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六月初にも本難論工

式に先立ち︑地元翼壁の安全祈

︵いずれも金属ウラン換質︶の処 工式が︑四月二＋六日︑関蹴︑W

竣工式を迎え得た欝びと國係巻の

のあと︑齊原発弱会長び闘日無識

勲

動燃嚢紐の再処理施般の完成
予想図
理揚の二つだけ︒同野業団は︑残

一巳から四日闘︑カナダのバンク

〇〇〇隼にいたる原子力構想﹂︶

などの藩閻題について懇談︑蔽見

なお同日は霞民党側から佐々木

交換卒一行なった︒

田口擾次郎︑新谷虎欝欝︑船田

義武︑木野晒夫︑小宮山量四郎︑

櫻﹂では︑一九六〇隼代の臼標で

（マルチチャネルアナライザー）

主工掘と廃簗物処遅場の越可は

のほど︑わが国からも永野璽雄日

ーバーで第四圓総会を臨くが︑こ

商会鎖ら約三＋名の幾師団を派適

早ければ五月末か六月初旬にもお

この四点をもって再処理施設の建

りる毘通しであり︑岡事業団は︑

太平洋経済協力委員会は米国︑

することになった︒

後は︑順調にいけば︑

ル上の国際協力﹂について講演

し︑核燃繕サイクル上の貝体的な

いて打診するもよう︒

各段階での域内協力の可能性につ

長期計画︑濃縮︑資

坂プリンスホテルに招き︑原子力

野て

カナダで太平洋経済馨鋤会

天然資源の開
発等がテーマ

あった︑國民所得に対する研究投

盛氏らが出席した︒

譲︑大谷藤之助︑畏田裕二︑増田

蚤要視ざれるとして︑それに応え

型技術が社会・経済から豪す翻す

代の聡い蒔期に遷成するよう要理

資額騒騒二・五％を︑一九七〇年

太平洋経済協力婁員会は置月十

る政策展開にとるべき態腱として

するとともに︑閣が負うべき社会

は︑入闇瞥璽の態麗を罵んじ︑テ
クノ諏ジー︒アセスメント︵購苗

・経済ニーズの購い研究関野をナ

対処する新しい科学技術分野とし

諫題と施策﹂では︑疇代の要論に

第三恥﹁目標達成のための中心

擁するよう指摘している︒

ショナル・プロジェクトとして推

評価︶に努めること︒社会・経済

髄餌こ
麗︾配

N代の科学技術で答申

アラタビル

設に本格漕工することとなる︒以

ジーランドおよびわが国の五力国

カナダ︑オーストラリア︑一一ユ：

産簗人で構成しているもの︒今回

工禦期闇三十三カ月︑試運転十カ

総会では投蜜問顯を中心とした経

月の舎劉四十竃カ月闇をもって完

ることになる︒建設費は聡額約二

成︑四十九蕪秋から操業を蘭始す

発︵核燃料や海洋汚染など︶︑灘

済可塑︑技術者研修︑天然資源開

なお岡施設は︑その群細設副が

酉二十八億円︒

定されているが︑とくに原子力関

仏のSGN社に委託︵技術援助契還および航窒間顯などが議顧に予
十二億四千万謂をかけて一昨鰯一

約を締結︶され︑藁十五カ月・約

係については松根宗一氏が天然

いる︒

技術を穣極的に醐発し海外依惇か
ら脱却すること②技術開発は祉会

日本原子力産業会議の菖脳は︑

原塵首脳︑自民科技特と

W
源問題などで懇談

的要謂に応える面を矯諾すること㎜
③鼓術の事前評価︵テクノロジー
アセスメント︶を響属すること︑

四月二十八日午後︑自由民主党科

が国の国記投壷獺は︑国民所得で

産業畏期謙爾婁員会の報轡︵﹁二

学技術特別婁鍛会のメンバーを赤

の比率でみると一・九％であり︑

なおこのほか︑岡白腰では︑わ

るQ

などに留湿するよう捉幽してい

壷源開発セノションの中で﹁PB

成されることになっているが︑こ

しかし︑一方ではわが国の社

安全審査にも昨年一月にパスして

ECC地域における核燃料サイク

導離新への新たな五聖﹂という副

会︑経済は将来もより鑑かな生活

している︒

題のついた昭和四十五年度科学技

をめざして︑急速に発慶しようと
しており︑暗事の要謂として薪た

果︑ウラン灘縮︑ウラン蜜濠確保

め︑今後の技術箪新は新たな視点

るにあたっては︑とくに①独自の

破壌など本来予期しない悪影響を
もたらしたと反省する一方︑これ

ている︒

および︑第四回書薩年次大会の成

にたって︑これ豪で配慮が十分

な技術革新に鮒する期待は一当そ
欧米先進国の二・八〜三・七％を
の度禽いを憎しているQこのた かなり下縄っているので︑この薗
民生活の同上を達成してきたが︑

でなかった野焼との謁和︑人間と

での努力も必襲である︒と強調し

反面︑公害や座業災害︑交題蓼

の漏和をはかりながら展開するこ
との必要性を述べている︒と同疇

現象があらわれており︑これらの
翌翌題が生じた原困の申には︑科

が葎在していることを指摘

待に応える科学技術活働を推逸す

に︑こうした技術革新の新たな期

ス面

して︑縦線技術の

劉次的マイナ

学技術の面からの襲圃もあったと

故︑人間臥外などの婦ましくない

って驚異的な経済成長をとげ︑国

園では︑めざ豪しい茂術革新によ

闘白蓮によると︑これ豪でわが

術内欝を発表した︒

科学技術庁は四月十六日︑﹁山

技術革新は新しい視点で

もっと耐究投資を

約が済んでいる主工揚と腿二物処一の黒道を中請する方剣である︒

GN社および露本揮発油︶との契︸中に関係翼壁ひ僧提出︑建設癬芋へ

月に完成︑周辺海域の醐査の継続
りの各施設についても︑メーカー
んど製織および工購方法の認可が
﹁
申継されたのは︑メーカー︵仏S⁝との契約ができ次第︑逐次今無度 など 郡縢題を残してはいるが︑

各種の貯蔵庫類︑堺務所などで構

まず主工場と廃棄物難癖場
動力炉・核燃料開発轟業団は四月二十六眠︑﹁核原料物質︑核燃料物質および原子炉の規謝に関す
る法律﹂第四十五条第一項の規定に棊づき︑内閣紛卿大臣に対し︑岡窮業団が茨城累七海村に建設予

定の再処蝉施設に関する設計および工購の方法についての認可を等星した︒この認可購舗は︑原子炉

ては最終的なもの︒同講藁鐡は近く︑地元一茨城隈知事に薄しても建築墓準法に藩つく再処理施設建

施設尋建設する際の一州審査串舗に魚蜀たるもので︑再処理樋設建設についての︑いわば手続きとし

っており︑順醗にいけば︑岡瓢乾季は今月末か六月初旬中にも︑総理大臣からの認可を受け︑再処理

築工事の確諏を申舗する予定であるが︑同法によれば申舗の受理後三週間以内に結論を出すことにな

化ウラン二朱と︑金属プルトニウ⁝硝︑高︒中放射性廃液の処理など

ン換算約穴薫七十謎鰯の糟二三酸︸や分離．精製︑硝酸ウランの脱

施設の建設に本格盤工することとなる︒

動燃麟漿団の再処理旛設は茨城
累藁海村の同撃業団東海購業所敷

を除く液体廃糞物および固体騰彙

ム換騨約七・五♂鰐の糖製硝酸プを行なう童工場と︑高放射牲廃液
ルトニウム溶液を製品として作り

地内の約二十二万平方層に建設が
予定されているもので︑湿式ビュ

Q

蜴︑分析藤︑除染駈︑主習気箇︑

物の処理などを行なう廃豪物処理

施設は︑使用済み燃料の蔚処理

出すことができる︒

以下で燃焼度︸ゾ当たり約二等八

ーレソクス法により︑濃縮度四％

國洒聡力奨浜原子力発見所︻暦

関電﹁美浜﹂が竣工式

○OOMWD豪での濃縮ウラン揮
料および︑辮焼度一ジ漫たり約三

九〇〇MWDまでの天然ウラン燃
料が再処理できるもの︒一日嶺た

H社︑三嚢憲工や︑地元衡係暫ら

り○︒七ジ︑年間最大約二哲十ゾ・機︵PWR︑三十四万KW︶の願
竣の﹁王の麺﹂が冷納ざれたQこ
理能力をもち︑濃縮ウラン燃料○

協力に感識の藤を述へ︑さらに︑

琶筆記をかけ癬工︑っ万鮒に

科学技術会議︵総理大照の諮聞
機関︑講長佐藤欝根︶は四月二†

一β︑東京・平河町の首掴自邸で らに薄処する新しい湾え方とし
て︑科学捜術が一顧祉会・経済の

科学技
術会議

入間尊重を主

においては︑﹁科学技術とは人闘

発展に必要とざれる一九七〇葎代

なる考え方をはじめ︑政策展開の

のわが国の科学技術政策の基本と

暑︶に欝えたもので︑今後十年間

九月に出された首網の驚閾︵第五

蔭相に握出した︒この讐中は昨犀

業ついてしの欝叢毒︑艦

おける総合的科学技術政策の塾本

号機の全山

蒸

㊤は祝賀会のもよう㊦は葵滉二本会議を開嚢︑驚乃七〇回覧に

一月末から営業運転に入った︒

め︑簾隼八月に搬送曜に成功︑十

隙子の幻しの禽欝集に工事を進

細一

で︑昭和四や一無十二月に総工蜜

奨療︷弼機はわが国初のPWR

ていきたい﹂とあいさつした︒

﹁今後も地域との共存共巣を図っ

約五菖人が礁直して行なわれた︒

轟

・七♪を処理した漏命︑金属ウラ

羅

愚囎

ンスおよびライフサイエンスの三

て︑環境科学披術︑ソフトサイエ

にとって何か﹂と進塁的な間いか

分野をあげ︑その総懸で特段の措

などのエーズにこたえる磯回性の

摺針などが述べられている︒

人間活嶽の影響力の壇大に対応し

葛い技術開発力を培獲すること︒

に空洞をお
いた科学捜術政策を展開していく

けから︑

入間尊霊

こんどの答申によると︑⁝九六
って驚巽的な経済成長と︑それに

置が必要としている︒

鎗を強調している︒

潰動の整備拡充︑難燃交流の促蓮

綴織齋﹁⁝艘施策﹂では︑研究

て︑自然や地球は宿限であるとの

考え方を嫉視すること一iなどを

また第二簸﹁科学技術政策の屋

あげている︒

ポ｛ンスイづ5ウニク蕊影
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力

一AEA
に要請マることを勧告している︒

おり攣ければこの穴月にはいくつ

すでに約琶†力騰が交疹に入って

︸あたりの所簿顔の戯い隅の立揚を皿
考慮して調蟹すべ出刃．ある︑と婁
⁝興会は勧借している︒

米原産がウラン
濃縮で調査開始
米国原子力薩業会議︵AIF︶

ン灘縮の調査に副手することを略

らかにした︒AIFの調査はウラ

以西醒力の芦米属のガス拡散法によるウラン灘

琵供︑日本から資舎援助を成てウ

掛雛響膿鞍燗纏籔勧欝
ころによると︑

カナダの水資源︸ラン濃総工揚を建設しようという
閲発会社である⁝趣旨のもの︒

ブリンコ社︵ブ⁝この申し入れがカナダ政臆の轡

㍊d乃ヂ鑓帆鵬翰醜脚瞳費
ンー3ランド・コ ンコ社は簸近︑カナダ政府に対

ト．ジンヶの子会祉︶奄空体とす

る羅溌は好ましくなく︑憲た開発

契約による舗襲の確保が必盟であ

を行なうにセよ外国との無期売買

るとして︑ブリンコ醗颪に難色を

カナダの原子力発磁開発は天然

示したとち伝えられている︒

でおり︑その療則が変わうない限

ウラン電水嫡路線を一貫して歩ん

り濃縮ウラン確保の必要性は盛っ

ン濃機工鰯建設をめぐっても様々

たくなく︑また合弁響錐によるウ
し︑三千億円のウラン濃縮工翻を

ーボレーシコ

鍔際と）

かの協定が一A建A理一会に握出 はこのほど︑六カ月の予定でウラ

保障措躍婁貫会が行なった勧誉
ン濃縮をあらゆる角度から総懸晦

な警語はあるが︑いずれも諾舗の

ン︶のW・マル 甜颪︑その承認を求めたといわれ

域を出るものではない︒こうした

をまかなう上で将来経済約な観点

どの大都霧で︑大規漠な水の贈勲

開会あいさつで二子力発聡・原

約交渉も髭めているのたとしてい

強めさせるため︑フランスとの契

子力による海水脱堪が︑開発途上

から選択を追られるとみられる原

園の首都圏でもやがては二目性を

同氏はさらに﹁欧州や北米で経

暢びてこようーーと強調したQ

縄蟻睡映村

ざれるものとみられるQ

で二番営に大ホな闘題は保擁拙躍

の財政をどう賄なうかである︒I に翻査するもので︑四つの局醐に

ている︒これに対しグリーン彊源
ホランド社長が

大距はカナダにおける濃縮工揚の

を設けて検討する︒調査班は﹁C

さる四月上旬に来日︑懇鹸した

隼二八す八章五千ドル︑一九七五

AEAの保隊描醗費は︑一九七﹁それぞれのタスクフォース調査羅

ことからマルホランド紳農の申し

術のノウハウを提供する必要に遊

そのイタリアがフランスとの交

．曾

水不足に対処
一AEAが書壇パネル

する原子カ

開発途上殴が︑乾ききった灘岸貿

るしと述へた︒康た︑﹁十以上の

数多くの開発途上国に及びつつあ

国際原子力機関︵IA冠A︶は験した都市化現象は今や加遼的に
さる四月五臼から八日まで︑療子
力脱塩プラントで得られる水の貯

管に二百万から七着万コ入口の都

の悶題を考察し︑特に群臣な儲ぴ

（エメ1ハーライ

国家管理制度の尊重
三十力国との交渉に着手
醐際原口力槻闘︵IAEA︶は四月二十日︑ウfーンの岡機関本郡で瑠議会を附き︑崩際措二曲輿
会が昨奪六月から検酎してきた﹁核兵露の不拡働に関駐Φ条約し︵NPT︶下の保障森羅モデル協定
案について審議し︑これを全会一致で承認した︒

建設はエルドラドのような政府公

消居筋ではみている︒

入れも︑

と
社によるのが適当で︑ブリンコの

った技備的な醐題についての国辱

開催した︒線子力海水竪堀を取扱

融く画人的なもの

際︑同翫からウラン濃口二二の縞

ような外蟹系会社︵英リオティン

IP／C︑UP﹂︑﹁経済性﹂︑

れがあった︒岡目の申し入れば︑

鯛を艮岡でやらないかとの申し入

会訣を行なったが︑岡プロジェク
トの基盤が確園たるものでないと

は蝦近三圏との闘で技嬉レベルの

みてお○︑そのため参綴の際の負

ことは明らかである︒そこでフラ
ンスはイタリア︑ベルギ⁝との緊

一九八○年代初頭濠でに急激に

砂とは購に︑そのライバルである

タリアのこうした二遁の交渉に錐

られるものと考えられるが︑伝え

み︑三国側ではイタリアが逃心分

られるところでは︑すでに騎許問

示を憂ける第一落となるかもしれ

増大す．⇔ヨーロノバの濃灘ウラン

ない︒

担金を減額することも考慮するも

醸プロジェクトへ参加する際の負

タリアとベルギーに働らきかけて

フランスはこれまで一貫して拡

ようである︒

散プラント路線を推進︑揚合によ

が︑二曹そのパ⁝トナーとしてイ

アメリカはヨーロソバにおける

いる︒

っては独臨で開発レ僧進めると蟹一冨

一冒一﹇扁冊伊︑

戴と運殻に関するパネル討論会を
＝一一＝願一一﹇一一墜扁7一
一＝一＝胴一

イタリア筋によると︑イタリア
一︐麗縛＝圏一幕一

パネルは今圓が初めて︒

二化を閃り︑すでにイタリアとの

副発に単独畷︑臨むのは得簾でない

年には五百万ドルへ上舞が見込歌

術への接近﹂をテーマに編成され

トするかだった︒こうしたあらゆ

予騨でまかなわれるべきであり︑
る予鷺である︒

王AEA保練緯躍墾員会の作業対して園圃が示した理解にもその
図蟹的兇解を澗足ざせたうえで含
保瞬措嚴費の賦麗方法は瞬民一人

驍ｪ︑ひま続恋王A嫁Aの経胤 ﹁海外の欝襲と醸力﹂︑﹁濃縮狡

懸にもちこみ二等を艶出すに釜つ

婁貫会が行なった璽要嶽敬革は

二股かけるイタリア

る難閥に麗しても婁贋会は様々な

く知られて然るべきである﹂︒

保瞳干場嬰顔会が行な弓てきた
作業のあち象しは次のようなもの
である︒

團際システムの圏蔀として國憲管

欧州のウラン濃縮間題で

たものである︒

聰明がある︒このことはもっと広

がニナ日の郷礁会で承黙されたこ

と岡婁員会の鋤ヌ次・澱終報告轡

とに閃して︑エクランド雛粥総長
は次のように謡った︒

﹁約五十ヵ園が︑立揚を翼にし
保隙措綴襲蟹会が扱った大汗な

NPT下の保隔描躍の適用方法に︸碍漁は︑①型式︑響撒それぞれに理誉隠めることである︒したがっ

ながらも︑﹇年に瀧たない期閥で

て各園は適当な國象管理ンステム

：ヨーク・基金︑ロサンゼルスな

を設けねはならないことになる︒

子炉部のC・レニェ部長は︑ユユ

の隙際査察︵査察貫・晦闘︶を湾

翼なるプラントに灘してどの程度

これはこのンステムの三二紬果と

ハソ︑三管に降しその憩尚をさらに

一
倒し嬢実上全会︸致の含融に達し

は剛毛に催羅するIA旦Aの権眼濡要遼翫たすため︑フランスはア

担金嶺誠回するよう働さかけてお

たことは︑穣兵器の制隈︑実験禁
慮すべきか︑②プラントのどの部

イギリス︑繭ドイツ︑オランダの

てきている︒

詣脚およびこれらに儲帯する周瑠に

題などで非公式な議合いが行なわ

闘にいくつかの玉綿をとりかわし

閏して賞の藝嚢べく奨㎜分︵〃枢遺な錨所 ︶無恥

メリカのガス拡敵技術を得て︑多

一貝の立入りが認められるべきか︑ に港びついたものである︒濁際的

へ参韻する交抄を進めている︒イ

遠心分離三国謝醸のプロシェクト

の努力が払われている折だけに︑

スがアメリカのウラン濃熱技術開

れているといわれており︑フラン

⁝⑬プラントの設欝についていかな 概齪と結びついたこの隠蟹澱任の

園聞ペースのヨーロソバ・ウラン

⁝る難の羅が王種Aに髭・齋念は︑他の国際軍備製聞題も

二上工場矧圓の瓢進を湾えている

五十ヵ罵の園際協力のもとに一つ

大いに侃豪しとなるものである︒

ぐいの問題の解決箪冨勘出すのに

ている︒

も澱瞭なものと奮つうと考んられ

つの丁重肇の饗にふれ

の購柄を成し遂げたことは︑NP⁝れるへきか︑の三点だった︒もう しくは三業隠蟹によって生ずるた

で︑プラントのオペレータ；が保

る難闘は︑歓燃猟齪造のどの段階

男癒麓行にと．て曝露㎜
慧に劃逓したことだけでなく︑保

み台となるものである︒たんに合

三国謝画に対抗してガス拡散踏線

してきたが︑膨大な経讃！溶する
一7一●璽帰一幽脚曽昌一■一曹一一＝

を堂援するため︑ガス拡散濃縮技

000隼までに

帯を擁しているQもし︑これらの

五︑六簡に増えるとすれば︑その

蔀市の人口が一

市︑糧合によっては薫千万の人口

をもった多くの大都市地域が出現

支えるには︑騒力と水の繊給をお

解答動的原子力発蹴一水プラント

系統への配備が多くの技術的な闘

が必要となり︑大都市の撃力；水

題をもたらすことになると思われ

を示す水系統の確窪さを同上する

安諏火災の長期総合保険

燥瓦・砥石

添付される蟻料をNPでを批准し

を処理した︒濯剤によるストロン

漕するが︑三本目各五韻キュリー

胴のセシ

チウム90徴収の研究も進んでい 頃には一千万から二千万の入湯都

う︒セシウムはイオン交換懸に購
鷹療診断へのトレーサー利胴が拡

の珊18が注開 原科の標識分子の蝋産にも輝を注

いところ︒談たホルモン配禽など

充した︒核酔︑アミノ酸など鵡桑
セレスタン

生度ロ一九七〇年は原子炉照射

一中に販売した放射㌫同位帯説︵況
一1︶は︑千九百九十万漏︵税別︶︒

では

一O辱 昌昌﹇﹁曽一 ＝一働＝
た非核兵器鶴との交βの星腱とし
︹パリ松本駐在圏発︼フランス に分けて概観すると汽のようにな
て鏡胴するよう二塁会が購翰厚塗
一︸一1星三一隔阿曾illl一原子力庁︵CEA︶が一九七〇研る︒

週の大型原子力潜⁝
水タンカーを設計⁝

キュリートロン

応用華麗洋学も水細魚︑化学工

りこんだ地域サービスの昨常に急

ウム出線紙魚給も急冠した︒

いだ︒新製撮としては炭畿14︑ト る︒
このほど米薩ゼネラル︒ダイナ
百力キュリーが生藍され︑進 リチウムおよび蟹水素で標識した
一弱︵一九六九郊は千三百五十万
ミソクス答は北極國を逓って流氷⁝謬︶で︑輸出は七魯六十万漏︵周
展著しい工業黒門︑ことに賦療羅
十二鵜沼の合成物墨調整︒した斜高

学などに用いられる旗射性圃位元

米國G◎社川 丁§・A以外が千七璽ハ三

された◎ここを利用してコバルト

ステロイドは︑ホルモン配合によ

激な拡大が︑これらの大都茄に褒

請されよう﹂と付閉した︒

源としてはアイソトープ原型発厳

ζの照硬を満たすため︑大規模

徴収している︵異費の約二〇％を

ナ六万八千．ム

ルト60鑓十刀キュリー︶用のもの 謝研晃に必要とされる炭素14櫻黒 て思遣誉始めた︒さらに︑①沈殿

器 GICCODYN践

分量︑③熱帝産殿物処理用照射装

纒比罠謂による測定︑②X線蛍光 るQこのパネルの役男は︑これら

睡︵ニジェールと合力︶︑④アイ

穂荊を禽成した︒

しよう︒このような急速な挿ぴを

具の照射鰐曹用に供絵されたQ黙

ので︑その財源を考慮して代金を

素は主として公共機関が使用する

縫籔辮鐸舗遡髄舞駅欝縫物耀

内外で約二百万躍．
トリチウム

一一十六万六千覆

秘魁に寓み︑品等的な利煎を窟す

コバルト60︵工業用︶

仏CEA昨年中のR一売上高圃収︶︒ホルモン配合罵と自鋤分
六万六千醤

コバルト60︵賦療胴︶

二十万一千牲

る原子力潜水タンカーのモデルを

写爽は諸社が設劃した原子力潜

完詳した︒

欝乃七千六百犠

祈念麗嗣の放鮒性同位元累の利用
って診断用に使用する︒霰たCNに璽照をおいている︒豪た実験霊
セシウム餅

舐タンカーの完戒予想図で︑石油

イリジウム隈

六百七十憧

︵
Rコ
Sバ
︑工NSERMと協力し用て
の代
セシウム卿照射裟齪を醐発し
概要設謝では全長が九菖醇でこれ︸

会社数社に建造を郎し出ている︒

ヨウ爽織

が作られた︒このほか煤煙擬知甲

までの鍛融のもの︒フル稼働の際⁝

核分裂生成物からの生塵では︑

放射化学贔および放射性医菓品

されている︵九千カ所︶︒

ラア！グ生麺理工煽にセシウム総

フランスにおける放鮒牲岡位元

ントで生無した脱塩水を運搬︑跡

ために︑いかにして二蟹田的プラ

テクネチウム99π二酉三十二犠 の低レベル放射性圓位元素も盆酵

ソトープ発蹴器︑などの脹発プロ

には二十玉刀ゾを耕水して︑北西

轄収施設︑セシウム餅︑ストロン

航路や氷の下の窮極海を運行︑豪

勢イスス？プか纂灌墨養響数は医欝薔四叢︑

蔵するかを検討することである︒
巻新設したことが注圏に値いしょ

尾本楢平

剤
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子刀も含めて︑エネルギー悶題

職に量る︒

粟京都漏身︑六†三歳︒︵A︒K︶

ぶり︒寒鷹は以都子夫人と二女︒

ルフ︑スケート︑スキ⁝と万舵

スポーツは稀術︑テニス︑ゴ

の蚤要性たけは葬讐によく理解

している﹂とキソパリと語っ
た︒

松升さんは昭和六難に外溺省

塚集人貴は五十名︑参加裁は講

成がこの講習会の目的︒

入りしてから三†九琢九カ月と

公布し︑原船霧業団法融蕉は岡日

m・開発部放射線開発翻まで︒

となっている︒詳細闘合せは原睡

⁝轟︑実験ともの覇禽は七万七千円︶

︷戯五万二千円︑実験露万宝千円︵講

から︑賠償閥係法改正は購臼から
六カ月以内の政令で定める田から
それぞれ施行することとした︒

原産︑原動講習
会受講生を募集

ているのは慰力金蝿たろうW毎

冷跨︒ところが翼に︻番苫労し

しくなるのが生ビールとビルの

している︒そこで恋

驚無羅繋げ
日本隙子蔦葛集会識は近く昭翻

四十六年慶の原子動力講習会を朋

集している︒

くことになり︑い豪︑受講生を勢

大学卒程農の技術暫に対して原

庫いわれていることたが︑以醗

あらゆる複写嘉務に

﹁

†二日聞を外交冨一筋にやって

きた︒それだけに﹁各團との揚

成豊たない・果はもつ歯⁝

力なくして︑これからの国尿は

臨

瞳

という反語を信条

⁝

氏は昭和六年東魚辮犬政治科

●需脚＝＝幣

子鋤力を空とする原子力全般の墾

に予測できなかった麗ピークの

運開の繰り上げなどの蒲策をと

聡力翻要のため︑難源の癬工︑

っているが︑いずれも数年後の

来麗に蘭に舎いそうもないVビ

もので︑鍛大のピンチ︑今腿︑

ンチを論り切るための最懸の麟

まつ臼な紙です

県芙浜晦の美浜発電所に︑一号機
σ

謙野
囎

ノノ
ρ．舜昏題

国に畢を琵しのべるという使命⁝

際上で活躍して欲しい︒低開発

る恐れを薯えると︑判断が鈍り

﹁斬しい分野なので戴天はと

石拙供給源を分敬

感をもって・GNPの一％位を⁝

まどったが︑半厩︑触強のしが 欝欝に写しい立場だった﹂
﹁たから
せよ

〃誠心誠悪

かけ引の外交密生活のなかで

援助すべきた﹂ともいう︒

た﹂と就任時の心門を語．働松井

謡・肩口闘にも熟がこもるQ

た﹂と当蒔をふり返って淡々と

と政騰に蹴報を捕ち続け

さんは︑この三かに長い外交官

意う・その建攣力蓄に⁝

⁝

⁝

ブの畿人たというが︑そんな松

なったのでやりがいがある﹂と

ルギー政策は置換期にきている

しかし︑駐のOPECの動
とする松虫さん︒﹁日本のエネ

井富んでも日本のエネルギー箏

エネルギー聞込や原子力はズ

騨員になったばかり︒

猛酒に別れを告げて︑瞬子離婁

いがあるので面白いとも照じ

︵PWR︑三十四乃KW︶︑二男
機︵同︑五十万KW︶につい
@で︑ 一
の建設計阿を明らかにした︒

三熱機︵岡︑八十二万六千KW︶

それによると︑地発︑綴塁
調肇管議会︑原子力婁員会などの
了解を得たのち︑本年にも膚工︑

昭和五十一年差頃に運転開始の予

円︒

毎度は︑絶七︑鋤八小鷺員会亭設

計画中の原子力発躍所は︑晃浜翠
霞藤一B機︵遼開︶︑一一月機︵建

設中一−以下婆様︶︑調浜発電所

フランス・賊難ン・スウエL⁝

卒後・外型省入り︵仏勤脳︶︑

のウ揚がら︑均秘墨失しないよう⁝るにあたり︑政駒は︑次の購預に

窃の錦鱗については︑織間者俣帽

紳一隅＝旧顧

なお政職は論叢一日に爾法律を
曽冒一一一輔﹁一

協

．⁝
きをみると︑石抽伐給源を分申

などその内容も一戸敬めようとい

寒し︑とくに醗窮すべきである︒

安

れる・

いう松井さんの手腕が期待さ
﹁国連大使をしていた三無箭

機︵各PWR︑八十二万悩の急さでは蕎労したという︒

㎜李驚︶︑大飯潜所一︑転機

しても安心で港ないという︒

うもので︑一力の原船箏羅隈法敬

措置するとともに︑ブランセル条

一︑駄了力船の開発︑鵜胴は︑

その塞性の確保に留意し︑災審

二︑竪子力船にかかる造船技術

の防癒に万金を期すこと︒

一＝一一﹁一

﹁こういつた経験もあるので原 デン︑アイルランド︑團連など

の閤で六日戦争が起った髄︑日

蘇細蟹麟趨糠

たってはたったの二十八日分だ

五口分しかなく︑ハイオクにい

本の石拙贈窟黛︽調べたら四十

︵各PWR︑豫十七万五千KW︶ に︑イスラエルとアラブ語国と

緬演五酉至険万八千懸と

㎜け︑第ヒ小婁でひき尽き海外核県
料実翫囎情調査︵茜狛を鮒象︶︑

第八小婁で薩独︑イタリアの笑情
調査を行なった︒

これで関西電力が運転︒礎設・

定であるQ建設礎は三六蔭三十億

の試算を行なった︒さらに四十偽

第六小委で艮携附な核燃麟所要畳

一面実舐実病調査︵米岡を対自︶︑

蕩離隔隠題鯨麟騰

わが國で軽水炉燃麟が国産化さ解

美浜三号機
る漏合の形態︑場二小委で製造技一
計画を発表
幅︑第三小委で炉心設計︑燃料概

関西躍力
開彊電力は四月二十八日︑摺足

章ていた︒童謡浬︐る窺
一科技特での村滞決翫は次の通り︒

断ずべき高揚たったが︑紛争解
決の投駁態展によってはアラブ
諸国から︑石油をストソプされ

を改正する法律案﹂と︑﹁田本原

賠償補償契約に関する法律の一部

正は︑来獲謡月末臼激での時評立

内の検討など国際条約の確寛に努

憂・脅︒

子力船開発事業闘法の一驚を改正

法となっている問法の等閑期醸捻

力すること〇

開発事業薗法の存続期閲を延長す

する法要嬢﹂を提難していたが︑

さらに四館闘延乱しようというも

︸あく象で平職團的に限り︑かつ︑

両法寮は四月二士一審の参識院本

いては︑盗難力災憲の特殊性にか

る隙智力窮蕃の従幕無災轡につ

︑本法の適用除外になってい

れ︑衆・参爾院の科学捜術振興対

一

犠特別雛員会で審議が行なわれて

用し︑ホ法の存続期間中に所崩の

ならびに語論謂技術を搬高度に活

の︒今奪二月五日に凹田へ提繊さ

賠償関係法案は︑今庫十二月に

出を購じ︑被溢者の撮護に万全ぷ

んがみ︑畢急に︑立法その他の幅

会講で可決︑成立した︒

現行法でうたわれた国憲援助に関

いたが︑衆睨は三月十八日︑鶏院

一

圏陶ぶ達すること︒

は付落決議をつけて四月十七日可

塵■

︻原船号薬団法﹈霞本川子力船

賜すこと︒

これをさらに十眼間駕長ずるほ

が火力および原子力茅野の技術開
⁝

{栄治氏︵元灘磁聡謝敬締役ン

する規窟の適用期限がくるため︑

豪た原玉重氏︵元順燃醐珊購畏︶
ガ司政および原子燃料開発功労︑

和田 恒 輔 砥 ︵ F A P 王 G 会 長 ︶ が
発功労によりともに勲三流璃宝曜

取締役︶が議見舞およ慈力⁝

を︑憲た福田勝治氏︵充焦電常務㎜

原

麺調糟醗緯錦覇齢⁝編制雛鑛
鍛気鷹子通信寧業ならびに原子力

瑞宝章をそれぞれ受題することに

を︑それぞれ隔離することにな︶

拳骨功労により勲四等想日記綬醸⁝

発購の技術開発功労により勲二等

なった︒

原子力安全研究協会は︑五月二
十︑二十一の両日︑第四回﹁原子
力安全研究総合発表会﹂を⁝⁝催す
るた︐一諸肇備卒遭めているが︑こ

一購ンペイヒ脚

ノー

実情に即した助成策を
通産雀の核燃獅研究婁凹重職︵婁貫長・一ご謁斑績染大教授︶は︑四月二十六日︑約三無にわたる験濁

結果をまとめた︒それによると核燃料産業脅成のため︑G︶麓藥ベースでの共岡研究に対する二成︑②

力発躍謝画の促進のため︑核燃料
であろう︒

試作燃料集含体の実用娩での照射に対する助成︑③照照後嗣験への援助が必要︑としている︒

サイクルの確立への講繍がされて

のではあるが︑今後のわが国の核
塵業べ！スで行なうための共岡研

賠償法等二法を改正

蒸㏄雛韻鑓謳鹸

燃料塵業の国産化への政策決定に
一つの指針を与えるものとして朔 究への国の助成︑②閥産燃秘集合
体の実用壕づ炉鱗による実割を擢

問婁蟹会は︑昭和四十三母四月

︸一︑群あ攣廼︑撃力鮒︑

待される︒

進ずるための助成︑纈照射後燃料

外岡の養子力躍繊によ学割子力損

︻賠償菰㎞政府は︑本法施行に

取扱い︑および試験技照などの施

力船に罰する損告重訂引引の獣伽

か︑賠償三門額の引士げや︑原子

⁝

に︑核燃料の国幣化健嵐策検討の
設に対する馨助ーーなどの助成策
政瞬は圃会に﹁原子力鄭官の毫

一あたり・次の驚の轟霧穿

ため設雌されたもので︑主として

核燃料サイクル確立のためUO2 毛に麗する法律およひ原子力製麺

を述べている︒このほか︑将来の

原船団法も四年延長へ

国産燃料の爽証に開する技術的

国会

鋼査を行ってきた︒今圓憲での検

の推進︑蓬蓬五十鋸代初期に実朋
化が予想されているプルトニウム

燃料の件能向上のための研究開発

理間題の検討を開始する予定だ︒
サーマル利用の再倹謝︑核燃料製

終了し︑四十六年度はさらに再処

四十五奪農は︑とくにわが国と

の標巡化︑簡素化を倹附すべきで

造設計の検査についての検査技術

副で核燃料加工甥業の検討を一臨

イタリアに書画姻を派遣した︒そ
あるとしている︒

雛柄の似かよっている薦ドイツ︑

の証果︑曜産化のため︑各種の助

以來︑岡年︑第一︑第二︑錆三︑

岡研究屡員会は︑四十三年設灘

第四小婁員会を設け︑四一小委で

成鍛がみい出されている︒わが隅
でも︑核燃料産業の圏産化体制の

工難や造船︑原子力等の技術濃霧

語韓岬霧蒲纈墾
このほか︑正井雀三氏︵住友原

子カ工業縁海長︶が合成樹脂や放

なわれ︑勲⁝二者にに同日午後営

鹸は覚悟するとしても︑気にな

るのは︑ここ数薙︑選書麗発で

地刀

地光との来調鎧地点の堰えてき

たことVとくに今年は統

選唾もあり︑関係者のご苦労は

頭の下る思いだが︑一轍も薄く

地元の熱意を鴛︑適正予備刀が

︸確保で簸るよう祈りたい︒

匿

1（人代表）

1

3
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なればそのまま
美しいコピイが
できあがります
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聞
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工
確立のため︑一潤の企業努力︑各

原子力関係で11名受章

＾一
芦原武ら勲一等に
春の

叙勲

につとめ︑わが腱薩藁経済の発展

射線化学籔の技術⁝⁝発功労により

のほどその仮プログラムがかた康

映繭

撫造羅力制昆︶の四馬が鷹気機械

よび受杯嵩三千七十五名が︑天黛

につとめた功により勲一等瑞宝鷲
を受躍することになったほか︑一

中で総理大臣から勲齋が伝達され・

5：00

：璽ねてお書きに

＝

勲三警旭臼申駐車を︑内古閑蜜太

講演3、ヨウ素フィルタの性能と試験方法
講演4、動力癖の開発と動向
パネル附論会「放射線分野からみた環境の鰭

昭勅四∴一穴磁・瀞の勲漁・受取庶欄お

た︒

このうち原乎力関係では︑芦原

本松慰鰻氏︵原電会畏︶が羅気配

それによると︑今鳳の発表会で

〈海短評報告）

姻

郎氏︵原船箏難圃専難聴礁︶が聡一るが勲三等以下は五月士ご日賦脚 −⁝つた︒

明日の動力炉をめざして

瓢

気機囎や原子力舳の開発功労︑藪技術庁で難が蓬される・

目〉
日
2

籠生日の四月二十九日︑発表され

義露︵関餓会長︶︑胸井健一 郎

功労により勲二等旭田重光捻を︑
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︵元原研理鋸長︶︑藤波収︵元北

は︑避近わが翻でも瀬題になつで
きている原子力施設と環境問題し
ついて︑初臼午後から︑﹁放樹線
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聞

翼

合体を使って研究する要素がある

くるのではなく︑使うためにつく⁝

・か・學炉は︑揮るために2

りでなく︑騰闘的変化の追求を必

ということを鍵現するというばか

値を大騒く︑しかし平瑚値は餌く

に対し︑将来のパルス源は同＋六

﹇アルファ放射

体の処理装置

ている︒しかしながらこのような

備を簗備しなければならない︒原

が考えるよりもはるかに高額の設

考慮手段が必璽であって︑第三者

の処理ができる設備があるが︑大

の将来謝画の中には︑﹁地区セン

以上のような旛設のほかに︑こ

究施設ホ便っての研究成果が鼠際

どはその例であると思うσある研

ある︒高東炉︑璽イオン加白墨な

学麗係春が秘用できるだけの余裕

タ：﹂という構想がある︒これは

れが二本的な研究旛設であるかぎ

中から生れ出てきたもので︑RI といっても量れている︒しかしそ

がない︒核燃料の二二︑再処理︑

り︑遅れていても作らざるを得な

主としてRI部会の方々の審議の的に出はじめてからの欝画は︑何

の利用があらゆる科学研究分野に

る疲術であるが︑その墾礎研究が

大学で行なわれないということ

広範に懸及し︑なお醤及が拡大し

麗蘂処理などは原子力の中核とな

大欠陥となるおそれがある︒

している︒地区センターを設けて

る状態であることの礪識から出発

扱いに対する雲雨研鰹が貧弱棚晒

もしかたがないが︑それだけに政

奢の資格に欠けているといわれて

しては先見懲をもたなければ研究

った施設を︑今になってつくると

治約︑行政的理由でおくれてしま
る豪雪研修機関を圏くことによっ

その地区の大学の月露利扇に供す

つつある現状に対して︑R工の取 い苦しいところがある︒研究覆と

は︑一本の原無力關発にとって一

重イオン加
速器も必要
さらに︑璽イオンを韻煙して物
質にあてることは︑核物理と放鮒

うものの蜀要性を改めて濾識させ

ういう購例は︑科学研究行政とい

て︑RIの正しい利嗣法を醤及し いうのはいかにも残念である︒こ
ようとするものである︒

ことがあるQ騨学研究行政では︑

は二次的なものでしかないという

であって︑共同研究などというの

独な研究者の手で行なわれるもの

りぎりの簸先端の研究は豪さに孤

争の槻になることではあるが︑ぎ

されるということである︒よく論

切な研究でも目明的なものは無視

設だけが閥題になり︑どんなに大

漿豪ってする畿論では共四一園施

もう一つの点は︑大勢の人間が

るということであろうか︒

科学研究行政
㎝
以上は今回まとめた将来謝画の・

の重要性痛感

やぶにらみ的説明であって︑もっ

子力総含シンポジウムで配った資

とお行儀のよい脱離は︑二月の原

ではやぶにらみの続きとして︑こ

料などを参照して頂きたい︒ここ

の将来副圃をつくるにあたっての
態態を少し瀧して醗こう︒

まず︑この将来計翻の多くの部

この総の単独的で翼に独創的な研

究をどう培っていくのかを︑もっ

公轡闘題に代衷されるような環

もともと穴鰍の

さすがである︒MITでは︑天

ダストリ・コンプレックスの一

NLでは︑育名なアグロ・イン

ロジェクトについて︑またOR

る逆水浄化と鋤物螢由供給のプ

放出するにふさ

発魁所冷却水を

わしくない地域

濯えび麗殖プログラムなど︑バ

環としての原子炉廃熱利用くる

いっだ工倉である︒たしかにア

ていて愛撫図題はきかれないと

けて成功するものと期待した

らく還からず日本が世界に先が

的な原発温緋水利用礎魚はおそ

糀力的にすすめられている︒水

う簸大な計画を推進しており︑

メリカという国は広い国土にく

美しい印刷にはビジョンコートを

濠た超ウラン元歌などのアルフ
ァ放射体は︑その入体に対する影

に解決していかなければならない

いるのは︑極めて適切である︒

線との二薗でそれぞれ璽要な慧義
をもっている︒璽い核同士の核反
応は残された研究分野であり︑と
くに噺しい核種をつくり出す可能
性が多い︒窩原子番号の元紫を燗

であろう︒相対的に陽子の多い核

成することは︑一つの研究好厨醸

種をつくり離すことはもう一つの

オン線は︑そのイオン化密議が蔑

目標である︒放射線としての墾イ

いことが聴長であり︑軽イオン線
とならんで︑放射線化学的ないし

かりを纏えてくれるものである︒

放慰線生物学的研究に墨要な手が

これらの琶的に適墨な璽イオン加

が︑その多くが︑五琿位龍に誹画

ということである︒全部ではない

会が︑翼は︑﹁過去計画しである
ので賄なうことができ︑特瑚の開

速器としては︑今日入手できるも

発は必饗としない︒イオン源につ

らないのだが・⁝︒

と正面かち考えていかなければな

そばなどを利議する例が多いた

ずであった︑そういう副画なので

アメリカでは︑イギリスとは

るようである︒そして一方これ

め︑冷却水問題では蕃労してい

され実施の緒に付しておるべきは

国も含めて︑それぞれ駆憎の蓬

のターキーポイント発源断の熱

かなり事彌がちがい︑マイアミ

いては欄当の予欄知識が必要であ

をつくることになったが︑これ

やす漁業へと政策を蝋擾する必

はあるものの︑獲る漁榮から増

ろう︒

酪資源索麺協会が中心となっ

をきっかけに︑社団法人臼白水

要に迫られているということで

唖保全問題の方が圏立っ驚︒こ

な關発日刀が払われているのは

あり︑それが︑ます豪す堰大す

境保護運動のあらわれでもある 規模な強制熟拡散のためのバブ

れはもちろん︑い豪はやりの環

を技術的に克服するための広範

﹁KI﹂OWA雷・CA
り調巳
海外
査蘭が振遜された︒そし

で︑単に競合の面だけを強調す

るエネルギー産業との接触点

て︑この三月水産関係暫による

この調査に協力するため︑その

で餐殖したナマズのことであっ

眠力のことで︑正体は︑鑓羅所

た︒

で悶題が起こっ

水利用の現状をみて学童

ているのではないかとみられる

この葺慣れない名乗が象醒す

温緋水利嗣獲魚掘のほか︑照I

ふしがある︒

はるかに進んでいるので︑本邸

産増璽殖技術母体はB本の万が

ひいては︑地域的環唖改醤のた

もうとする原動刀になっている

ば競禽閣係にあったエネルギー

では︑スコットランド等の天然

T︑ORNLなどの大学や公よ
共うにみえた︒とくにイギリス

えびの獲殖がさかんに行なわれ

も︑別の発醒所の方ではくるま

ラエティに詰んだ關発が各地で
研究所を耳聞︑水産関係管︑海

入江を利用しての内海欝揃と原

めの原発立地に豪で発展するこ

たとえば同じような地域で

産業と水産業が︑発電所温緋水

干刀発電所温習水の組合せとい

るものは︑従来どちらかといえ

への転換
講

ルスクリーン方式の理論と異
CAτFISHとはナマズのこ 員として︑ハンターストン発 るのではなく︑温曲水利用増翼 が︑箋際に晃聞してみると︑非
と︑KILOWA船田はつ難
ま所り
殖という方向で醗向きにとりく 竃にローカルな条件一1つ豪り 験︑都市二水利用かき獲殖によ
をはじめとする英米国国の

ん中でこんな名前にであった︒

FISH﹂テキサスの砂漠のま
てはからずも原子カサイドから

拠憲懲

格からいって奨然このような物質

点が多く︑この計画が数段階のス 研や励上勝業団にはその仕那の性

目配を鈴口化するために︑技術胸

〜＋七粟n程麗のものを困標にし 響の点から︑その取扱いに厳絡な

るのである︒明確な便周目漂がな一

テソプを踏んで進むことになって

を始めるに当たっては︑原峯炉技

い︒この場A口には・中戸子回折を﹁

ければ︑設計も悶題にはならな．

パルス中性子発娠袋蔽︑③アルフ 自ら築造したというのは例外的で

器と核燃料集含体と準結びつけた

しかないというのは︑残念なこと

要とする現敏の研究にとって必然

利嗣蟄魚という形で臨監共栄を

ろいろな人たちと愈見交換する

洋技術院や発殿所関係者などい
のようである︒

はかろうとする努刀のあらわれ

今京でほとんど擾触のない分

い︒︵蔵本原子力研究所企闘整

機会を得陀︒

野ではあったが︑水産関係者の

笠地としては内陸︑河口︑湖の

らべて眼識線が短かく︑発電所

わが国でも︑とくに原子力発

体化し︑昭憩四†六年度から科

聡所の灘豊水利用盤魚淵画が翼

とを娚激しているのには感銘を

磯康彦︶
うけた︒

泡とは︑英米両国︑そしてわが

学技術庁予算で茨城県東海村の 翼剣な議論をきいて理解しえた

謙語東京（543）（大代嚢）1111番

＝＝

原襯康撫兜鞄勝のそばに麗魚こ

本州製紙株式会社

閣

範な分野の研究者が利用している

つくるのが︑そのような方向への

が︑そのような鐙合体を多圏的に

そのおもり役しか仕購がないこと

術をわが麗に驚魑させるというこ

便うものと作られるものとの︑い
︸

針が探究されている︒このような

が得られるような︑特殊な設讃方

て︑なおかつ回折用の萬中性子策

頬の黙出力をできるだけ低く押え

設謝黙題となっている︒そこで︑

るだけの箇中性子束を出すものが

代的水準で中性子回折が行なわれ

ープからの強い要講があって︑現

閑いて物性研究を行なう研究グル

とが主眼であったはずであるが︑
炉はほとんど輪入されてきてし豪

見

犬
ぞ

ァ放射体を処理できる蠣畝︑④竃

である︵とくに︑この数年の実用

条件であり︑謹た飛行時間法によ

いる︒この後の点については︑線

の十五粟n鰹度をねらっているの

東京都中央区銀座5−12−8

さる四月開かれた日本学術会議の第五十八回総会で︑原子力特別射創会が提案した﹁大学関
係原子力研究将来酎画偏の政府勧告が全会︻致で採択された︒これは大学における原子力研究
を国の施策に反映させるよう要離したもので︑その爵子は既存の研究機関を利為しながら︑な

お欠けているいくつかの大型施殴を殴躍していこうとするもの︒今号では︑隅計画のとりまと

が︑それだけに原子炉をつくる立

になる︒もともとは日本の原子力

︸度完成してし豪つた後は︑瓢に 第一歩である︒

場の研究暫にとっては︑四二炉が

めに尽力された名吉麗大学プラズマ研究蕨所詮伏見康治氏にその概要をご執蟹願った︒

学術会議の特

別委で検討
日本学術会議に原子力特別婁展

て︑臼本の原子力閾題をいろいろ

会︵覆員畏・桧山畿央氏︶があっ

取扱って い る が ︑ そ の 中 に 原 子 力
研究樗來翫圃を豪とめる小餐幾会
がつくら れ て ︑ 各 部 会 が 勉 強 し た
ものを整理統合する仕窺をしてき
た︒大綱 は 一 隼 鋤 に で き あ が っ て
いて︑日本学術会謙の轡の総会に
かけたが︑なお多くの研究暫の意

見を徴すべきであるということ
で︑この一庫はいわば店ざらしに

し︑いろいろな機会に説明を行な
って︑大方の批判を仰いできたの
である︒さる四月二十一〜ニャ三

臼開かれた第五十八回総会で︑対
政府勧告の線に腫せられることと

この将来翫画は︑もともとは原

なった︒

子力關発塾礎研究所と称する一大
総合研究所を窪ず毅立するという

たたないというところから出発し

構想が︑とうてい実現の冤通しが

か︒

イオン加速器︑の四つがあげられ

期に入る蜜でには十駕の歳月の余

に役立つであろう︒よく知られて

一移えることは︑運れはせながら︑ 型那落器によるパルス中性子源を
⁝
隊子炉技術を櫃えつけ︑薄てるの
使って得られる優秀な実験成果が一
﹇
渠証している点である︒高中性子

自ら原子炉轟設副製作する機会を

擢頻岡利用研究所の原子炉工学者に きることが︑積極的意義になって

って申性子のエネルギーを分劉で

ている︒これらについて多少浅釈

単にパルス操作によって出力瞬間

次にパルス中性子源の構憩は︑

子源の構想

パルス中性

発につながるものではなかろう

きの合ったところが︑翼の筏目隠

奪撫㌦

幾が二平甕藝たり病癖

ダンボール原紙

勝

裕があったことを考えると一︶︒

高中性子束炉
と臨界集合体
現荘大学共岡利用研究施設とし

てある原子炉は︑それ卒転用する

燃料配澱を︑團的に応じて臨界書

ことが・的でつ・られた・ので⊥いるよ・に・炉をつ・る嚢ず

物量化学から医学に棄るまでの広

洋紙一般
白板紙
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治
康
名古麗大学プラ
ズマ研究所所喪

業
産

力

原
たのであるから︑その性格はきわ
めて鳩味なもので︑凱存の研究機
関をできるだけ利嗣しても現在欠

ていこうという立場が中心になっ

けている大きな研究施設を設麗し

ている︒

そのような大きな施設としては
①高中牲子東隙子炉とその荊段階
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共同利用研究施設として使われる京都大学隙子炉爽験所
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学術会議総会をへて勘告へ

を擁え︑考察してみたい︒

としての臨界集A口体︑②線型無速

@
@

つて︑臼本の技術者が自ら設計し

4大型施設の設置を
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研究

ガス炉周

応用研究

①についてはインパイル︒リグ︑

主題となっており︑巨体的には︑

こんど原研とCEAとの間で績究および④その他随聴含意される

を遇じて偲られた特欝について

って進められるが︑これらの協力

胴あるいは職員の相互訪問等によ

その函嶺ホソト・ラボ︶の網互科

は︑米国およびカナダの矩では大

の協力を込めることになったの

ているが︑とくに今圓フランスと

プ関係の技術研修や開発等を続け

趣し︑炉や隙慰技術あるいはルー

者を派巡し︑先方からも報告澱一

でに原研はフランスに二名の技徳

る︒協定が合蔽に逃した時点です

うになっていることなどからであ

ス︵三×＋の十四察︶がもてるよ

っている︒心嚢期間は五無だが︑

部分が水ループであるのに対し︑

件が送付されている︒

ミ件も回護されたが︑それによる
と︑原子力関係では︑日立製作所

と米團アールシーエi・コ；ボレ

；ションとの﹁謙三二の製造技
術﹂および︑臼立と米国ハーン・
アンド︒クレー祉との﹁圧力容器
の多妻鏡板に関する製造技術﹂の
二件が含獣れている︒

第二回忌独原子

﹁圏本NUS﹂設立へ
日揮︑東電︑米NU＄が合弁で
政鷹吾吉の釜畿会で⁝立搾められた︒
コンサルタント︑エンジニアリン

勤比率は鷺本揮発油四五％︑東駅

今蕉二月に葉京で闘かれた第一

体︑運航経済などについての技術

回専門職会議では︑舶用炉︑船

ベースでの検討が行なわれたが︑
こんどの第二圓会議では︑龍回に

決まった検罰項眼の研究中間継累
をもち醤って︑研究結果の交換と

葱晃の調整を鴎ることが予定さ

れ︑議題には①臼独双方の研究作

月十臼までの約五週間にわたり内

力関係のコンサルタントとしては

円と大きな会歓ではないが︑原子

補一＝響

甲＝一響

尋島一●

脚鞠一曽︐

一＝一

一二刷5

ンポジウム﹂にも参加する予定︒﹁

の雄進プラント︑エンジエアリン

⁝

科学技術庁は五月︸撫付︑原子

ニ＝

二冒騨

胴亀一一雪

価幣﹇縛喧脅

P揃熊

喧

日本工業倶楽部で
5月聡日

日本棄子力睡業会議は︑五月なっている︒

薦一偏榑

鴨圃

川二LT論ハ日午後二晴から東京︒刃 なお岡引は︑これらの議駆の⁝

︐凹＝響

いさつおよび︑東京大学教授月

冨沢醤一通藺護業大臣の来蟹あ卿

下健三氏による﹁二†︸世紀の

層一朝＝

8一一軸曽

律一一聰一

鞭冒騨一辮

葡四一騨

川

二本﹂と題する特別講演が予鐙崩

一一﹇一一

されている︒
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茂︵原子力局原子炉規制課誤畏補

測本民略歴

昭憩二十五年薫月

佐︶の就任を発令した︒

大阪工学轡門学校金属工学科卒後

閲騨勤務Oニエー山ハ無利鎌庁に幽向隔

大蔵省に入り︑神戸税濁︑東京税

長補佐︑研究調整局の調整課長補

原子力局の放尉線簑全課︑調鐙諜

佐響を歴任︑今焦四月から原子力

十二奪から麹二年闇岡庁を辞職︑

局原子炉規凝課長補佐︒この間四

つとめている︒核燃糧や原子炉材

原船難業照企画部企剛課長代理を

料研究のため仏へ出張︒三璽照出

身︑四＋一歳︒
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議へ参加できることを月的とした呂
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A5／刷七〇〇円
わが烈のウラン濃漁技術⁝の甥止点を
てきるだけ平易に解．両し︑迷やかに
ガス拡散法や遠心分酌⁝法の悶允捌究
に関心をもち︑より多くの協ヵヤへ醐
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第i3回燃焼協会国際会議々事録

このシンポジウムでは︑原子力船

グ︑設割と婁欄間題および︑経

マとなっている︒

済性と法的冤解などが主要なテー

駐英科学アタッ

シェに佐々木氏

政府はこのほど︑駐英科学アタ⁝

．シ︒に佐条憲氏︵魁嚢一

佐々木残は升手醤夫前アタッシ

ェの任期満了に伴う後任として派

発赴任した︒

昭和蕊十年三月⁝

遣されたもので︑五月七日︑当山

佐々木氏略歴

九大工学部八一工学科卒業︑大阪⁝

府職員︵口気職︶となったが三十⁝

窩に財用︑以後これ豪で科技庁原

三年七月に辞職︒岡八月総理府技

締誰繊
榮の影響報告②船体の概念設讃の

比較③タービン︑プラント︑電気

子力局に在籍し︑管理醒︑アイソ

雲轟轟醤・
系統などの概念絵様④ヒートバラ

ンス・ダイアグラム⑤織交換と

力課︑核燃料課︑原子炉規舗課︑

ト⁝プ課︑調家鼠のほか︑墨型協

動力炉閣発課の各補佐役簿を飯

の評価⑧経済盤二郷モデルの比較

その手蔽⑥炉設謝データ⑦経済性

射性騰縫物による海洋滞染⑫酸大

⑨亜科サイクル⑩簑全性騨価⑪放

ていた︒この間原子力工学研究な

匙︑今年閥月から外務雀へ出向し

どのため米国︑爾独︑仏などへ出

鋸蝦故の長寛基鍛⑬その他︵運

ている︒

営方法等︶ーーなどがかかげられ

この第一三尊門霧会議のほか︑こ

行氏の購本原子力船開発購藥圃へ

力局水戸原子力解務所畏・清水茂

所長に川本氏

ンブルグで開かれる国際原子力機

れよりさき五月十ロロから五日間ハ

なお日本集注装一行十〜名は︑

常務︶ら日量両国から約四十名︒

S叢︶︑雫難氏︵臼立鷺船 水戸原子力事務

5月17Bから西独で 嵐席憲はミューレン氏︵GKS張Q裡岡県出身Q耳丁九歳︒
プロジェクトで︑商渠用の隅達隙

㎜○％︑米NUs社四五％︵取轡わが眩は昨年朱から西独と共隔
綜数二万二千五後株︑千百憲十万

■一曽

三日闘︑西独ハンブルグのGKS関︵工AEA︶密催﹁原子力船シの転出に伴いその後任に川本速雄

門薔会蹴が来たる万月十七田から

ているが︑これに関する第二圓専

の経済的︑狡術臼砲興研兜を進め

円︶で︑田本側から三名︑NUS子力コンテナー船︵八万軸馬力︶
祉から三名の取締役がでることに

発足するもよう︒

佐︶の就圧を発令したQ

︵原子力造船海運会祉︶原子カ 術庁原子力鷹動力炉閲発課外長禰・
綴カプセルを使閉し︑PEGAsS

Eがガスループ八墨を設置︑OS センターで開かれることになっ

協力のための協定﹂は︑面者が︑

ばれた﹁材料試験炉に関する研究

インパイル・ループ︑ハイドロ・

は属地主義がとられ︑その実樋瓶

ってかなり大きな中性畢フランク

IR工Sもオープン・プールによたQ

材料試験炉を用いた照肘技術分野

は絹目無償で洪与されることにな

管︶照射疲術のほか︑これ以外の

両者の合意により更議することが

ユユーマチソク・ラビソト︵気送

発に役立てようというもの︒一昨
特殊照日技術︑②については核特

による材料照肘試験狡術の研究開

年秋に原研から材料試験炉に関す

姓測鷺技術︑原子炉運転疲術︑臨

運転技術︑ホソト・ラボ内装機器

フランスのそれはS工ROEが筒

る要貫養成を主響的とした協力を

CEAに申出たところ︑先方から界興験装躍運転技術︑放鮒線測定
があったため︑その後両者で一捻
の取扱い技術︑データ処理に関す

疲術︑③についてはホソト・ラボ

いが続けられていたが︑このほど

る頂術︑などが対象となってい

﹁協定を結んだうえで﹂との提案

舎愈に達し︑村田副理漿長が所嗣

得十一件などの外資導入申舗を認

グ．サービス等を行なうために設

技術援助契約五件︑株式・持分取． この新会犠は︑甘子力に関する

聾したが︑とくに原子力関係では

CEAのSIROE
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エヌ︒ユi・エス騒騒会社﹂の設⁝無二力︑米国NUS社が共電出彊

材料試験炉﹁JMT盆﹂︑樗属ホ
株式・持分取得で薪会社1﹁田本．立されるもので︑日本揮発油︑醸
ソト・ラボ︑JMTHCおよび︑

欝交換のほか︑面潜の施設︵原研の

で渡欧しπのを機に︑C翅Aで薯 る︒これらに関する協力は︑報管
名︑調印が行なわれたもの︒

闘協定によると︑協力の憂欝は
①熱射技術︑照鮒四脚に関する研
究②材料試験蝉の運転技術に関す
る研究③ホソト・ラボに関する研

研修コースが開講

する禽弁会社︒申舗によると︑設
力船専門者会議
E︑OSエRエS各馬料試除炉と1AEAフェロー
立聴の籔本金は二千五百万円︑出

原子力留学生研修コースの開論
式が︑五月十日︑東京・文京区駒
込のラジオアイソトープ研修所で
行なわれた︒この研修コースは圏

七一無農フェローシソプ謝画にも

隙原子力機関︵王AEA︶の一九なっている︒戦けれは六月中にも
申請購は︑原子力の偶聖遷秘か
ら原序力発電所箸の難設コンサル

R料照射

的

原班と仏 原 子 ヵ 庁 が
なお原研はこれまで日米︑籔加

できることになっている︒

鮪錨照射技衛等を対象に
臼本原子力研究所とフランス原子力庁︵CEA︶はかねて材料賦験炉に毒する研究脇力についての

翻合いを進めていたが︑このほど含懇に達し︑五月六貝︑原研の村田浩醐理購畏とCEAのM︒A．
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ラピソト︵水力ラビソト︶および

庶出︑カナダに三主の技術齎を派

両協刀の一環としてすでに幡羅に

35

の公開構報を交換し︑原子炉重用

ペノカー産業門門担当争議との間で協定盤の薯犠︑調印が行なわれた︒
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学︑農芸生物学︑食品照射︑園体

る︒豪た日本揮発油は︑従来から

NUb社は︑資本金五懸四千万

握供に限るということになった︒

から聯名の合謝十四名が参加して
おり︑﹁ラジオアイソトープの科

物理などに闘する講義と翼習が行

NUb社の臼本総代羅憐的な劇務

学的応和訓練﹂を密題として︑六

なわれることになっている︒

な碧の馨〒スはこれ馨㌦得な．ていた︒
のほか対価万万が以下の日本銀行

なお︑三日の外蟹審議会ではこ

による自動監製技術援助製約九十

十四

力国から約二蕾名が参加してい

にわが国で十三圓開かれ︑一

る︒臼至重は醐講式のもよう
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減化が期待できること︒鑓二に︑カ

闘題に附する解決策である︒この

進んでゆけるかーーという二つの

るが︑手切めとして︑GGAの職

NCの職風がこの碧しい会社に整 團の原子力発難所に供給されるが

緕ｵ〇薙酉五十七万KW︑一

ナダは工業を懸盤とする鷹力翻盤

含側に際してUNCは︑モンタナ員が数鼠移ることになっている︒

諸圃にも供給して米翻の独煮体側

九八○年幽翠蕪千万KW︶︑西欧

魁

が大きく︑ほぼ全域にわたって維

頓
州︑一一ユ！ヨーク州︑コネチカソ

︻パリ松本駐

横に躍力網がゆきわたっているた
ト彊で行なっている商業用燃料開

営企渠リセンシ

在餌発︼ソ連国

ントルグのジュ

題画されている︒

嵐の穂極的姿勢を添すものとして

とはソ運の三一濃縮ウラン市掘進

このほどこの条件も不要としたこ

していることが明らかにされたQ

なったが︑核防条約批准を条件と

フファインフール社と議禽いを行

る︒西独とは昨無十一月ロ：スト

スウェーデンとも交渉を進めてい

ける婁託濃鞭の協定を結んだし︑

め鰻近ではフランスと︑ソ運にお

を崩す憲向をみせている︒そのた

め︑ガス拡散法のシャット・ダウン

に
琵・生産欝繋︑さらに羅力餅祉か

濃縄工漏の誘敷
形式に十分対慮でき︑さらに予期

することになろう︒

らの発注在魔とオプションを提供

ソセルドルフ駐
在貴アルフレソ

ド・ハンペル氏

見本帯でこのほ

は︑ハノーバー

ど﹁ソ連は西独
に核防条約を批
准する削にでも

れに準ずる査察

科学技術省がそ

にユーラトム譜園が岡条約下で他

い協力テ⁝マが霧えられる︒それ

ではあるが︑実際のプラントの設 際論纂について︑城内諸国の新し

れている軍事転用防止のための国
決心は︑一翻のみでこれを行なう

ムを要するので︑その叢備は皐い

謝︑建設にはかなりのリードタイ

KWの発鍛所が必要であり︑その がでてくるのはまた働く先のこと

の検甜要閣が多々ある︒そこで︑

には︑螺顎に考慮すべき各薗から

の国々から受入れられ易くなり︑

郎

林
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カナダは

慮僑をもっているが︑その最大の

バイでまるという柔軟性のある送

組
誌
廼大

せざる購故に対してもスタンド・

・や

条約の精神は生きてくるたろう︒

中

店

店

本

支

肌幌。仙台。横浜。名古麗。神芦
岡戯・広勘・描岡・窩松

因りどころは︑政摺が安澄してい

等

が多いため︑経

で人口密麗の嵩い地臓では諾制約

その結果︑このような麟際協力は

聞題の平鮒を始めた︒しかし閾題

による作鍵グループを設けてこの

楚

大阪市策区京橋3の75

ることや︑ウラン資源が盤窟で

これに対して︑GGAとBNF
金として凄艶で八菅五十万が拠出

夏鳶激昂蔚していることである︒

することになるとみられている︒

あることのほかに︑豊懲な水資源

ス拡散技術墾が後のこととして︑

ただし︑この禽創には︑GGAお

原子炉燃料傑膨隆簗︑GGAの画

8︑8呈々

纏灘嚢譲溝離郷
へ♂㌔〆㌦︑﹁

ロジェクト︒チームを構成し︑腿

いること脅考えると︑もしユ；ラ

より有利と思われる立揚を亡して

を

方が艶ましく︑これに加え︑再処

・も

ア︒フユエル祉︵GURF︶を設 三面所鞭のように︑松磐蚕

技術の入手間題︑これとの関運に

トムのような共周体を湾え︑こう

礎調査から順次探鉱調査へ進めて

の査察漿務の讐理を引受けるよう

した地域共岡体が国際原子力機麗

原麗副会畏はこのほど太平洋経

立すると発暗したが︑これにより

ることは好ましいとはいえない︒

も︑小規換胞設を多地点に設刑す

理癒設はスケールメリソトが大ま

べき要町のそれぞれを最も効心的

を考慮した立地闘題など︑慰留す

く︑環焼安定への配欝からいって
は必目︑蟹源の供

おける安全保障上の問題︑必要な

済開発に︑儒要

資金問題︑安定で低廉な稽力爪甲

域における拶燃料サイクル上の

給保証にそれぞれ大潅く役立てる

う︒これにより︑蟹源国はその経

園際協力﹂について講演した

済協力委員会で﹁PBECCい
地くことを湾えるのは遜切であろ

ここ数年︑核燃料サイクル鵬業に

たな灘酒を迎えることとなった︒

取りざたされてきた合耕聞題は新

が︑以下は岡講蟹の要播であ

済的にもペナル

となろう︒

世界平和に薄しても貴献ずること

こういう覆構を考慮すれは︑狭隣 になれば︑核防粂約はさらに多く
に処理するためには︑当PBEC
ことができるであろう︒

C諸圃間で共通の問題としてこれ

のと思われる︒

立地を含めた共岡検討の対隷とし

日本翠竹会ではすでに尊門球

一︑今後の進め方についての慧

てとりあげては獺何であろうか︒

見
を取りあげ︑将来これを鰯際共岡

これは放射性廃葉物の処分に関す

域内の諮国闘で
現在世界各㈱で建設業の原子力発

うかを洋剣に検附してはどうであ

購業とする可能性がないものかど

ーーー国際的鯵蟹への発展を順

したがって︑地

ティーが嵩むも

ミ各国での検討に期詩詳

幽︑澱縮ウランの蜜定的確保

る︒

◇
︻︑ウラン資源の採鉱︑開発

GGAとUNC闘の契約成立に
は︑まだ醐社闘の鵬准が必襲であ
るが︑これによって最大の販売騒
と受注在照をもった轟業の核燃料

界A口鉾で約八十五万ショートジと

うるウランの確認埋蔵鉱は自由世

現在一癖ン当たり十が以下で採掘し

供給会社であるUNCの経水代用
燃料の処理・舶工將業と大エネル

ギー会社GGAのもつ大塔の籔源
とが縞ぴっくことになる︒

冤横られ︑その八○％近くは米︑

カナダ︑南アの三力圃にある︒昨

GUNFは︑ガルフ︒オイル社

年以来︑籔州で嵩品位の優艮鉱体

電所はその大鷲が濃縮ウランを燃

が五〇％︑UNCが四〇％︑新設

料としているが︑この燃料を︑轟

が璽要であるだけに︑短隠間で容

の発猛が絹次ぎ︑このウラン保宿

ず︑奮圃においても︑伺らかの澗

易に結論がでることは期上し褥

地図は錨まかえられつつあるが︑

立の英燗のBNFLが⁝○％の株
をそれぞれ所腐することになって

で︐これを舎めて鼓術︑経済の共

る問題とも蟹綾な関係があるの

切な方法でこの闘題を呉体約に進

一︑使用済み燃料の再処理購粟

ろうか︒

岡研究を行なうとすれは︑国際協

めるための手数を考究して颯きた

PB過CC地城は一般的に来探面
査︑商業的規僕で供給しうるのは
英國原子力公社︵UKAEA︶
あるいは来誘発な厭が多い︒一方 米圃のみとなっている︒しかし現

および廃棄物の処分間題

力の格好のテーマとなるろう︒

いる︒

樫の予愚では栄国のこの侠給能ヵ

み燃料の再処理は核燃料サイクル

をした後に︑その結果をもち醤っ

ォースに発展させるようにすれ

てこのための国際的なタスク・フ

便用済

ウランの探査は飛行機によるエア

の確立にとって特に懸要である

の商漿用燃料サイクル覆藁を引き

も十犀を経ずして限界に達し︑薪

が︑PBECC地域では︑現在力
︑将来︑太平洋諸国間における

いと思う︒各圏がある程度の研究

ンを含む大規模な作業を初期
ついだB麗FLは︑AEAがボ
一ー九

しい濃縮工揚の出現が世界の何処

このような核燃料分野での繋がり

一︑圏際査察における域内の協
かで狩ることを必着としている︒

日本で建設に織手した処理能力臼

と協力醐係が増すことを湾える

も大唐く︑茂術一画総目雑であ

なお︑GUNFの設立は︑数る
啓︒こうし陀欝欝からすると︑餐 米圃方式の職階数鑓はその建設澱

ある︒この地域で大量の処理購要 と︑現在核拡散防止条約に象徴さ

産○・七♂のものが唯㎜の施設で

協定を引きついだわけである︒

六九年に締結したGGAとの協力から行なう方式であり︑所要簸金

への電力洪絵のために約首五十万

のみで約十億ザを要し︑かつそれ

は︑かなり突進するであろう◎

町能牲ある国々が共岡して探鉱ブ

源を必要とする蕩々と磁源埋蔵の

芳

豊富 な 水 資 源 を 活 用
工場誘致で三地点が候補
字詰工揚間題の対処にはあくまで

よびUNCが行なっているウラン

Lは︑GUNFに対して初娚蟹本

供給しうるという点である︒この

慎璽たが︑カナダ鰐ではもしカナ

カナダ政臆はすべては米國のガ

ことは当面の穿バルであるオー
ダに濃縮工揚をおくことになれ

により醤来にわたって安い電力を

ストラリアとの比重において特に

の闘発銀行にあたる金融会社︶を

の製漁︑販売︑核融含研究︑さら

温ガス炉および田RIGA研究炉

投入することになろうと観測して

逓じて政府資金を新設の別会社に

ば︑カナダ開発会社︵CめC魔羅ホ 探鉱︑生鮮購榮︑UNCの海躍用

強醐されている︒

電ヵに関連してカナダ側が袴利
とする発方は次の二点に四ついて
いる︒第一は︑オーストラリアの電

力が石炭火力であり︑館々運転饗

3，0QO

の

を逃しては永久に關発のチャンス

857

太平洋圏におけるウラン濃縮工場

を失なうとする横斎堂と︑水離源

にGGAがアライド・ケミカル社

157

をめぐってカナダでは様々な識胎をよんでいる︒ブリンコ社の濃縮工揚計醗の肉講などが議

カナダ中部のマニトバ州は山塞

る︶を受けることを確約すれば濃

になく工AEAの査察と解され

2，000

ソ連・東欧

誘致

前から州政府が中心となり濃縮工

いる︒いずれにせよ︑工揚候補地

業等はまったく禽翻れていない︒

と締結して行なっている再処理購

︵ユーラトムで

のエスカレーションに伴なう羅力

が競合状態にあることなどから︑

西ドイツ

630

﹁米國のガス拡散技術が閥示されたら﹂との仮定のもとで

ところによ る と ︑ カ ナ ダ で は ガ ス

を隣発してもすべてウラン縷縮に
鍛の上昇が避け褐ないのに反し︑

カナダ国内の議繍は今後蜜すます

あるしと垂垂した︒ソ運の灘縮ウ

2，500

90

瞼の輪を広げる傾向にあるが︑同時に蟹金の調達︑儒要の確保など解決を遮られる聞題が内在してお

拡散工編の 運 転 に 阪 餓 な 躍 力 を 提
揚案を検討︑連邦政府に働きかけ
注入されるのでは︑地元の利厳に
カナダのそれは水力に飲存するた

瀧上の援助のみを行なうことにな

1，317

り・今のところこうした閻題がこの濃纈工揚測劇を譲醗の段曙に止める歯止め役にもなっている︒

供しうると い う 立 擾 か ら ︑ 三 つ の
ている︒マニトバ案はネルソン河
ならないとする反対派との闘に意

活発化するものとみられている︒

縮ウランと箆水を侠絵する罵慧が
家たBNFLは技術上および製

め資本蟹は窺いが年々躍力躍の低

ことになっており︑約五召名のU

あるW・F・ロソヒェ氏があたる のと解されている︒

415

をもっている︒ここでは︑この機

地域ーー東 部 の ラ ブ ラ ド ル ︑ 中 部
水系の水資源を利用して低羅な羅
見が分かれているといわれる︒

の社長には現在GGAのマネ⁝ジ ︵分離作業単位︶とみられてお
ャーであるA︒R︒プリソシ誠茂り︑蟹凄用に必要な量は十分慧画

ラン工場の艦産力は六再万SWU
るとみられている︒なおGUNF
を謡い出そうとして寝たGGA
が︑この購業に粟り崖すに嶺たっ

かに大きな財源をもつライバル会

濃縮ウランはソ遮および険侍講
赴に︑いかにして遅れをとらずに

8，700

圏

推進胃体となっている︒

のマニトバ︑西部太平涛岸沿いの

力を倣給しようというのが主眼と

ラル・アトミンク社を獲幽して以

どのように盗むのか︑豪た財源
GOAとUNCが合弁をてで
さほどもたないUNCが︑はるが︑福者艮にはUNCの醗祉艮でしているので︑余総がでてきたも

ガルフ︒ゼネフル・アトミンク

6，700

英
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来︑軽水炉周燃料悪婦職業に活路
社︵GGA︶とユナイテソー3．ニ

ュークリア社︵σNC︶は︑きき
頃従来の軽水炉屠燃料供給部門を
禽冒して︑新たに共同臨資会社ガ

750

カナダ関 係 筋 が こ の ほ ど 謡 っ た

ブリティソ シ ュ ・ コ ロ ン ピ ア ー ー

ブリティソシュ・コロンビア州

なっている︒

は北郡の太平湾岸沿い山脈の内陸

㎜

米で核燃料会社新設

がウラン濃縮工場喉稲地として名

ラブラド ル 地 方 は カ ナ ダ 象 北 部

開発し︑トンネルを掘って水流を

側に葎在する水資源豊密な地域を

莱り出ているという◎

ニュー︒ファウンドランド州の水

差を霧幼に利黙しようという渕画

太平洋側に螺糞︑一千獅程度の落

力壷源の豊 蜜 な 地 域 で あ り ︑ こ の

ンコ社がラブラドル濃鞭工揚案の

地域の水蟹 源 供 給 会 凝 で あ る ブ リ

ス原子力発電所の建設が進められ
ている︒この発電所は羅気出力衙

円を投じて一九七四無には完威の
予驚︒鴬輿は原子炉保睡球体の建

圃

一

十五万KW︑総工蟄七街三十五億 ルフ・ユナイテソド・ニュークリ

西ドイツ︒ボルムス布近郊で︑
設誰盤の打設現揚を示したもの︒

一一所

力
子
い家欧州事大の規鹸を驚るビブリ

米

大

取締投祉

（一

主要国の原子力発魔醐発（単位：万kw）

ソ連が西ドイツへ

△

発にわたって譲議ををかもしてい

魁自大販く941）861番（大代嚢）

札幌・仙台・千葉・東京・横浜・静岡・名古腿・窩山
京都・神芦・岡山。広酷・窩松・北九州・福岡

濃縮㌘、早期提供カ

…
■

た二つの書落︑すなわちiーゼネ

総高東京（292）ユ1ユ1番（大代裟）

大販声束区本町四獣囲二七（御賞ビル）

ホ
店
支店・営業所

株式會産

離竹申工務店

1970年 1975無 1980無
440 1，200
151．5

フランス

東京豊春

錬

竹

取締役拙畏
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幽
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聞

憎

今年末に設備建設へ
二件で約二千五百万円

隠から日本工引摂楽部︵東京・丸

方︑将来︑原子力製鉄プラント建
やく軌道に曇り︑本格附引用化に

わが騒の原子力発醗訓醐もよう

関する調憲および試験研究の実

の人体被曝に対する響理や措澱に

と影響に関する調査研窮︑放射簾

から放出される放射性物質の挙動

企業化への見通しを

た︒とくに米国ではサーマル・ポ

きい使命があるということ憂︑海

食料を供給するうえでも非常に大

以上原子団芸所・他畷離藷罐｝鱗所にて・・管騰を麟

ノ内︶で︒

放射飽の問題がもっとも大きな関

（一般放射能関係〉 日本原子力研究虜・來海・大洗・冨繭各研究駈、㈱東翠原子力産楽研究
所、FI唯R工協会、放射線医学総合研究所、1ヨ塞電趣公社・竃気通信研究所

で胃腔研究を進めている︒一方︑

心蹄だが︑英︑米では一翼の濃度

WH・為浜建設所

リーシコンとして︑鯉口所や大学

日本でも各地で壁塗建設の企薦が

あるが︑実用化して企業規模で行

プロジェクトとして︑原子力発羅

闘氏はまる三月三臼から二十五

以上にはならないという結諭だっ

を賜る︑⑭第四圓原子力安金研究

プラント㈱、東京芝浦羅気㈱。原子力本部、三菱膜子力工業㈱、GE・敦賀雌ぴに福勘建設所

五月二十八田午薗十

温排水副で回申氏が講演
水産庁策灘区水麗研

臼本は米圃に次いで水毒生産国で

なう将来の兇通しが必要である︒

でもある︒このため食料政策的に

あるが同隠に世界第二位の輸入国

で工場生産的に儀薩墨を上げる必

は温排水利嗣によって︑工業規模

魑海外調査団々長として︑英︑

利胴することによって︑二二開発

所の温排水を水産業界が讃極的に

田間︑日本水産資源保護協会が派

の報告書が完成

訪印原子力使節団

総禽発叢会︑シンポジウム︑セミ

疎問融︑公窪聞題︑細腰聞題な

（発羅所関係） 機器その他の汚染除去、憲期検査時の除染・サーベイ、核燃料装荷。交換作
業、寄網被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却水取水溝の清掃、廃棄物の運搬、変羅所、窄
調設備運紙、臓設内の補助工事駈ぴに営繕業務
〈研究所・その他） 管理区域清掃、フィルター交換、各種擁粟物処理、浄水管理

中部躍力

五月二十八日午後二

田甲二二藍は︑玉月翠

究藤の魚類研究歯群・

蓋︑東京・熟ノ内の田

だ︑二本原子力薩業会

本工業損楽部で開かれ

委員会で﹁温緋水利第三疑に／︑・い

もので︑同臼は︑両團の現状など愚

米両国の施設などを視蟹してきた

要がある︒技術的にはナショナル

て﹂講蜜︵写翼︶し︑﹁わが国で

識第四十九醐総合企画

の温緋水利用研號は︑将來それを

遡した原子刀発鷹所温捕水利用閾

十枚以内︑締切りは六月や五日︑

日本原子力産業会議は今年⁝月

べきだ︒温薬水を利嗣することは

を含めた広い瓢陳で生産をのばす

なお任期満了に伴なう全幾貫の

の一の十三︵丁莇︶二本原子力産

高文の送付先は東京都潜区新橋

原子力発聡所の温緋水利嗣は︑

中心に要冨次のように張った︒

改選については︑全奥が留任する

業累日内日露原子力平和利用雲

しが二戸だ﹂などと述べた︒

企業規模で実用化するという猛通

ことになったほか︑俳藤俊夫︵島

節団の警告轡ができあがった︒

なお原藤では同報皆目入手希望
の向きに対し一部千円︵送料と

一国田冨暫五斜画AV﹁ーーー星

も︶で頒布している︒

が持ち上がり︑村はそのなりゆ

リの獲殖に欝ち込む父と娘がい

なうことには反紺た︒なぜなら

いからた︒だが現代窟学の波は

漁業以外に臨きるすべを知らな

容赦なく迫る︒やがてここに原

発建設のツチ膏がllWこれは

に︑さきごろ東京・都市センタ

劇団響輝劇鋤が原子力をテーマ

のあら筋Vここでは過

ーポールで上演した〃あめりか

礁物籍

（原子力関連蛍職種霞〕

時から本店中羅ホールで︒
北陸聡力

五月二十八日午潮十

五月二十八日二上痴

五月二十八臼年蘭曲

五月二十八日午後一

五月二十

五月二十四田午荊十

西軸力専勝取締役︶︑御下生董輔

原子炉主任技術者試

験筆記試験舎格者
麟学技術庁は野田︑第十三回

羅鰻難
合格者の型名と所属は次の麺

﹁原子炉空任捜術者鼠験﹂筆配試
験の禽格者二十九名を髭屈した︒

肝木瓢久︵中幕躍力︶︑飯密三

きに大きく掻れる︒ところがそ

る︒彼らは決して原発に庚附す

の騒ぎをよそに︑ただ黙々とノ

造︑大野秋男︵以上原研︶︑宇野
克彦︑松圏博義︵以上九州隔離︶

り︒

外を調査して縄態した︒

ナーの閲催︑④刊行物の瞥及等に

行なう︑働二連機関との連絡協醐

より︑一般大衆の安全性の正しい

インドに井上五郎動燃機業物理艇
長を団昆とする﹁訪印原子力使節
団扁を派越したが︑このほど圓優

れそれ推せんされている︒この幾
員人魏は五月二十七日の聞学会第

十藻圓総会で正式承颯される予
定︒

これからの理科
蕎殺教師醗文薄粟始まる

教育のあり方
に伴い︑次期会痩候補者の週任を

日本原子力平和麗用黒金は︑毎

昭︑蔽浦講親︑酒巻昭﹁︵以上北

舶藤傭明︵四圏躍力︶︑工藤敏
海道電力︶︑斎藤荘藏︑堀米利

本懸子力購業︶︑松ホ光猛︵動燃
購業主︶︑壱岐貞俊︑中村守︵以
上除醒︶︑小暮良平︵住友原子力
工業︶︑田辺襲弊︵北陸躍力︶︑
嚢道離︵中部蝿力︶︑論調吉秀︑
吉田芳一︵以上関聡︶︒

なおこの試験は三月十六︑十

るわけではない︒たた巨編を失

たずさわっている入を対策として

元︑渡孔男︑木口高志︑内藤正則
︵以上日立︶︑渋症俊見︵丁重麟
紹翰四十六年度の藤集論文のテー

の科学技術のあり方について︑次

業団︶︑関房司︑新井響美︑鈴木
功︵以上撃発︶︑内藤文一︑山田
明彦︵以上重三︶︑蓋附繍雄︵田

論宴舞議しているが︑このほど

ため︑轟校藪纐および教驚機開に

庫︑原争力救膏の翼翼に役立てる

進めていたが︑このほど︑会蟹に

撫鞭
㌦紬

列︒

︵放射線医学総禽研究所畏︶の爾
う︒

原子力学会長に

武田栄一氏内定
矢木氏は任期満了で退任へ
日本煮転力学会は矢木栄溌会畏

が今妬任期濡了で退鉦すること

氏が新しく理騨に選任された︒

遜解を得るための諸活勤を行な

手から塞店で︒

聡源開発

九臓午削十一時から本店で︒

田本原子力発鷹会社

暁半から本店で︒

九州脚力

聴から高松竃の束明ビルで︒

四国安養

夢から本店総会鍋︵広簡市︶で︒

中軸膿力

階から本店二手ホールで︒

関丙餓力

一酸化炭群議の炭量の漫言など一 賭から添店で︒

1である︒

電力会社の

総会近づく
各電力会数の株主総会の顕揚が
このほど︑次のように決まった︒
北海滋囎咄力 五月二十六門口牛湘二

十晴から北海道経済センター︵純

遜麗雀工藁技術院は五月七日︑昭和四十六庫度窺璽技術研究開発螢補助金︵全体で二十億円︑うち
公憲薄鎌技術闘発向甥紳二億円︶の交付課題昂山窟した︒このうち原峯力関係では︑二本鉄弓協会が

五月ニャ八日午赫や

幌帯の商工会議所ビル内︶で︒
東北蹴力

串翻していた原子力製鉄の研究のため約二千五霞万円の交付が行なわれる予定である︒

東京慰力

時から本店で︒

ヘリウムガスと二次系に水閣気を

に還元ガスを用い︑②金属秘料へ

用いこの熱交換翼験︑また二次系

葬一月から本格飽研究に懸手︑岡

鉄の研究に濟即したQ昨年度は巨 三月末豪でに一応の結諭を曲る謝

鉄鋼協会 は 昨 年 度 か ら 原 子 力 製

画であるQなお︑設倫の設洲浜齎

五月三十皿日午前十

峯力製鉄に 有 艶 視 さ れ て い る 臨 接
は︑石川鵬播磨距工簗の横浜研究

高温ガス炉塞に着手

の水素ガスの透過および除去︑③

還光法の一 つ ︑ シ ャ フ ト 炉 法 の 研

還元ガス製造の研究は︑原料で

所︵横浜市磯子区︶内である︒

ある鎗質油︑釜朝駈などの供給鐙

究の加め︑ 同 補 助 血 の 交 付 を 受 け
ていた︒ 今 犀 度 は さ ら に ︑ 原 子 力

五諦管／爵に対し︑遣元ガス︵一

製鉄実現で の ポ イ ン ト で あ る ︑ 高
目熱交換器 と 還 元 ガ ス 響 造 の 研 究
調査研究︑安全性究明に関する鼠

原畜46年度事業計画決まる
原子力安全研究協会は四月一二十

酸化炭講十水影ガス︶製造能力約
二十立方耕／時程度の装置で石な

に取り組む こ と に な り ︑ 二 月 に 還
元ガス小婁 員 会 ︵ 小 裂 輿 長 ︑ 池 照
験研究の実施︑放射性圓体廃見物
に関する調査研究︶︑②放射三戸

B理事会を寒き︑昭和四十六年慶
購聖訓圃︑四十五年度購業報告︑

簿防止に関する研究︵原子力施設

う︒主な研究誤魑は︑原料滴を約

換羅小姿貫会︵小裂員畏︑池上平⁝千度Cに餓気韻熱し︑勤率良く遅
役員異勤などを審議︑承認した︒

稔川縮製鉄 技 術 驕 発 部 長 ︶ ︑ 爪 甲

治素本鋼蟹取繍役技術部長︶を発元ガスに分解する方法を調べる一

設時の纂礎データを得る︒原子力

化に伴い︑安全性研究のウエイト

大きく踏み出したが︑墨画の員体

足させている︒

両研究は︑鉄鋼協会を中心に︑

製鉄κと︑この熱分解のエネルギ

一億二千五酉万円かけて行なわれ ーを原小力で濠かなうことにな

各鉄鍋メー カ ー の 共 同 研 究 で ︑ 約

弾︑再処理施設から礁湖される放
射性物質の挙鋤と影響に関する調

が黒まっている︒このため原安協
は四十六年度馨業として︑従来か

る︒

叡た筒温黙交換羅の研究では︑

査研究︶

射嶽隊害防止等の研究申議爵続き

・コンクリートの利稽に伴う安全

届

々蟄︵劉会長︑理聯︑監麟︶の半

代を担う齊少年にどのような考え

ど︑田本の現認をおねう様々な

かでの科学のあり方︑その璽任

ているようでもあった︒

この芝居は︑そんなことを翫え

東海鴬叢所茨城県那珂郡東海村封松羅譲ω2928）（2）2：L87

次郎

原

取締役社長

636

蹴譲（07702）（2）＝L

敦賀営熟所敦賀rh渉内2−2−11

避話（02403）〈5）3工48

福島聲縛蓮所弓張県双葉郡浪江圏了

原子力関連作業薫

社東京都中央区銀座6−3−16聡翻（03＞（571）69製〜7・（572）5734

本

ビル代行

株式会社

日本原守力発電㈱・敦賀並びに象海発電所、來｝、聖蹴力㈱・福局発堪所、日立

（勇躍所関係）
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〔同

る︒鉄講 協 会 は ︑ こ の 研 究 の た め
約五千二 召 五 ＋ 万 円 の 同 補 助 金 の
ら行なってきたプラント安全︑放

大容灘が三十謎鰯／隠程度の薮蟹

覧点的に行なうほか︑新規に窩温

性の直叙概究︑②高温ガス炉の安

①プレストレスト

ヘリウムガスコンプレソサーの叢

の約二千五酉万円が交付されるこ
を︑既得の酌熱合金⁝インコネル

ガス炉や︑プレストレスト・コン

全性に関する講査研究︑③原子力

▽額規研究

交付申鯖 を 行 な っ て い た が ︑ 半 分

とになっ た ︒ し か し 鉄 鋼 協 会 は 当

六〇〇︑インロロイ八○○で泌

クリート利用による安全研究など

難

初計幽を 縮 少 せ す ︑ 各 参 撫 会 社 の
り︑総懸力製鉄で原子炉冷帰化と

▽その他の嚇藁①調査研究の

開かれた岡婁籔会第三回総会で
めには︑PBECC地城内の各で團

数がそれぞれ腰輿満了で退任する

七︑十八の瓢磯間︑学習院大学で
行なわれた蔦ので︑萄こ＋名が受
験した︒口答試験が七月下旬に行

闘題が投げ出され︑そうしたな

企画課長に清水氏

い︒濠た科学の進歩が世諭に支

は岡日付で科捜庁金属材料技術研

技術庁原子力局水戸原子力環難詰

究所の轡弁口企画課幾に就任︒

乙

φ

力

原
分担金の 増 額 で 不 足 分 を 補 な う 予

利朋に伴う環境問題に関する闘題

①プラント安全の

点の賂理および調査研究

を行なうことになった︒

▽継続研究

窯業讃画の概要は次のとおり︒

なるヘリウムガスと二次系ガスと
の熱交換笑献を行なう︒研究課題

驚である︒

現在︑ 両 小 婁 員 会 で ︑ 研 究 設 備
は︑ヘリウムガスを靭千度Cに羅

これによると︑騨集羅文のテー

の技術鵜殿の無終検副を行なって

よる投搬の結果︑武田栄一集工大

マは﹁これからの窩等学校におけ

マ鋳が決撚った︒

救捜︵原子力婁翼︑現在岡学会副

る理科浮薄のあり方﹂について◎

進展に対応して必要な圃際協力を

して︑ウラン斑源の採鉱・關繕や

会畏︶を推せんすることが決認っ

が壁際されている今β︑これから

科学技術の進渉による様々な影響

研究︵安全騨価や文献等に関する

地域の函々に隈らず︑他のアジア

濃縮ウランの確保︑再処理︑廃費

なおこのほか︑潮懸会では今輝

た︒

気韻熱し︑これを一次系として①

のと予想されている︒このために

諸国や乗州譜圃も参加することが

関するいくつかの最要擬革を摺蝕

物処理︑査察義血などこの握案に

おり︑今 隼 中 に も 設 備 を 作 り ︑ 来

日本︑オーストラリア︑米国︑

必要となる核燃料サイクルの各工

必要であろう﹂と述べた︒

勇≡ξ軍気≡＝1≡腫開一＝︷囚≡＝＝︷≡≡＝︷＝＝二階璽＝⁝≡﹁﹂臨監≡曹≡1＝≡＝圏一≡即二＝蚕三≡ロー＝≡≡茎＝阿圏＝＝︷一卿＝皿＝1＝鱒

カナダ︑ ユ ユ ！ ジ ラ ン ド 五 ヵ 国 の

ものと予想されているが︑このた

程の所要羅も桐嶺な規模に達する

米国のA・﹂・オドンネル段︵ぺ

が︑核燃料サイクル上の各工程︑

方で指導にあたるべきかを殉ずる

域内協力を打診

なわれる予定︒

岡︵達士蹴機原子力技術部蝿︶︑

原船難二型

えられた形で進められねば⁝：

醗文の字数は四百字晶原福用紙

安成弘︵菓大数授︶︑柴田俊一

日本原子力船闘発購粟団は五月

顕雄︵束蹴原子力郡長︶︑穴原良

工G総舎研究所研究主轟︶︑野柑

︵京大教授︶︑三木艮平︵励燃麟

AP工常務取締從︶の鵬僅が︑ぞ するとともに︑その後任に溝水茂

六趣︑監麟には横須蕾︵正野氏︵M 郡企圃調長・林弘茂の辞職を蟹謂

睦二面に関頭配麟

とを期待する﹂と述べた︒

のためのものでなければならな

クテル社︶が雷及した一﹁太平洋
するとともに︑﹁結語がより団団

繋累F8R閣発本部副本部擾︶の 一煮付で人羅異鋤を発令し︑企画 の所長に魏任していた︒なお林氏

松根民︑ 燃料サイクルで

理論︶︑理購には糖沢貞蔵︵NA ことが魏侍されている︒

が︑学会畏には堅磐敏夫属︵原研

松根氏の講演は︑昨奪五月京都

協力婁総会は五月十一日からカナ

纏いているが︑岡会議に日本代衷

議副会長・松根宗一氏︵写爽︶は︑

として嵐席中の欝欝康子力職業会

五月十二日︑﹁PB鶏CC地域

が追求されているW科学は万入
とくに蟹源開発︑生薩技術および

摩の岡々が核燃料の分野で協力

現に漕ぎつける鍔力をなされるこ

な検酎を進め︑実効ある協力の窯

における核燃料サイクル上の圏際

行茂の麓圧を発令し陀︒

協力﹂と題して講演し︑﹁原子力

設備︑役務サービス︑資金等の面

し︑この地域に独立した供給体制

溝水氏は四十三年七月から科学

に対するエネルギー源としての要

を艶えるとともに︑地域の経済協
力を麟通す﹂という握案にふれた

で︑それぞれの特徴をいかしなが

もので︑瓜は﹁私偶人の川園﹂と

ていくであろうし︑とくにPBEら協力を進めていくことが有効か
ならば︑この構想に対し︑太平洋

世界のおそらく二〇％をこえるも

CC地域におけるその規模は自由 つ璽要な難題であり︑さらに望む

請は今後世界的規模で急逮に佃 び

（太平洋輝済i愛）

ダのバンクーバ：で第四圓総会を

欝欝人で 構 成 し て い る 太 平 洋 経 済

瓶
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新
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各国各様の開発体剃
それぞれ原型炉の建設へ

聖画璽魂評

ンビナートの中核は高温ガス炉だ︒わが圏では昨年度から玉本原子力研究所が研究に藩讃した

原子炉脳裡的利用での驚形は高温ガス炉であろう︒講契︑現在各機関で検針している原子力コ

いる︒そこでこの三国の制目の現状を調べてみた︒

ばかりだが︑米国︑英蟹︑西ドイツはすでに実験炉を猪ち︑さらに原型炉に懸税しようとして

P燃料の歴望は古く︑またそれな

盛期効羅のためサーマル・ポリュ

撮べ放尉駐麗葉物が少騒であり︑

マソチした炉型である︵軽水炉に

高温ガス炉の中心課題たるC 素面から︑七〇奪代以後の要調に
りに︑現在それが実証されつつあ

ーシコンが少なくなる等︶㊥近い

と

いう心懸で護現されるのに対し︑

る段階にあるといえよう︒すなわ

夢の原子炉

嵐温ガス炉は〃予醤者の原子炉

ち︑燃料要素の暇概念たる金属被

葛速増 殖 炉 が

電を支配している軽水獅路線︑ま

ノソクス炉︵マークエ︶および英

改訂版で︑一鳳極めて合理的にみ

えるが︑従来のガス炉路線の溝え

係の設計はAGR︵マークπ︶の

ークπ︶が国際的にペースになっ

り︑例えば燃料体の設計の複雑さ

方にひきずられているきらいがあ

英国のワインフリス研究所に認か

ほとんどGGAが開発を握酸し︑ 界が明確でないようだ︒

蓉万KW以上にHTG8を採用す

︵九三％︶ウランの使用をさけ︑

なり酸化ウラン系に徹し︑口説縮

した黙料会社B蓑Fしおよび︑塾 計を終え︑一九七三年春藩工の予

？NPG︑BNDC︑新しく社発
に足
絞6れ︑来無一年間で詳細設

ナー構築物凝敗除いている︒逆に

含む︶を固持し︑その代りコンテ

テナー付である︒

して新たに炉心特性につき問題颪

われず︑スケール・エフェクトと

が多く︑R＆Dで確かめていく必

トンボの製晶

国の改艮ガス炉︵AGR濠たはマ

︷三六万KWを三三中であるQま

ており︑英国はさらにマーク鯉蝉

への執愈などはこれに属するが︑

またオン・ロ；ド燃料取り替え綴

これらのR＆Dによる実駈テスト

米︑西独の進み方から見れば工

はこれからのことだ︒

対する熟慧は大きく︑近く︵一九

学薦で遼れ勝ちだが︑H？G翫に

炉計画︵一九七五一〜九八五︶に

七三零墨︶発表予驚の鑓三次原子

わち︑この十銀闘に二千丑百万K

も盛り込豪れているようた︒すな

うち一九七五卑頃から約薫五や万

Wの開発を圏標にしており︑この

KW級の高速炉を夢がけ︑若干の
歯茎な限りフル・モンク︒アノブ

SGHW鼠とAGR︵実縫いか

ークリソジ研究所内に建設中であ

・テストを実駕している︒今後の

当発馨しているようだが︑主要機

ている︒国下オールドベリ；B融 は既知瞬項であり︑新設備への経

資所用に六十六万KWのH田G済R
的闘題が少なく︑この点は注目

べ巻であろう︒璽要コンポーネン

燃料体︵六角柱︶を除き一炉心関

米国の大型日万KW級の炉は﹃一ン

ト︵勲交換器︑ヘリウム頒環機︑

巻が関係しており︑網互の費任隈

PSCV︑勘御翰駆動畿躍︑炉礎
内研競を挺醒するUKAEAの定四
である︒

ーン多！

洋鵡蔽︑ヘリウム純化襲麗等︶は

の酸化物系でいくのが艮いとして

蝋羅顯舗鋸線薄墨製い暗い疑搬難癖論
り︑官民︷体の密撞な協力を癒じ

本社。象京都中央区銀座6−6−5『＝104電話（572）0321（大代〉

＝一

KW︶の臨界を控え︑さらに大型

イン騨三＋三万KWは今秋臨界の

の百万KW級の入職が現に行なわ た米国のフォート・セント・ブレ
れており︑その成否が濫鶴されて

予定であり︑西ドイツでは今蕃曽

ようだ︒

物燃料への移行が湾えられている

能︑また取扱いの難局等から酸化

は鰻化物CP燃料だが︑その性

た︒

H？R三＋万KWの建設に鞍手し

いる︒

もちろん発鷺照縄濫ガス騨︵黒
鉛減煙材とヘリウム伶却︶の技衛
的論叢は︑英園︑フランスのマグ

すでに実用
炉の入札を
は︑米糠が他より進んでおり︑τ

トリクム系燃料の再処理の闘題

ここで︑H﹃PGRが鰻も進んで
いると患われる米国︑莫国︑一三

の開発状況にふれてみよ莞

体となって進めており︑その協

り︑一九七四無か七五雌に擬業騰

ウム下で期待通りの働きをするか

器類のエンジ輔一アリング面からの

燃料体野面は︑米国︑西独と翼

実験炉ドラゴン︵0醤CD︶はん︶を溜加しても︑残りの約千五

始の予建だQこれはフォート︒セ

ることになると思われる︒

URF讃画による再処理施設がオ
米麗ではH饗GRの体制を密民
力もう豪くいっているようだ︒A

れ︑とくに燃料の製作︑照射獄験

将来︑ガスタービン観擾サイクル

や炉心設計等の基礎的な実験は相

不活盤零囲気︵ヘリウム︶の中で

ォ〜マンスと主要機器が高温ヘリ

南部は︑燃料体︵六角柱︶のパフ

ム︶再処理用のもので︑ここでの

否かであろ︸糖

關零度は米磁に比べ遅れが圏立っ

験を生かす
業炉に弔しては︑GGAが燃料サ

価の衛荊性か災証されるわけ︒商

濃縮度は五％荊後で︑また再処理

経験を通じてはじめてトリウム・

AGRの経

燃料︵炭化ウランや王化トリウ

覆を︑熟核特性にすぐれ︑とくに

工揚でフォート︒セント︒ブレイ

サイクルによるH田GRの発電原
究所がやり︑現在はGGAの燃料

れである︒灘礎はオークリソジ研

足立ミソクスのCP燃料醐髭がそ

化トリウムと酸化ウランおよび︑

ている餓水炉路線などの中にあっ

つ︒

国︵ピーチボトム四万KW︶︑西 定である︒さらに酉十万KW級の

Dーードラゴン炉二万KW︶︑米し︑来春四月頃営業運転に入る予

して数転所からあり︑その成りゆ

独︵AVR一万五千KW︶で︑
大そ
型炉の引き合いが︑軽水炉に伍
れぞれ一九六六︑六七︑六八年に

独創性のあ
る球形燃料

AHCの方針でトリウム燃料の

運賑開始し︑いわゆるCP燃料の きは大いに注圏されている︒

㊧

イクルについて補満することにな
英国の開発体制は鰻雑で︑ユー
一基の入札が鶏鉾で行なわれてお
に
値しよう︒酸化ウランCP燃料
CP燃料を諾めこんだもの︶に
っており︑この結果は今後注画す ザーであるCEGB︑メーカーの
り︑今犀中に経済比較等も含め一
はTR工SO︵たたしシール届を
H硬GR実駿炉は英国︵0皿入C
り︑今無九月︑炉に燃脳を義歯

足化を補いうるlt等の特徴をも ン炉の燃料体製揮︵六角黒鉛柱に

の活用で︑現在のウラン蟹源の不

橋わたしとなる︑㊧トリウム遡源

来︑高張ガス炉の麗垂心実現への

電閉高歯ガス炉の異雨化は︑将

発電に利尾の可能佐がある︑⑭発

た将来炉でダークホースと見られ

あれば︑薫千度Cにも耐えうる黒

高温ガス炉の特徴
といわれるゆえんは︑①現在

超高温が期待できる曜一の熱中性

をもたせるのである︒したがっ

た鰻初の動力炉の概念設計は︑一

ても減速材たる黒鉛の耐熱性に営
て︑②多開的利用炉鍛として極め

いうポテンシャルが予断暫鮎漁格

をつけ︑ こ れ を 最 大 隈 に 盆 か そ う
て窟耕であるとともに︑将来の原

子炉型であること︒この高湿と

としたア イ デ ア は ︑ す で に ニ や 奪

給源の中核として最も適した騨型

子力コンビナートのエネルギー供

九四四年 の ダ ニ エ ル ズ の 黒 鉛 圃 体

〇無代後半から六〇出代にかけ

以上の歴 史 を 持 っ て い る ︒ 一 九 五

均質燃料 に 始 筆 る が ︑ い ず れ に し

︵黒鉛減速材︶から始蒙った︒ま 炉

原子炉 の 歴 吏 は 米 国 の C P−5 高温ガス炉が 予言者の原子

立揚に立ったからだ︒

期的概念を実鉦し︑今や予雷者的

ーティクル︵CP︶燃料という画 鉛に代替し得たことであるQ

て︑ガス炉路線はコーテソド︒パ

の実現を縫え得る︑窪た超高温が
H
Cオークリソジ研究所とGGA
得られた蒔点で︑MHD︑EF
D驕にあたっている︒とくに酸 ント・ブレイン発羅所の使用済み
が關

といえる︒つ裟り︑現在原子力発

「11【1匡1艦；｛罷1匡騙匹1臨1」

ピン窪たはコンパクト等の照麹試

使用は︑フォート︒セント・プレ

イン炉に対し田RISOを︑大型

よう︒

簾鑑，畢野翼

＝

舟愚定すると︑⑪軽水炉より発鱈

験を今賦まで継続し︑ほぼその圏
的を達した観がある︒すなわち︑

タービン臨蔽による発懸も︑GH

移答れつつあるQこのほか︑ガス

酸化ウラン系でいく計画も実行に

小型炉として半地下式にし燃料は

十万一二十万KWを選び︑多目的

に慮ちに要用できる炉出力として

ペソド式炉を巌も安全かつ経済朗

て︑？H密Rの開発にあたってい︸いるようだ︒窪たさに米国式の 要があろうQしたがって︑ペブル
ン資源の将来を案じ︑トリウム斑成功すれば︑経済性を考麟して︑

源の活用法としてTH自eR悪
︵ト響
リ 墓鰭するあ考
鋸鍵欝黙島ゆ款蹴
ウム嵩温ガス炉︶に瀞胞し︑とく

ペブルベット

で開発し境在七＋懸馨百⁝

に燃料体として

と俗称さ孔る球形︵禮径約六鍾︶

〜九七三年には催増する予定といわ 難が計画しているようた︵別図懲

当たり処理できる能力をもち︑一
た︒

燃料体の採用という新機軸を掘い

米国は一応原型炉完成を間近か

炉TH饗Rは︑ウエストファリア に控え︑かつ大型蓉万KW級の入

さて︑今年四月に魑難した原型⁝

立っているといえよう︒いずれに

札を行ない︑HTG8界の先端に

照︶︒

のシュメハウゼン火力発蹴所に隣

⁝れている︒

蒋性︶よからいっても極めて膚利

料体と対照駒で炉心の機能︵熱核

擾して設躍される︒この燃料球は

これは︑米照︑英翻の六角牲燃

小形であるし︑すでに数年麗の照

な特微がある︒この球型燃料体は

のようだQ大型翼用炉六十万およ 実緻と王要機膿の運転笑績および

射実漉をAVRで得︑かつ改艮も
響だけ燃・て︑あ・緩い塗・て・︑三体︵六角柱︶の鷺

び酉万KW級は︑炉心が大音くな トリウム・サイクル系の実舐︵再

り︑必ずしも現在のAγRや﹁﹃H処理粟横︶がポイントであり︑と

施ざれ︑米︑英両国の六角柱燃料

も対照的だ︒

体の照射実績皆無︑という薦から

ール・アンプでう豪くいくとは思

圏石綿製晶の総合メーカー

Iu

原価が安くなる可能盤をもつの公

OEC◎の自画によるドラゴン高温ガス冷却炉

現葎AV8とrH嬰Rには︑
田ウ
R︵三†万KW︶の単純なスケくにここ数年の勲きは注目に億し
ラン・トリウム炭化物燃料を採用

日本アスベスト株式会社

御醒

薪大手町ビルヂング

翻保温材

ｰ

て︑CP燃料の本格的研究体制は −等からである︒また嶺面発電炉
オークリソジ研究所に集中され
た︒

癒ドイツにおける開発体制は米
百万KW級に対しでほ密R王SO
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和利用の分野で両国闘の科学およ

｣詔礪鍵綿総

つたとともに︑それが和やかな雰⁝の業績をさらに知る機会を与える

淫したい︒とくに原芋力婁鐵会と

囲気廻の中で行なわれたことを銘

趨をも縫すものだ隔と述べた︒

たけでなく︑澗羅の掘互理解の改

ソジ国立研究所除子力センタ；︑

アイダホ国立原子炉実験所︑アル

両圃はすでに﹁米園原子力裂員

ゴンヌ團立研究所︑國立季題器研

社液体金属工学センターのほか︑

会とソ連邦原争力圃豪婁貴会どの
閲の協力に關する鎚欝﹂に盤づき

子力発電工学箸の分野で梱互に照

繊エネルギー物理や熱核研究︑隠

門家を派遣︑協力しており︑最近
では一昨鋸暮のソ連原子騨代表邸
の訪米︑昨葎六月の米原子力発電
代蓑団の紡ソなどがあるが︑こん
どもその︸環︒今隼八月にはシー
ボーグ委員畏の集解訪ソが今圓約
火されたが︑西独への濃縮ウラン
供与などソ連は簸近︑畠由主義關

示しており︑これを契機に︑

米圖原子力婁

︵廃糞濃鹿○・ミ％︶によれば約

増加されるためこんどの獺郷によ

わち︑製贔生産側のカスケードが

員会︵AEC︶ 穴︒五五謎鰐が必要である︒すな
国の官報で﹁濃

はこのほど・同

いが︑濃縮顧料である天然ウラン

る施設臨身の仕購醗には大差はな

の必要醗は約二割程度増加される

縮施設のテイル

棄濃醜︶を現行

・アソセイ︵廃

ことになるQ

二億二千万KWの原子力発蹴關発

億︷予芳KW︑同七十五奪には約

わが園では昭姦六十五爺に約副

の○︒二％から
○︒︸二％に引上

た︒

げる﹂旨省示し

亡方を変んようというもので︑ テ

縮施設の擬業の

この描醸は︑濃

三間企業による濃縮ウランの畏・

鋤されている︒これらについては

らに伴う所要燃料も翼大な灘が誠

期謙画委三会報告による︶︑これ

A鶏Cによる が見通され︵原巌・原子力蕊業長

イル︒アノセイ︑すなわちウラン
を濃縮する覇舎に製品︵ウラン猫︶

れる一方︑原子力婁貴会懇談会に

羅漢確保のための畢当てが描置さ

短期購入や共同擬鉱開発箸による

いるが︑累AECによるこんどの

よる政鑛の再検討難が行なわれて

ン︶の灘度を縄めようというも

段少なくされるわけたが︑こ

艘縮供給サービス料金値上げ決定

箔嚴は︑わが國にとって︑欄次ぐ

に続く手擶いダブル・パンチであ

のことは︑ウラン濃縮作業の質を

撮生艦側の処理能力を大きくする

なおこんどの描躍は廊こう二薄

るQ

闇を対象として今隼七月一日から

引用されることになっているが︑

米AECの試騨によれば︑例えこの描癒がすでに米AECと賃灘

れている︒

ービスに備えたものた﹂ともいわ

繍が将来の大羅ウラン濃縮供給サ

ことに慧図かあるといわれ︑﹁米

抵トさせるのではなく︑むしろ製

が

の︒劣化ウラン披出側カスケード

生産業とは溺の擁彙側︵劣化ウラ

輌国ド

との學三遠に感嘆翁塗

その体灘確立への発展など今後の

闘における麟際協力についても︑

成行きが注圏されている︒

製鉱技術の将来動陶と原子力技術

籍舖総括部会設け検討

多目的利用系統佗へ

究所︑GE社爵処理工騒︑A・工 の懇談では極めて興昧と意義のあ
ガルフ社のエネルギ⁝環境システ
ム︑プラウシェア実験場および︑
フォート．セント︒ブレイン︑ド
レスデン︑サン・オノフレ︑エン

化学︑鍬鑓の二分野における臨愚

との闘連の検討など︑とくに原子

のか︑これから契約しようとする

縮契約を結んでいる蚕にまで及ぶ

︵原研︶︑小櫛仁︵瀾銀︶︑都甲

泰正︵東大︶︑大醗竹治︵化学響

応協会︶︑武井満男︵エネ研︶︑

・♂名2㍉♂監︸

佐々木孝二︵繍経新聞︶︑石坂誠
一︵通産省︶︑矢部五郎︵旭化

成︶︒

〜﹂耀

ス︑西独︑︐4タリア︑仏︑英など

の会畿に遂加するとともに︑スイ

一﹂零2乙︸㍉8㌔ノ

果すでに証圓開かれているが︑こ

㌔〜㌔♂亀電

れ窯での会議では主としてそのテ

の欧州虫蟄国における隙子力関係

会期を憾む荊後幽

幽週間︑参舶経螢

は一入当たり約酉

回漕︵エコノミー︒クラスの場

︵ゐ月三十一田豪で︶に漂麗︒総

本視象醐への参舶塾者は卑急

禽︶が予足されている︒
っている︒

と岡様に量点がおかれることにな

幅園際連禽のま濾するこの会議は

経済︑諭画立葉係にも技術分野
づけを行なおうというもの︒臭離

原産が編成︑派遣するこんどの

要舗もあり︑政府代蓑翻としてζ

﹁視祭団﹂は︑科学技術庁からの

世界の三菱

あなたの三菱

協力の有用性強調測綴

ダ

§㌧藁

﹀

る緻見交換が行なわれ︑原子力平

織月にはシ委員長が訪ソ
米圃各地の原町力関係諸施設を訪闘︑視察中であったソ連邦科学代墨書は︑このほど︑その金臼纏

鷺

三薦に受業配瑠︒

を消化したが︑日程の終了に当たり︑﹁原子力平和利用の分野で両目間の科学および技術協力の璽蟄

諺

性と有用牲が銘詑された漏などを内容とする声明をたした

室

澱蝋

欝︑
げ護︾悪

こんどのソ運邦科学代表団の米
国勧闘は︑米国原子力委員会およ
び岡シーボーグ委鍛畏の招待によ

臼本原子力産楽会議の二子炉多

二〇〇〇琿までの原子炉多圏熱田

はさきに︑岡懇談会の中に総懸部 胴に開する長期構想について検㎡⁝炉多繍的秘用の可能盤を利曙側簾

罵的利胴懇談会︵稲翼秀三獲長︶

ば一二％の灘縮ウラン一が耀を得る

細はまたわかっていない︒

者のみが対象となるのかなどの騨

⁝鋼中心の筒温ガス炉の技術開究お 場禽︑これに必要な天然ウランの

万謎耀でよかったが︑新しい塁準

騰は現行の鑑準によると約五・四

竃．ノ㍉ノき︑・竈．

子力工業︶︑金写歴郎︵束芝︶︑

︵躍三連︶︑横須賀正霜︵三冠膿

原子炉多爵的利用懇談会総揺部
会麗麗の氏名と所属は次の適り︒
▽部会畏 井上究︵策京瓦斯︶
▽婁鼠 田蜜茂文︵科技庁︶︑
半沢治雄︵通歴雀︶︑西本憲 瓢

熟議が予定されているが︑今年十 謁今一央︵惣士憲機︶︑田畑新太
一月頃に中聞報告鍛を出す予定︒ 郎︵鉄鋼協会︶︑麗田茂︵新B
鉄︶︑谷敷箆︵臼揮︶︑村田浩

ス温臓擾氏千度以下のAVRやA

よびその利用力法たけでなく︑ガ

利鎌の訂能性の検討④軽水炉を用

GRカス和嗣鵤囲についての工業

撫外謝鰐の調査なども行なったう
えで︑部会としての輿体約方策を

は睡夢鮒路線を引くには島温ガス
炉重体に託する扱術的な問題︑原

たてることとしている︒

亀一窪し

ど︑第四回﹁原子力平和利用国際

施設や離開を視察︑旺難して調査

に当たり︑わが園の原子力開発の

が中心とされていた︒しかし今圓

促遣に役立てようというもの︒派

ーマは原子力の科学︑技術の分野

えていることともあわせ︑行政︑

磁までジ凱ネーブで開かれるのを

子炉多黒利畏現の妨げと馨

⁝を沢里している︒

派適することになり︑い京︑随鍋

遣期闘は隔会議の

会議では漂子力開発が実用期を迎

会議﹂が今秋九月六聞から同十六

臼本原子力産業会議は︑このほ

一

なお周那会は相滋長期にわたる

子力コンビナートに発展する揚含
にはどんな業極の薩業の粗合せが

嬉機︵BW逸︑四十 よいかという経済的禽理牲の悶題
して死買の対象となるものかどう

群を原子炉の近籠に躍くことの蛍

かなどという法制上の問題︑工揚

全纂や書影の膿警・鑑健どれへの鑑と・欧州霧

式には︑東蹴から水野久男謝社

子力部長ら︑地元から折笠勢四郎

が残されているQ

だまだ整地作業上の多くの悶題点一照における最近の原子力慣情を凝
⁝察するため﹁第四

圓ジュネーブ会議

讃閲題点をとりあげ︑それぞれを

ジュネーブ会議へ出席で

視察団員を募集

福移累翻知事のほか︑闘係町長︑

こんど設けられた総摺部会は︑

こうし藷塞塞憩うえで駐参齪州暴騰﹂
構内のサービスホールで竣工鼓露

整理して開発健進上の必要な方醐

︵仮称︶を編威︑

和四十一無十二月に着工︑昨年七

月に臨界︑同十

逓称﹁ジュネーブ会議偏と晒はれ

九五五無以

務謙窪で︒鐸五面に昌運醗雛

隙での技術レベルの確謙および︑

的には①嵩撮ガス獅に関する現段
っている︑

功し︑今無三月から営藁運転に入

ともいうへきもの︒

う化い

潜

螺購

姦凶

同門

勲鐸．

三菱金属鉱藁株式会社
三菱化工機株式会社

強講

麟

轡

ぐ
㌧

PWR型船舶用原子炉設備

米Aεc廃棄濃度引上げへ

将来の技術展望についての調査②

PWR型原子力発電プラント

資源手当て2割増

ており︑原子力関係煮の世界大会

月に初発糧に成

も行なわれた︒禰翻一耀機は︑詔

窪た岡日︑式終了後︑岡発躍駈

して︑その完成を祝った︒

メーカーなどから約四衙入か塩属

長︑田中慮治郎常務︑野村顕猶原

大熊町の現地で行なった︒

六刀KW︶の竣工武を︑福勘県・ あるいは︑核熟エネルギ；ははた

子力発醗所

葉京羅力は玉月十一臼︑四強原

東京躍力

福島一号機の
竣工式を挙行

いた原子炉多騒的利用についての
一響一直▼畠彊騒周AV−lI11
一れらの内答を深く掘り下げていわ 囑象︑などがかかげられており︑

同懇談会は今隼三月に︑脱塊︑

開いた︒

五月十七臓午前︑原産で初会合を

のほどそのメンバー構成を終え︑

ことを決めていたが︑岡部会はこ

的利用の系統化について険討する

馨叢馨忠・した言τ︑馨馨・塗建が︑・蕃漿と鰻で欝藷鉄

るもので︑一行はA︒M・ペトロ リコフェルミ各原子力発麗所等を
シャンツ原子力醒家婆員会︵SC 二一︑鈎門家と恵冤交換などを行

爾餐はこんどの成累について︑

〈原産〉

《

総力を注

へ
でいます

完全国産

AE︶委員漫を団長とする︑A・ない︑このほどてのスケジュ⁝ル

﹁その愈鐙は大海．かった﹂躊を内

終えたもの︒
G・メシ∴コフ︵SCAE副委を貴

長︶︑丑・A・セメノブ︵周国際

畏派線子力発蹴設備中久評議会議

ソ連代護団はその中で︑﹁今圓の

容とする声明を出したが︑とくに

八

疑

ン トの

原子カブ

ジ

ボーチン︵オブニンスク物理動力
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初心にかえって

開発の努力を

うのは︑こういう麗発の蕾労を支え

われわれがいま想費したいとおも

ものを感しる︒

諭してみると︑あんかんとしておれない

おり︑その全体状況のなかで原子力を覧
投聲をする覚倍でいなければなるまい︒

うん原子力産業も安全性の研究に十分な

横曲新会長ら選出
50回総会

原子力発繕は一理試罵をこえる︒ひと口

が行なわれ︑新会長に転山漁夫中

電気協会の第

たとえは︑舐レベル放射性廃棄物は現

部畿力会長を︑藪た酬会長に桜内

原醗の二期予測によれは︑二十館後の

ていた初期の人々の傭熱である︒原
爆被災を経験したわが国に原子力の
臼露盤気協会︵会長・声原義猛

五十年の電気協会の活動と︑今後

﹁現在わが田の経済祉会は復雑

の星雲などについての所儒を述べ

ルギー源の確保︑公審対策︑原子

な家部を迎えているQとくにエネ

力鱈新しい技術開発など大規模な

に一難誘爆というが︑これは現在の全臨

悶題が生しており︑このため今後

喪金と︑閥発体鰯の整備ぶ要する

力設備の二傭以上の規極である︒OPE 関電会長︶の第万十圓総会が︑五

静力副翼長︑安川窒寵機工業会会

幹巖中国鵬力社長︑水野久男象承

在墨金に保讐されているが︑十無先を考

月十一幣束象︑闘白の椿田荘で開

えた揚禽の最終処分の方法は京だ決まっ

かれ︑昭和四十五年展箏業報管︑

易ならざる箏業たが︑原爆被災眠なれは

C︵石油産出戦機禍︶の原油億上げ湖棚

平和利用を欝てる一それは明らかに容

などで︑原子力にます豪す期待がかけら

m発の体制蟹ととの兀︑関発のス
ていない︒他黒黒はいざしらず︑原子力

望⁝ことしは︑わが国が総力開

塵業は少なくとも安全性に関する限り︑

展⁝タ︻ト窃ぞから鞍懸箆
こそ︑平和利罵を肴て︑平和論叢に徹す

と語った︒

よ〇一溺の努力か必要であろうし

る︑それがわれわれの歩むべ紫雲たとい

長の篇氏のほか︑監璽九名︑評議

あたる︒原産が十五年史の編さんをすす

員一⁝爾二十二名を選出したQ

同決算報告︑役員改選などの審議
を行なった︒

れ︑何が何でも驚動を急がねはならない
空無であるが︑一億譜罵の星固めこそ大

十年先︑二十年先の見逓しをもって対処

勝である︒安全姓にしろ︑立地にしろ︑

う使命感があった︒

の緋出についても岡様であって︑現在国

すべ慧であろう︒これは放射能の環境へ

めているが︑開発のレールを敷いた指導
原子刀施設の敷地を選ぶたびに︑当然

るが︑将来の原子力発聡穴鰍開発隠代に

際基準に沿って十分安全に抑えられてい

力が並行してはじめて原子力はそれにふ

開発の努力︑これらの晃議しをたてる鍔

見通しが立っているとはいいきれない︒

あるいは資鯨にしろ︑これで万全という

総会の席上︑葎原会長は︑過表

醐罠の激しい抵抗があった︒そうした國

そなえて︑微盤︒罠期間擬取の影響を科
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謄翫驚

轟

学的に徹劇的に研究する鍔力をおしんで
さわしい役捌を果たしうるのである︒

わが園の 原 子 力 開 発 は ︑ い わ ば

一＝＝一〇＝■＝一輪■轄

二＝一ζ一＝：二一■一一：

進めるへきた︒魏雀︑鳳子力委員

ラン濃縮闘題は総禽的な霊地から

十四日︑閣議後の配議会兇で﹁ウ

検酎中であり︑その報管をまって

会のウラン濃縮対策葱忍会で鋭慧

要舗され︑それに根感ずる官金が

フォンが実施している中央研究セ

一一

郭︐

はならない︒とともに一方︑口口物を少

は︑経済や麗業の成長一途の考え方に︑

だったQ海外からの文献た

ってき陀︒原爆で汚されに睡土僧︑平繍

はならない︒きびしい麟故対策僧もち︑

利嗣によってふたたび汚すことがあって

しでも減らす研究開発に本腰愚入れるへ

E王は露以上ある民聞灘力会社の るが︑さらにハイレベルの研究が

とくに役貴人繋では全鍛の改避

い︒原子力を担う層も︑耐期の箏情蟹知

者のなかには︑すでに亡くなった人も多

民の追究のもとで︑わが国の原子力は脅

放射性廃葉物に細心の注葱をはらい︑環

きではないか︒そうすることが︑放射能

いい葱味の碁盤を行なう必要があるだろ

ものである︒現葎EE工が為する 得られるならは︑現在ベル・テレ

九八％が加入して構成されている

年を機会に︑初期からの経過をふりかえ

榮暫の無過失・藥中費任制をとり入れた

う︒醜力が足りないから羅力を供給する︑

救

らない若い人たちがふえてきに︒十五閥

なかろう︒

り︑将来を展望してみることもムダでは

漂子力産業が成長した︒平和利胴をまも
という宿命をもつ原子力の︑瀾発にたず

供給を果たせばそれでよい︑というたけ

﹂

けをκよりに︑研究者も泥に豪みれて︑

からの出 発

るため︑国際猷子力機閣の査察を︑卒澄
さわる嵩の使命であろう︒

研究プロシェクトは六十︑金額は

ンター方式が得策かとも響えてい

われわれはこんこも︑この初期の論判

でなく︑つねに薩業活動のインパクトを

るQ

原子力に限らないが︑こんこわれわれ

原子炉の建設︑運転にとり緯んだ︒その
してうけ入れ厘のもわが国である︒

える︒発蹴炉の開発に際して︑先進圃は

五千二爾刀がにのぼる︒E勤工の

安全性の研究についても職じことがい

かんわら︑放射能をおそれる地㎜79の窪々

を児失わず︑窪す窪す高めていかねはな

研究は筆記力会社との契約による

と︑根気強い対鵠が必要につた︒原子力
の研究閲発は予想しなかったカベにぶつ

いかねはならない︒そういう考え方の転

響え︑国民生活と爾立する産業を作って

一︑カナダのプリンコ社が國醒

ど痴態次のように謬った︒

政府の繕論を酷していきたい﹂な

きた︒この鍔力は炉の大型化等に伴い

安全性の確認に巨額の裂欄を注ぎ込んで

電力会社に共通する聴騎なプロ

らないと思うが︑原子力発聡所の増加︑

研究方式には︑全米の唐門機関︑

大規模払地の揖現︑再処理や濃縮癒設の

換期にあたって︑原子力開発に出離した

ジ皿クトが生じた揚倉には︑その

って︑原子刀のゴールは遠くなった︒研
脳進められようが︑高速楢鱗炉等の将来

専門象を特定のプロジェクトに動

かり︑一時はエネルギー騎傭の変化もめ

開発ほあらたな間題必提趨している︒し

ころの蕾労と国民的悲顯をおもいおこす

の芽
の開発にも安全性の研究が何よりも優先

階霊酬究

究者は浅い土壌の上に
かも︑立地や環境の悶題は原子力のみな

脚力の芦漂会長へ︑ウラン濃縮覆

を喬てようと背労し︑メーカーは赤字を

莱をカナダで共碍で行なおうとの

ための彊金は関与する特定の種畜

申し入れについては何も聞いてい

畏でき︑また常時唐門スタソフを

から︑窪た聞題が特定の地域に関

ことは︑決して無益ではある豪い︒

するものであれば︑その地域の会

ない︒ウラン濃灘閾題は関膿田鼠

る︒しかし反面︑常隠悶題を建硯

社から調達するという二本立てを

討申であり︑その嬢簿をまって政

のウラン濃軸澱策懇談会で五寸検

については︑現羅︑原子力叢鍛会

協議するたろう︒ウラン濃縮縄題

ではできないたろうから︑政府と

できず尊門家の質がおち︑また研

採用している︒

翻するのに金がかかるといった欠

爾田偽一羅拝技術庁長官は万月

西顯獲官か無難会毘

ウラン探鉱は今
後も妻問主導で

究にとりかかるまでに雲門家を教

掴える必要かないという利磁があ

されねはならない︒岡の研究機関はもち

ワトキンス氏が鱗⁝演

契約方式が最善

プqジェクトは

一一哺雛讐二＝＝＝一＝一＝認一聯＝＝識＝議一瓢一＝

携協講︑核防条約の批准と保離搭

一鴻一謙扁一一轟一一＝一︸＝罵＝一一識瓢篇＝選一零一二齢一翼篇脚＝＝一篇＝糟＝＝

本窯題の検討箸に機動的横極的に
対処することを強調している︒ま
た︑第四回ジュネーブ会議への滲

日本工ER践会議︵湿気撃渠研 点もあるQ逸鶏工としては鼠下の

ースにした方法を簸欝と考えてい

ところ長短を勘案して︑契約をベ

舶をはじめ︑従来からの国際協力

会が四月十二臼k開かれたが︑織

一︑環境庁の発足に対して科学

肘の繕論を出したい︒

原子力開係は放射線女心や公審も

技術の面でバンクアンブするが︑

含めて従来題り科捜庁が挺嶺た︒

圃を発表するなど︑概極的に原子

このうち現佳建設中の凱浜二男

・二％︑臨浜発羅所一丹機︵同︑

闘竃導型で行なわれるが︑原子力

機︵PWR︑五ナ万LW︶は五︸一︑海外ウラン探鉱は今後も民

張じないよう努力している︒

する見通しだ︒計養護体に避れが

挽注が遅れているが︑畢晩に解決

か機羅メーカ⁝と折襲わないので

一︑難燃のA愛Rは︑契約金獺

り有効な資源確保を行ないたい︒

財蚊援助を行なって︑わが国にと

結論を漢って︑財政当局と接渉し

八十二万六千KW︶は一二％︑二 蚤貴会のウラン壷源対策懇談会の

を行なった︒

愚機︵圃︶は四月十七鷺に起工式

とくに美浜二愚機は原子炉饗露
搬入一大工噴はまたたが︑原子癖

え︑腺子炉冷却系が七八％︑脚気

関係の工駆はすでに八四％を趨

は九五・八％完了している︒また

関係が七七・二％︑その他の工鱗

高浜一響機はすでに格納容器が建

︻訂正︼五七五易一疋︑H本エ

藤

ヌ・ユー・エス︵机︶設立に関す

る認禦で︑﹁設立認可条仲として

ち上り︑その他門購で一八％︑二

いる︒

舗どおり認可された﹂の誤りでし

檎報雛撚に掌る﹂とあるのは﹁申

たので跡正しますQ

ノ睡嫡（044）23一壕351，｛…≦歪可屋（052）991−6ユ68●ノ＼販（06）93王一9058・芝ムκ寿（0822）43−1532

安溺毒消幾
暑機の総点三冠率は︸％を迎えて

㊤は醐浜菊惣嫁嘗写機︒㊦は蘂
浜発蹴所︑向って左が建議中の二
丹機︒

巣進化挙株式会社

蝿

会

鐸葺11

野

フ掌こ

撃発徳田鋤を進めているQ

から︑飯近︑爽偶発薬事三号機謝

O奏︶ミ

鍵匿際協力会議︶の墾〜薗東京総

上米国エジソン職気協会︵EE

活鋤の拡大強化をはかりつつ︑原

工︶のG・鷺ワトキンス研究部長

雛

望製造力は火力口引所の立地難

関懸葵浜︑蕩多発蟷所

順調にすす
む建設工事

子力産業の輸出振興を軸とする国

となどをあげている︒

O％が連邦︑州

政燈系といった構成であるが︑E

罐力会社︑他の一

米国の発躍容騒は八○％が民闘

と題し要雪田のように講演した︒

は﹁エジソン覇気協会の研究計画扁

際競争力の基盤強化につとめるこ

このほか︑以上の活動を効異的
に進めるため︑内外の嫡勢を把膣
分析するκめの調査機熊の発実化
をはかるとしている︒

藩襲 ︑糞ξ押吃︑巡遍

締轡

顧鱗

桜内翻会話

らず︑日本経済全体の闘題になってきて

害

一＝一一罵＝雛需＝口＝＝＝＝一＝ニ＝ニ＝＝騨＝：＝㎜﹁圃一階一＝一備篇＝一＝濡騨＝＝一霊﹁羅一鷹瓢＝

上

船開発︑原子炉多重的利用の閤発
促進などの猛進を望んでいる︒ア
イソトープ︑放射線魂用について
して将来の新規かつ大規模な利用

㍉

響ド

原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

横霞会畏

もちこたえながら時節の興来を遷った︒

團
立地︑資源の確保を
国際協力と競争力の強化
日本原子力醜漿会議の昭年四十穴館獲副業計圃︵薬︶がこのほどまと豪つた︒これによるとわが国
の原子力開発利用は︑世界的な石油の供給動圓の変化や環境問題の深刻化などとあい濠って︑急騰な

の確立︑ウラン濃縮対策などの推進部体策を倹副して︑その貝体的な展開距僧はかることが必要たとし

実罵化が緊急の国象的要語となりつつあるとし︑長期構想に濫つく立地の確保対策︑核燃料サイクル

大隅聞発の進展に対処する観点か

されるとしているQ一方︑急遼な は︑原子力発躍の大差開発に呼応

来にも増して償穗的な施策が要舗

産業の強化拡興などについて︑従

サイクルの確立および原子力供給

ている︒なお岡計幽︵案︶は五月二十六日に開かれる曇霞第十八圏盤常総会で承認される予窟︒

わが国の 原 子 力 開 発 愁 照 は ︑ 原
子力発蹴の 開 発 を 中 心 に 実 用 化 が
急速に進展 し ︑ こ れ に と も な い 原

つあるり一方︑わが国の経済社会

子力供給産装も一段と幾漕化しつ

方途を開発する観燕から︑多方面
にわたる研究開発と企業化の二極
的展開をはかるべき隠機にあると
述へている︒

このほか︑原子力重富の進展に
ともなう国際的な産渠活動は︑さ
らに活発化すると予想︑このため
本卑度は︑ウラン濃縮闘題など新

非破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波）

素材から航空機・原子力機器まで

東ゑ都港区東新橋1−2−13（∫目病どル）聖罰L（03）573一一4235（へ）

（通産省工業品検査所検査証明書添付）

騙開

鰯窓

．籍

＝

儒幽鶉

硫黄分10P・P・M以

弗素分50P・P・M以下：

低塩素分ユ50P・P・M以下

＝＝

たな展顯が予想される国際間の遽

謹謬1甥養

ρ

を毫るエ ネ ル ギ 旛 は ︑ ÷ ︑ 饗 羅 対 す る 馨 な 検
勢癒理識︑放射籠蕩の鰻

認の世界的な石油の供給解同の変⁝討︑ウラン濃縮政策の確立︑第二

化や環境問題の深刻化などから︑

終処分および利用方策など︑新た

さらにナシコナル・プロジクェ

とくに急務たとしている︒

トとしての動力炉開発計画︑第一

麟懸噛趨
欝欝磁鱗

一

に登場する罵要課題の解決促進が

原子力への大幡な転換を量ること

が緊急の国 家 的 要 請 と な っ て い る

と指摘している︒

このため ︑ と く に 紹 和 四 十 六 爺

度は︑今後 の 膨 大 な 原 子 力 発 堪 を

醸

弊

嚢う琵の覆隠蟹欝郵むつ叢く漿の原勇商

ぜ＼
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な窪〜津昌

きること︒⑥原子力発鱈コストが
非常に低くで暫ざること一︑など
をあげている︒

また同氏は﹁この構想に奮割れ

すれは対処できる︒防財田によっ

分に検討し︑現在の技術をもって

る技術上の諸問題については︑†

本構想の沖倉発羅駈は総重撒が

らざるを欝ないからである︒

て波と船津の破損防丘をはかり︑

臥

十五万ゾと予想され︑見た︑船懸
防腐技術︑海底送羅四竃線も製作

等賦叡︑観

から発鷹駈上豪での萬さは六†焼

は︑これ豪でロサンゼルス市の淡

リンゲルWH謝尊長はこの構想 水化との共岡計艦︑コンソリディ

設が考えられている︒﹂

一闘に薫†照万五千Vの送鷹線の敷 沖合原子力発醒駈計画について

ﾈろう︒楽だ発蹴所と本出との
できるしと語っている︒

ζ㍉転5艶占毒︾◆凱野3斬賦ぎy請一

㈹F蝉避難載藤熱闘融織斑轟暢

−之

スト面などで有望
米WH社が新部門を設置

沖浜原子力発電所の構想はこれ莫然京でとした形で検討が行なわれてきたが︑派国ではこのほど二

凱ージャージーのパブリック・サーどス・エレクトリック＆ガス社がウエスチングハウス︵WH歓︶

きE社の沖舎原子刀発電所構想を検討していることを明らかにし︑驚これを機にWH祉はこのた

子歯答纏所建設の所要期膨竺 ︑

の新部門設礪は︑沖合原子力発電

おらず︑こうした点からもWH被

テソド・エジソン祉の翫画などが

ている︒すなわち︑新しく発臨さ
奮然短縮できること︒③猫撫集中

駈の実現へ﹂歩節踏み出したもの

の瀦点として︑①重縫な発仁所設

とになろう︒この穫の沖合竃鰭所
れる幽境難と陸地よにおける過当
地域の近くで発躍できること︒④

あったが︑いずれも日のめをみて

米国ウエスチングハウス︵W
は陵地に囲まれた濾内に設躍され
な敷地の入手難箸を考慮に入れた

罵区域が雰常に広がること︒②原

H︶軌仙は山導臼︑米国主要都削地域

るため︑憧久的に陸地とけんさく

として︑今後の威り行きが注暦ざ

に山上沖舎から送電する︑いわゆ
冷却水が手近にあること︒⑤発糠

されることになる︒蔦蔓の構想と

時︑このような施設の必璽雛は今

る凝然原子撃発羅馬の構想を推噛
れる︒

してはこれをWH社
なうか︑金弁方式で行なうかは決

鴬所叡体の設計︑建設︑テスト︑

三国共同高速増殖炉計画

原型炉を本年末着工

社たけで行 後三十庫の闘に現異的のものとな

するため︑新郡因を記躍したと発
秘した︒

馬副社髭ショセフ・C︒レンゲル
発成︑引渡しはすべて当箏者の足

これはWH社原子力システムげ めていないが︑いずれにしても発

氏が明らかにしたもので︑新部門

る︒原子炉容器の慮径は︑フェニ

ックスのナ一・五三︑P欝Rの四

﹁日本の原子力開発とくに発

からた︒しかも︑冨学κけでな

して計画的︑組繊附に鐘鋳した

が︑これは科学捜術を大鯛具と

象ゑ・新羅の懲人臨で生まれた

和四年に独語天学の教授を父に

各国の科学

撤したい﹂と多少周密避た︒

ザールさんが原子刀に紀ずさ

国する旗でのヤ八隼間日本の風

らすべく欧州共國体︵鶏C︶が

ヨーロソバに平和毒繁栄をもκ

無にユーラトム入りしてからQ

発星して︑新しいエネルギー敷

たちとチでンハラごっこをして

遊んだものです﹂とちょっとテ

ールさんはこれに飛びこんだ︒

鎌をやることになったと罫︑ゾ

け加えて﹁日本も変わったが精

通瀦鰯と鷺恥の中は騎たがとつ

れ填ったということと関係があ

望があったが︑これも日本で織

際胸ば仕事をやりたいという渇

とって理想的な仕雛だった︒脇

﹁この住漿はこの階代の寳年に

係や優しさ︑親切ざは少しも変

るのでしょう﹂︒

神陶なものーー穏やかな人間関

鋭さと好意がうかがわれる︒交

それだけに日本への発万にも

レながら語った︒

聡の中で荷つた︒﹁近所の子供

︒同二†三年に滞 わるようになったのは一九五九

なみ

曝本の印象を聞くこ﹁戦前との

アタッシェの

江戸ソ子

鍛の僻ぴは

く一般圃民に

原子刀爆発

のすさ豪じさで︑いったいどう
なるんたろうかという感じた﹂

ルギ⁝を押し
広めたことは

までそのエネ

ッシェ︒このほど︑任期を終え

曇ったく驚異

と流暢な日本語で語るザールさ

て今月二十八日に帰国すること

である﹂とい

違いがわかった︒戦後︑日本の

中でもザール

う︒

磁会・経済は大きく発展した

二奪九カ月の在任中に感じ陀

になった︒

んは︑蠣ドイツの科学技術アタ

㌫

わらない﹂というQ藻た︑現在

帰豊後は教護科学雀に戻り︑

のいずれかにたずさわるという

憶界陶な焦慮となっている公表

が懲激に行なわれた場禽︑ある

人として︑今後の日独二刀の上

が︑撮準をよく理解してくれる

原子刀︑原子力安全︑橘報処哩

程髪やむをえない︒むしろ圃民

第四部周のディレクターとして

全体の恵識が高いから意外と早

がりもその活羅が期待ざれる︒

閥魑についても﹁日本のように

田家として知られ

さんは︑とくに知

く解決しうる可能性があるたろ

齪業社会から工巣粧公への移行

ているが︑それも

う︒モデル陶なケースとして浅

︵A・K︶
そのほず︑氏は昭

麗共同錨速増殖炉計醐十二のW・

ドイツ・ベルギー・オランダ鰹

し︑一九七八舘には︑系統に組み

建設は今から一年後ぐらいに憩難

もし︑すべてが異調にいけば︑

り︑豪た︑原子炉頂郡が非常に小

ているが︑保守と鰹理が容厨であ

︒タイプにくらべ設計はこみいっ

ある︒ループ︒タイプは︑ポット

方秀嶺り籏六十五認繁である︒炉

トルで囲蕾九十五度︑蒸気圧は平

度︑蒸気温度はタービン・スロッ

温度は︑原子炉出口で五甲臼四十六

九十一彌から構成されている︒

それぞれが窟径九︒五︑い酵のピン

期限薫十ホの増増用燃料要爽は

器はネラトーム︑④駈UXATO

方齎︶︑蒸気発生羅ユ欄︑濁連機

十辞にくらべ︑わずか六︒五摺で

人となる︒岡氏はすてにWU祉ギ する曙力会祉の方は︑設岡地域の

アエフェル疑は︑最近⁝二国の各政

米国AECが議会へ

ユークレア⁝ルの︻一祉︑③一次系⁝
権限分割化で
新法案を上越

取齢︑認可︑湾の嬉築︑陸上との

府に最新の至幸概況報告馨鯉握出

ナトリウム︒ポンプ︵鶴蒔男千立㎜

窃懸子刀研號所玉文紀人として活

トフォーム設置などに賞任をもつ

配霞工事および︑鍛終的なプラッ

お纏いの藤野とともに︑それが敏

われわれはこうした議諭で縛た

蓑貫会ならびにその委賛長である

素晒しい旅行に関して米町謀子力

業績を知る機会を与えて下さった

ときわめて興味

賛会の委員覇氏

科学齎︑専門家とともに今難ソ連

積になじんでいただくため米国の

けるソ速の原子力科学︑技術の業

教授は原子力平和利嗣の分野にお

ソ連勢褒腰は原子力平羅利溺の

う法案がこのほど議会に提出され

大統領劇職婁蟹会の徴告を一部

た︒

がもつ次の機脂を天外籔源局に移

採り入れた今圃の法案は︑A銅C

①研究・開発︑詩螺鰐および綴

すことを要請したもの︒

画︵躍霧を除く︶のすべて︒

制に関するものを除いた原子力計

㊨既柱のガス拡激プラントの運

②すべての矢然資源関連璽項︒

転および保守を含むウラン濃縮と

関速勝業︑濃縮に関する研究︒開

雛および価格の決定と将来の罵愛

④A鷺Cが産業界と共同して行

蹟画を含む濃縮サ⁝ビス瞥業︒

なう実験に関する交渉および実施

を含んだ︑いわゆるプラウシェア

なおAECはこの醐の研究開発活

議画の調整および零墨ぐり︒ーー

動および噺謡画の設定等の霞任ば

灰然資源局は︑原子力法の規定

保留マることになろう︒

いてすでに決定したプ羅グラムに

に塁づま︑AECがその施限にお

舞鶴︵JCAE︶に通知するもの

関しては︑上下澗耳玉周原子力倭

とし︑そのプログラムの資金は︑

5CA湿の認可壱受けることがゼ

議会︑特にJCAEで立ち消えに

手段が講じられてきたが︑すべて

離が論議されており︑いろいろな

態態化︑あるいはその規制瓶の分

ここ数磯にわたって︑AECの

ことになろうとみられている︒

し︑先に政府か提案した形をとる

効しても︑AECの機構改正に関

一方︑大方の箆解としては︑こ

の法案が︑このままの形て発効写

米園原了力墾員会︵A聡C︶の 要とされることになろう︒
各メーカーの製鋼は︑①インタ

⑤ジーメンスとAEGクラフトベま斜な原子力計画︵軍肇磐除く︶

Mは僅胴済燃料検査施設の設謝︑
ーアトムが一次系ナトリウム冷却

ることはほとんどなく︑たとえ発

心はそれぞれが六︑那のピン蔚六十

SNRの勲出力は第一炉心で七九個からなる酉五＋本の燃料要素

の決定の大半を︑醐下検討中の聚

さくてすむ︒

眠気出力三十万KW原型癖︵SN 一九六六卑以来︑西ドイツのジ

燃資源局︵D㌶鶏︶に移そうとい

入れられる予定である︒

われわれのこうした動きは米国

ルケ︒ユ一一オンがプラントの在粟

し︑本無縫までに三国共岡計画の

い造船所のような施設壱設暇し特

都門となっている︒

齢＝二瓢L＝一州輔﹁＝ξ

原子力裂員会の数多くの閣立研究

活に︑また同聴になごやかな騨闘

分野における米国の科学︑技箭の

いろいろな装躍や米国の会社数社

所を訪れ︑その活動を知り︑また

てた︒

国家委理会は︑わが職の憲な原子

短かい感心に︑われわれは氷團

＝一三＝榊訟＝一三一一一卿＝＝隻＝＝＝嘗鼎墨＝＝＝＝茎＝＝＝＝藍＝讐＝一惣髪齢二＝齢＝︷ニ＝＝一高隻鼎酬哺：＝F隻

Eムとウラン酸化物の混合燃料 料供給はジーメンスとベルゴ︒

理解する機会をもってきた︒

誓＝一二脚＝玉＝麗一一二一聾一膚一＝榊一響墨＝曽一＝＝二軸＝一

力センタ！および凍子力施設にシ

一九山ハ鷺銀五日〃︑ソ連邦原子力

ツ譲畏畏をはじめとするソ逃代表

シーボーグ博上に対して懲譲の悪

磁は二週闘にわたり米圃の原子力

気の中で行なわれたことも銘詔し

最後に︑ソ連邦原子力園家婁員

あるまた廠義の

とみている︒

くつかの試練の最初のものとなる

は︑AECが今後経るであろうい

一歩であるとみており︑消息筋で

開発機能との実質的な分離への第

がなくても︑AECの規捌機能と

え今圃の法案が立法化されること

象た大方の兇方としては︑たと

岡じ効果をもつものとなろうQ

もので︑先に提漿きれた立法案と

り︑規制機能だけを残そうとする

する決定権をAECから取り輩

印としたもので︑原子力開発に関

締としての︻機関に移すことを翻

エネルギー活動を天然蟹源局の一

今圃の法案は︑すべての国家的

会委員長A・M・ペトロシャンツ なっている︒

ある懸兇の交換

邦を晃返り訪悶するようシーボー

ポーグ婁員畏はじめ米国原子力婁

四月二十穴霞︑われわれはシー

が推進する研究成果も知ることが

力発聡所を訪闘︑京たその他にも

を行なった︒

受諾し︑これにより八刃にはわれ

シ；ボーグ婁農侵はこの澱講を

グ博士に招請したG

懸間の勤学および験徳協力の璽要

一＝＝▼

原子力平和利

目下建設中の核燃料加工工場を訪

われはソ連の原子力センタi︑研

用の分野での総
なる代表団が米国を訪問する機会

性と蕎用性は︑意見交換廉通じて

博士をお迎えできることになり︑

れた︒非常に盛り沢鳴のプログラ

いもてなしに報いられることにな

われわれ代表懸が米国で受けた浅

をもち︑原子力平和利用の進展を

今回のわれわれの訪韓プログラ

な方法でこれを消化することがで

梱互理解の改蟹をも促すものであ

の代難戦の団疑としてシーボーグ
ムは︑きわめて充興しかっ興味あ

るだけでなく︑国立研究所および

きたQわれわれはたた単に物を見 会を与えるたけでなく︑両国間の

究断︑旛設を知っていただくため

るものだったが︑これは主として

力はたんに両園の科学暫や専門家
でソ連ならびに米園の多くの科学

原幽幽発電工学の分野の専門家か

強く印象づけられた︒こうした協

者ならびに尊門家が鐵エネルギー

ムではあったが︑米国側のもてな

であるQこのプラントは︑主に︑

物理︑熱核研究︑原子力発躍工学

しにより全ての煙毒に鑑も効果的

闘燃焼燃料の試験周ベッドとして

る︒

にお互いの事業をよりょく知る機

用いられる︒イギリスのドーンレ

個々の罠闘会祉で米岡の科学者や

るQ
雲門家に会い瓢をする機会をもも

国で進められている仕禦を梱互に

らなる代表団の構戒を考慮して離

クールのフェニックスとは異な

備されたものである︒

まのあたりにみた︒

̲ー

相互理解をさらに促進

るソ連の科学者および瑠門家から

︒ペトロシャンツ藪授を団畏とす 運転中のさまざまなタイプの原子

表団を迎えた︒同じ奪に︑A・M できた︒われわれは建設中および

を表したい︒

局躍増抽炉開発で協力してきた︒

づき︑ソ連邦原子力利彫国家婆員

たい︒

シャムは︑各国が贅金援助をする

◇一1◇

たり次の声明を発表した︒

ーボ⁝グ博士を翼長とする訪閥代

シュネラ；・プロイテルに対し︑
最籾の入札招へい状を握繊した︒

舗に懇じ︑修正を加えたオファー

教援を醐長とするソビエト原子力

会婆員長A・M・ペトロシャンツ

鷺所を訪許するこ週間の旅程を終

力センター︑施設および原子力発

了した︒

燃料費それとエスカレーション

る︒

は︑約二徳七千乃がに上昇してい

がと見積られている︒R＆D蟹︑ 窟用専門家代装照は︑米国の原子

慮接建設費は︑一癒八千二齢万

が近く握駅されるはずである︒

設計仕様についてはPSB側の要ボーグ原子力委興長の招待にもと

米国簾子力婁員会ならびにシー

は︑プロテクトゲゼルシャフト︒

一館前︑SNBコンソーシャム施設を訪闘したが︑その終了にあ

OMで構成されるSNRコンソ力
ー瀦稽里家難路会のペトロシャン

よびルクセンブルグのLσXAT一身所報のとおり︑ソ遮邦原子

ギーのベルゴ轟ユークレァーレお

ポンプをのぞく蒸気供給系︑②燃

臨

∴鼡ﾊ＝二＝一

十一万五千KW︑第二炉心以降七 で構成される︒燃料物質はプルト

潟ド

き

霞憾

ミジベ

十七万KWである︒冷却材の最圏

妄r禽

手OK偏をださねばならないと力 ム︑オランダのネラトーム︑ベル

㌧︑﹀λ

R⊥嵩OO︶の建設について﹁着；メンスが支配するインターアト

チ

とって当然おこるべき段階と考え

ことになろうり

百「一）一》一 ず「ア，一一σ一G1、

における原子力電磁禦業の発展に

細鋒

ご

ぐ

・〆

SNR三〇〇の第一炉心での増 米国原子力委員会とソ連邦原子
殖比の爵標櫨は︑一・二八程度の

力圃象委貴会の聞の協力に関する

匇祉

ノ

難

︑

曳＼鍵

一

イにあるPFR︑フランスのマルなどの原子力平窟利用の分野で両

もので燃焼度は︑五万MWD／t
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﹁この脳想のもとに︑吃水の深

いて次のように語った︒

である︒

謡講魏W・ザールさん

鎗しているが︑今圓の新部門につ

はA︒P︒センチェラ氏が総支配 任となろう︒また︑発電所を所有

り︑ループ・タイプの麗子炉であ

蝦の運転で生じる熱影響が懲懲で

めの新部門設立を発表するなど︑この構想に新たな展開が予想される段階に至った︒

一

説した︒
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問われるAEC璽
ﾊ性
鯉
瀞

性は葎耀しないことを晒示してい
る︒

職業人の被曝については︑詐答

︾

澱

ﾉついては燭格がそれであるQ

いては甲状腺が︑ストロンチウム

繕

とがある︒四部被曝が舎刷れると

蟹を吸入することによる内部鎌取

鷹線源からの外曲被曝と放射戴物

人体の放射線被曝には︑外部放

ないというわけである︒

はならず︑萩た従業員は毎年平均一
一
五ラド以上の微曝を受けてはなら

は放射線を用いる作業に従乱して︸

い換えれば︑十八磯以下の従業員

こでNは従業員の琿令である︒い

を越えないよう規制している︒こ

集積数鰍として五︵N−18︶ラド一

塗隈の渠的鍛が従護⊥
り︑趨俵学的働果は全個体数の生
一驚脈線照に関盤する︒職業人につ

いての被曝眠拳悶題とする隈り遺

られているが︑これは一般人にも

躍離放射線被曝によるものと考え

臼難病および趨伝騒然変異は︑

蒙れることによって増加する︒

鰯害の蓋然性は︑子供と胎児が含

による全個体数についての生体的

舞欝欝論纏続騰

米團原子力馨鐵会︵AEC︶の放射線安全配録は良好な成果をおさめてきてはいるが︑現被 9

﹁醐

の規制体系は公衆とAECの間にわだかまりを生じているといわれる︒ここに紹介する﹁放射

線一華と公衆の保健﹂と題するニューヨーク火学メリル・アイゼンパッド教授の論文は︑

一てはなく︑遭邦委員会にこのよう
な質任を撮わせるという措置をと

は︑連邦政瞬が援助している精定

蔓難腺および造血器冨に対する

と︑しかも生物学的彫響は︑線暴

贈

︐巽擁魏

性物質による人閥に対する許容放

射線被曝撒の基準は︑体内または

の許容羅は︑年闇許容線灘を越え

決走臓羅に愚積された放射性物質

ることがないという仮定に基礎を

瞭いているQこれらの計騨は生理

学的パラメータを使って空気中ま

英国原産の事

務局長が来日

多 玉

二

一玉

づ

8

日英藺国の原子力薩業会議間の協

か︑各地の原．＋力関係施設を視察

力問題などについて懇談するほ

ー

が生しないことを義務つけさせる

炉設長者に対してこのような漢縮

A鶏Cは将来議可を受ける漂子

ってきているQ

とを剤可の条件とするように変わ

行なわれないことを明確に示すこ

EC規則は食物連錨による入日が

ように修ザされてさた︒さらにA

一

G蠣権爆顯攣け矯五月や九日守興来日

一

ードは昭状線を照射し︑ストロン

次の安全のファクターは︑長需

付加的とは考えられない︒

理学陶パラメータは︑決定臓器お

大評容濃度に転換されるQこの生

たは水中に36ける放射盤核種の鍛 チウムは骨を照射し︑その勅果は

よび汚染物が吸入︑摂取する日常

濃度は万十黛にもわんる長携のラ

命の激発の問題である︒最大許容

の比率に対する各要素の挙動を表

イフタイムによって愚償された濃

駅境鼠料の測箆によって人間の安

けるモニターを義務づけており︑

A鴛Cはまた︑原子炉周辺にお

AEC規則は︑空気中および水翫利を常に留保しているQ

いては︑A封C規劇は︑飲料水の 度が問題となるからである︒

添するものである︒食物摂取にお

簸大許容濃度について規制するの

は︑放射線防護を目的としている

みである︒FRCのアプローチ
中における放射性核種の最大許容

謎度という考え方を述べており︑

ために︑AECとは異なってお規則は斑い間︑鍛大許容濃度が環
であるQ一罵の全農体数の中附鮒 しかし欄人の最不被曝撤は○・五

る放射性ガスによると思われる︒

の器嘗が特足の叙射独核種を選択

概愈を導入しているGこれは特定 ば許容職炎被曝線戯の三†分の一

腐される放射駐物質の生態学的効

金性を掴保している︒環境申に放
ラド以上にはならず︑○・︷七ラ

り︑より理譲陶である︒F貧Cの 垢放出点において基準を越えない
被曝轍は︑○・一七ラドを越えて

果に関しては︑AECの定めた棊

ときは︑人閥に対する線撫は︑い

のとはされないことを舞票し斑という例はなにもない︒むしろ

の核種の寄与を計算に入れるとい

の混合の餓大酔谷放鮒線鯨が個々

数万iダの拡散は︑放出颪︑偬趣え

めて保守的な仮定であるり暴きな

酸ガスのような無鰹のガスでさえ

くに気象条件の恕い時捌の死亡数

亜酸硫刀スの環境への放出が︑と

も︑大気中に西積されていけは︑

の増加に大き＼関与している︒灰

長期的には盤騨のヒートバランス

て翁なわれることができるし︑現

し物理的または生物学的濃編が行

をくずし︑気象変化をひきおこし

う方式によって︑他の核糧との関

これが起きるとまは︑危険は栢応

なわれるという可能性も存在し︑

に行なわれているのである︒しか

つ隈り闘達っているQたとえば︑

ている︒この方法は安全の側に立

飲料水中のヨード観とストロンチ

係での効果を蕩察する方法をとっ

は︑AECの規棚は︑各々の核種 てきたu多くの蹴合これは︑きわ 化石燃樗の燃焼によっ㌦晃生する

種々の核種が存祉するところで

かなる樹所においてもサイトの境

的に吸収し︑それを蕪︐稜し︑こ

血病の発生件数の比較を行なって

核種の日常的嫁取の静心蝋に焦点

ドをかなり下まわるであろうQ最

みても︑通犠のハノクグラウンド

勧告は︑線源に関係なく︑一定の

も葱い粂件をとっても︑AECの

て多少の滋があり︑千荘蔚一口く

をこえることはあり得ないQ遺伝

を越えることはない︒朗述した白

ド吐露することになる︒トリウ

なるごとに︑鉱闘約O・〇二八ラ

環境汚染に

されない︒

学駒な効果についても罪状は予想
では通常値を上まわる︒

ム︑ウラン鉱を含む砂︑巌石地帯

肺と脅格は︑全体として身体が

受ける線攣はるかに越えて概黙
している︒肺の受ける鰍懸は︑窒

Cの鍵準は生物学的洩農る認める

れは蟹明な方策てはない︒機閃捌

っていると思われる︒AECは賜
駆れはよいといえよう︒しかしこ

機構僧他の機廃にそっくり移駄ざ

る︒

ウム90では︑最大許谷混合濃度は じて増大する︒熾宏数年聞︑AE 深刻な間遽をもんらす可能催があ

⁝する排鷹飾容基藥については不† れた蜜全の記録とは別の蟄因によ

分な点がいくつかあったが︑公衆一

一いる・

︸保儘については十分配慮してさて 力業の円滑な発展にとって不可欠

るのである︒この偲頼性について

この解決のためには︑最近設立

するからであるQ

ルの崩壊︑作災難率の低下を．怠起

な公衆の耀い信頼︑恕得ていない︒ 互内の漉限の移転は︑逓例モラー

現在のAEし親則は︑上気申お そこには十五年を越んる巖︑酬に

もかかわらず纏めることができな

これは日常的に体内に摂取するあ

のギャソプの璽要な襲凶は︑普通・制難燃におけるより蜀要な役割 化

された環唖保護庁︵EPA︶に規

健行政について︑きわめて優れた

らゆるソースからの最大許容澱を

頼殴のギャソプが残されてい

蟹全規制沐系の変化は︑公衆の態

墨継を公布すべきである︒AEC

く︑EPAが許谷櫻曝澱の檸々の

肇え・れな・倉のこ歪与︑撚るへきである︒A・・ではな

原峯蒸発．喝の発展を園り︑その一

いう矛盾した点にあるり公衆はこ

．および焦態学的蟄素を臨動的に考 方で公衆の保健の保謎にあたると

の高い能力戸僧もって︑新しい膿子

はその原子炉設計の評価について

⁝解離策を見出せなかったものでの 慮の対象とするものであり︑いっ

び盈態学的凪硯の蟹任を履行すべ

と協力して放出物のモニターおよ

いのである︒そのため︑A猛Cの を行なうべきである︒EPAは州

の点鋲4︒いて鎌継を寄せていな 炉の認可︑建設︑運転の審査監督

CRPとNCRPの励篠と⁝
にら
禽A致
ECは︑保継および安全の分規制駈郷の蛋任を政府の他の磯闘

二十七無にわたる経験の紬果か
対する縷縷の外部放射線被曝は︑

に移譲し︑またはこれと負仔望分

きでめる︒EPAかこのような法

したものである︒さらにこれらの臼野で議会が与えた貞任を履行する

令に基づ曳凱督権を影響すること

ある固脅のファクターがあるため

によってのみ︑現在AECは公猟

撹することの方法について鎌継陶

に倹討をはじめることが︑い豪こ

諸難燃は︑放射線の影響に関する︸ことにまったく思慮深かったこと

ｹおよび英濁欝欝研究審議会を・物漱は︑大多数の兇解を代表する

⁝この灘由は︑おそらく原子力発躍 られないタイプの規制監督機構を

ものではない点でも明白であるQ

子炉の周辺て作業者を保護づる耀

プローチをとらないQたとえは原疑欝欝会︑議科挙カヱを明らか隻﹂いる︒しかしこの

含む国内︑園外の機関がとってい

AECの謂規則には︑環境に対︸の分野でAECが行なってきた
つ優
くりあげたQ卿論的には︑この えられるからである︒

ブを埋めることができるものと考

AECは政府の他の那門ではみとの聞に横起わる俗頼性のギャノ

い鵡激は︑公衆に濁する外郡被曝

る考え方とも一致しているQ
ものになしうることを保難してい

線鰍を検知7︑︑灘ないほど微々たる

そ公共の利血であると思われる︒

に︑いわゆる許餐難燃率というア

︸

⁝るギ蕪翻は憲的にはL︒裁つ望霊︒し99のであ︒曾

たる検討にもかかわらず︑十分な

いる力法であり︑多様な被曝形式
うQこれはAECの十五年聞にわ

ならない︒これはFRCがとってわたる賛穏︑すなわち 方で民間

憂
肱とAEGとの間の差異を稲
め桑
る めに謙れなけれは

成果をあげてきた︒しかし最近の

e襖農に蝋点を戯いているが︑

A避Cは放射線に関する公衆保 よび飲科水中の放射爵禄硬の最大

の機関へ◆

規制面を他

々射
五〇％と黙れるが︑実際はヨ
工CRPおよびNCRPの各放

◎関する基準

界憲えて規制の議をこえるも⁝覆をこえ︑こ提吉霧麓

ラドを越えてはならないことにな

ることは蟄蟄である︒これらの物

によっている︒

気中にラドンが葎在していること

ラドン蹴は半減期蕊・八臼で︑
至論期＝十二舟の日脚となるが︑
このらうな放射性物質は︑最終的一

には地表颪に沈鎖する︒人蟄は鴇⁝
に臨廷臣なフォールアウトの形て
妻事放射線を受けているというこ

のことである︒ラシウム猫および

とが認識されはじめたのは︑最近

を合わせている︒

はならず︑最大論人被曝は○︒五

のライフタイムにおいて儲蓄限二

質は︑われわれの身体組織のなか

定める側人に対する最大許答線鰍

しは鍛も璽大な勤策を発生せしめ

の

十例の田平病を発生させることに

欝

っている︒

れにより葬常に轟い放射線懸ない

含LG外部被曝

よる放射線宇検が発些したという

隼約五十万アトムの罰禽で崩壌か僧

蟹謂講藷継窪馨礪醐四丁笠懸羅蹴謡曲秘
は︑従来から引潅纏いて州に委ね約七†件である︒

人体の受ける総放射訟愚は︑盤

下級動物についての研究の結果続けている︒

肥州

民が外部被曝を受けることがある

沸騰水型炉の揚合では︑一般住

る．

原帯刀発躍所近辺で止壌賦糾を採取
しているところ

関響するところが大きく︑AEC
きは︑ICRPは﹁決走臓器﹂の
最大許容羅は︑AEC規即によれとすれは︑スタノクから耕出され
の墓華は︑これらの点に黒点一通

最穴限の安全性という観点から

わせている︒

十

るという器富である︒ヨードにつ

に比側し︑線皿雛に依穿しないこ

らない◎放射線働果に関する国運

とを明らかにしておかなければな

万人のAECの従業員および目隠

ったことは蒋籔されよう︒約一

隙害講故は︑これ窟で犀もなかは︑そこには闘値がないというこ

動のなかで︑公衆に対する放射線

る原子力平和利罵のさまざまな活

A聡Cの饗俵のもとに進められ

る︒

発﹂と﹁規制﹂という相容れない實務を有ったAECの体系上の問題点を指摘している︒

泳圏原子力歪員会︵AEC︶は︸おいているということである︒

設立以来︑米国放射線防設測定審︸

安全確保への．

A旺Cの役割

議会︵NCRP︶と国際放射線防⁝

家グループの勧告を︑行政上の文

ている︒

れるようにする役割を果たしてき一についての賛任を担わ曼た︒州に

ここで︑激容されうる放射線被

・．⁝︒．．
放射性物質は毒気︑水︑食物な

現実の焔険は実際上これより雰常

に少ないことを強講している︒こ

ど灰然に葎在する︒原子蜻が生み

一九四六年から現在に至る康で一
般企業では・二酉七十六件の労働

の保守的仮定に従えば︑菖万人に

った理由はいろいろあったが︑と

こととして理解づべきことは︑A くに①必須要項としての技術的蝿
災害による死亡箏故が発生してい

園による検討赫果に碁ついて お
の大駈宛所

般従事者の開に被曝の蓄積に

CRPという麟囚およひ国際的機 一②この技術的知識を祷する専門家 るが︑これに対して︑原子力企巣対する一ラドの照尉は︑全偲体数出す放射線との関連でこれを蕩え

識の
ECの定める基準はNCRP︑
王多くが高度の機密に寓する︑

曝の璽輩を考える揚合︑基本的な

じ箏故があるたけであった︒ま陀の簸大限を衷わしたものであり︑

穣離籍鋪諺馨畷那泣虫看然放射線

羅馬藁籍書入無縫鰍轄膨鍵鉾勘⁝欝欝餐蕨雛譲

へ
A醤Cは独自の綴織からなる専門︸一九四六年にできた原了力法は

瀦蹴籍課遮
聞

業
産

力
り︑かつそれらの機関による勧告
・⇔︑③この新しい潔業の繕在的危

集中的に従箏してい

は公搬の二手についての三叉の甜

約されるへきでない一1などであ

益によって動機づけられている現一険性は︑必らずしも州の擁限に制

・存の年報の客観的な評価て棊硯そ

られているが︑放射線安全の見地

は︑遺俵学的働果についての雑輩

−

ラジウム捌は︑化学的姓蟄がカル
シウムに類似しており︑このため

○・︸レムにもなっているQ

綴による金身破獄線鰍は︑傘聞約

滋界の大部分の地域で麟然放射

と一緒に骨に沈藩する︒

麓叢されると・カルシウム嚢︸幽く要轡たものとい﹂ま

Oラドである︒これは揚所﹁幅よっ

もたらしていると指薫せざる小得はなく︑饗然変異の頻度は︑陰接界のいろいろな地域で年闘約一．

からは︑きわめて不満足な結果を

灘轡蚕纏！

撃力発悪からの語盤し

一

い

じた肺に隷澱に比論す・勺が︑数鰍孫子倖

麟
擁難聴

滋 帽

一

一

一

一

…

ない︒恒鴇的な被礫から

いるからである︒放射線防護につ

戯磯
して昏睡的にきわめて少数であ

フォールアウト収

臓ガンによる死亡が薫伴を越えて

きわめて辮な蟹である︒放璽無

設定することは種々の醤蝦により

一般公衆の保護のため︑幕華字

からの薦挙冷厨的としている︒

は齢藤羅撫

ンティセ貝原子力発躍所周辺の放射能モ雛タリング

灘職蝦灘羅臆鐵鞭欝醒

誹

一

、、

@一

@
@
@
@
@
@
@
線産業の労働者は︑全人口に比較

細裂

…
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漁業振興策の一貫で
二年間に約一億円を投入
静岡県は今無慶︑来年度にかけ本格的に原子力発電所からの温排水利用による︑獲殖漁業の語用に

薦 三脚

囲騨

不安の

暮し

︐巡

東京都中央区：京橋1−5

電謡

561−9111（大代褻）

研︶︑⑪﹁放射線照射後投与によ

大阪市小職江の近畿大学で︑それ

区本郷の策威大学︑大阪地鼠は東

本店

︵象大︶︑⑪﹁原研におけろ黒鉛

ンを取り出し引圃出刀にまで引き

藩論火災溝上

における照射研究﹂石原健彦︑他＝︵原電︶︑⑱﹁日茶における二
三名︵原研︶︑井形慮弘︑他一名︸品照射の現認偏佐醸友太郎︵原

上げようというもの︒今團の作業

ささえ

：大正海よ裳災

の照射撫鰯の研究﹂長紬隆告︑他⁝る圓可融嵐物質の効果について﹂

籔瑠％舘難纏嚢諺︵放鷹研︶︑江蒙

︵東大︶ 蕾隈弱︵無大︶ 近蕨
熱発﹂福田整瑚︑他〜名︵原酬︶ 宗平︵阪大︶︑堀獅正完︵金沢
⑮﹁日本における学士の廃個物轡

性核糧の書落に関する研究﹂町園

湘の状況﹂覧弘毅︵千自大︶︑慎
元博︵放医研︶︑⑫﹁日本におけ

発の展繋について﹂松原健一⁝︿︵住

る保騨描緻制度およびそのシステ
ム︒スタディ﹂田窟茂文︵科技
庁︶︑大島患⁝︵東大︶︑今井医
書︵原電︶︑申晶健太耶︵動燃︶
㊧﹁臨本における加工施設内の核
燃料物費に対する保陣描躍研究開

て稼動中の原子力発晦所からの放⁝山本達郎︵省河難工︶・⑳﹁墜緒

他二名︵田立︶︑⑰﹁欝本におい⁝口内工︶ ︑頭熱疲︵箪要原子力︶

襲歩の敦質での査簗は︑その後

縦さは国囚で譲論を濠き起した︒

受験覇望者は受験申込醤に所定

よび写典︵脱帽︑正齎半身鍛︶を

事壌を配入等のうえ︑戸懲捗本お

日までの閥に科学技術庁罠嘗宛に

添・凡て︑六月十六円困から七月十五

って開睨十周年を避

この五月十蕪日をも

えたV放協線による

歌患の診駄と治療︑とくに癌に

以上が二㈱％の成績というW顯

愛爾火災の長期総合保険

で園除池会の主催によって開かれ⁝ 転換炉の開発L編史朗︑記聞嶺

︑他一名︵原研︶

オアイソトープの工業利用研究﹂
軍晶健次︑小林昌敏︵原研︶︑平
山氾︵霞目︶︑藤井勲︵乗芝︶︑
⑳﹁わが飼における放射線医学利

繍雛鑛薮蘭難蘇購裟蕪諮漏

るが︑このほど︑わが国から二会 ︵動燃︶︑⑦﹁日本における墨艇
議に提出される論文ニや騰漏が︑一研究のための研究炉の最新利罵﹂

蜥ｳ講締鱗難雑

なかから爵内馨茜‡編が恋よぴ今後の謎握条墨

下川純

総裁︶︑吉村滋三︵関電聡慧︶の

射性Φ臨賓Φ昌3の放出費理と環︸における国際原子力髄帳システム
境モ一漏タリングし盟田正俊︵痕・︵IN王S︶のネノト・ワ⁝クし
羅︶︑浜田俊一︵皇継︶︑浅照忠⁝k山泰介︵原研︶︒

三氏の選任などがn予驚されてい

⑪﹁動力炉の燃焼特性と臼本に
附正之︵原研︶︑竹越勢︵動燃︶
おける長男核燃料サイクルのシ暴
④﹁田本における原子力発空所の
耐腿設謝﹂鵜芦口英毒︑紫闘蝦︸ テム分析﹂能沢正難︑他一名︵原
⁝研︶︑窃橋晃︵東大︶︑⑫﹁原研
︵乗大︶︑大崎順彦︵建設雀︶︑

忠司︑他一名︵原研︶︑中島健太
郎︵動燃︶︑丸山正倫︵住友金羅
鉱山︶︑⑯﹁放射性廃謡物投彙に
よる汚染からの海洋および大気の
防護に関する研究﹂角谷雀三︑他
二名︵荏原製作灰︶︑村田寿典︑

ﾝ圏落懸隷全部で忽編

日本の提出論交決る

壷A猛Aに送られ︑IAEAにお
いて最終的な選評によって選は
れたものQ論文の題白と執繁唱名
①﹁臼本における原子力開発の

および研属は次のとおり︒

︵原舳画業団︶︑⑨﹁使胴済み核
おける蘭業用発電所の建設および⁝燃料再処理の開発試験﹂石原健

難豪勇欝会︑②﹁果獲

︵九億千二筥万円︶の補填に兜嶺

い︑欠員補充を含め︑大久保謙

自重︑白幡収両敗締役の遷侵に伴

麗発﹂巾村康治︑他二名︵動鰍︶︑

運転の経験﹂野村頭雄︵象難︶︑
㎝彦︑他一名︵原研︶︑⑩﹁日本に
側俊雄︵関電︶︑吉岡俊男︵原・おける高速中性子炉および勲中盤

千刀円かけてやるものがある︒火

することとしているため︑同祉の

で研究を進める方針で︑設羅鋤所

浜岡鳳子力野電所は昭和四十九

どが報奨されている︒

四国蹴力松由火力のクルマエビな

松井原子力委
員が海外出張

足期倹査隠に取り出す予驚︒

松升明原子力婁鼠は︑五月十八

を塗し︑四類纂†枚撮りのフィ
ルムを入れて︑臼動的に三十分毎

器搬入欝を晃下せる二階にカメラ

に撮彫︑これを週に一足萱察欝が

申込みの躊を央灘すること︒

串込めばよい︒なお封向には受験

放医嶺の病院部が

︵ウラン獅は減少しているが︑フ 社会的影響﹂を検書するための
一VサムΨ宝▽△Ψ一崔犀

になった︒

ら六月六日まで海外出張すること

ウム獅を儀成している︶を

式になっていて簡単には開かず︑

対するそれがこの二院部の大き

繹ﾈ上生存著が三八％︑五年

の追跡醗能者︵九五％︶のうち

の癌憶者を受僧けたが︑治捺後

千人

放射線取扱主任

な使命︒漁去十年閲に約一

食溜防止旛行規嫡第⁝二十四条の規

科学技術庁はこのほど︑放鳥線

者試験施行を公告

しても︑搬入口がエア︒ロソク万

査蟹方法は︑豪たテスト・ケース

験第一種試験を八月二十六︑二十

驚に纂づき︑放射線取扱童僅暫試

線療法という鷺大療法があるが

対策には手術︑化学蟹法︑放射

ぬが︑十年削に比べれば大灘な

僚が窟効打である癌治療︑近く

進歩であるW畢期発見︑畢期治

う一大武器が設蔽されるが︑今

放医研にもサイクロトロンとい

股奪翼は放医研病眠

後の成果には大きな期鱒を欝せ

たい︒

満期返れい金つき

撫輝嚢網灘瀦鞭蝋騰難舞
海︑敦賀単発鷺所による売鷺醒力
料蕎三十一偲二千二蕎万円︵対煎

書論で約七十億円の増︶︑職工会
社による研究開発費分拠金三十五
億八千八落万円の収入をあげ嶺回

収属して総額買六十七懸一千万
円を計上したが︑減価償却蟹五雪
二億八千四落万円を含み総額欝五

十九懸＝千七衡万円の費用支出が

疏金が得られたもの◎原階はこの

引額として七億七千

あったため︑縮局︑当期の収支達

ら茨城衆菓海村を附石として約四

会長︶が政麿の依託で︑本二度か
⁝醤万円の利

まとめた︒触岡県の沿津漁業は︑

岡県での温水利用方策のあり方を

取り組むことになった︒このため︑二隼間に約一億円を投入する予簿で︑現在︑蹟製作所と研究設
傭の詳細設謝を進めている︒

静岡県は こ の 研 究 が う 豪 く い け

力発亀所の場含はすでに︑電力会

繰越欠損金は大輻に縮少され︑一

ば︑粗来大 規 模 な 獲 殖 漁 朱 セ ン タ

うに・獲殖漁桑が盛んであった

浜名湖のウナギ養殖で知られるよ

成興として灘北羅力仙台火力のア

批の矛で研究が進められており︑

飛鷺千九菅万円の欠損金が次期に

羅︶③﹁日本における原子力発竃⁝ 了炉のためのプルトエゥム燃料の

が︑最近︑立地条件の懸化︑種苗

ワビ︑赤誠︑中鄙醗力羅鷲三園火

なお役員入事については︑芦原

繰り越されることとなっている︒

館運転開始の予足なので︑嶺面は

えているよ う た ︒ 当 面 は 熟 源 に ボ

翻難謬説轟麟畑蝿肥

の入季難︑後進地域の進出など

力︑関臨蹴力姫路火力のハマヲ︑

利厳金を朗闘からの繰越欠損金

は中部魁力 浜 岡 原 子 刀 発 電 所 の 敷
で︑かなりの影響を受け︑技術開

クルマエビ︑中国電力下松火力︑

静岡県の 構 想 に よ る と ︑ 県 独 口

地の集側の 一 部 ︑ 約 〜 万 三 千 平 方
発の必要性を磁じていた︒

ーを造りたい慧向のようである︒

屑︵約四千 坪 ︶ を 楢 り る こ と を 藩

ボイラーで試験研究的にやり︑還

化 ヘ

取り醤えに来るたけ︒

ぞれ行なうと公告した︒

では︑金体で約落囚＋本のうち︑

簡素

か︑工AEAは︑際子炉建屡の機約半数を取り出す◎残りは今秋の

のわが国の働きかけが功を奏して
る︒

目塗闘査察の

ｪ毎にカメラ撮影

菱電機会畏︶︑大堀弘︵羅発

ビ︑ワカメ ︑ ア サ ク サ ノ リ な ど の

原躍︑29置に株主総会

八億円の利益金

イラーを使いアワビ︑クルマエ

た研究に入る考えのようだ◎し

種苗酉戯を 手 が け る Q ま た 将 来 ︑

クロダイ︑ガザミ︑アユ︑オニ

円已下での試験研究は県が中心と

たがって今年度︑来重度の約一億

転開始後︑各懐員藻類を対象とし

テナガ︑ウ ナ ギ な ど の 種 苗 ︑ ウ ナ

十九日に第十四回定日株ま総

日本原子力発醒会祉は来たる五
月

十四添も送り出す予驚である︒

税料の二・五％急雨UO2︑ジ今回の三†分毎の撮影で＋分蛭祝

し︑燃料鑛合体へ組み立てた︒製

のようたが︑これがう豪くいけば

工AEAの今園の敦翼に対する

ルカロイ被覆蟹はGB社から輸入 てきる﹂としている︒

作費は一体当κり二千万〜二千五

これからの原子力発躍所への査察

したもの︒霧笛がこれを成型加工

衝万円といわれている︒燃料藥合

十八臓に︑東京地眺は集京．文京︸

七の両翼︑岡第二種試験を八月二

疫融

ぜ／︑蘭

字のみでその成署の判断はでき

射や転移防止の揚含が多く︑数
め︒発襟筋運議題写研は︑繊力の

放界線療法によるものは術後照

翼常上昇の制御のため︑燃料体の

なお︑今回の運蔽鯵止はポイズ

同社は敦賀用取諮え燃料集禽体

ン・カーテンの取り出し作業のた

として注圏されている︒

の簡素化に︑大いに質献ずるもの
つのコンテナー

体嶺κりのウラン欝鰍は約二

体

酉八十鱒耀で︑

体納められ全体で約一・三ゾ

のほか︑すでに票艦機縄原子力発

となる︒

に一

経て︑國道六号線に入り︑十五日

ロックの間にポイズン︵ボロン︶

々機︵周︑四十六万KW︶周の初装 ・カ⁝テンを入れている︒しかし

W︶︑中麟臓力勘根漂子力発衛所一

電所二号磯︵岡︑七や月山四千K プロソク︵一プロソク四体︶とブ

咳燃料加工工描は昨隼九月に

え燃料の製作に漕手した︒第一園

霧
燃溌麗の←罫に伴い︑ポイズン・

してくるだめ︑ポイズン・カーテ

よる中性子吸収から︑禺力が低下

取替え分は欝欝四＋八体で︑金後のBW獄燃料の需趨大に備 カーテンのほか︑咳分製生成物に

荷燃料体を受注しているQなお今

で開かれる﹁軍備竸争の経済的︑

なっているためである︒
所︵BWR︑三十五万七千KW︶

圏際連合専門蟹委員会に岡山輿と

臼から六月憲臼塞で附遭際連山本部

は︑い京国際原子力機闘︵工AE

ルト一

して鷹隔するほか︑米国の原子力

原蹴の語たと﹁使用済み燃料

騨概況および②役員人麟の二件を

A︶の査察を受けているQこれは 賀の足期霞岳での五爵は︑一臓鍛

王徳に︑除染︑梱湿しても一時闘

髄設を視察のため︑五月＋六日か

イズン︒カ⁝テンの盛り敵しを行

付議︑承認を求めるが︑これによ

筒閥圓︑期聞中に約七す園の立

以上かかるし︑それを運び撮すに

日本原子力発電会社の敦賀発電

ると︑とくに昨隼度の収支決算に

五月四日から圏十五日間の予足で

ち入り検査巻受けるなど︑その厳

で今圓の初出荷を迎観ることがで

使命を果たすよう努力を続けた

月に行なわれた敦

ついては﹁七億七千三闘万円の利

運転を檸止︑原子炉の董を開けポ

日本岩靴クリア・フ銘エル︵﹂

きた︒原子力発蹴計圃を進める上

第一陣十四体が︑五月十四日︑神

雨走す一十

益金を確保した﹂としている︒索

会を開き︑①昭姦29十五年度の決

@
@
@

蹴撚

圃

野

愈窪

謙遜

朝現地に到翻した◎

六弩線︑菓名農速︑名神萬速道を

十四体の燃料集総体は︑羅道十

い﹂と述べた︒

体を前に︑谷野安次部社長︑R

二台のトランクに分載された燃料

今園が岡社初の出荷とあって︑

送り出された︒

工揚から福井梨の敦賀発膿衝陶け

奈潤県横須賀箭の総社核燃料加工

七千KW︶罷第﹁圓取替え燃料の く︑今後ともパイォエアとしての

電敦賀発難所︵BWR︑三十五乃で︑燃料メーカ：の醜態も大き

聾F︶がかねて製作中だった︑無

JNFが発電用で国産化

敦賀取替燃料を発送

温排水利旧による警殖漁業の研

設立も考えられる︒

究︑あるいは企業化には聯業邸の

なって進めるが︑将家の本格的研

ギ︑クルマ エ ビ ︑ ク ロ ダ イ な ど の

静岡県は 昨 年 鰯 月 ︑ 原 子 力 発 懸

離籍の研究も行なう予驚た︒

県水産闘係 者 を 申 心 と す る ︑ 温 水

所からの温排水利用研究のため︑

のと︑水産贅源保護協会︵浜田正

30

．C・ソーバン副祉長があいさつ 竣工し︑本無二月から敦賀朋取蝕
し︑とくに谷野歓長は﹁皆の努力

⁝

懸

二
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午後四時︑全職風の見守る中で
♂鰻ドを出発する輸送隊

壷軸癖

究計画は︑原子力では静岡隈のも

ご
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の有効性︑燃秘サイクルの特魯︑
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燃料サイクルが自国内だけで確立

㍉田区人丁田r263

点﹂︵キi・メジヤ；メント・ポ

｛新B織ビルヂンツ｝

な磯罵を受ける出発点は︑燃料サ

郵便番弩700

されているかあるいは醐際的協力

葦

叢

みせる宇露聞発・葦縷洋間発一

8麟■

い猪熱を燃やしつづけまナ。

ソク・ポイントで計灘される︒特

まぐるしい曳動に蝿1面してい

イント︶または他のストラティジ

します。きの）の夢が慧よ）

㎜保離理照会に対する特鵬報告を盒
︷
は濃縮に魎した組成および純度を

もし．てれを求めうれれは．

イクル上︑該物質が燃料加工濠た

などに基づいて決定されるべきで

工A遇Aは二障のための自動で

ある︒

導き顔された結菓について︑国に

◇

報皆する義務がある︒

なお蕪P¶﹃下の保障描躍は葬核

℃〇一一門︻一

四征搾︑

も︑両国政府蘭の含慧に纂づき

船が本邦水域に立入る霞目に

内外の原子力情勢を総合的に解説

む様々な行勤をとることができ

によって成立しているかの程獲︑

別の麟含以外︑萱察窟は︑MBA

﹁周辺﹂に限乱する︒もし国が望

むならは︑商業上霞愛な欄輻に関
連するプロセスがあるプラントの

特犀の部分の周辺に特別なMBA

保有團のみに義務つけられたもの

が設足されるべまである︒

施設毎で査察

不二施設を保障描園に付する旨射
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し出ている︒

であるが︑縦隔および英園は非軍

方法の検討を
協建は異なった状況を取扱うた
め三種の査察方法を決める必要が

対する三障措畷︑次に通常の傑障

ある︒第一は圃またはプラントに

措醗の適用︑馨二に核物質の多気
の損失があった揚会等の特魏の状
況における特劉査蟹である︒また
協定では濃縮ウランの麗も考慮の
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等については︑圏の蟹理システム

って円満な根詰欝港が期待され

る︒先年サバンナ弩の本邦寄港

がある︒箋際の査察の回数や聴聞

大回数に制隈を設定しておく必要
域﹂︵MBA︶が鍛初に決められ

ため︑プラント内の﹁物質収支区 るプラントに対する適常査察の最

場所簿における保隣描腰の適用の

嶺該プラント豪たは核物質欝蔵

できる︒

単一の在照買録を設鷺することが

かわりなく金ての核物質について

よりIAEAは核物質の起源にか

墓にして適用される︒この蝦密に

全ての核物籔に関する公安報雪を

保障描醗は通常︑まず嶺北国の

に︑決鷺される︒

発罪すると醐晴臼に︑談たは慮㎏後

り詳細な浦項は︑保障空馬三舟が

に適網される保障描躍および︑よ

する細嗣取決め︑叢々のプラント

国の個有の蟹理システムを規楚

ない︒

はIAEAに通讐しなければなら

物質を輸入する場合には︑嶺売国

爾述の段襲で窪シ﹂いない核

購を確翻するため﹁愚察官﹂を派
遣する権瑞を有する︒

︵磁A

いかなるプラントの通常遷転に
おいても﹁不明損炎鰍﹂
F︶は微羅からかなりの蝋謹で様
々あるだろう︒保瞬措醸の技術的
團的は︑ある時間内に︑プラント
のある部分において︑どの位の物
質が謝醗不二能になるか︑あるい

るかを述べることがで蕊るように

はどの程度の精度で算定がなされ

㎜非核保有国への輸出の覇禽謹たは 四に立ち入らないで︑査察をその

Eれ誕・議醤馨 もった長点である︒しかし︑他の

る︒もちろんそのような行励がと

ている範囲内で︑圃連総会や安全・

?目から成る

技術的な手続き
保隣描礫は次の撃つの凹凸を含
んでいる︒

︷︑保障繍羅の適評に関遡する

の璽急な﹁設計摺曝露︒このよう

工協のレイアウトと態様について

ため︑また転用がなされていない

国際原子力機関︵一AEA︶は四脚二十日の理購会で︑核兵器不拡敵条約︵NPT︶に基づく保魏
障 韓言寿鞭器嫡騰︒ゆ︒︒適切な機会が与

︒一一＝

罵される保離措躍技術は︑最小の

獲用で巖大の効果をあげるよう新
たな暴発を十分に採り入れる必襲
がある︒

各国は核物質を徳則するため三
され︑常に鍛新のものであるべき

な傭報は保障描翻当局の利用に付

二︑プラントの避鉱轡は核物質

である︒

するためである︒もし損失や取得
が多大であるなら︑その浦曲を発

である︒

見するような手段がとられるべき

協竃の第二部のために婁員会が

十頃からなっているが︑以下はそ

鋤蒸した詳細な技術的手続きは九

る︒岡雨域において食し入れされ

る原子力船受入れ国とに旗魯が

工A冠Aによる保障措鎧の完全 る全ての核物質は︑﹁虫要灘定

のうちの春意なものである︒

米︑加︑田本の†霊力圃が嵐席

が実現できなかったが︑これは

和三†六葎プランセルにおいて

例えば保荷国がブラッセル粂

が短期間では処理することが國

損簿賠催に無隈蟹任を負わせる

澄し︑肇故発生の際の描齪につ

約の蹄償澱任限魔額諜薔六十億

分かれた︒

回は六月に草薬を審議︑駕内に

選交換が中心識題であった︒次

モデルがまとめられる見通し︒

モデル野上の囚容は︑第三者

ていない米国と圃際約束の締績

モデル協定の準備についての謹

もない現状である︒したがって

賭償霞任という︷般的雛項と隙

って︑わが国政尉は内外原子力

難であったためである︒したが

転義も一要素として﹁原子力損

船の梢互蕎溢の円緻化のための

轡の賠鰯に関する法鼓﹂の穿猛

ではなく受入国の協力が必農で

任に影響が及

一如公布のはこびとなった︒こ

しを進め︑その一部改止が五月

を︸哲た箸す

ぶとして難魯

あるといえは︑受入照は賠儲黄

けでは損警拡大防鳶には効果的

いて保有国が原子力船運航者た

わが国と︑この高野が明記され

しての第㎝圓のものであったが

に関する作業部会に顧席して訓

現在就航している原子力船の外

子力船や審溢しようとする撚の

安全性に闘する個別的灘項に

円は禽理的であるといえば︑受

採択された﹁原子力船運航翼の

じたこと轍︑この会禽が将来の

いるわけだが︑これとても︑ス

国器議は二圃闘の協驚によって

区分されるが︑一般的駆項につ
いては冨溢の都度︑協鷺を結ぶ

入願はミニマムの額であると主

蟹任に関する国際条約﹂︵ブラ
ンセル条約︶が未だ発勘せず︑

つの

また多数の圏が鵬濁する見通し
ENEA虫催の原子力船寄潜

原子力船当代に備えての

ムースに締譲されているとはい

墨裳な布石であり︑各国が原子
力紛の堀志摩港の問題をとりあ

えない現状である︒そこで︑遇
こうとする慧欲である︒苗途へ

講
一相互寄港の円滑化へ

げて国際的にこれを解決してゆ

の駆通しと慧欲をもってこの時
宗の開催に票でこぎつけた先人

わが團の原子力第一船﹁む

る具体的な論議が塗であった︒

域に立入る揚含もまた外国除子
必蟄はなく︑爾︷船について二

れによれは﹁むつ偏が外麗の水

度蔑以降の醤港は︑賠償の保証

でに現実の闘

渡附であるが︑二燭間協疋のモ

題となってい

デルをつくれは将来の締紬は響

原子力船寄港作業部会に出席して一
なけれはならないと︑関係齋の

を一定の額に限り︑その額まで

原子力船運航者の損窪賠償薄闇

とともに︑この努力を受継が

各位の尽力に深く敬葱を表する

末席を瞑すものとして郷諾した

つしは昭和閥十八母完成し︑実

晦日憲製鐵

贈赫丁

伽
蜥措醗協是に関ずる保障措置婁鼠会からの勧告を満場︻致で可決した︒この勧告は︑同機関が鰻PT

；朧一購
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を批准した非核保育国と保障措醗協定を結ぶ際の交渉のベースとして使用されるものである︒以

・：鴛

下︑委風会による審騒の経緯と勧告の要旨を紹介する︒
騨脚雛︒

特別委員会に

よる審議経緯蔽菰鱗齢蠣螺鱒
充七・年三曇日に発効した認よつて締響れた三遠

核兵雛不拡敵条約︵聾PT︶の下
描置協定や地域的協定に貝現され
では︑NPTを批准した非核保有
国に独営のシステムを錦川すべき
である︒保障措櫨は国のシステム
の結果について流儀が無いか否か

鯨﹂︵経済性と安全性のためいか

王AEAか砿誌するという形で遡の移動とプラントの運転の﹁配
雨されるのが望豪しい︒これを確

NPTに定護されている匿的のた NPTは︑原子力霊鑑などの獣

翼窟難

情報の正確であることを確舐する

四︑保瞳措癒漫局は報蕾された

﹁報窃﹂を提出する︒

ントの運転沓は保際描躍嶺局に

一二︑これらの配繰に基づきプラ

持する︒

瓢するため工AEAは独立した手なる場禽も必要なもの︶墨常に保
段をもち︑監視を行なう︒

顧は︑保障繊雲を受ける骸物質
とそれに関写する施設の態横につ
いて︑必要な報告を行なう嚢務を

負う︒工A封Aは入手した産業上
および商業上の秘密檎報を守るへ
く予防措園を構ずる︒

国は 工 A E A の 査 察 官 が 効 果 的

必要がある︒しかしそれは特定の

に任務を遂行できるよう保署する

騒のなかで行なわれるへきである

査察官を信任するか習かの欄の裁

し︑信任は側晦でも取消すこと

ができる︒もし圏が工AEAの撮
名を繰返して捲達する揚食は︑適
巌な措躍がとられるよう規定され
るべきである︒

保障描躍は︑核物頸が当該国か

る蟄任を負った購点で終了する︒

ら輔礁され︑輸入麟が物質に対す

通常︑国と工A皿Aは両者闘で
結はれた協定に墓つく保陳措躍か

事利用とか核エネルギーの非核爆

験航海につく話声であり︑した

こととなった︒このようにわが

の損審勘当繊櫨を講ずればよい

ている方向に進められており︑

国の圃内体制も︑各国が意憂し

がって将来の保革瞬としてわが

ころ︑安全性については﹁海上

企画部長単射

︵日本原子力船開発事業脇

含書するものでもある︒

またENEAの会議の主旨にも
国隊条約に加入するか︑諸外国

功︶
との制度と合致させることによ

るが︑損審賠償制禦については

国際条約﹂の適朋を受けてい

における人爺の笈全のための

国は寄書に非常に関心のあると

全性が維持されているかについ
であるが︶が将来国内法をつく

われの立腸も譜えてほしいとす

れる︵原畢力船保有圃︶が︑われ

での入港を精理し︑入繕は受入

する米国はなるべく荷利な立場

を箱する鋤独︑サバンナ月を角

った︒一方オソトi・ハーン傍

における簡善化を辞む慧兇があ

てのチェソクができれはよいで
はないかというように形武的醐

があるかどうか︑原子刀船の安

子力分野における第三者損轡晒

る勘禽︑このモデルを膠蕩にす

易になるであろう︒豪た原子力

償蜜佳に関写る脚湯闇自門象会

れは各浮囚での規鷺の梱違が少

この会禽は︑ENEAの﹁原
船の規燈のない国︵これが多数

議﹂が原子力船の外麗の領源ま

なくなり︑多数国間の条約の轍

次第である︒

たは港に立入る掘禽に生ずる法

待が生ずるからである︒

縞が答易になるであろうとの期
琢門遡源で検肥する必読ありと

律問題を損害贈償および海禦面

¥田パリにおいて西欧旛国︑

今回の会禽は三月二十九日︑

ビルを建てる……？！

月面に

圃は原子力 平 湘 利 用 に 使 爾 す る 全
ての核物質 に 週 用 さ れ る 保 隣 措 置

協走卒工AEAと結ぶよう哨務つ

けられて い る ︒ こ の た め 工 A EA
国が工AEAと結ぶ保灘措畷協定

は昨無六月 の 理 鱗 会 で ︑ 非 核 保 有

の内容につ い て 理 璽 会 に 勧 告 す る
ための特別 委 員 会 を 飛 躍 し た ︒ こ

の委興会は︑全ての工A盈A滲 加
国に委員となる資格が与んられ︑

昨年穴月の 初 会 合 以 後 糟 力 的 な 検
討を璽ねて き ん が ︑ 今 年 三 月 に 審

議を終了︑園と工AEAの基礎的
な法律上︑ 財 政 上 あ る い は 行 政 上
の義務︑技術的ガイド︒ラインか
ちなる第一部および︑技術的な保

細に規定する第二部の二つの部分

障描醒に関 す る 手 続 き に つ い て 詳

で構成されるべき旨を理事会に報

管︵勧皆 ︶ し ︑ 全 て の 任 務 を 終 了
した︒こ れ を 受 け た 理 開 会 は ︑ 照

ている︒

査察は経営上の
慣行との合致を

月︑工AEA事務総長に対し︑こ
の糖劉委輿会からの勧霧を当該園
との交渉の基礎として使うことを

許可した が ︑ 閾 題 の 焦 点 は ︑ 国 際
査察の鰹 数 お よ び 時 機 ︑ 査 察 貫 が
遡常立ち入れる場所︑プラントの
設計に関する憶報の取扱い方等を

い点は︑国の核物質管理システム

め︑核物質に対する保障描灘を受

国とIAEAの幽本的な猛窮は
ら生じた費用を分挺する︒

を国際保灘搭訟システムの一部と

るが︑園はそのような軍禦用に使

発的利絹を適用籍圏外に酷いてい

定めたことであり︑とくに目新し

して聡めたことである︒

け入れ︑過罵することである︒保

われる物質が︑平和利用に転用さ

協定で供給されるほとんどの物質

供給される核物質ならびに二国間

上のストラティジソク︒ポイント

陣描隈は通鴬︑国の燃料サイクル

︵以下は勧告の要雷である︶

不法な流用を

るいは国際間の経済および技術の

う︒ち な み に ︑ 1 A E A を 通 じ て
闘発がそれによって阻審されては

れていない窮を舐明する義務を負

保陳錯撒は核物質そのものの使

は︑いかなる軍箏国的にも便用す

に適旧されるべきである︒保隠措

用をコントロールするというより

ならない︒国の平験的な原子力利

ることはできない︒慎薦な検討が

である︒損警賂償については昭

るので3㌔づはらしい進展を

○宇宙瀕発、海洋開発の大要を紹介

@
@
@
@
@
@
@

決議された結果設けられたもの

鋲鋼をzκとつる分野も、琶

○慢界の全原子炉を掲載

90

躍は効果的であるべきたが︑濁あ

もむしろ核物質の不法な流行を防

用に対する影響は鍛小限にしなけ

が行なわれていないという確証を

なされた後︑もし理騨会が︑転用

防ぐのが目的

いだり︑それをしにくくするため

慣行と禽致するように実施される

ればならないし︑憤鶏な経営上の

は実現」る技衛婁新の時代に

O歴史をたどる原子力年表

る新しい鉄の罐発に、限り奈

蹴
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査察は簡素・合理的に

のものである︒この湾え方は︑一

九五七年に発効した飼際原子力機

二

国内管理制度採用を

（6）
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鉄鋼講はわが国の隆隆のエネル

今後︑原子力婁鋤会では︑今回

行ない②第二段階の企業探鉱は灘

は動燃購眼間や民闘が瞬家蟹隈で

源関脇の第一段階である蔓礎醐査

ど塵藁界側の握寮となったものだ

の報皆をもとに舞体的な翼胴化の

が︑これによると①海外ウラン擬

ー消費澱の二〇％余りを占めてい

ための施策を検酎していき︑十一

いる︒

るが︑漂子力製鉄によって原料炭

当り︑これには隠匿の開発費金が

外ウラン蜜源会社を拡充強化して

地からも甑義が大きい︑と述べて

依存から脱却できるとともに︑そ

月末に改訂が行なわれる予定の原

西独並みのプロジェクト別の成功

払い融蟹翻麗の創設とそれによる

に第三段階の開発︑盆産では鰯々

強力な助成が必要とざれる⑬さら

の民間会祉を新設し︑その鍛金に

は金野自照醐の蟹務保翫を取付

け︑翰銀から慢娚低利の融蟹を受

ける︒一方︑心外ウラン聡発会批

のが骨乎︒藪た︑関発に裳する携

も一部蟹本圃加するtなどという

悶を二二講査に三年︑企藥躍鉱三

駕︑開発︑生産に四隼として︑約

十日目期日を聾することから︑早

蜘源磯物体制の磯立をはかるへき

急に目星な横蔽を灘じて︑ウラン

動燃因業団が墨一調董から企楽

たとしているQ

探鉱窪での業溺拡大を繊閉してい

ることや︑ブ嶽ジェクト別の成功

豪だ朗側がないという難かしさな

払い方筑の融壷を肩入することは

どもあって︑今後︑ウラン蟹源開

発対策懇藻会で酎講︑倹附される

てウラン蟹源開発体制も近く員体

であろうが︑このような闇討を経

化されるものと期膏される︒

第一船開発基

引を派遣しプール地域を中心とす

クトについては﹁昨年七月に調縁

子力第一舶闘発墨本項爾を改漏

原子力婁総会は五月二十臼︑隙

本計画を改訂
蓬田の総会ではこの両プロジェ

これは懸子力船開発湯瀬罵法が今

圃会で︑四無閣延長されたのに俸

店

約

原子力事業株式会社

ギ：消蟹薩藁として︑総エネルギ

れによって︑将来のわが騰の総エ

ごとに民醗の開発会祉を薪設して
これにあたる一などの開発体制策

わが国では現征︑原子力闘蹴用

が薩榮界の八三としてた苫れた︒

としてのウラン壷源は︑電力葉界

と海外の鉱出会社との侵期契靭に
よって当面の必要鰍が確保されて

いるが︑将来のウラン滞要は今後
三†隼闘に鋼翫照†二軸シコート
・ジが必要とみられている︒この
膨大な隔要を敦かなうために︑長

携安定確保ぷほかるへく海外ウラ
ン犠撚開発常置の長門的整備が焦

眉のマトとなっているが︑現段階
では海外ウラン蟹源関鑑会社の晶

見還しが明るくなく︑内界では石

ジェ：ル環鐵を除く他は必ずしも

油開発以上のリスクに︑消極的に

これらの状況を背難に︑このほ

なっているといわれていた︒

に遜められているしとの報告があ

必裳であり︑リスクが大きいため

子力鞘発利用長甥計画にこの内舎

11鯛面に報告翼憲

を稔り込む考えであるσ

ネルギー消費の杓一〇％を原子
力に変えうることが期待でき︑エ

ネルギー俄給の多様化をはかる兇

融資制度

成功払 い導入など
ン壷源聞発会敏が成功払い融蟹を

が意見
受けて行ない︑採騨メドがたった

探鉱で産業界
海外
愛子力蛋鍛金のウラン蟹源確保

においては︑その適確な見通しを

長期見遡しが必要であり︑現股階

対策懇談会は五月†旗日︑第二園

堀両厩の盤脳を埋め︑原産が︑
その運営体制を強化するために
とった入瑠で︑これに伴い原産

の醤脳人罫は次の通りとなっ
た︒

松根宗⁝︑掘越禎
三︑璃原嚢璽︑岡野保次郎︑藤

波敬

▽代裏常任理瑠禰黍澗之助

餐

劇

開発・生麓段階ではプロジェクト

験炉を建廻して異既的データを得

繍の会合を開いたが︑繕上︑魔業界

うることは困難であるが︑象ず突

るとともに︑技術開発を推進すれ

ぱその可縫は出てくると﹄﹂墾側養から︑議馨露燃蒙

原⁝

産⁝

瞼炉建設の促進を強調している︒一団等が撮当︑企業擬戦は海外ウラ

た︒

急進展をみせている原子力渇
ネいぜド

求の実満に対処して︑故大田︑

訟触

・プール地域における呉同操鉱の

クトに関するこれまでの経過概要

る醐査に濁たったが︑この繕果︑

った︒一方︑ソマリア・プロジェ

一ジ皿ー

ための交渉を朽なっている︒

が通告されたが︑とくに

し︑新たな麩本謝圃を発識した︒
どについて審齎したが︑いずれも

前垂はある程農期待で蓉るが鉱石

緬総画によると︑昭和四十七鉾

って歌鋤されたもの◎

一期中には既注妊娠離間磯の試錐 処理上で醐題のあることがわかっ

ル・プロジェクトについては﹁簗

て︑翻蜜団の技術酌調嶽結果を補

熱するため東京でEN縁側代表と 段茱までに原子力第一船﹁むつ﹂

た︒その後EN王側の希望によっ

中心に一嚇した蟄落体劇のもと︑

奮元成させるため︑原船購繋翻を

結渠から予想される鉱廉の連続性

の狡術会議が腕かれたが︑この際

供給碓保の要舗に応えるため︑輸

本プロジェクトの先行周題である

な資料をうるための四酉競間隔の
試錐等を行なった︵試錐実纏五十

つ働率的な推進をはかるとしてい

富属の協力を求めて雛業の円滑か

および︑次期糟密探鉱誹醸に必要

仏C廻Aおよびニジ笛ール共和虚 四孔←総無擾約一万四千五蕎競︑

鉱石処理技術開発に関する共議鼠

恩間三十二祉が共燭劇資して設

平均深農約二酉七十屑︶が︑この

このための交渉が続けられてい

験研究が握案され︑現在︑両諾で

立・新発足したもので︑八月から

結果︑鉱区内の鉱賑の賦存状況を

銀五刃︑慰力︑鉱山︑簡曝などの

同社は︑核原料物質の畏期安定

漂漿遡り可決︑承濾した︒

総会で経過概要報告

ひ

とニジェール國アコカン地区にお

やや明らかにすることができた︒

ことが具体附に明配され︑塾本計

成後胸二郷闘の熱誠航海を行なう

大阪営業所

実験炉甜 画 具 体 化 を
二郎原子力婁興︶は五月二十日︑画温ガス炉の製

多目的利用全般の計画も
原子力婁鍛会の高温ガス炉懇談会︵座侵・山田太

鉄利用に闘する技術的︑経済的悶腰と解決の兇通しをまとめ︑源子力委員会に報告した︒それによる

があるが︑実験炉出画の臭遷化や嶺究開発の推進等によってはその実罵化が可濾であるとし︑あわせ

と︑製鉄への利用を中心とした職温カス炉には︑講料や材料︑経済性など種々の解決すべき問願点

て融温ガス炉の多鼠的利用全般の研究開聚讃闘を確立すべきたと述べている︒懸子力婁鍛会はこの帳

心課題である製鉄用鵬撮ガス炉の

副会長に三民新怪

ては︑鉱用分籔である鉄鋼縄要の

告をもとにさらに検討を行ない︑その結果を今秋改鵡予定の艮期臨画に盛り込む予驚である︒

実現性について︑技術的経済曲闘

が︑こんどの報簿は︑まずその中

馳点と解決の兇通しを渋るため︑

原子炉の黙を発囎のみならず製

薄離脱編︑地設題罵などに用いる

鉄︑化学工業用プロセスヒート︑

原子力垂球会が﹁遡温ガス炉懇談

潔甕想工絹談役︶︑藤波敗︵原

エネルギー多消費隊粟へのエネル

会﹂を設けて︑核燃瞬︑耐熱金瞬

日本原子力産業会臓は五月二

いわゆる原子炉の多圏的利己は︑

ギー供給の合獣化︑大気汚染の防

材料︑熱交換器︑還発方法などに

松根︑堀越氏含め五名に

読などで大きな効果が期徳きれて

源会社

海外り資

ニジェール探鉱順調

水原子力文化擬腿財懸理醗墨︑

学躍力会長︶︑閲野保次郎︵日

開き︑新妻会長に芦原義撫︵関

▽全護安測第五郎

十穴臼︑離京・丸ノ内の厩本工

ト
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ゆ

サまき

▽副会捜

ついて鮒一浅間にわたり検討を逸

報告によ戸隠と︑臨接還充を行な

ト

レ爵鉱㌦

ミぐ

の

迫威力相談役︶の瓢斑を互選し

いるが︑その巽現のカギを握って

って経済的な原子力製鉄を異現す

もげ
セ

・
ツ

灘倶楽部で第一〇九回理環会を

子力安全研鈍協会理琳長︑北灘

研跳が進められており︑米︑英︑

るためには冷却材自照平均温展摂

めていたもの◎

爾独ではすでに実験炉の段階から

氏千度以上の高温ガス炉が不町欠

いるのが高温ガス炉︒欄間各国で

わが圃でも隊鵜炭の入学難︑漁
だとして︑この条件を墓門に検甜

原型炉の建設段階に移っている︒

諮の供給不女︑公憲などの円窓題

方︑経済魁につい

︑野壷壌

が行なわれている︒その凶悪︑技

炉

もま
マ
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なお役鍛人購については︑圧期
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孔を掘さくしたが︑鉱況は良好で

ととなったQ
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新
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フ
フ

の運転闘始から一年後にこの炉型

原型増殖炉SNR︵三＋万KW︶
N冠し︵翻有蹴力公社︶が数カ月

叢へ

が合理的に嬰現できる晴鰐がくれ

の葭万KW高速堰進矩原子力発寒 慰せてきたが︑今後数週間以内に

萌からこの欝欝への参加に関心を

ば︑ただちに力を結集してそれに
嶺たるという決恵を表明した︒ま

観法

⁝増殖蝉はきわめて船価な緬狩る︑という形になる傷よう︒ざら

億マルクも節約できる◎だがこの

焚き火力発聡所にくらべて卑間一

もので︑原子炉にはPWR︵熟 原発は燃料壁で石醗または蜜抽

西独BASFの原発柿ヵ一習万KW︶が選ばれてい

︒アニリン︒ウント・ソーダ・フ る︑総工號六傭⁝マルク︵装萄核

エグロ河流域のタラゴナのアスコ

トリカ︒ド・カタルーエァ社は︑

ている︒岡枇は蝋温容騒八十五万

地城に康子堅雪葬所雷獣を予定し

は当初原子力発羅所を地下に建設

EGの共通子会社が建設するが︑ 難色をみせている︒科学技術雀で

末︑二連機は︸九八○年談でに運

するもので一暑機は︸九七六爺

KWの騨氷炉二三を建設しようと
フェン化学薫製内に原子力発蟻酸

選マルクが支繊されているQB するのであれば許司するとした︒

すでに予備鋼憲工事賢として二

数ヵ月のうちに原子炉製造簗社に

を礁解する翫幽について︑このほ

が五割力増額になるとして受入れ

ど︑七月までに科学技術省に安全

の化学会社BASF︵パディシ轟ァブリノク社︶はルドビヒスハー 燃料を除く︶でジーメンスiA 鰍圃には政府が安全性の観点から

︻パリ松本駐在風諭︼西ドイツ

一

である︒

所建設に漕工する一というもの
参加の窟図を表明する揚言には︑

勝二璽の共岡建設の方法について

これらの施設建設のため逸DF

た両嶺事者は︑大容嶽原子力発蜷

たたちに研究に溜墾することを洩

しかし︑一九七三会謝丁度以

米国原子力宣撫会︵A8C︶ る︒
は五月七日︑ウラン濃縮工協の

ルギーコストが窩いので︵工業

AsFとしては化学線揚のエネしかしBASFは地下では建設艶
賑開始の予定である︒聞社はここ

7

8

協和醗酵

とRWEはそれぞれフランス法と

秋には許町が得られる見通した︑

措躍に関する対策細闘を握浸し︑

す。

めている︒

悶ドイツ法に基づく共通子会歓を

仙台金沢防唐鑓纒由陰

後の運転テイル・アッセイに関

一方︑実施の方法については︑

工鳩／紡暗壌富⊥肇陣出礪門「艇†酷畢晃

しては︑豪だ何も決豪っておら

にしている︒

対して入札摺舗状を送付すること

しまったわけではなく︑今葬の製

地とみてはいるが︑決して決めて

寅祇・露巣醜／寒露汰阻九砦1赤鼻厩鴨島書し解

アソセイ︵廃簗濃度︶を現行の

四十四項瞬からなる愛全一躍要求

られないとした︒そこで岡雀では

樋一ユ⁝ファウンドランド州のジ

紺／寧詔「都千代田区大鷺町1−6一：

運紙におけるウラン麟一罪ル・

平均六％に対して一四％︶︑三

この発鷹所は慰力︵七十万K 山発醗でもっとも鯛安と認められ
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ア北部のイスクート︒スチカイネ

にも︑ブリティソシュ・コロンビ

で現地調査を行なうことにしてい

示していないもようである︒

題に対してあ濠り積極約な蹴まは

みてレイク・メルビルを有力幌補

この発酵の木を育てていきま
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ブリティノシ乱︒ニューファウ

ブリンコ社の豊穣を歓迎しており

ンドランド︵プリンコ︶判のウィ

は︑三月十二β付でトルード首椙

リアム・D・マルボーランド特長 場の平癒に必要な灘の安い電力を

門濃縮工揚には多鰍の水と安い電

力を必要とするので︑ラブラドー

の水力壷源開発に出彊する権瀦を

る︒さらに︑同社は最近この地域

コ鋤は敷地を正式に決めているわ

ルのレイク・メルビルは簸適地で

供給できるといっている︒ブリン

あると湾える︒レイク・メルビル

に罪囚を送り︑カナダ圃内の膿力

とローワ！・チャ：チヒル河のガ

けではないが︑昨薙の調査による

エルー3ライド・ニュークリア社は

カナダ圏営の核燃料会社である

京た調査が必要である︒

能かどうかという点については︑

るが︑工業用電力蟹源の闘発が可

源に葱まれていることは確かであ

獲得している︒この地方も天然資

聲源を利屠して国際協力のもとに

カナダ濃縮工場の建設で

積極的なブリンコ社

ウラン濃縮工腸を建設する計劇を
進め︑その主導権必とるべきであ
ると進議した︒濃縮工鰯をカナダ
に建設するためには九億五千万が
の資金と米国のガス拡散技術が必

ル・アイランドでは百六十万KW は︑原料の搬入︑製・︒㎜の稜一等の

嚢であるが︑カナダは︑資金負纏
および急転の確保という点から︑

程度の水力資源のあることがわか

点からも地の利を鶴ている︒ただ

この計圃を日本や欧州鰭圃を入れ

とは好ましくない﹂といってい

ことに疑問をもっており︑この闇
要とするといわれているが︑不足

る︒

カナダ国内に二二工掘を建設する

分はチャーチヒル︒フ†！ルズ発

っている︒現在考えられている灘 し︑他嬢に建設された濃縮工鰯に

ブリンコ社がカナダに濃縮工翻

隙駈から供給することが可能であ

縮工揚では二蔚万KWの脳力を必 これほど多鑑の自力を鍵給するこ
を建設することを主彊する最大の

る︒

考えている︒

た圃際共感雛業とした方がよいと

理由は雌力駿が安いということで

ブリンコ社は︑従来の経緯から
ある︒プリティソシュ・コロンビ

が世界に遣出しています。
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ﾜ％を用いるよう示唆してい

一転テイル・アソセイの○・
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なる︒
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にともなう当

る︒こうした濃度は糧来の推窟

定するのが好票しいとみてい

げると発嚢するとともに︑これ

らかにした︒

禰要︑濃縮能力︑躍力蟹︑芙然

面の指針を明

それによる

に鰭則した形で蚕豆している︒

ウランのコスト︑その他の要素

濃縮サービス顧客に適用する将

アッセイ引上

来のテイル︒アソセイは︑今の

と︑テイル・

月一田から葵

げは今年の七

などのために濃度を想定する際

が︑AECは麗業腿が欝榮謡画

ところはっきりと設定し糧ない

になる︒この閥︑濃縮肖ランを

持されること

％の濃度が維
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両会副駕度を
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安全研究一層推進を
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環境問題のパネルも開く
原子力安全研究協会︵卿箏畏・藤波藤下︶の第四圃﹁原子力安全研究総懸発蓑会﹂が︑五月ニャ︑

二十一の両日︑乗京・平河町の全共連ビルで開かれた︒今園は︑贋境闘題のパネル講講会や放射性廃

アズ・ロー・アズ︒プラクティカブ

棄物の処理︑嵩撚ガリ︑炉．聯関する研究などの発表が行なわれたが︑とくに理解閾題のパネル討論会で

は︑昨蕪︑米國原子力委貫会が放射線管理に醐還して公長した

講の軽慨化のため︑欄張力差料が
坂岸昇吉氏︵原研︶︑俊佃識道氏

氏︵原研︶︑桑厨謙臣氏︵関醒︶

の解釈についての質疑に終始し︑注國された︒−一四面に関逮塗壁

今回の発衷会は︑初旦一十βが
注圏されてきており︑現蕉各ヵ癒

に始ま嚇たが︑岡鋤はその中で︑
﹁晋来のわが圃の膨大な原子力開

ついて五篇︑⑭化学的挙動と分析

驕︑⑨焦物濃縮〜放慰撫の影響に

法について万篇の発喪が︑それぞ
れ行なわれた︒

なお︑今回の発表会では初日の

ルタの性能と試験方法﹂の講灘

太谷野氏︵原研︶の﹁ヨウ素フィ

で︑さきに原電が放射性ガスの放
射龍一翼のため採用卒決めたチャ
コール・フィルタの研究成異が示

︑長欝

鳶箏潔鍵

鴫二会で関会挨拶する藤波灰

．騨

黶Aトビノクスの︸つとして七

日された︒

協力を印し入れた◎

巻町に対して発躍所建設劃醐への

新潟県角海浜地区に

第四サイトを決定
撃
織工
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量地買収を進めている︒

甚︑約二酉二万KW︵澗﹄エベー 岡で悔森生直発公社に婁託して︑

テーマとなっている︒
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覧ｧ研究晒で醗かれた第﹁回会

一昨年十二月に米国のアルゴン

脳では︑炉物理という塑碇都門で

の一てマで話議が行なわれたが︑

一今回は鞍懸に比べ︑燃料︑被腱材
の照粥や試瞼などの譜議のほか︑
⁝とくにナトリウム・コンポーネン

ト関係としての蒸気発生藤閲係︑
ポンプ︑バルブなど︑より長目的
︸な研究繰題について酎畿が行なわ
れている︒

事業団ホ社で闘かれた︒この聯門

陛欝欝罷麟

であるが︑これ埼蟹隣行な間

うコア試鱗計鋸の約三分の二に

饗胴輪確保のための水理・地質購

地区における坑鐸水︑鉱山課
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究所畏︶の就農を発令し陀︒

プ購業部室に本騰健次幾︵二三研

を発令するとともに︑アイソトー

︵アイソトープ聯業部畏︶の就征

付︑隅晦研究長長に大久保一郎幾

日本駅子力研究所は五月二十日

B本原畢力研究所

に大久保氏

の饗織︑ナトリウム・コン童
予定︒

には鈴木和郎碍本揮発譲社長が転
石している︒

激論揮発類は従来から︑米NU

に育名な原子刀聯門のコンサルタ
ント会敏である︒

日本エヌ・ユー・エスは︑これ

今駕︑鮒立満十五周

子力封目会議﹂が︑

年を迎えた▽その歴

実績を配難しているが︑各糧婁

視察や醐査園派盗五七圓などの

回︑盈際会議など一九圓︑海外

〇七圓のほか︑建議や嬰望六蕊

常任理搬会二二一薗︑理醸会一

に︑この十五年闘に役貫関係で

いは講幾難関催も多く︑ちなみ

きい︾各種委蝿会や懇談会ある

興に︑その果たした役國りは大

といってよく︑政策に︑産業振

歩みをそのま康写しているもの

に始襲ったわが圃原子力闘発の

史は︑コールダーホ⁝ル炉導入

ってきた︒また米NUSは世界的

ジニアリング・サービス等を行な

力部門のコンサルティング︑エン

田本エヌ・ユー・エス菰︑B本 サンゴバン社との提携などで原子

ｧ総会が六月薫日に開かれるQ Sとの代理店契約や︑フランスの

臼本エヌ・ユi・エス︵株︶の

月三日創立へ

日本NUS六 US四五％の団籔比謡︒初代社長

海︑穴洗弼研究所および道戯会社

耀戴響鎌欝離勤瓢

ﾙ細藁子細
⁝謬墾講平蕪

この会議には︑AEC側から燃
料閥係二人︑ナトリウム・コンポ
ーネント関係囚人が出席︑また︑

研究欝や大学などの研署が多⁝

一

ているので︑その成果が期待︒課

塗輿就職難論⁝

環境粂件と︑工学的可醸牲︑経済

ス︶の原補力発蹴断を開発する計

という表現に

放慰姓麗葉物︑核分裂四二成物を
性などから決葦るものである﹂と

力開発に対する用地の先行敢褥の

定は︑将来予憲される大婚の原子

家会議は﹁雷獣壌業販と米麗原子

般にわたる各繊のコンサルティン

立蚤本金は一

講演で設立が認められているQ設 グ︑エンジニアリング・サービス

躍力などから38名が露加

習会が開講

原子動力講

などを行なう︒

コンボー不ントなどが今回の中心

もので︑燃・材料やナトリウム・

揮冤油四五％︑東聡一〇％︑米飛

千五酉万円で︑日本

年度で主要藁轍重罪を始め︑五十

準備工箏に義血︑五十一〜五十二
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︵P15︶︑㈹研究・研究所部

十四醸から棄京︒千代田区の科学

というV國蜜や出版関係も膨大

総会は実に四五三︸回にも及ぶ

蓼

な数字が配録され︑瞥鞍に大き

な鎌継をしてきたが︑今や﹁会

広揚

の

議﹂の必要牲もさらに強醐され

ており︑原塵という

役劉も︸麟増大されよう︒

総
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巣進化学株式会設

ル

あいにくの国鉄ストとあって出足
で諸耕料の照鮒特性の研究が行な
東北磁力は五月十七臼︑

衆西蒲原郡巻町の角海浜地区を︑
ソションでは︑昨鋸米AECが公

兄解が発表された︒とくにこのセ

︵放曝研︶の五氏からそれぞれの

は遅れだが︑それでもこの閾題の
われている﹂と語った︒

多

なお︑A猛Cの蓋車察一行は︑
子力発噌所︵一強面11BWR︑署

多雪﹂

十二万四千KW︶は︑近く手工の 会娚巾︑動燃溺業隙の大洗工学セ

三

獲した︑原芋力施識からの放蟹線

予定であり・現在地元との最終的一ンターと菓海禦漿所︑荊冠の策㎝ーネント関係の工塀等を見学する

﹂三

ては工CRP勧密に藻ついた群容社の原子力潮面所敷地は︑現在簾

鍛について︑莫際の運転に当たっ

工を間近かに控えた宮城興の女川

のサイトである描勘県の浪江地区

崇めの段階に入っている︒二番語

旗璽牲廃棄物の処理に開しては

蟹塾性とも棉まち︑二臼間で延灘
山人が滋噛するという︑盛況ぶり

㎜ている︒

中研︶の両氏から発出があった︒

杉本仙一︵一型協︶︑永癬正︵継

地区︑福醐熈浪江地区︑象京鷹力

は福二県醗発公社に婁託して︑三

張北躍力の一督機である浦廻源

現在の廃粟物処理あるいは処分の
線澱から翼用の範罎内で鍾くする

と共岡で開発する青森県の下北地

番罷の下北地区では粟京嘱望と藤

四番圏の原子力発醒断建設候鶴地

研究は︑従来の墓礎的獅階から︑

プラクティカブル

⁝1という

同社は面懸五十四無二までに三

区に次いで四つとなった︒

便用しての研究に入る予定だ﹂と

圃であり︑これら一運の候補地決

とする﹂と発表した︒これで︑問

本梅的研究への移行の段階にあ

銘記が藥書し︑パネルメンバーか

発蓑会は藤波理事長のあいさつ

発に対し︑その襲付けの︸つとし
る︒両氏の発表でもこの点が指摘

ら﹁それは原子力施設の躍かれた

であった︒

て︑立地環麗管理︑放言性廃棄物

四十六無度から︑原子力発臥所の

されたが︑とくに杉本氏は﹁昭和

アズ・ロー・アズ︒

工学︑環境にわたる各毬の安全研

処理・処分や旗慰継生態学など︑

究の推進が一斗必要である﹂と語
った︒

の見解が示された︒

一百團は︑放麹性麗液の海洋放

動燃本社で二認欄

門家会議開く

日米FBR専

出調査特別婁員会の報告が行なわ

畿雛贈驚翫ギ後のバネ蕪会奮

へ
る安全性しと題して購演し︑﹁覇︸線分野からみた環擁の諸聞題﹂で

角海浜地区は磁潔三二価力平方

ためとみられている︒

れ︑①麗液の孤散希釈について五

第二回日米闘速炉轡門象会蹴が
一薪で︑新潟市の晦鞠二十八能擢に 万月ニナ瀬田︑二遡聞の予窺で雍

岡社の劃画によると︑岡地区一

⁝巌墓欝・

芝三社畏︑吉山日立翻祉長︑各建

弩機は︑今奪度︑来無二で補償問

aWR︑五＋四万KW︶の起合工
畏ら関係七漁協組合長︑平賀東

一▼鍵Ψ聖幽隅鋼一

来の原エ炉バ型化に伴い︑圧力差一は︑放愈誓郎氏︵原蹴︶︑村主進

浜岡一号機の

設会社ら工禦関係者︑また浜岡在

⁝滋．虎ノ門の鋤力炉・核燃料関範

一式を行なった︒

住の旧地主全興のほか︑横山中郡

力養会︵金C︶︒の難獺露嚢で︑五月吉の外霧

起工式を挙行
起工試には︑地元から竹山静陶

五十斜度にかけて調査工膿や一再

題や基礎整備を行ない︑四十八〜

揮発抽︑集京躍力︑米嘘NUS社ら両社の捜術をもとに︑原子力全

熈知甥︑内野県門会胴長︑河原醗

が羅列し︑工脳の無轟を祈った︒

躍二会畏︑加藤岡社畏ら約五酉名

中部羅力
P陸から︑静岡鍛・浜岡町で︑岡 隣接関係八町一村長︑翔口御荊傭

中部躍力は五月二十四田午荊十 ・浜岡町長および鈴小出削繭町喪ら

鍵協同二塁・内野摺肇墾

獅に関する協力協走扁にもとつく

号機

三奪度から本格的工事に糖手し︑
五十七年度に運紙開始ーーとなっ

は︑岡機麗の羅務周職輿を公募し

ている︒今回騨輿している湯瀬は

的としたもので︑五月と六月にわ

覇業を担う高級技術者の養成を闘

ョン︵P−4︶等で︑いずれも伍技術館で虚誕した︒これは猿子力

②FAO／工AEA其岡鵬業
部二犀︑鋤務地はウィーンであ
朔は

次の通り︒

4︶︑⑧予翼翼政部予算決騨セクシ

国際原子力機関︵IA皿A︶でPi4二名︶︑⑦研究︒研究藤 欝本原子力主業会麟の山男四十
部核デ⁝タ・セクション︵P− 六難度原子動力講習会が︑五月二

局職員を募集

ている︒三七蓋万KW級の軽
水型炉で︑総建設蟹は五蔵二十億

円︑二十七刀五千Vの送磁線を新
設する︒なお︑ここには含計四二
が建設されるもよう︒

東北醒力は︑岡地区の候補地決
定にあたり︑昨年一月から三月に
かけて地質調喪に癬手︑岡十一月

週闇ずつ講義を

¥名︑激三†八名︒

たり︑それぞれ一

研究断部アイソトープ・ハイド

行なうほか︑施設見学も行なう︒

斑格︑絵心︑粂件などの欝責問

から海敏調査を笑施してきたが︑

ロジー・セクション︵P14︶︑含せおよび召し込みは科学技術庁

︵p14︑5竺名︶︑②研究る
・︒
各検制を蜀ねた結果︑三日の決定

塗加暫は羅力関係十八名︑その他
原子力局国際協力溝萩で︒

葬破壊検査機材（浸透・磁粉・超穂波）

鍵

フ研究所︵P13︶︑④技術援助コ内は職階級を示す︶

1532
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雛
i踏廊孫．国論

素材から航空機・原：子力機器まで、

盤

③研究・研究所部ザイベルスドル

象暴都港区崇新柄1−2−13（川岸ビル）TEL（03）573−1235〜

1（通産省工業品検査所検査証明書添付）
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原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

聞
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と聾講馨難錨α鍵饗艦籍縫

щc辮簿霧雛二幅斜懸螺蹴縫
たが︑連邦旗射線審識会は今無に

⁝除ビ魏礒癩 礎 幽 幽 藝 鰺 蓉 ー ー 二 三 ー ー 両 一 麹
二人の人間が会った︒その瞬間
入ってから﹁難建玉筥ヂレムを変

であり

原蹴の板囲魑郎氏は︑1一放附

えない﹂ことを打出している︒

放射線

二人の麗係は︑お互いが

源
閥柵ということになる︒この

放射線に被曝してい

る

射線はいかに微颯であっても︑そ

﹁二人の麗係﹂はアダムとイブの原 線墨縄そのものが︑その根畷に放

始鋳磯かう今田の原子力時代 ま

れに慮じたリス・があるとりつ蟹雄

であり︑プラクティカプル

一度原子炉を建てたら

即応して課り入れる看過性あるも

その当鐵題は︑技術開発の進展に

がって︑

は各々の藩命により異なる︒した

く︶

クティカブル︵実肉刺鮨な限り低

で︑およそ人閲が存在する限り変
わらない細濁附な箏冥である︒な

ぜなら人体にはカリウム40という
ガンマ線を放出す．葡放射姓岡位九

問位元紮が数樫︑微騰ながらも駆

蘂をはじめ天然に落圧する放射姓

り込獣れ て い る か ら た Q
こうして人闘は一年闘に二十︑ザ

ラドという放射線を内部被曝ζし
て自分臨鋪から受取っている︒ま

た・このはか宇蜜線で三十デラ
ド︑地般放溺線と窯気串放射線で
五†︑ザラド計八十︑ゾラドを一無閻

に外部被騰として浴びており︑結
局︑一無間に自然放射線による人
山の被曝盤は輿ザラド程度にな．○

のに取り組み︑被曝線蚤の量減化

思想が強調され︑低圧注水系が採

決定することはできず︑実験プラ

っぱら努力が傾注されている一

とにして系統の信傾性の陶上にも

舶圧水型原子力発繊麗の安全設

と述べた︒

讃の蕪本方針も︑公衆の麗容線鎌

以下とすることに基づいて重々の

安全防踵施設が施されていること

三幾灘工の蔀正治氏は︑一加

には変わりない︒

圧水型原子力発蹴勝の原子炉格納

発蹴所および九電玄海発蹴所に採

容器について︑関羅美浜︑趨浜両

用されているセミダブル筑の在来

方式のもののほかに︑開羅大飯発

ー弐のものが採胴される︒これは

醗所では新たにアイスコンデンサ

に遡して凝縮させ︑格納容器の内

事故聴に放出される蒸気を氷の縢

ので︑催頼性の絢上が期徳できる

編を下げて外部への放散を防ぐも

一九

○公窃教轡︵アメリカ聡境閾題婁

七〇無刊︶
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奪刊︶
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でき︑エネルギー供．膚の多様化を

○％を原子力に変えることが期待

︐

般紙紙

（591）6121

R炉心スプレイテスト︵圧力窓

原子炉から生為する放射線は大

用されている︒一方︑格納餐器とし

用期闘に不遜定要索はあるが設売

HK四〇などが鮒叡となろう︒耐 が︑現聴点でいずれを探用するか

味

嚢失轟馨仮饗したBW

別して禮撰放射線︑誘灘放濫線︑

工程へ漁獲利用する聞題について

原薩賃料塞便り

一としているQ

難で︑どういう経路を経て︑環境

核分裂生成物にわけられる︒この

調査検欝を進めており︑昨年匿は

が多くあるので︑現段階ではその

を遙めてきた籏果︑製鉄鮒の商温

技術駒経済的働果簿について検討

噸
申込先： 日本原子力産業会議：総務課

器上部から水が畷き幽し始めた
ところ︶

の安全設計が施されている︒燃料

沸騰水型原子力発竃所では二段階

放射線源を取扱う施設の境界外で一
の放射線と放射能との測定を慧味⁝

系と︑破損燃料から放出された核

を保護するための非常用炉心冷却

し︑当該施設で操藁を行なってい

凝賊難灘騨講吐

分裂生成物の放出を防ぐ格納設備
がそれである︒

漿芝の高橋騒平氏は︑現在鰹設

る冷却桝獲央蟹故時の冷却綾躍と
して餓初に炉心スプレイ系が採用

されでいる発墨所に健閑されてい

され︑次いで運脚圧力の下りにく

とするいくつかの研究嫡や︑発躍

理︑挑出率は︑それほど大まくな

い中小破断総隈に対処するため低

手段として幽圧注水系と霞動逃し

圧系である炉心スプレイ系の補助

別のいい方をすれば︑環境モニタ

家系が採用されたQこれとともに

いために旛設の外では環境鍔際能

リングの範閥では翼にその役劉を

が湾染されるかわからない︒した

原理の異なる系統が好ましいとの

低圧においても︑璽襖性に加えて

がって今後霞然バンクグラウンド

今後︑大話に発生する廃謡物の

て採用されたのはドライ・コンテ

処理処分をどうするかが問題とな

ナ⁝であるが堺故晦には冷却秘が
流出し︑格納容羅内の圧力が上昇

中で主として購故に対する安全性
の変鋤をみきわめたモ議タリング

ウランが核分裂を盆じたときに鐙

するため容積の大きなドライ・コ

を薯える隙には︑燃料ペレソトの

るが︑陸上麗葉処分にせよ︑晦洋

チェソクが必繋とされよう︒

成する按分裂生成物が一番閲題に

てましう︒そこでこの圧力上昇を

ンテナーが必要ということになっ

抑え︑旛納響羅の小形化を翻るた

なる︒二酸化ウランペレソトと燃

物の外部への濡洩愚防き︑燃麟臨

め︑圧力抑制装璽が採脳された︒

料被覆懸は山精謄には核分裂生成

体の健全性を保つ第一の臨標とな

アイスコンデンサー等で
周辺の一般公衆の放脚線鰍を餅容

るものである︒

敵襲可能な限り発く

線鰍以下とすることであり︑さら

が︑現在では実証済みの蓑灘をも

爽証に実験の露点がおかれてきた

これ豪では︑聖駕設備の性能の

が蟻子力施設を運転する嶺購霜の

ある囲次系翼翼那赦を仮想して︑

核分裂生成物の漏洩のおそれの

に状況の欝す限りの安全設誹を施

除子力婁貝会の閥温ガス姫懇談

ント簿により実羅晦に優劣の比較

一一曽一一﹁一ξ濯一轍一＝一一輔︷鱒；＝一＝玉國

会は物羨こ十濤︑一年中にわたる

上の工夫によって闘題は解決され

▽熱交換システムの技術問題1一 その大型化も闘馳の翻題とされ

である︒しかし︑今後の技術開発

避確な見過しをつけるζとは國難

②経済性については︑技術的閥題

彼接遺元シャフト炉を︑今年麗は

る︒⑭原子力製鉄翼現のための技

によってその経済徴が実現される

はかる見地からも慧嵩が大きい︒

検対を終え同婁貫会に報巨星佃提

熱交換謡と選廻ガス製造について

術的照臨としては︑懸バランスの

検肘を行なうことが必肇κo家た

出したが︑その暴露は次の磁り︒

①懸盤懲交換方式は間接熱交換方

含理化︑戴冠力製鉄構戒丁霊の保

開発購究を脊なう柳島たQ

あるのでその技術を確立する︒㊤

式に比試して︑大きなメリソトが

▽爾温ガス炉の技術的問題聾①
核燃料としては︑炭化ケイ紮付三

の現状畦①撮外における闘温ガス

▽内外における隅温ガス嫡醐発

炉の闘亮は︑米︑西独︑0封CD環被渡粒子燃料が燃料簸轟温度摂

一⁝◇⁝i

る︒
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⁝カーの隠綴は難ず原子力発鷹所 すことにあるといえよう︒

努力塩鱈とすれば︑原子蝉機器メ

さて︑

安全設計に配慮

投藥にせよ︑将来いつ︑いかなる

ことになる︒

果たす濠でに棄らなかったという

の変勤はほとんと検出されない︒

かbの環境への放尉世物製の耕出一

炉︑そのぽかの既存の原子力徳般

調べると︑原研の原子騨をはじめ

磯叢叢麹騨難

を図ること．猫努力漏穣となる︒畿

蘭限としての鷺山艇は一律に定
め︑それ以下においてなおかつプ
ラクティカプルな聴畷での芳力が
必要ということは︑当事者からす
れは︑最大許容蝦以下という入弟
齪験にパスしたものの︑ここまで
くれば卒業できるという一定のラ

討されるへきであ

の可能蝕があ．仙との結論を得た︒

しながって︑今後は実護的データ

ガス炉については︑技術的に塾図

ルギー消費の二〇％余りを出めて

行なう必要があり︑実験姫計画の

をうるため実験炉の建設︑運紙を

▽原子力製鉄の技術的経済的効

四年麗で五干万ジ︑六十年には一

の研究開発計画を確立することが

て︑聞事ガス炉の多士的両用全般

望継しい︒

具体化毎はかるとともに︑あわせ

らの脱却を可能とするはか︑糧来

億二千万ゾに瀕する予想た︒この

わが国の総山不ルギi消蟹の墾田

ため︑原子力製鉄は原料炭依存か

おり︑原料炭櫃要爽現も昭和四†

果疑①鉄鋼業は︑わが閣の総工不

ろう︒

G︑今後さらに換 り︑麗渥ガス炉の多圏的利用上の

▽結び置上に述へてきたとお

見通しはあると考えられる︒

︑︐

機械的応力のほかに︑熱応力︑耐

設訓研鑓︑安全牲︑流動伝撫等の

震性などを配慮すべきで︑今後︑

試験を顛次スケールァノブして研
究醐発を進めていく必雲がある︒

の休止などがあ

矯点検︑定期検査によるプラント

氏一三五〇度以下ならば︑証済牲

ない︑︒いうことになるわ縫︒環

射線照射下での劣化については︑

炉の建設が進んでいる︒②わが麟

減速測黒鉛が燃料交換のたびに諮

▽原子力製鉄プロセスの技術的
問題筐①高撮ガス炉の熟エネルギ

庸三

熱交辛煮の携造設認については︑

なとでそれぞれ︷九六〇無龍後に

脇に成出する放射鮨を鳳減するた

と仏添︑黒鉛の雛螢鯨の塾礎研究

れるため︑閾題になることは少く

ャフト炉法と高説流動層法がある

ーを利織する鰹竣選元法には︑シ
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科学技術庁原子力局監修

美しい印尉にはビジョンコートを

置寝：轟爵

策京都中央区銀座5−12−8

一

定評ある蝦新データの

洋紙一
自板

という︒

園研の封上進氏は︑この膚然放
射線のレベルと原子力第咄所から
放出される入工放射能のレベルを
比敏して︑1⁝敦躍発蕩桝の側︽
とれば︑耕気ガスによ．螢公衆の被
曝祓鑑は無闘雪︑ゾラド弱で︑自然

出

放配線の甲に騰れてし獣う研環︒
排水濃匿は一認めたり一画㎡キュ

インがあるわけではないので︑い

めの滋強開発はかなり進贋してき

と安全性が褐られると思われる

のではない一と据彌した︒

を革めるとともに︑熱出力五〇

多圏的渇温ガス実験がの予紬設謡

ロイ八○○︑インコネル六〇〇︑

ない︒総懸繋金鱗材科にはインコ

MW︑冷却馬出口出度摂氏干麗の 答高速中性子照紺璽以下で冤換ざ

の研究を迄めている・京た︑鉄鋼

ニド

リーという︑あるかないかわか凸

窩灘ガス実験蜘の建設に鼓手した

全側の纏︑璽側の物窒．〜︑刀

ている︒BWR型騨における希ガ では︑原歎が多書的禰島翫ガス炉

求される︒②黒鉛捌料の副題︑放

が︑品質響理と検査滋の確立が要

つ濠でたっても卒業証鰹がもら・．ん

度として公衆の最大許答報鍛︵年

にたって作成されており︑その隈

配・蘭滋におけるヘリウムの流働

ス処理については︑yでにプラク について被漫瀧子四隅の照射下満

ない程魔で︑海水甲に現葎してい

る放慰醐環境を乱すものではな

闘五画ザレム︶の概愈が導入きれ

ティカブルになりつつあり︑獲た

葦

い︒こうしたことルら︾蔦ぱ京子

ている︒現在運紙叩の漂子連 ︑ル電

が︑爽験炉段囲の成功を払礎に︑

力掩雌所は藻擁阪壊駕もたしすも

所周辺の放射線鍛は蒸毒の畝％以

環璽の放射線越翠︑粛蘂を変え

ついては︑この方圃に晦かってい

米︑西独では発躍別黙認ガス原型

れば︑公衆に薄する最大許容線盤

ものではなく︑原子力施設を運転

RP︵国瞭放射根防護婁鍛会︶の 値以下であれはそれで幽しと照る

勧密を受け入れ︑年閲露営蒔レム

．斜ガカが要譜される︒そして叩この

総総留 難 論 モ 一 L
する巻は常に放雛線披凝磐引下げ

с鰍堰Eガス・ゼロ識計概念に

ウエスチングハウス挫のいわゆる

さらに実用可能な限り低く

は︑日本はじめ繊罪各団ともIC 下という実績であるか︑最大許響

原発からの放射線放出

の仙を採網している︒米国では︑

協会においては高温ガス炉を製鉄

隔

ド
▼

心放射線の変動幅

の薯あり・種々欝導き﹁程霧〃アズ．了アぞプラ・・ング・援霧質建生

鍛旺︑この位を引下げるべき疋と

・一

團、

パネル討編会のもよう

照
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