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原子力
委員会

は今年末を鼠途とする︑に従って審議を進めることにした︒餐分

普及講演会︵原研および関西除子

山形県米沢市で上演会開催︒映画

東北︑東北原チ力懇談会が密賭し

日午後一時；ゐ齢︑揚所11大阪科 会を仙台市その他で驕催︒原子力

割引談会共催︑日聴日十月二十七

197等

地方公共圃体箸の関係機関や団
体に一万枚必醗引し掲示する︒

！

日以内で入手できる

原研が十周年記念

日蒙で仙台市レジャーセンターで

璽蝕

（561）5141−5

パネル展を弔旗＋四更から二十四

に月一ピノレ

学技術センター︶Q②原子力利周

雁十月二十四日−二十九日︑揚所

茨城繋︑日本原子力轄及七ンター

開催︒

縮

葦靖闘闘

東京部中央区銀座2の

の研究成果発表会

到大阪科学技術センタ；︶o

万願：

マクファレン株式会社

展︵関西除子力懇談会主催︑日時

名賓歴︑原研十周隼認念研究成果

ても放射線轡理推進についてのP

主催の映画会開催︒茨城県におい

β

卜二日正

公r認代理1占

原研は渕立十周年を紀念し研究

講演

暫及議演会︵原研および中部漂子

四国︑四国各県庁所在地で欝演会

力懇談会共催︑田晴11十月二十八 Rを語御中︒

および映画会の開催を予驚︒

向坊隆氏を互

田午後一時−五時︑楊駈月中部聡

新会長

原子力委の原子炉安全専門審査会

なお新会長の向坊氏は︑わが国

が原子力開発に酒手した昭和一一十

原子力勲位会︵委員長為田霧一
撃︶の腺子炉賢全専門答査会は九

ェとして赴伍したほか︑最近は︑

原子力委只会の励力炉開允裾払鄙

九年から四年闘駐米科学アタソシ

会委嶽や再処理施設安全審査専門

月ニや八日︑前会長山田太三郎氏

て︑新会長に向坊王氏︵東大工学

の原子力委員就任に伴う後任とし

部教授︶を︑また会長代理に内田

ンバ：として活躍し︑現在︑懸子

部会長および動力炉開発懇談会メ

動力会議の主要国出席者

原産が歓迎理事会

米科学協力委嶽会委員︒

畏︑科学技術会議尊門委員︑田

子力特別委貝会腺子力研究部会

協会胡究委員︑臼蓋学術会議原

影響︑同参与︑原子力安全研究

原子力委員会長期血続専門W⁝会

力関係では主に次の耳翼にある︒

勧一号炉︵BW民︑出力四十万K
W︶および関西塩力の美浜一号炉

臼本原子力産粟会議は︑きたる

︵PW冠︑嵐力三十四万KW︶に

ネス︒デービス氏︵磁定︸ら五力

憲

原子力局との速絡会

燃料クループ

ープニ十日午後㎏麓︒

THE：RADIOC EMICAL CENTRE：

成果醤及講演と映画の会を催す︒

挨拶−原研麗壌長月羽伺夫

−核燃科の固佑骸学的研究︵研究

部測霊仕研究賦内藤奎晒︶︑隙
子力譜画コード開発の現状へ動力

子炉の果してきん他命と将来の展

炉開発部次長石川馳︶︑研究用原

狸︵研究炉蕊理部長宇野秀郎︶︑
鋤力炉の開発︵動力炉開発那耶長
天贋昇︶︑放射灘化学の開発︵理
箏宗像英二︶︑ラジオ・アイソト
ープの製造馳読︵製造脳製造課長

映画t①明日をめざし
て②原研十年の歩み⑤粉末ポリエ

盟月勉︶

チレン④燃料の開発⑤原子力を婿
く人々

日時︑十月二十︸臼︑午訓耀時
法．所︑口本工業クラブ

灘総懸
パンフレット作成︵除子二尉︶

﹁陳子力を骨子とする︒英文i﹁日

和文i胸十六ページ︑図表で見る

ρ原藤︶

秀離氏︵東大工学部敦授︶をそれ

※

同審査会は現在︑乗京略力の福

知姿轡稿︑その他解説︑写墓鯉内

︵原廃︶

ぞれ互選した︒

見学会

※

人形峠︑敦賀の見学云促行なう︒

※

また︑各地において計画されて

十月十九日正午︑束蝋丸ノ内の日

に出席する主聾国メンバーの歓迎

ついてそれぞれ部会を設けて答浜

理事会を開き︑それぞれの國の動

中である︒

法︑関連稼業におけるエネルギー

▽十八環翻分科食︵罵要予測方
ウ

見暫しについて講演してもらうこ

力炉開発など将来の原子力開発の

開催される世界動力会議束限部会

本工業倶楽部で︑今月十六日から

の共岡利用︑エネルギー消費︶

なお歓迎理事会での講漁者とし

とになった︒

鋼業におけるエネルギー利用︶②

国からの十一人を予定している︒

なお東京部会閉会の翌＋月二十
ﾓには︑各分画会で酎議される
諸問題のうち︑とくに関心を集め

原子動力研究会

午腺肥

ープ①幹瑠会十九臼午前娘厘＠研

十二臼午後際配︑猷子炉蜜全グル

﹁尖頭負荷﹂︑および﹁公害﹂の

ると予想される問題︑すなわち

ーーー
分科会︵工不ルギー消礎︶⑤閉会

▽二十日11①特別講演︵日本の欽 ては︑米国除．†力艦業会議会長ケ

エネルギーの煽際交流︶

ギー消費︑原子力︑水力︑および

▽十九日一−分稗会︵火力︑エネル

いる行曝には次のものがある︒

なおこの会議には米︑英︑仏︑

開会式︵田生劇鳩脚︶

E地域のエネルギー︶②分科会 討するため︑専門察グループによ
⁝ている・

︵総舎眠力系統︑虫要燃醤の掘互 ㎝る円卓蜜蹴が開かれることになつ 究会＋懸口午後撤陛︑コストグル
関連盤︶

工・ア・ブラウン

丁匡薪再

︑

原子力委員会︵委員長有田幽〜氏︶はさきに原子力開発利用長
科会は同日の聯門部会終了後面ちに初会合を開いたが︑総合︑漂

各分科会が即日審議を開始
期劇画︵晒和三十六年二月鈴定︶の改田作業を行なうため下部機

長期61画に盛り込むよう要価している︒

研究機構の設立②原子力船研究蹄発の中心母体の設置︑などを新

側の慧見として関係方薗に要望謎を出し︑とくに①難処照射中央

なお日本隙チ力寵桑会議は九月七日︑長倉斜幽改鵡に伴う罠闘

子力発堪を除く六分科会は︑すでに貝体長な審蹴を始めた︒

ど八分科会で答議を行なうことにしたか︑九月二十九臼の定鯛墨

構として﹁長期席画専門部会﹂を設躍し︑咳燃料︑放射線利用な

縄会でそのメンバー酉三十七名︵魚複を念む︶を決定した︒︵二
面蓉照︶

部会長に兼重寛九郎氏
会の主査は次の通り︒

○総合分科会−兼翫蹴九郎氏︵東大名営教授︶○原子力発鑓分

各地

同専門部会はヤ月三日年後二時より央ゑ虎ノ門の発明会館で初

名盤教援︶O放射線利用分科会i山雪文男氏︵理研主任個先

二会一松根笠一茂︵原産副会長︶○原子力船分科会−山県己夫

員︶○核融禽分科会一駒形作次氏︵蕊菱原子力工奨纐固︶○爆

氏︵日本海瞬協会会侵︶○核燃料分14会−大山混年氏︵東工大

科会主査の選蹴および今後の改副作業方針や聖体的なスケジュー

磯研究・人柄西成分科会一彌池正士氏︵東京理科大学長︶○安

会長代理に山県昌夫氏︵日本属隷協会会長︶を互選︶た後︑八分

ルなどについて番議倹潜したが︑改訂方劃やスケジュールについ

会禽し︑功田部会長に兼堕冤九郎氏︵東大名誉教授︶を︑また部

ては九月十二日の原子力委員会決定︑すなわち①新長期副寺は今

本の原子力一九六六﹂

）

容とするPR新臨を発行す・⇔︒

原子力と地域開発についての各県

原鷹斬聞PR版の発打
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大阪︑①原研十嵩年記念研究威果

十六日から開幕
月

け

世界励力会謙の第十

六十一国︑百六十五編の論文
ココロ

⁝動⁝東竃監護の崇

ホ

Hg203，騒g

Se75，

その他1131，1125，S35，P32，

ノレ

連けい遜用の経緕問題︑ECAFニテーマについてさらに詳細に検

▽十七日11①特別講演︵送電系統

▽十六口回

東京部会の日程とテーマ

などヒ劇場の論文が発表される︒

いて﹂︵原電撃肚長駆峨槻遼密残︶

における動力炉開発の進め方につ

発表されるが︑日本からは﹁日本

⁝会⁝ゐ回︵東京︶部会は＋ ソ連をはじめ加︑日本など加盟六
⁝力⁝月＋六日から五日間︑ 十 力国から強六十五編の論文が

エ

㎜義旧

今

ポスター作成

の中から適当な作贔を上映する︒

最近数年聞に企画製作しκ全作最

原子力関係各機関および三体で

原子力映画祭

場藤︑東商ホール

日時︑十月二十六日午後

ー

全対策分科会−木村健二郎氏︵象京女子大学長︶︒

原研創立十周琿記念研究旗果酋及

﹁科学時代﹂に鈍甲を企画する一

の歩みなど︒

後二十年隅の姿を展幽しつつ︑昭和五十年謹での十年聞の捌幽暗
画および認点施策の大綱を明らかにする②作業完了︵原案作成︶

4シーン4ーシーンー

第三回原子力の日迫る
講演会など銘鍵行事予定
鉛三回を迎えた十月二十六日の

三型と映幽の会を東京︑大阪︑名古

科学技術抜腿財団の民団機闘や︑

﹁原子力の日﹂には︑今年も輿望 科学技術庁︑原研︑原燃放医研で

子力映画祭︑ポスター︑パンフレ

会では︑特別講演会をはじめ︑原

またNHKでは総量テレビで︑

屋で開催する︒

事が開催される︒日本原子力産業

団体の協力により各地で多bな行 構成した﹁原子力の日﹂行間委畏

会講︑総本原子力発酵会社︑電気

方︑各寵力会祉等においてもテレ
ビ番組に原子力にちなんたスポソ
トなどの準備を進めているQ
なお︑埴土は︑顕職東海炉の完
戒をはじめ虫略︑関餓等の譲画が
員体亀され︑また田干推進本部が
蹟研に設けられて新型動力炉の開

開発のPRを中心とした行事が企 プリンスホテルで︑五十一ヵ国か

発に乗り出した折りから︑動力炉

ら八強五十入をこえる海外田楽者

麗の部会は﹁エネルギー利用にお

をむかえて闘催される︒とくに今

画されている︒

なお﹁原子力の日﹂行帰張員会

十三の分科会︑三特昇講漬が行な

ける将来の問題﹂を主要テーマに

では︑中央行事として次のような

龍念特別講贋会

行屡を企馨している﹂

関係では最近にない大規模な国際

講師予定11伺沢広巳氏︵原子力 われるが︑この会議はエネルギー
委員︶︑久留勝氏︵放医研︶︑朝

る︒

永振一郎氏︵東京教湾大︶Q映画 会議となり︑成梁が期待されてい

Bulle伽及その他資料送付致します
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「

㌧

ソトの作成などを企画する一方︑

事業連合会︑日本原子力船開発配

原研では他の機関の協力を糧て︑

設が濟々と進められているが、このほど炉蜜
の屋根が完成した。口置は材料獣験炉の建屋

、、、、、、、、N、、、N、、XNN、×NX

♂1ウ

十年間の計画策定へ

発行所

カ

式
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日本原子力産業会議
船団︑臼田放射牲同位元素協会︑

原研の大洗研究揚では、栩31試験炉（軽水

東京都港区新橋1丁飼1播13号（東電期舘内）
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月闇

自
差

ことを摺滅し︑燃料サイ

くたろう︒ウォーレン氏は︑こういう検

来︑技術的︑経済的なその上限に行きつ

なるはずだが︑バーンアノブは賑い将

％尚上したというのも︑

の改

り︑雌力分布が改憲され︑比出力が一五

ングのための鷺子謝郷機の導入等によ

部︑③嶺該肇業詞曲の所得の金

となった雌備権勘定に棚議する頚

た︑あるいは籏入されるべきこと

阪市北区贈根白上一丁隠密宇活電

原子力工業大阪購務所のある︑大

なお︑田本支店の住所は︑三菱

田教久︑大慈弥羅久︑鎌田稔︵原

本巻藁磯︑上田睡藁︵原研︶︑奥

ビル︒

太郎︵東大︶︑妹尾三郎︑田中置

燃︶︑神山貞三︵難燃︶︑下村弥

燃やし方

て︑経済晦な燃料の消澱

クルの適切な鍵田にょっ

額︑の三項臨で︑このうちいちは

核燃料サイクル
管理の重要性
轡という燃料管理の一颪を回している︒

ん少ないものを所得から控除す

との関係︑およびこれらの諸襲素の時聞
必襲がある︒たとえば︑燃料交換と保守

条件︑系統特性などにも嶺然考慮を払う

の大きな要訣である成塑癩工費︑U30

を一味することになろう︒また︑価格面

は︑ξれはユーザーにとって追丁の出費

節

せつ

WH社︑大阪に
関々蘂浜炉の業務で

日本支店設置
アメリカのウエスチングハウス

米フォーラム年次総会
栄国原子力産業会議︵AIF︶
の第十四回年次総会は︑ヤ一月一

日−三日までピノツパーグ市で開

部会委員氏名

長期計画專門

派遣することになった︒

て植松邦彦氏︵原子燃料公祉︶を

︵WH︶社は関西躍力の菱浜原力かれ︑日本癒子力一業会議へ沼目
が画せられたが︑原口は代蓑とし

力発電所の契約および建設工欝煙

エスチングハウス・パワー・カン

行なうため︑昨年アメリカに﹁ウ

パニー・オブ・ジャパン︵ジーン
ズ社長︶﹂を設立したが︑このほ
ど大阪にその日本支店を設置し︑

が︑学術的につきつめていった

揚での見解には多少の滋はある

⁝

・

ものは︑社会も谷認すべきた︒

︵朝日新聞社︶︑大慈弥購久︵通麗
雀︶︑大村潤四郎︵厚生雀︶︑向坂正

︵運輸借︶︑鹿野鵬央︵経企庁︶︑島

男︵エネルギー研究所︶︑沢灘次

村武久︵古調電工︶︑天城勲︵文部

丹羽周夫︵陳研︶︑桧壇徳太郎︵農

省︶︑幽藤象二︵臼本隠子力那業︶︑

○山蘭文男

○駒形作次︑岡

O

二跡進午︑向坊

○木暦健二郎

瓢

九月十二日臨時

っている濃編ウランなど特殊核物

委員会を開き︑現在政尉所窟とな

原子力倭鼠会

旬間メモ

久︵壁織協︶︑吉同俊男︵原電︶

︵東大︶︑三宅泰雄︵唄教大︶︑森一

︵東大︶︑桧埆徳太耶︑三島良績

︵立教大︶︑塚本憲甜︑桧山特質

雄次︑島吏郎︵日立︶︑早島夷

紫煙昇密へ原研︶佐々宋秋生︑沢

田稔︑角谷堂瓢︵住原製作所︶︑

雄︑大村潤四郎︑大慈弥嬬久︑鎌

敏男︵関躍︶︑封利昂一︑内田秀

安藤畏央︑天野昇︵原研︶︑宥木

◇安全対箪分科会

睡︑村野賢畿︵NHK︶︑吉村久光

陽吉︵理研︶︑

央︑累日淳一︑桧垣億口口︑前田

大︶︑沢雄次︑災城勲︑中頃敏

木村毅一︵京大︶︑熊省日日︵東

村潤四郎︑垣花秀武︵東工大︶︑

江藤秀難︵放医研︶有馬駿二︑大

粥池正士︑梅沢邦臣︵科技庁︶︑

◇塞礎硬究・人材擾成分科会

大︶︑吉村久光︵田大︶

尾蚤夫︵束北大︶︑山本賢三︵名

︵犠大︶︑寓本梧棲︵葉大︶︑員

忠︵束大︶︑中井敏夫︑伏兄康治

正士︑嵯盤根逗吉︑天城勲︑関口

本耕紬︵理研︶︑為馬駿二︑重池

◇核融合分科会

研︶︑獅田湾︵通配省︶

三井進午︵東大︶︑宗像英二︵鳳

太郎︑平塚正俊︵住友原子力︶︑

敏夫︵原研︶︑軍川淳一︑桧垣徳

研︶︑塚本癒爾︵放医研︶︑中井

射協︶︑沢雄次︑鈴木斑一︵原

原漕︵齪林省︶︑佐々木秋生︵放

貞武︵ダイナボノトRI研︶︑河

潤四郎︑加藤正夫︵東大︶︑加藤

大︶︑有潟駿二︵通種雀︶︑大村

郎︵がんセンター︶大野和郎︵国

飯尾正宏︵東大病院︶︑梅旭洋一

◇放射線利用分科会

勲気鋸太郎︵古河醒工︶︒

法貴四郎︵住友羅工︶︑向坊陵︑

治郎︵東難︶︑高橋実︵羅中研︶

燃料管理の罷条件は磁によって大きな

的変化に注回しなければならないとして
のスケジュールについて︑その系統に固

ウォーレン氏は︑二︑三の問題恵を例

鐙要であるかを強調した︒

酎をサイクルの全般にわたって行ない︑

差異があるから︑わが鵬ではわが麗の条

⁝い︑国民経折の立覇から核燃料

をはかることが︑いかに

の大きさを確かめるべきで︑核燃料の民

潜在的なコスト改雷の可能性︑およびそ

件にもとずいた︑固霧の方法が発展させ

W⁝サイクルの検討が蟹愚な こ と は

経営の立揚から検譜︑管理することが必
いる︒一例をあげれば︑これ豪で酸訓の
有の最適難件か見出されねはならない︒

分の一ないし四分差丁僧占める︶が︑わ

る︒

有化により︑盤理可能性はいっそう増し
られねばならない︒燃餅管理を燃料供給

原子力発職の幽門化にともな

示し︑燃料管理の体系化の方向を駅返し
てくるものとのへている︒

胡里⁝

たか︑岡氏は燃料コストの各要素と旧訓

要になってきた︒

進歩で大幣に向上してきたバーン・アノ
平衡サイクルにできるだけ単く︑安価に
が国でどの秤度管理可能の領域に入って

燃料綾理はユーザー二身の経済的磨譲

この問題は︑アメリカでは昨奪あたり
ブは︑燃料コストのほぼ五〇％を占める
到遣するやり方も︑大いに研究の目地が
くるかは︑今後の穫燃科政策のいかんに

蟹の矯要性を見達してみる必要があると

う実際的な閾題の隔点からも︑核燃料政

一薗所報の逓り原子力婁員会は
この会社は︑主として田本で国 九月二十九日︑ 門長捌計闘専門部

すでに業務を開始している︒

︵敬称略︑○印は叢査︶

分科会の委員は次の通りである︒

産する部分︑つ豪り三菱疎子力工 会﹂のメンバま甲渓定したが︑各

よび直納容雛建設など国崖機器の

業が下請けす．鶯プラントの据付お

田本支廣のヘノドはプロジェク 恨宗一︵原薩︶︑山県煽夫︵日本海

験について︑属聞が支署した費

役立ての︒︵II︶特別控除箪︑と ため通麗欝として︑開発研究試

た時これを順金に算入して︑これ

くにコンサタルント榮務に対する

をとりはずしたときは純金に籏入

で︑十一月に来日予疋︒ウエスチ 文男︵理研︶︑菊池正士︵理科大︶︑

ト・ディレクターのケノチャ氏 環協会︶︑大鰐孟母︵東工大︶︑山崎

○兼遺寛九郎︑松

するとともに︑一望鵠禽を瞬得か

◇総合分科会

通産省からの要望

ら控除罷るという方式を嘱えてい

った会社を設立したのは初めての 郷︵東京女子大︶︑井上五郎︵中

ングハウス社が日本の法人格をも 駒形作次︵三饗譲子力︶︑木村健二

供給と据付工事の業務を行なう︒

〜方︑通座省では工業技術院が

る︒なおこの一㎏割禽について

用の︷定剛ム綴を準備余に積みたて

ての所得日除方式と漁備金方式と

中心となって︑﹁開発研城につい

は︑①当該事業年度の闘発研究費

箆除率の引き上げを行なう︒

原産代表とし
て植松氏派遣

いう蒙でもないが︑原子力発電所を建設
との関係︑同じく材料やサービスの価格

から鍮講されはじめ︑たとえは︑昨秋の
成型加工費︑繍送蝦︑再処理費などと関
あろう︒雪いきん︑アメリカのテネシー

業讃︵とくに外国の︶に依存するとすれ

する躍力会祉にとっても︑核燃料の購入

米国原子力産業会議年次大会で︑一一議i

連があり︑バーンアノブが上がれば︑K

から媛終処分までの全サイクルを︑暴力

クリア・ユーティリティ・サービス礼の社

もかかっている︒つ豪り︑燃料簿理とい

ーンアノブの向上存どによる燃料鍛の低

発纏所︵難所万KW二琵︶の例でも︑バ

g費︑濃縮籔など︵それぞれ燃料費の三

長F・11・ウォーレン氏が論文を発衷し WH当たりのこれらコスト要素は反比例 渓谷開発局︵TVA︶が発注した原子力

ーンアンプの向上とともに︑燃料物資の

欄

いうことである︒

的に下がるという関係にある︒また︑バ

@葦匿

下はかなり馴しいが︑磯陰捧プログラミ

ている︒同氏は︑これ濠で主として技術

監 一

価格が今より大きな比盈を蕊めるように

開発の問遡であった核燃料の管理が︑今
や経営面からの管理の対禦になってきた

▽

研究開発に特別控除を
却制度の期聞延畏

準備金︑損金の拡大なども

科学技術庁︵長酒瓶田董氏︶は九月二十九田︑昭蒲四十二隼
技術革新の進展に伴い︑陳腐化速

田

だ

ことであり︑いよいよわが国への 電︶︑今井張手︵陳燃︶︑奥田教久

の9一胴による税制上の特別措躍﹂

ものとま圏される︒

本格的な馨り込みを意識している

麗の早い開発研目当機械などに対

福

ふく

○松幽門

林省︶︑向坊隆︵東大︶︑村田澁︵科

技庁︶

一︑一本松降雪︵蝋電︶︑今井美材

◇原子力発躍分科会

大堀弘︵電免︶︑大赫懲一︵東大︶︑

岡旧嶽︵聞銀︶︑大慈弥扁久︑浦
成辿︵日立︶︑河内武雄へ中電︶︑

︵経済評論娠︶︑前田七之進︵冨

ｵ野薦央︑丹羽周央︑田中慎次郎

Q山県昌央︑

士竃機︶︑山崎久一︵中電協︶︑

◇原子力船分科会

吉村滑冨一︵関電︶

安藤良夫︵東大︶︑廿利昂︸︵原
船団︶︑奥田等︵眠本舶用工榮会︶

嵯黒影遼吉︵原電︶︑沢雄次︑真
藤澄︵石川島建暦蛋工業︶︑妹尾

登の民有化を隠める方針で︑田米

瞳子力聯盟の改罰を行なうことを
解

決定▽二十二日定例会議で原子力

︑餐覧纏鞭

カドりニウム，ランタン，ホルミウム，ルテチウム，イノテルビウム，
ツリウム，プラセオジム，テルビウム，イノトリウム，サマリウム，

業
病

礁業薙凌において益金に野田され

度の税制改正にあたり大戴省に対して︑自得控除方式を傷喫した

する一続をすみやかに回収させ︑

F
轟
h

⁝臨勃放射性廃液の藻洋放出調査

の三〇％に妥当する金額︑②当該

準備金制度の酬設など五項闘の科学技術関係の税制改正を要望し

駆藍絵を容易にする︒︵一i︶四十

6

揚禽︑学術的鍛拠をタテに押し

∴

らとグループをもつにのがキノ

つけることには反対oPRが肝

い藤壷の人が不安を感じている

ただ︑疲術胸な饗を理解できな

上たが︑腫義あることだし︑忙

カケで︑三十三年に原戴東海炉

中研︶︑山田氏︵原子力委員︶

しい仕事をもつ多くの関係機関

心︒皆がもっと国議全体へのP

子は起こさんというやり方は反

Rを囑える必繁があるQ隈てる

の審査を手がけるなど粒子力の

学工学部長という忙職にありな

︐

安全性では最古参︒今は魚影大

が理解をもって協力してくれる

難しいのは雄めから艶艶の

特別委凪会委鼠畏になった

を検討している︒とくに民間企業
︵1︶急速な は好況︑不況にかかわらず研究開

た︒これは今後の研究繊動の大規模化などに伴い︑民閻企業の研

二隼三月三十

置の拡大をはかる︒︵一︸︶①霧伺

と就任の弁︒

核燃料再処理昂揚など原子力

ので心強い

鮒

氏は大正十五年象大恥気工学

9︑昭和三†七年束大名管難

輩業以来ずっと象大で教鞭をと

燃︑岡駕成欝欝工学部長に就
鎌︒今でも大学難生などの繊麗

趣味は油絵を揃くこと︑将棋

を週に六時闇ほどQ

などたが︑忙しくて楽しむ暇が

騨

三郎︵三婆玉子力︶︑土井智醤

固
産︶︑山田︸︵造船工海鵜︶︑米

なう﹁長娚計画馨門部会﹂や設置

開発利用長鶏計画の改訂告業を行

︵急冷麓巣孤身所︶︑早川淳一︵原

◇核燃料分科会

○大出薦年︑一

田冨士離︵船主協会︶

または雪目ソ遮通商代衷部屯話（447）3291へ

発の投縄を行なっているが︑この

究交換が負担増となるが︑これに対して下心面での一暦の助成策

る租税特別織躍班脇十二条および

開発研究を行なった揚禽には︑嶺

金についてその別換損金雛遊眠度

施設からの放射性騰液を海洋へ
放出することは︑海幕国替本に
とって︑十分慎魚な酎慮を要す
る︒猿子下構員会はその醐憲研

施することを決め︑原子力安全

理噴などを棺力陶につとめるQ

がら︑原安白鷹任理箏︑電中研

究を国のプロジェクトとして実

委員会がで意た︒

つい最近もヨーロノパを回った

研究協会に豪とめ役としてこの

多数の研究機関のほか独自の

ついでに︑函嶺の原子炉安全協 ないQクラシノク盤楽が気分転
擁に何よりとの事︒

神戸に生れ広島で少無期を過

︵F・Y︶

すQ家族は元子夫人と⁝一一男Q穴

＋四歳︒

全ソ技術輸出公団

力

原
を講ずる必要があるとの観点かり安望されたもので︑十一月の税

黛満了となってい

制調登会に反映させその実現愚はかろうというものである︒なお

該研究に要した蟹用の︸駕口合に

頷を二大冨筍②異人のなした寄付

付金の要件のうち﹁広く一般に弥

⁝

第四十四条の期限を処長ずる︒
この壌に関してはさきに科学狡術会議︵葭網の議間機関︑議長佐
讐
藤葭柵︶から出された﹁慧見﹂の中でも強調されており︑象た通
幽︑寄付金の損金算入等の範囲
一
拡火 ︵1︶法長箸に対する寄付
曹︸
るGさらに当該網人豪たは法人が 金について︑現行税制上の優遇措

産省など関係各欝でも験望している︒

科技圧の襲盤藤頒の趣旨︵1︶

椙署する金瀬を限度として︑駆下

除制度の創設

を緩和し︑さらに研究室等施設費

兄撒をもつ学者などで推進して

会と原安協との協力をまとめて

慧思疎通︑調査

いくのだから

原子力の安全性について︑と

きた︒

昭和二十五︑六球ごろ原子力

費の配分などもたいへんです

聞くと〃純学術晦︑社会的な果

Tele、974

G

と内聞︵皿︶はおよそ次の解り︒

︻︑開発研究促進のための所得

金取りくずし額に見合う金激を所

創設
記から控除する︒

︵1 ︶ わ が 麟 企 業 の 技 術 開

控除方式を併用した準備金制度の

魚について︑所得税の一届の軽減

発力を飛躍的に強化するため︑開

および足切制度の撤廃を行なう③

をはかるため︑控除率の引き上げ

二︑国内技術譲渡所得の精別控

に増大させる必要がある︒ ︵雪1︶

る技術交流の活発化と発明の奨励

発研究難を憩速かつ讃画的継縮的

をはかり︑陽薩技術の水郡を向上

集されること﹂を削除し︑また ≠
⁝
臼
畔

︵1︶国内におけ 研究紘私等に苅してなした指定醤

脊色申告書を提出する側人京たは

させる︒ ︵︷1︶驕色申借蟹を提出

する個人または法人が︑霞呂の研

﹁堅田を要するものしという条件

要した質用の一定割合に絹験する

請人か嶺畝饗栄年畏の開発研究に

金額を翻発研究蠣備金勘定に繰り

象に加えるQ

以外の経費に充てゆものをその対
．⁝
渡もしくは実施権の設定を行なっ

︵玉︶国涯弓術の輸出 ⁝

五︑技術輸出所得の特別控除制

⁝
犠

究成果である特許権箸を劇内で譲

たことにより収入を得た漏禽は︑

入れた漏含は︑その繰入額を損金

に箕入する︒但し︑開発研究蟻備

その収入金額の一定渕合に堀旧す

度の拡大

の損金に算入した金額は︑次年度

金勘定の繰入出展額を設ける︒こ

発磁に興味をもら︑荒川氏︵醒

リチマム，モリブデン，スカンジウム，タリウム2タルタン，チタン，

［＝

を奨励し︑技術貿易の不均衡の是 ⁝
⁝
正と頗匹技術の研究開発の促進に

ジルコニウム，その他
タングステンとモリブデンの製品：
フィラメント，線条，棒およひ裂製品
希土類金厩とその化指物

圃
三︑開発研究用機械等の特別償

希少金偶とその化合物
バリウム，為楽，バナジウム，カリウム，ハンフニウム，ニオ誘
多結晶およひ単結品ゲルマニウム，インジウム．単結晶シりコンg

謹

る金激を所得から撞除するQ

全ソ技術輸臨公団の輸出入晶

▼

以降準備金勘定から取りくずしを

SmQlenskaya・Sennaya

200，更JSSR．

TECHSNABEXPORT

32／34，Moscow

V／0

（全ソ技術輸出公団）

τE開SNA3EX囲賊τ

V／0
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野
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雄お

叩

行なった揚合には益金に算入す

お問合わせは・

脚r禽

ネオジム，セリウム，エルビウムpジスプ簾シウム，その他
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聞

た︑同社では本年答︑アメリカの

ヤムに次いで︑一九七究隼豪でに

炉を設謝していきたいQこれに

ゼネラル︒エレクトリノク︵G二墓の大型原子力発灘所が必要と はわが社にとってかってない大き

がをつぎ込んできている︒過表数

るため︑これ激でにすでに数百万

れは舳遮姫開発のレースに参欄す

なろう︒出た七万隼以降は毎確最 な努力が払われるだろう︒bれわ
低一棊の原子力発電所歌舞開させ

擁蘇融榔

麟はほとんどやっていないが︑わ

年闘は原子炉メーカーとしての仕

の捜術は︐闘速炉の仕璽にプラス

が社の広馳な液体金属ナトリウム

氏︑副⁝社長には︑ラクロス発鍛所

あり︑GE社もこのNFSタイプ

亭蓮っていると述へている︒

性でAGRも有利

二重自三三の経済

英AεAが三重

イギリス原子力公筏︵A鷺A︶

のH・クロンバーガー氏︵原子炉

グループ︶は︑先ごろスイスのバ

ーゼル市で開かれた田際原子力塵

業展小会︵ニュークレノクス︐66︶

同践はAGRでは二二出力二十

万KWと四千万堵／田︑蹴気附力

＊御舗求によりカタログを送付します。

北欧の心力国︵スウ皿ーデン︑

ノルウェー︑フィンランド︑デン
マーク︶は︑共測で高速増殖炉の 四︶社からGE社の高速炉計画に

参加するよう要請ぷ慶けており︑

高速炉の共同研究立案中

研究を進めるため︑現圧着画を立
案中である︒これ
は︑スウェーデン

k欧四・隅近く球体案震討鞠甜簿
四衡万がの費用が原子力のために

ープは︑嗣挺が原子炉メーカーと

と呼はれGE社が特酵権をもって るたろうといわれている︒

ャー氏が瑞任しているQ

撹当の物理虫侵ジコン・フィノシ

NFS社はすでに︑熱中性子増

が︑ケベノク・ハイドロのために

西独に米から六

フッ化Uが到着

櫃8

●

●

8

臼

麟

Senn昌》爲、2／3多，

＄molon轍aya

●B雲

聾■量，

霧鐘警慧
一難トン
ルギー祉︵半官半

のABアトムエネ

必要であると述へている︒燭社は

現在この計画も罐難中である︒

アトムエネルギー祉は︑スウ晶

纔Z七一六八隼︶予算要求で

来年度の高速増殖炉研究予算とし

民の原子力会祉︶の次期会訓庫度

！デンの醒力禰要予想では︑現在

て八禰万賭か要求している︒

られる酸化ウラン︑酸化プルトニ

しての噴業を行なわないことにな

するだろう〇

明らかとなったもので︑具体的な

建設中のマルビケン︑オスカーシ

このプラントの建設契約を受けて

ウムを一度に二千二闘♂鰯処理す

ったためこのほど核燃料の利用︑

WR︶があり︑さらにノーザン・ 性が大きいこと②虫要な負荷中心
いるものである︒

殖炉として使われる大型シードブ

WRについては電気出力二十万K

加AεCL︑放射 四十万KWと一億堪／日︑SGH

建設する三重出力二十五万KWの

カナダ原子力会批︵AECL︶

発電炉計画を認可

加︑25万KW原型

研究を発表している︒

カナダ原子力会拡︵A露CL︶ Wと八千五酉乱離／田についての

化分析事業に進出

ランケント炉︵LsBR︶用のU
脚iトリウム酸化物燃麟の製造も

来の綜源よりも出力の大きい中性

分野に進出している︒同祉は︑従

は最近︑中牲子放射化分析事業の

受けている︒このようにNFS社
が燃料製造の分賢に進出する司能
性は今春あたりから艦業界で広く
難られていたといわれ．⑳︒

イソトープ研究蜜︶を完成してい

ソトープ・ラボラトリー︵移動ア

W︶建設計醒がこのほど紹可され

原型発寒炉︵CANDU−BL

子セルを装備したモービル・アイ
なお︑SEFORは高力二二︑

ン吸とベリリウムで︑二二用であ

る︒この研究塞の線装はアンチモ

り︑甦度の謝命︵半減期六＋日︶

した︒事務所長はデビソド◎ウレ

リオールに建設管理環勝所を設立

M・エジソン一発

の原型頬投票部はCANDU−B

イスが任命された︒またAECL

た︒このため︑AECLはモント

電炉発注は年内に

と大きい出力を備えている︒

メトロポリタン・エジソン抵

は︑原子炉メーカー四社︵GE︑ LW設計部にあらためられ︑ジコ

W11︑鶏＆W︑C騒︶が提出しー
たジ・A・ボン氏が従来通O部長
難所の入札を倹饗している︒入牝

電気出力七十万万KWの原子力発 桑務める︒

ものと︑建設はしないで鎌継炉心

は原子力ボイラーの世影向駕含める

NUK13N筏の核燃科斗理工堪に

頭ドイツ︑ボルフガンクにある
二つに分かれている︒発注先の決

よび付属機羅のみ提供するものの

9

陰

話し合いは近々行なわれる︒家

プラントは倒置のどの発踏所から
おり︑近く騨細隙謝に入る予艶で

る能力必もっている︒また︑付属

コンサルタント会場指設立した︒

分析︑取り扱いの訓練等を行なう

の原子力部に勤務していた一グル

の使用ずみ燃料でもサービスに応
ある︒建設スケジュールによれば

ト状にするためのものや︑ステン

装課として︑酸化物燃料をペレノ

フロール社がすでにGE祉より ウム︑硝酸滅損ウランを使って作

じることができ︑一九七〇年に運

成は一九六九琿中ごろとなってい

内半分近くは引嚢受けられると述

頓に入る千二菖刀KWの発電所の 漕工は一九六七隼中ごろで︑完

とをあげている︒GE社は︑この

道など山送機構が発引しているこ

ドレスデン近傍で来年着工
ゼネラル・エレクトリノク︵GE︶社は八月中旬︑イリノイ州モリスに使用ずみ燃料再処理プラン
トを建設するため︑近く原子力婁員会︵AEC︶に娩設許可申請醤を酒田すると目張した︒このプラ

タ州周辺で一九七一年までに稼動

二蔭ゾ︑一九六九年中ごろ完成の予定である︒

ントは︑ニュークリア︒フユーエル・サービス︵NFS︶社に次いで趾界で一蕃図の民間による再処
理プラントとなるもので︑奪間処理能力

GE祉は数葎前︑アメリカ東部 ジソン社のドレスデン一弩炉︵硲
にNF＄祉のプラントが建設中で 気出力二十一万KW︶をはじめ︑こ する発電所の含二七力は五蟹二十

のバシフ・8ソク・ガス＆エレクト

あったことこ︑カリフ劉ルニア州

ステート︒パワー社︵BWR︶︑ に近いこと③紛︑ハイウエイ︑鉄

ニウムー酸化ウランペレノト黙料

炉︒大型プルトニウム〜ウラン炉

性があると述へている︒

で︑AEAが開発してきた改艮ガ
この会社はニュークリア・アソ
へている︒
る︒濠た繭漿選転は一九七〇年の
れに続く蹴気出力八十万九千KW 九万八千KWになるといわれる︒
レス鋼被覆燃料榛を作るための設
ス冷却炉︵AGR︶と雲気発生型
この外イリノイ州を拠んだ理由
のドレスデン正号炉︑三丹炉︑コル
プラントの帆理工程は︑アクア 予定である︒プラントの建設費は 備もつけられる︒NFS社によれシェイツ・インターナシコナル社
としてGE砒は①原子力発議し密 フロール・プロセス︵フソ化物三二 明らかでないが︑GE拙のこれ豪 ばこの種の設備は貧乏に二︑三 と睡ばれ︑雪幕には前AC祉高羽 鼻水炉︵SGHWR︶は︑海水脱
担嶺支配人﹂・K・デビノドソン 壌・発電の二軍闘的炉として経済
法と溶媒抽撮要を結歯したもの︶
での試算では遠謀衝万口近くかか

な除子力発聡訓画を明らかにして

ウfスコンシン・ミシガン・パワ

所建設謝画︵いずれもGE往のB接に関係のある工業発展の可能

いたため︑癒岸︵カリフナルニア

ベイ謝画をはじめ︑一連の野心的

リノク︵PG＆E︶社がポデガ・ドバ一弩炉︑二慰炉の四つの発電

州︶にこのプラントを建設するは

ー祉︵PWR︶︑コンシュマーズ
中央部に相ついで軽水炉を建設す

州アーウィンにある同社の酸化ウ

米NFSG
社E社から大量受注

高速炉用燃料を製造

ずであった︒その優ボデガ・ペイ

画が遅れたため︑最近の原子力発

計画の撤圃によりPG翫E往の計 ︒パワー祉︵PWR︶なども︑北

る予驚である︒

バー︑ビング・ロソク・ポイン

またこの地域には︑エルク・リ

電瞬発浅状況と需彌の将来乾をに
らみ合せ︑イリノイ州に建設する
ことに決めたものである︒

ニュークリア・フユーエル︒サ

ト︑ラクロスなともあり︑イリノ

成するよう憩ビノチで工事険侶妊め

の運転特性︑蚤全性愚書へるため
に利隅される︒

欝引拠

この新しい設備は硝酸プルト訊

で︑熱讃力二力KWの紬速実験

このプラ ン ト が 設 絞 さ れ る モ リ

物燃雅蘭遼実験嫡︶用酸化プルト

︵GE︶社からSEFOR︵
て酸
いる
化
︒

先にゼネラルのエレクトリノク

の建農を急いでいる︒NFS社はわせるため︑設備が年末談でに艶

GE娃︑逃ドイツ原子力研究機関

より︑立派な人洛は長い入生繊

がア⁝カンソー州に雌器中のもの

路の中︑霞然に形成されている

を翼注︵価拶蔭ゐ㎡以上︶してお

法学士系統の人々が王穐であっ

のである︒

り︑納期の来黛八月謹でに闘に禽

て︑その配下の科学技術薔は尊

津具の英園労働覚の鮒選挙キ

碍製造設備をもつ製しいプラント
明治維厭以藺に

門黙坐についての蝦簿︑建識四

ルノチフレーズの一つが﹁科学

イ州︑ウfスコンシン州︑ミネソ ービス︵NFS︶社は︑テネシーラン処理工揚に加えて︑完全な燃

は士農工繭という

々にどんなに茜蛎していること

完成間近いフランスのサン・ロランー1

海水脱塩プラント
米・ギリシャが共同で

の可能牲を検討中
アメリカおよびギリシャ政痢は
ギリシャのアテネ地域に真水を供
給するため︑発徽プラントと組み

噌麗開SNA旺XPORP，（全ソ技術輸出公団）

潔

このほどアメリカから二千蔵潜認．

リソヒハイム原子力発好所︵電気

飴一便が刑聾した︒これねオ〜ブ

の六フノ化ウラン︵濃縮ウラン︶

定は年内に発表される予走︒

米A一社︑高速増

合わゼた海水脱堀プラントについ
ての捜術的経済的可能性を調査し

殖炉開発に積極的

で使用されるもので︑同工場で燃

（全ソ技術輸出公団）

縫線謡㊨闘

出力二十八万二千KW︑PWR︶

コン・﹂・ブラハーティ氏は就眠 料舷門に仕上げられる︒一マ芳％

ナル︵AI︶社の牲長になったジ

でアトミソクス︒インターナシコ

チセンシi・スターの後を継い

ている︒この調査では脱塩フラン
トの熱源として舞子力および化石
燃揖プラントが娩討される︒

燃料関係のコンサ
ルタント会社設立

濃縮のζの六フノ化ウランの価格

AI社は命後売れる鎌継増殖 は銀十万調であるといわれる︒

阜々次のように述べている︒

ニユ！ぐノレト60カζイ吏わ才L『ζし、ますσ

年間処理能力

昭和4肱瑚。均5用
スの齎くにはコモンウエルス︒エ

順陛で人の職業が

か︒豪たそれに対しどんなに多

が国の選挙の悲劇は一体議の罪

系の入々の各方暫における大切

雛省はもちろん有龍なる瑠務

だろうか︒

のではないと思い込ん

なる仕裏上の酒躍の必理性を否

﹁科学技術﹂なるものに曝する

巨一毒翻

元AC社燃温担当支配人等
アリスチヤルマーズ︵AC︶社

鵬セシウム137，イリジウム192，ツリウム170，
ストロンチウム90，プロメチウム147，その無

＊カンマ線源としては、4000キュリーの放射能をもつ

Moscow G 200， US〜R Telox 9？4
また1裏 辱主爲ソ癌癒醸代饗醗置
電7轟（447）3忠91へ

U5匁殺

学
子

原

た︒否︑維新後も

ることか︒

人文科学を学ばざれ

でいる人が娘何に多い

定するものではない︒たた先迄

了解も先進編なみであるかどう

において国民金般にわたって
い人で︑たた長無専門

國なみであると慮負するわが国

業勝に從覇してきて︑

かをすこぶる疑う次第である︒

私は文学も史寧も工

今や非第に吊識に冨み︑強い意

原子力研畿開発︑芋宙開発︑

学も醤学も全く知らな

饗よ︒

ば人闘形成ができるも

技術の振興﹂であったとか︒わ

順位づけられてい

た︒さすがに近年に到っては︑

りはやらないようになったが︑

こんな占い考えは︑もはやあ濠

心の奥底にまでもこのよ︶な思
想の片鱗が曝して％全に払拭さ
れているかどうかというと︑ど

い︒

うも一寸筒をひねらざ．萄を得な

だから繕対に死守しなけれはな

任懲にあふれ︑暖かい人生感壷

ガン対策︑公主防止対策︑等々

諸冨厚において︑この局とあ

らぬと職制含理化騒ぎの晴︑た

持ち何とも二隅えない高い人搭に

つゆっくり涯兄させていたた凄

これが姐阿に推進されるか︑一

の局たけは技術煮のポシシコン

びたび血眼の人から聞かさ れ

桜し輝敏の愈に控たれる人々を

︵丹羽周夫︶

数しれぬ稚たくさん知ってい

家しょう︒

中︑仕事がほとんど科学技術的

る︒つ眠り一藩にひいでる那に

ま

嚇

全ソ技術輸舩団ぎ縮旧臣辮｝窓鍬r

ササの

ノ

煙怎 芋

距曲5陥臨xp贈

＝ステンレス鋼の二亜アンフシレに入れて供給しま瑞

回転陥射、振子昭射、およひ麟か収敏照射を

●

の3

各櫨の静的、動的照射のパラメーターを自由に
設定てきるのが特徽です。

メガンマ線およびベータ線原の広い鍵囲

行なっために験鵠されまし九。

全ソ技術輸出公団献鷺狂儲ぎNAB￡M・。RT・

3・潟合わせ

rFlρx駐7審

まんは 駐日ソ遼山開代縞目
電、鼠447）3z91へ

2αO

G

ハ10SCow

ROCUS，，

回転一思敏ガンマ選手療装置

一義原裏面の汚染は皆無である凱とを保舐します。

謀容器は完全に気密

＊「qカス」は用途が広汎で、従来のガ／マ穣昭射に
よる讃療鎚澱に比へてはるかに糖密てす。
＊「ロカス」は操俘が安全かつ兜全に行なわれ、

輸出晶
米ガンマ線放射原コバルト60
鴇1グラム当りの比放射能i50キュリーまでで、
放射能総針6，000キュリーまでのもの。

＊「ロカスメよ悪1生腫蕩に対して、静貞う照射、接触叩射、

（…

」

た︒現荏の政府の膨大な職隅の

な郡局であの冷がら︑いわゆる

く一◇く一C

v／鵬

τ酬s閥A麗X隙τ

v／o

@

制霜
裁鰯避

難縣

科学技術という座

くの﹁めくら判﹂がおされてい

鑛1騰撫灘ll羅藤壷
随分水い聞この思爆は残ってい

㌔。◇Q心◇＿〉◇σ◇Qぐうつ。◎QψひQΦQσ⇔◇◎o◇加QQOQO◎◎◎OQ◎◎◎仁ゆφσ◎φ◎登◎σ◇Qρり◇◇◇◇

新

業
産
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副
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産

力

ｰ⁝主

十五年後は需要三倍
難回議襯脹ニューフレックス駕で講演

入れられる価洛て︑十分野供給さ

ウランが︑精子炉便用者に受け

このよちな購古律は︑必然的に

仕の技術で競争で罵る地位に到達

原子力発霞所は阻界的にみると現

総揺すると︑墜下建喉の大型

ボルトの範囲で作勧します。

可欠です。
＊持ち運びが可能です。
＊輸送が可能ですσ

＊構造と保守が簡」瞬ですσ

＊儒頼性が高度です。

固

お問合わぜは：

全ソ技術輸出公団

まノ、は駐日ソ連通商日並部屯F駅447＞3291へ

月一日に開始さ

約四十万ナである︒濃縮ウランの

しかし︑この操業に関験して︑使

学者は︑燃腿サイクルコストの改

すると期侍されている︒嚢子炉工

◇

＊圃速工程のレントゲン撮影および7細部に
わたる欠陥のX一線探知に用います。
＊不燈明隅況における蕩速工程の研究には不

九六几館・

九七万傑までの野間ウラン購要は

講雲量は全体の約八O％と予想さ れることが可鮨になるであろう︒

れに関しわたくしは︑ウランが霞

用琶がAECに引き渡す前に潔分れるか否かの問題を提起する︒こ

存することが必翌になれば︑U3

良と︑もし旧いコストの物質に依

ム中に内蔵されている大部分のエ

ろうQ結隔︑ウランおよびトリウ

増殖炉は︑もし原子エネルギーが

ネルギーを放織することのできる

を満すものならば︑当然必要とさ

きたるべき世代のエネルギー需要

一QじQ∩藝0一

れるだろう︒

麟騰

一AEA︑原子力

フィリピン

発電の可能性調査

◇

lRA−1

が︑

三儀二千ゾ付近になり︑一九八○
れる︒増殖炉︑あるいはトリウムの

で濃縮物︑蟹処理︑謹製して六フソ

時期に供給され得るであろう︑と

力会祉に強し︑いっか鍛も適轟な

使用は︑一九八○年までにウラン

年には六万五千沙に増加するであ

当無の予測に機械貿与えるほど箪
化ウランにする準備を行なうよう

経済的に調川細ることのできる炉

いる︒

現在行なわれている鉱広の踏査

掠の発見が必要ならは︑数年のう

は︑大敏の追加すべき低コスト資

8◎

ちにその多少の臼やすがつくであ

衡な資源の分布を埋め冒せるため

図は八隼閻の聲源を蕊準にした

源が必要と考えられるQ

には︑平均して八年−十年間の資

っているであろう︒会社閲の不均

十年⁝二十年操業できる資源奉持

っていないだろうし︑ある会社は 設癌ができることに確揺をもって

信じている︒

08一り当り十賭以上のウランを

な律継的な増熱形態がつくられる

アメリカのガス拡散プラントに
ことが期涛されている︒

要になる三は考えられていない︒

おける罠陶所角ウランの有μ濃縮

■

床を含んでい

ン獅

地域︑誤たは難題に地質学的に有
望な地域にお

ランの門颪を表寅

る司能眺はあ

に

段階を終了し

To！e里97妄

200，しS『IR．

G

32〆3｝，Mosco、、

MOSKVA

SSSR

一両糺1

Senn紐｝a

τLCHS＼、Br、夏｝QRT圃Smoユe轟s気a｝a

V／0

八○年までの探鉱に二言ドル
可能性のある付加的資源開発を

と
とい

ウランの量を示ゴ︒すなわち︑ウ

の推算に無しウ

わす・これ劣

在の年間生藍率−約一万八千誘i られている採鉱︑製錬技術によっ

るが︑熱望浴

フィリピンの発電調査

岡際原子力機関︵IAEA︶は

EN露A

や

つい∫薗臣のレポートを提出す

近く

の特別基金からの綴資で一九六三

る︒これはフィリピン政府と国連

の竃力系統における在来および隙

年に調査されたもので︑ルソン品

子力発電の可鮨性を決めるための

ものである︒

◇

ドラゴン炉︑最初
の全出力運転終了

欧州原子力機関︵ENEA︶が

イギリスのウインフリスに鰹設し

たドラゴン実験炉︵熟出力二万K

かった︒

射性物質の放出もあまり見られな

れば一顧嶺り一％︑冷却材への放

なお︑ヘリウム︵冷却材︶の漏

焼度二四％を達成している︒

︵熱︶︑利罵率九八％以上で︑燃

間の運転成績では出力二万KW

運転が停止される︒過宏三カ月

ずしを行なうため今後三カ月闘︑

りかえ︑六つの熱交換騒の取りは

た︒同実験炉は︑検査︑燃料の取

ど全副力運転の第

W︑誌鼠ガス冷却炉︶は︑このほ

＊1966無におけるAECの猴定

第三画ジュネーブ会議以後の一矩間は︑原子力の分野においては者しい発展の時期であった︒ジャ

；シi・セントラル・パワー・アンド・ライト社は金く経済的な比較たけから︑従来の化石蹴科にか

わって原子力発電を選んだが︑最近になってわれわれは︑化石燃料の確笑な布揚と擬しられていた

世界のウラン資源を︑U呂0δ は︑既知の鉱床のつながりで来踏

十分に確認された資源

︸ポンド当り三十♂までの各謹価 査の部分および既知のウラン産出

格の
可能性のある付顯的貸源

と蝦蟹Oれ︑

いて墨書する

各閑日醜聞内

う二つのF︑羅で責わすとしょう︒
これら一⁝つの鑑巣の説明とその

の原儀藻麹
と

う︒〃十分に確聡された資源

可龍であると必

解駅を行なうことは粕用であろ

はつぎに添すようなすべての既知

ランの含萄量︑およひ他の因子︑

響た
されるウ肚
鉱床中のU308として喪わし

たとえは︑形︑深さ︑冶金学的特

て生産腺価が謝算可能である鉱廉

0

＊世界最小のX一線装羅で、200十300キロ

（全ソ技術輸出公団）

下︑この九月にバーゼルで闘かれた︒国際原子力産業展︵ニュークレノクス鵬︶の技術講演会におけ

上限をやや越えている︒しかし︑
一九六四難と同様に︑われわれは

現在このような予測の不確走性を

考えて︑八千万一一億一千万KW
の範懸の計画を立てている︒われ

ぎるかどうかが︑数ヵ月後には明

われが見積ったウラン需要が多す

ろう︒年間のウラン供給について

性などが十分に明らかで︑今日知

をいう︒トン数および三位の推算

て・蓋の鉱掲

いうと︑このことは非共塵醐の現

らねはならず︸九八○年輪でには

は︑一九七五無にはほほ二傍にな

よぴ調沓活動

脚

地域に原子力発躍所が発注されるという︑隙子力への大当な動きを臼のあたりに見るにいたった︒以

躍コスト︶以下になる︒シャーシ
らかになるであろう◎アメリカの
漂子力発鍛の発展における現在の
中隔附な計数に潴えて︑われわれ
は他の諸国の原子力発電が党凹し

てくることを嘱慮した︒つぎの蓑

て︑み共産圏内に多くの謝画が出

は非共陛圏内の金需要の予測値を

と

累積必要羅掌

をア
こ：カ
ｮぢ

るアメリカ源子力委員会漂繕物資部長のフォークナー茂による講激の概要を紹介する︒

米以外でU需要顕著
お︑発電コストは圏ミル︵オイス

八O年には非共産圏で六万五千トン
一一年酪⁝に︑鷹力会社がジャーシ

ていたのと同様に︑現在︑各遜力

i・セントラル祉の数値を評価し ター・クリーク発電所の見積り発

会社は藤下発注されたTVAの魅ー・セントラル社の見盛りに関連
気出力蒼十万KW一璽の原子力発 して︑発躍コストの敬魯は大型原

る︒

一九八○年獣でにアメリカに建
設ざれる原子力発萱所の容認とし
て︑われわれが予測する値は九千

がほとんど行

〃可能盤のある付加胸資源

三倍以上にならはばならないとい は鉱床の特別な試料データと測定
ノ
うことを惣味している︒一九八O に星ついている︒

966年までに確認

幽…鵜

男薗万KWであるが︑これは以荊 与える︒

3◎◎

1980年までに必要な附加的責

ﾂ

発酵の発驚コストが︑KWHあた子力発臥所の荷和さを摺摘してい
り二・一嵩七ミルになるという見積

りに注翻している︒実際︑もし発
電所を薩閥の磁力会社が建設する
とすれば︑これらの数鎗には補正
が必要になろう︒しかし︑このよ

40◎

インパルスX一線装躍

8『IE鶴｝儒閥A副EXPO醜1「・・

V／麟

鴻
76

200
8駕鍋の寅源を加えた
累積必要盤
＊

された資源

r
U308て103

12．00038，00032，000
β卜

合

積
累

ll茎1

＾≡会

うな補正を行なったとしても︑な㎜の予想答嶽六千万−九イ万KWの一この簑によると︑三共蛇心の＝年までの累績需要蹴はU308で﹇

アメリカにお

74
72
70

3，500：L5，000

一

㈹
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5，000
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非共産圏のウラン需要
（米㌧てのU308＞
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業

委蟹 田 A ム で 本 格 調 ﹃ 査 へ

のみが残ったという経験を繰り返

東電の原子力発電所中心に
福島県は︑集京電力︵株︶が同齢双藥郡大熊町に建設準備中

として発展させる構想を倹翻してきたが︑いよいよ十月

原子力セン

の幅勧除子力発慰所を中心として︑乗聡の原子力開発研究所や

タi

原子力関連産策を誌致して︑双藁地区を福勘擬の

でに九月補正予算で調査質置十万円を予騨化し︑松井遜央早稲

から本格的に勤まだそうとしている︒このため簡鋤県では︑す

田大学教擬を中心とした﹁双菓原子力地帯圏発訓画調査嬰継

原子力

嗣しを新設するとともに︑国土訊薦協会︵会畏・徳川宗敬氏︶

に蚤託し︑猛休陶な調査検討に乗りだすこととなったQ
福錨県が謝画している

さないように︑この原子力発糀開

施策として︑一大掠子力センター

発をキノカケに︑双葉郡の再開発

構想を進めていたが︑このほどそ

の実現を期するため九月補正予算

企磯開発部では︑調査は困土計

に翻査蟹菖十万円を謝上した︒

田大学の松井教授をはじめ︑東厭

醐協会に婁此するとともに︑早稲

捌など原子 力 関 連 課 業 の 誘 致 ︑ ③

線照射を利聡したプラスチソク工

原子力開発研究所の誘致︑②放射

て建設礁備⁝が進⁝められており︑

県双巣郡大熊町から双葉町にかけ

の福勘原子力発電所は︑現在︑岡

センター

隠隠︑通結論︑建設雀︑慶林省︑

放腸線利用の農揚︵ガンマ・フィ
昭和五十一年十一月濠でには総工

櫃鎚県の構想によると︑①東電

；ルこの建設︑④昭涌四十八年
磁駈︵禽謝約麗麗二十万KW︶が おこそう一という ねらいで︑道

賢約千二醤億円で四鎚の原子力発

路︑搭蕩︑用水施設など公集票業

用を中心に新しい薩業を双菓郡に

調蚕委員会は︑原子力発躍の利

検討を進めることになった︒

委貫会の手で十月から現地翻査の

運輸省などの代表で構成する調査

癬工予定の東北鷹力の原子力発織

の中心となる乗窟臨力

祈の醗致などとなっている︒園圃
建設される予定である︒第一号炉

として︑放射線照射の利用による

子力開発研究所の誌致を聯はじめ

この閣轡館は地上二階地下一階建

三十田午後三賠から開催された︒

に完威した圏轡館の落競式が九月

保健物理領域におけ

合計七＋六

鉄鋼照射試験経過−一

▽総含講演△
ニゴ七日

長俗川正麗︵阜大︶︑井形臨弘
︵集大︶照射技術に関する諸闘

動力炉関係ニュースの二二などに

グラフィ︑翻訳などの二次資料︑

慧が急激にふえており︑ビブリオ︸

いるQ技術傭報部では最近︑簡報

ービス懇行なうシステムになって

階の閲覧叢に上げ︑そこで図省サ

したものを欝欝処理したのち︑二

階で甕料を受け入れ︑研究に虚績

術縛報部の一施設となっており一

とくにこの図澄臨は︑原研の技

H本線子力研究所の東海研究所 どを盤欝にたくわえている︒

プラスチノク工場︑ガンマー線利

爽験炉の計虚目照沢正離︵原

着林二郎︵京穴︶原研の蕩惣

研︶

二十六田

▽パネル討論会△

高速申性子速は単位両機︒単位時

米国オークリノジ研究所保健物

おける放射性醜汲の処理と処分に

理部のT・タムラ博士の﹁米国に
ートロンで︑従来最も筒かった璽

岡溢たり七×十の十三梁個のニュ

ドイツの原子力商

1−0−UO脅り膠藍一1一匹

会國函館鵬蛍で開かれる︒

ぬ実験孔VT−1の一・五×十の ついて﹂と題する講演会が︑ヤ月
十三乗よりも嵩く︑さらにVTi十 日午後二時から斬宿の土木学
Iでは除算の点で発信の多い試秘
が照射できなかったが︑この照射

一次冷却系の癒水で強制無知され

力法では試料が燃群要黙と耳当に

るので︑除熱の心酎もないといっ
た将徴があるσしたがって︑原研
では今後︑聞い高速中性子束を必

高分子の放射線化

Iの研究に利用言粂疋であみ︒

材︑構造桐などの照射試験や︑R

要とする商迷炉用燃料︑燃料被漫

JRR12に装荷
わが国最初の中空型燃料棒

船オノトー・ハ；ン

のほど︑アメリカ原

暑の乗組員階名がこ

子力陶船サバンナ弩に乗組み乗

組員調鯨を闘零したVこの訓練

はサバンナ号がドイツの港を訪

の雪曇︑三日間の土塁期間およ

隠するたびに︑港から駅頭まで

び出識の際の運転に︑嶺浪に組

は︑＋月三顧御幕四養J照雨︶の無百工8R︐

日本原子力天業会議の放射線化

も参考になろう▽サバンナ辱は

は︑粗暴の田本の菓務員訓練に

窟効な機会をとらえたこの方法

のこと▽運転緻練としては最も

み入られて今後も続けられると

に初
2め
などで実用化されているが︑わ 学委員会と放射線化学研究会共催

現在︑欧州定勘航路に就いてい

学セミナーが終る

の﹁嵩分子の放射線化学に関する

るが︑〜時は太平洋航路で日本

山苞の中に試料を挿入して照射が

これ票での角型に対して︑燃料捧

月に納入したが︑今圃装構された

三無が各一本ずつ試作し︑本年四

看を含めおよそ濁名の関係嵩が出

轟日は米︑加︑仏など海外参加

V原子力船の寄港が原子力開発

に綴溢するという語もあった

その蝕30傘二重類

鑓雌所が四麗麗濠でで約二唐二十

二十六︑西目二十四︑プラズマ

題日大内信平︑野村宋磁︑堀木
一郎︑団野皓文︵以上原研︶

▽特圃講綴ム

ニ＋六田燃料の炉内挙動にお

セミナー﹂は九月三十日︑口本部

ける新知見翻小泉厳通︵原燃︶

二十七田六フノ化ウランの漏

RR12︵親臨力一万KW

が園では初めてのものである︒腺

布センターで開かれた︒

ル論旨にあるユーラトム︵欧州腺

出事故に関する湾染状況と除染

て国産の中空型燃料構一本が妓荷

工︑三菱橡．＋カ工業︑謹啓電工の

研が設dし百年八月発注︑古河恥

日本原子力摘究所巣海研究齎で

罰皆川洋二︵東慧︶

され︑照射実験を行なっている︒

研︶シルカロイ分柄の現状と

二酸化ウラン分析の

現状と間題点11本赫健次︵原 とくに今町装荷された燃料捧は︑

二十八瞬

闘題点巨平野四蔵︑中局篤之助

ことを考えると︑オソトー︒ハ

の国際協力にも結びつくという
席し︑①高分子の放射線化学にお

ーン号就航の際は沼本への欝港

のは謄写電工が試作したもの︒

よぼす要囚︑②島分子の放射線化

できるように筋鞘加工された中幽

学のその他の分野︑③気附職分子

︵原研︶動力炉燃桝被覆管烏鷺

寸法は長き九二四ボ凝︑直径七

セメント

万KWと只晃電源地帯︵二階万K ︵四十万KW︶は本年十二刀に正 の必要挫譜図討する一方︑束醒原

岡県企画開発部ではかって問県

成予定であるQ

W︶を上回る一大館獄地帯となる 式庸工︑四十五館十二月衷でに完
こととあわせ︑常磐・郡山地臥と
佃台・塊蚤地区の両新産都粥を縞

麟かわ入手した約十二万件のレポ

力関係の園庭二万一千柵︑世界各

てで︑季重から応用にいたる正子

内で行なわれた澱児嘘源開発︵旧

胴の慶場建設を国ざし︑郡全体必

訓一蒼万KW︶が開発工購申たけ 原子力の先進地区にぬりかえる構
想を検討することになっている︒

ぷ中間地帯として︑新太平洋ベル

活気を示し︑工慣終了後は爽耀所

ト︒ライン形成に威力を発揮する
ことが期待されている︒

物理六︑高達炉十六︑遮餓二†

大学炉における

†八日

炭化物と

六・一憎ザ慧︑構造はアルミニウム

．

可鍵繭

産
フ
ブ

子

原

日本原子力学会︵会艮．一本松

二十七日

る中性子モ一︷タリングと線蚤算

定

研究・教甫讐理上の問題点

二十七繍①﹁保健物理の澱近

▽保健物理協鍛会共催講演会△

の旬間題﹂モーガン博士②第

圓国際放瞬周防講会畿の報告

原研︑原燃︶・

第六図原子力燃料材掃分科会
︵後擾

娚闇闘装丁月二十六日〜一

場所釧原研典海研究所

十二︑金属筆管︑

この型の燃料はアメリカのアル

の円型型燃料棒である︒

なおアブストラクトは原子力学会

の諸闘題⊥二漏良績︵東大︶
・燃料設計七︑燃料検査他二︑

その他化含物燃料八︑燃料要素

着戻壁聚
公評錬

一
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原子力学会主催の二分科会

四四氏︶の各分科会のプログラム
五︑炉制櫛二十四︑安全性九︑

プログラムと日程が決まる

の一部を本紙前号で掲題したが︑
傑健物理＋二

シグマ研究専門婁員会炉定数

▽総合講漁△二十四日

このほど跡物理・炉工学禽同分科

会︑黙料材料分科会のプログラム

が正式に決定された︒

藩型転

グループの活動1一森田敏炎︵一ご

菱︶︑坂田薙︵原研︶

換炉翻露木成又︵東工大︶︑沢井

臼本線子力研

第六回炉物理・第四図炉工学A円
澗分科会︵後援
究断︑関西践子力懇談会︶

定︵原研︶

藤田驚顕

KUR−Lユnacについて︵
雌発表論文︶u酸化物燃科⁝⁝

劉飯勘俊檬︵臼本線子力撃業︶

芋五濁共鴨領域の理論展望

▽特別講演△

期閥11十月二十四〜二十七日

揚所睦近畿天学理工学部

発表論文数が合計二薔七十三編

と多数のため︑三会揚に分かれる︒

各分野朋に発表論文数︑僧粥ると次
のとおり︒

原子力醜接発羅の鋤

塩化ビニール

＝
二十六日

カーバイド

建
向睦吹田徳難︵阪犬︶

で結ぶ

瞠柵●

炉物理九十︑頬特性三︑熟伝達

を餅圃してみては如何︒

診生灘業を丸

量
︒流体力学†一 ︑機器・構造十

に関する廻S奥躍子スピン共嚇︶

ゴンヌ国立研究所のCPi5やべ
の外衙のなかに四憩の円簡燃長板

『

甲

脚

闘

葦で︒

スア目一ル

電気化学工叢株式会社

セチレンブラソク

懇編繭

一

照射†︑被呼材八︑その他八︑
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民間取引へ
一歩前 進
M・B・クラツツアー

後多くの修正︑改艮がなされてきたが︑基本力針

が行なった声明に端を発するものであり︑それ以

隼醐の一九五雪年十一月にアイゼンハワー末統領

これらが実際にどのように適用されるか︑以下か

における核分裂性物質の民有化をもとりきめた︒

正を識会で承脳した︒豪た︑この改正はアメリカ

賃濃縮サービスの実施を認める

の改

は全く変わっていない︒アメリカの海外に対する

バーゼルで行なった諮演の抄訳である︶

んたんに述べよう︒︵窪︑以下は一撃がスイスの

給を保証すること︑第二は︑アメリカの顧客と︑で

協肖 鳥期間は三十年
運転計画に基づいて供給

耀可に温ついて︑直接に︑アメリ
︸
カにおいて核物質を購入した民闘

員会と顧客との供給契絢であり︑

ウランを調達する第ご段階は︑委

いる相露盤の民問会社と縞ぶこと

窪たは購入を政鴎から工められて

販売契約や輸出契約は協力圏政肘

売や輸嵐が可能となった︒そして

会祉や欝欝による濃縮ウランの販

するには︑二つのプロセスがあ

が︑同時にアメリカ政府の流務巻

販売張たは震濃緬のいすれであ

会と質濃編契約を粘んで・海外の

が︑アメリカの会社は源子力委員

だけ紬ぶことがてきるのである

二戸とする︒琶準は変更されるこ

従って原動力委炎会による変更を

この錘藁の変更は︑原子力法に

の末結局︑理論附星礎柑けを必

一・志

霧されたか琵翻し︑ユ多＝

繕金総額の二十五％を超えない範

とんど箒状筐対するもので︻⁝

岬

かがわれたQ外からの嘩輸入で

糊

はなしに︑欝のもの編発し妬

基礎研究への勲の入れ方には︑

副

ようとする團での惜しみのない一﹇

大いに見翌うへきものがありそ一㎜

うである︒

全︶

千習意字以内︶

︵大阪大学工学部教捜関谷

︵投稿歓迎

濃縮ウランの配分は︑鞭客と生

ての織客に費用の節約をもたらす

を最勉強に轍吹し︑その結果すへ

熱熱隷

翻ーレ．

ことであろう︒従って原子力欝欝

できるようにする為に︑現行の協

会は︑碇首班ベースで燧料る提供

する用懲がある︒

力協足を変更するに必要拭考慮を

て最も魅力胸なもので85りり世罪 滋雨総星準の進展に関して︑原

きれる濃縮ウランの料金表を維持

つもりである︒販売べ！スで此分

醍分濃縮ウランの価格牟維持する

要とする天然ウランが合理的に入

驚により継紬されるであろう︒更

に原子力委員会は︑もし上客が必

電 醜二
塁翫臨閣

麟︑︒︐・

灘

灘

鞭

6−4・大阪禽周東京ビル

塾とするが︑冷却孔の拡散定数トムのマノテスは以上の話がほ ﹇﹇
に及ぼす変化か単一燃料要素か

囲で解約料金が付加されるQ

子力換損会は急雷礪サービスが開

することは︑この時期に商業的に

手できないと申し出た融合には︑

禽

いたします。

曲を翰送方程式の固荷頬として

のカウツのイントロダクション

置

あるのに対してパラメーターが 躍

周期的に変動する系等︑隠間門

昌

⁝⁝

一﹁

数をとり入れうる可能性につい

以上︑今回の結論として︑へ

て議論をした︒

に解決する必要がいくつか見出

隠遊簸煮端鞭翻

短かい引渡し鴎陶を垂込︷ヨる強含

☆必要愚契約の特性︵略︶

書纈曝
⑳
始される一九六九年一月を畑点と

響られる天然ウランは一uン当り八

賃濃縮契約による取引に必要とさ

あります。

定蕊すへきであるというBNL

って再検溺されることになつ

理論は整然たるものて︑従来の

ンバーグのヘテロな系に対する

バンクリング概念をヘテロな系

ノクリング測定の応用として燃
料体を最小限にとどめて実験す

に無理に延用することを機本か

6臼旧した︒二

るための工夫として︑従来の支

円柱におきかえ

たり︑銚映の境界条件をそれに

は反応艮が蒼嚇禽にどのように

イブについて︑ギフトプーロス

られる劣化残余物質の受取りにつ

の激しい艮論があり︑長い議論

引渡し濃細ウランも掲込みウラ

ン物質b六沸化ウランの形でなさ いては顧客に原説催が躍め6れ 産賓に零しく︑労演ウランの供論
た︒もし搬器が選択催を行使しな
れる︒

あるアプローチとなると我たは信

について︑よO舎理的で︑魅力

て︑顧㎡がその購入数撒を明確に

い揚繭は轟轟会が残余物質を撮持

示さなくても︑必襲瓢が支給され

☆濃編サービス料金
濃縮料金は︑国内外の融客に対

o勺︒この方式は貢濃縮

して匿別はない︒この料金は冒報

るものでρ

サービスの規蜜にも適用される︒

契胸は︑湘各による一定の匹敵

天然ウランの霞田競争甫楊の絹発

原子力委員会はすでに︑濃論ウラ

でその都臓公糞される︒特殊な注

も湿度できる︒ただし一定の逸答

によって全部紫たは一部を何晦で

じているQ貫二君の広馳な和用は
ンの価値で二億七千万が相当の艮

の発表する暴ぷ翼との関連で決定

文に対する料金は︑撒子力委員会

☆契約の消滅

娚謎︑緬ウラン供給に関する四つの

することになる︒

海外との契約を実施している︒

は割増金を徴収贈る︒

されるQ求た泌縮サービス契約か 健腕荊に契約が消滅する場合は︑
ウランや︑賃臆測サービスを行う

☆残余物質の返還

第二の契約方式は一定艦の濃縮

ては︑膿吝は一定期間あるいは一

今後の協力協定の交渉に際し

て︑アメリカは濃縮ウランの隙接

用燃属の配分の星本的手段として

販売嫌継続すると同時に︑原子炉

貨濃縮を設定する条損を提案する

的に採罵されると信じている︒

した濃総ウランの配分に関写る政

がをかなり下回る軸格であろうと

れる天然ウランを協定に一ついて

九六八年以降の一般政策

協定に賃濃縮条項

濃縮サービスの︑灸施の絡果欝

ものである︒この種の契約におい

ウランの数緊や緻成をきめておく
ことが要図ざれる︒

必要量契

☆引直しスケジュール

策を発褒した︒その政策の穴部分

肯われるので︑賃濃嶺の魅力がま

は海外の発継用原子炉にとっ

我々は︷段般的に

濃糖のための持込ウラン物質の

は原則的には国内の笹子炉運転者

すであろう︒源子力委員会の現行

約

原子力三雲会への引渡しは︑健

に遜用されるが︑いくつかの部分

力協走へのこの条項の組み入れ

可能性があるとは慰わないが︑協

まず第一は︑少なくとも一九六

する用煎があることは言う家でも

一日迄の醐は原子力委員会は︑天 希識すれは︑これらの契約を履行

我はこの条項の適糀を必要とする

ないQしかし︑賃濃縮ベースでの ば供給解消の一例である︒

いるが︑原子力婆員会は樹手国が

然ウランの持込み価格一心霊り八

八年一月﹁田から⁝九七臨鎌七月

がの販売または負鍛ベースによる

御一報次第、資料、各毬講習会案内、謝弊申込笛などをお送り

﹁．⁝1︑．！i︑⁝一i観潮列測鎖縞鐵葛︑⁝．；．！i

F憲讐黙鏡講鷺懸
イフェルが数学的立場からその

儒
必要な麸礎データを集めるため を皮切りにミシガン大学のツバ らも決定されうる等の利点もあ
濡 私共の一隠約正名は八月二十 の研究も進行しており︑茎礎研

つ密接な協力態勢をとりながら

飛白雫して百舌以南のサのためのセン字とが平行にか

ンデフィヨルドに癒いた︒そこ

に患われた︒二年龍にシェラi

デンのパーソンはそのようなハ

謙日オスロに集結︑バスで二時究のための研究所と動力炉開浴 星礎付けを行なった︒スウェーた︒それに反してソ連のファイ
蒲

である︒彼等は捕鯨に阪らず︑バ

は捕鯨船の集結地で荷名な港町活動しているのは理想的なよう
颪

た独子炉中の空

＝イキング船・コンテ毒・北極・を葭した覧

れ︑臨力炉用燃料として供給され

顧客に濃縮ウランを敗売すること

とがありうるが︑契約は簿来に無

將および協力羅政府の責任であるその変更が現行のものより緩霜さ

碧おこうとする蒙込みがつ

三農カラエフは従来 されたが︑この会合の主催国で湾
艦一実用的な問題が中心に
汐ーーAEA炉物理セミナー@
か窺
らの録で細聖 ㏄蒲観糖襲謎謎

ンのレポートの中に多敏見かけ

射体ではなしにテスト領域のま

ペヌワ等の中性子束分布の巨視

用いることの危険性を指摘し︑

的成分の数学的分離訟により︑

け︑それを摂動補で取扱い︑バソ

わりにうすい中間の燃糾層をつ

クリングの変化から特定の炉定

たのに対比し︑今回は非均質系 数を決定するという中間海南入 ヘテロ系のバノクリングを概念

成りアカデミノクなものであっ

蔚測のボーランドの会禽が可

られるようになっていた︒

つ濠でも論りとしているQしか

も戦後はやく響がけたことはジ

現在ではハルデ

唐轤ﾌ用いた船・鑑罷なも孔藁の麗も

置南極櫟険にナンセン︑アムンゼ

借

颪のをしっかりと保存し︑かつい

儂も原子力のような噺しい分野に

[プ型の炉が窺水型の炉の一つ

ﾌ代入として知られていること

ｩらも明らかである︒原子力のを中心とした実用段階に近い問 技傭についてのべたが︑その理 づけうる可能性を示した︒M工

力婁員会が︑当該政府豪たはその

する︒第二段階は︑アメリカ原子

る濃論ウランに対する原子力委員

ができる︒しかし海外の特定プロ

し︑薬量の二百により駕驚を受け

必塾とされる分を供給契約に星つ

ことは変らないQそのような決定

会は非均質非零方系の物蟄遡

﹇f力炉のセンタふあるが・前議義凡・

原子力当濁と︑明確に決定されて
会への支払はカレント︒ベースに

ジェクトに対する燃料の要請が協

いて引き渡される︒これは一発霞

がなされた後は︑特別の取り決め員会が認めた場合は例外である︒

ドのワイスはしめ理論鱗注から

､究所としては︑オスロ近く 髄に璽点がおかれたのもこのよ 論の一行一行が埋論尿にはたえτのカプランは炉定数を決定す
副のシェラー研究所とハルデンのうな国柄からして嶺然のことと られぬあらいもので︑ポーラン ることのでき○央験の可能なタ

いる特定の計爾への燃縛供給に関
よる︒しかし︑輸出入銀行は燃料

力協疋の馳間に合致しているかど

所の一指心懸に対する予備および

特定の轟轟に嘱する熱唱照につい

畠省は中性子の磁気敵乱調のアカ

ースで行なうことができる︒この

ができる︒原子力委員公はアメリ取り決めは︑燃料サイクル・サー

それは商業的な性質のものである

表わし︑契約条件下での必要物質

カの濃編工揚を所自し運転するのビスが単一機関により供給されて

国政勝あるいは︑その政府が加盟
している躍際機関と︑その圃の原

る︒

の供給の保証を意味するものであ

いるような揚含︑現行の輸出手頽

芋力発電に必要な燃料の長期的な

する契約に入る︒後に述へる新し

なう翔忘がある︒

インベントリーに対する融資を行

☆基華の変更

い取極めに星ついて︑二国の総総

閥の契約ができる︒この協定は他

は．両愚廓者が希望すれば︑民潤べ

燃料は︑織客の運転61幽により うかを決算するのは︑アメリカ蚊 ないことは勿論である︒ただし︑

團が必要とする濃縮ウランの搬筒
貯戴燃料蟄素の蟄当な必要鼠を蕾

料金は内外共一率

爺藏
対する提供には制限はない︒この

常︑濃瀟ウランの引慰しより最低

はアメリカ濃縮ウランの海外での

☆物質の形式と佳歌

礁接敗死の取り決めは︑双務協

協力協定が蹉蓬悶の6の豪で 原則は︑海外の石針が自分で保為

九十日前である︒しかし︑委員会

積りである︒

するウラン資源や︑経済的に有利

は一九六九年一刀一日から百司†

持込物質は他国のでも可

れたり︑顧客からの改訂蟄求を委 定量の濃緬サービスを受ける濃総

限慶をきめることができ︑その漁

裟索の寿命を考慮に入れれば︑顧

む︒このことは︑濃総ウラン燃料

賃濃縮基準．

ることを慧訳する︒

出力運転に等しい燃料を二四でき

客が希盟すれば︑三〜五年閥の全

は今後五力傘にその国が建設を闘

ができる︒

そのような協定は︑この要求を

履行するために必要なガス拡散プ

ラントの濃縮燃料製造鮨力を︑ア

メリカ原子力婁員会が剛り当てる

可能とする︒

な舶副のウランを漏用することを

結へることはすでに述べたが︑海

ことをきめている︒もし原子炉プ

ービスの契約を籍ぶことができ

外の論客は︑この樹間中賛濃編サ

次に︑最近採択されたアメリカ

が広く入手できる点からして︑我

供給する用意があるQ天然ウラン

原子力委貝会の賛濃縮盤灘の星本

の賜力協定の多くは︑動力炉に対

ラントの建設スケジュールが維持

する濃囎ウランの販売を規定して

きれず︑当該契約が履行されない

使用者にとっても麗嚢である︒

九無一月一日以降直ちに︑費濃縮

一九六

契約に五ついて濃縮ウランを受取

決めた︒従って︑顯客は︑

行なわれる︒濃縮ウランの販亮を
論ずるに嶺って私は

り⑩幽qH舅ΦbP①︼Pけω

について述へ把︒これは︑ある

るけこ
OO︼Pけ吋ゆO
〃とができる︒

必要蝋契約

費濃縮は二つの契約方式により

三間︑この要或を免除することに
れば︑黛濃縮卿約も改訂できる︒

る︒従って︑協力協定が延長され

的禦項について解説しよう︒

☆護的甥項
この欝欝は︑低濃縮サービスが

画になされる調合︑米国外で麗出

濃縮サービスが海外の猫躍譲葉

国内の顧客との契約家たは︑協力

される持込物質の原子力婁劃会に

☆持込物質の蹴熟地

てが膚効であるという状態の起こ

ない炉に対して︑三十年闘も矧愚

協定に茎つく海外の顧客との契約

アメリカ原子力婁員会から濃縮

により行なわれることを規定して

る︒この処羅は︑実際に建設され

覇合は︑この劉当ては減らさ れ

☆契胸の無類

☆契約の妻飾

始する鋤力炉の燃料卒膿めること

協力協定は︑三十郊豪での長期

可能である︒

当琳者闘の供給協定を結ぶことも

画磐隔累化する︒

で費濃縮の契約は原子力委員会と

供給をとりきめる協力協足を締結

る︒第一段階は︑アメリカが︑他

アメリカから濃縮ウランを調達

いる︒すなわち︑原子力委員会の

は︑撫設の寿命と等しい期間︑長娚的に燃料の供

原子力法

アメリカは一九六四年に︑一九六九年一月から

である︒

きるたけ同じ条件で︑濃縮ウランを遜供すること

米原子樹蔭
会国際部畏
賃濃縮は︑核燃料を艮期にわたって︑魅力ある
条件で︑ユーザーに供堕するというアメリカ政臆

縞

燃料供給欧策には︑二つの柱がある︒その鵬一

の鍛も新しいステソプである︒この政策は︑約十

籠
るのを避けるためである・

地下鉄三三越蔚、小伝戸主∫駅下車

f1澄猛（663）0761〜4
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各国が競
て進出
社と技術提携した︒また仏のモク

クリア社はカナダのスタンワード

民間ベ ー ス の 長 期 買 付 が 有 利
原子力燃料公琶︵理箏長今丼美材氏︶の神山七二理製は十月七日認畜会見し︑圃氏がさる八月二十
七日からおよそ一カ月閥視察してきたカナダのウラン資源開発状況について語った︒同氏はこの中で
タ祉はビーバーロノシ地区で鉱毒

を買収し︑探鉱を開始している

カナダのウラン資源はきわめて有望であり︑米︑仏はじめスイ
ス︑スエーデン︑伊など各国の進出が激しくなってきているが︑

ン等も︑ウランの畏期買付契約に

が︑その他スイス︑伊︑スエーデ

業方式︑あるいは原燃独窟による鉱山の開発︑などに対して好意

ついてカナダと交渉中との箏であ

カナダ政艇はわが国との①ウラン長朋買付け契約の締結②共同一

的で︑鉱区の蚤取りも可能なので︑世界動力田道に来日するカナ

り︑わが国としても阜期に何らか

グ発蟷所︒なおケベソク州のケベ

ラスポイント︑およびピノカリン

ては︑叢々あるが︑津島ベースに

一︑わが闘かろの進出方法とし

の手を打つ必要がある︒

ゲ関係憲との闘で何らかの手を打つなど︑政府としての軍急な決

で︑七日の朝朗会見では調査結果

︵写轟は神山要望理曝∀

について概要次のように述へた︒

と述べた︒

神鳴氏は︑野沢和久氏︵原子燃

断が必要だ

科公祉企圃蜜主査︶と共に八月二

よるウランの罠期買付契約を締結

ム後のスローダウ︑．ノを脱して︑ウ

毛裏から見て輸出龍力は大きい︒

訓画を発褒した︶であり︑その埋

アルゴム・マイン社およびデニソ

一︑至嘱蟹付について︑リオ︒

することが叢も穐利と思う︒

ロント︑オタワ︑モントリオー
ランの探鉱︑採掘に力を入れてい
一︑最近︑米のカーマギー社は

ノク︒ハイドロ社が最近諸職所の

一︑カナダは現在︑ウランブー

ル︑エリオノトレイク︑エドモン
る︒今のとζろ原子力発彫はオン

る︒

形で渡すことが可鮨だと轡ってい

項の適用によって︑今年は同五が

だったのが︑エスカレーション条

る︒︵ロ︶キレート剤を総擬部門

うことを早急にきめる必要があ

でないので使用法を定型

に常設すると共に︑使用法が必ず
しも同

十移になっている︒

どがあげられるが︑後看について

化するための研究が必要であるな

一︑カナダのウランは現在︑採

掘会社全体で蕊千一四千ナのスト
一︑チャンドラー社︵鉱区筋有
ソクパイルがあるといわれてい 社︶よりわが国に対して鉱区の翼

四国国力

十一月十日高松市に

隙子力発毘の開発の現状等

八日までマニラで開催される﹁開

同疑は今月二十四日から同二十

招へいすることを決めた︒

氏義母を︑十一月六田から一週聞

子力機関甥務総長S︒エクランド

原子力婁員会は十三日︑国際原

原子力雲量会

ド氏を招へい

S・エクラン

があると述へている︒

ものの設立について険著する豊門

業医学センター﹂と称するような

は︑薪しい魔設として﹁原子力産

るが︑この価洛は昨卑U窓08一取りを打診してきた︒
麟当り四妙九十聯︵ペース価絡︶

原子力の日

全国的な行事薙鯉
十月二十六日の

⁝緩各地に塾し毒の墓が予

放射能監視状況
の報告会を開催

第一研究生長︶を予定Q

東俊雛氏︵大阪鳴立放射線研究所

ｳれているが︑中国電力︑四國 おいて講歓会を開催する︒講師U

懸力︑九州電力でも次のような行

講韻と映画の会︑月

・廓を決めた︒

中国躍力

講師11原礁取締健

餅翻十月二十六瞬︑要所口広島↓巾

中圏電力本店

東海地匿放射線管理協議会

原子力委鍛会長との懇談において

び京大炉等を祝製する予定︒なお

談するほか原瓢東海炉や原研およ

し︑原子力婁員会や関係繭脳と懇

︵IAEA主催︶に出儲す

会議﹂

発途上国における原子力発電澗用
十月二十一日午後一時から茨城県

るが︑岡会議終了後わが国を冷間
﹁栗海村周辺の放射能監視状況報

東海村の日本原子力研究所講賞で

なお葉海地区放胸糞讐理協議会
融着11中 は原子力の口の一環行欝として︑

映画騰①．損しざな力

②隙子力発電の夜明け

吉岡俊男氏

後援ほ中麟電気協会︑火力発

国富力︑源子力平和利用座金︑隙
産

電捜的協会中農支部︑電気学会中
圖支部︑

告会﹂を行なう︒
九州躍力 九州一円に民放によ
濠た麹欝は︑﹁報答﹂に先がけ
るテレビ放込を実施︑燐問11十月 て︑西野憧郎県会議員による欧米

である︒

三等について話し合われるもよう

の原子力購祷iとくに核燃料再処 は︑日英協定の査祭の工A琵A移
一分間︑内容11巳本および世界の
理施設一など二つの詣念請演が行

ニナ日から一瓢−山風日︑放送聴長目

が予定されている︒

なわれるほか︑原子力施設の工学

APDAへの第工陣電中研の

・行く人・来る人日

窺本フェルミ炉嬰員会︵委員長松

ェルミへ派遣される第二陳︑金森

終発左エ門氏︶からエンリコ・フ

︵関西電力︶ら寺請は十月二十四

昭士︵三更艦力︶︑黒須37島国

一0−UOムM唾奮腫踊零話

譲葉発する︒

第七九回理事会

翠＝噌

なった﹁プルトニウム救急隠療調

十九日正午︑難燃丸ノ内の工業

関連する諸闘題について騰査を行
素のイオン化や︑二次的な化学反

査団﹂︵田長熊取敏之残−墨黒研

子と非強性的に衝突して起こる炭

慮によることが圧側的に大きいこ

なわれ︑蔚回以降の①共通研究開

十月十日から十二霞豪で同駈で行

なお第一瓢回日仏連絡委曲会が︑

しく﹁ウノドプラスチノクスの製

灘等について審畿が行なわれた・

還しい共通研究課題や研究貫の派

対する隊学的讐理については︑①

わが国のプルトニウム取扱者に

ずに現在にいたっていると述へ︑

てきたので︑多くの犠難者を出さ

あり︑原子力もその上に導入され

いて︑職蟻上の健殿蟹理の基盤が

日午後原麗

②二十四日午後睡魔

グループ①二十五日午後原藤︑問

同③二十六

しにたっての群島とがあるが︑蘭

日午後原癌︑再処理廃継物処理グ

日午前原麗︑コストグル！プ一⁝十

原子動力研究会幹難燃二十一

課題︵RIおよび醒子線の照射技 工学部助教授︶を来月から約一力

保健安全グループ三十一日午後腺
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蟹紀伊國屋書店

弊唱鮪駿鑑

策京都中爽区銀座西4−3数寄幽幽国士ビル
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成燃料要素・制御概馴千五酉三十

ギ三十万励︶︒一方︑戸田お
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スペイン政府は商業ベースの食
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オンタリオ水力は︷九七〇一八

○年の間に縛年五十万KWの原
子力難燃所の建設あ認画してい

会式で演説し︑原子力が破壌閉的

エクランドーAEA箏務総長が閉
る︒このため政府髄関であるカナ
に利用されることのないよう王A

する影向である︒

水工場からの電水購入計画も拡大

EAはいつでも臨んでその一部の グレイス︒ベイに建設中の第一聖
強調した︒

役圏をつとめる用意があることを

回同搬明らかにされていない︒

ンクギi祉からも酸化ウランを購 引舟渡されるQなおコモンウエル

リア社から穴量の配化ウラン︵イ

は︑先にユナイテノド・ニューク

一ゐハ％減︵踊年︶

で使用する天然ウラン五千五百ゾ

年︵﹁九六四年︶の二億六千九十

六四年中に出荷したものを示す︒

スチングハウス社︑カナダGE

フィンランド全ソ輸出公団と交渉中

ている︒政府は鍛近︑放射線照射

トの提案毎するよう産業界に求め

に倹磁を進めてき

なけれは︑政膚で施設の所有・運

︵注︶イマトラン社は昨年七たもので︑また最終決定には董っ

の入江締切までに五ヵ國から含計

がある︒

亜鉛・鉛・銅及二次贔化成品

核拡散防止に強い関心

一般討論では五十人以上の発衷

幅に関してはとくにシグバード・

予算・新加盟などを承認
オーストリアのウィーンで開かれていた麟際簾墨力機関︵IAEA︶の鋤十回総会は瓦月二十八日

全会期を終了し閉会した︒第十回総金は七十七ヵ国から三酉五十人以上の代蚕蒼が参加し︑一九六七

fiンで開催すること卒決定した︒

奪度予算の決定︑薪加盟園の承認など亭行なった︒また︑第十一圓総会卒．来銀九月二十六B同じくウ

れた羅は︑シェラ・レオン︑シン

総会は門IAEAの隠的とする王AEAに薪しく加盟を申し入して選はれた︒
凝務に媚盟各国が協力するようし

者が劇壇に立ち︑1AEAが近いなお︑総会では特別講演会が開

社も酸化Uを購入

ガポール︑ウガンダの露ヵ国であ
り︑いずれも満場一致で加盟が承
キー氏︵本丹四面参照︶︑イギリス

ス社は︑現在三二出力二十一万K

契約価格は千五醤万i二千万㎡

議長のメノセーシ卒蘭いた後︑一

認された︒この結果︑三ヵ国はI とも関連して核拡散防止に対する

Wのドレスデン第一発電所を運転

で︑一九六八年から七〇年の間に

九六七⁝六八年の聯業計画と︸九

入した︒これらは発電炉用燃料の

決めたが︑局社はこのほどケルマ

六七年度予籏︵総額千膏八十九万

畏期安定洪給のために行なわれて

ンに醤塾することによって︑加盟

アメリカ︑イリノイ州のコモン

．九千五酉が口六六隼度より六十
続の玉条化について熱心な酎論が

行なわれた︒とくに共蓬六二国

N分の天然

国としての効力を発することにな
る︒現在加期国は九十六ヵ日であ

七万七千五百が増︶を承認した︒
また舶盟圏のうち︑五十こヵ嘘か
は︑現在ユ：ラトムの保陳描隈を

zで

の入札か五内採鉱業者に求めてい

関︑海外輸出を含めた原子力機器

万がに比べて約一六％の減少羊示

︵65年︶

る︒同婁員会のジコージ・ギャザ

出荷筒︵放乙線計測装醗卒．除く︶

している︒

米の原子力機器出荷高

コール擬石長によると︑入札は原

を発喪した︒これはアメリカの原

を白雨するが︑最近タス通信の飯

お︑この発電所は漁港ロビソサに

ン社は昨奪十一月

公庫念じて発鷹

全ソ藁技術蟄 一号炉受注はソ連が有望

ーネント・補助機雛11四百九十万 光熱プラントとなるものである︒

SEA︑ノギリスのA封Aの五の ︵三千八十万が︶︑加圧難・コンポ る医療配員︵廃燈用注射器など︶

ジーメンコ社︑スウェーデンのA 盟．冷却器日二千六百三十万避

業組織等

えるところによると︑この発四所

が科学技術必回生する嶺生者の

炉一猛︵電気餌力

三十五万KW︶とタービン発蹴機

営をやることも考慮されている︒

能力については未定である︒フン

による食品の保存は商業億の可能
性があり︑とくにジャガイモのよ

ていないが︑最近全ソ工業機械酔

うな學節的な作物の傑存のために

タはすでにファン・ビゴンの原子

二盤の輸入に関して申込みを行な月︑第一号原子力発蹴所に嚇し

ルプ鯉造プラント三莚︵契瓶価格

て︑外岡の主要原子炉メーカfに入公認はフfンランドから紙・パ

は有効であると緒論している︒ス

力センターでジャガイモの
八つの入札の内かるアメリカのゼ

八つの入礼があった︒その後このており︑この見返えりとしで発注

三千万♂︶を購入することを決め

ペインの原子力緑営会であるフン

ている︒

どめ

入札を依頼し︑岡年十一月十五臼

い︑その後引き続き商談を行なつ

直近ヘルシンキで行なわれた両

アはこの照射センターの設謝︑建

タ︒デ・エネルギア・ニュークリ
ネラル瞳エレクトリノク社︑ゼネ

著の会談では︑発意所の技術面︑

原子炉11二蓄二十万が︵七薫四
鉱石または精製された酸化ウラン

いるCANDU型原子力発蹴断

今後十五年間に建設が予定されて

オンタリオ水力発電婁員会は︑

加オンタリオ水力

ウラン確保へ

受けて い る 西 ド イ ツ が I A E A の
保擁措置を受け入れることを条件

九ヵ国となった︒

り︑三ヵ日の加盟により合口九十

国がIA猫A加盟国の共同の利益 豪た︑ブラジル︑繭ドイツ︑イ

たのが注陽された︒また︑保隙措

に︑保瞭藍鼠を受け入れるとのべ

に取組んだ英仏媚独等関係技術

ンドネシア︑レバノン︑メキシロ

の蓄難や迂余曲折死終るのは過
沓のたくましい気㎎とその研究

が一九六六−六七年度の理事国と

玄の歴史から兇ても極めて明ら
開発環境の整備がはかられて高

のために機聡の握供をするよう要

騨灘蒲
かである︒田本で大成功を収め
速炉︑核融合へと無限の国際競

O小さなものでも騒配体制をと 走と協力が続けられよう︒

一九六五年中に出荷したものの
子・刀㎜渕面会短︸臼七十⊥ハ社か一りの報

発の還境条件が良くないことは

フィンランドのイマトラン・ボ

・五％︑八奪間の難へ払いを提示

まっていないが︑岡公圃は年利ニ

によって行なわれ︑一九七避止ま

発達するのに既に十何薙という

既に指摘卒きれている︒亮透の

イマ・パワー社︵国営鷹力会社︶

日本は謂外国に比して研究開

たのは誠に御璽擢の到りであ
日時が費されている︒除子力発

朋るいデベロノプメントに適す

は︑近く同憂級初の猿子力発聡所

って集積圓路のような形にまで

燈︒このことはむずかしい果実

る変更の誹し難い予算制度や信

ラル︒アトミノク社︑西トイツの

濃必罰創溜工夫の発揮し難い企

が軽水炉苺実用に供し

い噴もあろうわれわれはデベロ

入札が第〜段階で除外され︑ウェ

得るところまで約十力

社︑西独AEGのヨ社で争われる

である民間企業とその

憩歓気魂の継靴発揮の方がより

わが国では︑何匹もの鬼のスク

ことになっていた︒イマトラン社

建設され︑ヘルシンキおよび日岡

開発を決諾したのである︒関係

革新に醐速増三二等断官民協力

所属科学扱術者の並々

極めて大切である原子力実員長

ねはと決慧を扱歴した人が何入

矢部に鍛力を供給する︒

はソ連の技術援助で建設される可

功したが︑指揮壱の役

無に困る研究開発に成

霞の晃全供給凶行なっ

ならぬ努力があったにちがいな

は根性を説かれたがもっと強い

たAEC︑開発当甥蔭省の環境高野努力は必要である

い︒事突民間関保者の開発蔽歓

能性があるといわれる︒イマトラ

ノプメントに軽水炉等を︑技術

する用慧があるといっている︒な

ある︒発羅所の最終価格はまだ決

の栽培よりもいわばマーケソテ

術が必要である︒米国

でングデベロソプメントに堪能
で成果卒・上げることが出来たか

らである︒日本の水購の士界と
共に諸外国よりの果実は減少し
酎麗ロ⁝が必要となってぐるがそ

のためには移植の十倍以上の手
数にもなる技衛者や設徽研究開
発の時間が必要となってくる︒

技術革新も発思からはじまっ

の発揮にAECの心理的縄導の鬼執念の鬼の登上が望まれる︒

となると仲々谷易でない︒

て蘭品となり湾及するまでは︑

果した役罰も大きかったが民閤

まして圃際競走力をもつ国産品

朝一夕に変革出来な

電プラントには約酉万
O の部晶とシステムの技

を世界水準に到轟きせてし豪つ

たトランジスタのような米貌よ

舗した︒

任慧拠出金が約集された︒多くの

ら百二十四万六千五百六十二がの

社会などについて発高した︒

ウエルス・エジソン社︵電力会冠︶

要鰭した米大統領︑ソ連閥僚会議

未来の二重目的ブラント

のジョン・コノクロフト卿らが︑

量ローケーキ︶を購入することに

アメリカのオークリソジ国立研究所の科学者達が考え
出した原子力による発鷺・海水脱塩プラントの思像國

糊速炉の技術曲醤來濫や原子力と

米コモンウエルス

搾

措置受け入れの等比拡大と蟹理手

催され︑ソ連のA・王・ライプンス

㌦轡、

AEA懸漁受諾の文欝をワシント各国の強い関心が表明され︑保陳

特来進むべき道や︑ベトナム戦争

ア〈

経済面のほか引き渡し期日︑価格

日

惣

渠 蹴

船

塞棚

町2−1

偽

などについて逸し隔ったもようで

表）

代

3喚11

（279）

京

束

リートする

⑨三縄金虜

；暮しを

防錆盛料（ジンキー）

土壌改良劃（ネニサンソ）

舩秘

文化を支え

軽量断熱材（蕊井パーライト）
吹付塗装材（ケニテックス）
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てきている︒
o諺長けOげ︶

どんなに徽調に進んでも十年以

らも見出されず放置されたり技

ラムが必要か︒

二

もいる︒蒔を同じくして原子力

︵脇坂満一︶

術的困難を克服するため関係者

る︒どんなによい78思ても甜か 側でもS・0・Bになってやら でなければダてだと説く米国︒

S・0．13︵QりO口Oh

上の田時を要するのが酋通であ

執念の鬼S．○．B

蜷
澱
王子製紙

橋

本

眺

央

中

都

仲銅・ダイカスト・蝋瓦・妻達

識
藩

（2）

第368号
尊三毬郵便物認可

二

業
子

昭和41矩コ。月「5臼

聞
輪

業
産

力

屡

地下鉄工事に も
一役

た地下水を採取し難発させて残留

が下水溝から流乏したものかどう

物の放射能を測定し︑その地下水

かを検覆した︒この実験に使胴し

少の故陳があったが︑頽調に五日
阜朝終了した︒データの解析には
十日間穆かかるが︑窪むね成功し

RIを僅って地下水もれを調査

たもようである︒

く︑また地下鉄工醜に応罵された

の認︒

ては︑JPDRだけではなく︑

てビノクりした由︒源研職員

すぐに運転してくれとたのまれ

で︑麗力会社から象た入たちは

原子炉運転員がφなかったの

いっしょにソフトボールをした

にやってきた通巌欝の検査富と

は余裕ができ︑最近︑刑期極査

金額知らなかった原子炉を外

獣ではスタミナの配分が必要︒

身寮にいるが︑寮の隈られた食

たJPDRの運転員にも︑今でンポが狂う由︒チョンガーは独

人から兄マネ︑手マネでおぼえ

めすでよという︒一方︑世欝持

穫ダメと食ダメができないとた

てほしい田︒﹁いつまでも︑﹂

転にむ従窮できるよう︑明示し

ちは︑た豪の田綴臼に子供と遊

﹁原研の人が親切で︑またこ

んでやろうと思っても︑出勤で

JPDR運転貝に聞く

御試

力部にいたときは︑やはり企業

あるが︑研究炉の運紙員たちは

脚

︑一結

かし現在では原研の人がタービ

の厳しさがあったが︑ここでは

ほとんどJPDRの邑楽にきたョンが示されていないので不安

轟

PDRにとじこめてもらいたく

㎝圓しか休みがなく︑生活のテ め︑今後建設される原子炉の運

の方は︑原子炉について幾分勉

由︒現在︑五雲で課長杯をねら

JPDRの運転員には十臼に
JMτR︵材料試験炉︶卒ほじ

ービン発電機については何も撃

ってテ一一スの落命をしてる︒

たちにいろいろと
教えてもらい︑︸

方︑醒力会祉の人
は激研職員から漂
子炉について学ぶ

ンについてもおぼえ︑すでに鍛

自由に研究をさせてもらえま

がらないとのこと︒もっともっ

て
♪て︑娠研には四囲の原研炉が

力会社からきた人陀ちを教えて

いっしょに伸よく過ごせるし︑

す︒他の羅力会社の人たちとも

に思っている人もいるが︑心が

将来の原研運転嶽に対するビジ

ないですねしと若い人は語る︒

いますよ﹂との話︒やっと醒力

よと明るい留葉が聞かれた︒

け次第で充実した日を遜れます

︻写翼はβP◎Rの建展︼

三社の関係について厳しくその使

い︑各機関が協力することG②葦

発には一元的図家政策の中で胃な

沙子上野罵の本命であり︑この開

などについて検討すべきである︒

じあわせて損失補堪命制度の確立

三一≡一三何一＝一＝＝≡＝■≡≡帰一一≡＝＝藁一一一⁝二一≡≡≡≡⁝一三幽辱三鼎三一三≡二≡﹇ヨ＝潟

漂研プロパーの運紙誌にとつ

よとある人は誤るG

会社からの出向抵員の数も減

る外来研究員は語る︒運転員は

野球のメンバーといっしょと
転換

すなわち初期段階における開発と

るこの四社の開発閥題︑技術開発

闘発問題だけにしぼられ︑当面す

焦点が新型転換炉と高速増殖炉の

て対処すること︒③最近の鍮議の

いう慧鑓︵技術開発﹂を明確にし

入ベースによって原電を中心と

すべきである︒㊥新型転換炉は導

り︑プロトタイプの建設豪で担当

涼砥を中心にその強化発展をはか

けれはならない︒融商速増殖炉は

箸の観恵からも︑開発段階を経な

辺転換炉は安定した核燃料の確保

三日発明鰻飯で初会含を聞催︒

の塾員を決定︒なお同二会は十月

二十九田開催︑長期謝嫡専門部会

し︑実証炉の開発を行なうよう推

定例会議11九月

への謙鐡︑総含エネルギー上の諸

進し︑当面は円型の遺定に集中す

描写爽は同工場の機械設備︼

分からず︑ヤシカの製品なので

しないが︑心当たりを撰しても

憲が瞳本人たったかははっきわ

訪蓄が忘れていったもの▼落し

潴︑研鑓所の同氏の横の上に来

ン博士で︑撮影機は一年くらい

学の放樹線研究所長M・パート

シカゴ市に近いノートルダム大

しているV外人は︑アメリカの

鎌織織
に反省を求める︒

っては︑國は遡切な助成拙耀昂講

へきである︒⑤雲華の開発にあた

口内体制をかえりみないかの風潮

発に対する提書①高速増殖炉は

H︑高速増殖炉と新型転換炉の開

高級管製造に偉力

讐製造工場を︑同社桶川工場︵埼

の需要に応じられる︒

三菱金属桶川工場︑操業を開始

玉県桶川町︑の敷地の一部に完

配讐のほか︑涼子力鎮撫用熱交転

原子力委直会

条件︑さらに国際事情ときびしい

旬間メモ

命︑役捌を認識し整理すること②

︐芸＝三三三≡≡一一三三三葺凹三＝柵唱＝≡三≡一三≡一≡＝三一三三一三曽営≡層≡一≡一葦≡凹薗三＝

れ︑JPDRの駆史も

的な原子炉運紙の研修が行なわ

と人物交流をやってほしいです

わいそうですよと語る︒したが

プティ︒ヒフテfでした︒し こは開放籾ですQ心力会社の火 だめといった状態で︑子供がか

という形であった︒ ﹁当聴はヒ

⁝職場はいい雰囲気

ちなかったので︑剛力会社の人

強して知ってはいたものの︑タ

期 に入りつつある︒
JPDRが廼設された当初は

＝＝∴鼾禔∴黶∴黶＝＝∴鼈黶＝＝℃ｨ＝＝＝＝＝＝コニ＝髄＝一︸＝；＝＝胴＝F＝冨一＝＝■＝凹＝＝＝瓢幽＝＝＝ニ＝＝需＝＝＝＝＝一＝＝＝闇＝＝＝＝＝＝︻一冊塞﹁＝ニ﹁ニ＝凹＝︻＝＝＝＝＝二F＝一＝﹁＝＝＝二嘗一＝＝一︻＝＝＝＝需＝冊＝＝一＝芦＝＝冊＝ニ

、

非常にいい雰顕気ですよ﹂とあ
り︑いよいよJPDRでは本格

囎

田町でトレーサー実験

が大きいなどのため困難なので︑
したことは都立アイソトープ総含
研究所が策京上野で契施した例が

のは臼本ではじめてである︒放射

層

臼本原子力研究所のアイソトープ那叢部は十月四日の深夜から

五日にかけて︑東京潜区田町で下水溝の破損個所をRIを使って
トレfサーによる調畳をした︒これは都営地下錨綜の浜松町一五
反田潔閥の工鷹を離負った龍田礁設工業が予備欝欝をしたところ
たナトリウム24は灘減期十筑蒔聞

多羅の地下駅もれが発見され︑土砂くずれなどの堺故が予想され

ることから原研に調査雀依頼したもので︑RIが臼常生活に密接

ため︑下水溝が破損して下水が流

前田難設が都交通局に絹談の結

当臼の作叢は降雨などによる多

で︑武蔵工業大学炉で照覧した五

舟に乗って調へる︑などがあるが

した分野に利用されるようになったと︑関係者はRI利用の今後

これらの方法は人員と蒔開がか

蓑︑磐キュリーである︒

同地域には芝浦浄水揚へ通じる

の成果に朋待している︒

下水溝︵二・五×三摺︶があるが

幽していると考えられていた︒破

による調査を依頼したものであ

果︑新しい献みとして原研にR工

五十t七十牲にわたる地盤脚下の かり︑メタンガスなどによる危険

に沿って掘り起す②下水溝の中を

擬盤所の発見方海として①下水溝

業課と利用開発摩備整から胸十

化分析法の進歩︑測定機器の改良

る︒作業には原研R工事費部の事 あるが︑今回の調査は規模が大き

した︒所要経雅は約三十万円︒

などにより︑今後RIはいつそう 多方面に慈粥されるであろう︒

名︑削田建設から約二十名が参煎

⁝調査の方法は︑名一々肩一︸試論ハ塾

長はなれた三つのマンホ⁝ルをA

新型炉は蓄電中心で

B︑CとしAから放射性同位元素
のナトリウム24団団燃と混合︑水
で溶かしながら漏斗で流しこみ︑

近爾識されている動力頗開発俸制

電労連︑動力炉開発て第二次提言
鷹労連︵全国醒力労働組含運禽

問題を中心に再検罰し︑躍力労働

・

会﹀はこのほど︑斬型癒換炉と筒

RIの 投 入 後 ︑ B と C の 閥 で プ ロ
ーブ︵シンチレーシコン捗出計︶

を下水溝の中で移鋤させた︒破損
簡所の附游には流出した下水が溜

で︑一口の要旨は次のとおり︒

巻としての立場から発喪したもの

①図下三四段階にある一重と中央

1︑甚本的四度

覆発

原子

表した︒これは︑今爺当初に︑聡

次提再

労連が発動した第︼次提品を︑最

力発聡酵関する第一

速増殖炉の二幅を中心に︑

が大営くなり破損個所を発見Q無

り︑倹出される放射能力カウント

芯に8点二輪の試擶純から滲卜し

腫大海洋研﹀▽

沿岸の生物柵へ服那浅畠東海

物︵徐須紀説
に興昧をひいたもようである︒

水落︶▽放異朝廃棄物の海洋処

その他永久処分として岩矯層内

岡化永久処分するため地下一エ萄癖

への格納も精力的に姐下している

理度の所まで穴を掘り︑﹃カポン
プを使用して廃液とセメントでグ

放医研㌔▽人に対す

分の実例についての総記雄藩

三菱金属鉱業は幽独のフェルア

︵三二誠血

とのことであった︒

る放射線難の評価︵伊沢正笑

イニクテ・ドイノチェ・メタルヴ

同醇ゴの従来の宅な業績は粘土

ラウトをつくり︑これを地階隅隙

鉱物の分野であるが︑構造の幽静

放賑研︶▽海水から入談での放

を押しひろげながら無理やりに肝
入する︒このさいセメント固化の

にはピンポン導で作った模型を使

大︶▽総括討論

成︑十月︸田から操業を開始し

投備を有し︑月闘予冠生薩最は約

機や漂子力第一船の手水装暇など

多分日本人だろうと︑来Bの機

物は﹁二男原子力工業の伊丹研窮

会にわざわざ持参したもの▽品

るので︑心当たりの人は今村さ

所分蜜当今村元さんが預ってい

▽もう特効たよ︑という人もあ

ん豪で連絡してほしいとのこと

るが︑パートンさんはぜひ返し

いた︒

て上げたい︑とくり返し藤って

東京都中央区日本橋兜町纈ノ三

凋萎券

本店

7枚入柵円

レ

れ味の欝爾がおどろく綴くなりました

子

原

米国の方法を紹介
理の現状︑伽放射樽廃液処理法の

遡度をおとすため砂糖を加えた

射彊物質の移行︵桧山漏夫東

の海洋放出処分に闘する研箆の

た︒建設費約几懸円︒

山ルケ歓との技術提携による筒級
用して解説が行なわれた︒

すすめ方︵原醜︑原燃︑放昧研

放射汎廃葉物

り︑粘卜鉱物の一つ︑アタパルガ
イドなどを加えるなどの煎が︑特

次城水試︑気蒙酬︑掠子力局︑

このシノポジウムの圏的は︑放

胃ナ︑最大外径四酉五十︑嚇綴︑最

ようというものである︒

各研靴機陶の鷹解︑懲誌遊統一し

資生堂ボアン剃

米團インペリアル鍛と触出遷携

タムラ博土︑放射性廃棄処理で講演
渠圃オークリソジ研究所保健物

理部のT・タムラ簿上ハ写翼︶は 改良︑③将来の廃驚物処揮及び処

る精土鉱物の構造と機構の慕礎的

﹁米麟における放射性廃液の処理 分︑①放射姓廃液処鐸に利用され

と処分について﹂の講演を︑十月

問題︑というように大別四点に分

緻礫海洋放出で講演と討論

射性廃漕の海洋放出に糊する調査

同工煽は光輝焼鈍炉などの新鋭

鐵日の瀬谷は次のとおり︒

大駅長二十几摺の高級暫レ恕製造で

などかろ認飾鑓供︶

たのは中レベル礎液は蒸発鰍で泌

﹁原戯男施設と措岸海洋﹂と題

を今年度から審磁回るにるκり︑

獅Q5日︑調査実施前に意見統︻
総され︑この濃縮液をセメントと

トについて︵坂本猛

▽便用ずみ燃料の再処理プラン

▽沿鐸の海磯地形︑地鍛︑堆績

捨岸の栂況︵織田雅明原研︶

その実施34画穫疋の前に調査参加 き︑船舶︑発蹴︑石油化学圓けの

海洋学会などの共催で十月ニや五

するシンポジウムが︑学術会議︑

一気象庁溺堂で附かれる．東聴自由

臼中荊や時から︑東京千代閉区の

鰺燃︶▽
用プラン野規模で試験している薫

豪ぜて地下に翫入する研究を︑実

処瑚されているが︑特に注同され

ベル放射輯廃液は凹富業務として

オークリノジにおいて中︑低レ

けて講級が行なわれた︒

十︸ロ午後一華から東京四ツ谷の

同博士の主な硅事は廃環物処理

土木堺名君轡餌濫用で行なった︒

である︒この意図するところは放

ステンレスの銀付けに初めて滅功した新
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一一

附性廃液を置物闘以外のところに

端鰐。烈先がつねにシャープで・切

原研アイソトープ事業部

の部門で︑岡鰯の講演では①万ー

ステンレスの1匁…・…・●

袖竃
覇避硝

総藻の革命

掘

＼

磨

廻錨

旧
一
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一
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業
産

力
子

原

大規 模 建 設 は 十 年 内

傑以上にわたり運娠を縫けて窒
︑た︒われわれ醤︑酸化物燃料が当

建設が開始できよう︒

われわれは次のことを確儒をも

臨動
原手力委姻会の原子炉安

⁝・

鞠粥蒲建魯⁝

原子炉材引目を講義し︑日本原

全専門審査会畏にな．た

・
︐脳
擁炉︑

五グルー

的に︑みんなが協力してやらね

プがそれぞれ研究一発を進めて

はとてもできない︒

のウラン保胸臓の範田内である︒

可能にする装置や燃料要素の開発

建設が可能であろう︒そしてそれ

十年以内に雲速増蛸炉の大規梗な

最も有効に利用できるようにする

いた：します。

って醤える︒すなわち︑渦速増殖
炉に関する今田の知識〜炉物理︑

か厳しい意晃をもっているが︑

日本の原子力開発にはなかな

がある︒

処理を手がけたことなどの業績

凝しの合農功︑ま三物の笹

響

会︑日本学術会講︑科学技術会

一応何でもコナ

ろう︒これに対し比較的低コスト

冷却による系と比して︑これらの

縞蘭として次のように述へたい

きである︒しかし︑高速増殖炉に

レーで建設甲のプロトタイプの筒

の現段階はシェフチェンコやドン

ウランで運転を開始できる︒

ルトニウムを必襲としない︒濃縮

③腐速増殖炉は中盤子炉からのプ

遮増殖炉の成功を約束している︒

薄する十分なウランがあればトリ

う︒

ウムの広範な租用はないであろ

ま
核燃料問題 々
高速炉で解決

力が原子力発電所によって供給さ

例えば︑もし二9一δ年の全電 ④現在なされている努力の結果︑

れるとし︑一人嶺たり聡力消擬蹴

が年一万二千KWH︵現在の米国は高コストのものも含めて全ての
の人口に軽水減速軽水冷却転血忌

が五千五白KW11︶で︑八十憾人利用可能なウランやナトリウムを

饗︸

旨︐纈

御一報次第、試料、各毬講習会案内、副鉾申込藩などをお送り

面もっとも為望であるという懸見

酪い囎

査会長になった向坊さんを︑日 交渉を親卜したのが

原子力へ

長のあとを継いで︑四代目の賂 なった諸協定が紬ばれた︒その

原子力重創になった山田商会 ど︑日本の原子力開発の足揃に

磨

術︑諸機器に関する一は︑増殖比

燃料サイクル技術︑ナトリウム技

一・四︑催目時閲八年以内︑窺い
原子の約十％のバーン・アノブ︑

約四〇％の発電所効率をもつ薗万

螺

の入門の動機当った と語る軍箏利用がベノクにある外困と
⁝米科学協力委員として獲米華備
⁝に忙しい世霞目の白晃にたずね が︑その間︑本職の学問の方でちがい︑日本ではすへてを効準
⁝た︒

まだ就任したばかりで：：〃

と控え目たが︑三十八無以来の

と指摘する・

いるのは︑重力の露複ではない

小柄で温敵︒しかしエネルギ

職か

も︑米原子力学会のメンバーと一は十分で︑勉多忙な仕肇をさ

ポ

分承知しており︑こんどの会長

親交をもち︑日米をつなぐ国際はいている︒原子力委員会参与

は＋

さらに強い賞任を盛じ

家濾の黙憎

審査会委員なので︑二目敦賀炉

という︒

の審査など

就任で

叩い国際協力の開拓著であること 入になった︒

︺
宗平︶

であろう︒

ありまず。

一AEA特
房言演力ら
をもっている︒京た︑ソ連では︑
ポンプ︑熱交換雛︑蒸気発生器そ
の他の機器が製作され︑テストに
成功しつつある︒

これらの成果をもとに︑一九七
〇無ごろ運転を開始する最初の実

KW炉の開発茄行なうに＋分で

FR︑の建設工事が始纏った︒プ スで行なわれた発艦費見積りに

のBN⊥二万○とドーンレイのPある︒ソ連︑アメリカ︑イギリ

用プロトタイプ︵シェフチェンコ

のと信じられ︑その賭期は一九八

だろう︒

ち︑容最百万KWあるいはその以 し︸円二十六銭の糞力桑供給する

よると︑KWH当り一円八銭ない

ロトタイプでの経験が得られたの

上の︑経済性にのる大型発蹴所の

初装荷Rは不必要

ている

⁝柳は︑紹介するまでもない︒昭和

濃縮ウランを七年で置換
要する︒プルトニウムに全く依存

交流のパイプ役として︑貴矯な をはじめ︑原子力蜜全研究協

する燃料サイクルに比べて︑費用

向坊さんが︑近ごろやかまし

高遠増殖炉は︑初期装荷欄のプ

照和十四年虫大応用化学科を誠等の委員︒

ルトニウムを必要としない︒増殖

卒巣︑十八鰯大学院をおえ︑慰

五位上昇きせ︑修無毒⁝閥を六

り︑その在任中に日米原子力研 十年愚校で聡気化学の講座を担家羅は包子央人と三人の子息︒
⁝究協定︑協力協走︵動力炉︶な 顕した︒アメリカから帰って︑
大一止一様年即く塾生顧れρへY・T︶

．タソシェとしてアメリカに渡 師亀出滋人氏の愛弟子として約す とくにゴルフと弓が得心︒

スポーツは

の億上りは︑絋換期間中の全発心

らである︒一つは︑ナトリウム冷

ず遅れているのは︑二つの理由か

速増殖炉がその己妻にもかかわら

があることを示したいと思う︒商

く︑一九七〇年代に始興る可能性

増殖炉の大規模な建設がもっと軍

通しがなされてきた︒私は︑嵩速

五年以降であろうという長期の見

には熟中性子炉に取って代わるも

ここ数年来︑為事増殖炉が一三

燃響勃鵬譲A・1・ライプンスキー
今年九月にウfーンで開催された第十團国際原子力機関

︵工AEA︶において︑四つの特別講演が行なわれたが︑

ここでは︑ソ遮オブニンス ク 理 工 学 研 究 所 の A ︒ 1 ・ ラ イ

氏はこの講演において︑一九七〇年代に高速増殖

の講演から︑窩速増殖炉の部分を抄訳して紹介

プンスキー氏が行なった〃原子力発職システムとその技術
的可 能 性
する ︒
炉の大規模建設が可能であり︑ナトリウム技術も十分附発
され︑初装撒燃料にはプルトニウムを必要とせず灘縮ウラ
ンで間に会うことを強調し︑発電原価も一円八銭ないし
胴円二十六銭になるであろうとしている︒

進歩したNa技術
炉系での濃縦ウランの使用は︑発

す︒

︒

一〜六十六妙︶の全保有紙は八二

のウラン︵U308で㎡弓幽り†

化と累累化をもたらすことにな

︵KWh当り三・六銭︶をもたら

コストに対する比率で蕊干の贈加

ご十九年︑わが国玉勧の科学ア

却材の技術開発に相当の時間がか

電コストを僅かに上げるが︑この

かると倦じられていること︑今一
つは︑大君のプルトニウムが必要

非常に高いにしても︵キログラム

今日の知識で実用炉可能
嶺り二菖が︶︑燃料蟹の捌禽は︑

りかえるので︑次第に消激する︒

萬逮増殖炉は燃焼したプルトニ

ナトリウム冷却高趣壇殖炉にお

奪あるいはそれ以下に減少させ︑

子炉におけるよりも幾分高い︒し

酉万KWの蕩速炉では︑ウランか ける國定資本費は︑最良の熱中性

さらに燃繕サイクル費を減少させ

ら増殖可能の状態への転化は︑炉

研究の蓮穫の状況から︑近い将

り︑その差異は︑雛かである︒

の必総量は約半分になるQ然し︑

薔万ゾである︒虜水番喚炉の煽禽

かし︑炉心の小型化︑ダクトや圧

よう︒金属燃秘螢素︑ガス冷却︑

内で馬鐸されたプルトニウムをウ

蒸気冷却︑液体炉心および他の形

ニウムの価格がキログラム当たり はすでに長足の進歩をとげてい

来可能盤があると考えら3亀る炭化

おり︑厳冬期といえども課外か

ンですむことになり︑これは世界

ウラン燃料の利用は︑増殖率を0

サルタントが輸送計画の立案を

書髭増殖炉ならは一㎜酉万ゾのウラ

の幽儀鹿率の良さが︑機器の小型

はじめ礁霧の総掻をするのが従

系の碕和さはまだ十分明らかでは

でにほとんどが解明されている熱

①今後十年闘︑皇子力発竃は︑す

中性子炉に必然的に鮫存すること

習うべき点がきわめて多かっ

AECの果κした役割りには兇

ことができた︒岡齎の貯槽には

半国

で蹴力を供給するとすれは︑約転

千万ゾの天然ウランが必要とな

騰講

㌧．＼

写

蚤

地下鉄三越前、小口馬1｛lf駅下郎

三編（663）0761〜4
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醐一類閃

態による醐迷増殖炉や他の炉型の

力否器の低圧︑およびナトリウム

てもこの種燃科の受入れは初め

日早晩到碧したが︑同港にとっ

来の慣習であった︒しかるに今

ない︒

場禽には︑トリウムは︑高速炉︑

コストのウランを経済的に利用す

になろう︒しかし︑これでは︑高

われわれは︑過当な材料がある

特に麗含燃料を使用する高速炉に

験ではシアトル溢の現地機関が

雛騨撫継

重過であると考える︒そのような

②ナトリウム冷却技術や筒燃焼を

な間題を解決できない︒

異例のことであった︒また米国

燃料として︑U一蹴は親物質︑ト

現在便用済は燃料が約二千本保

課長代理

︵投壷千吾字以内︶
＝一一冒一﹁一一一：＝7一ρ轄鱒冒一
＝騨冨＝一鮪■︐h
一

炉では︑UI㎜とプルトニウムは るという原子力発駅技術の蝦本的

騰灘灘懸
た︒特にこの委員会が傘下の機

も必要とする許灯手薄きが各機

リウムはプランケントに利用すべ

関はもちろん︑

號鑓篇過客魑

って軽易に見える輸送経路や肉

ーカーのごときものがそれぞれ

管されているが︑橡働はニカ草

層一
曹一噂騨一一﹁一︐一一瞠一圃辱
一■一一一一一一

開発も進んでいるが︑ナトリウム

5は二九五九隼に運颯に入り︑六 われるが︑この過稚は約ヒ温灰を

頼する場合には︑別途政府間で

てのケースとあって︑港鷺関係

回の輸送ではこのような業者を

一＝
一＝
一・
一一
一＝
・一一＝一＝一・一一一一＝・一
＝＝＝︐一・■騨

再処躍契約を結ぶことも定めら

暫の関心は予想以上に高く︑き

輸送を成功謎に完了したことは

使用せす︑直接蘭社が摺溶して

隅二＝7−9一一需＝一死一己一一一一＝・一

れている︒以上のごとき理由か

わめて慎重に取扱われた︒ここ

句■輔﹁胴冊曹一

ら政府ではこの再処理協定を線

よりアイダホ濠での距離は四千

轟入れば垂駈﹄

便用済み燃嚇がわが国かち初

璽ねてきたが本年八月に簗って

結するため︑数年削から交渉を

論購驚齢欝

さる八月四日のことであるが︑

二百♂銃であるが︑輸送キヒス

めて罪国に送り出されたのは︑

この燃料はJRRi2の第一よ次
うやく綱印を見るに薫ったも

載され︑エスコート車一台をつ

のであるQ今回の輸送はこの再 クニ基は一台のトレーラーに積

濃縮ウランMΨK型燃料⁝一十四 処理協定による第一玉藻の使用

蔑荷馬として使用された二〇％

けて︑アイダホの化学処理施設
協定上の返還訴

済み燃料の対米送愚であって︑

二十五醸十刀

本であるQこの燃料は階子炉が

臨界となった昭和

に対しても・今

一伊鋸の監欝庁
墾叡頴︑ 適切だったAECの導指

から約一力隼半にわたり便贋さ

鱒

輸送構想を中途で変更すること

回の輸送に対す
二刀を依頼するなど︑懸切な
︵ICPP︶豪で一気に運搬るさ

はいたず・に選話手
れた︒

ける愛け入れ態勢は力全で手際

細繋鰹纐鰭讐
の分野を挺凝しているため︑わ

間に六カ月程度で来春より再処

一F一■一一一︸

の立災に際しては特に配慮する

よく作業を進め︑その日のうち

きことであった︒lCPPにお
に過ぎないと思われる︒したがハ

指揮をしていたことは注目すべ

−一鎖用済み燃料送還を完了してき︑
方︑国内輸送においてもこの種

行なわれた︒一

れ︑取り出し後は炉室内の便用
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発と保存に駐力が46かれて検討さ 田午削十一時から葉隙丸ノ内の日

ものであり︑仇って天然甕源の開

に謝嚇のため来田中のフランス除

九月十一H伺転．計力委貝公の決定 ホテルで聞催中の世罪動力力会議

ンおよびトリウムについては︑民

に斌づき︑出撃ウラン︑劣化ウラ

鮒にその所資を認めるものとす

その後胸五年を経過︑腺電敦賀

るしとの了解が行なわれた︒

炉をはじめ︑束電扇島炉や閏電武
瀕炉等の建設訓剛が次々と貝体化

され︑雌業界か6核燃科の民有化
が強く蟄望されるに盤つたが︑こ
れについては現在日米︷股協だ等

による制約があり︑今回の措躍
は︑同協疋の梅効期限︵四ヤ三年

霞敏賀炉の進捗状法蓮からの必螢

十二月四目︶が近づいたことや原

線⁝⁝⁝として民闘の所自を認めない

にせよられ︑今釦九月の同協定改

厳重な規制措瞭の整備︑国際祠束

燃料嬉入費︵一千万誘︶をはじ

議了解に揮ったものである︒

訂の閣議了解︑次いで民固化の閣

ことを決即していた︒

伍蟻の理由から核燃料は完黙的に

障︑安全の蝦保に対する政肘のぬ

発籾期段階における平和朋用の撮

償制度の欠如︑不十分な経験徳開

であり︑鴎内的には㎏華力損害賭

鍛の受入れに伴う讃条件が不明磁

資金借款や延払契約も承認
政府は十月十四口の閣議で︑昭血四十三年十一月球承でに濃縮ウランなど蒋殊核物質の欝欝所有を

て︑外国為替および外国貿易膏理

措櫨が失施されることを師提とし

法ならびに外資に関する法難に塾

ものとする︒

つく経説可を行なうことを認める

その後線子力悪騒賂淵叢展の磁

の内野の只体化等平繍凋用の保

め︑今後予鯉さ瓦る謙虚力会征の

立︑原子炉鰹規制法の改正による

田子力委員会は昭加二十三年四

障︑安全確保等に関する諸般の体

発霞所建設蟹金の借款等はスムー

．全面民有化への経緯

月四日︑核熱君物質の所有方式に

﹁原子炉等規解

六薙粍月十一日︑

制が十分籔ってきたので昭和二＋

ズに行なわれることになった︒

仏︑米︑馬連等七三国代表かる答
辞が述へられた︒
駐輪寡ゼロで井上議長は︑東獄部

当関する実際嗣な溜燭惣の幼奉的処理︑顕職悪習関係の推進などがうたわれている︒

るもので︑政策の公醐築磯の揚としての源魁年次入会の闘催︑撒墨打や敷地対籏などの原子力産業が

に犯て依然として大きいこと︑などの献諏か6︑假本的に同会歳賢業の再編成︑強化をはかろうとす

機構︑施設も一撃整備され︑⁝⁝発がようやく実施段階に入ったこと︑海外諸国との隔りは産染技術的

り設立され︑配業界の立揃から尿．脚力陥発の促追に協力してきたが︑＋年をへた今口︑開発に必娑な

特別委員会を設けて激闘的な開講をすすめることになった︒腺餓は紹甜濫十一年に醒誕罪の紛恵によ

同会議の運営および撃巣内冨を全面的に再検討し︑活動の溺期的な強化・払允をはかる方釧を決め︑

本原子力腿業会議は十月十九摺︵水︶の常任悪口会で︑さいきんの内外鯖勢の変化に海応して︑

原産 特別委員会の設置決める

活動の強化拡充へ

会のテーマが﹁エネルギー利用に

ｯる将来の鮒題﹂としたこと︑

法に規冠する許可を受けた占に製

ついて︑日米一般二目に抵つく制

や︑三時また海外からの骸燃料物

樹界動力会議︵総裁W・11・コ 五郎氏︶の主催で︑十月十六口か

瓢国

プリンスホテルで行なわれた︒

ノリー氏U嫉︶の第十五圓吊目は ら岡二十日まで東駅溢臥芝の三無
簡会識清本国内婁員会︵識長井口

同部会には五十六力国︑十

際臨関の代張八百七十名を含む謙
千二薗余掻が参捌︑﹁工率ルギー
利用における将来の悶題﹂をテー

マに︑十二の分科会︑三特別講
演︑二つの円阜会議が行なわれ
た︒なお︑各国から衝六十五編の
獄門が発設されたが︑うち原子力
聞係では二十一編が発表された︒
人類にとって最大の赫益となる
ようにエネルギー嚢源を開発し︑

かつ平顧的に組訂することをス羅

iガンに︑瞳界動力会議虫無部会
は十月十六田午後二時から東熱日

力会議総裁から救拶があった後︑

五十六国︑千二百余名が参加

世界動力会議開かる

約については︑﹂娼一および二の

ついて締紬する⁝旧款汝たは延払契 約︵未署名だったが既疋の事実︶

る建︑甑賛血︵咳燃群費を含む︶に

ため︑属軽輩気箏羅6が必蟄とす

決定された線．†力発電所の建設の

一釦壁愚源開発基本調懸において

つく昭和四十集展および昭和四十

三︑霞源開発促進法第三条に塾

保を図るものとする︒

な核燃糾物質の安定した供給の確

の原子力発電の円滑な実施に必備

うるよう措置するとともに︑今後

紹めるものとし︑それを前擾とした民間心知肇瑛煮による賑子力謙虚所建設血鷹の措款または柳営契

約も羅めることを了解したQ

総合エネルギ

これは︑冶田姦一源子力委員長
が同田の閣議で︑

⁝政策上の見地から原子力発電の
聞発を積極的にはかる必裳がある
が︑このため去る九月†三日の閣
譲に蝦払し了解を得た原子力委員
会決疋⊥︐なわち濃縮ウランなど

特殊核物質の民有化を蔵める方釧
で購米㎏子力協疋︵昭和三十三年
十二刀発効︶の改討を行なう一の
趣旨に沿って︑当肉︑政刷として
の措搬︑磐誘ずることについて了解

と発欝︑次の三点につ

米国民間人と庭接に取引昂行ない

婆託なと米国線子力委員会豪たは

人が齪縮ウランの購入︑賃濃瀟の

二︑その際あbせてわが凹民閥

の民間所有を認めるものとする︒

プルトエウム46よびウラン謂︶

までに特弧核物質︵濃編ウラン︑

一︑湿くとも四十琶年十一月末

いて了解が得られたものである︒

を得たい

τ．

N11月までに実施
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、
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三菱原子力工業株式会社

藷

にはじまり︑璽太チ殿下︑三木遡
かち政醗・学会と連携しつつ︑原
子力開発の促進と験子力産業の甚

鱒欄曲働

三菱化工機株式会社
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聞
新

世界動力会議にみる

遡絡︑および猿子力糟報の収集︑

術者の連絡協調と瞥藍をはかり︑

わが圃胡蝶業にたずさわる科学技

涯と近代化に霧与するとともに︑

の進繊が激しくなっていることを

その他の業務を行なうために設け

高速増殖炉については︑イギリスの言

文と︑九月のIAEA総会のさいの講演強調し︑障業界のカナダとのウラ

られるもので︑とりあえずコ名の

その総合的成果を高める描麗昂講

地幽囚のコストへの影壁を分析している

ン長期四付け契約の締結および共

事携員を脇在させる︒

のが注属される︒フずンランドの論文
会︵ウィーン︶で︑ソ連が発表したもの
間事業方式による探鉱等に対する

経済性分栃が︑大型炉が
は︑都帯近接のための技術附な宏全勘護
とを対比してみると函添い︒両国とも︑
薔処亭要望した︒

も登場した︒アメー5カの

に要する追加鞭用が︑セいぜい暫刀ない

ウム取扱い技術について︑闘発の函嶺を

開発の一つの難関とみられていたナトリ

馳
動き出す諌では限られた

し二再万難の臨機になり︑とくに考慮を

難氏︵祖疑箋硝キ査︶が︑また灰員

りあえず次の諸行瓢を行なうこと

ずるものであるが︑員体的にはと

コスト騨価しかできない

要しなくなったとしているが︑これは先

よばす調査研究②科学技術の総

①技術革新とその日本経済にお

になっているQ

原電20億円を増資

が内定している︒

に森馳奥氏︵建設部礁設業務課︶

同事勝所のの代所長には郷軽量

のも︑豪さしく軽水炉の経済性に対する

事務所を開設

相互間の運絡協調の促進③科学

含化をはかるための科学技術春

技術の啓蒙・鍍及・培養および

な46原鉱は十月十四田の取緬役
会で︑昭和四十一年農博株式の発

囚際交流の促進④科学技術暫に

十一月︻日から
日域益子力発電醤蝦︵桂長一本

行簿について感泣し︑敦霞発電所

発覚蟄はソ連が一円八銭ないし一円二十

松珠磯氏︶は十︸月︸日から米国

対する経営経済の潮繋︒曽及の

する調査会︒懇談会・討論会︒

た︒この箏務所は︑岡批敦賀発電

所︵米GE春潮沸騰薄型原子炉設 式額面普辿株式︶の噺株を発行す

轡・資科の整備・出塁など︒

講演会の開催ゆ銭鮎の発行︑図

五増田ビル内においた︒

鳳丸ノ内の束京会館で創立総会を

関係者およそ一工欝名が一8融し︑集

土光敏夫︵葉芝社長︶︑加藤弁三

出して︑設立趣隷淋︑定款︑事業

子力産業公識副会長︶を職長に選

渦了︒斬委員の任期は三年︒

司の各議員は十月二十〜日付任期

なお層羽周夫︑田代茂樹︑茅誠

︵北大学長︶︑日原登︵再任︶

神山氏は︑カナダの関係首脳と

二十闇午後一時半から︑石川一郎

団沈人﹁科学技術と経済の会﹂が

ぶ画および版支予算の承認と︑理

科学技術会議議員に任命する1

技術離薪とその騰本経済におよ

▽総理府辞令︵十月二十二日付︶

⑦

事務所は千代田区三田禰ニノ四ノ

窪た初年度予算は約一億円で︑

工事についての米国GE社等との 総額授五十石隠円となる︒

科学技術と経済の会発足

初代会長に安川氏

羅︑出力三＋二万五千KW︶建設 るが︑これにより原典の資庫金は

促准⑤科学技術と産業経済に関

建設工事資金の一部として二十偉

問速炉の導入時期のズレに鳳して︑霞水

寛米蟹揚所を開設することになっ

習銭︵KWH蜀たり︶︑イギリスが一円カリフ填ルニア州のサンノゼ帝に
Kと予思している︒イギリスが︑熱中

ウランを七年でプルトニウム胴締に撒拠
DU−13LWの開発の疸展を反映してい

減速丞気発生炉︵SG11WR︶や高温発
ガした允電炉に託そうとする各囲に伍し

このため除電は二十万株︵認名

円の増資を決定した︒

・圏︑鶴増時間八年以内が可能とされ︑

原電が米国に

とのべて︑きわめて蓼固い印喰を与えた

ｴ子力発電の動向
望⁝知騒罐鰐凍輪齢毯
展⁝も多数の論文舞があ ・ た ・ 畠
こえたと見なしており︑一九七升年ない

無であるという配慮があるかも知れない

の発表では︑百万KWについて増殖比一

発諮国の発表が安金性の向上をつたい︑

これら先発謂掴の発表と対照陶なのは

高命増植炉や斯型転換炉に擬する各四

臼信のあらわれといえるたろう︒

イタリア︑アルゼノチン等の後発諸団
の見通しは︑よの明儲になり︑各論文で

しその数無後には︑高速増殆炉の大川模

の開発の現状がまとめて発 表 さ れ る の

が︑炉鯉を決める場禽の考慮要囚を検討

建設の時朋が劉来すると兇ている︒ソ連

は︑咋年の国際原子力機園 ︵ 王 A E A ︶
して︑わが麟も経験した﹁纒53を決めが

のに対応する︒

痕収総会のさいの﹁原子力欝濫会﹂︵臼

たい﹂輌みを告白していることである︒

敷地の遭定が谷易になったとのべている

本挿子力薩購会議虫卵︶以来のことであ

いずれも︑価格競争力を翫く猛るへきた
が︑昨年の原子力論演会で再処理や抽速

大きなウェイトを占めている︒糾台が束

り︑二葎つづいて棄夙で発表が行なわれ
たのは︑われわれにとって非常に幸藁で
と考えているが︑この点での者炉型の比
増粥炉の必蟄性を論定し起カナ￥でさえ

あったといえる︒以下に二︑三の顕著な
較はなかなか谷易でなく︑その凹の資源
PuやりBhのサイクル︵増獺︶に多く廻︑m 高速炉導入を甲卜するのに対し︑プルト

盤子炉で強積されたプルトニウムによる

や工業技術に上長的な嬰閃が猛当たらな

及しており︑再処理費の低下や︑CAN

額向を拾って見よう︒

濠ず︑ブルーゾン・タイプの炉につい
いとすれは︑けっきょく庵休的な︑政策

ニウム︐辮積を期侍できないソ述が︑濃称

上の

をもたなけれはならないこ

ては︑米︑爽︑塘の代喪がそろって︑自

いずれにせよ︑各国の閃発は虚実に饒

する方式を考えているのも興味深い︒

は︑後発諸国の当撫する敷地選走の問題

が淡塞らないとのべていたイギリスが︑

る︒また昨奪は薪型転梗炉について考え

に閉する論文が出たが︑国国性の現制が

ス冷灘炉︵HTGR︶の活用が灘能たと て︑わが国も剛情に逝した炉型の開発を︑

濠た︑噸ドイツとフでンランドから

湊断

国の開発してきた発電炉が石展火力発電
とを示している︒

中心課顧であったこれ濠での米︑英など
しているのも︑日新しい︒

のことは︑こんどの束玖部会を特長づけ

と競合岡能になったことを強調した︒こ

e国の発羨には発蹴糧や鰍判費の経

るモチーフと粛ってよい︒それをR映し

の論文とちがって︑経㎡性の選点から立

進している︒自園の励力の将来を︑自ら開

済性分折が多く見られ︑国の動力余体か

一睡も早く軌道にのせねばなるまい︒

らみた振子ヵ発蹴の饅憩規嘆の謂算など

ぼす影響ル調査し︑科学技術の総

郎︵協加醗酵社長︶︑杉野團繊麗

カ

氏︵妊婦原子力船開発慣業団岬噴

刺立総会では大漁敦氏︵日本原
会談した艦果についてとくに

長︶︑井上啓次郎氏︵科学技術庁

琿化学研究所副理裏長に任命す

▽岡︵十月二十一臼付︶

る⁝住木諭脊︵再江︶

@翅問メモ

▽驚例会議睡①

夫

詩ロ

イ

田

東京都新宿区角筈2典型73番地

魎文字は日明で消えません

開き︑常式に発足したQ

央三社︑叢薄金題や篇井金田など

ようであり︑メキシコ︑スイス︑

ナダは今後翰出に承嶽を急げるも

箏︑監事の爆縮が行なわれた︒

引き貌いて第一回岬事会が行な

︵日本原了力発質四二会長︶が︑

われ︑初代会葬に安川第五郎氏

表た專蝶理慣に吉川二面氏︵安川

原子力婁艮会

」〃一演ン・ペイ二一

合化をはかろうとする新組織一社

金属鉱賢慮拭︑および芳グループ

事轟次官︶ら設立発起追約二十氏

年︑輸出入藍鼠の検査をする口本

検査︵株︶の倹査部長になった

が︑三十五年検鐵部が独立し

ら第十回工AEA総会出穐の報㌫

十柳瀬巳開催︑村田二子力局罠か

ノ

七日︑東遠丸ノ内のH塞工業倶楽 その調査報告沸解いた︒

の目量器驚き︑神山塁醸子燃料

等がウランの長期撫付け交渉を

たみ

民

て︑この書机化学研究研ができ

励取②十月十三日開催︑核鍬繕民

富士奎工業株式奮闘

殉 ￠ρ

部に常任珊飾罫企画部会︑織力中

公整理群から︑岡氏が行なったカ

をはじめ薩業界︑学界︑富界から

り

利

分布しで轡士号をとる︒二十八

とカナダへの各磁

浅

こそ︑物理的方法が噛効になる

あさ

て紫綬褒箪をうけた

﹁放射姓核櫨の分析法﹂

開始している

弥

舞舞ー健
浅利氏が嚇務理璽をつとめる

分炉化学は幡広い知識と

森

ナダのウランの開発状況について

噌

たQ

有化に関する閣議了解︵案︶や第

いて爵議③十13工十日開催︑関電

三四踪子力の臼の行事なとにつ

に伴う固慰点や海外ウラン資腺の

矢浜炉および東電福島炉設置猷可

子力田係者の紹へいについて誓書

磁保箸て岱議︒家た今年農海外原

招へいを決定︒▽滲二会

︻写翼は測立総会のもよう﹂

十一日開欝︑長期訓醐専門部会の

十月二

艦機鰻作所行橋工場長︶が選出さ

進渉状況や捗燃料民有化の閣議了

西独のD・シュミノト氏ら三名の

れ︑醐会長は一戸理欝会で選出さ

解について犠議後︑核燃料安定倶

なお﹁科学技術と経済の会﹂

れることになつ加Q

通産憲総合エネルギー調査会縫

給問題について懇談︒

※

業

三十九簿に融資︑税制などの特別

と思い法す

と︑罠は生のまま
分析化学研究所は細田区の一画

ろ学問ですが︑一口︑きわめて

維見それと戴引力が必要とされ

け現在︑管閑視されているので

轡げられた学問です︒分栃化学

と

わたしは実行を伴

の風潮に反省をもとめたい

す︒物理学偏勇の今の原子力界

悲憤するQ

わない発薦は大嫌いで︑異論の

とのこと︒

ある人からの議論にはいくらで
も応じ醸す

わたしは持前の一微さで損な

圏にあいましたが︑こ汽からの
匿い人にはもっと融通批のある

は︑将来に予思される技術革新が

①総工不詞査会の今後のスケジュ

十月二十四日第七回会合を開催︑

いかなるものであり︑求たこれが
産業経済にどのような影糟をもた

燭

圃一度に何枚も複写できます

国産牝に優遇摺置

業技術払興実施謝画︵寝︶⑭重機瞬発促進制農運用実績および計

描羅により︑ユーザーとメーカー

．鋤

術庁︑原研などから放射性物質

ここ分折化学研究所は科学技

の東北弁でまくしんてる︒
むつかしいのを学鰹と考えが

小さなビルの二︑三階にある︒

ちですが︑わたしの研究はそれ

と説明

をごくありふれた器材を便って
やさしくしたものです

する氏の受章短象となったのは

や岩石鉱物の化学分析の委託研

轟
素の便利な分析法で︑たた一つ

究をひきうけており︑窪たIA

海外からも要式の叢話がくるQ

Q

広い祝野をもつよう望んでいま

らすかを深究し︑一つのビジョン

果︑等について惜譲︒

ール②電気箏業番議会の審議縞

す

県嵐身Q五十四才︒︵F・Y︶

族は敏江失人と二男一女︒秋田

今後における日本の艦難経済の躍

を提供しつつその促進をはかり︑

趣味は﹁野寺﹂とテニスQ家

，

産

役立つものとされ期待が大きい︒

は他のポンプの技術水準の向上に

循環機︑タービンなど対象
逓薩省は十月十八田︑喚猟港区芝の機械工粟会館で︑機械工業

画④四十一薙度廓畿開発促進制度の対象予定機獺︑などについて

の協調を促進し︑わが国でまた鰻

するために設けられたものである
︸

﹁放糧輯核極の迅速分折法の開

発﹂︑つ旧り海洋に蓄積された

@謹
のサンプルからいろいろな発紮

EA︑カリフォルニア大学など
取り摺し︑測定するもの︒

女子大学長︶のもとで分折化学

象大で木村健二郎氏︵現黒蝿
前の段階の化学的分析法が鯵ざ

を研究︑昭和十五奪理研に入り

重手の人材琵成も仕饗の一つQ

なりにされていまつ︒分業化学

﹁ストロンチウムの地球化学陶

近は測定機器の精密化はかりに

という基礎工程をしっかりして

熟をあげていて︑測定にかける

最

を系統的に︑しかも撒く正確に

ストロンチウムなどの放射性元

弥や

力
子

原

審議︑決定した︒とくに原子力関係では本年度機械工業技術振難

作されたことのない矯機械の製作

また︑駐機開発促進制麗は昭和

犠議会技術拡興部会︵大越評部会長︶を開き︑①樵国用難臨時娼

訓画の対象機揮颪二＋六の中に山子力発霞用循環ポンプが選は

を助成し︑わが国の産業構迄の高

難法の改正に熱つく亀目撫騨刮画の策定②昭和四十⁝薙度機械工

れ︑まん︑本奪肢壌機開発促近偶展の対象予臨機縄の中に一8︑加

⁝・

選ばれた︒これら機糧の技術開発

電機が取り上げられた︒詳細につ ⁝

︸

いては︑大蔵省と通三韓の折衛を ⁝
建たねばならないが︑通廃省は積
極陶な構えで煉子力発電プラント

闘

の機器国産化に環りだしている︒ 噌
⁝・

神山氏︑産業
界首脳に報告
カナダのウラン購蟹
日本原子力陀業会臓は︑十月十

穿

圧水型原子炉︵PWR︶揮蒸気タービンおよび発電機が取り上げ 度化および国際競争力の強化に資 哺
るれた︒樽子力搾業界ては︑通犀繊が原子力発雷プラント園産化

進制度の対語鵬挿として︑加圧水

が︑とくに本習業の重機械闘発促

に暴つく技術振興謝剛は︑今鋸六

のため︑補助金︑融資︑税制措置

型原子炉用飽和蒸気タービンと発 ⁝

のために猿栖的に環りだしてきたことに対し注口している︒

月に岡法が延長されたのを 鷹 会

など行政上の助成が行なわれるQ

留用循環ポンプなど頁二十六稗が

に︑通離省が今後予想される資本

今度指尼された原子力発常用循

機械工業振興臨時錯置法の改正

の自由化に対処し︑園際競象力を

方凝︑揚穆三十・五胡︑動力論ハ百

︸層強化するために︑節定するこ 環ポンプは︑流撒秒当り酉二十立

とになったもので︑機械工業のう

七十KW︑押込圧平方正渚当り七
十試鰐というもので︑現在までに

ち︑とくに技術開発の促逢を必要

とする機稗を潔ぴ︑長期的な観点

日産化されたことがないQしたが
って︑開発効果としては︑今後・

から開発することを骨子としてい
る︒このため今年度機械工業技術

ための足がかりとなり︑この技術

発全な国塵のプラントを建設する

工作機械︑自動車部品︑隙子力発

置
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パンデロス発電所はフランス電

力会挫の焦醐所有となるもので︑

業発電所は世界で切めての国際的

1＆ラfト︵JcpL︶行は︑ζ
のほど撤子力建員会︵AEC︶に

気出力五＋一万旱KW︑BW

ター・クリーク原子力発電所︵聡

電力庁︵EDF︶とベルギーの電対し︑同社が触読している濡イス

な共岡プロジェクトで︑フランス

力会祉のグループが斗分づっ溶資

芝

マギー糺からの引き渡しは︑⁝九

ア︒エレ

年中に引き殴される︒これらのウ

ランは︑フゴラデルフ

クトリノク社のほか数社が建設す

る原子力絶電所︵デラ日ウエア計

醐︶で純わ31る．

話隠

本社ぬ泉都中火L嶽磁繭7の6

本社＿＿＿、藩融

塊

N

鳳

に沈められる︒巾姓子の千弄通る

加速裟醗で焦岡研究ぷ有た・︒2た
脚
め︑この十月十一日にモスクワで

フランス側は現在・￠の加飛簾

協定調印左行なったQ

になっている︒この鰯椿け︑凝粒

り︑その修卿要員を派遣すること

卒魏脅中で

の条件をきめることができ鬼油

MIRABEL

概のために六千いの液体承素罵絶

墨における石油の密度・へきわめて

ので︑一九六目張に完戚の予溝で

子の相互作用を研究するためのも

カーネーションの

品種改良をRlで

ノルウェー

うかは摯岸︵cEA︶の奮ノルウェー農業尺学では今年の

ス臣子力公社︵AEA︶のハーウ

九月二十八臼から董日岡イギリ

RI電源販売へ

英AEAでも近く

年三三論である︒

が研究者に引渡されたのち四−烈

ものぷ捉供するQ協窒はこの鰯箱

一方︑ソ連りての他いっさいの

ある︒

筒い精度で湊定できることは︑こ

]フン︒がBw馨︻

低い頒を検出することがで謙なか
が︑この内の一部を日日ウラン炉︸つこ︒
ナ

万KW92原子力薄口所を建設する

使われていた廻覧は石油飽和度の

井掘削にとって鍛要である︒従来

はとくに藻さ藁千π葱訂以上の油

の袋贋の空要な長所であるQこれ

ることができ︑採惣のための最良

り︑油履に関する正確な情報牟う

紙の上に詔録される︒これによ

霞棚に別の装置によって商動的に

コンテナーにいれられて漉月の中

コフで建設中の七百熱川墜ボルト

藤田翌翌一塁

現在ソ連がモスクワ近郊のヒルプ

海外・国内旅行の
ご相談はせひ

中性子の束産発生するこの小型

上手なプランで

パルス・トランスミノタ⁝は密封

﹁

華南蓋㌧霧纏．

仏︑SENA
発電炉が臨界
フランスとベルギーがフランス

のシューズに獄同で韓設したSE し︑電力も半分ずつ分けて観うこ

この運3／は作巣申にしはしは起き

た労働争議による作業の中断であ

商五運紙は一九六八年一月十五日
に始められる予定Q

五千万ドルで酸

るといわれ︑この内ゐ千万鈷分は

価搭は総評万千六丙万♂以上であ

慣した︒購入予定のウラン靖鉱の

のこ牲からウランを購入すると発

祖︑ウェスタン・二﹂ークリア牲

フィラデルフfア︒エレクトリ 六八年−七三無の間︑ウェスタン
ノク社は︑このほどカーマギー ・二訊ークリア社からは一九六九

フィラデルフィア躍力

化uを購入

カーマギー社から購入する︒カー

月遅れると報㌫した︒JCPLは

NA除子力発心所︵償無出力︑一十 とになっているQEDFの発叢に
R︶の完成および燃揖国入は五ヵ

六万六千KW︑PWR︶は︑九よ
刀れば︑年喫求でに発蟷できるよ
編めから燃叫装荷を始めていたが

うにし︑陶網の送電網に電力を供

ス発電所はゾリタ︵蹴気出力十五

十月十八H隅罪に塾した︒この商 給すると述へている︒

力 二千KW︑PWR︶︑ガロか
ナくすることによってある程襲取

は︑臨界と全出力運癒の期間を短

ると述へているが︑同社として
スペイン鰯が勢握することになっ

讐報器が鳴って原子炉建駆け自動

であり︑ロ俸露な作漿引画はまだ

濃縮ウラン炉の採用も考慮

仏EDF第五次計画に組み入れか

表したが︑その中で同庁はこれま

瓦月中旬一宇六五年壇の年報を公

フランス電力庁︵EDF︶は︑ O年︶では禽尉電気出力二衝五十
かと述へている︒

ン・ガス冷却炉路線を補足する必

でフランスが矯めてきた天然ウラ

後には葡萄再開できるのではない

薩長によると︑おそくともニカ月

オーカi・L・シスラiPRDC

決まっていないが︑十四口︑世界

なお︑冗成は一・几六七薙十月︑

黙せると報告している︒
へ電気出力四十四万KW︑BりW

て沿り︑電力も同等な割合で奮わ
れるが︑最初の内は脇力の約半分

る︒

内黙源子力発聡所となるものであ

をEDFが使うことも決めるれてR︶に潔い囲．﹂スペインで三番昌の
謄工は本年突の予定で︑選電開

力庁︵EDF︶とスペインの鴛一電 いる︒

EDFが二五％を出彊し︑残りを

フェルミ炉運転中止

は︑十月覧臼欝屈稀世およひサブ

灘捧ぷ藩下させ︑原子炉の運転を

的に隔離された︒そこで非常用制

の溶謝が起きたものと見るれてい

オイスター・クリ

需があると述へている︒すなわち

来暴都千代田区

醤

丸の内1のエ国際観ノヒビル願

胴

設77九千万賭の内八千万炉は年利 に罰則を進めてきた麗業界に︑新

のだろうと述へているQ

燃料要素等に重大な損傷
増畑が検出された︒原子炉磁尽内

アセンブリーに電畜な損傷が起き

ていた時︑説明ので嚢ない反応の

る︒ナトリウムの温度が上毒した

ークの完成遅れる

第五次五力年踊圃︵一掬・ハ六−七

楽しい旅行

『
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飢

発電所を建識する予定であった

初めまでに発注先を決定するもよ

礼会長は述へている︒この敷地に

は八十万KWクラスの発羅所四二

デトロイト・エジソン筏は︑電

気出力七十五万KWの発開炉を⁝
払または二墨建設するため︑発電
炉メーカーに入札を疲期していた
が︑九月楽章ゼネラル・エレクト
リノク社︑ウエスチングハウス祉
から応佑があった留発表されたQ
デトロイト・エシソン祉はこの内
一二を一九七一年に二基圏を七二

年に運開させたい意陶のようであ

PG＆封批は現在電気出力八† り︑本年末窪でに炉メーカーを決

は十分蝦けるといわれる︒

かっている︑襲踏工場の燃設は現

るが︑盤ごプラントは建設中︶に

窪最終役階︵一部操巣を始めてい

來ているが︑このプラントは全部

建設が決蜜すれば敷地はフユルミ

フで製館された︒

パルス発駐盟がウクライナのキエ

な色や︑形の異なった伍を咲かセ

ることに成功している︒照射きれ

たカーネーションは全部異なった

花びらを持ち︑中には五色の化ぴ

ムが聞かれ︑十七ヵ国かろ︑白人

以上の代表者が参加したが︑この

アイソトープ電源を販売する用畝

会含で︑AEAは紹力二け︐までの

があると述へ︑注闘された︐AHA

ソトープ電隙の製造販泥について

配瑛界が実施に踏み切るよでハー

配業界と交渉を続けてきており︑

であるoAEAは嶺分出力嘗ノの

ウェル研究所が製造成売する予延

であるが︑この肇奨が軌噴い乗れ轡

装置を五千︑ハ山がで販売する娠込

かるたろうと研究蕎は予言してい

るが︑将来は晴望によってκびら

は︑ヨーロノパではフラン︐のイ

スバノ・マーチン列に次いや第二

のアイソトープ電源販だ機門とな

︾連とフ・ンあ撃登窯は丁Φ宍・・い貌て黙瀞

仏・ソ連︑素粒子
の分野で共同研究

のと見ている︒

の色や形を変えることができるも

を明らかにするには三無位いはか

これらの最果と照粥線錨の関係

侮られている︒

もの︑七つの色びら卒もつものも

6をもつもの︑二つの佗をつけた はこれまで同公社で開驚し為アイ

CEAでは民間猿子力発電用の第

軍事閏的のために使われるので︑

四藩学のプラントを建設すること

を倹誤認であるといわれている︒

捲僕趙

ソ連で闘発に成功

石油探査に中性子
発生装置が活躍

発蹴蜘についてゼ不ラル・エレク

炉の近くが予冗窓れている︒

箱油探膏のための新しい中轡子

トリノク仕︑ウ山人ナンゲハウス

五力KW級と覆五辻KWクラス定
のしたい意醐のようであるQまた

ー線照射を行なったが︑さまざ藻

ギ︑カーネーシコンの酌約諾千株
エル研究所で︑アイソトープ電源
ルラノト濃副工場の拡人故鷹にか一葎
気出力三十二刀五千KWの原子力 社から入焦︽受けて46り︑十二月
についてコバルト60によるガンマ に関する褐めての圃際シンポシウ

ジヒーシー・セントラル︒パワ

遭翌

電3舌（231）7961−3

地中海岸︵以ぺ翅に建設

しい仕璽と海外での原子力発電所

下葉さゼるよう望んでいる︒

EDF炉が初 め て 海 外 進 出
フランスとスペインは︑数年前から地申海沿岸に共同て原子力発電所を難設する計薩について交渉

建設経験を習得させる意昧もあっ

アメリカのエンリコ︒フェルミ

国内の韓盛会筏や総器メーカーに

たため運転を中吐した︒フェルミ

今後の処躍については︑損鰯を

融資についてはフランス大縄挙

についても︑部門別のふりわけ

炉の所有背の発電炉開発会祉︵P 急停止した︒

高評増殖炉︵醗気出力六万KW︶ の放射線モニターがセノトされ︑

からあった教脅省に麟学を加え

門の中で︑また個々の囲標のふ

をせねはならず︑一つの技術部

減少が記録され︑同時にナトリウ

結果は記録されているが︑これは

トリウム冷却材が蒲江になった結

ム冷却材の士部をおおっているア

隣接燃桝の熱二藍の旨みにkるも

果︑一本あるいは数奪の解料要素

ルゴン・ガス中の核分裂生成物の

いため︑療子炉部分とタ⁝ビン発

京たはサブアセンブリー中の配下

バージニア︒エレクトリノク︒

ハ7社︵VEPCO︶は︑電本
機年
を供給し︑ストーン＆ウェブ

オン近くの癌岸約六百エーカーの

年内に炉型決定

が︑ざデガ・ベイの敷地がAECうである︒

備的な地質調査も終っており︑認

＆10︶社は．現在フいたものであるQ今度の冷汗は予

パシフfノク・ガス＆エレクト から認められず︑計画が中断して

夏電気出力七十五万KWの原子力 ス女i社が建設を行なう︒
妬霞所を懲回するため︑炉メーカ
に入兆を据号していたが︑このほ

リノク︵P

どウエスチングハウス︵WH︶社 ンボルト︒ベイ原子力発電所︵電

・運輔してい・萄が︑最近︑これに

バージニア電力はWH社に発注

各地で原子力発電計画

の霞気出力八十万KW二蔦を購入 気霊力七万KW︑BWR︶︽所切
女されることはまちがいないと岡
することに映冗した︒この発電炉
は二歳ともシェームス川山岸のホ
ノグ・アイランドに建設される予

この発蹴所はサリー発電所と呼

紬く瞭子力発電所を建設するた

定である︒

はれ︑一号炉は︸九七一年揮︑二

る予定である︒猿地作業は本無爵

号炉はこれkり一年遅れて冠成す め︑このほどディアリー・キャニ

た︒

蔽占火代輩く（57Z）0171

八搬湖営簾所

r
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紛

を続けてきたが︑このほど両国政尉は最終的な禽灘に冠し︑フランス科学研究・原子力・宇當謂月極
当柵︑スペイン工業堀の間で協定文の交換が行なわれた︒この訓諏は醍醐プロジェクトであるとはい

したものと見られ︑注四されている︒

え︑実質的にはフランスが肉国の開発した天然ウラン・ガス冷却型発電炉の海外売込みに初めて成功

澄岸のホスピタレソトから数学雌
四％で融資するなどスペイン側に

て︑岡灘は京ちがいないものと見

の圃駄が必要たが︑政肘が硝極的

れたパンデロスに建設されるもの
とっては好条件のいくつかの条項

られている︒豪たスペインは総建

ンの加岡を支持することや︑総建

KWのE13F−4型が採用がさ
訪れ
豪れており︑決定には多分に

で︑驚電炉として磁気出力五十万

フランスの政治的な酎糧が禽家れ

この発電所はスペイン側地中海

る．この訓醐にはとくにフランス
ているといわれる︒

たもの︑技術省は文字通りの新

人一年のメリーゴーランドであ

受けた艇科率．取り出してホノトケ

一国の科学・狡

設である︒科学と技術とを分け

かもしれないQrギリ凶では︑ 何まで総億的に手をつけること

る︒これは科学技術に対する翼

！ブで穐署することが当諏の回襟

の運命を左齎する

あるQ爪愉快とい凡ぱ︑科学技

政局のもやもやは実に不愉快で

は︑不可熊でもあるし︑効率的

していえないはずである︒

剣な正しい政治的姿勢とは︑駕

するため原子炉の出力卒．上牙させ

血︵AEC︶の原子炉許可部に早これまでの慣故評価によると︑ナ

すへての政策がそ︶であるよ

術庁が発足してから十一︐年間

労働日内閣になって︑ は じ め

でもむい︒闘乱の選災と資金醗

ると︑十月覧日午後︑発学卒再開

出した事故の予備的調査報告によ

らに原子力発電のように︑産業

りわけが行なわれ一3はならぬの

化の段階に入った部門では︑技

だから︑ことは答易でない︒さ

の応用繭はもとより︑たと須ば

う慧味左もたせ︑技術には科学

康た︑砂子副算機の活勒慧幾の

たのは︑科学には純枠科学とい

れるようになったのは︑第二次

術進歩の評価とエネルギー政策

もっことが詔識ざ

術政策が︑その圃

設費のうち少なくとも四〇醒70は自

側が積極的な態度を示し︑最終契

∫

RDC︶が十刀十日丁目子力婁員 PRDCのスタノブが発表した
動力会議に出好のため裏際したウ

約粂項ても欧州共同体へのスペイ

ロ「

セ
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医

土地を長期偽存す．燈ことに麟賭し
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工月に開始されるが︑建設費は総
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計二鱗妙になる予定︒

建ラ

お二

べ仏
C・

ほと大きな凄みを

大戦以後のことである︒そして
拡大にみられるような︑いわば

も︑舶用炉と発電用動力炉とに

原子力利用という画期胸ψ犠態

・アメリカン卍妬月階

どの程度の比婆卒写えるへきか

とは︑切り離しがたい関係にあ

は︑電子謝算機の包含

という問胸もあろう︒

捜術の技術ともいうへき面も工

あったことも確加である︒騰に

する諸問題を特集して

張力炉開発については︑既に

が︑このような諏識の形成され

わが国においては︑原子力号令

いるが︑私のような素

原ア力婁員会が棊本方針を内定

まれる︒サイエンテfフfノク る︒また動力炉開発といって

会︑科学技術庁の発足が︑いず

人でも︑上子尉算礪の

していうが︑間題と猷っでいる

るに養った有力な契機の一つで

れも一九五六年であり︑科学技

包含する闘題が︑将来

枠外予算の獅得ができるか︑で

川政策と気層た関連をもってい

にわたって︑どんなに

術朽網機構の発足が︑唖子力試

たことが特徴的である︒

ぎないか︒

うに︑科学妓術敵策において

に︑代々の長冨の数がやはり十

こういうことを考えていると

にかく科学授術二面十一年前に

も︑圏標の選択と資余の醐分如

れる︒

大きいかを痛継させら

6るが

現在では︑最尾力利用は︑科

学技術政策の︑電揮では

スタートさせたこと臼体は︑イ

何が最も珊要であり︑米・ソの

一鄙門にすぎないとはいえ︑と

ギリスの例などにくらべれは︑

ような大圏とちがって︑何か6

て︑海湾・科学省と技術省を設

一︑一一奮にはなうろ︒平均一

先馬の明があったと自負できる

けて︑科学技術政策器碗要な国

分にあたっては︑純糠科学と技

︵爾中慎次郎︶
るし︑また忍術開発の内部だけ

術開発とのふりわけが柱建にな

設ン
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送電量︑輸送が主要因

＝

≡ム闘漏

冨

世界動力会議東京部会から
欝界動力会議東黙那会□面所報︼に提出された原子力関係論文のなかに︑原子力発電肌の
立地主題を扱ったものが二つあった︒一つはフィンランドから︑一つは西ドイツからのもの
で︑安全性規制を闘的としたこれ豪での譲論文︵米・英など︶と異なり︑経済憐の観点から立

地の蹟要述を闇討している点が目新しい︒ここには︑フィンランドのイマトラン配力会抵のA

電の国であったが︑このことは現

フずンランドは従来より水力発

う︒一九七〇年代になれは︑日岡

電所と蒸気発電所が満たすだろ

現在礁二折のものを含めて水力発

めるようになり︑総竃力謂要の年

鼠が総愚力露装の一〇％秤度を占

最切の原鋒力編冠プラントの容

・ヤコラ氏ほかによって発表された論文の要厨を紹介する︒

在ても変っていないQ木材と掘炭
増加黛の三分の二は︑在来式ない

には︑この最初の原．士力発心プラ

闘上灘分を蕊かなうようになる際

される︒

を除くと︑この編には傭に化石燃
しは核解料式の電力会抵発置所が

絢壱考える際に︑燃排の機上輪送

のため核燃料にした揚合の経済節

岸地城に設置ゼざるをえない︒こ

訓読はフィンランド暇力業界にと

の距離が逃いために︑霞力輸送の

く︑電力の消費申心と焦醒中心間

とである︒比較的人口轡曳が低

電力輸送が必婆になるかというこ

テラワノト既謎賢角つげアヨ

るQすなわち︑蟹田需蟄の単位は

と距離との讃に比例すると上足了

況魍魎の送電コストは︑輪送電力

ぎのような方法で総噸できる︒盛

フィンランドの電力系統は規模

は囚．﹂とならない︒

によるわが田の施肥法坤高にお

もっと識気韻翫てまかなわれ．萄よ

うにな瓦は︑フfンランドの送斑
需要がへり︑プラント設灘場所で
決ま．勺コスト荒というものは見ら
れなくなってこよう︒

フィンランドに現在ある鉄道車
輌で輸送でき⑳部韻の最大三三は
百九十沖であ．筍が︑輸送貨車の寅

ないしこ函七十沖淫肢の貨物は︑

蕪を由顕とすると蜘さが二頁照十

て輸送で音輸りまたフィンランド

この国の大部分の鉄道連絡を迎じ

の嵩速道路連絡に関しては︑かけ
られている橘の設議値である酉ニ
や沸が総虫量の隈度である︒

原子力発電プラントをフfンラ
ンドの海岸沿いに鰍く場合には嵐

き．○か鱈かに開して敷地遡定の際

部品全部を擁路で敷地濠で輸送で

特別の注緑を払う高冷があるQ

①

♂多 玉

二〆〃一
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前々号をもって﹁原子力発竃所めぐり﹄が終⁝

㌦ーニニ ノ玉戸姫♂二〆一一

囲

二玉

犀ジ詔謬玉踊

誕認バ㎡ノ

多 多耳

醗年殿の予舞は︑絢七千㎜

二酉刀謎で︑議会による予

総人員は︑三︑八一総名で︑うち

一牲の理禦︑グレイ祉長︑副社長四名︑マ不一
シャー四名

授術．口一︑六八四名である︒

⁝

主要な細腰は︑日子力分

野での研究開犯︑独子力発竃ω経．椿性の開発︑

原子炉の運転︑アイソトープの生配およひ関連

機器の開允である︒播動は次の∬部門に大別さ

︑十一月に初

発電訓剛部門は︑NPD炉の運転に卜いて︑

れる︒

ダプラス・ポイント︵二十力K

キスタンに輸出さ瓦る同形の炉の技術コンサル

発霞ッ足︶を建設中である︒京た︑インドとパ

タント牟務めている︒

酬先部門としては︑二つの研先所かあ

る︒チョークリハi研は工学︑理学︑化

学︑生物学︑隊掌の研究を五つの酬究炉

ル緋は︑燃料の開演から触尉線生物学に

を便用して行なっている︒ホワイトシェ

商業毒口㎎部は︑人EG鮎の炉で生産されたR

およぶ広跳な扇画を実施している︒

Iの処理と敗光を疎くの陶娘ペースで百ない︑

た︑移動用照射鼠置によるしゃがいもの鋳止め

咋年の出塁実偵は六西五十万♂でめった︒ま

を中那地域で行なっている︒

国瞭協力曲では︑三五EA︑ユーラトムに職

繕んでいる︒

員を諏遣し︑また︑露量主要困と源子力協定を

また︑砲水炉の蒲断裁払を囲ざして﹁ベンチ

囲

セーd剛﹂と鶏姦．○蓋物を含む敏力田の技術者

の研繹滞行なっている︒

写翼はAECLのチョークリバー研究所

施すのに︑どれだけの畷癒帆コス

ト支出を疲す．船か︑を決め勺︒こ

の懲味で︑宏全強というものも灘

子の一つに過ぎない︑と考智乱るこ

に敷地選冗の最適化に閏漉した臨

人口中心から溢くはなれてい筍

とができ．萄Q

に綜子力発竃プラントを移したと

とこ．Oから︑人口密度の晶い地域

な追加投質韻は︑電気出力．∴十万

すると︑こういう安全措雛に必蟹

百万諾催幾になるものと推定され

KW南無フラントの場禽︑白〜二

敷地融定に影鞭する別の囚子と

るり

して︑建設許可や運転諏煽を憂け

に襲するコストは︑設罐場所が縮

るための極々の描離鋤あ．黛これ

衝であれは地方よりはるかに高く

なろう︒しかしながら高人口密艮

の面でコストがどう影嘉され．勺か

地域の近くに設即する際に安全帆

は︑兄極め勺のが非常にむずかし

人口密度︑麺震の同区︑地形に

い︒

の闘題などぶ考難した雪融哲の分

よる気候の変佑︑風の悶惣︑南鮭

野で今日刈用でま．勾研先輩亀踊闘

で得られ駕謡験︑をもとにして閥

の成果︑な6ぴに懐燃君プラント

fンランド駅内ほとんと全轟が敷

断す・勺と︑安全性の兄地からはフ

ろんこれはプラントを敷地嗣愚の

地として鯉当たといい加い︐もち

であるQしかし︑その結果︑プラ く︑二七防止︑紬果抑制という工

訓により軽酒好ることは品に可能

一目

二︑湖水の父喚と伯燦は︑放射

多多 ︹︺二多

磯物買漉獲が不毛に島ま勺のを

蝋

り額には︑狂い水観の港に構脚ク

防ぐに足．勺たけ強力でなければ

頷は︑近擾の深い水深の港に十分

これに対して︑原子力発馳プラ

論却水としての爽水の兼作は︑

り酉万がもかかり．てうなので︑追

こういう水路の建設には♂凝あた

フランス

◇

鍵X給

マス⁝テル几寡黙か使われる︒

される︒なお︑熱魁変換にはビス

線源はフラノス原子力庁か

使われるもので︑凹田キ訊リi．の

この除型発恥鼠澱は地上溺として

から向う一年闘の契約を受けた︒

電源を開完ゴるため︑ユ⁝ラトム

チタンを燃科とするアイソトープ

は︑二葺ゲ罵のストロンチウムー

フランスのイスバノ・スイ擢祉

◇

R⊥電源開発契約

誤樹〒ラトムと

龍醸熱

一A一曾1−ll−1

を設韻してのことであ．黛

器措置の躊まれた原子炉システム

ントはさbに外用がかかり︑発給 学的寮全描躍ならびに効梨陶な擬

コストが増す︒

がなけれはな6ない︒

もし︑地況によって︑再粟興防

止のため取入水路と放出水路を延

楊合に一︐ひっては鯛外的に厳しいも

加コストは極めて筒くなる︒

長しなけれはならないと細ると︑

のとなるが︑プラントの超切な設

いる︒

原子力発屯プラント設麗に臨いて

住民に対して宏全なものとす・勺べ

レーンを新設し︑十分な積載継を

冷却水の再晒縦は︑鈴一に循環

一 ニニ 一多多一 多 ！一多多 一醐

為する輸送輿迎を購入し︑近くの

三︑献度上昇が湖の生物学的性

ならない︒

水の塩鱒上零丁さけるため︑第二

多一〆二多

駅から敷地に至る大体二十♂厨ぐ

饗セ変えたり︑出生生︑物に影響

にプラント近飢の水に含まれる放

一多

らいの新道路を建設する費用が含

があってはならない・

射性物質の築中をさけるために防

二

まれる9もし︑いずれかの耶贔勇

よた︑復水器用の冷却水に必要

φ

聾する費用と含わセて︑胸五十万

な巻揚げ能力を持つクレ〜ンを設

鼠が先の阪度を越すときは︑原子

な水温を競える点からいえは︑フ

多一

メになると見磧られる︒

する追加コストは上巳滋りさつに

ントを内野に響つ妄糞婆一力叢所虚の内聾緩くに要

を癩．んた小溢を建設する追加疫資

には︑追加費用はわけなく二尊〜

されなけれはならない︒

高くつく冷却水再循環防止
復水器に既製な酷却水の鼠は︑

の佐民に対してプラント必笈全な

地域ならびに周酬心境は︑まわり

因子

工学平安全景搬とは︑裏故発生

安全性も敷地選定の
宙フラントに対して湖の大きさ

条件の分析に少くともめる程皮ま

一︑施気出力三十万KWの発

は必装な冷却能力を得⇔に足る

二膏万kW発竃
プラントで旬沙祠十立方凝︑同一

五や平方試餅程度以下ではなら

ものとするのに谷器系統を含めて

胸十五立方爵である︒このため河

どんなエ学的安全措鷹か必賢なの

か懇決篤する︒岡臆にそれは︑プ

よ︐2嫉事故防止と粘果抑制の猫置

ラントに必賢な工学的女全描躍を

ない︒すなわち︑熱十万KWに では考慮にいれ得る効果を生する

いるプラント敷地聞辺の緋除酊能

であると考えられる︒謝醐されて

フfンランドの主要河川の二︑鼠

あるQ

川沿いで秘用できる揚所の数は︑

ては︑少くともつぎの条件が満た

の流域に限疋される︒湖水に関し

つき︑その放熱には最低六平方
い
♂爵綬度の湖曲を要贈る早算で

規擬の原子力允電フラントで毎秒

血来県の糊気出力

ィンランドの海昂沿い地域は当然
煙くなろ︑つ︒

二一垂二一多

囲…圃鵬＿圃…レ一瓢…囲…圃…レー困㎜囲一軸レ〔…凶…囲
二曲五十力ザに達する︒この見漬

プラント用敷地に︑毎々な設備

なっている︒

了し来したので︑塾しい企画として海外の原子．

とするQフィンランドの揚禽︑送

馴法による飯田仏に撚ついて一九五二年二月に

算︑政肘の縫出金などかる

電系鵜の制定損失コスト以外に︑

力関係会社ω現模︑浦動などをシリーズとして．

竃力消費契約黛の地域落魚は過去

必要な中継ステーションに要する

設立された︒株式は︑全額圏の出資で︑鉱山・

って現に重荷となっている︒よた たたし︑目↓ジ．げーー十隠KWh︶

きるので︑かなり短かい時期を隔

であり︑これが惣変ずる理出は憾

十五銀にわたって︑かなり定量的

捷爾調査絹が弧理している︒会社ω桟瓦は︑十

が小さく︑電力需盟の伸びも焦す

てて同じ場所に二星の原．＋炉を建

コストの一部をも堅めて︑H弓ぞげ

二虫送電線と同齢に四藤がげ白繭

ける方法論を述へ︑同時に水稲︑

カナダ原子力会社︵AECL︶は︑取子力麗

設しても︑これが経費節樹につな

・淵ヨの翰送に愛するコストは平

プラント設暇場所が照々輸送需
蟄とコストにおよぼす影轡は︑つ

線も国内には通している︒撫諾沿

なる︒

h当り六・エミル目四灯と疲冠され

が執帯土贋の蒋

麦類︑蝕茱︑果樹などの徳肥法が

発展して︑学問的進歩と笑除的

均四千一二徴五十励程農であるQ

嶺らないQ

敷地選だの際の決定的囚子は︑

がるとは準えられない︒

その結果脳内においてどれだけの

配電網完備で楽な敷地選定
また︑運転の癌野性を滴足なも

重量部品の搬入に有利な海岸地域
のにするには︑各々へつの配蹴網

いに計幽されている二百二十♂礪

街二十8猛送蹴綜によって︑発臨 送冨線が完毒すれは︑長い擁岸線

結難点に通ずる少くとも二本の二

を零す．旬フ

発霞を行なうことになろう︒経済
プラントが童裟醍躍網に接続され

は説として木材処二五業において
ントをどこに設置するかで︑フィ

南部も︑原子カプラント設暇可能

桝資源がないのである︒姦暴発鱈

的に採算のとれる規模と負荷率を
ている必蟹がある︒これにより︑

ンランド亟部おふび

肖圧タービンにより行なわれてい
ンランドにおける線子力発霞コス
トが人きく塩右さ瓦ることは明輝

循えた原子力発電所がフfンラン

はなくなる︒

︸つの配鰯網で連結されており︑

る︒だかb︑他の発電形式に撫す

系14を翔いて証明したQこれら期が大切であることに庸国︑縦

殊性とリンの施

埋設︶はアイソトープ鷹外痩用

た︒渋谷・薩垣︵腿技研︑紙工

用い蘭い収機を得る施肥広を得

の溌選が施肥鉱置や議で影響を

ら土拠物理あるいは物理亀学的
研究け最近アイソト⁝プ利用に

出

ではカーン博士︵パキスタン︶

肥料の施用力法に関する研究

ような研究方向へ進んでいる︒

シi鰹士脇kのもとで旦礎義士 質によ．勺魯魚を研究したQこれ 櫨物生理宇研究には早くからア
の発去が行なわれた︒

カーカム博士︵アメリカ︶は
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水源の確保が問題

鳳子力発電コストは遂電離KW

・ニミルと仮定

あっても︑完全に遮断されること

上認の条作は敷地に特別な制限

加力消費申心地はこの圃の南部

である︒

一方の結禽恵やその近辺に故障が な場所をいくつか琵鰍す．葡ことに

る︒近年は地方自治休の加勲発電

れるのは︑阜くて一九七一年頃で

も伸ひてきた︒こ3／ら二つの発電 ドの電力系統に粥めて組み入れら
形式幡プロセス薦圏発羅とち呼は

にあるQ今のところフィンランド

れる︒男会秀麗の樽の薫一ある︒その後は二覆た讐譲
きにつぎの原子炉が順次運転には

ランドずへての発電所と泊費商は

を付加するものではない︒フィン

発電コスト六

発電所は水が不足する卑に発電を

ド四部の不足分を補うために送ら

北部の余剰水力越力はフでンラン

KW原子力発電ブラントニ麸に対 れていて︑酌耶沿吊地域の不足分

この醍電網は糊精に遠く豪で張ら

ントをどこに澱くかに強く依覆す

る独子力の競争力は︑鼠子カプラ

最切の電気綴力三十〜三＋五万

いることが可能である︒

スウェーデン︵フfンランド北部

行なっている︒そういう隼には︑

は蒸気発鴬にたよらざるを得ない

トを餐易に結禽でき．Φ地点は全国

れているので︑原子力発酵プラン

の粛白二十漣曜送電系統︶とソ連

︵フfンランド南二部の酉十β嬬 する入札は︑現在査定を受けてい
のが現状である︒したがって︑近

る︒しかし︑爵来㎏力漏襲増加が

電プラント容㎏は電気患力にして

にいくつもあるQ二胃二十気嵩の

る︒一九八○年謹囲．﹂には原子力発

送電系統︶からの魑力輸入も行な

靭齎五十万KWになるものと予思 窪来式か核燃料式かを問わず︑論

い将来の大型蒸気発電プラントは

一九七∩年までの軸力澱要は︑

われる︒

の部会の蘭半はFAOハササラ ンチウムの相互関併と土堀の姓

︽ボ︑5︑ざ︑ぶ︑ざ︑ぎ︑ぎ︑詩︑詩︑ぎ︑詩︑詩︑ぎ︑ざ︑ざ︑§︑ざ︑ぎ︑建︑ご︑ミ︑ざ︑ざ︑§︑詩︑ぎ︑書物
第十一回太平胃学術会議の第
三十四シンポシウム﹁アイソト

ナ贋物理研究におけるR1利用 よって塁壁な進歩が見られた︒

二隅として﹁土壌と植物研究に

肥料研究へも准

劇用法についてり
く
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蟹及されていること受述へた︒

ン32を便用した 改蕾され・ての方法は既に農駅に
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作物︑施肥法の研究に対つるア

研究を発表し︑

は畑作物に対す．萄窺素肥羽施

麦などの小拉殻物︑トウモロコ

ころが大きいことを示した︒

肥料の節絢と増雌に寄与了ると

用広を窒姦15を用いて研究し︑ イソトープ利用が最近幽す評す

それぞれ土壌中の特定位はから

化学部土虚鯖一心長

︵強暴省農業紋術研究所

シなどの大粒︑旗物︑牧幕などは

壇素躍科を吸収していることを
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まれるといわれるーーによる改斑

型︵Aα配︶陳子力発電所を︑わが四で建設する揚含の縄済性を

あげると︑まずAG靴システムの

またこの設計研究の蛍な特徴を

を行なって嚢たが︑十月十七日︑その結果について次のように発

の容澱の単一発避所について検討した︒その結論としては︑①A

ルを採用しているので︑圧力容器
の外側の全てのプラントに︑運転
中でも擦晦中でも￥犠時︑特別な
放射牲防護措照なしで接近できる

︵e︶放瞬性廃液の発生が少な
い︑などの点があげられている︒

さらにAGRは蒸気条件がすぐ
れているため︵石1十八気圧︑摂

いタービン藩王プラントを便用で

氏五百六十度︶︑噺鋭の勘率の混

き︑これによって総禽熟効率が四
Q％亭．こえるという好結果をもた

今麟研究されたAGR型原子力

らしている︒

の鷺力会社が原子力発麗所の経済

発聡所の発躍原憾は︑現在わが園

碁手と金利ーー例えは減価償却は
二十年の三岳莫金償却︑金利三八

鍋製総で被覆された二酸化ウラン

持する特性のすぐれたステンレス

として亭㌣KWH当り二開以下一

て追加される経済的利点を鰐蹴外

率および敷地選定の融眠性によっ

場合︑AGR固有のより筒い利用

式︑圧力答器内の炉心︑ボイラー

コンクリート膨歯答器の支鋳方

躍することを決めた︒

この懇談会は︑原子力発蹴の基

て︑尉瓢の燥境をよくみてみれ

発慧晃をのへたりして︑自分た

いうわけだ﹂とか︑積極的な開

＝＝冊＝＝階冊＝冊＝一＝一＝一誕＝＝一

れたウサギ︑ネズミなどの動物

ちのビジコンをうちたてつつあ
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原子力の研究彫発にともなっ

がすぐれた人たちが廃棄物処理

ば︑懲分たちよりも経験︑学力

る︒

づけとなっているので︑焼却す

場に働いていることを知って臼

屍体は陶磁の中にフォルマリン

る場合には︑取り扱うフードの

噸したとのこと︒

てくるが︑この放射能を浴びた

中で屍体を瓶の申から取り出し

て︑浦臼たくさんの廃瀬物がで

廃呪物の処叩は大へんな作欝で

て炉内に投下し一力︑フかルマ

ならず付帯するもので︑希少価

るQしかし︑原子力施設にはか

卯の仕事はたしかに大へんであ

もでき︑そこからも放尉性廃粟

億の二心とともに︑深処薄工場

鵠

廃棄物処理には約三＋余人の

ある︒今同は茨城県東海村にあ

リンの方は別に処理するように
なっている︒とにかくこの廃葉

あるベテランは︑﹁廃鷲物処

琿場を訪問し︑ここで働く人た

る日講掛子力研究所の斑酸物処

物処理はやっかいな弔事であ

現在︑ここ原研

原砺廃棄物処理場を訪問
澱近︑廃葉物処那場では中途

値をもった零落です︒源子力発

採用で︑高卒の酬い四二名を憾

るQ

縁の下の力持ち

ちの生活ぶりを拝尾しん︶

の廃葉物処理場に
は︑二極の廃戴物
倉諏に︑燐鎌八年
分の鵬爽物一この
中には実験などに

個もある一が満杯につまってい

よる屍体をつめた国守が絢八酉

る出︒今集の憲︑ここに設澱さ

ワークは非犠によくとれてい

ツ大会での総合縫勝はその現わ

る︒保健物理安全部内のスポー

人が不満のヒマもなく︑チーム

すよしと語・勺︒一度は失血した

の重要な骨をせおっているので

養い連中も︑﹁原子力聞発がす

物がでる︒私たちは原子力開発

にビノクりしたそうだ︒お謹け

つたところ︑この二人はここへ

に作業が単純であり︑ほとんど

理場のグレープヤード︼

れとのこと︒︻尊宿は廃棄物処

来てまず緊様なにおいとほこり

きるとあって︑全図の病院や事

オートメ化していないのはどう

すんでいるのに絡書物処理が

やエアーフィルタなどが焼却で

業所などからでる放射性騰焚物

力化購なので炎勒してやめたく

れた大型焼却炉では︑動物屍体

いる︒RIの実験などに使用さ なった由︒しかし四︑五日たっ

が放論協を通じて送りこま瓦て

勝志氏をはじめ︑県会議艮︑藺工

向陳情謝は︑鹿兄島県知事鵡廓

依頼した︒

面に陳傭澄を手交し︑誘致協力を

十七日闘帳者がヒ溶して闘係各方

ている鹿児昂県川内市では︑十月

原子刀允霞所の誘致運動を遣め

鹿児島県川内市

誘致が活発化

原子力発電所

子炉および核燃料製造会社︑金属

に必要な環境と条件を具備してい

久兇隔地区は原子力発電所の立地

派国の原子力教鳶事情主祭のため

派遣された渋谷比雄氏︵福井渠致

青羨員会指導主事︶らヨ名はこの

とサ催︑大工国際サイエンスクラ

十六臼︑日本笠子力学会関西隻部

ブの後援で︑原子力のタベとして

原研理穆宗像英二氏をかこみ︑産
学交流のための夕食会を開く︒

☆二部原子力懇談会は日本原

日午後一時から中電ホールで﹁原

子力耐究所と艮欝で︑↓月二十八

が大きな問題となっている▽附

しているが︑これが海外での鉱

山のストなどで鎖鎌的に瑞給が

ン擾り九十七万円のものが︑今

ひつ迫︑地金のメーカー建値ト

では三湧五十万円の筒伯を呼び

〇〇亡子計算機システム用に提供

材からグリノドまで﹂をテーマと

ロール・データ祉よりCDC三六
れた﹁ヨーロソバの鳳子カー素

か供給が続いているのが長期買

がこんなさわぎのなかでどうに

するところも入る始來▽ところ

い力で︑需要家の一部では休業

これだけ出しても浮に入ればい

模のもので︑燃料は国藍の低濃細

された颪線翻画法︵LP︶のプロ する三重郡フォーラトム会議の議

利

騨

ありまず。

御一報次第、資料、各種講習会案内、計騨申込憲などをお送り
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研創立十周無記念成果鴻及講顔と

映画会﹂を開催する︒

ーー−
本理事を一閲︑祝渠状況につい

二三買伺け契約︑海外鉱山の翻

籔としては︑外国鉱山会社との

ほど帰国し︑十月十七爾原産に橋
て︑米国は︑最近巡邦極圏が補助

が︑最近たまたまこれを．勇気づ

発などいろいろと議論が橘発た

るV現在わが国ではニノケル鉱

けるような舐が持ち上がってい

ｴ産通僧

u鍵

☆西ドイツ原子力産業会議は

石の産韻がなく︑輸入に敏存

なう舵力開発馳策の実需などのた

効果も徐々に上がっているようた

実と援助を行なっているか︑その

めのプロジェクト・リサーチの允

て︑数員再教育の施策︑マン・パ
ワー政︽の理念の磁立とそれに伴

金による雪隠という手没を仙っ

ン資掠の安定供給磁保

描勧鵬鱗難

問︑目本原子力平加利用丁重から

さる九月二十日から講二十五田

米国派遣教貝
が帰国報告

きる態勢にあるというもの︒

方薪の用地も賞任をもって斡航で

廼設規拠に応じて︑画〜二闇万平

し︑濟々立地早盤の貝摺に努め︑
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よる援認濃編サービスの途が開か
れたなど︑各種の新事実や新政策
があらわれ︑かなり顕鱈な動きを
示してきた︒一方わが国に恥いて
も︑慰楽炉建設部圃の三体化と斜
行して︑動力炉の長期開発力釧を
含む原子力麗発利用長期請画の改
訂や︑総合エネルギー政策におけ
る原子力発聡の位諏づけ等の閾題
が審議策定されつつあるなど︑ウ
ランの長期的安定供給確保が餓要

会磁所会頭︑川内市長など十⁝田螺
の連名により支出されたもので︑

鉱業会社等の代表で構成される

るばかりでなく︑地域をあげて比

られたものであり︑聖裁会社や原

な問顯となってきにことから設け

商業用原子力発電所の建設計画が

以降︑川・詰碁団において大規模な

が︑流目や関係機関からもオブザ

内容趣旨は︑脇児島県川内市梅田・

急速に進み︑最近ウランの確言

類のない強固な誘致体制を舶立

のオフエリー整備

CDC三六〇〇用 なとの報徳を行なった︒

込謹れている︒

ーバーの参加が予定されている︒

設置許可申請を準備

臨界実駿装置建設へ
三菱原子力

ほ

擶要が生じてきたこと︑二五が核

な動向が︑第三回シ甑ネープ会報

礎物資たるウランをめぐる世界的

燃料斑為化亭渓等し︑政府施設に

燃料を使用していること︑︵c︶

世活性な炭酸ガスの冷却材を使用

五十銭であるとしている︒

燃料および被覆材に対して実際上

たこと︑︵b︶分裂生成ガスを保 ％︑稼働率八○％一で行なった

圧力容器の中に一次目路を収容し

プレストレスト︒コンクリート製

GRは日本の条件に最適であり︑AGRシステムの持つ本質的な
安全牲によって敷地の選定が容易である②発電所のかなりの部分

が田脆でぎる③AGRの発 電 コ ス ト は ︑ 今 圓 検 討 し た 椙 力 の 範 囲
内では︑AGR岡有の島い 利 用 率 ︑ 敷 地 選 定 の 融 瀬 性 に よ り 追 加

が国で鴬通に贋いられている地震

される経涛的利点孫考殿外 と し て も ︑ K W H 嫡 り 二 円 以 下 か ら 二
円五十銭の範囲である︒

今回の設灘碕究は殿気出力盃十

万KW お よ び 六 ＋ 万 K W の二つの
条件に濁した設讃卒行なうための
していること︑︵d︶聞撲サイク

行なわれたが︑いずれの場含も︑

等の一依構造など一に考慮ぷ払

AGR型単一発電所卒対象として特殊な設計一例えば炉心当年︑

膿子炉とすべての関連補記鼻血︑

うとともに︑獅在AGR二線子力
以降︑AEAにおい

原産がウラン問題検討へ

懇談会設置を決定

下︑土木工罫・建物およびその他

タービン発殿機設鯖︑隠釦水 棚

B

発聡所の第一陣として建設中のダ

ンジネス

通常口口所の譜鎚澱墨温む発電所
を想驚している︒

日目雪吊﹂時かb東京気ノ内の日 同筆や関係方面に慧児唱酬などを

し︑必要な措躍を講ずると共に︑

本工業倶楽部で常任理製会を開

日本原子力産業会議は十月十九

このなかにはパーフ甥ーマンス的

処する産業界の基本方針を検討

世界動力会議の海外

参加者招き講演会疑
日本原子力習業会議は十月十九日の第七十
九綱紀購会に︑世界動力会議東隷部会に出席
した主要国メンバー十一名を招いて講演を聞
いた︒薄焼したメンバーはL・R・ヘイウソド

工業省工不ルギ一斤長冨︶︑ロ

氏︵加11原子力会社翻総裁︶︑ジアン・クチ
ュール氏︵仏

ベール・P・L・ジブラ氏︵仏1ーインダトム

は︑軽水減速タンク型のもので︑

原産蹴子掛算機蜜
ねて同社大儲研究所敷地内に臨界

原研のTCAや日立のOCAお
器は
よ︑このほど伊藤忠電子講算サ

二酸化ウラン約一・五糖︵最終附

霊魂九月フランクフルトで開催さ

F・11・スタンレー・ブラウン氏︵英ほCE了解を得るための説明を進めてい

には三メ弱︶が襲荷される︒出力

日本瞭子力配業会議聡子讃算機

長︶︑ジークフリード・バルケ氏︵西独践プ

実験二二を建設するため白装齪の

三歳原子力工業の臨界実験鼓齪

ラズマ学会会長兼堺携局長︶︑ヒントン卿

設鷹許可申誘の確備および地元の

三菱原子力工渠机式会挫は︑か

︵英一世界動力会議国際執行委員会講長︶︑

許可申請は今年十一月中︵遅くと

フォーラム会長︑ベクテル・ニュークリア社

GB総毬︑W・ケネス・デービス氏︵米目 たが十月十三田︑ 馬簾罎の設鐙

付け契約による輸入ル；ト︒い

た味を癌感しているという︒

まさらながら長朔契約のありが

事録を作成し︑覇望蒼に工料頒布
している︒希望のむきは原輝資料
は十月二

グラム﹁オフエリー﹂の蟹備を完

☆：関西原子力懇談会

窒まで︒一組五♂︒

は通常〇二鴎で︑無聞の積算出

ることになった︒

も年内︶に行ない︑明春から建設

総建設餐として一億数千万円が兄

副社長︶ウ貯ーカi・シスラー氏︵デトロイ

た︒

用のご案内

いなします。

験

び日本原子力事業のNCAと岡規ービス︵︑︶の協力で︑米コント

理礁︶︑ビエ；ル・ユェ氏︵仏翻ATEN会

行なう﹁ウラン閻題懇談会﹂を設

な進歩︑プラント設計的な臼改良

鯵

鍵

鵜㎡

聯撫

羅関

か︑燃料そのものの改良なども含

︵よりコンパクト化された︶のほ き︑ウラン閾題の今後の展開に対

子力発蹴計画によって建設される

のと全く同じもので︑さらに︑わ

発電所の熱型として採用されたも

は︑現在英濁で遂行申の第二次原

またAGR型陣子炉詔計の墓礎 て開発された最近の技術進歩ーー

︵a︶破損の町鮨盤のない一星の 性を謹価する鶉舎に使用する計算

寝したQ設計研究は電気出力三十万KWおよび穴＋万KWの二種入れられていることで︑これらは

特徽となっている安全設計がとり

誕価するため︑本年一月以来九カ月にわたって︑詳細な設計研究

公社︵UKAEA︶と興岡して︑同公社が開羅した改良ガス冷却が加えられた︒

胃士出機製走︵株︶と第一原子力産業グループは︑英国騨子力

安全で敷地の選定が容易

ワ

力は約一・五KWHである︒なお了し︑会貫会社の共陶利用に供す
ン山気協会副会長である︒

︾ζ嘩滋

｛

幽

盤票

舎

ト・エジソン祉会長︑APDA会長︑エジソ に斑工する罰画である と発蓑し

・COBOL

論

8

カル

︻総懸は工翼クラブで開かれた原産理齋会︼

・FORTRAN

凍京都中央区風な驕本Ilt∫2−6−4・大阪会同康京ビル
躍話（663）076三〜4 地下鉄三聰宴前・小俵1騨耀下副

欝

電子計算機室

・ALGOL・60

日本原子力産業会議

本システムのプ員グラム雪

本システムはどなたでもこ利胴でき豪す。
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・商遡の醗算処理能力
・閻題処理コストが最低
・豊彊な応用プログラム
・国際的な互換性
・迅速丁羅なサービス
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産

各国独自の将来像

原子力
分科会

後発諸国は二型選定に悩む
統構成の問題を投げかけるととも

の傾尚は︑蟷気慰業者には蟷力系

まで東駅で開催されたが︑原子力開係分碁会では原子力関係
に︑製造業薔に対しては︑発注の

嶽mル動力☆議は一曲所報のとおり︑十月十六貝からニナー3

二十一輪︑MHD開係四編の論文が十ヵ岬から発菱された︒

英田で第二次螺子力発電灘圃を

薩憲鐡

縄てホワイトオーククリークへ
ープンピント法による処分は生

プで地下に圧入される︒模擬廃

馬力のディーゼル駆動満圧ポン

圧入処分されるQこの方法はオ 凝に掘られた井角を通して四酉

最近ケンタノキーとネバダの両

埋桀処分が行なわれているが︑

餅を混入して笑験が進められて

圃や蔭五十キュリーのセシウム

州が新たに処分区域を受け入れ

こはないために考えられたもの

放射性廃液．筏利用される糖土

除去に効果的であるが︑最近の

式︶であったが︑今圃の澱告︵論

▽露集人員

十五楓▽酬鯵葦葺

十一月十四〜二十二日▽受講料

本駒込ニノニ十八ノ四十九原

七千円▽申込先東烈都島r凧区

回髪
劉

十一月五呂

研ラジオアイソトープ研修所▽
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雛
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一原産窺渦窒たよりi

団

本社東京都千代園区神田駿河台4−2

贈話（255）8211大代裏

が指驚廃策処分区域にされ地下

放出されている︒膿液の拡散に
物圏の汚染が乏しく増加するお

といわれ︑廃液にセメントをま

ミキ講ライトが放射性セシウム

鉱物について︑イライトやパー

それがあるのでNASではよろ液中に四千キュリーのセリウム

ついては色慾卒莉細して．ての径

十月十一田︑東惣・四ツ谷で 路を確認した︒廃液処理嚇から
釧出されるスラソジはスラゾジ

いる︒処分費は大体一ガロン当

ると表明している︒

究所保健物理郡のT・タムラ博 処分区域にトレンチを掘って戴
ぜてグラウトを作り︑これを地

で︑コスト低減のための換謹を

たり○・〇心ないし○︒一〇が

ルミニウムを使用すると︑九十

に対してPHが十近辺で酸化ア

研究では放尉性ストロンチウム

九ないし九十九・万％の除ま率

晶レベル放尉性庵液の処分は

頁釧に行なっている︒

われているが︑今のところタン

現在タンク鮒蒔が実川的に行な

千五酉字以内︶

ある︒このように多榑多様の燃料

原研R一研修所

内答は︑原子核乳刑︑オートラジ

側などの垂垂ん行ない︑マクロお

よびミクロオートラジオグラフィ

文愉34CA︶においては原子力発

の実験に難点を臨く︒

所が開発される︒この謝画には濃

るので︑Puリサイヶルによって

H謬

①餌﹃ 菊Φω①ρ吋Oプ円︒◎け伽び拶−

O弓げ①

P口像

﹀国Oびlbo㎝

為三業43まト
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ロ

α

α

窯技術の開発は化学蕪が行

樹立する降︑AG飛と米国産のB

︵投稿歓迎

を有効に使えるので︑この形式の

が莉利となる町能性があり︑③嵩

HW況を空要開発路線に入れる方

遅速炉からのPuが余剃を生ずる

られると共に︑遠い将来において

使用︑碕総懸からのPuの摘出は当
分行なわないでも︑凝済蘭および
燃料総総利用の面から十分という

縮ウラン洪給のために濃縮ウラン

考え方︵O鄭8σンリ︒信σq財方
燃料サイクルの問慰は採用され

罷の規模が大きくなれば︑Puの

八○年の閲に笑用期を迎えるもの

原子力発蹴の経済性を蔦めること

昌O乏

A5糧︑九ペー

h￠け⊆蟹Φ

切げヨΦ蠕け

付冨①

一九六六無出版︶
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ジ︑

《遵ヒヌ、r盛手［1》

産身ごと漁量肩ミ｛こ4く蓄上づ『る

㎝行なわれ粂騨ふり・ジ研

盤欝欝を押し広げながら地下に

てている︒

圧入する万広である︒セメント

丁の雛四つの霞ついて
中レベル放尉挫廃液は縞織タ

グラウトについて混心する成分

ンクに集められ︑苛樽ソーダで

鑓行なわれた︒すなわち①オーク

筆ノジ簿・放射簾液雛
αの現状︑②放射性廃液処理法の 中鵜されてコンクリート制の好

ぴ処分︑麟放射帆廃液処騨に窟

犠鯉纏識郵裟瓠

㎝贅︑鍵の鉱物雛お・
q

宥籍埜鉱物の難・罫

が得られることがわかった︒

十爺とされ︑謹た冷25も必要で

つ安価ということもいつも念頭

なうにあたっては確実で安全か

放射性廃液の処瑚と処分を行

クの耐用鶴敏は胸二十ないし五
の割禽が悪いと途中で固旗って

あることからボケノト仮丁法︑

におかねばならないことを強調

磯タンクに入れられる︒ここで

ガラス固化法︑流動層による仮

し︑今後も豪す票す研究を進め

滴対数を減少させるという影響を
についてという基礎的存問題が

しまうため︑二三な検討が行な

焼処卿による総液の蘭形化の研

各論文の大部分は白国の13来の原子力開発甜画に富及し︑蕎
書

われた︒艦影では糖液一ガロン

究が進められ︑これらの山留鮒

㎝き参b発︒

R︑米岡はPW貧46よぴBWR︑?しであ・が︑隠液の処理縫 博くない叩合は浸撫用トレンチ

の一つであるアタパルガイト一

当たりセメント五酸︑粘土鉱物

るとのへていた︒

ぶのである︵論文酌榔﹂︶︒

濯物処冷語で行ない︑永久処分 に送られ廃液を鵜川にしみこ虫

性説体生成物を安全に処分する

見光膨氏にタムラ博士の講蔽内

思え製造業者の数の悶題に求で及

q

μ︑でうでトを鴬野︑唱首を遅

滞納する検討を行なっている︒

ため地下一二欝耕にある階堰譲に

谷を紹介していただき固した︒

子炉酬式との関係において燃料サイクルの問陶︑原子炉の立

㎝に関ン﹂け憲フ博士の属・て せてしまい︑スラソジは土をか

らせるために砂撫を目深ントに

固磁器葉物については一九六

まずオークリ︐ジの現状につ モニターされ︑放射能がそれ程

痒いる緑健物理部が受け持ち︑処 けて永久処分を行なう︒一力放

対して○・○〇五％まぜ合わせ

王年にアイダホとオークリノジ

α

カナダは償水炉と︑みな岡産の原

射能が給い場合は熊発価で濃編

るのが良いとされている︒混種

莫国はマグノソクスおよびAG

子炉を自困において採用している

を行ない︑この濃縮液は干満立

物は地下胸二酉五十ないし三窟

︵注︶今回は特に荏原製作所の能

のは当侭といえる︒

なっている︒現在低レベル書替

蔵タンクに入れられな後︑地下

方層の鉄ーコンクリート鍵の贈

毬の瞳子炉の経済的︑技術陶将来性について述へている︒原

地趣定の問顯︑および安全性の闘題が鴇干の論文において取
り扱われている︒以下に掲げるのは︑同分科会のゼネラルレ
ポーター︑晦田太三郎氏︵通薩俗工染技術院箪気試験所長︶
が総括発表をしたゼネラルレポートの抜砕である︒

早い開発のテンポ
カナダは重水炉系拡張へ
ているが︑処理済液は沈降槽を

の藁薦ソ塞で行な．
億

難陳は不足すると憩われ︑九〇鋸

であるが︑出様な比較がカナダで

WRか優劣を争ったのは有需な話

までは熟中性子炉の開発卒進めて

全る脱水炉の経済性︵論文輪瑠U

SA︶︑AGRの幹能およびそ行
のなわれ︑カナダの条舛ではCA

済拠算するとしても︑なかなか一

かということになろう︒機能を経

原子力驚電は長い鵜備時代をほ
とんど終えて実用期に近づいてい

囎よりは商利たが︑炉型間では正

う結果は繍ず︑経塚的には火刀発

が可能であると湾えている︒

原子炉は畏い期間生き麺ぴること

④経験と保証⑤運紙特性⑬発躍原

るとされている︵論文漁騒CA︶︒

ゆくという︒砥本葉画が変る揚合

がそれをホしている︒

般的な解答は得られず︑炉型は発

く貝楽観する揚合には︑Pu生塵

として︑①高速炉が予想よりも早

にた勝
に箆
発展の可熊牲③蟄源の保存
将副司︵論文簡儒GB︶鵠の発表 NDUがBW飛およびAGR

式な発注に対する価格発績り欝が

装原価を主体に比較するとしても

る〇一九七〇年代に入れば︑ 世

価⑦投下貸本璽▽払条件㈲外貨所

最終判建は孟観的なものとなるよ

翼の各所で火力発電よOも安い電
間勲は上製以外の国で順子炉を輸

提出されなければ判らないという

カナダは従来よO敵水炉一木槍

要灘⑩潤麗化比率の十項團をあげ

を開始していると想像される︒こ

力綴織饗する織子圏発閑所が運転
する場合はどうかであるQ
で進んできており︑CANDU入型

縮論である︒

はもちろんであるが︑その場合に

発癌を行なっていく方が有刊なの

日本原子力研究所のラジオアイ
の艮期胸副甑を前提に行なうかで 速炉の貝体化が遅れた揚合には11
あるQ一般的には副画的に原子力 饗GRが有効な働きをすると考え ソトープ研修所では庄詔の要領で
研蔓生を募集している︒なお講麗

の発竃所ごとに考えるか︑その国

つぎの闘題は八型の遺定は単一

うに思われる︒

はNPD︑ダグラスポイントの経 アルゼンチンの論文︵諭文恥45 ているが︑ある型が特に良いとい
験を経て︑ピノカリング︵二千M RA︶で︑同圖が一一喬〜帯磁MW

のテンポは二︑三年置醗にκえら

うへきとしている︒①染工所利用

オートラジオグラ
速度がAGRよりも二倍箪いSG
フィ研修生募集

れていたよりもずっと皐いテンポ

困難な炉型の選
率︑渾転継続性および儀薫製②負

長期的には燃料問題と関連

BWRの傭に︑燃麟サイクル上為 イタリアの論文︵論文栴細工︶

荷追従轍および起動所要二郷③郡

ブン・タでブのGCR︑PWR︑

果がボされた︒検討幻象はプルー

9の原子炉を導入する際の検討結

W︶の開発布．進めているが︑さら

に冷昂材を軽水沸謄︑および育鵬

を潔くべきとしながら︑さらに定

鰐であるとの理応でRWRを追加は炉型選走には価格競争力に主眼
して︑四縄を比較している︒筆戦

品およびシステムの複雑性と予測

オグラフィの基礎技術とその応用
に駆る澁︑Pu燃焼炉としHT
G
説化し難い次の因子にも考慮を払

カナダは従来から天然ウラン碧

られている︒

は︑その国のウラン費源の賦存お

項圏としては①燃糾供給②長期的

ル︑再処理工場および燃村擁工工

よび入黍方法︑製造技術のレベ
ぴ経済的晃地からの将来の発展の

場の規模箸が炉型選楚の囚子とし

Rが役割を果たすであろうと述へ

可能性︒しかし問題はこれらの五

て覆要になる︒

寄宿㊥安全上の特写⑤技術的給よ

項潤にいかなる考慮を払えばよい

水炉の開発を膿めており︑そして

英国の長期計画
SGHWRとHTGR併用も
る原子炉型との関連もあり︑複雛

工場の猿設も含産れている︒

と想定され︑それ謹では熱中帽子

一方Puによる筒速炉は七五〜 抽出が経済的に行なえるようにな

な問題であるが︑英国の論文には
隅濁の長期的な見方が示されてい

る︒︵論文酌鵬GB︶
英国の猛本計画は次のごとくで

が︑蕩速炉が実用焼に到達すれは

ある︒総髭五百万KWの天然ウラ 炉から霧られるPuを曲謝する が配来るし︑さらに震水炉におい
ン︒マグノノクス型の原子力発電

であるから︑将来は○・八〜一の

ては？h−U脇サイクルも可能で
所が七〇年までに運転に入り︑七

Puの存在猛によって町鮨とされ あり︑元来中盤子経済の良好な炉
〇〜七五無の間に八酉万KWの低 るだけの高逮炉卒開発してゆく︑

濃旙ウラン・AGR型原子力発継しかし熱中性子炉からのPuの生 増軸比の炉に到逃し得る可能性が

支店鯨・大阪・名古麗／出張所札幌・福岡・広鵬・三岡
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大きく貢献しています。

ξ：櫛紳

原子力産業の分野でも

しUHりは旨り冒導穫︶目りσ葺尊M︾頓HU日興UUU厚目︶麺M口︾雑り肖UU09VMh︶囲リけMHリNリロU口陰射瑚絆︾惨口口湛︶9VほhU陛︾雛暮V口U羅h︾一二導ドノ

Σ＝｝Σ＝｝Σ＝）

P澱蹟溝｝DP瓢＞D罰⊃P羽口D局瀞D幻滞D瀞隠駕）口B瀞讐DD獅蕩）P笥

と⁝ギmえよう︒

属国は六九年にマグノノクス炉

張している︒

の電話刀KWの建設を殖了してい 翻冷却とする新しい炉の系列を拡
るのであろうし︑第二世代の原子

波紋の大きい

@
@

力
子

原
に入っているものと思われるQそ

炉であるAGRが七〇年から運転

響は火力発電よりも原子力発電の

写翼は艶事鋤力会議の原子力関係分科会場

大容量化傾向
最近に至って原子力発電の経済

性が溢目されるに至った理由とし
ては︑技術的発展もさることなが

方がはるかに顕署である︒家た大

識

して七〇〜七五年の間にはAGR

画であるQ︵論文漁搦GB︶

発電所が八丙万KW建設され る 陽

フランスでも七一年には約胃万

KW︑ ヒ 五 年 に は 五 薦 万 KWのガ
ら︑泄位容撫の増大による発耀原

においては固定費部分が火力発魅

価低減が直接的影響を萄えている

対する発バが損次いで行なわれ︑

に比較して大きいことは一般に知

ス冷却炉が運癒に入っていよう︒

米団内の各所で化石燃料との競争

賢澱化による難設単価の低減の影

られている適りであり︑従って大

といえるQ原子力発蹴の原価重重

に勝つ傾向を示している︒その増

明年中頃から米岡では軽水炉に

鍵

棚の勢いのすさまじさは︑関係者

に米国のウラン資源旬蔵敏を再倹

遡系電力系統の存在は大容羅機の

欝

甜させるに艶っている秤である︒

英属のAGRにおいてダンジネ

導入を容易にするものである︒

これらの傾向は上口の財団にお

な信頼穐が商まったこと︑その経

スBは当颪六二MWeであるが︑

いて︑原子力発電に対する技術的

済牲に甜僧がもてるようになった

国でも千百MWeのものが発注さ
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