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来月から審議開始へ

こんど二重された二つの懇談会
いる具体的訓画のほか各種の魍際

繕およびフランスから提撚されて

写翼︵右︶は仏ピエールラット

場内部のもよう

澱縮工場施設の一部︵下︶は同工

についてどうするか鰹痩め琶

貫︑設備供給の問題点など︑わが

も来年度中には團際計上への参加

が︑このためわが国としても遅く

をみることが必要とされている

こうしたわが国の態度決建に役立

る︒

ての闘係諸難題を検討し︑その円

鹸

隷となるが︑さしあたりの予算化

に閥に合うよう配慮もされてお

すことになっている︒害畿期間は

り︑今無七月颯には中閥報告を嵐

約﹃年︒
両懇二会の構哉員は次の通り︒
︻国際濃騨画懇談会﹈ 麿沢
広己︑北川一栄︑武藤俊之渤︑松

技庁︶︒

▽委無長

鈴木一弘▽

六千八衙万円か原研に引上されて

RCCのラジ寒ケミカル

アイソトープ・標識化合物・放射線漂

﹁三三︑北川漿︑武三之

助︑松弁嗣︑武田栄一︑山田太三
郎︵原子力委員︶︑石原庸夫︵驕
銀︶︑内田元享︵技術誹論鍬︶︑

艶蓮工藥︶︑瀦内武離︵中鷹︶︑

大勝嵐一︵棄大︶︑金恋敷雌︵幽

射池正士︵理研︶︑轟甕弐︵慰

士電機製造︶︑高汰圧︵日立︶︑
﹇閥樋洋一︵乗工大︶︑永勢治︵吏

之︶︑法貴四郎︵往友電工︶︑村
一田浩︵原研︶︑瀕川正男︵動燃事

糟業団︶︑星欝敏雄︵理研︶︑小松
勢五郎︵辿嵐省︶︑成田売冶︵糾

第六十八通常

国会が再開

昨年十二月二十九目に召災︑年

た第六十八通鴇学会が︑一月二十・

末年始のため自然休会となってい

月二十六日獣で︶の畢定で冨蝕を

九日から陽闘︑会賜五十日間︵五

關始した︒科学技術関係は衆毒両

がおかれている︒

両院の科技特婁貫は次の通り︒
◇衆院 ▽一一長 渡部一郎▽
蕃書 木野購夫︑佐々木畿武︑田
川誠一︑削田正男︑藤本孝離︑石
川次夫︑近江巳認失︑内海滴▽襲

員 稲制霊菌︑海鄙俊樹︑加藤陽
三︑大石八治︑小冨山庫四郎︑橋
口隆︑骨無勇︑懲波茂︑松水光︑
鎌覆郎︑井上酋方︑篁森芳夫︑華

◇二院

山親義︑三木轡夫︑吉田之久︑山
原璽⁝郎

子力婁員︶︑芦原嚢亜︵閲羅︶︑
理鱗 漆島文治︑平腸敏夫︑大矢
一末松玖機︵原羅︶︑田中鍛冶郎 正︑矢追秀彦V墾鍛江藤智︑大

弁離︑武田栄一︑山田太二一郎︵原

係の冨謙はなく︑国勢爾査に芝眼

院に設躍された科学技勧不興対日
ーー
思為暑湿間を対象に讐識を開始す
鮮磯
脊別言鋲会を中心に蟹臓が行なわ
⁝縁
一 ㍉㍉
一．
れるが︑親署会ではとくに法案関
禔Aもう岬つの﹁ウラン濃縮︸こうした問題を含めた今鍍の簾

たる業務であり︑二月から発足︑

間題点の検根競に当たることが主

一九八○無には額しい工揚の稼動 てるため︑必要なデータの収集と

半から世界的な誤答が予想され︑

ウランの盤給は一九七Q無代の後 ばならぬ憐勢にある︒懇談会は︑

いて検附しようというもの︒灘磁

国としての事体的な参加方策につ

に滲号する揚含の資金計画や要

藷酸国際計画と自主開発で
原子力婁員会は一月二十七環︑ウラン濃編に閃する繍際共岡那業計圃への綴織および︑わが國の自
主開発によるウラン齪縮研究の長期的かつ具体的な推進方策について検討するため︑﹁国際譲勲臣画
懇麟会﹂および﹁ウラン濃縮技術闘発懇談会偏の二つの懇談会を委員会内に設罐する︑と決めた︒両
電量会はともに昨隼郷の原子力婁興会雲足によりその謎謎がうたわれていたもので︑荊者は約篇力
年︑後暫は約一力璋を対象に︑早ければ二月累々から発避︑審識を論難する︒

原芋力婁贋会は昨犀確︑同婁員
は︑この原子力委殿会決定に憂づ

付︶された撮管をもとに﹁濃縮ウ

冤長︶

殴に必要な経済性や疲術二間題

滑な推選を図ろうというもの︒動

の開発︑後者は隔映の磯姓能化お

八年度罎の計圃や請方策が憲対

︑叢籔︵藩ウラン嘩バあ念霊め絹﹂いたもの︒︑ 技平語塾﹂は︑ウラ議締漢製ど覇的かつ撮的毫
詣緩墜駅萎ラント建乏関する皇蕃研溺二つい⁝秀鍛の欝奎た墨壷・四＋

手︶︑赤羽儲久︵原子力局核燃制

など基策的な条件の醐査検酎およ

奮究嚢︶︑発夫︵昊璽
課長︶の五聖を委嚇した︒

燃難業団が遠心分嫉法︑原研︑理

れる予定︒なお︑赤羽翫を除く四

験研究の継続などが議の重点課

よび六フッ化ウラン循環ループ試

研究開発を進め︑前者は両三能機

柵がガス毒魚法についてそれぞれ

び惜報交換を行なう︒検酎期陶は

これは昨年九月に︑原子力委最

した際︑フランス原子力斤のジロ

会が欧州ウラン濃紬調査団を派嘉
週簡で︑整合驚けれは二

点は鍛中研に設齪される﹁ウラン

彌︑響も三月定は寮で開か

約︑縫済的野価研究をフランスと

散法によるウラン濃鼠丁揚の蛋術

科学技術庁は二月一霞︑ガス拡

ウラン凝縮共同蘂葉で

日仏の検討
会が発足へ

碧議臨野鶴階調麺諜隅糠齢筋傭蠣隔撫

広巳腿艮︶から提出︵ヤニ月十日

ラン安定磯保策の推進﹂について

正式淡齢し︑今後憲増する濃縮ウ
ランの長競賓定職保嚇図るため︑

検討する①引続き米国からの供給
に依琢することとし︑一九七四年
以降演工予窯の発灘炉に必要な濃一
︸
総ウランの供紬について︑早急に
隠蟹と交渉を開国する②圃際濃編

ー長宮から提案があり︑鳳子力委

濃縮禦業調査会﹂︵仮称︶のメン

訓鋼への参加についで③盟要の︷

部患團塵化すること浄明白に所要 呉飼で行なうため︑ワ⁝キング・

る﹂旨フランスに通告するととも

題とされているが︑同懇擬会では

員会は圓十二月に﹁これに圃製す

プのメン鷹になる皐つ・

に︑文化交流の㎝艘の促進︵特撮

にとっては第三棚匿︑兼幾度から

っている︒したがって今回は原研

加し︑合副八塞の燃料照射を行な

原研はすでに過去二磯間これに参

照射試験を行な︶ているもので︑

なお委員憂はいずれも再任︒

利次︑星野力︒

︵鍵盤︶︑松根戸益︵原産︶︑向 谷藤之助︑長田裕二︑動木騨弘︑
に虚器を交換︶︑科学︒鼓術分野
へ
における勇について轟め締墾罐︵癸︶︑董蘇︵動肇 源田実︑中山太郎︑永野鎖雄︑鍋
紬臨紹︑曲田偏一︑小林武︑須原
昭二︑田中憲懸子︑辻一彦︑中村

研

︻ウラン澱縮技術開発懇簸会︼

糊罐藪滋藤鍵鐘蝿脚縢踊躍卿講

⁝
国除問題についてはインドシナ⁝

黙した︒

および近東梼勢などについて慧見一

ハルデン第五
期計画参加へ
原

一にわが園からも原研が参糊するこ

しく第五朋圏に入るが︑この計闘騨で論戦穣務難行海限度額〜億

おり︑今年難燃には岡プロジ晶ク

ト欝欝に関する正武調印が行なわ

水炉を用いて燃料の開発︑とくに一れるものとみられている︒

このプロジェクトはハルデン重

も年高交互に定日穰をもつこ一とにな疋︒
とに逃隠した︒

アイソトープ課
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日ソ驚期協議か﹁月ニや四日か

の外務雀で開かれた︒

ら同二十七日蕊で︑東京・躍ケ関

今回は七年ぶり︑第二鳳目で︑
ソ連からグロムイコ壷網︑トロヤ
ノフスキー駐日大使のほか外務省

ペチカ第二極東部長ら︑日溜から

交換が行なわれたが︑この結果︑︸

のカービツァ第一極葉部長︑シュ

福田霜︑新関駐ソ大便のほか外

もに︑効果的な国除管理の下で核⁝

勝省の法眼外務答議冨︑有田欧亜 双方は︑融連の機能が強化される
︸
局長らが出席︑日ソ講囲の二閣聞 よう協力することで飼慧するとと
関係および両国が関心をもつ巻干

瓢原勇衡︵8NEA︶帆の三力年計画でフ︒ジ・クト擢
会麟は︑二十七日︑これらのこ

兵器を含O桜蝦︷元全単縮を実現す︸

とを楽した共同コミュニケを発表

ることの璽要笹を認めた︒

日ソ両国は①日ソ斗質量約紺結に

して閉婁・たが︑籍豊．プロ．ン︑クトLは黍度から新は濠た決まっていない︒来無農予

の箪要国管閥題について鮒麟が行

関する交渉を今無中の双方に妊都

なわれたQこの結果︑今回会談で

爵な隠期に行なう②両園聞の経済

のような意兄交換が膏意義である

沸騰露水炉開難訓画1﹁ハルデン一本照射するかなど︑臭体的なこと

協力を︸麟増進するため努力する

ことを認め︑今後引続き︑少くと

共同難業の一つとして進めている一進されるが︑どのよ．つな燃鴉を何

ことなどについて合慧するととも

田ソ定期協議のもよう︵向って
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A案を採用

近く建設入札者決定へ
米国憾子力委員会︵AEC︶は商速増殖実証炉一号機の健設︑蓮転について︑咋十五果好気饗藁著
グループから出された提案を検討していたが︑一月十四日︑コモンウェルス．エジソン⁝TVA︵テ
ネシー渓谷公社︶の共闘紀案を受け入れ︑ただちに爾往との契約交渉に入ることを明らかにした︒難

行を続けた米国のL腋FBR︵液体金属盃却閥速増殖炉︶計圃の実証炉一暦機をめぐる建設問題も︑

ー︑技術マ条ンヤー︑技術繍編目を

︵ブリーダー・

甑炉一男機の凄烈欝かゼネ5ル・

の酔年以内にサイト迄成工事に簸

薦途に璽設作業を進めるため︑こ
は︑国内法馬追整を必要とするド

でに至らなかった︒正式議定醗に
た︒

九十慮KWHと五︒九％増となっ

猛に伸びている︒電力劉易では五

解化学カーバイト︑壇紫︑脇化物

ンジヤiーウラン鉱区を管理す

フィ装麗を供給する主な企業は四

揃喫盤を繭い信頓度で予測するの

め︑今後の動力源用アイソトープ

企業十二社があるが︑今後の帯揚

は今後一匹廟力な市筋を形成する

六百五ナ芸園へと増加︑葬閥威侵

紙

三

一

卜

躍誕東尉騒2）一；人代7211

電譜六阪（40b一大代■23ユ

ウランの輸出

オーストラリア

促進で新会社

オーストラリア最大のウラン蝉

六懸KWHかり四白八†八掘KW

生塵量の内訳は水力が五百六†

イツ︑オランダ︑ベルギー︑ルク

センブルグの田圃欝︑電ヵグル

手したい蹴合であるQ

実翫炉の建設・運転とならぶL

Hに獄少し把のに反し︑火力は八
ープ︵ドイツRWE︑オランダS
MF8R野心のもう一つの課融づ

試験炉︶の建設に︑WHの掛金辻 M︶およびSNRi三〇〇の建設

れており︑今度の実平炉に闘する

ャム？イツのインターアトム︑

WADCO社の手で糞虫に進めを
ら手がける多侵襲製造コンソーシ

目か＋四億KWHの出超になって輸出謬莱の促混や遮営に蝿画から

ルクスアトム︶が名を連ほること

る︒

ところで︑オーストラリアでは

など五％が減少したが︑食料晶

闘不政冊が膏頒とりとなって︑北

部搬州の萬晶位ウラン鉱床を大手

工染八％︑繊維工業六％︑各艘工

諜ウム・マグネシウム︑ベリリウ

ト︑ノランダやクィ⁝ンズランド

鉱山会社であるぺ識・ウォルセン

榮一〇％︑羅気金属工藁︵アルミ
に上ったことによるといわれる︒

ム︑禽金鉄など︶五％︑機械工茶

伝んられるところでは︑認司が

観測筋の︻部では弔詩点でのS餌

気状況を反映している︒

五％などと増加してそれぞれの酒

遅れ牝密な理蘭は︑建設費が急速

になる︒

用でようやくし照F8R謝画の勲 昌ークレール︑ルクセンブルグの いるQ消費駄では鉄綱一一％︑躍 援助することになった︒両社はレ

コン・エジソやTVA提案の採オランダの不ラトーム︑ベルコニ

振腿会社￠設立︑新会社のウラン

蝿難霧饒雛訴縫勤酢煎寝翫

衡四
なわちFFTF︵縄速中聾子村雲
E？︑ベルギ⁝SY聾AT
O十一癒KWHから千二億K嘱蔵鉱床を保有するペコ︒ウオルセ

エレクトリンク︵GE︶︑ウエス
チングハウス︵WH︶︑アトミノ

クス・インターナショナル︵A
I︶といった高逮炉メーカ可に鷺
られ︑これに丑！︑く入札が＝カ月

後に異施されることになってい
輪か動き田したとい貞よう︒

る︒AECは一九八○隼の運聡悉

原型炉の敷地決る

れは一年蔚の見積級を﹇○〜二〇

R見積総額はおよそ五億謎で︑こ

SNR高速炉計画が前進
ているが閥クループとしては二展

・マインズが共同で開発にあたろ

目のサイト串請でカルカ⁝が認め

し合いが行なわれている︒硬目の

うとの動答があり︑このための話

対象となるのは共同試掘︑靴揺開

辱が︑また火力で五払︵各二十五

拓︑鉱区に面結する諸施設の娯設

原子力でサンローランデソi二

西ドイツ耀威筋はこのほど︑ド

が︑西ドイソ政臓が六九年に人口

一り火力と踪子力を含めた発日総出

iが錺﹄﹂いる．︒れによ

備えての対処策碧練るのがその狙

．力は二薦二十万KW増加し︑七一
悪で︑盆の舞へ鍵捺に
︹パリ松本激賛蝋発︼フランス ・彰架の総発酵設備掛櫨は二千三穏

フランスの鷺力消饗璽

前年度に比し
約六％の増加

％上回るものたとみている︒

イツ︑ベルギー︑オランダ鷺薗の

クールター︒リアクトルー三〇〇

ガイドライン︵指針︶に抵触する
との見解を示したため取下げられ

鷲禰離鑓鰹確説雛騰翻理雛
ていた︒

発霞設備智誠も十二億KWH増加ようとの将来謝圓はさておき︑墨

電力庁︵EDF︶がこのほど明ら

カルカーはオランタ圏雛から数

とで正誠に認酸しκ︒

をクレベ空晶岡田ルカ⁝とするこ

PMCに役員を送り︑建設メーカ昨無末までにAEC電気箏集趣旨
斑We︶高速増殖源型鯨のサオト 響銀地臓での辱すヵ轟設の建設は
集の申の一つで︑このはかヤンキ

コン︒エソソンーTVA促集はー電力を中心とするニュー・イン

︵プ する︑などの点からなっている︒

常任蚕鋤会に提出ざれた四終の提

ヘン近くのバイスベイレルたった

られたもの︒初着の串請は︑アー
共闘謝発プロジ晶クトSKRl三

と簗渉に臨eA封Cの意向が閥ら

ここにきて開轟構想の大筋が固まったことから︑建設メ：カーの決定を待ってようやく本簸剛な推進
軌道に票ることになつだ︒

コモンウェルス・エシソン︵以

増殖炉会祉

・にされた︒
下コン・エジソンと略称︶1優V PMCに派巡し︑T▽Aは建設か
〇〇︵シ論ネラー・ナトリウムゲ
A翼闘提築の骨子は①社騰法人格 運瓢の任にあ把る︒豪たAECは コン・エジソンーτVA提案は
の

計画管理会赦

リアクター︒コーポレーションー1 ーの決定︑計画榮翻の遂行に関与

BRC︶と
ロジェクト・マネジメント︒コー

ポレーション目PMC︶を単急に 一月十二︑±二の両日開かれたAグランド蕊ペンシルバエ了マリ

スの醒力瘤費盤︵損失を除く︶は

將お︑窪轟に︐NR葬かに︒たきろによる︒︑zフン

籔千糞田五†健KW髪．霧細離薙蒙うっ

一九七〇年に千四百七偲KWHた
る磁回とした方針が打綴される窪

ったのに対し︑七一年には千四魯

三〇〇の謹甑にあたることになつ

リー︑十四万八千診にとどまり︑

会計葬展十五万四千九蒼六十キ昌

AECは米圃で放樹化学品︑放リチウムのAEC販売高は︑七一
射姓医偉勲の製造にあたる民間斌

ECは次々に原子騨製アイソトー 二万二千件の診断・治療が行なわ
れているが︑このうち九八％豪で

アイソト

社で︑業界売上糟取二首冠十万談

ど急速な縄ぴはなかった︒このた

圃での縮少のあおりで予難したほ

⁝プ動力源関係は年笛︑軍事計

アイソトープ潜力源

演から葱激に落ちこんでいる︒

線源製造 AECは照射圏的に七〇年展の二十五万八千一蚕十万

業繋二十五社とみている︒

放寒紅医薬品販売額は無間約四

使う放射線凋の製造企業を三十

追加され︑これまでに六十五品霞

が診断利用といわれる︒

米圓のアイソト⁝ブ︒放射線薩

一葬にはこのプラント建設に対す

の緊芯姓かいわれながらも︑昨七

マイルのウ晶スフアリアのローヌ

グループ︑エンパイア︒ステート

河躍に面している︒三園の電気嫌

電気事築犠任紋術譜間ハネルで全

断設する︑②BRCは笑証炉一鍔ECの電気礁業運営常任蚕員会と ーランドーニュージャージi連合
機プロジェクトと四千万がの拠出

原子力開窓協会︵ESADA︶・

た︒

渠潜からなるクルーフがSNR一

会一致で採択されたもので︑翌十

ザ・サザーン社iミドルサウス慰

を負担ず．⇔蜷通事菓界との連携強

ショウ原子炉開発技術部長から記

力がそれぞれ独自に提案してい
レシンジャiA耳C餐長とM．

化を図る︑③P厳Cは一号機の建 四日︑この決定に基づき﹂・シュ
設メーカーを入札で決め︑この劉
画の笑施にあたる︑④コン・エジ

ソンはプロジ並クト・マネジ ャ

到遠したこと︑分勤溺では落学食
強気出力三十〜五＋万KW笑証炉

千〜四千五薫万逆であり︑医用放

祉︑庫闘売上窩四一五蒼万がと推

千

量を記録した︒ア

は約こO％の年間成 は難しい︒この分野には現在主な

れているが︑売上職は不閉︒アイ

この醗業の伸びは

滋約一軍％を維蕎している︒

べS：コピー紙

V
業の総売上間は昨年浅一二％の年 プの製造・籔亮を民間に移管して
誉会珊でコン・エジソンーTVA コン︒エジソンーTVA纒集の
聞成最駕野墓︑勧めて薫億賭曲に きた︒昨隼は新たに二十八品闘が
採用により︑AECの描いている
の製造・販売が民間に移ってい

射線機器の年間設備投資額は五千

定している︒これは蔚年度推定値

る︒一九七一離職年度︵七〇無七

ほど米翻原子力委員像︵AEC︶ 月一七一年六月︶の原子炉製アイ 万声と推定される︒

聖主大を続けていることが︑この

係か二五％と梱変わらず大㎏な市
一号機のサイトは︑テネシー州ノ
ノクスビル北東にあるション︒セ

製されるアイソト⁝プのA澱C収 放射緑機器放射線ラジオグラ

ビーア火力引目所サイトが着想規

血は︑七〇会謝年肢の十一万一

主な企染七冠からな

と三倍に飛躍したQ有肩凝の疑い

心臓ぺ〜スメーカーや人工心臓

かが進患するものとみられる︒

イソトープ遠醐A僧蟹 払穴につれ︑まだこの他にも何往

装畷の主な製慧業老

標馨含物等を含むアイソトー

ものと予想される︒将来は年閲約

としては七社か知ら

プの小売⁝巾掘は︑琿閥千三貨一千

ソトープ・ゲーシ分野では約三十

嬰かあるとみられる︒人工心騒埋

﹇万個の必臓ペースメーカーの癩

アイソトープとしてストロンチウ

込手術淋￠必至とする愚老は年閲十

放射線照射

万もしくはそれ以上に及ぼう︒

矧が挙げられるが︑このほかクリ

クリプトン85︑

プトン85︑キセノン︑パラジウ いる︒年汝一五％の増撫と推是さ
自発光性物質

れる︒

万〜五千万君の市場守生みだして

ム90︑プロメシウム螂︑セシウム 社がしのぎをけずり︑約四千五穏

九衝〜一千万バを占めゆもよう︒

ﾆトリチウム標識有機化合物が

五薦万炉とみられ︑このうち炭紫

R一・放射線産業総売上高

初の年問三億ドル台に

核分裂生成物︵F・P︶から精 と同じである︒
水麟の資二十万がにこどまった・

♂からヒ一年度三十憲万七千訓へ

ソトープ販究額は七C年度と集

これに六六年の二濁三十万賭と比

ー渓谷沿いの隅社所有の別のサイ

の発表した需輯告醤﹁螺子力産
されているが︑①VAではテネシ
業一九七一﹂で明らかにされた︐

べると大幅戯少となっている︒

製造縁者

線細蟹下潮の概要は次のとおり︒

周報告盟のアイソトープ・放射
ト︑あるいはオークリノジの可能
性もありうるとして今のところ断
定を避けている︒

に蒲硬の多いアイソトープのほと

定される︒今後の螺題は︑臨尿用

るサイクロト獄ン製アイソトープ
コン・エジソン︑TVA両社の
の奪間売上高は三〜酉蒼万避と推
出壷頷は︑施設費︵サイト造戒︑

送院線︑タービン発寺田など︶︑

役務費︵技術︑管理関係職員の派

んどが半戯期の非常に短かいもの

し︑人口調密那市近辺に商業用サ

の点で入手が難しい現状を改魯

癒設に畏いと輸送時閲︑技術など

強直あり︑需要象がサイクロトロン

運による︶︑プロジェクト分田均
など合わ沼て一億一一億二千万が
になるみこみである︒

予定ではここ一カ月以内に︑実

ム︑ロジウムといったF・Pの撃
壌が期待される︒

灯の発光原典物資として使われる

六六年の四酉㎡男から六九年には

籏速器設備容叢かる弛断ずると︑

が︑この中で㎝番夏用率の高いト

のベータ放出核種が文字盤や標識

F・Pアイソトープは工業︑医 トリチウム︑プロメシウム瑚など
学︑学術利踊に伍しで情歌帽間や

療所の一手五百名の医師がアイソ

トープを使っているほか︑罠閣診

イクロトロン樋設を増やすこと
ででは約五千の病院かアイソ
米嗣
建設状況の説明を受けるニクソ︸ある︒

上職LMFBR計画のFFTF

衛揚佐のないアイソトープはA

トープ使屑許可議を取得︑医療に

地上遠附地での動力藤︑無蓋用に
も使われているQ

健離している︒これらの医療機関

芳AECの楽簿馨き︑をA
通じ年間八酉万件︑一日あたり

VCl防錆紙
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聞

で︑反対派が﹁撚類の提出拒否は

なお︑同文書提出の議論の過程

鳳圏麟緩顕揺雛懸隔纏懲羅鵬騨懸藤織灘繍
H臨界自験装麗

科学技術庁は二月一臼︑曜和四
十五年展の﹁外国鼓籍海鞘銀次報

る﹂と密張︑これに対しMAPI

原子刀秘本法の公聞の至剛に反す

は﹁﹃公開の漂珊睡が好味すると
ころは研究の結果得られた成果を
さすのであり︑奪入技術等企業機

していたが︑閥地裁は︑これにつ

密までを含むものでない﹂と反論

いてはこんどの蒲令で何らの判断
をも添していない︒

トノ同ノ法律鴇係

：﹂の解駅に

ためMCF設綴許可申鵡奮等の提条三層後段の﹁・：文醤ノ所持者
は外羅からの專入鼓差等企業機鑑

で学閥されており︑また申請窃等

閣総理大臣の設厩許可を得たこと

を含むとして漏出を姫糾してきた

対する即階抗告︵期限は二月三日

一方MAP工は︑これら関連馨豪での一題闘︶③提出に応じな

ρ芦鐸ρ

ρ一ρのρ

の；芦

二︻ρρ

ρρ一︻

究所にMCF設醸を発表︑地元住

甲．一＝ρ

㍉蝋

にもかかわらず︑地元住属の不安

ニゴρ

い︑の三つの方法を申心に︑今後

二隔一﹁

紬には米国ウエスチングハウス社

算＝

解義が優先するとして下されたも

ニ一﹁

どうするか︑検討を進めているり

一ニリ

からの導入・叔術等企業機密を含む
；＝

十二月に大恥市理叢春︑市議会︑

へちゆ

瑠戴．

もの︒それによると︑四十五郊度
に響入された外藩鼓術は︑囲十三

の如き臨界笑験直磁を設置するに

たものである必要はなく︑文無晶

より︑住昂が安全姓の疑閤を生じ

ないが︑困ったことだと思う︒原

検酎してみなけれはなんとも㎝藁凡

子力墨末法の公闘の原酒留鳥は吹
っ飛んでし騰った︒聞いた灘田に
よると企美機密は往民の安全より
優先しないとのことだが︑すでに
原子炉致全鰹門蟹査会で安全だと
いう認定を受けており︑原子力柱

聯会を偽用して欲しい︒窪た企柔

に保陣されている飼野瀬との問題

機密は測置であるから︑当然愚直

があり︑慰法闘匙にまで発農する
可能姐かある︒この悶匙は原子力

だけに限争︑すべての産茱にあ
てはまるだろう︒

原子力機器の
溶接で講習会

一

五千円︒二二は穂名で︑申込み締

一隻一多二

儀所横

二三

一

会〇三︵二五三︶〇五八一まで︒

切は三月六日︒詳細野合せは同協

社畏紬谷血二重

雪除ビルサービス〆株

に入会

森ビル内

〒二二一

雌繭〇四五

浜用神奈川眺神糸舞聰三の六五金

鑑一lI墨ハV▼ムワ内乙▽▲一

一四四︷一七二九一

生きていた英憲

一年ぶりに縫騒に帰

横井圧一さんか三十

ってきた︒グアム勘

霊跡

で三晃されて以来︑気中が横舟

と一躍継続民の注蹟を

さんの語鰺でもちきり︑

の生還

繊謡で作った背広など︑二十八

集めた▽．てれにしても木の皮の

生きのびる工夫

には

無間にわたる飯いジャングル生

活での

二つのカゴの中にヤシの繊維を

目をみはらされる︒哲で編んだ

撫難鞭放鷹繍辮奮禾轟縣羅覆瀦鰍劇究

奪の﹁技術蝉入の自癬化掲雌﹂のとして過半数憩占めているが︑全合︑件数の割含は少ないが︑一件

奴衛四容からみると︑原子力発

向にある︒

動力炉の開発の進展に伴って腐遠

豪た︑注闘されるものに各かに

入の瑠加が湯立っている︒

らの轡入が七葱四十五件で丑六％おり︑断型識力炉に関す勺技術鋳
を6め︑次いで洒独が一四・二

三分野で金体の五星・三％G依然いる︒余蚊粗卑く件数からみた珊

≠5づ玉高一妻
本裁判確冗の臼から七日二四に提

更差詰串請翰謁よび付属齋類を︑

乏多雪二つ一
する淡瀬として不可分一体のもの

玉一

のであり︑このま豪確定すれば︑

であり︑被告はこれを提出する義

提出を求める必験佐は十分構定で

ないと認め得るから︑太件文殴の

を立証し得る資凝を持ち合わせて⁝箱書の酷旋出命令の理由をよく

蹄繋聯羅鶴攣盤出離華華成畢

原子力璽臨界のみならず︑叢叢業
に及ぼす影野も大きいと予想され

文欝提出命南の概要は次のとお

る︒

り︒

昆薙勝報法第三醤十二条第三欝

き︑家た被告は
務を負う文幾は︑挙翫者と所持者

あたり︑往民の蟹全性確保はもと

企業として本件

後段から︑文欝所持者が縫出の義

閲の法律闘係にもとずき作醸され

た時は積極的に安全性ろ解閉し︑
住民の不蟹解揃に努力すへき社会

裁の塾項が双方の法律関係に関連

があれは足り︑太件については︑

理由がありこれを認響することと

したがって原告らの本件戴立は

ることは許されない︒

的享益である企災機密を優先させ

被告︵MAP工︶が放射線弟扱う的實任を負っており︑企業の個人
ことにより一応危険と認められる

めぐる法律関係が発生したという

ウトの戸車により︑核実験が﹁地

笑験鼓灘の設櫨許司串隷書︑同旨

し︑内閣総理穴臣に提出した臨界

るフズールアウト汚駿の失蟹を招

上地下の別なく︑核保有鰯全体に

罷めて︑煙桀とカマドの閥にお

起することに置かれているので︑

き︑ほら穴から魎かでないよう

善本溶接協会
日本骨接鰯会は三月十五日から

煙を吸収させたという▽源蹴敦

よって金掘的に禁止されるへきで

十七田上での三貝閻︑菓京．九段⁝

賀でも放射姓緋ガスをたさない

①放慰能葡の測箆と解祈︑②核胤

の私学会灘で︑﹁稼子力構造．機

懲鰐寧語離騰綴離こ誉購一嫉、鰍棄擁理、浄財理

影響を引続き受けて︑即種か千三体に占める講合は四十三年度以降当たりの対副文払徽など契胸内答

映してか服如．デザイン︑包装・

紹和元禄隠代4を反確闘係となっている︒しかも勤型

防止に関する技術i領水・水処件の導入のうち十五件が原ぞ力闘

悪評が高まってきているが︑公告電に係わるものが圧倒陶㍗︑＋六

一方︑置界的に環鏡保全悶題の

入件数か増加している︒

で︑四十四無展に比へ甲樋が一五贔︑繊維製晶などに関漁る技術螂かも膿胸期間が長くなっていく煩

百三十件︑乙趣か四強三十八件年汝減少しており︑讐→土石製は航空樋関係とともに大きく︑し

︒八％滅少している︒

％の増颯を示したが︑乙種では七

また︑四十菰葺度における狡術

轡入に伴う対価支払額は千五菅茄

・七％の増加となっており︑技術

十九億田になり︑削離度より一七理技術や︑

億円とこ七・七％増要している立ってきており︑四十五無優の特ス冷却関係四件︑軽水炉閥係三

輸出による対繊受取額も二百十二流逓匹関するものの彼術策入が目瑠殖蝉に関する技術煕件︑改畏が

一三・六％で購隼よりは敗善され

が︑支払と受取の比率は一〇〇対歓となっている︒国別では米圏か件︑各炉に係る技術照椚と砿って

ているものの︑米国︑西独などの

鵠国と比較︸9るとまたかなりの格％︑英圃が八・一％︑フランスお

今圓の文磐提出命令は︑MCF告﹂を蘇我した︒これは外圏か6 差があり︑今後に残されたわが圏 よぴスイスがともに五・五％とな係わる鼓伽囚件のうち︑二磐か使
撤夫を藪める裁判の一つで最終判

馬入かある︒また︑原子力発電関

決が下されたわけではないが︑も

網済み燃胴輸送饗器に閲する技術

しMAP工がこれに応じなかった ．外濠致術轡入白面 ともいえる 二四・四％︑化学一六・八％︑竃十四件︑乙種二王︑謝十六件と相 係以外の一件は︑霞子認湘軸装毒

っている︒

はMAP工と大審市との﹁原モ炉 しかし罰地鎖はこれにはとくに

昭和四十四年六月︒当初反薄理由

ふれず︑罰日︑轡類提出命令の形

原子ゐ関係の筏身軽入では園種

と︑その煙 由 と し て ︑ ① 地 元 住 民

は澱かない﹂との約束違反であっ

をとった︒これに薄しMAP工は ことも予恕ざれている︒いずれに

技術分野籾にみると︑一般嬉戯

の求める邪 思 性 確 誌 の う え で ︑ 設

しても︑MAPIが︑安全盤は内

の課巡といえそうである︒

躍餅可申鋳 搬 等 は 必 要 で あ り ︑ 他
たが︑公判を璽ねるにしたがって
現在①命令に従う②蝿法三百十二

わが圏に導入された技術の状況な

に判断でき る 蟹 料 は な い ︑ ② 企 業
安全盤の確認が温点となり︑この

齢一＝甲

運鋤を趨し︑四†四年六月︑浦憩

て公判企璽ねるにつれ安全性の問

どをとりまとめたもので︑いわは

は斑設の質 全 確 保 は も ち ろ ん ︑ 地

乙 儒曹

﹁大冨市原子力安全対陣協議会﹂

地元住民︑MAP工事者からなる民は約束を破ったとして再び反対

その後ヨ＋六鐸に原子炉規制法

の閥欝獺擬出帆求︑岡九月の握出

題が議輪の焦点となり︑昨笙二月

気一四・一％となっており︑この渡らす活発な導入がおこなわれてに関す．萄ものであった︒

元住民の不 安 を 被 極 的 に 瞬 消 す る
出を要求︑昨隼九月浦和地裁に提

＝＝

鍋合は︑冷後の裁判て不利になる

社会的欝任 が あ る ︑ ③ 社 会 的 蛮 任
出命令の申立てを行なっていた︒

いる︒

を優先する理博はない一として

；一一﹁

出木惣次 氏 ら 地 元 反 対 派 が 浦 和
﹁一傅幽● 二一冊

緯

蜜研究所 の 設 畷 を 発 衷 ︒ 一 部 周 辺
の改正があり︑従来﹁核燃料物質

地裁に撤去を求め握翫した︒そし

住民の間に反対運動が発生した︒
を使用﹂とされていた臨界塁験装

規制を受けるようになった︒

塞鶴は︑核実験のフ犀ールアウ
トを昭和三十年以来秘続して調査
してきた新潟大学環銚放射能研究

器の設副・臆工︒検薙に関する講

ある﹂ことを写本的立場として主

本岱中には︑謬

張している︒

考文献も多く︑専

よう︑ヤシの懲性炭を翻ったチ

けているが︑

ャコール・フィルターを取り付

門的知徽を必要と 習会﹂を開催する・

始拶の違いはあれ︑原理はまっ

原
の紐接に喫する研究成果を中心と

と
して︑原子欝欝遊︒機器の設謝・

原子

に懇切に解説され

同講出会は︑最近の尿子力機器
導
ているのでバックデータとしても

たく同じ︒生活の知忠とはい

する技術老を対象
イクル︑③艦物地舳圏の放射能汚

施工および検査に関する技術向上

は驚かされる︒

え︑横井さんの総懸の豊かさに

荊用されよう︒

加螢は二趨勢二万円︑蕊田間二万

︸部三千導

︵東海大学出版会誌︑R5判︑ に役立てるκめ隔かれるもの︒参

染︑④放射性物蟹の黒体汚染の各

1汚染の実態と問題点

﹁環境と放射能偏

狙糊盒次郎他共著

グループの戒果を家とめたもので
ある︒瞬潟大学

としては初めて

は︑B添の大サ

放射能酌を確認
した実麹をもっ

研究が績極的に行なわれてきてお

ら︑この方薩の謁査には学部内の

ていることか

発の笑態とシャイアント．パーチ

難躍嚢襲畿大宮霧藤難蔑

命令串立てとなり︑第や八回公判

炉の設麗および核燃料の再処理は

四十四年九月簾AP王は大宮研 命令を下しだ︒

羅恥親制法上︑原子炉とほぼ岡じ
周八月MAPIは大宮市に﹁ 原 子

大難衝識会の申し入れ等に対し︑

MAp工は昭和三†四年四月大を績成︑反対運剛はおさ象った︒

経

る安全煙舐明を安し出ていた︒

原子力は新型炉関係が増加

と企漿機糖 を 比 較 す る と 山 梨 機 密

こんどの密類提出命令による一 地裁にMCF轍鮒を提瞬したのはとして提出を握否︑別途方法によ

に同油類提出命令の串立てを行なっていたことに製してとられた踊躍でめる︒

大宮研究所の簸CF撒芸を要求した地元反対派の訴訟に開幽して︑安全性検副のため地元側が同地裁

し︑臨界四割装置︵瓢CF︶に関する詐餌曙請蕾および付属書類を提出するよう命令した︒MA鞍上

滞和地方裁覇断第二罠窮部の須賀健次郎裁判長は一月二十七日︑三箋原子カ工業︵甑A？工︶に対

他産業への波及が憂慮

MCF設置の裁判で

原

一
一45年度の技術導入

単ごとにそれぞれ専門家により分

以上原子力獅・他畷．離轟｝各蝶所にてピ囎麟務を蝶

次郎

取締役社長原
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掴執餓されているが︑フォールア

原篭・敦賀にてタービン・ローター除染中の蚤社技術
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太轡の主眼は︑生活環境におけ
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ゲゼルシャフト社のハンペルおよびジーゲルス両博士により

近︑西ドイツにおける璽要なウラン生農会社である︑ウラン

﹁西側賭国における脚九八○年までの天然ウランの懸要と供

西ドイツは膚闘内にウラン寅源が極めて乏しいにもかかわ

魎などから︑原子力発躍への傾斜が璽要な際題としてとりあ

では︑とくに天然ウラン供給における価格賦分︑璽要生産國

給﹂に関する展霊がエルツメタル誌に発表された︒この報管
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10〜11米ドル／ボン亡八縣

らず︑経済成畏の急速な発展︑それに伴う資源問題︑環境問

げられている︒この点わが團とは極めて類似した環境にある

の一般状況などが要領よくまとめられており︑滲考になる点

8〜10

ということができよう︒問 国 の ウ ラ ン 資 源 確 保 に 対 す る 政

策︑海外におけるウランの採鉱︑開発を助成促進するための

は動燃蹴梁団資源部の林罫一郎氏をわずらわした︒

A礪

も多いので︑ここにその概要を紹介する︒なお内容について

・⁝耐

必嚢とし︑また燃焼したウランの

装荷用燃料として大量のウランを

取替胴に新たな澱の天然ウランが
必要なことを示している︒この喪
は同時に︑将来はその都度の天然
ウランとともに〃リサイクルσす

西側諸国における1980年までのウラン

＆t．u、o、λ1〔戸1商格上分

西側蕎の程の墨なウラ之

認埋蔵鍾はごくわずかの国々に集

在屡当たり十が以下で得られる確

工AEA／EN錫Aの鑑定に︑
醗ウ
出国は第2籔のとおりだが︑現・

癒過乏し駕のであるざれは
ランゲゼルシャフトの豊科により

中し蕊ることがわかる・寒虹

修正を加えたもので︑これによる
と︑一九八○年における世界の天

⁝ゾU308を保有している︒さら

斑分望に峯たゑ早雪ショk

一確認埋蔵紅とされているものの約

輝蓮華鋸離斜霧嫁ド書癖擶鯉
ている︒

天然ウランの

観分がたた；の雛型書めら⁝

にこれらの国々の埋戯ウランは大
このような将来のウラン罵要に

供給について

團ではコロラド趨原型という砂岩

れていることも特徴的である︒米

鉱であり︑カナダは古自選轡中の

対して︑現在輪じられている闘題

イツにおいて︑予想される儒要を

カでは観岩申のものに限られ︑ま

ものがほとんどであるQ南アフリ

は︑西側諸圃の鉱鳴︑とくに西ド

十分に満たしうるかということで

中の鉱化作用が従来の教科懸に搬

カイト質︑つまり花鱒署質の轡体

た南西アフリカでは一糧のアラス

ある︒ここでまず︑童要国におけ
るウラン政搬を概観してみよう︒

米国では︑ウランの消費國に対
して輸雌する立揚にあり︑英困は

︑︒︐ポンド差り六どして︑﹁茎九八○年表のウ．フン鍵 自圃内にウラン爆管をもたないの かれていない つの鉱床型として

生産設備容澱、価格区分

ならないことを示している︒この

の後はかなり急激に上昇し︑八○

比較的徐々に上昇していくが︑そ

れによると一九七五年ごろ窟では

が推定されている︵第1図︶︒こ

り︑強力な墨田政籔を行なうこと

々に十分なウランを保有してお

スは自園内およびフランス圏の国

で︑軸入にたよっている︒フラン

びそれに隣接する北オーストラリ

な鉱床︑たと托は︑ナバレクおよ

リアでこれまでに発毘された大き

とりあげられている︒オーストラ

万ドイツ・マルク︵約軍民六十億

嚢でみるように︑菖万KWの原子 円︶ということになる︒なお原子

八○庫までの累積ウラン罵四二の り︑ウランの輸入の制限はない︒

その隣接地が︑サハラ妙漠中の鉱
︸膿臥として注囲されている︒

である︒このほか︑一一ジェールと

力難所は衝露量として製炉藝の建馨はお奎→悪
円︶である︒

のコスト構成は︑それが坑内掘り

第2図は西側誌国における一九 いが︑盤要なウランの母樹國であ
の予想設黒谷鰍から西ドイツにお

か︑露天掘りかによって違ってく

いる︒総コストに占める翻合では

位は五％U308に達するであろ
る︒いずれの揚合でも︑すでに償

のものはフランスの舞の華分f工匠の新設が響えられる・讐

ラノスの一部であろう︒八♂以上⁝採掘されていない鉱蕉におけぞ加

コスト●クラスのものは糞フ藪でに智れてはいるが・秀

ストは︑たとえはナバレク瀬田の

探査がその大星分を蔭めている︒

嬉々である︒

と︑私脱済の原嬬によっていない⁝らに新鉱床が発見され︑そこから

このような点かり︑戸九八○無

新たに採鉱されることになろう︒

覇禽︑採掘費の平均品位は五％

年々で管理されている財蔵懸は︑

要な悶題は︑近い将来︑二︑三の

ウラン布翻についての︼つの題

では買手市場

か︑または新しい安いウランが発

は︑より高いウランが杷鯉される

であろう︒そして一九八○奪以降

れている唄いウランが採掘される

能であろう︒それまでは現在知ら

一九八○年ま

おそらく一九七七年豪ではなおか

蜜では一絡翫要ん満たすことは町

ここで再び第2図にもどろう︒

見されねばならない︒

れは︑地表にあるウラン鉱眠はほ

ここでは︑将来予想されるウラン

なり増大されるであろうというこ

がと見磯られている︒総コストの

カナダのエリオノト湖鉱臥の坑

生産の設備容鐙の練びか推滝され

る備蓄は八万ショ⁝トジU308 最後に次のように要約すること

とである︒現在豪でに判明してい

っア薪鉱康はさらに闘い翻所にの

内掘りにおける総コストは約五・

ている︒豪たこの図から次の無に

とんどが調査ずみであり︑したが

八○ザで︑その大部分はすでに償

は朗何なるコストでウランが生薩

と計騨されており︑これらは主と

璽要部分は広義の地上設備であ

却された般備によるものである︒

して米国︑カナダ︑西アフリカお

一九八○隼までは激らく凸凹粥絹

ができる︒すなわちウラン布揚は

あらかしめウランの置生薩を推定

九七六葎燕では想定翫致に対して

第2麹から明らかなように︑一

なる︒現在の観点からは︑次の十

と供絵の平衡が謝騨されるように

であろう︒その後にはしめて甜勲

することが町能であり︑簾2図は

み発見されうるからである︒

周知のように︑この地における採

されうるかが明らかになってい

よびフランスに存在している︒

いものである︒

掘はすでにヤ数無つづけられてい

すべての選鉱設鱗を薯慮すれば︑

る︒現在具体的に削合されている

ろにこの鉱康の問題があるといえ
よう︒

の酎騨は明らかにされておらず︑

も難いロスト︑すなわちポンド当

コスト・クラスの調査では︑最

の不足をいかにして濠かない得

かし悶題は一九七七年以降の概要

計舞上は侠給過翻が惇在する︒し

格の上昇はあろうが︑原子炉全体

とは田野と思われる︒おそらく憾

葎問は十分のウランが存在するこ
そのことを明らかにしている︒

推定によるほかないが︑鼠講の根

の価格中に戯める燃料費はわずか
めには次のようないくつかの方法

険な滋駄はないであろう︒

の部かであることから︑あまり盈

るか︑ということである︒このκ
たり一ないし五妙U308は︑た
いるものと語われる︒

が考えられる︒

九七四奪においてはとく

拠は採掘と選鉱がほぼ二半はして

醗アフリカの総コストおよびそ

◇

つ豪でもつづいているというとこ

る︒そしてこうした嵩い価狢がい

り︑選鉱および坑内費は比較的安

U30嬉で︑ポンド嶺たり一・五坑内掘りに肩かう傾向がある︒こ

豪た米圃では採鉱の方法も次第に

オーストラリアにおける推定コ

うということである︒

却は行なわれたものと考えられて

聴欝筋題言隷墾翫襲職難蜀脇棚畷認
アで︑新発兇の鉱床の採掘平均品

でとくに百立つのはオーストラリ

計闘中の原子力発開所およびそ

ドイツは︑ともに自国の鉱煙はな

が可能である︒一方日本馬40よぴ西 アの鉱床などは三水一生起原のもの

運転中は毎年初下荷分の約鰹分の

ドイツ・マルク︵約六百一一千轍
事ゾU308を必嚢とし︑さらに

一が新たに鍍給されねばならない

と想定されている︒ウラン精鉱U

ウラン採掘地
のコスト構成
次に頭側軽軽の鐵要なウラン採
掘地における鰭条件についてふれ
てみよう︒

トナU303となろう︒

門主での累積は寸恩万四千ショ⁝

ムの再装入が考慮に入3τられねば 初装荷のウラン価格は約二千六頁

よび新たに生成されたプルトニウ

なわちさらに利用可能なウランお

一

いわゆる﹁成功払い融資制度一とともに紹介した︒その後膨

6

また馬耕水の影響についても︑

河川の温度上昇が一般には大いに
懸念されるところであるQこれは
河川の盗態学に置大な影響を与え

らである︒しかしこの閾題も︑冷

防げることがすでに明らかとなっ

却塔の設圃によって︑温度上昇が

◎ぜ1鍬ま爆走需要駄
注）①年4％のエスカレーションを田園

方策などに関しては︑すでに本紙へ昨年七月二十九臼丹︶に

げ

豪ず第一に︑近年ますます増大

ているQこうした聞題の解映によ

という点で︑原子力の戴三牲が一

り︑環擁への影纒がほとんどない

難認識されることとなろう︒

西側諸国での
ウランの需要
このような観点にたって︑一つ
の原子力発殺所がどれだけの天然

第2衷は︑四つの鰻電要国で埋
蔵羅はほぼ岡じであるが︑採掘ウ

ウランを必要とするか︑薫万KW

6〜8

77

76
75
74
73
72
71

翻鴛一

当面︑需要に十分対応

どのような理由で当面の原子力発

きる総揚にある︒そこでここでは

石燃料による発蜷所と十分競争で

る︒すでに原子力発聡は従来の化

額西側 諸 国 の 市 場 を 展 望

原子炉建設の
進展と問題点
漂子炉は 一 般 に 現 在 の 技 術 を も

しつつある環麗汚染に対する不安

いて考えてみよう︒

ってすると︑六十万KW以上の発餓所の建設が侮難しているかにつ ることになるものと考えられるか

かなり藺い の で ︑ 従 来 の 発 慰 方 式

り小型の原 子 炉 で は 投 資 コ ス ト が

である︒しかし陳子炉は今日︑蟹

蹴をする鰯 禽 に 経 済 的 で あ る ︒ よ

との競争に は た え ら れ な い で あ ろ

た不測の蹴故︵たとえば飛行機の

金に建設導れ糧るであろうし︑豪

騰落など︶があっても︑周圏に放

懸力の碁本 的 必 要 灘 を ど の 程 度 象
かなうかに 関 係 し て く る ︒ 岡 時 に
射線のもれる恐れはない︑という

う︒したがって原午炉の建設は︑

ウラン宙覇 の 考 祭 に 関 し て も ︑ 原
ことは明らかである︒

ことが決定 的 に 蟹 要 で あ る こ と は

子炉建酸の 予 想 さ れ る 僚 ぴ と い う
つぎにすでに述へたと入り︑原
子炉はかなり大きな規模において
のみ経済的であり︑またさらに麗

明らかであろう︒

最近西ド イ ツ で は 原 子 炉 の 建 設
い負荷で還転ざれうるのである︒

〆

とえば

＼
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力

原
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発聡炉の例について考えてみよ
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九月には設備を完成

の第二期謝醐に分け︑第一期計画

の温鼻水を写実して︑第一期掛圃

方鋳に豪で増強︑浜岡原発一二機

円を投入し︑池の面積を約二万平

際の運営は静岡隅漁業協岡組禽連

このほかわが臨での原子力発購

合会に婁託する考えのようだ︒

売からの温排水利用による餐魚鱗
画は︑やはり昨無末に趨冒した水
魔資源保齪協会のものがある︒こ

城蟻・東海村で原研の敷地約一万

れは原研︑原野の協力を得て︑茨

平方耕を借剛︑原蹴東海第羅所の

また福井隅にも原聡敦賀発躍所悩

温無水を利用しようというもの︒

対象とした構想もあるようであ
り︑無々環境粂件の悪化等で伸び

く促進するもの

が︑これを大き

畷ばれている

入

開発輸

安定確保のた

ウラン資源の

る︒動燃雪転団の調査地点の中で

檸在しているものと推燈されてい

位のウラン鉱がかなりの埋蔵燈で

の繕果︑○︒一一O︒一五％の品

リング調査が行なわれており︑そ

三年間にわたって三二＋本のボー

鐡でも一番古い調査地点︒すでに

月に発見されたもので︑動燃鋸藁

すいなどの精査が必要であり︑ボ

データを褐るにはさらに網欝な試

なるものとみられている︒

このケロウナ地区が最切の対象に

間会社へ引き渡すとしたら︑豪ず

かの調査地点を企業探鉱のため民

実現により︑賊難離業団がいずれ

このため︑成功払い融資制度の

め︑
の鰍要牲が

ーリング爾査などとも合わせて︑

動燃欝藁団では︑もっと確契な

と期待されてい

も有望視されているものの一つ︒

る一︑成功払い融

立地条件や糟錬の可否なども調査

蟹舗度しが来年
度からいよいよ

検射を行なう予定である︒

一方︑威功払い融甕制麗につい

爽現されること

ては︑金秘鉱物潔鉱促進雛藁団の

になった︒これ

近︑融蟹討尋

に伴なって鰻

スで融資されることになるが︑現

予騨十二懸円のうちから石油ベー

遇産︑大蔵両雀で検討している︒

在︑融資資格や鰐麗などの条件を

ロジ笛クトとして︑動燃禦業隙が

基礎調査を進めているカナダ・B

州のケロウナ地臥が大きくク甲

C︵ブリティシュ・ロロンビア︶

藩露文轡ノ所持藩トノ閲ノ法律関

年Qそれより前瓢AP王は大富市

験装置を設隣したのは愛戯四十四

ケロウナ地区での探鉱のもよう

係申付作成セラレタルトキ：⁝し

ケロウナ地区は下職四†三無八

ズアップされてきているQ

び︑原子力発電所立地による地域

悩んでいる沿岸漁業の張翼策およ

や核燃潤の再処理は行なわない﹂

と﹁大営研究所には原子炉の設鷹

法律関係が蜷生したのか︑またそ

子炉と岡等の規欄を融けるように

規制法の改正で臨界実験勲業も原

と約束︑しかし三十六年の原子炉

について︑なぜ日

の

れはどういう法律開係なのか︑串

法律関係

事業との共存策の一つとして︑そ

石羅の般薩で住蜀と会社との間に

舗轡がはたしてこのような法律関

≡

一二舞〜二垂fも

欝欝を行ない塞年十二月にも薪謝

いのある快遡な生活環境の充爽を

日制の実現など︑いわゆる生きが

社会鮒責任が企業機密に優先する

していた︒

参講院科学技術振興薄濁特劉委

二月一日に公明党がそのさしか

谷膚守氏にかわった︒

．

えを決め︑黒し繊ていたもので︑

岡日午後の岡特別委で諏められ︑

互選された︒

て︑今後のわが圃経済の淡を醐適

を菌指した︑所得が多ければ多い

いいかえれば︑これは所得倍増

約三力卑︵四十五鋲策定︑五力年

ば︑現在の新経済祉会発展謝圃は

十八無二から新計画が三徳されれ

長︑謝強記長等を歴圧︑現在は獲

党の労鋤局長︑国際局長︑組織局

北方聞題委員会の各理懲や︑公開

議運のほか︑大蔵︑社労︑沖縄・

韮

1i

︵〒一〇〇︶

新書／八OO円

離清鞘響

餓正純夫雄一郷

鎖〇〇語を厳選集録したもので
公筈関係者︑公急防止管理者試
験を自ざしている方の必携辞典

産業公害用語および関連用語︐肩

公害研究会編

公害用語辞典

の競果が期待されているG

法律解釈に疑問が

て撤表を濡和地裁に提撰した︒こ

なり︑地元反対派は約束逮反とし

の裁判の過程で安全性の確認が熊

は懲懲顛が必婆︑②企業は住罠の

裁もこれを認め︑①安全性確認に

呵串講歯等の提出を璽求︑濾窟地

も︑他の資料堤出︑装澱の実地検 点となり︑反対派は同装殿設計謹

安全性が確撮されているとの立証

など納得できない点が多い︒豪た

MAP一東京高裁に即時抗告 係で作られた話調といえるのか︑
告の手続きをとった◎

三菱原子力工業︵MAPI︶は
して二厘二日︑東京高裁に即時抗
岡社大宮研究所の臨舞実験装置を

M⁝AP工が浦和地裁の命令を不 班や盲嚢などで十分判断できるは

めぐる

ずであり︑企業機密と姿全性の間

で︑浦和

対象として︑種苗生産かち成魚へ

地裁が出した﹁酸類︵周装軸簾

撒表要求訴訟
の阜期曹成までの一貫した研究に

題は両立できる︑との器差から︒

三

MAPIが大宮研究所に臨界総
災総解消の社会附壷任がある︑③

地裁が根拠とした摂法弟三百十二

多多誓ゴ 多

挙証

満として即時抗告したのは︑涌稲
溜手の予驚︒

玉

多多一二多

画論を作り上げる矛定である︒

エクト・チームを設流して︑改訂 官憲の充実︑通勤難の解消︑週休二 一を曖由に︑燈影握出講命を出

多ヨーゴ多ヨ〜

条第三暑後段の﹁文欝ガ

許可︷甲請欝および付属文藻︶提出

ユ︑ウナギ︑黒ダイなど高級魚を

アチブをとって組めでいるが︑案

当面は種苗生産の研究を
静岡県は現在︑中部圏力の協力を得て︑浜岡原子力発躍藤からの温排水利用による縫髄漁藁研究を

行なうため︑浜岡原窮サイトの束蠕約一万六千平方麟卒態照して﹁温水利用研究センター﹂の建設を

の早期脅成を騒的とした欝画を進めており︑原子力球面所立地による地元薩業との共葎策の一つとし

進めている︒また茨城鍛・東海村では日本水産財源保護協会が︑原研︑原躍の協力を得て︑書画雄魚

て︑その成墨が期待されている︒
生産研究に童力を羅き︑このほか

原発サイト約酉六十万平力銃のう

究を行なう︒このため本年九月ま

静岡蝦は近隼伸び悩み気味の沿一予定︒このため申 部蹴力から浜岡
岸漁業︑とくに壁隣漁業の振興策
ち爽端の約一万六千平方競を儲駕
でに艦径尊君︑深さ二尊の円型池

一部稚魚から成魚への早期育成研

の︸貫として︑原子力発聡所から
するほか︑サイト外側の隣接地約

二面七百四十四平方鋳および海水

研究謝醒は浜岡原発一二機︵B 加汲用ボイラー︑取水︑ろ過設鮪

る︒

一万六千平方厨を黙の孚で確保す と︑五×五×○・七耕の種苗池十

の温劉水憩用による獲殖漁業に糖
同只昭瓢四十五璋﹁温水利用研究

会﹂︵会畏︒稟田蝶農林水塵部
長︶を設罎し︑温水利用のあり

年運開予定︶が運開するまでの第

WR︑ 五 ＋ 四 万 K W ︑ 昭 私 四 † 九
などを完成させる予定である︒
第二期計画の具体的内容はまだ

検附を行なっていた︒そして本年

方︑実現の可能性︑将来性などの

では︑アワビ︑ワカメ︑クルマエ

一期謂團と︑運關後の五十無以後 かたまってないようだが︑約二億

するため︑四十六年度予騨に約一

ビ︑海蓄糸状体を薄象として種笛

度からニカ年で岡研究癒讃を建設

から建設にかかっている︒

昨年末起工した温水利編研究セ

で対象とした水産物のほか︑ア

億円を計上︑靡葎十二月二十四日

穫苗生塵研究を中心とし︑将来は
ンターの円型種苗池︵薩径十二︶

静岡県の出講によると︑漫面は

成魚への単期跨成研究を手がける

糎鰹躍

多一

命令﹂︵一月二十七日︶を不講と

する意識の盛り上がり︑圃民の生

▲TJ︐；︐︐︐王垂︐二二萎︐一︐︐5多一多

なお︑置鼓醒は静岡禦がイニシ

わが鷹の経済照影の指搬である

選後に出現したいわゆる経済成畏

﹁新経済琶会発展欝画﹂が︑激動 活意識の変化一など︑岡秘画決
する現在の社会に対応できなくな

これまでの経済計画は三十鎌十

新しい試みとしてNNW︵ネット

参院科技特委
員長に渋谷氏
ったとして︑経済企画庁では岡置 制約要圃を取り除いて︑健全な経

二月に閣講決定で策定された﹁経

実現させるための欝画とするため
済成畏を目指すことはできないと

石改訂の準備を進めている︒

といえよ

殿食の委員長が鈴木一弘氏から渋

︒ナショナル︒ウェルフ鵡ア︑剛

酔年起きたドル・ショソクや米

して︑四十八銀度を書手に改欝の

比総環礁︶を一つのメジャーとし

特色

すなわち︑これまでの断得増大

う︒

新しい酔燭の

て穫り入れる矛定である︒これが

圃まで全部で六つの酎爾が作られ

ための準備をい蜜進めている︒
経企庁では昨年四月から国際協

改訂準備を進める

てきたが︑いずれも騒本的には國

済自立五力年鞍馬﹂から現在の翫
圃の輸入規鯉︑原野値上げ︑円切

り上げなど︑激しい圃際影響の変

影響をもたらし︑い窪やわが国は

勤は︑わが圃経済・社会に大きな

不況ム⁝ドで一杯︒さきごろ経企

カ

中大法学部中退︑

日動火災海上保険会歓勤務を経て

渋谷氏略歴

昭和瓢午七年に参院議員初当選Q

斬経済社金
激動の現代へ対応

は目摺そうというものである〇四

発展計画

経済学畳を計ってきた︒

民総生産︵GNP︶をモノサシに転換をこんどの遠しい経済謝画で

摺随から︑声誉題祉充実背向への
和四十六年度の名目成長率は九・

調研究婁貫会や立地・交通研究婁

庁が発衷したところによると︑紹

鍛会など十の研究グループを殴け

検悔しているが︑これは個別的な

ほど思いという團饒経済を示すも

計画︶で︑社会の激動のため廃止

の一四・七％︵岡一〇︒六％︶を

独立した鷹門グループなので︑本

ので︑今度改訂される新針差でも

当選二圃︑四十七才︒

胴加撃明認宮田
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延べ 百 五 十 人 が 参 加
放射線被曝防止で提言

児綺氏
日本顕子力塵業会畿中郡目縁力懇簸会主催の第七回﹁放射線臓物促進会識﹂が︑二月三︑四の両
賞︑名古醗簡工会講所で延へ百五十人の関係膏の露加を得て関催された︒塁壁の会議ではとくに二臼

らと総合したシステム的な研究開

このほか︑初霞は﹁R王聡池を

発が必要であろうしと指摘した︒

いて﹂︵石原達也氏︑第一一精工

使用した心臓ペースメーカーにつ

舎︶︑﹁牢榔興塵におけるアイソ
トープ刹胴研究﹂︵今絹弘氏︑宇

があり︑豪た︑寅芝︑日立︑醤士

学研究費補助の強化︵文蔀雀︶︑
科学試験研究費補助の強化︵畔生
雀︶︑大型プロジェクトなどの推

子牛騨機などの開発健進︵愚産

進︵騨林省︑通塵猫︶︑新規の躍

このほか︑行政費その他の増加

省︶などをはかることによる︒

︵科技庁︑麗林省︑逓塵隠箸︶の

は︑科学技術振翼関連一葦行政

充実などのためで︑宇蜜開発関係

蟹の増加のうちおもなものは︑N
ロケソトの闘発︑技術獣験衛星−

総額約二十七億箪千

繕︶▽外務雀

重要技術開発補助金

﹂︑﹁工業化試験﹂︑﹁機械設備

捕助金交付の羅燗は﹁応用研究

等研究試葎﹂同﹁堤川化総門﹂に

申請の受付けを開始
通産衝

︵五九㎜︶四六七六︑五〇二九ま

原座に入会

日立運輸東京箸ノレール︵株︶

で︒

用化試幣﹂に七五％家で交配され

﹁工業化試験﹂︑﹁機械設備等実

五〇％︑公蜜対策技術開発では

る︒畢請の締切りは二月末日で︑

題塵省はこのほど︑昭和四十七
奪度賑遊覧術研究開発費補助金の

来犀度補助金としては総棒で約二

ビル

住所渋谷区渋谷三の六の三山水

祉畏山口嵩夫氏

交曾爾諮の受け聴け∴蘭饗した︒

十三慮二千万円︵本犀度は二†億

一垂

マン臼本︵得︶

原産に入会

社畏オスワルド︒フォン・カルロ

干一QO

建所干代田区衡楽町

一の五衛楽町ビル

ヴイソツ氏

鷹所千代

原産に入

諾二一四一五九一三

社艮憲山又三郎氏

躍山蘂贔工集︵株︶

住所三巴

原薩に

田碁石艮町一の七の三子一〇岬

会

躍謡八六一−二四七

社長三谷紙票氏

三震テレビ放送︵株︶

隈津術渋見町字小谷六九三の醐

入会

いる︒このほか希望藩による中都

原産に

佐所鮫皐

囎

〒五QQ 鱈貼〇五

祉長杉山斡夫氏

寮今小町九

入会

︵株︶岐鼠・浅口薮聞社

ｵi︷ハ三三六

調製〇五九二一

馬﹂など八つの講義が用意されて

難しい︒その演題点は次の五つで

③昨年八月から経済が一応横バ

玉5多 一垂 玉多多玉⁝

十︷ハ日︑脚込先原蟹協田ELO一二ハニー六四i＝五一

学饗粥含混ず︶︑串込締切二月二

定貫三ヤ名︑盛加蟹五万円︵見

見学も企画されている︒

鷹暴岡原子力発聡所建殴現揚の

予五一四−九一

﹁原子力発覆と水薦集一上山義夫

墨画四〇〇1三

従来原子力関係では︑臼本鉄鋼

多φ 重重多

干一五〇

臨鹸が黒子刀製鉄研究の︷鐡とし

一

二公
円︶が用意されている︒

薗﹁原子力発

開く︒

蟷に関する塞特別セミナー﹂を

の蒲郡ホテルで箪

︐の覧監♂亀〜ノる︸亀3t〜ゆ監．ノ艦塾ごτ9；︸監患﹂亀︐8馬

てこの補助金交付を受けてきた︒
く♂監〜ζL霊

四十烹懲六千六営万円︵＝一︒一

同セミナーは原子力関運事業に

％︶▽厚生省約四や八難蕊千八
＝・九％︶▽逓麓省

開かれるもので︑今回は﹁原子力

従馨している役職老を対憩として

酉万円︵一

三十一億九千

三％︶︑▽運輪備

約二薦八十四璽一雷万円︵三六・

多う

まず設備投資の落ち込みがある︒

射姓灘藥物の処分i義塾正雄鏡﹂

︸薔万円︵一一・五％︶▽建設償 開発と行敏一田川及文塾し︑﹁放
約十一二億七千︸臼︸刀円︵二六︒四
％︶

安

ミナーを計画
原

原子力安全研究協会は三月十

協

原発安全特別セ

一多多一

約二億八千七哲万一六︑十七の両臼︑愛知県︑蒲郡市

五酉万田U︵熱量度比七九六・四％

▽鍛境庁

駿の予鋒額は次の通り︒

艶な雀庁における科学技術振騨

などの推濫をはかるためである︒

物の処理︑処分に関する研究開発

安全難に関する研究︑放射性廃簗

発︑核燃醤対策の推進︑原子炉の

ちおもなものは︑新型動力炉の闘

また︑原子力関係蟹の増加のう

よるものである︒

樋設の整備などを推逸することに

ち上げ術設︑追跡施設︑試験日制

部日韓︶︑二B密は﹁ライフサイ
上︵四九・七％︶▽文豆雀 約着
型の開発︑岡H型の調査検酎︑打
エンスから兇たRIの鯛用し︵野
口照久顕︑臼本盟達︶︑﹁放劇線

化学施殴の建築計灘についてし

駕機︑三罷罵機︑理学電機から各

︵職勘暢夫瓜︑大威建殴︶の購演

ぶつかるのが現状だ︒このため今

社の放射線刈元謀罷の紹介があ

業化の二途をたてても米一特許に

後は箪に加速翻や塗料︑キ品アリ
り︑二臼闘の轟を閉じた︒

一方︑黒蝿聖などの増加は︑科

などによるものであるQ

一毒ラ

覧㍉轟．もき︑㍉．．ε．才旗︑．㌧♂8ちみ亨？

3 多 多 一二 ⁝ 多多 一多多 FL了﹂ 一勇

4・ ゆへ

況要囚が波及してくるのではない

イということであるが︑次第に不

かという見方であるQとくに注圏

ある︒

の為替レートが︷篇薔六十円から

貯葺災ごろは整復のきざしがみえ

三塁八円になったことをどうみる

されるのは︑このところ消壷の遅

かということ︒今園の予算は一般

こないが︑在庫投費の回後と財政

夕度上期は設鮪投資はまた鋤いて

亜熱

鉛銀

灘灘徽

謎

臨午後の児崎砥部科按庁原子力局放射線安全繰畏の﹁安全蟹理組織と澱任体制の明確化﹂の講演が注

目され︑問氏は今後放紺線被曝鵬故を防ぐため︑R工・放射線機器使用にあたっての点検保守と︑使
陪後の安全確偲の心要盤を指摘した︒

翼霞︑．フジオア・￥2化﹂の講演の申で︑昨年の璽

船滑噛轟轟籔働剤伽9糠凝潔翻燦顯鍵
ング技術の騙聡だけでなく︑これ

る科学狡術振興蟹についての概要

四十七無度一般会副予舞案に占め

科学技術庁は一月三ヤ日︑昭和

N度の科学技術振興費

総額千六百八十億円

よび万一の揚含を響慮した費任体︸

がした︒

を毯とめ︑発聾した︒

新局面からみた日本経済の展望

黄がにぶった︒次に鞭庫投螢がだ

たが︑その後企業が麗気になり投

きが墨家ってきているのではない

けないか︑などいろいろな間題が

べきかということ︒つ解り翰出か

L

落ちて霊気が驚くなるという議論

9

いぶ器ちていること︒そして三番

かということである︒

．

目に輸出であるが︑これについて

である︒しかしそうした議論にも

︑

ある︒これに対し︑かりに九％の

は調製は輸出競争力が強く︑予想

ないかと習われる︒とくに四や七

かかわらず・輸出は傭ぴるのでは

㌧

成長を見込むと日本の経済はかな

したほど落ち込んでおらず基盤で

日本原子力藤轟会議は二月四
臼︑臼理工藁倶楽部で第三ヤ圃

り明るくなるものと考えられる︒

も晩年八二〇％ぐらい被い水準を

②設備投資については四十七年

ハ

ウ〆

㊧

へ 好

守︑

いうへお

ンこビ肺ぐ︑

匁鯨

︑ゆ

東京都千代田区丸の内2−6−1

社

本

お立禦らの舞肇や三際⁝こうい・馨馨二肇くり蚕
て慧見の交換を図り︑中部地区で

使罵上の経験 ︑ 聞 優 雅 な ど に つ い 建 め ・ 海 藻 翻 の 羅 お ㎜

らに﹁笑際の蘇究や作業にあたっ

のR1・放射線剰屠の健進を図ろ 制の朋確化が必要であるとし︑き
うというもの︒昭和四十年に第一

ては完全なRI・放鮒線機器の点

蕊奪と︑鰭後の蓋の徹底し

初日午後からは︑塗湖の鷹子線
これによると四†七年度の科学
技術振興賢は総額で一千六頁八十

回が醸かれ今回で第七國を迎え
た︒

部蝦力翻社長 ︶ の あ い さ つ で は じ

硬化法の丁璽花の現状と将来性に

た獲麟確認が必要﹂と沈意をうな

まり︑午離中に特罰講演﹁放射線

会議は中州 鱈 嚢 中 原 盤 欝 欝 ︵ 中

化単と筒騨研究所﹂︵圃野皓文
ついて︑日末エレクトロキ湿アの
四億円で萌庫度当窃予騨額一千三

原子力薩漿懇談会を開き︑経済

簸近の経済の動琶を堪り返って

で三二％増という大型たか︑この

会計で二﹁︒八％増︑財政投融蟹

④蔵幅の支出の効果をどうみる

企画庁経済研究所次長・金藏久

みると︑緊要八月のニクソン︒シ

年度はアメリカの鰻気が回路する

財政の︑禦気に与える影纏は決し

であろうといわれている︒アメリ

⑤金融緩和政策の経済に対する

て軽視できない︒

度はさらに落ち込むのではないか

第に安定してくるものと論われ

支出の増大とによって︑禦気は次

属械

学料力

OOO

化燃蹴

OO

金機

鍛鑑奪（201）1061大で㍉♂ヒ

嶺渡淳介民が講演した︒囲氏はそ
の中で罰内外の塗料の放射線キ晶
百三十八癒円より三資四十六億円
の増加を示し︑荊黛度比二五・八

％憎と過叢十隼間で最幽の儲びを

雄氏から﹁薪局薩からみた臼本

これらの要地が強く影響すると

維持している︒

経済の展望﹂と題する講演をき

麗ックの際は将来に対する不安は
穴蟹かった︒いまごろは生産は落

︑嘱

の予想しなかったいろいろな対象

影響ということ︒これはわれわれ

との見方か多い︒しかし︑現在鰹

潔業所小坂・鵜隅・棚原・赤血・岡由・片上

産

が行なわれ把︒

アリング研究開発の現状について
述へ︑﹁この分野は米燭でいち早
く実閣化され︑現在われわれが工

︵十一兆四千七蕎四億円︶に占め

みせており︑︸般会計予言総額

る劉合も一・四六％と前駕度一・

いだ︒以下その概要である︒

新年股の景気がどう展開してい
くか︑今駕ぐらいいろいろな見通

下期は明るい見通し
斗

況の揚禽︑中小企業の倒産が非常

は四十隼のときと違い︑今圃の不

うこと︑そして第三に倣府が公共

造業は設備過劉だが︑その他の藤

衷：蔽

…沖

薪

社蝿

こB冒午後 ︑ 麟 学 技 術 庁 原 子 力

鞭一びく

四二％をやや上回った︒

主な馳駅けは試験研究機関経費
が五頁二十七億一千万円︵前縁度

でにないQこのうちいちはん窩い

しがたてられていることはこれ豪

酉五十七億二千五薦万円︵四三・

比一三・九％増︶︑助成費等が三

兇通しは四十七無論の経済成長率

童画は一〇％ふえるであろうし︑

カの経済か九％拡大すれば︑世界

を経済に及ぼしている︒その一つ
当初心配したような箏態が魍こる

金森久雄氏︵経企庁経済研究所次畏︶が講演

わけだが︑幸い経済を引き上げる

研究協会︶であり︑鰻も低いのは

落するものと予想された︒ところ

ち︑企業鵬翼が続出し︑蛛価は墨

そうなれば臼本の輸出は叫五％ぐ

いとすると︑些末の費銀水糞は甲 維抽し︑横バイを続けている︒ど

ているということである︒

投資を堅めたことの影響がでてき

これら五つの要因から︑四＋七

保っているかというと︑経済を押

うして当初の心配に反し・安是を

3鯨都千代田区：丸ノ内1〜8〜2鉄鋼ビル

祉

本

局の児麟蟹夫放射線安全課壕は︑

氷

を九・

一％としたもの︵腱属経済

六％増︶︑行政獲その他が三十二
億一千七衝万円︵一一一・七％増︶︑

五％という見通し︵興銀︶であ

要素がいくつかあった︒第﹁に消

らいふ凡るのではなかろうか︒

宇雷開発闘係費が一一営五億六千八

酉万円︵六五・七％繕︶︑原子力 る︒一方政府の見還しは七・二％

が実際には︑たしかに不況ではあ

讃が強かったということ︒次に想
おもなものは︑各省庁機関につい

均︸五％上昇しているのだから︑

試験研究機関縫費の増加のうち

円︵一八％増︶となっている︒

に少ないということであるQ

であるから︑り欝軋を中心に上下こ

るが︑︸応募愛している︒鉱工業

望建設がややもち蔵してきたとい

関係疑が五首六十一億七千二薗万

％の差があるわけである︒

盤産についても八月ごろの水禽を

て入賞研究蜜の蛍更改翫︑特別研

それだけの上昇に対溶できるかど

かりに経済が五％しか成畏しな

究の強化が行なわれたこと︑およ

わり︑柵勢はかなり回復し︑明

る︒そして下期には設備投資も加

る︒

るくなるのではないかと思われ

資がふえる傾向にあることなどか
験をもとにして行なうわけたが︑

あると思われる︒

ら︑設備投資の圓復する可能牲が

業の能力不足はかなり強ぐ設備投
がち憶うどバランスをしているか

現在の経済には過去の経験がうま

ところで経済の予測は過宏の経

うか︑また今日の不況下でも設蟻

く適用できない爾があり︑予測が

経済を押し下げる禦索としては

らのように思う︒

し下げる嬰繁と引濠上げる饗紫と

び筑波研究学園都市における施設

で︑五％の経済成憂率ではます豪

の建設︵角技庁︶︑瀬戸内海大型 が一〇％ぐらいふえてきているの

す綱給ギャップが開いてくるので

銅、金、銀、爾純慶金属砒棄、昆尾メタル、蒼鉛
害穰プラント、建設機械、ポンプ、さく岩機、搭職機、環境機器、
目梨、ス承一ツ用ボウリング機械、耐熱・耐魔耗鋳物、他
酸化チタン、硫酸、塵酸化鋼
石油類
水力発樋

猪瀬辮・一部

Tl豆：L（212）6551（ブく牽随衷）
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庁︶などの施設整備をはかること

硫化鉄鉱

一

水理模型実験施設の整傭︵環境
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酸

硫
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技術と多角経営を誇る
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米AE C
払嗣年L度一比一〇％増へ
遠心分離変．㍑に予算化措置
米国原子力委員会︵A泡C︶は︑一月一⁝十四日︑オークリノジ研究所での逡心分離パイロソト装認

の建設︑カスケード改良計画︵CIP︶の速やかな推進︑規制関係スタソフニ繋駕名の堰員︑NE冠

理趣によるものでなく︑ホワイト
ハウスによる優先順位の指示によ

るもの︑と強調した︒なお今後は
ずっと小型の一万五千〜二条ポン

る心臓ペース・メーカーに開する

無爵にアイソト⁝プを動力源とす
クパイル︒ウラン販売計画が打出

こうした低送期にAECのストソる濃縮濡襲は急激に増加し︑AE発慰計画は含窟ない︶︒

工揚のテイル・アノセイの引上げ

測化する︒それまでの期間︑濃縮

れで濃緬能力不足の巨艦は一三深

遡階くなった︒

による︑ウラン原料物質の投入で

ようこのストソクをもつことは際

確に把握し︑七五年ごろの高速炉

ネルギ社は国際的な技術動向を的

した︒それによると︑①アトムエ

増殖炉開発計画の繕想を朋らかに

議会に提出したが︑その中で高速

九七二i七ヨ会計年度予鋒原案を

スウ苫ーデン政府はこのほど一

スウェーデン

CのC工P︑CUP爽施計威の遅
高速炉開発の
長期構想発表

されたため︑ウラン生産業界の向

ア欝画︵核爆発の平和懸隔︶につ
生騰幼審やウラン爆発昆の遅れな

何とか簸関を切り疲けられる︒窪

つけたいとしているQプラウシェ こう五〜六年の先行き昆通しは一

研究開発でほぼ実絹化への曝露を

いては前隼より十万ぜ減り六罵八
ど懸念される将来のウラン不足に

・予期できない

十万済の予習を襲求している︒

との意騒が多い︒これか奨現すれ

子力界の死活的な要素を護るこ

た繁卜い態の発盆時に引き出せる

は八O無代前半に予想される濃縮

とにもなる︒

果的になるはずた︒この頃におけ

能力不足をカバーすることにも効

新しい茎立のカテゴリーにA萄 備えて大璽のストソクを保有せよ
Cの徽近の組織醇讃成から蛋じた

ド︵従来のNERVA地霊では非七
原子力開係技術があり︑地下伝
！︑エネルギー貯蔵などに

送ライン︑ドライクリーニグタワ
二爾万

ンの開発に切蝕えられる︒

万ポンド︶のロケソト推逸エンジ

ろにかけてスウェーデン初の島速

参歯する︑③八○年から八五年頃

炉を発在︑この第一号炉計画に︑

四分の三が関与炉であることが明

酉四＋四万五千KWで︑そのうち

中の原子力発三所の総繊力は千三

麗薇︑六力国で運転中藤たは建設

力は二千七薦六十六万二千KWに 炉の市場翻発に渠り出す︑⑤九〇

よび謝爾中の原子力発昭断の総出

澱C小力国の運紙中︑建設中お

千KW︵一・七％︶︒

％︶︑隅速増聯隊−二十三万三

スウ晶ーデン原子炉塵業は技術ラ

術開発に努める︑④八董年以後︑

きるようスウユーデン腫業界の技

転換炉−四万一千KW︵○・露 発注先の外園企業と共同で参加で

︻パリ松本駐在鱗発︼HECが 士万三千KW︵子三％︶︑

う︑②スウ晶ーデンは七丑年から

八○年ごろにかけて︑技術協元を

醇入の鍛終決定に備えて笑力を培

と輸送関係は︑四買七†石建から

通じて︑外国の増殖炉建設計圃に

窟の要求が出ている︒灘棄物処理
液垂垂屈閣速増殖炉︵LMFB

R︶実甑炉に五千万諾の認可予騨
八竜万トルに憎やされている︒その

四分の三が軽水炉

の確保と八百万ぜの歳出予騨の襲

基礎技術研囎謝画に一千万ザ︑宇
密蹴力に千哲万逆︑高エネルギ⁝
物理に千万♂︑制御熱核融禽研究

旺C諸国の原発建設状況

求も一つの焦煎となっている︒大 他目立つのは︑LMFBR関係の

Cが総投資搬の六〇％蔚四十万が 統領が要請した︑第二督機につい

VA討爾にもとつく原子力ロケゾト開発の終了︑などを内容とする一九七三会謝無二予騨案を︑議会
に提出した︒

合︒は奮で二＋壷ハ千三したこと難きな犠となってい
葎十四万♂の歳田予算を要求した皿る︒これは七五年の完成を蟹途に

罐黙黙蝶額謬言静黙

が︑これ は 七 難 ︻ ・ 欝 欝 壬 三遠雰離パ・︒︒ト．プ・ントを

に終痔を打つことである︒A﹄ヤ万砦︑人工心臓の麗に震・ ︵C？＆︶に五爵万妙といったと 作成した統計によると︑七一蕪末

所の所尊者にも平均がはね返って

らかにされた︒内訳は次の通り︒

纉

フランスが悪罵ガス炉計画を完成
％︶︑8WR型軽水

の技術供与なしに独圏の増恥炉事

黒鉛ガス炉−二誓五十六万KW のぼるか︑運転中たけのものでは 年以後︑スウェーデン鷹業は外国

イセンス・ペースで大型高速増殖

こよう︒ウラン需要は今無から八

幹罷電所のごく楽観的な計画見通

まで伸び続けるとみられる︒原芋

○無までに三倍となり︑九〇年代

〜ごころである︒

億一千六貫六十八万建の約一〇％⁝オークリソジ研究勝に設羅するた

まれた︒七三会講年度では六識二

Cの銀嶺冨は︑この塁壁は諸善的一が置かれている︒AECは︑七

一億六千万冠憎のニや一億

備蓄ウラン放出は悪影響

AECの計画を批判

増にあたる︒蓮転蟹についての薦めのもので︑二千機二十万♂が組
求は︑

二千二後八十三万演︒建設および十万逆が支出される︒このほか遠
︸
主要設蜘についての歳出苧算は︑ 心懸醗戯撒翼験馳設一錬とコンボ

八難募 癒 の 羅 四 霊 ＋ 汗 ネ ン ︐ 製 髭 設 二 諮 叢 葉

AECは︑CIP計画に新た米
に園原子力凝滞会︵AEC︶は ンを米麟内外のウラン生産業巻に

も計上された︒

七一一套﹂薙度総認可要求額は︑二

万難漿されている︒倉︒の

は余興ウランの現金化とみられる

七西％︶︑PWR型軽水炉一めている︒しかし建設中および計

この一漣の計画第︸段階として

炉上一嘗六十八万〜千KW︵二 しているので孟母力の五〇％をδ 業を確立する︒

将来の濃縮ウラン激甚に備え︑ガ

り︑生礎者︑消間者ともども大業

販売するというAECの販売惑図しで︑ウラン生塵磁は舗要を上回

︷億二千三十万がを諒町要求し 備警︵ストゾクパイル︶ウランを

る︒この予懸案は現在魏魏ごとに

六菖三十九万一千KW︵四七・ 画中のものを加えるとドイツの軽 増殖炉R＆D用の昨年獲の五十万

た︒これが認可されれば︑現庄︑

十五偬六千六醤網羅となってい

六％︶︑量水炉−二十一一万一千

一

算に立って海上プフットフォ⁝ム

その安定姓の増加を図っている︒

めるため周團に防波提を建毅して

んでいる︒この安定性をさらに高

二

≦

一の処理方法がとられよう︒

これは陸上の原畢力発電所と岡

どうするのか？

一蹴尉性廃懸物の貯蔵と処理は

使って行なう︒

天候が拘れている閥にはしけを

をどのように行なうのか？

1聡電所の維持および燃料露礁

距離ほど高くつき︑不瑚である︒

水中送蝦線の架設経費の懲悪で長

的関係からむずかしい︒加えて︑

う︒これ以上沿岸から蹴れると法

屑から二十一麟の点がえらばれよ

その距離は胸六詩殖で水深十八

また︑その理由は？

どの位の海上に設置されるのか︑

一海上原子力発醒所は沿岸から

契約を結ぶことになろう︒

しての打揚に立つ政府から賃貸備

会社は沿岸大陸稠の法的所有者と

研究を進めている︒しかし︑躍力

この間題については関係法案の

地となるのか？

一その発蟷所の敷地は羅の所有

垂rl専Lノニ多玉

ぜレベルの遠耳継続を提案してい

ン産業に及ぼす悪影響を艶落して め︑ウランの買付けが減り︑ウラ

が︑AECはこの販売計画がウラ のストソクをかかえた︒このた

：

程

溝上発患所の概禽図

顧

発電所が設灘されるプラットホ

ようなことはないか？

一海上原子力発電所が賑覆する

は考えられない︒

勢が複数で魍合された錫合以外に

孝

水炉計画が縛しく進展しており︑

ス拡散濃縮工擬で用いる原料規物

1干潮が起す覆浪はどんな影響

線に破損がおきた揚合︑何がおき

隠には電線に欠陥個所を発見し︑

現在の歪曲仕様は太西洋におけ

を海上発蟷所に与えるか？

所を設魔する揚合の資料はい蜜収

るか？

に両社がこの構想を発表したさい

しれない︒

のオイルが洩れることもあるかも

その部分を補修する蜜で極く黙黙

一塩分を含む海水は海上原笹早

集中である︒

の焦点を拾ってみる︒

発蟷所にかなりの腐食を超すこと

海上原発は安全か？

あるか？

し7フットホームは沈むことが

WH︑テネコ構想から拾う
にならぬか？
原子力発電所を機翼的に野分腐

プラットホームははちの紐状の
防氷区画からなっており︑予想さ

多多玉

る︒

る︒

KW︵一︒六％︶︑高温炉⊥二 総出力の六〇％を占める︵英国の

質にあてるべきた一iこのほど米

ン価格の下落をもたらしている︒

垂副寺 二彰誓づ垂 茎

いる︒長い国でみれば原子力発電

AE︶の予騨終漁強暴会にかけら 総プロジェクト・コストのうち︑

一億ヒ千六百万がの認可がAE圏
C原子力麗業会議の採鉱精錬委員

上下両院合同原子力綴織会︵JC 試算されている六億三千酉万がの

れている︒

︷

送蟷線を監視する保護装麗によ

一妻二

る鍛大風遠と波浪状態に耐えうる

って送鑑断続がチェソクされる︒

﹂

にのり出すと発表した海上原子力

は︑七二会計年度の認削予報に際
米原座はAECが昨館十月馳衷し 翌年米国のウエスチングハウス
してのJCAEの報告轡に引用さ
たストソクパイル︒ウラン販亮計 社が造船会社テネコ社と潮騒開発

よう計輿のもとに組立てられてい

会がまとめたステートメントで︑

発蝦構想は︑新しい試みとして注

る︒大平洋沿岸に海上原子力発甲

に身言われたことになる︒これ

画を撹判︑農業罪の統一見解を明

翻されているが栄職拍分野だけに

二葱二名のスタソフ憎員につい

れた試算よりも︸億が多いもので

らかにした︒ステートメントの概

紮朴な疑闘も跡をたたない︒以下

ては︑そのほとんどが環境・放射

鋼部︵四十雛一名︶︑実撫部︵六十

線防護部︵三十八名︶︑原子炉蝿

ある︒新たな戚出要求は︑二千万

略は次のとおり〇

一もし事故が発生し︑高圧送蟷

八名︶の三部に集中的に配蹴され
がとなっている︒

れる︒写翼は巽験用案規模模型をチェックする研究作業鼠︒

の質疑応答から 海上への興昧
原子力推進ロケット悪落︵NERVA︶が七二会計年度て打切ら

五E
千診のストノクバイル・ウラ
NERVA謝画の終繕は︑A

る︒これ以外の繕員分も大部分が
他の規制関係の部に配屑される予
定である︒

遠心分離計躍 の猛閉が顔を繊

今團の予騨藤求では︑初めて

⁝もし︑海上原子力発耀所に船

海上鳳子力発三所の設躍揚所を

舶が欝欝でもしたらどうなるか？

選ぶさい︑通常船舶の航行する航
路付近は除去される︒しかし︑防
禦堤が漸次海中にこう配し没して

ことがないとはいえない︒技術関

食から保護するのは技術的にも材

いる部分に飢行船舶が回り上げる

係著は例えば吃水の浅い船および

質的にも懲能である︒

れるあらゆる霧故について研究を

ーム一辺の長さは約百二十層あ

の建設計画を進めているので︑そ

ると予期せざる響故を組込んだ試 り︑航海上でも非常に安定性が醤

進めている︒設計技術担囲者によ

行なわれ成功している︒ケーブル

の範囲をこえる講態とは不測の状

水申送鷺はすでに長期にわたり

のは危険ではないか？

一海申に高圧翼翼線を架設する

大盗船が岸壁に高速で蟹幽する場
合などの諭態に適切な対処をとる
方法を現在研究中である︒その鯖

ームと凄触をさけるような岩壁を

げるケーブルの生慶を行なってい

・メーカーは婦中送羅の効果を上
になろう︒

空けて︑この種の聡故を防ぐこと

さあ、いつものペースてお出かけください

世界を結ぶ日本の翼一

日ホ航室

あのヨーロッパ

もの新聞などで、いつもの通りおくつろぎいただ

実感もなおざりです。閏航支店も、ヨーロノパ中

きながら、ヨーロノパへ。これなり、「隣りの風の

に2助所。ヨ本人スタノブが、お待ちしています。

隣りの国です

北回りなり、奮発って早朝の、モスクワ経由なり、

日航機て飛べば、すぐそこの距離、ヨーロノパ。

朝凪って夕方の鶉一ロノパへ、南圓りをあわせる

飛んでしまえば、
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と、週21硬も飛んでいます。いつものお茶、いつ

お申込み、お問合わせほ、お近くの艮本航空支店鴬桀所またはξ】航指定旅行代理店へどうぞ。

聞

業

しつつある火力と原子力の立揚の

ぶ千六哲六十七万KWを二丁に上

七万KWで︑これは七〇年の十六

の方針を決め︑二二を検討してい

が︑現在翌P＆しでは雛動脈消し

る︒FP＆しとしては︑原子力の
許可手続の遅延で原子力嘉遡所を
当初の計画どおり七六年に系統に
入れることが不可能となり︑その
ため火力発羅所に代醤せねはなら
ないことが明らかになったため︑
やむなく発注の激滴しを決めだも

WH社は︑響倉に昨年夏並み ガス冷却炉約五酉万KWの販施を されているが︑これは火力︑原子
定︑この中に占める岡社のシェア

の二千五百万KW程慶の発注を想 見込んでいる︒

還厳開始まで七・五無である︒そ
して︑勘忍○％が七年から八年︑

ると︑B＆W祉のそれはさらに楽 うだ︒あるメ；カー関係藩は今後

の火力乏原子力の発注撚の展開を

歴史の始翻りを印すことになりそ

残りが六年窟たは九年となってい
については昨年の圃社受注が並み

三鶯万KWと想定している︒B＆こう分量する︒﹁今葎は除子力の

観的になる︒今年の総受注を三千

力の市場比率の上で︑畏い離職の

る︒

もそこ豪でいくとは期待できない

はずれたものだっただけに︑今年

これら三社の業界見通しに比べ

全般的にみて︑個々の発注は過

り︑七五庫には五二％︑八○年に

Wとしては︑岡社の手がけた初の 発注が火力のそれを︷二％上図

千五酉万KWから三聖万KWと予ワー社のオコニi一芸機が今年運 は一六〇％以上開き︑格差は年々

GE祉は︑今駕の業界受注を二 大容鍵原子力発一所デューク・パ

としている︒

去にくらべ︑無々大愛甲化してい
くものと予想される︒原子炉メー

開した後での同社受注の急増を期

カーは︑今後の傾向が百十万KW
を中心に大型化とかつ複数ユニソ

想︑多くの羅力会社が瓢蕊プラス

百万KWに業界受注が孤穴すると 火力の縫済姓の競合呉合を検討し

CE社は︑約三十一塞︑三千二発願所の発注に先だち︑原子力と

一︑吐乳削︑米国の飽力会社は

大きくなろう﹂︒

ト発注方式にすすむものとみてい

待している︒

するものとみている︒

で︑他の零墨をオプションで発注

ニ暴︑すなわち二基を確定契約

る︒

現在︑許可手続が遅れているた
め︑躍力会社は原子力発蹴副幽を

た︒しかし︑今ではその段階では

まぐるしい蒙動に藤L爾してい

今年は＊国はじめ世界の国々で原子力溌躍所発注の当り年となりそうだ︒特に米国では原子
力産業界史上最属の受注配録を運成するのではないかとの期待悪に包まれている︒化石燃科価
格の憾上げ︑大気汚染などが火力を市場から後退さ性︑原子力を大きく蔚面に押し出す形に

差を端的に物語る︒経済ペースで
園つた︒粟餅の電力会琶の発注傾

なった︒米国原子炉メーカーによる市場予測などを混えて︑今年の原子弾発躍市場を展乱し

てみる︒

⁝追われる立⁝
は火力はもはや顧りみられない︒

悩みすらしない︒わずかに比較検

いる︒その他︑アルゼンチン︑フ

〈新しい鋏〉つく〜｝・…・州縞製鉄は銑鍋一貫メーカーとして1

参
着

る新しい鉄の朋発に、限りな

⁝

GGAは︑二十五墾以上︑総出みており︑昨庫惨敗を喫した岡社

ィンランド︑イタリア︑メキシ

私たちは、木薯世紀の要求す

火力

力二千四酉万KWから二千八芭万 としては再び滞湯への返り咲きを

コ︑オランダ︑南アフフカ︑スペ

る技絢筆新の噂代に

⁝場の
速やかに齢可手纏にのせたがって

の他の理宙によるものだけしかな

討するとすれば︑誇鰐手続轡かそ

おり︑このため二号機について

一方︑今年の米蔵内の火力発注

容鑑は二千残差万KW程度と予測︼い︒

米国と岡じように日本の軍

製鉄厨を着々と建設しています。

るのです。づばらしい進展琶

の名を世舞的なものにしました。

しま鮎きのノの夢がきょう

向の中で最も興昧をひくのは︑そ

今後︑火力が原子力との競合に

の︒

少なくとも昨無と醐じ程農︑商温

いる︒醐社のシェアについては︑

は︑各祉ともオプシ諏ンにするよ KWが販死されるものと瑚要して 期している︒

た三纂一播発注も今年は何件かあ

い︒

慢界に誇る優れた重壁と，つねに新しい設礪てく現代の銭》

もし，そ‡Lを糞めりれ菖は、

火力発置所に対する圃獄環境政策

法︵瓦EPA︶の影響力も原子力れぞれの原子炉メーカーに対する

要とする躯態が生じる揚重のみだ

iであるWH社とはまだ最終的な あ︸Φが︑聯流注吊・好漁野山に減少のぱき特き

門の閥で︑大飯の一基ないし二

しはみせていない︒日本の鱈力会

しており︑WH社も二塁のいずれ 社の建設計礁は︑いぜん拡大して

子力発雌所の発注状況はどうか︒

々が発注を予定しているが︑この

イン︑ユーゴスラビアといった国

契約をしていないことを明らかに

⁝世界的な発注⁝

も七〜年のリストにはのせていな

実のところ︑昨年の正確な発注リ

越とも七一薙度に騨覆するのが二

ライナ躍力のような四墓︻括発注

それでは米国以外の細々の原

⁝ラッシュへ⁝

るものとみているが︑晦琿のカロ

の可能性が宿る程度で︑その他か

については︑わずかにTVAにそ

ロライナ羅力は一心発注にあたり

らは出ないだろうとしている︒カ

ストを作ることは︑日水での発注

づくりを推進しています。とくに千粟製鉄所は，その製鉄技

私たちは、その可能1学に挽医

米園の発聡所発注に際しての問

題の所在は︑きょうζのごろで
の場合同様大きい︒蜜た電力会社

打勝つ維一のケースはFf＆しの り確定発注にするようになってい

九千KWで全体の四五％を占め︑

今無が原子力の当り年というの

けのようた︒

二〇％︑カルフ︒ゼネラ りに起因していることがわかる︒

ない躍力会社は︑その遅れている

四脅機の発成を八○年と希望しだ

うちのいくつかは今年中にはっき

万KW︑一六％︑バブコック＆ウ 酔可帯紙きにあわせるためリード

ように人によって晃力が豪ち豪ち

が︑騒近のリードタイムの実態か

身との箆方がとられている︒この
らすれは︑あまりかけ離れたもの

の多くに不確定要町が雲鶴される

イルコックス︵B＆W︶が二七否 タイムをそれだけ多くとること以

ためにほとんど不可能に近い︒

八十八万KW︑九％となってい 外︑選択の余地がなくなってい

毘撰しの上で短期的ではあるが原

りした線を出すものとみられるQ

その代表的な一例は関西電力

なため︑統一的解釈のできる発注
でもない︒

子力を有利にしている要素の一つ

大飯墜売素躍更PWR︑百＋騒はつかみがねる︒結周のところ

には︑石油価格の値上りや石油供

⁝原子力が火力醐

は︑日本の発注分にも左右される

原子力錆鮎所の許認可手続きが顧

を騨定するかの唱題である︒川西

芳KW︶の一茎を含めるか︑二二 米国以外の国々の昨年の発注総計

水煩全盛の米国市場に大きく食い

る︒GGAの高温ガス二郎炉が軽る︒言い方を変えれば米国各地の

墨︵窩温ガス冷却嫡︶二言八十六

ル・アトミックス︵GGA︶が四すなわち︑原子力に頼らさるを褐

千KW︑

ク︵GE︶が薮潜六百九十七万一 は︑皮肉なことに解司手続の行詰

はじめ︑ゼネラル・エレクトリッ

原子炉市塀でトップに立ったのを

ウス︵WH︶が十一基千六十五万 湯冷のように速やかに発粥所を必 る点をメーカー側は指摘する︒ま

の内訳をみると︑ウエスチングハ

発注が比較蘭分散したことた︒そ

は︑それを原子力とするか否かで

はなく︑発注聴瑚をいつにするか
であるといわれる︒そしてその隠

期は今︑この時だともいわれる︒

火力︵化石燃駆︶が琳実上︑競合
力の点で後退しているため︑米国
の鷹力会祉はもはや原子力発羅所
の櫓脚が遅れることには霞をつぶ

原子力の進出は火力の後退とい

らざるをえないというのが実景︒

う額対関係のもとに現出された︒

つ豪 づ

ともうつる停滞ぶりはどこで

りかかえしのつかない

火力の後退一1長い目でみればと

き

生Oたのか︒尊門象肋の一入はこ

⁝を上回るか？⁝

後に発注してもよいものを︑昨今

録した一昨年の二倍︶を上回るも

が︑二千万KW︵これは簸高を配 給者の圧力への対処策を電な工菜

調に行なわれていれは︑一︑二雨

以上四社のほか︑コンパスチ頴

聡力がこの二階を建設することに

徽鰐

竃騒粛寅〔03｝｛242）4111（洗｛℃漿｝

こんだことは特簸されよう︒

聞違いはない︒質実大飯一号機は
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原研と東洋化学が共同
誘臨難電子線加速器を用い
田本原子力研究所高瞬研究所と東洋化学会祉は︑昨隼一月から共同で︑聡子線を嗣いで繊維を運纐

轟

るが︑こんど製遭されるのは予備

六体で構成されることになってい
には︑ラプソディー炉やドーンレ

長談︶といわれているが︑最質的

など踊査のためのモソクアノブな

リントがある③タンク型は耐騰性

方武は米国のSEFO飛で採用さ

を行なう︑いわゆるホット．セル

て開発中だが︑ナトリウムに対す

れ︑GEやWHでも将来噛望とし

る安全縫保対策などから︑蓋をと
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原子炉をか

が成就するよう気をもんで

ける恋

いるが︑さしずめ

髄

濃最申とか︒関係囁もこの

婚したいとい豪ガンパッテいる

が︑聖人になった彼女と是非結

女には以潮から婚約暫がいた

するやら醤んだりしているW彼

擬の効果

判だ︒これにはμ思わぬ照射治

段と

獲中だが︑圓復か進むにつれ一

その後空調な経過で現在自蔵駒

女性︒照年九周に照射を受け︑

ろで蛸八例は二十二歳の妙齢の

目の照射治療を済謹せたVとこ

組んでいるが︑このほど第九例

都の愚串講師らのグループは取

射して治療することに爽大医学

﹁11TRに限り︑懸銭の了承など

臓︑照射治瞭手続き簡紫化のため

ロリのロの

の少ないよ

りしだい広報奮無毒嬰・㎜
宮盛臭

てζの視聴寧はどの程臓のもの
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になるか︒﹁科学的手法でアプ

はずだ﹂との声もあり︑合から
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広報撮当機は気が気ではないよ
うた︒

輌巳﹁軸職
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羅

どで経済的にも眠くつく一1など

の窩速実験炉でもこの型式が採用

採用が決められたもの︒尚速実験

らないで作業するプラグ下方武の

るQわが国の照射治療昂きらに発

こ＝τ；応＝隔㍉

PR作戦でゴー

このため科技庁は︑四月に入
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ノ殉π曹示ンペ」ノ呈一

イ炉による試作燃料の照射例︵十

当によいものができろほずだ︑と

されており︑その成果が生かせる

展させるためには︑窟出力で窩性
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四体を含む八十体︒八月から製造

％が二酸化プルトニウムで︑残り
いう︒鷹掛替駆使による自動化さ

を条件として︑その二三許羅可申

照射治療を行なった策大匿学部

舗を行なう必璽はない﹂蹟決めた︒

治療はい塞や一〇〇％大丈央だと

・翻摺絵講師の藤下心癖の照射

らが行なったもので︑うち三隅は
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開始となるが︑その組成は︑一八 万MW／ゾで照購︶などから︑網 といった点のほか︑大洗で礁設中

が二三％濃縮のウラン獅となって

方式はプラグ下方式が採矯されて

から︑などとしている︒燃料交換

炉でもこの方式が採られており︑

れた獣麟製造工程響理技術は国際

ている︑といわれる︒

CE社などもこの有籍性を強調し

原子力機関の査察宮らにも癬誕

で︑NPT闘題ともからみ︑そのいるが︑これは世界の主流に沿っ

なお︑この施設で製造され︸獄

国際的使用の要舗もあるというQ たもの︒炉心部の菰をとって作藁

いる︒

料は﹁コスト的には豪に灘価なも

これま囲．㌧の設劉研究で︑﹁もん

の脳腫瘍治療照射

HTRで九例目

の﹂︵中村康治同箏業照照燃腿郡

﹁もんじゅし

じゅ﹂は︑ナトリウム冷却による

爾途原型炉心始されることとなったもの︒

の第三次尻漏

ループ型︑単鼠紙プラグ圃定アー

東京原子力産業研究所の原子炉

ム方式による燃料交換︑電気韻力

今隼一月︑HTRでの照射に限り

︵HΨR︶で︑一月二†九日︑脳いうこと雷倦をもって篭凡る︒

れば今年翼か

約三十万KWなど︑すでにその仕

条件付きだが︑個別的な飾可を必

設謝が︑早け

ら開始される

の昂中質葺師らによって行なわれ

腫瘍照射治療が︑東京大学医学部

な原子炉義血の時磯に入ったこと

要としなくなった︒これも本格風

三次設誹ではこれら仕様の員体化

た︒照射治療を受けた態者は二十

を憩厳しているといえよう︒た

緑もほとんどできあがっており︑

八歳の日本入男性で︑昨葬十二月

だ︑H田Rは出力が低いため︑必

こととなっ

﹁もんじ が図られ︑来年度以降に予鷺され

二十四臼に手術したが再齢したた

た︒

ゅ﹂は動力炉 たチニソク＆レビューおよび安全

め︑一月や四日に再び手術を行な

肺炎などを醗発︑屍去している
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圓一度に懲懲も被写できます

的に改質するための研究を行なっていたが︑このほどポリ堀化ビニール繊維の放射線連続グラフト臆

化ビニール繊維は内袋網繊雛とし
躍子線加速器と照射設備
︑

なお︑この連続グラフト璽禽プ

く︑セットも霞在︑という︒

ロセスは︑ポリ塩化どニール繊維

の各鄙設創の調整か行なわれる予

審査に耐えるプラント全体として

が悩みのタネだ︒米團で治療に使

要な晒蝋がなかなか偲られないの

曝灘圃が︑新

い︑再発防止のため今回の照射治
定で崇⇔︒

・核継料開発

型駈換炉原型

われている原子炉と比較しても五

ループ型は縛来世界の二大支流と

欲しい︒

鮨な医療用原子炉がぜひ円本にも
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含技術の開発に成功した︑と二月七日発蓑した︒

新しいプロセスは綴維を運精翅

学では︑これらの良好な特性を生

ポリ堀化 ビ ニ ー ル は 禽 戚 纐 維 の 一

かし︑さしあたりこれをウイング

葎輿以上に利扇分野の拡大するこ

中でも最も燃えにくい繊紺で︑簸㎝に︑モノマー含侵部︑照射部およ
㎜
近では防災の観点から︑例えば力び洗浄郎を趨過させ︑この聞にグ
一
ーテンやジュータンあるいは蟹貝㎝ラフト鍛含を行なわせる極めて簡

とが期待されているが︑東洋化

罵織物など建物の内装胴繊維とし単なもので︑現在︑特欝隠蟹中︒
︵か？b︶として利用することを
に隈らず︑その他の繊融やフィル

て注§れている・しかし健引 従来のバッチ方法で放射線一会
考え︑現在試験中である︒ウイン

展が競待されている︒

く収縮盤の 大 き い こ と が 援 大 の 欠 を 行 な う 場 合 に は 反 応 に 畏 蒋 間 を

ロン冠﹂は扇合が薗然の毛愛に近

ムにも慮用が可龍であり︑その発

⁝使罵する以外は特殊な装置を必要

なり並行的に開髭されるであろう

訓練を始めている人もいる︒

が︑他は元気で︑歩行訓練や作業

㌧＝一

一

グ購のグラフト臆合繊紘﹁トヨカ

する元め︑アクリロニトリルなど一が︑これに比べてこんどの新しい

なわれていない︒

設課︑一次設計が完了︑現在︑二

パクト化されるが︑その主塾品分

こと②タンク型は繊成機器がコン

9二輸讐

子製紙

離

團文字は鮮明で消え蕊せん

点となって い る ︒ こ の 欠 点 を 改 良 要 し ︑ 工 業 化 に は 不 向 き で あ っ た

のビテルモノ下をグ多ト揖プロセスは︑①繊維が達続的に処

経過は良好で︑現筏︑象大病院で

療となったもの︒その後の愚者の

に︑医学的技術面では米国と比べ

なお︑溜達炉は世界ヨにも豪だ
よび高遼襲験

炉﹁ふげん﹂お

交換戦況をどうするかなどは︑そ

なお︑原子炉による脳騰癌照射

てもわが圏の方が悪い水蠣にあ

閲発中のもので︑その型式や燃料
炉﹁常陽﹂と

れぞれ開発中の煽によってマチマ

は︑わが團では今回を含め九二が

燃料製造開始へ

ともに︑四＋

チ︒動燃聯業回がその型式をルー

実施されている︒いずれも畠中氏

合する方法が知られているが︑こ一運できる②反慰が極めて迅遡に進

勤力炉・核燃料關発聯難団はか 儀h︺CA舳用約六・八・ゾ︑常賜⁝用 九無初め瀬工︑五十三懸紙は臨界

プ型に決めたのは︑①タンク型と

原研筒附研究所と東鮮化学は︑ としていない︒

月

曽忠直

手のCMで蘭鵡を売 かに茶の蘭を 占領 しょうと

﹁鐙かな間づくりに質献ずる科
学技術﹂︑﹁生活と密接な原子

必ず投票しましょう﹂とか﹁お

み︑それだけにやる気十分だ

響二＝

蝶鍾やるかでは鱒菖新しい
二留一︐ 噛こ＝

III一δ▼△ΨQ鳥▽▲一

次設針が逗められているが︑一一

一＝一．

ば﹁もんじゅ﹂の簸終的設計が開
一一＝鱒

騨帯一一．

なお科学漏電庁は一月二十八

中にはこれを終了︑五月末豪でに

常陽用の燃料は︑硬練五・迦ザ

禽わせた集合体七十

″b

見︑凡ない伊に入・てし墨

ニウムを縫っての運聴を開始する 齎︑長さ十︑嚇層︑警二・五鰯の

が︑このほど完了し︑近くプルト

角去状に組・

c騨⁝．顧≡．酔︑．．一． 圃⁝

辱二7

必襲に晒じては専門蚕員会を設

；＝騨

予算では二十蕊局ネットワー

醗して︑

禰●

テレビ と恥いがちな家麗の童婦をまず

月闘放送できるが︑西月十七日

クで週一國︑十五分番組を三カ

り効果的な番組を考え放送した

〇二

に︑テレビで︑眠く静

からの科学技術週間に放送する

いと︑い濠総価を進めている︒

二一輔

いう作戦︒

か︑それとも︑十月二十六日の

今や世の中あげての

これまで総理厨や齪林省︑自

屠標

り込めば︑テレビ局

冶省などいくつかの省庁はテレ

するσ知名度が

力﹂といったテレビ番組が︑近

と選挙にもテ

震

ビ広報予算み僧もって﹁00日は かと︑蒔期選びも頭痛のタ不◎

米をもっと食へ窟しょう﹂とキは恐ろしいもの﹄という考え方

二曽朝

々︑鷺翻することになるが︑さ

レビが驚算し︑イメ
ーシ作りが大々的に
くりひろげられる︒

学技術庁も︑来無度

の波に軋ろうと︑科

そこでこうした時代

から新規予騨胸四千

ヤンベーンを行なってきたが︑

冊一＝

だけは改めていただけるような
四菅万円を磁保して

いずれにしても﹁胸科学・技術

の問の話題に

科学技術を茶

﹁原子力の日﹂をネラってやる

勝

は視聴率に⁝欝〜心

i1︒企業があの手この

二一＝

が
轟けれは六月頃から第

は最終漏整も終る晃通しであり︑

第二閲冤室は︑①童舞炉および

こととなった︒

新型癒懲留用プルトニウム燃料の

田

時代

二＝

瓢次︑いわ

覆管につめ込み︑この燃料概を三

燃料ペレットを︑艮さ陰影癖の被

る︒治療結果からも明らかなよう

を闘途に当時研鷲開発を進めてい

十分の一から菖分の一の砥さであ

ﾄ︑岡旗営団菓海勲業所のプル 約一・〇四ゾのウラン・プルトニ

必要な治療を受けている︒

ウム混禽酸化物燃料がで奮あがる

るもの︒玉グループによって概愈

撃馨罵いた霧グラフト聡A三は丁八÷・撃／・︑農は

う︒

の披術開発にとり組み︑約︸銀間・三〇〜六〇％で︑極めて痩嬉な染
㎜
芭性と嵐禽をもっている︑とい
の典岡研究によって︑このほど工

臨的に実施 可 能 な 連 絨 グ ラ フ ト 量
このような改良により︑ポリ塩

㌶雛第二開発室が完成

トニウム燃麟開発窒の堰設︵第二

予定である︒

の方法はこれ豪で実験蜜規醜で研一行できる⑤副生戒物などの生成愚
一
究が行なわれているのみで︑工業 が非常に少ない︑などといった特
一
生産に逸するプロセスの開発は行︸徴をもっており︑鐙子線加速器を

開発鍍の新設︶工購を進めていた

動燃早ければ今夏から着手

この点に図をつけ︑従来の放螺線一 得られた製品の懸取縮率は曲解

高速原型炉最終設計へ

グラフト箪含の研究成果をもとに⁝ 一〇〇麗で一％以下であり︑強麗

〈動燃〉

テレビ作戦ガを行 科技庁では今度が初めての試ものにしたい﹂という︒

なうことにした︒

︑︑＝︐

一隔

力

原
合プロセスを完成させた︒

加工技術を開発すること︑②この
技術閲発を逓じて︑当面必要な隙

遮実験炉﹁常陽﹂用および璽水偏

罪異験袋灘﹁DCA﹂用プルトニ
ウム燃凝を製遊することを囲的
に︑三葛溜蔚から建設が進められ
ていたもので︑鉄筋コンクリート

ニ階建て︑耐火構造となってい
る︒総面積は約九千平方麟︑うち
プルトニウムを取扱う放射線管理
区域は全体の跳馬○％で︑負圧維
持のために気懲構造がとられてい
る︒総工濫費は約二十億円︒

筒溝業団は近く︑米国から輸入
あるいは原囎集熱発愚臣使用済み
燃料から抽鋤︵英国で再処理︶し
たプルトニウムを用い︑燃料の製
造にとりかかるが︑四十八年度中

動燃購簗団のプルトニウム燃料

勲噸罪甥1

﹁科学と技術﹂などというだ
⁝けで難かしいもの︑縫還いもの
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一
章

ウラン濃纈をめぐる柵下はこのところ内灘であわ陀だしい︒A薗はこの濃雛研究をめぐる踏
唱題に関し︑窟学技術門馬クラブの総総欽也曳︵雛型新閥社社会部︶をわずらわし︑現蒔煮で
の出題点あるいはこれに対する蒋来対策としての課題などについてご意見を述べていただい

あり︑野党でも内容こそ違え︑
安足確保に響いてくる︒い玄や︑

豪調

影
研の各プロジェクトリーダのがん

張りに大きく期得したい︒その
点︑四十七年度の原子力予算に︑

が注目されるQ総額六百十四億円

将来をうらなう傾晦が塩てきたの

の要求に対し丑蒼六十一団円が大

玉蔵理欝畏の﹁動力炉關発は︑当

タしたが︑い窪一度︑予猟全体に

纒研究予舞の別ワク論議でゴタゴ

くい傾向だ︒昨年八月︑ウラン濃

圏できる︒﹁

際競錦するさいモノをいう点も注

ールのように闘ホが海外進出し困

三騙岡盟

の鋤面をも分析す

湧侍したい︒数名の

のでリサーチ機関としての活動を

とはいえ︑研究閤発の要素が強い

る︒かたちのう凡で麟業ベースだ

ちわ﹂である︒濃編闘題かややも

ようなら〃グリーン4よ︑こんに

よ︑さ

初の二千僧円以内にとうてい納窪

おける石刀炉囎発︑ウラン濃縮な

イエロー

らない︒従来以上の別ワク銀翼で

ど蟹玉テーマの位櫨づけを検酎し

実鋤部隊

言が濃縮ウランないしウラン濃縮

ありたい﹂と違ってい謄成田発

であり︑人口を結藥すべきであろ

か笑質的な仕雛をやりやすい機構

以上︑ウラン濃緬技術の自主開

う︒

原料づくり技徳がなければなにも
洗

すると狼い視点に流れやすいが︑

ないしは

か︒原子力開発利用罷期計圃の敗

処女膜

なおす騰潤にきているのではない

ならぬ︒

いが︑いまの悟勢では四十八年獲

たく膿

の予馨別ワク化する意弱ならよ

地はすでにできている︒

定作業が進んでいる現在︑その下

ランの安定確保は︑いちテクノロ

発︑濃縮狡術の自空調発︑濃縮ウ

題ひいては野際政局がからまって

ジーの閥題にとどまらず︑体劇問

で平行して推進する睡期にきてい

濃縮調査会は

る︒

の開発と︑同列のかたち

の原子力予塁体は濠すます硬直

処女膜づく

洗たく器づくり躍かの二

ヤジ馬酌発想の
か

術評価をするため﹁ウラン趨三二

国際共同生塵工掘の経済性や技

が︑これ談での原子力委質会でど

ダーショップが強くのぞまれる

立が必要で︑原子力婁鍛会のリ⁝

の見通しに立った強力な政策の確

くる︒その爽施にあたっては開壇

の平累科学技薄謝畏窟に申入れた

難調査会﹂が近く︑磁力中央研究

入材の結集を

ロソヒィーである︒つ痴り﹁かり

原産の理愈ほ︑実現させたいフィ

ればならぬが︑昨年八月末︑嶺聴

者択一の論議は︑厳に慣し蒙なけ

り

られた︒

化し︑断規閥発テーマの芽が出に

実らせたい原
産要望の理念
ご存鰭のとおり四十七零度俸︑

選心分離法闘発に要求額とほぼ岡

ガス拡散法驕発に五懲二千万円︑

工翻の灘査用に五千百芳円が躍め

じ十四億円︑そして團際共周生産

わゆるワク内に納める聴期にきて
いるのではないか﹂と語った︒と

ことし秋︑姿翼幾代理の衛沢広

うだろうか︒

巳氏の任閥切れによる後伍問題か

所でノキを儲りる格野で発足す

にやってもらい︑しっかりしたレ

起こってくる︒もう一期︑有沢氏

に国際共國三業に滲翻するにして

治性の強い物質で︑この鑓面を鑑

ールを敷いてほしい︑との声が少

たことはないが︑灘引きわめて政

ンセンサる僧得る努力が必要で︑

難しなければならない︒難民のコ

る︒遜縮ウランは安いことに越し

かくれた閾題点は︑大型のカス

なくない︒半踵︑浪花節陶発想で

ス拡敬法技術をわが罵は閥発して

ケード実験による試験生産に簾え

第三響機関としての発足がのぞ窪

させることはしのびない◎後任の

は︑三世が短く

も︑山際的に鰻癒隈︑互用するガ

て︑原料の六フソ飴ウランの製造

しかった︒ウ余曲折の末︑躍力界

ったが︑その第三者の盤格を弱め

委無会が本当に総合・美点的な政

う︒

餐貴畏代理聞題を契機に︑原亭力

ることなく︑実質的に独立組織の

互いにチエを出しあうへきであろ

策を打ち出せる機関になるよう︑

おくべきである﹂︒

君徳を皐く確立すへきだ︒動燃菓

の下部機関に贋を構えることにな

躍解法で﹁グリーン・ソルト﹂に

らイエローケーキを経ない︑白金

運営でありたい︒とくに︑調査会

原畢力と心中
簗団が旭化成と共難して︑鉱石か

よる安い原料づくりを醐発した

日本の霞主技術を

は醗際第⁝工揚に参加するさい︑
こめる

か︑そのプラント化研究を強力に

か︑豪た英︑繭独︑オランダの

売り

進めるべきだろう︒これはいちウ
ラン濃縮薄舞たけでなく︑ニジェ

港蒙でだった遮路が︑﹁海岸道

ると︑今まで瀞醐方藤から細前出

が姿をあらわし︑今月中旬からは

所の沖数菌厨の所に伊勢晦老など

浜岡原発建設での特長は︑発屯
や︑出離瞬港からの圧力容器簿麗

いよいよ上の鄙分の組み立てにと

霧唾の冤える原峯

騒物運搬道路一雨称﹁灘羅道路﹂

酉五十三線バイパスなどで浜松方

路﹂およびサイト内を横切る国道

のキャッチ・フレーズ

力難解所

の繁殖地である浅根葉礁があり︑

面にぬけられるようになり︑浜濁

これら漁揚への影響を考慮して海

中部電力の鋤きかけもあって︑

上構築物を建設せず︑このため二

りかかる︒

サイトを訪ずれる冤学者も繕え︑

が観光認ースになる貝は遠くはな

原子力発難断とあわせこのあたり

の工購︑一響機用の二次冷却水取

した浜岡原子力発聡翫一暑機︵B 水灘底トンネル工臨などが下めら

WR︑五十四万KW︶は︑現筏一れており︑土山く・建設麗係灘六十
四社約九盛人が働いている︒

深さ絢四十癖の海醸トンネルを掘

次冷却水藻の長さ約六筥六十厨︑
工購のハイライトはトックリ型

竪孔を軽四＋

まで八競四方の

容羅の巖終組立てにかかり︑六月

原子蝉関係で︑今月中旬から絡納

今後の主な建設スケジュールは

っているG現在 いだろう︒

という︒中には﹁将来の観光コー

は格納容器の麗み立て作藁等が盛

十％の総舎進捗臨を迎え︑現地て

んだ︒

一暑機は昭湘四十九
年十一月運転踊始の予

からは気欝性テストを受ける︒来

で製作中の圧力容賭の吊り込みが

年︸月には現伍︑石川鵬播融丁零

水平方同に外径

約五・忍摺のトンネルを＋五競

摺︑さらに撮聖

スに﹂︑と圏をつけた観光バス会

内に松の木を多く残

定︒暴目上からサイト

の原子炉格納容器の組み立てで︑

躰耀月五千人の見学者

格納容器組立てが進む

現在では月平均五千人を下らない

で昨年五月︑静岡県浜岡町で魑工

申部総力が

㊤は米購の濃縮エ場0勺ほ岡工場の内部

ころが︑この艶言は︑井上動燃嚇

力炉醐聡予鋒はこ五％以内の︑い

蔵省から認められた︑との成田原
条絢の早期批准である︒ところが で批准しないと︑その反作用とし 子力局畏のレクチァーのあった蒔
︐不平等条約論 をタテに批准引
て
米岡の追加供給の態度が硬化︑
のことである︒周畏は﹁原子力予
一九七〇年代末までの三雲ウラン 算金体をもっと増額するため︑動
き稗はしをはかる赦党グループが

た︒なお内容はあくまでも石川民懸人どしての考え方であり︑ま眼である︒

﹁毒心分 離 法 シ ス テ ム 機 十 階 完

成五月から試験生産へ﹂一こ

の派手な見 出 し で 報 道 さ れ だ 一 肖

十九臼の昼 さ が り ︒ 科 単 技 術 ク ラ
を抜きに

．不単等舗♂の形式観念にとどま 好むと好まざるとにかかわらず
政治

ブに堤われ た 瀬 川 動 燃 築 菜 罰 病 理
が

還った国濯として当然の

三際丘岡生

にいかに窟利に参算する

る米圃︑フランスの

で︑昨今マスコミをにぎわせてい

っともきびしい︑いわゆる蠕襲捌

ら八五隼ごろ康での鱒給関係がも

らんでくる︒第二は一九八○年か

のものたが︑核防条約の批准がか

義務で︑日本が主張できる筋あい

子炉を

のかたちで︑米繭に依存する︒原

でで︑良米原風力協定の追叛供給

しよう︒第一は一九七〇年代末口

紺策を︑三つの段階にわけて整理

濃縮ウランの鱒給関係からみた

重要テーマの
再検討の時期

持つべきだろう︒

で曇ない一この意識をしっかり

科学技術

っている郷党がある︒

一難前︑瞠際査察の在り方で︑

藩畏は︑ク ラ ブ の 黒 板 を 絶 る な り
﹁ワシの方がポックりいきそうだ

よ﹂と冗談 を 飛 ば し ︑ ド ッ と わ い
た︒﹁管理 職 は ヒ ラ 職 員 よ り 貿 管
もポックり い き や す い ﹂ と の 科 学
茂徳庁特別 研 究 促 進 調 整 費 に よ る

でみつけ出したからである︒

研究成果の 発 表 タ イ ト ル を ︑ 黒 板

ポックリ癖はともかくとして︑

ウラン濃縮 技 術 問 題 や 濃 縮 ウ ラ ン

国際共局生薩工揚への参加問題

所げになる た め の 初 め て の 試 練 で

は︑科単技術庁が︑幽人醜の役

ある︒動燃 異 業 団 の シ ス テ ム 機 の
報道に着干︑オーバ⁝な点はあっ

うに︑どた ん 揚 ま で 行 き つ か な け

たが︑02EC騒ぎにみられ る よ

では︑閣昂の理解を深めることが
塵工揚

の一部 ︑ 国 産 化 に よ る

かである︒第三は一九八五年以降

記号で︑いまわが騒で行なわれて

では閣謬説煽の経済性がちがって

いる当主技術の闘難いかんによつ

㍉

磐

くるので︑動燃窮乏団︑原研︑理

〜．︑
購灘講
一籍

L㈱

した現煽では︑原子炉

掘っており︑これが完成すると毎

荻た︑﹁海岸道艶﹂は眉蟹等海

圏

射射

照照

験託

生委

〒370一エ2

群馬梨高角市綿貫町 日本原子力研究所内
TEL
O273−46−1639

れば強力な 歌 策 が 出 て こ な い 閣 情

第︸︒将来 の 間 題 を 今 ︑ 報 遊 す る

従来の臼本の主張を盛りこませ︑

ﾚ灘擁婁灘

社がガイド嬢を派遮︑原子力発電

ある︒謹たタービン発電機闘係で

すでに浜岡の砂丘の一角に球鰻部

上梅簗物を建設しないため造るも

懸紙を行なって︑同駕蕃からいよ

九年蕃濠でに各櫨機器の調整︑試

は建屋建設を六月頃までに纏ハえ︑

難燃が増加すると予想して︑今月

のQ圧力答器︑タービン発臨機や

だ︒

十一日から約一億六千万円を投入

燕気発生器など重静物は魏蘭醗港

︵T・A︶

月に運職開始の予定であるQ

暑機はこれらの後︑昭諏四千
して渡岡原子力館の建設にとりか

での歯力上昇試運聴に入り︑十一

いよ燃料護荷を關始︑以後各段階

今秋から据え鉗けに溢手する︒浜

かり︑本隼八月豪でに完成させる

の一部を借りた専用岩壁で荷上げ

れらに対し︑中部㎎力は今後も堅

駈の勉強をさせているそうだQこ 秒約丘十ゾの海水を取水するわけ

建設︑タービン建曜

譜
瓢三目

し遡搬される予驚︒現駆引でに全

地光に欝付される︒これが完成す

線︑土を入れており︑発成すると

予定である︒

㊤は球毅部が組み上った格納容

財団法人放射線照射振興協会

聞

力

三
踊躍︑その 璽 要 性 を 強 調 す る 慧 味
からして︑ シ ス テ ム 機 の 派 手 な 報
道となった︒

筋は﹁大き な 〃 イ フ

複察の簡索化︑窟動化の進んだモ

@期︑

昏

依

器㊦は建殴翼樹の選燈

放射線照射の利用

，

@
@輪臨書

核防条約の
早期批准を
藏太の核武

らは︑日本の核武装はありうる﹂

デル案ができた現状では︑もはや

技術両省庁は︑批准によって生ず

ゆ

ノ

轍月下旬 ︑ 米 閣 の 識 会 で サ イ ミ
ントン報告 が な さ れ

と述べ︑物 議 を か も し 磁 し た ︒ こ

立揚から簡獣化︑自動化の詳細な

形式論の段櫻は過ぎた︒実懇蹄の

をつけるな

装舗4が再燃︑また駐日米犬使館

関発があく ま で 平 憩 利 用 に 翻 し き

ういうきび し い 團 際 環 蝿 で ︑ 研 究

る原子力全体の卑和利用上の障雷

検討の段階になった︒外務︑料学

すい︒ウラ ン 濃 編 技 術 が 該 兵 器 製

を簸少限にくい止める努力をすべ

っても数治的な雑螢に影響されや

で歎さざ

態度

造技術に藏 結 す る だ け に ︑ 内 灘 の

疑葱の冒に 対 し

きた︒

皐く枇准ずることで︑ウラン濃

るを簿ない︒とくに今以上︑園主

闘発を強力に撹進させるのであれ

島

撚

・

からむ国際政局の問題

縮技術の自主關発に伴ら内外の疑

鍵

雛継鶴
お
が
ハ

一
一
疑惑の目に態度で示せ

その︑魍度4とは︑核拡散防止 惑が隅れていく︒フィーリング論

は︑なおさらだ︒

@
@
@
乳 〆ζ
惹

長期的、強力な政策を

（6）
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「

地域規模4で蝋処を

での衆開発︑③戦争や蟹備孤張に

環境擁護は薄謝の至上目標
というスローガンのもとに︑今無六月︑スウェ

で新会社を設立
策芝︒田立が共露出醤
東京之瘤回気と籔立製作所は二

月十五日︑両社共蹴出藪による
﹁日本核燃料開発会社﹂の設立登

認を終え︑正式発足させた︒新会
赦の費本金は照慰円で東芝︑環立

︵非常勤︶︑社長には森勘麟男日

体制をとってきた︒

減と︑二璽役費回避のための嚇力

期限切れに備え︑協定草案が理旧

々ひら︑近々に迫った協凝縮結の

氷点魅氷炉︵BWR︶燃潤の特姓など︑一社の腸合の投資賃担の軽 保隠謹書楚交渉に入っている国

ト

三菱蹴機株式会社
三菱商購橡式会社

ある︒

29譲から一AεA理購会

保障措置問題
など主議題に

諦軸︑使用済み燃凋の試験検査な

原子炉の多圏附無難は︑原産や

となった︒

蹟源調査会の検討蔽果などいくつ

ス冷却炉を申心にしたもので︑し

かの例があるが︑これらは高温ガ

PW型般舶駕原子炉設備
高速増殖炉プラント

黒菱金属鉱業株武会社

長には鵬川浩政芝技術本部主管

した︒

立難力技術末部原子力郷長か就任

この一子九曝から納一週間の蹟程

わが圃のBWRメーカーである 園際原子力機関︵工A鷺A︶は

今回理事会で苧定された董な鱗

理箏会を開く・

クトリノク︵GE︶社からの尊八 により︑ウィーンの國機開本部で

棄芝︑獄立は米幽ゼネラル・エレ

技術をベースに国嵐化を進め︑現

馳は︑繊拡飯防止条謝︵蛋Pτ︶

在では︑東芝が東京聡力禰髄原子
力遜倦所の三愚機以後︑中部幅力

のための実駿規摸の払充︑技術援

下の保磁措瞳適閑︑保磁措麗日用

ポートの三二︑など︒とくにNP

NエS︶加盟燭から握出されたレ

助︑国際原子力寓報ンステム︵I

浜隠原子力発戴所一号機勢︑儀立

方︑運騒

が中瞳堪力慶根原子力発戴所を主
契約老Gして受注する

R運転訓練センター﹂︑核燃掛都

置確保のた箕同憂馨﹁BW

来の世代のために人閥環境を擁護

と改良勧究および︑高趣増殖騨燃

臼八ヤ日以内に工AEAと保障点

NPτによると同条約の批准脇は

るとともに︑地域臓発の一手段と

昭秘六十年には約六千万KW二五 設澱されたもの︒山盛的には︑海

また将来の笈術開魔を期碍しても

である︒同研究会はこれらとは逆

かも利用する側から検討したもの

に︑原子炉函︵とくに現嚇する軽

火力発電なみの蒸気条件は困難視

へ隙子刀亮電は多鑑の熱エネルギ

されている︒つまり火力弗亀に慮

た多旨附利用を検討しており︑今

水型涼子力発電贋を対僚︶からみ

彼もひき続き残された経済性の閾

ーを磁排水として放粟しているわ

痴愚死戦はこの放藁している勲

げだ︑

PW型原子力発電プラント

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社
三菱原子燃料株式会社

BWR燃料研究溺の研究駆発を尊門に行なう︒会

よる資源の披鐡と懲然の荒廃Il
などを三重し︑それらの反雀の上

て至上の爵襟﹂であるとして︑国

し嘲上させることは︑人類にとっ

昨年三月の発効以降

とみられているり

NP﹃﹃は

これまでに九十五力圃が調印︑六

わが麟隙華刀界においても注厨さ

して無六深刻化する蟷源立地難の

蒸気生藍などの実現性︑実現にあ

水脱堀やコンビナートプロセス溺

ろ剛気愚門的機関によ︑⇔倹副︑揚

一

海洋学彙問題にも関係するので︑

結することとなっているが︑これ

り︑その後半年以囚に雑協驚を繍

検協鷺縮編についての交渉に入

豪てに保隠娼櫨協定を締費してい

力発魔の占める舞台は︑重体の二

利用する揚含の細詳設計︑②多圏

％に達すると畢測されているQ当

たっての鼓術的︑経済的諸間鷺な

石菰化学コンビナートプロセス索

著恵が必蜜であろう﹂としてい

含によっては懸κな基藥設定の

題など中心に懲懲を行なう予定で

あるQ

lルギーの穐効利用餓を検胡︑
これで工不ルギー縫活の向上を図

訓認

界の三憂

あなたの諜菱

の完全園産化へ
総力を注いでいます

ン

かけが凡のない地球4︵O肉垂O疑Φ濫獲葺︶
ーデンのストックホルムで第一回﹁国連入聞環鏡会議﹂が開かれるが︑このほど︑属会議の主要テー
マの㎜つである﹁入間環境豊雷﹂の最終典が豪と豪り︑同金威犠誘局から環墜庫を通して二用九日︑

ークリア︒フユエル﹂を設立する

門でGE社をも加えた﹁日本ニュ 望下の保隠二三適用については︑

⁝項圏からなり︑朗文では人間を

て慣礁に作成したもので︑このほ︸ 竃欝案は簡文六項頃︑狩剛二十

すでにこれ謹でに岡粂約を撹准し

したもの︒新会社の業務叙︑沸騰

パ方が五〇％ずつ出蟹して設立

と︑戴終的な合慧に逡した︒岡案

﹁国連人闘環境会議﹂が開かれ
ることに決ったのは︑一九六八年

や企業︑雨昆が紀たちに行動を起

ひそうである︒

れそう︒

会議に鯵還する予足であり︑主膳

といったもので︑

代薮として出肺する大石製境呂旋

臼本からは十五名の代表雌か側

んの強制力ももたないプログラム

道嚢的にはともかく︑失際にはな

るのは智力国の僧なお今團理饗

会議にはわが国から謙子力局奴策

宙は︑蕊無後の﹁九七五年ごろに

性はある︒しかし①原子炉蒸気申

％程艮であるが︑総合エネルギー

月閲にわたり︑軽水型隙子力発竃

的利胴に最魍の制観方式の確立︑

圓原子力発庖の主日は軽嵐炉がδ

連砒測定法の開発およびBWKを調査会蕎絵部会讐の易浬したと︑

瞬の多国営利絹の日工を行なって

⑬酸塩プラントの鋤含︑大華墨多

どを検討︑このほど技術的問題の

解消に役立てるため咋年十一月に

沁?︶の放紺能総洩の迅速︑

条雑嚢あ隻トノク艶⁝諮編蕪課鞭課の藤嵜辱bか寧菟

は各国の瞬内紘の麗備を謹つか︑

規箆であるため︑実働をはかるに

入題の合恵

盆に提出︑省議︑丁承されるもの

し︑麟際協力を進めるよう鋤彫レ

求の﹁海洋再染防止に醐する落

と地琢規優での鹿茸保愈を進め・旬

しかし︑軍

あるQこの条約は放射姓廃梁物の や糞力濁か漏壷をす家せている︒

す国もあり︑環規鴨沢の中にも先

が餓妙にから

穴﹂が大要として決ま．Φもようで

わゆるノ岡北問題

導国と開発途上囚のギャノプーい

ホルムの会議ではさっそく栄園遡

﹁環境の創造物であると同時に環

原測の中では︑有蓋物蟹の繰出
規捌︑科学狡術の活用︑螺境教曹

上での具体衆か述へられているQ

っているため︑多劣襲爵

糖閥轟による生態学酌バランスの

この⁝轡蓄ははぼ原乗どおり本会

⁝よる過密化からの二曹と過敷地域 蔽で採択きれるものとみられてい

るが︑インドやシンガボ⁝ルなど
附語趣上品の中には︑面罵瞬岡土

通藍鼠の原子力発聡多黙的利用

熱鎌瀬誠轍難鐙
間顧の概肇について説明した︒主

︸︑発霞規模は五十五年度末三

な内答は次の由り︒

千二酉乃鉱W︑六十駕慢要約六千

力地点のサイトが必要で︑このκ

機答磁の瑠大を見込んでも二十数

きたが︑このほと鼓術晦問題の検

めると思われるが︑軽水炉は祈鋭

が必要である︒まんこのほ小ゆ幌

融磐瀦託し︑これらの実現の可薩

混在全発電叢談谷盤のうろ旅子

検閲を終えて舟演の難燃報管作成

段フラノシュ燕発法の研究闘発︑

は可能

討を終え︑二月九日目その中間報

蜘︑さらに原子力発電多蘭曲潤罵

塩プラントからの造水︑石畳化学

礪難軽水炉対象に燃犀報告

多目的利

薄水の前処理技術の確立llなど 火力発電所に比べ熱効率猛く︑

よび獲転・制御︑多趣的瀬瀬にお

設走︑プラントのシステム設計お

利用の概蟄︑多国的利用のモデル

同報三野は︑㎏子力発電多隠的

告をまとめた︒

z ︑ゐハ轟−五年度末には約一顧陶 研究会︵瓢撫物央肥満長・通盧
KWになろうと想定している︒単 省︶は︑一昨年朱から約や五カ

政府間窒嚢が琵楚わ讐定は廓歳しよう竣蓬へると

め︑立地に際し︑地域祉会との協
調︑環麗との調和に万全を題すほ

か︑技術開発によって積極醜砿磁
保方策を講ずる必喪かある︒

一︑新型転襖婚の四極騰馬用化
も意測されており︑このためには

設とこれに伴う魎切な助成箔瞭が

実用錦一馬肥ともなる異訟炉の建

の実現朗臥煙とこれに伴う閥題点

ついては放熱能古論防止の観点か

プラント触プロセス盛気の品瓢に

ける安全︑プラントの年闘運用踊

モデルについては砥水淡水化︑

について述べている︒

性と闘顯点について﹁現伍のわか

題から蒲﹄︑梼袈現の罷

る︒

一︑放射巌純絹分野でも広睡な

ど新しい躍題も立搬されているσ

涌物からのF・P和用蛾究開殆な 騨の伎術水準やよぴ今後の技術開

実用化が瞳られようが︑肉処理罐

毛際かとられよう︒

一︑再蝋型は国内で行なうこと

国としてその実現のために必要な

を貯則とする艦弼をとっており︑

必嚢であろう︒

口国体はあくまでも

蹴展と資源の仮蚤︑②入口層潴に

の慶性と罎覆審の欝3．・

ﾙないか︑という警戒の色を示

境の形成者でもある﹂と黒影づ

ため︑塞体蕩としての入聞の役謂

ｵ籏囚として︑鍵驚盛

さら．〜前文では簾流帳襲をもた

1︑肇︑資している︒

歴史的買

門紙しい瞭子刀

ている︒

は薫月にニュ⁝望ークて開かれる

評諾馨として重れる予
澄た︑この蟹欝が採択されれば︑

け︑人類の生存とよりよき未来の

最終的齢婁員垂．﹂承認されたの

現在及び将

に立って﹁生命と福税が保籍する

雄志響麟

の第二十薫圓国連紛会でのスウェ

地球の礫境に対し−

1鱒

ーデンの提案によるもので同年万

歴史的簑斎になるものといわれている︒

発表された︒これが煎会議で採決されれは︑世舞人櫨豊雷など野趣のいくつかの﹁箆言﹂の中でも︑

垂

ち︑ストソクホルム本会議で弾込

入類の苦悩を物語る

・《．

月の第四十四回園一蹴涛社会理購

った︒

会で騨びかけたのがキノカケとな

ムで特燐講恥し︑

五日︑原子力学会開明ノンポシウ

ともに︑長甥計圃改戯に伴う蚤磯

一ΨA目屡侃▽ムー昌飢期桝W7ム受▽蓋魯一

記なるといわれている︒

三月完成へ

新長期計画

議

︐繍悩を浮き彫りにする

竃琶の申でも庖機に頻した入鑛り

礪雛繕王難鯵癬鹸質量鶴舞鑓⁝
れらの公憲や環境闘題がもはや一

と

国で処狸できる段階をすぎ︑鮭暴
かけが凡のない地球

いう一鰍感で対処しなければなら

各国が

ないときにきている︑という認識
によって開かれるもので︑採択さ
れる﹁人尚環境宣︑面﹂は︑いbば

この紀め買護案は日本︑米国︑

ﾁ立網長幾目無は轡下︑琿案険

、

（一

㎜

なる岡会議漿備委員会の癒欝起立 ・謎の鍛二段階にあり︑遅くも三月

スウェェアンなど二十七力国から

㎜ら

一刀

珊境保全のための戦宜布皆 と 出国太蕊郎原子力全員は二月十
いうべきものであるQ

日

講潤する由爾隙子力婁戯

原子カプラ

森騰成

用

、由

開
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仏加豪南アが会談
生産︻国聞で打開策一検討へ

のストソクパイル馬跳計園ととも
に大いに注連ざ耗る︒米困厭子力
婁縫虫垂五万ゾにのほ．ハ膨大な山

桜ストノクをもっており︑このス
トノクパイル・ウラ︑︑ノ壷雰後数年

間に漸次放出する意向を朋らかに

国以外のウラン生好業名はもとよ
り︑麗囲の猛嚢塞名からも軟弱な
ウラン市況を一層悪化させるもの

オーストラリ

0S一丁騨度のかなりの広がり彦 ク・ジンク︑クィーンズラノド・

の結果︑平埼品僚トン愚陀りU3 噂ルセンド︑エレクトロリティノ

ワークショップ

米国の環境問題で

近汝建設に着手する準準が逸める

濃縮工場が始動へ

髪︑繭ドイノ︑オラ㌔・ケ間のエノ

ジニアリノグ月報交換がさらに突

込んだ彫で行なわれていたなら

へ
﹁アメリカにおけ纐纈子力の環一

イスの？ザノヌで四月㎜二吉虹

境闘魎りめぐって﹂をテーマにス・

ら閤覆酎︑田際ワ⁝タシコノブが

開かれ．勺︒これはスイスフォ⊥7
一
ムが米園フォーラムの協力により
㎜

Cおよびフ掌iラムの専門家が講︷
一
鞭として超かれ︑米麟の現在の環︸

境論争に各分野からアプローチを

参加者を九十秘にしぼって︑一

試みる︒

費で行なわれる︒勢集編切が二月

人千五函八十スイス・フランの会

課へ︒

末日︑問合せ︑申込みは厭麗企麟

︵フランス鑑力庁︶はこのほどフ

︻パリ松本駐在鍛発︼仏EDF

仏クリーゾ・グループ

フエッセンハイ
ム爵号でも受注
の詳餐範畷はさらに払大できたた

ば︑アルメロ工場の超遠心分離器

四月末︑スイスて

アのウェスター

レンジャーなどの鉱尿の採掘で蔚

那綿州のナバレク︑ジム・ジム︑

マインズ︑ノランダ・汀iストラ

のであることがわかったとしてい

弁会社設立の動きがあり︑採掘順

ン・マイユング もつ大規襖ウラン鉱床が奪在し︑

る︒この鉱区の所有について早早

序︑持株の分搬などで達耶政飛を

ーーアなど大手ウラン会祉の間で北

このほと購部オ

では︑今度発蟻されたウラン鉱床

十R
二♂と雄定されている︒
れて給O︑KWUに対するP五W

ヒの甦設三三取得那難しい稽勢に

蒙畿翻麟嫌瓢学魑

就︵WMC︶はしかも騰天掘抗法で採鉱できるも
ーストラリアの

地域はすへて閲社の︑蕨膏櫓下にあ

中心に話合が行なわれている︒こ

五＋婿ω地塁で

る︑のて︑箇ドイツのウランエル

ウィルア西雨釣

頴たにウ弓ノ砿

うした最中の大規侠鉱尿の発貼

では︑この地蟻は含京れておら は︑後発の鉱山会社が大鉱床を発
見した揚合に︑先発会鉱との間に

ツベルクバウ社との合弁事業協廻

ず︑協矩はこの北韻に位麗するブ

どういう倉敷描画を講じていくか

てたことを明ら

かにした︒閲社

イルバラ娘域全般のウラ・．ノ試掘が

脈地帯を掘り当

湿てはイエリリ

といった癖たな隠題阜通邦政濁に
透写格好ともなったQ

対象になるものだとしている︒

オーストラリアでは︑ペコ・ウ

ー近ぬの試掘区
敏での予備掘削

ルコックス︶コンソーシャムの七

ン製造膳力をもつ︒一SWσ︵分

鮭の応札︑耀求め︑今響中にも入札

このAECの描億は外野からのウ＆W︵バブコック・アンド・ウイ ーストハット原子力発蟷所長画で

だとして強い批渕を浴びているQ

豪

︻パり松本駐荘鼠発︼ウランが世界蘭にだぶつき傾向にあるところがら︑U308ポンド当たり八 したか︑AECはこの計画で︑米
ザの標灘価格を下阿る売買契約が随所で戒立︑買手南場愚形成しているといわれるウラン布況の碑今
だが︑このほど米圏を除く世界の主要ウラン生座麟であるフランス︑カナダ︑オーストラリア︑莇ア
フリカの四望覇が︑パリでウラン夢蓬者虫識卒一開いた︒この会議では当画のウラン市況建議しのため

ラン輸入禁止晶置ともあわせて︑

か8WRかの選択も間もなく決織 さらに詞饗輔局長によると襟

の打開策などが協譲されたもようだが︑米圃のストソタパイル・ウラン放出が臨麟を呼んでいる時た

膨大なストノクをかかえる米差

契襲名を褒めることになっていた

のである﹂

陥った︒

た仏︑加︑譲︑爾ア四力園による

が︑今後くトノクパイ乃販砺口上

るQこうした折に結倒した隔力困

オランダ

クフルトに近いグロスフ晶ルツハ 購務局長がこのほど明らかにした

ルハイム・ケーリリッヒとフラン ントリフユージ・不ザーランド︶

ラントが完三二には︑当初敏酉銃

ーペンハーストのパイ鷹ノト・プ

のパイ獄︐卜・プラント︑英国カ

たアルメロ工揚サイトの西トイツ

ープが受注した︒一号炉の運開は

電旛はCGE・アルストム・グル

ループに発注した︒一方︑交漁発

落札したクルーゾ・鷹ワ⁝ル・グ

K

ルザス︶二月炉︵PWR︑八十万

ェソセンハイム原子力発階蝉研︵ア

ろうし︑概念も︑より経済的なも

いるいRWEには︑バド・ブレイ
胴趨癌心分離ウラン濃縮工場は予

イムにサイト認可廓譜を行なって ところによると︑オラ・︑︑ケの試験

ことになる︒この工場は七六年娘

の能力をもつ工揚建設に轡回する

分離器製造工揚敷地内に建設申の

などの点を明らかにした︒

さらに千五颪ノまで拡允される︑

一ρ一一一P腫︸︐一︐曽璽﹁﹁曽﹁ 一︐璽騨需胴一一︐一 ﹁需讐曽磨胴

もので︑年麗二十五ノの濃就ウラ
何■■騨曽鴨

発︸骨炉と潔しく七六庫の．丁定で

七五年︑藤κ二号炉はビュジエ隊

ある︒

水が核分難生懐

物と腐食物質混念体の一溺曲たり

にあ．萄人の全飲

一一幕闇榊一一騨F薙

デントン氏は︑﹁放射獄裡出物

には︑AECは放出量を減らすた の荊処理装腰の確八や収築・汚染

計臣敏値の囑〜層畳を越えるとき

︶の漂子炉本偉を︑一男炉を

に始澄するという︒このパイロソ
ば︑地酒の反割か少ないミュルハ

一 ︸昌昌一一冒 一 一一圏騨囁ー一
O一﹁一一■芦

ト・プランpはアルメロの超総心 動姑込みで︑八○年月でに汽力は

ジヒ麗題が単急に解決できなけれ 定よりも五︑六カ月遅れて三月中

の超憲心分雌会71︵ウルトラ・セ のに改着できたたろうという︒ま

︹パリ難路駐荘異発︼オランダ

離裂傷噴泣︶当たりの建設澱は闇

と︒この陽刀覇会議には日末︑西
が︑ウラン市湯で保護主濁繭な個

るものとみられる︒

これを敢磁する方策を鞭嘉したも
ドイツ︑英飼なと泊費麟代表とウ

現49れと一鞭に受けとられてい 力な反鮒にあい︑バド・ブレイジ

人プレーを演じてい・．Oたい慧国の が︑この謙画をめぐって地元で強

パリで二月三︑四の爾日開かれ

いないことが蟹立っているが︑こ

ラン生産困の一つ事事か滲燃して

うした

個汝のウラン苑買契約の華華は

市湯確実のための何らかの具俵質
などリラン市湯の麗整でどのよう

設詫呵か畏びきそうなところがら

ェス・エレクトリチテツベルグ︶

試験用超遠心分離

ンスのURANEX歓︵フラン一
ス般に秘蟹敏いとされ︑現在では
ンド当たり八がの國瞭価絡を下園

ウラン価絡は〜応の目安となるポ

が糠られたものと観測筋ではみて

代掘地として︑ローヌ湾北苗ミ︑晶

から推して安疋

は次のコミュニケを発表した︒

原子力庁出資のウラン販峨会社︶

り︑六㎡の霞も鞠かれるまでに落

わかに窪目されてきた︒

な対米接渉を展開していくかでに

RWEはハド・ブレイシヒの建

﹁米團露隙くウラン主験産出園
いる︒

原発の建設が遅延

こうした四刀團の動きは︑米圖

極端な儒格下落を防止する意矧か
ら︑昨年にはカナダとオーストラ

込んでいるといわれる︒このため

リアの間囲．︑奴回にわたり藩公式の

の生肇筑藩は︑パリで会含逢 も

ンの増大や緬格水準の鯨落をつな

ち︑各菌のストノクパイル・ウラ

がしたウラン市揚の漸測生産状況

藩が︑石油の湯合と異なり︑野馬

︵ライニッシ・ベストファリッシ

西ドイツ最大の電力会社RWE うな様枳を訳している︒

ウラン価絡取次めの議合いが開か

しになっていたウラン市湯の調製

について検鮒した︒現状では︑鎚

わたり原子力漿の需要か満た す

を図る慧駄あいで開いた会合を征

安全性で地元が反対

のに必要となる備欝冷構成するに

けにしたのは今圃が初めてのこ

れている︒しかし︑ウラン生肇

は不十分な惰勢にある︒このため

が澄めているバド・プレ診ヒに

璽干万KWの原子拙妻更建

実燭可能な

らの放射蟹鐵塗物の熱砂を毅閣恥

¥ピコキュリーという設計目警

ジャーズ氏は﹁放出壇加が①廃漿

ているが︑この接壌について︑ロ

ど在来技術の利摺で干瓢しうるも

ガス貯留櫓︑軟水化獣麗の増設な

物はかなり樋繍できる︒これは嚇

の底が

○︒六八︑郎レムとなる︒さらにこ

すれば︑そ尖の難間全身線麺は

護度の原子炉遠水からとられると

除去プロセスの肩畿で放射姓排出

浄化綾鍛の機能鍼下に越囚する場

め阿らかの描露をとることになつ

精神に穐り︑嵐瞬少 能レベルの数億を定めたものであ

合騒AECは運怯者に装戯黙黙副のた︒さらに高塚能フィルタ⁝や

テ〜カプル

子力婁欝訟︵発泡︒︶は識61圏標り︑これに払づき発電所は敷地編

爾をたてさせこれを実施するよう

の摺針は瞥水炉設﹂囲

ロジャーズ氏は︑

て地元との折合いがっきにくいこ

愚な限り濁く荊え勺という︑いわ 限り低匁

軽水冷如露動力炉︵LWR︶か
出椙針公聰会の幕を切った︒

臭気が今のところ十分でないこと

とや術ドイツ経済の成長鳳鑑しの

㊥

組
誌
⑳大
と運駄磁蜜の旗手値を設定︑懸盤 濯に居億する長々の披曝を液体︑

挑希ガスの探持

チャコール︒ベノドの付設で放靭

がこれに加わる︒ま紀撰出水中で

むものとすれば︑○︒八三ボレム

ーのトリチウム設滋鼠糠濃度を含

すると尊意で三・八︑勢レムに︐漉す

成脅した魚巻一日＊均五十素噺擁

隠閲を長くとる

放出指針 で公聴会開く

ている︒﹂

及術も開発され

髄激する︑②小さなビン・ホール

それには発電所の特需︑各種浄化

炉の所有藩が行なうものであり︑

に︑排出物を減らす装齪の選択は

えられない﹂として︑﹁鰯人の年

より長期間被曝することはまず考

﹁笑際には︑こうしたとりこみに

︑勢レムとなるQしかし︑同氏は︑

A鉦C側公述人が証言
を通じて燃料要暴から核分製生成

法の昏乱ねよびコスト︑装睡の価

第颪

影当たり五千ピコキュリ
六月匹田︑これを﹁放出指計﹂と 気添排出物とも年闘五語レム以下
して発表した︒この放出指針が道
正かどうかω感憾熔聡取するため

の第一回公恥訟か一月二十照︑A
氾C顯係護︑葭熟弊︑襲麓グルー

楊はSOMAIR乃出難比類ン
Uの
仏AEC添蜘で闘かれた︒このに制愛して設涙することが義務づ

物が洩れ蹴て燃料被駿響を轍損す

帯芝なとの要索が考慮されるへき

・ガメルツフェルダー︑敷地安臥︒

間被麟線量を五︑卵レム以下とする

ための設計冒樵放出濃震は十分維

だ︑と楢離した︒

提に立った翫鈴例を饗したQかり 持できると思われる﹂と述へた︒

ガメルツフェルダ⁝茂は次の繭

して燃料交換するか︑あるいはこ

を襲即することになる⑪

れと同羨な描醗を構じて出力鰯減

えられない﹂点も併わせて摺摘し

空の押入年間全身線賎は約五・三

ンェール政臼の公聴会では︑AEC側公述￡けられると説明した・濠た﹁実際

る裾合腰次に争定される燃料交換

岡昂はきら るQこれらを台謁すると︑この仮

府一六・七署％︑炉AG王Pーニ賃︵AEC鞍覆線紡護︒環鏡保全難題として︑任意の個人が気体︑

をやめるか蜘をシャント・ダウン

ランゲゼルシャフト八︒一一一五％

放嚇線衛生郡次長H・デントン︶

CEA三三・万％︑二

レム縄展を被曝することは豪ず考

ど拝撃悪得な尾翌瀬代電が籍・て・フンント

・ウラニ隼薩工場が完成︑このほ

ニジェール共栄国のアーリノト

ニジェール

工場が完成

ウラン生産

一④一◎一

などで難行︑発電斯発ざが遡れそ

ゆる〃アズ・ロウ・アズ︒プラク 纐と運紙の昌喫に用いられる放樹

貸する砂嚢は︑サイトの蜜製糖題

＝戸〜鯉繍H肋Hく
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賑難論溝殊遡轍蹴鑑麟縛

四力囎ウラン歩棄者会議では︑

金なウラン鷹業を維持し︑将来に

諏ぶれ

ウラン生産者会議について︑フラ

けに︑これら賭圏の動きが沙目される︒

罪証ヲ多勢が単独で発見

懲転中の董葵月の放撮平均が設

たQ

芳

中

竹
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受㌦も㌻気響曇

任︑以優爾漁にあるほか︑この

議会が発足した除初代会疑に就

渡辺鋤け門口三十四奪に同協

叙勲を決め︑同日付発令したQ

渡辺弛魚氏の勲二等端宝離特別

原産茨城隊チ刀開発協議会会員

葭葺は二月十五賑の閣議で︑

聾難耽

射撫の影響︑温措水の影響などが

力のもつ騰長的なものとしては放

対処策が必要たとしている︒原子

あるいは四王多様化鰭を考慰した

態突では︑今磯はその罵検の増援

般礫騰問題の例外ではなく︑圃報

境の聞題も︑複雑な蝋耀串示す︸

ある環境閥題︒原子力施設周辺環

に関係するのが︑もう一方の粧で

轟灘鑛工臨難灘難聴懲織縫
廼分で目 標 年 次 齢 鍬
研究開発強調の環境対策
原子力開発利旧長朋蹟圃の改訂に伴う﹁放射性廃刷物・環境分科会﹂︵田島拠二一分揖会鼠︶の酸終
報告案がこの像ど固駄つたが︑これによやく︑気・液・邸二娼にわたって蘇生了ろ蝕．字力議施設から

ヂ聴講

考えられ︑前者では身依的︑澱麗

ということが藍本理怠としてと・りれて沿り︑内容

の放肘姓醜蜷物は
麗な問迦︑後老では泓汽水の地賊

笑行薄能献限り低︵おさえる

的には低︒中レベル放尉聾廃粟物の瞳上および海洋処分に伴う当盤年次の鼠蜜を碍たこと︑温燐水憂
漁業者や住罠に及ぼす村会的︑経一

ｵた・集の覚荏療
勇﹇ 名余で二用から聚星し加が︑この
@

子力開発に新訓ハ潅ぐととも

理噴など数々の要騒を歴任︑原

専門委員︑腺子力鶴及センター

力熟議会長貝長︑腺イ力婁員会

婁貫長︑商工経済会会長︑原子

水︶の調査報銭︑⑭県知事たけで

の連絡製壌で冷却緋水︵二次冷螂

冠では︑これに加凡て︑①地元へ

争心となっていたが︑今園の各協

と認めた揚倉の立入爾査などが

緊急時の通観連絡︑③知騨が必要

発盤駈新増設鞍懸の慣弼連絡︑②

を同じくする属体かあれは協力し

平湘利用を抵進ずる鈴外的と考え

する㊥佳民サイドに立って原子力

ﾎこれを検討︑蟹論の力岬．麟除

たる民間有志の願誓③設題点があ

土を愛し團を愛する考蘭方②羅然

閻︑茨城県の放鰍腿鮒簸審舗会

きたが︑こんどの叙勲はこうし

に︑地元汲城の雍展に尽力して

協誠会は︑その発足に当たり①郷

た陶堤の永卑にわたる原子力開

放射性廃蟄物の処理処分︑梁境即

岡分溜会鰯告集は︑豪えがき︑

つ︑実行可能な阪りその載を少な

は安全性を十分に確保しつつ︑ゆ

を含む︶あるいは回廊する編禽に

止むを得ず環境へ処分︵蝋管悔凝

験的処分や灘海調査などに暴つい

明確にし︑陰唄処分については試

十館代初め頃までにその兄越し益

分に関する技術的内容を合めて王

め︑長期認璽のV廠に愚だって ムやクリプトン︑ルテニウムなど

鋼といってもよい現状Qこのた 研究塁塞題としては︑トリチウ

噸見︑藩麟水離体の知見などは皆

﹂ては測冗鼓術など低蕃語域での

が︑これらについて︑とくにわが

姓︑などが指摘されている︒た

副別建喫すべ嵐た︑としている︒

依制︑評礁力法などについての検

け研許画の轟やモニタリング㎜八月︑やは酷熱︑警市︑羨
麹欝を︑その後の傭勢の変化︑地

元の要求等で協定に改訂したも
の︒一月二十四日にさかのぼ斡謁

﹄ り稽

だれでも入会できる︑という︒

原安慰野鶏婁が発足

五月に研究
総合発表会

際子力汝全砧究協会は一一月九

鷺︑第五園﹁原子力威全研究総合

員髭︑東大教授︶を開き︑霊員長

発薮会﹂装備委員会︵内剛播難婁

論題にまで発展する佐民ハワーが

識が十分に尽くされぬまま︑政冶

安の声が一部にあがり︑妥当な舗

温排水の影響をめぐって疑閤や不

後の致全研究の挺進に役立てよう

黒黒機関に周知するとともに︑今

約な発貰を行ない︑その成果を関

に︑原子力ま全研究に関する総合

羅轟会の一年聞の研究成果を中心

團か開かれ今圏で五圓闘である︒

というもの︒昭釦隅や認隼に第一
燕脂に原子力発覧の安全姓に問罎

PCPVに関

今團新携足した﹁協戯会﹂は︑

起きつつある︒

問発表会は︑原脚質の各部会︑

ことを決めた︒

・平河町の全共運ビルで騰催する

〒
県︑高浜町と安全確認等に関する 会こ澱月十八︑十九の両日︑康京

ほか︑筒浜発鍛所についげ︑︑︑o福銚一に内田氏を遼出したあと︑岡発表

なお︑関西躍力は美漬発電断の

憩管があったもよう︒

規方⁝体となって実撫する﹂との

く﹁鍛難壁︑市町長が禽慧の上︑

殿︑爾町が別個に震施するのでな

ては︑開協定の運胴で県側から︑

このつち︑②の立入調査につい

と一1との墳圓を遺艇している︒

禽は誠意を持って補償に応ずるこ

なく市町長も必絵に臨して立入調︸て鎖に当たる︑といった二つの前
⁝
提をおいており︑希望する県境は
査︑敬万一住民に損憲を与えた揚

の︒

発り功績に対して授爆されたも

なお渡辺氏は今鐸一月以隣脳

病院に入院︑加癒中︒勲三等旭

けつ栓をわずらい︑大聖の海岸

醸中綬離︑茨城佑縫蕉年頃日特
別功労騒なとを受けている︒八

題︑岡際問題関係の要覧で構成さ

て五や無代妊め頃叡でに局通しを

の繍擢捜術の開聡︑漏劃水の雄態

悶に対する蘭向きの醗慮がなざれたこと︑などが特罠となっている︒

れているが︑今後の原子力開発窟
くする︑という考四方︒いずれも
得る︑とされている︒中レベル廃
齢︑窟暮般乙いうよりもむしろ︑

系への影轡研究︑働アル地区設足

一

用を有効かつ瀬切に撤進していく
技術闘発に窪つところが大鎌く︑
部物の磯上および海洗処分は技衛

研究糊築の緊徽盤が強認きれると

による撮舞氷の現渤研究などがか

＋歳︒

ためには﹁放鋤性廃災物の処理処
このため︑霞全蝿と環境中塗懸中
開発の進展襲考馨しつつ筑十無代

ともに︑こうした環漁対蟄購響磁

ド〜〜

分を安全かつ経済的に行ない︑環

心に︑終済盤の向上を圏りなが

している︒

半ば頃にその方針ぶ浜織す．9︑と

満的影響羅一三湿した対策の必嬰

境閥題に対する祉禽釣要請に十分
ら︑セメントやアスファルト簿糊

浜町と結んだ安全確諏箸に関する

鷹え︑一般胴罠の信頼を増すこと

ほ財蘭かつ広勘縫晦に行なうため甲・かげ6れている◎

葱に攣汐貰ぬ豊潤部会を匙

化轄による廃塩︑物の圃形化︑内閣

こうした麗酔罵処理処分と密接

が肝要﹂とまず︑家えがきで指蓋

るいは︑礎簗施識や幽ゑ鳳参陣︑安

力か襲瀕尭電漸︵各PWK︑三十

躾した︒協定を結んだのは闘函電

物漫出防止対霞数との処理技術あ

全軸送などの処分猿術の研究開発

し︑これら両讃に対写る譲対簾の

その柱の一つ︑放射弧臨藁吻の

立寮を行なっている︒

蜜全確認など竃協楚

があるのかどうか−軒︑原子力平
和利用について正しい知醸を身に

墨丁クを創る化愚聾心

、

㌦
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雑

産
を︑民間のそれに粟かせることな

四万︑五十万︑八十二万六千K
W︶を踏象として福井票と美浜

3月3置︑ガスホールで

留

電二代挙些些嫉試鼓な

する講演会

原子煙粥プレストレスト・コン

クリート圧力鶏日︵PCKV︶に

関する講演会が︑三月三日午後一

階牛から喚⁝烈銀饒のガス・ホール

田本コノクリート会鹸とブレス

で開かれる︒

トレスト．コンクリート技術協会

か窯催づるもので︑同田は︑羅発

住
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処理処分については︑時年六月に

鷺脳康鷺勲燃が霧璽礁鍵鷺瓢綴

つけ︑πしく理解し︑もし聞題点

していこうというものQこの園的

があるならそれを世論のカで鱗除

達髄のため︑同協蔽血は︑原子力

研究会︑座談会︑講演会などを開

平静刹旧についての舗査や視祭︑

催するほか︑機関赫の発行や鍵盤
具贈などを行なっていく方針︒小
浜市内に事鋤所をかまえ︑山囲幕

の職田滋郎氏による﹁原子力発電

とコンクリート谷器偏および︑英

圃マノクアルパイン社のD・﹂・

ベル氏によΦ﹁原子炉用プレスト

レスト・コ〆クリート圧力容鑑の

干一〇五

食盆鉄／セメント／CSA

く︑園として詔綱醐︑融合的に進

町︑原聡が敦賀発霜漸︵BWR︑
三十玉万七千KW︶︑動燃饗灘脳
が旧型癒換炉原型炉﹁ふげんし
︵十六万五千KW︶で鑓井照と敦

同協定は日電︑原堪などが昨奪

綴市との闘である︒

の︒開発地区が約二千七街稔と︑

原子力の平篇利弔を通じて郷土

県議を会艮にさしあたり会員覧爵

⁝昭然四十山ハ年版

⁝難薦

されている︒継議鉱迎︑入掘無

設計と施工しの二つの講演が予定

社疑醸井恒哉氏

B本フィリップス製晶販亮へ株︶

原産に入会

ンタービル

所港区芝浜松町三の五世界留易セ

五i五二二

クロロブレン／カーバイド

3／

⁝ 群︒

垬I隙子力塵業会識はこの
ほど﹁原子力産業新聞﹂昭謝
四十六年版合本︵五五七努〜

⁝

六〇五刃︶を作成︑敗難して・

い豪づ︒

㎜

⁝

鈴ホ︶までにお

購入席雛の向きは蹴産・新
闘課︵撞当

三千円へ送料共︶

申し込み下さい︒
一部

筆算原子力藤鵡懇竃議

アセチレンブランク／石灰窪藥

「印

福井県の灘蝦と便罠福祖の向上に
☆与しようとする一﹁福丼県原子
力平瀦利用協議会﹂︵賂称﹁原平

協﹂︶がこのほど結成︑寵足し
た︒

福弁服丁では現在︑原欝欝蟹跡
地新︑関電の美浜︑高浜︑大飯各

発駕働︑動燃黙業剛の漕鑑換炉
原型炉などが稼働中あるいは建設

一千要W以上の原子力発電学齢

中であり︑さらにゆくゆく将来は

の建設が矛冗されており︑嗣県で

その雑溝にあたっている︒ところ
が澱近︑原子力発竃断の蛍全姓や

メラミン／スチロール

氏を塵畏とする孟子力局の﹁放射

市・町長も随時立入り調査
闘寒帯力︑臼本原子力発電余と︑腺活力発電所の運転に謂う闇

灘︑酸化ヘリリウム倉どナ一の研

万端搏ム旗婦の八糖もの敷地ぶメち

の ので移紙することになった︒

岡研裾所は︑これまでの爾立研究グループがあるが︑近々ホウ化

て︑この中に暴悪の研魔施設︑住

道など四つの研究機閏が移賑︑設

ホルマール／ブチラール

田された描田霧員会︵鹸福田鋤灘

の処遡処分に伴う團硬年次が驚め

入口滋密

ためパンク寸前︒そこで少しでも

ランタンのクループが掴元られる

人口を少なくするとともに︑燦々 究機図と違って︑研究テーマごと

宅︑病院︑蘭活︑学狡など最縫的

予短で︑二三︐惜十五クループにす

とした飛境で嬉鷺に助んでもらお のグループ研鷹制農をとってお

の都市をつ

には人口十賄人︵岡山県の庵道市
研號曽胴
くる構想たQ

程度︶の

うと談城県に﹁筑渡研究掌園都 り︑いわゆるプロジェクト・チーる読画だ︒研究競果は航空宇衡工
業の合材などに利用されている︒

異学の耐熟・強硬度材料や原子力工
の研薙所︒現在︑凝艦けい

市﹂を設けることになったが︑こ ムで研究拙動を行なっている
として孫学 色

一方︑簡研究勝が概論叢る筑澄

慶〃完成解をメドに︑趨立の研究

移転第一据

技術月の無嬬桐鱗研究所︵由内鍵

棚驚学費都南は︑憎乱心にいなく

機講説九十のうち四雪三機胸と研

のほど

吉所長︶が二月橘四こ口ら引越〜

ても研究ので漆葡莇蜀機剛は郁外

瞥郡下薫製擬闘会では五感二年

乙始めた︒

究漉閃職員総数の半分を筑波研寵

俸に﹁非

にでて︑い燕以上の研麗施設を作

無機材研は昭撫四十

学園蔀市に移転させる3一剛︒

概される予建だQ

は︑歌城県に次ぐ第二の原子力姥

筑波学國都市に移転した無機材

立防災センター︑宇窃購発事業圃

質研兜所の建寒

礪県としてのビジョンをかかげ︑

財研のほか︑金属材料研究所︑国

科学技術げ園係では今團び無機

もあがるし︑山都闘の人口も多少

って研究を行なった万が研学効果

を

金厩無磯材質の超尚純鹿46質串伶

一石二物

研究会など多彩な企画
の試験王制施設︑共同覇用研究曲

筑薮に研尭本館の建設を弱めてい

不うって茨城県につくられるも

は少なくなる﹂と

りたす﹂ために設立されたもの
で︑これまで貞駅・文駅隊の本駒
込にあったが︑四十五年からニカ

福井県原子力平和利用協議会が結成

クな：存在

塩化ビニール／酢酸

@
@
@
@
@

を
か
わ

馬

恥

たところ︑このほどほぼ冠戚し龍

無訓剛︑約七慮一下万円をかけて

原子力の正しい理解を

晶二

酢酸ビニール／ポバール

癖戯幌縫編灘

報皆の趣旨が手水的な考二方とし
られ︑各種の研究開允かこれに禽

轡固体廃簗物量理磁分検殴会﹂︶

て踏襲されている︒すなわち︑原
わせて行なわれるということ︒同

無機材写研が引越し

力

原
芋力施識から思出さ剃る気︒液・
心内案によると︑低レベル囚依掩

り人閥の管理下におくものとし︑

＝＝

首櫛笥はい漢や
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の段鼻ではりミターとして働く一

ね﹂智︑ブ・ズマの菱︑墾

が︑その覆饒︵雰の二

￠ご二〇麟Qと決 秒︶の閻に︑これを移動させる力

溺巽

解藤騰腿麓麗雛
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鰹にも満魁ずり値として︑

だされた︒︵第2図葉照4ここで 銭がとられている︒すなわちリミ

であること㊨MHD型漁獲定性に0尊け膳押O囚Qは多少低い値ではあター無しで︑プラズマがどのよう

聞︵T−︶との聞係が門箇ハゴ

持続する全坐雛にわたりプラズマ

聴間的に変化させプラズマ雌流露
ざれている︒

以上に上げることができる設計と

であること①奮浪磁覇︵BV︶を 源を増力することによって錺課Q

が巽嫁綴寡謡

㎝仕勤みとなっている︒
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蝋炉爽境のための基礎翼験装置﹁JFT−2偏は︑その後製作が極めて順醐で︑これまでに全工
︸程の約八五％を終え︑このほど原研策擦研究所ての組立てが始められた︒羅ければ三月中にも
この門鑑が終了︑四月から欝欝麗の鍼験鰹輯が開始される予定であるが︑今園は︑これに先が

い独霞の桜蒸の掘錨を行なつでい

論がある︒

るたけ下げることが望ましい︒し

合炉のためにはこの値を下げられ

かし︑このためには︑プラズマ二

外論で先成あるいは建設課のど

という︑プラズマの断画の形を定

分布を制讃したりすることの必硬

番を葱激に険化させたり︑三流の

のような異験装醗にも︑リミター

けられている︒この板はプラズマ

めるための現状の金属敬が取り付

の異様からわかっている︒この

なことが︑ソ漣のT−3︑T−4

点︑JFT12装置には︑これら

ラズマに侵鰍されている︒骸融合
娩では︑リミターは︑たちところ

のソ逮の茨雌よりもっと便利な賜

と常に接触しており︑少還すつプ

にして蒸発してし闘うため︑使用

を高める利点でもあるが︑JFTラズマを︑依鑓囲にbたって及化

碗鯉御の方式が組み込まれてお

特徴の酬つとして︑厳いプラズマ

2装綴では︑プラズマの太さを させうろ装感は︑轡堺にない︒
次に︑JFTi2装置の大き：な

マク路綴を維逸す．⑳には︑リミタ り︑この笑証も大きな研究諏題︒

が不薄能である︒このため︑トカ

ーがプラズマ閉じ込めにどのよう
な作用を及ぼしているかを確認す

して︑ぜ臼ざれている︒

蒸勇隻〒・嚢・

る必裳かある︒JFT−2下土に﹇を作ることが司繕︑ということかもに︑プラズマの閉じ込め貼閲が
へ
は︑ダイナ︑︑︑ヅク．リ︑︑︑字と肇ある◎プラズマの響込め驕を どのように変るかを実験的に実物

する︒現在︑これほどの太さのプ

レーターとして設出されたもωた

が︑ステラレーターのヘリカルワ

一︑ま．つ懸独のパル︽iメーであ インディングを使用しないで︑購

米︑ソのほかの欝麟ではとうか

すべく提察している︒

開始することになウている︒すな

けて次汝と装置を筑威し︑炎験を

米国では雌無末から今無難にか

する可動のリミターが取り付けら・長くし︑移融五二としての縫済姓

各国における
⁝装澄建設計画

トカマクの姓鮨をもつねけであ

の虚直磁揚コイル偲便用すれば︑

るか︑曲独はいま麗集界か妊疑気

オールマクiIは多磨的な実験を で︑パルセ⁝ターのような試作品

わち︑オークリッジ総立講究所の
究は︑ソ逮か︑恥子壷二軸︸千万

いらしく︑そのため建設が運れて

マク鍵蔽を開始することの名果り

る︒またイタリアが大々的にトカ

A社のダブレット丑︑テキサス大

終六二もなく煎建払に入り︑GG を引き受ける余裕がメーカーにな
○︒00六秒閥閉し込めることに

歴︑虚夢一驚力甲山当たり十の十
慧票という高欝度のプラスマを面

いる︒また︑フランスの望鴛R をあげたことも︑注麟δれる︒そ

の訓醐は︑米国マサチュセノツ工

学の乱流燗勲トェフス︵タービュ

科大鵠ωアルケータ⁝をさらに大

（上巻・下巻・年表）

全3巻
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いほど蜜定性か叩く・杉融含炉一
難燃螺殺㍊議懸もて億の
蓬轟︑よ舞

JFT12で
何を研究する
・案験の謙題
﹂罫丁一2装置によって行なわ
れる実験は大腐して二種嫉に分獺
することができる︒その一つは︑

あり︑他は︑この装雌によって行

トカマク型装霞の墨礎的な測定で

なわ孔る除研菰磁の類究である◎
第一のタイプの実験は︑トカマ

の蕪礎的な姓蟹の測量であって︑

ク型綾櫨の発生する隅温プラズマ

轟ドアー2の完成予想隅

@

﹁

ﾑカマ・蓑澹よる態癖

ソ連および米国で行なわれてきた

心験の確偲という性格のものであ

破功︵一九六八年のノポシビルス

る︒このためには︑甘えぱ︑プラ

レント・卜fラス︶︑マサチ禺セ は︑装櫨臨体の設計にさらに追加

型化了るものであり︑スーパー・

ローマ返郊のフラスカソティに設

アルケータ⁝︵仮称︶といわ孔︑

膿することになっている︒すでに

ピーク出力一〇〇MWという大磁

る︒この装麗の特徴は威揚か非冨

が渦くなり︑保持塒聞励侵＼なる

マの研究をつづけ︑制鶴核融合に

轄にある︒これまで高舘度プラズ

ついては主論︑恕歩んでいなかった

全928買、上製聞入

ﾀ定出版てすから畢めにお申込み下さい、A5朝

噛け・﹁孝ム嚢難作の翼と叢あるいは猿とそれによ・て行なわれる研究の内子
〜

U
バ

ダル半径︵R︶︑プラズマの半径
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なお︑トカマク一士醗は核勘合

の決定に当たっては︑①特定総含

︵a︶︑トロイダル磁場︵Bt︶

研究として適当な規線であること

性能

FTi2は︑同一1︵マルチボー

蝋多

②ソ連のトカマクで得られた比鮒

いわれ︑ソ連で過去十余丁果研究

⁝特徴と

径は25賠ンリ烈

プラズマ半⁝

注目を洛びている︒

反応実現への質魁から︑世界的な

研究開始醒はどこかーー︑核鞭含

巡︑米園に次ぐ︑この装搬による

アなどでも鋭窟研究中だが︑ソ

ている︒函独やフランス︑イタリ

に追いつき︑遇い越す気追をみせ

目︑研究が進められており︑ソ逮

岡でもζこ一了三矩この二塁に熔

臨調が進められてきているが︑米

姫実現のための最も有灘なものと

︐5︸監︸亀㌻ご．ρζ塾

蜘

罵

︸ な ど に つ い て 紹 介 する︒
の
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磁場でプラズ⁝
マを閉じ込む⁝
⁝：⁝卜力マクとは
トカマク型のプラズマ難生装置

は︑変流器を通じて外部からトロ

イダル蟷流︵IP︶を流し ︑ こ の
戴流によってプラズマを加熱する

矩化胴のトロイダル磁揚︵ 8 t ︶

とともに︑外郡から癩えられた安

と︑聡流︵工P︶によるボ ロ イ ダ

マを閉じ込める構造のもの︒

ル磁揚︵B辞︶とによってプラズ

一般にリング状導体に羅流を流

するようなフーブカが鋤く︒この

すと︑リングにはその径を大きく

原理はトカマク型プラズマの場合

⊆︒︒一〇紫蘇○摂︒・山の路称で︑装

﹁JF田i2﹂は臼︸国涛H辱・

流を漉すと︑プラズマにフープカ
鷹は原研で計画︑設計されたもの

でも例外ではなく︑プラズマに戴

が働き︑トロイダル帯径が拡が
である︒

環として軸対称性トー

四や瓢年臓以降︑原子力特定総

り︑プラズマは容懸に接近する︒

これを避けるために︑トカマクで
合研究の

︵8V︶を瓠え︵第一図穆照︶︑ ラス磁揚装鷺の研究開発が原研を

はトロイダル面に磯物な外編揚

禽うようにして︑プラズマの平勧
ル型内部導体系トーラス︶での成

ズマの畷痩︑多度︑謝じ込め髄闘ク困除会議て発或︶・このデータ

英国やイタリアも進出

先行して完成しトカマク研究でわ

製すべ醤ことは︑いままでトカマ

明日をつくる技術の東芝

業
産

力

原

を保っている︒さらにトカマク型
粟をもとに︑中間ベータ値領域の

合麟際討論会﹂や庸六月に

最も盛んな栄圏驚講

ッツ工科穴学のアルケタi︑プ をみせるため︑詳細な検討を蟹ね
を測定し︑これ憲でに得られた経の悟顧性を英︑米両国の餅究陣が

駿覧︑竃かめ．釜いう影響型あるいは追試して確認︑得

﹁紗榊

葬二月東遠で醐か瓦た原研主催

なねれる︒プラズマの閉じ込め実けるなど︑注囲を浴びているQ昨

レーター狸哀絵におけるように実

験ではこれまでに︑例えばステラ

罪源距乞土庄しんと仏えられてい

総濠でには允回する気当︑一カソ

の建股がすでに状零しており︑臨

が麟は米︑ソに次ぐこととなる︒

を鼠顧としており︑その冗旗撃足

あるu響110は零出力に近い条彊こうした醸究開発状況の中で注

戦はほとんど先成したとのこと伊︑・

今年麗以降になるもようである︒

臨﹁プラズマ物麗と帰郷核融倉に

卑下羅によって煙った笑験結果の米磁て開かれたIAEA主鍵第四リンストン大学のATCも今暴戻 るということで︑完成はおそらく
め時閥︵TE︶が白繭肱も︒O・Φく 出ることがめった︒従って︑この

達では︑田⁝10と称する犬型装瞭 そうなると︑原研のJy田一2がに強く︑したがってプラズマ漏度

度︵τ1︶およびエネルギー悶込

開する園脈禽識﹂では実験のさら
ことは︑トカマク路線を推進び．⑳に進歩したことか磁溺され︑卜ヵ
マク型装置の開亮は︑核儂倉炉笑

れ︑米︑ソ両飼か亀裂なテッド・

の発展を添し︑制御核融δの研號

イタリアの参顯は︑トーラス路課

ている︒

に暴風を吹き込む働のと期待され

クに智をむけていると思われてい

ンストン大挙て︑T110と同程ク
度として運罪するしとを決蜜した

た英国がその装羅クレオをト刀マ

しかし︑外国での実跡の親試と

のPL愛装戯建設を今織から脚躍 ことであ．の︒クレオは元来ステラ

「F100

日本原子力産業会議讐鵬騨箆欄爆京粥：

USC畷システム

東京部千代田区内幸町1−1−6（臓比谷電々ビル）

@

新しい時氏を迎えた原イノ螂業界が、揺らんのこるから
ﾍ索の時代をへて、形をととのえるまてあますところなく、
ﾜた知られていない、1歌など、海外の動向も織り込みなから

USC−1システム
USC−3システム

閧ｩりやすく、llかれている

東京芝浦電気株式会社
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中
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フランス︑イタリアあるいぱ英争
大きくなる︒また︑核融禽炉とし
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各国のトカマク型核融合実験装置
第3図

｝

であること⑤プ ような野葬のための実験を行なう
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あらゆる分野で活躍できる

@
@
@
@
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ラズマ半径を大きくすること︵ほ

ラ獄；
ズ／：

1ぞ×8Vの力がフープカと釣り中心にして進められているが︑J

装躍では︑プラズマ半径を規定す

て︑核融禽研究運宮会議︵伏見康

研究に俊立てるための装置とし

第2凶

@
@
@
@
@
@

うえでの重蟹な山妻ともなる︒さ
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日

国日

嵂ｪ ＝ ﹂
彦

一

日憂画国政府は二月二十一日午後五二︵重婚聴閥三四聴︶すぎ︑キャンベラのオーストラリア外務
省で﹁原子力の平和利用における協力のための日本團政麿とオーストラリア連邦政府との間の協定﹂
︵日簸原茅力協定︶に調印したQこの薇協走は前文と士力条および末文から成り︑これに交拠公文一が
付されている︒内容はごく一般的なもので︑専門家の相互派遣によって協力を助羅すること︑公開憎

暇の交換を多寄にすること︑この脇驚によって得られた蟹材等は平和厨的にのみ使胴されること︑

により協力を助長づること︑公聡

ては随聴必要に応じて環境︑廃葉

︵同︶

︾

巽も

ミ

社

物︑蜜全︑総合などといった分科

任に荒川英氏︵東予通麗周総務部

長︶の就任を発令した︒

することができる︒︵同︶

舎に︑豪たはいかなる揚含にも

︵窮ナ条︶

どうかにつき協議する︒

効する︒

他方の上履が曇朶の約束を履
難しなかった騰は︑当該他方の
馬堀に対し整正描罎をとるよう

東京電気特器株式会社

価麟珊珊麟灘藷難網騙掴醜鯵膨

が一慮の審議対隷期間とされてい

会を設置︑検討に当たる︒耐年閲

るが七月中には申画報瞥をとり窪

子力姿賃︑経済調壷団の派盗︵外業闘の協力によるこの分野の酒発

縮互浦闘のほか︑広域撚査樒設定一せられている︒一方オーストラリ

務省︶︑毯政︑宮︑馨界川の蒲卑響れるとして︑響暮

なお今日の専門部会は広く一般

とめる方針である︒

の享識騒験春ジャーナリストなど

ア側にとっても︑ルーカスハイツ

もその構成員として加わっている

によるウラン籔源の環鉱開発︵動

し︑先進圓﹁日本﹂との広範な技

などが行霧れて建が︑協定蝉羅など慧驚な璽開発鋳

ことが特色ともなっているQ

原子力研究肋を中心とした高速騨

結による囲除協力が貝体化するの

定を歓迎するとともに︑康子力闘

術協力が甥欝されるとしてこの協

燃事薫団︑南オーストラリア餅︶

は︑こんどが初めて︒オーストラ

︵東大︶︑鎌田勲︵日建新聞︶︑

内田秀雄︑能勢毎雄︑⁝一蔦良績

響門部会の構成員は次の通り︒

リアには購発見のものたけでもポ

発のみならず今後の田鍛闇の経

ンド当たり十が以下のウフンが約

河内武雄︵蟷燕連︶︑穴村健二郎

済︑科学茂爾雌など全艘的協力推

︵朝臼新聞︶︑向坂正錫︵エネ

︵日本分析化学会︶︑小棟癬夫

K︶︑伏見康沿︵名大プラ研︶︑

太郎︵遺伝研︶︑艮岡昌︵NH

研︶︑壁画英三く立大︶︑田島弥
こうした環境附策上の藷問題点を

宮︶︑牧野昇︵三顧総合研究所︶︑

藤波恒雄︵煎科単技術箏扮二

雪嵐省は二月十六日付で人壌異

長に荒川英氏

総エネ政策課

︵通薩省︶︑成田寿諭︵科致庁︶

藤村弘毅︵水豊町︶︑小松勇五郎

︵原研︶︑鷲巣英策︵環境庁︶︑

御園生短軸︵放随研︶︑山崎文男

および監悦のあり方などについて

員会に﹁環境︒安全響門部会﹂を

所要の対鍛を讐差するため︑閥委

らに伴う研究閥発の進め万︑規制

総＆的に検討するとともに︑これ

が︑原子力委員会は一

﹁日本﹂としては︑こんどの協定・ている︒

進の最も璽勲な協定の一つと考え

闘とされ︑以後終了通管が行なわ

主要検置河霧としては︑原子力

設熟することを決めた︒

施設蛋全琶についての研究の進め
方︑低レベル放射能の生物および

人体に与える影響に関する研究の

あり万︑原子力発電所の温排水豊

進め方︑放射興廃難物処理処分の

り方︑原子力施設の規制体系の見 ギi政策課長・牛沢治雄氏の繊維

頃の進め方︑放郵線監視体湖のあ 動を行ない︑大山宮房総禽工不ル

早ければ三月中にも初会含︑審

を発令するとともに︑半沢氏の後

幽し︵捕出放射能の継述︶などが 雑貨局瀕誰雑黛政鍮諜長への転出

議を開始するが︑その浜野につい

考えられているQ

クローズ・アップきれてきている

器の不拡散に開する口約第三粂 両園政腕に課すものと解しては 要求する権利を有し︑その足正
4にいう協定を野際原子力機関 ならない︒ ︵第五粂︶
議躍が適当欝欝間内にとられな
との闘に緬結する場合には︑そ 七︑両圃政鮒の代衷者は︑こ
かった階は︑この協定を終了さ ・
の麗に関する限り︑①の
署腿 の協驚の適用から生ずる闘勉に
せることができる︒
協定で定める保障措讃の適用は
ついて協議するため︑随時会舎
③この協定が②に暴ついて終 墜
終止する︒ ︵同︶
する︒ ︵第六条︶
了した欝欝には︑ 一方の政構はU
八︑用語の定蔑を規定してい この協定に基づいて締縞された
る︒ ︵第七条︶
取決めおよび契約の脆躍並びに
備および施設の予想を検謎する

されない揚合︑供給国政糾は設

五︑第三条の保革搭麗が遁用

保全と安全性確保に関する闊題が

最近︑原子力麗設をめぐる理境

月十七巳︑

定にはない文灘であるとともに︑ 十五刀シ旨ート誘は埋羨している

日章澗国の頻互協力によるお互い
のメリット壱摺棚した点で︑鼠薪
しい特長ともいえよう︒また︑そ

いて欝任を掬する領域にもこの協

の鯖八粂は﹁幽巳が国際関係につ

統治領ニューギニア︑属餌パプア

定は過贋できる﹂とうたい︑爆託

が対象とされているが︑これも今

拡激振動灸約の締結が行なわれた

れない隈り自動薙髭されることと

閥で三者による野離措躍協定を綿

揚含には︑当該締結国に関する限

なっているが︑これは︑ウラン聾⁝
︷
源の開発探鉱期闘が考慮されたも

協定の祷効期膨は一応二十五無

るなどとしているが︑その内容全

りこの三里閥協定の魎嗣を陣止す

のでお歯からの聚が芋掘

回協定の展薪しい点である︒

三協定に比べてとくに圏薪しい点

般では︑これ豪での対米︑英︑加

なお罵臼の薪協定の調印には︑

⁝

薫藤螂夫駐醗大使︑ボーウ議ン外一

日膿間の原子力協力については⁝

禦建・た・

及びオーストラリアがそのウラン

四︑①両闘基準は︑悶際原子

る︒ ︵第二条︶

も移転されないこと擾砥保す

楊禽を除くほか︑自己の盤轄外
に︑まにはいかなる圖際機関に

機関の保障描躍の下榔澱かれる

輪劃鯉磁器甥頻祖

これまで︑ぞストラリアから三

㌦﹁

ためて規定したことが︑従来の協

いることを隠識して⁝⁝﹂とあら

藤業を灘展させることを希望して

ラン資源を必要としていること︑

にその艶文で︑﹁・：・日本圃がウ

はない︒強いていうならば︑とく

られ陀形となっている︒

結することなどを規建︑とくに核

などが親定されており︑その宿学期乏し二十五年となっている︒なお政麿は来月上旬にもこの協定を
麗会に握出︑承総︵批薩㌔を求める方針である︒

今圓調印された田闇闇子力協定
傭報の交換を容易にすること︑資

3月上旬にも国会提出へ
は︑わが網にとっては︑日米︑扇莫︑

材や設備および役務の供給と畷領
を町能とすることなどによって互

添加の三原子力協定に続ぐ四番
閉のもの︒オーフトラリアからの
いの原子力平湘利用活動の促進を
はかるとともに︑この協定によっ

希望もあって︑一詐無から協定綿
結のための交渉が続けられていた
て入手された贅伺や設備などが平

と︑このため岡際原子力機関との

強運利用にのみ健用されるへきこ

新協定は︑専門家の椙一派遮
ン薄髭絶縁は︑こ叡までに深さ約

調印となった︒

が︑このほど合馬に達し︑同臼の

順調なユーノ
二百条彫中心︒し紀五本のボーリ

はでてないが︑五月からはさらに

地区での試錐
動燃離業団が一昨年九月に鉱区

深層都へと調査を進め今銀中には

ングを終了した︒まだ詳細チータ

を聯繋︑試錘を進めている南オー

何らかの縞舗ぷ出す予定である︒

といわれ︑ウラン資源の滞要深

辮鯛前文と十ヵ条で構成

相互協力を基礎に

ｭ藻
¥両

ストラリア州ユーノ地甑でのウラ

日反照魑政府は︑原子力
の平和的利用を促進し︑および
醐発するため協力することを希
璽し︑この協驚に星ついて傑給
さ汽κ構帳︑資材︑同質および
施設が平和的轡的にのみ便胴さ

れることが両圏政肘が慧魍する 力機関がこの協建の山嶺粂の規
ﾆころであること︑僧磁強し︑珊 定に遜合する保障措鷹を瀬製す

6を有する領域にこ

九︑爾醒車蝦は︑由6が国際 この協定に基づいて供給された
関係について費任特殊核分裂野物質の返還を要求
︑φ︐︑

︵第八条︶

︑●の協定を遜翻する
④この協定のいずれかの脱定
曽ことができる︒ を不魎巌にする購納が生じた場
︑ぜ

十︑①この協定この協驚の効力発生の後十年以
は二十五年臨効力内に︑この協厘48改正すべきか
を籍し︑その後は一方の政尉が

権耕並びに原料物資︑特殊核分

協定4締織する︒

︵第〜二合︶

②この協定の保潭箔搬は︑受裂性物質筈の計罵の正確性の検
領國政麿がこの協定の効力発生 認等のため代表者昂派遣する梅
の田において締結している国際乱舞糊し︑受頒国政醗は原冷物
協定に従い︑その国の領域にお 質および特殊核分裂二物歎の計
髭認録が保持されるこし︑等を約
︵第四条︶

六︑この協定は︑第︸条の規

慰する︒

建に星ついて緬結される取決め

および型杓の実施に伴う責任を

適用されている場舎において︑
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だ﹂といい︑そのための講臨が

なのが信

シカゴ総鎖禦となっていた︒
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進展していくためには︑弓削の︑個々の⁝
影 井 梅 夫
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このほか腰際協力面での一つの進展
閥題のみにとらわれることなく︑欧府︑ ㎝
⁝
﹁世弊の多極化に対応できる
一方︑世界各国から注目され
笹する危険もあるので︑バラン
は︑従来欧州原子力機関︵ENEA︶の 関係機関︑塵業界などが一体となって︑
⁝
圃際的視野に立った︑総舎的判断のもと01 よう︑今後の日本外交は霞憲的 ているNP？︵核防条約︶につ スを保って進めることが大切﹂
な政策を立案すべき隠にきてい
いては︑﹁臓本の安全保障をめ

なかで︑この二十一巳には田藻原子力協
ら正式加盟することになり︑そのための

鄭加盟翻であったわが国が︑この四月か

各麟の鋤き︑核拡敬防止条約 ︵ N P 田 ︶

政府予錬が来無下五千二酉万円計上され

に効果的な推進を図ることが肝要であろ
⁝
う︒岡時に協力する相手側についても︑ ⁝
口
その動向をナ分に杷姦し︑網互に理解し

運びにあることは︑逸事協調の面から
たことである︒このことは︑今後同機関

定が翻印︑さらに日仏皇霊も透く瀬瀬の

闘題から環境論争へと発展し た 一 達 の 鋤
も︑象た核燃料供給源の多角化を促避す
⁝
⁝

が進める高温ガス炉の研究開発など︑多
くの共周プロジェクトに積極的に参加す
この十年閲にみられた原子力をはじめ

ウラン濃縮にみるこうした團際化の動

ることからも︑意義深いものといえる︒
含うこともまた臆要である︒

にもとつく保瞳描躍閲題︑軽水炉の安全

きなど︑国際欄勢はめ豪ぐるしい変化を
示した一隼であった︒なかでも︑ウラン

陣門・濃縮聞題をめぐる内外 の 動 き は ︑

つた︒そしてこのような狭さから生ずる

とする新技術の発展や経済活動の結果︑

問題も多く︑その團際的な共岡検欝や共

ることができ︑偶報の入手や技術開発の

このようにわが国の原子力界は︑好む

きは︑NP筆にもとつく保騨措躍の面で

極めて慧しいものがあった︒すなわ
もうかがい知ることができる︒保顛覆蟹

と好濠ざるとにかかわらず︑すでに国際

この地球はいまや謡ったく狭いものとな

ち︑二四三月の第四圓原産年次大会にお

んだモデル協定案がつくられ︑これにそ

のあり方で︑従来の日本の虫張を盛り込

薦で極めて膚効となるであろう︒

契機として︑フランスのガス拡散技術を

り︑その内密も多岐にわたり︑濠た深溺

社会の歯車の中で大きく回転しつつあ

る現在︑わが国としてもNPT批准の論 化しているように思われる︒しかもわが
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国の原子力開発にとって︑これらの問題
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け︑また米︑仏の先進技術と自門の羅
畿はさておき︑予儲交渉を行なう疇機に
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子力研究所の設澱法がそれぞれ一
編からこの方針が了．駆︑確認され
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に重
力公社︵UKAEA︶のR・H
︒齪な役青りを果たしたことな
闘博士は三月二十日に来日︑約

どが︑よく知られている︒

係機関を撃手するとともに︑東

五i︸二〇︸

住齎

海外ウラン賃雲譲発︵株︶

㎜工

｝

まぐるしい女動1＿甲面しξ

委員長に藤井正
︵婁鍛長・藤井正

諺鍮基準化の促進へ

ず︑したがって酎久性がある②構

多く︑GCHやAG鼠では出力規

蔀紹ワ甥謙賑嬬解備醜総懸訴闘．

﹁調査会﹂近く発足へ

バーンズ博士を一人圃伴で摺へい
することを決めた︒

バーンズ博士はAEA・ハーウ墨田闘の臼程で原子力委員会をは
縮

ェル研究所の囎悶で︑放射性廃簗 じめ︑原研︑動燃蔀業団などの関
物処理処分に関する世界的な

政府︑近く法案握出

産に入会

祖畏新井友蔵氏

○○

千代田臥丸の内︸の八の二

政府は二月十字︑魏議で﹁欝町
諏鰐等の確理に関する法律案﹂を

電頷二藍パー六五九四
了承︑近く岡法案を燭会へ蝿出す

、齢持1舜発一

f1綴発

みせる予

3欲らしい遵展島

るのぐ∫。

力

原
隈峯力安全研究協会はこのほど﹁プレストレスト︒コンクリ；ト容盟小罪賃会し

一芝浦工大教授ほか︑士力︑建設︑メーカー︑圃立研究機醐などからの総勢二十名で構成︶をプラ

てるための醐査研究を行なうこと

は︑これらによって︑今後︑わが

ンB︑ハートルプールなど︑フラ 皿を中心とした基雌化への動きがに主眼があるが︑愚謹の最終囲纈

ント安全研究部会の下部機構の一つとして設置︑発足させた︒
プレストレスト・コンクリート

造物の復元性がよく︑急激な破壊

模の鱈大に伴いPC採用の一般化

︵PC︶容蕊は︑①設計荷蜀の下 ンスではセントローレンス王︑

が生じない③構造物の蜜全設副が

しているのが現状︒軽水炉用格納

これらに対し︑わが圃の現状は圃におけるこの分野の鉦準化を促

進行している︒

容厨である④鋼構造の物に比べ︑

容器としてもその安全性︑徳心性

に関する総禽藁葺寳倹酎︑とくに

灘齢電力界の意向了承
蹴力中央研究所内に設けられる

米國およびフランスから員体館主

鑓難灘講義齪鷲罎次大会でも講
きる数少ないひとりであるといわ

ビルを建てる……91

月面に

どうか一︑関係数機関が調査や進ずるためのバック・データを整

現揚での構築が可能で︑かつ寸法

造体で兼ねることができる一 な

が多く︑こうした傾向は︑米座フ

簸づき︑PC構造の採嗣される例

上の制限がない⑤趣蔽体をPC構 あるいは経済性などの総合評価に

どといった特長をもっており︑そ

力容器への採閑あるいは︑西独に

こととなっていた﹁ウラン濃縮環

ォ；トセンブレインH㌍GRの圧

ス炉關発を密体としてきた英圃や

おける盤水炉およびTHT罠︑欧業醐査会﹂の設躍が本決豪りとな

寮のあった国際典岡麟業計画につ

の原茅力への利用については︑ガ

フランスで圧力容器あるいは格納

州におけるH璽Rガス・タービン り︑近く正弐発足することとなっ

いてわが国がこれらに滲漏するこ
との遷非など中心に︑政麿と協力

蹄醒鈴鰍誰毯踊綿ひ械闘藤縄羅

容器として多隼の研究闘発が進め

・システムへの応嗣研究にもみら

た︒

られている︒すでに英躍ではヒン

してその可能性を検酎するのが昌

は字現1る技売iド再の時代に

@
@
クレイポイントB︑ハンタースト れており︑とくに米圃ではASM この醐査会は︑ウラン濃雪幕業
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聞

合弁 の 新 会 社 を 設 立

濃縮法と懸済的にたちうちできる

期がくることを愚帯して設立され
たもので︑この新しい胴発途上の
プロセスは将来増大する胴竪を賄
なう上でのポテンシャルを備えた
ものとい・ズようしとしている︒

ところで米国では︑ガス拡敬︑

程遠い現状ではあるが︑再来関発

階ではまだ機蟹扱いとするには

が二道に粟り経済性が期待できる
ようになった短慮では蟻然機密扱
いとなろうとの底方亭じている︒

スペインが高
速炉計画発表
︻パリ松本駐在瞬発︼このほど
耳蝉されたスペインの第三次原子
力闘発認國で︑総工蟄四†二億ペ

昨無十︷月末から十

月始めに

燃料サイクルを確立する︑など愚

であり︑CEG3としては炉出力

％クローム鋼ボイラーの酸化問題

発電所の大型化
に関連して調査
ピC田鼠会

一

のメルラン︒シェラン社は︑この

︻パリ松本駐在鼠発︼フランス

ノ②

す

ま

Φ★

︑

⑭

スとドイチェ・バブコック・ウン一

⁝

造の分野における大型化によるボ

ほど同質第三暑原子力満水艦﹁フ

した︒蔑緯度地汚の厳しい冬の中

るクレーンの林の閲に見えてい豪

︵逮惑溺は米團PRDCの職図

す︒

搦中︶

として︑現在フェルミ発鷹所に勤

高圧ガス設備試験製造認定富藁所（認定Nα217）

ト・ウィルコックス両社はこのほ

⁝

ど︑デマーグ社がインターアト

万マルクのうちジーメンス社の持⁝

株毘墨は六〇％から七〇％に︑ド

イチェ︒バブコック損は二〇％か

る︒

ら二万％に引上げられることにな

仏原潜の降監︑メ

ットルネックの研究を委嘱しκ︒

ルラン社が施行

この研究は大型化の触合どの毎度

ール社に交流発鍛機丁学および製

ンターアトム社資末金千七冨f十

受けるこ毒決建︒あ賛ゴ

灘欝獣多選纒

が間題になっている︒鴛C︵欧州

の技術工学に限界がきていること

ビン︑簗流発電機など大型構造物

大型化によって原子炉饗滞︑ター

ことに原子ヵ発三所の儲位出ヵの

︻バリ松本駐在畏発︼発躍所︑

目的としている︒
瀞約一〇％下げることで懲面こ2τ

をのりきろうとしている︒冷却材

ヘリウムに切薯えた揚含の利点
︵CEG8︶をは

英圏聡力庁
このほどザ・二 として︑腿酸ガス冷却黒鉛減速か
心iクリア・パ ら生ずる二つの問題点︑黒鉛腐食

と冷却配管系内壁の炭業付審の間

共同体︶委員会はこの聞題を鍬上
げて︑ポットルネックの轟査を始

はフランスのED罫︵躍ヵ庁︶︑

五千KWのAGR原型摂が六︻二め
年た︒
この二階のワク内でEC倭戯会

初の激画通りの金出力運転を欝

ドロワイヤン﹂の臓装作業を行な

審に次ぎ＝震冒︒同雛の供給要目

かを囹酌としている︒また輸送︑

圓転子の製泌などで無位出力の引

炉︑握力生産配蟷︑補題推進器に

は︑①穿要職気系統表示盤②原子

ー湖は例年のように見疲すかぎり

薫度迎えるミシガンの冬︑エリ

の水原と化してい窪す︒温排水難

ニ貴百＋万KWeあBWRも巨

岡じ敷地内に肺魚中のフェルミ

とかしてい凝す︒

原子力を活かす平田のバルブ

は同
ブと

EcがτvA占モンウ︑ルズ︒

・アドバイザリー・コミティでA

いる︒

寝全判隈︒遠隔換縦装搬となって

関注する豊麗システム③潜水中の

上げの結果生じる工学上の限界を

った︒メルラン社の臓装は一︑二

まで現夜の川副戦術を応用できる

のAGRもこうした状況から︑当

御殿が進んでいる︒しかしこれら

出二六百万KWにおよぷAGR西
の独ステッツガルトのフィヒトネ

模尿型炉など十基︵五発欝︶総

来運輯を続けているほか︑商業規

英閣ではウィンズケールで三万

いる︒

︵τ翼rG︶と題が緩和できることが指摘されて

ワー・グループ

の閥に︑改良型

GR︶の農酸ガ

ガス冷却騨︵A

ス冷却紡に代わ
る冷鋪材として
ヘリウムを用い

認査契約を結ん

ることの可能姓

だ︒冷却材巻ヘ

リウムに変える

と閲撮な酸化聞題にあい︑出力低

AGR翫賞が莞行聾階倹にのりあ減を余儀なくされたわけで︑出力

リウムを使う考えはなく︑現在の

CEGBは今のところAGR初
に期ヘ
のマグノックス炉で起きたの

C皿G8は︑AGRの建設段噌で

遠心分離両技術ともAECの厳蟹
な機密蟹理下にあるが︑このレ

コ・アイソト⁝プ祉︵R・L・ヂ 艮︶で行なわれてきたもので︑阿
ようになる町能性を秘めており︑
セタの興隆増殖原型炉建設聞誤が

維持することが危ぶまれている︒

ウラン踊岡位体分離にレーザー技術を用いる新しいウラン灘縮法が︑米国マサチュセソツ州の一権

研究所では聡磁流体開発とレーげ
全てが勲調にゆけば原子力溌蜷の

には撃退的な設訓変更と膨大な出

ーザー法についてAECは預段

られた分離作業蝋位︵SWU︶当り三十二がの濃縮価格が︑向こう十年間位は維持できそうとのウラ
ン濃縮財務報皆醤が発表されたとあって︑唄現行のウラン濃縮法と経済的に競含できるようにしたい﹂

レーザー法が非常にリスクの大き

ノソ州エペレノトのアブコ碑究 な研究プロジェクトではあるが︑

ア祇の婆舐を受けて︑マサチュセ

との闘係者の期待を曇った噺プロセス開発は︑三十一弾の経済性濾成ゴールライン囲指してスタート
することになった・

レーザ ー 技 術 を 用 い ろ ウ ラ ン 瀞
縮法の研究開発に酋手するのは︑

ノ・ソケマン社長︶で︑闘社はジセ
1開発に霊力ハ注於．・いた︒こう

ジャージー・ニュi〃1ーアーアブ 斯︵A︒R・カントロウィツ所 現行のガス拡敵︑遠心分離などの

ージー・ニュークリア批八○％︑

低減が必然的にコスト癌につなが

ジーメンスがインタ

げた揚合に備えての迂畷路を確保

も調査することになっている︒
しておく意図からこの調査を企圃

るところがら︑CEG8の今度の

︻パリ松本駐在暴発︼ジーメン

ーアトムの株70％に

現在の最大の悩みは資金の問題

物姫心による鯛璽二十MWeの巡 で約五千万演のうち︑EEIが昨エジソン︵シカゴ︶のプロポーザ

の連続運転はこのあとに続く酸化

は思っておりません︒二百MWe予定です︒

から簿られた経験をもとに︑プラ

醸に対するバゾクアソプ・デ⁝タ

ので︑その聞に︑これまでの避難

ントの敢罠工欝も行なうことにし

の職認識によるプラントの運転経

を簿ること︑特にナトリウム冷却

㌃り載︑舞も鵠

ており養す︒現在のところ二十項

⁝自画︶無文婦臥告．繕㌦匿

目以上の小変更が提異されていま

胆嚢ということです︒これまでの

験データの集秋︑そして問題点の

九落選訪の燃凝使用溜を免除し︑

デトロイト・エジソン祁も五首

す︒シスラー氏の考えでは︑これ

題から︑排水パイプを陸側に引き

フェルミ発電所も︑その一部を逆

こんでスプレイによる冷却をした

べく︑欧州︑日本とも語し誉進め
ております︒特に燃斜の加工につ

百MWeの蓮輯をしながら出力上立てることになっています︒

一ずつ製作して︑最初の炉心を組 に取水口付近にバイパスして氷を

いては米繭︑臼本︑欧州で三分の

を国際プロジェクトとして維進す

万諾引き受けることになっていま

います︒

して︑傘下から二千万試強を集め
かなりあずかってカがあったとい
い
う噂です︒とにかくフユルミ炉と一
ることになり︑約半分が現在集ま
﹇
っております︒このほかARCは てはサポートする相手がはっき
し
ほ
りしてきたので︑大いに張切って・

ルを採用したことから大きく薗進

す︒例えば敷損燃料検旧装置の断

通りで運転するとなると︑途中三

したといえ京す︒このあたり︑や⁝
の炉内における方向も鯛へて︑楽

方式︑黙気発生器臼玉手順の敢訂

られていた炉

年﹁フェルミ計画はナシロナル・

合体の方向と湾曲の方向の闘に関

@ 馴・ニ⁝⁝⁝ニ・≡遠 藤 雄

係があるかどうかも調へることに

上界しても特に間題になるところ

ところでは四百三十MWeに出力

にアセンブリーの湾曲も謁へるた

室内が︑豪た

はりM・シHウ氏の敷治的手腕も㎜

かけて︑フェルミ発羅所は快舗な

方は︑これら提案を討論して取り

等々です︒したがってわれわれの

組V法も飛更する必要があると思 入れるかどうかの会講が磨下の霊

め︑目下その当無をしており︑す

まに翻せ疑い

トとしてやる慧義がある﹂と決議

全出力運転を続け︑十二月上旬に

しており豪す︒これがもし開講が

としてフユェル・ビンのスェリ

っかり片息け

います◎いずれにしても一蒔はす

でに炉霊内にはインスペクション

いろな奨澱が

ばかりにいろ

プロジ晶クトに対する民間サポー

こでA鷺Cの要求による燃到検査 あることがわかると酸化物燃糾の

グを調へなければなり豪せんの

ております︒

ならんでしまい謹した︒

今年に入って米圏のデモプラン

で︑一廓MWeのときよりもさらト計圃は大きく動きだしました︒

昇をするにしても相当大変な仕路

来︑特に大きな動きもなく年末に

エネルギー難燃炉開発の発蓑以 に・作業鍛の働く襲が褐くそびえ

のエクソン大錨糊によるクリーン

︵本紙六一〇罵参照︶叢返︑六月 大な冷却溢の基齢が出来あがり翻

ですが︑この段階的な燃凝検査は

酸体物騒心計圃は︑すでに一部

に興昧がありますゆ

○・八％の燃封度まで進めるわけ

四月からは︑廠た述転愈続けて

藩騨戦闘報響

な仕事です︒

で︑運騒を一応とめ曝した︒圃隠

はあり豪せんが︑それでも高閣憾

麟燃度Q・四％に遍しました︒こ

舞鐡欲毒琴な喧惹燭審

ペインに二二炉技術を導入し︑轟

な？つ︒豪た︑薪会社はウラン濃

AGRで抱える簸大の悩みは︑九なったものとみられている︒

したものとみている︒CEGBがヘリウム代替の可能牲調合委翻と

明・一5・かにされた︒この讃圃は①ス

縮購業が米國顧芋力罪輿会︵AE 速馬の広範な建設技術を開発する

燧料費を大幅に引γげる結果とも

C︶から民間企藁に委譲される疇 ②枝術者を餐成する③萬遮炉の核

したい潔さつから新会祉はアブコ

る誘の ム 暴 社 ・ こ 蒙 で レ 璃 所 の 璽 鐙 書 く 三 々
へ
！ギ藩漿懇位休の端脳 ぐことになり︑レ⁝ザー法ウラン
にあたることになった︒

レーザー法の内容については︑
この隔晩開発邦厳蹟な機縢裡に行

講

三月萩ではこの状態が続き豪す
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【 一力

籍3褒

宇1簡
受
材

原峯力壷材出荷高
第可図
第1褻特定原子力資材の受庄高（拍ア0）

（4）
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聞

業
平

ではあるが︑その笑現の可能性が

このように海綿粂件の多い結輪

三月上旬には岡協会設立準轍会が

して設立しようとしているもの︒

子力界および関係省庁などが協力

羅力業界からも所要経費のうち約

約二億円の予熊︶畑曾受ける一方︑

円︑来年度分同︑含計五力年間に

一億七千五衝万円の協蓼得るこ

特調費で被曝患

者の追跡調査を

科学技術庁

池尻全漁連冨彰徳鐵︑入沢茨城膿

が︑科学妓術庁は二月十五日︑昭

樹線被懸するという撚故があった

ンズ社とのウラン共圃探鉱につい

してきたカナダのデニソン・マイ

社長会で︑昭湘四ヤ三年から笑施

電力業界は二二十八日の九四力

ら︒また固無︑米圏力i・マギー

クトに鞍手したのは四十三年か

鉱︑いわゆるデニソン・プロジ晶

ヵ会祉が︑デニソン社との共固探

ウランの最終ユーザーである聡

をとりやめたい︑②ただし呉同探

クリーク地区での来年震探鉱活動

がないとしてすでに中止︑今月そ

しかし両地区での探鉱は将来哲

負想を投じて実施ーーであった︒

被爆発見後︑ただちに放膿研付

うことにした︒

のうち︑五犠はすでに急性放射線

属病院に入醗した六名の被爆慰者

り﹁名の慰管のみ綾蝿状の皮玉門

症から回復して退院しており︑残

ひきつづいて入続加療中である︒

密の郵便が埋れているため︑現在

当院した嶽者についても放射線陣

密の蕊本的な特徴である晩発性障

轡の発議などを警欺するため︑二

全身徴

って追鋤観衆を行なっている︒

週間に一〜二度の通跣診甑を行な

しかし︑今回のような

なく︑フランスのパスツール研究

曝露故潔は世界的にもあ割り例が

謝量當の実体には康た不明のこと

を欠いているのが現状︒今寺

が多くあるため︑治療の キメ

手

の特課目による研究も︑被曝憩者

⁝昭和四十六年版原子
⁝力産業新聞合本作成・

「科学」と「人の和」で

確認されたわけで︑今後さらに原
開かれる兇通しである︒

線源が紛失して︑従業員六名が放

月︑非破壊検査用のイリジウム割

子ヵ並倉への期待が高まろう︒だ

界側から藤田水崖資線傑護協会長

漁連響溺理顕のほか躍司荻城隈副

三井造船・千藥造船所で昨無九

水産蟹源保護協会が二心となっ

代行︵大日本水産会転職理離︶︑

ら葉虫発躍蕨の隣接地約三万平万

なお同日の懇談会には︑水産業

子ヵ研究所︑原産の協力を得て進

とになっている︒

が利織する側からの検討だけでは

めているもので︑このため原研か

荊用︑とくに原子力製嫉の中核と

て進めている震魚漫画は︑日水原

き問題点は多いたろうが︑多臼的

ガス原料にナフサ︑①二千ジ／霞
限界がある︒新しいタイプの炉た
のシャフト炉丁瓢墜を建設一iと けにその開発には︑まだ解決すべ
の郁親条件のもとに検討した︒鉱

なるH里αR実験炉の二期開馨の ㌶を格用︑当面は約七醤一 十平方

五千円を計上して︑放射線陣憲の

ため︑これら六名の被曝患斎を追

診断︒治療のためのデータを得る

和四†六年展特調蟄一千五十山ハ万

遮窮勝局長︑村田原研円理箪長窪

知購︑妻子刀界から檎本原産代表

た藤紺水雌庁次畏︑大坂科技庁原

常任理環︑石田原電常務︑鶴野罵華

などの水藤物の極苗生産から戚魚

子力局次長︑和田逓巌省公益雛業

て︑来年度はとりやめることを決

跡調査して︑生化字重三査を行な

への畢期育成技術の確立か轡的︒

]ン得契約はなお継続

九電力社長会で決定

﹁共同探鉱を中止﹂

宝鑑鐙︵閥十六年度分約四千万一局技術長らが出席した︒

このため科学技術庁から調査研究

魚池で︑チダイ︑琳エビ︑アワビ

るいは笑場が墾まれている︒

鷹力業界がこのように璽燕課慰
を決め︑鷹中研を中心としてその
技術開発に取り組むことになった
のは︸昨年度から︒隙予力発践関

来薙度の原子力関係の距点課題

係では昨無腰からである︒

べきものとして︑安全性騨価︵薪

新型動力炉の開発︑環擁轡理など

ニソン社との契約によると対激地

社との共圃探鉱に入っていた︒デ

護協会が中心となって進めている

鉱契約はそのま謙とする︵有働平

︵生体アミン︑螢白︑核酸︑ホルモ

の尿中および血中の譲毬の物質

割防止に関する試験本刷

⁝畢熊祭産萎鰹あほ

大成建設は

團
実現は十分可能藩護劒
や熱交換器の開発等を象って︑さ

らに検翻を進めていく方針であ
る︒

原子力で十
二件を選定
中羅協が来年度繰題で

癖︑鍛終的には約二千平方層の甕

鋼協会は︑H管GR実験炉の実現

HTGRの早期開発を
葱濁ガス冷却炉︵HTGR︶を中核とした︑﹁原子炉多囲耀眩吊構想﹂が藷題に上ってすでに三年
余︒なかでもその実現を強く鵠んでいる鉄鋤業界は昨無末︑在来法︑原子力製鉄法での粗鋤年産一千

る︒鶴程条件が多く︑まだ机上の論議の域を戯てないが︑ここで原子力製鉄璽現の可能性が承された

万ナプラントを想定したコスト試騨を行なった︒それによると︑ともにナ嶺り二万円程度となってい

ものとして注目ざれている︒
躍力業界は一葺十八覆の中央澱

規︶︑保守管理︵岡︶︑原子力発

力協議会で︑昭和幽十七年度の磁

しを行なうとともに︑とくに一重

がクローズ・アップされるキッカ

験炉もない現一階では不鑑定要潔

防除︑原子力発撫︑大鷹力送躍な

H愛GRの実用化は米国がいちトの比較を行なった︒HTGR実
三殿は可能としても︑隙子力製鉱
皐く︑叢用ではあるが昨琿ガ ル

の枯渇や公差防止対策投資といっ

ケとなった原塗炭の値上り︑資源

換を主体とすべきものでは原子力

料の劫率的運用など七つ︑傭報交

蹴所の立地・40よび耐麗設翫︑核燃

は︑共蓋研究を主体として推進す

が多いのはやむを得ないが︑︸弥

力申央研究所灘続研號諜題の見直

ィラデルフィア蜷力から哲十万K 在来法︑原畢力製鉱法双方とも二

フ・ゼネラル︒アトミック社がフ

た点がある︒窪た原子力製鉱で
ど大型かつ緊憩な開発を要する距

W二墾︑デルパーマ鑓ヵから七十

は︑H田GRの安全性︑プラント聾諜題へ︑面起的に取り組むこと

万円／ジとの結論を得た︒つ窪り

七万KW二墓を受注している︒わ 原子勃寸鉄の可能姓か確認された
を決めか︒それによると来年慶の

わけだ︒

の立地問題にふれていないほか︑

が閣でも豪た基礎的段階ではある

錘点躁題は原子力発胞︑大鈴力送

発蹴所の自動化︑さらに圏憲機関

プラントの仕様を①シャフト炉法

だが︑この検討では双力とも解

が︑密塞原子力研究所が膵年度か

発竃関係では十嵩件︵本年厘は学

四つの会劉十一件である︒

すべきものとして︑ウラン濃縮︑

件︶となっている︒

ス炉出口温優を熟千展C︑⑭還元 分野で五十五件︑そのうち原子力

を中心として各社が協力して推進

らH田GR暮雪炉の開溌に着蕃し決すべき多くの点を残している︒
在来法ではプラント自体の設計︑

十五分改造後初の臨界に達した︒

匪匡塵藍一塁0▼凸響益Y凪▽▲ーー量昌鯉縄V△7占Y島▽▲一

JPDRが臨界

これは先月末︑蝶鉱経遇が思わ

めた︒

域は米国コロラド州︑カナダ8C 衝の讃故があるぐらい︒このため

原子力発蹴所︵日本原子力発醒

臨床症状を判定する墓穴となる代

しくないとしてデニソン社が日諏

州︑期聞は四十八年十二月まで

湿水麗魚開発協会︵仮称︶の設

会社桑海発屠所を対象︶からの

コロンビア︵8C︶州ドミリオン で︑この間約四冒万謎︵費用は両社

側へ①カナダのブリティッシュ・

臼︑東京・赤坂の大日本水産会会

の中でも有繋視されていたドミリ

立踏備のための打合せが二月十九

温水協の設立準備進む

養魚で先駆謙譲割り

JPDRは①原子力発電所の建

際の経験を得ること②各種の試験

設︑一転ならびに保守に閲して実

日本原子力研究所は四十四無九

改造工購終る

魁︑公蜜防防︑万力施設一般の四

による鷹接搬畝法︑②ヘリウムガ

ている弔また利用面でも︑原麗の

多屠的湘用懇談会︑通鷹雀の原子
カコンビナート検討会のほか︑発
蹴と製鋲の二軍閉的で蟹本鉄鋼協

会原子力部会が検討を進めて い
る︒

PDR︶の敬遣工薯を進めていた性を解駈すること⑬各種の研究や

や異験により鋤力芝原子蜘系の特

開発を行なうほか︑さらに将来は

月から策海研究所動力試験炉︵J

部会は原子力製鉱プラントと在来
が︑このほど全工程を無事終了︑

こうした申で︑鉱鋼協会原子力

法プラントについて︑規換を︸千

国凸部撮の特性試験︑寿命試験な
どを行ない︑軽水型動力炉の翻産

岡は四十八年十二月まで︶と隠し

性廃瀬物の処理ま陀は処分に関す

⁝ど﹁原子力短目新闘﹂昭頼四十

六隼版合本︵五五七骨〜六〇副

葛鰹に制隈がありますので︑

題︶を作成︑販売しています︒

鈴木︶までお申

建設します

十

闘試験炉隠二月十八冨午酔彼六階五

撮緋水利用による獲魚副闘への協

ン関連物蟄︶の動きを定期的に生

①船舶用原子炉の騨価に関するも

るもの︒②鍍曝蟹理用放射線魚測

いうものである︒

罫価をどの塾礎デfタを得ようと

射線隙轡の畢競診断︑陣轡程度の

﹁傑あるとはいえ︑遮突上︑デニ 化学的な検査によって究明し︑放

されたことから︑契拘貫目が窪だ

議蜜で欄かれ︑藤田馬丁︵田本水

鉱は行なわないが契約そのものは

¥ン社の提集どおり︑来年度探

オンクリーク地区での探鉱が中止

とに今後の湿水利用養魚研究のバ

入れてきたのに対し︑二本側もデ

早々にも同協会を設立することで

イオ

脹蟹源保議協会長代行︶から同協 力︑また獲魚技術確立後は企難化
会設立の憲鷺説明があり・来蕉度 試験を進めるとともに︑これをも

騒士が一致した︒

資することを圏的に︑水産界︑原

の︒②食甜に対する放射線照射の

▽放射性麗棄物または放射線腰
▽原子力樋設の安全騨価に関す

評価に慨するもの︒③核融倉を闘

関連墓贈爵箭に関する試験研究

鞭耀志す讐の態馨．夢饗罷放葉された
同協会は︑現在日本水薩資源保

暴準に関するもの︒

①軽水伶却型原子炉

一アとして︑拾岸漁業振興に

科学筏術庁はこのほど︑昭湘四

の炉心の安全圏または安全防護施

る試験研究

①放射
蜜に係る試験研究題蟹を決め︑二

十七卑留原芋力平和利閑研究婁託

十一日︑これに墓つく研究曼託の

▽傑陞描躍技術に関する試験研

の評価に関するもの︒②核燃料物

究①核燃料物質の蟹理システム

︸薪聞謙︵担嶺

購入希劉の向きは早めに原薩・

し込み下さい︒

会議

薫千円︵送料とも︶

日本原子力産翼

一部

鷺誰（03）567−1511（大代表〉

〒104東京都中央譲銀座2−5一質

取締役社参齢南幸，台

一

万♂／無と想定した糧鋼生産コス

化に質献ずること︑がその設置農

力発蜷に成功後様汝の試験を行な

的︒国境八年十月わが困初の原子

い︑多くの異績をあげてきたが︑

昨今の原子炉の大型化工向に伴
い︑その性能向上が必要となり︑

いたもの︒嵐然磐理方式が強鋤径

このための敢造工難が進められて

環方式に切りかえられたほか︑こ
び熱出力の書癖が図られた︒

定技術に関するもの︒③単文線源

薦受付け

の検査駆攣に関するもの︒

的としたプラズマの生成︒屑照技

冾ｩら申載

委託研究題目決まる
科技庁

却型原子炉踊燃料体の炉内照尉後

なお昭和四十七薙度原子力予算

質の管理技術闘発に関するもの︒

り

んどの工羅により︑出力密度およ

▽原子力施設の安全遜雛に麗す

次の逓り︒

婁翫研究に係る試験研究題目は

日京で受付ける︑と告示した︒

なお熱出力は九万KWとなった 購舗を二月二十五日から︷二月十五 設の働果に関するもの︒②軽水冷
が︑電気出力は既存のまま一万二

千五衝KWで運厭される︒プルト
ニウム熱申性子炉利用のための試

作機籾の照射なども可能となった

①原子炉に係る機器

術謹たは構造逃隠の評綴に関する

政府案によると︑婁託研究費は総

る咬翼研窮

もの︒④原子力発電に係る筏術の

ている︒

予測豪たは評価に関するもの︒⑤

工墾準に関するもの︒②原子力施

または配霊迎の設計墓準家たは施

関するもの︒

の安全評価に馳するもの︒⑧原子

動利用も考慮︑この技術藤発を行

の︒

炉施設の盤閑甲検査法に関するも

なうことにより同試験炉を原子炉

設の購獲設副麩灘に覆するもの③

額約二億八千八葎万円が謝上され
使用済み核黙料の輸送容羅の殴誹

放射線瀦用による公轡防止及術に

多目的剰用研究に役立てることも

25

▽原子力研究闘発の騨価または

翫画している︒

が︑さらに原研では︑余劉熱の有

好

＝

こ孟

力

原

灘灘麟

灘
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〜編針繍劉籔謝翻綴轟蝋職霧鄭
シミュレーションのためのレイア
ウト冷設馴する︒⑤咳燃料のデ⁝
タ・プロセンシング・システムの

駅可龍︶と不明のロスとに分け︑

析し︑不明ロスの最大歯噛肝の推

列の晦闘晦変動を統計的黍法で解

るシステムおよびオンライン機器

き︑必要隠に遜当な形の贅料を得

処理し︑磁羅ドラムに記録してお

アソクでは﹁核燃淋物資の非破纏

用による計騰方法﹂︑またティ

検査法﹂がそれぞれ蚕託研究とし

定︑ひいてはそれに籏つく査察の

て行なわれている︒

後省は︑嵩濃縮ウラン板状燃料

鯛

51闘闘睡囲﹁阯睡腫

51

31

謡測個駈︑二障管理上からの加工

核燃醤の輸送中における管理も
保障措躍上︑璽要である◎輸送中
の盗難︑すり換えはむしろ︑原子

炉施設よりも麹険性が多いと響え
られ︑老荘では最近とくに間題視
されているQこの康に関し巫礎調
査を住友原子力工業か﹁核燃料物

テムに関する研究﹂として委託研

質の輸送中における保障横議シス

躍では以蘭からプルトニウム研究

究を行なっているQ家た動燃事業

室で計瓢システムの研究開発が行

隅隅田鰻

闘

匿嘔

8雛匿88幽■舅

鱈霊葦■

⁝止等が主目的⁝

査察の自動化︑無人化では︑原

子力施設に一目する無人霞動監視

網カメラ︑核燃糾貯蔵所の餐印︑

を所持しているかどうかの自動発

鍵︑簾設へ出入りする入が核燃料

り︑一部多雪に使用されているも

見機などの研究が行なわれてお

王A猛Aの詐翻によれば︑一九

のもある︒

七二無には荊配谷麺研究粘果を実

ンテグラル・テストを謝圃してい

際の施設に応書する︑いわゆるイ

保障描雌技術の開発は︑保瞳描縢

るoIAEAや核保管薗か行なう

の効果︑精度を落すことなく︑費

周︑人員を削減することを主閉的

行く必要があろう︒

て独慶の方式で研究開発を進めて

い︒この点︑非核保有困闘で協力し

じでも方向は必ずしも周一ではな

の防止が主罠酌で︑研究内谷は同

の迷惑畏の減少︑商業機蟹の漏洩

としているが︑われわれは施設へ

なわれ︑IAEAのパネル・ミ〜
ティングでも発表されている︒

計盤・計測機器の分野では日立
製作所が﹁核分裂旧姓子測艶法に

よる核分裂性物資の非破敏検査
法﹂︑近臣大学が﹁核燃料物質の
光核分裂反癒生脳物によ．勾測定

輝朋

法﹂︑共和電業か﹁ひずみ計の硲
興05瞳昌睡18岡闘瞠岡

⁝機密漏洩の防⁝

の開発︑③加工工程の解祈−上総

システムの一環として伺随させ︑
必要な晦瑚︑頻展を求めようとす

成型加工行程における罰県台湾シ

工程の舎理化︑施設雪風等の墾礎

聞開聞

地球上の多くの匙域において人工

らすことにもなる︒われわれは︑

境に対しはかり知れない害をもた

人間環境をなお一鍵田灘し︑脅か

び濃漿衝鍵に引蓉続き消費され︑

その間︑莫大な資源が軍備およ

度に︑なお鋼達していない︒

よび将来の世代のために人間環境

活用しなけれはならない︒現在お

り艮い理境を遺るために知繊を

は︑ひとは自然と脇調して︑よ

機関による行動．瀞必要となる︒

な協力と共通の利益の細めの国際

ことになるので︑国象閲の広題囲

馬の国除的領域に影響をおよぼす

にとって至上の翻隙⁝平和と世界

且

裳

じ

翫
F
壁

竈

不明のロスの羅文方式を計喰蟹理

最大不明獄を推驚可能にし︑これ

期︑頻度を禽理化させようとする

ステムの開発で︑①小型コンピュ

蟹料を得るとともに現行計盈響理

讃璽管理システムを実瞭の加工工

もので︑そのための研究内容とし

ーター利網による核晶帯の入荷か

臨較を行なう︒

システムとの経済姓︑信頼性箸の

によって工AEAからの査察晴るものである︒

ては︑①不明ロスの発生要囚の解

ら晃成燃料要粛の出荷濠での核燃

を分析するプログラムの開発︑

設溢し︑拶歳計物質の移動の都麗

岡昭

そのデータを小型コンピュータで

18腿

得に適罵して︑その応用妥当性︑

祈−低濃編ウラン加工旗竿の各工

料の移動︑滞留状態や工観の性能

の関運を解祈する︒②加工施設の

岡18π瞳睡瞬15畷15睡睡

施設内の各所に入力用五障機器を

データ儀送システムの研究一那工

16隅瞳

を行ない︑さらにその蒔系列︑数

纂礎データとしてその盤質の分類

晦系列に配列し不明ロス賭系列を

番工樫ごとに発生マる不明ロスを

開発i王AEAによる核燃料の一

明し︑サンプリング︑検鼠方法と

程ごとに不明ロスの発生憂欝を究

頻処理方式を参考として︑NPT
の国内データ処理基本プログラム

このようにして国内の査察シス

の概念を作戚する︒

テムの方式を僻りあげ︑国内査察

システムを利用して工A鶏Aが保
阻措躍の爽施を行なえるように

し︑各原子力施設の迷闇度の減

瞳鯛羅闘岡一150611

少︑IAEA査察の爾黎化を隠ろ
うとするものである︒

⁝産業界も個々⁝
⁝の施設で研究⁝
また︑偲々の瓶設についての謝
獄システムの開発亀環要である︒

四十六卑度覆駈研究では＝菱金属
鉱業が﹁核燃料加工施設の最適査
察方式に関する研究﹂として研究
しているし︑﹁隅濃縮ウランの副
二歳理に関する試験研究一として
倥友電気工業も研究を行なってい

る︒蘭者は︑核燃料加工時の核燃

聾聾四阿

した臼厭と掘糞び︑かつ︑調湘を

の経済社会発酵の濫本駒かつ確立

餌刺

回流に到齢した︒い萩やわれわれ

11鯛純轟

ベルに達した汚染︑生物圏の生態

の思慮深い二曲を払いながら行鋤

は︑琶界中で環境への影響に一難

10闘11

学的均衡に対する犬きな︑かつ︑

雑薩疑醐動

料のロス券実際のロス︵これは欝

祉︑基策律管権iさらには生葎権

望ましくないかく乱︑かけが凡の

され︑あるいは首邑されて国内で

された核燃料物質が再濃縮に輸出

み燃料が再処理され︑そして回収

され︑さらに再処理工揚で使罵済

され︑それが原子力発躍所で使胴

で発聡用の燃料アセンブリに加工

ウランが輸入されてから加工工場

ることがある︒日本であれば濃縮

サイクルをシステムとしてとらえ

の腸発として︑国全体の核燃料の

広い艶味での計瓢管理システム

⁝誤差のない計野 AEA︶も人的資金的に大変であ円に達しているが︑米岡の六百万
るし︑査察を受ける側も迷惑であ ザに比酸すると︑いまだしの惑が
⁝量機器の開発竺
ある︒
図解猫澱はある瀾が核燃料を平

和剰用以外へ転用していないか否

かを発見するとともに転用を困難
にさせるのが目的である︒発見さ
れずに転用する力法として最も注
目されているのは︑核燃料物質を

ロスとして計壁管理されている羅

使用する施設で︑便用中に生ずる

のうちから︑実はロスでなく秘か
に欝えていることである︒一艘物
質を扱う工場であれば︑屋減りと
か笑収差とかの名鼠で許され︑あ

るいは認められているロス鐙で
も︑核燃料物質の揚合は厳璽な謝
量が行なわれ︑餅水中にロスされ

る︒それで査察の霞動化︑無人化

雛醗鰭罐騰猿鍵鵬

聞
新

業
産
る核燃料も何無かの方法で計量す

鶴暑所報の遡り︑今山六月︑ス

る︒

そのもの一の享憂のため蛋致であ

を変え︑人間独酌の祉会と又化を

の筈が増大しつつあることを知っ

している︒

証醸

立

仙台憂沢防醒・囚瞳山陰

察賄台臨酬。

工矯／防班堺富上嵐岡ゐ繭門司痛糞・き跨3搬

化

珂気｛ヒ筆工継樵試禽祉

ﾐ累

本誌／Ψ物が千代田区大手町1−6輯工

ることが要求され︑象たスクラッ

かれる第一回禄輸入闘環境会餓で

ウェーデンのストソクホルムで開

この環図上の四割を進威するた

った︒

保って追求されるべき隠獄1とな

クルのコンピューター︒モデルの

再加工される︑一驚の核黙料サイ

を起さなければならない︒無知︑

査察が原子力施設に与える迷惑の

うちたて︑これによって︑子孫の

ている︒その害とは︑水︑大気︑

す。

プもできるだけ早く精製して核燃

い︒

無関心であるならば︑われわれ

よび団体が︑全てのレベルで翼任

めには︑霧民および祉会︑企業お

ない資源の破壊と枯渇および︑人

は︑生命と福祉が依惇する地球の

聞居住の人工の環境におけるはな

環塊に厳し︑璽大かつ取り返しの

を分担することが必要である︒あ

を引き受け︑ひζしく共通な努力

ひとは︑たえず経験勘生かし︑

つかない轡壕与えることになる︒

発見︑精子︑心血および進歩を続

また今日︑ある地域における入

逆に十分な知議と賢明な行鋤盈も

論﹂の削文は次の通りである︒

採択される予定の﹁人闇環麓璽

口の糟加は︑移佐とかってない自

はだしい欠陥である︒

は︑糾単および技術の進歩を促進

躍増により︑貧隈および未開発を

けなければならない︒今臓︑ひと

国連人二合境会議は︑〜九七二

法で︑かつ未慰駒の規模で︑四随

することにより︑数えきれない方

◇

クホルムで開催され︑人闘環境の

無六月合憲から十六Bまでストノ

組織体も︑をれそれの行動の狐と

らゆる婦分の個人も全ての分野の

近年︑原子力局の研究委託を中心

度含を定燧煙にとらえシステム化

ためにより良く︑より十分な人閥

地球および生物における危険なレ

と期待にこたえて、ますます

照

丈拙・鴬桑断／贈大阪九字名色歴広島まし構

隠しのfい｝螺をめ骨

る

覇罷♂

協和醗酵

合金鉄／セメント／GSA

創

、

クロロブレン／カーバイド

ク
を

協和醗酵は、これからもイ。，頼

料の量を確是しなければならな
このように廠絡に計蟹を実施す

⁝国全体として⁝

開発がある︒

⁝のシステム化⁝
昭和四＋六年度原子力周の委託
籔で工業開発研究所が﹁保隙描徽

ってするならは︑われわれは︑わ

負う︒環境聞題は一段と複雑化す

購に弛いはあっても︑将来の世界

れわれ自身と子

必要なものは︑熱烈ではあるが

て一國の領域をこえて地戴的蒙た

るであろうが︑その広がりに霜い

の環境を形成することになろう︒

冷静な心の状態および︑強烈で

孫のため︑人類

はあるが秩序だった仕製である︒

地方政府および爾の政府は︑その

他方︑別の地戴では︑浄野水鵬の

自然の世界で黒田嬉得るκめに

の必要と希望に

速い上界尋可龍にする経済利累と

歩調を壊せた工

質を廟上させる機会をもたらすこ

筒度の隻騰磐を御すような入口密

ひとは︑理境の創懸物であると

EAの研究開発費約八万が︑米鰯 EAによる検証方式の概念的なシ 進化を経て形成された︒しかしひ

に用いるならは︑黙しカは人閤環

とができる︒誤ってまたは不注意

これら研究開発は米園あるいは

とは︑その英知と往会的︑激闘的

ようにことは不可能であり︑誤差

性格のゆ凡に︑原始の時代から抜

とその翼脳に関し︑最大の貴伍を

ステム解析の結果にもとづいて簸

響轄の照影で︑大規覆な環境政策

も含理的かつ効果的な検舐方式嬰

臨攣り艮い生

輿異のものか︑あるいは転用が行

で約百万がを支出している︒一九

提愛する︒③迷調度の糖度向上一

活を達成することができる︒い濠

なわれているかを査察で発見する

出している︑という︒わが国でも

七〜無には米国では六菅万がを支

い︑その結果と帳鯨とを照合する

として保障搭躍技術の研究開発が

する︒④オンライン︒データ伝送

の人閥環境はともに︑山勢の福

生活を創上してきた︒輿然の豪謹

は金地球的なものとなり︑また黒

かつ頻繁に核燃料の棚幽しを行な

には︑各原子力施設で徹底的に︑

け出て未閲の胞然を慰服してこれ

ことによって︑あるいは査察翼が

原子力研究所︑鋤力炉・核燃料開

システムの検酎一核燃料副緻デー

を擁護し向上させることは︑人頬

施設に常駐して操作を酷猫椥するこ

タの凝体陶な収集方武誉検討し︑

かくてわれわれは︑歴胴上の紙

おり四十六﹄ヰ度婁既蟹は約・七千万

発禦業団︑民間各社で行なわれて

が︑これでは国際原子力機関︵王

とによって達成されるであろ う

メラミン／スチ舜一ル

ニ

…酸ピエール／ポバール

ユ

塩化ビニール／酢酸

無限に伸びる発酵の木

@
@
@齢

この発酵の木を齎てていきま

力

原
ると︑笑量と帳簿上の数燃との差

三差︵あるいは輸送中での票故に

は計測誤差と出満側と受入側の計

る︒それでも計量誤差の名の下に

よる差︶のみであると考えられ

保護と向上に関し︑世界の人々に

克服し︑良蘇な入郡環境を維持す

システムに関する研究﹂として研

添唆と撮針を与えるため共通の見

の潮焼を変照する力を獲得した︒

紙謝することが考えられる︒理想

ピュータ；・モデルの実用化への

究している︒その内容は︑①コン

ような軍にまで軍められている︒

るための全ての努力拳挫折させる

の關発を行ない費用対効果を向上

賢開に用いるならば︑この力は︑

的には誤りのない核燃料の計墨が

闘賭に環境の形成藩である︒ひと

曾ての垂々に開発の恩恵と生活の

解と原則が必要であると考え︑以

実際の各撫設にあてはめて課盤点
工AEAで皐から行なわれてい

の物質的な婁求と能力は︑その住

させるのも必要である︒

のとり方︑誹盤データの分敬など

み象たる地球上での永年にわたる

できることであるが︑凶漁はその

が現実に即しているかどうかを試

下のとおり儘﹂陣する︒

のできるたけ少ない計量シス テ

たが︑核不拡散条約の交渉賭に︑

験する︒②倹証万式の検討一王A

検討⁝コンピュ⁝ター・モデルを

ム︑計蜷機器を開課する必要があ

よ・つになり︑ 一九六七年には工A

にわかに大々的にとりあげられる

嚢欝爆攣欝嚢萩野谷徹

しなければならない︒計蟄誤差が

国内管理技術の確立が必要

るし︑ロる僧計量する方法も開発

効率的な査察制度へ

アセチレンブランク／石灰窯素

が世界に進出しています。
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