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ガボンに 存 在 の 痩 跡

を饗し始めたのは︑およそ十七億

康の
して軽水を用いているが︑オクロ

臨の確率を屈めるための減遮林と

いるため︑その慰労の会が九月二

沢広巳氏の艮年にわたる労苦に震

さきに原子力婁員を辞任した符

できない︒この十七嬉間の業績︑

された遽力と糟勲を忘れることが

動力炉の自主曙発推進に際して示

原則の実現に尽力され︑蜜た凝型

先生が畠主︑民主︑公闘という︸端

を感勤させた︒そのあと友人とし

あいさつ︵潤項︶を行ない︑万煽

：﹂と蘭齪きして︑添唆に脳んだ

うな

種の解旗感を味わっている

て︑何か璽荷を潤からおろしたよ

ている︒いま原子力婁員会を芸っ

は田申総理につぐ果報者たと患っ

れに核燃凝政策の難題について国

子力に対する安全性︑環境間題そ

の期待も大まい︒しかし周隠に原

っている︒出たそれに対する国民

ぷルギー濾であるとの認識が嵩ま

御隠に対抗しうる大漁の新しいエ

いったことがある︒今臼原子力は

今や次に越えるべき大きな峠にさ

くつかの蝋を越えてきた︒しかし

しかかっていると思う︒そしてそ

かつて私は蹴鞠で︑原子力の出

みていぎだいと考えている︒

には難燃の窓から原子力の進路も

た欝欝を仕上げたいと恩うし︑蒔

欝脚．

輸入元

いはその応胴に調査の主脹がおか

御本原子力輪業会議が派遣する

本市が約一週間バ；ゼルで開かれ

十八憂欝︑遡上芝の棄京プリンス

ものやわらかななかに信念をもっ

して慰労会は参加者多数の餐残り

運会鰻がそれぞれあいさつ︑こう

近く散会した︒

尽きない歓談のつちに︑午後八時

会と︑学騨︑塵繋界の皆さんが手を

現はエネルギー彊源の乏しいわが

標識化合物

露魑や︑塾離設定への考え方ある

内灘秀雄︵東大︶

れているQ離調貴は次の通り︒

武田康︵通産雀︶︑

▽リーダー

▽鯛査鼠

︵原研︶︑徳満蕉司︵動燃瑠簗

児玉勝颪︵科技庁︶︑旛宗泓槍

︵関羅︶︑森田旛昭︵中部聡力︶

団︶︑沢口裕介︵幽門︶︑小川健

松本智恵博︵四畷羅力︶︑板愈誓

嚢

郎︵原羅︶︑窩橋轟平︵爽芝︶︑

原子力︶︑捌島患邦︵原安協︶︒

山内一︵日立︶︑浅井英之︵一一

原産派遣の視

﹁欧州原子力施設視察繍﹂︵群長

察団も出発へ
四日からヤ一月五更までの約三週

役︶が︑団の編成を終え︑十月十

・柴田二三場増設繊力常覇取締

間︑﹁原子炉︐安全惟調螢グルー

両国に禁転する︒

プ﹂を纈独およびスウェーデンの

ニュークレソクス72が十六浸か

四鎖︑羽田発渡欧する︒
藤独で﹁ECCS︵緊急硝炉心

冷却袋躍︶に関する専門籔会議﹂

主催により開かれるのを機に︑こ

て藤欧諸圏の原子力施設を視察し

るのを機に︑これへの謹厳を兼ね

が0廻CD原子炉安金技術婁舞会ら瀾会︑原子力技術会灘と機転謡

れへの嵐席を兼ねて両機における

預Bの予定◎

ようというもので︑繋爪は十一月

原子炉安全研究の爽偶を調査しょ

た安全確保のためのコード醗発の

うというもの︒軽水炉を対象とし

ホテルで開かれた︒これは︑安川

たお男柄︑そして寂黙の原子ヵ開

論の厳しい目が光っている︒

各機闘の代表士︸茗が発起人とな

また学界側として茅誠司元葉大総

鵬五郎原薩会長はじめ原子力閣係

発の先違としての先生に心から感

ついで原子力関係灌⁝同から荷

原子力懲懲会はい象窪でも︑い

り︑広く関係着に呼びかけて実現

翻申上げたいしとあいさつした︒

沢氏に瀦愈品が贈られたが︑これ

長が︑盤業界から植村甲午郎経國
したもので︑約三塁五十名が出席

年一月に原

らにこたえて同氏は︑﹁このよう

窟雲叢は昭瓢三十

するという盛大なものとなった︒

な煮凝な宴を張っていただき︑私

の大きな隙というのは︑原子力難

子力婁質会が発足して以来︑み⊥ハ

ということを意味しているのでは

業のクローズド・シネテムの完結

なかろうか︒北川さんと私が婁員

さんが霞員になり︑婁質会は非常

ををやめたあと︑井上さんと田鰻

支え︑繍く甚本繭な方釧がなけれ

に強力になったと思う︒この媛員
原子力五流会は権威を持たなけ

いただきたい︒その先は広々とし

たずさえてこの大きな練を越えて

有沢広巳罠の挨拶要旨

峠の先に開けた大地

無余にわたり︑婁畏および婁舞艮
代理として活躍され︑各方面から

沢氏を送る会とあって︑嶺夜の会

多くの儒医を集めてきた︒その荷

揚マグノリアホールは︑氏の業繊
をたたえ︑名残を繊しむ人々で埋
隔り︑氏の労をねぎらうなかに︑

取り組むためのフ惚ロソフィーで

ばならない︒これが原子力闘発に

終始なごやかなふん圏気がただよ
っていた︒

今後は盤斉が生潜の中心になる

た大地が驕けていることと愚う︒

態頼に離つくものであり︑それに

もあろう︒私はその講本的湾え方

ればならない︒この権威は圏民の

こたえていくために平諏利用をど

にそって︑開発のために鍔糊して

婁なかはで︑濠ず発趨人側から
松根宗一原産欄会長があいさつを

うすすめていくか︑これが原子力

きたつもりだ︒

国にとって︑正に磯馴である︑と

と患う︒そのなかで今寂で仕残し

したあと︑中葡根聖母大麗漿科技

剰員会の懲費だと考える︒法碓に

きである︑と規建されているが︑

﹁十七無前︑先生に原子力婁員を も原子力開発は謝画的に行なうべ
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ていない︒おそらくウラン鉱がで
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実証 炉 で 検 討 の 場 を
繍蟹弾 力 的 な 対 処 が 肝 要

思っている︒

一︑動力炉開晃は十年間にニチ
億円というのが当初の囲緻であっ

のところ︑動燃料理疑団で再処理
する考えであり︑同群処理施設の
阜期完成が塾まれている︒

全体の闘題として除子力餐員会が

進めていく方針であり︑むしろ国

動燃曝熱闘としてそうした検調を

し︑弾力的な紺処が肝要だ︒

るケース︒スタディーでもあろう

今後は自主開発との弊ね会いによ

盤が必襲ということた︒いわば︑

に十分に別刷を増量した施籔の基

万KW︶の濃縮ウラン・噴水減遮

応力六千KW︵畿蝋繊麗約八十四

潤成断理 事 長 の 馨 冨 要 旨 は 次 の
通りである︒

工

讐

・軽水冷却・沸騰水型炉︒同祉劉
麟によると︑順調にいけば五十二

当たり処理能力○︒七ゾ︑四十九

蟹約醒十慰円が見穣られている︒

万二千円︶で︑ほかに初装荷燃料

約六薫五慰円︵一KW当たり約七

が現在建設中の再処理施設︵一B 年六月から運闘の予驚︒総工費は

再処理を行なう方針であったが︑

発霞原子は補年皮発喪端で二二五

懲纈

無終完成予定︶で使用済み燃料の

月末まで︒これにもとずき︑東海

約を紬んだ︒契約期間は五十隼五

ため︑英圓原子力公社と再処理契

岡施設の建設計画が大醐に遅れた
発電所︵GCR︑十轟ハ万六千K

早ければ来春初輸送へ
臼本原子力発電会社の敦賀発蹴

所︵BWR︑三十五万七千KWW
︶︶同様︑英国のものを使矯する
筒状のもの︒

が︑形は菓海の箱型と逢って︑円

昭和四十無理三月に運開した敦

重愚で二箇二十二沙の使用済み燃

行なう予定である︒まだ第一回輸

は来春︑初の三郷済み燃糾輸送を

送の詳細スケジュールは決心って

賀発電所もすでに二無を経︑現狂

発一所は現在までに七回︑ウラン

いないが︑原型はこれに備えて︑

渦を莫鴎に送っている︒

︑

三＋四万KW︶もここ﹃二年の
うちに便用済み燃料の再処理が行
なわれる予定たが︑両社とも常花

︒慧

一部誤解して伝えられていること

ウラン奮戦漕磁力圏会議の結果が

ウダイユ割長らの禽の来甘は
URANEX社長

九月末撫得したフランスのウラ

が原産首脳と懇談

にかんがみ︑この会談か鳶費團に

ユ社長︸行が︑瓢十八臼午前原産

安解消に努めることが豊な目酌と

閾してわが翻の鷺力︑麗業界の不

ン販亮会社URANEXのウ影
ダ響イ
を与えるものでないことを説
を懸れ︑松根副会長︑橋ム代荻常

放射線化学における田仏協力も

ー技術部長が︑十月十H羽田灘来

発擬構原子力搬園︶のし・ボクサ

りくむ長朋酌エネルギー管簾の確

絹づる︒二二は︑NEAが今後と

局地炉の開発に関するわが国とN

立に関し︑高温ガス炉やガス冷却

EA芝の協力閻題のほか︑源子顛

安全︑原子力船︑放射線利用など

について︑原研︑動要事難邸︑原

野︵＋七日午前︶などわが麟の原

子力関係省と意兇を交換︑懇談す

また岡機関のアドキンス広報課

るために来際するもの︒

セプタンスについて︑わが圏の希

長も︑N露Aのパブリノク・アク

田に来田する予定︒

望や助字を褐るため︑十月二†六

〃！多彩

社長藤升烏黒氏住所大阪市東区

原麗に入会

渇麗省議の〜興銀ビル影干五四

東洋監護︵株︶
曝していることなどから今回蚕員

を中心に︑これ豪で書目で行なわ

関するキュアリング条件の蝦適化

る︒なお今園の運絡婁員会には仏

われるのではないかとみられてい

して根当熱のこもった討論が行な

社長松原寛疑

原麗に入会

蹴嘉五〇三一四

佐屋港雲霧鱒平町

倥所千代田区憲

九飛黙黙原産に入会 代護取

諦役松原雪正氏

曳

OECD・NEA︵経済協力聞

高温ガス炉等で引見交換

サー氏が来日

N匿Aのボク

望している︒

した︒

界に影響するものでない点を強調

と述へ︑その欝欝が決して戴力舞

ループ設羅で慧見が一致し陀1

であり︑このためのスタディ・グ

くりに努めることを意図したもの

これに見合った電確な供給偉制づ

期にわたるウラン緊要を議定し︑

岡社長は︑四力圏会談が︑中長

側灘係者と懇談した︒

してではなく︑個入の黛格で碍本

きれているQ生嵐四力園の代表と

多︑

任理隣らと懇鹸した︒

＋餓︒

なお原子力婁員会による安全犠
査が十月㎜一百から始められたQ

臼英闘でフォー
ラム会議を計画
十篇月上旬・策京で
黛蜜腺子量産第会議と下甑フォ

で臼奥際子力匿業会議の開催艶僧計

ーラムは︑今無†二月上旬にB本

画しており︑現在︑貝体園内魯の
検討を進めている︒

現段階で英騒側は︑会談の二型

原苧力計醜の展望︑②勧温ガス冷

として①新しい産業構造と将来の

軽水類などを含む原子力口脇機器

却炉︑尚遠増殖炉︑SGHWR︑
産業の説明などをあげているほか
会談後︑圃内試製機関の訪問と討

一一脚一・員瀞胃﹁●殉

論︑関係研究施談の訪間一を希
幽 幽一需膳ゆ一 一 ■輸髄儒︐一櫨軸嘗卿﹁曽一▽一
欄囲騨

すでに七奪目︑仏側は﹁共同研究

おうとするもの︒

プロピレンの共憩含侭﹂研究が提

イとして︑両三が共同研究を行な

案されるもよう︒﹁線盤測定﹂で

から﹁テトラフロールエチレンと
呂から五鶏閲︑原研描階研究所と

に霊点をおきたい﹂と握鍵︑原研

放射線加工に燃え︑新しく日本側

虫京︒芝の東雲プリンスホテルで

はフィルムドジメーターの開発と

﹁日仏研究協力協定にもとつく

瀦かれる︒

もこれに積極的に取り組む慧陶を

ュアリングと︑特定塗牒の醜性に 会では﹁共同研究しを主テーマと

九六万無に結加工﹂では電子線による塗料のキ

この連粘婁員会は原研と仏原子

驚犠測定菰の技術開発︑﹁放剣線

第七園連絡委興会﹂が︑十月目六

静冒一﹁構儲胃一・一縣一網﹁﹁帽一．桶一一輔＝P一

中部躍力浜隅原発サイト

︵BWR︑四＋六万KW︶︑関西

爽京聡力福島鼠子力発総総一構嘱

なお︑町年︑︸昨年に運開した

三選闘の定型検査のため九月二十

使用療み燃料再処理委託先の英国

一・一鼎一＝鞘響一

所とも動力炉・核燃料開発難業団

原羅は当初︑東海︑敦賀両発蹴

出す︒

WD／﹃﹃︶の使用済み燃料を取り 殿力美浜発電所一易機︵PW

︵ウラン換算︑平均燃燐度五千M

停止している︒この間に約三十ゾ

BN罫しか6七十ゾフラスコ一個六賑から五十日聞の予定で運転を
を借り︑来年一月下旬頃︑クレー
ン︒テスト︑フラスコの除染︑フ
ラスコの吊り凝の姓能試験など︑

敦蟹発電所用のフラスコも象海

輸送のリハーサルを行なう謝画Q

核燃料物質等
保有量を発表
原子力局
科学技術庁原子力局は︑十月三
遠︑わが国に46ける昭和四十七年

した︒詳細は別表の通りであるが

上期の核燃料物質等保萄曝僧丁霊

力庁︵CEA︶が

れた研究の成果を発敦︑討論し︑

R・ピ晶イグ氏︑CNRSのA三
・主

側からC8A・CAPRI三
の八3干
・一Q五

んだ﹁放巻線化学の分野における

回︑日本と仏で開かれているもの

研究協力協定﹂にもとづき︑年︸

今後の問題点講出駕研究計画の検

シャピロ氏ら五名が嵐席︑醗本側

ｮ話Q六一二〇ニー三九六一

で︑今回はその第九圃日︒

謝などを行なうQ原研が新規に撮

からは原研の上田隆三理寧︑︾田

鹿鵬石油︵株︶

両国における放駆馳化学の国処

案ずる課題は︑すでに原研で開発

射射

照照

験測

試委

370−12
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たが︑﹁これではダメだ﹂という

炉豪ではおよその資金的メドもつ

中部尽力

浜岡二号炉増
設を許可申請

ナシ固ナル・コンセンサスが一つ

いてきたが︑FBR原型炉となる
中部羅力は九月二十九臼︑岡敏

ことがわかってきたQATR原型

に結集していくことが必蟄で︑い
とさっぱりわからないというのが

だろうし︑そのためにはやはり︑

わはテクノロジー・アセスメント

子頬設認許可申舗を総理大臣に︑⁝

関し︑原子炉讐規制法に茎つく原⁝

浜岡原子力発電所二毛炉の増設に

翼構だ︒もう一〜

一︑核燃料サイクルの畢期確立

その隠点で改めて論議したい︒

一無もすればあ

に︸致したようなアプローチをし
る程度は明らかとなるたろうし︑

︑実舐蝉の開発を今後どうす

ていかねばならぬと思う︒

るか︑もう丁でにその組織なり体

電気購榮法に塁つく覇気工作物変・

では︑今後もそのフィロソィーに

更堺蔚郎舗を禽舎大略に︑それぞ

制を検撫すべき時期がきており︑

変化はない︑と思うQただ鷺要な れ導出した︒
浜玉二選がは静岡嬢小笠郡浜岡

逃げて謙れない段階でもある︒さ

しあたりはAτR実証炉が灘数と ことは︑ウラン濃墨にしても得処

いるわけでもない︒考え方なり姿

検融の揚﹂をつくるべきだ︑とも

中心となってこのための﹁薪しい

いる闘一母機甲勘側に隣接して設

町佐愈︑岡祉が現在建設を進めて

何故にそんなに急がねばならない

勢が﹁もっともだ﹂といわれるよ

理にしてもすべて望診があるだけ

のか︑海外との関係がどうなって

うな方鍛で研究澗発準進めるべき

なろうが︑これらを含めて︑私は

いるから︵聞発が︶急がれている
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の立働か必婆であり蝉刀随な灘処が墨なごと摺摘した︒
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懸石綿製品の総合メーカー

O

聞

GHW藍が焦点に
@高温炉では欧州共同化も

デービス通詞網を煎じて英国のピース政磁が講会会期終了間ぎわの八月八日寸感発表した英国漂子

安全上の間題解

ご堅剛︑工学

二十圓に及ぶ各毬破断試験が蜀魂 には︸鍾の横擬燃料を調蒼する必

炉心︑格納答器など実物を用いた

月以隣来無軍々まで完了を目途に

マルビケン発鍛所では︑この八

断に迫られているQただこの実験

E8s実験を試みるか否かの裁

どにつき精細に調査した結果原子

マノク蹴力は軽水炉のほかガス冷

二本刷子力雛羅㈱・敦賀並びに二三発聡所、東京蹴力㈱・福山究獣脈B立
（舞i罐所関係）
プラント㈱、東京芝浦囎気㈱・原子力本部、三憂原子力工業㈱、GE・敦賀並びに福山建設所、

〜VHO高浜建設所

（一般放射能関係） 日本原子力研究所・東海・大洗。高崎各研究所、㈱東京原子力産業研究
所、臼本R工協会、放射線医学総合研究所、碍本能々公祉・習気通儒研究所

6

7

社では爽物の原子炉を周いた秘の

決が囲難なこと

来年阜々までに完了甘ねばならな

っている︒この試験を担当してい 要がある反面︑一連の破断試を

から運転中止の
やむなきに至っ

発会社のABアトムエネルギ社は い蒋間約舗隈があるため︑実現に

るスウェーデン圏有原子力研究開

両原子力グループが︑三一・五％

薩ドイツのAEG︑ジーメンスの

額百五や万が︒このうち五〇％を

なおこの破断試験計画経鑓は総

はかなりの困難が予想される︒

のマルビケン原

囲標を①炉配管系破断隠の格納容

たスウェーデン

子力発電所︵＋

観測②破断鋳のヨゥ素拡散状況の

四万KW沸騰書中の空気・水蒸気混合物挙動の
議水減速型炉︶

器類の作動状況の確羅④破断後の

アトム社︑AKK原子力グループ

をスウ孤iデン国家鱈力庁︑アセ

観測③破断後の格納容潴内付設機
ら原子炉本体を

格納容器からの漏洩醗測定︑の四

は︑七四年灘か

除いた既存旛設

つに絞り作業に長手した︒

が︑残りをデンマーク︑フィンラ

を転用して二十

所が負挺している︒

近繋急炉心冷却袋澱︵疏CCS︶ ンド︑ノルゥ凱1の各原子力研究

万KW遜繍たき こうした当初の目標に撫えて至

火力発堀所として再スタートする

いることからA8アトムエネルギ

閥題がクロ⁝ズアノブされてきて

一年後を瞑途としているQ

四葎粁︶に建設する予定のBWR ポトマソク躍力のスポークスマ

州ダグラス︒ポイントの敷地︵千

力を選んだもので︑化石燃料は先

式になった︒まず︑地表のコン

入札には四軽水炉メーカーだけを

却炉についても検討した︒しかし

子力発電所から撲出される使用済

（発羅所関係） 機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核燃料装荷・交換作
猫、個人被曝管理、汚染荻類のランドリー、冷却水取水溝の漕擶、廃藥物の運搬、変躍所、哩
調般僚i運転、施設内の補助工事並びに営繕業務
（研究所・その他） 管理区域清掃、フィルター交換、各種廃棄物処理、浄水管理

所の総羅気出力はこ璽⁝＋万KW

は三ヤ一且亭越すことを鴫らかに
するとともに︑この錯鱈所が完慨

ス社の原子力発電容量は︑同社総

する八一年隠点でのコモンウェル

響鰍の四五％にあたる千一一蕎万K

箏が始まる予定た︒

Wに養し︑これにより同社の電力 こととなり︑来春にはその改造工

億妙にのぼると謳っ陀︒

OEがBWR6

この謝圓の撹定総コストは十億

ンのコストとその調達の難濁度な

ンは︑同電力は石炭︑石油︑ウラ
i6型百十万KW炉二茎の発注内

メ︒同義力は七三年中頃までに建

示書を得たと明らかにした︒

ポトマック軸力から

で発注内示受く
米融のゼネラル・エレクトリン

クリートと鋼のプロソクに駆葉

招鯖した︒これは同餓力の初の漂

ス炉で竃険するのは賢明でないと

子力導入だけに未知要素の多いガ

英独仏三国が共同戯資

欧州でこのほど英国仏懲懲共縄

出資の核燃料輸送会社︑ニューク

れた︒これは英独仏三国の核燃料

リア︒トランスポ⁝ト社が設立さ

輸送会社が欧州を帯覇に各地の原

燃料の輸送で細岡化を図ろうとす

るもので︑当面の欝業は蕊国激職

ロセノサーズ社の︑醸化ウラン燃

の再処理会社ユナイテソド︒リプ

料の運送が主体となる︒この新羅

翻している使用済燃料輪送容驕へ

業は⁝基当り二十万が程度まで磯

の過剰投資防禽獣閉したもの︒

ル︵仏︶︑ウナルフガング・ハノ

出資会社はトランスニュークレー

︵西独︶︑BNFL︵英︶︒

イ・トランスニュークレア！ル

〔当芋力潤遮猶藁穏艶〕

で︑W11社は出力宙十万KWの原

ン遜鋤黛灘魍墾り

敷地が決められる︒ウォード会艮

設︑難上の藩が終羨鐘墨

することになる︒

聯黙腓広範舞鯨甦

一力︑オルドベリーに六十万K

いたことだQ

W嵩振ガス冷却蝉原型炉を建平し

るのが岡三かどうかも︑隅温ガス

需要譜に対し燧力の円滑供給がで
きよう﹂と述べた︒同社はイリノ

イ辮でドレスデン︑フォド・シテ
ィズ両原子力発三所ぷ蓮癒してい
るほか︑近く廷∫するジオン発電
所も勝有している︒

一方︑W1ーニュークリア・エネ

ルギー・システム社の﹂・C・レ

して︑ほケントで酷継物を太陽

︵取出し可能︶の開発を

物を収納するいわゆる〃工学的

なおGE駄を選ぶまでに︑ポト

との結論を得た︑と述へている︒

物を入れて城で封じζめてしま

に打ち込む潟えを述へたのを始

財蔵

に操畿開始︑．璽鼠の発成はその

うと︑もし地下水系への汚染が

が検討され︑ピントマン報告に

め︑いろいろな新旧のアイデア

トンの南三ヤ碍のマリーランド

生じても︑廃棄物を取回す万法

ビン発冷機︑核燃料を含めて三十

ンゲル副社長は︑この契約により
ク︵GE︶社はこのほど︑ポトマ 設許可を申譜する予定︒建設は七 行き入手が難しくなり︑コストの
コモンウエルス社J︒H・ウォ WHの受注残は蒸気塾酪︑ター ソク電力会社から︑同社がワシン 五奪に始まり︑一己騒は八○年春 エスカレーションも免がれえない

派樋のうエスチングハウス︵W 種装椴の受注契約を得たことを明

ェルス・エシソン蟷議会粧から約

ード会長によると︑新原子力発三

H︶社は九月二十八臼︑コモンウ らかにした︒

体の原子力発蛾計圃に必要な経費

一
たいとの英国羅力庁︵CEGB︶
は﹁この発信発注で︑間話の全
の悪岡も︑当面は欧州共同囎発の
方向が望ましいとの莞方から︑新
たな毘直しに迫られている︒少な
くとも六︑七無先といわれる高温
ガス炉蝉入までの間︑はたして米

頗の欧粥共同化のなりゆきとから

国が設剖開発した軽水炉坐導入す
・ウノドローで橘成される食同グ

んでここ当分論議が続きそうだ︒

あい豪いな

炉政策ステートメントは︑①⁝年半後脳でに次の同型を選ぶ⑭原広益響饗会辻設立のため麗艇界の一

をめぐってな給論議をよんでいる︒

元化に鍔める︑な．Gを曹子としたものたが︑閥係護の間にはこの政府方釧からはみ出た
部分

ル；プとが︑約一年醜ゼ匹この炉型

という政購激動がおかしなものに

に燐写るのらゆる作簗から手を引

論議の焦点となっているのは︑

櫓の唯一の脱明編繕になるのは︑

今後︒とりわけ設刮開発がどうい

謡︒ゼネラル・エレクトリノク・

カンパニー︶︑B＆W︵バブコ・

二士妙にのぼる原子力発電廣用各

一

〃＆ウイルコノクス︶︑テイ弓；

WH社がコモンウエルス電力から

卿万︑w炉二基受注

濃縮ウランを燃料とするSGHW

SGHWR︵蒸気発生題水炉︶聞の
えるわけだ︒この翌凹めいた事
う進展をたどるのかに集まってい

る︒英国原子力公社︵AEA︶の Rが︑天然ウラン燃科方式に設計

料は英国の二つの原子炉建設会社

SGHWRのもう一つの不安翻

上の幽費を覚悟せねばならない︒

だ︒しかしこれには千五蕾万華以

変W
更さ
十万KWウインフリスSGH
Rれるかもしれないという点

を施さなくともスケールアンプで

原型炉はこれ以上新たな研究開発

きるということがこれまで再三い

われてきたQ饗実︑このことは︑

ラリア︑ニェージ⁝ランド︑ギリ

AEAがフィンランド︑オーストBNDCと︑GEG︵ブリティン

シャ︑インド︑パキスタン︑南米
諸国に売り込むにあたってのセー

がないことであった◎

進める︒プラント完成は一九七

一万︑リオンでのA8Cのまとめられた︒昨秋の米フォー

で百蕉以上の貯蔵が可能なので

九一八○年と見られるが︑これ

の判断によるもの︒

られ︑箪の廃棄物も政府貯蔵所

欧州に核燃料

ラム大会でもこの閻題が取上げ

その間により艮期的な処分方法

調査が進むにつれて︑このサイ

を確立するという考えである︒

トに技術陶な閣題があることも

に捨てるへきではないかと︑軍

の茎岩顧への埋識翻画を黒め︑

と民閲の処分に違った萌え方を

アメリカの環境論争は当面の

ガスをともなった古いポーリン

一万︑民間の発生分については 分って牽た︒ひとつは︑石油や

︵K・K︶

以上鰍蜥の他｛稀鼎麟惰営哨所にて・ル管嚥務を蝋
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原
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ルス・ポイントだった︒そこで︑

原型炉の建家全暴

英国ウインクリスのSG肩WR

杖

発に千〜千五百万浦を没ずる予定
㌧

．

﹂︑㍉畢匙雪
騨町マ

︑

昨爺春︑カンサス娼リオンの岩

源子力発酵斯たけではなく︑新

必要なことはいうまでもない︒

アイソトレプの将来利用とを総

一方AECは分裂生成物から
環境グループは︑AECの調査 てきたことである︒

湊講が聯繋金︽解った︒他の出

員長は方針の転換を命じ︑薪設

陽への打ち込ろの研究開発も︑

う︒雛続

輸送会社新設

しい悶題︑つま一3未央の闘瓢に

研究の継貌で︑適当なサイトに

しているAECへの批判や︑廃 もうひとつは︑岩歴坑処分の

さしあたりパイ獄ソト︒プラン

グ跡が三十もあり︑完全な密封

トを作るのが灘標である︒こ

堰の廃坑に︑政府貯蔵所を建設

するのが良いと

も及んできた︒圃レベル廃葉物

いう惣見と︑そ

葉物欝蔽駈は留処押工場に激暑

未来に向う環境論争ーー・

ロンチウム90を考えれば七葛年

の償久的処分の無隈は︑スト

だという席上な

千薙︶を湾えれは十万年という

プルトユウム踊︵半減期二万五

れでは再処理工

はむずかしいこと︑さらに︑近
する謝圃を立てたQAECのぞ

ない︒ハンフォード︑サバンナ

ータ
︻AEc︑二段構えの事務処分
へ

場の立地が圃難

の処分閥題や麗速増殖炉がそれ

澗レベル廃判物の闇題はアメ

である︒

リカでは今に始まったことでは

リーバーの箪購施設やアイダホ

どが出されたQ

分訓画の検討を継続し︑カンサ

の原子炉試験揚では︑二十爺も

ス熟田の他の地黒をさがし始め

長い銀数たから︑斜脚な検酎が
一方︑AECは皆塩坑への処
照技術の蒲田61藤が発表され︑

くの稼働中の岩堀坑で︑溶解照

たが全州の動きは照す窪了は

有用で長寿命のものを分離保管

れ蕊での調査・異験によれば︑

ており︑心々のNFSの再処理轡堰坑への埋蔵はもっとも安全

餉から高レベル廃棄物がたまつ

そのフラソシュの水が埋蔵騰難

することによって︑最終処分と

な処分万法と考えられた︒

げしく鰍事に拒否権隈を謡える

工揚でも︑かなりのストソクを

物をおかす可能性も問懸になっ

それやこれやで︑晦麗登渤し

合的に解決しようとする動きも

しかし︑地元のカンサス州や

久的処分を焉えねばならないも

研究を不十分として反対の火の

撃所ヒアリングに鮒する影羅の

もっている︒それらはいずれ慎

のであり︑豪た将来験子刀発電

判決が出たのに勢い覆懲て︑バ

手をあげ︑たまたまNEPた
Aシュレシンジャー噺原子力婁

は二本立て︑あるいは二段階方

それによると︑A旦Cの方針 いずれ日程にのぼってくるだろ

ようやく発表された︒

放射能禽身を除辞することや太

心配もあって︑AECの噺方針あり︑さらに中件子照射などで

予患される以上︑學めにその鶉

・ピットマン︶に︑徹底した再

の廃棄物醤理︒輸送部︵耶長F 決定は遅れ︑本銀詣月になって

検討を行なわせた︒シュレシン

ーモント・ヤンキー︑ミドラン
ド両発電所のピアリンゲに︑こ
そこでAECは︑ハンフォ⁝

ジャー薗身︑将来の処分万法と

滋饗：煮凝：兜｝
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74年には火力に切りかえ

所からの廃藁物がふ・貼ることが

策を検討しておく必要がある︒

の聞題をもちこもうとした︒反

ドでは敷地内の玄武審属に︑サ
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@
@
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以前に核分裂適鎖反応がガボンで趨こっていたとみられる齪槌

る︒ベラン前CEA畏宮が仏科学アカデミーで行なった﹁先史

うな大笹︑核分裂性同位燈燭ウラン獅含荷澱の商い︑いわゆる
を発見した﹂との報管は︑原子力時代のわれわれの心を捉えて

ウラン鷹含胸慧が混脇に低い天然

鉱山からの隈本分析で絡差があっ

〇％とされ︑その後の世界各地の

ン中のウラン獅禽肴撤は○・七二

蔑

野酵地にさかのぼって突きとめて

めるため︑鉱石中の安定康たは寿

若ごで運鎖反応の痕跡を突きと

匿轟艦

いった結果︑襲常な鉱石はオクロ

命がきわめて長い同位元紫︑こと

明した︒

はオクロ鉱山北鄙のウラン脳含穐

の質灘分光分

ζとにネオジム粥とネオジム恥

ことを考瑠して補正すると両懸の

について実効吸収断面穣が大きな

分納状況はきわめて類似したもの

となる︒ウラン謝から生魔された

して消滅つる︒プルトニウム粥の

プルトニウム蹴はウラン獅を生殺

絋換状況によって中性子亜密度は

補正されなければならない︒この

元轟分布状況はウラン瓢が誘発し

糖度から謝騨されるネオジム同位

ニウム脚の転換はまた一部にウラ

た核分裂収沸と︸致する︒プルト

ン鵬含掬澱の麗い撚塞があ・萄こと

必説明するものだ︒

いずれにしても地球上の天然ウ

十六年前の黒田
予言を裏付ける

ったプレカンブリアン紀に︑①素

ラン中のウラン鱗含有壁が∴％だ
の比率を測定した︒

オク三脚潔
いという異常が明らかにされた︒

れたのである︒サマリウム囎の比

である︒オクロ鉱山はこれらの条

葛︵岬九五六年目溢当付けるもの

あったという米国の臓田博七の予

は自縦核連鎖反応が旧きることが

するという条件がそろった鉱山で

んど拝在せず︑③大懸の水が存在

一洗し︑②ゆ性子吸収物質がほと

縫な地域に負業轍の大きい棄石が
分析︑同位元欝分祈を行なった︒

については︑CEA研究部が化学

これら分析の絡果から︑オクロ

についてはきわめて低いから︑こ
の翼冨は連斜反応があったことを

鉱山の鉱石が通常の鍬石の構成と

ウラン獅核分裂収yは質壁描以上

オ

藤付ける翻料となる︒そこで

ロマトグラフィで稀土諏元紫を中

郵は異常に低く︑その別丁断面積

をイオン交換ぺーバーク は馨しく翼なることが明らかにさ

心に分耕を行なった︒この技術は

クロM

CEA紅鶴利用局が聞発したものの大きさからみて中性子吸収によ

運鎖反応が趨きたことは不慰脳で

件をいずれも満たしているので︑

かも問欲的にあったものとみられ

はない︒もっともそれは天主にし

って消滅したものと推測きれる︒

ーロピウム圃とくらべてはるかに

ユーロピウム罰も同様の理由でユ

比率が低い︒ネオジムについては

だ︒

一

三 二多孟

が輪講な活動朋にあったと思わ

二多 三 多

タン富江下の晒

打ったマンハッ

たると考えてよかろう︒こうし

閥でいえばヤング・エージにあ

ん伝える

W

出力も囲〜十KW程度たったよう

紀セリウムについてはセリウム蜘

〜多玉二殿

分光僻目で同位転義を分析し︑ま

づ

の分布と近い結異をえた︒

一二

軽水炉中で照嚇した農縮ウランで

9る

〃情熱のほとばしり

た母なる地球の稽かりし頃の

ったのた︒フランスのロマンチ

ラブレターが今ガボンでみつか

建設申に撮られた

ストは灼熱の恋欝欝とめたi︒

人類初の原子炉︵CP1︶は

CP1唯一の写真

という人類にと
っての大偉業を

反応のとり出し

の制翻された核

陸せり﹂は︑こ

ア入航海省は上

暦聡報﹁イタリ

彼の同僚A︒コンプトン鞭32が れる十七億年前は︑われわれ人

反応を趨こすことに成功したQ

ニニ多一

てはサマリウム即／サマリウム剛

ウラン極を撮入︑初めて連鎖骸

上げたパイル︵原子蝉︶に天然

スコートに建立した黒鉛を工み

場西側スタンド下の︑室内テ謀

フエルミは︑シカゴ大学の競技

リア生れの物理学者エンリコ・

る︒一九四二卑十二月二日イタ

てからちょうど三十露目にあた

子炉ができ

多多ーノ多 玉

／セリウム麗︑サマリウムについ

に核分裂のものについての分折が
である︒こうして分離したネオジ
遭められたQこの分野はカダラノ ウムとユーロピウムを熱願離質量
シュで行なわれ︑鉱石櫨本として

U窺含有塁O・五
％の鉱石を発見

量がもっとも低い

オクロM
オクロ鉱山はガボンの上オグエ

地方で一九山ハ一年か上りCOMUF︵標本番号顎ムナナ研究所でウラ

クロ珈

オ

とりあげられた︒そのウラン含祷

︵粉砕均質化︶の二糧が
会社︶が開発しているムナナ鉱山

鍛は三八・五％︑

︵フランスビル︒ウラニウム鉱山 ン酸マグネシウムに加工︶と

の北天鄭の鷲敷開鞘地域である︒

わめて商い︒

四・九％とき
そこでオクロ鉱山の鉱石を薩接錬

オク奮戦

同位元素分布に
異常をみつける
吟ず

鵬以上のものがほとんど葎在しな

析で稀土類同位元雍の分布が帳懸

／

伝える語句とし

黒鉛とウランからなる集含体︒

の写買で︑黒鉛プロソクの第十

上の写爽は建設中に撮った喉一

ところで︑十

て名聰い︒

ンの地で現在の

の︒第五十七届圏を澱みあげた

一九四エ薙十一月に撮影したも

九謝圏が穣まれているところ︒

七億年胸にガボ

軽水炉と同し条

天然原

件を備えた〃オ

クロ型

二十五分︑初の制御された連鎖

あと四二年十二月二日午後欝欝

多5﹂▲1﹂勇多多一∫

核反応が選成された︒

子炉が趨励していたとすれば︑

5一
話玉垂
ーー
玉

／

〜

／

〆

／ノ

ノ

〆

／

／

ζ

生命の篠在すら定かでない十七億隼酋という気の遠くなるよ

藤縮ウランで懸われた鉱山があり︑そのいたるところのくぽ地

告を次のように伝えてきた︒

離さないものがある︒パリ松本駐在異は︑この興味つきない報

額際は小説より膏な

を地でいくような物驕−原子力神詣⁝のプ日日ーグであ

フリカ大陸の⁝隅に起原を発する︑正に

に満面に水をたたえた状況を想像していただきたい︒これがア

り

標本分析結果から推定

ウランが春在することから︑アフ

ンス本唄グニョン工掲で糖製した

● ●の
∂8電6，㌔曜，㌔
，，．ら
「
99●
■，

鉱山からのものたということが判

一九三Q年代の研宛で︑天然ウラ

ることが発見されたことである︒

リカのガボンにあるオクロ富山で
てもこの比率の上下○・一％を越

は科学的にきわめて穣要な鮎騒だ
鉱石の中にウラン獅含有撒が○・

本分析を繰り返して礎かめながら

曙︑濃

ウラン 麟異常値が決め手に
︻パリ松本駐征鼠発﹈フランス

い窪から十七謄四イ万年ほど悪に
えるも03はないことが明らかにさ

二子力庁︵CEA︶はこのほど︑

現在の縄水炉中にみられるような
れている︒ところが︑ピエ⁝ルラ

が︑同様な現勲が他の餓由でも起

が発見されたものである︒

六二︸〜○・六四〇％というもの

ソトで処理したガボン眼脆︑フラ

核分裂連鎖簾応が自然に超きた甥

こつ陀とすれば︑ウラン市場にお

実を突きとめたと発表した︒これ

ける取引巽件にも影響することに
他方一葦にはウラン獅含蒋灘が
○・七三〇％と平均よりもやや局

ェールラソトでは各段階で取扱い

累のものも発発された︒そこでビ

窟然の連鎖反応現硬必発見する

なるつ︒

の頭︑ピエ！ルラノトの化学エ漏

きっかけとなったのは︑本妻六月

ン鷹書服が翼冨に低いものがあ

嘲，
●
970℃

，

オクロ鉱山の北川部

1
先史以前にあった核分裂連鎖反応

・
噸。・「・聖。・聖・
、。画圃弓㍉昏・

におけるUF6副本分析で︑ウラ上のミスがなかったかどうか︑攣

賭…論撃墜

識して分析を行なったところ︑ウ

ラン踊桝目雄が0︒四四〇〜0・
五九二％と︑さらに畏富に低いこ
とが明らかになった︒寂た︸部に
○︒七三〇％とウラン螂含荷量が
やや蘭い鉱石があることも確認さ
れた︒そこで①岡位元素分離か︑
②核分裂連鎖反応がこの地域で趨
こったのではないかという仮楚が

岡位元凶分離ではなく︑自続騰

立てられた︒

連銚反応だったということは︑ウ
ラン聯含有脳の晒さから推定でき
る︒その時期は地球ぬの天然ウラ
ン中のウラン闘含荷燈が三％だっ
た十七億四千万葎前とみられる︒

とはまた︑運鎖反応が一億年以上

f●lJ

〆

！

グ

〆

︑

︑

スペシァル化粧品
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新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

〜〜蚕

路COMUF社のムナナ研究所（ガボン）
麟じを演じたことになる︒地球
多多

㎝一…凶㎜凶㎜凶㎜困購凶榊凶㎜凶㎜困購凶購圃

づ

フェルミは天地剛造の密の二番

初の原子帆はガボン

禁
標本中にウラン蹴が存在しないこ

闇…囲…凶…馬

力

ウラン235異常含有鉱石のみつかったガボンのオ

轡

蕾のものであること卒裏付けてい
る︒

一口而脚

子
原

クロ鉱山全簸（東部）
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聞

業
産

力

としての研究に麟手しており︑今

岡原挙力灘所︵建酸巾︶を対憩

い意陶のようだ︒

るなど沿庫漁藁の振興に設立てた

薩にも糖器︑これを沿岸に放流す

商成研究に愚毒するほか︑種苗生

ロて

るポリエチレン被製聡熱襟の耐熱

レン等の改質に関する研究がその

禰かσ法︵架欄︶によるポリエチ

ンマー線を照射するという旗射線

する︑とみられいる︒

だが︑削二番に斑べ三国は長持ち

鉄鋼協会WGを殴置

を設差し︑爽用三主縄温ガス冷却

ハ

検認する仮足で︑同協会は︑この

会か禰出した各季題点をベースに

てい激たい慧岡である︒

糠好誼第二期専守以後に反映させ

MCF建築確認
で県の控訴却下
策京高裁
東東爾等裁判所第十五民郷部の

の絨決を取消す旨判決を墨絵に醤

写を却下した﹂として︑岡審癒会

られた公開の日頭審査を経ずに臨

﹁建築旛査会は建纂基準法に定め

翫を受けた浦和地裁は一昨奪︑

の︒娯︵建築饗査会︶が却下︑握

るよう舗難したことに関するも

して殿の建築審査会に再審査をす

黒物法に合ったものではない︑と

が︑梨を相手どり︑MCFは建築

MCF設躍に反対する地元常客

訴を却下する﹂旨︑買渡したQ

く方針である︒

産化のκめの技術醐発を麟ってい

る︑こんどは購子線照射による盤

研究を続け︑ガンマー線とは異な

なお両書は今年鹿いっぱい共闘

いった特畏がある︒

熱など広く期待される一1などと

アランタトンの獲殖や獲魚池の澱

灘水や温水や肥料液の孤熱および

鮎熱体の朋途は︑写翼の現疎液︑

の製作が可麗である⑤蕨発された

ているので任慧の形状のヒ；ター

が自由であり︑機械駒強度が優れ

なり簑価に供給できる④折り田げ

エチレンの照尉躍を藩慰してもか

耐性が強化されている③徴襲ポリ

び︑酸やアルカリ︑藁贔に紺する

ポリエチレンの耐熱性の向上およ

に比べて蕃しく纒れている②籔覆

加工︑成型性が従来の無機材料

リエチレン被覆による罷懸濁は①

今回の開発で得られた新しいポ

なって潅たが︑このほこ︑これら

蜘／

︑．／

挽織

乳／

ヒーターと暴民ポリエチレン

麸礎となっているe経済的には︑

・耐腐食性改善のための研究を行

した︒

を改轡レたヒ⁝ターの仙川に成功

メノキな︑ζに使われる腐食性の

液体の顯熱にはこれまで董として
チタンや石英等で被嚢されたヒー
ターが麗質されて潅だが︑チタン
で破覆したものは蘭価であり︑石
英で被訂し瓦ものは破損し溺く取

があった︒これらは使用条件によ

扱いが不便1一なGないった欠点

︸三カ月で放隙が趨こるため︑メ

り多少の琶はあるが︑せいぜい二

ッキ磁界では︑取扱いが饗溺で︑

かつ寮価なヒーターの開発が強く

従来のチタン被蓋によるヒータf

つ

開発の成粟は︑こうしん舗閥題を

石英によるそれが約四千五萄円程

が販売価格で約一万五千円程慶︑

姫な．

解決するために︑爾省が今黛四月

福鴎殿も東京羅力櫃瀦原子力欝

画の盗難県のは三番冒︒このほか

る配管工察にかかる畢定だ︒
温緋水聞題は原子力灘丁丁だけ

ジといわ れ ︑ 膨 大 な 駿 と な る ︒ こ

でなく︑火力発蹴所でも周辺海域

コのロの のロコ

製鉄の総禽附な検酎に灘手しに︒

炉︵HτGR︶を一驚した原子力

原子刀細動研究は︑通斜生が来

これを不服として控訴していたも

渡した︒こんどの東京蕩裁判決は

験研究機醐や都遵府鍛衛生研究翫

鼻紙紙

製 紙

て進めて鞍たもので︑同協会が研

魚池を憎強する予定︒鷲象魚は当

盟まれていた︒

で︑原研で確立された︑いわゆる

から共匪研究を行なっていたもの

腰輝あっ把のに対し︑照射ポリエ

のため福井墜は早くからこの温緋

輌璽一鱒響一●騨騨門田謄曽

う︒一億総ヤミ騒聴代の二十四

人柄も大切だが運用する体制や

＝種原子力工業大窟研究所の三漣

近藤完繭裁判長は︑九月二十七日

日から岡十九獺まで遠隔市薩業会

び対策研究の成果を発表し︑わが

箸が行なっている放射能調査およ

09L7し

究の運嘗にあたる︒昨年十二月︑

所東海研究所内に約一億円︵政麿

茨城興・乗灘村の臼本原子力研究

が放射能調査蟹として計上︶を投

設に蔽手︑本薙六月に完成︑七月

じ︑七樹二十三編妨の獲魚池箸建

憩に研究している◎原子力では︑
薦︑茨城県沖でとれるチダイや︑

島本原子力研究所萬騎研究所と

アセチレン雰囲気下で成聖最Kガ チレンによるものは胸八千円程展

水利周に よ る 蔵 司 開 発 に 蟹 團 ︑ 温

O向

ってきた田鵬教授の信愈のよう 立が要求されているしというわ

年シカゴ大に招かれ渡米︑シン

る︒大学の騨囲気というものは

ェクトとして取りよげることを決

雌腱から工業狡術醗の穴型プロジ

ー︒わが国で初めて原子の灯がと

館で開かれる︒このほかテレビや

国の放射能水準の把握等に愛する

十一月二十四日︑ご十

美しい印尉にはビジョンコートを

福井県

原発対象では三番目
鑑十五芳七千KW︶を対象として︑来年鹿から

本年度は配管工事に着手
福弾県は臼本原予刀発耀会社敦賀発蹴駈︵BWR︑

力を得て約一偲七千五穏万円を投

る︒きらに本年度︑鴛霊界箸の協

すでに本格磯研究に慧撫してい

からチダイ十数万匹を放つなど︑

謝醐を検討甲で︑このため福井興は本矩匿甲に約五薦万円かけ︑聖餐躍所から︑県水産試験鰯窟で混

アユなどで︑温麟水劉用による養

湿水髭男剛建協会が原蜷集海識

霞不躍熱︵草肥奉職祉長︶は今年

ソトなどの整理愚鵬翼として岡ワ

一一︐一

けで︑先頃︑原薩が原子力婁篭

二十五年に心霊︑理研のサイク

クロトロンの製作にタソチし︑

組繊も儒積を得るのに大きな関

埼玉蟻建築審査会の浦和地方裁判

臨界実験袋瞳︵MCF︶をめぐる のに対する筒誠としての判獣︒判

通り第十四圓放射能調蒼研究成果

科学技術庁原子力隔では︑次の

讐月24︑25鼠・放匿研で

第14回放射能調査研
究成果発表会を開催

のやり膿しが必要となる︒

会による公開の口娘審査など審査

決が確定すれは︑照は︑建築審査

ため鉄鋼桑界としても鉄鋼藥が原

もされた日であり︑わが麗が国際

ォトニュース﹂齢念特集号の発刊

ラジオによる座験会や酎舳︑﹁フ

﹁原子力平和利飛農﹂が十月十五 発嚢会を醜催する︒これは国立試

・有楽町の朝臼講堂︑新潟繋虫催

十月二十六日午後二郷単から東原

五周年信念﹁購演と頬話の会﹂が

か︑放射線医単総合研究駈自立十

﹁浦和地裁判決を支持し︑照の控

所判決取り消し舗求控罐審判決で

め︑現在喧騒製求甲である︒この

ンについて︑利用方法︑そのメリ

子力を利用写る場合の各樫パター

醗舞感糠
糠頓鋤織潰
十月﹁干六日は原子力の日ー

ある︒この日を中心に︑わが国で

原子力機関懸章に瑠名した日でも

▽臼騰

ために開くもの︒

▽会編放射線曙学総合研甕所

五臼︵両臼とも恥掻九賭半から︶

﹁私たちの生活と原子力しをテー

などが企揖され︑付帯行嚇として

マとした高校生からの作文募集

︵千藥市穴川︶

︵締切り四三八年一月十玉日︶な
どが予完されている︒

翻

ダンボール原

本硲的に原子力発羅所からの温排水利用による︑餐魚研究に罵博する予驚た︒現在︑予算規模等群細

緋水取水用の配蟹工購に灘手する◎
現在福井県下に建設が予建され
魚の麩礎的研究に着手している︒

じ︑最終酌に二千平方麟までに餐

ている原子力講旧所は︑すでに運

四月から共岡で︑籏射線照射によ

姿託する︒

ーキング・グルーフを設齪するこ

こんどの原研と日遮躍職による

静岡県の計画は︑中部走力の協

を第二期計濁としさらに約二億

原子力製鉄の

マダイ︑アユ︑ウナギなどの畢期

力を轡て︑灘岡梨・浜岡町の中部

対象生物のほか︑アユ︑ウナギ︑

円を役じ風口池を壇強︑第︸期

附籔として︑瀞岡膿が中部罵力浜

所を紺隷とした研究五更の帯定

蝿勢浜閥原子力発遠駈敷地内で︑

所︵GeR︑十六万六千KW︶車を
工どの子︑アワビなど︑将来は

とウワサされるなど︑今後︑原子

約︸虚円を投じ︑昨奪十二月から

そして本年腱中に約伽羅万円かけ

瓢氷瀦鰐研究を含め諸般の襲情か 水産生物への影響が懸念され︑地

力善所立地と地元温服の共奮︑

鼓したも の も 含 め 七 某 約 五 哲 万 K

元とのトラブルの一因となって

沿岸漁業振腿策の一つとして数多

W︒原子力旛所からの温耕氷放 温緋水放氷路から湛耕氷を取瓜︑

いる︒この解決策の︸つとして漉

出麗は年†万KW級で毎秒二十四 水産試験煽豪での約一纏騎にわた

ら水簾試 験 賜 を 敦 賀 半 紬 ︵ 敦 賀 発

冒されているのが︑温排水剰用に

輌

る要望の申の﹁環境審査会﹂等

工に提出した環境︒蟹全に瀦す

ロトロン再建に奔走した︒二十

記

とになったQ現在蓉でに各小説興

垂田︑鍛断設計の円型水槽など︑

の一貫した栽培漁業研究に魑黍の

黒ダイなどの種苗生蔭から成魚へ

幽μ﹁一φ

一方︑最近︑原暴力開発でも

八年立教大学狸藻部教授︑一一十

いいものだろう﹂ークリーム色

総合的検討へ

電所の近 く ︶ に 移 転 ︑ 本 年 九 月 垂

聴講︑今月申に完成の予定だ︒

胸三薦平方爵の養魚池沼の建設に

ヨ軍鉄鋼協会原子沼部会︵猿島

騨

環境・安全聞題が大きくクロー

ステムの中で薯えていかなけれ

の構想についても︑﹁全体のシ

小諸貴会にワーキング︒グループ

正郡会擾︶はこのほど︑システム

〇一

︵BWR︑五＋九万KW︶運予
後営は県漁業蔓忍組常連命会に
の運

による温水で研究を行ない︑髪際

いる︒

本水産壷源保護協会が中心となり

水産難界︑蹴力界などの協力を得
冒鱒句活劇ψ一●一葡讐一側騨印一唖瞬晒卿鴨一一︐

予定︒なお第一期はボイラー加温

く嘗てくるものとして注目されて

岬一︒

轟繭はアワビ︑ワカメ︑箪工どな

腿に役立てようという構楓であ

ロ隅一

つた蒋は﹁ガックりした﹂とい

ズアップされているが︑韻麗教

額するか︑その方法と体制の確

の古びた立教大学理学部館の地 係があるQその愈味で体綱聞題

授はこの閾魑のわが国の権威Q

わだって原子力問題にたずさわ

どの種幽謡講を対象とし︑︸暑機

よる養魚法を開発︑沿簾漁巽の振

火力については竈力会社が中心

璽

となり︑アワビ︑ハマチなどを対
︐齢翻印嘱■●讐7

温水麗魚開発協会の計画は︑鐵

させた︒

冒榊一翼一型．

る︒

多くの水 槽 を も つ 新 試 験 蝿 を 穽 成

岡水産 試 験 場 は こ れ に 先 立 ち 本
年八月から︑岡犠纈嚇所放水口M響便

齢皿石輌顧一⇔の

上の沖にイケスを設灘︑チダイ︑
く ．隠嘗卿需留針﹁

澱会たから何よりも国民に信頼

がまたでてきているといえよ

九葎護摩鞍壷物理学科長︑この

される必要がある︒憲た盤質の

う◎在来公審の激化︑原子力闘

ばならないが︑従来の安全審査

﹁堅蕃しい原子力婁騒会整か
⁝ら帰ってくると本当にホットす

下︑実験機器やロッカー箸が雑

本選四月の原電量次大会でクリ

茂は昭和十三年象京文理科大

れているが︑台ヰは中央行恥とし

は毎年︑各地で多彩な行辮が催さ

て﹁原子力麗設の写取展﹂が十月

二十六Bから岡三十︸臼謹で東原
・渋谷の籍武蒼貨店で開かれるほ

魔簸東京（馴3X大代袈〉肇1翁番

子
原

然と躍かれている廊下の一番奥
発の急進展で豪す照すその役翻

薙ビキ一一纂件が趨り︑核粟験に

だ︒

にある研究塞で︑田醗教授は騨

プトン85とトリチウムによる環 灘雛響獄課賦ざ轡

よる魔界的な放射能涛染が心配

りが注国されるようになってき

信頼を基礎に開発を

されたため︑三十一隼国運に放

輪騰射能難輩会が譲され・科

学担当宮として渡米︵三十二無
八月帰国︶︑その後放射線審議

門審査会の婁員等を怪︑四十

会や原子力量目会乙子炉安全専

な監視と除ま技術のR＆Dの必 の体系から厳けているので︑そ

二無立敦大学理学部長を経て本

罫騰

の辺から藩手していくことにな

凱雪
饗性を説いて︑内外から注圏を

境汚染の危険性を驚管︑圏際的

黙劇鑛 田 島 英 三 氏
手まび

た﹂と︑規在︑原子力婁畷会が
盧面している閾題点を
指摘する︒

溶馬

口一番大学の住みごこちのよさ

を語った︒インタビ鳳1の簸中

に出入りする学生に対する態度

原子力委

からは深い留信と滋愛の眼が懸

じられ︑そこには

の罵醤からくるイメージは

憲つたく懸じられなかった︒

員

ところがどおして︑﹁いろい

しく

趣味は錦行︑﹁兄が鉄燈の職

ろな閥題が起きて原子力委艮会

員だったので蜜族バスで臼本中
猟行した﹂田︒脈流は浪子夫人

︵非常勤︶に就任した︒

学物理学科蘂業後︑理化学研究

日九月ナ三B付で原子力雪質

崩に入所︑故仁科博士に師回し

を語ったQ

そして︑その陀めには原子力

﹁環境闇題というのは単純な

抱負

婁蟹会が︑なによりもまずわが

ものでなく︑一口にいえば総合

るだろう﹂と

の俗頼性は落ちかかってきてい

國の原子力縁引が平和利用にの

て原話計闘︵二暦研究︶の塞礎デ

と竃屋︑上玉嬢出置︑五十九

い︒

るとは思う︒他の分野でもそう

み隈定されるという原則を堅持

浴びたことはまだ紀憶に新し

だろうが︑とくに原子力ほ高度

的な判断を必襲とするものだ︒

ータ・グループで研究︒終戦豊

罵軽羅

饗綴会が平諏利常の

放射鮨がわずかでも放出される

︵Ak︶
以上︑環境瞬からそれをどう騨

歳︒
だというのが︑これ窪で畏無に

制艘国民が臨分でその安全性に すべきことを強要した︒康子力

の学閥と技術によるものだけに

ついて納得することは不 可 能
だ︒一番頼られるのが原亭力婁

辱

9
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羅
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｝ 原研と日本電熱が共同研究一

…

盛

本州製紙株式会社

電熱器の改善に成功

後のサイクロトロン解体に立含

洋紙一
白板

照射ポリエチレンを使い
@
@
@
@
@
@
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（5）

このところ韓国では︑経済発展
謝認が急遼にすすみ︑産藥の繁栄︑

ー購要が非常に騰濠ってきてい

韓国

古里原子力発羅所の建殴現塒全
漿と右は建二地点

﹁額は︑発蹴所用機器および材料蟹︑

1垂響7372万3100ド薄

1898万1130㌦
578万800Q㌦

豪た建設饗総額との差額は︑韓圏

資資
融融
のの

シァムおよび各礎係メーカーの狐

ラザード・ブラザーズ︒コンソ⁝

バンク︒オブ・アメリカ︑英國の

機械的制御雛とを併用している︒

﹁させるようになっている︒蒸気発 ミカルシム︵薬物による剃御︶と

適しているノズルを通して冷却材

を冷却する︒さらに圧力容器を搬

誌には冷却ループに注水し︑炉心

を押出す︑④圧力容器内部スブレ

コリ

東京都千代田区九段北1丁霞13番10号
↑εL（03）263一口1書（代） 〒102

圏本不動崖銀行

火力より安㎜

○

負荷上翼制御はステソプ的に

⁝ル・セパレ⁝ティング装置があり ％謹で可能であり︑急制御は毎分

郡から沃度を除表し︑かつ内部

！システムがあって︑識力容器内

めの鄭儲をすすめている︒

棄物を保管し︑処理︑処分するた

轟島一クな存在

い発電原価⁝

現在兄穣られている発鍍駈建設

蟹と初搬荷燃料蟹に基づき︑発燈

る︒この表では同︸容黛の璽滴だ

原価を計騨すると鎌継のようにな

いるが︑古鍵のほうが︑約一・五

き発蹴所の発聡原価と比鞍されて

豪た建設工程の概略は貰量の概

ミル安い点で翼味深い︒

要護の通りであるが︑その工程は

分︑ウエスチングハウス祉羅負分

大別して謝画段階︑韓国電力醗蟹

ングハウス社舗慰撫は契約発効後

に分けられる︒このうちウエスチ

六十カ月以内に完工する総総であ

る︒

システムのコンテイソメントは密

⁝購入盛︑地上権取得費︑各遡保隙 のための間接躍として︑約五藺七

機織懸盤は︑難訓︑エンジエア

万二千二欝三十がである︒

リング︑輸入機器材料および初装

韓罵躍力が受け

醤成型撫工螢および核燃料翻逮に

シリンダの聞で蒸気中墨燥する︒

こえて漏洩することはない︒安全

全で︑規制﹁10CFR一〇Qしを

︵FP︶の漏洩防止に十分である

①圧力容器は核分裂性生成物

性に対する醍慮はおよそ次の通り

固定子鱒体は糞︑置定子およ

でいる︒発戴機の建絡は四極三絹︑

れた中性子吸取紙の束で︑燃属集

である︒

蝉を屠い︑タービン︑ターボ発戴

び回魑子ともに水翻冷解職であ

②原子炉建麗のしゃへいは完全で

る︒竈圧は主逓界変圧器により三

ション・システムがあって︑非常

ある︑㊨セーフティ・インジェク

科の装荷は︑横構円型に三分され

酉四＋五遭ボルトに逓鼻される︒

含体のなかに収められている︒燃

Kの蕃錨犠初子ゑ

四︑制御系原子炉制御は︑ケ

設︑燃馴取扱い装躍︑補助乱曲そ
の他一切の必要語設を異備してい

れ︑燃料散画筆ごとに内側に移動

容器内部構造物︑タービン建屋お

いし一〇〇％をカバーしている︒

算イスチ・濃度蕪舞簿出
口で○︒一一五％以下に減少させる

よび補助建学であるが︑原子炉関

ようになっている︒

心冷却と非常纂欝欝生後の圧力容

気再鰯環システムがあって㌔炉

係建屋と安全距設については特に

である︒またスティームダンプに

びクセノン欝作肩の限界内のこと

る︒

羅内齢圧力を下げるようにしてあ

三︑タービンとターボ発蹴機

より︑原畢炉を解止することな

タービンは︑タンデムコンパウン

厳箆な環擁暴準に化して建遮され

二︑原子炉および蒸篭獲軽種

ている︒

ド三雲紫血流排気筒型で︑圓転遠

度は千八穏RP垣︑低圧要紫での く︑繊力を五〇％低下きせること

蔵隠の冷却紺獲朱をある難度に仮

圃路が並列に圧

回路からなり︑一

定すれば︑部分負衙運転中でも︑

液体︑気体︑固体状の放射盤廃

穴︑放射性麗棄物処理システム

トが二組あって︑高偶圧タービン

・セパレータリ・ヒtタ︒ユユッ

五︑安全システム

酸化ウラン・ペレットで︑ジルカ

冷却系統麟

コンビネ；シコン型モイスチセー

排気ブレードは四や六匁である︒

がで懸る︒

かの︻回路には︑鰯熱型加工水注

力容器につながっている︒そのな

冷却系統はクローズド・ループニ

これはもちろん定絡運転状態およ を冷却する︑②圧力容器内部磁

五％の速度で楚格出力の﹁五％な

鳥︑圧力容鋸︑原子炉建羅︑圧力 溝型で藏立式である︒インテグラ

一︑構造物虫なものは︑原野 露はインコーネル管を含登U字

る︒

る︒その主なものは次の遣りであ

機のほかに︑放射性廃葉物娘理灘

山全ヘルツ︑＝万二千ボルトで︑

中間弁と再勲ストヅブ弁があって

罐繊密身により賄なわれるこにと

初漁碕核燃料費総鋤は︑約一千

られている︒この金額には︑天然

八颪九十八万一千菖三十ザと見穣

って賄なわれるこ

ては韓圏趨震によ

内調逮鍵携につい

資により︑談た麗

荷核燃料の購入については外黛融

卿＝﹇一薦︻野拙＝㎝一一3

六弗化ウラン購入蟹︑凝縮費︑燃

二n＝儲一繭臨画一一μ﹇

とになっている︒

熱する手数料も含離れている︒

は︑軸出入銀行︑

ドルを外貨調達⁝

窪た猜蝦センタ⁝︑送堪線︑従

︵起動試験前に行なう機懸価々お

安全性にも配慮難
業貫教胃︑予備鼎︑プレオペ試験

よびシステムの試験︶趨動試験等

原子炉と同時にすすめられている岸壁の建設工
タービン鰹止後の速屋上昇な防い

払い等によるものである︒外貨融

資

覆︷

源らら力
かか竃
金圏園圏
総記韓

1惚9鋭9万2230㌦

十八万八千がの﹁その他疑羅しが

ンク・インターナ

諸等︑機器羅入掛と運送保険料︑

核燃料

なろう︒

56万4000KW
PWR（米W琳七製）

ag5％黒甜ウラン（勧装荷）

壷総額は約一偲三千万がでおる︒

ﾘおよび据兀付け工禦費︑胴地

6652／545171㌃

爵
禽

雨晒関係機器の獣給、1二永田
串、原予が椿納絶設建設工礁
機器据付工串
（イングリノシュ
・エレクトリンク）
見積建設費
艶襯翫
核燃料
その侮

踊

究三所建設顎総頷は︑暖外の変

約一億三千万⁝

ショナル）

EEC

夢イト

建設鉾可晦謝園係黄︑建設期間の 見縦られている︒
ヴ
資金利子および予傭蟹を含む総額一
勧装穂燃騰費と間譲蟹屡含めた
一
である︒
建設蟹総額は一億九千八酉四十九

建設地点

貞1雌〜ゴノ編霞所

罰⁝⁝⁝−．・56万KWのPWR︑75年運
開へ
ている外貨融喪
所と岡じであるQ漂子炉の熱出力

6389乃8200㌦
6806万9613㌦
1億9別9万2230㌦
合

寧均3，47％
霜里（銀鱗準鶴東繭蟷）

羅気繊力
煩型 式

入園路がつなげられる︒燃料は二

東京九段下

本店

｛

一土 …

㎜

聡所機聡を含めて約一億七千三簿
七十二乃二千爵がである︒この金

8．051

WKIco

ロイ・シースに入れられている︒

10。16

一
ζの吉夢原笹人畜戴所は︑クロ

181

古里原子力発電所の概要
ーズド・サイクルのPWR型原子 鍵鋤篠は︑ステンレスで俣護き

4．465

80

80

難曲だき
火力発竃

込堅原鑓

2．624
5，175
0．232

0．298
0．052
6，642

源ヨ 力保険関係賢
舎
鵠

磁活水蘭の同上により︑エぶルギ

る︒しかも鼠園のエネルギー源た
けではこの曜盛なエネルギー照要
増を賄なうことができなくなり︑
大量の蟹源を外麟から輸入せざる
誉えなく斌つた︒岡圃のエネルギ

デムロンパウンド型四四式で︑走

ソシ鳳・エレクトリンク社製タン

蒸気タービンは爽騒のイングリ

は五†バ万四千KWであるり

ー憂覇予測によると︑一残雪O琢 は後七†二万八千KW︑脚気出刀
代には︑エネルギ⁝総需要のほぼ
六パ％脅鞠入にたよら聡はならな

二代になると翰帰依移箪が急遼に

梅韻力は五†残万五千且W︑驚格

いことになっている︒さらに九〇

上舞することが予灘されている︒

樽が

発｛盤原価（ミノレ／KW11一・N）

利馬率（％）

10．16

（＄／KWe−N）
圃定費目（％ノ駕）

308

ユニソト建設費

ユ．827

田一瓢
螺判費
運転。保守畳

聞

業
産

力

原
囎国聡刀は原子力発電所の建殴

輪入原油価繕の高騰により一国で
は︑すでに原子力発議断の廻設に
に末経験なため︑建設サイトの三

回転速慶は千八街RPMであるQ
蕊熱

ふみ切ることとなった︒そして原
鷹︑岸壁︑衛揚槻︑発囎所建農憂

．熟議

㎜た

子刀発蹴の導入により︑職圃蟷螂

リノシュ・エレクトリンク︵E昼

するとともに︑W起よCOの下灘

慰け工郡を舗け負っている︒

建設中の格納窓器

溌耀配偶の比較

建設スケジュール
1970。 6． 24
契約調研
197G。 12。 31
契約艶効
1972， 1， 31
原子炉建設蘇可
燃料装甲
1975，5
1≦η5． 12， 31
発鷺駈引渡し
商業卑下
1976．ユα鵠
契豹者および機擬供給旛工範囲
準講的作契
韓璃蹴力
海契約餐としての総紙壷任。
（ウ講スヂングハ
原子炉本体の供給、初固織燃
糾および取換開明の徴給
ウス・エレクトリ
ぽ

会柱︵K露CO︶はエネルギー源欝等は瞳欝とし︑それ以外の発蹴
で行なうことにしている︒ウエ

駈主要部分は﹁ターンキー方式﹂

スチングハウス・エレクトリンク

川園剃刀は現在︑韓瓢餓初の原
子刀発心所﹁貰里原子刀発聡所﹂

・インターナシコナル独︵WEl

の分二化を果たつこととなつ花︒

誉朝鮮半鋤の東礪端︑釜国から北

とこもに︑主契約者として田園昭

CO︶は︑原子蝉添体を供給する

刀に対し総摺的醤任を負うことに

である︒以下同発田所の概要を紹
介する︒

なっている︒総社は建築士那螢兼

町に一二†五爵にある田塁に建般甲

米国WH社の⁝

C︶は︑ジコージ・ウインペイ会

職のギルバート・アソシューツに

吉黒原子刀発蹴所は米園ウエス

pwRを採用⁝下灘け婁讃し︑奮κ英国のイング

チングハウス祉製の加圧水型際子

翫と安全性の点では︑米圃原子力

炉︵PWR︶誉操用しており︑設 勉と共問で︑発醗開係閻羅を傑給

に禽格している圏祉製の他の発硲

婁戯会︵A起C︶による安全審査 けとして土不工照と組み立て据．凡

霧

トぎ
沁
博
㌔

欝璽1蹴灘懸
㌧警報野際灘欝

（6）

第645号
館三白郵使物心仏｝

新

子
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一筆646号一
照繭047年10月12ε…董

毎遡木曜日発術

劔㊨

懲

▼

罵

総額で約㎜億円纏雛
円︵債三惚三千⁝曹力田︶︑薪盤

うち原型炉韓設蟹は置5−﹁七億由ハ

る︒保灘楢職業溺についても聯門

への励成などが戦えられている︒

化のぽか︑地方における蟹及輿叢

﹁蔵置啓発繰﹂が看護され原子力

行蚊機梅では科技庁搬翼局内に

務藤扁を設躍︑一一名を常墜させ

職一名の増員が要求されている︒

涯されるが︑来年麗は︑これまで

原子力知識の蟹及啓発も施策の強

新しく麟のプロジ誤クトとして推

ム試験の戯果を撚礎として︑予備

の単機あるいは数機によるシステ

予算嚢求

物︑各毬︽ミナーなど開催の横組

年度比二五％増・総額豹二穏八十

法ウラン濃縮研究開発を験く対萌

か建設省から地常整備欝として四

五％の増となっているが︑このほ

で離隼に比べ約葱九十四億円・説

設︵ス洗︶︑だ十年騒界を国書に

九年臨弾垂盛期に融速実験炉の建

予九癒が円︶が蒙求された︒四十

十七偲千一一齎万円︵緻七十三懸四

た動力炉閥発嚢については三壱九

原子力施設が多敏立地する地帯忙

馳照射澗研究開発に加え︑原子力

求で︑これまでの核融含および食

来年展の原予力関係予算概騨要

語力需か要求された︒猿子力率驚動入営に二癌か翼翼裟求︒さらに︑

籍轟轟諺鐘踊饗簡難論蕪難

ｻれぞれ進められる︒高遠煩善

勘地区にも﹁原子刀連言碁器麟署

次伶却学識

窓繩ｱ二酉万円︶による各種

剛旋性や燃・材斜の研究︑婁聖賢

は︑動燃蹟榮団における原子炉の

火災薄策など安金性研究あるい

雀︑消防庁での核鰍料輸送容羅の

クリートの安全基巡作成︑自治

の研究︑建設轡での鋤力炉用コン

試験︑船橋黒子での厩力容雷撃命

研究︑ステンレス鋼の強麗や劣化

での原子炉欄金属材料の縢食防食

︵NSRR︶建設のほか︑金材研

価コード開発︑反応度試験器醗

尖試験︵ROSA一∬︶︑安全訴

九癒円︶︒隙研での

は四十三億二千二否万円︵鰻二十

れている︒寮全盤研寛の要求予断

の総含的︑針画的な撹進がうたわ

特定総合研究に撮定︑それら研究

懸調致研究の銀つが新しく原子刀

レベル放射線の入体等に及ぼす影

棄物処理処分の研三戸嚢ゆよぴ低

発化が園られる︒

を急8選心機白八十機kよるカス 化がうたわれ︑TVや映画︑出版 を含む科学技術醤及啓発酒働の︷

る︒このための試験設備鍵として

ケード︵十三殴︶試験を開始す

鰹＋七懲穴壬酉万円︒このほか
選心撚襟灘化研究開発で試作蟹五
癒蕊千力円︑蜜全性誠鹸研究で二

伽二千五強力円︑人鍛増︵三十七

求δれているG

人︶など一般盤理捜約四懸円が要

審糞冤しが原子力筒原イ炉規制課

務の増大に対処して﹁原子炉蜜全

原子力利用の本絡化に伴う審査藥

年麗予舞要求の気嚢繰題の一つ︒

﹁行政機赫の蟄鎌・拡発﹂も来

行政機構を整備拡兜

転換炉開発費は酉七イ償千三醤万 安全審査室や環
円︵撒白雪三穏七千八百刀自︶で
境保全課なども

鍾レベル放射線の人体等に及ぼす影響隅査研究昂原子力特定総含研究にそれぞれ摺架して総合的︑欝

即製千九営万円︵簾黒闇七イニ強

研鴛なと共週事災費として二十五

万円︶︑炉物理や核燃尉︑窒繊

千四百万円︵償二十三億二千四百

入蔵籍へ凝出された︒

るQな︑⑩︑高二選当朝費には原型

万円︶︑がそれ．でれ粟野されてい

億円が科学技術庁から︸抵要求さ

産憲から最終群醐分担金などとし

億蓑千二百万円︑鍋務捻および通

会試製に鑓づ潅︑六十無点での空

で︑架無澄は今無の欄井に靴さ椹

は田のぶ門職員を常駐ざせる方言

このうち八月以降謁整中てあっ

このため︑こんどの嬰藪は︑いわゆ

れている︵太紙六四〇弩蓼照︶︒

て八惣九千三百万円の二項苧算が

︻瀧嚢震謬の誕︵警︶

騒鰍働を賊癩としたパイロソト・

内に設けられるほか︑二叉水など
炉妻達とし牽法覆蕎響
ついて麩レつる

る別梯とされた動力炉およびウラ
要燕されているため︑来難度の原

プラントの建讃︑逮聴にいたる研

樗構い︒論人綴増要求は一団嘉叢勇饗無毒

ン濃瀟研％闘発費を幽しく窟めて

窟でを含め全課で脇盾菅六十九樽一四十七懲六千斎万円︶でうち実験

導力関係所要経蟹は各省浮行致費一発費墜一首十億四千九薦万円︵償

究学課か︑動隠絵茱団を申心に︑

施設の安全溌研究︑放肘性固体廃

ついて詰チの謁盛が酬えられたも

円となる︒六号︑総理大臣を経て炉の建設黄は七十一継四千九壱万

施識羅準の作成︑供柵中検査など

恥簗物の処理処分研究蟹は⁝︸⁝億

が行なわれることになっている︒

パ千八酉万円勘蟹襲求︑原酬での轟㎜

旺条件下のコンクリート叢叢の評⁝

子力囎発は試に始レ．考たはかりで

はならない﹂ーーだから私は︑原

・ゆある︒﹁薩閥の二の舞をさせて

二のあ細りの姦しさにおは几た感

が︑それは︑消蟹者が敢浮すべ嚢

は︑ある程麓はコストも上がろう

くへきとの建荊をもっとするなら

もその三分の⁝は國の船遊不にお

徴浮の多いエネルギー源︑少くと

が︑この権利黛放疑していくと拭

少くとも米国か︑徐々にではある

かでなく︑⁝抹の瞬間は残るが︑

との翼意がどの辺忙あるのかさだ

は互いに分差すへきた﹂というこ

い﹂︑﹁講話工協建識に伴う磁路

あろうか一自主開発の大きな礼

ああした闘題がわが国で起ったで

輕水炉を幽艶開罰していたなら︑

閥題についても︑もしわれわれが

二化法および章段システムの開発

発・鍛灘鵬でのアスフ・ル主

よる高レベル重液の園化技術開⁝

試験を行なう︶と︑隠題照焼法に一

とにもなろう︒ひとつECCSき
のるタンクを聖誕︑内容物の饅出〜

には豪た︑新しい光かさし込むこ

のほか︑婁託費︵二千五薫万円︶

㍊器器幕別難窯簸衙門離一難離鱒舞舞難鵠︸難無難器荘︸至難︸籠筆触難雛器至難︸寵駆馳畿離雛難醜語一語器雛雛難論井井︸⁝馳器⁝ 雛鷲地謡︸⁝荘憂

あり︑わが国の果たすへき多くの

保険科とも饗んでよいのではなか

によるトリチウム廃慶物安全取扱

価︵深紅騒擾婆でを轟難

没翻りが残されている︑と考え

義をかみしめるべきであろう︒

つ﹂ということである︒錆一の鶴
提はともかく︑顕爵のそれについ

なかんずく職階性や環境聞題の厳

有沢広巳氏︵郁原子力点舞擾代
理︶は十月五臼関かれた動燃聰難

えてもよいのではなかろうか︒
だとすれば︑私寧甚本とした働

ろうか︒

のガラスあるいは縄分子による廃

技術の耀発︑国立試験研究機醐で

勲︑核燃料サイクルの確立︑プル

あらためて強調されるわけであ

しい今日︑その癒要牲と緊急性が

た︒すなわち︑澱灘ウフンの節約

二の粥提は︑くずれてくるわけで

ては︑現在︑かなり動揺している

自主開発の必要強調

いは環境対鍮といった新しい賜題

皇子力開鑑については安全性ある

肱賜も残される︒しかしその後︑

あるのが等々︑反省しているし︑

ないのか︑底丁鼠は開発の必要が

といえよう︒濠たあちこちに穴か

て初めて︑申子力關挽は成功した

るクローズド・システムを成し得

めた一つの継がりをもち︑いわゆ

さらにアウト・レソト窪でを舎

イン・プソト︑アウト・プット

選定のκめの陸七調薮などが行な

所による地質学研究など保篠適地

菌万円︶︑国土地理貌︑地質謂査

定のための海洋翻査︵一億六千六

る獄験的海洋処分に鋤えた適地選

庁︑気象庁︑海上保安庁などによ

億七薗万円︶のほか︑水産

贈物好蔵朋材料の研究など研究風

もでて潅ており︑こうした論悶題

発︵一

ところで︑こうした昨今︑この

あき︑そのために鋭意努力が藪ね われる︒

しているわけでもあるQ

圓は︑その妓術と燃尉を今後も供

への対処は︑低レベル放雛能の開

られているが︑成功のそのヨは間

工覇を圃内に建設しなければなら

︑僧もたざるを縄ない︒なぜ再処理 り︑私自封︑そこに救いを晃い出

遍力か魂るしく薄れてくるかの慧

のが山廊た︒軽水蜻を開銘した栄

講演を行なった︒在任中︑どうい
う考え方で原子力潔魂と取組んで

ーをもち︑旧訓を立てることの必

きたか︑嗣舞搬進はフィロソフィ

給し続けるであろうというのがそ

TRねよびFBRの下主開発と加
そ二の萌捲がくずれるような偶勢

題を含め︑われわれに自主開発の

i有沢広巳氏が特劉講演ー

◇

にある︒多面繭国際共同しよる濃

ある︒

以下は岡講演の虫な内容の要旨で

笛記するという形で述べろれたが

私は義子力婁勲として在任中︑

の背蟹にあるが︑ウラン護戦技備

の推冠物体である効燃雨露繍の設

要性などを論陣反省︑いうなれば

基本的な鰐え方として二つの蘭提

についてはいわゆる密封するゐ麟
であり︑それによって世界の原子

ハ偬三千七後万円︵償ハ億五脅万

低レベル放射線の影暫研究では

．てれであり︑このために私は︑A

トニゥムの熱中嫡子国利翔等々が

円︶を要求︒放医研を中心とした

籾強度として瀦始される予驚︒

究のA・B画計幽が剛力庫計圃の

尺体への陣轡研究︑環境放射能研

近か︑時間の賜魎でもあろう︒そ

る結災ともなっているQそして︑

イクル確立の聴こそ︑原子力は天

してこのような︑いわば核燃料サ
こうしたエネルギ；自王開発の観

編工揚の建設構想あるいはa米典 必要性と勇蟄性をのらためて敏え

であり︑米魍が核燃紺洪給の独占

同での作簾グループづくりがそれ
わけではなく︑工浄ルギ⁝供給の

てもむ．Oん灘外との協力を惜しむ

して天から揮かったものた﹂とす

策の一つの柱︑いわは美しい世墾

立に愈を開いた︒日主開発といっ

るものであり︑第二は﹁米囲は核

なろうσ

点からFB洩あるいはAT翫の開
恵のものとして祝福されるものと

﹁原子力は新しいエネルギー源と 力界に磐臨するであろう︒世界政

ってきた︒すなわら︑その第一は

カギ握るサイクルの薩立

をおき︑その下で開発推逢に当に

騰齋の荷受飯

山﹁報笛と講演の会﹂で﹁婁舞を

讐繍

「

辞めて原子力を思う﹂と題し特別

欝雲離醐羅

篇篇罵蹴ξ厳荘難︸贈籠籠駐畑ヨ§籠︸§箋§瓢⁝篇期画一籠難難難籠難㌶⁝馳藁籠⁝離籠触魏鵡

のとなっている︒要求総懸は約七

追加薯Φとともに︑その他穂策に

に八月末︑動力炉および燈心分離．︵綴否三十三億四千八百五万円︶

原子力関孫予算についてはすで一書五十五偲四千九蔭八十六万円

十九徳円︵騒購綴務負坦行為製糖額は鞘管三十三懸円︶︒人員泣け四街九↑五犠となっている︒

こととしている︒これら谷種糎策の実施に伴う要求多葬額は各餐庁行政費審ので巻含めて総額約七百六

画的に推漁びるほか︑原子力知蔽の善及啓発︑原子力旛設地帯獲傭︑輪報収聯活動の強化など三図ろ

紺技術研究開発を圏のプロジュクト︑原了力徳殴の安金性研究︑放蟹櫨廃畷物処理処分の研究開発︑

り方針と各種微鍛の要駅額冷決製したが︑これにλると︑来俸獲は断たに還心分離法によるウラン濃

原子力愛黄虫は十月雌臼午後臨無難鐙会湯開き︑昭湘照干八濃度原子力麗係予騨の編鰍に伴う見積
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知識をもっている︒闇温ガス炉軸

月実験⑤核目口試験などで三顧の

重にあたって︑フランスは①独力

ヨ分の一を超えてはならない︶設

これら協鷺は双方の㍊猛が均短
で騰発︑②欧州多国間創画︑③鵬

立に関する協定

持っている 郷 藏 お よ び 将 来 敗 得 し
しているものと認めて︑ガルフと

︸︑現在蕎温ガス炉について

た経験を交換し︑共岡で欧耀規蹴
フランス闘では現金の綬受を必要

ス炉システムを工業化し︑内外の

一︑欧州 規 鞘 に 適 応 す る 高 温 ガ
と考えている米仏︑英瓢︑葱独︑

占︑その他地威ではかルフが拠点

十五年︒地域的にフランスでは独

とは壁にぶつかっており︑西独は

てはドラゴン計画を発展させるこ

つことは嶽金的に無理︑②につい

併行し独力で高温ガス炉訓画をも

炉を睦んでいる︑③については研

タドン型核無料を閑いる高温ガス

日叢は除かれる︒

ガルフの高光ガス炉システムは

融濃縮ウランを使重し︑幾何単的

C型の窩温ガス炉の協力体舗交渉
も可能た︒

ガルフ高温ガス炉枝術工業化で

ものQ

二共通子会祉の新設が認められた

ではあったが︑乗客にも欝欝要員

査︑貨物の除染を必要とするもの

放二三物

れている︒放趨性医欝愚は︑診断

であり︑これらは嵐客機て二面さ

よれば︑この蹄故は︑機体の除

醐象運輸安全釜員会の論破報告に

ど︒艀細閥禽せは原麗企画課潔

イソトープ技術に闘するものな

釘能かどうか︑その社会晒影響︑

通り進めるか︑EPAが幽々の件

る各州は︑そのプログラムを従来

してゆくことになっている︒ガイ

従来と変っていない︒RPAは︑ それぞれ独自にプログラムを翼翼

加する可能性が強い︒

科学工学会もこの新しい調査に毒

で︑下胱のために閥査を行なった

とが許されるものと考えられるの

嗣および民閥の機工に婁託するこ

三一

照照

三三

難点

財団法人蔵購墨池尉撮興協金

干370−12

医学検査︑乗客および手荷物の覇

の大鵡め段階でこのニカ月ほど挺

にもいかなる鰯蜜をも発生さセる

まれていたが︑このほど持株比灘

危険物 扱いに反駁

A工Fの轡簡はデルタ働盛機事

ものではなかった︒

ける国家遜輸安全委曇釜員艮の

故についての竪子調査姿翼会にお

誠渇を引用しているが︑これによ

る放樹配物蟄の翰送は︑他の危険

れは﹁一般的にいって航空機によ

物震の輸送に比鮫して︑かなり厳

といっている︒

規制猫趨に欠けている点はない

質の製造︑輸送︑使彫についての

ついての調査報告瀞は

ている︒濠たデルタ航鰻機購故に

しい規鋤が実施されている﹂とし

放射性物骸の
航窒機輸送は︑FAA訪︒よぴ運輸

と反論し

局︵00T︶の規耀によって︑効
果的に説制されている

またこれ蜜での節黒は︑きわめ

﹁原子炉会議﹂

西独原子力艦藥会議

で論文を募集

西ドイソ躁子力試某会威は来無

表論文を蔚集しているり細切は十

っとも遣んだ技術をもつかルフと 力会祉︶1ーフラマト⁝ムの三等を フランスで臨接生塵活動に滲為す

憲たそれが八五年に汚染をゼロに

について抱否権をもつことになっ

と蓼明らかにしたとき以外は発働

以上の混遣水を出しても魚類︑員

七七年に﹁実周可能な最醐の狡

諏済の許可プログラムをもってい

ドラインが公塩塞されるまでは︑承

州政府による警可11善しい法薬 ﹁五入の婁昏惑によって行なわれ

の連邦口試ガイドラインにより立

類等の生態バランスを破壌するよ

徳﹂を利用し︑八三年に﹁最高の

放射線照射の利用

ドル・グループ︶臼PSコンクリ WHのフランス市掘逸出は︑折衝 などで簸終的禽意に遼したため︑

C泡RCA擁核燃料

R一医薬品旅客機輸送で

米国漂子力産業会議︵A工F︶ 用されていると推短されているが
は︑放射性緩爽甜を竃とする放射

隆療用アイソトープは︑半減期が

行なったもの︒

係消蟹者行動詔厳︵ACAP︶がている︒

の配下にある組織のひとつ航空関

この舗願は︑ラルフ・ネーダー

甜顧に強く反駁した︒

空局︵FAA︶に提出されてい沈AIFの譲纈は︑

ACムPの請搬の主張に対して

可欠となっている︒

短かいため旅客機に．いる翰送が不

を組織してい

の航窒輸送として禁

性物質の一股旅客機による輔送は

欧州の譜電力会社は起DFとV
EW︵西独︶が喚心になって混掘

ユーロHKG

ガス炉購入のためのコンソ⁝シャ

CEM︵ブラウン︒ボベリー・ ム

HTRの分担は次の通り︒

る︒このコンソーシャムに薄し︑

危険物質

グループ︶翻総合計國︑動力炉の

競争闘係に立って入粍に慮写るこ

GHTRは西独のB8Kとともに

止されるへきであるとして連螂航

システム︑タービン機械羅材︵灘

出へ

とになるわけた︒

熱力学および八丁技術︑運脚制御

来はガスタ：ピン︶

クルーゾ・ロワール︵シュネー

WH︑仏・南場准

この反駁は︑A王F鯖任埋邸捕 て畏好なものであり︑この二十五
官﹂・H・シャフラi疑に宛て弛 されたにもかかわらず︑わずか

H・A・ウィギン氏からFAA年
畏間におそらく一燃掴以上が軸送

ネント︵露子炉容雛︑自由発生装

仏と共通子会社を設立
︻パリ松本駐在簸発︼フランス
政特はこのほど︑米国のウエスチ

轡簡の形で明らかにされたもので

ルーエ大学て七灘葎度原子炉会議

四月†日から十一二定置でカールス

二月一色︒四谷は原子炉解栃・突

を開催するか︑同協会では三下発

悩轡雛故︑被曝箏故は︑皆無であ
る︒たた︑昨年十ご月三十

鶴︑

二︑PUK︵ペシネ・ユジータAIFのアイソートプ製造・頒布い︒しかも乗客︑乗組員に対する

三件の薯故が発生したにすぎな

躍など︶を観造︒

・キ嘉ルマンi⁝五一％︶︑WH叢無二︑放射性纒薬叢誌員会︑核

ングハウス社︵WH︶が隊子力痙
巣でフランスの企繋と次の二つの

︵三飯％︶︑CNF︵一〇％㌦︑ 物質輸送委員会を代表してこのほ

ーストンに向うデルタ航箆機内で

験︑燃料裳索︑燃料サイクル︑ア

ニューヨークからテキサス州ヒュ
現在︑年間約五十三万個の放射

発焦した液体モリブデンの漏洩購

ど提出されたものである︒

故が注意すべき汚染蹴故だった︒

の核燃科製造謝罪子会社︒

クルーゾ・ロワール︵四％︶四判

共涌子会祉を設立することを認め

一︑クルーゾ・ロワール︵持株

ると発記したQ

うち約四十五万欄が放射性昧藁品

この両社の設立によってWHは 姓物質が輸送されているが︑その

愚らう政痢肋の愈陶を反映して︑

る︒また︑逆に既存の鍵準では水

する爵的にかなっているかという

州の許町がEPAのガイドライン

口回

ることになる︒米国島本の進出を

て︒

公護する規購に蒸いて評可蟹に記

質羅持に十分でないことが判明し

点で検封評纐を要する︒

●騨瞬﹁僧一一
齢．
騨一一回冨噂︐一

漿︑不発全聖王物を取扱った暫の

吸収し︑クル⁝ゾおよびシャロン

銀半後には醤十

の鑓携の道を選んだわけだ︒

この力式たと

＝冒：7一︒＝＝＝．一曹＝＝轄7＝一
陶一一騨

入される粂件を守らなけれはなら

た掘進にはより厳しい基準を通癒

もしくは法穣の条項に遡反してい

の豪ま残るが︑その他にEPAか蒋別に飾恕することも可能であ
ぶ審議を経てついに一九七二年趣

ないことになった︒たとえは︑あ

することも可籠である︒このよう

るとき︑家たは下流の州の二郷が

二十九圓に及

動水汚染規制法改正塞愚可決した

る水懸に新しい発罐所が建設され

な例外基鵡を遜用する場含は︑8 るバンカー改正案は︑掲建された

技術③PSコンクリート技術④隔 制を破立できる︒これは①蜜全②

規蹴に遍応したもの︒鷺DFや欧 が︑これは裏印所の排燕の影欝を

機械器材⑭核燃料サイクルで欧州

無くすことを園丁として続則を穴

る揚合︑従来の基準では水質が低

上論の州で㎡可した緋水によって

ている︒しかし︑この盤台観は︑

州女鑑力会祉からの受注を期待で

きく変更したもので︑環境法の一

温排水の堤境への影糖の調壷結果

バンカー改正塞の修正窪いわゆ

きるわけで︑西独でタドン型該燃

らない︒

PAは公聴会を開催しなければな 州︑地区︑連邦の機開が実施した
圏されている・この敬正嬢は今月

するものたが︑今

今後の研究繰懸ほ朗述のように

できない︒

電所については訂

園の改正案では発

をA封Cが再検講ずる義務を免除 下流の州の水が汚染されているこ

⁝

國嚇

@篇暴露ムに関 八蕊年に﹁最用の技侮﹂を利謝す

経蔵的︑社会的および環境上の影

水汚染規制法改正案立法

Nには汚染ゼロへ

中旬︑正式に法嬢になる晃込みで
あるり

この改正案は︑一樋の妥擶の薩

技徳開発のスケジュール臼建漿

下することも起り得るが︑その相

C︵ブラウン・ボベリー・グルー

ー▼△W量▽ムーー1

拡張建設の進む
廃棄物貯蔵施設

物とも欝われているが︑その中で
原子力発電に特に闘係の深い点と

が公凝した後︑建

が︑この埴輪は大統領︑上院︑下

欝かあるかを調へることが必要だ

する規則をEPAることによりどのような技術的︑
設の煮繭るものについてのみ澱鏡

しては排水欄限に閃する新しい概

界は︑七七年中頃蓑でに﹁実用可

に対する説明轡を要求することと

愈とその水質基準との肉係を明ら

能な藤高の技術﹂を利上し︑八三

なった︒

米国ハンフォードにある米圃原

璋中頃までに﹁最樹の技術しを利

の拡姦計圃が進展してい

擁写翼

下院に提出された法難では撮捕

心することが要求されている︒八

するガイドラインに塾づき各州が

によると︑EFAが作成して公選 る予定である︒築際の調査は︑政

ることとなった︒

る︒容溝拡大のため建設中の二つ

した⁝一

た取扱いをすることになっていた

し︑圃家環境政籏法︵NEPA︶水については他の耕出物と異なっ

五年までに米国内のすべての河川

爽される副画の実施は各州にまか

うなことのないことを発電所の箭
せる︑とした点である︒

排水鋤隈11現在の承質羅率はそ 有者が露PAに立証した煽含には 技術﹂を利用丁ることが経済的に

び︑今後は環境保護庁︵EPA︶こととなっている︒たたし︑甚噸

院がそれぞれ五人ずつ選んだ慰謝

のタンクのうち︑酉万カロン液体

に茎つく環境影擬ステートメント

から汚染をなくそうという琶標は

七五年宋となる兇込ひ︒

段階のタイムテーブルを示

麗鉱物貯蔵タンクは完了を闘近に

が︑妥協塞ではすへて筒一に扱う

し地下タンクですべての液体廃爽

経費は両方で四酉二十万ザ︒ただ

二月置でには建設が終る予定︒総

奮えている︒両タンクとも来年

縫出の必腰性をなくしたことおよ

子力螢蝿会所有の廃晒物賠蔵施読

米圃ハンフォード

厳しい昏昏を守らせることができ

合には新しい発蹴所に対してより

米誌上下両院は︑

一．＝轟＝観一．■輔＝＝・一︒＝＝顧7一匿＝一＝7一＝＝＝．〜一

両工翻の瞳子力量盤渉羅コンポー

共煙子会社CNF︵フランス原子ライセンスを提供するだげでなく

境準五五％︶とWH︵四五％︶の

米原薩

ート容蟹断熱材︑内部盤澱騰造

黒鉛技術︑核器拐︑エンジニアリ

ペシネ︵PUKグループ︶睦

物

場禽によってはかルフ社型とBB ング

プ︶に対抗することになる︒窪た

画

治療で隼聞約五頁万人の患層に便

の理由からいずれも排除され︑も

れを取戻すことはできない︑など

状ヘリウム︑ケーソンはPSコン 究開発費がかさみ米国に対する遅

る高温ガス炉工業化グループ︶閥

一

料勘温ガス炉を開発しているBB つのランドマークであるとして注

温ガス炉を関発して受注をもつ体

鯛と嗣型でCEAや仏原子力産業万KWと七＋七乃KWの二響の画

これはユーラトムのドラゴン計

ーが縛長とされている︒

にプリズム型に配麗︵静止状︶ー

の撰撫子会祉︵ガルフ持株比率は

化し販亮のためGHぼRとかルフ界でも①黒鉛技術②ガス状冷即題

一︑高温ガス綴織核燃糾の嚢

るガルフとGH管R闘の協定

︸︑技衛 ラ イ セ ン ス 縫 供 に 閲 y

の協定︒

ペシネ︑CERCA各社で構旗
クす
リート製︑核燃覇にトリウムと

註体となりクルーゾ・ロワール︑

演二
二が
に黒鉛︑冷却財に愚闇ガス
するCEAとGH囎R︵C避
A

に必要な購報知識の提供を霞的と

発注に応ずる嫁欄を確立するため

の協髭︒

瀦発する陀めのガルフとCEA闇としないものとしているQ期間は あったが︑①については増殖炉と

独との二磁閥協定などの可能性が

に適応した 高 温 ガ ス 炉 シ ス テ ム を

締結した協定は次の灘り︒

した︒

ルフと①隅温ガス蝉システムの開発︑②燃料製潭県通子会蝕の設立など螺つの協完含綿結したと瓢訂

ンメンタル︒システム社︵以下ガルフ︶の隅温ガス炉技術を轡厳し︑工美化体制必確立するため︑ガ

︻パリ松本駐在鍛発︼仏CEA︵原子寄︶はこのほど︑米圏のガルフ︒エネルギー＆エンバイロ

共通燃料会議の設立も

一年半後に受注体剃

鷹■巳

物を圃形化できるようになるのは

O273・一46馴一1639

TEL

日本原子力研究所内

群馬県高蘭市細餓購

一一

かにし八五年に汚典ゼロを田切と
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発がん欝血等で論議
新領域爾究に意欲的対処
放描線被曝が入体に及ぼす影響を研究するという︑いわは歯止めの麟学としてスタ⁝トした放二線

影響研兜が︑公審蘭題に開脚する化翠発がん物畷の撫桿解尊爵簸先蠕の単為葛城の形横へき脱皮

しつつある︒四日から三 婆 閥 金 沢 大 寧 で 開 か れ た 穣 業 放 窮 嬢 影 藤 蝉 会 ︵ 会 擾 ・ 御 鰯 叢
畏︑会員七簸川︶第十覆圏奏では放蔚線や化攣物質によりどういう鰹講でがんが発熱するかに悉く
の関心が集まり︑黒太登憲夫馬︵策穴旧離研︶︑専鵬葉洋＝蔑︵放鷹研︶らの報告に撚のこもっか銅
犠が行なわれた︒

ているが︑その調鷹をどうするか

以塒ゴ麟所の他二二譜縫｝各諜漸にてピル髄雛騨

技術的条件としては︑①基髄研

（07702＞（2）1636
（02928）（2）2187

溜戒油動燃事渠圃理事長は十月

聡鱈

滋ン・システム︶仮説があること

躍緬

茨城懸那珂郡衆海村樗松

かし︑これを憩れは︑鍛初の農用

敦賀南津内2−2遵エ

東侮蛍策所

もきわめてむず猫しい闘匙たQし

最要鴬難所

烽ﾌ原型炉総懸実緻③燃瀬購読

WH・高浜建設所

罪部門の入的︑鵬設的実力②二〜

（一般放財能蘭係） 臼本原子力研究所・東海・大洗。高締各研究所、㈱東京原子力野業研究
駈、日本飛工協会、多弁線医学総合研究所、日本羅々公社・羅気通鱈研究所

で周事業団の概況蝦告を行なった

塵を拝しなければならなくなり︑

炉はできても敬醤の面で外画の後

プラント㈱、葉魚芝浦電気㈱。原子力本部、三菱原子カ工業㈱、G鷺・敦蜘並びに描赫建設所

五日︑艶五園﹁報告と講演の会﹂

の照射施設と照帰艦施設④大型コ

（発囎所蘭係） 機器その他の汚染雲表、定期検査時の除染。サーベイ、核燃料綾衝◎交換作
業、漆箔被曝讐理、汚染衣類のランドリー、冷却水取水溝の溝掃｝、廃棄物の運搬、変調所、窒
調設備運蔽、施設内の禰助工穣戴びに鴬繕業務
（研究所・その他） 管理鷹域溝捕｝、フィルター交換、各種廃棄物処理、浄水管理

今大会では放射線や放射線類倒
が︑以下はその申の実証炉胴発に

〔原隊急雷運営雪気蟹〕

などを述べた︒

物議︵発が〜化学青竹︶を通じて生

国をあげて力を墨礎研究分野に入

ンポ⁝ネントの騰挽改良施設⑤工
鑑カーなどがあげられるが︑この

ふれた都分の饗旨である︒

蘭箏翼翼は断型動力炉の原盤撃

命の本質操求へのアプローチが浮
彫りにされたのが印象的だった︒

れるべきだ︒

次に載沿的条件

うち②⑧④は当事業団の圏的なの

後の璽要な課遡と

発成京でを任勝としているが︑今

開発の万法を確立

としては︑実酊炉

る組繊をつくることである︒とく

@

に尖翫炉開発は莫大な資金と入詞

・⁝

で必ず災現させる︒⑤はわが團の

能㎜．

揚含全然聞誤はなく︑△後わが麟

助と︑社会一艘のコンセンサが必

を要するので︑政周の積極的な援

GEの被覆管技

術の導入を串請

神戸製鋼

神声製鋼灰は十月十一日︑隙子

燃料屠ジルカロイ徹纏管の黎造に

隙子力などを合む第二次技術導

入の磨由化は︑本年七月から難燃

されており︑今回の神戸製鋼の申

︸カ月後に聡可の見通しである◎

請もとくに悶題はないようで︑約

！

住所大田区大森北

8

4

1

嘩

ル細胞︵円形舗平細胞︶でも銘養が

ところで︑五日午後の総会で
しては︑われわれ

である︒図としてはこの成書によ

要た︒したがって畢急にこれらの

し︑その中心とな

って実装炉を瀦発しなければ原型 がカを注ぐべき窟は①の駆礎研究

発の成果をどう笑誕炉につなぐか

の充実であろう︒猛礎研究は金と

廃糞蝿は稀釈して放出している

挑焚物讐は陸上蚕繭︑極鶴レベル

今園会議ではこれら天然資源のほ
か︑一昨年末︑二ついで発見され
ているウラン資源も議懸にのぼる

び︑関係官庁に同契約の濾可曜請

関し︑米国GE社と技術提携を粘

ものとみられ︑とくに臼簸原子力
協力協驚にもとづき︑来轡第一回

てくるものと予想されている︒

日本原子力甦簗会議は十月五田

を行なった︒

の臼簸原子力会躍の閣催を打診し

最終処分方針

の明確化を
れ︑約二一嵩十名が出席したQ席 高速増搬炉︑長靴肱換炉︑私撚制

中部戦力浜濁原子力発霞所で︑第

三の二五の十五予一四三雅隔

祉長浜本飯氏

魏魏に入

七︷ハニー七四五一

（02403）

（5）3

くようになったが︑エピテリアー

可能になってきた︒②炭化水馬系

め︑晩発効累︑突然変異誘発の機

発かん物質のK領域への酸紫付燕 は︑薪たな学問領城に対処するた
が露要なステップを翻す︒③活性
が取組んでいる原

炉開発は溜味をなさなくなってし

諾間題の検酎を開始すべきであ

構︑
化細胞はDNA︑RNAなどの
核DNAの障霧と蔭復などのテ
鋸窪での研究開
ーマを扱う放射線障審麗礎研究セ

議を逓して文部省に働きかけてい

酸やタンパクががん化に関係する

一方︑放鷹研の寺華東洋三氏は
ることが礁継当周から報簿された

ンターを京大に設立すへく学術会

これまでの放三線発がん研究を総
ほか︑金沢大学への環境放瀬瀬研

のではないかとみられる︒

覧して︑その特長を述べた︒濠ず

もっともつけにくい分野であり︑

の職底トンネルが必至であり︑こ

人を注ぎ込むのに表面的な理由を

究所設立要嬰︑一九七八年の第六

の工謬は大変だ﹂と述へたあと︑

まうだろう︒笑重工開発は犬一業

回国際放射線研究会講︵ICR

②多数二一貿易閤題︑③臼簸貿易

なので︑これが成功するには技術

放射醸発かん研究で鼠立つのは︑

および醐運問題︑④エネルギ⁝天

澱近わが国匿奨界は︑天然資源

に酸終処分について︑﹁現撫固体

廃語物の処理処分簿にふれ︑とく

の供給源として薮耀を江薗してき

である︒

についての国見交換な行なつ予定

て︑使用済み蝋料再処鍵や放鍵税

う︒

に予足されており︑とくに原子ヵ

原子力発難訓発の今後の課題とし

り︑職剣に取粗む必要があると懇

関係では硬州側が脅年六月に直立

パブア・ニューギニア問題︑など

究所などで任悪に研究が行なわれ

第﹇回巳蹴閣僚委員会が十月十

然昌昌聞題︑⑤蓮輪悶題および⑥

現在︑豪︑慰霊︑メーカー︑研
が必要だ︒

酌条件と数冶的条傅がそろうこと

線盤と発がん率というインプソト
騒でもその翌六六無黒木グル；プ
告があった︒

と阪大の釜潟︵現学長︶グループ

R︶の日本招致日建などの環況報

つきとめるなど異験当物にがんを

にとりこ憲せて肝臓がんの発生を

ていることで︑この点ベンゾー

麗代の灘轍﹁がん﹂の生いたち

二︑十三臼の両演︑オーストラリ

した日鍼原子力協力協定にもとづ

次起源問題等で立恩見山父換を

日エ蒙閣⁝僚委開⁝催へ

とアウトプソトの関係がよくつい

を化学物質︑放胆線の両薗から追

がほぼ岡暁に4NQO︵4ナイル
ト︑アニリン︑ニトロソブルキル
扱ったりすることによって生じや

ブレアなどの化学物質を職簗的に

の燕では虹対照をなしている︒し

すい化学発がんの場禽と轍的杷握

は藪たはつきりした定説はなく︑

アのキャンベラで開かれる︒罵餐

かし十二紐の発がん機織に関して

無爵助教授は講演で︑発がん剤

ビールス発がんを主張するオコジ

きるようになった︒

以後発がんの機構が細かく解明で

学物慣を用いて翻験笹培謬に成功

人工的に作った諾がん磐のある化

ロキノリン三主キサイド︶という

つくることではわが磁は世界のト

った発がん機講研究の現況報皆は
今大会の熈点の一つとなった︒

簾大醒科学研究勝癌細胞学研魔
部の蕪木渤緻授は﹁化学物越によ

る発がん機構の解析←の現 況
と将来の閥題点一﹂として細胞に

発がん剤を尋えた場禽どういう過

き︑鰭酒原子力会談の闘催を打診

が︑今後皐急にこれら最終処分方

鐙会は昨年週月の愛知蘭五根︑ア

た︒しかし不況の深刻化で現在か

！ン仮説︵腿瘍のもとになる遺伝

爽験動物では発がん化学物質の勤

必要であろう﹂と強調した︒

仏に対する国の明確な方針決定が

してくるものとみられている︒

なり輸入鑑が減少しており︑賢源

ンソユー命掛首絹兼貿易醗莱獺会

輸出螺工業国化の転換をめざす零

綴で︑岡画影の蟹易蘭題などの謝

第﹁回婁嫡嗣では欝頭に︑現在

ており︑これが放射糠などで活発

子が脊橡動物の細胞の中に分布し

墨は︑墨銀柵原横長等の輸入促進

た技術のいくつかを次のように報

議のため闘かれることになったも

されるとして︑簸近閉らかになっ

ったあと︑①内外経済金融闇題︑

縦胞内で代謝されて初めて活雛化

果が顕著になる濠で一〜二葬を要

ターロソキング・ジエン︒アタシ

まっている︒それだけに今後の撃

化する︶と化学物質発がん︵イン

墜闘は動燃曙斐剛にとってもっと

んは鋤物の繊穿細胞ではう羅くゆ

ついで︑さきごろ原子力懲悪を

も増大な隠期なので︑癒成理事長

告した︒①試験管内での化学発が

退任した有沢広巳前原子力委建長

の︒エネルギー・資源闇題も議題

代理が﹁蚕員をやめて原子力布思

にこれまで以上の御援助︑卿協力

をわが国に働潅かけてきている︒

の両面関係一般について外減があ

ソプレベ乃を歩んで愚だ︒しかし それ自体は活性をもってないが︑

講演した︒ある糊の化学物質が発

するほか︑細胞レベルで罷がんの

程でがんがで蓉るかについて特別

けて瑚らかにしたのは︑わが国の
機講を追跡するのが囲難だった︒

がんに関与することを榔野に先が

山極墜二郎︑篇川厚一の両氏で︑

でがんを作る研究が盛んとなつ

一九︸五難うきぎの耳に九カ月閲 このため六〇無代に入り試験管内
タールを塗り︑皮牌がんができる

う﹂と題して特別講演︵内容一面

また新らたに灘任した河内武雄

をお恥いしたい﹂と述べた︒

鋤燃事業闘の開発状況を酪録した

副理職良︑小野欝璽郎監恥の両氏

参照︶を行なった︒引きつづいて

映画﹁動燃︸九七二﹂が上映され

も紹介され︑それぞれあいさつし

の三部門の開発について︑それぞ

き︑西依祥一中部鷹力原子力審部

三士二園原子力産業懇談会を開

原鷹懇で西依氏講演

上︑岡糞六国前理嚇良の井上五郎

の出麗名を得て︑午後四時半すぎ

れ講演が行なわれ︑約五聖五十名

薩依氏はその中で︑浜岡原子力

澗会は盛況響に終了したQ
なお︑同感畢爾はこのほかに翌

発電所建設の現状を﹁地元悶馳は

原藤に入会

たろう︒その使命を考えると去り

六日︑大洗τ学センターと策津蟹

三蚤照︒欝浜地臥での経験が役に

京浜工轟︵株︶

紮所の施設見解会を行なった︒蚤
日はあいにく台風の影騨で葡天だ

県驚嘆市会鋤川騎通一の十二勢

会

住所岡山

で聖遷も懲がないなど良好であ

赴長蹴部弥之助氏
るが︑漁場への影響を弱慰して海

水爆共生火力︵株︶
でも高く評締される豪でになって

七二

州＝一蹴誠○八六四i四八一三

ったにもかかわらず産出界や二道 立った︒建設工騨は︑敷地が平坦

いるQ一方の核燃斜開発は隈際運 談の研究開発設備や機器︑高速実

上麟築卿を建設しないので︑﹇茨

閃翌翌など約六十名が参加︑両施

勢の泌花によって新周面を迎えて

冷却水取水用の蝿さ約六筥六十麟

洗工単センターなどは先進瀦外国

した動力炉開発も勝目に渠り︑大

課題扁の講演を聞いた︒

箏をやりたかった︒ゼロから出発

長から﹁原子力発端開発の現状と

原子力委舞長代理があいさつに立

午後からは︑再び全共逓ピルで

た︒

た︒

このあとパーティを隷ねた弗さ

一一

難いものがあり︑もう少しこの仕

在嬢はこれからますます増養する

ち﹁中傷期を迎えた動燃事業団の

ん会が赤坂プリンスホテルで開か

ド

に説闘を聞いていた︒

〈03×571＞6994〜7。（572＞5734

竃露舌

東京都中央巨ζ銀座6−3−16

社
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験蝉﹁犠陽﹂などを見学し︑熱心

灘誕

原子力関連作業鐘

福島営錐所

禰鵬録双葉郡浪江町
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細心分離法に可鍵盤
モールハウエル氏が報告

@独自の繰給源として關発
⁝． 西 独 敬 宵 科 学 憲
曲ドイツ原早笛二四会議は今年の響︑ハンブルグで﹁原子炉会誌﹂を開いだが︑この会議において

両ドイツ歯即功学省のハンス・モールハウエル博士は同論のウラン濃鼠に関する導引結墨を発羨し
た︒笹のなかで問博士は︑遠心分離法︑ガス拡敬法︑ノズル分離法につきそれぞれ分析するととも

潅ない︒

不確異な構報しか善えることがで
西ドイツ運算政府は︑ドイツ産

蟷ではリスクが大きすぎる︒

に︑濃継に対するドイツの考え方︑現在までの歩みなどを報告した︒以下はその概要である︒

一九五五奪のジ鳳ネーブ会議で
米園は︑濃縮ウランの似絵捲保糊

潅た︒しかし米州では︑保離供給
にされていることにある︒鱒幣俣

核不拡散の考慮から︑今なお機密

の供給安定に警心し︑他方では欄

るが︑一方ではドイツ原子刀箏業

集たす浄め絡別の努力を號けてい

第二は︑灘縮技術が安金保陣と 業聴講し︑濃縮分野での役割を

の敬策を無期隈には継続できない

持は当然︑濃縮鷹業の経済性︑狡

し︑今臼豪でその約束は守られて

という徴候がみえ始めている︒米

設備を灘経済陶に︑謹た技術的

ここで用いられる技術は政治鮒

鑓犀瓠散耀
すでに確講ずみで突趾されてい

のを共起作業で作られるかどうか

る払散技術を麸にして︑旧しいも

を検討することは一器手つとり重
い落髪といえよう︒しかしこの方
法が単寧籔的で発題してき龍とい
う理幽で近寄り難いものでめり︑
また隔麟によるウランの拡赦につ
いては経験もない︒ドイツが拡散
法に参禰することになれば︑必然

に篠懸されるに違いないQ

的に資双参孤とか︑静上製ぬだけ

また︑米姻は撮業聴の電力費を
五・五ミルとして︑現在の溺縮費

といえる︒単一段の分離係数が大

に選心分離法の特つ可熊性にある

きく︑分離性能が闘遠の三〜四隅
および盗心機の胴の長さに比例し
て上界するということであり︑現

第1国は分離係数と段数︑すな

在もどんどん進歩している︒

わちウランをある一定の濃縮度に
するために必要な羅列につなぐべ
き分離準位の数の醐係を示したも
のである︒

第2図は西独における選心分離

機の分離籠の両上の経過を添し

助成策の強化によって酬的な上昇

たもので︑一九六八年からの振腿

今日︑世界的に最も成功の可能

があったことが示されている︒

娩機は︑長年の繕験をもとに︑あ

曾が高いと慕えられている選心分

る一つの型について多方面から徹

底附な大開発を行なった結果によ

魎にステ⁝グ祉も疹潴し︑五皆瀬

借聞い籔を得ている︒これが遠心

省雑務は十年前のものに比べ約六

るもので︑近葬の単機当りの分総

る︒これはか綴鼠WU当りの血刀 いろいろな導納が判面したが︑現

闘に二千万マルクというプロジェ

を三十二賢君SWσにしてい

状では敢笹胸にみて︑薫ーロノパ

蟹が士ハ︒九がにすぎないという

分離法に対する決定的傾斜誉起に

遠心分離法の間題窟は︑多年に

一九七一年の後半にはカールスル した覆凶になっている︒

クトとして押し遙められて3盛り︑

ーエで紙楽が開始される予楚にな

っているQわれわれはこれ蜜での わたって高速回転を続ける機械の

撫・凡つつある︒

で行ないうる方法について春菊を

ィブにかぶさることになる︒ドイ らに前進させるために大規模工掲

戒果を十分に躍めるとともに︑さ

ウラニソト娃のユーリノヒ試験カ

ついても近奪大きな進歩が得られ

安定耐久性であるが︑この方面に

敬膨の振興至言では︑無心分葉

入っており︑現在濠た運転は統け
られている︒

一遠心分離工場・

ﾌ建設計画

共岡工場計画は現在順調に進捗

しており︑今年中にも設置案をも

とにした試験カスケードが作6れ

レーション眉墨建設の決断は一九

よう〇三千ゾSWUのデモンスト

七三年半ばに下され︑二年半の建

に入れるものと思われる︒

設期闘の後︑一九七六年には操業

幽際選心分離会胤の共岡薔は︑

いずれも洞癌の原型工揚を建設中

である︒オランダはアルメロに二

ており︑三無申に磁心分離機を掘

十五ゾSWU／庫の工楊を建設し

置はカーペンハーストでやはり二

付け︑年末には全稼働に入るQ星

である︒第一鮭設段階の約十四沖

十五ゾSWU／年の工揚壱建設中

り︑次の建設は一九七三年の予竃

SWU／隼は今年甲に難業に入

ま龍ウラニノト社は獲フンダと

になっている︒

同じアルメロに繭独の原型劇毒を

建設して便り︑建設はインターア

トムーマン運食ですすめられてい

る︒一九七三無初めには第一建設

り︑艶陽末には第二段階の建設も

段階の五ジSWU／奪が操業に入

炉

終り︑二†五ナSWU／無の能力

．経済性の比較

に遷する予定だ︒

以上三つの分陰法についての叢

可能性があることo

③常に遠心分離機の倣能商上の

軟性があること︒

含︑工掘規襖および建設越度に柔

下にあって分離能力を漸壇する場

②調歩ロソバにおける轟螢本蟹

いこと︒

金下で︑エネルギー消蟹が一番低

①ヨーロソバにおけ︸禽難燃力職

にしたものである︒

撮興副画の最崩面に押し出すこと

ことからわれわれは選心分離法を

の崩鑓条件を含んでいるが︑次の

実姓を含んだまま騨価された多く

この総播毘較表はある縮の不磯

ら得ている︒

に︑選心分離法はウラニノト措か

四﹂に︑ノズル法はべソカー教授

米AECレポート﹁OROi六八

る前提は︑拡散法の数催は鰻新の

の通りである︒この蓑の恩礎とな

な経済胸摺醸を比較すると︑別衷

機群がUF6全負荷の遡絨運紙に

ど大量生産的に作られた遠心分離

岡一材料︑同一直径︑同一軸受な

スケードで一九七一年〜二月から︑

の供給源として︑遠心分臨法触暗礁
尭することが璽敦である︒

ツにとっては︑独話の濃細ウラン

ところで︑ヨーロノパのどこで

数千MW規模の羅力を五・五ミル

mズル分離法

遠心分離法

あろう︒

ことは︑結露︑米慮のイニシアテ

によるウラン灘縮技術に追従す．螢

これらのこと誉考えると弧散法

︵A廻C︶は償蝦年限三士一葦︑ できそうにない︒

ζとであるQまた米原子刀寝饅会態に管利なことは孤とんど期待

に︑該燃潤サイクルの中で活周し

の上︑移管絶行なったあとでも︑

ょうとするなちば︑雛界のどこで

エ揚の建設に参画すべきで由60ると が︑われわれが拡散工臨に窪手し

ていくために︑ドイツ産藁は澱縮

あれ︑この数字を手拙かりとして

術的評価浄難かしくする︒またそ

政府は安金保騨と核不拡散に意を

強調している︒豪たこのためには

方量づけをしなければならないで

ら︑米園敬府は濃縮部門序霞由欝
揚の競合に任せたい意向のように

新濃縮工賜をドイツ産業圏内にも

偏府および会識の代衷蒋の発表か

推測される︒しかし︑濃縮技徳を
れば︑濃繍ウランの串藤け常に国

用いなければならない︒いいかえ

建設しなければならない︒

第三は濃縮事業の規瑛にある︒
にとくに敏懸で︑かつ没資額も各

資本蟹を五％として出発している

酋鷺の鷹業として蔑営に移すには

構にある︒

蒙規制のもとにおかれるという事

器製ぬの所産であり︑瓶常の商芙
八O年代の原子力エネルギーの蒲
社の刀鞍越えることになるので︑

第一は︑現在の濃縮工鱗が核兵

非常に大きな困難さがある︒

懸蟷下にないので︑この工賜の経
要を澗たすだめには︑画期マルク

二心分離決

動

業
産

力
験を生かすことは難かしく︑窪た

で供給できるだろうか︒償節と利
息の条件︑これらの燕からも︑拡

三際共側作業︑とくにヨーロノパ
四共飼作凝を考え︑原子力産藁の

激法はヨーロソバの薦難にとって

縄度の大灘が必要であり︑民

分担を麗賑しているのであるQ

亭δ、ル1kWh喀寧9ミ〃1kWh

この難幾の艦済牲について罪常に

細心分離機の外観
大きな分離ノズル段

ガス拡散法とノズル法の二者択
法の開発が澱鴫列に鐸し出されて
岬においては︑ノズル法を取りあ いる︒予輩的には一九
五八年から一九六七無

3工80

は夢のようなことに懸われてなら

げる︒

17ぴ。

われわれが何をしょうとしてい

ない︒

の十年闘は三千万マル

7？0

一ー

｝
この研究には︑一九五九隼以来

諜十億円︶であ

ったが︑一九六八年〜

ク︵約

六九無にかけて行なわ

れたオランダおよび英

43δo

4300

850
4GO

2830

議によって急愚な展開

をみせ︑一九六八奪か
らは急上昇している︒

二度劉予算は︸九六八
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400
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薙が三千万嬬︑七〇庫

︸億四語万嬬となって

が六千万嬬︑七一年が

なぜ野心分瞳法プロ

いる︒

ジェクトに渓定陶な優

だろうか︒それは鑑一

鍾々の農趨方濠の糎済怯

子

原

英国のガス拡徽羅纏工場
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ノズル労離法
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産業牝の 検 討 に 着 手

検附を行なってきた核燃料問題懇

は︑①従来から核燃料闇題全般の

体制の強化を図ることになったの

今戸原蔵が︑繊燃料悶験の審脳

の繁急陳題である藻縮︑資源︑再

燃料関係総禽襟談会を︑また当纐

燃料サイクル金賞の検譜のため核

纏︑成型潴工︑再処々といった紗

・払廻し︑ウラン嚢慈母保かム灘

の滋り︒

四袋

ある︒

田中に四婁蝋会とも発足の予定で

晶任理箏去

会で検附したあと︑十月十二臼の

旗手︑一一一回転わたO総合企画寄目

会の繁議予定一斗麟ほ次

藤波

収氏

について簗簿稟までには新選照する︒遊な．た︒思懸

落万円︵償二百四士二戸ヒ千三百

円︶で附前郊麗比七輪九十五億二

撞行為限度額五箇二十五憾五千万

ト

PW型船舶用原子炉設備
高速増殖炉プラント

三菱躍機株式会社
三菱商駒割式会社

三菱金属鉱纂株式会社

飽で行なわれる︒騨離婁貴長は

三国大学を卒渠︒以共戦調戦後

故藤波氏は明治閥十四年虫京

醐総轄太郎北海道電刀会艮︒

原子刀蜜全研號協会煙翼長の藤

くに昭和二十七年から北︐醤︑短協

にわたって霞力一筋に生き︑と

日本原子刀蒼業会識副会長︑

波収氏は︑かねて病気療壷中で

力祉艮として︑また四十︷年か

あったが︑十月十八日午面九時
十五分︑肺炎と心朧猛弱のため

らは堪源開発聡規として︑わが

園電騒事蒸に多大の彊献をし

逝表された︒累年八十四歳σ

聡刀界の重鎮として後聞の掴纒

た︒訟永安左エ門氏亡きあと廼

ギi緊に残した足鋤は溝わめて

にも当たるなど︑わが国工不ル

画︑その発展に尽刀してきた︒

原子力開発では鮒卓才から参

大きい︒

妊孕は象京都世田谷匡梅丘二丁

代衣として田編したほか︑今欝

第一薗シュネーブ会議に薩業界

の設質にぴ那一注ぐなどわが圃原

の震全性問題ゆ・先見して練安協

簾観は十月二十一日午後一時

闘十山ハ番六摺︒

築地本蝕寺で行なわ3亀る︒礎工

から︑霧別式は二時から更感・

十六圃総会に敷府代表代理として

査グル⁝プしが西独ぷ訪問中だが

万円︶︑四七・二％の瑠細要求と

三菱霊工業株式会社：

資剃度の間脳︑蘭化︑ウラン厳源

鋳︶について︑鮒十需茗騨蔑の萎

これ直りの功紬に﹇レαり四志一轟ハ郊動げ

子力騨勘終姶リードしてきた︒

心とするのに対し︑米測は当命の

需のウラン難塾一会亀

科戦技癒振興蟹概簾要求

総額で約二千
四百八十億円

科学捜術庁は十月十六日︑昭和〜

仏サンゴハン社ω詳糊設置によ

出席するなど海外昏々中であった

協氾を三会へ提出できる段どりと

近く西独からも響門寂が来鼠する

PW墓原手力発電プラント

三菱原子力工難株式会社
三菱原子燃料株式会社

備讐対策箸︶について︑約二十鵬
程農の婁黄で鰐議するσ

ウラン隈隈問題委貴会は︑のウ
ラン濃編鞠給鬼通し︑②濃顯ウラ
ン安定供胎確俣紺策︵ウラン濃鞠
塾業の浸期的展望と技術開発との

関難︑岡際夷岡饗災および膚空開

発の呉体的促叢鍛と麗諜化計園
銭︶について︑約二＋名爵度の趣

鞠処理悶羅硬員会は︑①再処理

員で轄識する︒

運間賭瑚︑律設スケジ晶ール︑禰

トについての険認︑紺蟹︵規模︑

儒舶見遜し︑②再処理第ニプラン

会の勢車・編整︑融他の霞員会霧

嬰の蟹定化︑窮理的褐処理溺金︑
閃巡法規︑凶際協力︑霧業然制に
ついての方餅︑立地︑環境副題︑

最譲議言口︒

および炊射麓簗物の処理処分

源安定供給確保対蟹︵威功払い融

祉鐸は十一月一日午後一門から

は登夫夫人︒また北溝透賎刀の

討が粧けられるよう要望するとと

一等瑞宝草些受難した︒

た︒後潜については﹁栄国側戸口

同告別式は二時から写影市罠会
などとくに核大園代張から︑一荒

ハーン﹂の絹引出入港について提

もに︑﹁むつ漏および﹁万ソト︒
この結果︑野菜グループは︑米原

﹁むつ扁の出入・強．・はこのほか︑

集︑了︐承壱とりつけん︒山子力船

あ老くつくるよう﹂駿請したが︑
る強い愚見がだされたことた︒機

産年次大虫か開かれるのを桶に︑

アルゼンチンおよびブラジルの両

壕岡じくして開かれた岡機閲理事

トンで初会合をもつことで含悪を

虫でユーラトムとIAEAとの閥
十一月二十︑二十一の両日ワシン

演磁で︑わが照の態度保留に草す

揚澱協定純畿について米︑英︑ソ

︵繊兵器添拡散条絢︶の下の撮障

ラン資源儒給織通し︑②ウラン資

ウラン驚源欝欝倭興会は︑①ウ

毒行なう︒

ついて︑約職名騨度の凝磯で轄犠

議の刈鱒とならぬ箏順ーーなどに

される他の三養足白など関係霧員

濃縮璽 寸 で 攣 目 丞 磯 貝 A 蕎 塾 双 圓 直 へ
昭本膿子力産難会議は︑今後麗業ベースでの核燃縦サイクル確立の検認のため︑斬船員会を設嘱す
るなど冨鵠偉制の強化を騒っていくことになった︒原子力聞発に伴う核燃料サイクル諸分野の騰業化

無であり︑核燃料闘係総含懇談会沿よぴウラン蛋源︑ウラン濃細︑再処理闘題の四隊員会を新設する

にあたり︑民間としても新たな観点かつきめ細かな対策の検譜が必要になってきたためにとられる措

談会が︑サイクル別の袋澱会なと

ともに︑廃容物処躍・処分でも︑

処理について婁雪路を斬設すると

とともに︑他の関係叢員会との連絡をち密にしていく方針である︒

の設膿で考干ウェイトが減少して

．﹂軍式に決建した︒近

きたこと︑②鼓近政箭がサイクル

獣凋サイクル金版の総含対応︑②

核燃潤関係総合懇談会は︑①鞍

物等総合対策懇訟会とも運絡︑調

すでに談桝されている核分裂生成

すでに設躍されている核分納生成

贋配していること︑轍濃縮︑資源︑

整を図り︑環境問題を禽めた核燃

物等総二二鍛懇談会や︑金畷設置

︑このほか︑畿期間中ある

嗣はA旦G︑圏務織か毎心とした

みたQこの件に聞してはわが騒が 三からち了灰壕とりつけた︒

いは︑ペルー︑アルゼンチン︑ブ

致崩ペースで対処する方針のよ

︒

で協定草案が駅認されたこともあ

ラジル︑米の諸飼を歴訪︑海外原

うであるQ

るだろうが

子力血温の調査に当たった︒米閣

技術振興費概糞蟄求の鱈庁別︑事

り︑建設に藩琴したのが昨革六月

が︑このほど帰融︑議紙塑禰と臨

することで合慧をみ︑三月頃にこ

世界の三

あなたの三憂

の完全国産化へ
総力を注いでいます

ン

原子カプラ

別に障りまげ笑現のための検討に

再処理といった閲融は︑開業儒ま
嚇悶題について︑民力の立物で薪

総合進捗率
で四〇％に

一▼︿一ワ宰轟▽ム一9冒■厘塾一

でになお多くの問題を念んでいる

彊萄額編講鴛繋黎勃薦磯の倹討．︑
なお︑原藤は今厨の番識体制の
強化のため︑今年八隅から険討に

との編合いではダブ原子力璽員を

関係潜とも安全姓研究および原子

︵によると来年度麟学技術娠興関

項別内訳け崔明らかにしたが︑こ

一︑IAEA総会の際︾藪独の四十八舘脱一般会計における科字
しく敢篤される日米原子力協完の

力船開発の問爆について話合った

はじめ原子力関係老らと会い︑藩

譲間題やホノルル会談での含意に

が︑とくに前老についてはこの分

係予舞要求額は欝欝繭二下灘爾七

湿つくウラン濃縮工揚難設に伴う

十〜日︑すでにベッセル︑タンク

摸し︑岡総会のらようや梅外原子

なっている︒

⁝貯門鋏による検認を行なうことで 了八難九千五酉万円︵囲潭債務負

野研究の今後の日独協力について

メワー︑ヒーター鍮の機器が据付

はずだ︒原了力船開発については

26Gク6

民間ベースによるさらに詳纈な検

振興費

の協完の運用に閲する初の両者に

257％

よる原子力会談を開くこととなっ

L313

躊次のように謡った︒

い〜

も始められている︒来年二月から

鵬僚

学識衛

科学技勘︑丘

激

2，479鐙円

一︑メキシコで開かれた第十六

＼
＼

︑

惚円

通水作動試駿を開始︑昭甜四十九

な協力の仕方で︑盛況であった︒

＼

無一二月に本工憐完了愛︑約十カ月 回工AEA総会け大職慣以下非厳

の試運肱あ行なって︑五十年一月

されたが︑とくに安全性や環境保

融紡＼

厩

重6愚円ユ9％

行政罰その他

三蔵では諸識題が臼程通りに硝化

億円

零

閥工凝は昭和五十二︑三年頃謹

幅

．ノ
＼

がら操業に入る予走だ︒

いった譲問慰については各圃とも

全対耀罫の Φいは廃幣﹂物燗 理繍贋妙と

＼

での国内の再処理需要をみたす能

輪

騰林省

力をもっており︑約二徳二十八億

大判な熱意をもって数組んでおり

建股中の再処理工場1一翼中の塔 いずれも圏際陽力によ2出処し

㍉oρ

」ζ館

調離

＼6謬懸P1

門の資金が建讃に投じられる︒

は排気塔で︑現在四十八酵︵完成

くに剛隷に残ったことは︑NP肥

ようとした姿勢がうかがえた︒と

3

力醸情調蕊の威渠などについて要

は園際原子力機関︵王AEA︶第臼米典同作業グループの設置など・
について馨ったが︑とくに馨

成田舟禰科学狡術庁原子力局艮

年年號聾11月に初会合
時九十琶まで建殺されている︒

醗円

・篤
223

語談一
105怒
26上

このため︑従来の核燃懇を発展

鰐処理施殴建殺
動力炉・概燃料開発事業翅は︑

bが国初の再処理工勘︵湿式ビュ

薩城県・東海村に建設中だが︑工

ーレソクス法︑日産O・七ゾ︶を

事は隔認に進んでおり︑現在︑訟

含進渉率四〇％︵碓物では七〇

成田原子力局長が帰国、会見
けられており︑一那では配槽工事

％︶に達している︒

日米協定来春改定へ

振替東舗895番

東京都港区新橋1丁目1番13号（東躍iB館内）
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聞

る

そしてその上に巌しい環境間

来に不安な要因がみえはじめてい

の懲鷹などにより︑塵業発展の将

冷難視︑昭搬四十ご建︑B塞鍍鋼協会に

効果︑などの観点から原子力製鉄の開発

力鯉鉄技術の際による他分野への波及

来の職炉法による公警閤題の解決︑原．†

業︑海水脱塩の組み入れ方など︑検鵠雀

ンビナート形成の際の︑黙力︑化学工

HTGRそのものの安金性︑あるいはコ

ど機器︑材料面での閻題かあり︑さらに

耐黙材料の開発や︑高温熱交換器開発な

要する問題はきわめて多い︒

原子刀部会亭護附して︑選元鍬製造︑熱

⁝産藁のおかれている状況である︒従来
交換羅︑蜜価な還元ガス製造法︑トータ

題にも磁面しているのがエネルギ

のいわゆるコンビナートは熱エネルギ：

原子力製鉄と新しい
@熱エネルギー体系
ガス利用による盧接製鉄法﹂

望⁝譲雀簗麓か6﹁慧
川
ル︒システムなどの技術的︑経済的荘重

ている︒しかしその実現のためには︑何

逓塵衝の構想による第㎝期謝画では︑

の薗からみると︑単なる欄たの企業の榮
愚進め︑

よりも莫大な研究投資と研究体制の確立

取り上げるため︑初年度分として避徳五

技術院の大型プロジェクトの一つとして

展⁝︵原子力製鉄︶の要を塁
舎体にすぎず︑蜜源の演費あるいは大気

要望している︒そしてその後も関連材料

し︑多圏的高温ガス実験炉の阜期実現を

壬薔万円の予鎌璽求を行ない︑ 大 藏 省

一応原子刀製鉄の技術開発が耳標となっ

洗染など︑さまざまな間題を生じてい

が必嚢であろう︒産業界としても︑今後

成では︑環境閥題も十分考慮しつつ︑黙

か協力して︑製鉄を中心とする﹁原子力

︸ρ
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曳・
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愚

書
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冠

野誠がより一叢充笑するのでない

応の曝安と

臨酬野
●

マた︑

雄

けお

﹁現在の火力の課融は公筈を

露伎の声色などか十八番︒なか

ノ⑧

国産技術で開発された完金密閉を保持する
〈自己緊密弁座〉のスリーSバルブ⑳シリーズ
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三十九年常務︑四十一年副社長

四十七年中都火力工堺会長を経

て︑現職︒隙子落忌員会轡門委

員︑中央公憲対策審議会委員等

嵩富ないことだQ原子刀も無公

︸
﹂

榊

⁝鯛

﹁

︵A・K︶

肉鴇に帰る︒瓢篇思県出身︑六十

八載︒

したもので︑原子力文化振興財団

当田は﹁放射線今山物語﹂で江

が協力し︑朝日新聞か後援する︒

﹁画学の進歩と放射線の費用﹂で

藤秀離氏︵放賦研科響研究窟︶が

梅壕洋一郎氏︵放曙研臨月研究戸

長4がそれぞれ講演したあと︑黒

浅場︵朝日新雨論説委員︶︑長岡

川良康氏の司会により︑三田縄之

戯氏︵NHK解説婁貝︶︑柳頽童

子氏らも参加して龍磁テーマによ

一般の参舶を歓迎している︒

る対話の会が開かれる︒塞晒者は

原子力を活かす下田のバルブ

動燃蘂団の副理
購畏に就任した
ち

河内 武

かわ

なると戎麟冷二又させ楽しそう

奨

でも中部醒力が先鞭をつけたが

に語る︒河四さんは蝶々の蒐集

詫 ︐露一覧

﹁これは大変な仕堺たと憩っ

これも河四さんの献策を井上社

⁝⁝
．

珍蝶奇蝶を追い求めるという

⁝⁝

人の今日火力発熱所が公船の76凶と 月にはニューギニアまで行き︑

︒この請しに

た︒しかし動燃窮業団はこの五

でもなかなか禽名で︑昨年の正

蝶々

鋸間で演義的なレールが敷かれ長︵当時︶が取り上げた結嬰だ

趣味は

の兼職かある︒

ているので︑その上を走ればよといわれており︑それだけに︑

いと思っている︒また

してヤリ玉にあがっているのが

がしつかりしており︑題當

和

きつれ︑孫と一諸に大小のアミ 瀧

毎年夏になると一族全部を引

〃ロレクターρぶりQ

を持って蝶を追いかけるという

のようである︒

頭鞘のタネ

の努刀によるもので︑感謝して

だ︒これも前理事畏の井上さん

は非常にうまくいっているよう

いる﹂というのが就任畢々の感

高遼実験炉﹁臨陽﹂︑新灘転

想だという︒

換炉原型姫﹁ふげん﹂はそカそ

が︑進展する動刀嫌開発を摂当

なか多彩な人たというのが残を

象鷹は衣子央人と三男︑剛理

饗授就任によって﹁初めて名古

︶

⁝

よきおじいちゃんぶりを発揮す ⁝
⁝
るが︑一万酒席では技術麗とは
㎝
思えない玄人はたしの芸を披露
⁝
して︑参席責をうならせる一面 ⁝
闘

する翻理事長として﹁これから

憲設備でいくべきた﹂と顔拳盛

れ大洗︑敦賀で順凋に建設費だ

が正念嚇た︒実験炉休潮問題も

矧る人の評た︒

も持っている︒とくに長唄や歌

原型炉が立派に出来るかどうからせ︑﹁いまはどの歪力会社も

ぎうる成異を出すことがまず前は住罠の了承を得ることが大

膠以外に職歴を持った﹂という

徽源開発が最大の悶懸︒それに

提﹂と︑滋欲を丙に秘めながら切なので︑無公融化の努刀が必

ことで︑現在はホテル住まいの

にかかっており︑実翫炉につな

硬た﹂と︑立地には社会離コン

抱負を語った︒

部で第一一四二圓詰紐理雛会を開き

動燃曝業団理事畏

鍵員異動を次の通り内定した︒

井上五郎氏

原薩に入

レツ亀

罵羅囲ノ竃」

窯ちに四牽四年には政府に対

ろ◎この点からも今後のコンビナート形
や機器についても若干の墓礎研究を行な

と接渉中である︒通産省の繊想によると

エネルギー源を中核に︑各業種闘でその

TGR︶も原研が五十年代拳ばを圏標に 強力に働きかけていくとともに︑慮らも
そのメリノトを＋分認識し︑関連業界の

は一致して︑政瞬にその箋現の必要性遊

昭和五十三年慶象での六琿閤を第一期讃
有効利用を図ることが要求されることに
実鹸炉の開発を進めている︒

ってきている︒一方定心ガス冷夏炉︵11

爾として約七十七癒円を投入︑田産ご十

なろう︒つ憲リエネルギー体系の山水的

﹁

⁝感謝画の成果を︑慶業界として第二期

協力偉制を確立ずる必要がある︒また第

ん︑今後高掘ガス炉による熱エネルギー

検討を要擁る悶題である︒そして総倉エ

しかしこうした甚礎的開発はもちろ

題産雀も︑今後の産業繊造は霜彊墨型︑

を︑製落讐はじめ化学工業や海水脱塩︑

ネルギーの観点かや斡︑今後政府︑業界

な変換が迫られているわけである︒

五ゾ麗纏の原子力製鉄プラントを実現し
−うというもので︑そのために︑篇温熱

さらに地域曖麗へと段階駒に利朋してい

交換器︑超耐熱合金材料︑還元ガス製造

知職集約型に向かうべきであるとし︑を

くことを考えた場倉︑それぞれの業界が
十分足並みをそろえて嗣発に努力する必

劇以後にどのように反映していくか︑

装躍︑懲75鉄製造捜躍等の開発を行なう

とを決めたものであろうが︑これも以よ

の一手段として原子力製鉱に取り組むこ

のような畏期展望の上に生かしていくも

これまでのわか濁産業は︑各種聲源の

としてい る Q

大略消鑓に支えられて飛灘的な発展をと

ウ

ゴ︑

むべきであろう︒

コンビナート﹂の開発に積極的に取り組

寂た本格的な原子力製鼠の開発には︑

嚢がある︒

利用面たけからみても漫氏千度前後での

のでなけれはならない︒

すでに鉄鋼業界では︑エネルギー源の

げてきたが︑現在では︑それら贅源はい

多様化︑原料炭の枯渇傾向への対処︑従

㍉畢

︑︐で

︑︒ρ︑︑

ずれも入手条件が悪化しつつあり︑とく

多

！／！多！ーウ7ンノ
彗

ワ

ギ

にエネルギー蟹源については︑輪入墨抽

へ・か︑t監W肋

なお︑学術会議が

かとの考えを然している︒

して考えているのは︑四十九録渡

絡等の問題を環視していることを

瀬成遡氏︑励燃鵬業団理職長瓢

退任に伴い︑犠任理事から顯閥へ

鋤燃難業団副理箏

飛び粟り︑そそくさと名古麗の

身︒週末には画数券で薪幹線に
漏した︒

センサスが矩慶であることを強

そういう河四さんはこれまで

氏は大正十万軍名古諺轟開学

火力一筋に歩いてきた技術屋さ

校機械科卒後︑虫邦亀力に入胤

に約一湘澗の日程で融き︑海鞘か

んで︑その方面の権威として名

議しを臼素に擢致する方針を決め

高い︒とくに璽翻鳶焼炉やユニ

のいわゆる瑛境科挙者約二百入を

ット秘本などは︑わが國罵無界昭和三十五年中郡電力取締役︑

ら地球化学︑生態孕︑原子力関係警

招舗︑学際的な挙揚から討論して

着による会議とは倣蟹を毅にする
ので︑本質的には主題がなく︑む

いくために︑シンポジウムや分科

に関して興体的にはふれてないが

強調した︒

河内武雄氏

一

しろ科学覆による会議の成果庵生

田本原子力産業会議は十月十二

禽

理事に内定原

清成氏常任産

開催すべきことに合患した︒

のための第一園会合を阜い隠期に

会など二十〜三十のセッシ5ンを 設けるという燭拠の会議である︒

二日豪閣僚委終る

﹁資源﹂で大筋合意

かすことによって︑国運入間還境

たが︑越智会長は︑岡爽議は科学

日本学騨
纒鷲輝煙雲選籔 羅 纏 罎 壌 麟

や篠会議堀彊喫
蜂︐幽︑♂︾鰐桑毎︵画．⁝執

学問領域での討論を
秋の総会〃が十月二十五日から三

予算の確保が今後の課題
田本学術会識︵会蝕・趣饗翌蘇布獣医大学浸︶の第六十二隈

臼闘︑東京・六本木の同会議講堂で闘かれる︒この総会で越智会長は最近の医界的な環境間題を鮪粋

な学間的レベルで酎議するため︑会長鑓寧により﹁国際環境保全科学会議﹂︵仮称︶のB本開催を呼

第一

慰州からの劔産物三胎の拡大で両

いずれ脳州からのウラン資源翰入

うとの見通しにもとづき︑これら

施するとなれば準備月露会を設齢

等で関解してくるものと予想され

題を嗣議し︑壁州側閣僚は日本国

福由共同火力︵株︶

住所広麗験

〒七二〇昭認

社長蒼藤為源氏

会

○八四九−四一−二一ご

際藤に入会

福襟帯釧連覇一

露拶臼阪製作所

〒五四

b議〇六一二〇一一瓢一五＝二

区平野町四の四堺卯ビル

佐所大阪宿東

日︵原子力の日︶の午後一時から

る︒これは放射線熱学総高研究所

家での研究成果を発表し︑あわせ

社長難波簿男氏

棄京・有楽町の輔田講4ぞ開かれ

て一箱の認諏を篭めるために企斎

@10月26日︑朝臼講堂で婦
が飼立十五周鋸を記帯して︑これ
﹁放射線と人間﹂をテーマとす

予IO5策京都；巷区新橋4丁昌9番11号魯（03）431−5176
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一特許出願中一

産

力
子

原

の比

びかけ︑全会員による﹁申し合せ﹂を行なう予定へめることを︑十月十一日明らかにした︒
政治閾題

国が鋼益を享受したと述べた︒筑

開催費用も約三億円かかるところ

入間のための科脚7

第﹇剛日喰隠僚委員会が十月十

不参加するなど

今総会 は

＝︑士﹂め両環︑オーストラリア

ていたもの︒

がら︑その取扱いを会蔓に一任し

州側閣僚は︑日本国が長期にわた

学薔の巾には政治の介入しない︑

のキャンベラで醐かれ︑十三日夕

璽が大きく齋められたとして︑科

刻︑二十一一頭爵からなる典属コミ

をスローガンに今年一月からスタ

越智会長によれば︑総会で開催

晶轟ケが発褻された︒

ートした 第 九 期 会 貫 に よ る 三 圓 鼠
純粋な学闘的領域における科学鷲

するとの申し合せができれば︑全

コミュエケでは︑とくに原子力 資源の合理的開発および公正な価

手続

の総会で︑前二回がいわは

ベースの團際会議の必要性が唱え

ートを握り︑当面をくみとって︑実

会員に嬉し日成︑不日成のアンケ

って豪州の資源を質付けるであろ 閉︑乗承︒丸の内のヨ本工渠倶榮

総会〃であウたのに比べ︑今園は
られていた︒

婁員会︵神山憩三婆員擾︶が︑こ

ている︒家た駁際的なアンケート

して仁尾的な検酎を邉めたいとし

B本挙術会識でも環境問題特別

実質的な罰議が行なわれる最初の

告や申し入れが決議されるものと

はり醐連人閻環境金識とは群の科

れらの閥題に取組んでいたが︑や

総会とな る ︒ 政 府 に 対 し 各 種 の 勧

みられるが︑なかでも会侵提案に

長就賃に伴い︑電子役へ

双方の閥僚は︑エネルギーおよ

よる﹁圃際環境保全科学会識﹂の

調孫を行なって醐催期日・勢iマ る︒注園される噸闘の馨は次の

が衆加工の天然蟄源と岡様︑丁丁

商沢広巳氏顧閾へ

一・双方の閣僚は︑曝州の鉱物

圧に伴い︑欄談役から常任理嶺へ
規模などを決める際の参彰とする

一︑日太側閣僚は両国閤の貿易

された天然資源をもより多く輸入

び天然魯魚に関するさ譲ざまな問

学畜ベースによる国際環境会畿を

考えだ︒とくに画業確保について

関係鷺︑幽するため︑重重の関税

するよう強い希望を我明した︒

放射線と人義
訓で対話の会ψ

東京211局3721番（代
る講演と対譲の会が︑十月工十六

およびエネルギー資源開発に関す

青
｝原
西
河
長
制

羅翻
東京都『F代田区大手町2〜2
つき︑必要に応じ警務肖局者闘で

べた︒豪州側閣僚は︑隠済的かつ

晶那瞳煉窺簾
協議すべきこと︑およびこの協議

る祁互の関心箏頂の秤汝の問題に

一︑双方の閣燈は日末に対する

致購の致策であると帽製した︒

効率的漁業を答成することが簗州

遮り︒

鷹く必斐があることに意見がまと

は館田の特別の援助がなければ開

が行なわれることを希望する冒述

に関する︸定の論題について検謝

團

まり︑静の蹟握案していた︒しか

催は難かしいので︑聖断︑政府に

になりそうである︒

環境闘 題 に 開 す る 國 際 会 議 は 今

し国際会講は通常︑開催濠でニカ

対し柵工的に打珍していく方針で

垂商鼠

年六月︑ ス ウ ェ ー デ ン の ス ト ソ ク

また学会等が運営勝務を処理する

琿ぐらいの螺備期闇が必要であり

際催申し 合 わ せ ば ︑ 今 総 会 の

ホルムで国連電催による﹁第一回

ある︒

一方︑政府は十月千七臼の閣議
で︑照篇五十一年か二業に閏かれ
る予冗の第二贋﹁樋連人間環境会

層

入聞環境会議﹂が開かれたが︑岡

についてはまた

が︑

環塊闘題

会訟は政府聞によるいわは行政ベ

学会がなく︑臼本縄健となれは握
案者の学術会畿がみの運営を引き

ースのも の で ︑ し か も 先 進 同 と 隔

発途上殴の利害が対立︑いわゆる

丁丁がで資蓮・轟些受け竃を爆くな・てくるほか

一
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EAげ

一AEA

一

NP響問題︑進展か

叢

九月二十六日からメキシコシティのトラテロルコで閉かれていた團隊原子力機関︵工AEA︶鯖十

とラテンアメリカ核兵器染止機関との協力協定などが承認された︒

図果関係についての研究などを含
む来年度以陵の謝爾脚佃概説した︒

また原子力発電の謙入に積棚的な

発展途上国を援助するため工AE
Aが市繍翻査をはじめいろいろな
強暴搭躍を綱じていると述べた︒

力戦が調印を済豪せ︑その中の七
資にあたっては原子力発燧所建酸

決めた︒この参蒲によって加嬰 ・・力劣社で畿ン﹂いるグ滋

らT
EN穀L︵イタリア懸隔公
おESI︑仏σEA︑西独〇
SかI
社ニ
︶瞬
イタリアCNEN・AGIP
ュ番囲のカオルソ原子力発難

蘂石は八となった︵ベルギーSY ープ︶はこのほど︑ANS八LD一

の達識は提携銀行豪たはユーロダ

法律︑税制上の課題を取扱う︒そ

握携銀行はアルゲメーネ・バン

麟メーカー︑電力会鮭に原子力発

で︑原子力愚婦建殴業者︑熊蝉

エンジこアリング魅︵アントルプ
ラン公社︵ENUSA︶とアトムエ

罫︶はこのほど︑スー9︐ηン麟有ウ

ペインに輸出している︒

羅をインド︑オーストラリア︑ス

ラン︶︒同社はすでにこの穏の蓮

ーアウグスト虻罵所への反刻で

は結構たが︑アメリカでの立編

紅をとがらゼているQ一際運弗

すなわち昨隼の十二月二十七ン発覧断︵六四万KW︑BW逸︶

を輸出し

たしかに︑汚染がすぐ首際潤

題になり幽い欧州では︑各魑が

やめて︑もう一展擾本から取組

やってきたという独りよがりを

協会にはこのほか︑スウェー

それは︑蟻溝をふくめて︑環境

うだQ環境問題の鼠際的性格一

というほど蝋紬ではなさそ
出ほじめ︑設麟総磁の小さいス

グループの国際連暢が近い将来

イスでは︑擾乱の聡力不足が心

求しているといってよかろう︒

︵K・K︶

／蜘べ八

十五力業が批准したが︑工AEAと運紙に関恕するあらゆる技術︑
だのは豪だ三十件にすぎない言置

と惑該照との保瞳楢澱交渉が済ん

設では十⁝二番儘の受注である︒

仏EDFがビュジェ

原発用の機器で発注

E腋に発注することに決定した︒

KW︶二基の凝縮・撫燃装環をC

ェ線子力発立所のPWR︵九十万

CFP︵フランス石油会社︶に十 ︻パり松本駐在餓嚇究︼仏潜力公
社︵EDF︶はこのほど︑ビ晶ジ

すでに衛アのユニオン・マイニン

CEMはさらに二基遽頒建設の鵬

仏ACBが東ド

︵会計八千万湯︶︒

合のオープションをも獲得した

もCFPが他の石油会社岡三に多

イツから受注
を期していることを麗質きするも

︵ブルター二蝋造船所︶はこのほ

ュレーターとホノトセル用ホイス

仏PEC社が廃棄 ど︑東ドイツから強カテレマニピ

のである◎

門パリ松本駐在簸発︼仏ACB

角化政策をとって八○年代の発展

立を期している︒こ勲らはいず和

たパキスタンや米閣でも探鉱権確

ウラン探鉱権を即諦している︒豪

グと提携して七一年四月に薮州で

ン操鉱開発権を与えた︒C碧Pは

万平方♂に及ぶ鉱区についてウラ

カのモーリタニア覇府はこのほど

︻パリ松本駐在書軸︼藪アフリ

ニアで探鉱権を獲得

仏CFPがモーリタ ジ乱アリング社としてはこの糧施

施設一式を受注した︒PEGエン

ークレアーレ︑オランダUC葺︑ 所︵軽水炉︶用の液体廃鍛物処理

揚では米閑輪出入銀得とは競合で
きる規較をもたないので︑大罵襖

当懸は縛蘇制メーカ；への融資に

難業は期待できない︒したがって

空力がおかれるものと観灘されて
いる︒

スペインとスウェーデン

欧州ガス拡散グル
ープに新たに二二

英BNFみに新たに二勉︶︒

ラーないしは圃際金融市場で確保

明らかにした︒岡撫務総長は︑工

ただ資太金が比較的小さいので

AEAとユ⁝ラトムおよびその加 ザる︒
盟非核五力困との聞の協驚は讐P
T類題の進展墨うながすきっかけ 蒼︑六予万がかかる卿力炉や︸一︑

になろうと述べるとともに︑TA 三千万 かかる炉心の輸出への融

から藩協会祉に原尽力発電所

EAは園寝査察制度の確立と運用 資︑あるいは国際コンソーシアム
について加盟国に励力する用意が

を引渡すまでの中購融資を行なう

ELはトラテロルコ垂垂七︒一条
タUア︶︑ハンク・オブ・ア〆リ

ことは難しいようた︒家た韓出市

あること誉明らかにした︒

豪たNPTについては︑九十八

電解励一金融機関設立へ

もっているが︑このことは今後保

により設鍛された地域機関︒王A

カ︵轍︶︑バンク・ド︒ブリ皿ッ

IAEAとユーラトムおよび関ユーラトムは独自の査察制度を
係五力囎︵ベルギー︑弧ドイツ︑
陣推醸協定の巾で配慮されること

EAはこれ寂でに︑インタ⁝・ア 第一位の圏有預金鎌行βN？︵簡

七ル︵ベルギー︶︑ハンク・ド

欧米諸国七銀行が提携

イタリア ︑ ル ク セ ン ブ ル グ ︑ オ ラ
になった︒ユーラトムとしては︑
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D銀行と提携して原子力慶渠金融

︻パリ松栄駐崔玉垂︼フランス

ンダ皿以上非核漁︑核保有国フラ
この獲齪制度の適用にあたっては

の蟹用がないことを硬かめるのに

︻パリ松本駐在風勢︼協州ガス

物処理施設で受注
拡散研究グループ︵皿URODI
INccは資太金四醤五†腕試

ク︵オランダ︶︑バンカ・コメル

リーズニ・︑ニエール・エ・シミッ

ると発饗した︒

エクランド鷹務船畳はニや七日

クの子会娃︶とイタリアのテルモ

︻パリ松本駐在最発︼仏P置C ト凌耀一壁心受注した︵八哲万フ

の球次蝦告の中で︑原子力甲羅が

を同ヴル；プに参加させることに

ネルギ⁝︵スウ轟ーデン︶の二菰

る︒豪たユーラトム加盟が予驚き

盤所建設と運転の特集憲じた融

解る︒ここは︑フォ﹂フム・フ
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Rと戦列の強化に当面の璽点を

論争

う魏誌の論調は︑ある程度︑欧

ょうというのなら逃盛千万とい

め︑欧州にも

︵環麗グループの︶を強めるた

マナムが会暫したバーゼル斎に
協会のリーダー梧は︑オース近い︒

おいているようた︒
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スイスはもとちと環境保識の
やか豪しい團たが︑カイザーア

トリアのザルツブルグにある
﹁生命を嘗る襟界連盟﹂という

したものと毘られるが︑その曹

ヨ〜ロッパはう濠くやってきた

後には︑変転・環境について︑

州原子力界の共逓の気持を代弁
スドルフの研究炉センターにい

湿式自然通気の冷鋪塔設灘が決

ウグストは政膨が無影盤規制に
あの活動も報じられ︑昨年懸に

いわれる︒連歌はビェルカッセ象った所へ︑蜆貝の反対がおき

た科学畜数人が加わっていると

駆り出したため訓画がおくれ︑
はこれらのグループが協会を臓

絡や︑アメリカの団体の欧州支団体で︑これには和服ザイベル
らでヨーロソバの現状を晃てお

成するところ豪で進んだ︒
ンで︑スイス原子ヵ協会とア

的に舞電所掘吾

安全．環境闘題に蟹蟄に取組ん

このほか︑ライ

欧州がうまく

できたことは薦められよう︒し

プシュタソト発電所も岡岬の規

かし︑N8醜も

の全士力運紙に反目して握趣

境剛体が支観し

爆薬

陀︒ここでは︑住混声激で圧倒のだという鼠負があるようた︒
メリカ︒フォーラム共儲の環塊

鱒

日︑十力圃の四十七四体の代護

ヨi日ッパにも環境論争の逐
風 ているという︒
こえ︑ほとんどの勢力自力会社

輸

と婁蹴しているように︑

もう

制のため入札やり瞳しを余儀な

議題は︑アメリカの論争の

し︑法廷は政府に認可の再検討

出

がストラスブルグ︵仏︶で琴鳥

るなど︑アメリカ並みの遅れが

デンのAMMはじめベルギー︑ 配きれ引している︒

に十分対応して行けることを要

に実現することを予想し︑それ

くされ︑後統の謝儀も足ぶみす
間の広揚︶という協会を設立︑

ニュークリア・エンジニアリ

では最初の裁判例であり環境側

争の風が吹きはじめたことの現

ウィーンに本郡を眠いた︒本錐

ング誌は︑フォ⊥フム・フマナ

を命じた︒ヨーロッパの原子力

れといってよい︒ぞんな気配が

で二度囲の会合をもち︑議面の

二月︑協会はスイスのバーゼル

オランダ︑スイス︑フランス︑

ムの資金がアメリカの環門司体

し︑フォ；ラム︒フマナム︵入

表面化したのは︑昨年の巻︑フ

オーストリア等の多数のグルー

が勝利したケースであった︒

ランスのビュジェとフェッセン

活動謝画を協議したがその後︑

プが加わっているが簾近活動が

か6出ているといううわさに神 樋続

ハイムの両発躍所にデモ行進が
行なわれたときである︒このデ

ルギー︒入類・隅聴シンポジウ

チュ⁝リソヒで開かれた﹁エネ

表面化したのはスイスのカイザ

この盛況は︑欧州にも環境論

から経営薪の滲加があった︒

力固などからの参加音は書名を

ということだったが︑欧弼十四

こうの口唱を大いに学習しよう

はアメリカの環境論争一海のむ

築垣が開かれた︒尊父のテーマ

各国の連帯威高まる︑一

胃月の初めにスイスのルセル

こう︒

話が少し貫通になるが︑ここ
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た形で︑男二二つ・と皇

ク︑アイルランド︑ノルウェーも

れ国内で藩瞼を出す必麹に迫られ

この澱障措躍協定に入ることにな

ることになった︒これらの国は︑

Aとの保障描照協定が夏冒した後

ろう︒

雲路笑齢搬艘︶

十月中にはF廻TF向け妻君の輸

でにかなりの工票が進んでおり︑

ンビア・リバ⁝建股釜の手です

る︒蔽施設建設はアッパー・コロ

下し施設は新施設にバトンを譲

トリアル・パークにある従来の稽

により︑リッチランド市インダス

．システムが分招ずる︒この笥圃

︒パブリック・パワー︒サプライ

負担︑磯りの三〇％はワシントン

揚穂設のけい留コストの七〇％を

ウス・ハンフ謬ード社は︑この荷

婦徳設を輝蟷富萄ウ晶スチングハ

AEσの懇請でハンフォード実

揚窓設を種聾することになった︒

のほど二十万試以上を投じて回気

に︑三州のペントン市港潜局はこ

響けに送ちれる各樫園務の祷揚げ

巾のFFT罫︵

ワシントン烈ハンフォードに建設

※繭原子力各員会︵AEC︶が

米ハンフォードで

荷揚施設を建設
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ントンで米ソ両国の簡易拡大をめざした海運協定が翻印され
写一誌から米圏の原子力船上期によせる関係着の胴欲的な動き

機関の畠現が待麗されよう︒最近の晶ユークりア・インダスト

るだけに在来燃職機関にとって智る経済性を備えた原子力描遣

た︒米国海運蘂界にとって貿易取扱盤に大幡な練ぴが晃込まれ
を追ってみた︒

米ソ間の一連の経済交渉のトップを選って︑十月十四貝ワシ

る今回の措置は︑今後の遊船醗画にも大きく反映されそうだ︒

用箪油価格の将来予測であり︑

増燃の一途を辿ると子慧される舶

はいかなる原子炉の許謙可の保翫

に継りだしている︒こうした基準

二二研究開発郡の豹変ぶりは︑辞

を渥りつぶしたとさえいわれる海

の建造に伴う政府の資金援助要謙

とくに将来は大型化︑趨速化の要講が一段と強くなるとみられ

かつての 原 子 力 船 ツ バ ン ナ 鍔 が

加えてその予測に購い蔭薮投げか

となるものでもないが︑翻可のた

八年箭に米詞の一海運会社から

炉心燃料を引抜いて窟丘にあがっ

ける中近東の徴幡である︒また西

動力炉酸計墓準と非常によく似た

たずあと︑ 氷 国 で は ︑ 原 子 力 商 船
ドイツの際子力商船オット・ハー

この謡題が新しいムード︑推測の

ン暑の越航で次汝とプラント欄外
て油圏きれる︒

めの朋確な掲針を事えるものとし
する今臼の原子力船行政の璽要心

しい蝦勢のもとに展開きれようと

一触鍛瓢準の鍛定と鋤告︒つくり 出た原子力高速コンテナー船三隻

のぼることがなかった︒だが嚴近

の認題はしばちく人汝の口の蜘に

なかで︑轡 び 息 を 吹 ぎ 返 し つ つ あ
捌の記銀が塗り酬えられているこ

沿岸警三局︑全米船舶局︵米国船

原子力タンカーで
経済性に見とおし

譜面局は設計塁準案をAEC︑ を物語って余りある︒

癬に警われた︵一定の条件のもと
の航海面合性と害全監を検黙し︑

と︑さちに臼独原子力酷解価報皆

では︶原子力欝欝は祥央妙岩と経
傑蹴を与える費務を負う︶に提示

悪たな構 勢 を 生 み 正 し て い る 要

る︒

闘の中でも︑とりわけ慕さるべ
済的に競含できるとの風吹が手俵
現在大西洋域で簸大のコン苧チ

凝は梨同鍵による蓼計圃

憂け敵れよう︒米閣海運業界の中

たことは︑ごく自然のなりゆきと

響の関心がいやがうえにも為回っ

いでいる︒蔦踏伶成作業にあたっ

の塾懸案を再握示すべく改謙を急

ントが寄せられ︑現在海曹局はこ

て三つの機関から建設的なロメ

て︑海蕪局と共岡で調査にあたり

リングとコストとの兼金いについ

方式へ切換える場合のエンジニア

超大型コンテナ；船を原子力捲進

ビス役は︑同社が新たに建造中の

一鞭業者であるシーランド・サー

八隻は︑六九年宋発注され圏下完

る︒この対象となるコンテナf船

成間近にある函ので︑それぞれ大
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に聞かれた滝船技術者協会の審畢

ンカーの撫油コストと比曝すると
一〇〜一五
％源子カタンカーの方が経済的で

鰹の娘罵力あたり一・五ミルとい

あることが藍鼠されたという〇一

うきわめて安い燃料コスト見通し
もさることながら︑船輩にとって
動かしがたい魅力となっているの
は︑燃料藩論繋者のバブコック＆
ウイルコソクス祇が原子力船の耐

価格契約を綿結する用嶽があると

胴年数期闇をカバーする畏期固定

表明していることだ︒

こうした塵業界の意欲的な動き
を支甚し︑後押しすることは︑レ
ービンのいう﹁本当の意鳳の掘要

トキンは︑経済性を備んだ原子力

ビンの上寿にあたるマービン︒ピ

麟業﹂にあたるものである︒レー
るという︒豪た原子力タンカーの

つ大きな国家利益をもたらすとの

これらの作藁の結累︑海選局は

ジニアリング設計が含まれる︒こ

た原子力推進プラントの予備エン

を堪るのに必要な聾類作成といっ

出発点となってくれれば：：：とい

れが原子力推進プラント療輩化の

イトハウスの新技術醐発作業部会

ービンによれば︑両梅想ともホワ

秋ホワイトハウスに捉出した︒レ

注する渋でに許諏可取得の予二段

レービンによれば︑海就業者が発

の疑いがこめられているようだ︒

いる﹂というレービンの紅葉にこ

同様に懸命に標醸化を推し進めて

商船国語が到来するだろうという

点で︑彼と岡じ見解をもってい

橋
標準化の徹底や
価値工学の導入
海聯属の当面の翫画の二黒は再
評価にある︒﹁われわれは原型船
の建造という角度からこの計画に

一九五〇無代末︑サバンナ号が

わずかしのいでいる︒

〜二万MWD／田とされた櫻鵡的

設副された当時︑レービンは一万

局サバンナの炉心は七千MWD／

な燃料燃焼率での設計を撤回︑難

臼なら燃甥性龍の大順な向上で︑

りeと内輪な差渡にとどまった︒今

三万五千MWD／Tでも誌一人た

めらう蓄もないはずだが⁝⁝︒こ

ほか︑西ドイツの共編出貰会祇

ナ脅の獄進蕊羅を護計︑建設した

メーカーとい一篠⇔︒懸樋はサバン

販売に悪欲的な唯一の果圃原子炉

力を注ぐB＆W祉は現在角縁炉の

うところが大きい︒新技術關発に

れられる一騎格紹技術の向上に負

る軽水型舶用炉の新設計にとりい

しかし改良型PWHにはこの先技の癒飛躍は︑現在堤窯されてい

敢えてとりかかろうとはしない︒

力二進を近い将来塾嗣力めるもの

術に格段の進歩がなくとも︑原畢

とする建造性が秘められている︒
この競合力強化はコストダウンを

促姦し︑むだな設簿掻くための
漂鵡化の撤駈や価値工学の還入を

周畏官補佐は述べている︒

磁じてなしうる﹂とピトキン海窮

を通じて︑オット・ハーン男の
象た﹁性能については安心して
よい︒すでに純麗が出ているのだ 撹進撃畷の没訓︑建設にも轡与し

七Q葬六月︑第三次訓画の一華

た︒

設計と経折性﹂に関しB＆Wに大

として︑海事縄は﹁CNSG競合

る︒オソト・ハーン響は現在まで

から⁝⁝﹂と問長窟鞭俊は強調す

記録︑一二年間に就航距離にして約

のぼる一年縄の契約のもとに︑概

型契約を与えた︒この穴十万炉に

に原子炉の航海利用率一〇〇％を

この原籠炉は米国方式の設計にな

十七万玉千塀以上を運航したが︑

るR＆Dの設定に関連した技術︑

念設計および必要とされるあらゆ

経済性データが詳細にほ皇⇔げら

るもので︑いわは米国孜術を代表

れた︒ここで得られたCNSG4

したものたからだというのがその

の動力裁麗︵陳子炉系︶無窮故と

論拠︒オット・ハーン弩の灘上で

から︑馬鎧囲綴は一段と改良を施

られたQ

した紛型でのコスト低減化に向け

いう認劔は︑約五十乃塀の全航行
真玉約八年の利胴率が九九．八％
というサバンナ易の認録をほんの

函の原子力発慰所の炉心機綱と岡

初期炉心とはまったく異なり︑米

耐圧毬能実訊試験謝画②A逸C規 オソト・ハーンの取螢え炉心は

ている臨界熟爆の実験によるデー

制スタソフがすべての炉に要求し

構となっている︒インターアトム

などが新たに加わり︑進歩した機

調彊葎︑ジルコ算ウム合金徹覆響

様に︑中性子吸収材化学物蟹︑微
タ確躍③CNSGポンプ拡醸装腰
設計のモックアソプならびに水圧

社が囲下この炉心を製作中であ

試験④水平搭載状態でのポンプ．

これらの計画はすでに実施に移

ベアリングの爽験解析︒

る︒

金以上の援助を与えるための特別

力船建造には︑在来船建造の補助

米国の厩聞会社による初の原子

っており︑その他のものもプラン
ト建造に要する釜種試験︑解析が
できるようにするため︑今年中に

の財政描置が計圃されており︑海

立法が必聴とされる︒奨励のため

獺周が︑それにより︑在来船と比

この作業が完了すれは︑原型プ

なくなろう︒技術上︑運転上の可

のコストの一部を補助したとして

翻したうえでの原子力船の超過分

踊年数期間中に二千万賦以上の燃

も︑翼際に就航してみて︑船の附

テソプは経済的可能性を立葉する

現段階では米国の海外競麟者が

ことになる︒

能性が爽鉦されれば︑残る基本ス

ラントが必要だなどとは誰も賜え

っている︒﹁われわれはAECと
鰭手することになろう︒

うのが関係者の一致した望みにな

のウィリアム・マグルダー部会長

階を趨過しておかないと︑この計
画の本縫の完了とはならないとい

海購局の研究成果が実証されれば

料コスト節減が船難にもたらさ酒

ろうo

その補助額は綴織されることにな

なっており︑皮肉にもかつて先鞭

R＆Dプロシェクトを含む◎①支 をつけた米国瞳業界に逆に刺激を

原子力商船建造で先行した格好と

特テストと解析を含む格納設備の

なお︑第四次計圃は次の四つの

う︒

方法と契約仕横の素嬢︑および予

与える結果になった︒

備安全解析や珊境騰査など欝認町

次訓画に選んだ︒これには︑契約

ンジニアリング段踏にあたる第鶴

その結果︑海雲局は予備建設エ

いう︒

から非常に好愈的な反応な得たと

握案の二大薪漁業の一つとして昨

上ターミナル構想とともに︑岡局

確儒を偲るに至った︒このため海

軸馬力

三局はこの全体禰想を憲とめ︑灘

原子力船が実際に必要であり︑か

海事局構想をかため提出

蛎船の必要性強調

燃料コストを軸馬力あたり一・五

カーより多くの隻数を必要とす

るのに在輿タンカーは原子カタン

じ仕麟鰍を消化す

船隊ベースでは同

力を腐しており︑

％よけいに績載能

カーは三〇〜四〇

るが︑原子力タン

補助の蕎無にもよ

の経済搬適条件を比べると︑政府

その結険によると︑︸隻ベース

い知れる︒

・ドワイヤーの報管からもうかが

ルフ石油海洋部のスタンレー・﹂

して凝済性分析の結渠を煮したガ

会含で︑原子力舩の経済最適条件

鉱弼燃料費︑単位百万ドル

。。

禰助額にもよるが︑

7
と在来コンテナ：船のそれと化軽

化石燃料と原子力の年間燃料費

到−将来の大型化︑高速化にそなえ鉱

の

たゼルビン・レービン海洋技術手

七五年に原子力船設謝に関する国

たいとして研究契約を提案してい

長は︑﹁この墓準が野際的に受け

ところで︑許蟹可の問題が経済

容れられるようになることを囲ん

の撮定を醜進させている︒

性とは別に厄介な問題の一つとな

の断技術を︑米国の海中業界が生

際会講を主催したいとの慧向をも

長九爵四十鴎μ︑緋水鰍四乃二千

るユナイテソド・ステーツ弩︵全

七蕾漣︑登頂三十コ霧︑十二万薦

る︒そこで膨大な騒に逃するのが

力︶と岡格の規横︑速力を轍え

就航中の燃料墳油所要羅で︑叢
雲の爺油価格予測から金額にして
一隻あたり七千五百乃ザから﹁億
がにのぼるものと推定される︒こ
のため推進方式の変堕という厄介

な施工をしても財政的には轡利な
運罵が墾める勘定になる︒

一つの開心の現われは︑この五月

産業界の原子力船によせるもう

米国の原子力船開発に刺激を与
ト・ハーン号﹂

えた西ドイツの原子力船﹁オッ

＠4．QO＄BBL

6

160，000
，QQQIIQQ，GQO鳳励；60Q蜘，GQO
60，QOQ

「董嘩置。

痙業界に海事局も支援・ーー垂訓

つたこともあって︑幽閑の海運業 して意兇を求めた︒これに対し

きものとし て ︑ 新 世 代 の 原 子 力 商
船建薙に米 海 懲 濁 か き わ め て 頼 極

酌になっていることが挙げられ
る︒ここ一 無 か ら 一 無 半 の う ち に
属閥船主側 が リ ー ダ ⁝ シ ッ プ を と
って︑具体酌な建鷺重岡が﹁出
帆﹂するも の と ︑ 海 珊 局 研 究 開 発
部がみていることは︑この明るい
見巡しの十分な羅付けとなってい
る︒圖部ではこうした鋤き魯見越
して七四会謝無渡中に〜つないし
それ置上の原子力船建造計圃が始

まるものと み て ︑ 嗣 年 農 予 算 の 大

オット・ハーン号

幅増額を予定している︒

の実績も刺激に
た原子力商船の難造を脳裡に鮮賜
かしきれないままになってきた一

でいる．実のところ︑海購局は︑

によみが穴らせるきっかけとなっ
閃ともなった︒このため海幽門は

りており︑サバンナが關托したこ

た誘凶はいくつかある︒中でも撮

現在︑原子力霞貫会︵AKC︶のを始めている﹂と述べている︒

っており︑その可能煙につき検討 西洋の客船チャンピオンといわれ

も大きな誘闘となったのは︑年女

米魍で一般に忘れかけられてい
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■3

・ 6●・
顧智
●■噛8，
曾
8量
．

（4）

第647号
（第三種郵便物幽幽

二

業

昭和47年10月竃9

聞

早
産
フ
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フトウェアを重視資

力発艦の熱利用箪は四〇︑三〇％
で︑四〇〜六〇％が灘訟水として

発鷺設備を開発することで︑岡量

棄てられており︑これを利用し再

燃料で発生職力難を一〇〜一五％
増加できる︒なお現在怪力会社が
研究している温水養魚や︑温審農
灘では一〇％経獲の利罵でしかな

2チームが欧
州へ向け出発
欧頻視察園と原子嫡
安全牲翻盃グループ
十月十四ヨ夜︑二つの丁子力閲
係チームが羽田を出発︑欧州に向

石原敬一︵鋤燃事業団︶︑河井鷹

理︵千代騨保安用口韻︶︑福本鵬吉

基山又三郎︵冨山藁酷︶︑融上有

蕊︵新霞本空調︶︑小林一央︵助

︵岡︶︑西原信男︵上組︶︑篭雄

幸︵日庫原子力箏業︶︑中村睦明

力︶︑薄田麗︵ゴ一憂簸工︶︑阪園

川鷹気︶︑由瀦匙難︵隙士難機︶

︵鷹源開発︶︑大隅良吉︵申部羅

正信︵＝郵造船︶︑松本左登志

会が派屯する﹁際子炉安全性調査

他の一つは︑原子力安全研究協

︵岡︶U写嚢は同視禦団幽行Q

︵日立麗作所︶︑梅田厳︵国本鋼 石蘭照央︵原産︶︑波多野能牽
管︶︑米倉淳︵田本開発銀行︶︑

議が派鷺する﹁欧州原子力施設乱

グループ﹂︵りーダー・内田秀雄

かった︒一つは臼本原子力産業会

臣団﹂で︑ヤ六日からスイスのバ

常を認めた六本については︑万全

州 幻

ひ の

輝羅痛罵謡醗

醐雛溺馬勝剤卜

建

｛串銅・ダイカスト

十万一醤万鱗で現在の米国購要鍮
に匹敵し︑五十五年には二酉刀一

S五十万綴︑さらに六十年度に
は五爵刀㌶が必要と予測されてい
い︑②現筏の原子力発蟷は正編ウ
ランを燃料とした︑化石嫌料不足

定化を園的としたもので︑当晴運

うとともに︑その間の試金をカッ

み燃料として取り出す予鷺たった

を期すため︑今圓の器皿で使用済

支店・営擶人販・名燃・襯・広髄・犠・仙台・窩山

る︒

東大緻授︶で︑西独で開催の﹁E

の原子力技術会腿と溌饗

CCSに関する奪門家会議﹂への

ニューフレッ

クス72

ーゼルで開かれる

デン鞠国における原子炉安全研究

出家を兼ね︑岡国およびスウェー

一行は駈引十四名︵事紙六四五弩

ヤ一月五霞の予定である︒

参照︶︒なお両チームとも簸国は

転を再閲しなければならなかった

トした︒このため労組は翫月︑水

写角二次品化成品

鑛一塁嘆践概覆叢難馨戦勲壕
ソ
からの手取り早い補足手段である
が︑高速増殖炉は濫顯ウランをほ

の原子力施設を視察しようという

柴田二三男︵中部電

の実構を調査しようというもの︒

冤本衛に出席したあと︑頭欧一国

▽団擾

もの︒同質は次の通り︒

力︶

こんどの澗決に関し︑水戸地裁

所内は︑水霜地裁判決にいう仮

差し迫った禦惰はなく︑ロックア

の構想が実現するかは︑今後関係

戸地裁に﹁鐸金支払い﹂を求めて

亜鉛・鉛

神戸製鋼がGE社と
来春には璽
産施設計画

モネルギー源の
とんど必要とせず︑同一主導科で

ことの児非をめぐって︑原研の労

令はそれ謹での罫書協約にいう勢

は︑①㎎†三年一月六田の叢空命
ので︑四＋三無七月の初審遡以後

組が所部を桐手どり争っていたも

働条件と内容を異にするものであ

執行に従い︑岡日︑ロックアウト

る︑②ロックアウトは新制展の協

二十圓の口頭弁論を経て︑昨年六

によりカットした八十七人努の賃

められず︑ストライキによって被

ウトを行なう必要樵と騒急性は認

月巡警となっていたもの︒

金とその勲息百九十二万九千二衝

集合体の健全姓検査では占拠三百

ヨウ濫淫を検出した︑としてい

生きた情

燃料の健全性倹査で︑若干の異
館と緊密な連絡をはかり︑通産省

省聞の調整まちだが︑

（279｝3狙（大代墾の

冤球

神戸製鋼所はこのほど米国ゼネラルエレクトリンク︵GE︶社と原子炉燃料罵シルカロイ被覆管の
製造に間する技術提携契約を鰭び︑政府に諏可を印舗していたが︑十月十穴日︑承認された︒契約は
約八ヤ借のエネルギーを生む︒だ

約する暫定的方策であり︑豪たそ

が①︑②は在来エネルギー源を節

産業針爾懇談会
艦榮引翻懇談会︵佐藤轡一郎座

節約で核融合を

Eグループとの技術交流が円滑化 長・三井銀行欄談役︶は十月十一
の正確な判断は今後研究を進め︑

上やコストダウンが図られる③G

漬︑将来のわが国の産梨構造決鷺

アリング面でのより高い騨鱒を得

される︑など指崩しているが︑内

野村顕雄︵東京自力︶

▽捌団擾林静︵三具駈工︶
▽団長

会発電は巖終的原子力利用といわ

壕都の石盤敷男裁判長係りで開か

コスト面一で膨密な比較を経ねば

れ︑これで無識蜜に近い躍力を無

組︶の烏黒を全禰的に認め︑被告

れたが︑石蟹裁判長は原告露

確定的なことはいえない︑③該融

それによると資源問題では︑資

限に得られ︑世界の先進的学者は

についての提君をまとめた︒

源間題へのアプローチ︑世界的資

努力しだいで︑一九九〇年代には

一

源対策︑日本の蟹源窪田と京田一

分の割合いによる賃金を覧払うこ

とこれに対する支払済み窪で郊五

㌶側︶に対し①カ・トした賃金

源観︑世界の鉱物蟹源︑駐界的資

肇国ともなる資源および公害間曲

ようということになったもの︒

ハードウェア︑ソフトウェアなど五項囲を叢たる内容とするもので︑境野薄闇は十二年間︒
原子炉燃料薦籔綬蟹の鯉董につ

技術提携の喧たる内容は①被覆

いて︑神戸製鋼は昭和三十二隼か
ら他社にさきがけて研究開発に簡

ろソフトウェアを墾視しているQ

響的にはハードウェアよりもむし

で全問程のノウ・ハウ︑製造設備
なお岡筏では今年申にコンサル

籔の製造に開する累管から完成窪

堀内に鋸閻 生 産 能 力 十 三 万 蝦 の 施
の仕様スペソク︑設備に使用され

手︑山口眼 下 房 市 の 同 社 長 府 北 工

殴をつくる な ど ︑ こ れ ま で に 漂 研
ティングなどG遇との技術交流を

膚の施設とは別の年間処理能ヵ三

行ない︑来春中にはすでに同社所

る工舞等のスペソク︑設備のメン
の働力試轟轟︵JPDR︶︑ 駁 子

管のデザインや粉料の仕様などエ

テナンス②鼎質檎報の握供③被覆

十万一五十万耕醗薩施設を長府北
世界的彊源対策の巾で︑現利用エ

臨所取替え 燃 料 の 一 部 用 と し て わ
ンジニアリング構報の提供④関発
工遺墨に増設する設備投資計画些
ネルギー源の節約策として︑汽ヵ

力舩﹁むつ﹂搭載炉︑原躍敦賀糖

が魍初の國酵製品を送り出してい
癩報の提供⑤図面および蟹料の提
つくりあげる方針である︒

ること︑③この判決は仮勲行ずる

と︑②訴訟費罰は被告の脇田とす

βP◎斜日ックアウト訴訟

ことができること一の一ご点を主

水戸地裁︑労組
側の勝訴言渡す

11について述べており︑とくに実現できる︑としている︒

るほか︑西 独 ︑ カ ナ ダ あ る い は 米
供一1の五項圏︒
神戸製鋼では︑この契約によっ

発寒所温排水中の熱利用︑餓磁流

国への輸出など内外の謁要に対し
八万競の納入実績をあげている︒

◇⁝ジル気節イ被擾管は五十万

て得られる同祉のメリソトとして

臼本原子力駆究所動力試験炉

KW級軽水炉で八万一十万訂が使 体発麗と汽力不乱の複合利用︑高

この遁十五無の歴史をもち︑いわ

速増殖炉発電︑核融合発聡iな

告がとり返しのつかない打撃を受

円およひ執行更箏独三等を含む合
計百九十八万七頁十円を執行吏に
う賃金カヅト︑いわゆるJPDR この訴訟はJPDR運転に伴う

︵﹂？DR︶のロックアウトに伴文とした判決を言渡したQ

現耕用エネルギー源の節約の中

ない︒したがってロックアウトの

けたであろうとの讃情は認められ

どをあげている︒

支払うとともに︑現在控誘するか

ニニ斗

瞭︵交替鰐︶鎚務条件に関し︑五

玉萎一味

ロックアウト訴訟に闘する判決公

垂垂

DRの﹁薩﹂をそれまでの五班芝

トは︑四十三年一月に所側がJP つけている︒

露議制から響しく昼甲西を含む慶

ヨウ素濃度は
保安規定以下

藤蔓戸賀

日本原子力発電会社は十月十

日︑敦賀発電質BWH︑三＋五

二

正当性は認めないーーとの理蜘を
いわゆるJPDRのロックアウ

どうかについて検認中である︒

多づ玉垣

班三交替鑓を四班三交蝕制とする

一5二塁二

判が→月十一日蚕繭︑水蜜地裁濁

多一

④環境︑安全および立地閾題に対

二 一二多5 ノ玉多 多 〜多

みても︑最近のウラン濃縮国際共

する風間側の実彌と対策11など おり︑ウラン資源に翻する尊報収

玉づ
〆ニニ 一多
蜜 三二 一 つ

辮難翻甥飛穀％論調篇輪講類繍酒毒

がある︒わが国の塩釜︑六十二度一

の一を消耗品として補給する必要

①GE社が被覆管を製作する骸罪 用され︑毎奪その三分の一一四分
管の要求晶質を知ることができ︑

ゆる﹁つくる技術﹂はマスターし

燃料や炉心 の 仕 様 と う ら は ら の 閥
規格が変更されても関係技術檎報

科メ⁝カーであるため過確な被駿

題でもあり︑こんど︑原子炉メー
が迅速に入手できる⑧総合原子炉

ているが︑被覆管の製造は原子炉

カーとしてジルカロイ被覆管の
製造も行なっているGE筏と技術 メ ー カ ー と し て の G E 社 の 脚 質 管
通産雀は来年渡から︑撫外の原

同事簗構想や原子力樋設と環擁問

ドニーに製務所を開設したとして

子力産業の実態を把握してわが国

端︒所側はそれまで十数圃にわた

漿にカを入れているもの︑として

現在の海外補報収集は︑在外公

の偶報版集活動にあたる︑として

館︑海外コンサルタントへの婁託

が︑労組側は現行協建を解卜する

る剛体交渉で労組の協力を求めた

題などめまぐるしく動いており︑

一方︑利学技徳庁が新設を計画

調鵬︑調査団の派遣などで行なわ

の原子力産繋の働成強化に役立て

している海外原公力廓傭調査会

れてきた︒しかし在外公館では民

し業務命令により笑施したのが発

則玉珊三悪髄に切りかえることと
箸のため海外の原子力情報の箆確

︵仮称︶も︑約七千万円の予算要

注圏されている︒

︒迅速な把握が切望されていた︒

求のほか︑民間に約八千万円の出

いる︒

ロ︶の強化を馴る︑として約＝千

題産省の構想は︑ジェトロ強化

わが国の原子力薩業の育成・強化

三百万円の予鈎襲求を行なってい

として約二千三甫万円の沼蝦要求

るため︑田本貿易振製試︵シェト

源外原子刀環偶調査会︵仮称︶を

る〇一方科学技術庁も岡様趣旨で

安としている二千キ肱リーの約半

増加騒は原電社内の保蜜規定で目

内ヨウ素麺濃度および︑燃料の健

ことなく出された凝務命令は用法

壇七千KW︶定期検査における炉
間の動きをキャソチしにくく︑象
とともに︑民間にもこ2■以上の紹

資を期待しており︑初年度約一暫

設立言⇔︑として約七千万円を要

それによると︑炉内ヨウ素噺の

全性検査の中略結果を発表した︒

無期限部分ストライキに突入し

たとして漣対反対の立場をとると

た︒この結罫︑欝組呉四名の賃金

ともに︑﹁引導﹂雫名︶のみが

が海外情羅収漿体制を強化しよう

あった︒今回通産省︑科学技術庁

した礼義収集が至難など︑弱点が

情報収集で予算要求
踊鷲輸出めざし市場調査も

た婆託調査や調査団派遣では遮続
求している︒今後関係巻間で両構
想の調整が行なわれ︑いずれかに

両構想とも巡査員を海外に繊在さ

絞られるものとみられているが︑

のほか︑単に六士埠に六千万KW も発駕に停止する状態となった︒

が硬失︑と耳隠にJPDRの機能
分︑千八十キェリーであり︑燃糾
達戚だけでなく︑原子力産業が将

と励き出しにのは︑こうした背蟹

ン︑パリ︑ウイーン︑リオデジャ

五千万円の規模で聚足︑ワシント

せるなど︑積極酌な情報活動を計
資を期待し︑来年度は約五千万円

べき限渡を越えた争議行鳥﹂とし

このため甲乙は﹁使用藩の受認す

画しており︑どう調整されるか︑

来わが国の輸出戦陥薩榮の一つと

︵酉型名︶にロックアウトを行な

︒
てJPDR部に勤務する労組る員

善果が注鼠されている︒

して期待されていること︑などの

八本のうち六本について著干高い
ネイロ︑シドニーに蟹務所を開設

観点からとみられている︒いつれ

の規模で︑ジェトロ本部に原子力
担墨係員二名をおくとともに︑パ

し原子力婁員会︑関係各国の原子

他のジェトロ職員︑客間駐在員︑

報

成のため︑原子刀機器供給産業の

わが国の原子力窪聡は︑昭和六

一名の駐在員をおき︑現地大使館 力担当アタソシェおよび現地大難

十年に原子力発鑑六千万KWの達 リ︑二謡ーヨーク︑ウイ⁝ンに各

膏成︑ウラン資源確保やウラン濃

の構懸と浮管︑海外原子力幡報の

収集体鰯の確立に費するもの

正確︑迅速な諸職を行なうとして

ある︒

現地コンサルタントと協力して︑

として期待されている︒

六十四本に含めて取り出す予定で

米國︑西欧︑乗欧の①原子力産難

いる︒とくに科技庁構想の隅合南

なった︒

確立に努めているほか︑現在環境

氷のリオデジャネイロ︑藁州のシ

提訴︑臨けの携で争われることと

縮︑再処理など核燃料サイクルの

饗灘の動き︑磯原子力二業二成策

平

機

本

罵

被覆

躍話

本庸蹴京雛中央区臼本橋｛町2−1−1

属

廟
㎜
一

一一

︒安全対策および立地確保などの の実惜︑爾濃蒲ウランの團際共岡
問題に磁颪している︒窪た海外を

講料力

○○○

難燃聡

鴨

欄

麟金属部門

窃 詞憐離業

⑨§露礁属鉱鑑繍尉農櫨

噂

O機械

理や生薩管理等に関するシステム

神戸風黛綬「膏北工場の3ローール式圧延

⑭加工部門

繊京都千代田区丸の内2−6一畑
田鷺L（2ユ2）655ユ（大代裏）

社

を握携︑今 後 の 照 要 に 対 処 し て そ

い愚〜瀦側沸／

㌦轟轟鐵

を導入することにより︑品蟹の向

撫

断畷繧

の製造技術や罪質管理︑エンジニ

雪

︸
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壽
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二

第掲回放射線
影響学会から

塵

ればよいという考え方から︑単に

処理は発璽した鵬壕物を無害化す
とおりであるQ

る︒その特質と概況はおよそ次の

聞

と︑いかに漕在日癒険度が斑いか

きさ︑憲性の高さを餅せ考える

のと考えられている︒消螢澱の大

は大鼠に生座され︑キュリウム︑

葡墜蟹灘編鰺鎚

り霧禦の讐露なるのが堕

される隠審を動物実験から推隠す︸

人に関し将来起こりうると予想⁝

が︑遷ウラン元累の特魯でもあ

かの臓器での畷窟が問題になるの

か︑このほかプルトニウム拙は燃

面に留喋る比率が習い③骨だけで

し︑膏の破壊︑再沈溜に際し骨二

射線感受性の怪い骨籔面に沈乏

体でしかも骨親和性が篇く特に放

れに関運しては多くの生物的閥題

を用いて外禰せざるを得ない︒こ

危険度評価はすべて動物実験結果

体ではみとめられていないので︑

な比毛がある︒

断は放射線の規制肱は州にはなく

七二傑四月︑裁判所はこの間題を

頭可の属査期闘が長くなったのも

≒膿

璽

・圃内の厭子力開発利用決況の各隅への紹介

うちプルトニウム︑アメリシウム

カリホルニウムも将来かなりの大
が知れよう︒

超ウラン元累の生物学的影響に

ると︑肝顧︑骨肉腫︑自血病︵轡・

・・ン嚢の穣で馨・一

敏便用が見込濠れている︒纒ウラ
ン元紫の鐵大用途はプルトニウム

いて定聴的研究が行なわれてお

関しては︑米國とソ連で動物を無

腫などがあり︑三一核種でいくつ

髄︶︑賭︑二子E肉腫︑騨状墾

魏を中心とす．り葛出炉用核燃料た

りの知見が得られた︒

り︑急性鎗牲︑晩発性効果にかな

超ウラン莞環の響性の職い理由

瞬福池︑アメリシウム翻︑キュリ

左に甑つく代謝の時閻駒乙翼︑発

が残されている︒犬と人の寿命の

超ウラン元素の随宙は︑豪た人

ウム鋤は了灘用アルファ線源︑カ

なく岡時に肝臓︑腎臓︑甲状腺な

癌潜伏期︑発癌龍醗の動物差など

の一方︑超ウラン元累の最大許答

碍子には︑化合物形鯵︑物理化学

慮して︑なるへく本然や人間に危

る︒

として次のような点が考えられて
いる︒①録体からの捌泄が少なく

リフォルニウムは拳の一発核崩腰

どにもかなり分帯し︑これらの二

がそれで︑このほかにも淋巴節の

長く体内に留継る②アルファ放射

に伴う中牲子利用による鷹療用

ン元累は一般飽に癒合する性質が

裂生成片による内部暇離の枳対的

放射線感受性︑鍋墨中性子︑核分

五への影響が悶題になる④超ウラ
餌︑奴嚇化分祈灘源などとして広

強く︑璽晒したものの肝臓︑膏土

鮭繊穫の中でも最も灘性の葛いも

徽は桁弔いに低く︑あらゆる放射

笹のないようにこれを始末する過

生物学効梁などの放射線生物学的

へのとりしみが鎗要な役罰を演ず

ム︑アインスタイニワムなどのア

した︒

①地申処分11地願のもつ大きな 理騰に発生する按分裂生成物を宇

K則を敵正︑﹁実行可能な踊り

AE
AECは七〇勾三月︑10C
FC
Rにあるとの判決を下した︒

超ウラン元孫の生物効果の修飾

③宇蜜処分11隙子炉燃瓶の再処 クチニド系の入局禿環だが︑この

惟核糧を物理轟轟作により半漁期

ることがある︒

境の雨雫鮨汚染を地球規模で考え

の憩いものに変える方法︒分離に

最近の特罠で︑とくに公聴会は衛

・

顧騰

︾

婁㈱

藻顎甑巷縁舞橋1d−13〒105直直591−6121一瞥5895

三

企画として姦加春の関心を早めた︒本丹では︑このシンポジウ

おりでもあり︑タイムリーな

ムにおける井上︵奈大︑松岡へ放医研︶︑出動︑三茂の鶴演

になった︵沼蝿英三立大数授V

でのシンポジウム﹁原子力利用と放射線影響に関する賭問題﹂

をもとにその概要を皇猷部でまとめ驚Q

さきに金沢大学で開かれた日本放射線影響攣会鋸十玉回大会

大舞・水などが無限なものとしてではなく有限なものとし

放出鷹卜したが︑それ以後は中止

九六一無までに約轟轟万論難佃灘南に

によりかなり減少する︒崇国は一

種が海面に逡する謹でに肉然崩堀

運いから︑固化休から沼出した核

海洋の鉛甑岸向の拡敬はきわめて

千凝以上の深海に投棄するもので

アスファルト薗化して︑これを二

て翻識されるにつれ︑これを価癒ある睡看の財産とみるという

輝氏

は

価値観の変化が︑環境問題を大きくク日ーズアップさせる結果

上

頼

欧一 米 で は 地 一 中 処 7 分 へ

井

放射性廃棄物処分の考え方
京都大学工学部教授

し︑陸上処分に切りかえた︒OE

渤芸婆回にわたり大西洋城の灘海

ニウム︑アメリシウム︑キュリウ が大錦に増えるとみられるが︑堪

CD原子力機閣︵田ENEへ︶は超ウラン元累は︑原子転職93瓢 筋な剥用が期待されている︒今後

あり︑窪たさらに地球規模で放射

放肘性麗曲物の処分には地中
嶺上で︑ドラム鰹弱めした闘体放

きた︒

放射性廃 蕩 の ﹁ 処 理 ﹂ と は ︑
能桁染が論ぜられてくるに及んで
︵陸上︶処分︑海洋処分︑宇宙処

ム︑バークリウム︑カリホルニウ

甑ロケソトに概んで地球外に捨て

技術約二二があり︑その将来性は

これら超ウラン発累の生産と消費

体積の小さい．同濃度の都分と大朝

この処分同題が大きくクローズア
射性脆職物の海洋投錨実験を行な

イオン交換能力を利曝する︒土慰

で未来の処分法として一部で検甜

たと愚︑この力法が最ち花齢なの

のネプツニウムにはじまるプルト

の鳳濃度の部分に分ける作︑嘱をさ

分︑消議処分の四つが挙げられ

渦い除ま率を追求するのみで︑発

る方法で︑姿勢制御せずに︑ただ

A猛C墨箪を米国民にその豪豪適 ていることの砥舐を求める訴訟を

に

ンプさ㍑てきた︒虫たいままでの

生した間濃展の麗棄物の処分まで

地球の引力鰯外に繕薫物を稜んだ

⑳カルバ；ト・クリフス裁判擁

即下︑一応のケリがついた︒

〇葎一月中旬︑AECはカルバー

A欝Cが裁判で負けたケース︒七

した︒七二葎六月A漏Cは軽水型

低く﹂の塾傘を採り入れると発表

わゆる樹齢の一階準を打幽した︒

だつ一月一二︑NEPA︵国寒環

許可を与えた︒ところがそれに先

ト・クリフス原子力発電所の建設

動力蝉の設田暴準改正を髭業︑い

②温排水悶題Nカルバート・ク
リフス︑ミネソタ︑ミシガン溝な
どで濾緋水が闘題となった︒反対

ると当該規制証言︵この揚舎AE

運動は徽生物の死瀦に起囚して︑
魚頁嶺の減少を懸念する資源的反

境政策法︶が発効した︒それによ

薄から蔽水で青い藻頻が異常繁殖

C︶は許可に務し︑環境撮告欝を

原子力発電所のオフガス排嵐につ

用すれば年闘三万六千人分だけガ 起した︒論象は長いことかかり︑

緩の課題を含めて簸透の技徳進歩の全貌を把擢できるL

し︑﹁処分﹂とは︑食物達鎖を鵜

程をさす︒通富間題となるのは︑

べて小さいが︑体積が大さいので

の交換容縫はイオン交換樹脂に比

った︒

処理により生じた体穣の小さい鐵

た︒これに対する反省として︑処

は考慮に入れない場合が多かっ

④酒滅処分聾半減期の艮い放射

島 英

三豊

必ずしも明るくない︒

濃度の部分の飴末であるので︑単

ロケソトを飛行させるのは実行不

が始められている︒

に処分という拐合にはこの瀬程を

可能なほど葛価ではない︒豪た環

分も溝えに入れた処理が検討され

瞠れた地層中に放

るようになり︑さらに進んで処瑠
のイオン交換樹脂に根当︑万筍士の

射性廃が物を埋設するとき三千ゾ

難さかいり処獺の問頴が中心となり

さすことが多い︒殿近まで︑その園

と処分を一男して考える放胃性物

田

米国の原子力環境論争

価魑観の変電で拍車

海岸から一デ

研宛が逝められてきたが︑環境の

交換縛灘が利用できるといわれ
る︒放尉鯉物質は±に吸込されて

殿の﹁管理﹂なる．園菓も現われて

雛

移動還度がきわめて聴くなの︑そ
の間に目然崩壌により消滅する︒

この方濫は欧米で広く採用されて

立激大学理岡部教授

ことになっていた︒反対派はA罰

神︶との塵藻を下したQこれによ

ばならない︵それがNEPAの山

AECは全ての環境調査をやらね

擬心した︒七一年七月︑鬼頭所は
強いられるケースが増えてきた︒

ローズド・システムなどの採用を

コメントを求めなけれはならない

に景観上の反紺までさまざまだ︒

作成するとともに公恥会を闘いて
関︑弁髄士となり︑全麟的な規模

Cがこの勤務之だっているとして

したとするミシガン湖の例のよう
氷室で最初に原子力殆霞所の設．より環境の保全が大切てあるとい

このため︑発電桝は各弼の頗格な

①放射線防謹暴準の切り下げ問

つのでまことについて述べる︒

③ミネソタ鵠判ーーノーザン︒ス

難民作業従欝雀の最大許答線蚤年

米国の撃力灘は崔さ聾︑ 熈

いて︑ミネソタ州がAEC耳環よやりなおしする羽目になった︒

題口AECの放蟹欝欝総懸雌︵放テ！ツ電力は同社のモンティセロ
闘五レム︑撮団の許容被曝線量離

り厳しい十分の一とするため滞留

り蔵三からある全ての漂国訴画を

州菖七十ヂレム︶には運邦放慰線

こうした曹幾のもとに今回のπ
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﹇響彗鍵ーーー噂ーー華画藪

編東されている。

汚染を考・．んる場舎︑処分が聡要で

諜働

糖

おり︑藺ドイツでは︑アノセの岩
轟轟に中︑低レベルの固体施藥物
を集中的に管理している︒また塞
油津にクラソキング︵水の注入︶

纂漁のもとに熱を外に出さないク

醗に反対逗動が趨ったのは一九五

はなくなっているQ
六年︑エンリコ・フェル︑ミ発醒所

@嘘

反対運動の大きなものとして四

に拡大︑その激しさも前回の比で
射性物質をこの中に注入する研究

を施しているが︑これに畿えて放

に対するものたった︒その後︑︐亦上のために工不ルギー需要が憩激

る︒氷圃ではハンフォードにAE 醐があったが︑反対運動で挫折し一

ので︑全乳駒な広かり書蒙悪
聾に目達のついた隙子力発電所が

満

に増加︑かえって一般の不安を沼

麗業規模の拡大︑盤活レベルの向
も始められているりコストが著く

デガ・ペイ︑マリプなどの発謄割

う価値観の変化があった②一方︑

なるという難点があるといわれ

レベルの液体︑固体廃棄物な讐糊

つた0ところが轟ハ七年頃から経済

Cが騰簗階蔵施設を所為し︑中低 た︒当時の反軍池動は局地的なも⁝

している︒地中処分は地理的な場
所により適不適があるため︑サイ

以外簸準がないこと︑屍棄物処

削回の携合と進う点は次のように

する規制権限はAECのみがもっ理︑ECCS閾魎なとだ︒謹た山

したのに幽し︑同社は放射線に関

まな蕪題をかかげんている︒輝水癖
一㈲

な隈り偶く﹂の璽準がなかった︒

讐議会︵FRC︶鋤告の﹁実行町能 時間を四十八時聞とするよう要求
．いた㈱これを亙けて︸クソン敵擢 ゴフマン︑タンブリンの両博士は

いえる︒①在来公欝に趨する社会
めイ万ン交換樹脂︑蒸発紐スラソ

により発生した使用済フィルター

中心の論議の掃と化した︒

民の累捧な疑問をはなれ︑技術湾
分の一とした︒七一年十＝月︑蛾判

ン鈴生累が増えると瞥告︑AECこの間実質陶にオフガス謹選は十
纂灘レ僧や分の桶に切下げよと主張

︸殉艇動は︑荊團の場禽と翼なり︑

の聞心が西回まり︑二人のぬ費野帰∫め主体が布民・環境上編・州機
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事態文集は褻純一11月に騰｝かれた第1011島本呪イソトーブ会

⑧日本の雁子力（企3轡2，000円）

6，000円

発裏論文・討論を完全収録

1，200円

科学技粥庁原著力局監修

鱗日本原子力産業会議

鯛一

議における発麦論文およひ羅論をん全収録ゆアイソトープ放
鮒線利用の多角化、細分化の傾向を系統的に娘約。また、今

絶

20

・塚度年次人会、日本アイソトープ働議ゑほヒめ
とりる韻会譲の畿瑛鎌
．L巻 捕縄、二二の時代のわか製原子力平智利
用開驚
隠棲覗時・1fにおける線来への展鯉
丁讐 1934御一70年の内外ので墜ごとを熱唱した
源L子力年簸

繭

欝繋瓢
・鵡

放射線影野即題シンポジウムで発表する井上幽

①アトムズ・イン・ジャパン・・
（月刊㌔毎外向）
㊥頒子力濫簾懸隔傘講，寅嬢。・

房5ゴ力局の謂介煮糾をもとにi饗係機関の協力を弩て、原子
力政策、法規、開発体制、予算等をはじめ内外の簾子力発電、
核燃料、放聡警租屠、亥全骨擬、国際協力、その他全般にわ
たる謹縦なデーターを全て収録，

識

ウラン元素の生物学的効果
@

／麟識

@

内外の原了力開発動向を、体系的にわかりやすく解謝曽る
とともに、内外関1瀦幾閲の融獄況を琴1糧。また、教曜r不
拡散灸約に閲アる灸文、世界の原チ頬一箆などlll斯餅｝を双
盤。さらに、 を宙、瓶胃甥梵磯踊働動向もll浸て娼介。

籟 性晩発効果に知見
@

った︒再属した反対運動の蕾崇が が環境俣全を政策の柁とした︒

擾々と建設下調されると︑これに

@
呼応して康発墨刈運動が盛上り︑

@
ト選定が覆襲な要紫となる︒象た

@
大畿処分に難しい颪があるが︑再

@

六八︑九年頃から一段と激しくな

@
ゾ︑雑固体簿をセメントあるいは

②海洋処分睦放飼魁廃か物処理

弐

ぶ

モニタリングは可能である︒

@

内外の原茅力情勢を総合的に解説2，800円

松潤民

理 氏
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ドが登漏したことである︒

ポルトガルについで︑フィンラン

竃た︑生え抜きの欝気噂業者で

て︑財圃法人原子力安全研究協会

子力の安全性を研究する機関とし

稲三十九年には︑公平な立協で原

一

︸

︸33117

この調食は開発途鉱国の今後五年

橋爽の三石︶虚器麟に耐油する︒

瞬への謝与卒爵的として行なわれ

から十五無間の原省力発電開蕃

調査対象圏は︑①ギリシャ︑ト

るもの︒

ブラシル︑チリ④韓圃︑シンガポ

パキスタン⑥バングラディシ晶︑

ール︑フィリッビン6エジプト︑

タイの六プロノク︑卜三力国︒

糖蔽勘佃もって魁会の運醤に力勝

以上のほか︑藤波さんがわが翻

尽されたのであり難した︒

の原子力開発と原子力産業の上に

ありま冠ん︒今やわが国の原子力

なされた御功業は枚挙にいと談が

平和利罵がいよいよ本格的な開花

の段階に入ろうとしておりますと

きに︑藤波さんと幽明境を異にす

るに至り豪したことは︑国家のた

く︑慮業界にとり豪しても遺憾の

めに大きな損失であるばかりでな

んの御生荊の御温彌と伽指教の数一

極みであります︒私どもは藤波さ︸

々を肝に銘じまして︑わが國原子

ヵ塵業のより︸暦の発展のために

げる次第です︒

技術資料、カタログは下記へ

甘

ボ

∴㌧℃

⁝羅一難蕪

べ轍

本

O3（372）0141

日本

本原子力事業株式会社

・EBの二葭︑南西アプリ刀套︶もありτで掴叢の﹁安い﹂ワ・ンの増

ﾟて戯要な数宇といえよう︒

ランについてり︑スウユーデン︑

この表から鵜餓すべきことは︑

れに露加する趨の醸成に鍔めら

あられた藤波さんは︑細くから原

D−100シり一ズAEC−NlM規格放射線測定器

加があったこと︑よκ﹁高い﹂ウ

は︑一九七〇年

米圃︑カナダ︑オーストラリアな﹇

P3

黶窒P⑪1り218− 77一一

開発途上薗を対隷に原子力錯鯨帯

葭簾勇欝︵蓋A︶⊥ル・②・ルゼ・チン・・手ン昌

呂本も一AEAに協力

開発途上国の
原発計画調査

想などが湾え・﹂几ていやkつ濠︒

難て・語に霧を慧つ構

一方︑これらの無入勘に放射性

円を大戴雀に要求しているり

廃翼物が得来処分されることにな
崩誌査を向なっているが︑わが臼
⁝
つた揚詰︑輸送︑処分︑簸理など もこれに協力す如ため︑今月から

この聞︑藤波さんは︑昭和＝一＋

れ︑国獄引目地から日本原子力発

を実現し︑ついで取締役として同

子力開発の健全な川下には︑原子

会長に就任され︑産業界の京とめ

子力発曜の企業化に薦臼され︑国

︻

︵原簾会蝿︶

社東京都千代出区護が関3−2−5TELO3（58隻）7301

臓興藷躁繍離礁蝋肝齢映謎

九月に世界のウ

窃芝qのた﹁ウラ

ラン淡源郡堅巻

ンー蕪働︑生奮︑

罵要﹂を発喪し
た︒しかしその

などから内寸の

嘆状況の変化

のほど歪九月百甥で馨軌

tィノラノr

カラ﹂など四諸島で

﹁ト彫

来年度から地質中心に

科技庁

改酊がすすめら

た第

れていたが︑こ

妙方法の研究關発を逸めるととも

ていくべ潅だ﹂と報笛︑単急に処

に︑無職の離醐に処分する可能性

科学叔術庁は︑無人の離島を利用しで︑漂子力施識から出る放射盤臨灘物を一括璽中的に保怖︑処分
する可能艦を検甜盛Qため︑来年度から齪±地理院︑丁嶺技術院地質調嘩所の偏力か磐簿て︑屋久島と

ン埋藏罵はこの二年闇にかなりの︸

によると︑主要資源保有薗のウラ

謝には︑資料の広提出麟︵フフン⁝
け
ス本編箱よぴンランス躍アフー1刀︸

開発騨用長期計画でも︑施彙物癒 搬が9れている・たξの姐︷一

次漿謬が発表された︒それ一

奄美X島の中闘にある﹁吐糟蘭︵トヵラ︶列島﹂や五島列舗の先の﹁男女鮮働﹂など四つの讃品の地

の検溺を行なうべきことぶ撮出し

質調査や経済胸︑祉会的条件の鑑礎調蛋を行なう予建たQこの調厳のため周庁ほ來鎌展予鉢として約

た︒A胃軸六刃に改訂された素子力

このため︑昨無六月に科捜庁の

可能な限り入閥の雪理下におくこ

﹁放射性圃休廃棄処理処分検討 とを原則にするとと 浮一︑五十勾
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リー︵三基︶に四千万がを要した

ぶかにあたっては︑強舗循環方式

五万が︒デイビス︒ベスは三寸万 術の天然ワラン黒鉛ガス炉二暴．︑

早発燧所ではすでにフランス技

がで︑これには設備劉定蟹︑燃糾

刀ロスで二十万建︑二暑機二百十

ドは蓮転攣九吾・喜機の匙われる・

〜四％が消費され

スでは初めての試みとして冷却塔

建設が計画されているが︑この付

大きな誤題となる︒そこでフラン

近にはシャンポールはじめ世界的

費二十六万が︑各機の出刀ロスで

ト・ヤンキ⁝は︑蓮転費に貢万

クリア・ワン︑ノース・アンナは

が︒ターキイ・ポイント三︑照心

うした自然と歴史の環境を害する

に有名なロワールの城がある︒こ

五万五千がをみている︒バーモン

が︑出力ペナルティは各

コストには心門費以外に蓮転費
が欝まれる︒以下はいずれも年経

炉十六万がを要すると報告してい

機は山廊万

人造湖を採用している︒

ール河の渇水期の水温上昇が戴も

氷期野里を建設する離合にはロワ

一年七月臨界︶︒これに加えて軽

稼働している︵五十万KW炉︑六
るといったことが

コン・エジソンは︑クオド・シ

る︒

費︑維持費︑保険などが含まれ 九年心月臨界︑五十三万KW炉七

オド・シティ︑オ

ドレスデン︑ク

揖安となる︒

ァンに要する電力のため出刀の三

で事前調査

サー冷却氷による河川・湖の撮水

暑機は冷却聡とポンプ︑配管など

は資本費は安く︑広大な用地を要

ォス新工集地帯に羅力冷供給する

化問題の対策として︑建設中野た

と報告している︒これは既毅の拡

コンデンサーで千七百万が︑パリ

の冷却塔底部空気取入口の装認と

有ウラン一計管当りで五哲漏︵百

は最近完成した発温色六十墓のう

在建設中の強制循環冷却賂の費用

散装躍の四頁九＋万がを含めた現

万轡が︑ビーバー︒バレーは冷郎塔

も︑このような大きな差を説明す

コニi︑ア⁝カンサスニ；： ティ雪曇の各冷却システムで蓮転

米原産が冷却施設で調査

建設コストに大きな輻

重目方法や塁雌が京ちまらなの

である︒

するが︑外形上は低い︒また︑フ

いる︒

米国原子力産榮会意発行のニュ
ークリア︒インダストリー誌の講

ル︑五畿がオープン・サイクル︑

査で︑十基がクローズド・サイク

六基がコンビネーシコン方式の冷

却掻を使用してることがわかっ

資本餐についてみると次のよう

る要素の一つに︑強鰯徳環方式と

のみでイ万がを要している︒

三基たけだった︒その他二十二基

になる︒ハンチは防火逸足の五十

自然環境方式とのコストの違いが

で︑一律な比較はできない︒

は︑ワンス・スルー方式を採って

ン・アーノルドは建設中利子を含

万がを加凡︑三百五車が︑デュア

費である︒フォート・セント・ブレ

たり八〜十が︑自然循環で十二〜

冷却且鐙のコスト箪定は︑フォ

あげら3tる︒

十五ガであるQポイント・ビーチ

平均コストは強制循環でKWあ イン︑薗定費十三万が︑運転費七
スは九百万が︑ランチョ・セコは

め四胃五十九万が︑デイビス︒ヘ

がから︑ビーバー︒バレーのクロ

ランドは一易機が八爵十五万が︑

七蓄万が︑スリー・マイル・アイ

かどうかが事郁調査の節点になる

ート・セント・ブレイン炉のオー

舞定力法による楓異を懸にして

いる︒

語論の拡散パイプ緋水システムは

た︒寒た︑十二基が冷却池をもち

セーズは︑ワンス︒スルーに二千

ち︑二十一基が冷却塔を採用して

にきているQこのためフランスで 完了の予短だ︒建設期閥は五年て

心分離工揚︑ガス孤散工揚︑プル

に対抗するものだが︑W11技術P
レリ・アン・コ⁝地区︶に建設さ

またライン川とローヌ川沿岸が残

ゾ・ロワール社もPUKとともにランは昨奪︑米国とソ連に薮蘭

ろがら︑民族蟹本が優勢になって

WRについては二次装荷分以降の れることになるもようだ︒セーヌ

の原子力発電所を建設する意國の

一号機の運開は七五年の予楚だか 県議会で琵DF︵仏縄力公社︶が 冷躍塔建設による環境汚染招来へ
ら︑PWR用核燃科の発注がある パリ晶エルに合計出力五百万KW の懸念から︑川犀立地はほぼ限界

・アンデュストリエル︵ALSPC8RCAの主要株主であると工こ
を契約した︒
いる︒とはいえ︑やはり細水型原

・マリチ⁝ム県のジャン・ガブリ

イム三基︑ビ話ジェニ基︶はいず

注した軽水型原発︵フェノセンハ

れもWH技術のPWRで︑そのと
一すれば︑その二︑三無後という

三鳳は数種の遠心分離機の設副

︒デ︒コンビュスチープル・エユ WHの勢力は無視できない︒これ 供給しか期待でさない︒フランス

ュード︒エ・レァリザシオン・ド
・コンビュスチーブル︒アトミノ
ク︶の二社たったが︑三三になっ

っている︒たが氷温上昇や膨大な それに必要な敷地の幅は蔚五十な

エル・エリオー知事はこのほど︑

シエンヌ・ド・パルチシバシオン

欧州の8国遠心分離計画

クレエール︶︑CERCA︵エま
チでにEDF︵仏羅力公田︶が発初の軽水型原発フェノセンハイム

76年に300㌧工場を

プン・サイクル方式冷却塔の酉万
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二癖︶のものが一面︑五湾四方︑

口欝

化をねらっていく力針︒

火力発鱈所からの温耕水利吊に
よる養魚研究では︑自然状鰐より

紛失のクリプト
ン85がみつかる
放射性物蟹クリプトン85が愉送
途甲で行方不審となり︑庚在の調

T午前十一隠頃︑閻クリプトン

査が続けられていたが︑十月二十

は東原・板橋区の貨物センター内

行方不溺となっていたクリプト

にあることがわかった︒

ンはガス状のもので︑杢㌧ザキ昌
リー︒稲井電子工業会社︵香川嬢

まで︒

電話〇二九二八−二⊥一二一一︶

帽00

ρ脱

れていた︒運送には矩期便をもつ

究﹂のため臼案アイソトープ協会

坂出箭︶が﹁RIを使った放脇研

から購入したもの︒五曇︑岡協会

から績み出されなかったのではな

遡濃遜輸会社が当たったが︑倉庫

①期鼠11第二〇

Q︶第︸二圃︵ご月十九日〜

回︵四干八年一月十六日〜二月十

▽暴礎難路

している︒

び専門諏程コースを次の還り轟鍛

トープ研修虜では︑鍵盤誤程およ

臼本原子ヵ研究所ラジオアイソ

原研アイソトープ研修所

程で受講生募集

基礎︑専門両誤

から協和轍送サービスを通じて出

まで︵横浜国大・蔑野義郎︶︑エ

▽内容と講師核分裂から利用

課まで

▽申込と詳細問合せ原産業務

テキスト代︑畳食費を含む︶

円︑一般狂四万五千円︵いずれも

いかなど︑現在︑原園を調査中︒

荷︑発送されたが︑十八臼になっ
ても到欝冠ず︑紛失の届けが出さ

第6回事務系の
原
質月27日から科学技術館

原子力セミナー

日本原子力難業総懸は僚子力関

ネルギー賜給と原子力発電︵棄電
・依田直︶︑各国の原子力開発体
制︵原産・坂本俊︶︑原子力発蹴
概論︵動燃・竹越≠︶︑原子力発

︵都立大・左禽二三︶︑原子力発
蹴の技術と経済︵蹴聡連・藤弁暇

三月十九日︶②募集人員一各回三

十二名⑬受講料ーー嵩万円④締切11

＋二昼百

①君田一四

▽第六八回専門課程タRIの化

十八年︸月十八日〜二月七日②騨

学への利周コース

集人綴一十五名③受講斜一

雄︶︑核燃料サイクル概論︵動燃

の現状と問題点︵動燃・武中俊

・中村康治︶︑ウラン資源−開発

千円④締切一十二月十六日

せは︑熱畿黒都文京区太駒込ニー二

両コースとも痢込みと詳細問合

万五

三︶放射線蟹理︵東大・吉沢康

八一四九︵蜷認は九螺四一四三

雄︶︑アイソト⁝プおよび放射線

の多目的利用︵猿産・国分郁男︶

八磐代一の五の三一

干九五一

社長加賀田勘一郎氏住所新潟布

︵株︶加賀閏組原産に入会

ﾌ周研修所まで︒

利用︵原研・小林認敏︶︑原子力

原子力行政の現状︵原子力厨政策

︵通産雀エネルギー政策幽翠︶︑

課畏︶︑原子力産業政策について

原子力全般に関する質疑一律

原子力計測
原研・原子炉研修所

講座を新設

社長橋本武氏

原蔑に入

〒八︸

住所福照市中

大分共同火力︵株︶

電詣〇二五二i四七一五一七一

会

原産に入会

纐纈〇九二一七八1七〇六五

董工集︵株︶

電酷〇六一二〇ニー四七

干

代講取締役藤井明氏住所大阪布

五四＝

一多角的な情報資料の提供一

駆

（月日ljり海タト向）

・闘内の厭∫力開発利用撫兄の各國への紹介

地元藏業の共存を圏的として蹴力

会社が火力発電所からの温耕水利
用による研究を進め︑また騨剛照
等が漂子力発電所を対象として研
究に滋冠しようとしており︑研究
成果が期待されている︒

なお︑岡センターは九月中旬大

め︑海水取水旛設が洋綴され訓圃

平洋岸をおそった台風二十弩のた

苗生産研號は︑水薩庁のキモ入り
が若干遅れている︒このため県は

い︑との縞果を得ている︒一方種

で進められているが︑成果はかん
予騨を組み︑今週初めから復旧工

稚魚から親魚偏での成長速匿が聯

ばしくないようだ︒だが︑漁場環

苗池︑混合漕のアク抜きなどを行

事にかかっており︑復旧しだい種

ない︑箪急に研究に遊芋の予驚︒

境条件の悪化箏で︑哀退気味の沿

量殖技術の開発が必要︒このため

岸漁業を振翼するには︑これら増

原産を訪問︑懇談

NEAの役割などで
求クサー技
術三三来日

dδ醗難

OECD本部NEA蔓勝局のレ
スリー︒W・ボクサー技術郡長が
十月十七日陳産を訪問し︑儒本代
蓑寓任嘉事りと懇鎖した︒同部艮

職籟騒

係の鱗務系職畏を対象撫する第六

回﹁原子力セミナi﹂を次の通り
闘催する︒

これに対して︑原産側は︑NE ▽期田 十一月ニや七四〜十一

は︑NEAの前身であるEN冠A
が一九五七無に設立されて以来︑
原子炉研究謝発︑放射線利網など
の推進を行なってきたが︑澱近敏
府レベルの役翻が少なくなる傾陶

一疇︶

▽定員五や名

込んでトンネルが完成する︒

浜岡原子力謄躍所建設現場はい

越米助︶︑原子力発職と環境聞題

にあると述へた︒そのため︑NE Aにはいわゆる研究指向型よりも 月一日︵毎a午削九時半〜午後五 電所の建設と運転経験︵漂蹴︒唐

いトンネル工凄の掘削成功に︑関

τBL404−411：鱒

東京者舞港区哩七胃幽2−9−5

・慧岡町尽 雛 蒸 期 簸 灘 麟 羅 鑑 繊 ⁝ 一 鑛 鐡 鱗 騰

当面は種苗生産研究
沿岸漁業の振興策で期待
融岡累が中部電力の協力を得て︑小笠郡浜岡町の浜岡原子力発醗所田地棄端で建設中だった﹁静岡
梁温水利周研究センターし︵矢部博所長︶がこのほど完成︑十月十四日に開所式を行なった︒静岡繋
は︑浜岡原子力貌臨所からの渥緋水を利賦して当面︑魚資藻類の毬苗生廃研究に説力をおき︑将来は

十九年十月に運開の苧定︒静岡隈
深さO︒七厨のもの二頗︑縦五慧

瓢

海の牧揚〃の技術を斑暫し︑沿岸漁業の振腿に役

完成した種苗池は循環灘過方践

生間した毬苗の阜期麿成研究にも着手︑いわゆる
立てたい意向である︒

浜岡原子刀禰聡所の一号機︵ B

WR︑五＋四喪W︶は︑昭和四を採用し︑円型︵応径十麟︑深さ
はこれ京でを種齢生産のための基
働

︻
く︒阜期衡成研究では︑マダイ︑

完成し漿利量セン墾

Aの将来計麹についてステアリン 政策麹での活躍を期待したいと述
べ︑とくに︑原子力開発が産業化

科学技術館第三会議墾

グ・コミッティが意見轡を象とめ

段階に入ってきたので︑でまるた

▽参加費原産会同目三万八千

の円型種苗池

たが︑これによると︑規制面︑技

にしてほしいと強麗した︒

け民閥の意見をも反映されるよう

六十二撃管のセグメント︵外側が

取水トンネルが貰通
や中部蹴力︑糧谷組関係者のほか

ったとはいえ︑ぶっつけ本圃に近 立て︑最後にコンクリートを流し
中部耀力は十月十八日︑静岡興

@翻霧発電所用では初めて

︵千代田区北の丸公園二i一︶

慌し︑種苗生産とその軍期育成な

術の抵進彊︑橘報颪の充実が朽出

響板︑内側がコンクリートからで

▽篭工

の介業

ラノシュが光った︒このあと蟄通

海の牧場

を祝って鈴木浜圃原子力建設所笈

きたもので︑障さ二十五聖麿︑蟷

ど︑いわゆる

されていると脱曝した︒

が樽をぬ潔︑渡部翻社長の麿頭で

九十野寄︶七個をリング状に組み

多ーー

乾杯︒本溝にそなえ︑試掘坑を掘
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炭下瑚約丁血爵力田の経費で︑地
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層から臼回然海水を数凄爪︑ボイラー

で加温して摂氏約二十優の温水を
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浜岡沖は逮浅で波が荒く︑しか

係管の顔は樹ぴにあふれていた︒

豪︑昨年三月に魑工した一構機の
ど約五十名がい豪や遅しと貫通を

河原崎貢浜岡町長︑カメラマンな

彊設工購が昭痛四十九年十︸月の

浜岡町の浜陶原子力発躍所建設現

も沖合に窃望な漁礁があるため大

ており︑すでに格納容器もキャン

運開を目標に急ピノチに進められ

揚で︑渡部時也醐祉長ら豆合いの

もと︑一管機︵BWR︑五十四万待つ︒熱気がたちこめている︒

規模な瓜次冷却水取水口を建設で
の掘削

きない︒このため大がかりな︑し
最後の壁

いるほか︑原子炉建農︑タービン

プの部分を残し組み立てを終えて

の光の中︑渡鄙酬社長がシールド

ンネル工箏で

海底トンネルの建設となった︒規

建塵もほぼ立ち上っている︒この

かも発電所用ではわが国初という

模は地下約四や餅から外径五・五

ほか先月︑一再機︵BWR︑八十所ではさきに原子力計測講歴︵ガ

す︒掘進機のッメが雛偲削ってい
き︑二疇頃貫通︒取水塔側に待機

層のトンネルを沖方向に六百六十
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れた︒発成すれば毎分約二百ゾの
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本旨文集は昨年11月に闇かれた第10自知本アイソトープ会

申込先日本原子力産業会議
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たる詳細なデーターを全て収録。

・コ．要な産粟動向、扇子力問題に閲する原予力産
購懲談会における購猟
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と瞳る譜会議の議事録
上巻播駄摸索の時代のわが睡漁了カマ和利
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師匠1発
一巴年のあゆみ一
中巻 現時占における将来への展畷
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合図のボタンを押す渡部

内外の原子力情勢を総合的に解説2，800円

原産の定期刊行物・出版物

内外の原ぎ力腿発動向を、体系的にわかりやすく解説する
とともに、内外関係機関の活動朕況を網羅。また、核兵器イ・
拡散条約に関する条文、世界の原子炉一覧など関係責糾を収
録。さら に、与宙、幽￥開発の世界的動向も併せて紹介。
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おり℃の性格の︸に総会にはオブザ⁝バーを派遡するよう招待されるならわしで︑今回の
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第十穴総会にも招待されたが︑たま元ま小鑑に出席するようにとのことで総会の末席を后

望

したので以下に総会の換様をご愚説する︒

た︒とくにユーラトムとの保磁描

叩＝曽

旗協溝が一A猛A理願金で承認さ リス︑ソ連︑フランスなどの核言

ソ連は日本を名掴して批准を要求

されたが︑別に異常は懸じなかっ
やり隣りなどを平易に︑そして畳

綬．ソ遠と米閣のそれに関連する

力平和利周の呼びかけに翌つた経

者︶の僑別講演かあった︒同警士

み
のラビー博止︵ノーベル賞罰叢⁝

備・放射性物蛋敢扱いのための訓︸

で︑それに備えて許認可体制の艶⁝ いた︒

キシコでは隙子力発墨はこれから

詔はあまり記憶していないが︑メ

軸世の美人簿士で︑暴れていて

ECCSや発蹴コストに藥聾してセージの連絡︑国際蛭藻︑蹴議な

かしか行なえなかったが︑関心は

べた︒時間がなくて︸般討講は趣

めに米国と協力しているなどを述

謹た放鮒能測定の副隙標準化のた

次はメキシコのマジディン化脚∴ よる発羅所より汚染が少ないこと

フェスティバルへの招待など︑さ

旅の徒然をなぐさめるメキシコ・

晩さん会︑日曜臼には各国代蓑の

の考吉学博物館での大統領招待の

に到悠したかを大変興昧深く潮懸

にして今日の原子力発駕ω実鋭化

であるとのことのようであった︒﹇

練を行なっており︑環境閥脳以前

は︑アイゼンハワー大統領の原子

難讐孫ポ賜翫魑

た︒研究所は建設が〜慰した段

いへん大毅面白く話をされ︑いか

食後の雰囲気に撃った話し方でた

これらを運転するのに必要な諸計

刀蚕員長キリアルト氏が湖の水を

冨放射線防護研究所畏リンゲル氏 烈Aに対する寄付や︑一九七三年

心した︒次に︑スウェーデンの国 お四日談で続き︑各麟からの工A

猫

る次第である︒

の鍼意あふれる準㈱に敬愈を表す

力︑そして招待麟であるメキシコ

会に対する工AEA磁務局の努

ウィーンを選く離れた地での総

ようである︒

けに讐彌には大変気を配っていた

・オリンピノクでの瀦件の麗後た

ったが︑そのなかにもミュンヘン

ど気持ちのよいサービスぶりであ

らに三三場での重三の配布やメノ

フ無逮器が蛍な塘設であったが︑

階で︑トリガ原子炉とパンデグラ

麗は同研究所で設計製作している

⁝メキシコ倒の見㎝
⁝事なホスト振り⁝

とのことであった︒トリガ炉の格

芙人をパネルメンバーに選んだメー 十月二日の見学およびパネルを
された︒
61き翫いてアルゼンチンの原子 キシコ政尉の学田振りには大変感・
終えて払は帰團したが︑総会はな

変弱るく︑このようなことの峰さ
福癬水として原子力発難に利罵し

納建屋の︸方は総カラス張りで大

れるメキシロを鍵白しく思った次第

つつ生轡尊上懲影響のないよう配

である︒午壷中の見学が終わって

購醗難癖器量撮

しているように思えた︒原子力の⁝

．凡形式的な発嵩が澱蟹な疇聞を費㎜

最後にソ連の原子力飴一翻婁婦⁝総会は相変らず外交餓典に二つい

と幽幽についてロシア語で鋭明し

長モロコフ氏がソ連の原子刀発露

逐次訳で英語に逓訳した︒鵜務局

に関する側部贈菊による協力を属

士︵前敗子力輪講︶が原子力発魁

望された︒就いて米国のテープ博

れ︑次いで麟際源子力機関の凱斡

慰していることについての鵡をさ

ハ圃連秘鍵委員会婁費︶からIC
の予算︑任期満了理鱗圏の改選な
RPについての南明があった︒ どが行なわれたとのことである︒

所畏招符の昼食ははなほた賑やか
なもので︑マリアッチあり︑シャ
ンペンありで︑テ；ブルによって

は楽隊にリクエストして﹁ある恋
の物繕﹂を皆で腕を組んで歌う仕
太であった︒

合会︑二九七奇︐A4判︑

療的慧味や予後か細管的にみて全

九七
り﹂のビジネスのセンス昂操用き

○通商白轡一九七二︵灘商産土

二年刊︶

○海洋学入門︵日本機械工業連

れる日の一日も早く来ることを鑑

からの通知では通訳の塗楠ができ

とのことであったのに︑さすが超

みたい︒

ないのですへて英語で面すように
ついて現状・生説朋︑ECCS閾題︑
住属対策など問題の多いことを説

大圃は違うものたと隙じた︒謡の

屠設醗に閲丁る許認呵の考え方に

悶された︒次に小生が説蔵するこ

⁝﹁漂子力と環境﹂牌

⁝でパネルを開催⁝

ととなり︑原子力発耀所と磁属感 内容はソ連の原子力発鑓所からの

済企醐庁︑五八八腎︑A5判︑一

○経済臼襯昭和四十七年版︵経

年刊︶

今総会を招待したメキシコ政府料 省．董七九搾︑A5醤︑一九七二

疑食をすませて午後四隠からフ

り︑主要ホテルかろ会議場である

排気︑排水の放毒口はICRPののホス曇りは蓬と緯かでむ
κ舗豊里とそ几に麩つく原子力⁝五十分の⁝から頁分の一であり︑

然違う︑二つのシリーズに分けて

らしい成績であった︒ちなみに比
鞍のためアメリカの例をみてみる
と︑⁝九六〇庫から六一年にかけ
てハーバード大学とマサチュセソ

このように有望な原子炉照射治

なども起こっていない︒

ケース隠一例もないし︑出血傾陶

白血球数が五〇QQ以下に下った
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論のこと︑開会日の夜は世界屈指舶ナ七二無刊︶

外務省へのバスによる送迎はもち

一一一ρ＝＝一鷲O甲O轄旧＝：

さて︑これまての臨床成綾たが

物は腫貞心稲性がきわめて高く︑

う化際物を使っている︒この化合

これ詠でNa2B121111
S博H
い︑過宏の九例を︑治
鹸中
士と
らは

ことが先決たが︑畠中博士らは︑

岬〇一山軸O凸凹営一＝騨一一：

臨監会に対する鋤告につき説関し︸闘放射性廃戴物は地下に賠藏する
ぞ
た︒
︸などし︑原子刀発継は化石燃料に

幡について原産が今年灘に行なつ

でリビンの科学開発蚕輿会璽員長

めている︒

アメリカの原子炉治療の試邸が

ってよい︒

美
σ

社会復帰も可能に
西

??

の癖人に葛濃度に簾濠っていたた
め⁝一次的に発生したアルファ線で

﹇方︑第ニシリーズは昨年翼以
血例で︑本嵐の愈味の原子炉治療

降篇なわれ起二例︒いずれも新鮮
はこれから始まったともいえる︒
患暫のその後の経過は良好で︑醤
脅隊轡や麻緯なども全くなく︑知
能も高いといわれ︑﹁立派に社套
転帰できるものと思われる﹂︵儘

で︑例えばH¶日Rでは発生する中
性子束がせいぜい四×十の八乗ほ

どしかなく︑アメリカで治療に使

の原子炉の二X十の十三の五〇分

わ汽たマサチューセノツ工科大学

い中性子照射が最低六尉閥︑多く

の一にすぎない︒このため理想的
には三〇分から一時澗で済ませた

の腰旨をまとめたものである︒

クリエイティブ

未来に挑戦！

承認されたことを歓迎した︒イギ

ウィーン以外で
為園はいずれも来批准照の二期批

般について報告し︑予算に関して
するような解贋であ︒たのが印象

状を述べるとともに環塊︑蜜全問⁝
閥

定はユーラトムの協定と岡じ条件⁝
が今溢三園の協建に取り入れられ皿

あるが︑各圃代表閲の舞台襲での

中柱子捕捉療法は︑中性子を捕
えて核反応を趨こし易い安濁な間

位元素を腱溺組織内に集申させて
おき︑これに中盤子を照難し︑核

藤大便︑成田原子力局畏︑川熱核

交渉は緑発で︑臼本の代蓑団は加
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