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地点確保 に 全 国 調 査
海外探鉱は政府ベースで
とテンポ欝を明らかにし︑象た将
来のウラン鉱業政策の見通しの上

遁産省の総合エネルギー調査会原子力部会︵節食絵自宗一子︶は十月二十八日宝前東京平河町の
全共連ピルで第四圃部会を開き︑本当一万阿部会が探択した第一次中毒報鑑に猛づ唐︑ワーキング・
にたって︑書面の貝体的ウラン資

があり︑その除ウラン製鋼灘業︑

源確偲体制について検討する必要

内陸立地の可能性検討の必弥︑挫等について述へ︑核燃料問題では︑将来の安定供給懲保のため︑長期

核燃隅加工纂業︑原子力発羅勲業

ついての中閻報告について︑各グループ主践より説明ぷ聴取した・とくに立地問題では︑地下立地︑

契約︑擬鉱開発爾力式の併用による撫外資源の確保が効渠的たが︑嶺煙は国家贅金の活用に占40海外

との関係を十分考慮画9る必要があ

グループを設けて検認中であった問題点の⊃ち源アカ発鍛所の立地閤題および富源樽資源確保二二に

ウラン資瀬の調査︑探鉱亭行なう必要があるなどの蝦聾が行なわれた︒なおこれ・一2の報告をも含め︑

避技術の開発︑社会的立地環境の

め海外との薄塗契約︑海外での探
鉱余胤ぷ．⁝臼欺う必要がある︒濠た

のわが団の天然ウラン︵U30

二千四魯シロート・トンと推定︑

一設撮︶を建設し︑また福片県敦

ラン︵U308︶の所要照は一万
幾型腺子炉一出力十六万六千KW

子力発竃齎︵英コールダホール改

一本松珠瑞氏︶は︑これまで伊次城

て︑人口︑地郷︑地形の観煮から

8︶の累頚所要撒け約十万シコー 県乗海村にわが国最切の蘭引冊原

満たす海爆は︑全海岸浦艮︵千閥

ったことで︑報告はこの芦弓田を ト・トン︑昭涌六十向目の天然ウ

全囲海岸地帯の隅視的考蟹を術な

衝十一♂層︶の二・八％である

子炉一出力三十二力五千KW一団

賀市に敦賀発霞所︵米沸騰水型原
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→ガー氏翫欝ド

創立九周年紀念祝賀会を開いたQ

午前十時から東庶大手町の本祉で

原電ではこれレ偲記念して︑岡日

もって油九周年を迎えた︒

塩けてきたが︑今年十一月一日を

力開発のパイオニアとして活動を

紐︶を建設中であり︑わが国原子

これに対して国内賦存は儲足︑推

さ！
ノ

ぷ鋤侍するのは囚輔であり︑他方

社長は︑世界動力公議に出脇のた

グ＆リファイニング社バーガー副

カナダのエルドラド・マイニン

ウラン問題で菖脳と懇談

が原産を訪問

はきわめて懸急に方途ん．構じて行

型式が九周年
記念祝賀会開く

運転操作およびこれに伴う電力の
供給を聞的として︑九電力会社︑

へのサービスを＋分果たすkうに 怠て行なわれ︑発24内容も出婆者 電発36よびメーカーグルーブ︑そ

ノ
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ミノ！
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の他関孫購界の協力によって没立

〆！さ

された日本懇歎輿望寛会祉︵社長
！

でなされ︑蒲田翻から嫡孫者の今
！

に繕する戒果の報告︑謝慰の恵味

﹀〜〆

努力するので︑関係首の積極的な

〆 ！

供用を希望すると述べ︑また電線
さ ！

同原子炉施設の安全帆は原子炉鵠

約藁百八十億円で︑発監単価は︑

気出力は四十力KW︒総建設費は

GE社製の沸騰水型隙子炉で︑糊

､けて︑平倉利用︑経理陶墨 込虫れている︒

今後原子力委員会は︑この答申

また同発電所は今年十二月に建

おけるウランの長捌︵輸田︶契約

懇談した︒

綿粘の岨能性などの闘題毎中心に

行く人・来る人・

仏ツンゴ

幹事会†四

困は今月十五臼の予足︒

︐一＝

放射線化学獄丁会

原子動力研究会プラント建設

瞬午後原頓

縣1

ーーー

瓢の紀め十月三十日黒発︒なお帰

同団ラ・アーゲ再処理工場の視祭

君再処理工潟の設訓の進捗状況や

ハン︒ヌーベル筏に蚕託した捗燃

今井美材氏︵長窪︶

名は今月八日出発する︒

⁝陣︑簿除義席氏︵論難竃力︶ら六

コ・フェルミへ派遣される第三

日本フユルミ伽委員会からエ︑︐ノリ

APDAへの第三垂垂中研の

購

騒

羅豊

橋本代表常任押箏岬42と︑カナダに

日午後原産昂訪問︑松擬副会長︑

め来n中であったが︑十月二十八

盤良ウラン仁義沸︑磁保するために

甲線だけに海外ウランの探鉱開発

確罵要索が多いので︑臨ちに民間

していないなど企業化にとって朱

然ウランの濡要がほとんど貝休化

士としている︒しかし現実には天

らみて二方式の併用を効黙陶な方

開発方式があるが︑諸般の輔勢か

の力熊として長期契約方式と操鉱

瀞概保することが必要であり︑こ

れるため︑撫外に宏冗した供給源

ぬ藤野講で⁝一万四千トンと予思さ

定︑予想︑暗鮨鉱朕あわせても含

が︑全園を北那︑中部︑西部の三
部域に分けた場禽︑意地がいらぢ
るしく北部に偏重していることを

は︑全國的規模での人口条件︑地

指摘している︒雲た︑立地対策で

形地質︑気象および水利等の立地
諸条件を含理的かつ円滑に尖樋調

査する必要があるとし︑内隠立
地︑地下立地の可能性も検請すへ
きたとしている︒

︸力溝外原子力発蟷所の立地に
ついて︑多くの実際例について雪
曇した繍果︑それぞれ双胎の立地
条件魂宛服するため︑・︑ω却塔の利

用︵河川流磁の老残に紺処︶圧力

否器の現地組立ハ輸送問惣に対

く必勲があるので当面は国家資金

処︶漸しい格納讐器の開発︵人口
中心地への接近︶なとの噺しい励

ための調査︑探鉱卒行なう必要が

して澤日される︒

あるとしているのが新しい進展と

を活用して海外ウラン斑源確保の

次那会中間報告に暴つく原子力発

核燃料グループ報告では︑第一

電規則に従い︑昭和六や卑展まで

陶が紹介されている︒

帳告の特色は︑伽．

今回提出されだ立地グループの

力発駅所敷地確保の可能性につい

ずわが国の除子

開発方式の活用関係︑⁝開発の規模

原研が成果発表会誹・舘

後の原研の荊用が要望された︒

ラン需要職︑長期璽胸力式と提鉱

今後の闘題点として長期短期のウ

會両報告の特色⁝

ると指摘している︒

整備①一喫的な啓望活動ゆ関係法

発展に見命も供給磁を獲保するた

十一月七日には挿子力部会としての第二次巾間報告が窪とめられることになっている︒

立地適地は北部に偏在

立地グループの中間報告は︑わ

核燃料H長期契約と海外探鉱併用

が岡および海外における駆す力発

ための心垣条件として︑泊接地元

にその上で目︑体的地点を確保する

唖然者の郷齪︑協力︑地方自治体

令の韓備の必弾轡を招議し︑さら

に立地条件を考著した場含︑当面

との瀧絡の必喚左指摘している︒

地二言の必揮性について︑β視的

賊的には立地可能地点は存在する

電所立地の現状にふれたあと︑立

と蕩え鴇一撮れるが︑側々の地点を選

東京︑大阪︑名古屋で開催

段階における原子力発電の能業化
源のコバルト60も大洗地区のJM

昭和三十二犀十一月一日︑初期
醜業部の榔要しについて︑嶺事染

一方核が特ゲルーブ中聞懸仏は
日ポ原子力研究所︵岬響長葱羽

わが国のウラン需要と資源︑野

予定であると述へた︒

TRを利用して国産化に搾り出す のために実用規模の発館下原子炉

定する総合には郡々の制約条件か

国の政論の中心的実施山開であ

部はラジオアイソト⁝プに関する

ら敷地取得の困難軽は鑛電され︑

周懲懲︶は︑原子力デーの一環行

なお今囲の研究碗薄口及欝演会

を繍饗し︑原子力発電所の建設︑

器として︑創立十刷年記愈研究成

り︑その飛躍陶な利用促進も凹っ

は︑瞭研への出夕潮の心証ムと兼

給にふれたあと︑ウラン資源砿保

果漕及講演と映幽の会を︑東無

ていく︒今後も引き混いて関孫者

離における資源の現状と将来の濡

の必要性とその方搬について︑絶

︵＋月二＋百︶︑火阪︵同二十

ねくとし︑その鮮瓢として自然立

不安定供給源として国内の探鉱は

七目︶︑掻古謡︵同一一十八口︶で

租対的に立地可能地点の縮小牟一ま

地条件の改善の地震国学的地麹対

継腕するが︑原子力発鴬の急逮な

この濁激講演会では︑村田浩掠

それぞれ開催した︒

子力局長の﹁わが国の原子力開発

腺予力叢員会の原子炉蜜全理説

規制法の許司壕準に逝会している

切年豆KW時痴り二円九や八銭︑
子力発灘所の原子炉の設置に係る

設爾工︑昭和四や五年六月に燃料

轟

軸

難

望

鋤紬・︑轟︑眺

⑪

働

士ヒ1ル

轡欝磁

2 0 0

利用について﹂の物別講演のほ

東電福島炉は安全
の開発﹂の講演の中で︑田添の島

論語会︵会憂陶坊隆東大敦授︶

原子力愛員長へ答申した︒

ものと認め︑この蹄両日封で臼田

葬原子炉鰹審査会が答申
分子放射認化学は特にすぐれたも

建設乎妃の東來磁力︵殊︶綴島原

は︑描島限双葉随および大蒲町に

安全牲について︑討論七月以来検

礎︑31画長門発利用などの安全性

チャネルパルス
波高分析器
0

検討㊥屑水︵淡水︶対策⑤安全防

写翼は原硬の成果発表会のもよう（呂本工業倶楽部一東京）

撫醗鐵

あらゆる分野で活躍できる

か︑﹁放射細化学の開発﹂︵理肇
宗懸英二氏︶︑﹁動力炉の開発と

長︶など八つの講搬があった︒

核データー﹂︵核物岬第一研究室

のであり︑放射繰化学の漁耐︑困

造である︒それだけに困難ではあ

うとする道ではなく︑新製品の劇

以外の静可熱準について冨血した

グループ十五冊午後賑猷︒

グループ十日外擾駆馳︑蕩激設計

甜を號け︑窪た醐讐査会の第二十

の予冠である︒

七部会︵部会長川蘭正之隙研講査

なお東．以電力の編綴殖は︑累国

を陸駕し︑同年十二月に建転開始

るが楽しみも多いと述へ︑粉末ポ

購鱗を熟ねて愚だが︑十一月二二

リエチレンの企楽観をはじめとし

また中井軽爆は﹁アイソトープ

役︶か59も次ム︑に報儒嘆受けつつ うえ︑佐藤総理大距へ憾申する︒

二十年平均で闘二円五十五銭が見

薩焔をもって輸入品に葉虫鎚えよ

とくに宗像理事け﹁放射線化学

@

7

て産黙曝の協力擁饗請した︒

『67−05

轟

鋤三

1ユll廓業

お間い合わせば
集京都中炎区銀

4−3

TEL

串・

△

策②地下立地の検討⑬内陀立地の

ダ

鱒

惣脚撃戦臓回

振替東京5895番
語（591）6121（｛」ヒ）

東京都港区斬橋1丁潤1番！3弩（菓羅旧舘内）
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原子力発電所の

掘の場禽も︑長期的に兄た瞭潜力発電酬

漁業への影響は︑火力発魁勝の詰合に

塞に偏在しているため︑電力

靴け︑四十年四月一口現在で約や

人に比べ減少していることは非常

いての資料4鴎係婁員で嘱望する

ける達けい︑研究のあり力鰹につ

ことになった︒十月二十五口節瓢

ルーブに分れて審議することと

会合︑原子炉と放射認象全のニグ

し︑それぞれ犠議事項について検

射︒十一月二日第二國会念︑事務

▽核融合分科会

二回開催︑世

周原案を中心に審議︒

いて臨写︒またワーキング・グル 研究議醐を樹立してその捌進に努

各脚註より提出された資料に暴つ

︑

＼

摩一一＝一＝鯛一一一＝＝剛＝一＝＝縣一＝厨一＝一＝一一一＝＝＝圏＝一＝二一一＝一一一一

申

一﹇一＝一一一＝＝一一圏補＝＝一一一＝＝＝＝一；＝際︸二聯＝；﹁

博

一万八千人となったが︑その儲び に注麟されるり

ワーキング・グループを設置し

と典に︑奪還の円滑をはかるため

しが困難なので︑期間を二十年と

界各踏でも研究段階にあり︑見通

ることになった︒

限定せす瞬来の力両を審礪険甜す

西独︑仏へ調

た︒十月二十陽田第二回会含︒エ

加島併と助︵工技芸技術調畳課

須田八郎︵文部省学術課長︶︑

梅沢賊臣︵科技庁副肝局長︶︑
⁝

レン州文星欝

総理侑詔画庁︑同以

王子製紙

も聞題になることであるが︑獅子力の方

原子力婁録会の冬期還幽専門部

長期計画専門部会の分科会
会︵部会長兼重冤九郎氏︶は十月

子力船の経済性︵五十万ゾタンカ

﹄凡︒十両月二十由ハ日弟一留圓A駆込︑原

れぞれ審騒を進めているが︑十一

三日の初会合以後︑各分科会でそ

二回開催︑作
業スケジュ：ルを湊めると典に︑

▽核燃豊丘一会

ーの試算︶を中心に典儀︒

はおよそ次の通りであるQ

月五日現任の各分科会の進捗状況

十一月ニロ初会

審再試項についての検討項囚が各

科学技術会識

▽総合分糾会

委員に分担され︑またワ：キング

蒋学技術会議︵議長佐藤首相︶

は十一月五日から同二十一田まで
ヤ刀三田 薦ドイツ︑フランス豊田に﹁科学

鷹島を派遣
をもとに︑新長瑚訊画の構成等に

合︑各分科会から提出された原案

十二日第三漁会含︑逐次検討事項

・グループが設置された〇十月二
十月三日

▽放射線利用分料会

に従って廠鐡を進めた︒

▽原子力発躍分科会

ついて審識︒

籾会合︑審議方酎塚こ審誠箏項につ

初会合︑各委員の検討分担噴項を 按術政鑑に関する調査國﹂を派遣

いて検討し︑家た審議の円滑をは

かるためワーキング・グループ

ネルギー調査会︑原塵による原子

めているフランス︑および科学技
十 術に関する長期踊幽の樹立に努め

この調幾麟は︑新たに碁学技術

増加し︑資本金酉偲円以上の企業

力応徳の経済性や開発規模の見通

︵調査員会議11以下同︶を設け決定︒十月二十五日節二圓会禽︑ することになった︒
の研究費は三十九年度には九薔六

で︑海外への技術輸出も期待で

ているが︑柿島さんは︑﹁将来 鱒
調査団員の氏名︑所属および紡
本格的な製鍵ができるまで︑こ ⁝ 問先は次の通り︒︵敏称略︶
⁝
の採掘技術の確立をはかるべき
▽篠隷登︵科学技術ム論議員︶︑

⁝ の爆心に役立てようというもの︒

検討すると共に︑各研究機関にお を島陰しわが国科学技術昆本副画

月三日初会合︑懲誠事項について ている西ドイツを訪問︑その実機

▽塞礎研究人材餐成分科会

ープを設私した︒

十七忽円︑四丁六％へと大幅に

ヤ刀三日初

どう

堂

会合︑密講事根について検討する

▽原子力船分宿会

しに関する報告を中心に上議︒

科学技術人材

ま諭している︒

第三輩

わが圏の研究者数は磁年増加を

原子燃斜公社人形峠
出張所畏になった

民

かき しま みん

島

最近︑海外ではウランブーム

き豪すよ﹂と明るい＝証果︒

科学研先省︑赫学会

長︶︑宥衣痴話︵科技三二画課︶

▽西ドイツ

議︑ノルトラインウエストファ

フランス

学技術酬先片︑工某省授術観究

総監︑科学捌左本部

＄

聡

の立地は︑必豊な娼罎さえ取られれは︑

圓会合︑科技庁が行なった企業実

いくものと考えられる︒研究費の

柿

た︒仕上った鉱山た︒これから

の様子がみられるが︑やはり国
内のウラン操鉱を滋点的に︑足

をはかるように平行的にやるこ

元を固めながb︑海外への進出

とだという︒しかし︑これには
はっきりした国策が必要た：と

昭甜十一年三月東大法学部政

つけ㎜えるのを忘れないQ

旬闇メモ

十一月二日開催︑東敷電力

原子力委棄会原子炉安全専門審
査会

福勘原子力下尾所の原子炉の設櫨

に点る安全性について褥議し︑岡

施設の安金性を齢認︑同口付で原

子力委員長く︑答巾した︒

しCOも「【P1

需凹地になるへく近い経済的

科学技術構報活動︑諸外国の動向

態調査の中閥報告について審識︒

以下︑国際協力︑技術の交流︑

める割合は五万九千人︑五〇・一

の各厳は雀型

率は低い︒罠闘企業の研究者の占

門と結びつくことなどの発電購側の事留
％となっているが︑藺隼の約六万

一八︒九％の増加を示したが︑民
腸七〇％︑国・地方公共醍白歯〇

かも今後は戴礎科学の研究や︑民

％と民間の負担が遜常に温い︒し

間新鉱たけでは負目しえないよう
な火規穰な研究開殆が増旅の傾向
にあり︑また俺違国における国の

からみても︑研究投廠における国

負担割禽が六〇％程展であること

費厨露訳繊では人件費の占める剛

八月一日付で人形峠所長にな

甲央製錬瞬

が問題だ扁とという氏は︑﹁こ

つた細帯さん︒お山にのぼったはみつかった鉱山をどうするか
獣謹︑なかなかおりて来なかっ

をつくり︑ここに大型のプラン

たが︑約三カ月ブリに東駅本祉・れには本格的な

人形際の

で︑さっそくインタビュー︒人トを設置して︑将来は金国から

⁝へひょっこり︒秘轡嬢の連絡

形曝の印象を聞くと

とい

鯛現状も将来も厳しいものたが︑

所員の顔は明るくなった

治学科革呆︒戦時中は簡工省の
鉱山関係の化堪にたずさわって
いた・昭和二十六年薪政沿経済
調査会理雅︑三や一年十二月に
公挫へ入壮︒公社では企醐喧長
代理︑核蜥昼課長︑東海製錬所
次長を経ている︒

趣味は碁︒最近石ブームにち
なんで︑石の採集をはじめた︒

逼薩街総合エネルギー二品高原
．
立

子力部会十月二十八田開催

地クループおよび核燃料グループ

り一トする

が畜暴説水瓢が多いこと︑放偉勲への心

る︒むしろ闘題はより触期的なところに︑
のほか︑わが国の漁業近情かからんで︑

と考慮した長期的総合曲な研究欝

が望張れるとし︑研究課題の選定

金が増加しており︑全体の四三％

の巣す役割は︑ますます腿藪って

については事前調査︑協議組織な

を占めるにいたり︑三十九年展は

画の立案に罪するより一二の努力

ものが少なくないとしている︒

なっているQ敦た民間大侮業の活

研究者一入漫り三酉二十五万円と

ど手近な問題について解決すべき

③研究没年は全体として三ヤ九年
麗に一ご千八百億円に薄し演年度比

要人相ついで原産を訪問
原子炉輸出部長︶︑ホノチェン

世界動力会議の海外参加者
さる十月十九田に閉会した世界

︵AEA︶▽フランスーーP・ユエ主体制といった麟の万針がなか

⁝う︒過去十郊は︑国麗燃料の自
動力会議東夙部会の海外参茄者は

の核鯵料政鍛もうまくいく︑

蟹憾は芙智子夫人と二人で人形

隙の礼二佐い︒︵M・1︶

から中閥報告か行なわれた︒

；暮しを

さほど心酎する必警はないとも考えられ

今後の敷地選走が問題化する系地は多分

り比迫され︑活路を求めた滋洋漁業も︑

①わが国の研究水準は現在過半が

︵ATEN公艮︶︑J・クチ議ー
つたので︑公筏の考え方には必
送りこまれた鉱石を製錬す・⇔の

た﹂というQそろそろ奉楢的な

判Q今度は国内核原料資源の撚 鉱山業湧をやることを考えない

神が欠けていたとチョノビリ批

ずしも掘らにゃいかんという繕

総勢八豊玉十嶺をこえたが︑これ

シハ

ル︵工巣省エネルギー手長冨︶︑

︑

らのうち日本原子力虻染会議を訪

︵CEへ技師︶

R・ジブラ︵インダトム闘鋸︶︑
R・カール

噛した人たちは次の通りである︒

アメリカ睦K・デ！ビス︵米フ

干スローテンポ気味たった現揚

よるコストダウンの試験をやつ

現在︑人形蛛では水力採掘に

と柿晶さんは語る︒

﹁人形峠の探鉱は一心おわっ

という︒

の力の入れ方もかわってこよう

寸ーラム会長︶︑W︒シスラiリエ︵涼子力資牲研所長︶▽カナ
といかん時鯛た︒この甲央製恋
鉱長期密画︵ヤ年々にU308
ダ翻し・ヘイウノド︵AECL湖一一万沸確保︶がてきたので︑蕎 気方式のものができてこそ日本
︵デトロイト．エジソン会長︶︑

ブラウン︵NFS副社長︶▽イギ総裁︶︑バーガー︵エルラド判副
社長︶︑バロノクへ岡佳︶

十月コ百初

つまり︑假告書では抵会的立地環暁の整

王子ヵ発電所の週地がいくらあって

各国の細め出しに遭って︑μ業としての

額に占める制合は一・二％で数年

不満足な水準にあり︑望ましい水

可分のものおよび大規櫛設備を必

リス匹ヒントン︵拠罪動力協会会

▽安全対策分科会

備として比較的かんたんに触れられてい

も︑住民が発電所を受け入れなけれは︑

来横はいの傾向にあり︑莞逢諾国

準にあるとされている研究分野で

饗とするものの研究水準が低い︒

西独﹄S・パルケ︵プラズマ学
長︶︑F・ブラウン︵CEGB

総裁 ︶ ︑ B ︒ エ ル サ ム ︵ B N X 専
会会長︶
務理事︶︑K・ノ・ーマン︵AEA

＊

な地点の確保となると囚難が
あるという見算しのようであ

報儒遥はこのような晃地から︑立地灘

る︒

敷地の確保︵続︶
胡里⁝ 腺子力発電所の敷地の確保に
⁝ついては︑以前にも本 欄 で と り
にある︒つ旗り︑わが国の一般的な漁礁

実施をあげ︑さらに築地の積極的拡大策

立地は不蔚能になる︒現在︑先発の三鷹

▼

活発な審議を開始

る部分に︑伏在するのではある凹いか︒

自然的立地条件の改否と社会

錐としてとりあえず金国的規模の調査の

は閃塵する蟄囚が復雑なため︑敷地醜傑

陶立地凝境の整備を識するとしている︒

として

﹇展⁝上げたことがあるが︑この問題

の兄通しや必蟄な対鑑について︑なお十

擁栄煮として︑来知の原子力発要所に対

存立を脅かされている︒こういう立場の

事情として︑近海瀕業が工業の発展によ

分な認識が得ら3／ていないうらみがあ
力につづいて︑後軍の六社もつぎつぎに

する密戒心が強いのはむしろ当然である

原子力発蹴所敷地の選定にのり出しζい
るが︑これらの選定が円滑に行くかどう

削能性を倹幽し︑地旋工学技術の開発に
よって軟弱地盤への立地を可能にするな

県体的には︑地下式発電所や内流立地の

先刀二十八日︑通艦省の総合エネルギ

る︒

ー調査会源子力郡会に立地閥題作栄グル
といえよう︒

めには︑漁業者の理解を深めるための十

かが︑その後の敷地固題壱左右するので

水炉が動き出す昭和四十四︑五薙ごろま

分なP汎はもちろん︑耕水の研学静な影

ど︑求た一方では︑住民に対する糊張実現

でが︑実は立地問題の山揚であると考え

響調査︑および必要な揚禽には防護薄鎌

ープの中間報告が提出された︒この報仏

の障密をとり除こうというものである︒

られる︒原子力発電所は住民にとってま

等を講ずる心構えが必要であろつ︒国と

若子力発電所の円溺な礁設を逗めるた

諮外切でも︑立地の画然的制約を工学

だ未知のものである上︑原子力に聴する

はある豪いか︒その意秣では︑最初の軽

必要敷地数を二十ないし三十地点とみて

的に打開しようと努力している例が多く

や関係法令の撃備によって︑糺会環屍面

その磁保の兄通しを険討しているが︑日

兄られる︒それはいわは長期的な立地対

轡は︑昭和六十年度までの原子力発電所

いてマタロ的に調べた紘果では︑原子力

本全漁を人日︑地形︑地質の二条作につ

さ罵るよう︑すべての関係者が納得コる

しても︑原子力発雛と繁華をともに発展

債極的な暮鐘を打ち出ずへきであると思

わが繍特有の国民感鯖がある︒しかし︑

それ以上に今後の敬地選簸の所要な要張

鎌であるか︑そうした努力を積んでいる

になると思われるのは︑野業に対する影

発竃所の適地が発見される司能織の大き
問に︑原子力発電所の運転実績もふえ︑

一将来の灘業技術の中核となる火規

に比して絹坐低率である︒原子力

もその多くは将来に不安があると

第二箪研究活動

ることとなった︒

関係賀は同振興費の約四分の一を

しているQとくに総含的なもの︑

されており︑なお多くの問題昂残

ポはかなり緩慢である︒国立試験

②研究活動をとり京く諸要困とし

われる︒

安全性の向上によって次粥に都市近傍へ
響の問題てある︒

い海岸は︑全海摩沿長の約一捌で︑無十

の立地も可能になるであろうから︑わが

騨葎

科学技術庁は十一月四日︑五回口の﹁科学技術膚濫﹂1研究瀬
動の概況1をまとめ公表した︒内容は昨年から最近求での科学技

に述へたもので︑序説以下七牽︑総頁六衙六唖一貞から成る大部

術および研究の動向を︑過去数年間の実績と対比させつつ総揺晦

年閤に濱いて約七価の増加を示してはいるが︑金額においても︑

なものである︒現杁の分析においては︑わがNの研究費が最近や

乗陀国罠所得との比率においても欧米先進語団を下葉わの︑研究
︒技術の水準も過ギが不満足の状態にあるなど︑多くの川上亭指
摘している︒以下その内谷を釦点的に紹介する︒
第一斑

模な国塵技術の研究開発か掘進す

政府の施策

幽十一年度科学技術振騨費は五
齎三十竃億円︑前薙度比一＝％増

潔めており︑遜虫十年間に約十悩

と金緻の伸びは大きいが︑予魁総

近い増加慮示しているが︑同振興

研究機関費は購突に僚びている︒

て︑研究謝画については一艘的に

境界領域のもの︑理倫と実際が不

四十一年度からは大型工業技術の

短期陶なものが多く︑諸般の条件

費の伸び率に比へると︑そのテン

研究開発制度として︑圏．大学・

動が上聞企粟に占める割合は面々

地点程獲の磁保は数累的には一沁可能で
あると絶ている︒しかし︑適地暢が北口

顧v叢

嵩

まだ少ない研究費の比率

比重ます国の役割

＝｝

文化を支え

工

．；グ

国㎜

罠間の協力のもとに︑国の葭撹で
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新
昭和4り年1、扇5∈∋

聞
新

八月濠たは九月に正規に発表し

た︒

た予鱒窯はウfルソン離楓のポン

く

⁝震ド

慰

ﾑり六・五ミルになると兄てい

おり︑開始後の発鷺コストはKW

動開始にちって行くこと磁望んで

された︒関係詩は五週間以内に稼

嗣の燃斜技荷のために運転が中翫

KW︑PWR︶はや月四目︑四獲

ヤンキー炉︵電気出力↑七・雀万

マサチ画ーセノツ州ローにある

米ヤンキー炉︑燃
料取替で運転中止

れている︒

6一

ヒンクレーBの建
設契約は依然保留

の技爾メンバーであるE・S・ブ

蔵しているものもあると述へてい

纔Z七一六八隼︶予算として

る︒なお︑同会議は次期会計年嵩

置碁島北1町120電議（｝11）

規模にするだろうQAEAではす
でに過去四年間に隙刀人中七千人
を解罰しており︑今後もこの傾向

ース氏は︑ここ一カ月の間にヒン

ユナイテノド・ニュークリアー

臨会社の甑式取得によって利幣の

も

︶に対

る︒これはヤンキー炉巡転開始漸

初の予想発蹴コストが十一ないし

十五ミルであったのにくらへ鵜と

嫉めて低飯である︒

モル研究所の被曝

者︑圓復に向う

昨年の十二月にベルギーのモル

原子力センターで強い放尉線を被

いの詳細が先与︑月ローマて開かれ

黙した原子炉技術答の医学的取扱

そこで︑被照した人体の特殊な

部位にγ線と中性子を隅田するた

によって慣弊一もとに戻して考

めの種々な線最謝を使用すること

が︑実験のデータと高い糀展訓二

え︑理論陶な引算を行ない︑これ

敏していることを蒐出したことが

厳た︑購砂の分析に巌っている

技爾者は制御棉交換時にわけ．萄被

鼻髭の過丈による事鼓︐あるとし

みら
と見ている︒
のSG11WR憂趾察したと伝え

盤気自力十指KWと三十刀Kを
W除けば患者は翻覆に向かってい

照影は︑足の蔀分の艇織の問題

てい
この他に︑AEAはBNX雀
通る︒

積備情を提出している︒

UR︵亀気出力六十万KW︶の見

スのモータ⁝︒コロンブス社に浅

産出機関︵BNX︶を通し︑スイ

発表された︒

し︑AEAはイギリス原子力穫留

電欧一瓢気出力h十万K

礼が建設を．宇定している原子力発

り︑スfスのカイゼルアウグスト

でス岡け輸出を轍轡陶に進めてお

は現在︑原子力発電プラントのス

イ鵡リス原子力公社︵λEλ︶

英AEA︑スイス た国際放射線防護協会の第一回無
にAGRを提案 識て明らかにされた︒

要求している︒

本番農より三三％多い野饗刀♂を

社︵UNC︶はサンドビグ特殊金

スウェーデンのサンドビク・ス

半分を貿いしめた︒

チール社のアメリカに46ける子

会社であるサンドビク特質鐙属会

て険討することになっている︒

圃

ぬ

商業原子力発霞所︵改良ガス冷却

全体で四酉万難響度になる晃込︒

原子力研究会議︑

予算の増額を要望

五六％もふえている︒また︑中に

年闇に原子力醐究に対する援助は

現在三薔五十万♂もあり︑過重五

れない謹選に残されているものが

同会議によれは研究讃画で実施さ

究の不擬をきたすと讐叙している

ば研究引画の遅延はもとより︑研

食の実質的な予算増額をしなけれ

は︑このほど議会に鴬し︑研究会

スウェーデンの原子力研究会議

スウェーデン

社

つ

設を今後どのように便っていくか

イソトーB発露所のTNPGとク
のレー・ポイソトーBに関する田

炉︶の一つであるヒンウレー・ポ

イギリス中央発電庁︵CEGド引締め政策の結果として︑さら
は難くものと砧られる︒政暦お一．い
びAHAは議員削減やAEAの
B施
︶によるイギリスの第二段購の に一鱒の糖査懸受けたQCEGも

ている︒

べた︒①NPGは稚一の入化者で

NPGの申し込みを受けたいと述

決定しなけ耗ばならない時期にき

AEAでは︑すでにいくつかの設契約は境在︑荻だペンデーング

あるが︑受注は資金訓画の承認に
先ごろ︑CEGBは同庁の隼報

原子力以外の舟駐に手を出して46 の状態である︒

を発表し︑改断はCEGBの資金一極麗に依賭していると彼は密告し

滋叢だ葱していないと述べぞい・や・

り︑今後ます嵐すこのような傾岡

いる︒

は国家動力庁が合計電気出力二酉

が強くなっていくものと見られて

海外からの受注期待
再処理の腎隊確保のため

万KWの火力獲麟所と石油化学プ

ラントをストノクホルムの勘のケ

ープツーデン半島に建設する図画

を中止するよう政府に要望してい

闘力厚はすでに千五百著の土地を

る︒敷地はトロサの近くで︑国共

購入するため︑予備的契約に調印
している︒間婁貴会は︑この地域

は人口は少ないが︑国民のバカン

ス・エリアであり︑どこか他の場

所を選ぶよう要望しているQ京た

発懸所を建設する場合は火力より

も公害問題の少ない原子力にする

海外・国内旅行の
ご相談はぜひ

はルンド大学のエレクトロン・シ
サンドビク特殊金
属の権利50％取得 ンクロトロンのように予算が不足
米UNC しているため能力以下の出力で運

よう歓んでい・燈︒

楽しい旅行

pAEA︑ブルト出ウム燃料工場建設中・

いるQ

藻でに民闘原子力発聞所から礁て

︸る会礼かゐ申請され龍いくつかの

臨

，

01。レ0697

琶熈

八埋土営簾所東就旺代田［亙
丸の内工の工罎際観九ビル

電言妥（231）

工費26億円︑69年完成

マ課の問趣も起こらない︒この概

榮員が受ける低調不ルギー・ガン

による作業堕行なわないため︑作

いる︒鵯別な揚念以外はグローブ

熱中性子炉用燃料も製造
イギリス原子力公挫︵A鷺A︶は十月二十七田︑世堺で初めての本格的なプルトニウム燃料工揚幾
カンパイランドのウインズヶールに建設中であると発致した︒総工費二薫五十巧ド︑︵二十六億二千万

ルトニウム利用研究のための燃糾

一3用として︑熱中隔子炉でのプ 用してきており︑好成綴を収めて

魯は︑これ支でイギリスで時々採

円︶のこの工場幡︑主としてAEAがドンレイに建設甲の嵩速原型炉︹電気出力二十五万KW︶の燃

民用燃料の製造も可能である︒

重用羽村の需要がない時は熱申事

料を製造するためのもので︑一九く九痒に灘転が始められるよう工事を進めている︒
この工揚の概要は︑＋月二＋八
四マドリードで開かれたスペイン

的な需要に角しるような同規膜の

ーエル与壱ス︵NFs︶社々工場がいくつかできるものと予思

アメリカのニュークリア・フ乱

リスの多くの原子力発電所で生敵

A猛Aではプルトニウムはイギ

されており︑将来はイギリス以外

この下天の建設に当ってAEAを製造してきている︒豪たウイン
フリスの施設では︑ゼロ・エネル

隙子力薩業会議︑フt⁝ラトム共
は次のような見解を述へている︒

長丁・C・ルニオン氏は十月中旬 さ瓦るが︑一九八O年以前にこれ なり︑一九七二砕︵一⁝晋ナ︶七五

くる使転ずみ燃料が年間薦誘位に

催のシンポジウムで発表された︒
ギー実験炉用燃料を︑オールダー
の悶々でも利用できるようになる

プルトニウムは誰牲の物質である

年︵千四衙ゾ︶八O鋸︵三千ナ︶

る︒

却システムぶ一季度化する︒②仮思

事故による燃料物質溶融に関する
羅録の再検討︒③溶融物質と洛納

およびこの柑互作用の現象︒④大
愚の燃料溶融物質を︑お沿いかぶ

・開発︒

ので︑AECの規制部︑原子炉開

発技術部の代表も特別調査の会合
に魏魏する予定である︒

特別調査で考えられている主な

憲の製造プラントの敷地をワシン
トン州ハンフーードに選ぶ予定︒

姓は蘇聾製造のためのシルヵロイ
スウェーデン菌然保護委

生産性毘較を含め︑十一力肩位か

び在来船︵盈油を燃排とする︶の

調査は十三軸馬力の原子力およ

炉型が対象となる︒

①炉心の実質胸な浴融を防ぐた

の経済性検討

建設費はまた滝致されていないが

高速船︵原子力︶

米GD社︑燃料サイクル費申心に
アメーーカのゼ不ラル・ダイナミ

上手なプランで

孚短の壷の叢楊璽ついきずにスイスの二か芝︒炉︑れそれ

れる︒その後︑鰍束航臨に麗軌す

は燃料サイクル・コストが出目さ

GD礼は︑この契胸の下に大型 かる予竃であり︑第一段階として

との焦彫醗の比較など墾汀なう︒

費の算照と獲廓規椀設説︑庄重池

ソク︵GD︶征は︑十月十八日陶隔速コンヴナー船の資本費︑運転

の技術附︑経済的酊能性を調撫す

鍔償海獺局から隔速原子力貨物船

の契胸を受げた蜷

ｽめ︑鴛午韻脚四千ゑ兄＋が この調血には︑四二炉小伶ってい

琳

一

、

7981〜3
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スウェーデン自熱保護委員会

調査内篇は次の猛り︒
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会
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漕

ノ
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リ

式

株
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7

めに設訊を改心﹂するか︑新しい

火力よりも原子力
発電の建設を要望

騨働階

S︶が中心となって進めてきたも

は原子炉蜜全諮闘委員会︵ACRせるような新しいシステムの設議

プを設けた︒このグループの設置

で構成する新しい特別調査グルー

AECの国立研究所などの研究者腎盟内の材碁︑空気との相互作用

再検討するため︑原子力産染界や

式と︑炉心溶融に関連する現象を

月二＋七日︑動力炉の緊急冷却力

米原子力委員会︵A温C︶は十 設譜概意の導入によって姫心冷

米Aεc炉の緊急冷却方式等の検討で

特別調査グループ

将来の見遁しでは︑一九六九年

より大がかりな工場ができるとは

それによると︑岡工場で製迄され
だろうと述へている︒

ロード卒罐保するため︑最初の五
奪間は田内はもとより外国からの

英AEA 使用ずみ燃纏も受注する用響があ

将来︑研究開
発規模縮小か

︵隼闘処理能力三百ナ︶は一九七

ルニオン氏によると︑同工場

2九六五薙度のると述へ津遡さ耗た︒

警

十月十八ヨ臨界したSεNA発爾炉

ぶい・轟薦淵野

饗卓越
@灘．

轟難

縄麟

鎌諜

@鋸

Aは近く學力研器殆目零小ξ斐一罪うに箋・・磯

述へている︒陶氏にはると︑AE 十分満たせるものと帖ている︒ま

AEAの将来について次のように二自求ではアメリカ綱内の需要を

A紛戴ウィリアム・ペニー氏は︑

無報を公表したか︑その際︑八E

A罰Aは先ご

同社のウェスト・バレー再処理工

が︑AEAはプルトニウム冨化燃 マストンでは実験醐速炉罵燃料の

で研究開発したらどんなもので

英国の濁立物理研究所︵蕪P

と増加していくものと予思してい

る筒速炉用三聖は︑主にプルトユ
新工場に採翔された設計概愈は
と睡はれ

もちろん大学教捜の本分は莫

研猟所あり︑他方物鰺物証研究

あろう︒一万に︑金属桐科技術

所がある︒餐汰学の医学部やガ

繍庁研属の研究機関に

L︶で聞いた箏であるが︑ここ

⁝
〜

思えないと述へκ︒

料製造の経験を桐嶺もっている︒
〃シールド・フェイス

理の探究的な純枯礎研號にある

ン研究所があるのに放尉線医学

おいて︑果して碗複的

では罠闘や大学ではできないよ

分なされているたろう

難翻灘灘
か︒前述の通り︑大学

における純科学の研究

ている研究と癒複する点がある

たけであると島っていた9かぞ
えくればきりがなさそうだ︒図
力の捌異する彼篤においてさえ
かくの娘し︒いわんや貧乏国の
わが国は今少しよく考えるべき

︵丹羽周夫︶

点がないであろうか︒

場の開辮式で︑同工場のベース・

ウムと架然ウランの混含酸化物で
倒えは︑小規拠のプルトニウム製

開発を行なっている︒

あるが︑これらに加えて炭化物燃
造施設はウインズケールにあり︑

これまでにウインズケールAG るもので︑一国員を汚染から守る
ため︑作業地上と燃特製造設徽と

という斑は︑復等といえども充

Cツのカール︑ベルギーのBRが完全に隔離できるようになって

へ
践︑スウ諜ーデンのオゲスタ︑西

料も製照していく予定である︒

工場の能力は︑当面融迷炉用ピ
ン年闇三万個分︵一ナのプルトニ
ウムを含む︶を製造するが︑高遮

gーー

ないが︑日本人は

分謝覚しているが︑それたけが

ひが凱かも知れ

な事が不得手のよ

どうも協同作漿的

能ではない︒因なり魔二二なり

研究所があるQ設立当初の趣旨

癌んで魑耀しておゆ︑紫たそう

することがで厳るように法規で

︸鷺

藤田トラベルサービス

11

業
産

力
子
うに思われてなら
に役立つ籏も必要であるという

は相当明らかに区分されていた

点もあるであろうが︑不知不識
の闘に妙な事になりつつある点

な設備なり研究なのを

うな研究をやっており︑畷内の

もありそうである︒

はぶくという窮力が充

慰の実情を見ると︑各

ひるがえって︑わが

ある︒

認識も豪た強いようで

ない︒とくに科学技術屋におい

て然りであると思う︒

英岡において一播発達してい

るようであるが︑督種の煎要望

漁 鑑 に ﹁ リ サ ー チ ． ユニオと

に︑各種の研発ツロジェクトに

矧識の提供を為効に行なうため

蒙界の舜請に応じ︑二分の持つ

％所の孜授研究腿も国または産

蕪繕灘謙紺

蕪磯鰻羅

鱗鞭翻蟻⁝

原

13
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聞
新
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原

4）
﹁

︑

σ

口

介す．○・

以上︑ニュ：クリアー・インダストリー随からその状況ん紹

開予定の発鷹所の籔造能力も急速に限界に近づきつつある︒

二年以降運転にはいる発躍所は受注できるが︑一九七一年還

蹴班をこれ以ま受注することは不可鮨であり︑また︑一几七

ハウス︵WH︶祉は︑ 一 九 ヒ O 年 に 運 転 を 開 始 す る 原 子 力 発

ゼネラル・エレクトリノク︵GE︶社およびウエスチング

った電気出力八十万KWの源子力

﹁棊のみ愚同地燃に建設すると発 は特に明らかにされていない︒

豪た︑復水羅の放出冷却水の水

を⁝九七︸傘というきついスケジ

が経験した大きな尖頭鏡荷につい

ュ⁝ルで憾んでいる︒岡社は︑建 喪した︒しかし︑今舘の麗に嗣祉
識蘇可申請癒来奪二月一日号でに

嚢

温により海生物が被害を受けるか

的町を得ることを希望している︒

らに設働愛鳥騰ふやす必要がある

ノビー州ビノクスバークの陸軍技

AECに提凄し︑八カ月後に建設て技術的酬號畳hなった結栗︑さ もしれないことから︑現在ミシシ

術研究所にあるジェイムズ河下流

V猛PCOは・他の署の電力
の模型に取水口︑放水口の撲型を

一魯機は︑一九七二隼に運瓢を開 ことがわかった︒
始す．㊧瀦剛である︒サリーの敷地

組み込むことができたのでこれを

②

玉

玉二

多

〜多

国玉多多

一多多

一

多ノニ〜多萎活

高は︑約三億六千六醤万ザで︑椥無に比べて一

戸ゴ多妄多多

カナダの巻

一3多多︐一多多︐玉多多︐一多多

び発鑑用原子炉と燃料の開発︑設副︑製造を担

総麟離礁難謙〜

めはG鴛批製海気機器の販舜会祉としてスター

れ謹での実験結果は︑きわめて良

ニア・パワー・プールを構成して 使用して実験を行なっている︒こ

会挺と一緒にカロライナ・バージ

設鰍できる広さがある︒この敷地
いるが︑設備容蜘の追加は︑この

にアイソトープの麗業利剛が始

造され始め︑これを用いて同時

約二年前からアイソトープが製

の生理の研究などを紹介した︒

勢いで甦められていることに注

用ではインドは先進国をしのぐ

35︑鉱55⁝59煙耶いた水稲施ど
肥があげられたQ会衆は︑アイ ることを報告した︒また︑各国
法身挽︑灰素14を用いた竹の予 ソトープの土壌肥料研究への利

32︶のほかカルシウム45︑疏黄とをカルシウム45で趾明するな の国際協力研究を実施しつつあ

を母えており︑ギリシY︑日
本︑広郷︑スペイン︑アメリ

入札価格は︑CE祉が千二酉十六

門人ノにある︒製造設備は︑同工揚のほかに原

ポロ：工揚︵同五西人︶があり︑原子力駈繋の

のほか化学・冶金︑エレクトロニクス︑園庭堪

発展とともに将来この工揚従乱調を二千人にふ

皿

鐵灘鶴瀬

繍

ち︑大小合せて十五の工揚と小会社八征坐所鴨

轟
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する駅でに発展した︒一九六五年中の総売上げ
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れることになろう︒同社は︑WH 依強している︒バシフfノク︒ノ

シー多

会社とアトランチ

祉のPWR弟二男機を購入する選ースウエスト電力フールとの一連

ノク市羅力壁
灯会社との舎同会議のあとで︑フ

千が︑W11社が千三落三＋九万八

万八千励︑GE社が千二璽瓢万五

千がであった︒同乱はメーカーか
ら出されたいくつかの燃料供給方

日盛でにメ：カーの

法に関する見積りも倹討してお
り︑十二月

ィラデルフーア織力会祉はGE栓択権を註しているQ
の契約および間もなく謁印される
PS旦G社は一伽がの発藤壷の予定のカリフォルニア電力プール

め協力することになり︑そのうち

G︶社の管内の二﹂⁝シャージi は一九六八年から嬢まり︑一九七

トリノク・アンド・ガス︵PSEー・マギー社からのウラン引冒し

が︑パブリノク・サービス・エレク

ろう︒

三年詠で継続繊給さ琵ることにな

チュラ郡のシカモア・キャニオン

費地になるテハチャビおよびベン

夢である︒ポンプ動力の虫要な消

郡のオノクスフ博ード付近の二酔

のカユコス付近およびベンチュラ

わち︑サン・ルイスネオビスポ郡

から沿簿の二地嵐に絞った︒すな

水資源局は︑候補地点努四地点

地震地帯での
原子炉建設も

くなった︒

独富の発電所を所有する必要はな

七三薙あるいは︑一九七四集謹で

幽
オード地京は間慰が多くへこれを

CRSは為している︒オノクスフ

全施設の燈加が必要になろうとA

解決するには︑かなりの努力と安

パシフィノク・ノースウ7スト

CRSは述へている︒

地域の公當および民聞の聡力公社

つあり︑かつ入手が容易な化石燃

は︑同地城の水力嶽諒が瀾漏しつ

料の供具が限られているという問

婁員会は十月十三日︑ポートラン

題に直面している︒ボンビル電力

アイダホ州の民闘および公晶の竃

ドにワシントン州︑オレゴン州︑

力会祉のすへてを集め一几七Q年

葭の水力発電のボ足をとのような

ボンビル暇力委員会の精委

長

方菰で補なうべきかを検討した︒

ダビソド・ブラノク氏は︑この会

幅られること逢希望していたらし

会によりいくつかの怠見の一致が

養魚の汽力発電所を建設すへき

い︒しかしながら︑いつ新規の火

か︑まに︑どのよ︶にして︑たれ

が建設すへきかについて儲︑ノー

一致はほとんど磁られなかった︒

スウエストの霞力猷十界の慧兄の

ワシントン州のいくつかの郡の

ォードのN原子炉︵NPR︶の電

農村地帯に電気を供給し︑ハンフ

力をボンビルへ醗電しているワシ

ントン・パブリノク・パワー︒サ

ブラ︑8・システムは︑一妬ヒ○年

百万KWの設備増加が必襲となる

以降では︑同地域は年間矯気出力

と考えている︒この地塊の民間電

エンペラー
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を鷺駒

ジ・エンジニアリングへ11VE︶

たと製作蒼であるハイ・ボルテイ

十万談で買いつけることにな9

フ加辿鼓瀧

学はタンデム型バン・デ・クラー

西ドイツのミューニノヒ工科大

◇酉ドィッ

をHVE社に発注

器目工科大︑躯72万
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建設蔚可をA温Cのみならす︑ニ 契約︵オフ︒ビーン用︑三ミル／ 力会祉は︑一九七二年よでは設備
増加の必要はないと考えている︒
ューシ．︑ージー州およびデラウエ
KWH︶により︑水賛三局は一九

ア河流域婁員会にも申請している

と発表しているQ

四二力会社のうち四番隔のデル

精鉱を︑豪た︑ウエスタン・ニュ

ギー祉から五千万が以上のウラン

した︒この営十万KWのBWR発
マーバ躍力電幻会祉は︑カー・マ

チ・ボトムに建設することを発喪

KWの国酒ガス冷却炉のあるビー

ダイナミノクス投の羅気出力四万

のうち︑最初の一呑をゼネラル・

の電気織力士十万KW発罵所二巫

決定を行なう絵解である︒OPP
Dは︑発蹴所の総経費は籾六千四
百万がになると前歴している︒

㍑マ社︑すでに
ノ

U購入の動き
端部大西洋沿岸の四磁力会社
は︑四つの愚子力発竃所一二茎

る予定である︒

躍撰は︑一九七一銀に運転にはい

三呈についてはどの会社が建設す

州バーリントン衛とハーリントン

所
ークリア筏より洞六盈力がのウラ

るかがすでに決定されているが︑

郡区との境界にある敷地に建讃さ

ン精鉱を購入する予足である︒カ

今回このうちの淡墨の設臨月所が

動力用に原子力発電所を購入する

方向へ徐々に傾きつつある︒水彊

朋されることになろうり

物野学秤で磁い源子汐の崩究に建

の物狸立科とミューニノヒ大掌の

バウアi敗授が密任であ．b同穴学

この技櫨はルドルフ・L・メス

役から発頭になった︒
を含む四地点について︑ACRS

となる︒三所的な耐震設計ネ行な

が予備藤棚を行なった︒この結果

えば︑カユコス地点は︑満足すべ

難局は︑十年間隔で胆気出力六十

副灘の提案を十二月十五日までに

きものになるだろうとの晃解指A

とを謝画している︒談だ︑韻画は

提出するようにカリフ†ルニア州

ニューイングランド・エレクト

っていない︒

内および州外のコンサルタントに

万KWの軽水炉黙認の建撃含む によれば︑四地点とも面罵が闘題
に遷開予定で二話ーイングランド

カリフぜル轟ア州水資源局は︑

リノク・システムは︑一九七三隼

功業翫揚水動力用に原子力

四竃した︒フィラデルフfア電力

機二男KWl霧設するた W三日のPWR隊子力発電

は単塾谷滋早万KW︑二姑は単

嶺︑奉部はビーターボロー工揚︵原子力鴎係五

プールをベースにして決定され

められ︑臼ざ蒙しい成果を得つ

インドの研究についてはダノ々

独膚の研究にも工AEAは援助

つあることを報管︑会衆の激励

博士が総揺を行なった︒すなわ
ちリン32を用い︑多数のインド

除的な短識︑研究縞果︑技術の
交流をはかっている︒

︵齪林省謎業技術研究所

西垣

化学部土壌第一科長

程没の原子力発耀所を設置するこ

地域七番屋の膿気出力八十万KW

州のフェザー河揚水計画のポンプ

初期段階であり︑慰横依傾も行な

一A温AのFAO1王A封A運

究への応用が憩仰話したことは
32︑璽．賄15を用

いた︑韓麟︑台湾︑フィリピ

た陰に工A封Aの活動が大きか

水稲施肥払をリン32︑黛轟15をン︑タイ︑パキスタン︑セイロ

リーなどの国隙協回研究を推進

る圏際協同研究を行ない︑豪た

黄の吸収の研究に娩葭35を便用 は︑アメリカ︑南米を中心とす

すだった︒

ったことを初めて認識したよう

し︑丁張性スラグのカルシウム

琶

して世界的三野で︑早くも水
を炭素14を用いて追跡し︑硫化 稲の施肥法の原理を一部つかん

なわれている︒

トしたが︑現在では資本金九十〜億円︑原子力

には︑火力発空所の場禽に必要と

した︒発眼所は一九七一年に運開

G鶏往は二千四璽二十万がで入札

に対し︑WH社は二千九十万が︑

千七百四十万がで入札した︒これ

によれは︑CE社は原子炉部門を

ハで兄頽懲が公開されたが︑これ

を行なわなければならない︒オマ

ロ

力発羅所に対するメーカーの選択

量気出力四十七・五万KWの原子

蕊つの見積轡のうらから︑発電思

デでストリクト︵OPPD︶は︑

オマハ︒パブリノク・パワー︒

る︒

なる鉄溢の引込線を設けていな

には︑原詩力試甲所二繕をさらに
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好であるとVEPCOは述へてい 盤製品︑肇擬︑憎報処理など＋蔀門をも子炉部品や大型黙気手蔓ンを製導るスや

一九七二年以降の計圃について

い︒穿初VEPCOは︑正犠
気
た︒

一所二猛である︒VEPCOは
ジェイムズ河下流のサリー郡に発

電所を建設する予定である︒W
̀は原子炉系︑タービン発両

置できる広さがあるが︑今圓の犯

所の建設に騎手できない揚禽に

九六七年目終り家でに調子力発電

て︑ダイアブロの敷地を購入し

触れられていない︒もし同礼が一

ナイアガラ・モホーク社は現在
あるが︑現特点で代案がどんなも

爵聞予定の原子力発羅所用地とし

原子力発躍所の数は︑圓の内外を
のところ最も新しく見積依頼︵ナ

は︑直ちに他の場所で火力発電所

は燃科供給に関し代案を検罰中で

合わせれば二十に達し︑その七二

た︒謝画を中止したボデガ・ベ

ていない︒V冠P8は︑W11
イ祉
発航所はGE牡の酒気出力三十 の建設に漕手しなければならなく

男KWである︒一方︑

WH社は︑＋七の議所︵総容騒 猛目の原子力遍羅所︶を行なった
が燃料ぷ供絵することになろうと

とWH耗に要翻した︒岡地点は︑ は一九六八薙に鴬巣運転にはいる

KW級の発三所の晃積りをGE社
発語の量目を決めた・この発電所

出力八十五万KW級および蔵五万 殴ちにモス・ランディングに火力

が︑今圃PG乱E筏は︑正味電気画が中止された時に︑PG＆Eはの議剛である︒タービン発愛機の

丁五三KWのBWRであな
っる
たであろうQポデガ・ペイ計

しか述へないであろう︒代案と

力七十五万KW程度の原子力発肝 しては︑成形加工のみの案から一

九鳶万KW︶︑バブコノク・アン が︑おそくとも一九七二年までに

は︑一一璽︵硝幅気出力薔論ハ十四酬力K

所の発注を行なうことを湊害した

VEPCOは︑鯖

アリング︵CE︶社は聡気出力八 と同社は述べている︒GE祉とWれるであろう︒
十二万KWの発蹴所﹁基キ48受注し モﾍすでに︑見積嚇を同社に提

第十一回太平洋学術会議の鋤
三十四シンポシウム﹁アイソト
ープ︒放附線の農業利用﹂の鯖
二部﹁士壌と植物研究に対する
アイソトープ利用﹂部会の後半
を受けた︒フでリビンにおける

鶴開︵IAE
研究はバレンシア博士︑アルカ

る︒この他︑五部はシンボシウ

カーブジコンソ

博士の論文を一A且A代表のシ を密催︑土壌肥肌醗業棚究の国
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博士の整長のも

ラ

ヤシのカダンカ

下た︒稲の施肥法

ある国々におけ

ダン病の生理の

用いたココ

るこの分野の研

研究は注目をあ

とに発展途上に

進み工禽

会衆は︑発展途上の国々にお

究の

つめた︒轡飼のRI利用状況は る方がリンの有効齪を増すこと

旨旨一刀農業潤用踊の療動をあ

︵

が︑それら各国
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の代甕著によっ
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って秋最低職工水田の研究が行 物や硫酸城からの植物による硫

によって総括された︒すなわち

水有効利用︑林木熱型研究など

クき︑ぶ︑ボ︑ざ︑§︑§︑ざ︑ボ︑ぎ︑ぶ︑§︑詩︑ざ︑§︑§︑翁︑§︑翁︑ざ︑詩︑ぎ︑ざ︑ぎ︑ざ︑ぎ︑ミ︑ざ︑渉

尿量︵脱素14︶︑リン酸︵リン は非寓に植物に吸われやすいこ

インドネシアにおける研究は

に関するリン

て総難癖に報告
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が望等しいとし︑全国的な其同利

いるが︑実現の眺には動力炉開発

約六や八億円が必要と試算されて

染に対する手近で︑これは回下

盟一一圃一＝：冊ココ一一＝一＝＝一一﹁﹁二＝＝＝＝n嵩＝＝＝幽一暫＝一＝曽＝脚躍

た︒原研で働きながら︑腰物大

という汚

腎一目＝＝一嘗篇圏一＝＝＝一一＝弼＝＝＝＝一一＝一コ＝一一＝＝■開一冊＝一二一一＝一一■；

人肇院規則の放樹線手峯の規定

汚物処理

を検討中だという︒この人跳院

察嵩の話では︑

占める研究所で︑筒狡卒の霜が

繊の研究巌や技術蕎が大多数を

廃唐物処理揚に限らず︑大学

定による兄舞金胃性がある︒こ

るもののほかに︑原研の採血協

法︵ホフマン方式を桝用︶によ

の放射隷被曝に対しては︑労災

函嶺のようなものた︒じっさい

線被曝は︑レントゲン闇闇など

やっぱり︑原子力樋設での放射

い︑という死傷をきかざれた︒

モルガン博士は︑昭和十八年以

館ご二会講室で開催されるQ

の饗職にあり︑放射線に騨憲防止

来オークじソジ研の保健物騒部長

関する多くの研究がある︒また同

物押部が設立されたとき︑監昏指

博士は︑日本原子力研究所に保健

慨したものである︒

導にあたった人で︑今般原研が招

杉本朝雄氏が死去

杉本朝蒲氏︵住友腺子力工業或

問︑元原研押箏︶は十一月二日午
龍獣時十分︑盟島区入塚のがん研

付属病院でがん敵ろく膜炎のため
死去︒五十五歳︒五宮は集獄都邑
田谷区赤堤三丁闘二〇の一八
同氏は昭甜八難乗鳳大学物理学

部を卒業後︑理化学研究所に勤

務Q一二十一年六月日本原子力研究
所理事になる︒原研においては四

塾の研究用源子炉の建設を摺専

し︑とくにJRR−3の達設にあ

東京都中央区臼喉聡本町2−6−4・大阪合岡東惣ビル

一噌 曹

ている︒
学の夜潤部に通った人が︑もう

日本の法偉は放射熊や安全性に

将来どう技術愚仰ばして行くか

れは三力刀三レム以上の被購に

たッてはわが国の原子力科学技術
の総力を結集してその建設を推進
し︑臨界から定悠出力運転にいた

てた︒豪た轟轟増殖炉の開発にも

る闘座一碧炉の輝かしい業績をた

早くから漕毒し︑氏帽わが国にお

ける難論炉開発研究の先鞭をつけ

た︒本号十刃にはこれらの業績が

筒かく評価され︑鳳子炉建設技術
の開発育成に貢献した業績により

藍綬欝麩を受賃している︒

べて︑長年の論争の火に濾を注

賜

いたします。

猷研の廃染物処理場は︑昨年
ないイメージはなかなか消えな

関する規制が非㍑にやか豪しい

を︑説かが考えていてくれるの

対して︑一レム幽たり約一万円

ある廃液貯槽︼

合い中である︒

ーーー
榊舞麟器

れには少数ながら根強

い翼論があるVところがさきご

ぐ結果となったと怨しているV

者は日本人かも夘れない﹂と述
な濱鮮細については原産国際課

はきわめて需妙な取り合せたが

そのもとはどうやら彼が先月六

いるリーフ・エリクソンの嶺を

日︑大鷺発姑者の一人とされて

激説にあるらしいV彼は﹁莫理

冠した財団の昼食会で行なった

の海﹂と題し︑彼らの業績の諜価

なく︑その尉的の同一性におか

は︑その発見のタイミングでは

嘉ン
鐸掃㈱

あります。
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の秋約四十人の東酷アジアから
面面にも達するという︒

手当をもらえないので︑フイル

規則も放鮒線に当たらなければ

の研修生を迎えた︒これはIA いし︑顧研に入所した者は誰も
放尉線被曝のことも話題にな

ム・バソジを繊源の近くにお

った︒原棚ではいま︑原子炉慾

管理手当を払っている︒これは

く︑ということにもなりかねな

ティン︒ワークは割含単純な力
仕箏た︒ここに配属された筒校

なう社会的賀任に対する手差︑

原子炉などの施設の運転にとも

﹁廃棄物処閥の管理しという訓

EA︵國際搬器力機関︶主催の この職漁へ京たがりないQルー

革の瀞年たちは︑この仕事に慈

練コースを原研が引き受けたか

薦を兄出すまでは大変だった︑

に対する

の英会舐をならって︑無主の説

らで︑処理揚の職員全員が銃眼

もっと将来の夢を

緊張感

明に嶺たった︒ふたん外人と接

触する機会がな
かったので︑実

で︑いわは

と口々にいう︒

紳⑱
に楽しかったと

ので︑﹁騰葉物処理の技術レベ

たろうか︒そんな不安がきか㍍

‡・﹁

ルはかなり箭いもの﹂らしい︒

た︒蕩八二を一人前に筒てる教

の拐合と同列に諭じられないよ

廃棄物処理場を訪問

そんな自慢話をしながら︑若い

が支払bれるそうた︒

原研

入たちの顔は明るい︒

育副練の場がはしい︑将家に鮒

海外からの視

いう◎

しかし︑この人たちは前号に

する諮望を与えてくれ一それ

が濃いのは︑日盛の放尉隷下作

うた︒﹇写轟は廃棄物処理場に

ものべ陀ように︑いろいろと悩

が適い兄たちの切実な逼だっ

ところが︑従事者として関心

んで来たし︑現在も質剣に考え
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剣である︒なお東京電力との帯電

させ︑年末の霞力儒要に応じる方

償の鰻霊殿査左轟け︑頽調にいけ

導電としては︑補修点検後通薩

を縛止した︒

りつぶされ︑大きな鎌とハンマー

ば十一一月上旬より運転．僧再開し︑

一豊に塗

が阿本も嚇抜きに描かれているの

ヤ六万六千KWの定格出力に上界

赤

員経蔵について薫つめている段階

が印硬的だった︒会場には工作機

蟹はソ連の民族色

であるが︑早ければ来年四月の学

械︑腿桝機械︑亀学機械︑血属機

な給特別襲員会では現在︑この

術会議総会に提出され︑可決され

R一利用の施設建設で

CENTεR

翻謝儀

AEC委員長が﹁寒大隣の発見

に問臼せるkう係では希望してい

を処押するというものである︒

籏
し︑同嗣に食品照附および放嚇線

原子力平和利用蕃金留学生
原子力平佃利用基金留学穿の小

蜂正光君︵一二屋大学竃気工学
侍﹂は︑カリフ奮ルニア大雪線子
捗工学部で一ご年冊︑﹁金属罫引照

射の表颪ψ果﹂について学び︑十
一月︸口無事帰国した︒

ーン︑フェルミ︑キ識リーなど

力分野の進歩をもたらしたハ

るべきだとし︑入類による原子
モルガン博士︑11月15日

日本入発見説を引用したのが翼

べ▽一例として︑前述の米大概
の管理運醤を含めて︶についてし

翼絹のようだ︒

味本位に儀えられたというのが
午後二隠から東京虎ノ門の共済会

と題する講演喪が︑十一刀や五田

﹁保健物騨に関する教蘭書練︵そ

理部長のK・Z・モルガン博士の すべてが国を異にしていると述

米国オークしノシ研究所保健物

保健物理の講演会

AEC委員艮と大陸発児論箏と

通じて日本原子力二業会議に封

醐妓齪の紛源は約五二キュリー

になったもの︒

小崎正光暑帰国

る︒

イラデでエイシコン＆ペ

の口重に︑わが国の民間会

ト60による︶を利用するために検

合などへ放射線︵主としてコバル

存︑医療用帯出︑ポリマーによる鎗

の害虫駆除︑野菜︑果突︑魚の保

これまで醗蔵食物︵変裕よび米︶

パキスタン原子力各員会では︑

んを依派してきた︒

妙が︑見積瀞玉取するようあっせ

I︶

・インスチ4ート︵王PCOR

スト・コントロール・リ琉ーチ

究施識

二尉による宮遷駆除に関する研

は︑このほど日木原子力研究所を

EC二王・狂・ウスマニ委服長︶ 閥当りジ譲iト袋の食物約一万ジ

パキスタン原子力擾員会︵PA のコバルト60で︑処理能力が一時 ろのロイター羅はシ⁝ボーグ米

簾子力委

婿洛については︑肖下両者で聾し

ればすぐに政麻への勧省が行なわ

十月二卜九臼補修点倹のため題紙

原子力発話会社の吏海発電所は︑

噌

束の大学研究讐へ

射の研究か行なう︒

放尉線の影響および効果に関する

君津線衛生工学の各研究部導設け

放射総防護︑放射線公衆衛生学︑

能︑放尉線生態学︑放射能代謝学︑

節︻ご部︵研究部門六︶環境放射

蓮

による燃料・材料の疑中性子康照

試験炉︑ホノト︒ラボの共同籍用

高度の研究者養成が目標
口本学術会議の第四十七同総会は十月二十一聞に閉会したが︑
原子力特別墾員会︵坂田三一璽員琵︶の輝過報告で﹁原子力開発
賦礎醗究所﹂︵仮称︶の設立の貝休聚が衷と童りつつある旨︑注
團さるへき発喪がなされた︒これは︑漂子力閏発のための学術研
究の健進と︑島度の研究薔の獲成左同標として︑茨域県東海村に
研究センターを作り︑臼不原子力研究所の大型設備の利用︑独自
の塾礎研究設備などにより研究を推進しヒうというもので︑瀬の
鼠都火学原子炉突験所と並んで集の大学研究センターとする構想
塾礎研究を行なう︒

東海研究所の主要設備︵JR8 夜た陶研究所は適豪な大学付近

である︒

尿子力物別婁員会では︑かねて

定︶の共同利用④放射線影響お

に行なわれるよう幕営されること

1〜4︑リニアノク︑ホノト・ 研究所として︑研究が臼由︑活発

貝作的謂画として﹁象海村六学研

行なわれるよう︑組織︑覆鴬に特

ラボなど︶の共岡利用⑬原研材

﹁大学における原子力将東計画﹂

究センター﹂を設けることとして
よび効果に関する基礎研究
別の七八を払う︒

を立案し︑その中に今後五三年の

いる︒原子力開発韮礎研究所の設
これらの実施のため︑次の嵩部
この原子ヵ開発塾礎研究所の建

研の主嬰設備の共同利用︑および

の一翼の為力な担い手になるもの

設︑運営および維持のためには︑

満連中性子源炉を設謝︑建設運冷

と︑大きな関心と期紬が醤せられ

第﹁部︵研究部鯉口六︶原硝栗海

によって構威されるQ

立案は︑それを艮体化するために
同委員会の原子力開発基礎研究部

つつあるもので︑同研究所の峯颪

なって倹討審議し︑虫とめられて

換炉︶開発の埴礎研究を行なうQ

し︑動力炉︵高遠増殖炉︑雪裡懸

会へ部会長・向坊降氏︶が中心と

ている︒

の回的として次の四つが掲げられ

目窪に見積り依頼
製晶︑一次艦吊など七面を超える
出品が展一がさ汽た︒⁝削圓︵罵一十⊥ハ

隼︑乗凪︶に比べて猷子漸漸係が

審に対する重々ならぬ恵欣がうか

数多く展示され︑撃力のΨ和結

がわれ二日をひいた︒原子力発電
所関係では︑イ︒ヴェ・クルチャ
トフを記念した﹁ペロヤルスク﹂

発電所と﹁ノボボロネジ﹂発電厨
移動用発電所﹁アルプス﹂などの

RI・放一線関係については︑

膜卿とパネルが出品された︒

パキスタン

械︑各種製造プラント模型︑工業

ープ串切って開弔したが︑連日多

ソ連全休で渓間二〜二︒四点ルー
ブル︵八百〜千億円︶の経済効果

の箔報だけに閏心がもたれた︒

をあげているという発長が痛めて

補修点検のた
め運転を停止

近くの展示館︵五一乃平方賢︶を

1也下鋏三轟麗籍f∫、ノ」、伝罵可§r駅下1終

三二編（663）0761〜4

咄 置湘

甲

甲

れる予定である︒

ている︒

なうことも必要であるので︑関原

一部︵研究那門四︶原研材料

①動力炉浦発の基礎研究②原研

の制作︑③アフター・サービスの

第

鰍燕懇談会も瀾催

懇に情報交換の場挙設けてはどう

関原懇では︑これらの意見をもと

かとの提纂があった︒このため︑

に今後︑ユーザーとメーカー側両

厚さ副などの密封線源使唄におげ

ての型式承認鰯度の採用︑㈹規格

になった︒

一方︑原子日展は︑森翻委

長

者の継ぴつきを一類密にすること

る法的規制の緩和︑その鴛頒とし

強化︑④塒徴ある機器の制作︑⑤

盛会の十周年記念行事
阪科学技術輔報センターにおいて

寂たメーカー側からは︑①小数

﹁放尉線機離メーカーとユーザー の統一化などの意見が出された︒

ンター八階ホールのロビーでは︑

との総懸会﹂毎開いた︒咳た同セ

機穐の賦劣化によるコスト低減︑

数の参観者でにぎわった︒とくに

︵丸三石葱会長︶が会場入口のテ

一過聞開催され連B多数 ③技術陶・経済灼効緊に関するユ

解説コーナーでは機器の作動と使

﹁原子力利用展﹂が二十四田から ②ユーザー側の国産品の見通し︑

された︒

ーザーの情報活用などの要望がだ

十月二十四日の放射陸

の鎌止者がつめかけたQ

用に関する相談を行なったほか︑

これら風見交換の結果︑闘詩は

の生薩使用に関する掘談所も開設

掘器メーカーとユーザー

側で解決すべ春ものであるが︑両

など新しい趣向がこらされた︒

して︑ユーザー側に便狩毎はかる

ユーザーとメーカーのそれぞれの 今回鉗めて原研関係者によるR工
約四十余響が出噛して活

芯の鹸通沸隣り︑相互の協力怨行

者の情報交換亦積極的に進めて意

との懇談会には︑関係者

発な諏見の交換ぷ行なっ

原躍東海発躍所
さる七月二十日以降胸三カ月閲

模の研究胞設をつくり︑終済性お

平均髄腔約十万KWの連続運転を 甜ぷ一重覧てきた糾果︑窪ず実験規
行ない︑葉京電力への豊肥︵累副

中心に開かれた︒．巨大な建物の外

約釜億KWH︶を続けてきた艶本よび照射技術の確立尋はかること
鞘二回ソ磁蘭工業兄本国は去．鶯

ソ連商工業見本市終る
十月十万目からトニロ間︑大阪潜

第二圓

原子力展示に意欲

た︒とくにこの日︑ユー
ザー側からは①機構の簡
易化と価格の低声化︑②
騨細な指蝉禰︑とくに簡

し辱についての指猟要領

単な機盟故障箇所の手虚

︻写翼は多数の謬筆者を
簗めた原子力利用展︼

・FORTRAN

日本原子力産業会議

本システムのプログラム書語

御一報次第、資料、各毬講習会案内、割算申込醤などをお送り

・蘭遡の潔算処理能力
・悶題処理コストが月塞
・難甥な応用プログラム
・麟際酌な互換性
・迅速丁野なサービス

特に日本原子力産業会議の会鼠会社は断金翻引の特典が

・紀憶磐｝醗98K言語

48ビット）

本システムはどなたでもご利用できます。

本システムの特徴

JA奮FCON・rROしDATA

アジア最大の

電子計算機室

・ALGOL・60

・COBOL

羅

産
フ
プ

子

原
関原蕪
日本原子力融業会誌の関西唖子

力懇談会︵総総畏・芦原関瓢 批
難︶け︑糖足十周年を紀念して︑
﹁原子力の口﹂記念行事の﹁環で
十月二十悶曝年前十時撃から︑火

轟羅難論

鞍︐魁蓬

魂爾のご案内

高速電子言
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原子力一目と沿摩
海洋シンポジウムカら

実態の把握が急務

ポジウム﹂を附催することを計画

経口的と︑同時に摂取する︒蜜

物は放射牲物質を体表面からと︑

移行してゆくかが問懸である︒生

は︑田本海洋掌会︑田本海洋学会

口本学術会繕線手力麗麗婁員 会

この問題の逡要性にかんがみ︑

磁要な聞題になろうとしている︒

グラムはすでに庫紙十月十五日丹

の要旨を紹介しよう︒漫日のプロ

なものをとりあげて︑次にそれ・り

び提供された話題の申か・り︑潰蟄

シンポジウムにおける講搬およ

中における急度で規制するほう

によるのではなく︑放出後の海水

現行の規捌のように︑溌液の濃度

が推定される︒放出については︑

質を空気した場合の汚染のレベル

水のうごきがわかれは︑放尉性物

沿爆海洋研究部会︑日本水産 学
で紹介しているのでここでは省陥

一方︑放射線利用の工灘化に

ので︑放射線に強い機器が要求

射線にさらされ︑損偏をうける

姻装羅そのものも同時に強い放

ラスによってその絶対殖を補正

用して運続蘭凹し︑時々特殊ガ

覇廉がおちても安価な物体巻利

綴源の強弱を変えだり︑スリノ

よって異なる︒制通法としても

一⇔心6−xV曾9−XXYgQ90隅
06入y父VO66入YVOO−60ムー◇
あっては︑で認るたけ放螺線の

用化しつつある今日︑嘱該物資

や食品の広い分野にわたって実

大疑鰍放粥線の照射が︑化学

畑は︑時に栢すら怪しくなるこ

化に伴う吸収線黛の一定性の欠

線源の醍耀やその他の状況の変

測定では不十分である︒さらに

ひびくから︑桁を禽わす程度の

り︑同隠にそれがコストに瞭撲

が荷効であるが︑大体五％ぐ6 大笠激震援測定の外に︑弱くし

ている︒実用的にはプリツケ法

標庫嘉定には熱量訓が用いられ

一力で現在の大線量放射線の

などと同じである〇

される︒この点は￥籍ロケソト

の線蹴では大濠があるQ削述の

放射線化学で取扱うメガラド級

ンターを利川する微域の測冗と

数を連続プロセ

ル嶽のカウント

切り︑ディジタ

た放射線を短時間のパルスで区

3連続測定と自動化が必要一網

鋤

御することも可耀であるが︑誤

︹投稿歓迎

千五酉宇以内︼

小野満雄︶

︵名古屋大学工掌部教授

は必須のことと鰍蚕は儒ずる︒

濁を放射線化学に導入すること

に継入れ︑吸収線量の連続的制

続急撃し︑これを自動至芸力式

何れにせよ︑直接放射線を連

になろう︒

定と薗動化が極めて大切なζと

のない照射をする慧味で連続測

を極力安価にする点からも無駄

大になった将来は︑照尉コスト

用が多力血にわたり継的にも巨

ない点であるQ放射課化学の慮

ろ工米的には忘れることのでき

究に対するはかりでなく︑むし

豪れる︒これは単に実験室的研

にするため槽密灘定と制御が虫

て質的に瞬要の化学変化を均一

最後に︑照射効果を一団にし

遮脱葡翻も可能である︒

トを調節し︑烹たはコンベアの

照射撒を減らすことが肝要であ

が実額に放射線をどれたけ吸収

いの精度である︒しかし侮れも

する方法が麗家しい︒

したかの測定は︑最も俄要なこ
ともある︒しかも工業亀に際し

放射線測定といっても︑カウ

との一つであるにも拘らず︑と
ては被照射物質

る︒放射線は毛母外に変心し易

鋸獣鰭

い︒たとえ課瀬の形状や強さを

連続測定には不惹きで工業的に

同じで唯余分に飲めばよいとい

差が累積される︒放樹齢は薬と

ス量にかえて制

は利用で灘ない︒幸い筆嵩らは

ざ茎−工業用放射線照射成功の前提善
その上︑こうした放射線の連

数蕪前から特殊ガラスを用いた

一定にしても︑聞闘の物体や蔑 要求される︒

置の椙互配置如何で吸側線澱は
続測定の一つの困難な点は︑刮

うものではないQ

器類に人が近よれないので追隅

電線燈測定菰の研囎を枕け︑ブ

ぶ練紅の近くに置く実験的内の

操作を鰯雲とする点である︒し

リツケ法よりも遣かに鞘度をよ

大きく異なる︒ごく少猟の贅得

測定でも予想外に測定僚の繰並

かも工業的にはその日影で得た

測定法にも制御法にも各遡の

情報を利用し︑物質の流れや線

ものが考えられる︒どれをとる

が多いことはよくある︒この除

囚は埜︑援置︑他の被照明射体

かは︑︸線︑孟子︑中轍子︑α線

ーの外に︑照酎される物体の状

コースの研修生と猛礎課程の受欝

開狂する軟ベ一腰ーアイソトープ

態や要求される鯉濃隷鼠などに

て︑その解決にあたろうとして

基礎異型研修生

▽寒晒料一−七千円

▽募集人員n十五名

鍛を考えることが必要てある︒原

劔慰が十分に発揮できるような方

十三日豪で

▽研修期間翻来年一月九日から二

軟ペーターアイソトープコース

生を次の通り募耀しているQ

施設と海洋の問題をぬ剣に考え

後はこれらの研究吝の熟意を結集

いることを示すものであろうσ今
このシンポジウムは︑はじめて

して実隣閤鴇の解決に当らねばな

ンポジウムを訂して︑研究者の熟

子力丁零と海洋の閻題は井蔦に復

萌

九

▽募集人員11三

一二八−四

Ohd−bσ

影

犠瓢九四一−四八八二

独研ラシオアイソトープ研修

東鼠都文園区本駒込一

申込先および詳細については︑

▽受講料11千二薫円

誌¥三口豪で

▽研修糊爾剛睡来駕一月十六日か恒り

は︑その熟瓜に圧働された感じが

十工名

気が礁じられ︑脇窯に当ったもの

一人物田島博士の薦によれは︑シ らない︒が︑それには研究者たちの

の試みであったけれども︑蹴長の

研究者の真剣
な熱意に圧倒

などの線線如何とそのエネルギ

いると︑光学的麟働測竃によっ

が︑田口の中にあるのではないだ

庫では︑原子力に霞憲︑臨空︑公

て吸収叙鼠の連統測定か而濾で

源の位澱変化を自動的に鵠鱗す

くすることができた︒これを用

などで︑散乱︑コンプトン効

食用水繊物の放射能拓染について

ろうか︒原子力薩業と水薩業が︑

ることが望ましい︒しかしこの

の関係をあらかじめ調へておくこ

いる︒

共存鼠抄してゆくことを念願して

果︑核変化などで軟化し︑複雛

とが必要である︒放出がはじ厳つ

て︑公害問題と考えている人がい

家た︑放心性廃焚物処分につい

たならは︑指添水嘩物による監祝

原子力施設かるの放瞬間施棄物

をつづける︒

しても︑許容善導の水雌物への割

闘の三原購に墨ついて︑平和的に

るが︑これは窪ちがいてある︒口

水申の放射性物質の淡度できめる

当てを決定することが必要であり

の放題剛駐を定めるには︑いずれに

べきである︒

研究岩の熱心さによって︑これが

鮒で︑むずかしい問題であるが︑

十六犠まで︑ハンガリーのブダペ

ウムLは来年五月二十二日か6二

品の放射線滅薗に関するシンポジ

解決ざれることを期待したい︒

したというほどの成功をおさめ
た︒

一︑凹

これは︑日本の研究岩が原子力

する放射性物質の質と獣を公開

り得ない︒原子力産業では︑廃頭

一﹂

雲

一原産黄君窒便り一

辞げ⑩

Q口O
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ストで開かれるが︑このほどわが

参加と論文提出の盛請があった︒

国に灘して工AEAより次の通り
ストリアのウィーンで︑﹁原子

箏加および論文提配の串込轡睡

は来春四月三日から記田聞︑オー
放出があることを鍔えなければな

力発躍所のコンテイソメントおよ

κたし論文発識野稗燃しない暮

提出記数は央文一部︑算し三部︒

☆国際原子力機関︵一AεA︶

らない︒そのためにはどういう問

び立地に関するシンポジウム﹂を

である︒原子力施設が灘洋ちかく

題があり︑どう攻逃すべまかを考

については参繍申込潜の提出はシ

して︑問シンポジウムへの参加を

開催するが︑このほどわが繍に対

論文アブストラクトH提出部数

ンポジウム開姶Hの三十口前求で

方とも英文一生︑その写し各三韓

四口︒群細についてはいずれも原

なお海髪締切り田は十一一月二十

数は瓢文三部︑英文九部︵三酉五

☆・日本原子力研究所ラジオアイ

子力誤謬会議囲際課豪で◎
③締切り受口U今十一月十⊥ハ︹口

十羅一五百語︶

②論文アブストラクト薩提出部

語一五百語︶

①参加と論文提⁝⁝の申込轡11両 は和文三部︑英文九W⁝︵三塁五十

および穆加の要領は次の磁り︒

要請してきた︒鍮文提出の申込み

笛的である︒その中には海洋物

す︶は担界中で︑もっとも高い部

一方ではエネルギー生産を縄
め︑一方では贋白質の増瀬慮岡時

国罠一人がとる海産物申の蛋白

将楽はない︒

て発逮させるためには︑行政上の

らに︑原子力藍子を国の産業とし

おいて処理すべき闘題もある︒さ

た︑受業所の心が羅えや事業所に

物の消幾の問題などがある︒ま

学︑水藤経済学︑線量騨価︑水産

理︑海洋化学︑海洋生物学︑水藍

えてゆくのがこのシンポジウムの

につくられる限り︑多少の漏洩や

し︑閃幾の総意の下にすてるべき

@＾＾⁝肇

の企業では公開︑民霊の原則はあ

点が伽の企業とは全く翼なる︒仙

力塾本法に定められている︒この

のみ利用をすすめることが︑原子

また︑放出海域におけるモニタ
ー用の摺鑓水腫物を見拙しておく
ことが醜要である⑪指示水藤物と

総括討論をはじめる前に︑座長
の三宅泰蚕室︵薫敦大︶は次のよ
うにのべ陀︒

これは原子力産饗と水酢煎との

放射性廃翼物の処躍処分の原題

でもある︒国民総生産とエネルギ

ー臨黙政策と食龍政策との悶題

に属している︒

原子力と水産業は共存で

公開下で対策検討

を漆めるようにお臨いしにい︒

放節線器議会に︑いそいで︑これ

すべきである︒放繊寧も同様に灘

かく箸閑に付される傾向があ

一
喋窓懸

らす漏含も︑予想されないとはいえない︒放射

子

錘子力発電および便用ずみ燃料の再処理が︑

性物質が海中に入った場合は︑物琿的︑化学

勝

日本でも現実の悶題になって蓉たQ口本の原峯
的︑および生物学的に非昂に複雑な過程をへて

磯回茨覇藍猿 橋

力施設は︑海津ちかくに設 澱 さ れ み こ と が 多
鴻釈され︑あるいは沈寂し︑あるいは生物中に

した︒このシンポジウムは︑さる

らに︑海岸返くに建設すべきではない︒

く把握していない限り︑原子力施設を︑いたず

濃縮きれる︒したがって︑沿爆海洋の実態をよ

く︑これらの施設かるの放射聾廃策物の沿岸へ
の漏洩や放⁝⁝が不可避の場合がある︒

￠れらの放脆性騰職物が︑沿澤の置目物に影
響を与・九︑ひいては︑国民に放射線障密なもた

は︑将来の油糟の糧祉にとって︑

原子力によるエネルギー生 馬

雅常に重嬰なものである︒また噺
た︑生物は放言枕物質覆体内に濃

れらについて︑な36研究をすすめ

て行なわれた︒原子力安全研究協

な研究者が集京り︑午前十時から
ることが必要である︒

十月二十五日︑気衆庁講堂におい

も国民の生存にとって欠くへから

午後五時墨了蟹まで︑貴重な研究

写することが分っているので︑こ

ざるものである︒この二つの璽要

発表および熱心な64論がくりひろ

会が後援した︒一︷胃指以上の熱心

な離議を︑どのkうにして共存︑共

げられた︒

方︑水陀黙による蛋白食稀の生麗

栄せしめ得るか︑ということは日

放出地点の選定については︑海

本の圖民にとって︑さしせまった

会︑日本放射線贈響学会によびか
する︒

が︑はるかに科学胸であり︑そう

け︑﹁原子力癒設と沿群海洋シン

規制は海水中 濃 度 で
モニター用に指示水産物

つかしくなる︒少なくとも︑商業

の再処理な外田に依出するのはむ

の燃はしだいに多くなり︑これら

幽門︵原燃︶は鯖ず塗が塗﹂いくので︑縞叢婚
料の嚇処押の懲麓と必要性につい

エネルギ⁝間胸を解決してゆく

て︑次のようにのべた︒

採鄭上からみても︑再処理工場は

桧山滝央氏︵東大︶は︑原子力

ためには穫燃聴としてウラン階に

茨然ウランはその京までは核燃料

麗業と水産業との閥題について次

圃内におくことがのぞ帰しい︒

として三頭に刈用できないが︑こ
のようにのべたQ

のみたよってゆくのでは心細い︒

れを原子炉の中でプλトニウム脚

に転換すれは︑エネルギー資源と

術庁の中に設けられた﹁放射牲廃

として考えるべきことは︑科学技

質がもし一日に一勢たけ減ったと

糧難輸入に票たねばならない︒

エネルギー碧羅が︑食糧醗蟄を

の圧力は霧島生活の黙思となって

圧迫するようなことがあれば︑そ
糧箏幡がよいのは簾会の一部で︑

一方︑食糧問題を考えると︑食

の増加にむすびつく︒

産は︑四筒五十億円の国民総生産

あって︑十万KWのエネルギー生 すると︑数千轍円にのぼる微臼食

ー少扉縫との閲には︑欝線関係が

問題であろQまた︑国のエネルギ に行なわなけれは︑国民の明るい

の構究開発はすすめられている︒

海水中に放出された放射性物質

参照してほしい︒

わしくのべられているのでこれを

軋κ⁝報ルq轡︵一九山ハ四年論ハ月︶一にく

﨤ｾ藤氏︶によって束とめられ

彫物姻押肌分専門W⁝会﹂︵部会長

することができ黛プルトニウ ム

他用ずみ燃料を再処理して︑の

こっているウラン獅その舶の為効

礪分を同慰するとともに︑危険な

ものをとじこめる作灘を行ない︑

経縛排と安全性の二つの問馳を解
決したい︒また再処理℃場をわが

簗が需要で︑水産黙のような第一

はねかえってくる︒架工の為い雌

はないQ旗射牲物質が海水中でど 第ニエンゲル係数︵食物中のデン

は︑生物に利用されなければ悶題

凶蔑全体をみれば貧栄驚であり︑

図に建設する必憂性については︑

☆・闘じく工AEA主催の﹁医療 ソトープ研修所では︑単二一月に

O

︑

♂

﹃

︸
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のような同慶をしながら︑生物に

大正海上の住宅・店舗総合保険は
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その働斜蹴

固

一束輔；1園山輔1の5

カーバイド

オールマイティーという愛称で広

可擬捌

・震三隅留闘」

☆ 穴置海上

F

些生活と産業を化学で結ぶ

7重り監獄『顎…・櫛一

〈X×＿ひ◎〈一一⑰OQ〈X×脚◎◇◎㈲◇Q〈〉Φ◇⇔つQ

ρ

「

すみ︑規模の大型化とともに︑数

一一
田＝

蕉
一鴻

…… ……

（6）

第370署
詔和41鷹罰「膚5B

一面371号一
昭τ口爆1年三1月15日

毎月3回（5日．15日．25日）多港行

讐
1謬
今月末調査会答申へ
㊧電

彦｛

墾通
達産
藩臣

憩自省の総禽エネルギー調査公原子力部会︵部会長松根宗一氏︶は︑十一月四日甲鴻十時から束
以千代田区平河町の全具連ビルで第五圓会禽を闇き︑萌囲の立地問題グループ︑核燃料グループ贅鯨

この結果︑原子力部会の各作桀グル⁝プ報㌫がでそろったので︑十一月七田の総エネ調査会の第六

閥題班の作染型管についで︑核燃料グループ燃料問糊班から提出された中間斜日を審議決定したQ

回総合部会︑第四回講話都会の禽同耶会には︑原子力部会弟二次中間報告として石油部会申聞報告
といっし︑伽に提出され︑犠議決短された︒紛エネ調査会では石油︑石炭︑原子力の各報告が示され

いるので今後の事態の進展に即応

については現在原子燃料公社でビ

措灘を講ずるへきである︒再処理

等について︑長期滞在等による群

鉱業事情︑気候︑労働︑輸送条件

シュミット教

があるとしている︒

ューレノクス法による再再蜀工場 細かつ継統的な調査を行なう必要

発馬の経済性に影響するところ大

授ら三二招聰

原手力婁鋼会

除子力愛員会は十月二十日︑今

ついて審磯し・ドイツのD︑シュ

年度の海外原子力関係占招へいに

ミノト教授︵カールスルーエ転子

旬に︑窪たソ連のL・V・メノリ

力研究所技術部長︶を來探二月下

レバ女史︵いず瓦も科学アカデミ

ツキ⁝教授およびN・P・コラブ

について検討を行ない所要の措置

進ずるとともに︑それらの実課外

の処瓢湖広等についての検甜を拍

料について︑これ来での探鉱によ

子力発電開発規縦に対応する後燃

中閲報告では︑わが国の今後の原

ルギー調査会涼子力部会の飴二次

行なわれているが︑国は軍急に官

で予備的な海外ウラン資源調査が

いて︑これまで原子燃料公祉など

るQ中閲報㌫は︑とくに後者につ

の第二次設譜を行なっているが︑

かっ膨大な将来の需襲か6みれば さらに発実した講査を行なうへき

その設訓︑建造︑途航を通して把

握できない開発研究上の間題点を

二年展より速かに原子力第一船の

第一船の建迄方餅を尊毒し︑四十

濠たこの種の慨技術の開究は︑

建造に茜雫するよう切望する︒

多頷の資金ぷ必要とするものであ

確立をはかるためはかりでなく︑

握し︑今後の原子力船建遊技術の

隷感力融の国際的就航に関する種

り︑一ゐ︑民聞の負担能力は現状

を述へたのち︑同氏の闇闇スウェ

よう切に要望する︒

段の配慮を賜わって痔処セ・一2れる

ホ冤鑛の士︑予算措置の画でも格

において既に限度にきていること

種な脳際協短について︑十分な発
︑幽力を確保しうるという慧味にお

いてもきわめて緊要である︒

雌業騨は以上の観点から︑鈴一
船の建造議画が円滑に実施される

一AEAへの

ーデンの瞭．＋力饗情について概要
次のように溢つた︒

とを決定した︒

同氏はドイツ

各氏の招へい目的は次の通り︒

の商趣炉設訓クループの責任者で

▽D・スミソト氏

あり︑国益ナトリウム冷却隙型炉

几了し︑来毎早々に

へいし︑我隙関係踏と懇談する︒

との留報を得ているのて同氏を招

P・コラブレバ女史

験子力委員

V﹂︒V・メツリツキi氏︑N・

会食品照射專門部会のジャガイモ

および玉不ギの照射に関する研究

プロジェクト推琶のため︑同稀研

の協力艦隊者と同プロジェクトに

究の先駆者である同教授およびそ

閃する研究協力をはかる︒

行く人・来る人

加藤正夫氏︵束大写糊投研︶

イソトープ利用

︵於ウ︷iン︶

IAEA霊催﹁水理字におけるア

および王AEA︑国際胴地学︒地

は︑原子力舶開発が急速に進めら

殴界の造船・海運諸囲において

子力船を建造している中共など︑

後︑わが国原子力委員会の招へい

る原子力発電の開発﹂会議に出席

力機関セ催の﹁開允途上国におけ

先月マニラで開かれた国際猷子

ろ水力が轡黙であるが︑一九七

いる︒北欧諸国では現在のとこ

水型炉を建設することを考えて

ていない一と四十万KWの沸胸 のため︑十一月十一百出発︒なお

讃一＝

一﹇511墨阻ハYAーム野軍匡1■■■

△▲

放射線化学研究会

ワーキング

・グループ①二十八口午後原脹︑

肖処遡廃葉物

同像二十九一3午後独配︑同⑬二十

原子鋤力研究会

九田午前睡碇

勧農クルーブニ†照欄間後隙瓢︒
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蕃11，000

して︑事業としての脅戒を考慮す
べきである︒成型加工の段階にお

であるので︑その対鰍を槙嚥に検

2粉来に転換する過程について︑

いては︑濃縮ウランUF6をU建
O設計画が進められているが︑そ
現在四内メーカーが技術導入によ

甜する必蟄がある︒また現κは乾

の再処理コストについては原チ力

黛肱化に幽っては︑そのための技

り技術の修響につとめつつあるが

式法の技爾は開発綬階にあるが︑

湿式に比し経天性向上の町能性が

術の搬立︑生麗体制の整備なとが

あるとんえられているのでこれら
の技備開発を右うへきであるとし

必装となるものと思われる︒成璽

呈礎技術と技術蝉入により可能と

ている︑

加工の国訳化は髄内で開発された

思われるが量晴化のために必蒙な

長期滞在による詳細な調査を

官民の専門家派遣が必要
海外の
ウラン

を講ずへきである⑥減損ウランの

制禦について早急に検賞する必塑

同工訓が近く

毛子力貨客船サバンナ号によっ

えるものであるQ

て原子力船開発に先鞭をつけ︑建
造︑運航の経験誉獲得した米国︑
レーニン暦に続いてさるに二隻の

協力に感謝

スウェーデンは将来の線子力発

球物理学に檸けるラシ才・アイト

来日のエクランド慕務

霞灘画として二十万KWの工水 トープ・トレーツーの利用﹂ ︵於

球物理学連合共醗﹁工業おレqぴ地
連︑原子力推進の鉱石連搬船を懸

総長︑原産着綿と懇談

れているにもかかわらず︑わが国

でさる几日来日したS・エクラン

〇年以降は水力よりも腺子力発

プラハ︶の両シノポジウムに出酷

の原子力船開発は数年前と大照

ド圓機関事務総長は︑十一月十目

竃のカが鮮済的に臼刑になるで

帰国は十二月中旬の予定︒

なく︑先進麟に比べて五！＋年遅

正午︑瞭酊首脳と懇淡した︒

炉−経済的見通しははっきりし

造中の西独︑また沿岸航路用の原

原子力砕氷船の計颪を出行中のソ

一月下旬にそれぞ3τ招へいするこ

①国内濃緬は︑当面経漬的理由か

副用についても詳細な検討を進め

であり︑同時に︑ウラン資源の窟

はこの資料を持参して訪日できる

ーバノハ生化学側究所︶を今秋十

ら縛え難いが︑琵期的には欝黒総

るべきである①現在家処理工隔の

極めて少癒であるので︑核燃科ツ

リア讐のウラン財源箏絹︑ウラン

望地域であ勺カナダ︑オーストラ

入手が必要なことを引臼してい

にのみ依黙することには閥慰があ

イクルの確立や長娚契約方式︑採

十一月七田採捉された総目工不

立地間題ワーキンググループ︑核

るので︑ウラン濃縮についても国

豪た按燃料配業爵成の問題点と

鉱開発方式隊旗による海外資源の

たので︑これらをさらに総合的観点から周題を煮つめ︑今月下旬には︑総禽エネルギー調査ムムの申

燃料ワーキンググループ︵燃料聞

国内建設が3一画されているが︑そ

技術的にはほぼ⁝潤題は解決されて

して︑まずウラン製錬については

閤答申として漁とめる一疋である︒

題班︑資源問題班︶の嬢告を謹と
内での技術闘発揮に鰐め︑その実

済燃料の繍送および放尉性晩藁物

の円滑な据進を図るためにも使川

って相当の成果をあげたが︑な樽 民の専門工を派艦するなどにより

めたもので⁝立地間題と資源閥題

がある②プルトニウムの刑用訓劇

施の可能弧について検討する必要

があると指摘している︒

の骨．＋は︑①立地の磁保②ウラン

るものである︒すなわち原子力弟一ことを念願しており︑政府におい

なわれているが︑その後の各国に

これは︑米屡海上禰送の嵩速原

調査会など重三力面へ提出した︒

子力コンテナ船化の構患をはじめ

原子力船開発に比へ︑現状で五一

ソ連︑西独など造船・海運諸田の

層強力な政麿の施策が必豊である

十年遅れているわが国は︑今後一

建造︑運緬を通じて開発研究上の

問題点の把握や今後の原子力船建
造技術の倫立がはかれるなどの観
点かる行なわれたもの︒

れている現杁である︒

従ってわが綴においては︑傘後

1AEA空胴の低開発諸国に感けな轟同氏は︑今月ナニnゑ大炉

あろうと思われる︒

原蔓荊船は高速帆︑航塑性臆およ

原子力船の開発に対して一溜強力

如上エクランド氏は︑わが麟が
び載貨容積の増加などの特質を有

よ階高ハB羽酎田允帰鴎の船脚︒

同十五H臨堀東海か左視察し︑明
る各会議などで非稲に積極陶に活
一船はこの譜施鍛確立の熱々とな 動したことに蒼し︑磁謝のことは

な政府の施策が必要であるが︑第

要望書の要旨︐

一船は︑陸上施設のみでは到底把 ては先に原子力団員会が一疋した

予算で格段の配慮を
原産原子力第一撃で要望
おける猿子力船開発の進展や最近

予算措

へきである

の船舶の大型化︑口速化の世界18

︑このため

雁の面でも格段の醍慮を払うよ

傾蓋は︑わが園におけるその果期

日本搬子力闘業会講は︑十一月
十日︑来犀度の．→算編成期を迎え

会︵婁員長松原与三松氏︶の冨議に

う

力発電の開発を円潰に雄進ずるた

めにはこれと有機的関連を持つた

て︑潮岬出資の問題もからんで難

政府は来年度

︵海洋観測船︑六九〇〇総ゾ︶建 暴ついて大蔵省はじめ白陶党政搦

との要望欝を︑源子力飴婁員

砒しているわが囲の療子力第一船

源的に極めて繋目なわが圏では特

に核燃料サイクルの撮立を図る必

≠〆ノ

さ㎡

造の促近に関して

ミ
二 ー！！

より速かに鯖一睡の建造に虐手す

！！ノぱ！ノ
ミ
♂ノ！

ふれた後︑今後の検討事項として
ミ

要があると述へ︑わが国の現状に

︐〆ノ ！

原電・一本松社長が渡米

トリノク・テクニカル・サービ

出入銀行裕よび保証委話契約を粘

施搬引立の棊盤となり︑その設副︑

GETSCO︵ゼ不ラル・エレ
ク第一船の早朋建追は︑これら
が︑

敦賀炉資金借款の調印などで
日陰原子力発電去社の一本松珠
耀社幾は︑同社敦賀川間航︵出力

炉四二︶姓設☆金の措款契約の調

ふ臼本開発銀行と㎏電の五社閥で

三十二万五千♂63の沸騰水型隷子 ス︶祉︑それに米国ワシントン輸

印およひ岡発電所の初籏荷焦科

︵濃緬ウラン約六十一ジ︶凹型加 行なわれるもので︑借款契約総灘

なお同契約の認田は︑今月二十

額は約三歳二十三億円︶であるQ

工のGE乱への発注などのため︑ は約一一鶯︸一億円︵なお硬設☆硫総
今月十三田叢米した︒

このうち措款契約調印は︑敦賀

発電所の原子炉受注者であるGE 二日ワシントンで行なわれる予定

開発の必要性にます豪す拍車を加

核燃料対策が図られるへきで︑資

クルの田本的考え方として︑原子

濠ず︑わが国における核燃料サイ

核燃料グループの中間出域は︑

にしぼられている︒

炉の臼寵開発について︑の五一日

立④核燃料配業の脅成⑤新型動力

資線の確保③核燃緋サイクルの確

については前号既報の通り一︑そ

原子力部会鋤二次中間韓任は︑

ｩ立 地 な ど 五 項 目 に し ぼ る

1脅

船諸凶において夙に研艶開発が篶

●

：臨

することから︑蹴騨の滋襲海運造

1丁卜i826爵地

覇｛

帰国は十一万一購の予驚︒

︵ゼネラル・エレクトリノク︶祉 である︒
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大きく貢献しています。

全世界の最新研究成果・技術情報を
早く得るために外国雑誌の予約購読を

タカサゴの《空気調和》は

源子
および臼本図内の工事を受けもつ

瞬L含

原子力産業の分野でも

◎
●●o
●●●◎●
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松根原子力部会畏
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闘四

聞
新

業
産

力

原

ｴ子力第一船の

齢鱗欝還郷禦
RR−4が設鰻されて︑現に研炎中であ であり︑原型望め研究炉のようないわは

中では︑馬鈴蟹︑玉ねぎ︑米以外

上げている︒したがって︑最終答

らわが鳳の主食品である米をとり

緋などであ．Φ︒また少なくとも今

ブロイラー︑鶏卵︑配へ口占拝の原

くさのり︑堰因︑豚肉︑輸入肉︑

放樹牲掘子︵いわゆるシャイアン

実験によって降下したと思われる

後福岡県二期研號所麗上で今園の

︵およびそのための支繊︶が考えられな

る︒現在︑〜PDRが舶用炉裟験にかな オーソドソクスな形でしか︑研究開発
らずしも夏用されていないという問題は

ト︒パーティクル︶が発見され︑

と篶したが︑これは︑種

後約†年の食品照射研究のあり方

基本的性格
の対象晶図について煮つめる予定

あるが︑建造が遅れている閥に海外にお
いとすれは︑原子力技術のタイムリーな

々の曲折があったにせよ︑

離船

のみに止濠るべき盤鍛のものではもとよ

ある以上︑その経験︑構綴は〜部の介業

の国軍資鞭で行なわれるプロジェクトで

AGR︵歌良型ガス冷却炉︶を構え︒すでに中事︑関鷺にも売

ちご︑さば︑まぐろ︑農類︑あさ

転換炉に専門調査員

全飼各地で測定されたが︑今圓は

全般的に放射熊が弱い︑実験台わ

が圃への愚妻暁間が艮い︑発児の

時期が西から東へ逐次移動する傾

向をみせた︑などその測定結果を

とくに高空浮遊塵の放射能︑雨

蝦製した︒

通りである︒

澄木成文︵東工大︶︑論議短

らべ殿も少ない︒

▽地表澤遊塵

千訂で調査した

気

◎櫛

気象庁が調査し

ーであった︒なおこれは従来にく

軍方㎡慧蟻り四二・ミ勢キュリ

7沿

十︸月五日秋田地方で測定された

憩庁が調査したが︑今園の最高は

▽而水中の放射能の降下盤

クロマイクロキュリ；であった︒

された一髪⊥万耀・めか㎝り論議・一マノ・

最高は十一月五日西部地域で測定

は認められなかった︒なお今回の

が︑放購能はとくに膳立った変化

万折および一万一

防衛庁が島度一

水中の放射能等の測定結果は次の

︵原研︶︑彦崎皓二︵原頭︶︑

なお隔速増殖炉の功門調査員に

▽蕩空浮遊塵

つかさどることになっているQ
新型転拠炉専門調査員の氏各︑

する讃夏作薬なとの主勝を同時に

推進本部︑原型炉の設計へ
原子力蓑員会の動力炉開発臨時
推進本部︵議長・丹羽周寒冒研理
事長︶は十月二十五臼第十七面誰

②径分科会からの経過報告⑥原型

所属は次の通り︒︵敬称略︶

炉に要する虫務委員およびスタノ

本頻拍力事黙︶︑横須賀正寿

赫史郎︵日立︶︑森川辰雄︵日

部会を開き︑①蘭圃議事録の確認

ブの決定④国際協力に関する笛議

士電機︶︑浜田博也︵明億舎︶

︵三菱原子力︶︑穴原良畷︵冨
委艮および岡スタノブの決定につ

湯原翻︵原毛︶︑松本静夫︵駐

とくに原型炉建設に関する曇勝

経過報告などについて秘戚したQ

いては︑窪務要員のもとでまず新

発﹀︑川口哲造︵関電︶︑脇坂

三島﹂を設けることを決定し︑主

ついては︑現在二二倭員を含めた

登︵紅燈︶︒

型帳換炉の除型炉の建設に関する

務委員には媚藤博晃︵関職麟祉

制鰹について検融巾である︒

高速増殖三分肩会で︑その開発体

設副などの調査を行なう﹁専門謝

昆︶︑田憎憎治郎︵東電糀鋳取締

來京地方で記録された一立方齎嶺

たが︑今圓の幽門は︑十一月二日

リ；であった︒なおこれは第一回

りこ○・○マイクロマイクロキュ

下回っているQ

旬間メモ

▽書例会議11十

五日第十七回本公議開催︑各分科

力炉開発臨蒔推進本部目十月二†

議漏の概蟄等について腰議︒▽動

議状滉︑IAEA主催﹁マニラ会

ん︑励力炉開発臨時推徽本那の審

一月十日開鐙︑二子力黒羽の推せ

原子力罫書会

十一月七日開欝︑①石油部会報告

ント事ト品品
キツエツ織製

﹂

翻

圏が材一石フ
醤冷ホ醗テ

ツケびマ紡ン
パス及ム綿ロ

年の技術と信用で
産業界に奉仕する

㊨

瀬趨憲︑11月18日から 咳実験および第二圃のそれよりも

くは核燃特物資の最終需要磁︑ま

申語壱の資格は核原料物質もし

欝企受け付ける旨発実した︒

まで︵塚週火︑金曜臼︶︑同串請

十一月十八日から来年三月十七日

料物質︶﹂の輸入剛遇てについて

関係物神︵核原料物質および核熟

通産省は十一月九日︑﹁原子力

．・

輸入夢解を受付

原子力物質の

役︶の両氏が選出された︒

爾氏は新型零話炉および晶速増
殖蜘の両動力炉の隙型炉建設に踏

みてくれたので︑値段の算定は

楽たったとのことQAGRlJ
では国産部分が多くなることが 胃

るので︑大へん損をしました︑
とこぼしていた︒

㎜
梵

以優十一月二田頃漢でに相ついで

についても検討することになって

台にして︑弟釣船以降の陶磁建造を司能

りない︒民聞出資の問題ともからんで︑

いる︒

であるが︑これまでに検討された

民閥患費が考えられていたが︑現びは全

陸上原型炉を要しないということは︑す

にしょうというものであって︑その点か

これらの幽に調盤の余地があるにして

二年度より予算措置を講じて︑綴

対象品日は︑りんご︑みかん︑い

実珊化ははなはた困難になる︒西独のオ

カーとの妓術提携もあって︑わが国のメ

額財蚊資金でまかなbれるに金つた事傭

ソトーハーンリの試合も︑陥初はかなり

ーカーが建迩の臼偏をもつに艶．た︑な

術資料の公開などがあり︑豪た海外メ；

ける開発の進展︑サバンナリの先成︑技

1

望⁝さ磯曲輸魏織野擁鱒鈍雛肛豪貴簾
論のくり返しがあるのは︑ある程農やむ

展⁝方針どお畠撃揺すること引けば・お閻に播の変化や︑齋譲

を決めて︑新しい船価で唖蝉度予算の概

これまでの経紛を省みて︑民間側にも

も︑鰺考とするに値いしよう︒

たた︑陸上原型炉を要しないというこ
聞趨がないわけではない︒事情の変化の

どの事憎の変化がある︒

の考え方や謝幽までぐらついたり︑長生
とは︑第一船建造の試験開鷹的件洛を沿

でに議論ずみの間題である︒陣上原嘲炉

らいえは︑弟一船の契杓にさいして船連

も︑予算罪体が成立しなけれは謳にもな

更を余儀なくされたわけであるが︑多額

の努力がムダに帰するようなことは腋に

を褐ないことであるが︑そのために根本

るものと晃られていた︑

原

ため︑当初考えられた共回受注体制が変

一船の建造︑運転の全体が︑いわは

蔵することではない︒それどころか︑第

型炉が必雲たという議論が慈し返される

を試作ないし輸入するという弱え方は︑

の保証が要求されたように︑とかく試験

海洋醐調船を国産で建造し︑そのさい

趨けなけれはならない︒

など︑建造聞題の前迩はまたしても聚観

睡輸省運輸技術研究所が昭和三十一年の

開発的要心への認識が薄れがちなことは

員会に対して同部会中聞報告を答

織的に研究体制を確立し︑試験研

罠︶は︑さる七月七Uに原子力委 については三力館8一画で昭和四十

が︑いよいよ十﹁刀十五日から十

を持たせることが適惑であるとし

申して以来︑体会になっていた

二月ごろを臼途に最終答申を作成

究から実用化のための先脇的役胡

するもようである︒

の食橘については︑騒士越度か

ている︒また馬鈴響︑王ねぎ以外

すでに巾闘報猛では︑海外で実

AGRlJの日本側
角計を担当した

あなはらりょうじ

込みを醐渡している︒しかし原

昭和二十二年九月東大工学部
電気工学科卒業後︑すぐに冨土
電機に入社︑主として協力用変

たはそのものから発注を受けたも
ので︑輸入劉当申晶潟︵三通︶の
提出先は通産滋通蘭輸入業務課︒

︑熱繍 圧器の三訂などにたずさわって・・
きたという︒原子力には一一ヤニ ⁝．

なお︑輸入割当ては︑丁霊銭費

会からの笹議経溝報㌫︑原型炉に

関する曹門調査員の決定︑麟際協

れた︒

力についての経過報篇嬬が行なわ

通産雀総合エネルギー調査会

科学技術庁原子力局は︑十一月

じく禽回部会や日開催︑総エネ調

②原子力部会報告を答議決定︒

総禽部会と需給部会の禽同部会が

二日開かれた原子力委員会に︑十

っての考え方などを検討︒

査会の中間答申をまとめるにあた

月二†八日来明中共が行なった第

中共の核爽験

響は少ない

放射能の影

審査会議により決定される︒

年四月︑原子力設訓部門に入り ︸

蹴

主に工務的な仕廓をやった︒現 ⁝
⁝⁝
蔭︑諏子力委員会の新型転換炉
ゴ
轡門調査員でもあり︑わが国の 騨

⁝

若い技術嵩のホープとして期待 ⁝
されている︒

趣味はカ〆ラ︑ゴルフ︑釣
∴
嶽鷹は順恵︵よしえ︶夫人と ㌦

り︒

⁝㎞

︵M・1︶

一男一女〇四十一歳︒

四誓言乱発実験後のわが国の環境
放射能について︑十月一二十一日午

名古屋

6

プしであ樋

算口輪を出したので︑今度こそ軌道にの

ところがその後︑民間患資の額遊めぐ
って財梼当局か難色をぶしていると紙え

を瀞さない雲行きにな謬一てきた︒仮に聞

研究踊画案で打ち出しているが︑これは

られ︑一部では︑搭載炉について雛上源

題が仔き論謹って︑ふたたび来年に持ち

昭和三十三年︑日本猷子力研究所に動力

的な性格をもっており︑これを土

こすようなことがあれは︑繊際の流囲を

らない︒第一船は今スタートしなけれ

・

肩

穴 原 良 司

殿の東海炉建設では︑冨士磁機

．

ある︒

試験炉︵JPDR︶を導入するにさいし 籍定できない︒弟一船は︑昭和二十三年

浴びている原子力船訓幽だけに︑田本の

恥を世界にさらす結果にもなりかねな

覆水器冷却水で冷即して放出され

る︒このほかの放射性物質はドラ
ム鰍につめコンクリートで農隙さ

原子炉についての災筈評価は︑原

わが国で建設する葺合の見績り

がたいへん蕃労したことは触知

﹁英困原子力公社が開発した

子炉立地審査指針に基づき︑炉内

じゃないかと非精に不安だった

を始めたころは︑赤字がでるん

聯
大きな特徴ですよという︒
⁝
ところで︑穴原さんは英燭に
れからはAGRでと慧欲的な
罪
行くと葎よりずっと若く晃られ
⁝覧

燃料が金部癖旨したと仮定した場

@

が︑今境のAGRlJの詳細の
設詰りで︑そのため︑AGR1
との発通

訓の繕果が

いける

れ︑凋辺の公衆に放射線災害を与

しをえたときはほんとうにうれ

しかった﹂一冨士電機︵株︶原

えないことが確認された︒

が十分な効果を発揮すると考えら

合にも︑安全防誰のための諸設備

れ贈蔵される︒⑬災審騨価この

会︵那会長・住木口か理研一理撃

﹁実験船︑舶用実母炉﹂に他ならないの

ば︑内外情勢からみて完血に手おくれで

発電所に採用される原子炉は米同

馴化の段階にある罵鈴碧︑玉ねぎ

の唐門部会︵原子力委員愈︶答申のいう

て︑船用炉実験も行なえるようにするこ
ととされ︑一方蕊蔽研究については︑J

等において既に多くの運転経験を

性は島く騨懸されているが︑原子

なお岡審糞獄は︑十一月二日︑

Jの紬果を割引いて考えられる

を後進園あつかいにして︑日本

の場含は︑お赫のところはすで
にコールダーホールで経験を持
った会祉である︑という意識で

鶴見・工寺・羽息・袋非

1︶松蝿
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2大高札
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変
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雲の仙
り

淫
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東」蓉く

店
場

園支
図工

い︒
E本原子力配策会議はさる 五 日 何 墨 臼

安全に絡段の配慮

東京幣力福品原子力発電所の原

為し︑軽水炉としての周覧の安全

▽計画の概要この発臥所は商

体廃棄物は︑処紳施設で処理後︑
⁝
ごく低レベルのものたけが多騒の
一

の海洋投棄に指針を

原子力婁員会の原子炉安全導門忠査会︵会長向坊隆集大教授︶

同炉の安全性に関する全

は十一月二日︑今年七月一日付申請された束京電力︵︑︶罫描原
子力発聡所の原子炉の設置について︑

との審査諮果を原予力婁員畏窺管肇したが︑原子

施設の爾職は︑敬地の広さ︑立地条件および安全防護施設を含め
て畏愚である

力婁員会はこの警串をうけて今後︑平加利用︑経理的世嗣︑計画
的開発利用篤について器査を進め︑内鰹総理大臣へ篠申しし最終
渓定が行なわれるが︑沸騰水型炉については原電敦欝炉の審査経

子炉の設置に関する讃画概要およ

験めあり︑年内には最終決燈がなされるものとみられている︒

び籍査榔要は次の通りである︒

業発電を隅的として福劫県双粟那

炉の核設謝︑熱設訊および耐震設

蕊講

子力那の穴原さんは四十一歳の

のため︑去年の暮れから一無足

い結果がでました︑という︒東
海炉もどうやらできたので︑こ

ったことなどもあったが︑今寺

窟分はAGRにの若い技術者が泣いて口惜しが

らずの闘に奥困を三回訪問した

歯︒とにかく

という気持てガノ
チリ取組み︑その甲斐あってい

賭けたのた

東海炉の息合︑英国はわが国

賃は︑AGRlJの詳細設の
訓が弊常に残愈です︑という︒

かわいいですねと明るく語る︒

若さ︒茜労をかけた子はやはり

原子力委員長に鮒し阿炉の安金性
について審査編果を答申すると同

原子力委員会の食塩照射専門部

食品照射専門部会

げ最終答申へ

対象品目を拡

早急に確立するよう要望した︒

廃棄物の海洋投漁に関する方針を

︵炉心スプレイ系︑圧力抑制式格 蒔に︑原子力婁員会に対し放射性

止のための各種の安全防護設備

た︑原子炉事故時における災害防

︵双憾町および大熊町にまたがる 計の検剖が慎電に行なわれた︒ま

地域︑敷地聞積一二酉万平方銃︶に

設讃されるもので︑総弾設費は杓

齣E八十五億円が見込まれ て い

ゆる角度から十分検討ざれた︒

止する原子炉檸止系についてあら

力酉二十二万二千計13︑欝気出力 の機能および箏故発生を来然に防

る︒原子炉は米国GE社製︑熱出 納容器系︑非常用ガス処理系等︶

四十万が弓の沸騰承型で︑大熱絢

力︑高燃焼度︑畏尺螺料およびジ

ェノトポンプによる強鰯循環方式 ②平常運転時の評価この原子騨

冷却系から洩れてくるものである

が採用されている︒同炉に装置O から発磁する気休廃糞物は原子炉
れる燃料は低濃繍二激化ウラン約

が︑ガスタンクで貯留︑減哀させ
た後︑彊気筒から拷気される︒液

日本アスベスト株式会社
闘本 娃
東京都中央区銀座西6−3
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聞

瀧即

ｭドル 越 え る

スト傾減二︑原子力発電の成長を

山ハ︑短寿命核繊に

シティーズ・サー
ビスとの合併決裂
米UN

C

終った◎両社の公式発喪では︑決裂

されることに含量しているが︑引

れらの物質が平和利用のみに使用

カナダ︑イギリス両園政痢は・こ

よるUNCの買収副醐は不成功に ランの供給を受ける約朱である︒

の理由として︑合餅に対する株式

き保障措躍については何も決めて

き渡しが始よる醜に作臨されるべ

の比周の点で折合かつかなかった

アメリカのシテfーズ・サービ と述へているか︑実際は両社のね
らい︵シティーズ・サービス社は

ンダーソン氏は︑BWKへのプル

CE社に発注
オマハ公営躍力

﹃

ミ

・㌔

・る︐

高

自

雪ノ

脚

プ

パワー社から受けたパリサデスに

は︑本年初めコンシューマーズ・

落札価格七千三徳四十二万八酉

次いで今無二番闘のものである︒

詔凶

述へており︑これ豪でに運開した

W︶はまだ公式発蓑はないが当然

鍮

／−

︐

に進出する可能性があるといわ耗

ある︒

三十万KW炉の入札

を決めて製品を販売するもようで

でいくつか試験した後︑照射温臼

トロンで照射処狸するためのもの

ード︑紙︑その他の材排をエレク

ニヤ仮︑木椚︑畝拷︑ハード︒ボ

スケード祉の儀置はさし当り︑ベ

始めるもようてある︒ポイズ︒カ

をもって︑業者に賃貸する騨撃を

アのト羅イツク発電所︵六十万K しており︑今後もいくつかの装置

ケス三七万KW︶に加えてシベリ 衝KeVの蹴子線照瞬鼓置を賃貰

ロヤルスクー111十万KW︑メ
にレ
あるポイズ・カスケード掃に三

ノボボロネシ⊥干四万KW︑ベ る︒同社は現在アイダホ州ポイズ

もの︵オブニンスク冒五千KW︑

︑

射事業の分蟹

一鞭画

iは︑今後素子線昭

欝欝騨礪

ス社とユナイテノド・ニュークリ

を通して行なうよう希望している

途に対する査察を国際原子力機関

ア社︵UNC︶は七月初め︑両社ウラン⁝⁝発に︑UNCは黒子炉の いない︒カナダ政附はウランの用

重点を置いていた︶に済い違いが

襯究開発や炉心加工など技術面に

と折り含いがつかず五万誘︵二十

が︑フランスはこの悶題でカナダ

ための申︑帽潜を関係当局に提出し

あったものと見るむきか多い︒

が夢占の面図ありとして︑合研の

ていたが︑シティーズ︒サービスに

一方リオ・アルゴムは︑エリオソ

ト．レイクのカーク鉱山に一九六

五年鴨︶の契約を見送っている︒

八薙に擬業を開始する新しい縦坑

︵CE︶社の﹂・F・ギボンス氏
は︑プルトニウムの熱中性子炉へ

する必蟄性を強調し︑この点に関

は︑氏ECの契約に五ついて開発 のリサイクルの実施を早期に決定

ー︑核過熟燃料蟄素を組み禽せた

中の改良型ボーナス炉心︵ボイラ

の研究では︑酸化燃料を過熟熱気

実験を行なう殴階にある︒CE社 る部分を担当しているR・K・ア て生瀬を二倍にすり経義である︒

た︒この訓画のうちBWKに関すを設ける予窟であり︑これによっ

する建E王の熱源の現状を発表し

セソシコンでゼネラル︒アトミノ

力学会の執中性子炉燃料に関する

副題がなく︑物理的硝究の結果濃

怩jw発電炉
トニウムのリサイルは︑ほとんと

編ウランを︑的援プルトニウムに

の設副で十分行なうことができ被

千七百四十二万〜千♂︑タービン

ンピュータ馴五十九万二千♂︑半

発串脳撫剛二千二︸臼十∴ハ万八千pヅ︑

璽9るため︑炉メーカ⁝四祉の入

四十五万KWの原子力重職噺を建 五十一♂の内訳は︑熟気発生系U

躍きかえることは︑現在のBWK オマハ公営電力区は︑電気出力
覆や機械工学的な強賊についてな

札を検討していたが︑このほど︑

コ

鍛低価格で入札したコンバノショ

ン・エンジニアリング︵CE︶社 減︵三炉心分︶11四千三酉二十三乃

に発托を決定した︒CE社の受注 九千八百五十一ザとなっている︒

原子力発電所を建設中︵ソ連︶

が厳しいため︑原子姫︑タービン

電話大代ム（572）0171

プエルトリコ水贅湘公挫一PR

黙鰭鵡

め︑ゼネラル・エレタトリノク

をもつ原子力発電所を建設するた

︵GE︶社︑ウ受チンクハウス

ンジニアリング︵CE︶社の三社

戸WH︶社︑コンハソシ︑巴ノ．工

入札耐︑電気出力三十万K

の結果が公表騰れた︒

︑

に入札︑侶依叡したが︑このほし︶そ

ユーゴスラビアはべオヶラード

総山設費爾八†万談のこの研究所

であったが︑このほど硝所した．

学のための原子力研究所を懲忌中

近くのゼムンに農染︑称学︑獣医

子力研究所が誕生

ユーゴに新しい原

輯穣腿

隣してい．⇔あみ兎．り瓦一﹂い董を発脅罪

羅⑧
ソ連は現在︑シベリアの北東部

発電槻︑愚理事務所︑変圧器︑補

シベリア北東部で一九七〇年完成
と︑一九七一年から同ζう十年鋤

チュコトカに蹴気出力四万八千K

が購入するというもので︑リオ・

権つき︶の二酸化ウランをAEAWの原子力発電所を建設申であ 助サービス機器等は地下に贋かれ

に八千ゾ︵追加ヨ千五百ゾは選択

い契約に調印した︒それによる

書置二品AEAに入千トン供給

ウラ ン販売契約延長

︵EE王︶のH・A・ワグナーん
氏ら新しい閥題はないと述べた◎

社の齪社長で︑エシソン電気協会

さらに︑デトロイト・エジソン

ことができると述へている︒

燃歌体は︑当初の第一次炉心の過

ンハノシコン・エンシニアリング

また︑ボーナス炉﹄画部長のコ

ったと述べ雨天をひいた︒

型燃料の燃焼率が五五％もよくな

る予疋の11TGRに侠用する改熟
良燃仏体より二〇％汝く製造する

コロラド公丁年力のために建設す

ク社のS︒ジェイ疑は︑同社が︑

と冷却水間の絶縁に利用するこの

また︑釧催さ3寓たアメリカ原子 もの︶は炉心実験を完了し︑炉内

対する開発の促進︒

ービス不憩切〃

機器メーカーの露嬰者に対するサ

つ大型原型炉の開発五︑原子力

で講⁝演

の発電所の七五％は腺子力になろ

十分に貼いうるウラン鉱の洪給

対し︑自主性をもつ研究開発と

ン諺誰脇野壷野μ響継端齢
一

カリフォルニア州のサン・オノフレ原子力発蹴所︵蹴気出力四十

五万KW︶向けに鉄避輸送される核燃料

ソ総濠力工業・電化相ビヨトー

ている︒

艦

丁櫨醒舌（23工）798コL〜3

九月

日から三口までピノツバーグ市で

66年の原子力 産 業

米困三子ヵ鷹業会議︵AIF︶の第＋三圓年次大会は︑＋一月
開かれ北︒大会は︑ほとんどパネル討論の形式をとり︑﹁アイソトープ譜画﹂︑﹁燃群サイクルの経
済性偏︑﹁筒速増弼炉同月﹂など六つのパネルと二つの講漁が行なわれた︒参加者は︑連口約一千名

に達したが︑大会二日屠には︑AECのE・8・トレンメル産業部艮が︑﹁過藪九一刀に産業界が受
注した金額は十億ガを上回る︒ターンキイ方式の契約が急速に減少した﹂と述へて注圏をひいた︒な

お︑総会でゼネラル︒エレクトリノク社副社長J・F︒ヤング氏が︑凶任のK・デービス氏︵ベクテ

賠一日の原子力のユーザー側の
うとのへた︒この討論会で需裟者

ル社副社長︶に代って新会長に選出された︒

見解に関するセノションで︑フィ

心があるが︑需要者の投資に完立

改良型転換炉と虚病炉に非冨な関

四︑

三︑詳摩可手続きの簡素化

点は︑次のようなものであった︒

R料サイクルと娠料物質のコ

一

ラデルフィア電力のJ・L・エバ 側および肱莱界から編された問題

十万KW以上

レノト硝社長は︑一九六七年に発
注される電気萬カ一

う︒

ペーシコンを戒功させたメーカ
原子力委員会が本年決定した

軽水炉の現状について火力と
技術で兜服することを臼標とす

で三〜四割の減少が踊られ︑燃

千KWのもの四つが

る︒この発電所は鑓気障カ一万二

プロノク

アルゴムは年平均八百一千胃五十

難戦

ル・ノボロッエー氏によると︑一

衝万KW以上になると

原子力発電に関丁るシンポジウム

一方︑最近トロントで開かれた

ル程度窪くなると予思している︒

門眠備谷嵐

を加えると︑ソ連の原子力発声所

九七〇年末に完成するこの発電所
つのタービン発電機μ午︸そなえたも

になったものであるといわれる

一九七〇年までは年四千工百ナ︑

のか不明である︒この地力は気候

これまでの契約で︑AEAは︑ が︑原子炉四琵をもつものか︑四

ナを供給することになる︒

＝ゾの酸化ウ

七一年には精読三十

新型燃料工業鱒化へ

で︑カナダが建設するパキスタン

捌鞭脂灘陽馬

十三乃七千KW4とケペノク水力は︑建設の一翼と二年間の側転資 四や万KW︑四十五万KWの各発

の刀ラチ原子力発電所へ電気細力

会社

ウラン含為澱が多いことと︑ウラ

彼獲￠O障よりも︑単解俸憤当りの

されるもので︑従来のジルカロイ

ーコストの内K

CANDU炉の場合︑総工不ル
設ギ
憩醸儲中であり︑琿宋までに完

では︑￠窃一燃料は五十万K

る︒経済性についての予備的評価

では︑この閻題は少なくな．てい

は現在この高力チューブを生徹す

の るためのパイロノトブラントの建

ミ 戚するよう滋めていると述へた︒

金について殴瞭原．†力機関から拭鍛炉についぐ︑完成発電所とニュ

電子線照射装置の

められたが︑すべて︵A罰六糧︶

い︑洛納谷器︶の岡方の揚合が求

抵⁝鉱で︑GE挫は鴎や万K

の

について入札を行なったのはW11

KWの日直ーケリア︒アイランド

ブrード．モ麦一︑カンパ﹂の．だっ訟﹂昏夢賂篤した︒

米フォード社

賃貸事業に進出か

完成発電所のみ︑cE托は四＋力

源曲を処置するための放射線照射

達は︑すてに離の肺に寄生する晒気発生系︑原子炉建渥︑しゃへ

気醐力二十五力KW︶の比力チュ 助を受けている︒研究所の 学菅 1〃リア．アイランドへ原子力碧魚

ーブに︑ジルコン一直オブ合金が

使用ざれるという発表があり︑注

ン金属よりも耐腐食性が強いこと

ECL嗣社長によると︑カナゼで

から︑ウラン珪に物a翫︸︶が考

H当り○∴⁝
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藤田トラベルサービス

株式

電量舌（211）4111

ー

原子力発亀所の
ーのボーナスとなるのが鷲通で

の対比を例示すれは︵1︶発聡
へきである︒

料の増殖利益と禽せ︑絶対優位

し︑ウラン使用鍮の減少を登る

加︑ウラン珪化物燃料の研究促進
カナダ子原力会社︵AECL︶えられている︒

この種の桝科について過去四年闘

海外。国内旅行の
こ梱談はぜひ

織鳥屋

帆

AECLの燃桝開発グループが
のCANDUIBLW原型炉戸電
して︑新型燃料の設計研究と︑工

試験してきた結果︑いずれも照射

横浜・米子に共通

《

鼻

NDU㌍発電炉の燃料として便用が︑最近のNRX炉ての照射試験出された︒L・R︒ヘイウノドA
ワクチン蚤開発している︒

る︒この鷲型燃群は︑羅来のCA による執膨張が問腱となっていた

業化を取り上げていく方劃であ

は︑今後の重点欝欝開発の一つと

一 上手なプランで
楽しい旅行

商品券

賑

話』

受注

一
研究開発のターゲ

開発罰画は何れも軽水炉の経折

新型転換炉および紬遼増弼炉の

力︑火力等他の発電方式と十分
コストはほぼ岡一又は以下であ

性︑ムービング・ターゲノトに

て研跳開発の努力が二進され

望の条件下に経済
る︒

ノトとしては︑所 ある︒また︑この利益を頃ざし

性︵一般には発電

競争に耐え得るよう傘図され

し︑軽水炉約二葎万

火力約五や力円に対

ているが︑そのポイントは研究

性がターゲノトとして翫示され

一ゾ遇りのプラント販売価格は 弾着も︑軽水炉に比し︑資材鼠

らも変らないからメ

闘発の成功と蚊術の確立にあろ

円で︑加工肢はいく

ーカーの利益は正し
う︒

源子高子より天然ウランの使用

新浬転換炉の闘発については

く大きい︵3︶一力︑

科学技術の水梨を添
す金属翻料ゾ嶺り出

展に対し軽水炉三十

力は火力十五KW程 による濃縮設備よりの束縛を脱

KW以上で︑燃料費 ことを要請されている︒
このことは軽水炉︑重水炉の

価な亜水とジルコニウム使用壁

陽内技術を十分に駆使するとと

は火力の半分である

の検討および︑寒帰取替綾上の

から技術革新の成果は倍以上と

もちろん︑軽水炉メーカーも

嬉しく繭度の技術開発な6ぴに

もに︑軽水炉に比し︑著しく紬

しく輪い製造原働で取引さ れ

原子炉系製造のための飼業費が

蒸気条件の改良等によって︑設

浸しく大であるQ

る︒また︑技術が順次固まって

え販死生簸体系が安定化すれは

否かが焦点となるであろう︒

備割増と燃材費識少が見食うか

大きな負坦になっているとはい

当然この傷い販売仙格は低い原

ノベーション成功の時点でも︑

価に近づくであろう︒さらに改

製造鳳価の低下があっても︑イ

には火力発電機器の敗売価箔と

販売石瀬はそれ程下らず︑一般

良が加えられれは成功者として

︵脇坂璽︶

バランスをとった一走水準の価

のメーカーの㍊益は増大しよ
︸

絡で敢引され︑その滋額はイノ

東京・大阪・京都。堺

45

10
渇速増殖炉の開発は︑侮れの

る︒

わが国でも遅ればせではある

ので当然その経︑群性を明らかに

が新型炉の開発を企関している

しなければならない︒すなわち

製造工業が蹴力業著に向かっ

て︑他の発電力式に比し低価格

のもの卒千分な利益率のもとに

供給し得ることが目標となるで

あろう︒一方軽水炉がすでに火

力発電に鮒し経済的優位性をも

ちつつあるが新型炉はこれを上

玄わる経済性を発揮する必要が

しかし原子力発電の炉︑機器

あるQ

販売価格力、一
一経済性は製造原価力｝、

お買物の楽しさを
差上げる

一、

る︵2︶発電所の便用金属材得

コスト︶に技術圏襟を与え︑水

講論難灘欝馨蕪野曝罫罎蟹1
の販宛価洛は開発の当初では著

新型炉開発成功のきめ手

〜一く一
QΨρ〈×〉◎◇◎〈一ン◇◎◎や◎◎σ◎Q〈×〉つ◎◎＜×X＞◎一一Q◎◎Q◇◎◎くゆく一〜
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聞
新

量

︸

発

書字

♂

注0年代に合﹃

農
@

z口億Kwが運開

慧隔

ト低減へ

憩昧でアメリカ原子力κ巣会議の年譜亦紹介する︒
核燃料サイクル

控え同に見秋っても︑覇しい発
と一斗に解釈されたという事実は

カを選択することを思塾している

炉の発注増でU市場も急増
電所1一そのいずれもが四や仁万

KW以上︑そのうちいくつかは九 過去軍馬聞に給ける進捗の程度を

ている︒

原子力説煎の後援者である公益

理由が経済的なものであることを

肇業者達は︑霞等の決定の第一の

が報㌫したデータから︑原子力機

明らかにしている︒これる事嚢薔

瀬しは顕露に速められることにな

と︑原子力発電萌設置テンポの見

これらの薪事態に照してみる

のコストが比較的に笈疋穐を傑ら

器のコストおよび発電所建設全休

荘的公益事業控資に椙凹して い

燃群を除いても二十激が以上の滋

ろう︒

鯖十一回太平洋学術会 議 の
培故体あるいは数培数体の作物

ド︶は化学遺広学的に作出した

か休の核燃科サイクルコストは︑絶対的ならびに競含燃料との

価になろう︒

3るものであった︒鰻

醸実同
とみ
られ
いるし
︒ はらく続くことが明
⁝ら
噺し
い発
が引る
続き
殺働してい
象た㎡譜画からこの傾
が
こてこ
か
で江あ
︒

関係の両面で低減の傾岡をみせ︑

全体よりもむしろ醸子力による蒸旧気供給に対

迎し︑本年泳謙でには︑斬しい

ダーンキイ

方式の発澄が行な

器メーカーは慨してこの傾陶を歓

一州鏡鞍灘鞭畿難騰照醐継繋るξ鰯棄ている轟餐Lポことが早くも明らかとな2・ま

われることはほとんどないことが

前の脚定に反して︑ウラン市場が一kヒ○年代睡半に藻刻な不撤に

放射線利用で進歩

諸点に関して原子力委員会と一部

の再確定︑および当該副鴎の重要

▼政府の後援する増殖炉開発教鞭

足ぶみする舶用炉の開発
今琢の多くの償要な繊来事や新
掌態のなかで主なものをつぎに掲

種を実臆する場合に不郡欝であ

にも十分汗饗しないし．放射紛鳶

改良法では噺晶種完成までにW日

品種改艮機関が三A鷺Aの後媛 んだ︒また同博十は稗磁の品種

ビン4はフfリヒン農務省水稲 告︑この部会鉱大の反糟におよ

され︑本年三月登猷品種に指冠

晋︶

へ腿林占農蒸授術研究所

西垣

化学部土壌第一縣長

鉱博す為ことが明らかになるにつれて︑ウラン田場は晴嵐までの水

陥ることは徽く︑侵単には急遠に

コストのウラン資源を開発しようとする滅発な努力が疏開され︑採掘染や製練巣の経験をもたない大会礼も参㎝しはじめた︒ これるの饗娯は︑核燃群サイクルに関連したすへての耶門でのは

⁝獅を上回る傾向るみセている︒低

大型の原子力説ケノトエンジン

る予定で66る︒

る譜悶題の検討を聞もなく開始す

しれない分離設備の運癒に関する

アメリカ ◇

社とテキサス大学がこの十向間協

﹁

ゼネラル・アトミノク︵GA︶

◆

融△口協同研究解除

GA社と麺大が核

が小さいことが特徴てある︒

採掘・

製練婁員会は原子炉燃料の政府所

ウラン採掘および製練

ある︒

蹴〜徽藷〜鋸鎌難藩繊賑繕

を開発するための政府後援議懸は

幾鶏騰鱗

な力をもっていないと︑臼ら縞罪して後く姿を消してしまった︒

を環的とする多数の規馴上の変顎

V最初の便用研み激子炉燃料の繭

左除子力委員会が択用︒

原子力発電所の磁設もしくは燃

墨的再処理工場の職業︒

｢て︑いくつかの蚤要な業積が

嘗装荷に土豪に関連しない分野に

出した︒しかし︑概して溢目すへ

あげられ︑奮干の重要な傾向が現

引続き大幅な成功を収めている︒

祠か6民間所有への移行に関連し

た請問題︑36よぴ囚内ウラン嶽源

月も原

子力嬰員会のウラン濃縮に関する

の開発に影響をおよぼす諸条下を

原子力産業愈議は本無
トープを燃料とする発臓機を使罵

標準方式の契約を嬢嗣するセミナ

非軍事的宇宙謝画においてアイソ

する最初の確定杓計画が作成され

同して行なってまた核融合研究訓

ーを後援し︑その後設罎された特

第一の関心箏としている︒岡広前

た︒脚湯動力源としての原子力シ

で承濾されたQこれによって︑今

蘭の契約を解除することが観η闘

別委員会はその方式に対する慧児

GA祉とテキサス原ず力研究熱

をやって行くことになろう︒

金︵TAE況F︶によって穫余が

撫されていて︑来無五月に終る予

って進められていたものてある︒

建のこの副幽は民間企業十仕によ．

りPAEHFからの補助金七十万．

了した後さらに二年間︑現用の謂．

がによって同大学は協同讃画が終．

また︑GA社のスポークスマン

なるだろう︒

画を継靴︑拡大するここが可能に

業会畿の各会員代喪山江によるウ

後援を謝画しているQ

AECと炉の

ラン塵韻地域への現地調査旅行の

近い将来に関しては︑原子力離

のウラン資源﹂を刊行︶

後︑両蒼は同じ分野で田々の研艶

会は三月に濫掘を開き︑徐子力配

をまとめた報告欝の作成を開始し

通しに関する二二書の立楽を開始

ン供給および新しい資源の開発見

また岡婁員会はアメリカのウラ

た︒

らの闘匙について論議をかわし

員会および綱婁員会役員産とこれ

ステムに関する研究・開発の遣渉

た︒︵八月に﹁原子力婁員会の濃

は低調であった︒概して︑ギ宙計

必要性を査定するという問題が来

し︑それらの除張の方広を考慮す

主な霞的は国際貿易の障憲を確躍

は常設委員会となっているQその した︒︵八月に報告鍵﹁アメリカ

された国際問題婁員金は︑現在で

年にかけて特別二八会として設贋

一九六四年から六五

画における各種原子力システムの

画案に対して政蔚はいかなる措躍

国際問題

縮サービス契綿の分段﹂ぷ遺行︶

たるへき十鰯間の寧電計圃の闘標
に関する不確定要黙によって複雑

力馨員会に対して行なわれ︑その

もを取らず︑さらにその上︑舶則

多数の原子力蘭船を建造する計

化した︒

他の提案に闘する予備讃團も産業

炉開発資金を支給しなかった◎

ることである︒

本薙︑岡委員会の代表着達は原

子力婁員会の国際問題部から猿子

力婁員会の関心と海外での活動に・

安全性を研究

除子炉規制に関する特別委員会

ついて郡彌を馳取した︒国際耳塞

婁員会のその他の関心購のなかに

力をいれ︑プラズマ物理と窒郷︑

は核燃料の輸送︑国際陶補償会

を続行すると述べている︒

NASAなどのための純触合研究

は︑会社が書画に今謹でより一溜
の研究

の簡転化ならびに明確化卒膚的と

は隙目炉建設に慰する許夷弓制度

と題する報告欝を発表し
た︒これによって工員会の第一段

料供給契約おぶび公報活動などが

議︑ウラン濃紐サービスを含む燃

一九六四年に設立

属間滋粟によって行なわれるかも

階の作業亭終了した︒婁員会は︑

ワ

された賃濃総に関する殊子力鷹合

ラン泌縮サービス基準と想定料金

会議研究委貴会はこの十月に

ウラン浦添

原産会員代表がU産地調査

濃縮方式でセミナー

団鉢によって作成さ汽た︒

実験に関する産業界の提案が一畳

めの核爆発物の春用性を決定する

天然ガスを刺激して生産するた

れた︒

場に関連して最初の口業が開始さ

ルト60を生質するための動力炉使

場は引続き拡大した︒大量のコバ

ある種のラジオアイソトープの市

みられた︒放肘線医桑品および︑

里を確立する方同に籏干の遣歩が

チノク合成品の職業的な照尉の藤

増加し︑食晶および木材腿プラス

の加工における放購利用が引続き

に︑プラスチノクと臥療用口強1

ある窮め原材科と製贔−特

農とは不均篤であった︒

薯出番の歩塑藁開発の速

▽ブラfス・アンタ⁝ソン補償制
馨伊二九七七年八月まで十年間延

業界との間で慧亮の誌上長調化︒

会の政策ならびに警件桀の発表お

長する七会鍋齪︑および同論殿に

サービス提供に閥する御子力委員

よひその後の改訂︒

V一九六九年に始嘆．めウラン濃縮

その事業者が発注した二穂の大型

V濃緬設備の間業的運転訓臨に鴛 対する二二な修正計画Q

である︒少くとも一つの大公益事

発電所の資本費合尉は同規模の石

する業界の関心の急速な増大︒

V隙子炉建設諮認可手続きの改魯

炭火力発電所の資本費より若干醸

なりつつある傾向が明らかなよう

設コストとの比鞍上者実に43凋と げよう︒

ながらも︑化石燃醤燃焼発難所建

る︒アメリカの公蕪肇玉門の大部

伽KWの原子力発電所が運転を開 業者が磁難したところによれは︑
始するということに一般の見解は
一政しているように思われるが︑

若干の観測訴の綻容最はそれより

﹁アイソトープ・旋盤線の農業

通十年はそh軽士かかるけれど

するかを研究し︑A︒山下博士 恨わけ︑桶木︑接木鴬種子を趨さ

13︒H・チョー轡士︵韓瞬︶︑ も放射線倉殖によって作出され

によって醤蝦線品種改艮の事累

後援︶でとりあげられた題口に

︵農紫野放画線青尋問︶は同し ないでふやす毒物について︑ど

G・A・シワベシー醒士︵イン た両陛二品樫はそれそ㍍胸六牟

を開始したことを中聞胸に報篇

は前回までに泌

のような放射縁脅毬方法を行な

へたものの外に 作物の中でも品種によって放射

闘で出来たので︑放射灘育種は

つめた︒

ドネシヤ︶は・てわそれの国の放

を

城における放嚇腺日子の浅聞陶

この部会においては太平洋地
術佃町所︶は日

︵農林省農栄技

T・河合轡ナ

うへきかについてK・間博士︵農

門放射線遣蝋学 線による染過褒甕を起す麗禽が

顕なることを研究し︑大りて感

︵

ラ

能率的方法であることを付口し

と放射鳶穂﹂部
憂性の低い品種

〆フィールド生

放射線で水稲改良

門て発表と討︑輔

け腫子照射でも

二尉線を用い

でなく︑水稲について泄界で初
めて日本が放射線で優良品憩作

・実際陶進歩が交換さhただけ

綴脅繍三重について報告し︑過

嵐に成38したことが︑こ瓦ら米

本の農林省か行

い︑その方法を明らかにした︒

款十六年闘の研究の成果とし

食諸囲の水稲品揮塞源慧畝を賎

なっている放嚇

他方放射線脅種即ち︑放射訟

て︑水稲新縫良口⁝種﹁レイメ

しく増進したのは一つの大きな

蹟から

によって突然変異を発生さゼて

イ﹂および大聴新傷良口⁝種﹁ラ

されて︑本年から大々的に農家

︐4デン﹂が放射線によって作出 取穫となった︒

ての酒癖とその応用について発

罠品種の農潔への突用化につい

が数十万ヘクタールにわたり使

G︒B・ビヤド博士︵フfリ用することになった成果を報

表された︒

良品種を轡心して︑放射線製優

から︑故爺闘それを銭函し︑纒

太平洋学術会議

性を示すことを明らかにした︒

ように低い感蔓

い擬麗な作物品

R・S︒カルデコノト︵米国︶は

体照財でも同じ

種を作出しよう

麦を用いて︑放射線を種子に照

て作物に突然変

とするのが放射

射して突然変異を起させる強含

異を起し︑新し

線二種である︒

処理によって放射線に対する作

に︑照射前あるいは後の種子の

物品種の感受性か異なることを

このためにはさ

遺伝学が必要になるのである︑

らに暴礎的な学問として放射線

この暴礎的部門においてはM 見患し︾線照射を凹凸して行な

兜

射醒育種進展状況を報焦した︒

ることを明らかにした︒他力︑

〃︑詳︑§︑§︑ざ︑ざ︑ぶ︑ご︑§︑§︑ご︑ざ︑§︑ざ︑ざ︑ぎ︑ご︑詩︑ざ︑ざ︑固︑詩︑ぎ︑詩︑譜︑ご︑詩︑ぎ傷

ではないとしても多くは原子力の

いるQこれらが公益事業煮の大半

を舞鋼に属明していると報㌫して

九七〇年代宋よでに約一

の大型発電所を線子力にすること

分は︑ム二千三無・閥に建瀞⁝すワ鶯予疋

十万KWと予定されついる一⁝は 物訟っている︒

はるかに大きいであろうと予測し

つぎに︑それ一り今年のアメリカ源子力配業界の勤きをふり滋︶て肥る

諸公焼山埴による涼子力発電所建設契約の継続附かつ僧風な増加とこれら契約の影糟か今生の主な膿来ごとのうち騎に大きなものであ︑た︒無識賢染議会社は︑昨年宏でに二河された総原子力発霞谷量のほぼ四倍に相当する電気出力約一千六面万KWの原子力縄手設備︽設思するという磁疋的な議綱を発表した︒大半の噺設発堀所用機器︑燃蒔および建設農務の供給に関づ

電炉7

繍

うだけでなく︑前後の種子処理

％〃％∠ク％∠ク％∠ク碗ク％グ物〃ア偽∠ク％グ物∠ク％〃％グ％〃％∠ク％∠ク

産

園
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カ

宕

ス

が行なわれた︒
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子

原

ド
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コ

林省蚕派試験場︶が研究を行な

㈱㈹糎齢
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…

（

品種か放射線によってどう変化
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野電が初めて加わる
q力︶合計七十万Kwが運開へ

中国︑四国︑九州の三電力会社と購源闘発で構成している醒地域電力協譲会は︑十一月八田︑昭和
四十一犀度から五十犀度までの耀力長期計画を発表した︒これによると︑中国︑九州の両脳力が昭和

五＋薙度までに運蟹開始を目搬に︑それぞれ三十五万KWの原子力発電所を各一地点に建設すること
が添され︑さらに四国羅力が一瞬煎で︑九州象たは中濁乱力のいずれかが第二号機の建設を開始する
訓糊である︒とくに九州電力は今劉はじめて五十年度窪でに原子力発職所ぶ塗設︑運開する旨の謝圃

こんど発喪になった西地域鷺力
資金は三千七薗五十億円かかる︒

の運転開始を兄込んでおり︑工箏

いる︒さいきん︑四国醗力は愛媛

塁の誘致運動となってあらわれて

舘が調査開始を発喪︑他方では地

地煎をめぐり︑ある所では鷹力会

を公幾したわけで洗阿されるQ

協識会の織力長期謝画︵昭和四十
なお︑五十年度までに工嘆覆漕

始すると発姜︑また鹿児等川内市

九州︑中国が各三＋劣万KWか蘭 駅北宇加郡占奪町で予備謝査を開

手するものとしては︑原子力では

一年度〜五十年度︶の概要は次の
とおりである︒

西地域の囎力需要は四十無度実

績の三蔚四十四偬KWHが四十六発するほかに︑四国鎧力で一地点

陳情書牟群団するなど︑地域卒一あ

年度には鴛冒八十五億KW11︑五 ︵三十1万KW︶︑九州または中では十月中旬に関係者が各方閲に

十年度には五石十π億KWHにな国電力のいずれかで一地点︵三十
げて績極的にぬ致獲勒を行なって

二冒＝雫 ︒一騨一一一

一＝哺曽 ・：一一一轄 ：一：囎：；一：

二一

一圃

：需＝一＝；：一鱒一：一：一．

と発・一﹃軍川氏は

：＝＝ ：一■＝．：二一翼ロ：一二＝・＝二＝一．曹二糟一輔一

建

ニ三重

葦葺毛玉二
多

多

一

≠

二 一

多
多

一

多重

ているが︑予算の不足は如何と

ートの約束も簡単には

いが体にしみ

商い係員は

に二度もやっていたのでは
デ

救

いて体む闘もない4︒かといっ

ば︑急に出勤との事で︑おちつ

の給水温品薔が急病にでもなれ

三三 玉ゴ三二〆一多 ニニー ニニニー二多ニノr

もし難く︑手近な方法として︑

上司ともども細んでいるとか︒

びたたしい動物耶歴の婦除を週

玉 φ

ここでは近親交配系統の動物を

豪た︑動物は実験要求に芯じ

放医研の皆伝も泳べk収暫し

二一 二 多r玉二一ニニー玉垂

の中に動植物蟹理課を新設した

増やしていく方法をとってい

て︑臼令や体臆圃に飼育してお

も金のかかることたし︑

い

曲︒

予

算の不足は如何ともしょうがな

二！ノ玉二

という︒
一rノ

月一日︑日本原子力研党所のJP

DR便用ずみ燃凝輸送用キャスク

の製作を受敵した︒このキャスク

をホノトラボまで輸送するもので

は3PDRからでた便用ずみ燃科

ある︒受注額は七酉八十万円で︑

納期は来年三月三十一Bである︒

PNS焼損事

故の報告でる

原研東端研究所

曝本隊子力研究所東海研究所で

は︑さる九月八日午後舗速耳物理

ン・ソース︵PNS︶室で発生し

特別研究錬︒パルス・ニュートロ

た火災の踊躍究明のため︑PNS

焼損贋故処理婁員会を設けて検討

してきたが︑このほど伺援員会の

報告芯によると︑今度のPNS

報告がまとまった︒

焼損翠霞の原因は中性子発生族罎

一部に︑亀極の碍子の欠陥藻たは

の陽子霜露遼する電極の絶縁部の

ついては罵下詳細に調査中であ

定されている︒事故による損害に

るが︑据定兇罷り額は天竺酉万円

とみられている︒焼損したPNS

lAの復旧には︑約一ヵ隼ほどか

かる見込みである︒

一Aーー

・迅速螢葛なサービス

昨無四月︑放甑研では技術部

実験用の動植物の響理が役目︒

が︑その名の添す通り︑これは

実験

る︒しかし︑これは〃なかなか

ノ

〆二〆一

これくらいのことはなんのそ

課員の山田さんにとっては

玉 二

批︶の炉内用ウ遭ーター・ループ

プは日本原子力肇業︵株︶が八千

OWL−0が男成した︒このルー

ヨーロノパをはじめ各国に改良

ガス冷却炉︵AGR︶の売込み

ごろ乗取で開かれた三界動力会

見られたが▽聞く所では︑さき

喪たちは日本での腹海発電噺の

講部会のおり︑来臼した英国代

不評覇に﹇驚︑同ず璽海の後始

込みどころでないことを絹乱し

末をつけなければAGRの売り

たという▽闇慣摺のちがいもあ

あります。

ノノ重三

騨月食長を中心に︑マウス︑ラ

育ちにくい

つ入れた千数薗個のケージには

日曜︑祭日はも

て︑騒動給水黙も功任者の採19

ノト︑ウサギ︑金魚︑メダカ︑

り︑一ケージに平均三〜四匹ず

という︒オスの生れ方が少な

悪臭にもがまん
放医研動植物管理課の苦労
それぞれ給水器︵約O・一望入
り︶を備えているが︑動物も咽

い蒔は何度も密窺で交配させる

かと

シコウジコウバエなど飼ってい

い

で要求してくるのはオスが多

し︑しかも

物衛生係︵獣医︶の総員十三名
よりよい

るが︑飼育第一係︑第二係︑動

での

の蕎野は並み大

実験動物供給

拭ではない︒

今圓は︑研究

のだが︑それが気にくわないの

のかげで︑研究を支えている動

物徹理門写翼一−放医研の人たち︼

喉がかわくせいか︑一日園圃の

そのため係員は

論水ではとても間に合わない︒

か？密窒が明るくていやなの
か？動物たちはケージ入口の

の善労の一端を紹介しよう︒

期待される人闇像ならぬ実験

動物像︑いわゆる実験動物のS 金網耶分に熱をぬりつけるので

二 ！ノ⁝ ニニ

慧見を出してほしい
ニノ 二 二 玉ニノ〆二 一 ！ニニ 玉
玉

ち︑なんでもいいから積極的な

の⁝︒たが︑もっと研究者白身

玉ノ

︒

が実験動物に対する認訟をも

二

た濠の駅鷹サービスも︑その田

モエア臭プンプンの動物部屋に

ノ

出勤していかねばならない

ちろん正月など返上して︑アン

！二！

由︒それでもな裕臭気お
玉

一

近ケージワソシャーを買っても

〆ゴニ

定の張網薩を動物から取り除い

玉

PF化−実験に障審を与える特 ケージの掃除も楽しゃない︒ 最

〆

なった

二玉

らったので掃除もある程度楽に

一二

の注文は最逓とくにうるさい︒
ニニ

た状態1など︑その質の向上へ

玉玉

接箇所の非破壇倹査を果とする事

魁源回路の電気的サージなどのた

が必要である︒このうち本年末に

十八澗︑三要陳子力工業と宵河電

天然ウランプロノク燃料約六ゾが

業所で︑読響としてコバルト60お め︑放電が生じ︑圃路に過負荷電

日本原子力研究所大洗補究場で

原研大洗のJMTR用

ープル完成

流が流れ火災にいたったものと推

はアメリカのアトミノクス・イン
綱つつ製作納入した︒これらの天

璽二千五蒼万円といわ

契約額約

四月ごろの予鷺︒

縮ウラン四十五漣鰯の納入は来年

されているFCAの籾臨界までにれることになっている︒残りの濃

天然ウランプロノク燃料一ごゾなと

は︑濃縮ウラン約諾三十万話畷・

ウォーター・

ターナシコナル︵AI︶損が製作 よびX線護躍を使用している・

このほと納入された︒このFCA工がそれぞれ約千三颪万円で二面

●

におけるブランケノト部分に使用

用天然ウランプロノク燃料はたて

；一＝；

れている︶が臼簡を極じて納入さ

然ウランプロノク鄭料は︑FCAした濃繊ウラン燃料︵九十試躍﹃

p二一＝冒

される︒しかし︑来年万月に予定

約五苓沿︑よこ約五態齎︑長さ約

ウラン重三は約九百七十二β鰐Q

：扁＝

め方については予算がつく来春を

二一：︐：；謄■騨＝

調速炉臨界実験護醒︵FCA︶用原子燃料公社が約八荷万円で二薗

騰本原子力研究所東海研究所の

原研FCA用 二十窄駁の葭方体で︑︸個選りの

ク燃料が納入

天然Uプロツ

いる︒

なお︑さいきん中国︑四国︑九
州の各電力会社の管内では︑撫子

五万KW︶が謝画されている︒

一発眠所建設候補地点の敬地予備

ると憲驚される︒また無平均増加

り︑これに対処するための開発職

％︑十力年平均は七・八％で あ

調齊や︑原子力発蜷所誘致の動き

率は︑四十六年藺までは七・ 九

官は︑五十無度までに水力而十八
が活発化しはじめている︒とくに
万KW︑火力四百五十二万KW
︵うち原子力は九州︑中国で各甲 嵩根県︑徳晶県︑愛媛県︑大分

﹁一■：

だきたい

はこのほど材科試験炉︵JM？

CεNτ

糊概離離 翻訟島影
鱒離
二買六十三万円で製作した試作研
究用のループである︒

響︑煙草の放射線照射︑汚染水の

儲物

西

い鳳

（原

山万万 K W ︶ 禽 計 青 百 七 十万KW
県︑鹿児晶県などでは︑敷地候補
：一一＝一 ；二一＝

盤騨で第二番目の大きさといわ

立入検査
かなり被曝
岡庁では同会社が法令違反行為

JPDR使用済燃攻勢をかけており︑日本への科

を改めない場合には︑便侑侮止処

料輸送容器を受注

放射線照射などである︒またソ連

学アタソシ凱増員もその一環と

措澱をとる方釧である︒

木村鉛熱化学機械︵株︶は十一

木村鉛鉄

分および蘭則の適用なと断固たる

なお薪臼本非破壊検査会祉は︑
各樫球型タンク︑ボイラー等の熔

日本食品照射研究協議会

11月21日に第 対点熟す魚る肉放の肘保線存の︑影食響口︑mイのチ褐ゴ変の化放に
二回大会開催→ 射線貯蔵における照射時間の影
臼本食品照射研究協識会は十一

のL・V・メツリツキー博士に ろうが︑東海建設中に主契約者

れば︑濠ずはめでたい︒

片づけに本腰を入れることにな

シェが︑遅濠きながら集海の後

かなか潜り切れない▼薪アタソ

支障と揃まって︑臼本側にはな

燃したことも︑その後の工購の

の英園GE社が軽電機部門へ職

月二十

よる﹁ソ連における馬鈴碧と玉ネ

臼午醜九時半から東京神
田の学士会館で第二十日本食品照

生化学的基礎﹂と題した特別講演

ギの照射に関する研究およびその
主な研究発表のテーマは︑放射

開かれる︒大金管加盟は一⁝爾円︒

七蒋豪で継親会︵会費一千円︶が

なお大会終了後午後五時半から

が行なわれる予定である︒

リメチルアミンオキサイドのγ線

地下鋭ヨ継前、小伝馬町駅下単

俄隔（663）0761〜4

湘

甲

騨

日本原子力産業会議

本システムのプログラム素語

いた：します。

・甑i際的な互換性

御一報次第、資料、各種論習会案内、謝鎌申込欝などをお送り

。筒速の訓算処理能力
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特に日本原子力産樂会議の会厨会社は料金割引の特典が
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両社とも 年 内 着 工
内金融機関からの借り入れ等によ

借り入れ︑書本開発銀行を含む国

関電わが国初の加圧水型炉
原子力婁員会︵婁貝長為田醤一氏︶は十一月十七口︑馴西電力︵社長芦原義壌氏︶が魎業発羅を罠
酌として福井県美浜町に設凹しようとするわが国最初の樋胴輪ウラン︑軽水減速︑軽水冷却の加圧水

田鶴力︵院長木川田一隆氏︶が霧島殊双葉町および大熊

型原子炉︵米国WH社製︑出力三十四万KW︶︑およびさきに原子炉安全響門審立会︵会長陶坊隆東 り重三する副画になっているが︑
が啓申されていた兼

その計画内答からみて滋金調逢は

安全性

大数授︶から

＋分可能である︒申請畜の総含的

核燃料物質によって汚染された物

構造および設備は︑核燃料物質︑

隙がないものと認める︒

または原子騨による災轡防止上支

関西電力美浜炉は

安全

ゾである︒

燃科は低濃細二酸化ウラン約四十

原子炉安全専門審査会が答申
原子力委員会の原干炉蟹全専門

審査会︵会長問坊隆猿大教授︶は

原子炉二間が小型であるため︑

同じ軽水炉でも沸騰水型原子炉と

耐震設剖は比較的容易であるが︑

十一月十六口︑今鉱七月四H付原

力夷浜原子力肩凝所の上子炉の設

今後の日本にとって技術闘発

ている︒寡髪度の墨壷編成では各

が必要不可欠なことは十分承知し

省庁かり約酉にものぼる新規要求

検討を終えたところだ︒今後は

が嵐されているが︑丁展全体的な

意味のあるも

は生かして行くつもりた︒

なお同顕陳檎を行なった酵脳の

の

それら逢煮つめ

1︑同11等の各発電所で既に多く

大屋敦︑松根宗〜︑橋本清之助

顔ぶれは次の通り︒︵敬称隠︶

セを羅よびソ連のVV8R−

ノフレをはじめ︑仏のセナ︑伊の

ー︑インデアンポイント︑サンオ

なお同型炉は︑米国のヤンキ

勲効率の悪いことは免れない︒

違って熱交換器を用いてあるため

子力委員会から封認された関西地

覆に係わる宏全性について冨回し
同発電斬原子炉の蜜全

性に関する全施設の計蜘は︑敷地

た結果︑

と謝

の広さ︑立地集註および宏全防護

繊設を倉めて要当である

へ答申したQ

め︑この瞬同目付で原子力霞員長

の運転経験ぷ．宥し︑幌水炉として

獣罪最初の達子力差水艦ノーテ

いる︒

の固有の蜜全幌は窩く評価されて

関西弓懸の原子炉は︑繭巣発電
を図附として福芹県夫浜町︵敦賀

の資金計画からみて経理的塾磯は

力添︶に設撒されるもので︑熱出

︵経田連累務総長︶︑丹羽閤夫

次郎︵原罪二軍︶︑堀越禎三
なと舶用かとして用いられている一

︵陳書理事長︶︑田中匠治郎︵象

︵原麗代蓑常任理窮︶︑圃野選

のもほとんどこの型の原子炉であ

電常事取締役︶︑曝露博見︵関

力葎三猿KW︑粧気出力三十四万 ラス号をはじめ︑原子力蘭船サバ

半島北端国側︑敷地面積五†万平

技術的能力この原子炉を設置

十分であると認める︒

経理能力および原子炉設概のため

町に設鐙しょうとする同沸騰水型原子炉︵米国G猛社鮮︑絹力四十万KW︶は︑安全性︑平和利用︑

走する肝可猛準に適合しているものと認め︑この露︑同日付佐藤総理大距へ答曲した︒繭独とも総理

計画的遂行︑経理的星礎︑技蟹騙能力︑災宙防止上から︑原子炉尋規制法第二十四護身一項各弩に暴

大臣の最終答申を得て︑それぞ3／WH︑GE社と契約調印後︑今年十二月に建設工勝に藤工︑昭和四
十五年燃料控荷︑同年山野界の予定である︒なお発蹴勝の総工事費は︑関越が約三悪十八億円︵含初
三団八十五億円を予驚している︒

装荷燃料成型加工費︶︑東電が約

同炉は︑大熱出力︑高尚焼度︑長

KWの加比水増振子炉である︒

る︒
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原子炉箒規制法第二十四条に規
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︶︑田中慎次郎︑田中直治郎
滑東竃︶︑角田占雄︵旭化成︶

福田節離へ成虫大︶︑前田七之

進︵冨士磁機︶︑正宗猪二夫
︵腿銀︶︑向坊隆︵東大︶︑湯
川澄夫︵八繕製鉄︶︒

十五氏は十一月二十一日細謹十一
蒔︑東鳳永田町の自民党本部に同
冤政務調査会会長水山一書95︑根
継念長中馬辰猪両氏をたずは︑わ
が国の動力炉開尭︑とくに別枠要
求をも含めた来年展の予算確保等
について格段の配慮をはかられる
よう陳摺を縛えった︒

原子沸騰研劉禽 ブラ／ト建設
グルーフ十二弓難燃午後欝欝

三菱原子燃料

建する詐可払準の適合に開する慧
見

平和利用この原子炉は爾胆力
会社が一般電気噂業を僧むために
用いられるものであって︑平租の

いものと認める︒

腰的以外に利用されるおそれがな

の鯖一回禽合をひらき︑孤祐之助鳳脆戸惑から︑自ら一見最としてひろく各界の慧見をきき︑原産の

とり︑全国的な調畳PR活動をや

②弾子力発堪所の敷地の確保に

らどうか︒

勘休制を整凡たいとのあいさつがあったのち︑原巌の今後の役劉︑委員会の運営などについて各委員

日本原子力酷染会議は十一月十四臼午後︑東胴丸ノ内の日本工茉倶聚部で﹁原駈強化特別婁員会﹂

原子炉を設置することは﹁原子力

の自由討議が膏なわれた︒婁員会は副委員長として荘村編難︵電気群業連含会副会長︶称誉恒輔︵臨

両電力会妊がこの

開発利罵長携計癬﹂に定める方針

ることも必要だ︒

針画的遂行

に則っており︑将来のエネルギー

士蹴機枳談役︶の繭氏を遺嵐︑構内に結論を得る鳳標で響議をすすめることになった︒第二圓は十二

濁輔︵冨士電機相談役︶の爾氏を

ループに限らず︑メーカー︑電力

炉開発の促進に関す．勺製磁﹂をh

これに潔し︑水田政調会長はお
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初会合ではまず冨会長が︑今後

選慨したが︑審議は年内に結論を

無罪などそれぞれの立場で審議を

囎沼グループの現状は︑長だ政
日本隙子力口業

はこれまでのような総論的なもの

ては下部機構として幹事会を設け

倶ることを厨標にし︑必要に慰じ

保や法附手就き讐について政府が

支持するとの観魚から︑同流釧の
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会議はヤ月十九日

ではなく︑各論的な事業の遂行に

の常任理環会で︑

を原画内に設けそ

努力してゆかねばならない︑とあ

わが国の原子力開

那会

行なう

いさつした後︑橋本代表常任理購

の使命を強力にするのもよい︒

の審議結果算をもとに︑蝋紙本来

④学協会等とのより緊響な恵志

日本原子力産照会畿はさきに︑

産業界首脳十五氏︑自民党政調会に

動力炉開発で陳情

①原騰の現在の事業は︑世界の

は次のような語論がだされた︒

またフリーディスカノシコンで

ることになった︒

発の茎盤作りは大

から特別委員会設躍についての経

婁員会の運営方法について答議︑

過帳鑑が行なわれ︑引き続いて︑
から︑原産として

委員によるフリーディスカノシコ

備されたとの観鰍

も新しい段階に即

ンが行なわれた︒

局飽にみて一応豊

応する体制の整備

副委員長に荘
し︑臨時に特別婁

が必要︐であると

員会を設けて貝体

村︑和田の両氏

賂皮の配慮磁払うよう︑佐藤総理
とくに同特脳婁員会の今後の運

早急な貝体化と研究開発体胡の整
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月六日︵火︶に開かれる︒

@艦

策を検討すること

さる五月原子力婁員会が内定しκ
が︑婁二会メンバ

営方法については︑菅公長を婁員

備︑および開発に必蜜な予櫛の確

幹購盆の設罐も考慮

ーの人選ぷ終り︑

荘栂飛維︵電事連⁝剛盆長︶︑稲田

長とし︑補佐鍵として翻婁員長に

を決定し日ていた

この日出一隅会合

﹁動力炉醐発の星本方針﹂を強く 大距をはじめ関係方面へ﹁動力

が開かれたもの︒
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冨
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夢

わが賊の場合︑闘発の面体化を迎え
目しているような実勝の必要が︑原子力

の聞の調鎧が必要になっている︒原証が

る︒

す談ず払がってきたことを慧出してい

は︑原麗の活動を要求される分野が︑ま

原子力査員会の動力炉開発臨時
機械屋から晃⇔と︑原子力施

設と鞭つうの機先︑美して変り

⁝

動力炉開発項陽および昭和四十

リウム・矯水およびシルカロイ

二奪度資金副画︵決定＼ナト

圧力響に闘する調査結果︵主務

長期謂画︵讐申︶︑推巡本部の

委員決定︑報告︶︑動力姫認発

今後行なうへき璽要下瓦とその

開発予叙要氷︵帳答︶︑国際協力

進め方︑昭和四十二年度動力炉

の交渉算置︵主務婁員決定︶︑

エンリコ︒フェルミ炉照射計画

︵報答︶︑原型炉主獅委員の業

務と原型炉のデノサン︵主調委

員およびATR膚門調査舞決

敵と今後の方釧︒

定︶︑国記協力の交渉経紛の衆

なお動力炉開発項目︑兇猛度資

国際協力について

金副画を八月末原子力婁へ讐申︒

第十一＝洲本部会で国際協力担当

の主携委猟を決筐︑以後︑新型転

の国際励力の父渉万釧について︑

換炉に書する英国おレ仙びカナダと

寂た高慮増舶炉に関する西独との

き︑議長掲よぴ主揚委員は央国

協力について審議︑これに星づ

︵AECL︶と会讃し︑新型転換

側︵UKAEA︶およびカナダ側

は︑高速増獺炉の国際協力に関す

万を打餌した︒また西独に対して

炉の国除協力に為する先万の考え

推進本部︵議長・刑羽周夫原研理

紙型転換炉原型炉の概念設計に

る質問の手紙を送持しに︒
﹂ い︑幹曝会︑蘭速瑠殖炉分科会︵主

新型転換炉分μ会︵童査・青木成

び新型転換炉の両原型炉のプロシ

本部委員として繭速増舶炉およ

査・三漏良績栗大教授︶謳40よぴ ついて

文東工大教捜︶を設け︑さらに両

もつ原型炉主蛎委員を澱定︑蛍務

．

処理卑語について審議︒謹た新型

えは騒動串の宏全性とは乗なつ

⁝

原子力局は十一月十六日︑本部お

⁝ て答議懇しているが︑μ学技術庁

凱クト・リーダーとしての圧務を
て考えられているが︑本来は一

⁝

分科会の申に尊門小委員会を設け

うな強奪力牲自のものに徐々に

た償極的なPRが必裟です
三胃黒円という建設費の一

⁝ にし︑早速炉関係では憲として開

在︑原型炉主務巻軸思門調査員会

査員の指名につき区議︑了承︒現

次のとおり︒
・

動力炉開発臨隣推進本部会議等

の審議事項について
これまて本籍会議十八圓︑幹鐵
会七圓︑闘分科会それぞれ十回開
催したが︑同本部ではこれらの会
議を運じて︑窪た特定の事項につ
いては主務婁嶽を指名し主に次の

訓の依頼乃法について検附叩︒

換炉概A鳳讃辞の窺え万および同設

戸

定例会鹸腫十⁝月

十七日開健︑東電および関電涼子

原子力等差会

⑦

申︒また昭和四十一隼上期の核燃

結論を得︑同日偲総理大臣へ答

も原子炉箸規制法に適へ口するとの

炉の設蔵置について笛犠︑いずれ

ジュール︵報告︶︑國際協力の

︸二項について答議を行なった︒
昭和四十一年度動力炉開発スケ

議で︑同主鋤委員を感心に新型楓

⁝ 発体制等︑新型帳換炉関係では原

本方剣等であると述べた︒卿要は

型炉の嵐力︑立地︑園除協力の基

割でも蜜狂研先にまわせは︑禽

⁝

臼利になるはずでy︒蕾はわか

昭柏十ヒ無果大工学部機械学

と呈硯無記の功果を説く︒

っていても踏みきれないので
す

これ

兵学校で教冒織していたとき︑

良挙︒蹟用されて江田漏の海車

広島の除爆を固凝した︒

が放射能に闘休したはじまりで

運転は本湯の米国仕込み︒

手順等︑エンリコ・フェルミ炉

Su

の山袴努力が多くの韓門・

こうした要求に十分こたえてきたか︑今

の新しい性旛づけがどのようになされ．○

灘濫
調

た︒カリフォルニア大学では客

家族は麗子失人と二男︸女︒
東橘生れ︒四十八歳︒

て審議した︒

訥爾の受け入れ︵主務委員決 料保鞠漁︑IAEA査勢等につい

Annual

の分野でも発生してきたということであ

力二郎界という業界は尖は論証しないの

後とのようにその要求を満たして行くか

開発が実施段階に入ったことは︑本来

にしても︑それは︑原子力界全体がいわ

ン︶を示し︑茱然ウラン︵原︶は

気調瀦に関係していたことから

万および線型炉王務委員の専門調

と学者らしい

醸蓋

理化も進んで︑難聴性の血でも

PWRたからとい放射性物潰利用施設の換気設鋤

残りも感します

評説擁虹鷺箆蕊

って︑特に変った点はありませの学究を始めた︒これが原子力

とになるが

ひととおりの同型を犠慌したこ

転換炉の原型炉のデノサンの落え

致すへきものでづ︒放射能のよ

ない︒原子炉の安三牲と︑たと

単位篇濃縮ウラン、ウラン233、プルトニウムはグラムでその他はキログラム。
語長︶は今年六月二日発足いら

難専門小委で審議たけなわ

国際協力など検討

國際規制物寅供給当愛車面内

定︶︑推進本部の業務の進め方︑

︸

霧

曇自ー

イ

上記は，1967年に稠刊される雛誌の〜部てす。各国の雑誌を1967年の
初号から購誌されるには，今が予約のチセンスてす。

て︑このようなフォーラムの総台調整の

であって︑むしろ関舐業界の隙見り濾出

などにフ堵iラムの虫な便命があった︒
剥奪の強化とは別に︑除配の牲格の変化
ゆる

核原料物質である天然ウラン︵ウ

⁝

ラン梢鉱その他フ鳳ロ⁝ウラン︶

｝
㎜
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￥11，900

業種介野にわたる所から︑

を線麗がかかえこむわけにも行くまい
が︑これを放置したままでは︑効渠的な

る︒関連業界が多いだけに︑そのすへて

い︒研究開発の面では︑原子力船や動力

う︒京た︑原子力発難と他の産業との間

調絡機能を発揮することも因難になろ

いささかも減退しているとは酬われな

炉開発の働が承すように︑依然としバ複

機能は︑その必蟄性が勘まりこそすれ︑

が︑現在︑フォーラムが結戚されている

頼な問題があり︑筒農の調鰺能力が蟄求

6れた特異な団 体 で あ る

役割議．嚢の楊とし護け
国は十六に及び︑欧州には各国フォーラ

がら︑今後の憲格胸開発に取り組む体制
それは害通の巣界団体のように︑嘉定

撒︵Goo99一ド罠も鋤︒￠

晒腺子力厘業会議︵フすーラム︶も︑十

を調整すること︑その結果を政撮に．反映

業閥の綴触もおきて潅ている︒これら

年を聡会にその性格を再検討し︑各開発

は︑この機会にすべての関係嶺が舞剣に

これまで︑謙顔の揚で開発の構慧が康と

をも蟄求している︒それは一口にいえ

るまい︒

大きく成長する方向に舎致しなけれはな

係客の短見を聴こうとしているが︑原型

原趾の血頓は堀在約六百止を数え︑弾

められ︑政策の円滑な実施がはかられた

入りをす．勺ことであり︑各業界団体が処

ば︑原子力がようやく既成の配業の仲闘

際規制物質の旋用者かる提出され

蟹桀者︑腺子炉の設講者および国

を示す︒家た災然ウラン︵原︶お

関電美浜炉を響旨した安全
審査会第二十四部会童査の

うち だ ひで お

内 田 秀 雄

一
へ

趣駄は特にないが︑クルマの

空気調和と腺子力工学に関係すしょう

米︑葵の大学や研究所誉訪間︑

昭和三十五無から約十カ月︑

に入るキノカケになった︒

贈雛撚馬鞭
プロシぼクト小委員会を昭憩二
十八年に設けたか︑内田氏はず
つと虫査偲つとめ︑第三圓ジュ

ネーブ会議てはJPDRのコァ

を発表した︒

・スプレーについての網先論文る尾鷲工学の研究事檎愚しらべ

この研究は間く詳価され︑λ貝教授として半年余滞在．軽水

が大きかったという︒

二二の設讃にも内翔鷲氏らの考え炉の安全性や熱伝達など︑収穐
方が反映されていて︑爵査がや

Gr。w雪卜・

フォーラム︵原産︶の

今後の
ムの協議機関であ．Φフ弓ーラトムも置か

に︑石油や石炭榮とのエネルギー・バラ

望⁝雅から盆にか攣︑︑學
迎凡︑十無の足どりを反省しな

u力関係の各機閃が設立十周蕪を

されているし︑一方では︑除子力平和利
ンスの調鎧や︑原子力発継立地と水選果

展⁝
れている︒

用の酋及にともない︑原子力の社会陶影

を襯めつつあろが︑これ虫で原子力開発
の業界の利燕たけを代騙する機関とはニ
題となっており︑関漣産黙や園民生瀬と

が現実の問との共存の周囲など︑従来になかった産

のムードを盛り上げ︑体制作りや各界の
ュアンスを異にする︒いいかえ3エは︑原子

機関が一応触盤の整備をおわった没階で
させること︑掌弾や政桐とも協力して︑国

k省・講騰すへき閲題てあろう︒

調整などに特異な没割を果たして灘た日

の︑芸園の噺しい位灘つけと強化をはか
全体の開発努力を一本に結集すること︑

原麓は特別委員会を設けて︑ひろく関

ろうとしている︒

力会祉︑原子力五グループはもちろん︑

例も少なくなく︑その限りで原吐は所湖

た昭和四十一球六月目〇臼現在の

を

核燃料物質等の膏理報告淋を集副

は︑燃料中に生成されているプル

なお原子炉の欄のプルトニウム

よび重水は国際規制物質の蟹︒

ラン鰯の轍を示したもので︑天然

トニウムの計算値であるQ

〆

一
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⁝る項囲についてその概況を明らか

本職は東大工学那教授︒機械

昭和41年上期（41．L1〜41．6，30）核燃鴉物質等保有璽一覧

こ3亀で原電の東海炉︑籔平炉ととくに野臥工学が唐門たが︑空 解決されていくでしふうし︑ま ︸ よび両分科会で現在讐議されてい

ホノとしている内田氏を胎齢︒

関電夫浜炉の鍛金撚査を終えりやすかった︑という︒

ゑ一翠

鍮勢

天然ウラン︵例えば天然酸化ウラ

ウラン︵燃︶は核燃料物質である

この表中のカノコ内の数字はウ

したもので︑別表のとおり︒

の枠を脱け出て

化学︑録鋼︑金属︑造船︑海運︑金融な

の役劇を界たしてきたといえよう︒

⁝

原子力サークル

ムの冶我は﹁会議体﹂であって︑原子力
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る︒したがって︑今後︑入形隙出
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米原子力
産業会議
ラ

ト

ム

67年度予算で高速

一

炉研究費を増額
ユ

無爵ってい・筍︒巾でもフランスは

滅少している︒ARCの契約会社

の縄営廻担当しているユニオン・

のうち︑オークリノジ国立研究所

惣へ移鴛するため千王颪万ザを要

カーバイド推が二割六千九薦六十

誌い重三炉酬左田購から新しい酎

求している︒豪たイタリアは高速

れは同年度におけるAECの趣営

九万二千がでト．プであった︒こ

ユーラトム委照会で認められてい

〜

スタンダード・オイル祉は︑合

〃

嚇

譜り

一AEA︑英ブラ

ッドウエルを査察

イギリスのブラノドゥェル原子

が二田潤にわたって尖施された︒

入れたが︑このほど初めての査擬

フランス唱力碁︵EDF＞か

ら聾治していた六六〇〇システ

ムの輸出につき︑アメリカおよ

びフランス両臨政贋間で交渉が

力ネノトワークの研究︑発電フラ

より一般の科学技術討算のほか電

GCR︶は︑先ごろ薗際際子力機 労ハ縞︑当算篇に対す轟二三⁝山ライセ
関︵王AEA︶の保障猫籔冷蔓け ンスが交冠された︒
EDFは︑六六〇〇システムに

力発電所︵臨気田力三＋万KW︑

ノ

欝靴三叉

中性チ材魯試験炉の建設がすでに

丈

r

r

デ

オハイオ州のスタンダード・オ

イル社は︑減損ウランを触媒とし

ご相談はせひ

査察は満足に実

と述へている︒

電庁の担当者は

果の研究など高度の璽ト・凝篇儀利

運を推進しげ行く計画てある︒

マギーの将来語画について次のよ

の二食会に続く認齎会見て︑カー

米原子力麗業会畿隼次大会第一日

マギー社制長︶は︑十一月㎝日の

デfーン・A・マギー氏︵カ⁝

化を検討申撒控搬

CDC一六六〇〇 核燃料の多角経営

施された

仏羅力庁

型電子計算機購入

アメリカの冤子器並肉メーカ

．C・ノリス社長はこのほと超大

ー︑コントロール・データ祉のW

ウランをU30呂に転換するこ

る︒な︒︑NP誌施設は︑デモ㎜

c・︶によ・建設されξので互

ｻウランの製造︑9藩えている︒

であり︑この次の段階として六フ

在ウラン燃料の一貫箏黛を考豊中

うに語った﹁カーマギー社は︑現

型刮算機CDC六六〇〇システム

と︑減損ウランの化学的処理をペ

この会硫の倒簾によって一群打

ントのエンジニアリング︑経．矯功

︵NσMEC︶と二年岡の契約I
を AEAの査察部艮アラン・D・

マテリアル・イクイノプメント性

て使用するため︑ニュ〜クリア・

海外・国内旅行の

マノクナイト氏とイギリス中央発
結んだ︒NUMECはこの契約に

よO琶万が楽受けるが︑スタンダ

成アクリル繊維やペイント︑プラ

ランに切り島げえようというもの・

とがあげられている︒なお︑工R王

ンシルバニア州のアポロ工揚で行

ト社など四符が各二＋五万耽出資

している︒また一年四の運営費損

久は五十万がと見られている︒

このプラントは︑穴一万キュリ

⁝︵通需は三下二千キュリー︶のコ

欄鞭齢雛男』壷

I
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藤田トラベルサービス

十二月中に配分が予淀されてい

るユーラトムの一九臥し年殴予算

億

七薗六十八万八千が︶︑三位はゼ

スタン・エレクトリノク祉︵二癒

二泣はサンデーア・コープウェ

費の一〇％を占めている︒

を引き鰹ぐ予選であり︑二つのグ

る︒

ラン分離のためのパイロノトプラ

ループにはそれ相当の補儂はする

二千八百七十一万五千♂︶以下十

ネラル・エレクトリノク祉︵

ジニアリング︑五位デュポン︑六

ングハウス︑八三グノドイヤー・

位ベンディノクス︑七位ウエスチ

アトミノク︑九位エアロジェノト

・ゼネラル︑十位アトミノクス

米︑減損ウランを

・インターナショナル︒なお︑
大学関係ではプリンストン大学が

原子力製造部門を
ジェノバに集結
伊︑一Rーグループ

する原子力製造関係を嶺町のジェ

団︶グループは︑同グループに属

スチノク製造のためのアクリルニ

ラン酸化物を提供する︒

ード・オイル社に年属数千㌧のウ

ノバに集中する予定である︒この

イタリアの王R王︵鷹巣復興公

米スタンダード石油

千六百三十五万五千がで一位であ
った︒

触媒として利用

社となるだろうと見られている︒

で︑蕩爆増殖炉の研北費の増韻が

ント建設を許可されている︒

しかし︑AIF年次大会に参加はずであると述へている︒
ジョンソン氏はAECの星事的見の聞惣が今後も残されるが︑繭業

採鉱製練委︑グループ結成へ

ているため︑AECとしてもここ

原子力発電がいちじるしく増加し

位まであげると次の通り︒四位レ

間が新しい施燕を設ける場禽ガス
解として﹁政府はガス遠心分離技

したAEC委員ウゴルフリノド・ 灘心分離法については遊芸機密
米原子力塵業会議︵AIF︶の採鉱・乳線婁貫会のうち八人のメンバーは︑ウラン三三施設の管理

術と経新データの全てについて常

AECは二つの逮心分離法聞発グ

ウム黒鉛炉の研究を塞︐ること顧野津︑斐聾9る︒③鋼繹力

縢塗一

エンバイヤ・ステート︒アトミン

ノクス︵B也W︶社との契約で︑三

AECの民聞契約

ド社がトップ

U・カーバイ

となっている︒

の谷桑の機賊的ム全性の検討など

容器を原子力発電所に設置した後

にした︒しかし筒型ガス冷却炉は

を落す︸方ウエスチングハウス

ESADAはこれら二つの計幽

続けられる予定である︒

ェイツ︵EbADA翻ニューヨゼー
ネラル・アトミノク仕によって
ク州の電刀会且クループ︶は︑今
後の研究万郵として軽水炉の改建
のために努力を穣糺する予定であ

ための改艮転換炉の研究を続ける

トリル耶触媒としてこれまでビス

マスを便用してさたが︑ビスマス

決定の一つの大きな理由は︑1親

イセンス協定を縞んでいる︶が︑

のあるアンサルド祉︵GE祉とラ が聞価であるため︑これ卒減損ウ

米原子力婁員会︵AEC︶は 王グループの中で原子炉製造能力
一九詣へ論ハA獣計腰縄

の財勝覆省イ売表した︒それによ

十・月一エー七口口︑

る︒ESADAは高撮蒸気発生ρ
のW11︶社とハプコソク＆ウイルコ
か︑蘭逮増殖炉の闇発談たは軽水

それらはΦPW虻における歌鼠

つの軽水炉二二を夷癒する予疋︒

炉の細長のどちらかに切りかえる

よってコロンビア二三に璃広辻試

害現象を分析するため︑W11赴に

グ乃ープは外国メーカーと原子燃

なう︒

RUMECは来年から六フノ化

しているが︑娼下血辻は多分GE

瞬製造会礼憩設立することを発表

金頷は⁝十∴ハ僧四鴫工二百當 十轟ハ︸刀二

前勾度に比へて一億二千鷲翫万が

食晶照射会社破産
が︑シセガイモの収穫の悪さによ

供給するため︑ケベソク州に照嚇

田切を受けたのはモン・セント・ヒ

カナダの二晶⁝フィールド・プ

ンタプライズ・ディベロノプメン

千談へ関係企業四二社以上︸であり

産業界との契約のために支繊した

ると︑六六会註年度中にAECがすでにジェノバに集績中であるこ

か︑三つの改良炉︵軽水核入館

ム冨化工料に関yる物理特性の実

験盈目上を建設丁る︒②ブトルニウ

かについて数カ月間換金してきた

冷却炉︶のうち︑核型典炉とナトリ

炉︑ナトリウム黒鉛炉︑蕩温ガス

米商

響 ソ連︑東欧諸国への輸出に配慮

R一機器の輸出規制緩和
触

一

イノルズ・エレクトリカル＆エン

るのかなどである︒

二〜一ご無の内に膿縮施設の管理．

ントロールしてhきたい﹂と述へ 運営について深しい政籔レ但立てな

ねを中心とするグループとゼネラ

ループから得られるデータの全て

ければならない段階にきている︒

ル・エレクトリノク社が少愚のウ

化されたが︑現葎W・R・グレイス ている︒ジョンソン民によると︑

は二十年朗アメリカにおいて機密

事的拡散防止の観点から将来もコ

拡散法によるのか遷心分離法によ

ランが二二となるか②京たそねは

このうち︑遠心分離法について

運営を政府から民闘に移すよう求めるため︑民間グループの設立を雌備中である︒濃縦施設の秘画運
営の問題は︑泉近ア〆リカにおいて繭業楓子力発露か活発化してきたことから︑盛んに論議されるよ
うになってきており︑とくに新しいグループの設立は︑ウラン採鉱︑製練︑U︑0弩から六フノ化U
への紙換などを行なう核燃料業界にとって興味のあるところであり︑今後の鋤きが沸阿される︒
グループ設立のリーダを務めて C︶が実施しているガス拡散方式産獲界メンバーによって求められ

化されているガス隔心分離狡術の
いつごろ必要となるか㊨民闇によ

いるキブ＆カンパニーのA・ペイ および箪事機密のため筒度に機犠た問題点は①将来どの位の濃縮ウ
ン︒キブ氏は﹁グループ設立はま

可能性に期待をよせているQ

螢は︑この認議に立って︑国

ないものを棊礎にして三渕枠を

今後は軽水炉の研究に集中

改良炉の開発を中止

AECとAIFは最近腫業界にる濃総 施 設 羅 犠 の 場 禽 ど の 位 金 が

だ甑し禽いの段階である﹂と述へ
ているが︑採鉱・製錬業界はこの

動きを注視 し て い る ︒ 民 間 グ ル ー
鵬影燈籠綴錦鷹棘購慰翻鞭甥纏雛

プは︑現在原子力婁員会︵A E

鑑をうら出すことてある︒鳳子

に平明なもので︑平明だからこ

へき公分母︑ないしは星本躍鹸

力襲員会が囚妬した動力炉開発

冷静にみつめるな6は︑どの政

が無いたされるのではなかろう

討幽などは︑文相ナ超り︑田策と

決めるのは︑全くナンセンスに

ク・ディベロノプメント︒アソシ

Q−YΨQ一▽ーー﹀◎◇

策は︑これを響本の国策とよん

か︒この棊本認識に立脚した政

各付けてよいものである︒とこ

そ︑星本罐識なのである︒

政府もこの荒玉をあ

ろが政附には︑これを取て国策

党の政策にとっても共通である

まり使い た が ら な い し ︑ 新 闘 や

である︒

と名付ける舅気が欠けているが

で︑何のさしさわりもないはず

日本の工不ルギー政策など

維磁など に ︑ こ の 扇 菓 が 現 わ れ

きれないまでも︑極めて稀であ

るのをみ る こ と は ︑ 絶 無 と い い

轍臓蕪

出
フ
ブ

子

原

三制壇の砕を固執しているの

原子力予算についても︑前隼比

が︑その証拠である︒旅嚢力委

如くである︒大歳省あたりが︑

日本畿．澁の発展︑日本

に属する周題である︒

民族の健全かつ掌福な

に﹁今厳ではとんど支出してい

員会の重扇女員がいわれるよう

は︑まさに︑この領域

に無造作に翫用されたため︑
といえは︑どことなし

て支えるに足りるエネ
ルギー資源が︑国内に

近い話﹂なのであるQかりに砕

外で予算を獲得できるとして

厳然たる事実たけは︑

蕊右を繕わず︑いかな

も︑いったい枠外とは︑何たる

線厚さ副なとは

る政党もこれを認めざ

仔在していないという

ヘ

生活を︑将来にわたっ

る︒おそらくは戦醐に︑あまり

建策

に︑箪国主蔑︑蕾国豆蔦的膨張
憲麗︑窺部︑冨僚の統制思想な
どを︑語感として︑三思さセる
からでφ︑2う︒いずれにせよ︑

濁鎌という口宣は︑流行驕外に

なるほと︑吉家のように︑騒

鍛という名を濫用さ鳥ては困る

般ライセンスで勅出でき︑阪療︑

には一

した︒この中には各種の放射線鎧

われるドシメトリ︑ドーズ・レイ

食贔︑プラスチノク照射などに眈

友交国
予算の低水雌位での横はいは︑

策ではソ連を含めた東欧共議鯛諮

罎が畠象れている︒こんどの緩和

工業用ガンマ課︑ベーセ線︑X

また︑関鍵にわたって石油の

口本に︑いわは園策としての原

氷簡勝省は十月中旬︑薦品玉以

搬入にのみ頼ることが不利であ

子力実害がなかったためであ

バルトが銑置できるよう設計され
輸出には依然として特別ライセン

プラントを天成︑本裁三月には照

ト・メータなども將別な証明の必

瞬線を使った薫製については︑中

スが必婆であり︑その他の国でも

ており︑カナダ振子力会被︵AE
共︑東独︑北朝鯖︑キューバ︑北

放射性物賃や核燃纏については特

理上の議題で騰勢した︒

i

わが判は将来︑核燃料の販売苺含

⁝い﹂

めた多角経営を実施して行きた

一移動用セシウム照

射装置開発へ桓︑菊

?リソトープ︵アrソトーア利

欄[篠謬脚長翻

・局︶は︑このほど十七万五Fキュ

町あセシウム塀藷︑竃せた

移動用照射長の試作ろ蘭姶した︒

︷ト・ツノウに積み込ま瓦たこの整磁

報鰍歩詰幾雛嫡㎞燦態漉灘喉薩鍵熟蘇響

ベトナムを除いて︑今後一人輸出

受けているQそのほかカナゲ・エ

t

趨

電髪（231）798ト3

聡

社

会

式

株

「

射；ヤガゴモを靭めて衛場に出荷
ラーの悶で︑同町はこのプラント
﹁し︑趾界で初めての闇業食品照射 誘導のため穴十万がの社債を引き

丁・ンプ乞て注爆抗ていた

楽しい旅行

高

ぎ

禁

認

㌧ギ

別輸餓ライセンスが必需である︒

上の非戦陥物資の輸出制限を緩和

よいということにはならぬ︒日

ることも厳然たる撃実でいかな

ロダクト︵NP︶社は︑昨年十一月 る就農の不足と︑シャガイモの管

過去にわける︑日本の原子力

本民夙が︑麗界の激しい流れの

る政党も︑この事尖たけは認め

国への醒慮が罵立ち︑医療用ガン

放嚇課照射ジャガイモを消費斎に

ことかといいたくなる︒

なかて︑便全に＊輻に生きつづ

る︒動力炉開発麟醐の登揚で︑

マ線わよぴX線曇置︑その他の放 要はなくなった︒共匹翻︑・醐国への

るを得まい︒

けて竹くためには︑脅入が︑そ

るほかあるまいQしたがって︑

はじめて国策と癌弱けてもよい

が︑このことは︑国銀が無くて

れぞれ︑ばらばらに︑私利を追

原子力の平和利用は︑日本にと

珈拶ユ引巧箔旧福ジャガイモの収穫不良で

卜すれば︑それでよいというわ

予算獲得鍮議があって然るへき

けではある求い︒敗党が︑．てれ

はならないといった程度の梅圃

《

ライセンスで輸出できるようにな
った︒

じ

ーノ

…

）
…舗

ESADA

■

議
上手なプランで

いつの確：代にも薪しい罠越

繍

って︑単に︑パスに留りおくれて 方南が打ち出されたQ堂々たる

それ︑三分の党たけの党略をも

︵集中憾次郎︶

である︒

ぎ

ではないことば明らかであるq

諱E℃︑塾奉認識は︑このよう

ーーー
てばよいというわけでもなかろ

う︒賦本の醤来を︑きびしく︑
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4

〃われわれ

はフェルミ炉で燃料照射試験を行

つぎのように測った︒

故に関しこれらの両曲に触れて︑

トン・ショー氏は︑この最近の事

一葦の試験負担がかかるだろうと AEの確聞会において

シコー氏によれば︑フェルミ縮

腿劇画のあらゆる技砲陶分野にお

建設に溜手するに先立って液体金

モンストレーシロン・プラントの

う発

して耕用されるへきではないと一

りにも蘭価であり︑試験を闘陶と

発電炉は声掛痴．略簡としてはあま

搬初のデ︸な役躍か菓している︒

の事故は︑同氏のいう秩序だった
けるよO些細な煽識．︵獲得する濠

kうな発電炉での失敗形縷毒ての

シコー氏は付円した︒

鮭礎披術訓画に先立って行なう原
で待機したい︒わ携わればまだ︑

︐麟がnなわれているが︑この

型発電炉の建設に特廟のものであ
修復力法の角見の方が複雑な試験

こ

黛仙主張している糧類の危険を明 このような大型発電炉の建設を実

らかに突証しているという︒
計頗の中でこれらの越汀錯誤磨回

しうる狸の技術的能力バ備えてい

行するに当たっての危険性を検討

の事故は試験設備を建設する必要
う

と所懲を表明した︒

避するよりも廉緬ですむであろ

スター氏は︑高館増殖炉の揚合

と3明した︒

聴聞会の蝦上で︑若子の原．†炉

には一般的な技術計画によって究

ない

ェルミ事故についてのショー氏の

メーカーが百なった発鴇から︑フ

は決して難かしくはない︒

競わんとしたことを椎湖ずること

られるという事実を認めた︒しか

説するナトリウム翻路とかが挙げ

は燃料開発とか︑ショー氏の力

明すべき共通の分野があり︑たと

張したことの要点であったが︑こ

一例︽挙げ紅ぱ︑聴聞会の際A し︑ 原賛＋炉メーカーが選定した

E︶の予算聴聞会でショー民が強 解釈に対してこれらのメー々一が

両院田幡原子力輿望会︵JCA

これらの諸燕が︑今年厩の上下

した︒

AECの原子炉開発部長ミル強を指摘している と同氏は讃明

原型引墨一時期で論争再燃
アメリカのエンリロ・フェルミ篇速増殖炉︵毘気出力六万KW︶

は︑十月五口燃料要素およびサブ・アセンブリーに璽犬な損傷が
制目たため運転を甲止した︒現在︑損傷を受けた燃料を取り補し
て検祝することによって原困究明を急いでいるが︑この郡故が今

の聴聞公に導いてシコー氏は︑﹂

I社社長であったチらンシー・ス 設計に固有で︑しかもそれぞれ同

した独立機関とすることが望ま

︑

ち︸つまたはそれ以上を分析のた
め取り去る方搬を大肇急で計画中
でみった︒

出口に隔電対を荷する二本の隣
回したサブ・アセンブリーがすで

ブ・アセンブリーのうらわずか四
分の︻が熱電対を備えているのみ
であるため︑熱海対に昆ついて燃

Cは︑露語をこうむったのは二本

多

黶 一 一

f一

詔ノ！

ノー 多ノ 一 〆 〜
︐

︐

ノー 多

一︐づ 〆

一︐．づ

一

黶f

社はオノタワ市にある︒従業舞総数は七八三名

多

同類は︑ヒ当の役員会とギルクライスト社

エルドラド・マイニング・ア

長︑髭剃長二名︑縦長ゑ名からなっており︑本

ンド・リファイニング社は︑一

資本金は︑一九〇穏円︑昨年度の起死蘭は胸

▼一次系カバf▼ガス内のキ七ノ

f扁

ン悌︑燭などの分裂生戚ガスの口

風増加︒▼バノクグラウンド以上

のヨウ素の同位元素は検串されな

低下し始めたことが明らかにな

かった︒V十月五鐵から炉反応が

の生計に成功︑その後次第に量匹体制を固め︑嶺

着る︒一九鳶六年十一月に始めてラジウム一望

万蛭︵U308で二︑二〇〇万麟︶︑平均ウラ が判明した︒

年浮彫昨駕床萩での累積採鉱鑓は︑五︑八七三

ウラン採鉱は︑毎年六三ゾ程度で︑一九五三

の出力と大よそ比例していたQ▼

り︑厘縞のロスは︑その時点以降

時ほとんどベルギーの独占となっていたラジウ

溶液抽出工程は︑アメリカ原子力婁員会の婁

ン回収率は︑原鉱一ジ爵り三・七六鯵である︒

五十五億円であった︒

ムの指価を急速に低下せしめた功績は大きい︒

翫によるUO3の生厘が︑年間二十四選しか必

う三年間この工程を二目でき・Φようにな

ダ政肘ウラン貯麟謝画に呈ついて︑同こ

った︒このウラン糟鉱は︑リオ・アルゴ

ムとデニソン社から受け入れ︑来奪始め

から政肘へ引き便すことになった︒

しかし︑カナダのウラン産懲は︑ 一九五九年

として持っている︒

多

玉三

ヨー霧雨ゴ玉露蒙

ーニニ

写翼はエルドラド社のビーバーロッジ審業所

彦一一

二

ルドラド凱益会社へ資本金九千万円︶を子会社

なお︑同祉は︑エアーボーンから出発したエ

いる︒

近は︑臼本などを廃萌し︑市揚の開発に努めて

ドイツ︑オランダ︑スウェーデン︑またごく最

を改毒するために︑同れの蕊脳翻は︑スイス︑

六万雌と七七％も低下してしまった︒この状配

が︑三︑一〇〇万躍であったのに︑翌年は七〇

ミ

最初のロスとが一致していること

◇

イギ弓ス

◇

ルーマニアは藤側諸国から発蹴

れるが︑イギリスがこのd綱に北

炉を購入する計画があると伝えら

スの光子炉メーカーは一気出力六

常に集り気を見せてい．り︒イギリ

アメリカ

φ

カゴ・ドイ︐チュラントG規わH

祉を識射した︒ニュークリア・ン

ゴ鉱は︑このほど西トイツに子会

アメリカのニュークリア・ンカ

◇

イツに子会社設立

N・シカゴ社︑西ド

ている︒

Rを重水プラントも含めて提制し

く︑ちなみにピーク時のU30︑の全生長澱 十万KWの天然ウラン型SGHW

のピーク時に比へると︑その凋浴ぶりは新し

ルーマニアの発電

爾によ．Oウラン探鉱︑抹鉱を行なったが︑原爆

多二二

に利用されている︒しかし︑第二次カナ

完済の兆候が見去れるにおよんで︑カナダ落雁

ド

ーヨ

炉購入計画に乗気

要としないので︑残りの時間はコバルトの開発

多 玉多ノ多一﹂ 多玉多多

欝琳

は︑︸九四四年一月二十八日に岡社および鉱区
を国為化し︑現在に塁っている︒

ノ多二玉

冊と呼ばれるこの会祉の本那はフラ

低下さゼた︒原子炉建屋が鎚気系

制磁擁が︑状況から判断して

ことが溺隙め

熱蹴刻の示度を検甜した結果︑

られた︒

ているようすである

逓暢よりもはるかに炉心から離れ

時

◆

アメリカ

◇

計算機の容量拡大

アルゴンヌ国立研究所は︑工B

揮止捧は蕉常に作動しκ︒原子炉 賦織することによって電子計算機
それ自 容蟄の拡大をはかっている︒この

建屋内の放射隷レベルは

行なったO

廃漿ガ

ヌ計算センターで稼動しており︑

アメリカ

◆

米原子力餐貫会︵AEC︶とマ

◇

NAP開発で合意

AECとM社新S

価格は四百五十乃賭である︒

瞭される予定である︒両計算鷹の

架 一蕃目のモデル七〇は来年六月設

を添している︒

次系ナトリ

と報

甫W︶の開発で敷胞の姦を見

宇田用職源SNAP129︵心力五

ーチン祉はポ目高ウム脚を使った
隙子炉建屋内

に表蘭放酎能は存在しない

れん︒PRDCは

サンプルを採取する作黙が開始さ

ウムおよび一次系カバー・ガスの

ないと断定された︒

備の保証のため措羅を取る必要が

公衆および作染貴の安全よたほ設

れなかったこと

質上農尉能は金然空気中に放出さ

ス矯にある放射線監視脳表は

員の超過被曝はなかった

三万四千KWに達したが︑その 身で危険なほど響くはなく︑作戦 うちモデル万Oはすでにアルゴン

が開始され︑三時濠でに熟雌力

アルゴンヌで電子

ンクフルトに擢かれる︒

蒸気発生服の修理のため魯止し

って出力を熱出力二三九千KWに

物が増致したため︑手動滅澱によ

要がある︒燃料を抱き取るに先立

ていた原子炉の運転が十月四臼再

の遮断によって隔灘さ31てからし

述へたものである︒

を解説し︑十日現在の調査論果を

って一次系ナトリウム・ループを

開され︑十月四日から五日の夜は

はらくして原子炉は停止された◎

けであって︑ナトリウム穿話材の

部分的に挑出さセるか否かも敦た

時的なホノト

ほ

とんど同時に核分裂生成物検綴羅

磁度が幽いことが判明した︒

可能な場合には︑PRDCは発電
二本のサブ・アセンブリーの出口
所敷地内に小型で

ケーブの設澱を湾曝しているQ

PRDCの報告によ31ぱ︑M駆
﹁融
﹁天○デfジタルモデル⁝蕎を

温度が上昇したために隣擬する熱

決驚を心する聖であるQ容回内の 熟出力千KWが維持された︒十月

の剛立研究所のホノト・ケイブへ

この燃料を蹴閤︑またはAEC

れている︒

五日深夜一時四十五分に罵力士昇

霞対も異常な数値準承したどいう

一片の異物が﹁本ないし﹁本以
上のサブ・アセンブリf内で冷却
材の流れを閉塞したものこ掩測ぎ

るに当っては最歯の方法に関する

アセンブリーのうち︑論衡をうけ

諸案を比較検討中てある︒サブ・

たとされている︸本のみを取出す

が一次系カバー・ガスの放射能が

桐当増加し把ことを示し︑豪た原

子炉建屋内放言献モニターが放酎

三十八カ月となっている︒

千万が︒開発鰐間墜下五カ月〜

PRDCがAECに行なったた
︒予
この計醐に使われる費用は二

は自動的に隔離された

のにはつぎのようなものがある︒

備的鋼査報告のつち上記以外のも

︒アルゴ

ン・カバー・ガス内の核分裂生成

上野が激しかったため原子炉建屋

PRDCが予備報告書提出隷レベルの上昇を指示したが︑

炉建屋自動的に隔離

か︑それとも損傷を受けたとは考

罰されている︒もしこのことが不

PRDCは︑損傷査定に贋墨す移駐のため送ることの可薩性が倹

れている︒

方法如何も・ごらに新たな問題とさ

汚撫物質の拡散を回避する最樹の

⁝をも取出すか否かろ渓走する必

分裂生成物の放出の最初の指示と

その後︑一九四二年頃から︑マンハノタン濁

ボーン︶を行なったことに始

ウム鉱床の航空探査︵エアー

で︑ビーバーロソジ鉱山五黛⁝名︑ポートポー

ナダ の巻

，

ブ精練所〜六一名︑その他となっている︒

C，

九二〇年代後半に金︑銀︑ラジ

カ

，，

えられない別のサブ・アセンブリ
とは不可能であるQまた︑PRD

醇旗傷の樫渡を十分に査定するこ

m

可能性もあると指摘した︒

のサブアセンブリーのうち一本た

，，

M

ない︑またとくに電気肇業者に液
体金属原子炉の経験を積康せるこ

原型発電炉の違設が実現されるへ

九六瓦年ごろに少なくとも二つの

程度に複犠な多数の技術分野が存

ミ発竃所を今後満足に運転開始さ

きであるとするGE社︑W11祉︑タ
おー氏は︑ 旅型炉を姐醸しない

とを期待していたんめに︑フェル

せるという難局にぬ面して極め

在している

とスター氏は述へ

kぴアトミノクス︒インターナシ 時には予罰できなかったような技
召ナル︵A工︶社の各社の主張に対 術胸および工学的な讃聞題を明ら

く︑わか矧の法律でも︑人に坐

しいと考える︒

特に大学において猷子力凝鮒

期侍したい︒

科学奴術者の食成に除し放噴気

〜

か6成るサブ・アセンブリーのう

た︒

ミルトン・ショ

て洛幽している
ー氏はまた︑同氏が以龍に指摘し

し異論を耀えた︒ショー氏はJC かにする上で原型炉は極めて愼要

サブ・アセンブリー一本損傷

冷却材に異物混入か

紀如く︑来薙初頭フェルミ炉が全
出力の発電を開始次第︑たたちに
燃料照射試験に蒲離することを期

炉の吉平が長びけば︑酸三物燃

待してい拠と述べた︒

料職速増殖実験炉︵SEFOR︶

殖惣の運肱者である動力炉開発会

おろそかにすれはその影響は取

するもの信水久保み︑その他に

最後に放射線または旅劣性物

射線徳遡担

防護に関する基硯知識を十分に

当省のみで
なく︑瑛那

灘

後のアメリカの高遠増彊炉訓画に澱してどのような薫味をもって
いるであろうか︒以下︑ユユークリア・インダストリー誌からそ
の後の状況を紹介する︒

試験炉建設必要か
産業界は資金面から気乗薄
に利川するというアメリカ陳子力

海員会︵A猛C︶の計画が坐食す

購故はお そ ら く ︑ ロ ー カ ル ・ ク
⊥フント︵局部冷却材︶の二丁に

聞速増殖線型炉もしくはデモンス

よって燃科が積日の損傷をこうむ
ったものと考えられる︒

トレーション・プラントの建設漕

るということであり︑胞の一つは

ごの事故 は ア メ リ カ の 聞 感 増 殖

ミシガン州ラグーナ・ビ⁝チに

夷蔓管理は︵一︶取扱い施設の
り扱い者のみでなく一般の人々

Uにかぎらず︑剛∴襟止の基汐

⑭ ％

を

覇内におけ

教膏するとともに関連赫座の充

た︒しかし︑原子炉の蕾五本のサ

の窩遡増殖炉であるEBR−2に 驛tぼルミ・ナトリウム冷却憎 社︵P民DC︶は︑酉四十のピンに一節の畠臼温度を記録してい

防護訓幽︑︵二︶環境の測定︑

ついては五年と定められてい

︑譜︑詩§︑ボ︑ざ︸︑ぎ︑ボ︑翁︑譜︑ざ︸︑§︑ざ︑ざ︑ざ︑ボ︑翁︑ざ︑ざ︑

関連している︒

炉罰繭に対して二通りの慰昧を持
手の最逝時期について︑原子力薩
が
来年中に運紙郷国するまでは︑
つは︑この 果騨とAECの間で趨った論争に
フェルミ炉以外で利用可能な唯〜
っている︒まずその

事故でフェ ル ミ 炉 を 燃 凝 照 射 誠 験

ざ︑翁︑詳︑ボ︑爵︑ボ︑
個人の被爆櫨幽すなわち人の級

る︒しかし放射線樹理に関する

放射線安全管理の最終口回は

爆線臆を最低に止どめることに
おいておかなければならない︒

にまでおよぶことを鵠に念蝦に

は取り扱い苗自芽にあることは

に大別することができ︑この鼠

いうまでもない︒従業員の麗業

陶は被曝の原囚となる環境を生

データーはたた嫌に記録保為す

削︑就．張後の二君調練か屯蟄な

あるといってよい︒しかし轄理

酔答鞍礫綴蝕についてはICRるたけでなく︑解零し︑三飯を

ことはもちろんであるが︑今後

何らかの影

る各方面の

成機関において簡度の技術を持

実を副り︑藁薦を含めた人毛二

エルドラ

…

…一…一 …一… 一…一…一…一…一 …

し

力
子

原

P︵囲際放射線防護委員会︶で 行ない︑遍切な箔雌を行なわな

これら一般の入々に対する最大

けれは翼の国的を達したとはい

の僚子力平和利用の健全な発展

じないようにすることである︒

所のほか︑すなわち一般の人々

は薙という長い蝋位で定められ

えない︒

の実務は︑物理︑化学︑二上︑

末端の業務に謬

について考えてみると︑これら

ているので︑わが国の法律では

ここで放脚線を取り扱う講業

ると︑とかくそ
の人々を個人醤理の対象にする

賦山鵯多岐の分野にわたるため

の本来の悶濃を

施設の醸で規制をし︑調定の麗

響を受ける

うことが必要であろう︒こ3急は

人達を捌えて討磁︑極球を行な

った放尉線安全偽無頼・中言成す

るよう努力すへきである︒

線磁理は第三薪による噛埋が最

の協力体制等︑ぶき足りない点

人被曝線澱の洲定︑医学部門と

上でも魚酷なことである︒放射

も望ましい姿であるが︑組糠機

寒寒所内の理解と閃心を蘭める

ではない︒塒に排気︑封水鱈の

構上とζに所属させるかが聞題

てることにあるといっても過ミ

その解釈騨価には多くの贅料と

糖葉物処理に関しては︑各駆三

払は十分な施設の紡護蒲劇を立

したがって放射織管理の第一

務を定めている︒

を望むには︑学墨黒腎に大いに

ζとは不可鮨に近く︑これらの

なるときにもそ

とすれは購

これらの評価については︑放

あるので︑いか

見失うおそれが

の最終国標が何

故の際を除

価

人々がもし

であるかを心得

いて︑急性潭轡ではなく慢盤も

記録の正しい

て碧羅を行なう

しくは薄縁的障善が起る可能性

放射線安全管理の考え方

ようにしなけれ

放射線管理は

が考えられ︑発動濠でには非糀

一般に﹁個人費 に長い期間があるであろうし︑

時闘を要することになろう︒人

所の状況に応じた慎慮な考慮が

放尉線管理に関してはまた個

理﹂に分けられるがこの両罰の

々がもし影響を受けるとすれ

理と﹁環境管

繁密な連けいによってその濁的

が多々あるが紙面の都合で闘題

必要であろう︒

で各事業所の慣情により異なる

は︑それは施設の防趣謝醐の不

桜井保孝叩

︵放射轍医

点のうち最近特に感じたことに

学総含研究所

とは思うが配徹転換︑予算拙

が遣せられることはいうまでも

つぎに放尉線讐理に関する配

備に起囚yることが簸も多いと

るので二士は箏業所の長に庖属

ついて述べてみた︒

ない︒個入賞理は︵一︶個人被

録であるが︑これらの保存が重

要であることはいう豪でもな

紐︑従業員の教脅等を必要とす

考えられる︒

放購線蟹理︑特に防睡副圃を

，，

熱論1鑛綴置．

齢懸難輝

㎜

曝線愚の洲定︑︵二︶健康管
理︑に大別することができる︒

れ
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新

業
産

犠＝隔︒︑▼論

候補地点を発表搬

五日︑三蛋県下宙の文化会館で︑冨附三重県副知事立ち含いのも

渓定した矯の談謡を発聾した︒一力︑中部躍力︵株︶は十一月十

襟︶の建設第一候補地点として︑扇根県八藁郡鹿勘町片句地区を

る嚴切の原子力発羅所︵出力三十五万KW︑昭和五十焦完成の目

中国鷺力︵株︶の桜内社長は＋一月十八田︑同挫が訓画してい

は︑今後︑地元鹿鋤町および地元

よる総力需要の中心地点に近い鹿

の調査亭進め︑新講業都市鰹設に

れら立地調査地点とは別に︑独良

上︑鍛終決定へ持ちこみたい慧向

して決めたもようであるQ同社 ば︑ボーリング結果などを検討の

櫛町地区を選び︑第一候補地煎と

である︒

踏 紀 勢 町と精密調査で 協 定

とに︑同批取締役加藤健三氏と菅田紀勢町長との間で︑中堰が原

住民と交渉し︑協力を得られれ

遵をとりかわした︒

⁝日︑吉田紀勢町長との間

申⁝で・宮隔三虞霧雲

部・中部電力は土月＋五
?竃は紀勢町の住民生活の安

力する

放射能調査︑補償など取決め

住民の安全を守る

子力発嚴所建設を計画している芦浜地区の糖響調査に関する協定

鹿島町︵根島︶で調査へ

ｨ町片目句地区一︒︷ハ甲血爵平山刀μ嗣

新産業都市との関連考慮
国⁝中国躍力︵株︶の山

ノミ

ミ

一︑原発に関して紀勢町の行なう
公共事業に中瀬は誠恵をもって協
ノ

さ

合に公冠する

J栃者の雇用︑物資調達につ
いては地元優先と薯Q
ｭ電桝薄塗を増大する揚舎は
新たに肉省閲で協議する

ｴ発建設に必装な駅路計鋤に
ついては別途協議す．Φ

しなけれはならないが︑実験者

いろんな種類の廃棄物容器を備

無しだ︒−1写34纏所内晃学

誰

とにかく渠猿三人で放医研全

仕事が仕事たし︑

ノ

複雑な仕事なので機械化が困難

るわけで︑

ぎ

開蚕は冨駒所長の案内で所内を冤

芸建物理など
諸問題を講演
モルガン博士
米国オークリノジ研究所保建物

理部長のK・Z・モルガン丁番は
﹁保健物理に関する数育訓練︵管

三本の性

は︑

査︶を開催︑

﹁中部地方における

十五日︑濠幽謬錯会︵河内武雌主

源子力利用開発の諸問題一とくに
RIおよび放尉裸利用問題を中心

た︒▽同じく中原懇ては十二月

として﹂の中聞報忠口をとりまとめ

五日プラズマ研学奨励会総会︑七
臼には放射線覇論旨免研究会を開

一Aーー

く予建

は︑当時電撃連の専務理事たっ

が加わったV松根杯のいわれ

六年の魯から電気協会と束電

産の三チームで始められ︑三十

春︑電気論判雌合会︑源電︑原

二大リーグの一つV三十五年の

チ⁝ムを主体とし︑原子力関係

した東海野球に対して︑在京の

在東擁村の原子刀機閃を中心と

でに七隈︑春秋で十二園を魚ね︑

松根杯トーナメント︑今期です

優勝をかざったWところでこの

敗？してきた隙産チームが初の

を擾ぎりこれまで錘回大虚で惜

露語哲野球大会は︑大方の陶磁

鞭犠難
理運欝も含めて︶について﹂の議
共済二一で行なった︒

演を︑十一月十五口乗京虎ノ門の

モルガン王土は保健物理の現状
および孜爵訓練の方法︑放射線の

影讐など広い分野にわたって講激
したが︑特に保健物理については

の作某︑という

①研究弧理②教典訓練⑬現量で

に立脚ずるもの

グソド・アドミニストレーショ

ン︵良き運営︶

であ⇔︑と力覗した︒まん︑原子
力の平和刊用について︑安全弧理

念するものであ帰と迩へた︒

な檸同講仙会は保健物理協会︑日
潔原子力学会︑原子力安全回訓協

た松根さんが欝欝翻会長就任を

機に醤贈されたもの▽彼年の花

東京都中央区日ぶ橋本町2−6通・大阪合同東京ビル
魁話ぐ663）0761〜4地下鉄ユ越1弧小伝馬町駅下羅

とのこと︒

として照相二二九年皮にわか国の

会︑日本二子力二業会議が主催し
た︒

形選手もい豪や專らベンチを暖

御一報次第、資科、各種購習会案内、聖訓申込轡などをお送り

す

一口に廃底物処理といえは白

原子力局

究成果報告書でる
科学技循庁原子力局はこのほど

羅であるQこの多段フラノシュ跳

腺子力平和利庸研究の拡興を国的

たらすものであり︑その発展を祈

﹁涼子力平和棚用研究成果帳告 によってはかりしれない利益をも

発法は赫本的には温水をフラシシ

として交解した研北畿︑酬開張謡

療産通信

DA↑A C巳NTεR

放医研敷地の一角に廃簾越処

の障山になるものではないかと

えなければならないので︑実験

雲たが︑なかなかどうして係員

脱燃滋置は︑三翼重工神角酬究所

これは将来の大規襖隙．士刀発電

膚霊に購入し︑温度濃および月力

成果をとり激とめたもので︑価格

費および研究補助費による研究の

となったので︑この機会に故累

かめ︑誓い世代の活躍する澁代

来麗をご紹介する次第︒

利用のご案内
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というケ

理棟がある︒そのわきにはでっ

回収された廃葉物は処理櫟内

状況︑廃水の放射能塾摩などのほ

束鼠資力︵︑︶は︑このほと一二

で製作された造水谷量一日衝立刀

渠︶を紬集田鼓した︒

時代にそなえて︑熱工不ルギーの

正管群用してフラソシュさせ︑発

この報告濫は孫芋技術廿が︑主

霞﹂︵錆山脚

有効利掬による掻暮用水およひ発

生した蒸気を復水さゼる方式であ

中部原子力懇談会では十一月

いたします。

ついウ︐カリ：

ースもあるとのことQ

かいドラム衝が二つ並び︑慰内
の慰労も並大狐ではない︒約六

で処理した後︑年に四〜五回

心配してのことたろう︒

は

では職遠藁品凝集沈澱撞置や自

谷に応じてあらかじめ仮の谷器

十の各実験董にそれぞれ実験内

の廃葉物処理機関へ送遇するの

︑醐めか糺の云いちいち

・カートンボノクスを配置し︑

係貝は

それに廃数物必入れてもらう

液外は旗射能の濃度

たが︑大変厳しい規制があり︑

のたが︑

廃棄物処理棟を訪問

合理化も予算不足
放医研

ともいう︒

雪

に二〜三週要す︶冶門 鉢の廃兼物処理を受けもってい

の放射性騰藁物処理施讃が稼動

己蒸気圧縮式蒸発読櫨など各誌

今圓は削回に穿いて︑放隊研

甲だ︒

放射線安全課で
の力となってい

研究を支えて陰

端を紹

る汚染処理係の
努力の

サーベイメーターで測定してい

介しよう︒

る

実験巻

によって︑高レベルのものは貯

という︒こうした

留ビンに︑また中︑低レベルの

のは残念た

Qしかしこの原則 変神縫を便わなけれはならない
ここは旗融 は なかなか徹底して矯っても

ならぬ放

のちょっとしたミスで私達が大

夢の島

射性廃彙物処理棟は︑中列係長

ものは各窯蒋設の流しから流し

放医研の

を中心に四人の係員の詰所でも

てもらう

から詰を聞いたQ

ある︒晩秋の午後︑多忙な係員

わからないではない︒一翼は廃

とち．︑っびり不満をもらすのも

るのは︑同一実験窯で異なった

棄物乞管理中の汚染処理班の人

だ︒禽長亀も予算不足ではね

の廃東条件として︑國体でも可

と係長の中列さん︒狼い部屋に

研究班が実鹸することです

この仕雛をしていて⁝番困

から排出される固体︑液体︑ス

ルカリ︑有機物混禽などに分類

燃物と不燃物︑液体では酸︑ア

研の溺院を含んだRI便用施設 らえない となげくQ実験室で

ラリ状廃葉物︑それに実験動物

レ
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了解工作擁する予緯︒

佐及原子力工業

東海研究所の
開所式を挙行
住及原子力工楽︵株︶東海研窮

宿︑冨繭正俊所長︶の開所式は︑

践辺茨賊原子力開発協議会k︑

所︵茨城県部珂郡野薄村大石神酒

十一月十五日午後一時から岡研究

の関係者多嶽が出掛︑式のあと出

原子力研究軌梅よぴ㎏子燃料公社

須暦鯖科技灯水戸轟搦岩髭︑日本

社長︑永勘常務をはじめ︑根本束

橋本原彪代表甫儀理事︑平塚岡社

ｴ発設櫨に伴なう詞査︑工 所内で開催された︒開所式には︑
耶︑運紙に伴う補膿問匙は誠嵐を

例的に実施している主として技術

か︑発電所建設途上のトラブルと

要町工︵︑樹︶と共同して︑乗電鶴

シュ・エバボレータ方式の誠照臨

醗︑フラノシュ段数十段のフラソ

原子力平和利用研

もって協議し円緬解決をはかるQ

海水脱塩の実験翻始

醸に罪す・勺調査があるが︑今回の

その解決法︑地元住民に対するP

見火力発電所において︑海水の淡

日本原子力就業会議では︑橿鳥

聡所重水の碓保の準備として行な

☆
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の屍体など遊処理している藤で

中躍では︑今回の協定により康

−

ず紀勢町測の錦浩i15浜闘の工肇

麓業の発展を爾立させるため︑発

全を確認し原完の設躍と︑農林︑水

ち会いのもとに︑中電が原子力発

電所建設工窮周辺の海水徽生物な

といわれているが︑日本海沿岸の
恩津︵みつ︶と片旬︵かたく︶の

どを含む駆削の放射能調査を行な

撫根︑築地の両冨務は十一

電勝の廼設計幽をしている芦浜地

中㎜孕合・穰県庁を訪

区の精幾調強に関する＋離日にわ

用遺踏の測羅をはじめる黙劇で︑

である︒しかし︑桜内社長は︑こ

ノ

十七搾︶︑主要発藁薦機構図︵五

南飼町についても今後引きつづき

い︑廃蘂物の処理に万愈を朋し︑

島根県内では︑通産備の原子力

ミノ！

月︑蹴騨二十一力国の原子力発殿

搾︶から成り︑各発便所連絡担当

れらの状況を町戴ぴに幽濃協同組

協定醤の主な内客
運転後も掃に堅調にわたる状況を
︸︑中電が行なう紀勢町内の摘密 監観し︑崩襲の調査を信ない︑こ

たる協定潜をとりかわした︒

中闘にあたる輔谷︵ゆだに︶地区

の地区はあくまで建設第⁝候補地

で︑同県八張郡麗島町地域で原子

力発霞所を建設したい矯などを明
点であって︑変更する可能性もあ

ね︑県薩会の全貝協畿会の靴直

らかにした後︑県および照議会の

発電．厨の立地調査地点として︑昭

協力咤要請したQさ6に豊田︑中 ると談語で語っている︒
国電力の主要関係薔が鹿島町の役
通じ︑紀勢陶の総禽開発の実施に

！ミ

一︑中電は霜野調査および建設を

場な訪れ ︑ 地 虫 関 係 者 に 協 力 を 要
頽三十八年慶に益田市高津︑三十

調査92了承す．⑳

請したところ︑同町の町長は︑蔚
劣悪をもって協力する

すでに実地調査が行なわれてい

九年度に江津市黒松が決定され︑

〆

所八十カ所を対象とするアンケー

省書簿を付して︑各面羅所との連

日本隠子力薦業A孤議では山留六 の二鷺︵十野︶と︑発竃所表︵四

ト調査を実施したが︑このほどそ

絡︑問会せの便をはかっている︒

の在来脳力設備礫群︑出力︑炉

回答としては︑単発聡所所有嶺

の集塵紬果を総会議発行の﹁調査
時報﹂錆十一号で発臥した︒
原子力発臥所の調査としては︑

原腫の調査はこれとの電涙をさけ

8︑原子炉機器の国趾比率などに

水化の本手的実験を㎜始した︒

東電︑鶴見火力発電所内で

主に発電所の敷地選楚︑建設︑運

関し︑興隙躍い結果が得られてい

国際癒子力機闘︵工A温A︶が定 型︑契約方式︑霊契約者︑敷地の

娠︑園田︑簑金面などを調査して

の﹁調査時報縣と同時に同報告の

われるもので︑単に施力業界のみ

る︒

︵たたし拠露分は未讃︶となって

力しに各社のほか︑各国の原子力

英文版を作成し︑アンケートに協

いるQ

おり︑民間団妹が実施しκアンケ

共麗麗を除いた圃警率は七六％

ートとしては︑予想以上の好結果

学縦逸庁原子力局酒癖振興課ま

は一聾

頸飾円Q精望の方は科
を潤擁するものとしては本命税さ

O︑火力発電や原子力高段の余熱

で︒

ならず水勝襲触業にとっても掛口

れているものである︒

電子計算機室
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される︒

今圓東電が証悟を闘始した撫水

日本原子力産業会議
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膿纏縫
十月二十七日から四客間︑マ

PDRの建設運紙経験を︑庭続

日本からは原研の蝿帳氏が﹂
る発職プラントの暦澱は︑瓢位

各国が近い将来に必要としてい

国の専門蒙達に︑この様な比較

何とか奪入しょうとしている各

済慧ある麓鍵にしても恥⁝

諭戦が行なわれたQすなわち経竃

嘱響齪甥欄蘇謳熱

のA昇官が嵯峨根先生の﹁過表施設として＋万KWl二＋万K的小型で資金需要の巨大でない
万KWの大規模施設を必要とす

は大きなギャソプがあった︒日

ブンタイプ

京た確立していないため︑原子

目前の発電コストにとらわれず

自国の墨型を選択する除には・

が・後発葭がこれらの中から

題は所謂開発途上国が原子力発

ンド不シや等の各圃の発喪した

パキスタン︑台湾︑タイ︑ニュー

た︒すなわち︑一九八五年まで

ジ！ランド︑フィリソピン︑イ埋める役剛を果した結果になつ

との万万鏑長期契胸は︑査察闘題

いが進行中である︒英圃は先臼カ

ン︑リオアルゴムとの間に議し合

ることであったQ

能かどうか︑法的な規則を調査す

ウランブームが進行している︒た

て︑とくに探鉱の分野では第二の

られていたとも︐口える︒

り︑われわれはよさに待ちかまえ

調査灘がカナダを訪れた後であ

われわれの一週間鰐にメキシコの

スカレーション条項をつけるこ

ならい︑基本価楢を設足してエ

ること︑価楢は政肘買上げ力式に

システムをとることを歓迎してい

ておらず︑何ら藍隈はない︒

いて国籍による差剛を全く行なっ

法において鉱区の取鴛その他につ

また鉱業活動については︑鉱業

リオにおいても然り︑同社のア

以上にはやや難色を示し︑この

の契約に岡慧したデニソンも十年

に︑フランスとの閻に二十五隼間

までの十行間を酷望すること︵先

を買ってほしいという申し入れを

鉱山開発をしたい︑あるいは鉱区

も︑臼本と共同で探鉱をしたい︑

た鉱業会社︑鉱区所有者の中から

で︑購入者の立揚のアジア諸国

とになるという論雪であったの

であって︑一度計画したコース

謂
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春
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を途中で変卜するのは非翫に困軍

難であると述へたのは葦昼．

かくして会議は︑エクランド

られる点であった︒

端
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事務総長の結びの・﹂藁のように

・の憲叢誌・て︑真

の経験は三十万KW級のものをいたが︑これについては縞発な

︻投稿歓迎

▽新型転換炉開発と二王材料目

上団塵二︵原研燃繕二段部長︶

謎語三回﹁アイソトープ︑放射線

長︶

岩附新貨

九四㏄︶凶八八二︑四九八二

の産業利用に関ずる特別研究会﹂

︷

このようにみてくると︑長期購

東海線子力懇談虫では主として放
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宿泊
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定鼠
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