一第356号

、

強力に推進する体制を確立した︒蓉た開夢語力も従来の工務室原

を開き︑第﹁小鮮員会および第二

門の東洋陶盟会議室で第三回議含

会は五月ニナ飾臼午後︑東京胱ノ

▽乗海建設所次長兼同事務課長購

小委員会から報告されたこれまで

長竹村立史︵留任︶

▽敦賀建設編次長浦同婆務課長謡

務取扱有馬健薩

の経過について審議したQ

年六月十五臼日立以

来︑わが国の原子力研究の中心と

昭和三†

6月15日ホテルオークラて

パーティー開く

原研︑十周年配念

予定である︒

本郡会を開き︑讐申案を審畿する

なお同駒門部会は六月朱に再度

理由や寒熱点が報告された︒

いては各対象品霞として倹隠した

行なうへきであるとし︑巧者につ

形態︑また照射装置の考案などを

的諸穿件や照射線源の輝類および

研究分野として︑照射処理の効果

やまた各国買に共通する基礎的

として慶︑畜︑水三物の安全性

また第二小委員会は︑中聞報告

られていることが至当された︒

︵四十二年度以降三年問︶が見秘

れ︑とくに予算として約二億円

問覆項に関する検討結粟が報告さ

価︑研究樋設および予算など︑議

試験研究の範囲︑研究成果の評

および玉ねぎの一嘉扇について︑

よる発芽抑制を囲的とする馬鈴轄

第一小石員会からは︑放射線に

講取扱谷出理

街的野助等に関する事業を行なう

あり︑撃業の発展に伴う内容の充

たのは設立以来今回が初めてで

し︑米国隙子力開発協会︵APD思決定機関として﹁日本フェルミ

﹁日本フェルミ炉委員会﹂では

均︶約五年間派遣する六二である︒

本原子力研究所︵理肇畏丹羽周夫

原研ではこれ卒理念して︑きた

氏︶は今年で満十年を迎える︒

る六月卜五日午後三時より︑・果京

フランス属題在科学アタソ

福永博氏︵前原チ力局放射龍課

行く人・来る人

関係者多轍の出席左望んでいるQ

恩パーティーを開くことになり︑

コで開かれるEE1総会に青木委洛区赤坂のホテル・オークラで謝

︵敏称賂︶

なお︑委員会のメンバーは次の
とおりである︒

育木均

シェとして赴任するため︑六月三

長︶

三善寛孝氏︑秋野金次氏︵原電︶

日象族同伴で渡仏した︒

敦賀発陣所建設のお合せのため†

刀句＝

ヨ

8以内で入手できる 1

郎○燃科課長今井至言○発電課
長岩越米助

O部長箏醗取扱︵取締

役︶鈴木小兵衛○次長兼建設業

▽建設部

務課慢禦務取扱野本照雄○匠気
機械課長田中英司○土木建築課

なお原電は五月三十一日︑第九

コンサルタント業務を憐せ実施す

ことができるLを泌え︑いわゆる

コンサルタント業務へ進出
回株空総会を開き︑昭和四十年度

ることを明確にした︒

営業報告︑役員の全員任期満了に
伴う改選の件鰭を付議︑原案どお

り可決承認したが︑このうち役員
改選の件については︑取締役に大

嵯餓根常務が
副社長に昇格
嵯峨根泓吉氏︵常務取締役︶の副

原電は同巳午後取締役会を開き
氏︵朝束霞姉崎火力建設所長︶︑

祉疑︑吉岡俊男氏︵取締役︶の常

一郎氏︵日立社長︶︑鈴木小兵衛

神正氏︵荊原聡秘轡役︶︑駒井健

文魯課長鈴木達○労務諜笈︵次

闘義鳶職︵蕊襲薄塗会長︶土光敏

獲た中業の発展に対処するため

なお原電が副社長二入制をとっ

務取締役昇格を決定したQ

建款第二条に﹁本会祉は委託をう

就任した︒

央残︵棄芝社長︶の五八が新しく

長待遇︶星野雅之
○部長穐山通太郎○次

長八杉正武○経理課長平山慶治

▽経理部

篭堂半信

O契約課畏下山俊次○巌材課長

実体制がうかがわれる︒

A︶とフ照ルミ炉照射孔僧用およ 炉委員会﹂を電中墨に設置したQ

この日本フェルミ炉委員会の業

に姻就試料の照射解析を行なう②

今井弐材︵原燃理事長︶︑木川

委員︶︑芦原義重︵関竃薄目︶

務訓幽は︑①照射孔の描用ならび

E猛1のプルトニウム燃料開発謝

︵前東電会長︑原子力

画について︑日本の代蓑機関とし

︵三要垂工社長︶︑局外健一郎

て題思決定をする③APDAに技 田一隆︵東電社憂︶︑河野文彦
︵田立重落︶︑土光敏夫︵悉曇

へ行く︒約二迫間諾在の予定．

黒日︑米GE社およびエバスコ社

点鼠

一lll践V一り9UO一

原子力関連機器市場調査運絡会

企爾委員会十

㊥

工・ア・ブラウン・マクファレン株式会社

各社に専任原子力部長
東京電力︑中部電力︑関西聡力および日本原子力発部会証はこ
子力部を原子力蜜に昇格させ︑棄京電力は︑田中常務の離務取扱

搬原子力推進部が発足
のほど一せいに原子力関係の機構を改革し︑とくに中島出力は社
になっていた原子力部長に専任の新部長を発令した︒

若手副耳の抜てきを主腹に︑適材

宗徐正次○総溺課艮安福思夫○

内機講を改め︑火力部原子力課を原子力推進部に昇格させ︑一二謙
を設躍し︑同社が謝圃申の三重県豫浜地点の原子力発醒所建設を

六月一臼︑本社の組
適所の配置が溜慮されている︒

設翫および工螺監督︑その他技

O部長浅田忠一〇次長 けて︑原子力発羅所に関する調査
加賀出正○安濃公理課長板畳哲

▽技術部

フェルミ炉委員会設置
研知一二i六名︑︵二︶原燃二一

この計画は賎力業界がかねてよ

と正式委細に調印し︑早憩に技術

員が出席するので︑その時米国側

力社避︶︑田中直治郎︵凍電常

術団を派巡し︑醐係機関との協力

据長︶︑月羽周弐︵原研理郭

活動を行なう④フェルミ炉を巾心

に︑高速炉技術の摺報をしゅう

長︶︑堀撹路︵億中研理事︶︑
松永安五エ門︵眠中掴理瑛長︶
横山通気︵中電社団︶

原子動力研究会

＋日午後融融

五日牛後原厩︑保健物理グループ

プニ十︸日午後原題︒

十六田年後拝藤︑遮蔽設計グルー

電話（561）5141｝5

東京部中央区銀座2の3米井ビル

CENTRE：

THE
RADIOCHEMICAL
公認代理店

197等；

Hg

Hg203，

Se75，

P32，

その他1131，1125，S35，

l㎜
東京蹴力は昨年十二 塁養︑學三都澹繍野茂一原子力部第二認長に小忌久次郎
照月の機概白川で原子力 旨旨︵煎火力部長︶を任命︑また 残を発令した︒

開発計画室を新たに設置
п@
織を改正し︑新しい人

少数精鋭で人事の総体的若返り
⁝⁝

の下に︑二璽四部十二課および束

社長一︑副社長二︑常務取締役三

これで験戴の機構は︑会畏一︑

今回の改正をみるとその主眼点

原㎜響発令した・
は︑新しい炉型とこれに伴なう燃

海建設所︑敦賀建設所の新布陣が

なうおもな人襲は次のとおりQ

しかれたわけであるが︑それに伴

料に関する問題および原子力発雌

担当する開発謝國室を設けたこと

所に関するコンサルタント業務を

電中研︑六月中に正式契約
それぞれ契約を締緒︑長期にわに

名とし︑合計で十七⊥一十名を︵平

○塞馬陸務取扱︵取締

る狡術団派遣による国際協力を行

▽社長室

なうこととし︑そのための最高意

であるが︑このほか︑外国との契

藤敬Q弓長丁付︵調査役︑参

役︶大神正○主査下村晒之︑遠

フェルミ炉国際協力訓劃を鍛塗

︵ロ︶メーカーほ五一十名︑︵ハ︶原

総務那に文轡諜︑経理部に契約課

約に関する詰出題に対処するため

鄭︶斎藤進

事︶渡辺一郎0社説簗勤務︵参 安左工門氏︶は︑このほど日本ー

電力中央研究所︵理掛長︑松永

を設けたのと︑東海発雌所の運転

り隅速増殖炉開発のために進めて

一五 して︑開発の一灘を掴ってきた日

開始と敦賀発億所の建設工撃の本

び照射実験翫画について︑またエ

○室長二三取扱
︵取締役︶辻本進○釜畏代理

ジソン厳気協会︵猛過王︶とプル

▽開発計画室

格的開始にそなえて︑技術部に安
り
全響理課︑燃料課︑発聡課を︑ま

主査佐藤正雄

︵発日︶畏写実○次長湯原酪○

今後は︑六月六日サンフランシス

ことであり︑少数醒際主義を闘標

た建設部に主宰業務課を設湿した

いたもので︑五月一午四日には両

を行なうことにしたが︑二田中後

務取締役︶山田太三郎︵工業技

団を派遣したい趣同である︒

者で禽意轡の調印がなされ︑九電

開かれた原子力委員会定例会識で

なおほのほか原子力委嶽や原子

術院電気試験筋疑︶

力祉長会においても了解を偲た︒

トニウム燃料開発謝画について︑

一
原子力委員会はさきにわが国の

同本部の設殿をπ式決定し︑松根

集︑整理検討するとしている︒

このため今後七年間の所要僻釜
として①照射気働用智二二ゐ千万

二小委員会か
ら経過を報告
食品照射専門部会
懐子力添貫会の食品照射鰐門部

Bu11etiu及その他資料送付致します

カタロ蹴Technical

東脚閣業郡を馨・本部
長に田中常務を遜て︑璽任体制を
確立し︑福認原子力発醒筋の炉型
を決定してきたが本格的な建設体
制の確立︑業務の多様化に即する

代理の小林健三郎氏を昇格させ︑

ため︑原子力開発副本部畏に部長

田中常務の窮務取扱となっていた
原子力部艮には︑日本原子力発躍
に建設部次長として出向していた
野村顕雄氏を任命した︒

電㎜髭男は︑地養
川 一部の強硬な反対のた
指甲㎜ め計画の推進が遅れて

いた︑三蚤麗麗浜地点の原主力発

露所建設謝画を合後強力に進める

ために︑従来の火力部原子力課を

原子力推進部に昇格させ︑原子力

推進部に原子力課︑原早力計画

課︑原子力土建課の三課を設癒し

た︒また原子力幽幽であった河内

ク

○部畏出梅正行○次長

産副会長︶ら九名

▽総務部

松根宗一氏︵原

に人事の総体的若返りと︑為能な

一

取締役に柴田二一二男取締役︑原子

常務を副社長に昇格︑原子力担嶺

力抵進部長に片岡文離隔︵萌火力

部長︶を嶺て残任体制を確立した︒

なお︑その他の主要人事は次の

圏道雄▽原子力課長水野克巳︑同

動力炉開発の墓本方劃を内定し︑

宗︸氏︵日本原子力腫業会議爾会

働難推進本部委員決まる

副長長三二︑同仲上広吉▽原子力

昭和四十二隼度を隅途に新特殊法

の初会禽で正式発足し︑それによ

豪た臨時挺選本部は九回︑霞員

力局畏は随時勲績に参加する︒

人を設立することとしているが︑

罠︶らその委貝九二を決定した︒

人︑同河合昭良▽原子力土建課長

それ豪での問︑目口原子力鰯究所

とおりQ︵敬称略︶

臨時捌進本那委風の氏名は次の

飯沼芳郎︑同副長署田厳︑同窟樫

遣本部︵仮称︶を設躍し︑高速増殖

内に少数梢鋭の動力炉開発臨時鑑

関頭電力は典浜原子
力発電所の本絡工購硬

炉︑新型転換炉鵬発の躯体的なス

闇

丹羽周夫︵原研理裏長︶︑今井

団派遣列四億円︑鎖十二二四を予

発費分握玉翫懲五千万内︑③技術

って幹堺も決定し︑七月中には彊 円︑②EE王プルトニウム燃料開
ケジュールの策定や設副要館の設

な方針を立て︑八月の︵予算︶閣

金や体制をどうするかなど貝体的

関㎜照して七二櫻雄

大山彰︵東大教授︶︑加藤博見

美材︵原蚕理事長︶︑松根宗一︑

︵関唱副社畏︶︑清成魏︵日立

ては︑︵イ︶電力会社11七一九名︑

定している︒技術者の派遣につい

必要な資金の見稻りなど二本方針

式決定する方針である︒

議で︑動力炉開発の基本方剣を正

定︑国隙協力の実施方法︑剛発に

融社長︶︑妹鰯三郎︵三菱原子

氏を典浜原子力発電所業務担嶺と

の遂行に必要な二五項の細目検討

し︑従来の工務整原子力部を原子

o

利男︑一望付記塚魏彦︒

三三課長湯川講︑同副艮亀辮秀

役魏沢千文︑嗣丹羽甲太郎︑同平

▽原子力推進部次長石井久▽謁査

とおりである︒ ︵一部留任︶

帯唱

丁謝αη2200種を常時在庫してい

3CではC14400種

旨

力塞に昇絡させ︑原子力整畏に飯

冒

一門

東京都港区新橋1丁目1醤13号（東電旧舘内）

8本原子力産業会議
発行所

四

論鴫

振替棄京5895番
醤盛（591）6121（｛七♪
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昭和41無6月5

聞

力

原

APDAとの
協力計画に期待する

り大規欄なものであ

派遣チームにはこれらの各機関︑会社の

メーカー︑原研︑原燃の代衷が加わり︑

り撰進されるが面長会には醒力のほか︑

いかに活用し︑たとえはわが国での実験

こと尋希望したい︒提供された照射孔を

として位置づけられ︑宥効に追めろれる

立︑翌朝五十万四千円

ラン振動充地燃料の照射研究艮早

⑥濃総ウランスパイク麗二酸化ウ

八千円

の研究11住友電エ︑二衝六十九万 は三落銀十二万二千円︒

⑩分散型およびサーメソト型燃料

フェルミ炉は︑最

つけるかである︒さいわい︑日本フェル

炉燃偶の試作︑照射試験などとどう結び
おける一生率の臨援測定研究H三

⑦一一酸化ウラン燃料体の照粥中に

鋒法淵日本原子力事業︑二刀九十

⑰＋字形制御板の等価反応度の計

防護服に関ずる蹴験研究

三︑重汚染区城内橡麺用加圧服型

︵東灘生化掌研究所長︶︑婁託蟄

る︒

研究者が参加する予定である︒鷺十の出

をめざして︑わが国にもAPDA方式が 申心に︑願力炉m⁝発臨時推進本郡と趣似
気化学工業︑八酉ヒ十七乃九千円

⑧原子炉用炭化ホウ素の製造畦電

上11東芝︑万燈万四千円

円︒

信領しうる防護版を開発し︑その

護服について︑安金性の点で一応

安全便用限界︑便用に適した条件

を考察し︑設計から製造方法およ

得ることを圏的とするもので︑主

11ご一菱原子力︑四薗七十九万七千 び国家規格の修正に必要な資科を

⑭非一様発熱休の焼損二流束研究

開発を急がれている加圧階型防

力会報と十のメーカーが結成したAPD

のメンバーになっており︑両者か同一の

万千円
⑱沸騰水型原子炉炉心の熱施速向

初田力二十万 K W の
商業用嵩遼炉として四面されたのである

思思のもとに拍進されるものと︑期待し
一千七齎八十

塩化ビニール

望⁝アメリカの原子力発鯖藷
とが分かると︑出力あ憂えてもっぱら局

こ京での熱悪卒一示したのは︑かねがね表

勢生えつつあるといえよう︒臓力爆がこ

造翻神戸製鋼衡︑

⑳トリチウム騨蜀交換標紬法膳大

井上武

任研究者は原蜜協原子力施設胴加

一郎氏︵武蔵工大教授︶︑擾託費

圧服開発轡門婁員会主査

は四薫二十二万六千円である︒

石灰蜜獲
愈金鍵

菱甲子力︑七衛五十一万七千円

逮材料試験炉として運蔽利用されてま

てよかろう︒

三万一千円

阪府︑百七十九万八千円
⑳体内臓器の顧竣沈蒲態解明のた

結核．†防会︑三酉七十

原子炉諾技術
者の口答試験

七月十四日科技庁て

科学技術琢は五月一二十一日︑第

この試験はさきに行なった策認

験の実施について公皆した．

試験の含格者で︑再学技術庁畏富

カーバイド

ミ炉婁鍛会の構成は︑育木原子力婁員を

た︒現在全出力への上射運転をつづけて
明していた経水炉から手速増殖炉へとい

国際協力は相手のあることであり︑機

⑩原子炉圧容器湛張力鋼材の細腰

靱性研究11三菱璽工業︑五酉七十
万円

用の研究

めのアイソトープまたは放射線利

四万円
⑳衛感度熱蚤光線撒澗定衷躍の研
究樋松下蹴器︑業障九十四万三千
愈同柚型リシウムドリフトゲルマ

場製作所︑衝八十九万九千円
⑳パルス状放尉線の測定および利

会講

▽衆欝欝科技特ほ二田午

前開催︑水戸射爆蹴燕返最︑原子

国会

旬閣メモ

円︶の外貨ローンが認められた︒

四千♂︵邦貨約蓄八億七千七薔力

SCOから描款する三千二十⁝万

して︑同社がGE社およびGET

礼の敦賀発電駈建設に伴う資金と

子力関撚では︑日本腺子力発照会

十二件を舘写したが︑このうち原

を開き︑技術導入や外貨ローン六

政脇は五月三や一日外資蕃議会

三千二十一万四千談

都電の外貨ロ
ーン認可さる

硬で送村するよう望んでいる︒

持滲するか︑または同課宛憲留郵

そえて︑原子力局原子炉規制課へ

み雛に受験資格を証明する欝面を

まで︒受験希望者は所定の申し込

受験の由丁し込みは六月二十五田

整で行なわれろ︒

東京霞ヶ圃の科学技術庁第

⑪放射線に附する非破壌性しゃへ
の指定した資格をもつ者に対する
い用カラスの開免膝n本光学︑二 もので︑七月十四日午前十時から

y水冷却型原子鯨の安全性に

その榔容は次の逝りであるQ

響に関する賦験研究

対するジル力ロイの水素化物の彫

軽水炉用燃腰被覆材としてのシ
ルコニウム合金については︑含有
方陶性水素化物の問題が重要視さ

カロイ中の方向性水素化物の挙勤

れている︒この試験研究は︑ジル

と破壌温度との関連を究明し︑ジ
ル転職イ被糧管の安全性に関する
資料を照ることを目的とするもの
で︑主任研究者は櫨安協の燃料安
三島瑛績氏
︵東大教授︶である︒委断費は一

全専門委員会委員長

千三薄八十一万円︒

二︑放射線障霧防護蘂剤に関する
試験研究

効な防議薬劉に関する関発を圏的

し︑上溝科学我術庁長患︑小幡防

力潜水艦について岡凝血が質疑

放射線照躬に由来する陳害の為

ならびに効力試験を行ない︑実際

とし︑各糧の化要物について合成

閣発について質疑い行なわれた︒

︶から宇街

つづいて有馬婁員︵●

衛施設艶話官等から現況を聴取︒

石館守三氏

化の可能性を究明するもので︑主

奪門委員会委員長

任研究者は際安協放射線防護鞭剤

で結ぶ

Aほどではないが︑乗来の発餓授術開発

いるが︑二十五の照射孔のうち七−八を

う路線を獺実におし進め︑将来の原子力
会を逃さないことが肝要である︒昨年派

照会 ︵APDA︶とわが国国力業 が︑商業運輯と照射効果が両立しないこ
展⁝界と の 間 で 進 め ら れ て い藩究

慧に逮し︑霊力中央研究研から協力訊画

協力の謡し合いは︑このほど叢終的な禽

アメリカ原子力委貴会が︑五つをユーラ

発電において空導権を保持することをめ

⑪ジルカロイ長尺燃料被覆讐の製

の内容などが公表された︒

トムが別用するという具含で︑アメリカ
遣された勤力炉開発翻禁止の蝦指も︑国

この協力の圏的は︑いう窪でもなく蔦
速増殖炉の研究開発にあるが︑内讐はエ
ざしているちのと見られる．

際協力について速断即決の必要を説いて

のみならず︑世鼻二塁に高速巾性子の照
その愈味では︑煙毒界がリードするこ

ンリコ・フェルミ蝉の照嚇孔の借思に関

するAPDAとの契約と︑エジソン蹴瓢 尉ペソド存提供しつつある︒その照射孔

⑪ベリリウム燃料被覆管の研究疑

APDAとの協力はまさにその速断の日本碍子︑九百六十万円

いる︒

決めた動力炉開発︵払本方釧︶の今後に

扱量照研究11露土出機︑

⑫ガス冷却型動力炉用燃料要素取

の研究協力は︑ききごろ原子力委員会が

ーム阜良期間派澱できることになったの

実が今後の藻題であろう︒

実例として登廻したわけだが︑内腎の充

霧隠訪幟ジ睡﹄
騨＝一＝

ξの他30愈穏疑

計画への参加取り極めから成り︑両者は

この民閲の譲画が︑ただ漫然と関連分野

も︑幽い開達をもっている︒われわれは

一千二十

炉開発要員の喪成に︑大きく寄与するこ

は幸運というへきで︑わが国の高速増殖

一

メラミン
ホルマリン
可塑剤

協会︵EEI︶のプルトニウム燃料開発 の一つ拠わが國が入浮でき︑多人数のチ

一応別の性格の ︶のと考えられる︒この

万一千円

炉の勉強をすること﹂だとい ⁝

う野村さんは︑原罪二帰炉から⁝

営＝＝一

穏八＋一万円

新規に加圧服型防護服の開発

う︒﹁原購の評験をとり入れる
の最終段階敦でを手がけたわけ

わずか半年という臨監昂プルに

⁝

力畑を歩いた︒趣味は轟楽鑑

一＝＝嘗

試験研究が三蹟罷められている︒

μ警告庁が交付匙撃力導爆饗協会︵延長獲黙認︶の
涌利用研究婁託費のうち原子力界

となることが揺要︒顔が違えば
考えも違ううえに︑それぞれの

立場で︑異なった解釈がなされ⁝
るので︑これをう京く衷とめて

の機械課長から建設部長代理

であるQそのうえ︑原蟷出向前

活用するにはまさにうってつけ

昭和十四薙に早稲田欝工科を

の存在であるQ
で︑いろいろ勉強できたことを

卒業し︑日本錯送雌︵株︶に入

蹟︑家魔は母裳︑暢子論人と大

一一曹需＝︐

セメント

，

計圃実施のための経費は︑今後七年間に

千円

③軽水冷部型動力炉用燃料集合休

菱金属鉱煮︑五穏七十万円

⑮炭窄化ウラン系燃

⑤軽水冷却型動力炉用燃料集合体

雄

原安協関係は三件

の黙視高圧水ループによる理外評

照二一削毒性研究錆東芝︑五窟六十

①弗騰水型動力炉用燃料集合休の

価11学友信管︑七街七十万円

の研踊翻三

料の研究11古河織工︑二焉四十五 用到大阪府︑三舞二十万二千円

術11三菱原子力︑一壬二十九万九 ⑬炭化ウラン炭化ケイ素分散型燃

製造︑三齎二十七万一千円

に関する試験研究11岡野ハルプ ニウムガンマ線検患器の研究11圃 八圓原子炉ま任技術者試験三目試

万円

開

の技術習得をしてくるというのでなく︑

H

とは疑いない︒この協力揖画は︑電中研

匪

約十二億円を発こみ︑約二＋名の捜術団

陛

⑬原子炉一次冷却系の流継調節弁

雁

圏の計顧を補う形で︑むしろその一環

庭

におかれた門田本フェルミ炉婁員会﹂によ

縛

位紅紫協会︑四穏四十九万八千円

の評価法試験研究ロ目路放射性岡

▽食品照射における放射線効果

葎七十四万七千円

を平均義無間ずつ派逓するとい う か な
機縫

斗技庁

4年度
研究補助金
①ガス冷却型動力炉用実寸燃料要

百八＋八万円

の照射浦碓性研究11住友電工︑五

素の組立及ぴ騨価11古河電工︑六 七万四千円

②触圧水型動力炉用制翻棒組込弓

菅万二千円

の原子力

顕

を︑その闘東海樹葉所次長も兼

ための流通材となりたい﹂とい

は千葉火力で戦後の輸入鈴一骨

力の両刀便い︑貞曝な存在であ

原簿に感謝する一方︑十分負任

機建設を握麗した︒火力と原子

る︒古巣に帰ったものの︑康海

野村さんの社内評は︑温淳

社︑再編成で東電入り︒以後火⁝
で︑ファイトがあり︑あたりが

も感じています﹂という︒

原鷺時代の感想を求めると

かけもちと大変いそがしそう︒

学生のお嬢さん二人︒大正五隼⁝

が営業週転に入るまではいわは

﹁建設には︑火力の続験が役に立 よいのでまとめ役には麺してい

曹嘗曽一一闇一︐一

ったが︑原子力特認の闘題も勉 るということだ︒氏盧身も﹁発
♂幽；＝騨

ポパール

還罷む

クロロブレン

電気化学工業株式会社

アセチレンブラノク
スチロール

畷塵2・轟

轡5㊨79錘騒鑑慧

総額約三億一千万円
食品照射など新規ふえる
⑪核原器物質鉱山のラドン娘元素

長手無側板型燃料集合体の組立技

科学技術庁原子力局は五月三十一田︑昭勲四十一鰯度の原子力
除去装置11早大︑穏一二十万円

粟京王力︵株︶

部面になった

村

のむらあきお
野

磁所の簿は・み無難

平湘利用研究委託費および同補助金交付の審査結果を発翻し︑六

臨勢
説一

いくことが必要﹂だという◎
から眺めることができ︑各祉の

強できた︒また張鍛を離れて外

無風もよくわかったQ残念なこ くと︑﹁まず﹁新入社貫の気持

原子力部長としての抱負卒聞⁝
に発足以来出向していた野村さ

部長に︑日本原子力発蜷︵株︶

とは︑東海の建設が顕れたこと

務︒東海発電所の設瀦から建設

でみんなにとけこむこと︑軽水

んがき謹つた︒原電では律設部

田中精靭の兼任だった原子力

一一＝＝

⑫透過型β線環さ刮の安全性1一日

程におけるヨウ累化合物の水洗効

と燃料サイクルに関する研究11住

▽原子力発出計画に拾ける炉型

く 一二需一一 一 一﹁朧 ：8一 一＝﹁＝ 一 ：＝二 一 轄＝：一 一

月一日より交付を始めたQ今年度︑在来炉の安全性に無腰をおい
本電気讃測器工業会一工衝五十万円

▽原子炉のパルス運転による反

新規研究には次のものがある︒

部分が継続研究であるが︑関連の

交付の決定した研究婁託蟄は大

新規研究は八件︒

た婁配費は︑三十五件の申請に 対 し て 二 十 二 件 一 億 六 千 五 酉 万

十五件一慰五千万円︵研究費総額は三磁千二頁八十万円︶

円︑また燃料聞題を聡慧課題とした補助金は王十九件の申鯖に対
して一

で︑総舐縫帯千五薗万円が交付される︒これは前年度比三千酉五
十万円︑約十一％の増額となっている︒内餐的にはとくに今無記
・から婁踊研究の懸盤課題として取上げられた食品照尉関係で︑放
岡協が行なう一作があり淀目される︒

応度事故解祈薩日立︑二千九蔚五

研究委託費の交付試験研究乱国︑

果釧三菱原子力︑四蕾三十二万円

境三遠能の迅適建言法の試験研究

⑤格納容器スプレーによる嵩温過

受託者︑委 託 費 の 金 額 な ど は 次 の

⑥風向変鋤幡による大気安定度決

口達嚇線影響学会︑酉九万六千円

昭和四十 一 庫 度 原 子 力 平 知 潤 用

とおりである︵なお原子力安全協

定法睡臨本気象協会︑六薗四十八

設計星蠣11日本溶接協会︑一千五 ⑦液体ナトリウム用機械式ポンプ

▽原子炉の緊急燦態における環

会関係は別項に掲載︶︒

万八千円

＋七万円

①原子炉の一次冷却系紀管の構造

友原子力︑百十万千円

⑧間接サイクル軽水冷却型船舶用

H日塞

一千六胃五十四万千円

管九万一千円

原子炉の解祈評価

一千黛百九十三万八千円

▽距水減速塩酸ガス冷却型発電

罫日本機械学会︑一千首九十万六

協会︑九国六十万七千円

▽液体ナトーーウム用フリーズシ

日本造船研究

千円

⑨沿岸における放射性物質の動向

ール弁に関する鼠験研究μ岸川特

②燃料集合体のバーンアウト機構

③腺子炉格納容雅及び圧力容器の

と分布新調畿大学︑菖八十五万円

用原子炉の解折評価鯉川崎鐙工︑

耐腿設計のための振動解析法目日

トによる固型化11在原製作所︑二

▽放射性スラノジのアスファル

殊弁製作所︑一一酉八十四万千円

ウムの除染11大阪膨︑甫九十八万

本機械学会︑六蕎八十一万二千田U ⑩凝集沈澱法による放射性ルテニ
④放射性ヨウ素除去荊フィルター

三千円

………一…一…一…一…一…一…

円
一、

…

月臼立︑八百三十五万三千円

庫

影生活麟を奪
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欝

減
産

力

綿織制蕪櫨簿鐙応酬盟蚕罵叢暴

EE㌶も新会社設立
このグループ再編成の動きは︑

EG露の発注方式変更で

イギリスの一ご原子力グループの︸つであるイングリノシ．一︒エレクトリノクーバブコノク＆ウイ

S︶は先ごろ米原芋力婁貴会︵A タノチしないという立場をとって

て取り入瓦︑一方排水はオイスタ

ド・リバーの支流から運河によっ

同プラントの冷却水はフォーク

い試みがなされている︒

アメリカの内務雀フfソシュ＆ よう要求したものである︒AEC熱影響闘題に対処するため︑新し

ある︒しかし︑放射能に混濁する

きたし︑今後もその方針のようで

ワイルドライフ・サービス︵FW はこれ豪で︑熟影響問題には直接

漏C︶に対し︑発鷹炉から控壁され

なくするため︑ク

際︑熱の影響を少

出されるが︑その

ー・クリーク川にそそぐ運河に放

る冷却水による熱影響︵冷却水に
闘題は︑発電所建設許可串請があ

米議会︑聴聞会開き検討始める

冷却水の熱影響が問題化

よって川や湖の温度が上昇するた
め魚や生物に悪影
響を及ぼすこと︶

も規制するよう

誉設け︑バイパスを通して放出す

ーリング・タワー
るごとに内務省の意見を聞くこと

︑の訴状が

るようにしている︒この発電所の

要望したが︑これ
に関連して︑鰻重纂

にしている︒米議会の関係幅員会

所祷者であるジャーシ⁝・セント

機会に提出されている︒

これらはいずれもAECと連邦ではこの問題を検討するため︑近

ラル・パワー＆ライト社は州公溢

になっている︒

について向う三鉱闘鵡蒼すること

小業局と協力してこの設備の効果

く聴聞会を開いて各方面の意見を

動力翠黛会︵薩業施設に対する詐

一方現在建設中のオイスター・

聴取する予驚であるといわれる︒

組織していたAPCが岡じグルーに際して起きる可能織のある熟影

クリーク原子力発羅所では︑この

プから独立分離したことに端を発

し︑講会に捉出することになった

五万が︒フランスとの共晶研究

・関係の一九六六隼度予算案間作成

している︒一鰭後には？NPGも

連の動きは︑昨琿か

独立した株式会将組織に再編成さ
れた︒

これらの

とくに地下実験副圃強

は例外である︒

核兵器

化のために一千万がが追加され

による高中性子東研究炉巨百五
十万ザ︒茎礎研究業販菖十二万

︵議会決定は今環の予壁︶︒この

案によると総額一瓶二千八十万妙
に対するCEGBの発注方式の変

た︒

ら始まった第二次原子力発餓畠画

ト原子力発蹴所建設11八哲七十 変更を受けなかったが︑次のもの

響問題について内務省と期談ずる

カンパニー︵UPC︶グループを可難をもつ︶に対し︑発電所建設

昨し
郊初めユナイテソド︒パワー・
ルコ・クスーテイラーウノドロー︵EE！B＆WlTW︶グループは七月百か掻立会社と
て発足するため︑現在体制整備序進めているといわれる︒これによってイギリスの選グループは︑こ

会社からの罪二院スタノフで構成
1・コンストラクシ露ン社hAP

こ⁝年半位の間に命郡組織がえをすることになり︑それぞれ独立の会汁組織として再幽発することに
なる︒

新しく発足する会型名は︑ニュ

C︑ザ・ニュークリア・パワー・

する蟹輝会社︶によって遡営され

ークリア・デザイン・アンド・コ

々三分の一の撚利をもっている︒

グループ挫聴TNPG︶とほぼ同てきたもので︑メンバー会社は各
規模の会長となる︒このためこれ
このグループは︑一九五五年に

ンストラクション社と呼ばれ︑授
権資本二酉八十万ぜ配もつといわ
までよリメンバー会社からの独立

五千が︒夏子力工業技術研究㎞

原子炉開発月改良システム研究

れているが︑もとのグループタ構

︵約四首三十五侮円︶串計上して

開発のために百万がが追加され

璽によるものとみられている︒現

三蕾二十五万が︒放射線化学お

組織され︑これまでに中央灘電庁

よびアイソトープ技術の開発鷲

が追加された︒

冨

隊一置

︐

米AE−L

高速原子力船の予
備設計を近く完成

アメリカン・エクスポート︒イ

トの建畿はここ二薙以内に実現可

が提案しているベイロノトプラン

った︒調査の歌論として︑AEC

米NFS社︑初の 者が興味をもっていろことがわか

再処理物質を出荷

五月二日︑世界最初の民間再処

理プラントであるニュークリア・

投のハーウエル研究所で水溶蔽か

は︑南部イングランドにある同公

イギリス原子力公社︵AEA︶

分離装置を開発

英︑放射性イオン

フユーエル・サ⁝ビス︵NFS︶ 能であると甥断している︒

のステンレス鋼製タンクに入れら

へ価格十万ザ以上︶の形で︑特製

質は蚤撒三．五ゾ︑硝酸ウラニル

み燃料物質が繊荷された︒この物

社のプラントから︑初めて処理ず

スブランセン・ラインズ︵AE工

L︶社の十万玉千軸馬力︑三十ノ

アワ

を分離する技術亭・開発し

必ずしも放射性のものに限らない

た︒この技術は他のrオ︑．ノ浴蔽−

リ︑ソ連を含む十八心嚢に引渡さ

アワ

で

浴液の中にある星置イオンの一部

る︒このアワは︑もともとイオン

浴液にガスを干してアワ立たせ

る衷面活性刑を含んでいるイオン

イオン卒除くには︑アワ存発生す

のと期侍されている︒

1拳扱う産業に応閉の道があるも

ーで核燃料として再便用できるよ

ボーランドの原子
力機器海外に進出

う処理されるQ

送された︒この物質はこのセンタ

ード・マテリアル・センターへ紬

ノト篇速船の予備設謝がA鶏王Lれ︑トレーラで量的地のオハイオ
州フェルデでナンドのAECフィ ら放尉性でオンを除くために︑

﹂・マノクミュ⁝レン・アソシェ

社の造船技術部門を受け持つ﹂・

ている︒

イツ社によって完成されようとし

原子力推進か箪油推進かどちら

方に設計されることになって

ボ⁝ランドの原子力機器の輸出

は一九六三年ごろから壇加してお

いるこの船は︑AE王L妓が海事

か

局に二二して許可された十二番航

路︵アメリカ東岸から極東︶に就航

ーレンの設訓脅はワシントン郊外

の予定であるQ先ごろマノクミュ り︑現在ではオーストリア︑チ

えられ折液がら除かれる︒この技

薗活性荊から出るイオンに開きか

分腫含ん嘱おり︑そのイオンは叢

ト⁝ブ輸出は簡加する予定である

機羅の輸出は五〇％増加しアイソ

にある海軍のデブfノト・テーラ れている︒一九六六無題に原子力

の概念を考慮にいれて船型および

ー船型試験場で三十ノノト貨物船

は︑このアワによる除去法に多没

をさらに向幼に取り除くために

ては特に過している︑特麿4オン

に海外で好評を得ているものは︑

術は低濃縮度のイオン溶液につい

中樽子スペクト日掛ーターで︑す

主としてポーランド撃発所で設

でにその一つはアラブ連含の原子

謝された原子力機器のうち︑とく

東ドイツ最初の原
子力発電所が運開

炉で使用されているほか︑ソ連に

船の大きさの試験準肴なった︒

五月中旬︑東ドイツ政府は最初

が遡減され︑蔚年度より五％増の

削減されたが︑これはAECが照の原子力発為所が送隙善開始した

も輸出される予定である︒プラズ

アイソトープ開発薩十一万冠が

三千七薗万がが旙められた︒

と発表したりこの発場所は膿気骨

おり︑翻近イギリスが寡を買い

研究所︑商務省の三者は最近︑食

ソトープ開発部︑晦躍ナティノク

㍊が行なわれた︒この原子炉は二

力蒋万KWの冶融塩増殖炉概訟設

アメリ刀ではこのほど︑鷹気嵐

の概念設計行なう

米︑溶融塩増殖炉

へのど臥聞︶卒そなπている︒

債の数醐のスロート・セタンコン

秋の数酬の空要鳳間と︑岡じ擁護

の装蹟を開発した︒塔は詞し駄面

段鼓羅の効果適発揮する鎌一塔形

AEAは多段長綴と︑きらに多

方式を取り入れればよい︒

射木翻プラスチノク試作プラント

ﾌである︒之れはソ連のノボ．

肉照射計画に関心

鱒¥請者餐
れている石翻ガスを取り出す実

実験︵核爆発の刺激で地下に埋

験︶の準糊費用として爵五十万が

肉照射満塁に関心のある企業につ

二つの液体炉心︵ブランケノト・

領域の炉心構迩になっており︑

米原子力委員会︵AEC︶アイ

いて特別調査を実施した︒調査は

業よりもむしろ中小の閃かん嘉業

業

ては経済的な原子炉といえる︒

ストが安く︑獄中性子増殖炉とし

できるため︑次位当りの再処理コ

ずみ燃料は︑敷地内での再処理が

とである︒またこの炉からの使用

純なコントロール方式がとれるこ

霊的安価なのは︑小型で比較鱒単

る︒このように当馬塩増殖炉が比

爾六十万虜程度であるといわれ

は研宛開発費撹含め︑︻億一千三

千四十万ジ︑総フラント・コスト

資本費試算では︑直接建設鰻八

れている︒

グラフーノイト・チ晶ーブ窟分離き

サルト︑フ4iエル︒サルト︶が

八十人以上の関係者のほか五十以

上の企業について行なわれ︑大企

織継

一ボロネ・ン発蹴膚と岡型で︑低濃縮
一ウラン軽水炉であるQ

核爆発の平湘利胴1ーガスバギi スブルグで建設が進められていた

九五七年からベ マ・バーナーも輸出に康わされて

ルリンの北西部約四十鐸のライン

た．一方安全計画から蕎五十万が
二事事が︒GKSS原子力船建

処琿工場の設翻建設⊥薔七五
万がとなっている︒

本部支配人︶︒箏業内容三二速増

︑

シコン・C・R︒ケリー︵前WH

改良炉開発口試部門鯛箏業部長

亭取り扱う︒

力者万KWで︑

造碧落到百二十七万七千が︒再
と次のとおりである︒

ラント・プロジェクト都支配人︶

部長テオドーレ・スターン︵前プ

の設請費に趣ける縦りでいた資金

いちじるしい増加となっている︒

︵C騒GB4から三つの乙訓在
藤APCはダンシネスB亭受注しおり︑これは昨年展の九千七齎五

性が強くなっていくといわれてい
る︒

みは決して順調とはいえなかっ

原子力部門を分割
は次のとおり︒

発電炉の商業化で新体制
アメリカのウエスチングハウス

商業化してきているため︑従来の

︵WH︶制は︑原子力発鷹鷹業が PWRプラント講部門翼箏薫蒸殖炉燃料ネ含めた全燃料サイクル

原子力発電事業部門︵総支配人ジ

コセブ・C・レンゲル氏︶を三つ 購業内容疑智計︑研究開発︑斎場

プラント建設︑PWR南鮮プラン廿中央研究所副所長︶︒事業内容

十五万八千がで︑朗年度よりも蕊

優先する︒

開発︒とくに高速増殖炉の開発を

瓢PWR以外のすへての原子炉の

の独力した部門に組織がえを行な

離業部畏ドナ
ルド︒﹂・ボベイソシル︵前羅力

核燃料嘉粟部門

トの醗発推進︒

ル段は従来どおり三郡門の総支配

うことになった︒しかしレインゲ

人として残ることになる︒三郡門

米AEC予算決定

露Cが要求した総額は︑二十二億

億が少なくなっている︒初めにA

千五琶万び以下であるが︑これは

七千四衝八十二万がで︑削減分は

約二蕾三十五万がの収入増加と︑

改良炉開発費百万ドル追加

を削られたにめである︒

この内訳のうち主なもの卒あげる

十万が︵玉野五十一億円︶に対し
︵鷺気幽力五十万KWヒンクレー ており︑TNPGはヒンクレー・ポ

成している三つのメンバー会挫で
どのように分担するかは虫だ明ら

もともとこのグループは︑独立

の資本金指持ったEElB瀧・
Wポ
lイントA︑同五十八万KWサイントBについて交褥中でめる︒

かでない︒謹た︑職員はメンバー
会社から移籍される約七百人の専

た︒当初のねらいが必ずしも果

ルファ︶ぷ受注している︒

ずいぶん議論があったものだ︒

され尊かったし︑何人もの揮箏

実験胴二心藩閥係目三千万が

トラクシコン社︵三つのメンバー

国春夢︑公祉講などが有力に嘱

も交代轟傘台なくされた︒そう

︵昨年度の綿二管︶︒パイロノ

TWアトミノク・パワー・コンス イズウエル︑同百十八日KWウイ

えられたが︑給与ベースが公務

明して納得してもらうには容易

西ドイツ科学研究省は︑原子力

の二つの会社︵アトミノク・パワ

貴並みでは広く人材を集める
した齎任は︑原子力婁貫会や一

うか︒原研でやるのは当然だと

でなかったQこの案でいくこと やれるというのはなぜだろう︒

西ドイツ︑66年度
原子力予算案作成

圧職員が担撫することになり︑他

綴織灘
ことは不可能たし︑研究にも弾

し︑私も借誠かも知れないが今

斑側にあるとして追及もされた

算の枠や手続きにしばられては

なお齊任卒感じている︒そうし

力性をもたすべきで︑細かい予

回顯などは禁物だと思うもの
ならないことなどから︑結局民

た気欝からいえば︑鍛近の醐速

向きに考えていくべき階期で︑

の︑＋周年を迎えると聞くと︑
間資金も入れた今の様な特殊法

いう意見は出なかったのだろう

ぞきにいった︒当濡すでに今の

欝欝だから新しくというのは安

四百十二万八千がを運営費に隻出

米原子力委員会︵A泡C︶の一 七会計年度において︑十九億六千

朗年度から繰り越される醸備金な

章鯛に稼動する英サイズウエル発碁所へ下︶は圓発受所制御坐

㎜も

子
原

やはり十年の昔を想わないわけ

炉や新型転換炉の開発機関とし
で鋼個の特殊海人が鵜慮されて
いるという認はまったく残念茎
極である︒

発言の機関もなく︑役

か︒原研自体な搾俺にやらせろ

なぜ原研ではいけないのたろ

贋は政府の任命たとい

と嘗わないのだろうか︑原研で

総会といった寓蒋者の

珍しくないが︑出資著

今でこそ殊特法人も

けである︒

人の形が案出されたわ

にはいかない︒

＋年粥の今ごろは原研設立動
員会が設けられて︑出叢金の募
集など設立準備に当っていた︒

墾鼠輩は当時内閣官群霊長冨で

うような妙な機関は︑

前身である財団決人﹁原子力研

に国会方醐を説得して下さった

易に過ぎる︒できるように改欝

九六七会副鱗屑原子力予算は五月

し︑二億九千五置九十三万㎡をプ

れに次ぐ計画に期する運営支出は

全般的に︑主要な謝圃ないしそ

どがあったためである︒

三日の上下両院合同原子力委員会

になった︒

ラント設備費として支題すること
︵JCAE︶の報告に基づき︑五

月第二週に上下両院を通過した

が︑それによるとAECは一九六 予鈴総額は二十二億天千九筒九

雛難

あった田中栄一さん︵現衆講院
議員︶で︑事務所は旧集塵ビル

当時他に例もなく︑脱

究所﹂が幾年の秋に際発してい

のは︑高働勢之助さんであり談

してやったらよい︒﹁フレーフ

屋を貸してもらい︑私も時々の

に近い窟士銀行の新橋支店に部

たし︑出資金の集の貝含卒気に

た︒大蔵省等に対しては正力松

やれなくて新しい特殊洪人なら

した程度で︑めんどうなことは

︵総懸武久︶

ll

の引倒しだろうか︒

レー︑原研﹂というのはひいき

とにかく原研に対する期待は

太郎さんまでわずらわした︒

大きかった︒しかし︑私たちの

そもそも臼本の原子力際発機

あまりなかったと思う︒

構をどのようなものにするかと

期待にかかわらず︑その後の歩

鞭

一

旧111口川剛1口田

C
いうことでは︑その前の無から

の「よ
はフう
ひレに
い1磁
きフ憲

「入｝

蝋

原 研 10 年

WH社

＼
昭和4「厳6階5臼

欝
三樋郵便物

第356署
（3）喉

聞

業
産

力

原

冷却材分解物などに関する新しい
う
放射線関係のデータが昨年以後あ

で生じた前認の問題を調騰中であ

原型炉建設計画には乗り気ではな
に対して舶用炉研究閉発計画を送

⑯

ミ

さ

！

ノ！〆！！

ガリリアー

ノ！〆多！！〆

イタリア北部
を貫いて流れ
るボー河の北岸︑ミラノとトリ
ノの聞のトリノ・ベルチ凱ルリ

に近い地点にイタリア園當電力

＼

声

！ノ！〆！

！！ノ

二十七万二千

機関︵ENBL︶のトリノ︵エ
ンリコ・フェルミ︶原子力発展

所があるQこれは・運紙中の発KW︒燃料要

電衝としてはイタリア節三番目繁は三七％濃

のものである︒一九六〇黛︑この縮ウラン四＋

ってリグリア海岸地方で激しい ン︒形状はペ

リ

発墓所の元の所為者であるSE四ジ︒材質は
LN工が敷地を決定するにあた二酸化ウラ

卜

幽幽醗騨

緬嫌・

！！！〆〆ノ
かった︒硫かにAECはJCA！E

るいは塵業界側の認言が促したよ

レノト型︒炉

き

醐鰍

ってはいるが︑蚊桐はまだその採

うに蒸気冷却またはガス冷却の増

地発の反対に会ったため︑ペル

心は二二八本

ミ

受

四度︶の点でアメリカのヤンキ降︑幽さ三十九医︑壁厚八蟻︑

炉の建設嚇含めることが必須であ

CAEが最終的にはどんな立揚を ストレーション用プラントと造型

さ ノノニニ〆〆 一〆！！！！二二 一 二！〆 ！ノ

以上のほかに︑捜術陶に有能な

ている︒

一！！！！ノニ！1ノ章

三十万KW原子力

◇ イギリス φ

発電炉を共同研究

イギリスの各原子力産黎グルー

計でイギリス原子力会社と

岡研

プは三十万KW猿子力発賎所の設

この発盤所は︑狐水蒸気発生型

究を行なっているもようである︒

で︑現在イギリスの南麺部にある

を開始する闘棋で建設を憩いでい

ウインフリスで一九六七年に羅転

る†万KW試作発電駈と陶じ型と

なお︑三十万KW発明所の設謝

いわれる︑

襯究ては圓発眠所で使われる各種

の二巴の評価が行なわれることに

なっており︑これら燃料は天然ウ

ムと合わせて便

ラン︑便用ずみの燃料から取り出

されるプルトニ

われる天然ウラン︑濃縮ウランな

アメ重力

◇

UC社がガンマ線

どである︒

◇

照射施設に関心

ユニオン・カ〜バイド社はポリ

一つの報告は︑非軍事的原子力安 オノクス︶の照射処理のための大

JCAEが侍ち望んでいるもうエチレン・オキサイド樹脂︵ポリ

これと同聴にA8Cは︑大統領にいうことである︒設計︑製造︑発

に送るということは疑わしいが︑

として進めている︒五月の初めに

るが︑その方法が簸近ピノツバー

粘性が増進することは知られてい

マ線照尉によってポリオソクスの

鍛大およそ一思ガラノドのガン

と児られている︒

AECスタノブを組むことと︑高全研究開発器機に関するAEC原甘ガンマ線二尉施設に関心がある

速燃料試験施設が完成する謹での

子炉安全諮聞覆員会のものであっ

は︑二ないし二以上のプラントを
︵1︶AECが提案しているよていないQただ︑AECに対して

闘は利用可能な照射施設をすべて

て︑できるだけ早く巡検の一部に

利馬することをA琵Cが実行する ついてでもよいから報告を出すよ

う督弔している︒

とこ
AECがJCAEに提鐵を求
めろで︑原子力市場に対する

深さまで力を養えないような程度

その内容をとうするか検討し始め

満されて︑ζれらのプラントに高

度の儲頼性を組み込むよう再訂し

なければならないo

も価値をもつというものである︒

り︑かつ月旅行への努力にとって

は将来の方向を定める助けにな
RVA警ケント︒エンジンを惑

こと工学織して

星醐旅行の足がかりとして︑月旅

行訓画で用いる

ンコンバーターを便用する金属蒸

湯性子炉の研究をユーラトム研究

気冷却壼厩ハイドライド減速熱

愚慮の一環として西ドイツが行な

った︒研究された最も量要な点

は︑ウランニ三五の使用︑燃料格

である︒

子およびウラン減訪露比について

んでいる︒

食品照射企業が研

φ

イタリア

究グループを設立

て調印されることになろう︒

ーパーマ⁝ケノトチェーンによっ

SORエN社︑食品加工会社︑ス

研究グル⁝プを設立する協定は

る段階になった︒

射会社︶の賢助のもとに組織を作

刀ティー二祉の共同経営による鰯

RIN社︵フィアノト社とモンテ

イタリアの食品照射企業かSO

◇

の商業的状況については返答を拒

子力委員会︵AEC︶はその方法

ユニオン・カーバイド社と米原

かった︒

よりも満足する粘果は発褻されな

たその照射義烈についてコバルト

それを応用するようすはなく︑豪

オン・カーバイド社が商業規膜で

会禽で論議された︒その時にユニ

グで行なわれたアメリカ化学会の
JCAEの指摘は︑関係者は何よ

に分担を細分化しないよう注葱を

られている論速増殖炉報告をすぐ

二二炉計画の技術的茎盤が︑燃

りも慎墨でなけれはならない︑と
料︑原料︑冷却材︑矩物理︑炉部品

払うことをAECに求めている◎対する一九 ハ三年の﹁非望事的原

かの完全なデモンストレーション

にょい方法として︑計画をいくつ

たが︑作業スケジュールは未定に

上︑性能上で必要なものがすべて
をもJCAEに対する新しい作業

設の囚子に細心の注意を払い設二

聡の各担当者は︑設謝ならびに建
などにわたってプラント建設決定

子力発魁に関する報告霊﹂の改訂
結論としてJCAEは適当な数の

発再三の可能な建設の方向に持っ

なっている︒

︵3︶デモンストレーション・
プラントがこの計画に含まれるこ

て行く︑というものがあると述べ

CTR計画遅れる
月旅行計画に核エンジンを
御熱核嶺桜が最近進歩を見せてい

乾甥

ユーラトム ◇

このほど︑電力生産のための金

◇

西独が金属蒸気冷
却︑減速炉の研究

属蒸気によって執せられた熱イオ

線処理厨的でパイロノト・プラン

た資金を予騨纂から切り落した︒

に比べて︑世界の他の国々では制

カのC？R計画が動いていないの ト建設に当てることを予定してい

十万が︶の承認を勧皆し︑アメリ

R予算より五％増しの二壬薔六 が木樗プラスチノク化典物の放射

要求した予算︵今会計年度のCT 見せた︒たとえば︑︵一︶AEC

にしている︒すなわち︑A逸Cが についてJCAEは明礎な動きを

JCA封はその立掲を半は明らか その他︑いくつかの緊要な事項

舎の研究︵CτR︶については︑ る︑と指摘している点である︒

別の主要罰画である制櫛熱核田

どうか
︑B
と提案した︒この考え
︵2︶AECとNASAはに
N

とになった揚合︑その建設をどう

強調しているQ

うにする鷺任がAECにあると︑ 会社がそのような競汽力を獲うの

の酎に必要な程度に開発されるよ

CAEに撮された二三によると︑ の分野で競合力を得るのに必要な

よう求めてはいるが︑一方ではJ 界の協力関係で︑個々の会社がそ

ように報告は要求している︒

個々の会社の設剖に従って多少な

おける核賑学の総含的報告﹂が

学利用調査団報告﹂と﹁日本に

きか︑この点について報告は産業

りとも並列させて作ることにすべ

旧化の段階に入ったことが灘く

わが国︑核曝学界へも水銀贈︑

楽作成する

デモンストレーション・プラン

感じられた︒

テクネチウム99m︑セシウム瓢 ・スペクトロメーターの聞題が

の穿要段階の予定表

トの建設剖画廃含めた高速炉副画

中立的な設謝にすへきか︑あるい

二多〆四二k

月送購開始︒建設鰻約二酉二十

℃ω戸p︶︑温度︵摂氏二頁八十っている︒圧力容器は償径十二 工︑一九六四年六月臨界︑岡十

圧水型︶で運転時の圧力◎嶺O来た籏二十の燃料集含体から成 年四月受濫︑一九六〇奪末漕

炉は米WH社製のPWR︵
の加
燃栂櫨で出

チェルリに変えたものである︒

詫

ノ発電所

きであり︑現在AECはピクア炉種の改良娠換炉のうち二二の大型

くなっている︒シード・ブランケ

囎炉開発を援助すべきであろう

りく

藪畢鞭

目的卒面に画くかでAECと海事

究開発支持は不可能であり︑まだ

ためJCAE報告は現段階では研

局の藤見が一億していない︒この

調盗検討に止まらざる磨得ないと

もう一つの徽妙な問題︑すなわ

っきりした承認を獲得した︒

が甘い闇々黙していただけに︑は

ノト炉概念だけではJCAE肉否
体を決めてはおらず︑また計圃の

る︒ビクア炉の今後の運転をどう
するかは︑その分桁績果を心礎に
して決めるへきたと述へている︒

隅温ガス冷却炉についてーピ
ち商船用改良型原子カプラントの

述べ︑イニシアチブを取るという

ーチ︒ボトム炉概愈の技術闘標を
予定とおり達成できなくなると︑

のために一体何をなすへきかの聞

開発とか原子力船建灘計画の立案

つかなくなりはしないかと懸愈さ

大型炉︵コロラド︶の建設もおぼ

こともなかったのである︒

高速炉は結論出ず

く︑JCA劉の立場は表曙されな

れている︒JCAEは︑関係者全
題に関しては︑他からの要論がな
部が謝罪のつぎのステノブをふみ
出すまえにあらゆる技術データを

丹念に評価するよう希望してい
る︒

おいては︑国家の窩速増殖炉計画

ついて一AECは軽水熱中滑子 炉開発予鱒案に関する聴聞会に

か︑次期会副年度の蔦速増殖炉予

慎重な講究開発で高度の信頼性を

炉で増殖作用布傳ることは里要で

としてはどんな謝團必採用し︑そ

鋒は液体金属冷却炉に灘点を難く

大型シード・ブランケント炉に

あり︑シード・ブランケノト炉心

れをいかに遂行すべきか︑という

懸

し顕

囮

会で提起された詣問題に対して立場誉明らかにしなかったり︑款た︑まったく篭及しなかった

良紙換炉以外の炉︑たとえば引引

問題に議論がほとんど集中した

ことを反映しているから問題はア

の設計もうまく行きそうなので︑

要累をさらに調へたところ︑JC これの開発をすでに研究開発星本

カデミノクなものではない︒

まり出ていない︒ピクア炉の燃料

が・今圓の報告はこの点でも不明

轍轡

、

会

AEC案に歩調合す
将来炉開発計画は具体化せず

ものもいくつかある︒その結臭︑実質胸にはAECの資金供給山繭に歩調誉合わせなからも︑

置賜の中で繰返し述へているこ
増殖炉系統のものにも適用するか

この計画では二進︑核反歯度︑

な態度レ鎌切せているところがある︒つぎにそ3←挙紹介する︒ ︵関連調事

とは︑競合性にそわない炉概念を
どうかは判然としない︒濠た︑き

改良転換炉開発は慎重に

はっきり除去することこそ︑研究
らに三種の改良転換炉については

瞭なところが多い︒

︵2︶大抵の炉製造業者が信じ

≦

i炉と類似している︒電気出力設計圧力鱒qOO剛の這︒一九五九 二億三千八ヤ万円︒

とるか︑について精々つぎのよう

いう立場に立つかをはっきり示し

ものは単一の製造業者によらない
ろうか︑報告にはJCAEがどう

ぎ多！！！〆！ ノ ーニーニニ 〜 ︸〆ーノ〆ニニノ

型にとって価値を持つことにな

な逡まわしなヒントを与えている

いう風に誰が担当するか︑最初の

り︑軽水冷却炉でのウラン・トリ

に過ぎない︒

ているように︑謝醗に発鷺デモン

鱒

の開発にしぼり︑実質的には他の

いては︑多くの関心を集めなが

とはない︒とくに臨確医学にお

らに今鋸はストロンチウム87mどまとまった形で検罰されたこ

などその他核稀が導入されよ

のが数糧あり︑岡会議と桝行し

ロメーターは困産されているも

体シンチレーシコン・スペクト

与える成果は大きい︒現在︑液

けるこの分野で︑今後の発展に

と︑同会議のシンポシウムにお

及していなかったことを考える

必要とするため︑今濠で余り酋

ら︑使網にかなり高度の知識を

う︒

一方︑招待発薮では︑ユニオ

ン︒カーバイド︵UC︶社の新
核種の製造割孟春として箱名な

りーパーマン茂の講演Qまた聞
しい放射性医薬贔の聞発者とし
て有名なチューピス博士をバネ
リストに迎えて

各分野の尊門家
との閥で熱心な
デイスカノショ

揚でもへっの焦点となってい

て開催されていたR王機器展示
互に有益な意見の交換耀しあっ

ンが行なわれ相

甜〆

うに︑計量牟液体金属冷却増殖炉

こういうわけで︑JCAEは方
三法を除外すべきであろうか︑あ

ット炉には乗り気

シード・ブランケ

引出される鉦鼓は非常に大きい︒

聞会に問題が持ち鳩された際︑J

けっきょく・報欝では今後の聴

AE聴聞会で明らかになった熱交 計画の線で再編成している︒

換器表面に青竹物のあることがわ
これ豪でこの諸諸に従って績ま
璽水有機物も57却炉︵HWOCR
か︶
った︒このことからも︑HWOれてきた燃料照射の星礎データは

つぎのように報答している︒

開発計画を円滑に選める掌礎であ
って︑斯方式の潴発作業はその新

方武が別の力式よりも相当に有
澗でなければ進めるべきではな
る構想とビクァ炉との間には掘違
があるといえよう︒しかし︑原子

士︑経済上の疑間を生じている原
では類似性がある︒この計画にお
ける冷却材組成鵜御の否易さと冷
却里長を維持するに必要な運転の

…w一〜〉一一一一…一一脚＿1酬＿＿

ウム・サイクルにおける増殖から

について一JCAEはこの炉C
概R概念により蒋機冷却材を寝い
罠間の発聡炉謝礪における他の炉

いということである︒さらに︑J 愈に星つく研究醐発に千二百万

CAEとしては︑ある炉概念から冠全額を認めるよう勧告した︒た
然程的な経済上︑技術ヒの葛鰹が
燈督摺導を続行し︑この概念を競

だし︑A封Cはこの仕事の細かい 炉の見込みに関して根本的に技術

患ると︑はっきり穿きれるまで
合力のある薄霞に使えるものにす
る技術の破立乏鳳接結びつかない

は︑その概念を員休化した原型炉

建設を政府が支持すべきではな
努力は︑これを排除して行かなけ
優界との点について検討し慮すべ

機器︑スキャニング装躍もい

︑ミ︑評︑ざ︑調︑ざ︑ボ︑譜︑翁︑§︑謡︑ぎ︑詩︑ゴ

よいよわが国でも実罵化の域に

れた︒

器量学への新しい核踵︑超放

る︒

射牲胃薬昂の導入は︑現在も実

な普及装置︑フすトレコードが

達して︑本年は三社から実用的

発表されるにいたった︒このパ

にめざ在しい︒しかし︑この附

の輸入でまかなわれ︑一方︑原

嬰核種のほとんどが︑国外から

における液体シ

ション・コリメーター︑橘速ス

核医学界の新動向

のパネル討論の璽要性がますま
す感ぜられた︒

低エネルギー

応用は︑現在︑

短半減期核種の

普及に加え︑患いトランスミソ

ンチレーション 研のRーセンターが今隼麓から
カウンターの効
用性についてし

のシンポジウム

︵発表論文五
編︶︑﹁医馬放

射線讃測器の現

キャナー︑大型クリスタルスキ

の分野へのわが国の原子力行政

コン・スペクトロメーターが爽

た︒いよいよ液体シンチレーシ

の方針に⁝つの指標をなげかけ

という点で︑きわめて議要なこ

たQしかちとくに臨床医学利用

日本アイソトープ会議から

を中心とした核藩学の新しい動

スキャニング法

に面スキャナー

ャナーの驕発︑つぎに低ガンマ

ーブカメラの国塵一暑機の紹介

ーに効率のいいイメージ・チュ

が行なわれ注穏を集めた︒

向の一つの大きな焦点であり︑

ラ︑ベンダーカメラ︑ブ環ウカメ

の利用は︑一般賑学界ならびに

る︒豪た深部の臓器病肇描質へ

なお︑招待発衷で﹁放射線医

ル討論があった︒以下︑同会議

行なわれた︒

の医学都門で発褻された慧兇か

醒薬学の分野で︑今麗の会議ほ
などがぞくぞく導入された︒さ

ら︑その印象を簡単に述べてみ

機器メーカーの聞い関心がみら

今京で液体シンチレーション

豪たRIについては︑昨年末 た意見もみられた︒

ラ︑アンガーカメラなどと比綾

﹁毒口RIの現さらにスパークチェンバーカメ
に短半減期低エ

状と将来⁝とく

鱗について﹂と

状と将来1 と く

発足することを考えると︑今圓

ネル尉論会では︑低ガンマーの

目の医薬学部門では︑﹁医薬無

表が行なわれたQとくに第四聞

八部門に分かれて多数の研究発

七圓日本アイソトープ会蹴では

さる三月＋九Bに閉会し た 第

§︑ボ︑ ︑詩︑建︑譲・︑3︑ぎ︑ボ︑ざ︑ぎ︑§︑︑ざ︑ざ︑

JCA E が こ の 原 則 を 三 種の改
ればならないと述へている︒

い︑と認を一歩進めている︒

二麹︶

欄々の計画の段になるとJCAE報焦は熱献雀欠いており︑とりわけ炉開発については懊疑的

最終原案に関する無次報荏口牟発照した︒今回の蝦店はJCAEが醍業界の代表壷まじえた聴聞

上下両院合同原子力委員会︵3CA鶏︶はさる五月三日にAECの一九六七三三年度予算案
q顎ll
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受注高かなり伸びる
需要増にそなえ体制整備
を開き︑昭狛四十年度の営業報告を承躍した︒各社の報告轡によると︑当期間中本格的な発灘プラン

住友原子力︑三菱原子力︑日本原子力蟹業の専業三社は︑五月來にかけて︑それぞれ定暁株主総会

たけがいらっしゃる○奇妙な習

戸濠でマイクロバス卒蓮

め︑①放射線測定②密封小線源荊一

放射化分揖⑥放射化学陶利用の六

戸まででかけるQBGEは週に 用③非破壌検賓④トレーサ利用⑤

蔚計
躰子

へまぽ

懸紘鷲

象京都中央区日本職本町2−6−4・大阪合圏東京ビル

慣があるのねしといかにも不思

讐

継

力産業会議

生活などをきいてみた︒

東蕎原子力懇談会

郎氏︶は︑五月三十日午後二鋳︑

史海除子力懇談会︵会長蜜川笛五

を開き︑三議嬢11①昭和四十無度

原産会長室で第七回定時会員総会

和四十一年度壌業二二および収支

会務および収支淡算報告の件②昭

予鈴案の件③理酬補欠︵役職交代

のため︶による三章選任の件を可

決承還した︐

僚産通信

これが本人たちに題外に好評︑

いたし幽す。

訪ねて︑曝本の印象︑東海村の

社電にも八頁犀が撫でくるとい

☆茨城原子力開発脇議会では原
了力アワーと題し茨城放送を通じ
て原子力平和利用P飛を実施して
いるが︑四十一無度は毎日第二︒

四の日曜日午素練塒から四十五分

闘陶番組を送ることになった︒

︻訂正︼本紙課五四男の蝋画トノ

ブ︑原電関係の詔難中で 原子炉
格納衿器は竹中工務愚 とあるの
は課りで︑この部分を 原子炉格
納否器は石川晶播駈癒工染か︑ま
た同建屡は竹中工務店μと訂正い

聾一1−1濫菖yAームV﹁匹1ーー1

たし引す︒

外参加者の写舞紹介あしたが︑

で何枚も欲しいという人まであ

日本馬は短めない筈なのに一人

らわれた．聞けば本国へのおみ

ち顔と名苗と違っているという

やげにするのだという▽そのう

苦憎か持らこまれ︑びっくりし

紫黒＠

あります。

東海村の繭篭道路ぞいに︑モ

各委員の検討を求めた︒

研究グ噺；プを設ける案を示し︑

うから︑買物の場所にはさして

またウラン濃縮で︑原石に研究鍛

一尉一分折︑施設の提供を積極的

二十七件に辻した︒

一方︑東芝との協力体舗は積極
的に進められ︑周社本社の一部を

た係か調へると︑新聞冷英語式

に左から読んでのまちがいとわ

勧窓口に出し︑講潰が終って戻

かった▽また講軍用のスラノド

電薩蟹

ってくると︑ちゃんと自分のス
て︑四十一⁝年度からはJ飛Ri工 ライドが窓口で待っているとい

をしないものをつくることとし

馨醜

人にとっては不思議に思えたら

によるRI生産は行なわない方向 うのも人的サービスの筒緬な外
が原研側から示された︒また最近

犯罪馬沓に放射化分折を応用す

しいV転載二日目︑米AECが

る映画を紹介したが︑まつ鑑に

とみに需要か増大してきたイリジ

借用申し入れのあったのがソ連

ウムなどの核種については︑需要

があるとの悪馬が示された︒

ささか気になる話ではあった︒

大他館︒007ばやりの昨今い

と供給巻うまくマソチさせる必要

また原研アイソトープ勲業とし

てはR工の利用開発をすすめるた

本システムはどなたでもご利閉できます。

ルタル造りの洋風の象々が並

かっている︒時には邸窺で上京

うた︒道を歩いていると進んで

向ユに努めた︒

核燃料については︑象芝との繁
密な協力で︑臨界実験甚置用の核
過幽型燃料棒の製作に成功した︒

定蒔総会開く

醒して註婦達の買物の便賓をは

するが青山にあるスーパースト

︵敷地︶には︑二十七戸の

ることにも驚いている︒

あまりにも東京が西欧化してい

道案内してくれたり︑洋服を注

日本人は親切だし︑器贋だそ

界

プ製造部はできるだけ民間と競禽

紙では会議に先立ち特集月で海

描驚灘
ふつ化ウラン縫速分離装丁によっ

を派移し︑同社が納入した遷心身

てアルゴンの同位鉱毒分離に成功
した︒

っている︒主要受注品は原研の材

でしか製造できないものを対致と

製造は半減期の長いものや︑原研

した︒とくにこの日︑原研のRI

地下鉄三越前、小欝翻∫駅下銀

議そう︒

際きてみるとずいぶん違うそう

アなどはお気に入りのようだ︒

㎎名の魅力的な憂い主婦がホ

た︒﹁子供達は学校に行くにも

ぶ︒ここは原電集灘発電所の建

ル・エレクトリノク︵BGE︶ くれたが︑彼女らが語る口本の

きもの誉讃てると思っていた

来日朝の臼不のイメージは実

印象はこうだ︒来口して三カ月

ステルに集まって気軽に詔して

というマースデン炎人は︑﹁外

鶏が行き届いていないというQ

わ﹂と︒このあたりは日本のP

設を担当してきた︑英国ゼネラ

国にきているということをそん

エステイ

ト

なに意識することもなく︑日本

社の社宅である︒

した敷地には

スコートも整

プールやテニ

ってアノトホームな感じ扁と︒

英GE社の奥様族とオシャベリ

男性中心の日本

社毛︑ホステルが一つ︑広々と

紳㊥
っている︒

二万五千平
方演の土地と
建物は原躍の

男性中心の世

豪たペニィ夫人やバノテリス言

入は﹁日本は

女子が立っているのに男性は平

ネ︒たとえば車内で老入や

どだが︑なかにはスイス人やオ

八十一二名︑イギリス人がほとん

に成功︑さらに簾芝と共同して改

︻写爽は買物をする主唱︼

いのが何より大変とのこと︒

不懲撫はないが︑︑q襲が通しな

った︒隣りのクラーク夫人らも 注文どうりきちんキ仕上げてく

文すると︑煮︑㎝葉が通じないのに

電所が完成すれば︑みか母国へ

一ほんとうね隔と同調した︒﹁友 れるとか︒

り︑原ぞ炉の謝算機制御の鶴軍監

亀

貿物は東海村の原研生協や水

研究瀦発では︑とくに臨界実験
価格を提検し︑アメリカのバブコ
ノク＆ウイルコノクス︵B＆W︶ 妓置の没置による炉心の構造の研

人を食事に招待すると︑ご憲入

煎的に進められつつある︒

究と設計データーの整備などが重

関連機器部門でも非嚇に積穐的

な協力関係へ
G当期中の成約高は約三慰
一 ヨ千万円︑売︸勘は二八億
△n 五千乃円であるが︑朗期繰

良卒超え︑新しいプログラムを作

を待つばかりになっている︒

祉の輸入炉見積醐格との比較決定

二弼炉︑関電︑東電︑中電の各一

な受注戦を展開し︑染北大岡薔M

金額は四月の増資で四十継円とな

原子カプラント部門では︑原露

丹原了力発電プラントと原子力第

eV撃ライナノクの灘部分︑
汎罵ケープ︑デュオプラズマトロ

東芝との密接

っている︒

迢纒｢五十六万円︒なお新資本

一

ひととき斗社宅の奥さんたちを

引揚げる人たちたが︑昼下りの

ーストラリア人もいるQ近く発 気で繊っているんですよ﹂とい

祉宅の居俘省は子供をふくめ

堤供である︒

‡

蓮

トの受注や燃料の製造が貝体化しなかったことから︑業績は依然欠損がつづいている︒しかし︑最近

ことなどから︑先行きは明るいとし︑これに備えて︑各メーカーは︑憂注に隙結する研究設備五二の

鍛力会社の原子力発電計画が貝体化してきたことや︑政閥の動力炉朋発の魅本方針がかたまってきた

核燃料工場の
建設を計画中

向上の研究を進めた︒

の合成法では︑コスト低減と晶質

検認に進みつつある︒一軸化合物

は実用化の段階に達し︑工業化の

がほぼ終了しβ線検出器の開発

ール樹脂の常温重含法の塾礎研究

放射線利用の分野では︑アセタ

っている︒

この分野の生薩技術の確立をはか

勘率的運用︑経費節減︑縄営の合理化などあらゆる寧段によって︑企業採算の硲保をはかる姿勢を打

を再編成し︑鋤彫炉の総合開発に

各社の協力をえて︑技術グループ

力炉瀾発の勤きを墳要視し︑関係

とくに岡社は︑最近わが国の動

哲三十五万円である︒

ち晒している︒以下︑各社の懲業報告欝の概要は次のとおりであろ︒

傘下グループ
の体制確立へ
昭鞠四十鰯度の営業収益
は︑一二億六千四百万円︑こ

住●2ちの妻空品は原研
貝体飽に参加するため調査を進め

核燃料と炉材料については︑ユ

立しつつあることが澄目される︒

え︑同グループ内の受入体側を確

るなど︑関連機器の受注にそな

向けのJM田RC閥係︑ホ ソ ト ラ
ポの増築鉛セル︑高圧沸騰試験装

置︑田子力詠臨界実験中置用燃
料︑集北大向け来臨界実験装置︑
宝塚匪躬線研究所の事難収入など
ーナイテノド・ニュークリア︒コ

工︑三艶電機︑三菱商事の協力を

一船の炉心部分を中心に︑三菱亟

千五薫万円で︑受注高は十

墨翁 の 売 り 志 は 慮 四

ーポレーシコン︵UNC︶社との
技術提携により︑将来︑大三隅要

ンイオン源︑高翫岩石実験器︑ホ
ールボディカウンタ︑プルトニウ

N墨堤を剛養すると当期末

黒蜜巻雲試作水ループ︑X線発生

処分損失は十九億三千万円にのぼ
ついては︑将来全国三分の一程度

終殿︑沸とう水循琿実験鰹置︑プ

原子燃料部門では︑金属無難に

ム実験袋躍などを受沌し六D

のシェアー偲もてるように紺々体

ロトンシンクロトロンRF実験装に行なった結果︑受託件数五十五

さらにNAlG総舎研究所にお
制を整えている︒⁝方︑動力炉用

贋︑孚PM装置付属漉置などであ 件・放射性同位元素の製造件数は

ける研究の受託は︑放射線照射︑

セラミノク燃料については︑同社

った・なお期末資本金は三十二億

が独虜で製作した加圧水型燃料要
素一アセンブリーがアメリカのサ

原子力発電プラントの研究開発

五千万円となっている︒

ミング型原子炉を轟いて自動運転

四民面子力部に貸与ぢると共に捜
では︑RAIG総合研究所のスイ

いる︒まん生歌沐制については︑

クストン炉で照射テストされて

火海村に燃料加工工掲を建設する

の共悶利用の公募要領をきめた︒

泉南郡熊取町︶は︑語歴展下半燐

日露若男ヵ研究所のアイソトー

し︑等減期の短い︑手のこんたも

ている︒申込みは六月二十日荻で︒

研究機闘の所貴であることとなっ

術部の払を出向させている︒
計画を目下立案中であるQ

短寿命核種は民間へ
で︑この四十一年版の内谷は︑休

プ婁員会は六月三日午葡十時から

のはなるべく民間にまかせる方向

ど燈轡⁝な各種資料︑内外原子力関

算 予 室

・FOR曽RA．N

電

・COBOL

●60

．ALGO工」

業
産
であった︒

この結果︑口業費用その他を差
ひき当期の損失は一億七千六酉万

えて受＆に努力︑本年四月55電一

たQしかし損失額は四螺七千三蕊

号炉の二次系装置︵タービン︑発

一億三千八徳万円にのぼっ

ンを中心とした︑転換︑加工︑組

源子力船については︑園麗炉毘績

達筆など関係機器︶を受注した︒

が予測される鋤力響胴低濃縮ウラ

三十三万円で︑前朋繰越損炎を累

ﾅ︑晶削期㎝課焔越掴唱失山ハ無⁝七千齎万

円を加えて︑当期束累副損失は八

謝すると当期宋処分損尖は二十偲

＝一＝㍉d擁ほ睦ヒ︑一：：闇一曽需二；㌧dU

へき原子力年衷など跡収録してお

一一 二 二 ▽

調査︑実験について総禽的な企

り︑内外の原子力事情を一冊にま

一一一冒＝顧一

立技術の現地実摺を終え︑修得し

︐二＝7一

た技術に︑窟主開発の技術加えを
一圏律﹁需＝一

億四千九酉万円となった︒なお現

冒一一＝刷り一

在同社の資本金は二十六億五千三
需一＝：・−

画︑調鶴︑取り濠とめを行ない︑

とめた便利なものとなっている︒

なお︑同素鑑の体裁はA五判八ポ

③これにより原子力施設の廃呪物

資科をうることとしている︒

処分に関する安全対郷上の撃墜な

ス装上製滴入で定価千七百円︑申

横二段組六百頁の厚去紙綻クロー

四十一年版原子

込みはもより轡店か︑原舷ツービ
ス邸憾本部となっている︒

京大原子炉実験所
の共同利用を公募

系的・総合的な一九六五期中の内

利翔資格者は原則として原干炉

原研本部の第︸会議蟻で会へ口を導

尿都大学原子炉実験所︵大阪鳩

外原子力檎勢の展里︑田本および

奨験およびこれに馬連する研甕を

き︑RI製造の聞題について検討 にするという剛志がでた︒
係人名簿︑科学捜術小史ともいう

・圃際的な互換性
・迅速丁箪なサービス

鰭

力

原
︑

環境 対 策 に 乗 出 す

関する要望盈﹂として︑これを関

伴う放射線防護の影野研発課題に

四囲画をまとめて門原子力開発に

放射性物質の海洋放出調査
原子力安全研究協会の研究委員

会︵委員畏

福田節雄氏︶は︑五

月二十六日午径束厭虎ノ門の鑑山

係方面に擾出したが︑今比尼政府

日本原子力藍業会議は︑昭和

力年鑑が完成

会館で第十一二回委員会を開き門放

四十一薙版の原子力蕪鎌を作成こ
のほど発売した︒この原子力年鑑

施のはこびとなって職安協がこれ

は原産が毎年発行しているもの

予算措灘が講ぜられ︑本調査が実

に参画することになり︑このため

会﹂︵仮称︶の設罎案を蓄議し︑

核燃料の再処理施設は︑原子力

に削記特別委幽霊佃設澱すること

射性物質の海洋放出調斉特弼婁員

大筋において承認した︒

この委員会の厨的は︑継足再処

海外諸国の原子力開発体制︑全世

の研究歴を有し︑国公私立大学︑

行なうもので︑大学助手相当以上

原研︑R一製造方針を示す
理施設からの放射盤廃液の海洋放

界の原子炉タ網羅した原子炉表︑

となったものである︒

出に伴なう環境の安全を確保する

法律・政令・協定・謝圃・予算な
れに基づき放射性物議の海洋への

瞥廃棄物をつくり出すので︑環境

周辺に対する安全対鍬の面で従来

ため︑①周辺凝境の影響に関する

施設に比べて大鎌の低レベル放射

の廃葉蝕縮を合理化する方向での

臨本的な調査方法を検討し︑②こ

っている︒

可能な放撮限度を頚齢するための

したがって今後原孤アイソトー

調査研究を進めることが急騰とな

原安櫨は昨年︑放縦帆物質の海
洋放嵐謝査について爽行可能な研

御一報次第、資料、各種講翻会案内・通算申込醤などをお送り

函露量叢叢

鷹翻（663）0761〜2
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その研究は各方面で進められている︒本紙は先に

繍畿羅蜥松
黙エネルギーを︑高効率で鐙気エネルギーに変

の一端を紹介したが︑この分野での研究は単にこ

換する︑新しい技術としてのMHD︵マグネチノ 日立︑三菱︑東芝などのM11D発躍研究開発状況
ク・ハイドロ・ダイナミノク︶発電は︑現在︑世
の三社にとどまらないので︑今回はわが圏におけ

るMHD発聡技術開発全般の状況について概観し

つつの講演者が予定されてお

た︒各セノションには日米一人

入った入が多いのに対し︑目ホ

理化学の領域から破射線化学に

は︑化学反応講︑光化学など物

でち眞つと付召すれば︑来国に

のためにも十分考えるへき閻題

学の研究で猛二巴な部門が弱い

会議場をもては︑会議の成果は

であると思われるQ実用化の点 事もともにし︑同じ膠根の下に

こと舟痛感した︒この煎は将来

もっともっと︑上ったかもしれ

いう不便があった︒出席者は食

から離れていて︑バスで通うと

せてもらえば︑会識場がホテル

だ

などと言いあえるところ家

思うしなどと感想冷もらしてい

Ψ

中

売

■

頒価70円（引0円）

脇

お申し込みは日本原子力緩策会識サービス癖業
本部または下灘へ

（東京都溢区新橋1−1一ユ3日本原子力協業会撒内）

が認められるQすなわち果国側 し71︑みても︑わが国の放射線化 ?った︒こまかい不満をいわ

り︑それぞれの発蓑をめぐって
側は高分子の関係から放射線化

おける放射線化学突朋化の方向

いう印象卒うけ

た︒ともかく多数の学者が一堂

潤翌 たQこの点も参 で打解ければ︑理想的であると

請する必要が

考として十分考

研究領域を知りあい親蟹度を深

誉期待して築をおく︒

後も逝当な頻度で持たれること

原子力PRパンフレットの決定版／

計九つのセノションがもたれ

活発な甜論やコメントがなされ
学に入った人が多い︒ごれは︑

うち解けた雰囲気が魅力

鑓

めたことは︑非常に有益であっ

しこの点は藤下のところ致し方

☆

Z郎︑

曖ぴΦO菖

一九六五年
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闇

薩憲懸
日米科学協力の一環として︑

とりもなおきず︑両国における

ない︒そして計論の中でも︑お

た︒会議の内容は︑放射線化学

は︑筒分子関係よりもむしろ低

における中間体の闘題︑励起移

動︑LET効果︑イオン反応な放射線化学研究の現状を示すも

のホノルルで日米有機放射線化

学会議が開催された︒会議参加

どの基礎的問題から︑固綴重

五月二日から六日窪で︑ハワイ

春は︑日本勧が︑大学関係＋五
含︑液相イオン

お削はクレージー

三︑研究所関係七名︑会社関係

馨︑さらには﹁

酵ハワイ放射線化学会議に参加して

とは3稟の悶題である︒日本語

たと思うQこのような会議が今

−

互いが︑

四名の禽謝二＋六名︑米国側
放射線化学工業

のとも考えられるQわが国で 分子の禽成反応に向っていると

は︑大学十名︑研究所八名︑会

の鯛待が強かった関係もあっ

は︑当初から放射線化学実用化

で踊論できたら︑と思ったのは

化の問題に至る
社四名にAECから一人で合計

ほとんど放射線化学の全盛を含

二十襲名であった︒参加者はフまで︑きわめて広轟にわたり︑

て︑実用化につながりやすいと

筆者一人ではないと思う︒しか

ないことである︒ノートルダム

︵都立R工甕所長飯塚磯助︶

ちりと討論をかさね︑お互いの

イキキのビルトモアホテルに宿
むものであったQ会議の個々の

集中されたのは雛実である︒

思われる筒分子の関係に研究が

に会し︑期間は短かくともみっ

醸し︑会議場には︑ハワイ大学

ることはできないが︑会識を逝

内答については︑ここに紹介す

そして現在でも放射線化学即

︻投稿歓迎

詞諭の過程で癌切に感じたこ

にある爽西センター︵ホテルか

あると思われる︒

らバスで約十五分︶があてられ

ち高分子放射線化学というよう

は第〜回の会議としては大成功

大学のバ！トン教招は︑﹁今回

てみることにする︒

われる︒このたびの会議に診憂

に誤解されている尚も多いと思

じて感じたところを少しく記し

B米の会議参加齎の魯別をみ

た︒会議は︑原則として︑毎日

ると︑そこにはっきりとした差

六九暁から十二蒔までと︑夕方
七時から十時までと︑三時間ず

を数％低下させているとみられて

千王欝欝以内︼

っ二回のセソシコンがあり︑合

火力用のそれが工学的開発段階

にあるのに対して︑原子力胴MH いる︒大型超秘鍵マグネソトの胴

現に不可欠なゆえんである︒︵大

髭が大型MHD発電プラントの案

型鰯鷹導マグネノトの開発状況に

☆

技術開発と同様︑MHD発電技術

も隙目技術から超低漏技術︑アル

カリ金属技術など多くの技術の総

国の90陣O屑

四五〇搾

二八六搾︶

写真カット」入り

図

9ポ横組

界の主要圏で注圏され︑開発が進めら3鳥ている︒

わが国においても︑乏しいエネルギー資源の有効

は︑外国に遅れること数年にして

日本におけるMHD発電の研究

てみることにした︒

換

利用の観点から︑その重要性はきわめて大きく︑

変
始められた︒研究の歩みを︑主と
して発電笑験を夢心にまとめると
表のようになる︒占算ではアブコ

︸

火力用の開放サイクルに対して密

発羅の作動ガスに刊用するので︑

D発聡の研究は︑非熱平衡電離に
よる発露の実験的検証を行なう麸

☆

の機会にゆずることにしたい︶︒

︵米︶︑IRD祉︵英︶では︑非ついては︑紙数もないのでまた別

礎砥究の段階にあるが︑アブコ祉

したことを報告している︵一九パ

熟平衡電離により発電出力が増加

増加が得られたことを今年四月の
物理学会で報告した︒これらの実

いように研究が海進てきること

大規模な開発に豪さるとも劣らな

ギー資源に乏しいので︑賭外国の

要するが︑わが国はとくにエネル

験は︑いずれも発電旛力密度の小 合のうえに開発されるQこれらの
さいものではあるが︑原子力用M 技術の開発には︑多額の研究費を

HD発継の研究の進歩を示すもの
である︒

大型超電導磁石

も今後の課題

研究畜は期待している︒

今後の火力用MHD発餓開発でを︑わが国の多くのMHD二三の
残されている闘題点の一つに大型

鉄心または空心の銅コイルで発生

影

することはMHD発躍プラントの○弓買⑩国一ΦヨΦ昌お︒怖

須
れらは密閉サイクルではなく︑茶

O一ΦP梶

⁝原産資料室便り一
気は大気中に放出されている︒東

総合熱効率を騒下させる︒アブコ

希ガス温度で効果的なMHD発立
鷺のものは三十9／Sである・こ 必要な強磁揚︵四十K︶をG以上
進められているQ火力用では燃焼

塚網v︵頓艶ヨ鐸①一Q一90αu駐け︒昌⑩
社MARK5の例にもみられるよ

出版︶
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編

日本原子力平和利用基金

発行

熱を 電 気 に 直 接
熱効率五〜六〇％の達成へ
環として︑国産動力炉の開発の進
社の研究が世界をリードしている

一九五九年︑米濁のアブコ社が︑

出力＋KWのMHD発魁の実験めに
方が広く議論されているが︑新
が︑比較のため問社の研究も嚢示

この実験装置はまもなく運転が開

れ︑電気試験験断に建設された︒

閉サイクルとなる︒

島温ガス冷却原子炉は現在闘発

で出力を増加

始される予定である︒さらに本年

足し︑プロトタイプの火力用MH
D発電装踵の建設をめざして︑工

述のように轟負荷燃焼装温︑高蔽

学的開発段階へと同っている︒荊

ない︒原子炉の代わりに羅気加熱
器を用いて希ガスを加織した原子

では原研︑日立︑東芝において行

機関などで行なわれているQ日本

るならば︑火力用MHD発電の研
究は大きく両進ずるであろう︒

で加熱し︑金属カリウム︵原研︶

または炭酸カリウム︵日立︶をシ

で非熟平衡電離による塩鱈出力の

以上が日本におけるMHD発餓
四年︶︒また東芝と強工大の共同
MHD発羅の実験は行なわれてい研究では︑MHD衝撃波管の漿験研究の概要であるが︑他分野の新

段階にあるため︑原子炉を撞いた

クトとしてMHD三二の開発も発

非熱平衡電離

れている︒

雌気絶緑したペグウォールを使用

超電奪マグネノトなどの開発が残

空気予熱器︑シードの回収︑大型

火力用MHD発電の研究は︑そ

われている研究の成桑が結集さ
の通産省委託研究として︑MHD

されているとはいえ︑各所で行な

二千八酉〜三千贋︵絶対温度︶の

発電︵万力千KW︶の口細として

は米︑英︑仏︑西独の原子力研究

燃焼ガスを運用する︒絶鮒紐度二

罵いる燃焼器本体およびその付属

なわれている︒原研︑日立の留置

力用MHD発鱈の実験は︑外国で

千八衝度以上の欝温燃焼ガスを得

設備の試作研究が東芝に委託さ

はアルゴンをプラズマ・ジェノト

れ︑大型プロジェクトが遂行され

るには︑多戴の酸素を含んだ空気

原子力︑二点で有利

用MHD発駕である︒希ガスで

ードしている︒これらの袋撫は一

をMHD発心に利照しようとする 〜二時間ぐらいの連続運転が可能

超低所マグネノト開発があること

現在は実験的な検証の過程
原子炉によって簾勲された希ガ

は︑低いガス温度でも非熟平衡羅

ンを加熱し︑聞欠的に高温アルゴ

気伝導度が得られる︒蛍光灯のよ

芝の装鷹は蓄幽式加熟器でアルゴ

うな低圧放石蟹では︑ガス温度が

温度を下げられることと︑酸素が

濁れているので非熱平衡羅離を起

の規模に応じた発魅出力の増加を

最高六蓄9／Sの流欝が得られ Wの約四分の一がマグネソトの励

ガス中に多くの分子状不純物が論
めざして研究が行なわれている︒

低いにもかかわらず︑ガスを話しこさせることは困難である︒ガス

磁醒刀に消費されており︑出力蔚

うに︑MHD発電出力三一・三M9二二漏≦臣けOづO殉国Ω一信⇒α
耐乏材料の試験をかねた長時間運

て鱈源が流れているが︑これは非

MW以上の揚合でもその一〇〜二

結果としてプラントの総包織効率

るMHD発鷺の出力の増加をめざ〇％が励磁電刀として消費され︑
ス冷却原子炉の冷却材を︑MHDして実験が行なわれている︒

にするであろう︒軽子鉄芯高温が

ンかる偲唖射するものであるが︑
賦の突験は︑最近︑日立︑三菱に

れらの装羅では非熟平衡電離によ

る︒この装躍はほぼ完成した︒こ

る︒一気圧以上の希ガス中で非議

熱平衡聡離によって醒子の温度が含逼れないことは︑耐熟材料の開

平衡聡離を起こさせ︑その希ガス

五凹号︶︒アブコ社︑MARK十
2分に高くなっているためであ 発を火力用に比してはかるに容易
の実験では水竿金属片を蜀ね︑セ

おいて行なわれた︵本紙四月二十

ラミノク︵アルミナ︶でその間を

｛

囲．

研のものは最謁百五十9／S︑日 は先にも述へたが︑MHD発電に

ものが原子力湘MHD五二であで
るあり︑アルゴンの質量乱雑は原

ス︵ヘリウム︶をMHD発灘の作
は主としてマグネシア・プロソ

離によって︑発鷺に必要な商い鷹

が行なえることをめざして研究が
短時閲運転ではあるが︑実験綾置

クが使用された︒これらの実験は

鵡温ガスを発鷹したQ耐熱材料 動ガスとして用いるものが原子力 現在は︑絶対掘度千八鳶度以下の

ェノトで窒瓢を加熱して︑所要の

し︑三嚢の実験ではプラズマ︒ジ

験では燃焼室に空気と酸素を抽聴

ある︒欝気試験所︑象芝の発電実

特許︶か︑空気を予熱する必要が

を用いる︵酸素濃霧法アブコ社

︵耕気は大気中に放出︶で︑通常 の重要性が諏められ︑三十九嘩度

れている︒火力用は開放サイクル

四月前らは還麗省の大型プロジェ

め各研究所︑会社などでも行なわ

した︒MHD上腿に関する盤礎実

成功して以来︑世界各国でMHD型紙換炉︑葛速増殖炉の開発は核
燃科物資昂爲効率に利用するため
の原動機︵熱源装耀︶の開発であ

発電の研究が急速に進められてい
る︒それは︑この方式が大熾力の

り︑原子力MHD発電の研究はこ大︑京大︑北大︑防衛大︶をはじ

三千度の高温ガスで

験はこれ以外に大学︵東大︑東工

発織に適し︑さらに発蹴プラント
れらの綾置内に発生した熱エネル
ギーを高効率に利用して一気エネ

では五〇〜六〇％の筒い熱効率が

懲られる灘能性卒持っているから

である︒MHD発蹴は︑熱源で加 ルギーに変換するための技術の開

し︑魯四十時間の耐久試験に耐え

火力用は工学的開発段階に
蔦温ガスとして石炭︑石油︑天

発にあたる︒この両著の研究が堀

然ガスなどの燃焼ガスを利用する

勲された高温ガスにセシウムやカ

的に利用されるであろうし︑また

まってエネルギー資源はより効果

技術革新の進行とともにエネルギ

リウムなどのシード物資を加えて
羅糠轍気体とし︑これを識閾で磁

詫

方式は︑火力用瀬HD発電と呼ば たといわれている︒

場の中へ流して︑筒温ガスの持つ
ー資源における羅力の比重が増加

擁．
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識︵わが国からは原研の三斉田縄
一再がオブザーバーとして出鯖︶

では︑わが麟の新ハルデン爵画へ
の参掴悶題が討議され︑穆繍につ
いて一応の騒通しが得られた︒

ハルデン計画は︑由ノルウェー
のハルデンにある潴購重水炉︵熟

特性研究︑燃料照射︑工学テスト

議力二万KW︶を用いて︑炉の動

等を実施しておよそ八隼聞︑総頷
約千⁝強磁がの投蓑で続けら㍍て
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関係開知研究費として日本群鳥力

なった︒このうら前省については

ル︶の建設工欝を進めていたが︑

このほど完成し︑六月十日聞所で
完工式典を行なうと同時に︑紀念

当碍はk原科技球長官はじめお

パーアr⁝を聞鍵した︒

よそ三預毎の開係者が出穐した︒

漏電敦賀発電

クリートを完了し︑浄水揚周辺の

仕上げ整地を施行中︒砂防噴き11

捨コンクリート部を発了し一部掘

▽海部工審

岸壁11鋼蟹抗打込み

削雌備中︑前田建設が雪乞︒

を完了し︑シートパイル打込みお

ている︒放水路到廻優葡二十拶コ

よび放水口下流部が七−画調残っ

ンクリート打設を完了し︑終端十

また松勝社篭の整地工事︵畑建

五層コンクリート打設編出備中︒

︵間組︶も些々に進められており︑

設︶および浦底独身寮の新築工揚

なお建設琳務駈は鴛舞建設が担

今月中にはそれぞれ完了する定︒

当︑三月末に竣工している︒

二十六日・羽田発ローマへ

MHD発電調査団

森英夫氏︶

工業技術院

日本原子力産業会議派遣のM11

咄気試験所機響部長

D発電調査団︵団長

羽田発のエール・フランス機でロ

は六月二十六日午鰺十時一二十分︑

岡調三唱は七刀三日から岡八田

ーマ向け出発する︒

までオーストリアのザルツブルグ

ンポシウムに出燃す．筍ほか︑英︑

で際かれるM11D発鴬に関するシ

の欄撮構究所︑原子力機翼嬉を凶

米︑仏︑西独︑伊︑オランダ各国

森康

なお調査団の団旗メンバーは久

閲︑七月三十滋に帰国の予驚︒
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ことを決定し︑幹事会について

所の建設状況
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央︵集工大教授︶︑関目恵︵東大
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は︑テクニカル・スタノフ照門と

世

われた後︑松根宗一氏︵日本原子

驚

電力会社からも参加可熊とし︑広

加してない躍発︑原電はじめ他の

力産業会議副会長︶を麟議長に互

研究所および原子燃科公園に戯上

日本原子力発電会祉︵社長一本
松珠織氏︶は五月†四日︑同社が
福井猟敦賀市に建設写．勺敦賀発電

行く人・来る人

義︵東け．隔︶︑天野淑郎一二研︶︒

業︶︑住田旭︹一二漣重工業︶︑山本充

硝子︺︑正田行男︵伝川島島磨藤工

川鉱也篇瓢凌電顕︶︑塩田政鰐ρ旭
所︵BWR︑霞力三＋秀五千K

掘醜の残部十五平力

放尉線によるグラ

後藤田正央氏︑溝水溜筑︵原研

フト魚群を研究するためスウェー

高齢研究所︶

デ︑︐ノNRCへ行く︒娼発は六月十

︑儲騨

一A−Aー二三

八臼︑およそ一年閥諾蔭の爵定︒

ム瓦

第七回原子力産翼実子調査打目

二

コストダルー

せ会 二十 口午前源産
放射線化掌研究会霊査会講

原子動力講習会

＋八日午前原虻

フニ十二日午後原産︑コストグル

ープサプグループー︑H二十三田
叢叢猿環︑搬子炉安全グループニ

十三潮曇漉旅弗悔
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欧州原子力機関

◎こ其襯産業界も支持

推進本部が初会合

く技術黄を求めることになった︒

士二H鍮工圓会舎ては︑今年農
のスケシュール︑翰禦会の当闘の

原子力委員血の動力炉

して高趣増殖炉および新型紙鞍掛

幹事会と二分科会を設置
開発桜蓼推進本部︵議長

選し︑臨時推進本部の翠霞方法や

してある予算のレビ一⁝を行なう

作業をとうするかなどで審議を行

丹羽周夫原研理事長︶

開発のためのニグル⁝プを︑較事

出力炉開発躁談会の新灘転換炉お

の分科会形式の小盗員会を作り︑

こととし︑後者については①二つ

ては︑臨時推進本論婁員として参

を決めたが︑幹事会メンバーとし

会の分科会として設け・勺ことなど

二本部内に技術者および学識経験

全員一致で︑喩子力愛員会の鑑本

同本躍の運當方法については︑

こと箸侶中心に笛議を行なったQ

者嬉で構成される幹二会を設ける

は︑六月九臼午後二時か

スホテルで禰会食を︑つづいて十

ら東陽港匡の東以プリン

め︑この甜颪に原子炉の刮算機制

きたが︑ポ年末で闘限となるた

三臼第二圓会合を開いた︒

初会含では為沢原子力蛋員長代

榔︑トリウム物理の二四等を新し
く盛り込み︑さらに三年聞延長し

方針に基づいて審議を進めていく

理からこれまでの経過報岱が行な

ようというのが︑こんどの新ハル

を開始する予だ︒

通産大臣へ許可申請

電気工作物変更で

十餓となっている︒

ニや奪平均で一KW時当り二四万

単簡は初年度一KW時勢り三円︑

そ三百十八億円が見猿られ︑発躍

なお同発慰撫の総濠農費はおよ

の見通しを立てているQ

群袋荷︑劇年や一力旧業運娠開始

工し︑昭瓢仙四︻十五㎞ヰ論ハロ〃に榊黙

て︑今年十二月に同発電所の建設

関電は今後のスケシ議⁝ルとし

関電︑美浜炉を申請

閣始後の致全性と性能保証など︑

が︑建設工期の確保ならびに運転

年内に建設工事開始めざす
関西電力︵制長芦原窺憂心︶は

総倉垂垂WH挫にとら蘭筍こ

六月や一二日︑同挫が福井県三皇郡

美浜町に建設する原子力発霞所の

とにしている︒

酸化ウラン

使用ずみ燃料は原子燃料公独で再

なお関電は六月十

鳥日︑総理大

処理するか米国へ送ることになっ

ペレノトおよそ四十ゾを使うが︑

子炉は︑燃料として

こんど関電が串読書を出した原

原子炉︵加圧水型︑出力三十四万

KW︶設腱関して︑内閣総饗
阪にあて原子炉箸規制法に塾つく
﹁原子炉設暇許再申請瀞﹂亭擾出
した︒

関電ね四月二十七臼︑陶発艦所

漁あて原子炉設黙許町巾語密跡提
出すると岡時に︑通麗大距にあて

ている︒

なお鳳子力蚤員会は七月万田︑

﹁亀気工作物変璽許可申談難﹂毒

錆一号機に︑氷困WH社の軽水減
連月水冷却加圧水型源子炉の採用

藍子炉蜜全専門照査会︵会長山田

纒諭した︒

を決定し︑タービン二二機を三菱

太＝廓氏︶を開き︑関蹴炉の矯査
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原子力専業三社の
営業報告に思う

ころ問題になった
るころまでには設蠣︑作業員の

開として瓢特殊法入を設立する構

の策海研究所で開かれるが︑発褒

サバンナ号燃料交換が行なわれ﹇来庫度を醤途に開発を担嶺する機一田から八田まで田本原子力研究所

㎝

し︑しばしはメーカーの上にしわ密せさ

などを通

字を耐凡しのび︑必愛簸低翻の試験研究
赤字受注

蟹支出を維持してきたということであろ

論文と参加餐を募っている︒

は三百三十隠円︑これ

想を示したが︑これに対して政府

に対して同期聞の支出
補充を予定している︒

ノト照射に対する配慮︑反応機構

子炉・加速器を用いる核億学研究

の解明などに疑点をおいたもの︶

で粒子束エネルギー分布︑ターゲ

②放射性元素の調製と製造︵明確

発はさらに慎藪な検討の余地があ

され︑党内の科学技術振翼対策特

るのではないか︑という拠金がだ

別委員会︵婁員難中魑根康弘氏︶

え︑倹討している︒

動力炉開発

場所としてのサイトを必要と考

今回の討論主題は①核反応︵原

れてきた︒さいきん研究機関の側でも

自曲民器党内部に︑二千億円近い

する楊合︑リスクは研究機闘︵つ求り

う︒そのことを黙過的に示したのは三十

闘蝦蟹金を必要とする動力炉の開

国︶が負うへきで︑メーカーへのしわ審

闘訓は五鳶 ぬ 十 億 円
なう方式をとっているが︑作業

⑳西独は︑燃料交換を堀船で行

査︶で︑︸至剛な不況下に︑売上が大編

せは絶対しない

これから動力炉の畠主開発をやろうと

桜的な費用を悪弊ない︶をこえており︑

る二歩費支出を持続している︒つ豪り︑

減を兇たにもかかわらず︑前年農を上回

九年度の鉱工業支出実禎︵最近の前認調

これまでに原子力産業がかかえこんだ赤

︵減価償却費および問

字の大きさをうかがわせる︒われわれが

にあるというへきたろう︒

れているが︑改薄の糸爾は蒙ずこの辺り

例年のように︑原子力脚業三社

⁝の昭和四十年度営業報省撚がそれ

んどこのような試験研％費支出の累積に

田子力腫業における亦字の難癖は︑ほと

招いて︑日立製作所︑東京芝浦電

製作所の選局国男原子力部浸らを

いる︒新会社名は日本ニュークリ

臨朋地約四万平方㌶が予定されて

して横須賀帝久里浜の日立田浦工

課程および﹇艘課程﹂の研修を実

は︑今秋十月から﹁第十四回高級
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な原子力発電所の建設が始まろうとし︑

今改めてこの購実を勢揃するのは本格的

な使用薗的に対して行なわれた放
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三社の売上聞は合計で二十 二 僧 六 千 万

射性元素の製造・分離・精製の方

参加申込み編切八月三十

東海研究所

申込み先占日本原子力研究所

ていて︑その背蟹をもっている

②外国では原子力麗業が発達し

トリンク︶祇が謝画している原子

本金は四億五千万需︑出資比率は

となっている︒新会社の設立は四

▽第十四圓︸般課程11三ヤニ名今

求で約﹁隼間︒授業料三十万円

なお両志井とも申込み締切期門口

まで約六カ月︒授業料一万五千円

は八月＋日︒

▽果議院科技特腱八日午

旬間メモ

国会

員会を開き︑五参考人から臆見聴

後一暁科学曇日行政に國する小委

取︒▽九日午前十時開催︑中共核

純之助氏︶︑原子力潜水臨の安盆

実験および核開発について︵岸田

性について︵服部繋留︶︑珊境の

放肘能汚染の論題について︵桧山

鋼夫氏︶︑三参考人から慧兇を聴

委員︵社︶の両氏から質．耽があっ

取︒この後︑石野委貝︵祉︶と岡

た︒また外務省から核操知クラブ

原子力委鼠会

の会議について報告があった︒

五月二十六日出逢︑原研のJRR

設罎︑昭和四十一年度原子力平和

l三に対する低温化学照射装醗の

ついて雛議︑いずれも承認した︒

利用研究委託費および同補助金に
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円︑鵡年度の十五億二千万円に比し顕著

では︑原子力委員および九竃力︑

法であって︑最終調製晶の純度︑

体制を検討

原電︑醒発などの営富者と懇談し

豪た︑需要の造成の閾題は︑当面の段

意兇の謁整をはかっているが︑今

ているもの︶となっている︒

不縄物の含磁なとが明らかにされ

他ならぬとも見なされる︒

島翼翼科技特

式見解をだしたいといっている︒

月下旬豪でには商民党としての公

国産化に対する助成をはしめ︑原子力産

う︒この面ではすでに︑逓魔省原子力産

原子力委員会はさきにわが国の

な増加を翻しているが︑当期損並では︑

以上のような︑原子力窯業の十葎の経

動力炉開発の茎本方針を内定し︑

の一点にしぼられよ

験は︑これからの産某政策のポイントが
茶部会なとの蝦街が漁ており︑外団メー

国麗化

した現在︑当の藍業の実態をもう一喫よ

業の袴成端がようやく頁剣に議論され出

カーと太刀おちできる品資保証︑延べ払
い︑税制箔躍などの貝体策が蝦揃されて

階では

脇門出し︑繰越損失は三社の資本金禽制九

三眠含副十伽四千万円と依然大きな損央

示しているように思われる︒すなわち︑

いるが︑その実施に畿たっては︑メーカ

核燃料合弁会社の敷地で

高級課程と一

ルベストン市が誘致したことか

ため︑施設の設徽は最小幅にと

力発竃用燃料製造工揚について︑

GE四〇％︑日立︑東芝各三〇％ を募集している︒

般課程を募集

らもわかるように︑技術的要園

どめ︑罵用できる外部機開を極

嶺麟者側の説明を聴取した︒

することにしており︑工揚敷地と

GEの三社で燃料合弁会社を設立

講演の申込み締切は七月二十日

何であるか︑何であるへきかを︑端的に

その一つは需要の造成であり︑今一つは

ーの実情に十分即したキメの細かい施策

原子力綿業の赤字をどう見るかについ
ては︑いろいろな立場があろうが︑その

技術開発費の投入の臆要性であろう︒原

か必要とされようし︑また︑塵業界と

横須賀市議会で聴聞

く見盧してほしいからてある︒

いうまでもなくこれは︑原子力産業金
原困の一つが需要の不足に︑つ懲り発鍛
不力薩業に対しては︑これらが二つとも

しても︑メーカー︑ユーザーの磁の合っ

円にものぼっている︒

般に通じる現象であり︑薦業全体ではは
炉等の発注の乏しさにあったことは弔一9

させたか測り知れない︒技術開発費は︑

行なわれず︑成長の歩みをどれほど鈍化

神奈川県横須買市議会の市政特

のみに盤ついて建設され︑その

力利用している︒

四十﹁年十月十四購一九月三十鼠

▽鉛十四團尚級課程抑八名︑昭和
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他の閾題はなかった由である︒

③ガルベストンの施設はほぼ整

間対策委員会は︑六月九日︑田立

箏業団の原子力置付繕施設建設

嶺日の説明によれは︑最終的に

内容については︑技術的に注意

月ごろ︑小揚建設薦工は
気無六月ごろ︑四十四無完成の計

十二年
が︑今後の原子燃料の飛躍約な利

っているが︑なお燃料交換を行 は通町省の認可はおりていない
なうには施設および人員が一部

を受けた点はなく︑むしろ御巡
であるとの印錬をもったようで

画となっている︒

地元の一一万人を対象に

設の招待見学会
日本原子力鴬及センタ⁝︵理事

環

長・岡野保次郎氏︶は︑原子力開
発十周卑東海地区認念行事の

として︑日本原子力研究所︑原子
燃科公社︑日本原子力発電︵株︶

との共催︑挾城衆︑東海村︑藍本

原子力産業会議および原研︑原
燃︑原蹴の各従業員組合の協賛で
六月十五日を第一回として原子力
施設の招待見学会を行なうことに

この見学会に招待されるのは象

なった︒

で︑とくにこれ豪で各原子力関係

海村および近隣在住の約二万人

施設の近くに住みながら︑薩接内

った人々を対象としている︒

部を見学する機会にめぐまれなか

放射化学討論会
の参加者を募集

年十月十四日−来年三月三十一日

器に対処するため︑日立︑東芝︑

の広いスペノシャリストー燃料

ら大いに冷やかされた思い出は

東海村原子力施

不足している︒しかし二最後の

吉

から購買のことまでこなす︑幅

保するための政治や法律の問題

隆

りゅうきち

日本原子力帯芯会社の

井

い

などQこれからは︑技術のこと

今
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初代燃料課蝿になった
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下の抱負である︒

屋⁝を育てたい︑というのが現

動き出す︸号炉︑建設が始象

ムのころ︒次第に原子力が麹白
くなり︑

った二号炉︑着篭は核燃料問題

就任皐々︑アメリカへ濃縮ウ
ラン入手の揮合わサに行くとい

自分でも仕事がやって兄たくな

評論はかりじめなく
う前日の今井さんを訪ねる︒こ

った

のが︑原器入りの動機と の最醜線にある︒﹁外国のウラ
んどが十七回目の外国行きで︑

ン資源の確保をもっと頁剣に考
えねばいけない︑プルトニウム

いう︒〃実際やってみると︑論

々覚えていませんというほど

の熱中性子利用も同様﹂と燃料

何のためにどこへ行ったか︑一

たが︑その何圓闘かにイギリス

忘れられない︒岡谷市出身︑三

薬量原子力学会などの共催によ
る第十回放射化学討論会が十月五

り
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十四謄円に対して︑その半はの四十穴億

るかに大きな赤字が年々累積されてきて
かである︒しかし華甲なことは︑そうし

﹁原子力塑業実態調査﹂によると︑昭和

出さねはならなくなったわけで︑

う︒

た腐機挙手み妻せを推言する必要があろ

建造予算に対する船価の問題︑国

いは気付かれても予鋒がないため︑ひと

たとえはその必斐性が気伺かれず︑ある

た状態がいわは放総され︑指効な産業脅

三†四年麗から三十九年度濠での鉱工渠
であろう︒豪たその聞︑量子力艦業が赤

成策もないま謹ナ薙に及んだという躍実

いる︒たとえは︑国本原子力産業会議の

部門売上高︵土木礎設丁堺代金を除く︶

バ社︑予備設計を出す
日本原子力船開発離業団︵理環長石川一郎氏︶は︑発注騎価の

麗に対する麗業界の強い主張︑と

三十日から四月二十三日までのや

闘題の将来に警鐘をならすQ

近ごろは暇がなくて︑と争いな

今井さんの文簸活動は育名Q

との東海炉用燃口の交渉もあっ
た︒

ぶり

がら好きな評論はやめられな

マタタビ

は︑経歴をきけは成程と思う︒

い︒英文も達者て︑ニュークリ

今井さんの

昭和二十七年東大数学科を卒業 文ではわからぬバカゲタところ

ア・エンジニアリング誌辺りか
らも頼みにくる︒時に辛らつ︒

とイ

後︑米国プリンシビア大学で政で御題がおきるものです

治学︑つづいてフレノチャi法
タズうっぽい目をするQ

国した︒しはらく朝日新聞岩戸の原子炉の性能に陰接つながる

仕上げをして︑藁十

支局に勤務したが︑嶺臆は束海問題︑燃料サイクルに関する経
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話し合い困難から足踏み状態となっている原予力第一船副綱の行

くに民国出嶽をどうするかなど︑

見積りは三菱と同時提出へ

月二十九日米国B＆W社︵バプコノク・アンド︒ウイルコノクス

き詰まりを︑輸入炉で打開できるかどうか検酎するため︑さる一

鯖一船に搭載できるとみられる

く一カ月閥︑池村調査課長︑小野

圓氏らは西独のキール造船駈︑

第二回日米合岡会議のさなかに

結果︑およそ次のような報告が出
されている︒

①サバンナ号の付帯施設は︑ガ

@馬、

軸
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力

原

舗査団報告

設計画は合格

原船の付帯施

祉︶と契約を縞ぴ︑四月朱豪でに同桂が製作しているCNSG炉 難関が嵐前にひかえている︒
の予備設謝および同見積り潜の提出を求めていたが︑巌燭政附の

の予備設計のみが到遭した︒

てB＆W社のCNSG炉は 経済

輸出手続きが長びいたため︑およそ一カ月遅れた六趨四日︑同炉

見勝り轡については︑三聾原子

グ︒ハウス社︶の技術レビューを

という調査団報告︑さらには来年

なお原子力船開発溺業団は一二月

受けて国麗する炉と同時に提出し

寺踪子炉課技師の二名を西独およ

力工業が米国WH社︵ウエスチン 的にも技術的にもわが国の猿子力

たい鷺を伝えてきており︑B＆W 度予算編成が閥近であることなど

び米国へ派遣し︑原子力船陸上付

から︑

墨譜︑施設の翼翼なと主として技

帯施設の建設に関する外園施設の

採用の可能性が

大まくなったという見方もある︒

輸入炉

搭載炉を受注したい駄嗣である︒

ビューを受けなくても︑これまで

は︑三菱炉は米国WH祉の技術レ 術的問題の調査を行なったQ

これに対して三変原子力工業で

社としてはわが国の原子力鋳一船

原船縁業団は︑一二菱原子力工業

が昨年宋提出した見積り書をさら

に検流して再提出する見積の︑お

国のB＆W社︑AEC︑海撃局︑ 最後にハーバード大栄大学院での⁝が復維な側面をもつことを

長男が生まれ︑来日中の旧知か

尿器は稲子夫人と一男一女︒

年夏に帰指摘する︒熊設計や核設計など

今井さんは核燃騒1動力無用
できるという態度をとっているが

ガルペストンのサバンナ弩基地を

GKSS︑科学研究雀ならびに米 律外交学校で国際関係を恵攻︑
この場合︑閥題は船価の上から妥

よび米国B＆W社から提出さ3駕るに得た技術情報によって十分国麗

ものを群細倹討の上︑採用炉を決

定し発注することになるが︑三菱

ぼられる︒

炉に対するWH祉の技術レビ篇i当なものが得ら3亀るかどうかにし 訪濡し︑調査を行なったが︑その

いずれにしても科学狡術庁とし

に対し米国政府が難渋しているこ

と︑同炉の当初のコストが予算の

てはここ一カ月余のうちに結論を

虜
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約二艦であったこと︑これに対し
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しかなかったと述べている◎

H︶社といつでも競争することが

中央発三所契機︵全部利益は見込

ることを決定した︒

ど初めてアイソトープ電源をコマ

アメリカのマーチン仕はこのほ

ースで販売殊開脚

R一電源を商業ベ

膣開灘置

惣には和益はほとんどなく︑GE

でまる︒現在の情勢では原子力発

社とWH社は他の会社も入札で競
象できるよう正統な見稻り願格を
出す必装があると霊張した︒

んでいない︶に参加してきたが︑

ーシャルペースで売り出した︒こ

れは︑AECの援助で書聖が製作
したストロンチウム燃料︵出力＝

である︒売り出し中の装麗は辮科
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は︑計画が順課に進んでいるよう

である︒現在両国政鷹で倹脳中で

では曹四十三がとなっているが︑

してオノトー・ハーン男の舶用炉

いる︒また︑ハブコノク社と協力

放射線照射殺繭装臆の叢り入れに

ついても篭えているといわれる︒

ClAクループか

主契約者は仏SO

フランスとスペインが地中海岸

イスラエル︑R一

建造にも参持している︒

鍛工ではこれよりいく分安価とな
ることが予想されている︒

なお︑ドラゴン実験炉は玄る四

電源の購入を計画

のカタロニア地方に共同で建設す

仏・スペイン共同発装断画
イスラエル筋が明らかにしたと

十四日初めて総勢磁力︵熱出

月一

ころによると︑問図は二つのアイ

る眠気出力五十力KWの発聡二

ゴン計颪参加十二ヵ囲は︑鍛近︑

ソトいプ躍猟を三三観測所で利珊

力＝万KW︶に達した︒憲た︑ドラ

研究開発斜画を来年末まで延長す

政府および血融会祉で設駒予定

だ設立の発ぬはない︒この機関は

七月以寒検融を続けているが︑窪

の原子力輸撫機関については昨年

階出野部門を新設
英AEA︑原子炉の売込を促進
はこのほどA封Aの嬢子炉グルー の新しい部門の活動は︑原子炉の

歪力議員会︵AEC︶に建設荊司

つを窮実上決鷺し︑ホ年中には鳳

現在同祉信六つの候補地の内一

きに︒

運して敷地選竃箒の倹肘を遮めて

ため︑発竃炉の都市設躍閲題と関

心とした猿い地域に隈られている

が人口樒度の賜いボストン布を申

していたが︑同往の電力供給地域

冤拳玉を建設する訓画を明らかに

麗︑電気出力六十万KWの隙子力

ボストン・エジソン廿は︑酢年

である︒

落下させる位暇に國くというもの

たし得るような水を臆力によって

があり︑これは炉心都をすへてひ

ラソディング方式と呼ばれるもの

新しい方式の特微にはコア・フ

ないといわれる︒

されていた二霊圧力抑制方式では

あると落えられており︑頚初．賞獣

に鳳蟹格納答電を改良した蟻ので

は明らかにされていないが︑一般

れた︒この薪しい格納餐器の群細

ド社︵建設会社︶によって開発さ

GE︶社︑ジャクソン＆モーラン

社︑ゼネラル●エレクトリノク︵

羅の構想が︑ボストン・エジソン

OC王λグループが摺嶺ざれるは

撮近白食してできたフランスのS

高温ガス炉の研究

ずになっており︑EDF14の敬

オーストラリアでは︑独特な研

加︑25万KW原型 開発進む船難スひ

良型原子炉の供給も行なう︒

炉の敷地決まる

電所の敷地がこのほど原子力調盤

の所在地はセントローレンス河の

酌岸ポアント・すi・ロシェの手

落八十エーカーが予短されてい

る︒建設開始予驚は窪たはつきり

しないが︑ヶペノク州知雛は今無

の秋ごろとなろうといっている︒

ープとの礎灘が蔦なわれたといわ

う︒三雲AEA絶裁︑原子力グル

大円発蹴炉の都二一鰍徳得に遡

格納方式を開発

進に闘する交渉︑触資等を取り扱
海外逸劇を隠ざすものであり︑今

れて窃り︑近く施表があると思わ

米︑新しい原子炉
後の翰撮増進の先頭に立つもであ

れる︒

原子炉輸出サービス惣
門

る﹂と述べている︒

を新設した︒このことについ
て︑閥グループの瑠擶艦齢である

プの中に

リチ詫ド・V・ム；髭はAB 一方︑AEA︑原隠顕睡石墨︑

隠るよう姦しい攣霧響

だけのデータを

十分保証し轡る

申請を汀なう予定であるQ

山V饗中である︑建設の主契約者は

年に完成するようスケジュールを

あり︑尉画実行婁貫籍は一九ヒO

フランス政肘が発地していたもの

だが︑製作が遅穿ているため︑フ

である．

ランス政網かキャンセルしたもの

ロンチウムを利弔した出力五Wの

電導で︑ニュークリア．叩︑テリア

で礁観する予定の亀裂出力二十五

とケベノク水力発電婁鎖会が共同

C︶は︑トリウム・ペブル・ベノ

ル・イクイノプメント・コープ︑
カナザ原子力会社︵A君CL︶ 究開発が大いに遣んでいる︒オー
︵NUMEC︶が製作じている︒
ストラリア原子力財物会︵AAE

このイスラエルの惣詞に饗し︑N

することを拍禽している︒

ｻ七十KWのもの噛︑あ鵜︒

初めに礫撫ル︑開始し︑蟷気戯力お

計雪中の発企所は一九七〇年の

のほうに決めていた︒︶

力六＋五万KWの石灰火力発織厨

を行なったが︑その暁には醗気撫

は︑昨隼麗に一麓このような検討

討に入った︑と発衷した︒︵同祉

力発羅で増設するかで一⁝度圏の換

〜社は田子力発蹴で増識するか火

ャーロソトにあるデ訊iク・ペワ

先ごろノース・カロライア州シ

子力発電を再検討

米デューク社︑原

研號を始めている︒

ECは霊気出力二十万KWの設副

ろうと漁足しているQまん・AA

って璽大な燃料問題は解節す勧た

AAECは現在︑この概念によ

温炉の長期開発を行なっている︒

リウム冷却︑セラミノク炉心の職

UMECは︑取り引毫相手卒．変史
ド燃料︑酸化ベリリウム戯速︑ヘ
ルーエのナトリウム冷却KNKフ
万KW︵CANDUlB
LW＞発

インタラトムは︑現在カールス

設副されているこの妓鐙は︑スト

コナル︵AI︶社の共同出資︵半 雲上で五奪闘運転できるように

カのアトミノクス・インターナシ

工業会社である一︸マグ社とアメリ

ンタラトムは︑西ドイツの重建設

M︶の三番厨の殊窯となった︒イ

インタラトム︵INTERATO

のアイソトープ電海は︑もともと

するため︑アメリカの会祉から購

中のフランス、ピエルラットU血紅工嚇

イスラエルは謹た︑AECから
のESSOR建設蝋画にも参媚し
局によって認められた︒この敷地
KW写り璽ハヤ五が︑問酉万KW

試鉾は︑電気出力五十万KWでは ラントを建設中のほか︑イスプラ

経済国事の中で︑発諸所建設費の

沸

還

発電縁懸り込
みに自信示す
米B＆W社
アメリカのバブコソク＆ウイル

で行なわれた株憲の会禽で︑原子

ールセン氏は鴎繋束ニューヨーク

これらの内のいくつかはわれわれ

ースにいかなかったことから原子

十五W︶のSNAP17シリーズ
謬麹

コノクス︵B＆W︶祉社長M・ニ B繭W社はこれまでいくつかの

力発電プラントの売り込みについ

の管理費さえもカバーすることが
できない状態である︒また︑イン

て次のような兇解を明らかにし
た︒

力発陣所に対する資任を解かれた

B鋤W社は将来顔子力市揚が安 デアン︒ポイント発電所がスム

できるようになったとき︑原子力

定し︑箏務的なベースでの入札が

毬類がある︒価格は傑証箸の灸件

の了見に薄しこれを否定︑B＆W 利用するものと馬絹のもの︶の二

性が善徳でき︑また開発の可能盤

概㌶

上設繁用︶とLCG⁝25B︵海中で
社はこのプロジェクトにしても調

のではないかというある株主から

ら二千万がの金を捨てる積りなら

る︒また契約に際し︑千九三軸か

発電プラントを売り込む自信があ

ゼネラル・エレクトリノク︵G 子力船サバンナ号においても多く

西独B＆W社︑イ

によって四没階に分かれている︒

についても増殖炉ほど隔難な懇願

症
講証灘爵嚢

ノクス︵B＆W︶社は︑このほど入する慧図があるといわれる︒こ

ドイツ・パブコノク＆ウイルコ

ンタラトムに出資

E︶社やウエスチングハウス︵W の資金を乱入してきたと答えた︒

に提供するものと思われる︒現在
ヨ一高ノパのいくつかの原子炉製

設立されたもので︑これまで資庫

︒八ミルとなっているQ

るはずであると報告している︒

翼瞬お女び墾規模炉につい卍．祥細

がないことが添されている︒ま

幅．

…

櫨

運転員 の 安 全 は 確 保

るが︑これは原子力発雛所運紙以

十五惇のアナに落ちたケースがあ

なケースとして︑ハラムで藻さ五

現在まで放射線被曝なし
アメリカ︑コンシュマーズ・パワー社の原子力難癖運転技術暫ジェラルド・﹂・ウォーク氏は五月
十日︑醸子力発目論および在来火力発囎所で︑プラント運転懸員が受ける鋸鎌︵放射線および一般傷

前の事であり︑しかも欝力会社の

ウォーク氏は報告の申で︑電力

魚商ではなかった︶

会社の職貝の中で︑放射線被曝が
法簸限度を越えた畜はわずか数人

五十万Kw以上で有望
ル位となり︑発蹴コストは︵燃

高温ガス炉の経済性を評価
イギリスでは︑鵜速炉会議に引

き続いて︑隅温ガス冷却鱒︵HT 秘を最も窩効に燃焼させた編含︶

当巣笠間で︑このHTGCRシ分
スずつ分取︶によって一九五七年
GCR︶のシンポジウムが五月二電気出力五＋万KWではKWH造
り四・㎝

ツ・バプコノク挫の参加によって

金暴落乃ドイツ扇であっが︑ドイ

一ミル︑間颪万KW︵五十 テムに興味を示してきており︑一

十箪︑二十四日の両日︑英原子力

う本藍から本格的研究が開始され

万KW一蓋︶では︑KWH当り九
三六九年までに受注可能となるよ
将来の商業発短所としての見通

席上︑欧州原子力機関︵ENE

しについては︑現在計画されてい

な経済性評価ぷ発表し注園された

た︑現在運転中のドラゴン実験炉

千笹蕎五十万トイツ嬬となる︒

学会の虫喰で開催されたが︑その

A︶のドラゴン割爾難行七四畏コ

回氏の評伽によると︑低濃編⁝

炉の建設が始め

〇年以前に難業

られるようにな
るとも述べてい
る︒

過虫二ヵ駅馬
に実験炉から得
たデータは︑将

このシンポジウムで発喪された

ンプトン・レーニー氏は︑熱出力

プ牛トニウム甦勝︵濃総度五％以

が今後も満足に運転され︑低濃縮

二十万KWのドラゴン実験頬輔写 る繭業増殖鑓出所と同じ位の艇済

下︶を使用した書割︑鄭凝サイク

鰻劃

燃料の研究が十分進めば︑一九七
ルコストはKWH嶺り丁ニミ

一蕊

発戴炉利用者に

・ひ㍗威騨巌

競

驚

驚

イギリス原子力公社︵A猛A︶ Aの撮版物 原子炉 の中で﹁こ 原子炉および燃料の海外輸出促

東のHTGCR
対して︑燃料サ

瀞事

原峯炉製造纏縫

イクルコストを

渉
欝
聾叢
譲謎麺

無

』

魯も含む︶についての講査を取り萩とめ︑このほどエジソン盤気協会︵8露1︶禦故轍疑黍員会に提
出したQその内容で特に注融されるのは︑八置五十万マン・アワー︵延へ時聞数︶の闇で︑放射線によ

‡雌件︶

四百九十三件

る傷害を受けた人は一人もいなかったこと︑一般躍故についても庄来火力発難所よりも隙子力の方が

澗査の対象となった発露所の運頼
▽一般鰯論難数
︵六千五︸臼五十二件︶

▽頻度到一万時間に対して六一
・一工六︵六五・四三︶

ここで検弱した鶉罵の定凝と灘

窃の

展開されるであろうBとPとの

ENE：A

少ないことがあげられている︒

ウォーク 罠 の 研 究 は ︑ こ れ 豪 で

し罷るものである︒

期閲は一様ではないが︑十分比較

以下比較を簡単に嫁すと次の通

蹴所︵シソビング・ボート・ドレ

りである︒︵︶内の数字は火力

運癒されて き た 十 の 陶 業 源 子 力 発

スデン︑ヤンキー︑インデアン・

発電所の場禽︒

ポイント︑ビノグ・ロノク・ポイ
ント︑フンボルトベイ︑ハラム︑

SA︶の方法によっている︒

舞方法はアメリカ門馬協会︵A

藺業原子力発繊所での致命的傷

▽平均プラント運転臓員数11八

▽マン・アワー隆盛薇五十万

十五人︵薗四†七人︶

ピクワ︑パール︑フェルミ︶につ

でを罰慰し︑火力発電所について

いて︑運鰍開始から現在に難るま

︵一気七酉万︶

た撃故である︒

デンサーの圓りの足揚から落下し

つは︑ドレスデンで︑コン

は︑これら の 三 子 力 量 暇 所 を 運 転

▽懲故作数到二十五作︵四胃四

▽致死編西臓一人︵七人︶
︵このほか致命的

している三社の全火力発電所につ

けたQ
東海発溝型では英姿の会社と

おくれて︑田本園内のみならず

の関係だが︑その工譲が罪常に

たQターンキイ饗約で︑納期は

になっている︒

国際的にも︑何かと印画物の毬

関瀬汽力の美浜原子力発躍所

四十五力肩である︒

所建設に関する契約にサインし

・エレクトリンク社と敦賀発電

は︑去る五月十四臼にゼネラル

いて口べたものである︒これらの

璽糠

原
わが 挫 の 醐 査 の 入 に ︑ 簸 近 豪

る︒美浜とわが批の敦賀発醗所

工期の結果比較については︑

福井県下の近接した場駈に︑

中︑副爾中のものを調べてもら
との魔線距離は七︒四爵あるQ

四︑万年後に紬諭が撫される︒

でのB・P面社の運転中︑建設 はウエスチングハウスものであ

たら︑次のような数字が出た︒

その闘には六薦八十五

二十一鉱︑七面 四 十

は勤めし大きくなることだろ

一く一

く一一

BWR

とし︑かもしかの群棲

設鵜融の直叙なことを考えて︑

う︒私ども轟箏者としても︑建

︒五慧の蛛螺岳を虫峰 その閥における臼本圃内の関心

．九

十二分の努力や協力をつくされ

駅から前者は十

する山脈がある︒敦賀

炉︑後巻は十一一・六ボ

ねばならぬと思っている︒

注ーー字数の制限があるので

である︒近接した両地
点に︑

舌たらずになってしまった

一年未満の間隔をおい

い︑そして計趣中の員体性の程

が︑ひまのある人は左認の二

灘

自力KW

と

PWR十九茎︑七菖一二 十 五
ニハ万KW

世騨 各 国 に ま た が り ︑ 実験
用︑商楽士をこみにし︑発耀蠕
か送聡端かは必ずしも明確でな

て︑世界を鏡台にして競争して

冊を読まれることを望む︒

いるアメリカの両会社が︑ほと

んど同じ大きさの原子力発電所

いうことを﹁注﹂しておく︒右の

原子力発聡のキロワノトの数字

る

田口癒一習︑大企業は晒躍す

夜目

錦織

契約の内容については︑もち

を建設することになっている︒

ろん二一ではないだろうが︑樋

尚薪︑一際石油争奪戦

は︑よくも似たものである︒と

社ともに納期ll建澱期間だけ

いうことは︑その襲に両祉の競

のではないか︒

争甥力の激しさが滲み出ている

︵笹森建三︶

一よ

度も必ずしも岡一ではない︑と

9ンつ層ζゆ◇一。＜××＞poく××図ン｝c

P
B

さて︑欝塞原子力糖蹴KKで は︑はっ憲りした摺数があるわ

瞭
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子
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告

業
産

力

⁝

プ

4

榊

轡

ン醗社長は︑今度の値下げについ
り翼されることになるので︑取引

も感じている︒もし︑コバルト線書

の旧格でその会社の照射ビジネス

⁝以上のコバルト60を網当慨作る

3ロンドに︑グラム瓢り十キュリ
解決策はもちろん鹿寄用動力惣

闘がさらに延畏されることもある

NRUの外剣の膿帯に装入され陀買えを要する配合には﹁休止﹂期

ずない︒さらに︑電力会社の側も

ものの︑半分以下になることは豪

るに従い︑そのコストも低くなる

騙

を使うことであるoAECLも私
こ嘗公嘗を問わず︑米AECがサ

はなる豪い︒

考慮すべきもう︸つの点は︑生

となる兇込みで︑じゃがいもの場

十キュリ⁝の線源がご酉個以上

型蝶灘ですむ︵二十キ畠131用上がイリシウム線源である︒

颪像が碍られる︒②照射機が小

やセシウム溜にくらべて鮮鋭な

もっとも多く使用され︑単分以

は︑ラジオグラフr線源として 回にわたり︑円本威射性同位元

四購と短かく︑輸入にたよった

畷一の欠点は︑単減期が七＋

きなところで照射され︑二×二

R−2の一潜中陣子束醤度の大

試験が血行している︒現仔JR

員会に供給され︑各種の実用亀

で十五⁝二十勇躍︑程麓︶︒③

のでは︑順調な供給が不安であ

キュリーにくらへると︑いささ

キュリー蝸り毎時○︒五レント

べてあてはまるものであり︑実

附するγ隷の一般陶な利点はす

たのは︑まことに嘉ばしいこ

部でも積極的な試作に漕手され

源子力研究所アイソトープ事業

を腰っている︒

ム線源が為効に利用されること

照射装讃の開発では︑トルコに

⑰

圓の旅へ向かう︒

頻子力発鍛

ソ運は天然のエネルギー資源

に油まれているにもかかわら
ず︑イギリス︑アメリカに先が

けて一九五四年に電気出力五千

KWの世界で最初のオブ
ニンスク原子力発電所

︵AM⁝1︶の運紙を開
始し炉円︒ま陀︑一九六四

年四月に運転を開始した
シベリア源子力発電藤は

設謝出力である六十万K
Wを上まわる実積を示し
ているQこの建設経験に

篇 塾ついて︸九六三奪に大型原子
ﾍ発電所であるノボボロネジと

一

と︑現在建設中の二七炉とがあ る︒舩科は一︒五醒70濃編ウラン

るQ〜号炉は露気出力九万環千

で材質および形状は二酸化ウラ

xロヤルスクの建設が開始され 九六四鉦四月運転開始の一号炉 燃料棒に醍艦され制御されてい
Aいずれも本石内には冗成が予

定されている︒

篇 そこで︑今圓はウラル地方に KWの讃縮ウラン黒鉛減逮沸騰 ンの中窒円筒形︒年内完成予疋
の二号炉は雌気出力一一＋万K
あるベロヤルスク原子力発電所水冷却籔過熱型というめずらし

式入札に遅れて一まった︒このこ

し︑A猛Cしの揚合のように︑二

めて新顔が蜜憎している︒しか

偶然ではない︒いいかえると︑G

僚すなわち吸収される再eVあた

．罰

り反応する分子数の嵩いことが榮

このG値は通常︑遊離星遡鎚反

件である︒

応の下り厨さを衰わす闘安とな

る︒ダウ・ケミカル社がミノー3ラ

ンー3で随っている臭佑エチル処理

では︑G値が二万以上である︒ハ

ロゲン化には一般に一万からヤ万

マクマスタi大学のJ・W・ホ

ものG僚が必要になる︒

ジンス博士がひきいるダループ

は︑放射線を用いてメタンを鴎城

化炭素に変える方法が商業磯目弊

にのるものと見ているQガンマ線

に要するコストはトンあたり一が

現在のところは︑AEC﹂はい

以下の計算になる︒

わば台地の上を進んでいる︒一九

六六葎三月までの琿度における販

施額は︑虜蕪蔑と丁度問じ︵らい

である︒しかし︑ほど遠か6ずし

て︑繭業的食贔照射や木材プラス

チノク処理︑化学晦照射処理にお

いても︑医薬品の殺菌処理で現に

見られたように︑突破口が開けて

くることは間篤いある豪い︒

φ

アメリカ

発電所建設を発表

や

クヘブンでは︑二＋万キ鵡リーの

てくる可能性がある︒現在ブルソ

セシウム斑を鍵って︑形状と製法

として優秀なコバルト60に掛卜し

けでなく︑運転︑保制の径費に減

の改良に鼓する研究を行なってい

ープ浜冶業者にいわせれば︑この

価償却を加えたものが講常に高い

︒ライティング社︵L王LCO︶

は先ごろ︑突然︑シコーハムとウェ

ランドの北岸に三酉五十エーカー

の広地を買い︑一九七三薙に運娠

アメリカ

③

ったとはいってみても︑多くの放 社は︑これまで技術的サービス︑

豪た︑コバルト60の価格が下が ティリティ・サービス︵NUS︶

アメリカのニュークリア・ユー

◇

ステム部を設立

NUS社が潜水シ

した︒

炉を選定する予驚である︑と発表

ある声でAECLはこれらの競
開始のため 無気出力五十万KW
争を歓迎している︒︵﹁良い物を かまたはそれ以上 の解水塑線子

ていないQ

アメリカ・ロング・アイランド

ものとなる︒ソマ⁝ビルでのエチ

るQ今までのところABCLはイセ
ディング河の闘のロング・アイ

セシウム撒

長がはるかに急速に進む偏とアー

売る者が多ければ金体としての成

リントン副社長は述べている︶

のセシウム麟が使えるようになっ

おびただしい特訂と公開される

木材照射処理等が将来の突破口

照射で高分子改変

た場合︑とりわけアイソケム社が

る長露命︵二十七年⊥一一十一二年︶

栂分裂生成物であ

処理コスト塑丁三倍になってい

器の揚合はコバルト60にくらへて シウム溜を大したものたとは思っ

コン社の実績を引用すると︑加速

纐の装置は浸透轡に悶題があるだ

L；LC︑原子力

ーー
︑蘇一
騰A螺

オークリノジで作られるものにハ

W︒

い型︒冷韻材は九蔚九十八本の

ンフ†ードからの分を加えるよう

へ行ってみよう︒ここには︑一

竃

蹴子加速器

になった場合︑ガンマ線放射物質

とは︑セールスマン︒シノブに徹

ない︒

品の集磧化を行なっている会社は

少なくともアメリ
果実については比較陶脇広い研究

して市場に出してきた︒アイソト

Lの移動照射撞置がオンタ弓オ州

が行なわれた︒やがて再びAECカの四社が電子頒速器を殺菌用と

のパインランド地域て大いに使用
されることになろう︒

あらたな供給業者

H・S・マーシュ社は手ごわい網

野ても︑アメリカン・ノバウソド

同社の玉釧に沿っていない︒実

氷へ澱Cはブルノ

⁝射線処理は経療性の見込みという コンサルタント︑原子力関係の調

細片状線源

線化学処理の領域におけるそれら

めの蜷の製造を纂つ︒

一

さ︑潮の流れ︑塩分を測定するた

昔速メータ︑水申聴膏器︑海の深

立した︒この部門は︑水中での

十五日薪しく潜水システム堅巻設

クヘブン国立研究所の設計になる 文献があるにもかかわらず︑放購

の筒コストに見含うに十分なだ

たとえば灘合のように︑ガンマ線

細片状コバルト線源が広く受け入

ン州のミノドランドに作った︑ガ

を生かしてこれまでにへ廻Cしが

ンマ線セル中での照射によりエチ

面でこの十五年間積み蚤ねた経験

⁝炉で照射が実際的に行なえ︑昏

きいという理由があって︑決して

け︑対象となる製品の分子灘が大

．に一歩先んじた分野があるのは︑

乱の縁どりがきちんとでき︑歯触

レンと昊素を結食して呈化エチル

㎜薗ではダメである︒たから浄業的 査を主な佳窮としてきたが︑照月

しかし︑競争は激化し︑その度

にする設備である︒

れられるように猴帯している︒A の工業的応用は極めて少ない︒注

合は日増しに強豪っており︑いろ

弾状のものにしている︒

も受けにくいという理密から︑散

ECLとしては︑チョーク・リバ目に済する催外はダウ社がミシガ

いろな方薗でそれが現われてい

である︒

る︒

獲得した契約は六件にもおよぶの

際︑照射処躍設備の設訓︑製作の

することを最大の儀粂にしている

のにしたいと考えていたが︑非公 社やルイジアナ︒ラジアン社を含

はこのトルコの穀粒照射聖心をも

ラントを設ける剖画で︑へEC乙 手である︒木材プラスチノクの分

おける三十万がのパイロノト・プ

イギリスの るQ

将来はセシウム3一
7も進出か

ふえる線源供給業

一方︑いちごや銚などの新鮮な

へと一路共薩

添灘撫

に足るだけの萬中性子束が塁たら
のことは十分念頭に躍いている︒

だろうか︒動力炉でアイソトープ

なり︑顧格が変動することになる

さて︑これで謙バルト60が安く ものとは異っκ帳簿をつけなけれ

バンナ・リバ：で採用したような

ないため︑総鷺にして二十万⊥二

る︒

十万キュリーしか出来ないのであ

もう一つのハンディキャンプ

とである︒カプセル処理や市場で

産コストたけがすへてではないこ

その紬格が爽質的な影響を受ける

の売買その他に要する讃経費の上

を作ったからといって︑必ずしも

と︑その本来の隅的が研究用であ
とは限らない︒申性子のコストが

積みもあるから︑結周コバルト6G

は︑チョーク・リバー炉の老朽佑

るということである︒補修作業や
究極の田子として残る︒炉の大き

この結果得られるデータは︑照

共同でこれにあたった︒

大学と米陸筆ナティノク研究訴が

的な当ての研究は︑マクドナルド

が動き繊した︒その際︑微生物学

俵藤維持されそうである︒

の価格は現行の水準にかなり近い

実験変更の際の戸倉口止が頻繁な

資本從︑燃料費が総体的に低くな

ため︑コバルト60がそれだけ減収 さと負荷率が増し︑経験によって
となる︒減速材容羅が腐蝕して取

AE C L の 立 場 は 洩 し て 羨 む べ き
ものではない︒なるほど︑チ翼ー

食品照射は大きな利用分野
山に建設された︒ニューフィール

でケベソク州のセント・ヒレアー
AECLか発勢を抑える目的で

ク︒リバ⁝のNRX炉とN鶏U炉
によるアイソトープ虫産で甘いス
じゃがいもの照射について研究を

タートを切ったことが今沼のAE

ド社はこの冬︑約千五菌万隠のじ

般消費に提供す
るのに必要な認可を両国の食品藁

射殺菌ひな扁を

鰯に出したり︑じゃがいも販売巣

ゃがいもを貯蔵し︑現在これを市

産業界が協力すれば誹画が容濁に

品擾当富庁に申請する際の資科と

豪ねぎの照射も血陶しているが︑

倉のハ千ラドと比較してはるかに

なる︒照射刈込は約ニや五万ラド

者に出荷し始めたところである︒

が一九六〇年に關可され︑パイロ
ソト・プラントでの研究が直ちに

昨秋は不作たったため開始が遅れ

品管理局︵FDD︶に出した串欝 ニューフィールド社はまた︑た

なることがはっきりした︒食品薬

た︒聞もなく︑政階機関︑大学︑

CLに育った要因であり︑現在で 開始したのが一九五六無であっ
はこの二つの炉の照射設備で年闘
二酉万−三穏刀キュリーのコバル
ト60が生腰できるに蚕っている︒
ところが今から二︑一一前後には

この措りを払わざるを得ない羽目
になるかも知れないのである︒す

た︒たまねぎも︑じゃがいもと同

多い︒

始まったQその結果として移鋤照

なわち︑年閲出荷最がキュリー数

麹体は決して利厳のあるものでは

て︒わが社としては︑アメリカでの

に水産物開発照射袋諏を設置した

にしてまだ蔚万の桁に製達したに
ない︒つまり︑AECLがこのコ

地歩をくずしたくないので︑選択

すぎないのにA議Cしの予患で 胸三＋の栽培業薦︑輪送胴巻︑処

あと︑引意仰いで舶用照射袋躍二

でも︑魚の輸出斎擾拡大には総覚

台を作った︒カナダの魚類研究庁

も︑オタワ研究所をはじめとして

昨年六月︑食罷の照射保存に闘

へECLの設計になる最初の商各秘の研究所で進められている︒

に︑果実︑魚︑卯︑肉に関する研究

様︑A罰Cしの実験研究の紐果F 魚も空的な闘襟である︒米へE
DDから認可が下りている︒さら Cはマサチュセノツ州グロスター

バルトを必要とするのは︑従来に

理業蕎から受付けた四蕾ゾのじめ

ト60が足りなくなりそうだ︑とい がいもを扱った︒

は︑中程度の放射罐をもつコバル

業減作鵬翼射プラントは︑ニュー

その理由の一端は日傭そのもの

する初めての米︒加誤読研究計画

放射線透過写真法︵ラ︑ンオグ

況とは多少異なり︑もっと盛ん

利用されているが︑諸外困の状

廉協会のラジオグラフィ専門委

ラフィ︶は︑代衷的叛非破壊険

い︒④二％以下の判別能は鋼＋

比歳射能の大きなものが穏やす

されている技術である︒これに に利用されてもよいと思われる
ほか︑イリジウム線源がまった

使用される線

源は以荊はX く民話されていないのが闘立っ

り︑また輸送費のためにたいへ

線装羅のみで

あったが︑ア

か物足りない感があるが︑試験

用性があるQこの上は炉の実動

め︑日本では利用できなかった

塒間の増大により︑より艮質な

分の二は輸送費用︶などのた

︑鴨口で十⁝＋灘キュリー響便の

二︑嚇層以上で響られ︑線源の強

での問サイズのもの三十一四十

ものが試魯されている︒諸外国

ている︒

んコストが筒くなる︵二＋キュ

イリジウム翻は︑○・

一

照射線源にh92の使用を

一○・六五一雄eVの多くのγ 位虫で寝用できる︒

三七

リー民度で約二藍万円︑うち三

イソトープや
ペータトロン

ライナノクな

筆者は︑すでに数年劇に溝萩

結果ではこの程度でも允分な曲

に使用した緒果から︑その有用

謙源の製作・供給と︑規制法令

ものであるQ

その他︑電源などが界要︑パノ

性を指揃するとともに︑幟会あ

短寿命のため国産化が必要
線覆放嚇しているが︑鋼に対す

ノラマ照射ができるとか︑紙張

を＋キ︐﹇り一以上の線源でも届

どの加辿器も

うになったの

る罪過率からみると︑その平均

るたびにこれが国配物の促潅を

使用されるよ

は︑すでに大

線の影讐が少瓶く︑欝二品の検

患のみで移動使用できるよう改

エネルギ⁝は○・一八五⁝○・隣

とおりであ MeVに相当し︑γ線出力は一 査に適しているなどX線籔躍に 鳶職してきたのであるか︑昨年

柔していたたき︑翼にイリジウ

方の彿存知の

よりようやく機運がみのり︑
ゲンであり︑また半減期は七十

際に利用してみると予想以上に

る︒このため

のアイソトープも工業罵の中で

便刊で害い易い線型ということ

大野明︶

︵神余川県工業試験所

四日である︒これをラジオグラ

一応の普及をみた︒現在コバル フィ線源として利思する軍需の

とである︒すでに騰勢線源は数

が電通な一歩であると見ている︒

に由来する︒すなわち︑NRX︑ フィールド・プロダクツ社の注文

しかし︑AECLは蒸界に君臨
うのである︒
する不当な特権を得て来たという

餐︑ざ・︑︑蕊︑建︑ミ︑ぎ︑ざ︑ざ︑§︑譜︑三五︑ざ︑建︑避︑ボ︑ボ︑ぎ︑館︑ボ︑ぎ︑ぎ︑§︑鐙︑︑ぎ︑詩︑詩︑ぎ︑ぐ％

を同じくしているQこのコバルト

¥キュリーほど注文したのと時 する会社として他の競争相手に対

で作られる工業用コバルト6Gを︑

社がAECのサバンナ・リバー炉したいと海えているからである︒

っている︒今回の鯖格変更は︑同 引き統いて完金な﹁酷食せ﹂を羅供

射哀搬が作られ︑一九六一銀には

の余地はほとんどなかったしとい

AECLのH・罫・アーリンのト
大部分は再びアメリカ脳内へ苑

生産設備老化で㏄60減収

動力炉でβ生産へ

ろってみよう︒

の状況をカナデでアン︒ニュークリアー・テクノロジー誌からひ

しくなり始めたことの徴候でもある︒つぎに︑カナダのR三冠用

者︑カプセル処理業者︑照射漣麗製造業薔のあいだでの競争が激

り︑窪だ︑日の浅いアイソトープ市場において︑コバルト供給業

月の米AECによる岡三の価格改訂に対抗して取られた措磁であ における運命が決まるとすれば︑

あたり五十聯の価絡から四十樗に切り下げた︒これは︑昨卑十一

いコバルト60︵一三あたり10キュリー以下︶の厳格を一キュリー

今年のはじめ︑カナダ原子力会社︵AECL︶は比放射能の低 騒騒を打破しなければならないと

R亙価 格 引 下 げ で 米 に 対 抗

成長に伴い競争激化

c…

ト60とセシウム酬の○・五一五 利点場あげると︑①コバルト60 ができる︒したがって諸外田で

1
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査方法として最近は︑特に重視
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ウラン資源確保を
まず鉱業界で意思統一へ
発電副社長︑原簿から費会長のほ

料公社理事長︑馬賊根笹本原子力

か松根酬会長︑橋本代衷常任理

をはか

験機関で放射線秘用によって鳶成

射したものを東北農業試験場に移

ズ﹂の乾繰種子にコバルト60を照

弄年農業技術試験所で﹁ネマシラ

・＝二一＝＝曽＝一＝＝＝ニ＝二一＝認＝＝＝＝

文亀の吸収に余念がない◎

たのたからと︑彼女達は日本の

＝一＝＝＝一＝桶＝＝＝＝＝＝＝鴨＝一三＝一＝＝＝＝＝＝＝＝鱒＝＝＝一三一一＝一回＝二一＝一曹＝＝一一層一＝＝一＝＝＝＝一＝層一＝＝＝層＝＝篇＝＝＝︸一一＝鴨＝脚＝鱒＝＝一＝＝＝＝噂＝一＝＝＝＝雛一一噌＝＝輔＝＝一一一℃；

ギリス社会﹂という︒かって疎

日本の日

にはみんな

を投更するようにとの擬望にもと一

ついて︑今回のシンポジウムの開

催となったものである︒

ノ

㌧ム＼・

☆関西原子力懇談会は︑六月二

十二日一時半から大阪科学技術セ
ンター人大阪市西区甥一ノ一一八︶

八階小ホールで講評広已原子力婁
員をまねき謂最手を開く︒テーマ
は﹁動力炉開発を中心とする原子
力主調の動き﹂▽放電協︑原子力
学会関西支部︑肘立放射線中央研
究所と共催で第五園放射線従思者
講習会を開く︒期間は七月し・八

・九の三重間︑場所は大阪科学技
術センター︑募集人員八十各︑参

明会を開く⇔

加費用三千円となっている︒申込
は盧接向原懇︵億話鴎㎎一i鶯＝ハ
八二︶まで︒〆切は六月三十日︒
挙・中部康子力懇談会はヒ月十二
日午後一時斗から中部科学技術セ
ンター第一会議窯で︑科学技術庁
原子力局かう講師をまねき︑放射
線障占防毒法および関係法令の説

左記に転居し京した︒

いたします。

るとはいえ︑ここはやはりイ

映圃が上映されたり︑村の人々

される

竣工検査による仮許可を裾て︑頽

ノ六︵池上線︒洗足池駅近く︶

東無役大谷睡原題ケ谷一ノニ九

あります。

和綴の子供は穿れてき豪したし

が︑英GE社ではこのエステー

住んでいた人もあるときいた

麗にいけは七月中旬には︑営業運

卿一報次第、資料、各種講習会案内、計騨申込欝などをお送り

とマースデン夫人︒

た米国ゼネラル︒エレクトリノ

研のJPDRの建設にやってきホステルのホールでは週一度

ジセース渓の話︒いきとどいた

なお今後の予定としては︑ひき

転を開始したい忘同である︒

橋本濟之助

ならぬものだが︑嶺

手方の評判はどうたろうかV繍

関本部の詔では︑田本は加盟実

本も加盟しているさる隙子力機

現豪ではスゴく熱心で︑この分

だと加盟したらさぞうるさかろ

サノパリ琶さたがないそうだ︾

うと鈷外していると︑加盟後は

行りも常時開いていて︑よけい

先方は地元たけに︑非公式の集

地の利がどうの︑議巣がどうの

そういう感じがするのだろうが

うVはるばるやってくる予算が

というたけではすまぬ聞題たろ

日本人の観光客がゾロゾロあら

ないといっても︑空撮には海臼

われるのを見ては︑どうもビン

本システムはどなたでもこ利矯でき資す。

嶺葉といえば︑主婦達が何入

﹁謹製に帰っても︑子供達は

かなり優秀な成績をとってい

個人指導の授業と親たちの素質

発難所は雪夜箪交代制で出勤

日本の交化を吸収
するので︑奥さん達は大変らし

ートの人たち︼

ン発電機保護義置のテスト︑主坐

続き原子炉トリソプ試験︑タービ

る︒この渦雌流を準用したもの・

谷正雄氏︶と結晶学撰究連絡委員

心してツンドクというのがある

と来ないらしい▽本を買うと安

紀から安心ということにはして

が︑原子力の開発たけは加盟し

もらい陀くないものQ

利用のご案内

か集豪って日本語を醤っている

ちょうどペエイ家を訪れた

ときいた︒

の用麟をす謹せると召人は﹁ト

る﹂とは英GE東海建設所のロ ク社の人達には村の察をかりて とのテニスの試合や︑葎一回催

ナリノオクサン︑トウキョウ﹂
をうけついでいるからという︒

時︑牛乳の集金人がきた︒自分

といって教えてやった︒カタ
エステートでは︑謹た三歳か

トで全部が生活している︒

コトの日本語だったが︑こん

静⑱なふつに単蓼なら

ら五歳半までの幼児を集めて幼

英GE社員の生活と余暇

るようた︒彼らにとって一醸纂の

がユカタがけにゲタはきで参加

いが︑余隈はどう利用している

ある主婦は近くの研究阪で英

するとか︑エステートの生酒に

ときいてみた︒

会話を教えている︒時にはこ魔

稚園かひらかれ︑バノテリス夫

また︑子供はできるたけ日本

人と醸光や関西︑瀬戸内海方面

バラエテでをもたせている︒

人がめんどうをみている︒

子女の教育には専任のイギリ

いというマースデン央人は︑

の子供達といっし．伽に遊ばせた

稽ぬや蹴舞伎をみたりイギリス

門でもまた癌渠もおぼえていな に旅行にでるという︒生け花の

のようである︒

ス人の女教師がいて︑ホステル

か6

陳害は日冨の生活で深刻な閲題

では学校が開かれている︒豆腐

いし︑それにどうもエステー

なに若いうらにくることができ

︻写翼は戸外で談笑ずるエステ

が授業をうけていた︒本国に子

半から十一歳までの児童十六人

こまれている感じで︑日本にい

トにいると︑四方を高い壁にか

にこん

供を残してきた人はほとんどい

はるか遠い資本

ない︒﹁見聞を広めるためにも

初期最大雌馬＋二輪KWに達した 圧器の耐膨試験︑原子炉連貌運転

一＝＝＝＝帯一＝＝篇篇＝＝一需＝＝＝曽＝＝一噺一＝扁＝一＝＝一＝＝一一一帰扁＝一＝冊＝＝雛＝＝鳳＝寓一圏＝一一＝一一曽＝一一一一囲＝口吟一＝＝一＝﹁＝﹁一＝認凹一二＝輔︸一帰冊圏＝一■＝＝脚σ

原研の歩みを概述したもので︑巻

と発表した︒

一閲＝一欄

頭に写璽特集と歴代役員の思い品

一＝一＝＝＝冒一層一網＝＝脚一篇一一騨一日一■一一＝＝観■＝＝＝＝騨一一嗣■一一＝一一＝＝＝＝一一＝

するか︑政聡の役鶴に何を携卜す

を配し︑B雨露︑三薔十二介︑ビ

原研は昨無九月から編集の準備

の寸法測定︑③禽金成分と不純物

料の三部門に分けて︑創立以来の

日本原子力殖眠会社は六月十週

特長は︑①磁性︒非磁性をとわず

三宅静雄氏︶から︑
原子炉研究開発における中性子回

会︵委鐸長

廉潔︵ヒ壷金︶四ゑ四七

ーー−
含有麓の測定︑④貯槽︑伝斗帳︑

櫛騰糧糠凋
篇㎜炎原子力工業はさいきん核燃

三菱原子力核燃料被覆管検査用に開発

好評の渦流探傷機

ニール袋の藻嚢本である︒

無の平石検査を行ない︑通産省の

になり︑今後もこの毬の器量会を

るか︑などについて検討すること

だ︒

傾くことを申し合わせて散会し

にかかり︑十超編集委員会を設け

約毘名の所員が分担執策した︒
総吏は編琿的に十年の歩みをの
べ︑部門吏は①研究の進歩②施設

の建設と運転⑬研究にともなう

凝被細管の鍛工涯置として﹁三菱

紺外業談⑤一股間務の五
部に分けて語述されているが︑発

配色亀の内部の閥蝕倹管︑⑤板材

業務④

は非儀に性鮨がよく︑素材検査に

渦流探傷機﹂を麗発したが︑これ

管材︑鵜材︑レール等の内部欠陥の

この十銀史は総史︑部門史︑資

足以来種々の賜暇に遭遇し︑スト

倹査◎溶接部の欠陥換査である︒

編さん・刊行した︒

問題や﹁原研のありカ﹂論議など

から好評をはくしている・とくに

はうってつけのものと各闘係会祉

7月6β
日本学璽羅

議地胆で開催する︒

﹁研究炉シンポジウム﹂を︑同会

鷹氏︶は七月六日午前九時半から

の原子力研究部会︵那会長陶坊

日本学術会議原子力物別委員会

ムを開催

研究炉シンポジウ

う受けとめたかの記録として︑さ

材料の内耳︑内面の検査に優れ︑

を経てきた独研が︑この十年をと

きに刊行された原子力滞発十舘史

用途も広い︒このため五月銀十一

垂︽

とは違った慧脈で注題され︑初め

日現在︑鋼管︑導線︑圧延︑ベア

ズシスト線虫抵抗性は強く︑黒痘

て明らかにされた事実も随所に見

リング関係の会社から三十六体の

属材料を引入すると交番磁界を仲

たコイル中に検査しようとする金

この機羅の原理は︑交流を通じ

兇積依頼があったQ

られる・

七月中旬に営
業運転開始へ

日︑さきに熱交襖器の︸鄙の蒸気

探優と厚さ測定ができる︑②蕩速

このシンポジウムは同会議の物
ダイズシスト線虫被謹選に広く上

もれから出力上封試験を中止し︑

度で検査できる︑③探鰯と厚さ測

折研究の箪要性にかんがみ︑岡特

介として金履内部に渦躍流が生じ

特性は︑草状は原品﹁ニマシラ

するが︑肥沢な地縄には適さな

その原囚を究明するとともに修復

定を熱時に行なえるなどである︒

別婁員会に﹁中性子圃折丁員会﹂

原認菓海発羅所

このため︑東北地方の﹁フジミ

ズ﹂に似てやや開張省画宗すが︑

い︒今年度は︑秋田県︑岩手県に

規途は︑①圧延拐︑管材等の阻

地方全般︑とくに東北中部以外の

したがって︑適地としては東北

げ︑晩癌による減収程度も低いQ

でもよく生還し安定した収量をあ

品種である︒新開墾地や︑やせ地

駄が齢く︑粗脂肪平田中位の自目

中粒︑稀度は黄白色︑綱螢白含有

をもつ︒子実収瓢は葛く︑子実は

病︑ウイルス病に対しても抵抗性

妻 さ多垂ミ

された最初の愚種である︒特性は

したのち︑遺抜黄成された︒これ

した︒

限の贋事は足してい

熱購帽

B本原子力産業会議の菅礼之助会長は︑六月七B正午原薩会畏窒業︶の各社長︑およびム﹁井原畢燃
に樋口鐙難日本鉱業鰯会翻会長をはじめ︑金属鉱業大手の社長六二
を招き︑合後欝要の増大が予想されるウラン資源の確保の闊題につ
事︑高橋翻問の各氏︒

について︑世界およびわが国にお

いて懇談した︒

山鮪読響即断製講雛齢躍酬静蕊

はじめに蕉会長から会禽の趣量

敏巳︵瓢一升金属鉱業︶︑河上健次︸業︑代理︶︑楢原良一郎︵古河鉱

多ゴミ

いので名力士﹁雷電﹂の名にちな

大証﹁ライデン﹂は︑病虫害に強

することになっている︒

一三

れを記念して︑﹁原研十隼史﹂を

五日に翻立十周年を迎えたが︑こ

二本原子力研究所はこの六月十

平和利用の歩みをつづる

原研︑矛年史を刊行

り︑そのなかで罠闘としては何を

の閥題に関する慧思の統

鉱業界としては︑とりあえずこ

がのべられた︒

開聞側から眼間や︑鉱業界の立場

ついて詳細に幽明︑これに鮒して

のウラン市況︑鉱山の状況などに

本の原子力発電長期晃通し︑世界

嵯峨根︑今井︑筒橋の各氏から日

あいさつがあり︑つづいて松川︑

考え方について懇談したい︑との

で︑これに鮒する酷業界の基本的

保が璽裳な問題になってきたの

ら︑ウランの長期的安定供給の確

ける鳳子力発電所建設の進展か

職鱒欝耀

芋磯

初の放射線照射の新品種

水稲 と 大 豆 を 登 録
農林省

籟鮮墨隈型馬上で︑中生の畢︒倒

ん紀もの︒この大豆は︑昭和三十

伏抵抗姓は強く︑多肥条件下でも

は農林省の試験研究機関で放射線

農休省はこのほど放射線鴇種の

七弓︶と大豆﹁ライデン﹂︵大豆

倒伏しにくい︒また低温下での苗

利用によって湾成された撮初の大

水稠﹁レイメイ﹂︵水稲農林︷七

農林四二眉︶を新品種として登録

立ちもきわめてよく︑む播栽培に

﹁レイメイ﹂は︑放射線利用に

ことにちなんでつけた名荊︒この

ノリ﹂︑﹁トワダ﹂の栽培地階お

塾長がやや短く︑婆佑および鯛伏

五月末そのエ購を無慮︑六月一日

に踏めていた東海発要所について

さの測定︑②権材︑角材︑線材等

豆品種である︒

の水稲は︑昭和四十三年︑農業捜

よび西南暖地の舳冷地常で﹁フジ

対して︑奨励品種として採要す

より出力上封を再開し︑同†二日

も疑している︒

術研究所で﹁フジミノリ偏の乾燥

しにくい︒膏王地の成熟題は十月

ることになっている︒

理学研究速絡委鍛会︵委員長小

毬子にコバルト60を照射し︑以後 ミノリ﹂の倒伏しやすいところに

五日掛熱の中性の皐である︒ダイ

よる腿作物写照が黎明期に入った
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電子計算機室
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日本原子力産業会議

本システムのプログラム醤語

特に日本原子力慶簗会識の会風会社は料金翻引の特典が

・配滋否羅98K鍛（48ビソト）
・蔦速の謝算処理能力
。間題処理コストが最低
・豊慧な応罵プログラム
・国際的な互熱性
・迅速丁鍛なツービス
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張る五月十七臼から十九日豪で︑ロンドンで

の懸 際 会 議 が 催 さ れ た ︒これは英国のDFR

蝿国原子力学会の曳催によって筒速炉について

ヒ﹄

ム穏

沢

期計晒すなわち除型炉︵PF只︶の建設に乗り

礎国の参加者か多かったのはもちろんである

出したことをきっかけとするものであった︒

33：富言3
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まことに静々であった︒

鯨

が︑世界中の高速炉関係者で工場がうずめられ

︵ドンレイ隔速炉︶の順調な運紙により︑央国

993；

副

ち

ρが世職でもっとも軍く簡盗聴技術について肉信
一必もち︑その他の闘発活動の詰衆と椙俣って次
・q箏卿9・﹁＝

BR屠の
5運転経験も
トはすへて窩速炉たとしている︒

日本では︑数卑荊から原子力

名で嚢︑薩擾イスプラから各種

康乎力の研究闘発は国際協力

も考えられている︒

ので︑国際協力とは学闘的知識

によってはじめて達成されるも

を外国から得ることだけではな

れた原子力謝騨プ獄グラムは︑

イスプラに寄与し︑各圃にその

くて︑超にわが国で響られた知

たし︑また︑国内で開発された

騨されて︑OEGD運欝垂員会の傭蝦が送付されることになっ

の掛騨プログラム︵原子力コー する廉が今回の運滋会員会で起
ド︶の開発には多くの研究者と

公開されん計算プログラムを交

時間と金とが必要で︑国際陶に に提出される運びとなった︒

イスプラ原子力研究所︵ユーラ

資料︑憐報を配布することも可

識経験に与えることも憲要であ

喚することが無胴な開発努力の 剖算プログラムのライブラリー

トム所属︶において︑EN温A慮複を避けるためにも虫肇とな を日本原子力研究所の計算セン

能になった︒わが国としては︑

グラム・ライブラリーの第五回

の原子力研究機関からの蟄求に iに加入し︑窪たこのライブラ

ラリーを設置して戸口の原子カ ンターとして六実に努力してき

く︑團内で開弗されたプログラ

ムを入手し利用するはかりでな

外国で開発された計算プログラ

脱落し︑十分な長房も得ること

力は達成されず︑先進諸国から

り︑これなくしては真の二三協

圃としては︑できるだけ多くの

優秀な副書プログラムを公開し

がたんたんと困難になるQわが

実質的な実績をあけることが望

ムをできるたけイスブラのライ

罰騨プログラムを収集し︑各紙 た︒今画︑イスプラのライプリ

瑞桀刮幽および予算その他につ

いて討議が行なわれた︒日本は

各種の霊要な計算プログラムの

専することが︑やがてわが国に

ましいQそのために︑爾本から てイスプラのライブラリーに寄

され︑公開されたプログラムを

である︒本署はもちろん国内関

資料情報を入幽するために必要

謹ず研究者一二が︑日本で開発

持参してイスブラを訪問し︑数

連麗業界の嶽子力研究開発機関

ンヌ国立研究所のコードセンタ

週聞滞在して︑このプログラム

リーを通じてアメリカのアルゴ

ーとも︑諭算プログラムに関す

をイスプラの刮算機で使用可能

応じて瞳ちに年玉な謝算プログ

る群棲を交換することが可能に

ラムを早急に公開し︑イスプラ

で開発された優秀な罰算プログ

ラムを送国す．筍ことにより︑各

なったので︑日本における議算

スプラからの要請である︒さら

状態に整備することが当颪のイ

ので︑今無は私がこの会議に出

ライブラリーは発足して三年に

このライブラリーは︑OECることになつ准のである︒この

撫進されることになった︒

プログラムは国際協力が強力に

にこのライブラリーに加入した

Dが科学技術活動の一環として

の容忍ローゼン氏ほか鼠名によ

なるが︑その間︑ライブラリー

国の原子力開発の三戸に盆立て

パリの中性子︒アータ収集センタ

めに一九六七年から入学を十二

国からの鞍求に十分こたえりん

り活動が発展し︑今後さらに各

て︑各機関は専門の運絡蕎を指

て約十五機関の登録が齪められ

イブラリーに協力研究機関とし

ム情報交換に直撰協力すること

から採用し︑日本とのプログラ

加が羅められれば︑

門投稿歓迎

開発郡次長

千五薇字以内︼

要望寛︶

︵田購原子力研究所・動力炉

に寄与することを切望する︒

る︒原子力の研晩開発には︑大

行なっているものの一つであ

名に増員し︑予算も二借以上に
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コンで各国代去が閉臥にあたって

の所感を述へたが︑蘭速炉開発に

を醸して指蘇を稽望すると認虚に

は人ち経験も少ないので細雪協力

のへた日本の大山教援の講演は︑

馬Oり

物O弓

一九六六薙出

︵蹴費〆国O

團筥℃塚︒く同書αq

◎Q酔9けの

偽O弓

／

中

好

︸九

OO讐弓O昌︒ロー

PけドO昌

同り①㎝

幻①ωOβ胃Oつω︵○●

￠胃鋤部一再ヨ9づα

図9α︼鋤紗一〇昌

B4判︑十三峰︑

弓げO山崩昌ヨ

一九六五年出繊︶

撮．O一〇ωo︒ゆ

134判

一昌

の幻hつ融く

o鴫

二七咽4︶

O肖

︼QΦ門 一︾ 一り①朝︵屑ワ胃Oh⑩qαωO憎

◎弓②ご酔つヨぴ①憎塾コ㊤100けO−

OH潜けΦ﹃昌p鍵︒昌餌一価ΦOo智け

鋒

国Oゆ∪．漏︑134判︑二十二

O♂く︒巨鳥

版︶

固護石混く

引くO憎一︵難O詳の

H戸Ω①αのけ餌婦F熱幻りQ◎o

○レコp蔓ω涜Q門渕Φooヨヨ㊦︑

ミ○弓寓①門の．同り①㎝

ので︑スエリングに対処し戦いと
料︵ガス抜き型︶が各旧で真剣に

設計についての報告を行なった︒

り︑燃脳およびナトーーウム技術に

ー係数と関連して特に悶題とな

ついては︑講均質効果がドノブラ

をおかざるを得ないが︑炉物理に

紙面もつきたので残念なだ一9箪
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一原自費料室便り一

影

たことを附記したいQ
ノド馬耕になる可能姓もあるとし

しA黙れは混合酸化物および混合
炭化物の双力について評価し︑へ

リウムの熱でボンドが用いられる

燃料については質問の時に︑ナト

○諺℃弓︒σqり9ヨけ○鋤器涜け

での照尉臨誼によっては︑ヘンテ

醗蟻溝翻捌鯉編蔽讐

NLはチタンの入った合金燃瓢を

ついて発表している︒郎者につい

山ハ六隼出版︶

が行なわれた︒最筒燃制度は四・

実際陶な把纒に貰献ずるところが

英国もメーカーが︑一千MWE

答凡ていたのは印磐的であった︒

れている︒この発表が注国を浴び

大きいからである︒

後B疑⁝5は炭化ウランで運転さ はそのはしりと晃られ︑聞題点の

た理山は︑いわゆるベンテノド燃

英PFR既に着工
は紹介されているので︑燃碁取舷

A一社が漁冷却千㎜炉設計
第三セノシコンでは︑五器のP

述がみられる︒BORは昨年ム刀 ついては翼国︑ソ連の発表が努躾

FRの閣議が注国された︒この炉 え機構についてのみやや詳しい認
のための土木工事がすでにドンレ

に礁︑眠が開姻されたとのことで︑

昌﹂で運転されん繕果が隠密され

の報告にあ．勾ので省略するが︑燃

漏れで︑恐らく弛徳購で水をチュ

していた︒おわりに︑最終セノシ

イにおいて始じめられたことは周

たからである︒数多くのビン︵酸

科ヒンについては︑一鳳FP耕し したのに引紙いて︑アトミノクス

一幻なわれ︑電気出力二上五↓MWしたがって炉心の平均出力密展は

開発するκめのものとしている︒
一千MWEの設訓研究に基づいて

島温︑両出力密度の燃糾︑骨材虐

R15のてれであった︒それは波

運転騒験の申の出色はソ連のB 矧のところである︒設訓はやはり

ソ連がリーキ
ング燃料運転

二％か6バ・二％であった︒その 落えられていて︑リーキング燃昼
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一名を日本

毒の電子日算機による群学技術

に︑一九六七年からの人員増

d算が必要であるが︑このため

今後わが困は︑イスプラのラ

ーとともに警守的な国際協力を

温した︒

今年から分担血を支払って正式

ブラリーに提供し︑蜀際協力の

運営蛋員会が開かれた︒これに

表が参加し︑︷九六七年の研究

敬踊騒薩選鐸

はB本をふくめて十三力圏の代

︵欧州原子力機関︶の詔鉾プロ

る︒そこで︑イスプラにライブ ターに設労し︑日本のコードセ

去る五月十三田︑イタリアの

薩憲難
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標題とは違って︑蒸気冷却の一千

西ドイツは︑プログラムにある

についてよりも高連炉の閲発につ

MW 露 の 設 罰 と 評 価 を 発 裁 し た

米国の論文は︑エネルギー肇梢

るQ

関心集めた日本の高速炉計画
発表された論文を國別にみると

仏︵四︶日︵三︶独︵三︶ユーラ
いて述へている︒今優十年間に建

ウムポンプ試験＼と二つの中性子

R︑FFTF︑SPTF︵ナトリ

各国が運転苦心談

シコンまでは︸般的なテーマなの
臨画績測定用の加速器をあげてい

後に璽設されるものとして︑三鳶

︸ΦO注羅されΨ萄のはでん晶ハ九年以

と悪意炉の読める位置︑ゆ高濾炉

の他に︑プリーダ︵ブランケノ

つつあることを強調している︒そ

DFR︑材料試験に活躍

は迂していないが︑成功響に運転

はまた愈出力の六十二・五MWに なつ紀ので昨年九月から十二刃ま

長し得．Oものである︒EBR−ト
H︶罐の天然ウラン嬉が抜けなく

がら︑米国︑英凹︑ソ連のみが発

第ニセノシコンは当然のことな

MWE〜ゐ胃MWEのデモンスト

千MW敵の建設に必蟄なできるた

の運転謹験︑騨篇速炉の撤型炉と

け多くの情報を慢るためのものと

︑その織能を原型炉でありかつ一

および骨油炉工与の三分堕につい

している︒ナトリウム冷却の高遮

レーシコン繭遠炉について認及し

ては二会揚劇であった︒それぞれ

動力炉の設討であった︒調速炉の

のセノシコンの終ったあとで一時
炉がもっとも可能世の高いものと
し︑他の冷却材の高達炉に対する

されていて︑すでに柵当数の燃料

USAECの予糠はナトリウム二

には︑全出力の四十五MWから擦

とのことである︒物に今年の一月

および材料照射が行なわれている

くに実際の本川をもつ闇の代表に

部型のそれに比へて胸五＋分の一
をあでているにすぎない︒

止して燃科三春体を一露取り駈え
るに映する時闇が十ご三門であっ

では三十一時閥てあった︵昨奪の

化フルトェウム入りの︶黒酢性を

に逸概してきている︒コールドト

が冷却拐であ包次ナトリウム中

ろ燃料の温股に依存︶としてFP 込め力式としても︑今後のDFR・インタナシ﹂ナル社︵A1︶と

びウェスチング社が改訂撒を発表
失ったので︑出力の関裁︵すなわ

たというのは舷口に値す・萄Qや本 鶏の表現による﹁リ⁝キング燃

十二月︶︒燃料内処理プラントも

質問ぜめにあ
った日本代表
吋田線子力局kによって書かれ

噸調なようで︑現血の炉心の胸壁

は︑照射し︑傷処理されたもので

分︵三十四本の集二士︶の燃料

十年間に臼本が筒開炉開発に内一

蒸気発鼠器に議題があり︑また予

ある︒エンリコ・フェルミ炉は︑

シュによって代︐渦されたが︑今後

千億円を没ず．勺用鐙のあることを

たB本の面文は︑伊猷君主アタノ

示したので︑休み時間には各国の

定通りの二爵継Wに達していな ラノブではFPの中ヨウド鵬セシ ている︒なお︑PFRについては6なったことを報告した︒いつれ
フランスは︑一九七五年に︑熟

ーブに分貢する個所がやられたの

いての三︑副文が発表されκ︒

ては昨年のデトロイト会識で大略

ソ連はBN−350とB用
OいR
たに
ものを検討している︒合金
が炉外に取り出され︑種々の試験

たの昨無の一月にはこれらの燃料

ン蜘には効かなくて︑妓臨や配管

もいわゆるモシ﹂ラー型を採用

代表から賀陶を浴びたものであ

中性子炉発電系からのプルトニウ

たろうとのことであった︒

他のセノションで燃料の設計と開

い︒原句は数艶本のパイプからの

ウム瓶︑セシウム研が効率ふく捕

るQ

向が続き︑︸九九〇年には一九六

ムの生配が年当り一ないし二踏に

オブ65︑バリウム即や︑ランタ

四部門五個の消費最があるものと

達するので︑一千MWE級の醐速 DF8の運転はその後も月琴な の壁に沈酒しんらしいと報ぜられ

えられたが︑シルコニウム95ニ

推定して︑窩速炉の電力系統への

ようで︑論文ではこの嵩趣炉が材

0舘の閲に行ないたいとしてい 料試験用として大きな便命を果し

以上であり︑今後十隼悶はこの傾

十鼻面の電力需要の仰ぴが目口侶

鐵⁝︷セソシコンで英団は︑過去

スケジュール

各国から開発

いたようである︒

はエノセンスを話すのに呂労して

か与えられなかったので︑発表響

分から二十分までの短かい勘閥し

は口頭でなされたが︑乾ていが十

ているのに感心させられた︒発表

されて配られ︑その用Uが行届い

論文の予稲はすへて拠諭に翻訳

賀凋か艇中されたようである︒

躍如の痛罪な議論が露なbれ︑と

炉物理︑燦料技術︑ナトリウム妓術

は各晒におけるωエネルギー﹂幽

で⁝会揚で行なわれた︒その内容

た︒第一セソシコンから二三セソ

って︑英國が特に多いのが目立っ 設される開発設備として︑ZPPが︑反警はなかったといえよう︒

トム︵一︶イスラエル︵一︶であ

英︵十二編︶米へ九︶ソ連︵四︶

∠
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一鳳嚢原子力工業︵株︶

注している︒一方︑黙料の加工に

など二べ系接搬を一＝菱原子力が受

﹁︑

ご

場ロ

また三艶グループの体制も庸々

ち

q
辱

これらは日本開発銀行︑二本長期
れる予定︒

の贅本金の増資によってまかなわ

これ6に対して岡委員は︑核燃

る方が望ましい︒

ており︑期聞†五年︑蝕金は各祉

成贔の製造賛料の倶身を内容とし

また②の核燃料禽弁会同設立契

まれている︒

領会祉は︑叩くも今藩中には羅
可をとりつけ︑血ちに建設に漕手

び東毒福赫炉の初鼓荷燃料かち供

が予冠されている涼雄魂綴炉およ

E名を招き︑開所披幽式典を開

虎ノ門の共済会蝋に関係者およそ

俊吉民︶は六月二十日午後︐束鼠

術厚の無機44質鍋弾︑所︵所昆山内

今卑四月一日に発肥した科学扱

無機材研が開所
披露式典を開催

い︑と答弁した︒

部日本で行なわ汽なければならな

力婁員長は︑核燃料の再処理は全

に拝する質問に濁して︑上原原子

なお︑岡義員の核燃料の再処理

られるのが配当であると述べた︒

に闘しては原研︑原燃の線で進め

からも危険であるQ従ってこれら

恐れもあり︑核燃料国薩化の見地

日本のメーカーが国際系列に入る

塞た海外との技術提携は︑将来︑

分に注慧をはらわねばならない︒

が︑これらの事に関して政腐は十

原子力藤業上の圧力となってくる

水炉罵燃料が生塵過劉となれは︑

料製造工場の娯設については︑配

信贋銀行などの融資と三菱引子力

日立製作所と東霞芝浦

合弁会社設立で調印
電気は︑かねてより米国

GE社︵ゼネラル︒エレ 冨万ガ︑ロイヤリティ竺KW当

約は三社の共二上資による新会社

減料率となっている︒

てきたが︑このほど三祉

携について交渉を行なっ

を設立し︑軽水沸騰型掠子炉屠の

り三炉からO・八重に至る上方遍

間に合恵が成立して︑六月二十

核燃斜を低重三ウランからペレソ

クトリノク社︶との閥に

三菱原子力の計睡によると︑腺

二猛爆醸︑集双内幸町の建国ホテ

トに成型加工し︑一二三社に供給

原子力の分野における提

子燃料製作所は茨城県東海村の

ルで︑①日立および東芝の各社と

この﹁日本ニュークリア・フユ

GE社との商の原子炉の艇立︵原 することを取決めたものである︒
子炉構成品の製造を妬む︶に関す

建設され︑来春漕工︑昭和闘十五

軍夏から生麓開始する予短であ

いのもとで行なわれた︒なお︑重

・F・ヤングG露副玉目ら立ち合

醐社長︑平賀巣芝嗣委細および﹂

F︶設立契約の調印が︑清成日立

る技術援助契約②日立︑東芝およ
る︒ここで成型加工される燃瓢
エル株式会往﹂は︑神奈川県横須
は︑加圧水型凝水炉︵PWR︶用びG起の三社間の核燃料の加工を 賀拍久里痕の日立所為地︵約四万
目的とする禽弁会仕︵U本ニュー
の二酸化ウラン燃料棚と︑二階猷
平方餌︶に建設が予定されてお
クリア・フユエル株式会札11JN
り︑工費は十五⁝二十億円が見込
び研究福引の板状燃料である︒丘

験炉︵JMTR︶など試験炉およ

期で年輩百ゾ︑第二燭で年肥

産能力は︑二酸化ウラン棒の総画
第

①の技術振助に関する契約は︑

し︑できれは︑昭涌四十五年完成

軽水沸騰型原子炉に関する塾礎工

荷鉱産瀞は近く提出される予定︒

学資材︑システム設計︑腺了炉構

二薗ナ︑暴状燃料の揚倉は無産二

投下資金は︑第⁝期十七億円︑

葭アセンブリーとなっている︒

弟二期五僚円が見込まれており︑

ン粉末への転漢・製造は三隻金属

になっている︒

燃料捧の成型加工を引受けること

苓亀一

三ゾ︶原研︵八・八ゾ︶︑三塾原

原燃︑原研など査察対象に
能となっている︒

子力︵二・七ナ︶がそれに該当す
るものと慰われるQ
紛争の解決粂項としては︑仲裁

憲法上の拳続きと国際原子力機関

した︑

催すると共にパーティーを開催

この研究所は︑現に原子炉やM

局温材の出現か侍盟されている

く特定研先を行うために設けられ

が︑これらを無機軽質で解決すべ

◇

HD発電装殿等の性濾向上に耐超

米原子力協定に瑳つく保隙州法が

化珪素の共同酬究かろ行なってい

たもので︑今無肱はとりあえず炭

︐闇一﹁

二．﹁九

義

igu9一合冒一1−ll

月四日の予定︒

六月二十二田患発した︒帰国は七

米国の核医学綴織脇などのため

田中茂氏︵放臥研臨泳研究部長︶

は七旦＝十日の予定．

六日︑羽国難ローマへ行く︒帰国

D発備状況醍総懸のため六月二十

ら一行難名は︑機米におけるMH

氏ハ工技院電気試験所機器郡艮︶

MHD練麹調査団 M長森謡講

行く人・来る人

く予定てある．

たが・腺電象海炉の事故のため懸

関係國で注口されている︒

の意味で日興最初のものであり︑

つことになることなとから︑二重

炉と動力炉の二つの移鞍協定ぷ︑持

澱であることや︸麟に関して研究

移轡は︑動力炉にかかわる保障措

案となっている日英原子力協驚の

国際原子力機閃へ移膏され発効し

は︑麗騨で鼠初のものとして︑日

なお︑昭職三十八年十一月に

ーーーー露ーードー

給したい恵向である︒

鉱業が分抵し︑一二菱凍子力三栄が

よび輸送は王菱陶事︑二酸化ウラ

と整備され︑濃纈ウランの手測お

同社所為地︵約二十万平方凝︶に

とも に四十五年から生産開始
三夢原子力工菜は六月二十一日茨城県象海村に原子燃料工楊を建設し︑加圧水型︵PWR︶用燃料

東京莞浦電気翻米GE社︵ゼネラル・エレクトリノク祉︶グル

の本格生麗をおこなう謝画を公表し︑科学技術庁に鮒して核燃料加工箏業の許可申請揖を提繊した︒
つづいて翌一⁝十二田︑日立製作所

ープは︑露社禽弁で日本ニュークリア・フユエル社を設立することになったと発喪︑横一一市に工

三褻の場含は関電垂浜炉︑日立ほ東芝の揚禽は原践二号炉の︑重装荷まπは取替燃料供給をそれぞ

掘を建設して︑沸騰水型︵BWR︶胴燃料の製造に乗り出すことを明らかにした︒

れ園標にしており︑三菱の場合は単独︑日立韻東芝の場合はGEとの合弁と︑方式は異なっている

は六月二十一日︑茨城県
ついては圏麗化をめざし︑大宮研

ンブリーが︑アメリカのサクスト

いることが官員される◎

が︑燃料の澱産5醒魔にメーカーが相ついで踏み震ったことの慧義は大きい︒

東海村に﹁原子燃料製作
究所で研究翻発を進めてきたが︑

・三
所﹂を建設するため︑政
すでに昨年九刃には岡祉が独嵐で

申舗轡を提出した︒
とくに聞圓損は︑昭旧和三山−論ハ奪九

月︑米岡WH社︵ウェスチングハ ン炉で照射されている︒また研究

ウス社︶と技廼携霧ぴ︑迦露の綬燃還ついては︑﹂R
燃料の国薩化にそなえ︑すでに照
射テストを受けるなど︑十分な葭

政府は六月二十日︑﹁日誌原子

さしあたりこの協定の適用を受

Ri2燃料をはじめ各種研究炉用

た︒その結果︑今無四月︑関白羅

儒を示している︒とくにこれらに
力協定に対する国際原子力機関の

けるのは︑今年三月銀十一日現在

山水型原子力発躍プラントおよび

力一号炉の建設契約では原子炉本

垂目橘蹟の適溺に関する協定﹂が

のインベントリーの天然ウラン四

岡燃料製造の技術関発準進めてき

観保障措置を移管

製作したPW競演燃料要素一アセ

膨に対し核燃料物質韻工事業許可

．菱

当初︑年産百トン目標

︑

三菱と魏＞G が申請

…罫

体壕WH祉︑タービン発電機部分 ついては海外への輸出を考慮して

同日ウィ⁝ンで︑法眼駐オースト

トリアカナタ大使およびS・エク 鰐︑プルトニウム三六七酵であ

憲躍の手続きに従って拘染力を有

リア大使とB・M・マー駐オース 五・八沖︑劣化ウラン一八Oが 裁凋所の決足か︑それぞれの国の

る︒機関購の査擬対象はまたはっ

ランド国際原子力機関事務総長の

するとの規定がある︒

力釧を貝弘化さ翌るための駆備
作業を行うものであり︑ここで
決定されたことに対して原子力
婁員会は鰻任をもつ︒

②︑核燃科の製造西紀建設につ

第㎜七六回常任理蘂会

●

●

●

●
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三菱原子力工業株式会社

きりしていないが︑原審︵二十
この協定は︑併来︑百重原子力

会が内定したわが国の動力炉開発

科技特で有沢氏らが答弁

核燃工場など質疑
動力炉
の關発

衆議院の科学技術振翼対策特別

いて匪ブルーブンにならない原

建設などについて質疑したのに

子炉用の核燃料については︑原
六月二十

一百午潮十時半から翻か

委費会︵委貴長原落幕11祉︶は︑ の基本方釧や︑核燃料製造工揚の

遮蔽設謝グル

ニ十八日帯後継産︑副技制劒グル

ープおよびプラント総懸クルーブ

原子勤力研究会

日午前原産

いては民閲に豪かせてもよい︒

ープンになった炉の核燃料につ

軽水炉用核燃料製造の技術導入

プ三十田午後原涯︑

ープ三十B午朗隙歴︑燃料グルー

告でやるのがよい︒しかしブル

①︑昭和四十二年度︑犠特殊法

を原燃でやることはむずかし

およそ次のような答弁をした︒

人が発足するまでの閥横芝うめ

く︑技術面入は炉に憩わせてや

対して︑有沢原子刀委員長代理は

の三参考人から︑動力炉開発の諸

るものとして臨時推進本部を原

れ︑有沢原子力委員長代理︑丹羽

聞題等について意見を影取した︒

研内に酸けたが︑岡本部は基本

原研理霧畏および今井原燃理箏長

楼上︑岡畏一釜鍛が︑動力癖開

i難霧襲簸事・
醸響凝灘籔灘聾唖灘蝦藻購繕耀泌幽

轡凹

叫

三菱化工機株式会社

麗で響名されたと発表した︒

協定︵昭和一二十丑年七月に総結︶

に基づきカナダより二本に提供
した核物質の平和一利漏を確保す

るため︑カナダが行なっていた査
察などの保障描置を︑今後はカナ
ダに代って︑身重寄子力機関が実

したものであり︑本文七力闘およ

施するための条件と孚就きを規定

同協定は即日発効したが︑腐効

び付属轡一からできている︒

定に従うことになっており︑従っ

期隈は親協定である臼潴原子力協

発葦囲︑とくに先月原子力幅員
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E原子力の利用に関するすべての特許の抄録です
・抄録は
その特許を公告した国の言葉と英譜でされ穿す
・抄録は 研究者および特許資料取扱いにたずさわる方々に便利なように分類三論
されます
・抄録の対象となる国は，ユーラトム加盟の6ケ国，ベルギーオランダ，フランス，
ソ連，英，東ドイツ
西ドイツ，イタリア，ルクセンブルグ，をはじめ，米，カナダ，
イスラエル， スイス，B本など21ケ国です

豊
新

轡懇綴態 懸 懸 懸 遡 懸 鋸 藁 繊 密 灘

タ 喜 ンキイを廃止醐

このほかもう一つの璽要な変更

るもようである︒

来馨りターン・キイ方式で契約す

海外への発注に対しては︑当蘭従

今後は炉部分販売に専念
アメリカのゼネラル・エレクトリノク︵GE︶社は︑先ごろ關かれた特別漂着会見で︑﹁今後は国

原子一発躍所の恋来

内における原子力発電プラントの契約に際し︑ターン・キイ方式を廃止する﹂と発表した︒これは先
にウエスチングハウス︵W11︶社が実施した原子力部門の機構改鵡と同じく︑

これらの変更によって︑GE社

炉システムを提供する︒

ラ・ハーグ再処理工場運開

フランスのラ・ハーグ再処理プ

拙出されるプルトニウムは主と

る︒この原子燃料交換装羅は︑一

二十研弱の円筍型の塔がついてい

敷地は一九七一年完成︑他方は七

の敷地で交互に建設され︑一方の

これらの発醗ユニノトは︑二つ

とみられているQ

九六八年にヤスロフスケー︒ボブ

子力発霞所に使用される︒

イギリスより原子

ーカーの原子力部門から派遺され

これは︑スウェーデンの戴気メ

部品の購入を行なった︒

ー︶は先ごろ︑イギリスで原子炉

金約二菖五十億円の機械メーカ

ぞれ一九七三年︑七閥無に完成す

s分︶の建設蟹は大体

億が

るというものである︒各ユニノト

で︑発眠コストはKW11当り四ミ

ヨーロノパでは西ドイツのユー

ループに対してASEAが現在建

西独︑ペプルベッ
ド炉が近く臨界へ

に技術データを提出しているG

社︑ウエスチングハウス社は︑すで

カーのゼネラル・エレクトリノク

この謝画に対し二大原子炉メー

スウェーデンのASEA︵資本
ル以下が見込まれている︒

炉部品を購入一二

二年完成し︑さらに追加分がそれ

して躍蜜目的と同麗の高速炉計画

このプラントの処理能力は明らか

に使われる予定である︒CEAは ニソツに完成予定の同国第一号原

ニゾの燃料を処理し︑その後は二

︵EDF︶からの法嗣ずみ燃料っているので︑将来は外国からの 倍に拡大されるといわれている︒

外の炉型の燃料も処理できるとい

理部分を少し変更すればGCR以よると一九七〇年までは一日当り

EA︶の発表によれは︑脱被覆処 にしていないが︑他からの鷲報に

定である︒しかし︑原子力庁︵C

仏︑EDF炉の使用済燃料を処理

子炉システムの範囲や綴格を今琿

ラントがこのほど運転を闘始し

ソクを大幅に轡きかえ︑新しい原

はこれ豪でのプライス・ハンドブ

の九月ごろ窟でに決定する予驚
た︒このプラントはシェルブール

の近くにあり︑主として聡力庁

で︑バーンズ＆ロー祉と共同研究
を行なっている︒また︑電力会社

や建設会祉に三脚する七輪の糠

⁝

使用ずみ燃料再処理も受けるもの
︵GCR用燃料︶を再処理する予

⁝

の概愈設謂を行なう予定である︒

契約を打ち切り︑コンシューマー

パワー・ディストリクトとの違営

コンシューマーズ・パブリノク・

CGH彊はこのベンチャー計画を 近︑このプラントを運転してきた

海外からの技術者は︑主として

万KWの設計を発了している︒

ランド︶︑イタリア︑日本︑メキ

A温Cの第一次欝気炉試験謝爾で
ま

ンカーンの南十九塀の所にあり︑

ク︑フ

シコ︑スイス︑スペイン︑西ドイツ︑

騰水型原子力発電所に必嚢な原子

力部品の注文を吟味するために十

一のメーカーを訪れた際に明らか

にされた︒この旅行はイギリス原

ノド炉が燃料取扱機の操朋の後六

月か七月申に臨界になるはずであ

るQこの炉は発電運紙が始められ

る葡に補助ヘリウム冷却系の多数

る予定︒

蕉間使われる︒その他の綾

のナトリウム試験袋帯の浬松もす

圏に利用される毒気耐力六千KW

ヒA工祉は闘速増殖姫研究開発計

ム機材テスト・ループがある︒京

膿には︑制御棒試験塔︑ナトリウ

向う

のナトリウム装鷹は︑とりあえず

される予足である︒六百八十万が

副画のためにAI社によって選紙

後はAECの液休金属問速増殖炉

ターと呼ばれてきたものだが︑今

これまでナトリウム機器開発セン

このカリフォルニアの施設は︑

あることも明らかにした︒

AI社と新しい契約を結ふ用蔵が

のナトリウム装置の運紙について

ザンナにあるポンプ裟醗やその他

は︑カリフォルニア州サンタ︒ス

譲渡したが︑これと同日にAEC

リウム・ポンプ試験装醗を正式に

シコナル︵AI︶吐に対し︑ナト

のほどアトミノクス・インターナ

米原子力援員会︵AEC︶は︑こ

置をA一社に譲渡

ナトリウム試験装

Wの膵細登呂を行なっている︒

り増し設謝して畿気出力三十万K

五千KWのべブル・ベノド炉を踊

ム勝継炉と呼ばれる磁気出力一万

どのAVR設計グループはトリウ

ノヒ原子力研究施設︵KFA︶な

クルノブ社︑ユーラトムとユーリ

一方︑ブラウン・ボベリ⁝社と

界になるだろう︒

ためヘリウムでなく空気冷却で脇

のバルブを取りかえる必要がある

子力産業会議︵BNF︶により発

計画を発表蕪

大規模原子力発電

案され準備されたものである︒

建殿されたもの︒AECは︑六月

アメリカのデラウェア州週辺の

四つの重力会社は︑このほど︑精

気繊力穏八十万KW⊥ご胃六十万

を発表した︒この謝醐は︑聡気出

KWの原子力発電を開発する謝画

初の︑作動中に原子炉燃狸を交換

つ二つの発蹴所を建設しようとい

力九十万KWの発二二各二毛を持

うもので︑その内の一つは︑デラ

転に成功した︒

圃国︑ピルゼン市のシコダ茎葉

レントンの爾方︑デラウェア頚部

ウェア川の齎岸に︑もう一つはト

岸に建設が予定されぐいる︒

が製作したもので︑岡隙独自の開

は橋形クレーンに似ており︑高さ

発により︑璽継二君八十ゾ︑構造

する装際が完成し︑このほど試運

チェコスロベキアで社会寧鍍国

チェコで運転時燃
料交換装置が完成

豪だ工事は始まっていない︒

CG8原子力部の販売担幾支配七田ハラム炉の解体を発表したが

ユーゴスラビアが参潴しているQ

人J・L・オルセン氏によると︑
この新しい設計は︑建設期間が短
かいこと︑原子炉コンポーネント
の簡素化︑大型であること︑越水
および燃料インベントリー費の低
減などによって︑建設蟹の大恩な

二十五日航空機瓦窯で死去︶の後
任を検討していたが︑このほどビ

た︒サラバイ氏は︑アーメダバ：

クラム・A・サラバイ風に決定し

ドの物理研究所長で︑宇宙線物理
学者︑インド宇憲研究計画の創設

米AEC︑ハラム

た五人のチームがOKAB儀力グ

ると発叢している︒AECは最

酪︑範醐なども今年の末までに決
定する︒

め︑システム製造業青︑供給業者

GE祉の原子エネルギー窮業部 料の調達等を含めた建設事業をや
︵原子力生薩箏業部を改称︶の総

ている︒

どる時期がきたと考える﹂と述へ

支遊人ジェームズ・F・ヤング罠 としてのGE社の歴史的役剛へも 始める前に︑すでに既製出力三十

力発電所建設群業が︑在来化の傾

は︑こんどの変更について﹁原子

エルサム氏が任命されたQ

また︑離務局長には︑B・E︒ 低減が期侍できると述べている︒

に対する窓口となり︑全てBNX ルピン卿

国をあげ発電炉輸出促進へ
イギリスでは酢鐸秋以来︑原子

豪た︑輸出炉型としては︑ガス冷

力公社︵AEA︶と三原子力グルを通して実施されることになる︒
ープの間で︑雪国の設計した原子
力発電プラントの周回を進める新

インド政府は︑かねてよりホミ

インド新原子力委
員長にサラバイ氏

却炉︵AGR︑QCR︶︑蒸気B
発NX設立に当ってイングリノ
縢外
︵FR︶のほか欧州原子力機関と ルソン卿は次のように述へてい

生冠水炉︵SGHWR︶︑高速シ
炉払・エレクトリノク社会長のネ
が︑四背間の慰見がこのほと京と

しい機闘の設立を検討してきた

の協力による嵩温ガス冷却炉へH る︒﹁BNXは海外に灼して安価
な原子力発電所を提供できるもの

BNXの初代会長はAEA総
裁待する︒われわれは全ゆる分
と虐

TGR︶も含んでいる︒

豪り︑六月十日発足した︒この新
ザ・ブリティノシ

ュ・ニュークリア・エクスポート

しい紐紙は︑

ウィリアム・ペニー卿で︑各機関

野においてAEA︑グループ間の ．﹂．バーバ原子力委員長︵︸月
︵略称

・エクゼキューティブ

左心をさけ︑むたをはぶいて行か
か三グループを代表する三建設会

AEAJ・C・C・スチな
且けワ
ればならない︒このために

は次の通りとなっている︒
BNX︶と呼ばれ︑AEA代
の表ほ

APCG・W・ラビi氏って︑安価な競争力のある価絡の

ート疑

NDCE・M・プライス氏
プラントを外国市場に提供できる

は︑輸出事業を統一することによ

トラクションズ祉到APC︑ザ・

社︵アトミノク・パワー・コンス

ニュークリア︒パワー・グループ

エドウィン・マクも
アのと鶏止する﹂

蓄として知られている︒同氏は家

インド政府はこれより先にトロ

た原子力庁長宙も兼任する︒

ンベイ国立原子力研究所畏として
ントへの入札に対して三四没会社

カナダ・ゼネラル・クレクトリ

発電炉を解体へ

月から運転毎停晒しているハラム

墾加技術者は︑CGE社が新し技術的問題のために一九六四無九
く開発した設謝を碁に︑電気出力

六や万KWの護圧力管型臆水炉 腺子力発近所を開鎖する山野であ

（一

設している電気出力四十万KW沸
ズ社は契約条項によってAECか
リノヒにあるAVRのペブル・ペ

らプラントの購入権を碍ることに

なお︑GE社は︑これまでにタ 二刀会社や原子力発電に興味のあ
る機関から派濾されたもので︑ア

向にあるため︑原子力腰業をGE

ーン・キイ契約で受注したものは

燕は︑従来のストレンチ・レイテ

祉の俵統的な業務形態に引きもと

に指向する動きであるといわれてお○︑注囲されているQ
ィング方式︵最初は定格出力の九

が︑という点に関してである︒

利を行衝しないことに決定した︒

ステムとはっきり区別される︒こ

紙には︑かれの児解を

除子炉物理で発展した田本に︑

ーストリア︑ブラジル︑デンマー

して販売されるため︑価格︑二

証明する論文のうつし

どうして爾本らしい独鼠の原子

このプラントはネブラスカ州リ

六月† 四 日 か ら 異 施 さ れ る こ の

発注される予定の五つのプラント

原子炉システム

っているのに︑それを聞かされ ぎた︒

が同封されていた︒か

炉側発が豫たないのだろうか︒

ンランド︑エール︵アイル

なったが︑岡社は万月二十四日権

れわれは︑もうターン・キイ契約

については︑今奪の終りまで新し

ルゼンチン︑オーストラリア︑オ

格出力より五％増しの一一一段階に分

の必要はなくなったと感ずる︒確

い方式を適用しないだろうと述へ

もちろん︑現在検討中で今年甲に

細︑オフ・ガス︒システム︑放射
けて出力保証を行なうもの︶をや

かに無期の段階ではその必要盤が

ている︒

すためになされたものである︒わ

︒キイ方式をやめ︑原子力ボノ・ラ 契約と金く独立する︒ただし︑高
牲廃嫡物の瞥畿一6よぴ処理︑運転

め︑今後はタービン発電機のネー

あった︒しかし︑建設労二者や材

のため︑GE祉は︑格納容器の明 〇％︑次に定格出力︑その次は定

度の設三嘆徳を要するような特別
爵町および訓練など︑サービス画
ム・プレートの出力に見合う原子

目・販売条目は原二一システムの

な国辱は︑この新しい方式には影
を定鏡

ー︑核燃料︑原子炉補助機盟など
を中心とした
も含めた

原子炉システム

響されない︒

︵主契約者︶に発注する揚禽︑こ

GE社は︑電力会祖が建設会社 し︑従来の 原子力蒸気発生シス

ムを含めた原子炉ハードウエア︶

︵一次冷却系と付属システ

設讃標鄭︑原子炉以外の補助機

の新しい販売方式による過渡期的
と区別するζとになっている︒

テム

盟︑運転許可︑運転訓練︑発醒所
運紙開始のためのサービスなど関
聞題を解決するため︑機器の醗闇

は︑パイロノト・プラント︑原型

この新しい方式の適用範囲から

連サービスを主として行なう︒

このため︑これまでG醤社の大 雲︑機羅明細欝︑原子炉システムの
内容を含む盗科を︑露力会社と建

議に提出され加醗文でも︑日本

炉︑原子炉開発語画︑海外のプロ

自身ですでに独立した嵩さにあ
の二十九編はかなり多い方で︑

設会社に提供する︒これらのソフ

思いつきに近い
る﹂︑﹁旧票の物理学のおかげ

κしか米︑ソ︑夷︑仏︑独についで

獲造されてきた原子力発電所用の

型蒸気タービン・発電機二業部で

程度の軽翻論を試
ではない﹂と思ったらしい︒し

第六位たったように記堕する︒

ジェクトは除外されており︑特に

み て ︑ そ ん な取
に留学し︑お互いに多忙にまぎ

かしそのあと︑かれはアメリカ

それでいて日本より論文数では

トウエア類は︑G逸社の原子炉シ

れたことなど雷つ

少ないカナダ︑イタリア︑スウェ

タービン発電機は︑独立の機器と

た の か ど う かさ
れて課し禽うチャンスもなく過

本の原子力がどう評価された

本の研究省の論文が︑

れを含むたくさんの日

社月TNPG︑最近設立されたニ TNPG
井習のご意胤に反論しようとい

ラクション社錆NDC︶の四省が

かえてもいいだろう︒私は︑深
尊門学界説に掲載され

うのではない︒それどころか醸

メンバーとなっているQ

ュークリア・デザイン＆コンスト
引用されているか︑そ

本の炉物理への自信を大変心強

重水炉の市場開拓
れを詳しくリスト・ア

いかに多くアメリカの

さきに述へ加疑問は︑こう茜い

ーデン︑ベルギーに比へて︑日
潔力摂のこんとの手

た租手が︑いつまでも認憶に止

めていてくれて︑﹁あのとき︑

あなたはこう写ったが﹂と ︑

あとでじっくりご批糊を受ける

居合が︑しばしばある︒鍛近︑

うした経験の一つである︒

志井侑造召がくれた手紙も︑そ

手紙によると︑私は六年はか

り前に︑日羅には素里子物理単

の伝統的な強さがあるから︑原

のどこに実施させるかを決定する

ソク︵CGE︶社は︑従来の天然 J月間CeE社のピーターボロ

米猟子力委員︵AEC︶は︑

ホミ・﹂・セスナ氏︵岡じくバー
何か一つのものに結集すること

究嵩の業績で終わらせないで︑

：工揚で改良型の研究開発を実施

加GE社︐ベンチャー計画で推進
れていた︒私の思いつきの﹁お

しようとするもの︒

BNXの主要阿陶は︑研國プラ

かげ論﹂はひっこめねばなるま

ほか︑海外の竃町並恥蔭に対する

に関連して︑警丁クな海外市鰯

ウラン雨水減速やの改良型の開発

ノブした一覧表も付さ く思っている︒そ3／を側々の研

ターするのが早かろう︑といっ

が必要なのに︑それができない

蛸綴の提供︑融資等資金援助の推

バ氏の後任︶桑任命している︒

た思いつきをかれに述へたこと

い︒炉物理の灘速な進歩にはあ

進︑燃科サービスなどを実臆する

二名の設計技術者が参加し︑岡う

になっている︒そう整ったのた

のが現状たとすれば︑そこにこ

計画と呼ばれ︑十

五力国︵カナダも含む︶から二十

ベンチャー

開拓の鍔力逢進めている︒これは

そみんなで考えてみる問題があ

の輸出については海外からの職客

わない◎しかし︑今後の猿子炉等

らためて深い敏惹を表したい気

︵渡辺誠毅︶

ろう︒私の方は忘れっぽいのた

子炉物理学もそのおかげでマス

英BNX正式に発足

の製造販売のほかに︑伊納容器の

新しい販 亮 方 式 は ︑ 従 来 の タ ー ン

化

6

短
信

がQそのときかれは︑反論はし 持である︒
しかし︑ここで私は一つの疑

るまいか︒

一六

業
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予驚であるが︑笑際の応札は行な

なかったそうだが︑﹁そうでは

問を持つ︒第一一薗ジュネーブ会

米国から填入されなインド・タラプール本誌炉圧力容器

米GE：社

ると︑いわねばならぬのではあ

炉物理と原子炉開発

産

カ
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聞
善

業

と︑吉い原子力発聡所が星底負荷

用でなくならざるをえないこ と
も︑経済評価に際し考慮にいれな
ければならないであろうし︑原子

力とその他の型式の発響との 比
鞍ではなく︑揚水式水力発鷹の組
み合せが問題を複雑にする窒要な
要粟となってくるであろう︒

原子力と揚水式水力発羅所は互
いに補足しうるはずである︒しか

荷朋としての原子力と化石燃料と
つの構成騒騒がある︒一つは固定

原子力発願所の燃料蟹には︑二

ような運転が行なわれる︒火力発
料甕のうち一言ロの構成要素とを

産炭地火力の燃料雅と原子力の燃

よ慮のはなのさとて
際発
るしピ 、い負らをの図子麺

艦

予画壇電

炉のメーカーであるが︑大部分

際研に納めた固体下簗物の焼却

の仕箏は︑外那からの婁託によ

巣務で︵一九六

る設剖をふくむコンサルタント

五無の収入実績
では総額 二千万

ドルのうち︑二
千七醤万ドルを
占める︶それも
政治︑経済︑軍
箪︑茎礎科学な

る内容をもつ特

ど広範囲にわた

異な会社として
著名である︒し
かし︑放射線化
学関係者にとっ

開するバイブルとして引く騨価

当鱒内外を通して放二線化学に

いて行なわれただけに精緻を牽

なコンサルタント経験にもとづ

は車越せる調査分析能力と豊寓

特にその工業利用関係者には多

て︑アメリカでは一般に行政推

1｛el

最適な原子力発電設備容量が増大
この蒔点で︑揚水武水力発躍所を建設すれば︑原子刀発癌設備警

定し︑R工関係の年間投甕額四 とその実態に触れ︑民間に移さ

工業部門への懇談会で︑アメリ

I開発部放購線熱科嗣課長︶は

膳したJ︒L︒ブルーム氏︵R

ープ会議にAEC代鼓として出

過日の第七東舞日本アイソト

など視点の濁しさが伺える︒

外放酎線化学の一端にもおよぶ

しての実体を明らかにしている

百万妙に対し︑R夏利用により れつつあるR工生麓の企業体と
得られた利益はゲージング︑ラ

巣界の評価﹂の内餐を要約紹介

の醐査紬果を漢とめた報告遜は

第一回の調賓が行なわれた︒そ

大規漠な調査を行なう計画であ

＊

＊

る冒発需し注昌された︒

＊

︵注︶R工会識の特燭講演でブ
ルーム氏が韻明したように︑こ
の報佑轡の全文の騨訳権が今訓
導鮭に与えられたので︑以下︑

陶酔に嶺たっては田本原子力箏

係暫の参考に供したい︒なお︑

って経済性に関する調査はます 回を分けてその概要を報告し関

は否定できない︒これらの暢勢

に冠して厚く謝々を表する︒

を背禦に︑A・D・L社の報岱業の全蟷の御協力を裾た︒ここ
は調査対象業種は感動とおおむ

実鑓で伽布する予定︒

ね同じであるが経済効果やR王 全文は圏無印欄中︒希盟者には

の駆礎原理などには全く触れ

避聞継縦発転所

の最低負荷に

基底負荷の一部がとられるので︑
その分たけ原子力の利用可能分が
減少する︒第一段階の騨緬の語用

卿〆

田

をにさ分

可能範囲の上限に達したあとで︑
さらに原子力を追加することは︑

を＋分おぎなう鋳にのみ正当化さ

翼。｝

撃水式の必要働繭さ るべき脳弓捌の型
試を霧郵二する（繭2）

量の最適鰯合がふえ︑経済性が窩

められるQ揚水式発躍所のポンプ

動刀負荷により︑茎底継続曲線の
最低部が上昇し︑最適な原子力発
蹴設備欝灘が増焦する︒さらに︑

ポンプ動力は︑原子力の安い燃料
蟄で供給されるので︑揚水式がピ

⑱

ウラルのべ

躍所であるボロネシ厭子力発醒

に建設された商業規模原子力発

藍成績をあげつつあり︑ボロネ

離断を行なった．現在︑良好な運

が︑先ごろ二十四男KWに出力

や

九蕪の架に運転開始を予定してい

ことになろう︒プラントは一九六

よっておよそ六〇％カバーされる

めたドルはアメリカ輸出入銀行に

ているQプラント装備の溢文を含

含めて約六千百万がに見穣もられ

などの貰出を除いて最初の炉心を

格は︑土地︑土木工事躍︑変酒断

に敷地が淡定された同発蹴所の価

サンタ・マ閥リア昭・デ︒ガロ︑ナ

約によるものである︒

発蹴機はGE祉とのターンキー契

なお︑この沸騰水型炉とタービン

する申請を酔可したものであるQ

KWから四十四万KWに自力増加

社が炉の正味躍気出力串・三十万

スペイン政府はニュークレナi

定である︒

発碁所の建設を今月巾に初める予

スペイン第一蕃国の商業用原子力

スペインの二篇ークレナー社が

φ スペイン

月中に建設開始へ

ガロナ発電炉︑今

輪纒

軌がある︒

力コストがKW時あたり七円二

ジ原畢力発頭所で生田され陀躍

に臨界になり︑一九六四雌十月

＋銭︵建設費︑KWあたりヤ三

鯖一考蝉は一九六三年ヤニ月

に送醒を開始した︒炉は群議出

現在さらに岡発心所の総出力

力二十一万KWで運継していた 万二千円︶となっている︒

曝気出力三＋六万KWの

を六＋万KW蟻録するため︑

第二弼炉を建設申である

発が︑この二轡炉は︑これ

談での原畢力発勉所の建

設と運転の軽験︑なるぴ

にさらに遷しい研究と技

術開発から得られた改良

磐炉のそ

の戒壇がとりいれられている︒

また︑発徽コストが

ど︑大鳥に改欝されている︒

れより四〇％も低下しているな

一華炉︑二弩炉とも低濃縮P

濃縮ウラン燃料Q材質︑形状は

WRで︑一弩炉は ︒五％の低

二酸化ウランのペレノト形︒炉

心は直径十二財︑晦さ四十碍の

圧力容器内におさ豪っている︒

て原子力の設備容臆がふえれば︑

が多かった︒しかし︑将来におい

新しい中間的性格の発鷹所が必要

ガスタービン発電藤はおもに負

である︒

曽＝F胃墨；⁝m＝了︸≡＝≡玉曽二＝＝二蚤溺＝≡隔屡﹂塁＝＝謄＝︐馨画漏隔≡■＝卿︸曽隠＝＝＝r■五﹂＝ヨ＝隔︸＝≡≡﹃覧﹂⁝≡＝玉一一一≡一﹁璽一篇＝一

図2︵α︶は︑揚水を原子力で

荷継続曲線より上の部分に対し

行なった揚禽であり︑図2︵b︶
は︑揚水を火力で行なった編合で

となろう︒現在の塾底負荷用の火

諸口大学の核物理

◇カナダ◇

研究所建設進む

カナダではオンタリオ州ハミル

トンにあるマクスター大学に三資

万円︶の研究所を建設する計圃を

三十万カナダドル︵十億八千九百

て︑すなわち予備力として使用さ

式の建設費lKWあたり八十五ることを考えるであろう︒錫水式

図1︵e︶は︑揚水式を入れた場 結論できない︒貯水池を大きくす KWあたり六ヤが程齪1は揚水い火力により︑この必要性に疑え

れる︒ガスタービンの建設費l 力よりも建設費が安く︑効率の低

ることに伴う増分費を考慮にいれ

いので︑ガスタービンが選はれる

が〜百が程度iよりもかなり亡 はこれらの発電所と競争せざるを

ある︒原子力を愁いる漏含には︑

なければならないし︑揚所によっ

原子力は︑図2に示すように︑

合の運用状態を示すものである︒

ては地形上大きさが鮒隈されるこ

ガスタービンと揚水式水力はと

運転されないので︑燃料費の比丘

ガスタービンと揚水式とは負荷

は窺要でない︒

分蟹が揚水式の効率と等しくなる

ないQしかし︑これは正しくな 子力と揚水式との緻合せにより︑

結論を下す計薩穫がいるかもしれ

携水式の等価燃料費が低下した場

しかし︑新しい中悶的な性格の

ントリオール大学の核物理研鑓所

進をすることになろうQ岡時にモ

この旛設の最終価格は四薗七十

の建設も進められる︒

アリング社が︑来年の末に完成す

て︑ハイ・ボルテイジ・エンジ轟

そのうち︑童要樋設の建設とし

五万カナダドルの予定である︒

荷層になり︑宵い原子力発羅所が

るはずの夫々の研究所にタンデム

式バン︒デ︒グラーフ加逮罷を納

カナダ困象研究会議はオンタリオ

州︑ケベノク州︑およびカナダ原

入することになっている︒謹た︑

られた結論および予測は︑多くの

金で論難工欝の部分を謹かなって

子力会社︵AECL︶からの予備

発要所の将来に対する影欝を⁝般

電力会社のために行なわれた諜細

ミノクス社はモントリオールの四

いるQラディエイション・ダイナ

MeVのダイナミトロンを建設す

らの研究は翫数謝騨系統模似手法

うに際しては︑関連する因子が多

ることになっており︑イオン源パ

である︒

中である︒

ノケイジはORTECにより建設

く︑かつ穫雑であるから︑立案に

を用いている︒特定の研究を行な

研究の結果と一致している︒これ

化しようとしたわけであるが︑得

原子力の将来および他の型式の

う︒

中聞的性洛の驚践所になるであろ

炉がでてくれば︑この型が茎底負

蜜いという特盤愚もつ新しい原子

れない︒燃料費︑建設費がかなり

進歩によってとり除かれるかもし

発羅所の必要性は︑原子力の技術

ダは核物理研究の分野で大きな前

持っている︒これによって︑カナ
ともある︒

の週獄荷継纏曲線では︑揚水式の

この分類にもとつくと︑原子力と

もにピーク胴に分類ざれている︒

てのみ比較の対象となる︒ガスタ

継続薗線のピーク負荷部分におい

ービンの幽い燃料費は︑その安い

燕で決めた︒この比以上にするこ

い︒ガスタービンはピーク地廻形

合にのみ︑ガスタ⁝ビンの鍛適容

えなくなるであろう︒

揚水式の貯水池の鍛遍な大きさを

ではなく︑経済性から決蓉ると仮

の組合せにより揚水式の最適な貯

負荷分担は︑賠水池の大きさから

定した︒すなわち︑ポンプ鋤力

︵A︶に使われた最高の増分費対 水池の容敬を大きくすると︑ガス

とは︑発聡に利用できる水の増分

と︑また︑揚水式はピーク・エネ

建設蟄でおぎなうことになる︒原

価値がポンプ動力の増分費以下に

は︑ピークから猛底負荷の方へ拡

澱を減少さ遣る︒

はおもに予備力量として使用され

大してくる︒そして︑中間的な性

ルギー形と分類する方がより適切
なるので︑経済的でなくなる︒

てきた︒揚水式の等価燃料蜜が変

ようになる︒揚水式の運松範囲

組み合せで基底負
荷へ運転範囲拡大
︿揚水式発懇所﹀

荷罵あるいはピーク用の方が利点

ることを行なわなかったQ蓄電負 対するこのよ・2砿手広に頼るべき

賜的性格の発電藤亭薪規に建設す

皮膜においては︑鷺力猛撃は中

格の発装所と競争するようになる
点には影響を与えない︒逆に︑原

このようにガスタービンと揚水

水式はビ！ク用としての役謝は少

式とが競争する範囲が広くなって

なくなり︑中間的な性格を有する

子力と蜀水熱と凝組禽せると︑揚

特にガスタービンの燃料が萬い揚

簸適僚にはほとんど影響しない︒

も︑ガスタービンの全設備容澱の

化しても︑ガスタービンのこの利

禽には影響しない︒ガスタービン

押し出された火刀︵B︶の最騒増 タービンの簸適容簸が減少すると

ことになる︒発出所はた豪にしか
増加させる傾向を持っている︒こ

貯水池が必ずしも大唐くなるとは

1−1川1恥一1日IIBI−Illll111閣IlnllMl界川熊川1琳｝剛lmlll購ll川｝豚II川1一鱗1川1口1−Illll11闘1川1｝鷲ll川1一

一＝旧；需コー営＝＝＝一華嚇﹁瞠＝一＝一纒﹁＝一＝μ﹁悪﹂＝隔﹁＝＝︷＝四二扁＝茎︻謬；隠蟹一騎需；＝隔聾＝巴鴨濡＝︷一翼柵鳳雛﹃璽麺響胃＝認＝一＝＝＝＝て

ドン河騨の地息にソ連で二番團

燕麟繍
∫一士撫＿響

燃醤費の飾約分が資本費の高い分

2倫】

逢する︒醒1︵d︶はこの状態を

れる︒磁器的には続済的な限界に

第二段階へ醗展を示♪（図1）

ーク胴火力にとってかわりうるQ

蜥

所μの膨欝を示したものであり︑
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のな正のこあ緬可る纂
状限当高ととの能の負
態界篤いはで瓢分で荷
、 、片ヨカ∫ 、 に
擁電の経済利珊は一つの型式を宥称ζ♪るか2

2ω

ボロネジ

示したものである・

細の蟹雛麟は漂∫力蝿醐一段階から

、曲れ
効ルがの式蘇る
、けは続き醒
。高ク〃
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︵原醗放射線開発課末網一郎︶

了力発眠

〃
〆
づ
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に

の測窺はR1の カは今後継電ごとにこのような

な刺激を与えた︒たた︑経済効果

圏におけるこの毬の調査に大き

ことを初めて実紅し︑その後各

い顕著な投蜜勤果をあげている

して約四千万がにおよぶ類のな

レーサーなど︶の三部門を総駁

わC
め︑その所晃はR1利用者︑ ジオグラフでおよび研究︵ト
い◎このA︒D︒しが︑AE

されたことは窪だ認憶に窮し

の委託を受けて行なった調査結

進の基礎として大墨継な総合調

果を窪とめて昨年秋﹁R1の工 大の参考になると思われる︒さ

用における傾向﹂と題する報告

業利用−R玉放射線の工業利

四五〇〇としてAECから発表分野では一九五八年に全衆産業

㌫をAECに提出し︑TI
l樋されているが︑R工の
査D
が実
された︒筆看は

一つの大きな指

利用開発を推進
ラ
一する上で確かに
︵

A・D・リトル社の報告から

米のR壽工業利用

︑蔚に三回にわ

たり本欄でAE
CのR工放射線

標ではあるが︑

その測定基雌や算定方式を確立
の説法﹁R工放射線に対する産 会講所︵NlCB︶との契約で

開発諮問婁員会

したが︑これは政裕の撹当官が

第一圓という慧味もあって全般

することは必ずしも答易でな

の報告

い︒技術革新や設佛合理化に伴
作成したいわば

罵の灘礎原瑚をはじめ経済効果

的にP鶏的要義が強く︑RI利ます困難になってきていること
の推測などにも細当の紙幅を

宮製

ていないため︑対外的に発表さ

密であり︑また全文が公表され

会︵AEC︶の委託を受けてアれたきわめて簡単な要冒をもと

ついては︑全米約九酉四十五社

謡いていた︒特に︑経済効果に

ては数年嗣アメリカ原子力婁員

に紹介した関係上︑核心に触れ

の一九五七年一八無の一鋸間の

れに反し︑A・D・しの報告轡 R王利用による経蟹節約額を測 ず︑かわってR五工業の成立

あったことは遺憾であった︒こ

得ず︑文字通り隔靴掻痒の醸が

来に関する夕照を京こめた報告

メリカの放射線化学の現状と将

藩﹁放酎線一工業のための一
黍段﹂の作製者として知られ︑

國濯騰蜥
の最瞳負蕾

。、

率にあ尊書流で系罵るの
原子力灘電

J難無難置縫うてイ所ん再持点と継定発

ど熱

、準は葛羅灘醐騒縫線

〃理あ系規豪

、0転部し大）鳶のの

、の

し
揩ﾉ艶聞態得所がこ
〆2

原子力・揚水式が得

」ノ1

ﾋ齢禦鵬輪講（を保多はど傭う運低か増。簿嘗く

〆

難繕騰離籍鞭もり とは安し

の瓢純な比較から︑揚水式︑ガス
費であり︑隅隅所の負荷率に関係

用安

タービン︑原子力および火力を含

しない・他の一つは︑KW隠あた

ﾐ

む異なる型式の野壷所の組み合せ
り何ミルか︑で表わされるもので
あり︑これにたいする俸間経幾は
発羅所の魚荷率に比例する・

計画者が発難所の選択を行なう

躍で構成されている系統に原子力

れば︑原子力は騒1︵a︶に示す 際には︑選蹴損失愚考慮にいれた

なった結果︑原子力を還んだとす

原子刀と火力との経済評価を行

て行く︒

の縷雑な評価へとその様相が変っ

さ命凝

比較すへきである︒これらの要素
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動力炉開発臨

時推進本部

運営要領などを審議
主査に青木︵鯉︶︑三島︵離︶両氏

いた︒台風の日に迷いこんでき

気撚労もあったことκろうが︑

やすいという︒これ談で多くの

日本はイギリスよりずっと過し

じめじめした六月をのぞけは

た按て犬を而てているという︒

奥さんたちは戴洋での生酒匁僧

女がよぶと︑尾をふってとびつ

一＝一＝一＝＝＝鼎＝閥二一嘗一＝＝咀＝一＝＝一胴＝＝幽＝二＝︻ニ＝ニニ＝一＝一二一冊隆昌＝隔謄一＝＝＝＝一P＝圏＝噂＝＝口囎＝一Pニ＝一＝＝

キノチン︑ここの小部屋で煎霰

ほとんどの風冤にはメイドが

﹁ここは居閥︑ここが膜蜜︑

から幽力上昇試験タ再開し︑順
をしたり︒この戸湖はとても穏

いる︑子供のいないペニィ家と

原聡の面谷発谷川は六月一意

も＝一一講＝二一＝二＝＝隔一一＝＝＝＝＝冊＝＝幽＝謄＝二＝蝉＝一＝＝旧＝鼎＝＝曽＝■鵯＝＝＝一一幽冊一一＝二一一二＝冊＝＝二一一＝一冊一一

調に行けば七月中旬には幌業運
霊﹂と各部屋を催せてくれた︒

の私など恥ずかしくなり豪す﹂

門とてもよく働いてくれて︑主桶

通勤のメイドをたのんでいる︒

大いにエンジコfしてきたよう

﹁設備もよく使いよい家で

てもらうのを誤りとする︒

エステート内の道路に古めか

とペニィ進入は感心している︒

家庭作りに懸命
すしと奥さんたちはいう︒蟹の

はつ双ないQ日本の味覚︑はし
の使い万︑旅の話などQ

日本

トの風畏︼

をイギリスに婦

︻発駕は英GE社最のエステー

って島集を憎んだ︒

ったら︑皆に伝えましょうとい

感じた

た︒翼翼に自分の日で児︑肌で

屡

鰻

クラーク蒙では三臼ずつ交代で

押入れまで開けて見せるのには

深刻な顔つきで帰

広さは駐日の構成に応じてさ衷

宅した丈に︑世間

り︑レコードをかけたりして気

話や︑得慧のカメラの語をした

禽躍的な買物の佳力︑余暇を利

しい臼本車が⁝禽Q主婦たらの

ざまである︒

ファイセノトがおいてあるQ本 用しての英会謡の講師など︑彼

繋累にはh塞製の画派なハイ

分をほぐしてやったという奥さ

ると私にはわかり藻亜んわ﹂と

国では聞くてなかなか貿えない

一面がうかがわれるQ

ん︒﹁実隈︑入り組んだ話にな

もう一人︒うまくかわされてし

ものだが︑婦ってからも便える

と彼

らの豊かな生酒の甲にも墜実な

寂った悔したが︑みな︑なかな

気さくに語る奥さんたちの謡

とみたQ

というので買い求めた由︒

操縦法

チヨチセン

ペニィさんの家では⁝匹の翻
犬がいた︒

施つるために中性子発生袋礪を設

齋簗︶に︑放射溜分折の研究を実

原争力学会

被曝線量評価研究
専門委員会を設置

日本原子力学会は今年七月置り

新たに﹁被曝線鰍評価研究鰹門釜

舞会﹂を設蓋し︑総含胸な観点か

ことになった︒

ら人体への二二継戴の溜を行なう

原産遍信

@⑰一灘

☆・日本原子力蔑業会議では︑八

月二十二日からニや七日激で日本
保安矯甜協会との風催で︑第九回

放射線取扱い技術部講習会開く︒

円︒綿め切りは七月三十日︒連絡

定員は爾五十＆︑受講料は一万

五九㎝1六＝＝︶▽原藤放準線

先は原産サービス事業本部︵眠額

化学婁員会の中に設躍された放射

︵第二次︶会員ぷ蝶集している︒

線化学研究会の昭和四十︸隼度

鶏間は四十二爺三月まで︑憲募締

め切りは穴月三十日︑会費は二万
円︒詳細問合せは直接原産放射課

開発課まで︒

原子力発臥所調査団報告讐

︻資料サービス︼

昨年九刃から十一月にかけて︑

海外における発罵所の計画︑建設︑

運営に関する諸実績準調へるため
日本原子力産業会議が派遣した調

および建設︑運営・蟹理︑公衆へ

九十三野︑頒懸署齎円︑取扱いは

原産サービス璽業本部．

一Aーー

のPRと災憲対策などとなってい
る︵本紙六面塗照︶︒B5判︑哲

に岡護置を稼働させたことがあ

で︑ビームがでたと膠われるの

る︒テストの回数は約一干回程度

明らかにした・

は︑延へ約﹃二時闇ほどだ﹂と

さらに研究所の管轄か麹京都経

ミナ：で︑各署帥の講勘︑懇親
会︑隙子力映画など︑第二口慰は

原子力発電所が困る

というお

運転再開した原電の象海賊は炭

擁羅翻利用の ご案内

纂醐

話Vご存じのように︑さきごろ

射隷管理が庶搦課の湘当になって

酸ガスを冷却材に純っている

済局にあること︑また研究所の放

fダi屋かもうかると

噺籔灘碗

て︑その後データーをうるため

にわたって耶口鵬を購入し︑組み立

③大型火力発躍諸撚ガスの脱流発︑熱交換器のモデル試作︑小職刀

﹁昨年九月︑集⁝烈都の入事翫から

醗した︒昭塗二十八年来から三年

紐三億二千五百万円へ金線研究開一︵二KW︶の長時臨運転機の試作研

へ
究を行なうことになっている︒

書留けで評可なく使用したために

無届けで中播子発生渡礫を組みた

が︑夏場になるとサイダーやコ

のが谷易でないらしいW冷却材

て何十誘といわれると︑集める

ガスが総総になり︑急に豪とめ

カ・コーラの生蝋がふえて炭艘

いることにも悶題があるのてはな
いかと石野委員から慧晃がでた︒

好評博す原産電

といえは︑つい先購アメリカの

シーボーゲ原子力委員長が︑全

子計算機講習会

米製造業謂速盟ての講鰍のなか

雫

び各瞼として原籍力発電所の謝画

π予定していなかった所︵非破壌検 査団の雨月誰︒内容は概論およ

難羅撃醗酵認諾舗勝獅欝徽瓢雛癖難祠鹸

ペニィ夫人とクラーク夫人は

かの

住昭まで案内してくれκ︒

円︵事務語羅嬰除く︶である︒こ

のうち七難が民闇企業への開発
委託費︑約三割が工業技術院各階

各プロジェクトごとの予算配分

験所の研究開発費となる︒

発委託費︶

さいきん︑象京都立総禽ア︐司ソ

都立R一学究所の放射線管理問題

衆院科技特でも事情聴取

の艦磁流体︵MHD︶発蹴⊥二 なおMHD発鷺に関する研究の・
億円︵研究開発費一億四千万円︑
研究開発馬身費一億六千万円︶

撚

驚いたが︑外罵の空婦は自分が

転の見通しという︒発勘所建設
もいよいよ大諮めQ
これ豪で建設に携ってきた英

の

GE社社員の夫たちの活動を支 手入れしたホームを訪問者に見
内助の功

とはあまり家では

ほどをたずねれば︑﹁仕撃のこ

えてきた奥さんの

良績︵束大︶

きかないんです

委員一1天野昇

︵原醜﹀︑笈成弘︵網棚﹀︑石

原子力委賃会はさきに︑動力炉開発臨時推進ホ部の下鄙機構と

井久︵中部撃力︶︑鵜木丈夫

研︶︑舞島国男へ田立︶︑払林
良一︵ロ本原子力事業︶︒

なお詩思会にはこのほか竹械濁
氏︵竃舐︶ら蒋学授術序および通
蘇省から関係富が参加する

4一年風工業技術院

よ﹂と一人の主婦︒

して︑技術者および学識経験者等で構成される幹事会を設置する

末田守︵線蔭︶︑杉本朝錐︵住

︵東証︶︑尾池英夫︵関慰︶︑

ことを決定︑人選を進めていたが︑六月二十日︑そのメンバ⊥二

回幹一会が︑同日午後︑象恵廊ノ門の霞出会飢で開かれ︑原予力

十電機製造4︑高村吾博︵糧

友原子り工業︶︑高市利夫︵冨

十二名を決定し︑國R弾で婁嘱した︒なお同メンバーによる第一

納拶が日なわれた後︑代表幹事や同幹事会に設けられる新型転抽

饗膳会︵代村田原子力周長︶および堆進本郡議長月羽周央氏から

辰二郎︷一︸艶蹄子力工業︶︑長

発︶︑中付醜治ハ原辮︶︑長沼

会の主査など役蟄の互選︑幹事

阿部滋忠

蜜笑へ原電︶︑三木良平︵躍中

会の運嘗要領などあ嫉心に審畿を行なった︒

次のとおり︒

○代表幹聡

O新型転換炉勢科会
婁員目岩鹸皓

原電．︑都

瀬陽解℃激技術院はこのほど今

大型プロジェ
クト計画決る

継書︶︑平田穣︵原研︶︑松本町

卑度からはしめる大型工業技術

今年度の実行副画によると︑研

実行計画左決定した︒

︵大型プロジェクト︶研究開発の は次の通りであるQ

夫︵電先︶︑望弓博治︵川附議

清一策難︶︒
Q褐速増頚炉分科会

主査⊥二島 究開発馨業費は総韻十一丸心千万

国十︵日ぶ原子力事茶︶︑脇坂

π欝︵三菱原子力工巣︶︑も村

工巣︶︑森一久へ原鳳︶︑櫛須賀

甲泰正︵東大︶︑浜田博也︵明

︵田立︶︑辻本進

皆岡文雄︵中部堪力︶︑赫史郎

一一︵際燃︶︑岡野茂夫へ関蹴㌔︑

戒文︵東工大︶

蛍費ド胃木

幹禦会メンバーの氏名︑所属は

炉および縄速増殖炉の二つの分

二つの分科会の役員の厚綿につ

いては︑代表幹事に阿部滋忠 氏
︵原研理噴︶を︑また新塑転換炉

分碍会の主査に糎木成文氏︵東工
大教授︶︑高速増難炉分秤会の主
査に三島良績氏︵集大教授︶をそ
れぞれ互選した︒
幹琳会の運裳要領については︑

幹麟会への代理出胤は認めないな

ど︑事務局側の運営方鉗に少 し
かたくなな点があるのてはないか
簿の慧見がたされたが︑縞局︑要

がスムーズに進められればよいの

は全体の運醤が円滑に追品︑犠議

ではないかという趣鷺で︑運営要
領を再検講ずることになった︒

七月に特別研究会
東海原子力懇談会

沢町一ノ八九︑所長飯塚麗助︶が勧告礁をつきつけられたのは事尖
機械学会︑日本電機工業会︑臼本

て︑使用していたなど︑放射線の氏は事実ぷ︑認めた︒一方︑口髭氏

であるか﹂の質閻に対し︑小宮山
機櫨学会︑眠本原子力学会︑日本

学技術講論離郷特騎婁員会の請議

って︑山ハ月十⊥ハ臼には︑補職阻院科

ヨソクを与えた︒この問題をめぐ

講警亦．昨年十講論学技術庁に提出

は︑﹁これについては使摺許可申

管理上に閾題があるという報道が
設業協会︑日本原子力産染会議の
後援で︑七月十四︑十五日および
二十一︑二十二日にそれぞれ第九
圃46よぴ第十翻門原子炉建設に閉

口本線子力芝業会議でω︑芸る

で︑鎌脚材の欝欝かいかに多い

舞が同研究所卒﹁鎌脚︑さらに同

三月以来︑中央区口本橋の原酷電

く︑ビールを使ったらというア

原蹴東海発電燐︑喩研東海研先繰︑

二十二日の同覆員会では︑蔀立R

子計算機室で︑門嚇子苗弾機講阿会

イデアもある︑と島っているが

I研か・12飯塚蔑助︵所長︶︑糖観
戦︵庶務課放射線管理係長︶の二

に延へ二葎五十各か参加し︑如認

各スケジュールは第一口日がセ

氏︑集禦都かり鎌瀬壮占︵経済局
艮︶︑小宮山幸治郎︵人論難員会

DC三六〇〇システムの共同利用 ビールなら︑軽水︑炭溢ガス︑

を齢している︒この講画会ω︑C

為機物の混合冷却材というわけ

賞礎の夜の夢

で︑まんざら

でもなきそう︒

の推進を離調としたもので︑プロ

かを︑いちいち紹介したあげ

核研究所から熊谷蜷夫嬉野の五蓼

事務局公平蔀長︶の二氏︑跳撃墜㌔

考人ぷ揺・︑G︑事輔聴取︑炉行なった︒

施している．

グラム緊剛を中心子ーマとして笑

を定期陶に開催しているが︑すで

原燃東海製鋤所の見学会・ハ実施︒

する特別拙究会﹂を開く︒

一部週刊誌等でなされ︑一般にシ

金属学会︑田ホ鉄鋼協会︑全国建

東海距子力懇談会は︑臼本補考

ト﹂プ研究所︵束京都世田谷区深

薫り一襲u宥り呈U羅り︻蔓u一婁U羅u婁u冬U婁UO4︻5婁uO繕U一二u﹁
指の救子力研究所として︑今後に

︻質翼はビールで祝う関係者た

かける期待は大きい︒

・ち ︼

轟
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申込は臨接束隊騨子力懇談会︵口
遊原子力紅隈会議内︑電脈は五〇

物に今度難題になった中蝉子発甲

一

東京都中央区臓本橋本町2−6−4。大阪合岡束京ビル

鯉

欝欝澱について︑脳野駿鱗ハ糧︶が一

地下鉄三櫨前、小飯馬町1∫駅下購

蹴謡く663）07租〜2

恕

電子計算機室

W

一−八八九八︶謹で︑締め切りは
各圓とも七刃が聞︒

いたします。

・照際麗な互換｛塗

御一報次第、聲料、各種講翻会案内、謝舞申込糧などをお送り

あります。

・高速の謝算処理態力
・閲題処理コストが最低
。豊寓な応用プログラム

特に日本原子力産粟会議の引馬会社は料金翻引の特典が

。習己｛意蟹愚：98K譜（48ビソト）

本システムはどなたでもご利用でき謹す。

本システムの特徴

DA↑AGENτε

JAlFCON↑鍔OL

アジア最大の

鑛！

カ
子

原

刀にはその核樫ち十

薄して以来︑今隼五

七難六月に六核種の生産量布亭際

国産R工については︑昭和一＝十

盛大に十周年記念

涛･儲蓼
原子力研究所︵理裏長丹羽周 択
六にふえると同属に
製造研擁や技術開発

氏︶は︑今懸隔丁度満十毎を迎え

た︒そこで︑総研ではこれ毎記愈

も促進され︑利用開

申間規模鑓験製品と

の開発では︑昨秋︑

また︑放肘線化学

ている︒

発の噸備雛制も整っ

して六月十五日午後︑東京沿眺赤

坂のホテルオークラに︑石川一躍
民︑安川第五郎氏︑為沢仏巳氏ら

パーティーを開催した︒

関係者およそ五百名亭招き︑詔意

これ豪で爽海︑灘崎︑大洗の脚

ンの試作に成功する

力駈に研究施設レ午持ち︑聯q敏も して粉来ポリエチレ

今や二千侶に讃している︒原研の

など︑十周年面一迎え

ており︑鮮界でも賦

灘聾や学弊に審議し

ゆ為面でわが圃の薩

一月炉の臨界︑動力試験炉による た原研は︑今やあら

十年の道程をか胤りみると︑物産

初発蹴︑樗料献験炉建設への 眉

手など︑その間には縫多の難関が

原研

㎜

垂

第︸歩を踏みだした特殊郷人瞬木

力翻

あった︒

【
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・迅速丁寧なサービス

日本原子力産業会議

藁

ミンゲンなどでは発購所の所有し

えないが︑ドレスデン︑グントレ

ている周辺の土地を放牧掲︑農場
として萄料で開放し︑蜜たフラン
スでは非居住区域といった規制は
ない︒カナダでは原子炉から千競
以内が非鷹住区域とされている︒

米国の半数は
特命発注方式

←←

Aひ
﹂

ターンキイ発江か︑分割発注か︑

またはバラバラ発注かという問題

ことが閻題である︒今回調旧した

と︑競争入札か衡命発注かという

馳囲では英︑米は︑大部分ターン
キr方式を採用し︑独︑伊︑仏︑
加では分割あるいはバラバラ発注
方式をとっており︑家た伊および
米の約半数の電力会社は特命発注
を行なっているが︑その他はほと
んど競争入口である︒どの方式を
採朋湾るかは圏納︑電力会議の実

おり︑それらの膏景の把握なしに

力︑過去の囚縁などがからまって

積畳︻血︻血目闘臼Ω 口良禽口血吾欝Q口自爵一︒縁類ΩΩ負臼．∩膚q良口島臼Ω髪冠β虞R貝禽Ω典ロー癖自口良Ω口Ω臼負自重

特に︑この会議が艮期的なエ

各国聞の竸乱開発慰識が撮めて

していることなどであり︑家た

殖炉が既に疲術開発の段階に讃

て︑畏期的な稼燃料所要鈷の試

で予稿にはないがと荊躍きし

セルで計算を終えたはかりなの

・ストーダーは︑先週未プラン

鑑一セソシ謀ン﹁工堺ルギー

した揚合と濃縮ウラン・スター

おいて︑ユーラトム代畏A・ヂ ウム生産用の噺型転換炉を奪入

計画叩の隅速増殖炉の位置﹂に

トの高趣増殖炉を導入した場禽

に近づくが︑この催はプルトニ

作用によって璽近年次に極大値

これらの謝算糖果から︑高田増

したQそして輿論としては︑先 開発に遅れて甦手しながらも︑

とでは︑大急がないことを指摘

殖炉の早娚実用化と濃縮ウラン

が︑ユーラトムのごとく原子力

向として検討されたことはある

た例があり︑原子力開発の一方

わが国においても二︑一嵩なされ

の試算は米圏においても︑また

このような避鱗核燃料所要灘

れている国にとって︑極めて妥

の幾下資金やウラン資源の限ら

皿に大きな影響を与える︒すな

速がウランの年闘藤嬰盤と累積

ンドリエも同様の意見を述べ︑

ち出したことは︑極めて注目さ

しうるという考え万を明確に打

から二僧門で増加することから

見を述へて︑ユーラトム代表の

高趣増殖炉について︑同様の意

︻投稿歓迎

研究所

︵東駅聡力

千五白字以内﹈

蜜三︶

東電原子力開発

れるところであった︒

開発し︑これを活用することに

幽速増殖炉の軍鶏一入がいかに

されに︒

見解を強く支持したことが注記

ドレスデンで

は負荷調整を
原子力墾亀所の利用率について
調査したところでは︑運転初朋の

反対がい≦りかでもあるのは米国

尉線勇合︑水溶液の放射線化学︑

器分折︑騰測線押と促健物理︑放

旅射綴源︑放射線化学における機

工業化で︑講麗は十三単繊となっ

放射線化学の将來︑放尉線化学の

の場禽で︑欧州ではあまりみられ

︵主として煙占︶がないという理

山で除子力を歓迎するむきもあ

▽募集入筆到十五名︑▽研修朋

ている︒

間11九月二十六口から十月七夕

しかし反対の為無にかかわら

る︒

▽受論料

いものがあり︑この主囚ね燃竿取

ものについてはかなり利用率の低

ず︑各社は一般に惹するPRを積

る方法と大差はない︒

放射線化学の
受講生を募集
原研R一研修所
顕本原子力研究所ラシオアイソ
トープ研修所け放射線化学の受講

ゑ都文象区本駒込二丁目二十八

トープ研修所．

番四十九口︑4︑原研ラシオアイソ

なお申込古切は九月十七田︒

易

11原産簡古窯便りi

須ロ髪

／

好

中

◇℃o妻①憎切⑩鋤︒け︒円℃HOσq弓

息︒ヨ

：
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霞

︐曇

疑

︵A5判︑11際

一九六六

Φoαの 嵩ρ け︼Pの門﹁昌Hけ⑩qM︽一コ崩四

無出版︶

生を次の通り募集している︒

講三内谷は︑放一線化学の猛礎

︐

課程︑蘭分子︑低分子︑LE脚︑

繍爲一⁝ーー

七千円▽申込先罫典

二期閲が長いことと︑在来留分の

極的に行なっており︑その方法は

子力発悪所たからというのではな

わが国の各蹴力会社で行なってい

事故などで︑原子炉部分の故障に
よるものは比較的少なかった︒ま
た殆んど金ての発電所がベースロ

スデンでは制御棒の操作を必要と

ード運転を行なっているが︑ドレ

しない鍵闘で︵五十五％︶負荷調
整を行なっているはか︑炉心ゐ命

っている発電所もある︒燃料取痔

延長のため多少の出力調整を行な

期閥は︑初期の軽水炉では数ヵ月

く周囲の美観をそこね︑地価が下
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っていることとともに︑職慧増

のウィンスフリス研究所莞学会
ネルギー聞題の解決には新型賦

ずプルトニウムによる筒速増殖

蘭遼増殖炉の思弁が︑研摩開発

躁憲鎧
を含めて︑飯詰間にわたって英

算結果の概要を述へたQすなわ

標として︑次いで濃縮ウランに

炉を皐期に実用化することを飼

熾烈であったことであった︒

換炉よりも醐速増蛸炉の実用化
国原子力学会︵BNEs︶が

ち︑島速増難炉の導入工廠の遅

虫る五月十七日より︑一儲日

﹁筒巡増殖炉ロンドン会識﹂を が不可欠なことが強調され︑先

主催した︒この会議は英︑米︑

により︑プルトニウム生蔽のな

よる筒趣増殖炉を開発すること

当な開発万商であり︑これによ

轟齢鯉繰甥鞭醜雛四孫

えた技術鑑進国の間で筒遮増殖

ソ︑ユーラトム諸国に獄本を加

めの狐水炉などは不必要となる

を蔭擦とし︑これを達成したら

ず経済的な穴馬増殖炉の実用化

まだ最終日の閉会セノションに

炉開発の問題を︑筒度のレベル

で討︑論しょうとするものであ

わち︑例えば導入の時期が一九

おいて︑ソ蓮代表が濃縮ウラン

ってウランの脊効利用の経済的

り︑上級三隅を含む十九力国か
同炉をより広範に利用し︑燃料

の奪閥所要澱の最大値が五輪増

八○年から十館遅れるとウラン

な工不ルギーの笈定供給を達成

ら五蕾名以上の参加者を得︑こ

濃縮ウランによる舳速増殖炉を

供給の血忌麗を漸くするため︑

よって新型紙換炉が不必要とな

所要累積撒は曲節憎殖炉の増殖

盤要であるかを強調した︒また

一力︑フランス代表G︒ヴァ

のうち麹一薔名が英魍以外の諸

との見解を述べた︒

園からの参加者という盛大なも

この会議で特に印象づけられ

荘糧された︒

るとの見解が述へられたことが

のであった︒

たことは︑各国が高速増殖炉の

小周廟

実用化に非常な薩倍と毒悪を持

酪認可に際して冨庁側より設削

おいてはかなりその例がみられた

変更を求められることは︑米国に

が︑英国においては︑中央聡力庁
が安全に対して質任を負っている
のて︑特に大孔な設謝変更を求め
るれた例はない︒また米国におい
てはこれらの変更はほとんどがタ
ーンキイ契約のため︑ユーザーに
対しては金額的な変更は一切行な
われないとのことであった︒

が︑米国では原子炉の各運癒の当

な今度をとっているところはない

を要したものもあるが︑最近は凝

P⁝する論般公衆の考え方は

R⁝ 原子力発心嵜盤に醐

いるといった例はなく︑反対運動

置標に訓練を行なっている︒

い︒象たこのような理由にしても

るために反対するという場合が多

る必要があるので各社ともこれを

冑︑米国ではAECの試験をうけ がおきている場へ口でも︑それは原

作って水力黒雨の技術看を再緻

ない︒むしろ英田などでは公審
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業者と︑メーカーと組んでプラン
ト全体の設計︑機器の据弱︑土建
工郭の技術サービスをする業者の
二種類が考えられるが︑米国では
削者をコンサルタント︑後讃をア
ーキテクト・エンジニアと区別し
ている︒

容量増・所ロ増減へ

野⁝各発達の組織．人暴

従業員の訓練は積極的

ている例もあるが︑日記費などは

蔽長および制御室の運転二一〜二

スでは原子力闘係の追加従業鍛訓

国傭によって大いに単なるが︑一

設置反対理由
は美観や地価

らいに工芸されている︒
要がある︒

名はAECのライセンスを持つ必

望の改良︑熟練などで約⁝ヵ月ぐ
は人員が少なく︑豪た最近の寄騒

利用率や保修費などの保証を求め

総費用の証明がむずかしく実益が
ないようであった︒

以上のような保翫項嵐について

豪た従業員の訓練には各電力︑

たとえはタンジネスBではバー

練を行なっており︑暫通の技術者

般的に言えば︑原子力そのものに

機関とも秘極的であるが︑フラン

クレイの四穏八十名から二画二十

で約一年︑運転員でも組長クラス

の増加によっても人員はむしろ減

とっても慧味がないので︑保証項

名に減少︑米国でも谷轍の増加に

少の傾向をみせている︒

臼亭満足するようメーカーに改造

もかかわらず︑BWRの二垂サイは半年から〜駕湧く︑カナダでは

の補益方法としては設畿について

きせることに主眼巻齪いている

クルからシングルサイクルへの変

原子力発電所の運議員の資格に

NPDにトレーニングセンターを対する恐怖心とか不安感を抱いて
に︑大圏分が燃焼度に対するボー

更などで︑系統が簡激化されてい

ついては︑わが国のように︑資格

る︒

臼塞で澱常コンサルタントと呼

なわれている︒

ナス・ペナルティのとりきめが行

が︑燃料についてはこれと反対

は︑大部分のところは多少の金を

常に多く︑日貸の軽水型発亀所で

⁝調査した結果では︑英圏︑
人⁝特にバークレイの人録が非

品の保証楽求めており︑発言所の

注を行なうところでは各機上︑部

ンス︑カナダのようにバラバラ発

工期を保証させているQまたフラ

方式の揚合ではこのほか設備費︑

オノフレ︶する例や︑ターンキイ

保証︵オイスタークリーク︑サン・

する場合が多く︑なかには燃料費

せ︑燃料については燃焼度を保被

勺田 保訊事項については︑原
壷耶一−
子炉魑出力および蹴気墨
契⁝力・熟消費率などを保証さ

燃焼度にはホーナス・ペナルディ

多様な保証契約

は典の選択理由は分からない︒
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ばれているものは︑各メーカー

従業員の給与は︑一般より恐い
が特別手当はなかった︒

内外の原子力事情をこの一冊で〃

︑
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讐
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最終規模を制限する要累は主とし
て冷却水の問題で︑その他経歴上
の観点なと何れも在来火力発酒所

のものはみられなかった︒

と岡じであり︑原子力二八所特番

ごく一部の例を除いて各困とも

特別な気象調喪は行なっていな
い︒これは︑地形が賢本などと非

く︑既存の周辺地域における気象

常に異なり︑局地的な変化が少な

の状況については︑氷︑加以外の

原子力発羅所周辺の非居住区域

するとのことであっκ︒

ィートの鉄塔をたて︑観測を関始

クリークではこれから四百四十フ

ントレミンゲンのみ︑オイスター

状態を認録していたのは西独のグ

は︑鉄塔などをにて︑実際に気象

で︑調査団が実旧際にみた範囲で

データをそのまま利用できるため

ごく少数の例を除いてはまた具体

グ︑米園のドレスデンおよびイン

およびプジェ︑カナダのピカリン

ランスのサン・ロラン・デ・ゾー

ば︑西独のグントレミンゲン︑フ

また︑側管したところにkれ

な制限要素

冷却水が主

国ではこの非居住区域の概念がは
一四基二蔚万KW︑柄勢によっては

月完成予建︶があり︑最終的には

刀KW二基蒲工︑一九七〇庫や一

ルのどカリング発繕所副画︵五十

はトロント市の中心から二十マイ

ミルストン︑プシェ︶︑カナダで

れており︵ホストン︑エジソン︑

三ヤマイルの地点で麗麗が進めら

フランス等で都市から二十ないし

市近郊ではないが︑米国東海郷︑

理体化している自画としては︑都

的な謝画はないようである︒現在

る慧醐を見せてはいるけれども︑

子力発羅所を仲次大都衛に近づけ

もその必要挫を癌感しており︑源

が大きい︒このため各国はいずれ

ことは︑いろいろな面でメリノト

ぬ昆⁝わち都市の近郊に設置する

地⁝発総踊鞭出船

居住区域の利用も考慮

少ない気象調査

近提出さnた同調血団報省書の要約である︒

ギリス︑アメリカ︑カナダの六ヵ国に派遣した︒以下は最

原子力発鷺所調査団を西ドイツ︑イタリア︑フランス︑イ

諸実績を調査するため︑昨葎九月より約一ヵ月半にわたり︑

産業会議は︑これら先進帰国の自画︑鰹設︑運営に関する

に達し︑誓と運転経験が集積されつつある︒臼本原子力

施され︑繭業用発電所の運紙は世界で十六ヵ所︑二十九塾

来性の十分な認識の上にたって︑大艶かつ魔睡な開発が実

件で異なってはいるが︑いずれも原子力発電の経済性と将

ルギー謬情︑経済情勢︑開発体制︑技術水噸など多くの条

餅近における海外先進幽霊の原子力開発は︑各国のエネ

都市周辺への立也に関

各地点︑数百万 へ
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