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原子力開発10周年の年頭に際し

酔

発展への覚悟新たに

くらへわが慰の原子力開允には多

ないと思い凝す︒とくに諸鎌瀬に

力発醒の実現を必要としない園は

をはかる立揚からいっても︑原子

争に離して︑経済的に纒位な発展

からの工業團を瀬持し国縫闘の競

ルギ〜対策の面からも︑よたみず

今臼世界の工業園で︑長期エネ

であります︒

の艶備確立が軍勢に期待されるの

飛躍に対慰するわが国の開発体鋼

球したが︑これら各麗の本格的な

和利鎌圃際会畿でも明らかにされ

ネーブで開かれた錯総踊原子力平

開発の龍進ぶりは︑昨無八月ジ．一

積極的な開発体制と︑めざ熱しい

しかしながら海外各国における

であり窪す︒

ことは︑御難慶にたえないところ

圃も漸次貝体化がはかられました

旛設の充実とともに発蹴炉建設捌

たゆみない努力により︑開発研究

れをとり織すために︑窟民番焼の

における先進各園との立ち謁く

この間︑除子力聞発の技耐分野

心から御祝調を申し上げ書す︒

熟すべき新醤を迎えるにあたり︑

から数えて十周年を翻るという認

わが国が原子力開発に君凝して

菅

礼之助
臼本原子力産簗会議誤爆
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〜

の困難が伴いますが︑これらの

を拓くことが︑麗懲界の大藩な任

灘審を打破して具体的に抵進の灘

命輝はあたかも十周鎌を契機と

務であると愚い蒸す︒

して待望の原子力発話会社の束海

であり︑また国塵田子力第一船も

発醒所が営業運転を開始する運び

今秋には発注の予定であり撫す︒

とくに工A鷺A第九圓総会が康京

で開催され康すが︑このような配

念すべき駕に瞭会し︑謄本原子力

原子力界の発展につくす鎚擾を薪

睡業会議が産業界の中心となって

たにするものであり凝す︒

援︑御協力をお添いする次第であ

・関係者各位のいっそうの御支

ります︒

諾 誠

今年はわが国が総濠力開発に

多彩なことしの催し

官民一致で十
．周年記念行事
．

で︑多彩な十周頃麗醜行旗の計醐

タ〜トしてから満十卑を迎えるのレ

が︑原子力濁を中心に各機関︑団

体の協力で進められているQ現在

①

東京︑大阪︑仙台︑原子力

十周高配愈式典

考えられている主な行事は

②

騒騒建設地等で講蔽会および映

総含研究発表会

画会の開催
③

テレビ等による公開座談会

④涼子力開発十銀史の発刊

⑥展示会

⑤

⑦広報用パンフレソト類の印
刷︑醍徹

知名人を厚子力施設に招爵

⑤中︑筒校生の作文募集
⑨

国際湶子力機関の菓駅総会

⑳原子力施設の特別公開

︵九⁝十弼4関節民望会議

⑪

⑪喩聡東明発電駈の本格的送

暇開始にともなう禰念行購

などで︑﹁旅団濫開発十周鉱懸念

行事疑獄会﹂が昨密漁発足した︒
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昨年暮工事を完了し、いよいよ商業ベースの原子力発電を開始する日本原子力発電東海発電所の威容

聞

畳
産

力
子

騰

る

ら

︐ド

p

繕発電容量五百五十万KWを突破

大型炉時代へ移行

れていない︒

スペイン

建設を決定し︑アメリカ︑イギリ

・ガロナ発部所︵三十万KW︶の

サンタ︒マリア︒デ

子力発電所の建設計画はまだ幽さ

いう報道があるほかに大規模な原

発五力年漸画において建設すると

各国の原子力発電計画を見る
現在︑樵界中では別表のとおり︑紛副約五首玉十五万KWの義
子力発羅所が運転されており︑建設中のものは総謝約七百六十三

所を建設することに決定した︒こ

型五十万KW二間︶の腺子力発電
このほかジュンタ社がスペイン

る︒

員会は昨年醤万KW︵CANス
Dの
U応札が来る三月に行なわれ

カナダオンタリオ水力電気婁

の建設を副画している︒

万KWにのぼっている︒さらに琶界各国ではそれぞれ次のような
建設掛画をもっている︒

アメリカ現廷二つの原子力髭

躍所の建設認可申舗が原子力委貴

会︵AEC︶に捉出さ れ て い る ︒
それらは︑ロサンゼルス市のマ

力

エ
N蓑

﹁ツルR几トァナN﹂連

イ︶⁝・※※ソ※※※

Fイ一V︸ンりチEE
DドカAカグタラSS
E西※

RR

勧

R
RRR
CWR R
C〃〃〃BGC〃〃〃〃
〃GHC C〃〃〃
G
FAG
TGG G
HS

＝︸点4

（1966）

リブ発醒所︵蹴気出力四十六万二

（1968）

15

123

（1966）

24．2

RR
WW〃
BP

（1967）

48

独虜の技術によるドン発鍛炉︵H
千KW︶︑ジャーシイ・セントラ のほかに岡航では総計三酉万KW

一

（1969）

WOCR原型三隅KW︶の概念設

ト
ン

ル ルンイス

（1967＞

の原子力発蹴所を続いて建設する

東ドイツ
1σ

118

ル・パワー＆ライト社のオイスタ

（1965）

HWGCR
0．8
（1965）

削を進めている︒さらにこの原型

1960

1956
1959
1960
1963

6．8
ユ9．85

計画をもっている︒

※AKW−1

7

0。3
4
4

ークリーク発急所︵醒気出力五十

（1965）

ホ嶽 工 一トポニ ルリ ス
ークイウ ケスーイスエベ リア
ダルレドイズーレ7ネウドンフフ

ル

（エ965）

二晶！クレナー脳力グループに対

パワー・グループ︵雪eNPG︶が

してスペイン北部に原子力発盤所

ものと晃られる︒孚NPGの提嬢

を建設するという提秦に集中した

ノノクス炉で︑オールドベリイ発

は︑電気出力三十乃KWのマグネ

電所の一猛の炉に相当する︒

英AEAの燃料生

産量百万本に達す

イギリス原子力公祉︵AEA︶

産し︑世界各地の原子力発電駈に

がスプリングフィールド工場で生

供給する天然ウラン燃料要素の生

イギリス北部のブレストンの近

産嶽はついに菖刀本に達した︒

くにあるこの工場は︑天然ウラン

燃料加工の世界最大の中心であり

RC

R

現在
〃W
G二重で必要とする天然ウラン
P燃W
料の六幸％を賄うだけの燃料要

H

ると約膏七十五乃本になる︒

料ち生麗しており︑それらも含め

ほか改疑ガス冷却炉︑研究炉用燃

生することになるQAEAはその

千万ゾの石炭に桐正する魑郷を発

便用限度に達するまでには︑約七

ウランを含んでおり︑その燃料が

ム合金被覆燃料は︑一万ゾの天然

で生産された頁万本のマグネシウ

これ康でスプリングフィールド

素を供給している︒

一

1964
︸ス

1964

〃

羅き︑薫な業務は︑ヨーロノパ共
同体︑特に西ドイツへの改良ガス

給︑成型加工︑再処理などを行な

このため新設会往は︑A鎚Aと

イ※※※※※※※※※
る︒

ところで︑イギリスのウィリア

㎜月いっぱい受付ける

日から第十一回

闘本原子力研究所の原子炉研修
所は︑来年四月

の高級課程と一般課程の研修を歌
論のように実施するので︑入所希

望者を饗遇している︒串込締切日
はともに一月三十一日︑申込轡の
送付先は︑撰間企業関係と公私立

原子炉研修所︑国立私立各大学関

係は文部省大学学術局研究助成

DDDEL

供給を憂けることになり︑同時に

関︵工AEA︶を通じてウランの

ア几ゼンチンは︑国際原子力機

談を行なった︒これと飼隠に涼子

原子力産業界の代表と非公式の会

フ※※※※※

力に関するイギリスロスペイン含

する協定を結んだ︒この継興岡圏

一A湿Aの保障箔颪制硬にも協力

エネルギア・ニュ⁝クレナー︵J は雨アメリカで最初の査察受け入

同シンボシウムがジ︑﹇ンタ・デ・

アラブ遮含にも燃拠を回忌する︒

れ岡となった︒な35︑王AEAは

も参加と諭文の馬出を襲請してき

は塵業界関係者の申請を︑一月二

た︒このため日奉原子力塵業会議

▽盗難課翻転四十一館三月宋衷

を開催することになり︑わが圃に

に対する開発凝望の醐魑

その調整④塾攣の設疋と標撚化

分野における研究開艶の報告と

格と利馬の改善③核物質衡理の

②核物質脳脱に従解する入の資

分野における知識の交換と増進

化学︑工挙︑凱測および統議の

①核物犠沓理に遍幽する物理︑

とおりであるQ

このシンボシウムの内容はつぎの

十日まで国瞭課で受何ける︒なお

約山ハカ月︑騨燦︷蟹隈只瓢叢⊥一名︑

授業料＋五万円

難離核物質管理で

日から九月三日謹で︑ウィーンで

国際原子力機関は来年八月三十

一AEAのシンポジウム

一

▽一轍課程鰭四十年九月末蒙で

内︑授業繕三十万需

で約一力年︑募集人員七名以

二一⁝内線三〇四︶

前議原子炉研修所︵艶語霧海局二

会鹸では︑ザ・ニュークリア・

一月二十三日から二十五日にかけ EN︶本部で開かれた︒

強暴技術者の一行を率いて昨矩十

イギリス原子力産業界の各方面の

ム・
ニー卿︵A温A総裁︶は︑
NUKEM社のAGR黙料技
晒ペの
経験と︑その製造わよぴ魯処理工
場が利用できるようにな為︒

この会dから上る利益は︑AE

になり︑各々から代表蒼斑掘曝し
会社の管理に当る︒

英︑スペイン発電
炉注文獲得に拍車
スペインのニュークレナー祉は
サンタ・マリア・デ・ガ臓ナ原子
力発電所を建設するため︑昨年は
じめイギリス︑アメリカ︑および
フランスに対し入札招納をしてい

た︒したがって一九六五黒馬月一

ランスは応募しないことに決領し

マンが賄ったところによると︑フ 研究機関関係は茨城隈東海村原研

たが︑このほど弼祉のスポーノス

原砥の原子炉研修
所が来年四月開講

てと
マドリソドを訪れ︑スペイン
AとNUKEM祉で折蝿するこ

冷鰯蜘︵AGH︶用完成鄭料の供

うことになっている︒

ア※※※※※※※※※※認ハ※

アルゼンチン︑；
カスキデピムグクボ丁ワルフチクオムスルペクソレンタクスシズルゴンルスー23FF一FN
リレンンソラソルンVクエス丁ンダ三ヤーランインンロンイーライイン＝皿
AEEA査察受入れ
メドヤイシバビエフCピフパビラげハギコチバブドウハヒトダサオドウウラGGGEEES

ミ

三964

EP工）L
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（1967）
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ベルギー・
（1965）

20

（1965）
、

スイス

1。65

※ハルデン
プエルトリコ
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窮
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ノルウェー一

KS−150

（1968
（1969
ド
ン

1．93

※NPD

IIWR，

HBWR
BWR
53

PWR
PWR
HWGC鼠
BWR
BWR
※13R−3

チェ

15．3

38
Q0

タラプール
ラナプラタブサガール

〃
（1968）

ゾリタ

壬王WR
（1965）

CANDU
スペイン

1962
20

イ

（2）

（1968）

AK：V

PW獄

1964
21
36
，

Gg67＞

カナダ
1．5

炉をもとにして大規撰な原子力発

としてリンデン発電所︵BWR十詩藻革二九七二年に完成するとい

所を建設する計画が進められてい
る︒

決目した︒社名はニュークリア・

UKEM︶社は＋二月七日︑西ド この会社は︑本部をマイン河河

（1966）

13。8

1962
1962
1963
1963

（2）

BWR
PWR
（1966）

1

1959

275

〃
〃
5

※ボルガ
※ノボポロネン（エ）

BWR

1964
（1）

IiTGR
（1965）

〃
ユ956

30

一万五千KW︶︑ナ イ ア ガ ラ ． モ 西 ド イ ツ 近 く 建 設 さ れ る も の
ホーク社のナイン・マイルポイン

R二万五千KW︶︑オーブリノヒ インド 現在二つの原子力発獄

謝W
画がある︒
六乃KW︶︑HDR発煙勝︵うB

ハイム発電所︵PWR二十八万所
Kが建設に入っているが︑第三番

ト発羅所︵魁気出力五＋万KW︶

ク・ガス＆エレクトリノク社がポ
圏G
の発
電R
所として︑カルパカムに
W︶︑AKB発電所︵HW
C

である︒こあほかにバ シ フ ィ ノ

デガベイ発醗所︵三十 二 万 五 千

一九六五年に十万K

と西ドイツのニュークリア・ヘミ

イギリス原子力公社︵AEA︶ イツに笠岡会社を設立することを

西独NUKεM︑英AEAと協畔力
漏話ナウ近郊のボルフガングに

AGR燃料製造で新会社

Wの霧冷却炉原型を榮二次研究開

イタリア

リウム冷却二万KW︶がある︒

四十万KW︵発聡炉︸墓︶の発鷹
KW︶を印舗していた が ︑ 勤 地 の ナ 刀 K W ︶ ︑ K N K 発 出 所 ︵ ナ ト
安全問題で田圃に乗り 上 げ た た

た︒

一九五五年に開始さ

め︑陶社の申請は取り 下 げ ら れ
イギリス
れた艶一次原子力発魑計画︵総計

五 強 面 K W ︶ に よ る発電所の翻
転︑建設は順調に進んでいる︵劉

九七〇i七五年の葦囲聞に

計画に続いて第二次原子力発日計

荻参照︶︒昨年並ギリスは凝塊

魑︵

し︑現在︑技術的︑経済的な験討

五薦万KWを運転開始︶を発表 ⁝・ウント・メタルルルギー︵N サービス社となる予足であるQ
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業
産

高速炉誓には難点

窯

一

原子力委への
答申を採択
原子力量欝整備奪門部会

仔民の蝦蟹の向上のために行なわ

建設することに環附して次のよう
原子燃料再処理施設反対に関ず

足ぶみ状態の再処
理工場設計費要求
原子団関係予算のうち︑材料試

▽国魔鋤簾炉

六千七百五志←力円

要求八千万円︑

嚢求二億五千四百六

第一次内添緻七千万円︑復活要求

▽萬速炉

額なし︒

十三万三千円︵四懸七千八蕎八十

千円︵︸億八千四薔九

万五千円︶第一次内示額二三二酉

十・五︸刀田口︶復活要求額瀞ハ千︸力ロ一

六十八万雌

要求

︵二億九壬二百八十五万五千円︶

ｭ九千九百四十万六千田口︑第一

▽プルトニウム燃粁研究

次内承額三億八千六十八万一千円

要求七

万四千円

▽原子力舞﹇船の建造

復活要求額葎八十一

億五千五酉万円︑第一次内示額七

億一千五百万円︑畷浩要求額五薗

これに対して弟⁝二次内泳で材科

九＋一万五千円

試験炉関係で六千二酉七十二万

円︑プルトニウム燃斜関係で蔵二

最近の動きは次のとおり

原子力汝全研究協食の

燃料専門委が会合

十一万円の棍酒が．小詔きれた︒

協

＝j︒十二月十一日聞催︑本年

度末に中閥報月リ爆汀なう出搬で︑

放射線障占防止に関する癒蟄問題
点と将来研究扇蜘について検量中

任代西闇闇︶▽化学工学関係学会

◇矢木栄氏︵東大教授︑原汝協帰

劇隔後英鳳︑オランダ︑米国を麗

訪して士万二十日帰国︒

ころへ▽アメリカの某君が

ガ

宿識の壁の厚さが身にしみたと

灰舞隅

な決識を全会一致で課恕した︒

の本来の闘的に反したものとな

験炉の建設︑原子力第一船の建造︑

政策小委員会は︑総合エネルギ

載擬

れるへき野州艶事の諸施策が︑そ

る決議

この度︑本件に対し︑原

り︑地元の期待に反するのみなら

便罵ずみ燃料再処理施設の建設な

法人の主点項闘に関する第一次内

ど︑矯要事項を含む原子力関係一二

し入れがあった︒われわれはわが

おりであった︒

示額とその復活要求額はつぎのと

子燃料公祉から︑東海村に漂子燃

国における原子力科学技術の振興

料再建理工煽を勘忍したい露︑申

ると藩え︑国が楽照の配慮をはら

をこい願うものであるが︑本匠し

元がなくなってしまらおそれもあ

い︑特に弾力的な態度で運用し︑

ず︑今後原子力造設を愛入れる地

地元発展の調和をはかるよう要望
入れに対しては次の理由から反対

整備が何ら具体的に処理されて
いない︒

②再処理施設の設圓に伴う放射

ていない︒

能汚染ともに学術的解明がなさ

③水戸対地射爆漁場返還のめど
がついていない︒

▽材料試験炉の建殴要求十四

することとした︒なお︑黒幕門鄙
である︒

茨城県議会は今会期最終日の十

①未だに原子容センターの地帯

会はこれを以て圧務を終了したの
で解散することになるものと見ら
れる︒

燃料再処理工
場設置に反対

かなり強講されているので︑この
二月二十一日の本会議で︑痩用ず

⁝政策上の重要灘項を他の小間員

と巻きかえしをかけ

スプラント力式のカがすっとお

てきた︒予備識訓まですんでい

茂てすよ

の決議で追い蒲

とあるVま

地帯撃備がま

〆箋1謙

＼／メラミン

原子力婁鍛会の原子力施設地帯
盤備専門部会︵飯沼〜省部会長︶

は︑十二月二十三臼午後︑東京の
赤坂プリンスホテルで第五回会合
を開き︑先に提出されていた﹁原
子力施設地話整備斑門当会都帝計
画小委員会中間報告欝﹂に星つく
讐申筈を正式に採択し︑この答申

とに決定したが︑当部会として

醤を原子力委員会へ提出するこ

①原研としてはなるべく翼体的
は︑先の報告讐は︑一つの仮定に

謡があった︒

婁員︵原研︶から︑原研の考え方

なことから処理したい︒②核燃料

として要雷次の発

の入手については︑天然︑灘縮︑

面のみが厳格に実施されると︑本

み燃料の再処理工場を︑醸海村に

茨城粟羅会

来腺子力産業の健全な発展と地元

ものであり︑したがって規制面が

基づく事故を想定して作成された

微濃縮のどれかにごたわらぬ︒③
今後嶺分の間︑日本で建設される
炉の大半は軽水炉と考えこれに対

国内再処理︑国内加工︵ブレンデ

しどうするかをまず決めたい︒④

ィングをふくむ︶の建前で軽水炉

要がある︒︵外貨節約の観点から

原である︒◇曇両燃科汝

安

全專門考量会︵委員長㎜一眠艮績

ける軽水炉燃料被覆鴇の女全性の

委託研究﹁冷却材喪失撃故時にお

通産省産業構造器議会の総合エ

会との密接な連絡のもとに逝宜審
五百万円なとあるが︑これには来

氏︶︒十二月四日に開催︑今年農
億三千百四十四万六千円︵八億八

⑧蔀鰯
した︒これには風除原子力機関の

さらに七億を復活要求
の増加になっている︒

千百五十九万五千円︶第一次内示

⁝ル等を倹道中◇第四回放射線障

試験研先﹂の分担︑実験スケシ．一

ネルギー部会は十一一月十八日午前

議するものであり︑濡給小廻貫会
年度予舛の磁点箏項として家団さ

るのに今さらというところたが

受け人れ反付

▽さらに地元の次城障議会が

ちの形︑揮由に

だすんでいません

てし豪えはそれまでたが︑どこ

一

1クロ篇プレン

匿

国内サイクルが重要
軽水炉
原子刀婁員会の動力炉 聞 発 議 訟 会 ︵ 座 長 蕪 璽 寛 九 郎 原 子 力 委

員︶は︑ヤニ月十七日午後東京虎ノ門の救葺会館で第三圃会含を
ひらき︑核燃料政搬の閾題点を中心に審議した︒その落果①核燃

料の供給は海外に依存するが︑一九七〇年代の半はごろまでは供

ムの熱中性子炉への利用技術開発によって︑燃繕サイクルの痘毒

給の不安はない②国内再処理︑燃料加工業の銀豆と︑プルトニウ

をはかる③減損ウランおよびプルトニウム角効利用の考慮を原子
力発載議画に巡閲する④将来ウラン蚤源の栖渇を予想し︑局速増

殖炉イ承画的に開発する︑などの国本的な考え方をまとめた︒次
回は一月二十一日に幽き︑動力炉爾発方針を討幽する︒

﹁軽水炉から騒騒炉に商かう開発 麗麗が可能になるが︑そのころ豪

とくに︶⑤原研としては︑その線

科技庁

原子力予算m億藪

での熱中性子炉暴騰は約三十三万

この日に濠ず武田原子力委員が をもって︑二＋八刀MWの筒遼炉 に関する燃差サイクルを立てる必

コースの聞題点﹂について︑要量

国際化の研究開発︵JPDR⁝五

MWで︑さらに一九九〇確になる で ︑ 墨 面 J P D R を 使 っ て ︑ 燃 料

一画︶をすすめたいから︑この計

次のような説明を行なった︒

をこえることになる︒すなわち︑

と︑誌速炉容器が熱罷職子炉容鰍
大蔵省は十二月十九日︑科学技

千円︑機鰭寄贈費一千三百八十万

第九回総会東京開催蟹酉十五万八

円︑強酒要求額一億六千百五十万

五千五酉万円︵九億円︶第一次内

十時から欝議蜜において第四回会

は︑当面︑畏朋国民経済バランス
れている材料試験炉の建設︑原子

苫防止研究剖剛蔀a︵主査m島血

額十二懸六千六罠八十九万七千

円︵一口億一二千ゴ一酉・几十九万五冨†

承額一千四穏万円︑復活要求額二

▽再処理施設の設計要求二億

円︶

が承詔され︑この累日は別表のよ

酉六刀七千円︵三千万円︶の毒酒

八千円︑第忌次内示で一億八千六

なお第二次内示で二百二士二刀

円などが含まれている︒

これに対して科学技術庁は同夜

と要せて審議した結果︑前鋸度に

耳隠から庁議を開き︑他の庁予算

比して幾分増加しているとはい

次査定額を決定して内示した︒こ
のうち原子力関係は百十二億八哲

術庁の昭和四十無度予算概算第一

九十一万一一千円︵ほかに国臨調務

え︑日ごとに進展する原子力平和

討議の団結︑委員会側試案山影

負担行為分八億七額八十九万四千

応承認し︑次圓からは動力炉開発

い︒

①一九八五卑における世界の原

円講にいく︒

つきに委員会側から︑核燃料利
胴の考え力︵試案︶と燃料サイク

方針そのものの審議を進めながら

円11以下カノコ内の金額はいずれ 利用開発の現状かり︑さ凸に総額

ルに関する二つのモデルが示され

魍を別途にオーソライズしてほし

子力発餓容羅︵抵定一兆三千二衝

の閲の所要ウラン騒を計葬すると

億KW︶を全部軽水炉とみて︑そ 魑中性子炉から高速炉への移行が

天然ウラン換算約五十四万ゾとな
り︑安いウランの埋蔵愚︵ジュネ
ーブ会講蛋料では五十一万ゾおよ

必要に応じて燃料問題もさらに検

うになったが︑これは溺年度予算

億四千八十万円︵九億円︶

油小委員会︵同植村甲午郎氏︶の

給小委員会︵同円城等次郎民︶石

合を開き︑日本経済における長期

の前提のもとに長期的エネルギー

れた▽一つは予鐘の難航し財政

櫛辮繰

八百九十五万四千円︑復活要求額

億省十五万円︑第一次内示額二億

▽Rーセンターの整備要求三

に比し六・五三％の増になってい
る︒これに対して垂髪六千四衝三

円︶の復学を蟄重している︒

↓九万七千円︵十一偬壬一十万

政策促進で三
盆委員会設置

・超長期の展望について経済企画

ルギー供給計画を策定するもの︒

長期エネルギー莞通し︵ラピi報 需給の想足を行ない︑長期的エネ

庁よりの説明︑欧州経済共同体の

なお岡部会は︑昭和四十錐度に

た︒

三岡委員会を設けることを決め

力第一船の建造︑使用ずみ燃桝再

告︶の紹介︑石炭鉱染調査団の報

第四圃総合エネルギー部会

処理施設の建設︑アイソトープ︒

告の後︑小委鍛鋼の設罎等につい

万円︶日本原子力船聞発製業団の

センターの整縮などに関するもの

さに煽︐ナ力開発の縮図︑といっ

かで物の順序が狂っていないだ

は通厘省の付属機関として総含エ
ネルギー調査会が新しく発足する

ろうか︒十鳥目の門出に当って

て答識した︒

同部会では︑今後総合エネルギ

でに総合エネルギー政策のあり力

のに伴なって解消するが︑それま

力費がA﹁圃新たに二千六甲闇雲刀三

ー政策のあり方につき審畿を進め
千円を璽濾してこ酉九十一万二千

るにあたり︑下部機構として政策
円たけ諏められたが︑さらに一千

このほか国除原子力機関への協

〜二

一ご

とくと考えてみいたもの︒

小委員会︵婁員幾有沢広巳氏︶儒

轡野麟7●謹三塁霞

薬⑳合成樹脂
◎化学肥料・農

について一応の結論を出す予だ．︑

四面九十五万八千円の復活を饗駕

幡醗擬毛・曝

③工業薬品・・医薬品⑳建築材料

が含まれている︒

翼六十八万九千円︵九億三千八百

蓉八十五実装︶原燃の三億四中出

八億七千七酉余刀円︵九偲二千七

この復活要象の中には︑原研の

のである︒

ついてそれぞれ優渦を要請したも

査費の三舞項を除く他の各陰唄に

会の経蜜︑原子力発議所の立地調

技術者の海外留学費︑三尉線蕃識

蔵雀に提出した︒すなわち隙子力

当であるとし︑二十一日これを大

七百六十三万〜千円︶の復酒が簗

十五億千四十四万円︵二十纒一千

国内再処理︑プレンディングをめ

0

度の予算にくらへると四・七七％

0

黛襲な経∠攣4，141ノま｝〆誌くむ

び五十九万ナ︶からみて︑核燃料

0

1二等ニプコ発望翫是認∫夏至デ発着

内示の禦計 復活要求額

力

0

も国瞬債務負撮行為分︶で︑前妻

︵U

討していくことになった︒

︵U

ぐって︑経済性および技術面に関

昭和40年度原子力予算要求査定事項別一覧

の確保に署千の困難があろ う Q
する質疑があった︒そのさい丹羽

G

擬

②しかし中性子経済のよい炉た

O

振了プJ局の一般b政徴

とえばCANDU型鋼水 炉 を 想 定

原子力委員会の必要艦費

すると︑五年ないし十卑の核燃料

放射能の調査研究経費

子

原

3，646，928

99，209

の食い延ばしが町能となり︑八五

｛費8，647，227

38，489
2，595
96，331
21，491
840

腺子力技術1誓海外派頑費
廃唄物処理三業の助成籔

年潮後と予想される実胴高速炉時

0

1，110，200

154，984
56，000
395，440
64，＝L92
｛貴

代への引きつぎが答易になるもの

計
764，397
注；＝朗年慢四丁の魚組こは上記各事項のほカ、に掠ぞ力施設地帯緊儲」に必
5，800

837，894
ユ0，698，491 13，908，038 11，397，217

456，750
5，800

143，071
422，045
5，800

30，515

218，5喋0

試験研先の補助、委託費

と考えられる︒

0
0

8LOOO
589，272
312，881

③次にプルトニウムの蓄秘鼠は

26，745

153，851

99，790
イ至蓬

軽水炉の揚合一九八○年に 胸 三

0

900
52喚，982

酉六十五ゾに逃すると推定 さ れ

998

840

32LOOO

︵二︒五％濃縮燃料を二芳MWD

103002
520，618
b7，270

照立機剛箸の試験iり下口費

まで燃焼した場合︑ウランナ当り

0

648，370
376，865
688，486
350。000
385，591
299。025
39，749
3，271
119，50G
26，412
24，300
｛費

約七キログラムのプルトニウムが

G

583，519
315，000
383，454
269，120
38，489
2，600

715，000
4翼

生戒すると仮定︶︑蒼万K W 鑛 気

6、5ユ0．000

26，197

755，000

理化学1田究所の嚢腫経費

出力の職速炉運転に調帳のプルト

0

12L781

O

lL，756．000

核燃拠物質の購入塾長遭

7，93LOOO

25L402

938，000

2，400、GOO

放射線1㌧学総禽概究両テ

ニウム昂襲するとみれば︑一九八

○無には約九万MWの窩 遡 炉 に よ

でには熱中性子炉︵軽水炉︶の発

3，600，GOO

444，000

1ヨ4翼彦試子ノコ角層彗もにi蔓1霊廟エ謎

34L170
6．056，000
疑
究1∬言の弗隔く
1一｛遺》聾』庁ギ〕βプJ1げi

イ資

梅ミモニ脇・樽｛公推の筆≦｛疑

＝L，681，620

210，200
455，285
900，000
4，333，945
｛費

要求額
前野復予算
項
購

る発電が可能となるが︑この蒔ま

電縛量は十八・八万MW に 達 し て
いるはずなので︑蔵凍蝉への移行

④一方箪水炉の掲合は︑八符無

が円禰に行なわれない︒

までのプルトニウム薔積千酉十ゾ

（単位イ円、償は田庫偵揚魚担そコ為分、繋b次復活塑永まで）
酵

2，019，000

放射線冨議∫この必蟄粁費

漏
臨
A

第308轡
第竃糧郵便物認町

昭和40葺：「庵5臼
（3）

︑聞

新

業
産

カ
子

原

＝＝

講

需
▲陥

変化した産業構造

♂

＝
@＝

あり︑わが圏の猷．r力丁零走逐めるうえで参

行政上からも貴台な文献の︸つとなるもので

村役場が不慮の火災により孤身に帰した現む

孤会との関連﹂についての調査豊川をまとめ

の醐査がどのような闘的︑意図の

内容の紹介に入る鰐に︑まずこ

地から客観的にとらえ︑今後にお

との関連をあくまでも学閾的な見

であるが︑原子力開発と地域社会

か︑そして繭工栄︑農業︑行財政
施設設照の鰹紛とその前後におけ

親と題するちので︑謹ず︑醗子力

のもとに二子力の開発に協力した

いるが︑その中では︑挙県的態勢

り︑庸辺地域の展罰が試みられて

は︑東海村の生い立ちにはじま

原子力施設地城の概観について

ている︒

記することの大なるを明らかにし

すべて原子力センターの建設に超

久慈大国の完工︑日立洛の建設乱

成︑田立大洗聞の国道編入悶題︑

国道六摺線の舗装︑●原研道路の完

たとえば︑常山訟の電化︑一級

がでさる︒

溜を示したかをうかがい知ること

当時いかに政府が原子力開発に熟

考となる点も多いので紹介する︒

もとになされたかを知る必要があ
ける行政の参考に資そうとするも

夢

るつ︒この点を審上蟻群は︑臨文
﹂
㌦−
享

のである

﹁このほど原子力の開発が地域
曳﹃
〜

及び教脅文化の面にどういう影響

る茨城県の勒隊が描かれているQ
嶺時の懸の姿勢︑難業構造の変遭

浄簸は︑原子力施設と地域の概

を芽凡てきたかを知るために︑特
原研の敷地が東海付に決定をみた
一カ月韻に︑液域県かろ政府に出 等が全県的視野のもとにとらえら

に漕堅したのは︑他の黙々にく

わが田が原子力開発に本洛的

そして源子力発蹴が実用とな

てその戒果オあげてきている︒

に︑関係者は非議な努力吃払っ

吸収し︑わが田園薗の研究開発

年閥ではあるが︑世界の技術を

子力の分野においてもわずか＋

とに闘ざましいちのかあり︑原

簸近の科学技術の進渉はまこ

し︑鳳子力が国民経斜や国濁生

きたといえるであろう︒しか

開発は関係者申心で進められて

考えられる︒今までの原子力の

年月は一つの区切りでもあると

述へているごとく︑十年という

にさしかかるにいたった◎しと

整い︑新たな発展段階への転機

腿憲懸
ろへて訓賭におそかった︒米国

であった︒わが凶は昭和二十九

目・≡≡≡＝＝≡・三・原子力開発十周年を迎えて・山け

面⁝全国民の暖かい理解の上に；げ

敗したのは︑今かろ二十三年醜

において世罪級初の源子炉が完

年頃から平岡利用のための磧究

わゆる原子力三法が施行鴨れ︑

予力基本法をはじめとする︑い

て︑昭和三十一隼一月一巳に予

ことも磨れることがて蓉ない︒

非常なテンポでひろがっている

おけるアイソトープの刊用が︑

犀を迎えたのである︒各方面に

り︑原子力第一船が起工諏︑・れる

むことがでさないであろう︒

なけれは︑その円滑な撒追は望

しい籍識と︑あたたかい理解が

在︑全図民の原子力に対する正

活に結びつくようになった現

詔念切手の発行などであり︑噺

送継開始にともなう式典および

じての交流︑配電一摺炉の本年

︵原子力開発十燭年記念行箏委

いと念慰している次第であるQ

開発にとり組む気運がでてき

ここに固としての原子力の開発
ら

このような趣留から︑特に本

際を認識してもらうよすがにし

して︑ひろく国民に原子力の笑

聞︑ラシオ︑テレビなどをも通

長転炉生︶

員会事務局長・原子力局調査課

体制の麸礎が簗かれたのであ

昭和三＋八年度の原子力委員

て︑＋月二十六日の﹁原子力の

年を﹁原子力開発十周年﹂とし

る︒この騰がら数えて本駕はち

において必要な開発体制がほほ

．伽うど十年圏にあたる年であ 会無璽においても︑﹁靭期段階

設事訳によって繭工業に与えた影

要閃と︑それに灼応ずる齪楽舞懸

漿に影響あぢえてきた経執外部的

の推移︑労鋤臨場の拡張と策業の

の見万讐々一つの噛みものとして

派生する悶題の一般的類型として

交流同化の込み工舎︑地域開発に

刀研究施設と関連陀薫葺地の麟難

摘し︑工揚宜地については︑原ア

によって澱廃さ3／ていく十地闘題 うえているQ豪た︑噺旧の対立と なおざりにされつつある傾同を指

る︒

郷︑藺灘闘箒が各種のデータをも

産︑課業経営分解の方陶器が笑態

唐津︑地価隠題に対応する腿徽鐙

性をとらえ︑商奨発達については

の内側からの問題を県全般の蟹料

行財欧の面からは︑財政規模は

地元の昌昌をうながしている︒

増大しているが︑興境整備投資の

の慧残も大きい︒

ふれることができないが︑たとえ

舗査の扁果をもととし︑詳細な数

行政面への影響とともに最も多く

いくつかの論点を指摘している︒

の耕地が︑臨子力関係機関ならび

紙薦の都禽か6胴体酌にここで
に付錯没備︑侮宅あるいは滋路驚

ることをとらえ︑地暢整備の健進

要請がこれを大きく上まわってい

の傾同にある観光開発に示唆を与

え︑最後に︑わが隣原子力闘琵の

将果のため︑原子刀施設讃置の影

響が﹁期待はずれ﹂になうないこ

巻末には︑鳳子無関係機関の拡

とを強く訴えている︒

大発展推移や毎表に加えて幾索

なお本轡は︑一看五十部の限窟

引︑図索引をも付している︑

いるので︑希望の向きは左記へ申

外郭団体において省部増欄されて

版として出されたものであるが︑

したものであるが︑いわば︑この

の座談会の記事を文花形式に編集

二﹂．萄語草は︑調登に関係した人々

原子刀開発と地域の闘題魚と匙

いる︒

商工業蒼の意識調薫にまて及んで

問題簿に語及し︑さらに︑農民や

会︑青年団への影響︑得少年非行

一力︑礼盆救鴨の重ては︑婦人

とばを逝じて述へている︒

を強調している︒一方︑立ち遅れ

ば︑学校教膏を中心として児亜や

四鴬の抄脊文化は︑会社役員とい

の趣がある︒

れている︒従ってその内容ち独特

きたか︑地域開発か教膏の振興に

父兄の慧識がどのように変わって

地帯整備が立遅れ
財収上まわる環境整備投資の要講
でいることは塵めて腿味藻い◎豪
た︑茨城罫行財政への影響にも敷

麺二灘の衝財政において︑肥す
澱切にとらえているのが人購と産

面している︒

働一章から鋤3漸までが茨城大

業触造の推移である︒喚海棺の人
口については三十年の国勢調汽時

には一力三千兆﹁日八卜七人と一千

うまったく甫井の入によって記さ一

一万一千五蝋燭唖三人が二十ん年 学の関係善によったのに対し︑第

昼繽¥五人︑二〇・七％の増︑
これが三十八年五月には一万五千

調査の編論ともいうへ潅ものであ

機栄については︑い談や齪政が

きものである︒

会参加者は約七十＆で︑鋼査鰯団

の︑報告懇訟会膳棚催した︒懇談

建設促進協議弦﹂︵頒価二千円︶

茨城県庁原子刀課内

の進展について﹂と︑謝団長の僻

齢

︐

﹁欧米における鍛近の原子力闘発

原子刀都稀

テーマは﹁アメリカの放尉線

込めばよい︒﹁水戸府北三ノ丸︑

利用開発の現状﹂︵仮題︶

長の松野武一日立製作所酬祉襲の

り︑豪たダイシェストともいうへ

なお博士は︑〜月十七田から二
十二臼濠で滞日の予寵︒

子刀発駐の透況についてしの報告

藤俊夫関属島刀常務の﹁器圃の原

関西原子力懇談会が

講演があり︑引続いて懇談した

大阪で報告懇談会
日本原子力塵業会議関函原子力

についての各圃の印蕨や︑スケジ

が︑アメリカの核燃料民有化問題
モーゼス・グリーンフィールド博

轡が曇霞した謙子力翻発議叢叢難

︵ロサンゼルス︶放附線科教捜で

阪科学技術センターで︑先に源滋
土の講演会悉開く︒

鵡 輩題にな艶裳︒

米球子刀婁員会R1開発部纈間の 懇談会は︑十二月十八日午後︑大

会講霊で︑カリフ魂ルニア火学

隔から集京神田駿河台の田ぶ化学

熟催で︑一月十八日︵月︶午後二

力安全研究協会︑応用物理学会は

力学会︑日本原子力研究所︑原子

獲麟原子刀睡漿闘乱︑張本原子

米Rl利用講演会

を近代的活写の成豆過程としてと

吏的杷渥へ︑さらには住属の慧諏

風をとらえ︑断面的な把握から麗

すなわち︑鈴一に住民橿櫨の熱

五蕾二十二人と飛躍附に増撰して
いることを明らかにしている︒一

方︑産液構迄の面では二次︑三次
配埴の構成比二四︒八％が五〇・

五％となり︑もはや他地域とは岡

を麗している︒

列に判断y．曾しとので灘ないこと

東海村の財政面に与えた嘉穂は
さらに遷しい︒三十篤度の議入決
算額を藷とすれは︑三十七年型の
それは実に肱蔚四十九に達してい

或を交えて微

る︒これに伴う歳出血と命運︑い
ろいろな轟轟から図

に入り細にわたって貴鋲な籔科を
星に分析を試みている◎さらに類

いかにプラスしたかを関係省のこ

のスペースがさかれている︒

軍とともに刻明に紀述され︑次の

とも鮒比しつつ宣体的にとらえ︑

当数の商庸が増痛点鮨であること

ウ地の凶難性篤をとらえている︒

ことに︑慶叢鰹営の蒐盤として

とに︑分析されており︑さらに相

を明らかにしている︒

濡業の蘭ては︑原子力施設の建
設が大手筋によって遼められた物

韓姓にkり︑地元への影響が比較
胸少なかったこと︑下讃工巣を必

第一章は闘丁凝との粘びつきで

雲としない研究施設の︑闘辺工場

実現をみていないのは︑越智力施

れている︒

近時︑工襲立地の推進は︑住民

fヨ：ケ支庸丑のとき︑B商へ

自洋鵡錫と縮り︑内洋貿鴨二講

な通蘭左設立︒ついで中央留跡︑．⁝

ンショイした︒聡後の解休て日

員の簸も鰐遇されたコーる一士

ニューヨークと︑二三の物薩社

第㌃章の農獲では︑集海村の腱

羅ぽかた こうへい

小保方

の謬務局畏になった

第一原子力麿業グループ

あり︑原ア力施設職員の増潴や建

として多くの地方公共団体におい
て行政限標に掲げている︒私ども

﹁
﹂三訟p 顯

纂影

心しなければならないことは︑工

行故の衝に当たるものとして常に

業立地が地域粒会における住民福
祉とどう絃ぴついていくかを思考

プール発鷹記入北で︑円落款実

の合燐で帰姦した︒

不慮の事故死毒とげた三宅龍

現に奔走した︒

い豪考え

事務周罠のあと釜に︑日商監査

桑海炉建設て

ぶ把握して︑そこにでてくるであ．

て不思議てし；うがないのは︑

ρ

陣

と

．

二︑鵬三の炉を︑場合によって

ランでなけれほというのは憲だ

ゲループが岡罠に轡せる帯心は
大きい︒

．

比較︑隙挙聯盟騨との博覧に及ん

︵sK︶⁝似の國体との蒲比︑全園町柵との

寂鷹は昌子夫人と三男︒六十

二畿︒

⁝

ストへたどりついたわけだ︒

︒とうとうその除子力の潔

力が必要なのだと力説したこ

ークへ来たとき︑日本こそ原子

巾凶銀原子力婁員長がニューヨ

アキュムレート諏︑れた力で︑第

の建設経験では喚一の第一グル
ープだが︑圧働的な軽水炉ブ⁝

一といっても︑三宅氏と岡窓の

小保方さんの身上はその若さ

ムのなかでの開戸はけわしい︒

て︑艦産工場群のそれと岡一視す

〃三宅さんの土台の上に〃と
どんな閥題でも普

は他グループとも協力してやり

早讃で︑慎葱に考えるべきでは

軽水炉・震細ウ

という著さの秘決を

罠閥企業は弱す

︑尉葉で

にならぬ

たい

なかろうか

門馬な

膏いた︐り︑家ず攣起き︑十五分

爵るので︑輸出能力歩ふやすた

を見せる︒由婦にきている第一

しかし
の小走り散歩︑﹁心の力﹂詠唱

めにも︑麟による獺境整備が必
という︒

大学輩後鷹井物産に入り︑繊

ポールを振り出しに︑ロンドン︑

維と食料を凱に扱った︒シンガ

と︑漕々しい情熱
とゴルフ○それからワカメ︑玉

要

く見える︒

昭知三年東国大卒だが︑十は若

野を撮隠する機関の集窪りであっ

原子力セン喫1は︑研究闘雛の分

いう駅でもなく東海村における甲

にあると思う︒

役の小戸方さんが登勘︒大型炉

することであり︑求た︑その結果．

幸平

設地帯弊備の闘題だけてあって︑

された凄塑事項の中で︑末だその

一＿

所想水雌を尚上させる手段の一つ

教をお願いした︒

究会を結戒していただき諸般の調

に華華大学内に原子力地域経済研

社会ととのように紬ぴついてきた

︑︑
ア

のなかで次のように述へている︒

工業立地には諸種の困難

道路・港湾が充実

費して行なったものである︒昨葎三月︑巣海

の蓄黍グループに委託し︑一箪廟余の歳月を

た︒この澗盗は︑同県が辣城大竃耗済研飛所

このほど茨城搬では︑﹁原イ力開光と地域

茨城県が調査結果を刊行

@ヨ

ろうひずみを箆しくしていくこと・

伽

ミ

蓼

＿09外し

＝＝
＝

ねぎ︑リンゴ酢︑蜂驚のあえ物
と串乳一合の朝食ち︑エネルギ

目簡瞬代には︑インドのタラ

ーの根源らしいQ

窟

7

ｭ緯

雛

@
@
@
@

懲

譲髪

＼王子製紙

し

斎会

③

順春・

資源の開発から
綜合利用まで

⑳文化を支え、；暮しをり一ドする

願
▼△

ることはできない︒

しかしながら︑古い伝統や習慣

あるいは生活様式︑新しい思想︑

サ

考え方︑生活態度などとどのよう・

に結びついていくか︑また︑住民

偲祉のうえにそれらをいかに生か

しつつ地縁的なつながりを深めて

いくかを知ることは︑蜀要な陽画
を持つものであると思う︒

瞳

本磁は︑箭述の趣厨に甚ついて響
曹
翻癒した結果をとり豪とめたもの

一

一二
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昭和40鑓「帽ε5臼

原子力産業新聞付録（第308号）昭和40年1月5日
原子力予算政府察決定

政府は12月28日臨時閣議を開いて昭和鋪僻度の予算概

；算政府案を決定した。このうち原子力の平和利用に関する部分はつぎのと誇りである。

昭湘40二度原子力関係予算政府案総表
（単位千円、債は国庫債務負撹行為額）

5

放射線審議会の経費

90◎

8 2 3

09

？1

◎

臥

0 0

理研の原子力関係経費

2，600

171，584ヌ
債

56，000
395，44rO

目

強

40

◎り9

ド02
由−

3

原子力局の一般行政費

2F◎

3Ωρ

原ネ力技術者海外派遣費

26，？495

86

債

原子力委員会の経費

0 0 0

73

3 1

試験研究の補助費委託費

核燃料物質購入等の経費

5

債

ドひ8

国立機関の試験研究費

2

1◎3，0G2

⑤

放射』線医学総合研究所

放射能の調査研究費

p概

7 1

廃棄物処理事業の助成費

◎VρO

貨本原子力船事業団経費

1︻◎

乾

原子燃料公社の経費

00 ◎0
7000
3000
56 QVOO
5639

債債

臼本原子力研究所の経費

8 9

原子力発電所立地調査費

計

5，800
債

1，236，894餌

11，780，022

決定した原子力関係予算案は上記の通りで前鞭の予鐸に比べると10億8，153万1，◎00
円、一割強の増勲になっているが、計数整理の結果若干の変動を生ずるかもしれない。な訟、

難航していた再処理工場建設費問題は、詳細設計費（現金）を含む債務負撞行為額3億9，900

万円が39磁慶予舞からつけ変えられて認められたが、これはプルト轟ウムの政府買上等原
子力発電の推進方策のあり方など、原子力行倒の根本にふれる問題は来臨度嚢で棚上げすると
いうことで大蔵省が認めたものである。

また原子力関係の3法人に関する重点事項については次のように決定した。

①材料試験炉の建設篇13億6，298万6，000円（ほかに債2億1，020万円）
②再処理施設の設計硝債務負担行為額3億銑900万円のうち鱒隼度の現金額2億円

③アイソトープセンターの整備＝2億鴉08万6，00◎円

④国奮動力炉篇？，000万円

⑤高瀬躍2億組95万7，0⑪0円（ほかに債1億8陣95万円）

料嵩3億＆189万7，000円

⑥プルトニウム燃

⑦原子力第轡型の建造篇7億L500万円

箋

㍉

一

怖︒・酎㌦騙ぎ．h

己．操擁︐

蕩

︑

▽網羅驚施設の設訓鐸劇開腹に

年と同額︶

法の研究費七白照十四力円︵前

▽放射線障憲予防罰測器の検癒

罵言のおもな予算は次のとおり︒

磁総省が独自で訓上した腺子力

原子力関係の別途予算

通産は前年と同額

酉四十万円と海外旅費等があ．仙︒

衙剛圃凹十・﹁刀八千円︑瞬門拠出盆一千四﹇

には国際原子力機関分紙雛五千五

立場で計上した原子力関係の経費

なおこの砥か︑外務省が独自の

千八臼・⁝⁝十・八藍田一 千円にな艶た︒

から︑東塩総会の開催澱は命斜九

白の立襟から訓上したものである

七力瓢千円とは騎に︑外務省が独

ら鞭愉して計上された闘催費月齢

璽翫吉楚︒・れ麩劣局か

熊繕灘論難〜

研究などを引き枇ま行なう︒一瓢億

一︵
ニ︶▽猟都大沈子動力実験装置六

十一日︑さきに科学妓術庁事務次

日本原子力舶開発事記聞は一月

井上氏転出の補充に

原船理事に西堀氏

千万陽︵ニノニ︶▽九州大四Me
Vバンテグラフ型加速盟の改修二
千八自刀円▽その他︸億円▽一般
設備九イ山ハ罰力円

④実留魔設等の新設および整備

任として︑前腺研理事西堀豪三郎

また昭和四＋年肢R王塘設等の 冨に起用された井上啓次郎氏の後

に必要な経致み口＋三万詣千円

経鷺はへ﹂説一懸七一†山ハ眉二十昂刀七

二三徹繊量︑明治

氏画68理事に任命した．

¥山ハ年⁝階月二十∴八日生⑪昭⁝和一二

西堀氏略歴

千円である︒その内訳は︑▽図立

︵この中には搬沢︑冨山︑熊本耐

学校一鐘四千四面四十山ハ万七千円

火穿の序生実測用濃備賢として一

ニニ

コのザ

国際

埋物店

子力機軸闘本

Vlenna）

実施した再処瑚施設の予備酸甜と

づき再処理施設じ工程の群輔設副

③特製設備箸の設備勝人倦六千

原︸ツ動カー人験號眺疑∵ハ千万円︵＝ノ

九千五爵万円◎

①研究塒励経費二鞠血十万一千

が注がれており︑新しいものとし

四面万円H▽灘北大面すフイナノ

釜二月鼠綿軸入岬学蔀無機化掌科
革︑十 媒理学博士︒京大の講
師︑助教授冷経て十一年十月から
二十四卑十二月まで蝿取磁気︵の

ロ

ロの

1，400

濃縦系前処狸部分の詳細識瀞に爆

研究︑醐速増勲炉の

関遡技術について行なつ︒一億六

舶用炉の設

線障靴防止薄鍛確立のための特別全性について継続す為ほか改艮型
研究を撹進す．命とともに︑凝屑研

窮の内谷を光寓するために各櫨共

度である︒その他おもな環項はつ

円11蛾．＋力関係内地研究員経鍛

ては︑茨城県にある混林省の放射

千＝三九雪力円が卜しく組み込ま
れている︶▽大W︑野三三病既二千や

ニ

ニ

Reactors．

一原子力予算の伸び率は 鼕щｭ
酔
をする︒二藍二干万円⇔

▽プルトエウム燃料研艶施設の

る○驚偲八千万円︒

建設賦建設申の施設の宛成をはか

千万円︒

◇理化学研究所サイクロトロ
ンの建設を進めるとともに核融合

同鳳雛を整備する︒談た組織を改

懸二千万円︒

﹀謙譲穏物籔の探鉱甕人形既︑

陽︑

組して研究体制を禽運化する︒五

規模で続ける︒二半一千

倉石地区︑興丹後で従来蕊おりの

乃円ひ

研究を引早き推進する︒五憶八千

交部所管は輿入億
国立大学の原子力予算案
大学猿子力関係予郷飲沿蜜は閤下

ぎのとおりである○

文部省所繊の昭和四十砥度国立 備していることなどが闘につく程

浦数の懲理中であるが︑綻額は大

体前年麗と同緻の十八鯉七二七樹

②踪子炉筑同利用経距一千七徳

◇原子燃料公社

総冑稀楊敵幽翠用施設に耀瘍鴬︑

七＋五力鷺千円

徽一千万円目うち敬肝出資十九

半次︑以下四ノ﹂と陥︶▽樂蕪火

月酌穐地域観測隊⁝㎜隊長︑岡年四

多力四千円▽大鋤乾死研炎々TT ち集遊蹴込︶に勤移︒薫彗二年一

月玖ス理学都教授︑三十四年四月

ニコロ

ニコ
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総額百十九億円余に
装工螺︑焼却炉︑R王研究棟の建

難航した再処理施設計画
耕園は十二帰二十八口の臨時閣蹴で︑既報のように昭和四十無畏
金額九慮七千万円︑う撫政脚韻

◇国立機関の試験研究従来の反応の研究︑R工の研用に関する

費七慮一千五白万円︑上貫贈の

◇日本原子力船醐発講璽団現

▽團座動力炉の開発U原型炉の

設などをする︒二億三千万円︒

概要を決定するために引輔き調豊

の予鯛麺を決闘したが︑このう鄭各省庁の行政鰻を含荻ない原曇霞
関係茅騨は貰十七慰七千九櫛二乃二千陽︵駅務負撮術為額十四億四

研究する︒七千万円︒

千七魯九万四千円劉以下カノコ内はいずれも繊搦負担得為額︶であ
った︒これは前触度当初予算の揺黒影九千八薦四十九万一千円︵八

膿醗の製侮と建遼の建設なとを進

十六慮四千七酉二十二万七千円︶にくらへて十偲八千五十三刀一千
円︑一〇・一％の増額︵七†一層十三万三千円︑八三・三％の減額

るQ二搬闘千万円︒

め︑ぶ格的な研究開発の準備をす

⁝
▽高速増殖炉の研究到臨界実験
︸
﹇

である︒このほか現狂嶺数整理中の各省浮行政費はほぼ一憶七千万

加速器中闘試験棟︑研究棟などの

来焦農には籍規事染がないので︑

建殴と瞭備を進めて︑中間規模勲
臣の本格的な実施をはかる︒四億

虫として継翫購灘の内褥事実に力

憾七千万円︒短員増四十一名は

技官各一名をおき︑実霞撫設徳整

之意ご千万円︵四鉢訓醐の賠二

全撮技術蔀門︒

現金額二十一

五千万円︒

乃円程麗の総込みである︒しかし

▽萬騎研究所の魑備11三MeV

万円︒

▽原子炉の整備巡紙11四億二千

円の見込であるから︑腺子力閃係予算の総軍は約h十九惣五二万円
になる嬉通しで︑その還嬰鐵項別は別表のとおりである︒
この伸び躍は昭和蕊十八庫渡の一八・七％︑三十九無度の＝一丁
五％にくらへてやや鈍化しているが︑当局はこれを︑おもな施設の
蟹備が一応かたついているためであるとしている︒なお四十印度の
政府予同案全廊の的年層比伸び率は＝一・四％である︒

船体と炉の建造に 着 手 馨

機構を整備するほかR1工場の内

▽Rーセンターの懲備翻引縦き

材料試験炉など継続事業を推進
昭和四十蕪度の賑子力関係予測
察では萎萎継就甥葉の副勘推進に
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穗五i九万六千門となっている︒

ニロぼ

︵﹁ひゆうまんかうんた﹂誇照︶

から蕊十九邸六月まで旅研理事︒

ニコ

のニロヒ

鐙

鋤一

猛勇をおく一方︑原子力開発利用
の進展に慰じた各穏施籔の遂行を

はかることに憲眼がおかれた︒こ

掻経駿剛にみると防険施設︑設備
蟹がアノブとなっている︒

東京総会に九

ゆニ

⁝行く人・来る人旧

頭川面水系一驚丁欝の樵銀田田に

吉圏確太氏︵電源開発総裁︶九

ロニ

調印のため一15十日羽環発渡米︑

千八百余万円

外務憲でも別途に計上

トニウム工場兄成の式典に招宴さ

武田栄﹇氏へ腺子力媛員︶プル

月宋帰国の予疋︒

外務償はことし︑国除原子力機

聞の鋤九回総会が束玖で開かれる

ので︑昭和繭隣邸畿予算に一姫二

千三蔭四十三力一搬器の開催費を

が︑三卜日帰国の岩壁︒

れて一月十へ目インドにおもむく

一一十一一樹

︸月二十一日

1ーー0︿︶0一

国際協力委興会

原子力局との連絡会

午後一時半緑並

正牛腺配
通産雀との連絡会 一一十六臼正

午線配
安全特別研究会 地震小委員会
二十五H午後＝時原厩

原子勤力研究会 炉心設3ープラ
ント建設合同会議二十一n年後一

時腺況︑隙子力汝全グルーブニ十
二日午後一時隙颪︑プラント難設
グループニ十六H帯後一時腺就
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円や丁幾力船の六億

されているにとにもよるが︑本葎

どの原子力闘発助成策が今後に残

針徳ちであるのと︑再処運関係な

は未だしということであり︑けっ

碑立について︑国の穂極的な姿勢 と渦価とはならない︑︵四︶生産

の推進上不可欠の燃料サイクルの

に鰍凝サイクル・コストを減ずる

イソトープの販売によって︑概実

度新規の鰻務負握行為額は昨葎に
つけかえと︑そのうちからの二億

ま．開く昨年度の籔務負擾行為額の

ト社の研究は︑発聡炉の燃層要素

一力︑ニュートロン・プロダク

となる︑との粘廟である︒

ケノトがト分開拓されれは経済的

十分な計画を調てる必要を指堕し

るには︑核燃君サイクルの画から

らの放手性アイソトープを生産す

かし︑発電炉の燃料要素からこれ

された放射性ア︐4ソトープのマー ことがてきると報告している︒し

就任する予定である︒

マーンヤル・グロテニューズ氏が

ンス＆エンシニアリング研究所長

ルゴンヌ・ニュークリア・サイエ

この産業協力筒の貰任者は︑ア

れレ僧つつむコンクリート︑谷器保

かであり︑ナ部分は鋼製谷胎とそ

則四囲ゾだが︑放射性物質はわず

計画によると︑この腿齋物は総

費的なものとなり餅
比へ大幅の減額で︑現金部分の実

の根本

椚談を行なうなどである︒

般物

形になった︒
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搬の敬遠は多少要するが︑それほ

余円の激うなものを

並み減獅の傾同が見え︑

の予算の僻ぴは非常に期待の薄い

質的減額傾向と台わせると︑今後

名圏増︑実質減の
除くと︑残りは運営

価の上昇舟含わせ考えると︑むし

N度予算案

ろ実質的には低下しているといえ

いがなされるわけであるが︑召先
ツニウム一一三七とウランご三八か

中のウラン︸誓搬からできるネプ
射性アイソトープの生田には長期

ている︒また︑このみ法による放

スウェーデン︑廃
棄物を海洋投棄か
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長の呼び水としての政府野離がこ

ものとなりそうで︑原子力麗業成 についてはこれからさらに些し合
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ンナ宕
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望している︒
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ビスなど軍場に租用するための技

値のあるものの調査と︑それらを

技術および考案で商業的に利用価

が刊用てきるようにするための応

それぞれある特定の崖業グループ

術および技術情報挙逮やかに提供

きるようになるたろう︒

が運聡している同研究所は︑こう

た業務に従事さゼる⑬姦しく開発

成果の刊用卒促進する緋鯉にそっ

現窪AECの委託でシカゴ大学用捜術の開発②研究所の職蝿ぶ遂

究所の研究によれば︑︵一︶発亀

いう制度がなけれはてきない産業

された技蘭をそれぞれ特定の産業

界との捜触ホ健進ずることによっ

分野に普及させるための会議やセ

鉄︶的場掌雄︵冨ナ製銀︶埴田消

AECの開発した技術の函渠樹用んどないとの態贋をとっている︒

ミナーを開証する④同周卒通じて

て価値ある技術情報を提供するこ

研究所の商業的利用のねらいと

とを期待している︒

イソトープの生産は可能である︑

投ﾔ鴛魯万キ∴り一のコバ

放急性アイソトープ虻産のため

するところは︑そのサ；ビス業務

ルト六〇が大蟻に生魔可能︑︵三︶

に炉心構造の改良または鰍料要

常設委が初会合

化学︶杉出徳三︵三菱佑成︶矢野

原産

泌協会︶野口悌二︵日本三主協

加藤

アイソトープ委蟻会蛋疑は次の

▽委風畏翼汝西止入︵昭竃︶

通Oである︒

︵松︸霞器︶浅田鵠三郎へ阪大︶

会︶由口秀男︵H本門包保険協

ナボノトR王研︶小川二夫︵弟一

忠烈︵一一一罷油化︶加藤貞武︵グイ

工試︶本腫駿一︵大放研4・疑旅利

鹿取一男へ各工試︶北鶴省︵神

習知丑二四︵清水建設︶洋楽敏男

会︶大久傑正一︵日本造船関連工

化学隔膜︶立岡宋雄ρ武田出品︶

︵三珪化学︶加懸信八耶︵︸二井自油

第六回R玉会議の概曳報告③猷研

佐藤漕重︵田辺製疑︶占自門造

勝︵日本鋼自︶ま贋省二へ日本溢

のRエセンタ⁝について︑なとを 会︶山田一︵日本池船工業盆︶

原子力船とアイソトープ委員会

てあり︑海水薄染の危険姓もほと

炉の運転をさまたげずに放射性ア

すなわち︑オークリノシ国司研

を検討したものである9

のく6いの照が生腰司能であるか することによって産業界に協力で

生魔できるかどうか︑また凝間ど

あるいは刮画中の一九の発箪炉で

トープレ想︑現任アメリカで運転中

ま・れる惰勢になっていながら︑そ

豪た︑国薩鋤力炉問題が塁本方

二
厚

議年次大会で新しく発電炉による
放射轍アイソトープの盆麓につい
て報省があったのは︑オークリノ

シ国立研究所のA・F・ルノブ︑

﹂・A・コノクス︑F・丁・ビン
フ﹃ード諸氏の八回研究および二
一−トロン・プロダクト祉の研究
である︒

開尭の新展開に備えるため︑昨年

審載した︒

原子ヵ船委員会委員は次の通り

n本原．＋力副業会蔵は︑原子力 針②弟帯同R王会議の県本方郵︑

襲︑鋭慧その体制整備を進めてき

▽委姻畏11松原与三松︵臼立造

業会︶曹四鄭︵番葉造船研究協

たが︑実墳晦に原肥濡動の中心と

の委嘱を元了し︑帽次いて活動を

鉱栄︶旧中浩︵古河電工︶多門止

▽副難風畏一1木村健二耶︵乗京女 武弐︵ぺ幡製鉱﹀河へ口艶購︵日黍

研︶藤討建支︵住友原子力︶武汝

原子力︶▽同11内古閑寅太耶︵日 子大︶▽婁漁嚢平井弥之助︵欝屈

船︶▽土竃踊畏翻稲生愛着￡菱

なる新しい七精設委員会は︑委員

開始した︒

原子力艶委員会︵磐員k︑松原

☆艮愛ム旧居

夫︵東人︶平賀論一︵碓設省︶吹

︵川隔重工﹀山内俊平︵n立磁船︶ 技斥︶〜鳩ぬ政︵鴬域既﹀桧出蔑

文へ石川局播磨勇工︶

酒井等一︵腰細︺角谷省ご︵荏鳳

秀則︵東玖除子力藤柔研︶石思懸

︵日本郵船﹀竹内識︸︵穴阪囲鼎 俊彦︵第︸原子力放鷹線研︶浜m

本端子力事業︶▽委員一1三和晋

三官船細︶森本三郎︵川崎汽船︶

三日︑原中て弟﹁回委員会を開催

も三松日立造船会長︶は︑一月十

し︑設置経過および趣旨説明の

田徳雌︵阪汰︶隔田止︵﹁︑＼憂﹂7︶本

健﹂︵神戸工染︶昌津新

水駒滋︵栗工大︶鵠川止︵東大︶

化学︶鈴木太耶︵冨士為翼︶松平
かつ雪これに搾離州︑で分離される

いる︒

燃科再処理プラントの設計建

爪像躯一一︵原研︶

山不久雄︵麗だ︶山附文男︵理
︵H立︶岸本k彦︵堀場製作︶水研︶

野武﹂︵日立︶揚州二夫︵八幡製

研究庸プルトニウムの馴収をはか

一郎︵揺越化学︶平田霧隠︵住友 沼勺︵理学電機︶爽殿統︵理研ピ

弊妊穣鵜臓騰㏄横雨力競顛な努

の構想なとにつき協議した︒

︵昂津

︵日本原子力箏栄︶稲生光吉︵一二 製作︶松田俊彦︵粟田工彙︶大脇

︵日本隆線︶杉本一二︵⁝一藁電機︶

製作︶鴨川浩︵虫芝︶品品秀雄

︵山︸所U本汽船︶松村丑弥︵シ 菱原．†力︶叉杉鉱耶︵賑し︶暴野

土井由之︵昭和海運︶松岡重朗

スラン︶関博雄︵王．†製紙︶中勘

ャパンライン︶残多欝久一︵瓢菱 孝平︵東レ︶野田為島︵田本エク

を匂ない︑き6に原子力船開発撃

後︑委員会運命の墨本方釧の藩議

重工︶古賀正巳︵石川島播堺田

繁次耶︵十条鍵紙＞A

宗宮尚臼︵乗入︶河田覚︵農林省︶

工﹀高洲記雄︵生友調子力︶大虎

翅鳥︶甫部慶⁝︵災羽化学︶馬刀

業団の当面の業拐と昭和閥十年及

大輔︵浦賀弔工︶殉撃︐＋太耶︵露

菓野光男︵明電魯﹀柴田力ぢ太耶

アイソトープ委員a︵委員長︑

霜電工︶高倫菊炎︵川鹸重工︶松

村弘︵ツ部

環︑虎ノ門の教鳶会館で第一同委

ム四正夫昭島塾員︶は︑一月十四

め︑その成功に期待がよせるれて

棊準健用場所別によって次の韮

この試験装畷は︑試藁調整関

雄︑女〜−⁝戊雛︑山旧爽一臨︑カヨ

ストンリング︶竹山謙鋸︵鹿勘
二︑装備機器用醸源容器の技術

員会を聞催し︑①委員会の運秘方
篭鑓攣

ので︑爲車原子力副業会犠では従

遡を設げる︒

嵩をとり家とめ︑会長名で一括推
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アイソトープ茸麗の可能性につい

昨駕宋のアメリカ原子力産業会

マーケットの開拓がカギ
発纏炉で放射性アイソト⁝プを生署することの技術酌︑艀済的
可能性については︑アメリカの発亀炉農尉者と運鱗占たちの間で
かねてから翼妹がもたれていた︒この問題に関して︑昨年末︑サ︑．ノ

フランシスコで開か拠たアメリカ除子力厘裁会議の磯次大〜鏑．﹂

確かにある稗の放射轡アイソレープが光亀炉で技術的にも話済的
にも盈魔可能で︑しかも律塵された放射性アイソトープの販死に

この力静の研究を鼠初にずがけ
ての慢議結果を報告している︒同

よって堅調サイクルコストを癒減できるとの報密がなされた︒

たのは︑アメリカ瞭子力麦q会

オークリノシ紛戯研究所の報告

コバルト六〇︑ツリウムーヒO︑

ウムニδ︑キュリウ益西二︑

四︑コパルLへ○なとの半減期の は︑プルトニウムニ︑ ⁝八︑ボロニ

︵AEC︶が援助し て い る ブ ー ズ
報告によるとトリチウム︑炭︽十
・アレン・アプライド・リサーチ

能てあることが明らかにされてい

紘で︑同糾は7燭六〇年に︑ドレ 長い放射性アイソトープは生産可
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アイソトープ委樋致︵婁員長︑宏輪止夫昭電導長﹀は︑一月十四田︑虎ノ門の敦育会館で第一回蚤

員負を開催し︑①委員会の運巡方

工︶登戸紀雄︵住友腿＋力︶大蔽大輔︵浦賀壌工︶和気ヰ太郎︵隠避亀工︶心張葡夫︵川蘭通工︶松

野武一︵臼立︶陽用正夫︵八幡製

繁次郎︵＋条製紙︶合村山︵り部予輩︾南W⁝慶一︵呉羽化学︶順当一郎宿越化学︶平田姓稔︵住友

化学︶鈴木太邸︵鴇士難敵︶松平

上されている︒

原子力局

草跳光男︵曝露魯︶柴田力な太郎︵日立︶撰本長彦︵堀場製作︶水沼縮︵理学弾機︶証明統︵理研ピ

式社 戦

株会

謄

瓦筑藷煉煉轟O自薔

鮒叢雨

翻

田

ストンリング︶管山謙㌃郎︵鹿局
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議決

山貞⁝︑鴨川繕︑河曲蔑弐︑掬池

兼中綴九郎︑壼丸稔︑鎌田稔︑神

膝輝夫︑玉升悪人︑玉井礎二︑竹

多田正文︑立花昭︑転出博︑大

祭地球平︑飛田靖︑平塚敏夫︑平

川治男︑日比栄⁝︑口器光輝︑比

野諸膚︑原正産︑除霜常雄︑長谷

浜目巌隈︑浜田一芳︑萩治

ンワレンベルグパイリ︑服吊成d︑

山下久雄︵慶汰︶山麟文男︵理研︶宗像曳二︵原側︶

井美材︑与野理堺長豊島騨︑原雌

義彦氏ら岡村ならびに隣接各市町

O認氏のほか︑地元東海村長川崎

村の関係者などであったQ

た時代からカキの胤地として為

名た▽発電断が運転を始めた一

だ︒その源囚は一応数十年来の

九六二年には多数のカキが死ん

廠冬ということになったが︑以

るため︑蓄電所構内に︑カキ震

来取捌水温厩による影響小調へ

伽地を作り実験を始めたV周辺

通弊の関係から︑捌夜中の放射

臼なう一方︑カキのサンプリン

胃二重66の除去と廠重な篇目を

螺髪肖リン二三蓮華火難
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本年発躍が期待されるイギリスのトロスフィニス源子力発醗所の⁝料取替装鐙

のもので次の灘婿を直な

単的研究を行なうと共に︑高放射

ため

原子力一般留学生を募集

原子力周は昭和四十年度の原子

則ρ中村興葺︑永島州際二郎︑永田

①原子力連壁所建設の羅選およ

ぴ総台調耀②原子力発砲所建設

広海︑塩山隆久︑柴田ゐ肉太耶︑

谷好平︑暮雪泰顧︑名和正樹︑新

有態︑永根一軸︑中西哲一郎︑長

う︒

太田倫︑大谷内＝夫︑人士確注︑

局譜洩雄︑局津邦夫︑晶村武久︑

飯塚巳代次︑石川一面︑石川田圃︑

正士︑北岸兀艮︑北村豊︑二村健

越勢︑竹野力雪︑竹内克彦︑趣致

塚∬俊︑平田辻︑平山九郎︑不破
な会となった︒

マ人に占領さ3／てい

描鞭糠
小川勝馬︑小川彰︑岡谷融︑岡田

崎正冶︑新関英明︑西野捻︑丹羽

石川六郎︑石川鰭巾︑石川潔︑石

二郎︑や野光男︑柚瀬鱒彦︑釘毎

俊彦︑美田笑︑賦田栄〜︑高橋納

精︑福田逆潮︑福田宗一︑園田漕

金

ま

︾

関西継力は︑福自県敦賀半島の凱浜地声に最終規模約三十万KW二重の原子力発電所を建設する訓醐で︑すでに用地の入手を終り︑現地て員俸陶な調査業錺レ僧開始し

一去るヤニ月二十七日達翫伶動テス
⁝ト墾た・このテスト雛転︸閥単晒︑原子力へ

ている︑同祉は︑このほど芦騨羨
堕同社社長亦委擬長とする﹁腺子力発亀勝建設推遣会議﹂を祉内に

識膠し︑社長が陣頭に立って発屯

繍

新︸︑奥田宛d︑小野元L︑小野 下山俊次︑ジョン・ジェイ・シェ
︑

井省三︑石男一︑石橋一郎︑磯韻

徹郎︑久布臼兼故︑デfーン・琵・

火︑簡銭無三耶︑勧井照太郎︑調

和︑福永博︑藤本謙古︑藤本得︑

一同どールで健康を祝しあい︑
新しい年の聞免推進に協力の決蝋

刊日乾水中の塩素︵目引の臼慰

グテストもやっているV火力発

防止のため混入する︶は力出の

て︑水産試験所で実験中という

繁殖を助長する可能輯があると

11

鼻

越三三

璽

ルを含む︶には次の基準を農ける︒
①密封放準線源バカプセルを含む︶の耐破壌︑耐故藪田とカプセ

ルの去㎜搦染出答限界などに関す

♂

イコブス・ジュニヤ︑新海英

地雄︑井⊥啓次郎︑井上正土︑井

クーパー︑粟露里太郎︑唐則諸税︑

戯繁︑高洲紀雄︑高田健︑二品取

藤木繕甥男︑藤原昆獄︑門門収︑
亭一固めあった︒混雑のため全参顕

前田七Z進︑前原産一︑萌品︷

▽さわがす︑しっくりかよえ

っているのはいかにも奥国らし

て︑やるへきことを几帳面にや

いやり新た︒

取締役社長浅野延秋

薪しい放射性㎞位元素の丁栄利
用が響器の安全性を偲保し︑広鰍甥に酒用さ九れば︑わが閲歴業の

凶際競争力も増火し飼進つること

罧肥

窟亀戸︑小塚方津平

・C・スミス︑留用止男︑関麗長︑

鈴木間左文︑鈴木潴一︑R・ガイ 本摂州︑書落俊弥︑動尉正夫︑野

和やかに十周年の門出

桂丹誠之助︑捌藤飛雲︑加藤貞武︑

片岡冶雄︑片斑三郎︑角谷省三︑

鷲田雪融耶︑杉4朝粥︑須藤慰狛︑ 甲太耶︑丹羽周失︑糠沢貞蔵︑横

ド●アレンズ︑飯泉照男︑飯刈盛︑

新鮮実︑汝洩正夫︑ゴノドフリー

柿島民堂︑属島準之助︑鑑井寛︑

駕本原子力肛業会議の恒例新年

間一瓢

名刺父換歯は一月五日午膀十一時

上武一郎︑井上二郎︑井上力︑稲

黒閏政次部︑黒沢保雄︑肥沼武冶

生︑渦比島理解︑醐尾与車︑高石

藤岡厚介︑藤村申任︑猛消次︑堀

林角駒︑馬面〜郎︑ハンスフォ
今年は原子力平和秘用にスター

生光吉︑市臨施郎︑無難輝雄︑市

泰次︑田村典夫︑田辺難壁︑商口

越禎三︑堀純郎︑堀井消華

関信英︑関博雄︑瀬藤餓二︑幽田

トして満江を迎えるとあって︑会

川燃㎜⁝一︑稲榮栄冶︑斉加笑彦︑伊

門賀田巳︑田分央偲︑河野丞雄︑

翻檎︑田冨茂文︑田中即冶耶︑田

半から原論事務局で開催された︒

場には大屋瑚会長をはじめ︑橘本

藤忠孝︑伊索艮蘭︑ドナルト・ピ

木幡敦︑小林猛︑小林興∬︑小杯

中昭︑田中浩︑中力宏一︑近山貞
文︑角田古城︑土光敏夫︑辻奉甦︑

左登誌︑松弁佐七郎︑増田精一︑

猿︑牧浦隆太耶︑松添赫夫︑掛本

仔︑荻

代表吊任理事ほか腺酷役員︑原子

一溜虎雑︑一文鰻止ご︑今力凱材︑ 貞離︑小林血太郡︑小林醸呵︑後

ー・イーブライト︑一本松珠踏︑

駒形作次︑小獅出田

藤田山田︑小玉陽一︑活力健一耶︑

力陶強姦約陶百名が出隔し︑盛大

岩田保衛︑⁝佃廻米助︑拙木太郎︑

嵯語根遼吉︑漿藤弥八郎︑斎藤

良一︑ガスタヴ・シェイ・ディク

塚本ぜ毅︑塚本勉︑塚田孝︑清束

上田達雄︑轍訟邦撃︑浮田礼彦︑

孝⁝二︑洒升勝之︑坂本撚︑坂本政

蜜こ︑斎藤辰ご︑窟藤東平︑斎藤

浩︑無爵窺へ︑森田ダと︑森田居

口︸郎︑齪仙焦︑籔隔由朗︑村田

ｩ勝︑三沢央勝︑一一島昆績︑溝

内古閑質太耶︑内海滑蔽︑梅井瘡

︑飛永好漁︑

中島敏瓢︑︑中島縦次︑中川理一

友田千年︑筒田文維

ター︑際島隙︑鷲田

捻︑梅田健次耶︑湯木侶戒︑沈藤

宏︑佐竹定期︑佐藤加賀住︑仏藤

森建二︑佐々泳史耶︑桜井
輝知獺︑大堀弘︑太田達︑大沢弘

源耶︑鋳藤止男︑佐縢俊丈︑駐冨

捜︑江角野勝治︑大久保推〜︑大

之︑た島止宰︑大島吏夫︑大山彰︑

東電広告遺式會紅

惰聞新業

る︑この瞳囚の⁝つとして放射線取扱い主圧者の費格昂題が非寵こ

工目利耶には︑かなりの遅れがあ

影響しているので︑この点の解決

がのぞまれているQこれまで10キにもなるQこのため灘サ臨械工業

書を提礁することになったもの

射線隊鵠の防止広改正に閲し要望

訊リー以下の密封された放射性同 会と日本絶気議灘丁又会か今回放
位元楽の使用は︑第一邸︑第二樫
放射線取擾主任者免状を向する巻

で︑要響箏項は次のとおりであ
る︒

⁝要望事項︵全文︶∵
線源の強さ10キュリー以下の密

ム

産

力
子

原
が行なっている︒ゲーシングに利
用される線源は︑いずれも脂動線
源でトレーサ利用と豊い厳駆な答
購に洛納されており︑放射性物質

ム

今丹隆古︑鴇本博攻︑岩附誠一︑
はおおよそ次のとおりであった︒

者の難認は困難であったが出靴蕎

おもな参加者
浮木﹇郎︑浅男轟人︑瀧見偽男︑
恥瀧沼忠一︑奮騎戊樹︑阿蔀滋忠︑
バ

天野牧男︑巾第綾夫︑材利昂一︑

TEL（584）0251（大代衷〉

京都港区赤坂溜池町35

縷
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産
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てきているが︑このシステムは一

般技術文献融主たる対象とし辞君

形式︵アルZ・ベノト頴︶のター
ムリストを用いるもので︑蒋詐幽
査には不向きである︒

豪た︑ドイツ特群局では︑轡聞
と協力し他の鼓二分聾と共に原子
炉部門についてハンド．ソート．
カードを用い開発を行なっている

喚

ものがそのま窪わが園に伝わ

でな曇れ︑その綿価は諸響胴の

に徹して技術や経済性の追及を

る︒我々使贋噺測は︑この納神

憩とする過程をたとるものであ

罫各融と勤三岡様であ．勾が︑世

で役立てたいという考えは︑世

園薩の動力姫を開発し︑宮国

手を卜しては︑いくら模倣の名

の型式の研究励発や︑認趨化に

されない︒左こ右へんして各毯

な蟹金投入が計られないと蓮威

ものと考んられ︑囎点的︑長期酌

購

紅﹄篇鍔

三舞

ノ︑

値脚一榊ヨ

レ

漣渦

F一︻

一

奪︶

た︑落蓋に対して適切な文献はす

圃行なわれるが︑私

この研究の中間蝦告を行ない︑本

でその後の研究を會む報告を発

年十月のワシントンにおける言託

表︑その紬果︑相畿数の国々でこ

へて取り出されたか︑敗り出され

な文献の数はどの程度か︑などの

た文献のうち︑質問に対して適切

のシステムの共闘使罵に関心を持

しつつあるが︑今後の文献の分

術簡報の機械換索システムを開発

詐審査を夏雲として腺子輝部門技

ともあれ︑以上のようにして特

る︒

ってきたことはまことに率いであ

データを総合的に判断して︑この

実験では満足すべき結果が響られ

たように思われる︒しかしなが

このシステムの正確な評価にはさ

らこの実験はもち論︑幽算した文

らに文献を裕聾し追加して実験を

いシステムの完成を期したいと考

折︑臓積によりさらに実験を行な

献も少なく小規模のものであり︑

行わねばならない︒文献としては

国隊課謹で疹加申紬階と和︒拠文

編塾賓は︑一月二十日渋でに腺産

シンポジウム姦颯と論必提出の

てアメリカ．ブルノクヘプン︒

えている︒

特解文献ばかりでなく一般の技術
文献も当然考慮しなければならな

！AEAのシンポ
ジウムで論文募集

κ月ト

▽独子力技術を用いた非破壌検
踏に関するシンポジウム

・ブカレストで︒

し口から二十一田までルーマニア

宰義ヨごし一一ヨ距桐つい︑﹂冨鷲犠

▼交換及応に関するシンポジウ
ー画

九刀・一二まで骸櫨理に関するシン

参加申込瀞と論文アブストラク

ポジウムをウィーンで開催する︒

ト擬出は︑一月瓢ヤ︑⁝二一で︒本

﹄一まつご︑50

論文の目腐期口は星雲卜万口まで

・覧、・亀二・亀ち零

＊発電所からコンセントまで

関東電気工事株式会社

取締役社長 所
敬 之＊東京都文京区竜岡町36
電 話 812−51U（大代蓑）＊テレックス23−404

養㌔臨

電気工事の総合企業

阻憲懸
り︑憎報不十分の荻憲︑⁝綴一

自国の独蘭性のあ．鶯醤り潤き技

ない︒このようなわが樋独露の

人でも︑そうこなせ⑳ものでは

界の灘磨集め消化し港つた上に

術をつきまぜ紀もののほうが︑

する︒ここで︑我々はこの過程

はるかに購い戒果憩齢げること

に熱逸していることを講為こと
がで意る◎師匠格である米英も

がで惑るのではなかろうか︒こ

気し︑ス聡ーダウンが買伝怒れ

黙黙以上に発成質料に近づける

ることもしはしばであった︒

腺子力開発に投ぜられた各国

わが園のカを世界一と混く評価

第一嵩働ジ．一ネーブ会識では︑

米ソを初め各麟から︑動力騨は
の研究聞発躍は︑毎年二兆円に

ものとして嵩速馬を就く認み出

も駕したが︑わが国は︑その

も手遅れになった技爾設醗や

して欲しいし︑この炉において

しても︑その製作の健命を制す

蜜金問題は国際協力によると

のような立楊からわが園は従来

たが︑世界の三脚嵩める技術は

ウム中葡隠操作の燃料取魯装璽

る工掌的研究愈愈︑特にナトリ

本立で原子刀開発に努めてき

世界でもすぐれており︑単純な

箸はわが国独宙の研究開発を窪

いで我々は軽水炉等の麟産化等

脇坂溝一︶

︵東東脳力ハ株︶枝術部次畏

に得慧の腕をふるいたい︒

めたい︒その陰茎一日干秋の思

発の緒についた所で︑このよう

さて将来の高輪蝉に思いを型

してこれを跳躍台として︑我々

な揚合の圏際協力は︑わが図の

すと︑再認各国とも未だ研號開

炉の国蔵化は澱も萄利である︒

．†炉では師匠に開発に対応する 技術導入を中心とする熱中性子

している︒遅れをとった馳申性

かち圏際協力と自脳の廓発の二

と報密され︑同会誌は原子力発

％にも渦にず関係着は切謝掘腕

川≡≡＝≡≡≡・・≡明治以来の得意のやり方で一三㍉

臨⁝軽水炉の導入から高速炉へ⁝曜

在来火力踊躍に十分競合し得る

た︒

鑓機器の脚本帯の観さえあっ

一方︑わが園の十年前をかえ

するのみで︑いわば機なし羅が

りみると︑磁後の打中2ひしがれ

紀荒廃から︑再起の明るい幻を

諮外国の斜向や風になびくよう

対価を払って︑このような開発

ムに沸き立つ観さえあった︒英

櫨じ︑世をあげての原子力ブー

をすることが進歩の第一段階と

全性を得た軽水炉を頂点とする

にふさわしい発展巻続けること

前期菖万KWは︑経済性と安 して最も肝要なことである︒そ

なものであった︒

社︑製造工業関係は諸外山に遅

熱中船子炉の展開利用であり︑

入と鐙書して︑研究燐︑聡力各

国からコールダーホール型の導

れじと研ざんに鍔めたが︑その

ことによってその効率が濁まる

研究閣発が相応して樗与する
となり立派なものである9

ができれば銚上花暦そえること

田麗化という明治以来我々の得

よず鰭外岡の技術弾入︑続いて

縢での研究開発は︑米英等諮圓

闘における原子力発躍の爽の意

〜⁝

ターム︒リストは如何なる技術

磁に区別され︑遁複があってはな

のである︒私の対面とした原吊炉

孫娘表︑用譜集などを参照してせ

一一

︑7∈﹁

桝

詑

分類の機械化を提案
大

文献の累増︑高度化に対処
特許庁
私は︑米岡特乱闘の招へいにより︑過虫二年目︑伺局研究
開発部で特欝審奄の機械化に関する研靴に従旧しこの度帰国
したが︑この企ては︑次に述へる特酔幅輯検象に関する幽際

協カブ凱グラムの一蹴として災施された製霧Φ鉾︒＃遂㌣
Oo聾θΦ計画によるものである︒

約二十力国が協力
各国が同一方式の使用へ
の技術的報鑑澄がないので離細を

が︑このシステム︵鰺三野部門︶

い︒また︑この突験において︑タ

が米国に集豪り各層その多門に応

実施されている技術情報の機械検

さて︑麗η︑各室で欲究または

把握するこ一．﹂が磁難である︒

最近における特許出願と鼓術文

ーム間の関連を添すリンク︵例え

要かどうか︑質悶をもう少し大き

ばヨ器蒐k︶は果して婁際に必

副二十七件︵蛸一の質問二十間の

用した特許明細謎自身はもち論取

それぞれに対しては質問として使

文献申より取り出された文献の含

の角度からのタームを包揺附に含

作用︑圏的︑製遊工程など鋭鋒

トは︑原子炉の構成︑運娠︑材料︑

じテーマを選んで研究に従溢し

部門のシステムを作るにも鍛も盤

カテゴリーに分類され︑このリス

献の累増︑技術の窩度化は︑各国
た︒その研究によるシステムは︑

の範闘は︑①核分裂反愛読および

えたからであるQ

において特酔欝査を濠すます困難
樗来︑前記の趣断にそい国際的使

えられるが︑私のもこれによるも

ならしめ滞提は年々増加の一途べ

本となるものである︒私は︑ます

の仮案を作成し︑これを実際の文

んでいる︒タームの持つ憩味は明

原子炉の一般技術に従い︑鼠存の

拓よぴこれら部材の威形工程を含

た︒前述した團際協力婁貴会の会

数はどの位増えるか︑なども調べ

み︑入合反応炉は含まない︒蔽た

らないことはいうまでもないQこ り平均O・九件の文献が取り出さ

た︑欝欝とする発明︵これは通

議は︑繕蕉

のターム・リストを熱として前置

常︑特飾舗求の範圏の項に蓑現さ

れたことになる︒一質問中のター
三ぬ七十件の特許立献を分折し各

報では七・一であった︒機械検索に

文献分折は複数人が行なうのが

は昨年のウィ⁝ンにおける無識で

献分析の巡行につれて逐次手ぬし

ムの総数は三酉五十である︒この

勺iム・リストの構成には國お雫おける最も垂蟄な闘題は︑どのよ
うにターム・リストを作成する

翻り巌てるか︑にあるといえる◎

を杷負しこれに如何なるタームを

系︶を合奏し︑必要に応じてOo か︑そして︑文献の技術情蝦の特徴

至言葺︒巴ω縦聲Φ蟹︵分類的体

ごβω︒陰唱Φ2⑩︒・の関係を持たせ

た︒全体のタームは大きく十八の

例であり︑特に第三者の使用のた

れる︶が新燭なものであるかどう

ムの数は平均三・五であった︒ま

をしながら改隣していった︒これ

が︑一文献当たり罵り当てられた

支点にターム亦割り懲てていった

は除外した︒

件︵うち田図特許明細避＝論七十
問題として︑このシステム以外の

か発注の閻題などで困難に認遇

タームの平均の数は︑日塞特旨公

材料霞体の発明は︑純化学的な までに分析した文献数は溶融七十

炉構成部材の稲料そのものの発明

くした楊命︑取り出される文献の

索システムの多くはOooa一昌−そのプラントの構敗︑巡転②咳分

のであり︑特に開門における労力

倹索を行なうシステム︶によるも

件には荒まれない︶で︑㎝雲間当

用の場に供しようとす．仙ものてあ

私は対硬技術分野として原子炉

るり

を選ひ︑その機械擬集システムの

たどっている︒このような環響に

膳解審羅の機械化が各回において

作成に取りかかった︒もっとも︑

面からみて︑このシステムは︑現

出されたが︑その数は上認二十七

9けΦδΦ塚彗ω図馨︒琶 へ復放の 裂反応炉の嶽成部材の構成︑作用

研蜀審れ︑またある技術部門にお

駄．﹂力部門についての機械険集シ

在最も黒︑珊的なシステムであり︑

対処し︑その解決策の一つとして

いてはすでに実施されて嚢てはい

ステムの開発が他になかったわけ

タームの縞合による質問によって

るが︑その開発には多火の労力を

ではない︒ユーラトムではすでに

タームを文献に割り当て︑複数の

袈し︑各精解局における開発はな

品質管理普及の功でデミング蹴

この傾向は今後当分続くものと蕩 他のシステムで取扱うを適当と考 伴︑目本特許公綴葡件︶で︑タ：

藍本原子力船開発事業団

スパートといわれる︒﹁源峯刀

をうけるなど︑管理部門のエキ

することが多いだろうが︑これ

にしぼりえいざぶろう

理事に就任した

一九六〇舘ごろから撃発を待なつ

O

ることは︑今後原子力闇発の推

欧米で大きな反響

めには︑タームの驚畿︑文献分析

かを調へる必要があるが︑このよ

一般の技術文献にも応用

についてのヨ6︒冨昌︒貫︒瓢︵実

本年五二︑田田腺子力機関が憲

けである︒私の実験ではこのよう

うな発明が質闘として出されるわ

欠の要件である︒これらはターム

・例を含む︶を作成することは不可

一葦F孟蓮τ㌧L

またIA猛Aは八月篇下臼から

な蟹閥を三十間出したが︑これら 催して二つの工AEAシンポジウ アブストラクトの提撮が必嬰

ζ﹂

ムが開かれる︒

・リストの作成と共に鯖始著の最

冨一ヨド︵特旧離求の範閥錆一項︶

質聞としては米圏川遊明細醤のO
以上の文献分析を行なった後︑

を響いた︒薫十岡のつち二十闘は

も蕎労することろである︒

その結梨の蕩積が行なわれる︒私

は︑便世上︑IBM80コラム︒す
カでに分析した明細慶嘉より︑紫

η

中より出した︒その検索繕果は︑

ードを使用した℃Φ①謝−簿−びoo た︑あとの十闘は乗分析の明細欝

︑

派巡等その内容の充実をはかる趣

査内容の拡充強化︑海外雲霞磁の

窟︑3

は電水炉を無視してよいたろう

ζ㍗縛ζρ

力式を碧い饗験を行なつ惣︒特
．

か︒羅源開発会社に重水炉を試み

櫛P

撫雛塾
てほしい︒京た開銀融資を主語の

㌧囲写

睡で設けようとするものである︒

原子力安全研究協会を十分利用七

ρ

させる工夫はないであろうか︒重

叩

7

かなかに園難であった︒そこで︑

このような瀟において俗国の知憩

を粘集し強力な推進 を 図 る た め
に︑ 一九六〜年に物瀦憐片片糸に 一

関する図際協力委員 会 が 縞 成 さ
れ︑現窪︑約二十力醒の特酢謁と

進上必要であるばかりでなく︑

関係看との連醸を密にすること

までのいきさつを知るとともに

舳建造には今後官庁との折衝と

﹁田本原子倉船開発事業団に

これの活用・利朋の獺何で大き

西堀栄三郎

入ったが︑現在計画的なことは

な愚味があろう︒とくに原子炉

︐箱鉾点・様

何も考えていない︒ただ私の理

コ

ケースにも認め︑外国の長期低利

静岡名礁勝富口」大販響岡

横颪

乗銀（メしの内）

白海

｛山台

力

原
葡

想というか夢というものが︑今

産業は田本の工業に適してい

した顔をほころばす︒

〃戴放らい落な尺

と響され

むずかしいことだ﹂と︑盤焼け

研究を実際颪に応用することは

に努める﹂﹁しかし韻質調理の

後の仕購と台致するように思
う︒海が聞きで日曜大工までし
てヨノトを造ったが︑海洋観測
船である原子刀船を造ることに

i≡

旭川

オランダの国際特附濁︑それにユ

この国際協力纒鐙会は︑従碇虫

＝

札幌

ーラトムが参加している︒

として各困の特翫記録に関する醒 一
報の寛換庵行なってきたが︑本年
より翼の国際脇力を図るへく︑同
一システム︵技術郡門別に作ロー2れ

た機械倹紮システム︶を各田で使

なったのは︑何かの眼縁かもし

200円

…

用すること︑これに伴なハて文献

分析︵畿械検索で鍛も労力を要す

ているように︑根っからのスポ

る︒大磁生薩型でないこと︑細

冬季の南アルプスにはよく行っ

れない﹂

西堀さんといえは︑隊一理聯

た︒南極の越冬も︑冬山の経験

切 の ω Φ 9 零 プ レ器oo志9計

てきたときから山登りを始め︑

を五年勤めたこと以上に︑南極

心の注慧を払い︑手を省くこと

を買われたもので︑その設営に

ーツマン︒﹁近代登山術が入っ

よるシステムの開尭が彫図されて

どがぶ飼され︑将来は各團協力に

観測隊酬隊畏として初めて南極

こで何とかお役に立ちたい﹂

ができないことなどである︒そ

る作業︶を各国で分鐙することな

．

で越冬したことの方が世間には

いる︒

よく知6れている︒原子刀第一

対する夢を実現してきた﹂と︒

乙料：不要）

一

爾は︑以上の国際協力の秘極的ゐ

京大理学都助教授から東芝に

美保子嫁入と一二男一女︒理学

では水

船が耐水船で︑

移って後︑脇和十九年には頁空

L25r∫）発穿予

り

宗谷

策として企剛されたものであり︑

簸の多徽焦麓に関し技術院一等

︵HK︶

の海を撮営分けたなど巡り含せ

博士︒六や一歳︒

この計画によりイギ リ ス ︑ ド イ
P

艇をうけ︑さらに一一十九鉱には

一r

一・

議一

がおもしろい︒

〕25日

聡議東：京（291）代表2111・7221

断

﹁わが倒が二子力船慮建過す

原子力
産業部会

詰り
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ぴ凹本と︑欝界で強力な蒋欝旧悪

）号一
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・（4）

館309署
第≡i樋郵艇物謙可

新
子
昭和臨O建「襖層雫ξ5臼

ヒ

蘇誰効・＾曼

抜本的な方策が必要

発着芋によって可能︑⑬ブルト離

一廻瓢欝欝百回目ゆ本

ネルギー部会を発展的に解消させ

派薦等その内警の充実をはかる趣

査内容の拡発強化︑圏外調査団の

状打開策を積極的に推進する必要

法律は昭和四十年四月一日から

委曲の任期は二年とする▽この

うちから通薩大臣が任命する▽

解に達したもようであるが︑今の

く岡事業団の資本金に繰入れられ

円であった︒この民間出賛金は近

圃の掘企画部長は︑〜月二十臼つ

二億三千八魯万円が民闘崩資金霧

王徳四千三膚六十一万円となる︒

芸禽研究所所在池の町名蚕示が一

二一壕﹂と変更された︒

月﹁日から﹁千粟市穴川四丁胴鉢

行く人・来る人

吉田確太氏︵亀源聞態総裁︶世

鰻借瓢に調印のため濃氷していた

M・グリーンフィルド氏︵カリ

が一月ニイ日夜羽田屑帰国した︒

フォルエア入学放嚇線教授︶イン

ドからの帰途︑一月十六日わが国

P・スペッカi氏︵ベルギー封

に立謝り二部一一百離日︒

月

モルーー腺子力研究所員︶腺梱の招

へいで蕩処理扱術指導のため

一月ご十六臼

二士ご日羅臼︑胸四週間滞在︒

鑓蹴推進委翻︻会

二十七日午

一一十九目正

と

箔鞠唄群︑霞割a藻メーノ脚／︸ノ︸藁〆ク

て︑﹁山台エネルギー醐査金﹂を

この総含エネルギー調査会法蜜の

醤で設けようとするものである︒

︑嶺︒

誓文の握撫瑚聞は洗週十薫R濠で

いうもの︒

通産雀の付属機関として置こうと

は還水類を無糖してよいたろう

てほしいQまた開銀融資を下側の か︒蹴源開発会社に溜水炉を試み

原子力安全研究協会を十分利用b

させる工夫はないであろうか︒璽

がある︑という主旨に答えるもの

施行する︒

る▽調査会は委員二十人以内で

大臣に意見を述へることができ

▽調査会は諮闘事積に関し通歴

会は通産大臣の謁問に応ずる▽

エネルギー調査会を灘く▽調査

▽通産蜜に付属機関として総含

主な内容は次のとおり︒

水炉は減遡ウランの有効利罵にも

ギー源の総量的調整をはかる必要

政策に臨本的検討を加え︑エネル

経済体制に対応して︑エネルギー

譲などからの要望︑すなわち開放

調査団の報告や眸無六月の国会決

これは︑昨年の海外エネルギー

獲金に対抗する特別の財政蚊簾が

関連のある閻題として︑考えねば

ケースにも認め︑外麟の長期低利

国電鈷採用の条件として必要であ

調査会設置へ

総合エネルギー

るQ﹃Mり﹃Rの建設ならびにJな
Pらない︒
DR−2謝翻を健進されたい︒
田中委凝日本の原子力発躍は
西ドイツなどとちがい︑プルーブ

通巌・今国会に法案提出

えれば単作的である︒除鑑二轡炉

案﹂︵仮称︶を提出する︒同法案

で︑従某の﹁業繋エネルギー部

ンタイプ一色で︑農業用語にたと
笑現︑減損ウランとプルトニウム
と三悪力の一転炉はいずれも軽水

は︑総合エネルギー政策に関する

会﹂に比へ︑メンバーの増員や調

および造船会社なと四十一祉七千

たが︑奏聞幽趣は原子力関係各祉
月十八日置︑五グル

ープ祉長と集京丸の内の日本工業

についても
臣下雷電で交渉してい︸彙兜耀料

は︑この分営金をざ引いた建設費

ところ︑造船会社を主契約者とす

るがその結果同書業団の資本金は

荷率八○％とみて年間懸力蝋を十

部には︑

堀部喪の陥世間の

されている︒

付金として同饗業田の収入に訓上

︐

燃料襲素は九〇％濃縮ウランを

備︵日立製作所︶が滋饗した︒

放鷹研の町名変更放射線階学

窮業団が第一船の契約力針を変

方法で契約することになろう︒

る予定たが︑きわめて常識的な

一月の最終の週間中に発表でき

ということもない︒契約方法は

い︒したがってこれを変更した

契約方法を決走したことがな

あるらしいが︑主業國ではまた

聾したようにいっている向きも

なお昭和四十年度の予算案では

詔験したものたが︑初年度分の勲

蟹のように誘った︒

末発表の予定

発注方法を月

荷率は六〇％とみている︒

一千三百万円︑禽謝九千一二齎三万

ﾑ五十懲円を三口にして︑鉱負

る嘱え方が郡業団内語でも筆力に

金の一KWHあたり四円五十銭クラブで懇談した結果︑根互の了

一億一千万KWH︑約五十億円な
とっている︒これについて岡事業

九齎九十町刀円︑寄伺四金は一盛十七社

当する金頗である︒

組織する▽委員は学識経験脅の

の有効利用︑ウラン資源の確保︑

炉で︑原石の先駆性はほとんどな

量要箏項を調査審議する闘的か

があり︑また︑新たな事態に直面

さらにウラン濃縮技術の開発を塾

く︑鐘鼓炉は全く無視されてい

ら︑現在の産業構造審議会総含エ

通産省は第四十八圓通常国会に

みたい︒新羅気事業法の公布にと
る︒電力会議がプルーブンタイブ

しかし桑海発露所の建設費には

﹁総合エネルギー謁査会設鷹法 している石炭鉱業や置炭地城の窮

もなう技術塁率の制定に圏って
をえらぶのは当熱たが︑国として

り︑したがってコストも当初の雄

研究投資とみなされる部分がきわ

円八十六銭になったQ

東凧磁力と︑七隼平均四円五十銭

めて多く︑これによって得られた

鱗を上まわり︑㎝KWHあたり五

の線で交渉していることを明らか

注闘されている東海発電所の売蹴

にした︒同発電所はこの八月ごろ

建設に役だてられるものであるた

捜術経験は︑他日原子力鍵盤勝の

め︑原灘では昨年秋︑石上躍気盛

から運転を始める予定であるが︑

燃虻田も含めて約三和五十穏円と

臼本原子力船開発製業団は︑か

原子力第︻船

ねて検討していた国命原子力第一

業連含会長を葱じて九電力に︑ほ

て憂患することを申し入れたりそ

買見当のものを︑受託研究擬とし

船の発注力法を︑今月葡萄でに決

の特殊事惰による笈全性の強化な
どで多くの設謝変更をしたことな

定して発表することになるらし

予許していたのに︑その後わが國

どから︑約四カ月の工肇遅延にと

の結果はまた発表されないが︑す

い︒この国麓旅子力第一船は︑昭

もなって約ヒ十五億円の繕加とな

でに昨年未︑集京電力と関門膿力

原子力船民間応募
は九千三百三万円
日本原子力船開発難業団に対す

なので︑いよいよ最終的に方士を

きめる段幽にきているので︑石川

る昭和三十九年慶の民間出資と寄

穐︸二十九無漏に発注契約する予定

邸業団理社長は先艘来店人の資格

付金の賎璽は十二月十五日兜了し

五％︑残り二五％をその他の六鷹
力会社で引受けることに嘉し互い

で関係業界の指導瀟たらと匹見を

昭和三十九難度分完了
がついているということである︒

交換した︒このため原子力学業騨

がそれぞれ蕊Q％︑中部鍛力が一

ぼ七年閲欝年十五億円すつ回帰購

初め工噴蟹は慮鴬尊堂裁︑切出荷

料金について︑このほど原電では

内外の関係者から発蹴コストを

原電が東電と売溜を交渉

4円50銭を基準に

は︑厨本原子力二業会議ないしは

注目される中間答申の内容
通産省産業構造審議会の原子力産業画会は︑岡部会か審議
すべき問題点について電力︑五グループ︑中立系各室賢の意
見聴取をつづけているが︑一月二十鷺︵水︶の第四百会含で

方策の確立に対する要盟が各婁員から表明された︑次回︵二月

も長崩︑短期の両面にわたって︑翻の強力な指導性と渡助推進

上の龍進のためには︑これまてとは違った抜本的な措置を要

十八B︶も引きつづき各委賛の蔵見をきくが︑閥発のこれ以

するという闘え方が強まっており︑三月ごろに尊爵される中

二†日の部会は磁ハ京大手町のB

ウムは高速炉︑熱中性子炉の双方

間讐申の内容が注関される︒

本長期当用銀行で開かれ︑堀越部
に利用︒

原子力開発を国策

ち使用ずみ燃科の團内処理体制の

まず燃料サイクルの確立︑すなわ

原子力発躍の促進については︑

する︒帥

十億円にふやすこと︑なとを要望

る研究費予算は少なくとも年閥蕊

いやすくすること︑民間に婁託す

摺互に釜託研究︑協力研究を行な

を確豆慮ること︑冨罠研究機関が

と︑玉澤補償力式による契約政鍛

究開発幾は国の白煮でまかなうこ

として推進することとし︑主要研

五グループ

会長の斑会で︑一本松︵雌力︶閏
︵五ゲループ︶田中蟹次郎各委員
の藪見発表が行なわれた︒その要
旨は庄の通りである︒

各界委員の意見．
躍力︵石原︑一本松︑加藤︑田
中︑三田各委員︶当面の推進搬と

して燃料政調︑プルトニウム︑災竃

捕鱗︑静認耐手続き響の四点を考

嘩されたいQ燃糾政策としては新

燃料の供給確保のため︑アメリカ
の核燃料罠荷化に対応する国内の

供給体制の整備︑あわせて日米原
子力協定の改訂など︑豪た使用ず

五年に運開する再処理施設の攣急

み燃料の再処理のため︑昭稲四十

震工を実現せられたいQプルトニ

これはちょうと建設鐙の追加分七

果︑二十八口口伸†黒門ハ時か鴇わ八時ご

放射線化学鵡川会

午後⁝ご時日本丁柴クラブ

通塵衝との運絡会

午原薩

る

と

補給に頼もしい一本となりますぐ本100輝〜入〉

ウムについては︑昭和五十年豪で

十五億円に金利を加えたものに楓

醐に入れられ︑三十七無七月に建

の︒原研の昭和三＋六無度総懸計

界などが阜くから塁んでいたも

ざす船舶技術研究勝︑民間の造船

彫O●δ●●鹸麟厨▼00幽幽翻▼●●巳＠●血盟膠●O§●●曲閣匿▼ゆゆ▲圃騒ワ●●趣O●卿0◎9︐

臨界到達は二十八日朝か
﹂縫陶；4 最終点検の調整進む
からいよいよ燃料装入による臨界
口語笠子力研究所のJRR−4

ろの間に︑臨界に達する予定であ

︵スイミングプール型一千KW︶ 実験に入る予定であるQこの結 家︵大成建設︶十一月に原子炉設
は︑昨毎十二月盲管臨界実験の予

るQ総数二十本︑繍界騒は十五︑

原子動力研究会 プラント建設
グル⁝プ一週二十六円午後㎜時原

Oオルパは生命活動のエネルギーを生み◎体
力を盛上げます⑤オルパは薪鮮な血と肉をつ
くり⑤気力の源泉ともなります⑧オルパ◎は
オルパの内服液です⑧ガン張り時のスタミナ

に生産される胸ニゾを︑当面研究
開発用として躍が保有すべきであ

ン条約の線で改疋を︑衷た許諏町

ると考える︒災欝補償法はウィー

手続ぎは簡素化を希望する︒

つぎに長期的視野からは︑①軽
水炉箸の導入と国産化︑②鵡速増
殖炉について強力な研究開発の推

は譜面團の技術の進展︑経済性難

るが︑場合によっては晴間を運ら

胴いたMlBR型燃料で︑輝料棒一
レーンの事故をおこし︑その究

本は十五枚の燃脳板からなリウラ

定てあったが︑十一月二十七田ク

せることもある︒

験を行なう闘的で訪伊された原子

料装入は最初六本︑ついで二本︑

六本の間と見られている︒なお燃

後一時半国立教両会鋸

明︑修復に約四十日かかったの

炉で藻さ一〇・三洋の第一プール

JRRi4は放射線のしゃ蔽ン
実獅の含栂嶽は約 六六綴であ
殺にしたがって作業がすすめられ

と第ニプールは薗爵に移略するこ

で︑一月七日から臨界実験の工

ている︒このため現血は最終点検

二月雛百止午原口

原趨サ；ビス事轟乗本部経営委鼠

会

気力を

／

飲み

進︑③改良型勲申性子炉について

を蕩慮しつつさらに倹酎︑④比較

的少騒のU一獅を食いのばすため
研究闘発に多大の努力をするより
はプルトニウム利用の開発を薦え

の調整を行なっているが︑二十暇

ゃ蔽が必要な原子力船の開発を臣

とができる︒とくに軽騒︑小型のし

一本ずつ行なわれる︒

日に嚇故後の入貴需編成による模

体力

一二

擬臨界実験をしたのち二十し日覇

産

たい︒とくに研究開発面では①熱

中性イ炉国産化へ原研のJMTR
JPDRを活用︑②高遠炉触発は
懲点的な資金投入と軍期の研究開

繊騰蝦
繊灘w「㌔燃灘縢灘一．響一ゾ購羅
1月28日朝臨界を予定されている原研JRR−4建家の外観

㌧．9
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振替東京5895番
電諾（59D612」〜5
東宗都潅区楚田村面1の1（東電旧舘3階）

本原子力産業会議
日

発行所
昭和3i無3月129策三種郵便物認可

謔R10号一
・一

昭矛蔭40薙：L月25日

購翻榔7円（潔不要）

毎鴬3回【（51ヨ。15日。25［D発行

了無分前金200円

三

促進について

助外使梢を制限するとか︶︑取扱轡

する騒難を識け︑これを満たして

えて︑他の改良炉の關発も考賦し

警懸命わセて五十万KWの全課力 応中比したが︑なお︑加水型に加

委員会から推挙されているクレジ

サルタントとして︑インド原子力

な検戦を終え昨年十二月より送蹴

めまとめて会長に答

六器

嘔曹く︼

︑﹁

︾

GE社が岡発源所を浩札するに

七月に建設が㎜⁝娘され︑総工龍鍍論議

ことになったアメリカの国隊開発

当って︑八千万逆の懲款を管える

撃︑

メリカのコンサルタントを選ぶこ

職の性能を傑締し︑検蜜で港るア

がこの訓画の金般にわたって︑最

局︵AID︶の条件は︑インド

OAシリーズの∬型︑V型を

黙が進められており︑近く幅跳に

を計画している︒

皿型にかわるものとしてその提壌

術コンサルタント

気趣力十几万KW︵複炉︶鰹水炉は て原子力分野に為ける設計建設業

とであった︒NUも温は︑この翼

米民US社に決定

すでにゼネラル︒エレクトーーノク

インドで最初の原子力発難所と

して低濃縮ウラン︵隙−一〇％︶

社が落札したが︑このほど同憂の

果クレジアン祉の下舗契約概とし

誉︑燃料チャンネルはステンレス

して︑タラブールに建設される継

鋼の代りにジルカロイを︑また冷

原了力開講コンサルタントとして

い燃料狸を安くするため︑慰得と

インド︸号炉の技

千八注置がを要している︒

一

GE︑ハンフォー

ド砺の運営を移譲

米陳子力婁麟会︵ABC︶のハ

ンフォード研究所は︑A烈Cの空

このほと新契約暫バノテル︒メモ

ク︵GE︶社が駆轡してきたが︑

りアル研究所にその業務が移魑さ

同時に名面もパシフィノク・ノ

れることになった︒

ースウエスト研究所︵PNL︶に

のための薪しい研究所として出発

改称され︑政騰機関および産業界

することになった︒

印度のプルトニウ
ム工場生産を開始

インドのトロンベイにあるプル

トエウム工場︵写爽︶が一月二十

この工揚は︑インド独力の設謝

二日生薩を始めた︒

ずみ燃料が処理曜．﹂きるといわれて

によるもので︑琿間三十踏の使購

︵胸二十六億二千六薇万円︶を要

おり︑総建設提三千五芭万ルビー

したもの︒

3ζ︐亀3し37も亀■亀3亀︐し●ノ≧

出轡類は曼幽晦込轡︑履歴轡︑戸

筒などであるが︑受験串込書と履

タアイソトープの各種竹冠法︑試 籍抄雄︑写買︑受験票送付粥の封
料調製︑自己吸収補正などを中心

歴轡の土穿は同謙で交付する︒

月二十八B︑講縄内容は︑軟ベー

ジオヴラフィ諏iスおよび軟ベー

トラジオグラフf︑標識化舎物の

としてさらにトレーサ実験︑オー

八八二︑四九八二︶は︑オートラ

タ識ースの曼講生を次の要領で募

から四時豪でで︑圃験項国は鋤一

は九時から正年まで︑午後は一覧

二日原子炉の運麟制御︑原子炉燃

B原予導電鹸︑原子姻の設計︑第

応用例など︑なおマクロおよびミ

技術護試験追認試験を実漁する︒

二の拓殖大学で第七圓原子炉虫任

ヨ日間︑策東都撚糸区茗荷ヶ谷三

畏名は五月上旬発褒の予定︒

原子炉に訂する法禽等で︑舎梅坪

線測建および放射山家轡の防止︑

料および原子騨材料︑第三a放附

クロオートラシオグラフィの饗験

◇軟ベータコース闇商月八田か6

二月二十㎎田談で︑串込先は科学

受験串込携間は一月二十五Bから おって公告されるが︑七月上鱒束

アイソトープ委興会

常任委員決定

︵中日新聞︶弱野照哉︵N涯K︶

燃藤蕉門︵塾頒薪闘︶踊江栄一

擬掴軽嫁ヒ窮趨︑麟入戸み務8眩二

融麟癖蕪麩

京都内で案魔の予竃である︒

陶二十二臼濠で︑鰹簸十五犠︑受

なお口頭試験の施行については
に撫魚をおく︒

技術者の筆記試験

この難記試験は三日間とも午醜

集している︒

上欝士削町罵＝︑羅語九四一局四

噺ノ亀〜塾

疑によりゼネラル・エレクトリン

サービス︵NUS︶祉が計帳つた︒

になる︒

務の安全性や検蓋を撮配すること

却材にはヘリウムまたは空気ーヘ

︷享

ノ

NU＄祉は︑同発照漸の総括コン
AECは六三〇A型三期川獅を心

型について研究している︒

リウム縄一物を便朋するW型︑V ニュークリア︒ユーテでリテf・

nAl二型︵醐漸縮ウラン蛮気

定に星ついて研究開発してきた六

社が昨年七月取りかわした鯖定協

ネラル・エレクトリノク︵GE︶

米原子力婁螢会︵AEC︶とゼ六三〇Aの大きな欠魚であった高

GE社︑改良型炉の提案を計画

六三〇A開発は見送り訟

達し︑蕃ごろ窪でには一号炉︑二

なお︑この発蹴所は一九五起薙

運転に入為予定である︒

方式をとっては︑という

一方二月炉は︑現態燃料難壌作

いる機器については放射線津任技 が期得されていたものである︒

式躍短

キになりはせぬかという懸念があ

ていることから︑GE社では特に アン琶によって選ばれたもの◎

の巌格を唐びしくするとかで︑い

そうでないもの︑といった線源の

わはR王の外船︵周辺︶を規制す 術蕗でなくても取扱えるようにし
コ
る薄き方︽しているが︑R︷その ようというものである︒これを一
ロ
ものとR1慶備機欝︑密封灘源と 製すすめて︑亀気器舞なみの 形

翻し︑原塵として閲

霧鱒嚇繰諜

ラシオ・アイ ソ ト ー プ に よ る と 最 近 の 技 術 進 捗 に よ り R

孫類に応じて︑適当な同日をする

の工業想用の雷及にとも T機器の安全性が向上しているこ
という灘え方はとっていない︒そ

意見もあるが︑この場合は︑安全

現行法が要求している条件の緩

とから︑R王の使用場所について
のため︑R工な使う立堀からは非 さが︑かえって捜術進歩のブレー

るQ

確保の名による検査芽続灘の煩雑

繍︑密封線源をとりつけている機
源の安全溢の雲上から黙黙にあわ

電離放鮒軟障密防比法による二巴

そのほか︑放尉線障密防語法と

常な不便が感じ6れたり︑欝封線

ない点が出てきたものと思われ
る︒

規制の葉陰︵華墨公鰯城の掘禽は
人事院規則にもしはられる︶︑駆
冷却型︶舶用炉について︑このほ

どAECから結論が出されたQ
それによると︑G週社の提窒を
検討している閥に︑加圧水型の改

この結果AECは陸上設畷原型

中止し︑今後舶用炉として敬良加

炉としての六三〇Aの燕淵叢発は

う︒これをもしUPCが受洗すれ

原子力分野に隈られることになろ

ば︑UPCとしての最擾の仕事に

圧水炉を進めていくが︑他の改罠

寄

タ

レ

一

＄

フ

薬

日

竹

中
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取締役祉長原
安三郎
東京都千代田区丸ノ内rユ目6番ま也

R一の利 用

川

望⁝

展⁝ない・放慰讐防崖
劇画の襲卸が各方趣に画まってい

るQ
この法津は昭稲三十二年に施行 羅は︑他のものと区別してとり扱

され︑三十五無に大麟な改正がな いを簡便にすることが可能ではな

されたものであるが︑R工利用︑ いかと協ており︑関係法令の統一

とくに欝封線源の利用がすすむに や︑諸手続きの簡等化と離離化な
糖封線源の利用は︑R一工叢利
用の三分の二を弘めており︑その

歩手詰まの熾雑さなども︑当然改

どの点も必要としている︒このう

鋳の必要があろう︒新たに発足し

ろ欝封線源については︑躍子機械
大部分は＋キュリー以下の罫線源

た線藤のアイソトープ委職会で︑

つれ︑規制がまびしすぎること︑

で︑ラジオグラフィとゲージング

届出や検査などの琴紅きの面鋤さ

が痛感され︑RI利用のこれ以上工業会と臼本醒気計測工日割から
に広汎に莉燭されているから︑そ

る︒

周知のように現得法は︑RI使 の取扱いが緩訓ざれた詰合の影徽
連やかに法改慮を撞進ずることが

良が進み︑小型軽撒化の点で加籏

期侍されるQそれはRI覇用の飛水型方式が優れていることがわか
ったのと︑六三〇Aは︑初期投下

いるのは︑密封線源を薮備した機

と明ボしているにもかかわらず︑

はとくに大きい︒現窪提鷺されて

さらにこれらの悶題点を言明し︑

の発腰ぶき濠たげると蕩えられる 先股要塾盤が山門へ提出されてい

ようになった︒

そCで臼不原子力産業会議は︑

用施設に入が近づかないよう監視
一昨薙以来R！姿員会に安全闘題
の響門単者も加えた慧談会を設けしたり︵そのために出入り口は

甲

︐

●

て︑法津の闘趣点を慎懲に鹸罰し カ所に限るとか︐管理区域のまわ 器について一定の技術︑耐破損懲︑ 躍的な発展のために︑ぜひとも越
彊本は低いが︑燃料サイクル・コ
てきたが︑昨年十月その結難をと りにナワ張りゃサクを設けるとか 鮒熱性︑耐水性︑しゃ徹などに関 えなけれはなるない山であるQ
ストが灘いので凝融融の点で魅力
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的でないとしている︒

O

ρ

なるかもしれない︒

型についての調査研究も謝画して
いる︒

六四QAは︑もともとGE危が

轟
たが︑この計闘が中止になると出

原胆力航空機用として開発してき

﹁

●

農；薬；

綴竹申 工 務店

英︑トロスフィニ
ス発電所送電開始
イギリスのウェールズにある電

時に原子力蘭船用原子炉として︑
気出力五十万KW︵二＋五万KW

現在豪てに初期のものに部分晦

められてきたものである︒

二墓︶トロスフfニス隙子力発避 GE社の提薬により共闘闘発が遣
所は︑︸月十八臼鍛力網に送躍を
開始した︒

改良を加え1型かろ斑璽︵いずれ

原研アイソトープ研修勝

ρ︶2

斎2必タ

も

新

契約方 式 の 変 化 に 対 応

以浦の所有者に帰されるが︑必肇

になり︑UPC所有の研究施設は

特別なケースには協力する
fギリスの原子カ グ ル ー ブ の 一 つ で あ る ユ ア イ テ ノ ド ・ パ ワ ⁝
批︵贋PC︶は︑四潤一園から禽餅赫のゼネラル・エレクトリノク

に応じて原子力の佳事に復帰でき
︵GEC︶−ーサイモンカーブス原．rカグ振iブと︑アト︑︑︑ソク．

パワー︵APC︶筏とに分れる慎械で︑そのさいサイモンカーブスる機能をもたせたよまで︑厨子力

こんど送電が始まったのは昨奪

も島濃縮ウラン空翼冷却型︶まで

弩炉で︑制御

九月臨界に達した

噂︑

憂着扉遷の

器

業
産
フ
プ

子

原

社は磁撒Cと別れてAPCと議休することになるらしい︒この解体以外の仕事をすることになるであ
の騨由は︑UPC繊成以末︑新しい蔓バが一つもなかったこともあろう︒

醐発されて澄たが︑最近G露霜は

−月29日日本水産資源保護協会主催

水質調査団が報告会を開催
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装置︑安全簸灘︑補助機器の綿密

今後UPCの名で取引漿務がさ

るが︑中夷発魁庁︵CEGB︶がooヨ唱りΦ︸冨郎曽くΦoo昌霞飴

る特別な場倉︑κとえば輸出℃9

︒醒ゐ式慮と・32なくなる兆飯かあるため︑曝一のコンソルシ瀞ムを
れることはなくなるわけたが︑あ
兼持す．○必勲がなくなったものとみられる︒

9寅αqのoo詳霞99のような

て視漿したが︑原子力開発の進展

ウ鳳ーデンなどを﹁月余にわたっ

この識渠︑GECが独立した形 ある加盟会紅の認役は︑今度の

十一月︑水質調資団︵醐長は金圓
の︒oヨ℃冨げ⑩跡︒︒四くΦoo爵窪

可能性がある．しかし中央発掘庁
と出費が

につれて︑発避所冷却水による水

実髄︑定員十五名︑受講料は七千

含成を行なう︒

吐変化により︑あるいは放尉能に

円︑串込み薄切りぱ二月十五固︒

う中央組織のために人

に醸り︑それとAPC社とは今後分裂の線困について︑UPCとい場禽には︑UPCの名で受注する 豆本膨満蟹玉保議協会は︑昨無

ことになる︑

旅子力発糧契胸亭別々に毘泣する

はあり得ないとみられる︒

一ゐ︑二月︸口締切りとなるタ

ンジネス第二発葬所の入札は︑U

◇オートラジオグラフィコースn
灘藻貝類魚榮四馬組合輕務理購木

よる沿津漁業への影響をも調査す

三月二十圏Bから三日間

︑

研修生を募集
二本面子力士甕所ラジオアイソ
とくに︑

トープ轟轟

を国の聡要政策として取上げるこ

︸︻

第七園原子炉主任

村五郎氏︑圃員は訴訟県漁業協二

るため︑英園のプラノドウェル原

科学技術庁は三月二十四臼から

衰γ卜﹂﹂臼遙︶罰博に

二月二十二日から同二十七Bまで
二含蓄含会常務理事表土九一︑水

ラジオグラフィの基礎技術とその

謹賀内容は︑原子核乳剤︑オtト

90けをUPCとして受注すること

藻庁漁政鄭企画課井上和夫︑愛知

子力発羅所を視籔︵本号四搾を塗

ふえたのに︑それだけの値うちが

四年脇にHPCか生蒙れたのはなかったことをあげているが︑他

当時五つあった腺．†カグループを

の会仕の源没はこの惣憾に回懲せ

驚理す︸40ため︑中央元灘廿が圧力 ず︑むしろUPCができたのは

をかけたことによる︒しかしこの

照︶し︑ウィーンの国恥原子力機

この調査離は︑水質汚濁豆油や
水窪源との関係などにつき︑英・

能﹇驚︷7︸嘔rつ一﹂︑

PR婁畳会は原子力平蒲難壁の ととか︑科学的に安金が藤制けら

どについて審濁した︒

方針②隙子力PR運動のあり方な 効果的に行なうには︑諏挙力開発

で嗣催され︑①PR婁員会の運欝 除子力施設の立地に対するPRを

懸藷警餌轟然

関への訪周も行なった︒

梁水産課艮吉田徳山の薫氏︶をヨ

講演会が︑岡協会の三無で︑一月

PCの稽で二作撫回されるものと ーロノパに派遡したが︑その報告

Oo筥℃村Φ7ΦロむユH＜Φ oo謬け靱鋤

ニアリング枕の短軸による煽圧水

会館で開催される︒

改良ガス冷却炉︵AGR︶で︑も二十九日午後二二から漿駅の霞山

ていたか6だが︑中央発電庁がそ 予想されている︒一つはイギリス

四年間にUPCは︑合桝崩に構成9が線イ力発電の発注でとられ

会掩がもっていた三つの受疵契麹

︵G鷺Ciサイモン カ ー ブ ス の ハ
の方式をやめようとしている兆し

を失なわせたの擁としている︒

ンなーストン炉と束瞭炉︑APCのあることが︑UPCの存在岬由う一つはコンハノシヨン・エンジ
社のトロスフィニス炉︶ぶ蔓けつ

鳶受で
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︑

原子力施設地構整働

計画のマスタ；プランについて

いる②珊爆離櫛があるため︑今の 環としての

嚇薩一

篤
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麺且51蓼

水蜜源との関係などにつき︑英・

繍藤地三︵読発薪闘︶繭江搬一

譲務局から︑得学技術庁からの

ペリスコープ

ITV

ニアリング社の識議による加阯水

日午後一瓢単から虎ノ門教脅会館
とくに︑原子力鑓蹴所建艘など

③厭子力施設地帯整備醐が拡大さ

り︑続いて︑眼がコンサルタント

委託調壷の進行状況の報告があ

審議した︒

発区城副圃との目塞が深刻となる

れることになり︑髄都醐市衝地繍

更に新たな旛設を作るのは不含理

︵申日新聞︶村野賢能︵N11K︶
原子力施設たけでも不安なのに︑

常任委貝決定
アイソトープ委戯会

第︸回アイソトープ旨旨会は既

を審卜し

に依傾してまとめた〃原子力旛設

を作成した上

で︑再度検討することになった︒

脊写莫

たが︑謂画を地図の形に談とめた

りこむ糸口となる36それがある⑤ 地帯整備島本計灘試案

⑳射爆撃場あとへ原子力施設が入

東海製練堺岡辺は︑国や県の指導

いるので︑ここに建設すること

で開発が羅み︑人環稠鰹となって 員体的な

ベータートロン

で開催され︑①PR婁員会の運営 原子力施設の立地に濁するPRを

を国の題要政策として取上げるこ

れているデータで一股を啓嘉する
蝦のとおり一月十四臼開催された

が︑同婁員会は婁農会活動の三体
的な謝画立派のため鵠嘱目貰と幹

題と窃分野の連絡などには必要に

郭おくこととした︒家た特定問

線

放射線液面計

射

コッククロフト

方剣②引子力PR活動のあり方な 効果的に行なうには︑原子力関発
どについて審察した︒

進展に伴って︑漂子力開発の国家
などの努力が必要であるとの発一︐口

PR婁員会は原子力平和耕用のととか︑科学的に安全が灘鱈けら
的戴要性︑経済性及び安金性など

をすすめるために設けられたもの

についてきらに体系的にPR活動 が注闘を引いた︒
PR婁員会婁貫は次のとおり︒

羅︶▽同h筒洲紀雄︵住叛腺子

機︶▽副婁孔畏謄田中醗治郎︵康

である︒

今後︑当面の問題としては①原

▽婁鼠畏11和田慣輔︵馬引鍛

子力瀾発計編の言忌化を促進する

と原子力施設による二璽藩を受け

は︑この地域住罵のみが射爆写場

一月二十九U︵煽麗

日︵会場未疋︶▽第

放射線厚み計

原子炉実験装置

この解体でUPC職員六薔万十型蝉である︒二件の入魏は中央発

郎︵原研︶松野武一︵鼠立︶陶

この日決定したアイソトープ婁

応して部会をおくこと亭已めた︒

最近の動きは次のとり︒

塗ゴ力安全研究協会の

プラント安全研究
設計部会が初会合
協
安

原◇放射課崩書防止研究

口︑再処即施設に関連する

訓⁝画躍ム幽︵烹徹田島央⁝二氏︶①一

月十

環聴管理およびエコロシイの誌聞

月十四日︑第五図那会ぶ・開催︑原

題で小グループ検品会を聞催②

子力災書に関する醜蟄間題点およ

一一月

ゑ⁝ゆ
最近ヨ
ロサ
ノパから

原子炉付属装置

を失なわせたのだとしている︒

賦本原子力麓策会騒は昨年︑内外の情勢に即応し︑除子力平和

坊隆︵日大︶菊池一一︵東大生

にあたってのPR活動の立案②卵 力︶▽婁凪縫三神寿難︵鐙事運︶

ることになる︒

青写真 で具

体的な検討へ
茨城娯地帯整備部会
荻城県原子力審議会地暢獲轍部

艶

び環境桟理とユコロシイ隅題につ

◇第一圓プラント蜜全隊引研究

いて検誘．

那︽サ僧︸凹月十一八日に開騨︒

一月二十八日︵隙

なお会議予定は次の通り▽第園

産会議冠︶▽放射線障占防止研究

圃研究委昌壕為

ープ打出禽

ぶ剛那覇・原子力災宙問憩小グル

員盆

会議掻︶▽第四圓燃料安全曹門委

ぼ

帰った人の話に︑スペ

ヴァンデクラーブ
リニヤアクセラレータ

澱庁が℃90︸鶏oqΦooづ自簿︒西
δ独・仏・僻・オ：ストリア・ス

■一

利用を薩柴界の中核として推進するため体制を艶備し︑七鵠設委
藍技研︶桜田一郎︵窟大︶大鋤恵

員会常任婁員は次のとおり︒安西

製業︶大脇健一︵神戸工業︶山蘭

ることとなった︒次圓は二月十九

茨城璽勝田市議会
次城緊羨門市議会は一月二十
日︑原子燃凝公社の象海製鎌所内
に便用ずみ燃料再処理工場を設醗

会︵後藤裁男部会長︶は一月二十 聾

一一月六日︵取配会議室︶

二回プラント五全設烈⁝研究訓⁝画部

①東海村の原子力臓設の安金嵩理

二殿︑茨城蝦庁で節四回部会を即

会

局から﹁動力炉麗発の進めカにつ

対策︑地帯鷲敷畠圃も確立されて

インでもポルトガルで

も︑聖子力の研究附允

一つのピラミソドを形成して︑

洛解いた雰睡気で進められてい

るという▽考えて見ると︑今は

リー博士︑印肢のバーハ醒士︑パ

派な指導壱たったし︑仏のキュ

キスタンのウスマニ博士などあ

肖りにも知名た︒ヒントン卿︑

リノコーバー門馬︑シーボーク

ヒューマンカウンタ
シンチスキャナー
Co60照射装置，

?

員会の設躍を決定した︒本年に入り︑各婁員会は鵡備の整ったも
福田節雄︵鷺中研︶石田蕩穂︵罐

の工AEA東京総会および原子力 ︵開避︶河内旗国︵中手︶三寸二 正夫婁員長︵昭鷹︶木村建二郎副

関する効果的PR鮒策③今秋開催 発︶密田悌二郎︵原電︶松ホ栄治

︵垂衣︶三軍良績︵東大︶箆弘 子力発臓所と原子力灘設の立地に
毅︵千藁大︶塚ホ懸術︵放鷹研︶

のからつぎつぎに発足している︒さきの原子力船婁員会︑アイソ

溜厩武雄︵集塵性本部︶岡照響
素面陞︵原燃︶け利昂一︵瞭船

文男︵理研︶宗像英二︵原研︶篁

︵住友原子力︶石川潔︵臼本原子力

婁蟹長︵東京女子大︶藤村建支

R︑などについて重点的に倹討す

田常三郎︵阪大︶千谷利三︵纈立

弘澱︵千超大︶鹿敢一男︵名工試︶

内に部会をおき︑尋門家の慧見を

また特定問題については婁皿会

端漿圃︶内藤正︵原子力学盆︶浅

一︵一一 藝原子力︶楠幽熊彦︵線研︶

トープ婁員会につづいて︑PR婁員会︵婁畏長︑和田煩輔蟹士難

士︒

科学的なデータ
が最大の武器

R工研︶蒲水蕨鷹︵理化学協会︶

加するという形ですすめること︑

陰︵金︶の予竃である︒

のための茎礎研究と棚究炉を用い

る学閥上の研號に眠ること︑静力

機関をつくること︑などの意見を

炉心発に一任をもつ原研とは胴の

のべ︑とくに動力炉開発の蹴伍機
関の性格について︑多くの質疑が

ついで壷飾氏から﹁核燃料閲

あった︒

に反対する決蹴愚採択した︒その

いて﹂と題する試案が添され︑

催し︑科学技術庁からの原子力施
次回は︑これに対する掻メンバー

いないのに︑急ぐあ豪り︑地域住

ついて騰明があったのち︑原子4 理崩はおおよそ次のとおり︒

題﹂︵約五〇頁︶と題する資料に

燃料再処理工
場設置に反対

原研の圏的をしほり︑原子炉開発

︵朝日上聞︶小島離檀︵毎歳新聞︶

園田蹄︵昭羅︶加藤正夫︵棄大︶

のたが︑日本独臼の力で開発は困

水炉をはずし︑産業助成的な見地

から扱うこと︑新しい動力炉醐発

の勉叢⑤ハム︑ソーセージのケー
シング⑥バイブなどの防錯包綾に

一方発泡ポリエチレン︒スポン

使われる︒

ジは断勲材として羅気闘係に︑象

の工響は押出し照

たクノシ︐．ンとして使珊できる︒

ソフトロン

博士告もこの範鋳に入ろう▼日

ら強めれば︑すぐれた指導者を

本の原．＋力開発の問題亭二面か

ているとはいえそうもない▽岸

士済折たが︑その力が織集され

者︑技術超など︑原子力界は多

本たってすぐれた科学蕩︑研究

産後の用途と販路をマーケノティ

本年一月から放射線濃紅化推進本

れまでの放附線センター難設部を

なお積水化学中葉研究所ではこ

後の利用が朋爵されている︒

ングリサーナで検討しており︑今

尉←発泡←捲巻取りであるが︑生

失脚した伊のイポリト醇士も立

懸
設地帯調査婁託賢による縄査の一

・フfルムに際エネルギー麗子線
を照射した後︑菅厩前後の加熱状
態のもとではほぼ縦︑横︑均等に

︒特徴はポリエチレン樹脂摩来の

数難ずつ延伸したフィルムである

耐薬性︑防水性などの性質と特に
高圧法ポリエチレンに比へて耐熟

としての特性をそなえたすぐれた

性がすぐれている︒延伸フィルム

は︑ごく少数の集力占の下に︑

民の安金保持や不安醸を無視して

からの提出轡見を中心に︑讐鵬す

エストロンS

照射ポリエチレン生産へ
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はすべて外国のプロジェクトに参

なお幹肇は冨勲爵員に一任︒

聞き︑科学的︑技術的に調査を行 後藤武男︵茨城新聞︶渡辺誠澱

難なので︑圃際協力により進める

こと︑いいかえれば︑線子力婁が

り︑手水炉一蔦速炉コースの方が

考えるべき研銑開発の叢叢から軽

については櫨力会社の意見をきく

まず山田太⁝⁝⁝郎歪員が︑鵡圃発

ーから動力炉麗発の進め方に対す

ついで向坊氏は︑轄水炉の開発

慧を摩した︒

ことなどを提案︑原研丹羽氏が賛

原子力変員弁の鍬力矩開発懇談

京虎ノ門の教脅金館で第四圏会禽

は︑一月二十一臼午後二三から英

会︵座長兼虜寛九郎原子力委員︶

意見続出の動力炉圏発懇談会

佳境に入った審議

第一回PR婁員会は︑一月十九 ないPRするQ

pR委鍛会

る︒

︵開銀︶葡欝綾炎︵束大︶菊池正 開聚†周年行灘の実施に伴うP

機祉長︶が一月十九日︑国際協力婁鍛会︵婁皿長︑関醍臨監漫腺

磁力針と倹討課題を決めた．

うになる︒こういつた慧味からも

く︑峨除協力の機会を多く持つよ

たほうが政柵としても取上げやす

志の関係巻による田力を先行させ

に努めてきたが︑その際︑蔑閥同

員会を聞題ごとに開き︑麟際協力

釧について︑今までは圓際協力蟹

華力工業社畏︶が一月二十一臼それぞれ初会禽を開き︑当闘の運

各国フォーラム
と連携を強化
國際協力田鼠会
麟際協力婁貫会は︸月二十一B
午後一時半かる鳳産会畏蜜で初会
禽を翻催した︒

従来より一麟全般龍な協力関係を

薩際協力婁鍛会の仕肇は璽要で︑

の開発酬画の効事的発展のため︑
行なっていきたい︑とのへた︒

この国際協力婁貫会は︑わが国

撮際附な憎報交換︑人物交流など
の一般的な協力に加え︑詔外團と
ることにし︑従来の沼米︑日仏閥

また︑饗畏会は今後随晴閲催す

の熊阿礪兜なと舞体的協力関係の
協力婁員会は発齪的に解消し︑新

会小護躍して遜鴬することになっ
た︒なお部会の部会長︑婁員につ
いては選任を婆員長に一任したQ

る酒地な慧薄霧出があった︒

EA蔀会を潴えてとりあえず三蔀 をひらいたが︑前池嗣様餐メンバ

しくこの婁貴金の部金とし︑工A

樹立に鍔めるため各閣フすーラム
との連携を促進し︑罠闘ペースに
よる矧隙晒協力の違展をはかる陀
めに設けられたものである︒

同蚤員会ては︑婁皿の紹介の

笛が行なわれ︑つづいて①婁貴会

後︑隙肥の国際協力酒動の経過報

喪された観田腺子力委員の﹁軽水
炉一高速炉開発コ⁝スの閲題点﹂

圓際協力婁照会の委員は次のと

おりてある︒

について︑プルトニウム生爪騒の

織根側斎︵原性︶▽田鼠薩大山松

有利とした見解に疑悶をのべたの

▽副萎属擾1一大堀弘︵蹴発﹀岡嵯 謝舞から軽水炉一山速炉コースよ

次郎︵璽中研︶画井亮太郎︵海外

積水化学用途広い
埼玉化学では︑放射線の利用に

ち︑瀬藤︑陶器︑今井の三氏から

瀬藤氏は︑刮用で駈る合材と資

よるポリエチレンの研究をすすめ

ポリエチレンは㎝般に熱可翼壁

羅力調査会︶便藤

光吉︵三慶原子力︶

金を勘挿して目隠を多様化せず︑

てきたが︑武藏工場︵埼王榮雨露

樹脂とちがって分子間の結合力か

それぞれ癒見が出された︒

懸綬瓜樹︵東レ︶

集中的に闘発に鍔力撚ること︑プ

玉郡蓮田町︑癌原敏衛工場畏︶に

弱いため燭魚効果が出にくい︒し

の用途は︑収

包妓贋フィルムである︒

エストロンS

とえは①新鮮野粟︑果物包装②パ

フ穿iムの企薫化︑新製錨につい

部と敬組し︑今後︑照雛アクリル

セラミック燃判
その難燃判

いだだけで︑新しい仕獅をとるこ

運

礼のトロスフィニス炉︶を受けつ

一

俊柴︵関躍︶稲生

薫井省三︵住友原

ルーブンタイプについては︑濁と

昨年十⁝月︑日本で初めてアメリ

︵軸廻国フィルム︶て︑熱収縮歓

予力︶湯川正喪

して開発眠纒にする必要が瀞いと

カのハイボルテーシ社製工CT かし濁エネルギーの帽子線を照射

を有するフィルムである︒

︵八幡襲鉄︶和気隼

も考えられるが︑配業界に二丁る

︵冷艶器︑50㌘V︶蚕警
することによって分子閲に娯輪縞

とめて包装するマルチパノクや密

縮性を生かして多数個の繭品を濠

である︒

ン︑カマボコなどの食品塗装轍イ

整えること︑といえるたろう︒

難成することと秩疑ある体制を

調練用原転炉

人のつち酉入ほどが失職すること

一

▽委麟畏刈田演長︵三菱原干力︶

の遅贈方針蜘王AEA弗九州逓冨
総会の東賦開催の協力についてな
どを審聾した︒

橋本源産代表犠κ理購は運営方
湾一 回 国 際 協 力 婁 簸 会

準鮮熱

寒郎︵古河聡工︶

国費の援助杢すること︒導水炉

可塑性樹脂と同様に延伸効果があ

禽をおこし︑き6に簸伸すると熱
・フィルムと発泡ボーーエチレン・ス

醒コ
し︑二月かる延沖ポリエチレン
︵CANDU型を引佛︶の発鍛
ストは二王丑十餓に近いと試算さ

エストロンS

の商吊名でそ

漕包装などの各種魁臼取としてた

らわれる︒この特性を利用したも

フィルムは

ソフトロン

ポン のが照射ポリエチレン・フィルム

ポンジを生巌することになった︒

ジは

工程としては押旛←照尉←延簿

ての研究ぷ本宅的に行なう︒

サイクロトロン

華

一

囎力立民間ベースで協力促進

PR委

uワ

藤織厳廉︵第﹁火
災︶石用六郎︵鹿

︵三井物産︶今井

鵬建設︶水上重二

美材︵原燃︶け利
鰯一へ原船︐謂熟

れぞれ市場へ販註する︒

ンスタント食品︵撒にもったま
ま︶包蕪㈱ビン類︑薬儲︑化粧瓶

エストロン

は従来の轟圧菰ポリエチレン

←捲き取りである︒

測定器

合金燃料

，
駒

とがで港なかった︒

三一7

＝

門学的な広報を

▲
団︶醐橋幸門三郎

エストロ

は聡子線照射ポリエチレン S

櫻水化学が開髭した

ンS

蕊藤原手力工業株式会社

三菱化工機株式会社

鳳
︵腺研︶閥野傑次
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07
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一

蕊震墨漁藁協周組合

連合会常務理轟

宮

原

九

なっていった︒

まず縫製であるが︑堀累が水涯

へ
生物に影響を与えるとした場禽こ

脳

脚

本水産聾源保護協会から派櫨された調査団︵団長木村五郎氏︶W

欧州各麟における水質落日対鍛を調直するため︑︵社︶日

は十
れは原子力発電駈特有の問題では

の放射能汚染を鉗せ調奇するため英鼠のブラノトウェル原子

月から約︸月余にわたり各施設の視察を行なったが︑

凝轟に視撃舞︑いる原勇篭所綾に関連する漿脚
れは冷却水系統の譲施設に員顛や

力発辮霧目した・

実一雨池でカキ養殖
かれ放出される︒取水排水の接泓

水温上昇の影響を調べる
我々調査団一行が英国のブラノ
混合を防ぐために︑河口に長さ竃

ているQ冷却水の温順上昇は十度

月中旬の霧の深いBであ 五十凝のスチール隔壁が設櫨され

ドゥェル隙子力発電所を訪ずれた

った．

から十一度で︑河の四カ所に自動

たがって貝類が弱酒成長すること
がないので︑たとえスクリーンの

も冷却水に押し流されてそのま求

網圏を通った小さい貝類があって

⁝

ズ会艮は不動ル県知事︶

刊⁝弾牒︐づ力叢会

員出田明認は︑このほど﹁線子撃

新⁝劇食の・累県叢

の癬き飛しは譲日本隔封県の瀬望

羅矯難灘覇馳

原電燈社を勘れ︑原義二男炉の敷

日︶山駕女臼原職祉長から告げられ

を集約しているが︑これ6の住の 地決定︵昭稲三十七舘十一月二

るあたりの︑期徳と軍職のまじっ

的に参加し︑その中心となって拍

の原子力平和利用の中心地に福

で︑原子力発暇所磁設は﹁西田本

力発電所と地域塁に國する一箪

馳翻﹁原子力発電誘致の周辺にあるもの﹂

砥してきた人で︑敦買民報に評論

ナートする錨大な地域開発計幽が

くむ運河と原題力発電所をコンビ

冷却するため貯蔵プールに入れる

その︸つは使用ずみ燃料を︸時

設に送ってイオン交換塔を通して

を一旦二％の舗り合いで水処理施

際︑水分に放尉能をうけて半減期

の炭酸ガス中にある湿気を除く

でカキ養殖場に嵐素を添加してカ

つぎに発電所で発住する核分裂

が︑このプールの処理水に多量の

いての結果が発表されるのも近い

可能性かあるということである
るが最終結論は出てないとのこと

じ込められたまま︑ウインズケー

生成物は︑使用ずみ燃料の中に閉

は約二千七菅ゾあるが︑発電筋に

できるわけである︒

樹脂を再生する際に放射能廃液が

亜鉛65の除去など

おける使用ずみ燃料が平均して発

以上のように放尉性物質が廃液

規定されているQ

在この放腐澱は無間で五〇〇Cと

徽は一事に五薗鰯程度であるが現

十奪の三聖水素が発生する︒この

マイクロキュリーとなるQこの水 などを炭酸ガスで冷却するが︑こ

さらにムニつは︑原子炉の本体

が︑ここの発電所ては取水トン系
であった︒なおここの発電所でも

ル内壁に特殊ペイント註塗って貝
温度による影響や放射能の関係を

類の画讃を防止しており︑その成

調査するための発電所構内に実験

放射能が含まれるQ冷却池の水鐙 浄化しているが︑このイオン交換

いは畑水効果を阻目することを防

サ

さらに︑将来︑びわ湖の活用をふ

したい︒

建設などで︑大観光ルートを冑成

光迫路の整備︑監守力センターの

半赫一周道路を初めとする各々観

島と風光明天な苔狭溝を根命わ冠

地として一躍脚光をあびた敦賀半

驕耀瀦握蔽獣磐

ールにのったのが︑原子力発躍所

うち︑まず実現のタイムスケジュ

た描写は読響の胸を打つ︒

発ら誘致の鋤辺にあるもの﹂︵牧
同氏は原子力発蛾所出致に租極

の建築たったわけである︒

外都に泣出されるので︑ここでは
賀涼子力発電所建設をめぐりて︶

地域開発への一途な情熱

めた一書を刊行した︒本轡は地域
開発に関心ある人々に好側の参若

や解説などを掲載してきた︒本書

︑

﹁後進県福男は︑原子力飛躍所

資料といえよう︒

京た︑本盗のポイントは︑険子

こうした囲的のために塩素を添加

と惣丁るB五潤ヒ士警の︑呼子

ンデンサチューブの中でバクテリ
アが繁殖してチューブを腐蝕さす

日四圃︑一圓十五分すつ

ことがあるので︑これを防止する
ために

の建設︑日本横断趣河の起工︑北

アメリカの田VAをしのぐ開発が

行なわれ︑ソ連の自然改造謝画︑

発への電力利胴のみならず︑除意

をもつものであるしとし︑事業開

力先選県として発羅からHIの利

丹県が蹟かれるという著大な慧嚢

治家の︑悲願ともいえるひたむき

のたが︑地域開発に対する地方政

な情執があふれている︒とくに︑

蛋される段階において︑放射能の

はこれらを中心として豪とめたも

力強く︑先選県︑繁栄県への道を

濃度はストロンチウム90で測定し ことと思われる︒

つの開発ポイントを巾心に︑今後

歩むものである﹂というはしがき

で︑ここでは多蝋の放射性物質が

た場合一鰯あたり三門マイクロ・

陸享楽密動鏑道路の溢工という三

濃度二⊥二PPMの塩累を使用し
ている︒

最近の研究では︑この堀累がカ
キの繁殖に奴影響を与えるのでは

池を二つ作り排水︑取水を導入し

うな放射性廃液ができる︒

放出されることはないが︑次のよ

なく大きい︒

キの耐瓶累性を強めカキを侵すバ

て実験巾であるが績果は発表され

鰐能であると︑濫者の夢は果てし

クテリアを死滅させ︑いわゆる﹁酒
るまでには釜ってない︒

ので北部ウェールズの水匿試験場

ぐために混入する塩素が排水中に

浄カキ﹂を作る集験を行なってい

ふじつぼ簿が繁殖して熱効率ある

出て周辺の火薄物に影響をξえる

ないかという可能性が強くなった

力発塩所導入の経緯と月待をまと

することはしていない︒たたしコ

．

ルの燃料再処理工場に送られるの

績は非常に良好のようである︑し
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紹和四十年は日本の商用原子

力発継開発の端緒を切る認録す

べき年になるであろう︒すなわ

ち︑臼本原子力発鷺株式会社の

第三

第一月齢︑東海発躍所はいよい

による同気も本格的に電

よ本鋸発電を開始して︑

の火

力系統へ流れこむことになる︒

一方︑同社の第二摺炉の建設

に︑関西電力株式会社の第一号

が︑本隼は具体化するととも

炉の建設輩備も本格化する︒

わが国の原子力開発は︑その

るが︑私は︑特に原子力界での

は︑宙民各界の努力の賜物であ

も騒まぐるしく進歩する技術あ

るし︑また︑指灘的立揚の方々

の分野で突っこんで研究してい

しかし︑このような勉強の

さんに努めておられるようた︒

よくマスターしており︑常に研

二心な勉強のおかげと考えてよ
いと思う︒

一年半ほと嗣までは︑私は原

子力に関しては門外漢であっ

⁝⁝原子力を身近なものに⁝三⁝㎡
淵≡⁝・三商用発電開発端緒の年に思う・三知

峻ではあるが︑それとは対照的

鵡嶺のようなものであって︑厳

とは容易なことではないが︑と

りあえず︑山に豪つわりつく晒

雲を吹きとばし裾野には山頂を
のぞける数多くの望遠鏡でも用
晒すべきではなかろうか︒

ところでもう⁝つ︑望遠鏡で

・

●

ある︒

︵闘西蔵守株式会祉原子力部

長飯田正調︶

ぐらいの割合で行なっている︒

紙面の関係で﹁慧をつ臼くせなか

ったので詳細は報管欝によること

岸のものに対し排水口付近のもの

附近の漁業状況・地形海況の状況

業に及ぼす影響を検酎する揚合︑

としたい︒たた原子力発躍所の漁

は約二十簡の濃度になっているQ

っておのずから条件が異なってく

あるいは棲患する海産生物等によ

るわけであるから︑これらに対す

能の愚が多いのは餌料肥取が盛ん

なければならないことと︑放射能

闇趣などについて今窪での工場排

のような形で守られるかといった

水による被害などの荊例からみて

放出に関するいろいろな規制がど

キよりポルトガル移殖種のものが

さらに〜段の検附を要すると思わ

であるためと愚われる︒また原囚

ように発電所自体非常に良心的に

放射能を多く含んでいる︒以上の

はまだ判明していないが土溜のカ

っている︒慶は冬にくらへて放射 る†二分の配噸が製鰐に講じられ

対岸のものに比べてその度台は劣

付近のものは乱流の中に驚つので

またカキの成脅の度合いは捌水口

し︑その濃慶を測燈しているが︑対

ずつのカキをサンプルとして採取

約三㎡の両地点︶から毎月薔個

口付近と入江の対岸︵発碁所から

廃液処理に厳重な規制

輝かしい原子力開発のターニ

ング・ポイントを迎えた現在の

課題︑これは第一に晒雲を除い
て︑原子力の蒲郡な姿を身近な
ものとして︑一般に親しみをも
って感じてもらうこと︑さらに
いかなる角度から見た登山道路
も整然としたものとすることで

のぞいた頭なる高嶺にはよく漏
ると︑今のところ狭い登り道が

はなかろうか︒

に懸念をいだく必要は微塵もな

その山を登る入11その力澱

多すぎて︑登山者はそれぞれ狼
いところを無理しながら多くに
分れて蕾労しつつ登っている︒

無秩臨に倹討しているのを見る

学会︑さらにまた他の研究会と

楽会畿︑日本原子力学会︑他の

一つのテーマを田本原子力簸

かく登っているようた︒

い︒たた着実に整然と登ってい
わって︑わが国の技術水準の蔦

に︑国民一般の原子力に対する

ただくことを期待するはかりで
いこと︑また技術者が優秀でか

理解の水準は雲︸はるか下の裾

いる入もある︒暇はいるがとに

つ勤勉てあることはかねがね架

あたりにあって︑霊峰の偲大さ

は雲上にそびえた上士の 中には三股で二道かけて登って

していたのたが︑原子力に足を

を搾めずにいるように思われて
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入れて︑第一に驚いたのは︑こ

た︒もちろん羅気聖業に艮く携

の分野で活躍している入の精力
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の中に思入するわけで︑これらの
原子力発聡所が漁業に影響を与
放娼方法は廃液貯蔵タンクから砂
えるとすれは鉾水の温度藍や︑流
フィルタ⁝を経て排水トンネルの
なわれている︒しかしこの亜鉛65
この廃液は冷却水と一緒に放出
れ︑混入きれる塩累そして放射能
入口部分に放出され主緋水と十分
されるが︑放出の限度は一年闘に
を除くために使用したイオン交換
ということになるわけであるが︑
混会し︑うすめられてから排出ト
五〇Cおよび十三澱閻︵約三カ 樹脂は再照せず梅内に永久貯蔵さ
この蝋纈所では果してこれらにど
ンネルに導かれる︒放劇は一日二
月︶で二〇Cと規制されている︒ れる︒
のような配慮がなされているかと
十三ナ程産でこれを引き潮の際に
璽鉛65については特にカキの体
この発鷺所ではカキに与える影響
いう点について︑発醒所の質任者
回
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炉も今年には計二涯となる︒も
的な 勉強 ぶりである︒
うすめられるわけである︒この発
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らうん︑ここ家でに至ったの
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電所でできる一日の放射牲廃液の
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●筋肉痛・疲れ旨・便秘・夜尿症・難聴・心臓病にも
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疲れ・肩こり・神経痛に9イ

纏

と

＿訓
冷

ロレ
ル

す

可憐

他に5彫錠。散

各30入・100入

轄

畏鵬選手

人箪

⑬無災。持続性の新型活｛生ビタミン剤

●治療には1日25〜200mg

から盧角に五酉厨にわたって河底
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