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出力三十万KW︐蔚工四十一年三 許認可手続きなどの面に限られる

合には︐謹言二号炉のメリノトは

り︑また両方の炉型がちがった場

ているとみられる︒ジャ〜シイ︒

料サイクルの面では︑先ごろ原子

力委員会が決定した使用済燃料政

策がまだオーソライズされておら

ず︑濃縮ウランの供給確保︑減損

燃料民有化に開連して︑軍急に政

ウランの扱いなどもアメリカの核

府の方針が決まることを各社では

要望している︒そのほか︑低金利

簡素化︑立地選定にともなうPR

資金の融資︑安全審査の合理化・

要なことを指遷しており︑また機

対策なども政府の配慮がとくに必

られ︑これらの問題を検討するこ

器国産化の面でも対策が必要とみ

部会の審講が注目されている︒

とになっている通産省原子力産業

露礁理事に東海の
中井化学部長昇任

愛知科学技術庁長官は︑このほ

ど目墨跡子力研究所の研究抵当理

学研室長中井敏夫氏の昇任を決

事に東海研究所化学部長兼放射化

しはらく欠員のつついた原研の役

定︑その手続きをとった︒これで

になった︒中井氏は明四十二年生

員は︑ようやく全員かそろうこと

ト低下の傾

が捉示されるものとみられる︒関

で︑来年二︑三．月ごろ見積仕様書

丹生などが最終的に硲刑したの

所が建設されるとみれば︑さらに

五年度に同じペースで原子力竃湯

KWと見標もられ︑五十一一五十

の中央三三運開分は約三百二十万

東大理学部化学科卒︑商工省工業

向が続いて

電としては︑何用二号炉より最低

けっきょく︑昭和五十年度まで

こととなる︒

力

三衝万−三百五＋万KWの運開が さらに退職後の保証もできないの

運開四十五年三月︑敷地福井県

蔚原子力畿

六カ月程度は遅れて進みたいとし

いるので︑

給不安も現

愛知長富は初め大学の現役人に

白羽の矢を立てたが︑原研は特殊

法人のため大学教擾の兼職はでき

で初めから呼ひ声の高かった中井

氏の昇任に落差いたもの︒

行く人・来る人
以上の各社の心積もりから︑五

経済性に重点︵働勧楚︶
中央三社以外の六社は︑地域の

十五年度までの運開出力を推定す

菊池義郎氏︵科学技術庁政務次
事情に違いがあるが︑原電二帰院

百万KWに達するとみられ︑これ 月二十八日渡米した︒十月二十日

ると︑少なくとも二百四十万一三

嵯峨根遼吉氏︵原毘常務︶技術

帰国する︒

闘発状況なとを挽察するため︑九

官︶米国の原子力開発事情︑宇宙

で︑経済瞥に重点をおいて二型︑

に中央三社および原電二号炉の出

や甲央三社の各炉の実績をみた上

出力︑着工時期などを決めたいと

＝
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ストグループニ十日午後一時原産

ループ十六日午後一時半原産︑コ

十二日午後二時原産
原子動力硫究会 動力炉開発グ

放射線化学研究会

午原産

時半原産︑地震小難員会十六日正

安全特別研究会 セーフプロジ
ェクト小委員会十月十二日午援︸

へ
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一臼渡米︒約六週間滞在のはず︒

査︶二号炉の技術調査のため十月

︻

藤井哲博氏︵原亀社長室副主

査で渡米中十月十四日帰国する︒

野陽一両氏とともに財料関係の調

でに約八百五十万1︸千万KWの第二課副長今井陵吉︑同課員奈木

力を合わせると︑五十五年度末ま

る︒

原子力発電所が稼働することにな

遣工予想時期が早いのは九州電

する点て軌を一にしている︒︐

直後の四十五年ごろ里離︑四十九

力で︑中央＝﹇社の炉が動き出した

ら︑中央三社を中心に揚水発電所

なお︑水力開発源の先細りか
いるほか︑四国電力もそれよりい

年完成の三十玉万KW炉を考えて

の開発が大きくとり上げられ︑将

の向上をはかろうとする考え方が

所と組み含わせて運転し︑経済性

来これを燃料費の安い原子力発電

くらか遅い融工予想を立ててい

ており︑したがって五十五年度豪

しかし︑原子力発電所の建設が

強くなったことは注目される︒

十一年度以降に運開の予想を立て

でに運開する分は各社一茎ないし
二七である︒出力はその地域の電

順調にすすむためには︑来解決の

で︑海外でコズトが安くなっても

三十万KW級を考えており︑経済 問題が多く残されているのも事実

力需要との関連もあってほとんど

瞥の観点からより大容量のものを

ρ

業局長︑笹森原電機祉畏︒また右

〆ン

日本へもちこむ場合にはいろいろ

噂

な特殊事憎があること︑とくに燃

サ

があると考えられている︒

︑
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甲亭

梯用する場合は︑広域運営の必要
ら四入目が平井東北電力酋長︒

試験所を経て同研究所に移った︒

本︒が安くなり

予想される︒

べでの線に近づ

嘉火力・馨
騙いた・とは
料た間違いない

2を受けてい

讃あ印馨
盤る︒ま蕪
すて規開発分に

舗おける水
年に火の比率
は度なり︑重油

灘が二茎
の︑にふえてい

諮消費が急激
㌶るため︑＋
︑調年三の亟演
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注会大になるの る︒その他の各社は︑いずれも五
︵業で・その供

齢輸入票自

って遅らせることには隈度があ

ているが︑同輩の供給副画からい

らかでないが︑昨年初めからコス

イ・セントラル祉が契約した軽水

団︵団長有沢広巳氏︶の報告が原

一
．

は山崎電運理事︒後ろ向き手前か

左へ松根原産副会長︑宮本公益善

東北電力と原子力発電懇談会︵写翼︶
既報︑九月二十四日仙台布で開
催された原産と萸北電力との原子
力発電推進懇談会会場︒立って意
免を発表する武田原子力委員と︑
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になっております。

L

月︵当時剖画より五カ月ずれた︶

前期開発分のうち闘竃一号炉は

実の問題になってきている︒

京大教授木村毅一、住友電工取
締役法貴四郎の三氏が立つこと

セントラルのコスト明細はまだ明

ことなどの最近の情勢が︑作用し

子力発電開発の必要性を強調した

阪市では原電社長一本松珠磯、

丁では中部電力会長井上五郎、

ることて ︑ h 杜 プ ﹂ 多 と 夏 奮 肇 ﹃

p叢辱勢謬謬鐵罹欝

後期目標の達成有望

るとみられる

全研究協会、日本原子力研究所、原子燃潟公社

炉の低コスト︑②エネルギー調査

きった裏には︑①米国のジャーシ

が︑各社がこれらの具体化にふみ

いかんでまた変わる余地がある

期︑出力などについて今援の情勢

おける政府の適切な施策いかんにかかってい

かのかきは︑燃料︑安全性︑資金などの面に

るが︑この各社の心蟹もりが表現するかどう

長期計画の目標はほぼ達成される見通しであ

することになる︒したがって原子力開発利用

子力発電所は︑八百五十万一一千万KWに達

加えると︑後期十年目終りまでに運開する原

に中央三社のこの時期における運開推定分を

ける︶を運開したいとしているので︑これら

燃料・資金面の敢策がカギ
九電力ではこのほど酔歩ご九無封の全力畢給
電源開発の長期計画を策定または策定中てあ
るが︑これに関連して中央三社や他の一︑二の

社は昭和四十不−玉十年の騨︵後二十年の前
半︶にそれぞれ一基ないし二基の原子力発電

度以降にはまだ具体的な計画はないが日本原

所運開を計画している霊鑑である︒五十一年

子力産業会議と各鴎力との懇談会から明らか
になったところでは︑中央三社以外の各電力

の間に一ないし二世の実証ずみ炉︵日本にお

とも五十一一五十五葬展︵餐期十年の後単︶
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名古屋市と大阪市でも開く

喩事L
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約謝万︑wの運開へ
電の二号炉は一号炉と同地点︵橿

中央三社五十年度までの見積り
昨年度までは︑三社の一号炉

炉と同型の見こみが強い︒この開

ており︑炉型はいまのところ一号

発量は中地域︵中部︑慶陵︑関

島県大熊︑福井県丹生︶を予定し

が︑本年度は昭和五十年度までに

︵昭和四十五年度までに運開の

運開の分として︑東電二号炉︑三

の新規開発所要量推定約千五百万

西︶を例にとると︑五十年度まで

分︶しか具体化していなかった

三号炉が検討の対象に上った︒出

KWのうち︑原子力発亀所は約二

号炉︑中部二号炉︑関電二号炉︑

力は夷電︑中部が五十万KW級︑

関電は二号炉が三十五KW︑三号 百十万KW︵原電二号炉をふく

∴纈

急鱗

これらの後期運開分は︑着エ時

る︒

炉が五＋万KWとなっており︑一 む︶で︑約一四％に椙当してい
号炉から二年ないし三年の間隔で
着工︑工期四年︑敷地は東電︑関

●旧識礫
繁雛⁝

ー悶題を中心とした動力利用の現状が各国から発表され、多くの成
果を収めました。そこでこの成果をあまねく原子力関係者に伝え、
わが国の平和利用促進に貢献づるため、参加代表団による報告会を
つきの内容で開きます。【来聴歓迎頂
子炉利用＝東大教授大山彰氏▽
◇あいさつ 日本原子力産業会
燃料と材料＝藁大教授三島良績
議副会長大屋三豊
氏▽RIと放射線利嗣＝東芝中
◇講演 ▽ジュネーブ会議全般
研原子力研究部長鴨川浩氏▽核
の内容＝原子力委員駒形作次氏
融合＝名大プラズマ研究所長講
▽エネルギー需要と原子力の役
箆康治氏▽炉物理と制御＝原研
割ならびに原子炉開発の国際協
副主任研究員弘田実弥氏
力＝原電社長一本松珠磯氏▽原
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います。また国産はじめての
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成しました。

i東京芝浦電気株式会禎

ては3MV、4MV、6MV

餌ン・7・7号う賦を製作し・好成績をおさめて

名大教授伏見康治、東芝中研原
子力研究部長鴨川浩の三輪、大

1 シュネーブ会議報告講演会は
｝束京にひきつづき10月28日（予
｝定日変更）に、名古屋市の申電
；ホールと大阪市の大阪科学技術
1センターで、それぞれ中部、開
｝西両原子力懇談会と原産の共催
；て開きます．言言には・名古屋
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R号炉

T0万KW級2〜3基

／

ド一 詳

毎月3回（5日45日．25日〉発行

x一∵に︑卜

1喪，

子加速用としては、LMV、
2MVを、イオン加速用とし

照臨鐘

唱0月8日午前10時、日本都市センター講堂で開催
L幅｝

30万KW47年
50万KW50年
x（土塁県丹生）

藁芝は原子力機器に於ても多
くの輝かしい成果をおさめて
います。バン・デ・グラーフ
式粒子加速装置の製作には古
い経験をもっており、数多く
の記録品を完成しました。電

「ジュネーブの第3回原子力平和利嗣国際会議は、とくにエネルギ
りQQ◎o◎＜＞Qく一〜ン。◇Qく脚

L、

45年 2号炉

関西電力

粒子加連装囲
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輝かい・実績

日本原子力産業会鍛、日本原子力学会、原子力安

共催
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30万K

35万KW50年

繽B電力

T0万KW級1〜2基
50万KW49年

竃号炉

（推定）1基

週号炉20〜30万級50年
北海道電力

T0万KW級1〜2基
2号炉

中部電力

磁
簸、

49年
〃
R号炉

@（福島県大熊）
量号炉 25万K：W45年
ｷ（三重県興浜）

東京霞力
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長日炉16．6万KW40年
Q号炉25〜3り万級44年

原

九電力および原電の原子力発電所建設見通し
51−55年度：
46−50年度
一45年度
1号炉 35万KW45年 2号炉50万KW級47年 （推定）
会社：／昭和
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ない︒アメリカにお．けると沿う賃溜縮の経済性濫ど︒

ア

ぼ

に

ける軽水炉のコスト︸︑さaにジ胤ネーブ会議では︑これ

︐︑髄．︑・

︑

レ

ヨ

う

サ

れ自身の開発の貧しさを痛感させ
られた原因なのである︒国産動力

ら

炉の行き詰まりのもとにも︑こ

んたんにいえは︑国産とはいった

の基本的な閾題がある︒それはか

が︑六十万ゾにすぎないという報

ウラン埋蔵量︵ポンド八が以内︶

ついて ダウン︑ジ︒ネーブまで畠世界で募ゾといわれた
．会議で発表された各

国の重水炉開発の現状などは︑
い何かということである︒
国産動力炉の推進に当たって︑

告も出ている︒これをどう評価す
べきかも問題であろう︒しかし︑

開発態度が︑いまたに確立しない

格燃料の保存の可能性がある︒

転換炉あるいは増殖炉の原型炉の

約で実施できることを示唆した︒

をやめるようなことがないことの

コール︒ロビーに対し恩恵を与え

ソトープ使用を助長するように合

止力の技術的調査を行なうため化

維状セラミノク燃料の開発も︑こ

されると同時に︑研究開発のアイ

致させること︑などが論ざれてい

世界で初めての原子力発電によ

気象台が運転再開

米︑北極の原子力

る︒

使用者になるか︑またその使用が

さらにAECは政府が実質的な

の計画に含まれている︒

学用原子炉の概念設計と告訴用繊

AECは︑またシーラ・パシフ設置について調査をAECとの契保証︵ハ︶民間のR1価格が妥当化 ることになろう︒核分裂破片の停
ィノク社とホリヨーク社には一九
七〇年代に︑その電力島流の中に

R一製造の移行政策だす
米AEc民間の意見聴取で結論を

なる揚舎︑それに民間からの調達

置は︑燃料取替えなしに十年間作

ここに設置された原子力発電装

間の運転を終了している︒

の︒最初は一九六一二年八月に二年

請でマーチン仕が開発建設したも

原子力委員会と商務省気象局の要

いるこの無人気象台は︑アメリカ

記録を発信するように設計されて

また運転にはいった︒風速︑気圧の

のアレノクス・ハイパーク島で︑

る自動式気象台が北極から七百碍

AECに対し特別な計画の利益に

が政府にとって十分以上に高い価
格になる場合には政府用のアイソ

とを指摘している︒

米AEC︑化学用
炉で民間と協力か
化学用原子炉の可能性を評価する

気に変換する方法をとっている︒

り発生する熱を連続的に五Wの電

ンチウム・チタン化物の崩壊によ

米原子力委員会︵AEC︶は︑ 動することがてき︑放射性ストロ

る︒ユニオン︒カーバイド社︑ゼ

⑳

ために産業界と協力する予定であ

西独一華︑黒鉛ガ

ス炉の建設で検討

ネラル・タイヤ社およびその子会
社であるエアロジェノト・ゼネラ

る折半出資で︑九月末に始められ

W発電炉を建設しようとする計画

スブルク近辺に電気出力五十万K

ーメンス社との共同によりストラ

フランス原子力庁と西ドイツのシ

ル社とAECとの交渉は︑およそ
AECが年間四士二万がを出資す 西ドイツのアkムフォーラムは

た︒これら民間三社は︑すでに本

る︒

年初めからこの計画で協同してい

の決定は︑同報を黒鉛減速ガス冷

却天然ウラン炉にすることその費

について検討した︒その結果初朗

用はフランスおよび西ドイツの契

核分裂を応用して化学製品を製

る︒さらにフリーな水素を石炭中

肥料原料である窒素の固定化であ

決まった︒

約者の折半出資で行なうこと︑に

造しようとする最も簡単な計画は

スラリーと粒状石炭を混合するこ

基礎施設としてインド原子力研

る︒

に固定する手段として︑ウランの

とを狙っている︒この調査などは

ある︒ここには三段階あり︑まず

究所は︑アルワェに希土類元素製

︑

三塁

窟早

舞
朱
番
業

巨人軍

ノ
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国産動力炉の

日本原子力研究所が︑

開発方針に
胡ミ⁝

のレゾン︒ゲートルにひびく

⁝国産動力炉の炉夢選定に それぞれに日本の︐国産動力炉計
︻展⁝関する中間報告を提出し 画
経済性達書の見通しも確かに大切
である︒しかしそれがあまり強調

こうした新しい情勢が出るたびに

されると︑研究開発の意欲はすく

た︒その縞論は︑蚕水減速炉のう ものであった︒たとえば安い軽水
われわれが当苔を感じ︑せっかく

については以前明らかにされてい

委員会︵AEC︶が手を引く処置るコメントを提出するよう要請し

月十四日までに︑この政策に対す

進み出したプロジェクトまでが足
んでしまう︒わが国がいま何より

アイトソープ製造から米原子力

式に対象をしぼったが︑このどち 水炉が︑異して軽水炉と競舎てき

ち沸勝軽水冷却とガス冷却の二方 炉は︑日本がこれから開発日9る重

必要としているのは︑自分の力で

ている︒

う現象は︑決して歓迎すへきこと

らも英︑狂か開発申のものと類似 るかという不安を大きくした︒カぷみしたり︑頓挫したりするとい

しており︑解決すへき問題点がは ナダを先頭とする各国の重水炉開
たところであるが︑この政策と手

AECが手を引く場合の指針とトープを生産する権利がある︑こ

続きのアウトラインが米原子力産

の意義に疑問を投げかけた︒

︵イ︶経済的に競合する︵ロ︶公衆の

蕪

利益に反して民間製造会社が生産

蟻

申し出があった揚詰︑すなわち︑

して①アイソトープが実際商業的

態勢を身につけることであり︑国

プロジェクトをやりこなす自信と

業会議︑A工F︶の要請によって出 価値があると断定した場合②特別

ってはどうかという趣旨のようで 産

ある︒それは炉型決定について︑

問題は︑わが國自身の基本的な
産動力炉はいわばその最初の紋成

された︒このアウトラインは︑A なアイソトープについて民閲企業

ではない︒

の場である︒大きすぎる負担を負

イソトープ価格政策およびアイソ

ECの移行政策︑請願手続き︑ア が論証できる可能性があるという

を象めたものとも受けとれる︒

国

わせず︑足りない所は国際協力で

今からで

また別に︑アメリカにおける核点にあると思われる︒原子力開発

補いながら︑長い目で自力開発の

っきりしているので︑今後半年な 発の図ざましい前進は

は原子炉や施設を作ることではな

トープ研究開発政策の四つの分野

原研が炉型を洪め得なかった背 使用するかの問題にからんで︑腿

毫

までの低価格な原子炉燃料を保存

子力研究所によって現在建意中の

出し︑プルトニウム炉てトリウム

ン金属工揚︑燃料要素成型施設︑

錬工場を︑またトロンベイにウラ

天然ウラン炉でプルトニウムを産

に百二＋万KW︑第五次計画終了 をウラン鵬に変え︑さらにウラン

現在第四次五力年計画終了まで

ウラン工場から供給する︒

までに百八十万KW︑合計三百万 溜炉で天然ウランと併用してウラ

ル肥料工場内ては年間十四・五ナ

重水分離施設を建設した︒ナンガ

の重水が生産され︑ビハールに年

KWを発電する予定であり︑それ ン鵬を自給過剰にする︒この無限

画期的な進歩を画

セラミソク黙料成型施設も計画さ

いる︒さらにシルカロイ成型施設

れている︒最近トロンベイで年産

産二百ナの重水工場も計画されて

研究所もこの種高

することになろ

速増殖炉を実験的

う︒インド原子力

の過程が実現されれは︑核技術に

に必要なウラン鉱憾は九千一一億

トリウム炉が最終目標
R︶︑ラーナー・プラタープ・サ

分野で核技術が将来を約束する鍵

ーガル炉︵二十万KW二基CANしかし︑放射性鉱石中最も豊麗れ︑CANDU型炉になろうが︑ インドは︑このようにあらゆる

㍉
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信

田

横

1

富士奎工

長島選手

531ユ（大代表）
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電話

いし一年両国の開発の推移を見守 は遅すきる4の感をあたえ︑

く︑それらを使って何を肝究開発
経験を積むことを考えるべきでは

にわたっている︒関係会社は十一

とが︑わが国ではまだ決して

することである︒原型炉用に計画

インドでは必要で

印

骸技術の土台完成

いは発電である︒原子力発電は往

翌四五年六月タタ基礎科学研究所

あり︑経済的てあ

一九四四年三月H︒バーバー博

がボンベイに設立された︒その後

原子力委員会が設立され︑一九五

子力発電所は︑タ

または計画中の原

一九四八年八月原子力令によって る︒すでに建設中

四年ボンベイ近郊トロンベイに原

鷺置

然ウラン︑濃縮ウランのどちらを

改めて原子力委員会の総合的判断 鰍料民有化の決定も︑軍水炉に天

するかの問題だという当り前のこ
あるまいか︒

り前

のことになっていない︒そ

景には︑この一年余の間に世界の 料政筑の棲本につながる問題を提

れがジュネーブ会議でも︑われわ

ム燃料炉のバブコノク＆ウイルコ

ニ一＝：一＝一一＝＝鴨二噛二謄＝＝＝ニ＝ニ二一＝＝＝一一＝＝一二冒＝一二一二︸ニニ＝＝一＝二一二一＝＝冨

嚇

ノクス社の研究開発作業に対し援

概念の援助は︑ある限度でAEC

助を続ける計画である︒これら炉

の助力のもと︑商業規模の最初の
炉を建設する場合に電力会社に有
利な条件になるであろう︒

改良転︑換炉計画の初期の目的
は︑原子力産業が消費する以上に
燃料を生産する増殖炉が︑一九八

いうことになろう︒この研究開

重水減速有機物冷却炉の建護と

された改良転換炉は︑経済的な電

先に米原子力委員会︵AEC︶は︑熱中性子炉と増殖炉の中間
され︑後日︑電気出力三十万KW ○年代の初めに商業ベースに乗る

発はコンパスチォン・エンジニア

果的な脳漿の利用の見地から低価

力を生産する可能性とともに︑効

する努力および平和利用目的の明

リング社︑アトミノク・インター

七月一二十日付タイムズ︒オブ・

ナショナル社それにアシスタント
としてのデュ・ボン社が共同する
冤込みである︒この重水減速有機

している理由である︒

能性だけでなく大規硬な真水製造

確性がこの研究所の高水睾を維持

米原子力委員会︵AEC︶は︑ またトリウム燃料すイクルを使用

運転に応用される．候補炉型であ

インディア紙は﹁発展のための原

するシード・ブランケノト炉に対

子力﹂と題する記事を掲載した︒

するカリフォルニア水資源部から

々にしてぜい択なものと見られて

インドにとって原子力の主な狙

二つの改良転換原型炉で協力協定

のものてある︒RGEとGAの申AECは︑スペクトル・シフト士は︑トーラーブ・尊重財団に対

いるが︑これはあやまりであって
バンコノク＆ウイルコノクス社か
らの申し出およびナトリウム黒鉛
炉でホリヨーク水力発電とアトミ
ンク・インターナショナル社の申
し出た計画を進めないことに決定

以下その要約である︒

を結ぶ申し出を受理した︒この協

し︑提案を行ない︑これによって

および運転を行なうことである︒
ノ
申悪したプラントは︑オンタリオ

めのものであり︑さらにAECが温ガス冷却炉の開発︑設計︑建設

残りの改良転換炉概念に関する研

ることが明らかになった︒

究開発の方向をかえようとしてい

湖の南岸てロチェスターの東十九

AECの決定は︑五つの改良転碍の敷地を予定している︒カリフ

の研究所は三千三十二名の研究員

DU︶およびカルパソカム炉︵二 なものはトリウムで︑およそ五十 もしスウェーデンとの共同で行な

長

㏄轟ムロ．蟹ようやく完成した﹄

完成している︒

気出力五十二万五千KWてある︒ 型式の商業規模炉の建設事業には

を擁するが︑研究員の数のみでな

この発電所はインド人の手で作ら
電力会社に有利になるよう仕向け

一・二年の間に実用化されれは︑

薄濁崇等搦価吻些滞据捕﹄蒙報箋翼ーーー﹄捕ユ彗矩聾轟きた・︒済七難五・豊

子力発電に力を入れるのは当然でFそれに切り換えられるはずであ

二子力研究所がトリウムによる原

われている︒
同炉が沿岸に設置される場合には

ラプール炉︵十九万KW二基BW
KWの原子力発電に余りあるとい にカルパカムに作る計画である︒ 三十ゾのプルトニウム抽出工場が

真水製造施設も含まれる可能性が

受理された申し出は高温ガヌ冷

の基礎になっている︒

︑

︑

であることを確信し︑インドもそ

多い︒

言唾

＋万KW二毛︶の三つである︒こ 万ゾ埋蔵されているので︑インド っている実験で︑二段階原子炉が

却炉に対するロチェスター︒ガス

ノ

れら発墨炉には極力国産技術を駆

した︒しかし︑AECはこれら
子力研究所が建設された︒現在こ

バルチモアのヂエサピーク原子力灯台とサバンナ号（左
ていく予定である︒すなわちAE く︑その質においても高いのはひ
ノ
Cは︑ナトリウム黒鉛炉のアトミ とえにタタ基礎科学研究所の賜物
ぬ
ノク・インターナショナル社およ である︒この外に研究所における

ォルニア水資源部の申し出は︑電

る︒

定は︑これら計画の資金と前もっ

し出は︑電気出力二＋六万KW高 炉でシーラ・パシフィノク電力と

物冷却炉概念は発電炉としての可

ノ

＆エレクトリノク︵RGE︶とゼ 重水減速炉概念の研究開発は︑

炉に対する電力会社の申し出がそ

換炉概念の技術的評価と各種原型

γ

原子力界で起きたさまざまな出来 起している︒濃縮ウランの価格と
ごとの影響があることは否定でき 供給の安定轡︑アメリカが引き受
一＝一＝喘＝＝一一＝＝一一一＝＝＝一＝＝曽巳7し＝一＝一＝一＝ニ︻一一一一二一：冒二：一一二＝＝＝二一＝＝＝＝

轡
露

て必要な認可を与えようとするた

らに大きな影響を与えるものと見られる︒

以上に︑改良転換炉でその能力を鑑定される炉製造業著には︑さ

行なった電力会社にとっては選択もれになったことが璽大である

び︑それらを助成することになった︒しかし︑この決定は提案を

申し出のうちから︑シード・ブランケント炉と高温ガス却炉を選

力会社の建設申し出を期待していたが︑このほど招請に応じた各

シード・ブランケット炉および重水減速炉の四置型を選択し︑電

に位する改畏転換炉として高温ガス冷却炉︑ナトリウム二三炉︑

し
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除去︑炉心の乾娯︑高温試験運転
原霞では営業運転にそなえて︑

開始をめざしている︒

ているから︑政府は速かに総合エ

会を開き︑放射線障害防止法検討

て︑第六回アイソトープ常任委貫

のため来春までかかるので︑それ

置には立法措置が必要てあり︑そ

制のあり方や︑同法の内容につい

け︑R工使屠の現段階における規

放射線障害防止法検討懇談会を設

軸

鰯．堺

議三

W

昇や設計変更によって約七十癒円

と見積もられていたが︑物価の上

増加したため︑その処理方法が交

餐舗三図翻離

原産で実費配布サ差ス長壼均二毒す︶ ㈱

㈱ジュ︑→フ論文を複写

麟

1軽i摂一Uしー一目

㌧

こ貿

−

ィーンで﹁︑核反応と放射性転喚に

用放射能合同委員会と共催で︑ウ

際学術会議連合︵ICSU︶の応

冤2sg茗2s−2日面一9露D−2s−2幽D−2きs
たる−
十二2
月七＄
日から
﹂
五日
一
間︑国

︻写翼は完成間近な東毎発躍所︼

渉の焦点になるとみられている︒

㌦．︐し璽♂〜も︐●巴3●．●

放射線障害防止法についての見

一︑各種用語の走義︑概念を明

解の概要は次のとおりである︒

確にする︒例凡は密封線源︑使用
施設などの法令又甲の用語︑法的
な意味て竃義概怠が明碓ざを欠い

二︑舐に墓く規制業務の簡案化

ている魚からみられる︒

三︑放射線取扱主任者制塵にお

迅層化を鴎るように裳署する︒

ける主任者の義務︑権限などを明

k

＆

等を十一月の終りまて続けること

おり︑また九霞力との研究鯛発費

東京電力との売電交渉をはじめて

日本 原 子 力 発 電 の 東 海 発 電 所

︑

プレコミノショニングの終了と

電所の建設費は当初三百五十億円

負担配分を交渉中である︒東増発

守
窪麟唆

︐

〜

コミソショニングの段階になるわ

での順調な進み夏負

けであるが︑現在ま

のとみられるσ臨界

茎馨︒

㌫

ともに費料の装入にとりかかり︑

これで︑さる六月二十五日の第一

は約四千チャンネル

される見こみなので

塁

髭駿騨

問頚点についての説明があった︒

ら各エネルギー産糞ごとの現状と

の中間調皆について︑通産省側か

さきの海外エネルギー事捕調査団

なおこの会議で︑土屡委員から

いうことになった︒

掘り下げて審議する必要があると

ネルギー対策についても具体的に

を再検討するとともに︑各種のエ

れに対処して政策の基本的な方向

する態度が高まってきたので︑こ

噂3．㌦甲．㌦・ご♪亀♪㍉・﹁署ご︸e

ノξ

芦

月一日横浜入港のヘリウス号で到

回から十︸回にわたる押送により
からみて︑十二月七

︵千八百箱︶の全部がイギリスから 日から十日の間に︑

初期装 荷 分 一 万 七 千 六 百 七 十 本

一方同発亀所の建設工事も︑使

待望の臨界になるも

用済膨料貯藏用の冷却池と︑放射

届いたわけである︒

性廃棄物処理装置をのこして完成

終る予足である︒原子炉プラント
その後につづいて全

ンネルの装入で達成

のうち四百六十チャ

は九月半はに完成しており︑同月

い︑来年早々から出

四二の安曇をおこな

し︑残りの工事も十一月末までに

十七日から設計圧力の一・五倍に

四月から営業運転の

力二男試験にかかり

よる原子炉圧力試験を実施．つい
で原子炉プレコミノシ藏ニングに
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原子力を重視轍検談

日宏原子力産業会談アイソトー

原産放射線障害防止法検討懇談会

問題点の審議終る

に有望なエネルギー源として評価

最近の憎勢は︑原子力を将来非常

営について審議したが︑その結果

を部会長に選出したのち部会の運

についで諮問があり︑有沢広巳氏

この日はまず通産相のあいさつ

とになったものである︒

て︑今後の審議方針を検討するこ

総合エネルギー部会初会合
通産省の産業構造審議会総合エ

後二時赤坂プリンスホテルで改組

ネルギー部会は︑九月二十五臼午

ら諮問された﹁総合エネルギー政

最初の会合を開き︑桜内通産相か

策はいかにあるべきか﹂について
今後どう審議するかを検討した︒
この部会はさる六月衆参両院で採
択された総合エネルギー政策に関

されたものである︒つまりこの決

する決議の趣旨にもとづいて設置

議は︑わが国はいま開放経済体制

に対応してエネルギー政策に抜本

ネルギー調査会を設置するための

プ委員会は︑十月二日原産会議室

所要措置を認ずへきであるという

窪での間はとりあ戸ず産業構造審

間委員会ては︑敵持十一月から

懇談会の検討結果を了承した︒

総合的調整をはかる必要に迫られ

的な検討を加え︑エネルギー源の

埋彗

着︑ただちに東海村へ送られた︒

要素の最終輸送分百十五箱が︑十

六万六千KW︶に使用する鰍料 になっている︒

︵コールダホール改良型︑出力十

東電との料金交渉も進む

雌月10日ごろ臨界へ

｡
て検討していたが︑このほどその
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昨年十月末からプルトニウム・
リサイクルに関する技術習得のた

フォードに派遣されて︑過日私た

めに原研の坂田籔君と一緒にハン

け少し予定より旧く戻ってまいり

ました︒

荒地に造りあ
げた清潔な町
動ヵ炉内でも生産されるプルト
ニ肖ムをどう有効に利用するかと
いうことは︑原子力の開発に窮大
な意味をもつことはいうまでもあ
りませんが︑とくに核資源の限ら
れたわが国で天然ウランなり．低
濃縮ウランを輸入しなければなら
ないという経済環境ではさらに重
大な影塾をもっている︒この件に

委員会委員ウィルソン氏とわが原

関し数年前来日された米国原子力

子力当局およひ原産転部との話合
いの結果として︑さきに前原研理
事長菊池先住を団長とする調沓団

修も実現したわけでありました︒

も派遣されたし︑私たちの長期研

この璽大な課題の勉強に選ばれ

たことのしあわせもきることなが

ら︑たとえは出発に当って原産主

催でもたれた送別会に原子力委賃

や各界のかたがた︑米国大使館の

かたがたにも獣励されたりして︑

ますます貿任の婁いことを感じな

がらも﹁とにかく出発してここ約

十カ月をかの地で過してまいりま

した︒

かの地でも米原子力委員会︵U

ォードの研究所でも︑私たちの立

印

中

用のヘビ血滴を朗撰してあるとこ

うがある︒まさに開拓者精神︵愛
国心︶とがなけれは︑今日のハン

フォードとリノチランドの町を造

り得なかったと思われます︒それ

でいて人達は温厚で︑宗教心が恐

い︒人口二塁五千のリノチランド

テルのものだけ︑教会が二﹁もあ

市内に映画館が一軒半︑バーはホ

るという清潔な町でありました︒

国土の大きさと内
蔵する矛盾をみる
三時間ばかりの距離はこのような

市からどちらの方向に走っても

ハンフォードの全貌はとても詳

たしたちが派進されたわけです︒

うですから︑一般的なハンフォー︑

あり︑あまり適当な場でもないよ

荒蕪地が続いていますが︑スプリ

ゴ畑もいくらか作られています︒

ンクラー潅水によって麦畑やリン

しくはわかりませんが︑何しろ広

束西一二〇マη︑面積で六〇〇平方塀

くて大きい︒敷地が南北四〇碍︑

ド紹介を試みたいとおもいます︒

ハンフォードは今まで訪れた方
も割含少なく情報も限られていま
それでももう少し走ると有名な景

した該分裂の連続連鎖反応︑その

地にこれらの施設が全ぐ点々と存

えませんが︑この砂漠のような土

ろん端から向うまでは︑とても見

ムはグランドクーリー以下数え切

ア川を堰きとめて作った大きなダ

したが︑とにか く C P 1 1 で 成 功
ということになっています︒もち
管理された中性子束をプルトニウ

在している︒サラザラの粒の粗い

勝地があります︒通称タコマ富士

ムの製造に用い︑国家目的のため

大昔の溶岩地穐の風化した砂漠の

シャシ瀞

ガラガラ

延ばすとオリンピア国立公園︑ク

れないくらいあるし︑さらに足を

千厨級の山々もあり︑コロンビ

というレニエ山︑フード山など四

いう当時の計画から機密保持と空

にその生産を大規模に行なおうと

︑その向うが

盆地を区切る鼠走の山

︑

．

サ
⁝

勢
総轄﹂︸轟・D廻

齢

層

意欲をかき立てられるかξで

まとまると次の新しい仕事への

泉學落語所の企画・遇いからではない︑一つの筆が
お

事・労務担当理窟になった

たく

寺岡卓夫す﹂と︑調査マンらしい感想を

てらおか

昭和十二年東大の法学部を卒もらす︒

務苞理の観念で原研を割のきる

たげである︒たしかに既成の労

態をよくつかんでから一と言い

新しい職種がある︑まずその塞

この入は絵を描く︒﹁よい絵

．

業して満鉄に入社︒終戦ととも

めて︑対象をよくつかむことが

に内地へ引揚げて公正取引委員を幽くには︑構図をはっきり決

ｴ研も所書千七百名あまりと
しう大世帯になった︒その入審

会事務局に入り︑二十七無には

．

労務担当理事として登場した寿

ダ鼠

岡さんは︑これ豪で労務︑経済

ウ

大切です﹂1原醗にば多様な
︐

弛
︾

紹︑

家庭は昌子夫人と親せきから

センスに期待しよう︒

ことは禁物︑この入のリアルな

本海外移住振翼︑新日興︵常務

審査部長になった︒その後は日

︑

方面の調査マンとして活躍して
きた人︒原研建て直しの一つの
・焦点が︑労使関係の丑常化にあ
ることは衆目の認めるところ︑
組合側もメンバーを一新したし

いよいよこれから・というとこ

﹁複雑な仕事にとりくむこと︑

ろたが︒

では一本中小企業政治連盟の政

しているが毛色の変ったところに散歩︑読薔が好き︒著いころ

・それが今日まで私の人生でした 取綿役︶などの会社作りに参加預った子の三人春し︒絵のほか

よ︒原研の閥題はやりがいのあ

十四年生ぼれの五十三歳︒東京

は陸上競技に勲暫した︒明治四

る仕事と思います﹂と︑もの欝

都出身︒

：

︵H︶

策局長をしている︒この多様な

ρ

：鱒：一門・乳

職歴について﹁淡してあきっぽ

：：川釜誓辱

にアルミニゥムープルトニウム

：∴

えてまいりました︒

として装荷運転した︒ただこの時

ついての制限があったようで︑そ

期はなおこの燃料に関する唱首に

研究進むプル
トニウム燃料

ρ．

かな感じのなかに︑仕事に対す

レーター湖︑イエローストン︑グ

⁝

る相当なフ岬︐イトを見幕る︒

るこんな北西部︑それにほんの一

いままの開拓すらあきらめられた

べつの旅ではあったけれども貧し

︑カナダから流れてくる

ヘビ山

襲をさけるため︑シカゴから西に

ウマ山

ような南部︑これらを比較してみ

九四三年︑本来広台かのプルトニ

レーシャーパークなどの国立公園軌

しました︒

の具体的な内容や炉に使用された

があり︑週末や時々いただく血膿噌

紙数が限られているので︑詳し

大きなコロンビア川に合流する大

には十分楽しめるところがありま︐

ると改めてアメリカという国の大

ウム生牽炉と照射済麻料の処理プ
上な支流がスネーク川︑と名前た

結果の解析は一九六〇年ごろに公

けでもぞっとするような土地で︑

い技術的な紹介ができないが︑少

ラントハおよびプルトニウム部材

きさと内蔵する矛盾とを感じたり

の加工設備が順次建設され︑一次

原子力開発の必要性︑それはレ

て︑理論的研究の顎骨生じたプル

す︒あちこち走り回ると下意に違

表されました︒この経験を基にし

に古い跡があったが．ハンフォー

施設のできる前まではこの合流点

ウム事情iそれはアメリカのプル

燃料の加工設備も加えられ︑全体

の開発1が一九五九年ごろからプ

ります︒

多

一

一

われた︒局地的放射性降下物の．木工学関係の学者によって︑多

倍から百倍にも達するかなりひ

ら閥題解決の次元が一段と広く

また︑英︑仏語に加えて日本語

どい放射能汚染をこうむった︒﹁なったとみることができよう︒
年とともに北太平洋全体に混合

は東部および西部海域の汚染の

ミ

多二

多

ミ

ミ

があったが︑必ずしも完全とは

同時通訳者の能力の閥題もある

多5

ミ多

研究部研究官
多

5 き

猿橋勝子︶
二

多

後︑初期のデータの解析から要論

画的な還転に入っています︒その

平和利用として動力炉燃料として

う税金︑タバコの値段︑それに道

国家保全に繋がるプルトニウム

ルトニウム・リサイクル試験炉お

一

トニウム・リサイクルの構想−
路をちらかした時の罰金の額な

政治による影響や支配があるよう

技術の開発とは並行に︑プルトニ

よびプルトニウム燃料の製造技術

︐

トニウム事惰ともいえるが一を書

ど︑奇異のようにも見え︑また民情

で︑今日でこそ多くの蘭題点をか

ウム燃料としての研突は︑一九五

一

ポートや雑誌にのべられたものと

キマ川にさえぎられて︑交通の便

を物語って大へん面白い︒東部や

かえているけれどわが国のほうが

診

がすすみ︑一九六一年には七千

一

明らかにされた︒その後︑太平

核種が検出された︒

材の深海でも︑これらの放射性

は︑水の放射能汚染に関する研

はかなりちがって各地区の経済︑

の全・・ない空眠地であったそう

太平洋岸地区のように十分開発さ

ド地区は河流の常に定まらないヤ

この研究部門でプルトニウムの

で︑開設当初鉦宅の申までヘビや

究部門も拡充されて来たそうであ

賜料としての開発．リサイクルプ

開発パイロノト・プラントの建設

一

二年と大規模の核謹選があり︑

洋では一九五六年︑五八年目穴

ではあったが︑地球物理︑地球

多くは︑その付近卒東かち西に︐く論ぜられてきた︒今回は少数

さ

ある︒︵気象研究所地球化学

り○︒一五から○・四ピコキュ が講演者側の協力も不十分であ
い
りi︑セシウム餅は︑○・二か つたのではないか︑と言う声も

ロンチウム90は︑海水一㍊あた

賰ﾗ雄教授および卜者による 度量はほぼ等しくなった︒スト 与えなかった︒これについては

・ライス博士︶および︑教育大

﹁北太平洋西部海域の放射能汚
染﹂の四つが発表きれた︒

湛洋におけるいちじるしい放

多

ら○・五ピコキュリーである︒

二

鉛直方向にも放射性核種の浸透

ミ多

射能汚染は︑一九五四年︑第一

多

次雀鴨丸調査によってはじめて
二

訳

きます︒

ログラムが設定されて大きな成員

九五八年には材料試験炉︵MTR︶が始まり︑六一年以降この炉が計

六年頃から始められたようで︑一

一

究であった︒︒一︑河川沈稜物に

くは﹁下水﹂﹁し尿﹂および

ノルズ博士︶﹁沿掬海域におけ

流れている北赤道海流によって

従来︑水質汚濁の問題は︑這

に大きい問題となっているの

る放射性核種の拡散﹂︵原子力

究であった︒水質汚薗が国際的

は︑入口増加および工業生産の

研︑福田面明博士︶﹁海洋微生

化学︑海洋学等に関する学者の

ダ

いちじるしい発展にともなつ

運ばれ︑北太平洋西部海域は東

て︑放出される汚水の量が急激

[海にも及んだ放射能汚染．詰

と︑下水ノし尿︑工業廃水の処

積L︵アメリカ水産局︑τ・R がすすみ︑一九六二年ごろから が使用でき︑それらの同時通訳

．三・：︑一・三．一一・・第二回国際水質汚濁会議から一一一・

に増加しているのに対して︑廃

理が完全に行なわれないため

ン

﹀〜多

部海域にくらべて︑時には数十参加も得られ︑当然のことなが

物による混食核分裂生成物の藩

︵テキサス大学︑密・D・レイ そのほとんどは赤道海域で行な

﹁産業排水﹂の処理に関する砿 よる放射性核種の拡散と放出﹂

の論文が発表された︒論文の多

⁝︐︐

一

この時期をすぎると︑すんなりと

一

一

発展するのではなかろうかとも考

多

︐

れて豊かな地方と︑とにかく広い一

︐︐一

〆

ばかりでまだ開拓時代が続いてい

︐

ダ︑ポーランド︑オーストラリ
ア︑インド︑日本などで約三百
名の代表が圧癒した︒第一圃は

会議は﹁河川の自浄作嗣と汚

ないことによる︒いいかえる

一九六二年九月︑ロンドンで開 残をうける側の体制がおいつけ
かれた︒

濁の魚への壁越﹂﹁下水および

に︑河川水を濡心し︑公害をも

多か

ミ

産業撲水の処理﹂および﹁汚濁

多 多
ミ

このほかの新しい間合として

たらしているからである︒

多︐多︐︐

︐ミ多

の海洋におよぼす影響﹂の三つ

多︐︐︐さ

の部会にわかれ︑各十六編ずつ
︸︐︐二︐︐︐︐ミ

⁝

有竃サソリ︑有毒クモが侵入して

しばかりハンフォードのプルトニ

の技術管理︑研究施設としての研

向ってこの地が定められたのが﹂

、

来たそうです︒今も家庭には応急

︐

齢強t

を拝・げて来ている︒この部門にわ

一

ツ︑！4タリア︑チェコ︑オラン

リス︑カナダ︑フランス︑ドイ

れた︒参加国はアメリカ︑イギ

二回国際水質汚濁会議が開催さ

菓京の日本都市センターで︑第

去る八月二十四日から五日間

薩窯懲

S A EC︶の出先機関でもハンフ

の教育と援助を与えようとしてい

場を十分認識して許しうる最大隈

ただけたし︑日常の研究所の中で

も比較的自由に︑たのしくものを

おぼえられたことは実にしあわせ
でありました︒

技術的な内容については︑過日
ご関係のみなさんに報告もいたし

・

原燃東溝製錬所検叢書畏蕪プルトニウム研究開発室長

燃料の開発に主力
EBWRにPu装荷を認函

i難ii

ましたし︑ここでは紙数に限りも

から炉工学的実験も︑いちいち燃

計算値と実測値のかなりよい一致

のこともないという考えからかと

疑の進行をまづてデータをとる程

料の価値が評価され︑さらにこれ
﹁を基にして各種の炉型についでプ

ルトニウムをリサ︑4クルした時の

価働評価も循なっています︒この

実証の一つとしてアルゴンヌ国立

ルトニウムを装荷する計画が進行

研究所︵AN﹂︶のEBWRにプ

理的実験の内各とともに鰍料の製

中で︑この意義︑安全解析︑炉物

造その生産工学的解析およびそれ

を支えるための同裡燃料のPRT

試験の実除を見ることのできたの

Rなどにおける照射と︑その後の

はまことに孚いでありました︒こ

お熱量束︑出力密度︑燃焼率とも

の計画では燃料としての負荷はな

いものでないので︑その後にサ

にまた動力炉用としては︑そう高

クストンのPWRへの装荷の詔画

子炉用ウラン・プルトニウム混合

があるようてす︒しかし︑勲中性

たというのて︑去る四月竃力界︑

酸化物燃料の開発は概ね開発され

蓑会を開いていました︒この面で

原子力界の関係者を招いて成果発

した燃料の乾式化学再処理と二次

あと残された問題は︑リサイクル

以降の還隈加工の開発で︑この旛

設が来年には完成します︒

次の段階に入っ

たハンフォード

一方︑その他の開発研究として

は高出力密度用の燃料要素設計と

その製造︑極めて反応度寿命の長

い勺70⑩三×燃料の開発もあ

の性能評価などがあり．また高速

り︑構造材料としてのジルカロイ

のほかに整化物︑ホウカ物に向け

炉燃料としての研究は浬合酸化物

研究の段階ですが︑混合酸化物は

られ︑観二者はなお製造や物性の

射試験を含めてすでに完了に近

燃料物質としての評価はすでに照

開発研究にある︒このため高速中

く︑間題は鰍料体および集合体の

の燃料系およびその製造法によっ

思いますが︑この炉を使って各謹

ます︒これはこの炉が重水減速冷

たものを順次計画的に挿入してい

が作られつつありました︒これら

について︑いちいち申し上げてい

性子等を用いる材料試験炉の構想

ると限りがありませんが︑いずれ

却型のプレシャ・チューブ型であ

まるでよくこう多種類のもので炉

れませんが︑専門外の私が見ると

でに一段階を終ズ︑次の颪にはい

にせよハンフォードの研究所はす

るということからできるのかもし

いろ入れてあります︒もちろんそ

いりました︒短期間ではありまし

りつつあるという印象を受けてま

が動くものだと黛潔した程にいろ

ステムが管理され︑二会の計測が

の運転管理のためにデータ計算シ

り︑このような技術習得の手段は

たが得るところがまことに多くあ

今後にも続けちれることが大変望

すぐプリント・アウトされて︑炉

ソクされています︒合−

ましいと思い完た・ノ﹂

全体および当該鰍焼の進行がチェ

このようにしてプルトニウム無

侵

し

場・干条・怯木・都鳥・小倉八代・坂本・釧路

治

噂
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開発方針を再検討
・

日本原子力産業会議は十月十三
日午後会議整で︑総合整備委員会
と財務委員会の合同会議を開き︑

局で作成した原産の体制整備要綱

松根副会長が座長になって︑事務

案を審議した︒

この体毛整備要綱案はさきに菅
会長に提出ざれた総合整備委員会
︵委員長和田恒輔氏︶の答申にも

とづき︑執行部の機能攣目︑委員
会組識の再編成︑付帯事業処理効

自の立場から︑重水減速炉以外の

練り曝し︑場合によっては原研独

付で動力炉開発委員会と動力炉開

発窪を廃止して︑新たに十月一日

従来の開発室および国産動力炉開

力炉開発方針を再検討するため︑
せることになる︒

学センターの運営︑などを行なわ

谷徹︑原子力船開発事業団企画部

る︒なお原子力局核燃料課長萩野

産業部会は︑十月十二日頃月︶午

通産省産業構造審議会の原子力

ついて︑その九〇％豪で㎜億班の

に︑原挙力発電コストの割高分に

出産業として育成する方針のもと

原子力安全研究協会︵理事長藤

会長霊で第四回理事会を開き︑矢

波収氏︶は十月九日午後二時原産

木常任代行理事の司会でつぎの諸

①役員の異動︑②昭和三十九痒

議題を審議承認した︒

度修正収支予算ならびに九月束
収支実績︑③砺究委員会の活動
状況︑④研究委員会委員の変更
その他︒

石川原子力委
員日報会議へ
同戸何三氏と二十一日出発

満の三雲が同行する︒

中井原研理事発令

政府は十月

所理箏に︑既報のように内定して

十二日︑欠員中の日本原子力研究

︵四面

いた同研究所の東溝研究所化学部

のひゆうまんかうんた参照︶

長中井敏央氏を発令した︒

一〇疑U暑§婁

まま き ミ
行く人・来る人

上田隆三氏︵原研原子力工学部

︵同研究員︶矢昆聖使氏︵東北大

原子炉燃料研究室長︶城戸野郎氏

る第二回日米研究協力会議︵核燃

教授︶米国ハンフォ！ドで開かれ

料専門家会議︶に出席のため＋月

天沼掠氏︵原燃東海製錬所管理

二十四臼渡米︑約一カ月滞在Q

に︑原子力委員石川一郎氏を決定

加原子力技術会議の日本側出席者

側に照会中︶オタワで開かれる日

ロンドンのNCTと再処理工擾の

山崎純氏︵原燃再処理準備室︶

るため十月二十四日渡米する︒

ヨーロノパの原子力旛設を視察す

@ 一
した︒このため石川氏は十月二十

月二日から四日間︵予定1ーカナダ 室長︶同上会議に出席後︑米国と

政府は＋月千三日の閣議で︑来

長堀純郎︑原題東海製錬所小泉益

いといわれており︑このために動

行ない︑原産全体の活動強化と合

後二時から東京大手町ビルの電力

原子力安全研究協
会が第四回理事会

炉塞の閣発を進言するかも知れな

力炉開発室に代って動力炉開発部

とになる模様である︒

結論を原子力委員会に進言するこ

用方針などを総会的に検討︑その

殖炉の開発計画︑動力試験炉の利

し︑国産動力炉をはじめ︑高速増

部長は奥田理事がそれぞれ兼任

羽理事長が︑動力炉開発計画部の

動力炉開発委員会の委員長は丹

発計画部を設置した︒

︵昇格︶および動力炉開発委員会

を設置︑動力炉懇談会の審議と平
行して検討が進められることにな
っている︒

原研に動力炉開発
委と開発計画部を
従来の二開発室は廃止
日本原子力研究所は︑原題の動

とか関運する委賃会共同の特別委
員会を設置するとかして機動的に
審議する︒

︵仮称︶を設け︑当面の業務とし
ては原子力関係刊行物の発行︑原
子力関係行事の実施︑原子力海外
視察団のあっせん︑東海原子力見

ウラン資源の見通しに問題

ては各委員会の中に部会蟹設ける

ま︶そして特に緊要な問題につい

七つにする︒︵財務委はもとのま

化学︑アイソトープ︑国際協力の

また最も問題の多かった外局組
つぎに委員会機構は現下の情勢
織については︑会長が原産の役職
に適応するように︑開発計画︑発
員から委嘱する補任者のもとに別
電推進︑PR︑原子力船︑放射線 会計の原産事業サービスセンター

原産の整備要綱案を両委員会審議

外局糧織の設置へ

によって︑国産動力炉開発方針を

丹羽理事長をはじめ首脳陣の一新

日本原子力研究所において南︑

られる︒

来年四月には審議終了へ
原子力委員会は十月七日︑定例委員会て動力炉開発懇談会の設
置を決め︑明年四月終了を目標に審議をすすめることになった︒懇
談会設置の目的は︑最近の世界各国における動力炉開発の成果と
見通しを適切に反映させつつ︑紛合的な見地から在来型導入炉︑国

的方針の策定に亡霊ることにおかれている︒審議にあたっては︑

産動力炉︑高逮増殖炉等の開発推進方策を再検討し︑今後の基本

核燃料事情をふくめ︑最近の諸情勢を考慮して︑在来型導入炉か

の検討を行ない︑①政府と民間の役割︑②財政負担︑③技術者の確

ら高速増殖炉にいたる各種動力炉の研究開発計画の基本的な構想

保︑④国際協力などについて考慮し︑開発の体制︑規模︑速度等の面

で各計画相互の関連についても配慮することになつでいる︒懇談
会の座長には兼重原子力委員︑副座長には武田原子力委員が予定
され︑他のメンバーも人選を急いている︒またこの懇談会の設置

研究所の労使紛争によって︑原子

に至り︑一方昨秋来の日本原子力

にともない︑動力炉開発専門部会と高速増殖炉懇談会は︑この懇
談会の結論待ちとなった︒

立遅れの痛感
が直接の動機
力開発利用長期計画の再検討の機
運が高まっていた︒原子力委員会
が動力炉開発懇談会の設置にふみ

理的運宮をはかろうとするもので

中央研究所で第二回会合を開き︑

限度内で政府が補助する等の強力

原子力産業部会で今井氏が報告

ある︒近くさらに常任理事会にか

な助成策を︑︸九七〇年まで続け

し

国会議員との懇談会

クラ

二十八日

十月二十一日午前八時ホテルオー

原研理口次電力首脳との懇談会

していたがこのほど帰国︒

子燃料試験所︶アルゴンヌに留学

市川倫夫氏︵原燃東海製錬所原

渡英︒

一日出発︑十一月八日ごろ帰国す 予備設計打合せのため十月十五日

料しについて︑報唐したが︑今井
委員はセノションニー十一︵資源

L︒フォークナー︵米原子力委︶

と必要条件︶で発表されたR・

ほかの論文から将来におけるウラ
ンの需要︑その埋蔵量︑価格など

の見通しについて説明し︑世界
のウラン埋蔵量︵二酸化ワランポ

原推協常任幹事会

ノ

ト跡

二十三B午

午前八時半ホテルニューオータニ

安全特別研究会地震小委員会

後一時半原麓

二十七日午後二時原産

原子動力研究会プラント建設
グループニ十七日午後一時半原

産︑原子炉安全グループニ十八日

プニ十九日午後一時半原産

午後一時半原笙︑計装制御グルー

十月二十八日としましたが︑これは二十六日︵月︶の誤り

一

電話大代議（石54＞0131

し

M

暮

圏㎜鰯㎜騒獺團％懸鰯腰賜鰹％燭

ー

東芝麗麗雛式会社難轟幽幽募饗踊躍

爽化のための外局組織新設などを

けて審議される郁︑その骨子はつ

原子力開発計扇調査団︵日本原子

ぎのようなものである︒

騒︶が減ってきているが︑この推

ンド当り十が以内で採掘可能な
番目の原子力発電所にペブルペノ

望な潜在資源もあるので︑会議て

定にはいろいろ前握がある上︑有

る方針であるごと︑西ドイツの四

と︑などが強調された︒

ト炉が選はれる可能性があるこ

もウラン資源の将来に悲観的な空
気はなかった︑という趣旨をのべ

また一本松墨髭は﹁原子力発電
の経済性の現状と将来﹂︑大山委

開かれる予足である︒

子力発電﹂︑内田東大教授が﹁原

事が﹁内外のエネルギー事憎と原

た︒次回は十一月十三日︵金︶に

が必要になって来る︒このため

子力開発の技術的展望﹂について

来﹂︑今井委員は﹁発躍用核燃

心に話し合ったが︑赤羽九輪社長

九州電力でも昭和四十六年ごろ

員は﹁原子力発電技術の現状と将

は同社の原子力発電に対する計画

講演し︑映画﹁原子力と日本﹂を

三百名の来聴者があった︒

上鎌︑午後四時すぎ散会したが約

には出力二十五万〜三十五万K
二十年後の九州の電力罵要をま

てその準備中である︒

Wの原子力発獄所の建設を考え

かなうには︑九電は六百五十

と映画の会を開催し︑今井開銀理

名古屋の報告会は二十六日

至9から訂正しホ︒玉簾の璽難しま竃一L

前号シュ不ープ会議報告講演会の予告中︑名古屋市の分を

も及ぶが︑現在では九州の電力

の

＼

めないので︑結局核燃料と重油

︑

→

用炭は年間千八百万ナしか見込

な燃料は石炭では約二千万ゾに

いうことになり︑その場合必要

めないので︑残りは火力発電と

は百万KW程度しか開発が見込

てはならない︒しかし水力発聡

万KW崔度の電量を開発しなく なお︑懇談会後同ホールで講演

を次のように説明した︒

晶

振替東京125575

1丁目826番地

難紀伊國屋書店

東京都新宿区角筈

放湯量線機器

p．

Polushkm．221

E．P．

By

2，70

（E王sevユer）・……・…＿＿＿＿＿。．．＿＿．＿＿＿，＿。＿．＿＿＿＿＿

ユ964

Chemlstry：ASer．

P・）…

10，16

pユ964（lntersclence）・・……・

ed．857

4：EEglneermg．2nd

Vol

o蚕雌eね盈s

S重「眠ct腿「3玉C血arac重eris重量cs

Maτtleロs・

H．

1．

＆

Mc工，ain

S．

by

7，40

1964（McGraw）…

p

Grlem。580

R．

H。

By

S拶ecセosc⑳y．

p亙as煕a

5，40

p。1964（Remhold）…………一．＿．＿．．＿＿＿．．．＿＿

366

Wllson

L

Beユcher＆C．

BγR．

A簸a奎ア￡ic3亙C恥eπ陸云s￡■ア．

………・……￥3，80

Klrmse！Organic

P・1964（Academlc

vol

of

of

New鍛e抜。♂s

W

By

1

302

C恥e職覧s旋y

Monogs，

Ca爵。畏e

Ed．

Ha迎δ恥ook．

盈eac奮or

原子力機器

囲㎜協脇醤 新着御案内欄一一動粥

ひ

各国二極的な開発態度
わが国の動力炉開発に関する基

ーブ会議で︑各国の動力炉開発に
対する積極的な態度︑目ざましい

きったのは︑ききの第三回シュネ

などの検討は︑各方面からその必
開発の前進が明らかになり︑わが

本方針の確立︑各計画の規模︑開

要性が指摘されていたが︑最近総

が︑直接の動機になったものとみ

国の立ち遅れが痛感されたこと

発の体制︑速度︑計画相互の関連

原子力発電の開発が重要視される

、

冨画工前金200円

購読科

■

合エネルギー政策の立揚からも︑

k
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毎月3回（5日．15田．25日）発行

﹁原子力の日﹂と

ギー政策の立場か
に至っていない︒そこには一般公

もかかわらず︑いまだ閾題の解決
パンフレノトを出した︒パンフレ

﹁原子力発電の安全監﹂に翻する

致命塑留与えたのと同種のイタリ

ン氏とロサンゼルス警察は︑あの

能性を予測している︒

柄で︑両国の公式な話し合いの可

原子力計画を順調に進展させるた

はオズワルドは既に死んでおり︑

ことが解った︒しかし︑この時に

なく︑アンチモンも留保している

こん跡は︑バリウムを残すだけで

学分析により検出されていたこの

ンを含んでいた︒また︑従来は化

ん跡ともバリウムおよびアンチモ

の研究炉で分析したところ︑各こ

採鉱する方がより有利であるとも

けている︒さらに︑ウランを購入

国に呼びかけるべきである﹂と続

保したいなら︑ブラジルのような

九六八年にウラン賦存量を十分確

をまぬがれない︒﹁われわれが一

ウランを輸入したとしても︑不足

などの共同体構成国からの低品位

一二十万KW発電と一日当り八千

間行なった概要調査では出力十五

メー委員は︑この問題につさ八月

続けている︒米原子力委員会のラ

いて︑その必要性と展望の討議を

る海水脱塩炉を建設する計画につ

ームは︑イスラエルに原子力によ

アメリカとイスラエルの共同チ

脱塩炉で討議続く

米︑イスラエルと

に千五百十万膠が含まれている︒

十万憾および原子炉材料の欠損費

吋︑研究組織への供与金に千百三

事関係以外の爆弾研究に七百＋万

原子晶系︶に千八百四十万ぜ︑軍

画︵商業的開発の見地で開発する

った︒その内訳は︑主要な開発計

六千五百十万ぱンが︻般研究費であ

億一千六百五十万圃ンで︑このうち

獣

︵AEA︶の正味の事業費は︑一

依存できたイギリス原子力公社

一九六四会計年摩における国庫に

一九六四年三三二＋一一日までの

六四会計年度庚算報告

額一億ポンド余に

AEAの政府出資

付け加えている︒

するよりウラン鉱山を買い取り︑

る精製石油の給油の分析など︑広

る金属の追跡︑バナジウムに対す

の不純物の測定︑代謝作用におけ

剤残津の検出︑シリコン半導体中

この技術は︑また穀物類の殺虫

ら︑確証がえられたこともある︒

握っていた殺人者の一本の毛髪か

が︑ある例では︑被害者の女性が

の犯罪の証拠固めに寄与している

放射化分析は︑すでにいくつか

なりえなかった︒

面に付着したために︑きめ手とは

扱中に︑ある種の残髄が︑その表

しかし︑この試験は︑こん跡の取

ジで秘密裡に放射化分析された︒

入手を当局に要請し︑オークリノ

分析されたオズワルドのこん跡の

ダイン氏はダラス警察て既に化学

検察局は事件に乗り出していた︒

のこん跡を検出し︑これをGA社 る︒しかし︑国内生産量はガボン

手やホオから︑8個のパラフィン めには十万ゾのウランを必要とす

て︑調査を始めた︒試射した人の

一九七〇一八○年間のフランス

らは︑石炭が労務
ノトといってもお座なりなもので

ア製六・五ボライフル銃を使用し

現実に発電所の設置をめぐる特殊

衆を対象にするふだんのPRと︑
なく︑専門家の科学的知見に裏付

者不足︑採算の点

66，500

21，90G

70，200

23，000

74，500

24，100

ユ000

︵FECSA︑ヒドロエレクトリ

資会社︶が参画するものと見られ

力・デ・カテルーニャ各電力の出

ている︒同炉の燃料は︑国産を使

電気亜鉛・金・銀
酸・脱銅焼鉄鉱
硫

雪

審

鰯騰鰯闘

郎蔵

、

一友

井

瀬

三新

会社

長長

覧

舳

で︑五千五百万ゾ

れている︒

なPRとの︑質のちがいがあらわ けられた︑創意にみちた説明書で

える形で書かれている︒わが国で

訓練を受けている︒

大統領死亡の直後に︑この技術

範な分野に利用される︒

の開発者であるGA社のV・グイ

ってアメリカを悩ます結果になる

フランス資金を導入することによ

モンドは伝えている︒同紙はドゴ

のではないか︑とフランス紙ル︒

ール大統領のブラジル訪問の結果
として︑フランスが多量のウラン

を実質的に購入することおよびブ

電気出力六十万KWのスペイン スに送電したいと希望している︒

金には昨年フランスが一億五千万

一億がにのぼるこの発電所建設資

がのクレジノトをスペインに供与

原子力発電所建設に関するフラン
スとの最初の請し合いが︑十月初

っているが︑最近

徹することに決ま

の頭筋によると︑

高純度ウラン鉱が
した一部︵二千五営万が︶を割り

ことにより︑スペインのウラン賦

ている︒

存蚤は㎝万ナ以上になるといわれ

カタラン・ピレネーで発見された

が介入するかどうかは︑まだ明ら

この欝画にスペインの電力会社

当てることになろう︒

スペイン六十万KW級に決まる

EDF型炉の建設で交渉

めマドリソドで行なわれた︒非公

式の情報による
と︑カタゴニアに
建設する黒鉛減速
炉は一九六八年に

送電する目標を立てている︒その
時にはスペインの電力市場は︑プ
ラント出力の七十五％を国内消費
し︑残り昂現在設置されている三

百八十KVの送電網で南フラン かでないが︑国営ENHER電力

饗擁三熱・額幽墾鎚肇揚軽羅瀦灘髪
っている︒年産七千万メ以上の照

んで︑あるものは経済へースにの

4

PRの現段階
の出炭目標達成がむずかしいとい

関係者が指摘する点の一つは︑

も各霞力会社の経験を集め︑住民

ある︒それは公衆からの質聞に答

う状況もあり︑原子力にいっそう
重点がおかれる可能性が強いとい
住民の疑問にこたえるための﹁分

でこの種の啓発書の早急な作成を

の疑問や生活や気持らを考えた上

47．50

20，800

辮

望⁝ の 羅 回 診 聾
われる︒ともかくここ数年のうち

明書がない︑ということである︒

り易い﹂しかも﹁権威のある﹂説

46．20

展⁝力箋会堂はしめ関係諸

に︑原子力発霞所の敷地調査︑選

原子力発電所の敷地選定は︑わ
が国では地理的条件からかなり困

31，800

団体では︑国民に正しい原子力の

定が全国的にすすみ︑そ朗にとも
なって敷地周辺の住民に対する直
考えるべきであるまいか︒

知識を伝えるための各種行事の準

接のPRが︑現実の閤題になって 周辺への影響についての資料が要

難な見通しである︒その上に徹妙

19，600

62，500

銅

気

硫化鉄鉱・電

備を急いでいる︒割引了解によっ

て今年はじめて﹁原子力の日﹂が

求されている︒権威という点で︑

な国民感情もある︒敷地の選定が

説明会や住民との折衝にもっと国
がのり出してもらえないかという
難航すれば︑その面から長期計画

58，500

500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
どである︒

F

とくに︑原子力発電所の安全性や

設けられたという意義のほかに︑
くるわけである︒

化しはじめたことからも︑PRの つかっており︑中部電力の敷地選
切望もきかれる︒原子力潜水艦の

46．20

103，000

すでに中央三社はこの間題にぶ

原子力発電推進の機運が高まり︑

定が難航しているのは周知の通り

30，800

各電力の設置計画が相ついで具体

内容や方法についてこの機会に検
の達成が崩れる可能性もあること
は︑関西研究炉の例を引くまでも

安全性については︑あれだけの資
料を国が出しているのに︑原子力

である︒芦ヶ浜の場合︑ほとんど
全県にわたって説明会︑映画会を

討を要す る 闇 題 が あ る と 思 わ れ

なく明らかであろう︒原子力の日

46．20

99，100

る︒

発電については何一つ国が作った

47．80

P憶

ひらくなどの努力が払われ︑地元

したいものである︒

原産の調査によると︑昭和五十

アメリカでは︑原子力産業会議

にさいして︑PRの重要性を見直

が統一的な公衆啓発シリーズを計

資料がないのである︒

の原子力発電所は三五百万KW︑ 家に聴く会などによって︑原子力

漁業者も東海︑大熊の視察︑奪門

五十五年までには約一千万KWに 発電の漁業に対する影響の有無を
画し︑この春その第一冊として

年までに運開を予定される各電力

確かめようと頁剣に取の組んだに

46．20

29，800

逮する見こみである︒総合エネル

の通りてある︒覇気出力五万KW

18．400

聞

の方法の犯罪学への利用を遂行す

l︼○・三七ミル︵二ニハミル︶︑

三十万KW一五・ニミル︵一・五 十三樗の化石麩料発電所の生産羅

と結んだ時以来︑関心を抱いてい

る契約をゼネラル・アトミンク社

は︑大きな眠力系統に限られるの

28，600

95，200

︐醐鼠

ル︵一︒五一ミル︶︑七十五万K の五〇％ほどの地域で原子力発電

たが︑検察局職員はオークリノジ

九ミル︶︑六十万KWi四二でミ力と競合し︑この数値はアメリカ
Wl四・ニミル︵一・五ミル︶︑ が有利になるとみている︒しかし

ミル︶︒

百万KWl一二・八ミル︵一・四九六十万KW以上の発難所について 原子力研究所でこの技術に開する

GE社ては晒一気出力︷ハ漁T万Kで
W︑その数値も二五％に考えてい

沸騰水型炉は百万BTU当たり二る︒

48．30

54。40G

業

機器なみに標準牝
房移列のほぼ一二％高に
てスタサキス氏は︑今回のカタロ

91，200

アメリカのゼネラル・エレクトリノク社は︑このほど原子力発

グ価格の高価には二つの理由があ

鷺圏

4620

電所の定価衰を発表し︑原子力発電は在来機器並みになったと一臼

ると説明した︒つまりオイスター

R置で犯罪検出を

オズワルドの犯行調査で

27，500

明した︒この定価表は︑電気出力五万一百万KWプラントの推定

表作成時との時間的ズレによって

︒クリークの入札時と今度の定価

る︵別表︶︒同社原子力発電部のヤング部長は︑同社は原子力発

機器価格と労賃が高くなっている

46．30

87，100

価格︑沸騰水型炉の価格︑燃料要素加工費をそれぞれ提示してい

電所︵全機器︶の主契約者にもなり︑原子炉部分だけの供給もす

仏︑ブラジルのウ
ラン採鉱に投資か

48．90

17，200

価格てあることを示している︒

26，400

ことおよびこのカタログ表は天井
が︑原子力による犯罪検出の手段

フランスがブラジルのウラン採

15．800

50，000

ると述べている︒

放射化分析が︑ケネディ大統領

としての役割は︑ウォーレン報告

45，600

定価を示したが︑このうち原子力

を暗殺したオズワルドの犯行の調

鉱会社に出資することには反対が

49．70

本年春から発蓑を待たれていた

固定費一二％︑負荷率八○％︑

書の中で明らかにされた︒連邦検

50．80

14，300

発電プラントの価格には︑逓常そ

査を助けるために利用された︒今

工2，700

40，80G

一一二二の真水を製進ずる二重目

第三炉心で運転する場合の全発電

35，400

250
300
350
400
450

の一五％程度にのぼる土地代金な

200

水型炉の再加熟するものと︑しな

10，900

的炉が考慮されたと述べている︒

29，700

ラジルのウラン鉱業にフランス資

ユ50

本を公開することなどの具体的事

9，840

ではウラン鉱業の開発に大規模な

察局は︑

26，500

一九六二年にAECがこないであろうが︑ブラジル政府筋

度のケースでは不成功に終った

56．8G

125

この価格表は︑単一サイクル沸騰

今年運転に入ったソ連のべロヤルスク原子力己妻所（AMB一1、10万KWe）

費︵全獣料サイクル費︶は︑以下

60．40

8，720

いない︒

7，470

23，100

どの電力会社負担分はふくまれて

単一サイクル沸騰水型炉（GE製）

いものについて︑ターン・キイ方式

19，300

による原子力発電プラント推定価

75
100

発展︑⑥大最放射線源の発展︑な

6600

蓼㌣戦前罐麓親

6，000

GE祉原子力機器︵APED︶
部の市堀担当保工G・スタサキス
氏は︑このカタログ価格表は︑ジ

54．40
15，000

格︑原子炉部分の価格︑第一炉心燃

料要素のウラン︑ポンド当り加工

価格の三表から成っており︑出力

の価格は最近アメリカン・エレク

W︶に分けている︒ここでいう原 ター︒クリーク発電所の価格一そ

規模を二十二段階︵五万1百万K ャージー・セントラル社のオイス

子炉部分︵郎昌︒一Φ鋤弓び〇二Φり

同発電所の経済性分析を行なった

Φ戯9一℃琶05け でゆ︒一︵鋤σqΦ︶ トリノクパワi社のスポーン氏が

とは︑系のバランスを保つため

氏がオイスター︒クリーク炉の価

ることを明らかにした︒スポーン

一定鰍の蒸気を発生させるに必要 数値1のほぼ一二％高となってい

の補助および操作装置︑パネル︒

格に健闘をいだいたのは︑競争上

いたからであるが︑その点につい

一一

産

画▼

y

力

一6」7

50
9

25，300

83，000

＝
の圧迫がその一因であると感じて

（㌦／㌣）
（千㌦）
込

78，800

（2）

第三種郵便物認可
な︑核燃料以外の墓礎的機器︑炉

マウンティング用機器︑系の放射

別表には︑再加熱しない騒騒の

﹂

4680
4660
4640

、

汽
」、

第30「暑
能検出装置をふくんでいる︒

噌．

47．20

一
唱署

原子炉

燃料加工
菊誰価格

表記価格

（MWe）

原子力発｛近所

電気出プ：」

回i定
価格
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。47．00

在

来

｛

隙
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事業所秋田。柵原・赤金・岡山・尼崎・片上

︑

聞

産

力
子

引

克服するかが中心で︑これの解決

ウェージングでは泡の生成をどう

吸収が問題になっている︒しかし

ルコニウムでは水中の酸化︑水素

はステンレスの場合応力腐食︑ジ

被覆材については︑水冷会誌で

・翼

●

董

どである︒

﹁フランスなどが将来の需要を見こ 発展︑⑥大鍬放射線源の発展︑な
んでやっているのに︑日本には確

講響難

14どで占

めたが︑アメリカはほとんど展示

バ割

パネル討論はソ連︑米︑英︑西

していなかった︒

ぜ核融合の蒙麟模型

が少ない程効果が上っているよう

計画その他の蒙情から︑当事国

表が互いに遠虚し合っているよう

に鬼える︒ユーラトムでは各国代

圧で接触させ︑あるいはイオンの

％G値二万︑コバルト60︶︑半導体 このことがさらに強く感じられた

まずクリプトン85は︑高温︑高

ボンバードを作る場合に︑無機物

固たる昌標がなく︑幅広い研究た

けに止まっている現状は︑今後の

有機物いずれでも標識でき︑固

関係を作り上げなくては︑なかな

よみ上げただけであった︒前回か

総ﾛ協力はよほど巧みな協力 うな討論もなく︑各国とも原稿を

で行なわれたが︑期待していたよ

に見受けられた︒工AEAでは︑ ドイツ︑仏︑豪︑臼本の代表八人

開発上問題を残すことになろう︒

す︑月産数祉の合計で約百万円︑

R一と放射線
うことから︑ユニバーサル・トレ

素子︵スイソチングタイムをへら

浩氏

体︑液体︑気体どれでもよいとい

利用鴨川
またセシウム餅︑コバルト60な 八円︶︒また近く製品化見こみの

その意味では今度の会講にメーカ

感覚を身につ6る必要があるが︑

今回は核融合のむずかしさがわか

ない︒今はまだ暗中模索の段階で

一向に現実的なものへ近づいてい

ら六年の間に飛躍的な発展はなく

ものとして︑プラスチノク含浸木

ー側の代衰が一名も参加きれなか

﹁個当り照射費一円八十銭から十 か難かしい︒日本入ももっと国際

ューが多く︑あまり目新しいもの どはコストが安くなり︑セシウム

材︑保存食品︵ベーコン︑小

ったのは残念であった︒

ーサとしての侵割りが大きい︒

は一樗当たり三十六銭コバルトも

麦︑馬鈴薯は許可済︶︑塗料焼き

暗中模索の核

RI・放射線関係の発表はレビ

は見受けられなかったが︑このな
五百キュリー程度のものなら︑容

付け︑半導体素子︵中性子吸収器

該融合には

王道はない

本の方が高いようである︒

この分析に関する工学的水準は日

用小型動力源としてのRI篭池に 回︑第二回の時のような花やかさ

して︑NAP−7Bの各種計測が
器しぼられたため︑核融合は第一

また︑SNAP計画の一環と今回は主に原子力発電にテーマ

ヨーロノパではミニマム・Bと呼

加える︶の発見であろう︒これは

にそって電流を流し薩斜な磁場を

ソ連でのヨノフェ︒バi︵磁力線

研究の主流をなすと冤られるのは

が︑

かで米原子力委員会の報告はつぎ
易に入手できる状態にある︒放射

のマスクを使って︻部を極佐変換

ったということであろう︒

のようなものであった︒

化分析では︑小型の中性子発生器

する︶︑ソフト洗剤などがある︒

のカーボン活用︑③トリチウム化

融合伏見康治氏

前回の会議以降の新しい発展と
を使って︑大小の構成分の分析を

合物のトレーサ利用︑④メスバウ

ン85のトレーサ利用︑②有機物中 行なっているが︑全般的にいって

して強調されたのは︑①クリプト

ルミ含金はニノケル添加などの研

と

一二％に対し︑水力および化石燃

数百万KW

料の余裕がまだ＋分のようで︑原

子力発電計画は

いうあいまいな表現を使っている

カに近いという印象をうけた︒

が︑開発に対する難民方はアメリ

フランスは増加三七・二％で︑

かっこうであった︒総含発表の論

揚とヨソフェ・バーの組み合わせ

ことができるようになった︒これ

によって︑静かなプラズマを作る

る︒これを発展させても︑もっと

は希薄なプラズマでの成功であ

ｻの地区の代表者︵ソ連︑西

文は輪編で︑世界を四つに区分し

ドイツ︑アメリカ︑オーストラリ

座長のペニー氏︵英︶は﹁該融

JPDR近く

今後の課題であろう︒

高密度の方向にもっていくことが

ア︶が発表したσ

合には毎年世界中で︑約︸億ザが

．運転を再開へ

費されている﹂またこれを国別に

四分の一はアメリカ︑ついで英︑

運転を再開するためにこのほど日

日本原子力研究所はJPDRの

みると﹁全体の三分の一はソ連︑
原子力で︑と考えている︒天然ウ
欧州各国の順となっている﹂との
ラン黒鉛減速炉の技術的確信をE べていた︒しかしソ連の方がアメ

八○年には全エネルギーの八％を

ばれている︒すなわちミラー型磁

究がされているが︑腐食の大きい

イギリスはエネルギー需要の伸

クリプトン85が利用されている︒ は消え︑会議の副産物で棚上げの

アー効果の応尾︑⑤放射化分析の

害問題の観点からも︑原子力発電

コストの低下を図ること︑また公

本松

原子力の役割と国際協力

原子力の役割りに対する各国の
考え方をみると︑アメリカはエネ

こみ︑原子力発電コストは現在四

びを四％と見こみ︑八○年には石

の必要性を強調している︒

一五ミル︵前回会議では一九七〇

炭換算四−四・五億ゾの需要のう

ギー需要の増加を年三一五％とみ

珠磯氏

放射線照射は米国がもっとも謡

のが致命的で︑被覆厚を二︑ザ位に

しないと心配だといわれる︒

かに克服するかが問題で︑とくに
ウランとベリリウムの膨張係数が
違うので︑摂氏二百五十度以下で
は亀裂を生じやすい︒しかしフラ
ンスでは︑六万騒系をランダムに

年に七ミルと予想︶になったとし

程を決め︑通産省に申請するこ

十月二十日ごろ︑最初の燃料十

とになった︒

五本を装荷し︑約一週間で臨界

に達したのち︑特性試験を三日

一可能性もある︒

ノ

蕪肇
諺券

ダ繭 ド

のため泡を分散させる︑吸収材を

カナダで銅を混入して長期腐食値
するとか純度を変えるなどの手段
で︑この欠点を補なったと三斜し
イギリス代表から注目された︒
フランスは︑一貫してマグネシ

ソ連は実用をはなれたアカデミ

発表には疑閤がある︒

ソクな研究を披露していた︒一方

して良好て︑銅を添加すると腐食

カナダは六％の伸びを見こんで

末には六1八億ゾのうち︑原子力

いるが︑水力が豊富なので︑水資

アメリカは実用だけを考えている

OF14でつかもうとしている︒リカより余計に使っているという
で二・五三ナを主なうと見こんで

源の少ないオンタリオ州に原子力

ようであった︒国情の違いは展示

ている︒英︑米ともにR＆D費を ち︑原子力で一億ゾ︑また今世紀
年閻約一望一千万が支出している

いる︒第二次長期計画の炉型は来

では重水炉だと意気ごんでいる︒

開発の重点がおかれ︑今世紀末ま

ウムージルコニウム耐芋竃金を研

が︑原子力発電所の数がイギリス

旧

曝している︒これは炭酸ガスに対

の約半分なので︑アメリカの方が

であろう︒

年半ばにならないと判然としない

会によく現われ︑ソ連は展示の七︑

の原子力平和利用L

懸轍
Q広島では原子力局が原子力の日

記念原子力セミナーを午前十時か
ら広島工業高校で開く︒

難

葡行な・計面である華遅れる

いえる︒アメリカは蕎炭価地域に

毅朝日強張論説委員が司会する︒

森一久原産事務局次長で︑渡辺誠

国際協力については︑ドラゴン

それだけ多く費用をかけていると

ソ連は︑エネルギー罰要の佃ぴ

転位点がなくなるなど実用性の見

おける経済瞥確立のほかに︑石炭

通しを強調している︒

日本からも多数論文が出たが︑

細月露目は原子力の日

◇地方における諸行票原産の

ライス・リストを発難した︾原

よびかけで大阪︑茨城︑敦賀︑中

また名古屋︑東北の両地方では

子力もいよいよ一般商品なみに

の国

襲幽

△鳳

日本も国際協力を
@駒形代表ほか六氏が講演
日本原子力産業会議と日本原子力学会︑原曲力安全研究協会︑日本原怪力研究所︑原子燃粒公社共催
の﹁第三回原子力平和利用国際会議代表団報告会﹂は︑十月八日午前十時かろ千代田区平河町の日本都
市センター講堂で開かれた︒この日は︑駒形作次原子力委員をはしめ七人の講演者によって各部門の下
灘があったが︑そのなかからエネルギー需要と原子力の役割と原子炉開発の国際協力11一本私珠磯︑

良績氏

燃料と材料⊥二島良績︑R工と放射線利用口鴨川浩︑核融合11伏見康治の四二の報告概要を紹介する︒

照躰データ豊富に
⁝燃料・材料⁝三島

使って泡を発生させない︑などが

を調へたところ︑現在使用できる

スの結晶粒が大きいのを︑今後い

イド薄膜を作り︑FPの挙動を調 ガス冷却炉屠では︑マグノソク

対象になっている︒一方セラミソ

条件では困難な問題は出ていない

べていたのが注目された︒

クでは︑米︑加等から実用炉で使

セ藏総三三難

用した績果が報身され︑とくにカ

ナダは摂氏八百度︑燃焼度十万M という︒この関係では長期腐食値

加工するかの問題が残っている︒

ジルコニウムを今侵どうして安く

をが
推定できる束でになっているが
Wn／Tまで照射したが︑FP
保持され︑さらに減衰するという

ステンレス含金ではオーステナ

結果を報告している︒しかし家だ
実験データが少ないので︑溶融す

ンコロイ︶が良いようである︒ア

とくにニノケルーステンレス︵イ

るまでにFPが出るとか出ないと イト型よりフェライト型がよく︑
か︑結論が出ていない︒特異な研

鞍

原子力の日を二心に移動パネル展

るようになったわけマお客は自
会揚酵大阪科学技術センター

協力を申しこんでいるフランス

永久に買い手一方

謹獣ー

7

﹁Ψ蓮皐︐ i一 託 厘 ドr﹂暑匹 z鳳炉 達

一

一

1
究として︑ソ連がウランーカーバ

馨

て﹁原子力の講演と映画会﹂をは

◇パンフレットとポスター配布

示会を開催する︒

十月二十六日︵月︶には︑テレ

部︑東北の各懇談会が申心となっ

0大阪地区

じめ︑移動展示会を行なう︒

あれこれ品物を選ぶ楽しみがで

分のふところ具舎と掘新して︑

全国的にPRと多彩な行事
子力発電の現状とわが国の総合エ

原子力の日記念特別号として︑

きたがΨ日本のメーカーのプラ

◇国公立の関係諸施設の公開

は大変な力を入れているΨ日本

さらに西ドイツと︑みな輸出に

を送りこんでくるカナダ︑国際

に飾られ

ネルギーからみた原子力発電につ

ジュネーブ会議の模横などをはさ
柴田俊一京大教授︑飯田

会場11水戸市茨城会館

ショーウィンドー
十目〃二十六日︑午下一時から

いて座談会を放送する︒出席者は

み︑原子力の動力利用を特集した
教大教授︑村田浩原子力局長で︑

二十六日午後一時
東京有楽町読売ホール

正美関電原子力部長

講師

して行なう︒

講演▽﹁米国の原子力教育と高

回の﹁原子力の日﹂である

ビ︑ラジオで原子力の平和利用を

校生﹂日清水安富︵都立両国高校

のことだろう︒この秋に使節団

イス・リストができるのはいつ

第

めぐる座談会が放送されるのをは

グラビア誌﹁原子力グラフ﹂二万

一本松珠磯原電社長︑豊田利幸立
じめ︑日本原子力産業会議や五団

校長︶﹁未知への挑戦﹂n西糊栄 司会はNHKの村野産業科学部長○円い城地区 二十山即日午後一時
体の協力により︑菓京︑大阪︑名

である︒

原研︑原麩︑放医研などの政府関

二十八日

係の原子力施設を公開する︒

O敦賀地区

NHKラジオ第二放送では十月 講師1一島村武久科技庁審議官
会揚H敦賀市入絹会館

二十六︑二十七日の両日午後十時

講師一1西堀栄三郎前原研理事

貿彰レ

にならないようにしたいもの︒

で︑

もはやく国産技術の確立を急い

十五分から四十五分間︑﹁原子力

二十三日午後二時

と人間生活﹂︑﹁原子力の平和利

国に配布するQ

部とポスター一万部を作成し︑全
三郎︵前原研離婁︶

セミクラシノクの演奏

音楽▽東京消防庁音楽隊による

古屋ほか全国各地て︑国管に原子

映画会など多彩な行事がくりひろ

力の知識の普及をはかる講演会︑

映画▽﹁氷の下の町﹂︵北極大
陸における原子力利用︶

〇四国地区
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主な行事は次のとおりである

げられる︒

◇テレビ・ラジオ放送NHK
用について﹂の座談会︒出席者は

講師一1吹田徳雄阪大教授﹁将来 第六回研究成果普及講演会開催︒

会場1一四国乱力ホール

◇講演会︑膏楽と映画の簗い

田宮茂文原子力局開発機関監理

原研では十月二十六日午前十時
う
東京有楽町の朝日新聞社講堂で︑
原産が主催で科学技術庁︑文部省

官︑弘田実弘原研副主任研究員︑

、

@
@
@

が、

臨
ジュネーブ会議報告講演会＝都市センター講堂で

て、

間ジュネーブ会議を中心とした原

〆

教育テレビで午後八時から一時
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さらに金融界団員三名という︑原子力チームとしては異色のもの

から六名のほか︑谷村大蔵省官房長を顧問に迎え︑他に顧問一名

遣された︒同調査団は松野日立製作所副社長を団長とし︑産業界

力開発計画調査団が欧米六力国︵米︑加︑英︑仏︑俸︑西独︶へ派

さる七月宋から一カ月間︑日本原子力産業会議主催による原子

がアメリカの大方の見方てある︒

近いものが与えられた︑というの

発電所計面によって︑ほほ確信に

に発表されたオイスタークリーク

与えられており︑そして今年初め

ト︶によって︑ある程度見通しが

さえその一部においては経済性を

料費地域︵二十五セント以下︶で

ころが最整至って︑一九六八年

行なわない旨を衰明していた︒と

ント︶から︑その後当分原子力は惜嘱嘲

であった︒そして一致した今後の

刷︐．

川二目餐鵠一町︐刷罵︐巳

：

謡

川刷

．・︐闘・︐

雰 窒醤

ることなど多くの特異性が考えで死亡し︑これに労災穰が雲

あ薄霧鑛選軽蕪搬鋪離穀に潮繋遭難浮嚢

泉をしらみつぶしに調べ歩いた

原研八年の経験がこれからの

のは︑何年までに何百万KWの設

くして︑それが実現可能となるた

備を作るというということではな

めの条件を作るということであっ

別として︑この考え方は大いに読

た︒それを実現するための方法は

響とすべきではなかろうかと感じ

週

一原産賃料室便りl
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た次第である︒

一

ヨ一〇

釦づロ
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オープン投資信託

ヒノマル投資信託

強遡謡翫賜響

という逸話がある︒

．

⁝

仕事にどう生かされるか︒﹁山

つ一っていねいに扱いたい︒今

績している未解決の問題は︑一

長し︑ひとりひとりの優秀な研

までに蓄積された研究成果を助

希元素の分析や地球化学の研究

学の草分け︒さいきん脚光を浴

原研

の研究者の意見を︑

スポーツマン︒学生時代ホソ

らいたいもの︒

原研の方針に十分反険させても

生えぬき

が強いという評判だが︑

さんの夢︒誠実︑温厚︑費任感

うにしたい﹂というのが︑中井

究者に醤％実力を発揮させるよ

をつづけてきた︑いわば分析化

ぴている同位元素分離の研究で
も︑基礎的な仕事をしている︒

ケーの選手だったことから︑今

．

も原研のホノケー部長である︒

家族は日本製鉄初代社長の蒔肥

博士論文は﹁本邦鉱泉のラジ

温泉博

ウム含量﹂︵昭和十六年︶︑こ

れで理学博士になった

京都出身︒明治四十二年十月

作氏と夏子夫人︒一男二女︒東

である︒このときは︑小さ
な体に似あわず︑塗筆計i線量

士

られるので︑疾病の診断に対す用されたこと︑およびそれにい

定の個人に早してその原因を放

咽馨雛舞朧礒購翻難訓雛噸簾糖一鰭癖知鞠窮鍵

oり8P酔ドO昌
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寂︒寓億ロqぴ署B五判二七野︶

矧OノくΦり

婁員登簿

○原子力白書
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闘呵叫謡凝盤謡殼鯛綴鵠器瓢照
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巳嘔鍍盟電認

〃

昭和三十一年︑原研設立と同

射化学︑分析化学の研究茎長︑

時に主任研究員に迎えられ︑放

化学部長などを歴任してきた中
井さんが︑さる十二日研究担当
理事の辞令をもらった︒原研の
なかから理事を︑という所員の
夢がやっと実現したわけ︒﹁別
に大した実績があるわけでもな
いので︑お話があった時は驚き
ました﹂という言葉に実感がこ

中で︑中井さんの肩には所員の

もっている︒外来の理事が多い

特別な期待がかかっている︒

昭和十一年︑東大化学科を出
て東京エ業試験所に入り︑﹁放

体的には電気事業者による三i五

成することを主眼とするもので具

容壁程度の被曝ではその影響︑

射線によるものと断定すること

．

を獲得することが何よりも必要で

月︵三三は確定︶の実規模発電炉の

あるいはさらに重大な障害も︑

はむずかしいと考えられてい

︵H︶

ある︒国によってその方法と規模

急性障害は別として︑比較的低

線に被曝した肇国に予想される

ことや︑それが放射線被曝以外

し何十奪後になって現われ得る

る︒

生︒五＋五歳︒

要な出来事であり︑かつての表面

は自ら差があるけれども︑製造工

かついで︑全国五百数止所の温

計にあらず一などの重い機械を︑

に一喜一憂した時期のものと根本

的なブームやスローダウンの現象

を手がけた︒以来希土類元素︑

射能物質に関する事項の研究﹂

である︒

終始していてよいのかということ

・

もちうるものと考えられるのであ

の次に六九年運開として五十−六

完成予定の産具地火力五十万KW

もちろんこれは見積建設費ない

る︒

七万五千KW運転中︶コネチカノ

慮甲であるし︑またでンキi︵十

ト・ヤンキー︵四十六万KW︑六

．
十万KWの原子力一基を真剣に考

運転実績を示さなけれは確認でき

し契約価格に今後付加的費罵がな

ないであろうが︑計画を行なう電

ンド同盟の電力会社群は七〇年以

八年完成︶をもつニューイングラ

く︑予定通り完成して副画通りの

員会によって︑﹁企業として健
降は増設分の半分を原子力とする
意向で七五年までにはコネチカソ

︐

力会社がそれぞれの州公益事業委

叢嚢講繋
見通しとしては︑軽水炉はその部

三郷を作ることになろうとのこと

ト計画に続いてさらに五十万KW

シカゴのコモンウエルス電力会

ある︒

でのものが少なくとも今後＋年間

分的改良によって一基萄万KWま

としても大きな誤算はなさそうで

社は︑合から五年前ドレスデン発

は優位をもって建設されていくこ

電所を完成して竃力会社としては
じめて実用規模の発電炉を手がけ

とになろう︑としているようであ
る︒

たが︑石炭入手条件における岡社

このような原子力発電が経済性

@国全体の調和とれた努力を

時間つぶしの議論やめよう

万BTU当り二十﹁セントから二
の優位性︵百万倉TU当り＋九セ

フィリノブ・スポーン社長︵同時

アメリカン︒エレクトリノク社の

発電の旗頭として知られていた

う数字は︑これまでアンチ原子力

る︒とくにこの二十七セントとい

十七セントという数字がそれてあ

頃︑対応する化石燃料コストは百

電所が運開に入る一九六七1八年

なわち時期としては︑これらの発

の国璽①いても異論は少ない︶す

︵この点については︑アメリカ以外

であった︒調査団の報告轡は目下とりまとめ中であり︑従って本
稿は同調査団に随行した筆者の個入的所感の一端にすぎないこと

をおことわりする︒︵日本原子力産業会護開発課畏末田守︶

中 高燃料費地域で

プと称されるいくつかの発電炉の

各国を通じて︑プル：ブンタイ

的は達しえたと考えている︒

米六八年ごろ競合を見こむ
この調査団の派遣趣旨について

わが国で原子力開発に着手して来
経済的見通しに対して上里をはさ

まずのへ て お く 必 要 が あ ろ う ︒

年は十年目を迎えるが︑この間先

たとえは低濃縮ウラン軽水炉が百

む見解は全くないといってよい︒

を達成するであろう時期について

民の努力によって原研をはじめと

進国への立遅れを取憂すため︑官

製造工業を助成し︵建設費補助︑長

これによると政府は電気事業及び
ぞれ実物によって与えることによ

建設計画を実施することである︒

においては︑共通のことと見受け

業には製造の経験を︑運転経営に

換書すれば︑表面的な事象にの

られた点かあるが︑それは原子力

シ

の論議は︑傍観者にとっては格好

み目を奪われることなく︑その背

研究契約等︶︑電気事業は利益なし

期低利融資︑コスト割高分補償︑

で発電炉を建設運転し︑製造工業

を知悉せしめることである︒

今臼世界の工業国で︑長期エネ

う風におのおのの受持つパートを

は開発経験の蓄積につとめるとい

り︑おのおのの問題の質と深さと

ルギー対策からいっても︑また工

原子力が今世紀の新しいエネ

集団に対して統計的方法を適用
無難齢輩臆鵜礪識響億綻講一雑磁暴騰隷耀認

の原因によるものか︑さらに一

また疾病が翼実に発生したと

羅羅懸難悔︵難総締翻所蒸し欝欝灘ε断

定めている︒そこにある主上のも

業国としての威信さらには国際競
争という面からも︑経済的な原子

力発電の実現を必要としない国は
ないであろう︒この観点からすれ

ば︑原子力開発の形態︑エネルギ
ー井口とくに電気事業の経営形態

ルギー源として︑その平和的利

線量︑あるいは低線量率の被曝

してのみ有意に深鼓しうる可能

般的にいって︑いわゆる﹁自然

しても例えばそれが補償の対象

、

のいかんを問わず︑目的達成のた

用に人類の大きな二士がかけら

の特微は一般にそれに起因する

躍三・≡＝三法律は広い視野から慎重に審議を≡≡棚

⁝⁝むずかしい体内汚染の測定⁝一㎡

離婁欄聾諜叢雨醐魏魏る要鷲巌噸鬼

熱誘羅雛彫製潔緑髪い齢讐難一躍籔遠謀鶴蘇覇

めに果されるべき政府︑電気事

れているが︑これに伴う放射線

だ無条件にわれわれのよき友人
と称するまでにはいたつておら
ないようてある︒

程度の董こそあれ物理的な意味

的原因﹂によるものかの区別が

となるためには︑それが業務上

範藁蓑難鱗と撫聡葬襲いう瓢．な方針を打出す

で放射線被曝を完全にさけるこ

困難である︒またしぱしば問題

原子力発電所︑原子撚料処理

とは不可能であろう︒したがっ

になる放射線の身体的影響に関

の放射線被爆に起因するもので

工揚などの大属託な施設より小

て発生の可能性のある健康上の

あることの認定が必要がある︒

規模な一海里室にいたるまで︑

危険を︑どの程度まで受け入れ

あるのか︑あるいは限界恒があ

する線四一効果関係に蔑線性か

睾

的に異なったものである︒先進国

万BTU当り何ヤントの化石燃料に原子力問題の勉強家として署

後にある要因として何が行なわれ

する研究 開 発 の た め の 体 制 が 整

夫お
携わるものにはその経験を︑それ

の時間つぶしの材料になる︒そし

深い︒これで明らかなように︑

名︶によるものであることが興味

てこれまで︑たしかにそういった

発竃所と何時ごろ露華てきるか︑

一応メドがつけられることとな という質問に対する答は︑アメリ

い︑かつ必要な施設の設置計画も

調和のとれた努力が必要だという

発電の進め方には国全体としての

ヨr惑

るのかを焉過してはならない︒前

︑

﹁ゲス︒ワーク﹂が横行してい てき︑また行なわれようとしてい

カで昨年来着手されているいくつ

ニヨ 一

た︒しかしこれは︑本質的に建設

かの一二十−五十万KWの大型発電 の化石燃料コストが高い地域︵三

いま建設をはじめた炉はアメリカ

て価値のある原子力開発︑なかん

り︑これからいよいよ本腰を入れ

罵﹂

点である︒それには基礎研究の充

十五セント以上︶︑申位の地域︵二

喜多

述したような最近の海外における

所計画︵ボデガベイ︑ロサンゼル

二

的なものではなかった︒

ずく真に経済的な原子力発電の実

一

るエ業的開発のためには実際経験

重

実はいうまでもなく︑その後に来

≠ー
雪ノ
ゴ 多多

子力開発の歴史における極めて量
5

原子力発電の実用化見通しは︑原

大頭なことは︑今の時期が依然

多二重

たるこの種のゲス・ワークの場に
多室

全に︑そして場合によっては低燃

重二

十五⊥二十五セント︶ではほぼ完

彦

ス市︑サンオノフレ︑コネチカノ

玉

しかし欝線による疾病はそのつので︑この点大いに要すべ困

玉垂 一三

るのかということは︑とくに低

多

発現の夏干︑あるいはその範囲きである︒

二

線量の範囲では学閥的には全く

亙

塗の設定が必要となってくる︒

未解決の事柄である︒しかし現

φ

いわゆる許容量の概念もここか

藩纏輯舞鶴で箋騒睡繁購盤
ら出発している︒

τ

既

性があるということであり︑特

在の知識の段階では︑例えば許

究

井い

影響︑もしくは障害が何年ない

ところで短期間に大量の放射

中額霧

瞳害の危険性を考えるとき︑未

薩憲讐

一 二多 一二 二 τ﹂ 多聞

トヤンキー︑ナインマイルポイン

固めるべき時期にきているこ

実用化が本物となり︑経済性の面

い〜多一 多

現のために︑しっかりしたスター

とは︑われわれの共通の認識であ

ると思われる︒

国内的には︑昨年宋通産省総合
エネルギー部会によって︑エネル

これに対する期待の大きさがはじ

ギー対策からみた原子力の意義と

めて公式に打ち出されたことは周
知の通りである︒海外の憎勢を眺

めてもここ一〜二年原子力発電の

で署るしい進歩をみせてきたこと

などから︑世界各国における開発︑

特に原子力発竃の現状と見通しに

つき︑これをエネルギー政策︑産業

見直してみよう︑というのがその

政策等との関連において現時点で

主なねらいであった︒ジュネーブ

会議直前というタイミングは︑各

国が大なり小なり政策強化を考慮

理日
畢本
に原

幾羅纏縫鞭難ての慎重な審議が要望混馨謹雛鍵饗
ねばならぬかが問題となり︑こ

中年からの健康づくりには強肝剤とビタミン
ミネラルをとることが大切です。強力ゴルフ
にはあなたの健康に必要な成分がきっしむ入
っています．二日酔・肌あれ。つわりにも一

騒
@

@ふえてきた原子力発電計画

経済性達成を確信
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一

事とし︑委員には田所︑寺岡︑宗

は丹羽理事長︑副委員長は奥田理

二

吸収して動力炉開発計画部を新設

二ξ

養殖に重大な影響をおよぼすおそ

する一方︑動力炉開発委員会を設

一♂

れがあること︑②潮流異変により

置したことなどである︒

ρ

漁業価値が失われる可能性︑③漁

であるとみられる︒
③海事局︵筈﹀勾＞u︶が海運造

介藻類による放射能濃縮の川開︑

一月二日から十三日豪でニューヨ

兼重冤九郎氏︵原子力委員︶十

行く人・来る人

験炉建設窯長が任命された︒

部長︑百田物理部長︑阿部材料試

方︑柳下︑中井五理事と中尾工学

いる﹁もっとも有利な原子力船の

船界の三グループとの闇に結んで

原研は昨年宋︑当時の佐藤科学

会の運営に関する改善について勧

技術庁長官から︑内部組織と理事

この機構では︑影写の目的を十分

たが︑その後人事機能をもたない

司会科学諮問委員会に出席するた

ークで開催される国連経済社会理

め十月三十一日渡米︑十一月十七

佐藤茂氏︵原早舞処理施設準備

日帰国する︒

室長︶山崎純氏︵同準備室︶再処

理施設詳細設計の打降せで渡英甲

原礼之助氏︵原研主任研究員︶

十一月五日帰国する︒

ブカレストで開かれた国際原子力

機関の研究炉利用専門家会議に出

席していたが︑十︸月五日ごろ帰

百田光雄氏︵原砺物理部畏︶ワ

国の予定︒

ルシャワで開かれる国際原子刀機

開の第三回核資料科学作業委員会

−i−OOO︵曾1一

に出席のため十︸月六日出発︒

繋

一元的に行なうため労務部を設け

告を受け︑さる二月︑労務管理を

できるので︑その可能性はきわめ
て少ないにしても危険性のある原

④漁業のみで高い生活水塗を維持

発を設置してもらいたくないとい

経済計算契約﹂は︑本年宋に答え

て評価したのち︑適当なもの一つ

が出そろうので︑二︑ニカ月かけ

か二つ︑蒙たは適当な炉の一︑二

う住民の気持ち︑⑤事故は絶対に

にはたすことがむずかしいと判明

人事︑労務︑給与の三課をもつ人

したので︑これを発展的に解消︑

決定したさいには︑これにもとづ

と︑国が動力炉開発の最終方針を

うに動力炉開発のための諸調査

としてなされたもので︑既報のよ

組穐餅究体制充実の最初のもの

は︑昨年末の長喜勧告による研究

つきに新設の動力炉開発計圃部

る事項を管掌させた︒

事室新設を廃案とし︑予算に開す

また企画室の強化は︑さきの理

れぞれ任命した︒

信氏︑給与課長に村越駿一氏をそ

松本不二夫氏︑労務課長に川田正

事部とし︑入事部長兼人事課長に

三重県としては︑国のエネルギ

原研の機構改正

人事部を設け
て労務部廃止

と述べている︒

国の協力を要請することになった

夫だ実施の段階に至らないので︑

え︑開係者の説得に努めてる郁︑

結果によって判断されるものと考

民の懸念については︑精密調査の

とに重大な関心をよせている︒住

岸の道路︑港湾等の整備が進むこ

通じて開発の遅れている熊野灘沿

の役割を十分認識し︑その建設を

ー政策の立揚から︑原子力発電所

の諸点をあげている︒

ないとは断書できないこと︑など

をえらんで︑明年四月原型炉の設
計に着手︑六十七年半建造する︒

ーズしているCNSGl皿︑六こ
三れによって一九七〇年には経済
原C
子力
船う
が建造される見通しで
〇A︑UNIMOD︑U的N
の

などを報告している︒

あ禽
る︒
ち︑CNsGIP︵バブコ．ク

ウイルコノクス︶と六三〇A︵ゼ
ネラル・エレクトリノク︶が有力

調査団と講師の派遣など
三重県︑PRに政府の協力を要望
n元住民の懸念している問題

点を解明するため︑専門学者に

三重県︵知事田中覚
氏︶は︑このほど原子

よる国の特別調査団派遣︒

莉用についての認識と理解を深

二︑地域住民に対する原子力平知

力委員会および通産省
に対し︑﹁原子力発電

めるため︑国の立揚からのPR

所の設置についての要
望轡﹂を提出した︒

いて具体的施策を推進するもの

一日呈ハ日石加後一時半原産

日本原子力研究所は十月＋四日
する講師の派遣︑

原子動力研究会

資料の作成︑現地説明会響に対

要望書は︑反対運動によって纒

開発委員会は︑動力炉開発の方針

処理グループ十日午後一時半原産

これは︑中部電力が
同県芦ケ浜に藤壷しょ

起された闘題点として︑熊野灘沿

た︒この改正のおもな点は労務部

に関する三二な事項を審議し︑原

遮蔽設計グルレプ同午後一時原産

東地域電工協議会では︑このほ

三︑政府の石炭政策に協力し︑

くむ︶を酒工︑このうち水計二

欝千七︸白︸ハ†九万K︸W︵公営一をふ

の通り︒

を予定している︒発表の要点は亙

た︒このづち四†八年度までの運

東京電刀六†万KW三浦を計画し

たに東北開悟一二†苓万KW︷貧︑

力三†闇闇KW一貧のほかに︑新

四︑原子刀については︑滞京電

は二†八％こなる︒

出刀についてみれば︑水力の比率

割合は†四％︑四†八年度禾設備

三︑新規開発分に西める水力の

む︶を川開ずるρ

︵公営その他七†五万KWをふく

万KW︑計千五璽ハ†五六KW

野二†万言W︑火刀千三百四†五

などが指摘されている︒

したこと︒

すすめる上から一層積極的に計画

し︑またエネルギー源の多様化を

の進歩による経済性の向上を期待

四︑原子力発電について︑技術

基のほか二基を計画したこと︒

露発の揚地石炭火力は昨年計画通

再処理廃棄物

十

うとする原子力発電所

犀がわが国有数の漁場であること

を廃止して人事部を設けたこと︑

研としての最終案をとりまとめて

ど昭和三†九年度電刀長期律管を

使用済燃料輸送問題研究会

の精密調査が︑地元住民の反対運

を指摘し︑①冷却用海水の取臓器

理事会に提出するもので︑委霜先

で︑奥田理事が部長になった︒な

動で難航していることから︑問題

がプ・ンクトンの死滅あるいは豊企画愛機箋化した・と︑従

海水揚水の構想を取入れたこと︒

りとし︑現在着工中の極力地点三

一部を改正して実施したと発表し おこれと三時に設けられた動力炉

解決のために政府の協力を要望し

少を来たし︑主要漁漿である翼殊．来の開発室と国産動力炉開発室を

午後︑このほど同研究所の機構の

たもので︑具体的にはつぎの二点

＼

の実施を求めている︒

十年問 に着工漁万Kw
を見こみ︑このうち揚水式水力は

顯調長期計画原子力発電
十月二十一日に開かれた中央電

万KW︵別に着工分約三百八十万 を含む大容量高能率火力の採用で

三百三十万KW︑原子力は百八十

二︑火力については︑超臨界圧
四ナ八年度に至る十年間の電力長

力協議会は︑昭和三十九年度から

千七百三十八万KW︑水火力の比

なお総工事費は約四兆五千億円

東地域は95万Kw︵運開︶

対策についても配瞳したこと︒

期計画︵電源開発量11運開四千六 KW︶となっている︒これによっ 経済性の向上をはかり︑また公害

円︶を決定したが︑このうち原子

率は二十八対七十二︵三十八年度

十九万KW︑総工事費四兆五千億 て四十八年度末の総発電設備は六

力の比重はいちじるしく高まり︑

であるが︑これは単︸計画実施前

五︑水刀には揚水式水刀︸臼三†

開は九†五万hWてある︒
平均時・五％︵前鶏〜O・五︑後

一︑十年間の電刀需要の伸びを
これは昭和三十九︑四†八年度

期八・五︶とみこみ︑四†八年度

とりまとめて発表した︒

の†年間における東地域の電刀需

達するものとみた︒

の竃刀量は千百五†三億KWHに なお︑東北電量の原子刀濁工野

郎は四†八年︑東京電力の六†万

三万KWがふくまれる︒

画︑送変巨象画を立案したもので

要落足にもとづき︑電源開発計

にくらべ︑約二千四百億円の合理

着工分約五百六十万KW︵うち四 四十六対五十四︶となる︒

W︶に達している︒

十八年度までに運開百八十万K

計画によると昭和四十八年度に

おける総需要は三千四十五億KW 化になったものとしている︒
また今回の長期計画の特長とし

一︑水力について合理的経済的

ては

用

︾

鍵購
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5、物性研究用

りしπ︵しカしおおむ器所算0巨

ノ

港条件︑運航・操作基準などの設

＼

実際的な醗究開発を

クラム装置はまだ開発段階にあり
定も大体見通しがっき︑今後二一

②原子力委員会の舶用改良炉

開発︵原型炉建設︶設計にプロポ

@仕嫌書の炸成に反験要望
日本原子力船開発事業団がさる七月三十葭から一カ月
間アメリカに派遣した原子力船安全対策調査団︵団長井

めて公表した︒

上啓次郎氏︶は︑このほとその調査結果を報告書にまと

一︑基本設計より仕様書を作成

るに際しては

総論でおもな技術的謁査事項の総
する段階で︑これらの調査結果と

報告書は総論と各論から成り︑

括︵負荷特性および動特性︑制衝
コンサルタントの結果を反映させ
ること︒

棒駆動装置︑ハフニウム制御棒︑
燃料棒の被覆材︑格納器の材質︑

て︑室際的な研究開発を強力に実

開︸ooO︿四一くΦ︑格納容器およ 二︑実際の建造︑運航を考慮し
び原子炉室の気密度︑﹁一〇ユヨΦ
施すること︒

わが国でも必ず試作自験を重ねな
三年の就航設計でほぼ完了するも

って︑原子力商船の安全基準︑入

①サバンナ号の建造と就航によ

船開発の現況については︑

また︑アメリカにおける原子力

いる︒

が必要であると結論的にのべて

十分にくみとること︒

三︑すバンナ号のにがい経験を

三差㊦り︑サバンナ号の建造経
験︶アメリカにおける原子力船開
発の概況などをのべ︑各論でメー
カーや機関別の調査結果を紹介し
ている︒

問題点の一つであった制御藩駆

の液圧式︑スプリング式のいずれ

動装置については︑スクラム方式

も長所短所があり︑満足できるス

ければならない︑としている︒

子力第一船の設計︑建造をすすめ

本原子力事業社長瀬藤象＝︑菓

のと思われる︒

原子刀委員会は十月二十﹁日︑

事長丹羽周夫︑原産副会長松根

京電力常務田甲直垂郎︑原研理

調査の総括として︑わが国の原

動力炉開発懇談会の構成員十四餐

宗一︑通産省公益事業馬長宮本

をきめて発表した︒この懇談会は

既報のよう17一︑総含的な見地から

惇︑主色教授岡坊隆︑電気試験

ように語った︒

の構成についてつぎの

で︑動力炉開発懇談会

十月二十三日詑者会見

愛知科学技術庁長官は

愛知科技庁畏官憲

長和田恒輔

郎︑冨士電機製造会

所電力部長山田太三

在馬差導入炉︑国産動力炉︑高速

増殖炉などの開発推進

方策を再検討し︑今後
の基本的方針の策定に

日設置を決定していた

役だてるため︑きる七

ものである︒第︸回懇
談会は二十九日午後二
時から︑菓紅霞ケ三文
ヨ
部省裏に建築された致

が︑これは辞令を轡

一応十四名になった

すというようなやか
ましいものではない

H︵三十八年度実績の二︒五倍︶

れ︑供給予備五七％を目標に︑

年平均増加率九・七％と想定さ

四†七年が予足ざれている︒

KW三台は四†三年︑四†五年︑

水馬二百二十万KW︑火力千三百

二︑これに対応して＋年間の電

四＋五万KWの新規電源開発のう 源開発計画は︑水力二爵二十八卵刀

計画を作成し︑河川図幅開発との

電源開発計画を立てている︒すな

ち︑原子刀は兀†五万KWの運開 KW︑火刀千五百四†一万KW︑

一

一〜

＿

㌔
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︑

︑

︑

∂

この構成員はつぎのと

育会館で開かれるが︑

おりで︑担当原子力委
員は霊寺︑武田両氏で

から︑必要があれは

う︒またこのほかに︑通産省と

さらにふえることもあるだろ

ある︒

電気事業連合会副会長石原武

か経企庁など︑必要な省庁から

電力甲央研究所理事荒川康夫︑

夫︑原義社長一本松珠磯︑原書

力は三千四百三十九万KWの運開 力の計画を一段と増加し︑新たに

三菱原子力工業株式会社

6．物理研究用

三菱化工機株式会社

三

三
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わち︑水力は六百三十万KW︑火 協調もはかり︑また特に揚水式水

3。非破壊検査用

待されています。

一、

黙

1．放射線化学用

高エネルギーの電子線およびX線を発生する装置のライナッ
クは工業、医学、食品、薬品工業など多くの分野で利用が期

三菱重工業株式会社
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G三社の発電所

連続に
より︑

式に基づくものであるが︑日本に

その原因であり︑経費の上昇を追

内のインフレーション事情

ラトムの追加予算要求は
が︑

共同体

一処理︑廃棄物処理︑船用炉および る出刀と同じ笹であるとのべた︒

り璽要でない計画として︑燃料再

するよう要求している︒このあま

れるコバルト60の年間生産量によ イソト︑プ開発部施設技術課長G

置は︑サバンナの生産炉で製造さ

ﾁ盟各国は︑フランスがいう必

RIの研究をあげているe

るのに対し︑オランダが大反対を

ンターへの支出削減を要求してい

テンにあるオランダ原子刀研究セ

二玉
二藍一多

い︒

多耳ノ多二馬丁二多 一﹂︐︐︐︐︐︐︐玉︐多︐

ボストン国際会議

また味覧の点では︑バアシニア

ており︑この甲には︑釆無から漁

研究および自験施設の拡充を図っ

小型照射装置︑サバンナで完成の

における果物照射設備に対する予

間近い穀物照射髪置およびハワイ

＠

れは叔射線照射と熟処理の併用あ

による照射が最も象ましいが︑こ

研究者の天万の意見は︑曲線騒

算要求などが含まれている︒

二†年にわたる照射食品の安全

への照射が有効である︒

性に関する資料に基づいて︑照射

て達成されるものと見ている︑

るいは極低温によるガンマ線処理
し︑カナダでは釆夏より商菜用じ

処理に関する技術は急速に進歩

プラントが必要である⑧電離放射

してよい②半商業的パイロソ下・

許可甲請が近く提出される﹂

類︑玉薄︑桃︑にんじんに対する

重水量の一％︵七十五影︶

サンオノフレ原子力発電所で十

作業は本無八月から始められてい

月九日開所式が行なわれた︒基礎

る︒同署はウエスチングハウス製

ニア・エシソン社とサンディエゴ

加圧水型炉でサザン︒カリフォル

ガス＆エレクトリノク社の二電

六無来︑臨界時は一九六七年のな

力が建設する︒完成目標は一九六

かはごろ︑さらに商業運転は一九

米︑移動R一実験

六七年末と予想されている︒

本年中に第二番目の移動式放射性

万ークリソジ国立研究所では︑

室を各学校に巡回
し放射能の上昇は認めら

一年間に二十五の短朗大学を二日

ることになった︒二つの実験室は

︷同位元素実験墜を各学校に派遣す
この事故は︑炉心外周の

間ずつ巡回する︒同実験室の実験

位元素の基礎的な技術と利用方法

と講養は物理学の分野で放射性同

九十二国にふえる

レAEAの加盟国

を普及させることである︒

さる九月ウィーンで開かれた国

総会は︑既報のとおり一九六五−

際原子力機関︵IAEA︶第八回

燃料搬入殻出装置で︑こ

ノト上に置かれている︒

の装置は燃料要素貯蔵ピ

︻写真Mはオゲスタの

転が延期された︒

いた物理測定のための運

漏洩の結果︑予定されて

つで発生したもの︒この

七チャンネルのうちの一

れなかった︒

流れ込んだという︒しか

が温度調節用の軽水系に

サンオノフレ︑十
月初め開所式開催

鯉蘭置
ゃがいも照射装置が運転され︑デ

ンマ︑クでは確話ハムの照射殺菌

の認可を待っている︒アメリカて
は小麦︑べ︑コン︑じゃがいもお
よび各種包装材に対する認可が下

線は︑果物や野粟類と同様に︑

りているが︑このほかイチゴ︑魚

で︑照射食品に関する国際技術会

保存で好結果

議が開かれた︒マサチュ！セソツ

閃︑魚︑穀類の貯蔵期間の延長に

九月天にアメリカのボス下ン甫

工科天字ゴールドブリス教授の述

故があったとアトムエネルギー社

︵発亀・熟両用炉︶て重水漏洩事

最近スウニーデンのオゲスタ炉

他に何ら影響なし

オゲス手炉で重水
の漏洩事故が発生
コバルト60が利用されてきたが︑

好結果を与凡よつ④今までは専ら

謬

ご＝鱗・

粛駿

欝

局のコソボ氏は︑百KWの加遡装 が発表した︒それによると︑装入

第四点について︑アメリカ標準

得られよつ︒

電子加速装置でも︑よい経済性が

べた実用轟験および安全基皐の必

ノ

要性は︑ほとんどの発表者から支

持ざれた︒

発表者は次の四点について意見
の一致をみた︒①照射食品は︑三

響 ⁝掌妻
鍔然＼鷹炉漕．
鷲

豊法による処理食品と同様に容認

濃
窺

ド

縫

紛団に組入れられる二含の船よ用

にある陸軍総合機器試験部隊の過

ソプやタラでは︑ほとんど味が変

気することを要求した︒さらに共

商業政策といえよう︒

沸騰水炉の諸方式のうちで︑大

二

米原子刀委員会︵AEC︶のア

契約方式︑輸送︑国産品の利雨︑

原子力発電所を建設する場合は︑

う︒

この価格表に示された数値は天

加資金で賄なわない限り︑ユーラ

らないことが解ったが︑一般的に

去パ年間にわたる試験によれは︑

にある各国の計画を含む共同体の

照射および非照射のポ︑ク・チョ

支出削減には反対している︒たと

とには賛同しているが︑利曽関係

フランスは︑必要な計画︑たと

要な計画に対し努力を築甲するこ

えばイスプラの共同センターでの

る︒

いる加圧水炉をも含めた軽水炉の

の価格とコンパラブルと見られて

困難てある︑と見ていることによ

された原子力発電所の資本費の低

に提出した報告書の付属文書に示

同研究よりもむしろ一部の国のみ

のべ︑機器供給者としての自学の

程を示した︒

的マスプロによって生産される機

玉多

っている︒

またソ連︑イギリスさらにアメ

リカからして両目型を同時に開発

︑

ぎ蓋

難織

・ディンツ氏によれば︑AECは︑

井価格といわれ︑スポーン氏によ

トム第二次五力年計画の完遂は︑

製造原

あるのて︑建設費や発電コストを

り平準化されたオイスタ・タリー

燃料の問題等多くの未知の要素が

価の平

推定することは至難である︒この

がほとんど成熟の域に達し︑技術

一月目米原子力委民会が大統領 価格表で明らかにされた沸騰水炉

高を示しているが︑一九六二年十

的にはいわば頂上が見榎せる伏態

た理由としては︑沸騰水炉の改良

があえて標準価格の発表を行なっ

準化は至難とされている︒GE社 クのデータと比べると︑約一二％

価格表の発表

望⁝工蕎壕寮
展⁝社は九渠・鍵水炉と
その黙料の成型加エ費の価格表を

発表した︒これは本年三月に発表

GE社の対抗馬たるアメリカの 明らかになると思われるが︑緒

嘔えているようなことである︒

は︑冷凍や血盟食品よつも生鮮品

ウエスチングハウス︵WH︶社に につこうとしている日本の原子力
に適するような︑あまり重要でな

ORGEL重水減速有機物冷却え
炉ば︑フランスと西ドイツがペノ

発電所建設を︑順調に進展させる

日本におけるコストは︑緒局は原

下予想を五年以上も短縮している

は︑このような計画はないと伝え
い計画へのユーラトム支出を削減

に立至ったと判断したことにある

られるが︑GE社の価格表発表は ためには︑核燃料資源確保︑濃

や高速炉に共同体の研究資金を運

WH社を始め︑世界各国の原子炉 縮ウランの入手︑技術協力︑敷

電二号炉以降の建設によってのみ

型プラント用として単一サイクル

地問題︑金融︑使用ずみ燃料の再

といわれ︑沸騰水炉についての高︐ことは注目に値することである︒

強制循環非再熟型を強く荊面に押
メーカーに強い刺激を与えるもの

処理︑Puまたは減損ウランの利

多

﹁

グルート委員は︑共同体が原子力

へている︒

権を残して置くことである︑と述

再検討

禁
この要求を採択しなかった︒ユー

をおこない次期総会︵明年九月︶

六六年度事業計画と予算等の審議

今回承認された新加盟国はキプ

の東京開催を決めた︒

ロス︑クエート︑ケニア︑マダガ

スカルの四力国で︑加盟国総数は

アルゼンチン︑チリー︑オラン

九十ニカ国となった︒装た新たに

理事国に選挙された︒

ダ︑タイ︑アラブ連合の五下国が

一万三千ザ︑うち日本は十六万一

加盟国の分担金総額は七百七＋

手二百ニザ︵二︒〇九％︶を分担

社長楢原艮一郎

すると伝えられていたものて︑︒同

原子力発躍所携成機器の大部分

し出しているのは︑当初二蓮サイ
と見られ︑各社の技術者にとって
用など解決すべき問題が山積して

社は発表に際し︑原子力発電が今

はオーダーメードであって︑連続

クルを予定した万イスタ・クリー
はきびしい精進が要求されること

れらと取組む必要はむしろ︑この

おり︑前向きの姿勢で積極的にこ

い技術的優位を背畢とした大胆な

器とは 原 価 形 成 が 根 本 的 に 異 な
クがその後単一サイクルに変更さ
にはなるてあろうが︑原子力発電

玉

に至ったことを物語るものであろ
ヨ玉多多多︷ノ

隔

行く政策虚した．署空閣籔鐸耀蘂暴勤

らは︑実用価値の認足から除外ざ

ティング社は︑電気出刀六万KW れるへきであると示唆している︒
一日当り百万1四百万培の二重闘 つ至りの全ての炉型に利益とな
るコンポ︑ネントとか補助系統の

当該炉が多目的利用の熱源として
使用ざれる揚含③大規模て経済性
にのるプラン㍗に必要な運転技術

データを得る目的以外の小型炉
で︑経済性にのらない原型炉とし
て利用する揚合である﹂

溝

ぞ﹁在 央 技 術 化 ﹂ し つ つ あ る と

り︑製造課は受注ごとに異なった
れたことでも明らかなように︑同
の技術の進歩はさらに促進される

多玉多

︐

シュ氏はヨーロノパ技術が選はれ

分野で進歩をとげる最善の方法

さ・にア・・カは民塞に三次五・書の改干追及予算の

屯︑小型軽水炉はこの条項の適

米原子忌委曇︵AEC︶は︑鱒﹁謹呈﹂あ2︑難した蓉 現在ロング・アイランド・ライ
軽水炉が経済性にのる地位を確立

用から除外されるべきであると甲

り︑そこで︑この種軽水炉の便益

する︒

三三÷藩墾黙黙

東京都千代田区丸ノ内2の8

社

本

食晶照嚇の推進を

仕様や特種な付属機器︑櫃成が要
社が経済性の見地から縫迄の背節

㌧

事態で増大したといわねはならな

求されることが多く︑漂準価格設
ことになろう︒

多玉

GE社の価格表はターンキイ方

な単一サイクル方式に確信をもつ

5一

﹃鱒＝

︑●

時猟パ議会レ開発炉璽で総論焦

亙

定の基礎となる仕様︑設計の標準

多

化は極めて困難で︑かつ製作の不
﹂

一＝

彊︑
四甲

するのに十分な人材と資金的擾付
けを持っていないと考えられる現
在︑ヨーロノパ共同体がそのよう
な力を持つことは不可能てある︒

るべきであると力説し︑共同体内

主党︶の提案に基づいて︑ユーラ

ン生産をまかせるらしいので︑一要求1に対し︑合意に達しなかっ

したといつ認定を宝すへきか︑ま

実用価値認定に反対意見

たそのためにもはやAECの資金 し立てている︒つまり︑小型軽水困炉の設計を完成しているが︑岡
炉に対してAECは特殊軽水炉こ開発手段として使用される揚禽②

獲助をあおぐ必要がなくなった炉たとえば軍用炉とか窺葺水

といづ認足を下すべきか否かにつ
いて︑産菜界に回答を求めていた

資金援助を要求する段階にあるの

いつ便命をまず考えるべきであ

が・このほど原子刀コンサルタン米 特殊属的小型軽水炉への適用除外
マン社から回答を得た︒

リーのうち﹁っにでも適合するな

で︑その多足から除外すべきであ が︑次にあげられる三つのカテゴ

噌

禽興詮券

合

全国ネゾトワークでサービスしております。

聴定炉型は採用せず
ﾁ盟国難の協力が必要

六韓国から橿成されるヨーロソバ議会は︑ユーラトムの原子力

だけを見ても一九六八年までに天

は︑ユートラムを︑状況に応じて

トム行政委員会の第七回活動方針

た︒つまり︑ユーラトム委員会

とになっている︒

ぞれによると︑同性は︑AEC

が軽水炉を原子刀法第一〇三条のると指摘している︒

︵注︶①は調否依頼数②は回答総

爵スた︒回答状況はつぎのとおり︒

7

剃公社に売渡すことになっていた

一

が︑原子燃料公社へ引渡せること

証券貯蓄のことでしたら、プランから実行ま

硫

●

銀

会長 新
取締役会長
取締役社長

本店集京・干代田・丸の内（新東京ビル）（212）7551
兜町営業部 東京・日本橋・発町 （67D1211

鉱

イヒ

一

騒興です一一

業
産

しかしユーラトム行政委員会S・

開発の当面の目標に関して︑フランス型炉とアメリカ型炉のいず

然ウランを使用する原子力発電所

たせることであり︑産業界に主奪

両鶴を暖助てきる目由な立場に立

を討議したのち︑採択された︒ピェ

将来ウラン市上が石油市場のよう

は︑四億五千万談の第二次計画予

討議を戦わせた大部分の発言者盟各国の分担額についての折合い

フランス代表︶は︑ピエディニ委

七月に︑追加予算に対する第一

る口実であるとして反対した︒ブ圓の会合を開いた山祭理事会は︑

員の報告がアメリカ技術を支持す

舞嚢躍

金

一一

一

灘

ユーラ
ト ム

れか一つを選択する必要はない︑と決議し︑ユーラトムに示唆し

の電力量が︑濃縮ウランを使用す

出︶および同委員会M・P・デゥ

た︒これはかねてフランスが主張していたヨーロノパ優先の考え

る発電所のそれの二倍になろう

ディニ委員は︑その報告の中で︑

な広範な麸礎に立った市島になる

は︑ビエディニ委員の山兎に賛同がつかなかったたあである︒しか

㌧

E・メジ副委員長︵イタリア選

炉とアメリカ型炉の最終的選択は︑単にコスト面の比較からでな

方について︑ヨーロノパ議会が結論を下したものて︑フランス型

く︑第三国とくにアメリカと対等な立場で︑有効に協力しながら

追加予算

加盟すれば︑五倍強になる︑とい

し︑さらにイギリスが共同市場に

ヨーロノパ自身が優れた原子力機器と︑外交上の実力を確保する
という観点から︑行なうべきであるとの見解によるものである︒
また決議は︑ユートラム計画と加盟各国の原子力計画とのより強
力な協調の必要を指摘している︒

この決議は︑S・M・ピエディ 方法と︑アメリカとの原子力に関

ユーラトムは天然ウラ︑． 炉︵フラ

う︑といっている︒

から︑政策的不安は解消されよ算に︑三千八百万瑳の追加予算掬

ニ委員︵ソタリア・キリスト教民 する協力を行なう方法との中道を

ンスおよびヨーロノパの技術によ

濃縮ウラン炉を渓遇するかの決定

求を甲請していたのであるが︑加

る︶を採用するか︑アメリカ型の

を行なうべきでない︑といってい

｛
㎏象じ歪蜘

。

銅

，

を唱えた︒J・E・ブシュ委員︵に研究費予算の再検討を行なうこ トをしているバルチモアのヒント製造用熱源炉は︑まだ連邦政府の

したが︑ただフランスだけが異議し︑閣優理二会は十月末に︑さら
とい

これは一つの発電炉型に全
てを託すことは危険である

る︒

う根拠によるものである︒

同委員は︑ヨーロノパ原子力
藍碧だけを温存し︑育成していく

影髪 三男2秀藻霧劣菱梅蓬髪勇髪

「

でなんでもご相談下さい。、
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原
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技術上の問題点とその対策如何﹂

させるため︑解決を要すべき造船

ている︒

の開発についてつぎのように述べ

テ

贈
ゑ﹄
︐①

おいても原子力船の開発を推進

しi

核燃料物質の

原子力局は十月イ四日︑昭和三
ものは舶用原子炉の開発である
十九年度上甥茅︵六月三†日︶現
が︑わが国においてはこの開発
在の核琳料物質箏の保肩量を別表
はまだその緒についていないの
のように発表した︒これは原子炉
で︑速かに舶用原子炉開発の体
等規制法にもとづいて︑便用者︑
制を整備し︑政府の強力な援助製錬の二業を行なうもの・原子炉
すべきものである︒とくに最近

上させる重要な技術として期待

用は︑船舶の性能を飛躍的に向

舶用原子炉の開発

海外では︑経済的な小型軽量の

ることが必要である︒

によってその開発．の促進をはか

つつあると思われる︒わが国に

原子力安全研究協会︵理事長藤
係︑放射線障害防護薬剤関係︶に

よる共同研究予定︵燃料安全関

はつぎのとおりである︒

原子力安全研究協会の研究委員

電力部長山田太三郎︑富士電気製

原子力部長森島国男︑竃気試験盤

産事務局次長森一久︑日立製作所

東大教授三島良績︑同向坊隆︑原

三︑原子力画面業団原子炉部原子

倫︑荏原製作所原子力室長角谷省

海製錬所放射線管理課艮丸山正

放射線管理室長目︐水一郎︑難燃東

長谷川賢︑同アイソトープ課安東 あり︑天然ウランのうち︵燃︶と

一化学薬品アイソトープ研究室長字はウラン獅の量を示したもので

学会副会長矢木栄▽委員理事・

造原子力部長山本広三郎︑三菱原

炉課長遠藤雄三︑放医研環境汚染

員

▽藁蕎畏

東大教授三島良績▽委 霧物資でウラン精鉱以外のもの︑

酸化ウランなど︑同︵原︶は核原

あるのは核辮科物質たとえば天然

わか匡か戸りは二二毎工︑東芝︑

日立︑古河電工︑一二菱金属︑三菱

専門家十二名が参加する︒また会

原子刀︑原研︑意識︑原子刀局の

議終了後︑米国の燃料加工と研究

施設＋カ所を約三週間にわたって

にしている︒

視察し︑現揚で討論を行なうこと

わが国の参加

要請一AEA

来春二つのシンポジウム

来春︑三月目国際原子力機関が

が開かれる︒．

主催し︑左記二つのシンポジウム

これは国際原

︾高レベル被曝の人体照射に関

するシンポジウム

て来藍二月八日から十二日まで︑

子刀機関が世界保健機構と共催し

ウィーンで開くものである︒論調

できるものだけに限られており︑

の提出はこのシンポジウムに参加

日︑論又アブストラクトの提出期

参加甲込書の編切は十月三十一

日は＋月二＋七日︑本論文の提出

期日は十二月＋五日である︒

来鉦三月

▽核分裂についての化学および

物理学のシンポジウム

ストリアのザルツブルグで開催さ

二十二日から二十六日まで︑オー

れるが︑論文の握出は前記シンポ

きるものだけに隈られている︒

ジウム同様シンポジウムに参加で

論文アブストラクトの握出期日は

十月二＋六日︑本論の提出朝農は

︐．尋

4

＋二月＋五日になっている︒

術部次長脇坂清一︑日本原子力事 たものである︒なお鵬はウラン

早発二千年前後の世界のエネル

れわれはかく考える﹂Ψ内容は

して﹁原子刀発霞と増殖炉1わ

る長文のレポートを出した︒題

霧ついて三熱εえ

波収 辱 は 十 月 九 日 ︑ 既 報 の よ う

事︵以下理事と略す︶日本原子力

▽委異蔑

ついて検討した結果設置を内定︑

放射線障歯舌防

部第一研究室長佐伯誠道︒

燃料安全専門委

ト安金設計研究計画部会の設置に

関して検討するとともに︑プラン

員会について︑その活動状況がつ

須賀正寿︑原電取締役技術部長吉

子力工業技術部長兼研究所副長横

関する情蝦交換の専門家会議は︑

ーの危機がいかに深いか︑原子

ういう数字をみると︑エネルギ

％を賄うにすぎないという︾こ

建設しても︑なお需要の一6数

KW︑高速炉一億五千万KWを

億ノ︒日本が熱中性子炉七千万

︵現在の五倍︶︑日本では十五

ギー総需要が石炭換算二百億ナ

き出じたもの︾二千年のエネル

役割りを描

ギー需要を想定して︑これを賄

調査役小崎正秀︑金属材料技研特

鐘一︑住友金属工業中央技研技術

シントン州ハンフォード研究所で

十月二十七日から四日間︑米国ワ

と︑その性質に関する研究と②燃

感される︒

発がいかに重要なことかが︑痛

いか︑とくに高速炉の速かな開

力発電の役割りがどんなに大き

料の照射下における挙動である︒︐

議題は①ウラン化合物の製造

偉大な

業核燃料開発部長益田英夫︑原亀 瑚の︑精鉱はウラン精鉱の︑Th

日米セラミック系
燃料の専門家会議

ムの︑いずれも略である︒

う増殖炉の

気事業研究委員会資料室研究担当

主任研究富竹越﹁ヂ︑電刀中央研電

電気試験所唱力部系続技術研究塞

究所原子力工学部次長川崎正之︑

技術部次長浅田忠︸︑原研東海研 はトリウムの︑Puはプルトニウ

東大教授大山彰︑東京電力技 たとえばフェロウランなどを示し
事・東大名蒼教摂大山松次郎︑理

東京生化学研究所長石館守三︑理

東京生化学研究所長石
東大教授伊藤四十

常務小川治夫︑東京理大教授貴志

二︑岡同山田俊一︑第一化学薬品

館守三▽委員

▽委員長

護薬剤専門委

ついて討議したほか︑昭和四十年

岡俊男︑日本原子力事業調査開発

原子

部長吉村国士︑東京感力技術部次
長脇坂清一▽オブザーバー

力局次長鈴木嘉一︑通産省公益事

局原子力船管理宮高田健

業局技術長瀬川正男︑運輸省船舶

専務加藤貞武︑田辺製薬東京研究

殊金属材料研究部長伊藤伍郎︑原

米国ハンフォード研究所で

所長阿部久二︑放医研薬学研究部

燃東海製錬所検査課検査係長青木

一＝郎︑ダイナポノトR王研究所 高橋実︑東芝電気中研究主幹清岡

理研主任研究員山崎文男︑電

長赤星三弥︑同薬学研究部第二研

放射線障害防止研究計画部会

員

▽主査立教大教授田島英三▽委

究察長玉置文⁝︑吉富製薬東京研

理研再任研究員山崎文男︑関西

気試験所電力部長山田太三郎︑原

利昌︑神戸製鋼所硫究担当取締役

する基礎調査︶の依頼を受けた件

竃直送蔵置街第一課長湯原齢︑放

高論著一郎︑三菱原子力工業大宮

第二回日米セラミソク系燃料に

蘇東海製錬所長鎌田稔︑放医研障

究所長愛甲軍需︑東京理大講師鶴

製作所日立研副所長小野健二︒

開催される︒

藤丞︑同薬学部助手久保善昭子︑

喧力原子力部長飯田正美︑中部電

ロ

医研障害基礎硯究部長江藤秀雄︑

についても後塾した︒このため開

ロ

同薬学研究部長赤星一二弥︑同環境

船開発事業団理事井上啓次郎︑原

ロ

害基礎研究部長江藤秀雄︑東大教

力火力部次長石井久︑日本原子力

コサの

授大山彰︑立教大教授田島英三︑

・

れつぎのとおりである︒

▽着料安全専門委三回▽放尉線
障害防護薬剤専門委二回▽放射

サ

線障害防止研究計画部会二回
りゆロ

野幌︑同薬学研究部篠田雅人︑第

放医研薬学研究部第一研究室長日

ﾞ料第二研究室長幽囲義塾︑日立

衛生研究部第四研究室長鈴木間左

催した部会と専門委員会はそれぞ

体制整った三十安全研究協会

専門委員会が溝動

事・成詩癖教授福田節雄︑理肇・

また原子炉の安全性とその課題に

︑この研究委員会は︑六月十七日

の襲二回理事会で設置を決定され

たが︑同月三十日には阜くも第一

回の研究委員会を開き︑ついで七

月二十一日第二回を︑九月九日第

三十九年度漂子力平和利用研究委

三回を開催した︒その結果︑昭和

託費による共同研究二件を承認︑

その実施組織として︑①冷却材喪

失事故時における軽水炉燃料被覆

管の 安 全 性 に 関 す る 専 門 委 員 会
︵略称燃料安全専門委︶②放射線

二宮防護薬剤専門委員会を設置︑

また放射線障害防止研究計画部会

を設置した︒

度の委託研究︵海洋汚染対策に関

ぎのように報告された︒

原子力安全研究協会理

いたが︑そのさい同協会の研究委

識魏羅露瓢

この別表のうち︑カノコ内の数

したものである︒

の設置者および国際規制物資使用
者から提出した管罫報告書を集讃

船用原子炉の開発が進展し︑原

2，915

力公社に売引すことになっていた
が︑原子燃料公社へ引渡せること

電刀−一①10社②10社③姻％▽累

運韓省の造船技術審議会総合部

向上をめざして性能︑構造などを

数のものにより電力を供給す

駆動方法︵粗調整棒は一定周波

2（1）

支︵幹事︶︑原研保健物理部第二

タ

製
一三

一露
拶

電話東京（362）大代表8211

145，708

治︑原研保健物理部長牧野直文︑

ノ

一rーーー︸︸

塵

にした︒

良好な回収率
原産の原子力産業実態調査
計11①漁師②郷社⑧84％
この回答状況は︑第四回調査の

会︵部会長山県昌央氏︶は十月二

飛躍的に改善するための主要な閥

済開発省︶︑ベアニー︵同上︶

ユ2

16，612

雛笏霧猿鍵獺簿霧霧纏
ρ

獅X隅に燵水講演会
日本原子力産榮会議が毎年行な

の本数︵安全構九本︑総本数百

十一盲運輸大臣の諮問﹁最近にお

げているが︑そのうち舶用原子炉

題点とその対策として九項目をあ

9，452
i349，330）

4

298 13，390，828

っている﹁原子力産棄実態調査﹂

九本︶②制御材の材質︵微調整

ける技術の進歩に鰐暮して船舶の

（349，331）

原産と加原子力協会共催で

団員

棒と平担化トリミング棒にステ

性能︑橿造等を飛躍的に改善向上

13，390う830

回答を上回るもので︑本調査に対
ロ
する各企業かろの協刀は︑回を重

計を急いでいるが︑最終的な分析

ギー資源大臣︶︑S・W・クラ

ンレス鋼を使用︶③緊急停止機

L566

は︑本年軋既報のとおり︑鉱工
ねるごとに強まっている︒

の西出︑死上︑雇用などについて

ごろの予定である︒

結果が明らかになるのは明年一月

原産ではいまこの調査の整理集

が︑関係各祉の協刀を得て九月末

運薯造船技術審議会総合部会が答申

可用炉の開発提進

日までに︑ほとんどその回収を終

のアンケート調査を依頼していた

百六祉に︑三十八膏度原子力麗係

糞︑商事︑電刀関係の対象会社三
社︶︑R・F︒グロス︵CN

︒シドレー・カナダ社︶ほかに

A︶︑D・ケーブル︵ホーカー

カナダのオンタリオ州政府から︑同州政府経済開発大臣S・﹂

・ランドール氏を団長とする原子力使節団一行二十数名が︑来る

ていたが︑このほど許可された︒

原子炉について設置変更を申請し

日本原子力発電は東海発電所の

済燃料は原燃へ

原電東海炉の使用

タバコ産業グループから下名︒

十一月七日来日することになった︒日本原子力産業会議では︑こ
の機会に日加両国の原子力技術の交流をはかるため︑カナダ原子
力協会との共催で︑十一月九日︵月︶午後一時一二十分から大和銀

行虎ノ門支店八階ホール︵都電南佐久間町下車︶において︑﹁カ
ナダの重水炉講演会﹂をひらくことになり︑その準備をすすめて
いる︒

団長S・﹂・ランドール︵州政

通りである︒

ダの原子力産業界および電力界関
府経済開発大臣︶

同使節団の来日の目的は︑カナ

係者に日本の原子力発電の実情を
認識させることにあるとされてお

ークソン︵経済開発省次官︶︑1

轟の組数︵四十四組︶④制御棒

この答申案には︑船舶の経済性

り︑ 十 一 月 二 士 百 ま で の 在 日 中

・F・マクレイ︵カナダ原子力

施設変更の概要U①制御棒

に︑電力中央三社︑五グループ関

協会会長︶︑﹂︒ラムゼイ︵経

﹂・R・シモネ︵エネル

十一月九日の講演会には︑カナ

係者なとと会談する予定である︒

H・スミス︵オンタリオ水力︶

に対する答申案をとりまとめた︒

11

霧輪舞保有量難局

ダ側からつぎの五つの論文が発表

る︶⑤使用済燃料装置︵使用済

うち、国際 75，435
規制物資
子力商船実用化の時期が早まり

原子力の利

される︒

L・マコーネル︵同上︶︑L・

カナダの原子力開発の概要

①

13，390，940

㍉

聞

一

時の斎藤運輸相から出されたもの

この諮問は昭和三十六年八月︑当

ノジユニソトを使用︶⑥液体廃

燃料分離室の運鍛装置にキャリ

・セコード︶︑G・ドリュー

C︒セコード︵ディルウオース

ダグラス︒ポイント原子刀

②NPDの運転経験
⑧

だが︑審議会は間題の重要性を考

548

L566

住友原子力工業東京語社長新隔正

＼
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203
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81，675

紙

本

560 45，708

23・喚42いユ

ンボール原紙

洋紙一般・日板紙

203

（

一
棄物処理系︵再生式の有機陽イ

︵デニソン鉱山︶︑E・A・ク

発電所の経過報告

塔︶⑦送肇︵萎v︶︸ 討してきたのであった︒十二月九

慮して専門部会を設置︑慎重に検

また使用済燃料の処分方法に関

オン交換塔︑有機陰イオン交換

・グロナン︵H︒G・エイカー

え大臣に提出する︒

日の総会て︑最終的に決定したう

ズ社︶︑A・F・ボネグー︵カ

④オンタリオ水力の百万KW イン︵リオ︒アルゴム鉱山︶J
⑤璽水炉の改良と経済性

原子力発電所計画の概要

して︑従来使用済燃料は英国原子

IAEA
（単位＝濃縮ウラン・．ウラン233・プルトニウムはそれぞれグラム・そ

の他はいずれもキロクフムである）
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リカ
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アメ
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ナ
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川
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洲

18，827

イギリス

0
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製
原

子
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3，063

国際規制物
資使用
期束運搬中

1，708
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多一

多

ミ

多多多

﹀噺

︑

最後に今回の印象としては︑

きると考えている︒

︐

である︒

軽水炉に実用するにはもう一歩

いうイギリスの報告が出た︒

需要の見通しを立て︑政府機関

が確固とした将来計画のもとに

欧州各国︑とくにフランスなど

金では﹁スズ﹂入りのジルカロ

ガス冷却炉用では︑微寸のマ

ようになると︑ジルコニウム合

いというが︑それでも実用性は

ニソケルだけを加えたものがよ グノノクスALi80を作ったと

イはまずくなり︑クロム︑鉄︑

出力・高燃焼度化にともない︑

基礎的研究として︑ソ連が酸

が必要である︒

安全性とも関係して今後の研究

少なくバラツキも多いので︑高

ル多＞﹀㌦︐ ︐多︐多︐一︐︐︐多多︐︐︾︾㌦多︐多︐︐多一︐多

薩憲讐
△﹁回のシュネーブ会議では︑

用する時期や置がほとんど確定

おき方を決めて走り出さない

さ

ノ

︑≦

幅

正確を期するため︑改めて同氏

ミ

リウムよりは酸化増蟹は多い

ミ

︑轟

プ会議でも︑ステラレータC︑D

ミ
ノ

CX2︑アリス︑アストロンのよ

建

ていた︒その改良のたびに︑人間

ニミ

とお金と年月が必要なのである︒

多

明で︑昭和三＋七年度の仁科賞を
とにかくプラズマというのはえ

授けられた︒

ヨノフェ・バ

れは原子力の他の分野からみれば
問題にするほどの遅れではないが

夢の目標に向かって︑研究を続け

ェクトを組みながら︑二十口先の

樹氏︶を作って︑総合的なプロジ

が核融合懇談会︵初代会長湯川秀

これらの機関の約一二百名の研究者

るところは︑別表の通りである︒

高温プラズマ発生装置をもってい

名大プラズマ研究所のほかに︑

実現にふみきれるかどうか︒

のめどがついたとき︑時を移さず

っきり出ているが︑日本で大型化

うな各国装置の大型化の傾向がは

の一つに︑ソ連の

いま世界で注目されている研究

う各国の装置

大型化へ向か
たいの知れないもので︑その研究

﹁プラズマは外部からのちょっと

は容易ではないことを痛感した︒

した刺激によってにげていく性質

マは分からないことだらけなので
やってみた上で何度も改良をく軌

営業晶目

東京都港区芝田打町5の㍉

山

王道進む

の研究開発を非常な熟心さでや

も産業界も協力して燃料や材料
太さを増す方向の伸びがある程

っているのに感即した︒

ベリリウムでは︑問題は管の

一方ステノレス鋼も五百度に

度以上ある管を作ることであっ

ボーダー・ライン上にある︒

過電子顕微鏡でEPの挙動を調

もなると︑オーステナイト型よ

の六方晶の並び方をランダムに

たが︑フランスでは︑管材中で

化ウランの蒸蒼薄膜を作り︑透

ングとセラミソク関係の発表が
べていたの郁注目された︒また

いうが︑未確定で︑それよりも

りフェライト型がよいらしいと

しにくいようであるが︑そろそ

していないため︑産業界が協力

と︑同じころ原子力を始めた国

ので︑ノルウェーでは亙FA− く銅を添加すると︑腐食転位点ける三島氏の講演要旨を紹介

は流水中で生成被膜がはがれる

編簗部注i本紙前号で﹁ジュ

で閤題になっていたところ︑現

3というケイ素十二％の新合金 がなくなることを発表し︑ベリ したが︑重要な問題でもあり︑

ネーブ会議報告講演会﹂にお
在程度の使用温度では両方とも

を発表した︒しかしこの合金は

が︑後者は従来のA聖Rより多

心配がないという結果び各国か

五百万円を要求している︒一方ヘ

への移行にそなえて︑日本原子力

ているわけだ︒将来の実用化段階

研究所にも核融合研究室が設けら

をすすんでいるといえ

大代表，

1

1

獣料関係は金属ウランのスェリ

注闘され︑スエリングの対策は

製造経験の奇習が出た︒

炭火ウランについてもそろそろ

成功したと発表し注目された︒

このほかフランスでは︑炭酸

ることを確認することである︒

あとは照射後もこの延性が保てろ国力相応に研究開発の重点の

する加記法を完成して︑これに

日本では国産燃料︑材料を使

発生点を多く作って泡を分敵さ

合金︵特にインコロイ︶が良い

応力腐食の心配のないニソケル

︐≡・⁝第三回ジュネーブ会議の印象から・

・日本も確固たる将来計画を・・

せる︑ウラン中のガス原子の拡

散をおくらせて泡を発生させに

くくするの二つに分けられ︑

英︑餌︑仏の研究が発表され

被覆材については︑水冷日系

た︒一方セラミノクでは︑米︑

では︑ステンレス鋼の場含はい

ガス冷却炉の燃料被覆材としてとの間にも水があきかねないと

果が報告され︑とくにカナダは

鉄ーアルミ合金とジルコニヴム．思われる︒

加などから実用炉で使用した結

ようである︒アルミ合金はアメ

合金とを研究した︒前者は製造

三島良績︶

摂氏八百度︑燃焼度＋万MWDぜん応力腐食が心配されてい

リカで開発されたニノケル添加

︵東大工学部教授

／TまでもFPガスが保持さる︒これに対しジルコニウムで

のX八○○一があるが︑これで しにくいなどもう一息である

クをわざわざ中空にしたり低密

逆に再溶解するから︑セラミノ

ら発表された︒今慶︑水冷却炉

へ

れFPガスの内圧が高くなると は水中の酸化︑水素吸収が今ま

いう結果を報告している︒しか

度にしたりしなくともよい︑と

ミ

が︑EL−4に差し当り実用での寄稿をおねがいした︒
き

もっともこれでは外国には通用

多
ミ
〆

まだ腐食の大きいのが欠点で︑

ミ

の温度が上って過黙蒸気を使う

ミ

しこの問題はまだ実験データが

一

︑
︵

ガチン

と雷のような音がした︒ しないから︑考えたすえ正式には

それを罵声で圧縮すると
︵G︶

膨張による多段式断書圧縮装置︶

としてといういかめしい名前がついてい

が生まれた︒それが立派に理論づ

けられて︑

る︒

i仏の発見がある︒わが国のプラ

がある：生き物のようにプラズマ

研は設立以塞二年しかたっていな

という

イギリスのカ

問題は今後の研究予算であろう︒
曳

れている︒まだ本当に基礎の段階

ながら︑わが国独自のアイデアが

王道

電

1

講究開発の

がのせてあったが︑QP装

キューピー

さん
キューピー

このQP甚置のほかに︑二年ほ

当面の目標は
百万度の実現

られているという話であった︒

ものだそうて︑研究員にかわいが

にあやかった

置の

ゼントという大きな

テノペンに︑伏見所畏夫人のプレ

っての目標たという︒この装置の

乗個まで高めることが︑差し当た

これを温度百万度︑密度＋の＋一

合の実現にはあまりにも遠いが︑

ンチ当たり十の十三乗個で︑核融

度は摸氏十万度︑密度は﹁立方セ

まだ豊凶つかめぬプラズマ
今庫の第三回ジュネーブ会議では︑核融合に

加した伏見プラズマ研究所所長は﹁第一回︑第

関する論文発表は四切しかなかった︒会議に参

二回の時のような花やかさが消え︑六年の間に
飛躍的な発展もなく︑一向に現実的なものへ近
づいていない︒該融合のむずかしさがわかった
ということであろう﹂と述べている︒
わが国の核融合研究は︑名大のプラズマ研究
所を中心に︑全国の大学︑研究所︑メーカーな

研究部門は各階ごとに︑高温発
生︑基礎実験︑理論に分かれてい

に

ど前から静菌プロシェクトが始ま
将来計画

発生部門の松浦助教授の案内で︑

っている︒これは

一口にプラズマといっても︑な
プラズマを発生させる装置の︸つ

て︑基礎のウエイトが高い︒鳥温

かなか説明がむずかしい︒それは

であるQP発生装置を見せてもら 画と︑京大グループのヘリオトロ

応募した日大グループのBSG計というので︑BSGという愛称？ ﹁麗AcETIE﹂︵非可逆等温

普通﹁原子を作っている原子核と

核融合に必要
な二つの条件

プラズマ研究所を中心に︑その研究の現状を紹介しょう︒

上げるという総総な行き方がとられた例として注目される︒以下

をつづけている︒わが国の原子力開発のなかでは︑基礎から築き

系的研究を先行させる﹂という方針のもとに︑組織的な研究努力

ど三＋数機関︑約三百名の研究者が︑ ﹁プラズマの基礎的・体

続麗を

風場歩

轡

聞
融

業
ン計画が採用されたもの︒どちら

登場したわけである︒

BSG方式

もわが国独自のアイデアといわれ

った︒この装置による研究は︑プ
ラ研の設立と同時にはじまったプ

るもので︑BSGの方はプラズマ

電子が︑高温のためバラバラにな
り︑猛烈なスピードで空間を不規
ロジェクトである︒装置は三つの

をながめることが必要﹂︵伏見所

いが︑ヨソフェの研究レベルに達

属際的になったBSGの名

則に走りまわっている︵電離︶状

長の雷葉︶なのである︒ある砺元

するには︑あと三年号どかかるだ

共同利用盛んな基礎研究部門

うことが分かっておれば目標をも

クネームで呼ばれている

日本ではBSGのニソ中で︑来年度予算には約一億一千

気ごみであるという︒いまこの研

員は﹁ごうすれば何ができるとい

している︒

話によると︑このアイデアは同助

撹噛して︑日大で地味な研究をつ

教授が実験︑浜田助教授が理論を

って装置が作れる︒しかしプラズ ろうという︵伏見所畏︶︒この遅

今度のジュネーブ会議にも︑

の﹁加熱﹂を︑ヘリオトロンの方

部分からできている︒すなわち︑

︶であ

返さなければならない﹂と述懐し
︷︷

ルハム研究所

の

ルはいくらか小さいが︑研究開発

一九六二無以 プロジェクトに組みこまれスケー

を例にとると

降毎年五＋二

一五億円の研
究費を注ぎこ

さいきん高温プラズマ研究の現状

学術会議の核融合特別委員会は

よう︒

れに対してプ

ば︑解決できない問題が多いこと

は他の技術分野の協力を得なけれ

んでいる︒こ

ラ研は設立以

核融合の開発は︑原子炉やロケ

も指摘している︒

来＋四︑五億
円︑わが国全
体の三十八年

究費総額約四

度における研

｣職
て︑大きな開

億四千万円

きがある︒き

きのジζ象i

ｦ汽遜譲覆葎畜コ一

店綴

本支

ナ

︾う為ノ

へぞ
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態﹂という風に説明されている︒

って送りこむマグネチノク・チャ

型︶︑そのプラズマを磁力線にそ

ンネル部︑測定がすんだプラズマ

プラズマの墓場

いるが︑

BSG計画主任の内田助教授の
究の
MACE田IEの名で論文に出
てための建て家が本館前に増築

温度が︸億度K以上というような プラズマを作る放電装置︵PIGは﹁閉じこめ﹂を︑それぞれ分担
超高温に達すると︑プラズマのな
かで原子が核融合反応をおこす︒
この堺象が黙核融舎とよばれてい

︵通称

を捨てるバリアル・チャンバー

注釈がついていて︑BSGの名もリオトロン研究の方は︑約三千五

これらのプロジェクト研究の背

︑

このアイデアの特徴は︑今まで

後では︑地道な基礎実験が行なわ

百万円を見こんでいる︒

の方式が熱核融合へ直線的に近づ

れている︒ここでは小型のプラズ
マ発生装置︵各種︶を使って︑定

こうとする試みであるのに対し︑

づけてきたもの︒BSGという名国際的になった︒
称にはおもしろい由来がある︒つ
まり︑放電によってプラズマを発
ハチン

と音を立てた︒そのプラ ジグザグに歩くのと同じように折

の測定などプラズマの基礎的な性

常的なプラズマを作り︑輻射振動

︵B︶

ると︑内田助教

線方式をはじめて指摘した点にあ

︑

瞬藍舗素藩監焼金翻二

！

産

力

原
せるには︑二つの基本的条件が必

るものだ︒この熱核融合をおこさ

ンネル部では︑プラズマのなかに

る︒このうちマグネチノク・チャ

要である︒その︸つはプラズマの
ア
加熱︑もう一つはプラズマの閉じ

ある中性分子が︑真空ポンプを使

プラズマが作られる︒

ってとり除かれ︑完全に電離した 生させると︑プラズマが

こめ︵プラズマが拡敵しないよう

ること︶である︒閉じこめのため

に︑一定の空間に安定に閉じこめ

には通常磁性が使われる︒

と飛び︑

﹁h︑

テックス。L一リジンその他
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スウ︵S︶
︑ナ颪

質の解明につとめている︒全国か

二

横浜ゴム株式会社

解味液」サラダ油・天ぷら油。コンソメ
スープ・クリームポタージュ・脱脂大豆
レシチン・苛性ソーダ・晒粉。液体塩素

話〔432紗

、

ズマが

授は説明してく

施策を検酎︑

コ7こ

p院委員会

強力「味の粟プラス」・小商澱粉・「直分

「味の素」・アジシオ・「ハイ・ミー」
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雫

この装置でできるプラズマの温

慨
辛

この部門であるという︒

ら研究者が一番多く来ているのは

・ミラー型（イオンサイクロトロン共鳴）
ミラー型 ステラレータ型

，

警

次計画は︑プラ

レゾナンス︒スロープ4と

いう有名な探針法が使われてい

に︑

ここではプラズマ振動の測定

れた︒その篁

ズマの非可逆膨
張︵自由膨張︶

で行なわれるか

が果たして等温

る︒これは高山教授が発明したも

ノトにもとりつけられて︑宇宙空

よはれ︑すでに人工衛星や︑ロケ

︑の原理的な追 ので︑﹁高山式共鳴探針法﹂ とも
及におかれ︑昭
和四十一︑二年

間にあるプラズマの測定に利用さ
っきりさせる憲 れでいるという︒同数授はこの捲

ごろまでにはは

！
ゼータ型

名大のプラズマ研究所︵名古屋

市千種区不老町︶は︑昭和三十六

年の春︑全国で六番目の大学共同

利用施設として設置され︑昨年正

式に開所した︒名古屋市東山の丘

陵地帯で︑丘の一つをケズって整

地した静かな環境に︑四階建ての

・

計画の内容︑進め方を検討する

μヒm3・O蓬恥侵日卜笥蓉う野重︶﹁ヨい幽一

電気試験所

本館をはじめ約千六百坪の施設が

建っている︒三十六年から三十九

年までの四年間に約十五億円が注

ぎこまれた︒専属の研究員は三＋
四強︑そのほかに年閻延べニモ人

∵

の研究者が全国から研究にやって

．DC×型とカスプ型

（4）

第302号ダ

くる︒

．ステラレータ型（高周波加熱）
に原産活動の中核体となる委員会

名古屋大学工学部セブター皿型

とともに︑開発の進展に伴って
︐つこ胃冊戯と︐︸90

靴

．ヘリオトロンとステラレータ型

京都大学工学部
大阪大学工学部
大阪市立大学
漂研東海研究所

一・T

屡

離定常プラズマ装置）

置
、 研究機i二
二
要
装
東北大学工学部 iミラー型（磁気流体波）
東京大学理学部 ．プラズマベータトロン
東京工業大学
直線ピンチ型
日本大学理工学部：θピンチ型
は︑現下の清勢にてらし以下のよ

轍

プラズマ銃
θピンチ型・ゼータ型
璽高エネルギーアーク型

理化学磧究所
三 菱 電 羅
臼立中央研究所
東芝鶴見研究所
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