が遅れたため︑その

立研究所︵BNL︶における世界 ついての五十一の契約に心身し WLMになる予定だったが︑FR

ンニ一二五の形でのウラン濃縮に
OAECはブルソクヘブン止

した︒

従業員の年間許容被曝撒十二WL

イン工業挽にジュヌビリエ工面用 た︒これは交痂発電機回転子粗立一たが︑FRC︵連邦放射能会講︶
一
の強力水力ポンプ試験ルrプを亮 て用で特別装画を取付けて一二百七 は︑大統領宛欝簡で︑現行の鉱出

囎力庁ハEDEほこのほど︑ステ

餐賛唱︵ACRS︶は︑軽水冷却

間として締繕されたが︑これが一

AKC規捌で規定されているが︑

転換率が示された︒

千KWにのぼる†四の薪原子力発

増殖炉のデモンストレーシ讃ンプ

聞二力八千八衝立方樹︑優優飽葬るよう設訓される︒醐社は同原子

衝蹴﹃﹁BWRにおける冷
水アンジ乱原子力発電勝に引
醸却
にチ

入れる線則と仕様を示している︒
すでに︑㎝猛力容器に対する黙

十沖
こR
ター
噺蝦針はA皿GとACRSか受け．注した︒これはPWR
やス
BテW
のをも取扱うことが

内訳は︑精鉱麹二干百七十五力︸ は︑閣僚婁員会は︑二月一日に膏 を聡める権限をAsLB︵調子炉
たQ
すること︒
が︑U3081UF6転換蟹四酉㎜なわれるユーラトムの訳の会蜜
議全に
公聡会に先立ち︑AEUは︑装
留査会︶に与えることを勧告

考えられている︒

ア

︸

F6︑コンテナー︑その他費用で 十七万炉の予算を認可するものこ
あった︒

Eeの鍵任であり︑AECはドイAAEf︶︑が新安

米躍側では︑購入交渉は主にA

行なったが︑これは米團ウラン業

醐聾タ．フと撃萎全欝⁝

米困原子力婁鍛会︵AEC︶の一られているQ

全指針を作成酵難聡縫難紳

ツに︑AECのストソクパイル豪

ゆ
たは民間の生塵者からウランを細
入するよう勧めるだろうと憩われ
る︒

欧州共岡市揚閣僚婁貴会が発表

る︒岡遊里は︑科学者の交換およ

九六九年には二年間誤長されてい

多くの分野における詳細な指針は

強力水力ボンブ用

臨懸翻
いて︑一連の安全指針を作成し︑

原芋力発臥所の特殊な安全性につ

塵業界がこれらを利用するよう作

したところによると︑岡婁鍛会

び欧州経済共問体へのプルトエウ

牲の決定は︑許可の際︑ケース・

なく︑また︑特殊な安全性の妥当

業中である︒

は︑ユーラトムと英圃の間の協力

ムおよび濃縮ウランの供給ゑ臼的

バイ︒ケースで行なわれている︒

設副についての一艘的指針は︑

協定を︑一九七二無二月三日濠で

としている︒

は︑議会に対する一九七〇年度の

躍プラントの建設のための契約交

○総謝画能力千四︸臼三十灘

ギー問題と環境問題の解決に役立

渉を民間会社と行なった︒また三

年次童部で︑米團の長期的エネル

つものと考兀られる液体金属冷却

は現在順調に稼働している︒この

ラントは︑七〇傘代に建設︑運蔽

ら十㎡に引き下げた︒

米AEC70年度年次報告を提出加し︑価格も︑ザ確当耽り一千がか

高速炉計画を推進

萬速増殖炉開発の漿点策を継続す

万六

米国原子力婁員会︵AEC︶ ノト規模の卑小において九九％の も及ぶ完全にシールされた宇宙飛

星雲︑今風の十月には︑最近

し陀︒

英国とユーラトムの協定

さらに一年間延長

受け入れられれば︑新規購入契約

もし︑ドイツの希望がそのま紫

らすものではない︒

暫にとっては︑なんら利溢をもた

縮ウランの第二次調達申し込みを

︵RSK︶が︑この地域は入隣 密 ⁝ 方 ︑ 建 設 者 で あ る S N R コ ン
ったため︑この程オランダとベル

輸が萬いという理田で欝可しなか

ギーの醸境近くドイツのカルカー

近辺に建設されることに決定し
た︒

SNRコンソ：シアは︑西ドイとなく︑発躍コストを決定でき
③罠期間にわたる工邦ルギー不

る︒

ベルゴニュークリア︑オランダの

うる︒

足に対する潜在駒な解決策となり

ツのインターアトム︑ベルギーの

ネーラトムおよびルクセンブルグ

きる︒

④ウラン資源の経済的利嗣がで

のルーラトムよりなっており︑紫
たこのプロジェクトには︑ライニ

シェ・ヴェストファーレンAG

さらに原子力発鱈所は︑石炭︑

にすむ︒

⑥ウラン濃縮アラントに頼らず

利用できる︒

︵RWE︶やシナトムといった購 ⑤プルト一一ウムを簸も効鶏的に

明野増殖炉 プ ロ ジ エ ク ト 協 会 の

力会社も参加している︒

発衷では︑カルカーに建設される

竃気出刀三十万KWのこの高速増
5

米AlFがAECに勧告

酉二十万八千KWの五つの新発櫨 器の一つとなる三〇・五MeV加 〇一般人の食用に供するイチゴ

を行なった︒

○内醗プルト乱ウム燃樹水再生

雄︻

正清

水川

?恥

水清吉

主目
︑マ

⑳

嘱

社店
本書

慰楽所小坂・マご岡・柵原・赤全・岡山箔↓

、へ

システムによる緋水循環方式によ

報告している︒

増緩しないこと︑などをFRCに

1大代表

6

0

霞箔（201）1

：友蔵

斬艸

祉擾

東京都中央区宝町2／i

猪瀬辮一部

英の

さらに一年間燃長ずることを承鰍

ユーラストムと認証の協力協簿

1一塵ムAーー

ド

は︑一九五九年二月に十葎間を娚

順調なタラ
ン

プール原発
イ

インドのタラプール原子力発艦

ほど周発四所を訪れた日本の訪印

ている︒そのほか年次報告の概要

されることが計画に明らかにされ

所︵BW R 型 ︑ 二 ＋ 万 K W 二 慕 ︶
ることを明らかにした︒液体金厩

原子力使節団の報告によると︑一

︵十四カ月間︶の運転実績は︑一

援助した︒

ひ廃棄物響理都の二つの新しいス

同瓢錨i業

許可手続の改正を

Oバークレーのローレンス放射 タソフ・グループを設蔽した︒

東回三下代田田丸ノ内1〜8〜2鋲鋼ビル

社

@

名古屋・大阪・広島・高松
福岡・金沢・仙台・札幌

本

硫酸脱銅焼鉄鉱

るユQ

って︑宇蜜船における四入の粟粗 は一九七三年に予定されている︒

硫化鉄鉱金銀

渉う
でト
はム

交1

画の水の必要を充足し︑九十田に

φ

会畏

建 設

φ

電気亜鉛

電気銅

英 こ
園最と
の近に
参行な
旗なつ
にわて
翻れい
すたる

炉の初娚運転についての契約交渉
OAECは一九七〇無霧中に

は次の通り︒

九六九年十一月から七〇鋸十二月

暑機が百二†四乃三千六百七十二

MWH︑二暑機が営二十五力千四環境と放射線効果に関醒する一千
弩機が八五・黛八％︑二軍機が八

頁七＋四MWH︒設備利用率整件以上の研究開発プロジェクトを

ントが膚墾な進展をみた︒パイロ

一︒三五％と非常に葛い︒11写翼 ○オ⁝クリッジのガス拡散プラ
はタラプール原子力留口所全品

V

ゾ

︾
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N
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聞

業
産
力

早期公開を柱に藷備
累積分は漸定措置で処理
特解庁は今年から特詳法の一部虜改正し︑技術偶報の阜期公開と︑出願と審査の聞に審査舗求制度
を設けるなどして︑特諮処理業務の迅速化を図ることを決めた︒また昨年末紫での出願分については

漸罵棺綴として︑一括集中讐査︑面接審査︑新件の審査四手の優先︑緊急性の高い分野の審査の優
先︑公知例調査の部外協カー1などで処理するとして︑特許庁内部︑外部と検討中である︒
横薩業活動の活発化に伴い︑特欝 いる機鋒Qこのため︑出融暁には 独占権獲得には︑特諮は出願後七

賄には経済附頽億が薄れることが

新規性のあった技術も︑特欝公闘
査罰節することが必要となった︒

年以内︵実用斬案は四年以内︶に審

出願件数も増加してきている︒昭
和濫一†山ハ無は約十〜†一万件程度

予想される︒

答の画度のため︑審査官の必要蟹

だが︑出願件数の増加と︑技術四

の処理能力は年聞約＋五万件程度

能力の陶上を罠指している︒現在

予騨鎖雌を構ずるなど︑審査処理

庁は︑毎年審査富の増員や必要な

五千件にも達した︒このため特飾

後増え︑四十四蕉度は約二十一二万

の新設一などを中心として幕無

四手しないという﹁霧査舗求制匿﹂

しても霧査舗求がなければ審査に

糊する﹁早期公開制度﹂と︑出願

四半経ると自動的に技術内容を公

し︑今鉢一月一日付けで出願後一

業務の迅遮化のための検討に漕饗

技術憎報の早腿公開と︑礁顧処理

特詐制度そのものの検討も含め︑

このため︑特解庁は︑昨隼から

春謙辞を行なう︑③讐査窟が一応

士榮中華査を鎌毒する一方︑②冬

会社の同分野の出観については一

るための漸定措蹴として︑①同一

が始象るまでに一鱈の圏途を立て

のため特鉾庁は︑薪法による公開

法で処理されることになった︒こ

家での約五年分の未処理案件は旧

会番議の段階で分醗され十二月来

も︑新法適用の予定たったが︑二

末までに出願したものについて

嶺初︑特許庁興では昨年士一月

であったのに対して年平均七％朗

料調査に睦間を要し︑処理能力は

法の︻部を改正した︒

隠を逓し︑たたちに公告︑握絶査

山屋査件数を生じている︒現在京

したがって︑今年︸月︸臼以後
定ができなかったものは一特保留

低下しており︑毎年七〜八万件の

でに特口囲の叢竃で約八†五万件
出激されたものは︑原則として出
し新島爵査岩手の優先︑④繁急性

の職い分隊の審査の優先︑⑤公皆

例調査の部外協力iなどの対策
纂を作成し︑現筏︑各分野の乱心
機関に協力を依頼し︑異体食方顕

捗している一との説明があった︒

鋤播磨璽工︶︑佐藤隆︵三菱躍機

画︑叡岡県・伊象沖で行なうの

科技庁が今年からの三力年

に設けられた墓地を根城に︑海

がそれで︑四入の技術者が海底

濠っている囲鍛は成競窟仁︵石川

工神戸研究所︶︑馬揚勝彦︵策芝︶の

ータの収集︑高圧下での各毬鼓

中での作業や居住中の賑学的デ

中央研究所︶︑産地澗一︵三要電

四氏マ︑このほか野口透︵京都大

点︑高速炉燃料の開発︑放射線の

的高温ガス炉の開発動陶と問題

地理附粂件の悪いわが国における

るのかなどのほか︑資源の確保︑

燃料那工技術はどの程度進んでい

証されたものと考えてよいのか︑

蒸しに参加のほか︑欧牽各国の厳

共催の第五園﹁MHD発電園際会

ンて開かれる工AEA︑ENEA

士二d藻で︑西ドイツのミュンヘ

同調査団は︑今銀四月十九一ご

う▼高圧人工空気︵総懸十ヘリ

菅麿の灘海謹で漁水

ウム︶を使えば約九

冨鮨といわれている

が︑こうした海底基

地醤写煎→が蹟調な

らは︑蟹源開発等に

溺待されている︒

大いに役立つものと

oo

oo

oo

oo

は

孫掛針

▼一

：東京都港区東新橋1−2−13（川岸ビル）
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6168

9058
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オットハーン畢

ヂぐ

望︑かのある中央部でO・す．㌔ ラーよりも良い操縦性能をもつだ
あった︒加繊度の変化による出力 ろうともいえる︒
変動は︑制緻榛を動かさないで︑
初期においての磯械的醸諏が三
出力三†八MWに対して上下︷M例ほどある︒二つは露給水ポン
Wであった︒二次測蒸気雌の変動 プ︑給水弁が負荷変動の臆に響動
は計測できない程農であった︒こ がうまく禽双しなかったことた︒
れは原子炉の自己制御性の優秀ざ このため︑数週間かかって︑主熟
気弁︑論水ポンプ蒸気弁︑給水弁
によるものである︒
負荷変動による燃料簿の湿度変 の飯遜設定をやり嘱した︒その二
化も数多く測熾したが︑設計催の は炉内水位系が趨動隠に高めに出
たことで︑このため︑太目のパイ
プを用いて蒸気齪縮水による誤差
オノトハーンの原子炉プラント

半分であった︒

においても︑在来舩と同じように

故緑はささいなことから起きてい

国際協力について︑現在動燃購業⁝可が下O︑敦賀で本署工事に灘手

している虫水炉の憎報交換に物し

盛とカナダ撃力蒼の間で交渉♂・誓事整聖塁五％聾

心は大陸概蟹源の開

びているが︑その中

世界各国で脚光を浴

近無︑海洋開発は

て︑勤口暦象団側から︑今年六月
一A−9晋二二ーーー

の可能性を明白にする予定だ︑と

頃開催予定の二士会議までに協力

また動力炉建設の進捗状況でも

の説明があった︒

に融手したほか﹁常陽﹂は基礎マ

五＋MWの蒸気発生器の豊野設誹 発︒先進甜国ではとくに氷國が

ン︑西独がヘリーゴーランドな

シーラブ︑仏がプレコンテナ

どの愛称で海底麗住をはじめ各

原器会艮は﹁原子力発蹴には豪だ

利用騙発︑原子力船︑医学心用な

廃梁物の処理等々︑同氏のあげた

動の作動状況等を欝欝するとい

学工学研究所︶︑関口懸︵策京大学

どのほか︑政策にも濠たがる一面

聞題点は多く︑開発努力の不十分

あるQ

准もつ保障描置の聞題︑大学にお

団疑は未定たが︑現在豪でに決

原子力機器の

操縦性能は極めて良好
ず

の利用都が暫くなっている︒その
騰原子炉が停止ざれたのは検査隠

原子力船講演会
ウルケン氏は原子刀舶オノトハ
⁝ン弩の紅紙縄験について要旨次

けである︒

ｽ醸と晴年の十二月︶と昨無
麗の一次冷却轡ポンプ取換え聴加
海上での動掘が尿子カブラント
の特性にとのよつに影響を及ぼす
かか興昧ある間観たったが︑︸昨

閉止したときでも︑原子炉圧力︸

の三毛性能はきわめて艮好で︑F を解決した︒その三は聞けつ的に
DRの最も大きな利点の㎝っであ 糖閉されていたために一次系補給
水弁が漏るようになったことで︑
ポンプを連続越廼に変更して解決
した︒これらの鳶職は︑原子力船

行なわれた︒以来今年初頭濠でに

年十一月のカリビア航灘では最筒

定制御は良好で︑ステノブオーバ
⁝する鎮向はなかった︒魚気圧は

るこζを示しているといえようQ
なお乗員は襲爵の航海︑機開の

三星第三罵の機関士を言上で訓練

人達で†分な運紙操作ができる︒

原子力船が在来船に対携で港る

申である︒

綴力は五万〜八万軸馬力であり︑

閥題は運航経験によってのみ解決

償︑乗組皿の配貴︑安全性などの諸

できることを全摘しておきたい︒

タービンの操縦弁を操作するだけ
でよく︑操縦性能は予期していな
る︒大出カツラントでは在来ボイ

かったほど艮好であったといえ

闘湿しての他園への入幽︑災害補

FDRの運紙に対しては︑粟黄は原子力般蹴の口恥は近い︒運賑に

通って復水器に吹き出される︒し
かし︑これは設品よ予測されてい
るところであるQこの蒸気ダンプ
回雪はこのような極端な過汲状曝
のときに使われるだけなので次の
船では設ける必要はないと思うQ

瞬時上昇し︑数秒闇バイパス弁を

ることがわかった︒テストのたの
に主タービン飼の絞り弁を急劇に

五十︸圓の実験︑鉱石輸送航侮に

傾斜角二†展を讃録した︒動揺加
濃度は舶曝し・Fハ撃︑船尾○・四

末までの炉の運紙時間は一万三千
ﾝ四ナ︑主推血タ⁝ビ
ンおよびターボ発蟷膿は

四千五無難間運癒され

それぞれ八千八百︑一万
た︒この聞︑補助ボイラ
ーを帰港胴動力源装置G
して使ったことはなかっ

翼翼炉︒核燃料開発興業団は二

算および礁業四望︑②動力炉開発

業務の進捗状況︑③高遼実験嫌

設︑格納容羅の下部笹島を搬入し

国でもこの四月から撫中居住実

種の翼験を進めているが︑わが

ソト工事も地中染コンクリ⁝ト打
げん﹂の建設状況︑⑳プルトニウ

たほか︑胴体︑エアロソクなどは

まだ兼翼成の分野が多く︑これと

た︒

が︑＝月九日︑初会倉を行なっ

ける原子力研究︑麗桑物処理と海

さを指摘すると岡疇に︑こうした

c兜蹴研究開発の現状等を調査
洋理蝿など掘野の広い原子力利用

諸点の解決のため︑国璽あげて︑

のため派遣されるもの︒

験が行なわれることになったV

ム燃料触発室の建設状況などにつ

査団が初会合
原

産

MHD発電調

いて審議した︒

属島製作巾である︒﹁ふげん﹂は

﹁常陽﹂︑新型転換炉原型炉﹁ふ

雲上とくに動力炉腸発における⁝昨年︑総理大津から原モ炉設躍詐

＝＝＝騨一 ＝＝一＝一り〜︒一糟＝＝﹁一︐一一一一篇一一︐駒一
騨＝
一一
P＝
一一
己 ﹁一︐一輔臆一層一︐一璽轄需

常陽︑ふげん等

ねばならないと強調した︒

強力︑弱弱に︑また翼姻に取組富兜

一＝＝一甲一

騰演中のウルケン氏

従郭した︒原子炉の始動以渠昨難

のように述べた︒
についての検討を行なっている︒
原子炉は一九六八年八月最初の
原子力関係の特長は︑わが国と
臨界に達した後︑保食した濠濠六
一して︑比較的新しい分野であるた カ月かかって出力を六〇％濠で上
め外国人出願が杓五〇％占めてい
昇させ︑醜いて海上公試運転が

ることた︒四十四難度についてみ
ると︑原子炉関係で約五〇％︑燃
料樹料関係で約四〇％である︒

原子力闘係の未処理案件は︑特
製︑藥用新案合せて輪飾庁の推窪
によると約千五薗件で︑現在の処
理能力から推定すると︑やはり五

なお︑新法についても︑昨隼日

年海くかかるもよう︒

生ずるものとみうれている︒

胃﹇一一鴨一一 一

だろう︒鍛近二年醐は炉

原子力船では省陥でまる

れはならないが︑今後の

で︑この装覆を護けなけ

本も調印した特許協力粂約︵PC た︒現在国際的な取決め
饗︶の発効に伴い︑囲除免題と技
術の進歩の観煎からわが團でも︑
諸外国で採用されている一件多撮
制︑物質特静︑実嗣新案制度の適
署などについての検認の必蟹性が

多彩なテーマで

の建設状況説明
とりあげられだが︑とくに初田圏

原子力総合シンポ開く
頭﹁原子力発電の最近の銘聞題﹂

学会

臼本原子力学会など三十三学協

動燃︑勤力炉開発斐醐く

会共催による第九回目原子力総合

会館で開かれた︒

このシンポジウムは︑原子力研

究嶺⁝技術者および学界−産業界

究を中軸に︑専門分野の異なる研

間の二七や知識の交流を行なうの
が團的︒今回は︑二日閥にわたり

特別講演五件︑総禽講演八件のほ
か︑甜論会1﹁わが圏の大学関係
原子刀研究将来認圃﹂等が行なわ

れたが︑姪へおよそ二千名が参

シンポジウムでは︑そのテーマ

取組む人々の⁝懸の皇嗣が望茨れ

日本原子力早業会議がきたる令

に軽水炉の運転経験とその出力上

る﹂と述べた︒軽水炉はすでに実

月に派雌予定のMHD発蹴調二上
工学部︶の一蔑が滲加の予溝で
全上の問題︑将来炉としての多関

昇あるいはこれらに伴う遮蔽や安

加︑盛会であった︒

員会を開き︑①崇重四十六年度予

月十一百︑第十一働動力炉開発委

主契約者は東芝で国産化率は九〇

について特別購演に立つκ一本松

％︒なお︑岡社では一場機︵同︑

あるほか︑二号機︵BW逸︑七十

㊦

シンポジウム﹂が二月や五︑十六
取締役︑小糠二夫原子力部長代理

四十六 万 K W ︶ が G E の 手 で 建 設

芋力発磁駈三号機︵BWR︑七十

八万四 千 K W ︶ が 六 一 ％ の 進 裂

の両日︑東京・虎ノ門の国立教護

今村稽福紬原子力建設所長︑東芝

馴した・三三の現奮での進塑中であり・近いうちに運開予定で

等関係会社などから約五畿人が出

願後一年単後記公開されるQ玄沌

に越している模様で︑現在の処理

能刀からす る と 約 五 軍 分 が 残 っ て

東電が福島三
号機の定礎式
東京目溢は︑二月六日︑福働原

八万四千KW︶の定礎式を行な つ

で建設中︒

麟響継縫・

だ︒定礎には田中園治郎岡社常務

藤蜘

…二

を反映した多岐にわたる譜問題が
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藺謄層︐
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け︑今

都藁勤を示していた︒実瞭の軽水

は凍だまた燃やせたのにと思われ

成している︒照射後鼠講の粘畢で⁝

照射もサクストンで実施される︒

鱒での燃料棒および燃料集三体の

るが︑返い糧来には甲鞭郡職畏

るQとくにFDRの有利さを︑
ろん︑既成船鍛の再教習ではあ

立難船の技師︑インターアトム

今航海には︑私選のほかに田

tクの箆さが印象的であった︒

ラントの面識豊貫として機関畏

る︒

えアフリカの北趣端海城では放

に酌二次段噛に進んでいる︒今

蟹の経験と運航の察績からすで

船と変らない織齪であったが︑

カへの入港に際しては全く孔来

ということ︒今回のカサブラン

冨癌悶題を如何に簡略化するか

七六

／

／

／

卍

瀦

鶴

華

鷺蕩（2U）7311（大代表）

一

照千MWD／？濠での燃焼準を達一

水姫技術の応朋が多く︑しだがっ

ウラン濃縮︑これは無芸襖て︑

いでもない︒しかし瀟々と笑纏を

園へ登蝕したような戸豪どいがな

℃触90曽7

響の訓練は更に短期闘で完工で

およびGK§あ技術蒼ら舞 しかも︑現態オソトハ⁝ン自身

以下二十数名を妻せているが︑

射線十二︑防火︑縁端麺の都讐

習として粟嘉していたが︑この

航海でも数貿の馴練生が実覇璽

葉京都千代田区符魚町1丁好事1賓｝堰

の形になって港覆が︑軽

て開発期閥が短かく︑軽水婚経済

の遡建は嘱を得たものであろう︒

これ謹で数無聞一生懸命やってい

の加工についてもっとコストを下

ス拡敵法で†五段以上繰り返して

あげており︑一調の聡心機でガ

肥えるものにし︑もっと安い機械

上にもし︑もっと安製した翻身に

厨襟は豪だ豪だ︑これを二十段以

を閥発しよう︑ということであっ

︿プルトニウム﹀
プルト嶋ウム燃料第二開鑓室の一

塚ロニ9酔一

さらにその改良によって経済牲

きるよう計器中とのことであ
ス藁搦の大半が女性船瞬の役継

がもっている燃料交換鎧鰍の不

荷役は二十二田の入港以来︑

訓練等も行なわれ︑バラエティ

、

炉技術に関する鞭人のひとり含点

に劣らないものとした堀仕の添上

テイニングという︑つまり膨分で

なかったわけではないが︑このと

動燃事業団の活動
闘がカナダ︑アフリカ︑オースト

笏

霧

FBRラインのウラン美男試験がて︑これ家た夢は懸りなく拡がっ

建讃も淫行し︑二月中には片側の胴

剛

髪︐彪

始められるし︑秋にはA？Rライ てくるわけである︒

須．

三訂α

一口一目資料鍵便り一
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︵剛︾自諺

いΦη鎚一

po謬鋤一︸捗︒ヨぢ

0Φω

00ZO

跨ηΦ旨︒く・

には好駄︑極めて静かな航灘と

のある除子力船の異現に結びつ

峰︑B5判︑〜九七〇奪刊︶

いるオソトハーンは何郁特剛の

なり︑三十臼の単費︑カサブラ

けようとする慧欲と︑チームワ

りで︑ヤ四＆も乗っている︒︸て

利益を反織して︑次の計画から

して︑プラント全体としての闘

源子獅プラントの台理化と並行

昼夜遣しで行なわれ︑二十五日

ーに羅んだ体験がでまた︒船

※

いうのは先に述へた一九七六駕と・あるかもしれない︒しかし︑鶴愚⁝嚇のもとにこの謙劇が鎗謹りか

ぞれO◎五無︑一︒五嘩と手紬に かも知れぬが︑安全で︑燃料経済

か一九七九難とかいうのが︑それ

い︑という八万夫入的理想倣を範

もよくて︑しかも答電経済もよ

型に追いかけて果たしてそれがい

ランを追加するたけで炉を維持で

生み蔑したプルトニウムに天然ウ

いって︑田愈の野球チームが後楽

ころ急激に期待が糊蒙って︑蕉誓

蔑ことに象6である︒薬
皿プルよウムは蘂嚢鑑躍りも好簗︒なのは前述の魏饗

い専用高峰プルトニウム猛題炉

い・しかし足もあ漿誘燃粒ギャソプの緩楚隻つというこ
つ実現するか︑安全性も無規で豪
一
︸
閧ﾅ騒がしくなってくると︑将㎜とであるともいえる︒たから鰐口 ないし︑プルト轟ウム転換鄭の追

の燃料として便わなけれはならな︸に対する不連靴供給能力におけ鶯

と︑偉効串の商い隅遼動力炉とい

しても︑経済的に成立するために

きるという隙意は核謝算では戒冒

︿ウラン濃縮﹀

面も芯がなければならないわけで

来の隅遼炉騰代に備えておいてお 理と︑いわゆるプルサーマルの鏡

れないし︑それに心した燃料の研

うように考えると開発が楽かも知

川

くという︑悠愚なこと嫁いっては
ある︒

縮ウラン依母性の少ない︑あるい

：憎冒

来の価絡で十七億試を越える鰹で

齢＝曽

：需

紹論にもつながるわけである︒

︿ウラン製錬V

人形峠でADUを製晶とする工ラリアで活躍しており︑夢はます

は熱処理とプルトユウム欝化燃料

並行的に蕩えられなければならな

曹＝讐

しかし︑プルトユウムセルフサス

⁝
いられなく菰ってくる︒たから濃

]二・縛﹁・．静・＝・≡帥寧≡︒：≡ρ三騨⁝⁝三曽︒．≡︒曽一⁝︑︒曜．︒．≡律町
核燃料の仕購には︑資源探査から採鉱︑製錬︑ウラン趨縮︑核燃糾の加工︑再処理さらには

曹需＝謹

の実現であって︑・かもそれ逸る︒

しかし何といって︑根塞購な核

γ＝鴨

プルトニウムの加工︑その再使周という㎜連のものがあり︑これらが一つのサイクルとして動
巾
いている．鰻近は米国AECによる鰻縮糾金の再度にわたる嫡上げの動きもあり︑わが鰯の核

；：

を急がなければならないというご

はそれから脱却できるAT8開発燃料聞題の解淡は高樹増穂炉燃料⁝究があるかも知れないと彰えてい

二＝

燃料確保の問題も厳しい状況下に立たされている︒そこで今翻は鰻近の核燃糾問題にスポット

一二一

⁝をあて︑鋤燃雛藁団・蔵燃料部畏中村康治氏にその動同をこ執籔願った︒
二一一一

あるから︑この一運の値上けでわ

い︒聡要は急カーブの連続線で上
が麗の羅宇増は千四鷹億円以上に

昇するのに︑供給能力は謄段状に

．ウラン趣凝縮
も上ることになる︒

ことに成功している︒われわれの

やっと得られる濃総展まで高める

物理三型から畑殖事の制約のあ葛一A堅R引画の発足爵に西酵二千 げる努力が必要と驚えられる︒

しか増えない︒建設期闘とプラン
わが国の﹁常陽﹂や﹁ふげん﹂

ければならない︑という最終的な

左右されないFBR開発を急がな

とにもなるし︑隷下蟹禅性が飛躍

原雌の敦賀蝉︑関継の芙浜炉︑
ト搬働羅対製酷コストの関係を綴

ていて︑予舞も決まっているわけ

には濃翻ウランを便うことになっ

だが︑どれだけの損潜することに
たしかに軽水炉の増設時代には

聯酷麩溺膨罐雛箪鞭腱楓煙都鳥解熱

東餓の福働炉と︑順次軽水型練子

の大きさの施設を︑どんな技術で

ると︑一体いつ︑誰が︑どこに︑ど

建設し︑操業するかという悶題は
なるか悶題である︒

附に少なく︑濃縮購偶にほとんど

て愚だ︒すでに六墨の発電所が趨

力発囎所が商榮発躍の戦興に入っ

全世界規換においての検割を嚢す

工中で︑漕工寸岡のものを含める
と十 二駄︑昭和三十六鋸頃の長娚

縮ウランおよび蟹源の節約はそれ

ます拡がってきている︒

程のほか︑UF4にする駆備が進

ンも建設完了︑名実ともに彌わっ

ては﹁常陽﹂の当初燃料設謝霞擬

入るQ離体の燃料ビンの照射とし

たプルトニウム癒設の本格操業に

燃料を濃縮ウランだけにするか︑

粟海に臨疇再処理建設郡が設認さ

認可は出ていないが︑二月一日に

︿再処理﹀

宮島生成のプルト

ていき︑黒海の遠心分離濃縮法で

をσF6にまでもっ 再処理施識は︑汝た正式な施行

雛︑つ球りU脇︑濃度○・二％を

実際に漣離し︑﹁ふげん﹂のウラ

められているQもう一患いれて︑

○︒三％かそれ以上にすること巻

ンにするかによってプルトニウム

クルして︑足りない分を綴蛾ウラ

さらにUF

検甜しているというニュースがあ

れ︑建設藥働作藁が進められてい

での照射粟縷はすでに出ている︒

ン系の燃料にまでもっていけ陀

でのプルトニウム燃料集禽体は照

・リサイクルの効墨は二爵位にな

射ζ現地照射試験を終って︑一

と︑今まで三％磯応日程したい

櫃燃料の再処理︑薪型騒換炉燃料

輕水炉条件での織劇力で簸萬一万

中には翼ってくる︒この照慰では

際のための鮒策︑さらに隅爆笑験
張りを示しているのが東灘地鷹︑

ここでも夢が拡がってきている︒

の再処理の開発研究が進められ︑

るQ建設は建設として︑操藁の笑 数雑器に設罰製作したハルデン嫡

西部地臥ゲOらに大きくウラン壷源

娼露を叩けていない︒むしろ漿

ンカ翼翼にアンカーした︒

原子力船の運航上の難聴題︑

歌がナ名近くおり︑実験︑醐壷

は陸上設綴に変晒する融叢叢も

しての利用伽短を発揮しながる

午前終了と團臆に嵐軽した︒行

における簸大の課題は外国への

原子力船の運航闘題で現氷点

も積極的だ︒

動化に懲欲酎で︑欝力化訓醒に

内は活気に満ちていた◎そのう

る︒

もちあわせてい

現在︑オソトハーンけ動刀プ

粟組綴の螢雪の現状等について

いなごやかさが船内に癒0てい 簿が活発に行なわれた故か︑船

の認めか︑日本船では感じ褥な
ットハーンの爽欄運航に便乗ぢ
る機会を得︑昨郊の十月︑﹁む
つ﹂の折原船畏と二人でこの澱

さらに乗馬麟ハ

の璽成について

であるが：︒ヤ月二十四日渠

先はモロソコのカサブランカ

も︑饅初の乗組

ンはアフリカのトーゴーから

てはかなり三三に交渉をもつ必
の軽入と︑オットハ⁝ンでの実

初めて入口を希下す．⇔囚に対し
訓練は︑GKSSでの藻礎知識

︵繍本建窯力船開発聯灘剛

要のあることを強調していんQ

漫︑機開畏はしめ粟組員からも

摺で約単薙のコースを終ること

実際の経験にもとつく澱撫な愈

で︑猿子力船乗組蟹としての仕

で︑ここで﹁りん鉱石﹂を績む

hげが呵熊となっている︒もち

予定︒

これらから感じたことは︑曲

端のエムデン港に鰹り荷揚げ帯

独の及爾繊の慰儒と蟹樵魁でめ

見を得た︒

で少女海上は荒れ横様であった

絹港し陀臼は︑低気厳の愈波

が︑ドーバー渤峡を通過する励

であった︒

小薦降るエムデンの岸蟹で一

運航確備籔次畏関崎憲太郊︶

艘の船と隣釣あわせに荷役して

﹁りん鉱石しを徽んで醐独南鵡

難しκが︑ちょうどオソトハー

っている︒もち．Oん笑験の覇と

翔から鉱石遜搬の鍵罵運航に入

オソトハーンは一九七〇無三

重な体験をすへく渡欧したQ

議術難粕浅溝纏一譲

る︒

調激するため西独の滋子力船オ

に驚いたくらいである︒サーど

船してみて︑女牲舳鍛の多いの

月

罵である︒

確保の死只として︑われわれの伸

ら︑とも夢みている︒入形峠で鉱

氷AECは溜元詰金を値よげしうQイエローケーキが高くなっ

腿憲鐡

しかし︑闘題は嶺面の一驚や二

面が足りなけれは一と有理な頽

ダやオ⁝ストラリアさらに南アに

た︒従来︑分欝作灘単簸当漏り二

F︒に製錬変換する経費も余分に
かかってくる︒

濃掘や蝦源の闘慰ばかめでなく︑一

㎝
さ港に述へ鷺事鮒は実にウラン・

プルトニウム

捌でも濃縮間題には大きく響くと

るが︑圏全体としては節約寄善率

馨

は一億になるかならぬかという漫

黛

とき︑一♂綴の鮒愚に対して天然

一ウムをリサイ

る︒これはどういうことかという

して︑従来の劣化ウラン礎簗の標㎜ 程大きくない︒黙認の炉の取換え

縮ウランの供給能力を増やそうと

一定にしに蓉まで製品としての濃 ルトニウム・リサイクルによる濃

きらに米A封Cは︑濃縮能力を 野遊荷燃料の粥要が大きくて︑プ

る経轡問題である︒

懸醐

窪コ

康

治

ところで︑当勲の降納として︑

謝翻巻大魑に上回り︑今や昭和六

が予想されるようになってきてい

十鋸に由比万KWの原芋力発灘
る︒さらに石油薩騰園の億上玖
勢︑公憲聞題などが︑看油麟発︑
精油所の建設と火力発灘所の立地

出発蹴所への期待はさらに

選定におよぼす影響などから諏子

しかし当面の原子力発欝所はほ

まって漕ている︒

とんど軽水型勤力炉で︑低齪縮ウ
ラン愚燃料として用い︑その濃縮
ウランは米團からの供給のみに轍
らなければならない状態である︒

米国には蒔の建設価格で八千慰円
以上をかけた大規模な濃縮工漏が

ウラン約箕︒あ㎡却．と愛盛ツービ

ったのが︑莱然ウランを忽劇〇％

ス費目十一がをもってゆけはよか

二三け欝れば馨ないこ主
にな．Φ ど ・ な る ・ ︑ わ が 国 辱
和六十五謹でに用写しなけれはな
らないイエローケーキの総総が二

十万ナであ2κものが︑さらにあ
と二翻も用証しなければならな一
い︒つまり︑ウラン一疋への要求・
一
度が藺遠るわけである︒当然世界

おいてさえ︑濃総の議画を深潮に

十六βであったものを︑二十八・

中のウラン組覇も変わるであろ

考えはじめたし︑日本でもその研

七〇納にし︑この二月ニヤニ日か

て︑余分に必盤なだけでなく︑U

號開発を大いに急ぐ必曖があると

翔以

旧る︒昭瓢六十鯉までの原

上闘くなるわけで︑これは大変な

れている︑従来に毘べると一

♂にすることが米鷹識蛮に上狸さ

ら日日τる◎激らにこれ誉三十二

灘縮塗やるとすれば︑いずれに

しても数千億跨の工漏齪齢が必要

閧ﾅ

︸

で婆してくる・

プルトニウムや再処麗の悶題にま⁝

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

産

力

原
あり︑今霞の中齢蟷力の旧型力に
冤愈つほどの大電力を使って濃綴
ウラン愚つくっている︒ところが
この膨大な濃緬能力でも米国内と
臼本および薩欧諸圏の濃顯驚璽を

窟かないきれなくなる︒米圃AE

酬えると︑一九七六葬には儒要る

Cはさらに七十五憾試蓼幾入し
て︑その醗力奄四〜五内増丁讃
唱愚もっているが︑それが実現し

ても︑一九七九茸濠ではもたな

4職㌻

騒がれはじめている︒

い◎そこでヨーロノパでも︑カナ

村氏
中

十條製紙株式会社

＼

スペシナル化粧品

＼

資生堂

SPECIAL

）／hL！日DO

村
1

霧囎●灘射羅

まつ臼な紙です
重ねてお書きに
なればそのまま
美しいコピイが
できあがります

／

究極はFBR燃料実現へ

子力畿盤が余部鰹戒姫であp伯とす

戸◎一一

深刻な濃縮料値上げ
ると︑累蟹の濃粥サービス蟹は従

照闘

になるし︑躍力︑工簾用水︑原購

醐麟糾の翻逮から考えだ総覧計醐

でなければ次らず︑しだがって︑

輸送闘題や資金瀞醐が技鮒聞題と

猟

｝

一間

㎝

…

㎞
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懸が始められ︑水川田一隆束餓社
擬︑西田儂一科技庁長官︑松根宗

列者の中には故人と交友のあった

文化人の横顔や︑力士の姿もみら

源事棄一面蔭饗蒼残柔ン｝ll．覧∴＝笥

︐欝糞

祉の設立に尽力しており︑文字通

た︑わが困エネルギ⁝界の大先

◎亀

塾ζ℃

︑ド陰亀F．驚

●電ζtρし辱戸︑∂

︑

◎塾

し︑緋鯉︑詩歌に造けいが深く︑

齢−●◆鴨●●嫡露

．℃f・3r㌧

た人々も少なくないと承っており

㌦6ζ．

見と豊讐な御経験とをもって業界

ら亀Pし亀

フ

店㎞

ロ

勝

振電曲

替瀦

．東代恥

景灘

謡M

既㎎

ま
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Power．

子力発電会社︑海外ウラン資源会

故人の生荊の多彩な遺徳を慕っ

り原子力産業罪のパイオニア的奪

︑灘懸

て︑官・学・民各界や関係団体の

在で︑わが国エネルギー界にのこ

達︒翔界の罵鎮であったQこの功

●審ρし2●〜●等

をひそかに頼みとして参ったので

は実現｝る技桁革折の時代L

れ︑豪た若い女盤もまじるなど︑

代衷︑友・知人ら三千名を越える

劇会議会長を主に︑棄京ガス監蓋

氏はその後も︑日本原子力日

した足跡はきわめて大きい︒

このあと三時二十五分︑故人は

二二︑羅力︑原子力というエネル

このように蕾氏は石炭︑ガス︑

め後進の招導に当たってきた︒

象た経団連︑臓経連の顧問をつと

本原子力雛躍︑同和鉱業の相談役︑

力︑国土総画開発︑藤田観光︑臼

役︑アラビア石油取締役や東京羅

に隆隆の別れを管げていた︒

人が滲列︑遺影の削で合離︑故人

?監

遺族の胴にいだかれて︑永還の膿

獄

りにつくため︑関係者の見守る中
を帰途についた︒

終始時代をリード
故入を偲び︑嬢香に二上の列

会長申嘉して︑いち皐く製罐火

績により四十五犀勲一等瑞宝輩を

文人としても偉大な足跡
蕾総だ助氏は明治十六薙十︸月した石炭盆前の増産体脚確立のた

た︑広域運営方式亦生みだすな

力発墓所の建設に乗りだし︑家

受離した︒

ギー界の最先端を常に塁んでき

め︑疇の首欄吉顕王氏の強い懇望

ど︑電力界の再編と︑現在の九蟷

に就任︒翌三十年羅気事二連二会

秋田銀行︶誌代頭取の宮鷲治氏のにより石炭庁長官に鶴任︒また︑

二十五田︑国立第四十八銀行︵現

二十一一卑には配炭公圃総裁を叢話

力体制確立に大きく頁献した︒

豪た同氏は︑俳号毫繰馬﹂と称

蔵男として秋田甫で生れた︒明治

するなど︑終戦直後の石炭不足階

氏は家た︑わが国の将来のエネ

張†八年染京続箸商業学笹悪業

いる︒継継﹁玄酒﹂﹁畠語感裸馬

ど︑その世界でもつとに知られて

ルギー資源の確保と科学技術の発 禅にしたしみ︑欄僕を楽しむな

通し︑昭漁三十一年財界の総意を

展には︑原子力開発が不可欠と冤

来二十七茸閥にわたって古河鉱業資源であった石炭工業の体制を︑

とともに古河合名会社に入り︑豊代に当賭わが国唯一のエネルギー

いち画く整備︑確立した手腕は高
く譜価されている︒

や岡秘鉱業を鰹嘗︑わが癬鉱山資
源聞発ω轟展に勢めた︒

わたる﹂﹁裸馬翁王千何集﹂など

︒事

噂

集﹂︑随筆集﹁うしろむき﹂﹁雁

︑

9♪

設した︒このほか原子力研究所︑

匙

の箸雷がある︒

紬集して日本町子力産業会識を創

・塾ρも︸幽驚夢

原船箏業団︑動燃環業団や日本原

郎

その後二十九鎌には故石川

急︒亀客

経団連会長や松永安左衛門氏など

群塊はヤマひとすじii鉱山経

陶○

鴬という鋼弦な道をあゆんたが︑

腎．

剣管下脳の要請で︑爽堅持力会長
阜︑●．唱

㌦■o＆曳♂

年に償滅に瀕
〜2辱・

戦後には昭翻二十
竜馬

軍し︑その言越した文芸観は﹁実

ございます︒

な規模において難縫線が山積して

5，940

ραp

12

5，420

cα

多彩な遺業を慕
之助氏は︑かねて病気療醤中のと

神懸が︑それぞれ弔辞を読みあげ

一原産副会畏︑新井友蔵岡和鉱業

分︑心一跨のため策京・信濃町の

の指名焼香︑安川第五郎氏ら約七

主の菅禮太氏央要ら親戚︑関係者

三冬の騨桟参列者による焼番が行

故人の四徳を欝んだQこのあと製

故讐氏の豪儀は二月二士百牛

なわれ︑木川田騨幾婁二三のあい

七才︒

後︑染京・申央区の築地本願諄で

さつをもって︑一一時過ぎに葬儀は

終わっ

よび葬儀鍵員蔓・ホ川田一擾東弓

欝
た︒

引き続
いて欝剛
式か行な

われた
が︑すで

に廟騰刻
には参列

略

ず︑翁を徳として慕い寄る者の多

ます︒宮界といわず︑民聞といわ

帰長蛇

の読響に嶺たられましたことは︑

かったのもこのためでございまし

葬儀委員長・爪髪田一即興︵東 えともに翁の彿長寿をお祈りして
の列とな
って︑本願寺境内から正門の外ま 懲懲力法長︶の都響は次の通りで おりました際に︑麗係暫の最薪を

当事

獲主の菅講太氏︵故人の長男︶お

東電病院で浅野きれた︒享館八十

ころ︑二月十八日午箭一騰五十三

臼ホ原子力産藁会講会擾︒菅総

國囲各界から三千名が参列

蒼1原産熟懇泳賑：
懸
ド騰蝋︷

鑓一

麟

言織縛︷
社長︑岡翻委鐸長・松根宗一篭渡

◇

あった︒

しかし翁の御本領は必ずしもひ

であふれだし︑歩遺に豪で列が並

人のよく知るところであり差す︒

んだ︒次々と零点帯が増・坑︑岡は

して翁を仰ぎ︑翁の大きな御存在

りでなく︑入生の健大なる師父と

われわれは単に事業のうえばか

ょう︒

みなぎる高い人聞性は︑あふれて

ました︒われわれの乱軍︑蒲恨に あり濠せんでした︒その御胴中に

謹んで敵曹愁脹助翁の御霊前17一

難しあげますQ

︑羽は花にさきがけて散ってゆかれ とり纂業界にとどまったものでは

尽した医療や︑御近罵の寝食を忘

かの手によって︑しめやかにとり

醐会長︑本田弘敏東京瓦斯会鐸ほ

た︑車を窟用した参列霜が多かっ

三時近くまでそのま濠の状態︒ま

つたない言粟をつらねても尽しう

l潔馬として俳甑﹁同人﹂を主

朗忌﹂の設定提重にもみられるご

翁は明治︑大正︑暇和の三代に

るものではございません︒

わたりその御生准をわが園産業の

とく︑置歌︑散文の芸術の世界に

今やエネルギー腿業界は世界的
開戸と発展に捧げられましたが︑

鰹者を突然失ったことは︑ただに

れた遺徳と教訓はいつまでもわれ
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韓斥B臓ヒルメンの

れたお手購い御百病にも拘らず︑

おこなわれた︒録儀は質素にとい

たため︑付近の迦路は一跨的に交

う故人の遺芯により︑本堂研顕左
右は佐藤巣作内閣総理大臣の瑛花

題渋蒲が起こった穆であった︒霧

写翼は故蕾要之助氏葬骸のもよ

たけ︒壇上中央には︑従三位勲一
等の故入の笑みをたたえた遺影が
くっまりと浮かびあがっていた︒

う︵東京・簗地本願寺で︶

のであり齢すQその他宗幽界︑相 おり織す現在︑翁のごとく広い視

とりbげ需二次大戟前および戦中 も大きな影響と足跡とを残された

業界にとど法らず︑わが罰産業界

撲界︑ボート麗係等およそその厚U 野と強い翼行力とを兼ね備えた指

各界とも翁の御恩顧を躍ること多

係せられた世界は多凝︑多彩で︑

われの中に生き︑われわれを励ま

織したが︑翁がわれわれに残され

お認に接する機会は永久に失われ

惑愛あふれる温容と軽妙簡脱な

にとっても一大損尖であり織す︒
す︒

大なるものがあったのでありま

翁の御性格は若くしてつとに世

れ︑戦後は工不ルギi塵業全面に 域にあるごとくで︑その爽は細

し︑われわれを導かれるであろう

俗を超越し︑藤々乎として柚淡の

心︑緻鷹︑事に処しては累断︑

辻通じ鉱闘魂の開発に睡郷起ら

自︑他に対してすごぶる難しいも

わたり大先注として招鄭的な役撚
りを果たされたのでありました︒

ことを鱈じて疑い難せん︒

い豪お別れするに巌って︑あり

のがありました︒しからそのお心

し日の翁を偲び悲愁胸に迫るもの

の底にはいつ眺暖い陽炎のような

辱知に厚く御礼串し上げ︑ひたす

に轟たり石族庁長官︑配炭公団総

裁として当時最も蜀要な資源であ
人闘愛が静かにただよい︑魅に入
った石灰の供給確保に身をもって を魅了してや濠ないのであり豪し

って弔辞といたし蜜す︒

がございます︒半世にわたるおん

た︒翁の徳により︑豪たはお力添

当たられて以来︑懸力︑ガス︑石

ら翁の御冥橿拳祈念し︑これをも

し︑あるいは逆境や叢叢から脱し
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困難をきわめた戦後経済の復興
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貯年＋﹁用︑多無わが国経済の
発展に貢献されました鯉口績によ

り勲洲等に叙せられ︑本年は豪
た米野をお抑．えにな勾など︑郷近

のわれわれ一簡は︑さらにこのう
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力と︑さらに撫えて︑財罪の薫鎮

なくして︑今日のわが国鳳子力発

て︑わが圃の腺熱力歴業の開発に

動力となり︑かつ︑推進力となっ

先して私ともの先頭に立たれ︑原

のであります︒以来︑醤さんは率

かされ︑初代の会長に就任された

んと幽明境を翼にするに葬り均し

階に当たり︑仏共は磁ひに︑強さ

周年の認念すへま年を迎凡るこの

が日本原子力産業会議が自立十五

ようとしており窟す︒しかも︑わ

の高峯なる郷人洛に加えて︑春風

犠ムム社に入社され鉱獲人としての

既にτハ十−五年︑この闇聞眠冨な経験

第〜歩を踏み拙され象してか6︑

豪って広く世の敬愛するところと

と最高の識見は高潔な郷人徳と酒

なり︑昭稲十隅年八月常国鉱業開

れ︑その業績は広く業界全艘にわ

克服して鉱業の爵成強化に尽力さ

鉱長にご雲客︑あらゆる悪条件を

ころであります︒さらに︑宮さん 発捺式会社が設立されるや︑その

たことは︑醜しみても余りあると

幾多の悪条件を克服して今臼の活

胎鰯︑かつ盤石の奴き温審を偲ぶ

わが圏の原子力平和利用開発が

尽痒されたのであります︒

銘に満ちた状況を髭しております

とき︑また︑ひとしお遺蕪の念を

放射線照射の利用

としての奉れた撮獅力によること

躍の聖岳はあり得なかったことは
墨型までもめり零せん︒原子力閥

﹁．
のは︑ひとえに響さんの先見︑澗

戦後は昭和二十一年九月石炭庁

たりました︒

日射

試委

験託

照照讐

ご遠慮なくご相談下さい

常に第一線に立って身を挺ざれた

㌦

丸し得ないものがござい豪す︒

この上は︑ただ︑私ども一同が

察の明による所儒断行と︑財界の
首星としての指財力の賜と確儒致

力を窺わせ︑心を一にして郷遺志

い経済瀟動に関係され豪したが︑

および︑原子力薩業会謎など輻広

生馬に紙出され︑その後張力麗係

すものでござい濠して︑その功

の推進に微力を捧げ︑曹さんの漠

を体し︑わが翻原子力平和利用

書した︒協調体制を摯．黙ることが

界は協調せよ﹂ということであり

業人に対する鍛大のこ教調は﹁業

指導を賜わりましたが︑私ども鉱

のκめ毬々の難問解決に絶大なご

戦後疲弊した非鉄金属鉱業裟興

ところはあり譲せんでした︒

鉱業に罵するご黙暫は少しも変る

箆されるべきものと思います︒

々たるる御功業を縣めないよう懸

績は︑わが魑後代の歴史の上に特

今やわが箇の激子力平和利用雲

に誓いまして︑心から御匙綴を鯛

命の努力を致しますことを御霊萌

二つ印し上げたいと存じます︒

路は本格的な実用の段階に入り︑

わんって綴乱たる開花期を超えよ

蝋子力発越を初めとする各産業に

蔵

業界の発展につながるという固い

友

信念を︑訴にふれて強調され豪し

井

鉱業の育成にも尽力
￨藤麟新

な掴騨者でもりましに︒三三︑戦

謹んで献曹禮Z助殿のこ階前 貫方は終始︑わが一目業界の気受

一段と強まり紹和三十九年には︑

た︒その結象︑業界の協調体制は

秋田県の北麗地区に挿ける出鉱の

國定価L200円

発のために︑尚遇な追思を掲げ︑

認の姿は︑嵩蕩ともいえ︑われわ
れに大きな惑銘を与えたのであり
ます︒窪た︑君の戯再訴漕にして

甥
さる一月越原発名刺交換会て歓

高潔なる人格と広い度盤は︑審風
瀦覇κる温容とあい該って︑擾す
談する故菅原産学畏

と致しております︒

は︑今なお︑私どもの眼前に髪駕

いさつを交わしておられた御姿

湛えられ︑謬会者と一々丁璽なあ

る人々に深い敬慕の念をいだかせ

たのであり選びQ
欝は︑天寿を全うされたとはい
え︑われわれ原子力開発を擢進ず
る者にとって︑かけが凡のない先

蓉さんは︑八十有七庫の御生涯

て︑鉱榮開発を手始めに︑石炭︑

を通じて︑経済人︑実業人とし

石欄︑躍力︑原子力等︑多岐にわ
たる盤幹産業の経営と振興に心血
を議がれわが国の産業界︑ひいて

に︑弔辞を蒸しあげ豪す︒

張る一月十七臼ご病気の踏めご

は国家の隆昌の上に臣大な足跡を
残されたのであり謹した︒なかん

ことのほか︑お元気の御書子であ

入院を承O摂したが︑本年の冬は

ニ月には銅の共同製餅所として小

共闘開允となり︑昭和三十八隼ヤ

名浜製錬棟立会挫︑また昭和四十

であります八戸製柔物式会社が︑

二無工月には︑亜鉛の共同製錬所

その他照射利用に関することは何でも

冒故蔵磯之弓馬の死を悼む∵

日本原子力薩難会議会長・故雨禮ツ莇氏の弾蟻は二月二十二日︑纂地本顯有で行なわれたが︑

掲載する︵木川田氏の弔醒は一面に︶︒

めるや︑いち早く樗は各界の協力

当臼は葬儀婁興長・木川田一睡東電冠鐸はじめ愚闇が霊前に弔辞を捧げられた︒以下その内観を

卓越した識見の入
を得て︑臼本原子力三業会護の設

立に尽力され︑昭和三十〜矩三

れて会畏に就任し︑以来︑十有五

月︑同会議が設立されるや︑乞わ
染分野において︑その卓越した量
館の永きにわκってその璽費を全

し上げ謹す︒

ないことであります︒われわれは

選を刈ったことは識に痛恨にたえ

弱発の推進と経済の発展に努力す

召の遺志をついで︑わが国原子力

ることの決愈を謁の盟醜に沿い︑
二心より君の翼楓を祈り︑噛んで
弔辞といたし濠す︒

ずく・原子力の平稲利用開発につ

り︑昨今の酷しい寒さも説くうす

きましては︑夙に︑わが国将来の
エネルギー問題の上に︑異常な黙

らぎ審近しを思わせる無痛を迎え

中で常に重要な役罰りを坦われ︑

後を織し罪鉄金属鉱磁界の歴史の

豪た︑かねてこ郷塁秋田県下で

それぞれ発足いたし濠した︒

め秋田県新産都市の一画に穴型製

闘発さ33た黒鉱中の亜鉛製錬のた

錬駈を礁毒することに大きな稲望

日本原子力研究所内

群馬県高崎市綿貫町

@騨藤叢館西田信一
見と洞察力をもって︑率先して陣
うし︑内外の幾多の諸悪題を解決

謹んで従三位勲一等︑故鷲麗

頭に立ち︑これら麗業の開発の隙

し︑今日のわが国原子力薩業の確

之助露の盤 前 に お 鹸 れ の 護 葉 を 塾

圃たる基盤を築かれたのでありま
す・この間︑わが国の原子力発㎎

尽力してこられ隠したが︑その功

績は誠に像大であり︑わが圓薩業
の早期実現奄凶るため︑関係各界

動力となって今日の日本の建設に

史にさん然として国辱をとどめる
を説得して艮本原子力発厳株式会

君は明治 三 十 八 年 ︑ 葉 隠 醐 等 襲

矯
一

鱈
社の設立を提汗し︑その実現をみ

ものであり豪す︒

業学校を卒 業 さ れ る や ︑ た だ ち に

灘

とくに君は︑工不ルギー悶題が

れ︑山償する請間題の解決に鋭響

麹講通物松根宗一

エネルギー開発へ献身

るなど︑書の皐越した企画︑実行

笑業界に身 を 投 じ 齢 れ ︑ 文 字 ど お
努力してこられ謹したことはあ豪

私たち日本の原子力薩業界の皆 年一月五日︑蹴鞠の繊麗薪無名彌

り焦したところ︑二月十ハ日朱明

臼ならずご快癒とのみ儲じてお

突如急変︑ご逝去の悲報を受け驚

とくに囚難な転載の解決の唖には

ておられたのであり豪して︑十五
年荊の昭瓢三十一年三月には︑財

必ず貫方の有力なご揺響がありま

樹をもって︑これが推進を提幅し

界ならびに器質と譜られ︑豪た︑

さんを失い︑今濠陀︑貴方の計帳

しん︒

誘いたし豪した︒昨秋九月久留勘

に接し悲喚このうえもなく︑誠に

の中核的な原子力開発推進機関
として︑箇法論日本原子力産策

学界の協力も嘗て︑わが国産業界

三齢

わが團経済の発展にとって緊要の

り明治︑大 蕉 も 昭 和 の 三 代 の 永 き
捻く人の知るところであり面す︒

漫
にわたり︑ 鉱 呆 ︑ 灘 気 纂 業 お よ び
わが鼠の洞洞ヵ開発が聡勤を始

課題であることをいち早く察知さ

原子力開発 な ど ︑ 多 敵 に わ た る 引
にとって最も大頭な指導管︑私た
ち皆が心から敬語してやまない曹

友蔵氏
井

新

業
産
ありし日の菅会長H写翼は昭和三±年三二日東
さん︑その郷逝去は︑私どもにと

附す︒ここに裟心より製悼の敷を

って淘に痛恨︑偏悲喚の極みであり

京・丸ノ内の巳本工粟倶楽部て踊かれた日本原子力産業会議創立
︵向って左から︶故

正力松太郎疑︑藤山愛︸郎沃︵議畳席︶︑松根宗一氏︑故大国敦

総会で初代会畏に就侵︑あいさつする暫氏︒

二

受方が明治三十八年四月輿ゑ物妬

上置の念垂禁じえません︒
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会議を翻設されました︒そして︑
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嚢する次第でござい京す︒

交換会の際でありましたが︑立錐

松根泉・一氏

辮

氏︑植村甲午郎氏︑安川第五郎氏らの顔がみられる︒
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態

米国原子力倭興会〆AεC︶は昨年﹇二間に二回にわたってウラン凝縮温の引き上げを発附

した︒これは米国内のみならず︑AECのウラン綴縮サービスに頼らざるを欝ない薗由藤織請

っているが︑ラメイ装黄の当量に

よると・大体同麗度の影憾を受
け︑いずれの場含にも三十二謎に
なる︒

三十ニドルの

九八○隼末に閣内

ち︑濃縮ウランを利用する発磁路
の再訴容騒は

政府は畦間をかけて状況をもっと

度をO・二％として濃編麟金の収

七二年度の予騨要求ではテイル濃

もう一つの理由はA翼Cは一九

考えられる罐力料金の上昇分であ

憤璽︽分析すべきであると主張す

﹁その他の運転費﹂は︑濃縮エ

は︑この闘係の償却費の説明が難

蓄ウランの単離と密接に関係して

たた︑テイル濃度の引き上げは備

イル濃度を明らかにするだろうQ

CUP予算が認められない揚合にCもいずれ近いうちに︑新しいテ

かが判明している︒もしClP／り遅れることになるだろう︒AE

UP予鈴が濾められているかどう 慶の変更はウラン濃縮料の変更よ

も決まっているので︑C工P／Cめである︒したがって︑テイル濃

には︑〜九七二隼度のAEC予騨としても来年の七月以降になるた

入を謝上しているので︑変璽する
JCAEの公穂会が開かれる頃

るQそれ以降の上灘は予備蟹でカ

・叢

についてはト分承知しているの

しくなるであろう︒政附もこの点

ジョンソン原子力婁員が昨鋸の

で︑相当額のClP予算の璽求にいることを忘れてはならない︒

藩邸や那業に関係した危険犠に椙

CIPの予算として認めた二壬日掲禽の儲入金および資本に対する

張している︒卜駕よりも十五無に

子力婁員は十五年間とするよう主

ル濃慶の引き士げにより︑増加す

にしたところでは︑AECはテイ

原子力慶菜会議年次大会で明らか

嶺するものであるとAECは説明した方が工揚の稼動率は醐くな

政府劉用騨出の期間をラメイ原

同悪している︒

十・万．がのうち︑千六γ臼十万談を今

政府機関の必要経巽等である︒

五がは純然たる予伽費であると説

り︑〆ンベントリーの金利負疸も

のようである︒また︑備蓄ウラン

ウランを繭揚に放出して行く考え

の放出は外七宝ウランの輸入制限

していた︒しかし︑今回の四・一

里預の悶題とも密接に関出してい

軽減されるので︑灘飼料は三十二

が以下となるだろう︒しかし︑政

ことはこの両方の政策に影穰を与

るのでティル濃渡の決定が躍れる

えることになる︒

が澗当かということは理論的には

かf五犀かという問題も優劣を決

説明できない︒したがって︑十年

JCAEに府費矯を算出する期間としで何銀

明している︒

噂

おける審議

に決めるかは︑今のところ不明で

AECは箭十二がの計輝をするあるが︑いずれにしてもAECに

Cの十薙が強い︒

め難いが︑先例という点ではAE AECがテイル濃蔑をどのよう
JCAEではうメイ原子力婁員

と同様に・三イニがへの引き上げ

決めて行なったはずであるが︑そ

多量のU30呂家たはUF6を嬰

賛濃縮を依頼するものは従来より

ては原子力零墨一穴一条第五唄の

がどの程度︑いっから必要となる

求されることは確実である︒それ

﹁備混生麗に対する金利﹂が非

るU30島隅要田櫃士分ずつ備蔽
だに利用しないで留保しているQ

六七年の三︒一五♂は民聞企業の

るだろう︒

する︒ただし︑これには薩給可能

の荒言費である︒

漏の従業員の給与および改造機器

バーすることになっている︒
十五刀MW︑国外八・九二MWと

な翼廊の分は除外されている︒ま

﹁現存工揃の償却盟﹂は一九六

た︑一九七四葎よリプルトニウム
のリサイクルが可能となり濃縮ウ
ヒ年より低くなっている︒コンウ
ェイ方式では償却費は実際に稼動

ランの鰯敦燈を減少さゼる︒米国
以外の国の濃縮ウラン供給能力も

いう濃綴科を吊出した︸九六六勾

舞わず︑一九七一奪二月二十︑

休施設の償却費が

﹁工揚および運転資金に対する

葎の計騨の揚禽と圓様に財務省の

金利五％扁というのは︑一九六七
かし︑一九七一年

﹁その他﹂とは工程改良関連経

準が縦くとは考えていない︒

象となる十年聞を通じてこの高水

金利が上がっているが︑副騨の対

る︒この二︑三駕米国では国償の

発行する国憐等の平均利率であ

償却號﹂は二十六がの揚合にはも
ち論なかった︒この償却鍛を謝騨

れを明らかにしていない︒テイル

るだろう︒A廷Cは︑それに対し 時︑藪然ある一定のテイル讃度を

﹁CIPおよひCUPに対す
費る
︑AECの一般管理籔︑その他に飛する強力な反対慧見がでてく

仮定されている︑

に稼動するものと

わたり一揃はフル

はその相当鮒闘に

度蒙での十年間で

農から一九八○隼

かかっていた︒し

れている︒政府は︑昨年の識会が

っているが︑AECが二十六賭と

面に対してもかけられることにな

一九七五年に蒲要騒の五％も一九 する施設のみならず遊休施設の一
八○年に一五％に達する︒田鰻用
その他発電以外の鼠的に対する濃

には三つの濃縮錦繍はどんな揚合

度から一九七五年三朝での十年聞

算出根拠

にもフルに稼動することはないと

縮ウランの蚕飼継も考獄漁るり

A耳Cが今回新しい濃縮料金と 四︑コストの試算は一九七二年
日
一より二十八・七〇納に引き上げる して三十二がという数値を導出す
度の価格水準を茎礎に行ない︑そ

ラメイ釜員は新旧猛準の姐何を

れ以降のコスト・インフレの影面

ことの軍鶏性は羅めており賛成し

るに遜たっては次のような条件を

仮定されていたので︑卜年闘の全

期間にわたって遊

は考廠しない︒

ﾄいる︒

＝﹂いると讐えられない﹂と批判

的影謝に懸して十分な考慰を払っ

国にとって︑その及ぼす影響はかなり大きいものがある︒本号では︑この藻縮禍引き上げをめ

ぐり︑その背鑑︑今後の動きなどをまとめてみた︒

見を公羨している

23％植⁝︸げの32ドルへ蒸

AECの内部でラメイ原子力蛮 ているQしかし︑それをざらに三 仮宣している︒

委貝の反対

ラメイ原子力・

慧毘も少なくない︒

A泡Cは一九七〇郊八月瓢十五 上げに対しては米国内でも反対の

政府用補償方式か6罠営ベースに

臼に濃網料金の決定棊準を従来の

変質した︒それに伴ない濃紅料は
一九七一年二月二十一 日より二十

六諺から二十八・七〇がに引き上

げられることとなった︒それから

半葬も経たない一九七〇隼十二月

のは注目される︒

二十三臼にAECは濃紬料金の決員が強力な反対激
定基準を九の墨染費周勧慣方式に

一九七〇隼十二

環し︑濃講料を王十二訓にする
という案を上下簡院合回原子力婁

員会︵JCA漏︶に騒騒した︒た月十八日付JCA

︑対下期渕は︸九七︸年から
一九八○年謹での十球間とする︒

十二賭に引き上げるためにはAE
C内部で︑もっと倶虫に技術的・

二︑董出入に対する劉引率は

二十六ドルと三

誉ーー電力料上昇等が主な要因鉱

メイ委員は﹁自分

だし︑AECの説明によると陰型湿議藁宛欝艇でラ
料の決定捻準の変斑と三十二漣へ
は濃縮料の決定墨
礁の変史には致成

の濃纈料引き下げとは鷹接的には
結びついていない︒すなわち︑三
変更することには反対でめる︒濃
凝済的検滅を加えるべきであると

十二泌への引き上げはAECの濃 であるが︑ 一年に二麗も疲土野を
縮工揚へ電力を供給している①V
縮料の引き上げを一隼一圓に止め

十ニドルの比較

変更により︑政麿費用の補償が法

政府資金に対する平均利率五％／

するに当たってAECはClP
の高くなっているが︑これは灘
栴に

かはA廻Cが新しいテイル灘度を

ることはAECの長編サービスをいうのである︒それでどうしても

あると説明している︒この法案は

Aの躍塗料引き上げが密な腺囚で

このような条件を熱燵に算戯さ

濃度によって天然ウランのフィー

葎を週用する︒そのほかに酸縮ウ

的に要求される以上︑三十コ冠へ

三＋二塁へ引き上げることが必蟹

経学を五億二千五二二が︑CUP縮料の上沼によリインペントリー

発表する豪でわからない︒しか

三月中旬から下旬にかけてJCA利用する内外の電力会村や雛機メ

の経鍛を二億二千ム白庭園と仮定

ド灘が変わってくるので︑この変

れた三十二がの内儀を兀の翠嵐ハ

更は濃繍料の変更と同様に蟹大で

ランの蒲不戦︑1揚の稼鋤率和よ

の引き上げはどうしても必嬰であ

であることが判明すれは︑一九七

ると説明すると闘賄に︑民営ペー

ーカーが計幽的に賑賑を進めて行

Eでの笛議を終え発幼するものと

の価値が増大したためである︒し

であるQAECは各填扇について

びの場当と比較すると別表の通り

かし︑一九七〇葎代後半にはイン

び運転聖君︑人件費等の変化に対

している︒これは昨年の米国原子

二年鹿．臨浜野すればよいといって

の発表遅配らせている理由はエ揚

ある︒AECがこのテイルに濃度し︑このテイル議論の変更により

いる・なおAECが昨年夏に行なする予備費として 五％を追加す

スであれば︑まだただちに三十二

くうえに是非必要なことである﹂

がに引き上げる必要はなかったと

と反対の運田を説明している︒さ

ベントリー難が減少するのでこの

猛襲となるウランの二二欝につい

金利負担は減少する傾陶にある︒

みられているので・三十二逆の新

﹁電力﹂は︸九七二年皮深でに

嶽子力工員が発表したのと同じ数

料金は八月末蓉たは九月早々から

三︑濃縮ウラン醗要猛は一九七

国のオークリッジ・ウフン趨縮工塒

力臆菜会畿年次大会でジョンソン

らに︑﹁

の方が政府費暮冬偵方式よりも受

上げがあった土塁には民営ベース

次の通り説明している︒

料を引き上げたのでは園内陶にも

る︒

適用されることになるであろう︒

国際的にもインフレへの圧力とな

197蜘度から

った調査によると︑戯力料の引き

三十二灌というのは元の二十六演

国のウラン趨縮工塀讐㊤ポーノマス工場、㊦パデューカ工場

年以内に二三％も磯差

から実に二三％の上昇である︒

合

1980年度までの推定

の性格が全然異なっている︒一九

ド

の

￠規定をだだちに適用しないで︑

める慧向であり︑難し当たり特別

うしかし︑今豪でに何十億がとい

討を行なうことが笈講されるだろ

罷ある・

違いなさそうである︒

ダ三園がガス遷心分離法の採用を⁝限定することになる膜様である︒

て︑これらの圃がコマーシャル・

のは康だ数年先である︒したがっ

発の段階であって︑これが完載し

今は灘細工揚のコンポーネント園

法にふれるという慧見もあるが︑

るだけ多くのメーカーに飾可する

一九七五年になるのではないかと・た後︑エ揚の建設については出来

AECのガス拡散技術を利用し という考えであるといわれてい

いわれている︒

て濃総工樹を建設する場合にはA る︒研究開発の鵜果発生する特鉾

ECは隔膜の製造技術を開示しな については︑民闘会祉が濠つたく

方式をとる考えであることは注認

明し︑その後翼瞭の開発は数社に

しては最初二卜祉程度に概略を説

けることにするようである︒

Cに異廊権を辞議するよう義務づ

したものでも﹁定の使用料でAE

し︑さらに蔑聞会社が独自に開発

AECが特飾権者となるように

AECとしてはさし当たりEい
Eで︑隔膜駕製品として輸出する 独自に開発したもの以外はすべて

これはたいへんなことである︒

プラントの建設を決恋するのは︑

毒建酷でその難が判明する⁝カーにの鉾可することは・魏

七︸年中に態度を決めることが必 決定し︑現在ハイロノト・フラン．このように技術開発を特定のメ⁝

備に一編はかかるだろうから一九

裳である︒この交渉をスムーズに

進めるために聡力欝欝︑金融藁界

ン濃縮技術の公開に関する解題に

な立法措殿も必要としないので︑

その他大規模な漿禁に経験を持つ

取り組むことになるだろう︒ウラ

米圏内および自由宏麗諾国の演

⁝年以内に窪とまった例はない︒

JCAEが薦めればこの問題は動
う︒ような大規模な国難的事業が
を公開すると周時に︑新工揚建設

軸ウラン霧蜜嶽を充たすためには

必要がある︒そのためには遅くと

建議するのであれは︑交渉等の準⁝し︑欧州では英国︑西独︑オラン

習擁しているわけではない︒しか

諾しを進める考えのようである㎜されるべきである︒
㎜
ガス拡散技術の国内メーカ：へ
が︑カナタやオーストラリアを中
一
心としたグループとの共同麟業を の公開および研究開発の瀞可に関

一九八○年豪でにどのような形 C六力園を野心としたグループと

闘示し︑噺工場を国外に建設する

も一九七三年に建設を開始しなけ

術を利用して外国に建設すること

は従来痂四工臨をAECの濃旙技ればならない︒もしこれを外国に

という無題がある︒ホスマー議員

悶慰とAECの腿縮技術を外国にになるにしても新工揚を建設する

離法の技術開発を許酊するという

に引してガス拡散法または遠心分

園の罠間会社にAECの濃縮技術き出すはずである︒

ン濃縮技術の公開に関しては︑米

A魏躬D講七戸諜駐誰細蟹懸盤
角力なメンバーチームを作り︑検

ウラン濃縮技術の公開

国外建設の構想も

て顧調に進展するものと仮定さ

ては最初の数無間はAECが備繕
〇年のAECによる電力蒲要推足τVA︑エレクトリノク・工不ル 宇である︑さらに︑C王PとCU 最後の﹁予備蜜﹂の四・一五誘 説明するだろう︒これに了してJ の濃縮能力をあげるために︑槽当
Pは︻九七二年臓より相当の予算 は一九六七年の三・五〇♂とはそ CAEの反対派は第一六一条五項大幅に引き上げるためだという噂 ウランの放出により賄うことは間
ギー︑OVECが値上げをすると

記oo
頬する金積5％）

値を茎礎にして試算する︑すなわ

350

26．00

計

415
間曲費

095

115
その他
儲甚生産に対する金

350

365

るだろう︒︽温Gは褥にこの国際 ける影認が小さいということにな

騨勘

一一
このような急激な濃縮料の引き

き3

口罵

175
0ま37

利（5％〉

330
185
280

CIP／cUP

293
工場及び運転資金に

1370

1390

藪 換
羅 力
その他の運転費
償 却
現在工場

1971年現在での

1967無現在での
1966釘展から
1田5年痩までの推定

（＄／SWU）

26ドルと32ドルの比較

K
い蟄

フ
プ

一し

｛

懸 難
載

（4）
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干

業
産
フ
プ

マズ獲薦池︵ダラス︶︑マイアミ

ンターなど︒

大学海洋科学研究所︑魚類研究セ

させ︑餐殖計画の詳細スケジュー

ムの開発に成功した﹂と発喪し

のインコアモ一一ターから碍られる

は︑炉心内に設けられた部数十個

WRの掲合︑この炉心の性能副騨

う罵要な役測りがあり︑とくにB

オンラインで監視し制矧するとい

算機には︑複雑な炉心鄙の性能を

原子力発羅所における制御用蹴

た︒

ていく方剣である︒

ルを含むこれらの闘題点を検附し

原子力発電所雌緋水利用海外調
査団の氏名と所綬は次の通り︒
田中二良︵水産庁束海区水産研
究所︶︑渡辺徹︵汲城越水試︶︑
郡司由清︵岡原子力謙︶︑稲見要

試︶︑志村俊央︵新潟県水賦︶︑

⑨

安田火災海上

之助︵岡漁連︶︑丹羽正一︵福井
県水沢︶︑三宅奄志雄︵岡山薬水

るよう造られているが︑﹁耐襲

安田火災の長期総合保険

なお科技庁が進める﹁温緋水利

の炉心内の位躍儒暑などの数値を

原子力開発15年史

に写真の提供を

ジルカロイ被麗無蓋用のソ連隊

報道に心配になったのか架〆！

設副に菖悟を失なった﹂の現地

練瓦・砥石

中性子束儒号や︑靭百本の制翻醸

万煎におよぶ炉心各部の

の
プログラムの実用性を確摩したと 哺
馳
いうもの︒

原産では飼立十五周無の認

圧延機二

L嬢故民剤

用特別研究﹂は︑茨城県東海村に
研︶︒

い︑細

復雑な数式によって繰返し行な

出力状態を正確に招握することが

GE社が開麩した漂輩プログラム

肝要︒BWR型の原子炉では米国

⁝

開発十五年史一振称︶の編鎗叩

念瓢業の一つとして﹁原子力騨

などをご

開発途上の記念すへき

の写糞の中から 珍しいも

帥

⁝

をすすめており京すが︑その⁝
曾
中に掲載する冨翼を広くご提
︐
∩供頂き︑内答の允実を図りた
いと想い豪す︒あなたの秘蔵

の

．思い娼となるもの

掲載の際は提供者のお名前

提供下さい︒

を伺配し︑その方には十五年

る方は︑三月十五日までに醸

師史を駕上げ薮す︒ご提供下さ

接郵送またはお電譜下さい︒

︵担当川上宰一︶

篇本原子力薩業会議

ロサンゼルス大地

書藍一Aーー

圧鉦機〃三ロール式

（ノノ堵一〉

堀内良一︵全漁連︶︑磯康彦︵原

炉心監視プログ
ラム開発に成功

︻蕪稿は東芝が闘発に成功したシ
ユミレーター︼

技術振興課長
に元田氏発令
原子力局

広樋工業響門学校

〆ノ〜

ステンレス被璽管約二千本︑噺型

台を設置した︒一方は外径八一十

iケニ7ノクス）
防磁醗料

施設をつくり︑原研のJPDRお
よび原電東海発躍所からの撮緋水
を利用してチダイ︑アワビおよび
ハマグリの獲殖を行なおうみいう
もの︒五力年配画で進める予定た
が︑今隼度はキりあえず六十平方

東京芝浦躍気はかねて︑原子力

芝

十面つくる計画で︑すでにそのた

に欠くことのできない﹁炉心監視

発堀設備の安全かつ効翠的な運転

環

めの関係予鐙みして約四千万円を

癖および十二平方耕の養殖池を各

計上している︒この聖画に必要な

が︑このほど︑﹁簿心シュミレー

工業用鷹織機丁OSBAC七〇〇

氏

麟学技術庁は二月十六日付で︑

原子力疲術振興課長・三王陽

の研究調整局海洋開発官への配置
換えを発令するとともに︑その後
任に元田謙氏︵動燃箏業団計画讐

元田氏略歴

理転付︶の採用を発令した︒

ノ

﹁むつ﹂馬制御灘の被獲用ステン

約五十本︑日本原盤力研究所の動

転換騨原型炉胴ジルカロイ被覆縁

〔鵡タtパーライト〉

英︑米両国に調査団
羅 難 魚貝養殖研究に 備 え
日本水産資源保護協会︵浜田正会長︶はこのほど︑海外における泓排水養殖漁業の実憎を闘心する
ため︑三目二日から約三週聞にわたり英︑米両国に﹁原子力発電所温排水利用海外国費団﹂︵団長・

田中二良水麓山東海薪水睡研究所研究員︶を派遣することになったQ同協会は今卑度から科学技術
庁の婁孫研究費をうけて魚の養殖研究を進めるが︑こんどの調査団派遣は︑その成果をこの研究に役

ントおよひハンターストンの両原

分だが︑原発の定言や赦離等の際

温排水鍛は短秒Q・六ゾ穫度で十 プログラム﹂の開発を進めていた

l︑岡協会はこれからこの計画の

〇モデルニ○によるそのプロクラ

の温国富の確保はどうするかi ターを完成し︑これを用いて策芝
推進母体キなる研究婁員会を発足

し大容騰佑する原子力発聡機器の

が使用されているが︑今後多様化

機械科革後︑蘭工省に入ったが︑

の蟹理課︑助成課︑研究振興課︑

三十一年科技庁に幽向︑原子力局

製作に国産捗術で対処するために

ーし︑自力でその開発を進めてい

は︑このプログラム技術をマスタ

原子力機関に出面︑査察宮として

政策課で在勤︒一二十九庫から国除

東芝のこんどの発表は︑岡三が

国際協力譲蕪辞儘となつだが︑隅

活躍︒四十二犀に復職︑原子力局

くことが必襲である︒

躍騨機を用いてこのシュミレート

〆

時も︑新しい僑がくずれ︑古く

ば田本でも七無難の新潟地震の

葉混乱たったそうた▽．でういえ

髄醗辮鱗

技術を確立するとともに︑この結

ミ

露暮に辞職︑動燃讃寒露の訓画管

ノ

理部付となり︑現在に至る︒広鋤

さ〆

果を別の︵オフ下穿ン︶大型餓算

さ ！

機で求めた性能鼠算値と比較した

ノ〆

県出身︑四十三歳◎
き

ダウエスチングハウス社ヘジルカ

からある穐は生き残った︒もら

は︑との錆を最近良く聞く▽ロ

レスパイプ約千六翼本も近く納入

…

…

…

立てようというもの︒火力発羅所からの灘減水を利用したものでは中部重力や竹葦聡力におけるハマ

チや貝類等の養弛など何例かあるが︑原芋力施設を利用しようとする試みは︑わが圃では︑こんどの
﹁
弛の中でR工をどのように利用し
子力発躍所︑エリン魚卵ふ化擶︑

謝画が初めてである︒

科学技 術 庁 は さ き に 四 十 六 年 度
ているかなどのほか︑外海での小

国ではロンク島のオイスターベイ

スコノチ海岸︵貝類の餐殖︶︑米

からの五 力 矩 講 羅 で ﹁ 原 子 力 斑 設

ン魚卵ふ化揚のシェルボーン博士

ることなど︒とくに英国ではエリ
︵餐殖会社︶︑オークリノジ原子

力研究所︑テキサス電力会握︑ナ

スポンジへの製錬は日本鉱業が行
なっている︒

今頃のワ；チャン社⊥二歳物産
一石塚研究所の倉弁構想は︑叢終
製品である被覆管までは孝を出さ

菱金鶏︑三濁篭工と氷国ウエスチ

ないとしているが︑このほかに三

これは︑ワーチャン社︑三井物

のとみられている︒

ノ

粘果︑このシュミレーターによる

は押し出し成型したステンレスパ

さ

神戸製鋼所は近く三漉猿子力工

ミ

覆管業界にかなり影纒を与えるも

国産化を進めてきたジルカロイ被

属︑挫戸製鋼︑三漣金照との形で

りから︑β本鉱灘を中心に倥友金

弁会社串舗もウワサされているお

ングハウス社との核燃料関係の会

塚研究所とで︑このほど石塚研究

同構想によると︑薫毒物涯と石

髄されたものである︒

品一索管製造を手がけるため串

らジルカロイ被覆管の手削の半製

ニウム鉱石︵ジルコンサンド︶か

産︑石塚研究所の三社で︑ジルコ

契約を申全した︒

社のジルカロイ索響製造技術導入

三井
物産と石塚研で合弁へ

塔語日本進出を申請

誹水の影響にB昌する特別研究しを 割︵かこい︶養強の可能性をさぐ

本水麗資源保護協会に婁託するこ
らがハンターストン原子力発電所

進めるこ と を 決 め ︑ こ の 研 究 を 日

と協力して研究を進め︑すでに臭
得に移しているカレイ類の養殉と

ととした が ︑ こ ん ど の 溝 外 調 脊 囹

始するに 先 立 っ て 海 外 の 実 情 を 調

染︶讃画︑米国ではマイアミ大学

北源への放流︵いわゆる艦堵漁

は︑悶協 会 が ︑ こ の 婁 託 研 究 を 関

査しておこうとのことから派遣さ

のヤング博士らがオークリノジ原

れることになったもの︒
調査國は田中氏を団長とする︸

来国の大手新金属メーカーのワ
ーチャン社は二月五臼︑政府にわ

が国のジルカロイ被羅管二連分野

︵国家︶プロジェクト箸について

て企團中のエビやナマズ等の養殖

行九名︒A︑B工珊に分れて英︑ 子力研究所のイー博士らと協力し
米両園における開係機関を暫間︑

施設を視察するほか︑専門家と意

翻団団の主な肪問先は瑛国で進出のため株式取得を晦舗した︒

の調査が中心となるもよう︒

は水童魚懲公仕︑ヒンクレ；ポイ また同日︑三井物薩はワーチャン

艶交換を行なうなどして闘査に当
たる予定だが︑その空眼点は︑温

き

鰯

断が開発したジルコンサンドから

で製総会祉を新設す

ロイ被覆管約百五十本を納入した
ほか︑欧州からも引き合が来てい

サンゼルスの近くに︑サンオノ

の入定︒

替発陛。｝

伸鍋・ダイカスト

格納容器下部鏡
板の仮組み終る
常

野守炉・核燃料開発聯弾団が建

昇華法

ジルコニウムスポンジへの製錬法

度まで細くし︑さらに冷闘功銭法

イプをビルガi式比死機である程

ていたのたが︑大臨然の猛威に

屈したわけだ︒葉京でもここ

換鋒で年産十三万

舘十一月︑BWR 数年の内に大地腿が起きるので
層のジル紅葉イ
嵐資比率で︑当面の素管生産規模

ところ︑原子力発電所には異躍

カー︑さっそく米国に悶記せた

をなで下したそう陀︒

はない一との返書にホソと胸

气jサノソ）

㊥加工部門

㌃諺老｝

3411（ノ、

束♪｝｛（279｝

評．鰍

静︑紺

鮎潔︾︐講中の高逮契験炉﹁常陽﹂は大洗

レス被響管約千本を納入する︒
る︒またジルコニウムスポンジか

神戸製鋼は︑従来の犀薩五万鱈

業に︑原子力船﹁むつ﹂胴ステン

いるが︑このほど︑その心臓部と

程度の試験的製造設備を増強︑昨

⊥学監ンーで順調な進捗をみせて

もなる原子炉格納容器︵コンテナ

岡社はこのほか︑動力炉・核

うん耐麗設謝も十分ほどこされ

燃料朋発無業団から高麗増殖炉用

るも悉つり

つ﹂嗣被覆蟹約六千本を受注︑猛

で所定の外径のパイプにする︒

ら繁管製造のため︑ワーチャン祉

爆五月から艘造に癬手し︑九月か

むつ用被覆管を納入

二菱原子力から﹁む

i︶の下部賢将の仮組み立てが

三井物産︑石塚研究所て合弁会社

の技術を離礎に︑ワーチ︾ン社︑

ら分納している

神戸製鋼は

終った︒この下部鏡板は昨年宋に

を設立する︑となっている︒荻た

で全羅茄一入する

が︑今回の約千本

を月間十ゾとし︑冊来二十ゾにア
ノブする一としている︒

イプ製造胴のもので仕上げ作藁に

力試験騨⁝H計灘用でジル下口イ 竣嚇銃︑他は十五一三士界樹のパ
被麗管当千上本を受注︑すでに四

の引き禽いもある︒すでに︑カナ

跡、付塗数甘

鋼及二次醸化成品

・排水と天黒毎水との冤含工魯︑麗

浄瑠遷︑．し騨

縛海

叫搬蕪蒸蹴
︽

側六〇％︑ワーチャン社四〇％の

とくに合弁会社設立に際し︑日本

後はこの鏡板の上にドーナソ状の

た・2ん︑溶接にとりかかる︒その

わが国のジルカロイ被覆管メー

﹁むつ﹂用ステンレス被覆管は

フレ原子力発電所が運帳甲︒原

コンテナー片が順次組立てられて

カーは︑神戸製棚駈︑舵友金属工

外径約十︒五三︑琳踏︑長さ約千百

子力施設はあらゆる天災に耐え

宣いくが︑今秋十月末頃には高さ五

業︑三菱金属鉱山の蕊社で︑いつ

雛約六千本をMAP一へ 被覆響製造工楊を

鳶卜五玉︑ぬ径二十八牌の鋼板でつ

れもジルコニウムスポンジから被

用いる予建であるQ

ことになる︒

くられたコンテナーが形を整える

で一本翼翼十一耀のもの︒製造法

五・⁝r．琳灌︑肉厚約O︒四︑卵訂 白塞納入している︒また海外から

新設したQ幽翠に

予讃である︒

ンサンドの輸入からジルコニウム

糧管を製造している︒またジルコ

このほか岡社は

写翼は下部鏡板の仮組み立てを

建材用転語
鰹駈聡智村

亜鉛・鉛

子

原

濾鴨磯
蓬〔

睡

終った常陽の建設現場

人臥・名1葦澱・纈濁・払麟・札幌・披見・欝山

支店・営黎漸

鰭掘 離

婁

躍贈

東，、、鄭中央区目本橋《鼠ゴ2−1−1

本店

⑱建耕部門〜ヌ；鰐馴1

⑱金属部門

三

繭
一 井
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聞

業
産

設謝︒建設されだもの︒ユーロケ

欝

にみながら桟橋に溜く︒鉄砲愚か

東海村の原研と動燃を含わせたよ

翼撮影は一切禁止︒ここは茨城県

ほか︑さらに二騒の難処理工覇の

ンドは今後十年間にタラプールの

済んだそうだ︒この経験をへてイ

黙

無

成予定の二轡機は︑園産化箪が一

号機の約四〇％に比べ約六〇％と

高くなっているが︑現在建屋の建

つづいて開インドに建設される

設段階工廓がたけなわだった︒

マドラス発電所は︑ラジャスタン

と全身に安堵感を澱らセ︑眼を

験中いつも冗談と笑顔をたやさ

糊ませていた彼らを晃た時︑試

ない彼らには慾しられなかっ

に︑彼らに規加感を感じた︒ま

た厳しさの一蘭をみたと同時

トンボの製晶

ミノクよりも建設費が半分近くで

りもずっと広い懸じだ︒酬囎揖と
建設を計画している︒とくにイン

めざすこいう︒二星の炉心部の星

の建設経験をへてオール国産化を

礎工禦が始豪っていた︒とくにこ

では初めてプレストレスト︒コ
電筋︵二十万鼠W二猛︑CANこD

用さ
KW工星︑CA醤DU型︶が建
設れる︒また近くには高遼炉の

このようにイ︾ドの原子力発電

研究センターが建設されるという

ぶ腹違︑臼当胸欝五†円の男達等

見た裸足で頭に石や砂をのせて還

いわゆる運転経験というもので

た翻分の心の平底になかったこ

あらゆる産業に貢献する

ついだ二人の儀礼兵の畠迎え︒写

しては︑インドの研究者と技術者
ドでは大重盈キャスクの陸上翰送

しかし︑最近︑インド経済の成

鷹力規模の倍堪時間も五年位とい

長と共に聡力網塾の僚びが翻しく U翌︶とマドラス発電所︵二十万 ンクリートのコンテイメントが採

タラプール発萱所はいま八二％

中た︒

開発の拠点であったBARCから

自給圏足の体縦︒これ豪での研究

と簡い稼働率︒発畿コストはKW 開発は︑すべて麟産をめざした
れはあく濠でデモンストレーショ

っくり︒今年末に臨界の予定で︑

あるということを︑改ためて異

はいえない岡鼠八闘的な安易な

本社・束ゑ都 1央区銀座6−6−5〒104電話（572）0321（大代〉

ま
籍

が総力を結難して設謝・建設した

の隣援地に再処理工揚を廻設ずる

が難
研究炉APSARA︑カナダか
らしいことから︑原子力発鍛所

コロンボ計画のいっかんで供給さ

︒A
労質が非常に安いので建設
れたC工鶏US︑ZE況L予
王麿N

くてもいいそうだ︒

の三つがある︒R王関係では品種 費も溶く︑工揚規模は大きくしな

改良などの食品照射が臣についた

う︒新鋭石炭火力の建設費はKW

から二八菖計耕以上離れたところ

ーションへ移されつつある︒また

スとエレクトロニクス︒コーポレ

クリア・フ満エル・コンタレノク

の仕箏はハイデラパッドのエユー

ン・プラントとして運転員の餐成 燃料加工やエレクトロニクス関係

インドAECは︑現圧︑一九八訓練等が圏的であったQそこで︑
O無窟でに原子力翻惣二置七や万 長期的な原子力発昭開狛のために
鳳W︵全発電設備容騒の一〇％︶を 戦賂として登場してきたのが︑天
開発する割圃を進めている︒この 然ウラン・塾水炉だ︒これはカナ

初
然ウランの確保はジャドグダ鉱
謝函は一九五四無にA醤Cが提案 ダのCANDU型炉で︑それを天
した八薦万KWと︑エネルギー調 めて採用した第二番目のラジャス 山につづいてナルワ・パハールで

鍛終的に機器据付け工聡が進んで

査釜員会が六五年に畏期予測した タン発聡所は︑加A置Cしの技術 新規開発が磁手されている︒
今画の藻琴で感じたことは一た
五菅万KWの開発規模に比へると 援助で建設されているが︑一男機
は加ダグラスポイント発電藤とそ とえば原子力発瞠所の工肇現揚で
大きく後退している︒

オール国産の
重水炉開発へ

分の低い人達によって︑イン

いたが︑炉塞四の作業条件は非常 ⁝われわれが蔭接隠せなかった身
に窒気が悪くて頭がいたくなるほ

ら構成されていた︒これらの貌

感した次第でめり︑これこそ今

現在フェルミ炉には︑小田島

気持を恥した︒

派灘団の諸氏︑ならびにPRD

鰹三島を団員とするフェルミ炉

しておられる︒これら詔先盤の

C職員として礁藤雄三氏が酒躍

公私にわたるお世話により︑本

田畠畢ン夙

葵

飛雲購端麟
団・滋藤正彦︶紅摺翼はラジ
ャスタン発話筋の建設現場

わゆる非璽的なものがま華塗

︸型︶が運転中で︑ラジャスタン発 たり八・五譜というQ七四年目完 るということであった︒

眠は︑プラントを安全に運転で

回の試験成功の最大の原動力で

はよく眠れるでしょう﹂

どR
たった︒発明コストはKWHあドの原子力開発がさされられてい
留所︵十九万KW二尊︑BW

いた︒従って新奇な試験贋罷は
何もなかったといってよい︒

しかしこのような地道なデー

試験は︑臨罪鞍荷試験︑核特

蚊多くあげられる．

る所で聯絡を集めているのがみら

懲慨深げな衰嫡をみた時︑わず
か半年で臨界から疋格出力豪で

性試験︑プラントモニタリング

しかし︑試験成功の囚容はた

きることを笑施することたけに

料出口温度が異窮に高い億を示

来ならは単年では得られない知

思う︒ここに紙撚をかりて諸先

識と経験を得ることが出来たと

輩に感謝の意を鼓したい︒

囲石綿製品の総合メーカー

一月十八日午後欝時四十分︑冷い北風が吹く羽田から冬装束のまま︸路インドへ︒昌的地ボンベ
イに到齎した時︑腕時計の針が午前三差半をさしていた︒さっそくインド時々の午前欝隣に麗ず︒
こんな遅い時間なのに窒港ロビーはあふれるような人徽み︒われわれの荷物を持とうと異様な屋つ

転

@為漁鞘韻岬
膨

ー
婁員長を含e五人のメンバーで繕

八円︶と君上されており︑二十万

嶺たり千九菖ルビ︵一ルビは四十

が︑やはりインドの原子力短篇の 原子力発電二
百七十万KWヘ

臨虫開発路線をバソクアノブする

成されているが︑とくに委員に大

インドの国土は日本の二九催︑

墨地
たり七ミルという︒しかし︑こ
KW級のCANDU型炉は麗H炭

蔵嘗の出身者と﹂・R・D・タタ 燃科︑受水︑コンポーネント等の

入口が現在約巨億二千万︒総総蹴

気がなかった︒エネルギ⁝源とし

賑倉の〜般家庭にはほとんど麟

当たりの隙力消蟹は極端に低い︒

設簾は約千二酉万KWだが︑一人 で火力と十分乙類できるという︒

閥発研究の慧気込みにひかれた︒

の原子力開発だという雰囲気

露

れが研究センターの一部かと疑う

る︒したがって︑AEC決定の政ばかでかい機雛製作工覇には︑こ

氏が顔を並べている点に特長があ

策はいつも財政頗のウラズケが約

盤

ほど驚いた︒まさになんでも

陛き齢麟劉輪響
は不要

象されて脳会を通過するので︑臼
本のように〃大薮もうで

拠窟灘

の試卸すべてを一応みることゆ

タの檀み璽ねから︑必要なエソ

た単にラソキーであったたけで

囲標がしぼられており︑従って

一項圏︑二†八項圏の各試験か センスたけを抜き出すことが︑

試験に分かれ︑後二者は央々十

はなく︑番数無間の経験のバン

たと感じた︒

出来κ筆春は︑誠に宰運であっ

クグラウンドに支えられた成黒

ェルミ炉の再起勤試験に滲叛す
る機会を得たので︑その間に見

内容ぱ至って地通なものであっ

論解析からのずれが網次ぎ︑そ
れらの解明に時間を要したが︑

す等︑過まのデータあるいは理

試験後半にはすっかり窪僑と余

えQたとえは︑プラントモニタ

の灘定とアルゴン︑窒黙等の漏

裕がみられ︑はじめての二十万

リング試験の半数は︑温度分布

ブランケット燃

副の較正とか︑

鼓窃鴬磁流愚

試験の内容は

あったと思う︒

たこと︑聴したことを渇いてみ

ちょうど半年闘︑エンリコ︒フ

碑年六月末から十二月末蒙で

れたQ

これはC工RUSの使用ずみ燃近
料いといわれているように︑いた︸ 現在︑インドではタラプール発

ア薩一の再議理工揚が稼働甲だ︒

BARCではインドが誇るアジ
ても自己︑まき︑野粟くずなどい

のようたQこれも政治力のあった だQ
故バーバ博士の手腕によるもの︒

よって守られている︒

その路線はい蓉もサラバイ博士に

トロンペイにあるバーバ原子力研

の集約であったと思うQ
たとえは炉心流路閉塞の防止

豪た核特性試験も︑炉心の核凶

洩の測足に関するものであり︑

小杉久央︶

なく進められた︒

KW定格出力も何のトラブルも ︵動燃勧業圃・職趨増殖騨開発

本鄙難燃任醗究員

な特性を求めるためのものでは

﹁私はほっとし豪した︒今夜

しかし︑試験完了の日︑

醗保温材

マドラス発蹴所の建殴工畢

なく︑核的なパラメータを測足
してプラントの運転状態をモニ

羅ブレーキライニング

1麟難、

タ⁝することに総掘が置かれて

國フッ素樹脂製品

喉∫

激フ鐘撞羅締て 慕
を傾けていたが︑昨年漸やくそ

一九六六隼以来復旧伶業に全力

撮知のごとく︑フェルミ炉は

たいと思う︒

究センター︵BARC︶︒AEC
藤掬の臼いモーターボートで︑
〃インドの門 より約一時閻︑火
力発電所や石油極製工湯などの立

fノドA鶏Cは現在︑ナラバイち結ぶボンベイの工業地瀞を左手

の復旧作業を終え︑七月には一

九六六年以果はじめて陶び臨界
を僅成し︑ナ月には同プラント

ロ！ガ⁝ドを取付けるとか︑異

建設以来はじめて二十万KWの のために︑燃料入隣ノズルにフ
疋恪出力運転に成功した〇

い経鹸を教訓として︑それらを

ったナトリウム・水反応等の若

設するとか︑あるいは鍛近起こ

二十万KW疋絡出力試験を完 常留出用オンライン副算槻を増
了したその日︑

﹁私はこの日を十穴彰聞待っ
てい豪した﹂

たたちに運転に反映さセる等の
弼は誰者が気が付いたたけでも

翻不燃建材

麗パッキン・ガスケット

きの男たちがワッと集まる︒インド特有のにおい︒疲れも加わって︑一瞬不蜜な気持になった︒こ

舶

ベースにタタ基健研究藤が一九四

﹁私はヤ五奪半です﹂
と謡してくれた猪羅所記脳部の

璽石綿紡織品

繋

離離
蒙

鷺職難滞

∵

に主眼をおき︑インド

Eが耳 当 Q タ タ 基 礎 研 究 所 ︑ B A

てること

8Cのほか︑三つの原子力窮鑓所

における原子力研究のぶ礎を築い

五十人のスタノフをかかえ︑数学

た︒このタタ研究所は現在千三爾

アラビア灘に爾したポンペイは

一六六八年の英国東インド会社の
︑インド希士会社︑ウラン会社な

員畏のサラバイ薄士が権限を握っ
ている︒

インドの原子力闘発は︑初代原
子力委蟹 長 で シ ュ ネ ー ブ の 第 一 回
国際蹟子 力 平 和 利 用 会 議 議 長 を つ
とめた故 バ ー バ 博 士 の 指 響 で 始 ま

ｽ︒同博士が第二次世界大戦 の

6なか一九四三庫八月︑新しい原

皿冒の手紙を︑インド最大の財閥の

子力簿の 物 理 学 研 究 が 必 要 で あ る

J・R・D・タタ氏に手紙を送 っ た

のがキソ カ ケ ︒ タ タ 財 關 の 寄 附 を

人を看

五年六月ボンベイに設立された︒

だが︑臼玉にインドの国産技術で

進出以来 ︑ と く に 貿 易 が 栄 え て き
の分野では世界的に優れているそ

しかし︑爽際の行政面は︑DA 用で︑能力○・一ジ／臼と小払超

た所で︑現在インド貿易の三〇％

設を傘下においている︒

どの原子力麗係籍設︑地雷研究施

インドの原子力研究開発のメノ

ッカ︑BARC

にインドAECが設罎されると初原子力研究メ

一方︑バーバ博士は一九四八年

うだ︒

インド

︵ゲイトウエイ・オブ︒
ンベイに原子力研究所︵一九六七

代委員長に脚任︑五四隼にはトロ

Cと改称︶を設置︑つづいて同年

財政面に強い
原子力委員会

インド原子力婁員会︵AEC︶婁DA猛が設躍された︒

るが︑実 際 は セ ク レ タ リ ィ と し て

轄する原子力省︵DAE︶があ奪︑改バーバ博士を紀念してバー
カは︑ボンベイの北尋常三十婿︑
バ原子力研究センター聴BAR
る︒担準 大 臣 は ガ ン ジ ー 首 相 で あ

ところに イ ン ド の 原 子 力 開 発 を 統

インディ ァ ︶ か ら 約 二 蜀 雇 離 れ た

の門

当時をし の ば せ る 詑 念 物

がここで行なわれているという︒

人口約四酉五†万愈の商業都落︒

@
@
@
@

（6）
初代所長の バ ー バ 博 士 は

日本アスベスト株式会社
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