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ン︒リアクターになった︒昨秋
海外に派毒した調査面の報告を
みても︑銭蔵の大勢はこれるの
炉の次にくるものについて︑国
としての磁間とした力針をもっ
て研號偶発をつづけ︑プ隠トタ
イプを熱設するところ疎で寮て
いる︒田塞も鼓虫十年のやリカ
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東京都rl映区銀座

マクファレン株式会社

工・ア・プラウ

万KW︵蕪複七八％増︶となり︑これに対処するために昭和五十年度までに四＋六白穴万KWの魁源
ぷ蘭旧せねはならず︑その総工瑞費は五兆三千僧円にのぼる．そのうち櫨予力発冨は︑五十度度豪で

のとして︑ガスタービン婆万K

刀KWとなる︒このうち特殊なも 十六対二となり︑五十年度末には

KW︑筑十隼度六午六画五十万K水発儀である︒

¥八対六十六対六となる︒

に︑約一千万KWを窟謝し︑四欝三十五万KW︵瞭電亭凹く︶の重事開嬢をみることになっている︒
した︒

水力開発計画

四十−五十無漏までの十一力年

火力醐発計較

の晦力を胴発するのか︑新型転換
炉の開発体制はどうするのか︵そ

質疑で︑瓢型転換炉と筒趣増殖炉

た講飯羅︵団長丹羽嗣央氏︶の報

れが淡白6ぬと前へ遣窪ない︶︑

ノ門教育会館で第十四画会禽をひ

告︵五面墜照︶を届くとともに今

どが酎議され︑独子力委二会が大

晒隣協力の具体灼な町四隅は︑な
報㌫は丹羽︵ぬ禽︶山用︵新型

後の処理方剣を審醸した︒

らき︑ききごろ海外を視駆してま

W︑そのうち打酉三十万KWが揚

闘に陥発する水力は八二一万K

禰要想定

Wで複刊増加率は三十九⁝四十五
火力開発については︑地区別需

と︑四十五年度四千四否穴十五万

また︑十二刀最大電力でみる

高ま る 原 子 力 の 比 重
今回決定発表された電力畏期議

この酬醐の照塾想定は︑日本聡
幽幽十・一％︑四や五−五や隼度

醗の概要は次のとおり︒

力調査婆澱会の第二十七圓麗麗値
八・ゴ．％となっている︒

一…
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策についても地点の選定や識謂等︸

の海上をはかるとともに︑公霧対

火力の大払な採胴によって経済牲

を総含的に考慮し︑大容騒勘能率

要の分布︑立地条伶︑送変避罰醐

によったもので︑潴要端鶴力駅は
電源開発計画

八簿KWR︑五十鉱度で三千四百 電源開発31画は︑地域総合の罵

九日目で四十五無度一 千三同工十

戚︑電源の曜置管兆κ囎して︑必

五十署億KW銭となり︑複覇増 撫 要 に 対 し ︑ 地 区 別 鼎 蟄 ︑ 系 統 構

嬰洪給予備力を確糊すると同時に
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H太造船工業会会長

佐

清水共同発電株式会祉取締役社長

岸本蓮稽
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岡

長骨
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日本原子力研究所理事長暑縄細大

長
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長ξ

北海道電力株式会社取締役社長

理化学研究所揮串長

利
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千

社

原子燃料公社理事長

々

苟ﾜ

遡薦勘

社

目本原子力普及センター常務理事里陣触

株式会社日立製作所取締役社長努 巴誕

日本放射線化学会会長
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嶺紹介し︑ヨーロノパの殴子力開発について概観してみよう︒

出発の遅れ取戻す

＝鴨

一方︑西ドイツの電力彌漫は︑

はない︒しかし該燃料サイクルの
確立の虻めに︑年嶺り四＋沙の処
理能力を持つ樗処理プラントが建

発電炉の経済調査進める

されているが︑見遷しは余りよく

子力発三所を律識することが考慮

半には︑二年間附で勝じ規模の原

物理︑エレクトロニクス︑原画物

う︒また内容は︑特に炉工学︑炉

で︑研號煮︑捜術哲の交換を行な

フィンランドの発電所は︑今ま

一方︑原子力発議について︑最

ものである︒

を二茎備えた︑国内で一番大きい

大部分を製造できる可能性ぷ持っ

メーカーが原子力発餓所の設備の

最近の調査では︑フィンランドの

Kイド出版ロi菊

原子力バイヤーズ

フィンラド︑外国炉購入に期待

でほとんど水力発電所であった

近の経済的研究では︑鷹気出力三

いる︒

理学︑攻射線の利用などとなって

が︑繧済的な舳から水力発聡も限

謹た原子力薩業の現状について

ないとほえられている︒

プルトニウムの葭処理について

界になり︑火力発駕に璽点がおか

んでいる︒

設中で︑将来にそなえて雛備が進

いが︑ある会社がこの問題に取り

は装画はほとんどないといってい

組んでおり︑カールスルーエ研究
は︑石炭や石獣の資源はなく︑す

れるようになった︒しかし圏内に

とかなり競合できることが示さ2■ の原子炉亮込みをストノブさせる

優勢の化石燃料による在来発聡所

かし︑このことがすぐに外国から

十万KWの原子力発電所が︑現在 ていることが明らかにされた︒し

欧州共同体内の原子力麗業バイヤ

ユーラトムはこのほどはじめて

らないのが現状である︒ごく最

〇年の初めに建設される予定で︑

た︒この原子力発芸所は︑一九七

であり︑外国からの購入に期祷し

ドの原子力のマーケノトは︑宙田

ということではなく︑フィンラン

行なったもので︑亟ドイツから一

動と生麗に関して一生した調査を

ドは共同体の原子力関係会社の活

一荷の発聡所として鰍設されたが︑ 現在︑敷地の週定などが進められ

食昂働生魑理局︵FDA︶に対し

米原子力婁員会︵AEC︶は︑

の許可申請を計画

放射線照射イチゴ

部野毛ザでコピイが入手できる︒

熟出力十万KWの予偽設計と評価

ている︒

近︑ナアンタリー着餓所が塾底負

を専粉浜に研究していることは興

これは±労二千KWのユニ．ト ている︒さらに一九七〇竪結の後

このようにベルギー産業界は︑

卒行なった︒

放射課で殺菌したイチコの諮可を

費

イタリアの原乎力二業は外照の

味深い︒

将来の見通しについて︑ベルギ

求める訓圃をしている︒この遺髪

溜実に原子力開発にタノチしてお
り︑原子力設備の製造など濫獲の

んでおり︑すでに多くの経験を得

会社と共周研究のための協定を績

線︵電子線については後からつけ

は︑コバルト60︑セシウム餅︑X

ー電力箏業は︑発鍛プラントの大

ている︒窪た︑イタリアでは︑国

堪える懸盤︶などの放射線澱より

型化に懸離し︑一九七〇一七一館
と︑さらに一九七

内︑国際マーケノトにおいて成功

るまた核燃料と燃料要粟の加工︑

再処理などを開発する新しい会

転を目櫟とした各鷺気繊力六十万

技術嘆身につけたと酬われてい

燃料だけでは︑ベルギーの発蹴所

挫も設立された︒ベルギーの原子

出るガンマ線によって殺曲され

︵PWR︑電気田力一万胃菅K
W︶が遣転中で︑この碓設によっ

汪哿ｭ電計画の基礎がため

伊︑トリウム燃料

で︑上靴では照射温については明

らかにしていないが︑AECでは

十万−靴墨万ラドの範圏になると

見ている︒

燃料の再処理伊行なう契約に調印

でこの訊画の六〇1七〇％はイ はこのほどワシントンで使用ずみ

を集めるために実務された研究で

もちする︒この申舗のデーター

タリア原子力婁員会︵CNEN︶照射しない擾合より数日間なが
KW︶が運開になるよ・演画され ラチナ︵GCR︑二十万KW︶

この放射線照射イチゴは︑輸送

リアーノ︵BWR︑十五万KW︶米原子力婁員会︵AEC︶とイ中食へられなくなる率が少なく︑

WR︑二＋五万七千KW︶︑ガリ

の開発で米と契約
年の間に︑鉱底負荷電力生薩用の

イタリアでは一九七〇i七五 を得ている︒それらは︑トリノ︵P

術序身につけたことは周知の通り

新しい原芋力轡躍所︵凹田一一百万

ランスと接同でSENA原子炉副
ており︑これは数隼間にわたって

は︑イチゴは非常に放射線に対す

タリアの原芋力産業が買献して

した︒これは︑ミネソタ州にある

画︵PWR︑躍気出力二＋六万六イタリアの贈業界に約五億がの仕

なるのは容忍てあり︑﹁九七〇年

水炉︶からの使用ずみ燃料を現在

所︵出力二万二千KW︑核避熟軽

はデンバー近郊か

米︑HTGR敷地

AEC所有のエルク・リバー発電る感受性が筒いと結論されている

には八五％の圏標達成が期待され

このパーセンチイシが七五％に
イタリアの原子力産藁はすでに

この敷地について︑心血申心に近

長のロバー筆・T・パーソン氏は

し

●

●

●

●

@原

◇聖
三つの異なる原子炉型の建設終溢

塀︵約五十六3︶の地点で︑敷地重

敷地は︑デンバー市の北約鷺十五

それによると︑予定されている

のほど明らかにしたQ

だが︑未定だった敷地についてこ

力委員会︵AEC︶と契約覆髄ん

ル・アトミノク︵GA︶社︑原子

TGR︶を建設するため︑ゼネラ

三万KW︑の窩温ガス冷却炉︵丘

︵PSCC︶祉は︑電気嵐力三十

ス・カンパニー・オブ・コロラド

アメリカのパブリノク・サービ

ロトンデラに建設中のCNENの

のである︒

プラン下で再処理しようというも

このプラントでは発蹴炉から出

るトリウム燃料の再処理に言わ
れる︒ワシントンでの語し合いで
は︑両国はトリウムーウラン燃料
サイクルの開発で互いに協力する
ことを決めており︑豪た両委員会
は海水脱堪への応用としての原子
力発磁の利用に関しても書簡の交
換を行なっている︒

原子力協定を延長

鎖千六旗竿となっているQ同社社

イタリアとポーランドは昨年十

伊・ポーランド︑
が進められている︒

ウェー︑空運が近くにあり︑こと

CISE研究所はCIR一E
月三
N
ヤE
田︑原子力の平和利用協 く︑物贅の輸送にも︑鉄道︑ハイ

リアにはオリジナルな原子炉開発

るには蒔期が軍やすぎるが︑イタ

発購プラントの供給について述べ

イタリアの難業が先全な原子力

選択の蕉礎となるものである︒

始される第二世代の原子力発難所

のデータは一九六六年に建設が開

獄︑畜積を行なっている︒これら

あり︑国内外においてデータの収

イタリアは今や第二の経験期に

っている︵燃傷費は盒めず︶︒

金額はおよそ二億五千万メにのぼ

でにこの三つの発懲所に投資した

ている︒一九五八年から六四年ま

牟勇気づけるだろう︒

きた︒

る︒

し︑懲設資金の四分楽投入してい

ーズに韓設︶にも積極的に参加

千KWの発別所をフランスのシ∴ 灘を開放し︑イタリアの製造黒瀬

また︑ベルギーの塵業腺は︑フ

である︒

て︑ベルギーの転炉界が卸しい心

丁七四無に運

用燃料の単分もまかないきれなく

および轡門化が考えられているQ

KWの原子力発謹選廼設について するため︑企業︑グループの集合

高度の技術身につけた産業界

のたと考えて︑あわてずさわが

ーズガイドを出版した︒このガイ

所の萬速増殖炉謝画の一環とし
べて化石燃料は輸入に頼らねはな

て︑プルトニウム酉七十五計策を

る︒

嘘一本ヤリであるということであ

っきりしていることは︑原子力発

西ドイツの原子力闘発で最もは

るQ

KW ︑ 一 九 八 O 薙 に は 千 五 揖 万 K
処理する研究契約を実魔してい

のと兇られているが︑現在︑樗処

発は︑将来大きく進展していくも

このように繭ドイツの原子力開

Wから二千万KWになろう︒

圏的︑研究と開発の第一段階が達

軌道に乗った五力年計画

薩ドイツの原子力開発は︑すで
威された︒今駕からは︑いよいよ
理については何ら簡業ベースの品

おり︑科学両と藤業面の密擾な関

にスタートの遷れをとりもどして

一九六五年の千七面億KW11から

原子力発電の推進に重点

実に進んでいる︒現在進行申の原

一九七五駕には少なくとち三千百

る︒

子力五力犀謝画︵一九山ハゴ一爺五月

六十億KW11︑一九八O年には7ベ
9ルギーのエネルギーは︑今日
火力発電所によって供給されてお
千四齎三十倦KW11に増撫するだ

力難業は︑アメリカの会社と協力

り︑これ家で燃料は国内の石炭で

︸月中には鴬業発電は開始さ

ず︑過表に生んだ矛庸を︑︸つ

たイチゴに対して出されるもの

して︑とくに実証ずみ炉のPWR調査と研究ぷ進めている︒

まかなえたが現在では窮禰がすつ

いことは︑こんこの研究開発

た核燃隅股策1一再処理施 設 の

酒工の運びになり︑続いて関

れるだろうし︑敦賀の二月炉も

ョンの歩振のための道づくりを

ずつ片づけて︑蕎いゼネレーシ

第二の経験期にはいる

なるだろうと堅られており︑この

WR︑欝気出力二十三万七千K
ろうと見られている︒

力強い旗印串がかげて餌進ず

は︑息の愛い仕箏であるという

契約も延びたし︑プルトニウム

電︑東羅の源子力発霞炉の契約

一毫階

ため原子力災電について︑積極的

W︶︑リンデン︵PWR︑電気出 またこれを発電設備容愚からみ

算にも現われてくるだろう︒豪

かたがたかち聞か

る覚悟をすることはよいのた

薪しい年頃迎えて︑新しい

されたことを思い

ようやく原子力

こと卒諒識することではないだ

が︑ここで心しなくてはならな

各界の愈欲が一致

ろうか・

だす︒

ているように感じ

また一つ歳をとると︑ご薗分

して盤り上ってき

られることは︑

のことを考えるより鑑に︑また

の貿い上げ闘題も解決しなかっ

もまと豪るだろう︒それだけで

一つゼネレーションが若返った

た︒この荻豪進んでいったら︑

ベルギーの第一号発職炉BR13

かO変わり︑すへての燃料は外国 な野里が進められている︒現在︑

難閾の解決は︑そうたやすいこ

さらに一九七〇年までに︑閨体

その時︑十周年の紀念式典

は身にしみて冷たく︑原子力予

とではないだろうし︑不況の風

上の増加になる︒このうち原子力

をしたこと

は︑このごろのスモノグのよう
た過玄十年間に生じたいろいろ

異例の呼びかけ

で︑有沢原子力婁殿長代理が

に︑頭上にのしかかっている憂

・ 3意欲に満ちたものと受け取ら 手に思いがけず立ちふさがるこ

のゆく

な矛盾が︑

昨年の一礒をふり返ってみる

れたQその夜の祝賀パーチでで とも￥十分予想しておかねばな

自主灘発

うつを一挙に吹き飛ばそうとい

と︑決してうれしいことばかり

欝藥を︑西入もの

も︑称螢とも︑醤ぴともつかぬ

嘗業運転の開始議Rのびの び に

になった︒猿海諏子力発電所の

なって無を越してしまった︒原

らないたろう︒

ではなかった︒というより︑蕾

考えてみて講鳴待望の原子力第

て︑わが国の平和利用について

軍事利用面のことは一応別とし

てもよいほどだった︒原子力の

悩に満ちた一隼であったといっ

ゆる 〃 第 二 期 目 を 迎 え た ︒

が建設され︑五力犀計画の最初の

三千KW︶の三つの原子力発 電 所 K W ︑ 一 九 八 ○ 奪 に は 一 億 K W 以
なくなっている︒

イム︵PWR︑躍気晦力二十八刀万KWかb︑一九七五年に七千万からの輸入にたよらなければなら

力ニや四坐KW︶︑オーブリノヒハ ると現在の発羅設備高点三千七傭

町年は︑グントレミンゲン︵B

道に乗っている︒

作威︶は︑大きな変更もなく︑帆

係によって︑民閥企業を中心に渚

開発の笛二段階に入るわけであ

西独

（上）

発素絹は︑一九七五無には五営万

フォ⁝ラトム会講に参加した名川フォーラム代蓑による原子力開発の現状と碍来についての報告

ことが予想される︒ここでは二回にわたって昨年︑西ドイツのフランクフルトで開かれた第二圓

ヨ！ロソバの漂子力開発は︑渚々と進められており︑原子力発避は今後ますます増加していく

≡

することを︑この⁝隼の薫煙に

かかないし︑荻た水の入手も容易

定を延擬するため新しい協定に調

概念︵天然ウラン重水減速︶の研

であると述へている︒

究桑進酬めてお︐り・ROV工猷画印した︒これは一九六鑑年の協定
を埴に新しく轡き上げられたもの

藁

驚澱驚

f

三菱原子力工業株式会社

誇
かかげて進みたいものである︒

︵荷機物減遼・冷却︶についても

三菱化工機株式会社

PWR燃料体
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しかし︑咋年来のかずかずの

十分予想される︒

＼月
』翻

軍
春から鞭起のいい 闘である︒

原子力開発

わが削の原子力研囎開発はどう

子力握員会が精力的に堆めてき

第二期を迎えた

なるだろう一1と憂慮していた も瓶気に瀧ちた隼になることが

人たちが︑かなり多かったこと

は事実であるG

9Q
一r

論難難
盤

一国は︑契約段階で行きつ豪り
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自主開発路線確立へ

﹃

験炉建設は︑︵f〆︶プロトタイプ

五日︑第一七〇回護汀理事会と嬉

成するのがよいと考えられるQ実

︵七︶蕩速炉は︑約十年後にプ

炉のにめの技術開発に対する寅献

ヒ四回理慣会を︑喰夙丸ノ内の口

術︵ハ︶蜜全技術︒

に投入資愈は上配する傾岡にあ
ロトタイプ炉を建設す．勺ことを図

︵ロ︶運厭後は︑燃料照射施設と

今優さらに大型高遼炉知識のため

る︒豪た︑人員はプロフェノショ
標に︑その準備段階として︑実験炉

の新型蔽換炉の開発は國の計画
としてと⇔あげ︑これを捕進ずる

ナル・スタノブで放貫名の現状で

ブ試験などを蕩慮すへきであろう

建設︑図際協力︑F型モノクアノ して甜醜しうる︑ただし︑実験炉

陶を犠議︑承認した︒

本工難クラブで開催し次の各議

日本原ッ34力配業会議は十二刀十

の運転経験によって得られる情報

月十五日午後︑東屈丸ノ内の口本

黒本網曳力遡及センターG十二

ンター理事会開く

日本原子力普及セ

所由氏は原配柵談没を辞任した︒

稚した︒なお口本郵胎相談役浅尾

研躍理事長日下部滋民を椙談役に

就任した訟下壱雄鏡を躍肇に︑原

藤丹深造氏奉顧閥に︑同副礼艮に

んど三菱弟工会長に就伍した理事

ほ次の通りである︒すなわち︑こ

なお︑今回承認された没員異動

事の聚施結果︑ゆその他

置︑⑤双子力開発十尉年輩念行

原子力コード滞発懇談会の設

況︑③財務に関する回報儲︑①

ソトープ会議開催醸備経過状

①役員案下︑②第ヒ回日本アイ

をよって︑はじめてプロトタイプ

・スケジュール上不可能であるか

理嚇川蘭当盤肘喰海付託の顧問︑

工黒クラブで螢∴回押賢会を開き

．駅豪した後︑見︐．㌘館開設醸芝繋行

新甘最渇本時之介氏の騨事就圧を

状況報旨︑便／1供勉事養の経宮方

鉱酸

友

猪新

「

コード調製会設麗決る

休制の獲備を図って強力に掩進ず

あり︑これも︑今後増翻の傾両に

いては︑すでに実験炉の建設bわ

の建設が完成に近いことが必要で

とも昭和四十年代にプロトタイプ

あろう︒他方では︑元来プロトタ
イプ炉とは︑さらに次のステノブ
である実語炉の闇段階で実証炉建

のものであるが︑央国をのぞく三

設のための技術的情報をうるため

国では︑よたプロトタイプ炉概念

では︑その設議を直ちに行なうこ

は稲定しておらず︑豪してわが国

ら︑できる限りの田際協力を行な
うことと並行させねばならない︒

要があるりヘイ︶産業界の頭脳と

到︑薦挙昭の構成とPR碧南︑な

11−1匡IA＞O−UOムU一

どを荊冠︑．小亭した0

鉛銀鉱

同
欝

曲鳳
酋竃

原産の理事会開く

ること︒

ある︒したがって︑わが囚が蕩速

︵三︶燃群政策と一貫性がなけ

名程庶に闘茶きせ︸49必要がある︒ して︑米国︑英困︑フランスにお

閣年後には︑米国︑︑山国︑臨ドイ

り虫た︑建設中であ⇔︑︸ないし

プルトニウムの確保は環要であ

ツ︑フランスにプロト々イブ炉の

とくに切期段階に融ける開発用

ればならない︒

る︒それは︑︵イ︶外国より阻入

出発点の遅れているわが国とし

建設がはじ．まろうとしている︒

する︵ロ︶わが国の蕩処園田國壱

ては︑各国に非宿に遅㍍ることな

ろの︸慰を

予麿通の行なう︑の

いと考える︒

の蟻備が必要と予想される︒

とは閣難であり︑少なくとも数年

わが国に実験炉を皐期に億駆醒つ

技術を積極的に箏加させるための

︵八︶国の総力を縞儂させる必

る︵ロ︶国際協力︵ハ︶冷却系

このための灘とン﹂は︑．冨︶︸

炉の設副を行なうことは︑タでム

餓
く︑プロトタイプ炉を建設するこ

が翫要で︑残途は目鞭実現のため

〆五︶m懸協力は︑積極的に︑

界の情勢が流動しているので不欧

第二の三際協力については︑世

勘逮炉開発における国瞭協力

の情綴入手と︑早く決心し行動す

また︑返断速決の必要がある︒

は︑各国の間に複雑多吸にひろが

︵六︶将来の国際靴争となる技

︵ロ︶詔画・認緬︑コーデf不ー

施策をほとこす必要があるQ

シコンのための機関ん直ちに発足

輝難瀬

遅れ憩とっているというWこれ

︵ソ逮は不明︶は米︑加に大部

は北米の力が広大で︑猛鬼地と

畠照射の面では︑ヨーロノパ

中国電力し謄円︑瓦州地力六謄

消費地か騰れているなど︑食品

東斌屯力三十四億円︑関薩幅力

円︑東北屯力四餅円︑四回電力

王十三継円︑申部電力十六位円

各批の分損額は次のとおり

家く組み縫わせることによって辻﹁させる必要がある︒

の手段があり︑こ瓦らの三？僧う

ノクアノブにより開発する︑など

技術や安全技術をそれぞれ大形モ

︵獄︶冷却系技

は︑外国の実情を参考にして︑日

食品照射専門部会が第︻回会合

部会長に住木星介氏選出

危および再処理︶

︵イ︶局速炉用燃料技術︵燃繍製

ろうQ

術開発分野は︑次のヨ分野であ

っており︑かつ非犠なスピードで ることが必要であるQ

多数圃の協力もあるし︑二丁政

変毒している︒

鰐間のもの︑政尉徳理下の機関同

とを厨櫻としたい︒それには測く

ともに鰍隣して推進する必要が
ある︒

︵四︶研究と開発と二ぶ立の訓
画が必要である︒
所愛解毒の内で︑二〇％即戦を

ある費金け︑現在において年闘数

に簗巾する必要がある︒

先において︑これら渚国と国争し

調のもの︑国際機関と一箇政府︑

網際梶閏と民間廓聖体︑政艀関係

機関と民間などさ謹ざ家のちの
がある︑

団瞭協力といっても︑大別して
二種頬あり︑一つは人材掲よぴ悩
報交流を行なうもので︑他の一つ

削項の技術課発のための手段と

②開発期間の短編と資盆︑人材

きる沐制と方法昂講ずるほか︑開

炉開発に取り組むためには︑数日

の節約を詐るため国際協力を行な
うことが適当であること︒

圓際協力の方法は︑わが国の自

主的聞発のための憲体性層失わ
ないものであることが必要である
こと︒

打診を行ない︑その結果と相よっ
発讃醐へのユーザーの協力絵加が

③メーカ1の技術を十分活用で

て力針を決定し︑次の下説項に留

これに尽つく国際協力についての

欧ちに疑体早世発訓二八栂討し︑

B︑策水減麹炭酸ガス冷却型

長期計画を立て総力結集を
昨無十目十六日から約一カ月間︑欧米詔国の動力炉開発の状況
を視祭した動力炉開発調査闘は︑昨傘畷二月その報告階を原子力
委員会に提黒した︵二面滲照︶︒報仏樫によると︑わが国が闘発
すべき新型転換炉の候蒲を醜水減鵜沸騰軽水冷却型と碗水減速灰
酸ガス冷却型の二炉型にしぼり︑短期間に線型炉を︑十年後には
考える︒

必要であること︒

実証炉建設の段階に入っていることが必要であるとしている︒ま

意して開発燦進めるへきてあると

た雲速増殖炉については︑その開発を閃鍛としてとのあげ︑贋判実

十年間に一千億円

験炉から原型炉の建設へ︑感鯖趨決で飼際協力を績極的に進め︑
今後十年置に約一千億円の資金投入が必襲であるという粘論を響

研究のために灘保し︑技術の基礎

窩速増殖炉については︑将来の
十億円か・一2再数十億円の樫度で︑

を固め︑爵来の飛籏に備えること

確保︑および螺訴利用の効率侮︑

発の速さを凋め激うとしている◎

炉壇として各国とも力4．スれ︑開

高速実験炉から原型炉

盤の強化︑険術水聡の醐工への効

多掻亀を隈るため︑きらに産業猛

ているQ以下は︑報告轡の総合的所冤の全文である︒

⁝総合的所見

この際︑留悪すべきものとして︑

確立して︑促進する必要がろるが

に入っごいることが必要であろ

うる力を鐙うには︑幽期的な決畝

国際協力は速決で

果を考湿した局含︑わが目として
開発を進めることが必要囲︑﹂あると

わが国としても高達増勲炉訊画を

各岡をあ問してもっとも印票儲
かつたことは︑それぞれの隔の将
考えろ︒

り上げることが必要である︒米

︵一︶国鴨として︑はっきり取

次の諸点を摺臆したい︒

ることにかんがみ︑わが図で自主
国︑穫囚︑フランス︑西ドイツは

でにかなり進捗している段陥にあ

新塑転蜘炉の麗発は讃外国です

来の動力炉について︑白團におけ
る自主開発を目ぎして長期耐方餌

的開発を遂行するためには︑短期

を醗廉し︑しかもその篭本縄毒蟹
持しつつ各弊協力のもとに堅実に

う︒

が必麟であると煽醸された︒

いずれも晶ザ炉に本格的に取b組
一間にプロトタイプの段階串終え
て︑十年後には実舐炉建譜の段曽 んでおり︑ナ万年ないし二十年

虜選を臨けていることであった︒
新型転換炉については︑一九ヒ
○薙代に採用さるへき炉嘲たるこ

が︑豪た︑高逮増殖炉につ い て
このため︑すみやかに男喰を進

とを期侍して肋解したすへての国

は︑一几八○年代而半における実

︵二︶予算・入穏などの規摸

めるへき必験があるが︑次の二炉

は︑今田十年に約一千億円︑敏酉
名と雛驚さ留る︒

各国の嵩遡炉闘発に投入しつつ

原子力委挺会の礎品照嚇轡門鄙

と北協心力そ㍑ぞ耗一二億円︑北

に支凡られている

乱・闇闇都中央区八電洲5−3電詔。集強（281）大f齢311
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本
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貰1占・イL幌・llll餅・麟、ξ・名譲1屋・火回・広島・【1「i囚。藷粥

の

用化を臼標としてあげ︑カ ナ ダ
︵志摩転換炉の開允に集中︶を除 型の︶ちからプロトタイプ左一磁乱
すべき炉型左鯉短するものとし︑

A︑雪水減感沸騰軽水冷却製

は︑外ω施設の利用および資金と

絞ることになったQ

本が昼ひ研究冠ははならぬ盗品に

軍講

探ムの必蟄性が大きいことによ

るが

画も無硯できないようたV臼本

照射

でも唄射良品の荘場は間近いと

のレノテルをはって売れ

海外出彊所。インド甑ノ／・ンンガポーーレ・インド

・〃〜、金・

く︑すへての国が両炉の開驚を政

策とし て と り あ げ て い る ︒
これらの開発賢妻にあたって︑
各国は将来における低藻な工匠ル

入材を持ちよっておこなう共同プ 会は︑十二月二十一臼午後︑虎ノ
門の東洋圃器ビルで第一回会ムロを
ロジェクトである︒

海食磁力二億円

東海発電所が
六万Kwを達成

前者については︑口不原子力研 開き︑部会長に住木柵凱旋︵理研

東海発電所の予算
超過分電力が分担
融ん
理で
事長︶を選出した後︑耶会とし
究所上UKAEAの協疋が進
いるが︑この様な形のものは︑な てとりあげるへき凋惣について鴇

びられるが︑あ黛衰鎮．﹂

原石東海発電所はさる十一月十

外國ではレノテルをはらずに︑

るたうつか︑が問題になった︒

実は郷嚇食品ですμと知らせ

ある智度実鞍が固まってから︑

食品

地気事業連含会︵会鼠末川田一

八口︑堅ひ停臣且置の電気圃路に

繁急血止憂事の補修発了

隆氏︶は︑十二月十百日電力社長

酌障があって鼠子炉孫停比し︑補

九躍力社長会含て決定

公を開き︑原罪東海発霞所の建設

るへく広く各園謹たは国際機関と 隔した︒今圓はこの部会でとりあ

の嗣て推慮ざせる必要があるQそ げる事項のうち研究推進上閥Dと

︵ロ︶わが国技術者の緊縮︵ハ︶際協力を為鷹陶に進めること︑照

の薗晦は︑︵イ︶技術梼報の入手 なる点について鳴海した誌巣︑国

費のうち2丁韓超過分几十三億円 鯵蓄尿につとめていたが︑十二月
と︑この五時分の利．＋十互慰円の

カもてきそうにないし︑自衛隊

ているVU本てはそういう行き

＼

や学狡給食に他2てちらっ℃ら

には罵盤の賄保か問惣たろう︑

という蝉騒？も議たが︑劉用化

金

化鉄

田レくノしσ

本宅東夙四千

瑞業所秋m・樹

ギーの供給の傭保︑および核輝料

の狩効甜用に圏点をおくと と も
に︑厩業紘盤の強焦︑国内技術水
離の鵬度化などの効興をも考慮し
て︑その推進を図っているものと
みられた︒わが飼としても︑すみ
やかに動力炉に開する昆期的開発

譜糊を樹立し︑これを団策として

とりあげ︑各分野の力を結 集 し

予続（二雌

新しい技術

電気量

東鼠都千代田区大手町2〜4堀品高承2！1局372播（代喪）

実験重一
馳はし時
協年た目
る内
標・

︸40︒技術精報の入手に対しては討
︑ けを得ること︑照尉良品の挫会

ス上K日
卜昇、、午

筒速炉関係専門漿の教脅︑であ 射食品が安全であるとの学閥的議

衣・拭に後

気

晶鋼白煉筑紫
テカ万〜

古い伝統

茂
田
藤
長
d

瓦
σ）出六十

十一nから出力五〇％のヒ冒試験

し〉気開

欝

麗㈱幽幽滋

喉ン

鮒
櫓の力二

て︑その躍進を図る必要があるも

て几晦力が分留することを感式に

合3一百八億円は︑研究聞発費とし

謂算されてあったものであ為︒

鱈嚢腫転を開始てきるものとして

きめた︒ただしこれは十二月一日

るため︑︵イ︶筒燧炉圃際会献へ 幅が出された︒なお三隅的な織諭

には至らず︑次同において照つめ

入麺交流のほかに︑最合情意をう 的評価を行なうことなと多くの慧

の派遣︵ロ︶む門家の短期肩馬︑

ぷ雨mに実施することは︑要す．碧

し五電再

のと考える︒

昏
一

英原子力公社で会談する丹羽団畏（中央

縫対して雲際が馨筍難驚品の馨して

るaγ％鳩
あ

二つの重水減
速炉にしぼる

紙型転換炉については・将来に
り
おける徽恥なエネルギー供総源の一
い

定術ののぶ

て

と河内副団長（その右）

F
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いう感じである︒

グ

の技術陣を動員し︑その製品の市
場開発にも外福に驚力しているこ

とがうかがわれた︒その縞果︑

いすれの鯉品も︑企榮として採算

のとれたもので︑その将来轍が劒

ではジャガイモの許可が路ている

とは︑企楽として一歩競せしたこ

のラベルの変色巻利差してい為こ

良晶晶聡の実用化試験は根漸選

内の研究が行なわれており︑ソ連

ヘブン困∬矧鷹虜︵累︶ではコバ

BCN礼︵北部カレー石油会祉︶ ルト60によるエチレンの高岸頃含 んでいるが︑法的許可が出ている

の現状を議したレポートが感謝を

を受け︑われわれが持珍しκ円本

今國の調査㎜は撚る所で大鷹遡

とをふしている︒

発ざれている︒潤たフランスの11

カはベーコン︑小45密よぴ小麦粉 食品の安全性に疑問をいだいてい

食品は数種類にすぎないQアメリ ようであるが︑イギリスでは照射

照射食品の栄滋︑味の変化に対

る︒

いる︒さらにアメリ刀の旅子力叢
製品︑ジャガイモ︑カナダはジャ

のパイロノト試験籔置が作られて

獄会は︑ノバウノド︵放射線によ
ガイモ︑玉ねぎである︒そのうち

ではシャビロ博士の指樫のもとに

ロノト試験︵現生一旦干五♂︽
る木材の樹脂加工︶の開発亦進め

トリオキサンの放射線薦禽のパイ

の規模を︑近く十傍以上にする／を

宛所における中間規摸試験の追展

する試験︑細菌聯的な検査︑﹄40よ もって受け取られた︒特に筒附研

ャガイモのみであるQ痴販にあた ぴ動物実験︑人体実験などを実施

市販されているものはカナダのジ

近の製品などについて︑運にわれ

状況とか︑包蔵の会社から出κ最

ている︒ロノキード社で好闘した

決定される︒最近オーストリア原

ノハウノドを七十八辻の畷貝製造

配食往はコバルト照射妓置︵一万

れている︒

工巣用線翻としての加豫露は︑

︵タラ︑カレイなど六種狽︶︑オ

レンジで︑一﹃三カ月中に申請を
出す
品はイチゴ︑エビ︑ハマグ
米HV往のICT︑GE社の
欝食B

放射罎化学の工業化がまた貝体

のことが細部にbたって判ってい

化していない理由としては︑倍々

ぴつさ得ないためである︒しかし

しても︑それが直ちに工善化に縞

ない紀め︑ある部分の研究は元成

試験に強い関心

れている︒これらはコバルト線源

淋山台めて一工業化の一歩も二歩も

訴削の勘定にあると苔えられる︒

研究用に便剛し改問は臥療品の照

アムスーアルダム会

力研究醗では七二加途器を︑昼は

ていろ︒医欝器や食贔畷射用の鞍 衛生讐理局︵FDA︶に申請してを用いて︑その運転は自動化さ われわれとしては諮に諸外国の動
懸としてコバルト60が広く用いら いるQ穿下申請申の食品は魚瀬 れ︑ほとんと無人運転である︒こ 向に注感を払って︑その進展に備
れに対してデンマークのリゾ原子 ・貞ることが大切であろう︒

置︵六十．73キュリー用︶を識諭し 原子力委員会が取りまとめて食品

．勾Q照射食品の法陶読可は腱環と 所の施設が民間企業として運画さ

リスではエチ3ン紘を田め︑三カ 放嚇線化学の現状はi食品照肘

陸療器員の放射線霞菌は︑イギ

原研の工業規模

虻ことは樵麓が旨い︒

として食品照嚇研究所が新設され

しばあった︒
氏とOECDの共岡プロシェクト

れが
子力研究禁SGAE︶にIわA
E質問を受けることが︑しば

っては︑破射線処鯉を表にださ したうえで︑照璽食品の演全性が

ンテイシ研究所で塩聡化とかポリ

に努めている︒

黙薦に試料を岡り︑その襲岬開発

行なっている︒イギリスてはウオ

エステルの硬化などのパイロノト

著を要す

研究所が出線驚照嚇患︑原子力委

アメリカでは隣箪の不イテノク

るところであろう︒

ことは他山の石として

﹂ ず︑﹁発粥勘止処理﹂と明記する

試験が進められている︒プルノク

食品の実用試験

英は安全性に疑問
寸

H 身

のNCP溢は化学用の照射続置やを研齢しており︑後当では岱大学

蘇

ラシオアイソトーフを利濁した

穀物の照射護羅を試作して決り︑

盛んな

丁凝化さ為ようとしている製品

る︒ブルソクヘブン話調研究所は

照射施設の開弛は非常に進んでい

では牛肉︑駆内︑鶏詞などの殺趨

員会が低留量照射を分撮し︑前者

も少なくない︒これらの概品は抄

果物︑脳天の滅曲を指導してい
アメリカのNUM砲C往は鼻繋の

の建造ぷ訂幽してい．筍︒イギリス

術晦には成功しているが︑その鱈
工業用線源として︑板状の渦比愛

醇されている︒

場牲に不安があるので︑企蒸化を

照射用としてρ蜘に載せる照射＆

キュリー血管︶謹棚田に輸堕して

や研究所に研銀翼螢出して野菜︑

児合わゼているものもあるQよ 蘭能コバルト線撫オンデノド・ソ

作り︑ヨーロノパで市場試験産行

は︑一〜十捷程展をパイロノト的に

おり︑ジヘガイモの照射用として

ず︑エノソ社の言質洗朗SAS⁝スぷ．調記している︒カナダ線子

ない︑その麟果が農けれけヨーロ

ソバにSAS製造工面を作ろうと
トレ⁝ラ式穣動照射無縫憂作り︑
れているように︑グレ⁝ス社︑G している︒ダウ︒ケミカルdで 玄たニューフィールド社のジ㍗ガ

議セミナーを開催

ている︒￠六十五％が照尉施．戯

強化することを目的として行な

痩通して︑他企業との競争力を

・聞発にアfソトープを使用し 大部分︑工懲の改蕾や品質管理

mダのフポーラムとフ士ーラトム

テルダム田鼠は田年十一贋にオラ

この放虜線億掌に関すろアムス

している︑

る︒入場無媒︑多攻の参加を鵡望

テルダム会議セミナーぶ肉催す

河町日ヰ郎市センターでアムス

印楠⁝十−時か・っ午慶みハ貼同嘉いで二塁斌留Ψ

線化学研究会では︑︸月二十五臼

三戸の放射線化学饗員会と放尉

25霞・都市センターて

射に転醸している︒処理緑量はイ
ギリスでは二・蒼メガラド︑デン

リであ．徳

ヨーロノパでも琵品照射の班究

Gなどがあ戸電加画革メーカー

は絡んで︑フランスではジャガイ

イモ処良工鳴を設副した︒フラン

スのCLAAでもジ瀞ガイモのは
照︑出力の向上をはか．勺と共に︑
っていることば︑わが国のメーカ
ーも貼習うへき点であろう︒

されないので︑詳綱はあきらか

を使用している⑪③五十臓％が

fソトープ利用の研究︒開発は

でないが︑認員会の了承ぷ鰐て

解毛のとおり研究・聞発に年間

われている︒調許対象四十往は

一千四薦万がを使い︑そのうち

トープ・放射爆左随用してい
畜のアンケート方式と異り︑動

る︒ゆ罫十五％が翻家用のため

罠葡のルーナンな工程にアイソ
塞報告再は︑而同NICB報

その概勢を紹介する︒

その亭文はAEC以外には公叢緊によると︑①九十五％が研究

︑ぎ︑ぎ︑譜︑ぶ︑ぎ︑爵︑ざ︑ぎ︑§︑ぐ広

併を含ぽさせたポリ堀化ビニール

マークでは四・五メガラドを採用

射絹としてセシウム餅を用いに

発たけに約一千四百万賭と︑十

物︑ジ．一！夙︑デンマークでは三

している︒また照射済の表示に染

トレーラ式移動開田綾置を完成

モ︑果物︑すーストリアでは果

性がよい︶︑ポリ堀化ビニールー

し︑よた超河地帯で用いる照尉舳

その応用面の開発を積極胸に肖な

スチレンのグラフト終電導体︵謝

アメリカ鰭ソ弾のアイソトー

︑ざ︑譜︑翁︑ぎ︑ざ︑ボ︑ぎ︑ぎ︑ご︑詩︑
プ使用は漸増し︑最近一年間で

︑

アメリカ隙芋力編貫念は︑七

余烈におけるアイソトープ関係

CB︶に婁託して︑陛﹀鼻六預 は︑大手四十おでその研究︒聞

一八隼前全米滝灘会畿所︵N・﹂

警︑翁︑ぎ︑ざ︑調︑

熱牲︑耐衝醗性の向上︶なとが開

グラフト共電合沐︵金属との拶着

E社などの架騰ポリエチレンフィ は︑ポリエチレンーアクリル酸の
ルム︑フすード膚動車などの化職

社の羅エチルの製造︑レイケム

製墨︑エチコン社︵英︶などの

社︵米︶の執闇闇憾ブラスチノク

鷹療器の殺曲︑お玉ぴニューフィ
ルド社︵カナダ︶のジャガイモの

し含つたところでは︑それぞれの

場を訪問し︑現嵩の技術当と瓶

って︑今臼ようやく工崇化の騒通 尭芽隣止などである︒これろの工

代に︑地味な研囎の租乃題ねによ

ら︑やや悲堀的な聖気に移った晴

た︒これは初期の楽観的な時代か

われていることに強い印象を受け

ノト約な研究がかなり活発に行な

ったが︑工蒸化を圏ざしたパイロ 鉄板塗蕪の加工︑ダウ・ケミカル

外には闘新しいものは見られなか

れ荻で知られている工業化櫻品以

今回の調査では︑残念にも︑こ

製品の市場開発にも努力

活発な試作品研究

ことになったものであった︒

ないので︑その実体癒知るために命圓の調査団が派遣される

的なものが感じられたが︑い豪だに工業化への発展がみられ

派遣された滋時は︑放射線絡学の将来性に関してかなり楽観

十六口匹田した︒懲年萌に第一回の坂射線利用鰹門調貸醐が

リカの研究所︑工場など約四十カ所を殴喫し︑去る十一月ご

薩ドイツ︑デンマーク︑ベルギー︑イギリス︑カナダ︑アメ

羽国を出対してから四十五田間にフランス︑オーストリア︑

状と︑食品照射の研究開発活動る調査する聞的で︑ヤ月ヤロ

議麟におけ・勺開削隷化学の月傭研究︑特にその工業利彫の現

日奉原子力口業食議の派遣した放射線化学調査団は︑欧米

日本原子力研究所団

将来性ある工業化

4

しのあ．筍希望的な時代を辺えたと

とい︶盛況である︒

年崎の十侶の口費串疫じている
費擶杓紅藻調査

の投下資寒とその使用による経

員昆．本号と原子力諏汽会アイソ

ルスビ⁝氏ら︑米︑仏︑曲独︑オ

の共同主催で聞僻され英のチセー

ランぜの代表的な胡究菖九掻から

われたが︑今回のセミナーではこ

それぞれの分野の研究発議が得な

瓦らの研究発去山口左分担して解

説し︑詮禽晦なd論い伍nな沿うと

するもの︒

第13回高級︑一般

原研原子嫡研修所

両課程研修生募集

日本顕子力研究所跡子炉研侮所

では︑本年四月から実施する第十

三回晶級課程と闘士一面一驚譲程

︐︑

馬

の

︑

馬 ！

︑

ノ

紙紙紙紙

ト

ミアト印

i亘文社

撫鵡犠緊

凹㌫ワ

プロセスの砿立にあたっては自祉

しかし︑その利用が蝿んにな

れ︑折しい騨温が利潤卒．年み達

高級課響ω定︹撒ハ名︑期間は四

の晒鱈生を濠藁している︒

月から一年︒心胆課程は三†二名︑

誌¥R中込み壕郷切る︒

期聞は四月かろ九月までの平年︒

A5判上製箱入／茎18◎O

とを説く最新の文献。

兵庫県尼崎市常光寺元町ユ丁目董！番地

内額本送呈

徳島県阿南市農益1町吉川ユ番地

栖

原子力開発がもたらした最近の激しい撹界惰勢の中で、海
洋力か漸しいi意味をもってますますその真価を発揮するこ

東京斉ll中央区銀座東4丁日4番地

脇
て桀化ざ紘た製偏は︑よく鴫ら

した・その結果

の研窺に允当している︒⑪一二

約⁝⁝．分の一の万百万がは利用面

冨が︑現πアメ7ーカの代覆輪な

アイソトープ擦目化合物や糖封

トープ閲発部︵DID︶の継当＾干のアギソトープ左生産し︑
が︑使購醜婦に閉する幽幽填嫌

アfソトープ・放射線利用へ︑H 三蓋庁調鄭販売している︒繭五

研究・開発払含め政尉と集約を

一九万七一八年 るにつれて︑口本ほどではない

の一瓢問におけ

な規制の緩和庁強く肇む知が喉︑

結び︑その金甲は七首十万がに

次に会筏の臼已駿金による研

達している︒

欠とし︑四＋五

ープ阜一必要不可

八％はアfソトーブ・放嚇際の
る投錨頷は︑属

開発にアイソト

＋万％は研究・

米国におけるR一利用①

驚異的な経済効果
界にでてきた︒

請にこたえて︑

AECはこの騨
勤︑処理かどを

昨秋アイソトー

B有効と考え 究・開発副画はAECが開発し
ている︒㈲七†広70が許可申請の た捜術に依存するものが多く︑

漸増し︑二づ二％はほぼ横はい

すために必彌とする平均懐妊期

へ協§︑爵︑

郷︶

VCl防錆紙

［

フィ︑研究︑製

総謝して和マ衙

プ・放尉線の利
︵約四十托︶亭．個別に訪熟し︑

七＋万バ︵内研

ろものに集中している︒研究開

比較的早く工融化の胤通しのあ

開係者と膝つきあわ辺つつ︑し

罪続や規制潔癖に対し批判的で

であO︑わずかに⁝二％が減少し

閲は五−六嬢とのことである︒

功していることは良好と考えら

?に批判的である︒⑧七十院 発の十亨二十％が工疑的に成

にわたる

用に対する酸軍界の実態とその

藺髪士の秘鰭

糾用上の露髄点ぷ垂紐総照する

かも

究・開発強五

ため︑原子力委員長の謝閲機物

分譲にもわたり戸臓卜畿寓した

ある︒⑦ご十五％が特許の規制

三ご万が︶に対
し︑馴孫旗は約

阿千万がと一Q として︑アイソトープ・放三線

ﾍアイソトープ利用が過張に

ぷ亙るなとして内容の確確萄期

の五毎間にアイソトープ利用が

たとしている︒㊥κ十三％は次

︒カリー︶を設けて調査串進め 報告内容について颪接者の侮正

開発譜悶孟春会︵罪員憂L・M 鮎果串キ︑とめたもので︑とくに

た︒昨年照応カリー幅員長かる

して個入的な主観による石壁を

をあげていることを発露し︑ア
イソトープの工楽利用による経

叛くすたど︑その報告価値の赫

発課長宋翻

︵日本源子難産濃会議放下線開

原子力雲立長に﹁アイソトープ

いことを内負しているQその結 増加すると予測している︒⑭ア

措効果に灘する柱心を世界的に

と題する報告誓が提出された︒

出しく澱め︑アrソトープの利 ・放射線に鴎する産蝦蟹の評価﹂
用促進に大海く審与した︒

KSコピー紙
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自由世界の繁栄と生存のための海洋力の重要性を説く！

紙

σooo石σmずσ一一一
鍾A巳A本部を訪問した放刎線化学調査団

最新刊！
アンソニー・E・ソコール著／筑土龍男訳
航空力や水爆やミサイルそして押しボタン駄争といわれる
もののいろいろの道具立てなとが允達しても、淘洋力はい

まもなお自［1ヨ僅界全体にとってきわめて有効な政策遂行の
道具なのである。
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昭和四十一館度におけるわが困
の原子力利用開発は︑茎礎崩際鑑
から実用段階に移行する鞍馬謬論

で︑原子力予算もこうした時期の

期に蟻面しているとされているの

各種問題を解決することと︑長鶏

震度比五億三千六覆万円の減にな

その他の主要事項

ことにきまった︒

致をみて︑詳細設計は全額を政懸

百万円で総額に増減はないが︑内

▽補助金︑委託彊艮三億一千五

▽理研凱年度巾に簸玉殿月下町

おかれていることを示している︒

窺r活大｛鷺蟹ぐ（554＞0131

一船の建造︑㈹使用済燃料再処理 費一癒七千九翼万円を確保し︑前

その他薦饗事業にはとりあげら

れなかったがおもな事項には次の

▽原研11荊年度にくらべて一気

ようなものがあるQ

八十億四千四落万円︵十四億二焉

に十三億八千四落万円を増加して

六十万円︶になり︑これに民間出

資を含翻すると︑来年度の現金額

御受66賠響駕
3
書約認蹴嬉野翻

訟上灘

は八十四億三千五酉万円で︑定貴

が濁原子力研究開発の中枢になっ

も薙二十名増加し︑名実ともにわ

た︒とくに鋤力炉開発のための要

員を確保した︒

Y4，000

耀曲避難難㎜㎜難

▽原口唱龍年にくらへると七千

八醤万円を減少したが︑これは岡

慧味するものてあろうQ新たに三

祉の癒設が一難整備されたことを

▽懸船罪業団11渕無よりも五億

十五牲が増員された︒

はいう豪でもなく第一舶の建造計

三千六首万田口を滅少したが︑これ

画を白紙にもどしたためである︒

政府予算一億七千九百万円のほか

円︑雑収入悪落九十二万三薔円を

に罠閥の田資と憲付金五千九百万

含訓した二億四千再九十二万三衡

▽放医研禍前温度比一億二千二

円が来琿度の現金予算である︒

がみることになった⑪そのため鰐

また動力炉の開発は︑新型転換

衝で七億四千百万円︵一回二千九

動力炉の開発

I孤stitu重e

搬設の識灘︑④東海地区原子力施

っていち早く決定をみたほかはい
ずれも決定に難航し︑とくに原子

設地鞘整備の四項闘を寧要事業と

力施設地鞘の整徽に関する経費な
どは︑中心になる道路費を建設省

して予算の覧積り方針を立てた︒

に副上して十ゴ百朝の大国折衝で

しかしこのうち除子力鯖一船の建
造が一応計闘を白紙にもどして昭

やっと解決したほどであった︒

蕪度では建造飯工を見送

り︑主として隅査研究のための経

など尋入れ金でまかなうという藺
粟ベースに近い方式で行なうこと
に細し合いがついたが︑この資金
には嚢子がつくので︑そのため再

あるというようになった漏話には

処理を圏外に依頼した方が春心で

が反映し︑こんどはじめて二紹七

館度の四三円に新しく債務差担で

で前記比四百万円減︑婁託費は一

訳をみると補助金は一億五千万円

いる︒再処理施設ではこのほか調

百万円︶が認められ︑材料試験炉

︵十二偬千五菖万円︶を讃上する トロンの建設が認められたQ

理事昇任を発令した︒阿都新理璽

圃

箱四十

CDC三六〇〇型を供覧
原産から会員各位にお知らせ
記により会員各紘の御轟魔に供

ようお願いいたしますQ

しますので︑多数御来場下さる

B本原子力産業会畿は︑激増
する原子力界の計算需要に対処

午前十暁から正午まで︒

▽日時11一月二十九臼︵土︶

するため︑大型腿速躍子一算機
の共同利罵を推進することにな

り︑CDC三六〇〇型システム

の六の四大阪禽同東京ビ

ル原就当盤謝算機察︵望

▽場所睦中央区日本橋本町こ

封L六六一ニー〇七六一︶

を噂子袋算機殿に設贋して︑き

びになりました︒つき豪しては

たる二月一日から稼働隔始の運

稼働に先だち︑同システムを左

的観点に立つ開発利用の災体的力

れた︒このため原子力血肝会は︑

までもしばしば唱題になり︑建設

処理工揚の建設費は︑財政投融資

劃の確立推進を陰地にして編成さ

①動力炉の研究開発︑②原子力第

原研予算は大幅増
すなわちこの施設地帯蟹備費は

がのびているものであるが︑十二

再処理施設建設は財投で
数面前の中曾根長冨時代におこっ

千薗六万瓦千円の謝上歯藪激し︑

九億肖万円を計上︑このうち一億

二六千五否万円で四管万円を増加

十五万九千円増︒為しい試験研究

うち一日三千万円が日の鳳をみ

炉と高速増殖炉の研究開発を推進

しており︑次第に婁託費に題点が

政府が利子を補給することになる

た・これは凶十一年度から凍海地

にすることになったQ残りの横務 するほか︑在来型糠入炉の国産化

円を現金化してとりあえず手付金

に関するものであるが︑数次の折

を澱めるための試験研究︑その他

た岡題であるが︑地76の強い蟄望 日の次寝折衝でようやく恵冤の一

域における道路の整備︑為線放送

負揖行為分は四十二間度と四十三

もようである︒

施設の設麗などに必蟄な補助拙置

館度で現盆化されることになって

棟の建設が認められた︒

あるが︑道路整流に関する一蝕円

を講ずる約十一億円の初年随分で

は道路顧命の一環として建設省の

査と要舞の訓練のために一千衝万

の購設関係では二十三億二千万円

の新館に移転する︒大型サノクロ

予算に謝上された︒しかしこれで

円が認められている︒

の︑昭和四十一無のなかばごろを

の路歴は二面掲載の﹁ひゆう談ん

は動力炉開発を漕回する︒︵岡氏

一月二十二日午前九時半原配

原子力産藁医学に関する懇談会

㎜原鶴㎜

かうんた﹂参照︶

国撰に原子力第一船の建造方針を

るなど八項臼であった︒

定める︑核闇闇所嶺方式を検尉す

衆議院は十二月二十日六特別委

参院科技特の委員
長に秋山氏が魯選
どのようなものがあるかを検証し

員会の設置を決定したが篇学技術

これは新隼度にとりあげる問題に

る狐要寧項﹂について線談した︒

会禽を開き﹁昭和四十一年におけ

原子力婁︹ハA甑は一月由ハ粕川十二初

原子力委員会初会
合で重要事項懇談

なおこの予算折衝を通して︑再

は︑原子力旛設地帯の整備に便用
する予算であることが明確でない
というので︑閣議決定でひもをつ
け︑この点をはっきりきせた︒大
匝折衝のさい上線長窟はこれを原
子力予算に講上するよう熱心に主
張し︑陶民覚も蔵相も大体了︑駅し

たが︑大競事務当周から︑予算の
体系をみだると強い反薄が出て︑

豪た他の三千万円は︑同地鳳の

たのであるが︑この席上謡題にな

原子動力研究会計装抽櫛ゲル

⁝プ十九日午後一時腺塵︑再処理

民︵祉︶が再選された︒

った箏優艶︑五月の電源開発窟議 振翼対策特別運脚長には秋山長造

阿部氏原研理事に

上簗物処理グループニ十一田午後

十一隔年後一時験緯

ま振i替東京125575
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公表するために毎年開かれているこの学会は，本年は第19回に当り，6月に開催され
ます。本註は，この学会て公汰される論文を，その董要性と亦罵甦に墓ついて選択分
類し収めるものてす。 この学会の主要テーマは次のとうりてすが，ほかに，流体力
学の新しい特殊研究の招待講演があります。
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このようになった︒

各家雌に︑無事に備えて有線放送
を設備する経費である︒これも火

伽羅は十二月二十七日︑日本原

会に電力会祉の原子力発電謙画が
現われるだろうことに備えて︑原

子力研究所原子類設訓蔀長談材斜

蔵堵局は二千万円を空張したが︑

子力発電所の開発は山分日本原子

試験炉蔀長阿蔀滋忠氏の岡研究駈

結局三千万円になり︑二千万円は

力発電にやらせるという閣継了解

一蒔原器︑原子蝉安全グループニ

鳳捌に︑一千万円は原燃に擬替讃

事項の﹁漫分﹂の解釈に関するも

使用済燃麟の再処瑚施設はこれ

全米の熱伝辻および流体力学に関する基礎口開研究，応用技術開発の最新の成栗を広く
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なお計数の整理によって糞定額は変動することがある。
圃騙擁磁融譲蒸着幽森済響薩二二に長沼

上原科学技術庁畏営

ていない︒前年度は一二七千七や九力八千円であった︒

昭和41年度原子力予算政府案事項別総総
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され︑所朋の峨果を収めうるか否
かは今後に影響するところが雰常
︑

に大きいものとも思われ︑その貝
俸化が沈需きれている︒

原産︑地帯整備

十一田︑茨城県東海地区原

日本原子力産業会議は︑昨年十

の促進を要望
雌

子力施農地轍の整備促進に関する
要望諮を︑内含総理大臣をはじめ
関係省庁範に提出した︒これは束
海地区の線子力センターに関連し
て︑道路の整備︑緑地の磁歪︑広
報施設︵有線放送施設︶などの整

大洗町からも要望

ものである︒

内に罎かれた︒

爽海村には︑この協議会発足以
前にその前身である﹁東海村放射

臼本原子力研究所の
理購に就任した

茨城県大洗町長加藤漕氏︑町議

曙

淑砂

なお︑この協議会の委員はつぎ
の通り︒

技術者筆記試験

三月二十三日から拓大て

籍学技爾庁は十二月十六日の窟

報で︑三月二十三臼か煽19三臼間︑

施する笛八回銀子炉主任技術者試

東京都文照年茗荷谷拓磁大学て実

柳下賎男︵原研安全損当理琳︶

颪関係を抵当︑最近は材雅試験

﹁日露の腺子力は十蕪だが︑

できるようにしたいしという︒ が重嬰な課題になる︒それをど

⁝

⁝

いし︑若い人の能力を十分発揮 が考えたことのない炉の経済性⁝

七︑八重はととのったと見てい 来た︒しかしこれからは︑原研⁝

単に炉をつくることだけ考えて⁝

八一局五二七一蚤︶で希望粥に交

都千代田区澱ケ関三の四︑電話五

術庁原子力局原子炉規制課︵東京

験串込潜と履歴書の用紙は科学技

二月二士二日窪ての一カ月開︑憂

受験申し込みは一月二十四覇から

験の筆詑試験について公示した︒

炉部長のポストにあった︒

軸力炉開発についての阿部さ⁝

ぼくは十隼以上たよ﹂という通

原研内部からの理箏としては中 うとり入れていくか︒産業界と

あ
べ しげ
阿 部 滋 藤んの毒こ・だ︒棄で三

り︑阻部さんは経済安定本翻−

ゑ陪聴︑

縄済企画庁時代にエネルギー問

科学研究冨に昇任︑障憲晃礎研究

▽科技庁辞令︵十二月十一磁︶

付する︒照会莞同上︒

井緻夫理事についで二人囲たし の密議な結びつきが必要だろ

う︒﹂豪た︑﹁原子力発電は圃

題に取り組み︑原子力をやるよ

︒︐講魚鱗灘月頭麟

内のメーカーを強く湾て︑プラ

うになった草分けの一入︒原研
のことは東海村が松林のころか

︵十一一月十六

部長を伍任︵放薩研障轡塾礎研究

都長︶江藤秀雄︑

鐸

了

岬顧

〃メ乳κ

目
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ン板
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温
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温品材
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蛇

石零

圏囲

本

年

聞

なお︑笛十二条には宥効期閥に

関するとりきめがあるQこの協定

は双方の合蔵で随蒋改訂できる
が︑その有効期間は承認の田から
五年閥となっている︒しかしこの

いるものであるから︑この双務協
定の無効になった揚合には凄然効

力を失うQ

放射線防護で政
府へ要望書提出

備費として︑科学技術庁が昭祐四

ント輸出もできるところ萩で行

かなくては本物ではない・呆⁝

ら知りぬいているが︑こんどは

⁝
︸

の工業力を鋤激して︑鐙に難解

日︶総理痢技窟に転任︵在米臼本

大使鋸一等慰記實︶山本幸雄

一月六日初の定

例会議を開き︑昭和四十一奪にお

ける璽要石現について審議したの

ち︑原子力関係予騨鯖︸次内示に

関する事務当局の説明を間いた︒

諮の搬♂諭誇多／

新

業
産

料を便用しない高速炉の設謡や運

ている︒

具体的な協力は五月に決定

転の経験︑ならびにこれに使用

協定は日英双務協定を前提にして

日本原子力研究所は︑か ね て 英 国 原 子 力 公 社 ︵ A E A ︶ と 高 速 炉
の研究開発に関する輌報交換ならびに協力のための協定について交

渉していたが︑十二月二十三日ウィリアム︒ペニーAEA総裁と︑
丹羽原研理事長の間で署名を完了︑同日付けで効力を発生したと

ζの協定による同体的な協力に

される材料の基礎胸な︑そして物

原子力安全研究協会
欝団法人原子力安全研究協会は

一

理購として︑いよいよ本命の鋤

ゐ一一隼殿予鈴に二才七千観閲ハ万九

千円を概算舗労したのに対して︑

力炉開発にとりくむ︒

︵株︶に入社したがまもなく入 学生時代︑腱上競技で鍛えた

原子力襲読会

ｿ聴讐雛噛し︸⁝ 旬閣メモ
ですよ﹂と複雑な気持をかみし

隊︒戦後二十並奪に復員して︑ 臣躯に︑誠実さとファイトがに⁝

⁝
翫

品

力

原
発糊した︒この協建は液体金属冷却高速炉の研究開発について︑施

ついては︑五月英囲で開催される

理陶︑化学的特性や炉物理に関す

って細口が文醤で含意したものに

った︒原子力では日本は後進団 を出た化学屋さん︒満州軽金属

める風︒﹁原子力がブームのこ

経済安定本能入り︒三十一葎に Uんでいる︒趣味はクラシノク

⁝

ろに入った優秀な菅い人たちが

原研に入ってからももっぱら企 音楽鑑鐵︑五士二歳︒︵YI︶
⁝

ロ

齊ってきているQ研究の道議も

口

フ

設の利用︑情報交換︑技術者交流︑強奪の握供などを双務的に取

を占めており︑貴礁な多くのレポートをもっているのて︑さしあた

りきめたものであるが︑英国は現在この分野で世鼻的に爺要な地位

剛臆炉のンンポジウムに出席した

るものについても行なわれること

りは一方的な英圏側の援助になるもようである︒

し含ってとりきめることになって

さきに﹁原子力開発に俸う放瞬線
防纏の諸職題﹂と題する研究縄査

を明らかにしている︒

さい︑原研の関係満が英国側と話

いるが︑協定の主要点はわよそ次

ついで協定第六条には︑齋報の

のようなものである︒

実質的な仕事をしている若い世 願です﹂という︒国内メーカー︑

力あるものをつくるのが私の念
那のはずたが︑﹁あのころはサ

漁猟さんにとっては念願の佳

原曜からもこの計鋤実施に麗麗な一
躰
予算借羅を講じてもらうよう政府
に要望したものQ
子力開発を円滑に促進するために

膿告をまとめ︑今後のわが囲の原

代の燭待が枚数っている︒

適時合意される衆件にしたがった

クレー︵仏︶に追いつこうとが

交換は縦告轡の交換︑梢互訪問︑

染海地鷹の地帯整備に関して

んばったのに︑今は黙れてし得

敦ず交換される情嬢のテーマで

は︑昭和三十七黛二月に原麓が整

あるが︑これはこの協定てとりき

が国の原子ヵ開允の現状から考え

備想望の母急実現を要望したこと

隈定するとされている︒そして協

のような
行なわれることを明らかにしてい

てとくに繁急度が窩いと思われる

などから︑原子力委員会ではこの⁝

ロソプの中の嵐
る︒豪た第八条には硬究開発遂行

二つの重要課題︑すなわち①沿岸

し︑昨隼八月二十六日︑助成費と

睡余を計上することを篇技庁に要¶

して署長鱒十嚇年度に旧徳七千万︐

も

上の援助について規定してある︒

行に関する研究︑②プルトニウム

海洋におけるRI物質の拡散と移 罰画策定の必要性を課めて検討

一晴的な派遣員の派遣等によって 利用すべく公表した︒このうちわ

定鯖三条でこのテーマのとりきめ

その落第十条では︑この協定の

めたものか︑窪たは必要にしたが

を行なっているが︑その内容は︑

進捗状況や諸削画︑将来の協力な

に関する研究︑については︑これ

昭憩十四年に東大軍用化学科

この協定によって交換される情報

な会含の開かれることが規定され

どについて脳議するため︑定期灼 燃特取扱い作業箸の深謀安全玉転

印

の運転経験ばかりでなく︑その燃

03r≧1

032斗

夢ミ

4L
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イギリス原子力公社︵AEA︶

億円︶の費用でカーペンハースト

メリカからの濃編ウランの供給に

の早追を満すこと︑および一九七

二つのプロセス・コンピューター

スのA温ーオートメーション社に

ASEA挫は︑三無＋二月イギリ

る︒スウェーデンの雛機メーカi

機︶を導入することを考えてい

・M・ヒル氏によれは︑この計画二ス・コンピュータ︵聡子説翼

所の燃料が必要となる一九六八年

には完成し︑第二期工事は一九七

○卑に終る予定で

る︒また濃縮ウラ を発注しており︑そのうちの一つ

あるといわれてい

です。この北極空路は、S／1
です。この北極空路は、S／1 Sが世界で初めて聞拓
Sが世界で初めて聞拓
したものてす。

は︑壬一等五十万鵬︵胸璽二＋六たよらず︑第二次原子力発電計画の第一期工事はダンジネスB発電

ガス拡散工場︵濃縮工場︶の改造○年代の中期までに︑ヨーロノパ

を行なう訓画を進

高音濃縮工場近く改造へ

ンを国内生麗した は︑AEI四〇〇シリーズ︑嵩速

ルビケン発霞炉の運紙制御のため

ディジタル・コンピューターでマ

現在知られているところでは︑

に使われる︒

ピューターを便うのはこの炉が初

源子力発纏所の運転のためにコン

めてであるといわれている︒

年内に最初の原子

力発電所を着工

ユーゴスラビア

ユーゴスラビアは本年︑同国最

初の原子力発電所を建設すること

を決めた︒連邦原子力委員会の発

力は三＋万KWで︑開毛空夢懸二

表によれば︑この一男発電所の出

予定である︒

十一偲KWH︑一九七一琿先成の

第二発電プラント

も五力国が入札か

ち

0日本かちのもうひとつのルートは翫まわり一ごら

隻

﹁

蛍

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

堕︑いる︒昨華

英︑ヨーロッパ市場進出もねらう

市場でA温Aがアメリカとこの分 て両氏は︑初めのうちはアメリカ

とQ

爾処理パイロット
プラント建設へ
イタリア
イタリア原子力婁員会︵CNE

用ずみ燃料を再処理するためのパ

N︶は︑このほど原子炉からの使

フィンランド

フィンランドの民間慮力会社コ

万KWの原子力発電所を建設する

カ︑イギリス︑西ドイツ︑スウェー

謝画を進めており︑すでにアメリ

デン︑カナダに入札招請した︒な

ーー人一

お入札は一月十五日行なわれた︒

︵写翼︶はスイス最初の商業

原子力発電所︵電気綴力三十五

万KW︑米肖エスチングハウス

を採罵︶が

社製PWR

ベズノーの

建設される

ここではす

敷地︵A︶︒

でに建設作

業が闘始さ

ノ2ウ．ン孟7メしどア躍謄璽

視纉冝Aフラン

ク．ヵズン技術摺

で二〇％以上蘭いが一九七丑年頃

から供給を受けるより濃縮手数料

揚舎の費用につい

この計幽を塁本的には承認してお

である︒

野て競華できるよう見込んだもの

は議会で︑政滑が

專を始める旨発覆した︒

で︑その価値をウランキログラ

・七一一％に変璽されているの

AEAのな産抵当理事のジ旨ンには万％になるものと見ている︒

り︑近く七菖五†万㌧で第一期工

この工場改造の霊なB的は︑ア

にする予定で︑一九七〇年一月十

t四十六寧に引き下げたこ

ム嶺り二十三が五十聯から二十

十五日豪でに評価の結果を明らか

候補にのぼっている◎

株式組織で自主性もたす

イロノトプラントを一九六七無獣

円︶が期待されている︒

発電炉運転制御に
計算機採用を計画

器の運転を自独化するため︑プロ

トハン．ホイリ議ボイマ征は同国

きること︑の二つの創颪が注目さ

でに建設する予定であると発甕し

イギリスの三療子カグループの

れる・新会社では︑AE王ージ耳 た︒これはEUREX副画として
で二番鼠の電気出力工十七⊥一一十

ト・マノクアルピン・＆・ソンズ
一つ︑ザ・ニュークリア︒パワー 社︑クラーク・チャノプマン抵︑

サー︒ロバi下・マクアルピン＆
ソンズ社は持株二〇％となり︑こ

れまでのAE亙の勢力にとって代

格は四十億リラ︵二十三億二千万

知られているもので︑建設契約価
ヴループ︵τNPG︶は︑今度︑ ヘソド・ライトソン社︑C・A︒ ン・トンプソン祉とNPPCの持

社︑ストラーチャン為ヘンシコウ

パーソンズ社︑A・レイロール 株は各一〇％になり︑建設会社の
新会祖TNPGとして株式組織に
再編戒されることになった︒しか

社︑ウェルソi祇︶である︒

再編成による最も大きな変更

し新会遇の垂垂は︑これ窪での同
グループ参加会社であるアソシェ

るものになろうとみられているQ
ィテノド︒エレクトリカル・イン は︑TNPG社臼身が同社の株式

が︑一応今度の編成でその可能性

スウェーデン
ダストリイズ︵AEI︶祉ージョに貴伍を持つことで︑①TNPG なお︑これまで田NPGとAP
スウェーデンでは︑原子力発雌
ン・トンプソン社︑ザ・ニューク 祉が自主的に仕事を行なえるこ Cの合併のウサワが漉れていた

リア・パワー・プラント︵NPPと︑②ユーザーの申請に対して︑

も打ち消されよう︒

̀ECから供給される濃縮ウ

てのみ規定︶

引き擾された濃縮ウランについ

C︶社の出資会祉︵サi・ロバー ターンキイ契約で応じることがで

勢読仕様書を改正
米︑賃濃縮協定にそなえ

ランの仕様について︑六フゾ化
ウランの最小盤燈パーセントを

一九六九年

れており︑

には運転に

覇悶「

r棄華嚢嚢蕪華蒙癸華．︸

SBR計画を中止
炉心寿命・燃焼度達成に疑問
派原子力局員会︵AEC︶婁員長G・T・シーボーグ氏は︑昨年十二月二十七日︑AECとカリ本
フ年中には入牝招舗があるもよう
ことを明らかにしていたが︑この

この入札の締切りは三月十五臼

入能を行なうよう腰間があ．た︒

十五万KWの大型原子力発儀所の の東岸かコネチカノト川の亟岸が

ント・パプリノク・サービス社とグ

になっており︑両蔽力会社は四月

リーン︒マウンテン︒パワー祉は

昨庫春︑原子力発電所を礎設する

総燭

クトリノク︵GE︶往︑ウエスチ 刮鑛されている︒敷地はまた決ま
ングハウス︵WH︶祉に託して四 っていないが︑チャンプレイン湖

︒サービス祉からゼ不ラル︒エレ 五日には全出力で運転できるよう

Gε︑WH社に45ほど両差力会堂の代りにエバスコ

†ルニァ粥水資源局︵DWK︶が無窮で建設する予定であった大型シード・ブランケント炉︵LSBである︒
獄︶建設計画は︑炉心寿命と嵩燃焼度の達成に疑問があるため︑中止することを明らかにしたQこの

米︑二蹴力会社

LSBRは︑醐温ガス冷 却 炉 ︵ H T G 況 ︶ ︑ 脂 水 減 速 有 機 物 冷 却 炉 ︵ 1 1 W O C R ︶ と な ら ん
︑A
万でK
WE炉入札招請
Cが開発な進めている三つの改良蝋撫炉の一つであるが︑こんどの中止によってAECの改良転換炉

うものはないから大体英國が負

アメリカのセントラル・バーモ

開発割画はさらに運れることになる︒一方DWRはLSBRに代るものとして実応ずみ軽水炉を考え
ており︑本卑中には入凡を行なうものと兄られている︒

ため︑A温Cはこれまでウエスチ
ローズ・アノブされ︑AECのシ

と殉じものを目ざして

負担してもらわぬと羅が合わ

組していると岡じ響度の饗用を

英︑TNPG再編成

ングハウス社がA温Cのアトミン

︒G・リノコーバ⁝提轡のもとで ク︒パワ⁝研究断で実施してきた

ード・ブランケノト炉開発損嶺H

シード・ブランケノト炉開発謝爾

いた︒ドラゴン・プロ

だかち沼本が今からはいるの

九九％かろ九九・五％に変更し
たこと︒

アメリカ原子力婁員会︵AE にアメリカ国内をはじめ濁外から
さ汽たものである︒主な改正点は

一︑六フノ化ウラン品質保証︑臨

C︶は︑昨隼十二月二日付で六フ 多くの要請があり︑その結果実施
ノ化ウランの仕様澱を一部改正し

次の通り︒

入る予定に

る︒

なってい

両

このシード・ブランケノ ト炉
は︑カリフ牽ルニア州のフェザー

源局がAECの改漫転換炉開発謝検討されてきたが︑予定されてい

ランケノト炉による熱中性了増殖

をたてなおし︑今後はシード・ブ

川揚水謂画の動力源として︑水資

た九隼聞の炉心寿命と窩燃焼度の

炉研究開発計画の方向にふり向け

画に提案していたもので︑鷺気出

炉概念や燃料要素設謝の豪凍では
る方針である︒

力五十二万二千KWの大型発鍔際 達成は︑これまで考えていた原子
となるものであり︑すでに両者は
不可能であることがわかった︒

ケント炉の代りとして軽水炉を検

E・ワ；ン民は︑シード・ブラン

一方︑水資源局のウィリアム・

には︑椙嶺の日聴と多頷の研究

討している鴇明らかにしており︑

とすれば全体の成果は参加圏に

無償で二二きれるQしたがって
プロジェクト全体の経費を国罠
所得の額に按分して日出が負印
するのが公平である︒

米国との雛携は金銭の出し

代償にGA祇の戒簾をただでも

ジェクトはユーラトム

GA社のプロジェクト らっているQ日ホの鳩含︑もら

国のドラゴン︑張国の

つた︒窩蔽ガス炉で英 入れなしにやっているが︑その

研に半均質炉計薦というのがあ

数年荊打切りになったが︑原

た︒

代に次のようない意さつがあっ

岡漉語と見てよい︒私が原研時

協力と技術導入は紙一環の諮で

開発費が必輕とされている︒この

ば︑この燃料要素を改進するため

リソコーバー提督の纏論にkれ

昨銀四月建護計画に関する覚え幾

昂憂蜘︑本年巻には契約ふ繕ぶは

しかし昨隼春以来︑研究闘発中

こびになっていた︒

に起きた毬々の技術的聞題が ク

い︑とくに潤際協力のことにつ
いて︑いろいろ打診されたお話
を腿味深くうかがった︒

私は綱隣協力には火賛成で︑
自力自力と狭く考えないで︑大
いにやったらいいと思う◎しか

欧州各国が参加してい

は損だろう︒関撫する鮎礎技術

ぬ︒

る︒日本もこれに参加

約な研究冷続けながら︑英岡な

の共通の訓悶として︑

してはという話が出て

たが︑この斬出口示は︑本四一月一

AECに引き渡されるすへての 証や同位元素の分離に対する特

一︑ウラン麟の精度にかかわらず

時提偵されるもの以外の鮮度保

日から効力を発生することになっ

別サービス即金喪を搬廃したこ

たQ

今獲の改正は︑AECに対して 六フノ化ウランについて仕様を
規定しなこと︒︵以崩け︑AE

Eラン郷の含有燈について

バーター協定あるいは将来の賃濃

ン萩たは濃翻ウラン︑AECに は︑すでに○・七一一五から○

Cによって供給される減損ウラ

と〇

フノ化ウランについて︑これまで

岡

＠羽田から北樋をこえてわずか16時聞一コペン一一
ゲンからはヨーロソバ。アメリカの各地へひと飛ひ
ゲンからはヨーロソバ。アメリカの各地へひと飛ひ

庵か．

一一

縮協定にもとづいて供給される六

辮

んのように束南アジア・中辺束・ヨーロソバを咽ぶ
エキゾチソクなコースです。
●お好みのコースを∫ノ18て飛んでください。いずれ
のコースも日本入エアホステスがお供します。何の
こ不三山もありません。

，

し翼際問題となるとなかなかむ
つかしい︒というのはそもそも

国糠協力が強調されるゆえんは
動力炉開発には非常に金もかか
るし︑人もいる︒一国で負担で

り米国なりの成果を晃てこれで

︵菊池正士︶

この話とは直覧の関係はない︒

でプロジェクトを澹出したのと

た方が得たろう﹂と︒その後B本

いいという時にノーハウを賢つ

簾国と多少やりとりが
あり︑結尉そのプロジェクト・

きる隈度に近い︒

だから分担すればお互に得を

こまかい話は省くが最後にそ

ってきた︒

リーダ；が田本の状況を見にや

力炉は簡灘炉に面縞する も の

するということになる一方︑動

で︑ギブ・アンド・テイクの原

馴が磁本にある︒したがってR の入が私にいったことは﹁もし
プロジ皿クトにはいってもらう

一入Yりーサ

A

型

ホのような後進岡の覇命︑剛際
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各国︑独自の開発体制
うノ

きへ

現在具体的な影画が榎寺中であ

だ将來にそなえて鵬備の段階で︑

ているPWR︑ウラン金鴎の代り

に酸化物を使用するもの︑ガス冷

る予定である︒

の使用欝血や検査の梶押捲作が

ある揚禽には︑アイソトープ

的な小需要尿にとって︑このよ

も使ったと報告している︒潜在

許可と記録保持に奪間五万ザ

に役立てる商業的な権利つ直り

新しいアイソト⁝プ技術の闘詩

そのアイディアと技術的能力を

附契胸薔として多くの企業は︑

を真剣に考慮すべきであるとし

力的な特許政策を採用すること

般陶に公附するなど︑もっと弾

された利益をあたえ︑その後全

ス供与の優兜期間のような制限

置要な披術の革新を促進するこ

れらの企業の競争者との契約に

術を企業化するために優先期閥

る︒陛業鼻の共同鐙資者に薪技

この方法の為効活用を妨げてい

︵β本原子力魔業会議放射線粥

発課長宋綱⁝郎︶

蹴

謬

東

型盛イヒヒニーノレ

は︑謄躍万五

ンスに建設す・㈲ことに決めた鐵気

何といっても原子力推進船であ

の批覇があるQAECとの潜は
在たとえは三⁝五年のライセン

Cの特離政策についてもかなり

瓢羅の儲ぴは︑無罪一五％であ

煩瑚︑なため︑壷飾的研究にアイ

実施権を得ることを希望し︑さ

とができるとし好感している

訪閻先では粟阿出漁によるA

している︒他方︑少数の企業は

の限麗に関する星鄭を明らか

の企業は︑新技稿の独出便用を

は心懸である︒しかし︑大越分

礎的な入域︑新しいアイディ

電解二百紹しマンカン

⁝費では8N︵漿慧・穰
る◎現ぴ提繋甲の討闘

千ゾタンカーで︑スウェーデンと

炉で得た経験をさらに第覧期原子

その陶難曲免服し︑聚証ずみ梅子

物冷却炉︶瞭蟹炉の概念識計が進

七一奪までに総設備磁北の七・五

強磁では隙子力糖慰は一九七〇i

設讃で敬撫力十かKWの線峯炉を

ノルウェーの厩業界は︑自麟の

の共同研雛を実施している︒

力発電噺の建設に生かす肇備嬉し

められており︑またポルトガルー

％になり︑一九七五年家でには一

ているQ豪た遅業界は︑高遮増殖燃料がかなり安価に購入できるの スペイン魚鋤訓画も検射されてい

る︒デンマークでは︑現在︑化石

〇％になるたろう︒〜九八O年ま

供給する能力があり︑業た大型動

ウェー原イ力薦楽の寵な仕噴は︑

力で供給することがで重るQノル

ス

一九六八年に

用が申心となっている︒

イ

国産炉建設へ

ス

出力三十ゐ万KW発惣所のほかに

スイスでは昨年NOKがルーセ
ノルウェーにおける猷子力配葉

Aには三つの研究炉︵JEEP
て1
研究を進めているQこのほか︑

する機器が烹なものである︒IF 国家機閃︶が混水炉の開発につい

FA︶やその他の研究室で必要と NGAハ原子力配業振興のための

のマーケノトは櫨．気力研究脂︵夏

ノルウェー

研究瞬用機器︑アイソトープの応

カバーする見込みであるQまた一

二％が落子力となり︑さらに一九

九七二鋸荻でには総発憲餐舷の凶

発議臨画は角二十万KW台を十分 力炉については他国の会號との脇

このためスペイン最獅の瞭畢力

るQ

炉に慰する新しい技術開発を進め

一方︑駄子力雛業のマーケノト員会塗はじめ嵐集印が中心に原子

余り高くない︒しかし︑漂子力婁

で︑原子力発註に対する関心は︑

でにイギリスの聡力罵饗は六千億

い︒これは石炭換算で二士ゾ以上

KW11くらいになるかもしれなている︒
力の可能性について研究を進めて

ず︑このため墜レ力麓染織の薩編いる︒昨隼︑デンマークの電力平

は︑年間約十億霧の売上げにすぎ

九七〇琿末から一九八○年

成の時期がきていると見られてい祉は︑デンマーク隙チ力工業開発

で︑

原子力発羅となるだろう︒

に噺設される発躍所は︑大部分が

て︑原子力発霞の経済性と可能性

る︒したがって複雑な瓶業グルー協会︵DANATOM︶と協八
力O
し年までには堤体の覧○％を潔
プを整理し︑国と民間の役亘り︑

構硯が今や必肇である︒フランス力発電翫は・年間の樹用郵が醐い

撃力発幾を一九き籔縫

トは原子力船

めることが予鯉されている︒

方︑イギリスの線画力潅鑑弊

ことが無件とされ・次の十無の切

はこの勘面に愉しられると確信し

界は︑液体金属熱交換回路︑プ乃
の原子力産黒は︑艇中化の傾向に

国内マーケッ

里村とする高速炉が︑電力負荷の
トニウム燃料取扱いに対する新し

めに全負荷で七千時間以上の刊用

ているQなぜならイギリスの晦業 および相互の関係︑線r力配芙のを調査研坐した・その結果︑原子

増楓分を負うだろう︒イギリスの
い技術についてはすでに13ンレイ あってこのために大きな動憲が︑

原子力発電の

慰することが罷で脅︑購
的に採舞が合うであろうと示さ

1︑2︑NO冠A︶とハルデン重ﾂの炉型︑ルーセンスで実施し
ノルウェーの電力滞要は毎無約

水鋤力炉が設躍さ3亀ている︒

スイス幽国で漏発される荒子力

のものはかなり釜池である︒

一が末開発であるため︑竃力の需 調査されているQこのうぢ三番猛

四十懲KW封だが水力源の環分の 却の代りに熟気冷却を使うものが
ている︒それらは︑ゾリタ︵UH 鞭が現ぼの増加率で佛びたと仮定

国産重水有機物炉を開発申

原子力発電計画2ー0万KWへ

デン了あ摩粛発は・きれた︒

デンマーク

可能性を調査

今日は起ちれるだろうQ

現在の計画では一九七六無までに

鍔原子力産業再編成の時期
劇禽で伸びている︒このため線子

今年は︑フランス盤力説︵ED 成長とともに︑無脇門七・五％の
F︶の第五次五力無計画︵一九六

一九六二無十二月スペイン政獅

発電所︵踏越万KW︶は一九六八

力発蹴所の比鍛も火毯くなってお

して必要となってくるのは︑一九

六一七〇奪︶がはじまる卑であ

レナ拡︑発注完決定︶︑ペニスコ

無に建設が始められ︑一一十五万K

は十無以内に一二つの一二†万KW猷 M︑建設中︶︑ガロナ︵ニューク すると︑原子力発電が基低負荷と

七五無−八O館ごろであろう◎

り︑一九八五黛までには三落万一

ーラ︵ハイドロ・エレクトリカ・

れると見られているQ

を発表した︒この政府の方餅を櫨

孫子力発電所建設が予定されてい

開を道下に電気険路五十万KWの 四頁万KWの原子力発電が開発さ 子力発電所の建設を見込んだ副画

マドリナーレ社︶霧雲窺ニア︵仏

る︒この罰胸では︑一九六几年遜

塞をもった電気量力五十万KWの

高速炉研究施設などで豊窩な縄験

塞画に十分な燃料である︒現在の

され︑これは乾裂万KWの鍋速炉 をもっているからである︒

約二十沙のプルトニウムが取り風

長期灘画では︑プルトニウムを

路綜としている︒

の二つの姫型を地中盤子炉の主要

産業界は市場開拓に力注ぐ
ノグノミ
ヨーロノパの原子力開発は庸々と進めうれている︒昨葎西

では︑各瞬フォーラム代表によって軽子力闘発と将来につい

ドイツのフランクフルトで開かれた鯖二圓フすーラトム会議

ンランドの原干力開発について掲載したが︑A爾は

て報古か行なわれた︒荊口りでは面ドイツ︑ベルギー︑イタリ

ア︑フ
イギリス︑フランス︑スペイン︑デンマーク︑ノルウェー︑
スイスの諸囲を紹含︑する︒

ンズケールで翻発されたガス冷

である︒現在無頼度が実翫されつ
つあるステンレス鋼被覆のセラミ

礎に各電力会社は訓剛を立案し︑

であるとしている︒ある企業は

立たず︑金のかかる厄介な仕饗

るが︑ルーチンの使用は︑今後

ソトープより危険なラジウムを

イソトープの便用を阻止する襲

うな規制は文字通り決驚的なア

画に寄与させるため︑契約麿に
考えればよい︒

蹴戴と講じ程度の工業的障㌫を

間薩業界にくらべて︑より基礎

相当拡大の可艦載を勉蔵して

使う会筏があ為︒しかし︑その

次に現在のアイソトープ工業

うかを決定すべきである︒

グ︑翁︑§︑ぎ︑ざ︑ぎ︑ギ︑ざ︑ざ︑翁︑§︑ざ︑§︑§︑ぎ︑ざ︑ボ︑ざ︑§︑§︑ざ︑調︑翁︑ざ︑謡︑ぎ︑§︑ボ︑§︑ぎ︑詩︑譜︑ぎふ

フランスの電力罵螢は︑経済の

W級が一九ヒ一年に建設開始され
すでにいくつかはかなり女体化し

技術はマグノノクス炉の初期の経

ノルウェーの晒内マーヶノトは

フランスの原子力綿業は︑すで

イギリスでは今や原子力発灘が
験に草深をおいている︒感﹂れゆえ

次に︑開発譜面の分挺につい

的な分野をより広範かつ長期的

おり︑次に述べるような適盗な

て下士密は︑原子力婁員会は直

に実施すへ

条件と施策があれば︑鉱間一五

ている︒

に金のかか

らにその自己資金で数奪間に行
なわれた研究・開発にもとつく
だ干の企業では︑照射や汚染

よる方法は開発資金を増大し︑

ECと企業のプロジェクトに

を耀積することで︑アイソトー

重要かつ茎礎的なノウ・ハウや

揚倉でも群細に富田し︑データ

るのは︑アメリカの精樵な︑筒

特許権のライセンス供与に反対

契胸にふく濠れる技術が冗全に

に︑さらに特定の評可の鎗猷申

米国におけるR一利用②

政府と民間の役割

している︒このように期待され
究・開発に

肢化した電化学中心の産巣構迄

一二〇％の増搬が期持できると

璽燕を赴く

ソトープの佐用性に強い関心を

とマ添ジメント・クラスがアイ

る工業製品

べきである

よりは︑研

と勧醒して

プ使用の蘇可を甲鯖し︑より蜜

舗のため監癬機関に繊かけて保

公開されなければ︑AECとそが︑醜述の戯評政策の不手際が
全︑低廉かつ便用する上に噴砂

いる◎右繊 持っており︑謂要を伸ばす集塘

な特性を持つアイソトープに転

が十分あるからである︒

報露は︑次で規制の問題に触

することが︑多くのこのような

を与えるなどの特許制度を鰹正

れ︑アメリカでは十八琿間︑ア

ある程度承認する場合もあり︑

のに伴っ

このことがアイソトープ・放射

開発される

識規定をいちいち麗出しなくて

課の開発に久きく審与するの

漕してゆく︒

とを鶴瀕してほしいと論えてい

も︑従業員が保説されているこ

て︑A過Cイソトープ利用によって窮しく

接戦豊かな大企業では︑ルー

の畢続潅は︑さほど障露になら

研究・開発には特酢悔の貫属と

協カプロジェクトを育成するの

ったことから︑物に小習撒のア チンの便用の場禽︑許可と険難

で︑AECは︑これらの繊密関に害与するものと考えられる︒
イソトープ使用に紺する規制が

ず︑その糊鋤条件を甘受してい

その運用が問題になるが︑AE ア︑技術的能力などを︑ある副

入域を受けたケースが皆無であ

る︒

パイロノト・プラントに移すか

燃填なことに批判がある︒小藩

全を磁保する上でほとんど筏に

るが︑こまかな規制は変際の安

次にAECと風間企業の共同係を騨整するため︑礁要かつ塾

どうかを慎艶に騨樋し︑ある

般の濃紫漿贔︑爆発性の溶媒︑

いは②尭難の一QO％の自己資 燃のアイソトープの漏合は︑一

術を便魅する会祉と共同出資で

は①その技

な捜術が︑

困となろう︒

きで︑さら

十芳KWのSGHWR︵養蟻一生
幽底概︐

⁝スペイン心証院画︶であり︑﹂

に第一期予予乱発戯所の建設で︑

懸力浦要の増加分を引き曼け︑笑

AGRは︑現在の高い原子炉技術

るG

蟹的には鹸低のレベルまでコスト
と十五年の工撫経験の上に立って

制鋼︑選紙賭の燃料取替えなどの

低下必可能にしつつある︒働一次
いる︒

娘の賢能性の現実化に集中するこ

AG逸の特来への聞発は︑この

雄設中の発忍所は在来火力発箇所

ユニノトの設計を進めることであ

とであり︑改良燃揖の開発︑火型

するはずである︒

と競争で滋．るコストで電力左生薩

コスト引き不げをもたらし︑現在

計鯛中になされた技術的進歩は︑

した幽

八藪万KWに拡大された︶を発表 ガス冷沼袋磁︑執交換雛︑原子炉

力KWの聞発は礁脅︑燃料政簸で ノク当科は別として︑圧力欝雛︑

緕ｵ〇年−七曜年の闘の乃薦

年︑政麿は第二次原子力発電訊画

KW︶に引き銑いて︑︸九八四 却炉の歴史の中で議も辮しいもの

第一次原子力発醗計画︵芳蓄万

轟第二次計画枷万KWに拡大

AGR開発に集中 第一期の困難克服

お多！⁝多多多多■！！！！孝多多⁝多！！多⁝も

（下）

金に任せて︑一切手を引くかど

ソーダ薬品

京・京矯＄軸轟

本

化学膳憾 。

その他化学菓贔

樋解金属製晶

｝

このコスト低滅の傾醐は︑AG る︒AEAは豪たウインフリスで
R︵改良ガス冷却炉︶でさるに進
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開発計 画委

今世紀末に鯵四七％

ンクリート︑機械装躍および石抽

これに関して質疑や慧見交換など
け︑謹た視察もかねたチームを編

腐者が多数の覇含には︑通訳をつ

購巨利央︑晶島嘆生︑高州紀雄︑

玉井英二︑玉井無人︑職尾竃率︑

健次︑藤井東蒙男︑藤井蔀︑藤田

平芥帥︑平山違︑平塚正俊︑弘中
佳夫︑広津達郎︑日比栄一︑髄室

浜田秀瑚︑浜田一芳︑浜田元道︑

朗︑原込郵︑原田富蟹︑橋本圃璽︑

羽根田正雄︑長谷川治男︑八田一

筒木免弘︑筒井敏夫︑嵩比擬憲治︑

順一︑藤田好難︑畷波恒離︑藤原

蔦村癬博︑高僑席簗郎︑高橋実︑

武安俊彦︑多田正文︑巽千代造︑

⁝ト︵PSC︶構進材︑高張力コ 武井満男︑武隠栄一︑裁幾漏光

が捷案の理由を︑吉村部会長と傍
タンクへの利用など︒

十一日の婁員会では堀越委員長

藤同専門委員会座長が内容とその

があって承認されたが︑懇談のテ
成して派遣するよう雌備を進めて

なお︑原麗ではこの会議への綴

ーマとしては次のような諸点がと

いる︒参加串込者は一月二十賦豪

根拠︑バンクデータなどを説明︑

りあげられた︒

見町三三電話四七三局〇一七一

番︶まで必要轡類を提艇するこ

と︒貿学期潜函−九ヵ月︑給費月

本の国籍を醸するもので︑昭稲四

正津︑田代茂樹︑田村英夫︑田窩

田中英司︑田中仏︑田中昭︑田所

爵久夫︑田中直治郎︑田中好難︑

花暇︑竹野万雪︑竹内千之︑竹内

高橋菊夫︑谷口健八︑滝野博︑立

蕪二藍

のフランス大使館︵港区蘇布蟹士

留学希望者は二月一日豪でに東京

学生として枠を設けていないが︑

る︒今回は︑とくに原子力関係留

度量費技術留学生を勢軽してい

フランス政府は︑昭和四十一隼

フランスへの給費
技術留学生を募集

一︵代︶まで︒

Q移燃料の世界的な供給驚は でに原麗国際課︵五九一︶六一二

り︑このほど外務省を通じ田本漂

ランスのパリで開催することにな

学力産業会畿に轟慌者の勧講があ

仏で六月十一頗

からPSC会議

額七酉五十場︵五万四千七酉五十

書斎の霊要テーマは︑万国共通

でのもの︒

十一無一月一田において四十畝ま

った︒

原巌︑チーム編成を湾上
フランスのプレストレス・コン

の実用蕪準︑プレハブ︑地際地畠

円︶︒たたし︑受験畜の丁々は日

におけるプレストレス︒コンクリ

クリート協会では﹁第五圓醐際プ
レストレス︒コンクリート薦骨﹂

茂文︑田辺引治︑中力宏一︑塚本
縮造︑塚本正殴︑爆本が甫︑塚照
孝︑辻本進︑鉄用嘉〜郎︑婚宋謙

＝闇＝＝＝＝幽一＝＝一

夫︑佐藤読過︑佐藤忠我︑衰弱加
離職︑桜井俣孝︑桜井蜜︑坂上冨

友田千年︑質田正敏︑照ワ品障︒

隔＝＝一剛＝＝讐一＝＝補＝﹁＝＝＝＝一一一コ需＝＝一＝開＝一＝＝＝2躍一嘗一＝一：一需ニ二三刷＝瓢＝曽＝＝圏一＝乙＝＝＝＝：＝一一二＝一囚一二一凹＝＝

を本年六月十一日から一週間︑フ
﹇＝

士男︑坂本政一︑里山正蔵︑笹な

日韓原子力産業会議の粕例の第

元士︑小野欝重郎︑小野草︑小保

保次郎︑陶田混混︑小☆趣︑小野

田敬︑白沢蹟一郎︑志賀正秋︑志
賀四郎︑塩山隆夫︑塩官広撫︑下

原健一︑川村武久︑正野霧雄︑式

文博偏︑新海英一︑清水正巳︑篠

佐竹潰乱︑佐野一雄︑榊原賢二︑

嵯職根遼吉︑佐伯誠道︑酒井正秘

中沢マ一︑中島一雄︑中島凝立︑

内藤正︑七井正紀︑名和疋樹︑巾
痔敏夫︑中川威†︑中川理一郎︑

永池忠勝︑痕島殆三郎︑罠谷好平︑

永引健走︑永井ひ行︑永田窟孝︑

二︑露光敏夫︑飛田靖︑浮島広︑
建三︑佐久田田口昭︑佐々木眺郎︑

七回新年磁網交換会は︑〜月五日

羽影画︑W・K・ニコソン︑新関

村娠夫︑二二昭︑中山ヰ治郎︑丹

中村蜜︑中村煕鑑︑中村芳生︑中

中野紅雨︑中西誓一郎︑中村英男︑

方面平︑小川勝暢︑大瀬賢慮︑太

鈴木実︑草津康夫︑鈴木間宝亀︑

山儘次︑柴田万扇太郎︑鈴木摺雛︑

正恒︑藤本得︑藤本敬︸︑藤本血

良治︑藤剛淳珪︑藤封塾任︑藤村

目︑福井蔚︑福井透︑櫃田京一︑

福田勝治︑編照㎞雄︑J・R・プ
ユイグ︑M・ファーブル︑深山在

二郎︑伏谷潔︑古原雅郎︑堀井酒

藁︑堀口竃麓︑堀純郎︑堀一二陽︑

前原達一︑萌田七之進︑鵤品一

二二蔑︑Ψ野革平︑甲酒室

雄︑牧浦隆太郎︑牧村信之︑松任
谷健太郎︑増井建古︑麗本実閑︑

松水長男︑丸山正倫︑御厨成彦︑

松本左登志︑松本帥央︑松本昭彦︑

水ホ英夫︑水町二二︑溝口一郎︑

毛由︑三局良頴︑三輪滋孫︑向坊

湊恒生︑宮附由朗︑宮永一郎︑三

匠︑冗像英二︑甘田浩︑村山淺央︑

村升茄郎︑武藤弘︑軍水秀彦︑森

叢論㎝︑奄栄塾︑響虎毛︑再認轟

羅辰踊︑萩田鵬男︑森島国男︑森

安川笛五郎︑致田和雄︑山県二

夫︑自国紀︑二二明彦

夫︑山籠環之︑山口尚︑山中和︑

山車暴悪︑山畠一︑棚田仏敏︑山

瘡比古︑胃岡俊男︑古田威飴︑吉

田太∫郎︑山田英一郎︑藍本幸雄︑
閾下昌夫︑鞠内取︑証文密︑湯本

正男︑占村俊男︑儲須霞正11

川稔︑吉材国士︑吉樽憩嘉︑古村

妤

轟３︑和田恒輔︑渡辺冤

苔林相︸︑伽気二太郎︑脇坂灌

一郎︑残辺重之︑残辺

郎︑渡辺

造︑渡辺正能︑獲三孝尊︑渡辺正

立樹︑藁岱尚

型紙襖炉の．75撮てあるアメリカ

らかに粗豪ノたが▽もともと新

か︑仏の炭齪ガス冷却かのどち

炉型は︑加・央の曲腕軽水冷却

逓りVこれでわが国か開発する

報糾したことは︑先鯛ご．警急の

重水炉にしぼるよう

一A−Y一
難働灘鰻
田達︑大沢弘之︑大塚益比古︑大

二︑能沢正維︑野沢俊弥

Y︑糠沢貞蔵︑二本時之介︑恨

拠明︑新崎正治︑西野治︑西堀三

塚忠勤凸︑大犀敦︑大神正︑大坪

四百数十名が参集の盛況

大版市東曲淵灰五丁昌15㌔｝

萩野谷徹︑菰槍灯︑馬場一郎︑

本菊

欝．

いっていないV本丁三面所報の

では︑このところ開発が鵠調に

とおり︑シード・プランケノト

炉け︑予懲に及し囚難が大き

ス冷瑠炉も︑ビーチボトムで弛

すぎるとして撤回︒一力難壁ガ

る︶という思わぬことが起ま︑

交硬器の弧の銀脈︵塩化物によ

◎

営業区域

きわめて渥みにくいが︑七十五年

原子力発鷹スタートの段階として

ト

羅を試騨し︑さらにこれについて

非常に重要な篤農であると思う

必要天然U量は三五万
の経済性や原子力と火力発電朋燃

いか倹旧してみる必要はないか︒

豪でをこの結論で安心していてよ

日本原子力薩業会議開発計画婁員会︵婁員長堀越禎三氏︶は一月十一目午後︑東京丸ノ内日

料の所要瓢などを試算した結果︑

さらに根庫からしっかり考えてみ

が︑十分な基礎を確立するため︑

O・昭和五十年までのわが国は

し﹂を承認した︒月策原麗の常任理璽会で審議したうえ正式に決定する︒これは原子力魔業界

本工業クラブで第三圓婁員会を關き︑古村部会で作成した﹁羅力需要と原子揮発灘の長規見通

子力発亀の長期見通し﹂をえたの

別項のような結論﹁電力需要と原

わないものとすれは︑同量展の発

る必要はないか︒

からみた昭和七十五年までのわが国原子力発電の発題しで︑①昭和五十年前後には重油尊焼火

昭和六十旧臣の原子力発雌は︑
電用重油の所要敬は約二瀬四千六

で︑本婁員会に報告したもの︒

力と羅済的に競争可能になり︑自由選択できる幽間覇七十五卑には一偲六千五哲万KWの原子

力発電護備ができ︑全山躍設備の約四七％となる③隔年までに酸化ウラン艇騨で二十五万ない

発電の経済性が進歩したことなど
護癒些氏︶を簑ン﹂隠

し三十五万ゾ程度の天然ウラン壕必彌とするなどが骨子になっている︒

源麗は昭和三十五無九月﹁原子

このため同部会は昭湘五十庫︑
六十爺︑七十五年︵西暦二千駕︶

することになった︒

発電の役割﹂について調査険酎す
を隠橿館度として︑それぞれの薙

から︑噺しい情勢に対応した﹁総

子力鷹業の長期構悪を添した︒し
ることが必要になり︑翁面二月開
度における妥当な原子力発慰開発

合エネルギー胴囲における原子力

かしその後エネルギー需要の囁通
発融剛璽員会の中に古樗部会︵部

約二億六﹂十三葎万♂熈である︒そ

力薩業開発長期刮画﹂卒．策定︑五

しに変化があったことや︑原子力

ネは今後の進展でさらに増加する

十五年豪での二十年閤について原

原犀 開 発
のためもし原子力発電を全く行な

・
ことが予想されるQ

の﹁電 力 需
全発電設備のほぼニヒ％にあたる

漸画委 員 会

愛と 原 子

以上のような︑原子力発電の超

約四千二荷八十万KW︵火力は八 酉万が となるが︑これは現伍の

五十年度の設伽に酬えて︑経済的

長期開発児通しを立てたが︑絡来

力発電 の 長

は概 要 次
に為書となった原子力が︑積極陶

このように大醐な原子単発維を円

壬一胃六万KW︶とした︒これは 旗日澱の約三十荒借である︒

のとおりで
に開発されるという纂本方鉛にも

期見通し﹂

ある︒

午前十一時から午後一時三十分ま
で原産事粥断で開かれ︑‡年が原

添勝︑川床一難︑川繭爪市︑川隔

藷

噺赫

繍

ダ編

耀

獣

﹇

③

束＊

京都文京区湯島4−1一ユ8

敬之＊

ト

テレックス23−404

（大イ残こ表）

8ユ2−5111

言舌

電

唾凌鴨聖1
馨馬添

は琢水炉たたひとつ︑これ序め

前当が任し︵なってきたV残る

て購本がしのぎを削ることにな

ぐって︑米︑英︑頒︑仏︑そし

ろうか︒

東電広告蛛式曹紅

産

力

原

滑に追めてゆくためには

①圃産化の碓進

︻1︑原 とづき︑電力供紛の立場から︑技
術的にも経済的にも撮題となる原

須藤忠和︑須々木衛︑杉栂敬

鈴木庸㎜︑甑礼Z助︑蓬田漕治郎︑

子力発醗の

蟻躍︑大凸正護︑大谷内〜夫︑大

政帝︑角谷省三︑金岩蓼郎︑金沢

郎︑

谷籍洋︑大山彫︑大山買一︑大柴

②核燃桝の安置かつ低溶供給碇

て︑原子力闘係者四百救筆名が参

保のための諸政策の碓立

子力開発や周年ということもあっ

たものである︒蛮た同様にして七

子力︑火力︑水力の比率も勘楽し

関ぬ顛︑関笈長︑関沢街夫︑妹尾

源子力発戯

三二︑瀬藤験二︑宗宮尚行

の為畷な噺卿転換炉と本命であ

芯夫︑大堀弘︑

十五年︵西暦二千年︶には全発鑑

石上曾︑石川潔︑石川六郎︑石川

面部嘉輔︑阿部滋忠︑天野牧男︑

集した．参集螢はつぎのと塗り︒

の経済性に

る鷹速猶殖炉の開発

兼重藤九郎︑河村臨郎︑河野元
通︑湾離職︑鹿島管乙助︑神山貞

設備のほぼ四七％の胸一億六千五

巾富蔽爽︑曵田忠一︑曵田弥平︑

ついては︑

①敷地確保︑便用ずみ燃料の国

二︑神尾昭︑片山三郎︑片岡風詠︑

酉万KW︵火力は一慰一千三胃万

難燃指薙︑購用康炎︑為㌦純指︑

国配を軸圧

安藤呂夫︑目利塒〜︑瀞野武雛︑

内戦処理︑原子力損窃貯償制度

原宛魎︑懸歌耕八︑川引栄一︑川
嘉市︑石川友滑︑石田糠穂︑石田

斎藤難平︑斎齢四三︑斎藤弥八

冬縁

鎌閉稔︑鴨用沽︑加匿田昇︑加算
敏夫︑加終貞武︑加藤信八郎︑川

億力騒でいうと︑原子力発霞は︑

Hで全休のほほ六六％になる︒

郎︑石藤辰雄︑斎藤憲三︑佐藤俊

︑欝

新潟敏明︑新井友蔵︑足立英央︑

のと比較した縮果︑今後コストは

昭劉相論ハヤ︸ヰ展では約⁝二千七十懲K

正士︑本下克己︑倉如・鯵︑携瀬頭

良雄︑補渇民掌︑笠井彪︑獅橋秀
郎︑h野智栄︑霧多尾急助︑粥池

いホ松
珠磯︑

久市︑石田末錐︑石鎌蟹︑

上啓次郎︑勲上冤︑井上二郎︑井

なり︑その積極的な開発が白潤に

千六百億KW 思われる︒特に国産化は建設費低
減︑外貨の節約はもちろんのこ

上野郎︑ム︐井延材︑池上蒐一︑飯

なることが明らかになった︒

五年腔では約一兆

と︑国際競争力増大の点かりも急

発霞と経折的に競争できるように

︻3︑発囎用燃糾所要灘賦算︼

がねはならない︒将相の大規模開

一文累正三︑一難艦雄︑井

このような腺ア鴨脚蹴を行なう

発のためには︑ここ十奪程肚の震

∴膨︑久欝欝兼致︑酬襯兀仁﹇夫︑思柵旧

﹇2︑原子刀発騒の開罷量︼

ためには︑採用炉叩とその狙焦せ

パー︑国分申央穂︑後事田正夫︑木

河酪︑飯頻昭男︑飯島弘︑飯練巳
政次郎︑黒田ギ︑黒沢傑知︑黙両
代次︑飲塚情一︑D・P・イ⁝ブ 内灘旗︑慰撫漁︑草野光男︑日下
ライト︑由川宙三︑祝遺喰明︑斎
那滋︑栗難解太郎︑D・11・クー
加突彦︑稲生光吉︑伊粋忠ギ︑繊

で核燃料の所愛最は異なるが︑昭

襲な開発ω期段階に十分な舷礎を

長された中央霞力協議会の昭和四

幡敦︑古賀繁一︑占賀蕉巳︑小松

遵藤功一︑汀尻洋司︑∬藤智︑江

茂舶︑小干陽一︑小林猛︑小林良

月潔︑伊懸鯛渦︑冒騰誠一︑胃越
累助︑岩m保衛︑胃田洋一︑惚野
和七や五無までに︑天然ウラン︵

武断することが先決であり︑諸外

十年幾電力長期臨画にしたがうこ

筒野勝治︑岡縛融︑闘歳虚︑濁野

古轍野太郎︑浮田礼彦︑逮賑知三︑

友央︑悔田健次郎︑上田逆雄︑内

U308︶換算で約二十五万ゾな
国の急速な漁燈巡展に照らしても
これら国内の開発体制を気立する
ことは寒周の問題である︒

神奈J弔異山梨県

1なゆ㌻｛

％も・メ

石井省三︑酒井封︑石井昭太郎︑

経済性︼

，鐸

整備

KW︶となるものとした︒

︑dl−d一﹃とd
したコス

換二；

など︑開発のための外部条件の

低下し︑おそくも昭粕五十年前後

W11で全体のほぼ四〇％︑同ヒ十 つ実施されることが環蒙であると

これをそ31それの時点での発虫

1交る

昭和五十爺度までは︑一慮先月発

など必要な諸政策が磁立されか

までの時点で︑線子力発電は火力

トを試算して︑璽油功競火力のも

名》

雄︑小休金太郎︑小林降一︑駒力
健一郎︑駒形作次

ととし︑訴十年度で杓四酉八十隙

る礁瘤の鰻は︑昭和七十五郊礎で

一方この線子力発霞で節約され

万KWがすでに開発されているも いし三ヤ五万ゾ習度と思われる〇
のとしたが︑削に述べたような経

0251
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関東電気工事株式会社
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産し

電気工事の総合企業

静岡県の内富士川以東

灘鐸も

長期的見通し．（要旨）

ア卿 ﾁ瞥甥マ ﾟ驚r【磐

、

面…

儀ノく総麟
ミ電力需要と原子力発電の

済圏の見通しからすると︑この数

μ粛

陣変

＊発電所からコンセン1・まで
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子
鯖董種郵便物

箋342署
（6）「

聞
新

業
産

力

彗
麟

悠

年八月初めて開催されて大

紀

醸

しているのにならって︑昭和三士二年一月十六

日発足した日本原子力研究研アイソトープ研修

所も今年て八賜無を迎える︒当初は国内のアイ

ソトープ技術奮餐成がその主業携であったが︑

今年の成人の預を迎えて︑ラジ
にならい︑諏研も技術者盤成を行

Rースクールを運営している情勢

なうへきとの内部かりの盗り上り

郎理事が所長と

もあり︑三十二年七月に組紙冊体
ができ︑木村蟄
なり動き始めたのであるQ
かくて一二十二葎八月より建設が
始謹り︑三十三銀一月十六日差闇⁝

所式が五酉＆あまりの参列蓄の期

四齎十一坪の建物︵五千七強乃円︶

待と祝福のうちにスタートした〇

日の筒総研とアイソトープ事業部
と︑初無度経盟は四千万円で始象

主として民聞出資があてられてい

つの業務としてRIの利用に関す ったのである︒前者については︑

をあわセたような構想で︑その一

ター訓画案しである︒これは︑今

脛﹂に猛つく﹁アイソトープセン

における﹁猿子力開発利罵基本諸

は︑三十一年五月の原子力婁員会

研修所の開設のもとになったの

嚇をふり返ってみよう︒

いが︑これまでのたどたどしい足

なった︒成人というにはまだ程遠

オアイソトープ研修所も満八歳に

雄

人︑汰学と分けてみ而とおよそ一

る︒これ巻会批︑篇公斤精殊法
う︒

よるものか興味中40叩磁面であろ ても6い︑その素点な憩憾荏敬嘉一 灘階される︒実験設備がい豪華で

て腰縄や学生実験をおこなってい

なかったたけに︑大いにここで経

れていった懸じである︒こうして

備の肇望が高いのに気がつく︒

学︑生物系にわけて講撹実験があ

る方が多いのである︒工学︑化

と反省の樋繕にしているのである

濟々と測を題ね︑今年一月十七繍

栗景近傍が次鑓に允足され︑地方

り︑しかも終りの十日あ汰りはい

験愚つまれ︑職鳩てそれか鷹かし

ると︑一二価をこえる状醒から筒級

からの研修生が多くなりつつある

が︑簾近の傾陶は︑食饗と宿泊設

束斌六両山黒塗胸囲︑胴次城二撫五︑

課程の増設にともない一僑半に求

情勢であるのをみればうなずける

いままで研蔭所の鳳募状況をみ

な？た︒これは多くの人々の支持
神余川︸凹二十九︑千畑六十七︑大

でさがってきん︒もともとここは

対二対一であ．稽地方別でみると

と睡威ある先生方の御援助のおか

グシノクスであるQ五各以下の県 成人無爵を行なうところであって

阪六十五︑北海遺五十一各がビノ

から隠蟹る基礎附記で五十六圏と

まさらながら感ずる次第である︒

げであり︑火きな薯びと醸謝をい

みれば︑住肇の一番野禽のよい時

ことであろう︒もう一つはマルチ

の幽囚とつながるR五利用実験な

わゆる特別課題実験として︑嵐分

は弾藪︑稲歌山︑山形︑鹿児晶︑

チャンネル波高分翫器︑液体シン

もう一つこの年の大唐なでき欝

が哩想であろう︒開傭日程に応じ

に予走どおり晒修を受けられるの

おこなうことであるσこれがちと

いう賑は大分︑岐単︑奈良︑舳

チレーシコンカウンターなとの撫

に灼する棊礎課税であった︒英語

になって学会発表につながる人が

とは︑職揚での中心の人たけにな

しかし八週間職場とはなれるこ

多いのも特色であるQ
整して割撃てているが︑八年も酷

係の人の少ないのがその羽翼な乙

んといってもむずかしく︑会社闘
とにかく︑これからの譲題は今

方面の人〃︑こそ技耐水輩をあげる

訓っている︒当方としては︑この

使したせいか故吾が出て︑メンテ

黛の技酌たけでなく︑明口の技術

ていたたけに︑いささか期徳はず

のに大いに利朋してほしいと思っ

ら学会発表も

所内の実験か

れであった︒

てもらいたいと思っているたけに

の実をあげたいと考えている︒

機械を占え新技術を鴬及させてそ

たえず古い謝離を代替し︑新しい

に対応できるたけのものを習得し

ナンスに追われ．勧始末である︒

である︒コース開始朗に所員が調

の蘇足と副器の故障に対する懲幅

は︑八月のUNESCOフェロ
ー︑冨隔︑顯井︑福二︑一名と
書川

く︑いわばウエイトリストシステ

て並録しておき遅次修了してゆ

知︑滋賀で佐賀は皆無であるQこ

れは各県の磁業状況によるもの

で講幾実験を運営することは︑所
貝にとって初めての経験であり︑

ムをとるへきであろう︒

つい先ごろ行なわれた応募状況

のである︒

報をうけた人たけでも羅紋もいる

実力養成に熱心な研修生

広範な分野で活躍

lの外人講師に縄ざつての活動 か︑地方財敗あるいは地力文化に

は大きな収穫と良い経験となっ
黛礎課程は年間八回開設してい

た︒

るが︑その中の一回は薪入脚数訓
練に︑一回は前記の経験が力とな

ってIAEAフェローのための星コースを修了してもなん特典の
でhなっているので︑その実力は

礎課程にあてら33︑すでに六鳳百 もないが︑実験七︑講轟三の割爵

なわれている︒これを修了したI

の選考はいずれも⁝二二をこえるほ

をみると︑激子力局と文部貧乏鄙

次に登営課程は八週間で年二藍
どであるが︑いわゆる一般艦考と

おこなっており︑独立研究者ある

たとえは赫赫線虫仕数扱者試験

なものがある︒

AEAフェローは︑それぞれの専纒尊王の活用次第できわめて大き
門に極じて驚愕崩︑大畠などで紘
事をするのである︒こうした外人

いは戸主クラスの人の餐成を対象

そこで筒級課程のある分野をと

として三十五無一月より急設し

く短夏越におこなう方法として︑

り詳し︑しかもそれをもっと蝦広

よぷ研修所で受けつけた分は定員

て︑簸高の権威者︑経験者七十稽

た︒大学の修士程度を臨標にし

をわった︒これはこの一奪を通じ
てみられる傾向であって︑会祉関

であるが︑修了碁がきわめて高い

合高率であることはいう藪でもな
十九年度は︑EPTAフェローや

係の激敵のためである︒現在の不

コースは意外に反鷺が大きく︑一工

く︑全禽洛薔数の最轟四五％︑平

スを行なう紬果となったQ今口豪 均二八％くらいを修了生が占めて

余を講師にお患いして運嬉してい

したのである︒課圏は密封線源︑

専門課程が露十八隼九月より発足

五猛に十八過聞にわたる長期コー

況ムードにあってはやむをえない

でに外人研修生は︑東南アジア︑

いる饗実が雄弁に磁土を物語って

週間にわたって行なうことになっ

ラジオオートグラフ︑軟ベータR

るのである︒

すでに十二回を終え修了生は酉

のであろうが︑こうしたときこそ

ている新進の人々にOBの名歌を ポテンシ︾ルを簡めておくのには

いよう︒また原子力分鐙で油著し

欧州︑南米の二十四力国︑百五十

I︑放却化分析︑放二線化学など

創立以来現在まで︑コース修了

十あまりに及び助教摂の多いのが

いった剛会であり︑特に大学は三

は︑論旨庁四︑大学二︑会社一と

っている︒来無度はさらにR王の

であり︑いずれも年三一回おこな

名をこえるに挙ったQ

¥一名に及んでいる︒ここで
の業務ながらその慧麗を感ずるも

のさい無記名のアンケートを幽し

よい時期のように門外漢には患え

塾礎課程は四十二二で千七街四

のである︒すでにここでの技術が

見つけるとき︑いわば原子力の蔭

修生の方々は概めてR工技術の習

十五名が構築しており︑理工六五

種になって︑学位を取ったという

てな6ないのである︒

癖に熱心であり︑なかにはすでに

％︑その他三・二％の割禽であ

％︑志学一七︒関％︑醗﹂四・閥

生物への瀦用が予定されている︒

あり︑その気迫に所員がひつばら

相当な経験者もおられるく6いで

発足当時のことを考えると︑研

たのであったQ

恒久的な設備で内容を充窪し︑四

った︒いわば︑これを前身として

協会の放射性同位元素赫謬会であ

より始まった日本放射性同位轟轟

となったのは︑昭和二十六年十月

タートした︒この際大きな手びき

二十日より四週聞の猛礎課程がス

ようやく三十二＆をえらび︑一月

鐵
葦一
りーーフー婁ツ
きく三悩あ京りの希躍謳があり︑
放同協Ri講習会が母体
の課程が開かれ︑前者はすでに六回︑後者は昨

その後工AEA︑UNESCOフェローのため
驚雛麓㌶韓耀おけ

分野篶た・てわが圃のア多ト吉梨開発騒

言灘瀟獺灘騒

米︑英の原子力研究所がRースクールか逮鴬

気轟鴛↑一・ーーーーー

錦驕翻鐡漸村上

将来役立つ技術習得

「

る技術者の養成︑訓練がうたわれ

了しているQ期闘は七日i十五臼

すでに十回が終り菖七十八名が修

間くらいであり修了畜は冨公庁

五︑会添田︑大学二といった状況

で︑予定していた拙論の人がふえ

このほかに特観病理があるが︑

ているのがその特色である︒

これは個人が黛カ月一一力隼と艮

であるが︑今までに外人が四力国

燭にわたり︑ここで研究する場含

さて来世度の訓画であるが︑茎

五名と臼本人粗品終了しているQ

礎課程八回をおこなう予定であ

けて︑ラジオグラフで︑トレーサ

西搾 恒文社

薬

日

轟
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麟
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り︑第四週に理工系と生物系にわ

を予定しているQ
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ド

面︒

設副の段階から参加︑全体の説画を総議する中

一二

そのほか︑この三二で高途増殖

は堤諭がなかった︒

豊玉妻φ玉ニニ多

彦

で総額百七憾千薫暫四十冒万円が

資務として強力に推進しなければ

ンは一鰻七千四蕾五十二万四千

円︑理研の蹴続覇藁サイクロトロ

︵産業構造審議会の前身︶以来 円︑新設のバン・デ・グラーフ玉

ならないという庶業職漁調査会

の考えから︑昨年の概算請求では

その他定員の増強では︑既報の

︵三千八後六十万円︶であったQ

三一︒九％の増となっているが︑

羅められた︒これは対論年度比で

この増加は︑工叢技術院が昭和四

エチレンの新製法︑轟醒既薩流送

簾子加速罷は一千二焉八十刀円

プロジェクト蝋画︑すなわち①M 電︑石灰の地下ガス化︑それに今

十︸嫌度から開始する予定の大型

外務省独自に
九千二百万円

研の五人が工められた︒

ほか︑而灘原子力局の一人と放医

ていたものである︒

約二十億四千五資万円を謂臆し

c発羅︑③超醐幌能電子讃算機 回臨められた三テーマと共に紛額

脱侃︑が認められ︑これに要する

③黛油酌溌火力跳躍の獄ガス中の

今圏認められた三テ！マについ

については︑今後開放経済体制下

通麓省の大型プロジェクト訓麟

を設け︑その下にテーマごとの分

フィン化学祉艮︶に研究開発部会

悶機関で会長は井上蕎脱日本オレ

業狡術協議会︵工業披術翫長の譜

所管のもののほか︑さらに各借独

庁から一櫓要求するものと文部省

︑原子力関係予鈴には︑科学技術

ての委託研究などの貝体化は︑工

においてわが圃経済の國際競争力

窪で副上するものがあるが︑四十

ためである︒

経費として三十憾円が訓上された

を強化し︑その安定戚長をはかる

科蛮を設置し︑検興することにな

通産は七百万円

なるとしても︑人員が急にはふや

ためには妓術開発力の強化をはか

国際嚢子力掘闘に対

放射線障善予防倹定

は 一一二・八六﹂％︶

十二目濃米︒

原子力発躍所調査団

報憲￡幣

二二小婁員会

国内球歴編藥幹雛翁

蜜全特別研究会

午前†一時半原鮭

二十．八三午後二時原蔭

一錯午後三暁原雌

二十九

原子力発躍供給小傷鼠会

四日午後 隠半原藍
放射線化学研究会 サブグルー

一日正午工員
只一会議パネル討論会打合せ

一葺

日午朗八蒔半聚京プリンスホテル
放射線医学利用調査団 斡寓会
¥九凹午後二時原厩
薩業医学に関する懇談金 三十

原研・原燃との連羅会

二十九臼午前十時︵〜般︶

者︶二卜八無量後二時︵専門家︶

橋︶一塁吉午謡言︵名栗

原産CDC﹇﹇エハOO隔子計算機
披露 大阪合同東京ビル︵田本

◇

一A−YAーーー8

をするため一月十五日出発︒

是︶米圃各地で核燃麟開係の調査

今井隆吉氏︵原盤技術第二皇嗣

連絡要勝で一月一

圧︶米国GE社との二号炉関門の

長︶浜崎一成氏︵同技術譜画異例

住谷璽璃︵原理技術鋤一課副

・行く人・来る人．

▽通鷹憲

書見経費七箇四十四万円

七十五万四千こ口対罰二度増加率

する分錘金および拠出金九千二璽

▽外務纐

れぞれ次のように註上している︒

一無度分では外務省と憩上灘がそ

ることが必襲で︑技術乱発は国の

った︒

から人員は大丈喪︑などといろい

一¶湘

臼本原子力産巣会急調酸課
︹電量五九一一六二ご︶謹

なお︑郡数か限られていま

でお申し込み下さい︒

本ができ豪した︒ご希里の

一・Q

に︒

二藍ブ♂メ

ズマ研究所のレーザー鐘羅︑ヨノ

〆二 ノ玉ジ〆ジ多玉 づ二〜玉

すから︑申し込みはお早め

玉

も︶でおわけいたし豪すから︑

玉づ多多〜ノ5多多

方には実費︵二千円・送料と

男まで︶を凡しく妓聾した禽

︵鋤三頭七男から第三由照十

昨無量の﹁原子力陀難噺里偏

原産新聞の合本おわけします

翻

ゼまい︑醗発の速写等がちがう

力が必農であろう︑燃料再処理施

設の開擁が十分汚えられていな
い︑などの慧見があった︒

髪﹂二 多でぐしユニニづ

設備経費に約十四億

ロトロン一億四強万円︑縣大加速

ブエ磁掃装醗の改良費一億七千五
醤万円東大原子核研究所のシンク

器実験設備費二億七千三薔八十九
万円▽熱大原芋炉笑験所一偲四千

費二千三落七十五万円など︒

なおR︻施設等経費は一億六千
八醤十四万三千円が上廓された︒
︵昨無比で約構築が円減︶

なお価数整理中で前暑に掲載で

プ手許せ一月三十一臼午後一時半

●

●

●

0

噛︒

．

噂響

織

ん

響 ．蓼

藝瀬

三菱化工機株式会社

考

枢製織の創礁などが必蛍としている◎また開発

塾員の確保は︑悶十三一四年度

文部省の原子力関係予算案

費七億甫六十四万円−一▽名大プラ

来年度原
子力予算

きなかっκ原研の動力炉研究開発

蓋馨灘蒸灘難1霧環諜驚灘叢難

十年後に原型炉完成
原子力委員会の動力炉開発懇談会は︑一η十

に肇する資余轍は原型炉完成までに約一千億円

には出せ濠い︑資金の方は何とか

開発テンポなどを審議

九臼︵水︶係後二時から火京プリンスホテルで第

その後六十年度までに約千五薗隠謀︑入員は五

ム︒スケジュールを閥に合わせる

ろな意見が揖た︒宏た︑このタイ

ループの報告轡を中心に審議した︒報告講は︑

と誠賑している︒次呵二月十八田は徹型転換炉

十一⊥⁝四肢の時恵で研究者︑技術薔四八颪名

十五回会禽を開き︑調速増殖炉ワーキング・グ

十年後に猿型炉の建設訳了に近づくという︑予

仕事の内谷は行政的になりそうた

には︑もっと規模の大濠い剛瞭協

想より早い聞発目標をかかげ︑そのためには弐

ないが︑自主的に開発する以土は
し︑そうなると原子力委員会との

ワーキング・グループの報損害を膜様の予冗︒

報㌫瀞の概襲は二面所載の通り
これ以上海外から返れるわけに行

験炉の早期建設︑海外の丁零なプロジェクトに

であるが︑各構成鋲からスケシュ

関係をどうするかが聞題︑との慧
見も撫たが︑その必要性について

かないことなどが説明された︒

燃群については︑原型炉燃料は

ール︵開発燃肢︶︑燃料や人員の
確保︑中罹機構︑資魚鍛︑斯型紙
原燃の再処理施設からのプルトエ

スケジュールについては︑原型

ウムが間に合うが︑実験炉は灘外

炉の冗成轡樽が堅いので︑実験炉

の入孚も二二かとうか︑饗鎧装は

質問が田た︒

炉滞発癒進めるとなれば︑噺型紙

遡就省の昭掴四十一無度科攣捜

と腺型炉の時間的なラノブ︑実験

嵩濃縮ウラン︑線型炉はプルト一

換炉との聞運などにつき︑漏発な

から購入する以外にない︑でまな

閲磁になり︑取型炉濃でで濫費偲

換蝉をやる余力があるかどうかが

通産が三大型
プロジェクト

ければ最初は窩泌編ウランで行く

炉の経験を陳型炉にとり入れられ

の四石九＋名︵大学卒研究︑技術

科技振興費に百七億円

という説明に紺し︑高濃縮ウラン

術翼翼費は︸月十四日午後の補講

るかとうか︑などに質問が集ま

などの慧見が出た︒

ウム燃料ということでよいのか︑

見も出た︒これに対し大山漕隆盛

玉多ジ
二

円前後の開発費は︑鷹速炉と平行

いってもよいではないかという慧

り︑もう少し湿れて︑積み上げて

から︑実験炉を作ることは︑細網

者︶が一番悶題たが︑原研のなか

五蕾二十万円11新規分は広晶大学 八薗七十五万円11一般設備費一億 成会議一月二十八日午山九縛ヨ原

協力たけでは不安たから自分の施

には入り︑特別馬騎としてはこれ

の原爆放賢能医学研究所に設躍さ

文部郵勘管昭和四や一年度原子

まで工学系︑物理系にしがなかっ

れるリニア・アクセラレータ︵四

で二薔去十繕くらい︑基礎研究の

たガンマ線照射整羅が生物用とし

千万円︑給銀計画︶など︒

盈名を大学篤に永めるとして大体

の兄聾しは立つ︑線型炉の設3一は 力関係斬規予算案の設働経難は総

て東大︑独大に設置されるように

いること︑その建設聞の経験は原

額約十四億四千五薦三十四万円議

なったことは一歩前岡きの姿勢を

設をもとうという稽えカから出て

上されたが︑全体的にみて特に真

示しており注目される︒

前年比十億円増

四千円︑八・六％の増になった︒

額︶で︑前年度よりも十億千五万

しかし原子力錦〜船建造計幽の延

嬢を謝罫︶従って来年度の各省

費は総額纂や四二四千五酉万円

一一十八日

咽炉につながるが︑その他のフィ

脆業竪の協力を求める︑などで︑

新しいものはなく︑既設設徽の充
実が虫眼になっているようた︒豪

一千万円︑核燃料運搬用キャスク

〜ドバノクは工次的であること︑

けっきょく︑資壷の方が醐遡たろ

中枢機構については︑ワーキン

た巨大加逮麗が東大原子核研究所

のとおり︒

⑤陳子力関係研究所の特別設備

原型炉螺料の開発はエンリコ・フ

等で行ない実験炉の照射施設とし

グ・グループでは機能としてのイ

に設置され︑盤礎研究の雌備段階

①涼子力関係内地研究員経鍛二

騨政府案は︑既報ののら計数整理

昭和四十一二度の原子力関係予
②放射線育種編の共岡利用経盟

醤七十一万九千円

の緬呉︑原子力漏の一般行政費は

一人の定員増加を認められて一億 期︑原説のプルトニウム燃麟開発

ﾉ七十万二千円
⑬涼子炉共同利用経費二千六二

室の完成︑理研サイクロトロン建
擾助にもなるので︑民間麗業界に

分は晶温核燃料実験撞磁へ東大︶︑

は百二十七億八千八哲六十八万七

行政費を除く︑いわゆる一項予算

コストグルー

γ榊酬轍岬櫛騨㈱嚇欄榊輪嚇榊轡酬㈱轍嚇懲㈱鵜欄榊騰騰轍。繍㈱鱒、

窯講職驚欝購鐸琴餓欝三三鐘

三菱原子力工業株式会社

ェルミ炉計画への参煽︑照射依頼 う︑ということになった︒

ての役割は長期約なものであるこ

メージを与えるに止京っている︒

原子力関係予算の室な堺項は次

と︑一館くらいの遅れはやむを褥

機関に対する協力はこれまでも墨

本方釧としてきているところでも

するものであって︑闘接的には開

八千四酉二十一万二千円となり︑

四＋四万五千円

ドルフ研艶所で実施することにな

も協力をもとめ︑約九首万円で日

大︶︑サイクロトロンモデル実験

嵩分解能荷彫塗乎分析装躍︵照

原子勤力芝貌会

原塵

原鷲︑回二磁岡上

プサブグループニ月二月牛後一時

三菱原子燃料

脇

PWR燃料体

三菱金属鉱業株式会社

産

一一

日本から質量分析計寄贈
計闘第一暑として稲作塘肥の研究

エ・1AEA事務総長と書簡交換 あるし︑激たこの研究が稲作に関
政嗣は一月二十二臼︑わが凶か

設の一段落などから内面陶にはあ
審漉することになっていたマスス

り︑これに必要な三蓋︑機器︑土

る︒二児申旬ザイベルスドルフ研

立製作所が製作していたものであ

る程度充実したものもある︒

④特別設備等の設備費11▽賢立 荊繊度比千四百五十一万七千円増
ペクト獄メーター︵質聞分折訓︶

そのさいわが国には︑製作技術の

地などの崖路を各田に髄鞘した︒

学校五傲九千八衝五十万円一1新規 になったQ︵離無振分にも入舞経

ンで︑わが法眼大使とエクランド

について︑さる胃賦π武にウィー

千円︵唖庫債務負纒行為額二十五

︵十四億三颪万円︶︑識崎研究所
蔽齪︵阪大︶︑中性子発生装畷︵九

円︑豪た放蹉研の研究棟は一嘗

関係は三億五千九徴六十九万箆千

絶所に設躍を完了したうえ︑わが

カソコ内はいずれも罐務負抱行為

億八串八葎六十四万五千円硅以下
る予建である︒

三菱商事株式会社

σ

大︑京大︶▽付蟹研究所一億馴千

た︒これに対してわが閣では︑澗

∠7『魁

＝

ロメーターを摺凝したのであっ 国から正式にIA露Aに引渡ぶれ火︶︑生物用ガンマ線照鮒瀬瀬へ東

ーA封A事務総長の間で轡簡の交 優秀なことからこのマススペクト
換を完了したと発貰した︒

鰯際原子力機関ではかねて優先

三菱電機株式会社
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▼

ら国際原子力機関︵IA鷲A︶に 夢42とりあげ︑隅機関のザイペルス発途上にある嵩アジア諸困への
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購髄糾灘晶塁囎機

門門

いる︒

と大差のない線が腐て

り︑海外におけ︸載騨

千万KWをこえるという︑一炬の予想を

たとえは︑六十隼度の髪癖力開発蚤が㎎

力発磁騨入を前提としており︑この窟に

すれは︑いっそう興味ある数壌となろう

この間の石油全区蟹鍬︑輪入燈油に対比

原子力発駕の郷入による鐵油節約蝋ち︑

欝への反響が注目される︒

する慧兇が働ているさいなので︑報告

報欝轡は︑この腸発澱突現のために必
要な潴施策をあげている︒根省樹がかか
げた国標が達成されわが国の総合エネル
ギー政策上妊ましい結果がもたらされる
かどうかは︑脇塵化の推進︑核燃科供給
の確保︑鞠望な新姻転撫炉と筒速増殖炉
の曝晃︑発聖霊敷地の磁保等のいかんに

はすでに各方函で行なわれているわけで

かかっている︒これらの政策確立の努力

あるが︑その掛禽の一つの騒標が与えら

う︒

れたという恵蕊を︑評価してよいであろ

離簸誌鵬翫獅鎚齪製靴勲岡政鍛螺の設彊

長期開発規模を検討
源畿鍛敷地確保が問題に
などがある︑としている︒が電力

はじめた︒

︑塾礎的研究は大学および政府関

ととなろうが︑とくに大学研究者

係機関の一部がその調光を負うこ

豪た︑各界の研究囁︑技術者の

の十分な協力が盈要である︒

は︑これら全体の計画を総含する

努力を藁塾し︑開発を行なうに

中蝦組織の存在が必要であるQこ

うQ

②開発全体の企画︑調整を行な

内ゆt謡応は募

研究開発

研究技術者の交流およ

エン

御受6k・研

原研の聞速臨界実験装躍︑原燃の

ギブ・アンド・

Pu燃糧開発施設など︒︵こ︶国

際協力のあり方

σ

黙約噛癖叢話漁

細凝縮鱗一

フェルミ︑EBRIHの各炉にお

11魔球施設の利用ドンレi︑

どQ

副画や奢国の隙型炉の建設削画な

リコ・フェルミ炉︑FFτF建設

三開発謝画の提携︑参加

意義である︒

週滋な開発劃画に参加するのが肉

な伽羅︑知識を得るには︑海外の

の握携原型炉の設計︑建設に必要

び構報の入手︑︵ロ︶

︵イ︶

3︑国際協力

案鑑㎞

炉の開発に対して全蟹任をもち︑

の組織は①日本における高速堰殖

ンU308換算で約一万五千ジ︑

会謝画小委員会︵委員畏︑田中慎

側婁員からは︑このうち敷地確保

総合エネルギー調査会原子力部

次郎民︶の第三回会合は︑一月十

十日新たに鷹気事業部内に原子力

東駅芝浦聡気︵株︶では︑︻月

東京芝浦平気

原子力部を新設

発言があり︑愛顧された︒

がとくに藪蜜な問題になろうとの

で開かれ︑ワーキング︒グルー

七日午後︑束獄虎ノ門の教育会館

プ︵銃撃︑窪川淳⁝氏︶から昭和
六十館京での原子力発醒開発規模
についての中間報告があった︒こ
の中闘報告によると︑原子力発聡
開発規模は︑争力系統の技術的経
済的見地からは︑昭弗四十五年に

落万KW︑昭和六十隼には三千万 環務所を東京筒楽町の罠比谷三井

約百五＋万KW︑五＋琵は約五 部︵部罠金岩芳三民︶を新設し︑

嶺であるが︑癒櫨の製品輸入を原

一四千万KWと想定することが瀬 ビル内に設け︑十四田から営業を

原子力発竃の開発規模拡大に伴

含エネルギー政策課﹂の新設を希

って考慮すべき事項としては①人 などから︑原子力部の新設に踏み
員構成悶題︑②国雌化のテンポの

が極めて璽要であるが︑臨界実験

本副堤の遂行には︑Puの入手

重工︑五十芸事に発成を兇込む︒

おくれて開発に漕手したわが国

入手に努力するが︑不可能の揚含

装羅用は輸入︑実験炉燃料は海外

る︒

は︑積極的に縮瞳協力を行なう必

♂

電言舌大イ覧表（554）0131

電力需要と原子力
発電の長期見通し
経済成長および羅力需要の畏期兇通しに

ので︑今後の議論のめやすとなり︑情勢

十年度には興間の二十％に落とす︶︑隙
ギー調査会の需給部会における検討資料

消毒の観点から原子力発鷺の遡入串一歓迎

し︑さいきん石油染騨でも︑石油の聴効

もとづき︑原子力︑水力︵揚水をふく

ば結果も大きく変わる︒報娼遜は原子力

提となっており︑これらの萌提を動かせ

成︑各種供給能力の最適の組禽せ等が荊

度以降における原予力の完全な競争性達

畏や鱈力需給の見通しをはじめ︑五十年

る︒この報儒書も書様であって︑経済成

条件が央知なので︑多くの仮説がおかれ

この種の超長期31蜘では︑影壁な前提

る︒

上京わる数字が戯た理曲があると見られ

ユーラトムやアズリカで献騨

智慧に愚だっては︑

ｳれているような︑西幡二千年

した最適の組合わせとなるよう︑原子力

む︶︑火力の経済性︑技術的特性を考慮

力発電關発騒左推定する作業が︑日本原
の開発難が決定されている︒継黙劇蟄増

展ざろ塔のわが国における原子

子力薩業会畿の開発壁画婁員会で行なわ

いて︑控え目な数値が採用されている半

加率や五十年度豪での原勢力開発羅につ

算された︒報儒轡によると︑昭和六十年
面︑五十無度以降には原子力と電油専焼

れていたが︑このほど平価総が完成︑公

度における原子力設備谷灘は四千二籏七
火力との自由選択が司能になると兇て︑

の変化に応じて適宜修正が行なわれるこ

補修分を差引いた原子力設備能力の九〇

十穴万KW︵全発出設備の二十七％︶︑

に昼間ピークの三分の︸の深夜運転︵七

％程度のフラノト蹴転︑火力は六十班度

七十五年には一億六千四薗 四 十 五 万 K W
︵全設備の照十六・六％︶に達するが︑

発電開発の一つの理想練ともいうべきも

発生慰力澱ではさらに比璽が轟く︵原子
力はベースロードに使用されるので︶︑
子力および火力と糧み合わせた鍋水の大

にもなり得るであろう︒報省㌫が示した

とが望ましい︒左し当たり遡屡省エネル

六十年度には全購力鑑の約四十％︑七十
編取り入れなど︑きわめて理想露な原子

を行なう︒

五庫船には六十六％強を占めることとな

する開発研究に対しては國が推進

通産省に総エ

従来︑漂子力関係の業務は火力
技術部原子力技術課が握当してい

子力に置換えるという魍民経済的
見地からは︑昭和五十年度に約一

祉と協力することが目︑体化してき

通燃費は︑四十一奪度から﹁総

を考慮すれば︑これよりかなり下

たことや︑さらに今後原子力発膿

千七強万KWと試算されるが︑原 たが︑日本原子力羅聡︵株︶の敦
油生写きや低硫黄C墾油の輸入等 賀面懸所の建設に関して︑米GE ける燃料照射の可鮨性の検討︑
︵ハ︶わが国の欝与し得る一項
望していたが︑一月二十田の幹部

留ると整経されるとしている︒

ネ政策課設置

の中心となる︑②技術導入によっ
ては解決できない重要な要語︵た
とえは国薩材料の素性射照射試験
等︶に話しては国が助成する︒

国産燃瞬実用化のための各種試

会︵省内各軍略闘の連絡会︶にお
いて︑同課の新設に対し最終調整

所建設謝画の見瀬しが明るいこと
を行なった粘果︑大臣宮本蕉風課

問題︑③資金闘題︑①敷地悶題

原子力部には原子カ一課︵原子

と総粥課を禽翻し︑文憐課のあと

切ったもの︒

に総監エネルギー政策課を薄くこ

醗︑当面は技術提携の問題に取り

炉︶︑二課︵原子力発露︶を設

料技術②冷却系技術㈱安全技術で

要がある︒とくに︑原型炉のため

用するものとする︒原型炉燃料

は︑初罵燃料に高乱姿ウランを使

あり︑鑑賞田はこれら技術開発を

鯖一次齢櫟に対する開発の進め

の十分な鱒報を得るためには︑海

原型炉に集約しようとしている︒

方は︑①わが国がエンジニアリン

外における適当な計画に設謝の段

は︑わが国の再処理工場より生産

グの颪で経験に乏しい︑②十五㌶

以上は液体金属型原型炉の建設

されるPuを使用する︒

蓉での開発謂画であるが︑十年以
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二号機から国産可能

験には︑原研施設の照射料金の減

免や海外での照射試験の助成を
し︑さらに実用炉での試験には︑

者協定で分冊補償を与凡るなどの

政府︑ユーザー︑メーカー間の蕊

震度策を欝ずる︒

が必要となろう︶︑⑤核燃料闘題

昭和六十館までに二十⊥二十地点
隅圃省は︑昨庫山ハ那に総へロエ・不ル

⁝の報告書の要旨咄
一罰所長の動力炉開発懇談会闘
速増殖炉ワーキング・グループ報

〜︑研究開発の進め方

告轡の要厨は左の通り︒

実験炉を早期建設
一本化に中枢機関が必要

曾

and

Insti重ute

・Fl鳳i（至MecLa狙ics

flow，

stablllty，韮on−newto臓1an

（1）boundary−layer flows田cluding
boundary layer lntefac亀ions．

原子1力機器

業

実譲重用燃料製造については︑

なることが可能であると考える︒

長期低利融資など具体策も
︵婁員畏︑正宗猪単夫翼銀副頭取︶は︑一月十八日午後︑東京丸

通産省総含エネルギー調査会原子力那会国塵化推進小委員会

とになった︒

組むことになっているが︑営業面

なお︑三座化推進小婁鍛会とし
ては︑このメーカー側の見解を参

︵昭和六十隼匿での燃料所要科は

すでに国内で開発された墓誌技術
と海外からの技術謡言で︑溺産化

低濃縮ウランで三千ナ︑天然ウラ

ノ内の翼銀会畿窒で第二回会合を開き︑原子力開業五グループ婁
員の漣名で提幽された﹁国産化推進に闘する見解﹂覆中心に検討

ごとに垂心を続け︑庫年七月まで

ギー調査会を設蔽し︑現蕉各部門

へき一子力の薪技術に対するメー

長朋的視

カーの国薩化益力の培餐をはかる
ことにもなるQ

国産化推進の翼体策

1︑研疵開発の内響︑規模およ

は従来有り電力部が撹当する︒
でに小面員会としてのとり豪とめ

照して答申案を作成し︑二月末豪

と経済性の隻証された技術の上に

このように︑まず海外で安全性

が町能であるが︑必要により植樹

テム・エンジニアリングを主とす

野からみた揚禽︑初期の十分な建

びスケジュール

を行なうことはさけるへきであ

憂進めた︒この申でメーカー側は︑原子力の技術導入契約が火力

については︑隙隙力機藩等を輸入

るライセンスであって︑従果の機

設縄験が必要で︑このため原子力

輪速増殖姫開発の罵的は︑①わ

却︑スチーム冷却の調査研究等に

後にもそなえる棊礎研究︑ガス冷

経蜜の二十％を確保する︒

産業界がこの闘発謝魯に参加す

より試作発注を受ける︑②薩業界
への寄託研究などの方法がある︒

ち︑原型炉燃料の照射確性試験に
使用する︒原型炉は四十七奪度に

必決しけテ

産

力

原

することは最小限にとどむへきで

器のノウ・ハウを尭としたもめと

発電長期計画が震災に遂行できる

が国の事情から理想的と考えられ

将来の舳速炉技術の蕉燕はΦ燃

確性試験と実用試験を実施するQ

あり︑できるだけ国内産業によっ

は異なり︑原子炉炉心の核勲設

ように馴は強力な推進策をとるべ

⁝高速炉グループ⁝

発羅と異なり︑システム・エンジニアリングを中心とした包括的

示したが︑開

ライセンスであることから︑同型式二暦機から虫契約畜となるこ

わが園の慣情に過するような開発

とが可能であるとして︑国産化に対する強い自倫か

発初期段階における瀧業基盤の強化などのための貝体胸施策の必

を行なって︑当面の舗要に応ずる

者となり︑設凱︑製作︑建設を一

て付加価雌を増大し︑霞給慶を嵩

計︑要貫訓練︑運瓢経験︑性能な

ことは︑岡時に︑山並開発される

要性をも強調した︒

産化推進に関する見解﹂は︑京ず

貫して行なうQこの技術導入は︑

入により︑国内メーカーが主契約

原子力発畿の覆羽性と産業撃盤の

原子力口回プラントに関するシス

メーカー側委員の提出した﹁国

強化について述べているが︑後者

め︑輸出産業へと発展して行くた

位を保ち延ばすこと︑にある︒

ること②工業国の一つとしての地

階より参加することが必要であ

ては︑の長期儀利資金の融資︑②

きである︒そのための貝体例とし

以上にわたる開発選程で︑迦当な

どを含むプラント全体の技術資料

る︒

る方法としては︑①政府関係研究

が導入されることになる︒もちろ

燃料照磁設備を国内にもっことが

開発スケジュールとしては︑実

めの原子力酵簗琶盤の強化策が︑

ソ連︑英︑仏︑函独︑米の諸国

望ましい︑③海外照射施設を大繍

機関に入漁を派遣しまたはこれら

襲急かつ不可欠であり︑この問題

大警澱化への移行に関する出力の

はそれぞれ︑一九六五年度り六九

六年度完成︑約一力年試運転のの

験炉を四十三年度に蔵珍し︑四十

2︑研究開発分損・総含の方法
櫻準化︑③関税上の優遇措蹟︑④

に珊呈し得︑る可能性は薄い︑な

んこの場含︑耐震設謝︑改良設計
など技術導入のみでは解決できな

どの点より︑阜期に実験炉の建設

は原子力の将来性からみた揚含さ

らに重大であるとしている︒蓉た

年の間に原型炉卒廷上宿始する計

を行なうへきである︒濠た︑燃料

画なので︑わが圃も十心後に原型

照射施設として余りに脇度の要求

造設備の開発などがあげられる︒

一次翻傑とするのが配当である︒

炉の建設︑完了に近づくことを第

法運用上の適切な配慮︑⑤斬規製

豪た國麗技術聞発の促進策とし

い研究開発は︑国内メーカーが行

ては︑①わが国の特殊画品に開連

なわねばならない︒そしてたとえ
容照が変わっても岡型式の二唇機

化推進の員体策を述へている︒

嶺面は海外で

同墨解は︑國塵化の進め方︑国薩

国塵化の進め方

（2）two−phase f玉ows and change of phase．
（3）free and forced convect玉ve hea亡and mass
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爽証ずみの型式のものを︑技術懲︸からは国内メーカーが空契約者と

全米の熱伝達および流体力学に関する断礎的研究，応用技術開発の最新の成果を広く
公表するために毎年開かれているこの学会は，本年は第19回に当り， 6月に開催され
蜜す。本占は，この学会て公表される論文を，その重要牲と応用性に基づいて選択分
類し収めるものです。
この学会の主要テーマは次のとうりですが，ほかに，流体力
学の新しい特殊研究の招待講演があります。
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メイン・ヤンキー原子力発電会社設立

アメリカ

アメリカ︑ニューイングランド地髪の電気蟹業者は︑このほど且同でメイン︒ヤンキー原子力発驚会仕を設立し︑メイン州に蹴気出

〜二

二二玉

多

多

一多多多玉二

多多玉二多

罵二5多づ玉

多

φ玉5

醐二⁝多 二

玉 多づ多多多多玉

多玉

@

「脚

噂黎

⁝

一峯

⁝

︸

︸

⁝

…

髭
英雛ユークリア・エン

イギリスの原．†カプラントや原子力関係の物蟄を海外

に輸出する機関︵法入組織︶は国内の建設にたずさわる
組織と総轄のものではありえないし︑またイギリス原子

力離業会議︵BNF︶ と 密 接 な 関 連 を 保 ち つ つ 運 営 さ れ
て行かなければならないであろう︒

これらの点が3NX縮捌機関の仮称︑Xは未知の慧︶
が成功するための必要かつ十分な条件である︒もし薪し
い機関が弱休すぎ︑初期の力に欠けるとす31ば︑十分な

支持を禍ることに失敗し︑隠退の逝をたどることになろ

う︒同様にもし川副点で余りにも力みすぎると︑諦れも

がねたみから急いで禽分自身の組織に資金を投入し︑結
局野糞には同じ運命をたどることになろう︒謹たもしそ
れがはっきりしない形状のこった点であるとしたら︑そ
れが何のことかだれもわからないであろう︒謹してや儒

二者側にとっては一構わからないであろう︒

岡にわたって仕事の対象となって

て港た︒しかしAEAはその発明で濠るかもしれない︒しかし︑こ

う必嬰はないし︑魁考の臨由を制
を取扱えるだけのヤ分な設副スタ

で︑存在するあらゆる型の原子頬

イギリスの鞘管界は南分滞流の

数年龍までは︑三十刀KW級の発

人が最近示唆しκ︒しかしながら

ノフを持っているとあるアメリカ

約するものとする必要はない︒

なのである︒現在︑A？C杜はダ ので︑選択の問題から出てくるも
のために何年も戦ってきた︒

戦揚を謡い出し︑イニシアティブ

れは必嚢性があって︑でてくるも

ンジネスBの契約にかかりきり のではない︒原子力グループとい

篭で︑設副暫でかつ談た主饗約者

で︑包播的なSGHWRの設謝う
業システムの徐々の解体が噴実の
AEAはこれを助けようと豪で電所が蒲工から運開までもって行
した︒無諭その成功を約廉し︑A くのに︑規模として一つの原子力

慣行ということに支配され︑計國
的かつ開放的に論調された結果で

務のために︑∬事燈の少なかった
時代の後では︑最低数の活用がで

たのであるが︑現在では規模は︑

EA自身の縮小という結果をもた グループにとってち．仙うどよかっ

膏二十万KW二星というところ豪

ないことはまことに残心なことで

でに大型となってい．OQ一つの仕

き︑注入できるスタノブしか多分

てはいなかったに白いない︒そし

事緑として︑この臣大な濁模は今

らす確固たる決慧のもとに行なっ

て鍛終的に薩策界がイニシアティ

ある︒

ブを獲得し︑独立と繭業賃任を臼

豪で予期されでいなかったもので

持っていないであろう︒

のようなフロシェクトでも︶につ

A︑またその後のAGRやPFR

AEAに返してし豪つたのた︒

己の手中にみたとき︑この独立を

原子力究電の経済性が進み︑イ

初期の原子炉︵例えばP工PP原子炉売込に
遅れた産業界

いては︑常に行なってまたよう

ある︒八倍という倍率がほぼ同じ

る面について塵業

ことは︑まことに

年数で達成された

リら
スの
に︑AEAはSG11WRのギあ
ゆ原子炉開発がアメリカの

驚くほかはないQ

新輸出機関の設立へ

ぐに解決されなけ

製作臓についてす

界に研究契約をも

英原産と密接な協調が必要

ちろん与えてき

た︒これらの名屠

的といえる契約の

ればならない閾題

触さゼておくためにやっと十分な

がなにごとであるかに産業界を接

事業の肩代りに央賭したという事

の翼の慧淺は︑離業界が原子力の

九六五年においてイギリスの現状

水型炉の技術に勝利をおさめた一

から親愛を受けていなかった︒今

五戦前までは螺子力グループ以外

くいうものはいなかったし︑四一

たって分激されていっても︑大き

主要な下請寒期がさらに広範にわ

力式を取りやめることによって︑

あ．勾ものは︑それ

ものであり︑磯子力グループ内に

実である︒スタートから完成まで

六−七隼飼はAEAについてよもある︒たと凡はターンキイ契約

必肇なときに経當嘱が相談できる

では︑だれしもがAEAは自分のな発蹴ユニソトになると主契約者

を用意するにやっと十分なもので
な建設プロシェクトとくらへ︑原

二瀬以下しか必要でない他の大き

してはおそらく文旬をいえばあま

落入たという︒原子力グループと

このような面は︑藺業的な観藪か

はそれに応じて少なくなるので︑

小規模な知識を銚えた人的プール

ある︒

らも解決されねばならない悶題で

嵐の照射施設を

窟己資金で大谷

二線の三二ろさ

と亭顧信し︑アイソトープ・放

り︑華実ありかつ有益であるこ

なアイディア︑能力および焦同

研究・開究契約畜にその独創的

軽

・ン・・か

︷

この発聡慧は︑英第一次原子

ある︒

に録したダンジネスA発罷所が

謎鐙当った所に︑ドーバ⁝海駅

リカの軽水炉を破って採用され

R︵改罠型ガス冷却炉︶がアメ

なり︑昨奪の入札の縞果︑AG

スB溌醗所が建設されることに

さらに今度︑ここに4ンジネ

り︑同封気出力箆十五万KW︒

イソトープの型や羅に対しても
一艘酌可を与える︒この揚含︑

が現薩閥定されている照射孔二十

この照射テストは︑ユーラトム

﹃i⁝三︑三≡一．．三≡︷濯︒︒騨．︒一三．騨晴︒〜．E三︐1⁝≡〜二≡：．一．．毒．．一．．一︒ニ．一一萎．一⁝．．．﹂ になつだ︒

一

件ﾐ

力発職罰画によって︑中央発電

庁が建設した五番昌のもの︒発

ニュークリア・パワー・ゲルー

成する予定︒設計・建設はザ・

月末に全出力五十万万KWを達

の願力を生属して36り︑この一

界で稼働中の発電所の中で最大

この発電所はすでに現在世

二摺炉が運開した︒

九月に一号炉︑十二月に

工箏は唄調に進み︑昨年

〜九六〇年酒工以来︑

臼も鞠近い︒

の技術進歩が披臨される

のレベルを呪定するため省名な

物に食物や生体中の自然放射能

展開する︒臼精接する詰物件︑

傑険︑放射線従裏切や他の関係

許可・娩査条件︑廃葉物処理︑

きである︒さらに安全鱈理︑

観留所との契約を結ふこともP プラントの黙劇貫の管理︑アイ
R計画の一環として考えられよ ソトープの利用に関する一般陶
非陥封のベータ

イクロ・キュリーの自然放尉能

う︒

かつ航みやすい説明を磁役クラ

なPRなどについては︑広馳に
︵人体には平均O︒二一マ
・ガンマ放射体

がある︶AECの放射線安全︑ スや労務管理奮にあたえる必要

五カ所のうち五カ所を交い占めて

独自にテストするもので︑本鋸宋

なお︑エンリコ・フェルミ発躍

ごろから開始される予楚である︒

◇

ウムの研究のために鷺入の技術暫

所には︑昨葎わが團からプルトニ

が派趨されている︒

六つの人工心臓の
設計研究の契約へ

◇・アメリカ

とであり︑それまでに絹嘱の技術

の穴規模な研究開発は濠だ先のこ

とみられている︒しかしこの分野

トマソ社の課価は驚月ごろにな．勾

心臓研究所で発表され．佃が︑ヒノ

この研究は三月＋五日NlHの

日置である︒

い・筍アイソトープを動力源とする

︒エンシニアリング社が提案して

の一つは︑ゆーモ・エレクトロン

は六つの考え方があり︑そのうち

の契約を受けたQ現在この分野で

生研究所︵NlH︶から十五万が

愈読計研究を諦価するため副立衛

シェィッ祉は六つの人工心臓の概

アメリカのヒノトマソ・アソー

び︑GCRからAGRへ

った︐B発電所が建ち並

によってグンと小さくな

隣に︑撮斬の憎技術開発

初の発電所となる︒A発蹴所の

第二次原子力発電説画による最

M多い國縫留りすぎ・醤 電炉︵GCR︶は二上からなたことは周知の通り︒これは︑

一・

プ︵饗NPG︶︑総建設費は約

六月三十億円︒
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フランス

装置が運転開始へ

◇

フランス原子力丸︵CEA︶のサ

◆

標識化含物製造の

的基礎を績まなけれはならないと

これからは諸子力によらなければ

叫画配一一一墨二目；＝閥︸

ならぬCEGBの建設重岡の規模いわれているQ

画がより辻寵されるためのパタ：

のシステムで競含的な設計を用意

らゆる面をカバーし︑包括的なカ

ンと海外のプロジェクトの平行附

することはもはや鰐倍できないで

れていなけれはならないであろ

タログを掬することになるかもし

いかもしれないが︑輸出用原子炉

ということは当然のこととして考

う︒匿界のどこの国かり源子炉の

に特別のものを用意するというど

えることができる︒海外の鶏卵的

支配重要囚は規模の増大という

イギリスの原子力グル：ブは︑

な実現がどのように結び付くかを

ことであり︑この方向にイギリス

やかしてくれた中閤の段階を最も

專懲懲の数はきわめて少なく︑

建設し︑運転す

らに大きく促准

は︑最高一キ訊

よいことである︒

GBが彼ロー9に課すであろうところ標識化含物製造のための鼓羅が巡

い利並のためにスマートに入って

いくのがよいだろう︒彼らがこの

う︒

ミ

◇

て︑またこれからのことであろ

隼間に襟強化倉物の田荷が非常に

半分以上が︵主としてアメリカへ︶

ふえているといわれており︑その

インド

や

アメリカの硬設会社のインド子

設現場で︑昨隼十二月六臼以来︑

電所︵電気出力三十八刀KW︶建

インドのタラプールの原干力発

◇

者がストを決行申

トロンベイで労働

かは︑過去の陵6の好みからみ 輸出されているもようである︒

ニー三年前に︑秘めてBNXが力を盈ち．に進んで発揮するかどう

考慮されたのは︑イギリスの原子

力発言謝翻に対処し︑これを満足

させて行くのに一つの契約狙繕が

池当に思えたという︑今と捻干違
った理由によるものである︒もし

麟驚

ユーラトム

批によって聡われてい畔︑9労働漸約

会社ーペエノチェル・インディア

体︶は︑昨年末アメリカのAPD 四千呂は︑労働組省二成を諏めて

ユーラトム︵欧州原子力頻陶

◆

燃料の照射実験へ

フェルミ高速炉で

CEGB︵中央発電月︶がゼネラ

ル・エレクトリノク紐やウエスチ

ングハウス社から入紘をとり︑B

NH︵仮称︑国内の契約組緯︶を

海外との無筆に鶴面させることが

てきれば︑彼らには沼隈のゆく骨

いるQこのストライキのデモ愚鵬

もらうためストライキを実施して

コ︒フェルミ筒達炉︵電気出力六

駁するためにはいった驚鑛宮と労

ずれも様子力のバノクグラウンド

死傷者がでた︒

万九百KW︶を使用して約八十ホ 働者側の間で混乱払あり︑多数の

り︑AEAとその考え力が近く︑ の燃料要素を照射テストすること

と調練を有した優秀な人達であ

ある︒CEGBの今の理襲は︑い
尊墨に関する契約を結び︑エンリ

CEGBは︑また強力な顧客A
で︵原子力発竃開発斎会︶と燃科

組みであるといえよう︒

転を始めた︒フランスでは︑ここ十

の必要な形成体に白分逮のよりよ

客のCEGB

まだ強力な顧

い︒もしそうしないならば︑CE クレー研究センターで︑このほと

れないQ強力な開発に加えて︑製

と契約の矛盾

原子炉大型化

子力発電所の建設テンポは遅く︑

しかしAEAにとっては︑長い時

た実記されていないものであるQ

にとって朱た知られていない︒ま

し︑SG11WRは原子力グループ

プから期待することは出来ない

ブの原子炉の入札を除子力グルー

有望なSGHWR
占い個別的体系の中での︵ある

であったのであろうか？︶最後の

いは鷲しい体系の中での飴一番瓢

炉鷺癒する競箏にイギリス が 参

努力は最近︑フィンランドに玉子

瞳したことであっκ︒これには三
線子カグループの中の一つが参画

ることをねハ剣に

ずるものと期侍

過度的に鰯私的な誇町条作およ

また︑このハンド・プノクに

がある︒

リーに︑密封で

び蹟細な検査手続きに関つる在

は纒営者にアイソトープを便用

押えるへきである︒

米国におけるRl利用③

は五キュリーに

来の消極的な態度は︑アイソト

する技術スタソフの要求を理体

膿が折り込まれるべきである︒

産講界は︑見極めなくてはならな

愛求があっても︑原子力グループ

あろう︒単一のm家的な組織があ をよく虜質しているQこれらの引

あろう︒

しかしこの建設の疇間的おくれ

考慰しよう︒し

する﹂と述べて

出資の金を役立てるように何ら

︵ロ︶連難題制法︵Ooα⑩ ープ・破尉線に対する恨拠のな

化するために執るべき必要な燃
により一般許可が与えら

なっている︒

oh男①α①壇巴 切Φσq蛋一自切︒ い恐怖を実際に植付ける原因と

鄭︒︒︶

作能力によってカバーされない範

需要者は︑この鍍陶をよろこばな

の原子炉がさらに開発さ31て行く んな努力も国内で要求と醐翻がと

楽しだのであろう︒

八に
覆万KWへの量子圏発霜認爾の
ある適当な期聞内にSGHWR

の改造などの事実を蘭国酒動にお

拡大︑カーペンハースト泌編工揚

しκのではなく︑原子力公祉︵A き虻親しいものなのである︒
ついての全党仔ぷ肩代りするため

ける盛り上りの一部と見ることは

るというこの欠陥は中央設謝組織

にA温Aが誰よりもよく知ってい 磁かにむずかしいであろう︒

みれば︑ほとんどAPC社の隙子 新しい獅子炉の設訓について粍

猛A︶がSGHWR︵撫気発生S
重GHW皐建設という点から
の能力を傑証するに十分でない︒
水炉︶に入札したのである︒

イギリス以外では︑AG批およ 炉である︒蚤要な部分はインター
ナショナル・コンバソション社お

びダンジネスBの最近の大げさな

かし︑企業が賃

いる︒最後に本

かの優先期閥︵あるいは独占的

艘許可︵Q曾⑩冨一ぐ

︵日本原子力産埴会議放射線開
発課長螺綱一躯︶

囲にギャノブを残しておくことは

どのグループを取り上げても一社

︑︑爵︑ざ︑ぎ︑ぎρ

を将果の謝画にくり込興せてしま

ための狩術的な内谷のものてな

の形成ということでなおすことが

ボ︑ぎ︑ざ︑詩︑ざ︑譜︑詩︑ざ︑§︑ぎ︑ざ︑ぎ︑ざ︑ご︑ざ︑詩︑ぎ︑︑爵︑ざ︑ミ︑§︑ざ︑ざ︑譜︑詩︑︑ざ︑ぎ︑詩︑

く︑アイソトープ・放射線の利

報道のために︑SGHWRにつよ
いびフェアリー社によって造られ

⑤アイソトープ・放射線に対

借したアイソト

報㌫は前述の所見を要旧した形

地位︶を与えること

④

κめ︑より積極的なPR計弼を 用に対する評仙に重点を雌くへ

する根拠のない恐怖桑解消する

窯のために拡大する︒

︵イ︶個々の工業利用省に対

ほぼ帽当する︶の範囲亭次の脇

し︑多目的に使用するような鳩

求めること

業に火容騒の線源を縫与︑融資

ECは︑企業の必要とする放尉 関心毎深め︑ AEC本部での公 ②原型照射施設を建設する企

禽︑さらに特定の許可を得て霞

によるプロジェクトを積極的に

式な会禽ては︑とても表明され

するための制度を揃踏すること

プ．放壌線の開発利弔に為する

次にAECが果たすへき協力 のトノブ・レベルかアイソトー

線源﹂配供給︵融

ことができ︑悪子力委員会にと

ないような膨戴ないツ兇を知る

について︑二つの大会祉が﹁A

資または貸与︶

ープに対し澗正

で次の六町圏の勧陸目をまとめ︑

③AECの黙諾制度を拡充し全に取扱う能力か突証されたア

すれは︑企瑛は

用幽

な賃借科卒・支払

いる︒

原子力議員長の注意を喚秘して

開発の促進とPR

許撫の問題を解

うためには︑蒋

けのハンド・ブノク卒編集して

⑥企業の妓術・購務担当畜向

発行する︒このハンド・ブソク

れる低マイクロ・キュリー鼠の

o⑩昌︒Φに分かれ︑ 増加して︑意義のある研究開発

8Φ目︒の・︵注︶アメリカの規制

⑩o罵おピ

①い慧知誠︑技術経験︑資金

C援助の停止後にその捜術を珊

を役立てるような︑さらにAE 法では一般許可と特別許可qq遷 アイソトープの許谷鮎を数偶に

決する必要があ

報告は︑さらに結論として﹁麗

る扁との瀬見亭述べている︒本

には漂子力を染型的に使用する

︑ぎ︑譜︑ざ︑︑§︑詩︑ざ︑ざ︑§︑翁︑運︑ざ︑ざ︑ざ︑ぎ︑ぎト

への利用に落謝すろ︒

前者は︑わが国の

届κの場禽に

用するような企蒸との其同出資

業界は足踏の三聖訪問準産黛界

ダンジネスA発電所
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三
新

下
調

力

原
てはすっかり忘れられているかも

しれない︒AGRは大容量の需要
に製するためにすすめられるタイ

プとな っ た が ︑ 一 方 ︑ S G11WR
は五ヤでKW以下の二子炉 を 入 札
する獲あおそらくイギリスの 答
えであろう︒この原子炉には多く
の利点があり︑これには工揚製作
が三編に可繊で︑サイトでの建設
よりむしろ組立てが可能であると
いうことなどが含まれる︒

確固たる地位

を保つAEA
人々はAEAが前述の分野に進

離したことに驚きはするが︑その

能力には驚かないであろう︒A

EAは︑原子炉を菅薦︑建 識 す る

点では︑誰よりも多くの経験を得

ているQこの非．吊に強力な建設組

発および謝画部門を荷しており︑

織は︑すでに実証済の効果ある開

一級かつ一流の商業的粗画体であ

〃

％〃％グ物〃％∠7勿ク％4ク物〃％

⑳

澗
伸㈹く瑠跡像型
覗

き︑ボ︑ざ︑§︑ざ︑§︑翁︑ざ︑評︑ざ︑§︑§︑ざ︑§︑ぶ︑爵︑ざ︑

％∠ク％グら・，グ％∠ク％∠ク％〃％〃吻∠ク％∠ク％∠ク物グ％∠ク物∠ク吻グ

嶋

る︒動きはじめる前の愛しいタイ

ク％4ク％〃7％グ％ζク
πク％グ％
ク％グ
ツ％4ク％4ク％グ％〃％グ物

甕鷲1川牌畷蒔圓

…磯

｝

晒

一
一

囲

一
一

一
一

％
蹴…＝…一

嘗

繍
局

ぐ4）

築343署
第…三毬郵便物認可

子
月掛コ4『雄耀月25日

聞

業
産

力

原

招和4「年門月259

≡

轍寵擦功擁設置案など

特に第六期には科学技術基本法関係︑科学研究長期総合計画の

過報欝や第七娚への引き継ぎ事項等について報告審講された︒

嵯ハ原子力特委の経過を報告
ﾑ九曜が一月二十田束京上野の日本学術会議講堂に初会合し

臼本学術会議の第四十五回︵臨隠︶総会は︑第七期の新会員

が行なわれ︑会擬には朝永振一郎氏︵東教大教援︶が醜闘に続

日程の第一日目には︑第七期の会長︑副会長などの役員選挙

を行なったことが報答された︒なお次回は四月二十日から同二

墨本法の舗定や関連華項の取り扱い等について勧告︑申し入れ

学研究所︵仮称︶︑繕学研究計翻第一次五力年計量︑科学技術

策定︑q学煮の待遇改善などの諸流題が答議検討さ3／︑分子科

いて選はれ︑副会畏には桑漂武夫︵前期酬会長︑獄大人文科研
十二日家で学術会議講蛍で開かれる︒

て開催され︑岡二十二日置での罫田闘の会麗を終了した︒

所長︶︑江上不二央︵集大教授︶の両氏が選ばれた︒今度の総

け︑独隠の報告書を作成︑政府に

会内には﹁検討小委員会﹂を設

や︑同時闘に行なわれた中国の核

麟による海洋の放樹能湾染開題

るということを硲憎したQまた疎

り︑関西地上における低工不ルギ

二・五億円が認められたのみであ

の踏越案を作成

の設立は︑誤ったく取りあげられ
ていない︒既設共一利朋研究所の

ロンの整備が行なわれつつあるQ

がはらばらで統一性がない︒

業が可能になったが︑謝画の推溝

來撫村大学原子力研 国際協力については︑国際共同購

放

このうちの七本で︑運転再開の隠

期は明らかでない︒

CEAのユベール

博士が三月に来日

このほどその交換としてCEAの

昨今の異常硫燥下

大火など相つぐ火災

善良な市民は三沢の

の恐怖に怯えている

は原画の中部原子力慧談会が露

阪に追いつけとばかり︑名古塵

東京都中央区八重湖1の3

いる︒

静電東海の営
業開始のびる

騰仏協力の一環として一昨年未

研究崩の内照岱二郎轡士が仏漂子

から三カ月閥睡魔屋大学プラズマ

熱交換器の蒸気もれで

の営業運転は︑昨年十二月中に開

いたが︑既報十一月申旬緊急慨止

力庁︵CEA︶に派雌されたが︑

日本原子力発電︵株︶東海発硲所

始する予定で各種試験を行なって

ユペール博士の来田が決定した︒

フ乎ントネ・オ・ローズ研究所の
ほど熱交換器の中に蒸気もれを三

会︑プラズマ研などで欝鹸を行な

ら一カ月で︑その間毒手︑物理学

二したことなどから鶯干朋Bが延 問教授の滞在予驚は三月や六日か

もようである︒

で締切る︒申込︑お問会わせはR

十日まで︑後者が二月や九臼家で

講される︒申込みは︑醜者が二月

十四鷺から三月四日暮での期間開

た放射化学分折コースは︑二月二

二十一田から三月十九凹豪で︒ま

猛を再募集するもの︒期聞は二月

第五十七回茎礎課程の募集は︑十

にわたる研修生を騨集している︒

トープ研修所では︑つぎの二部門

日本原子力研究所ラジオアイソ

門の研修生を募集

R一襲修所で二部

する︒

う他︑昏大学︑研究蜜などを訪闘

期され︑二月中には凶事になった

東海発繊所のタービンに送り込
旗れる蒸気は︑擾氏四頁度に熟せ

の水を蒸発して発生するのである

られて循璽9る炭酸ガスが︑鉄響

が︑この炭酸ガスが再び原子炉に
もどったとき湿気を帯びているこ

騨闘翻
瞬躁騨

一Aーー

I研修所︵九四一︶四八八一へ︒

継

▼消火力の不足とその対策の不

の原因▼原子力関係ではと見わ

備というマンネリの現象が悲劇

四払の熱交換器には約二千八酉

射線︒R−取扱事業所数は千件

たすと原子力施設を別として放

とじこめの特殊な聞題を追求する

始められており︑これらは金国研

本の鉄管が通っているが︑故障は

BSG刮画︑ヘリオトロン計画がとが発兇されたものである︒
究者の共同研究として進められて

の火災はほとんど皆無▽しか

を越えているが︑これら施設

し︑火災にともなう放射性物質

ウム︵來北大金材研諸住正太郎

馬飼欣一氏︶をテーマにした討論

頭をとって︑消火鮒策のPR・

東京瓦斯株式会社

る︒研究体制については︑開係婁

究のあり方︑それに放射線影響に

提出した︒しかし︑蚊醐の総含見

実験に関連して︑核兵器の全面廃

一部である
究教爵センター

した︒放射鰍影響部会では︑

核融含特別警照会の第六期の露

連猫鐙の強化︑将来謝画の立案な

な任務は︑プラズマ研の建設︑関

どであり︑この他国際交流︑研究
巻繋留等については小委貴会を設

けて倹dを続けた︒プラズマ研の

マにし︑とくに①総論︵躍発藤原

会が開かれる︒またB会揚では︑

啓蒙暴動に︑これつとめてきた

TOKYO

力なとについて秘畿を続けてい

員会や研究勝等によるシンポジウ
ムの結果︑物理科学研究院︵案︶

を作成したが︑現在これを原案と

将来陰画については︑第三十六回

してさらに討議を就行申である︒

総会の議を経て︑政府に対し陽子
大加速器を持つ累粒子研究所の設

共罰利用研究所の設立︑等を中核

原子力関係では︑原子力特別委
関する学術的調査研究などを中心

解は汝全性については米国政府の

棄︑核実験の全面票止を各国の科

ンクロトロンの増強︑サイクロト

体質改魯としては︑核研の電子シ

を使用した半立体パネル模型︒

大学における原子力︑プラズマ︑

特に将来詔画検甜小委鼓会では︑

⑨原子力発電炉のいろいろ11土 射線影響の醤来訓劇 を作成し︑

⑩海外の原子力発蹴筆写其︑パ

気パネルを利翻する︒

核融禽︑原子核︵低エネルギー︶︑

案について必襲とさUれる相互間

建設は︑四十年度に終了したが︑

放射線影鞭の諸分野の将来計蜘
⑪鳳子力発蹴の安全性1−BWR

ネル︑模型などで紹介する︒

の模型で技術的な安全性を説明

の連絡翻整を行ない︑豪た﹁原子

装羅に故障があったことと︑この

立︑AVFサイクロトロンを持つ

とし︑きらに康子核研究所等の既

園際協力などを含んだ全般的な勧

設の共三世胴研究所の体質改轡︑

管を行なったが︑素粒碕の建設は
行なわれず︑三＋九猛麗は核翻の
特別設備費として一倦円︑四十年

員会︵委員長販田昌一氏︶︑原子
課題として︑間題那会︑原子力研

声明を判断の根拠としたもので︑

野望では︑大学における線子力研

学者にアピールした︒原撃力研究

会では原子力関係三特別委員会をはじめ︑第六期の各郡先君

核特別委員会︵同上︶︑核融合特
究部会︑放尉線影響部会の三部会

自主的︑科学陶な判断とは了解で

度は大朋速器の基礎稲究費として

脳婁員会︵委貝長汀餓恨遼吉氏︶

を設け検討してきん︒間題部会で

きず︑縞局は学術会議が車体とし

ている︒

し︑パネルを便用して制度的な安

原子核特別委餓会では︑原子核

めた︒

研究の体制︑同将来副調︑国際協

するQP壁画︑田P計繭︑加熱︑

ルトン写翼で構成する︒

や放射線利用に関する将来計画を

力利嗣小県員会﹂を設けて︑RI ここでは静かなプラズマを園響と

説遇する︒

ル︑模型︑利用施設︑機器などで

⑬RI︑放慰線の利用誹パネ 豪とめることになり︑活動をはじ

⑰原子力船

全対鍛を解説する︒

田本原子力学会︑放樹上同位元

一盛三三＝一二三榊＝監≡三＝1≡＝三︷璽需≡三階建三下＝三＝1≡三﹇雪＝≡≡玉冊胃≡ヨー＝三≡一口三一曹＝L幽三＝＝1≡二≡霧︸一一≡≡︑三﹁一三︷﹂≡瞬営≡墾⁝≡︑開︻三ッ

燃料紅筆の実物を示す︒

料の製造などを説明するほか︑核

す︒また再処理︑プルトニウム燃

を使った半立体バネ叩ル模型ぞ示

加工などの一連の工程を偏光板

⑦原子燃科勃撰鉱︑採鉱︑製錬︑

⑤原子炉材料の実物
⑥日本の原子炉U小型模型やコ

ー撫物理に関づる共同刊用研究所

の二特別凌員会からそれぞれ経過
は︑米原子力潜水艦の臼本浦鶴寄

長岡野保次郎氏︶が︑茨城梁東海
▽二階1ーバルコニーを命せて約

究の将来認画昂悸り︑またその第

融問題について審議し︑政府原子

原子力特別委最会では︑わが国

村の原研東海研究所正門繭に建設

四胃八十平方麿︑三酉三十平方

⑧原子力発醒のしくみーー堅巻板

て考えるへき甥の次元の閥題であ

監一㌔ゴ讐〜隔8塵ρ＝芝ρ＝7

力委員会に対して勧聡し︑また部

；〜量臨ごで﹁︑卿−・﹁貞匿コ︒；

の全般的な原子力問題や原子力研
＝一昌﹁！〜．．

している見学館の展示構想が︑一

拶の展示ホールと事務窒や雌備

ようにみせる︒

原子力普及センター展示構想なる

月二十一日午後原口会甚室 で 閲
塞がおかれる︒このほか地階は

ター︑救謹塾の設羅が考えられ

かれた原産と各聡力会社原子力課
ドライエリア昂奮む約蔵八ヤ平

日本原乎力曽及センター︵理融

艮との連絡張で明らかにされた︒

関係の施設など︒

方層で︑機械塾︑禽庫︑従業舞

ホールの中央約十蝉ほどには︑

この冤学館は︑総旅面積約千二

の地上二階地下一階で︑昨難宋大

百平力畷︑鉄筋コンクリート造り

休コンクリート打ちを終わり︑支 制御盤などの璽要部分に実物を便
った発願炉の模型をおき︑藤島で

海発鍛所原子炉建投晦における罪

柱をとりはずし内装を進めている

良治氏︶②地質地貫︵臼大田治見

︵三菱鍵裂力関義疲氏︶③主とし 民︶に関する総含講演が行なわ

田成齪氏︶②照射試験上の悶題点
素協会など一

査の現状と間題点し︑とくに①東

動かして安全性を説明するなど︑

十七学協会が共催す

が︑一二月には工頂を完了︑四月

で買剣に取弘まれている最中▼

関運施設の消火対策は都道府県

破壊倹査とその問題燕⁝IASMて原研における核燃料の照尉開発

れ︑続いて﹁バーンアウトのメカ

蜜罠︶③距離胸条件︵原研坂田昇

では︑午朗中﹁原電束海発畿所の

題﹂︑とくに①わが国における研

午後﹁核融合研究の技術的諸閾

二十五日名古膣二月から

が︑その功なって中原通は〜月

いち軍く体制のできた東京︑大

発醗﹂︵原醒辻ホ進民︶︑﹁放射

究の現状︵名大プラ研内田岱二郎

一色尚次民︑集大平田賢氏︑原研

ニズムとその対搬﹂︵運輸省船研

線化学の海外における近況﹂︵旭

氏︶②海外における研究の現状

また第二日圏の十五臼︑A会場

硝子船岡正男残︶の講演が行なわ

平素

れ︑午後は十二縛半から﹁ベリリ

の総合講寅が行なわれる︒

︵原研武谷溝昭氏︶に関する二つ

る第四回原子力総合シンポジウム

E︑通産雀令および告示等との麗

次の十三項にわたっている︒

吉氏︶④環境汚染︵立大田舟英三

五︑六日ごろに開舶幽する予定︒

京神田錦町の学士会館で開かれ

は︑二月十四︑＋五の二日閥︑象

連について︵織士堀機三好浜玉︶

嘱原子力総合〃縣を開く

2月14・15の二日間

①爽海原子力癒設のパノラマ模

このため同センタ⁝では︑厨下

第一日露の二月十四日は︑午醜

る︒

九時半から闇会︑会長︸本松珠製

に展示する︒

館内の展承内容やPRの方法など 型睡二〇⁝三〇平方層にして腱外
について構想を練っているが︑二

②日本の原子力施設の分布図臓

氏︑運営婁員長野花秀武民のあい

＋一日の連絡会でち事務当局かり

上に︑叢要施設の図︑鼻翼などを

これを騰明して︑各社の助嵩をも 大きな日本地図の朗面または地図

とめた︒

民︶⑤コンテイソメント︵原電脚

の方針﹂︵原子力婁員武田栄一

けた▼地道な酒動で報われてこ

た功績に懸謝

する表彰状を受
ズマ発生技術と間題点︵阪大山中

︵原研森聖職Y③新しい島温プラ より中部地力の消火業務に尽し

千代衛氏︶に関する総合講演が行

ウムについて﹂︑とくに①ベリリ
ウム工業の現状！酸化ベリリウム

なわれる予竃である︒

ーー②原子炉燃料の昨破壊検査の

を中心として︵争闘碍子貴田勝造

現状と闘題点︵原燃石田泰︷氏︶

属︶②原子炉材料としてのベリリ

そ︑叢大の欝ぴが昧える一旗

﹂︑とくに①鉄鋼材縛︵東北大宰

本照雄氏︶に関する討論会が行な
︵旭化成角田百離民︶の講演があ われる︒

一方B会楊では︑午後十二時半
﹁原子力癒設の立地条件﹂をテ⁝ から﹁原子贈に関連する雰破嬢検

り︑引轡匿いて十二時半からは︑

と︑﹁桜燃凝・材料の露顕研究

氏︶﹁海外の海水差上の現状﹂

さつの後︑﹁わが国の動力炉開発

⑬原子力の原理腿パネル︑電気

ザイク風な組みたてなどを考慮︒

パネルなどを使旧して説明する︒

はめこむ半立体的なパネルか︑モ

平方管で︑休憩施設︑潔 内 所

④原子炉のしくみ睡原子炉は模

見学館の内容は次のとおり︒

などを設ける︒休憩璽は簡揚食

型を使用し︑運転を実際に行なう

▽一階騎テラスとも約五百四十

堂誉兼ねていて︑亮店︑窟鋤販
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計算需要は増加

45

．凄克

原産導入機も稼働開始へ
産業界における原子力譜穐体制の整備︑拡充をは

↑

豊体にのぼ嶺線子カコードが二本
この分蛎での罰騨儒験が増大しよ

現するものとみられる今日︑家ず
墾潔しい︒

機櫨を慮ちに確食してゆくことが

必ずしもいい難い︒

進展を考えると︑十分な設備とは

辮蜘コンソール

陶土コンγル

ンワ

ラツ
フ

イ︑ノ

画

庫

う︒これに加えて︑プルーブンタ
原子力界においても︑共間利附

現在︑海外の原子力機関で採薪

により醸果をあげている一︑二の

でも昌昌に便えるようになったQ

イプの磁職化︑薪栄転三瀬の瞬期

各研究機関を含めた原子力騨全体

脆業グループもあみが︑触業界や

されている醗騨機の撮鷲型は︑米

要する黒姫炉の開発などが頽次手
の協岡利用と︑海外コードとの互

M社の七〇九〇型︑または七〇九

国CDC弦の三六〇〇型と︑I
開B
発と原型炉の建設︑一千旙円壷僧
四型である︒すなわち︑CDC三掛けられてゆくことになると︑大

ステムを設興す・⑩に踊ったのであ

産業会議では︑CDC三六〇〇シ

換監奄考慮に入れて︑日本搬子力

照要の増大は必藍であり︑従来程

い今後の滞蟄を満たしきれない︒

従来︑相当規模の鍛子酬鋤機を保

原子力関係各祉や研究機関は︑

九9二台が利用可纐︶ではとうて

︵原研のIBM七〇四四︑他に七〇
る︒これでも今後の原子力開発の

度のわが国原子力騨の計算磁力

六〇〇が︑米ANL︑ローレンス放 型田打機を駆便する必要性と計籏
射線研︑M工丁︑仏コレージュ・
ド︒フランス︑ノルウェーのシェ

ラi原研︑インドのタタ鉦鼓など
で採用ざれているのに対し︑工B
Mの七〇九〇は米ロス・アラモス
どうしても大型機種の利用による

れ優秀なスタノブを多数掴えてい

有あるいは利用しており︑それぞ

計騨休鮒の塘強が必要である︒

しかし︑大型醐速親子計騨機と

るので︑某同利用にあたっては︑

本システムの童要な性能は次の
通りである︒

△主配華実灘訓磁気コア︑腰二
九刀八千譜︑最大二十六万二千譜

七マイクロ秒︑語艮四十八ビソト︒

まで払張可能︑アクセスタイム○・

遅い入繊力︵カード読み取りやプ

プを介蔭させ︑三六〇〇を震度の

OOと三二〇〇の間に磁気テー

処理能力を向上させるため︑一一凱ハ

本システムでは︑総禽的な計算

プ＋三遷︒

台︑磁気デでスター含︑磁気テー

△外部配憶叢躍翻磁気ドラムニ

関醐原子力懇談

その活動は︑難行を続けた関予

文字通り

け︑ゑ郡大学や大阪鰐などと

会は︑B本原子力 研究用原子炉闘題に全力を傾

三祉のうち関西所

薩巣会議会員約七

めた時期であった︒

体

員サービス活動とPR活鋤を二 進など︑源子力開発に積極胸な
火阪府や大阪市などの補助金を
本の注とした活動であった︒

長期謝画﹂の無権を中心に︑会

年策定された﹁原子力開発窟用

受けて実施した特別纂業をはじ

閥用推進連絡協識会﹂の設麗推

の場としての﹁関繭原子力平和

あるいはラシオグラフィーに︑

線源として︑トレーサーとして︑

閥企業をはじめ︑大学︑病院等

においては︑その饗業贋赦は民

方アイソトープ放射灘利用の画

展﹂﹁原子力平禰利用展﹂﹁開

及に努めた﹁生活と縮ぶ原子力

しかしながら︑関西研究用原

発進む放射線利用展しの開催︑

長期謝画における開発段階後

台わせて約二賃カ所にも及び︑

め︑建設途上の関曲研究用原子

引灘に︑また放射紛化学の分野

原子力知識の義民各層への酋

力炉周辺地区および原子力発電

においても︑その将来への関聯
︵関繭風力株式会 子炉も︑昭和三十八年︑熱心な

となり︑その設礁促進に警

冨蔑一
在二酉七十の有力

配学協同

会鉱をもって組織

所建設地として︑斬しく脚光を

の期待はまことに大きなものが

関西地方における源子力薩業の

され︑響原義魚氏

あびた敦賀半農周辺地区を中心

あるといえる︒

る︒

会貴活動をあげることができ

報告会︑研究会︑講習会などの

鵠要耐地方へと広まり︑産業会

制の暴体化にともない︑活鋤の

電をはじめとする腺子力開発体

PR主動や︑各種海外調査団の 期への移行とともに︑源子力発

した講演会︑映画会などの﹂般

に仏く関西一円にわたって笑施

払盤としての緒条件︑原子力麓

要性は今後さ6に増大するもの

議の活躍にしめる地力組織の露

取町に芋酒︑今日禍事に完成

熱暑自原子力知識普及に努める関原即日ほ

ﾖ西所在百七＋馨組織蓼﹂

誘致を得てようやく大阪馬下盛

社社長︶を教員長
とする譲員会の下
に韓事会︑運任幹
事会が設暇され︑

推進と原子力産業の確立を謝る

今やわが圃の原子力開発も十

ための事業を︑よた関西空子力

隼を経過︑露公立および民聞の

と思われるおり︑関西における

展望についての﹁関西原子力士

会員サービス活動と一般PR活

地方懇談会として︑従来よりの

て順調に運営されていることは

かでも灘⑳地方においては︑除

平和利用PRセンター︵昭稲三し︑厭都大学塊子炉実験所とし 業発展の問題点および将来への

子力発鷹の面で銀閣県下におけ

十四年齪より設瞭︶により︑叫

ソトープ放附線利胴の現状と朋

研究開発体制は薯しく充実︑な

用開発雑進の鵬翼点を拍握する

染國に関す灘猛礎調査﹂︑アイ
以来︑今日までの後年五卑閲

た緻蟹な活動を繊けることが肝

動を中心として地域性に密蔑し

衆知のところである︒

を当懇談会の第二段陥と呼ぶな

る山本原子濫発鷺︵株︶関西鍛

般に汗する片子力知繊の整及向

が︑きる昭和一二十一年十二月発

上のための事業を実麗している

力︵株︶両祉の発蹴所建設が︑

山内通檎︶

実縷調査﹂の実施︑さらには︑

︵関搬懇事務局

の夢亭棄 要と考えられる︒
せて着工されんとしており︑一

万国博を源子力で

ための﹁アイソトープ利用状況

原子力関係の諸問題に関する各

ではあるが︑本来の地方組織の

府県︑市︑学野︑産業界の共通

る

AN︑ALGOL︑COBOL響︒

ムコンパイラ繭置語11FO昆¶PR
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システムの共周利沼の二本立てで︑

度は︑簸近とみに増大してきた︒わが国の原子力

かってきた︒このうち︑
i︑伊イスプラ研︑七〇九四は米

科研︑MI饗︑英AEAリズレ
ブルノクヘブン国立研︑仏サクレ
持︑運話は︑経駿の噸からも︑マ

施設の響理︑運癒は原賑側が筍な

プログラミングは各社が行ない︑

なると︑単独の企業体による保

ンパワーの面からも︑困難な点が

i原研などで採用されている︒
昨葬の究月にアメリカで開催さ

うという︑いわゆる︑セミ・オー

いう憾子馬璽機技術の進捗を考え

るQ

プン制を採顕することになってい

少なくない︒さらに︑日進封捗と

ると︑大型機は共問利用で血懸盤

の応用国際会議﹂においては︑す
でに次の新機繊の登揚を期待して

れた﹁原子炉悶題に鮒する詳算法

おり︑一方︑メーカー側でもCD 資を避け︑羅憩に償却して次の逸

わが硝子大規模の計算能力

CDC三六〇〇の性能

C独は六八OO型︑工BM批は三
六〇シリーズとして七五型などを

それぞれ発蔑している︒これ等の
機毬では︑加減算は一マイクロ秒

以下︑空記憶袋醗金串も二十万語

△演算速魔︵単上農︑浮動小数

概劉

C三穴○○

界にも︑有力な聡子灘算構施設や計算七ンターは

る運びになり︑談た粟同利朋に供する〃CDC遣

について紹介し

各毬の隙子力コードは︑二業機密

の多い炉工学的なものは別とし
て︑各禰の原子炉に爽通に利用で

きる炉物理陶なものは︑プログラ
ミングの開発聾力の重腹を避ける

ために公開ざれるに翌り︑とくに

A︶に監本が準煽製してその下郡

最近は︑欧州掠子力機闘︵ENE

点︶目加麟鼻血・二五マイクロ

カート・せん孔鍛

ライン

原子力研究・開発における大型崎速計算の必要

少なくないが︑あいつぐ実用原子力発電醒の建設
六〇〇 システムもほぼ調整︑留完了して︑きたる二

は︑現在のところ加減算が数マイ

CDC三六〇〇

この機会に︑原子力分欝における電子計算機利

は近く発足す

や︑その国産化副画︑新型転拠炉や増殖炉などの
月一臼に本格的な稼働を開始することになった︒

懇訣会

開発機運の進展に伴なって︑訓糠需要は今後さら
に増大してゆくものと見込まれる︒

用の現杁や︑

CD てみよう︒L

原子力コー

の設立と︑ 大 型 電 子 創 顎 機

臨本除予力麓業会轟でも︑かねて

ド閑発懇談会

憾子罰棚機が米国で震用化した
クロ秒︑憲贈憶装躍用聞が十万語

相互の開発促進で相乗効果
のは︑約十五郎前のことであ る
以上に達するに釜っている︒

一方︑溺算プログラム︵日本の

が︑廠時の轍能は加瀞鱒が数十マ
イクロ秒︑主認憶綾置の容慰が一

ﾆ曝ぷ︶も︑鰐期には各機種に

千譜の程度であった︒しかし︑19 原子力騨では︑翌盤上これをコー
事莉用︑軍和利圃をふくめた原子

万八千語の主思憶妓籍︑四魔の演

本羅正副算機システムは︑CD 備であり︑四十八ピントの福長︑九

秒︑乗算六・四〇マイクロ砂︑除

C三六〇〇を禅機とし︑これに入

算一三︒Oマイクロ秒︒

電力会社によ目線子力発電瞬の

以上になりつつあるQ

涌四＋五雲省万KW⊥僧越えて実 C一一三〇〇を研設した大規換な設 の点で日本最優秀の設備である︒

建設が︑艮期3一幽削期の馬標一昭 雌力処理用として衛星二身機CD 算能力︑多虚処理能力など︑すべて

機構のプログラム・ライブラリィ

にほぼ共通なFOR？RAN
A年から参加することになっ
にや
も今

いていたのが︑現在では︑各機秘

の発達を促した︒米国では︑新型

LGOLが用いられ︑プログラミ
た︒これで海外で公開された約三

特冶の数字による機械語命令を用

機毬の第一甥機は常に原子力機関
ングの労力が非常に軽減されるよ

トッ人

て三一五倍の性能ということかで

IBMの七〇九〇クラスに比較し

したがって︑総禽的に鴨ると︑

理が二二となっているQ

独立に制御でき︑同時的な多重処

のみで入手力と映算とをまったく

ち︑三ユ○○がなくても三六〇〇

︼時醐な配横⁝ハソファーが役に立

と︑入自力機器に備えられている

さらに︑磁気ドラムを利用する

なる︒

き︑計算センターに鮫適の方式と

を能率的にタイムロスなく処理で

に行なわれるので︑数多くの計算

く︑蔽算と入出力がまったく独立

別の磁気テープに出力を送ればよ

これを取り出して撫鼻してはまた

を入れておき︑三六〇〇は順次に

もってつぎつぎと別の計勢の入力

う︒こうなると︑磁気テープには前

プと入出力機織との入出力を行な

なえばよく︑三六〇〇は磁気テー

度の畢い磁銭テープと入繊力を行

したがって︑三六〇〇は比較的趣

リントアウト︶から解放している︒
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へ納入されてきたといっても過情︑

力騨の副網縄求は年とともに質的

三管コア

うになった︒原子力謝算に必要な

量的に高度化し︑これが類題 機

（4δしノト35κ譜

ではない︒その結果鷹算機の性脂
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らば︑その活勤はいささか地味

あった︒すなわち︑昭祐三十六

活動に立限ったともいう蒔闘で

盈
拶

夢
廷

十

瓶株式会社

製

華

茎達篶チーフ塞匿（μ盆）

こととなった︒

この聞嶺懇談会の第一段階と

なればそのまま
i織しいコピイが
できあがります

000−360碗200構成略図
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