ド

麟曽﹁

7

8

陛

原子力船

﹁米国バブコノク往は︑繭独の

轟

三里こうした揚禽には商習慣上

護った︒

てもはっきりさαることが必要に

題︑安全性の問題︑その他につい

の︑技術上の悶題︑技術進歩の問

ングハウス型とバブコノク型澗炉

ることはできないので︑ウエスチ

採否は︑価箔たけで湿然と駕断ず

の見通しを凡た︒しかし原子廼の

炉の見積りよりも爆掘安くなると

三⁝菱炉と比較して決定

がはじき鐵され︑モの後の謡し合

年度予算に讃上して︑同年四三以降に発注の予冗であるG

欧舶事黙団がハブコノク乱に予

が嘱醗な状態になった︒このた

昨鮮︑船沐け石川晶播鰭璽工︑

海外における軽水冷却櫻舶用炉の

るので︑さる十刀工強と萸兼で︑

ウス型を除けばハブコソク型にな

わが国に輸出する用灘があるこ
とを明らかにした︒この炉の製
作費概算見積領はコンテナーと
ギ滅の工貨ぷ除いて約二十二徳

琶千万円てあり︑長酌胸にちわ

るとみられるので︑原子炉を輸

が国の原子力第一稔に搭載でき

鳩合には︑有力な候補になるこ

入して原．ナ力第一給を建造する

麟命脅払って予備設議と貼積りを

四十二年度の予算編綴に間に賜う

から昨第末改めて提出してあるP うもの︒

ぼでき起け呆の国蕊を幽

J・バーバ薄闇は︑罐原子力婁

インドの原子力委員長のホミ・

バーバ博士の遭難に

上原科学技術庁長
官がインドに弔電

WRの兄積瀞と比較倹譜し︑昭和

ように紬論を出すことになったも

依頼するのが讐遡であるため︑原

てトニ月中に騒を追め︑ハプコノ

のである︒

船購業陥でもこの慣網にしたがっ

ク社のインターナシ﹂ナル・セー

43︒

ルスC・ハモンr氏を迎えて右の 一 なおハブコノク社では受注すれ
ように礎約を結んだのであ

遭難︑包張した︒このため上原科

ご

︻山ハ面にも幽門連記寓丁︼

吊輪︑オーストリア︑フランス︑

二十九日出発︑一⁝月二十六田帰田

アメリカ各国を肚訪するため一月

強剛忠駿氏︵腺燃再隔膜琿備室

の予竃︒

設謝課第二操長︶高放射性廃囎物

福するため一月二十九口澱米︑一

定処理に撫するシンボシウムに出

H・B・ニューカム氏︵カナダ

月二十六帰環する︒

原子力会祉生物部長︶田際原子力

日︑放医研︑臨監礒︑鼠大なとを

機関の技術観助でご刀十七欝爽

匡・レポル氏︵欝欝Ec囮鎌継

歴訪する︒蕊刀懸臼談で滞江︒

核物額課長︶T︒ワーキンナー疑

︵同生就部所属臨学技帥︶核物員

の鎌継︑軸送︑再処理の聞馳につ

dめ一一月湘ハR︻案円凹︑一工−口豪で謂卵住

いてわが園関係茜と溜見交換のた

十六田

ーーー1一

する︒

原エ﹂動・刀講習会打合せ

午後一時輪講

十七日午後一時除催

米AεCレボル核物質諜畏との

MHD発蹴シンポジウム打合せ

懇談会

財務妻貫会

十八日正午原鳶

十七田午後二時原涯

放射線化学妻照会 第六総総証
婁員会二十八H麺後 時脂腺配

放射線化学研究会
ブグルー
プ打含せ会十五日午後一時野隙罷

ノ

蜘磯漏

包綾に凝するIAEAハネルに出

課長︶放射性激昂の輸送のた勧の

織田厘氏︵搬燃東海製錬所工務

行く人・来る人

ます︒

ことに薄し深く伽同情巾し上げ

審尋に豪で指凝した入を羨つた

子力平翻器用への努力を今臼の

しみにたえ濠せん︒インドの原

パーハ婁員昆死巌の報を聞き恋

の躬電を送った︒

ンジー熱椙兼原子力悩にあてて次

ンブラン出頂近くの航空機事故で

この予伽設由は三カ月の予定で

比高でとのメーカーの協力を受け

するとい2ているが︑どのよつな

員会に出脇の途甲一月二十五Uモ

提出されるが︑原船堺灘勝はこれ

学技術庁長官は︑同月インドのガ

︷

瓢
瓢

るかとい︶梅はまた傷ていない︒

を入手したのち︑三菱腺チカ℃染

90

本涼子力蚕業会議調査課︹電

原産新聞の合本おわけします
m年中の﹁線華三巴桀噺聞﹂

すから︑申し込みはお早め

申し込み下さい︒

二五九一⁝穴＝＝︶豪でお

には実費︵二千円・送料とも︶

に︒

日国会に径

機硝質研究所は非金属無機材質に

一部改正案を困会に提出した︒無

設けるため︑科学技術庁設訟法の

付属機関として無機材質研究所を

政厨は二月一日︑科学技術庁に

二月

科技庁設置法改正

設澄している︒

別に十月二十六臼を原子力の口囲に

してきたが︑昭和三ヤ九隼からは

はこの週聞の一日を鳳子力デーと

十八日の閣畿で了．承された︒俺来

の口かうの一週間にすると〜月二

と十八日が月曜臼になるので︑こ

決定しているが︑ことしはち．晒う

とに︑昭和三十五年の閥議了解で

の発明の田を含む一遍闘とするこ

毎年科学技術二間は︑四月十八日

四月十八日からの一週間

科学技術週聞
正式にきまる

である︒

餓特別婁員長は秋山長造畿︵挫︶

一方︑参議院の科学技術振興対

内海浦︵幾社︶

広︑米内出藏一郎︵以ヒ征︶

自︶河野正︑一二木欝夫︑山内

尾正π︑渡辺実知雄︵以上

；

＝
な掲︑部数が限られていま＝

︵第．二偽八一リから第．二爵四十

弓まで︺をλしく授比した合
奉ができました︒ご希里のみ

でおわけいたしますから︑日

こ訟っヒ︒

婁無から再び科技特婁︹ハ︵理事︶

▽委簸畏蹄涼茂︵租︶

の日衆議既では科学妓滋藤腿紺覧
特別婁員会︑物価聞題将別婁員会

上撹︶

一︑石野久鴇︑田圃武夫︵以

削田正男︵以上自︶︑岡良

訟⁝︑中震根康弘︑麟村英一︑

▽理羅目顧野和太郎︑顯無憂

圏から第一回婁員会を開き︑襲皿

写録会は︑︸月二十八際午瞬卜時

このうち科学技術搬興対策特圃

など七特恩婁員会を設細した︒

期甫五十日間の驚坐あけたが︑こ

七日午前十一時か6陽開され︑会 村英 氏︵自︶は︑前国会の運輸

であり︑また︑元科技特婁員の西

通常国会衆院科技特成立

委員長に原蔑氏︵社会︶

改艮識回した舶贋蝉CNSG−

隙子炉として設謝したFDRを

線子力船難ノトi・ハーン晋の

が︑綴慢やタイ︑︑︑ングも湾えなけ⁝

の開発ということも大切である

騨子騨は三塾懸子力口業の組合わ

開発状況とその導入の可能性昂調

J︵熱患力三万六千KW︶指・︑

楓子力工業が麟虻しょうとしてい

いとの説が唱えられ始めた︒そこ

入炉によって題画を進める方がよ

炉と糊しPWRであるが︑おもなれはならない︒この騰はなしろ輸一

けコンテナーの中に入れて小型化

特徴は︑熱交憂国なとをできるだ

せで進められた除船事蟻圃の鞘一

で舶用炉の輸入はウエスチングハ

般乞田は︑一二十六徳円の予算に対

しようとしている点である︒

してメーカー側から約二倍の船価

黙して営た田宮調査団もこれにつ

第五十一通常国会は︑一月二十

る米鴇ウエスチングハウスの原子

スチーム︒ゼネレータ︶は︑一∬斐 め為通な一部関係者から︑圏産炉

ソリデーテノド・ニュークリア・

備設訓を依頼しρCNSG︵コンいで亭︒一期十熟田N以下には歩み野り ように報蓋している︒

いて調蜘したが︑その結果つきの

団はさきに提出された三国原．＋力工業の見積りと比鞍胴着し︑撲用炉が決定すれば昭和四十二

ためである︒こ玩によってバブコノク祉が三カ月の予定で予舗設譜を冠了したのち︑瞭船事業

難から足路み状縷になっている第一船討幽の行き品まりを︑輸入炉で裂開できるかを検討する

SG炉の予備設讃とその見憤りを依頼する契約を結んだ︒これはさきに発注船君の話し合い囚

ている原子力第一船拾載炉の候補として︑米国ハブコノク・アンド・ウイルコノクス娃とCN

睡本原子力購⁝⁝発事気団︵理駆艮石川一雌氏︶は一月二十九日︑回箏擁団で建造しようとし

事業団

坐と予 備 設 計 契 約

▼

とができる﹂

匹田大助︑小沢辰男︑大泉

▽婁凪麺愛知授一︑荒木刀寿夫︑

小冨山屯四郎︑野繊恭一︑藤

再三︑加藤閥蔵︑木樗剛輔︑

推進婁農会て倹融し︑決定後はそ

の政策化を西進するための指事
を︑黄口理事会に一圧することに

猷た原多力麗業実態調査は︑原

なった︒

二薔

社から八○％の回答を得て

鳳がアンケートで闘係鉱工業

三十

調査したもので︑内容は本舐五︑
六面に紹介のとおりである︒

なお理窟会は二心四十分終了︑

する研究︑試料提倶などを胃なう

一同日本橋の大阪合服東隙ビルで 係．葡超混純度材質などの購製に関
開催された原産の嚢子謝鈴機波露

原子動力研究会 讃技鯛圃グル
ープ十六田午鎌ご嚇源蔭︑織子炉
鍛愈グループ十八購午後〜聴繊麗

翻轟

儲織

寐Q︑ゆ

麟轍難轡

@翻幽蜘

（イ覧）

501−541i
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ものである︒なおこのため科学技
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原子力第幽船の建造と
てきたのは︑このような

に搭載炉輸入瞳が倉照し

に︑どれたけの試験開発費を必蟄と認め

り︑笑賃的には一男炉からの翻配の試み

魂炉と輸入炉で数億円の開唐となってお

えは︑搭載炉の価徽の問鵬にしても︑田

ある︒一門︑2基の場合に十干の不幸がとも

の手で亀目的な一二が冗成しているので

が︑舶用炉の揚台はすでに国内メーカー

の蔀会鰹で野津剣な論議が行なわれている
た︒次礪は二月二士二日の予定︒

で恵股墾伴遊検討することになっ

謹で美禄な現行の双務協定慮︑以

力姿員愈としては︑㎎十二一江十月

ある圏谷沈た︒

を濠って︑敬めて諮間する考え

事染団が食置した調査

核燃料の所有方
式で意見を交換

いきさつからである︒

なうことはとこの国でも同じであり︑そ

企業とが慮接に取り引きできるよ

後は米隙乎力覆簸会と翫本働民聞

平原︵ひばら︶台緑地整備計画

答晦書の聖餐は大ふそ次の通り

︸うに改溺する方陶で化慣を進めて 海村の南象鄙顧子燃費公社集

の整備謂諏翼翼が急が3／ている

整備塞本懸想﹂により︑この地

るへきかの点に︑しぼられてきたことは

原子力委員会は︑二月三日午後

ているが︑これによると今後五︑

将来の捗燃料必塾量など舟囲され

幽の報篇によれは︑B＆
の関門産究破することの重要帆はいうま

二時から科学技術庁第二会識塾て

製紳所に樒対するなだらかな丘

W祉のCNSG炉の働額は二十二︑三鱗確かである︒また︑建造期聞を早める
でもあるまい︒国学の設削オ笛涯の第一

定例会議茄蒲き︑怯燃料の勝臼方

E︒

必要性は︑第二給以降の実用化の鈷通し

関係薪の赫怠と哩情が一つにならない限

船に仕上げ︑無癖に運軌ざせようという

原子力田鼠会

茎︵コンテナーおよび暴露費を除く︶と

いう反論かあ．Oう︒下藷けの〆リノトに

からいって︑必ずしも魯ぐことはないと

て︑嵐身︵メーカー︶の開発能力を雌わ

ついても︑下漉けは所詮下請けであっ

すカギは︑やはり製造を担当する職業罪

そして︑このような協力態勢を生み撫

になってし承うたろう︒

り︑メーカーの成長も団証も滋い先の話

ては︑当然民為化するものとする

所有方式の猛本的な考え力とし

蜷業界への影響等で審議したQ

式︑とくに民乳化の時期を中心に

る︒しかし︑現行の双務協定では

ておよそ醤五十誘必要となってい

電所の耐用期命中︑ウラン獅にし

六年間に運転を開始する原子力発

く地域で︑緑地︑翌翌場︑野烏

に隣接し︑陶漕ヶ浦水面をとり

阿糟ケ浦公課整備針画

ャ⁝センターとして蟹湿する︒

︸蓬︑中軽羅羅会などで︑ 地で︑﹁東海地区原子力施設地

開きがある︒そのほか輸入の場合の利点

考えられ︑国麗炉との聞に五億円前後の

国産化の問題
望⁝原基壁船の釜腿は︑
醐このほど甲子力船開 発 箏 議 団 が

展⁝米ハブコ・ク＆享ル弓クス

ない限り︑舶用炉の文書月歩から取り残

二・七ジしか躍められていないの

社に見積りを依頼したことにより︑新し

スチングハウス系︶より進歩した飛型と

として︑同じ加圧水型でも極熱炉︵ウエ

される危険の方か大きいことに︑囲をつ

で︑このままでは十分な核駄料の

題の行き晶まり亦打開するためのやむを

うか︒隙子力船の建造は一間や二社の悶

制から再飛製して見ろ余地がないであろ

製造分撹をはじめとしてもう一度協力体

くはないかとの慧見が強く︑原子

改訂してから民角にした力がよ

細雪ら出た︒

磁保は不可能ではないか︑という

放射線安全対策

園︑放牧場︑休憩施設等を蟹備︒

原研敷

ーシコン施設などを設置し︑レ

の︒ここにゴルフ場︑各種レクリ

見られること︑西独の原子力船に採用さ

が︑現行の協定のもとでいま罠為

い没階を迎えた︒亮積りには約三カ月を

れた経験と信頼性︑建造期間が早帰り︑

にしてもメリノトがないQ協定を

壁するが︑その結果が国産炉︵三菱原子

な選択が行なわれることになる︒

力の見穣り︶と比較されたのち︑最終的

たい︒当圃の嘩害は価額の問題であるが

禽身にあることを終わりに強調しておき

得ない︑むしろ必要な一過程と思われる

題ではなく︑原子力趾業全体の︑ひいて

輸入炉と園産炉の比較華燭は︑建造問

ぶるわけにはいく細い︒

当のB＆W社の慧向として︑できるたけ

が︑それは単に価額や三訂七七較してそ

は国の将来にかかわる閲題である︒せっ

驍ｱと︑などが轟われている︒また︑

運航経験や周闘の難燃伴の雅備が促進さ

周知の通り︑原子力船の建造が行き誌

造予算に対し業者側の見積りが六十蟹隈
国穫品を使用すること︑したがって下請

れぞれの点数をつけるためてはなく︑両

豪つたのは︑虫として︑三十六億円の建

を下らないという︑価額上の悶題であっ

けのメリノトも期侍できOことが超えら

者の比較から旧陀問題の本質を明らかに

しかし︑以上のような輸入のメリソト

し︑その障4暴．どうとり除くかという

かく盛り上がっている配掌界の態勢をい

子力部会麟産化推進小委員会の

通産眉の聡合エネルギー調査会

あるので︑原子力発躍所の生薩

は擶要を勘案すると過剰な状態

と︑現在の重霜朝メーカーの設

からの発話があった︒それによ

城県圧で第四同会含を開き︑先

︑一月三十一日午後︑丞戸市の

問臨﹂関︑委員長渡辺覚造氏︶

次域県原子力無識会︵隈知事の

︑使用ずみ燃料再処理施設設羅

籍議会の醐上︑後藤武男氏か

とめ︑即日知饗に益者した︒

倹討を加え︑讐刈草としてとり

長︑二方薦氏︶の報告に盤つい

茨城県原子力審議会が答申

知饗から諮問のあったΦ果海地

るが︑知事はこの会に諮閥する

ついて東灘村設躍などの話題が

えはないか︑との質問があった

原子力施設地楊整蝸基本議幽に

園の整備墨画︑②放尉線安全対

︑知事は︑現在の笛議会委員が

ける平蕪台緑地および阿漕ケ浦

︑轍原子力医学研究所設羅につ

ほどがうかがえる・
これまで角子力の関係ではや

︑防災対策上の地方自治体の立

︑放射線監視業務の明確化︑な

規模︑

の闘題点があるが︑貝庫的検討

今後に委ねる︒

原子力匿学研究所設醒

源︑人員の磁保︑経営力法など

センタ⁝﹂的な施設︑あるいは

面からみて︑現段階では︑﹁ガ

致なとを図るため︑関係省庁と

射線の環境衛生鱗の研究施設の

分協議して︑実現の方向を決定

ることが適当である︒

山田太三郎氏
が所長に就任

工技院・蹴気試験所

工叢技術院電気試験所電力部長

十一臼の辞令で電気試験所所長に

⁝ 界圧し︑民力部長をも併任するこ

力会繕でも資金部会のお膳だ

エキスパート︑先ごろの日米

糖款などを手がけた甕金問題

胚︑原子力婁員会原子炉安全轡門

表顯問︶など各種田際会議に出

りに︑第二圓ジュネーブ会議︵代

原子力穂究所の出張調査をかわき

ながりは︑三十一隼アメリカの各

になっている︒踪子力関係とのつ

を担当した︒原子力発躍所の

員を勤めている︒

墨田会鐘堂など華魁嬬関の夏蚕倭

▽科学樗繍憐鐘堂A知ヘニm月〜h口︶閻尿

子力局放射線安全譲艮に昇任︵放

へYI︶

g︑同︵凍大名蒼教門︶鷲義夫

研究崩理箏に任ず︵秤学鰭議富︶

▽総理府辞令︵二月一日目理化学

転任した︒

疵は舛宙開発雄准本丁開発陥浸に

なお前放馬線安全課長松友信認

は大阪市電気局以来のはえぬ

昭籟八年の東大経済卒︑関慰

う︒

この人の腕の振るいどころた

設が質請化して行くこれから

初の匿銀櫃款︑ワシントン輸

地味な存在たったが︑わが国 ⁝ 課長を経て︑二十七無に電力部長

⁝ 気試験所に入藤以来一貫して電力
⁝ 部に糖を鷹き︑昭和∴十三年電力

に対するなみなみならぬ磨⁝ とになった︒同民は昭稲十⁝翼翼

いです一．ぴ﹂という返箏︒原子

いうと・今の火力の懇喬⁝ であった山田塞一郎氏は︑一刀三
ぞう

産の原子力発認擾期計画を担当した

せい

と同じで﹁持子力も予想外に

むら

発国画委吉村部会の

︑新委員による次期審議会の成

月三十一日で圧期切れとなるの

員会で決定し︑線子力部会に提出

⁝臨妙
画・

し

たが︑この間スタノブが最も

．ゐ

心したことと︐庸えば墓礎デー

三
本職はいうまでもなく関繭電

q 村︸ 注屑

力︵株︶酬祇長︑このほかに経

画の構成データ収集と︑昭和

風構財務理溺︑回友会幹堺︑原 の収集︑特に厩往の各種長期

鰐では冨設の間発d画委員会副

十一年以後の良工予測作業た

．

委員艮などの肩聾きがある︒

たところをつかまえて︑今渡の

@即子力委員との会談が終わっ
報願書作成の蕾労話をと持ちか

繋翻

けると﹁私は別に菅労などあり
熱せん︒協力していただいた皆

たという︒この体験から将來

あたっては基礎資料の保存を

討翻見憩しのために部公解散

さんに帽ほんとうに感謝してい

協同作業は阿じ社内でもなか

茨す﹂と謙そんQ

趣味はと聞けば無趣味が趣味

医研管理部企画課長︶山中和夫︑
経理畑出身らしい慎匝な配嚇

である︒
会廿団体の調整とあってはいろ

のことだが︑ゴルフはハン

︸なか大変なもの︑豪して多くの くに要淫したという︒いかに

あるQ

︑五十七歳︒

すという︒住いは奨庫県芦屋

ィ十七の腕蘭︒羨望は銚番で

いろと白蔓もあっただろう︒

昨年二月︑原産の開発副磯婁 今度の長期晃通しで原子力の

や意外と感ずるむきもあるが

㌔員会のなかに通称益村部会が発 灘が非常に大きくなることに
． 足してから一蓋近く作業したわ

腕

防災体制の磁

た︒価額の差を緬めるために︑嶺局と業
れている︒

G何も原子力給の場合に限られたことで
方向に︑閉係薔の努力が結集されること

どの見解が述へられた︒

とくに大さすぎる鱈念はない︑な

ら︑国務化櫨進のため訓画編針か

の国搾を達戒したいものである︒

位は︑酸化ウランで○・一一○

三同会禽は︑二月三日丸の内の

力け十分あるとの瀞見がのへら

レジャー施療翻意醸署雌など

省の間で再三折衝が重ねられたが︑第一

価︑性能保翫と責伍の所在︑予算を大幅
はなく︑わが捌ではいわは﹁幽い︽さ干た

を里みたい︒国序の闘題は二流炉に限ら

船から国晒するための試験 開 発 費 の 評

に嚢魂することの胴難さ︑などのむずか
ことであの︑分かっていることであり︑
ず︑驚電炉に．︶共通であり︑現に通童雀

りそう固めた上で︑陳子力船建造の当初

しい問嵐がからみ︑歩みよりを見るに竃
旭力に欠けることは識定できない︒たと

七％を示すところもある︒

鍍会議窪で開かれ︑第二圓会合

︑さらに発乱舞は受注してから

するための険融が行なわれたが︑

次に国産化声影のための墨ぷ的

東鼓地区での調皆は︑カーボー

国母化二進に関する

︑五グループの統一見解として

て︑地帯整備部会︵那会長︑後

態麓についての見解を︑この小諸

の総含調査の紬果︑束濃地区のウ

および携帯用シンチレーシコン

表された

最終決定に蚕らず︑次回の会禽

得られたもので︑わが国において
は晶質︑鉱灘ともによく︑また嶺
地区が比鮫的交通の便利な地区で

もあること︑また人形隙が︑確
定︑推定︑予想鉱澱で胸三酉五十

ランは︑第触感擁にある礫

ウンターによる放尉能強度分布

原子力発電プ

憲

刀ナ輝颪ということなどか6︑東
濃地区の今後の調査のなりゆきに

は大いに期循がかけられているQ
ウラン鉱床発見のこのような経
緯をみると︑核燃料確保で︑さら

が要望される︒

岩︑砂讐︑頁密︑凝灰轡︑粘土炭

費︑試鋳孔による放肘能検屑︑

解

ので︑その間には設計︑部贔の

十

痘毒に承される昭湘五十年まで

五七刀ないし一千万KWの発避
を国内メーカーが引受けられる

質物や花嵐岩の 郡などの典型的
な層状ウラン鉱床に舎まれてお

駄法による化学分析︑パルスハ

薩省が作成した

作︑建設のギ装︑コミノシコニ
について審議した︒

武男氏︶と安全対策路会︵部

どとともに︑宙動熱調査によって

鳥取県人形昧︑祭都騎下等楽寺な

束濃地区に浴けるウラン鉱床は

余カ所におよんでいる︒

らなかった︒科学技術庁や饗渠団を中心

約三百万トンの可能鉱量

ーカー側が
い自信示す

玄なもので十三難所︑熊頭は一

一那で︑現在判明している鉱康は︑ に全国的な患めの細かい調査研究

嵩町の西部︑痢は彊知県瀬戸市の

同瑞浪市の北部︑西は岡可児郡御

ち集は妓阜県恵那郡轡村町︑北は

北二十1♂層にわたっている︒即

今後の調査に大きい期待
瓶産省工業技術院の地質調置所︵所長色藤光之助氏︶は一月二
二八日︑岐阜眼下康液地区におけるウラン鉱床は︑わが国における
ウラン資源の賦存可能地域としてその恥要性が増大しつつあり︑
とくにここ薫嫌間︑ごく一部地区の精査でも︑すでに胸轟臼万ナ
に近い町能鉱量発表をしており︑今後の調査に大きい期鍮がかけ

万ゾ︵酸化ウラン含有量はO︒

一一2れると︑調査の現況を発去した︒

昭和三十七無ヤニ月に放射能異

四％︶に近い可能鉱羅を発表
︑比較約高い放射態左示す部分

常を記録し︑岡三十八年二月に始

隈膿獲魏

り︑謹た︑隣接地区にも同娠な鉱

トァナライザーによるガンマー

ントの圃硬化推准のための雛本

グを必饗とするが︑一奪に︸台

力があるかについて︑メーカー

蹴があると予想され︑同地区はわ

エネルギー分析によったもので

態度︵案︶

せずに仕事ができるとの意見か

つ各グループが受注すれば︑三

国産化推進小委前論

が国におけるウラン資源の賦存可

初は中央線土暖国駅から約二回

原子力発購規模については︑長

家ず︑岡醗化推進の立揚から見
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能地域として︑その釈要性が増大

にある丘陵地のみであった鉱床

年半程度で完成すると予想され

しつつある︒とくに最近原子燃料
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動をもった発令朋︵この集団のメ
をこほすのも不思議ではない︒

全然理解できないといって︑ぐち

きわめて実際的な態度であるQ

πイイジかといえば・多︒や
える傾向があるということにな

やり方とは︑↑然違った力紘で考

面の知識人が官制に湾飾った紳士
る︒しかし私たち一般人が行学を

逓じて︑篇に理解し肥える︒各方

も︑物理学者と大衆との間にある

淑女たちとする会話の間題より

科学雪餅は︑一艘大縦の受け入

んどない︒ほとんどの学生が物理

科学的な鉛粉を戯けることはほと

人が同じその闘題について考える

ある︒

よ︑人敏の頭上にのしかかってい

さえも琿解できず︑豪た途方にく

の尊門駅との協力によるプロジ
ェクト研究を積極的に推進し︑

のはよそう︒研学や機械工学を勉

いのだ︒少なくとも子供の幾人か

は新しい数学を学ぶことができ
る︒私たちの社会は︑科学的教黄
を持たないことがあたりまえとな

っている隠代にあるQつ蜜り私た

⑳

サィズウエ

いは網対性理論を知っていなくて

中等学校が物理科学の合理陶な研

は︑非科学的な茜い至神に対して

ないと祐っているのではない︒私

ク州の海雇に置かれている︒

この発電瞬も第一次原子力発

ール改良型︶をそなえているこ

n一朧

難語記号があって︑科学著はそれ

二十万KWノに比へて

と初期のバークレーやブラノド

ウエル︵各

一段と大型化し︑敬術の追歩が

ン発電鑓も原子力では最大の三

十ご万KW二基が設澱されたQ

設刮・建設は現確ウイルフ岬ノ

の建設も行なっているE

る︒このようなときには私たち

は︑もっと大胆な気持にならなけ

ればならない︒なぜなら︑私たち

は︑岡じ陳鷹なき家O文句にかじ

られなくなることがあるからだ︒

りついてしまって︑それから離れ

良い科学者であり︑良いエンジ

ニアであられるあなた方科学者は

みんな︑つじつまのあわないよう

な犠葉や︑不明瞭ないい豪わレを

きらわれるでしょう︒しかしあな

えるために︑不明確な麟巣をしょ

っちゅう使わねはならないことも

おこるでしょうQ
り︑一般大衆や共通の言語よりも

このような壽菓でいろいと説

し︑あなた方科学蕎が何をしてい

とであるか︑研学者の億甥にはど

か︑また科学苗の間題がどんなこ

がある︒このなかでテレビが一撮

は︑新聞︑雑鮎︑テレビ︑ラジオ

効果が少ない︒この事実には︑鴉

テレビは出来堺を知らせるこ

学園もなっとくされ為でしよう︒

とはできるが︑くり返しまたは海

放送がされなければ何ちテレビか

ら磁ある特別のニュースを一照見

らは︑学．少しとはでまない︑私た

たたけでは︑それ愚十分に輝解で

唐ない︒一力︑後になってかるで

臨刷された躍犠である︒つ家り薪

闘︑これこそコミュニケーシ︑一ン

いずれにしても科学二曹ースが

の大きな本筋である︒

スをいかにして紹介するへきであ

どんなものであるか︑科学︷︷誌ー

るかについて︑編集者が下す覇勧

は︑ときどま新聞が市場の﹂繭晶

纐値を反映することがあろ︒その

として売れるために︑斬聞売店の

い科学譜苺が見繊し舟飾ることも

ために趨い科学紀事がなくて︑懲

ある︒その結果︑窟寄客は誤解さ

のであるQこのようなことはすで

れ︑科学者の仕事はゆがめ一一足れる

回数は友毒く減って曳︑そいる︒編

に斬聞であったことQしかしその

集艮も康た勉強しているのだ︒

科学者の働き
かけこそ重要

このようなことは取の01ぞかな

ければな6ない︒しかしそれ家で

には科学の分野で︑どんなことが

進んでいるかを一調大開に知らせ

学と技術については心学齋簸に費

るため︑研究および感開顕での科

私はあるタイプとしてではな

任がある︒

く︑ある個人としての科学斎鷹理

学者準．個人的な見方でみてくれる

解している︒また一般の人々が科

こそコミュニケーシ﹂ンであるo

ように説明することである︒これ

ーシ注すへての人々が輝解で騨葡

うことである︒すなわち︑そのイメ

のイメージから脱却しなきいとい

だと考えるなら︑私の忠仏韓︑そ

つたけの十分なイメージがあ灘の

きるQもし科学者漣が自分達に持

ンリレーシコン︶もうタく維持で

巻でない人々との関係︵ヒ訊ーマ

うに謡しながら説明マれけ︑科掌

暫達は気取らずに一般にわかるよ

ジではなくなることがあるQ科掌

もいいイメージでも︑全然イメー

一般大衆に対して︑アイデアを伝 ことが望遠しい︒科学薪達の仕撰
や︑その他の仕琳に対してもつ最

なければならないこともあるし︑

た方科学者は︑それを少しはやら

も人に紙えることができ．勺のは︑

E⁝B＆WITW原子力

グループで︑一九六一年

四月から羨められたQ

一号炉は昨年臨界した

工事は非箱に勲調に庭み

が︑ガス属地系︑BCD

︵燃料被擬破損個所険田

叢置︶などのトラブルにより運

開は遅れている︒

一︑二号炉が全出力にはいる

が実現すれば建設期閥の最も短

発職コストはKWH当り約三

円︒

を集中的にマニュプレイトしてい

曽通の人にわかるような︐﹇巣で︑

る︒したがって︑あなた方μ学者が

科学者の専門の研究について脱明

することは︑大へんむずかしい︒

もし一般大衆に対して︑得学者の

研究を少しでも説明するとなる

と︑科学者は︑イメージと類掩を

ふたたび整岬するために息議的に

で︑不安な気持がおこることがあ

二︸＝一葦＝＝＝＝1＝二＝一一雪＝一門＝＝︷P＝＝＝一ξ

という轟︑口集がの

＝一F＝一＝瓢＝認至一7

うかがわれるQこのためタービ

のもの︒GCR︵コールダーホ

発電庁︵CEG13︶では六番目

電尉幽によって建設され︑中央

だが︑総躍瓢配力五十八万KW
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グリノチ

っている︒

や

が︑知らないことがかえってある

論について︑全然とはいえない

科学者たちの仕事には︑英語︑

も月月ある入間として通用する︒

修コースを設けるまでには︑科学

数輩︑蔀算をふくめるいくつかの

資格のシンボルとなっている︒と
きにはそのシンボルがまさに籔い
女性にモテルためのンンボルとな
ることがある︒

私は︑今の中等学校が全生徒に

職場でのゴシノブ︑野球︑セノ

進捗がさらに先へ先へと噛み︑から

いろいろと考えなおさなければな

らない・しかしその結果は︑やは

り虜分のカラの中にはいってし家

う︒

科学はアメリカ一般の普通学調

いる︒つまり科学者は︑自分たち

すっと先へ進み︑離れてしまって

るのか︑科学蓄の闘的が何である

重要なマスコ
部ではない︒豪た科学は

明することは大へんむずかしい︒

新聞の大きな
効果と欠点
教街の

そのために科学的な研究や技術的

科学沃たちは︑Q値︑パリテ な研究に従慨している人は︑男で

ミの有効利用
カレノジの臼由選択教官讐圏にも

している︒

だけの㈹で通じる一︐m語をつくりだ

ィ︑期侍値︑Sマトリノヶスなど あれ女であれ︑ほとんどそのよう

全般にわたって︑一般大衆に対
入っていない︒したがって︑あな

るほとんどの人が科学曲では︑無
教青者であるという命題にウンザ

なことについて謡すには︑コミュ

要である︒このマスメディアに

ニケーションのマスメデーアが必

んなことが大切なのか︑このよう

な説明をしたがらない︒しかし彼

合︑慧味がつまく表現できないの

感じているようだ︒説明する場

むずかしい隔一一語をよく話す︒衷た

マノクスQ

らは
蕉物学占にはDNAとか︑RN
A︑それが必要なことであると

の分力では︑辞儀に

という言集がある︒一方写穣飛行

私たちは︑ある面では︑科学者

りするにちがいない︒

まり科単齎は︑謡麗に関する限

についてイメージをいだける︒つ
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はO爆弾のイメージである︒
大輪︑にとっては︑あなた方科学

学者に対して︑河石年もの間知ら

ードのためへ．﹂はなく︑一般の非科

蒲なここである︒このギャノブが
れてきた科学の島本的な原則を理

迎解できないのは科学進歩のスピ

もない力を与んだ︒その偽果︑彼

方ほと優秀でもない人間にとてつ

余りにも広範囲にわたっているの
解させるための教費が欠けている

無理解のギ㍗ノブの聞題の方が大

らはボタンの押し方さえ懸えれは
で︑一落大群は︑科学者のやって

薪は別世界の人間であり︑あなた

よかったのだが︑しかしあなた方
からである︒

スプートエノク以後ハイスクー

いることを理解できないし︑求た
科学者はそれを彼らに説明するこ

は彼・やこ資任を分け禽わなけれは

ならないと︑大衆は思っているQ

れ鮨力よりも︑早いスビートで進

ルの教科が改正されたけれども︑

つまりわれわれが経験した望薄な

んだ︒その結果︑あなた方科学者

とができなくなるQ

南やそれ以前の日照り続きについ

科学の硅颪を選択していないので

あなた方科学者は気候に対して

ても費任がある︒あなた方は剣を
は︑世界の問題について︑曽逓の

一般の掌生は︑初鱗蝕物学以外に

ふり玄わそうとはしなかったにせ

るダモクレスの剣︵身にせまる危

途方にくれる大衆

険︶壷忘れたのは︑あなた方科学

せたのはあなた方の共敗である︒

着であるのだから︑原爆を存在さ

たほどにも︑この人たちは何も

ニュートンの法則にも混乱
結論として︑鴬通のハイスクー

科学者に対するこのような物の

これが事実だとすれぽ︑一般大

見方は︑これ豪で長い二つづいて

衆は︑ニュートン以後の科学憩想

知っていないことになる︒さて︑

では普逓の人間にすぎないのだ

の革命における出東噴について理

ルを卒業した著は︑私たちの社会

が︑私たちが新聞詔事を穿くと

解することができるたろうか？

きており︑私の知る旧りでは少な
くとも十五年闘になる︒

一字学的文化と科学的文化一が対

化研究︑潤発の段階を通じてそ
の負掘する役馴を明らかにし︑

原研アイソトープ箏業部が文字

クスのような恨強いサークルには

離れ︑追んでいるだろうといいた

対して科学教脊に集中すへきでは

科学者達以外の人注と仲間になれ

い︒

るだろう︒しかしここでは実際に

ちは︑原子︑分子︑軌道力学ある

黷e

︐瓢己サ卿

噸

アメリカの新闘シカゴ︒サン・タイムズのリチャード・S・レ

原子力と新羅

について演説した︒同氏は︑この中で一般論会におけ

のセソシコンて︑

ビス科学肥者は︑シカゴで開かれた米原子力学会︵ANS︶虫催

で同霧︒︒︶

る科学管と大衆の間には理解のギ￥ノブがあって︑その縞果︑両
溜がジレンマに落5入っていることを掴摘し︑そのためにコミュ
ニケーシコンを通じてお互いに獺解し合うことが必要であると述
べている︒なお岡氏はコ︑︑こ二一ケーション問題の権疲麿である︒

︵米隙子力学会撚より要約︶

ンバーは︑われわれということは

た方科学着たちのしていることを

をよく用いる︶を形成している︒

おそらくこのような孤立は︑物理

へのイメージ
多くの人が原子科学奮に薄して

として費犠な知識と経験．をもつ

アメリカのように原峯力に対す

焦問患資のプロシ鑑クトを穣極

い恐怖心が一艘に広がり︑それ

あるが︑筆者はアイソトープ・

旨の顕在を図ることが納対的に

r一

た方秤学者は︑宮分達の周囲にい

やさしい説明が必要

原子︑分子︑軌道力学や槻対性理

一晒

相互の理解が欠ける

私たちはアメリカの就金にも同
じような悶題が実在すること准知
っている︒物理学考は︑三会では

パノトマン博士の田席が確楚す

る関心が乏く︑理解の深い国で

のための方策検討の機会を与え

がアイソトープ︒放射線の今後

けるアイソトープ︒放肘線の開

放射線の稜撫的な騨用開発を促

して︑トレーサ

必要で︑それには業種別にPR

髪型一郎︶

サイズウエル発電所

激rス科学記者︑ANSで講演
⁝

︐終藪
⁝

ー氏は︑同氏の有名な﹁二つの文
化﹂醗のなかで︑大衆と科学者の
間のジレンマについて述へ︑古い
ヒューマエズムの教脊卒蔓けた滋
学における筒エネルギー分野のよ

うなネバー・ネバi・ランド︵熱

ある︒この人たちは︑二五飛行で

いだくイメーシは︑漠としたもの

きに︑宅として対象とする人間で

である︒なぜなら︑そのイメージ

科学者と大衆
とのギャップ

は︑濠す窪す獅琶になっている︒

レンマにおちいっていることを指 くてめったに入がいない所︶で

強したこともない彼零の二親は︑

摘している︒

は︑隙子科学というものが鍍通の

れている︒したがって十七世紀の

子供たちよりも︑何も知っていな

カリー蝦告の要約を︑若干の
私見を交えつ2二圓にわたって
るなど︑次回のアイソトープ会

ることになったのは︑本会畿の

の伸びを大きく制約する要因と

発利用を進める調合︑上紀の潟

ことが期待されるp

憩姦と堰威を一驚詠めるものと

なっているとの判断に対して愈

進するためには︑一般的なPR

や特許制度の含理的蓮用を図る

グAECがいかなる対策を樹立し識が期せずして︑工業利用促進 さえも放射線に対する榎拠のな 的に探残し︑そのため半金援助 通りセンターとして役胴を票す
て︑その腰開を図るか︑今後の

してよろこばしい︒特にパント

外に感ずる者もあろう︒AECえ方は十分傾聴に値するが︑繁

にあわせて︑いわゆる潜在儒要

利用︑慾用三豊

活動を進めることも一つの方法

さらに︑PRの關題は聡要で

マン博士は︑かつてイギリスに

がこの面について積極胸なPR 者はさらにわが国特右の闘題と

などの利用捜術

であろう︒たとえは化学工業で

か︑この経折的狡術的効果は一

に関する調物的

体どのように評価するのか︑こ

はどのような利用方法があるの
要と考えている︒従来︑これらに

れらを総譜的に倹飛し︑技術革

な開発業務が璽

べきたとしている︒わが国にお

おけるアイソトープの工業利用
による経済勤果

訓圃を樹立︑実施すること︑さ

関する研究開発はほとんど実施

④

般へPRを図れ

る総含刮論は︑わが国の開発利

らに厳格に過ぎる騨可灸件︑検

新︑工程の含理化とどのように
紹製してゆけばよいか︑私見に

されていないが︑今回原研アイ

担過する部門が設置されること

σ

発課最

︵預本原子力産業会議放射線開

うかがいたいと思っているQ

対し詩業翼の積極的な御足見を

と原翻のアイソトープ利用技術

るので︑これら各領域の碧緊緊

学︑麗学など広範にわたってい

アイソトープ臨調が工学︑医

になったことはよろこばしい︒

ソトープ箏業部内にこの分野を

カリー報告書を読んで

用方策を検討する上に多大の参

査手続などが︑いわれのない恐

ていることは︑麟下障雷防止法

怖心を植付ける要四であるとし

関連法規の撹振興和策を検討し

さて︑アイソトープ・放樹線

監は上記の六項阿を政府に勧告

の關発利用促翼翼として︑本線

考となろう︒

際約諸塵威によ

あり︑これら国

雛纏難 一

欝欝甥糊徽
％ ト！プの開発愛用促進力策に関
〃する意見の交換が期見きれる︒

ているわが潤にとっても他山の

が︑墓礎研究︑応用研究︑製品

次に績極星として測算と政府

石として反省が必要であろう︒

しているが︑この報告を眈んで

策にわたり︑地味ながら︑やれ

〃また︑工AEAからも工 業 利 用
㌦の専門蒙の参加が内定してお 癌賦することは︑積極・消極両

響総韓縦麗塑拶

ることは何でもやってみようと

ここで子供たちたけを非難する

そこでは︑曽通の人が見られるの
人間の野鳥の限界をこえたもので

立し︑満ができているが︑この二

人間が運動法則について知ってい

みられるようなニュートンの法則

は研究のための諸道貝工℃れはき
あるという印僚から来ており︑明

つの文化もコミュニケーシコンを

〃
％
紹介したが︑本報管嶺受けた米

︑ざ︑爵︑翁︑ぎ︑詩︑爵︑§︑§︑詩︑ざ︑ぎ︑§︑ざ︑詩︑§︑ざ︑§︑ぎ︑§︑ざ︑ざ︑§︑ざ︑爵︑ざ︑ざ︑ぎ航

孤立した社会集団︑つまり社会学

私たちの直会では︑二つの文化

わめて壮観なものだが一たけであ
磁にはできないからである︒どん
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る︒したがって︑曽通の人があな

ニケーションしょうと試みて︑ジ

遡の人と科学者とが互いにコミュ

まだ残る原爆

英國の物理学者サー・C︒スノ 者のいう鼠分たちの去諮︑遡償行
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二冒一噌＝響鱒一一＝一 ︐●二

研究に重点があるのに対し︑アメ

ンタイン博士をはじめ︑ノートル

の領域で日米の最局水準による報

次アイソトープ会議は放射線稲学

の影響を与える懸念があるので︑

羅瀕揚︑夏撃の真殊鳶殖場に若干

騨一凹一一曹︒

餉一

一

曹曽圏騨一儒騨

が前提となり︑その結果を侍つこ

と漁業の突態を十分掌握すること

中部電力はこの報告に対し一応

とが妥当と考えられる︒

精密検査を行ないたい一短向である

満足しており︑今後単調に独自の

が︑それによれば約一年をかけて

気象︑地質︑海洋調査を行なうこ

一方︑三重県は二十二日の県議

とになるQ

会で﹁原子力発電所問題に関する

決議﹂を多数決により可決した︒

業瀬巻藁叢する代りに︑原電は総

底湾内の海域胸二五万平方癖の漁

決した︒その内容は︑地元側が浦

示︑二月一日仮調印して円繭に解

年十二月地盛側から補価額を提

㊨

組合の間で進められていたが︑昨

一月から源電と地元敦賀漁業協岡

う漁業補徴の愛し了いは︑昨館十

原電敦賃発電所の建設にともな

敦賀地区の漁
業補償が解決

ものである︒

この問麹ぷ善処されたい﹂という

から︑県峯局は冷却期間をおいて

元の状態は憂慮すべきものがある

は︑陳子力発電所岡題に関する地

出されたもので﹁現時点において

講演を開き︑原研︑源燃︑隙鷺な

p一縛凹胃暫︐︐卿卿＝一〇9︐0辱聯冒一︐

この決議案は与野党八議員から髭

．一■一﹁■

膚御鱒晶曽

どの各施設を児学するものであ

・■︐＝一冒

る︒

況︑気象条件によっては︑冬季の

甲
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ブリ漁場︑露語の真珠嚢殖場に右

o．■一膳︸酵・

を十分すぎるほと大きく見積った

． 二＝薗響7P國＝一讐08．曽回帰層

ものであり︑また二㎡の数字も静

る︒これについては今後さらに現

軸の影響を与えることがありう

oφ齢一一■疇曹●7一一＝甲

二会郡南島町・紀勢町︶における

を予定している芦浜地点︵三頚県

小さな飽となる︒いずれに豊よ︑

穏時の値で︑波浪があれはさるに

リ冗讃綱までは約二丁四謎︑吉覇

芦浜を中心とする海況︑気象条件

ミカル社のD︒ハーマー博士︑ア 告︑討講が行なわれ︑会議の性絡

ダム大学W︒ハミル教授︑ダウケ

東海原子力懇談会
特別珊究生を募集

暦産が大型高遠燈子踊騨機を導

告がこのほどまと取り︑一月二十

地踏査を行い︑影響の有無を貝体

冷却捌水の漁米影讐漏査の中間報

一百に発表された︒この調査は三 この半径の外側では︑拡赦混合が

浦の翼翼菱融場康では約五・五が

鯉

紙紙紙紙

蚕

化掌工策藥贔

リカが低分子の茎礎研究を得慧と

つぎに︑購本鋤出席暫は二月十

を特微づけるものと期待される︒

丁三各

五日豪でに決定するが︑学振など

学界関係八1臨監︑諏研

が予想される︒なお︑本セミナー

集灘原子力懇談会︵会長安川第

る︒定員三十名︑参加費一泊二日

入した懸翻は︑今後原子力鼻にお

ーブン鯛を原購とする謝算業勝②

よびデータ処理のためにセミ・オ

的につかむことが必要となろう︒

である︒この両者に鮒しては心配

lI且εA−Aーーー

額五千薗長円の補債金を支払う︒

KSコピー紙

しているなど︑両国がそれぞれ盛
トミノクス・インターナシコナル
托の﹂・ブル博士︑テネシー大学

聖・F︒ウイリアムズ教授などそ

出席嵩のうち︑十名樫獲が万月十

に閲するお間禽せは田本原子力産

の道の櫓至仁が出席する︒これら

六田からの第七回日本アイソトー

業会議放射線闘発課まで︒

五郎氏︶は二月二十四︑五両日︑

の宿泊費を含んで一名八千円︒二

歪

挙とする研究成果をテーマに報
告︑詞論ずるところにDらいがあ
る︒

仮プログラムによると︑①放尉
線化学反感における中田俸の検出

プ会議に出綿する予定なので︑今

と測定②エネルギー転移とLET

射線化学㈹キ唱会とグラフト共重舎

効果③一⑤気相︑液相︑固相の放

ど興味あるテーマをめぐって斗米

を集めている螢白質の固相反応な

叛城膿東海村で建設関係者のため

月十四田豪で︑原爆事犯局内乗海

後三蒔招待者一同の参集のもと︑

いて刮算需強が急増すると予想さ

十分なので紐承としての影難は消
︵婁員提寓崎副知肇︶が専門部会 失する︒

重県熊野離瘡紙工渠開発婁員会

すべき点は少ないが︑捌水口周辺

発電所排水口から最短距離のブ

水の影響は心配すべき点は少な

と

となっており︑中部電力はこ

に飯目していたものQ報告による

い

鳳子力綱際限運転による温㍊

の結果に星つき︑早急に地点の拙

次計画︵二号炉増設︶での

描翫離

東京都中央区銀座束4丁臼4番地

門描三三糞罫簸懸謡露盤
一月

原産電子計算機室で披露式
科学者の活発な留見交換が行なわ

の原子炉建設に関する特別研究会

⑦あ機反応⑧放射線化学の工業化

曲線化学セミナー﹂が開催され

東西文化センターで︑﹁ハワイ放

れよう︒

を開催するので参加者か募集して

除電東海建設所長川畑整理の三氏

る︒穿催は日本側学術振興会︑ア

アメリカ側の予想される撫胤省

原麗大屋醗会長がテープを切って

れるが︑大型電子調算機を共岡利

種応用のプログラムを開発するた

内外の原子力コードをはしめ︑各

に関する討論て︑最近学界の注驕

メリカ側全米科学財団で放射線化

は︑大学関係十省︑官公立研究機

鞘牟あけた︒同時に計算機の制御

用することで︑これら語算需要に
めの応用プログラムの開発齢電子

と鹿品︑清水両建設工撰関係者の

後三時から︑磁子謝算機左設置してある中央区日本橋本町一丁六一四大阪禽同東京ビル内の隙

学の基督過暇から応用反応︑工業

一六〇〇電子計算機の共同利用業務を開始したが︑これに莞だち一月二十七日午

腫露子計算機蜜において︑稼動開始の一円式を行なった︒披覧には原子力局長村田浩氏をはじ

化にわたる広範凹の問題が捉超︑

日本胚子力薩業会議では︑一一月一一から︑昨卑末アメリカのコントロール︒データ祉から導

めとする官庁関係者︑日塞原子力発電︵株︶﹇本松浦磯軽長︑ロ添原子力研究所日下部滋副理

原子力懇談会で難し込みを受付け

入したCDC一

箏長︑原子鮮料公社今井美材卿慣長などの除子力開係着︑さらに原豊穣からは大屋敦副会長︑

いる︒内殿は原藍饗務局畏早川淳

卓のスイノチが押され︑電子計算

対処し︑ざらに原子力コートの共

ｴ研建設部次長神崎直二郎︑

開四名︑民間産業界卜呂引二十四

機による徴炎︵撫算圓路を利用し

同聞発を行なって原子力産婆界の

麟

翔・＝

＝

・五侶難度で︑そのうちにはバラ

検討される︒本セミナーは︑日ホ

て貰の合成準行ないモニタスピー

謝算機の利用に上する各種課目コ

一琵鵠募子串心とした矯

橋本清之助代表常任理囁︑各役員一一2︑約酉五や名が昂塾した︒豪た一月ニャ七日から三江閥に

わたる公開臼には︑電子計算機の専門家︑原子力勘当者︑囚麓電子計算機メーカーなど︑およ

四て千名が見学した︒

とが︑有利であるとの結論に歪つ

カーをならしたもの︶が会場に論
謝算体制を整備しようとするため
ースの開催⑳各櫨プロゲラムおよ

CDC三六〇〇の級灘式は︑午して橋本代喪の藁頭で乾杯した︒

れた︒電子辮算機塞における籔露
である︒そこで原産は原子力早業

び関連謂資料を集成するプログラ

たもの︒

パーティーでは大量副会長のあい
をはじめとする各種の複雑︑隔度

電子謝鈴機峯で6①各種創算お

さつ︑原仔力課員長の祝詞が村田

第

での生物相の変化は免れないQ
調燈報告の概襲はつぎの遡り・

密調査にかかりたい慧向である︒

温排水量を毎秒六十ナと計漏し

影響

象た注圏を集めようとしている

飛行船が源子力と粘ぴ付いて︑

ループが考案し︑連邦政船が検

▽これは果国の二つの披術着グ

VCl防錆紙

繭
トップコート

一

な謝算問題やデータ山48処理するた ム・ライブラリーの設羅を瑛務と

げ

第一次翫画︵﹇号炉︶での影讐

て︑教層海水温臓が一度上昇する

原子力発電所運転による温排水
は︑海水より痕氏七・五度耀い状

範囲は︑芦無理水口を中心とし

の数字は第一次計画のニー四前の

って致眉の海水温度が一度以上上 て︑半径四i七がを越えない︒こ

態で放娼される︒この甲張水によ

昇する範弱は︑第一次建設駅逓て

毛見に対応し︑十分すぎるほとの

ストン大学グ乃iプの日画によ

討中のものだが︑その︸つ︑ボ

放射能の影響

亥全度がみてあるσしたがって海

は芦療を中心にニー四♂を越える

霧男が撃力羅所の建設︸ことがない・四♂の肇髪鍵
●幽一L㍉61の一き6●一㍉

このような昭和三十九年度の原

四百名の旅客と九十踏の貨物を

誘︑長き九章八十ほの菓畿形︑

徳島県阿南市豊益田f吉田1番地

新大手町ビルヂング

紙

板

ミラー：コート

一

原子力局昆より朋識され︑畠席者

にあたろうとしている︒

ハワイ放射線

化学セミナー
五月に権威潜が参記して
環と
日より四日聞ハワイの

日米科学協会事業謙圃の
して二月⁝

7

チ力産Xの実態に対して︑同報学

放射能の水配物に及ぼす影干に

子炉を含め︑総重量三百八十

お︑岡報告書によれば︑昭和三十

年度より増加したことである︒な

ぶはわが発寒済界全般の不況と原

ついては︑捌水の放射脂除去処理

ると︑飛行船は孫さ六十ゾの原

今圏の調査結果の大さな特徴一5 九年度における鉱工蒸部門の支巡

子力産業をとりまく環境がいっそ

尭上野︑経費支出高︑工員数がそ

藤についても調査された︒

覧は箇七鐙背刀円︑研究支出翻

日本原子力産巣会議は一刀二十とくに今回は海外技術導入費の実

七日︑﹁不況に睡える隙子力産
業しと迦して砺六回丁子力崖業実
態調査報告潜奉発表した︒

材はリチウム︑四千馬力のガス

載している▽原子炉の一次冷却

絡用の十八人乗りの飛行機を搭

積み︑時速九十五舜で飛ぶ︒連

放射能除去処理と監視を冗全に

結び

により十分に行ないうる︒

回

第六

よる原子力発電所の建設︑国臓動

と共に︑涼子力産業が電力各往に

う厳しくなったことを潤している

この調査は原薩が鎗奪行なって

原産︑三百余弦を対象に集計

実態調査を発表
いるもので︑今回の蝦告ぷは鉱工
業︑商社︑還力なとの原子力関係

行なえば︑第一次譜岡の只体化に

タービンで瓶大なプロペラを難

よる漁滉︵ブリ・買珠︶への温耕

飛行船も︑構造や保安設蜘の技

して進むVかつて危重視された

す⁝ハ蒔期の到来に期待をかけて︑

は九十八徳八千三衙万円︑昭和三

れそれ大繊に激少しているのにもは四十ヨ億八千八画万円︑施上高

地の影轡は比較的少ないと考えら

力炉の開発などにより露要か増大

かかわらす︑聡支離筒は葺二十一

研究開発の水雲佃舶拍し︑現下の

れ︑細那については今後の研究を

企業三略二十一牲を対象として︑
昭

厳しい不況に耐えぬこうという劇

相三十九年度︵三十九年閣月i

四十醸三月︶における支出︑肩

十一年度から三十九年度豪での海

術進歩︑漸疫而の登場で見欧さ

億八千五膏刀円と荊年度水口をわ

㎜領無件によっては︑冬季のヅリ定 れてきたものか︒

．伯らたい︒弟三次謂画は海況︑気

上︑臓用などの実態をアンケート

向きの姿勢が現われていると指摘
︵山越面滲照︶

ずかながら上野る実績神伊．示したほ外技術導入費はへ口爵十億三千八爾

している︒

か︑研究支出篇︑設備立出島も前

万円である︒

調ぬ︵煎物率八○％︶した結渠

隅

命 紳崎麹緬騰式会社

饅薬・医蘂

刷

印

兵庫県尼崎市常光寺元町ユ丁濤11番地

東轍都千代田区大手町2〜4
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聞

間脳
圏臨

ア

化学を通じてあらゆる産業に奉仕する

一、

とり談とめられたものであるが︑

@

幅県漁業影響調査を公表

㎜
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O

O

川

〜
一同今後の計野晒業務の発展を祝 めにCDC三六〇〇を導入するこして今後利用者に対するサービス
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子

原
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閉

も

研究開発体制を堅持

吃

｝

六二線チ力瓢灘実点心査報伸U轡を﹁不日に謝

聡支⁝⁝高︑研究支出購︑設轍投資高などが醐

しかし︑それにもかかわらず︑民陶企棊の

う厳しい状況にあった︒

の誠少︑経費支組︑工員数の大綴な減少とい

慰して唐衣したがその概製を次に紹介する︒

える娘ぎ力凝灘−掘究開発の水弓弩竪灘﹂と

五㈲焼報のとおり田添原チカ配策会畿は鯖

ﾐ原子力産業の実態調査

L冒

築は︑経婿界至艘の不擬のもとで︑一応一段

昭和乱十九釦度におけるわが国の線子力醒

究開発および生玉体制を断固として離持し︑

の増加をみせていることは︑原子力産業の研

闇闇の水繁を維持し︑むしろ前薙度より若干

3︒

鱒

憩

十五億四千八薗万円で前年麗支出

とほとんど変化がないのに対し
て︑﹁RI・放射線の利用﹂部門

出の胸工催に増大した︒

は†一億八千四強万円で醗舘度支

﹁際ア力器材の研究開発聾甦﹂

那門の支出状況を勲圏別にみる
と︑最焙豊出高の大まいのは︑三

︑

︑
︑

構戚別にみると鱗鰯職蟹は八曲十

べて火醐に減少している︒これを

なう獺地買収疑の増加が大まな要

力発蹴所建設謝圃の具体化にとも

支出醐饗便途別にみると︑繊資

因となっているQ

で醜舘度とほとんど変化がない

四名︑技術者は二千四衝五ナヨ名

金十騒乱四千八鳶万︑胴地買収費

関係蟹︑用地闘係費も前年臓と比

薦万円が露要なものである︒広町

一億七千八苺万円︑人件鰻二億照

が︑工質の千九菌八十五名は前犀

和︸瓢十八年度も四蕎五十七名減少

度より半減している︒工鍛数は昭

しており︑昭禰三十九年渡にさら

較すれは︑それぞれ約二鱈増とな

国謄原子力機関は八月二十九田

八月・ウィーンで醐催

ジウム参加者募集

：AEAがシンポ

瑠備がうかがえる︐︑

っており︑跳躍力発電所建設への

に大書減となったことは唖研の諸
施設︑原論の東海発蹴所の一応の
建設終了によるものとみられる︒

⑧海外技術導入蜜海外技術導
入費は今回の調査で初めて明らか
年展

から五日間︑ウfーンで放射綴防

Q五一︶を握撮し︑この八広で入選

ストの役をつとめられるのに

初めから終りまでゆっくりとホ

嘱 艦

亀 ︷亀 囑 嶋 覧 嘱 隔 鳳 亀 喀 鴫 風 q戚側 鴫風

のがあろう︒
く q
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一九〇九年十月生れ︒でン
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て三四％の減少で︑昭和三十三年

て減少の鮫向を示した︒これを国

以来増加をたどってきたのが初め

田蔽︶
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榊
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一〇弄督

内分と輸入分に分けてみると︑共

く減少していることがめたってい

に減少しているが︑輸入分が題し
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で前熱度より○・五％減︑輸入分
は五二％減となっている︒この輸
入分の激減も原研︑川霧の需嚢減

九年度に取扱ったものの中て鍛も

を反映している︒繭社が昭和三十

敢扱い高の大きかったのは放射線

測定羅︒RI利用機器︵九億三千
六衝刀円︶︑次いでRI取⁝扱設
備︵六懸三酉万円︶である︒
︿聡力部門の傾向﹀

電力部門の昭和三十九年度原子
力関係支出蘭は十九億七千九面万
円で蘭無告より一五％の増加遊示

し︑開発初期以来漸増の傾向を就
けている︒これは羅力各筏の原子

⑱

したものです。

ている︒

︑

∠

になったもので︑昭翻三十

千八衝刀円が技術導入讐として海

護のための中性子モニタリングに

から三十九三度京でに禽副十億三

みると︑昭麹一審一二度から三十

外に支払われた︒これを年度別に

で︑わが国にも参加卒愛藷してき

ている︒このため日本瞭子力醒業

関するシノポジウムを開催するの

会議の圃際課では︑民間参加巌の

八薙度が八尋五千万円︑昭駒三十

ている︒原詳録関寺の技術導入を

九薙度は一輪八千八爾万円となっ

行なっているのは十四祉で︑この

アブストラクトを受付けることに

処冥をはかって参加申込みと諭文

しているが︑締切期口はともに三

うち除鷹の支払筒が傘体の二七％

先は︑イギリス五偲二二万円︵鴎

婚占めている︒荻た︑全体の支払

S万円で︑昭麺工十一年度以来 模機器を図研︑隙燃︑大学等に販

月†五日である︒

できるものに限られており︑和文

また論文の提出は本会畿に出隔

九％︶︑アメリカ四二九千八齎万

︵二％︶︑フランス千四醤万円

円︵四八％︶︑カナダニ千万円

刀jで︑4ギリスとアメリカ 二部︑英文八部︵二五〇語一三五
が圧鯛的である︒

で︑前球度の七壬一古二十名に比

などからも明らかにみてとれ

は︑まことに驚いた︒政治家不

技術の振興を非箱に重視してお

国ケンプリソジ大学で物論挙
を学ぶ︒帰国後タタ茎礎物理

握出することになっている︒

通知を受けたものだけが本繍文を

る︒原子力に金をかけるより民

ールと科学省バーバの緊密な協

貨不足︑低工業水準など︑原子

られたことは昌々から聞いてい

一QUQ§OA一

電力の支出は増加

係麗用人貴は五千二薗五十二呂

⑦極悪鉱工業部門の癒子力関

した跡がみられる︒

売することによって蒲路をみいだ
増加の傾岡を続けてきたのが初め
て減少︵醜傘度比一＝％︶を示し

たQ売上漏の減少は炉機器関係と
三田開係が凶年厩に比へて翻倒滅
したことが大きな要囲で︑原子力
薦係施設の建設が一愁整ったこと

商社の取扱い高は大幅減

生向上を先にすべしという主張

力関係をそこに蘇るように思い
倭員艮︑原子力脚長冨︑原子力
研究隣所長などを兼ね︑インド

の原子力異を一入で響負ってい

たが︑開所式と前後して開かれ

研究所長︑インド原子力庁長
宮︑トロンベイ国立原子力研
究所長︑原子力婁誘起など要
職を兼ねていた︒箏憲線と嚢
位子専門の世界的物理学者Q
︻写爽は故バーバ博士︼

ゲンからはヨーロソバ・アメリカの各地へひと飛ひ
です。この北顛｛亙路は、5 1Sが世界で溜めて腕捲

三十九年殿の纒襲状況とも対慾し

③粟種別支出高鉱工榮部門の
残雪高を業種別にみると︑簸も支
出輝の大きいのが鱈気機械掘具製

ついで原子力理業︵二十ヨ癒六千

造業︵五十四億二壬二蕾万円︶︑

二酉万円︶︑化学工業︵六四⁝二千

八衝万円︶である︒とくに化学工

に増大したが︑これはR工︒放射

業におけ堕豊出は筋年度の約三傍

線の刷用識徽の導入による結果で

あるQなお︑講査に対する圃讐
率︑とくに実績紀入のある回讐螺

がわかる︒

五グループ所属企業数も前鋸度
岡鎌に紺持されており︑その原子

して大ぎい︒

力覇業に撫めるウエイトは依然と

④研究支最高鉱工鑑部門にお
け為研究支出高は四十藁惣八千八
百乃円で︑昭麺篇十七年度以来研

⑤支出晃込鉱工業部門の原子

究開殆の水酪を維持している︒

力関係支出見込筒は︑潤滑四十年
麗は八十九億七千六酉万円︑照和

円と昭和三十九琿展実績の菖七億

四十∴年度は八鵡−論ハ億三千九甲臼︸刀

はいるが︑前年麓より二三％減︑

による軸重の乏少が現われてい
るQこの駕襲減に対して原子力麗

物琿学者としてのバーバ博士

である︒こういう状況の下で︑

おける隊子力関係取扱い高は三十

の名は三十葎も前から闘いてい

織局はこれがインド罠族のため

︿商社部門の傾向﹀

の航空温故の蟻山海の中に︑バ

たが︑廠接欄人買に接したの

うらや濠しい限りであった︒

羅︑放射線発生装齪︑傑健物理︑

ーバ醇士の名を兇出して非話に

は︑石庫鴻にトロンベイの漂子

なのだというバーバ搏士の信念

さきにネールを失い︑今豪た

統いた︒漕網はインド原子力

力施設の開所式に日本代表とし

バーベ博士を失ったインドの原

． バーバ博＋

る人であった︒豪た︑第一鳳の

えながらも︑大胆な開発試圧を

力開発に不利な条件を山ほど抱

た各種の丸負やパーティーに︑

子力界のいたでは想鹸以上のも

を強く支持していたのが不ール

欝瓢︑画素懸

@耀

菊

ジ皿不ーブ会議以楽︑園際会議

打出してそれを実行に移してい

あの忙しいはずの菌相がどう時

インド民族の発展のために科学

でも潜曜しており︑繍際人とし

る︒この原子力盈三四競に対し

閥をやり繰りされるのか︑しば

インドは一般民生の貧困︑外

ても警露華あったが︑私はイン

ては︑内外から反対のあったこ

しば出席されるばかりでなく︑

の博士に特に敬慧を払ってき

ドの原子力環鑓の撰深省として

とは︑嶺鴎のインド新聞の論調

鰭難欄齪綴礁

をしのぶ

首損であった︒ネール首梱が︑

六億八千四首万円で三無度に比べ

巣のいっそう厳しい見通しを立て

鉱工業部門における

／

商社部門の昭和三十九館度中に

業は︑放射線測定羅︒R王利用券
⑤売上隅

原子力関係売上高は九十八億八千

、

て出席した時が初めてであっ

た︒

、
／

遮蔽体︑R工取扱設備などの小越

ていることを承している︒

をみせており︑経営者が除子力産

二禰万円よりかなり下回った傾岡

﹂い

捌

た︒

一月二十五日のモンブランで

も増加しており︑この傾向は昭和

線測定羅・RI覇用機器はいずれ

るのに対し放射線発生敏置︑放射

主要なものがそろコ激少し

系は団水占で︑原子力器材関係の

豪た︑青糸犠は二％減︑原子炉

年麗と同じく原子蝉機器が占めて

企業がようやく間まってきたこと

がほぼ一定してきたことからみ

聡した撤畢力研究開発施設の整調期と原チ力

いるという経鴬壱の前向きの姿勢を示すもの

本丁的な需襲期の劉来に備えて不混に耐えて

拍

て︑原子力者業の構成業種および

建設への栖鋤期のいわ は 谷 闇 の 状 態 に お か

so

力器材の研究開発磁磁L部門が七

で︑今園の調査結果の大きな持徴といえる︒

出識は︑百七川園脳力円で劇年撹

②部門別支山高鉱工業部門の

60

支出高を部門別にみると︑﹁原子

沁

ザ評

東京。大阪・名古屋・札幌。福岡

ごら

⑫口細からのもうひとつのルーBま南まわり

ザ

発徳斬︑葛陣笠施設︑旅チ力齢などの本格的

れ︑鵠鞍の不避による売上および商ね取扱隔

R畳関係費が急増
︿民周企業全体の総支出糊﹀
よりわすかに増加し︑漁去の実績

鉱工業総支出は前年並み
撫子力関係民間企桀全体の暇和

ち設徽支出は十七憾二千⁝二九万円

三十九年度に45ける総支出嵩は百 からみて最高の纈であ．り︒このう
一 八千五洩万円で︑昭禰⁝二

で酎館度よりやや増加したが昭和

また︑経費支出は八十億九千九

十八飢度総支出高とほとんど同水

と鉱工黒頭縁類二瀬万円︑醐礼五

酉万円と糾年度より大磁に減少

無十三奪度の水圏にと﹂︺豪つた︒

慰四首力円︑電力十九佃七千九酋
し︑昭諏⁝子二年度以来増加の一

準であった︒これを部門別にみる

万円で︑商膏は寵年腱よりわずか

80

て旗少に転じた︒

斌をたとっていた経費支出が潤め

po

ーカ、ニガタ・どア紡璽

コペンハー

㊥IJ田から北極をこえてわすか161【1問
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としては︑民有堺業者が罠為化に

あると考えられる︒求たその騰期

を行なうものとすることが適嶺で

鶴に特殊核物慣民莉化の閣議決定

定する場含はこの嬉礎となる発聡

給ワク︵現協定では二・七捷を設

ことから改訂交渉の濃縮ウラン供

らみてもかなり大きなものである

が︑これは米濁の海外供給ワクか

ものと予想される︶が接受容れる

ことになった︒

政に関する小舅貝会﹂を設冠する

では︑原子力襲員会がまとめる動

力炉開発方劃や科技庁︑東大で行

なわれている宇田闘発の体制︑ま

の一部改が閾題などが中心に窯醗

た科学技術草本法︑科技庁設撚目

いて︑

本化していない予糠罰や

されると思われるが︑これらにつ

りさ豊る慧向のようである︒

機構のありカなどをめっとすっき

衆議院科学技術拡興対馬特別婁

員会の三小婁員会は次のとおり︒

二野雨太郎

動力炉開発に関する小讐興会

▽小醤興喪

︑中曽根三九︑前田正男︑

▽委風加藤高郷︑臼飾弥三︑

渡辺美蟹難︑贋野久夫︑岡良⁝︑

西村英

科学技術行政に関する小萎艮会

田中武炎︑線茂︑一瓢木泌夫︑内海清

．貿野和太郎︑小織山登

▽小良酒畏岡皇

▽委資

四郎︑纐纈弥竃︑中惣根康弘︑西

野正︑田中三雲︑原茂︑三木

︑N︑

村英一︑馬尾正行︑臼田正男︑河

内海酒

中門根縫弘

宇宙開発に関する小黍鍋会

▽小委貫畏

吉秀の罰十四氏であり︑必要に癒

婆託契約見勝および再処理施設調

ゴハン托との得処理施設翼壁設訓

堀口定義氏︵原鰍理事︶仏サン

行く人・来る人

じて聡力︑造舶関係なとのメンバ

式田憂身︵穆丁力局次長︶ニナ

際原干力機関の二月理箏会に代表

一百からウィ⁝ンで開催される三
日本線子力事巣︵株︶は︑昨年

代理として出寒したのち︑ヨーロ

三十二億五干万円に

NAlG増資完了英︑※︑仏を肚訪後三刀六日法国︒

査のため︑二刀十一B羽田発︑

ー串遇加することになっている︒

弘︑中腰服那禎男および重三山臥

こんどの通冨国会での科学関係

対処するための蠣備期間が得られ

いて︑その平和利用確保の点から

使用者の所持する骸燃料物質につ

を囑える必聾があること︑⑤射た

しなけれはならないのでその対策

幾開甥業塔が自らその贅金を調達

料の購入にあたって︑民退化後は

必要があること︑Φ動力炉用捗燃

運についての方釧序検討しておく

処理事業と廃靴物処蝉事業との関

がおこってくるが︑麟としては再

理および騰葉物の安全響理の問題

大にともない︑使用ずみ燃料再処

と︑⑬眼子力発電の闘発規模の増

虜大きくとりあげる必要があるこ

してこれろの利用技術の研究開発

ルトエウムも民衡となるが︑国と

要があること︑の減損ウラン︑プ

所訓画と核燃鼎所要騰をつかむ必

るよう︑騨電二碧四駅綴許町の時

涛期に民肩化の方針について腺子

期をも考懸して︑できるだけ果い

当である︒

力婆員会が決定を行なうことが適

謙た民為化の決定鋳以前に政府
が購入ま赴は賃借して罠間購業者
に賃貸した蒋殊核物質については

源則として︑購入したものは国内
賃箔管に売却し︑賃黛したものは
米国瞳子力霞員会と困内賃借者と
の霞接貢素養契約に切りか釣る︒

象た購入−賃貸特殊核物質の売却
にあたっては︑必要があれは延払

いなどの措羅も考慮するQ旗た民
間の研究胴発に下々されるもので
凶の研究開発計画の一環をなすも
のである煽禽暢賃借形式が適嚢で
ある︒

関発作榮および錆三部屋の共同利

なお鋤一部会の専門婁員に婁

三脚五日土師役会で新株式工乃

幣に提供されることになる︒

五千稼の発行を決誠し︑二月

二万五千株となり︑鷲資本金は三

劇が三十万株であったので︑三十

原子撃力研究会

二十三日正午原産

地震小婁員会

理廃引物処理グループニ十薫授午

ループ十八日午後一時目貼︑蒋処

原子炉安全グ

¥二重湯目窪鋳原配
PSコンクリート調査園打合せ

安全特別研究会

午後一時半原就電子計算雪山

財務委凪会十八臼正午原証
原子力事情連絡懇談会十八田

機

を出発︑三月六田帰国する︒

ーー▼一

の調査をするため二月十︸日羽田

ノパ諸困とタイで再処鰹勉設関係

鋼されたのは︑朦研石川覚︵虫

仏込みを完了した︒この結果︑二

日
正︑貼士電機川島協︑日立智沢愚

査︶︑原燃植松邦彦︑東大都甲泰

子力深井備造︑住友原子力志村古

十二倦五千万円となった︒

月二臼から発行済株筑丁数け増資

久︑原電立花昭︑電発大塚厳比

ﾍ原子力嶽田敏失︑日本原

古︑一中研三木石平︑象環中川

員会︵婁鋲長原茂氏11碁︶の第二 するため︑岡特別婁貫会内に︑三

時原薩︑三韓識激グ

後︸時原腔︑俣健物理グル！ブニ

ル：プニ十四繍午級一時搬麗

十譜⁝田午擾

電話大代表（554）0131

㌧

層ソ

参与側は大筋で了承

続きを進めることになった︒

倹譜し︑関係方醐と折衝する﹁方尉米商子力協定敢訂必沸の手

息差が出た︒この結果膚着力磐員会としては︑さらに貝体的に

るべく長期︵現κの実例では三十館︶がのぞ難しいことなどの

と︑また協茅葺刮には濃編ウラン供給の安詳を図るな味で︑な

時ということでなく︑なるべく羅期に実現を図るへきであるこ

会の兇解に致仔ないが︑民為化の決定は必ずしも日米協定改訂

これに薄する参与側の瀞晃としては︑線則的には源ぞ力委員

を明らかにした︒

く原子力覆員会の羅針を渓定することが適当である﹂との憩岡

閣謙決定を行なうことが瀬当であり︑それ以荊にできるだけ聡

早期決定などの要望でる
原子力盤員会はかねて賢弟ウランなと特殊撞物蟹の民右化に
ついて倹甜していたが︑一応の成渠を得たので︑二月十一臼午
後二時から︑東虫芝の康無プリンス・ホテルで開か3τた参塚会
で別立のようにその内容亭寒明︑これに対する参与側の慧囁を
聞いた︒すなわち瞭子力秀員会ω﹁国としてできるたけ早期に
民角化を認めるものとするが︑その実施にあたっては︑まず原
子力委員会としての方釧を明醐にする必要があるとともに︑対
外附には特砥捗物質の民閻取引準蔦認める口米原守力協定の成
立を図ること﹂が必盟であり︑このスケジュールとしては﹁三
巴ウランの民間取引をも認めるよう昭和四十ご年末で期限の切
れる現協定の改請吏淋を迩め︑改舗協定署名のさいに民為化の

する園際査罫の受入れ就務を有す

鳴取引をも認める規定を織込んだ

さらに民有化に関連する今後の

罰としてはできるたけ卑く特殊核

るが︑この拳醜きがかなり繁雑に

日米除子力協室の敬鋤を図ること

問題点として①今後のわが圃の動

物質についてその民為を認めるも

力炉旧離輪ウランの所要還はかな

が必要であるので︑このよう欺方

なるおそれがあるので︑これが民

のとするが︑その実施にあたって

日泳二子力協定の鵬七条D項に韮 は︑まず隠子力婁 会としてその

間事業の運欝に支隙をきたさない

もに︑欝外的には特殊核物質の斑

りの鑑︵四十七糖度末於工分のみ

し現在では︑核燃料物質の取り扱

ついで︑各部会の運窟細鵬を採択した後︑海外原子力コードの現状調査の観点から︑了繊来日中のCDC社エルキン博士とCDC三

疑応答卒行ない︑さらに実際にテストランを行なってみた︒ 本懇談会には三つの那会が設置

六〇〇の鷹子力コードについて質

動力炉開発に小委
衆院科技特が三小委員会を設置

つの小帳綴会︑即ち﹁餉力炉開発

政問題など当面する譲閻題を検討
らコードによる大型嵩遮電子濁算

圓定例工員会は︑二月や四日午朝

衆識睨肩学技術振興対撮特別委

機の共醐利用︑を実施する︒

に関する慰撫鰍会︑﹁宇懲開発に

避けつつ密接に協力する︒

関する小韻士会﹂︑﹁糾単妓術行

六〇〇蹴帯鍬算機は︑弗二部金の

発や解鐵闘発︑それに科蟻技術行

され︑第一那会は原子力コードの共岡開発に閃する企劇︑第二部会はその企画に暴つく笑際のコードの粟岡開発作染︑鋤三部会はこれ

一

方︑経過箔置尊について関係力顕

通りであ為︒

いについては原子炉薯規制法に茎

関係機関と密接協力

二会の題麟細則などを決定した︒

当日は︑正午より原麗電子訓騨三越において同懇談会の第︸酪傘が開催され︑原口橋本代蓑再任理麟より︑﹁ぶ懇談会は大所筒所の見地より臼ホ原子力騰業曝が必要

とする原子力コードについて検
劃︑企画してほしいL矯のあいさつがあって議噴に入り︑本懇談会の今筏の運鴬力針を次の汚く決定

した︒ 一︑本懇談会の襲務は日添原子力研鋭藤︑日本原子力学会の岡様艦緻による能動を産黙の立揃から

を置く︒

日本原子力産業会議は二月七田︑かねて倹駕してきた﹁原子力コード開発懇談Aこの初会合序蘭質︑懇談会今後の運営方針︑三

コード開発懇談会初会合

班

針に浩って改訂交渉を篭める一

わが図においては︑隙子力の開

つく管押規制が︑同じくウラン鉱

よ

方針を塩鱒にする必要があるとと

つく田本政膀の特殊按物駅に対す

発朔用に蔚丁するにあたり︑核質

の探鉱および採鉱については鉱業

研究に協力するた め 媛 関 の 致 詰 を い 瓦 ︑ 民 閥 題 目 界 に ち 協 力 毎 も と め ︑ 約 九 百 万 円 で 臼 立 興 作 所 の 製 作 し た ち の で あ る ︒

研究所で︑わが囹の法眼離調ース

一鐸

で酉御重U一獅盤をかなり上回る ようにする必要がある︒

一委員会側の説明要旨一
原子力葬員会が明ろかにした
物殊核物質︵濃輪ウラン︑プル

鴨

て業態は︑嶺醸はCPCにし 求た︑原麗が設擬したCDC謀や時三ヤ分から開かれ︑動力姫開
．かない悪子力コードの照備に噴霧

めに、ある触媒を二って水素添加をする場含の適正なる状態の諸要素をたやすく決定

断

・《転
との調整誉行ない︑改訂協定騨鑑

トニウム払49よびウランー鵬︶民 る権隙保持義務等から現在におい

揖物識については断くの間は醸瑚

など国内の管理体制は十分に整錨

法および書案保安法の四二がある

41化に対する幅解は︑穴要左の ても国看が続け矯一9れている︒しか

として圏壁たは公摂の所論とし︑

も蔑有化を制約する粂件はなくなっていると考えられる︒そして今後の隙芋茎発露を績極的に推遣する上に物硯核物質の属宥化は効果的であると考えられることから︑

る民剃化法の成立により前述の権練保持堀務も消滅したと霧えられることなどから︑わが国において

され︑さらに一昨年の米田におけ

平繍刑用の保障および安全甜保の

ための管理制魔など内外における

しかし特殊核物貿については︑

諸霞継が鶴うに従って民闘の所為を考慮するという︑昭知一二十生年四月の原子力秀員会決定および同

薙十月の閣灘了解に払つく方劃に従って︑すでに天然ウランおよびトリウムについては民有が認められている︒

一

円︑かbて田本政旧から田際瞭ア力臓関に堺賄するため︑輸送中であり七マススペクトロメーター︵置撒分譲

法眼大使から国際原子力機関に

寄贈の質量分析計引渡す

再学技術げは一月十

トリア大門から辺際漂軸力総踊翻

触媒反応の水素添加：有機貧乏におけるその技術と応爾

い

麗
聴、

なおこのh量心肝謡は十閏曝同 補完するものとし︑巣務の殖複を
究所に据え付けを冗了したと糖表

に髭引渡しが行なわれた．

謂︶が︑八口げイベルγドルフ研

した︒これ零わが政胴がさ嚢に同

（f驚）

501−54！】

丁距｝L

蓬展桑苧舞芝京125575

難紀伊國屋書店

1丁目826番量也

集蹴都千代田区内Ψ町1−1

￥；3，500

12

p．1睦．翌965

％

一
機開の優俺謝薩第一男稲作施肥の

策京芝浦蹴気株式会社

てきるように1彗かれたものてす。
ことに次の3点について。も丞されております。
（1）触媒による水．髄添加の反応に使われる装置のための各種賑器とその取扱い基準
② 各種触媒の使川法と効果、および轟度．圧力などの条件を変えた場合の水聾ミ添加
の岡岬
（3）各作用グループごとの開講ミ添加反欝の進行

波高分析器

触媒による水素添加について最薪のII酪ヒ成果を広く集め吟1｝1、し詳述する本阻ま、有
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聞

塁

ﾄの新原子力予算と

炉︵八千九愛撫♂︶

贅叛炉高速瑠

利用の闘発臼樽である

している︒

の筒遮除畷⁝炉が廼設巾で

ノブがはっきりしない︒ソ連において現
る越嘗礎奮闘が設けられ︑傑業を

立︑原燃︑源研︑原子力局から成

いがあり︑わが凶の場禽︑国掬贈

いては︑日米面田に特辞制鹿の違

在︑三十万K

につ

る︒

子力施設等の視蟹も謝醐されてい

なお同会議の前後には関連原

必要であると考えられている︒

の実働については別皿の解決策が

産法や特許法に抵触するなめ︑そ

この研究協力会畿については︑

始める︒

〜九六八葎にナトリウム冷却︑スチーム

あるし︑最近のニュースでは丙トイツが

れている︒

の員体的方搬は頗何というもので

面︑研究休制を刷新充突写るため

蓮輸雀造船審議会新委員が初会合
運輸省の造舩技術審議会では︑

山県昌夫︵口本海事協

断由三郎︵聞本船主協会

会会艮︶

▽委一日

斯配員の氏名は次のとおりQ

ある︒

ﾌ曇矯切れとな︒墾三
月の改選が行なわれたが︑二月一
日新婁員が発令され︑新婁貫的岡
十四臼新しい断酒第十三男に応え
るため︑任期二年の活動をはじめ

▽婁貫

当務婁齎長︶︑日利昂一︵日本

た︒

この会合では︑翼務局より①国

木原博︵東無大蒜数捉︶︑嵯 え萬試卒急ぐことにな2た︒

原子力船事菜幽轡務理事︶︑砂

内エネルギーを限農いっぱい野曝

二月十四日の初会含は︑運紬省

豊根寵憲︵山本原子力発電常

し︑供給した場会修一般炭たけを

遷喬︵川崎重工結晶︶︑礫員誠

任した︒

務︶佐藤尚︵日本胤船工業会会

競争旧作におくなど︑ある程良経

会議塾で聞かれ︑委員長の互遺が

なおこの造船技術審議会は︑運

長︶沢村正三︵日本中小型遊船

へ臼本船用内難式楽学会会疑︶︑

輸大愚の諮間に応じて造離技術の

工業会会長︶︑田中慾松︵ヨ井

海性を考慮する場禽④光全に需要

愚央氏︵日本海肇協会会長︶が就

向上に関する重要欝項ぷ調査討議

造般判長︶︑土井滋之︵日本船

行なわれたが︑新二二長には山県

し︑またこれらに関し必璽と認め

主協会工拐委

争下におく場禽︑の三試叢につい

畜の遣択に家かせるような価格竸

てその考凡方︑作戊の経轡︑バラ

︵爽恵大学数援︶︑丹羽雅次郎

長︶︑藺脇に一
で︑議間第十三号とは︑浮間第十

る磯廻を艇輸大臣に建騒するもの

Aに対する答印に関連して︑当

那門て検討すへき聞題について騰

ンスの見方などの他︑エネルギー
霞信あり気Q

原子力は大弓量
東京芝浦竈気︵株︶の

明か行なわれた︒

ユニノト
の大きなものに最初から取組む

火力より大変な雄馬

ので︑琿論と実際をどう埋めて

いくか論題となるところだが
NA王Gの組鱗を利用し︑全
体のレベルアノブを目標とすれ

メンバー会社の

趣味蔚中学時代からの戦前派

人の弁︶

の一徹さをもっている﹂とは知

纐では入いに主張寸る﹁技術屋

なか如守ない︒しかし︑悪世の

とさりげなくいうあたり︑なか

米の主命辻成に協力しでいく

貫会

二月十日午朗定側傾員会を

▽定例委員会−一

発促進臨時措澱法改正について検

同参与会ほ二月十 臼午後開き
．骸燃凋物質民有化と三原調物賢開

咳二期物賢の民有化悶題て犠議

二月十日午後開き︑前回に引続き

原子力委譲会

員会を設置︑

手鑓開発︑科学技術行政の三飯饗

酒動を手伝うというNAIG本 難き︑特別委貝会に動力炉開発︑

撫はと闘けは

ば可俺 ︒NAIGとの案務分 搬議院科学技術搬興対策特別蚤

旬間メモ

原子力部畏になった

公議の運當については︑近く慧

﹁試 昏軍．

甑勢
ゾ

という︒

足で

はないが︑戦時中は技術者の不
シス

鼠近原子力罪では︑原子力発

とい

電力扱術部長︑畿気蟹業部副

そこにまで手を出した

電崩の国憲化をめぐって

ブされて

テム︒エンジニアリング
う臼集がクローズアノ

きたが︑金鋸さんは昭和十二年
拠大工与部電気科を雪嶺後︑覆
滅に合餅される削の夢蒲製作所
に入祉︑以来一貰して聾難関係
のシステム︒エンジニアリング

那長を経て︑現窪は原子力部長

を手がけてきたベテラン︒

こうみてくると原子力部への

赦仔の蟷気態業部次長Q多忙な

・

通産雀総合エネルギー調査会

謎懇談︒

総合都会1一二月九日午後開き︑

事勝局より︑昭和五十〜六十蕪に

おける濡要見通しの三試案につい
⁝て︑薯え方などの直明があった︒

一

畷﹄

火薬・染料

がほぼ完全に民闘の手に移ったことを示

改良転換炉は︑①軽水増殖炉︵もWB
冠︶に千二酉五十万談︑②負心減速窟機

道に又ってきたので︑今後は安全

にやるという暴本線がしっかりしなけれ

る趣質︑筒型炉開発におけるセラ

礎︑技粥両面にわたり︑一応︑物

昇格︑聴講の人越はまさに東芝

スキf︑だが最近は家族がうる
さくて思うにまかせず︑やむな

人てある︒

原了力部への列格に対して︑

が原子力と四つに取り組む愁気
ごみ十分の気配を窺わ逸るQ

三二は加根子夫入と二男の四
︵11K︶

（ブ、f㌧ノ㌧）

が馨れており︑垢
開発の方向
輸蒔温ガス冷胡炉︵琵TGR︶に七百三 録する︑などの積極胸な姿勢からみる

物冷却炉︵HWOCR︶に千三資十万♂
冷却による三卜万KWの原型炉を工縄紮 核燃材に関する研究協力が一応軌
性︑耐震性などの他の分野の研究

発に甥力が集中される︒磁かにアメリカ

と冷物語っているといえよう︒

ば︑精勢にふりまわされろ危険があるこ

ミソク燃羅の役離などがあげられ

質の基本的爆裂の根園関係︑餓挙

研究者の交流

児れまい︒西ドイツとの銀河開殆︵SE 協力に濠で拡大したいという機運

十万談が要求された︒LW13Rは大型シと︑アメリカが右干立ち遅れている感を
ード・ブランケント炉の原型炉建設が中

も︑西トイツが独力で舳遽増殖炉閲発に

メリカにとっては甜幽の後退という印験

取り組む慧欲を示しているのに比へ︑ア

つつあるようたが︑属間のフェルミ二連

の原子多聞発は高遠増殖炉に電点か移り

錐として解髪試験をも実施したい

ているが︑なお騨細はテーマ委澱

沼米会議の用溜がある︑と捉饗し

動と電動︑混禽燃料や燃焼性毒物

委員長に山県昌夫氏

FOR郡幽︶を五ECかことわったこも
とあるQまた

直しである︒けっきょく︑改艮転換炉は

おこなわれたもので︑絃礎掴究からの出

止になり︑執巾性子増殖炉へ方向転換が

残りの二炉型にしぼられた感があるが︑
を与えており︑今後の成りゆきか注口さ

時徴を見いだすのが凶勤なほどである︒

悪向のようである︒

ク・ノースウエスト・ラボラトリ

製口⁝化距これた二菅エハ十詔ノのプル

たものが具体化されたもので︑日

を含む燃料およびサーミント︑隣

く始めたゴルフも多忙で万卑ビ
の建設が上体照していくが

ギナーとなげく︒

原子力発電所が憩増し︑発電所

⁝カーとして早く国産化に踏み

これまで︑エンジニアリング
の灘で全体晦な住邪をとり談と

メ
めるトレーニングを長年積んで

人暮し︑五十二歳︒

郎

三

安

炉はわずか七千九百万

けられる︒生物・医学研先の屯点は︑現

の高エネルギー大型融融器に友那命が澄

に比へて二千酉乃 増加し典六な金蝿に
達しているが︑これは寒蘭子研究のため

望⁝ジ翼ンソ粂大統線万二蓬な︒睦﹂いる︒また︑卿雛が雛

闇 十四臼︑議会に一九六七年度の
展⁝ 予算教得を送り︑原子力委員会

予舞として総額二十四憾万千万訓︑叩愛求

した︒この襲求頷は︑捗呉門開係の大編
学にある︒

ζのように︑アメリカの原子力予算は

代の震要テーマである生命

その開発の萬壌も必ずし晶︶楽観を許さな

が︑平和利用関係が増韻した も の の ︑

削減で前年艮より一億二千万訓少ない

蟹箏の出める比魚が大まく︑貼礎

学の

軍畷関係のウェイトは依熱高く︑団防と

刻々の変化︑国際協力のむずかしさを私

アメリカの事鯉だけをみても︑馬継の

れる︒

七†万日多い四千五百七十万訓が要求
しており︑わが田の動力炉自発も懲主翼

繭速増殖炉関係には︑削年匹より千二

い︒

避けねはならないが︑平和利下部門とし

され︑鰍料︑炉物理︑液体塗属などの開

まず轡水炉についてけ︑大型発電炉の

剛はなく︑朗年度の蹟鰻であって︑その

て表画にあらわれた所では何ら新しい謝

力の原子力開発の実態を云々することは

研究まで含んでいるので︑単純にアメリ

すなわち︑予算の内谷ぷみると撫兵器

威信の強化政策が維持されている︒

︷ 乞沁三千刀騨︶︑原子炉開偽︵五館五

千力ぜ︶︑特殊鋼物質︵三循九千万♂︶︑

隅究︵千八資力訪︶︑RI利川︵千七石

物理研究︵三蝕四千万談︶︑生物・医学

万ザ︶という構成であるが線子炉開発

安全研究かめたつのみで︑一水炉の開発

また︑四十一年目には︑三・五葛

科学技術庁瀕子力局では︑四月

ー︵ハンフヶード研究所︶で開か

で︑千弄両躍．の購入が瞭燃に認め 米両田の専門豪の直接討議により

トニウムは︑昭和四十年艮の予算

両国閥における酸化物系および炭

温度における物理的性質の軽爆︑

約六十編までに絞．ゆことも考えら

文︑余朋や発叢時間などの都合上

諭文は約八十編であるが︑米側論

ついて旧本側から提出されている

現在︑確実とみられるテーマに

食で倹甜中である︒

トニウムは︑米原子力委員会から

なお︑日本政府が購入するプル

がかけられている︒

後のプルトニウムの実用化に期侍

藤の購入が決定しているので︑今

増殖炉が運紙工とはいえ︑その次のステ

には番用炉︵一毎ザ︶︑海軍 臨 艇 用

ツト

十九日より周二十︸日豪で一二臼閲

れている︒

漏合物︵三二μ／︶

られていたうちの一部で︑一月＋

化物系枚燃料に関する技術情報の

フィノシコン・フラグメントの損

セラミノク系単︷結晶体の徴狐︑

切れる体制を鼻輪する

ことに

きたので︑正式には現揚の経験

医薬・農薬

@

干城事山浩本出理日

、照日輸任i（

工学理

J載

0461

（216）｝μ，

鱗し易て

@
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会授長下（細君箏本（
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ハニとかギ昭に沢ギ烈産
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部に次交倹る討二部合目
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墜塗難鰍熱澗議論黙器発養いに態峯藻雛竺鍾無類申

灘粋

，

二すし不れ目隠ネら
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重三金壷製品
化身肥料
ソーダ纂品 その他化学薬品

各種物性試験に使用
恥含有量で五種類のペレ

こで酸化物に転換したものを原燃

う酸塩の沈でん物王○ル．と過酸化

の予定で︑第三測日三鼎究協力技

製錬所が空揚として予走されてお

④プルトニウムを二〇％禽脅し

二口に先膚したもの・残りの千二

の錦一回会議は昭和三十八年五月

交換を行なうのが圏的であり︑そ

傷およびフィノシコン・ガスの放

ろ

NUMEC祉へ金属で震され︑こ
が受け取る方法がとられている︒

物の沈でん物五Qμッも釜煎済み︒

術情報交換専門家会議を開要する

り︑墾加者は研究協力富や協力機

た同捕の撹合物︵二百躍︑︶

百四十♂．のプルトニウムは︑二月

出︑燃醤加工︑照射やそれに関す

郎う

したゾルーゲル法を使い︑混合酸
化物ペレソトを誠作し︑試験用試

これらの賦凝︵ペレノト︶は︑

ことになり準紬を進めている︒

関など日米両国から約六や名が予
定されている︒

▽⑤プルトニウム昂一栖％内向した

下旬か三月上旬に輸入される予定

回会議が黒蜜→月に山影シフィソ

に原研東梅研究所で開かれ︑第二

統

瞭．†燃料公社のプルトニウム燃糾開允霊では︑一月＋二日に米
原子力雰員会から輸入した一一街六十却．のプルトニウム酸化物を使

って︑蜂料の試作品を製愉していたが︑二月九日プルトニウムの

核燃料専門家会議

トは次のようなものである︒

わが國でははじめて製品化された

この日米研究協力会議は︑第二

四月十九日より原燃で開催

▽総械混含法によるべレノト

ものでX線検査︑オートラシオグ

入口米原子力本業合岡原子動力会
議の際に単調した故米原子力委員

配化プルトニウム・ペレソト王

で︑これをもとにして作られた誠

μ4い

産

力

原
へ爵ぬ賊の狙うπ種類のペレノト製造に成功した︒これらのペレノ
トは︑各騨の試験分析に倶せられるが︑二月兼に輸入される残り
のプルトニウムをペレノトとして日子炉に入れる欝肉もあるので︑

この試作品による試験分祈の結果が汀目されているQ

①プルトニウムをπ％含為した

ラフでi試験︵プルトニウムの分

今度製造に成功した試作ペレソ

酸化プルトニウムと艘化ウラン

階状態憂塗査する︶︑化学分折な

今回の第三回会議は︑原熱染織

②プルトニウムを二〇％含向し

の混禽物︵荷万十μ︶

どの物簿試験に供せられることに

ウィルソン氏が︑核燃桝に関する

個︵一個二躍ノ︶

群によって︑敵燃では独自で撃発

家た今測の乾蝕については︑鎚

た同械の混含物︵二穏．︶

なっている︒

その他プルトニウム酸化物の粉

③プルトニウムを万％命自した

▽共沈法によるべレノト

宋の轡質を紛査するために︑しゅ
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入年間に九百億円投
入

ハソフエル賃によれはスチーム冷

罰を行なってきた同研究所のW・

却方式は八†万⊥臼万KW級以下
のプラントにすぐれており︑ナト

リウム冷却方式は蔭万KW以上の

繭ドイツの筒速増殖炉計画の予

プラントに対して一利であるQ

算は︑原型炉二越の建設を含め

雪億円︶をこえるものと見償られ

て︑少なくとも二曲五千万が︵濡
関して︑カナダ・デュテリウム社

賢哲ゾに価増させるための契約に

リサイクル燃料の
成型加工法を開発
米B＆W社

新しく費用が安くてできるリサイ

アメリカのバブコソク＆ウイル

クル燃料の成型加工方法を開発し

た︒︵馬験はこの装置︶この方法

は︑水巾でリサイクル燃料を組み

ーゴなどの罰々から︑将来箪水の

費用も大蝦

生麗設備の

クル燃糾の

ってリサイ

る︒したが

ことがCき

短縮する

の瞳闘を

の戒型甲西

イクル鰍料

さらにリサ

ことができ

小隈にする

る被曝を簸

り︑強い放射能をもつ燃料によ

立てるもので︑これ京でのように

によって︑昨卑十二月十六β村で

ている︒R＆Dには︑一九六七年と交渉に入ることを認めた︒これ
末までに約六千万が︵乱費十六億

二璽水工楊︵年産三百ジ︶の能力

レクトリノク礼と交渉に入った第

AECLがカナダ︒ゼネラル・エ
コノクス︵B＆W︶社は︑鍛近 大がかりなしゃへいが不要であ

千五薗万♂︵九十懸円︶

円︶が支出され︑さらに一九六八
隼には約一

が饗求されるたろう︒原型炉一驚

ンランド︑ドイツ︑イタリア︑日

や︑さらにオーストラーーア︑ブイ

トが輸出されることになったこと

昨年︑二塁のCANDU型プラン

子炉の輸出見通しが明るくすでに

になった響景は︑CANDU型原

すさまじい勢いで進められるよう

このようにカナダの驚承生鷹が

は総計隼塵八百ナになる︒

の建設費は︑KW昇り二菖五十が を舎わせると︑カナダの璽水能力
︵九万円︶︑澗プロジ侃クトのた

ダ

めには一徽五千万が︵五蕾四十掘
円︶の支出をあてている︒

重水生産能力
ナ

年産八百トンへ
カ

カナダ政府は︑カナダ吾子盛会

スベイにある重水工場︵現在駕産

謝要が期待できるというもの︒

祉︵AECL︶に対して︑グレイ
本︑スウエーデン︑イギリス︑ユ
二欝ナ︶の生麓能力をさらに無崖

ハ躍．

るものと規

に偶くでき

る︒

待されてい

欧州原子力共同体︵EURATO

を処理し︑内部で発生したミサイ

は︑

社から褐たライセンスにしたがっ

のイタ三戸アの金隈はアメリカの会

京たCNENの職員は︑ほとんど

に関して1必ずしも全部とはいか

在︑イタリアの将来の原子炉認画

二士二毬類の仕事にどれほど関心

備についてのことが親立った︒

たとえば熟交換羅や冷却方式の設

どすへての項圏で多く得られた︒

で︑原子力開発に汗する共岡政策

の作成︑エネルギーの綱和などを

主漁標としている︒

重水工場は一九六

七年に運転開始へ

フランス

フランスのマジンガルブの化学

片耳︵UCMA︶と隣接した所で

揮ったが︑この工揚は一九六七年

は︑鍛近︑還水工描の建設がはじ

に運転開始の予定である︒とくに

り

．

︐騨

壌

一

弟

ぎ夢

糊ポ
蝋豊
川生
紳資

ア

︑ノ

興

明後年原型︑炉二基を着工

ーと共に参加することになった︒

な厩肥をうけた西ドイツでは︑

などのことがあり︑これに大き

米︑可能性研究を各社に依頼
たものであるかどうか知りたがっ

一つの実行委員会を組絨︑運犠す

SC︶の三実行婁員会ぷ統引して

ている︑さらにUSCGは︑六カ
M︶︑欧州石炭圭角共岡体︵EC
月以上にわたって一二段階に分け︑

あったが︑現益豪でに批准したの

容量の急激な破損の確率は︑楓め

画嚢白塗壌にいたるような主圧力

ルが撫納施設を紅藻することのな

によって行なわれた︒この調査

いような設謝︒︵B︶圧力容羅の 態調査が︑イタリア製造業省協会

についての勧笛讃簡老

持っているか︑豪た︑コンサルタ

に対して︑どれだけの供給能力を

を持っているかについて︑調査さ

一九六六年から発足させる予定で

について加盟国の批准を窪って︑

る熱願を承紹し︑このための協定

可能性を研究したい意向であり︑

今年束濠でに見通しを検討したの

い原子力砕水石を就航させたいも
ようである︒

は西ドイソ︑フランス︑ベルギーの

三ヵ陶だけである︒この統含の圏

的は︑三機構の地重重分散による

て低いと崩じている︒それにもか

動揺︑破損により影響されず確実

て仕蟹をしているけれども︑現

圧力容器破損の磁率は非常に小

ないが1仕事のかなりの郡分をや

力発躍所の数︑大きさ︑出カレベ

れたもの︒この調衣報告︵報告醤

職4

帰

慈

西ドイツがアメリカのSEFOR︵酸化物燃料陥速増殖炉︶三雲への塁加を撞否されたのはつい一カ

西ドイツの嵩速増戴炉開発は︑
カールスルーエ原子力研究所︑科

トの見稗りを固めることである︒

USCGは︑最近︑原子力砕氷
砕氷条件における経済性および原

アメリカ沿爆警備隊︵USC力溜水舳クラスの設訊にはいる︒

子炉の安全性に大きく影響する閾

G︶は一万五千！七万五千紬馬力

船の建造費を約六千五蔭万が一こ

題は︑海盗用原子炉と同業用原子

︵特別の船客建造を含める︶に見 強度・安全性のスペックにかなつ

するために設副された原子炉が︑

ち︑早ければ一九七三年には薪し
USCGは︑商船用として運転

炉の比較についてである︒

研究することになり︑十四の損徳 れは原子力を使わない舩よりも

で八隻の砕氷船に対して心任を捲

した︒USCGは昨隼以来︑全部
島的の一つは︑砕氷船の仕様欝
っているが︑いよいよ新しい康子 合った原子力砕氷船に対してコス

設備機器供給にかなり自信

原子力委員会︵AEC︶のシーボなわち︑ある毬の箏故やシステム

闇員会︵ACRS︶は︑このほどて多くの改良がなされてきた︒す

かわらず︑この非慨に起り得ない

は︑イタリアの会社が原子炉器材

︵1︶現在の圧力容器破損の小 さいという観燕から︑ACRSはントおよびアーキテクト・エンジ

ルが増大し︑大入口中心に擾近し

ここのプラントは︑技術面に改宗

が加えられ︑水素ガスと液体アン

モニアとの間に水素アイソトープ

鵬ξ，、

SAM《YO

月前のことであったQしかし最近︑顧ドゴツはいよいよ独力で︑葛速増殖炉をかなり早いスピードで
開発することになった︒このため筒遮増殖炉開発計画の予算は︑原型炉二鮭の建設費あ含めて総懸五
千万が︵九穏億円︶以上が見積もられている︒研究開発費には︑一九六七隼宋までに約六千万が︵約
二酉十慰円︶︑さらに六八年には約二千五預万が︵九†鱈円︶の支出が予慰されている︒西ドイツと

ナトリウム冷却一の建設に入る予
第＝薗ジュネーブ会議で各国専門
学省︑原子力脆業界などから西ド

原子力砕氷船を計画

一方︑スチーム冷却方式グループ 聞会で︑GE社やWH祉の筒速増

しては高遮増殖炉の分野において︑独力で指導的な地位を獲潟したい意向であり︑ゴーイング・マイ
・ウェイの激気込みが注目き3／る︒

最近の発表によると西ドイツは

ギ開発の進展が明らかにされる
一九六八年には聡既出力三†万KにはAEGとM・N・Aがベル
殖炉

定であり︑この原型炉を一九七三
寮の濫屠をかなり集めた・その後

Wの湶型炉二星ースチ⁝ム冷却と

年に完成させ︑つづいて各冷却方

スピードアノブさせるようにとの

わずか千五筒万が筒一と兇讃って

イツ蘭速増殖炉開発計画をもっと

遽増殖炉を建設する計画である︒
郊には︑冷却方式を決定して一九

関係会社とコンサルタント会社に

いる︒しかし今度の酊能性研究の

遠増殖炉尉醐について︑︸九六七

このためにすでに二つの慶業グル

の選択について倹討を始めたが︑

七二年完成を闘槽に二十万KWの スルーエ原子力研究所は︑冷却籾

対して研究に参加することを要請

式による竃気出力酉万KW級の局 昨年三月︑西ドイツ科学省は︑筒

ープがつくられナトリウム冷却方
尚速増殖炉原型炉の入山ぷ石ない
ナトリウム冷却方式もスチーム冷

の原子力砕氷船の可能性について

式グループにはシーメンス︑イン
つづいて一九八○隼ごろまでに酉

殖炉に将来有望なものであるとの

主張がでてきた︒この結果カール

テラトム︵米アトミノクス︒イン

万KW級の偽恵増殖炉る商業運転 却方式も現在の段階では︑筒速増

メーカiDEAG社の含餅によに
る入らせると発表した︒しかし︑

昨館灘ごろアメリカJCAEの聴
結論卒得ている︒しかし︑この検

ACRSは醗業界とともに︑格
のための可能なアプローチとして

の故障といった起りそうもない畷

購故に対して︑将来の設計には何

に動作する十分置炉心冷却豪たは

力発電所の設謝は︑両全性に闘し

曝を与える危険性を大麟に減少さ

態のときに公衆に重大な放射線徴

らかの規則を作ることが望豪し

アメリカの原子炉宏全審斉諮薄

せるような改良である︒しかしな

溢水を備えること︒

弊憲をさけ︑共間体をより実力の

がら︑現在の加圧水型炉および沸

る︒

く︑また可能であるように思われ

あるいは

細︑製作および使用期閣中の改良

てつくられる上うになるに従い︑

れるだけの技術的なノウ・ハウを

された検贅方法の開発完成︑脆性

は七十七ペーシにおよぶ︶によ

ニアサービスから燃料再処理の機

はACRSがA鷺Cの二子炉規
制の瀬瀬者は︑圧力欝羅の設
子炉

雌器温度および使用申の欠陥の俵

秩序ある成長する醗業において︑

公衆の保健安全にはなはだしい危

副︑製作および検査に細心の注意

前記勧管のように開発される設計

あるものにする意図からでたもの

騰水型炉の実際の没計にあたって

予想以上に評定的な圓警がほとん

持っている︑と述へている︒豪κ

イタリア原子力産業実態調査で

送ったQこの勧管聾簡に対して︑

の危険性

勧告に

発電炉設謝者︑供給者︑運営著な

認められ捻ばならない点が一つあ

さい確率をさらに低下させるため

ント製造を逓じて示された約百

器にいたる広範囲のコンポ∴ネ

︵A︶格納施設内の圧力上昇

あるような設翻をすることはほと

どは︑強い反応を示し︑

この毬

る︒格納施設の設計は一般に︑急

ECが︑応力解折の方法および明 再確乱する︒しかし︑二上︑原子

に︑ACRSは産業界ならびに険A
は何も存在しないという信念を

に行動し︑またAECには癒雑なを払い︑かつ加圧は脆性綴移温麗

田に影響を与える譜四子の評価方

塵業界を騒がせたこの瓢件に

最近︑イタリアの原子力産業実

んど不可能た

激かつ大規模に破壌し難いという

原子炉裕器破損

の勧告は全く無煮任なことだμな

原則に棊ついてなされている︒原

ーグ委員疑宛に

どの慧晃を述べているG

以上のときのみに限ることによ

部の技術専門家と郡前に組談せず

かったことも原囚となっている︒

轟公式の事前通告しか出していな

ればイタリアのメーカーを原子力

を交換させる工程を菰礎にしてお

り︑藺筆規櫻としてはこの毬のも

三月︑欧州共岡市揚︵EEC︶︑ ので初めてのものになろう︒

欧州共同体の閣僚鶴里塞は昨館

欧州共同体

三機構統合の協定
には知力国が批准
法の改良などにさらに考慮を払う

産業の分野へ導いてきた原子力

をもっていること壱述へている︒

アの麗難騨がこの分野に強い関心

委員会︵CNEN︶は︑イタnリ

が多くの鳳子炉でとり入れられる

り︑この雪解を支持してきた︒さ

AC8Sの勧奮酪騰の内檸は次の
らに A S M E ボ イ ラ ー お よ び 圧 力
ことを提案する︒

ることを提証する︒

︵2︶ACRSは主圧力磐羅この
とが鍛秘しく︑慎壌に行なわれ
が開発されることを勧警する︒そ

破纏の織渠を改証するための方法

容器コードに雌じた大聖比櫨谷器

ている︒

のすぐれた安全性の罷録を引用し

とおりである︒

▽ACRSの勧篶三内谷△

隻織

匠巨

加圧水型ならびに沸騰水型原子

煽

蟹趣選手

巨人躍

三共劉試会

⑱襲撃・控続性の新型活性ビタミン剤

㊤治療には1日25〜2CO㎎

他に5解錠。散

昏30入・玉00入

25曜錠・50㎎錠

懲

●筋肉痛。疲れ目・便秘・夜尿症・難聴・心臓病にも

100田

・7枚入

ク

れ風の欝爾がおどろく程匿くなりました

9

・神経痛に

疲れ・肩こ

議竃＼

熱

口

ターナシコナル社とドイツ重躍機

産業界からは強い反発

監雷弓夢罫ン

、

．誕・ノ

製品費す。冤先がつねにシャープで・切

ノひDO

ステンレスの匁付けに初めて威功した薪

雪05ぐ。く

ステンレスの匁，…・…
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新
子
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聞

燃焼度の達成に問題

危鵬

とさえいわれている︒ここではアメリ

汰きく擾還さすものであり︑改良転換炉讃画の

熱中性子増殖炉へ切替え
米原子力凌員会ρλEC︶は︑眈年十二場︑改
艮転換炉として開発を霞めてきた大型シード・

ード︒ブランヶノト炉の夙紫を︑執中性子増馳
由となっている燃極細胡問題についての報省の

ト・プ弓ンケノト炉が原乱切密画から落ちた硬

プランケノト炉︵LbBR︾の建設を取りやめシ カの改良転換炉踊劇のこれまでの経樺と︑シ⁝

炉の開殆に同けることを明らかにした︒この建
晟要ぷ曽紹介する︒

繕物冷却炉については︑開発を慰

設とりやめはアメリカの改良減益炉開二二幽を
的に倒発し︑予疋より遅れること

ナシコナル號とコンハノシコン・

めているアトミノクス・インター

R︶に提出した︒夜た氏ECシー加えているQこれらの覇究開発︻τ
＝

ロチエスター︒ガス西エレクトリ
ホ⁝グ葬員艮もこの報儒と共に︑

は︑廉として燃料蟄素︑核物理︑

ンク社の提案撤圏口に一より︑コロラ

のスポンサー交代があったが︑一

ドのパシフィノク・サービス祉へ

・ブランケノト炉建設頴凶を︑中

ー川揚水瀬踏のための大型シード

などに向けられ︑すでにγ几六七

実験︑今後の開発に必要な炉工学

λECはカリフかルニアのフェザ 運転中におけるシード・ブランケ

ホーーフfールド妥員長に蝦忙し が部上されている︒

の工数グループのほかは

ならない佳饗を石炭局や中央発

も地道に︑いわゆるペーハーに

博士の憂しみの一つは︑午前

た︒

開討論会を卜いたほどであっ

うその研究者㌧配置を沼期し公

爽︶は︑衆論ハー

行なう測疋グループがあり︑こ

の三冠および崩壇形式の決定を

ノジ研究藤︵写 能の艶容謎驚︑微鏡トリチウム

にあるウォンテ

れらのほかに産

とした放射化学グループ︑放駁

蝦分祈のもとに重点的にいくつ

島い例を外部との厳欝な共同情

ら︑経済ペースにのる可能性の

薩張で畷葛きれている例の中か

感じさUる︒

究の嚴終的評価の厳しさを強く

訪日予定のパノトマン博士は︑

る極めて謙慮な

当量的ともいえ

九た︑徽縫放射能の高バノクグ

最近の進捗状況挙蘭き溺講ずる

者の研究蜜に難行することしば％

工酸化ウラン・−二酸化ジルコニウ

ムよりなる︶が含まれていた︒約
垢十個の試鹸片は現伍も照射中で
ある︒

シード︒ブランケノト炉の燃料
に対する初朋の見逓しは︑シノビ
ング・ボートの第一︑八二炉心で
の夷験とその後の燃耕醐発から外
挿されたもので︑この実験の縞果
局熱痂迷と謁消托の領域での棒状
二等要素のフルマイに多くの恨本
的な間題が捉起された︒

過去八年聞にわたって糾究され
てきた轍料の執日当や安定性︑被

将来の開発

F疑︶︑材潜試験炉︑照射ずみ

イギリスの曲る高速増殖炉︵D

螺一年六月一面出力運転達成︒発電

臨罪︑山男ニ無十月発電開始︑六

輪

コ

＝

＝

二
している︒しかしこの虫を化学薬

糠灘雛聾
の本命である

設備をもつ高速増殖炉としては

世罪鍛初のものQAEA所為・

燃昌取扱施設︑化学．爵金工協

線型として設計︑五三年建設提

も頽調な繹過のようであるが︑

＝

篇

ム・酸化ウラン混合︶の掘削の二

ため設訓変更が行なわれ︑また

冷却系にトラブルがあっ ＝

た︒これらは現任でも島

十万KW重水炉は

もの︒

本年中に建設開始

砂西ドィッ壷

西ドイツが計幽している雌気忠

力十万KWの越水減迭ガス冷却炉

鷺

πプ被覆濃軸ウラン御強

であろ︒この劃画の総門費け瓦干

濡は︑不年中に建設が始めるれそう

重要問題︒燃科体には二

連増殖炉にとって政通な

六十本︑ブランケノトと

して天然ウラン燃料棒二

千本が便われている︒冷却材は

属︒

ナトリウム︒カリウム山止金

鴬＝酉五丁万がから五千七瞬胃十力

ザで︑建設醐の致金は大薩同度が

ついたが︑運伝費の政鰐協力範

四やこの共同計幽に参周している

瓢

ハ︶に建識され．勺予定である

連

ザール河騨︵ナゴデルアイヒバノ

邦致尉はこの謝画のう一3︑原．卵力

瓢

万がの嵐水rンベントリー費のう

＝部分の建設費ヨ千万厭と千薩下

ち︑八酉二十七万励を引牽畳け︑

また残りの壬薔七十症刀がはバ

残りはシーメンス社が負撹す．電

高速炉研究契約す

ている︒

イギリス原子力公社︵AEA︶バリア州から出されることになつ

の南鄙イングランド︑ハーウェル

ユーラトム

φ

五十万がだが︑これ豪でに五干画

している島速炉研究費は八千⁝⁝螢

体︶が︑五力年謝幽のもとに実撫

ユーラトム︵欧州原子力焦同

φ

でに五千万ドル以上

にあるプルート︵PLUq﹃0︶研

究炉は︑このほと最初設踊されに

韻力の二品にあたる二＋MWの筆

力で運紙を始めたQ

が使用された一九山ハニ爺以来十五

験に入っている︒

これと睡行してスコノトランド

のドンレイでも材排試験炉︵プル

ており︑近くさらに大きい出力で

ート型︶の同隊な試験が行なわれ

運転される予足である︒

十五万キュリーの線源︵鍛蔦一万

中である︒この殺物照射妓置は︑

最近契約されたのは︑ベルギー

た・

原子力研究センターとベルゴニュ

ンおよび酸化プルトニウム燃料11

ークレールの共同研鐘一1酸化ウラ

の研究費の三五％を占める鶯十刀

がである︒

今

原子力平和利用協

米・アルゼンチン

定の範囲を拡大

命

アメリカとアルゼンナンは︑こ

者間協定も結はれた︒

カ︑アルゼンチンとIAnAの乙

協定に調印した︒同時にアメリ

をさらに広範闘の分野豪で広げる

れ濠での娘子力平和朋用協力協驚

IAEAは︑トルコで使用する

拝顔の照射木材を生産する詳論で

施設完成後には︑一時閻当り約一

穀物照射授盟の線源コバルト60を

を建設し︑一九六七年の中ごろに

ディアント社は︑繭紬用プラント

一山㎜反当⁝り約

¥ナの処務能力を持つもので︑

論ハイ†一フド︶山鯉備⁝・ん︑

差潮産するための照射袋罐︵紛議

ある︒

は︑照肘木材︒プラスチノク材料

め同社は︑ビトロ・エンシニアリ

はコパルド60四や万キュリー︶の は営業に入る模様である︒このた
亀戸として便用される︒この装躍

このプラントはハハリア州のイ

が残されている︒

現在︑DFRは主として燃11＝ ハイエルンベルケの旛資韻の隔趨

ているが︑発生蹴力はスコノト

体︑材繕の照射試験に用いられ

万

ランド水力発電庁の送電網に供

給されている︒︵剛気出力

プルート研究炉20

三千KW︶

ジルカロイ按覆は被覆材料として

絡以上の制限をもたらすかも知れ

◇イギリス φ

MWで運転始める

陀Q︵四︶酸化物燃将の熱伝媒は

期忘していたほど強くはなかっ

期待しκよりも恕かっκQ︵五︶

の設罰変更を要するが︑これには

ない︒︵六︶バ⁝ナー・シード型

を利用してこの虫を投そうという

DFRはAEAが篇達増鞘炉運営︒このようにみるといかに 蔽＝
では駆除できないので︑旗射線

がある高速炉開発センター︒

繭途増殖炉を

繋

改善には高度
の技術が必要

態度の研究開発が必要であり︑現

の環状燃特装素中の材料の再醍分

消凝したシルカロイ被覆増刊は期

在の技術では不漁鮨であ．勺ことが

は︑燃揖浴融蔽度を引き下げる︒

これらを改古するには亜科要素

明らかとなった︒

データー麺検量した績果︑環状ペ

簸Wで運汚してきたが︑酸近さら

この炉は︑最初の改幾燃科裳索
ランケノト炉の燃料設副の聞題点

レノトを使うことは現勢の技術で

以上の六つの各々に与えられた
駕︐竿に対する物催についての評価

として次の六項日をあげている︒

このレポートでは︑シード︒プ

や︑考え力は正しくなく︑またそ

先の自社につづいて照射木材・

ある︒

ング吐と二割依頼のため交渉中で

二月以来二十二・五MWで運転試 五十万♂がすでに契約ずみとなッ

に新しい蝦藻が導入され︑昨年十

こ月から運転に入る予定であ

いるQ

はできないとこの報告は緒論して

る︒

は

以上に膨脹力が強かっに︒︵三︶

以上であった︒︵二︶豪た︑予患

︵一︶酸億物議楼の膨膿は予想

艦鯵強

一方︑ルイシアナ・ラディアン

プラスチノクやその他照射製品の

穀物照射用線の

トねは︑ロノキード・シコージア

祉ヘコハルト60四万五千キュリー 生心に関心を持っている竃番罵の

購入で英と交渉中
ルイシアナ州立大学に引き護さ

祉で︑約二酉万キュリーのコバル

ク

の注文をした︒このコバルト60は 会社がある︒この会社は︑オークリ
オークリノシ国立研究所はこの

れ︑ここでは二月から市場進出に

イギリスのH・F・マノシュ社か

◆米オークリソジ研

ノバウッド社にコ
バルト60を出荷

ほどバーシニア州リンチバーグの

ト線源を持つ施設を建設したい慧

ら購入することを決め︑現在交渉

φ 一AEA ◇
アメリカン・ノハウノド︵AN︶ そなえ照射木材・ブラスチノク材

リーのコバルトを所角しており︑

陶である︒すでに同材は十万キュ

ノジのアメリカン︒ニュークリア

1を韻詳した︒このコバルト60この結果によって︑ルイジアナ・ラ

挫にコバルト60胸六万二千キ講リ 料のテストと評価が行なわれる︒

③

はうまくないことが示された︒

ノト炉の燃唇設罰を変更すること

の結果によってシード・ブラソケ

礎や鰍腿体の長さとその大きさの

ﾅ海岸豪でやってきた︒ここは 案︑五五年鍛工︑万九年＋一月運開削には辮料舞︵プルトニウ＝

蒲嚇

応昨舘の三者処士調印によって建
止した方が鎚いというりノコーバ

ノト炉概念の増殖ポテンシャルの

謂が進められることになった︒

た︒

しかし︑これも四万KW㎏型炉 ー提督の勧告を認めた留JCAE
会越年肱予算案に千二画五十万が

ている以上︑中止される恐れもψ．依

のビーチボトムにトラブルが起き

めの照射試験を行なった︒その繕

として︑自然およひ千丈放尉鮨

慰用研究で︑アイソトープ利用

電局などとの粥密な情蝦交換の

と午後それぞれ三＋分闇のお茶

ウェルの原子力

業情報連絡グル

応用爾究面に重点

このシード︒ブランケノト炉が認
﹇﹇

バi提癬の報箔の榔要は次の通り

しかし︑AECはこの炉の執申中止されるもととなったりノコー
性．＋増殖炉への可能件を昭め︑今
である︒

いとはいえない段階であるQ
一力︑シート・プランケノト炉
後も研究開発は続けることもっけ

的に二つの型がある︒一つは︑消

この中には環状の低密度︵八○

渠︑十四個は准尉中に失敗した︒

露っの紳域︵ハーナi・ブランケ

を曲用する地銀物断トレ⁝サ・

技術の経．厭性を極めて厳しく兇

の日の目を兜つつあり︑応用研

つめているQ利用可能なもの らとに続け︑洋花ようやく実用

研究所のアイソ

入で︑現在大き

江を送っておられるが︑研究に

試験片を作り︑データーを得るた

い難題忠の領域のバーナー・シー

この炉に便bれる燃朴には基本

リッコーバー提督技術調査で報告

開発は困難と結論

は︑カリフールニア水☆涼局が︑

動力源として使う計幽で︑λEC

大規撰なテハナやど揚水免電所の

から九千万励以上が絹資されるこ

とになっていたQ

燃料要素の設
計が問題化

とに︑閲憩化した燃料設譜につい

ノト︑ブリーダー︒シード︑ブリ

ロンドンから西へ汽車で一鋳

グループ︑放射眼を用いた物理

として考えられる︑あるいは現

トープ別用耶が
ープおよびアイ

な詩画や情報連

か取り上げ︑それを就業界ある

対する慧知と厳しさは法た洛別

英ウ オ ン テ ッ ジ 研 の R l 利 用 研 究

いは他の研究所が採用するまで

で︑昨無春︑マンチェスター大

たとえば石炭申の夙分のカン

・﹂とで︑熱が入れば︑その饗〃
測定法に納鰐できないものがあ

しばであった︒︵名古屋工業技〃

％︶のべレノト︵工酸化ウラン︑

臣かはげしく︑熱伝建も懲く︑高

昨葎四刀になって︑この炉に対

の提察を求めた︒

ドだけに便われる中心部に大きな

なく㎏塑炉和一建識するスポンサー

する総総期燃焼用シード・エレメ

るもの︵これはかなり間度に開発

穴のあいた環杁のベレノトよりな

改良転換炉開
発計画の経緯
エンシニアリング祉の共同開允菌

ントが隅胸化したため︑州嶺局

一九六四年人にはス

は︑原型炉建設決疋の最終輔切を

して︑まず︑ロチェスンi・ガス 同館九月まで延期することにし︑

その粘果︑

てから原型炉建設昂凹めることに

幽を援助し︑十分な進捗が探され

アメリカの改艮転換炉開発漂凶
ペクトル・シフト炉︑ナトリウム

洛ち︑人融頑への動浦郷後盤

アトミノク祉が提餐する局温ガス

凸エレクトリノク筏とゼ不ラル・

は︑ 一九山ハニ三十ム月に購備な︑のれ

几山ハ苫年の初め事小でに︑晶一−皿ガス

されている︶Qもう一つは京たあ

たA E C か b の 大 紐 領 への勧告に
黒鉛炉︑内那核過バ炉が﹂画から
始豪り︑当初この滋画に入れられ

陥却炉︑シード・プランケノト

禛潟mコーハi提督の指揮のも虫り開完は産んでいないが︑他の

シフト炉︑ナトリウム・黒鉛炉︑

るへき一型として︑スペクトル・

て大がかりな御甜が始めうれた︒

炉︑に加えて海水三幅への再三昭

冷却炉と︑カリフォルニア水資三

内部一過典炉︑高蔽カス冷却炉概

これらについて合謙責丘＋個の
⁝下両瓦合同原子力湊翼翼︵JcA

として便われ︑飴濫が八O％⁝九

大憾シード・ブランケノト炉の炉

苫％のべレノトよりなるものがあ

ーダー・プランケノト︶の炉心用

記弄物冷却炉が残さ耗︑AECは ス祉の提蕪する大型シ；ト・ブラ

心寿命と燃焼度感成に問懸がある

か6﹄幅度を屯してさた二水滅速 局︵DWR︶とウエスチングハウ その穐果︑リノコーハー提醤は

その後︑リノコーバー提醤の提
ンケノト炉の二つについて原型炉

る︒

この︑ろの二型を改艮転換炉とし

として︑二十昇にのぼる報告桑上

念の四つがあげられていた︒

案する加圧水型シード︒ブランケ
を建設するよう進めていた︒

AECはこのうち︑頃水霧癒有 このうち︑高温ガス幽却炉は︑

ノト炉が加bり︑氏ECはこれら
て開発することに決めたQ
について毒η会辻と無冠して償励

︑き︑ざ︑§︑§︑§︑ぶ︑ざ︑§︑・︑§︑§︑ボ︑ざ︑ボ︑§︑鳶︑鳶︑§︑ボ︑ざ︑評︑メ

問︑さらに隼で約究十分︑イギ

分析と工業トレーサを行なう

般に

リス特有のおだやかな麟伏の牧

物岬グループ︑口底化学空中心

機 密 の程農や
ソトープ学校

また昨年の馨れまでは国立跡

戴天的に開発︑改良善行なって

絡等に多忙な毎

部が同思してい

マ線後芳散乱による分折の町皆

ラウンド中における変調による
威であるパノトマン総士が十年

るとして︑何圓も手紙による質

＝
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新

講
産

ブフ
子へ雷︑ぎ︑蕊︑評︑

原
舎町の町はずれ

揚と麦畑に囲まれた 平 和 な 田

外部との士長翫

る︒

が含まれてい

第七圓購本RI会議に際して

理由により︑ハ

押研究所の

いる︒

ン氏を長として︑放射線化学︑

野は︑R王工業莉用の世界的彫

ーウェルとは少

し離れたところ

た︒放射線照射耶はジェファソ

学に沿ける物搾展覧血において

に移転して発足

食品および医藁︑鐡物︑植物︑

︑ある病既の研究所か19提出きの戦闘にティールームで研究の

し︑放射線照射耶を加えて一九

物理および工巣照射の各グルー
プに分かれている︒

も前に報告したもので︑その後

約二酉名︵研究者樹名余︶が

この研究所は蕪硯的な研究を

疑応答をくり饗した後︑とうと

年闇万偲円︵入作費約半分︶の

予算を使用している︒アイソト

他の研究畜に引きつがれなが︑回

幽
行なっている二面鑑学︑測定そ

鰹所払霧夫︶
ープ部にはパノトマン博士必長

﹇
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日立がパキスタンに

めの特異性はないが︑タ；ビンに

であるし︑原子力発電用てあるた

比較的圧力や温度が低いので︑火

考欝する必要がある︒また蒸気絃

その美麗を除いて使うことなどを

カラチの除子力発電所で発生す

電労連︵全国雌力労働組合連合
猿子力闘濫開発

るkう的厭な施策を打ちだすべき

王

の現状と将束⑭病院におけるR工

の現状と将某⑫医用放射愚計測器一

るという立場でなく︑開発に必要

密与すへき織田をとる立場に立っ

れもユーザーとメーカーが三瀬の

取扱い施冷の醐配点の三つ︒いず

な助成あるいはその円滑な進展に

て︵f〆︶総合エネルギー政策の確

②魔力経営への提言各社の門

だ︒

立をはかり︑その一鍛として原子

ら発巴︐口される︒農学部門では﹁肥

悶題について︑それぞれの立鳩か

︑デと恕して︑電気肇

い︑国民経済的視野に立ち︑立

発は︷元陶な総無二画の中て貫な

力聞発助成のための実施機関を設

に対する擾

会︶はこのほと

る螢勢と隣国を喪明した︒

業労働者の原子力発電開発に関す

をし︑リスク︑損害等も連傷措灘 罎し︑強力な原子力行政亦打ち出

の朔用﹂︑初めて謬けられた食陥

揖︑縫薬の効躍増疋に対するR工

照樹耶門では﹁廷品照射の実用化

すこと︵ロ︶核燃料問題にもフラ

開発のために意飲

ンスの例のように

納︑入材︑縄験著の総合窟効活用

その中で電労連は労鋤者として
も原子力発霞の開発ぷ一風楓的に推

のとれるよう湾えること︑また先

原子力の積極的な推進を

進すへきであり︑線子力開発の聞
屋条件となるへき
問題は抄会胸︑国

ぞれ行なわれるQ

に関する諸糊惣﹂のパネルがそれ

免税の懲概をとること︵エ︶積

設︑法たはその輸入箸には減︑

と︵ハ︶原子力施

陶な搭隈零︑とるこ

発4材の開発意鉦を明雛化し︑全

電労連︑発電開発に対し提言
電力共通の経験の場として活用

点に立脚して解決

民乳首胸利益の観

とおり︒

するよう述へている︒要臨は次の

極的に国産化の助成をはかるこ

日本鼠子力研究塘のラジオアイ

研修生を擁集している︒講蔑内容

εAコース生募集

し︑原種についても新型炉の開

と︵ホ︶公共補齪を山繭的に行な

ソトープ研修所では︑四＋一郭漫

Rl研修所で一A
発︑原子力発蟷に伴う讃サービ

うこと︵へ︶隈灘に刈する国家資

わが国の原子力開

発は立遅れていて︑その掘進をは

ス︑怯燃料の磁保等左統一的に行

に1氏EAコ⁝スを聞燃するので

①現状認識

かる機関も不明碓でよほど効果陶

金︵研究開発費︶を投入︒閲発各

しかし日立製作所ではこれらの
問題点はいずれもすでに解決ずみ

社には低金利鋤資等の措澱をとる

午後からは大集会場で原子力施

諏において摺讐調査のためのボー

島温海︑小怨欧地区通称田の浦地

ほど福浦県大目郡腿浜町の内浦牛

の予備調査を進めていたが︑この

準備と瀞行して︑鋤一・廼設予定地

のて︑同祉では人翻意電所の建設

ついて⑤放射化分析の農林強水配

レーション・カウンタの効用挫に

耕m④医桑学における液体シンチ

梶⑭融托︑測滑研究におけるR工

R王の利用②R亙刊用と電了訂鈴

そのテーマも①公需醐査における

ほかに指名馨集が行なわれたが︑

ンポジウムでは初めて︸般望輿の

一男炉︑罷り炉の建設予定である の応募があった︒とくに今回のシ

と正式に話し会いを行なった︒そ

の皆伝實稲学研究への応用⑦短刀

単への応旧㈲ガンマ︒フィールド

二途て碍侮が行なわれる︒研鉾期

るが︑1五EAフェローのために

間は五月九臼一六月十一臼まで︑

開刀二千円となっている︒

募集入員は瓢丁丁名︑受講料は一

応募希望皆は︑四月十六日まて

に同研侮所へ申し込むこと︒

なおこのコースの参加外囮人は

五ヵ厄から十三名︑鰍内応雇薔は

この人達と一緒に喚脅四．︑講混を受

けることになるので︑とくに重扇

る︒

に堪薩な人の努加︑二目甲してい

輝織糟

リングの開始について︑福労県測

は従末の触醗譲擢と同し内谷であ

こと︒

論文募集は研究発表とシンポシ

に努力することになった︒

︽！⁝

して機能せしめるへきである︒

圓はまず規制す

わしめ︑岡隠にコンサルタントと

③国への提雪

で65るといっているσそして先進 な方法をとらなけれは憺泡讃圏に

ビン発電機を階分の手でつくるこ

を現実に見︑これに対応するター

電力供給を考えていることからし

ウムに分けて行なわれたが︑朗爵

万農博郵駅には欧子力発電による

て︑遅くとも七・八月中には炉型

が論ハ十四篇︑後軍臼が圧十四筋染た

の厚子力部会力面でも除子力撚器

詩されている折りでもあり︑この

決定をしたい西向である︒

の国産化推進に関する認問題が検

欝立櫻作所の経験は︑原子力民業

に力を入れているさいでもあり︑
エネルギーのホ⁝プである原子力

罪に明るい兄通しを与えるものと

設の立地灸件について罰論会が行

関顧電力は︑線子力発電所の建

第七圃日太ア

最近とくに注自されている分野の

なってしまったVしかし︑われ

航空機山斗大の事故で影が薄く

われが月面を手に取るように見

開発覇用が集中的に採りあげられ

意味があった▽推測で議論酉出

るζとができたことには大きな

現わしたV抗測の域をでない

つぎに︑パネル甜論会は従臣よ

加工②放射緑化学の羽翼反応の二

うから︑ある目的色使ってはと

が︑空気も白熊気もないであろ

りも多く︑全部で九つ開かれるが

つが採上げられるQ①では最近実

委員会︵委塾長

牛後口本都市で

績をあげているポリエチレン照射

選めている運苫

ンターにおいて

があってなきがごとき廃藥物処

考える人もあろうV隔離規制法

く︑阻石で穴ぼこたらけの顔を

弟四回の第一分

や発泡ポリエチレンの智歯と経験

議場に好適な粂作を備えてい

した月嚢面もヲリの塘積はな

科会︵主査山隔

が︑②では放射線化学に粛呈な高

るV人口耀密地からもちろん遠

単部門では①口分．†物質の放射線

文男氏︶を開

慮があるかどうかをめぐって学騨

距離︑気・液厨に変化がない︑

主なものはつぎの通り︒放射線化

き︑プログラム

の立場から総含的な討論が行なわ

隠代茂桝氏︶で

編成の磁歪とな

ェルズならずとも︑自由な鎌継

オプチマムであるV11・G・ウ

地かく変動も霧慮外︑まったく
ジオグラフィーその特長と線海の

工学港門では①イリジウム・ラ

れる︒

製造ゆベータ線際さ誘の安全性に

て冨議︑検討し

る諸事項につい

は︑二月十四日

の開催準備を たQ

イソトープ訟議

命R更の農林水工学への刊用など

の縞渠同地点において胸六ヵ所で

した︒

十万KWの二規模のAGRについ
て︑その竃要部分の概念設溜を入
手次第開始することになる︒

なわれ︑地籏の地盤︑距灘胸条

設地点として現在福井県寂買豊島

ハウス︑ゼネラル・エレクトリノ

た︒この結聚︑

ク両社に見積露の提出を求め︑炉

海外から十三扁の備品蔚七十︸篇

の分野にも︑その迫が開けたもの

冨士階調の実際の作業は︑AE

人療地区には関電としては︸応

として右軸愚もってあたることに

して注目されている︒

また現在総合エネルギー謁査会

している︒

とは︑現在同社が製品の論外巡出

の経験レ曾発麗的な力陶に進展させ

鍛のCGEで製作してきた原子炉追いつけない︒また今まで十年問

も設置され捻はならなくなる︒

通の火力発電にはない気水分離器

国産化推進に大きな刺激
日立製作所︵社長駒井健一郎氏︶は︑このほどパキスタン政府が同圏カラチ郊外バレシ海

環に建設する原子力発電所のタービン発編機を受詫した︒この発電所は霞気出力十三万七千

回転の天焦ウラン鰍水型︵GANDU︶で︑原子炉本鉢はカナディアン・ゼネラル・エレク

トリノク︵CGE︶社が建設し︑タービン発億機を日立製作所が鯉作することになったもの
である︒鳳子力発電用タービン発電機の国巌はこれが初めてであるが︑日立技術陣は従来の

火力発蜷による経険と︑過去十年の緑子力平和和用開発技術の蕾漬で︑完全にこの試弾を果
たせると考えており︑その成功はわが国の㎏子力発彫固産化に︑青きく貢献するあのと期偽
されているQ

製侮分握は︑国際入札できまった
ついては種々の問題があ．槍つ豪

この原子炉とタ；ビン発電機の

が︑日立製作所で受注した女ービ
力究恥の激辛にくらへてタービン

気にな49ないので︑撮麗が低く湿 の翼が疑くなり︑大型化するかb

ンは欝欝出力十三万八千六百K り原子炉て発生する蒸気け過紬蒸

長崎闘発の技術が必要になる︒そ

W︑発議機の餐盤け十穴万三千六

はないから︑こうした態柴件に星

雀によると三衝万がといわれてい

＋KVAで︑受注総響︑通虻
度が高い︒また圧力も十分に縞く

る蒸気は温度二二四十八優︑圧力

AEAと協力して

て貝体的な藷し合いがなされたこ

ポーリングを開始することを決定

とが鳳囚となっており︑AEAが
AEAとの全等調査は︑昨言誤炉心設計︑熱伝達系︑燃緋関係を︑

でに完了する模様である︒

殿機が外装なとのエンジニア
＝月AEA霊催で開かれたA蜜
G士R

冨士電機製造︵株︶は︑イギリ

富士電機

AGRの概念設計を

の他蒸気の端麗を除くために︑曽

娼訊三千万逆の一翻に組み入れら

つくいくつかの牡礁聾が生着れて

れることに両国政府閲の焚藩て話

五酉五や九Pもム︵三＋九・三

る︒そしてこのうち頭金の六十万

し含いがついているといわれる︒
気圧︶という態条件てあるから︑

くる︒

この受皿のうち発電機の方は︑
湿度の高いことから来る影響や︑

がは︑政班のパキスタン第四次円

わが国の棄部と岡じ五十サイクル

スの第二次撤子力発電計翻の主力

技術課憂穴原良司氏らが出卜した

リング関係を分担する予定︒

二型となった改良ガス冷却炉︵A

う設謝するために︑イギリス原子

GR︶を︑冒本の条仲に倉わせるよ シンポジウムに国土電機験子力部

設計の作業を書始し︑六月ごろ濠

力公社︵AEA︶と共同して概念隙︑日本へのAGR売込みについAが作成した⁝二十万KへWおよび︷ハ
一﹄圓醒冒徊置11一■1匪麺1

立地条件など討論

臼本原子力学会︑日本博附荒男

件︑環聖意黎︑コンテイソメント

の成浜地区において一号炉の建設

福井県高浜町
の精査を決定
難学会など二十七学脇会の郵亭主

の解説ののち︑聴鍬を含めて活発

輩備を進める一方︑ウエスチング

総合シンポジウム開く

催による節四圓原子力総論シンポ

な討論が行なわれた︒コ刀︑北大

第四回

ジウムは︑二月十四日貫流九時一二

食錐では総合講演として原子炉に

閥羅三綴・万炉の挨補地

れ︑日本原子力学会会長

関連する非破壌検査の現状と閾題

十分から神田の学士会館で渕か

いさつのあと﹁わが国の動ヵ炉開

磯氏︑運営委豚長迫花秀武氏のあ

一男炉の置工は謝画によると︑隔 アイソト⁝ブ会麟の趣瞬は従采と

学妓術の遣歩のおかげか︒

を楽しめるようになったのは科

型決定の資料整備に当っている︒

ついての二つ︒とくに働は規儲法

点︑さらに核燃料︑材料の照射研

改正綴和の悶題と関連して江扇さ

究について講演が行なわれ︑午後

本松珠

の

凝の構成なとに新機紬を掲すよう

ち

鯛

〜

蓋

︑

茅力滋ン5ヴ」ぞア紡空

医
用

変らないが︑論文の騒艇選考︑会

筆

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0

年十二月とな．ており︑冗工は昭

ノ

騨欄
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る

初四十五隼で︑同蕉に闘催される

4

医
薬
学
部
門
で
は

四時すぎまで執心な聴衆の耳をか
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れ

たむけさせていた︒

田栄一氏が︑また﹁海外の海水脱

有なったG

㊥

⑳亭撫iから北極ここえてだ帰噌か1慰問一コペンハ
ゲンからはコーロノハ・アメリカの各地へひと飛び
です。この北極ノト路は、6．15力世界て初めて開拓
したものてす。
②日本からのもうひとつのルー｝は南まわり一ごら
んのように来南アノア・中込4い」一一ロノパ哲占ぶ
エキゾチ／グな」一へでし，
㊥お虹みのコースをSユ6て爪んでください。いずれ
のコースも日本人エアホステスがあ供します。何の
ご不自由もありよ建ん。
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ノールとブタノールからグリコー

ープで総懸を行なっている︒メタ

てガンマ線感利用するガンマル

丹塗線化学駒研箆であるQ憲とし

いることも庫研究所設羅の背鑑と

GREなど特異な工揚が集豪って

メーカーであるSA瓢ES︑SO

であるG豪た︑原子力関係の機器

ル大掌からその談ま引継いだため

学︑化学など︶部門はグルノーブ

繋なものはNHラジカルであるこ
次に難点を副いている研究はパ

︵洪︑儲下陥仏幽換研究員として

詞所の加速鵠を使用して︑この研

職齢研に滞在中のピュイグ簿士は

ルを製造するプロセスについて実

気椒におけるパルス照尉1一この 懸巣についての莫大なデータが集

究も行なう讃画︶︑アクリロニト

験がげなわれ︑現在では︑高級オ

レフーン︵イソメチル・ペンテ

IFPは困立の研究燐で︑石油

精製ならびにその製贔の試験・研

翫講座の斬増設︑学科新設のた

告会などを開催し︑資劉のあ

に奮種講勲盆︑海外笹外団の報

講蔽会衙十五圓︑原子カパネル

展﹂︵延日数四十＝欝︶︑一般

はじめ官公片︑調馬︑有職蒼な

ー重蔀を設け︑地光の席業界を

ってもよいであろう︒

素地ができあがりつつあるとい

九月・ローマで

囚際放逆胴防護協会︹工RPA︶

ので︑麟除放射課防毒協会がイタ

リアの保健物理︑放尉線寛歩協会

会議テーマとしては障乳詳姻︑

の後援を得て行もうもの︒

詐餐蟹田と放射課指針︑放射課勘

護の医学晦菊皿︑運蔵中保健物理

と作繋匿城の湾染など十ニテーマ

提出論文のアブストラクトは︑

が予憲されている︒

二再⊥二角轟とし︑三月三十一日

易

きれるよう希望している︒

憲でに会議セクレタリー謹で提出

須

電●

中

売

（象無羅蕊区新橘1−1−13田本顧子力難業会議内）

鎖されつつあるQ

ラフでンの醜化である︒比較的嵩

いる︒

リルのほ温離合などが行なわれて

ン︑オクテン︶の晒導体について︑

って高いG値の酸化反応が届き
一力︑アンモニアの照射によ．勾

比較的含煮で照射し︑オリゴマー

として使重したあと︑クラノキン

たく異った雰圏気で︑たとえば研

み年臨騨に達する予定である︒

まず﹁狡術的知識の鼻熊向めの積雪的な考量ぷ虚開し︑こ

中部源子力懇談 る︒
去は︑中部地方に

今や原子力開発の諮二十は︑

即し︑讐十六年同穿験室新没と

一九六五確

日本原子力平和利用基金

実験により︑分解初期雄沈埋で窺

とが確かめられたーー︑分子ビー
温で酸叢の存在下で︑放射線によ

ヒドラジンの禽成研號も行なって

して見すごせない︒

ムの発生蔽澱の作響︑固相におけ

て︑アルコール︑アルデヒド︑酸

いる︒いくつかの藩媒存在下に加

るラジカルの研究などで35る︒低

温國機中でサーマライズされたH
などが裾られる︒工業化の見地か

ルでは︑以上CEAとの共同季重

究を行なっているが︑グルノーブ

Hを引抜くことなく︑不飽謝縞禽 らも廓望視されている︒

懸子は︑不飽和為機化合物かる︑

ケトン︑酸などをつくる実験を進

を︑低温で照射してアルデー・︸ド︑

グラファイトと炭酸ガス共存下

下検討を進めているが︑これはい

グが促滋される可能性について鼻

シロエにも同糠なループ︑リグ

究所の最高運営強剛会は原子力

lRPA国際会議

開発を進めている︒

線化学全般について煎歓的な研究

ﾋ装躍を噛煙談議甲でμの呼俺など榊鰍射

︵三千キュリー︶のオレフィン専用

も興味が深い︒最近コバルト60

わゆる原子炉のコンセプトとして

での広い離度盛臨で行なわれてい

一FPが石油化学

ている︒

スペクトルによる研究も行なわれ

るへ豪た照尉物の寓磁佐共鳴吸収

での照射効果が極低温から高滋ま

のほか︑クルードな石油を冷却材

在下で予備的に妊緒渠を得てい

盤︑ポリプロピレンに対するビニ

リリウムを照射できるリグ︑筒磁

めている︒

ラテノクスの電子線によ︸43懸 圧して妖気を行ない︑アセトン存

クトルの研囎により︑明らかにさ
ろ︒

に動燃することが猶磁性共鴨スペ

ールモノマ⁝のグラフト共薫合

応用物理化学の部門では︑為機

グルイブル自由な雰囲気で研究

大学︑民間企業と協同で

れた︒

冷却樗の照購効果に関する研究と
パラフィンの酸化が大きな課顧で

場で鉱︑ニソケルを照射でまるリ

あるQ破隼前からユーラトムとフ

グなどがあり︑為機冷却伺の照射

グルノーブル研究所は荊フラン

て︑ORG殺し讃画に暴つく薄謝スで︑スイスよりの風光明媚な嚇

ランス癒子力庁との契約に継つい

所にあり︑付近のアルプスよりの

などを研究開発

冷却材の放射線照門効果に関する

ループが一二つある︒

方液体窒

素︑液体水素および液休ネオン温

グルノーブルはサクレイとまっ

コースロープは一九六八年の滞貸

研究が一万キュリーのコバルト

度での照射用リグがある︒

よび大学が原子力庁と糖擾な総覧

があるが︑各種炉材料のよりはげ

学のポテンシャルが原子力庁に強

庁︑大学各細紐から構戚され︑大

の︸○％増が期待される︒⁝方原

膨大なもので︑㎝九六万無既はこ

個に行なってきた研究を窪とめる

EA︑大学も静岡麗業の三着が各 ル・ヒルトン︒ホテルで開催され

凹

内外共に碧しい進展がゐられ︑

八に﹁轄備協力会﹂を設立し︑

一難塵食料室便りi
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︵電気堺業連禽会統創委員会編

○昭和四十年度上期二二懸盤統講

お申し込みは日本原子力窪業会講ツービス箏業
幕部康たは下詔へ

≡

穂

の現状について掘介する︒

グルノーブルにおける放肘綴化学

ここでは︑主としてサクレイと

いている︒

ンスの原子力はきわめて活発に動

など︑多くの佳郡をかかえ︑フラ

生産炉の建設︑材料齪験炉の完成

ンの八％求での濃翻︑トリチウム

プルトニウムの隼塵︑天然ウラ

発懸炉下国を建設の予定である︒

あり︑将来プシーに五十刀KWの

米

男由54 砂 研 究 所 の 印 象

渦

い

叢鍵田畑
日仏協力け︑放射献化学の憩域でもっとも勲著二二果をあ

甥鯖鎚糠馨鳶輪回瀦僻藩蝦鎖意
馬でサクレイ・グルノーブル両研究藤に滞在し︑議として放

號︑また欝年十月バリで術なわれた第二剛隣仏趨絡婁職封に

射線化掌の朔期尚秤であ一40LET効果とエネルギー効集癒観

もオブザーバーとして紹粘︑ヤニ月下旬滞醗した︒

予算枠も逐年累増
三万名近い原子力従業員

60︑四MeVのリ一一アソクなどオ
をリンビノクの開催地として脚光
をあびている︒ここは民難曲駄お

ち︑ターフ・︑二iルの放二線に鴛

をもち非犠に歯由な騨囲気のうち

ている︒

しい条作での照射実験に用いられ

使用して行なわれている︒すなわ

に研究が進められている︒規模は

仏で最大規模
のサクレイ研
する宏定盤ぷ．鳶わめて広範な条件

大体線研東溝秤量であり︑従業員

から同黒田までローマのカバリエ

虫下の第一園国際盆議は九月五円

ており︑モン・ダレーでは七万五

で体系的に研究している︒醸分解

く笈映されている︒これは︑本研

万KWの爆気出力で発亀を行なっ

サクレイ研究所はフランス第一

愚はじめとし︑ガンマ繊研解︑舶

究所が一九五七禦一八年にかけC

フランスに浴ける原子力関係予

の規模卒誘る大研究所で︑固定従

ン︵二千KW︶とシ醸酒︵一万五 冷却材のループによる炉内照射実

はおよそ王二藍名であるQメルジ

開催で論文を募集

フランス懸力庁︵EDF︶では業員約五千各︑臨時従桀員桑奮め

で研究している︒後述のグルノー

速殿子による分解庫︑流れ作業方式

千KWのプロトタイプの馳電炉が

シノンに鷺DF−1毛万KW︶︑
ると胸八千佑といわれている︒化

︵邦貨換算ご⁝千七百傍円︶にのぼる

猛DF12︵二二万KW︶単
ル物完
理部と応用物理学部のそれ

千KW︶の二つのプ：ル型原子炉 験および︑加速器照射の実験が彷

放嚇線化学弱酸としては︑有機

で二万七千名︑今蘇度もやはり約

が中心になっているQ数多くのリ なわれている︒一方フランス石仏

分野における業務および研究活動

この国際会議は︑攻手線防雪の

会劇品物の取集を行なっている︒

ることになり︑論文及び捜仮貼承

ブル研寵所のスイミング・プール

研究所︵工FP︶のグループがこ ために建設されたことによるもの

型臓子蝉には︑筒擁ループ︑︵摂氏

で︑精に慈置物瑠︵國体物理︑中

那が放射線化学堕受持っ

心難解褥︑生物学︑磁気学︑金属

＋八万KW︶が本年臨界に観する ている︒前者は麓山︑後者は監と

〜五％が予想されている︒bが国成し︑第三月炉EDF⁝3︵四
ぞれの

こで研究浄すすめている︒その内

のてれに比鞍すると︑その規襖の

編は石油化学と一般の宥槻化学の

グやループが設置されている︒メ
ルジンでは摂氏千五軽度一二千展

三百一五葎度︶を組込み︑ガンマ
轍強度︑忙中磐子束の広い強麗凶

して応用である︒星礎部門では水

漁で照嚇を行なっている︒LETで二酸化ウランを︑千把で酸化べ

予定である︒さらにサン・ローラ

ン・デ・ソーにED17−4︵四＋和
聴懸子の間融︑爽購紫外線による
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聞KW︶を建設中で明後年中に臨 メタノールの分解︑アンモニアの

ほどがうかがえる︒

一乃︑除子力免翫は原子力庁闘
係で︑マルクールのプルトニウム

生配炉G・1︑G・2およびG界
・になる予定である︒ベルギーと
ンスの共岡建設になるシューズ

の濁境アルデンでは︑同国とフラ

上﹂については︑従来より原子の結果三十四再度には﹁応用除

っせん︑﹁中郡原子力齋蝦﹂の 展二十一圓におよび︑その観覧

本社を黒く原子力

圃蕎屠の﹁原子力知議の啓難

などの鋤員数は十二万五千入に

つの専門分科会を設け︑厭子力れ︑明四十一年肢からは待望の

運動﹂については︑会員関係の

出版などを通じて連けいの強化

関係技術著︑研費者蚤構成メン﹁原子猿工学科﹂が鷲設される

子核物理学﹂一講座が薪設さ
十牲を中心に︑昭

バーとして会員相互の研究懸仏ことになっている︒咲た祢著の

特に中部地力においては関象︑

那業余議会q約七 炉ならびに旗射綴利用技術の二

和三十一年十＝刀

みならず︑ひろく計会人一般︑

のぼっている︒

発足した︒そして

あるいは東出からの招へい誰師名古犀工誤技術誠験漸について

につとめている︒

前謁企業のほか︑

関西と並んで待望の源子力発露

きざし昂．みせ︑猛吉屋大学ある

げるため︑職にPRの専門尿と 所建設講圃がようやく具体化の

学生︑生徒に濠でその対象を払

して三十六圷︑中部原子力平和

関係機関の瞥備充奥など︑明る

利用PRセンターを設殿した いは名告犀工業技術試験所など
が︑現雀甕知︑岐雑︑三蚤︑鹸

ると鼓に︑昨年筑月にはその越

産学協同推進に努める申原懇

PRセンター紐織を完成

じ︑霞製靴術の取得交流に努め畷実験事設置の騨粥活動にのめ

通︑〜二十︷二茸よ︒放鋤緯利用公
中65地方所在の関 を臨んでの研雍尉議などをは
係事業藤︑大学︑
誠輸研究機関の協
力によって︑この
地域における原子力朔織の鱈及

しい試みとして放射線利用箏渠

どで構成される蹴出は八百名以

啓発︑心見の礎換︑醐香美晩あ
るいは原子力狡術の利用促進な

関連茄設の鵯備に対する資金陶

岡︑長野の賓県下にPRセンタ い飛躍陶な発展に対する大きな
どに関する種々の問題をとりあ

所の研究発笈などを中心とする

中部原子力懇談余としても︑

げ︑広総な二業活動扉進めてい

極めて蝋広い底辺からのPRが 去十鶴間の翼績を礎に次の薪し

このような情勢に対応して︑過
このほかでは我古屋大学プラズ

嶺懇談会の一つの特色ともいえ

上にのぼっており︑家た︑この
開催してきた︒象た螢一の﹁教

マ研染所の病動を捗興するため

﹁放鮒線利用促進会畿し存ども な協力を行なってきた︒また︑
過去十年間の駆動の主なもの

青︑研究機関の弊備促進﹂につ

の﹁プラズマ研灘甥励会﹂を設

る︒

を拾ってみると︑①技術的知識

いては︑当地方関係概関のうち

い那業活動を推避すべく協講検
の曽薫陶上︑②教脅︑研究機関

沢霞光雄︶

︵中部原子力懇談会

討を電ねている︒

る﹁華厳を築く原子力平和利用

駄況は︑静岡など五郡市におけ

るこの組緬の最近の雲間の活動

る︒ちなみに申部五県下におけ
難ず猛古屋大学工学部と名古犀

﹁会員との連けい強化﹂に幽

立しているQ

の弊備促逃︑齢余員との達けい

しては原子力憎勢運絡会を中心

園

●

工業技術試験所を重点的にとり

岡醗圃圏翻困綴崩翻隙聯

発

阿
@謄膨ワ

子力闘係の従灘臓は一九六四群農

算は︑ 一九六四年度醐五や一廼藩

V

あげ︑前響については原子力関

（〒！0円）

頒価70円

ぐ

千KW︑照万KWおよび同じく四一︵二十穴刀六千KW︶が建設中で

隣鍵難構鰺堕

子

Hい・w蝋w・

・州

@

の四つに大別することができ
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強化︑④原子力知識の啓漿薄動
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発行

い底撫

フランス石油研究所（置FP）の放射化分析用石油蒸溜ループ

圃

還気は文化生酒のバロメータ
のびてゆく電気の使用難
い蜜塞での発電所
これからの電力をになう原子力
原子力発電所がでさる豪で
二二騨のいろいろ
世界の原子力発聞所
日添の原子力発電
滋子力船
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隈告榛謁≡

報告欝は︑さきの灘外罫書団の報告と同じく︑最適炉型と

・グループ︵主査山m太三郎氏︶の報傷韓を中心に警鍍した︒

リンスホテルで第十六回会合を開き︑新型絋換炉ワーキング

原子力婁員会の動力炉開発懇評会は︑二月十六日午後爽殊プ

要するとし︑国際協力の糧嚢性も指摘している︒激震は⁝ご月

四醤億円︶毎度︑技術者の年間総人員はピークで約四百名を

額四酉玉十・億〜山ハ︸臼ア皿十億円︵︐つμり原型炉碓︸設費は 二臼醐憾〜

してのポリシー・ボードをつくること︑開発に必璽な灘金は総

葦手が必要としている︒京た副直全体卒総合する中枢機能と

完成し︑昭和五十葎には実門訴︵五十万〜百万KW︶の建設

どることになる︑との強い反輪も

蘭巣ペースに近いから︑むしろカ

う︑と述へた︒

実験炉から進めるのがよいと悪

子力開発は︑これからさき國際協

次のように述へた︒﹁わが留の原

また武田原子力委員はおおよそ

ナダとの協力を考慮すへきだとの
恵見も出た︒

あった︒

園除協力については︑田園協力

中枢機能については︑ワ
ーキング・グループは十分検講し

かどうか︑英国は輸出会拡を設立

なしでこの炉型の研物開発は可能

いで︑一〜二隼調査研究を進めた

先力が熱心だったころと比べると

いるフランスとの協力も二年函嶺

は十分ある︒ガス冷却炉をやって

協力はで営ないにしても︑可鮨性

また同氏は︑協力の打診は単くや

玉
多多多駄

あり︑国としての配慮が強く嬰望
された︒

なお︑これ以外に︑鶴速炉の霞
主開発のために︑墨型転換炉の開

が︑これに対して山田氏は必ずし

発が必要か︑との資問があった

も必塾ではないと思うと答えた︒

主開発遊やるのた

という気持を

持つことが大切た︒側人的には︑

的に開きがあり︑並行晦に行なう

新型転換炉と高速増殖炉とは晦甥

のは無理ではないか︑またメーカ

ー︑電力会社︑研究機関の三者協

いので︑各類が少しずつ譲り合う

力体鰯を作りあげるのがむずかし

ことが必要で︑政府は資金面で十

分な協力をしてもらいたい﹂

核資源開発臨時措
置延長案を国会へ

十年存続・閥講で決定

政艇は二月二十二臼の閣議で︑

﹁核原料物質開発促進臨時措置法

の一二を改正する法串聡﹂を決

定︑今直会に提出することとし

耀して︑地盤調

●

●

◇聖

放射線化学委戯会 犠任委員会
二月二十八日午後一時4原酎

術調査の龍め三月十七U出発︒

するチャコール・フィルターの技

英︑仏︑ペルギ⁝でJMTRに関

阪細貞弘氏︵聞材糾試験織部︶米

林克彦氏︵原研建設部設備課︶

月九日原研象京本部を補間︒

み燃料再処理問題月倉せのため二

ーキンナー氏︵同製造部︶便田川ず

数会国際部材料課長︶T︒R・ワ

E・W・レボル氏莱原子力忌

行く人・来る人

にするものである．

査所や原子燃料公社の酒動を円滑

伴う関連現燈を

田票で延長するとともに︑これに

すなわち鍵盤五†一年三月三十一

縞国法の㍍続期問をさらに十年︑

諏開完を促進するため︑前記臨賄

ったらやめるというような決断も た︒この法律察は国内の繊鳳耕資

窪た︑やって見てうまく行かなか

必要だとの悪日も出た︒
〜︐多多r︸多多〜

身はほとんど変りがない︒

二多

自

力や技術導入によって憩速に進め

型をあげたものであり︑炭酸ガス

電炉型を決めてはどうか︑などの

幾分条件は異なってきているが︑

る必要がある旨強調した︒なお︑

多妻玉

られると思うが︑開発主体は

し改良ガス冷却炉︵AG只︶と沸 ておらず︑今後懇談会の礁要テー

資金については︑産業界から募

ないと落える機回答あった︒

ーキング・グループとしては問題

支陳ないかとの質問が田たが︑ワ

人員については︑高速炉開発に

との恵見も幽た︒

ぶ能力なども伺与する必要がある

機能には︑外國と一種の契約を縞

騰輯水冷却型配水炉︵SGHW
マになるものと見られるが︑巾枢
R︶の海外遣出をはかっているの
で︑聞茉ベースでない協力が可能
か︑などの質岡が出た︒ワーキン
グ・グループとしては︑国際協力
なしでも開発は可能たが︑時間が
損当遅れると考える揖回答があっ

た︒昨年動力炉開発調汽団の団長
として欧米を獣わった丹羽尿二審

冷却重水炉も軽水沸騰冷却型に劣

想見も娼たが︑炉型をきめないで

協力は十分蔚能と憩うとのべた︒

の検討でも︑何らの方向がきまら

氏︶︑原研での倹甜︑この懇談会

金を出すことはこまるとの発忌が

廓艮は︑英国のSGHWRは︑筒

いつ誰が炉塑をきめるか︑などに

るQ京た︑二型は閲発を行なう体 しばらく様子を見るというので

らない優れた引引であるとしてい

く︑かつての動力炉

ら︑冷却秘は実験研究をやって決

点では一つにしぼられたのだか

多r多多 ゴ玉

用に関する試験研究﹂の小課題に

と編を払げたたけである︒

視馴してきた欧米諸国の動力炉開

コストグルー

創立記念日 三月一日
企画郡会 〜日午萌十⁝時日醗
同正午原産
R一会議プログラム悉嵐会 三

常任理纂会

原子勤力研究会

日午後一撮半原口

ブニ日午後一時原匹︑同サブグル

●

●

@原
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箋欝講

濠幅阿．ッκ

難羅繍
]簸総
ｳ饗慧
箋鱗轟蕪

藻薫

斡

尺

裂

して錘水減速沸騰軽水冷却炉︑興水減速侠酸ガス冷却炉の二

速炉とは大部翼なる没階まで進ん

談会の胤上︑各構成貝からは︑開
ついて負問が燦まった・ワーキン

開発膚門部会︵部会長荒川醸夫

は︑けっき︑

でおり︑高速炉と同じような国際

発すべき炉型の問矧︑圓際協力︑
グ・プルーブとしては︑炉型として

定すべきだ︑とか︑題水炉という

制をきめた上で︑その体制内で決

際協力が．阿提となっているので︑

一多

課題の飴三は﹁原子炉用新燃料

で生まれたものをもう少し脅でな

は﹁⑬大気浮遊物の挙勤解明への
増殖炉に関するものは墨点項目に
はならず︑掻来のための大切な芽

に︑新たに﹁新型転襖炉﹂が加え

衆瓢院科学技術振腿対策特別婁

で︑原型炉から進めてゆくのがよ
﹁③燃排被覆の蜜金謎準﹂が﹁原 動力炉燃料の設訓製作技術に関す

ープ①三日午前十時原就︑同岡②
同同

隔徽

型転換顔︶

最適炉型 や ま り

炉型をあげ︑阜期に実耶化するため︑研究開発のスケジュー
八日開催︑高速炉と新型転換炉開発の進め方を検討する︒

昭和聡年に原刑壬炉虚器成へ

ルとして昭稲四十七〜八年までに工十万KW程度の原剛堅を

体制︑中枢機能︑人員︑資齎︑高

候補と伊弓えているが︑開発には国

墨水沸騰冷却型二水炉を内々第一

︻報告樹の概要は二面に掲載︼懇 のいずれを第一候補と考えるか︑

速炉開発との関連なとについて質

協力の可能性などの条件から三型

疑慰答が交された︒

炉型については︑候補を一つに

多

一部からは︑英圏のSG11WRは

しばれなかった理由︑ワーキング

多多〜多多多多

ないことになり︑また振出しにも

を選択する方がよいと考えて二炉

一

めてはどうか︑蟻面炉型を決めな

・グループとしては二炉型のうち

汐玉蓼づ︑づ多

委託費は安全︑補助金は燃料

家たは原子炉物理に関する試験研
究①セラミノク系燃料または分散
型燃特に関する試験研究②涼子炉
物理に関する試験研究﹂となって

評価に関する試験研究②二酸化ウ

ければならないという三三が払わ

張したもの︒この課題では︑日本

おり︑補回の課題範囲をさらに拡

ラン燃料の照射に闘する試験研

する試験研究①獣料集禽体の炉外

用燃料の設謝談たは製作技術に関

型またはガス冷却型動力用原子炉

原子力研究助成費の要望課題を告示
科学技術仔は二月二十四日の富報で︑昭和四十一年麗原子力平

らびにその申謡轟提出腿問を三月一日から二十六日家でとするむ

和利用研究委託費の試験研究題圏と同補助金の試験研究課題︑な

は告示した︒この申績期閲繰り上げは︑交付決定を工めて五月滋
十一日と写るための措置であるQ

放射線利崩に関する試験研究﹂が

最後の﹁RI深たは放射線の利

れている︒

の︒談魑第二は﹁軽水冷却型豪た

素の組立開係をおわったので︑こ

﹁原子力施設の安金辞価に閣呵る 究﹂となっている︒削回で燃料裳

はガス冷却型動力用原子炉の確度

あるが︑これは前回﹁河川の水買

試験研究﹂も小晒賦①の﹁二水冷

裳望課題は︑動力炉開発の現段

豪たは製作技術に関する試験研

汚濁防止のためのRI制用に関す

階における役割として︑雀来型隙

究﹂で︑小魎闘は二つになってい

る試験研究﹂の河水が大気にかわ

んどは海外評価に万全を期するも

題闘錆三の﹁動力用除子炉の開

る︒これは前圓五つであったもの

却型原子炉炉心の浴融事故の防止

発または罫価に関する試験研究﹂

を二つにくくったという形で︑中

子炉に関する試験研究が中心にな

ばえとしてとりあげられている︒

ので内蟹には大庄がない︒ただ①

は前回の三本立てを一本にしたも

られに︒このほか題目第五に﹁食

力委員ほか︑参考人丹羽原研理課

いと思う︒また筒燦炉の方は各国

叢饗灘零

玉琴灘驚︑
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三菱原子力工業株式会社

っているので︑薪型転髄炉や窩速 に関する試験酬究﹂が﹁安全性し

こんど告示された野望課題を削年

が引回﹁筒迷増殖炉関連技術に関

って登霞したものである︒

肱のものに比較し︑おもな特微を

は原子力施設の安全性に関する試

品に対する放附置照射の関連技術

発窮情を説明したのち︑わが国の

V委託費閥係11委託費の剛係でする試験研究﹂となっていたもの

あげると次のとおりである︒

験研究が中心になっている︒この

転換炉について︑開発テンポでは

参考人招く蝦磯羅甥
ため題目の鉛一は﹁原子力施設の

︵小婁畏擬菅野和太郎氏︶は︑二

員会動力炉風発に関する小謡員会

一lAEAに質量分析計寄贈川⁝

に関す．⇔試験研究﹂が新しく登翻

っているが︑内答は四つの小臣圏 している︒

安全星粥に関する試験研究﹂とな

は先ごろ動力炉開発調査Mとして ともまだまだで︑わが国としては

長らの題見をきいた︒丹羽参考人

実験炉からやるのでは遅すぎるの

長を訪問︑日本政群寄贈の質得

このため課題の第一は﹁軽水冷却

る試験研究が中心になっている︒

V補助金関係口補助金関係では 月十六日午削十騰から︑武田原子

既報のように︑決服在オース

分振計を正式に引渡した︒写買

子炉用樹料﹂となって薄象の鞄四

ともほとんど削圓同様で︑んだ
トリア大便は二月十四臼︑駆除

を広げただけである︒題属踏二の
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可能にもなるであろう︒この観点からは

るいは従来考えられなかった立地方式が

技術が返捗すれは立地暴準もかわり︑あ

よっている︒

れていない台臨が残されていることにも

ほか︑謬論性について科学陶にも解明さ

不安は一般的な国民心理︑末経験などの

ント構成単体の脳産化ということ

︵一︶ここでいう国麓化とはプラ

携体鰯はほぼ完了している︒

ングであり︑これらの海外との提

の内端はシステム・エンジニアリ

国消化を軍朋に実現するべきであ

された基礎狡術と技術郡入により

である︒

を体験する機会が与えられるべき

者が導入を計画しているプラント

七︶以上の観点より嶺薗羅気欝業

る︒

である︒わが煽でも劇主繍発を遂

七三ギKWのEL14を建設中

を終え十年後には実証一匹の段階

行するには短期間に原型炉の段階

原型炉建設は︵1︶冠水炉の技

に入っていることが必襲であるQ

術開発を総禽的に集約し︵2︶

得︵3︶実齪炉ないし浴用炉をス

実紐炉建設に必要な技術的悩報を

用牲を災証することを浅浅とし︑

ケールダウンした規模で技術的異

実託炉では︵1︶原型炉の成果を

︵3︶詩論六一にある他の実用炉

総合化し︵2︶実用炉の舗報を得

転換炉の実閉炉と圃程度の規模お

に経瘡性︑信頓性で劣らず︑新型

模のシステムで確立できることを

よび性鮨を得られることを工業規

実紅することにある︒

源型炉は讃外旧との重複をさ

け︑スケールアノブを否勤にする

冠成は一九七五年以前︑七二一七

ため二十万KW程度のものとし︑

第二段随としての実師炉︵五十

三年ごろを屠標とする︒

万一薗万KW︶は原野炉の返蹴鞠

性が︑その建設に反映するよう酬

そして以上の開発を重めるにあ

寓す．勺︒

総合化し︑臼擬的に箔集す・⇔中枢

たっては︑わが国の技備と釧脳を

的機能を果すポリンi・ホードの

関係機関の申から賞授を持ち︑弾

存仕が必蒙であり︑また実施面で

さけるべきである︒

万KW賑型炉建設を考慮中で︑両 関しては蘭業ベースの技術導入は

触媒反応の水素添加：有機合成におけるその技術と応用

敷地の悶題には多くの

るが︑大別して二つの側

摸難な豊距が関儘してい

したがって︑この爾での対簸は広い激
でなく︑囲内メーカーがプラント
全体を☆伍をもってまとめ上げる

な開発の過程においては発注撒は

力晦に踊鐵を進行さセる実施担当

短縮︑資金人畜の節約に有勅であ

者とも一端七ゐ年までには実用炉

伊M一一一一門新着叢雲案内胴一一一一一凡

原子力発電所の
颪からの検討が必嬰であ
の改哲などの︑安全魁に関する酬究開発

日除区域の縮小を可能にするコンテナー

昧でのPR右鎌の磁立︑蒙金性に関連す

約される︒PRについては︑マスコミな 力を早期に持つことに虫点がおか

れるべきである︒

当で黙ることを圏標として推進さ

以降主契約者としてその建設を担

の園産化は国内メーカーが二暑機

る調査研究︑地域開発への励成などに要

︵五︶近く輸入される原子力発電

れるへきだ︒

でに実例のある地下発電所︑湖沼や揚水

不十分であって︑住民心理や地域の事情

どの一艘国民を短象にしたP紀だけでは

池からの命却水の取水︑用地の埋め立て
造成簿の可能性について︑あるいは海水

ーカーは下請けとしてそれに参加

プラントの建設に当っては国内メ

し︑極力尖際的な製作および建設

を把握した上での細心な方法が必要であ

脱塩との両用によるコストの引き下げに
ついて︑授術闘︑経済面からの倹討をお
る︒発電炉や蜜全性に関して︑分かり導

できるかぎり平面化されることが

進めてわり︑前者は一瓦六七年爪

るが︑従来の問題とされた正のボ

五︑研究皇猷の進め方の問題点

電話大代表（554）0131

︵六︶燃料についても国内で陽発

ろう︒一つは︑技術的
がきわめて竈夢であり︑求た外園ではす

いうまでもなく︑原子力発電所の敷地

るための力策を講ずることである︒

一つは数少ない醗補地点を鮪実に取得す

げる力法がないかということであり︑今

に見て原子力発賜所の立地の可能性を広

敷地の確保
望⁝は欝跳躍課騒錠
W⁝るが︑さい愚ん改めて襖謎が始

わが園に臨子力発電所の適地がどの程
の選定は現行の立地巫準にもとづいて行

く矛麿のない説明を提供することのむず

金融・税制等で助成を勧告
五薔乃KWの際子力井野設備開発
を行うという訓爾について︑これ

なおこれと関醒して作成された
国議離郷進のための助成策として

の原子力繊麗開発量に対する室

望ましいことなどを述べている︒

これに要する資金は総譲四面五

機関をぷめる必要がある︒

十館−六三ム十・億円程慢うぢ口口

れらの研究揮発費は胴鉢資金で金

炉建設費墜二百−四百慮円で︑こ

謹た人員は従来の動力炉孜酌に

利貝担のないことが頃童しい︒

闘連した分野から比較的円田に動

員可脂と考えられ︑技術ξの年強

定さ几る︒

総人貝はピーク時で二四蔵人と想

海外における．週当な新型紙拠炉

四︑国際協力

詔画についての︵1︶提掬︑あ加
永久に失うことにもなるので︑園

はトリウムも使用可能なこと︑豪

ム︑プラント︒システムの技術に

るが︑少なくとも嶽子炉システ

イド係数はプラントの総含的な特

を運駕する計画で︑同じくガス冷

llい96512￥3，500

p。

められ加ものに敷地の目語がある︒

度あるかは︑幽閑訓翻の達戒に実接関係
もう一つの側面である個々の用地の底

こなう必嬰があろう︒

かしさは軽視されてはなるまい︒住競の

なわれる︒わが国の幕塗は定雄附な表現

不安の根をとり除くために︑敷地江対す

はとっていないが︑一礎の耕除隠域︵人

験からみて︑対住罠︑対地域礼会の闘題

屈については︑これ濠での繕地取得の経

する問題である︑これまでも︑わが麟の

の住まない区域︶の二目や帝却瀦水のや

事情からみて適地か少ないことが心霊さ

水︑廃彙物置矧の力法︑剛震性の閤題な

安全性の蘭の調査研究は︑踊子力笈全

されてよいのではある豪いか︒

る膿前岱査のような根本的な方策も考慮

れ︑その取得にも特礁な困難がともなう

した三翫県費ク浜の剛では︑原子力発羅

の究明が必要である︒円地の取碍が難航

ものと予想されていたのであろが︑その
どが考慮されなければならない︒求た︑

所の設磁と地馳開発とのからみ蒼い︑安

貝体的な還定に当たっては︑磁ヵ会社の
運営上︑経済上の判断も加わってくる︒

かし︑田添線子力藍業会識が出した長劉

手跡附な究駒はまだなされていない︒し

見趨しによれば︑昭島六十隼度までに建

をメーカー側への発注澱として捌
握した士で︑国産化小委の立揚か

は①原子カプラント建設資金調蓮
諏において輸入の腸合に比べて少

研究協会が地道に積み上げてきているの
で︑その活動に期侍する郡分か多い︒地

全性に対する住民の強い不安などが見料
れ︑これらは今後のケースにも潜在する

れによれば漂子落籍継プラントの

らの考え方をまとめたもので︑こ

に

酌倒置および税制上の優遇箔置お

なくとも不利にならないような金

人里離れた海爆

域格差足正の観点から︑国または地方磨

域開発の問題については︑総合的な地

その結果︑わが国の欝憎のもとでは︑原

閥題と思われる︒地城の利害が深刻にな

子力発驚所用地は

るのは立地煮が開発のチャンスに憩勝れ

設される原子力発電漸は四 千 乃 K W を こ

なっている︒

しかないというのが︑今日一応の常識に

える兇込みで︑棊数にすれば七十犠朗後
に達することになり︑それにともなう再

て碧潭三十万KW︑四十一隔年〜万

発注慰ば四十年〜四十五年におい

五十五年千六酉五十万KW︑洗十

よび憲契約者以龍の段階での図麗

金融︑特別償却︑繭定資熊税の減

るが︑国内の供絵体銅ほ十分これ

六年〜六十無三千六爵刀KWとな

化耶分拡大のための金々助成再

免など⑤研究開発促延のための助

十年六颪九や万KW︑五十一隼〜

成措鷹︑必要な場合は自ら強力な

ストの低減︑製作︑建設技術のよ

を貼ない甦ること︑むしろ建設コ

りψ率的な修褐という観点にたて

研究開発の実施④関税︑プラント

連制貰の適切な運用などをもり込

見﹂は先ごろ湶子力部会の謝画小

が望京しいこと︑たたしこのよう

ば︑聞発嵐はもっと増加すること

委員会が倹醸した照和五十年京で

またこの禰上承知された﹁当面

んでいる︒

建設にかかわる許謙可箸原子力関

三︒②新規製造設備投資のための

処理工揚の吊地なども考慮すれは︑用地

のメーカーはもちろん国およびユ

う︒

ーザーたる電無鐵電畜も国薩化の

治体による措畷がとわれるべきであろ

すなわちこの会合で承認きれた

畢期区立のため協力が望まれる︒

強い要求があるからであり︑笈金性への

ラント︵舎燃樽︶の図麗化推逗の

化が得簸と思われる︒

ので当面技術導入により早期瀬腔

るが︑経験の曲から塾代が簿弱な

への技術革斬に対砿せんとしてい

に対する誠験研究によって原子力

はκ来火力の技術︑設備︑原子力

︵二︶月内の主要腺子力メーカー

実二二を二三とした原子力発電プ

ための受手の熱本的態度の要旨は
j原子力発職による発億コス

次のようなものである︒
ト低毒︑燃料供給の安定︑外貨節

約等のメリノトは︑プラント︵含

て国民経済的む麗を持つものであ
り︑従って国藤化は強力に曲玉さ

燃得︶の国麗化が実現されて初め

の申点が置かれるへきであるとい

に藷粥万KW︑六や無までに三．†

ルのため致本雲低献酬能︑運転中

︵三︶原子力発電閣係の鼓揃導入

の燃料醗罎が凡で天然ウラン使朋

炭酸ガス冷却炉はベリリウム被覆

︵3︶動力炉の面外捜衛置引脱却 炉型としては︑麗水減速沸騰水ム87 動力炉が開発︑笑用化された場

造可能か︵2︶軍期開発の観点か

材を使えばトリウムを用いて増殖

可能箸の特徴があり︑璽水減逮
調査した多くの健補五型の中で

ら素拐面で開発余地の多いものは

炉への呵能性があり︑運転中の燃

禽︑否易に国内で工業規槙になり

は︑経済牲については側傾型間に

不適︵3︶蘭染ベースによる技術

︵4︶薩業の璽工業化への誘導却炉と璽水藻速炭酸ガス冷却炉の

地からする磯廻開発による群学狡

有意の差はなかったが︑顎水霜逮

得る腺材料︑構成要素︑技術で製

ることができる

運賃岱えは容易だが被覆材の開発

現轡虫水嵩遽沸騰水冷却炉は英

スケジュ：ル

三︑研究開発の内容︑規模および

余地が多い箸の特色がある︒

席入依住展の高いものは不忠︑か

資金は五︑六百億円

炉は滋雨ウラン鵡便用するが将来

術向上という︑二つの爾で摺画す

︵5︶輸出黙認の可能性などの兄 二つを選定した︒

れるへきであり︑このため当事蒔

V型転換炉げかの

報告書の要旨
V型転換炉關発の意義
わが国における新型転換炉開発

現在わが国では技術導入による
︵ロ︶蘭速増殖炉のための℃償生産 在来炉の建設が急速に噛みつつあ

の融属は︑︵イ︶核桝料の有殉利用

の状態を就けることは︑原子力に

︵ハ︶在来技術を鮭盤として島農 るが︑高速炉が開発される豪でこ

に開発された技諭による経済性

惰に適した動力炉の襯究關声誉実

者は一九七二隼完成目標の二十五

標に＋血脈W腺型炉を建設中︑後

国がSGHWRとして︑カナダが
︵2︶叢話施設の利用︵3︶研究
ギー資源の多様化︵ホ︶トリウム

施し阜期に勧業規模に到達させる

重水減速沸騰水冷却炉は天然ウ

開発推進のポリシーボードが必要
位用による増殖の可能性などの見

ラン︑濃縮ウランで多少の滋はあ

︵二︶天然ウラン使用によるエネル おける藤壷の後瀬牲脱却の機会を

月機の経験によって︑容驚が変っ

地からする燃料サイクル上のもの

で︑三尺の多門姓と為効利用およ

た天然ウランも使えるということ

び熱中性子増勲炉への可能性とい

帯では仏が一九六七無元戚圏標で

一﹁⁝とごfへ
ても製作技術は実質的には変らな

二︑新型転換炉の炉二選窟

ことが必要である︒

う燃で有利性が認められ︑豪た当

姓としてみれば解決の見通しが符

者を
の交痴︑鮪節入手は期閲の
CANDUIβLWとして技
開術発
いので︑同型式の二号機からは囲

国の時殊贋情を勘案して燃料サイ

と︑︵1︶長期的紺点に立ちわが

ワ⁝キング・グルーブが当初の選

ら二炉型が選択された︒

設を行なうことが可能であると判

内メーカーが主契約斉となって建

︵2︶開宴﹂れる技術が先靱性を 的にみた早期開発の可鮨性︑動力

択条件に追加検討した︵1︶その られたものと思われ︑直接サイク

荊項で述へた諸観点および技術

炉開発調査団の報讐を考慮して︑

クル士物利な炉型を選択できる

業主的に研究闘発すべき新型転換

断されるか否かの点であったが︑

碓立︑捜術水準の向上に役立つ

為するので全般附な摩業継盤の

最終答申では︑できるだけ果期に
繊内メーカーが主契約者となり得

︵省略︶

る力を持つように︑国産化の当面

Syn量hesis
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振替東京125575

1丁目826番i也

難紀伊國屋書店

東京都新宿区角鴛

日本代理店（株）紀伊國屋書店）

lnc

Dekker、

（MQrcel

Hq1田mv．｝225

Augushne｛Se穿on

Rober士L．

By

in

App鷲cq牙ions

丁OKYO

ない遅れた縫帯村で︑地域洛ん足正への

叢

通厘省総禽工不ルギー調査会原子力部︽国艦化括進小三三会に︑
二月二十三日舞四回会含を開き﹁実証炉を対象とした原子力発電フ
ラント書燃料︶国産化推進﹂これに対する﹁励成搬﹂および先般同
部会謝翻小説貫会が発長した﹁当隠の原子開発飽馴同轍に目する国

態度に闘する筈申の轄子は①擦子力発電のメリノトはフラントの国

藤化小釜の見解﹂などの答申内容る決定した︒国産化搬進の星本的

塵化によって初めて国民経済的蟹ド曲を向するものであり②これに対
してメーカー︑政尉︑ユーザーが一体となって早期国塵化体制慨立
に協力することが望ましく③このためメーカーは当舳輸入されるプ
ラントの製作に参加する機会が与えられるべきであり①二野機以降
は隅隅メーカーが主契約者となることを團標とすへきだなど︑また
この助戚策として金融︑税制などの猶礫牟勧告している︒ない40当小

う弾力的な血現に改められた︒

早期確立にユーザーも協力

工通
ネ．産
調省
盃の
会総

しかし立地星轟や発電所の経済性は技

鳳

術の水藁と椙関々孫にあるものであり︑

二

△

の嘉保はゆるがせにできない問墨．﹂ある
ことが分かる︒

三

＝

国産化の基本的態度

補

委はこの讐申提出により所期の醤的を終了し解触されることになっ
た︒

当小委員会において︑実説炉を

︵燃群を含む﹀の国産化推進のた

対象とした原子力発電プラン ト

め滋面の暴本的轡度を打ち出すに

当って醐題となったのは︑閏内の
メーカーがライセンサーから入手
するシステム・エンジニアリング

従来の火力発電プラント︑柚入一

1雀2雀〜10

012…〜10，

0111〜10，

（281）

霞爵

羅

7ぎ

による包括的な技術を塾盤とし︑

東京都中央区八麗捌1の3

翻＝
［、

触媒による水累添加について最新の研究成果を広く鑑め吟嚇、し詳述する本 甘は、有
機合成化学の反応機序の研究1こたずさわる方々および実際に利用している技術者のた
めに、ある触媒を使って水系添加をする場合の適正なる状態の諸要素をたやすく決定
てきるように呂かれたものです。
ことに次の3六について詳述されております。
（1）触媒による水素添加の反応に使われる装置のための各秤機累とその取扱い暴準
（2）各種触媒の侠用法と効果、および毎度、圧力などの条件を変えた場合の水素添加
の結果
（3）各作用グループごとの水素添加反応の巡行

東京瓦斯株式会社

（一

国
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新
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判

閣捌

一⁝

写屠︶という最新の蒸気桑件で運

速原子力貨物船四隻の建造につい

九六四年十月に提出した申請i筒

て一よりもかなり尉細なもので︑

癒できるように材料が選はれた︒

速力＝干磁以上︑軸馬力十万1十

ヨ万五千ソの高速船の礁造を考慮

万五千︑長さ八哲十三碍︑排水量

したものである︒またA露工L社

て︑一隻当り一千醤乃ガの補助金

は一九六三年の商船法にもとづい

なおA湿IL祇は原子炉メーカ

を要求するものとみられている︒

ランティについて具体的に示すよ

；に対して圏定価洛と建造のギャ

の中にはバブコノク＆ウイルコノ

うに要請しており︑このメーカー

クス社やウエスチングハウス拙が

ーから資秘を受けたのち︑アーキ

含まれているQAEILはメーカ

ルタント会社一社を退ぴ︑コスト

テクト・エンシニアまたはコンサ

見積O比較をしてもらい︑今奮に

は図絵局に対してその報告を握出

ノボボロネジ発電

を行なった︒これは筒出力でも安

KWかり二＋霊力KWに出力士昇

全に運転でまることか磁紹された

この発露所はソ運撮初の簡業発

ため行なわれたものであるQ

同

難所で︑抵灘縮ウランPWR︒出

四無十月運翻︶で︑二暑機︵蹴気

力上罫されたのは一暑機︵一九六

であみ︒

幾

胡力三芸ハ万KW︶は現ぼ建設中

米CE社七十七万
KW発電炉を受注

アメリカのコンシ試マーズ・パ

ワー社は︑蹴気韻力七十七力KW

の飾鑓力発政所の建設者としてコ

磯

・捌際的な互換醤。

ドンレイ醐速実験炉との主な違一

系馬炉心︑中閥熱交換器︑ポンプ

とJCAEに対し勢請した∩

所の出力を上昇ソ運

るが︑この韮山雌は理鏑的には一
九七五年ころ豪で羅要をまかなう
ことができると述へた︒

しかし一九八○葬款でには少な
くとも三十一力五千踏︵八葬分︶

の埋蔵撫を開発することが必要で
あり︑そのためにウラン薩業算は

るべきたと承毒した︒

もっと急速にウラン閲発に濟押す

AECは今薙農のウラン踏査採
ボーリングの全長薦十五万冨の範

鉱について︑約ご貰力がの費用で

瑚を兇込んでい︑萄︒なお現在A録

ト謝画に穆属している搬な会社は

Cのウラン上達ストレノチ・アウ

︵CE︶社を遺んだ︒この発両所

ンバノシ﹂ン・エンジニアリング

の原子炉はPWRで︑一九六九隼

十二月一軍で臨界に達し︑一九

測始する予定である︒

七〇年11月一日よでに商業還転を

建設費は第﹂炉心の鰍溺餐も含

蟹

轡献
響

慰護（663）0761〜2触穂凱1劇、溝泥町駅一隙

いは燃料要素で︑原型炉はプルト
ニウムと天然ウランの屍合酸化物

用いられる○燃料は小型ビン状で

をステンレス鋼で被覆したものが

三酉二十五本を六角型にたばねて
あり︑これが燃料袋荷取り出しの
一単位となる︒隙型炉にはカーバ

イド燃科のようにさらに進んだ燃

炉心は藺さ︸瓢ぼ︑醒径五縁艶話

料の照附施設も設けられる︒

放射姓ナトリウムが蒸気系にもれ

三三取扱い数麟などは直祉四十嫁

ど付惜設備の関係からドンレイと

岡氏は︑今後制禦二万七千ナの

ソ連のノボボロネシ源子力発電

あげられ︑AEAでは研究施設な ン採鉱をたたらに増大す．勾ように する予定であるQ

ウインフリスの二地点にしぼって

恥08が必要であるとの犯無しを示

ンパクトに設著した︒

した後︑最近発表されたウラン翼

分無間二週七十二万がを含む︶

▽囑内で燃料を製造し︑プルト

軽水炉︵三千六哲八十万が︶

所は︑このほと聡気出力二十一万

此辺相に拙せんしたが︑政肝は地

︵たたし五ヵ年間で三箇万

い︶

︵たたし餓水炉はワン・スルー蝿

時一燭

ニウム買い戻し保誰を考えた場合 十社であ萄Q

▽囲内で燃料を製造し︑プルト

賛盤の酒煮職は十四力五千誘であ

域開発やその織の蟄累も落慮して
ドンレイに決足したといわれる︒

なハ40︑敷地選定についてはドン

のステンレス鋼タンクに納められ

することができる︒

︵一眠氏約充陰山ハ山一論士度︶汗泓刀二千訟一

署した︒発電所は華氏千五十度

oSI︵濃絵鳳二十二♂・㌦／平方 クロス︑ウインフリスの四地点が

次期発電計画を推進

顯り︒

以下岡諮聞添員会の報簿は次の

伊︑外国資金援助額を調査
イタリアでは一九七〇一七五奪
の闘に基鳳負荷毘力生産用の第二

次原子力発羅剖画︵総幽三酉万K KWを設備弓るための矩型欄外国 ニウム買い戻しのない場禽︵たた

し燃糾製造墨描建設費は合隷な
︵1︶発蹴所聾本費

ガス冷却炉︵千二萄万び︶︑館水

︑
ているが︑このほどこれに醐連し

聖水炉︵六千四百刀が︶︑ガス

Wを醗発する予定︶の準備巻膨め 喪金債存激を示す︶

てエネルギ⁝諮閲婁員会は︑五ヵ

重水炉一億七璽⁝十万が口ただし

炉︵山ハ薗二十四刀励︶

の外囲蛋余擾服毒について調査険

年醐に三酉万KWを開発する場含 冷却炉︵一億㎜ 千魚六十万が︶︑

導水の蟹剛も含む︶

︵2︶年間の運紙蟹

討を行なった︒

この調査ては︑山型として軽水

︶ガス冷
却炉︵二爵四十・万騨︶職水炉︵六

軽水嫡︵竃千四十万

秘サイクル方式︶

合軽水炉︵五千㎎薦力が︶︑カス

米︑原子力高速貨
物船建造を検討

岸パリサイド・パークに敷地が予

AE−L社 めて絢一億㎡で︑ミシガン湖の東
アメリカ海事局は二月ヒ日︑ア

メリカン・エクスポート・fスプ 定されている︒

あります。

一鞭甕嚢嚢

記者会見に撮て︑

ニウム幸い重し保翫を考えない口

既製の燃嬉を輸入し︑プルト
炉︵PWR︑BWR︶︑ガス冷▽却

の三稀顯を考え︑それぞれについ

醤二十四万ガ︶となっている︒

千七館五十力沙ほたたし距水補給

冷却炉︵四千万ザ︶︑二水炉︵二

炉︵GCR︶︑工水炉︵HWR︶
て発陣所慣本鰻︑西畑盟について
報厚している︒

ウラン採鉱の拡大を要請

注したことは︑これまでのゼネラ

ランセン︒ライン︵AEIL︶祉 なお︑CE村がこの発四所を受
から外劇航路に就航させる高野貨

ル・エレクトリノケ社とウエスチ

ングハウス桓ω原子力三鷹所聾注

の狐面茄破︑たものとして温曙さ

脚一報次第、資料、謝騨申込醤などをお送りいたします。

垂舞轟舞垂嚢

ドンレ イ に 2 5 万 K w を
建設費三百億円︑70年に完成
る瞭子炉では機燃料の約二％しか
で︑千ゾの一次融瑠系ナトリウム

イギリス技術梅フランク・カズンズ氏はご月九日下院で︑政府はスコソトランドのドンレイに大型

高話増殖炉︵曜気撮力二十五万KW︶を建設することに同愈したと発羨した︒この講画は︑AEA︵原 燃焼できないのに対し︑麗速炉で

があったのか

中聞熱交換盟との閥を擬環する︒

D／ワ﹃︶の燃焼度が得ら 三つの機械ポンプによって炉心と

は毎分一万八千沼の能力をもつ︑

子癖系とほほ岡じであり︑しかも

る鍛気出力徳万KW以上の大型灘 蟹は禁じごろに設麗される他の原

も操れては賑らないのは﹁人

を得るという︒機長は

もそのはず︒万年ぶりにこの部

レイ︑ウインズケール︑チャペル

は︑蹴気磁力爵万KWの商欝用灘 る︒また一次冷却系はきわめてコ

線型炉の登霞設8ーバラメータ

り︑脇速炉が消費する以上に増殖

ム︑蟹最も窟効に使用するものであ ることが助止される︒一次冷却

冷却炉︶で鰭積されるプルトニウ

ノクス炉およびAGR︵改良ガス二次冷却系ナトリウムは 薔ジで

れる︒また高速炉は現在のマグノ

万M

は全隈隈ルギーの七血％︵七十五

るいはそれ以上の大型縄速増勲頬の原型となるもの︒現在建設申の大型高遮炉はソ連のBN⊥二五〇

子力公社︶がドンレで四達実験炉の次のステノブとして建設するもので︑将来建設される樹万KWあ

︵電気出力三＋五万KW︶のみたが・今圓のrギリスの酎爾はこれに次いで魔界で二器目のもので︑

原型炉に関するAEAの発教会 原型炉のタイム・スケシュール

とくにこの陳型炉はダンジネス8発電所と間じ︽気条件が偲ら汽るといわれており濫農されている︒

この畷型炉は鷹気呂力二十五万

用職速発醗炉は一九七八年に完成

によれは︑この設謝に基づく醐業

この嵩癒鳳型炉は︑現在ドンレ

KW・ 鯨 田 力 六 ＋ 万 K W の 大型炉
厨は次の瀬りである・
で︑総経籍はウインズケールの燃
イで稼働申の高達実験姫だ蹴気出

することができる︒商業用高速獅

トランドへ鍛力を輸送するための

料製造工煽の新設と︑中央スコソ

速炉の中間段階で︑大型発鷹所の

W︶と︑一九七〇年代に喚求され

力芳万千KW︑熱出力六力Kは鰻ち経済的な蹴力徴産用として

︵約三酉億円︶が当てられる︒難

考え・5極れているもので︶ての導水 速星の識罰研究を実施したのち決

設はドンレイの敷地作漿契約者が

新送糠の灘分︑釜螢し三千蓼

業
燃科費は他の土竃よりはるかに安

その邸血は︑現圧開発されてい

鱗となろう︒

還献特配と︑経済朗雌力隼薩に望
豪しい燕気条件下での螺料照鮒を
実薩しkうというものである︒

に使われる

ス

闘﹂の伊蕉である︒

会社側︒会祉がそれ桑

愈が開かれたのだという︒かつ

ノ

このうち発難所資本躍は︑八五

％を国内でまかない︑図りの一

米︑原料物質部畏原子力発電発注増加で

物船︵抱身方式は原子力あるいは

している︒返たこの調杏には現在

五％を外国に飲存した柵禽を想定

イタリアにある三＋万KW︵PW アメリカま下両院合算原子力婁

在来式︶三隻の建瓶のための鮨し

氏は︑最近︑原子力発心所の発注

員二
巌︵JCAE︶の一九六七会電
がすさまし勢いで行なわれている
R︶︑十六万KW︵BWR︶︑
C瞭鷺物界胴張鼠・L︒ホークナ 現ぼ無浩動におちいってい．筍巾ラ

曲鱒；中央凶コ木田ζIll】2−6−4・大阪開山茎蝋ビル

・CQBOL

日本原子力産業会議

本システムのプログラム醤藷

特に日本原峯力産業会識の会鼠会社は料金翻引の特典が

。筒超の計算処理能力
・悶題処理コストが最低
・蟄冨な応用プログラム

本システムはどなたでもこ利旧でき目す。

・認癒㌔ゴ澱98K。畠（48ビソト）
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DATA

本システムの特徴

建設中の米オイスター・クリーク発璽所（51万5干KW）

晦毅の串瓢は︑AH︷L祉が一 れてい為︒

い申請を受理したと発長した︒
約巡見懸考欝して騨際している○

十刀KW︵GCR︶の技備陶経炉
済麗予騨に関する臆聞愈で︑A欝 が︑この発注のぺ⁝スに含わセて

・ALGOL。60

酉［

電子計算機三

。FORTRAN

決定次鯖始める予定で一九七〇琿

陸一蘇舞かり発耀を開始す

力
みての酌門㌶の発呂とか︑語誌
どとはいうが︑この古い命題は

時代に近づいたな

での三つの饗破の調査報密の断

さ冠られる公議が強いようだ︒

事故饅二週間たった二月十八

﹁寮傘糧﹂をいう場含に︑いつ

いつまでたっても変らない︒

操縦上のミ

片などを誠むと︑どうやら機体
には欠点はなく︑

の上まできて︑いよいよ羽田に
しかも︑私の所属する新聞撮

B︑虎ノ門の鎚済会館には︑航

ということに〃シワ慰せ

膚耀しようという寸蔚に両三十
の飛行士獄どが︑細かい分析を

灘 黙黙
原

三入がとうとい命を浩とした︒

察学の轡門蟹が十苫人ほど集ま
って︑会念を開いた︒航空技術

った︒

慰議搬の航璽愛金稿本蔀会であ

をしたことによって︑

木村秀政︑佐貫亦男両教授の

望んだり︑強磁したり

スタートしたこの部公は︑

と思った︒それ

はしないとしても︑縷

て大分での遡難があったときに

こんな部会

航空会社は莫大な利厳

て︑シコート・カノト

視界飛行に切りかえ

したところによると︑琵後に有

性

この科単技術鋳代に︑こんなこ
とがあるのたろうか︒

敵艦楽して︑東雇中を走り圓
って︑亡くなった犠輯者の換写
糊集めに曹労した同僚たちは︑

﹁こんなことがあっていいのた
ろうか﹂﹁いまの科学技術は︑

こんなに倍頼できないのたろう
か﹂といいながら︑晒い冬空を

戚績を上げよ

畏の心の中には

う

ドちとすぎれば熱さ毎忘れる

仰ぎながら︑研闘詔蒼にと っ
あれたけはもう

たとえ通りであった︒

という櫓蕉慰識が働いた

て一番つらい

にベテランぐ︑腕におぼえのあ

と︑みる専門家は多い︒こと

どうして︑こんなに﹁安全﹂

と誰でもが思う

こいうものがないがしろにされ

仕事に繕を出したのであった．

えるほうが富然ではないだろう

る︑名パイロノトなら︑そう考

あっては纏る︒

︵河合武︶

るのであ︸やつか︒原子力はそう

原凶の調査には︑全日空機事

入闘が縄械

﹁機械は人間が擾うものであ

か︒

故技爾轟査団が中心になって選

めうれているが︑結撫が凶︑︑るの

は︑また豪た俺のことであ る

る﹂一腹近は︑

。迅速丁寧なサービス

レ曝ふ

利用のご案内

謹

う︒しかし︑これ家での鍍片鴎．
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第四回原子力総含
シンポシウムから
設置するというセンター的醸相︑

原子力発置所の今後のあるべ愚

その期待値も帳をもつものと考え

き︑資料の数も限られているので

震度鰐侍図は過宏の賛料に基づ

いうことの他に︑過去の震審で地

いるのは︑単にその瞬漁が恥いと

て硬地盤に支持させるようにして

られる︒福井地力や新潟地方は揚
盤が硬いほど︑また茎礎構造が確

るであろう︒原子力発蜷所は単独

の研究關発とその対策が重要とな

環境汚染に対する放射線衛生工学

れる︒このような揚顧を考えると

力発端所避といっにものが考えら

なる︒この團的にそう強震訓は現

のについての十分な知識が二上と

あり︑そのためには地震鋤そのも

耐震設計には動的解揃が必要で

地質構造的な検討が必要となる︒

したがってこれを補って行くため

ないのであるが︑堅い地盤上では︑

り大きな建て物は比較的被害は少

加速度が大であるのが普通であ

一般に地襲は波長が短かいほど

させるに足る基礎資料は乏しい︒

うな来経験の建て物の設謝に反映

これについても原子力雌器所のよ

二；＝﹁乳量器＝＝上等；一一＝一曽隻

縄界を克服するため︑これ荻で

の原子力開発センター︒

高い蒸気条件︑職出力密度の達

ンレス鋼被覆燃桝を組み合せ︑

耕

凱

弊棚

翻縫蝉
凹

即

鼠

ウイルコノクス祉など三

AEAの設謝で英バプコノク＆

マグノノクス炉の技術的経済晦 らった原型発磁炉〇一九五八年

AGR︵改燈ガス冷却炉︶は成と新酒火力なみの経済性をね

所有巡営するイギリスでも指折

炉︑臨界装躍が置かれAEAが濃縮︵二︒五％︶ウランーステ

って︑再処理工獅︑各種研究 の黒飴・ガス方式をべ！スに︑

発蹴所の北約十㎡のところにあ

＝＝＝一＝⁝＝W雪顧こ＝一二墨㎜＝＝隔コ雪囁一：二二i瓢＝ニニ墨＝二＝＝1論ヨ三一−旧二圏；一一︑≡＝曽

⁝⑳ ⁝診

⁝灘魔

驚灘所嬬灘

姿を考えると︑一つの敷地に数熱

さらには燃料サイクルの確立によ

においても地域開発と密接な関係

の大部分は沖積胴上の都会にあ

在田本に約二穏五十台あるが︑そ

木造より鉱筋コンクリート建ての

いう経験に基づいているQしかし

実なものほと被警が少なかったと

子力発毘所の難訓と立地条件とは
を持つか︑以上のような大スケー

方が毒害が大きいということも考

って再処理野望を中心として原子 待度が小さいと貰えられていた︒

元来難関関係にあって︑その票故
ルのものになると麟土開発計画的

あろうような硬地盤上の記録は少

り︑原子力発避駈が設蹟されるで

安全性の信頼度が問題

防止ないしは事赦拡大防止対策す

なけれはならないであろう︒

な視野からもその立地矢件を考え

えられ︑今後は異種地盤の振動測

その信重度如何によっては︑立地
ない︒原子力発電所の霊要構造物

定の比較巷路が期待されている・

ンのような確実な蛙礎構造によっ

は磁接硬地盤にすえるか︑ケーソ

なわち安金防蝕設備の研究醗発と

基礎資料の整
備を地震・地盤⁝
地溜の予測は豪だ一般に認めら

昇吉氏
軽永炉を対象に距離的製作を講じ

が︼九六二年TID一四八四闘で

坂岸

周辺への影響度が決め手

であろう︒しかし︑敷地の確保は
れた方法はなく︑現時点では︑地

一芸的にある施設が危険か否か

田治見宏氏

岡難ではあるけれど︑立地条作の

購造物の件質︑構造物の璽要性ま

域陶な地震活動度︑地盤の良漕︑

の判断は非常に閑難な場禽が多

は地域性ということも考慮すべき

一ゐ︑施設の立地条作に撫して

くるべきものと考える︒

累物といわれるものも嶺然変って

技術と社会の開発がカギ
日本原子力学会など二十七学協会共催の第四回原子力

総合シンポジウムは︑四月十四︑唖五の駒田東京神田の

に

学士会館で開かれた︒とくに働﹁日動の午後からは大集
二子力施設の立地擬件

ついて伏児隈訳業へ名大プラズマ研所長︶ぷ一郷長に︑①

会場で現在汗酉されている

総諭11藤原良治氏︵電発︶②地鱈−一田治莞宏氏︵田大︶

鋤距離的条件腿坂岸昇同氏︵原研︶④環境汚染睦田島英

＝i立大︶⑤洛朝容器11野本照雄氏︵原羅︶の解説の

のち︑活発な尉論が行なわれた︒五氏の解説内容は次の

とおりである︒

緩和を求めるという安易な道を選

たはその修復の難錺などにより︑

ている︒これによれは︑まず田冨運

⁝距離的条件⁝

ぶのではなく︑園蟹性の実態癒十
分に険野瀬握してそれに対する技

い︒人によって判断の避う揚禽も

千︑紅鱒五十キュリーのコバル

すでに︑ここには二万二千︑

っている︒

食品照射の研究ではウォールサ

でになってきている︒つ豪O︑

設で中闘規摸試験を実施するま

引継がれ︑大規襖かガンマ線施

設躍にともなう活動に︑大きな

力婁員会の食品一叢揮門部会の

品照射研究協議会の設立︑原子

建されているのは︑わが国が食

回・毛穴回に引航いて来日が予

芝露十五名︑研究員三十名

ITから訪n予定のニノカソン

社によって建設された︒

六二年八月臨界︑翌班

二月から苫葺運転に入っ

の運転成績は非常に摂

たが︑昨年までの二釘闘

ｭへきであろう︒

される傾向にあるQ

展に伴って︑繭離曄離は漸次縮少

へのメリソトのバランスの上で評

ある︒庵業妻琴は席業の国民襯祉

土地汚染鱗長朋問にわたる点で

口地蕩等を考えているが︑人口緋

ては︑現薩︑入口排除区城︑低人

原子力発電所の立地重三につい

わが団での距離的条作について

米AECでは想定する事故とし年兀月原．＋力立地指剣を公地した
一己大賢故と︑それをこえるよう

ていわゆるMCA︵起り響る最大が︑鼓術附に考えられる畏た事故
の箏故一極限値︶を採用し︑この

辺への影讐について技術的な評価

ている︒立地指劃は起た定軽的で

られない事故−仮工事作を予定し

下物による公雷は︑原子力の卑和

のとおりである︒たたし放射性陰

において問題がなくても︑それ以

正する傾向があるので︑建設時点

地構は発電所の建設により人口増

放射能蹟境汚染に対する纂準は

員会︶の詣神に碁ついているので

各国とも同糠のはずである︒厳し

いとの声があるとすれは︑穂恥の

たがって施設着は常に施設の汝全

性の向上をはかるへきである︒

安全対撮の研究は︑たくさんあ

ニウムに関するもの④緊美事故国

の対鐵が憲なものであるQこれら

のプロジェクト態勢をつくり︑各

分野の轡門家︵たとえは緊憩事故

能が放出する原閣をなくすこと②

ないこと③放射能が外部に放敵さ

既納して綴辺に放射能を拡散させ

いほど十分に離れた敷地に練子炉

れても公衆に放射線障瞥を好えな

を設置すること︑の三つが考えり

ても①を促証することはほとんど

れるが︑どのような璽故を仮想し

不可能で︑問題となるのは⑪⑧の

原子炉洛納と陶離をどのように謂

現寛の格納構造物は︑①一職耐

勲させるかという点に帰酒すろq

圧型格納魯器②多重︵汚通は二四︶

洛竪衿器￠圧力掴鋤型格納谷器で

系に貯えられていた工不ルギー⑭

ある︒そして瑠故時の格納腎器内
卿
圧上昇に窃与する囚子は①職ぞ炉

物心崩縢熟による放出エネルギ﹂

の三種があるQ洛納容器の癩海は

齢化学反応による放出エネルギー

配弘貫遜部にわいて寵として門題

となるので︑貫通部を二鷺徹にす

原子力先電所の饗故貼の宏斜施．

る鵯の処置がある︒

を穐俣するための工学的安全還暦

あり︑格納容器け併蒼のものであ

られる︒格納容器の賢故後内圧﹂

るが︑その他にも各種の敏．咽がと

めに冷却の必要があり︑このため

低下させ︑病薄藍を減少させうに

受納響器内に冷水をスプレイさせ

る施設があるのが一般であ葛︒

建物又は鍵二醗俗納谷器︵鷹規韻

また圧力抑制型洛納餐器の原垣隣

付近のみ二罎︶のように核分墾住

成物の無制御放旗をさせない系に

あっては︑格納谷器から洩れた黛

当る前に非物用ガス処押系フfル

気を矧気篇に導いて外那に剛敵さ

箏故の際にも炉心亭千分に冷却

タを通すようにしている︒

し︑その倣損または沿触をでき鶯

心スプレイ系︑炉心水びたし系︵奏

だけ防止するものとして㎝般に姫

全注入系︶等考慮が払われてい・包

で問題となる洛納については費転

環境放射能の人体内に入るプロ

体とするような︶による態勢が必

以上のように原子力発毘藤立地

要であり︑為政者はすべからく安

時の研究には防災研究専門禦を主

る︒これらは入命にかかわるもの

デポジノト︑海洋放繊が考えられ

る格納よりも進歩した現在の技恵

験等による放嚇性降下物は権力公

思う︒もちろんこの場合︑踪爆実

済的な損失といろ考・ん方は十分価

射曜病染という慣熟公害による経

格納と距離の

調和⁝格納容器⁝

野本照雄氏

る︒顔子炉格納力法の改爺︑特に．

砲防止璽安全施設の改濁により︑．

炉心過熱を防止するための事故発

いようにする方法は︑①炉内燃料

う︒

は都御内に設齪されることになろ

口綱各地に非常に接近した敷地又

近い将来大型の原子力発一所が入

を破損させず︑原子炉外部に放射

周辺公衆に放射線障害覆すえな

で可能な各種の対策が施されてい幅

全蝕の研究の慧義を強調し︑研究

間が危険にさらされることとされ

害であるQ放尉能にkる環境汚染 値のあるものと考えられる︒海洋

として考懸できるものであるQ放

期の放射線のも03は紅済的な損失 爾の鼓吹することが緊要である︒

でもあるが︑多くは︑特に艮半減

セスは︑大気拡散︑植物水埼への

手紬きが不凍合の故であろう︒

研究②艇農に面する研究③プルト

艦もTCRP︵国画放射線窃護雲
るが︑当面は①沿岸放出に塾する

日本たけが厳しいのではなく︑日

後は危険となる可能性がある︒し

利用という団匪からして︑ハラン

照して許されないものである︒

MCAが発生した揚禽における周な技術的髭からは砦とけ考︐三スにレ小る濡以前のも璽︒あ・︑

を行ない︑その結興尉辺に棄しい

あるので実際の距離的条件茄喬む
て致全が硲保されると判断するの

論う乃肉へ進めるべきであろう︒

ない地区も技術で補うようにして

はこれらをもとにして結雌に滝し

象手引﹂が発衷されている︒今後

指動として﹁安全婚査のための気

敷地の諦価庫行なうさいの技量的

放射線障窓が丘じないことをもっ

であるQこの場合︑必要に訓じて︑

口地帯などを設け︑よた都命なと

敷地周辺には露宛屠住区域︑低入

は︑施淺と都濃との間隔は必豊な

人口密集地算が近くにある三舎に

距灘だけ離れていなければならな

産業公害の視野で
⁝環境汚染⁝田島英三氏

るが︑それには産業公害︑都市公

が他の無業公害と租際する点は︑

が発目する以朝から論じら3／てい

癖鎧騙継需編蹴協

放出の問暫には一般陶なものは少

宕︑権力公害があり︑放射鮨によ

①潜在的危険度が轟いこと②産業

公魚とは一般に不特驚多赦の人

癒設には爺蜷銭壷塞施
π薄襟環押製峯驚とが

灘三億五千万KW11を認

く︑負荷率七五％︑発蟷

録した︒この成績がもの

をいって第二次原子力発電割画

のダンジネスB発電所に軽水炉

を破って採胴されたことは周知

現在この発電炉は繭獲発躍炉

の通りであるQ

のための改喪燃桝の照日献験を

千KW︒

行なっている︒鍛気出力三乃八

ること麹鋳造的公密であり︑遣戸︑

趨りうるQしかし︑現征の時点に 転に関写る限り︑施設から放繊さ
れる放射累物買のために周辺の一

い︒しかし各種宏全芸備の弾発進

地震による被雷程度昂予測する以

艘居住吝は︑最大詩餐線翫をこえ

外にない︒

おいては︑環境の放射線に署する

るような放射線扱曝を受けないこ

いわば削向きの姿勢をとるへきで

地域的な地震活鋤獲とは︑過激

安全甜保のために大鷲撫子力施設

術的れ会野際尭の努力を鎮注する

あろう︒発電藤設詔に対する安全

の経験から地震ひん度の地域差の

と届住区域とに︑ある秤度の距離

て平甥時の距離的条件はあまり悶

とが前提とされている︒したがっ

確保上の条件との間儲何に調和を

工学上の研究開発︑わが凶の特殊

程度である︒河角翠玉が千二着年

あるといってよかろう︒

を持たせることが毘翼的な通念で

題とはならない︒想署した事故時

除区域は発電所所有薔の敷地と考

確保し︑その開発をどう遺めて行

事情に即した原子力発話所の設醗

間の資科に星ついてまとめた震度

どれたけの勧馬装離セは施設の

の考え方は米AECと大体㎞じで価されるものであり︑原子力施設

えてあ虫り問題はないが︑低入口

タタ⁝裏襟とゴールドブリス換

ト60の各照射装置︑千キュリー ムネスの研究が進み︑数年闘に

示唆を与えるものと期待されて

氏は︑ポトーーヌス幽︵カン砧の

︵総轄学翻究所岡沢精茂氏の
談認を中心にまとめ硬した︒︶
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安全磁保のための貢地条件とし
方式の研究︑周辺簾境に対する蟄

期待図が哲通よく使用される︒こ

における瑚辺への影響の糀度が︑

の公密についても原則としてはそ
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ては︑原子力発受所の不測の箏故

れによると東海村は薔傘間で予想

安全が徽俣できるかについてはア

ある・原子力委員会は昭和三十九

憎陶＝一諏︷瓢＝嘗

に際して発生するかもしれない障
どによって進んで原子力発声所の

備あるいは雪曇監視機構の冊立な

される最高震度は地誌で○・一五

メリカ原子力漫只会︵米λEC︶ 敷地設定のさいの決め手となるQ

り幽﹂

害を最小限にくいとめること︑す
適地亭造成していく態麗が必要で

9となっている︒

くかに今後の問題がある︒

なわち予備拙興串講じておくこと
るろう︒

保ちながら源子力発繊所の敷地を

藤原良治氏

前向きの姿勢で臨め
論

原難点施設の立地条俘としてと
くに重嬰と考えられるのは︑原子
力究電所とこれに関連する譜施設
のそれである︒原子力発蹴所ぷ鷹
力業給源として考える立場︑すな
わち施設利用の立場か・13すれば︑

上などの鰹済的技．儒的条作が豪ず

電力罵給上あるいは建設運転保勺

考えられねばならない︒これと施

ウインズケールAGR

にその暴本陶な考え方がある︒原

授の力に沿うところが大きい︒

かなりの品麟について法的僅用

擁合物の照射研究まで鋭鷲行な

︵そのうち涛外からの客貸研究 の穣分裂生成物照射盛置︑さら

同氏は︑現説研先職にはない

いる︒

が︑熱と放射紳との絹万作用に

許可の申請と許司がおりている

とくに瓠速鐘の開発研究︑コス

よる殺茄効果の同上︑茨た最近

にパンデ・グラーフ課型加迭器

トの機窓など食品の放射線照射

では放射線を照射する際にビタ

員がその三分の 一鞭．含める︶拶

の工業化にめ接必襲な段階が次

ミンK5を僧引して殺曲の向上

敷︑藁品︑放射線等の僧用によ

肉に繁殖する継菌︶に対する覆

はたしている多忙な入であるQ

善図る裏寺に︑大きな役購りを

こと︑また無業晦規模での線源

豊富な施設を誇る
米M−Tの食一揃照射研究

碇的分野に篭抜ざる卑得なくな
しかし︑この大学においても

る殺菌線覇の低減の可能性を追

繍効果の研究で蟻られる︑月精

な馳設をほこっている︒

ったプロクター薄紫のあと毒提

悩みがないわけではない︒大学

研究の限界遊解淡しようとして

求することによって︑現在国礎

ゴールドプリス氏とともにM

と︑照尉臭の専門家ウfソク教 における研究は︑パイオニアの

いだゴールドブリス民訴のも

業化するのけ会社の役躍りであ

猿股りをはたすこと︑これを企

っている◎しかし︑簸工Tでは

授︑食品撒生物のシルバーマン

る︒食品照附の研究も︑M工丁

食晶照尉閏係であまりにも有

な紳士といってよいであろう︒

タミンやアミノ酸に対する放射

の研究が陸箪のナテソク研に︑

いるといわれる︒

線の影藤に関する基礎的研究か

藻た最近グロスターの漁灘局に

教授ら多数の教授を要して︑ビ

年萌に設澱されたが︑二大であ

第にきている︒そこで大学にβ

が設置きれているごとく︑暇冨

郎の分野でも︑その地位にある
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チューセソツ心得大学︶といえ

ば︑葡を東西にわける文科系の
超﹈流大学ハー
バードと肩昂並
べるにふさわし
い︑ハードスタ
デゴーで知られ
る工呉系の大学
である︒またア
メリカで初めて
これけ世界で初
めてということ
になるが︑放射
線段畑を手がけ
たことで有名で
ある︒

ここの食品学科は︑アメリカ

最古の調薬をほこり︑臨に食品

科学工業界のリーダーシソプを

ける研究は必然的にますます星

度の白花の柴餐食品学科は︑数

ケンブリノジ衛の盤IT︵マサ のは戦捗群部長であった故プロ

文教都市ボストンに陰挺する

設のもつ特性から要求される安全

ml
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る環境汚染も一つの産業公害とい
う視野で考えるべきではないかと
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原子力など十二分科会で
た各櫨のエネルギ⁝を動力源や熱

おいているが︑駒門化し細分化し

は︑﹁エネルギー利用における綴来の問題﹂を識題として︑十刃
源として総合化し統一的に把握し

世雛勲力会議︵総裁W・11︒コノリー氏当駅︶の第十五回部余

十六口から同二十Bまでの玉日闘︑張京湛区劃の東園プリンスホ
ようと競るところに物色がある︒

と会闘中の一日を選び国除執行理

濠に︑同会議と御行して十五日

日本原子力学会︵会長一ホ松珠

磯際︶の﹁掛取四十一年年会﹂
は︑鷺月二十九日から同三十一田

なお為樽懇親会が三十日午後五
時牛から凍工大で開かれる︒

．年会プログラム

水翻洩とその直立︵原冊一年野秀

σ田切国鰍Φ弓葺あ齢︶

田11奴射撃分析の応用︵カナダ

睡わが国の葱蔽研先の現状と問題

▽同猟

住田健二氏︶㊥炉雑丹の立揚から

郎氏︑小早川透氏︑高鷲弘氏ほか︶

︵原嫡野村末雌氏︶②高灘ガス冷 講画−隆実用動力炉の進歩と将来

料に関する諸問題⁝①水冷却炉 点︵唄附癒工田中漏久氏︶▽難︑合

測定︵NA王G野村孜氏︶▽研究▽討論会十二簡潔原子炉の螺料材

−理論︵原研弥勒慶一氏︶⑤同一

原子働力︑蝋伝逆・流体力学︑炉

発政

炉制酬︑施設︑機器・構造

工業大学第コ薪醐で55催される︒

京での三日間︑東京踏膿区の東京

臼立金井務氏︑竃菱原子力田淵靖

1①軽水炉︵NAIG大村辻郎等

物理︑核物理︑放射線物理︑核燃︑

却炉︵冨士竃湯平力潔氏︶③熔融

▽開会の辞膝謎行委

◇二十九日

こんどの第四圓矩会では︑三秘

堀金︵乗輿向坊隆氏︶④糾料体の

二藍︶⑭マグノノクス炉︵冨士織

一本松珠心氏▽生別講敵−詞華綴 ◇三十日

員長坦花秀武氏▽挨拶11学会会長 料︑炉材料︒

尚温挙動︵三思原子力局橋修一郎

二十七細の臨募論文から番査の紬

①核分裂な成物の放韻と移動の問

での核分裂生成物の放繊と移動一

氏︶▽講論会雅11東濃ウラン鉱床 機罫線良品氏︶▽同一ド動力炉内

地簑構造︵岡山大杉山疑各氏︶②

地帯の肱欝欝揃岩1①花爾岩体の

題点︵源研鼠谷湾昭氏︶②セラミ

への骸分高儀成物の放出︵日立谷

︵東北大矢局型使氏︶⑬一次冷却系

ノク燃料像分裂生成物の放繊飛天

上岐︑岡隔地域の僖働胃のU含

氏︶③継継花樋蜜の地球化字的研

口薫氏︶④核分業生成物の動力炉

三月二十九日から学士会館で開催

原子力学会の年会

▽特別講漁礁口わが国

果︑三白九夷の研究論文か七会楊

にわかれて発表されるが︑この

︵導電吉闘俊男氏︶ほか九特別講

闘︑﹁敦綴猪異所の副画の概要偏

歓︑﹁実用動力炉の進捗と将来﹂

の腺子力発電長期戦画に関する考

究︵孫轡広野修一郎氏︶▽稲究発

有羅︵地調石原舜三氏︑鈴木淑夫

発熱衝の計画概要︵原語古岡俊男

察︵住友原子力永晶菊三郎氏︶▽

﹁JRR12の

舞水漏洩とその修便﹂での綻合報

氏︶▽岡輩巨ゾ乃iゲル法による

同W1ーコンクリtト圧力谷器︵循蓑翻炉制側︑核燃揖サイクル︑炉

など鵜禽講映二︑

告一︑それに﹁勧温原子炉の燃料

紬千度セラミノク炉料の製造︵置

施設内での移動︵中部電服部禎男

材料に関す叩︑3謡問題﹂など三つの

氏︶▽研究発去睡安全性︑保健物

讐の開発︑住産に伴う俣健と笈全

核自民︑化学丁掌︒

物理︑プラズマ物理︑放射総長融︑

理︑放豊能環境︑放射線詩測︑炉

同位捧分離︑核燃料贅酪︒

工大高島洋一氏︶▽同U11最近の◇三十﹇日

設甜︑炉物理︑捗燃科︑炉化学︑

原子炉刮菰の進歩︵北大古川友三

体分離に関する工学的諸袖泡︵束

目村童武男氏︶▽討三盆111染問士天機角田避吉民︶▽同y臼同位

おける闘題︵東大安成弘残︶②炉

氏︶▽生節報省1−JRR−2の虫
の諸問題︵除蝿丸山正倫氏︶▽隠

依餅動特牲の讃問題1①島速炉に

設討における課題︵田立用買敏雄

とくに今回は︑特跳講毅がふえ

勲爵会も行なわれる︒

原子力発徽早期手沢や動力炉の開

氏︶③中置子波広播の問題︵阪大

▽物別講演通F核燃

れ．⇔︑

発にもふれていることは南開さ

なり︑カノトしたものを神戸の川

パイプを切断して検聴することに

を招いて怠見を響いている︒

から火力発電に経験の深い櫃欝屈

で︑田中銀塩冨務なと︑電力会社

＋ゾの燃凝の供給課証を与え︑そ

なく締結されるが︑U獅として三

たとえばスイスとの協定は豪も

前認の究令になったのである︒

上の都含から辞任を証し果たので

はこうした事情の中で十七日一身

費名九千円︑三月七臼申し込みを

鋒結している︒定員三十名︑参加

研究会を開催するので︑参加擶を

榊＝二墨7一輔＝＝︑︸＝冊＝＝至﹁＝＝＝一﹁■監﹂；冊＝一＝玉：：一一一一墨＝＝一一＝〜；＝一一＝零響＝＝二︐暫¶馨層謄冨曽r二r﹁媚墜﹂曜一一一篇＝冨竃露﹁一一冒＝＝一；一＝＝腰玉一＝一一一＝︑一冒二一＝騨暫覧■﹂二二：闇﹁曜馳﹂F需＝＝＝︑一＝＝＝﹁i︸竃

圏霞東海発電所のコールダーホ

浮魚工に送ったが︑同社では目

原踵巣海炉の故重

二月中に原因
究明の見通し

回部会についで二回囲である︒

年︶にやはり東以で開かれた弗四

るのは戦前の一九二九年︵昭和四

わが團がこの会議の霊肇国とな

テルで開催されるが︑二月二十四日年後開かれた同会議日本国内

った︒これによると︑参加者は海外からの六師名を含めておよそ

婁員会︵議長井上五郎招電会長︶でその開催スケジュールがまとま

千二画名が予想され︑提出論文は加盟三十八ケ困およひエカフ5

会議は英諮︑仏語︵日本語は講

麟会が開かれるが︑その他会期中

はソ連からの十四編も予定されている︒

など三絹際関作から謝哲七十九編の蘭し込みがめり︑このうちに

とした同貸も通訳方式がとられ︑蒲

撫および論謡にのみ使用︶を公用

†炉は︑折角五〇％

・J︒マノクール氏

セミブーで四氏の講演と腺子力映

で原電︑原研︑原話の三カ所を訪

画の映写があり︑雛百の兇学会

問する︒申込先は原配購携局内東

海鳳子力懇談会︒

幹護士︶二月二十二日束

岩田宙造氏︵田本際子力産業会

玖都品川区大繭中丸四一五の陶紘

議細問

一A−AVlーーーII

で老識のため死去︑九十歳︒

櫛滞織

会主催で︑この継子力鋸

豊前に﹁刀国切手展﹂が県と教

務蛋

ってPRで大きな役割りをつと

で鶴かれるというV長年にわた

めてきた原子力灘がなくなるの

寒

が

要予測方法︑コンビナート︑M⁝H あるいは会畿終了後には海外参加

の磁力上昇試験にも成功しなが

ール改良型除

AECは実際の業務から手を引

蔀のる︒スケシ講ールは搬一日の

なども謝画されてい．Φ︒

安全部次艮

婁員会の東鼠駐葎代鼓に︑原子炉

米麟原子力委員会はこのほと同

米原子力委鼠会

・J・マックール氏

海錨駐在代表にW

者による国内各櫨施設の毘学旅行

交渉中であるがスペインに対して

の期閻は三十年であるQまた現在

は五聖チ力発電所建設に関して︑

このほか東薄村の野臥では︑故

またスウェーデンに対しては二発

陳部分に対する水駈献験や磁粉探
傷試験による実態究明など万全を

電勝建設鳶凧に関して燃得供給保

し︑その真礪の探求に絡害してい

期しているが︑この磯粉撮傷とい

証を与えることになる時様で︑そ

下︑これを顕微鏡やX鍬で検査

る︒

うのは︑磁石の粉末を使用して︑

れぞれ所産期醐は三十年である︒

とがわかり︑さる一月六日運転を

厚止して故庫の捕所と原囚の究

このほか東大汝藤姻究冠に依頼

圏に見えない微小の損傷を発見ぎ

ら︑熱交換器に蒸気もれのあるこ

系統︑主要燃惣門無関連など十二
なお十五田の開会武は︑東京・

この世鼻動力会識は︑躍力︑石
明︑ならびにその対賑を倹署して

して︑模型を便って圧力など濃艶

る試験方法である︒

日比谷の日生劇場で闘かれる︒

炭︑石油︑天然ガスなど在来のエ
いたが︑二月中にはある程度の冤

原子刀というよりは︑むしろ火力

の実験を逸める一方︑この問題は

を任命した︒同氏は三月層任の予
定である︒

き︑輸送規則︑輸送谷器の無準・

放医研病院部長は

は淋しいが︑東海村にできる原

子力営及センターにその役借り

が移されて︑なお発展するとい

に切圓原子力関係の切手の

FλPI

つ話もある︒V切手といえば︑

G

第︸グループの監獄

話を出している太田逢氏︵清水

建設︶や︑世界的には象大の三

かく︑原子力臨で開かれる切芋

島良績軽士も有名な宥在Vせっ

ご不自由もありまぜん。
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騨

D発電を含んだ原子力︑総禽蟻力

の分科会で行なわれるが︑この間
十七農︑二十田の午削には﹁送電

米の揚含︶など三特別講蔽も行な

ネルギーはもちOん原子力︑太陽
通しがつけられることになったも

系統連けい運用の続療﹂︵欧州と

われ︑二十一日午削には︑分稿盆

ようである︒

隼にすることには問胸がない︒

米AECとしては保舐期間を三十

はこの枠も改定されるであろうが

梯で供給保証されているが︑今後

臼本に対しても︑現伍二︒七ナの

エネ乃ギーなどあらゆる形態の工

供給保証も可能
の懇談会が︑二刀十七日午後聞本

を迎

窪た今後民向化されるにつれて
臼本政栂の招請で︑二月六日来

期

発電サイトの問題とも見られるの

不ルギー．僧取扱うもので︑特に各

すなわち陳憲では︑故障鷲明以

でとりあげられたテーマのうち特

糧エネルギーの絹亙関連に里言を

来念挫をあげてその究明につとめ

る一ゐ︑村外にも憾援を求め︑英
圃のサイモン・カブス社からも四

名の技爾占を迎えて穐力検討し

原産︑米AEC核物質課長と懇談
日したアメリカ猷子力委貝鐘︵米

膿理などの規制の方向とか新しい

た︒その結果︑この蒸気もれは︑
︽交換器の幽幽の過蝋鴇部分にあ

炉の開殆に力を入れていきたい︑

んて︑原子力好業膵関係者と

る数本のパイプに集中して起こる

アメリカが核燃料民有化にともな

A皿C︶核物質課長E︒レポル氏線．†力競業公磯会長至で開かれ︑

難

ってかわるであろう海外に対する なと私見をまじえて発一雨されたQ

灘輪番︐

線臥争総野際究曲病院部長矢野尚

菓海原懇︑原子炉
建設特難生を募集

ことがわかったので︑この部分の

議五十回原事懇開く

塚本憲甫氏が併任
員会が検討を脱ねていた織子力発

二賃の辞職毎翼翼し︑儒医姻所長

学課伽庁は二月や七日︑放購
臼本櫨子力配業会議では︑二月

電の長期見通しについても成案を

四十一年度予算など説明
癖．
十八田午後︑除建場子踊讐機霊で

塚本憲酌出の柄院部長兼任声p発令

得たので︑開催されたもの︒

門衛業部長︶厚生技富の矢野氏を

立かんセンター柄院伺︵元和歌山

核燃料供給政策について話し合い
弟五十回原子力欝留連絡懇談会を

とくに︑この会禽では民有化の

した．糾学技釣庁はこの前日︑国
なお︑鳳麗の購廼活動について

手続についての他︑使用済み燃料

を行なった︒

開き︑昭和四十一年獲原子力予鱒

差口と峠子既発堀の長期見通し︑

は線子軽罰菜実態隅査織果︑電力

放隊研納院部長に腎任させたが︑

蔑光達の解説と︑原産の饗業湧鋤

の実際の輸送閲慰が取りあげられ

について科技甘隙子力局次長武安

原チカコードの共同開発整備と大

凍撫錘子力懇談盆︵会長安堀錆

三月十七︑十八の両日
について原題岸川淳一事務局長の

五郎氏︶嫉ご月十七︑十八爾日︑

展に︑原子力切手ローナーの見
挙逓反に連座し公民桁輻湊の陶決

はなげいていた︒

えないのは残念︑と⁝原子力雀

矢野氏は狛歌山県衛生部長時代逡

で第閣圃原華炉建識に関する特製

羨城県廉灘村の東海原子力クラブ

たが︑レボル氏は民有化後の核燃

ゐ蔓けているため︑撫論報ぬ罪か

説明されたが︑あわせてCDC一暮供給協定の政瞳傑空期間は実際

ら集中的な批判を曝けた︒矢野瓜

型聡子詔算機の共同利用について
僚環愁は久しく闘かれていなか

多い︑とつぎのようにのべた︒

面で三十年の長期にわたるものが

説明か行なわれた︒

われた︒

⑧お好みのコースをS43で飛んでください。いずれ
のコースもU木人エアホステスがお供します。何の
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O羽四から北極をこえてわずか16再問一コペンハー

⑧il本からのもうひとつのルー1は南よわり一ごら

んのように兼南アノア・中近東・コーロノパを結．ヨご
エキゾチソシなコースです。
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原

一︑ ま え が き

八0隼代荊半までの績算需要を満

されている埋蔵臆六十万ゾは一九

ランの供給については︑現在把握

としては○・七飯70︑分裂性プル

トニウムとしては○︒三五10・
三八％の核燃料を作り︑弟二一節
五サイクルを行なわせる︑とプル
トニウムの参着的リサイクルが可
能であり︑その除天然ウランの供

の騨発についての魚点のおき方の

え︑新柳熱中暫︑子炉と筒速増敏炉

がまた決定されていないとは い

したがって︑動力炉聞発の方剣

便うへきである︵B︶一一酸化ウラ

五％敦でにす○にはモリブデンを

で試険が進み︑合企材料で燃焼展

ン︶は燃焼曳三・四一三・五％法

万％μ補ウラン・七％モリブデ

かにされた︒︵A︶台金燃料︵七

無駄も多いし︑国のためにもな

場で一本に穫粗みを立てないと

科学技術のことは︑国の立

とものやわら

として︑どんな小さな問題も器
議していきたい

幽︑高速増殖炉のわが国におけ

発 ︶

錆二 次五力

︶

は

九七〇葬から照射がはじめら

次に混合酸化物副画がある◎これ

せるタイムスケジュールが必要で

かり︑一九七三年ごろには完成さ

六九嘩ごろには原型蜘の建設にか

究開発を実施し︑おそくとも一九

ある︒ぞうすれば︑一九七〇年代

れ︑結果をうるまでには少なくと

後半以降の実胴に供することも可

もニカ無巻要するものと予想され

尉経験のある燃料要素笹入黍でき

る︒したがって日本である穆慶照

能と考えられる︒

高速炉の開禿と新型幽手性子炉

おき方

て開発ずることの問題点と重点の

六︑隅速炉と新型炉とを並行し

るのは︑一九七二年⊥二年以降の

このように考えり釜し︑奨験炉の

ことと考えられる︒

が無理が少なく︑そのあと一一二

励磁は一九七三年ごろと考える方

の開発とを並けして進めることは

資金面︑人材の画で容易でないこ

年の実験炉運転の縫験をへて原型
炉の建設にかかれば︑一九七八年

の開究に関しては開発の段階のず

とは十分予想される︒しかし両者

れが明らかに営在し︑筒速炉の方

ごろには原型炉を発成し︑運祇に

ようにワーキング・グループの謝

設に進む閥に︑新型炉の方は工学

は茎礎的研究醗発から実験炉の建

はいれるように考えられる︒この

画より原型炉の完成ぷ約三力館遅

的なコンポネントの開発から原型

らせることは世界の大勢にさらに

炉の建設にとりかかるといった逓

リードされる心寄はあるが︑各段
階の体験を逐次生かしていく上で

これらの予想を均すと別蓑の通

いが趨るものと考えられる︒
えられる︒

非踊に大きな利益があるように考

の三農の荒事開発賛金であれば︑

りである︒この予懇からすると︑こ

もちろん谷易ではないにしても開

またこのようなステノブを踏む

発の至要性から囑えて湊して不一

学ではベルギー化学リサーチ・ナ

︐O

中

売

（東京都彪区薪橋1−1一ユ3日本原子力藍榮会臓内）

醒圃囲隠園團囲関翻

発

る關発

〜

力架

ない︒現在米国から呼ひかけのあ

水炉系からの日誌炉系への切りか

鮨な額ではない︒また闘発に要す

ことがあるいはわが国における軽

える論点を遅らせることも考えら

る人員確保の問題もあるが︑これ

るエンリコ・フェルミ炉は本隼燃

れるが︑一九八○年代後半の実用

料照射用に作られたものではない

期にはヤ分間に合わせられるよう

が︑米原子力委員会はそれすらも

日本への照射孔の握供の遁は閉ざ

照蟹罵に動尊しようとしており︑

とても長期にわたり大旨の罰醐が

ば心配することはないと信ずる︒

作られ︑その二成を心がけるなら

に越えられるQ
された観がある︒フェルミ炉には

並行開発の問題点

ベルギー外務省が

シンポジウム開催

上智大学と共同で

以上の諸聞題を背景にして新型

二日から同二十五臼まで上殿大学

シ謬ナル財団と共催で︑三月二十

ベルギー外務省通商周と上脇大

熱中瞥予炉の開発を考える時︑そ

も海慮する必要がある︒

十年闘にわたって維持されること

プルトニウム研究に原研の課題
五︑新型熱中性子炉のわが国に

軽水炉系から高速炉系への切り

おける開発

かえは︑軽水炉からの分裂性プル

原子力PRパンフレッ1・の決定版／

本年一月中旬鰯速炉ワーキング
・グループが報告雛を出したが︑

ルと英国のこれまでたどってきた

茨

点を弱めて隙型炉計画の遽展を難
視するかのどちらかに隔り切る必
ゆ
要があるのではないか︒

のもいいことで︑濠た︑科学技術

館の健全運嘗を︑とも語る氏は

昭細十七年︑実父老弱のため

平稲利用推避の旗手と見えた︒

やむなく強京外大を中退し︑寒

講堂で︑﹁ベルギーの技術・魔業

ーの大学教授等により原子核物理

○原子核工ネルギーiベルギー

ベルギーにおけるプルトニウム利

六五一九ニコ︶のハロン教授か

お申し込みは日本原子力産業会議サービス箏建
本部または下市へ

その番えているタイムスケジュー

ステノブ亦対比すると︑臨界実験

て十二年の遅れがあるが︑実験炉

装醒の作られた時点︵今年︶で兇

の完成される画論では九無の遅れ
につめられ︑原型炉の完成予定の
時点では五年の遅れになる︒こう
した研究開発のスピードをほぼ二

かどうか︑京たこの計画に従って

管近くに上げることが果して可能

建設された原子炉が所期の性能を
発揮できるかどうかには︑大きな
不確定さあるいはリスクが伴うの
ではないかと心配される︒すなわ
ち臨界実験装澱を作ってもその成

す︑また原型炉の設謝建設には実

果は実験炉の面謝建設に活かされ

験炉の経験が生かされず︑一通り
の勉強に多額の金は使うが︑いず
れも他力本夕のものに終り︑すべ

現在世興には氷圓に二つ︑翼国

であり︑フランスーユーラトムの

に一つ︑騰勢用実験炉があるたけ

動しない︒次の豪園の本格的照射

一ユノソディ炉は来年でなけれは稼

開発に勇点を灘いて原型炉計画を

ており︑内外の現今の情勢も十

すべき炉型式としては︑天然ウラ

の開発の熱幾は大きい︒その開発
出し︑備懸しつつ︑経済的で比イ

トニウムをあまり燃やさずにとり
就任した︒阿社は︑技術が売り

シンポジウム﹂を開催する︒

弟ながら原鷺気︵株︶の社長に

ンの供給により駅晒しうるもの

科学技術昆本法は︑科技特伝

ンベントリーの少ない腿速炉を開

れ以上の経済性の鯛待されるもの

このシンポジウムでは︑ベルギ

ものの特殊電動発電機のメ⁝ヵ

発した場合に行なわれる︒その鋳

でぜひ成立させ

朋は吉村部会の超長期謝画をベー

超覚派

枕の

1で︑業界でも特異な存在であ

で︑かつ軽水炉に匹敵あるいはそ

る︒群学技術振興政策を推進

れるが︑原子力関係では弟二日に

など各部門について講蹟が行なわ

いる︒

次のようなテーマが予定されて

いえはプルトニウムで徴濃編を行
の場合でわが国では一九八三−五

ない︑炉心体積を減らし︑炉の資

である必要があろう︒さらに欲を
て手腕をふるっているわけだ︒

年︑そうでない場舎は一九八○年

トニウム瓢を本質的には減少させ
ず︑場合によっては増加させるこ

◇第二日︵書面二十一二日︶

本費を軽減させつつ︑しかもプル

スとして試算すると︑最も好都合

旧居のいうことをよく聞き︑細

代後半に持ちこされるものと考え

切りか兀の寒点を一九八五年と

られる︒

かな点にもよく気がつくという

つる氏は︑実践爾でも身をもっ

たい︑というσ國が産襲役にな

分に承知している︒

子力の増配性を海上で証明する

炉は一九七二確家で徳たねばなら

しげる

先に伸すか︑あるいは自主開発の

・グループで作られた計爾は霞虫

こういつた意味で︑ワーキング

の心配がある︒

給のみで︑二万二千七嵐MWDの てか不消侮の形で進められること
二︑わが因今後の際子力発躍の

燃焼慢が得られると剖算された︒

進展と核燃料罷要の予想︵雀略︶

三︑軽水炉系から高速炉系への

問題を除いては次第に固頭りつつ

ン燃料は現在トン当り八万MWD

切りかえ可能な時期へ省略︶

梁議院科学技術特別饗鼠会の

あるQしかし︑残された問題は︑

京で照肘試験が薩んでいる︵C︶

婁貫畏になった

わが国における開発を鼠も大きく

かに︑はきはきと築員長就任の
抱負を譜る原さんは︑昭秘ニや
七年潜鷹一⁝⁝十九歳で鷲会党から

衆院議員に初当選して以来連続

趣味は自称乱臥︒実はぎわめ

諏醤︒

なお︑新型執中性子炉の実用化

あると考える︒

高島救授まで連絡されるよう望ん

参煽希二者は上智大学︵電詣二
たがって︑残された研究濫発の期

皐く考える必要があると思う︒し

間は一応十無と見られ︑海外との

協力を密接にとりつつ︑藏ちに研一でいる︒

醜

築囚回原子力総
合シンポジウム

当面新型炉に重点を

する︒

源子力委嶽会は一昨年秋以来︑

たすのに足りない敏であり︑さら

ウムに天然ウランを加えて︑U獅

見を述べている︒ここにその講激要旨を掲載

炉の開発についての箪点の嗣ぎ方の問題で慧

武田氏はおもに新型熱中性子炉と高速増殖

前であったので︑非常な関心が持たれた︒

論拠炉ワーキング・グル；プの報告が出る臨

高速炉の早期着工には問題
二月十四︑十五の両日︑神田の学士会館で
開催された第四圓原子力総合シンポジウムの
錆︸口国において︑原子力委員武田栄⁝氏は
﹁動力炉開発の海え方﹂と題する講蔽を行な
った︒この訟瓶は豫子力委員会の動力炉開発
懇訣会で高速増殖炉ワーキング・グループの
報儒欝がまと豪つたあとであり︑さらに新型

速度か自主開発か

動力炉開発懇訣会をたびたび開催

に潜在資源衙万ゾが斬たに把握さ

動力炉すべてが不消化のおそれ

し︑わが圓の置かれた立場の 分
れたとしても︑一九九〇年代の中

るだろうから︑一九九〇年代以後

析︑巌燃料サイクルの考え方︑実

はポンド当り十⊥二十がの鉱石が

ごろないし後半には完全に桔渇す

議を嚇ね︑昨年要には︑それらの

資源として経済的価値を持つよう

に闘速壇殖炉の開発方釧につき藩

問題について中闘陶な考え方をま

証炉の国曜化︑新型転換炉ならび

とめたQまた昨傘十月から⁝カ月
になるであろう︒

②動力炉調査団の訪英て高速炉

聞︑動力炉開発調査団を欧米各田
に派遣し︑世騨の現状についての

左右する大問題であるので︑麗麗

炭化物熱料は五万湿WDまで照射

の実用化への見通しが次第に明ら

に塘えねばならないし︑またこれ

が進み︑二酸化ウラン︑炭化ウラ

認識を譲めることができた︒

が決家らなければ開発方針がたた

ンの両方とも冥用の見込みがある

らない︒科技特をパイプの役闘

ないといっても過畠ではないと考

︵D︶源型炉︵磁気出力ニや五万

える︒

り︑蔑閥は技術を結災して︑系

仮定すると︑発堪コストの三％を

六回当選し︑︽信︑内耳︑建設

て多芸で︑運のつくも何でもこ

研究開発費に使ったとして五甫憾

用の計画○ベルギーにおける職階

における研究とエ業lO核燃料の
就陶な開発を進めるへきではな

なすというの以外はが︑識員に

円削後︑浮身なウラン澱は一丁五

とである︒こういつた可能性への
いか︑また原子力舶の難造では

％濃縮ウラン︑燃焼農二︑万五千M

一つのアプローチが原研の研究で 再処理OバルケインリアクタiO
す

拙躍してきたベテランQ

困難な燕は国が買任負撮

番に鞭てたのが乱舞のゆえんら

なってから全部やめ︑余暇を批

円となる︒さらに旭界の平和が二

グラム嶺り十賦とすると千二百億

ルトニウムは三十三沙雷積され︑

るようにし︑民間には︑互譲の

外遊駐も草冠で︑昭憩二十奪

＋王畿︒

の訪中を皮きりに世原盤箇を訪

がほしい︒

増殆炉の漏用

欲

WDと仮定すると約八千ゾが必要 の時娚は︑筒速炉のそれより十年

などの握玉委員を歴任したが︑

（50Gf・凸r）

しい︒壕鷹は静子夫人と一一人の

ており︑その燃料については本年

嚇

（400億）

精神で︑赤字にならぬ豪でもト

KW︶は本年脊建設開始を予定し

P975 ﾀ験炉の建設完了、試験運転 ﾀ層炉の設講、建設開始

問しているが︑この閥とくに昭

ところで︑この一年閲に起った

（200隠）

となる︒家た使用ずみ燃科中のプ

岩干の自門の変化は次の三点であ

フェルミ炉酸化物燃料副醸の 原型炉の建設完了、試験運 転
実用炉の経藏性評価
1971 成擢道明

息子さん︒長野県三墨選出︒万

科技特では最秘から墾員として

験

和三十二年には︑工AEA創立 ントンならやるくらいの 溜

秋までの照射緬果を嬉て︑炭化物

る︒

③原研から昨年秋発表された︑

を選びたい箸が明らかにされた︒
①前 年 八 月 の E N E A の発表に

よると︑φ鋤○︒︒のポンド翻り十

る研究がある︒この報告は服切た

里水減速動力炉の燃焼特性に瀕す

てウラン金属にしてゐ十万ナ程漫

けはU獅を○・九％に濃縮した怯

が以下のウラン埋戴量は依然とし

であるか︑その他にそれと阿程麗

総会に政鰐代裁論調として出席

︵TY︶

頒価70円（〒io円）

露

燃料︵鰹水炉からの減領ウラン︶

国民感情緩和の意味から︑原

9ボ横組写真カント入り

B5判

園

＝

の舷の追加が可能と見込騰れ︑今

し︑欧米の原子力事傭も視察し

日本原子力平和利用基金

発行

新型熱中性子炉の醐発
高速増殖炉の開発

＝

を跳水炉に用いているが︑その後

実験炉による燃料体照射実験
原型炉の建設完了、試験運転 実用炉の建設完了、運転
@〜
年次 1980 実用炉の設言1、建設開始

｝

1976

五玉力三

（300腱

原咽戸の無難｛、建設開始
年

実用炉のためのRdD

各種K4Dの進展
〜

噌
暫 噂
■ ■
暫電蟹
啄噌軍
冒曜胃噸

巨

■

齢

ことも予想される︒しかも天然ウー はその使罵ずみ燃艀中のプルトニ

茂

隠

後の努力次第ではさらに増大する

原9

圃

耀気は文化生活のバロメータ
のびてゆく電気の使用懸
いままでの発電所
これからの羅力をになう原茅力
原子力発一所ができる豪で
発罵炉のいろいろ
世界の原子力発躍所
日本の原子力発鍛
原子力船

〈内容〉

五

臨界実験敦置による炉物理爽 海外よりの傭報の入手、海 外
協力、燃料体の開発研究
フェルミ炉酸化物燃料副画へ （」簾TKの利胴）
1966 の：参加
各毬コンポネントの試作闘
原型炉の設轟1、建設開始
Naループの建設、実験
（200億
1970 郷料体開発研蹄
実験炉の設讃、建没開始
原型郷の予備的研究
鋤

冒耳胃買
曽曾胃
曽 ■剛胃
回冒曜冒
曽 胃．買剛
曜
暫曽

（6）
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