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聞

業

力

原

ずしも威功しなかっ
を勲っているが︑わが国の蔭染構

関係嵩の協調により成功すること

よう︑聖業幽をはじめ関係メ﹂カ

であるから︑濟実に成果があがる

して雄飛する出台が蟹かれるわけ

には酔可が期侍されている︒ま

ネギ︑エンシンについても今年甲

はすでに酌可が下りており︑タマ

ている︒

ツについても現韮研究が進められ

た︑セロリ︑エンドウ序︑キみベ
の遅戒であるといっている︒

運転の経験を得ることと︑専門家

米原子力談貫会から運営婁醜され

独立させた︒今後の隙子力部は︑

原子力第一 船の
た︒その原因は造船
造や商慣翻のもとで︑この方武が

西独︑再処理会社を設立
プラント建設費は全額政府が負担
トリエ・ケルンテヒニーク祉に依

年間処理能力三十〜四十ナのこ

りたいもようである︒

一一万マルク︵繭M槻八十頼ずみで︑今薙宋には建設にかか

藤ドイツは核燃料再処理計画を
仙麓め甲Φ隔凡め︑

ドシャーフェンに決豪っており︑

とになっている︒

は全額西ドイツ政府が負担するこ

この工楊建設についてヘヒスト
社は︑再処理工場の設計︑建設︑

い︑岡祉の原子力部を改組してマ

ド抵は最近大幅な機構改革を行な

アメリカのユニオン・カーバイ

米ユニオンカーバ
イド社機構を改革

た︒

で︑副委質長を務めることになっ

に選出されることになっているの

注﹂三︑雪一二ζ︑

廃聡物の処蝉と経済耐原研杉本

ヨ

脾

γ暴雨践！︵むぶ一

ューヨークの原子力研究センター

だけを担当する︒新設部には︑ニ

タル鄙および鉱石鄙は廃止され

︐．ホ務は︑従来通りカーボン・プロ

スバーグの原子炉燃料の成型加工

物炉の開発で契約

米原子刀委員会︵AEC︶は︑

コンバノション・エンジニアリン

グ︵CE︶社とアトミノク・イン

ターナシコナル︵AI︶社が共同

︵HWOCR︶計画に対し二年九

で督戦する穏水滅速有機物冷却炉

カ月の期限で援助至芸を萎んだ︒

れる助成金は︑二千万が︵CE社

この契約によってAECから出さ

に千五十万が︑A工祉に九菅五十

11WOCRは︑AECが三十万

万が︶である︒

ていた改艮癒慶炉の一つであり︑

KW発電試験炉として提案を求め

海水脱堀と発電の二重取的炉とし

CE社はとりあえず︑思料要

て最も有望視されているもの︒

いて試験研究し︑AI社は︑荷機

累︑純麗︑原子炉全俸の部品につ

冷却材について集中的研究を行な

一方︑この研究開発を援助して

う◎

いるE・1・デュポン社は︑CEl

合金︑灘水技術に関する仕撃を担

立︶O域本勉︵臨監電工︶契野保

鴨川浩︵東芝︶柴田力寿太耶︵日

機︶出賀薙造︵束難歎替︶○大岩

司︵松下要図︶杉本一錐︵三菱電

⑦

AI議鋸の豪とめ役およびウラン

ス︑水炉の熱工学ロ東工大青木

︑

豪する︒

ニノクの最近の状況1ことにI

▽講演

①再処理工場謝圃H原

問題門原研胃地哲男③再処理に

擁ぐ

米AEC重水有機

はJCAL委員畏が上下院で交ダ
代クト部が担当する︒

ン・0・パストア氏︵上院議員︶

選出された︒一方︑前委員長ショ

第八十七議会でJCAE委員長に
た︒しかし︑テネシー州ロ！レン

チ瓢ノト・ホリフィールド氏は

︵JCA鴛︶の璽員で下院議員の
とウラン採鉱業務が加えられ︑メ

米上下両院合問原子力委員会

JCAE委員長にのガス拡敵ウラン淡縮工樹の運轍

ているオークリノシとパデューカ

所と炉メーカーの生
ーの慎癒な努力を期待したい︒

1﹄
う解くいくかどうかには︑若干の

4がほぼ予定の工期で臨界に達

指名競争入
の下請け一つをとってみても︑わ

疑問がないわけではない︒原子炉

し︑今秋から舶用炉のしゃへい実

旧第一船の発注は︑造船業 璽要なエレメントの一つである
展⁝巻を主契約蓄とする指名

はなかなか多難であるが︑第一船
問題が一つ一つ解決されて︑はじ

すでに設副および建設をインダス

イニング＆メタル部を新設し原子
力関係で商業ベースに乗る業務を

の慨勢巨石大長谷川丑蔑②脆性

原研石原健彦︵2︶放射性
破壊試験の醐勢鮭束大安藤良夫

一九六六年尭甘遇建の英オールドペリイ原子力発鷺所

ホりフィールド氏

産工程の食いちがい

が国に特掬な下請け慣習の無題が

型撫工と照射試験の計画も進んで

験にとりかかるという︒燃料の成

いる︒これらのことは︑反颪から

一

@注目されていた原子力 にあった︒たとえは︑炉の構成上

あり︑また炉型に関連したむずか

ネ

冷却ポンプのテストに半年もかか

しさもある︵第一船の炉型は﹁間

拳業団では︑二月一日から仕鎌轡 余観なくされた︒また︑主契約者
接サイクル軽水型﹂に決まってい
万円︶の資金で新しく燃料再処理

の説明を開始したQ入札は三月︸ に対する関連分野の協力も︑十分

会祉を設立することになった︒こ

いえはは技術的に未解決の問題が
多いということであり︑建造のス

る︶︒その上︑現在の造船業界の
繁忙度から考えて︑総ゾ数たかた

日に行なわれる予定で︑腹調にい とはいえなかったようである︒こ

けば日本の原子力船も︑いよいよ のためサバンナは︑炉の据えつけ

の工場は︑建設惣二下〜四千万マ

ト祉︑NUKEM社︑ゲルゼンルキ
ク︵二十七億〜三十六偲円︶を

の会社はファーブベルヶ・ヘヒス

主峯な遂行が必要である︒その

ケジュールに平行した研究開発の

占領されるような位事を︑業界が

か七千ナの船に︑数年聞ドノクを

一が造船所の下請契約巻になつ

ゾ︶の羅験を考慮した縞物といわ 程︑納期︑鰯造鰻などの点から︑
の建造によって︑眠本は世界で第

鵜四一催のあるものにすれは︑響
くても商売になるとリプトン社は

このスープの販売は少なくとも

みている︒

一顧後になるだろうが︑それまで

に食品衛生管理局︵FDA︶に串
凹し︑許灯を得なければならな

豪た︑これは乾燥野莱に対して

い︒

ではないが︑原子力委員会と陵駆
では大部分の野菜についての放射
線昭︑射を刮画しており︑リプトン

社に協力を申し入れている︒した
がってリブトン祉では︑これら全
部の野莱について一活申酷を田す
ものと予想される︒

アメリカにおいて︑シ瀞ガイモ

第三回白鷹識鳳砂を開催
学会が二月十五︑六日学士会館で

究

仙市︵3︶海洋投葉用谷器の研

▽酎舗会H

康大国分正胤︑都立大村田

原研藤村瑚人

③原研における照射脆件試験睦

撞置に関する討論会

AEAの滅励状況に関連してU

開発における燃斜ツィクル上の
諸国題

喪失時の炉内変化一1竃試竹越雪

I去掃A氏表

④アイソトープ・テク
再選書毒腺燧神山貞二②濃縮ウ

②冷却材の流出η東大成禽英樹

ルトニウム燃料

二郎

田の学士会館で開かれる﹁第三圓

ラン入手の見通しH腺駈浅田思

③コアスプレー目回立斎藤良平

原子炉事故後出却
猿子力露台シンボシウム﹂の日程

一③撫燃料の国薩化

①ウラン資源の総論的

は既報のとおりである︵本紙︑三

力横須賀鍾灘④プルトニウムク

▽総含講演珊核娩壷鐙処理の

⑥恢輝料に伴う政鮒の施策

◇第二日無月十穴川︵火︶

①︶甫却材

〇四娼︶が︑その詳細が決認った︒

④配力抑制式格納施設湘臼本原
り︑今藤で十分かかって作られて

子力見得勤谷徹⑦核燃料サイク

三菱原子
この二日間の講演テーマと講演者

レジノト臼電力中研筒橋実⑤7︐

来る二陣月山1五︑六両日︑集京神

予竃である︒また同工場の建設費

ルヒナi・ベルグヘルク祉の共岡 見込んでおり︑三年岡で建設する

再処硬試験工場の建設場所は︑

出資によるものである︒

他︑原子炉轡規制法にからまる安
全基準︑立地基準の制定や︑原子

進んで引き受けるかどうかにも︑

翼体化の一歩をふみ出すことにな 段階から契約を変更し︑炉メーカ
る︒

今回の入札が造船業者への一括 て︑工箏を進めた︒
一三の不安がないわけではない︒

力船の運航︑寄港にともなう多く

廓業団は︑このような経験を検

発注方式をとったのは︑サバンナ

このように︑第一船入札の前途

一跡発注方式の方が舎理的で︑オ

の問題がひかえているQそれらの カールスルーエの近くのレオボル

弩︵満載耕水磁二万一千八菅五十 訂した結果︑とりまとめ︑建造工

れている︒サバンナ暑では︑造船
めて原子力船は無事

の鼠

四欝欝の原子力船保有国となり︑

謬︐

出港

業者と原子炉メーカーの双方を霊 ーソドノクスなものと判断した︒

一5二＝ 一：＝ 5ρ

を迎えることができるのである︒

境に共嗣で原子力発電所を建設す

んだが︑泊鍛者を引きつけるだけ
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将来の原子力船疇代に︑海運国と

齢＝扁一＝一＝＝一扁二﹁＝■一一翼一■＝一＝＝凹轄■＝膚一一一＝扁＝層獅：二＝＝需＝＝曽＝＝膚一一國＝＝一一扁＝一二槽＝＝＝扁＝繋

契約者にしたが︑このやり方は必 われわれはこの新しいやり方が︑

繊亜蒋渓愚議題蕊凝

黒鉛ガス炉を仏側に
情報交換が実規模に進展
西ドでツ政肝は︑フランス臓力庁︵EDF︶と西トfツの電力 して︑ユーラトムはこれに反対の

事業を黙認したことに対する返礼

疏楽体8W劉が共岡で醒気出力五十万KWの原子力発難所を建設 立場をとったが︑フランスが口口
することに同慧したと発表した︒発鐙炉はフランスが開発した天
の慧味があるとみられている︒

求めたのが︑多分に政治的色彩の

西ドイツとしては︑欝報父換を

然ウラン無鉛識速ガス 冷 却 の E D F 型 で ︑ 西 ド イ ツ の ジ ー メ ン ス
社とフランスのGAA A 袖 が 建 設 す る こ と に な る も よ う で あ る ︒
発聡所の敷地はライン 河 の フ ラ ン ス 側 が 予 電 さ れ て い る ︒ ま た

強い炊岡計画に発展したわけであ

つ西ドイソ燗

この発教は︑この蚊同計画に続いて︑さるにもう
る︒

躍断のために︑ユーラトムから資

る刮爾を進めており︑ユーラトム

フランスはスペインとも両国国

に︑仏独只同で天然ウラン唾水減速カス冷却炉による原子力発電
所を建設することになろうとのへている︒

のEDFが西トでツに提案したの金援助を氷めるかわりに同炉の建

内でのフランスの立場と国際協力

この仏独巽︑同罰画は︑フランス

に対して︑西トイツのRWEが共設と運転により碍た知舐と情蝦を

という観潮から今後の動きが各国
で注國されているQ

すへてユ⁝ラトムに提供する形の

匪建設に応じたものである︒建設

分署することになってい る ︒ ま

放射線で野茱スープ

澱金はEDFとRWEが半分ず
つ環巣とする提案をしたのに対
焦岡
た︑生産さ㍑た蹴力も繭塔の電力

網に篤しく配電される︒

今獲の西ドイツ鹸府の発表によ

って仏独妖同謝画は明らかになっ

米リプトン社が実用化へ

フランス原子力庁︵CEA︶とは︸ アメリカの家庭に飯売される最

たが︑西ドイツのジーメンス祉と

はつぎのとおりである︒

燃坂本盗②再処理施設の捜毒手

諸問題

▽講演①動力炉開允の現価と

◇第一日二月十五B︵月︶

ルコスト豊富亀脇坂清一

野菓をやわらかくする効果があ

予力瓢虫市野素躍⑤コンテナ・

日本の立場翻東工大武田栄一②

初の放射線照射食品は︑トーマス

スプレー膿慧一愛原田力川口修

いたスープが一分聞でできるとい

原子炉の安全性をめぐってーー電

簾

・﹂・リブトン祉が作った乾燥野

うものである︒リプトン社はすで

九六蔓無の麗に︑天然ウラン黒鉛

旅燃中材礎冶

減速ガス冷却炉と鶏水減速炉に関

にこの昭尉工穆についての特酢を

岡社が実施しようとしているこ

菜スープになりそうである︒

的︑経済的な討議墨続けていた︒

理・処分の諸間魎

義子炉型の工学的比鞍講①ガ

▽総合購贋W冷却桝別にみた

ζ㌧41汀︑

眠研鈴木間寵支
質の廃簗処分翻東人陰田遷夫②

関する放射線防湿の周題点折半
▽総合購演−

︵1︶廃棄物処理の品題点二︑

︑

①放射性物

の畷射脆化に関する諸田鶴①

騨子炉圧力容器

試山田太三郎③原子炉の執利用

海外およびわが国における研㌶

︑トド﹂L楚 く︑ひ議ハロ円

津製作︶O法貴四郎︵住友鍛丁︶

▽難論会1日本の原子力発電

渉ゆ睡旨﹂﹂甲︵L慧

薯﹂ノ⁝︸ノ．

︵海水脱恥箒︶口禦大大島恵一

放躬靴聖算物処

する惜蝦交換の約聖をし ︑ 技 術

は︑磁価が尚くなることはもちろ

放射線照射によるこのスープ

碍ている︒

▽総含講潰頁

梨に一瓢や万ラドの放射線へX線あ

の食晶は︑スープに入れる乾燥野

るいはガンマ線︶を羅附すると︑

画ドイツがフランスとの共岡計
画に同慧しか背景には︑西ドイツ

W当り一〇︒三万円︶となる︒さ

でレーコqノ

事業計画案を審議承認

謹製製堅田行饗葭鰍るも考である．

扇調ぼ輝蔭稠聖ノそフρ︑♂填鍵盤墾

②閲接費︵試運転費・技術賢・プ

らに︑これをKW当り七難円の建

五樹万円︵KW当り七・四乃円︶ 額は五聖十四億照千︸門鑑円︵K

鐸蟹霧覆−く︑麟驚瀕鍍﹁課謝開碑ノ﹃

ラント設韻費・とりまとめ費︶四

︐

十四偲二千六百万円︵KW当り○ 設費で完全困産化するためには︑

紙

一鼠
一
翼
り

工一指

信

田

横

電話東京（376）大代表3111

一月の末には︑原研のJR獄1
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放射線照射によるこのスープ
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は︑単価が高くなることはもちろ

供給の安定姓から︑輸出︑特にア

万円を歴るという龍箪は︑それ畠
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による放射性廃数物処理技術︒

◇陽射︑翼施中の購粟

①東海

欝②原産海外視察団の耀成派避

究会なども設けることにした︒

コ

ゑ

石油︶闘代渉︵東洋ゴム︶川陶献

哲夫︵丸患鴇拙︶今集寿雄︵三麹

市︵日本会成ゴム︶飛臼去一一︵住

腎山固︵田本製粉︶作聞恒生︵入

村誠三︵京大︶桜田一耶︵駅大︶

︵理研︶祖父江魔

広田鋼蔵︵阪大︶志田正二︵東工

︵野臥豪壮︶千谷剃一二︵都立大︶

大︶篠原健

︵農体省食糧酬︶鹿取一男︵名工

天野魔之︵水離研︶佐藤友太郎
試︶

原研東海

開放硬究室利用者
を募集

原研東海研究所は︑いまホソト

ールド一万七千円︒光熱水費︑消

は一蜜肩額ホノトニ万二千円︑コ

耗口⁝費などは専用者の負担︒なお

中部電力

二月二十七円謹でに腺研へ︒

利用急募者は所定の申し込み溢を

三田中部蹴力副社畏

Vは六日雪年・から午後一時一二十

は一刃二十八日から︑口側目を訪

係にあり︑渡辺浩太郎続潟市長

と︑わが斬図面は姉妹口布の関

る▽乗独新聞によると︑同市

ガルベストン前ペリカン島にあ

修をhない得るトノド造船所は

ンナ弓の塾地で︑同船が入目補

な町Vアメリカの原子力鹸サバ

賑

子力華染︶杉本一穴︵三菱原子力︶

○角田古姐︵旭化成︶Q大杉鉄郎
︵愈レ︶磁岡作五韻︵富強レ︶中
島村太目︵帝人︶O籔田為三︵日
本エクスラン︶渡辺正雄︵董嚢レ︶
麓野芝平︵東レ︶米勢雅雄︵鐘紡︶

小畑猛︸︵呉紡︶○飯尾橋戸︵ニ

チボー︶0佐分利尊︵束洋紡︶生
方英︵王子製紙︶今村弘︵準都興
塵︶坂集依彦︵関西ペイント︶○
斎藤辰雄︵昭電︶田村欝八︵信越

ストン市の組合せは面白い︒こ

町新潟と︑原子力定置地ガルベ

化工︶僧録毅︵チノン︶O正井省
問中で︑税曹のための各種価し
三︵製鉄化工︶裾井透︵住友べ
に参観しているというV石抽の
武雄︵電気化学︶大塚忠比古︵東

ーク︶井上郁︵積水化学︶和田
野猛︵大日本セルロイド︶宵野

人がいないほと有名

︵耀発︶○妻田勝治︵原電︶○石
放射課化学委員会委員は次のと 分まで名当屋二千頭区法王町一の
川潔︵日本原子力事業︶○醐原遠 おりである︒ ︵O印は常任委員︶
一聞泰簡で社葬︑ひきつづき同二
一︵三嚢原子力︶ ○前田七之進 ▽委展長三里升正浴︵住友化学︶
時一二十分謀で告別式を行なう︒
︵窩士竃場︶○草野光男︵明電禽︶
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委
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村
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子
力
︶
武安俊彦︵鋤一原子力グループ︶
ガルヘストンとい
脇田秀則︵乗京原子力所出研︶Q
えは︑原子力船関係
宗像英二︵原研︶石川潔︵日本原
昔でたれ一人蝶らぬ

小川彰︵長銀︶岡田豊︵開銀︶〇
三ツ本常彦︵興銀︶森田庸男︵原
研︶○今井菱材︵原燃︶○山崎久
︸︵雪濠連︶金沢良雛︵北大︶櫃

田節雄︵繊中研︶高橋享三郎︵原
燃︶

研究開発利用促進
と高崎研への協力
放射線化学委員会
原産の放射線化学委員会︵婁員
時半から東京虎の

長土井正治住友化学会長︶は一月
二十七日午後

門の教護会館で初会一口を開き︑設

立趣籔の説明のあと︑運営方針︑
原研商崎研への協力︑蹄七日R王

会議などについて協議した︒この
結果︑当面①原研島蘭留への協力

の夏ごうにはサバンナ号が日本

ってもらいたいもの︒

へくるというが︑蕩揺に一役買

日

日

岡
多
開

鴨川浩ひ臨画︶柴田ゐ肉太郎︵日
立︶O域本勉︵蕊河亀工︶天野保
司︵松下電器︶杉ム一望︵三菱電
機︶西銀難遁︵東亜燃朴︶Q大轡

津製作︶○法貴四郎︵住職電工︶

ゴ

鑛講〜

群雲避暑研質躍上身醸μ処斑に

事業計画案を審議承認
原産サービス事業本部経営委員会
原産サービス窮業本部は二月三

講義とし︑八月に四班に分けて

友ゴム︶松平価孝︵ブリヂスト
理炉の運転実習を加える︒こ
しは六︑七両月のうち四週闘を軍 ン︶○久保川威大︵横瓜ゴム︶三
木孝迩︵武田楽品︶長沢太郎︵森

第二回経営婁員会を開き︑藤波︑

各班一週聞すつ実習する︒人員

の刊行▽原子力嘩鑑劉＋年吏と

纈東海見学とセミナーの会の日

三＋万KW級とのみで詳細は発表 ジノトなど計買八十億円が考えら

対象として販註することを謂瞬︒

線を取扱う機関の技術看管理者を

永乳栄︶今戸止兀︵明ム偵乳漿︶

麗野両婁鍛ならびに原魔の大屋︑

礁︑早川本部長が嵐射して事業訓

松根両副会長︑属塞代表常任理

破墨倹査︑放射線分析技術︑線

六十・名▽R−︒旗艦線関係講 洋櫓業︶藤井久︵日本水断︶悩馬
習会一1密封当物取扱︑放射線非 丁造︵日本冷蔵︶累累止男︵臼消
製紛︶植村ゑ ︵昭和砿業︶m冨
纏夫ひ果大︶目障鰹一︵東大︶圓

二午後一時三十分︑原薩会長室で

①ガ

冷却材別にみた

関する放樹線溶謹の問題点H放

▽総合講演W

鷹研鈴木間曲支

①放射性物

理・処分の諸聞題

δ

原子炉型の工学的比較醗

質の廃簗処分腱集大桧山麗夫②

環子炉臣力容器

梱

の照射脆化に関する諸闘題①

θ〆

▽総合講虞−

︑︑

︵1︶廃棄物処瑚の問題点二︑
⁝

海外およびわが国における研究

②間接費︵試運転盟︒技術費・プ

らに︑これをKW当り七万円の建

隔薗万円︵KW当り七・四力円︶ 額は駐留十四億四千一薦万円︵K 銀の保班による米圃の胴中銀行か ことになるもようである︒

ラント設訓費︒とりまとめ費︶四

あるいは安全性の問題鎗があり︑

十四慰二千六蕎万円︵KW当り0設費で完全国応化するためには︑

・保険︒建設親思︶五十難山ハ千万

・九万円︶⑬蟷力会社鍛︵本社費

原子力発電鏡熱ヒ読本的に蚤璽な

円︵KW当り一万円︶合副の総建 国家的子等を必要としているが︑
設費は四百六十五無異千一︸臼万円

︵KW当り九・三力円︶④初装族燃料政策の犀急な方針決定を強
荷燃料費四十八億穴千力円︵KW く要望するQ

二号炉正式見積りへ

圃案その他を審論した︒晶果︑い

の関係を考慮して刊行の疇鵜と形

日実漁︒講師駒形原子力委興︑渡

晒︑二月五日︑六日︑十二日︑十一二

容鷺放射線射照技術︑RI使用 小野藺維︵名大︶神前周︵東工大︶

鼠測定技術︑放射線測定技術︑大

態を定める▽粒子力特許速報翻七

①図澱壷赫

として二十億円の実価が昨年十月

月以降は発行形態を再検漏する▽

◇翼施段階の寧桀

ずれも次のとおり承認された︒

十九日払

れている︒この百八十偬円は外資

原子力先進国が米ソを除き︑各

と国内調達をそれぞれ半分ずっと

射線陣警防止法解脱11RI︑放肘 原子力兇学センターの設澱︑運

国とも天然ウランベースの政策を
していないが︑両社からの毘量り

③電子謝算書意岡利用および計 六蜜︑コールド十一室の開放研究
騨コードの関発④原子力PR教 塞利用者を募集している︒利用期

提出は四カ月後の五月末になる覧

材の企画製作⑤原子力界のおも

とっていることを参考とすべきこ

②講習会の実癒▽放射線源取

な行事︑会含などの機会に関係

とにふれ︑最後に︑森然ウラン黒

聴講翠黛11三月八日から響岩閥

機関と協力して適切なサービス

闘は原則として一会聞︑利用料金

茨城総舎職業訓練所で実施︒入

し︑外資はワシントン輸出入銀行
からの調達が予鷺されている︒康

璽二十一名︑二月末申し込みを

込みである︒

子力発贈所について輸銀から融

鉛炉を日本に建設する揚合につい

なお︑原羅の第二発踏所建設蟹

資を受けた例はまたないが︑纒力

議した︒その結果︑具体的に酌期

こと︑常任歪貝をおくこと︑など

画委員会との合同の会畿を行なう

・
発亀雄進査貴会委蝋は次のとお

を決めた︒

︵Q印は常任委員︶

岡田邦彦︵中国懲︶森田利次︵閥
園醒︶小山隆︵九州電︶0武暦功

躍︶○田中薩治郎盆ハ徽︶〇三田

時から東京

︵委課長井上五郎中部電力薄曇

原産の原子力発恥組進委鍛会

暗躍推進委鼠会

進と後期の開発へ

民夫︵中部璽︶埴田盛雄︵北陸電︶

リート圧力容器型ユニノトでは︑

ての試舞を行なっている︒すなわ

めて︑胸二百八十億円を見込み︑そ

ち︑電気出力hヤ万KWのコンクは︑初装荷螺料の成型加工駿を含

矧

締切る▽原子為事講習会11原 製業を実施する︒

︸

湧

︵○邸は鴇廷委員︶

は一月二十六日午後二

惣次郎︵北海電︶蕎林藤︵東北電︶

発展を図るため︑劇団計圃萎綴会

後期謝劇の本格灼開発への円石な

筥勇KW開允副蜘の癒実な推進と

博︵︸一⁝痘原子力︶谷口健八︵一二饗

細工︶○松野武一︵日立︶斎勝辰
雄︵壁心︶酒気隼太郎︵古河竹
工︶○高洲紀難︵住友原子力︶馬
則勇︵住友金属︶湯川正夫︵八幡

製鉄︶小川彰︵長銀︶○岡田罠

とにした︒また必蟄により自発翻

︵原意ノ○堀井酒章︵日本原子力 料政策に害する諸問題②原子力醐
雛業︶原田犠雄︵乗芝︶O大井上
係諸広含なとについて倹在するこ

電︶O武芸均へ電発︶O笹森建三 と緊密な連絡をとりながら①核燃

森田雅次︵黙劇粧︶小山陸へ九州

俊天︵関鍛︶岡田邦彦︵中国雌︶

部電︶隙谷敬吾︵北幽妙︶O伊藤

○竹内良市︵東駅㌔○河内試錐︵中

▽婆員慢11青木均一︵染絹︶▽副
丸の内の日本工業倶楽部で彿会合
感風長11吉村浦三︵関電︶朗田七
之進︵隠士電機︶▽委異11小山田 を剛き︑当面の麟譲課題などを協

とおり︒

なお開発剖劇委民会委獄は次の

幹事をおくことなどを決めた．︑

合に出胤させること︑辞任委員と

山謬趣

阿

子力研修講話を再編︑新たに原

ウラン黒鉛炉は︑BWRに比へ同速増殖炉の実現による核轡料有効

く

関係についてのこれ豪での例から

自用を図るにあるとの観点から︑

前期百万KWの推

考えると︑糖局輪銀分六五％︑メ

規模の発晦所で約二簡のプルトニ

これに対する産業界の考え力を打

造︵茨城⁝⁝発協議会︶

の調遠のため︑まず百億円の鳶凧

約一・五万円安の○・九万円とな

ウムを生薩ぢるし︑天然ウラン黒

ち出すこと︑また熱中皇子炉︑高

優

が予定されている︒その第一回分

り︑初総投資額は軽水炉と四一と

鉛炉から生薩されたプルトニウム

速炉︑三遍炉に薄する研甕開発と

りである︒

また︑岡婁員会は貝体的事項の
鵬祉長三田民維氏はかねて名大付
企画立案のため︑塩任歌題会と韓 属病既で蝋療申︑二月二日午後五
劇金を設け︑必要により鄙会︑研 時四十五分死ムした︒五十八歳︒

①庇護費︵土地︒整地・建物・炉

島湖
置
一鰻

設備・蒸気および電気発生設備・

導

レ油

なる︒ただし現在は躍縮ウランが

は脚や脇の含有率が嵐い良質のも

︵開銀﹀三ツ本冨彦︵興銀︶○森

②原子力婁員会の放射線化学専門

0杉山徳三︵三菱化戚﹀武野貞明

洋幽圧︶O弘曙紫紺︵三升化学︶
︵三菱樹脂︶矢野忠雄︵三菱翻化︶

Q加勝信八郎︵三井石油佑掌︶藤

・騨

灘

幅︑慧

藏

し概葬︑

熱

︑︑祷︑

寧

｝

同祉が喫施しようとしているこ

画に同磁した鞭景には︑西ドイツ
るいはガンマ線︶を照射すると︑

團

ジア譜困への輸出に好適であり︑

九万円が可能とのコスト明細を発表している︒

で試算すると︑天然ウランCPV

体センセーショナルなものである

給は今のところ米国にのみ限られ

原爆︑米WH・GEへ依頼
田本原子力発電︵株︶は一月三十

てを行ない︑本年一旦

に決定され︑株空へは年末に矧当

第六圓日本アイソトープ会議報文

同国の概要は次のとおり︒

型黒鉛炉はKWH当り丁九九円

にしても︑これがそのまま日本国

︑

繧

総合エネルギ
開発計画委貫会

ー政策に重点

その編果︑総会工不ルギー政籏

国有で民望へ貸与する方式のた

のであるQ第五に︑天然ウラン黒 圖麗化の問題について検写するこ

田庸男︵原研︶O三島灘︵原輝︶

部会への協力③放射線化学の研究

及などの活動を行なう︒

関発利用昇進方策の検討④瞥藤野

1構造用闘形鋼
H基礎杭用開形鋼

的︑経済的な討灘を続けていた︒

が現在建 設 中 の リ ン デ ン 原 子 力 発
葦

響

核燃料政策の確立を
である︒

五十万Kwで軽水炉より有利
慰士電機︵社長和田恒輔氏︶はこのほど﹁天然ウラン黒鉛炉に

る緑欝︵グリーンブノク︶を公表した︒同港は︑軽水炉の日本に

実現はメ⁝カーの体制整備と延べ

さらに︑天然ウラン炉は︑燃料

おけるコストは原醒二畳炉の建設までは不確驚であり︑五十万K

幽す．Φ提 凸一経済性の再評価と天然ウランペースの轡立﹂と題す

Wの天然ウラン黒鉛炉は総投資鎖︵建設費と初叢衛螺騰費︶で軽

日︑米国ウエスチングハウス社と

込みを完了している︒さらに︑こ

▽原子力グラフ卸無四回発行▽放

錐11無十九年度宋豪でに刊行する 隆原則として隔月一思程度実施︒

炉は東海発躍所の経験を基とした

ゼ不ラル・エレクトリノク社に︑

の増資のほか︑國内と国外からの

また︑果然ウランCPV型黒鉛

水炉と同じ︑発躍尿価はBWRより安くなる︒豪た︑天然ウラン 払い条件等の助成策による︒
黒鉛炉は①核燃料の安定供給②将来有用なウラン蹴の醒内罐穣③
ウムの鑑産性⑤輪出可能⑥単期の国座

福井県敦賀地点に建設する第二原

悩入金ならびにメーカーズ・クレ

化などですぐれているとし︑五十万KW炉の建設躍はKW当たり もので︑完全国隣化への最短距離

輸入外貨の節約④プルト一

にあるものだが︑関連産業の育

子力発電所の隠櫻り依頼警を発送

最近︑ 軽 水 炉 の 経 済 性 達 成 を と

になるが︑BWRは二・一八円と

内に再現 さ れ る と 考 え る 人 は 少 な
ており︑価藤織や安定供給に悶題

辺朝日論説銭無︒人員三十名︑以

成︑燃料の開発・国産化等の譜聞

した︒原醒はこれについて︑単に

なえる国見が多く︑将来わが国に
なり︑黒鉛炉が少し安い︒

い︒躍憎︑条件︑安余性などの検
があるが︑天然ウランにはその心

題がある︒

建設される熱中性子炉は軽水炉以

外には鷺え6れないとの主張が あ
エネルギー政
策上利点多し

るが︑原子カプラントのコストぐ

らい不確定要素の多いものはな

酎を経て初めて現実的なコストと
配がなく︑安定供給の面ですぐれ

エネルギー政策上から天然ウラ

なって衷われるもので︑日本にお
ている︒第二に︑ウラン螂は高速炉

く︑米圃内で軽水炉がKW当り 四

ける軽水炉のコストは︑原餓欝欝
剛の黄重な燃桝となるものだが︑
天然ウラン黒飴炉は︑使用ずみ燃

炉建設で初めてつかみ得るもので

あるQ
料申のウラン躍の絶頬白が軽水炉
より多く︑将来のエネルギー資源

天然ウ ラ ン 黒 鉛 炉 の 総 紫 蘇 額 と

山口会︵委貝貸一本均一束霞会長︶

発謄コストを分照し︑ヨーロノパ

PV︵コンクリート圧力容器︶型黒 に︑濃縮ウラン燃料の濃縮以外の

は︑一月工十五日午後一時半から

目本原子力彪業会議の開発刮画

全工程をすべて国内で行なっても

の国内磁積に適している︒第三

BWRでは︑天然ウラン黒鉛炉の束夙赤坂のプリンスホテルで第一

に建設中の軽水炉と天然ウランC

で比較すると︑い豪痴本で考られ

回会合をひ6き︑委盛会設置の趣

鉛炉との建設費を岡一条件のもと

約に衛効︒第四に︑プルトニウム

課題地目方劃について協議した︒

千万KWでは︑奪間百四十億円に 旨と経過説明ののち︑当面の口口

ているほどの諺がない︒五十万K 約二倍の外論を必要︵設備容羅﹁
W級の黒鉛炉と軽水炉の建設蟹の

が限便となるが︑初装荷燃料額は

差は日本では︑KW当り一・五万円 対し二額八†偬円︶とし︑外蟹節

め︑濃縮ウラン炉を建設する躊の

鉛炉は現在トン当り四千MWD程とを当面の問題としてとりあげ

における原子力殆屯の慧麗は︑高

斑金負撞をそれだけ軽減する形と

度のバーンアノブだが︑近く五千

高速蝉の貴甫な燃揖だが︑天然
BWRのKW当り二・四万円よはり

なっているが︑﹁この特別待遇は

ることになった︒また︑この委貫

米の燃料罠荷化により旱晩解消す

疑山田達︵北海電︶古賀孝︵東北

営利昂一︵原船事業団︶○山騎久
▽委興蝿ほ井上五郎申部羅︶
︵醒那連︶向坊隆︵東大︶O堀▽翻委風畏陛加藤博見︵関雅︶
松野武︸︵日立﹀菊池正士▽翠霞

渡路︵電中研︶網野誠毅︵朝日新
聞︶穰蘂秀三︵産経新聞︶渡辺覚

株

春
一

践

轍麟

蛭

換騨五千一六千MWDでほぼ岡等があるので︑醐委員長を桐互の会

の

を礎

疲れ・肩こり・神経痛に9イ

寓讐

会は発電摺進婁員会と白丁な関係
程度になるQBWRは天然ウラン

発鐙原価は︑同一原価計騨方式

窪
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0

るはずのもの﹂である︒
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フンタ が開発推進

近代化の噂に原子力
特殊機関
久
フンタの嘗鮎篭である︒私はその

表凡を猛て憩に気が変った︒﹁よ

フンタの守衝耐実に翔切で︑す

し︑一つここ左見てやろう︒﹂

連れて行かれたのは所長察︒なん

ぐに手陀をしてくれた︑ところが

とかかんとかスペずン語で挨拶し
たらすっかり賑はれ︑フンタの活

のにはお乖士げたった︒やがて一

動茄流暢なスペイン語で瀕された

通りの櫛略ぷ蘭き︑欺入の専門家
毎交えていろいろ意兇ω四二をし
た︒

主としてスペインの将来の計画
をテーマとしたが︑⁝方︑スペイ

一般工学的な遣齪︑たとえば︑

確かめた︒
遠い糧来は別として︑今騎わ

ているプルト干ワム月中轡子炉

二軍間翼剣に︑かつ真爵騒にこ

れた圃家への瀧務と考茸︑この

の聞題と取組んで灘たが︑昨奪

への燃料リサイクルの庵から考

縮田七之進︶

い︒︵冨i通運製造探測会手鞠
務取掃溜

一
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へ︑ほとんど遜色がない箏実を も︑また近く笑現幹が考ズられ を確かめることが郷書に課せ6
払ってきたのであるが︑鯖瀬の

雌蕊讐
ずギリスのオールドヘリ⁝その

宋に至りその雪しい縄位性を確

いるウラン蹴をエネルギー賓源

は後競の前帯においては︑少な

れわれの考えている削期ないしえても︑豪た最近蒔々いわれて

型のプレストレスト︒コンクリ︸

かめることができて︑施般これ

他でやっている蒸気発生器内雛
動力炉隔発懇談会や沖融力産

式は︑現在のプループンタゴブ

くともわが国で考えられる炉型としてより多く鵡積で審るとい

を小冊子にまとめ江湖のご批判

さることながる︑捗燃科の形状

⁝卜・ベノセル型などの問題も

燃桝蚊策こそは︑日本の今後

を仰ぐことにした次第てある︒

う利点などから考えても︑鐸済

発力釧に関連して︑とくに核燃

業部会で咋今発要用除睾炉の開

牲の点さえ荘がなけ3←ば︑日本

⁝天然ウランベースの採用を・・⁝r

の大切なエネルギー資源の根幹

料政策について種々論議がつく

としては当然天然ウランベース

巻の信念に纂ついて一つの資凝

﹂・三三≡≡＝・一軽水炉に劣らぬガス炉のコスト≡翔 で行くへきは論を豪たないとこ
を初めカナダその他の灘縮設備

態度で潟んながこの聞題と翼面

を提供したに過ぎない︒冷静な

のエネルギー政搬を定める議要

を持たない潤々は︑営々として

されていることは︑わが圏将来

すなわち天然ウラン黒鉛型か濃

天然ウランベ⁝スの原子炉に研

となる大問題てある︒講者は箪

縮ウラン軽水型かということに

ろであるQその意味てフランス
その他棲工学的開発の非犠な発

なるQそこでわれわれとして

な閾題として当然のことと思わ

進と枳豪．て︑マゲノノクス二

厨に取り組み︑悔を後世にのこ

れる︒

型子炉の鐸済性が昂冴烈しく混

究を集中し︑かつ確固たる岡策

箏穫は︑ここ数年來海村に裕

ける猿電のコールターホール型

麟ヘースをどちらに置︵べきか

は︑また團としても蟻然炉の燃

霜露は牛磨述べたようなウ場
燃料入手の安窟件かち考えて上︑天然ウラン鷺勝目の鰺下学

すことのないよう祈って湿糠な

て私の手もとで試算された発電

めうね︑最近これらを取︒入れ

コストは︑現在やか唆しくいわ

を立てて進んでいるのである︒

た即係上︑イギリス︑フランス

れている軽水炉の鐸済性にくら

ということが事忌になる︒

原子炉の建設にたずさわってき

後の進歩については特に関心を

などにbける無鉛カス炉のその

東京瓦斯株式会社

氏︵フランスの原子力損︶とブラ

策的配慮だろうが︑パレブスキー

たQそれを質問すると﹁恐るく政

な熟にしっかりしたところをもつ

くれた︒しかし︑寮外頼りないよう

か助成がなければね﹂と︑こうい

むずかしい︒それに資金的に揮助

千KW︑中世感慨3∵︑1310という

ール甲の研廃炉てある︒︵出力三

よくこれと混陶されるが︑スペ
インの原．r力発霞第一零は︑民闘
会祉のユニオン・エレクトリカ・

これまで建設中のちょっとした

二〇％泌縮のアルミ板状である︒

あるそうですが︑実際︑日本は墨

﹁田本にはたくさんの原子炉が

どす饗つけなけれはちま豪一・アン馨・ていた・

はよかったが﹁でも︑ここではあ

畷らしい発展ですね﹂ここまで

落ち着いた雰囲気

ネーブ会議のペーハーを見註した

康り口本の資料を島まぜん︒ジュ

て下さい︒あんなにある三子炉を

が︑もっとあるてし．蜘うから教え

で広く︑江豚帯のマドリノド郊外

痩っての実験は

原研技術者は約二百五十名
私は居心地のよい︑輪光さんさ

は広齢︑として市街地が近い割りに

つながりの申でスへでンの蹴畢力

みの隠しもした︒こうした漏際的

ランスのサクレi研鋸所の敵なじ

本人の消思を凋いた人もいる︒フ

も多いし︑アルゴンヌで同期の日

が︑アメリカで教職を受けた連中

技術者達の数は二面五十人位だ

フン々の中で虫要なス々ノブの

した生活売もつ科学者と技術嵩︒

構造の12部にエリートとして安噛

ある漂子力︒恵溜れた環境と社会

化の一纏をになつエ業のホープで

た︒新しがりやのスペfン︑近代

へ向っている齋くて︑のんびりし

えないが︑慮外に癖日ろ﹄研究開猪

決して﹁優れている﹂とはい

を塞早く一巡して逃げだした︒

せっかくの辮内もそこそこに所内

私には甘く弱い依頼に冨小あげ

・し

んたる所畏婆に二型間近くいたの

ここにある原子炉は︑ちょっと

しては好条作にあるとみたQ

さいわい︑このフンタにはM工
．．謹3

講雪転

熱にもほと近い林の中におかれて

Tの鄭叢生が二人いて︑一人は仏 丘を下︑た低い地薫にあり︑研究

うなことは審議しておらず全く

いる︒部会としてはよだこのよ

ρろ︒これはSOFRといわれる
は釦そくても箭覇憲に進み罪した

に課報だ︒この部会に関しては醜

ないことが報道されたのは明らか

キ

︸
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﹁残念ながらいろいろむずかし 拠所は順下針畳職・へ一蹴山口四年現

ボ工業椙が簸近会った時にも凸し

うよの化方がない︒ありがたいこ

フンタにとって最初の原．計早発

い点もあって一層炉が遅れていて 誼︶で︑沿そらくスペイン北束部

会ったと思う︒話調はフランスの

た︑といってうそもいえないか6

のレリダ近辺におかることになれ

いそうたった︒しかし︑箏故では

ごたごた以外︑たいして閥題はな

つたいささか頼りない話しをして 劉⇔禽いに大型炉である︶鰍料は

りそうた︒

スペインたかち実現する気縄も強

闘下︑灘区の鍛終段階です﹂とい

いとみた︒たた感鱒的に申しラテ

フンタはむしろ研究聞免を唯心

黒鉛ガス系の捌噸規模の発電所を

とにスペイン人は域外淡白で﹁あ

八銀末以東いろいろ蓄労はしまし

私の方で尋ねたスペインの緯了

マドリレーナが米国の肱力で買っ

Wのゾリタ・デ・ロス・カネス発

りるし︑岩蓼保証︵三・二％の濃
縮ウラン︶もスペインのウラン鉱
石とのバーターで入王が決認り︑

最近建設を開始している︒たた

．謹無智

膿懸携

露
響

pし︑これにはフンタがあまり関係
・していない︒

フンタとしては︑その機鮨から

いって酬究開発を研究所で行な

であわてて所内の覧潮気乞うた︒

たWH社のPWKによる十万万K
し

電癬がある︒ようやくデザインも

蓋い人には︑はっきりした
高覧が与えられているかどうか

決まり︑敷金も輸緯入銀行か・一9措

出てもいいころではないか

は疑悶︑もつそろそる譜二心が

と

今後の原研のプロシェケトに
は︑技術鄙隊の強化が必要
腺研の閻羅を指摘する︒

長蘭県五島列晶の出身︑〜撫
ほど中ぜ数師をしたことがある

いる︒型にはまった秘匿は︑教

ので︑教台には一鶴︐口をもって

たという話︒

なくトラブルは多少あって一九五

5

茜シ

う︒

ン系でもスペイン入はスペイン人

と︑なかなか酒発に慣問されて︑

民戦課時代からフランス礎いであ

等

ビ

い︑その成果を工業罪と協力して
拡大し︑原子力発屯の分野では企

画︑踊画の貢πをもつ︒工饗界
は︑その罰画に従って二黒の運宮
にたずさわる︒これがフンタの性

あって話してくれたM氏も︑そん

ン欄もいろいろと日本の事柄卒轡
作るというわけだ︒ただし︑発展
あ︑またですか﹂ですんでしま に︑工業化への橋渡しの甜織で︑
ねるのには困︐た︒例・．んば︑隙子
う︒それでも︑n本の原子力の組 差分が瞬賭せず︑同し政鰐の監償 下のピレネ；沿い︵現在︑この村
力発電の譜画を担当しているR氏 織や現況を黒板を使︶て説明する 下にある罰肩霞力のイニ︵IN 域は工業化に醐かいつつある︶で

く

くト

帥にとって懸盤がいいかもしれ
んが︑生徒の難燃を仰はす点で
劣るのじめないか︑もっと個人
という︒

しない︒だから︑フランスが費いも

るし︑むしろドイツと近い気持も

き

瓦

1…21〜10

0…21〜10，

0！11〜10，
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言舌

スペインというと闘牛とフラ〆ンコの国︑情執の国と
いうイメージがあるか︑モの事面︑膳棚化の論はあまりに

ち慈㍍られているようた︒これにはフラノコ鞍軍による

独歳政治の影讐やピレネー山脈で灘iロ︑パの中心部か
ら断ち切るれている地理的．和哲もあるし︑スペぐン入閣

臼の傑隠約︑俵統的な4活態度からの印望もあるだ．りう
しかし︑だからといってスペインに近氏化の面かないと
憩うのは甲謂てある︒噴実︑現血のスヘインは︑樹当の

臼の一瓦ゐ八年と一⁝回瞬入

広縫四にわんり︑瓢しい田つ．︑Oに努力している︒たと
えは︑私の最初のスペイン旅
一⁝れの間に︑マドリートのアパート群が出現したような
目に︸？んる変化かあったし︑六四彗の旅行では︑スペイ
ン臼国懸の製品が絢にあふれてきた現蟄︑つ一ながめ感慨癌
蹟であった︒

一号炉の建設開始
発電計画の責任は国がもつ

OOく＝＝ひOOく＝＝⊃OO口OO（＝＝＝）OOOOOく諏）COOOOOOOOOO口OO儒＝）OOCづO

I︶が運営することになるだろ も大二黒の電力をすへては必礎と

は﹁策海村の原子力発電所の運紙

立場は逆になってし豪つたよ．つ

しているのはどこの発雌所です

状況はどうですか﹂﹁次に建設

カンス地でもあるG
そこてボ瓢醸を走らせて延々
か獄と京じめに聞かれた︒ちヵん

臨界実験に成功した

は

JRRi4の建設室畏
こ

㌧

私短

た︑た︒

ユニベルシヤードに迷い込み︑道

三千♂の旅に鐵発した︒その際に

唱

帽

をたずねようとして立審つたのが

叢

〆

木場規矩雄
園つた︒

炉の建設や運紙には

称

多種多様誉賎能がいるが︑トビ

夢

贈鐙悔誌鴨
炉
軽

へ ︾難

蜑L

・翼難

︑氏

さぎ

やかに並んでいる一のはずれに

罫陣趨り躍一原子炉がにぎ

肇故で峨面傷が出たのには一番
JRR−4は︑原研東海の通

ガ㌶玩 春．

播

み匿界の原子炉褒を手にして予定 力発電の事情はさっと次のような
運転開始の時期も凋へているの一状況であった︒

スペインには立派な源子力研究一い慶陵から抜け出すには絶好なバ

所があるゆちぢうん︑フランコ政

欝には原子力婁員盆︵論問 委 員

の監組下にフノタ・ド・エずルシ

会︶も設置されているが︑工業搬

0Φ①幕謎類鐸砦δ母︶と

ー・ヌークーー工ール ︵匂q賢げ9

融

いう政府直属の特獄機関 が あ っ
て︑これか実瞭の研究開 発 ︑ 企
闘︑詞鶴その他の機能孫発揮して

ンの製錬L編なと痒持ちながら︑

いろ︒このフンタ眞研尭所やウラ

ζ

熟通の形態L㌦違うのは全くの丁黙
弊中心の組紐であハり象た協同讃へ口

朔要素胤ちっていることである．
ある︒

ここの建設糸絹申してきた木
鳩さんは四十ヒ武︑実におとな

ろえてぼう︒臨弊突験申は徹夜

しい︑いい人たと所臓は口桑そ

搬辮

聴には委Uられないことたから を曽翻しなくては

格であり︑かつ臥餌の二業省の改
策である︒

ざっとこうした内冠を話してく
れた︒実のとこる︑即けフ巧ン凶
で鋤いていたのて︑現思懸寮申の

▽前田婁風︵欝士電機︶提携先

とは好ましくない︒

米團インペリアル社と技騰

フン㌘のフ四・ン・ビゴン︵ 郎Φ

昌≦σ貸O導研艶麟はマドリノド

の郊外のユニヘルシμードと呼ば

⁝嚇したのてはフンタの里心瞬

れる一大か大学村の隊りにある︒

で見Mっていた︒
筆十一矩の鷺に腺研建設部へ

いほどである︒しかし︑茨向きに

自動

はいってか39JRR⁝2︑何3
との
か穴壱輝めなくてはいけな

趣峡は躍動弔イジリ︒

はこの隣りの大学とは全く無関係

︒

︵1︶

家庭は信子夫人と一男二女︒

で作ってみない

金があれはGTカよ．︑も目分

ほどの打ちこみカ︒

がわかかる

県を通して世の中の移り変わり

自由でい

とほめながら︑

い所でナよ︑勉強したい人は勉

住みなれた翻研を

14建設富長と︑もっぱら炉の 分析︽一という鳶猛た︒
本槍Q．大きなものを作
ってみたいし︑作っていると隼

建設

建設写設備係長をへて︑JRR い それには︑まず厳格な職猫

は大学の建物の 耶と運．えてもよ

oo。。oooご。。o。。篇）。oo。ooo。oooζ⊃ooooooo。⊂＝＞o。

でアカデ︑・︑⁝のサークルとは節接

きて︑仏かこのフンタを訪幽し

の交流がない︒

たのは燈くの偶然である︒私は熟

強てきるし

と聞期にいた人だった︒
スペでン︑フランスの協力による
．ピレネー勲賄費︑の原ず力発電訓 フンタの敷地は︑蒼海の練研よ

て政府嵐資の無体建造費ゴレ八懲

円に対する採算の問題だとんえ

TOKYO

佐
＼

電

資生堂

蛎

ファン。ビゴン原子力研究所

1川U111111日II川llll旧川目匹旧ll川111111旧旧111川1川「川11旧1川口旧11111日11

という︒

認

嵯憲

㌔マ

P

〃

をとるのぶ醸じない

昌鳳琶

ル

渉
｝

ρ

圃

JRR14では︑プールの現鍋 私はどっちかといえは現実宥 東大機械丁学科繁︒
理﹀く建つ︒し︷︑γ輔 起暇Cしkう3rし﹃う︒ノ罫
貞

みきった跨鰭︑明るい白壁の軍︑
荒猟とした醐線といった騰欧の風

鱒つ円

『

、

鱗齢
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昭薫040年2爾5∈∋

一第312号一
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昭矛属40年2月15臼

竃部7円（遡斗不要）
野鴨将

τ等分前金2◎O円

原子力委の使命究明
衆議院科学技術擬翼対策特別委員会︵委員長岡斑一氏︶は︑さ
化するためにも立派な代理者を罎

任の点については︑資任態勢を強

叢 新委員の入選で強化
る二月三日愛知科学技術庁長官の所偏表明後︑艦載四十無点科学
きたいと思っているしと答えた︒
ついで福井勇︵無謬︶三木欝夫

技術庁予算案の説明を高いたが︑十日の第四回委員会では原子力

関係の質疑応答があり︑岡委員長から鷲別委員会異例の洋陶長質
︵社会︶の両氏が︑原子力第一船
の指名競争入札を三月一口に闘え

問が行なわれた︒岡委員長はこの中で原子力委員会は本来の便命
にたちかえり︑国家的兇地から原子力政策を企画し︑指導して行
造船書字が応札に難芭を示してい
る点について製知長富の説明を求

くへきではないかと質し︑ついで翠霞勇︵自民︶三木碍夫︵社会︶

二一︶

原子力藤

て政府出血の舶体磁造費三卜八販

とは好豪しくない︒

ないことが報道されたのは明らか

うなことは密議してお・52ず全く

いるQ部余としてはまだこのよ

▽桜内通産相談

癬禁構造審譲

いて次のように語った︒

後の記簡会見で︑再編成闘題につ

また桜内遜魔梱は︑五日の閥議

誤報であることを明話する︒

に誤報た︒この郡会に関しては事

の器機のジーメンス雛や英のGE 醜レクチュアは不要たと思うが︑

▽筋田婁凪︵慰士電機︶提携先

慧することも一方法だQ

必袈なら新聞発蓑用に印麟物を用

推に対する裸算の悶題たと呂え
る︒しかし︑原子力平血利用第一

きており︑取消しは容易でない︒

協識の結果︑松機委員の提案に

C社なとから︑心潔して闘含ゼが

より︑部会終了後︑都会畏が誤報

の方々には大いに勉強してもらい

▽平塚委凪︵住友原子刀︶翼偽

舩の開発という点か6︑造麟会社

を確かめるより信じ込んでしまわ

すへき閻題点について各委貫

会原子力塵業部会で︑今後審議

んらかのあっせんに解りたした

取消しで新聞発表を行なうことに

たい︒必要ならは嶺庁としてもな

なり︑次の部会長鹸が発表され

それは資料を渡し︑審議される内

≧︑

世間が偏向されないようにしてお

た謬論が出たら変なことになる︒

があり︑この部会で︑それと異っ

一邸に乗郵を三グループに再編

題は全く器誠されなかったのに

源子刀藤蒸グループの再編成問

▼堀越部会畏談的圓の部会で

るが︑この点については磁涯省

ループの集約化という意見があ

るQその中には原子力麗兼万グ

各委員の廠見張内容とする資料を

▽瀬藤婁鼠︵日長原子刀事業︶

ら照会があったりして迷辞して

増資に離害を起こしたり外国か

整理を伝えられたニグルーブは

成すると伝えられた︒このため

尊慣して考えるこことしたい︒

い︑その讐申を受けた後それを

問題と旧せてこの部会で審譲願

ていない︒通顧雀としては他の

▽園中口風︵朝日新雪︶審講し

のとおりである︒

準加盟を決定隔駈軽
政府は二月十二田の閣識で︑O

ECD︵経済協力瀦発機構︶に対 ①共同褒業討ユーロケミソク

画︵薩温かス冷却炉圏発︶

︵沸騰璽水炉閣発︶ドラゴン刮

し︑その下部機構であるENEA︵燃料再処理︶ハルデン計画
︵欧州原子力機関︶に準加盟の巾

し入れをすることを決定した︒H

所と原子力研究所の研究員にな

號︒その後ノルウェーで防衛研究

昨年事務局長になった︒

り︑一九五八年ENEAに入って

来日後は︑外務省経済局長︑原

子力委員会などと懇談するほか︑

ングライブラリー︑核データ編

を︑東京でRI研修所︑東芝工揚

茨城県東海村で原研︑顕燃︑原羅

ノパの†八力国で構成されている

蔽したのち原罪と懇談︑三日三菱

のように原二士華僑の講評・ぞ講

浮嚢藤本光学を晃学︑午後は別項

を訪閾する︒帰窟後は︑三月二臼

ス︑ドイツ︑イタリアなどヨーロ

③その他

を兇学したのち駁大原子炉実験所
が︑わが国がとくに蟻捌盟を希望

公共保健︑周辺放財
したのは︑科学プロジェクトに夢

制に関する活動

能︑放射性物質輸送閻題讐の珊

サ事務局長が来欝

省のカルテリーリ次官の訪日は都

後薄日の予定︒なお西独科学研究

ENEA寧務局長E・サエラ冤ン
工横浜造船所を見学して四饒午
ド氏は原子力婆貫会に招かれて二
月十九日来日する︒浅は一九一五

大学卒業後仏酒毒の給蟹生として

館生れのノルウ凱i人︒オスロー 合で中翫になった︒

！

！

〆ヌ

髄二

二n月十

十六日午

二十三

地震小総員会

回国際協力叢艮会

時煽配︑厭子

炉心設議グ

二十■U午後一時

原子動力研究会

半原歴

会合同轍町会

熱発計画委鼠会・発躍推進委鼠

u午後一時原就

第㎜

二十二目午後二時原肱

安全特別研覧会

後一時半中耶電力ボー乃

名古麗の特溺講演会

第六九回理購貧
本工桀クラブ

十八口正午臼

八B午前十︸隠日本工漉クラブ

第一山ハニ圃﹇旧任埋事物誠

一八一−

ある︒このためアメリカ︑カナダ

ノ！〆さ！ノ！

羅凱蹟醜総総㍑絃﹄

E灘鞭辮褄謙遜

轟

一§§

なおEN猛Aの活動状況はつぎパリ︒カレノジで化学を研究した

も準加盟国として滲撫している︒

経蟄を分担するたけでよいからで

ジェクトに参撫するさいその関係

病はなく︑たた共同事業やプロ

異はないのに︑経庸予算射乳の溢

語のさいは普遡加盟國と何等差

集センター︑食品照射共周研究

NEAは現在︑イギリス︑フラン ②科学協力瓢画業機プログラミ

のち︑比翼レンジで核化学を研

事蔚に流すのはよくない︒

く必襲がある︒

はどう考えるへきか方針はきめ

から意見を提出してもらってい

▽関委鏑︵三嚢原子力︶世間の

識量央氏︵村会︶は隙子

容︑闘題煎などを解説するものだ

た︒なお次回は二月十八臼闇会︒

れるおそれがあり影響が大きい︒

京た一

は︑薪一己省の求めに応じて﹁事

が︑新聞認事にする覇含の取扱い

前レクチュア﹂を行なっている︒

部会に関する一部新聞認購が︑審畿の実際とははなはだしく相異

は慎霊に行なうように頼んでい

多ノ〆〆〆

入があの謹荻信じてし濠うおそれ

い﹂と答えた︒

の那故の揚禽の煮任の所在につい

力第一船の安全性と黒子炉の万一

て質したが︑璽知長霧は掠．＋炉の

安全轍の費任が圃にあることを認
め︑さらに﹁航行上の対人附な蜜
全を俺保するため︑特別な立法措
置が必要たと誘え︑その酪備を進

なお兼重︑石川︑西村三原子力

めているしと述へた︒

了となる︒

めた︒闘長官は﹁造船七裡が応札 婁員はきたる二月二十二臼任期識
に難色を示しているのは︑率とし

は通産相の談闘に慰ずるため︑昨年八月ご十五日以来

通艦省酒肉構造審議会の原子力薩業部会︵部会長堀三差

業界再編問題で部会長談話

事実誤報を確認蘇静黙

選を認めている︒また︑委員長薙

ては︑今︑各方面から一体的に人

両氏から原子力第一船の娯造発注悶題に関する質聞があった︒

岡委員長はまず﹁原子力袋貝会
は︑内閣に直属する権威ある機関

いるはずであるが︑実情をみる

として十分野権限と鍛任を持って

と︑科学技術庁の一局に付属する
ような運営を行なっている︒原子
力袋輿会は本来の使命にたちかえ
り︑国家的兇地から際子力政策を
企画し︑指導していくべきではな
いか﹂と質間したのに対し︑嚢知
長官は﹁原子力愛員には近く任期

して掘載され︑原子力肱業界にかなり大きな衝撃を与えた︒この

業のあり方

の茜後策な

る︒原子力脆業グループの閥題

について審識を露ねてきたが︑一月二十田の第五回

ため二月瑚日繁憩臨晴部会を開き︑この

は︑部会で慎通魯議するというこ

部会の国選讐申に豪つということ

ノ

行く人・来る人

ループや七U午後

炉安全グループ十九獲麟後一鯖蟹

騙︑剖袋蘭御グループニ十一二日午

十四日午後一時原鳳︑魯処琿廃粟

後一時除産︑コスト・グルーブニ

物処理グループニ十五H午後一時
瞭産︑動力炉剛允クループニ十六
田午後一時腺醒
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の切れる入もいるので噺委員の人

らびに今後の運営について酎識した績果︑別掲郡会長談話を発表

とを諾してあるし︑通産省として

誤報極星

するとともに︑今後新聞発表のやり方についてはとくに憤距を期

ら﹁この部会で審議しなかったこ
とが蕃識したように斬闘に出たこ

は一切二見を決めておらず︑この

することになった︒

二月四日の臨爵部会は︑東京丸
の内の日本開発銀行会議叢で︑午

も明確に詔してあるQ今後は一そ

〆さ

セミナーはホテル爽海クラブで

中二乗などの海外市場を視蟹する

岩下又雄氏︵集二日罠︶インド
の﹁わが圏の原子力開発の現状と

の予定︒

ため二月穴日出発︑ぎ月一n帰国

P・スペッカー氏︵ベルギーの

員の﹁原子動力利用の経済的意

モル隙子力研究所員︶再建卿技術

擁子力開発の現状と鐸来d画﹂の 指輪のため原研の招へいで来日中

蔑﹂と題する講演があり︑第五回

がれ︑二月五︑六両田の第四圓は

のところ二月二十⁝聞帰国する︒
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原子力機器
放射線機器

遮にあたっては企圃力︑指導力で

より強力な委鍛会になるようにし

力物理学部門の人を加えたらどう

たい﹂と答弁︒﹁新愛員には原子

か︒濠た︑現葎は線子力委員長は

閥僚が兼任しているが︑匿来は兼

伍でなく︑磐員長代琿を置き︑購

てもらいたい﹂と質問したのに

務ベースを越えた企画︑指導をし

う慎重に取扱う︒

〆〆ノ

鳳

将来引画﹂と渡辺朝日新聞論説委

開催︑第四回では駒形除子力委貫

〆ノ

一薯ーー§§
とははなはだ謹ずかった︒部会長

引続いて各委賃からつぎの発謡
があった︒

▽松根部会畏代理︵原涯副会

ノ

董
演題で講演した︒

魁なと束髪村の原子力施設を冠学

蜘

としての職に止まることができな
いと履う位で︑全く釈明の余地も

長︶予め資脳が外部に流れると

ない︒事務局にも十分荘塗した
が︑本日はこの対鑑を中心に陥懲

﹁膚由な審畿﹂を立前とする部会

〆さ

の運営に支庫を来たす︒議題程度

ノ

り︑問題の発端になった新闘認者

あった︒ついで乙竹企業局次長よ

なくご棚談致したい﹂との目窪が

ノ

ならよいが︑各署舞の舐見遊内容

！〆ノ

への説明のやり方について釈明︑

ミ

とするような資料を外部に幽すご
！

二二省では従来から︑大事なもの
多

東海見学とセミナーの会

▲

後二時開会︒豪ず堀越部会長か

細憲−

拶死

二月は事業本部が引継いで実施
原産の﹁東海村における原子力は三十一名参加して実施された︒

」

一塾百のB程で原研︑原付︑原 には村田原子力局摂が﹁わが国の

セミナーと猛学の会﹂は︑ことしこれは各社の黙諾者屑を白蝋に︑

．

十五猛︑十二︑上二両日の第五回し︑セミナーを開いているもの︒

からサービス事業本蔀の手に引継

醐

対し︑憂知是霞は﹁紙愛員につい

繋．欝

羅

罪燃東海製錬所で係鼠の二二をきく見学会

振替東京5895番
電藷（59D612」〜5
東京都潅区芝EB村臨iの1（榮電旧舘3階）

本原子力産業会議
日
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聞

業
産

力
子

原

れば駆け足になりが

ている関係でともづ

程度のペースが必要か︑必装なマ

が︑各国の開発状泓からみてどの

誉﹂とにほとんど反灘融見はない
についての反省︑といった点によ

に与えられたその轍限とその行使

予力鐙員愈が開炉慣
賑換炉の聞発を軍面するかどうか

ン・パワーがあ為か︵これは改鎚

心の継〇参りをみれは︑従来のペ

るへき機会だと思うし︑各界の関

今はそこ求で闘題卒ろきつめてみ

で︑問題は及ぶかもしれないが︑

ち癒ことであるり原

切って︑審離をリードしょうとす

ースの上をただなしくずし的に箭
進ずるだけには︑終らせたくない

にも関燦がある︶︑國際協力の内

電な尉識を塾することであり︑ど
気がするのである︒

容と力式をとうするかなどは︑憤

調ち出すためには︑相轟囲い切っ
んなやりゐ愚するにしても︑これ

る慧欲は鱒戯したいが︑そのさい

た︑従果の常識をこえた施膿の色
までの予騨常識を毒筆にしては︑

各婁員の納得開題て開発の力岡呂

づけが必慢になると思われ︑その
型鳳遂行できない闘題であろう︒

大切であるが︑それはそれとして

四i一年度予算要求はもちろん

点で四十一緬度の予算賞求という

立派な実を糖ばセてほしいもので

も︑その開発俸制やそのさいの圃

のことからたとえは︑原子刀開発

が明らかにされることであるQそ

ような鎌岡酌態勢漏壷饗とするか

はねかっている︒

勢が樹∬されることを︑われわ3窯

ルで集約され︑翼に名界皿致の態

わき趨っている論癩が︑筒いレベ

︵議公承認︶︸

328，134

549，652

296，745

また︑制鯉熱核触合研究は︑二

処理の顧客とな︑ゆわけであるが︑

としては︑⑳トイツとオーストラ

このほかに得慧先になりそうな国

核爆施の平和利用は︑第ニパナ

完成間近なユーロケミソ

みである︒

AEA︑指先につ
ける線量計を開発

の

た︒フィルム線解題による指兜で

特別に作るれたポリ溶化ビニルの

サノチ晶ソト︵指の形冷した袋の

る︒放射課にさらした後︑フノ化

ようなもの﹀に入れ︑摺先につけ

リチ肖ムをサノチェノトから取署

この粉が被曝に澄して免幽する．

し︑ある条件のもとで熱すると︑

艮の解雇は︑その響既

を増してい

価室員に対し︑靴たな仕琳を見つ

バイド礼は︑解雇されるすへての

運転契約占であるユニオン・カー

しかし︑AECとY−12工場の

る︒

つけるにはm当養％すると暫われ

業写る従業員は︑止しい焦箏を見

けというのが実状であるか6︑久

るのはオークリノジ圖立研究断た

のつち︑短期的に職

オ⁝クリノシにある裂きな施設

縮小によるものであ・49︒

耀墨．﹂︑気

の大部分は核兵器川二戸ウランの

この工場で7一なわれている仕饗

れる︒

刀︑二月中に耐量⁝．白人が解雇さ

今年中に解雇論qると発表した︒一

場の田無臓ム千衝人のうち千人を

ークリノシのY−12電磁式濃鞭工

沫㎏チ力委員会︵人EC＞はオ

米ウラン濃縮工場
の操短で人員整理

きる︒

放射裸線を扱う人たちにも応用で

また︑この技術は︑病院などで

も使うように二醒している︒

り︑AE五ではさらに他の施設で

測疋力式を現乱実際に使ってお

同施設の裂果貝は︑この新しい

る︒

その後影ぴ使用するがことでき

ここで使ったフノ化リチウムは

とがてきる︒

での敵新線継を明り・︒うに郷るこ

イギリス赫†力公拙︵AEA︶ 光の強さは止磁に調疋でき︑指先
のウインフリスにある倣．＋力施設

において︑放射性物質を取扱う人
の擶先の放甲線鍍曝線愚を測定す
る珊捜酌炉開捲された︒

この藁箒は︑放射線によるフソ
化リチウムのサーモ・ルミ不ノセ

ある作毛員に尊しこの捜術を応

ント効果を利用したものである︒

フィルム・ハノジ

用したところ今まで硬われていた
たとえは

ようなフrルム線畿剖による腕や
胸の破雪線蹴測定よりも義甲に測

険

ユーロケミノクの貯蔵設備はす

再処理する契約を精んでいるQ

の測定は︑今豪で園難であった

用すればその困難が兜服される︑

が︑このフノ化リチウム粉宋を弼
定で︑材料試験炉用燃料の再処理

でに発製しており︑最初の懸濃縮

輸送の際に贋いられるフランス製

を得ているQ

フノ化リチウム粉禾一晶⊃デ響を

と岡じ条件が満たされるなら容器

出状況は藤たよくわかっていない

出ると思われる核分裂龍成物の放

ソ連のクルチヤトフ原子力研究

間連続運転を記録

けるのを手伝うと胸束している︒

内の圧力上昇を押える熱交換法も

ので︑空気浄化系の効率は低めに

所にあるロマシカ︵ひな菊︶と呼

がわかったわけでもなく︑圧力抑

うな連続的性質のものであること

てし遡った際︑炉心の接触を防げ

が︑かりに一次冷却桝が喪失し

全描罎だとすることはできない

ムだけを原子力発繊所の工学的安

ものである．

圓ジュネーブ会議で選集をまいた

昨年八月十四日臨本に悔し︑二三

︵竃気遅力千万藤罵︶がこのほど

はれている原子力磁接発電滅躍

制方式の技術投認も開発段階にあ

ば大衆が阪曝する危険は大蝦に減

便︐て取り︑

日当り○・Q四馨

郷得にはウラン・カーバイドを

この妓醸の鍵盤になる母子炉は

連続運転．ご千時麗に劃達した︒

た封じ込め方式は︑居住地域にお

磁に姫心核分裂焦成熱除去方式を

少する︒したがって工学的安全拙
頼性があるといえない︒

ける蜜墨描躍として一般に十分幟

る現状では︑趣続放出を土台にし

︵7︶炉心散水と汝全注水システ

を検討して算出できよう︒

ロマシカ︑三千時
工学的安全措躍としてかなってい

てがまず蓄穫エネルギーの放出︑

︵5︶原子炉で生ずる那故のすへ かし欝頼できる下限は倒々の闇討

る︒

考えておかなけれはならない︒し

AECとしては︑フランスが再は︑

九六七球後半に始虫る児込

キャスクはAECよりすでに承認燃料再処理は︑今月申に始まる予

定的効果が大きいことがわかっ

研究炉およびEL−3蘭科試験炉

ユーロケミノクとEL11︑2各

フランスは︑すでに昨駕十二月

る︒

ク再処理工場煙利朋すゆ禽画であ

料は

るHFRの各戯験炉の便罵ずみ燃

R12とオランダのペノテンにあ

なお︑ベルギーのモルにあるB

ある︒

は︑スゥェ⁝テンとカナ4だけで

Cと再処理協定を繕んでいるの

リアがある︒今よでのところAE

千轡二忌五十万♂である︒

40，475

動力炉開発懇談会
に望む

望⁝摩力震あ勢編
川免惣談会︑および瀬κ省の

展⁝￥力理経6一轟が進
むにつれて︑今後の動力炉開発方

釧をめぐる論識が非窟な緊まりを

見殼ている︒開発響談会の方は︑

四十一無度予算要激との関係で︑

ある︒このさい︑傭らかの方法で

﹁鋤力炉開発の基塞方針偏には︑

したい一のは︑こういう灘さによ

二つの作字を区零して進めること

われわれが懇散金の綿業に期待

で洋瓦が究明されることである︒

がよいのではあるよいか︒此ぞ力

が撫でくるのではある激いか︒

改斑轍換蝉ないし鵬窃盗獺炉の開

闘標と︑う荻くかみ命わない饗集

たとえは︑審継課蹴のなかで︑

発が︑わが国にとってどれくらい

四月荻でには一応の二重を得たい

ば︑おそらく今俵十年あるいはそ

らないかは︑もっとも慧兜の多い

改良癒換蝉の研究闘発をやるかや

としており︑ここで方針が決まれ

の軌道が敷かれることになろうか

れ以上の期間にわたる原子力開発

の役劉については︑従寒になかっ

を濁の璽点施撮に鋸めさせること

の購みをもち︑その遂hにはどの 婁貫会の好リートによって︑折角

当然であるし︑またあく康で慎重

た考え力を必要とするたろう︒ま

問題であるし︑これをや．鱒にして

に︑尽くすへき審議を尽くすこと

た︑尚還増殖炉については︑これ

ら︑各署の強い関心が簾まるのは

が工まれる︒

の箪要盤︑あるいは原了力婁員会

趣
費
繕

…一一
一12，898

マ運河開発の険阻で晶題となって
いるが︑一千七爾九司万♂が要求
され︑選評ノの爆発︑核爆発によ

ラン兀素製造のための三十礎診火

︵別表は稜省予鋒を含む︶

鎚爆発実験が議幽されている︒

米AECと研究炉燃料で

仏︑再処理で交渉

する予録が票求されたQ

タンフ†ードの線画加速鹸圏に対

ソクヘブンのシンクロトロン︑ス

MlTの電子線型加速滅鰍︑ブルる放射㍑閉じ込め試験および超ウ

ルゴンヌのバブル・チュンバー︑

点が翻かれている︒すなわち︑ア

くに高エネルギー物理の研究に璽

＝三≡顧冒≡＝塁二≡≡⁝軒二≡＝≡＝＝≡■冒一三・三二≡≡三一需三三≡三≡三

を国のプ訟シェクトとして推進す
⁝圏齢≡≡層≡≡＝＝一≡≡≡簡三≡≡一＝三＝＝柵

その煮で心配なのは︑懇談会の

⁝⁝三≡≡≡一曹≡＝曇≡一≡

審鍛が︑四月という臼限を切られ

将来炉型開発に重点
基礎研究部門が大幅増額
ジョンソン大統領は︑一月二十五田︑一九六六会議三度︵一九六五無七月一日一一九六六年六月

欝や田︶予算教搬と予騨案愚講会に提幽した︒それによると原子力委員会︵AEC︶予騨総頷は二
十四億八千力納︵運営費二↓二偲三千万談︑設備費二億五千万談︶で︑前六度に比へて︑一十四千︸篇

、｛｛
禽

この難壁からA錫Cのサハンナリ からの天然ならびに低灘縮燃料を

炉からの醐濃縮便川ずみ燃肩が︑

び試験炉の使困ずみ燃料をアメリ

フランスは︑自国の研究炉およ

カの再処理旛設で再処理してもら

機会と挑戦

偉大な社会i機会と犠

戦

うため︑米原子刀委員会︵AE なる︒総理は三千〜脇千♂箏で︑

の予騨であると述へたが︑原子力は︑シーボーク鳳子力婁貫長の雷粟を切りれば

禰宜十力♂の大耀な減少を示した︒シコンソン大統領は︑六六年度予郷は

の予診である︒すなわち改良転換頓と高遼炉およひ撫水脱颯の研究開発が重点政策として打ち出され

リューシン︑トリントの各研究

バー再処理工覇に送られることに

た︒．豪た︑該兵器関係予擁が大蟷に削減され︑茎礎研號部門での尚工不ルギー物理︑制御熱核二会︑ア

物理研究関係には︑総額二億三

炉︑ミネルブ︑ペガーズの各試験

この早し互いが豪と京れは︑メ

千九二刀賭が組み入れられ︑と

源などである︒

C︶と交渉している︒

千二酉万ががあ丁一2れているが︑

イソトープ動力・熱源などの研究および核暴発の平稲利用開発の二二がいちじるしく増額された．

一九八六会餓年農予算で最も注

りに改良転換炉と舳速炉の開発籔

闘されるのは︑二つの改畏娠換回 軽水炉開発蟹は減少し︑そのかわ

が増加している︒

栂水直証計麗はアメリカが新し

トによる圧力上舛を防ぐなとの季

すなわろ︑シ；ド・ブランケノト

くホ腰を入れて開発しようとして

米ACRSが報告書をまとめる を打って︑格納容羅とその外部擾

炉と高混ガス冷却蝉に初めて轟額
の予算が要求されたことである︒

いるものであるが︑一般研究闘発

続部に十分注慧を払えば︑汗力抑

な弁をつけたり︑アフター・ヒー

この二つの籍しい開発議薩に対

に二落八十万がが︑康たこの海水

発電所の工学的安全施設

しては︑シード・ブランケノト炉

脱塩に為望だとみられている極水

制法は一次系の冷却響破裂に使え

に千二酉五十万が︑融濫ガス冷却

工学的安全施設の選びカによって

炉に転覆菰十万︐がが六六隼度予算

所に連立炉を設撮することも可能

訓保欝され︑適嶺な絵水設備と非

原子既発蹴所の蜜全を碓保し︑

数育、訓練、情報

︵3＞建麗散水方式は︑憤敵に設 次に該分裂生成物の放出というよ

る工学的安全描認である︒

するために講じられる工学的安全

になるしと述へている︒

には七颪九十万がが要求ざれた︒

減速臼機物冷却炉︵HWOCR人
︶口中心からの躁離の問題を解決 は︑今まで不断たとされていた諸
施設に関して︑このほどアメリカ

定期的に試験されるならは格納容

富時動力があって︑各都の機能が

予騨要求の皆無または縄小され

に紙み込よれた︒

の原子炉安全論闘委綴会︵ACR 次に圓蝦告轡の概要を紹介す

千二

たものは︑原子刀商船用旅型炉の

S︶は原子力愛職金︵A温C︶のる︒

アイソトープ関係は総額

およびSNAP−8型地上実験膿
計力および熱源として利用するた

開発︑陸蟹用小型原子炉︵MCR︶ 悟八十万がが要求され︑そのうち

︵1︶適切に設謝︑建造︑保守お 器付秘物として価綴がある︒これ
は控えめに見積っても︑容器内の

要請によって報告轡を豪とめた︒

よび頷験された場合︑格納臓器と

めの研究闘発費が昨年度の三酉五

同嬢皆彊では︑﹁原子力発聡所
十力ザから五酉九十万誘に増額要

あるからである︒

圧力を滅少させるに十分な態力が

画で︑いずれも關発延甥紫たは︑

られる︒

圧力群山は宥効な安全槽躍と菖え

甜画が中止になったものである︒

綻
運

に遍切な工学的安全施設をほどこ

置

つ す
を力で

のまま
すくれ
あたそ

夢
≦

象京都中央臥銀座2の3米井ビル電誠（561）5141〜5
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2，273，597

せば︑大衆の保護に必要とされる

鋼

原子力・機械部
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求されん︒その分断の霊な研究課
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3、可燃翌Lをともなうfヒ学、金属コニ掘

2，333，172

ユ2，80◎

よび賢聖｝二
生物お

質
物
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物

炉
学
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子
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題は︑海底撮費齢推進罵蒸気機関

を消盟している︒

鉄鋼

製

工・ア・ブラウン・マクフアレン株式会社

輸入元

カタログ、文献御送りします

しい

2，463，148

9，300
11，000
9，069
80，078
7，254
8，080

アイソトープ平謝丁曙1

︵6︶大雛故が万一趨こった際に含めることは必愛である︒

2、尭卸し易い血凝加＝1二工場

1966会計年度AE：C予算要求額（単位千ル1．）
︵4︶建屋散水方式につけた条件

その禽金箋の消火用として開発された画期的な金属火災用消火楽刑であります

日本

課属火災用粉末消火剤

一2361
（211）
〜し口属

輸出額の最高位
それは鉄鋼です

1、涼子当用燃材、ラジオアイソトープの便用工揚並に笑験室

使用例

Chlorlde）はウラン、プルトニウム滋にマグネシウム、

Eutectユ。

（τernary

TEC

Kerr社製造

John

英国原子力公社開発

穰顯呆険轡欝欝保

額

備
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7，916
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設

8，100
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705，400
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239，00G
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物

1966
1965
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81，500
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494，122
214，000
78，051
15，78G
卜

核兵羅闘係︑特殊核物質の予算

︵2︶一次系の導籍に動作の確実

」

4、飛イ」揚、航盛機工掘、自動庫工三等

〆

肇蓄馨および笛餓型羅織ら す よ う 濠 り ・ 瑳

時

は大蟷に削減された︒

雰躍事用発墨炉関発には総額七

曜
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日来間に意見の相違
国一炉には国産キャスク完成

アメリカへの返還が非常に遅れている︒このため原研では︑ちか

奪四月に取り熾されてから二年以上略︐冷却池に貯蔵された豪まで︑

耀甦れている︒

このため第⁝次炉心の軍期三選が

の寂窟では荻もなく一杯になる︒

JRRi2の第一次炉心使用ずみ燃料二＋五塞は︑昭憩三＋七力は野炉心分︵七十五本︶で︑こ

く腺熱力局に対して漁期に返遷できるよう難処斑協定の促進を嚢

ついで二月五繍ホテル東灘クラ

中原愚

三月四︑五霞

用促進会議を開催

名古屋で放射線利

ブで第〜同素購会を開懸︑胃体的

冷却池に入れる前にシュートで切
なお同社は二月八日︑激騰康海

踏トラノクで運搬されるわけであ

臼原研へ搬入︑二十七Hその紐立

昨年十二月発成︒本年⁝月二十六

断機を使って燃料据一本ぶ一〜二つに

蘭慰所の使朋ずみ燃料弟原研のホ

冷節水中でキャスクに納入︑十五

とテストが行なわれた︒この使附

切る︒冷却池では面二十旧㈱貯戴
ノトラボ豪で運搬する輸送用キャ

四月ごろから出てぐるが︑竪銀の

ずみ燃料輸送用キャスクと燃料搬

︑ステ

間に二貰七や本︵一炉心分︶で︑

閏装齪は︑わが圃で初めて完威し
され︑ケース︵彫さ二︑
スクニ基の製作も受注した︒

な設立雛備に入った︒

たものである︒

ンレス鋼製︶に燃料建ご本分︵九

口本葺子力虻灘公議と中那猷子
力蟹二会が共催して︑ぞ刀四︑五

商工食議所で﹁放笑子芋用促進会

両日︑名出麗市中区大池覇名出屋

議﹂を開く︒中W⁝荘子力懇談会は

鑑源開発調難犠議会︵会艮仏藤

火力㍉ヂ四白力KW︑原子力萄鵡

とくに線聴力免魁については︑

その実用開発殖備体制を整耀し︑

子炉に関する研究開発依制につい

本洛的開発体制の幻妻と次氏の原

③d画期鷹中の所愛資塗は︑総

ても考慮ヅる︒

一﹀八ーー1一

額胸．兆ごイ鱒円が尾込虫れる︒

なコンポー不ント︽というの

いを進めているそうたW最近

で︑系列閃傾とは別鯛に引き命

のr紙かとどき︑中止になった

腺艦︽はしめ各往には︑G15祉

﹁PWRでも同し鞘論が黒たた

ポデガ・へで免別記について︑

ろう﹂という︑派㎏．ψ馬印員会

スコ目鉋一の写しを岡摂して︑

プライス現嗣部疑のr紙︵エバ

いるW鱈批馬のウエスチングハ

きめのこ潔かいとこ．つを兄ゼて

ゲル⁝プへ働きかけたとい？つ

ウス礼もQけてはならじと︑他

わきたが▽この商戦のけわしさ

を︑炉の国曜化といろ向喰から

啄

原研と穴隙で︑それぞれ緊鰹な圃

射線利用技術輕門分科会︵盆査鹿

魑︵昭狛黒十九年越−四や宥無展

自旧︶は二月五目︑薪火力工期副

約ご千穏二十二偬h

十七労KW︶の允屯設儲の冗成を

燃料の低濃縮ウランは巌面供給に

備を獺郷とすへきである︒軽水炉

不安はないが︑け来の燃料供絵は

って国内産業への疲助膚行なうへ
きである︒家た地麗︑羽隠︑人目

性研究の推鮭︑廃堤物処理のため

綱密なとの口みの無作から︑汝全

の大規模海洋調査・Q行．漸う必要が
ある︒

約五千偲円程度の政府投資をすへ

うか．

翻刻た6︑とういうことになろ

②研究開発には︑今後十無間に

礎慰爾研究を分け︑崩葺に新しく

糞であり︑開発プロジェクトと塁

事業内容

鋤力炉開発機構を設立し︑後置は

なお︑本瀞が原子力関係国内メ

際協力のもとで産めるへきだ︒

の国産化︑輸出︑外国メ！刀iと

ーカーの問題︑たとえば炉・燃料

競争なとにふれていない点で︑

いわれる︒

麗業界の一部に不満の声があると

新電力長期

の瞭．＋力酋及と錐選に努力してき

取名工試所員︶を設け︑申蔀地方

躍原二流調整審議会

計画を決定

い面があるので︑見学暫の案内

が︑財団法王では実務に適しな

これ家で事巣濟動の一環として放

東海地区原子力旛殴昆学者の見

の七日間︶を決めた︒

学効果を窩めるため︑臼本原子加

準備委員会を設け具体化へ

東海見学怨構想決

る︒

キセスクは窺量十︸ゾ︑斑さ二
個︶が誌められる︒このケースは

積は内径ニや鞍鼻斑さ一凝︑鉛し

・五鮮︑外径一⊥二朗で︑取納容

ゃへい瞑さ二＋葦登︒材蟹は鉛と
ステンレス鋼で出来ている︒キャ

が円簡に巻

スクの外套には保護板としてステ
ンレス鋼︑陣さ十二︑

燃料搬家運罎は鵬さ七十弓︑鉛

かれている︒

でしゃへいされており︑取りはず

里する予定である︒一力︑JRR13の饒胴ずみ燃料を廃棄物処 なお二次炉心分便用すみ燃料輸
しが可能で︑ギ瀞︑スクの上に躍か

たが︑こんどの会議はこの分科会

業が三韮︵一個十三ナ︑燃料榛八

に薩接関係する面は︑剛に株式

新副画によれは︑四十五年腱の

撚業会講が世講鍵になり︑関係機

よい︒

会社をつくって担齎させる方が

霊力勝要は麹ギ七岱ゐ十二鯨K

関ならひに地元機関の閥で見掌摺

の企業や機関の放射線開発に役だ

導機関の設立副圃が進められてい

繭工会議所で放射線社運機器展那

約七十⁝億KW11︶で充足する︒

①亀力俄給は︑．千二鰹KWH
貼団法人東海原子力毘学センタ

業︑紡津製作隣︑菓豊放射線︑日

会を併催するが︑これには神戸工

豪たこの期賜中は︑同じ名指屋

を中心にして開き︑広く中期地方

麗簗物裁繋馬の階蕪施設にある

れる︒

①毘学界設の構想を進めるため

ということになり︑

さ二・六層でステンレス鋼製︒中

！︵仮称︶と除子カサーどス斑

H︑原子力

ことしはさらに東海発孫譲が冗成

墨株式会社︵周︶必設立する︒

jWへ水力五肖へ十四73KW︑

②設備直鎖は︑約潔rh二十一

する︒

雇築謙画会議︵委鍛畏は躍中研

†日﹁隙子力発電政策の取立を肇

が国でも興野の総禽核燃料供給会

米の民為化と時期を含わせて︑わ

社によることが望ましい︒燃科貫

霊する﹂と題する文欝を︑国会︑

高塚はまず︑海外における原子

貸︑勲の買﹂げも日本での民為移

政府その他関係機関に配布した︒

行を配慮して刈処すへきた︒談

原子力発電政策樹立に際しては

次のように要望している︒

︵水力約へ鈴︑十七億KW11︑火力

するので︑いっそう増加が予想さ

立製作所︑

はパイピングになっておりファン

WHと懸疋し︑これに対して

る︒東海地鼠の鳳子加施設犯学者

送用のキャスクは︑薫婆原子力工

施設へ輸送するキャスク︵容器︶と

てようとしているものである︒

は薙間二十万人癒こえているが︑

糠蝦︵グレープヤ⁝ド︶へ輸送するキ︑スク︵木N鉛鉄化学機械

いる︒

本入れ︶を製作することになって

廃棄物処理場
使用ずみ燃料ケースの貯戯蟹は深

一月二十六日原研へ納入︑二十・七目組

殊式会村製作︶が完成し︑

使用可み燃料十一一本も貯蔵されて

に第二次炉心分︵九〇％濃縮︶の

Ω6％譲緬︶のニや五本のはか

立てが行なわれた︒これは国就で初めてのものである︒

腐しょくをきたす
第一次炉心燃料

に貯蔵管90本

れている︒しかるに家だ︑これら

②確備婁員金を設け︑科学技術

業等から︑放射線剛測関係機潴︑

による強制衛環で置型材の腐し︑砕

くをさけるため常に蛇燥させる︒

肥学者のための休憩駈や洗面所さ

庁を除く九機関から満員と聯購

の濫及啓蒙を広く行なうために来

行なう9

放鮎寄応用関係機器その他を出品

篇菱商甥︑押清塩機工

この欝裁管は九〇カ所へ︷炉心分

えないありさ麗なので︑関係省か

年展には研究会︑談響会などの各

・エレクトリノク程は︑より懲懲

櫛難難

理箏長松永安左一門氏︶は︑二月

難鰍原子力発電政策を要望

五千億円の投入を

ことを黒総一致で決定した︒

が参加して設立継備桑泡める⑪

螺料︑幽七十本︶あるQ

城原子力閲発毛識会︑搬灘原子

燃︑無電︑燈通研︑東灘村︑茨

茨城県︑科学技術庁︑原研︑原

東海クラブで

る一月二十七臼︑東海村の亦アル

れていたものてある︒このためさ

必要な設備の早急な艶備が要盟さ

要惟から考えて︑見学の効準化に

J貧Ri3の鍵混ずみ燃料は︑ら︑原子力開発に関するPRの璽

JRR13︵隙堕辱炉︶の便

心分は二奪以上もたっており︑敲

燃料搬出袋躍は︑木村鉛白化学機

@聾．

力懇談盒︑鳳産
など十機関の打禽冠会場開き︑

橋本弱肩代表常任理事を鷹疑に懇
冒した︒その要証

するのがよく︑そのため賜舗法

猛学の世繭は専門の組織で実施
︻上は木村着艦が製作のJRR1

3用キャスク︑下は米アドローレ

力発電のすう勢を概観したのち︑

脅成強化をはかるへきたが︑軽水

には︑実用炉の渋爾儲立と企業の

た︑口内の原子力再三の聴碓強化

混迷状態を脱しきれない円本が圃
除的にも軽観されているとし︑早

一方︑﹁R宝鐸用壱知6なかっ 急に最期的な原子力発電政策の砿

ソド社製JRR−2用キャスク︼ 人を設立することが獲幾である

を希望している﹂が五十二祉とな

っている︒これら六十二社を業種 たしと答えたものが三十五社bあ 立が必要であり︑原イ力委員会の

炉の技術は当然琵間ベースの技粥
協力で逗められようから︑国は日

翠巌は大きい︑と指摘している︒

このためには︑まず鯖一に︑原

本の集件に漣応させるための狡術

り︑東北におけるR弓蔵用の雪解
啓蒙が十分でなかったことが示さ

子力委員会が︑現伍科学技術庁の

別に見・萄と︑

れている︒しかし全体の九〇・二

回答があったのは齎二十〜往

〜

製品製造業各﹁社

染︑非鉄金属製造弟︑石油石炭

搬塾．嚢

嚇轟際

璽︑惣

灘鞠．轟・㌶㍍

またJRR12硝冷却池の貯蔵械能
︵株︶が製作を行なっていたが︑

覆材の灘しょくをきたしている︒

間ぐ6いが善通であるが︑一次蝉 用ずみ燃料を腿簗物処理嚇の三蔵

使用ずみ燃料の冷却期闇は薫田

いる︒

TRR12の使用ずみ燃料の返
還が遅れている理曲は︑日本園政

府とアメリカ原子力塾員会との間
の薄処理協定ができないためで︑
現籏︑使用ずみ燃料の権利放鍛︑
不確定債勝︑再処理料金の決定と
支払方法︑プルトニウム・クレジ
ノトなどの細国について騒米の論

るQ

え方に孤本的なくいちがいが あ

第︸次炉心の使用ずみ燃料の返
還躍輸送キャスクニ墓は︑昨年雇

いる︒このキ．スクは米アドロー

用末アメリカから原研に到庸して

レノド艦上の翔鋤型の答羅で︑薙
さ十ニゾ︑隔さ一・六摺︑直径一
・八郷︑ステンレス鋼と鉛︵しゃ
へい用︶で出※ている︒この叡山
は水で渦たされ︑絶用ずみ燃料十
二本が入る︒

現在︑冷却池には鋤一次炉心分

PRがまだ不十分

県別でに蕾潟︑福島が各四〜・七

機械製造業十賀往︑化学工業十

％がR王刈用についてもっと知り

％で︑ほとんどである︒

五祇︑鉄鋼楽士二祉︑罵気機

日本原子刀麓山写歴乗北原子力

︵二九・几％︶で︑白紙1一鰯︒

し偏回答している︒毒後の計

懇談会では︑昨隼十一月十二日付

っていることが閾題であるので︑

本来の使命に立ち帰り︑内閣直属

進されるへきであるし︑委員長の

一臨の現状と理解し︑さらにR1
ち︑その政策は閣議決定として推

以上の綴果︑獄北原子刀懇市会

送用機雛製造蒸︑ゴム無品製

ィ︑漏れ検知︑非破題検血︑浴擾

るよう考慮する︒また今後︑R王 兼務も厚額でないといっている︒

検査など各誌測定に利摺すること

一一社︑金属製贔製造業二社︑輸

R王利用状況の内訳は

造業︑騒擾機器製造業各一社

﹁現状維持﹂が四祉となってお

で葉北七堂︵新潟を含む︶におけ

﹁現在秘解している﹂ものが十

り︑欝肱測疋︑トレーサ︑厚み測

一局に付属するような運被を講な および初期の証訴的厄険難掲に限

器製漁巣已往︑紙パルプ紙加

たいと袖型している︒

上って
いる

工製造業七独︑譜面金属製並策

また使用の成果は全部

画としては﹁拡張する﹂が八祉︑

るラジオ︒アイソトープ利用のア

定︑静電除去︑液面複相︑非破壊検

であるQ豪た訊圃用途は勤み測 莉用か企悉で豪す写すさかんにな

の機関として独立の事務局をも
二祖︑﹁過虫に利用した﹂ものが

査︑淑憩測定︑ラシオグラフィ︑

▽R工側朋用していない蒼二社

用︑拡張すると管えているQ

①実用炉導入は民間の禽主的判
断と費任で行ない︑政経は環境鎧

茨城県那珂郡東海ネ」大字石神外宿2600番ゴ也（昭和40ご

る
では︑このアンケ⁝卜調査報岱必

ンケート調査を行なってきたが︑

二社︑﹁利用していない﹂ものが

このほど調査縮果がまと塞り報告

驚︑トレーサ︑ラシオダラフ
徴二五てあった︒
▽現在R正．伊莉用している十二

櫨について擁遡別にみると

る﹂と答えたみのが十社︑﹁利謂

についで今後︑﹁利用31劇があ で︑今後のRI利用が酒男に行な 糧古駅を通して強力に推進してい
くことになった︒

鉄鋼犠ゐ社︑化学工業三往︑電

われるものと予思される︒

気鵬器製廼鱗︑紙パルプ紙加工

円以上の生魔箏凝所四衡五礼を対

このアンケートは資本金欝百刀

欝が鵠た︒

チノプレベル検査などの用途を利

凝葬R一利用調査の結果

縷難

帰

放射線の照射・RIの応用研究
原子炉の設計・製作
核燃料の製錬・加工
原子力の関連材料および機器の製造
その他原子力平和利用全般に関する

、

鷺日締切られた︒

一

兵庫県宝塚市蔵人字末成電議

東京都千代田区丸の内1丁目8番地竃話

運河研究所

東海研究所

大阪市東区北浜5丁思22番地竃誘

本

辱1轡轡舞

象に行なわれたもので︑十二月十

住友原子力工業株

社

東京支社

一灘勿
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聞
新

業
産

ぐ

くまをヤノまン

華

ごらあ

値の方が筒いゆら︑高速炉の方が

翻

⁝⁝

当り華麗MWDを砥はしうるとし出来れば︑三三炉でのユ
画の燃騰価
て︑恥の燃料傾雌を一軍＋六がと

騨冠︒その甲の九三を成型加工

プルトニウム工掘は︑天然ウラ

えられたもののようであるQ

ンドの有識著に膿ぴをもって迎

途上の大きな出来事として︑イ

たず︑国暫ですべてを成し遂げ

特別委員畏になった

衆議院科学技術振興対策

党派

の伝統を守ってきた︒

福罫氏らと一緒に君技特の

超

フィロソフでがないことだ

原子力閲発の一驚の悶題は

とズバリ︒その意淋で﹁原子力

ことが︑科技特の大きな使命だ

姿員会の嬉威を勘め︑立て直す

岡

要﹂というあたり︑この人も平和

行在︒霞民党の二歩根︑龍田︑

︵SK︶

︻

⁝
⁝

⁝

︸

には異論

石川一区の出身・釣りは本格

女︒賑博︑山二十歳︒

派︑家羅は欝美子夫入と一男三

⑨

基礎一蓋︑管理︑補助系との関逮

六月七Uから十五遺閥︑腺子炉の

募集している︒この訓練コースは

日所の訓練コースで参加川棚者を

米懸シノビンゲポート原チ力発

ースを募集

鴛影訓練コ

た︒

示したが︑評論の余裕はなかっ

﹁をやるつもりはない11加﹂等々︒ Aは日本の恥評価の闘題に三味を

なお筆者が︑高趣炉の開発盟につ

・夷魁脇坂清一氏︶を主筆したと

ではあろうが︑ほとんど一致した

ころ︑王国の開発費見応りと偶然

数値であった︒

Zのストック
pイルの可否
パネルの試論としての考え方は

中性子炉に使うか︑それとも高速

月八日二日米国大使館覇眉までに

ついて実施するもの︒締切りは︻二

﹁画が生塵された鷹後︑そ3⑦を熟 安全想︑放躬線その他関連問題に

中性子炉での燃料価値が明いと思

課で受け付ける︒

し込みは日本原子力昏睡会議翻身

なっており︑民取留蒸界からの申
おき︑高速炉に使うか︑一一途ある

われるので︑ストノクパイルして

が︑そのいずれかを決定するの

原産

線源取扱い講

習会

日本腺了力闘業会議はま月ぺ日

総懸懸︑

債券オープン
投資信託

オープン投資信託

ヒノマル投資信託

三井金属鉱業

に︑七瀦磁再処拶覧にダう獄ら︑

み湛享導置

ンを用いる原子力発三所と将来

していた︒インドは五十万ナを

たことを関係者はたびたび自慢

は︑過剰勲の生薩時点︑島速馬の
実用化跨煎︑熟と醐速星炉塑にお
ける燃桝価値の差︑ストノクパイ
ル恥に対する金利などの無経費︑

茨城総合職禁訓練所で箭㎜二圃放尉

から二十七田まで蝿水刑市瀞梛町

線線取扱技術講習会を開く︒この

つものに︑講醍と実習で猷子核物

野口会は蘭校至楽程度の学力をも

理︑放射化学などの正義知識をは

じめ︑放射線測疋技術︑放射能安

熱1瓢︑蕩速1恥の両施設の政
用隔日の程度などによって決窪
る﹂︒

右の諸要素は︑各国によってみ
な爽なるから︑結論はその国独自
のものになると述べている︒日本

イルの金利︑それによる勲の将来

かりは恥評価の間題︑ストソクパ

て
せ
わ
合

防爾埜装（ジンキー）
土壊改良剤（ネニサンソ）

⁝⁝
自然に恥の第一鷲い手となるi
⁝
㎝
という潔え方︒
⁝

祉会党の

のトリウムーウラン脇サイクル

なお︑このプルトニウムプラ

に一一圓にわたり一万ルピーをこ

いうもので︑募集人員二十一名︑

全取扱技術などを劉熟させようと

二月二十七日豪で駅鑑サービス堺

価値の変動︑それらに対する対策

ダは﹁その間題があるから再処理

人工軽鍛砂利（メサライト）
軽羅樹材（蕊井パーライト）

濤健は︑拠讐の蟻壷皿 ⁝
μ技精の量質罠に

利用推進の旗手にちがいない︒

と思っている﹂という︒その信

が出たというのは︑近ごろ

念が最初の委員長質問︵一心所

岡

岡さんの本職は頭蓋である︒

載︶⁝⁝原子力婁員会は本来の

のトピノクにちがいない︒犠う

存在ではある︒捨

昭和四年金沢医大を出て︑十全

ウルサイ

ことはズバリ熊血慮︑豪ことに

削期は開免段階だから︑もっと

錠命に帰れ一1となったわけQ

安いもので行こう

国の資金が便用さ耗てよいし︑

がある︒軽水炉に集中して︑ア

メリカから燃桝が〃一播供給

ように︑日本は還転手たけいれ

来をつぎ︑今

はよいことにならないか︑とい

雀躍反対委員長をやって︑大分病陵神が肩の父

蔭椙齪説のあと︑この工場の

ントというのは日向でいう再再

こえるトリウムと三十刀ナの天

える蟹金を与え喪溶した気持は

う︒

出しに政界入りし︑衆院識員に

ンであるQ物事をいい加減にし

当選六回︑通罫十七年のペテう

にてもなれば︑昔のフォードの
社
のイメージを作った

りの所要資材のトン数から見て︑

遭等につき﹁高趣炉はそのKW当 いて日本国内での つの推定︵注

高趣炉の経済性︑礫設鍛︑開発

チブであるとさえ述べた︒

予防するか納得させることが必

の不安に対しては﹁危険をとうの少ない議員のなかでは総量な

な反短論は籍憲た﹂し︑漁民などない科学者的センスは︑技術系

わけだが︑﹁十年目の非科学的

会党の岡

出話が出る︒そんなことも

みなを困らせたものだと︑患いはその院長︒雁川県県議をふり

乱覧匇ﾀ畿驕雛繍嫌薦撚纏

が⁝b

鞭樋野遊鞍懸

鰻をもう少しコンファームし︑放 ⁝
射能の防議規摯なども統一して︑

なるへく各園統一したコスト算定
現塑丁出したいというのがパネル

題︒関連しては拠の蔑次同庶元素

に対する中桃子断面積の整備︵今
後の研究とデータの積み磁ね︶が
急務︒現在の判定として﹁デリケ

り
良多
つ
い
｝ち

などの関連間題を出したが︑カナ

伸銅・ダイカスト・研削材

恥を熱甲轡子炉︵ここでは職水
炉︶に便・ズるが︑それには画一解

当りの得風騒蜜を七妙てあげるこ

とが問顧︒傷無想工場の規模が
大きくならないとダメ︒それでカ

恥薗身の物理︑および闇趣炉の

もこの概念が引用される︒

論調︒ストノクパイルの屠え方に

ラム七ドンまで﹂︶と孟うのが墓底

﹁熱ではゲラム三㌧︑窩速ではゲ

は﹁そうなる司能性あり﹂夷圃は

性子炉に︑禰けるよりも高い︵米図

高二百での恥の激繕髄値は懸中

⁝へのμ利用

．高速増殖炉

ナダは撫子眺めの態慶Q大規漠甲 の希発
央再処理工場を希濾していたが︑

各国ともに使用ずみ燃料の輸送費
の観点からこの案には疑闘︒績局

カナダは二たび恥を再処理工場
から出してくれば︑そのとたん︑

慰金利がかかる︒スト．クパイ
ルしておけば恥は濁くなる︒﹂と
いうことで︑見蓋しが立つ豪で再
処理したくとも出来ない︑という

漁塁
英国は大きな再処理工腸もあり

万事濡でできる︒AG基蝕を
天然ウランーゾにつき十三鮎の割

物事としては︑出力係数が塁本家

合で入れて︑トン轟り二万NWD
豪で燃やせると述べる︒

ユーラトム代表は︑善言の立揚
麩代表した形で︑燃焼度計算の精

ートながら食二二力係数︵ドノプ

慶を追及︑二万MWDまで謝算す

れば︑二千MWDの誤蓋が出るとラー効果にレ小るマイナスと勲ボイ
ドによるプラス︶はネガチブにな

あらゆる他の三型よりやすい一1英

追及したが︑英国は︑﹁燃料の連

る11米国しおよび﹁漁の正の係数 国﹂﹁一たび蘭発され終ったなら

らみて︑安い擁フランス﹂﹁開発費

は筒速答はKW嶺り所要トン数か

続取りかえをやるのたから︑既述

仏﹂

はドノプラー効果で弼ち滴しうる
と思う

の見通しも可能﹂と弁明︒

米国は︑蝕の軽水炉への装荷は

か

一鰹懇難総．歯席懸・

実

ではかえって誤解を窪くかもしれ
ないので鶴荒し︑一語たけ︒筆者
の用語で﹁近傍討論﹂︵注・公式

の意︶がどんなに大きく判断の魯

会議以前︑または出版以前の討論

迷な形成に役立つか︑ということ
で︑余談ながら︑二本のように地
理的に離れていると︑前記近鰺甜
論のチャンスがない︒常時睨在的
なサイエンス・アタソシェの他に
巡回アタノシェのようなものがあ
れははとふと思ったことである︒

視察団とも遠う︒見て間るのでな
く︑討論して回る︒済んだら大急

ぎで帰る︒また別の入が幽てゆ
く︒その傾度が大切で︑出ないと
坦界の速度に合わないという感じ
である︒

熱中性子炉へ⁝

極的︒一九七六年には蓉万KWの 所見に蟹成11日本﹂﹁縄速炉の建

落成式がシ瀞︐ストリ二相により

かけ橋であり︑インドは原子力

に基づく増殖炉とを結びつける

理工揚である︒この工揚の建設

然ウランを持っているQ偉観ナ

酉鑑のウランをチャージし︑全

理解するに難くない︒︵原子力

祉長高林敏巳

各国独自な進め方
山局

醸二︑三年後の労の酬を目標に
電力中央礁究所
IA鋤Aは原子力の Ψ 和 秘 用 を 促 進 す る 圏 的 で こ れ に 必
要な援助を与えたり︑また買事目的への転用を防止するた
めに一九五七年に設立されている︒当初は一般の受け取り

れたが︑最近IAEAが力炉そそいでいるのは﹁健進﹂の

方も︑既述の﹁転用防 比 ﹂ と か ︑ ﹁ 握 助 ﹂ と か に 注 闘 さ

方向てあって︑各岡が各々進んでいる中で︑IAEAがど
んな役割を画せぱよいかを考えようとしている︒表颪に現

われた形はシンポシウム等の開催で︑アイソトープの利用
などについては数年前からこの形式の活動を始めている︒

ーラトム︑フラ︑︑ノス︑西独︑イン
今画の恥パネルは︑このような
工AEAの轡門象会講の計画の一 ド︑イターーア︑口本︑英︑および

るが︑今回は先ず全艘をレビュー

しきれないと考えられたようであ

題をとうてい一国二入ではカバー

訓二十入︒甥蔚には︑この広い跳

環であO︑画の動力への利用を圏 米で︑各圓平均二人ということで
ざして各國の研究がやや進み始め
た時機を晃︑豪ずパネル形式の会
合で恥の広範囲にわたる問題につ
いて︑現在の状態に対する各国の

た︒臼本からは原子力周の大町朴

説明や兇通しをきき︑王AHAとするということで右の人数であっ
して何をな般はよいかを知ろうと
技官と鯨者とが出開した︒

いないU米国﹂﹁カナダは聞迷炉

設費の蕉碓な見績りはまた出来て

を別にして考えるという英︑仏の
んどん生産されるに従って︑どん

て︑その時点の推驚はコンサーバ

高速炉をつくると述べ︑追加し

英国の蔵速炉建設計画は最も績

どん熱甲性子炉に入ってゆくだろ

数年後︵一九七〇年ごろ︶恥がど
物理面では燃焼度計などの精度

うとの見通しQたたし︑高速炉が

⁝の獅の利用⁝

とても絹介しきれないが︑生要な
などが添髪︒カナダはウラン一難

了炉と鵜速炉の双方にわたるので

側々の議題については︑勲毒性

したものである︒結論としては一
九六七奪か豪たは一九山ハ八年置︑

勲に関するセミナー京たはシンポ

トピソクは二︑一二後述する︒全体

ジウムを関催するのが必要で︑籍

として懸じたことはあるが︑短文

に恥一撃憩加える毎に燃焼度トン

コンファームされたデータを提供

効かっ萌能︵各圏がかなり賦し︑

しうる可能性︶であるという勧告

行なわれた︑という認愈碑の除

方劉は一九五八傘七月に決冠さ

ビューレノクス法である︒

幕が海軍箪楽隊の国歌吹奏裡に

を破壌目的にではなく人類の陶

れ六一盤二月建設を關蔑し昨年

演説があった︒

行なわれる予定になっていた

上のために使うことを強毒した

釣のトリウムを燃やし︑インド

ウム工場の完成には我々の想餓

をエネルギー野かな圃とする国

工揚の規模は︑おもてむきは

をこえる冨びがあるようであ

二月すでに建設を終了してい

ウランを吸湿三十ゾということ

るQこのプロジェクト・フェニ

た︒その後は試験運癒を続け︑

になっているが︑実際はその数

鎌は着実に進められつつある︒

倍の能力があるらしいし建設賢

今圏の落成式に詣ったものであ

を忘れてしまっていた︒参列暫

らの代表者の参加があったが︑

は二十七億円という︒一圃に四
大きな拍手を送っていた︒いず

行程を終るのに十五日を要する

吹付塗装材（ケニテノクス）

建材部門

亜鉛・鉛・鋼及二次品化成晶

地金部門
加工部門

、裕

を患案している﹂と言う︒IAE業本部で申し込みを受け付ける︒

東京都雲叢区日本橋室町2の1ノ

本店

（270）1111大代墓

竈舞舌

力
子

原
いる︒日本の尊門象各位もこの晴

二月二士百︑トロンベイの

が︑国歌の吹奏が終っても除幕

この工場は︑外田の援助をま

原子力研究所でプルトニウム工

のウランを巡火線として五十万

購⁝﹁破壊目的に使用せず﹂輪⁝⁝⁝階
罰・≡≡≡・・≡一・インド再処理工場落成式の印象一≡㍉

が一番過しゃすい野間であるが

が次の茶話の席に動き始めたの

全興当盤の数は五千入以上とい

その第一漕手としてのプルトニ

それでもなお多少纏いので︑二

で︑新聞社の穿首班はあわてて

われ︑数次にわたり着細の誕に

る︒

日の式典は午後五時半という日

除幕が行なわれるという一幕が

進行係に注惣し︑ようやく無聯

インドとしては一月から二月

の摸様を報告したい︒

に列席する槻会を得たので︑そ

はインド政冊の招侍でこの式典

揚の落成式典が行なわれた︒私

陞憲懲

を嵐 癌 者 か ら I A E A に 提戯して
機を考えて︑知瓢の交換に応ずる
態勢を簗備していたたくとよいと
愚う︒︵一九六七年はやや尚翠で︑

小分野のセミナーになるとの意義
があり︑一九六八隼ならシンポジ
ウムが開けよう︑との激見が多か
った︶

嵐された幽幽は︑物理から経済

まで穿常に広範囲にわたり︑五田

閥で酎議された内鰐は︑熱中性子

恥利用の両方について︑燃料のバ

没に近い時刻から始められた︒

のである︒

ーン・アンプ︑再処理︑成型 加

場所はプルトニウム工場に隣資

炉への画利用と蔽速中性子炉への

工︑その他の燃料サイクルの 問

あった︒

れにしてもこのプルト論ウム工

この式典には︑約四十力国か

題︑それらのコスト︑および全体

した広口であるQ州知事の祝

しかし︑総理の演説はそれほ

委鍛武鑑栄一︶

ソクスの指只者H・N・セスナ

の経済などであるが︑結局はhが

騨︑原子力委員長ハーバ博士の

という︒処理の方法はもちろん

一

掘の完成はインドの原子力開発

糟

どに熱のこもったもので︑この

．

欝演ならびにシャストリ誌相の

q

いつ︑どう︑使いうるかの点にあ

嵐席團はベルギー︑カナダ︑ユ

｛

東京・千代田・綱2−8

ね誠

橋

（4）
る︒

咋

8㌔．ノ
●㌦●。ら●●。驚．●9亀
●●・「瞥
職岬
，●響・，巳。亀岬巳6」φρ．髄齢・

，㌔び㌔の恥9，
趣♂v●●ハ9．．L●．6・ハ鱒の・
恥
d
榊．

第3「2署
第三禰郵便物諏可

昭剰〕40曄2目「5B

昭和40年2月25日

私は漣

霊年分前金200円

という︒

とほめながら︑

で魯ボ︑てみたい

c

家底は倍．掌幾人と一男二二︒

私はどっちかといえば現実容 東大機械丁学藍革9ハ王︶

強できるし

︐てるた一し︑作㌦ていると脅 い所で甥よ︑触強したい人は勉
懸とるのぶ態じない

﹂兄R14では︑プールの現掲
つ︒しか

毒し一／嗣ぐ！ドノ

筆

一

dノσこ︐し・る

オた

︑

質

︑

︑辱

︑

玉

塾﹂

フンタの敷地は︑東溝の醸研よ

と潮上にいた人だった︒

工の箪鍬盆が二人いて︑一人は私

スペイン︑フランスの協力による

て働いていたのて︑現伍黙窺中の

︑

ピレネー出難燃いの賑チ力発電山
︑

揃憲原子力置業会議は二月十八

原産着順ハ異動
鑓の珊蟹会で次の役鍛殿動を承堕

︐麟灘
丘を下った低い地点にあり︑研窮
櫟にもほど近い林の中におかれて

9

磁壌

ランスのサクレ⁝研鍵所の強なし

つながりの中でスヘインの原子力

みの譜し︸ゆした︒こうした図際的

諭

︑

嫡

⇔

繊野物揮研究軍長︶擁本玉▽康擁

︑

いる︒これはSOPRといわれる
はおそくても諮廊憲に進み毒した
︑

覧

樋騰︑化掌工炉︑篤廼理︑

研究所姻究部長︵東海︑物理部長

挙績

固体物理

▽高鋤酬究醗凸

兼腺子核物理研究電池︶白田光雄

◇大洗手旗轟務航

τL﹁甘 く
一り﹂躍﹂ノ

▽アイ

▽大洗学理

地区懲設準備室髭︶川上潤醇

事務所長兼事婿課k︵火海︑大洗

原電敦賀に連絡所

線

ソトープ償修所長肇蕩取扱11理事

ソトープ箏蒸部長事括取扱︑アイ

◇アイソトープ駆葉郡

大久保一郡

理W⁝し︷へ階⁝謝鮪W⁝偏氏μ珂脳鞭胡へ内滞畔U尺︶

◇置潮研究所

▽研究部特報物理︑リニアノ
ク︑核附宮西継竿蹴研究準備
室︑分析化単︑物理化穿︑放射

し︑大海地B建設蘂錦塾は大洗管

鍾

艮︑三十五年畷二月原子力霞員愈

出︑三十四茸五月U本耀気協会
専門委員︑三十几年十二月科掌技
し加︒それぞれの会社が堅塁の異
動に伴っご変更を要請したもので
化寧︑放射線利用
京たアイソトープ・センターが

止光敏央▽理噴杁石川赫播磨璽

理事務断となって︑同じく理職長

弟出原イ力驚電航の建設計画が

では現地との連絡事獅を円滑にす

進むにつれ︑目本原．ナ力免電会紘

一〇の八北隆電力敦綴雪娘所内に

るためこのほど敦綴由本晦二丁目

総屯敦賀連新所を聞︑賦した︒勤琵

︵課長偽遇︶嘱託変身茂︵嗣k待

員は北砕亀力かろ出向した谷出理

遇︶画氏であ．⇔︒

三菱原子力工業株式会社

とい

ず

術会議増門委員︑その飽の公臓に
も就任している︒
ある◎︵カノコ内は旧職︶

▽野間︵掘談役︶日銀総裁宇佐

賎阜県出

理事長に直属したアイソトープ箏

機構として発足することになり︑

▽武藤新講鰻略歴△

身︑明治三十毛年十月瓦日生よ
談役大和田悌ご▽理事翻日本曹

巣部あ護け︑製造部︵製造課︑製

美淘▽麹間︵理嘆︶日本暫濠梱

造技術課︶と事業課のほかにラシ

学部物理学科卒︑五年理化学醸究

日産化学前社長聞筒輝▽膿問

選長長今井博▽掘談役︵理事︶

れ︑六十戚︒昭和二年三月論難理

十一年十二月東大教授︑二十五年

所助手︑可四年四月九大教援︑二

年十月東大物性研究所長︒揮学博

丁業酋長田口連一二▽商談役︵理

に直属するなど︑大洗地区の整備⁝

オアイソトープ研修所を統括する

士︒この間三十六年六月日本単子

事︶川崎重工業相談役手蕨敏雄

．︵理嘱︶石川勘播激重工業会長

資格結願委員︑戸隠四月総合国土
力研號所参与︑本年二月科学技術

誌謫?理工学研究所長︑帰趨閣

開発審講会委疑︑工十五無三月国

開境模試験場︵第一⁝飴四闘発

理部︵縣搦︑経理︑工務二課︶中

これに対して尚崎研究所には蟹

開始の体制ち明殖にされた︒

会議専門褒員となった︒

東海は動力炉に総力

二両研究窒をおき︑建設課は理慣

整︑照附施設讐理室︶と飴一︑第

一方管理部門でも︑本部機能の

行く人・来る人

ITV

放射線液面計
マニプレータ
ペリスコープ

定派でしょうね

の懲欲に期儲が寄せられる︒武藤

確立強化のための施熊でよだ宿題

原研・全面的に機構を改革
虚厩になった︒この結果研究部門

昨隼のJPDR聞題に端を発した原研の体質改轡は︑昨年六 に敬重し︑材料試験炉部は理環長

になっているもののうち︑このさ

匡・サエランド氏へ欧州原子力

機関噴搦局長︶予定のように二月

ル︒轟ユーオータニに入ったQ三

十九限年・後山ハ川聴羽田論讃来日︑ホーア

口業クラブて講演するほか︑織艦

月二日は午後一時三十分から日本

卜

Co60照射装置

て璽が大変たったが︑ゲートの

今園の人箏は︑動力炉開発の促

斑は今濠で原研の診与堕してお

の旧制の各市はそれぞれつぎの各

長直属に編入された︒

月殴任した丹羽理事長のもとで進められてきたが︑今回︑意趣の

部に包揺された︒

原研の機構改革にともなう人事

﹂・F︒ジュプラン氏︵仏ラジ

と懇談する︒

ウム研究所翻所長︶国聖上チ力機

研で放劔繰によるガンの発生に関

関の妓術長助で来日︑おもに放医

五

五

二臼午後↑

三月

二月二十六

ーームー

する研究産振糊する︒

通産繍との連絡会
横戸

F曇盗

サエランド氏との歴食会

一﹂乙

コF

サェランド氏講綴会

二四正卯日本工染クラブ

一時半日本工染クラブ糊入価ム堂

発爾推進錯二回常任委鼠会

開発計画第二園常任委鼠会

臼午前十時日本工巣クラブ

畢の他燃判

コッククロフト

原審駒嚢員露礁恭︑義鈴蘭廃

委員長代理は有沢氏

進にからんで︑原子力委員会の強
り︑学部や怨讐所の創設︑再建と

▽理事騰川附蛋工業社長砂野仁

家公安委貝︑二十七年三月落種貸

るが︑この聞︑二十四隼二月公職

月会長となって現在にいたってい

三±ご年十二局社長︑三十六年七

西村氏は留任活動の強化に期待
愛知原子力委興長は︑二月二十二日任期満了の原子力委

員石川一郎︑兼重箆九郎両氏の後任に︑東京躍力会長盤木

均一︑東大教授・物性研究所長武藤俊Z助の両氏を起用︑

西村熊雄氏を重任させることとし︑十六日国会承認の手続

化が要望されていた折かろとくに
いった業績が多く︑腿待がもたれ

研究部㎜り僧動力娘闘発に集中できる体制に改編することと︑Hエ

動力炉の開発体制が問題になっている折から︑きわめてタイムリ

長︶中崎憤▽康海研究所保健物理

所技紙料k︵建設部次長兼建設課

開鉱副強腰長鞭技酌情報那長︵動
理饗為㎎卓夫︵二月＋六日︶

試験炉部無難詞料試験炉埴衛課長

査察瓶を搭段に拡大したい意向

二日

賭

三菱化工機株式会社

をとった︒謹κ兼巫氏に代る委員長代狸には︑現在非常勤

の有沢広巳氏が常勤となって黙想されるはずで︑武藤氏も

ある︒この糖果︑原子力委員の冨勤は有沢︑西村︑駒形︑

三月末︑過大教捜の停年を豪って︑常勤に加わるもようで

注目されたが︑さる三日愛知委員
ている︒

武藤の四球となり︑一名ふえる︒

長が衆議院科学技術振興対策特別

で強億したい﹂という意閣にそっ

委員会で讐弁し社﹁新委員の入選

い混乱なしに実現できるものがと
▽原子炉設謝旭日炉物理第一︑

りあげられたが︑この縞果東京本

日︑その入事を発令した︒なおこの改正と岡

センターを正式に機構として発足させることを中心とする組緬改

建設の一窒四部になった︒

部は企画室と総勝︑入箏︑財務︑

正を断行し︑二十

間第二︑機楓袋瞬︑計測制御

青木︑武藤両
新委員の略歴

▽燃料開発部憤療子炉燃根︑原

た入認といえよう︒有沢氏の委員

蒔に︑理事の部門掌握当制を機能別撮嶺制として︑これによって

恥京齢出

各理恥が全章的な見地に立って理慶長を補佐しうるようにした︒

▽膏木瓢委鼠略歴△
身︑明治ヨ畦一翼二月十四日生ま

人品てあることから︑

蝋モ織に入社したが︑のち昭和瓢

賎構改革に伴う人事異動のう

二月二十一U発令された原研の

◇東京本部

ち︑部瓦以上はつぎのとおり︒

力炉闇発計画耶次長︶川崎正之▽

このため従釆の箏務部と経理部

部六ナ九細鳳室となる︶

を一本にして畳理郡とし︑研究部

扱

兎海研究所原子炉設謝部長兼材柱
次長兼外国課艮︶和田久

であるが︑このため日本だけが

Rl使用機関連絡懇談会

日午後一時牛日本工某クラブ

動力炉聞発グ

研究用原子炉

ウァンテクラーブ
リニヤアクセラレータ

ベータートロン

原子炉実験装置

艮代理は︑同民が総舎エネルギー
政策の第

家た本部機構の充実もはかられている︒これらの組織改止は︑原

奪ゐ月品川耐火練瓦立酎入︑芳年

ーな改革といえようQ
丹羽理優長は昨年六月厩任以来

門では原子炉物理︑原子炉工学︑

▽企画釜k肇房取扱叢薄肇田所正

活動の活機を︑①動力炉の開発︑

東海研副所長に荒木五六氏

取蘭大漏等蘭業科卒︑同年四月束

れ︑山偏十ヒ歳O大正志1一年︸二日鼠果

婁員ということのほか現在日本線

子力婁貫会の動ヵ炉開発懇談会での審議がようやく山岳を迎え︑

木田は電力界から初めての原子力

待望されていたところであり︑育

子力蔭菜会議の開発計慮委員長と

して︑総合エネルギー政簾の立場
十二月取編倹︑九年十月専務︑十

ｳ五月L果．駄蹴L刀詩華脚役となり︑

三年五月祉疑となったQまた三十

②8工の生産および雅用︑償学界

物理︑侮日︑放射線応用の五部を

京▽締括耶轡型外国課長︵総携部
し︑職制上の窒制は廃止し︑グル

長︶牧野ぬ文▽東海棚究所動力炉

麓業界へのサービスの三点におい

動力炉開究甜画︑原子炉設計︑燃

汝全管理鄙k︵東海︑爆健物罫鄙

てきたが︑こんどこれに磁応ずる

料開発︑研究の四部に整理統禽

▽入麺士長事務取

で︑改編の主力を前記のように︑

機構を整附することになったもの

ープ制をとることにした︒そして

験炉業務課長︶阿諾滋忠▽東海研

一一一一一

︵象海︑材排試験炉那長兼材料試

研究部門におき︑東灘研究所では

藤潮煙無理部長︵鬼灘︑事務部長

究所燃桂⁝⁝免鄙長︵康海︑物琿部

▽集海研究盾重

動力炉の閲発と︑これに密接する

保健物運蹄は馳駆務部の安金衛生

兼経理部長︶荒⁝木五六▽一堂海研究

不鰐な立場にならないように謡

四︑五両

午後二時六阪巾選挙抜術センター

放射線利用促進会識

七階サイエンスクラブ

原子鋤力研究会

日午削十時名凸屋繭工会議航

シンチスキャナー

放射線厚み計

原子炉付属装置

三菱の原子力機器

◇東擁硬究所
基礎研究に総力をあげうる体制を

課を統合して保健物理汝全哲鯉齢
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＋名の係員を派趨するといって

というので非常に懐重で︑酉四

しあつている︒いずれにしても

豪た機関ではこの総会で機関の

いる︒これは英︑ソ︑仏︑スペ

罠間の協力がなけれけ十分に効

興を迎えることになっている︒

イン偶力国語の通訳や︑会議要

めてウィーンを離れて開く町会

約をこの四力国語で作威するな

を謂上した︒機関噴二塁は︑初

原子力麗業実態調査結果につい

なお原薦はこの理事会にさきだ

ループニ月二十六日午後一鶴原産

セラミック燃料

∠7

とった︒︵原研の全盤臓はニや三

民間の協力期待瘡蓋

て︵本項関係はヨ︑四而参照﹀

原産理事会で松井参事業説明
日本原子力麓業会講は二月十八
日正午︑東京丸ノ内の臼本工業ク

会議饗約は英藷たけにし︑他の

って請所で常任理照会を開き︑前

果をあげることができない︒

に関連して︑この日とくに磁鯖し

三思国語のものはウィーンで作

ついで王AEA総会の東京開催 どのためである︒わが国では
菅会長のあいさつ後橋本代嚢常任

た外務省国連局参事冨松井佐七郎

ラブで第六十九回跳躍会を開き︑

理撃の畿題説明てつぎの詔案件を

詑理事会の議題のほか︑昭和四十

肱︑遮蔽設訓グループ蟹田年税一
働猟蔭

郷料グループ苫月八口午後一時腺

暮その他について審議承署した︒

っているが︑国際的な関係もあ 無識事業語画案と論難予簾蜜の基

成すればよいのではないかとい

魑際原子力機関の一九六五年年

おわが国の予鯨は菖十五名の係

ってむずかしいようてある︒な 本方釧︑線子力開発十周舘記愈行

氏からつぎの説明があった︒
承認した︒

①役員愛動について②常設灸員

るので︑政府は約一億円の予舞

訓練用原子炉

：PWR型船舶用原子炉

虻のは愈くの偶然である

4げメヨ3回（51ヨ．15LI．25μ）発縫L

｝

器

機

み憲つた胃饗︑㎎補い内壁の雛︑

1部7円（送料：不要）

購識糾

開

会の活動について③IAEA総 次総会が九月下旬寒害で開かれ
会の東京開催について④第五回

サイクロトロン
シンクロトロン

金属撚判

◇

三菱電機株式会社

三菱重工業株式会社

合金燃料

測定器
ヒューマンカウンタ

PWR型原子力発電所

一二

加

機 養

転 料 放 溶

子

原

原子力プラン

蝋艇隷一
廊
理；購会であいさつする蕾原産会畏

から原子力発鷺の位躍づけぷ行な

おうとしていた矢先なので︑同氏
論ハ

す辰替榮票5895番
電話（59D612」一5
東京都潅区芝細村勝雀の1（東電i日舘3階）

本原子力産業会議
日
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懸灘愚騰一

輪涼とした縄繊といった南欧の風

一面313号一一

聞
新

書
産
力
子

原

を勘滅するゐ釧がと
ちれた紬果であO︑

新型転換蝉には︑懲水減速肩機
柑冷却炉︑丈型シード︒フランケ

葺はわが圏では闘新しいものであ
二．Fクリア・フユーエル・サー るもので︑今隼甲には寄寄に入る

米腺子力委賃会︵AEC︶は︑ リカで最初の罠闘士処理施設とな

うな凶の徹底した憲郵性という点

ク西部のアシ訟フすードに建設中

A温Cから被免許人に薄し損審賜

が出される醒に︑法律に琵ついて

この餓の施設の通訳には︑許可

ビス︵NFS︶社が︑ユユーヨーものと期織されている︒

り︑一騒アメリカの場合に似た方

かろみても︑冷画の内容には根ぶ
霞爺の財敗毒婦について︑山脚的
償葭任額をカバーするたけの財政

の傷処理施設に付すべき損露賠償

央定桑下した︒

寂た︑この財政拙置の蕪噸決定

その結果A欝Cは︑廠設の敷地 て燃料製造業奮の灘酒を求めた︒
内に燃料が躍かれている期悶甲は

蒼︑化亭︑資翻のような原〜力以

には︑現行の来使用燃料製雑業

に対して一艘的に趨用される基巡

こんとの措置は︑このような設備

幽する星準は今までなかったので

NFS社のような化学施設に過

して望め厘もの︒

設と同程度の重力の原チ炉を想定

浅裂を考暫し︑またこの揮処理施

外の腫脹で︑危険物を扱う会祖の

補償子数糧として年間五穏妙を︑

ようになるたろう︒

運転中のときは四千沿を慶求する

これら補償手数料も暫走約に決
められたもので︑この財政措置要

一九六五郊一

が制定されるまでの開︑NFS社

が

日

l12ト10

ノト頬︑高温ガス冷部隊が上って 式のように思われるが︑上鵡のよ

型炉を建設す．筍段幕にはいった︒

的な迩いがあるといえる︒

為り︑後二者は民間との共同で原

共岡する民間側は電力染者︑炉製

以上のほか︑物理闘係︑磁獣
医学︑アイソトープ利用などに︑

求と葡償季数料は︑

米AEC運転ゆは二千万避を要求

それによると︑AECはNFS民間再処理施設に賠償措置
批に対し︑運転開始前で便論ずみ
燃料が再処理施設内に躍かれてい
措課が嬰求される︒

で二手となる︒

この描醗に対しA泡Cは野臥が 月三＋日の連邦登録欝知後三十日

ある︒

クテル社は︑調査が終るまで︑荒

急騰賑炉の建設を握黙しているベ

つて燃えた︒そこ鷲．働いている入

人はらよ⊃と昼良をとっていたの

厨囚については囲下調町中であ

るが︑格納捻器内の屯力ケーブル

ルの鞄段物に引火したものと兄る

から出火し︑踊調・制当用ケーブ

この火事で原子炉部と上卿冤を

れてい．燭︒

つないでいる胸遠雷のヶ⁝プルお

た︒ケ⁝ブルには︑特殊なものも

よび獣身ドームの木製骨覗も競け

スス

は卑急に取替える激う〆⁝カー側

含まれているので︑ヘクテル列一︑

ドームの中は禰哲の

記製作︽依癒してい．佃︒

酒掃が必饗である︒虫た︑ドーム

充恥しごおり︑かなり丈がかりな

に取りつけろれている磯器は損傷

は豪ぬかれたが︑取りはずして梅

尊いこの火事では︑轡層が禾装

調整しなければ駄らないたろう︒

閤難く引き護されていたが︑原子

炉とは別な場所に貯蔵されてい

策京都掌編区八璽捌1の3

むしろ距醗削減の相

当部分が︑平口利贋

糊されてい・勺のが潜目される︒

蘭温ガス炉の場舎︑研究開允艶

造巣蔭であり︑AECの援助は︑

予糞が組まれ︑いずれも六十五隼

︵千二蓄二十万が︶設訓援助︵千 それぞれ︸〜二偲がという巨額の
五葭力が︶︑一次建設蟹︵七穏九

十万が︶鄭料m工獲︵五酉万が︶ 農より顕書な増額を予驚している
る期間甲は︑五置万がを︑運転開
始後は二千万炉の財政措澱を講ず

るよう要求している︒なおAEC豪での補償をすることになる︒こ
れは︑原子力欝故により︑その財

罫寮を公表し︑この猛受口につい

S社に対する財政描礫および手数

AECは昨年万月二十六日NのF
設備に対して設けられたもので

の要求できる最高額は六千万遼と

潅た翼翼に適用される︒

政措置をこえる額の捕償要求がお

ウノド薫一・グループはウエスチ

WRを︑EE−B＆Wiテイ保
ラ証ー
は︑原子力法第搬条の﹁AE 温かス冷却型︶で火災が允生し

現在建設中のこの施設は︑ア高

なっている︒

所を漂子力に限定してしまったわ

ヨエ

同発翫所の所白占である︑フィ

た︒

ラデルフ〜ア電力会賀は︑今月中

村凍治﹀核燃牲に伴う故府の華麗

甑︑ハ醐橋礎﹀プルト議ウム燃料︵甲

であった田

得て︑ぬちに燃昌装入に入る．丁定

にAECから樋出力浬転の誘岨達

岡

がニー3＝⁝日午後十二時ぞ十分ご．つ

瞭子炉は九十圧％聾成していた

がつかないといっている︒

このPu︑U㍑に関するAE
C衛がどのくらいのびるか見当
目妓

の﹂に茎ついて行なわれる︒

ープ提出のほかに米B＆W礼の開 の提案は︑関係塾準︑説明讃およ

獅およびU鵬の鋤倉︑原子炉内て

用ずみ燃料の中に倉まれているU

AECの提直した資料には︑使 でケが人はなかった︒

る︒

て二月末聴聞会を間く予定であ

ド氏は︑このA皿Cの提察に対し ーブル︑その他か胸六時閥にりた

JCAE婁員長のホリフィール職チ炉鄙に取りつけてある電気ケ

このうち︑UPCグループとC
BAEに付託される︒
＆W性は︑原子炉部分のみについ
て提案したものと思われる︒

一方政鰐の将兼謙画に対する方
剣は豪た明るかにさ㍍ていないし
労鋤覚政府が︑アメリカ型を選ぶ
かどうかもわかっていない︒

経済的に見ると建設費の宏いア

ユ

耀蝋灘潴
米︑ピーチボトム
発電炉で火災発生

のてウラ

ト︑箔葦移一ノつ二巳ニミつ＝r

︵荻野谷徹︶核郷料サイクルコス

東京瓦斯株式会社

アメリカの原子力予算

金甫年度予一三鑑が議

象たは平和覇矯を窯とする分野へ

1 六 六 年 度 要求の特徴i
閑

望⁝アメリカの万口六
展⁝会に捉繊され・原子 力
すなわち︑要求額のうろ原子炉

宰憲開発関係一想九千六十万が︑

動力炉肉係が一直八千貞瓢十万ヅ

中め︸9が︑ツての・ふりわけは非霜甲電F用

竣員会︵AEC︶の予算要求額お開発予算は総額ゐ溜四や五万がで

その予算規膜わよび内容に︑わが

よび歳餌項圏が明噛一9かになった︒

園の田畠と大唐な隔りがあること
のほか︑轡料使稽料免除︵五後四
ことも特認すへき一︑︑あろう︒隔エ

躍箏関係一伽⁝二千八酋六十万がと

百万が︶が予麿され︑量れO尽く 竃事用動力炉開発の全予算の半は

十芳が︶不慮の場禽の予備賢︵七

はいらまでもないが︑わが園でも

ている︒寂たその内容も︑軽水炉へ

なり︑非軍事関係の比重が増大し
不ルギー物理の予算一億がは︑非

いる際なので︑この機会にアメリ

動力麹開発漸画の確立が憩がれて

の助成がシノビングポート︵PW せりの観がある︒

の原．†蝉開発は︑この膨大な墜礎

が大きいかが知られる︒アメリカ

をこえるもので︑いかにその比重

カの原子力予騨にあらわれた開発

わが国でも現在︑動力炉開発懇

研究の底辺の上を前進しているの

けではない﹂と強調しているとこ

誠職のみとなっ

R︶の

プロトタイプ建設案が出ており︑

談会に・小された試案で︑電水炉の

であって︑わが属の動力簿開発澱

飽痛蕉気

の姿勢を︑見磁してみる愈義があ

の開発は別−のに対し︑新型転

たーフルトニウム・リサイクル

画策憲に蜘たっても︑隔違が忌避

ングハウス往のPWRをそ3傷それ
を使用した原子炉か6成生したも

馳駆の要鰍総額は瓢十四謄八千

ると思われる︒

電力恥者中心︑製造業畜協力の形

ろかり︑その難点での評緬て決饗

入札綿切る

た︒損害は＊だ明らかでないが︑

が提唱されている︒そのさい国の

といった大方剣が︑宏直に立てら

さめたことになる︒

グハウス祉の競争に再び勝秘をお

エンシエアリング社︑ウエスチン

案したB＆W社︑コンバノシコン

んどの契約で︑PWRの建設雀提発したPWRをも提案している︒ び資料と臣下に法定の四十五日閥J

所の絶讃︑建設を循なったが︑こ

Cから購入または賀繊したウラン

一鍵一半四認乃がの減少となって 鱒︵約三千四薗万が︶はかなりの増
援助は︑研究開発の助成と燃科使

提案している︒

換炉︵約三千刀㎡︶および高速増融

緻で︑圏発の撫醸が将央炉型に移

す．勺ものと思われる︒

刀がで︑六五年度璽求額にくらへ

い．帰が︑これは六五庫度以来︑軍
れ︑勺わけては乙いの ．㍉ある︒

ン辻が一九六五軍〜六九年の間に
予定している建設灘画の内て主要
なものの一つであるが︑今後の発
蹴所亭．石炭火力にするか︑原ぞカ

にするかは︑隔礼が﹁将来の発避

B

アメリカ型軽水炉も応札
英︑ダンジネス

メリカ型は有利たが︑別の角腔︑
すなわち労働党政肘の輸出振騨鍛

メリカ型軽水炉がfギリ入の製造

か凸見れば︑アメリカ翠眉選ぶこ

したがって︑C劉GBの選択は

．鬼

︸42争乱の努力を阻止することにな

とは︑AGRの海外売込みに紺す

ガス冷却炉ハ各一︶のほかに︑ザ︒

想されるので︑その決定が注囲さ

Puはグ・ム当り10ドル

シコン・エンンニアリング社のP

パ一一i︵UPC︶は︑氷コンバノ
れている◎

を︑ユナイテノト・パワー︒カン

対B
して
大きく身柱す．勾ことが予
︵TNGP︶は氷G廻駐の
WもR

ニュ⁝ヶリア・パワー・グループ 働ご次引画のみなろず︑その後に

力公挫︵A温A︶の開発した改良

すなわち︑⁝ニグル⁝プは︑腺子

業仕を通して出されている︒

イギリスの鑑識発電庁︵C討G 応札かあり︑その中には四つのア
B︶は︑このほと︑第＝次原子力
発蹴尉画の叢初のむのとな勾セン
シ不ス第二発艦所︵電気出力九十

窟たイギリスB＆W社は︑グル

用料の減免ということで︑この後

安い価格で︑シカゴ地域に供給で
きるものと期待しており︑この低

資本費と聡燃料すイクル3ストの

仮竃かる発職コストを算出すれ

オイスター・クリークて児鞭った

は︑ンrーシイ・セントラル社が

三ゲ牛⁝プと一辻から念訓七つの

それにレリ．佃と︑予想しκとおり

乃KW︶の入秘を綿切った︒
︵KW11当り四ミル以下が保証さ

のとなる︒

GE社は鍛初のドレスデン発好

ったこと必はっき続凹している︒

は八千七臼十万メとなっているか

ドレスゾン第二発罵所はエシソ

儒向け特殊繊物質︑核兵器の生産

覆盈虚豊虐袖奮注

だもね発表した︒電気出力七十九刀三千KWのこの発羅所の契杓

ツル・エレクトリノケ︵GE︶社とターンキイ方式で契約を緒ん

ン第﹁娘．−力発電所となる大型鋤用発鍛所建設について︑来セネ

アメリカのコモンウエルス・エジソン祉け︑鷺月八蟹︑ドレスデ

下妊駄発電コスト四．バ以下

世界最大入十万KW

，，
、、

れている︶ぶりもかなり安価なも

トは︑KW11当り四ミ ル を か な り 下 期 る も k う て あ る の で 円 融 さ

伽格は︑七イ︿禰力が︵燃薩閥は奮よれていない︶で︑発羅コ入

れている︒この発電所は︑革鑓炉では世際四大てあり︑一九六圧
年冠成予冠てある︒

6E冠の保蒲している叢低肥珠 聾納税なしの発電所の場念と比点

るが︑エンソン姓ては最終的には

しかし︑二の契胸価格には︑発

より胸十五％殖下けになっている

鎌難民有化の場合の買戻価格
U蹴に海する嶺分の保断期間を

閥の期欄は箆めていないが︑十隼

れている︒

のU鵬の燃料価値︑分離賢毎考難 荷たったので放射凶物質について
米睡子力婁員会︵A旦C︶は︑ り10バU嚇しグラム来り14がで︑
は心配がない．初戯祷燃料は︸週
して決黙する価織灘戦力法も含旗
渉燃特民熟化法の細則の一つとし

翻したものである︒

一年一月一日猷で買い齢すよう提

てのPuわよぴU謝の買上げ保証PU買い冠しの中止になる一九七
価洛とU謝に対す．筍蜀分の買工
げ保凱期間について︑両銑禽同原

た︒

峯力委員会︵JCAE︶に提出し 原子力法によるとU鵬の傑融融

歳闘近いアメリカのヒーチボ

ウランの埋賦黛の昆溢し︑生成ツ

感なこと︑などの潤点があること

〜H﹂﹂K霧
ルトニウム蹴の不足などから︑諸

雲
会共催の第微熱腺．雪力総禽シンボ

噸わ利範中置つぐ︑るニレ一︑炉ごD

幽ど曽田瀬ノこ︒

シウムは︑二月十万︑十六の両目

TOKYO

1構造用開形鋼
H基礎杭鐘堂形鋼

、㌔、己

躍醤舌（281）0誓トlo，0121〜10，

株式會肚

製

⑨

難蹴 力 は 七 ＋ 五 力 五 千 KWであ して見ると︑八十力KWで建設費

この発耀噺に使われる除．†炉は

で︑こんどの契胸はGE祉の相場

出力をヒ十九力三千KWに 増 加 す ら K W 笥 り わ よ そ 四 九 が と な る の
ることを見込んでいる︒

圧力鋤麟格納方式左課用した直桜

担分︵感設中

の事叢費一G鷺社では平均十五％

サイクルBWR︵内餓系なし︶か電所購入將の費用

予定されている︒

契約価格は七十九表㎜芋KWの と見目っている︶は含まれてない
のてトレスデン第L発餓膚の建設

大獄株式重
株式會就
東鳳一ソ驕の享士会臨で粥かれ︑

A鋤C黙によれは︑買上げ保謹 を越えてはならないと規定してい

脱糞馨綴 猫額糞鞭繋鐸湖 叢誌露︐

英ウインズケールて好調に運転をつづけるAG
帽何か︑欝欝￠穫雛は獺かの麟醗
が必要である︒在来型蝉について

現在寛聴となっているもの希除く

は︑醜業界が開発を乱読す・㈲が︑

鯨都・映鴎擢奇三丁1圭に掻地
鑛

鋸形

本を礎

の

引高繊力で約七干致蘭刀がである

かるKW当りの姥設覧はお よ そ 瓦 費 は K W 当 り 約 樹 十 が 樫 度 に な る

この契約にはもちろん燃料醤は

十五〜九回−山ハ馴し﹂なhり︑GE誕がと思ηれるQ

昨奪九月発表した価格長による酉

万KW発電所の鍛低価格よ ○ も か 含 謹 れ て い な い が ︑ G E 祉 は 二 炉

なり低くなっている︒︵GE投の 心分の燃料︵価賂は未発幾︶昂供

発醒コストについて︑エジソン

価格 表 て は 蔚 万 K W で KW当り酉
給することになっている︒
氈j
よた︑

一一

（2）

第3「3髪聾
…三隅郵便物

昭和40任i2尾25昌

聞

業
産

カ
子

原

原子力委顕会の動力炉鵜発懇鹸会は︑二月十九日︵金︶窮後二

という撒臆が残された豪家であ

ことが果して鞠効か︑また可能か

講

時から東京虎ノ門の園立教費会館で開かれ︑二士に隙．＋力醐か
る︒ウラン資源の絶対鰍の五二か

蓬

膝

が必要である︒在来型煩について

は僻か︑寓幾の綬購は鰐かの愚論

は︑薩業界が開発を擬過するが︑
現在支瞳となっているものを除く
方策を考えるという形で︑聞題が

さし当っては︑核燃

検討されることを要望する︒

舟羽委最
桝の入乎問題はさほど蛋要でなく
むしろ有効利稽の観点から︑高速
増殖炉の乙津を第一に潟えたい◎
その第一周石器は︑大型炉概念の

ウム燃凝研究と︑できるたけ早く

炉物理︑安全性︑設課︑プルトニ

実験炉の設謂︑建設を行なうへき

た︒

間の期日は定めていないが︑十隼

子罫描貴会︵JCA践︶に提賊し 原子力法によるとU㎜の保概期
A廻C撚によれは︑買上げ撮趾 を纏えてはならないと規定してい

にAEGかる砥出力運転の許可を

ラデルフィア心力会挫は︑今月中

米︑ピーチボトム
発電炉で火災発生

鰐て︑ぬちに三斜乳入に入為予定

一

元成欝欝いアメリカのどーチボ

へ隅講寿︶プルトニウム燃料︵甲

る︒窪たPuおよびU㎜の蟹士げトム掩糧炉︵電気出力闘万KW高 であッた︒
価洛はPU脚︑Pu韻はグラム韻
︐
蓼

亀

村康治︶機燃ザに謹う政府の施策

のでウラ

余総が牌

ト︵脇坂溝一︶の七氏によっマ行

蕨野谷轡核燃料サfクルコス

ウランの騨藏徽の見通し︑生成プ
感なこと︑などの利点があること

矯炉につなぐ灘⁝スが︑高い凱然

ルトニウム鰻の不足などから︑諸

B本題謀﹂力嫌穿ム購など篇櫓㌫ハ瀞ザ協

シウムは︑二月十五︑ヤ六の爾臼

会頚催の第三讃歌子力総禽シンボ

集録一ソ橋の直土会臨で開かれ︑

なわれ︑横須賀氏が述へた﹁核燃

を摺課した︒

てメーカーの技術を偏頼するに足

料圃罵化推進の為所的見地にたっ

に関する明磯な方劃が必硬﹂など

る最小限のデモンストレーンコン

燃料サイクルの討論会は︑ウラ

原子力総和シンポジウム終わる

燃料サイクルの諸問題など

種の困難閣議っていること︑その

東工大武田栄一ほか三氏の購濾
﹁原子炉圧力容器の照射脆化に開
する諸悶題﹂なと穴つの総含講演
と︑﹁日本の原子力発電開発にお
解庚には中田．＋経済のよい改良紙

ける燃料酵イクル上の諸問題砿

の甜瞼があ．た︒なお＝日に圃際

止馨︶プルトニウム・クレシノト

田患一︶核燃料の国鐘化︵横須袈

うへきで︑並行しての建設は容認

百なうが︑さるに︑々全判研究に

とが趨当な愛託宣同研究を轟いて

せて︑当協会において笑施するこ

︵四面参照︶

できない︒商蒸発電は各償力会社

について講演した︒

門アイソトープ技術の最近の状況﹂

喩．＋力機関代表畜斎藤信鍔氏が

ン資源の経国的樗評価︵神山貞

甦紙が多いので︑一九八五隼ご

二︶膿縮ウラン入手の見通し︵浅

ろを予想される嵩瀬高への移行に

︐べ︑前．水かではプルトニウムの生

﹁原子炉琳故後冷却滅躍﹂の一ろ 換炉の導入が必須であることを述

武田氏の議演は︑多くの人が准

の唱導会が行なわれたQ

命と目している軽水炉から衛速増

め国の大編な優遇を期待Qたとえ

が行なうへ惑たが︑豪だ実験前の

﹁召冒常ζ曙＝﹁＝1−﹁書︐診墨﹂一鼻＝︸ち一一︐ノニρ一＝〜﹁陶噛＝胸タ騨一一7冒曜

換炉を躍気事業着中心で開発する

ば園へは海外のメーカースクレシ

か︒高遠炉は原子力委内に開発セ

財投資金の没入を必要としよう︒

発電コストの吸収のため︑政懸の

会祉へは国馨⁝剛醐分による捌醐

面か6︑綱民経済的に妥当な線を

スト︑設備投資余額︑圃際収交の

を加えるへきた︒発電所建設のコ

備︑シンポシウム︑講演会の聞催

飯全性に関する図滑羅拝の収集猿

車点的自動ち針の中には斯らしく

ノトに対抗する血融資照を︑竃力

のは新しい考え方たが︑燃料使用

ンタ⁝を設けて協力精工整するの

土麗婁艮今凹本に建投される

疋める御心がある︒これにより配

料の減免箸の助成で＋分であろう

も一案であろう◎激た開発の難敵

戸冠として鰹水炉が考えられてい

業グループのありカも密然と決求

長期一画の数字約二一に再検酎

寂た︑附甜四十年度の員体的な

協力す．勺などがあげられている︒

口米研究協力など︑その疑体化に

関する減際協力促進の観点から︑

強化のため︑人材欝成︑研號開発

るようたが︑虜水炉︑改良型炉も

段階にある︒

予騨の長期31圃化などが必要だ︒

よく検討すへきた︒倹講ずるのは

引蓉続いて海域会︑功門委員会

施設篤の各挿罰画が扇動化しつつ

プリングは﹁二輪潤用たけに限

本の現実をとくとこ

●

二丁﹁ッ．

IH

ρ

6

阿

職︶

硫 ︑

の興総量

給することになっている︒
価格表 で は 薇 力 K W で K W 嶺り苗

ら提出された﹁動力炉開発の進め︸方﹂︵試喉︶に対する各委負
らは高遡増殖炉をこそ取上げるべ
で︑これ卒画際協力の体制の上に
その研號鼠穴課題の一端竃になう
よう設定すへきだ︒新型一日鰯の
開発の三二は︑けっき︑︒くその開

発方式にかかっているが︑園際協
力を輔とする部分開発︵海外の特

在菜型については試

出田甑鼠

の活動状況︑西堀栄三郎︵旅船事

案の線卒強力に︑また薪細編樽炉

閥︑畷行別のグループ化には疑問

権力による統合はいけない︒旧購

あるわか頃の実情にかんがみ︑ム

ことがある▽この秋の圏際原子

定した⁝⁝発のなやみ﹂と要した

力機関総会は︑その﹁なやみ多

平幕潤用

き﹂円本で開か4τるわけたが︑

魔頸いたいし︑議し梱みをもつ

諸国とも︑率のな蟹兄の交換を

期侍したい▽東京総会では︑各

になっている︒輸韻で焦意よう

国のPRの企瞬もぼつぼつ話題

とするシ﹂ンブルの英輝線イ力

公批は︑この秋の索斌岡際脱藩

後避国をふくめて多救の群議煮

宙に積極酌に出品するという▼

したいものた︒

為効

が集まる機会を︑りが国もいい

樹用

企画をやてて︑ぜひとも

本店 藁京・干代田・丸の内（斬東京ピルパ2の7551
兜町営鑑部 東京・日本橋・兜町 （6τD1211

なり抵くなっている︒︵GE社の 心分の燃醤︵緬格は来発表︶を供

の恵兇の畏明が行なわれた︒その繕果四月という期限にとらわれ
きではないか︒斑速炉に関する罵

どうして取伺けるかがとくに問題
定プロジェクトへの暑夏︑三二︶

がよいと思う︒局のカスケート方

た︒

石原︑㎜本松︑大堀︑田申釆畜興

式には反対︒在来型については局
試案でよいと思ろ︒

懇談会の論謙はゑだ十分尽くさ
れていない︒われわれは長朋闘標

て締ることをいうのであって︑瞭

などが予妃されている︒

電は鵠腎炉にとど議らず︑各穂炉

両氏の研先委員会愛員再任および

ブラ︑．／卜碇全設訓鹸究譜幽部会の

嚢剛理事︶絵山瓶夫︵東人教授︶

を瞭電で十分行な

があるが︑機能胸グループ化は
倹講

設置などか報告承認された︒

凝の東虫支社

住友饗ナカエ

は二重⁝十七H郭話都千氏田区神

の東寡支社移転
謙た︑昭和四十年度職漁訓剛の

住友原子力工業

原子力奏全研究協会︵理箏長藤

︵電話二ゐ六局ヒハ三︸︶に移転

田盛物町ニノ一ひ浅田飴ビ君⁝．階

3PDRをめぐっ

ll一﹀ームー

て体制の充実をはかりつつ研究課
融の検講なとについての諸活動を

汰綱については︑薩裏に引き枕い

進めるが︑同時に︑瞭チ力発電所

尾会長歴で鯖ム回理事会を開き︑

蜘︑服支赤鼻の大綱などについて

①没員異動②昭和四十第喫驚蒸ぶ

役員臓動については︑電陳開発

全上間題となる諸問題について重

櫛繕黙諾
の建設をはしめ瞭︑＋力船︑樽処理

波収北著者鼻翼︶は二月十九日瞭

原子力安全研究協会第五回理事会

N度事業計画大綱を審議

炉型の

型を建設すへきだ︒中央三祉が庸

ってくる︒園の助成は必要なが︑

に取戻すため︑開発投資を再検附
すると共に︑官民一見の体制を副
え︑財政投融資︑助成金︑税制面
での優澱簿︑長期的な国の援助を
月立すへきだ︒また︑甲重三掘の
建設と経
を利用せずに進められ︑二期

訓画は︑原寸二号炉の

の鵜発投資となり好ましくない︒

験

国内メーカー脅成のため︑開発段

手のか携えを見せているが︑先ず

外園データでなく︑実際に嬢心し

大由委員

二三瞬の潮

給見通しは楽観を許さないので︑
思の配慮が必要︒核燃料サイクル

心として燃料の物論利用に努める

については︑国内再処鐸体制ぷ中

階では︑国産技術進歩の遽度に応
じ︑資権雪下のタイミングやテン
ポを考慮し︑圃弗化を画接支援す

縫議した︒

証に栗玖篭力眠︑巾粥取綿澄田中匝次

総裁になった扇田確太瞬理事の優

点附な調鳶︑研究を偉ない︑あわ

なろう︒機器︑燃料の国就化には

耶氏が就伍した后報告された︒

実態調査を発表
韻語難支出・売上・雇用の実績

原産

技術続航の向上が必襲て︑このた

大規模発展へ速い滋を開くことに

ることが︑結局投資効率を商め︑

よい︒

はウエイト・ア︑．ノド・シーの態度

は︑安全性に関する研究の働燐的

在来型導入について

としては増殖炉の開発と考えるが

撮翼とPRがとくに重要︒新型娠 よいが︑推進の賎構を作ること︒

十口の会禽に引き瞬き︑各委員か

Q︑ マン・．ハワi︑資命︑外感囲と 信用銀行講童で開解され︑一月二

へきだ︒米国の核鍬農民掬化によ
り︑海外メーカーの攻勢が痛発化

原電二号炉に続く中

小川委鼠原了力発竃長期戯画

をとる︒蘭速炉は滋薗試案の線で

で︑わが国の最適の研究闘発墨制

国際協力の貝体的方式を考えた上

重水炉等も考えよ

の協力を倹止した十で︑独立した

らの激冤聴取を行なった︒今回で

し︑石油配榮以上の外国資本の支
配が行なわれるおそれがある︒燃
料国藤化のため︑電力会社には園
産品他用を︑辮料メーカ⁝にけ過
当競争の圓避を︑濠た囲には燃料

岡田委鼠

敵業確立のための助成を要望Q

果三祇の訓画に︑経済的といわれ

る五＋万KW級も考廠すへきでは
ないか︒家た輕水炉の勇炉以下

メーカー︑国の紺籏を期待Q手業

は国産化が望ましく︑電力会祉︑

五グループは専門化︑集約化が望

国内メーカーの競合はさけるへき

次の十年間は野間の瀬野的滲加を

へきだ︒俺進圃とのおくれを速か

を魯口説し薪謝画は闘議で決定す

全国ネノトワークでサービスしております。

発羅コストについて︑エジソン

ずに︑＋分審議を嵐くすへきたという知見が多く紹たが︑四＋一
書案はほぼ二障で︑外国の削画へ

発の傲本ゐ釧を椙して政鰍にまで

から︑四十一無度痩求にとらわれ

瀬藤婁 員

各委貝の慧兇開陳が一応終わっ

全井委暴新型転換炉の腸殆を

た主な趣は次の通りである︒

究から実用化家での開発副画を︑

今井委風︵原燃︶

期蠣罐各委員の意見出つくす

ついては概は妥嘱と思うが︑再処

噸すへきだ︒中間炉は電力会社に

別々の機構︵全額圃確償金︶を考

ら︑そのために必要な部分開発を

高遮炉へのつなぎとして行なう

国は研究闘発の助成︑燃料饒用料

助成と実用化方策の磁立謬プルト

明確化し︑騒際協力を積極的に行

Eムの熟中性子炉への利用技術 わが麟の主要プロシェクトとして
の確立︑をはかる︒

だ︒改良転換炉︑増獺炉の研究開

社の技酌導入での

て受験炉あるいはプロトタイプ炉

て燃餅サイクルの観点か︐！2︑原子 は︑激研中心で基礎醐究に並行し

発を一段と促進すへきた︒

ましく︑外国

力発電謝画に跳水減速炉を導入す

の設倒研究と関連技術の研究を︑

ないつつ推進する︒嚴初の五年嗣

ることが趨当と考える︒その際発

二︑噺型娠換炉の開発空とし

英ウィ

求めて︑実験炉鰹の建設卒二灯な

でなんでもご相談下さい。

感
酬謬

う︒

，

へ
繭輔，、鱒欄

し︑ブ鳳トタイプ類を建設する︒

9

瓢獄︶

鎌た︑八十万KW蝋一サイクル 掘は︑同一の繕鋭火力よりも巷レ

高速炉開発を強力に

無肢予舞目蔭のためにも﹇鼠本方釘﹂の門づけがほしいという原
の嵐資︑人員滲加卒・考え︑数無後

問題は新型転換炉の扱い

研ならびに二千力局の要請で︑各委獄の意見をとり入れた籍しい
に実験炉ぷ一建てたい︒在来型につ

一奪度予鼻肇求のためという考え

持ち上げることだ︒一番大きいの

の偽温ガス炉の開発が遡当と思わ
ると無理がいく︒在來蓋置ωユー

険負担︑ユーザーの支持と協力卒・

誠案を娘イ力局が作り︑次岡に提出して討議を進めることになっ

内容は馴掲の通りであるが︑これ
には賛成しがたいQ高趣炉の開発

立った場含に導入するq昭和四十

に対する各褒嶽の頓見の要点は左
は今後の塊本旨策として︑今から

磯並する冠超しのある動力炉に︑

は研究開発の悶糊で︑訓圃の甲身

松根襲鼠懇談会の役尉は︑開

雌備にとり組むへきである︒

盤鈴ガス炉を加えられたい︒噺型

れる︒また開発の中心は懸気響業

いので︑軽水炉に決める必慶はな

ザーが自運のあるものをやればよ

い︒長期的な闘発の厨標をはっき

発金体のウエ属トの置きカは︑笑
用炉の国産化を最醜醸とし︑つぎ

O醐達炉におくと定めることQ十 解業部会の第も回部会は︑二月十

通義省の配業構造冨議会原子力

に新型転換炉︑最礎に嵩速炉の順

理識備とプルトニウム貿蒸げを原

八日午後︑來凪大手町の二本長明

分時問をかけてスケシ．︷一乃を作

ぞ力委の提窺通り擢越されたい︒

め︑一二月八田には麗一側委員と中

たので︑閣題を検討し整理するた

目莫と中立委員との懇麟会を開催

並餐員︑三月十一一日にメーカー側

やれといってもやらないから︑政

でき次第山川に移すがよかろう︒

は当面国有として︑受入3／態勢が

敬摂転換炉については︑海外の進

等の特殊臥篭から晃て発電原価を

実施し︑看刊に利用し堺る見込が

穿二階発によるのがよい︒しかし

原子力局試案

一1

三︑画速増殖炉の開発亀礎研

の減免等の措鷹を講ずる︒

動力炉醐発の遣め方

一月二十一日の動力炉闘発懇談

会へ出された﹁動力姻開発の進め

力﹂︵原子力局試犠︶の要点は庄

の逓りである︒

わが国では軽水炉が原子

一︑任来型導入炉の園謄化およ

び改良

力発慰訊画の霊流を占めるものと

国二化・敗良のための研究際発の

国としても①安全盤研究の推進②

することになった︒今回発表され

甑誠するためにょい弩えがあるな

渉を／1愁深く観嚇し︑日本の金利 縦がやる腹を決めることだ︒轡科

局試案は花来型炉に

であってほしい︒

蒔ではなく︑隅であるへきだ︒開

趣炉の他に氏GR︑HTGRな
がど
しっかりしないと予算がとれぬ

転換炉の開発については︑重水減

に異論がある︒経済性が最も旧く

和朗襲厩軽水炉率流の考えカ

の通り卍．﹂ある︒

前岡に示された瞭．＋力局訊察の

いては︑実用化に際する郡たの危

瓢

た︒次隅は三月十八日︵木︶に開かれる︒

鷹

形で︑設計図面等を海外から入馴

3 予思される︒この炉は技術蝉入べ は聡力業広巾心︑製造業者穆加の
︵ースで建設されるから︑その国 藤

一

化と善良は寵として厩間企撫の自
彰謡

米嗣インペリアル社と按術提携

資生堂ボアン剃

証券貯蓄のことでしたら、プランから実行ま

欄晶

れ味の箔命麟おどろく程匿くなりました

謎竃

株式投資・投資信託・一跨債・劇引債券など

ステンレスの匁付けに初め賦した赫

ヅ嬬

製品￠す。i匁先がつねにシやPプで・切

、

日興です一

ぜ。

ro

。幽●

ステンレスの匁…

◎

剃匁の革命
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マネーヒ）レなら

瀟
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訓

新

解和40解2閉258

ノ

聞
新

卜

たのに読童ご十八年置もほとんど

﹁原子力器材の研究開免生屡﹂部

横はいの状態であったが︑これを

門に限ってみると研究支出は二十

ノ

多

﹀〜ノ

醗用の環状と将来見込
．

慣

隅

勤
緩

次畏になった

科学技術庁原子力局

まってきて﹁渋い甘墜︑﹂ち懸い

−︸一

土研澁事に転細した鈴木欝一

の工学士︒剣旧六

貯

はらく通醒へ出ていたので︑こ

った﹂という︒三十六臼かるし

懲湿ても︑曽．超の犠庁に近くな

んは︑n米開戦の昭和十六年十

氏の後任として資した堅塁さ

戦中派

二弓に東日露気工学科を卒業し
た

段にふさわしい怒O矯の長身
て︑髪には白いものか漉しって
いるが︑声は三々しい︒さっぱ

れから思い二魎強したいと︑慎

曲工︑．艇醒︑入山翫︑工難技

りした人納という評判である︒

酌翫をへて︑昭和藷＋一年六月

ると︑﹁鈷論が出たら駄々胸に

勅刀炉開危懇談訟に水を向け

弔な弁︒

除入り︒原研や瞭蝿の憤押冨も

一宇駐日庁の二足と同時︑一世技

やった︒紀足のころはよO集ま

味での実用化のとめ︑十分使え

Oの組目で︑仕事をやろうに 実ねに移すのが艮い﹂一広い慧
も人もア舜もなかったか︑活拠

犀斜面との連けいも大切︒﹁せ

るよ・︐なもの亭作る江山があり

った︒雪年たった今はたいぶ固

のある入が多・＼建設的ではあ

としてやるねけ・﹂

隷い慧味の腺子力臼政としてよ
り〃国策

〃明冶式

⁝

でやるか︑そ3／ともも

といい切る︒騨六炉の導入ぷ．

う一捗先んしたことをやるかは

問題たが︑敏十年先に思いを致

四

づべき一．﹂︑あまり回先にとらb

原イ力第一船については﹁プ

れてはいけない︑という懲見︒

ロトタイプのようなものた﹂と

いう募えで︑国として大きな投

胆

一ツブルレ︒．解決して今後のモデル

資妊した実例たから台即的にト

⁝

にすることが油墨で︑﹁きっと

そろさゼたい﹂と思っている

誰

ロ

し︑こういう噺分野に投資して

よかったということにならぬとい

⁝⁝

門科響技術政策的にもま好まし∴

くない﹂という︒

竃粟チ炎と董女二

四

魑

︵＄K︶

四十四歳︒前職は科技庁大臣富
房秘誼課・R︒

ない︒豪たこのうち猿．＋二七屯関

割以卜國を占めていみことには変り

金︑会叢︑亀担金なとの二王が八

十一名に増撮している︒また一二十

の派燧入員は白⁝一十h呂かろ酉灘

四十て名に増加︑このうち外那へ

のみ前帝肢の二士二十名から二面

二

多

！

多

♪二

一

〆！タ！！

二

ミづ

つあることφうかがわせている︒

K 窪た核疫応によって放射性核隙

！ノミニニ

出は前年度の一千二衙力円から八
ノ

ミ

トレーサとしてのRI利用

〜く 〆〆

ろんな塁礎研究が行なわれてい

ことがで細る︒これに対してはい

ていわゆる

講三婆寿翼

曹

〜

雨距噌

︽曽

噌鴇︑選二

r︸︸

嗣愚

営業品目

SrgG︑Pu鄭︑Co60︑Gs

便われる︒

捌︑超ウラン元集︑Ir翻︑使準

ずみ燃繕も最近使用されている︒

5︑

店副

本日

ぜ澄

︑響

灘

讐糠船

難難

●筋肉痛。疲れ闘・便秘・夜尿症・難聴・心臓病にも

鉱工﹀︷の一⁝⁝十八年度原乎力関係

雇用人員はし千一一丙二日名で︑購

妬慢とほとんど変叱はないがその

︐

で工員の一一が囲たち︑唱侵襲は

二成では技術系職員の増加に対し

ほぼ横ばいである︒また三十九︑

輔

⁝

四十︑四十ム主旨を対照とした雇
用の見込一．﹂︑一⁝十九︑四卜年獲に

1員の一編減による洛込ηが．予期

⁝

よれるのは前同澗査と同様であ⁝
る︒

会社規模別にみた諸傾向．

〜臥ユ濃の⁝︒馬﹁八州q土原．吋力関関

諸傾向街資本金規模別にみると︑

尺一業への集申鋤向は依然として

続いており︑仔本命十億円錆土の鱒
か業がみめる比唖は・て瓦ぞ㍍会意

故で七八％︑支出実績九二％売上

筒へ九％︑雇川三一％て︑これ6

ている︒

度比二・二％ω増加となった︒当

九十後︵前年穫叡ご内六十七名︶

力各員の原．助力関旅嚢楽

出職は十六棺ヘイL白力円で前年 肖力円に減少している︒

該年度の増加要眠としてあげられ

める輸人の比峯は前年麗の八O︐％

係の支韻は両弩慢の十六優ニイ四

九年凌随び四十年度の雇用見込に

で前置臓スと変るず︑技術系臓員

てこのうち笠幡系職dは四十七名

は二自

た︒その内訳をひると田産調達分

るのけ今度初めて踊一された用地

一ゐ︑＝可へ年獲末における磁

二十億一千九爵三二と飛躍的増加

関係費六千六百万円である︒しか

かろ六悶ソ％に下り︑礎曳の最低を

掲いて箏凝議︑技栴系とも燃有増

かる忌十11億八千九白刃し命休的にみれは依然として出資

記録した︒談たこの取扱高中五ゲ

百力円︵支出全体に占める比率九

ほ跡嬉込み︑原子力発電の実用佑

円に滅︾した︒この粘梁全体に占

ルーブ所属六汰繭汁の占める比率

円へ周九九・ぞ％︶とわずかなが

九・瓢∴％︶かろ十穴億七千四由刀

ミ
多 多タ〆ノ！二一多

電力の罫十八年獲康子力関係支
〆

非常に注園を集めている︒

二〜ノ㍉ノ φ〆ノ！タミ

らも増加し︑RI利用厨係への支 に備え麿々とその沐制墾整備しつ

今旦みている︒

︿電力の傾向﹀

は八四％て酊⁝年忠愛搬大きな比擬縄

窒詹

を小し︑輸人調達分は⁝門鷲億六千

は前年肢の九至境チ一画万円から

一五Gr四二三浦の比重増加 年度比一一・四％の増加てあっ
一∴十八勾度の鉱工業七二におけ

グル⁝プ参加企准のウエイトは︑

る原子力関係諸実績中に占めるみ

全歯答会挫数の増加により︑へ︵損

紋ではやや低下したが︑その他の
諸突績では前年度に畷してそ﹄そ
れ増加を示し︑民隔における腺．＋

力開発がκグループ参加企業溢中
心として据琶されつつあることが

︿商社の傾向﹀

うかがわれる︒

繭誓の三十八年度中の験子力関

！

係取扱筒はκ十六億八丙¶刀円で前
〆多ダさ二

注目されている︒

ノ

アトムとして特殊な物琿化学的挙

r85を使ったトレーサ技術が撮
が生れる場含︑その核種はホソト

の元累を使う︒後からその元累の

一

「味の葉」・アジシオ。rハイ・ミー」

支出見込

ノノ5〆！！5建

超ウラン元素のほかにも︑もっ

近発表されている︒謹た放射化さ

これにつ

と小型の中懸子源で︑小型のバン

放射化分析の諸技術

いては︑分析学的な問題たけでな

分布楽放射化して調べるやり方が

ば︑トリチウムラベルつき化禽物

る︒

って行なうへ羅薇禰の得礁につい ガス開発飲納︵北鰍難槍蝿頭鉱恥

た観︑欝

冑

連擢粥務局長︶▽水︑火力発職供

一f4

て協識した︒この結論︑次のよう

︑も

給︵岩疲イ葎﹀▽線．申力発艦洪給
︶﹇﹄雪㌧蓉篤開穿噂くーヒρΩド隠撃憩

な行灘を企評することになった︒
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三卜九︑四彗︑四十∬年度に46
けるム︑後の原ヂ力閏係支出兄込で
は︑一一十・圧厘q度は三十・八隔ヰ度とほ

とんと詞水蔀︑四十年度は三十八

は同じく三十ぺ布麗比六三・六％

年股比一七コ八％増︑四十万無・曳

増を見込んでいる︒このう一5設備
支掛に向け一︶れる割禽は一休二r

％前後︑また研鴛・4配ω別てば
金額的には両論とも増楓の傾向を
みせてはいるが後粁の伸び翠が・入

さく︑研究支出の割合は潮次低不
の傾向をみせている．

豪た二十九︑四一弩慢における

してみ．勺と三十八邸匹の見込ては

乏出尾込を前猟論難のそれと比較

そ﹄それ一ご十瓦年慢百六飽二千／1

万円︶︑四十年厘丙二十二億八千

落力円︵前回砲込碁立幻篇千九白

万円︵溺惑見込自十九鰐覧て万

支出見込が前回のもの左あ剛って
いる︒

f鳶
鉱工黙における三十八二曲の原

だ衙刀円で前群度比⁝一

三十八年麗では経費関係の人軸壇

七年度に初めて識少小・みせたのと

子力関係レ兇上高は︸臼二十石僧六♂†

で遡勾腱比四U％の増加となって

増加となった︒この増加は童とし

五・罰％の

いる︒一∴十へ謝謝の鉱工業原子力

て際霜西海ならびに塊研向けの療
素謡機器および工事代余の増頒に

頷閏支出高を染種別にみると︑創

年展同歯電気機敏器員製二間およ

よるものてある︒従業員一名灘り

ミ

準にとどまっている︒
多ノ

ノ

それと比較すると三分の一弱の水

り陶上したが︑なお全経笛那門の

説度の萄二十五刀九千円からかな

の売上識は酉七十一刀七千円で前

び原．噂力麹巣が一〜二位て金体の

七割弱を占めたが︑三位以下では

看干順位の交代があり︵蒲年回六

位の造船・凸機が三位になった︶

ノノタ 多ミ

それらの渠種の比重が紬謹る傾向
をみせている︒
さ

最近のアイソトープ技術
斎藤信房日照R1部長の講演から

最近︑加遮装置を覇用しての荷

を行なう

hたトレーサを直接使ったのでは 動を示すので︑この現象を刹嗣し

亀懸子による放射化分析が盛にな

反跳舎成

デクラフを利用したものが︑開発

原子炉利用の放射化分析では︑

く︑各種の新テクニノクが研究さ

速い中性子の便用が最も注目され

不二含のため︑最初に安定の曽通
メリシウムが閤題になっている︒

改良されている︒

最近の大きな用法としては︑人工

れている︒

は︑二月十六日の原子力総合シン

こ3傷に並行して新しい中性子源 をイスラエルグル⁝プが強力に選

の製法として︑ウイスバソバの

一武つ＝転も榊ぐし

放射線源の利用最近︑入へん

か水理学毒筆で鮭用されている︒

線を劉ててηての物の恒質応変える

トレーサの一76素としててきてい 注階を浴びているが︑たた馳にγ

る︒

よる二次γ線慈用いる方法もあ

るアイソトープ強化学的な一つの

って誉ている︒またリニアノクに 出てきており︑現在︑土木工学と

ンを他用して旬なったシリコン分

るQ日本で︑核研がサイクロント

発され︑半減期の短いものあ扱う
点で

一ユークリアアイソマ⁝の研

究にかなり役立つと考えられる︒

れている核種がある︒たとえば︑

Iに代り︑これと平行して縫用さ

めているが︑この考え方は①遅発

くの熱発が行なわれている︒例え

の利用が開発されているが︑とく

とくに鍛近︑利用が贈えている

／一

・窪手︷ 二﹂

︑

中華子を測る方法懲N17を作る反 ゐ法のほかに最南︑ヤボルスキー

一

二憎く︹ミニ︶d誕︑︑︶一斗

らの研究しこ5．︸
の中性子源で︑プルトニウム︑A 応を屑画する方法輪光中性子を使

に原子炉で作る超ウラン元素使用

壽

巽18の漏機化学利嗣︑医学莉嗣が

う方法で︑面多い懸想である○
m綴︑Cf翻などの利用が︑鰻近

ものにトリチウムがあり︑水理学

中狩子測定による放射四分折法

るいは粧気的なソースに変換して

ている︒原子炉パルスの方法も開

にプルトニウム︑キニリウム︑ア
国際原子力機関︵IAEA︶の

グ弄

というだけでなく脚源として︑あ

ポジウムで︑IAEAのR王部爾
門星のバノテリイがある︒

アイソトープ部長の斎藤酷悪氏

ノGつ

複縮なラベルつき化合物として使

の叢近の状況について要旨次のよ

また︑今豪で使用されてきたR

、1

う強含︑いろんな問題があり︑多

ニュートロンゼネレータを使う

の活動状況に関連して︑RI技術

レ

る︒

生体のトレーサとして1縦に対し

うな講演をした︒

，

析の例は︑外国で注目されてい
嚴

o60に対するCo57︑119
型の
㎜望
に事対
が霧販されている︒

分折も行なわれ︑搭国て小
工塒︑Sr90に対するSr8放
5射
︑化C
近よく使われるものにTc99があ

R一技術に利用される核種

安さヒ

研究に利吊されている︒窪たフッ

ラジオグラフfに使溺されている するHg撚︒

り︑鷹学利用が注脚されている︒

Pm掛は︑βエネルギーをシンチ

e｝

エ

支出は頭打ち傾向
N度実態調査報告から
の増加を兄U︑設備投資が一応一巡して設備

工業の二丁紬は約璽不ハ億円て︑虜臼比一︑㎜

一 齎所報の通り︑日本原引力産染会議は錆

42われた主な塒徴はムの

の稼動期に入ったことをうかがわせる︒④鉱

が︑今岡の調葺にあ
○％以十増加したが︑宏だ需要とはい一ズず︑

上向いている︒⑥以←のことから︑鳳予力産

七％の訳幅滅てある︒この減少は

るもので︑研究用経費は僅かなが

研究・η繧両設備支出の呂減によ

ているもののその度禽は設備支出

らも増加し︑生縦用藤費は猷少し

の誠砺に比へれはかなり少ない︒

我じ

ﾕ

五圃原子力薩榮実態調査の晶黙レ愕允表した

通Oである︒

という局率である︒⑤一⁝﹃九︑四十︑四十五

売上簡に対する研究セ出の晶へ口は依雄・四％

力関係支出高︵昭稲一＝十八身度︶は胸百二十

狂度に対する支出見込は︑前同調査より益↓

①民問国国︵鉱工業︑曲斜︑醗力︶の原．一

七億円で︑わずかながう尉臼曳の集配を下回

り︑ 兀全な目障ちを示した．②鉱丁熟陣門て

巣の現状は︑一応の設備投資左終歳つた現休

よう︒

用﹂部門における支出総額は六億

と﹁原干刀購桐の研究開発聾κ﹂

変えることが考えられている︒

レータを通して蹴気エネルギーに

錨1業部門における研究支出に

￠一著一葦⁝妻毒

ついてのると︑開免当初より逐年
塗廃

武侍

@
@樽

，

丁七焦農に初めての減少卒示し 円︶となって360いずれも舎圓の はいすれも崩臼曳のそれを上圓っ⁝
㎜

勢の展開を絡っている﹂好情にあるといえ

制を維持しながら︑支出を引きしめて︑﹁情

は︑支出の頭打ちの閃は︑醐箕度比万ゐ・斎

％という設備支出の汰軸減にあるが︑RI・放

射線の利用都門における支出敵が者しく︑腺

脚力剛材幽門ではい く ら か 支 出 が 増 し て い
る︒③経覆吏出は研究︑穿麗向けともにかなり

設備投資が大幅減少
商社の国産調達分は急増
︿民間企業の支出﹀
わが圏の薩閥企巣による除 子 力

示した︒この内讃は鉱工榮部門由

初めて前年麗実糺勲棚下懸る懸果レ禦

高は白二十七億⁝一午七R力円で︑

きたが︑鷹十へ51展におけ る 支 離

串越え．勺増㎝率て憩速に増加して

り託十七年殿まで平均負率四 ︶ ％

業関係分野 へ の 与 戯 は ︑ 聞 免 当 初よ

産

力
子
五億一千六篇刀円︑蘭判瓦欝ぎ千

九醤万円︑灘力十六億八千ご 磁 力
受出項湧別ての風だった動きは
前年肢中二・七倍と飛躍附増加を
みせた放射乱発蕉且置が王十へ年
度は崩㍍穫化几刮の水準にとどま
ったこと︑核燃料関係で設備投資
の腰回により︑前年洩比三崎の大
騒減となったこと︑放射性物翼関

係の支出が初めて斜士されたこと

少であったが︑この減少はもつぱ

嵩ｬ︸臼力円で前鉱漫始四﹇四︒

三十八年度の﹁逸工・放射線利

などである︒

ち設備支限︵十一僧九千一一百刀

六蔵万円で前年肚比二・七％の減

の謙子力関係芝感高は荷戯画一千

鉱工漿部門における一ゴ雪八年農

︿鉱工業の傾向﹀

てあらわれた︒

はかなりはっきりとした形と な つ

繋の瞭子力関係支出の勲打ち 傾 回

度において予測されていた罠 闇 企

窪たこれによってすでに三十 七 年

も前年展より誠少となっている︒

原円で・勇関攣除いてはいずれ

臼
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醐速増殖蝉の開発はいう敦でも

ではリスクを負い切れないと考え年巾断ずるためである︒
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ーー
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