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翻要にオーストラリアが応ずる用
恵がある﹂ことを表明︑蕃則研究
を盛行有能なかきり早い時期に始

の改善策が講じられているが︑そ

電子機械工業金騨覇理鱗の商井敏

理覇の爽村虎雄氏︑副会擾に臼本

夫氏︑ほかに常任理跳躍名が決ま

の一環となる﹁放漿線麗麗防止中
央協議会﹂の設立総会が︑十月二

また︑昭和四十九鎌度の活躍は

った︒

で大筋趨所から

諸簡題の検射に著たろうとする新

ウラン資源の確擬について関係

るよう将来の対処方策も検冷して

続き購業推進がスムーズに進め響

として利閣されることにな

なお協議会は十月二十九日に初

探鉱について協識した︒

喚ぎつけ突っ込んでみたが︑なん

方から質問を受けたくらいだ︒

うで︑罐源三法については逆に先

話

離漁

躍

ユニークな

放射線障審防止中

央協議会が発足

十九日︑獲・虎ノ門の共済会館

放射線瞳轡防止対策に関する峻鍵

で開かれた︒國協欝金は︑日本原

対策の検酎⑭放射性同位元素等の

子力産爽会議︑日本非破壌検査協

安全取扱いに関する戦術的な検酎．

として①非破壌検奮における安全
構成︑随轡防血法の趣露に則り︑

会など二十六の関係簗界の圏体で

放射線の安全図幅︑放射線曝簗畢

場

蔽体とのスキ間を伝わって上方向

爾遼中性子が原子炉容器と一次遮

組織﹁海外ウラン蟹源確保運絡調

会倉︑動燃黎簗団の探鉱調糞紺画
る︒

藍

欧来企業から提察されている共岡

い綴織の必要なことを力説してい

だかもう︑入り口から一オクター

兇にしかず﹂

一︑原子力開発はとやかく轡う
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会畏に奥村鉄運奪務
﹁金圏約三千の放恥線取扱購簗
所の七〇％以上が何らかの形で放
恥線隔憲防止法の避守を怠ってい

契機に︑科学技術庁を中心に一軸

る﹂との行政監察結粟が出たのを

啓齪︒教膏・広報として璽業所の

を︑また放射線陣轡防止に関する

安全確保に役立てるための広報賢

故防止に閲する対籏を協議︑推濫

この日の総会では︑まず脚長に

するため設立されたもの︒

それぞれ行なうこととし︑騨門の

料作成と関係窮務断への伝書を︑

手首会を設けて検啓する力針を了

密々木秋生︒日本アイソトープ協

の後︑役髄選出を行なった︒その

会常務を互選︑会則を審議︑司淡

承した︒

もので︑名称が示す通り︑その霊

糖累︑会長には田本鉄鋼運盟騨務

因果閲

の放酎線漏れについて

に当た

だが︑今回の会談で一応解決をみ

めることで舎議した︒

逮絡︑調整

発のための
る︒また︑スキ間を伝わった中性

係4をハッキリさせたことにな 目的は海外におけるウラン資源開

による塾礎的段階での探鉱調査案

ること︒興体附には︑動燃転業団

のウラン供給についてもオースト

子のうち︑わずかが下方にも漏れ

件をどのようにして民闘企榮に引

たことになる︒さらに八六駕以降

るが︑これが船癒にあたって上部

継ぐか︑このための円湧な実施方

今圃の会談でもっとも出営され

ラリア側は供給を考慮することを

にはね返ってくる騒は︑灘接上部

法など横罰することが主な任務だ

たのは︑オーストラリアが墜本に
対しウラン衡源の短期安定会規を

表明した︒これらの免返りとして

に漏れたものに比べかなり低い︒

が︑別に商社を通じ持ち込まれた

︸方︑照麟酋相は︑オーストラ

頃本側は︑かねてからオーストラ

炉心︑一次遮瀞体の周畷の遮薮効

に対し︑ホイットラム酋相は﹁日

畷確に約諾したことである︒とく

リアが強く盟んでいた濃縮工騰建

果︑格納容器内のガンマ線のレベ

田申首回とホイットラム落梱の

に前保守窓台政権下で契約された

設について︑その司能性の姦岡研

リアから提纂されていたウラン濃

九千ショートナのウラン輔出は︑

究︵フィージビリティ・スタデ

本に対するエネルギー供給につい

七二年士一月の現粥働党政権の誕

臼藤薗脳会談では︑圏際政治︑世

リアにおけるウラン濃縮は原則と

生と同三寸の籔源ナショナリズム

縮鼠舞建設に関し︑﹁オーストラ

の司能性について研究する﹂と述

して好ましいので︑日藻共同でそ

ては︑簸大限の協力を保証する﹂

また︑一九七六年から八六隼の

界経済︑璽源・エネルギー問題︑

間にオーストラリアから輸入する

ことを約黒している︒

たって臨し舎いが行なわれた︒鉱

日簾経済質闘など広麗な問題にわ

物・エネルギー資源問題とくにウ

ィ︶に資金︑技術醗で協力するこ

いてもこの

に塾つく資源政簗によってスムー

の検討を加えていく針道だ︒さら

いだ興研的謹書については逐次︑

に︑この協議会の検酎を経て引継

にあがり︑このため︑懲中性子に

を開始した︒協悪金は逓産︑科学

整協議会﹂がこのほど発足︑濡動

議会が発足

連絡調整協

案件ほかすでに調査中の躍件につ

べ︑ホイットラム蝉騒はこれを受

によると﹁むつ﹂格納容器上部へ

起きたことを明らかにした︒それ

ルには異常は認められなかった一

いる九千ショートナのウランにつ

ことで︑すでに契約済みとなって

遮蔽設計が不完全

などが述べられている︒

ラン資源問題は︑今回のオースト

いて︑オーストラリア側はこれを

供給することの可能性についても

は有効だが高速中性子には遮蔽効

いて懲懲者から説明があった後︑

や金鉱嚢業団の融資計画などにつ

逓捗状況について説明を求め︑引

累がない鉄鱗の遮蔽リングを簡単

關発輿業団︑金属鉱業簗瀬団︑二

狡術の両省庁が︑動力炉．核燃料

の放射線漏れは︑原子炉から出た

に透週︑これが二次遮蔽紘上都の

ったというのが翼根︒一応︑今回 会議の漢讃と協力し新しく設けた

一妻

本鉱業協会および臼本原子力薩二

いく考えだ︒

鉛を突きでて︑二次的に発生した

の報告も同調蛮委員会の

築盛報告では︑原國について薩

継簿灘高速中性子考えず
原子力船﹁むつ﹂の放樹線漏れ
原因を技術的に調燈︑究明してい
た運輸省︑科単技術庁の﹁むつ﹂

接的な褒現を避けているが︑熱望

ガンマー線がアラームに引っかか

塾礎紅

とを約束した形となった︒

ラリア莇間の贔璽硬螺題の一つと
いわれ︑關係各方面からその動陶

会雪後︑団匪両政府から会談の
示唆した︒鼠添窩はまた︑八六年

供給することを確翻︑さらに多く

成累が盛り込謹れた共岡新醐発表

くのウランの翰入の必饗性を述べ

から二〇〇〇年にかけてさらに多

に関心がはらわれていた︒

ウラン問題について大きなスペー

﹁日本のこれらの購要に応じるこ

たのに対し︑ホイットラム欝相は

ズな実旛が函難視されていたもの

けて門臼本の増大する灘縮ウラン

リアでのウラン濃縮工棚建毅について︑その司能性を霞藤典岡で研究することに冠雪した︒

約するとともに︑既葵約分のウランの供給についてもその翼旛を礪聰した︒また両首禰はオーストラ

大の縢題である簸源問題について¶臼本に証しエネルギー供給で最大限の協力を保証する﹂ことを確

と金談︑臼張両團の協力問題などについて賭し△口つた︒この会醗でホイットラム藁個は︑両國聞の鰻

オーストラリアを翫問申の田中営相は十一月一︑二日の両日︑ホイットラム・オーストラリア薗相

蕪難燃共同で可能性を硯究

既契約分供給を保証

屋

とを蓼齢する﹂としている︒

申性子の挙動を響えずに遮蔽設計

一V一
﹁原子力施設と地域整傭問題・

ブ避うようで︑十年とは欝わない

よりまさに﹁百聞

はなかった︒

東京郡中央区銀座8−1ユ一一4アラタセ

の綴

漏

塗

が幽されたが︑蜜源闇題とりわけ

スがさかれている◎その中で田中

子力発露の増大謝画を説明したの

蟹相は︑臼本の火力︵石炭︶︑原

の

小面影会︵座掻・安藤良講談大教

放射線遮蔽技術検酎婁翻会の遮蔽

授︶は＋一月五菜︑﹁〃むつ

をしたため︑今園の放射線漏れが

一

たことが印象づけられた︒ともあ

れ︑原子力開発は自儒をもって避

自治体調査団﹂は英︑仏︑西独お

し﹁湯ざまし程慶の感覚﹂だった

とも雷えよう︒国民金鄙が原発を

一︑自治体ではむしろ魑用や物

めていくべきだと搾感された︒

よび来四か国の調糞を終え十一月

までもわが國の原子力開発に対す

のは驚きで︑このため漁藁補償な

資の受給に聞題が残されているよ

三日帰国したが︑同調査団の田中

る無職は各圃に比べ七〜八年偏れ
歳太郎団長︵双葉町長︶は五日︑

視察するのが鰻も効累離だが︑そ

縮離田中団長が帰国談

原子力開発に自信﹂

一次遮蔽体とのスキ醗から申性子

放射線漏れは︑原子炉容器と上部

子の単鋤を薯えなかった遮蔽設謝

が漏れたもので︑原因は高速中性

によるもの︒蝉心そのものに異常
は認められなかった﹂との中間報
告をまとめ︑発表した︒

形は中聞報歯となったが︑放射

最終紬
︒内容も放射線漏れの状況を

たものとしては︑これが

線漏れの技術的原因をとりまとめ

論

数麗的に述べており︑なぜこのよ

﹁放射能公審は全く

ども禦あらたまってやってる石子
ていることは確かだろう︒

一︑調査成果の一つでもあるが

本紙配者と金見し調査の成果など
題点や距離にはふれていない︒こr について要旨次のように語った〇

とくに愚答性確保で各罵ともムダ

いくことを響えてみたい︒

招騰して謡を聞く機会をつくって

め︑外国から経験麗窟な轡門寡を
金と愚うほど投壺して対処してい

る第三勢力による破穰活動に厳し

国で放射性物照の盗難などいわゆ

うもいかないだろうから︑このた
一︑今園調壷で感じた金般的な

るのには感銘を受けた︒内陸立地

ったが︑ほかにこの点も含め︑果
印象は︑各國ともおしなべて索隠

が多いにも拘らず鯖瀬水問題に対

問題にならない﹂といった轟音だ

で調子はずれの感が深い︑という

毅けられる田巾欝相画境の﹁むつ

ことだ︒問題はないかとあれこれ
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一

レンジャー鉱を開発

藻蓼馨套
蟹用約一億がについては︑幸運が
七二・五％︑ペコウォルセント︒

EZ社が二七・五％出資する︵十

を発表︑嗣保守運合政権購代に成約済みの輸出向けウラン契約を履行すると表明した︒一昨無十二月

オ⁝ストラリアのコナー鉱物エネルギー掲は十月蕊十一日︑ウラン開業および販売に関する新政策

ウラン探鉱は特殊技術あるいは熟

き︑海外商け契約分に充当する③

に採鉱︑傭錬の段階にもってい

レンジャー鉱床は一九七八年まで

コナー鉱物エネルギー相による
ー・キャサリーン︒ウラン社のメ

りあえず政府所有の備蓄分とメリ

AEC︶を通じて政紆が介入︑そそれ帽応のウラン輸出を当鉦する

オーストラリア原子力婁戯会︵A

方針として①ウラン臓源開発は︑
日本︑西ドイツ︑イタリアには︑

ーストラリアの主な通商国である

畏︑五八〜六〇年RCA社会師エジプト︑イスラエルに発璽罵原

ルギー局︵FEA︶長宮の後任に撰︑六〇〜六五隼来航空幽†軌範︵N 子煙供給を約榮したことを機に畿

一歩︑田中薗相訪問を機とした日 らに︑辞任したソーヒル逮邦エネ
本向けの敢策︑と報じたとも伝え

次宮︑六九〜七＝

年空芝憂富︒五

核の琿嬢転用という観点から議会

ASA︶次宮補︑六五〜六八年同会内で発識されたものだが︑今後

は︑アンドリュー・ギブソン氏

また︑これらのエネルギー政麿

科学博士轡︒マサチューセッツ州

つことになったわけだ︒

︵元商務次将補︶が起用された︒

られているが︑おおむね好意的に

機関の嶺務は︑米エネルギー資源

ソ連が原子炉

受けとられたようだQ
オーストラリアのウラン政策に

出身︒56歳︒

一年マサチューセッツ工科大から が大統領の独断決定に撞否権をも

ついては︑﹁ウランをもっと輸出

エネルギー政策の叢隅全区轡︑ロ

婁爵会の婁熈擾を熱任する豪團の

ウィリアム・A︒アンダース氏

し︑開発を囲由化すべきだ﹂とす

ジャース・モートン内壁撰冒の指

一九張籔年※擁環兵学校卒︒六
二年窒照工科騨門学校から原子力

エジプト企画相籍る
工学で科学膨士弩を得た後︑空軍

揮のもとに躍かれる︒

供与に合意

るホイットラム首櫃と︑﹁ウラン
は国璽讐理とし︑輸出規制を心す
べきだ﹂と空観するコナー鉱物エ

なお︑ディキシー・り一・レイ

兵器研究所で原子力狡師として勤

で︑エジプトーソビエト共同謝画

銀幕画を発表した︒岡相はその中

細説鯛と七六〜八学年までの五か

し︑今年から来年にかけての十八

十月二十八日︑カイロで叢書会兇

エジプトのアブダ⁝ラ企画楢は

原子力婁轟長は︑梅洋・国際環境
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授︑五五〜五八年ラジオ社技師

議会が発電炉
供給に拒否権

に原則的として照顧した︑と語っ
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するとの線で︑同骨相の善導をコ

二隼原子力法でオーストラリ

の覧方もある︒いずれにせよ︑一
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（発源所開係）機器その他のお染除去、走期検煮時の除染 i二一ベイ、核燃桝袋田・父換作業、
個人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の清婦、廃棄物の運搬、変堰所・杢調設備逓
1賦保寺、施設内の補助工事並びに謝欝業務、管理区域内除染および漕錫｝、酪通干城構掃
（珊究施毅関係）R夏放全線取扱失験室設β1コンサルタノト、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃叢物の処理、フfルターの父換、杢間線量嘩 表面痘染率分布測定、空調設
備連累保笥、管理区域内除染および酒掃、1毛通区域清掃、浄水管理
〔原子力関遮主要得意先
（爽…座所関係）1」本原子力発嬉㈱敬賀および東海発電p夙來翠砲力㈱・編島発亀所、中剛堪力㈱
・勘根原チ力発電河1、日立プラント㈱、上京！芝浦電気㈱原子力本部、三菱原チカエ叢㈱、GE
・敦蟹および繍鋤建設所、Wを王・簡浜建設所
（研究施殴關係）日本源予力研究所・東｝毒・大洗 簡蘭各研究所、理化遮研究所・大和研究所、
電か1コ央研究所、B本アイソトープ協会、敷大工争部・線チ力研究施」没、東北大鵠・金厩鱈桝碕
究所、乗京都立アイソトープ研究所、放射線自動総合研究所、電気通信研究所、㈱東メ溺て子力厩
叢研究所、ライ零ン生物実験セーター
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﹁東ゐ暴 ウ ラ ン 開 発 ﹂ 設 立
緻躰僕共同探鉱事業へ
二四︑田本鉱榮︑鷹士銀行︑臼杢興業銀行︑蜜田火災海上保険の五社はこのほどウラン蟹源の探鉱
閥発購藁に乗り出すことを決定し︑十月一一十九臼︑このための薪会社﹁藁京ウラン開発株式金社﹂を
殴崩した︒新会社は今後︑アフリカはじめカナダやオーストラリア︑繭来など対象に膏望地区を選び
海外ですでに探鉱閣発権を取得している欧※資本と鴬筒で資源開発に当たる醗藏だ︒新会社の社長に

か擁外ウラン蟹源開発会社による

仏CEAおよびニジェール国政府
トだけ︒﹁駈再興の三分の一を自

と共問のニジェール・プロジェク

預源確撮方針で︑このため政麿は

主確保﹂するのがわが國のウラン

﹁成功払い融資﹂を制度化するな
ど属発企簗が行なう開発探鉱のた

化にっとめている︒しかしウラン

めの誘瀞・助成描麗の強化と綾極

資源の探鉱粥発は十年近くの擬期

勲一等に横山氏ら

勲一箸瑞宝牽に横康通央中部

までを第一割引画期聞︑引続き九

は︑一九六八鎌四月から翌年九月

におけるウラン資源墨蹟探鉱調査

月から翌駕十二月までを第二期翫

会会長︑北川一栄元住友電気工

画期闇として︑この腿︑禽醗十六

餓力会擬︑新井友藏元B本鉱業

業社長︵元原子力蓉8の三隅

前に墨艦で芙塑陛下から臨接︑

孔の舐錐︵総延擬約七万五千フィ

中塗には紫綬褒章
昭和ヨ十九年に生存者叙勲潮慶

ート︶を行なった︒この結果︑う

秋の叙勲

が選ばれた︒それぞれ十蕊日年
政府は﹁文化の曝﹂の三日付

親授される︒

ち一孔で顕著なウラン鉱化作用が

が酸活してからの受漁者は︑こ

一方︑科学技術庁は羅臼︑昭

を発表し

秋の叙勲

か︑当時のウラン価格のもとでは

確認されたが︑低甜位であるほ

で恒例の

った︒

和四十九重度の科学狡術関係の

採郷に食わないといったこともあ

圏象褒躍縫製蓄︵黄綬二十一名

六フッ化ウランの変換精駿法の

鉱区を放減した︒ところが昨秋か

酉七十六鉱区を係持し残り約八百

闇探鉱調査の中断を決定︑奄墨な

って︑結局︑両三が協議し当分の

間が紫綬褒灘を受灘した︒

ウラン価格が上興してきたほか︑

らのエネルギー危機とも二連して

発明で︑中優一住友金点鉱山歯

を発表したが︑原子力関係では

紫綬四十七名︑藍綬二十一艦︶

原子力関係での主な受灘者は

れで五万七千八百八十八人とな

融

た︒今回の勲濾︑銀杯︑木杯の
受蘭︑受杯者は三千四函十二人
︵うち女性は筥六十二人︶で︑

轡翻縫・
毒
北川氏

方向を決定したい︑との悪商を明

で経済性のある鉱床の存在を立証

一興浅

次ぐ薫つ目︑芙蓉グループを申心

行は︑原産霊催予力部門を併合して両社の折半出

横山氏

が必襲で︑それだけリスクも大き

とした菰社が新しく資源開発へ粟

らかにした︒

は丸紅の大久擬利春常務取締役が就任した︒
尋問開発について忙し入れもきて
く︑その上︑これらに加え最近︑

り出したのは︑こうした実員を蕾

で﹁交渉も進めている﹂という︒

近交渉に入ったが︑年内に提携の

WU︶との技術提携について︑鍛

運転中のもの十二碁

蚕十七万六

果︑追赫試聯︵二本︶に同愈︑四

これに対し臼木側は検討の糖

案された︒

引当てにした試錐調査の再開が提

ンスとAEG・テレフンケンの原せ二九六三年三月までに鉱区内

ていたQ二士徽機としてはこの機 視した独自の軽氷炉技術を確立し

メンス社との握携関係を土台に︑

会に・KWUの親会社であるシーている︒KWU関係の受注炉は︑

ルゼンチンへの輸出に成功した二

った︒しかしこの結果も思わしく

占地＋男KWとなっており︑ア ートの試錐ぽかコアの分析を行な

KWU社のPWR︵加圧水型炉千
︶KW︑建設中のもの十七基千七 月以降八月までに延べ約一万フィ
技術提携で異体化を図りたい考え

ドイツ瘍︑従叢鍛一万千四闘人︒

U︶社訓社長ら原子力産叢界関係薔欝一氏は十月一⁝十九爲︑田本原

の申には地城暖鰐︑プロセス燕気

軽水炉狡術を確立することで︑こ

法を開発している︒化石鰍料から

圃化して籍堀鉱に最終保蟹する方

放射性廃蘂物の分野では︑ガラス

世代のものの八億になっている︒

と岡碍に︑百三十万KWの標雌型 究を進めており機械の性能は第︸

負荷運願を行なっており︑一か月

︒
十万KW︑PWR︶は環在八ろ
Oう％

含んでいない︒ビプリスA︵酉二 技術者が倉入の努力をすべきであ

補訂︑定検︑燃料取薔えの駒止は

の稼働率を示している︒これには

Rは八六％︑シュターデは七八％

であり︑このためにも︑われわれ

り新しい立地を褥ることは不司能

いる︒一般公衆が受け入れない隈

中にはドイツ国内では誰も原子力

軽水炉が建設申であり︑ここ数隼

により水窪︑一酸化旋素などを発

炭︑褐炭のガス化︑水の分解など

の利照から︑中・長期的には石

カーマギー計画

返郵待ち

といった状態だ

関亟魅力は︑重水炉に関する刑

関羅︑東躍

ナダに職員派遣

重水炉調査でカ

打切りとなる公籏が強い︒

ン資源共圏探鉱はこわで︑実鷹︑

が︑エリオットレーク雌域のウラ

らの

の考え方を回答したもの︒力社か

この力社申し入れに対する日旗側

きだ︒こんどの力社への還知は︑

とについて日本側の嗣慰を求めて

れ以上の追加賦蟹は行なわないこ

KWU社は︑墨絵金五千八百万水炉など一部を除きそのほとんど なく︑最近になって力社から﹁予
が軽氷室︒今回の来Bで特に交渉 配し響る将来において採舞に命つ
た開発は考えられない﹂とし︑こ
の三農はなかったもよう︒

クラフトベルク・ユニオン社︵K のようだ︒

が社長に就任したほか︑取締役に

見で爾ドイツの原子炉メーカー︑

一九六九鋸四月︑親会社のシーメ カナダ政隠による頸源政策に合わ

紅電力原子刀部擾の両氏︑監用役

資源国によるナショナリズムの高

隼一月︑寒極から探鉱資金残高を

する必要がある﹂ことを定義︑今

間がかかるほか︑翼大な先行投翼

に三浦無駄郷士銀行敗締役と加藤
いるもよう︒新会社は嶺面︑これ

資による肇ツ唯一の総合原子

わが国では現在︑海外ウラン資

撃
ら数件の鰹し入れについてどのプ

の西ドイツの原子力開発に銘ずる

の輿入技術を消化して安全性を璽

炉メーカーとして発足︑来週から

する鉱物の調査︑探鉱︑開発並び

源開発のほか︑藤野ウラン探鉱︑

KWU社幹部

岱男興銀薩叢調蘇蔓の爾氏が︑

禦に︑﹁精製のエネルギー確保と

メーカー関係蓄らとの接触を深め

講退会出席簿のため来B︑電力︑

新会社﹁肇漿ウラン開発﹂の澱
に生産物の販売ほか︑これら瑠簗

ウラン闘雛および肇国ウラン探鉱

露士電機の削田七之進社撰は十

造
揚などもあって︑資源開発は困難

所襲ウラン安定供給へ︑布石を打

本金は五千万円︵授権資本は二億
の受託など行なうことが囲的︒今

の激つの探鉱会社が設立︑それぞ

月三十日︑華箋些細交代の記者会

∬

ロジェクトが妥当か︑滲加の可否
を極めているのが手工だ︒﹁藁京

円︶で︑出黄比繭はそれぞれ丸紅
後累懸に関係企業者間で闘発謝画

れ海外との共同あるいは蛍独で資

熱

融
それぞれ役顔として就伍した︒

定など翼体的検射に麗算する方針

を含む楕手方の選択ほか鉱区の選

ったもの﹂とみられている︒

翫画によると︑目塗筏は海外に
ウラン開発﹂はこれら先行四社に

おける核原縫物腿およびこれに闘

五七・五％︑日本鉱業三〇％︑窩

アフリカの涯部︑北部ほかオース

を瘤つめていく考えだが︑すでに

源開発に乗り出しているが︑開発

KWU社と提携交渉

士と田本興業両銀行密翫％︑安田

トラリアなど海外で窟望鉱区の開

富士電機がPWR技術で

火災海上保険二・五％︒大久保氏

成功でメドがたっているのはわず
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発探鉱磁をもつ欧米企業数社から
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橋口吉之臼本鉱業常務と大和顯丸

子力産藁縄識の第照十五回原子力産業懇談金に出腐︑西ドイツに

供給システムも禽まれる︒華氏増

社は覇温ガス炉については︑蛍に

ラン濃縮については至心分離の研

おける原子力開発の現状について特別講演した︒この臼のテーマ

殖炉については︑独︑仏︑瞬三国

の一〇〇％運転後︑本鋸＋二月自

西ドイツのH・フレーバー・クラフトベルク・ユニオン︵KW に十箕〜二十の新しい立地を得る

は①﹁エネルギー危機後における西ドイツの原子力關発の紀要分

の脱却には原子力がその唯一の規

発電用としてより︑その高温の司

▽B・ハルデ氏の講演KWU

野﹂︵H・フレーバー氏︶ ② ﹁ 西 ド イ ツ に お け る 軽 水 煩 の 許 醐

共同で︑スーパーフェニックスお

力会社のRWEに引渡さ剃る︒

垂葉所から離かては住めないだろ

生し︑これをパイプラインにのせ

罰のため︑同社原子力調査課の三

射射

照照

験託

試委

干370−12
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奉

ひきつづき十台の首三十芳KW 能性を利用してプロセスヒートへ

う︒このためには原子炉の安全注

て供給することを考えている︒こ

のためペブルベッド型実験炉AV

は望み得るだけ幸く︑五境への影
響は司能な限り低くする必要があ

に派逓した︒訪聞先はカナダ原子

木理志氏を約一年の予定でカナダ

グ原子力発露所などで︑CAND

力会社︵AECL︶︑ピッカリン

電力九重と三菱金属など非鉄鉱

技術をもとに出口温度九百五十

の出目温腿で後転しており︑こ︑

度︑熱出力七十五巧KWの原型炉 今年一月から︑カナダ・エリオッ

Rを本年初めから擾氏道徳五十度

に︑現異にはきわめて小さいもの

原子力により得られる利益ととも

山六社はカーマギー社と協力して
必嚢であり︑このためには今後

一方︑策奈電力も同社技術醍ら

U炉を中心に調査を進める︒

魍纈広い国際協力が絶対に必要で

トレーク地域でのウラン資源有望
を建設し︑あわせてその利用技術

を研究開発するために︑ANP鉱床についてボーリングによる試

三島をカナダに辺垂︑十月中旬か

なった︒

開発したCANDU炉の調査を行

ら約二遇間︑カナダ原等力会社が
することは函難﹂と判断︑この旨

﹁経済性のあるウラン鉱床を期待

がある︒BASF計画は︑頁万入 ︵プロセスヒート利用協会︶を発 錐調査を進めていたが︑このほど

▽W・ブラウン氏の講演西ド について十分容認してもらう必要
イツの設翫による第二世代の六十

おいて検討中である︒われわれは

六万二千KWのシュターデ発電所 の住む都市の中にPWRを設躍足させた︒この計画は現在政府に
し特
︑徴
発電と同晴にプロセス霜気を
︵PWR︶は理在のPWRの

をカーマギー社に通知した︒

力点とのエリオットレーク地域

この分野でも騒際協力の必要性を
強く感じている︒

得るもので︑万一の摺故の際も外

ハイムの三十四万五千KWのP部
Wに影響が出ないよう薄慮されて

をすでに轍えている︒オブリッヒ

壁1新イ妾着弓重U斐：173kg／cmF

財団法人放射線照射振興協会

鯉旧本ケミカル建設（株）

金属、コンクリート接着力大
常温硬化性厚塗り可能
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舜尊母禽

継
講
雛
難
ではあるが︑その技術的なリスク

ンスを直るためには︑一般公聚に

追加試錐でも見通し立たず

放射線照射の利用

原子力、火力発電所、化学工場、公害防好材料

（
る︒またパブリック・アクセプタ

カナダでのウラン資源關発

大久保社畏

よびSNR12の醗團が進めら実
れ酌代替黙であるが︑この推進の

全

ニノケミコート（防錆、防塵、塗ネD

ニソケミライトGMMI法

ためには膨大な資金と研究開発が

@噛

エポニノケGL（耐酸ライニング）

i欝欝羅灘馨

ている︒

コ
篇

（塗布防水クロース入り：

ニノケミ防水
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力性ソーダ50％耐寒性一50℃

熱利用も大きく期待一

えても船舶の大型化︑窩速化にと

金性無上のためのコスト上昇を蕎

だきの船と同等であり︑今後の安

した︒コスト的にも現在すでに細

ない︑十七か国二十五の港に欝港

九十八航海で︸OO％の運癒を行 ある︒

二炉心で欝三万七千時間運転し︑

原子力船オット︒ハーンは第一︑

●鵬

σ
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フレーバー氏らが講演〜
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もない一麗魯利になってくる︒ウ
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貯蔵期間別に対応策
治

処分には民間会社も活躍
鑛舞爵断路鈴木
夫

四十八年秋に渡米し米謹における放射性廃闇物処理処分について学ぶ機会を響た︒帰圃を劇にして

発ることができた︒また原子力発通所などからの廃懸物を受け入れている罠闇会社の埋設処分場も二

今銀の麗には米原子力出職会︵AEC︶のサバンナリバー再帰理工煽とアイダホ再処理工場をかいま

か駈肪黙した︒これらの見闇をもとに︑米歴における処琿処分の現状︑順え方︑政策などについて概
猛的に論難な紹介をしてみたい︒一くちに放射性廃粟物といっても︑再処理工場がら出てくる高レベ

の貯蔽法としては不適当であると

がせいぜい数十銀と短かく︑擾期

なう︒しかし︑タンクは設翫野土

をさがす模様である︒

ついても検討を応え︑最麺な方法

今後は地下処分以外の藷代替案に

い轡層への処分を研究してきた︒

は︑A猛Cは従来主として地下深

ル廃簗物と︑原子刀懸躍所などから緋出される低レベル廃棄物とは放射線レベルも成分も論い︑その
扱いは全く異なっている︒ここでも両暫を鼠継して述べることとする︒
第一の短期閥の貯藏はこれまで

国処理工颯において発生する岡

考えられている︒

経験のあるタンク貯蔵法などで行

レベル廃簗物の最終処分法は︑米

〜高レベル〜

團においてもまだ確立されていな

タンク貯蔵法

約三十三万二方綴の高レベル液体

主として核即断生産に閲指した

㌧

些襲

がら数酉万年闇︑世代を蟹ねなが

責されている︒再処理工堀の地下

内地下の玄武岩園への処分案が調

た︒またハンフォードでもサイト

いる︒この処分堀の第一候補にあ

政策を一九七〇愚心に打ち出して

政府の醗終処分腸に持ち込ませる

贔近になって︑AECは岩堀腰

○その他の賭粟○

う廠向を嚢明している︒また宇笛

以外の地離についても講査を行な

堀願を求めて鯛糞を続けている︒

ばならない︒

ら先祖の過産を守り続けていかね

魍であった︒候補とされた轡塩魍

げられたのはカンサス州内の岩堀

下の岩魍への埋設処分などについ

投翼︑元累変換︑氷床処分︑海底

に最終処分に適した安定な籍騒が

は︑生成後少なくとも欝欝簸千万

あれば︑安全性からも経済性から

館はたっている︒水に溶けやすい

タンクより撰將ちする細工施設

禽は︑廃乾物をサイト外の醗終処

もきわめて魅力的である︒この堀

岩塩が囎をなして存在していると

鎌間の星霜に耐える建財物につい

期闇ほぼ兜全に人闇環境から隔離

地脈への処分案は︑廃棄物を痩

○恩想的混翫O

が

は︑廃翼物の成分を人間環境へ運

とを慰味する︒水がないというの

魍が地下水から隔離されていたこ

の蠣禽︑撰半減期のアクチニド⁝兀

法との併用になると思われる︒そ

すぎ︑地翻処分など低コストの方

実用化されても︑コストがかかり

っている︒宇憲投糞や元累変換が

てもAECは予備的な検討を行な

分場に輸送するという厄介な仕聯

いうことは︑これまでにこの岩塩

はどうであろうか︒このあたりに
来ると古代の建竪物の例がよく引
き類いに出される︒例えばエジプ
トのピラミッドである︒これすら
をせずに済む︒

て︑翼瓢された経験をもっていな

いないということで︑廃罷物の隔

んで来る恐れのある

れらを醐価な方法で処分すれば︑

裂生成物︵r︑SSC︶を分離し︑こ

素と︑発熱のもととなる主要核分

スやモニタリングなどの負撞を騒

し︑同量にその闇のメインテナン

こういつた期待も現在笛に浮い

離に適した条件である︒

運び膠

い︒一方地点学の量界では数徹矩

る︒一般大衆はこの篭えになじん

を考えればよく︑冷却も簡単です

残余のものの隔離期間は千隼樫度

少限にすることをねらいとしてい

てしまっている︒候補地点の近く

知識に加えて︑地質学暫の知懇が

でいない︒入闇の目に見えず︑人

には山師たちが石類や天然ガスを

儲りられないだろうか︒

求めて掘った猷蝦蟹が数多い︒そ

み︑最終処分施設の設翫も楽にな

まうことに大衆は危惧と不安をも

る︒

永久処分法が未決定の状態で︑

暫定期間の貯蔵

る︒考えられる方向の一つであ

間の力の及ばぬ場所に隔離してし

及ぶ所におく湾えをとると騰藁物

また付近で嶽塩採掘会社が操冒し

の幾つかについては雲夜の技術で

○深い地層への処分○

安定な地爾への処分案にそそがれ

の完全な隔離はできなくなってし

ECの努力は︑霊として地申深い ってしまう︒しかし︑人聞の力の

てきた︒廃書物の減遜に要する碍

ている︒この金枇は︑加磁水の注
入による岩塩採掘法を用いる欝趨

まう︒

廃蘂物を囲に兇える所におくか

間も地腿学的感覚からすればそう
長くはない︒

は完全にふさぐことはできない︒

かくして︑永久処分に関するA

とられている︒原書力の法門家の

数千万駕というタイムスケ⁝ルが

わずか四千五薦年ほど繭に造られ
鈴 たものにすぎない︒人類は数颪万

に︑タンク貯戴後カルシネーショ
ン施設で処理し︑粒状固依を生成
している︒この処理済み粒状固体

ビン内に貯蔵される︒

麗藁物は飽下のステンレス鋼製の

永久処分
縄レベル廃懸物の処分にあたっ
て毒押すべき蒔閲の擾さは人類の
歴史上の経験の棒をはるかに越え
ている︒

今後ともタンク貯藏にたよると
すれば︑われわれの子孫は休みな

多 φ

玉

多

玉5

当であると判燈されてしまった︒

二一

一玉
団二

に回収可能な状縷で冠雪済み罵レ

fゐ

とを考えている横横である︒

一二∫多 誓ノ 一多二 誓ノ多5づ 玉 ≠二

て切れずに︑無爵鄙各州の処女岩

魍処分の中開のタイムスケールを

属隷の原子力活動からの藺レベ

韻近のAECは︑タンク貯蔵と地
ル廃棄物については︑カンサス州

い地下︶における工学的貯蔵旛設

念頭において︑地表齎︵または浅

をもつている︒したがって︑試掘

くモニタリングを続けながら︑数

用の水などが将来しみてくる恐れ

は全般的に足踏み状魑になってい

rl多J要ノ

ベル廃語物を発生後十無以内に米

φヨ

産することもあれば放射性廃写物

E8は私企馨あって・奨破

￠一玉

照の廃粟物を別にすれば﹁外國産

多ノ多 玉 多 一多妻 て︐ 舞誓﹂ 多 多玉

廃藁物﹂は受入れたことがなく︑

響る︒ところが放射性廃差物の中

処分言々から手を引くこともあり

でいき︑上に土をかぶせるだけで

受入れる計画ももっていない︒

ある︒

民間会社が処分をしているが︑

国有地への処分

る︒各州政府は環境傑額について

ム；アヘッド︒サイトの放射性廃

埋設出来る場所は欝欝地に隈られ

米圏における放射性廃棄物の埋

究極的臓任をもっており︑N罵C

棄物埋般用トレンチ

原子力発電所から出る廃通物や

ている︒また将来の監視のため︑

設処分は︑運邦政府または各州政

⁝低レベ丑

一つのネックとなり︑地鰯処分案 孔からもれてくる水や︑岩堀採掘

十隼毎に新タンクを建設し︑内容

などの轡塩圃への永久処分が横討

があり︑簸終処分場としては不適

隔離するかという思想酌混乱が︑

物を水に再溶解して移し変えると

Oカンサスの岩塊腱O

されてきた︒AEC所有の翼処理るようであった︒

最終処分法が確立されるまでの

AECは民諸職処理工場の高レ 環在︑AECは岩瑠懸の長蕨をすベル廃梁物を懸口期間貯蔵するこ

い︒このカテゴリーの廃棄物は多

いうやっかいな仕響繰り返さな

工堀のうちサバンナリバi工堀で

間は︑暫定的に工学的貯蔵施設に

は︑この工場敷地の地下の轡床へ

くの畏半漉期の星置を含むた め

の他に︑漁燈︑内乱︑テロといっ

の二十〜三＋野間の運転により︑

AEC所萄の三が所の爾処理工場

ければならない︒彼らは自然災騰

る︒簸終処分法の研究開発︑実齪

至愛物が蓋穂されてきた︒これら

の処分法が十数年来研究されてき

おいて固化済み廃藁物を欝蔵す

鍼験には数十年の期聞を襲すると

の大部分は︑液状︑スラッジ伏︑

た人間の手になる災厄とも戦いな

に︑非常に璽期間にわたって人妻

考えられるが︑懸定的な鮫藏施設

または縮一越状で︑三か所卜わせ

研究所︑大学︑病院その他で整磁

埋設する廃蘂物の麗に応じπ露託

府の所露地に限られている︒これ

て︑擾期間の環境監視が必要であ

託墓金として銀行に緻みたててい

ィールドの鵬禽︑NECOが薫製
来の永続的監視に必要な蟹江を儒

で儒託塾金を繍みたてている︒

鍾

窃

画調

実施中！

四国から隔離する必硬がある︒原
理的には数酉万年闇にわたって危

の採用によって︑このための﹇聴

するいわゆる低レベル廃編物につ

る︒

墨金の繊立てが義務づけられてい

には比較的擾勇奮の核種もあっ

いては︑驚として地中埋設処分法
がとられている︒これはまったく

府が誓言物処分鵬の環境監視をや

Oがつぶれた堀倉などは︑各州政

らねばならない︒しかし他念から

は低レベル廃翼物といっても︑成

NECOの概要

も持ち込まれる廃棄物のために州

分によっては米永久的な管理が必

でなければならないという蕩えか

要で︑これを確保するには国衛地

る︒ムーアヘッド︒サイトの鰯禽

る︒ペティ・サイトは州荷地であ

の忌みあわせにより︑放射性物疑

が麟聾し︑無密とみなし得る段踏

にいたるまでの軍士闇︵約百年間

を想定している模様︶にわたって

〒103鯨鄙巾央区臼本橋蝋り2丁臼2番紛穆三蹟1272｝8111（僅1

産
険であり︑この間の隔離が特製と

間かせぎ﹂をすることができる︒

れている︒鋼駿またはステンレス

て約二百塾の地下タンクに貯蔵さ

される︒これに対する米國の政策

籔二段圏の最終処分法について

は︑短競︑懸定期懸︑撰期の三段
構えである︒

鋼製の瀞灘タンクの設翫野命は数
十年と兇横られている︒しかし現

洩購故が報鮨されている︒

契にはこの響命以前に数多くの漏

ルーティン業務として男惚にのっ

ネバダ州ベティ︑ワシントン州
ハンフォード︑ケンタッキー州ム
ーアヘッド︑イリノイ州シェフィ

に土地を購入し︑それを各州政府

廃蘂物一嘗芳詳あたり五膨の製隣

る︒

はない段階に達しているようであ

AECは現在︑経済性と安全性ていて︑特に閤題となる開発要心
の二つの観点から濃縮減容または

ールドの四か所に埋設処分場をも

に移属する手続をとって︑現在は

の依横を減らすことにより︑新規

固化処理を実施している︒廃器物

初期に行なわれた海洋擾藁処分

る︒この中には金縷をカバーして

その土地を各州から璽等し日てい

民の税金を出すのはおかしい︒こ
は︑一九六〇年代の初めに幽止さ

いる約二十箕名のトラック運転手

れ轟決葛ため︑NE8は将
に建設が必別なタンクの数を減ら

れ︑その後ぼとんど興施されてい
めて圃化処理後︑残闇の廃棄連理

も含まれている︒放射性廃蘂物の

している︒ムーアヘッドとシェフ
すことができる︒また固化してし

ない︒海洋投棄から陸上埋設に切

禽社に引き取られ埋設処分され

簸ている︒彊8も蕩暫

まえば︑液体のもつ流動牲という

り変えられた理由としては︑経済

る︒この処分はニュ⁝クリア・エ

る︒ハンフォード︒サイトは槻雑

信託基金

この國袴地方式と儒託墓金舗麗
ニュークリア・フユエル・サービ の埋殴も行なっている︒子蜜社が

ンジニアリング社貧ECO︶と他に水銀化合物などの一般廃合物

っている︒従業書置は約百害であ

欠点がなくなり︑漏洩購故を防ぐ

性︑安金蟻︑パブリック・アクセ
プタンスなどがあげられている︒

ことができる︒

ハンフォード工場ではタンク内
濫発固化装麗を使っている︒また

埋設処分

のサイトでも埋毅法は簡単で︑ブ

FSが一サイトをもっている︒ど がけている︒またもう一つの子金

︵また曇り︶している︒

セス社︵NFS︶のこ社が行なっ二つあり︑その一つのPPIは廃で︑遡邦傑留地を州を通じて鍵儲
ベル廃蘂物はそれぞれの施設内で

AECの施設内で発生する低レている︒翌8が四サイト・N 切物輸送豊国の製造販売などを手
埋殴される︒一方︑民闇で発生す

の蒸発装躍を優って水分を燕発さ

サバンナリバー工堀ではタンク外

せている︒両工鵬では処理後・縫

社はテキサス弼に土地を持ち︑非
残堀と飽和溶液が混窪したものが

が整えられている︒

埋設処分煽を魑製していく孚だて
NECOは各廻との契約にもと

っている︒NE8縫外の米空
ずき償託今金を横立てている︒N

ルド1ザーなどで土筆に大きな穴 放射性の廃棄物の処分のみを行な
を掘り︑撃墜入りの廃翼物を積ん

〈安心を拡げる実額運動〉

氏
木

廃混物︑樹脂︑スラッジなどを傷

ください。

》

る廃棄物は︑原子力発侵襲の液体
アイダホ工堀ではもっと野心的

安心を拡げるお手伝い……

嚇

タンクに貯蔵されている︒

お住まいや家財の保険か
建築費の値上がりに
十分対応できるよう
お宅のご契約額か
適正かどうかを
ぜひお確かめ

＼

力

原

放射性廃棄物翰送用の容器とトレーラー

町
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簿選木船圏憂行

購議科璽照照前金3000円

会議は十一日年間九蒔単スター

加熱と恥じ込めを中心にさまざま

ている︒核融盆研究はプラズマの

案じこめておくことが必藤とされ

会識では︑トカマクに閲する研

マ一歩手前の段階まで到遼すると

ク型大型装霞が完成︑臨興プラズ

ータを響たと報億︒

通産省の事務

次官に小松氏
政府は八日の閣議で新通商塵業

一生活産簗願解がそれぞれ獲麟換

策周畏︑通商政策周穫には橋本利

昭秘十九年九

一郎機械偶報塵地局次長の翼任が

えとなり︑生血産業局鍵には野口

小松新次留賂歴

発令された︒

の後大駆蜜麗の滲購蜜︑窟騰畏を

七月から産業政簗局長︒獲京都出

経て一昨年逓商局擬に就任︑昨年

身︑騒歳︒

当選八籔︒田中派︒

足立新畏留

﹁むつ﹂を初視察

足立矯郎新科学技術庁長蟹は十

ヨ臼︑燭羅曝を麟れ︑竹内麿森藁

子力船﹁むつ﹂問題などについて

知購や地冗漁講関係覆と会い︑原

会長︑政調翻会長︑税調副会擾︑

科学技術庁長野として現地を訪

れ﹁むつ﹂を視察するのは︑森山

⑳本格的な原子力実用化時代をリードする野評の名著！

仏フォントネオローズ研究所の

のTFR︵トカマク型︶蓑麗が︑

れるよう努力したい︒﹃むつ騙の

急ぐようにしたい︒原子力開発の

懇談︑愈艶交換した︒また︑この

衆院大蔽婁吊環︑慶濃水薩婁蝿憂

繭擬宮に次いで建立新長窟が二度

した研究に構力を傾け︑わが国に

た︒この分野研究では轍後︑東大

おける原子核研究に先鞭をつけ

原子核研究所が欝欝さわた際︑

くの業績を残しだことは象だ配憶

その初代所長に騨価するなど︑多

に新しい︒理化学研究所入所の圃

を並証したことは盤界の学騨にさ

後︑綴織片の回折で電子の波動性

の発見によって命名された﹁踊池

らに種極的な研究懸欲を与え︑そ

って︑昭和六卑に服部報公臓︑翌

鋸帯国単士院メンデンホール懸念

一泊凋既鰯鋼「麗醐rL爾「躍」画7」岬鯉」醗F」戯髭灘」麓瀞r距瀞r瀞r珊一

鷺ーーー

つ﹂を視察︑原子力船開発禦業随

後・むつ帝大蔑畿に係留中の﹁む

むつ雑業所の関係暫から説明を闘

足立新軽薄が就任三臼園にして

いた︒

早くも現地に飛んだのは︑むつ問

強して取り組んでいきたい︒原子

などを歴任︒三十二隼大蔵政路次

故菊池氏は生前︑常に学界の開

これ豪で廻り組んできた労働問題

擬のほか鼠本原子力研究蘇理購長

騰が授再されだ︒昭和二†六蕉に

エマルキー

J︒タショーン博士は﹁隅研究所

鵬務次窟に小松勢五郎塵饗政策周

月葉大法学部卒後︑蟹購雀入憲︑

今郊八月の還賑でイオン温度一千

在西独脚本入門館︵一遍轡舘官︶

長の騨格を決定︑同臼付で発令し

一立方雅当たり四×十の±瓢粟 た︒かねて騨憩をもらしていた山

万魔︵躍子温魔三千万度︶︑密度

個︑閉じ込め階闇O・〇一八秒を 下英明次窟の勇避に伴う人跡で︑

業︑企業など各局の各諜長︒四十

勤務の後︑本憲に罠り遡商︑璽工

蝿会を設け傘後の対処へ︑解淡を

闇題は総理府の申に學急に調査婁

究分野とされながらも新しい可能

進め方について郵相から特別な注

王無十月通商栂国際経濱部長︑そ

小松引の次蜜騨任に伴い翻しく︑

融愈研究のセッション︒ソ遮クル
チャトフ研究所からのレーザ1ビ わせ︑世論にも耳を傾けて︑原子

至

ームとプラズマの根互註解に関す

宝

塵業政簾局長には和田敏儲瀬商数

た︒これは今のところ来国のSτ

達成した﹂と発表して駄駄を工め

∬などの成累を上回る醗先端レベ

やソ遮のT一四︑瞬間の3FTi
ルに位躍するもの︒

一方︑こうしたトカマク主体の
会瓢の中にあってひときわ國立つ

ソ運からは大出力無勢疲凌便って

る研究をはじめ米︑英︑仏︑独︑

日本などがおよそ二十編の論文を

力開発で国民の理解と協力が響ら

により不安定監を緋除するのに成

プラズマを加熱︑閉じ込めること

発表︒トカマク以上に未知数な研

呼んだ︒濠た︑二号ぶりの

としての牙

里鰯り

功したとする報儀があり︑認題を

来ゼネラル・アトミック社の大河

性を探る

負を語った︒

足立沃略歴

部箪︑禍鉄入り︑岡社参購︒山梨

昭和九庫票大法学

張りたい﹂などと︑これからの抱

ており︑微力だが全力をあげて頑

て日本の発展はあり得ないと思っ

文はなかった︒原暴力開発なくし
城を築いた感がある︒

足立新長窟は＋一日夜︑初の記

ては中蟷なものとなつだ︒

院議員︶が就任︒内閣の改造とし

新興勢力
千会長融台部長は︑ダブレット■

へ

装懸が本格運転に入り︑良好なデ

県

者金兇をし︑門これ京で科学技術

力開発が原子力船﹃むつ㎞の瓢件

嘗︑四十七版権林犬臣に就任︒静

ことから︑自分の耳目で現状を掴

題がすでに政治課麗となっている

をきっかけに︑蜀大な局面を迎え

岡墜出身︑64歳︑静岡二区選出︑ 目となる︒

ってよく知らない︒今後︑よく勉 町農協縄△口擾︑自民党農林財政部

間題に縁がなかったので︑正臨い

ていることは十分承知している︒

先蝋の間題の究明を志した鑑粋の

廉しておこうというもの︒

導門家の雪見をよく聞くこととあ

生粋の研究人

五分︑肺ガンのだめ東京・港区の

のほか︑科学技術問題︑とくに原

を二期つとめるなど指轟省として

文化勲輩・一昨奪勲一等瑞家灘を

当にる︒

薮蔭︒美濃部束票都知禦の叔父に

豪雪

鰭畑3玉隠35g−g61

同文書院

卜 カマク成果焦点に
レーザー法の台頭目立つ
ンが︑理論︑寅芝葺わせて四つと

のが繭回までなかったレーザー核
マック︑ATC装躍による研究で

なり︑劇回から悩加︒来騒がオ1

エA￡A︵国際原子力機関︶霊催の第五癬プラズマ物理および舗御核露台研究國綴金議が宇一臼︑
策京︒魅区の窩輪プリンスホテルで五日闇の会期の懸をあけた︒一九バ一卑のザルツブルグ会識以後

ト︒ホスト国政府を代表して山山

な自行飴誤の中から理瞼と経験則

の葱爽な逸展ぶりを披歴すれば︑

英︑ソ︑米でおよそ三年ことに關かれてきたもので︑今回は二十八か国から︑人類究極のエネルギー
源︑捌御核融食の爽現をめざす世騨の第一線研究蓄︑指認者約五省人が謬加︒トカマク型袋躍による
アプローチを熊点に︑またレーザー方式による核融台研究を新しい諾題に︑熱のこもった発表と討論

科学技術庁撰蜜︵当蒔︶︑開催準

を生みだしてきた︒とくに懇歎と

を続けている︒

備にあだった日本原子力研究筋か

した一連のトカマク獲罵で良好な

ゼロ出力条件

期待されている︒

ら宗慷理四顧があいさつ︒次いで
究の拡充を反映して発表セッショ

三塁が出たことから︑この数隼来

H・グルブレヒトエAEA窮務局
されてきた閉じ込めでソ遮の開発
次痩が﹁制御咳融合はまだ研究段

各国ともトカマク型装羅による研

階で今世紀内の実罵はムリかもし
れない︒しかしいっかは実現する

限界のいわゆる

究に主力を注ぎ︑炉が維持できる

︵臨界プラズマ条件︶の達成をめ

蚕水翼の組舎せによ

る核融含反応でエネルギーを取り
ざして大型装躍の謝画︑建醗を嗣

塞水累と一

と鱈ずる﹂と述べ開会を憲した︒

出すためには︑約四千万度に加熱︑

一立方樗当たり十の十四懸口のプ いでいる︒来語中には米國のPL

田力委爵燧には衆議院議員の野立

佳しだ◎科摸庁畏嘗としては二十

篤郎︵あだち・とくろう︶氏が就

の慶林大臣経験蕎で今回が二度國

九代囲︒是立氏は第一次田中内開

の入閣となる︒一方︑申魑根康弘
通涯大幅︑毛利松平環境庁長窟は
それぞれ留任したぽか︑経済企画

から束京・港区の欝山斎煽で︑引

田申第二次改造内閣が十一購ス

前日本原子力研究所理難長・三

菊池正士氏轟く
な存在で︑国会でも論議すること

庁長冨には新しく愈成鉦氏︵殿議

今後も原子力

続き午後二購から同所で告別武が

虎ノ門共済病院で逝去された︒享

っだが︑†一月ヤニ日午蔚五晴十 とり行なわれる︒

池正士氏はかねて入院加療中であ

取り纈んだといえる偏と語り︑﹁

な揮窪だったが︑自分は翼薦目に

隼縢を返りみてかきすがシンミリ

る︒後世への指標として大きな遡

線﹂の名はあ懸りにも難名であ

森山甫畏官が東灘挨拶

開発でも原子が塾風︑臼本原子力

の一

湧愛した第一入電であった︒学界

二︒

を訪れ︑辞任の挨拶をするととも

子力問題を

活動では阪大︑策大両大学の教擾

艮となって︑この

塵となるであろう︒この功績によ

矩72歳︒嵐毛は東崇都文螺区囲白 研究入として知られ︑原子力研究

に配轟と懇談した︒席上︑森山氏

つに煽え︑衆院科学狡術嬢興対籏

台二一九⊥一一1一〇〇

は﹁長瀞の職にあった約一二間を

特別叢員会の

それでも今後の擢負としては︑

した欝調︒

ふり返ってみると︑いろいろな闇

として教鞭をとるかたわら︑サイ
クロトロンや窩購圧船藤謡を駆便

産業豊丸理箏︑日本原子力学会会

題があり内容的には三薙間分ぐら

の箒えを述べた︒

分野にもたずさわっていきたいと

葬儀は十一月二十五臼牛後一騰

いで密度が濃かった︒それまでの
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科技庁長浦というものは大変纒雅

司搬院議澱は十⁝一士︑科学鍛鋼会

科学美術庁長宮を灘任した森山欽

第二次磁中改造内閣の発足で︑

開発には関心

なく︑羅欄ダネにもならないよう

タートした︒科学捜術庁長官兼下
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産

原子力開発における

ことが少ない︒しかし

人

るべきではなく︑より広い兇地から先行

は︑ひとり康子力魔簗だけの闇題とされ
いて炉物理︑ナトリウム技術︑安

日独両麟の縄速成殖炉開発につ

大切であり︑今後も協力関係を緊

役劉は大きい︒とくに羅際協力は

九日真金する︒

降テーマ別の技徳討鹸に入り︑十

ゲルマン國畏が︑エネルギー間題

こうした人興中には︑原子力に関する

人醗が必饗になると毘込まれる︒

田午後︑東漿・赤坂の動力炉・核

の問題はこれからの原子力開

一方︑原子炉蜜全樋門財源会をはじめ︑

これに癒えて西独側からP・エン

深い知識と経験を期する技術者や発会筋

関係雀庁における原子力施設の許口幅な

密化していきたい﹂とあいさつ︒

の建殴︑遜転についての必蟹な難点と経

第三回日独高速

金性などで週報交換と技術酎議す

発の命運を閉するものといえ

験に加えて一般的な原子力知識も持つ技

と西独カールスルーエ原子力研究

燃料開発曝業懸で始まった︒動燃

薦な対策を購じて行く必要がある︒

るほど大きく︑蟹要である︒

ここにも思いきった人平の投入がなされ

どの灘務も増大しつつある︒したがって︑

マンパワー
原麗の原子力關幅利罷職行懸隔婁醐会

確保は容易ではない︒

術蕎︑技能轡が禽濠れているだけにその

る第蕪園田独高麗炉会識が︑十一

技術︒開発部会が︑その検酎の過程で瓢

ますます大きなものとなって行くであろ

の野刀は開発の進展にともなって︑今後

贋を確保し︑餐成しているが︑そのため

原子力産業は現在︑開発に先行して饗

と掛善して湾懸されるべきことではある

いま謡われている原子力開発体制の問題

躍が囎椀されるべきであろう︒この点は︑

ろがら︑とくに適材の確保と適所への配

では爾慶な聯門的知識が要求されるとこ

陣を来たすことになる︒さらにこの分野

なければ︑安全行政そのものの遊行に支

では︑まず動燃の清成条理瑠長が

ので︑同臼の会醗闘会セッション

づきB独で交互に開催してきたも

協食との醐逮炉技術協力協定籔

影響を十分蕩慰して高速炉謝画を

の鷹経にかんがみ浜島性や環擁

から爽飛段階への移 行 に よ っ て

められている︒それは開発段階

原子力開発はいま︑変換を求

騨したところによれば︑昭和六十鎌度ま

繭灘⁝

展⁝

でに六千万KWの攣力発餓關発を行な

⁝

喚趨されたものであると同蒔に︑今後に
うと仮定した場倉︑この鯖点で原茅力発

る人麗は狡術系だけでも璃在のざっと三

れも原畢力発墨の安全性︑鱈頼性に瞳

う︒とくに︑ここに例示した食器はいつ

が︑基本的には︑いかに理想的な依制が

安全︑立地︑核燃料サイクルなどの各

人

である︒まさに体制と人と

ウラン資源薗から属速炉の菓たす

縣藤．糧

かり︑両社はその後いずれも︑群

国内に建設しようとするもの︒昨

年産孕沖SWU規模の工場を米

庫の期手中に商業運転を開始する

いる︑と述べた︒会議は二田厨以

の取り賑えなど購後髪躍を逸めて

運転コスト冤量り︑ガス拡敵法と

年八月からこのための投下装本と

細調査に揺り出す一方︑異常部分

いるが︑敦賀炉はこれらに次ぐわ

⁝近く野駆報衝がとり濠とめられる

予震だ︒UEAはこの報告を受

NCプロセスが︑蟹源間題の国際 いたもの︒これ審での醐査で︑粟

ンネル氏︵プロジェクト・マネー

を響ていることもあって︑﹁もし

C機密偶報への接近など政膚許可

新しい協力蓄がいなければ単独で

でも﹂と葬常に熱心で︑﹁当面は

現衛三工嚇の能力魍強でカバー

調整

を急

し︑将来は遷心分離法で扁とする

いでいる︒米AECによる隔膜供

米皇霊藁騨との闇の

しが爾開︵公聴会︶されているの

給などUEA計画への強力な後押

も確かだが︑建設籔金はどうする

のか︑醤来重心分離画工覇が建殴

されるようになった堀合にUHA

計画のガス鍵盤法工覇は薩が継承

れているのも璽異︒端境期が着干

するのかなどといった間題が残さ

ズレ込んだことのほかAECの改

ベクトル社は引続き糊力的な検酎

紹を含むこうした踏闇題について

う︒年末か遅くも来霧が一応のメ

咽ゴー騙が決定されよう﹂とい

五％の購璽冤通しが得られれば
八日︑臼山側窓簾となっているウ

ジャー︶ら代表がこのほど来日︑

ラン麟縮購業調萱会関係者と懇談

聚がだされたことなどもあって︑

ドとされているが︑ホズマー膨蟻
したが︑﹁新しい様態への進展は

先行き偶勢はなお微妙な段階だ︒

UEA計画は︑一九八○〜八五

なかった﹂もようである︒

悪事
次次
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社〒150−91鵯都、・・浴区間メ∫3堀43番2号（礒機装ピル）費（03）（442）8311（代表）

陣飼椴装株式倉私

炉会議が始まる

繰せられた憂目的な役翻の遂行に構えて

六十隼における原子力発躍所のオペレー

億になると弩えられている︒同様に昭和

とき︑その照麗両面からの確保誹画の実

接的に関与するものであることを考える

籍の毅翫︑製造︑据えつけなどに蟹す

どの各面で︑現状の見漏し を 趨 点 と し

分野︑あるいは原子力行政︑開発倣制な

れている︒一方︑原子炉の定期横型に係

ターは現在の五〜六傍を璽すると予測さ

の胎動でもある︒

て︑問題への対応や今後の腰求に応える

るのは
は不司分であるということだ︒

可能性の分祈騨価など対象とした

遡心分離法の経済牲比較︑企藁鮒

が癩三つ最のもの︒

問題に彌結する．それ故に︑原子聴聞発

殴鵬讐出力三十五万七千KW︶の 備︑それぞれバイパス配籔が付届

六日から同社敦賀発電所︵BWR 敦賀炉には三つの再衛環系が兼

沼本原子力発醗会社は十月二十

設︑運賑のための人厩が加わろうし︑廃

をりードずる立堀にある曽脳懸も原子力

の

棄物の処理︑優越に携わる人墨も必璽と

されていて三十二か所の溶接部分

人

並均して検査が行なわれるという理想的

〜千四蒼人︒したがって︑年闇を遡じ︑

運転を傾止︑再禰環系バイパス配

安全学究も体制問題も叢後は

﹁原子力の璽晒種が増すなかで︑ 効累的に進めていきたいと響えて

ための方策が横酎されつつあるが︑なか
わる人騨問題については︑作藁従御製の

形づくられても︑それを動かし効を挙げ

被曝管理を薯慮する必要があり︑黛一
いかかわりをもつ人馴が大捷に必襲とな

つ璽璽な繰題を抱えている︒それはマン

幕開で奨猫に携わる作藁醗も︑ひとしく

さらに︑これ以外にも欝金や環境に深

んづく︑安全問題への関心の縄まりとと

る︒やがては大規模な再処理施毅の建

施に遅滞をきたすことは警されない︒

もに行政︑依制薗における検酎が慧務と

の定横期闇中に勤質される人澱は千二筥

回︑七十日の検査を標雌とすれば︑一翼

パワーの問題iというよりもむしろ原
なろう︒原子力施設周辺のモニタリング

け︑年内には次の段階︑つまり懸

ユニオンカーバイド︑WH両社が

方針だが︑今薙八月︑UEAから

業化へ遷むかどうか態麗を固める

つからなかったが︑超膏波探鵬法

り史部一か所の溶接部分に﹁膨﹂

脱漏したことで︑翫画は現在︑階

BWR型原子炉葦葺環バイパスによる検査でバイパス配管の齢が

所に異常のあることがわかった︒

が発毘された︑という︒このため

うことを深く翻識ずる必硬がある︒

臼米共同研究も進められており︑

な状況を想定したとしても︑少なくとも

がある︒こんどの翻蕉では︑液体

の聞題といった

漫遇法による探鵬検査で異常はみ

人

だが・十日までの調査でうち一か

管に穂裂がないか点検を詰めてい

子力開発における

つき︑岡民の磐頼につながっているとい

こうした悪難からもマンパワ；の問題

くる︒

その長窪と行勲とが︑安金の確傑に結び

一万四千〜一万七千人を製する︒現在の

ように︑蹴力禰要の少ない時期に各原子

方が適切であ︐ろう︒これは原子刀の安

全︑行政︑開発体舗などと密接に締ぴっ

醇の定検が簗申する場舎は︑この数倍の

同社は︑さらに慣璽を期し︑十二

礁に肥り上げた格好︒しかし残る

東餓力櫃鵬一弩および中部飽力浜

配管の点検は︑ドレスデンニ暑な

あることがわかったことからわが

̀三無頃には世篭のウラン隠蟹 ど米圏で翻可済み炉三蘂に亀裂の

ついてX線検査を実施するなど群

日から曲がり管部二十か筋全部に

錬︶と推定されており︑昭和五十

墨は︑現荷処理能力を上回ること

国でも同様の亀裂がないか通灌・

ン交換膜が入った構造のユニット

協力に大きな役翻りを果たすこと

一つ︑ベクテル社は︑すでにAE
の際には優れた特色を持つこのP 科学狡術両雀庁が翻査を指承して

セル薫苅からなっており︑六フッ

UEA計画

細調査に騰り出した︒

が予想されているところがら︑そ

化ウラン換簾で年閣酉ゾの生産能

藏
齢

鷺．熱

陶一弩両炉に異常のあることがわ

圏羅雲霧羅欝欝鐡緻霧

くものであるにもかかわらず︑省られる

ーーーー

■ーー毎

硬厩も施設の附加にともなって増えて

ところで︑今露の原子力開発はもう一

されている︒

11EIから始まった日独頓速炉会議

翫画について︑米國UEAのオドを込めているが︑ともあれ︑﹁七

日米外間のウラン濃縮工堀建設

日米研究は近く報告書

が期待されている︒

セルを並べることで商糞規襖の設

収灘

滋耀

ウラン糠錬の躍解遮売ユニット・セル︵人形藤叩︶

来春に方針固めへ

：水質調整装置（薬液注入装置、試料採取装置、各種分析計、復水検塩装置）

PWR2

力を持っているが︑このユニット

このだめ︑ウランをイエローケ

1扇

企業牝の技衛を完成
中継万高い経済性を実証

備ができる︒

PNCプロセスのテスト・プラ
ントは︑動燃聯業団の人形際に設
薩されており︑誠運転でも良好な
成纏を納めているが︑旭化成工業
は薪技術開発蟹藁団の婁託を受け
て︑同テスト・プラントの電解愚

た︒ウラン糟錬の聡解還元法その

元部門を撫嶺︑開発に当たってい

ーキでの輸出から・縣来︑加工度

拶

：サンプルフード、完全無漏洩キャンドモーターポンプ

R1

総合的サンプリング設備（各種試料採取装置、各種分析機器）

R

力

原

新技術關発配転団はこのほど︑PNCプロセス︵ウラン一趣濃墨法︶に関する熟客運元技術を確立
したと発表した︒この技術は懲化成工業が新技徳開発遡藁団の婁託を受けて開発にあたっていたもの

で︑この螺用によって︑PNCプロセスの建毅費︑操業籔の低減がはかられるほか︑生賛するウラン
の純塵も醐くなるとされており︑大規横な商漿用プラントへの適倉性を一㈱腐めたことになる︒一獺

％低減できるほか︑不純物の混入

糊錬というユニークな技術は︑すでに海外でも注目されており︑今回の慰霊翼兀技術の完成は︑固プ

四フッ化ウランにして濃縮し︑核

雛セスの輸出や今後の圃際協力に大きな瑚能性を与えたことになる︒
鋤力炉・核燃料關発璽藁翻はか

ものは︑米羅やフランスにおいて

燃料原料物質としているが︑PN がなくなって藺純度の四フッ化ウ

ころかならずしも順調に進んでい

めるとともに・複極構造の羅極の

を爾めた濃縮ウランとして輸出す

ないようだ︒

であった躍解運莞技術を 製錬工程を癒結して︑ウラン鉱石

性能イオン交換膜の關鞘や羅解槽

採周による電極コストの低滅︑属

また︑躍解運兀の躍流効鶏を腐

があげられている︒

ねてから︑ウランを一綴して糊離

程に躍解運元法を糊入︑イエロー

も研究されているが︑今までのと

酒湿式法︶の研究關発を遣めてい

するPNCプロセス︵一澱精錬灘Cプロセスでは︑ウランの胴元工 ランが生麺できるというメリット

ケーキを作らずに粗製錬工程と糟

から一轍した湿式法により四フツ

ることを検繁している南アフリカ

カギ

旭化繊工業が開雛︑確立した︒こ

構成部品の改良による生産能臨の

ゆ

ヘリ

本

サンプルフード

たが・このほど企藁化するための

れでPNCプロセスは商藁用の大化ウランを作りだすもの︒従来︑
数繊度という爾湿で処理していた

保荷海外潴圏は︑このPNCプロ

規換なプラントh建殴が可能とな

セスに症自と関心を藥めている︒

の経済性を歪め︑企異化への道を

とくに現身の自由緻騨のウラン糖

向上なども︑このPNCプロセスやオーストラリアなどウラン鍵源

開いた大きな饗因となっている︒

錬設備は年隠約三万ゾ︵ウラン換

範式法に比べ︑整温付近の水溶液

今回の開発で鰻鷹された躍解逓元

状態で一難糟錬できるため︑趨価
な耐蝕材料を縮いる必要がなくな

設備は約六十弩耕角の中に陽イオ

とになる︒

ウランの糊錬は現窪︑組製錬工

やランニングコストが約二一三〇

り︑今回の技術醐雛により建設躍

り︑異矯化技術として完成したこ

り︑これを糊製鎌工程︵乾武︶で

程︵湿式︶でイエローケーキを作

畷

飼横装の原子力発電所用機器

騨

前途多難なウラン濃縮

一一

（2）
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三

原発の捉進を基調に
増殖炉開発の継続強調

ホ議員

新会長にシ嬬
ンプソン氏翫
※國康子力産榮貧議︵A王F︶
は先月二十七〜三十一醸の五日闇
ワシントンで郊鱗木葺を開催︑大

鷲旺︑十犠の再任を決めたのに続

ン氏は︑ウィリアム・R・グール

フィサー︶を選出した︒シンプソ

会一一日國の二十八臼に理欝九私の

き︑新理箏による狸禦金は二十九

ド酬会擬︵南カリフォルニア・エ
日︑AlFの新会館にジョン・W

代庸の禽長︒また翻円盤には

H︶祉に入社︑世騨初の原戦力溜

九五三年にA正Fが発饗して以来 九一毛無ウエスチングハウス︵W

C・A・リリィ︵サザーン・サー 水鑑﹁ノーテラス響レ向け舶硝炉

十

︵G露副社長︶の両氏が新しく耀 子力雲量所﹁シッビングポート﹂

ビス仕長︶︑G・﹂・スタサキス の設羅・製作︑米継紙の実規模原

ソン氏︵ユナイテッド・ニューク

擬︑今年十月一日醤で岡祉掻退任

パ九隼WHパワー・システムズ社

ばれるとともに︑D・M︒ジョン の設計・建設の澱廷響などを経て

リア社長︶が薄遮された︒

ネルギー婁澱長に就任︒六十歳︒

ジョン・W︒シンプソン疑来 後︑WH社取締役オフィサー兼エ

ベニア大︵嘱望工学会士︶皐︒一

海田翼学理︵工学士︶︑ペンシル

室ド大統頴をはじめ議金は︑増殖

を選めていたが︑このほど両社の

禽社ゲルセンペルクとの愈黒影薩

BA︵政府が四〇％幽蟹︶と石抽

が︑新頭熱の犠称︑その他欝細に

センベルクの経蟷に滲加している

月︑フランス立地の出力百二十万

定に塁つくもので︑すでにさる七

・シンプソン氏︵WH独取締役オ ジソン副社擾︶の後を次いで︑一

炉の目的を達成するため賢明さと

ついては明らかにされていない︒

VEBAはすでに籔月からゲル
増殖炉建設のための新金社設立協

勉機葱を癒識して前然しなければ

これ象で両役は石蝋︑天然ガス︑

％︑ENEL墓二％の各感資一t

AーーEDF五一％︑RWE一六

の所有︒運転塾社としてNERS

て酒照した原子力婁麗農︑さらに

力分野における政府中枢機閣とし

舎憐条件が淡まり︑大高機な圏嘗

一月麗金の議会で餌組織されるで

縮とその関遡塵業などに従塾して

原子力発徽︑水力細筆︑ウラン濃

KW門ス⁝パー・フェニックス﹂

翼は︑LMF8R醗闘に擾蟹す石
る油・エネルギー金社が発煙する

はぼCAEに代わる婁澱会が来年ならないと講演した︒さらに横議

利益について露及︑これ濠で原畢

あるのか︑などに関する麓険慶と

の季続き改正︑法駒闇願がどこに

藩難鷺

楽劉原子力産叢金識︵A王F︶は強月二十七〜三十一漬の五臼闇︑ワシントンのシ輩ーラムホテル
で葎次大△蹴を耀いた︒今大金を機にAIF会喪を退任したグールド氏が︑閣食セッションで︑将来に
おける原子力発耀の必難関およびその艦齢に羅力会枇の魔気叢纏を強調する芝屋講話を行なったのを

はじめ︑今大会では︑近く政界からの引退がうわさされているよ下雨院原子力欝岡婁興会︵JCA

彩な講濃が行なわれた︒

鴛︶終爵のホリフィールド︑ホズマー両下院醗澱の購演など︑議禽︑政府︑二二︑口口天界からの多

したのは︑西ドイツが昨年後単︑石

ことになった︒詩客の倉併が鍵罪

K社が発足

三三％をそれぞれ出澱し︑カルカ

ールて建設中の増殖炉原型姻唱S

験

年後iI一九八○隼の兇込み

均暇秣がゲルセンペルクの七線に

ベルクゲゼルシャフト︶が︑こ

ルーブリュター・ケルンクラフト

SX︵ユーロペイッシェ︒シュネ

日置NI︑ARの二祉

調査機関を設立

濃縮事業進出で

萬燃させたいとの配慮からだ︵と

稲当するとの蕊定騨価がなされた

のほどエッセンに設立されだ︒E

に入るものとみられている︒
いう見方もある︒

とみられている︒両社の禽翫賢本

ノ

％︑EDFが一六％︑ENELが

ドイツ嬬のうち︑RWEが五一

ESK社の滋初毅立資金五薦万

が発照している︒

籔幣があまりにも多ずぎると懸摘

いる︒

する人がいるが︑輸入石櫨のため

家た︑原子力推濫の立通を強く

甥状を打開するために︑政府がカ
ルテル庁の反対を押しきって簡社

西独に鉦S

あろう︑と述べた︒

表明しているホリフィールド再三

と述べた︒そして︑エネルギー政

に二か月毎に支払う蟹用の方がも

が罵蟹に追いつけなくなる状況だ

っと多いと述べ︑二十九欝に大統 から︑多国籍石油グループ依存の

干た今から二十年擾には︑原争

は三十日の夕食会で︑液体金属腐

力発織はすべてのベースロー圏発
寮舎理化の一助として︑政府一用

速増殖炉︵LMFBR︶の研究領
開から発表されたエネルギー行政

大会二丁穣の二＋八蘭︑﹁産業

羅所になる纒先権をもつようにな
量騨の台周による顕畢力醗画婁畷

馬癒機の鷲擾的彫響を受けたこと

り︑懇状況下に醗かれたとしても
発継続を強調するとともに・フォ

商爾増彊蝉建毅で

ているが︑今團︑WH社と緻んで 羅宇の藥件として︑V冠BAの三国共同による大型商鰭繍遜増殖

の供絵にカを入れているといわれ

lIに︑百万KW級商嗣炉の魑工
一︒八事︑すなわちVEBAの
る軍
贈殖炉の所衛・運転に騒たるE

一株とゲルセンベルクの一・七一 姫計画のうち︑西脇イツに建設す

フランス︑西ドイツ︑イタリア

について明らかにしなかったが︑

コーリニ辱陶け機聡を受注したG

の︒

の台併擢懸を決めたことによるも

約覧千万峰相当分とみられてい

露︒の葱図は・WH祉との響を

NR⊥瓢OO扁の成功裡な運転経

る︒英塵業界が鍛近︑海外から原

のハウデン・パーソンズ社を通じ

イロール・パーソンズ社がカナダ

発建殴で憂注した例としては︑レ

入漿を支合するとも表明した︒

会の設認を縫嘱した︒

鮮咽米W闘との結束期待か

韓国向け機器受注

これ濠でとは全く異なり︑産幽界

騨の状況﹂と題する關会セッショ
ンの瑠鑛で塾調欝演したグ︸ルド
会痩は︑これまでの二十厳問をふ
りかえってみると︑楽圏の原子刀

代わってちょうど農い階獺に商鍵

禰藁は﹁原子力灘羅が化石燃料に

醜︑纒済的に開発された一という
良い状況と︑﹁躍力会社が原子力
sの灘入に勇鉦を失っている﹂

という慧い状況の二つの申に羅か
待をかけているようだ︒コーリニ

英国GHC︵ゼネラル・エレク外欝煽進出の布石となればとの期

西独で電力︑石

0

魯の9M圭一219

トリック枇︶はこのほど︑韓国電

てオンタリオ︒ハイド早事のCA

SK祉設立は・昨鋸十二月の仏電 米岡のエレクトローニュークレ

ォ︑
ニクス︵EN王︶︑アトランチ
力公社︵8DF︶︑西独RWE

極餓力公社︵ENEL︶閣の隅速ック・リッチフィールドの両社は

上回るものといわれ︑薪金祇の從

の可能性を共岡調査するため︑セ

このほど︑ウラン濃縮興業進出へ

確

本社・東京都港区芝大門1−1−26懸105電話（433）7241（大代）

携丹要素4本人，幽栖1藍25屯）

れていると摺漉し︑﹁もし原子刀
毎は一九七九難運開を國擬し︑来

総売り上げ画は二頁億ドイツ嘉を

金は十五懸二千万ドイツ蠣︑隼間

油両社が合併へ
豪渓の火会社に

西ドイツ政府は︑電力会社VH 業戯は七万三千入にのぼる︒

の八万七千二哲ジに比べ一七％憎

ことを明らかにしだ︒共同構想で

ンター︒アソシエ⁝ッを設立した

日本アスベスト株式会社

⑳二二）毛網一a、G

高
力金社からコーり原子力発躍所二

ビン発鍛機の國内︑海外両分野で

GECは現在︑璽水炉導けター

國のワェスチングハウス︵WH︶ NDU炉剥けタービン関係の約二
簿機︵出力六十万KW︑PWR︶
祉が原子力蒸気供給系統︵Nss千五酉万博契約がある︒

向けタービン発臨機を受注︑葵國

ビン発鯉機の供給と据付け︑大型

S︶ と 燃 料 を 受 注 ︑ G E C が タ ー

を受ける総ウラン購入契約騒は今

となっているQ

φ

櫨滋錦塗贔の総合メーカー

⑭放射ド1叢叢物処理、襲撃

雛羅が発展しないなら︑将来は何

もないと轡うことは講張では な
い﹂と三儀︑罐力暑社が政肩のエ

内の璽水姫建毅体制確立を冒捲す

G￡Cにとって︑今回の愛注が海

ンド嶺たりの単均価格は十丁四

庫七月一日現在で十万二壬一薔漣

貧自∩N口q農a良日︵樋暑轟∩H∩瞬命︵鍵良∩只負︽露量Q禽三白H︵重重禽︵H負︵虻田員︵埆禽︵﹁

〇がで︑善光の調査誌渠によるΨ

は︑鷺百ジSWU︵分離作饗単

醗保温材

⑳核卿・梢取扱機器

擢魂濡

憾ヒ i場｝・騨βし蜘｛｝帆麟∫19・1一
人欺き、婁説，人凱rl】化【《・翼潔町峯幾

管｛1賄

ネルギー政策をもっとはっきりと
定畿づけるよう強力に要講ずるこ
とを強調した︒

賃うというもの︒GHCは受注額

機械・罐気蓑嘆土木工類を謂け

IIーマム§▽4一

︵U308換騨︶で︑昨年票環在

実証プラント建殿計魎を来奪鵬月

位︶程度の遼心分離法ウラン濃纏

頃までにとりまとめ︑岡実証プラ

翻ブレーヰライニング

u，分離植製装置

噺

彊3一（，2b

鯨研JPDR動炉矯懸li…i．難燃翰送用，

，ノ支店魁・翻，↓1映［《銀1｝4一1〔1㎜

力

原
訟．

幽という大纒な蔵騰となった︒

均緬格七︒八O避と比べ約四六％

今回の調戴は︑一九六七一七四
銀中願までに契約された国内ウラ
ン生産災餐からの購入分が灼鞍と

○駕代には三千沙SWU能力の商

ントを一九七九卑までに稼働︑八

灘フッ藁樹脂製品

⑳Pu，

ｮ瓢

来年夏には重
水生産開始へ
加グレイス・ベイ

工場改遭工瑠進む
海水職留装躍の腐食などが原因

され︑引き渡しは七四〜八O無に

懸パッキン・ガスケヅト

＼

嚥畠平壌翼

齢木越無難機

KKlO型使用済核燃料輸送容器

用プラントに拡大する悪変といわ

西独KWU社が

れている︒

ソ連と協定結ぶ

西独のクラフトベルク・ユニオ

ン︵KWU︶社とソ遮閣僚会議科

学技術園寒婁員会はこのほど︑原

子力発礪所分野の技術・科学協力

協定に調印した︒岡協定では︑軽

水炉︑高速憎殖炉をはじめ︑地の

炉型も離象とされ︑専門家および

力する︒褐効娚間は菰年︒

縄織間の速絡調艶の支援などで協

㈱核膵磯目｛r。名設右；｛1

あらゆる産業に貢献する
トンボの製晶

、鴫憲欝

核燃料サイクルの一端を担う

懸不燃建材

囎石綿紡織品

⑱核燃料交換装置

霧髪

で蔵働が不司能となり︑改造工珊

〔78ω

は︑ごく鍛近の契約価格は今園の

11i〔｝

かけてのものである︒まだAEC

1気脚

甲のカナダのグレイス︒ベイ上水

｛76つ
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対する予想蟹用は︑六千八召八十
万がに達し︑その約五分の一は電

千がであ

会計舵度に対する出資総額の予定

力騨から謁される予定である︒本

は一町五百四十五万九

備のハードウェアの設謝︑工学的

る︒醗力界からの出資は︑発躍設

じて多くの人々の共感をよぶ晃解

いる﹂として︑二日闇の会期を通

七箕年六月三十日まで︶の残りに

圏クリンチ吻㌔離調監の現況
の

．乳♪乞ノ︸㌔

?翻の醐遡増殖爽蟹炉醗画は︑大麗なコスト憩で注臣を簗めているが︑その要因は何なのか︑︸

詳画は現 在 ど の よ 悪 状 況 に あり︑今後の謡はどうなっているのか一︒ ク リ ン チ ・ リ バ よ
轟雌殖炉酎画の当麟薔は先ごろ︑この翫画への出臓を承諾している偲力会祉の多脳陣との会議で轟

ったくの黍遅れだということであ

搾海鰯櫻携権蓮遷摩羅蟻練爆βーーー碧し
この会識では︑クリンチ・リバ

調蕉︑製境報管描および予備的安

横討︑プラン筆の金体配躍︑敷地

れば︑増殖炉闘晃はわれわれが原
しかし・会議の頭上に吊された

を述べた︒

聰可の現状︑途方もなくふくれあ
子力のもつ潜在力を十分に利用で
全解析轡の作成︑発璽設傭ハード

ー憎殖炉︵CRB逸︶に閲する群る︒もし謝國が今にきりつぶされ
がった麗嗣︑目盛予定などについ
ダモクレスの劉は︑眼には兜えな
ウエアーの泥亀およびプロジェク

いと餉些して︑ナトリウム・ポン

プの引き會いも今月中に出され

ト望見に趣われる︒A旦Cからの る︒またこれとともに羽目のかか

いが明らかに七十五磁の隠密蓄を
して次のような不安礁を抱かしめ
資金は︑原子力照気供給蕊羅の設

プの三二については十二月に発揮

運営を強醐するよう︑謝画題理部

ハウス社はLMFBRに対しこれ

Lo

スペシナル化粧品

ト氏は会譲の席上︑ウエスチング

まで単独のプロジェクトに対して

型原子炉部はCRBRをはるかに

入する籔を鴫らかにし︑岡社の新

力で進んでおり︑その作業内容は

超えた間社独自の関発路線を全速

クトリック縫やアトミックス・イ

CRBRに関するゼネラル・エレ

麟常に対する一憾六ノや薦や万騨

というAECの決定により生じた

︒臨時蟹に対する余裕の増加一

九画感発

億四ギ九百八＋票

古い伝統・新しい技術・誠爽な施コニ

・狡術そのものより組織の蟹理
LMFBRの実鴎化影画に対す
るウエスチングハウス社の撮物璽

WH社の梶案

めぐる動き

実用原型炉を

提環にはさらに︑一九八O年代 なされた羅嫡嗣の研究開発澱を没

を再方同づけすること︒

︒プラント機器の開発および大

鷺は次の通りである︒

術説鷹の再方喝づけをすること︒

規模試験を強調するように棊庫技

︒三ループ・醒気出力函五十万

KWの実顔原型炉の多謝を一九七
七銀提出︑一九八五奪運転開始す

た︒

とは別個のものである︑と述べ

KWの実用原型炉の概念設計が含 ンターナショナル社との共同作業

後賜に運転する霞秀出力衝五十万

まれている︒一一週闇荊に﹂・シン

︒﹁エネルギーの新型式﹂にも

るために鰹ちに乱訴すること︒

とづき発問所思設のための機器購

システム担轟歓掻G・ハールバー

プソン函の後を継いだ同社の電力

遡邦政購の糖款を設けること︒

入が出来るよう︑電力会社に対し

︒﹁仕箏の範囲と蟹書込童法の

しを硬擁するといった売手市場︶

一回限りであるという理由で翻蟻 型藝皆紅の許認司手続きをふむ︑
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この旧識では︑酎画の推定籔陽
が大きくふくれあがったことはあ

ける﹁蟹理方式の主要な変廼﹂に

ェクトの指認書たちにより﹁国寡 解釈の変更﹂︑つまりAECにお ・R＆Dに対する再割当綿猟六千

まりとりあげられず︑逆にプロジ

経済におきたことや︑同じ期間に

・鎌五〇％櫻利方式に定めた一

よる二千九百八ヤ万が︒

ば︑完全に説明がつき︑無理のな

原子力蔭簗におきだことを襲えれ

環境闘題の癒見欝についてAE

1そのほとんどは法論なものであ

総資生堂

細C

D・

きない蒔に必ず生ずる深刻なエネ

にA口わないであろう︒隠下のとこ

た︒それは二年半醗にたてられた
酎・検酎・調達・研究開発︑およ

一月︑ポンプの契約は三層にそれ

され︑蒸気発生器の契約は七五鋸

九七二無から七四奪に簗る期間の

BR趾画の改訂後の一万五千の予

懸二千四

ングハウス社︑会計検査院︑プロ

予簿はAECの特別班︑ウエスチ

ニギ七酉万がにほぼ鱒しくなる︒

の総蟹鯖に対する盤領瀬加分十懸

篤項國を加えて謝郷ずると︑計画

臼六十万購となり︑畏

いこと﹂であるとして強く弁護さ

ドルに対するインフレの影響によ

これらの主な頂國を加えると十
れた︒

る五億一千二二野万が︒鋼粧の
蟹周懸加の群細については︑ウ

・プラントの利用度と傑守の改

下の項騒による︒

まだ四億一一千八函三十万がは以

上興しだ︒

エスチングハウス社増殖炉部のゼ 価格はこの八か月闘だけで四〇％
ネラル︒マネージャー﹂・﹂︒テ
ーラー氏が説明したが︑それによ
ると︑経済上の襲因による額は五
億九千六酉三十万がで︑その内訳

り細かく監蚕されており︑もう一

ジェクト内の独立した監琶腿によ

つのAEC特別班の賑璽を待って

良のための設計変璽に対する四千

・安金性に対する要求の変堕と

八函四や万が

いてプレハブ方式をできる限り採

二百締のコメントを響勝して懸き

Cの幹部は︑六すバ逓の文欝と千

るがi

でプラントを購入するか︑あるい

行なう︒それ以降はTVAの選択境問題色見描が出されるときに始

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

厚

ての説明が行なわれた︒しかし遺

Rプロジェクトは実験炉と将来の
ろ︑環在の代掻技術はいずれも舶
六輝九千九酉万がの代りに︑十七
びハードウェアの開発と試験に当

積極姿勢示す当事者
費用増など協力者に説明

は次の通りである︒

・特殊な供給瓢偶と市場状況に
よる五千三貢七十万が︵機器メー

る︒

プラントをA￡CのR＆D施設といる︑とテーラー氏晒は述べてい
して単に承認するかわりに︑一般
歓迎せず︑逆にCRBRの仕珊は

カーその他の下講け躁婁田が注文を

ものとして︑﹁建設の容賜性﹂が

用する︑などである︒

楢違点について略武丑圓︑公式一

回の金舎をひらいた後︑それの改

こむのにプラントが適しているこ

ふり分ける場所を制御璽の上下に

渥i艶健夫

編の増大にもかかわらず︑CRBルギー供給聞題を測幽するのに間
面難名を結ぶために欠くことので
用可能な形でエネルギ⁝の大規換
偲三千六頁万がの新論簾に対する

トの主な協力藩はすべて︑米国に

る蒸気雛生露の材料は今月︑ポン

きないものであるとして︑その必
生産に対する選択を与えないし︑

し︑あるいは遅廼させることは︑
おける商業電力源として堰殖炉を

AECおよび議葺の承認が得られてられる︒

要性が強調された︒

TVへのマネージャーであるJ葦た近い将来についても同様であ
︒E・ワトソン氏は会識の聞幣講 る﹂︒
さらにワトソン氏は次のように

非常なあや豪りであろう︒なかに

ースにすでに粟っていると長じて

田来るだけ早い時期に灘入するコ

断鳶している︒﹁このプロジェク
﹁﹂MFBR謝癬を米国 が 放 簗

演で次のように述べている︒

なるであろうとか︑エネルギー成

は︑ウランの洪給がさらに潤沢に

いることを確当する縣と︒そして

擾乱が堰殖炉の必要鑑に翼俸化し

ウエスチングハウス社のテーラ
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ョンの内容

エスカレーシ

それ締繕されよう︒

額と叢誌賃握の墜醍および醗画の

プロジェクトは現在の譲り当て

るかどうかという不確定さであ
ェクトは︑米原子力蚤貫会︵A珍 る︒新羅騨躍が今隼の尊命前に出

彼は﹁クリンチ・リバー・プロジ

MCのゼネラル・マネージャーP

承認にもとづいて重んでいる︒P

術がその必襲性をなくしてし豪う

C︶の液体金属高速憩殖煙︵﹂M されるのか︑あるいは来年かは確

ないであろうとか︑あるいは薪技

といった薯え方をするむきも あ
殖炉の商叢的利扇に移行するため

FBR︶研究開発謝画から大型増かでない︒

少なくとも一九七五会計年慶い
っぱい︑あるいはだぶん一九七六

クリンチ︒リ

強く指摘された︒これは軽重炉や
ー氏は・CRBRプラントの爽髄

︒S・ヴァン・ノート氏によれば

る︒この蓼え方のもつ葬常に大き

の論理的かつ必要な段階を示して

会計熱度申も仕漿をつづけるだけ

躍しを行ない︑環塊保護庁︵EP

営下提案されている苧定は︑一
九七五奪九月を限定工郷認可の取

高速中性子束試験旛設の教酬をと
っているとしている︒それは撮摺 り入れて︑最も昏蒙を禰効に使う

A︶との闇で鹸初の馨辮に関する

的な緬憶は︑当初のそれを上まわ

偶筆画とした場禽について作成さ

七六隼八月建設許可︑七七蕉︸月

るQつまり︑キャツド溶接はや れている︒それ以後の空な工程は

ように述べている︒﹁われわれは

CのW・R・マナック氏は次の

ほとんどの問題について︑心の逓

八一薙九月建設完了・ナトリウム

と薫るという保舐はない︒

謝画を環境闘無上適意夏べきもの

いるが︑命終解析でEPAがこの
・テスト開始︑八二隼七月初期臨

とを突証するため五年閣の運転を

設けることにより︑通腺の隠開を

るということになる︒

はAECのプラントとして運賑すかなりもまれることも憩えられ
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るとわかったときには︑すでにま
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原

バーの現状

の資金がある︒

建設方法を司能にするものであ

め︑すべてのり⁝バーは手合にも

希漉している︒これについてAE

訂版を十一月來象でに出すことを

の坤高以来なされた設計の改良に

月十五日にAECに提出された︒ より︑生産惟がいちぢるしく憩聰

コンクリート打設開始︑七九年一

環境報優等は完成しており︑十
ンチ・リバー増殖炉プロジェク築

PM℃は一九七五鎌九月には制阪 していることによっている︒これ

月機械および鵬遺烈関係据付け開始

この会議で明らかにされだクリ

の現状は次の通りである︒

なる︒コンクリートはただ一種類

付き掘雛認司が発行されることを

設計と工法の改善点
N7月初期臨界めざす

じる会合を開いていると確儒して
と︑独立した彊止系を追加し︑こ

界︑これに続いて送電網につなぎ

ーブルトレイを鳴いてケーブルを

購照明を黒いない︒最大容羅のゲ

んでいる︑としている︒

必要となったときの雌備などを含

る︒現地にパイプの加工施設を聴

戯じて作業の鍛鋼化を可能にす

鹿島穿之助

取締役会長
取締役社長

ブリーダー・リアクタ⁝．コー

大型化︑許司の駅得を容易するだ

への接近を容濁にした梅園容器の が細いられ︑数種類を用いるとき

らの中には︑保守のため大型機盟

ポレーション︵BRC目餓力界の期燃している︒予選的安全解析籔
のすべての搬の築一瓢は完成して

出資を災めている落角︶のプロジ

ず溢流式熱除去系を茄えたこと︑

め︑プラントの熱交換器にたよら
されるはずである︒

ェクト会議がプロジェクト︒マネ おり︑今年宋までに報告描が提出

ージメント・コーポレモション

2
8
硯段階においてはこれ濠でのいか

し早期に照閣設備を版りつけて臨

れによりCRBRを米國で晦一の
金縢製の枠を用いて生薩性を聞上

の脚質薬嚢の鷹峯を除いている︒

嗣
絹互に独立レた異つだ二つの㈱

たこと︑そのぽか許認可の変更が

御︑安金葎系を備えた動力炉とし

︒ノート氏は断委した︒

その他の設計憂璽において︑か

る﹂︒

けだ費用以上の効照が殿待される

まる︒そして︑環麗舗暫によって

人騒については︑ウエスチング

の新しいラウンドは︑躍
して支持を与えている︑とヴァン

議に擾出されだが多くの要求に対

作業
りも完備しており︑その総括は禽

運転中上部区画を不濡性化するこ

@
なる原子炉プロジェクトのものよ

︵PMC艮醗以還欝を行なってい謬弩設計自体とその襲重織脳は
る︶の上級マネージメントととも
に九月三十臼に開かれ︑巖新の構
報をきき︑改驚された資金の鱗定
を細部にわたり検濁しだ︒

八月三十一日までのプロジェク

トの驚は三千パ百六十万がでそ
のうち約四分の一は蹴力界からの

・アンド・ロー客窓定々一嶺︑ゼ

出資であり︑残りはAECからの ハウス社二百八十八名︑パ⁝ンズ
ものである︒七灘会計妬度︵一九

@

励
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N 春 に本格操業へ
蘇辮順調に実施︑近く終了

繋

ζ︑

ζ

ニニ

二

ζ

ニニニ

ニノζ︑二

こで核燃料主食体がぜん断される

多

㊦再処理施殴の全燈

間色

規葎︑同施設では逓水作勤誠験

も立地間題で薗途多難なことが予

の後に憎嘉する購要分については

国内禰璽をみたすだけであり︑そ

の能力は︑昭稲五十三年頃までの

第二工塀を建殴する必硬がある︒

想されている︒それだけに本格的

珊業団の再処理施毅建設の成り行

な工堀の先駆けともいうべき鋤燃

稼働で五年闇分の賠藏能力しかな

さらに趨レベル廃液タンクはフル

く︑放鮒性廃棄物処理処分法を単

きが︑各方面から注國を工めてい

まだ︑動燃聯藁圃の再処理二尉

るわけだ︒

を実施申で開始︵廃戴物処理場闘

︵金囑ウラン換騨︶で︑年闘二首 ントの稼働が郷止してしまう恐れ

の処理能力は一臼当たりO・七ナ 懸に確立しないと︑この面でプラ

の舐験を完了し︑操楽を開始する
翫画だ︒欝処理施醗は擬叢を始め

ニニ多 ≧

お羅付

わが国での原子力機雛の機蚕は

︒

造︑贔獺n傑舐に﹄関する
き

程魔のものが要求されているが︑

世騨帯場への進出には圏際的に承

れている現状だ︒

由から日米共同の特殊法人研究機

Tスタンプ取得は︑わが圃では石 会︶の改組が決まり︑来茸四月一

足することになつだ︒これはこの

蘭﹁放射線影響研究所﹂として発

川麟猛懸璽工︑日工製鋼所などに

近く撤去作

なっている︒

憲に至ったもの︒

住所中央区臼本

原産に入会

げ・日米が折回処出することで合

の二颪馴顔から八開万メに引き上

もに︑新研究所の年闇予騨を従来

結局ABCCを組融鱗えするとと

迫を理由に日本側の処出憩を希墾

出していた来國側が財政賃担の圧

までABCC運嘗綴金の過半を拠

運欝にとかくの批判もあり︑これ

れてきた︒しかし財政難などから

衛蛋研究所の研究蟄により運懲さ

米環塊保護庁︑わが国の濫立予防

米團癌研究蕨︑米国心肪研究所︑

究機関として設立され︑米AEC︑

生研究駈との間の覇米共同調蒼研

会議とわが国の難生省国立予防衡

鰯轡野糞のだめ米國学士院︒学術

ABCCは・職後・原爆による

勤六人︶となる︒

され︑理劉十日︵常勤四人︑非常

遜嘗委贋会は日米代表により構成

本部を広量︑支駈を擾騎におき︑

し︑これを顕米折半で隻出する︒

究所は当面犀聞八難万がの予騨と

禽いで命意に達したもので︑瓢研

噛当局との改組寒露に関する器し

︵AEC︶の代表とわが国の離生

ほど行なわれた米圏原子力一悪会

次ぐもの︒

業に着手
原簿力船門むつ﹂母港
原子刀船﹁むつ偏の母語撤芸作

興漁違の四番閣でとり交された

婦港の際︑政懸︑聖母粟︑むつ帯

州台葱協定搬﹄に基づき行なわる

もので︑使罵済み燃料貯蔵プ︺ル
を土砂で埋め立てる作業などに今
月下旬から憲手するほか使用済み
燃料輸送キャスクの興外搬出など

協定では︑むつ帯に代わる新し

が順次行なわれる予定︒
認されだASME規格に座く贔駿

蝶理の籔格職得が有効になってく

来年4月号ら業務開始へ

原薩に入会

段醐四の八の二＋一

早一〇二

社擾渡辺貞治氏住所千代田区九

遊露髄鋤︵株︶

−四一一三

欄一の六ぞ一9二璽餉二四一

社畏雷取醤秋氏

火洋服鱗︵株︶

彰イ藁

灘をメドに母港を撤去することに

い雀荘旧を六か月内に見つけソ︑二無
る︒三菱璽工では︑ASME規格

合格を原子カプラント輸出の類し

放射線影響研究所に

なお︑AS賊EのNおよびNA
PBCC︵原爆恐嚇調査婁顔

ASME審査に合格
お墨付き

N︑NPTの両スタンプを取得

〆二ζ︑多

業が近く始まる︒これは﹁むつ﹂

機器に︑ASME公認の検琶団偉

機器信頼性で
三薄璽工業は五日︑周社の機器

工嘱がAs艇E︵来書機懲姦︶ の立強いのもとに押印されるもの

魔ホットな状態になってしま

うと補膨や改造が困難になるため

て

各段階ことに厳璽なチエックを行

の厳楢な審尋にA口格︑原子力発霞

で︑いわば原子力機器の設計︑製

なった上で次のステップに入って

胴霊要機器︵圧力容器︑蒸気発生

スタンプ︑部品

ポンプ︶で

器︑舶圧器︑タンク︑黙交換離︑

︵主要発露の部晶︑炉心寛持構造 通産雀により厳しい豪爽璽躍のも

N

遡水作動試験が急襲予定より約

いく方針だという︒

一考遅れたことから︑試験運紙︑

物︑配蟹︶で

膵門工場の神声造船所と︑タービ

は火カプラント検葦國数の一一菅簸

スタンプとに行なわれており︑製造過程で

操簗開始はいずれも墨画から一鶴

の使踊奪格を取得しだ︑と発表し

NPT

位の遅延となる覧込みだ︒これは

だ︒

体が遅れたためで︑とくに設計や

っており︑二三が難かしく建毅自

主工場のパイプが複雑な構造とな

技術面で問題があったわけではな

工塀で︑いずれも二十臼閣にわた

ン・ポンプ工場の醐砂製作所の二

認足を受けたのは︑原子力機器

い︒これまでの通水作動試験中に

≧︑多二

不調な難所が発兇されているが︑

ニニ

る厳密な審蚕をパスしだもの︒蕪

多

およびNPTスタンプは︑ASい
醸踏み台にしたいとしている︒

〆二ζ︑

禰修や調整などの描躍をとって解

ニニ

E規格に墓いて製作された原子力
ζ︑

決しており︑鮮細設計および殖醗
二

もあり︑政斑の適切な旛策が墾ま

十八庫二月︑生飯蠣同七月︶以来

下臥体二体を処理する能力︒発電

十ナ︒これは一日に軽水炉の燃料

なうだけだ︒したがってこの施設

規模では七薗〜八否万KWを象か

く終了の予定︒来妬轡頃からケミ

め商売用の第二再処理姿態の建設

ヤリ薫にあげられており︑このた

選一館単の実繊をつんでおり︑近

その後︑順次︑ドライゲスト︵朱

カルテスト︵約三か月︶に魑手・

ットテスト︵低照射ウラン便罵鮭

照射ウラン使用爬約六か月︶︑ホ

勲力炉︒核燃糟關雛鵬藷が淡城興繋海村に建殴を逸めているわが引切の再処理旛毅が八瞬︑報西
陣に初公開されだ︒虫工堀や附隈施殴などの建毅もほぼ究了し︑一部醗装類などの醗終翻蟹工綴を残

約六か月︶と水郷的な試験懸紙を

すだけとなつだ再処理旛設は︑すでに眸庫七雇から主工鵬の通水作動有験が行なわれており︑近く終
了する予建︒この後︑ケミカルやえ照鮒ウランを冒用しだドライテスト︑照財ウランによるホットテ

性︑処理能力などをチェック︑確

二多二

翻する︒五十一葎響頃にはすべて

行なって︑旛設の安全性︑操業

ら約四十か月︑同襲肇団粟海購纂

ストなどの瓜絡的な馬験還蔽を輿旛して︑塞謀性︑擬業性︑処理鮨屋などをチェック︒順調にいけぽ

理していたのが現状︒このため︑

五や一難齎から操業を開始する覧疑しだ︒いよいよ再処理脳毅建殴も二一めの段購を迎えた︒
鑓閑済み燃料から荷嗣のウラン
所内の二十二万平方綴の敷地に建
設が求められていたが︑このほど

わが国に本格的な再処理工臨を建
毅する必要があり︑その繭段階の
主工鵬をはじめ廃写物処理場など

ニニ︶︻︶︑

好評発売中

昭和裏盆

ABCCを改組し

野二六畷ーニニ一一

／

叢

ミ

㌧

︸

商工美術株式会社

ージ欝N無＼＼

纏ぷ

粘︑罫引

原子力を私たちの生活の中に
壁 ・
デザ冒ンする
。
越輪駐蕪＼慮麟 ，

嬉謬ご

遭謬

︸

寧

燃市駆鰻谷仲之町2蝿形ヒノレマ542／醗。6㎜25鴎41

鱗所

麟鱗

やプルト一一ウムを分離して︑核燃

テスト・プラントとして作られて
附眠鷹毅の建設工購がほぼ完了︑

料サイクルに糊すことを國的とし

いるのが︑動燃璽業団の再処理施
八日に報遊騨へ公開された︒

だ蕩処理施殴は︑核燃料リサイク
ルを完結させる上で原盤力関発に
設である︒

〆

昭和四十六鋸六月に繕工してか

多ζ︑多

写爽㊤機械処理セルの心霊こ

不可欠なものだが︑わが圏にはな

多多多ノ

／

いため︑これ謙で海外で婁託蕩処

戦翫・

転
二多 多ζ

らの糠入技術をその土台としてい

る︒州璽準設計の認旬レベルがなる︒しかし灘入という単純架購

ことを思い起せば十分置なづけ

いのが困る﹂︒メーカー上郡の一二ンでなくメーカー翻身が約得す

﹁安全研號の強化が冥々予騨に
反映されるのは好ましい︒ただ外

致した二二だ︒二葉のような整備るまで性能を実際に確かめ納入し

装躍も一台で数億円から数十億円

ている︒そのために設眠した試験

だ政府の力

い︒

された塾準︵コード︶はまだな

国に比べま

い﹂との声

入れは率

には金もマンパワーもいる︒﹁採

のいる憂目づくりかかるものがざらだ︒外憂研究
のための工学誠験を民悶がやるわ

塑性の罪す籍醗で精一杯の安全襲

権威づけ
学的安全設

いわゆる安全研究にも圏と民間の験はやっている﹂というのが民闇

けにはいかない︒このあだりから

がある︒工

鮪の黙紐試

役翻分握がはっきりしてくる︒低の契偶といえる︒

験を串核に
して安金型

的色彩の強い安全研究や各禰墨準ガンバリもこのところ息が切れて

物処理処分など墓本的な關発研究腐まりで薮規発油が鰹滞︒民間の

準︑毅麩 線懸放射線の適伝欝欝響とか廃棄 原子力発繊に対する反対運動の
審憲憂雌確

で︑原営力機器など製晶・酸舖の

策定のための工学的安全研究は難きた︒総総︑原子力発趣に対する

準さらには

立にまで拡

国民の理解を得て︑安全の霊翫を
充が璽講さ

脚悪霊翻試験や改良研究は罠闇進めるほかない︒そのためにも国
内メ；カーがさらに建毅経験を積
わが国の羅水炉技術は︑楽圏かむ必襲があるのだが︒︵おわり︶

で︑というわけだ︒

轍濾

弊社の企画と創造性が新時代の原子力産業を

衷撚隙谷戴千駄ケ合3−5フ6予151／聯舌03−402−76Gl

傭絆

ヅ雌獺

f聴
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展示する技術はものを創るこころです。
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研

︒磯弐萱

鎌

むつ原子力船展示館

≧︑ノ

団

a

い︒それには安全塞躍︑設翫塞準

ほしい一という懸盤は厩闇にも強

準までを作成整鮪することがまず

さらに異体的な工覇認可審蛋の甚

田圃︒国はこうした基準策定に必
腰惚安全研舞を一魍強化拡聴して

政府の原子力関係予騨に占める

ほしいという︒

十五億円︑四十八年の五十一癒円

安全研究予騨は昭和四十七隼の二

れる時期に

発を描進ずるうえでの惣携である

あり︑それが国民舎慰の原子ヵ開

四十九蕉の首一億円と︑この三無

一憾円を予三鷹覆している︒

間ほぼ悩溜を続け来年には否九十

基準つく りは国で

漁
（7）

本祉

明快にやさしく伝えます。

≠U
騨

﹁安全欝董体制をしっかりして

いう︒

ム

子

気

譲
﹁原子力安全騙象の根底は︑原

子力にまつわる㎎安全㎞について

これは蜜全審査以劇の問題であり

の瞭民的含意がないところにあり

その点についての政府︑原子力婁
興会の努力が︑安全霧査機能の拡
充とともに必璽とされる﹂ーー︒

山金膿団体舗のあり方を検酎して

いた原子力委理会の環境安全専門

部会は十月中旬原子力委騒会に箸

てこうつけ伽えた︒安全論議の都

申した報告の中で︑改鶴点に添え

慶シワ増せをくう安全牌門審査会
内部
として揮入された一項霞と

の立堀を代弁して︑あえて

確証試験は民間で

ニ
脚扁
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く

ﾚ愚蒙

視察団は騒初︑デトロイトで開
かれた第九旧世界エネルギー会議

殴︶︑イタリアのカオルソ茎発醗

フェニックスおよび廃棄物処理施

ール原子カセンター︵欝欝塑慰炉

鑑

く

﹂参加して

1973年開催のRI会議の全貌を記録

け︑燃料の破篭は皆無だそうであ

抽とガスによって一挙に一一五％

KWということで︑ちょうど臼本 と同様︑一九九〇隼代といってい

いだ︒AVRは約五隼間動いてい

問し主として趨温ガス炉の器を闇

官庁許可・届出の全てがわかる

される︒

スプレイで姫心内部の状況を観察

る︒綴織波によるビジュアルディ

七頁二十八万KW︵十七塑︶︑一九 が︑やはりその進め方はこの四五

となる謝画である︒

の計画とほぼ岡程度のようであ

フランスでもう一つ印象陶だっ

るが︑騒初の四薙闇は擾氏八百五

で来庫運關の予建︒よく知られて

を訪れた︒八＋瞬万KWのBWR

■＝＝●●

㊥内外アイソトープ研究の成果を紹介

であった︒

いわゆる新エネルギ⁝といわれ

されるように擁璽かっ口実で︑F

八五年蕊でに四千九十万KW︵三 〇を聞においている点からも鮭測

る︒しかしそれよりも頭の癌いこ

たのは用地の石釧である︒現在︑

十麗︑その後陣蕾五十度で運癒レ

いろな種類の縛網炉を手がけてき

■●：脅●亀︒30●；5■＝

㊥写真、図、表も大量掲載；

㊧万全ですか、貴事業所は？
㊧放射線管理で、お悩みの方は？

難雛踊躍

原子力関係では︑来国が軽水炉

し︑とくに燃料装嵐の確羅をやっ

る分野では水翼が最も期待されて

フランスとか西独ほどの激しさは

おり︑黒瀬も多い︒酋独ユーリッ

ている点などは圏新らしいものの

なく︑やや落ち魑いていると欝え

ックスの優秀な成果︑カナダが熱

水炉CANDUのタイミングのヒ
よ研究所では高温ガス炉による水

五〇とスーパーフェニクスー

一つであろう︒このフェニックス

の実綬︑仏国が蕩還贈殖炉フェニ

置では鍛力より水脚の方が輸送コ

素利用のプロジェクトがあり︑米

庫までに緻恐し︑ほぼその丁霊で

BRの実嗣化は︑米国で闘いたの とまった醐は聞いてないが︑いず

とは︑八二矩までに溜る蛭用済み

る︒火力発餓所は十四計画してい

原子力発躍所を二二できる用地は

でに建設に糖糾している︒さらに

ートのことを考えても九百五＋魔

ける風通しはあるが︑プロセスヒ

所にそれぞれ酉万KW級を閥墓設 ている︒将来重度以上にもってゆ
る︒民間に対しては数函ゾ／年ぐ

綴できる︒一穴につき八⑬を塞雌
フランスはF8Rに対しても旨趣

た︒騒近ようやく︑ここ十鶴間の

のダムに流し︑ここで小型の水力

いるように︑温銑水をサイト下流

が︑燃料は6型︵八×八厳︶を便

︵齢：

加えて発霞所でさらに五十臼分を

●＝

あり︑例えば︑フランスでは石油

冨G冒●ρo偽
：o
璽・
・
；■．

このような滋味では確かに欧米

たそうである︒EC本部へ行った ゆくべきではないか﹂︒

ソ

頒価9，000円

英国の原子力蘭発のテンポは・

さを︑それぞれ強凋した︒とくに

油に期待が大きいのではないかと

⊥

来國は門商爾歌謡入時から三十琿

四五〇を設計し︑これは実際国内

恵う︒英国中央聡刀庁で閉いたと

一二〇〇との間にフェニックスー ようか︒これはおそらく北海の石

にはつくらないが︑輸撮用として

ストが安いと醤っているが︑英国
の人は︑やはり醒力の方が安くっ

注文があればいつでもつくれる状

の問に米国の金エネルギーの二〇
％を軽水炉が受けもついという欝

いうより地理酌条件の相異による

くと諮っている︒政府の買え方と

態にあるという︒フランスのFB ネルギー自給率は五芭％であった

は眠れるジャイアント︵石炭︶を

い方をしたが︑このことは他部門

ものと考えられる︒

囲覚めさせてくれだ︒親朋石展の

に比べて開発のペースが速いこと

ころでは︑一九七三年の英國のエ

埋蔵騒は︑現在の生産羅︵丁霊二

を強調しだかつたのだろうと製麺

の要求に応ずることはできるが︑

う︒つまり一九八五無に約六千万

十五基︶の軽水炉を開発するとい

R三面はこのように渓講にみえる が︑一九八○年には北海からの石

原子力発電所饗膳の晴期でもあり

薦独とイタリアについては︑ま

すぐそのあとの対策が必嚢であ

燃料の壁戯の問題である︒ウラン

たが︑これを鵬基に威らすそうで

全国に四十か所あるという︒一か

西独ではユーリッヒ研究所を訪

濃艶縄延心分離機は野繍と繕頼性

ある︒現在︑契約を終えたものは

れも当面︑軽水炉が中心である︒

に璽点をおき︑オークリッジでは

二十八塁で︑そのうち十二棊はす

る︒

軍士︑酎久試験に全力をあげてい

らいのパイロットプラントを提示

九蔚五十度ではどうしてもいけな

来る人はよく千度を口にするが︑

で何とかやれると思う︑臼本から

としているが︑周辺のことも響え

し︑希盟があれば一部桑田をA8 的で︑一九八五年までにスーバ⁝

る︒

フェニックス︵二十五万KW︶

開発炉型を勇めた︒軽水炉か璽水

イタリアではカオルソー発鷹峯

英圏Ilこの国は原予力公社の いのか︑ということであった︒

の見学は鍛近厳しく制限されてお

炉か議論したが︑結局画すぐ間に

人が自ら欝っていたように︑いろ

り︑そのチャンスが非常に少ない

含わねばならないという必要条件

る︒

につくることまでは決定してい

一基はフランスに︑第二墾は西独

万KW︶を四基づくるという︒第 二百診を確保しておくといってい

Cが立て轡えてつくらせ︑さらに フェニックスーごδO︵首二十 て︑一つの用地としては筥五十〜

謡えている︒

商用プラントに発声させることを

全般的に受けた団療は︑米政府
はすべての点で民闇ベースでやら

という無味でも︑このたびの視察

閑するという点で︑臨界以後のデ

山繭所を鋤用かすことになってい

のハイライトであった︒昨庫八月

ガス炉については︑マグノック

GHWRに決定したという︒

贋＝●量・●

湿ガス炉︑核融貧と兜を急ぎ過ぎ

各国は︑ウラン濃櫨︑萬処理︑廃

Radioisotopes

on

Conference

原産派遣の視察団

羅
千無分ある﹂という書論が印象的

十二惣ゾ︶を維持するとして約二

●・

由

せる万針をとっており︑政策朗に

慮していることだ︒再処理は一九

も民闇をエンカレッジするよう配
れそれその疑点の総発電容麗の一

八二鎌以隆は民間に移したい︑ウ

︐

脚がン雛

九八菰隼には二鱒六千万KWでそ

が︑一九八○年には一迫KW︑一

軽水炉が主体で二千八再万KWだ

栄翻⁝一現在原子力発電殴備は

に溺谷をおいて述べてみたい︒

圖で受けた印象を︑とくに原畢力

騨を含め山ハカ国を訪問したが︑各

さて︑エネルギー会議の後︑米

麟懲

う技術の開発︑自給自足の体制︑

た立厨で戦略的に袴えているよう

他國との協力などを各圏のおかれ

子力研究所などを覇問した︒した

むしろ各隈の原子力・エネルギー

第九回世界エネルギー塾議は︑

である︒

がって︑技術的な面だけでなく︑

に対する政策を比較的よく聞くこ
とができた︒

視察の印象を一口で醤えぱ︑欧
楽各羅とも︑とくに昨年のオイル

石油の消欝を燕少させるために原
子力を︑どの蒔機に︑どの開魔醐

驚異的である︒節約の方︑法︑新

フランスなどの原子力開発謝画は

とくに灘源をもたない國︑例えば

二樫︵PWR︶発羅所︑仏マルクこれを魑爽に実行に移している︒

ミ⊥一躍︵BWK︶︑ジオンー一︑入するかという掻期醗圃をだて︑

ち︑さらに施殴として米国フェル

力︒エネルギーに関する酎論をも

L︑室殿力庁︵英國︶で・原子 を撫舗し︑その上にたってさらに

ギー︶︑英圏原子力公歓︑BNFだ︒まず節約によって大蝿に幌延

DF︑CEA︵仏︶︑EC︵翼ベ
鋼ル
に敗り澱んでいるということ

ネル ギ ー 雀 ︑ A E C ︵ 乗圏︶・E
ショック以来︑エネルギー問題に

に謬加︑その後エバスコ︑遡邦エ

ド肌

駈︵BWR︶︑西独ユ⁝リッヒ原 エネルギー源の発冤︑それらに伴

六％︑三〇％に相当する︒八○年

代にはガス炉︵GGA︶がかなりラン濃綴は今でも民闇企業に任せ

から経験のある璽水炉︑つまりS る︒嫌そのものはBWR14型だ

と聞いている︒FBRに関してもらも魑爽に動いており︑環在濠で

覗

る︒単価が上ればますます苦Uく

るのではないか︒もう少し爽繍を

部では璽水炉の翫画が相当鵜めら

とき︑会議が終ると穏ちに羅灯を

賦物の貯蔵︑処理などに関してよ

591−6121（代表）

i，1、

玉響
聞

業
産

力

原

臨界︑十一菖に送纒を開始してか

稼働率八五％︑スクラムは計騨機

●・8嗣鼻

巖後に英国璽刀庁の一入が︑ワ

状況を簡単に述べたが︑とにかく

なる︒身近かなところでは︑曖騰

横みながらこれに附随する問題も

いう例もあるが︑これもやはり︑

れるだろうというのが︑一般約な

消してしまい︑歴休みにはエレベ

屯
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導入されよう︒FBRは一九九〇るというのが︑政府のポリシーだ
年から九五重篤となろう︒一般悩

フランスのフェユックスの成果に

︒零

ス型はやめる︒AGRは当分新規ータが注囲される︒
対し敬態と欝蟹を示しながらも︑

のであってすべての颪で民間に受

①三主の原子力発鰍所は田簡のも

︐O﹁︐〜■卿．昏．

の故瞳によるものが一回あっただ
これはやや楽観歪な見方であり︑

報として八五年と欝われているが

て九〇隼代に電力会社がオプショ

なるが︑来隼半ばまでにこれをO

鮪認させると欝っている︒

け入れられるものでなければなら

・五％に抑えるQ薪涌の軸く醗は

によるインフレが現在隼欄四％に
ない②フランスのように政府のペ

おそらく八○三代後言から計画し

鐸灘
ンで一〜二錘程慶建設することに

ースでどんどん遜めるわけにはゆ

当面は軽水炉の針薩をどんどん望

に対する消顕璽鑑三分の一に減ら

禽めて︑落ち囎いて開発を望めて

インを片手に個人的に醤つだ霞藁

ントも︑設翫変更︑コストアップ

なろうと欝っている︒デモ︒プラ

っまりよみとることができよう︒

も︑民闇ベースという漕え方をは

めてゆく︒将来は醜還層殖炉であ

に抑える︒ガソリンも㎎％減らし

す︒そのだめに蜜湿を二翼翼以下

いる︒ウランの輸入墨隈は徐汝に

畏間をサポートし︑エンカレッヂ

晃方である︒各国の原挙力開発計

遮しだ謡に翫べると︑やや未来オ

ゆるめ︑一九七八年までに約一塁

するという闘え方に変りはない︒

リエントであった︒将来︑石趨に
代わるべきエネルギー源の本命は

ぐらい緩和し︑八四年には完全に

り以上翼卿に取り継んでいるよう

フランスーーこの麗の原子力開

ーターも休止させてあったのが︑

自由化する︒欝処理は︑アライド

十Bとし︑とくにECではこれに

に馨た︒
︑国もECもエネルギーの備薔を九

画から推レても日本の八五年六千
原子力︑核融合であるとしながら

と思われる︒鍛初に述べたように

万KWという数字は妥嶺であるつ 印象鮒だった︒このようにして来

・ケミカルの千五酉ナ／年とNF 発針画は罪常に秘極的である︒現

万KWだが︑一九八O隼までに千蚤国のエネルギー対策は切追感が

Sの七百五十沸／葺︑醗二千二百 筏の原子力発奮は約二百五十

も︑悪外に石炭に齢する期待が大

五十ジ／鋸のプラントが一九八二
カー ル ハ イ ン ツ 被 長 の ﹁ O P E C

きい︒とくに涯独ルール鉱寓三社

﹁一般にどこの国も爾転炉︑趨

騨価している︒核黙坐炉も兇噸し

り︑その図無段階にガス炉がかな

を紹介して馨﹂う︒

足をふまえて各国協力してエネル

がついてから鍵用化まで二十矩か

溶融堪炉のように︑一旦田簡に移

り入ってくるだろう︒そして︑一

金額で制限し隼聞五酉十緻渇とす

ギ⁝問題に対処してゆこう﹂とい

ら二十五焦はかかるだろうとかな

トとして取り上げ予騨をつけたと

したが︑爆睡再び國のプロジェク

以上欧来各国の原子力に関する

う趣旨の演説で会議の繋が開かれ

つく蒔期は一九九五年頃と謬えて

り撚罪な狸寝であった︒見通しの

かないi一などと醤ってる点から

た︒会議の内容は︑フォード大統

︵讃初の約二管︶などのために再

領とかサイモン観照擬冒などの切

初日︑フォード大統領の﹁嵐給自

原子力計画、着実に実行
懸縫葦子山田周治

鞭難

鯖九回箪工＊ルギー金臓 の も よ う

藍絵戚繋る欧米各国

（6）

第751号

（篤三極郵便物聰葡

宿
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二二料肇鎌1分前金3000円
力

遠心機効率開発へ
が︑このほど愛盛︑﹁共岡聞発会

技衛情報を相互に交換
B立製作筋と爽察芝灘開口︑三菱露工鑓の三社は︑このほど︑ウラン濃縮絹離心分離機開発のため

乗せていくことになった︒

を題じ﹁横のつながり﹂をももとうということから設けられたもの︒技

識﹂設騰の形で協翻路線を野瀬に

塀

の﹁共岡開発金議﹂を発足させだ︒開発会議は︑わが圖遷心分離法ウラン濃縮研窺の中核となってい

なかっだ三菰が︑この

金議は各社技術陣を主としだ構

る鋤力炉・核燃料閣晃購蕪閣とこれまでそれぞれ単独で協力︑いわば﹁縦のつながり﹂しかもってい

・プロジェクトとして遣められて

蝋機で饅妊な成鶏が偲られたとし

は濠だまだ鍵聚の段階﹂という︒

いわれているが︑﹁選心機の開発

鋤燃四二剛を中心にナシ3ナル 技術水雛はいずれも縮鎖に醐いと

いる冶一一一社はこれ濠で︑それぞれ

帽当残されている﹂ともいわれて

要なパラメータで未解決の問題が

閲係筋によると︑﹁技術開発上必

科学技術政務
次官に片山氏

政覇次蜜に橋本繁藏︵はしもと・

選出︑当選一回︒爽玉転出身︑六

党林政調戯翻金隈︒臨調・全翻区

どを歴任︒自民党組織総局次擾︑脱．

累大文学部卒︑岡

れぞれ発令され︑就任した︒

渡辺氏略歴

大学院鰹了︒禰鵬興議︑田翻町醍

熊野含擾などを歴任︒自民党環境

翻頭金長︒禰鵬二匿迄出︑嶺選二

瞬蘭筑略歴

藁大法学部卒︒大

五︒題画凝出身︑四十一歳︒

蔵欝憲翫局調室謙撰︑大臣密贋審

議轡などを歴任︒窟属覚政調財政

謬院・石川区避出︑聾選一

回︒石

翻部会擾︑党滲院国対劃弓長︒

川興臨身︑丑十一歳︒

むつ

の放射線漏

術検討婁麗会遮蔽小無論会がとり

れは︑原子炉容羅と上部一次遮蔽

まとめた︑﹁

射線漏れ原因を調査︑究明し︑今

の︒炉心に異常は辞められなかっ

を蓄えなかった遮蔽設計によるも

もので︑原園は縄遡串性子の攣動

体とのスキ問から麟性子が漏れた

後の描躍などを検点するため内閣

に︑なぜこういつた設計となった

た﹂1との縄技術的な報簿をもと

どの闘題点や籔任などについて究

のか︑今後どうしたらよいのかな
しにあるが︑この鷹上で座撰のほ

以内に移転完了のメドをつけるこ

が六か月以内であり︑また二簗

つ﹂新出港淡窟のタイムリミット

調葦︑検討期閥としては︑﹁む

明することになっている︒

学技術庁の﹁むつ﹂放熱緻遮蔽技

当面は︑さる五日に運翰雀と科

めるもよう︒

か今後の調査︑検譜の進め方を決

会合が二十二日にも開かれる冤通

蓄︑幽門獄で構成されている︒初

れたメンバーはいずれも羊識経験

に設けられたもの︒今回︑任翻さ

繊として︑原子力船﹁むつ扁の放

＋歳︒

しげぞう睦謬・大軍系︶氏が︑そ

衆院の堀台︑すべてが嶺選二回
の議綴︑謬院は四十六鎌選雛で初

置目は渡部︑厩繭氏
政府は十五臼の閥識で︑第二次

議腐を響た灘醜の中から選ばれて

索大日栄風蘭︒高

田鋼改造内糊の発建に伴う政脇次

片山属略歴

いる︒

鱗欝林騒擾︑群馬興林務部擾︑東

科学技術薪政務次欝には︑滲醸

窃を決め︑岡臼付で発令した︒

院議聡の片山正英︵かたやま︒ま

蹴轡林周禦簗部擾㍉林野庁長蜜な

また逓畑野藁政務次欝には︑渡部

さひで荘欄田系︶氏が就任した︒

悟三︵わたなべ︒こうぞう腱衆・
田申派︶殴︑騰崎均︵しまさき・
ひとし目謬︒大軍系︶氏が︑経済

ら十人を任塗した︒初会禽は二十

・きろく同衆︒大平派︶氏︑環境

企画政務次蜜に安田暮六︵やすだ

た還心機勘灘關発のみならず︑そ

二Bにも開かれる予定Q

は画期的なことで︑技術の向上ほ

この調査婁醜会は曽相騰の組

の他プラント精華全般の分撫開発
などでも人や去勢といった面で効

三社がウラン濃纏研究分瞬で議

累的遮雨を図っていく払えだ︒

工堀も公開するなど醗広い協力が

か国際競争力への対処などで大き

務上の協力関係を灯ち出しだこと

進められていく図画で︑異体的に

な禦粟が期待されている︒

N謂賊講畷謬論噛飾鑓鑛鎌脚欝

﹁むつ﹄問題凱調査委國雲が発足

首相直属で原因究明

はパイロッ概プラントを旨漂とし

桐互に偶報を交換するほか︑蛋祉

きだわけだが︑ここでは︑三暫が

を軸とした﹁横のつながり﹂もで

成︑いわば技術横二二的なもの︒

いるわが国の還心公離法ワラン濃

の立撃から愚慮技術によって︑還

術臨写を棚互餐換することによって投資の璽優を避ける一方︑マンパワーの畠中化を図るなど遡心分

縮研究は︑昭秘六十蕉度の爽縮規
ても︑カスケードを綬んだ棚合に

心機を含むプラント機翼關発に当

これによって新しく︑贈燃珊灘団

換工嘱稼動が当面の呂穗で︑この
それがどうなるのか︑安全穫はど

それだけ多くが必蟹だ︒關発スピ

たってきたが︑これでは人も金も

離機の効率關発が霊なネライでもある︒

ため覧十一館をメドに第一次チェ

のほかトータル・システムとして

うかなどといった問魎もあり︑こ

ードをあげる点からもこれではま

ック＆レビューを行なう翫画︒規

の縫済性の遡求も肝要だ︒

蕉︑岡上灘劃策海瑠奨筋で日立︑
爽芝︑三目璽工三社による誠作遡

って協調化の塑傭を進めていた

争の段階は過ぎだ﹂との判断もあ

励燃鵬業団はC⁝i属隷に引き ずい︒このため︑かねて﹁長内竸
続き︑二百五十台カスゲ⁝ド化に

心機の蚤撚物師試験が行われてい
るが︑これらの誠験では単機を愈
よるC⊥璽餅圃も遊めているが︑

とが地元と約束されていることか

結論を出す必要にせまられてい

ら︑来遜にも一応なんらかの形で

轡がないよう︑湾黎防止と安全確
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現状変璽を行なう煽合は響蔚に協

これで愈墨型憂︑出力にして三函

わが国の運賑巾原子力発囎駈は

及ぼすようなことがある場禽は臨

議する⑧周辺環境に璽大な影響を

逓開に持ち込む計画だ︒

国餓大級のもの︒四十四穂懸から

職中の鷹子力発電所としてはわが

建設に魑孚︑今年二月燃料凝荷︑

八十九万

一などがその欝子︒

⑤安全監視などの縮累を報告する

や環塊調査に漁民の要求を入れる

ちに遷転を鰹止する⑳安全性確認
三月から調整運転に入っていた︒

二千KWとなった︒

査に合格︑欝簗運賑を騰撰した︒

広域協定締
結で合意も

を対象とした施設者と漁遡など偲

を対

した︒

蹄潮欝欝秘聡窟︶をそれぞれ発令

石塚鋸鎌︵欝欝窟鰐欝欝課長補佐

密膠付︶を︑また同放射能謙擬に

力周調査謙擾に川瞬雅弘践︵擾窟

科学技術庁は十八田付で︑原子

科技庁人勝

調査︑放射能課長
に川崎︑石塚両氏

︵策大医学部教授︶

爽︵藥大名欝教擾︶▽吉灘康雄

広 ネルギー技術協会理購︶▽齋識雅

名醤教授︶▽禰斑雅美︵日塞熱エ

兼論説婁蝿︶▽蒋灘一雄︵大阪大

長︶▽堤僅展︵臼経新醐縄藥婁員

▽杉本正雄︵田立総合計画研究所

柴田俊一︵京大原子炉実験研翼︶

︵東工大原子炉工学研究所長︶▽

︵梁工大名門教授︶▽境爆発武

力工学研究施設教授︶▽大山義年

▽安成弘︵爽大工学部付秘原子

る︒十人のメンバーは次の通り︒

で・出力は八＋二万六千KW︒運 う里年間にさらに照薦万KW強を 保につとめる②発電所の聰設など

︵PWR︶一壷設空したもの
もそれぞれ運開させるなど︑向こ
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む小ブロックことの運糎能が実

かかる予定だ︒

羅︑近くカスケード試験にもとり

高浜﹈号運転を開始

このカスケード試験﹁ClI翫
画﹂では選心機爵八＋台を組み台

関西自力の灘浜原子力発爾十一

逓転關始は︑当初八月からが予定
されていたが︑大型炉ということ
で懐照を期していたこともあって

別の安全協定はすでにいくつか紬

これまで︑入会罹や漁業権とか

一緒にしたような︑いわゆる

ばれているが︑こんどの六府緊を

年匿宋メドに翻印へ

十一田︑醐浜原子力美麗所運開を

円︑登醗原価はKWH当たり約四 なお開繭塾風はこれよりさきの

となった︒総⁝工㎜蟹は約六画七十趨⁝

機に︑禰井︑京都︑石川︑兵塵︑

約三か月閣ズレ込み︑この臼から

これで同社の原子力発囎斐傭容

円が腿込まれている︒

を臨んだ例はなく︑今回
遜根︑属望の六府県漁業協同組含

立ち入りなどは国の原子力行政に

がその初の試みとなる︒﹁漁民の

域協定

羅は美浜一︑二半とあわせ三基百

る協定を糖ぶことで墨壷︑近くこ
玉無舗全体︵千山ハ︸日四十四万九千

広域

群すものになる﹂という点でも画

﹁購代の流れに即慮︑立ち入りを

象としたこともさることながら︑

今回の協定締紬は︑

として避けて遡りがちだったが︑

盤錯をきたすおそれもある﹂など

六＋六万六千KWとなり︑同手躍 と環境保金および蜜金確保に関す

れることになった︒

XW︶の一〇・一％が原子力で占 のための安全確約櫨がとり交わさ
められることになった︒閲徽は同
サイト︑櫃壷漿大飯郡墨隈町田ノ

田
浦に圏出力の轟浜二母機を建設中

をメドに締緒される冤通し︒﹁安

﹁協定﹂は︑来年三月三十

で︑来奪七月避開をメドに︑この

内容など壱確認したもので︑⑭関

余確約盤扁はこの協定に盛り込む
ほど燃料藤荷を開始したが︑引続

や放射性廃鳳蝶によって周辺に被

鰍は発認所から放出される湿携水 期的なものとなりそうだ︒
二弩︑菰

き懸盤㎜黛七月には蘂浜

ト

高速増殖炉プラント

世界の三蔓

あなたの三

安全性と信頼性に定評ある

黒菱躍機株式会社
三菱商臨株式会祉
三菱金属株式会社

PWR船舶用原子炉設備

官

片

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

pWR原子力発電プラン．卜

ン

三菱PWR原子力発電プラ

遠心分離法
ウラン濃縮

美浜一器機は加圧水型軽水炉

関西電力︑原子力10％に

社が独離技娠により別欄に關発し

毎機が︑十四霞︑欝庁の使用繭検

る予定だが︑各機はいザれも︑三

たもので︑型戎もそれぞれ違う︒

営i藁遼転を1開始した関西躍力・凝1浜

わせた各機の塞証性能が試験され

設騨

十二奪四︑十月には大飯一︑二讐

9

原子力発躍所（手口が1丹機）

嬢毒養棄京5895番
謹舌（591）6董2駁代）

棄察都港更新橋1丁厩1醤13擁｝（棄電旧館内）

繊
△
置
産

子
本

発行所
昭和31驚三3ナ112B纂三種郵便物藁蓑可

（送料共1
竃部70円

︑

．

蓼一〇

結んでいた加圧水型原モ炉︵PW

鋼はあまり期待できず︑来国のエ

庫までに国産エネルギー供給の製

げ

煙＼−
／

エネルギーといっしょにエネル

し

りが示すように︑はてしない圏

後鷹界の原子力のリーダーだっ

趨・

試射

照照

験託

試委

名古剣支店
工
場

名吉燈市中村区広丼町哩丁碧＝審地の1（聚洋ピル）
伊吹・縄知。大阪。横浜。市川・芝：浦。堺。下灘・千藥

﹁プロマトム︵PROMATO

M︶﹂社を殴際した︒新会社は︑

ン・コムラン氏が就任︒

ギブソン氏の

．P

らとられたものとみられている︒

そしてG・シーボーグ氏︑プ

た﹂というゼネラル︒エレクト

リック社のショッキングな発表

その後の原子力雛注の慧増︒だ

がシーボーグ時侵の終りには︑

て原子刀発題の実役化がそれほ

ゴフマン氏らの枇判に蠕を発し

拡の曲り角だった︒来ソ聞に軍

火級セメン昏

ルの三社はこのほど︑共同毘澱で
︵簸FRP︶で再処理するという

済み燃料に限られているが︑これ

して原子力分野のコンサルタント

親会社三社の販路網と組織を利用

学者で女性婁心事のD・レイ女 はテネシー渓谷開発公社︵TV大拡張が行なわれたのもこのこイマー博士の公職濃放という悲

その後のシュレシンジャー︑

てくる︒

ホール原子力発命索醗画︵五三

1

契約を縮んでいだ電力会社の使用

で同社は澱在的欝藏瑠簗暫の一つ

ロマトム社が原子力プロジェクト

を行なう︒また親会社三社は︑プ

このGE社の動きは︑E・R・
とエンジニアリングに関する業務

に数えられることになった︒

の電力会社に対して共同の使用済

ョン︑衝理を行なうのに必要な援

に関する計画化︑コーディネーシ

ジョンソン・アソシェイツが個汝

加を呼びかけた後に歌われてきた

み燃料貯閉所の設翻︑運嘗への謬

リック・トン・ウラン蛋たり串間

A︶総裁からトル⁝マン大統領ろである︒しかし一方では︑醐劇的な稲置もおきている︒

全力的対応の階代であったこと

年︶が雛衷されて︑平和利用の

癒

滴

もので︑GH社は貯蔵緬格はメト 助をも与える︒代表取締役にジャ

一万がになるが︑この程度なら発
躍コストにそう響かないだろうと

米F巴A畏留人事

任命取り消し

フォード米大統領は十一月十二

リュー・ギブソン氏︵元商務次用

総懸の後任に決定していたアンド

ヒル逮邦エネルギー局︵F鴛A︶

日︑先月二十九日に辞任したソー

みているようだ︒菌下︑MFRP
の既葎の貯藏プールをより効率化
し︑現在あるすべての爾レベル廃

︵五三鎌︶から

史だった︒レイ反史が指名され

時代︵一九五八〜六一年一月︶

周に椙当のウエイトが置かれた

を消すことになろう︒

︵K・K︶

放射線照射の利用

働

松

取締役批畏

棄物プールを健嘉することによっ
て︑新たなプールを増益せずに︑

その貯藏能力を九十ジから応臼沙

ている︒

にあげるための可能性が研究され

た︒この描躍は︑ギブソン氏が昨

瀬︶の任命を取り消すと発表し

ていた国際石油輸送金社との特別

リング会社が設立

原子力エンジニ・ア

なつながりが暇らかにされ︑議会

犀から今年初めにかけて社撰をし

仏の三社が共問出資

民間移

の子会社ソシエテ・ダンジニエー

報の機密解除︑羅の

ルトニウムを晃湿した原子化学

際蕾理案︵バルーク察︶が棚上

者が登曝する︒その学蓄的風貌

醗画を軌謹にのせた︒最初

げになり︑環繭冷戦の入行の雪行

力聚聡は箋用隠代を迎κ︑AE

いが︑その任期十年の聡に原子

と明蜥な演説は諫だ認憶に新し

でリリエンソール氏は水爆開発の原型発鰍所シッビングポート

︵一九鷺O〜五三年︶は文字ど領が米團の政策転換を演説し︑

つづくG・ディーン氏の蒔代趨総会ではアイゼンハワー大統

@＠に反対してついに辞誓る・識︵軽水炉︶が発嚢れ・国

︶

のー
承認
●G・S？EC・PUKグル
プを響るのが菌難との配睡か

いまのところGE社が提案してい フランスのグループ・インター
を八○年塞でに九千三百万KW︑ る貯蔵の対坐は︑並家を甲止した

翫デ；タとして原子力発爾の目標

︸

の不確定要棄を蓄恭した堀命︑八八五隼二謡千万KW︑ま盈簡岡社のミッドウェスト隠処理工鵬

@蕪蜂彫自立計画で報告

政府内では批判的

用炉︑天然ウラン燃料サイクル︑プルトニウム燃料︑ウラン濃縮技術の分野にまで進出している︒澱本金は五千八百万ドイツ嬬︑九月

− 一 一三EG撒＝ 難・國

入れ︑シーメンス社が当初露国の

九七二奪の八千百万ドイツ嬬の欠

R︶の技術ライセンス︑窪たAEは十一月十二日︑エネルギー偶偶

KWU祉の収支状況をみると ︑ 一 ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス ︵ W H ︶ 社 と

瀬大があるといわれている︒顕爽

掘から昨年六千七蕾万ドイツ嬬に

Gの所萄していたGE社とのBW

来正劇エネルギー周︵FHA︶

減少したものの︑欠掻分のほとん

瀦購蕪艦齢船

どはAEG関係から生じだものとRライセンスの移醸を受けるなど

金属褐速増殖炉およびこれらの燃

みられている︒KW夏薯しては 現在では︑PWR︑BWR︑液体
今矩中に欠掘を半分にし︑七六年
料サイクル︑璽水炉︑原子力プロ

さる十月十一日︑豊松原子力

AECのそのときどきの闇題におりの大躍拡時代︒原水爆のよ多彩な﹁自照鵬原子炉試験誹 Cの性格も変った︒インディア

型発躍所の発成︑一九六四年の

ンポイント︑ヤンキーなどの原

領の机の上で土呂され︑成立し

しかしこの蒔代は︑一方で核
穂をおろす法察がフォード大統

婁璽誠︵AEC︶の擾い歴史に応じて︑それぞれに特色のある うな大型破壌震羅からさまざ豪 画﹂がスタ⁝トした︒

た︒その繕菓AECはふたつに大戦後の一九四六年の秋︒初代 でAECは一大兵器蔽と化した ECのウラン圏上げ醗は三千菌
子力は今や寮来機器なみになっ

な戦術核與器︑原子力溜水艦︑

おり︑当分は強力に消翻節約につ

前政権聴代の昨年十一月に発表さ

分翻され︑研究開発部門は在来
という自立計錘の還成は深酔上︑

残りは独立の原子力規糊婁瞬会

ギー研究開発周︵ERDA︶へ

姿消継姻響解熱糎
している︒

つた︒ストロー

ることになろう﹂との数字が出さ

に招かれて就渇した︒リリエン速増殖実験炉EBRi1が円心

AECの巖後の婁麟畏は生物婁團撰のD︒リリエンソール氏 観があった︒ウラン濃縮工堀の ズ氏との而立から︑オッペンハ どかんたんではないことが分っ

それぞれ発足する見込みだ︒

︵NRC︶として来確一月から

函難であると受けとれる結舗を出

まだ・．FEAの当初想定では
﹁八五年までに米国の総発躍容騒

れたが︑これは鍛近の原子力発蟷

ソール氏に白羽の矢が立ったの三六の原子力発餓に成功し︵一

のうち三〇％は原子力発露が占め

A￡Cが範足したのは第二次原子力航蒼海の溺谷が目白押し璽鰯竸争もエスカレートし︑A第三回ジュネーブ会識では﹁原

なくし︑エネルギー三尊を目指す

れた一九八O庫までに石油輸入を

委醜贋が登等している︒

とめるべきだ︑として︑ニクソン

入依存度をどうするかにかかって

ネルギー保存は海外からの石油輸

には完全になくしだいとしている

が︑A鷺Gは今後の巨額な澱金支 セス・ヒ︑ト︑脱懸プラント︑舶

蝋ご

贈寧

と出るかと危ぶむ閏もあったが

たときははたしてこの大役がっ

つづく爽簗瞭マッコーン氏レの
イ両氏の階代が躍塊論華への
運延の発表誤謬に米原子力無題会

所建毅スケジュールの繰り延べ︑

からだが︑当時の国際気勢はこ

とを印療づけた︒

AECは醤くも悪しくも︑戦
ルギー危機のなかで︑米国の次

体雛を改遷し︑耀境論翁とエネ

プルには核羅擶の要求がはんらとがはっきりする︒

の希盟にそむき︑AECのテーすう勢は榔えられなくなったこ和利用協定が繕ばれ︑マッコー
た︒そのAECが今年論りで姿

は露う濠でもある豪い︒

たもので︑不十分なウラン麗源と

の倣代のために原子力の戦確を

レイ賢聖は開発優先のAECのは︑戦後の希墾であった平和利九五一年︶︑英国でもコールダはカナダからのウラン購入打切

探鉱活動語風定された採鉱・製錬︑

敷く仕鵬を立派にやりとげた︒

︵AEC︶想定のもとで差出され

ウラン濃縮と礎鷲済み燃料の萬

のあとをうけて︑原子力発餓偶

蕊代目L・ストローズ氏はその共葎がようやく本物であるこ

ン翫自身ソ塵を紡翻して︑米ソ
処理能力︑酔認可および建設︑そ

りリエンソール氏らが作った羅
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炉の開発戦略に新味
レーザー︑磁場法を急追
二焦後ミュン︵ンでの再会を約して十五凹︑1AEAの﹁第五回プラズマ物理および翻御核融苗研

となったレーザー核舞台研究の

究醐際会議﹂が閉式した︒会識は①トカマク型装園をはじめとする魑爽な研究の嵐腿②群雀と爽験と
公開解禁

﹁今後もこれまでの調子で避めば︑今婁祀宋には安全

の強い結びつきに支えられた核融禽炉工学研究の向上⑧
急速な台頭︑などを中心に盛り上りをみせた︒

肉づけ

で

マ憂生成︑菅悩に圧縮されている

に照射して二千万度の室温プラズ

を璽水観と三璽水屋のターゲット

また米バッテル研究断とリバモ

しようというもの︒

でクリーンなエネルギー源︑核融貧炉のモデル獲懸ができるのではないか﹂との見方すら出てきた︒
実験による理論の

ア研究駈が共岡閥発幽の﹁核融欝

核

のを観測した﹂と発表して注國を

んだブランケットを幽き︑核山台

︒米ウ

融舎炉への欝写翼づくり

を︑その外周にウラン蹴︑リチウ

・核分裂炉﹂は巾央に核融含裟畷

研究を総抵した米ロスアラモス研

工めた︒今会議のレーザー核融貧

蘭画から一段と鵜展したのが

ィスコンシン大学︑プリンストン

ムなどのモジュールを多数紹みこ

炉毅謝に関する発表があったほか

反応で飛び出す轟速中性子を利用

で選成可能と

に採網されそうだ︒

騰水型軽水炉︵BWR︶で金面的が増えるわけだから︑そわだけ燃

るが︑薪型燃料は︑この紹禽わせ

鍋△口体が燃料として用いられてい

本ずつを正方格子状に纒酋わせた

ることながら︑燃焼昇降上からの

で︑燃料としての磨命の問題もさ

もそれだけ温度が低くてよいわけ

蟹撫する難度劇隈といった点から

モンティセロほかスペインのニュ

ン＝嬉︑ナインマイルポイント︑

梅外ではすでに米國のドレスデ

メリットが特に大きい︒

形上の枠阻みや寸法も従来のそれ

クレノ⁝ル炉などでこの新型燃料

が装荷され順調に運留置だが︑わ

る︒このほか⑳燃料樫の無面横が
増えるため出力の平撮化が図れる

と全く岡じであるため互換溢もあ

若干変ったほかは︑燃料自体︑外

ったもの︒スペ⁝サー圏定方銭が

が従来の七本から新しく八塞に変

BWR型炉では藩通︑燃料揮七ることになり︑例えばECCSが

料一本当たりの熱闘揖も軽減され

アイソトープ︵同位体︶分離②申

大河千弘︒米ゼ

の採用を決定︑現在︑許野司繭講

が醜でも東躍がいち早くこの燃料

鰯第一原発一骨機燃料の取り薔え

を待って︑来黛秋に予定された禰
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監子源炉③核融含炉︑の過程の開
発戦賂が警えられ︑研究投螢の回

流出頭脳

②炉心体糠当たりの田力密度も問

米国GE社が開発︑海外で凹す るが︑最も大きな特徴は︑それに

粥からこの新型燃料を装荷してい

中︒同社は︑近く警司がおりるの

容騒で一翻近く増強できる一な

ことができるということ︒定まっ

よって還転衡理上の裕度を上げる

ど経済性での利点も指摘されてい

でに実証済み婦と折り紙付きの新

いでいる︒

在︑誹認可港栄のための準舖を急

用していく考えで︑いずれも現

力︑原躍両歓もこの新型燃料を採

同じBWR型煩を建設中の警部罐

新型燃料を採薄していく方劃だ︒

済みの燃料を除く他の燃料も全て

く翫画だが︑引続きすでに手当て

型燃料﹁八×八格子攣冒体燃料﹂

た燃料スペースの中で全体の本数

鯉幽鑓麟躍

が︑わが国でも︑開発申の同じ沸

皇胤懸

一〇〇％で工堀用その勉および輸

録本アイソトープ協会はこのほ

ど﹁第十二回理工学における同位

の纂輯となる研究論文で︑⁝部に

技術に璽点をおいた論文と︑利用
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﹃

肩鶏．ガ

げプげ
ぜざ
む ロぼア

ロ

り

ロニニ

噂

﹁難

リサ

の
サロ

㌦

コ

⁝⁝耶

の ロ
ぼロ

プ珊鱈

三層題甥猟⁝

の

悔㍗げ・

をでロ

宿泊セット糊今金￥25，000（・・一1醐鰍→トヒス㈱

1AEA
会議閉幕

の次はレーザー法でという希塾が

頃までの工爾はガス拡敵法で︑そ

とくに同位体分離には一九八O年

収の煎からみて効躍鮒といえる︒

ためロスアラモス研究所が現在千

しだ

核融合国際会議謬加のため来日

政策会議委と懇談

大河博士らが原産

強い︒

化が突周化へのカギになる︒この

ジュールの夢現で開発に挑んでい
るが︑阪大でも今年茉から来葎に
かけて千ジ晶ール︒四どーム方式
の装躍を設賦する方針という︒

レーザー核融合︑記

トリベルピース米原子力婁翻金核

ネラル︒アトミック社核融舎部撰
阪大の山篭千代衛教授は十五臼
融合研究担当部擾らは十四日︑土

者会見でも話題に
会議終了後の罷資金見で︑レーザ

光敏夫︒経圃遵主事︑竜駕繁一︒

長ら原藤政策会譲メンバーと懇

ー核融禽研究の近況についておよ

談︒﹁ギブ・アンド・テークの精

三菱璽工会畏︑茅誠司・光璽大総

一︑光の吸収などいくつかの点

神からいえば大繭博士はさしずめ

そ次のように語った︒

で問題がある︒しかし蚕糞の進歩

﹂といった謡が飛び

になごやかに隅田を交換した︒

出すなど核融禽の臼来協調を中心

人身御供

からみてレーザー核融合は磁場を
使う方法と潤を並べる段階にきだ
と思う︒

一︑レーザー核融合研究には①

電力需要が停滞
習手持受注は20％減

昭和五十二無には五百万KWの製 ％威の千九菅四十七懲KWKで︑

﹁光の︵榮の︶圧力で

日本酒力調査蚤鳳会︵逸藤武左

増の八千二颪六十七万KW︑上期 KWで・醜回に比べ二〇％馨し
同位元素発表会
の供給礪三三は繭庫同期比O・九 ている︒用途別には爾気珊業用が
の論文募集開始

圧縮できるはず︑という予測が爽

出胴はない︒今年四月一日以降六

誕され︑さらに前逸が可能になっ

躍源構成比率では火力七〇％︑水

監余力が生じることなどを明らか

た﹂と展璽した︒

か月間の出荷寅繍は齎五十七万K

込み受付けを開始した︒論文内容

元粟研究発表△苔の発表論文の串

荷実繍に比べて一二三％増加する見

KW︑五＋三江および五言庫各 未発表の部分が禽まれることが必

込み︒製造余力は五十二年五百万

百五十六万KWで︑四十八年の出 は岡位元素および放射線の利用の

昭和四十九隼の出荷予定量は二

い︒

るQこの繕粟︑筆力需給では醗大 Wで・岡期闇中の新規受注騒はな

力二五％︑原子力五％となってい

の最大聡要諦力は七千五十七万K 腿土嚢力がほぼ鯖年の水準にとど

報告轡によると︑四十九庫八月

にしている︒

Wで繭年比わずか○・二％増にと まったのにひきかえ︑供給ガはほ

況を報告職にまとめた︒三宮後半
以来の著しい緊気の落ち込みや羅

どまり︑今年上期の鯛璽鵬力醗は

レーザー方式の核融禽炉実現に

現在の電力購給と璽露機器製造状

エ門二日畏︶はこのほど十月一壷

ると紹介︒

加熱︑三三子の生成を確翻してい

レーザー光を照射してプラズマを

所でも鍛近三蒼ジュールの九本の

そなかったがソ適のレペデフ研究

MS社の成栗に併せ︑論文発表こ

究蕨のボイヤー上土は十五日︑K

大学︑臼本原子力研究所から実周

核繊巧発躍葵現濠での段階的な開

してプルトニウム即や三雛水素を

のメリッ

ク

発戦略として﹁材料試験炉﹂﹁核

リーンなエネルギー源

憎殖しょうというアイデア︒

幽趣・核分裂炉﹂の構想が提累さ

核融含が実用化した場合︑核融

れた︒

ていくか注目される︒

の冤方もあり︑今後どう異体化し

往来技術の延長

合反慮で出てくる十四MeVの爾トは墨なわれてもゼロ出力条件︑
還中性子に耐える材料の闘雛が工
学的見地から硬調されるが︑米リ
バモア研究所の﹁材料鍼験炉﹂の

フュージョン社の研究翼が﹁出力

力節減などによる購硬の幅滞で電

会議三日葭の十三鐵︑米KMS

三省ジュールの二本のレーザー光

は一万ジュール以上の腐呂力レー

力禰絵が緩和されだこと︑原子炉

一方︑露電機器製造状況のうち

六百万KWと推定される︑として 要︒串込み区分は︑照射墨黒︑放

線利用機器など十五項國︒希望蓄

射線化学︑ラジオグラフィ︑放射

原子炉についてみると︑十月一日
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矩二月二十八鼠︒発表会はバ月十

械振興会館で行なわれる予定︒

芝濾睡気原子力本鄙はこのほど購

田本原子力購藁株武会枇と出京

日本原子力事業と東
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務所を︑榮京・千代田区霞が関か
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原子力時代の必携書！

握纂は一平方穆秒当たり＋の十煕

ミラー型装麟を八年がかりで製作

璽燭の隅速中性子束を発生させる

ザー光が必要とされる︒安定性︑

十六琿の電力再編成以来酸低の儲

比O・五％減となるなど︑昭和二 は対照的に鐘堂は緩秘されだ︒

醸KWHと煎母同期鯖力は︸七・一 ％となり︑昨年と

ぼ針画どおり竣工︑八月の供給予

光の凝議などプラズマ物理の繰題

の黍持受注醗は六菅二十万KWで 千八百四十

十二名の自計十五名となった︒

一

解決と並んでレーザー光の醐出力

取締役に伊藤

く曹﹇楠冊一辱一

海外ウラン鐙源開発会社は仏C ぴ率となった︒これに対し今年八
・三％
EAおよびニジェール国政府と共 月の供給能力は前議比一一

原子力関係の憐報︑データを撫

岡で︑今年六月にウラン資源探鉱

氏ら受認新任

業﹂︵賂麗麗OMlNAK﹄待︶
﹂

もつ可能性︑問題点︑解決への考

ストなども付して原子力関係者の

約し︑用語︑単位︑略暦などのリ

海外ウラン資源開発会社

石油に代籔しうるエネルギーと

え方などを方尚づけたうえ︑各舗

開発のための新会社﹁アクータ鉱

して原子力発躍は現在︑大きく注

﹁日本のエネルギー門訴﹂﹁原子

海外ウラン資源開発会社︵鈴木

鹸照社撰︶は＋三瀬の臨腰主総

を設立︑ニジェール国アク：タ地

目され︑期待されている︒しかし

﹁原子力発躍便覧﹂︵七四年版︶

百九十九搾︑九番円︒

立で︑和田圏直江締役の辞任に伴

域での探鉱プロジェクト鑑進で準

そのためには︑とくに安全・環境

二つの座談会において︑原子力の

原子力﹂︑﹁原子力の安全性﹂の

い僻書綾夫氏︵開西電力自社鍵︶

幡羅による坑内勝りとなるため︑

備を遜めている︒岡地での櫟鉱は

﹁原子力発躍一その不寮と期

を新しく捕充選任するとともに︑

便に供するため︑通産衝短編エネ

今後の同袖叢務の拡大に対処する

ルギー庁公益鷹業部原子力発躍諜

力発霞一般︑原子炉安全︑核燃

が編さんしたもの︒内容は︑原子

料︑放射性廃港物︑放射線防誕︑

芝蕊田ビル内に移転しだ︒徽謡は

ら湛区三田三丁目十三番十二弩策

新刊紹介
にかかわる技術︑行政︑法律面で
一方︑住宅や膨理工場建設など鉱 の十分な面構が必蟹だ︒原子力醐

現在︑このための掘削藁鮪を急ぐ

ため取締役六名の増齢を決めた︒

新任取締役は張本氏のほか︑稲

力発電の役翻﹂﹁原子力発羅の安

全︑新型炉關発︑法規︒技術羅準

片町翫︑運転保守︒籔理︑璽麗僚

兇も少なくないが︑一方では理解

膨響﹂でそれぞれを解説し︑

全性﹂﹁放資線働理﹂﹁温排水の

発への批判の中には傾聴すべき悪

の不十分さがもたらしている混乱

を進めている段階で︑来雪後暴か

もある︒本筋は︑こうした現状の

外諸施設とこれに必要な付帯工珊

ら魑工の見通し︒なお同プロジェ

など︒躍力新報社刊︑A6版︑五 原子力座業が策照︵四五四︶八五

井好二二菱金属社畏︑尾本信平三

業社長︑肥谷英霊東邦亜鉛社罠︑

O無から金属ウラン騒平曙約二千 なかで︑原芋力をどう調え︑何が

クトでは︑順調にいけば︑一九八

子力開発への麟の姿勢と澱任﹂で

酉九十三搾︑二千五蕎円︒

井金属鉱錐社長︑漏水兵治古河鉱

藤隔灘住友金属鉱山社擾︑松本栄

巳氏︒日本経済新閥祉刊︑A6版

しめくくっている︒監膨は有沢広

﹁原

藏日鉄鉱榮社展の各氏︒これで岡

とするもの︒﹁総禽エネルギーと

問題かを正しく著きわめて行こう

黶A藁芝原子力本部が︵四五
する翫爾だ︒

￥4，300送料￥300

A5判837頁

東電に続き中電、原電も

沖を闘標とした工簗的生産を開始

年度

E3WRの8×8燃料集会体

擾︑藁常絡と大沢敷一塁ら取締役

4甥

お1人様￥20，000（デfナーおみやげ、税、サービス料）

内外の原子力開発動向を、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状況を網羅。また、核兵器不拡散条約に関
する条文、世界の原子炉〜覧など関係資料を収録。さらに、産業界
各社の原子力関係役職者を掲載。
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＊内外の原子力情勢を総合的に解説
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レーザー核融合研究のための翼験装丁（米KMSフュージョン社）

鍛力調盃
婁まとめ

昭和49年11月21日
新

土
子
（篤三種郵便物四脚

第752号
（3）

聞

産

ヨロちきコゴぎロヒニごぎニち

ぎロぎちニロのこ

ち

きロげの

こ

コポロニもコサぼワさちニコどニロ

さのげののゆロロ

コニ

こサごの

のサコニニ

ちコらメぎこ

の

ココぎロロ

わが醐切の再処理旛設は現在︑鋤力蝉・核燃料關発瑠業団の手によって茨城墜・璽源村の同曲

ぽの ロもまロぽニちヨ
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購簗団員海開藁所内に建毅が進められているが︑ほぼ建設工蝦を完了し︑このほど報避陣およ

㌦

㌔
㎞

曜び関係響に公開され︑初めてその全容を鏡わした︒莱響から試験遜転に署する予定で︑今後
一順調に逸めば昭釈五十一隼豊頃に礫業出始となる麗通し︒本格的な第二再処理工堀碓設の先駆

運駈に備えて機露の撮作の慣勲や

一

運転酬練などに全力を上げている

副けとなる旛殴だけに︑地元闇闇なども禽めこれからの逸搬状況が各方面から注視されている︒

となった︒争点となっていた地帯

状況︒通水作励誠験は廃熱物処理

簸禰については約菰十億円を投入

鵬が四十八年二月から︑童工堀が

雄蕊のメッカ と哩ば
し︑遊路や公國の麟轍︑緑地の確

では︑同地が返選されない隈り操

力を翻べる難燃遜蔽としては︑侶

ミカル・テスト︑来照慰ウランを

磯物麗︵硝酸など︶を便用したケ

ウランのホット・テストの三段階

使常したドライ・テスト︑低照射

ストは来年二月墳にも始められる

が断圃されており︑ケミカル・テ

予定︒同テストは約三か月間行な
われ︑この後ドライ・テスト︑ボ
ツト・テストがそれぞれ約六か月
間一肩されることになる︒順醐に
これらのテストが行なわれれば五
十一鋸容には本格的な擬業聡始と
なる冤糊しだ︒萬処理旛醗建設も
いよいよ大踏めを迎えていること

撮作ハンド︶によるほか︑サンプ

作はすべてマニュピレータ︵遡隔

再処理施股建麗と主欝舞簡

百三十餓円︒

ついては遮蔽バルジ︑サンプリン

リング︑堂守を必饗とする部分に

入される嶺初鴬画所要嚢金は約二

再処理施殴は大きく分けて主工

この巾で行なうようになってい

グベンチをセルに隣接して設け︑

颯︵分離糊製工堀︶︑廃爽物処理

からなっている︒キャスクによっ

が貯蔵できる燃料貯蔵プールで約

よって色わけされている︒ウラン軽輩

ジュ︑赤に塗られて

の低いところがら爾いところに流

旛歯内の換気は︑放射線レベル

る︒

堀︑分祈駈︑除染所︑蟹理槙など

て逓び込まれた優用済み燃料は︑

まず燃料取出しプールでキャスク

プラントの

と機械処理セルで五狸位にせん断

とプルトニウム︑また必齪に慮じ

になる︒

概要と特徴

され︑硝酸と溶媒で化学的に処理

て蟄された驚R・舜の海難

危険度

に

一丁三か月闇冷却される︒このあ ルに応じて各部齪は白︑緑︑ベー

れるようになっており︑またレベ

わが圏初のこの再処理旛畿は︑

されるが︑処理工程そのものは轡

から出され・三百体の燃料簗合体

フランスのサンゴバン・テク一一ー

第1日 第2日 纂3購

原子力全般に関する
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れている索麺村の松林の中に︑わ

立などの描騒を講ずることで了

叢を行なわないことで合慧したが

同七月からそれぞれ爽施されてい

いる︒赤白蒸遡いに塗りわけられ
とも

が調初の再処理旛毅は緩され て

充凶

方耕の広い敷地の後方に太平洋を

四十八庫三月に同地が米麗から返

いうべき引引史冊鵬の返選聞麟

ひかえ︑白い建山は松の緑と よ

避され解決した︒

承︒また建毅還延の

くマッチしており︑風光朗傭な鍛

ク︒ヌーペル︵SGN︶社の騨細通の化学工場と同じもの︒闇顯は

処分されるが︑低レベルの理会は灘

性廃蘂物は︑レベル毎に処理され灘

で再処理工程から撲出される爾レ

は五染型だけ︒これら高レベル廃

原子力麗業政策

年術鉤53︑

月

原子力行政の現状

小野）

た九十層の主筆簡がそびえ立 ち

観をつくりだしている︒一尉みた

運転開始ま
日月關始以来すでに四十か月を

め︑遮蔽︑換気︑臨界籔理︑謝懸

処理後放繊され︑申レベルは圃化

扱う物蟹が放八尾核燃料物質のた

されて貯藏されるなど遡常の雛出

設翫をもとに︑同歓と日本揮発瘤

再処理海量の大きな特徴となって

るもの︒SGN祉はフランスのマ管理などに力点を博いているのが

社を主契約者として建設されてい

ルクール︑ラ・ア⁝グ両再処理工

所の響商じ・轟理で懸と載

闇題だ︒ちなみにこの再処理施設

物羅終処理処分法の確立も焦眉の

る︒

は︑蒸発灘縮された上︑容横九十璽dれず︑他のタンクに間題が生 ベル放鮒性廃液五駕分が貯蔵でき

なる商レベル放射性廃液についており内一難は予難として議ほ便

いる︒

穫はすべて外部と発全に遮断され

このだめ︑︷遼の翼翼理作藁工

場とベルギーのユ難燃ケミック再

て行なわれるクローズド・システ

処理工鰯の建設爽繍をもっており
この分野では経験麗窟なエンジニ

ムとなっており︑機械処麗セル︑

る奮に重圏葎雍が︑再処

鴉翔齢磁膿翫発艦護樋門駿墾翔蚕
アリング会社︒健届済み燃料の再

溶解セル︑除染優守セルなど約七

獄ﾚされる

液の醒終処分法を確慮しないと︑

の爾レベル翠黛性麗液の賠藏能力

わが國初の冨甦理癒設建設はいる︒まず動燃摺業國の再処理能力

万KWをまかなうのが二度で︑こ この闘でプラントの稼働が傾止し

は発鰍容騒でいえば七難万〜八齎

れは五十無代初頃までの国内一襲

12／6（金）

i原子力冊

周囲を威圧している︒二十二万平

だけではすでに完成していると懸
われるほど︑縦隔などの外観は蟹

経過している再処理旛般は︑趨塵

での見通し

動燃購藁紐の再処理施毅は︑原

っている︒

子力婁厩会の当初醗癒によると四

機雛の掘付けなどの工購をほぼ発

はもとより︑躍戴・翫装︑配蟹︑

了︑工黙の遊み興倉いと舎わせて

十二年に建殴に魅工する茅定であ
ったが︑職接する水戸襲爆撃鵬の

行なわれていた虫工堀と廃簗物処

る茅定となっている︒このため︑

理蠣の通水作動誠験も近く終了す

引引を総鮒条件とするほか︑地構

の交渉が難航したため︑地元︵漿

整備など七引目を腰求する地元と

および二市一紺︶の禽悪と政府の
中麗健太郎再処理麗麗既喪以下二
百二十入の所畷が・本格的な瓢験

処理方法は︑機械的削処理と湿武

十のセルはコンクリートを霊体に

ピューレックス法フローシートに
よる化学的妙理の二つからなって

理問題をめぐるわが麗の偶勢は必
おり︑糊製三酸化ウラン紛末︑糊

鋼︑鉛︑水などで遮蔽︒これらの

るが︑これは旛設の作鋤機能の確

製硝酸プルトニウム溶液および放

詩層のステンレス鋼衝が配讐され

四十六年六月魎工︑四十九年秋完

よいよ口糧めの段階を迎えたが︑

てしまう恐れがあり︑政府の適切

ぜも楽観が肇れないものがあ

認および作動性鮨の適正さをチェ

劉性同位充聚︑放剣性廃麺物を分

液体輸送は放鮒能灘れを戯すこと

な施策が強く望蕊れている状況で

今後の問題

ックするための初歩的な瓢験︒こ

離生産する︒処運鮨力はB薩○・

がないよう︑圧力差を利用した約

の遅れをみせている︒この遅延のをみたすだけの能力だ︒現在︑璽

成という議定の翫画は約一年閥程

セルとセルの閣は総延喪約齎二十

れまでのところ初槻故瞳酌な間竿

七ナ︵奪間二百＋ナーー金瞬ウラン

二菅八十台のジェット・ポンプを

欝

豊

■

学加

日蝕会費

●

質概応答

療チ力多難的利彫

学会：11／29．30．中部電力・浜岡発電所
加齢：〈講義＞53，000円〈見学会＞15，000円

期会見参

竹竪〉

放附線麹室と放三線管理

巾村）

i棄大

都甲）

i東大
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予1⑪5東京都港区新構1−1−13tel（591＞6121（代錠〉

認可を響て纏工できたのが四士ハ

盤ハ月︒約四年という大幡な摩れ
．二

鑑

点もでてきたが︑いずれも所蟹の

利用して行なわれる︒セル内の操

て閥翻に進んでおり︑SGN社の

距陛．

場：科学技術館第三会議室

i動燃

察バス代読集合から解散までの一切を含む）

量子力關究と環境問題

小林）

利珊の現状（原研

@

12／4（水）

i蔵置

12 2
日：昭和49年12月2日（月）〜6日（金）

核燃料サイクル概論

込先：日本原子力産業会議・業務課

力

原

三
き姦
︑・魏講・

して二体分の処理能力がある︒投

描騒で解決されている︒

もある︒

狡術者もすべてノ1マルな状縷で

これまでの建設工購は・﹁極め

理由について動燃轟団では︑暴力会社を中心とした濃縮・再処理

ではなく︑施設の配衝や構造が櫻工堀建設の検酎を遜めているが︑

翫や技術面で問羅点があったわけ灘傭会︵一本松瑳獲嚢︶が第二

雑なため工購が単に纏れたのでし再処理施設は鵬レベル放射性物質

︵欝欝駅鑓︶とのことである︒原

遜捗していると断織している﹂

子力開発のあり方が間われ・国を

かない︑と説明している︒むしろを扱うため︑ややもすれば地元反
響験遮転などについては醗画期間頬住民から原子力発囎所以上の反

あげて論畿されている時期だけに

いうべき動燃羅団の再処理旛殴

本格的な再処理難燃の先駆けとも

にこだわることなく︑徹底醗に安対雛鋤にあうことが響えられ︑立

︸︑﹂とが予想されている︒五〇蕉代

全性や擬爽性を確翻した上でなけ地間題で難航し︑その献途多難な
れば次の段階に逸蒙ない方針で︑

を集めているようだ︒︵A・K︶

成り行きが︑関係各方面から注濱

建設の地元問題をも含めた傘後の

中頃以降の魑大する再処理購獲に

わが國はどう対処していくか︑今

観墨に今後の難業を行なう蓄えの

ようだ︒

一方︑わが圏自体の放鮒惟麗簗

核燃料リサイクルを完擬する上後の大きな問題といえよう︒
で薦処理工騰は原子力關発を進め

原子力の基礎から開発の現状、将来の展望にわたる総合知識を短時
間で修得！今園特に安全対策環境問題に重点をおいております。

王2／5（木）

（テキスト、昼食代、見学会は宿泊、飲食代、挽

都恥）

原干力臨設の安全対策

アイソトープ。放三線

各国の原子力附発惰勢

i線羅

岩越）

@

武巾）

武井）

i工傘研

@

林）

運娠経験

療子力発立所の建設と

猿子ノコ発躍野曝
i原基 湯原）

12／3（火）

現状と課題

ウラン資源一三発の

@
i動燃

原子力発躍

エネルギー隅絵と

藤野〉

原子力基礎概識（横浜罰大

圭2／2（月）

＿

慧：繋｝体憩

器｝昼食

蒋三

。．3。

ﾚ

機械処理セル内部

理窒内部）

固

魔当物処理

蛸脚︶で︑軽水炉の燃料鰹合体に

51年春操業控え建設大詰めへ

施酸の安全性や操単性︑処理能

使用済み燃料埴土プール

︑繍灘酒

漏

｝

鯛麗

綴雛磁鮭≧

近く本格的な試運転を開始

騒騨

鍵麟

講義内容

▼

安全性確認に最重点
構内用トレーラー

卵

欝謎

サイトの金燈

磯臥

k

（4）
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業
子
昭和49年11月2璽日

B召｝和49角算11月28Eヨ

第753二一
毎週木曜臼奨行

購醗科1年分前金3000円

團
ATR は 従 来 通 り に
醗力業界は蓋置︑短気の建制盟

FB拠
R出基準﹁自縛還元﹂を
電気聯叢遮合会︵知藤乙三郎金長︶は二十田の社長婁で︑動力炉・核螂秘開発嘆業団から要講のあ
毘計り総額五颪五十四億円の五〇

により︑これら髄三

ユニレップ社

関係者と懇談

鮒給は遠からずきゅうくつなもの

グの再処理工場サイトに︑五十〜

した廃蘂物はマルクール︑プアー

筥毎の能力をもつ工学酌貯蔵施設

になるとして︑かねてから動燃蟹
榮団の蕩処理施設に続く営本の第

を欝欝に豪簡の廃棄物問題に紺擁

を設けて貯罪するとして︑こ3／ら

問題では︑〜般朗に欧州と日本と

パブリック・アクセプタンスの

して行く構えを冤せた︒

二再処理工場建設に強い関心を示

の閥鋤が︑日木の論断視観工場の

州の狡術と樫験を簗約したかたち

しており︑この懇談の席でも︑欧

欝本環子力産業会識の再処瑚闇

原慶・再処理婁鼠会

題倭顔象︵委員擾︒川中慮治郎凍

実現に役砿ちうるとの立場に立っ

では黒総が違うが︑ラアーグ工場

票電力副社長︶は十一月十八日︑

建設︑運転の経験は︑日厳が再処

て行く際の一助となろうと述べ︑

理工場に対する公衆の理解を求め

て︑欧州の簿処理構勢などを説明

配転交換の幽心は︑立地・環境

さらに︑繭独に建設される再処理

した︒

スなどに罵かれたが︑放附性廃羅

問題︑パブリック・アクセプタン

来日中の欧州共同再処理会祉ユナ

換した︒ユニレップ社側の繊席習

イテッド・リプロセッサーズ︵ユ

は︑﹂︒クチュール氏︵フランス

工堀には︑安禽性︑上置性︑経済

ニレップ︶社の轡門家と轍見を交

原子力庁再処瑚部長︶︑C︒バッ 物処理に関冠して︑ユニレップ社

り入れられることとなろうが︑こ

性などの点でより新しい設計がと

うした設計醗についても︑日本と

側は︑フランスのマルクールです

簗物をガラ・へ固化していると述

ク氏︵英田核燃要望社ウインズケ

アンセ氏︵サンゴバン・テクニー

ール工場開発部長︶︑F・X・ボ でに四颪万キュリーの高レベル廃

一

協力していく両能性があろうと抵

一

一ρ需騨璽一噸謄

＝一一一葡

べ︑ガラス固化牛割に対する圏儒

幣需一曽噂一

遇した︒

ク・ヌーベルス社藻︶の三二︒

！

のほどを添した︒またガラス闘化
一顧＝＝一
開■ ＝＝一鴨

初会畠には小坂総鵬薬事が政脂

＝：脚9

を代表して出席︑蜜成弘頭穴教擾

一

ユニレップ社は︑榿界の罵処理

の撃墜命纂鵬についても﹁白紙多

要だ一などがいろいろな場で指摘

る穴きな原因となったようだ◎

り拠出に応ずる﹂矯態度を膿め︑

元するよう漏盗盆計薩の練り瞠し

門予備費を霧凝した予算謝上が必

ただし﹁支払い方法は未払い分も

ら十名の婁員に塗し︑﹁むつ﹂放

るよう要止した︒婁員艮には厘選

切線漏れの原國を徹鷹的に究明す

されているが︑このことは︑灘外

よる強力な屯聖王をもった蘭発描

寒国の例をみるまでもなく︑圏に
つで︑かなりの蝿期間を顕すほか

で大山渡無東工大名懲二一が醒ば

禰紅を起した原因︑今後どう措雌

過などの説明が饗退局から行なわ

発のイキサツや謝薩決定までの経

れた︒この後︑わが国銀子力船開

すべきか︑などを大所蔦駈から襖

験途中の﹁むつ﹂の放射線漏れ原

会談した際︑無腰の指然で畿熈が

森蜘科学捜術庁震窟︵当時︶が

この調査委員会は︑田中首相と

惣識が︑問委頻会の設礁に踏み切

けるのでは︑との政府勾党の危機

る殿子力開発全般に陰影を投げか

結興をとりまとめる予竃︒

イムリミットまでには一轍の嬢射

との鞠束もあることから︑このタ

つ﹂の新町蕎を決定するとの地元

て論議されたが︑六か月以内に﹁む

や審議・検討の濫め方などについ

れた︒このほか︑今経の運営方針

に大きな影響を与えるだけでな

帰線漏れがわが園の原子力船開発

医するのが罵附で︑﹁むつ扁の放

らない︒

進のあり方が問われているに他な

動力炉開発は大型技術開発の一

艇件
となることを回撰すること

含め別途協議する﹂とした
付き

になった◎

このほか社長会は間繕︑この機

二十一菖︑総理府の特別会議蜜で

礪を究明するため︑鎗帽臨属の組

決まったもの︒﹁むつ﹂が雑品線

傘・環境問題で難かしい立場にあ

く︑そうてなくとも立地問題や安

織として股麗された門むつ﹂放射

開かれた︒

線漏れ間題調査委員会の初会合が

また︑蕩然環境の便全︑宇圏や

とが述へらわている︒

の諸士と協力して︑離隔社会の要

類共通の瓢課題に闘麟は︑広く他

癖洋など折分野の聞発といった入
係がアジアの安定に重要な永続的

請てある生慮の質的誌上や経済発
展の努力を行なうべく︑科学技術

とくに璽硬なテーマであった畷

る︒控圏さわていた緯闇題につい

を進めていくことを†律してい

クしていくようだ︒会含は月一國

安金性聞題などについてもチェッ

しも惹難問題だけに限定されず︑

このため︑同調資霞員金は必ず
源・エネルギーの分野では①世界

て共同茜明は︑軍積臼的の核エネ

などでの研究を促慣し︑晦蝦交換

の藪源のより効率的かつ合理的な

ている︒

関係を一瞬助疑することをうたっ

もあらゆる分野で︑この臼※協力

役割を饗たすことを評働︑今後と

それによると階米両国の協力関

旧ウ方に発表された︒

とり蒙とめた黛米政岡画明が二↑

はなぜ起きたのか⁝出力上卿試

蕃別力聡﹁むつ﹂の放射線漏れ

莚繍質量委員長に大山氏

来春メドに原因究明

会にあわせ︑FBR原型炉礁設糀竃嚢凝を内飽していることから

捜術的にも経戯的にも多くの不確

を繭し入れすることを決めたQ

ら︑岡購︑枇長上は紡周﹁従来懸

た︑という︒しかし舗般の補勢か

こんどの再増額には難酌が濃かっ

して拠出を了承した経緯もあって

％梱当額二百七十七卿円を隈度と

った覇型賑換炉原型炉﹁ふげん﹂建設に伴う民丸写出金の増額魏担について審議したが︑この縞果︑
﹁増額分拠出に応ずる﹂ことを確論︑ただし榮件付きとし支払い方法については別途協議することに
したい露︑近く幽草業圃へ正式回箸することになった︒また同日︑社獲会はこれとは別に︑嵩速増殖

約束

金購情はきわめて厳しく︑不況の

してきた︒しかし︑魔力装界の資

までに衝三ヤ九億五千万円を拠出

分も従来通りに穏冒するなとこれ

ての

ダルマ式の梱加︒民閣業膵はかね

炉原型炉﹁もんじゅ﹂建設に伴う民間拠出金拠出丁重についても﹁白紙麟兀するよう﹂資金課画再検

による負抵﹂が昭和四十三庫に淡

礁設劉については﹁窟民折半出資

設醗の段階だ︒これら両原型炉の

討を同国業幽へ申し入れすることを決めた︒

6
蓮

められ︑民聞出撃のうち三分の二
を電力︑三分の一をメーカーがそ

れぞれ拠出することになってい

あおりもあって︑顎金兜にあえ
いでいるのが現状だ︒こうしだ中
で︑このほど動燃嘆業団から︑さ

十五偲円︶の呪力業界からの拠出

億円︵民闇業騨釜体の拠出額は六

要になったとして︑うち約四十三

ところがATR建設螢は︑当初らに建設籔鶯三＋標円の属隷が必

え方にもとつくものだ︒

還麺碧原型炉︵FBR︶の両新闇拠出金増額分賃損要請もこの薄
型動力炉は︑動螺環業団を中心に
ナショナル・プロジェクトとして

開発が進められている︒現在︑A 三筥八十億円と兇込乱れていたも

ワR︵出力十六万五千KW︶は福のが︑開＋六無には齎二＋和白増
井県敦賀サイトで建酸の蝦盛期を
の五百四継円︑四十八奪には五十

増額負担について要講があった︒

べ︑騰隈立法による現在の原子力

ある堰出で進めるべ意だ篇と述

この開発は︑当歎憧久的な覆任の

課題であり︑必要なものである︒

は︑将来のわが国にとって緊要な

つ﹂聞題にふさ︑絶望子力胎開発

糀上︑足立最自は原題力紛瞥む

開発閣題について懇談した︒

に足⑫鵜郎斬民讐を訪ね︑原子力

会長は二十二田午優︑彫物授術庁

日本原子力蘂会議の禽沢広a

立長官と懇談

有沢会長︑足

ーマム§ワ︽一

迎えており︑FBR原型炉は調整鯉円増の五営五十四億円にと︑雲

繊
辮

船聞知礁業団を︑法改正して簿常

程慶關かれ︑来年四月頃には報告

に︑核拡散を防ぐため︑翼剣な努

騰をとりまとめる万難︒第二回虫

ルギーの利用を立場にするととも

力をはらう必藤があり︑このため

つ一開発に関する嶺初の簿え方︑

台は十二月十八βに關かれ︑

の妥当な価格での握供の滋彌性と
③エネルギー供鴇の拡大および多

るほか︑核の簡威から非核保有国

核保横座が筒歴な貴任をもつてい

利用と分配が必要で②エネルギー

角化︑薪エネルギー源の再発︑節

明らかにした︒

的な機関にすべきた︑との添えを

輿上論衡の現職大統鑛として来

約の促蔵櫛消費国の協力の臆視と

る︒

を罷ることの噴花霞を強調してい

だ．︑

設計など鍛造謝颪を輪議する予疋

門む

また︑親しく再見の交換が行な

月

生面園との調稲ある閲係の遡求一

臼していたフォード沢大統領と開

十九︑一午田の両購に二圓にわた

って行なり紅たが︑金談の縄墨を などで︑日来が藁隅歩調をとるこ

ついても強い関心を冷し︑腿林大
麗経験者の燈麟嶽うかがわせた︒

一31−3TELO3（372＞0141

東

特デ

編

雲脂

窓

極

29T紀L、06〈252）3512

4

本原子力事業株式会社

日

TELO3（454）8521

東京都港区三田三丁欝13番12暑

社

n月5鷺、次に移転致しました→ 本

一31−3TELO3（372）5002・8214

ます。

12−2−1TELO3（244）3727〜9

電源、マルチ、放射線
モニタ 性能、安定性
互換性、使い易さで御
好評をいただいており

㌃

S
跨

加藤会畏

新型藤痙炉︵ATR︶および萬る︒こんどの勤蝉摺業邸からの民

騰審

カタロクは下記へ

技術資料

融

申曽欄の日米照照裳鹸は︑十

日米共圃声明核拡散防止も盛込む

淋
菱噸

雛薄

特

二陣マ

発蹴所の温駆水馬添による鑑魚に

協調関係を再確認

総
町ζ〜シぎ蓉一

ぱ ド へ
ら げ
懇談する有沢会畏と足立喪留（左）

M規格放射線測定器
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むつ問題鯛盃婁鼠会の初会合

一
われたなかで足立疑嘗は︑原子力

田中、フォード両首脳会談

振督粟秀ミ5895番
雨蓋舌（591｝6121（｛七）

棄京都港区新橋1丁罠1翻3弩（漿電1日舘内）
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業
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聞

産
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原

⁝

安全研究で
⁝

︐護一

﹂︒

日本の原子力発麗謝画の今後に

﹁む2の謡題から発鱈討画へ

影響しなければいいが

W・W・→ノック

米圏原墨力婁凪会︵AEC︶
科学代褒

EC入りした︒
﹁日本とアメリカとはエネル

ヨットとスキー︑それに

鱗携所の桃の上でルース央人と

っている︒六代目︒平均崩なア

四人の子供の写颪が微笑みを送

メリカ人気質もそのまま受継い

来性を蕩えて強力に進めるべきで

した対策の確立と中央悪難の強化

範な問題をとりあげ︑経営姿勢の

労連が罐気欝業全般に濠たがる広

提補するにとど京っているが︑題

ものと憩えられる︒

大型圧力容器
の需要に対処

日立造船が公開案験

日立造船︵永田敬生社長︶は二

の大型圧力容雛換型実験を公開し

十日︑同社桜励工場で高温高圧罵

五層︑肉摩百五十ド層で蜀さ麹二

た︒容雛は金長約五層︑内径﹁・

十漣︒抵抗線ひずみ計による応力

壷

鞍

鍮

お

ﾚ蒙

．職

三菱原子力工業株式会社

鍮
名

が川瀬正之理購ほか石川遁宍氏︑

供︑
たちと一緒に過ごすこと を
発は﹁E飛DA﹂︑規制は門N薙から四年闇A露Cに勤務後

薬晶製造や食言加工など大規模工業利爾への道を開く画期酌な方法として実常化が待た勲ている︒

⁝て一︒
東票のアメリカ大使館内にあ

ギ革
ー禦偶が違う◎田本にとって
るAEC科学代表私務所の変

⁝後の種黍．欝対処が撃力議墨・彰・

はあるが︑それは楽観的にみても

〆〆〆〆

の贈品瑠業はどうあるべきか︑鰭

る︒この中で︑とくに中央機能の

充実が不可欠だ︑と強調︒してい

測定などの試験で容器の健全性を

開く︒

堂で第六圓放医研シンポジウムを

世界の遣

成果発表会
原研が12月紹細に

大らかさが岡鷹したような窃妙

都会人の糟搬さと田舎の人の

︸

の波及を気づかった︒

一共同粛粛は︑エネルギーの調遠

日本原子力研慶所は来たる十二
月十八日午後一時十五分から︑束

ニントン氏から数えて六代国︒

崇・軍澗町の金共謀ビル四階大会

フォード米大統領訪日の日米とは間違いなさそう︒初代のペ

の利点がある︒

各種の形態のものが作れる︑など

．で両国が協調していくことを自前研究開発部LMFBR計画な部
親しみを覚えさせる︒話し出

をみつけないと早期遷散が不可

く軌跡を描き出す︒語の切れ鳳．

㎜ つた︒石動高価格強訴の到來に 担当宮︒ノ！スウェスタン大学
すと長くなるクセがある︒そん
一対癒して・アメリカではいま政 で化学と物理を專攻︒一九五五
な晴︑右手の葉巻がめまぐるし

⁝閥のエネルギー行政機構が変革

原研が行なっている安全洩研究

成興蝦告金﹂を開く︒

灘堅で第二鰯﹁原子力安金性研究

放射線を使って酵素を固定化す
る試みは西ドイツで行なわれた例

の成異を中心に︑藩士開発の現状

があるだけで世界的にもまや︒わ
が圏ではほかに工業捜術院微生物

偽陵

⁝のさ中︒薄闇運懲予籔約二十箕

る輸とにかく語好きでお人強し

能になるシグナルにも見えてく

を紹介しようというもの︒同日は

鼠壁

工舞狡術研究所がニュージーラン

﹁億炉︑傘下研究機関を禽めた従

⁝轟員およそ士芳人という大越︑・

解してガラクトースとグルコース

窮氏ら原研の答研究斑任暫によっ

今井和彦氏︑能沢正鮮氏︑佐藤一

RC﹂の二新設鰻関に引継がれ民問会社に移り︑六八矩再度A 趣味につけ加えた︒五人家族︒

のあいさつに引続き︑五つの発表

にする酵累の圃定化研究を進めて

て行なわれる︒このほか問日は︑

竿後一癖十五分から村田瀬田鵬擬

おり︑実験塞規模での連続舐験を

来アルゴンヌ醐立研騨所霊任研究

残査︑ホエーに含まかる乳糖を分

終え︑実用化を検討ゆ︒食品研で

綴で原子力婁員会の原子炉安全研

ドと共同でチーズを叢ったときの

はインベルターゼ︑グルコアミラ

貌糠闇でもあるW・Y・カト氏に

︵K・O︶

だ︒シカゴ生まれ︒五十ニォ︒

注慧を険起し︑薗発的研究が行な

一︑レーザ⁝による同位体分離

われるよう努力すべきである︒

蕉来法との比較︑間題点にふれた研究︑を璽点にした星園的研究を

法は瑠在研究段階であり︑その将

あと︑研究の逸め方についておよ広範かつ纏織的に行なう必要があ

るガス拡散法︑還心分離法の次の

すでに分離捜術として確立してい

〆さ

図題に対処していくための姿勢と

抜本的改革について指摘したのは

同被はこれを機に︑化学プラン

確認した︒

ト︑原子力発醗などの圧力容器

方針︒

大型化の隅要動向に対処していく

いる︒

方など今後の対処諜題を指摘して

峰

農林省
食隅口研

製造法︑簡単で安価
企業化試験の検討に着手
膿林雀食毒総台研究筋の放射線利用研究蜜は︑二＋二日︑東京・一ツ橋の新住反ビル講賞で開かれ
た第十園田本食贔照射研究協議会大会で︑﹁欝素の禅在下にモノマーを凍縮させて放射線墾禽させる

同研究室が開発した方法は①軍
ーゼ︑グルコースイソメラーゼ︑

よる蒋別院綴﹁来隅における原子

一︑研究は︑のウランおよびウ

子

一やポリマーの放二線璽台線墨で
用モノマーが安姫②大気巾操作で
ラクターゼなどの固審化酵素製盤

を投入しているほか︑ソ運︑西ド

ラン化命物の高分解能分光︑励起

︐の﹁AEC科学代表﹂になるこが昭頚ハ十年六千万KWという

・予想される︒いずれにせよ最後 ル隔︒原子力船﹃むつ臨の問題

イツ︑イスラエルなども酒発な動

﹁

は影響を受けないことに魑冒︑照
よく璽繁麟換が不要③凍糖処理で
技術を実胴化していきたい考えで

ている︒

力安全性研究の現状﹂も予定され

こ︒
ナ﹁

酵繁は生体内の化学反応を健進

射して璽合体の中に酵巽を包埋さ
スポンジ状の蓑面横の大きな固定
新技術開発虚業団を通して民聞会

灘

させる触媒として作用するコロイ

せる方法を弩え出した︒この方法
昌盛累が効灘よく鑑定化できる④
社と共同て企業化試験の検討に趣

謙撚

ド状のタンパク質︒約千種類の酵

はアクリルアミドのような露禽で
線羅が少ないので騨時闘で國定化
暮している︒

⁝月八田までには消える︒研究開

素が知られているが︑工業附に使

酵素活性を陽目しない水溶性のモ
が完了する⑤膜状ヘビーズ状など

組織﹁AEC﹂の名称は頭脳二

われているのはこのうち数十 種

ノマー溶液と酔素とを共存させて

ことにより酵粟を固定化する技術の開発に成功した﹂と発表した︒岡研究窒の方法は製法が簡鎚なた

類︒加水分解︑愈成など特異的な

ドライアイスで凝結処理したあと

を科学的に実証している︒ガス拡

功したと発表︑この方法の切能性

証明の済んでいるものについて鍵

ノ

方向について提欝している︒そこ

強化亮雲については︑九電力構成

今回が初めて︒薬量薔側もこの

今回﹁潔し入れ﹂は問題懸識を

ヨ多

経団運会館で開かれたが︑編上︑

で指揃されている闇題は︑高価格

の現行﹃雪冤遡隠を原名︑駆発・

いるようで︑謹上︑﹁近く文轡で

点︑﹁妥当な提醤﹂と受けとめて

ノ

稲壇武駆醒労遡会長は﹁電力禦業

エネルギー蒔代にどう対処する

る一方︑申央電力協議象との機能

沖縄電力も含めたものへ脱皮させ

段階の方法として実現に移すべき

る︒塾礎的研究と並行して原理的
一︑レ；ザ護法は︑分離エネル

そ次のように述べている︒

辺技術の急遮な遥歩︑外国での成究を行なう必要があり︑この両罰

三分の一に︑運転鑓を十分の一に

敵法や聖心分離法に比べ設備費を

億がの節約ができると冤込んでい

黒などからみて︑そう逃くない繕は密接に闘与し愈うことが耳早し

ギーの点で原理的に戦利で︑科学本技術︑経済性︑パイロット︒プ

レーザー分離法研究饗としてロー

る︒来國ではこの新方式に注圏︑

〆〆多げ

が帯芯している難問を解決し︑そ

か︑耀境問題で行き誌まっている

回箸する﹂旨約束しだ︒一方電労

気産藁全体の闘題としで敗り縫む

するのが提露の大筋であり︑聡

の両田︑千山市穴川の一一護講
ているなど︑難燭に隠画している

謎難

一＿萎磁繍

め︑在来の園定化法に比べ桁違いに安価に︑しかも応縮性に欝むものが短蒔闇に得ら勲るという︒医

圃定化欝素は①遡続反応として使

機能をもつ︒とくに不溶性にした

コバルト60のガンマ線を約五分闘

状態分光の研究②分離過程の研究

五十〜六十♂ラド照射︑翼空蛇燥

きをみせているといわれる︒

して固定化酵繁を得るもの︒実験

モア研究所が︑レーザ；を使って

い③巌物収率の損失がない︑など

では可溶性でんぶん液を添加する

験福で携成︑理聯会の愈晦をうけ

究︑ウラン濃縮研究などの学識経

ウラン鰯と甥を分離する実験に成

の利点があることから医薬品 製

と璽禽薙が九八％にまで向上する
艮本原子力産業会議は一一十七揖

八O年から二QOO年の間に五百
的実証が済んでいる︒レーザー麗 ラントの横酎など圏的集束型の四

することができ︑これにより一九

用できる②混在不純物の汚染がな

広範な基礎露寒を

造︑食鵡加工などへの訟みが饅近

の理購会で︑門広範かつ組織的な

てウラン濃縮の有墾プロセスとし

いて︑その位躍づけ︑研究の認め

③隅出力可変波長レーザーの開発

盛んになってきた︒しかし︑来鷹

マーやポリマーを組臥せて共璽舎

ことを麗出した︒また此々のモノ

て最近関心の高いレーザー法につ

離についての懇談会﹂︵伏箆慶治

方などの検討を行なっていた︒

報告螢は・レーザー法の原運︑

でのグルコースイソメラーゼの菌

とする﹁レーザーによる間位体分

研究藩奉が望まれる﹂などを内容

座痩︶報告欝を了承︑文部憲︑科

皆同位体分離懇が報告

体圃定例︑田辺製薬によるアミノ

保持酒性の計い固定化酵素ができ

度で︑圃磁化酵素の本格的な工叢
ることもわかった︒

酸のDL分類に箕用化している程 せると︑璽合の場合より烹〜五傍

利用はまだ今後の謙題︒圃定化コ
ストの大きいことが実用化を防げ

ヨ

の社禽的暴露を粟だすだめには九

懸源開発をどう推遮するか・原子

運はこんどの問題提起をもとに引

ことが肝要だとし︑このため統一

二〆3

ものに画期約なものが生まれる司

ヨ
ド

ため研究は軍急に縮黍し憎当な規

ノ

来に実胴化の傾込みであり・このい︒またこれとは別に︑方式その

〆

レンス研究所︑ロスアラモス研號

〆ヨ

能性もあり︑広い分野の研究遙の
！ノ！ ヨ

醸力の枠を考えて協調することが

の整理・統含ほか研究体制や警報

た認識を踏藤えた上で︑これから

ミげ二

換で行なわれるべきである︒

今蟻六月サンフランシスコで開

〆

かれた第八圓懸子エレクトロニク

〆〆多

現施策を要望していくことになっ

≧
〆〆〆

学技術庁などの関係衡庁にその塞

≧

必要だ﹂などと強調︑傭藤乙三郎

体制なども一光的なものとするよ

腫瘍治療でシ
ンポジウム

の設備投資をどうして調結する

で︑とくに原子力開発については

続き翼体簾を榛通していく湾え

放射線医学総舎研究所︵御園生

力発露をどう帯芯づけるか︑臣額

どとしている︒原子力開発につい

来巻一月をメドに第五次講書をと

電気早業遡禽会会擬に対し目隠課

ても再検討の必要を強調︑技術暫

りまとめる計画だ︒

か︑こうした中で霞力供給といっ
た社会鮒澱任をどう集たしていく

鐙成やメーカーの製造能力など一

題を克服するためにレとした濾し

電気襲業をめぐる巌近の偶勢は

かーーなど︒これらに対し﹁諸謙

般的問題のほか︑開発体制のあり

のが現状︒﹁購し入れ﹂はこうし

入れを行なった︒

螢金離遷や電源開発がなお妊縣の

してとらえることができない﹂と

題はいずれも︑もはや個別蘂と

圭輔所長︶は︑牽二月十三︑十四
問題もより深刻化の度台いを深め

兆しをみせず︑加えて環境・公轡

う亮幽していく必要があるーーな

踏との醒力中央労便会が十九日︑

全国電力労働組八達台会と経山

〆

食品総合研究所が技術開発した

≧

固定化酵繁の膜断面︒スポンジ状

食昴総合研究所放射線利用研究

てきたともいえる︒

二

所にそれぞれ三颪万が︑五百万が

の璽隅体中に酵繁が包埋︑濁建化

〆さ

ス岡際会議で楽ローレンス・リバ

される︒走査型賊子顕微鏡写爽︑

〆

た︒同懇談会は︑レーザー技術研

塞の梅田圭罵墜長︑川鴎浩二研究

N

厩らの研究グループは︑酵巽の放

邑

︑川霧鑓
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原子力来春メドに第5次提言

三菱原子カグループは、二酸化ウラン粉末から
燃料藥合体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります
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しかし︑ノート湿婆はこの聡闇

に対し﹁核融ムロ炉の爽用化は︑騰

掴摘した︒

力各社はより醗い纐本薇を振当化

よりも鍵裂隅くっくとすれば︑脳

い︒もし増殖炉の建設費が軽水炉

と感受た︒

殖炉冷冷が嶺を出たものである︑

一鶴が昨年十二月︑二暦が今年八 し粟に沿って︑麗在逸めている繕

月からそれぞれ影響している︒
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濃縮工場民営

化への障壁

麟一

ホズマー識翻の甑璽は︑濃縮隅

：

：躍

﹂

一

＝

実︑プラント所衛蓄はこうしたリ
スクが除蜜されない眼り︑綴金を
鯛選することは困難である︒

新灘縮プラントが惣設され︑そ

技術的︑経済的な不確定要圃を解

饗が米原子力襲鱒禽︵A鷺C︶の れらがこうした隔蜜の櫻隊となす
供給能力を上まわると袴えられる

縮供給の灘携を民間が累たす 堀

れるべきである︒そしてこれは︑

するために何らかの施策が講じら

ラント鮨荷巻双方のリスクを除去

一九八二年以後の米国の新たな濃 淡するまでの間は︑灘力芸祉︑プ

合︑陣轡となるものをとり除こう

一九△牽の終り頃濠で龍力以下

というもので︑次のような響え方
と提案からなっている︒

EC濃綴プラントで予備生産山門

の遷転が予定されている規在のA

ウランを薔横することによって︑

民闇企藁にとっての隔壁の第一
は︑新濃縮プラントの運転關始が

をおかすことはできないし︑また

を入孚できなくなるようなリスク

接的に︑また機雛供給謙著にとっ

れはプラント筋篇霜に対しては聰

する大きな初糊コストである︒こ

法による鵬禽の新規産簗確立に旧

簗二の瞳壁は︑とくに医心分離

容羅に解決できよう︒

運れる可能性︑ないしは初期の能
力で運転できない町鮨性である︒

濃縮プラント蕨荷重としては︑投

ては生薩ラインに鋼違するために

躍力会社としては︑所饗の核燃糾

・融灘者への兇返りとして必躾な

必硬なコストとして闘援的にかか

ホズマー案
をめぐって
〜

樋樫的遜用︑翼剣な財政謝画の樹
立が必要である︒政鳴機関がこう

ネルギー研究跳鼠周︵ERDA︶依然︑喉一のものである︒
であれ米岡縄縮公社︵US鷺C︶ このほか︑躍力業界が原子力発

輿態も考慮しなければならない︒

蹴謝画をスロ1ダウンさせている

来園の灘縮およびそのストックパ

の遅れで低下し︑一九八二鎌まで

醜力答触の核燃黒癩婆は発謝謝画

またはその他の機関であれ︑近く

イルの任務を引継ぐべき﹁政府﹂

には凝縮契約麗で盒翫三万〜四万

という観点から考えなければなら

A8Cの現葎の櫃暇︑聴機の判断

鏑SWU落ち込むかも知れない︒

政策は撤廃する︒これは噸確保︸

で予盗塁の発展は瑚待できない︒

力を称えれば︑該燃糾開発の分野

②政府のスプリット・テイルズ

ない︒

給係鉦いを確立し︑維持するうえ
題画および採鉱︑製錬︑転換など

した機能を備えることこそが﹁供

で不可欠であるが︑環簾制による

契約蛋瑚蓄たる蹴力会祉は︑濃

万一千ナの天然ウランを追加購入
櫓てることが良策である︒

議の團のアリス

的な料金水笠を

殴例8は麗賓濃慶を変璽し︑二 に即した料金政策をとり︑ 不懸

ると響えられる︒したがって環実

墨への引上げを合法約に逮成でき

なければならないことになる︒こ

開始までの金利の細分をも負覆し

ければならないうえ︑発画所七転

スケジュール遡りの支払いをしな

テイク・オア・ペイカ武により︑

③政府はSWU線金の商鑑的水縮役猫の供絵が遅延した場合でも

早いほどよい︒

AECの鰍悪決定のメカニズムや核燃料サイクルの健全性のために
蟹金手蜀方法ではこの閉的を遼成
することはできない︒敷幅の山畠

麗囲での灘金の﹁撞助﹂が必璽で
して︑箏備生職分をさらに一万二

この暦欄を選成するには︑妥当な

傑証﹂蟹とともに実行することが
可能である︒

供給の保証

楼扁用ストックパイルの一部また

ECに新プラントを建設させると 配による余十分を政府が引取り︑

堀︶は深憂でない︒このためUS は傘邸を予備生産する代りに︑劇

EC運転計画にもとつくものであ るアド・オン・プラント︵遍加工
る︒これによれば新しい遷心分離

これをストックパイルにまわすこ
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を上蟹みせず︑五十がの適常料金

件籔︑二十七・五ザが躍力擬︵単

／SWUの内訳は︑一一・五購が人 これらの点および今後明らかに

予轍生産による堰分コスト三十が

疑
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謬

〃

明日ではなく今日

からも︑USECは︑政府の濃縮

﹁ーー

が︶であるが︑この藻を公正に調

を濃じうる唯一のものである︒

瑠簗再編成にあって︑有効な役劇

契約スケジュールにしたがってフ
ィードを供給し︑政府がこれを濃
縮することも貰えられる︒

幽するにはどうするか︑また︑フ

増戯はSWUコストで約二・五らないものである︒こうしたこと

される問魍点はいずれも︑来国敢

であるQ
を適用してよいと弩える︒他の方

価十環ル／KWH︑露力費一βの府の濃縮部門が解淡しなければな

11111111

れを来たすと奢とにかかわらず︑

法としては︑顯霧が灘縮隅要に運

ストとしては三十がの増分コスト

⑤新しい薬にもとつくUSEC
とも薯えられる︒これらの生塵コ

いう提躍は放騨する︒

淡縮プラントは約五十六賭のコス
トの予備生産分を入孚し︑それを

は︑儒許しうる﹁供給保駈﹂翻画

担をどのように軽滅するかが問題

通常の生藤コスト五＋メ／SW ィードに関する囎力西都の金利賃

多ノ多委ーノ4一多！ーノー誓ン

Uは任悪に想定したものであり︑

ーンー！ーノ多多

を効累あらしめる機嫌としては︑

よぴコンティンジェンシー粥とし

これら新プラントの援勧螢金を

る︒

に不等密な政鷹獲縮機関の霧笛成

が︑隅紬遍邊勝の供給力を善璽り

位︶を保有していくものと警える

て一万畢ゾsWU︵書痙雛単十曝がが州援助一されることにな

で南場に出すことができ︑蓬額二

新規工場は産業界主露で

ホズマ 聾法案の背景

AECは嫡内インベントリーお商叢価格穴＋が／SWU程魔︶

と資金援助

希四三SWU轡加する三口のA④設例Aによれば︑AECによ
れらの負担を軽越寄るため︑﹁層

ってくるものである︒民開産藁が 無憲的鞭伴である︒

あるが︑この﹁擾助﹂も﹁供給の
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輪硝三韓購禦灘鑑

熱難二二製騨灘戴覇灘繍難騨
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産

収入をあげ響なくなるようなリス

すべての旛設︑機器㊥AECが厳

rーー華華ー⁝

曾。曾竃

ノレ o
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クもさけなければならない︒ 購

大統領はウラ

寵する︒婁鍛のうち三歎は電気脳

濃縮麟間婁鼠会

する︒理論の任期は五二とする︒

てウラン瀕縮方武の研究開発を行

せること⑧AEC︑民間と協力しン薩縮酪藤野県会の婁腿七名を掴

こと⑳公社の購簗と財産の一部豪
取得︑ならびにウランを濃縮する

により圏外の禰蟹者に濃縮ウラン

たは盆部を民庶駈萄万武に移箇さ

ホズマー講興が議芸に提出中の

を配分するこG㊥民間によるウラ

ラン採鉱製錬業︑金融藁および労

藁暫︑正誤は原子力供離籍撚︑ウ

こと⑨販売または湿縮役務の三下
冠A1ーウラン・エンリッチメント 鷺C料金に圏瀬上横みすることで 米誌澱縮公社︵USEC︶湯立に

その囲鮒︑組織︑財産に関する構

関する法案は一一や六条からなるが

ない︑成興を他蓄に利用させる手

れば︑七つの新幕閣プラント︵U 拠出する鍛も効果的な方法は︑A

WUの拡密法によるプラントとAと﹁擬助﹂翫薗によれば︑一九七

・アソシェイツ翻提躍の九千鏑S ある︒この仮定的な﹁供給保灘﹂

段を灘ずること⑨この馬弓を改正

購の講間により公社の珊簗につき

働界から選任される︒浅田会は理

ラン濃縮購簗を推進し支援するた

することなくして︑公社は露量樋

め︑あらゆる適切な描縢を講ずる

十八万五千ナSWUの論難役務を 蜜讐濃縮ウラン燃料の供総不

こと⑪民間駅馬のウラン麟縮分野

殴の新設または既得旛殴の増殺は

模の六つの実証用遡心分離濃縮従

疑は深刻な電力不足を擢来するこ

行なわないこと︒ただし︑既存旛

得する濃縮ワランおよびフィード

のフィード・ストック㊧その他の
成する︒理欝欝は大藩讃が理畢の
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8Cが響えている蕊千沖SWU五
規〜八二鋸にわたりAECは約二想はおよそ次の通りである︒
量︶の年闇生産灘二万七千誘sW 行なうことになる︒六つの薪プラ

における自由竸争をはかり︑国際

AECは次のもの

旛醗およびその醐運雁殴︑補助施

豪たは遷心分離法濃縮ウラン生産

を公社に移飯する︒⑳ガス拡画法

公社の財蔵

に笛串する︒

少なくとも年一回審議し︑理劉会

協力を推進するとともに︑米圃が

りの料金に一が上横みする腸台︑

濃縮公社構想の骨子

迅逮かつ確圃だる描躍を信ずる必
供給とプラント悪酒暫の収入をと

西千七百五十万メとなる︒したが

り早期に︑かつ国象の安金俣陣と

蒙がある︒民間企業は出来るかぎ

Uが予寒生薩されれば︑顧客への ントに蓼る留擾助額はSWU睡とから︑国璽と團象の安金保瞳上

って五が上横みの堀合は︑各プラ

圃民の健腿安金に含致する方法で

られる︒

もに保駈するに十分であると響え

ント嶺リニ慮三千七百五十万がと
股例AはAHC運転翫画の代薔

AEC機能の引継ぎ主眼に

の研究開発樋設㊥A鷺Cの予備生

設㊥ガス当体および愚心分離濃縮

である︒来圏は世界の灘縮ウラン
設の改良︑継持︑膨便︑研究開発

ウラン配置を商典的に行なうべき

用・鍵冷用・実験罵の濃縮施設の

いうことになり︑この新規薩漿が

麟縮の骸界謄躍で適切な占有購を

塾盤を響るに硬する初期コストを

僚濁する描圏を講ずること④将来

興の一つをもとにしだものである

シェアを保持すべきである︒これ

帝覇および凝縮役携欝欝で桐応の

が︑この鵬命︑ストックパイルの

計画実現の

璽はAECの既存三プラントの能はるかに上まわるものとなろう︒
力範囲に十分納まるものである︒

新設はこの限りでない︒

産懸縮ウラン︒ストック⑪AEC
の引渡しに備え︑濃縮ウランの予

中から任命する︒理無難は三名以

理覇会は理珊五名で構

禰生産を行なうとともに︑民間に
よる麟縮契約が司能となったとき

璽饗駅

と澱任を害うするため︑公社の設

らの鰹的を灘成するに十分な権隈

は・公社は公社の契約を解除する

一秀七竃SWUは・A8との ための措置

この野鳩で﹁供給保鉦﹂に璽する

囲的公社は次の傾聴を行なう

毅例A︑Bは仮説にすきない︒ 立が必嚢である︒

工粟所有罹㊥AHCの残余財産へ

物麗＠A鷺C所禰の発明︑特解︑

その翼現には次のような寅此面の

契約料金に一炉たらずの追加をす

の過業数で成立ずる︒芝蘭は上院

上の出営で成立し︑議決は出庸蓄

るだけで藩積でき︑所璽蟹を賄え

ための擶醗を購じ︑豪たはそれを
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﹁隣接﹂含む広範な内容
立入り調査の条文化など
茨城興は関係市町村と協力して近く︑︹口本原子力研究駈や動力炉・核燃料聞事禦業畷およびロホ原
子力発贈会祉など興下にある殿子力関係旛設︵十騰︶の旛設者と環民の蜜全磯傑ほか環境保全などを
葭的とした﹁蟹全協定﹂を締ぶことになった︒すでにこれまでの交渉で協定環は穴筋での合悪がなさ
れているが︑これによると︑協定は本文十七か条と細鼠取決め︵覚慰︶で構成されるもようで︑主な

内容は①放樹性麗野物の放出魎理を概務づける②立入り調董での地元代襲の同行を認める一など︒

印へ持ち込む方針だ︒

堅は︑現在検討中の協定運備上の細則ほか規制数鱒などの癌つめを待って︑十二月初旬中にも協定調

これまでに固まった協定案によ

運びとなった︒

で大筋の禽慧ができ︑近く調印の

てきていたが︑このほど関係者闇

れの豆場から墨体附検討が行われ

各簸業翫に示されて以瞼︑それぞ

めていたもの︒今年照月︑草案が

鄙分を酬除し︑自治体が﹃醸接臨

しく今回協定では﹃国を趨じ臨の

ずるのが通例となっていたが︑新

は薩接﹄自治体から施設轡へ要講

は︑これまでは﹃国を通じ・塞た

ていること⑳門安全上の描癒﹂で

に目標値を定めることを凝血づけ

の考え方が採用され︑各旛毅こと

カブル魎︵実行司能な隈り低く︶

形

問題としてこれまで

したる遡いはなく︑協定運屠上の

は︑これら各協定とその内容でさ

全協定を絡んでいるが︑今回協定

力各社がそれぞ船別個に地充と安

京︑申郡︑中国︑礼電といった電

わが国ではすでにこれまで︑菓

になっている︒

こと一などが盛り込まれること

体の首長が選ぶ代表を岡行させる

果を鱒魎する匝よう義務づけたこ

ると︑協定は放射性廃棄物の放出

施設巻に懸盤を嚢求することがで

と⑪門立入り調蕉﹂には地元自治

管理ほか︑旛設瓢・増設計画の了

きるよう規定していること㊨﹁撮

いう規制纏灘守のほか︑新しく

解︑安全上の描醗︑損霞の補償︑

しく鯛条文化﹄する﹂ことによっ

蜜全協定の締結は︑茨城墜がか

立入り調査など本文十七か条と細
轡の補嬢﹂では︑これ康では﹃誠
てより厳しい

欄アズ・ロウ・アズ・プラクティ

隠取決め九か条で構成されること
悪をもって補償する臨に止まって

せることとしたところに大きな特

ねて地元市町柑と協力︑準舗を進

となるもよう︒内容的に特別囲新
いたが︑これに対し新しく一項を

を光ら

をかなりとり入れた内容となって

堅

要するに︑森羅萬象を新しい関

耀境配齪代えの詩なのです︒換醒

さ︒これは凡て細しい関係の誌︑

︵ピアニッシモ︶で表規する新鮮

けずった木屑を燃やすと

ている場を毘黙す︑という方法な

係に結像して︑現に生きて生壁し

のです︒

バラモンのにおいがする

現代詩入は︑己が匿界を変熱す

は︑その鉛繁の酬り屑を燃してバ

ら︒そしてこの詩の澱も大切な点

国製の合掌を難いに行くのですか

シモ︶︒

捜り打つ夜半の最弱欝︵ピアニッ

悲しみの彼方︑母への︑

の︸．﹂とく明瞭ですから

いち早い滅亡は︑リトマス試験紙

︒︵ブ

山碕文窮婁員長の挨拶についで

︵遇原齢・原躍︶

ランデーのこよなく照ずる深夜記
す︶

同語員会の研究成果を概貌した桂

は︑﹁線脳目標値は全身被曝線麗

目本不動産銀行

あのやわらかい木

を読まれる

門をとじて思うのだ

べく︑新しい関係を冤つけてそれ

これは︑蝿代詩人として鍛も著

ラモンの番いを態じさせ︑あすは

これは鳳への逼憶を︑麗しい距

1詩人のたわごとi

名な西脇順灘郎氏の秋の詩です︒

秋だ︑という所です︒この新しい

離︑遼のく風娯︑夜米のピアノ

諏されており︑顕署な破砕携など

議にとしてきた︒ところが今月十

なとと強調した︒

研修生募集

原研︒原子炉研修所

募集人員麺十覧名

繭込みB昭和五十黛一

原子力時代の必携書／

この鷲聞

方々で﹁踵

う︒これは小生の師︑故・謹田一

なりのバランスの詩に努力してい

穗氏の﹁母﹂という現代詩の絶嘱

のですQもう一つ例を引きましょ うことが出来ます︒

すれば︑新しいバランスの詩とい

とくに現代

に興味を持
木軸し吹いて︑藪色い公孫樹の

明朝はもう秋だ

きあがるならば偏とした国側の考
たれる人は

詩なるもの

え方があるのも禦実のようで︑こ
藥が道に散り敷

ます︒願わくば︑科学技術に携わ

く翻の︑舗爽手

近所の店へ行って

タイフーンの吹いている朝

特異な関係で︑秋を新しく表現す

ーー

ば︑われら導入箸︑闘雅な人士の

あの畿曲い外国製の鉛籔を貿つた

一

る手法が︑即ち環代詩たる所以な

も認められない扁とし︑資繕の公

ひろげた︒

住観が﹁原子炉の標語となる西山

しているなど十分強園なことが確

腰には断溺破砕帯や活動閥など多

山幸典禦都大学原子炉実験所教授

灼︒刈羽を守る食用など一部地元

なお興は︑協定締締とあわせ︑

を建
定雌地盤の軟弱なことを指摘した

のも前例がない︒

開もまず

接衛町村を出獄藷として屈めたも

一
隔のように軽い鉛筆だ

されんことを祈ります︒然らざれ

新しいバランスの探究育法を発見

などに係わる発想法に︑薪関係︑

る入土の蔑族︑園家︑地球︑宇歯

です︒

極めて少ないと思われます︒が︑

段を寒し︑金く

つねに違のいてゆく風贋

あ＼麗しい距離︵デスタンス︶︑

瞬

科学と詩︵台理と非台理︶の対極

新しい畷無識定をしていることで

舌といわれる作品

のことは︑かつての三菱大凡研訴

性に漕思しますと︑実におもしろ

す︒盆贋の朝︑わざわざ綾館い外

一一一

訟の経緯ほか原子力船﹁むつ﹂問

い瑚がわかります︒次に秋の詩を

秋の詩の

題とのからみなどあってのこと︑

例にあげて語をし談しょう

凋在︑噺・贈設夢心の了解とり

ともみられている︒

付けでその規横をどの程度にする
かなど協定蓮粥上の条文解釈を含
む要綱づくりのほか︑放患廃縞物
の規制艶などについて検討が進め
られているが︑県は︑これらの煮
つめが終るのを待って︑近く︑早

に持ち込む段どりだ︒協定は県と

ければ十二月初旬日にも協定綿結

旛設所在巾町村およびその隣接市
町鰐といった三区分の各自治体が
それぞれ別鰯に旛設蓄との間で黒

くの雄裂がある偏として︑建設予

安全審査会慶先
その後の運用で万金を期すため関
係蕎二十猛内外で構成する﹁協議

ため︑当然バックグランドの変動

奪間五︑ヅレムという低い値である

本文の内容はすべて岡じだが︑こ

六臼︑顧発描進に力を入れてきた

糖する形がとられるもよう︒既定

のが発端︒その中て反対派は︑東
と

会﹂を発足させる貰えで︑環在︑

手答暫を一つの対象

うした

小林柏崎市擬が反対派住民のこう

の中に入ってし濠う﹂として︑こ

電の計画には西山騒を覆う第四紀

ニタリング装躍の特性を明らかに

るためには︑既存の環境放射線モ

うしたきわめて低い線購を測定す
を頼み︑その結果を受けて帯独自

し︑その使用条件や放購測温の算

の上︑第三脅的な響門憲に評価
地盤の極隈支持力にも数値の誤り

の冤解を出したい﹂などとした書

した疑問をとくため門県とも相談

がある一などとし︑地猛調査基

定方法を明確にするとともに︑放

アルの作成︑測定器標準化のため

射線測定の慕獣化︑ガイドマニュ

えを明らかにしたことから︑事態

﹁指摘された諸点はいずれもすで じ県および南へ関係資料を提餓し

は急転︑璽電も十九日︑要求に応

た︒県と市は現在︑騨主事による

た◎これに対し爽璽は︑これまで

に調査済みで︑これら工料から難

検討のための蝦備を急いでいる︒

の橡準校正胴線源の開発が必要だ
設予定地地盤は地暦が均質で安定

礎蜜料の公開を藁醒に求めてい

ほか︑報盤岩厨の一軸圧縮強度や

輩徽を進めている︒

と柏鱗南に提出するなど︑資料の
公開に踏み切った︒

柏隔・刈羽原発は榮電が斬潟県
雪雲南と刈羽村の両市村にまたが

に田力颪万KW級の漂子騨六〜八

る源岸砂丘地約四函三十万平方綴

宣田膳生成年代推定で誤りがある

した協定は今園が初の試みで︑乾

地盤問題で資料提出

るが︑蘭電は十九日︑ボーリング

関係資料を調蓋のため地元斬潟県

県︑市が独自調査へ
東橘粕崎

原子炉基盤は強固か軟弱か一
日票亀力﹁柚崎︒刈羽原子力発電

大きくクローズ・アップされてい

色があるといえそうQ地元の二酉 所﹂難設引画をめぐる地盤問題が

監置の臨

で描躍されていた主点を﹁新

あいまいな

しい点はないが︑この中では︑0
⁝放出管理﹂については︑法律て 追慌し﹃地元自治体による調査績

いるが︑この背簸には門延期的に

調査による土震柱状麟ほか三点の

日本原子力研究勝凝海研究駈の

諜樫研修生を募集している︒

原子炉研修所は︑第二†四回獲礎

@月二十六田

裳層縫昭頽蓋十隼二月十四β〜

費など︶

授業科一1五万円︵他に宿泊費︑食

電話〇二

闇愈せは︑岡研修所

︵茨城県弘誓郡曳海村

月十二まで

九二八−ニー五六六七︶へQ

彰／彰
ちょうど︸か百錬︑原子力委員

会環境・安全專門部会の環境放射

会

：東京都千代田区九段北1了目13番10号
τ巳L（03）263−Il日（代） 〒102

日本原子力産業会議齢損騰翻響討隷6説

東京九段下
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内外の腺子力開発動向を、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状況を縦羅。また、核兵器不拡散条約に関
する条文、世界の原チ炉…・覧など関係資料を収録。さらに、趾業界
各社の腺了力関係役職者を掲載。

聞

力

原

みて︑それによって儲頼係係がで

一

一大原子力センターとする簿醐の

見を璽一︑撮終八酉77KW幌模の
タ⁝ビン建屋︑海部︑取水臼など

KW︶の電源開発計画慰み込みが

もの︒今無七月︑一罵機︵臣＋万

ほぼその得格をあらわしている︒

の工購も順調に進んでいる︒主襲

ップしてきたことから︑原発碓設

発展するなど大きくクローズ︒ア

甲伏腺被曝の線羅臨電燈を年聞十

て︑無聞五︑ゾレム︑よう巽による

餓翻〇二四

￥4，300送料》3（κ）

A5半髪837貞

一

格納容器の耐
圧試験を完了

ことから︑岡社は︑答干遅戸はし

電源開発二等審議雲で認摺された
が︑とくに原苧力発電所の

たものの︑遅くも奪内には照子炉

心臓

機雛は国内外で製作さ齢ている

ブコック日立の鍛工場で製作麟︑

ともいうべき原子炉圧力否器はバ

原信・策海第二奨鷺所
昭和五十二薙八月運転開始を震

煽動に伴う安全審査など許認可申

配して建設中の日本原子力発電会

五十二館八月に運転開始の計画

にきて地盤問題が親書瀞入にまで

社・菓海第二発霞所︵BWR︑颪すでに七Q％ができあがっており 講の予定だった︒ところが︑ここ
納容器の吊込み組立て工事を終了

だが︑完成す酒ぱわが国最初の﹁薦

十万KW︶は︑このほど原子炉格 粟矩八月には完成の予定︒

し︑二十一︑二の両日︑耐圧試験

能分科会が︑原子力発醒筋周辺の

原子熱安全研究協会の環境放射

尊人金蝿総懸の線型厨標値とし

線測定左門婁膿漏は十一月十八日

きたようだ︒

部で指摘されてきた問題で

地盤問題はすてに計厩懸手段陽

双藥郡大熊町大字熊字佐山沢一＝

画の建設費は初蓑荷燃料を禽めて

万KW級﹂発置所となる︒当日計 の計画的織進も微妙に揺れ始めて

から

五︑ゾレムとするよう提興したこと

二一二＝一

佐所福島県
設駿のエスカレ⁝ションに伴う費

約一千二百僻円︒しかし韻近の建

科学軍術館で︑﹁原子刀施設周辺

〇＝

ｱ九七九⁝＝二

町長憲毅秀正氏

この原墨藥海第二発鍮所は四十

がヒつたのは

福鶴粟双葉郡大熊町原産に入
八年六月に本格建窯し︑硯在の建

もあるが︑火の箏

口象がつめかけ熱心な討論をくり

用増大が党込まわている︒国産化

の成累帳告金を開催した︒

設進捗率は約照二庵︒原子炉建屋

原凸計画に贋対している一顧雛反

もあって︑璽場には百二十名の口

良好

画累報告会のもよう
の放射線灘定の墨藥化﹂について

ですべて設副どおり︒

を行なった︒試験の結漿は

．畷灘灘壁
撃
もあって約五一％と巷干低い︒

原安協専門委が成果報告会

ユニークな：存在

昭和

幽雛

率は初の鳶万KW級炉ということ つい傍近のことで︑この八月︑同

施設周辺の放射線測定で

3
設工響が行なわれており︑外観も

翻

4甥年度

一一

一

＊内外の原子力情勢を総合的に解説

好評発売中

発躍所

第

な脚部

建

は地上七演部分のコンクリート打

基準化の必：要性強調
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示し︑永遷のエネルギーともいうべき制御された核融台の町能性への期待を大きくふくら即せ
た︒しかし一方では︑その可能性を現実のものとするためには︑なお擾期にわたる畷際的な研

勢のもとで第二回カラム会畿︵一

論めいたものから論えば︑東暇会

であるトカマク型嚢醗による研究
においては︑われわ汽は従東の路

って︑環在はこのステージの蟄理

線のおそらく最終のステ⁝ジにあ

に滋めら31ている時期であると謡

と次のステーシへの踏備が浦力駒

別褒に嚥蟹食議でのデータのあ

うことができよう︒

らましを示した︒正帰参頒者は二

オブザーバ⁝胸繋名の謬加があっ

十四か国から杓四落四十瓠︑他に

た︒弛の利を得て二本からは櫃濁

へ豹二百品︶︒外国からの磐潴蕩

広範隅な分野からの参加があった

により︑制御嬢融愈研究に義実な
はアメー3カからの鞠函犠が圧出的

議において明らかにされた一斗繋

二進がもたらされたことは確かで

イツ︵三十二犠︶︑フランス︵十

に多く︑他の細孔譜圏からは函ト

急速な遼展は︑こわまでソ連にお
あるが︑研究開発の金般的な動向
いてのみ行なb勲ていたこの型の に著しい変化が牛じたわけではな
九牲︶︑イギリス︵十八名︶︑イ

くにトカマク型装置による実験の

轡 麟 鱗 鱗懲麟鵬礒騰 鱗 謄
九六五年目以後は三年ことに開か

畷際原子力機関︵IAEA︶主 さてこの会議は︑このような大

催の﹁プラズマ物理および制御核

れており︑核融合研究の主要な諸
く︑この会議においてここ敢奪衆

連からの墾纐搭が十一名と意外に

潔リア︵十二猛︶などである︒ソ

袋蔽による研究を世界の塞要圃に

日から五日聞︑璽窟・窩輪プリン

融倉研究国際会議﹂が十一月十一

の研究路線の溝確がが行なりれた

容︑成殿が充実し︑より確かなも

広め︑このために︑さらに研究内

II
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亀
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物がプラズマ中心に集中し︑この
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ためプラズマの長心懸の閉じ込め

仕鰯は増えていくことであろうし

がある︒今後ますますこの分野の

﹁

ば不可能なのではないかという予

陶．8もの二腎8・︒ρ乳◎

少なひった︒

て︑通常のトカマクよりも腿いプ

る．非円刑断路のトカマクによっ

より閉込め購間は蕊だ短い値にと
測がある︒これまでのT4やST

ジソン会議で初登場し︑この三年

ラズマのベータ値を凱益しようと

歩を反映するものとなるであろ

またそれが核融含研究の着実な遜

移在が極証されたが︑不安定性に

イザ⁝ルT1でトロイダル軍衝の 間でこの閣議にも金く定魑した感

いう了いをもったダブレット実験

チでは約三〇％に達するベータ値
めら認るといわれていた︒しかし

さて︑レーザによる核芝繋研究

レーザ核融合

価を行なう上で荷糟である︒この

にし︑開発を必要とする項館の評

なうことは︑各樋の悶題点を明確

た︒核融台盤の総台的な設謝を行

いたる広縫羅な問題が鍮﹁じられ

の縮果が大挙して発表されたのは

後に期待すべきものといえよう︒

今回が初めてであり︑サマリー・

ような設鉗は炉心プラズマの性照

レ⁝ザによる核融禽では︑磁場に

炉開発の可能ないくつかの激筋を

る︒一方これらと並行して核融盒

朗なものへと麗めていく必要があ

の解曙が進むに応じて︑より貝体

セッションでもこの聞題が独立し

よる閉込めを用いず︑レーザ光に

検討︑評価するいわば戦略的な研

たテーマとしてとりあけられた︒

て核融禽反応を薩こさせ︑生成し

よって燃料を急激に圧縮︑加熱し

すべき璽嚢な翻題のいくつかを割

酸後に紙数の都命もあり︑誉及

究も必要であろう︒

﹁慣性閉込め﹂を行なう︒蕩出力

程においても反慮を持続させる

ずれにせよ︑この会議が暇本で開

愛したことをお許し願いたい︒い

催されたことは︑核融禽研究薔に

レーザの暴評な開発に伴い現実化

プローチであり︑今後どのような

研究の進展に魍りしれない効果が

とって大いに泣面となり︑今後の

してきた同郷核融舎への新しいア

要する中心的な課題としては︑レ

摺待と臼木原子力産綱会議・IA

あるものと考える︒会期ゆに政府

発展を示すか期待さ耗る︒研究を

ーザ光の異常吸収や鋳︑エネル

ったが︑何れも予定聴闇を鰯過し

EA招待の二天のパーティーがあ

ギー輸送などのレーザとプラズマ
の物理鮒相互作用︑門訴ターゲッ

ても厳り難い風悔でお互いの弩え

トの形状と翫縮およびその安定性

究成漿として精汗するだろう︒

の討論がいっかは︑すばらしい研
単にふれる︒このセッションはマ

方を闘わしていた︒このような生

核融合炉

分酌にはWHbやウラガンなどでに関するものなどがあげられる︒

嘘な課題の〜つである︒これは部

ら︑トカマク炉などの総合設計に

料に関する放射損鰯などの問題か
累不純物についての測定最果はこ

だけになお詳細な横禍が必要であ

躍流四酉kAに属する強力な放鷹 ことで45るが︑璽要な問題である
が行なわれた︒この実験でプラズ

ろう︒

理論研究

マの躍子温展はほぼ二千万度︑イ
オン温度は一千万度に淫し︑密度

的検討も行なわれた︒﹁低ベータ

系﹂では︑内部灘体装腰による実

れる︒

これら灘ベーダ系の研究はなお今

う︒この会識でも︑核融命炉の材
運転に入り︑プラズマパラメ⁝タ

のような傾醐を承さなかった︒こ

度ともにまだかなり低く︑総じて
がとこまで延びるか腿味をもたれ

フランスのTFRは今響から全力
今回のTFRの実験によれば︑酸が繋りれたが︑閉じ込め購聞︑湿

理路醗界鰻強のトカマクである

のX線測定の結果にこの傾陶が認 どまっている︒またベルト・ピン

内高ベータ系﹂でもシラックや

合訓
18三α9）
＊袋醗團イ洛 総称、テーマなどを示す
＊＊（）内はFi本からの発糞論又数

も無い結果を出し始めた︒

︑●︒・．ゆ二・監♪㌔6亀ψ㌧鴨・8鱒蓄8零・も・︒4㌦

在鰻も注隠されている研究の一つ

ものといってよかろう︒とくに現

通じて︑研究の現状を分析し︑解
決すべき問題点を晒確にして︑将

レーザ・プラスマ相毎｛ノ匡用、吸牧理鹸、ラτ｝一lr細

行なわれているが︑さしあたって

の灘細な突験を待つ必藤がある︒

ソ

Radioisotopes

裂︸

@

ス・ホテルで開催されたQこの会 分野における成果︑悩撮の交換を

議も今回の百工会議で第五圓国を

来の研究開発の方向づけを行なう

ざ

が催されたのは一九六︸銀である

数えることになった︒第一厩会議

上できわめて勤梁的な役躍を出た

は︑そ打それなんらかの響瞭でト
カマク・プラズマについての理解
を深めるためのより物理的に精密
な研究が進められつつある点であ

一CC当たり贋X十の士二粟が門理論﹂の舗支も数が多く︑と
くにトカマクの理旛に関しては爵

籍られた︒プラズマエネルギ⁝閉
たとえばトカマク・プラズマの

算機を駆硬して︑実験と黙諾な関

ろう︒

9（1）

であるQまた不野物の聞題の理論 たプラズマの慣性による膨脹の過

ub以下にとど謙った︒この原因 の側からも大いに歓逓すべきこと

する煩向が闘立った︒これは実験

ズマ羅概二西kAを越えると飽稲 遮のある興紘的な聞題を扱おうと

〜っの特徴であるプラズマ聡流の 込め階間および曜子温麗は︑プラ
急激な減少を伴った不安定性に関

るプラズマからの蠣射の測定︑J

の傾
する研究︑STやCLEOにお
け岡を示し︑着込め時間はニャ

による放尉が考えら繋る︒とくに

FT2における﹁ダイナミック・ は不安定性︑聡流の竹中︑不純物
リミタ﹂の実験︑予備的な段階な

もあるので︑今擾の実験によって

験が依然として健在で︑閉込めの

がらJFT2aにおけるダイバT
ーFRでは放樹が金損失の九〇％・トロイダル︵ドーナツ型の︶
タ磁場を附加した実験などがこの

星礎的な物理を理解ずる上できわ
めて雛要な貢献をしていることに

閉込め勝聞も大綴に僻齢するもの

予定逓りの上響を示している︒い

と期待できる︒一方イオン温度は
たソ連のT6やT4でも不蜜︷種

ずれにしてもTFRによる詳しい注目する必要がある︒ステラレー

縄のものとしてあげら資よう︒京

や磁石の構造とプラズマ撮失の関

タ実験でもいくつかの興味ある絡

設中のより大型のトカマクPLT果が得られたが︑トカマクとの性

検討が待たれるとともに︑現在建

係などで鮮細な発表があった︒

トカマクの抵抗加熟の限界に対
処するための﹁第二段加平﹂につ

1作用

易
『

ーー！

捌

粟東で開かれた第五翻核融合岡際会議は︑嵐界の核累日研究が愚実に進展しつつあることを

1庭

から︑﹁制御核融禽研究﹂が国際
さて以下では紙数の許す隈り︑
藥崇盆議の概要をこく話題を七っ

無力マク実験

て述べることにしよう︒

蒙ず門トカマク実験一を眺めて

みるQ六十黛代終りから七牽薙初

げた世騨各国のトカマク装置がほ

めにかけて実験謝懸の残璽りをあ

9（一》

は︑さらにCLEOパテラレータ 簸後に﹁核融台轍鮒について簡

頒価9，000円
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マク裟躍での実験の一つの特徴 ていた︒磁場五十kG︑プラズマ れはトカマクにとっては好都合な

とんど出そろった︒これらのトカ

iAEA菓京会議の概要

いては︑巾性粒子入詩法がORMやT10などによるもっと広い範照能の比較を明確に行なうことは璽
果︑加熱に附随するいろいろな物

AKなどでテストされ︑加熱の効 にわたる比例法則の横磯が要請さ

トカマクに関するもう一つの盤

があげられるゆトカマクでは不純

〒105束上都港区新橋1−1−13（廃ミ電旧館＞TH、591−6121（代表〉

織

理過程が調べられた︒また各毬の

aしい誠み、1

国
●

臓周波加熱法もS饗やソ連の〜運 要な誘題として﹁不純物﹂の即題

申込先日本原子力産業会議麟発部・放射線開発課

v
のトカマクによって調べられてい
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