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階呆国力箋義は今罫

蛎羅 編鋤難険禰訪莚⁝

隼表扁が跳冊とな．癖腸

アイソトープ・標識化合物・放射線漂

び汚染醐題が解決を要する繋急謙

苺藻

剪ｲ史の編舗をすすめ

@き量めに曹

閣 RCCのラジオケミカル

済成長に伴って都市過密閻題およ

題となっていることを強調した︒
この聞題に関して︑平泉長衡は︑

﹁日本の原子力﹂

に

アラタしル

環境保全の分野における研究開発

ﾁ雑@

保護庁︑メリーランド捌やサンオ

ノフレ原子力発墨所などを紡ずれ

るが︑その節でも動燃堺業団が淡

城嬢・東海村に建設甲の再処理癒

設に関遡して国防総雀を紡ずれ︑

米箪水戸誘爆醗揚の早獅返還を要

晒礁

臨会で設麗置対決謙がされるなど

原干燃料公社蒔飛から

集り上げていた陶処理工掃問題を

つけた手腕は難く辞価されてお

解決にみちびき︑本格糖工にこぎ

アイゾトープ課

について協力したい旨山開したの

に対し︑獄イシンク大田は︑この

遡閲にわたり︑米︑英︑仏︑顯

一行は十月二十八日豪での三二

臼午後十爵二十分出発した︒

更︶について株主に承闘を求めた

の発行する株式の総数は五蕊万株
とする﹂に改めたもので︑これに
より擾権資本は一員鯉円となる︒

なお漂醒の讃画によると︑第三

発躍所は電気出力蕎＋万KW︑沸

これに︑本年九月十七冠の棄海

望する予定で︑注醐される︒

村議会決議﹁水戸対地射爆撃揚返

願が本無一月一日以降射爆鰍揚の

還要望﹂にもとつくもので︑﹁米

演習停止を映めたことに地元住罵

騰軽水炉︵BWR︶が採用される
ことになっており︑現在︑地元と
の交渉が行なわれている︒

水戸射爆場の

返還も要望

米国では︑蹴子力婁璽会︑環境

独︑ベルギー五力圏を訪ずれる︒

五条﹁本会抵の発行する株式の総

もの︒とくに定款の変更は︑同第

ための発行橡式の増加︵定款の変

よぴ︑この家運に係る蟹金嚢の
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罵ゆ蓼︑轟の動書窓込

︵196︶六コニ瑚

ｮ馨齪脚勇の曝し岬⊆い暴勇肇議⁝

罷獄装丁︶鋸勤猶鮪二搬瞬灘⁝

聞題応幽係閣讃の所撃と関係があ

るため即盤できないが︑これらの

属僚と協講し︑前向きの態塵︑︑検

一︑醐閣餓は︑科学技術に関す

鍬する旨翻吝した︒

予測の方法鵡ならびに︑現代畑瀬

報システム︑技術欝価および技術

るドキュメンテーションおよび朗

力が両両闘で行なわれるへきこと

簸に関する縮開題について︑誤報

祉会の饗紬に即応する距点分野選

交換およひ愛蘭豪の交流を行なつ

一︑胸照照は︑陶国がそれぞれ

について舎悪した︒

欝欝に関する研究開発の紙進に多

ことで慧見の一敏をみた︒

本側と射議した識題巾で双方の馳

このほか︑ロイシンク大駆がH 数は二翼万妹と丁る﹂を﹁本会社

大の努力を払っていることを確認

心が瑚かったものは︑原子力商船

し︑米圓のポスト・アポロ謝爾謬
加に聴する聞題について憲兇を交

に関する闘題であったQ

換した︒

一︑諏閣僚は︑潤園の急逮な経

原案通り町訣︑承認された︒

について付議したが︑全会〜致で

授権資本五百億円に

三号炉を置式決定
原点

日本芸子力賢酒会社︵白沢蜜一
郎祉長︶は九月二十八日憂欝︑東

地方身治体調颪団が出発

けできており︑漁期照門の実現に

原蹴は集海︑敦賀弼却下所に引

敦賀市︵樫井県︶︑東海村︵淡

駅・大手町の同祉本店で臨磁瓶憲

城照︶が駅米に派灘9る﹁隙芋力

としている︒

格域の配慮をするよう要欝する﹂

でに十数鑓も箭かる返選還鋤を続

琵電所を茨城隈東海村に建設︑昭

問題地方膚治体調益団﹂︵矢部知

は心から醤んでいるQ狗議会はす

和軍†一年莱から運転禰始の計圃

二身敦翼市長︶の一行は︑十月五

潔く悪獣としては三番目の原子力

をたてているが︑同日の噛時総会

総会︑磐開ま︑圃靴定款の一部変織

器組立用クレーンの据付開始︑九

は︑この篇三発即日の醗雛翻画お

．塩

り︑井上五郎理講長の儒任が願い

一方︑鵜不理黙は新観転換頬懲

といわれている︒

懲本部長から動声炉師門懲設業務

翅嶺になったが︑これは現在︑A

業搦を進めているのを︑今後一本

TRとFBRがそれぞれ別に建設

化して行なうためで︑近くA田R

・FBRの建設業務を総轄する部

瀬川副理訴長が笹毒していた総務

門が設けられる予定であるQ豪た

酎圃管理などとともに担当するこ

部は︑武安義光理事が企圃訓査︑

粛翻スデコ…弛ニダ旧訳塞雌

●闇

安全性の研究など燕子勘

國が科寧技術についての撫子を〜
胸強化すること︑とくに原子力安
全に透する協力などについての舎
憲がなされた旨︑平泉二宮のステ
ートメントが︑九月蕊十礫発嚢さ
れた︒

一︑両目僚は︑原子力無月鍵用
化の湛展に伴い︑核燃料︑とくに

の要雷である︒

ロイシンク大臣との会談は極め

における畏期政策について慧見を

璽要であることを認め︑この分鰯

濃口ウランの確保に関する醐懸が

気の下で行なわれた︒両閣僚は︑
両麟における簸近の科学技術の雨
蛙について態見を交換するととも
交換した︒

一︑両閣僚はともに︑人口綴密
な両国においては︑原子力安全に

に︑両飯間の科学技術分野におけ
る協刀の強化について検酎した︒

関する糊題か極めて臆要であるこ

力安全に闘する知識の一般大衆へ

野における研究開発および︑原子

とを強調した︒両閣僚は︑この分

響一9に両閣僚は︑科学技術分野の

協力を二日企業に拡大することが
極めて腐岱であり︑塑濠しいこと
であることで慧見の一致をみた︒

両閥僚の会報では︑とくに次の
擬闘魑について附議された︒

総合進捗率

眠︑

幅騨

轟

ぬギ翫轟
伍された︑

献愛纂長になつゴ瀬川氏は︑昭

とくに︑二回にわたって茨鰻隈
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動力炉・核燃料開墾銀業団は十
月二日付で役員感動る行ない︑今
聾美材副理蜜長の勇遼により後任

に瀬川正男理購の剛理麟長︵核燃
科部門担当︶昇格︑嵩史朗漸騰転
換艀開発捌本部長の理事︵問本部

この異動は十月一塁で任競切れ

響艮の女灘役となって︑息のあっ

憩四十二年動燃禦業圃発足ととも

た井上・瀬川コンビ愚組み︑発足

になった井上五郎理購長の再鉦に

長︶昇格をそれぞれ発令した︒

喫聯

動燃︑二日付で役員異動

副理事長に瀬川践

ﾎ盤を対象︶︑十五日から警標

Bに通塗雀の第一回使用欝欝藪
容器茎礎コンクリート打ちのため
の醍筋に入った︒

十月からは︑第ご回尉の使用削
検査︵配筋︶のあといよいよコン
クリート打ちに入り︑中旬からは
格納裕潴降板の荷揚げ︑下旬から
各無謬の溶接聡始と驚く︒このあ
たりから建設現揚の様子は日を追
って璽り︑工邸も週初のピークを
迎んることになる︒

獣たこの格納容羅関係二世のほ
か︑二次冷却水取水日工購︑薫澱
物荷揚用の仮岩重工購︑これへの

連誌農工窮籍も進めており︑土
木関係の進渉率は三〇・七％︑建

た︒このほか︑非常動理辮に石原

に︑躍気協会の欝欝理箏から総務

武央氏の後任として田中直治郎康

票もない新組織の勤燃嚇彙団を軌

担当の飾縄に就任︑以来︑井上理

つた建殴現楊︒左下の一部分が

京聡力削祉畏が起用されるととも

理麟長︑鵜木又夫理麟も再任され

格納饗器の墨礎工婁現場︒㊦は

に︑宍像英二︑憩田昌博両非常動

伴って行なわれたもの︒清成迫嗣

調ンクリート打ちをひかえ配筋

とになった︒

竃話（572）8851（イ随）
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滋に識せるのに大きな力となって
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日独科学閣僚会談で合意

十三日雄後来臼︑その後︑平泉科
技庁避窟︑田中通醗大臣︑大石環
境庁長官と日独両国における最近

ついて会談したほか︑科学技術会

会簿とノでれそれ慧見を交換し︑問

議や漂子力委奥会︑字出講発婁満

三擁日離日した︒とくに平泉科狡
庁長宮との会談では︑原子力開発
や垂垂圏発︑摘報システムなどに

ついての葱見交換が行なわれた
が︑こんどのステートメントはこ
の会談に閲するもので︑以下はそ

教奮科学相

平最泓科学涙術脚長窟の招きに応し來賦中であった西独のH・ロイシンク四点科学根は︑約︸過閥 の轄及の必要性について憩見の﹁
の滞H臼程を終えこのほど離落した︒この闘︑平泉憂富と岡欄との間で行なわれた会談では︑B独両 致をみ︑これらの問題に関する協

硬》

の科響捜術状況や協力閾題などに

瓜イシンク

@
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ロイシンク教訓蒋学糟は九月二
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業
産

力

原

てきたこと亭悪醒するのであろ
や迎えることは鰯ゼ

はじめた現時点で︑四たびこの地で会識

にもかかわらずわれわれは︑幾
力発罵の安全性︑経済盤の身上の霊力が

チェリオ酬大鑑働の欝纂は︑岡時に原子

のようにも感じられたし︑アメリカでは

爵を示しつつあることは︑そわの腹付け

ストレーシコン炉がよ・︒2やく艮体化の動

民共同訓阿にもと．凸くそわそれのデモン

ッパ各国共同計醐ならびにアメリカの官

墨あつめた︒麗還炉に隔しては︑ヨーロ

つかの点で︑今團の会識が明らか

礎喪わしている︒避雷安全性についての

四川よりも一盛買剣なものとなったこと

と述へかスイスの

う︒

口

深いウラン濃緒については︑米照の

にした大きな流れを懲ずる︐簸も関心の

果たす役割
︵シュ・子プ会議︶はその都

あったし︑とくに環境間顯については︑

研究は機羅︑桑科について多くの発表が
れよ︐？こしているのも興味深い︒

珊境閲題との論難で窩建増蝋炉が加速き

︑フランスの績樋的瓶働きかけ︑

二﹂ととなったわけ︒

エネルギー効一

頭化

﹁一原産など五団体累次で

ヨ

濠た関係富公庁のコーナーで

などが展ポされる︒

﹁原子力コンビナ⁝トi展望と課

は︑通塵省がこのほどまとめκ

ー﹂と題して︑モデル原子力コン

題﹂をもとに︑﹁明温のエネルギ

なお圓展示会と餅行して会期申

B本動力会議︑日本ボイラー協 ビナートのパネルも展示される︒
会︑日本能箪協賦︑田ぶ原子力虚一

婆詳細リストと⁝
⁝リプリントを⁝

第四回ジュ不ーブ会議は玄⁝

肺る九潟十六日︑盛会裡に全日⁝

⁝原子力脱業会議では︑この会⁝

⁝程を終了いたし家した︒臼本⁝

ﾉエネルギー効準化技術会議も開

一から二十日までの五臼聞︑康京・ かれ︑十五日は燃娩技術と公魯防

業会議など五団体は︑十月十五

このような大規模な構輻交換の場は︑

ソ運のサービス提咲の慧憲嚢が︵質問に

のほかパネル酎舗もあって︑その中から

⁝数各位の婁舗に応え︑聞生酢⁝

⁝

︒論文のリプリント・サービス⁝

左尖馳しており豪す・

⁝ノシコン別︑一部五齎円︶お

⁝気書の戴リスト︵セ⁝

．

よび論文リプリントを御客望⁝

の岡きは左認までお申し込み

⁝下さい︒

脚p︐事B顎︐掴︐暫﹂費D︐︐

■●︐D

︐︐

﹁旨脚7︐陶陰ハ勤魎

⁝暴學力業会議企嚢．

︐1脚1D髄

務部妓術参翼官︶艮沢票戸︑▽研

D︶第四園長学大盛会議に出席の

郡憂︶枚村醸之︑▽工灘闘鶏院総

力炉︒核燃料開発瓢染団譜画重書

尉線鷹学総禽研究所管理部畏に昇

究繭脇局講整満潮︶木下寧︑▽放

務部蚊術参饗官に出向させる︵研

今回会議には問機構那盟二十三

ター総務課斑︶広瀬三郎︑▽金属

任させる︵国立防災科学技術セン

創料鼓術研究所製錬研究鄙畏に昇

聴するユーゴスラビアの科学技術

力圏のほかオブザーバーとして姦

する︐

た鵜︑九日午前羽田発︑海出出敬

かれる経済協力関発機構︵0猛C 究調鎧局調整顯憂に採用する︵動

る十月十三︑十四の両日バリで開

平泉渉科学技術庁長嘗は︑来た

D閣僚会議出席へ

平泉長官︑OEC

も行なわれるツ熊︒

㎜圃薩業界にとってエネルギーの開 ンについて︑参加者との顧観応答

一るもの︒

対策の進展に寄萄するため開かれ

・は国家的課題であり︑エネルギー

㎜発と裂学事釜蕎題の解決

題の解決といった聞題をもつわが

の詳しい技穂開発など八セノシコ

・騒に深い関心を寄せられる多⁝

今後も庚す寒す必要となるであろう︒罠

ま磁

共顯の考託方のレールが敷かれてきたと

ヘ

ど︑＋六日は熱エネルギーのコン
癩難詰﹂を開く︒
エネルギー編裳の急増と詳密間 どユーターコントロール︑熱利用

間の楊では︑三奪融きのニュークレソク 隔海の論議裏響イン穿
止︵耕雷獣嫌串含む︶︑新しい保
⁝エネルギー71菌際エネルギー効蔽弱︑保冷偲とその他徳設技術な
スー次回は来年十月ハービルで⁝︑田無

お謙の氷フ坤ーラム主催の世弊大会一同

についてシー珊ーグ簿士の

が︑次同以降のシュネーブ会議も︑何無

ろうQそして少し気が早いかもしれない
W示会は①海気︑原子力エネル
ーギ⁝システム︑②石煎⁝エネルギー

システム︑③ガスエ不ルギーシス

珍談方式のいろいろ︑鷹力流通近

のための料学技術﹂を主勲議題と

抵当大臣が撮席する予定︒﹁蝕会

解除する一理溺・中井敏夫︑▽東

付︶

究駈原子炉化学部侵︒石糠憲太郎

羅諾O轡
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射射

照照

験託

試委

ぐ懸住友原子力工業株式会社

ジュネーブ会議の

醐

望⁝撃力羅利麗際叢
W 馴 度 ・ そ の 蒔 点 に お ける平和利

用開発の大塾指世界の関係着の頭で鰹理

の会議の中ならびにその前後にあった︒

摩紙削耀で鵡紹介したレうに︑醗文土版

会期中には︑これらをめぐっていくつか
いら感がふかい︒

答え︶という︑ぞつの大きな掛爽饗がこ

を果してきたりそういう響味で︑いまま

の非公武の話含いももたれたし︑また七

さセ︑その後の開発の方同を占なう役割

での薫圓の会議では︑それぞれの朝後の

今回の会灘る適じで晶群増欄干み段融

出来環からも︑その戚果と慧味合いは︑
ソションでも各照はそれぞれの立場に立

じく来庫十一月ワシントンでi一︑蹉年

わりにはっきりしたものであった︒これ
おきの欧州フォーラムのフ准iラトム大
会i次回︸九七竃黛イ々リアのフ窪ーレ

合については︑闘腱の郵理とある程度の

る︒恵贈炉についての多くの技術的な実

ゼの原子力協会大会なども国際陶な撮影

ンスで一︑それに日庫の原塵大会やカナ

姦醤の総識がかもし出されたようにみえ

体において出揃っ陀観がある︒と岡疇に

入について一つの目安をξえた︒核融禽

績と安金研究の成果は︑その商灘的た︑懲

脚した論文を発表した︒これによって︑

漢絶購絵の見通しとか醐技術へのウユイ

各園の湾え方や研究驕発詔画の状況は大

現わすことが難かしいというのが︑むし

トのかけ方など︑見解の平行線がはっき

に対して︑先月の第四圓シュネープ会識

ろその特色といっていいかもしれない︒

については︑ひとことでその墓調をいい

このことは︑平粕利用の実 層 化 に 伴
で正味の熱盤産が削壁

交換の掲としでの役剛些凝していくであ

りした点も少なくないQ日電などが今後

蓬のアルティモビノチ博士の周贋点の艶

五館一＋無

い︑技術的にら経済的にも極めてその内

でこれ以上求められない位のところ豪で

の進路を考える上で︑材料は今瞬の時点

という予想︑ソ

容は多量かつ櫻雑になり︑ジュネーブ会

求齪縫の行使を﹁故悪︑過失﹂

の大きか二二蚤もちつづけるであろう︒

かに一度のそのような総決鱗の場として

議のような総含会議で論じられる内容が
繊融合

︶とはとくに暗闘

外国の水域に立入る揚舎および︑

は︑同晦に①わが瞬の原子力船が

についての最終欄告

理と核融合中性子炉の見通し︵

一層

宸P目府

限定すること⑮核燃料物質響の運

︵現行法︶から﹁敬蟹﹂の禍含に は︑二足の安定倣給をめざして︑

る漏禽の必婆隔償構畷を霞め︑こ

外国の踪子力飴が本邦水城に立入

れらの規走を圓法に加えること⑭

代化のねらい︑万全の三鷹防除対

︵現行法︶から﹁発送人﹂にす〜策︑徽気の渤認的な利用の五テー

搬中の賠償専任の筋在を﹁受取人﹂

藁座蹟醗鎖を現行の五†蝕円から

蝿︶引湯稔︑▽文部欝に出向させ

る︵金属届料蚊術研究所製錬研究

任させる︵岡鉄製錬鵬二研究室

部長︶柳橋嘗央︒

申の璽曹司項およびアプローチの

の研鐸開発の璽点を質的圏標へと

分野およびツービス分野における

▽東擁研究所引摺携取敏を

◇日本原子力研究所︵十月一理

技術革新の導入︑社会および環塊

変化していくパタ；ンや︑社会的

変化などについて射犠が藥中︑臨

マに分かれており︑各．櫨藁履方式 して︑科学技術に幸する国憲翫劇

ること︑などの歌正も行なわれた

鱗で・現謬譲選採翻れ

六十億円に引上げること敬﹁原子

が︑こんどの政令により︑十月一

しかもその本来心的は謝騨コード

を十分に鞭搬したものではなく・

たものたが︑この翼験は︑潮脚炉

炉の運叢叢﹂の姥義に嫉燃料物質

多惣防禦

ており︑この考え方に碁づき︑冷

による

といった考え方を採用し

原子力の安全佐確保は

臼かξつし鑑禦効力奮つ一てい甲彙炉や縫蕩のパネル

﹁原子炉に欠陥﹂としてわが團

によって汚染されたものを追加す

制度と園の援助の規定の適用は︑

で大問題となった週内アイダホ原

いわば時限立法で︑鼠の補償辺約

気・原子力エネルギーシステムで

一＝一一＝＝＝一二需需一一＝一一二鞠＝コ一需＝一一圏二一：榊一一帥一＝殖＝：＝響一一一輔一欄軍一一㌶一二幅＝ニ﹂：︸＝二鴨二一鴨二ζ一＝＝一一一一＝二二二一三二鱒需一︸＝＝一一櫨
テム︑㊥関三三躍︑機器︑桐料お
した︒このほか陶工法について ること④短約のある場欝を除き原
よび関係窟公庁のコーナーに分れ
子力農業奮の一般第三者に圧する㎜ている︶原子力発艦を含む①の電
剛

原子力が人類の生活に明確に農耕し

きたように思われるQ

多くの局画ぶあわ暇もつために︑ひと醤

︳

＝一朧＝＝一一階一二一一＝＝＝一二驚一甲榊一■＝一＝二榊＝榊一＝鞠：一
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政府は十月一田付窟報で︑﹁原子力撫審の脳償に諾する法律お
よび原子力損轡賠償補償契約に間する蔽徽の一部愚改正する法律

今年十二月末日までに階段を開始

・墜楚 肖 れ て ぢ ︑ そ 蓄 馨 に お け ・ 輩 炉 心 冷

の精度の確凱にあった③闘査団の

の癒行期日を昭和照†六年十月一日とする﹂畦塗示し陀︒

材獲失などあらゆる蕩えうる購
一日電廊︵ECCS︶に麗する実却験

海研究所長日務取扱および原子炉

の期限も間近かである︒このため

の改善のための技術選択の騨価に

任の集中︑損轡即償拍翻の三聖づ

訪米中に︑米国原子力婁殿会は︑

澗法律は原子力蟹審に関する︑

故よりも極めて苛酷な事故を想陀

︒山本賢三︑▽大洗研究所昆購務

について︑この調査に灘たった原

研修所長日務取扱を命ずるi理藻

さ憲の通常国会では︑こうした措

についても騙識が行なわれるもの

け等を行ない︑費任保険でカバー

関する国際協力プロジェクトなど

されないリスクについては契約に

いわゆる賠償二法といわれるもの

になっている︒なお平二王窟は＋

濾研究引付︶田中進︒

▽原子炉研修所次長を命ずる︵爽

〒〇六〇

住所札親市南十一粂

〒〇三五

住所士庶鍛むつ市

小川町二の十四の一

長川畑義雄氏

膏森県東通村原麗に入会村

一一五五一一二一一一一紳

二一の・†九

艮畏茂雄氏

︵株︶弘会社原薩に入会︑祉

彰／多彩

▽畏富留

勝士爵宿を命ずる︵工業技術院総一醒幽〇一七気二⊥一⊥二二

◇岡︵十月〜日付︶

圃部饅に就任︒

た同庁海洋科学技術センタヨの企

お黒田氏は十月一日から薪発足し

研究所蟹理部長︶黒田政治郎︒な

▽辞磁を承総︵放購線医学総会

カソコ内は荊職一以下問︶

◇科学技術庁︵九月三十日付︑

人事発令

六日に歎願の予建である︒

取扱を命ずる一理購・川崎正之︑

アイダホでの実験を含むこれまで

を十分に保つ必要から米国ではE 的︑弾力姓をもたせるために用

▽東海研鐡所動所漫を命ずる︵大

して︑蜜全性を確認することにし

CCSについても実験等による罠いられたものであり︑将来︑訓弊

離圓会講の勧轡に莚ついて作成さ

子力一員会の﹁軽水姫非欝用脚心

はしがき︑調斉鐡私鱒︑調査日

駕にわにる検認が進められてきて

している一などの点が愛野され

ECCS欠陥
等の榑られた騰点で見旧すことに
という実験結果は︑実用炉

とみられている︒家た会講には︑

畷をさらに十年間延長して昭和五

で︑今年†エ月に間法でうたわれ

材の鍛鵬温度が曜

雌とその適罵の

えぬことなどの基

氏二三〇〇度をこ

ECCS問題で調

新しい暫驚指針を決め︑燃料被疑

十∴ハ庫十∴一月軍木日量 でに旧一転を開

よって国禦が繍償するという制匿

ての調査報告﹂

ための三つの辮
舞モデルを示し

程︑主襲な調査雛項︑訪聞先別調

いる︒②こんどの

︻驕査団報管の鮮細は六颪厳親︼

研修所長兼務を解除する1東撮研

ている︒ECCSはこうした駆故m晟果等から︑ECCSに聴する

円︶︑再処理六十億円︵なし︶︑

査団が報告書提出

査活動概襲︑の五韻で構威され︑

現療

達の実験謝醐のうちの

O

洗研究所長︶村上鳳俊︑▽原子炉

の影響をより少なくするために填

始した原子炉矯に趨激することと

核燃料物質の便用一億円︵一千万

をとり厳とめ︑原

▼

れた﹁技術革新の成功の条件﹂な

伶姐設備調寵団﹂︵斡麟・下邨昭

を導入している︒しかし現行法は

このほどその調蒼
粘果一﹁重窓胴炉

田U︶︑核燃糾物質および汚染きれ 子力婁三会に捉撫

一千万円︶︑加工一部円︵一千力 心冷却設徽につい

以下のもの一億円︵一癒円豪たは

行令についてもそれぞれ改正し︑

ゴ欝円︵一億円︶︑と定めた︒補

同罰査団が六月八日から約三週間

ている︒

たが︑この指針はあく謹でも暫定

よって汚染された物の運搬等誉追

徽望約法施行令敬正については︑

にわたり漂然蕾と会い︑施設を

による実験の前段階ともなるべき

讃されているものたが︑安全余浴

この日を﹁昭和四†六蕉十月 一

撫するとともに︑賠償磁照額はそ

政購が補償する損尖のう工費任保

訪間したりして調査した結果が述

つ﹁八○○シリーズ﹂で確認され

六つの

一千万円︶︑使用済み燃鴉の題搬

嘉

一

ど三つの報告欝も提澱されること

三前隠子力局原子炉趣制謙長︶は

た圃象援助に関する適用期限がく

施行令改正も

るため︑さきの通常園会でその†
幽間の嬉長のほか︑賠健箔置額の
引よげや原子力船に幽する損警賂
償制農の懸備など内容の一郡改正

とくに賠償法施行令については︑

なお政府は同鯖に賠償二法の施

日付で公布されていたが︑その威

た物の運搬

も行なわれていた︒すでに万月一

行期日については﹁六カ月以内の

勧為として再処理︑捗燃料物質に

国璽鈷置を講じなければなりない

日﹂と定めたもの︒

Wを超えるもの六十億円︵五彩億 険契約の漁知鏡勝違反に基づく験

れぞれ︑原子炉の運転←①一万K

子力撫轡の削除および︑政府に対

べられているが︑この調壷結梁に

するとともに︑公表した︒

政令で建める日﹂として据え躍か

億円︵一億円または

れていたもので︑今圓の政令は︑

昭和一嵩十六隼に制疋された︑いわ

円︒カソコ内は従醐の措躍額︑以

よると︑①米国原子力婁員会は︑

コードの進歩や新しい実験データ

ゆる賠儂二抵に越つ瀞︑原子力轡

のものヤ億円︵五懲円︶⑬負KW

する通知事項の整備が行なわれて
下岡︶②菅KWから︸万KW濠で

わが園の原子力損轡嬉償制度は

業巻に無過凱損害賠償蟹任を線す

いる︒

るとともに︑原子力瀬業潜への蟹

社

本
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即題であると通告するとともに︑

奪8り篭9監．

鴇薯8㌦亀・も亀●乳ミζ︐t〜︑8竃8︒・竃・乳亀

錦四回ジュネーブ会臨の識畏
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儲匙♂亀︑●

の原子刀開発を発議炉を中心と

環螺色の強かった一九五〇錐代

零ρ告︸亀

ユレシンシャー新劇員長の翫任

十嫌にわたるA起C婁貸疑の麗 する平瀦劇助利飛に紙換︑その

策薄嘗叢所〜旋城殿那珂郡棄海村村松霜謡（oa928）（2）2187

をつとめたG・T・シーボーグ 宣懸にともない一九六一銀か6

ハをおりたが︑この闇乗国の原子 二進にあたっての影戯奮的な存

原子力薩業界をオイスター・ク

一九五︸年にプルトニウムの

で纂き上げた︒

く瓢弊の原子力発耀の主流にま

け︑軽水炉路線を米園たけでな

と経済的に競含しうる融途をつ

一九四六隼の初代リリエンソ リーク発電所の建設で奮来発躍

酒織大であった︒

げり

リカ騰発に残した足跡はまことに 在でもあった◎六〇年代の米㎜國
．

轡曳

恥

ン隅士と其にノーベル化学職を

発見に対して岡僚のマクミリア

番豪ての超ウラン発素の襲岡発

一ール裟貫長か6数えて五代圏だ 授蟹したほか︑九五播から菖二
〜が︑在籍や矩は麗代婁員長の鍛

して学究に励み︑後進の指巡に

再びカリフ﹄ルニア大学教授と

EC姿蟹長辞任後は十一月か6

い長載録となった︒憲た大統領原 見巻としても知られている︒A
綱芋力徽問としてトルーマン︑ア
イゼンハワー︑ケネディ︑ジ竃

あたることになっている︒

へ向う途中︑米圃楓子力襲員会ハ 設されることになろう︒

ールド︑ニュークリア・フユエル

6

力な原子力企業を膏成しκい意岡

ア

領に仕えたことでも特鰍され︑

醗米團原子力委二会︵A鷺C︶ ンソン︑ニクソンの五人の大統
委員畏は︑さる八月十七日のシ

︒︑葦贔盾両醗下をお出迎凡霧慧愚図辮雛
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リンチフィールド社の千五衙♂纒

再処理瞭楽に粟り出すことを決め

棋のリー13工掘と石油開連事業が のため︑アラスカのアンカレンジ

原子力研究所は︑近く工払ルギー

ドレスデン近齢の環ノセルドルフ

門パリ松本駐在贔発︼象ドイツ

東独に加速器
ンフォード原子力研究廠識申蕊れ
たが︑ここで︑一九七〇年代末ま

ている︒しかし︑これらの工描が
すべて猟鳥すれば米困の梅処理駕

での凶内の躍力驚要をまかなう上
での癒子力の蜀要性を強調して︑

の陽子加速装際を設置する︒この

簸鵜一千万エレクトロン︒ボルト

およそ次のように語ったQ
私はかねて謝画されていた高速

ており︑現量ソ爆睡よぴ衷ドイツ

装隈はレニングラードで製造ざれ

増殖原子炉一覧に代え︑糠星の高
遠類建設に騨可を出した︒正式な

の技三省が建設に従愉している︒

兄稜りによれは︑それぞれの隔漣
炉桶濫あだりのコストは約五絃炉

・サービス︑GGAが控えているまだ正異な螂識を霧ていないと述

受けるあてがあるのかについでは

＝＝一＝五一：＝一＝齢：讐卿＝禰＝＝＝営噂一周一戦

を調厳した結果︑強力な薬採容を

な体制内に︑新たに豊冨な財力を

に泣
おける軽水炉製北爆界の支酎的
AECは︑UNCが過去第四

簡ては︑﹁これ豪での核燃洲市揚

このよ・姫にAECの司法省宛轡

べている︒

F設立荊の軽水軍用燃料供給市揚

勝るGGA社とベスト四の一角を ︒この内訳はこれ議での墨入灘績

㌫するとなるとその影鍛はかなり

宥する競筆会社を送り込む制点

の舎研は単に﹁禽併偏閲鵬に留窪

て軽水甥用燃料茄覇に参加するζ

とは︑残りの軽水頬螺料倶絵懸者

強めること憩も憩昧するものだと

指摘している︒

8

4

をもっている︒そのためビュジェ

トラス

はその恐れのあるものの原子力刺
胴に関しては遡やかに罵法畳畳に

ともに舎耕落筆作成遊要請したも

の座を保ってはいるものの︑町三

と︑GGAとUNC間の競争誉解

かしさを摺摘して︑賑子力編業界

消する欠颪とを地忘することの難

摘要を受けること

A鶏Cはこの轡簡の中で郷料会 省の規定でいう破窺会社としての

おり︑この関係で

もありうるとみて

GGAの費選点門独自の軍側規戴吃畢急に作物すべ

（発鍛所関係） 機器その他の汚染除宏、定期検査瞬の除染。サーベイ、核燃料隻荷・交換作
粟、偲入日暉蟹理、汚染表類のランドリー、冷坤水取水溝の清描、廃棄物の運搬、変蹴所、蜜
調設備広西、施設内の繍助辞穣並びに営繕業務
（研究所。その他） 管理区域清掃、フィルター交換、各種寵葉物処理、浄水管理
〔 岡 主要得代先〕
（発躍所阻隔） 臼本原子力発蹴㈱。数賀並びに東海二二所、來陣蹴力㈱・福島発蹴所、口立
プラント㈱、軍京芝浦醒気㈱。鳳子力本部、三縫原子力工欝㈱、GE。敦賀並びに山鴫建設勝
WH・潤目建設所
（一般放射乱闘係） 田塞原子力研究所・東海・大洗・高接各研究所、㈱東京漂子力度欝研究
所・翼本R工協会、放艇練医学錦蔦研究祈、日本羅々公社・匠気通信研究所

A冠Cは萩た︑UNCとGGA

が斯瀧のGUNき
Fた﹂と襲惜したものであるo
り︑軽水炉観照藁者四丁の縦系列

に移ることによ
祉を嫡獲滋会社と燃料製造専門会

AECが司法省に通告

合併指針の作成を急げ

による圧力容器会社の設立に際し

併きいとの箆方をとっている︒
先にAECが厳とめた﹁原子量供ので︑GE捷とCB＆1敏の禽大

翼翼階業用の舎偶指剣僧早急に作

ても司法省にこの計画を報答して

らず︑GGAがUNCと絃ぴつい

ム撰嶺じなくとも他に財政援助を

追いこ獲れているのか︑あるいは

︒ニュー〃リア三％となってお 破縦会社として︑財政的に窮地に
り︑このほかにもまだ敗亮実績の

〔原子力関運嘗灘穰國〕

はCG温に発注したいところだ︒

千万場以内に抑えることにCGE

だが︑二棊で一億漏の価格藍愚五

結講はヤ月甲旬のCG湿役貴会で

が応ずるかどうかは疑問で︑その

を異現し︑②仏・ベルギー共同の

ソド・ニュークリア・フユエル

司法雀に対し︑ガルフ・ユナイテ

岡レベルの賂償額を課している︒

この再処理工場は︑ミソドウ

纏く二番闘の民習再処理工揚とな

ガルフ・ゼネラル・アトミノク

成すへきた﹂と轡簡で要精した︒

訟ーヨーク州に海あるNFS社にしい撮告蟹を提出︑司法省は﹁原

エスト燃料回収工掘とよばれ︑二 給麗欝における競舎﹂に関する新

るもので︑今年甲に運転に入る予

ス︵GGA︶祉とユナイテソド︒

定Qミソドウエスト再処理工掲の
賠償額等は十月八日に正式難溺の

炉用避難供給部門を合併した核燃

ニェークリア︵U蕪C︶社の軽水
ミソドウェスト工協は六七隼十

運びとなる︒

で竃陶されて灘た軽水炉用燃料

は︑上下両購原子力合周饗貴会苑

祇に分け命場薦褐準壼出している
核燃料藩榮での大きな市掲占霜率

がyべて町費会社との諮ぴつきを
の欝脇でも述べたようにGUNF
〇％︑UNC＝％︑ジャージ⁝ ているQしかしUNCがいわゆる

いる︒
二月にAECの建設羅町がおり︑料会社GUNFの設立は︑米鵬の

になるものと予想されるため︑か

社の設立が司法省の禽醐翼翼に抵

E三一％︑B＆W一二％︑CEを
一吹きこむことになると観測し

ドレスデン原子力発心所の爾︑イ

ねてから独禁法に抵触する疑急が

このA週Cの報告で璽要な点 が・それによるとWH三三％︑G市揚に強力な新会社が登場︑新風
リノイ州モリス近くに建設の進め

抱かれていたものQ

項︶により︑A鴬Cほ特殊核物 である︒特にAECでは︑GU
なN
いアトランチソク・リッチフィ

米國原子力婁資会法一〇五︵B 触する恐れがあるとしていること
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庁︶が︑西ドイツにおいてジーメ

ンス︑A猛Gの彌祉が米圃の二つ
の技術憂消化して独立の共贈子軽

プは︑①門閥伊響瀦機器製造部門

になるが︑シュネ⁝ドル・グルー

する場禽は他のニグループの競争

鷺DFがCGEへの発注を断念

砲KWU轡殴回して国際市揚に進出るもようである︒
難し陀ようにフランスにも米国の
二つの頂術を消化する体制で原子

あることをうかがい知ることがで

力麓灘界の再編強化を期す轡図の

アルデンヌ原子力発醒所掌設およ

き︑つ談り群論で約五懲五千藩以

ることになろう︒

この背銀にはC澱A︵仏原子力 して西ドイツのKWUのような強

い燃料再励煙の講愛も二期の一途
をたどっているが︑こうしたすう
鋤を傾込んで︑米国では石油系蟹

給関係では︑供給が蒲要を上回る

ニクソン米大統領は九月二十六

ニクソン米穴統領

高速潤目基の
建設を許可

争は避け難いものとみられる︒

ことが苧想されており︑熾烈な競
出が画立っているQNFS︑G
E

本を中心とする再処理三振への逡

ポ

ビュジェ軽水炉入札で
産業界再編微妙にからむ
︻パリ松本駐在鼠発︼EDF︵仏餓力公社︶のポール・ドルブリエ総裁はこのほどフランスの重羅

シュネードル・グループの璽羅機

びフ謀ノセンハイム落馳の強騰を

きる︒CGEは民族獲本系だが︑ のクルーゾ︒ロワ！ル祉との合併

ベルギーのアンパン財閥の支配下

に再検酎を求めた︒

BDFとしてはCGEの見澱
りり︑それをWHやスイスのブ
にあ

しては︑①シ晶ネドール・グルー

下であれはCGEに発注する慧陶ジュモン・シュネ：ドル社を引取

建設による強醸を霊張了

工場に大型ボイラー機器工覇

ルコソクス社は沿灘サンナゼール

糖添し︑一方のバブコソク＆ウィ

を勾える︑という配慮からCGE企墨ジュモン・シュネ；ドル社は

ビ議ジェ原子力発醗所建設の疫金計画を練り薩して再提出するよう要罰した︒

機企簗CGE︵コンパニー・ジェネラル︒デレクトリシテ︶のアンブロワーズ・ルー社長宛の竈簡で

で職漁鐸襲饗 蕪 黙 岬 影 驚 野
ン黒 鉛 彊 ガ ス 籍 豪 鍵 示 し た の に 対 し ・ 8 E の 讐
ラウン︒ボベリ社がねらっている

が危険発掘のマージンを加えて他

中で無内には完成の予定たが︑E㎝は約六億漏と
という秘醐もある︒

距％以上翻萬の数

字を出しているQしかしEDFと二丁の発濫りに一〇％以内の開
DFは さ ら に 八 干 〜 九 十 万KWの
軽塞炉二紙を羅鍛する計画で︑ル
プはすでにフェッセンハイム原子

政贋としてはできればCGEが

！社︑長宛の儘簡はこの計画をG四

ュジ晶をも獲得するとWH技術の

独占することになる︒②バブコッ

りグル⁝プのアルストム社と提携

と伝えられている︒

Eーアルストム・グループに発注

叢讐の建磐驚しておりビ

技術盒WRライセンスをもつσG

て入山見秋のの再検劉を要曝した
ク︒アトランチヅク社は餅資系の

米國原子力婁質会︵AEC︶は済み照附燃料要翼からウランとプ

GE社の再処理工場で

賠償措置額決まる

したいというEDFの方針に沿っPWRがフランスの軽氷野市揚を

ものである︒

︸ウイルコ︒クス蕃のPWR笹

％出華奢でまたバブコ︒ク．

この漿塑誘袈盃で璽バブコ︒ク．フィー冒のδ○
この為ンユネードル・グループが

ウエスチングハウス︵W飛︶れ技

ゼネラル・エリクトリソク︵G ルトニウムを園収する︒GE社は のほか七四館を瞳途に建設中のア
猛︶社が︑イリノイ州に建設中の核

ライド・ケミカル祉とガルフ・オ

鍔夢灘饗い鯨離発想鍔

岡工揚の完成により矩闘三首♂の

弊羅熊蠣甥

貸評規換のバーンウェル工揚︑七

イル社の共岡繊資になる無間千五

イルコ︒クス裂術のPWR︑コWRの饗がは︒竃薯馨に

ることになるQ

半物式法による再処理能力を備え

燃料再処理工揚に開する第三沓換

備んで8WR建設技饗もフラン
GEが 豆 W R で そ れ ぞ れ 群細殿計

六無題開多定のアトランチゾク︒

寿星綴費任慷険緻︑賠償猫躍額な
ス化しておきたい︑ついで民放資
と蟹金計画を紺出した︒しかしシ
諏ネードル︒グル：プが二基で約 太系のσGEにちう一度ナヤンス どの図嚢を決め︑このほど連邦公

隙峯力麗醒容麗の幽門にともな

今後は大学で後進の指導

工鱒＝＝驕一＝需＝＝；＝一帰＝一曽鞠：一■二一＝：＝＝＝︸：購：需＝＝＝一一：梯：＝＝＝＝一隔＝＝一需二＝：＝幽＝：＝：一：：需酔：＝嚇囎：瓢＝：層＝：艘：二＝二：＝η二一：謄：＝＝冊贈
︻齢
謄一一
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廟 曽謄■冒P一8

の荊処理斯藏に五億逆︑工覇運転

米圃原子力婁貴会︵A鷺C︶は 質および独占簸庶法に抵触ないし

報に公示した︒A8CがGE社の

シーボーク前AεC委員長

始した一一ユークリア・フユエル・
︵GUNF︶拙の設立は鶏法省報
の告する義酪を負っているが︑A 占めるUNF筏が︑上位八社が七と近く納村予定のあるものに基づ
・サービス食FS︶社の揚禽と 合併指針に従って検附されるへき 皿Cはこの規定に従い鞭写すると 五％を面めるというこの豪猛で禽
い℃義定されたもの︒

に二十偬逆と︑六六無に運転を開

再処理工揚に設定した金搬は燃料

踏

國

聞

旧
産

力

原

蕪

平和利用推進に貢献

られてきたもので︑発羅炉の使鰯

馨アイダホ原峯扁炉案験所

核燃斜再処理掃溜の操作回廊

以上原子蠣係所の他懸隔雛縫降鴬覇にて・囎瞭擬蝶
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亀

穏
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力

原

いる︒愚叢八無間のプラントの運

レベル腱棄物が地下に鯉設されて

で使燭ずみとなった撚料を穐処理

の導入と並んで︑ソ運では軽水炉

きているり原子力発電への難炉

−R一・放射線の利用i

で大きな経済龍利点を得たQ

され︑申レベル楯漁期の地下埋設

分な技術的信頼性︑安全性が確捻

醸では︑放射線防護の観点から十

まれたソ違にも問題がある︒それ

このように鰹脇な天然資源に急

らに次の五力年計画では三千万K は三都地質脳に放射鞭廃懸物を地

〜八蕩万KWを多聴している︒さ 発に目を難ずると︑ソ連の料学陳

間の原畢雲叢戴所の建設は六蔚万

に基づいて策定されたが︑この郷

放射性麗懸物に関する新藷術の關

一方・総懸放職能レベルの閲体

反応や諸元索が果たす生物学的役

る︒このほかソ連では窒素の交換

定写るのにリン32を臨いてきてい

の利朋では︑リン肥料の効渠を測

アイソトープ︒放射線の農業へ

動物・人間といった生物サイクル

はソ連では環境や︑土壌︒植物・

植物を脅てている︒ここ数年間に

多くのバラエティに冨んだ新しい

利縮縫Φことにより︑ソ連では数

てきた︒蜜た意儀膏穂へ放集線を

謹で瀬調に稼働している︒

発生装置を内蔵しているが︑今β

め︑ポロニウム脚を線源とす・Φ熱

雲の極寒下の装罎頽を保護するた

月面探索車ルノホード一懸には三

された︒また当年十一月始動した

アイソトープ発電器が瞭所に付設

化水索の放射線講起スルホ堀素

が︑これらの中ににパラフィン炭

作り出す鼓術開発も行なって＄陀

伺与して新しい物質を二業規横で

指摘できる︒ソ魂は新たな特盤を

化にはかなり期侍がもてることを

ソ連の放配線物理および元講分

ーシコン︑職分子の放射線架橋な

ここ数年︑ソ連の制御核融禽研

工核融開炉の徴発一

1放射線化掌分野一

るQ今日すでに分析工程での広範

析撰器の発展には苫しいものがあ

どが含まれる︒

化︑ユチレンの駅射線テロメリゼ

中での各種入工アイソト⁝プの挙
動に関する研究が行なわれ紀︒医
学分野ではソ連はいろいろな診断
や治療画附にアイソト⁝プを用い

ステムにその密力が荘がれた︒先

究はトカマク型のトロイダル・シ

ている︒

放射線化学の開発でも︑ここ徴
庫盤稜されてきた研究成果の実用

放射線によるガンの治療

〆

機器メーカ⁝の飛躍的な発展をも

運転経験を残した

璽羅轄灘
な人頼が得られ都
市渡近が可鮨とな

ルスを用いた朝賢の超瑚温加熱お

二つの為しい次元の研究に癬号し

よび大出力電子ビーム湘熱という

首万度の描磁に鼓冒分の一秒間磁

た︒罫水プラズマ・イオン漏度七

揚蓋に開じ込めるトカマク籔澱

を着いて︑ソ蓮の蕊ず騨の核懸架

三二信大きく前進した︒圏不のと

マク護躍を建設中である︒第三圓

ころさらに規模を大きくしたトカ

上昇やプラズマ密度の増加で︑そ

ジュ不iブ会議以来イオン澱度の

の安定盤がヤ〜蔚催上がるとみら

られた戚果をもとに︑われわれは

れてきたが︑これまでになしとげ

将来の核融禽炉の工学的闘題に関

坐する設謂に歩を進めることが可

鮨となったQ

ろでは︑この黙暑寒紫は核分裂性

れた︒すでにここには甲子力難論

に対する水の通運は格段に敢憲さ

を始めてからは町とその周辺地域

沿彫にあるが︑この発哨所が運転

の水資源が豪つたくないカスピ海

すでに解決された︒この町は天然

実験顕爵を建設することにより・

フチェンコ市に懸子力発難所大型

上の喪中であるが︑ソ趣ではシェ

ことはもう一つの竃要な罰駅経済

原子力で麗墨朋の水を生匿する

きわめて慶好なものにしている︒

原子力発躍駈内外の放射能条件を

せるとともに経済雛の観窟からも 物質が冷節系に漏れるのを防ぎ︑

運癒やサービスの催頼性を向漏溢

頃︑ソ逃では強力なレーザー︒パ

の同上をもたらし︑多くの嚇禽に

最大許答線鍛などを規定した﹁放

公衆を放射線から保護するため鯉

射線安全棊風﹂を採用し︑さらに

た︒

膵診断システムをより充実させ

この八年来ソ連では気象観測網

技術工程での連続蟹遡を可能とし

一九六九年にソ連は公鍬に対する な利胴により︑かなりの製品三度

る研究を強力に推し進めている︒

ん

った︒これにより送聡網が魎縮で を中心とする大型饅工藁擾総体が

二〇〇〇薙に至るソ逸の圃憲経

構成されている︒

済の発展は︑エネルギー彊源の流

どの膨大なエネルギー消費を必要

逓形態を大きく憂酷してし豪うほ

としょうが︑原峯力産業こそはそ

少塗

壁繍−

謬

P欝欝）：L壌改炭荊（｝徽サンソ｝

まぐるしい隻動に直酸してい

い蝦麟を燃やしつづけ轟タ。

叢

瓢たちは、，iv菱世紀の夏1旧

⑨

新日憲1製鐵

擾鞭灘｝100

激票甑干低磁猛六丁亀263
（駈解災ヒルチノノ｝

共薩圏賭国のみならず西翻諸国に対してもその鋒先を向けたソ連の原子力平和利矯攻勢は︑軽水

でもソ連は数々の困難を虎服して

運転技術ど装暇に付随する問題点

iソ運の原子力発鑑所；

学的な開発翻闘をすすめている︒

するため繊武法と乾式法の化学工

はソ連東部のシベリア︑カザフス

下埋設する閾題に取組んできてい

下履炉規模の殿適化は︑プルト

き︑かなりの経済盤を達成でき

環境汚染を緋除し完全な放肘線

る︒

安全を保織するという観点からベ
ロヤロスク原峯力発翻印の燃料チ
ャンネルの設計概念は級も有璽な

ξ「菰㌢よ、その可続」争に箋罫く

炉の売込みやウラン濃編サービス供給というかたちで異体化︑世界の原子力市場に新風を吹き込み

つつある︒こうした背燈のもとに關かれた第四百ジュネーブ会議で︑ソ連邦原子力国家萎鼠会のA
・M・ペトロシャンツ婁餓畏は﹁ソ遮の原子力疲業の競顔﹂と題して演説︑また配者会見でも原子
ヵ平和利周の現況を潜るなど憲欲的な姿墜を示した︒同量はその中からソ連の原子力の現状を家と

原魍廃棄に成功をみている︒これ

に活路を見出すことに藥中され︑

主体とするエネルギー冊題の解決

ソ遜の原子力発戴建設計画は一

タンとか中部地域といったエネル

る︒簸近では籔レベル廃愛物の密

力管式︵四チャンネル︶原子炉は

○○年までにその単玉饗縫は鷹気

大きな可能性を撮している︒一点○

行なわれているが︑ソ連にとって

脚光を浴び産業規模の脱縦研號が

今日多麟的原識力雛臓の概念が

出力二酉〜三葡万KWが可脂とな たらすことになる︒
り︑原子力発鷹に6める圧力轡型
炉の翻合は増大しよう︒というの
は︑圧力扇売型は輸送に困難な点

点で響入されることを慰陳ずる︒

ニウムの供給を考慮して解決すべ

容灘が大きすぎてもエネルギー負
搏系統に適切な地域を毘出すのが

漂子緑発聡所とその構成機羅の

園難である︒

えよう︒

うした変電の蓬盤となるものとい

ζれζ．1㌔めりれれま、

も，、

めてみた︒

十年後には三千万Kw
が中レベル騰棄物を理設できる粟

資源の偏在で原子力に期待
舗を果たし︑熱中妻子嫡はピーク

わち浅傷の放射能度を含む五千万

後は潤逮炉がペース・ロ；ドの役

キュリ⁝︑約颪二＋万立方鹸の甲

のヨーロッパ側地滅では逆に経済

ーエネルギーとしての原子カー

一再処理と廃棄物処理i

的な燃料に悪蒙れず︑エネルギー

ソ逓は盟秘な天然蟹源を有して
資源が不足気味という事態に覆面

軽水姫の燃料再処理プラントの

験プラントへとつながつた︒すな

いる︒徽近でも断たに石炭︑石

る原高力発露の響入は蓉側地回を

している︒したがってソ運におけ

麗は葺六七〜八％の上昇をとげ︑

の総酔癒設備腎還は一億七千乃K

九七一年〜七五年の圏瞭経済計圃

ギー消費地に遠いところに濟在埋

Wの原子力開発になるものとみら

幽についての研究副爾が実施され

れる︒今期の原子力発糊計圃の実

変わらないだろう︒

ソ連における諏子力薩欝開発の

原子力産簗は総舎的なエネルギ

れにひきかえ︑技術︑労働力︑原

施にあたって︑主な路線を軽水圧
ー生産システムの旧都である︒そ

でかつ憲速な闘発を進めることで

主な戦賂は︑画速増殖炉の大規模

建設が始慮る晴期でのソ運の熱中

ある︒高速増殖発職類の本格曲な

こで二〇〇〇年に緊る長期見通し

聡力士業開発の全般的予測や︑エ

をたてるに際しては︑激ずソ連の

ネルギー消蟹の形状と構造および

牲子炉原子緑発圧勝の口幅醗は一

この聴娚までに熱甲佐子炉で醤横

心性子炉の義憤鰍の磁率は漸次後

／

捜術触方法と思われる︒この発表
ってきた︒これは原子力発叢雲の 所での畏期の難転で欝られたとこ

下塗化は境在大変竈要な隠題とな

ソ連では原子力小欲所が農好な

なっている︒

ればならない︒化石燃料はこOQ 千万KWに選していよう︒これは があり︑単基響盤退出KW以上の は原子力集中畷腸の閥発が琴曲と

発騒能力の利用粂件を響慰しなけ

圧力容器型炉の建設はごく隈られ
るからだ︒

経済的竸争力は薄墨に麗いもので

され︑高運中産子炉に装荷される

二千年に至る長期見通し

エネルギー変革の基盤

力発羅疲業が十分に開発された時

O矩に肇る豪でソ運の主要たるエ 窩驚炉原子力発議所がすでに原子
ネルギー源となろう︒こうした甲

で原子力塵業は経済的殉果の著

て採胴されるであろう︒

しい地回でエネルギー供給源とし

ソ建亟山地威での黙中性子炉を

ある︒将来ウラン採掘コストが若

プルトニウムの蟹は︑高還中性予

麩盤とする新型原子力発灘藤の

干上昇することが予想され︑これ

世代の熱中性子炉
は一九八○〜八五年頃まで継続さ

が原子力発躍所の経済性向上︵単

格の傾下︑建設期閣の縮小等︶と

議が増籏する形態をとろう︒

き間諜である︒また嵩遡炉の縣墓

れ︑それ以降高速炉による第＝世

炉を同規模建設することを可鮨に

楓殺することになるとみられ︑原

大出力原茅力発躍所の建設に圧

子力薩藥の経済的竸争力はあ豪り

び燃料雪隠生薩コストの低下︑価 するであろう︒黙中性子炉と蔦極

に移行することになろう︒ソ連の 蕃容駆︑燃焼度︑効軍の上昇およ

代の原子力発脳所の建設へと脳漿

ソ逮では第

生かすことができよう︒

姓子炉の開発で欝た経験を十分に

いて行なわれるが︑これらは熱申

容盟型炉という一ろの酸計に湿つ

高速炉の建毅はループ炉および

る︒

験に基づいて行なわれたものであ

潔増殖動力契験炉の巡転で得た経

加圧型炉とウルヤノフスク地区高

ク︑シビルスク各原子力発魁所の

ジの原子力発戴所︑ベロヤルス

ている︒この決定は︑ノボボロネ

とともにこれを推進することにし

事事氷解型蝉とし︑窩速煩の建設

力容器型炉と天然ウラン黒鉛滅速

轟を有するウラル地方やソ逮麺部

醸還があるということである︒こ

圏霜融KWHに達し陀︒窪た現在う︒

Wである︒

一九七〇卑度の電力生膣鷺は七千 その鍵は経済姓にあるといえよ

口熱を納めている︒ソ運の輝輝拝

エネルギー資源の贈保には大きな

油︑天然ガスの埋蔵が発尉され︑

周に切り変えられる︒

ペトロシャンツ氏

ソ遮のノボポロネジ原子力溌躍

る新しい飲の購驚に、塗り訟

@勲瓦・砥石
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原

行政面の調整が進行
やがて混乱収拾灘逃 馬 で の
さきごろ米誌の原子力環境聞題の現状を調査してきた池尻文二全国
漁藁組倉連合会常務理譲は︑九月二十九日︑木紙のインタビューに慰じ

﹁栄国の環境間題は闘然保艘の観点から遍しさを増しているが︑や
がて行政面で原子刀委員会︑環境保趣庁︑州当周間の調整がとれ︑混

いが︑米麟ではこのため建設費の

乱は解決するだろう﹂とその印象を概要次のとおり躇つた︒
U︑ 九月十五日から十日間︑原・いう形に落ちつくだろうと難じ
一
塵森一久窮務罵長と二人で︑米原 捲

難政策の︸貫として︑自から盤源

核融合研究はこれまで︑篇湿プ
ラズマの安定閉じ込めの研究に主
力が注がれていたが︑トカマク型

金属構造物の欠
陥検査器を販売

ム﹂は︑各種金属構造物に欠陥が

動的状態で欠随検査を行なう︒従︸

生ずる期合︑必ずある周波数の笛 菜の瀞醜状態では引引不可能たっ

用途は︑原子炉比力答器︑ガス

痩を発することに眉園︑これを検 たデータを簿られる︒
出して欠陥の大きさ︑位礫︑成長

トなどの禽蟹三体や︑溶墜

表讐・め︑器︑・ケ⊥

過程などを調べようというもの︒

SA︑GE︑WH︑ノース・アメ

なお︑現在までにダ社は︑NA

リカン︑ロソクウェルなど四十一

敏に含総締野台の納入葉繍を持つ

二十

．〜翫︑チ瀞︑ンネル数十ニ

十五遷移︑周波数縫園

多

多さ

〆！二多多！︶
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切

十二月一田一・T

R一の工典利用コ

十月三十臼

平二犠⑤受講料

†一月二十阻日一†ご月二†二臼

一

二万円騨締切

②募集人員

種①期閥

▽総門課程

ース

十一

札幌。仙台・横浜・腐古麗・神戸
1醸il・広勘・禰澗・窩松

＝qンビア貿易

組
林
㊧大

継四面八十山⁝⁝︑雰︑蝿行三

霊な仕搬は次のとおり︒

マいる︒

寸法

爵ゑ

醗

酉五ヅ︑高さ摺糠二十葺卵競︑墾

㎞

ぎ

ノ

チャンネルまで収容可鮨︒

二多二多さ

︵理駆長旋騰長

一万塾千円Φ締切

二月十幅口②露盤入興十五呂轍
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以上申込けおよび欝繍闇論わせ

月t言

店

検査方法は︑検査対象の金属構 部︑各種監置破壌試験なと広範曲

当利郎︵三菱電機︶

政策科学研
究所が発足
理露畏に大肉義血氏
政策凝掌研残会が中心となって

政策科学研究所﹂

設立綿甲を進めていた﹁財腿法人

磁付で発重した︒

大薬嚢年東大名毒悪獲︶が十月一

閥研究所設立の心的は︑各分野

：支

磁楊裟鷹の研究開発が進むにつ

懸下な訴えている者もいる◎内搬

の聡達家を集め︑環境撒綴や公滋

プ研鰹所︵漿撒郁文泉区本駒込ユ

はいずれも療研ラジオアイソトー

札眺。仙台・混乱。染京・横浜。静潤。名古屋・密山
京都・神戸・岡山・広局・勧松・化九州・鎚欄

大阪市東区京橋3の75
躍藷大阪（941）861番（大代衷）

ダ社が数日前に開発した︒

蜥駈
晒糞譲緬郵嬢⑬

﹀︶〜

鼠

造物にある略章での外力をかけ︑ なものが期侍されている◎

サ

・卿撫

㌢

ニニニ 二≧︿二〆二〆 二

〜一〜

厚．臨盟．

翻蜘
ニニ多 ︶〜c

山本賢三︵田本原子力研究所︶︑

の羅轡に璽ソクス鑑は︑ふれ加者は︒さんら宥鳶ち

球数については︑覧るしい誠少を

取運︑資源照給のアンバランス︑

中

店

れ︑勘泓プラズマの安定閉じ込め
コロンビア蟹賜はこのほど︑米

き

て核融雨晒設計蚕員公へ︑問工員

に放降臨に入院︑精密野拙が行な

遣す霜一瓢名︑中型度一難︑径粥範

都市の邊櫻化︑国際挫会に対する

八二︶︒

ー二八一照茜電路九四︸︶四八

来年四月十七澱から二†一日濠で

囲際原子力機関︵IAEA︶は

チ儒識スロバキアのプラハで﹁腿

螢

本

立法拙羅などだけでなく︑環塊対
にメドがつくようになり︑一九七

契約患結び︑ダ社か開発した︑金

国ダネガン︒リサーチ祉と代理店

属構造物の欠陥調査胴機囎コニ○

でゼロ脳力炉侭翼現される兇慨し

にある︒このため次のステソプで

○○シリーズ・アコースティック

五年頃には米︑ソ両團であいつい

ある核融含五弦罰へ関心が移行し

ーーしの輸入販亮をすることになっ

・エミソシコン︒システム鈍写翼

ダネガン・リサーチ社は︑楽国

〆二

▽放射線化学コース薩①朋問

▽主査9吹田徳雄▽占考醤関口

友原勇気︶︑鴨川浩︵東レ狂蕩 原研大阪研究所︵大阪府寝

会を発展させる万頃である︒

われているが︑九月二十九日︑こ

囲にある煮一名となっているが︑

などの紬果としてとらえ︑その解
決を図ろうというもの︒

和四十六葬度は約四偲五千万円を

業︑工︑ぶ︑生物学︑初よぴ賑学利用

遇面は三憾円の熱金で発足︑昭

の除染等昂行なったが︑この作漿

技術湯池︑④社会システム︑⑤人

募集しているQ論文の提出は︑会

への論文提出および塑忍路翠暫を

このため現在︑同シンポジウム

ム﹂を開値するQ

卸して︑①経済︑②叢源環境︑⑬

かとみられている︒同臓員の内部

巾に︑廊下壁面でも汚染が確認さ

被曝線毛は全身換騨で三カ月轟た

は参加蚕の進入負鴛︑越美締切は

議旗胤可能な者に隈定され︑愛鷹

悶残せは︑臼本原峯力塵染髪右上

本隼十剛月十日︒甲込および詳細

原研アイソトープ研禁所

三コースの受
講生を募集
田本搬子力繋駕所ラシオアイソ

大阪，市東区峯町四丁口二七（御堂ビル）

策をも加刑した鰯の総合三楽本
閃田本も縞目同様︑今後の薩

ており︑すでに一部ではかなり具

内で非破壇後馬歯止の膚門メーカ

∴

体的な核融合炉の概念も考えられ

このような醐眠目にあって︑田

た︒

本原子力学会は︑いよいよ本格的

ーとして知られる会社︒今圓コロ

始めているといわれている︒

な核融舎炉開発研究に案り出すこ

︿ニニ

ティソク・エミソション︒システ一

とになり︑豪ずその第一弾として
端張認携嬬廷穗聖

核融禽炉認謹研究専門婁貴会を設

岡婁籔食は︑駅田徳雄大阪大学

置することになつにもの︒

︸

長崎隆告︵同︶︑大山彰︵鋤呪事︸している︒

忠︵東潔く学︶︑秋象秀央︵大阪

講成メンバーは次の通り︒

二十一磁の婁饗から講成され︑当

大学︶︑天野界︵日ホ漂子力研究

課学都教授巻主毒に四＆の斡瑞︑

面は①エネルギー源としての捜融

気︶︑穴原艮司︵蹴霊艦機︶︑伊〜屋川粥三井五〇八︶③募集人心

安成弘︵閥︶︑戯田栄一︵渠京工

一二の調査︑機工曇行なうため︑

会社から勝偶を聴取︑その発見に

れら轡者のこれまでの経過や蝦蟹

︵臼立製作所︶︑永騰寒湿廊︵催 †︷月十九日一†二月一二日⑭研修
着蝉︑⑫響町愈炉の概念と技術︑

所︶︑森茂︵岡︶▽婁鼠n小沢保

・核燃料開発瓢難団︶︑谷口薫

③わが国における核至心炉鶴瀬の

進めカi1などについて關蔽︑検 知︵北海道人学︶︑畏尾璽央︵東

岡弓頭会は︑十月八置に第一回

業大学︶︑玉河兀︵＆面屋大学︶

北管粥︶︑三石畏績︵東京大学︶

会合を蟹︑今後二年間の予燈で

爾曲松︵寡都大学︶︑樂田媛一

伏見康治︵一︶︑八二昭︵岡︶︑

融愚行なう予窯である︒

ワーキング・グループを甲心に調

新たに﹁核融舎蝉調査研究専門委

麿が申心で追められてきた︒猿子

との違いで混乱を生ずるケースも
出て潅ている︒家た司法轟轟も圃

憲社醸蟹に搏ち帰っていたことが

発室の職翼一名︵三八歳︶がラシ

り︑身体に対する影響はない︒利

トープ研修所では︑基礎課程およ

ぴ専円課程コースを次の通り騨集㎝射線蔵鼓開発課張で︒

取締一社憂大林芳郎

方針が必要だろう︒

榮発展のため︑膨大な聡力を必要

としている︒一方︑わが国の環境

い漁業関係者の生活権の問題があ

論題の根底には︑米国に見られな

る︒これを無視しようとすれば必

ず強い抵擁を憂けるだろうが︑そ

れとてもやはり︑科学的なタソチ
のしかたが必蟄であろう︒

一︑日本では原子力朋係の蟹故
などはセンセーショナルに報道れ
されているが︑米團では漸しいも
のの開発の過程における︑克服さ
れねばな︒らな︑いファクターとし

一︑A︐後わが圏で原子力立地を て受けとっている︒したがって︑

立揚から没書しているようた︒

上昇を揺いでも︑環境破壌防止の

力婁貫会︑ニューヨーク州環境局

全なものに仕上げるーーというの

何か周題があれは︑改鋳により冠

が考え方のようだ︒

核融合炉の検討へ

蹴している三池立地確俣のための

進める覇合︑購境鶴徽とくに漁業
いるQこのため特分野の燦門家を 問題の解決には︑現在顯麓省が検

立地候補地点の選定作柴に入って

査を行なっていくつかの候補地を

かかえ︑あらゆる醐からの適否調

一︑四年朗の原子力施設羅境問

ば︑その中から選ば般るそうだσ

選び︑電力会社が用地を希灘すれ

すでにいくつかの塊点が紋られて

準繭践したことだめる︒歓州と日
本の国情は醤干似ているところが
いるとの購だった︒

査︑検寵を行ない︑次の段階とし

饅近︑樹罪的に核融合砿究が瀬

調査研究専門委を設置

の網塑財は︑温耕水の影響︑僧なくす

発に進められているが︑このほど

核融合顛︐目査研究専門婁員会の

一︑河川や湖からの冷却水取水

ためクーリング︒タワーの設躍を

議会﹂巻護送することになった︒

︵岡︶︑關田幽明︵九州大学︶︑

は︑臼然保謎者︑釣愛好家といっ

日本原子力学会でも本格岡な核融

つとめるよう厳璽に蝦示笈筍とと

＝凹一＝騨二⁝⁝＝＝ニ＝一＝一輔劃一≡輔導罧一一蟹一一一＝＝＝二曹二＝⁝＝﹁＝一三一扁冊騨一口一一三＝一幣＝騨一二聯≡一鱒二＝一＝一二一＝＝一﹁＝一一国司＝一二臨⁝一一一榊一﹁＝糟輔二二≡コ葡二二

編務づけている例もある︒臼本で
≡三

た比襲的生活に余裕のある人が環
■＝需＝＝＝二一三＝二■一＝︸＝二一剛＝噂＝＝＝一四二

構内で被曝事故鞍菱縫㍊
五二が入院︑白血球減少者も

政治陶︑経済駒胚擦などの問題を
個々の現象としてとらえるのでな

和潔緻の職制を受けたと考えら

全体的には入院以来︑減少の傾向

々の状況から名人が放鮒線照射誉

れ︑本研究所は鋭慧︑上機に嶺た

にある︒臨廉下士からみて各入は

線源の構造や危険である旨を記し

祉は︑藁井造船とともに︑構内に

受けたことは確突であり︑現在︑

二十七田に一名が入院したが︑照

たビラを粘る一方︑水中藻厳を行

被曝燕手が推定されている︒臨写

等について︑﹁二十六曙に四名︑

一二井造船千菓迫船所でカプセル

叢井造船所で船揃の溶接検認を

なうなどその発見に全力をあげて

的には︑全身倦慧葱と多少の食歓

離喪諒︑⑥手法開発と概念抽幽l 面における測走技術シンポジウ

り調査を行なった︒これに対し同

入り放射姓物質が紛失し︑危険物

が︑二十日︑イリジウム魏ガンマ

請負っている巾図エソクス線会社

またが︑二十ふ嘉日午瞭になって線

れたことなどから蜜気汚染の生じ

fなどの政策研究を行なう予驚︒

もに︑検査官を現地に派遣し立入

と知らずにこれにふれた従業員ら

ー線源を作業のため怠厚から持出

源がみつかった︒科技庁に入った

の内部被曝もこれが原盤ではない

た可鮨のあることが判明︑こんど

線源管理に重大なミス

五名が入貌するという農事が起っ

し約五落鹸ほど羅れた作業現揚へ

運絡によると︑三井造船の下請業

なお田本原子力研窮所でもニや

く︑妓術文明の発展︑経済の緊栄

た・

運ぶまでの辻中で紛失︑探したが

者である天草工務店の耳管工Aさ

七日︑アイソトープ二乗郡利用開

衡開発は規槙が大きすぎ︑連邦政

力発㎎が輿屠期を迎えた今日︑産

この放射盤物質紛失欝故は︑九

した﹂菱科捜庁に鵬出たもので︑

みつからずに︑三日後︑﹁紛失

捨得︑危険物とは知らずにその藻

んが︑二十日︑現鋤でこの線源を

一AEAがシンポジウム

業政策上州が独宙の蕊鵬を設ける

月瓢十日︑千葉蝦膠原帯の同造賢

さ十七聾麟の円筒状罪破埋検査装

紛託した語源は直径一着恥︑侵

農業︑工業などに
おける測定技術

家環境保正法︵N湿PA︶の発全所構内で起ったもので︑同放射盤

動きも出てきており︑A到 C 証 雌

社員寮で発見された︒これにふ

物質は六田後同造船所下野業者の

もその他温餅水等の規制を要求す

っているしと発表した︒

実漁卒禍求めているが︑やがてこれ

オグラフィ⁝用のツリウム蜘ガン

岡僚8さんらが羅日︑寮の爆沈に 汚染︑内部被曝するといろ欝敵が

贋開発整での業務も数日中に再論

マ⁝線源カプセルの溶接作雑巾に り二・四レム︑許容値以下であ

あった︒原研では鷹ちに闘職舞の

きれる冤通しである︒

憾域内の汚染検査および汚染側断

身体除染を行なうとともに︑法理

ビラでこのことを知ったAさんの

羅のホルター郡に職封き3エた形で た判明︑二十五日に構内に結られ

ちに科学蕃二子譲歩通藩されていたが・旧裂撃あ
究鍔院矢院︑欝裂など塾︒窪め警はずしが蟹で︑こ

ところでは︑AECは隙子力底設れ︑披曝の可能姓のある五三は礁
について環境開題を含めてご兀的
にその詐認可恥扱うが︑岡蒋に州

原研でも研究
者が内部被曝

らの行政上の調整が進み︑現在の

るのが本鯖であるが︑原子力や寧

一素的に州政荊の権限で実施され

一︑米翻ではすべてのものが第

をさがしているのが現状だろう〇

り︑電源立地と環境保護の舗和点

の必要なことを†分に承夘してお

う︒もちろんこれらの人々も躍力

境問題の中心である点が特長たろ

上田睡三︵両︶︑石川箆︵岡︶︑

進めていた︒今醐の米瞬の楊 禽

十分な対策のもとに原子力開発を

あるが︑囲⁝が環境間題を先取りし

題調叢闘にも滲加し︑欧州の現快

ーマを酸つた︒

たので行政面からの環境周題にテ

などを紡間した︒娚闘が煙かかっ

庁︵EPA︶︑上下両院舎岡原子ーヨーク州の例をとると︑州の醒

子力婆翼会︵A避C︶．瑚境保髄 一︑このあらわれとして︑二晶

は海岸立地なので聞題になってな

池尻氏

傭鵬難蟻簾繰媒鵬難黙噛礁澱鱗雲繹

る傾向にあり︑豪たEP A は N E

PAの実施貝禽のチェソクー1と

羅緬東泉（292＞1工1ユ番（大代表）
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運動はほとんどみられず︑米国外

騒扁

スケール・ブローダウン実験を行

での反応も日本を除いてA冠Cに

㎜圃澱雛騰総懸調階蕎置
︽二：＝﹁一曹一卿＝＝．一一隔＝＝﹃〜一騨圃＝＝7−o一一＝■輔 〜Uレ〜一輔一−

ない︑その解析を行なってき陀︒

穫極的に接近している国はない︑
NR T S は ︑ 昨 無 末 か ら 今 年 初 に

NRTSでのE

とのことであった︒
かけ て 蕾 三 才 の E C C S を セ ミ ス

ケ⁝ル・モデルに付加してプロ；
ダウン碕に冷水嶺注入した揚合の

ル・ブローダウンおよびεCCS

一︑L◎ド丁墨画とセミスケー

CCS実験など

データをうるための実験を行なっ

実験AECは原子炉の安全慰に

現象螢コード化するために必要な

んど炉心を通らず破断口から流出

て進めてきているが︑その一つと

廃する実験計画を広範圏にわたっ

た︒その際︑注入された水がほと

の現象は笑嗣騨にそのまま適隔す

から進められてきた︒この計圃は
∬

蟹

4ECC

トEGC

．

のサポート実験が糧々行なわれて

苧定であり︑現在までにこのため

題となったものであるが︑この話

していた︒一⁝蕃貿の笑験は今圓問

即発きれた解析モデルとよく︸敬

将来計擁コードの進歩︑新しい実
験データ等の褐られた隠点で兇幸

制動してループの圧力

ープ申にオリフィスを

に爽験やその他の検酎が必要であ

なものであり︑その解析にはさら

掻失がBσσ水曜の挙

実験結果をもとに︑ブローダウン

ると考えられている︒なお︑この

したものである︒実験 謝鎌コ⁝ドの改良が計画されてい

三︑八○○シリーズ璽験結果と

る︒

の改良等を闘的としたものであ

CCS注入時の現象の解析モデル

り︑セミスケール実験は大型PW

のではない︒八○○シリーズの実

RのECCSの性能を模擬したも

相巡点があり︑米園の炉メーカー

験蕊蹴と大型PWRとはかなりの

爽験のような現象は殆んど歌題に

は︑大型PW鼠ではセミスケール

ならないとの反論を加えている︒

しかし︑この主張を否驚する機拠

も︑豪た︑口付けする根拠も現在

NR？Sにおけるセミスケール

のところ十分には得られない︒

ン時にどのような三層を示すかに

実験は︑ECCS水がブローダウ

ったが︑このためAECは︑今回

ついて疑問を投げかける結果とな

針において︑ブローダウン蒋には

発表したECCSに関する認知掴

系外に流鐵し︑ブローダウン終了

安全性を評価する方針を明らかに

ア社およびWH社ではECCSの

因昂考慮した計舞コードを作成

し︑八OOシリーズの現象をも十

ウン聴に逸CCSからの冷水が注

部である︒

に灘たって便われていたものの醐

入きれるという状況はかなり襖雑

▽ECCS穐能の騨簡略

個酬の炉に対する泓箪1一評

価モデルの例を付録に示してある

B

▽鑑CCSの暫定合格区区
A軽水炉共通の麺鷺纂①燃料
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註

脚雷電

︷蓋

式
株
業

慈

童
士

営田

原

：東京都千代田区九段北1丁陰13番10号

動に及ぼす影糖を検認

下郡プレナムを連結す

八四八では︑警圧器と

達しなかったとみられる︒すなわ

カマよ磐経て破断孔から系外へ捌

って入門ノズルおよび外部ダウン 水による炉心の冠水を阻蟹する要

ガスあるいは発生蒸気の圧力によ

ブレナム内のECC水は︑欝圧器したQ一方︑アイダホニュークリ

ち︑ブローダウン終了までに下部

ティブな仮燈を設けて︑原子炉の

にECC水がほとんど炉心内に到水に用いられるというコンサ；バ

の試験においてもECCS作動後
中に注入きれた水のみが炉心の冠

と︑実験八照五一八四九のいずれ

の測定をしたが︑その結果による ECCSから注入された水は全て

および下部ブレナムの冷却材鐡度

ガンマー線滅順法によって炉心

を検討した︒

Cσ水とブローダウンの相互干渉

八五〇の両鶴の比較によって︑E

循環系から煮凝されている︒入買 態での実験であり︑八四八および
側で破断させた実験が六回金犬験

らの流出笑験である︒

実験八四五はEGσ水を注入した 出された︒この現象は︑セミスケ

入口側で破断させた実験のうち

連性八OOシYズの実験は猛

大型PW臼の巳CC＄性能との関
る注入終了晴にECC
黙圧器のガスが圧ヵ容

懸へ流入するのを防止

ホット・レグと直結ポ

した︒異験配転九は︑

ンプの吸引側レグを薇

接︑運結するラインに
急速間弁を設け蒸気発
生潴をバイパスするこ

とにより︑その下都に
生ずるウォーター・シ

験八五Q臓︑同八四爪と岡一条杵

流出に及ぼす影囎を検節した︒実

工

擬ヒーターを内蔵した圧力容鋸と

ールがEOC水の系外
翠気発生器︑加岱器︑粕穀衛環

してLOFT讃圃が一九五Q隼代

するという現象が観察されたQこ

ることはできないが︑既穿のコー

深溝とられてきた原子炉礁故に対

に紋擬炉心を入れない状態で行な

ら成り︑字義の実験は圧力容路体

検署し︑禽獣的なものとすること

四︑一方A鷺Cは︑鋭制局各部 する極餓に保守的な騨価方法を再
の調整を円滑に行ない主要狡幽間

きた︒

の下にECCSを作動させない状

ポンプを益する︸ループの冷漏胴

を昌陥としており︑叢終的には・

われ︑次のそれでは羅熱加熱によ

題を的確に処理するため︑疑義局

熱出力三五〇MWの小日量PW
るR
模搬炉心を圧力暦器内に入れて
炉心郡の黙の影響を腸べた︒鍛後

技術瓢悶ハノウアー博士を長とし
に爽際に艶言を起こさせてみて蜜

その成果をもとにしてA温Cは︑

ほとんど考えられない︒しかし︑

このサポート実験の一部である︒ 〒ドの改箋はかろうとする翻したものである・簾八四七は・

直接の闘的は︑LOF田インテグ

が︑AECのレビューにA暴説れ

C
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決されるまでは︑その性能がない

と仮楚するという幽しい条件亭甫
いて安全性を確諏するよう陵辱し

なお︑わが圃で稼働巾の商藁用

た︒

ている︒AECのこの晒定指針ドを改良することが必要となっ
は︑必要な安全余裕を祷するもの

S︶問題についての調査准行なっ
発蹴炉と同型の炉については︑こ
の暫定指針が作成される段階にお

いて︑AECですでに検討を加え規制局幹部四人からなるタスク︒
必要でなく十分安全であると判断

多層防御で安全余裕

dCCS問題

ォースのメンバ：を含むAEC規

いて鷹援検酎に当ったタスク．フ

制関係聯部と会舎を璽ね︑酎識を

基準強化に暫定指針

炉の設計

う考え方を採っている︒その考え
フ‡ースを今琿初に設けた︒タス

CSに関する暫定的な指針を発褒方としてAECは︑多厩防御とい

行なった︒この間︑A皿CはEC蝋︑原子力の安全盤確保の藩え

の経緯と背景

婁風をはじめ︑四CCS悶題につ している︒

いて調査したほか︑ラメー原子力

断︵NRΦS︶で実験の群細につ ており︑設備改造︑出力制限等は

実施したアイダホ麗立原子炉実験

この闘題の契機となった実験を

てきた︒

り︑非常羅炉心冷却設備︵鷺CC と考えられる︒

十八日までの二十一臼間にわた

本調査齪は︑六月置鼠湖米︑二

その結果など

調査の目的と

曙蒙騰松礒躍誠瞳陰部ジー﹂

繋灘灘鱒羅職魏 謎 三 脚 購 響

聞
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産

力
したが︑われわれはこの握針作成

︒この最後の実験はLOF？イ累統のブローダウン藩にEOGS
ク︒フ†iスは︑NRTSの実る験
させた実験一回︵実験八五〜︑未

に︑難による薙炉心電雄八竪〜八吾︶︑告側で醗

故よりも携めて苛酷な︑したがっ

方に塞づき︑あらゆる考えうる事

全性を磯認することを計画してい

畏ハノウア博士等から指針の根拠

に嶺たったタスク・フォースの議

を含むこれ豪でに得られた実験そ

六月十九日︑醤定指針を公重し

﹇︑二罫闘の実験結渠は︑すでに ループの分岐管に設けた破断孔か

発教︶が行なわれたが︑いずれも

てその発生が現実には考えること

れ︑一九七四隼以降に行なわれる
の他 の 成 果 を も と に ︑ E C C S に

を解脱させる実験を行なった︒

及び今後の遜用方針等についても
ができないような塀赦︵冷却器喪

確認することにしている︒この鋸

ンテグラル・テスト計圃と呼ば

群細な説明をうけ討講を行な っ

敗の影響を少なくするために猛C

た︒AECは︑この指針作成が突尖購故︶を想定し︑その安全樵墨 関する甑定掴針について検討し︑
罷的に行なわれたものでなく畏期

米国の安全研究は広範囲にわた

慈には愈をいれて安全を確保して

研究契約嵩となって謹黍されてき

当初︑フィリング石油会祉が受託

闘題を検議するため誹可処分手雛

たせるために用いられたもので︑

ECCSに関

礎的な実験であり︑装興は炉心膜﹁岡八四六と周一条件であるが︑ル

ゆくへきたという二間から︑EC インディアンポイント笠︑パリサ

遵騒あるいは公睡会での説明で︑

って行なわれ︑しかもその成果を

CSについての検謝が米国におい デス︑エンリコ・フェルミ∬︑ター

たが︑その後アイダホ︒ニュータ

払われており︑今回の暫定箔 劃

キーポイント︑シコーラムの各原

ク・フ†ースのレポート︵アーゲ

被覆税の酸高汲度が工臨二一二〇〇

指針は︑一翼章魚︑背娠︑EC 度をこえぬこと︒②被覆材と水

AECは︑今回闘題となったす
Nことにしている︒

する暫定指針

構鵜タ続禽して作成されたもので

ラル・テスト描画における一次系

R田sの翼験結果を含むこれまで

きが遅延するかもしれぬとの可能

級損隠の解析評価に必愛な憐報を

ン・レポート︶がとり豪とめら

CS性能の評価および︑ECC
豪た
Sは蒸気の反応は︑全被覆材鍛

ば︑他のモデルを用いてもよい︒
得られた檎蝦をもとに一九七一奪

これを︸部の新婦がとり85げ︑ うることである︒契験は六段階か

建設中︑票たは測圃中の原子カプ

働告されん︒これに伴いわが国に

の一％をこえぬことQ③被覆材温

は︑謝算コードの改褻のために行

の暫驚合格塾準の四漁から成り︑

一驚の関心を集めることになった らなる︵裏滲照︶が︑今回無題と

六月十九日に﹁懸建指針﹂を発表
おいても︑辿時建設中の美浜一号

ラントを三つのカテゴリーに分

なわれてきたものであり︑実用炉

度の過渡変化は︑炉心冷却が可能

が︑このためA露Cはプレスリリ なったのは八○○シリーズのつち

し︑軽水炉のECCSの評価は当
三つの計測モデルが付録としての
炉は藤圧系を︑福晶一弩炉および

各灘の概要は次の通り︒

っている︒
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実験日照
?

NRTSで一九六六葎以来行な
説はブローダウン蒔に蕃圧式のE 初めての実験であり︑ECσ水を ール実験特衛の形状誉その他の条 分解明すべく︑研究が進められて
CSが設瞭されているものであ た︒
いる︒
り︑ECCSが必要となる灘態は五︑この閥︑AECは︑ヒアリわれてきたセミスケール︒ブロー GCSからの水が注入された蝪合アニ・一ラスへ注入︑実験八四六〜 作による影響が大きく寄与してい
四︑九〇〇シリーズの示指計画
ングボードや申請者に対する欝鋤 ダウンおよびECCSの実験も︑
の現象を解毒し解析モデルと耕牛
八四九は下部ブレナムへ弛接注入 ることも考えられるが︑ブローダ

的な検酎の一環として行なわれて
きたものであることを強調してい

蛹^PWR類似システ

け︑適用に当たっての弾力性をも

を十分模擬したものではないが︑

性を示眠したQ
閻題となったNRTSの実験
れ︑ECCSの充異をはかるよう

ある︒

リア社に引継が九た︒この実験の
CCS阿係のこれ濠でに得られた 二︑一九六七年にはAECタス子カツラントについて︑ECCS

も︑飛RTSの実験成果を 含 む E
て長琿にわたり進められてきた︒

積極的に実験にとり入れる努力が

た︒
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する離に︑終丁すること︒④炉心

を明らかにした︒﹁廼定﹂という

昨無十一月から今無二月にかけて

語菓は︑この方針をなるへく軍期

ースを出し︑その立場を明らかに
追加した︒

二︑八○○シリーズの実験結果

このシリーズは；種獅の螢験か に作成するとともに︑弾力牲をも
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敦賀炉は高圧溢入系を︑それぞれ
この実 験 の 結 果 隔 E C C Sについ

が期待できないかもしれないとい

う照念が実験その他により十分解
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計量管理など一
一議題

ついても出城あるいは圃雌位でこ

進められるとともに︑管硬体制に

た蟹理制度のさらに一二の充実あ

米差園による技術協力は︑こうし

慧逸められているが︑こんどの臼

の技術開発についても研究等が鋭

にとって

ことは︑廻報を明確にし印象を

寅任者から語を闘く機会をもつ

ﾞ衛国際協調で資源確保を

資源臼書を発表

9響町鱒ρ雷

の曽一層需O

■一一﹁

●騨

一一．

閣一御印．

聯需﹁卿

次に現在世界的に閲心が強く

このいわば資源白欝ともいうべ

ており︑第一部で︑わが閣の発源

き資源政策の展塑は︑三部に分れ

舗給︑産集の現状や三界の叢源離

情︑さらにこれに伴う入手の不安

七〇年代の三内︑騨際蘭な資源瑠

定姓などの現状薪を︑第二部で

猜がどう変化していくかを分重し

らの構勢をふ肥えて︑わが蘭の資

た将来の予想を︑第三部で︑これ

るへきかについての総含対策を述

源間題の基塞的な考え方がどうあ

べている︒

オランダの

バ博士を招聰

原子力委風会

医学博士が来たる十月二十五贈︑

⁝

オランダのG・W︒バレンセン
現在各繍斑源の多消饗圏となつ

原子力婁員会の招きで来日する︒

三題の展望﹂を廃表した︒これは

た︑わが国の戴源賜匙の現駅と間
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ェックすることは不可能に近いこ

川離業の︸つとして昨年からわが事件磐細細に配録した﹁原子力⁝

難史藤聾鰯と．鎌

れを制度化し︑その認鐡を垂垂原

るいは授術開発の推甦に大いに役

は良き競

新鮮なものにするものである︒

Auantun・Theory

増加する旛設等の全てを綿密にチ

とであり︑岡隠に施設奮にとって

にもなるな

もその頻繁な憲察は癒設の運転に

迷惑

どから︑現在の保瞳抵薦適用のあ

子力機関が検賦する方法がよいな

争相手で

paper

支陣をきたし

耀蕪娼年のあゆ塞刊蘇翻鐸

り方には多くの群僚も投げかけら

あった揚合がこれだが︑稼拡敬防

れている︒核物蟹等の国際移勤の

止条約︵NPT︶が発効︑各国が ⁝奔︑箱入り羨装丁︶が完成︑刊 さい︒全三巻を二千円で衡料領⁝

や施設等の蘭語機器の漏洩をどの

どといった意冤や翔機上特別店員

きな焦点になるものとみられる︒

なお金画会畿にはわが醐から聡
沢広巳腺子力婁勲長代理ら十︸一⁝

通産雀は十月四B︑一九七〇年 代の資源政策のあり方一1﹁資源

ている︒

唱あゆみを︑境界の動向を紬り込
ゼ三一三 一ζ ≡脚⇔≧一三≡一．三≡・一

増加が予想される隙子力蜷蹴開発

テーマについての討議か行なわれ

†三面の出席が予定されている︒

︵195︶六＝コ
：＝．一二湘

ﾀ難墜力㌦し囲﹂い罫力羅

自ら生産あるいは作りだしだ核物

質や施設などに対する査察も翼施

︵原子力局︶の照＆ゆ派遣ざれるQ はまだ同条約を批准していない

﹁麗屠夫氏︵原研︶︑愈持誓王氏 きれるようになった現在︑わが醐

今月15日から米国で初会合
核物賢等の斑開帳閑を防止づる︑いわゆる保障措齪について︑日米両圃が技術協力を進めることで

いのが実彌である︒

か︑まだ解決簸の差出されていな

わが国ではすでに原子炉等規制

が︑どのような力法が最もよいの

闘題点に対する懸念は︑なお一厨

法に腿つく厳格な核物質計理体制

は保てるかなどを阻むこうした賭

強くなっている︒このため︑姪蟹

が制度化ざれており︑資察のため

が︑核保働園との平等な塵業競争

と協走を結び︑これに黛つく蒼察

の簡素化︑合理化が指摘ざれ︑そ

いわゆる保瞠措圏の適用につい

という形がとられ︑査察官による

の機械化︑自動化の研究が各国で

て︑現在は各團が金襖原子力機関

闘魑のとりあげ方はされず︑両テ

しかし︑新しく開発された原子炉

立入り検査等が行なわれている︒

蘇鞭慨
のりちのヨをずおごユもゆ

バレンセン博士は核物理および

定されている︒

摩︑四†四才︒
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Science

Breach

モｵ︑近くこのための窮︸回専門察会舎が米團で闘かれることになった︒昨年三月東京で開かれた

日米原子力会議で︑彌圖間の技術脇力を拡大することとともに︑保二三醗技術を含めることが禽慧さ

ロスアラモス研究所で闘かれるこ

の計器などが中心となるもよう︒

ーマに間する現状レビューと今後

れていたが︑これが実現︑具体化されることになったもの︒
両圃はすでに︑臼米涼子力協力

量薬理制度および保陳描齪技術護

とになった︒議麺は︑核物質の誹

とこれにとも奪う所要燃料の確保

立つものと︑期待されている︒

なおわが国からは︑井上瘤氏︵購

び隙子炉安全性に関する一一つの技

国についての二つ︒初ム答でもあ

協定に基づきセラミソク燃料およ

術協力を逸めており︑こんどの保

に関し︑その円溜化を園るため両

会からの勧管などもだされている

ようにして防止するか︑今後益々

國の代襲が関係舘悶題について蔽

掲構想などを甲心とした濃総ウラ

にどう対処するか︑多二間濃総工

立︶︑中踊健太郎既︵動燃事業団﹀︑

はその第三鳳闘︒両国における原

見を交換︑協議するもので︑今圓

ロ一一一＝一︸＝一一榊囎一一一＝篭鳥＝＝縣＝騨＝二曽＝一篇＝冒＝一一竃＝＝＝一＝一一＝＝一＝一圃＝一環＝＝認下馴一＝＝篇一一讐僻＝騨＝曹＝＝3篇鱒一顧響

ることから︑とくにζれといった

絨く三つ圏のもの︒昨年三月の臼

へ

月34日

薩描齪技術での協力は︑ζれらに

米原子力会識の際にこの技術協力
が禽葱︑その後栄圃原子力石員会

第三回差米原子力会議

ワシントンで
第三回﹁日米桑子力会議﹂が︑

来見通しのばか︑核物質の脱胎な

案があり︑わが国も罵晒していた

から具体的な協力方法について提

が︑多彩︑ζれにともなう尊門簸
寸一月島︑圏の爾日︑ワシントン

ど興体的協力分野における憲たる

子力開発金鶏02現状レビ凱1と将 ン確保をめぐる諸陶題が⁝つの大

による会合嗣催についても先方か
で開かれることになった︒

︵昭謡†三琿二月繕︶の山下る予定であり・をに今後鐘な

ζの会融は︑込米原子力鰯走

ら提案︑この初会食が今月十五田
から約︷週聞︑氷瞳の原子力萎員
会本部︑アイダホ原子炉実験所︑

轄一一・

バ博士はアムステルダム大学医

原籍絵

摺

会講であったと思う︒稲上グリ

曽︐

慰点を総学的に分析︑検討したも

昨年からはロノテルダム鷹学研究

学研婆所の放射線生物学教授で︑

蕪

もとにあるメモを開いてみても

ーン大駆から日本の将来の電力

帰

一九七一歴日加原子刀会畿が

このような職じを一騒強くす

噂＝

ので︑通産雀がこうした資源難題

所放射線治療理論研究のプロジェ

嫡嗣

かつ︑はなはだ痂動的な勝勢に

に対する見解を朋らかにしたのは

；

あるウラン濃縮の闇題について

今日が初めてである︒それによる

酒

九月二十七日︑翻印プリンス・

儒要に応じて組みこむ炉型︵軽

押〜〜〜〜蓑原孟警醒蓋 武藤俊之助

η＝幽冒

は︑カナダのエネルギー鉱山☆

と︑七〇年代の資源政策襯碧進める

二†五日に来日︑十日間滞堕する

クト・リーダーもつとめている︒

●．一＝冒

灘雀型冨のオースチン氏から︑

にあたって①七〇年代後半にわが

が︑この間︑二十七日から二十九

昌一＝夢

この覆践に関する臼本の決断は

国の資源輸入量か世界全体の三〇

医学総合研究所で購演と酎論を行

日逮での管理闘にわたり︑放射線

乙噂■︒

いつ頃なされるのか︑濠たカナ

％を占めようとしていること︑②

る︒そこで具体的な償々の開題

会議外でも多くの成果

良い意味の競争相手

ホテルで開催された︒これは級
近約〜年半短に定期的に︑枳互

圏＝O．

ダとしては︑技術上の聞題︑資

資東保噛園である発展途上團の資

よび東大︵岡山呂︶での講演も予

なうほか︑京大︵†一月〜臼︶お

ている会識であるQ会議後の思

に瀾催地を交換し会って︑開い

ルギー騒騒資源大臣︑荷沢原子

者会兇の鯖上︑グリーン・エネ

にふれるよりも︑金般的印象の

し︑清々の哺制系培獲細胞を用い

ついて質聞があったが︑とりわ

ての研究を行ない︑世界的強磁を

てそれに対するLET効果につい

水松︑A﹁﹃R︑増殖炉など︶に

発︑②馬事的な国内陸域︑大陸樵

いくつかを轡ざ配してみようと

理解し︑畠からを省みて倹評す

開発︑⑬無公価社会の実現︑④個

社総裁および私から会議の概賂

い︑蜀水炉開発を進めている国

る機会をもつ意味において有益

慰う︒

ものであったという印象を受け

が号外に協力しかつ競争するこ

四容を説明して種々の質聞に答

力委員長代理︑グレイ原子力公

唖一二︒

金上の闘題︑カナダにおける産

源ナシコナリズムの台頭︑後発工

●二＝p

栄の振興の難題等の観点からこ

業麟の低脈安定供胎の襲調︑既揮

ρ二一﹃

の無題を検討しているが︑米国

大資本の募占体制の再々束などで

生物物理を専攻した人で︑線鰍測

三脚一一盲

の殿近の鋤きに対しては田本と

資源確伏の不安定さが顕在化しつ

定や線滋分布などの放射線測驚技

一一7

協力したい考えであるなど種々

つある︑③これらが謂来のわが国

術の研究と開発で多くの成果をめ

︸＝一． ◎一＝同．

ボン博士と勤雪田業団のAτ

憲晃が述べられた︒しかしこれ

の潮影発展の困難要因となる可彪

孕篇一︐

R担功田との間の熱田的討議が

らの聞題についてさらに璽っこ

性がある︑との観点に立ち︑窟属

して放射線生物分野の研究に従短

げている︒一九六〇年以降は王と

晴二冒︐

会議外のこうした機会をもちう

九月三十日行なわれたはずで︑

んだ愈毘の交換は︑金議外の穿

が絹互補先して茶通混合体を確立

．一齢7

あり︑共

ることにも会議の慧蕊があった

は鐵席していないので燃しいこ

公式会談で行なわれ︑これに私

してあたるとともに︑①国際協舗

二曽一

顯の課題

と思うQかねが融接藩中であっ

とは知らない︒

を暴謝とした大規模海外資源開

一一 一9

が多く︑

た︑動燃購業団とカナダ原子力

今圏のような走溺的性格の会

一一冒7

樽愈蔑な

公社との間の露水炉の樹報交換

識においては︑相手をより良く

二一一

けカナダ原子力公社の工学︑動

に関する協力協業が会議等号調

層一P一曽

力炉担嶺支配人のボン縛士の︑

印された︒世界的にみて数少な
つつある先諸国である︒彼等の

た︒静々の文献を趨してカナダ

別費源産莱の合理化和よぴ振興一

東京都

F代田区九段北
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アイダホにおける原子炉実験についての調査誓終えて
… ◆一…
頑凹凹 下邨昭二
RIによる新しい露占湿及測定と融点測定…・… 埼三人 小川久信
新連載・原子力關発15年の決算奮
謡らぐ原イ力平和三原則
…一…・……・立教大 服品 学

岬噂讐髄・． ︐ 一一〇 脅 響一一脚・

ご承知のようにカナダは霊水

いての話は明侠で臨儒に溝ちた

カナダ狐水炉の現状と将来につ

層印一一﹁

えたし︑さらに共同コミュニケ

し︑すでに実薫化の段階に進み

炉について早くから開発に藩織

騨棚曜鯛ρ

にはその要留が要領よく述へら

核燃料早耳︑賑水野題について

だったと習う︒

動燃

鼈 一

れているので︑いまさらこれに
．付加することはないと思う︒強
いてつけ加えるとすれば︑質疑

種々の批判はあるにしても︑岡

とは︑技術開発の促進の上から

収めている︒グロ嶋ンゼン大学

砥讐に含図れるこ濠かい︑地味

蜜水炉の開発現状は︑一応承知

丁奮の麗鍛の驕が必腐し
系統のA田Rを開発中のわが圃 しているつもりでいたが︑薩接

きわめて望ましいことである︒

な聞題になってしまう︒い康手

中打康冶

今川1犠（司会）ほか

〔主要記窮〕フ伽トニウムの保管lb蔵の問題

日刊工業新聞社

物理学者Paul Dlrac氏が，第一回オノペンハイマー賞捜賞に際して， オソペンハ
イマーの思い出や，アインシュタイン， シュレジンガーラサフォード等の仕事に関す
る感想をおりまぜて現代の科学の情況について氏の考え，を明らかにした演説録です・ミミ
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0

一発597号一
り

聞

ングハウスなど原子炉製盗業悲お

難

痺

繍へ

鴨敵

よび関速魍気撫業轡と欝帯機で協

繍

カするため細石計圃の興体化で協

ニクソン大畿領はアラスカのア
建設衷明は米圏原子力関係省閥で

ニクソン大統領の憂然の二暢機

二†八臼次のような談甑を発表し

ECのシュレシンジャー婁鍛畏は 讐理角巻グル⁝プとも誰し合いを

利用国際会畿︵ジュネーブ会

團蓮主催の第四回原子刀平和

ン翔︶を入手いたしました︒こ

択論文の鮮m細りスト︵セノショ

よぴ講文リ

の論文リスト︵一関五箇円︶お

ご希望の向

プリントを

きは︑左紀

までお申し

込みくださ

いないので応用研究から工法化へ

の謝画醐整がほとんど行なわれて

試験を発了することが騒標とされ

は︑一九八O年書淫に十分な附用

米倉原子力委員会︵AEC︶は

されていた米團企業へのウラン濃

電気銅電気亜鉛

もっている︒A逸Cはい豪薦傅機

ようになるのを期待している︒ま

Nまでに四千

の移行が十分でない点も明らかに

は実験蜜でコンバーターの慰命二

ているが︑現段階では次のような

縮技術開示政策に繕つく厩間企奨

⑧

士

奎︐

工

職

西港

立 鱒雇

硫化鉄鉱金銀

富囲

畏喪
会社

濁しil・片上

ン謙戴議薦難
に全日程を

講︶はさる九月や六日︑盛会裡

終了しまし

詳細プロとリプ
リントサービス

矯本原子力産粟会羅企画課

い︒

はイタリアが原子力研究で遅れを

会社のほとんどが嫉府の開運塾則

三百億円支出へ

建設靴型としては︑五年閲に八〜

戴率土換炉心は各二暫五十〜三首

万五千隠闘以上︑原子炉で一万暁

駄面をももっている︒それは︑①

原子炉の使用粂件の研究および生

＋敏までの民間企榮の謬加を認め

十七社から謎縮開示計画への姦加

ほとんどがあと一月間の串難論隈

AECはこれらの要望に応えて今

回の罐ξた・の︒ 一

猪；頼霧一郎

の趣鴬機構と財側聞題︑蓮懲偲

が・他の建染材料にも利用範囲が
拡大できるものと闘えている︒

た︒

日本原子

力廃業会議
では︑この

会議に藻い関心を樹せられる多
数各位の要請に臨え︑同会議の

ことを明らかにしに︒この計画で

十三偲円︶の支出を予建している

︵⁝⁝⁝︶六一二一︵代︶

くなおかつ︑いぜん管理のゆきと
ラジウムが米翻内で販売されてい

熱しておりますが︑このほど採

論文のリプトン・サービスを実

にほぼ一愚姫の縄闘を決め︑これ

どかないものの一つにあげられて

るものとみられている︒しかし州

とり︑謹た小規横企業が多数春在

してきたもので︑撫熱するとレジ

ことを欝告︑さらに製造業懇の提

や製品の安全世指針に従ってない

されている︒今後の夏子力発躍所

四召億リラに上るとしている︒

六千八百五十億リラから心兆二千

濃縮技術開示の
Wの出力を出す五衝個のコンバー

できるコンバーター研究口癖に鞍

閲︶︑それぞれのシステムに応稽

申請期限再延長
ターを照附燗ランプのエレメント

米AEC
様銭で格子型に配置してある〇

独立不ルギi源の謝要と市鋤調査 九月二十七艮︑十月一日まで延期

炉の研究開発は寧密産業への利周

七年聞の研究で熱4オン変換法

閲との協力によって耀子放射︑編

は信頼性を獲付けた︒CEAは蝿團︑ソ逓︑西独では熱イオン原子 鍵底に据付ける百KW黙イオン

の姦加申込み申舗期限をきらに一

W発羅装置二墨で構成し︵各三つ

して機密関示を認める二十五社豪

る方針を打出し︑その第一段階と

海底桑子類耀力コストを想定す

とみられる︒

新井：友蔵

体︑殴躍賜所など細闘を検華中で

の点でこの二︑三カ月の中に鍛終

ある︒AEGはこれらのいくつかた特に闘雇ビルの鋼の保護に良い

的な調肇がつくものと期得してい
る︒実証用二霧機の認可要脚聴期

騒も広く使われている放射衡位

たレポートによれは︑ラジウムは

蚤圏放射線衛生局が鍛近発表し

はAECの計圃立案が済み次第決 ラジウムの
使用で警告

は︑それができ次第適当な議会委

難をみよう︒一器機の細匿計画

よう﹂︒

興会と敷府部内で詳細に検討され

シ晶レシンジぞ1襲興長の談議

を追って二暑機の異体的検認に入

いる︒

一遠の調査から︑一般に安全姓の からはわずかにf万〜五万五千個

ここ数年にわたって行なわれた

とられているが︑ここ数年LMFた︒

アの原子力塵業が困際競争に十分

する陀め構造的に弱体で︑イタリ

たもので︑﹁民間産業界が二億建

三十キ晶リーが年關約八万五千件

現状を指摘している︒さらに研究

耐えるたけの規模に到達できない

の線源に劃入されたラジウム冨一百

の二二行為に偏え︑二千三哲の臥

占い人工の放射姓核種の利用が伸

BRの開誰金の調達が困難なこ
いなエネルギーを十分に供給する

いぜんラジウムの使用が拡大して

﹁ニクソン大統繊は塗米にきれ

を笑簸用煩一塚機に投入している
とから産業界を中心に実醗炉の建

間題に再びふれ︑またさらに﹂M

英AE耐
A火性で威力発揮

今︑私は二号機の建国を認める決
設墨数を一濫に絞るべきか否かな

が注囲されている︒

躍たけに保守は不要で︑その制郷

機関︑応用および企業化機関の間

慧である﹂と回った︒これにとも

ンが発泡して泡による絶縁闇かで

ているだけにすぎない︒

起で臨床用に使う囲蘭で届けられ

訓圃全体の中の笑翫朋二君機を災

とのできるコ；ティングを驕発し

ど構造物中の鋼を火災から守るこ

このレホートではラジウム販施

いることがわかっている︒

が決まらない段階でも︑ゐMF8矢先たけに︑関係老の閥では一様

の検甜をすでに始めている︒もち

現する確認およびその他の要目

イタリアの原子力醐発
︻パリ松本駐在鼠発︼イタリア

遠した販施データから︑かなりの
数にのぼる許可または登録を済博

着工する慕とし︑その投資総目は

十墓の八十万KW発駅概の建設に

故は十六分で弱化温度の撫氏三酉

年原子力塵講開発副圃で六千五十

予算省はこのほど一九七⁝一七五

ビル火災を映疑した翼験では鯛

きるところがミソになっている︒

を発表した︒A封CはLMFは
8九R
月二十九日︑AEAアルダー火災による酸化鰭間の延避を研究

に驚きとともにこの猫躍を歓迎す

マストン研究所がこのほどビルな

る意陶が強いといわれている︒

岡研究所では英図ビルディング

たと発表した︒

これらの手続を経ずに数年閥彪ら

せばならないラジウム機器が︑

れてきた点も掴上している︒認査

億リラ︵三千五酉九億円︶ないし

翼の狸婆では約千三百キュリーの⁝七千三薔五十偲リラ︵四千二街六

五十度になったのに対し︑解さ二

分︑五〜六・三請だと一丁間鋼を

・駕ゾのコーティングでは三十

三百度で膜を形成する十二を澗た

ガスの発生で膨彊し︑摂氏二首〜

研究所の示唆をもとに丈夫で鋼に

ラル︒エレクトリック︑ウ品スチ

クス・インターナショナル︑ゼネ

︻パり松本駐在鼠発︼フランス

CEA︵原子ヵ庁︶は一九六四年 この発駕装腰は海底に据付けて

以来DR羅E︵閣防省研究試験おけば脂動的に二︑三年閲は趣堅
大学と協力して熱イオン変換の研

機器周︶︑トムソン・CSF︑酪約に運転できる︒駆動部のない装
究を行なってきたが︑現在すでに

には専門軟を必要としない︒将来

カ月間延長し十一月一転までとす

ような潜水艇から始動檸止を還隔

AECはこの六月ウラン濃縮技

ると発表した︒

行なったものだ︵ソ

のコンバーターの絡子十六墨︶︑

と命名︑十K 術の関発と濃縮装置機盤の製造に

趣は一九七一年三月

クディオジェーヌ

鍛初のデモンストレーシ翼ン炉の

術および蔽済姓から

ための解止制御システムの照射実

Aはここ数年︑主として深海海難 査③コンバーターの償頼性確認の

した︒これは異養鰻で二万五千階

炉で照射す一での企業選定のため民闘からの蹴
多くの工業圏か晦蝋開発を進め

ることはいまのところ蒔期尚軍だ

トリトン豆

ンター

フォントネ・オ・ローズ原子力セ

ているが︑澱海へ進出するように

このようなことなどから仏にお

九月二十七日現在AECには四

れた︒安足した艮期閥︵約三年︶

なると信頼ある安価なエネルギ

加申込申翻を受付けていた︒
の運転で懸換効率は財力密度一平

る︒

方移肩尚たり五十Wで十〜十二％

が︑二万晦閲早鮨する百KWの独 の戦評か低えられているが︑その

ける熱イオン変換炉研究計團で

は︑一KW11当たりEないし八弱
の延期を求めているところがら︑

一つとして懸子類必黙秘とする熱 立炉が発生する駕力の初期推定で

ー源か総嫁ζなってくるが︑この

各藩における黙耀子変換計画も

イオン変換炉があげられている︒

同概の成果をあげており︵米園で

核格子試験が焼けられている︒

パ：ターで構成する一KW厳位の

である︒現在は対で配呈したコン

闘︑中性子属下で五千蒔聞巡癒さ

験︑の三つである︒この実験は

を動機としているのに対し︑CE 産エネルギー・コスト底滅化の調

用原子騨の還元設計段階に移行し

薔え作業は工揚で行なう︒このた

での利屠に注目して

網研究および技術開雛の墨礎研究
操縦し︑あるいは特製な海底握握

腸の還隔操作籔視網徹逓じて制御

め熱源または海顧エンジニアリン

きん︒この避択は狡

を進め︑変謁コンバーターを完零

ており︑フランスでは今後の熱イ

いる︒熱イオン変換は熱エネルギ

墨イオン変換炉設計へ

三＋〜三百KW程度の小出力の聯 の改良型は︒アルジロネート の

手できる段階になっている︒米
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保護できることがわかった︒

興合いかんで大きな影響を受ける

はすでに承認された﹁号機の進行

ろん︑この計園の異型にあたって

R笑鱈用二瑠機の議会の承認を臨

ゲハウス社の子会社WADCOが︑この搾業を担当しているQ

づく作簗を終え︑翻御装躍の取付けが行なわれている︒ウエスチン

フォ！ド瞬藥所内で建設が進められており︑昨年中に概念設副に基

技術的翻題を解決するカギと な る も の ︒ ワ シ ン ト ン 州 の A E C ハ ン

写翼は︑LMFBR計團の中で高運増殖実既炉の建設︑運娠とと
ことになろう︒A週Cはアトミッ 強力に難壁し︑黙軟化にともなう
もに二大支笹の一つをなす 高 遼 中 性 子 束 爽 験 ︵ F F T F ︶ 施 設 で ︑

AECのFFTF施設

めるよう指示した︒

一号機の運転衝有嵩および契約者 獲麟炉翻画が穴鰹に遅れていた

R8R計團の笑斑密漁二愚機計画 英国醸極力公社︵UKA滋A︶すレジンに繍團︑レジンの強化と
ない︑大統領は︑AECに対し︑ どの議蹄が展醐され︑LMF8F

びている反面︑医学や工業分野で

に属出のあった訥司と登録データ

りたい慧向をもっている︒

から溺らかなごとくAECは茸内元紫でありながら︑陣雷が一蕃多

61111葬1願1塵置1藍II「犀圏II雷1「00110蓼

始動を伝えた︶︒

仏CEA深海用に目標を絞り

オン変換計画開発に期待を寄せて

ーを菰接鷺気エネルギーに変え︑
これを取出すもので︑この雲霞か

生する熱望菩の名をとって熱聖子

装圃を取付ける︒きわめて長瑚の

ら醸接発電とかイオンとともに発

発蹴ともよはれている︒

子照イオン変換炉は核熱源の応用

グが必要となってくる︒この種の

運転には原子炉を敗趣えるが︑取

分野として①強力な足格出力が得

原子嫡は熱イオン変換装醜一式で

なかでも原子煩を熱源とする原

い︑③簿命が長い︑④苛酷な条件

臨界炉心〃と板状の

られる︑③駆動郡分がほとんどな

のもとでも蓮魅が可能︑⑤いかな

構賊される

ネルギー供給部からなっている︒

る轟轟でも熱放出か可罐1一など 燃料エレメントから構成されるエ
といった特長があり︑その将来姓

大f㍉こ旧

1

6

閑国㎜凹㎜⁝厨㎜回粥回㎜甜⁝画幽則繍

二号炉の建設承認へ
ニクソン大統領が表明
ニクソン米大統楓が九月二十六臼︑米團原子力婆舞会︵AEC︶ハンフォード研究施野並視察した
際述べた﹁転職目の臨遠増殖炉を駅認することにした﹂との鑑畷は︑その時期︑建設地点︑規換な
ど群細についてはふれていないものの︑これまで開欝金で難行を続けた米圏の液体金趨冷却画速増

彊炉開発計圃︵LMFBR︶に新たな万針を与えた点で注目される︒

ンカレッジに向かう途中立窃つた
も寝耳に水の二晶⁝スとして受け

このエクソン轟繭に関門してA 議を続けているほか︑二つの醒ヵ

ニクソン米大統領

新塗付材開発に成功

ハンフォードでこの冨解を行なっ
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ジルカロ イ 書 籍 響 の 製 造 は ︑ ま
①鉱石で あ る ジ ル コ ン サ ン ド を
錬し︑ジルコ一一ウムスポンジと

業と︑ビレソト豪での製造を圏

っている聞本鉱藥も︑佐友金二

とした新会祉設立の謝画を進め

の含弁盆社設立を中心とする構

︑テレダイン・インダストリー

吸収し陀米国の聡子機器ノーカ

覆懸で実綴のあるワーチャン社

野に乗りだすため︑今蕉二月︑

から︑被糎管製造のうち︑漿管

覆響繕要の増大か予測されるこ

て︑これ を ② 翼 空 溶 解 し て ビ レ
いるようである︒
トとし︑③押出し加工して被覆 三井物産と石塚研究所は醤来︑
の繁管を 作 り ︑ さ ら に ④ 圧 延 機
かけるな ど し て 仕 上 げ る が ︑ こ

仕上げ工程︒

中で鍛も 貢 荷 価 纏 の 醐 い の が ④

友金属 工 藁 ︑ 神 戸 製 鋼 所 ︑ 三
金属鉱山 の わ が 翻 の 被 穰 醤 メ ー
⊥二型と も ︑ こ の ④ の 工 程 に 力

ム・イン ダ ス ト リ ー が ③ の 工 程
機羅の国薩化を進める政府との

注いでいるが︑今回︑シルコニ酷・た︒・かし︑登時

石塚研が禽弁構想を敢り下げ︑両

ために技轟入する・とにな︒璽が讐・︑鷲︑三井物牢
ことから ︑ 三 社 と も 仕 上 げ 工 程

インダストリー﹂を設立し︑陶

専愈できるとみているようだ︒一被の共同出蟹会祉﹁ジルコニウム
たこれ と は 別 に ︑ 現 在 ︑ ① の

資審議
力認可

究所内におき︑さらに将来︑平

︑工楊は神奈川県平塚市の石塚

市内に専燭工揚を建設の予定︒

瀬デュファー

技術導入も

センターで開催されるが︑藥

︶を勢錨して

る・

表される計画σ︑塵業界に対す

一︑懇親会

一︑参加登録料

二千円

二千五蔚堺

者㌫難加

三鶯円

るよう館画されている︒さら

嶺会議放射線開発調まで︒

姦㎜希望者および群細悶含せ

穴澱文藥

︑国際会謙としての効果を一

予価︶六千円

から︑研究発表を公募ンる従

応用開発の促進に大きく寄与

の方式を改め︑内外の尊門家

時通訳方式にするなど︑意欲

醐めるため︑会期中一会揚を

今回会議は十回員に愚だるこ

第10回日本アイソトープ会議

縮馨参加登録を開始

三日閲︑東京平河町の日本都ープ︒放射線の利用﹂などが発

精︶Hu鱈り属︾蓼h︶醇︶uHリHUu阿り呂り肖︶口門︶口杉uu屑︶50u巨︶MりuhピhU6σhu誘︶口け口q
︑副社長にフィリノプス社のC
隠
十回日工アイソトープ会議 とし︑謹た今後大きな課題とな 的にその内容の充実か図られて
C・ソータース氏が醗任した︒口
来たる十一月十六日︵火︶か る﹁環境汚染に対するアイソト いるり

長瀬産業は︑これまで放射櫨周 O
一
碧羅︑とくに放送轍医療品およ 珍
︑その閣連製品の輸入販亮を行 口
篇
ってきたが︑鍛近︑研究機閥︑ 跨
療用などでの矯要が伸びて潅て 澱
口
ることから︑国二化を図るため 瀞
瀬デュファーの設立に踏み切っ 跨
隠
もの︒将来は︑放射四二位立面 跨

権戴者︵約資名︑うち海外二

︵195︶六一二〜

日本原子力趨業会議

五名︶に指嶺発蓑を麟う方曲

なお︑艮瀬デュフ7一は︑将来

ない点は︑原型炉のできはえで

導入にあたって考えなければな

二隼頃には用地の決定をしなけ

念設計に懸手し︑したがって五

＆Dに︑獣た五十戸年頃からは

水泡を伴う及膚炎があらわれ︑

放射線によると思われる紅斑と

る︒なお︑二名の著の手盤都に

〜玉OQOの闘で推移してい

Q自愛召Ω良∩︻一二∩ 臼良＾目α奏∩︻q自負良qΩQ疲口qαΩo︻Ωnα自二一言口賑

ィリノプスが五〇％ずつ出資︑

る︒

クネシウム99π︑ガリウム67︑

チウム87駕︑インジウム照常︑ P

D

造等のための陰葉を建設する予 D
豪た政府は薬日の外資審議会で
導
ランダのN・V︒フィリノプス だが︑当薦は麟勝所を長瀬産集 齢
におき︑三社か輸入したストロ D
が串篤していた︑長瀬デュファ

の五〇％株式取得を認与した︒

月一臓に発足しκ資本餓一億＝

放鰯轍澗位元紮製造等のため︑

ばならないといえる︒現在︑原

畏瀬デュファーは︑長瀬産業と

とで翌日の濾可となった︒

ら毛管製造技術の導入に絞った

五魯万円の禽弁会祉︒揖本側二

しかし︑原型炉は大型炉關発に

も十分に配麟して︑明確な爆

だが︑新型動力炉の貫入につい

刀開発利用長期謝圃の改訂作風

い︒

麗なお嬢謂に経過を見守りた

現在治療中である︒全般蘭に今

なお放医研の卿置生謹輔所長お

射佐イリジウム出線源によって

放射線臣摩総合研究所は八日︑

だわからないが︑これまでのと

ない︒被曝線雑がどの程度かは

は波があるので︑まだ安心はで

つつあるよう妃が︑放射線の影

患者の状態は全体に快方へ向か

び熊取敏之陳魯臨床研究部長は

示すことを切望している︒

日︑窟鐘鼓術庁で醗者会見し︑

のものでめって︑完全な大型炉
スケール・ダウンではない︒こ

ためR＆Dを伴う大型炉i異証

人の被曝

する間日点を見出し解幽するた

いて技術上の問題点や経済性に

ィリソプス社の製造︑小分け︑

いたが︑曜日認可された︒

質臨調の技術援助契約を串糊し

︑フィリソプス側二名の取締役

ダストリーは︑今年九月に︑設⁝を出すことになっており︑社長に
り

蟹本金〜億円で罷足︑当齎本・は鍵瀬銀製の長瀬博康常務取締

実証炉開発体制を﹂

が総懸である︒実証炉は鍛初の

型炉でもあり︑掘当のR＆Dも

︑願が相当の資金を支出しなけ

る︒民間資金だけでは無理なの

曝︑入院加療中の患名のその後

い﹂などと諮吟た︒

者快方へ
ばならないと考える︒しかも経

した︒

遣船所構内で趙つたもので︑非

この瓢赦は︑さきに三藷船千

むので繭編炉より建設蟹が萬く

一
心でなく︑竃力を中心とした運

︑全身倦怠懸も殆んど跡えな

︶および心腹垂死炉︵F8R︶の おり︑A田R︑FBRの原型
な炉
決定票多いので政府機脛の象つについて・次のよう箋

ため︑今から新型転換炉︵A田

異験獅を建設中であるが︑撫獣

が必要である︒A﹃PRについて

なった︒塗体としてみると︑

と入ってきた︒現在鋭慧研究開

終え︑第二次凱劉︑いわば中盤

動燃恥集圓も第一次墨太翫画期

同日は︑まず井上五灘理辮長が

ルで開かれた︒

よ中期にさしかかったが︑今鍛

証炉について︑その翻発体欄等

中期にさしかかった景品︑傘縫

念設計に糖手し︑K＆Dも四十

苧臆してATR︑F8Rの轡︑入
突凱甥は昭和四十八葎頃から

撫球識少の傾岡はなくなり︑

中で﹁断鋼動力顛の剛発もいよ

検酎にとりかかる必要かある﹂

ついて考えることは軍要なこと

ない︒また︑閑地は遅くとも四

卑頃から取りかからなくてはな

動力炉関鞘業務のこれまでの進

i一動力炉・核燃恩開発事渠随

どと指摘するとともに︑開発蹴

ある︒わが圏の燃料礁帖などか

るしい減少を示した者も現在

状況や研究旗果の報告等を行な

第四回﹁報告と講演の会﹂が︑

に伴う総懸の私鈷をも示した︒

みて︑核燃属の有働利周︑燃料

九隼には一応決熱する必装があ

驚をみて︑線燃を確認していき

思われる︒今後︑被曝老の染色

したというもの︒

⁝襲撃

ドで開かれ濠す︒

ノ

田谷の嬢玉野力桜上水総舎クラ

桜杯争慰親醤野球大会が東京・

関係暫チームによる第二十一回

また十一月十四日には在京原子

ンドその他で蘭かれ窪す︒

の両日︑汲城墨梅村の原研グ

大会が来たる十月二十三︑二十

原子力関係二季畢佃例の響野

ρ

︑あるいは近づいた藩五名が被

危険物とは知らすにこれに触

は六田後発見されたが︑この聞

の故蹄が原閣で紛失さセ︑同線

下請の中臨エックス線会社が装

ウム㎜線源を︑その所猶者であ

イリジウム線源よりの被懸者

︑現薇︑

︑﹁般住民約五黄人の爽浜発日
見学招待︑関係市町村の議貫と
元関係庸を対象とした﹁原子力
蜜﹂の麗儘が予走されている︒

O編笠地方一十月二十七日午後
塒から羅根螺漣魁町役揚で︑武
康氏による﹁原子力発羅の安全
保策﹂︑佐伯誠道氏による﹁海
と放射能﹂の一ろの講演と︑懇
会が開かれる︒豪た十月三十日
後一湿半から山口市趨治会館講
で兼墾重九郎氏による﹁わが翻
原子力開発の必要性﹂︑石田宋
蕊による﹁わたくしたちの生活
原子力﹂の二つの欝演および︑
子力映画の上映がある︒
〇四国地方一十月二十四臼から
十欝豪で松蜘福福膏寺町の階海
送テレビ﹁モダン二面展﹂コー
ーで原子力展示会が開かれる︒
〇九州地方i十月二十九日から
︸月四臼まで︑贋津市舞鶴デパ
トで原子力展覧会が醐かれる︒

壇検査用として使っていたイリ

農状態は比較的良

ド以上受けたことは確実たろう

ろ銀字老で全身被曝線盤﹇OQ

月八日︑東京・平河町の全共連

以下は落成道理購長の講演の要

多様化を図るなど新型炉の開発

成氏が新型炉で提言

ウ黒毛などの販売を行なう︒

〈コqααα駆αα螺αo（＝ααα口αこ＝（富

お︑三井物産と石塚研の共周
︸
資会社であるジルコニウム・イ

国内の被覆管メーカi三祉に被覆管の手蔚の半製品一1紫管を供給していくことになった︒

立していた︑ジルコニウム︒インダストリ⁝に対するもので︑岡祉は︑テレダイン社の技術をもと

製造技術導入を誌醜しな︒これは︑三弁物塵と石塚研究所が被曝管分野に進話する加め曲岡出蟄で

府は＋月五日の外資讐議会で︑米團のテレダイン・インダストリー社からのジルカロイ被覆管三

聯薩素管部門拡充へ

テレダイン社から

@＝
がテレダイン︒インダストリー

である︒

きわめて罎であるが・斬選る．葺蟹走†讐籍の
て︑新型動力嫡の開発につとめ

羨むつ茄田名飾鍋﹁小学校で内

︑懇韻会︵日面︑会場は未定︶

彩な行事を予定
Q6日は原子力の日
○關薦地方一十月二十六田午後
時から関原懇発足十五周年罷念
あわせ﹁原子力薩藁懇談会﹂が
かれる︒放射線無難︑原子力発
︑核融合について浅田常鷺郎︑
本松珠磯︑山本賢三の乱鎚が謁
︒このほか︑福升累内聞︑中学
嶺対象とした原子力の臼作文藻

二

懸

一鞭 二﹁

騎（044）234351・名古屋（052＞991−6168・大販（⑪6）931−9058・広獄0822）43−1532

Wム・

ルコンサ ン ド の 製 課 を 一 手 に 行

動燃事業岡は圏の方針にしたが

が進められ︑世界で騨纐される

来たる十刃二十六臼は﹁原子鵡刀

霧難氏による﹁原子力の安全
﹂講演会と︑アトラクシコン

エi山田日午後六碕から策京

岸洋子ショウ﹂がある︒このほ
東京躍力福島原子力発懲所サー
スホールで映爾会︵十月二十六
︶︑および仙山市で講演と映國

日﹂である︒八隼前︑わが燭で
めて諸子の灯がともされた日で
り︑圏際原子力機関懸章に童名
た日でもある︒策烈での中央行
を中心に︑今舘も全團各地︑津
浦々で購演会簿の配念行悩が催
れる予定である︒

十・月

今琿の行薯予期は次の通り︒
▽第八園﹁原子力の日﹂の藥い

五田まで中部零点浜陶原子力発
所で展示会が開かれるほか︑静
︑松本︑松阪︑傍勢︑大垣︑刈
︑名士﹈麗︑小鼻各市で原子力展
瀾催隔される︒四雛市︑津︑松
︑餌勢︑岐阜︑立野︑岡騎︑﹁
の各市一般劇痛︑映圃館では原
力映醐が上映される︒

ぼ︸立方︑︑ザ纏当たり三〇∩6

果もでているが︑濠だ海外先進
との格差は完全につまっていな︸
︒無蓋以果これ象でに動力炉部へ

で約面強億円︑杉燃騒部門で約
億円を裂したが︑中閤勘はもっ
大麟な活動が鎖画されており十
問で甑千億円という当初の資金

後の活動に対し︑より一瞬のご

画では済藪ないかもしれない︒

解とご支援をいただきたい﹂な
とあいさつの後︑向坊隆火大教

が関の久保ホールで開催︒粟山
で科学技附政務次窟のあいさつ
子力の日醗愈ポスター入選着の

○北海道地方i十

コニャソクの男﹂を上映する︒

彰のほか︑原子力映画﹁くらし
原子力﹂および新車の仏劇映画

▽地方行纂

二十六日午後六晴から岩内町の
帯劇揚で原子力映圃﹁陸の面繋
掘く﹂︑および劇映颪上映によ

開かれる予定︒
e北陸地方一十月二十六日午後
ｩら敦賀市饅協会館大ホール
︑坂岸昇吉氏による﹁原子力施
周辺の安全讐理﹂︑面輔誠道既
よる﹁海洋と放尉能﹂の＝つの
轟と懇談会バ関かれる︒
○中部地方一十月ニや臼から二

京都港区東新橋1−2−13Gil摩ビル）TEL（03）573−4235㈹

㌦届㌻麟〃みド曲蹄嚇醐

鞘、㍗

冊

進化学株式会社

通産省工業品検査所検査証明書添付）

が﹁ジュネーブ会議を通じてみ
各園原子力開静の動転﹂と題し
特別講演し︑引航き捕成遡︑今
美秘︵﹁日付で辞退︶三二理塾長

それぞれ動力炉開発および核燃
苫発の現状等を報告したが︑と
に転成翻理事長はその講演発衷

PR映画会が開かれる︒
○東北地方−十月二十四日に轡

子力機器の浸透検査には品質の保証された！
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四回報魯と講演の会のもよう
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さきにジュネーブで開かれた冤四回原子力平和利山国際会

議︵ジューネープ会議︶は︑多くの成異をあげ︑成功裡に閉

@

@

山
⁝

三二＝＝鴨 一￡＝一＝ 一 輔＝一＝ ﹀目目uり〜・一一一＝﹁騨一二輪＝＝・﹀川匹

ご執籔をお願いした︒以下はその内国である︒

@

を含め︑会灘揚の内外で蜜低合戦

⁝

ジュネーブ会議には︑第一回か
のような感じであった︒参加者も

㌍

とくに後壱に主眼のおかれた︑い

と︑現状の概観と今後の毘通し︑

今回の会講は︑これらと比べる

れる︒

四回を通じ︑醗高であったと思わ

ら第四回まで︑いずれも何らかの
形で関係したので︑この間の会謙
の推移愚ふり返ってみると︑原子
力闘発の発展に伴う変化が明確に

第一回︵一九五五牢︶は︑一九
いえよう︒発護された論文も︑募

わば夫来摺向型の会識であったと

みられて興味がある︒

五四隼の米国原子力法聾止による

で︑縣独の研究発表に類するもの

現状や将来計圃に関する総舎報告

て︑ほとんど舷各国の各分野での

集の時から主鯉暫の注文がつい

平稲利罵臓の秘鰹解除で︑ほとん
ど米国がひとり舞台で発褒墨行な
った感があり︑その後の世界にお
ける原子力平和窟雨の発展に大き
な劇激となった︒

力開発に関する基礎から憲用に及

博会であった︒報皆ム蘇脳場とは別

入が参加したと報ぜられ︑極めて

会識には七十数周囲から約四千

り︑ここで芸裏された多数の論文

の動同と原子力の役攣り﹂であ

があった︒今からみれば︑幼稚な

米国オークリソジ研究所の所長ワ

ろう︒国連の論文によれば︑盤界

がそのも

のは前圃より全般曲に低調であっ

のエネルギー隅要は一九五〇年か

墾口も含豪れていたであろうが︑

学会の発爽会に似た研究墾口会と

たといってよい︒米国とソ連が写

ら二〇〇〇犀の間に約六借になる
物昂震示して嘗伝につとめていた

から半分に増加すること・聡力が

含いが同じ年代の間に約五分の一

こと・エネルギーのうち聡力の捌

インバーグ陣士らの異文であった

いう灘味では︑簸も充実していた

で︑前團のように冬種の大きな実

炉の宣伝含戦といった様相を呈し

のに比へれば︑大きな賜いであっ

第︼二回︵一九六四薙︶は︑動力

といえよう︒

真と苔千のモデルを幽しただけ

龍回と声様であるが︑展

のうち︑とくに寒露されたのは︑

一つは﹁世界のエネルギ；罵要

る︒

を大別してみると︑次の三つにな

てよいが︑私なりに雪泥なテーマ

分野にわたるものであったといっ

分れて行なわれ︑原子力開発の全

今頃のム儀は︑四十四の部門に

入れていたのが︑印象的である︒

が他に比会︑展示会に格段の力を

向

・出

国連本部のまとめたレビューと︑

は極めて少数であった︒
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的羅く︑米国の酎圃の方がやや慎⁝の冤逓しとともに︑今後梱嶺大規一ることを添している︒

会議全体をふり返ってみて︑わ

の聡票性︑緊急讐㌍論じたもので

である︒さきに述へたワインバー

三つ瀦は﹁隈子炉周辺の問題﹂

らない聞題が多いことを癌感した

は程選く︑今後解決しなければな

が圏の原子力關発も︑かなり兜進

禽の制御に関するその後の進歩

ゲ博士の論文でも述へられている

性が述べられた︒

擬な研究開発を進めることの必要

が︑獄門のシーポーグ議罠の演説

ように︑原子炉技術たけ挙開発し

なお︑原子炉ではないが︑核融

蚤であるのが注騒された︒

ては︑発電以外の原子力の利用

にもでてきたが︑ここ数年︑急速

このテーマに関連するものとし

ある︒

︵多齢的原子炉︑海水脱醗︑原子

に見通しの明るくなったことが注
臼された︒要するに︑ソ連のトカ

ても︑その周辺に解決しなければ

で追いつくことに尊念ずると︑原

次第である︒とくに︑後から急い

一級の諸国と隅を並へるというに

圖に追いついてはきたが︑謹だ第

行なわれた︒

力船など︶について多くの翻転が

次は﹁原子煙に直接麗呈した大

子炉周辺の問題がなおざりにされ

いろな磁味での国の環境樹齢を考

がちであるが︑わが国では︑いろ

その第一は施設の安全性と環境保

ならない多くの闘題が煮在する︒

マクと称せられる装蹄の出現によ

全に関する潴闘題・笛二はウラン

り︑ここ数矩のうちに︑いわゆる
ゼロ出力の核西南制御蒸隠に成期

は放射性廃薫物の処分の閥題︑第

濃縮昂．含めた資源の問題︑第三に

唐な鼓術附繰題しである︒この分

するだろうとの見還しが多くの人

野では︑何といっても窩速増殖炉
に関するものが中心であったが︑

逃により一致して述べられた︒シ

になうことになるみ推定してい
る︒原芋力発躍以外の利罵も発展

わが国での冒いわゆる﹁新型転換

嵩湿ガス冷却炉をはじめとする︑

らいっても︑極めて大まなものに

ては︑欧州の開発讃画の方が比較

炉﹂に関するその後の技術的進歩

く・一方には羅急︽実硯は困難と

用化への技術的開轟は概めて難し

；ボーグ講畏からも︑その後の実

とくに︑ウラン濃縮の閾題はこ

閣題である︒

照は核拡敬防止条約に俸う査察の

るのである︒

以上の努力が必要であると愚われ

えれば︑周辺の悶題にこそ︑外国

れたものであるが︑これについて

んどの会議の一つの焦点ともみら

は︑別途︑この七島に関する調査
囲の報皆があるので雀察する︒要
するに︑これら原子力周辺の問題
が大きくとりあげられたのは今圓
り会議の特徴でもあり︑これは原

のエネルギー洪給に大きな役酬り

子ヵ開宴か軌避にのり︑われわれ

判︑一九七一年刊︶

外電力調査会︑四五
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原慶籍墾便り

も紹介された︒帯説増歯炉につい

これに対してワインバーグ博士

が︑四球という隈られた世界の中

らの論文は・原子力の利用の増大

でどのような影藤を生ずるかを考
察し︑これから︑エネルギー購要
の増大を駐蜜する斑徳性のある因
子として次の四つをあげて舗じて
いる︒第一は燃料の盤給︑第二は
熱の放散︑第三は放射性廃曲物の

を果たしつつあり︑かつその規襖

四四搾︑A5判︑一九七一年刊︶

区画された聴緑の平齎が所々濃

に︑晴藩の模様のように謎々に

パリのオルリーを発つとすぐ

細務所を癒く響機鮨約な布騨で

のフロアを専屠して︑出入口に

テル︵インターコンチネンタル︶

デ・ナシオン︶に徒歩で五分のホ

は地の利を得て会虫干︵パレ・

廻していた︒これに対しドイツ

エキスポジシオン︶で活勒を闘

が代蓑部と展示会覇︵パレ・デ・

関係数人からなる急遺の箏務局

フランスだろうQナトリウム︒ 萌に望む大戦鴇で︑人数を制冷

けしたようだ︒これに続くのは

ンボル・ゾーンに躍き︑一般受

禽のチーターピンチの腰物をシ

する︒この点でドイツは︑核融

ポイントがなかったような気が

していることを示していたが︑

であり︑あらゆる分野をカバー

断然他をはなしアメリカが第一

うに感じられたQ展示禰稜では

れに反しカナダはレマン湖を眼

メンバーを参加させていた︒こ

物の朗﹃︑質素に︑しかし多数の

エクスポジシオンの宙国の展示

外たったのは※顯でパレ・デ・

臼間で腐揃った餓じだっだQ慧

いていえば︑主要國は騒初の二

次に各署のレセプションにつ

うアヤンは︑しきりと日本の計

子力発深謝画を作っているとい

コンゴの潔い代価︑トルコの原

照じの立ち振舞いで︑人並を泳

れからこそ塵分の仕禦だという

生を送るということでなく︑こ

⁝グは輝かしい経歴を終えて余

原子力婁員になったばかりの

いでいた︒

た︒原研の誰々を紹介してくれ

画やAτRについて質倉してき

子ではあるがよく見せていた︒

ドイツは前述のホテルのフロ

カンプに惚けつつ行なわれた︒

たる風をワイン

の孤独を解放し然うこととなる

ほど︑数少ない相手として研究

門の分野が限られていればいる

も文通を続けて行くだろう︒轡

を専超してい泥︒彼らはその後

他の分野でも非常に薩んでいる

慢する鞍融合だけでなく︑その

る様はうらやましい限りであっ

をゆすって蓋しに打ち興じてい
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穴学にも萎い診i想

緑と赤い屋根とのアクセントを

あった︒窯たこの地を予合して

た︒

て山腱が徐々に現われたなと合

いた米国は︑︷挙に会揚から二

ウラン濃縮技術についての踏付

ない程の入を集めて行われた︒

の橿をPRしていたことは勿論 アを幅切って一隠は身幽きでき

という若いカールスルーエの研

ンメ︵カジノのある所︶からバス

十数㎡離れたフランス領デュボ

のことである︒

ものの原点は以外にこういつた

生の上で︑長窟

望むホテルの芝

しながら謹た日本はレマン湖を
う閥もなく︑険しいアルプス連

鼕e国が独自の個性ーーー

輸送を行なうという陳形でのぞ

所にもあるのかもしれない︒そ

して︑ワイン片手に部屋の一隅

んだ︒とにかく各国︑お国柄の

ただ尊門の万々から見た覇含

ループを簾めて了しに熱中して

クト・リーダー︶がしきりにグ

手を鬼つけたかったのだが︒

ういう自分は産業化問題の謡相

究員はいつの間にか︑慧気投下

政府ジュネーブ代表部に戯向く

揚所の確認菰でにと思い︑日本

ビヘイビアも現われたようだ︒

る︒麟翼︑この会期を通して︑

はソ連の万が上だといわれてい

いたり︑シスラーがご嬬人連を

押主催の下に・夕

宅地域である周辺の静けさとは

と︑日曜日にもかかわらず︑磁

パレ・デ・エキスポジシオン

集めて笑わせながら︑大きな身

映えの湖上をわ

鴛照的に︑わが代表部は活況を

では︑十九か国が原子刀鱒業の

連が多く︑ペトロシャンツが自

オリジナリティのある罪蓑はソ
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発あるいは産業化のどの段階に

イトである︒その足ですぐに︑

力︑ガノト︑さらにもう︷つの

それがその家塾その国の研究開
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らジュネーブ團際空港に酋呵し
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のものであることを︑示してい
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大幅な科学者交流へ
羅蓋で藻派遣窓

学術会議が積極的に検討
臼本学術会議︵江上不二夫会畏︶に十月十叢日︑東照・六本木の同冥護本部で蟹二八九運営鮮講会

︵予価︶

六千円

一︑帳文集

庁の田僚諺文原子力局次kを幹事

この玉露せ︽のメンバーは科摂

勢︑野口点についての悪姑籍換︑

期間は特別には驚められておら

瞬策の検討が行なわれる︒

ず︑会合も必鯉に搭じて隊聴開か

れるが︑ウラン濃編に関しては初

めての三省庁﹁打合せ会﹂だけ

いる︒

に︑その活鋤に期待が審せられて

近く準備委

員会を設置

第五回原産卑次大会

﹁難産薙次大会﹂南来無三月下旬

臼本原軸力配業会講は︑鋤五圓

讃研窺技術陣の資霜覆として点頭

………………陥……

皿罰＝一三一一≡＝．一＝三．．一．≡三﹃一騨≡≡甲一≡三P一．⁝日曜一三．．．．﹄

二千鰐

＝千五菖円
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十回日本アイソトーヅ会議とし︑また今後大きな押題とな式にするなど︑悪欲約にその内

！プ・放鮒細の利用﹂などが発
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参加希書お

よび胴乱問更せは画会畿放尉線

日本原子力塵讐甑購

などその塁体案を検討︑予算搭躍

承を郷て︑今後︑協走築の手．了し

技術疑︑外務省の石心良孝園上局

に︑簸産舎の瀦田文天公孫穣緊周

参響の三嶺で購成されており︑

について膿づけ興じたあと︑ソ運

四十八年度から実評したいとし

タスク・フォース的な色彩が強い

畏窟の獺駅で︑剛技庁︑通産韓︑

もので︑米麟や欧藤各圃の濃縮柄

ている︒
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一
翼の方釧﹂など とから︑このほど︑平泉渉科技庁

ことを予足し︑近く礪三三三会を

窯担﹃ 四ロ胃︑霧薯燥廃庁からなる︒ 康無・大手町の経醐連会館で闘く

設羅︑界足させることになった︒

第一人者として活躍してきた︒一

方小田崩茂は︑東灘の社員たが︑

氏A炎上し︑粟溺鱗二人を含む
装入全署が死去した︒

鶴揮に籔たっていたほか︑証紙原

ブ

膿糞

騨難雛鷲

難
羅難

三菱化工機株式会社

が来たる十﹁月十六日︵火︶か

ら三田間︑闇闇・平河町の日本

一︑讐親会

一︑灘外参加

読される計醐で︑薩業騨に対す

準徽箏務局では

都市センターで開催＄れるが︑

雛9旧醤 ︵

雛羅獅参加登録を受付中 蓄・・謹円
集してい京す︒

今憂蔽は＋

とがら︑研寵発表捲公藤する従 る応旧刊発の促進に大きく霧与

同蔑に唱たるこ

や権威轡︵約百名︑うち灘外コ としての効愚意一当高めるた

来の方式亭．改め︑内外の轡門家 されている︒さらに︑岡際会羅開発齪まで︒

一蕩警攣孕ブル建は四千蕎の学塞壌餐もこの竃

のあいだ紺万に重事す⑳．網り雛舷どの聞で︑このよ

⁝

科学アカデミーと本協定卒結び︑

同鋳に︑トソプクラスの著名科学が︑三冠に紺して異諭はなく︑岡津れる昭騙四十六奪度秋の総会で了﹁月十罫臼に奔馬庁で開か為た︒

⁝一難譲睡毒蟻甥ーー⁝一し謹謄蕎

あ開き︑さきにソ逃科学アカデミーから串し入れのあった﹁日ソ科学暫交流臨画﹂拳一取り上げ︑学術
芳名︶
に生二
名発叢誉言う方式
蜷鎧鞭舘無け翼ーー÷ー
〜
会識としてム原瑚的にこれに同廠し︑今後︑協竈鷹結ぶ二重で重体的な毛附串進めること串．決めた︒
外国とのアカデミー亦通した挙術交流は今郊から本義化した聞英学術交流に次いで二番目︒岡会畿で
は予算措置などの翼づけぷ行なって︑四十八封度から実現したいとしている︒

@

蓬蓬譲講露︵サイエンテ⁝円︑翠野掛で月頷言撃ルτめる姿勢霞めているので︑実

難駕齢農商霧繭蟻灘愕難聾総懸凝議黙ω襲編

このほどソ遡科学アカデミーか〜本欄は学術会遍羅貝と日本学士院

殿として絹蕩閾し︑講演やセミ

ら申し入れがあっκ臼ソ癬学暫交⁝会貝が鱒無難入ずつ︑r逓二番限
流計圃は︑﹁ソ輝科穿アカデミー

野の篇学者六名を一カ月醐︑科学

無難繕難戴 灘

一手こ︑ろいろ華葎って窩努糞流があ︒萄．︒のほか︑毒
を

㎜じ叢り︑今鋸から本志化した臼疏︑
⁝を設け︑長期自主研究撰醗のもと

PCRVで公
開模擬実験
鹿鵬建殴
簡撮ガス炉沼プレストレストコ

ンクリート製原子蜘圧力容潔︵P

際誕岡r錫をめ一大きな焦点となっている︒

礫鼎縫謎鍵脚願墜蕪鰭雄蕊鍵慧害 知齢翻署隔型劃窯鱗藪肝朋蕪⁝竃誤載墨型購
きわめて胃ハ休約なもの︒九月十七

うタイトルの協定難寮庫痢下した

日︑聾日ソ建大便餌のヤストレボ
ブ経済秘学担詣参購露︑プロホー

ジ．フ憲寵簿嚢遜
れ︑交流躍醐を昨し入れるととも⁝
に戸帳罐を手渡したのがきっかけ

︸
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ソ達聡によると︑私寧潜の交流

とな・た・

縫織膿辮幽艶嚥悪難

一

ソ連とも公式に学術交流の道が門一

ソ巡から申し入れられた学術会
議では︑十月十＝百の芦暫審畿会

堀︑小田島両氏遭難

圧三＋建で・の間題一轡た戦蘇艶韻馨簸総懸鱒
㎝
や隠蟹とも窯際と岡じようにして︸

餐デル

実験は百十五乃KWの醐滋ガス

搬終段階のもの︒

で︑一連の内圧捗型実験としては

譲饗験の形で実逸れたもの頁・窪に馨︒

蹴懲羅曙⁝辮噺畿鰯

が︑山月＋四口︑東ゑ︒舗布市の

・Rv︶に誤る韓鑑

は三段階にわゆれており︑トソプ
クラスの潟学アカデミー会員︑田

嵩し

轍轡

鋭

慰中研に嵐岡︑一昨庫二月から渡

子力協力のかけ橋ともなってその
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掘氏はロンドンで開かれ九会謙

てデトロイト在住中の小田謝氏と

で︑フェルミ炉派遣団の団長とし

翫混に尽力してきた︒

鱒ﾈの帰途韓国に立寄ったもの 米し共間研究による筒瀧増弓田設

関する打合せのためデ社のシスラ

所員を現地に派遺したが︑笛別

なお電中研は十八臼竹下寿英岡

ともに︑織遠慮軸炉の最終回謙に

環となったもの︒

武︑獅鶴の日賭等は張定︒掘氏の

自宅は策京都世田谷区上馬三丁閣

一一の四六の十五︒享年三十八歳︒

論叢蒜総舗礁欝欝繊麗針翻慰闘懸
戴となるなど︑わが團駆馳力騨の
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三菱原子カグループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集合体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります
御期待下さい……
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麩

もので︑掘︑小田翻両氏および米

ス近くのインガルス出隅で起つ九

謀脚旗 飛行機事故で

雛濃懇誰櫃辮鴇総懸⁝

羅窺たマルチキレビティ堂
磁罵響犠羅．講壌細
．二＋分の一の模型が延いられ︑．
鞭醸︑
蟻
動 油薄霧・約襲撃窒

驚識︒

デトロイト・エジソン蛮力会牲の
聯部二人を乗せたデ朴のチ瀞ータ
ー機メルリン劉双発ターボプロ︑︑
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鷹建設ではpcRvの熱努乗機叢によの死溢れた・
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N以降︑内外対象に
ジョンソン委員が言明
でないとの判断からこの猶灘がと

しておくことに経瞬的にみて得策

クパイル・ウランをそのまま保督

容勝に現金化できる鰭期にストッ

の登揚が翼機になつなといわれ︑

輿逼となったシ謀レシンジャー氏

ワみ

の処分醐如を示喫したことなどか

が七−八千ゾ︑勘アッリカが五一

の約一万函で︑このほかフランス
ラン放出に踏み切った製には前予

たoA漁Cがストソクパイル︒ウん継続し︑七〇年代末まで緩和し

制署している現琵の措躍は︑いぜ

らのウラン購入およびその使用を

を理霞に︑米餓の緊要者が外国か

ついては︑国内ウラン麗業の保饅

題であるウフン輔入制限の撤臨に

とならんで米園のウラン叡策の課

ところで︑ストソクパイル放繊

米團原子力婁員会︵AEC︶のW︒ジョンソン婁員は＋三日︑ラスベガスで関かれた全米鉱晦会議輩麟られたもようである︒

で演脱し︑AEUは米鋪のウラン供給羅が近い将来網要を上園ることが予想されることから︑AEC
の所有する備輩︵ストソクパイル︶ウランを七四年以降︑内外の儒怯者に販売する計画であること

AECは一九五四年の原子力法 て六億がを上回るといわれてい
ら︑ストノクパイル・ウラン放出

を明らかにした︒

パイル・ウランの多いのはカナダ

る︒凶みに米麟に次いでストノク

に嵯づきウランのストソクパイル
の発表は隠聞の問臆とみられてい

政策をとり︑年々麗内で生薩され

六千ゾ程度をそれぞれ保有してい

が鍛近処分政策の慧兇轡を政府に

酎が進められてきており︑AEC

現雀米国のストソクパイル・ウ
衛生産婁貫会に出席したジョンソ

握臨︑まん先頃行なわれた議会防
米圃函南はこのほど︑米圃原子
べている︒

米議会AEC予算を提出

N度は約23億ドル

算局次昆で八月からA瓦Cの斬蛋 ている︒

ない方針であることを明らかにし

膿用に備蕾を鮭めるとともに︑醒

るウラン鉱石を買上げ︑戦勲骸兵

内のウラン蔑巣の育成に努めて蔀

米國ではストノクパイル・ウラ

るといわれている︒

になってきた六七年にストソクパ
ン濫がだぶついてきんことから︑

た︒米腱政府はこの舗蓄滋か十分

イル政策あ天纒に緩和し︑それ茨

入していたウランを慮擾生魔某者

で賑気重裳着がAECを憩じて購ここ叙塁塞︑その放馬について検

から購入できるようにした︒

ランの騒は︑天然ウラン︑謹製ウ

原子力ロケソトのほかに︑評議
員会が︑上下両院の露見の纈違を

力委畏会︵A漏C︶の一九七二会

どのように解決したかは次のとお
り︒

四貨三十八万鍵を当てる法案をホ
ワイト・ハウスに羅出した︒

①特殊核物質

一二鰍八千七鶯六

副駕度運算として︑二十二億九千

ン婁員がストノクパイル︒ウラン

− 遇 ▼ ﹃ ノ f〜0⁝一1ーーーー鷺

ラン合わせて約五力ジ︑雪曇にし

岩塩坑内放射性廃棄物貯蔵所
これは上下両院の牌議員会が︑

欝六十万が劇激して十九億五千万

七＋五万♂のズレを艶込んで潮

しかしストソクパイル・ウラン一墨て分五や万♂を復活し・政府の

⑦公共饗業五彩八万避︒ハン
︐チランドを援助するため要求さ

フォードの鳳子炉購鎖の結果︑リ

れた政府多算を五十四万声増加し
た︒

かマルクールにも小規模工場をも

長窟︑監鷲会識畏はBNFLオー

エ！ルケ博士が就侵する︒また欧

ルデi社長︑社長はKEWAのズ

している︒

州の他の償燃料会社の参加も予定

GFKが廃棄

・ケルンフ満ルシ晶ング︶はこの

GFK︵ゲゼルシャフトフユール

︻パリ松本粧職舞聚︼噸ドイソ

物容器を発注

ウラン燃料を再処理する徳設をも
史要︶︑CEA

燃料再処理実題を礁設中である︒

で七五矩を聖慮に現在酸化ウラン

KEWA︵ケル
社︶が軽水炉建設にも艘手したの

放郵性廃粟物透化容器の研究開発

ス・アトランチノク原子力祉︶に

っているが︑EDF︵仏国力会
ほどフランスのGAAA︵アルザ
ンブプレ；ンス

ゼルシャフト︶

を取扱うことになり潜湾の繁栄に

ーグ再処理能力八瀟ジの三十倍︶

ー︑開灘︑ロソク竈︑温蔽難など

ゲ︶計國の一環で答撫はストンパ

テ・フェールラスウンクサンラー

フ﹄ール・ディ・アブゲシーレム

︵フェステ︒アインバウンテン・

トフ・ビ⁝ダ⁝

これが完成すれぱシェルブール港

の三巻は十月十

トングス︒ゲ は無無二万四千ジの核燃凝︵ラア

アウフアルバイ

を婁認した︒この発旺はVHRA

︵仏原子力庁︶

L︵英国核燃料 瞬滋難燃ウラン炉の便用済み金厩

在員発︼BNF っている︒ラアーグはフランスの

︻パリ松本駐

延期を兇込んで五障万♂削減︒

が︒予想されるズレと改良実験の

⑥楽章⁝八億四千黒瀬六十二万

要求額蔚万事としたQ

の放出を騰始する以上︑AECは
輸入制限の緩籟豪たは撤廃しない

ｧ隈搬廃を迫っているカナダか

限り外圃のウラン業者︑とくに再

らの圧力が闘くなることは明白で
ある︒

カナダの生産業蕾は六㎎隼に制
定された米国のウラン翰入繋止令
の撒回癒強く求めてきたたけに︑

この片手おちの嶽躍に強い不満を
抱いている︒その理由として︑カ
ナダのウラン生産榮蒼は七〇年代
末までは弱いといわれるウラン市
況で︑六倦が心落のストソクパイ
ル・ウランが薪たに痂れこむこと

との競禽上の爾威が増すことをあ

によるフランス︑南アなど諸外團

げている︒

BNFLはさる四月一段UをK
含A
む︒この製造には十四ヵ月の

一百オランダの もつながる︒
ハーグで欧州で

仏メルラン社がフ
ェニックスで受注

ービスを含む︶︒

EA︵英国原子力公社︶が核燃科部 期間を噛する︵試運転︑工二化サ

が︑ウィンズケール工揚はすでに

門を緬会して設立しに子会社だ

使陥済み核燃料

子会祉ユナイテソド︒リプロセソ

再処理サ；ビスを販売する典引

酸化ウラン再処理樋設左もってい

滅︒

サ；ズ社︵本社フランクフルト︑

イエル︑ヘキスト︑ゲルゼンペル

る︒KEWAは核撚料再処理のバ

四千五罵二十四

瀬独法の会社︶を設立する協定に

⑫膜子力安全

響名した︒新会祉への出資額は三

︻パリ松本駐在貫発︼フランス
建増︒

万が︒政府一挺求額より二酉三十万

研究爆発を受浅した︒

︵二十四万KW︶用の中性子

フェニソク

ス

此子会社で爽詞で再姻理工場建設 ほど孫速壇殖原型炉

のメルラン︒ジェラン祉は︑この

束測定と︑放射線防誰ンステムの

グ︑ニューケム四枇が鼠近設立し

奄謝圃しているQだが瓢愚論祉は

AECの要衛等分で嶺颪サービスはウィンズ
ケ⁝ル工掲︵英国︶とうアーグ工

羅夢に見合う再処理田力を維祷

⑧制御核融含研究

求額二千九衡八十万トルを筥二十万

イツも再処理工漏を建設する謝圃

謁︵仏︶で礎供する︒将来は西ド

九八○年で十分だと認めている︒

するため藤ドイツ工揚の娘励は一

④リヨンの嵩壌振縄での放獅性

逆増額して三千資万試︒

てあっせんすることになる︒

なので三蓋揚のサービスを調整し

許︑多群中性子束灘定システムは

始動前︑始動後︑全出力遜紙など

新設会社の会長がジローCEAからなっている︒

も引璽ける︒

C鷺A︵仏原子力庁︶のもつ特
求額を七十五万試醐減し︑一蒼七

再処理施設としてはうアーグのほ

るので新設会社に窟接診朋する︒

CEAは生薩濟動巻行なってい斬設会歓は使胴済み核燃料の輸送

廃衆心貯蔵プロジェク下︑政腿要

＋五万バ︒

⑮人体用勤力源の開発下院が
急減した心鹸ペースメーカ⁝の翻

もっている︒受注した方が︑嚇行

済姓の問題を残すだけになってい

可能であるとしており︑あとは経

まだが︑技術的にも環境上からも

つくられた構染物としては︑たぶ

もの︒これは︑これまでに海耀に

るのは︑防波堤の理設費ぐらいの

・ユテリティズ社︑コンソリデ⁝

WH社は︑テネコ社と合併会社

山篭り︑バージニア州二4一・ポ

⁝トに夢心を作る︒ここではしけ

験を行ない豊平会社に引渡すこと

を作り︑プラントをのせ︑初期試

駅

ユニークを創る化堂ム諏

臨本不動産銀行

蹴無化罷工雛濃霧該郵

ﾐ

東京九段下

本店

騒二遭コ

︑・鍵厭

i比界嘱し｝壼・㌢二みご1

AECの要求した運転資金を千六十八万六千虻︒政贋聾求額から罠

ずることは当然として︑受注でき

現在︑同社は二つのサイトを考え

テッド・エジソ

になる︒GE︑W11両社とも︑鷹

ン社︑ノ⁝スイ
ースト︒ユテリ

合金鉄／セメント／CSA

カンサス州り論ンの岩塩坑内放射性騰簗物欝蔵所︒この岩

難

との難聴がないと述へてい把︒

なかったものは次の憂注を得るま

鴨；一聯＝＝＝罵需一＝＝：＝＝＝糟＝一輪＝＝＝聯＝認＝一：騨＝＝＝一＝一一一鼎＝二一一＝＝一一＝一＝翻＝＝鴨讐：＝■＝＝讐卿＝＝＝縣＝＝＝＝篇一一禰一﹁＝＝＝＝囎﹁＝一＝一＝＝一＝認一一＝一：冨＝一＝＝＝一一＝＝欄︐一一＝：贈＝＝一轍一需＝＝＝鴨＝＝＝隅一認：﹁

米国東都の六戦力会社グループ

ており︑豪た︑ゼネラル︒ダイナ

岡社もこの考え方の検討はつづけ

ガ︑設備資金として政府が要求し
ていた予騨を二千七酉二十万ぜ削

しけの上に建設する海上原子力発

パブリック・サービス祉では考え

ん叢大かつ澱強のものとなろうと

は︑経済姓さえ立証ざれれは︑は

る︒この解啓は二︑三カ月中には

減して三億四千四菌二十五万鈷と

湿したもの︒

出るはずで︑もし︑解答が﹁イエ

した折衷注案を︑九月十四日に承

で困難な蒔を醗え忍ばなけれはな

ト︑畏さ六百二十フィートの長方

ている︒

らないからだ︒

ス﹂なら︑固社としては来年羅六

ミック祉と非公弐な︑数決めも行

パブリック・サ⁝ビス︒エレク

なっている︒

WH祉のはしけは一辺約三越八
十フィ⁝トの正方形なのに対し︑

にも発注したい意向である︒これ

いる︒この最大の星点は︑遠やか
な許可が得られることと魁カグル

て︑さらに︑発三所の蕊接費が

経済性の立証がカギ

に引続いてゼネラル︒パブリック

トリック＆ガス社が︑撮初の発注

三所の発注に踏切る悪向をもって

の上下㎜圓院の憲な︑見解の相違

ープは考えている︒

識会に握出された法案について

は︑原子力ロケソトのプロシェク

実証されれば︑許可の取得︑サイ

AECがこの断計画を受け入れGE社のそれは緬首五十フィ⁝ 著となるものとみられているが︑
これについて下院の承認額より

ト選足の響易さなどかち︑この計

トについてである︒諦議員会は︑

千五蟹乃謎多く︑濠た上院の鋤告

画が契現性の斑いものとなろう︒

るか否かについては︑費用の慮か

している︒はしけを海底に園定す
社︑アトランチック・シティー︒

らも検討されている︒

気出力は酉十万KWのものを設計

エレクトリック社の五社も聡注に

ティズ社︑ロン

形となる模様︒WH社によると正 ている︒その一つは︑フロリダ州

ついて検酎をはじめるものとみら

グ・アイランド

のロング︒ビーチ・アイランドで

電力各社︑海上発電に触手

水深約竃十五フィ⁝トの所︑他

ク織ロプレン／カーバイド

塩坑廃棄プロジェクトに二酉七十五万♂の予簸がついた︒

懸

鹸

撫

μを承濾した︒

より千二齎八十万賭少ない三千万

NERVA計画にもとつくN
Aグループが解決せねばなら
蹴カ
乃百万妙である煎に薫圏し︑辞世

プラントの製作で︑メーカーをい

至険の造船所ではこの形状のも

方形状のものは蜜遜があるが︑

SAの七十二年鹿の贅金が三千 ない特殊な聞題の︻つは︑深揚式

る︒ゼネラル・エレクトリック祖

かにして至尊的立腸におくかであ

発生軸力は︑五十万KVの海底
ンスのとれた詩鯉鷲金を用量する

農会は︑﹁二つの機幽の闘でバラ

れている︒

の顧の発蜷所が一九八○年代の初

パブリンク・サービス社は︑こ

の一つは︑アトランチックのブリ

経済性の分析がないので︑どの

めまでには︑運転されるものと予

ケ⁝ブルで陸上の変羅所へ送る︒

︵GE︶も滲頒を要講されている のができないので︑断たに︑建設

ガンティンで︑水深約四十玉フィ

程度の費周を慶するか誰れも確信

というのが政策の建前であり︑N

ASAの圃当に禽歎きせるためのといわれるが︑現誉︑GE社はW作業賜を作ることになるはずであ

ートの所︑いずれも沖合三塀の地

はメーカーにとって軍要な悪味を

路上原子力発耀所の鰻初の発注

る︒

想している︒

H社ほどにはその概念を鯛確にし

をもてないでいるが︑陸上での建

必要な追加額を︑可能な馳麟でA

タント会社八社が検酎をすすめて 毅饗︑土地代︑冷却費用に相当す
なく︑はしけが簸蕾の方法である

アセチレンブランク／石灰蜜棄

再処理サービス会社設立で

一一

点である︒岡社のため︑コンサル
を求める﹂とその蹴案報告盤に述

ECが髭映するよう配慮すること ていない︒当初︑GEは塗り気で

ホルマール／ブチラール
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結果︑ダンジネスB挙．受注してい

所は資本費が響いため町命の終り

価をするための酎罵卑警二十五
している︒なお四葉所の平均利用

球︵初期のGCRでは二十年︶と

力発耀庸が派統に入った漏合︑こ

は今年の六月まで○︒二％であっ

昆劇のガス拡散工揃の廃粟照度

予想されている︒また八五年頃か

○年で二八％︑九〇薙で六〇％と

く︑原子力の占める捌合は一九八

てCANDU雷除子炉の運転経と
験予想されている︒

されている︒

には千六颪七丁五ゾになると予想

隼には七臼七丁五談︑一九八○隼

増大冨り罎界尖口の最も銀漁的

る︒こうした大型原子力脱塩は︑

な要求をみたす大まな手段になる

ノ細

す

ま

ま同
力と

平囲ノ竃輝輝ツ陪

りのののコ

では︑原胆力発電所の経済的た命

るQこの発電所は嚴初のAG鼠ででも鶴利用羅で避癒したい︒英国

は円浦に進められている︒

原子力発電断の需命諦仙は︑在
来澱発蹴所の掘食よりも鷺襲であ

子力発電所が︑再び晃直ざれてき

蟄はKW出たり二朝焼＋♂︑油た

による毛穎は二五珍といわれてい

協塗もっている︒

Cによると︑工手威力が一二当た

ては︑樵雌化︑安全および許偲可

る︒短朋的なコスト低玉津囚とし

手続︑圃際的な競争︑工騨懲鯉︑

れらの発電脇纈は長無月運転した

たが︑現在は○︒三％で運転され

ら高温ガス炉や高速高曇炉がでて

を蓄卜している9食味でのUANスペインの地中海八白の大部分

リ

一

ズ

一力回

り子蒸
ス三主

匙

S発緊

ル用遮
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塗︑シ
ブ弁
断
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ニサ

⁝
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駅は七五％である︒

日当

ーカーは︑七五年叡でに躍増な燃

り一♂の揃禽はそれぞれ約七十五

お一九六八年からモ○犀慧でのエ

核燃瞬サイクルは大別して︑瞥

初期の隙子刀自聡所の発受原価よ

ており︑このため軽水炉用燃牌の

水炉の占める製属は七〇％︑隅雌

きて︑九〇無には原子力の申で軽

国霞技術で開発された完全密閉を保持する
〈自己緊密弁座〉のスリー8バルブ⑱シリーズ

ニロの

三一二＝

り豪た晒魅でもある︒原子力発蹴

急速な発展を招来

黙料工勧の戒璽加工．砧力は

料の契約を九五％獲得していると

劫︑八十五♂と想定している︒な

ものとしては設計改露および遡応

性などかある︒

将来への水

一九六〇年代頭重には︑仙界の

原子力海水脱塩

供給に期待

漸近はOP封C攻勢なともあっ

これは広大な二地に十分な水資撞

水脇繍に利用することにあった︒

通ウラン鳩鉱またはリサイタル・

り蚤いので︑初期の発羅所は部分

た︒一九七〇年代の終わりには︑

ウラン必要撮は約二〇％増撫し

見脈＋万KW︑回外で三万ご手K水が十分にないため︑海水脱塩技

DU型原子炉の設備容泌は團内で とバレアリノク鋤︑キャナリ局は

フラノシュ蒸留脱職ユニットが四

っきりしているのは︑上認のほか る︒この醐では︑火力発嬢による

獄運紘中だが︑この運転により基
カナダの陳子力産榮は︑CAN

に四爵力KWがある︒
八千ゾと予恕されている︒謹た病

紀騰

子力を活かす平田のバルブ

ののニ

旧
あったので︑多少のトラブルはあ

であるが︑原子力発聡所の経済秤

在来型発電所の耐糊無数は三十隼

搗蛯ｷる憶界の贈力鱒要は原子力発躍窓簸の大幡な増加を促し︑これを支える原子力魔業の

塞盤を強化︑拡大してきた︒環境への影響にかんがみ在来化石燃糾発耀に代って原子力発蹴の⁝
川存在が大きくクローズ・アップされてきた今B︑第四回ジュネーブ会議では原子力発躍の抱え 剛
よるものではなく︑ヒンクレーポ

一⁝

ったが︑蜘心や燃料の概念設計に を物理的ゐ命と等しくみている︒

出る問趣点が多角的に襖討︑報告された︒特にその焦点は将来の嵐速増蒐炉︑高温ガス炉の灘入
⁝

齢≡≡

⁝璽一⁝：一⁝

を見込むタイム・テーブルに沿った原子力発磁動向の分析にあったともいえよう︒ここでは原

イントBやハートルプールの建設

⁝

層⁝

m子力発爾の動向を中心にジュネーブ鹸文をまとめてみた︒
∵囲⁝ 二醒一三三＝ 二﹁ 三： ⁝一観三三

高速炉の開発に期待
原発の経済性評価と分析

核燃料の成型加工事業
な発展は塗料の下愚加工学業を盛

水炉メーカーであるりこれらのメ

んにし︑橡蟻化や懲動化を大いに

米國における原子力塵難の急速

リソクゾ増強していく必製がある

の全漆掻炉心を供給しており︑い

しており︑現在世界で建叔申の大

を提供することを発鼓した︒豪た

六十万K︸W原チ誘発碁所の建設

が︑増殖炉を九二すると﹁九九二

たり一三五霞沼＆WおよびCEた︒

した︒増殖炉を⁝九八六年に導入

は曲目当たり細囲診の成哩加工工

碧における猿子力利用の驚成と援

ネラル︒アトミノクの三社があ

ジー︒ニュークリア︑ガルフ・ゼ

くつかの聡刀会社と取必燃料の契

る︒UNCは︑ドレスデン一弩機

の現状と将来の紙価をすることは

地方の額練工および肩料の熊遡便

一方英国では最初のAGRであ によ．⇔と︑軽水炉の奮鍛は七八年 颪緊難した・ガルフ●ゼネラ

ている︒

用があげられる︒また︑長期印な

スカーシコンは︑重言約言％と患

齪通︑中小型原解力発聡断信十

中小型原子力髭三所

で再び浮上

OPEC攻勢

超している︒

約を繍んでいる︒UNCは一九六

は︑原子力白鷹贋の決定に窺勲な

いoAECによると︑難設備換
轡工揚の能力とペレノト製造能力

ランを二煙嵐ウランに紙換する瓢

ウランのもつエネルギーを最も有一所要撫は二熱＝干六万メトリソク

関係がある︒豪た︑贅本費は運転

鍛は一九八O岬に首五十GW︑八を増強した︒ジャジー・ニューク

八年から六九年の岡に︑六郵化ウ

効に利用することができ︑紬果的 ゾとなり︑増殖炉を導入しないと

懇石亀の約二毛であるため︑建設

として粗来の羅気欝梁愚管躍設備

に埋馨憲書とに庵軍の壱・q磁鴇喬の署

費の正確な騨価は在来型発国所の

〇薙豪でに水ンド嶺り五十がのU

タの設謝愈十八本の燃料要脚から

て︑油の働格が上棄しており︑今
後も上昇していくものと予想ざれ
ン︵HTGR︶用燃料の成盈韻工

岡冠はフ述ート・セント・ブレイ

鼠戸は原子力エネルギーを大瑠海

刀KWかわ六十万KWのものを指

ので︑環境への影漕の危盟慾を緩

型原子刀発眠所のうち約半分が六

二十七・五がをこえないと推定さ

米駅内で第一気心および二軸炉
心を侠給しているメーカーは︑露
まり帝大ゼずに聡気出力を五十万

¥六本に設訓変異し︑炉心をあ

てみると︑増殖炉がない揚合は無

エネルギ⁝と水︑それに土地を組

を三主することを慧脈している︒

ウランから論盆化ウランまには四

負商款陀は尖頭負荷として運転さ

料供給源をつくりだすことにな

弗化ウランへの帳硬︑六出化ウラ

れるようになるかもしれない︒こ

台わ鴬一ことによって︑新しい食

ンの濃縮︑燃科の成型加工︵プル

く

トニウム混合焦料を賞む︶︑原子

ガス炉が一五％︑濁途増殖炉が八

二万四千沖︑八Q

バの無間ウラン紹要証はU308
Wである︒現在建設することがは 術はスペインでは非常に醗要であ

％と予愚されている︒西ヨーロソ

カナダは過露了五歯周にわたっ

炉内での燃発生︑使弔済燃麟に及
京れるウランとプルトニウムを禽

離するための晦処理に分けられ
るQ

で一九七五耀に

米圃の現有設徽響盤では不足とな

無に六刀六千ジ︑八五無に十一万
のため︑原料物質供給計幽はかな

原科物質の所襲誼は︑初期炉心
の根合は正確に予想でまるが︑取

くの経験を有しているが︑これに

DU製二子炉の建設に関連して多 本的な妓術について多くの経験が

得られた︒綜子力脱騒に関する補
ロケミノクが奪齪爵ナ︑ウインズ

足嗣なプロセスについても︑現覆

垂ーロノパの再処理能力は︑ユー

は︑ジルコユウム︑燃科取替機︑

白銑開発か行なわれている︒

であろう︒現在ヨーロソバや爾ア

ケールが七五年で三百ゾ︑八○年

カランドリアやシールドタンク︑

り︑新しい濃縮設備が必要となる

フリカで凝総プラントの建設を倹

で六議漣︑ラァーグが七五傑で三

麗業分野が芳詠れているQ

蒸気発生雛︑一次系ポンプなどの

ならない︒

野中である︒

ッパ全体の再処理能力は一九七五

百ゾと予想されており︑西ヨーロ

りのフレキシブリティがなけれは

数年後にウラン・プルトニウム

西ドイツでも︑全発孔設備讐盈

な予蟹はむずかしい︒

原チ力発賎所は資塞費が嵩く燃

混禽燃料が経憐的に便用されるよ

の中でδめる愚子力の傭びは薔し

11四面にもジュネーブ会議閾係

料蟄が安いので︑べ：スロードと

〇％程度減少するかもしれない︒

うになれは︑ウランの必要鰍は二

醤炉心では不確定要素が多く正確

﹃一喜国の原子力肇

規模拡大の方向へ

ご3fσζ二2竃︸乳〜︒♂竃二3﹁零︐も3♂ヒさ3匙〜零5〜ノ㌦♂匙〜2芝ノしく！㌔♂一も≦巴〜〜35覧く〜〜ノt・ノ亀ゴ㍉ノし﹂ζ︸監︸しく

＆W︑C起︑GE︑W皿の四大
KWから六十六万KWに増朋した
を鰹
している︒GEおよびWHのる
薪︒このため六十万瓶W以下の隙

れる︒また分離作業について考え

に二由〜㎎白GWになると辞価し 子刀公社と共同して軽水炉用燃料 十万KW級のものである︒
競争したQAPC社は燃料クラス

30呂を使用することになるか︑ るダンジネスB発電所の怪水炉と馨に薔GWをマi乞︑最終約 ル・アトミノクは六九年に英国原

増殖炉を心入しないと︑二〇二

五ナ一労メトリノクゾとなる︒

ている︒エジソン欝気協会の研師 轟轟観を﹁九成し︑七千刀ガの取＆

五無には三爵GWになると陣合し リア社は︑七〇矩に五白万がの燃

劃画を調査しておかねはならな

照中性子炉綿燃料事染は︑蟻溝

非常に提襲である︒

で︑経済性︑処理工秘︑技術職照

でなければならず︑憲た成型加工

トリノクゾ︑九二薙以降の追加敏

済比較は︑耐胴無間における即発

いるので︑必然的に複雑になって

蹴方式の最適役割が葬常に違って

くる︒原子力発覧肪の資本費は出

費は熟料蜜の約三〇％を蕗めるの

年までの乱闘増加盆は八万一千〆

した増蜘炉の研靴開発費は二†四

諏子力溌題と在来発羅方式の経

は不要になるQ

約は一二千五憩八十億㎡︑年二七％

で︑現在の価値に換騨了ると二酉

すると仮だすると︑これによる節

十ぬ懸がとなる︒現在価値に挽算

鵬およびトリウムの工岬ルギー着

増大し

助を行ない︑親物資であるウラン

〇二〇難謹で毎年二十ヒ
rカ〆卜

臼塵火災海上保険株式会荊
東寒都港区北等出2−9−5TεL404一枳…㈹

促進した︒米国の原子力馳電は経
評価されている︒このほかに燃科
一九七〇年におけるBWRおき女手繊の勘禽は薗五十誹と予偲
済的な早来発臨と競禽できるもの 那業メーカーとしてUNC︑シや
よびPWRの成型加工費は︑AさE
れており︑地墨雛︑寒入鵬期など

米塩丁重暴︵査︒︶の茨炉の導入による窟 炉蛋の占め二

：畏期総合保険

和することになる︒

羅に衣リウムを鰭シ﹂いる︸

⁝
尚速増強炉は熱効邸が高く︻次冷

場禽よりも重襲であるQ

をもっている︒この利用により︑⁝億遼となる︒この揚合のU30︑ 較的篇いので︑金融費用の予想額

三この蟹露決できる罷墨味節鶉は︑袈裁断九1

たすには狡循的︑社会田なチャレ
︸
ンジが必妥である︒鵜速増殖炉は︸属局齪増噛炉を轡塗した楊A口の三

つつある縦所的な必嬰鵡力闘をみ

に不当な影卿口を与えすに

用を可熊とすることである︒環境

原子力発箆嵩画の圏晒は︑闘発段・る鋤禽を︑計量撫を便胴して分桃

呂直写躍躍

が望ましい︒しかし︑新しい原子

ー特許出願中一

〒105東京都港暖薪橋4丁匿9番11号伽（03）431−5η6
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二の必裟囎力磁を瓶持するのに︑

一二

じ条件で作られてい
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な擁1ルト
る炉と
ののな
で研る
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自費価
には値
二二に
体†正
金四算
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第四回ジ識ネ
ーツ会議から

が鶴ざましく︑七〇年代末には商略規模炉が運転に入るものと

≡

究である︒

開発研究について報皆された︒

ると︑コスト圓鯉期闇が平均して

ハーウ山ル研究所の﹂・ミァット

英凶源高力公祉研兇グループ︒

器﹂として英国が開発中の二つの

氏らは﹁アイソトープ熱堰洗電

使罵による原材料節約額に着目す

は︑アイソトープ利用から蔓ける

﹁常陽﹂﹁もんじゅ﹄および関淫 わずか六カ月程である点を嘱えれ

日本からは画題蝉開発の経過︑
原型炉SNR︵三＋芳KWe︑

初臨界に違した︒

ループ型︶は上躍閥出国のメ⁝カ
ーによる共同企業体が開発試験︑

ぞL封詐画と小型心臓へースメー

一陽の経済的一月は典大なものに 路線︑気蝕鯉測用発電齢のRIP

なることは明らかである︒さらに

米国︑スイス︑ベルギーからの綴

ガス伶却常餐炉については︑

全讐査会および受注者︵各團含同

設調および製作誉するQ鰻近︑蜜

一ウムの灘性

している︒また使い捨て監製器翼

ロイCやステレンス・スチールの

らないが︑この材レとしてハステ

でも完全に密封されでなければな

ウラー氏は﹁米国における最近の

憩名の国外旅行にともなう特殊核

殊核物質を使うところがら︑聞込

力源としてプルトニウム鵬など特

しかしそのような細かい点を

うみ︑粧来への目に兇えない何

で篇力的に行なわれ︑すでに強炭

が報告されている︒デンマークで

と幡腐食性が著しく陶上すること

一もリゾ研究所とカールストラップ

で霊域な研究が六九年から行なわ

・コンクリート研究所の共嗣計画

れた︒

への芽ソトープ・放射線の為用

﹁カナダの天業および食品貯蔵

のK・マヅクィーン民は﹁低線黛

研究﹂についてカナダ原子刀会社

のガンマ線を照射した正子を磁え

なり差はあるが︑照光しないもの

に比へてしばしば早く熟すように

作物についてみると︑レタスは驕

なる︒六七年から咋年獣での各腫

の傾向の一難顕著たった六八年に

花期か言語る傾向が悶確で︑こ

は照射櫨子から早期駅獲されたも

一五〇％にも況している︒カボチャ

のは照射しないものに比べ三五〜

についてもこの盛岡がみられ︑六

八年の早瑚収獲は三七〜四﹁％︑

収擾蟹でも﹇五〜三〇％の増灘魯

現在多くの國で笑馳されている

みている﹂と述べた︒

食品照射計画の主な目的は世界の

ことにある︒FAO︵国迎食嶽農

食撮損失を減らす手妻を見い出す

業機関︶の調査ではいくつかの発

は五〇％という灘さにも及ぼうと

展途上園における収獲後の損失鑑

える食晶難劉彼術ほ今山の食撫供

推定しているQこの職命的とも言

期待されるQ

給に大嘗な増加をもたらすものと

勢

棄｝、螂丁代田凶L魍f1丁口U番地

予馨薬事のカの入れかたが醤された︒

げ

ルトニウム鵬を繋化物として用

カーの開兜を発表した︒英園はプ

告以外︑ソ連から提出の解離ガス

また大窮なことは︑これらの山口

の璽力企業体︶からの要舗で敷地

い︑五十覧畷の実験用ア写ソト

働当初は四姦︑ゾ曜︑十年後には菅

想している︒プルト

ている︒プラスチックや金瞬表蘭

コンクリート・ポリマーの開発

良いことを確認した︒

ア詫ソト⁝プ・放射線利用の進

研究は米困プルックヘブン研究所

の塗膜を放射線でキュァ︵硬化︶

アイソトープを動力源とする心

いえよう︒

たことから薪たな段階に入ったと

加逮羅を用いるプロセスを始翻し

ォード・モーター社が蝦近大答鍵

する放射線キュアリング技彬はフ

のガンマ線滅韻利踊も急速に伸び

速器︑十件がコバルト6Gを線源と を考えれば︑いかなる聯奴条件下

しているが︑このうち四十件は加

射処理工程を藻朋した工揚が稼働 オーム︑一蓄ヂ曜になるものと予

米国には現在約五十の故導線照

ーブ鋤力源を囎発しているが︑稼

が数多く使用されることでプロセ
N204の利用は興味あるもので

れている国々に比へると︑わが国

ス工程の安全性が増し︑撮質保証

や原子炉プラントの賜宴に大幅な

第一線の仲間に入ったことが世

はなお一段差のあることが獅独さ

が得られる点であるQ

あった︒

る︒田軍は急藩麗で先進働に追い

落馬規換炉が運転に入る予定であ

発は蓄しく進み︑七〇豊代末には

総括して世界の高遼増殖炉の開

変更があった︒予定では七二俸蕃

の予定である︒

建設開始︑七七年碧に全幽力運紙

これらの驕発とは別に︑ドイツ
とフランスの毘力会社にイタリア

の宇戸発電プラントろ建設する計

も加わり共同で筥万KWeクラス つきつつあり︑今回の会舗を通じ

難プラントに量水炉︑急

でに商業炉の実質凶検劃が始めら

界的にも認められた︒しかしす

速増殖炉を鄭嘉する長期

れば︑さらに第一線グループ内で

れ︑諄く﹁常陽﹂の建設に成功す

イタリアは︑在来型発

画が進められている︒

CF8の導入は晴期その他に問

がある︒

題があるが︑一翼機︵哲三十万K

黙坐を検嚇した︒当薗の

総建設に入るだろうという︒今後

關発は昨琿より行なわれ

欄棒は多数分散配躍︑炉内構造物

し︑その後八十年まで三ないし四

キ型︵D／H睦二〇七︶︑燃料交 We︑プール型︶は七四無に契約
拠サイクルは圏ないし五カ月︑制

の発心力を得ることであろうと慰
ている試験用PEC炉︵十四万K

的異懲の畢期発見︑スクラムバッ

臓へースメーカーは米圏︑英国︑
フランスなどで将来の街蝪めざし

アイソトープを焼いて診断や治

展﹂の中でこう述へたQ

撫子︵？︶に拠味を持つ入も中

除けば︑われわれのスタンドは

り各国の人々が錨蜜って陽気に

らかの理解の兼口となればと烈

て︑われわれ不慢れな女性群を

︵本羅臼子−一元駐U科学ア

多㍉．㌔ミ〜㍉︒㌔

一〃一濡，ン・ぺLパ岬

†

≡

が︑過渡を倉む各磁試験を昨麗以
の諜題として︑大型モンクアンプ

Wt︶の建設︑および閥遡開発研 じられた︒ ︵鋤燃蟹月恵﹇︶

後嶺では五万KWtの蒸気発生器
は下部フレームに乗り︑各部の熟
試験︑安全驕発︑特に炉心の局所

るが︑燃料スエリング対鍛は豪だ
クアンプ︑使用済燃料の輸送︑燃

生活に密着した開発

膨張はベローで謹かなうなどであ

十分でない︒憲た大型両翼規模炉

料韻工︑薄処理野羊の整傭︑運娠

葭万KWe藪下プラントは︑七

来実施している︒

の61画はかなり還いようマある︒

て実剤化への開発研究が盛んで︑

2フンスではすでに入体への埋込

ジュネーブ会議の年︸九穴四年の

捺を受けた米国人の数は︑第三圃

みも数熔銑施されている︒窪た動

協力して行なっている︒

鰹蕉放翻線砂壁轟凝

冷却磁はナトリウム以外

ンダ︑ルクセンブルグと

についてベルギー︑オラ

ドイツは筒速炉の闘発

員の養成︑国際協力がある︒

英国のDER︵一万三
多くの運転経験を持ち︑

千KWe︶は五九年以来
各強の故障経験が報皆さ

れているQしかし照射も

恵雨の米銀におけるアイソトー

にはいて︑展添揚で劒くわれわ

帝人の誤れたホスピタリティが

かなり人気があり︑この辺り濤

をくり返し︑

このような非公式なつき合い

盃を交す風蜘がみられました︒

ような細部の説明を求める入も

を希望する入も多く︑やはり国

す︒

ら♪監2㌔．㌔

タソシ晶・ノレ氏験者釧投稿︶

￠ぜ7皿

第四園ジュネーブ会議の論文のなかからここでは各国におけ

⁝⁝

発麗開始の予疋であるQこのた は︑低い蒸気条件︵五〇〇度︑一

e︶の建設は順調に進み︑七薫年 比較をしたいためである︒特徴点

力炉の開発のうち最優先

冷却高速欝欝炉は新型動

やルナルディエで行なわれ︑特に

め︑大型機羅試験がカダラッシュ

三〇気圧︶︑炉心はややパンケー

環境閥題からも︑攣い閥

度をもち︑最近は︑特に

フェルミ惣は長い故瞬修理後︑

発が盟漂れている︒

だが︑酸化物燃料による運紙の継

昨年感転を 幅 開 し ︑ そ の 後 ば 順 調

備設副での混含餓化物燃堪︵ピン

號が待にれる︒SEFOR過炉三は
無末潔でに設晶をかためる︒予
最近臨調発臨59試険に成功したQ

六層目で︑粂件が整えば七四館半

外経七︑卵緒︶︑プール型︵覆径十

EBR一∬は照射癒設として各毬
の積趣的な 試 験 を 行 な っ て い る Q

米飼踪子 力 婁 舞 会 ︵ A E G ︶の
七二年叡での華箋炉開発の投資

㎜ばに難改に冠夢する〇

額は二十万憾湯になるという︒

ソ魁では︑BRl玉

二首万人置ら昨年には四菖万入に

プ装備機器類の販売趨は四千万が

ると︑できる穀物は年によってか
物蟹の移動にもOECD域内の国

蒸気︑ガスについて馬織工を
PER︵二十五万KWe︶に
は︑贈

倍加しているーー米圏原子力婁員

い検しに来る臼色人種が︑萄日

れ十数名の女性をあれこれと溺

鰯者に与えていたのは非常に効

さてわか日本の展示掘です

な装鐙を運びこみ︑まるで研究

が︑何といっても集洋のはずれ

巣的に思い豪した︒

うでしたし︑フランスは正切に

各国の展示撹嶺畏達ともすっか

室の一国を再現しているかのよ

筒遡中性子炉フェニソクスのナ

から輸送するのですから︑当然

た間時にどこでも大変爽面懸な

十分発擁されているのですが︑

トリウム︒ループ家職ルブを据

選囲物の懸はヨーロッパの各圏

り親しくなり︑最終日の打ち上
げパーティには︑臼本スタンド

劉底奪門蒙で

な技術的質問 はあっという幟にサロンとな

にも無いよう

のように現れたものでした︒謙
え︑各分野毎に必ず見本の装鐵

人もいるもので︑パンフレット

露盤のみに原子ガ．p

もなければ︑

あり︑あわてたこともあり款し

許〜〜〜︐・〜ジュネーブ会議展示会に働いて

揮

がら無理からぬことでしょう︒

が︑各園の人々の聞に親近懸を

しかし瓢よりは蟹で︑わが国の

答えられない

フィルムをフランス語で上映し

ものでした︒また英騒も︑常隠

技術発展に翼味を持つ人々の数

います︒最復にこの紙面をかり
は他の国に負けないものがあっ

た︒京たフランス語のカタログ
顕した︒

抵導して下さった展示会樹婁貴

フランス語族のためのものがあ

を誰すジュネLブではめる程度 のこ親増にお礼を製し上げま

際的な催し︑ことにフランス語

入聞はいるもので︑わが国の原

しかしどこにでも不転面目な

たと思い蒙す︒

専門の波術藩かいて︑各装置に

は︑どこのスタンドにも各分野

それにも復して懸心したの

てかなり来揚者の足徳とめてい

．

とは加較にならないのは残愈な

〜葛の㌔〜くノ㌔ご二︒ノ㌔． ζ監︐塾〜〜㌧．㌔ζ︐亀〜︑．㌧．亀聾く〜〜〜3．一︐匙〜〜︾・〜︐5

際心高ができるなど撮近の詰魁の

しているようだ︒ナトリウム伶却

白緬の浮ぶ湖の町ジュネ⁝プ
で開かれた第囎回国除際子力会
議の展示赫で︑†日閲働いて︑
久しぶりに日本の原苧力堺田の
方々にお圏にかかれたのは大変
美しい憶い出となり冷した︒

ジュネーブの町はパリから来
た囲には︑レマン湖辺りを除け
ば特に早しい街とは思えまぜん
が︑パリに比べて物価が安いた

来たわれわれ六名の女性は暇を

めに︑展示揚の仕事でパリか6

みては︑あれこれ買物に町をう

さて展示揚の方でつが︑スタ

ろうろしたものでした︒

ンドは声影憩側を凝らしたもの
で︑それぞれの国の爵主開発技

した︒米図︑ソ連は云うに及ば

術を大いに箕俵しているようで

ず︑ドイツなどは地理的に掬利

冷蔵せるなどかなり力を入れた

〜︐零︸亀︐喜︑．㌧！㌦ノ㌔P亀3客︐㍉．㍉︒㌧くご〜婁．㌔ζ︸㌧〜㌔ψ驚〜亀．三階．客呂︒監〜︑

熟中性子炉KNKはさる八月下旬会アイソトープ開発課E・ファ に達しているQこれらの機器類の 中心になっている︒

っているところであるQ

き︾監♪

答器一入外の浴慶不備から建設が予

・

惰㌔ボ・

想より還れたが︑七二年から一次

多鉱行なわれている︒
︵五千KWt︶が五九年

以来五万五千時闘に及ぶ
運転実績を持つ︒酸化プ

ルトニウム︑炭化ウランの濁極燃

は︑設訊開贈から六年の短捌間で
運転を開囎した照射用の炉で︑建
設︑組立の経験および初期特性が
報告されている︒七〇隼末から貫
流型蒸気発生器をつけ運絋してい
る︒実際の運癒条件は設謝より低

BNよ二五〇︵ループ型︑三十

も︑照射ペソドとして順認に運娠

BN一六〇〇︵プール型︑六十

っても畏いと思い議したQ

㍉ 2㌔●亀3㍉︒㌔︒㍉f亀ζ﹂㌦ ㍉・．㌦・費㌔．㌔

子力開発よりも︑わが国の大和

㌧●㌔︷♪婁ン亀・￠㌔・㍉くビ電ζ︐亀♪㌔

つき実に敏しい技術的説明を来

・・㌔・㌔・㍉ξ3竃津㌔く・・竃3㌔8︸t3㍉・㌔︒㌔の答ノ㌔f〜㌔・㌔・㌔・㌧・覧3ご♪㍉︒㌔

なせいもあり︑プラズマの大き
︐㍉ く 〜 3 ㍉ ζ 〜 り 〜

※

る高速増殖炉瀾髭の現状と︑アイソトープ・放射線の利用状況

輔

を紹介する︒とくに腐速増殖炉の開発では︑直垂的にその進展

三圏げ箒齢

ドの僅躍を下げる燃料アセンブリ

だ︒燃腰スエリング対策としてパ

および燃料照射に重点があるよう

予足である︒細越よりは一般性鮨

試験を行ない︑七三無製織開姻の

系に水を溝した流動試験など性能

i第

議ではナ︐︐ロウム﹁た︒フ︑うクス︵二＋募KW⁝BN−三五︒のループ型︒離の を回転ざ赴る︒窪た新暦料の開発

各国が意欲的な開発姿勢

N代末には商業炉

ﾖ

BO葺i六〇︵六万KWe︶

昇する予建である︒

られた︒近く出力を一万KWに上

トリウムや各種機羅の特性が調へ

料をもった運転で︑FP挙動︑ナ

燃糀に耐んだ︒また多数の破損燃

料および各樫吸収禰が予想以上の

け︑八六年嶺でに蕗力KWe穫肢

これらにより十分な工栄力をつ

急に開殉で急るようにすること︑

レーシコン・プラントの建設を早

裡に完成さ せ る こ と ︑ デ モ ン ス ト

産羅耀十手綾郵

力

原
の大型繭業炉を巡入することであ

る︒デモ︒ プ ラ ン ト ︵ 約 三 十 万 K

We︶は三機レ蟹二ないし考案の
間隔で七〇 奪 代 創 半 か ら 漕 心 す る
予定たが︑ そ の 一 男 機 の 誌 論 は 本
犀甲に出されるといわれ︑二号機

に対する政 府 出 資 が 最 近 決 定 し た
よう陀︒

研究薗︑ 特 に 安 全 性 園 係 で ︑ 従
来とってきた異常鑓故に対する保
守的な設副が次第に巖和できそう
なこと︑しかし﹁品質保斑﹂を巌

しくして信 頼 性 を 増 す 方 岡 に あ る

く︑炉出力四万KWe︑炉出田温

器謝器は予想以上の成績

五万KWe︶は長年のおくれで︑

している︒すでにヨ千本以上の燃

万KWe︶は︑現地で建設工胴中

︵四力KWt︶に改造後
兼た起動のため慎蚤な醸備を行な

を示し︑フ雪ルティシモ

度は五治麗である︒
︵＝力四千KWt︶の機

フランスのラプソディ

ことが注国される︒
⁝ス．

⁝ン

σ

幽

電話（2U）7311（大代表）

麺丁聞を省きムダをなくします

十條製紙株式会社

諜

圃一度に何枚も譲寡でき議す

羅

噸

料ピンを照射したうち︑破損は一

驚

4

本︑FP病洩は十本のみであっ である．プール型を選んだ三田は

蜀茜類も署や衣服も渇れません

畔

c四

西ドイツ

あらゆる複写塞務に

まつ自な紙です
重ねてお書きに
なればそのまま
美しいコピイが
できあがのます

縄

ソ退

園又宇は鮮明で消えません
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聞

▼幽廟ぐ
：

伊藤忠と日立造船が
将来はNL亙との合弁も

▼︑ P

閣＝

一

㎜

程わが国で鯖画一の腰

を行なっていた︒

鰍−聡

研︑京大の研究炉︶︑上組︵原鷹

送経験をもつのは︑二本通運︵原⁝

へ東海発鷺所︶︑山九二輪機工︵動

敦賀発日所思燃料︶︑間組︵原羅

燃ヘハルデン謝圃による照射済ぞ
燃料︶の四祉︒このほか︑搾井造⁝
船や三蔓グループの進出蝋りうわさ一

遠藤忠商瀦と臼立造船はこのほど︑原子力発適所からの傳罵済み燃料輪送に関する一翼サービスの
藁務握携を行ない︑これを共岡で麟業化することを決めた︒それによると︑伊藤忠は営業と輸送穐務
されており︑こうした動之を反映⁝
して今まで単に輸送だけを手がけ⁝

鵬確灘月一掌記哩
スクの薯につり﹂欝ン㌧いる

瓢一M舞

踊麟 灘
慧
った︒

鰻．麟

㎜のための総可を串請することにな

この斬技徳はウランの精錬に國
一機関︑都道府興衛生研究所および
︸縄係民間機開辱が・それらにおけ するもので︑動燃灘業圃がわが国
る環境︑食費および人体の放射鮨

委託開発課題に選定

蟹愚輩縣鵜果奮について発証す︒⇔も

婁員会を段認し︑わが国に適し並

し工業濁技術の纂礎を確立してい

独齢の凝しい製卿技術として閣発

る一質製錬法︑﹁P飛Cプロセ
ウランの製錬では善通︑粗製錬

ス﹂の中で用いられているもの︒
︸工程でイエローケーキを作り︑こ

までもっていく方法がとられてい

嘉麺錬霧で四フ・化ウラン

第十三回放射能調査研究成果発一する醐査研究や附策に麗する研究

一月25︑26霞に踊躍研て 水雛︑人体に対する被曝糠脳に関

第13回放射能調査
研究成果の発表会

されている︒

もようであり︑今後の怪きが注目一 この雛護会は︑国公立獄験研究

．合研究所で開かれる︒

覇焔

を︑臼立造船が臨監済み燃料繍送用キャスクの製造︑供給をそれぞ酒行斎うとしており︑両社は︑醤

再処理ベースで昭駒五十年に約七

伴って︑電導済み燃料の二級照も

今後の原子力発墨計画の進腰に

に切り匿える華墨である○

来の簗務鰍に応じて米国エヌエルインダストリー社︵NLf︑旧ナショナル・レソド社︶との合弁会

ており︑すでに一一秤醍で合葱に訂

も加えた合弁会社の設立︑検附し

赴毅立の癬尚をもっているようである︒

螢藤忠と日立造船による使用済

両社は従来から︑核燃料サイク

していると伝えられている︒

み燃料の輸送サービスは︑軽水型

で︑NL工社のアライド︒ガ ル フ

原子力発購所かちのものが対謙

十五沙︑五十五年に約百三十ゾ︑

るN11ぼ社と接渉を行なうなどし 見込まれて36り︑輸送体制の礁立

ル確立の上で︑使嗣済み燃料輸送

としている︒当面は叢務握携で舗

NLI社からキャスク圏産化のた送だけでなく︑核燃料サイクルの⁝

ていた︒とくに臼立造船は今響︑

薫年に値用済み燃料輸送例題豊門⁝

面から必嬰となる︒原産でも四十・

・ニュクリア・サービシス社への一

要に応じる謝醒で︑このため伊藤

めの技術灘入を行ない︑さらに技

¥駕に約千徳五十ゾに達すると

忠が営叢活動と輸送藁務を︑輸送

術著を米国に派灘するなどして︑

の蹴騨盤に血糊︑米国で穽績のあ

容器であるキャスクの似給は日立

貫サービスを露考として簗施する

造船が行なう︒ただし︑醒際の輸
大型キャスク生産体側の確立を図

は︑蟻に再処理工揚壕での安全輸

送は国内で経験のある藁書に委託
っていた︒当面は七十五ゾ級のも 輸送方法︑輸送体制確立のための一

科学技術庁は十月十六日︑原子
力周核燃料翼長に赤羽露骨艮︵通

﹁原子力会ゴルフ大会﹂

第二十六圓原子力会︵第一國安

澗杯争瞭職︶のゴルフ大会が・十

月十六臼︑安川第五郎腺産会長︑

厨理長尻︑佐々木周一日本原子力

井上五郎動力炉・核燃料開発聯業

本原子力研究所理礁長︑山幕ご郎

船開発興業論理撫蝿︑宗像英二日

22︶が不ソトス3ア72で優勝し

子力工藁聡務取締役︵ハンディー

た︒一更には聞粥利央欝士躍機取

ィ：14︑ネソト73︶が︑また閥氏

締役︵アウト44︑イン43︑ハンデ

まグ雛ススコア87でベストグロス

一郎日本原子力講奨総務部長︵ア

賞も獲慰した︒プービ！鐵は溝口

ネソト99︶が︑豪た七十歳以上の

ウト62︑イン55︑ハンデ4118︑

露懸軍で一番の成績を鷹した佐々

ト︑イン各鑓︑ハンディ21十2︑

木周一原譜撫藁殴階隠長︵アウ

ネソト83︶が敢醐饗獲得した︒

●

劣掲 篭 階繍曹

剰

社町

O悪巧開発、海洋瀾発の大要を紹介

する︒きらに将来の輪送藁務醗に

製錬工縄を治液で鷹結し︑両工糧

@

格課畏︶の就任を発坐し虻︒

産雀工榮狡術院標準螂繊維化学規

の謬加を得て︑策京桟売カントリ

ﾌ94で間つた永鵬菊三郎佐友原

スタート︒結果はアウト47︑イン

がり︑快晒のもとで午酌九鋳半に

岡臼はこのところ続いた雨もあ

ークラブで開かれた︒

三楚原子力工業相験役ら二十四名

毒．赤

スに灘目する工程は︑PNCプロ

生成される壌化ウラナスはフソ酸

︑

蜜川林の甕彰を受ける永鵬民

急

ダ塑馨鍵

技庁準毬復︑霊として企圃畑を歩

後︑通薩雀に入る︒以後岡雀と科

昭称二十．八奪東工大化学科纂業

水蜜と響⇔こ走よ．て容感

翻藷脱諾鍔難喫驚⁝
フソ化水紫による乾式の選兀法に
比べ︑常温付近の液相反応による
ため袋躍的にも操業的にも簡灘に
なり︑化学薬餌による不越物の混
入もないため畿純度の遷鴛生成物
をうることができるなど︑縄々の
．
⁝

警

欝越
ロセスの経済桝を嵩め・企業化を

を確立することによってPNCプ

を占めるこの手解還元工程の技術

プラント建設蟹の面で大きな比率

歎技術開発鋸錐団のネライは︑

利点をもっている︒

窟霧

セスを特微づける跳要な工糧で︑

戦難戦

液を懸解還元によって膿化ウラナ

セスのなかでも塊化ウラ論ル水量

﹁によ臨く暫い方法・このプ︒

を連続的に遅転ずるという︑湿式

「

@

原帯力局

PNC法の電解還元工程 るが︑PNCプロセスは躍解韓語
核燃料課長に
赤羽氏を発令

池尻さんは大正十年︑嶺蒔鹿

るQ

児定定阿久根霧の網光の鍮に生
れた︒昭和二十︷醸葉大法学部
を家業︑翌＝十二銀出身地阿久
根布の漁理会々艮となり︑︸干
釜罫書児嵩県漁連専騰理講︑二

進み︑漁業関係餐の代箋の一人

十八難場皇運総長塾長との道を

にあたってきた︒薫十八年

としで対外活動や︑漁業撫翼の
摺

郵政部畏︑四十一隼現在の常務

審議会婁畏︑中央漁藁調製審議

理環に就任した︒壁塗産業構造

会製麺なども努めている︒海外
くは︑欧州に一一度︑米齪に一

度︑インドネシアに四〜五回行
ったぞうだ︒

趣味は多すぎて爾るというが
今は︑子供達と野球番やるのが

ったらゴルフでも始めるか︑と

促進しよ︐？というもの︒白金メソ

キによる鍛極の使用︑高性能賜イ
オン交換膜の使罵︑描造ガスケソ

○世界の全原子炉を掲載

ご紮繁駆コ

新技術賜目塞藁団︵鈴江康平理︸解還元技術﹂を委誌開発齪題に選一を応溺することで固体状のイエロ

整猶漁難をやっても岡じこと︒

雛実︒しかし欝欝岡題を解決

笑いながら冒す︒

︵→・A︶

○歴更をたどる原子力繊手

一

羅長︶はあほど・﹁ウランの璽讐・近く墾欝庁に篶鰹丁午キを作らず粗製錬羅と精

漁場への影響を最少限にして︑

@

発蔽灘雛溜蜷倣選

り︑關驚︸般や漁藁駅聡慧の環

@
@
@

の数個で業務を行なうが︑このあ

境保護智識が賜窪っている今

@

@

慈じて︑両社の共問出蜜による翰

荒騰さ

せ︑このあと滋溜水利用による

涙羊水を

たれ流して

て環境闘題を昼じている︒つ談

このため生活権の保議を主とし

が︑原子力の斑凹用語が入ると

﹁普通の英会諾は何とかいく

状も醐べてきた︒

半分位しかわからない︒米国で

その範照で欝欝をやるのが本

動物性たん白質の大部分を海

んの持論だそうだ︒

@

送珊簗の新会社︑載たはNLl社とは︑罵要に鱈じて街ジキャスク
原子力発躍所と漁藁の翻和と

さん︵全圃漁繋協問粗合連合会

に取り組んでいるのが池尻文二

日︑この撰実を無視しようとす

﹁通覧雀で電源立地確保のた
めの立法化を嘱えているようた

に頼っている臼本︒願罠にそれ

けられてきた翻憶が強いのだろ

人として︑今寂で公憲に慰めつ
上代力の必婆性はわかる︑とい

う︒だからといって︑それにこ

を提供している漁凝関係巻の一

うだけにこの響藥には何か輩み

墓本方劃が必湿た﹂o簸業政策

もらった﹂とは黙磁なもの︒蕊

境対策をも斜めた國の維合的な

原子力と漁業の調和を

温排水利用も期待

が︑それだけでは片手落ち︑環

に取り組んだ当初からの淋翫さ

は魁米アタッシェの中謁さんや

たそうだ︒

﹁われわれ漁業

展のため聡力が必

関係著も︑産鑑発

要なことはわか
るQだが︑以萌か
ら恰岸漁墾は公憲
に痛みつけられて
きており︑一且の
不鱈があるのは酬

である原子力には

実だ︒薪しい産鎚

さないよう︑漁業と闘勲させた

が恥じられる︒

だわっていれば遣歩はない︒
ず感じたのは﹁外圏と日本の環

@

@

﹁灘漁榮の見遡しが晒いのは 楽しみという︒野球がだめにな
て注目される温㌶水利朋︑﹁こ

し︑捕る漁渠から獲麟漁業に蔽

引導と聡源立地の調廊点とし

れは足非成功させたい﹂そう

織すれば︑むしろ遠洋漁業より

だ︒

境聞題の根本的な違い﹂だぞう

米国の環境間勉は自然保醗が

見通しは明るくなる﹂と縦け

池尻さんは四葎荊︑水産資源

れの良いしゃべり方だ︒

い篇︑これが靴機と語る︒臨切

こういう問題庵起

とだろう︒

常務理無︶︒はや五〜六年たっ

は何か︒漁業薯側からこの閣題

@
@

筋︑といい切る︒これが原子力

@

酒ぱ必ず抵抗を聾けるというこ

@

い﹂という︒何故なら︑漁場に

ｮ協会が派遣した罰蒼団に滲

@
@

口

だ︒しかし﹁過大評価もしな

内外の原子力情勢を総合的に解説

@
@
@熱

@

ム

同行の森原醍駅務局長に助けて

@

産

力

原

@
@

山ハ

のすべてに漁榮従禦薔がおり︑

本の野分るゆ︑りあ

露贈噂

径

⁝〜

東京都港区新橋1一■一13費591−6121

團A・5判クロス上製本
闇定簸i・2，500円
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闘
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@

属■

大煎提︒わが園の場合︑海岸線

難

鷲

@

幽贋

加して欧州の環境聞墨偲幽査し

繊

．繍

掴繋目池尻 軸

@

○関係機関の活動状況を網羅

講
ヱ尠

凹、甲警讐灘

@
@
@

識

一

@囎

たが︑最近︑こんどけ米困の現

糧、

@

@
@

@
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ぐ概ご︑︑沿㌦ 入 ︑ 〜 威

ち

セ

し

もノ

も

こ ーー㌧ ︑き薙シ︑㌧︑；らい馬♂︑譲︑↑

暴肇力三野畿羅堀

オット

気に盗めない︒

が︑岸に住む麿も︑すれ違う給も

ときから原子炉を運継している
くれる︒GKssの謄部には︑二

ss繋部が︑われわれを浬えて う︒もちろん︑横構に響っていた

スクリューの嗣転数から讃算して

と︑止めてあるという︑遜臓は︑

タ：が動いていない︒闘いてみる

霊で終る︒撮舵篁のスピードメー

ンかのタンカーを追越してし豪つ

ーンはいとも簡単に︑この何万ト

のタンカーに追灘くと︑オソトハ

た︒丁麗われわれが図動尊でトラ

配人のミューレン氏に︑技術支配

本に何麗も来たことのある犠業支

子力旨旨醗の傍を過ぎたころ︑ロ

左脳に建設中のンユターデの原

彫囮後購業鰯の運航至長に尋ねる

不思議がるのは黙人の践はかさ︒

いるとのことで︑不讐に思うが︑

行われている︒

再メートルのエルベ川で無雑作に

繕の翼中ではなく︑航路翼翼復二

ンクを追越すように︑それが︑大

が多い︒ウルケン氏も一足さ轡に

人のシュレーダ氏その他旧知の伸

ビーで︑コクテルのもてなしが刷

と︑浅いところでは便用でまない

っている︒岡氏は︑この翌日には

ジュネ⁝ブから戻って・島上で待
る︒次いで︑甲板の仮設食盆で中

ものたそうた︒

臓独障子力船会議に出るため大阪

奪稀︑雪解

ある︒たとえ片ことであって
も︑自分の感葡や野縁を伝える

てチップも受けずにさりげなく

し︑その労を惜し紫ない︒そし

が迫っていた︒

は︑すでにアルスティーゼに暮蝕

ァヤールソァイトに難いたと意

バスで送って勲りう︒ホテルフィ

に泊る市内維に分かれて︑二台の

ネーブへ嶋る蟹溢紐とハンブルグ

乱人欄に厚く礼を述へて︑ジュ

グには珍しい天候に憲康れた︒

航行であった︒そして︑ハンブル

ベ川を上下すること六時両に近い

ァゼーブリュソケに麗つた︒エル

に︑オソトハーンはもとのイーベ

滋クテルを楽しんでいる・2ち

ーへ移る︒

も操舵窪かちコクテルの待つロビ

内が船長に代るちしく︑われわれ

ハンブルグに近づくと︑水先寮

とうていエルベ川の比ではないQ

富津騨がいくら鍵塾していても︑

総半鋤籏で十キロもある︒泌頭の

船の数は多い︒しかし︑薄洋の翼

崎の丘の上から見下すと︑確かに

溝出入を危ぶむ嵩さえある︒観菅

げしいところで︑原子力船の東京

わが闘では浦蟹水道が往来のは

食となるQそのサービスは女性酷

はげしい往来⁝
を縫うように⁝

貫が受持つ︒十三人の女優が黙組

に向うという︒

んでいるとのことで︑もともと偉

往踏と岡様︑難役の船の数は多

ドで敵見知りになった展承担当

ーが嫡償った︒各国展示スタン

憲つた三十人近くの直々は一隠
間位ではあったが︑すっかりと
け禽い︑張るときは難もが固く

また逢おう

のひとことを残

渥り念つた孚を大きく鍬って︑

し︑別れていった︒

ﾁ︑野面建て

町の徐路樹が露は

国へ旅発つたQ私を
待っていてくれた人々は︑誰も

が初めてであったが︑どこで

く︑そして強い握手で迎えてく

醤︒機中でも隣人は気安く話し

かける︒鳴分の圃のこと︑嶽族

すでに講本か6もゴマンと外

のことを︒

思う︒そして復らは伺し体験を

国へ歩を踏み入れていることと

交わし︑欝藥を交わしたのが縁

してきたことであろう︒握手を

ゆきたい−⁝／てんな理思を抱き

の始まりで︑解除親鞍を深めて

ながら︑ふと擬の窓外を見る

と︑アラスカ山脈︑そして白雲

ンレ⁝の山はだ︑太く裾を拡げ

も何琿来0知己のごとく︑固 に糧われた中から見えるマッキ

えず相手のこと荷下・え︑途中で

されていた︒

れたG急に親近懸中覚える︒た た大きな水河などが眼下に展開

調査役

金居鋼太郎︶

︵昏夢原子力研震所相搦部

四漂

︷港

業

士

嘗囲

＄

・

はげしい往来の鑑ルベ川を縫

暑騎籔者撮影

票船が終ると︑後甲羅にテント
を張った仮設会揚で︑ハウンシル

女性が揃っている︒期その他のハ

あるかない︒対向鎗との周はずっ

く︑荊後の船の聞隔は麟メートル

格のよいドイツ人の中でも双丈な

数十キロはあろうか︑グリュソ

ウスキーどングが佳堺のようた︒

と舞いが︑オソトハーンが除聡し

九月六日からはこうした中に

つ誤るとすぐ鵬手が糖穫をつづ

ける︒空潜でポーターに愚ねる

束京都新宿渓西新宿一丁昌7番2号
鷺謡東京（343）5311（大代表）

うように進む原子力船
ハーン

翌日︑九月十七田の早閉コワント
ト氏の歓迎の挨拶に次いで︑ウル

の最中に︑オソトハ⁝ンは齪露し

クシ﹂タソトまで下って︑遡行に

ているのか︑盛んに追越してい

原子力紛よりものろいライベリア

くQさらに驚いたことには︑この

移る︒その頃急造記銀映画の映写
があり︑続いて船内各所の案内が

浮

脇

⁝

行なわ粍る︒案内は︑鍛後に操舵

悉

聾直

あって︑各国から隊芋力月輪の

新たちと別れのひとときを過

と︑循は身をもって臨から先糊

☆東京暴漢 式会社

1

株罪

灘羅
齢 轟

購騒
ラン空港に向う︒

が見える．大小の舟艇と一緒に︑
た︒

ケン氏の技術的説明が量るQ説明

せ︑チャータ王擬へのチェソクイ
維然とイーベァゼーブリュソケと

聖港でレンタカーの払いを済豪

ンの半続をしていると︑沼待饗が

脱明が終わってテントから嵐て

呼ぶ桟檎に繋黙してある︒桟瓦の

エルベ痢を趣うようにして下って

みると︑行くさ来るざのはげしい

ジュールベルグの豊の下をすれ

や習慣︑国籍こそ逃うが︑人々

交わしていたことと思う︒風俗

すれに通る︒島回は一譜近く中60る

ここは人日十七万四千人といわ

が錘讐てルだとい舜
れているが︑このほかにも常時

め︑声をかけてくる︒こうして

ために杓四千名の人達が集まっ

や︑お羅講に花を梱れせたので

し︑お互いに会期中の苫幻談

の獲触︑そして小さな麟三親
のべてくるQ一度知り逢つと︑

は気易く早藤壱かけ︑手︸42さし に鍛大の弼力を払っているGそ 立ち去る︒スマートな︑人と

ないがハダの色が違う二人は︑

知りあった︒

私も展再編で何馬入もの入達と

こにはお世辞も体裁もない︒集
きている︒銀髪や茶色の髪を贋

多数の外人観光団が流れ込んで

町を歩いていても︑エレベータ

互に腕を組み楽しそうに歩く︒

でサンダルぱき︑性別は定かで やバスの中でも笑顔で聞手を求

まで伸ばし︑シコート・パンツ

カフェテリヤで︑大学構内の木

てきた︒微らは連日会蹴揚で︑

一

栄

原

大

取締役社長

だんだんと集ってくる︒その数は

静黙飢郎蘇認翻綴盤蕪製岨蒲帆螺議鍵

ハロ

エルベ川に繋留申のオットハーン丹

重工

⑫

．臨

髪臨

Gルベ川の上り下り一︑
いるQ篇ぶからは酉メートルもな

舶ーーー⁝航路幅は墲ｸか二百癖一．
引戸の隣りには︑インドネシアの 艦がユニオンジャンクをはためか

ているQた豪たま翌日タ食に講れ

タラソブを登っていくと︑軟爵

科学省のハウンシルド次富とGK

茶褐色の龍源たるシベリアの

臨窟鍵

ることになった高級レストランの

い︒前にも後にも大小の舶が凹い

アルプスの舞醸が︑墨絵のように

スは女性船員⁝

している︒

八時半すぎに離睡したスイスエ

船内のサービ⁝

ァは︑寅に向う︒右の窓には︑モ

て︑理詰長と歓談に耽っている︒

ン大使館の川醗欝配富に会ったと

萌膨弦大臣シワベシ民か膿抽け

ま︑ドイツ政腐への串入れを忌

いくつかの条になって︑初秋の朝

ンブラン︑ユングフラウその他の
み︑家たGKSSのウルケン氏に

ウルケン氏の話は︑これに対す

も希璽を儀えておいた︒

の雲の上に浮んでいる︒

これたけの人数の業績客である

る返壌で︑梁糟にけでなく︑ジュ

ネーブからの飛行機にも招待する

るが︑二等で出された軽食は︑園

という︒たた︑照待は65くまで連 から︑脳膳はエコノミを使ってい

大地︑オビ川︑ウラル山脈など
を眼下に十三時間︑空港の標識
から耳に飛び込んでくる人々の

嚔ﾙまで︑さらには口気嵌で

とはいうものの︑璽港では入々

が一変した慰しである︒お圏桐

︑

〃アウフヴィ

海外旅行にみる小さな国際親善鈷む始める頃︑次の旧聞

一だれもが気安く挨拶 一
が握手を交わし︑家憲の入訳は

︑

ボンソワール

次々と抱擁し︑頬をすり蟹せ
る︒

〃サバ

である︒午後七晦の剛会のベル

︑

陰で︑風の色︑麗の色の違っκ

ー

答顧達は翼剣に講論を交わして

で非公式だがお別れのパーティ

とともに︑日本の展添スタンド

十一無間の会期二五田のこと
らは大きなトランク蓼下げて倒

ーダゼン

ている者這恥いた︒

いる︒麿葎の肉体をぶつけあっ

⁝・いやはや︑こち

コイン︒ロノキーやタクシー梁

玉をギョロギョロさせながら︑

が︑最も長期に滞在したのがス

展示場で﹁認葉壕かわし︑握手を

四十日間の欧剛出張であった

れているジュネーブに一カ月︒

イス︑しかも観光都箭︑といわ

り揚を探す︒

脳

灘

議帰途の招待⁝
ジュネー ブ の 町 は ︑ 四 千 人 と い
う原子力平 和 利 用 会 議 の 参 撫 者 で

チナンタル が 澗 員 の 囲 め ︑ ＋ 四 菌

溢れていた ︒ オ テ ル ア ン テ ル コ ン

離れたレマ ン 湖 階 コ ペ の 田 書 独 か

たものには︑久しぶりの楽しい朝

ので︑困請宿で十日愈りを過ごし

㎝は政府から聞いてほしいとのこと 際綴のプアーストクラスなみのも

・・レン茅で毒のパ・ぞ將が璽ので︑正式の壷
ナシオンに 通 っ て い る と ︑ あ る 日
会議描近く の 街 角 で ︑ ド イ ツ の ウ

醸舗鑓繋

ルケン氏に会った︒旧環がありそ

食となった︒ドイツ連邦政府とG

KSSの好走と配慮がうかがえ
る︒

予麿どおり十時半近くにハンブ

同う︒

KSS総 回 し の バ ス ニ 台 で 畢 頭 に

物のことをわ尊いして︑殴ちにG

運各祉の方の渦40出迎を受ける︒欝

霧黛舳の先安申垂領堺と貿易︒海

とは姉妹勲閥である︒われわれが㎜ とで︑掛入鰹も閥税も︑手続はほ
皿
﹁むつ﹂を建造するよりも一足さ
きに﹁オソトハ⁝ン﹂誉冗成し︑

とんど省略︑秘閃を出にところで

で︑わが日本原子力舩開発冨巣団一 ルグに漕く︒改血の餐客というこ

まさにドイツ原子力船開発壌業腰㎝

独両田の法制の進いを考えると︑一

療建難碧限会社となるが・臥

うなので︑卑懲車を止めて聞く・
と︑オソト ハ ー ン の 試 粟 に 摺 待 す
ることになったという︒

これより さ き 田 本 で ︑ 麗 の 初 め
ごろであっ た か ︑ ジ ュ ネ ー ブ 会 議
の出隔者の う ち か ら 園 田 一 名 を ド

ィッ政騰がオソトハーンに招待
し︑そのた め ジ ュ ネ ー ブ ・ ハ ン ブ

だ︒

ルグ間の飛行機を繕㌘するという ナでに二隼余りの運航経験勘鯉積ん

舗を聞いた ︒ こ れ に 附 し デ ︑ 原 子

快適だったド⁝

尉が推恥するとのことであった︒

空捲からアルステァゼーにそう

たたよう港町にかかると︑やがて

て︑どこでも同じような擦曲気の

連邦教費科学大膳ロイシンク随 箭級住宅街︑さらに都心を鼓け
一からの簿状は・ジ・辛ブのわ

イッ側の応対⁝

力舶醗発事 柴 囲 の 理 摂 長 を 日 本 政

理蹴長に 瞭 行 し て い る 霞 目 と 秘

魯幾の菰原 君 は ︑ そ の 時 謹 で に 劉

途ハンブルグに着き︑摺待飛行の

『、

魚河糧の彼方にオノトホーンの姿

．轟肇欝譲

騰灘

十一日屈という長い会騰が終った

糧購…」

孔

、

購撚鞭
騰麟脚
渕臓騨窪

誕麟

膨

麹

脚
避勲

と思ってい た ︒ ジ ュ ネ ー ブ で ︑ ボ

ソ

祠鮫
姻凡㍗輿

宥諭潔ハnuシ昌羅鏑船艦s

転回ぞ
ジュネーブ会⁝

F

董ともに器に架てほしい一連袋灘経て姦蝋た・

畿講
@

一．

園繍

［

鳴唱い曜

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

訴

解鍵欝

機、脚・
⇔塾學∫

耀グ宅
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人間性の 回 復 を 主 張
科学技術の本質を追求へ
幽幽学術会磁︵江上不二夫会長︶の第五十九圓総会か十月二十日から三B聞︑集京・山塞木の醐会

の総会︒七＋当代の多様化する科学・技術に掌術会講がいかに離応していくか︑憲た︑挙術会議のあ

議講堂で開かれた︒今年は鯖八期︵昭和四十四i四＋六隼︶の︐最後の年にあたり︑いわは〃ツメ

究所など四つの共陶利用研究勝を設立するよう政府に勧服することを決議した︒原子力関傍では一原

り方をどう改めるかが焦点になった総会でもあった︒このような購簿を背景に今総会では複合材料研

この総会は︑内外の拙判に応え

舞会﹂︵桑原武央無記憂︶は︑ 特に新しい﹁人闘学﹂の必要駝を

水爆被災資料センターしの設立勧鑑が隊子力特別援員会から提撚され操捉された︒

つ回り︑科学鼠体に罪がなく︑

﹁一九七〇矩以降の科寧・技術に 指摘している︒
ついて﹂という報旨旨をとり旗と

どうあるべき

をどのように畠己変革の力向

て学術会購が今後

科学や技術の発展が人類にどんな

本学術会議のあり方に関旧する報

会﹂︵越藩蜀一婆貫長︶から﹁旧

これによると︑行政︑塵藁︑圃

を自己批判した︒

不十分であったことなど︑これま
悪い点

しかし︑学術会国法に定められた

での

＝一＝輔︐和H月ソ〜■曽一冨一7−p鵠一一＝顧一．一需一一贈7−9＝瓢＝曹一⇔P一：＝．㍉目同ほレ〜卿一＝一噛▼一9一＝暢一7一層＝輔隔・

養
め︑会期申一会漏を岡時嗜酒方

・海外参煽 騒
一

三菖円

齎との懇墨金

︵予価﹀六千円

一︑澱文集

参加需斑瓢お

咄本原子力産藁会議

学藤の公僕﹂という表現で会員の

国母の方向としては︑まず﹁科

毒悪一二大教擾の玉名を舐醒する

膿長︑田中醗治郎東鷺測社罠︑大

園逮局科学課長︑村田浩醸研口紅

らの

することを握案している︒

権霜や研號者との結ひつきを強化

原子力婁貫会はこのほど︑ウラ

澗原子力婁窺のほか︑大阪保男科

この会談に胆沢広巳︑山墨太三郎

二の爾日︑ワシントンで開かれる

この予備会談は︑さきに米國政

轡︶の形で関係各繍に呼びかけの

府から干ドメモ7ル︵口上

あった︑派國のガス拡散ウラン濃

ので︑わが困のほかオーストラリ

総技術の供与について会談するも

アおよびカナダなどが謬零する胃

袋である︒わが国原子力全員会の

の技術供与を正式に受入れるとい

この会讃に臨む態度は︑米国から

うものが鶴鍵ではなく︑技術供与

よび︑これに関する条件の許稠を

についての濃磁醐の丸本附態度お

聴取するということが目胸となっ

ている︒

核燃料や環境問

題などを議題に

第二回日米原子力会議

なお優米両国政群は十一旦こ︑

日本原子力事業株式会社

儒攣留李イソトープ蓑亀建羨きな欝とな奪る楚欝にその瓢

灘備購務局では

十五菰︶に指名発表を勲う方式

として耀く評価で懸るとし︑政府

劇猫を促し︑組繍の確立と一般脊

y＝7一騨＝輔＝＝一く・＝一一＝一㌧一︒＝＝＝騨一・鯛＝：＝

を間接的にはね
つけており︑むしろ掌総会議の活

偏継批判

動を制糊する費妊の多くが政府に
あるとしている︒

米国で予備会談
ウラン濃縮国際共同事業

ン里謡團鵬翼岡麟業に関する予備

狡庁原子力局次畏︑堤功

日︑豪加などが出席

会餓に対し︑わが瑠も謬加するこ

外脇省
とを決めるとともに︑十一月一︑

ける源子力開発に対する財政鞠

こととした︒

からの独立性は当然と︑白罠覚か

ーーセー似碧じ6渥﹄

や極威暫︵約難名︑うち海外二としての効果を一溺満あるた

来の方式を敬め︑内外の瑠門象されるもの︒さらに︑国際会議

@欝鎖︑せは当会議放射線一

とから︑研鷹弗義を公蕩する従る応用開発の促進に大港く憲与

景9田繋・

馨澱㍊参加登録締切迫る

?難鞭翻撫灘細塵容圃蟻婦殺講
⁝

?

民生活への漫遡という煎で活動が
を否定した

任であると主張︑これ豪での低統
科学塑上主義

一方︑〃大縄な組織翼壁も騨さ

ことである︒

的な

代以降の馨の暫い石墨

澱任が鑑れたとし︑これを七〇年一佑しが提出された︒

影響を及ぼすかまで明らかにする

とい薯秀はもはや譜芋︑豪婁議のあ劣欝特裂風

か

それによると︑これ窪での経済

それを慈胴するものこそ罪がある

申心の科学技術から入闘中心の科

め︑総会に報告した︒

ある︒窪た難聴に︑七〇無代以降の

学技術への転換という駆ホ方錠を

で打ち饗すかが注囲された総会で

科学と技術の進め方について︑基

科学のための科

った︒ただ改革への悲向をめざし 打ち嵐しており︑科学巻の社会費

本附な方向づけをした総会でもあ

学

任については﹁
の立揚巨多驚する﹂と明確に

の緊要な問題はほとんど次麗︵第

た点は喚く呼価されるが︑これら

文︑社会︑菱蟹ご科学の各響門の

化に安住すること墨批判し︑入

九薄端十七隼1五〇葎︶金員の宿 定規している︒三野篇学の專門分

科掌・技術の︑あり力がその

栄養会識の隅晦が藻本的には正し

題の三つが童たるものになる撹

総会は二十︸日の火暇日から

四の陶臼ワシントンで塘．面康子

力会議を開き︑薪型難燃炉︑核綴

ス︑放射性廃葉物の処理処分︑核

融禽︑保欝欝歴技術なとの詰悶題

について検肘︑協議する︒審議事

ては濃融ウランの駕給および︑ウ

項のうちとくに核燃料闘魂につい

ラン濃勅技術の提供聞題について

驚として肘議が行なわれるもよう

﹁予備会談﹂鵡席蒼のほか︑滴成

である︒なおこの会議には︑荊配

予定である︒

遽動燃購鑑駆副理事長が出席する

Tm、014（27）3131

川騎1｝沐肱、町25Q

TELO6（252）3512

磯塾

社

本

通じて開発され、使用されているもの

大阪市東区本町4−29

忌

鞭階∵懸

＾瀞

御好評をいただし殴ります曳爺∵戚

NA｝G総合研究所

O3（581）7301

東京都中野区本田∫1−31−3TELO3（372）0141
大阪営業所

郭

り

・

東京篭気堅塁株式会社

懸白癬

当社研究所における広範な研究活動を

題として残されたといえる︒

く︑会蹴のこれ豪での仕聯は全体

という決慧喪明ではじ瞠った

学際陶︵インマーディシプリナリ

ず

ー︶な協力の必安野4強調してい 第八崩の鰻終総会の漢とめとして

という醜

捉に立ち︑この一奪聞検討を絨け

ばれることになった︒また認議

擬であった︒なお皆実の総会に

ーー9
ダ︑西独︑日本︑ナイジェリア︑

対して︑メキシコ政尉の塗上が

了にはオーストラリア︑カナ

ソ連︑アメリカ︑ウルグァイの

それぞれプルガリヤ︑インド不

始鎧ったが︑その前日︑製本大

目︑原子炉の安全注︑環境悶融お

便館に濾って高岡⁝愚計認冨に

ンアの国ながっとめることにな

緊無論脇．只

ごあいさ2還し︑豪た数年前か

は国立オペラの周蹴は大変な

いだ野閥熱であった︒

よびパブリンク・アクセプタン

らIAEAに来ておられる大友
氏を本部にゐ訪ねして久閥を叙
した︒新しもウィーンにはベル

二十︸日の午媛には皇嶺は会議

ギー竪帝ご夫妻が来ておられ︑

揚にもお出でになった︒衛のシ

がけて始まっているオペラにお

翼が師られ︑漁楽ンーズンに先

コーウインドウにはご両人の写
その後の総会の拠様は直接歴

隙箔撫関係経費についての各麟

やはO磁題の申心としては︑保 出でになるのか︑二十一日の夜

験する時間をもたなかったが︑

つた︒

轟φ
た︒総会の議長は︑即厩獄子力

か︒

八尋圃の代籔が選任されたQ削 あり︑どう審理ざれたであろう

盈

に述へた二つの婆員会の髭は︑

出︑そして総務法律婁貫会の婁

ム

︵

：圏

暴8

贋長の選挙簸が次々に行なわれ

捜酌︑財政袋貫会の委員艮の週

会︒講長の選出︑プログラム︑

二十一日午後三隠総会が瀾

熱源から縫われている

翌月や六5に藩を閉じた第四

特

安研究試題たるへきものをあげ︑

る︒このほか︑七〇覇代

騨

てきた運嘗冨講会付躍の﹁︸九七

降の魚

〇犀代の科学・茂術に開する小3︑

ンスのキ瀞ダラソシュ︑マルク

回ンユ不iプ血塗のあと︑フラ

む高槻炉開尭ω現揚をこの圏で

ールなどを鵡れて急ビソチで進

確かめ︑引続いてウィ⁝ンに立
ち儲った︒二十一醸から聞かれ
累日際腺．乎力横関︵王A温A︶

の第十血圓磁常総会に出席する
ためにである︑田峯原子力薩業

会議︵JA工F︶は柑談役附費
洛で︑稔会に席を与えられてい

て︑そのJA王F代表という形
で出弼する機会を得たわけであ
る︒

会融はヘルデノ広揚にある冨
殿のコンゲレスセンターで行な

の他團連劇係の諸機関すなわち

またわが瞭隙と問じ民藁囲体の

の件︑それから際発途士園にお

A予騨＝†六酉五十六万一イ・が

の分担︑︸九七L頻度のIAE
人堰で︑ウィーンの街ははなや
オテロ・ナバスキウス教授が選

㌔硬

1511巳「，一

・蓼1踊幽紅18−
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藤，

繧

繋

…

㎝

後を継いで︑今回はスペインの

ゲル⁝プとして︑欧据フ†iラ 婁員会塾員長のサラバイ醇十⁝の
ム︑團際爾工会議所︑國際標確
化機閥などの麟訓ゐ発られた︒

ハ

を
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牽
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で、性能、安定性、使い易さで響㌶》二菱
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学術二二秋の総会の会場

欝轟蕪灘護稲葉栄治
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NAIG本社

D−100シリーズAEGNlM規格放射線測定器

闘《瞼

一

FAO︑WHOなどの代墨田
た︑
︒豪た総会翻議長も遺ばれ

保障措置等が議題
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告欝では﹁もしこの炉が大容撮で

に一億七千五萄万ポンドに達するものと予想している︒

これらの数 字 は 十 月 六 臼 に 発 表

など輝かしい嘩となった﹂と述へ

ると︑①グレイス・ペイ蜀水工場

鯛査結果癒報告したが︑それによ

ント会祉は今奪はじめ運邦政府に

始めるビッカリング発㎎所の出力

リオ・ハイドロ社は︑集牢稼働を

の璽水翻達が憂目すれば︑オンタ

市揚に求めている状態にある︒こ

る︒ガルフの誇加はチュ⁝リソヒ

リソヒ型︶の箆設を副画してい

ンに三十万KWのH﹁﹃GR︵ユー
いて本格的な認査を笑施すること

HKGはルール南部ンユ転属ウゼ の水を貯わえることの可能性につ

電駈の建設を映めた︒他方西独の

H？GR二選て構成する原子力発 シ謡蕩に貯水池を碓暑し︑この貯

の子会社を顯して行なわれる︒

この瓢つの謝画を実嘱するのに

を譜可した︒

要する予騨は約四葡万ド︑てある︒

原子力ボイラー

補助回路で委託
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︹パリ松本駐在㎞蝋奨MSEMO

︵仏ヘルギi・モーゼル原子力

原子力発電所贋︵PWR八十七万

脱塩法を採用︑淡水生産能力は日

から塩分を含まない氷を作る冷諏

性廃梁物処理撞置︑付属補助回

團路︑ガス︑液体および固体放肘

簗回路でボイラー安全性主要補助

研艶開発を襲託した︒これは二十

験ことにデル原子力発翫所の納入

が落解したもので︑これまでの経

実績が買われたもの︒

分を禽めると約一億六千万がにな

酉万ザを投じており︑さらに残り

の代替策は︑これが環境璽雌に舎

射射

照照

験託

試刷

株式會就

哨

の修理に要する装置取麟え経艶は

同社のダゲラス・ポイント歴子力

増加に鼠講を使うようにするため

無闇所の操業を蝉熱することもあ

海水脱塩自験プラ

英國のP・ウォーカー環窺組は

ていることを明らかにした︒
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このほど︑英醗二二が潅ングラン⁝
皿

水池に現在泌へ流れこんでいる河

か予備部口㎜︑要員訓練︑付帯経費

六千万♂以上とみられる②このほ

などで三千万がが必要③海水の代
りうるものと観測されている︒

︻パリ松本駐在凪発︼米国のガ
ルフ︒ゼネラル・ア下ミソクス社
はその蕩温炉技術でヨーロソバ進

国

りに頁水の使用が碧眼しい④安定

な労働力とか建設間題を考慮すれ
は︑新規工場逢建設するよリグレ
イス・ベイ工揚を修理した方がお
そらく経費が安くなると考えられ
るなどの点を指摘している︒

今度の会談はすでに工楊関係に
約一億二千万が桑投じてきたノバ

出の懲図をもち︑西ドイツの二二

産習万昭︑この轡のものとしては

路︑サービス用液体二線醐路なと

︒の渠脱婁フン︐は︑漿㎜Kw︶原黍イ・フ爵回路の

薩される淡嵐は︑イプスウィソチ

管︑ポンプ︑弁栓類︑貯蔵庫︑交

四カ月の期闇を予定しており︑配

を含むもの︒この研残開発は四十

の大手化学工業用機械設備の専門

換器︑蒸発装躍︑フィルター︑付

体の試験および始動を倉むことに

厩湖御操作袋躍の工学ンステム全

メーカーであるサイモン・エンジ

っている︒英翻原子力公民と英醒

市の給水系統へ送られることにな

世界最大のものとなる︒ここで生

西ドイツのグループHKGにつ

進むことになるもようである乱

︒ボベリーークルソプ︶との捉携に

で開かれたもの︒A践CLは殉幾
炉グループ戸西ドイツのブラウン

・スロシア粥政鷲からの暖助要請

局との間にリース取決めを結ぶも
のとみられ︑これによりノバ︒ス
コシア粥政令がこれまでどおリグ

提供だけに留めることを閣一9かに

いてはクルソプが宏る七月高温炉

グレイス・ベイ工掘が稼働でき

して注囲されたが︑ガルフはこの

レイス︒ベイ工揚の所有権をもつ

ないことは︑憲水を減遼秘に罰い

けることになるものとみられる︒

クルップが手を引いた部分を引受

全体の建設からは手を引いて部鵡

るカナダの原脳力発電謝画に灘刻

もようである︒

な逼迫状態を生んでいる︒

この覧水不足の結果︑AECL
ガルフはフィラデルフィア電力の

る護灘低温塩水の生態学的影響に

し︑プラントから河目へ耕出され

の国際入札の結果︑荊認グループ

なっている︒この発注はSEMO

ヤリング社が建設工郷に参加
注文で四万KWのHTG8原型ニ炉

WのH①GR︵デンバー近郊︶をついては十分な調査か行なわれる

たコロラド州の注文で三十三万K

は七二年と七三寧に予鷺されるビ

ドロ社の二巴の原子炉布逮蔽する

問掛はまた︑イングランド東部

嚼ﾝし︵一九ぬハ七年儲遊動︶︑ま

ため五酉ゾ以上の二水のかき集め

建設中だし︵一九七二館始動予

の憲要な海のひとつであるウォン

ことになっているQ
に奔走しなけれはならない聖誕に

ア電力と協力して一九七四年初頭

定︶︑さらに最近フィラデルフィ
このため供拾源は今では世界の

のではない︒考えうる螺境コスト

のものであって︑定醗化しうるも 利脳であり︑さらには︑ニュー・

なった︒

ッカリングでのオンタリオ︒ハイ

英

ント建設を計画

ている︒これは︑AEA生産グル

トリオールのカナトム︑カルガリ
ーのモン・マノクス両コンサル臨

二筥四十五ジ︑SO2二万九千
ジ︑窒素酸化物一万六千ジを蓄積

ヨーク衛の大気溝上の軽減にほか

る︒

ジソン社による分解轡の概要であ

ン・エジソン役は︑インディアン

七一無七月三十一日現在で︑コ

宮所の高裁判決の結果︑米国原子

機を建設することにした六〇年代

﹁これら便益と費嗣とのバラン

・ポイント欝欝機に融〜億窯千九

スで環境に対する潜在的な悪影響

けている︒

の優轡などがある﹂と分再製は続

質の放出︑馳の放出︑それに魚へ

ならない︒

中頃の決定をレビューするのは慧

を運転しない精舎の経済コスト

題上かえって逆効果となる︒
所の陰型撚準ぷ護憲︑設慰者に対

吠がないように思われる﹂との魯

万演とみている︒

をコン・エジソン祇では月間四百

ろう︒騰りに発電所を放漿すると

すれは︑水久閉鎖や職員の簿訓纏

偽類への危険については千二菅

璽税しなければな

は︑最少限度であるということを

万〜千五習万がの取入構築物を作

なる﹂︒

等で︑さらに余分の蟄用が必要と

から長期的に電気

︒離脚嚢
を購会るのは︑
館田な代替策とは

放射線照射の利用

組
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力委員会︵ABC︶は原子力封手 ﹁インディアン・ポイントニ暑 してゆくことになるので︑環境問としては︑放射能の放嵐︑化学物

カルバート・クリフス原子力発

で欧州進出か

ガルフ︑高温炉

←ノ︵現在のBNFL︶が輸出高
を二二％増やし︑五萄四十万ポン

センターが馬出高を一六％増やし

ドとしたこと︑ラジオケミカル・

二型八十万ポンド︑総売上偽の六
〇％を越したことなどに根ざした

もの︒

英国では今後の原子力政策の進
路を決めるため︑政府の石間機関
であるビンター婁員会のもとで︑

軽水炉を含む炉型選択の検酎が進

AEAの叢誌をひきついだ二つの渡の結論が出るものと期待されて

重しい原子力政策についてある程

そらくさらに千六酉万ポンドが必

営会社編成のため分繁して以後︑

A︶鯖十七期 年 報 に 付 帯 し た 会 謝

り︑以来隻産開始の圏途がたたな

強展に腐食されていることがわか

るカナダ霊水会社のグレイス・ペ

いまま設副変更による改琶か紙規

ナダ原子 力 会 祉 ︵ A E C L ︶ と 州
に迫られていた︒

月磐田から超邦政勝φ代表するカ

イ二水工場の鯵理をめぐって︑十

カナダのノバ︒スコシア州にあ

癒着重水工場の修復で

いる︒

分野で麟銘ましい輸出配録を残す

億一一千

AECLと州が合意

要となる﹂ものとみている︒

しかし︑出蟹が群を抜いている
のは高速増殖炉の二癒五頁万ポン

るまでには︑今後さらに

は︑マグノソクス炉で大々的な損

ドの利益︑高速炉で十三億一十五

揚揚建設かといった経済佐の選択

てるには︑今後さらに一篇千二璽カ

の二二が必要である︒

た︒なお協足の口口には連邦政府

を細出して無醍闘衝診の重水を生
山写るよう設訓されたが︑六八年

この問題で調査を舗負ったモン

終局との間の謡し脅いが行なわ

定は︑凪力容器工事で遅れが顧た

︵BW逸︶︒七二年後半の運開予 この謹承工揚は海水から重水紮

のリング・ハルズ原子力発躍所

一方︑A猛Aのヒル総裁は昨無 とで慧見が一致︑協定鍵をまとめ

れ︑爾潜がこの悶題で協力するこ

億ボンドの利益︑と報告㎡は評価

八菅万ボンドかかっているが︑報

し幸
ている︒
SGHWKの開綜すでに

ポンドが必要になるとみている︒

また︑H？Rを将来商用炉に仕立 失︑現存の熱中性子炉で十偲ホン

千五酉万ポンドが費されている︒

ぞれ投入されたほか︑HTRに二 こうした幽費からくる経済得失

GRに一懲予四百万ポンドがそれ まれている︒

国内設備答鷲六百二十万KWのA四百万ポンドの投下が必斐と晃込

ノソクス炉開発に二千万ボンド︑

た設備容撒四酉八十万KWのマグ ドで︑蔦遠炉の開発日蜘を完了す

数字の内訳 け は ︑ 英 国 が 設 躍 し

にされたもの︒

監査院長の報告轡で初めて明らか

簡濫用に建設されるとすれば︑お
された英圃 原 手 力 公 社 ︵ U K AE

度のAEAの実績について︑﹁公められており︑ここ数週間の中に

きれた会計監甕院製告劔で明らかにされた︒豪た岡報告讐では今後のこれらのシステムの謬言はさら

億円︶︑さらに炉システム全体に一億五千万ポンドをこれ窪でに投入してきたことが︑このほど発識

HWR︶︑高明増猶炉︵FBR︶の五つの原子炉システム開発に四継四千二苞万ポンド︵約三千八百
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英国は原子力発聡開発計画に沿って︑天然ウランガス冷却炉︵マグノノクス炉井マーク三︶︑改艮

高速炉開発費が群を抜く

五炉 型 で 約 四 千 億 円
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しこれ豪での環境報告盤のほか︑

き出しに始渓り︑窪た︑七二年の

インディアン・ポイントニ陣中
新たに蔑汚づけた付属酪Dによる

蹴力供給の代繕策はないこと︑

﹁七二年の岡発電所の運転によ

@初の費用便益分析書
コン・エジソン社が提出

致するということで蒼竃Qまだ︑
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ため︑七三年末一七四年初頭に延

の完成闘際に照交換智．︵置︑Φ海水で

ことになった︒これは原子力発鷹

艶胴翼翼皿

さらに︑新規発躍所を亜大する照
に把製することが捻らいとされて

析蕾の提鵬を求める

所が及ぼす環境への影響を定温的

いるが︑提出ろ一義務づけられた産

業界には混載内容が繁雑で分析に
かなり手間とるため︑原子力発蹴
斯許諏可手続の推進に支障をきた

ントにとり︑長湖胸に代わりう

蒸発冷却塔︵千五．酉︐芳〜三千万

ワンス︒スルーによる欝欝方式

ることで解決できるとみている︒

く︑醒気を十分購入できる保舐州の八百六十五万人の聡農隙要を

るものの費用便鑓分析は︑発電所

いえない︒インディアン・ポイ
イントニ号機の鰹設を完了︑その

がほとんどないことで節電購求満たせること︑老朽発議所の閉鎖

こうした中でインデfアン︒ポ 璽に沿って建設できないだけでなる得用便益分析は︑ニューヨーク

すとして拙掌的な窒気が強い︒

出力上昇試験に入ろうとしている

〜二千万が︶の必覆は認められ

冷却池︑スプレイ・ポンド︵千万

ないとしている︒

タートせねばならない︒その便藏

が︶︑絶戎堪︵四千五爲万が︶︑

﹁いかなる分析においても︑運

ならない﹂o

コン・エジソン電力会社は︑AE めるのは消戯者を苦境に立たせるによって大気汚染誉軽減でき⇔こ が現に存在し︑ほとなく鷹力を供

る︒
老朽化した化石燃料発電所を操

下してゆけば︑離間の排出塵埃千転にともなう環境コストは理酌毒効用であり︑乏しい響岩所用地の

は︑必要な蹴力を供給するという

Cの新聖誕にそって費用対便益分 だけであることを翼り 込んでい と︑などの便益に注囲しなければ給するだろうという饗実から︑ス
折醤を提出したが︑これは初めて
のケースであるだけにその分祈内
容が注圏された︒以下はコン︒エ

蹴語東京（292）1111番（大代表）

財団法人放射線照射振興協会

大阪市葉区京橋3の75
聡1活＝大阪（941）861番（大代表）
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が︑こんど翻発された﹁サイロ型理︑櫨状のコバルト60約四千犠が

昭禰四十二無から進められている⁝射するというのが︑この麗麗の原

米や小芝り贋付菱羅として︑こ

いる︒

サイロ型米麦照射装戴

の連続照射ができるようになって除表するための工夫一﹁スリノト

することによってこうした欠点を

燦襯麟劉鰯購隷吻

きな門題無でもあるが︑薪しく棚

げることが薄雲開発上の⁝つの大

線黒等を維持し︑殺虫効果をあ

の懸念がもたれている︒適正照射

確実に作励しないのではないかと

きな爽雑物の混入がめった揚含に

く︑バイブレーターを使っても大

法だと低速域で閉塞現象が生じ溺

方法が考えられてきたが︑この方

れまではスリソトの間隙を用いる

㎜鶯熈昭鑓翻襯鵬灘㎜欄爾麟演義㎜

わが国で は 毎 薙 ︑ 約 四 衝 万 ゾ の

研が︷昨薙から設謙研究遊胆曲馬

いう︒こうした騒騒亭防ぐため︑

を行なうなどしてきたが︑醐子が

五ゾを使った筒時腿コールド獣験

れており︑この方法だと猷料の粒

下流速謝胸機構﹂が聡登︑罵いら

によって引続き処理能力二†ゾ規

況などを兇極めていき︑その成歯

し︑機構上の閾題や試料の流動状

びエカフェの科学技術協力に関す

州諮国における科学技侮活鋤およ

へてその突態が明らかでない太洋

科学技術会議は︑欧米諸圓に比

学技術行政体制や科学技爾政策︑

調査饗現は︑それぞれにおける科

山籍を歴胡︑視軸などする︒主な

究所︑マウント・ニュ⁝マン鉄鉱

研究開発のプライ

す．⑳疑朋的展望︑

科学技衛振興に関

学技術の八丁り︑

とくに祉会経済の発展に果たす科

模実用化試験へと開発研究を進め

一月一日から同ニ

査囲を派遣する︒

団長とする七戸で︑約三週閥に

る態展あるいは︑二戸活動や含

者の教語言練︑国隊協力に対す

開発における問題点︑科学技鰺

オリティー︑研究

中慮治郎醐社畏

わんリニュージーランドの科学麓

科学技僻会議が無品団

太洋丼の科学
や日まで︑海外翻
技術調査等で

る活動について調査するため︑十

の制限がなくてよい︑などといっ
るが︑これが成功すれば米および

子の大きさや線量に対しても特別

た利点がある︒照螺線撮は︸万一

があるものと期待されている︒

小麦の長期保存に大きなメリソト

原研では置けれぱ無内にもこの

二万ラドとなっている︒

装躍の遮貌照射試験運娠を驕配

調査園一行は篠

はヤ月二十日午

業翻究省︑研究融聞会議︑ブロー

の関連の実態など︑となってい

弁会廷書と團囚科学茂術禰勤と

原山亭会議麟員を

後東京・丸ノ内

ドランド地熱地帯︑オーストラリ

東京蟷力の田

の選ぶ工業倶楽

アの科掌教脅雀︑團土一発省︑連

る︒

那科学産集研究機構︑蹴蓋物理研

原子力婁参会か取口した濃編詞致

無配鑑識贈総麩

い︒この形式でいざ実際に濃鼠工

二十九圓原子力

Eラン濃総と

麗榮懇談会で

部で開かれた第

羅濃中の田中氏

なかった︒たが︑浜田の研莞が嗣

何らの説明もなく︑見せてもくれ

った研究の貝体的詳測については

製造めるいは遠心分繊槻砿どとい

めの水ごな閣題がある︒また︑七

はどうするのかなど︑企業化のた

しても︑これをどういう方式でや

進めている開発研究は魏々穣極

の組織をどうするか︑技術の評価

るのか︑窓口ともなるへ是臼本側

揚をもとうということになったと

いて講凝した

ていく必獲があろう︑と述へた︒

的︑強力にその麟ま闇発を推泡し

国際協力﹂につ

が︑岡氏は．℃の

一學撫養塁書き詮伴う

同日︑田中民は︑嵐界における

中で︑﹁世界の
先進面面麟はウ
ラ︑．ノ濃総研究を

膿突であり︑圃際副画に鎌瀬丁る

一核燃料︑とくに濃縮ウランの確保 千一八千踏SWσ程度の工場を烈 当程度に進んでいるということは

慧昧からも︑わが国における研究

銚慰積極的に進めて似4瞠り︑多国間

騨もあるが︑このための繊喪はど

翻するには約十億がが必要との試

どの発光はこの中の将来計關︑と

に結論のだゼない︑これからの大

要で︑勧単な晃通しだけては回読

極的︑強力に進める島回のあるこ

とが痛感された︒

故堀︑小田島両
氏の遺体が帰国

先日一一での飛行獅か醸で死去

長の二人の遺体は︑事液発蟹後現

れ︑十月二十五臼午後戸隠三十

地に向つた象峡︑友人らに醤添わ

分︑JALO二一便で帰国した︒

原子力野球大会

原子力開係者秋挙獲麟の野球大

または日航指定旅行代理店へ。

米麦照射装置が完成
年内に連続試験運転を開始
来につくコクゾウ虫や小慶につくコクヌスモドキを放鋤線照射によって殺虫しようとする薬瓶譲
一﹁サイロ型米変照尉蔑躍﹂がこのほど日ホ日宇落研究所齎研究所で完成し︑近く岡袋躍による本

米が製場を 越 え ︑ 小 変 は 館 聞 戯 評
米菱照射綾醗﹂は︑そのための武

格的な連競照射試験が始められることになった︒

衝二十万ゾ が 生 塵 ︑ 輸 入 さ れ て い
器ともなるものである︒

開発を進めていたもので︑A．無四

現在はガス く ん 蒸 法 ︵ 愈 暉 内 に ガ
よく︑このほど最蜂蝉な調整も終

醒におけるウラン梅干研究の現状

くに共同濃鞭工揚建設構想に国運

きな類題であろう︒米誌からの技

要をかいつまんで述へたが︑こん り︑ウラン濃絶は網当の検附か必

して述へられたもので︑その部分

どが条件となっているが︑さら

術供移も︑多数国間︑機享保艘な

に︑NPTの批准といった間彪なされた︑堀出路眼力中央研究所遡

現夜︑ウラン濃縮に思する多圃

ども一つの大忌な条件となるので

購︑小田醐籔三フェルミ炉派遺団

面圃際戯岡醗業構想があるが︑こ

はなかろうかと思われる︒さきに

かけていたのが︑同法によると︑

を浴蟹するなどして多くの手数を

のための協力の話合いが貝体化し

N度の特別償

固豪っているものは紫だ一つもな

の要旨は次の通り︒

開発は今以上にその自貌闘発を積

について述へるとともに︑欧米各

さらに海外探鉱についても︑

うするのかなどといった閤題もあ

に趨縦エ据をもとうということに

﹁ウラン資源画題は灘縮闘題と

と将来謝圃などについて︑その概

壌際共岡章章構想もあるか︑実際

じように核燃麟鄭重にももっと

う理由によるもの︒またショソト

短賭間に簡単に加工ができるとい

関するもので︑とくに今後の圧力

原研東海が優勝

黍遂毒
遍産︑大勇纈と接衝申

却に二件追加
通産雀は︑昭職四十七年度の鎗

仏︑イタリアなどから共同開発
の申し入れもある︒象た漢籍の

要産簗合理化指定機械に︑原子力

答盤大容嵐化によるものを対象と

ングの際︑内外面の酸化物除表に

性格上茎礎擬鉱調査に限建され

ショソト・ブラストの二つを追加

関係で︑脇周披パイプベンダー︑

・ブラストは︑罷力容器のライ一

るため︑不十分に終るケースが

G

r！砂静

線源とされており︑毎時○︒六ナ

るが︑饅林 省 統 計 に よ る と ︑ 前 者

クゾウ虫や コ ク ヌ ス モ ド キ に よ る

月に据伺け誉発了︑その後︑玄聖

技術開発部門毎担当している原

虫審にあい ︑ 金 額 に し て 約 二 筥 五

はその五％︑後者はその一％がコ

十慮円程度 の 潰 密 オ 懸 っ て い る と

ス撲充満させて殺虫する方法︶が

運転が始められることとなった︒

えたため︑本格豹な連娩照射獄険

適しては種々の企菜化上の大きな
二心ひあり︑簡単な見通しだけで

述へるとともに︑こうし陀問題に

は容易に結論はたせない﹂などと

薄処するためにもわが麗が嘱目に

馬実行体制ができていないし︑

3幽 ︑ 轟 轟 瓶 騰 黙

成虫は礪滅 さ せ て も ︑ 卯 が 窪 O 残

嗣い・れている税あ墓墨
高さ約十二凝のサイロ型幅盟の
上部に設けられたタンクから試料

︒て殺揚 果 が ． ︒ す い と い う 縄 墨
が指摘されている︒このため︑こ
尋迷路状パイプ︵三門流︶を通し

︑匹輪
には︑寡暮ω再処理工場を拶燃

含め関係者が黒急に対処すべき

をたれが負担するのか︒動燃を

距縮技術なしで国際共匪工揚を

せることが大切で︑そのたのω

料界の経営省層にもっと耀識さ

努力をわれわれ自身写ゆ必襲が

〜掴一三円もするキャスク劉用

い︒ガス拡散︑遠心分雌山畠を

多く民闘から静的な参加をして

中の ㊧﹂L賭鴫り︑動力押炉開発とm回悶題たし

るのが︑われわれの国大な任務

遠心分離法の確立の見逓しを得

欲しいという︒

岡じで園際的な幽きが激しく︑

だしと強躍する︒

ぐらいまでに︑できるたけ阜く

餅立してバランスにかけられる

有利に展開することはできな

認髭

れにとってかわる方罎として放射

ぼ

て︑別途ワイヤで吊るされた線源

蜘藩

線を利用した食畠照射﹁殺虫刮

︽

﹁

の支わりを漕下させ︑この間に照

軽

晋

い︒臨窒開発といっ

男

圃門が原子 力 蒋 竃 念 禽 研 究 と し て
噸

働

ても世底知らずの自

︑

﹁動燃勤飼立以来四奪たち︑

主開発では構勢にマ

一方︑原子燃料公社晦代から
再処理料 については﹁原
に乗り上げていた再処 価天蓋たとナ当たり千四颪万円
階礁

多い︒ある程度企藁探鉱という

か︑Aり⁝グは原研東海チーム︑

二位は原研大洗チームだった︒

熟饗理解禽同チーム︑Bリ⁝グの

んでいるうちにアメリカへ。観光旅行はもち

半

土
産

力

原

夢

名実ともに第二段階に入った︒

ソチしない︒端的な
例として仏︑米等か

国際的視野の中で

二十三︑二十四の両臼︑汲城隈東

会︵銀翼︶が好天に葱京れた十月

た︒

海村内の五グラウンドで麗かれ

通産徳が高周波パイプベンダー

径四十二死以上の大きなパイプの

︑μ優勝した︒Aリーグの二位は動

Bリーグは動燃類業団本社チーム
子力発躍所の各極製蟹のうち︑漉

を双三機樋の候補にしたのは︑原

曲加工で︑従来曲部分と慮線部分

茶そばも用意しました。機内サービスを楽し

ンボ便もできました。2ドル50セントでイヤ

0お申込み、お問脅せは、お近くの臼本航空支店・営業所

臼ホ航室

を飛んでいることも忘れるほど。食事もグー

鼻夜間飛行の鷹合、瞭画は上映いたしまけん。
プログラムは3ヵ月讃とに新しくなります。

いころげたり、お好きな音楽も霞薄霞在。空

動力炉の研究開発も進み︑大洗

工学てンタi︑新型娠換炉原型
︑高速贈殖炉実験

国際ウラン濃縮共岡

らガス拡散法による

炉〃ふげん
などの研宛開発施設

常陽

用

してい．9︒

これは租税特別描鷹法にもとづ

る︒

すべく現在大蔵省と交渉申であ
分野に動燃を活用してもらうこ

いて指定機毬になると︑減価償邦

とも必要だろう﹂と︑今後の鋤

いずれにしても濃縮︑再処

燃の螢極的な活用を強調した︒

見通しの鋭さと実行力
を少し越えざるを得ない︒建設

るが︑濃縮ウランの

繋金で市中儲り入れが多いので

工漏設立の話しがあ

理工漏も一応解映し︑現在東海

も軌道にのって進められて い

村で建設が進められているが︑

る︒今後はこれらのプロジ ェ

本格的に検討する時

一参加のもとでA︑B閥リーグに

今大会は第や一⁝膨目︑十五チi

安定確保のためにも

を行なう揚合︑初年度四分の一の

頭において︑副理購畏の費任を

理︑黒道問題など核燃料濫発は

割り増し憐郊ができるというも

クトをいかに進めていくかを愈

︒畏期的

金秘コスト面で今後鍔力すると

い窪や焦眉の

の︒

これについて瀬川さんは︑﹁順

ともに擬業面をできるだけ瀕素

る︒それだけに見通しの鋭さと

なビジョンが必要とされてい

朋にきているしと︑独特の口調

化し︑稼働鄭をあげるなど︑申

完遂したい﹂と抱負を譜⇔瀬川

調に進んでいるが︑米國の新設

継上の改善努力をして可能な限

活躍が期待される︒

行動力に定騨のある瀬川さんの

分かれて熱戦がくりひろげられた
チェソク・アンド・レビュ：を

再処理工場の状況もとり入れ︑

だ︑核燃隅サイクルの中の再処

り職漁界の要墾に応えたい︒た

マト
ウラン濃縮間題は︑いまやわ

で慎窺に語った︒

が国のみならす国際原子力界の

さんは︑この十月二日付で理邸
から核燃料部門担当の窮理醜畏

︒﹁国際共同工場の励 行ないながら︑電力界の要望に

に昇格した︒

整えるようにしたい︒とくに動

理を考えると︑たんなる工漏だ

焦点

きがでている今日︑動燃の二心

けの閾魑ではない︒輸送にして

﹁ただ動力炉開発でも︑核燃
料開発の分野で郊国際的な激し

漏爽現に技術的にも役立つため

燃の再処理工掛が将来の民営工

︵A・K︶

分離法の自主開発も豪す帰す璽

ンと藻華です．日航が特に吟味したメエユー

日航ジャンボ。サンフランシスコへ直行ジャ

田中氏が濃縮問題で講演

要度を構ぴてくるたろう︒閣産

ぷ

ろん、出張旅行にもご利用ください。

ホーンを借りると、映画を見たり、落語に笑

47

野芝を結ぶ日本の翼

就航2年目、ますます活躍を続ける太平洋線

皿

自主開発推進を強調

い動きが︑日本をとりまいてい

一
@

ぷ

勲蟹驚羅瀬川正

ることを愈頭にお沿ざるを得な

@
@
@
@
@

涛ンボで出張 ジやンボで観光

フヌリカへ

㌦声

や︑もめた再処理工揚の建設

戸

「，
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はじめに

一顔

原子力の 日 偏 利 用 も ︑ 原 子 力 発

墨︑原子力船憂はじめとして︑す
でに日本の下層にも穣をおろした

といえるQ し か し こ れ ら の 利 筋 法

は︑いずれも原子炉内でコントロ

ールされた核既製のエネルギーを

熱エネルギ ー に 変 換 し て と り 出 す

ギー開発の先日圃の醐では︑この

ものである︒ところが︑核エネル

コントロールされた桟反応の利贋
と並行して︑捗爆発をその荻ま断
種し︐大規模な士末工撫や授鉱︑

採抽などを行なうことが鯉剣に検
尉され︑か鳶り鎭体胸に薫つ鵠っ

ためには︑技術的にも︑祉会的に

雄

も未解決の閻題は多く︑必ずしも

義

ア計画その他で提粟されたり︑研

その見通しがついているとはいえ

山

究されたりしている具休陶平翻利

ない︒すなわち︑義絶能をはじ

鮮〜一〜〜蹴鶴謙画面

で最大の聞題となる人口の殊欝と

用のサイトと︑核爆発利用のうえ

分は孔の中に落下するが︑一部は

空中に吹き飛ばされた土砂の大郎

る︒有効な掘酬盤はこの凹みであ

敵って爆発孔の凹みを残すのであ

り︑孔中に落下した五砂を取り除

した土砂および飛ばされた土砂の

くことは霧凡られていない︒落下

安定度や締固め度は︑鉄道や道鋳
の路康として十分な程度である︒

②爆炎孔の大きさセダンの爆
睡刀は酉試ゾであったが爆発孔の

の闘題︑等分嬢核実験停慮条約や

め︑爆風︑地震等に対する安全性

核兵器不拡敵集約簿国際魁論にも

を対比して示したものであるQ

ソ連でも原子力開発の頭初か
リカ︑ソ連で多くの核爆発物およ

われ︑図3のような結果が出てい

る・この関係を求めるため︑アメ

ら︑核エネルギーを︑出を崩し国

とつく制限は︑いずれも否定附要

大きさは爆発深さによって変化す

漢を濯議し︑ジャングルやツンド
び高性能鰻藁を羅いた実験が行な

における発展を困難にしているQ

ラを拓くのに利璽9ること四聖要 因となって︑この技術の近い将来
な闘標に上げ︑そのための鍔力を

惣米ソ等で具体的検討一一
貯ーー工費も在来法より大幅減一︑
しかし︑詳述のプラウシェア謝

質の影響などによるものであろ

りの差が見られるが︑実験上の土

る︒アメリカとソ漣の翼果にかな

軌けている︒とくにソ漣で行なわ

の現状を知ることは︑日本の土

画をはじめとする核爆発利用技術

て憲ている︒

れてきた数きナの逓常火跳を一丁

アメリカ で は 隙 ぞ 力 硲 員 会 ︵ A

EC︶が識体となって︑核爆馳の に 爆 発 富 せ て 癒 慨 水 路 勘 掘 っ た

爆発力と爆発孔の深さ

ときの深さは衷1のようになる︒
裏一

鰻発力
＋謎鈍
酉評誘
千謎メ
換藷すれば︑エネルギーが十二
になると孔の寸法が二倍になると

う︒

平和利曙瀦光亦膚的としたプラウ

アメリカの樹含ネバダ実験講の

この問題に対する態度をきめる上

いえる︒セダンの揚舎︑孔の醗径
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励
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︑

︑

て︑普通工法より工蟹が大幅に下

に︑現遷河を掘り下げる案を除い

い︒しかしプラウシェアが発足し

爆発を実際に利用した例は康だな

③案例先に述べたように︑核

うに復雑で隅価な開門を多く嗣い

薪運河の研究に憲浮し把︒これら
の条件を満たすには︑現運河のよ
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！
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湾︑貯水池︑採石編として憂いる

がることが明らかになった︒

暴・・饗孔大⁝三三︶

方法や︑一列に並んだ灘発孔が形

藩通の工法によるコストの一五％

十発の核爆発装躍を岡隠に爆発さ

れて孔の寸蔽も増大し最大鑓に遼

的小さいが︑漂さが増加するにつ

てから十無余の間に︑頻々の具体

ることが荊握となる︒運河の候補

な検繭に入ったものもある︒爆罷 地は中米一帯に一二十個所ほど上げ

た︒その結衆・蓑2に溶すよう

とが研究され舞験かくり返され

を伴うため︑三三麗を利用するこ

四葬には表2に示す四地点が残さ

られたが︑徐々に絞られ︑戸九六

孔の利閥滋として︑単独の孔を港

︑．

核爆馳を応用した掘剛工購は︑

成する溝を一河︑通路として利用
することが湾えられている︒

その中でも︑新パナマ運阿の建

渕方法としては︑一一〜十計麟を一

設を核耀発により行なうという烈 ⊥二〇％で行なえるのである︒掘
画は︑非望に熱心に研究され︑多

区圃とし︑各区國ともあらかじめ

マ運河は︑その開門や水路に限界

せる︒分水嶺地響を除き︑一区圃

な案が出されている︒現在のパナ 削孔された孔に埋められた四〜五

くの巽験をもとに︑かなり具体的

があり︑世界の撮上簗通の増大に
応じきれなくなる藏も近い︒

する︵半径と沐さで最大値の億醗

的な捉薬がなされ・その中のいく

このためアメリカは一九四七無

が少しずれる︶︒ここが鍛遡激さ

に近代的︑経済的で防衛の容易な

といえる︒この灘さ壷越すと孔の

だ方式を避け︑海水位の選河を掘

幽霊にするためには膨大な掘酬墨

れた︒これらのいずれも︑海水位

る爆発物を巌適灘憲で爆発させた

すな33ち麟犠の影響が地表働に現 た︒すでに妓術的︑経済的に詳細

つかはかなり実現性を持ってき

った︒

3墨発孔畢そ蚤

寸法は減少し︑遂にゼロになる︒

張爾で爆発させ陀蹴合の孔は比較

沖積膳を対象としている︒この閣

木︑竪子力技術藤にとって︑今後

比較的多識に近く︑遜

は一一一醤六十嫉︑漢さ九十六鱗であ

ちに核懸発にも応用されると考え
に心要なことと思われる︒

①原理

爆発孔の利用
当な深さで核爆発を趨こすと︑爆

ノ

でアメリカのカーブをみると︑地

り︑ダムを建短する授術は︑ただ

シェア詔羅を一五九七隼から推し

発を採石揚に利目することを検酎

進め︑各穂の平和利罵0一可蔓性を られている︒豪た︑中共では核爆
検罰してきた︒すでに大学では原

ーを入類の欄祉のために活胴する

もちろん︑この竃大なエネレギ

子力土木工学の講座さえ設り6 中と伝えられている︒
れ︑地下懲署％・僧衡廿凹一とする会鴛も

発エネルギーは鷹を蒸気化し︑そ
の燕気化した葱が膨張してその上
の蓑虫を吹き飛ばし爆発孔を形成
する︒写声一は︑プラウシェア計

＼

われなくなるのである︒カの異な

響．

ダ

の爆発は蜜全性から︑約十二ガジに

の閥に核発破がかけられ︑遮続し

制限される︒そしてこれらの区圃

った運河は写爽2に塾すように双

た水路となる︒こうしてできあが

曲線断醐を持ち︑兇かけの爆発孔

廠︑すなわち水路底は平均灘面下

マイナス四酉五条厨〜マイナス六

六十・競︑翼の艦罷寒中の欝駄砕帯は

これらの検罰にもかかわらず︑

百騎に達するであろうσ

放射能に対する蜜全性がまた確立

穂いという状況である︒

されていないため︑実現の望みは

チムニーの利用

核爆発の漂さがある限度を超え

ると︑爆発の影響は地表爾に現わ

形に残り︑この魍はチムニーとよ

れず︑地下に破砕された密が三囲

ばれるQこの深さの熱度とは理瞼

的には図3において︑爆発孔の半

れに当たる︒このチムニーを利罰

径︑深さともゼロとなる点︑がそ

して︑天然ガス︑石油の採取︑銅

い局闘をひらき︑豪た地下爆発で

の採鉱などの捜術にまったぐ新し

生じた空臆をガス貯蔵庫にする案

とくに堅強原子力擾員会とエル

なども研究されている︒
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ダンとよばれた実験で生した孔で
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の核平和利勘の異体例として抵鼠

さらに一九六九年九月には︑岡

位天然ガス探取に成記したQ
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