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福井県魚

闘際原子力機

ニの川園困から二十一名が疹加︑

シンガポール一︑タイ三︑イラン

シア三︑鮒麟三︑フィリピン四︑

コ；スがたぴたび日本で開かれた 台湾四︑パキスタン一︑インドネ

開︵IAEA︶
が︑原子力発躍関係は初めてで︑
これら発展途上圏の原子力乙甲に

﹁原子力発戴餅 対する慧欲を反映したものといえ

の主催による

ている︒豪た購帥にはIAEA︑

これに臼本入受講生十名が繊脇し

アイソトープ・標識化合物・放射線源

連派遣

受講生はすでに原子力発贈計画

よう︒

内容は原子力発燧所建設に伴う

名が出席︑講義を行なう︒

諾聞慰︑原子力発慰所建設割画の

伎術約経済的騨価︑入仙の準備作

業︑入札の伎術的評価︑核燃凝サ

アイソトープ課

ス﹂が︑＋一月

響

蒲

での原子力尭鷺所建設の笑例な

イクルコストの分析︑米や西独等

の原子力発嬢餅建設に関するあら

ど︑夕建設計画から蓬転4豪で

ゆる鍵務酌な問題について講義と

調ースのもよづ

謝論が行なわれる︒膜写翼は馴練

凱を行なつことを決め︑七月には

現在︑放射轍利用︑核融含︑基

フ瞳∠フスイ・＝ツラうニダ」携iヨ

圃地載酬練コー

欝避

欝

恥ザ

会社などから十九名︑B太から六

にたずさわっている上級技術者や 米圏原子力墾澱会︑カナダ原子力

謝軽

二週閲の日親に プランナ1が難畿で︑海外からは

二十九日から約

より東京・市ケ
谷の東京騨際セ
ンターで開かれ
たQ

A酬線コ⁝ス

今回のIA麗

一蹴

力開発剰用が進

城の発展途上閣における原子力発

展すると思われるアジア・極東地

轍

に燃剃部門では①LWR燃料の設

部門と︑燃料酪門を聖堂し︑とく

れまでアイソートプ関係の馴練

鰯餅圃に役立てるためのもの︒こ

岸で建設中のものは止むを褥ない

専務が退任

法難住友電工

鋭反躍匁⊥榮は十一月二十六霞

これで闘挫の首脳人購は︑北川

一専務となり︑これま︐﹂法鍛氏が

会長︑阪本社長以下︑二副抵長︑

き︑PWR燃麟の設計︑研究開園俄一霜務が担嶺写ることとなつ

もの︒なお︑MAPIはひき続︻担当してきた核燃縄都門は東野

原子力蚕員会では現竹の原子力

長・向坊隆東大赦授︶を設躍︑改

八分斜会からな．鶯専門部会︵部会

壷員会はこの三月に疑期斜麟の改

てる必嬰がみることから︑原子力

に対応すべき早急に遣乃針4をた

な厨しい状況もでてきて︑これら

発・板状欝鑑・奨難の匙た︒

長期計画の改

訂作業遅れる

醐発滑翔長捌計画が実輪にそぐわ

最終報費は釆春

なくなったため︑今年十一月末を

礎研冤・科学伎術者総懸︑蛍金対

目途にその三嘆作業を進めていた一驚作業を進めているもの︒
が︑分科会での検討か長引き︑紬⁝

れて︑最終的な新長期計画集は来一 策の四分照会の検討懸果が専門部

論は当初計測よりも一〜ニカ月離

一健︑多冒的利用︑放溺性溌難物．

会に提出されているが︑また発

末︑遅くとも⁝⁝月初旬になるもの

かられるのは︑耀くて来年一月
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監視体制の強化を

一︑鰭外国とも原子力開発の進

をおいて視察した︒

発の寒紅︑とくに環境問題に懲点

英團︑米点︑フランスの原子力闘

一︑原子力開発の先進翻である

読一月置の要旨は次のとおり︒

もよう︒

ルはない︑との印籔をもち結った

温排水問題も十労に考慮
﹁福井堅原子力斑設回議間題漁業鷺謂査団﹂︵団艮・断谷吉隆総弁眼漁漣会貸︶は︑欧米における
約三週濁の醐査を終えて十一月二十三日弼繭︑このほどその統一兇解を家とめた︒それによると︑今
後の原子力施設建股に関しては︑環塊放逸能関係で安全盤の強化および難視体鰯の強化︑温凝水関係

究所︑ハンターストン撫子力麗羅

で魚遣に対する影響の軽減および拡散に諭する考慮などが必嬰である︑としているQ

縛脚鍵峠欝・

所懸魚施設︑フランスの原子力

引回力關発の進展に伴って︑地
方富治体や漁業関係看の原子力に

の原茅力種醗会︑圃尿環境保護

庁︑ラ・アーグ難処理工揚︑米團

灘 矧饗

としても︑訓紅中のものについて

遥

究開応などを打なっていく方針︒

は覚められなかった︒また周辺鷹

展に伴う環境︑生物などへの変化

民︑とくに漁業春は原子力に離心

は︑できれば塚山変更が望まし

研究一発を行なってきたQ今回

の板状燃料搬血︑③将来炉陰癬の

蹴︑研究一発︑製猛︑②研究炉閥

をもっているが︑反対運勤などの

一︑いつれにしても︑原子力徳

トラブルは生じていない︒

一︑今回の調査では︑放尉鮨関

い︒

力機関︵ENEA︶などを訪問︑

環境研究所などのほか︑欧州原子

空所︑カキ墾殖加工榮者︑WH社

庁︑カルバートクリフス原芋力発

り︑昭瓢照十二無には全国漁纂協

轟

騒とも騨境放射能︑温排水対策の

翻嘱してきた︒全体的にみて︑各

設立した三菱欧子燃剃はいわばか

遥グループが米翻WH社と舎弁で の建国酒虫総会後の取締役強で︑

法舞四郎専口取日域の懇任を承認

して︑環擁放尉能対策で安全性の

設建設に関しては︑総体的に判断

いずれをみても︑施設暫︑困での

が︑温緋水︑立談悶題については

十分差安全対策による原子力開発

PW最料製憶渾門が独立したわ

ってMAP王が行なっていた①の
した︒なわ後駈は禾定である︒
係で魚道への影響軽減︑拡散に対

捌社畏︑八太良夫︑吉田武俊︑大

内田正の三專務らは留任すること
になったほか︑断取締役に久米59

原子燃料︵三菱金属鉱染五︷％︑

た︒

を断会社に譲渡することになった

けで︑このため束海村の燃妻壁揚

が昇格

@駐撲

する弩慮が必要である︒

強化︑監視体制の強化︑温緋水関

係については安全性を確認した

都齎の立掘から爽彌を調査するた

十一月二十六日の睡時株主総会後

三菱原子力工業︵MAPI︶決
はめた︒豪た末間博︑久保俊彦両

吉山副社長
日立は

社長に村田氏

なっているようで︑現在若猿湾沿

潴外圃と綴井嬢︵とくに若狭湾︶

め︑無口累漁業協同組目連合会が

一1■醒﹄ひ▼ムΨ自五一ワ▲0冒一Il覇

TVA向け圧

に対する反対運動のようなトラブ

が進められており︑とくに・れ至とは灘・立地雛が盤箆異

払のローエストフト放射線生物研

一行は約二十日間にわたり︑日

十一月三旦に派遣したもの・

蕃・その利用などについて・州

運転に伴う環境問題︑水産繋への

毒

鑑驚穐新

対する醐心は次第に掴まってお

岡組合連合会がq原子力施設環擁
問題漁業窟調査団﹂を︑また今鋸
十月には茨城興・棄海村と禰井衆
・敦蟹市が其同で﹁原子力問麗地

遣するなどしている︒

方自治体瞬団団﹂を︑それぞれ派

武葬ｲい難聯堅

から︑原子力関罷先進圏の英主︑

子一発一当の建設謝繭があること

米圖︑フランスでの原子力発出駈

力容器を出荷
石川鵬播磨璽工業
石川翻暉麗蜀工業はこのほど︑
米鯉バブコソク＆ウイルロソクス
社から下請受注し︑製作中だった

会艮︑村田餐夫響務の社長餓任な

TVA解け原子炉磁力容賠一−写の取締役会で︑牧田与一郎里長の
翼昇を出荷した︒

鋤︑窟松戊輔氏ら六名を選んだ︒

なおとくに機翼原子力工業の株

どの墨黒入事を決めた︒憲た村田

四年八月︑B＆W後からTY学
今務の後任には坂巌取締役が就優

原子雛壇製作所論係の資産を三菱

主総会では︑茨城県衆多村の同社

棄芝−石播グループは昭湘四十

潅化峨技師長の敵締役︑山園敬三

郎三菱商駐副社長の監査役就任

三菱璽工一五％︑WH笹踊西％の

した︒

倉役の退任1の役興人購も鷲醒 合弁︶へ譲渡することを承認し

る見通しになった︒

水蝉発駕プラント︵PWR︶の営

っぱいかかるところがら︑戴終的

がとり豪とめられるのに十二月い

紬織が報枯され︑専門部会の紬織

このため︑これら三分科会の検討

理説の三分科会が残されている︒

年一月末か二月初飼に豪とめられ

業徳口を瓢一叢工に移心して以

MAPIは一昨年︑湘二水型軽
定例殊主総会後の取締役会で︑馳

来︑原峯炉設蹴などソフトウエア

一方︑日立製作所も二十九臼の

月健一郎社畏の会長︑吉山醇吉副

撫礪轍灘纏
祉長の社畏繊任などの役綴人瓢を

勇戦難戦縮嬰
の変化に十分離調できなくなって

って︑現行の長期謝画ではこれら一 な原子力委員会集として閣識には

きた︒また一方ではウラン濃縮悶

入元

輸

絵東京で原子力発電コース

宮⇔ことになったほか︑小西徴三
ラウンズ・フェリー陳子力踊躍所

重

題や懸霧究の畿な薩界鯉とみられている・

RCCのラジオケミカル

闘

1

騨

計画から試運転まで
@

と︑近藤鱒雄取締役︑木戸利治監

二︑三弩機︵各BWK︑箇＋万K
W︶罷の謄力谷器一一茎を受注︑B

＆W祉から素材の溶融を受けて︑
繊浜市磯子区の石播第薫工法で製
作申であった︒このうち二暑機朋
のものはすでに今奪七月に出荷し
ており︑閉講残りの三辱機嗣のも

意力響囎の仕様は次の涌りで︑

のも完成︑艶呵の運びとなった︒

二︑三弩機用とち同じもの︒
本体璽澱七酉ナ︑爾さ二十三・

氏

幽

盲

一嵩ハ一株︑内径六・四二慧︑板
摩膏五十五︑勢㌶︑設訓圧力八十七

一

︒九㎡纏／平方触癖︑殴翫温度摂

致三無慶︒

郷

村
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71年︑内外で二十一基
多国籍企業通じ欧州進出
凶日ウエスチングハウス社︵W冠︶の世界の原子力発灘市楊への進出ぶりはめざ謹しく七﹇年の肩

WH旋

叩の発竃炉受注実緻は米国内外あわせて二十一基という驚異的な数字となって現われている︒とくに

した︒この一橘発注はコストの節

ラ一︑二易機の副四機を︸猶受注

国塵技術の向上を招来できるよう

プルトニウム蒼七十謎鰯︵抽出は

のについてはその離憩外とされて

のないし重度な心念伽飴に属すも

一叢りと推定されるユーラトムの

凹

ベルギーのモル再処理工臨で実

いる︒これとひきかえに︑英国は

政府との協力を強化

ベルゴニュークレ
ール社が倍額増資
︻パリ松本駐在鼠登︼ベルギー
の原子力企叢ベルゴニュークレー
ル社はこのほど日時株塞憩会を開

験雑設を備えており︑両津の提携

ロックにずれができ︑このため制

欝の協力が必要と認めたためにと

額の資金を必寮とし政鰐と掘間産

れは原ア刀脱業が多凱の職員と匿

ので︑いずれもアンモニア・水紮

ス州チ晶チコリンに設罎されるも

ストラ州ハロダ︑第二号はマドラ

術の撮用が︑経済甦の面で邪まし

られるオーストラリアの輸出収入

がとなっている︒この圧柔から響

〜

方CEN・SCKは童要な研究実

仏︑インド向け

ているQ

しく強化することになるとみられ

はベルギー涼子力塵業の基盤を欝

き︑暦本血︑僧二丁BF︵ベルギー

重水工場を受注

︻パリ松本駐在鼠艶︼フランス

禦棒が所定の位置に捕入できなく

クレール社はプルトニウム核燃料

られた搬てある・ベル三・Lイオン叢法を踏・嚢嬢で

いとみられる︒濃緬コストは低廉

は︑原子炉に眉いる螺溺嚢議の製

寸
舅寸
身

照照

専掌

試委

1

1壌巳吻疑剤
（董＿帰〆ノ》

洗 剤
しアブ〉レレ）

・︒現在はプル上・奮ギ蕃のチーフ・蕪に際・て立

英國のユーラトム入りが決ったた⁝

一これは七⁝瓢琿一月一難付を︑ゆって

ッの原型炉およびその他譲国の笑一原子力轡師交換協定で禽署した︒㎝
験炉燃遍に使用されている︒

フランスの揚金ほ六八年十月の

的問題￠建設技術の基礎研究に関

ての雲速経験と漂子力分野の科学

カナダとの樹帯で建設中の隅漣原 めにとられた措螺︒この協定のも・
一
とに英国に非竃噴用原子炉につい
型炉 フ漏ニックス ︵マルクー
ル︑七⁝二年始動予妃︶用の初縮刷仙

一

燃博から抽出払で圓収できる形の． ただし︑防衛上の藏欝．﹄属するも

とになっている︒これは照射済み心する精報趣鯉提供することになる︒

燃斜のプルトニウムを輸入するこ

基のPWR

の國僖に含わセた戦隠方針を打拙
している︒

WH社は今無二十
を蛋注したが︑その受注先内訳は
次のとおりである︒米国内ロカロ

コモンウェルス・エジソン︵葛十
施︶である︒

ライナP＆L︵九や万KW四棊︶

万KW二墨︶︑デュケンス．ライ
ト︵八十四力七千KW一葦︶︑フ

一資産とユーラトム晟内に十三爺閲

︸になる︒

当主された檎報を利用で嚢るよつ

英圃とEEC六ケ国はこのほど一

英國γこεEC山バカ国が

ロリダ︒パワー︵八十九万七千K 原子力情報交
W︷纏︶ショ⁝ジア・パワー︵薫 換協定で合意

十万KW一説︶︑サウス・カロラ
イナ・エレクトーーノク＆ガス︵九

十万KW⁝塾︶︑国外一1関曲聡力
トラル・エレクトリカ︒ド・フル

ナス︵六十万KW一一

ブラジ

な多岡闘のアプローチ方＆をとっ

・フラン︶か凸四億BFに引上

はタ
このほどインド向けの雲水工場
EN●SCK︵原子力研究セン

げ︑この一望分金痕詣孜癌描闘C

安全捜査を拠当する原子力設備検

なり︑鍛悪の蝪合には軽業溶融の

山めた︒・三蛙毒した︒第庭マつフ

査官が罵発電所を嬢査した結果︑

している︒

構態が生じることも予想されると

られQ水粛から鎗水を掴出︷鼻Qこ
の研鋤一一と尚速増短炉の研究開
一
蜷で大きな成果をあげてきた︒他一とにしている︒

←が出誓⇔こ毒

炉心を構戚する黒鉛ブロックを支

換に十一嵩が︑濃紬工程に穏三十九

に八十六が︑六野化ウランへの癒

︵粗裂錨ウラン︶の六弗化ウラン 溶嬢拙出法で抽出後︑薫話脱硝︑

ら隈縮ウランよでの転換で著しい

総額は︑従ってイエローケーキか

アンモニアをクラノキンクして得
えるミルド鋼に試食の起こるおそ

規鋏で生算するためには︑実用化

腐食によるゆるみが生し︑照鈴ブ

運払を続けた続合にはミルド鋼の

である︒検査冨の会解はこの窪ま

英国の中央職力庁︵OEGB︶手段﹂の意糠あいでとられた楢鷺

英ブラッドウェル試算が運転停止

鋼材に腐食の恐れ

W鷺NES皿社では欧門田翻で︵菅十七万五千KW一類︶︑セン

る︒

め昨駕設立された多国籍企業であ

を隷6趨した︒WH社の欧州逸出は多国籍企業WENE語E祉に負うところが木港い︒

この数週圓フランス︑スウェーデン︑スペインと欧州市謁での網次ぐ契約受注は欧州藷圃に

風
W薮蘭の欧州市漏への鍛近の進

出ぶりを振返ってみると︑十月十
反映したものである︒

こうした欧州への進出にはベル

七〇年には氷英両院からのプル
トニウム輸入は︑六九年酉四十五
譜努︑七〇年三十八・八詩努と激

としているQこの六忌中ウランは

への転換で厨極酌にフィージビー 水累慧元︑乾式弗化の過麗を凝て

が︑オーストラリアでは低廉な亀

な亀刀に依荏するところが大きい

オーストラリア原子力晶晶会

れありとして︑﹁縞然たる茅防
回るに釜っている︒EEC認騨に

減した︒このため供給が需要を上

おける発電炉の炉型からみて爽二

できるようになる見通しだ︒醐逮

手は近い将来プルトニウムを露胎

六弗化ウラン転換工揚の設躍はウ

合せの特定の地城で得られるはず

燃料サイクル進出の搬終段階

増大が見込める︒

である︒こうした欝欝講はオース

力が確度の高いウラン費掃と背中

ともに︑下棚に対しても保管捜︑

ラ︑︑ノ販売の棊舞を孤大強化すると

調肇される◎オーストラリアでの

これはこのほどキ

ティ・スタディ︵阿臓性調査︶を

∵

進めていることを明らかにした︒

@

輸送費︑懲理費などの点でかなり

造である︒エンジ認アリング設副

調査とオ⁝ストラリアの二子力発

トラリアがウラン濃縮技術に鐸

もな︑勾Qま疋︐壌は少ないにしても

隠に広鱒な周内見甲唄腿の一鋤と

︑

O273−46−1639

支店・徴業斬人拶え・名占h・扁曙窪弘翻・礼幌・僚台副【i

五日︑濠ずフランスでEDF︵仏約を図ったスペイン政府の慧尚を
電力会社︶がリヨン近郊ビュジェ
原子力発醒所二︑三万機の発注を

ル︶︑EDFビュジェ︵九ヤ三万
KW二重鰐フランス︶︑リングハ

たことが成功を蝦めた要圓とみて

WHエレクトリノク・ニュークリ おり︑今後は欧州のすみずみまで

大方の予想を鰹切って︑WH社の ギーのブリュソセルに本部をおく
技術ライセンスをもつジュネード

ルス︵九十万KW二棊厚スウェー 所有のブラッドウニル原子力発電
その活働を広めたいとしている︒
ル クルーゾ︒ロワール・グルー
︸ア．エナジー．システム︵WEN
プに決めたことに始まった︒ED ESE︶がその拠点となってい・同社し頒客が購入しやすい方法デン︶︑イベルデロ︵九十篤万 所二葉炉︵マグノックス型︶が︑

輸入は主として米国からでユー

︵AAEC︶はイエローケー
硝キ
酸巾でイエローケーキを溶解︑ しているガス拡散法による濃稲妓

Fはビュジェの炉型遺定にあたっ る︒岡社はWH祉が欧州衛揚での で販売選ることを帯鵬戦階の饗と KW立︶︑アルマラ︵九＋三弦 このほど英園通漏洩の命令に従い
ては長期にわたりGE技術ライセ WH原子力関係活動を運暫するた﹇し︑このため弾力附かつそれぞれ﹇KW二二︶以上四屋劃スペイン︒ 運暫庫止した︒これは原子炉の

ンスのBWHをオファーしんGE

濃縮カラ輸入が倍増
︻パリ松本駐在最発︼欧州経済
ラトム・米麟協力協短のワク内で

EEC濃州国で五千キ・グラム
共同体委員会がこのほど発表した

Cグルー プ と P W R の シ ュ ネード
ル・グループの癒桃価格︑僧検討し

てきにが︑結局︑C封A︵仏原 子
健全な産業構造の確

という要請を押し切って安い

力庁︶側の
立
入札働格を握示しκシュ不ードル

・グループのPWR採用に踏み切 統劉によると︑EEC六力国の一行なわれた︒濃縮ウランの輸入は
っている︒

プルトニウムは黙読量子炉にリサ

イクリングさせる必要もでてこよ

九七〇年の濃縮ウランUi獅輸入
噌六九年には玉九％が芝屋撮工力説 炉が笑用化するまでのあいだ余測
十一月四日には︑WH社はスウ 羅は六九年比五四％増の五千評管
で行なわれたが︑七〇年にはその

て短日の工揚じ濃縮の丞託加佐を

繍／潔執

鱒・︑斜黙黙灘
ウランの転換工程

色醤でAAEC経
が済的な六弗化ウランを提供する

いての経法約な可能性に闘する醐

電計剛にそった燃醐製蕊工湯につ

査はすでに先了している︒燃料成

の転換の場含と同様に︑ウラン濃

！

、

へ

聞

業
産

力
子

原

・れは経済上の二曲からで︑寮費者

燃潤鱈要が一年間に倍増した諾果

欧めるようになったためである︒

繕灘ご︑．饗

一が貰嘉で嚢ウラン露る

︵ウラン換算十八万董千詩修︶に 大半がこの方式となっている︒こ

謹たは建設中の原畢力発蟷所の核

R 翌 リ ン グ ハ ルス原
上った︒この急激な増加は運転申

ェーデン国駅醒力翻融会から九十

万KWのP
子力発魔所三暑楓建設契約と四暑
機のオプション契約を受注した︒
生じたものである︒六九年には輸

七〇葺には輸入鍛の二・四％︑U

燃料産業確立を指向
まずUF6の開発へ

資ですみ︑盤産量が少なくても蓮

紬工程へも進出す

さらに将来には濃

転は経済的に行なえる︒これは圖
るoAA砲Cは︑六輝化ウランへ

験する上で繋駕に立つことにな

一段階はウラン濃 が︵オーストラリア・ドル以下岡

とにより海外駅益を瑠やし︑オー

細の利京は販売市場を拡げるこ

型加工工湯は比較的小さな設備投
ことになる︒このための追加額は

藁捌

比較的低いが﹁ウラン菌催盛り二

る悪図のあること

それによると︑

じ︶生産鰍は年間蕊千〜一万ゾの

を表閉したもの︒

付加襯偏増大の第

間か経済的﹂とみられる︒

ーストラリアの動きがもたらす技

ECは伺加伽値増大を指向するオ

輸出の呵龍強も考えられるQAA

編に陳して線材糾

上げることく︑と掴翻している︒

AAECは第二蹴転としてウラストラリアの技蜥と圧漿水樂を引
ン濃紬を考えている︒オーストラ

の敷龍漉閃と賜力し︑海外諸困に

術的凝済蘭な捜及効果について他

も將診しているQ

財団法人放射線照射振興協会

⑨定額盆属鉱業艦齢書羅

神戸

書箕

となる六弗化ウラ
ンを製盗すること

リアの調査は︑八O〜八五年頃の

搭ﾃ細ウラン一懲懲の生産コス
ラムジャングルに

が︑ての内訳はブイード・ウラン
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放射線照射の利用
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金属

躍進するそごうの

理プラント

、

ア

あるウラン鉱石処

⑳建材部門〜ソ．鍔畠斡樽

⑳金属部門

群馬陣場鱗市綿颪町日本原子力研究所内〒370−12

平

儲

三男機の開運装麗の八○％程度は

l脳穏三十評注たけが襲職原子力

ユ69

圧力容器を製作する政府富商のウ

入量の二四％は域内で加工後再運

基づいて行なわれた︒

一単位：キロ。グラムー
（輸入先）
米岡
英国
合山霧

本

尾

社長

餐鎖会との賃借濠たは購入契約に

E巳Cのプルトニウム輸入

顧
脚

多角化めさす

出されたが︑七〇年には出入鰻の
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ドコムAB社などスウェーデン産

麟終雪蜷）策・隅

業界から供給されるが︑WH批は 大半が域内の原子力発魁所に充当
スウェーデンのAB・モニター社 された︒

3＆8

と協力︑PWR原子炉本体と核燃
145
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スウェーデンでのWH社のリン
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料を供給することになっている︒
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4，987

グハルス炉の受注は︑ノルウェ
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WH社は十∴月十六田さらにス

慧；9鰻

1936

固めκことにもなる︒

ペインからイベルデロ躍力のレモ
ニック原子力発購所一︑一一号機と

アルマラ聡気鵬業連舎会のアルマ
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粋に学間的だ︒中脳化には幾閻

れから多くの協力が生まれ︑い

矯︒口．uu−u．uロロー昌昌ーu纏u口巨一麟uMり一u口uロー摩．uローロロロ．u一望︒占
﹁医鰹用器具の放射線殺醒に

の第一人者だ︒

ろいろ新しいアイデアが生蹴れ

トム﹂生みの親

融業は膨大な田蟹を覚落せねば

㌧

手塚治虫氏のマンガ﹁鉄腕ア

究馳心だ﹂と丸い顔を近づけて

る︒またサポートがあるから研

所、日本R王協会、放射線医学総合研究所、二本蹴欺公社・鷲気通僑研究所

別懇⁝一難灘霧撚鐵霜懸獲麟擁

むところでない︒四〇％近い税

ならず︑それは企業にとって緩

とにかく死力的によく動くと

猛しこむ︒

て大熱な投蜜が必要だが︑それ

などやっかいな閥題も企梁化を

率︑麗絹著と非三富沓との開係

ロビーでも必らず羅かと立簸︒

象︒レセプションはもちろん︑

7
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1

6つ︑にあたる﹁お茶 は大容醗の放射線源︑したがっ
でも政府は国民の健躍を守る畿

をみない放射線化学の工樂化の

な医擾器具の照射響胴と臼の目

の申から︑重美の溝濁︑袈土から

接あるいは闘接的に閲与した研究

水銀の分陰と班灘の四例をあげ︑

移行︑魚体︵かます︶内における

って︑本格的な研究を行なう必要 状廃梁物の地表および櫨物藥への

さらに経済性についても︑擬錐

がある﹂と砂田氏は述べた︒

肝要た﹂と述へ︑笑験蜜での研究

パネルでもこのことが議論の申心

には限界のあることを指摘した︒

となったが︑その震は﹁理境へ

はしないか︑それによって断しい

放射姓物質をバラ濠くことになり

が︑そのチニックはどうするか﹂

欝物の生成なども考えられよう

などということ︒襟物学の遅れが

指摘されるとともに︑このために

羅隔

（2）2

鰻給．螺叢誌
図る︒ところが放射線化学の企

務を負っているからその促進を

そうは

い︒会議で叢もフレンドシップ

を罷揮した人となれば豪ずこの

しかも塾し槽手にとぎれめがな

人だろう︒

現鍵の総総を博士はこう説明し

業化は

防げる螢囚だ﹂1英国で盛ん いうのがこの人から受ける即

風貌の英国陸軍

．〆

科学大学物理学

ルスビー博士︑

部長A・チャー

欝㎎漁

研究者について意識を求める

てくれた︒B本の放射線化学︑

と︑﹁入購の交流が自由で︑こ

等々・砂田氏らの研究ではまだア

一
放射線化学瑠齢
生みの親として
この分野に携わ

ン・ノウンの状態︒﹁圏の援助の
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は一般に遅れているのが現状︒こ

もとで皐くモデルプラントをつく

続繍

桑
@瀞 の種方法として︑特定地域の汚染

アン麗︑辮酸フェニル水銀および

のため砂田氏らはフェノールやシ

窟化メチル水銀︑ベンチジンなど

水系への放馬性物蟹の移動︑気体

ものとなろう︒だが︑この方法で

源の追求を容易にする上で有毒な

は︑鉛︑ベリリウムの分祈に聞題

によってあらかじめ人τ的に汚染

特長がある︒海外ではすでに渚石
や水など種汝搬六の微蟹試料から

があるほか︑原早炉による照鮒と

素やオゾン︑フ笛ントン試薬など

︿自動のりかえ﹀

計画守蓄こ

えばよいのかといった研究力法確

はどんなアイソトープを︑どう使

立の野性などが指摘された︒こ

気や土壌に限らず生体学的な研究

東海営叢所

（02928＞

積極化要す生体研究
根本問題に言及した討論

総合研究計画立案も指摘
第十回日本アイソトープ会議でのパネル酎輪﹁斑境汚染の鯛査と防止に対するアイソトープ・放射
︵座畏・半谷高久都立大教授︶では原子力のいわゆる公審対策への手段︑翼際目用例と問

題点などが大阪府立放射線申央研究所の同室哲雄氏︑岡∵砂頒貸費︑放射隷医学総合研究所の大桃洋

線の利用﹂

写爽は周パネル酎論の会場

︻郎氏︑国立公衆衛生院の高瀬明氏らによって指摘︑これらに梓う謹言対策などとともに酎議され
た︒以下はそれらのうちのいくつかの戸口である︒
男舞が混合した試潤についてもそ
二十〜四十種という多数の元紫を

した﹁放射線照射による化学汚染

が添加されるが︑この方法だと︑

えって逆に遜性が増すといった葱

﹁渤熊欝きだけで放鮒性物質の便

れらの諮点について累谷座雛は︑

もの窟体が理境によって簿濠らな

用︑流出を許していては︑捨てた

くなる可能姓もでてこよう︒公警

六円との二三︶が秘期二目が隅く

同時に︑マイナスの面︵二次滑

をもっと積極化する必要があると

射策へのアイソトープ利用では大

っくという欠点があり︑中でもそ

染︶をも加旧した総合研究プログ

︵砂田既︶だが︑ここではさらに ラムが週期に組立てられる必要が

をどうするか︑﹁X線でも十分﹂

躍轟舌（（γ7702）（2》1636

茨城賑那珂郡東海村材松
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1

（02403）（5）3

躍翻

禰鵬懸双蘂郡浪江町

禰島蛍掴所

欝糞の源は禦︑翁の遡や雷の簾例蒙紹介した︒
れぞれの核種を一挙に検幽︑定澱

多数元索の分析では一般に発光

斑のためには︑一つ一つをとりあ

に対してコバルト60ガンマー線あ 盟は安い︵コバルト60を線源と その成鍛の﹇端を発衷したが︑周

い・ハ季続きが必饗であり︑このた 水を作っておき︑これらの汚染水

め︑﹁即讐性よりもむしろ憂身に

水の濠化﹂研究について述べた︒

簸物が完全に破縷されず︑泥の中

循環もある︒羅物の完全破櫻一︑

もある︒照射によって新しい物質
が生成しないか︑それらのチェソ
クはどうするか︑照射した水を一
生にわたって飲み続けた目合はど
うか︑子孫に与える影繧はないか

い

体としてのバランスをみることが

では野外での異際研究によって全
を観察したが︑﹁いずれも腐効な

氏はその申で︑﹁このような研究

効果を符た﹂という︒舎魚︑マウ

し︑遼度毎謄一万ゾで一万ラド照

翼整氏らによる大気浮遊腱と麗

るいは加遼魚子線で品々の線灘照

様︑われわれの身近にある水も︑

スでの灘牲の比鞍︑検閲でも︑汚

わたる汚染の観測需として誠力を

環境汚染面からみた公審研究上の

ることが確かめられた︒

染物の濃度とともに三鼎の低下す

射する蹴合︑原価は一ジ当たり約

分析︑定煙した例が引取されてい

ラフィー︑蛍光X線分祈︑聖篭化 化・縫化したところに・套な㎜るが萸整昏によ季法は・こ
詠

田毅氏は﹁上水﹂︑なかでも濃度

大きな対隷の一つで︑大放研の砂

水の汚染について︑カドミウム

に器秘するといった幣魯があるほ

遡常︑化学汚染水の処理では鰹

や水銀を対象とした研究は相当進

か︑また︑例えばパラチオンの掲

の薄い︑いわゆる飲料水を対象と

んでいるが︑その他物質について

含には三三などの三潴によってか

ープ照射協岡組合1一放照照殺賦医

半纒体検鐵胎ほか▽日本アイソト

ているのはここに焦点があるが︑

放射線処理法の膚屠性が期待され

き

良

射を行ない︑それらの濃度の低減

が罵能なほか︑システムを自動

して因果関係を追求することが︑
分析などの方法が︑その琶蘭によ
灘

遡緊

発揮しよう﹂という︒

げ︑それらの濃度等を糖密に測定 分析︑原子吸光分祈︑ポーラログ

必要である︒だが︑これだけでは
り組食わせて用いられているが︑

織♂／

エラ：も多かろう︒果たしてその
藏．

翼室氏らによる研究は︑主恩その

雛．溜

物鑓が公警発盆の原因となってい

るのかどうかは︑醐降に︑多くの 性能が進歩︑分解能も高くなった

トル解祈串刹聴したもの︒方法論

ゲルマニウム半轡体用出器とマル

として新規のものではなく︑従来

元索を分析しそれらの惇在比を知

て︑特殊川重の異常性が浮きぼり

せ︑戴子側臥機愚直結したスペク

にされてこよう︒大目研の買蜜誓
方法をリアレンジした放下化分析

チチャンネル波高分析器を親合わ

雄氏はこうした観点から公雷認査
例の一つだが︑この万法について

てくるわけで︑その蒋点で 初 め

へのアイソトープの剰用方法につ

は︑煩礫な化学的手法奉用いず

ることが極めて璽要な意昧をもっ

いてとりあげ︑﹁機器分析的放鮒
に︑いきなり元紫︑しか嵐種馬の

＝＝卿＝＝＝＝嚇＝一＝＝＝﹁一：＝＝一＝＝一噂＝＝＝＝一＝塑＝脚＝＝＝＝：一

療羅貝▽日本エレクトロキュア

ニ

用の可否はこうしたバックグラン

F・P利用の研究などといった織 あろう︒野外での耳ソトープ使

て︑霞ら剛らかになろう﹂などと

ドがしっかりしておることによっ

も指摘されている︒

環麗汚染を防土するためには︑

なお葛瀬戸は︑饅林水産錐を中

述へ︑パネル酎輸会を結んだ︒

その源はどこで︑何が原因かをつ
かむと聞蒋に︑どのようなルート
によって引き起こされたものなの

てとりあげ︑それらの翻践研究面

心とした環境汚染の聞題を主とし

ー利期の現況を概脱した︒

におけるアイソトープ︒トレーサ

か︑その機構の解開も大きな間題

の欄構解氷へのアイソトープ・放

点である︒放医研の犬桃氏は︑こ

射線の外用について︑岡馬らが瞭

以源子力縣所・他麟讃藷凹石藁所・て・・鯉三二を麟

次郎

原

取締役社長

敦賀営叢戸…敦賀5if津内2−2−11

原子力関連作業部

社東京都中央区銀座6−3−16電誘（03×571）69騒〜7・（572）5734

本

ビル代行

株式会社

業
産

化分析﹂に焦点をあててその特長
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プラスチゾク自動箪部贔︑縦子線
コバルト60ガンマ線源 硬化塗料で塗装したプラスチノク

▽アムコーー液体シンチ嗣試捌翻

整装認▽大阪町波島増床盟類︑分

次の通りであった︒

祈器類︑検出雛類その他▽国際技

巽中本会識と並行して﹁原子力麗

会館の特設

係機雛展添禽﹂雛写翼貯が︑麹町

術交易祉
♂

など▽日本原子力研究所・放射線
曜二分興協会睦放慰線殺菌医療器

ほか▽二本原子力雛業1ーモジェ⁝

興︑放射線照射溢三水酪︑パネル

ル型放射線測定罷▽臼本無線医
理学研究所口放射線モニタ中央監

タ▽ダイナポソトRI研究所一1放
射性医薬贔︑標識化二物ほか▽第
一化学薬錨一1標識化二物兇本ほか

環獄許影難鎧喉︐麟
光X線自動原み測定装置︑原峯力

ほか▽理研謝器U放射線二親︑G

の約八○％をδめる線源費の一下

惑
会揚で閥か

劉本︑橡識化含物恥露見本ほか▽

㍉力関係のメ
もーカーや機
関が参加︑

▽第一ラジオアイソトープ研究所

日放射牲鷹薬品▽第二糟工奮11蛍
ほ
か▽攣躍鐙幣→タ線ス評無
ペク占イタ︑マペイぞタ︒︐墜

出晶によっ

類その他の

㌔最薪の機器

この方法によるまだ未知の問題点

れた︒同展

勘痒サークル︒インストルメンッ

隠

取扱用保安用贔ほか▽策京芝潤聡

南幌膵黙蛍光線直謝︑多懲波高分

課業11放射線熱蛍光線盤翻︑測定

線の利胴震

気H蛍光ガラス二期計ほか▽漿陽 装羅ほか▽理経11X二元索分析器

X線分臨監餓エネルギー・ガンマ

熱蛍光線鐵訓︑ディジタルプリン

心臓ペースメーカ▽大日本塗料H ほか▽ボクスイ・ブラウンーー蛍光

︐のアイソト

トほか▽千代田保安用品11核物質
螺・綴化合物ほか▽松下馨噛︑

て︑わが圃

︑ーブ・放射

況や醐連機

一

M管サーベイメータほか▽科研化

学−一放射性医事晶
シンチレーションアナライザー︑

（一般放射能関係）

濡）＝ン＝）Σ診Σ⊃五〉罵｝一瓢）エ）＝）麗）蕩）竃》罵）匹）罵）冠》漏）＝ン

析器ほか▽長瀬産灘一1窟動式液体

器開発の現状が多角的に紹介さ

（発羅所関係） 機器その他の汚染除表、定期検査蒔の除染・サーベイ、核燃料装碕。交換作
業、個人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷垂水取水溝の清郷、廃棄物の運搬、変鷹所、空
調設備運紙、施設内の補助工事並びに鴬論叢窃
（研究所。その他） 管理区域清掃、フィルター交換、各種麗棄物処理、浄水管理

qq

ααqαo徽くコqαq《誕q（置

ααq

@隅一

講

田本原子力研究所・東海。大洗・窩崎各研究所、㈱東京原子力塵業研究

WH。秘説建設所

1：騰雛を1

ヂ

も

轟

示会には二

日本アイソトープ会謙では︑会

日原川における流言翻査

れ︑参観畜の関心を簾めに︒参頒

主要二二先〕
（発上戸晋関係） 日庫原子力発電㈱・敦賀並びに策海事蹴所、東京躍力㈱・福鵬発躍所・日立
プラント㈱、東京走ξ浦羅気㈱・原子力本部、三菱原子力工業㈱、G皿・敦賀並びに福鵬建設所
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ポジウム﹁蛍光X線分祈の新しい利用法﹂からとくに

公署舗

関係上︑河川水および河底土︑淡
されるにはなお問題があろうが︑

ことを示した︒この方法が爽罵化

支える放悪性煮凝品にスポソトを

鍛近の進歩と間題煎﹂は核医学を

識化合物を含む︶の製造︑利用の

の臓器については未だ聖意途上と

合にうまく行っているが︑その他

マルチチャン系ル波筒分析羅のか

書

ン

圃細錨i隷

混面でも紹介のように今回の日本アイソトープ会議では︑公

いての汚染研究が行なわれてい

水魚貝損および各毬食用植物につ

用いた颪径五窄︑阻さ○・三︑亦の

銀

︵原研・露永洋浅︶を︑またパネ

を有冨伯のではないかと想憲︑B

とのキレート化禽物が癌親稲性

LMに囎鉛65︑コハルト57︑銅

マウスにこれら接極の分布を検認

喉︑鉄59な含成し︑ガンを願った

したQその結累︑金属も化学形の

てくることがわかった︒番穫の金

雌いによってかなり集葬りが違っ

属のなかでもコバルト57を標識し

で短時閲で投与結果が綴うれると

たBLMの臓器への懸隔りが繍薔

いう特徴が晃撫せた︒﹁こうして

ガンの親和性を考えるときに化学

形の面からこの闘題にアブロfチ

できるものと鍛える﹂と小鶴教授

これまでの繰題は人体投与に通

は績んだ︒

した放射性核種と癌親和牲のあ

る化学物質とを昆出すことになっ

研究によりその第一段階が達成さ

たわけたが︑今回の小隔教授らの

ベリリウム換窓をもつた比例謝数

竃言壽（201）1061；起f廷髭

査への蛍光X線分析の利用

癌親器性アイソトープの開発は

いったところが現状︒

リーニングにかけること︑を圏標

①腫瘍と掘互作弔する物質の擬索

に行なわれている︒小照教授らは

九州大学藁学部の小鶴正冶教授

研雛しと慰して横柄巣に集濠りや

②腫煽と相互作塗する物鐵をスク

すい放射魁核種とその化学形につ

制ガン剤として知られるBLM

に集まりやすい︑いいかえれば︑

癌親和監のあるアイソトープを含
んだ化学物鍵を開発することはそ

れにより癌の重臣診断を容易なも
のとし︑濠た治惣率の答しい両上
が斜めるところがら臨学開暁雲の
関心の的となっている︒これけ特

な化学物質とともに標蹴湖合され

定の臓盟にとりこまれやすいよう

︵ブレオマイシン︶と放射性金属

いて研究成果を轍絆した︒癌病巣

は﹁趨親届雄アイソトープの開発

あ︸たもの︒

しい試みとして飛来が期待され

放射線による殺醗効果とともに新

るQ

ト

アイソトープ・遅蒔線を臆いて

鳥

る︒また雌藁や公轡元素の挙動に
ついても園駅がホ腰を入れる予定
との状況が報告されたことは︑公

ｲ査および対策の研號に園際協

力体制の必要燃か癌醸された︒

このほか斬潟大学の茅野氏から
は作物根による金厩元素の吸収霊
棚を解明するに当だってトレーサ

学約研窮例が報儀され︑アイソト

海底堆穂連度などを求め除地躁化

屠して海水中浮遊物の沈降逮度や

に存在する微澱の放射性核糧を窟

癩立公衆術生院山隈氏からは環境

弦麓響れている禦︑建

放医研佐伯︑上田両氏は︑海洋

の動態について調査研究した繕果

と海薩生物における放射性降下物

を報継したQその結票︑深度五蕎
癖までの讃厨水中に滞留する期間
は︑平均してストロンチウム90が
四︒五年︑セシウム彿が三年であ

ープ利目の多様性が示された︒

このあと酎論では︑放鮒化分析
が一般に善及されるための問題恵
などがとりあげられ︑この囲的の
ためにはセンターを作って一般分
析を引き受けるような俸制が必要㎝
であろうとの慧見が出された︒家⁝

突阪羅罷毎期砂旦

ンチウム︑セシウム︑ルテェゥ

り︑海癒堆磯物への粗酒はストロ

ム︑セリウムの瀬に増大する︒魚
貝藻績への移行および濃縮の機構
については︑コバルト︑張鉛︑カ

ドミウムなとの公簿充素をも含
め︑群細に倹討されつつあること
が承された︒

見出すもの︒急込まで脳麗珊︑膏

を知ろうというシンチグラム法で

せ︑映像化することにより懸絶位

放射性核種の集洩り員含を点描さ

た放射柱核種を想嶺に投与し︑体
診断や治瞭を行なう核医学はここ
㎜数妬めざましい進歩をとげてい 外かbの放銀線を検繊︑城器への
る︒これは多分に核賑学を貰える

および放射牲鷹離開ーーの難しい

スフロi比例計数響で測定する︒

灘賜についてはシ︑．ノチグラムが剛一れたものといえる︒

比側謝敏管による水中浴存金属の

ほど分解能が良くないため︑下元㎜わりに簡単なンングルチャネル汲

分析錆比例謝数蟹は半導俸輩出欝

経．濟的な亜硫酸カス連続モニタリ

グテープを用いるようにすれは︑

素同時分析には使えないが︑軟X．高分析器を用い︑帳綴サンプリン
線工業利用として五十難︑讃もの大

きい窓面稜をもったものが市販さ

発生源は︑ほとんど白勤車緋気が

▽鉛分析n大気浮遊醐中の鉛の

れるようになったので︑特定の騒一ング計ができると思われる︒

にできるようになった︒

的にはかなり高感度の測定が容易

る︒後難のS瞬比を大にするには

管を使潔し︑バイアルに入れた水

難舗購粥鋳顧

ている︒また︑米国では屋内の壁

の古い塗料中の鉛か幼児の体内に

蝋解小坂・花岡1鞭捕金・岡乙正け1↓

轡の調査や防止に対ずるRl・放射線の利用が一つの大きなテ

土壌霊液中の多少によってこれら

氏は原子力によって化学汚染薄畳

質的または鰍的に汚染が予想され

の方法で処理が困難なもの︑今後⁝ 二つの側面ーー医療用放射線機器

饗麓卿鯉鑓雛錦墜

仏カダラノシュ研究所のグラウ
ビィ氏は都禽により来日されなか

ったが︑闘研究所か6叢近帰圏し
た放医研の秋山氏が︑フランスに
おける状況の紹介を熱唱て代読し

射線照附か灘盤低下に有効である﹇

るものを対象とし︑一万ラドの放副 進展に負うところが大きいQ

永

現在ではプルトニウム潮︑カド
駿踏鵬鍵鶴邸豫靱

散乱線の少ない線源の縄掛の選択

ミウム㎜︑アメシウム躍を線源に

やジオメトリのほかに︑検出器の

の中の摺存金属イオン濃度が五

数晦間を長くとることが必要であ

鍵田効率を大きくとることと︑計

洋

パネル酎論﹁放鮒性医蛇口︵標
に原子刀施設か多く配されている

た︒フランスではローヌ河の流域

翼︑

波灘分布纒綿︵エネルギー分解

PPm以上の揚禽十分類楚可能であ

線野鶴酪嚢騨髪

能︑エスケ⁝プピ⁝ク︑コンプト

の方法による濃縮処理か有効で一

る︒五βm以下では為乱倫媒抽出

ぴにその分析恨界を調へることに㎝

ンの谷など︶についての考慮も必

本翫鵜部千1畑融ノ酊〜S〜2繍ビ1レ

ル鷲掴﹁放射性医藁品の襲造︑利用の叢近の進歩と周忌点﹂の

てその特異帆が土壌誘嗣型︑植物

の症状を生ずるので︑土壌PHに

利点から︑圏的を達成する上に非

〆

尽

糠騨影鍬蘇麟富

燃燃獄灘灘灘懸灘繍懇織

プ藤粛聖

㌧

要である︒測定元素に対して五九

︒たが︑こ提慰霧分竺﹂

摂取されることが大きな聞題とな〜

供の血瓶の迅速硬査とにRI蟹光

ている︒

X線法を便用することが研究され

会畏 猪瀬辮一郎
祉：贋：薪弗友蔵

ーマとして取り上げられ︑多くの関心を集めた︒ここではそう
︵九大・小瞬正治

氏︶をそれぞれ取り上げ︑その概票を紹介ずる︒

申から

癌親和性アイソトープの關壁研究

態研究に対ずるアイソトープ・放射線利胴﹂および同じくシン

た︒これらの障雷は野畑果樹園に

ける動態をも群細に調査し︑土壌

講因型に大別されることを示し
よってコントロールできることを

も公司の原魍とされてい 麓りので

れた︒

した申から︑シンポジ ウ ム ﹁ 生 物 地 願 圏 に お け る 微 舞 嚢 の 動

墲烽ﾌ元素を追求
して︑ア身ソトープ︒放射線の利
おいて多く発生しているものであ

公害防止への有効な手段
最近大きな祉芸悶題となってい
用は虫わめて多方薦にわたってお

る︒その結果︑ミカンの異二二

る公審防止の冊塔窟効な対鍛は︑
葉︑策の黄化現象︑リンゴの粗皮

り︑同シンポジウムでも各溝型が
そうした閥題にa及している︒
病はマンガン遍剰によることが明

その原国を解明することにあると
いえよう︒このシンポジウムは︑

窟ず︑日ホ職子力研究所の天正
氏は︑各種元仁の挙動が湛水状態

らかにされた︒さらに土穿中にお

人類環境における微愚元素の鋤態
研究に陶しアイソトープ．放射線
に他商ずる水縮では鰍作物と箕な

た︒特に開田赤薇病発生地帯の土
漏した︒また締の異常落集現象は

中の全マンガン量は等しくても︑

壌および水稲体中にヨウ累が異状
銅とヒ紫の過剰吸収に趨拝するこ

月の饅薬散布によるものであろう

蓑闇にこれらの元紫が多く︑畏年

あり︑一五に水稲では畑作物に比

中のスト瓜ンチウム90濃度を広く

微量元素分析も可能

に多いことを放書化分析により見

る点に燈騒し︑十轡の元轟につい

がいかに利用されているかを中心
として取りあげられた︒その範闘

も土壌i拙物一動物系︑海水．河
水一水産生物系より人体ときわめ

て広︽取り上げられ陀元紫 も 四
研究の手段としては︑放射性物

十種に及んでいる︒

いので︑アクチバブルトレーサi 必便期したトレーサー爽険かりそ
と摺摘した︒放酎化分析は定盈感

とも承されたが︑この揚含は土壌

明らかにした点は注圏されよう︒

の主部がヨウ甘口醐であることを

出し︑実験冨内においてヨウ繁搬

誉用いてその行動を追跡する放射

質を環境に拡敬函5一ることはできな

化分析の利蘭がまず摯げられる︒
度がきわめて高い

こと︑分析点

ヨゥ粟のほかに行なわれたゲルマ

つぎに釆然および人工放肘性元素

手段の進歩により︑実験室内にお

して吸収が研くなる元素の多い点

ニウム︑ヒ素などの元凝はいずれ 数を短時閲にこなせることなどの

けるいわゆるオープンシステムの

からも米食混族に対して示唆を与

を紹いたトレーサ⁝法も沓種測定

微蟹元繋の動態を調査するために

調査し︑飼料中の配含飼料と粗飼
料︵草類︶の翻禽がもっとも璽要
な困子であるとの確論を褥た︒こ
れは象含飼機中のカルシウムによ

．フジオア多卜

るものであり︑ストロンチウム90 る蛍光X線分析の方法は︑綴源の

小型︑軽鑑かつ安定なこと︑豪た

速・非器的蟹分析できるヨ

の利用がある︒

▽亜硫酸ガス分析幽閉気中の蒲

奮器の肇弩垂︸叢で測定蓬︒
微愚元素の

気汚染や水質汚濁なと環境調査へ

聞耳分析の問題点

検出定騰の隈界は︑その元紫の蚤 ば︑条件の良い雑面にはぬ擁測定

の濃縮処理を伴えばそれ以下のP ナトリウムとグリセリンこを含ま

光X線削数と蛍光X線計数／バン でも十分以内でPPm程度︑何らか魚酸ガスを捕補するために︑炭酸
クグラウンド比との秘の平方根に

それに線源︵鉄55︶からのX線を

Pbにいたる微鎌の定灘が可能に せたミリボアフィルターを用い︑

碧餓萩を着々と、盤旨していまタ．

子

原

も使用されている︒さらに放射線
えるものと考えられる︒

分析によって解明しようと試み

ると掘定されるが理随警を放射化

は︑各糧金属元押の過剃吸収によ

農業疲術研究瞬結田︑渋谷爾氏

謙驕灘難櫨原差乳

照射による化鵬蕩染水の欝血低減
に関する灘告も行なわれ︑この方
面における将来の発展が期待され

このように環境の汚染調査に際

た︒

の大部分はカルシウムに伴われ

シンチレーション剖数籔や比例副
9る︒

て︑乳牛の骨格に沈積し︑さらに
それが撚脱して姦臣に移行

f繋野離鐙
結巣︑放射盤上下物として人知環

工程蟹理用分析訓として︑すでに

となどから︑ポータブル分析引や

ストロンチウム90は原水爆実験の

境へ勲等されたものであることは

広く豪いられているQ
これまでは主として主成分元累
の分析に利用されてきたが︑高し
いアイソトープ線源や堆纒体検出

賠の出現に伴︒て︑議あるいは﹁琵嘉する︒薯の澱を零す

鷺し・励暮れる長x馨駈

硫酸脱銅焼鉄鉱

きりし襲鉄技昏了の鐘夕と鉄鏡需要の増武L卦処するノめオ三

氏

小

金

硫化鉄鉱

そ♂騒甑技

づ（弓を塗薩しています。とくし千魏張銚所は

正治
九州蝉教授小

鶴濃度成分の分析にち醒用の分野．るにはX線励起効率の蕩い︑また なる︒
㎜
をひろげつつあり︑その一つに大︸強い鞍源を用い︑幾何学約説率︑
特建元素分析の樋々の賦み▽

川崎裂鉄億銑鋸一貫メーカーとして，

〈り

（薪しい鉄〉っ

菱蟹纐騰難壁鱒簸譲藤

亀1墨1騨■」！
一

周知の題りである︒このほか畜産
分野における公憲の研究として盈
鉛︑水銀︑カドミウムの胎児への
移行状況がラジオアイソトープに
より明らかにされた数例が紹介ざ

の分布

インゲン幼植物体内のヨウ素蝦

氏

永

勧の優秀さ新しきて溺鉄阿の名を琶界的なものにしましブ、。

蹴

㍉畦

｝

57で成果
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聞

業
産

聞にわたって︑インターアトム社

されれは︑日立猿船は今後十五年

舶用炉技術をもっているインター

で︑金凹醸立造船が︑現在叢斬の

導入を行なった三菱ワループだけ

高速コンテナー船の場合︑在来

が︑来年九月までにはサイクロト
ロン本体霊が完成︑装羅の組立て

新X線診察装

影で宣る﹁カセソテレス式X線診

影以外に二分割や四分置のものも

う︑世界でも初めての画期的な装

遊隔操種で任継に行なえるとい

この装置は紬溝製作屠か特鯨べ

察装躍﹂を完鼠︑発死を始めた︒

ルム送り漉構の聞靴に臨功し︑こ

二蜻畷もあるカセソテ︵X線フィ

置開発に成功

の麟機構をX慰透視鍛影台にと

縮贈騰縫雑藁縄里
近津製作所はこのほど︑⁝度に

これまでは血二二で璽さが約

百枚のX線フィルムがセノトでき

鰍である︒

二階の鉄筋コンクリート造りで︑

ルムを弧填したケース︶を診察の

ルト方式による塑特なシートフィ

延べ総面横が二九無四平方銃のも

リ入れたというもの︒四ッ切り版

で︑その図譜については︑重陽

獄トロンはAVF︵爾型集束︶型

なお放医研に建設されるサイク

一度．﹄激礒日揮語語者の侍ち臆闘も短総されるとと

ムが生鼠のま伽でX線長帥の労力が穴幅に軽頽︑級

霧︶X線フィル

︵二五二X蕊〇二

も任︑緑の冊数たけ浄福のX線診寮にも風力を発擁す

で装置でき︑しかもに︑成人鋳災磁険診はもちろん

ファー拉子が一三でき︑それらの一
皿
熱論ルギーの聴圏および外部取出

⁝ぢ機沙徳紬大学贋離鄭に納入さ

縛した︒

％．
︶﹀
力︑それぞれ合繕した︑と発

れることになっている︒

ソトープ生麓燭二本︵気体と固三︑二十四の三日閲︑いずれも束

数り出せ︑冷面撮

関係なく八時﹃︑も

ルムは撮．臆以叔に纂︶の価箔は一台千．日五十万円︒

X線姓痴撮影台︵ZSi一型睦写

るものと擁待されているり断しい

撮影でき．萄が︑き

合八〜四十MeVで二†鐸A︑ヘ
厳eVで二十欝A︑アルファー粒

リウム3粒子の楊A範︸†四〜八十

石︶︑生物照射のにめの大線量照京・豊国区團慮の学習属大学で行

佳駈横浜市鶴

原薩に入会

彰／多／／勿

祉瀬棚鋤嬬雄氏

︵株︶三興製作所

灘区隻愛馬の六の二九〒二三〇

住所毒弓箭

耀話〇四道−菰二一−一七八鯉
︵株︶東奥巳報社 原説糧入会

独長糠巽隆之進氏

新町二丁目二の二 子9エO

蹴議〇一七七i二ニー四三八一
新菱冷熱工業︵株︶ 原毛に入

会 社長加賀爽勝均 住所東京都
新窩区四谷二の四 一二六〇 蹴

慣れ

によるミスは恐しい

ろうし︑闘題点も山積︑なかで

ってきていることの鉦左でもあ

という▼それたけ利胴面が拡が

は即答しかねるケースが多い﹂

RI会瀕で法律相

譲〇三一三五七−一一一五一︒

く
懸灘灘

抄本︑写翼︵正薗上半身倣で︑脱

二項を認入のつ凡︑履隆露︑戸籍

受験希望者は受験璃込盤に所驚

なうと公告した︒

十群Aが腰紐できるもの︑などと

！−lt⁝

核燃料取扱︑原子炉
主任者両試験を公告

れることになっている︒

用いる汎用照射胴二本が取村けら

なっている︒ビ⁝ムトランスポ⁝

ち

附用一本︑生物照射や物理測驚に

炉

ト系は治霞用垂謹下向一本︑アイ

子の鱗壷二†二〜七†MeVで二

らに撮彫涌みフィ

し躍流は︑璽陽子の揚合十六〜三⁝

が︑新装躍では︑こうした医紳や

子︑陽子︑ヘリウム3冊子︑アル㎜

たびにいちいち睡り替えていた

しかも任慧の紋数たけ逮続聴く撮

トープを生塵して呼吸機能や駈液

悔

科学技術庁
科学技術庁は十一月二†七曲︑

を来年三月十三︑十四の両日︑第

第四回﹁核燃料蚊汲主軸巻試験﹂

十四圓﹁原子炉主伍技術者試験﹂

筆配試験を来年三月二†二︑二十

究④老人病学一すなわち自然に老
化する現象と放射線による寿命廼
慢の研究⑤放射線による発癌など
のいろいろな後遺超についての研
究など︑多方薦の研究を行なって

1一ところで︑博士は米バーク
レイでも研究に軍糧されていたそ

▼さき頃の中国X線による被曝

も

雛故がそのよい例︑行政処分は

用者が規則を巡為すればよいだ

る八月に行なわれた昭和四十六年

科学技術庁は十一月二十九臼さ

とするのは一面では仕方のない

規制の強化で簑全確保を図ろう

雪部隊をもたない科技庁が︑法

般紙紙

電謡東京く543）（大代表）誓汐田

の︒総建設費は約五憾五千万円︒

科学捜術庁放射線医学総門研究

疾患の診断などを行なおうという

い︒

博士私の所属言⇔保健研究機

関放射線生物学研究駈は田NOと うですね︒

濠ぬがれないだろうが︑担当省

カリフ坤ルニァ大学のロ
熱︶︑返信用封筒などを岡封し︑

にとっては照の蒲い閥題▼要

博士

す︒TNOは保健︑工簗︑滋藤︑．
ーレンス放射線研究所では過玄五

欝欝は来年一月十三碍から同二月

いう非常に大きな機構の一軸で

節闘にわたって八十八魁のサイク
饅簗および軍聯防衛の五郡明から

ら同二月十日までに︑それぞれ科

十二臼まで︑後瀬は一月十一臼か
成り︑醐解するあらゆる分瞭に属

学技術庁原子力局核燃料繰︑岡原

米圏はもちろん︑スイスのチュー

度第︸糧︑第二種放射線取扱主任

えると︑現実には安全監視の締

けのことだが︑利胴礁止所が増

ており︑私もラジィー欝士と一緒

闘子を使っての踏捌究が行なわれ

ロトロンによる陽子や負のパイ中

は︑役所が行政指導を充実︑利
する研究所約九十から構成されて
います︒そして私の筋属する研究

子炉規制諜宛に申し込めばよい︒

リッヒでも建設されています︒窪

ζとでもあろうか︒利己者から

のほか︑これよりも大きな装罎が

に翻転研究に謬隠しています︒こ

たカナダでも負のパイ中間子を治

みると︐何もかも規則

東京都中央区凹凹5一董2−8

機関による船舶でもその建造は可
能たが︑燃料消費量の関係や︑三
十移近くになると原子力船がクロ
⁝ズ・アップされてくる︒このた
め昨年から露盤双方が共同で︵田

U日本郵船︑懸船事渠齪︑日立

物驚の大蚤輸魁絶担ってきた海
所は今年からの三ケ年謝圃で﹁医

もの︒剛強一月に仏のトムソンC

十五MeVで四十釘A・陽子の揚⁝

Cド︑インターアトム︑GKS

造船など八社︑西独側ハパック

rハ誘攣カコンテナ嘉の醤

・Sなど四社︶︑八万軸馬力︑二十

的︑技徳的問題についての研兜を
進めており︑両枇ともこのメンバ

Z可能とい︐つメリットが了であ・Φ．

N度中に完成へ

びその改良型︶の設計︑製濾に関
運界も︑経済の国際化に伴って船
療胴サイクロトロン﹂の建設を行

SF社と契約︑その建設を進めて

ることの町鮨盤などが︑簸も環要

所では①放射線生物学および︑癌

という免疫反応のような作用の抑

阿久津鋤一疑ら五百五十名︵合格

者甑験の結果について︑第一毬は

との驚
の研究の成功をわれわれは希聾し

擦に感隈する謝圃があり︑これら

洋紙一
白板

A社報︶と

が醐発した︑原子炉圧力騨器内に
アトム社から技術轡入奄図ること

する技術輯報の入手が可能と な
舶の晦速化︑大型化が要求されて
なうが︑このほど︑これに伴う建

サイクロトロン建設に着手

る︒なお日立魚船は︑合圃の提携
きている︒その一つのあらわれが

屋の藷豪同研究憲縢るが・周社攣九年三月委

した︒しかし︑中性子に関する放

な研究課題となっています︒X線

の実験放射線治撮についての中性
・峯のみならず化学治擬やビールス

○万羅子聴のエネルギーの遼中性

の捗殖という放射線障審の治療に

制と︑骨髄など血液をつくる臓器

バレンセン博ゴ

いでしょう︒しかし窪だ負のパイ

子線とほとんど岡じだと薦えてよ

学をも舎めた研究②抗体抗原反応

1一申性子と︑今おっしゃった

歎には﹁絶対反謹そ一

率二七・六％︶︑鯖＝種は芽上博

一1ありがとうございまレ稽 葵氏ら千二菅十五名︵岡三〇・蕊

てい聴す︒

美しい印尉にはビジョンコートを

日立造船

改良炉で
有効期間は15年間
日立遣船は十一月二十二日︑政府に対し︑同社と西ドイツ・インターアトム社との舶用原子炉に闘
する技術提携についての認司を宙講した︒日立遣船が轡入することになったインタ〜アトム社の舶用
炉は︑現在では最新のものとして注醸されているもの︒なおこの晦講が認められれば︑同社は︑第︸

！ルできる籍囲に入ってきたこ

船﹁むつ﹂を黍がけた三菱グル：プに次ぎ原子力船分野に進出することになるわけで︑合彼のわが腱

わが園．・舶用炉製瓜の経験をも

の原子力船開弗に輿献ずるものとして期待されている︒

講社は今年九月に同技術提携を

蒸気発生器を縄み込んでプラ ン
によって︑わが圃の原子力第二船

っているのは︑米国WR社の孜術と︑この結果︑海運会社の持論の

トの小型軽璽化をはかってじる︑
以後の開発に大いに質献ずるもの

結んでおり︑こんどの串請が云々

コ体式 加 圧 水 型 舶 用 原 子 炉L

に先立ち︑すでに昨年インターア
ラッシ晶船や高逮コンテナー船で
院の隣りで始められた二四翼

とお
して
︵FDR︑EFDR型舵周炉
よ期待されている︒

トム祉との闘に奴術内容講査で︑
ある︒両船種・㌢↓尊用設備の整鯖

トを行なったうえ︑放隊翻に引渡
すことになっている︒

ず逮中性子を舞初の研擁目櫻とし

＼

中性子よりもずっと荷効に麗麗細

このサイクロトロンは︑岡研究

でに付属機器等を含め紀検収テス

また今年二月に日独原子力船共同
等で初期投資額は莫大なものであ

︒

び︑原子力船分野への進出の準備

研究資瀬購入のための提携を 結

@

現在整地作繋が進められている

なったので︑再び速中性子線を治

ーー駆題が前後し癒すが︑博士

ているのです︒

﹁

るが︑荷役業務の短総によって港
所が︑これを使って悪性腫癌﹁が
ロ
の停船恥閥が海運会社のロントロ﹇ん﹂を治照したり︑短野鶴アイソ

を進めていた︒

過日︑オラ︑．ノダのW︒バレンセ ししていただけませんか︒

胞を攻撃でき窪す︒むつかしい欝

の研寄の密な研究対象およびオ

藁でいうと︑中笥子ははるかに深

ランダ応罵科学研究中央機構︵田

なってき豪した︒この点に開し

その放射線生物学的効果は︸五〇

部線澱率分布がすぐれています︒

療に応用言Φことが新しい譲題に

にレントゲン博士によってX線が

て︑とくに中性子による細胞の損

放射線治療は︸八九五年

日したが︑博士ω滞日中に放射線

鰯とその鰹復に関する要園として

射線生物学的な知識が少なかった

やガンマー線に対して非常に耐性

バレンセン博士に聞く

した研究を始めました︒最近では

ため米園のストーン博士によって

をもつ語漏に対抗する処務として

灘三盆

NO︶との圏係を説明してくださ い翻す︒

れ︐小した︒そして一九〇〇年から

鰯細胞との増殖による再生麗の製

書ユ⁝した︒

1一簿士は蹴粒子による放射線 割照射に関する方法が開発されま

合いや︑極端に酸素含有率の少な

一九三〇年にかけていろいろな分 の健全な組織を構成する細胞と腫

した︒一九三八年と一九四三年に

槍療やこれに閣連する放射線生物

い細胞とその細胞に酸紫を供給す

放射線の医学?用

は速中性子隷冶療も行なわれ濠

学の研究をいつ頃から始められた

私は約十三年的から︑入

のですか︒

博士

の培養細胞に陽子や電陽子のよう

な璽荷聡粒子亭照射した揚合に生

速中性子線の効果をも研究してい

行なわれたこの試みは成功しませ

ｷ︒渦⁝張由ハ競にわたり墨本的

な放樹線生物学のデータを動物に

速中性子や負のパイ中間子を適用

パイ中篇子とはどんな相違がある

ックやコバルト60装醗からの蔦エすることは荷嵩でしょう︒

んでした︒第二次大戦後︑リニア

治療が大いに発展し象した︒鰻近

一1放射線治療について︑一艘 ネルギーX線やガンマー線による
の人にわかるようにその成立ちや

麗する研究③無礫動物学に関する

のですか︒

塞礎研究と︑その臨廉への応罵研

では中性子が入の細胞や腫鰯に及

中間子での放射線治療を爽用化す

トビソクスなどを罵粒子の放射線

る旛設がないので︑われわれはま

ぼす彫響がよく理解されるように

博士負のバイ中帯子の方が︑

ひ！≧㌔
ル
中
臥
尊

寧
帝

発兇されてすぐ後にすでに行なわ

博士

炉く冒
、

酋

、留ノ

㍉叩
噸曜
ネ

放医研

治療に開する諸問題についてイン

ン博士が原子力委員会の招きで来

@

鋼

力

原

@

本州製紙株式会社

王 子 製 紙

@

ダンボール原

漏
泄

@

％蟹ウ

｝口

㎜ロ

1

植えつけた実験用の腫賜に適用し

じる変化を追求することを圏的と

@

ハ

ち

◇
ようとする研究を進めています︒

富ひ

治療への応用という見地からお塾

◇

@

暫
7

σひ

49

昭和46年12月2日
新

子
第三種郵便物躍可

第603号
（5）

聞

業
産

力

顧轄：．

卿二﹁．

唖⁝．

．＝一﹃

篇＝．

一轄一一．

繊ツツ凶縁纏
乙＝曹

一一認

フランス原子力庁︵CE A ︶ ラ ジ オ ア イ ソ ト

二一7

マ﹁璽一﹁

・一﹁＝

o一讐罹曹

轄層一一覧

轄輔哺呵

璽﹁一一︐

鴨鵜柵﹁脚

O噂帽一φ

一切一一曽

﹁一圃＝

齢O︐噛曹

＝一一

・−幡轍鴨唱

藻懲羅羅
一−一一．

冒＝一

需翰一一．

・二翻暫

二＝甲

﹃：．ド⁝

⁝を含侵させた？凡で放射線を照

存を必聾ぐする木材繊維にモノマ

亨るのに適している︒これは保

どのように古い太製の工要贔を保

は︑とくに彫像や古代遺跡の鎌な

の生産は追行中である︒この狡術

髪プランはないが︑賦験的規模で

ては︑ニー三無のうちにできる工

い︒ウヅド・プラスチヅクに関し

が︑現在︑そのような割圃はな

戸センターとの併設が望球しい

薄薄辮

一＝

射するもので︑こうして木材の実
的な感触を残したままプラスチソ
クの實的強度か付与されるという
双方の柑負颪のメリソトを生かす

食品照尉ω酬究開発に遺しては

ことができる︒

℃ζ〜︸t●

●匙8

窟からもその漿κす役鯛は轟く臓

隷iス﹂二十四年度に新入黒穂コ り︑今後螢請される技術蔭確保の

の二三に多くの成果をあげてお

ースを開設︑ついで＝

器ざれている︒

その後曜職三十三年度には外人

いたのが初めてであったが︑その

本アイソト⁝ブ協会︑猫認濁会を開

はR工利用の鵬度化のために高歓

には原子力蔭業弦鹸が粟難に加わ

基礎課程八園︵うち一回は外人コ

に至った︒そして現在では︑駕間

繰程を増設︵現庄九コース︶する

リス総会も開く

アリス会

の

一方︑同研修桝ω膨難生によっ

て組織される同窓会

第．ム團総会が︑十刃三十一日聞研

修欧内で開かれた︒このアリス会

トの経済酌な運営に貢献し︑あ

の研究が蕨物質を取扱うプラン

ユニークを創る化堂ム露社

日本不動産銀行

者の礎成は︑昭和二十六犀十月日

後三十三度には講義一週闘︑実駅

で特定のテーマをとりあげる専門

晶晶恕設躍︑三十八隼度には短瑚

り︑原子力婁輿会︑科技庁︑文部

ース︶︑新入職鋤コース一回︑高

で第一回基礎課程修了と圃蒔に発

は︑初代所最木村健二郎氏の提囑

足したもので︑現在会員数は三千

ス会では︑補講の慧瞭もあって認

二百名にのぼっている︒このアリ

漁︑霊園︑各毬の梱談コーナ⁝を

今回の第五図総会では︑講演と

し︑多くの成果必あげている︒

技術開発として︑ここの研究を

溝︶

ロ

十五葎度に

二週間を行なうほどに窪で一般の

雀︑麗林雀︑騨生省︑原研などが

級課穫一回︑専門繰程九回を行な

修了生によるア

関心が麗まり︑さらに三十一年麗

ていった︒しかし︑当山は爽験の

を越えるまでになっている︒この

ように岡研修訴はR工取敏技甫者

アリス総会で講演する村野氏

智8総会垂τ三年ごとに開催

¥六名の外国人を禽み︑五千名

数え︑金修了鑑は二十四力園二酉

回︑高級二十園︑専門五十五圃を

っており︑その修ゴ回嫉は姑礎臼

後援するというところ票で発展し

場所を借りて行なっていたため︑
踊躍︑収容人翼などに大漁な観約
があった︒そうした点から︑十分
な設備ど定常的な養成という要望
が強く︑これに応えて︑原研が昭
和三十二年初めから︑科研内の僧

ない︑同聴に教科内容の検融その

地に約四翼十坪の建麗の鰯齪を行

︵飛HK解説婁毅︒組織工学研

して︑﹁反技術運動にそなえて﹂

慰学の現状と将来﹂︵東大随学部

究所剛所疑村野緊哉茂︶︑﹁核

工利用の現状と将来﹂︵阪大名鎗

飯事正蜜氏︶︑﹁工巣におけるR

田翫三郎現︶︑﹁ガンマ線スペク

教授・神戸製鋼浅田益研贋長浅

トロスコピー﹂︵理研放射線研究

︵R五趣鱗所長村上悠紀短氏︶の

蚕岡野真治疲︶︑﹁欧州雑悠﹂

五つが行なわれ︑関心な集めた︒

位縢づけることができよう︒窪

ピン氏は︑ロスァラモス研究所

次に︑アイダホ原子炉実験所

癌進展させることが必蟄であろ

対するとき︑保工措櫨技術を一

研究所では︑肘論と視察の対象

ろが多くホ陵に霞んだものであ

保認識櫨技術について得るとこ

井上

、

︐〜﹂︾﹂ζ2巴〜︸℃亀．署♪巴コζり
〆
ρ

︸〜︑

アイソトープ研修虜の設置をみる

他継々の準備をすすめ︑いよいよ

︽．ノ監〜︐

日本瞭チ力研究所ラジオアイソ

プ研修所は昭和三十⁝二葎一月十六

こうして腺研ラジオアイソトー

に至った︒

トープ研鰐所はさる十月二十五目

フランスで特に撫嘉κと思0れる 第酉願捲礎課糧を終了し︑その記

日︑カナダ大便はしめ駈日外国公

念翻賀会をヤ一月六黛午後︑東京

館代識︑原苧知嚢員︑科技庁その

点はないが︑総論賠戯や動物を用

日は科学狡傭歴︑外務省︑文部省

プリンス・ホテルで闘催しκ︒当

他譜窟げ︑大学︑闘係諸機腕篤か

いた各種のホウルサムネス・テス

をはしめ︑騰係議麟関から多数の

ら約五画嘱の闘係誉が謬医して︑

ト︵安全無難性試験︶が基礎研究
と並行して試みられている︒その

関係養が出席︑懇談に化を朕かせ

蟹大に翻脈式を挙行︑そして問月

たが︑ここでは回研修所の兀立の

射線照射プロセスを遜入した熱収

経過︑足どり︑その罷工などを紹

愚計

元素のほか︑小型粒子加速醤が

．

二十日には鰯一回の基礎課程か開

データ処理計画などについて︑

もいた︒ロスアラモス研究所の

中性子発議源として用いられて

設された︒

必要な技術開発が湿行中であ

概陥の説明を受けたσ個々に闘

わが認のアイソトープ敗改技術

介してみよう︒

論議蟹隈隊関係坦適副部属︶と

るσ政府開係に限っても︑戦隊

研究聖心は︑トレーラ形式の核

マソクダウエル茂︵保謙措猛翌

物質8一測試健側に縞喫しつつあ

発されている副測孜術は︑当実

察した︶などに逐次応用され

験所にある撚料再処理工編︵視
いる︒米團ではトリチウムの管

るQ

万がを越凡る予鼻が計上されて
著名な技術者をその他研究所か

理もしているという︒核物簸に

払櫨技循の研究開発に磁区六百

らも参加させ︑討論内容発幡広

限らない点で︑葺新しいことで

雄側チームに回顕した︒家た︑

昨無の田米原子刀会議で︑原

くするよう配費していたが︑栄

あった︒

研究翻載握嵐鵬部長︶が誕如臼

子力技術の協力範囲を拡大し︑

国側の手配や応接は行械いてお

る9研究グループリーダのキー
保隙措雌技術をこれに含めるこ

り︑その説明や返谷は卒薩かつ

るいは︑工程にのっている核物

しかし︑高旗射性の核物質︑と

を期待していると述へていた︒

質の藁菰魍理に効果巻もつこと

た︑保陳描癒に関連した核物質

じつつあり︑米

ある多数の研究

機関と契約して

くに燃焼が薩んだ燃料災黒体に

翻および西欧に

の分析依頼に応

を迫れた︒政府出先機関での摂

プラントに薩ちに活用する
つく第︻回の懸口搭罎関係専門

明快であった︒

とが含慧され︑その後これに篁

家会繭を十月半はに開催したい
露米国原子力委貫会から提案が

︑示酸籠齢翻騨灘
あった︒科学技術庁原子力局は

︵動燃婁幽︶をリーダとす

この提案を受入れ中鵬健太耶氏

いる︒

が核物質組成の非破壌副測疲術

物蹟讐理状況を知るとともに︑

ット・ニュクリア社の保障撒櫨

にあった︒種々の計測手段が総

米腱原子力婁貫会本貫では︑

る︑翼図晴夫残︵原研︶︑愈持

技術の研究開発に触れることに

りたと同時に︑また︑米圏の核

哲士氏︵漂子力局︶︑および小

訪聞の理田がめった︒榎物資が

合的に研究開発されており︑議

の実檎を理解することができ

物質副鍵惣理制度とその運耶面

主任研究災

た︒︵日立製作所原子力研究所

なお︑今園の専門承会議では
発の概況を聞いた︒蕨物質剖鰍

測技術の進展状況を知るには︑

う︒

管理制度として︑米圃で長追実

放射するカンマ線でその組成を

簸も適した別間先であった︒こ

第三に肪聞したロスァラモス

専門家チームは十月十五日か

施してきた国内制度を眸細に述

たほか︑核物質を含む欝料の璽

非破壊鯖測する一法が紹介され

こでは︑ガンマ線法︑中性子法

同所を運営しているエアロジェ

ら一躍間︑米騒原子力饗貫会本

べ︑日本側の質間に癒えた︒核

がともに研究され︑放射性同位

米国政府の保隙繕罐に関する組

那︑アイダホ原子炉実験所︑ロ

物質の動きを把握するために︑

磁測篤や配懲内通過磁の測定を

織と制度の鋭明を受け︑研究開

スアラモス研蜀所レ偲順次翫間し

遠隔操作できる狡術︑これらの

が罰成︑派遡された︒

て︑討論∵懲ねたが︑この討譲

テムが整備されており︑これに

獲麟機を用いる核物蟹年報シス

生の四駅から成る専門家チーム

職にある︑ダウニング氏︵保障
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写

ープ部の縫︒スーバニヤック授は︑このほど覇
⁝かれた第十回顕本アイソトープ会議に出席し︑
曲﹁フランスにおけるアイソトープ利用技術の今

一一尉唖

騨一一需O

⁝後の課題﹂と題し特別講演を行なった︒以下は

︐一一＝

甑その概要である︒
︐幽韓一嘘

や︑タム︑

一一墜一

フランスにおけるアイソトープ
遜潟︑地下
水の運動等

翻度の湖上がみられる︒新しい装

工鰹臓などといった医学器興を朗

一工

鋼用の増加率は︑奔までに例のな

っている︒

いほど懸激で︑年三〇％以上とな
の流蚤測 ︑︐ ⁝ ．一．一．：．

しい応剛例としては︑山犬叢所
置では︑価薪に山めるラシオ．ア

定︑漏水の鞭出Ii︑興昧ある新 献碑するシステムがとられ︑測完

村近の熱公溺研究でトレーサ⁝が

昨年天における使用新莚は︑医

工学千八菅四十四に及び︑アイソ

落して使われるようになったが︑

い〃〉技術者養成に多くの成果一轟

ほか化学袈昂の製造プロセスに放

RIE﹂とよばれる装灘がこの二
年閲に試験され︑さらに石油︑炭
化水撃中の硫黄や︑リン鉱石中の

発され︑市販されるようになっ

リンやカルシウムの測定装澱が薦

次に︑工業計測器の開発につい

翼憲鐡

より大きな軽隠元嚢の分析でSA が増大する傾向にある︒

る︒
縮ポリエチレン︑粘藺性ポリエチ
蛍楯X線分析では︑陽子数が11 レン︒テープ︑にかわ等の製品化

ムーベリリウム線源が使われてい

た︒これでは主としてアメリシウ

足は後者の使用を増膿さセてき

ており︑とくに潅蹴における氷不

翻度計と岡擬︑葬六罎張姓を増し

おける衣面ゲージも藤業における

中織子湿麓計1一︑道路鰻に

なり︑無幌できる殺腱になった︒

イソトープの剛臼は次第に小さく

学二颪四十三︑理学九百九十︸︑

トープ消費は総計二蔚六十万試で
うち医学利用哲二十万♂︑理工学
利用百三十万謎に達している︒

医学利燭の分野は最も退歩が堅
いが︑治療面でのアイソトープの
使用は︑リューマチの治療に使わ
れる繊織コロイド︑アフター・ロ
ーディング技術で使われるセシウ
ム餅小線源以外はあまり増旗して
いない︒インビボ診療ではテクネ
チウム99鋭︑インジウム照㎜など
が化合物調雛のための付属設備を
備えたジェネレーターで生成され
鉱綿のようにサイクロトロンで製

造されることにより短半滅期 同
位元紫の利罵は姻加しつつある︒
インビトロ診療では︑ラジォイム

た︒線源には鉱55が使われてい
る︒義軍舞兀紫に関しては︑アメ
リシウム鍛︑プルトニウム鵬の塞
源を使った特別な分祈機器が市販
きれ亜鉛メッキ轄の測定や粉雪申

工業的管財利用一1照鮒物の増

の鉛等の解析が行なわれている︒

朗という点からみると︑照射技術
の成衰率は年間六〇％に達する︒

である︒コバルト60は大規模照射

てだが︑厚さ謝や鯖展計︑レベル

旗鷺

には米回謙子力婁興会水都で要

メラミン／スチm一ル

子
原
ノ︒アッセイ技術を硬つたホルモ
ンの研究装澱が開癸さわており︑

八ヵ所ですでに惹働している ほ
か︑二i三の設備が間もなく旋成

架の・甲パラずタ蜘旦

に欠かせぬ線源であり︑セシウム

浦接的なトレーサー利用ではない

線血肝保有しているサービス会社

ブレン／カーバイド

クロ

する︒この分野はアイソトープ医
学利脳の重要な一部門になりつつ
あり︑大鎧の試験をするため自動
測定装澱の開発を進めていかなけ
ればならない︒

モデルを使用すること︑とりわけ

・ユニットの挙動を認へる数学的

卿は安換の因難な驚陥地の小︑中

に使われている︒第三は化学丁蒙・照射能ヵは一日当たり二十七紬×
皿
での利用である︒トレーサーぷ蟻 量販ラドであり︑今薙の阿戸料金

動におけるトレーサー研究で︑沈

規模の照射施設で添われている︒

﹁のパルス状で注入し︑プラント の総額は二二＋万誘となる見込み

泥︑砂利箸の移動羅を測定する狡

ゴミが処理工揚で処理される際に

興昧ある応用法は︑嶽庭から出る

数奪前かち放射線殺融の阿比も︑

ー農用について︑次の三分野で大

砂のラベリング過穆が確立され︑

術が完成された︒実験塞内での士

物質の変化をトレーサーを刹曝し

が︑それと閲連の深いタイプで︑

ていないが︑生薩過親昂睡動的に一は現在︑ ︸社しかない︒病階と浮

計は葺球めたった改饅は闇闇され

汁射器︑手袋︑ガーゼあるいは入

これの野外での刹用を可能とする

て調へることである︒

はかる激諸もある︒次は︑水理学
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利用増加率は年30％以上
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掘駈

日隠

待ちしております︒

@日露原子力産撲会議では︑毎 上︑多数ご謬加下さるよう︑お
﹁監置頭に漂子力関係者による新
∵無名測炎換会を行なっています

ｪ︑来隼は次の通り闘催いたす
離ことになり噛した︒令回も豪た
・澗劉のご寮内は省略いたし豪す

ので︑関係瑠各位にご連絡の

進︑資源開発協力墨礎調査の邪実

ンフラストラクチャー整備の推

な開発が図られることになり︑イ

と安全性の二つの分野に眼ってい

ノ

〆ぞ

さノ

海外経済協力の捉進
ミ

闘志規

〆

わが国へ
〆

ミ

ど最近の娯気後繕︑三二為繕根

の蝉滞などの打灘亭琢えているな

場纏への移行は鉱業界に三内羅要

どのほか︑長湧の国際契約による

れているQこの際︑変動の激しい

鉱石綜料の繍入削減も二二なくさ

地から︑国恥資金による鉱冠物の

鉱三物藍絵の憂郷安定をはかる目

資還

備岱麟度を醐設すべきである︒

擁外足羽開発税制の改盤

開発投資損失準舗金調度の紺憩企

わが

業の払大や条件の緩騙などを麟る

海底金鵬翼源の關発促進

べきである︒

国の海洋開発は大きく立ち遅れて

礎鎌錠の実麗︑採取・精錬技術の

おり︑このため調査船の建毒︑基

研究︑讐理体創の蟄備など積極的

〆

〆

ノ

昭租五十五無に実用原子力

ノノ ミノ

な対策を講ずへきである︒

体化

六〇〇語を厳選集録したもので
公害開係餐︑公哩n防止鶯理者試
験を闘ざしている方の必携辞典

差渠公聖居二巴㎎および闘甲建用⁝皿⁝約

︵〒一〇〇︶

公審研究会編 新菊／八○○円

公害用語辞典

恐鞭

@

黙醤ミ晒踊

畿嚢晒ミ鴫晒ミ襲ミ

日刊工業新聞社

なお同綴壷屋では調査対自︵支

いてもさらにその規摸が大型化︑

田︑従購巻︶の今後の見通しにつ
増大の︸途をたとること壷孫して
いるが︑こうした増大傾晦につい

力大容勲化と謝要増大に備えてそ

てこんどの調査から総体的にいえ
ることは︑酵業界が︑将来の漂子

の生塵体制を固めるとともに︑体
質面の強化を図ったことなどが作
用している︑ということである︒
だが︑⑳研究投笹灘が低くなった

とはいえ二・三％を認録︑他三
一の平均丁三％︵開銀の調践に

ており︑その稜極的推進によって

の経済協力の要請は一壷と萬まっ

ノさ

資翻開発のチャンスも生れ︑円滑

⁝よる︶髭べて蓬肇であるこ なわれることになっており︑員体
明家会議を好くなどして欝欝交換

的な方法としては適当な闘隔で専

メ

主要鉱塵物の二二制慶の検討な

が必要である︒

探鉱・開発資金の確保

襲器項の概要は次のとおり︒

に提出した︒

呈する裟墾﹂を謹とめ︑闘係省庁

︹当面の海外金綴資源開糖政策に

経済団体連合会はこのほど︑

経団遜が関係憲庁に

海外資源の開
発政策で要望

る見通しである︒

げ醐広い分野での協力も行なわれ

るが︑将来は他のテーマもとりあ

いまのところジルコユウム合金

かのように を行なうことになっている︒

蔦が支出轟を上回り︑源子力も

と㊥前年度初めて鉱工業の売上げ

〃実用段階に入った

みえたが︑今年麗には再び支出輔

が二王げ爾を上回った︵石面億
円︶こと︑などもこんとの調査に
よって指摘されており︑岡時に岡
謹告奮では︑掠子力馳業が安驚塵
樂として自立する厘めにはなお一
直の自主的努力が闘待されるとと
もに︑この努力と硬製一体となっ
た國による棲礪的助成緻躍のとら

11四面に関運配事

れることが慰要である︑と述べて
いる︒

ミノ
〆

ミミ

東京郷千代田区九段北

墨書

とにより亮上げが半順化したため

従盛者数も朗隼度比丁三管の

である︒

技術巻も漫々増加の傾向にある

増を配録したQ四†一年匿を境に

が︑今團調叢による目当しい点
は︑鉱工漿における技循分野の構
成が増大︵全体の㎎六％︶してい

数的には小さいか︑増加している

るほか︑安全讐理技術者の数が︑
ことである︒

を続けていくことか確認されてい
たが︑このほど双方が合慧に遭し
たので疋式に欝簡交換のはこびと

認発血金への励成強化が必蟹であ
るが︑このため︑政府金融機開に

悩報交換の協力は︑当面A3巳R よる融喪の拡充︑成功払撮鉱融難

一蕃圏のものとなる︒

は先のカナダとの協力協定に続く

@ATRの材料や安全性で鋤
なったもの︒AτR分野の協力で 齪の大型化に伴い国による探鉱・
での技術鯛報交換について英A鶏

ミノ

船霊現を闘轍に︑すでに開発に眉

べきで︑来たるべき原子力軸時代

究︑開発などの穂懸協力も推進す
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増勢の支 出 と 売 上 げ
倍増︵薦二十五懲円︶となり︑初

増となったため︒後者は同一・四

鍵盤なお一層の努力が
眠本源子力巌漿会蹴は︑わが国原子力産榮基盤強化策の策定に役立てるため︑毎年︑関係企業にお

めて業母国亮上げ局のトソプにラ

ーンクさ楚がεれは理雫・

ける経済爾を中心とした実態を調接しているが︑このほどその昭霜四十五七度版報告欝をとり濠と
め︑﹁原子力発鍛暗代への対応﹂として公表した︒鉱工業︑電気鴻業︑商碁器係の総数六百二十一社

を対象に漫該年度における支出職︑売上げ趨および原子力関係従留男数簿が藥計︑分析されてい

みてみると︑まず支出醐では聡穴一およびアイソトープ．放癬線窟露

プの至正機盟製遁策が多軸の畏注

今圃の原子力幽幽癸態講謹は︑
礁榮の傾ぴ率が対削年比二二侮と⁝爾部門における増加が茗しく︑ビ

るが︑これによると︑そのいずれもが対荊年度比で大麟な増加を添し︑とくに支夕曇では醒気藩業が

日誌構十二回蘭︒関係企藁六百二

残萬︵潴旨旨比五運︶を残したこ

十﹇歓の中から紅谷のあった三遠

激増︑この一無間のそれは過芸十 ーク隠紀録を上之る数字︵六十九
一
二年聞における電気購榮全支繊額 慾円︶がだされているQ

円︶を示したが︑これは原子炉本

無蓋をピークに以後低迷していた

動力炉︒乾酪料開発聯簗団は十

制度の開設・寮務保翫の充実︑海

二月二日︑英國原子力公祉︵UK Aと縛し合いを進めてきたが︑今

開発にとって墾裳な炉心轟造物で

メ

▽舶用炉開発体制の確立葛本

なうべきである︒

を加速し︑五や嬉頃の爽用炉

耀している一体型加圧水型炉開発

合杓協力体制をつくりあげること

のための自主技術の欝欝確立と圃

縫処顯朧属繍・一と一鱗拶

処理；喋企業1ヒの問匙点

明・樫離調疹氏

冠工臨紀雄・ブ、野

RI利用はどう紳びるか

一・………動・1締転調串み腱太三事

幽幽処理工場の傑粥1照

約一日と激増︑鉱工簗における設備蟹︑垂込開発費もこれまでの最六二を記録している︒

三十八初を対象に昨年臓一期聞に

の撃分︵四六％︶にも芒て璽
鉱工灘における亮上げ隅でウェ

おける動乱高︑売上げ醐の契繍や

り・ 薫 蒸 簾 勇 発 欝 代 歯 イ ・ 窩 い も の 攣 三 蓋

が︑醐査結果によると︑それぞれ

従購着数等を躯譜︑分析している

を生産支出と研究支出とに分けて

体の塞げが筋年度比憲倍の大鱗

捺したことを物貰っている︒これ︸設関係の両部門︒対筋年度八前嵩
旧
に次ぐのが鉱工灘支出たが︑これ
は一・八面の増加︵二蜀五十一惣

みると︑前者ではとくに讃備盟が

支出闘は対隅焦度比一︒八悩の千
七蔭二士⁝⁝億円︑売上げ轟は岡一

一己年度比華麗の官憲
認録︑過忠臣麗たった四十三無度

億円を

は岡丁三倍の一万㎎千八百五十
七人を諾録するなど︑いずれも大
のそれをヤ億円も上團つたことが

英AEAと情報交換紛

・四借の五魯四十八億円︑従那潜数

幡な増加を示し︑過去の四馬を大
目立っている︒一方後目は

これらの調費結果からそれぞれ

二十六

きく更新している︒

が︑今回調査によると除子炉遍羅

磯

AEA︶との間で薪型転換炉︵A
年九月に両者でシルコエウム冶血

づ

全性に関する研究開発について行

コニウム二野︑およびA田Rの安制度の翻設などが必要である︒

外融蟹撮険要度の糊設︑外賛貸し
会議が麗かれ︑成功裡に終ったこ

ある圧力管などに使屠されるジル
行なうことになり︑このほど轡鋤

TR︶に議する技術傭報の交換を とくにジルコニウム含金に関する

ミ

とから今後ともこの分野での協力
芝

ついて考慮すべきである︑として

欝蕪技術の確立と圃際協カーに

課題である二野炉開発の現状は政

て推進すべきである︒また計鷹策

を圏ざし研究開発醗画を具体化し

元成

府婁駈蜜による小規襖なものであ
り︑これぷ単調に特定総合研究と

輔

▽原子力船開発の墾本姿勢

儒頼倣の窩い舶粥炉が必要であり

が必要である︒また原子力婁貫会

わが國のみならず海外との共同研

▽留主技術の確立と国際協力

つとめるべ慧である︒

流の成果も考慰し謡画の効羅化に

定では第一船の成果や国際技術交

してとりあげ研究開発譜機関の総

原産原子力船開発で要望

開発体制の確立など

翼原子力船には経済性︑安全徽︑

鞍望難項の要冒は次のと絡り︒

いる︒

日本睡子刀産簗会議の原子力船

闘の験盟を行なった︒

発体制の確立や團際協力など四項

今後の原子力船闘発について︑開

留理会はこのほど︑科学技術庁に

二

の交換を行なったと発肥した︒
鋤燃瑠灘団は﹁昨隼から里水炉

一▼ムワ自颪▽▲一

順調に進む再
処理施設建設
今無六月から本瓦篇工︑建設が
進められている鵬力煙・核燃料闘

これは︑現在原子力婁鍛会が改
発事葉団の再処理施設は︑その後

罵長期計圃︵現行は昭禰四十犀に

訂作業を進めている原子力開発利

策定︶に反映させようというも

腰調な経過をみせており︑現在︑
圭工揚と簾梁物処理揚の地下コン

の︒それによると︑暴本舗には現

る︒仏SGNおよび日本揮発油の行三期謂画の﹁経済性の幽い舶用

クリート打設などが行なわれてい

炉開発のため鋤一腰の成果や︑望

圃が中心となって舶矯炉開発を道

瞬社が受濫︑建設を濫めているも

外團の成果も敢り入れ︑舶閑頬の

睦技術鮨力の向上につとめるべき

のたが︑さらに十月には大成︑麗

を決めるとともに︑既葎開発機関

に騨門郡会を設けて開発璽本訓爾
方を生かすほか︑①原子力船開発

自主開発研究を進める﹂との考え

めるべきである︒豪たこれが完成

勘の醐社と分葉所建屋麗係の建設

▽効累歳な舶用姫開引引鯛の異

しても国は︑初娚における激産効

が契約︑現在︑このための根伐り

果の暴しが欝られる豪で︑原子
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微濃縮ウランを抽出
共同工場建設に意欲示す
爾アの﹁ブラック・ボソクス﹂ウラン濃縮法が胎動したーーガス拡数でもなく逮心分離でもなく︑

在来のプロセスとは異なったユユ⁝クなものとして知られる以外には外部からはプロセスの概要す6
つかめないという南アフリカ共和團のウラン濃縮法は︑秘密のベールで包薫れたブラノク︒ボソクス

なり高くつく︒このためガス拡敬

ち

㍉8㌔．も〜㌧く・く・く・ご﹁〜零f︐㌔

㌔σ㌔く〜〜 ・8㌔・〜くノ㌔

い淡縮度は達成してないが︑この
プロセスの諮鋸盤を吟塾すること

ンク︒ボソクスへの接近を認め︑

うんで︑パートナー希望国のブラ

含む一定の条件を十分に勘案した

ナー探しにもすでに糖穿してい
OR︶がその運営にあたり︑この る︒南アとしては保障措躍などを

イロソト・プラントを運絆しフル

め︑決定を下す晴期までには︑パ

ラン濃縮共同工揚の構想をまと

原子力薄膜会ではEECが欧州ウ褒工作も活発の度を加えていると

のあたりのタイミングが南アのプ

ンズ・ゼ不ラル︒エレクトリンク

伝凡られるσその中心はブリティ

社︵G且C︶であり︑岡祉はその

ソプメント祇とともに骨導促進に

す可能鑑も残されている︑

米團GGA紙

核融合装置 ダブレ
ット が順調に運転

のではないとしながらも︑﹁もし

のものは核競合の達成を狙ったも

この実籠潮繋でGGAが生み出し

た理論計鱒紬果と前に行なった実

ソト型綾置は制飾骸融舎の毫ア的

験の成果を確認できれば︑ダブレ

した削のGGA核融合研主義置を

ホウ素R一分離

条件を備えていると述べた︒

マクより十傍良好な磁揚閉じ込め

し︑謝騨ではダブレソト型はトカ

下爾院合同原子力委員会で翫序

大河簿士はこのほど腿かれた上

のである︒

GGAの核融合近辺を掴揮する改良してスケール・アンプしたも

ることを明らかにした︒

子会社GECリアクター︒エクィ

仏のイゾボール社が建設

工場が運転開始

︻パリ松本駐在二二︼仏イゾボ

〜ル社のホウ素アイソトープ分離

謎経度で使用済み燃料の再処理か

リゾナ州フェニノクスの筒架交咽

トープ開発部．猫協力して六九駕ア

トン85の利用法と考えられる︒

錨装瞬の照射などが今後のクリプ

在のAEG価格一瓢あたり二十二・アトミノクス社とAECアイソ面塗膜の轄燥︑特殊な生物︑医薬

なった調査からクリプトン85が現 途が・55えら九ている︒アメリカン 射線利絹︑印刷インキや非飴嫁表

リプトン85各一監 ロー放儀蟹など漂流を流したり制

ささえ

不安の
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満期返れい金つき

協定をとりかわし俵例もあると一大河千弘璽は・多レ・トπそ

㍉ ご⁝

れ

プロセスの効羅の農さには十二分

のプロセスについて︑さきに﹁パ

になっている︒ル！援員長は粥ア

その後で技術供与の交渉に入る方

なデータを得たい恵向であり︑こ

・スケールの濃縮工揚建設に必要

得策たとは考えず︑むしろ主な濃

向って精力的に動いているといわ

れるQビンター塾員会の五二が遅

れれば遅れるはどGEUの舞台慶

ヌ︶がこのほど歯工後一年で完

工揚︵オートビエンヌ禦ヘソシ〜

はユシーヌ・キュルマン︑EDI

成︑運転を始めた︒イゾボール社

こうした遍羅の状況を背圧に気体

ら得られることが知られており︑

獣示に︑笏めての試みとして・ク

店話
本電

東京都中央区京橋董一5

磨魯〜﹀㌧く

山
窟目した人として誤
知られ︑フェルミへ
．魍じて原子力騨発︵

炉の護︑運転蕊

晒

このほど闘かれたヨハネスブル

の確鱈がもてる②プロセスの大型

針をとっている︒南アは團内に濃

て非常に小さくてすむが︑濃縮に

見が支配的となってきた︒このた

状アイソトープの新しい利用法を

貯留

電子蟹に欝薄しておいてイオン化

御したりするよう作られた各繍の

ている・

の開始に窟嗣であることが知られ

を内蔵した六十六

ールを付設してい

個の発光体モジュ

る︒さらに大きな

バスのインダストリアル・ニュー

金海上火災

㎝館欝欝輔議繍雛観麓総蟻醸
米国デトロイト

・エジソン社のウ

ォード︵超大な簗緻を残したア

ゾメリカ人にその栄轍をたたえてになっている︒
ロ

可能蛙を実証しうる大型綾躍への
へ
米国ガルフ石窟会祉の原品力部
に尽力し︑また米㌦
乱丁にわたる電力生
スケール・アノプ化の有力な切り
門を受けもつガルフ・ゼ率ラル・
西盛による慶業への
国
原
子
力
平
和
利
用
V
アトミノクス社︵GGA︶は十一 札となろう﹂と語った︒
い賀献に対してナシ
星金会艮として樹ハ
ダブレノト猛は外部懲線を流れ
㌦ 月二十ヨ日︑発罵開核鯉口炉の爽
ヨナル・ビナイ︒ビリス財団か少薙の原子力競膏面でも大きく〜
る亀痂とプラスマ自身が作るダブ
轟 現を期す最新の研究綾置タブレノ
らグレート・アメリカン・アウ 貢献した︒授輩式は十二月間ニ
レノト磁場構造効果の必饗宴を申
h ト夏が小社で順調に運転されてい
Bデトロイトで行なわれること轟

罫目麹

ー駿でちょうど逆の関係にある

法と比較すると資本費とエネルギ

国のガス拡散法の価狢と周じ程度

が︑経済性レベルでは薗由主義諸

だと考えるしと述べている︒

南アはパイロノト・プラントで
の運転で艮好な踏通しが得られれ
は︑フル・スケールのウラン濃縮

工編を外国と共同4建談ずる懲向
の

グ商三会講所の会議で南ア原子力

化への移行に伴なって開発︑製造
イロソト︒プラントで濃縮する場

縮工揚を建設することが必ずしも
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婁員会のルi婁劉長は︑南アがウ

を要する袋蔽類には十分附久性が

資本蜜はガス拡散法のそれと比へ

合︑南アの条件のもとでは︑その

をもっており・このためのパート

ラン濃縮パイロット・プラントへ

保鉦できる目途がついた③エネル

におさまつ陀豪ま今日胎励するに肇つた︒

移行する箭の予備実験で阜くも微

ギー消費などプロセスの改良には
これまで格殴の進歩があったが︑

きとは対照的にPWR導入の愛冠

濃縮ながらも濃縮ウランの抽出に

南アは臣下ペリンダバにパイロ
縮宿漏を形成する欧州におく方が

有利たとみている︒このため南ア

成功したことを明らかにした︒

要するエネルギー一毛コストがか

Aが開発した炉型以外の炉を尊墨

の協力俸制についても検討してい

ビンター婁員会では亟ドイツと

く閲題外とし︑豪たAEAもAる
E陶きもある︒

CEG召は外罵技術への転換は全工作が功を幽すのではないかとみ

二三ス響入の鍵となりそうた︒

今後の改良でさらに効率の良いプ
ロセスとなりうることは確かであ

圏川

英⁝

で採用することには極力反対して

て三野揮を変えられるたけでな

ある︒

MおよびSIMOの共題子会社で

議事は十・七口とヤ分畏く︑ベー

して照射プロセスを調整すること

く︑ポンプでクリプトン85を送脱

︸鈴縫臆熱冷磐
ーヨ年のうちに三ヤ万一四＋万

タ線のエネルギーが譜通の夜光時

ところで︑こうした表だった勧

会議年次大会の﹁商業用原子力発

謝の文字盤に健わ属り発光体の千

A︶とも強い難色を示しているり

猛GB︶︑英圃原子力公社︵AEいるり

軽水炉の導入が焦点

炉型選定で論戦

ット︒プラントの建設を急いでい

る︑などの点を明らかにした︒

ペリンダバに建設中のパイロッ

るまでの間続けている現在の予備

ト・プラントは︑完戒後はウラニ

るが︑これが運転できるようにな

ルー委貫長は①予備実験では濃縮

実験から得られた毘通しとして︑

ウム︒エンリソチメント社︵UC
英国ではかねてからの原子炉輸
出奨稜の不振で原子炉政論に対す

アズ・ロウ・アズ・プラクテ

〜三薗万象牲で増えそうだとみて

挫︑そのうえ五一八年たてば二罵

る圃内の批判が醐豪り︑現在開発

セソションで︑過宏六三聞クリプ

電所で得られるアイソトープ﹂の

の化学的︑物理的難事を変える放

もできる︒高分子照粥などの爽画

中の五つの炉型を少数に絞り新た

ィカブル︵実用可能な限り低く︶

から各覆の宙発光出離としての用

儒以上の発光能力を商するところ

えるよう㌶務づけきせるとして︑

異臭段階で従来の多分の一におさ

紹介︑原子力発想の翻薩物として

原子力発躍所の運転による

躍子蟹利用罰クリプトン85はグ

大きな反響をよん九が︑米国では

の下用性を強調した︒

ンなど放射巻緋出物の中でも希ガ

クリプトン85の有効利用を

原発運転の副産物から

これとともにクリプトン︑キセノ

スに属する撲出物の処研に間する
規則改訂への勤きがある︒これは

て大気中に放畠させるという規則

従来とられていた希ガスを稀釈し

必要であり︑利用の拡大は低価格

標識には数落犠のクリプトン85が 非破壊検査1ーオハイオ州コロン
からの回収はこれを一つ
の目安として経済的司能牲が追求

副産物
れた気体状放射性排出物の鰻終処

われている︒

ローストビーフディナーと一流バンド演奏がお楽しみいただけます6
営業瓶詰篇11：00A．M．〜11：00P。M．

561−9111（大代表）
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段数に制隈があるためそれほど高

爾アフリカ共和国のペリンダバには岡国の各種原子力研究施設
が集中︑原子力開発の中央センターを形成している︒写翼は研究
關鑑標の一部︒

子力要員会︵AEC︶はさる六トン85とキセノンの製品化と利用 いるQ

という基本理念に沿って︑米国原

アトミソクス社のドーレイ疵は︑

開発に従隣してきたアメリカン・

な關発方針を打出すべきだとの巡

月︑原子力発聯盟設選者に発聡所

原子炉開発路線の選定作業を進め
てきた︒当初九月に予定されてい
た︑ビンター婁弊誌の鰻終答申は
今月末から来年初めまで延びる公

を間
近に控えた英圃の原子力関係著の

算が濃くなったが︑〃讐判

発な舞台擾工作が展開されている

間ではさ謹ざ豪な観測をもとに活

叢近とくに注鼠されるのはビン

と伝えられる︒

bFRパート50の付則−串改訂間氏は︑原子力発羅所で捕集き
して︑収集︑欝製したうえで大気

ロ秤度の欠陥の検出︑表示に開す

クレオニノクス祉が開発したミク

て軽水炉路線︑とりわけ餌界の軽

の気棒状アイソトープが利用で牽
分には︑濠だ解決の余地があるに

ドーレイ氏はクリプトンについ

されることになりそうた︒

水炉霧で優位書めるPWR路中に放出させるというものであ

しても︑﹁貯留の斜里を十分に生

五経で知られる同社のクリプトン

る報告があるが︑それによればK

る︒こうしたことから原子力発三

て︑自鞘光製品︑工業翻料の照

るかどうかにかかっている︒
線への張換を打出すのではないか

かす慧味でも新しい大騰の利用法

照射狡術は聞解筋力をもつ在来検

自発光製最hクリプトン85の単 器中のクリプトン85の圧力を変え

ユニークなベータ課照鮒装羅は容

ルがある︒気体伏クリプトン85の 査法により千借の感度があるとい

大部分はまだ諸鐙

所の還転を逓じて鑑成・貯留され

線照影利用には多くのポテンシャ

羅だが︑工無用および医療園放射

を挙げたが︑その概要は次のとお

材料の照射
との観測が以前にも増して其剣味

新しい非破媛検査の五つの利用法

射︑医療創の照射︑勢子管利用︑
れら気体状アイソトープが︑ある

セノンの有効利用に明るい兇溢し

る大嶺のクリプトン85や安定なキ が必要である﹂と述べたあと︑こ

平均約五千牲であるのに比べ︑二

は︑饅近のAECの出荷愚が在闘りである︒

程慶用途が拓けてくれば︑消費撒

ビーチで開かれた米罵原子力産業

さる十月フロリダ州マイアミ・

がでてきた︒

り︑米国技術を論議する感融がで

輕水炉の灘入には中央醒力庁︵C

しかし︑米国狡術を基本とする

てきたことだ︒

を帯びて取沙汰されるようにな

ター婁貫会が世界の潮流に禽流し

アリゾナ大学原子力工学科が行

め政府はその諮閾機閃としてビン

からの放射性緋出物の這出基準を

圏リコ園

タi委員会を設け︑英國の将来の

臼本興業銀行の

態

鰺卿陰
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力

万二千人増えているが︑投禦率は

の約鍛％も下回り︑徽高の投壷率

六五・二％と前回の七〇・三％よ

建屋が完成︑来

春一般公開へ

日本傾子力船開発垂垂幽は今年
四月から溝森鍛むつ市の岡拶彙団

S︑G起︑アライド・ケミカル

各社の再処理工揚の放射性廃懸物

むつ購樂所内で原子力PR展示館 の処理︑処分方法︑環境への排濯

﹁むつ原子力館﹂の建設を進めてい 物に関する選醸騒騒と建設・謝箇

中のものの規制鍍雌との対比︑豪

原船瀬の﹁むつ原子力館﹂

た︑臨棄物処理技術等に関して

であった第二期の九一・三％と比

建屋が完成した︒

ぶりが目立

たが︑このほど︑

激減

術︑②高放射性廃液のサイトにお

は︑①クリプトン85等の回収狡

べるとその

鉄筋コンクリート

となったQなお︑MNFは先月政
ち・問会議始まって似来の撮低の

ニ階建て︑総昧面

貯蔵などについて調査了る︒

ける一聴貯蔽︑固化︑輸送︑目口

厳しい来年度

玉本原子力麿業会議は牽二月﹁

大坂氏が原藤総企で貌明

原子力予算
付けられるが︑来

来年展予騨編成および︑先月閥か

場科学技術庁原子力局次長から︑

れた日米除子力余談︑ウラン濃二

B総含企画委鼻会を開き︑大坂俣

が開始されること

二題予働会談について説朗を受け

蚕臨月には全てが

目写爽は建麗が完

二五％増

の樺内に納めており︑大日雀もこ

年度予習を本年度分の

概算要求の段確で︑科技庁は来

語った︒その要旨は次のと46り︒

も楽観はできない﹂とその印象を

﹁来年度の源子力予算は必ずし

る︒穴坂民もこの点を掴摘し︑

響を受けることが予想されてい

原子力予舞もこの畢噸高揚策の影

篠することを蕾めており︑来年度

策の績極化讐の方針で︑敷鯛と折

拡大など大型予騨による景気蕩揚

定との臼程および︑公共膿業欝の

蔵原案内承︑三十臼政府多騨藁決

臼子騨鞠戚大綱決定︑二十＝甚大

十二月二日の総勝懇談会で︑二十

多再編鵬については︑霞民党が

た︒

力館﹂の全一

成した﹁むつ原子

になっている︒

完成︑一般の入場

これから設躍︑据

など凝示内容物は

円︑パネルや模型

工捜は二千七百万

難題のもので︑総

積約四哲六十四平

府から︑三菱鎗工のWH役からの 投禦率となった︒

寵︑

嘗＼㌶

儒向批判

にその＆

馨

陸上用PWR発蹴プラントの技術 江上不二夫会艮︑桑原武夫︑吉
援助超約とともに︑WH祉から燃 識雅夫両副会長︑城戸幡太郎第一
が立候補しないというこ

ているとの

を連ねた批判派の学者グループも
新会商に当選していることから︑

臼開閃︑第﹁九辮稲叢の訟柑ム躍︵鋤山ハ十・圓﹇

夢
1擁
載
で難野鶴

的になると︑纏えば新規項霞の揚

の点は認のている︒しかし具嫁

いるようだ︒

蒲省もかなり厳しい態笈で臨んで

り細い説明を要求されるなど︑大

含苫屋渡以後の薄塗についてかな

日本NuSに再
遇産雀核燃研

処理で調査委託

社名憂更
盆所港

多／≠／多彩

巳本一目翼︵株︶

区西新橋二の菰の十

〒一〇五

新祖名は臼青工業︵株︶

︵株︶第一勧業銀行臼一鞭藁

蟷語五〇一一五︸五一

住所千代田区

ノ

w糊野

て榊卿轡

部長︑渡辺武男第四部長ら現職の
漁大物

とも投双率の不振の一図となった
ともみられている︒このため一︑

要一元來大教援の二人たけとなっ

もみられた︒

化することも予想され︑

五霞総会︶が開かれ︑会疑︑副会

四十五年震は四

藁物の処理機甲および処理澱と

史︒頭取横田郁氏

銀行と第一銀行が合併︑社名を変

緯

料製造技術援助契約の認可を得て

題NFの役員は次のとおり︒

いる︒

社長日山懸四郎︵筋一二欝金幅鉱

叢璽璽︶︑鯉守A±三・五・六の幕では簗が塁
定員のうち二十︸人が新人でほと

・ホソフマイスタ：︵筋WH陳子一数をδめ︑とくに七部は三十人の

燃料部門外鼠部長︶︑吉田良臨

第一期からの連縄当選者は三部

︵鶴三導爆工大阪営柴所長︶︑常 んど総入麟えの状態である︒

︵三︑袋金属鉱簗社漫︶︑稲井好広

明豊

ニ国会

今後は意見の対立が激化して〃ミ

鋤九期は波乱に冨んだ学術会蔵に

であった学術会議の改革も﹁あり

葬︑都響︑幹購などの役員が互選

いるが︑難気機微雛呉製出部門は
五十四億円︵前年度八十八億円︶

▽研究開発費

と大冊に減少している︒

▽研究・技術省の専門従物者

見通しについてで︑翼体的には︑

干︼OQ 躍

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

三菱原子燃料が発足

弊館の発聡炉の大筆鷹化などで燃

術

H︶︑西村利郎︵WH脚闘︶︑監が次点で落避するなどの番狂わせ

るなどの

今回の選挙を通じていえること
は︑拶敷率の不振にもみられるよ
うに︑学術会議自体の〃権威の低

方検討裂離会﹂が報告をとり譲と

されるが︑これらの議題が山製し

任朋が始まる一月二十日から三

老を決めたが︑うち穏一望人が新

九湖の祷題として残されており︑

めてはいるが︑呉体陶な改革は第

ことであろう︒第八期の酸大課題

下4がいよいよ顕在化したという なりそう︒

人で現会興からの当選老は七十三

一方︑設備投資額のうち外資は
酉九十懸円︵離無論二百四十五億
円︶と減少しているが︑これは主

前照度比︸五％増の⁝⁝万﹇千七蓄

訊一一一六一一︸一一

丸ノ内心の六の二

原薩に入会

齢

一冨

総

﹇覧

二Z

δ駈二糟

層

藝≡垂

．﹇

蹴

奪

岨賑蹴50年には蜘トン製造へ
三要原子燃料会社︵MNF︑山縣四郎社畏巽厳漫金属鉱業︑薫菱璽工業︑米国ウエスチングハウス
祉の含弁︶が十︼⁝月一日発足した︒問社は︑蕊菱グル⁝ブの燃科部門のうち︑PW紀胴のものの鯉造
部門強化のため設立されたもの︒BW飛燃料を製造する日本二．一ークリア・フユエルとともに︑わが
国の軽水炉燃料供給体制が鎚つたとして注鼠されている︒

このため︑今年度は約四十三億

鉱業取締役︶︑取締役11網京光難 の羅沢溝独協大学長と六部の綴鋤

ノ化ウランの二酸化ウラン転換技 務取締役臼渡辺牽潭︵前三要金属

と︑一二菱ム皿属鉱黎が開発した六フ

円︑また五十年頃までに暴謝約七

︵受櫃蟄本三十億円︶で︑三菱金 も四一五十ゾ／無とす︸欝薩て︑

MNFの．設立蟹本金はヤ億円 アップ︑五十年頃には両一矛ンと

属鉱業が五一％︑一一一菱蟹工が一五

建業准て行なってきた︒しかし

％︑W買粧が一西％田資︒萱葺に

︵同雪占︶︑林静︵三盤董工常 た︒一方︑原子力特鋼婁録会の墾

賜︶︑D・J︒ヘイモン︵W醗長をつとめκ桧山義央栗大教授

技術勇躍をさらに強化するため︑
査役拝小林主︵一二菱金属鉱業万

激しい新旧の交代

霧槍
︶︑J・0・デブリー︵WH︶︒た向坊隆來大教授がまんも落選す
WH社の合弁によるMNFの設

もあり︑豪κ新人で再慶立候諭し

今回の三菱金属鉱業︑三菱盤工︑

れ︑蕊艶グループはWH冠からの

牌製造技徳の急激茎歩が要求さ

十四億円の設出投斑を行なう予逢

氏が就任した︒

は醜三菱金属鉱業会長の山懸四郎

間祉は現在︑三菱金属鉱業︑一二

設中の二酸化ウラン転換隔壁︑成

漣原子力工黎が茨城累東海村に建

型加工工揚を護り受け︑株王三社

酸化ウランへの転換︑成型加エ．
である︒

従来︑簗菱グループの燃料製造

第九期学術会議会貝決まる
学術会識の第九期会員︵任期三郊

人︑元会員の返り咲き七人と新絹

といわれる日本﹁投累結果を審議︑二膏十二の当選

三和四十七年一五十年︶二着十入

学者の国会

がこのほど決まったQ

の学術会議をどのよ

うな方向にもってゆ失か︑その行

〃内憂外憩
られている︒

方が注圏されている︒

今後の大きな焦点になるものとみ

また︑ささに富襟代政調会の内

会貫選挙は三年に︸度行なわれ

学術会践の中央選挙管理会︵餐 交代の激しい選挙Gなった︒

月︸日に総会議關き︑十一月二十︻ており︑今圓の有維者は十七万五

閣部会がだした学術会議ほ偏向し

笑用期を迎えたことが注爵されて

円︵前年度八億円︶である︒

ユ＝冊＝＝冊一一＝一＝＝蚤﹇二一＝＝一冒二＝＝﹁璽脚＝譜一二一＝＝一＝囚1＝瞬＝一二一＝＝一露営璽＝謄＝π盟﹁臥愚F＝一＝＝至＝一＝闘＝一二＝開＝一1＝＝≡一一3＝讐罹＝

四十五年漢の原子力隈発和矯動態

撃蕃庁は＋二月菅︑昭璽︑さらに翻︒て︑原勇議が

四十五年度は約

勘洋一婁員長︶はこのほど︑本年

通騰省の核燃料研究婁畏会︵高

度研究テーマである再処理斑業に

百六十七億円︵前年度三百︷ハ十億

円︶となり︑開発研究費が二百四

を決めた︒
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N代には国産北べ
講瑠国際計画参加も考慮

する誹翻や運嘗
方針等について
凝議検下してい

しかし簸近︑プルトニウム燃料開

のウラン濃製菓題懇談会︵一太松

燗慶化については︑すでに原麗

長期酌かつ呉体舶計画のもとでの

は︑技術の確立のためにはさらに

に駐輪される二つの懇談会と謙査

なお今測懇脳会の報告は︑新た

は︑職圧糠働璽で増戸水暴など湖

など︑騨の機関が︐濃顯ワランの

愛唱を闘始することを編機に：﹂

る︒長期対策がこの無韻会の使命

称︶を殴腿する︑などとしてい

ラン濃繍技術開発懇再会﹂︵仮

として原子力餐員会に断たに﹁ウ

るなどしていたが︑﹁その儒要の 資金等の験酎を行なうζとを騒的

程度の有識者で繕成されるが︑網

﹁醗際濃縮謝圃懇談会﹂は十数名

設櫨されるもようである︒とくに

も減速に︑早ければ旧暦単六にも

たが︑これらの懇鋏会等はいずれ

@についても︻九八○葺代に國

囲脱化4を文轟として公式にうた

巡圓蔽胴材料などについて技術驕

発上の大きな進歩があったことな

どから︑さらに鑑界との接触を密

にして協調体翻を深めていく必要
が生じ︑あらためて聞婆瞬会の発

思となったもの︒

Eムの熱目性子炉利用︑ウラン

同日の初会禽ではとくにブルト

からそれらの研究現況が鋭明さ

濃縮の研究開発︑再処理の三点に
焦点を歓り瀬川岡磁葦囲剛理購長

て懲見の交換が行なわれたが︑と

れ︑開発体制のあり方などについ

でいこう﹂との一臨の圏安も得ら

くに濃顯聞題については﹁この型

題などをわが圃全体としてどう取

れていることから︑今後導管の問

毅うか︑各社における遠心分醗機

概念設謡の分握作威とともに︑こ

いわれている︒

な性格をもったものになろう︑と

協力の可能性についても考慮の対 行ない︑﹁調査会﹂は叡団法入酌

で︑将来における壁際箇との伎術 当細事に豪で及ぶ勲つめた審識を

ら二月初旬︒

される予走︒次園は来年一月末か

ており︑隼三〜照画の頻麗で開催

i八祉の専溺︑常一級で構成され

なおこの婁鍛会は族燃料メーカ

れらの一間題か討蹴された︒

面は晩足力針に沿って避心分離︑

敏とされているが︑さらに必嬰が

の隅牲能化に関する試験研究を難
点的に行なうとともに︑六フッ化

いては技術的なかなめである隔膜

分離払については臨性能遠心分離
機の開発を餓蕉に所要の瓢験研究
を行ない︑また︑ガス拡敵法につ

のため︑当面は︑大筋において既
定の方針に沿いつつ︑内外の簡勢
を勘案のうえ所幾の研究開発を行
なうものとする︒すなわち︑選心

▽ウラン濃灘技術の研究開発
国として濃縮ウランの長期安定出
目を図るためには︑その儒要の一
部について一九八○銀代に圃薩化
を開始することを園糠に研鐘開発
を強力に推産する必蟄かある︒こ

設躍することが必要である︒

あれは︑当面の研究開発計糊にも

心がもたれると︵ろである︒

▽日ポ原子力協力協定によ．Φ供 要に晃合った翼体化の時刻と規模
給砿保 現在日米原子力協短によ が決められることになるであろう
って確保されている濃縮ウランの が︑かなりの溺裳をもつわが融と
しては︑その照すうには臆大な関

ガス拡散絢法による濃霧狡術の試

原子力婁照会﹁濃縮ウラン対策
懇談会﹂報管の概蟄は次の通り︒
⁝︑濃縮ウランに関ずる海外の

二︑わが国の撰縮ウラン安定確

動向R省騒

いよ本格的な展開の隠媚に入り︑

は六〇〇〇万KWに達し︑全発躍 九七瓢一無豪でに溜工が予足される

民間には濃縮事業調査会

二つの懇談会野黎

設備響灘に占める比島も二七％に 十二塾︵出力含堅約一〇〇〇万K
達するものと兇込まれている︒こ W︶の発雌胴原子炉に必聲な灘縮
れに伴い濃掘ウランの驕豊は急速 ウランの追加供給が葭簾的には合
に増大する見遡しであるが︑一方 懲されている︒
では濃縦ウランのみには依存しな
い新しい型の動力炉として︑薪型
転換蝉および縄遮増姐炉の闘発か
穣極的に進められている︒しかし

から爽現燕でに長期間を曝し︑か
つ︑わが國の態度によって大きく
左右さ肌るものであることを勘案
すると︑米圃およびフランスが提
案している翻際遡縮副醐の可糖性

︵出力卓出約七〇〇万KW︶に必 しかし︑米圏の新工揚の建設決
保策睦わが圃の原子力発艦はいよ
要な照臨ウラン衝五十四ゾ︵ウラ 定は一九七五年頃になろうともい
われており︑︻方憩岡遡藥は淵圃
一九八五年にはその登羅設備容滋 ン踊櫨︶である︒その後薪たに一

供給轍は﹇九七 無までに魑工が
予建された十三誰の発蹴用原子炉

験研究が継続されるが︑罵報告で

ったのは今圓が初めてである︒当

会によって行なわれて意ていた︒

の活勤がプルトユウム︑軸受︒軸

長・有沢広巳原職掌婁鍛畏代理︶は︑ヤ一月や日︑勲界の構勢は極

髪型田螺凝︶が具体蘭計圃を添え

強力な開発推進が必婆であり︑こ

理化栄研究所と大阪地熱はこの

分子蟹ガスの逆鞘を鼻腔できるほ

取扱・計測制卿の四つの獄門熟睡

壁︑回懲懲翻料︑六フソ化ウラン

めて流動的たが︑わが国としては︑米團からの傑給確保︑国際麟

てその必製佐を指摘するととも

ほど︑共圏で腐頁塗状態を実現で

か︑機械的鋭気によるため構遁材

心分離機の非接触軸受あるいは勘

発鱗が完威︑ウラン濃縮の研究開
発についてもこの半年糧の閲に遠

核燃料闘爽倭初会舎のもよう

縮計画への三冠および︑一部を國産化することによって対処すべき

に︑現狗蹴圃の強化孤充を要望す

検討を調えていくもよう︒

であり︑これらのため原子力婁鍛会と民閲に所要の組織を殴けるこ

きる﹁軸流ポンプ﹂を開発した︒

の物姓憂化がないなどといった夷

会にいわば哲理を残した形となっ

とが必襲である︑などを内容とする蝦終報告をとりまとめた︒

都圏産化することを鼠穣として研

て原子力繋貴会に新たに﹁麟際濃

の決定に役立てることを陰的とし

るとともに︑属兵サイドからもそ

縮計画懇醸会﹂︵仮称︶を殴麗す

要である︑としている︒と間門に

岡報告では︑これらの実現のた

の可俺性について総合的に調査目

麗翼空慢を達成できるという︒

工業分野で現窪使われているポ

高真空度の軸

ンプには二二展で眠界があるほか
油逆流の聞題などがあるが︑これ

それによると︑冊ポンプは毎分一

蔓をもっており︑核羽合研究など

に吋しこんど開発されたポンプ

万二千〜三万回の剛比で︑十のマ

で大いに役立つものと︑注園され

剛・三五九鰐／平万讐麟︶以下の ているQ目塚翼は﹁軸流ポンプ﹂

イナス九築トール︵一トール雛約

理研と大阪爽空が

流ポンプ開発

口ついてはそれが町か否か︑妥当

め︑とくに燭際濃縮計画への参コ

鑑開発を強力に推進することが必

か否か︑敷臆としての秘策目方錆

れに必要な開発計癒や体制︑所要

こうというもの︒一昨隼八封の組

れていたが︑来蝿帳の豪窪︑爽際

動力騨・核燃一瞬規驚ですでにその設躍がうたわ

議料羅謡の

耐澱難購
詑畷難謝

ことが必要︑などとうたつてい

査会﹂︵仮称︶を単急に設鯉する

料開発業務に関

腿鱒翁忌
許燃

はどうすれはよいかll賑年暮から灘外に調喪団を派擁するなどし

しにあるが︑これらの濃墨ウランを将来長講︑安建的に確保するに

る︒

⁝酎するκめの﹁ウラン綴当事漿調

て隠妻を滋めていた原子力蚤鍛会の門濃縮ウラン鮒策懇鉄脚﹂ρ謹

原子刀捲醗開羅の急趨な進展に伴い︑わが魎における濃縮ウランの隅要は今後轄しく増大する昆遇

こんどの報告欝は局懇鎌会が︑

れまで約一鎌閻にわたって籍議検

昨葬十月に殴醸︑猫足してからこ

属してきた鮎果をとり謹とめたも
の︒ウラン濃縮調査団︵松根中日

団長︶などによる海外動陶調査の
鮮細かつ多角的な分折をふ憲えた

ンの長期︑安定的確保策はどうす

うえで︑わが翻における濃縮ウラ

るか︑懇脳会では︑政策面を中心
とした技術㎎発のあり方やその推
溝方策などを中心に大局的な検討
が行なわれたが︑これらの蔽果に
ついて︑闘報告は︑世界の構勢は
蜜だ極めて流動的ではあるが︑わ
が隅としては⑪引続き米閣からの
供胎確保に努力するほか︑④閣際
濃縮餅圃への参加について考顧ず

一一

80
るとともに︑⑧一九八○年代に一

特

ウラン循撮ループの試験研究を継
今後竹数郊聞に建設が予定される
続して行なうものとする︒
原子力発電所は主として軽水炉で
しかし︑ウラン濃縮技術の確立
きらにその後については︑一九 について換耀し︑遼くとも一九七
あり︑新しい型の動力炉が採用さ
れても引続きなお棚嶺灘の濃灘ウ 八○無茶までに運転開始する原子 三無︵昭和四十八年︶には鎌継に のためにはさらに漫朋的かつ員体
ついてのわが圃としての方針を決 的な訓画のもとに︑強力に研究關
ランが必蟄であると盛込まれる︒
力発揮所に必豊な濃絹ウランは︑
濃舗ウランをめぐる細菌悩勢は 世界約にみて米国の現覆工揚の濃 定することが必蟄である︒
発を拉難していく必芸があり︑研
このため︑政府としての基本的 究開兜引劇︑嗣発体制︑継継資金
極めて流勤的だが︑わが國として 総能力の増強に朋待せざるを褥な
な方劉の決建に役立てることを國 箸の検甜を行なうことを囲的とし
は引就き楽国からの供給確保に努 いものと思われる︒
▽腱際譲綱子圃への参加 一九 途に︑原子力婁畏会に新たに﹁㈱ て原子力婁鍛会に新たに﹁ウラン
力するほか︑とくに一九八○醸頃
以降に必蜜とされるわが圃の濃編 八○隼代になると米困の現衡工揚 際濃繍議画懇鹸会﹂︵仮祢︶を設 濃縮鎌継関発慧験会﹂︵仮称︶を
ウランについてはその供給翻の多 だけでは世界の滞蟄を謹かなうこ
圃するとともに︑政府と協力して 設園するものとする︒この掘舎︑
様化︑安楚化を圏るため醐際濃編 とはできなくなる傭勢にあり︑わ ウラン護縮嬢簗に麗する総合的調 冊来における諸外國との技術協力
査検附︑とくに国際齪総総画への
の可龍任についても十分考慮する
謂醐への姦加を考慮するととも が醜としても米国の噺工場あるい
とともに︑必裟かあれは前述した
に︑︷九八O年代にはわが嚥で一 は最透提暇されている各槻の圃際 謬加の可能性について検甜するこ
共同癩菌腰凝に溺黒しなければな とを国陶として﹁ウラン濃総鐵灘 轟醗の研醐開発の進め方について
らない︒これらの縦逸は世界の獺 翻壷会﹂︵仮称︶を民闘で學急に も崩蟄の検酎を塘える︒
発を強剛に錐進ずる必肇がある︒

部國進化す・Φことを慶標に研號開

命

灘羅繍

繋購

嚢騰

﹄

三菱金属鉱業株式会社
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あなたの三甑世界の髭膨

三菱PWR燃料の時代です！

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社
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三菱原子燃料株式会社
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三菱原子力工業株式会社

三菱重工業株式会社

態勢を整えつつあります
御期待下さい……
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三菱原子カグループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集含体までの成形加工は勿論
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研究開発に期待

官民剛体の
@

る本来の姿が顕在化してきたこ
の社会的便命に応えていくためには︑な

エネルギー供給の安定ならびに環境保全

るための積極的な研號開発の遂行であ

強化ならびに環境保全技術の窩曜化を図

処して︑発聡頬施設の安全設備の一堂の

対し︑太内畏官は﹁今製︑文字通

強いしと歓迎のあいさつ︒これに

われ開発の衝にある者としても心

んどの大臣就任については︑われ

本松珠磯鐵︵原鷺会長︶は︑太内

陸めを迎えているが︑この日︑一

が肝要たと思う﹂などと述へ︑予

騨編成に伴う格段の配慮と善処方

なお引続き岡所で驕かれた理箏

を要望した︒

改訂に伴う︑原子力船開凝に関す

会では︑①役澱の異動②長期露髄

来年度藍子予翼の編成作業も大

とあいさつした︒

と卒愈味しよう︒

お原子力庵榮が克服ずべき謙題が多く残

原子力は一般に航鰹機や躍子
る︒

聞題︑環騰および安金乾癬の二点

長営に対し︑とくにウラン濃縮の

ここに掲げた幾つかの課題にみる如

されている︒

りに

翫騨機軸とともにその産藁繭玉

重職を揮命ずることとなった〇一

科技庁畏官の

く︑たとえばウラン濃縮技術開発︑動力

はからずも

すなわち︑当薦開発の主流を占める軽

日本原子力産業会議は︑この

において研究開発部門の比璽が蟹的︑鰍

胡窯⁝
水炉の建設︑運転を円潟に捌遣していく

る要望ゆ第†二回原子力虚柔笑態

的に大であり︑研究開発の成果如何がそ

ほど躍和照十階年度を対敏とす

て緊急かつ不可欠のものであるが︑現段

炉關発等今後のわが国原子力開発にとっ

⁝
ためには︑濃縮ウランを主軸とした燃料

る原子力産業開田調査の結果を

調査の結果⑭第十團臼本アイソト

サイクル率確立することが必要であり︑

醒桝⁝
とり豪とめ発表した︵荊轡欝報︶︒
の問題あるいは核燃斜︑とくにウ

れも承認された︒

識整蕪

氏
ス
ム

ウイリアムズ氏︑細塵で懇談

出穂漁慰灘

臼好篇︑鼠本原子力肇会譲を翫

まで運ぶにはキャスクが必要なこ

とはできるが︑嗣体麗梁物を英團

を派遣して投棄技術を習得するこ

ことの可飽性については︑専門蟹

海洋試験着棄に臼本が参簾する

行なっている放射性分体廃棄物の

一方︑猛NEAが中心になって

があると総べた︒

綴互に役立つ憾蝦交換をする必要

心を示し︑ENEAでも験討して

エークな隠題であるとして強い関

用とその消滅処理については︑ユ

進めている使爆済み燃糾の有勘利

爽大名蕾数授︶を設躍して検討を

合対塁懇談会︵座畏・太村健二郎

とくに原産が核分裂生成物等総

疑が行なわれた︒

どを中心に幅広い闘題について質

概要が説閾︑報告されたが︑いず

の軍安性はい曵きら摺期するまで

の塵業の発展にとって決定龍な役矧りを

階では罠闇企藁の自律附な発展を朔翻し

﹁原子力発羅陸代への対応﹂と題する

歓迎午熱会で挨拶する木内畏官

ほこユミりこちロまオこちヂロユごまのヂコちゆこちこすロのちのも

毒

舟

F・P利用に

ソフィーをもって進めていくこと

に焦点を数って︑﹁これら諸巻藁

果たす︑いわゆる研究開発集約薩黎とし
定安供給確保の心地からウラン濃密技術
得ないものが数多くあり︑これらについ
瓜障

笥＼

無難犠ゆ︑︑

したがって︑記聞における技術開発努

原子力開発は霞らが幽分のフィロ

の闘︑原子力関轟は︑動力炉開発

て特徴づけられている︒

の自主開発の達成は喫緊の齪題である︒
ては国が主体蛾をもってその技術告発力

年草程のブランクがあったが︑こ

周知のごとぐ︑一九七〇年代は従来の
豪た︑核燃料衛効利用の見地からナショ
の拡大︑編成に嶺たる必要は齢をまたな

溝之助代表常任理事からそれらの

この綴皆醤レら総じていえることは︑原
輩化学工業化を中心とした嵩度経済成長

ナル・プロジェクトとしての薪型紙換
いところである︒

ラン濃縮の聞題等汝︑どれ一？熔

とっても急遠な進歩︑発展を遂

て大幅に進展しているようだ︒だ

げ︑かつて在任詣蒔の計画に比へ

が岡特に︑立地問題や安養慰︑環
境対策などといった断しい問題も

閤︑橋本宇之助代表常任理事は

卿﹁冒齢7

瀞旧習騨．

騨糟一一ρ

一一曽一P

して霜露する必要があること︑ま

た︑EN錫Aに臼本が正式加盟し

三億六千万円︶の一二％位になる

た賜膏︑その分担金は総予算︵約

備器聴器置重

器灘

肛輸叢羅

核核核核PC．

U O

綾嘱目料美
難燃燃燃試

渥美健央

○○OOOO

取締役社長

⁝プ会鍍の結果などについて橋末

子力発醒建設謝画の拡大傾向に伴い︑原
の結巣として生じた資源︑覆境策におけ
炉︑職速繕弼炉原型炉の開発およびこの

力を穰極的に誘導するためには︑十分な

さらに殴計の合理化︑大型化のための技
国象資金の投入︑開発体制の弊備︑人材

欧州原子力機関購勝局次艮の一

一︑原芋力発蹴プラント供給体

浮蓉ぼりにされてきている︒圏偶

か︑霧脇局斡部と懇談︑意見の交
換を行なった︒

られれは太平洋での試験投棄は可

太平洋地繍でのプロジェクトが作

固民は昼NEAが将来敗り組むとなどから災際上の海洋臨監参韻
は不可能であり︑E無猛Aによる
べき活動や政策などについて︑加

盟各麟と相談︑意見交換を行なう

P襯畠ρ・

代表取纐役露橋秀

鹿鵬守之助

ラン灘縮研究などわが菌における

子力蔑業の支出︵民間企業全体一千七齎

る賭間題打閤k向かう﹁翻弊と変藁の年
原型炉開発で壇灘された技術を鑓礎に︑

造においても憲化学幽幽化路線から知職
術闘発の拙進も葱せにできない謙徳であ
の確保︑税制︑資金上の優遇措藤縄が必

・ウイリアムズ氏が︑十二月八

戸︑濃縮ウラン確保にあたり︑

制確立のため︑わが国書簗による

からみて罪常にうるさい問題ばか
りであり︑これらの取扱いには絹
当の注意が必要であろい宝思う︒

糾学狡術の開発は社会的な聞
題としての立賜からもう窪くいく

讐齢臆聯管

つた︒

であろう︑などと述べた︒

傍藤忠躍子謝鱒サービス

センチュリリサーチセンター

︵株︶が社各を変更したもの︒

︵株︶

原産に入会

リンドバーグテンプレス︵株︶

〒一〇八璽語四五二一黛八

政懸章酸葉京都潜区芝四の五の

五六

十

注所胃森県むつ市

祝聖興むつ市原薩に入会 市

長河野象蔵民

○﹈七五二ーニー一一一一

金谷︸の一の一帯Ω瓢五聡齢

取締役会長

もないが︑自憲繭玉路湶によるウ

二十三億円︶︑亮上︵鉱工業六街＝工⊥二

代﹂として期待され︑したがって塵業構

一

徳円︶の脱模は大型化の一途をたどり︑
わが圏の経済社会全般に及ぼす影響力も
藥約型産榮への変麟が指岡されている︒
る︒一方︑エネルギー麿効利吊の見地か

体となって契施されてはじめて︑四十五

襲であり︑このような圃の政策が蓑襲一

自霊技術瀾発の推遊とともに︑蝕

プラント多謝・建設エンジ

ング︑炉心蟹理技術などソフト・

アリ

際協力にも十分配慮する︒寂た成
型狐工鰹簗等の濫盤強化や︑単三

る︒

︒最適再処理弾着体制の確立を図 ウエア郡門の強化を図るべきであ
るべきである︒

﹁老骨にムチ打って−﹂

能であると語ったQ
も来年からENEAに正銭煽盟す

ため主要圏を歴訪申だが︑わが国

二瞬7

このほか︑耐用年数後の原子炉

ついては圏民の知識昂高め︑理解

畳二階＝躰︐儒＝騨

冒需甲

ど来証したもの︒間BはB末の原 の扱いについては建設聴から考慰

る予定であるところがら︑このほ

必要があり︑とくに原子力關発に

を渓めていくことが肝要だと思
う︒微力ながら老穏にムチ打って

曹＝一齢

頬会舘が﹁穴内新長窃はかつて二

・一＝

薄行原子力薦芙会議は十二月九

二＝

子力開弗剰用と隆業界の現状や︑

齢膚＝．

全力投球する方針であり︑皆様方

冒一網駄︐

年有余科技庁長官として柱任︑原

騨＝7

臼正午から︑藁京・丸ノ内の日太

一一潔︒

原麗がとりまとめた長期見磁しな
戸＝7

なお三業蟄工難による社葬が
十二月十瓢一日午後︸蒔から策京

た︒

・築地本願春でとり行なわれ

臼本盗麗籔源保獲協会の会畏

浜田正氏も
渉三要銀行会罠とともに三要グ

騨が十二月十四田午後一緒から

協会など四漁藁団体による合岡

なお岡協会︑金諾ま湊網漁業

逝宏された︒寧駕五十九歳︒

谷区祖師谷一iニー八の自宅で

モ膜下職幽漁のため東京・世田

ル⁝プのり：ダーとして活躍し
てきた︒原産の犠翫理覇でもあ

灘

・浜田正幾は︑十二月十日︑ク

藤野忠次郎三菱曲粟興畏︑田実

一主義の巌巌を吹き込むなど︑

擾に就任︑以来︑岡社に纈客第

論文土民の後を継いで岡社の社

牧田三菱重工社長が逝去

二一轡︐

の格別のご協力をお願いしたい﹂

葵倶楽部で︑さきに新任した木

澱長の歓迎午餐会を驕いた︒

内四郎科学捜術三主三三原子力婁

第一一二圃原産理謹製と併催さ
れたが︑午餐会では黒帯︑謹ず安

これで今後の原子力発竃開発の

くことが期待されている︒なお岡

が今後の政鍛に十分反映されてい

顧齢一一︒

色力石致に当たった経験もありこ

隆 歓迎午餐会で木内長官

価

強い関心示す

増大しつつあることである︒しかしこの
この知識集約躍産業の中核をなし︑今後
ら原子炉多隅的利用のホープとしての高

無

隼度における大きな特微としては︑まず

温ガス炉の開発︑および製鉄プロセス

年度爽態勢壷で顕在化した藍業界の慮濫

羅の三分の一をわが團の訴で確保

逸すべまである︒

するため︑海外蟹源探鉱寝藁を推

た︒その後第二再処理施殴や放胴

ったわけであるが︑プラントの大

ための政策の基本方計が明確にな

容鰍化等技術醜新のめざ豪しい原

欲廃棄物の簸終処分などについて

ダ

のわが国経済の発展を主導する役割りを

簿との忌事せに要する各種新技術の開発

開発努ヵが活きるというものであり︑ま

荷うと目されるのが研究開発集絢魔業で
あるが︑この中業構造上の要諭に舶えて
も撫要である︒このほか︑機器・獣料の

壷︑製造設傭投蜜が精力鮒に行なわれ︑
いずれも開発虫上最醐値を罷録したこと
安箆．蒲潔な資質を兼備する原子力には

第一に鉱工藁の原子力関係研究開 発 投

があげられよう︒

原子力産簗の本然の姿に到達することが

た︑一九七〇年代の経済社会が要舗する

翫︒建設エンジニアリング︑炉心燃料管

できるといえよう︒

一願の岡産化の見地から︑プラントの設

の要舗があり︑一九七〇年代以降の経済
理技術等のソフト・ウェア部門の強化の

エネルギー鵠要描造からくる大規模開発

子力発躍開発の拡大見噛しに立脚したも
社会において果たすべき原子力薩業の便
闘題があるが︑いま一つ大鎌なことは︑

製造設備投張の急増傾醐は︑今後の原

のであり︑原子力の実用化の一嘗の進展
命は極めて大きい︒

零すます厳しくなってくる環境問題に対

を示唆するものであろうが︑一方︑磧究
しかし︑その蟹質を十二分に発揮し︑

距
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隔発急伸の趨勢は︑原子力産業が保祷す
蚤≡薫一≡≡罵一騒鵠一一

晦噺 ︒

環境 保 全 策 の 強 化 を
燃料問題も十分に配慮
総合エネルギー醐査会原峯力部会︵訟根宗一郡会長︶は十二月八日置昭瓢六十年度末に原子力発着
規模六千万KW達成のための︑原子力麗渠曹成籔の中闇報酬幽僧濠とめた︒それによると︑①立地の円
滑確保のため一懸＋分な環擁保全薄鍛︑原発立地ヒジョンの検附︑②ウラン蜜源︑濃縮ウランの確保

についても弾力的︑績極的にアプ

戸︑六十銀度のウラン資源必要

ローチしていくべきである︒

政府の強力な診
後押しが必要礪

も下五を紬け︑環境閻題では十分

原子力部会は︑昨年七月の翻給

な環騰保全鮒策や廃棄物処分で早

一︑秘極 的 に 地 域 徹 会 鞘 展 と の

部会凹兇通し﹁昭和六十年度齋くに原

発と團際協力などによる確保体制

撚

なわれた︒

杉並区堀ノ内の妙法等でとり行

54…一2191

体制の確立︑③原子力発躍プラント供給体制の確立！一などを必要としている︒
中閲報告の肇旨は次のとおり︒

一︑原子 力 発 醗 齎 の 増 大 と 大 容
二化にあたり︑ヤ分な環境保全︑
安全対策で環擁放麟鮨をできるだ

け低く押える よ う 努 力 し ︑ ま た 放
財姓騰棄物の 最 終 処 分 の 検 酎 を 推
進すべきである︒

子一発羅規模は六千万KWしを受 討推進︑燃料旗開では灘外ウラン 強力なバンクアンプが必要であ

楓糖開発を俣進ずるには︑政府の

調和を図り︑また︑国太総合閥

け︑昨年十月からこの実場のため 資源擬鉱瞬発の積極化と口留対策

急に海洋設藁・置上処分などの闇

発等経済運営の方陶を十分鴬慮

の政策の越本酌方向について︑発

り︑今圓の醐部会中間報告の春

して原子力 発 蹴 断 立 地 の 円 滑 確 保

躍︑燃料︑機器の二小門鍛会を設

の考慮︑ウラン濃縮技術の自主腸

トとなりうる原発立地ビジョンの

を図る一方︑麗係者のガイドポス

して必慶な対策の検酎を継続する

部会は︑今後も簡勢の変化に対聞
程度の第二再処理施設建殴のため

の確立︑蔑闘による蕊〜五ゾ／日

滑な立地確保︑鋤力卿開発の二極

としている︒

けて検討を關始︒本無五月に﹁円

一︑核燃 料 有 働 利 用 等 か ら 新 型

の体髄確立などが必要との結舗を

検甜を行なうべきである︒

得︑同鶏の中間霊屋に韮つた︒

03）

」▼

的推進︑海外ウラン蟹源關発の推

公

棄京支店

，

進﹂など検附結果の一部をまとめ
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細裂理事会を通過

孟
癬翰醗鰯

情勢は中国の出方待ちに

灘㊥翁奄

㌔

エへ8へ︵圏除除子力機関︶は十二月八︑九の澗臼︑ウィーンの本部で塒関理事会伊締蓉︑ルーマ
ニアの提隠した中國のユAEA参加︑台鴻追放決議蹴を賛戒ヤ三︑反対六︑鑓総五で採択した︒この

動かず︑今園の理雛会撲択をザ武

いってよく︑王A嬢A早瀬麟の中

結果IAE八から三唱の締め出しが決まるとともに申園招引への動潅が琴鳥化す猫犯通しとなった︒
採択され た ル ー マ ニ ア 決 懸 案 は
決定とするか︑来館九月の紛塗で
追照し蹴欝欝で蕉式決驚とするか

靴雄藩聴講瀦雌罐逆

を代表する螢格がな

の噺癒灘塾ハ茉の発二見臆しがに

こうした簡勢のもとで一A温A

れる︒

縣連の講席 を 失 な っ た 台 湾 は ︑ も
はや〃中團
の手続上の關題が残るたけで騨質

米國ミシガン州

で住民がデモ

原発建設促進

た憲戴第六粂は理事会の構成を鷺
苔したものたが︑総状にそぐわず
数々の不禽理が生じているため︑
歌講論か昨鋸九月の総会に宿案さ
れ採択された︒この懲罰案の主な

朧集にむかって漁説し︑さちに大

ン上翫離員でもあった︒間覆工は

カル社は︑地方発揚では低簾なエ

万がを酬上している︒ダウ・ケミ

血膿を績極酌に促追させるため二

言♂

で塑やと指摘した︒

を嘲避するう・．へでこの描露が必愛﹁

B＆W︑NU

れたミルド錨の特性について︑C

起動しだ︒これは題睡省か懸念さ

EGおから十分安瀬を保戯する技

術的な殿付けを得たためとされて

いる︒

宝殿欝の節減は︑船舶の油速化

を促すことにもなる︒現在タンカ

いるのは︑高議になると燃糾の消

ーが十五〜十六ノソトで運組して

費量が懲増するためでもある︒推

響

婚

と、魍2i便も飛んでいます。いつものお茶、いつ

きながら、ヨーqソバへ。これなら、「隣りの國2の

ぐ君賑・・︑︑

朝発ってタ方のヨーロノパへ、爾團りをあわせる

︑

鑑尋F賎総ドーンー

ミ

裏

駆

1お亀込み、お問合わせは、お近くの日：奉航空支： 店・常三所また1畑航指定蘇行代理店へどうぞ。

・︒鉛毒加豊力詠の難業宴諺︑警規則鉛・叢
委託濃縮契約の

米A蕊C役務暴塁塞正

ルド鋼に腐食の恐れありとして︑

防上の原子炉が規模の増大にと

五％割軸である︒しかし化石

目ホ航室

ﾌ村剛Dの鷺項にN践12Aの服⁝

境レビューが十分でなかった時に．

MECを買収

米脳のバブコック＆ウィルコソ

ルトニウムならびに特殊金属工描

燃瞬総揚およびリーチバーグのプ

UF6jUO2転換工擾とウラン

収にはアポロにあるNUMECの

フィ；ルド社に罷繊した︒この蟹

石油会社アトランチック・リソチ

という内示轡を親会社である大手

部を除きNUMEC社を買収する

クス祉︵B＆W︶はこのほど︑

米踊腺チカ婁員会ρAEC︶は
このほど灘顯岬約の解約条件を膿

一律四〇％となっ

も奮誤れる︒

圃

正できず︑損失をこうむることに

ていた英国中央聡力庁ρCEG

英国通産劣から運転解止命帝の出

ドレる7．ン三面識の五昆となつ 払張に対し費任を取る立揚に追い
込簸れざるを裾ず︑こうした帰期

キ報酬餐
の職趣商船が必要となると考えら

この設欝の代表例がドイツの原﹁間に︑世界的にみれげ

もない癒済姓を篭めているよう

逮化という鋼点をもつことにな

陸上の発電所と欝欝︑舶用原子

る︒

り⁝

炉の建設蟹は︑化石燃糾によるよ

燃罫の揚合︑六万SHP以上の大
費の蜜建化︑石油仙格のエスカレ

に石油では︑三・五〇がから四が

たり一・五雄ルが阿龍であるQ田み 鱗らかである︒

的なものにすると︑8＆W︑G四 ︒バンカー C ︵寒気﹁バーレ 的安金難燃欝は︑すでにAECへ

さあ、いつものペースで診出がけください。

の二にあたる六十八ヵ凶以上の批⁝

発行された原チ力馳讃の難設︑運〜

解約が困難に

に銚撹の済んだのは約二十ヵ国へ．﹂

准昏々って発効するが︑現在まで

転に闘ずる酢鰍司の張換酎狽厨を
設けた︒これは解認可の揮辻を箭

発効旗でには蓉た十数ヵ月以上の
・期間があるみこみである︒

しくする方針を決めた︒これ謹で
は︑解約時の三地張以前に遡肥す
れば︑解絢料は必嬰なかったが︑

黄は契約を五隼以内に覆輪して解
約しても解約料を支払うことが要
求されることになる︒

も増額され︑

これ豪での引算基鵬は︑取消鰭

た︒

か6二隼半以内に︑AECが握供

英

ルが運転再開

ブラッドウェ

送聡線の建設作簾．バシフィソク

γるか楚であっ陀分醗作榮搬の価

は﹁依頼護が短瑚醜語で解約すれ

制であった︒改正についてAEC

値の二五％を上限とするスライド
雛力会社のノース・アンナ一︑二

なるので︑それ︑健さけるため﹂と
瓢十六払の建讃認㎡閂

薗奴環境政策法︵NEPA︶に続
沿の聰められたのはコロラド公共
って薄旗射する七難叢めてきた 嬢巣局のフォート・セント・ブレ
が︑このほど

依頼者のため多醐の資盆でカスケ

説明している︒またさらに現筏︑

れているが︑政麿としては依頼省

所二号炉は︑十一懸二十四B︑掬
ード改良謝画︵C工P︶が進め6

8︶のブラソドウ濫ル原子力発鑑

イン︑ボルチモア・ガス電力会歓
︑五暴の運転詐可を再幡羅アる一

一部鰹止磐了した︒

方︑六韮の猷子力允電所の建鮫の

米畷バブコック＆ウイルコック

醤︵鐸毒口Ωq食食︵国璽︽琵自自ロロ︵﹈n良臼目ロロ自Ω貞A翼負︽洞山奥︷日︻βA丸負︵貝甕︽同餐口︵UHA襲臼

一た︒

がい︑AECはNEPAの履行を

ス原子力捲電贋の筒裁籾決にした

怠ったとするカルバート・クリフ

AECがN鷺PAの環境岱査
駕モンティセロ︑ポイント・ビ
機︑
が
その契約鰍の余分の蟹を短潮通
⁝ーチ︻号機︑マイルストン一瑠機
答で不要と決めκ描合に︑鮨力の

奪建の警ビンン・毒

機など．．γ丁六墨︒康た運転継続の

のカルバート・クリフス一︑二丹

分︒これに附しA漏Cから建設組 ば︑A旦Cとしては生噛負目を修 炉心の黒錨プロソクを支んるミ

層機の送躍隷建設作藁の三社六四

ャ潔オン一︑ご暦機︑バージニア

・ガス配力会祉のタイアブ環・キ

母機の敷地外への詳説水放水確と

会祉のプラウンズウイノク一︑二

分の繊たのは︑カロライナ醒力

ARCの今圃の決走で一部解止処 岡隠に︑短期通告による解約料

て潅た︒

九臼激でに受製し︑審査を行なっ

Cはこれらの瑚虚説明呉羅†月や

よう漉務つけたものである︒AE 今圓の濃顯役登窯難の改蕉で依頼

した説明認をAECに提出ざせる

分を泣けて縁る正義な理由を明躍

中圃の工AEA姦加か改罰第六提として︑酔三具取得癒に中止処
条の発擬装に楼主ゴればカナダを
掛除して現行の技術最先進五即園
の一つにランクされることはほぼ

全て核兵器戸主囲で占められるこ

堅実であり︑これにより五ヵ圃は

内容は︑理腰会が摺諾する技術の

五ヵ圓の禽せて三十四ヵ凶で理事

贔先進圓九ヵ国と総会選出園二十

極東地域先史團として名を遅ねて
いる聞本もその蟹絡が気欝に移る

とになりそうであるQ豪κ闘時に

先避麟五︑原料物質提供国五︑総

らの脱溶を愈騰なくきれそうた︒

と考えられるところがら旗雲会か

の第六条︵技術鍛莞進困五︑地域

会選娼囲十二︑合餅二十五ヵ麟﹀

会を構成しようというもので現行

理事麟の構威緯を拡げることにな

討で

六基を建勃 ｿ停止措置
米AE環
C 境基準の再検

佃轡の約四〇％にあたるおよ㍗三

融領へ轡纏ぷ選った︒そのなか

強謹に聡撰すると強調しているり

ネルギーが猫得できなけ勲ば約蛍

の陳繍欝に蟹旨したうえこれを大

ξえた若子好人鍛駈の環境濫準を

七年のIAEA識立時に制楚され﹂米圃顧マ力掛員会︵AEC︶は
すでに建設および運娠の群醒可を

と卒臥すものである﹂とのへた︒

蜜た︑郡騨謙雌会︑簡工会講
所︑地方労働組含も発獣類弾設を

万入が︑施の広場で堤会をし︑長
で︑﹁環境保全間題誉心岬する饗

の︑遠たロバート・P・グーーブイ 支汚しており︑島隠籔会は︑鑓設

ンのアート・リンクレターであ

この臼の欝欝賓はロメディア

さ般た︒

翻團二三 題 彰 蒙 期 醐 一

かといっ陀中国側の脳力にあると

かなる形で工AEA入り懸果たすわかに脚光を浴びてきた︒一九五⁝

い︒むしろ碑題の焦点はいつ︑い

復活した中国奉工A遇Aに迎えよ 陶 な 代 表 権 の 移 行 に は 変 り が な

く︑これに代って醐連の代識権︑僧

うとするもの ︒ 欝 欝 招 蔀 ︑ 台 湾 追

三力国が蟹 繁 し ︑ 米 麟 ︑ 南 ア フ リ

放の決議寮 に は ル ー マ ニ ア な ど 十

シャ︑ザイ⁝ルの六力国が反対︑

カ︑ブラジ ル ︑ ロ ロ ン ビ ア ︑ キ リ

鍵本︑オーストラリア︑アルゼン
チン︑ポルトガル︑タイの五韓国
が簗期した︒ルーマニア決識案の

いこと遷れているミソドランド殿

米囲ミンガ︑．／州ミノドラントの

子力発縄筋の建設諮司の承灘ぷ．A 任ある団体のあること誉知ってお

採択にともない︑工AEAは講畏
戴断で中園と協議を始めることに
なった︒

ルーマユ ア 薬 が 採 択 さ れ た ち の
の︑その有 効 性 を め ぐ っ て ほ 工 A

し︑過宏激年にもおよぶ発露所の

統領へ送った︒知欝︑囲会講員︑

鍔会に幽撫した人達は揖示二大

麹町孚続にみられる異踊ともい蘇

EA内部にも若午の疑議があると ECがす詠やかにおこなうよう要 り︑駿た関心も据いている︒しか

る遅延がなくても︑これろ闘題に

いわれる︒すなわち︑IA湿A轡求した︒
この発璽所から蒸気懸購入する

対する意艶の露髄は調車しうるも

発生裟綴︵C翼SG︶の概念殴計という小型のため経済性はない

ス祉︵H＆W︶はこのほどサバン 子力船オットー・ハーン9であ

駈には明確 な 規 定 が な い が ︑ 申 園
謝画をもつ同市のダウ・ケミカル

のと思える︒現在のAECの認可ージに尽力している︒

に︑準万か孕秀SHP級の
進力は遠度の三国に比例するた

が︑他の意では成功をみている︒

り刺益が削減されることになる︒

NSGのコンポーネント︑推進用ドイツ拾＆Wが建造したものであ 舶馨・従来のボイアに欝め・速力が少瘤しても・かな

︒エレクトリック社︵GE︶もC
これはH＆Wの設計にもとづいて

と価絡算定を行なった︒ゼネラル

職見込代養するものではないこと

もとより︑厭子炉では石油を用い

と小劉なため︑オットー・ハーン

と化石燃糾のタンカーの経済轍の

灘護身派が︑この地方での優勢嶽

今回の集会は︑原子力発蹴所設

剛原帯力饗員会の饗員苑のメソセ

招翻︑台溝 追 放 と い っ た 鍬 璽 寮 件
社は︑同社の従鮒舞蓼集傘に滲舶

手続の不十分な状態をπすため︑

地力講員のすへてが︑大盤領や米

は総会の議 決 を 必 要 と し ︑ 理 購 会
させるため︑却秘には退挫さサ有

大統領がすみやかな行動をとるこ

ナ鍔の険離船に用いる原子力蒸気 る︒わずか︸万軸馬力︵SHP︶ れている︒

の採択は適当でないとする慧兇が

腰畏をデモに参加させるため退軍

給扱いとした︒濠た他の企簸も無

ま
し
タービン・ギヤー46よぴタービン る︒サバンナ博も二万二千SHP できると揺揃されている︒原子力
罷蟷機の開発にあたることになっ

舶用SGを概念設計
O翼SGは原理的には加圧氷炉

ている︒

ないので︑二十五ノソト波での閥

を示すことに塞き聯狙いがあった

ミソドランド発臓所は︑バブコ

とされているQ

ソク＆ウイルコノクス判製のPW

B＆W原画の将来性見出す
一愚様︑澄覆はない︒しかし︑ 瑠轍燃は︑麹鳳雛み万〜四十万D
に保証されている︒このシステム

ート︑嵩遽化︑および繍蛾鰍の増

舶薫炉の核燃凋裂はSHP蒋あ型ボイラーの建艦が馴雑なことは

WTである︒

は塒殊ではあるが︑二十年以上に

二月濠でに九了し︑澱終設計は七

提出された︒予備識蹴は七二年十

十二万SHPのC鍾SGの苧備
わたるPWR建設で開発された基大という要業が舶撰原子炉を経済
本伎術炉具堀化したものであるこ

ではみている︒

ル当り︶である︒推力にもよ．萄

とに慶りはない︒現在オハイオ州

ルが節誠で遷る︒

⁝程度だったが︑現在は牽秀s1醤
1万〜闘哲万荻たはそれ以上のド

﹇Pが諾られており・今機二ま

三年にな︸嘉しである︒

がP
︑核燃灘を絹い．憩ことで年闘三
の8＆W社のアライアンス実験所 ⁝推遣力は十無煎には二万S11

で︑転覆蒔の安全姓確認の笑験が
進められている︒

輿嬢もなおさらで寛。日航支店も、ヨーロノパ中

に2肋所。日本人スタノブが、お待ちしていま篤

です

50

CNSGの維持︑信頼姓は十原
分子力茂術の漁歩と経験︑日偏温

納される︒

気発生系は︑すべて圧力魯器に格

Rで︑羅三三力八呼万万五千KW たが︑冷却Mのフ窟iは圧力響器
と五十二刀七千KWとの二基をも 財となるQ加民罷を除き原子力蒸
つ︒寝たこの世羅所の燕丹生薩能
力は一時間あたり四菅万哩となっ
ている︒同発電駈の公聴会は一琿

しろにされており︑こうした状況

以上も前に通儀された織まないが

にしひれをきらした賛成派のデモ

遅れが生んだ新製陶と受けとれよ

となったものたが︑酢認可事続の

う︒

建設促進を瞬える地元住民

もの新聞などで、いつもの通りおくつろぎいただ

隣りの1

鼠航機で飛べば、すぐそ二の距離、ヨーロノパ。

えば

世界を結ぶB本の翼一

のヨーロッパ

北鳳りなら、夜発って早朝の、モスクワ経由なら、

飛んで

いずれにせよ中国招舗への大勢は

、

新
産

子

@
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その根聯をなしている︒しかし︑
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業

幽鱒一層二一り．一榑昌﹁一一雪﹁︐
噸鱒一輔輔圃﹁︐

の鵜﹁鴨桶一q曜

・

一﹂嚢て初奮・霧製一纏卸話

濃縮闘題で明け織れた一駕であったかの感が深い︒

どうか︑饅を転ずると︑やはり核燃糾︑とぐにウラン

O輔脚輔一璽﹁

つながるものたが︑この年︑わか圃では五墨の鋸鎌炉が

團際購業構想継体化への動きは︑三月の東灘︑九月の

・﹁闇璽一死残響

許認可申舗され︑すでに建設中の高速爽験炉の蹟調な

︐一一欄鴨扁帽胴

たないことの悪幣が指摘されたということでもあろ
う︒これも︑一つの遣展である︒

進捗とあわせ︑新型転換炉も本格瀟工となった︒とく

普

あったといっても︑決して過霊ではなかろう︒喪源︑

に軽水炉では単機響澱欝万KW級のものが登漏するな ジュネーブ︑十〜月のワシントンと疇を変え︑所を変

簸隅の機密琿項として秘密のトバリの中に温存してき

い方向へ向かおうとしてきた︒米国が︑これまで圏憲

国際憎勢は大きくゆれ動き︑この薙挙機に豪た新し

翼激鹸の酔可などといった︑懸災な幾つかの具体的進

医用サイクロトロンの建設漕手︑放射線による医療用

多圏的利用の論議が白黙化したのもこの葎からであり

爽用原子力舩の開発︑原子力製鉄の実現など原子力

強化に渠り出したが︑この結果は︑欝翻町手続きの遅

した︒AECは国家環境政策法に沿った環境颪の規鯛

以後の米圏の原子力発雌所計画に璽大な影響をもたら

薗体とAECの聞の裁判でA猛Gが敗駆したことは︑

水脚贅源保謳協会︑

原塵︑﹁二〇〇〇年

れる

▽十八日衆院科預特︑原子力
損審賠償法一部改正案亭可決

瞬

療子力委にウラン
資源対策懇が設置
▽﹁田 原子力婁︑ウラン資源
確保対鍛懇議会の設搬を決める▽

総理︑動力蜘開羅繋脇に関する第

鞭鐸
戦・

洗知

鼠

で地蒲側と﹁安全確認案に関する

テイル︒アノセイ︵廃簗濃慶︶を
建設織地として禰踊熈双簾郡竃岡
町︑楢藥町を決め土地売買協定懸

葉蹴欄鵬原発一号

中電︑浜岡原発

雅

欝

▽四日

ニクソン米大統領︑エ

ネルギー特別致轡巻発表︒きれい

▽五臼政府︑勤薬事桑薗の再

なエネルギーの盤給葡指向

処理癒設で建設逢認定︑減た茨城

▽七田

米ABC︑軽水型発症

県も解毒︒四郊ぶり魑工へ

米AEC︑三三ウラン

発からの放射性廃棄物を憧久的に

燭︶に糖手と声明▽米A皿C︑原

からC工P︵カスケード改良副

購要増大に購志するため七二爺度

▽九日

題調査のため郡弔梨大教覆ら五聖
を米麟に派選

▽八日原子力婁︑ECCS間

の一︵無閣五レム︶とする新福針
を打ち出す

一回取嫌燃料第〜陣十四本を出構 所の放懇懇放出纂雌を従来の蕾分

フユエル祉︑原耀敬賀発憲断用第

WR︑四＋六芳KW︶峻義
に翻印▽轡当初の原発﹁窪里蛇電
所﹂︵PWR︑五や九万五千K▽十四日 日本ニュークリア・
▽ニや六日

W︶趨工式

機︵BWR︑四十六万KW︶︑蛍▽十七日 東北暴力︑岡社四番
圏の原発候補地として新潟県巻町

▽二十九田仏の璽水単票L一 を決める▽野相原子力船評価研究

業運転に入る

▽二十四田

解く︵〜二十一臼︶

婁の第二嚥脚里家会議開く︵一十
四︑臨界
九購︑ハンブルグで︶
▽三ヤ日 四国躍力︑俘方原発
▽二十臼 原子力婁醐磁ガス炉
建設に剛し︑地元一部漁協と漁楽
補償で正式調印▽績須賀市はJN 懇験会︑報告盤を発装▽原安協︑
F︑古河戴工︑第一グループ︑立 第四日月子力安全研究紛含雛表会
大と﹇原子力関係施設の安全に冠

建設すすむ動燃瑠業団の使用済み燃料再
処理施設

の保瞬損置過罵に関する講聞題を
検酎︑モデル協定案憂作戯

禰沢広巳疑▽中蹴︑浜岡原発建設

大事に認可申瀦▽原研︑動燃が英

▽二十六日 動燃礫漿団︑東海
村に建護予定の蒋処理施設で総理

▽一 十一日 田本学術会畿第五
十八回総会開く

義墨︵関羅会幾︶罵野保次郎︵原
子力文化財醐理謬憂︶藤島収︵原

滑津
▽三十一田

黛本原子力学会︑

逓醗雀総量エネル

通常総会で新会畏に武田栄一氏を

協楚に調印
▽二十七日

定に麺つく講

圓年次大会︑英で

の績極的推進㈱灘外ウラン贅源の
開講響を預り込む︶▽全騒原子力

リロひちノヘドちの

サ

ゆちド

のの

▽十六

来日帯の藻原子力婁農

鹿野に建設する讃醐を発蓑

▽十五臼際子力周の放射性固

性につき検摂したい﹂と警明

体鵬棄物処理処分検認金︑﹁天上

処分と灘上処分の窃働な組み舎わ

▽十七田

原子力婁︑憂期副圃

聞︑蹴中研理郷長︶死玄

馨門部会巻設躍

▽十九日 懸潟累︑篠懸籠環蝿
安全悶題講豊田瀬欧米に派避▽米

カナダ原子力協会︑

一

放射線照射の利用

射射

照照

験託

試委

恥

魎♂

悪

驚

火

漿﹂

AEC︑温CCSで暫驚纂準を設

▽ニや日

・

▽二十二田米AEC︑米国内．

の設闘誉発喪

臨騙講論獺郷甥羅﹁

箋乱し含︒の誓するウ簗

▽ソ建議瀦藤代嚢団︵ペトロシ
ャンツ闘畏︶︑今月初めから米圏

ロ

各地の原子力撫設を視察
ロ

髄灘議論融

▽ニャ離婚原子力婁のウラン

三帰蔚ショ⁝ト診の畏賜購入契約
締結で合鍵と発表

を嚢

蟹源確保附策七三会︑成珊払い方
臼添NU＄祉識立総会 式の騨入など櫓内容とする蝦暫醤

動燃の再処理施設
四年ぶりに着エへ
▽一＝日

▽催麟達︑赦密議で会長に加藤乙

瀕研と仏CEA︑材料

〜問題起り世論わく

米国で原子炉欠陥

蝋総総鎌欄

罷慰所駈在市町村協満会︑鷺CC 第十一回奪次大会聡く
▽二十八田関破︑美浜発蟷所
▽ニや一難 英AEA︑ドーン
に⁝毒機︵PWR︑八＋二酉六千Sに関連し原発の運輯中止を要踏
レイ筒還炉トレ；ニングセンター
KW︶の建設副圃を襲明

炉が駿工式

フ畠エル︵BNFL︶投誉設立開く︵一驚十日︶▽関醒美浜 唇

を受く▽松永安左エ門氏︵原塵纐

安二目蜘蝿︑北聡損験役︶を互選
せで﹂とする検嚢子果を鞘蓑
▽IAEA理雛会︑保繰出羅擾検
▽十六臼 井上難燃理畢箆︑仏
酎のNPT下の保障鑑躍モデル協▽動辮︑繭独カールスルーエ原研
︵GSK︶と隅速増置炉研究協力
政鰐からレジオン・ドヌール勲輩
定案を全会一致で承濾

で二漁協組合と漁業補催協定締紬

S︶の欠陥を確認
▽原一理羅会︑新翻会長に芦原

A鷺A保障搭繧婁澱会︑NP田下 ▽二十五日 米AEC︑テストオルダi氏︑原塵関係暫と懇談︑
中の軽水炉繁急冷却装羅︵ECC ﹁ウラン艘縮国際共同禦業の可能

ハイム原発〜曼機一次装荷燃料用 趨工式▽第一 回日米糊速炉尊門蒙
ウランの婁鋸濃届協定登調田▽I 会議開く

の分する廃簗所をカンサス州の渚
▽仏CEA︑ソ運とフェソセン黙認︵BWR︑五十四万KW︶処

する黒蟻﹂を締繕

装鎧

立を認灯▽米AEC︑濃縮二重の三郎中羅照隠を選任

講

織籔叢

協定﹂に調印▽糞躍︑第二の原発

中日︑浜岡原発建設

翻騨駿

現行の○・二％から○・三％に引
上けを発表
▽十 臼 東醗福野一号機︵B

▽十九日

鐵薩

和七十五館には原発が約二億二千
二次塾本窯画を漢定▽英A通A︑ AEAと結んでいる日英趨速炉協ギー調総会羅畢力郡会︑中闘報皆
万KW︑醗源購威の降居〇％︶▽ プリティソシュ︒ニュークリア・
を発表︵①立勉確保⑫動力炉開発
原慶理尊話︑新藁塚に安川第五郎

中性子凍源炉﹁弥生﹂︑原研敷地
内で臨界

氏を万選▽原芋力婁︑漂子力鵬発
▽十日 原麓の﹁原子炉多彩的
利用罰点認磁の改暦を決める▽原 利胴懇醗会﹂と﹁原子力船引二
子力婁貴に松井明鏡新任▽仏CE 会﹂が二〇〇〇年象での蝿娚野望
A︑民間ウラン濃縮工揚建設のた で検討結果を紫とむ▽棄大の蔑遼
ス拡に関散法しその酬細書副と資

め︑ピエールラント濃破婚楊のガ

▽十二日

科学技術濫訴始配る⁝

金訓画作成愚仏テクエソプ社︑米

周協ほか︑第八回理工学における⁝

R巡転調練センター﹂を設立▽放・

ベクテル雛に婁離
舗煕圃源薩無次大会

▽十五欝東芝と磁立︑﹁BW
▽十五日

醗く︵〜十七日︶︒ウラン濃鰯︑

長期ビシ認ンなどが中心▽原耀︑

闘位元累研究発想会開く
査団を欧米に派巡

煮切識

鍬

一■需鱒﹁鞠欄帽ρ

一 冤糞

濃縮︑再処理といった︑いわゆるサイクル確立の問題

えての多戯闘の接渉となって教面化したが︑含慧をみ

一方︑こうした國内の動きに対し︑海外でのそれは

をめぐってめ窪ぐるしいほどの鋤きがあった︒原子力
ど︑原子力発鷹糊代がいよいよ現実のものとなってき

懇﹂によれば三ヤ年無には約二難燃千万KWの開発が が枳次いだ︒アイダホでのECCS爽験闘題は軒水炉

婁員会のウラン資源対鍛懇談会がヨヵ月間という超ス

の安全性再確謂という行政職照となり︑A逸Cは暫定

たガス拡散法濃縮捜術串二定の条件下で開示する罵愈
展もあった︒原子力婁澱会が長期計醒の改玉山業にと
れに輪をかける羽闘となった︒

米困では五月から六月にかけてショソキングな箏件

指針を耀けて難態の収拾に当たった︒六月︑カルバー

る豪でには藻らなかったQ

見通され︑全発躍設備に占める原子力のウエイトは急

たかの醸を深くしている︒と岡騰に︑将来も︑今年原

ていた再処理施設の建設が四無ぶりに本格化したこと

カーブで上昇︑増大することが予測されている︒

のあること昂初めて内外に宣明する一方︑フランスや
りかかったのも︑こうした背蝋と窺実が︑それを獲付

ト・クリフス藍革所の環境規制をめぐる地元麹然保護

欧州共闘体および︑カナダ︑オ⁝ストラリアの両懸源

七無ぶりに開かれた第四躍ジ謡ネーブ会議では広範

けしている︒

な聞題が討議されたが︑商業用高逮炉の醗発で明るい

の奪である︒米AECによるアイダホでの非常用炉心 冤博しの得られた点が特驚されよう︒

う活発な活動と腰開のあったことがそれである︒原子

力婁員会か濃縮ウラン対策懇談会などによって︑この

その酬いろいろな多くの動きがあったが︑とくに中

二情＝羅曹一＼一＝＝＝

国の王AEA参加召舗など国際政岡昂基調とした些し

．＝一韓圃7

れにゆれ動かし︑東海村︑敦賀布︑美汝町などからの

▽凝立︑台湾躍力の金品躁脇手格

り歌・解い︒毒障轟四竃障＊周い

納容器二基を受注

鰹撮錦鱗娼綴

▽露緕

原産年次大会で濃縮
獅噛ク日ーズァップ
英︑米に原子力発蹴断温麟水利用
三日団昂派濫

▽九日ジャーナリストによる
▽十一日

欧州巨大科学視察躍︑繊発
にいたる原子力構想﹂を発蓑︵昭

での現状掛紹介︑また牽︑英が濃
縮工揚の内部写翼を公開︑注霞き

▽東芝と日立︑米G鷺社との高 W︶起エ式
州増殖炉の遜礎技徳研究摘穰交換
▽十七日原纏綿次大会のウラ
に関する技術援助契約を酢可申羅 ン濃縮三際シンポジウムで各圏が

騨一＝＝7

冷却設備に関する爽験の結果は︑わが照原子界を大ゆ

菅礼之助原甲張侵︑

．＝＝一7

闘題都簸還要課題としてとりあげ︑総々の検討を進め

9囲一■一鱒胃︐

たことも羅実であり︑来春早々には豪た︑こうした欄勢

一●︸韓輔網縛幡︐■一息

一■＝

日本原子力学会︑第

頒懸樋兇開襟惣社侵︑

▽十八霞

九回原子力総譜シンポジウム開く

▽十五日

死語

▽†賑

京で開く︵〜十日︶

榊嚇一一︐

い局面が拓けてきたことも︑見逃せない︑今年の原子

二

中醗︑浜岡原発建設で

﹂P

政府に対する﹁漂子力発羅運転籍との意見糧握禺な

に呼応して凝しい体制が線織化される見通しである︒

︐：＝＝

▽二鷹
の漁燧補償契約で灘印

地元五漁簗組含と六国︸千︸臼万M円

▽三日大洗取水施設発成︵原
般用水確

KWの薪規懸工を決める

▽二十穴臼 敢府・聡調塞︑東
醒榴翻五弩機を倉む五地無酉二万

電描鋤黛弩機︵BW8︑七十八万ラン輸嵐制限を解くしと発喪

黛独原子力船数岡評鵬

翼臓会畿の第〜回専門者会麟︑画

▽八日

四喪W︶建嚢

▽六日 通麓雀︑欧州核燃料調 死去▽来田中の襲スウ寸ルツ圏豪
査団︵都甲講正園罠︶を派櫨V東 闘艶相︑﹁蝦政騰はこれ窪でのウ

保のため︶

研︑動燃が冷却胴水︑

一閂﹁

銀鱈をとり巻く動きであった︒

安全対蟹の璽要性があらためて認職されたのも︑こ

翻などからも︑国際禽弁雛彙化構想が提嬢︑これに伴

筆されるのはウラン濃縮をめぐる問題であろう︒

などもこの年の大きな出来羅であったが︑なかでも特

産が発表した長期計画﹁二〇〇〇薙にいたる原子力構

@匙

灘入﹂など新政策の立案をうたったこと︑難行楽続け

6

ービード審議で従来の施策を再検討し﹁成功払い制渡の

今年の原子力闘は核輝願問魎に明け聾れた︸爺間で

一
蜘｛㌦
一■直

どという一大聡にまで発展したが︑こうした轟爽は︑

翻一＝＝幽・

ロそぜゆ

蝦

㎝試験蝉研騎協力協建で調印
▽七澱 政府︒外戴審糧会︑日

〒370−12

日本原手力研究所内

齢

核燃属の悶題はその豪ま原子力発電開発の醐題とも

翻＝儒二 一二一＝一7

産
驚纏羅

力
原子力離門むつし︑

放医研︑医用サイ
クロトロンで契約
▽ヤ三日
原子炉圧力容器の据付を完了

▽十四田関羅︑大飽原発の建

奄謝野聾原子力婁

ロコ

………一…＿………＿…＿

英AEAみ敦賀源発の億用済鰍斜 ▽十七西原塵︑MHD発聡調・▽羅臼
九州囲障力︑玄海原発

再鯉理で契約締織
▽十・六日

O273−46−1639

TEL

工塀伽吹・衛知・大阪・横浜・帯川・芝浦・堺・下津・

子

原
殴訓画を勢表︵一︑二暑機とも薇
原産︑訪印原子力便

十七万五千KWのPWR︶
▽十八日

節邸︵井上五 郎 団 長 ︶ を 派 遣
▽二十田放医研︑医療矯サイ
クロトロン白目建設で国除技術交

易社︑仏トムソンCSF牡と契約
を締績
▽二十一戴 仏原子力庁︵CE
A︶のマビー ル 理 礁 ︑ ビ ア ー ル 理
覇ら︑飛行機購贈で死亡

▽二十三臼原蹴︑高温ガス炉
▽二畷五臼
欧州共問原子核研

技術調査班を欧米へ派遼
畏︑死生
▽二十七臼

究所︵CE鼠N︶︑陽子闘士の衝

らリ

のモヒ

突で五千億麗子畷の超醐エネルギ
のじ じねのちぼ

。・
。．
F㌔●

群馬照撤扇市盗読町

名古罐ド｝沖無難広ル町喧丁目二番地の1（策動ビル）

嶺古麗支店

島

漕

勘

松

取締役社畏

総

窟笥機︵PWR︑五十五万九千灘
K 齪錨懇馨灘鋼幽錘 本エヌ︒ユー︒エス欝欝会社の設

筆

■璽●．●●・9D，

財団法人放射線照射振興協会

社大阪市北区堂勘浜通λ丁閂57番地

東京支店染京：都巾央区銀座ユ丁閂13番1丹労晃ビル3階

本

；ビーム発生に成勃
ヤ リ

⁝難澱撫糠蹴

わが国で初の核融
原研︑核融禽圏際酎舗

△鳳国際討弧隅会開く
▽一日

会を差催︵〜三闘︶▽阻生雀︑医
療用羅藁の放鮒線漁薗法を欝町

オークリッジ漫縮工場の内部の写
原産隼次大会で公表され注鼠され

…………

撫

虜
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冒一卿・・顧⇔

：い騨

料輸送で簗務提携︑環業化に梁り
出す

蕊聖遷柵据塙鯉

米の呼びかけによるウ

第十回日本アイソ
トープ会議開く
▽一日

ラン濃縮魍際二三三業の予備会訟

獄

▽七日米︑アムチトカ謁で史

墨を岡圃のアセアトム社と米WH
社に発注と発讃

を決める︒

上簸大五メガゾの地下核実験
▽十一日 原子力婁︑原子力肇
黎従業受認条目償憲門部会の設憾

▽十六日 第十回日本アイソト
ープ会議開く︵一十八臼︶▽平泉

民▽米WH社︑スペインの原発四

科技庁長官辞圧︒後任に木内四郎

▽十八罠 エクランドーAEA

慕の一括受注に成功と発表

φ住友原子力工業株式会社

原手力薩簾薪聞では︐恒例の一九七︸年原子力界
十大ニュースを次のように選びました尊なお十項目

；一隔＝．響．：二＝

ワシントンで開く︒日︑藤︑加な

ど聖席︵一二日︶▽米AEC︑米

國内蓋業に対する濃縮技術開示で
禦転注畏︑来田
参加申舗締切る︒二十二社が書舗
▽二十一臼 都立アイソトープ
▽三日 鋤三階日米原子力会議
研究所醗長飯塚義助民︑死宏
開く︒濃縮問題などを討議︵一四
▽一一十二日日立造船︑酋独イ
B︑米で︶▽欄井蝦漁藁協岡組禽
ンタ⁝アトム社との舶用炉に関す
運合会︑原子力軸設環境閾題漁業
る技術提携で濾可申舗▽原安協常
者調査団を欧米に派遣
任理蜜︑鷺中研理事福田節雄氏︑
▽四日 スウェーデン︑原発二
死玄

住友グループ

▽二十九β仏︑七五年京での

九七闘年
曾
︵十二月十日現在︶

の選出方法は原産署務局醜の幽居結果に麺づきま
した︒

会が長期計画の猛男作業︶

野

⑥OPEC攻勢により原子力開発への
⑦動燃事業団の使用済み燃料再処理施

期待高まる︒

設が四年ぶりに解決し︑ようやく着工︒

．．：．・＝・

▽便藤思と臼立造船︑使嗣済燃

群議撫曇醤織櫨

三菱原子燃料会

動燃︑英AEAとの闘

明日を担う

第六次エネルギー計画で︑八酉万

KWの原発開発へ
▽三＋鳶石川嵩陥凹柵工︑
米ブラウンズ・プェリ！原発陶け
旺力容器を出荷

原子力婁︑ECC S 濁

①ウラン濃縮をめぐる国際情勢ゆれ動

三国体制進む︒仏がガス拡散法で合弁化

く︵米AECの技術開示発表︒遠心分離
に動く︒ソ連低料金で委託濃縮の用意を
表明︒豪︑加の濃縮工場誘致計画など︶

西独ロイシンク教鳶科学網との会

鷹甕原子燃料会社︵三

社が新たに発足

▽一漬

菱金属鉱業︑三菱璽工業︑米WH

▽二濱

社の合弁︑山隈四郎賊臣︶発足▽

で二型転換炉の技術檎報交換を行

▽八日総禽エネルギー調査会

なうことで轡簡を交換と発蓑▽科
技庁︑四十五繊度原子力湖発利用
動噸澗査報告轡を発表

本

枇

大阪市棄区北，兵5丁欝22爵地

動燃︑ATRで五
▽一心

㈲鷲垂襯月露
米AEC委員長シュ
レシンジャー氏に
▽一臼 放問協︑日本アイソト
ープ協会と名称を変更

⑧米国のドル防衛策の影響で産業界に

・：榑︒・．．．篇．讐7．ご二・・

談で︑安全性研號などで両国の協

，曜犀

長

社

支

7831

Q3（256）

グループと契約

題に関連し︑①炉の催止や雄力制
阪は必襲ないの繋全研究に万全を
期すなど を 内 容 と す る 婆 賛 昆 麟 誕
を発表▽ 神 戸 製 綱 齎 ︑ カ ナ 曳 か ら
ステンレス鋼管︑閣独からジルカ
ロイ被調書を受刑と鑓表
▽二日 理 研 ︑ ガ ス 拡 散 ウ ラ ン
濃縮技術 で 九 段 式 実 験 装 躍 を 完 成

②軽水炉緊急炉心冷却装置︵ECC

不況の長期化ムード流れ︑とくに竃力界
では電力需要想定作業遅れる︒

H檬融合に対する乱書まる︵原研の嘱
核融合国際詞論会︒海外で三国際会議︒

⁝蟹＝

▽二十日 日結晶子力船典岡評
緬研究会議の第蕊回趨門家会醗開

力企

糊灘ざ溜

丁三L O6（203）2321
策京都千代蹟区神国鍛冶町2丁鼠沿番地

TEL

S︶の欠陥問題で原子力界動揺︒わが国
では環境論争へと発展︒
原子

をテーマに︒

③第四回ジュネーブ会議開く︒

力を人類の利益のために

⑩わが国でも発電炉の百万KW級時代

④米AEC︑環境政策で高裁判決に従 ジュネーブ会議での発表など︶
う︒その結果許認可の遅延が拡大へ︒

三二．．

案の可決により国連に参加︒国側

内蒲僧あげ地元に協力を顕し入れ

▽二十九日 中躍︑同社第三原
発の候補地として三四眼態野市井

をしのぶ曹認念研修駕の起工式が

ニクソン米大統領

動燃︑カナダ原子

筒謹製殖蝉塁壁の建設に酔可を与
えると警明

く︵大阪で〜二十臼︶▽三井造船

明を発喪

▽蕪＋日平呆長冨︑来日中の

千藁造船所で下請の中国エソクス

届強化することで合慧︑声
線会社の従業員り六名がイリジウ

〜

技庁︑綿塵︑外務の三省庁︑ウラ

騨
ン濃顯閻題に関し政治酌︑経済的

▽蕊十日故習礼之助氏の遺業

原子力平和利用膣離婁風長︑ジュ

力会社︵AECL︶と璽水炉に関
現地河筒気温で行なわる
に調印﹀巳撫原子力会識︑東京で

▽二十七日

ネーブで﹁日本などの諸園にウラ
ン濃縮サービスを握供する用慧あ
科技庁︑総額六百十

する偏報交換と協力のための常足

▽二十六購

総会開く

▽二†一臼IA猛A第十五圓が追放さる▽第△園原子力の田

ム鷹による被曝購故

脚＝ρ

へ︵関電が大飯発電所で百十七万五千K

曹．⁝

⑤原子力長期計画改訂へ︵原産﹁二〇

＝﹃三：一＝．．鴛．鱒・⁝・：：・︒．．一：・鱒＝・＝：㌃

〇〇年にいたる原子力構想﹂を発表︒エ

：︒顧鱒⁝・＝⁝・．⁝．

Wに︶

・騨．

W二基を計画︒原電が三号炉を百＋万K

二

ネ調原子力部会も中夏報告︒原子力委員
＝・．

化した薪規則の採用を決める
陳⁝薩︑第四回ジュネー

部被曝鐵故

一億二千五菖万円の四十七年度漂 開催▽綜研でツリウムmによる四

▽十一二日

り﹂と雷明

RENCOをロンドノに設立 ▽十日ソ連のペトロシャンツ

温かス冷却炉発露所二塁の建取計
ブ会講参加欧州視察団を派遡
醒を公喪
▽六日 第四円凹原子力平和利用
▽英︑西独︑オランダ三国ウラ
圃際会議︵ジュネーブ会議︶開
ン濃縮共同院画に墓つく薪会筏U く︒日本二十照篇の論文を発表

R︑筥十万KW︶の東海村建設を

▽十二β原羅︑三暑炉︵BW

▽九冒古河聡工︑パキスタン
原研から研究炉PW只用鯖二次取
換燃料二十五本を受注

▽五臼 第 三 次 佐 藤 改 造 内 閣 で
▽閣謙︑第照圓ジュネーブ会議
新科技庁侵窟に平裏渉氏︑通産大 の政府代表五名ほか瀬闘︑随員を
臣に田中 角 巣 残 就 任
決める▽閣議︑原子力白欝﹁闘発
▽八田 動燃︑英AEAとMすO
すむ覆本の原子力﹂を了承▽関
ZAR？謝醒で調印︵ZEB
R原A
醒︑
羅︑鋤燃が欄井隈︑三賀
嫡による隅逮原型炉 もんじゅ4 箭︑美浜町と原発運転に伴う安全
の実規模炉心藁合体の実験︶
確翻等で覚欝を交換
▽十二日 米AEC︑群可手続 ▽五日 原監理潔会︑四十七年
合理化のため原子力並幅可規則を 度予算に対する要望事壕を決め︑
関係雀庁に提罎
燈正︑奨験に入る
▽十四日 欧州に英︑西独︑
餌︑ベルギーの企簗五目で新原子
力産簗体制が確立
▽十五 闘 原 蹴 葉 海 罷 出 所 ︑ 三
人が放鮒線被曝禦故▽葵ヒンクレ

会で正式決定︶

イ・ポイントA原発︵五＋万K 発表︵九月二†八貝の醗隠株主総
W︶運転休止
▽十七臼 米原子力襲貴長︑シ
ーボーゲ氏からシュレシンジャi
氏に交替
▽十八日東芝︑引腰福騰二号
機溺炉心構造物を翼成︑出荷
▽十九日原子力婁︑東鍛五月
炉の安全性を讐繭
▽二十田 原産︑稼分裂生成物

．翻撒綴嶽羅
七年ぶり第四回ジ
ュネーブ会議開く
クリフス原発工鵬の一概健止を命
じた高裁の裁決に従い︑駆雌を強
▽四日

⁝謙鵬鞭蝋暮熱

立覇から換織するため﹁打合せ

アカデミーからの日ソ科学暫交流

会﹂を設狸▽学術会識︑ソ連科学
計灘の受入れ検附を決める

▽十五露仏EDF︑ビュジェ

原子力部会︑申間報告をまとむ
▽九日 原産︑四十五難度原子

力産業実態調査報告轡﹁原子力発

A理曝会︑ルーマニア決議案の採

蹴総代への対応﹂を鎌瀬▽IAE

択により圃府︑儀席を失なう
▽十日 原子力委︑濃縮ウラン

の技術開発の促燃などをあげる

対策懇談会︑報告露愚発護︒国際
濃顯綴織への参狐︑国難化のため

3

丁壮上畳聯

聞

着
産

▽十六 日 原 子 力 婁 憂 離 断 圃 専
門部会初会合︑部会長に向坊縢氏
▽米政府︑日本敗尉に対し局國の
ガス拡散法による濃縦技術を腸示
する可能 性 あ り と q 陰 欝 で 通 告
▽十九 日 動 燃 ︑ 原 子 力 五 グ ル
ープと薪型転換炉原型炉 ふげ
ん の建設で哲二＋九億四千九西

濃縮調査圃︵松根宗一圃長︶を派

万円の契約に調印
等総合対策懇談会︵F？C︶を設
▽二士二日米幽幽︑カルバー 躍︑座長に木村健二郎矯
ト・クリフス原発建設でAECと ▽二十五臼原子力婁︑ウラン
ポルチモァ︒ガス電気会社に計圃

▽三十日米フィラデルフィア

熔細

㊤ジ晶ネーブ会議開会式のもよ
う︒㊦新旧米原子力委異畏⊥石
がシ篇レシンジャ三新委興畏︑
中央がシーボーグ前委皿擾︑省
は末繊原盤爾務局次畏

敦賀市と東海村が派選

灘灘蒲

贈舞
嬢裏銘
舟乳慧醇
：態麟

重慶認篤愛

＝

子力関係予郷概算裟求を提出
電力とGGA︑薦十五万KWの高
▽三日米AEC︑カルバ：ト

畷が

▽五臓

申国の国連参加き
まり︑国府は追放

ードル・グループに発注と発喪
▽十六︹口 電中研の懲罰路理麟

原発の軽水炉細論を米WH社のP
WR技術ライセンろ偲もつシュネ
圃﹂︵矢部知恵夫団長︶︑欧米へ

と同小田厨旗三氏︑飛行機讃故の
ため米国で死去

する﹁原子力問題地方薗治体調査

英︑仏︑薩独が使矯

出発
▽十二日

済敷料難処理サービスの共通子会

米原産︑七一憎悪年

懸
次大会マイアミで開く

▽十三田米AECジョンソン ▽二十日 日本学術会議第五十

▽十八日

社ユナイテソド・リブロセソサ：
ズ社受設立する協定に箸名

委貫︑AEC所荷の備蓄ウランを九回総会
七四薙以降内外に放幽と悪明▽科
▽二十六B中国︑アルバニア

浮輪工癖のすすむ動燃AT汽原型炉のサイト

翻

髭
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▽二十六日 名大プラズマ研︑
レーザー光線による核融合反応に
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開かれκ︒信頼展関係のGRES
が︑ブ・麦ウン護窒とし︑一

会議の団旗を少し述べると︑ま

間の会議を終了した︒

向こう一年間のCR封S①響門に開催することを決め︑長い二葦

黙懲解携藍翠礫歴一難懸照臨な山︑

肥会識は︑今まで︑六一奪︑六八

ドイツは向こう四葬閥に︑薫ぬ

Aで開いていたものを︑向こう二 麟代表は︑お互いに年に何鳳とな

月︑ドイツで︒②LM8WG︵せ
ナず︑発言もかなり控え自であっ
トリウム沸騰︶一今日でISPR
たこと︒次いで惣したことは︑各

①鷺CCS一来年九月または＋ずアメリカはまったく戴餅を提出

十億円を支出する計画で︑ブロー

のうちをよく知っているという瀬

ダウン︑冠CCS実験を紘に︑か年間CRESτが白鷹をみる︒場
く顔を合23せており︑お互いの手

里のような出力逸遣テスト巻やる

年︑六九年の一一奪取侵されてお

が附講ざれ︑最後に︑公開討論が

じで︑臼憲の距離的︵さらに多分

臨場である︒

あり︑機械的故瞳率データの不足

勝︑目時米冗︒麟地蟹葦鰍琿六月

り︑今圓は四度圏である︒解析モ

と︑データ・バンクの笈換の必心
なりの計圃を樹てている︒イタリ

デル︑伝頼度データ︑計徳例など

国から約五十名が
性が摺摘された︒なお︑信頼麗計

と宜敷熱除去系を開発することQ

十一月十七・十八日の一百闘開

または七月︑鋤辮紫冗︒

①メンバー各朧の安全研究の項

で漸騰中で︑五霞滞ぐらいの膨大

図リストについては︑旗下事勝局

うな揚に出席し︑鶴報を集めると

ひしと虚した︒つとめて︑このよ

ことが黒蜜であろう︒

ともに︑語末蛇身のPRを行なう

昨葎十二月にベルギーのモルで

PFRの姫蒲赫に︑沸騰ノイズを門二会識の厳器報告がなされた︒

ロバンス会議︵叢年九月目では︑

炉の安全姓に閲するエクサン・プ

年九月︶の鎌子が報告され︑職速

限強度に議するベルリン会議︵本

豪ず過表一階閥のCRESTる
専論文の紹介があった︒また︑此

が少ないので︑思いがけぬことが

アメリカのブッシュさん︵ACRいて紹介があった︒アメリカが簸

た︒ちょっと興昧があったのは︑

ことで醐一であると締めくくっ

を公蓑し︑近くさらに三ないし四

Sの語言長︶が︑翠8Rでは経験近︑六つの基盤︵あるいは指針︶

七一無六月﹂二〇日︵原爆傷密調

O年報一九七〇葎七月一鷺〜一九

搾︑A6版︑一九七一年刊︶

原器資料室便りi

酬新刊紹射

れ︑A翼L一王SPRAと網用で

②蛋全解析コードにつま機論さ

な資胴必近田申に送億する︒

三三の︶ハンディキャップをひし

アの鼻息は︑絡納晩蒔内のスプレ

会には︑＋全国およびユーラト

故障の騒期発見技能も提嬢され

催された第七圓CRES？本援員
算の聞倒なコードを作成している

さる十一月中旬︑O巳CD︵欧州経済協力機構︶のCRES→︵原子炉安全技術婁風会︶が岬 本会議には十八力

パリの同本部で闘かれ︑原子炉の安全研究に関する各国の現状などが報告された︒A一六では岡

⁝

冒＝一騨

委凪会にわが国から鐵麿した策京大学工学部教授都甲塞丁寧をわずらわし︑その概要をご執籔

二一一脚

イ働果に関するものと︑窺斌炉の

︐卿＝薗・ 二騨一．

が︑それを突際に使謝している例

7隔＝＝

ブ獄ーダウン笑験についてであっ

闇一＝

ム︑ENEAより合認約五や名が
があるかとの質闘に対し︑﹁ウエ

Rブローダウン爽験を申心に概嬰

た︒日末からは︑ROSA︑A蟹五︑その他

7一＝

願っ た ︒

スチングハウス社で開発したコー

o一＝辱

安泥健はおこらない︒どんなによ

ドを設計の殿階で使屠しているの

ここで蛍全幽静の序法について

たが︑再※葬癒しになった︒

いう立札のところにひか凡ている
CRES禦はコミソティ ・ オ ン

出席し︑盛会であった︒箭饅岡

決驚に応朋している漏などの翼例

最微に鼻聾が︑DおA方式も︑芝

再び果てしない羅紬が買いたが︑

二︑前圃ジ議ネーブ論文の紹介

桜輪方式も︑臨饗すところは︑

で紹介された︒

を紹介した︒

厳︑フランスのブルジコァ氏が議

第七欝欝員会の議題の採択︑削
回灘那鍛の確認についで講購に入
る︒謙郡の概要は次の通りであっ

次に蘭燈のジ禺ネーブ会議舗文

開かれた﹁軽水炉圧力容器内の振

の中から︑CRES肥が二心のあ島驚Φ弼︒孚議︑Ω︽臣σけ7という まるようになる豪で三時がかかり

起こさせ︑バックグラウンド・ノ

動﹂に関する会講では︑搬動の周

③各国の薫紙熱準︑コードにつ

版一語海開発株式会社︑二〇〇

○職線開発株式会祉便覧昭勲曲年

イズの測楚を行なう︒人工破損燃

すぎるとの蕾椴が出た︒

料テストなど︑大破損の可能性の

一九七奪刊︶

査婁員会︑一八八野︑B5版︑

議院藺工婁颯会議査疑︑二六二

○参議院蘭工欝欝会審議嬰録︵謬

し十二誉公表する︒

④カナダ︑イギリス︑フラン

を発表︒あと十二遍門内に十ない

ス︑スペイン︑日憲などから︑雛

行かぬのではないか︑といいなが
ら︑アメリカの軽水炉の評価で︑

町所の事故経験について報告がな

趨こる耐彪性があり︑確灘鎗では

三︑軽水炉の安全研究

など︑部分的には確率繍に頼って

飛行機︑タービン・ミサイル騨価

鰺加考が灘還炉の安全縫に自焔を

され︑ノイズ解析の墨型により︑

軽氷炉の安全研究につき︑ドイ

された︒

持ったことが報告された︒

故隙︑振動の阜期鞘兇の可彪姓の

ツ︑フランス︑野末︑イタリア等

いるような欝欝をしたことであっ

寮全研究計時につき報告がなされ

四︑今後の蕉門満会職への提輿

﹁公密軌本扁が醗布され︑公宙 保存地域を設けるのと︑州内の

奪十一月十九日から二十五日の聞

派磁されて︑この秋約一カ月に

田ホ原子力平和利用基金から

ンやフェルミ炉などを見学する

るのを見聞し撫した◎ドレスデ

いて膨大な研鋸が続けられてい

態学◎プラントの矧水施設につ

内にせよ﹂とのことで︑湖の生

は﹁湖の水温との醗を一度F以

披術研究に取組んでいるのをう

・植物・蟹観畿試など九部門の

汚黎・水質コントロール・魚類

境保全のプ獄グラム﹂で︑大気

ソン社ではホ年三月の﹁自然環

えはニューヨークのコン・エジ

ンバイロンメント︶緻欝は︑多少 敗府でも︑その指響三三威の講

メリカに盛り上がった環境︵エ

る試みもあり透す︒ところでア

にも敷延して︑体験学習をさせ

す︒また翼の林間施設を学期中

の認識を深めようと図っていま

懲されています︒そのために︑

底的に体得するプログラムが用

ども達が自然と人閥の関係を徹

浜・山下︶に施設をつくり︑こ

地理的に異なる環境︵都市・灘

クリッソ教一一寵所のスタソフ

が環境教商にも採胴され︑オー

噂

一六野︑B5判︑

ので︑その発喪に甲山がもたれた

は企業においても同様で︑だと

わたり米国の原子力糖発の現状

法的で︑アメリ

窪た︑シュミレーション学螢

習が計爾されているようです9
イントは水温達十四度F以下で えていえば︑わが圃のは対鑓療

かがい豪した︒インディアンポ

カのは予防躍学

取組みかたが違うようです︒あ
題は璽樋防御やモニタリングの

機会を得豪したが︑放射線の問

▽温緋水について龍ミシガン

ンバイロ︒カウンティを見学し

がNsFの後匿で開発した︑エ

述べてみたいと愚い窪す︒

的なのではない

ことで︑象ずストソプする傲候

は十事ごとに簡増しているとの

産業です︒湖岸諸事の聡力紀要

公害陀が︑簸大の元凶はパワ：

す︒オークリッジやアルゴンヌ

るところに登荒しているようで

ロジーという欝血が︑輔報の罵

く︑むしろ魯魚水に対するエコ

たが︑公害問題を聞くことはな

しくみをみて︑信傾感こそ抱い

でも公憲教冑はようやく叫ば

▽環境教酉について聾わが国

まっているようです︒

る製求が温排水問題に解決をせ

増大と︑環境保全という相反す

かも知れ京せん︒パワー隅要の

ことですが︑これが闘題になる

ハドソン川に放流しているとの

ンドやペンシルバニア州の教蒋

まってきたよぢです︒メリーラ

えるべきであるという意見が闘

のプログラムに盤蟄な飛躍を移

て︑救奮全体の中で︑環麗教膏

ースを占めるようになってき

う醤藥が教説檎報の多くのスペ

﹁自然と人間との闘涌﹂とい

で掘りさげられて︑徹底させる

おり︑飛境教習が遊びの形に豪

を学ぶしくみです︒エコロジー

三二をひろげ︑建齪的な解決法

た穣りで︑資料を検附して模擬

国の教育事情などを視察してミ

はないらしい︒この匿大な湖で

の国立研究所でも︑リアクター

百

かという黛がし
現在の十倍以上になると予想さ

も環要なのは湖岸の五％の水域

の開発と並行してエコロジーの

というのがあり︑学区城に自然

プランに﹁アウト・18ア栄習﹂

︑

で︑魚類の生麗性も職く︑人々

から小学生から高校生濠で︑

れ︑たとえば東鰍郡では︑今年

で霞目や欝畏︑企目代聾になっ

ました︒都市請畷の模型を囲ん

の磁活に密接です︒

いるのは諭勿ですが︑この体制

研究が大きな分野を占め始めて

れてい議す︒原因は辮榮と都市

ところがパワ⁝産業の冷却水

@

藷田村隆治4謝

︵賢立久留米閥較

努力が麟られているようです︒

︒ゲームというのも市販されて

や泓捌水は︑ここに悶題がある

ます︒

湖の四幅水は︑二〇〇〇駕には

︑徹底した環境教育

や数膏鶏冠を視賦する地象を褐

一九七一無刊︶

わけで︑ことに滋緋水について

︵宗像英一一︑

○技術の自主的な闘殆に当たって

搾︑B5判︑一九七一年刊︶

あることが指摘された︒なおこの

た︒

に破損が伝播した経験はない︒一

た︒英国のFBR安全計圃は︑次

簸後に︑次叢誌八回の隔日を来

ンスは餓近軽水炉絡線に切換えた

から筍飯がなされた︒とくにフラ

瞬合体中の二十二太のピンが破損

の二点に鍛盈点を縢いている︒①

ましたので︑その印象を一て三

腿窟鍵

り

ヘンで﹁儒頼度﹂に関する禽畿が

次の今年五月にドイツのミュン

会識の報管轡は印刷きれない︒

A8 R I の ナ ト リ ウ ム ・ ル ー プ で
魅︑ならびにその対簸などが尉講

讃熱︐欝

フランスから︑グルノーブルの

行なうしであった︒

︑熱び零ぐ．

毒

ある笑験は︑フランスと共團でC 燐︑内部構造物の脆魅破壌の町議

ビンの異常状態テスト准行なう︒

と︑英国で︑飛行機の保二間爾の

く勇烈を行なっても︑予期せぬ燃

ノイズ︑流魏饗化などにより異常

英醐のF を検知し︑数秒以内に癖を檸止

憂となる︒

ドイツ勢を笑いながら救えてくれ

・リアクター︒セイフティ・テク

れ︑麗麗︑英圏より︑

ルジ冨ア茂が議畏となって剛始さ

費破損がおこり︑それの伝播する
たQ
ノロジ ー の 略 称 で E N E A︵欧彊
会職は︑フランスのCEAのブ可能性をゼロにで意ぬので︑沸騰

である︒

原子力機閲︶の中の一つの倭貴会

先方で入手したパンフレソトを

勉強したところによると︑OEC途R燃覇照射経験8について報酬 し︑隣の藥合体に破損が伝窮する

甲

Dは︑それまで葎在していたOEがなされた︒その野饗は︑﹁P∬ のを防ぐ︒糊来︑？FRにピンが た︒
し外し可能の面食怜を入れ︑燃胴
一︑専門家会議の概要報告
ECの機膳を世界的に拡隣する形 Rの燃料ピンをDFRで照射取
で一九六⁝年に発足し︑共産闘を

日本は一九六四年に正式顔盟 し

除く竈嬰先進脳が韻讃しており︑

は︑一九五七年に設立された E N

た︒O E C D の 原 子 力 分 野 の活動
EA憂通じて行なわれており︑ 臼
本は闘下準加盟樋で︑薬無度から

嚢細盟の予 定 に な っ て い る ︒

CRESりeの太穿置会は︑年一
圃開かれており︑今葎は七阿鼠の
会含であった︒日本からは︑数野
離山田原子力蚕員が訪欧の途次艦

の出耀のようであった︒なお C R

駕されたことがあり︑私が二度昌

碁田の中に︑専門委興会があ
り︑年に三ないし四回︑テーワを
決めて開催されているが︑この方

損モードの一汗を先ずやり︑つい

のは︑隣りにイギリスのファーマ

したものを︑さらに五十五日間照

局所二流蹴そう央を検知するため

②十分儒頼性の識い原子炉檸血系
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︷港
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■

郷外陰験︑カダラッシ漏のCA8

RI 笑 験 に つ い て 報 管 が な さ れ

CABR工国章では︑新燃料は

た︒

で七本ビンで破損遺糞の爽験を行

さんが嗣をとっている︒よく見る

鮒を続けたが︑燃醐はナトリウム

スを放出しても︑藥合体流蝿の不

東京都新宿区西新宿一丁目7番2暑

はたいたい毎園日本から滲加して
いる︒

まずFBR炉心
溶融事故で会合

なう︒七二年目豪でに薪燃料のテ

叢初に行ない︑破損しきい値︑破

会は十一月す帽︑十八日の二日

を経験した︒原囲は①高閣競度の

ーと呼はれる古い建物の中の会議

ストを終え︑燃料照射テスト用に

蜜全評価の手法について︑アメ

装躍を改憶する︒

過熱︵これが破損原因の大半︶③

リカ式のDBA方式と︑イギリス

ため︑被機の延性が無くなる②ナ

するインフォーマル︒ミーティン

設計ミス︑の三つに分けることが

蜜で開かれたが︑この削日十一月

グがあったのでその様子から報告

々と議舗が続く︒

流の確壌的拳法の優劣につま︑延

とフランス諮では︑英閣は田本の

中に出なかった︒理蹄解祈による

今豪で︑燃料ピンから隣のピン

できる︒

次のようである︒さらに︑いくら

一一 に ︑ イ ギ リ ス か ら ︑ F B R

探してもドイツが見当らぬのでそ

席に座って︑京ずびっくりした

しよう︒

トリウム申の混入ガスによる被覆
十⊥離日にFRR炉心溶融鵬故mに関⁝

閥︑パリ の O E C D 本 都 の シャト
に報街したように︑多くの徹損

た︒ジ話ネーブ報告︵多﹄㊤︒・︶

きて︑今年のCREST本委薦

安全評価の手法で論議

っとファーマさんに聞くと︑識長 と︑多数のピンから間時にFPガ の謝装の佳糠を明確にすること︑

席のすぐ隣りの巴一①ヨ餌αq昌Φと
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