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ては︑放射梅同位元累の尉用促進

一︑放射線研究機関の件につい

と事前に協議するようにしたい︒

関する地元要請︵十項圏︶について︑十一月二十四田︑竹内岡県知箏あて圃答欝愚送った︒これは︑

究機関の活用充実等によりその精

延縄購がさる十一月十四日腺子力船定係溢の同君下北ふ頭建設を受議する際に何された条件︵地元要

したもの︒その内容は︑地元嬰誌の中に将来にわたる地域開発全体の問題や給難船以降の船籍あるい

進がはかれるようできる限り努力

の観点から︑鎖画︑貴搬の既設研

は予騨化の必輕な贋禎も含んでおり︑現状ではこれらを確実に襲付けることが不可鮨なため︑こんど

︼︑大湊驚は現段階では重要湛
湾の痛嘆泓遮に該当しないが︑運

二＋五日豊漁

造内野は＋一月

第二次佐藤敢

箏︵＝十六年．例月から二期︶を歴

県農林組へ同畑野会会長︑佐賀扇蟹

奪辞職︒以後鉦賀蟻教脅婁鍛︑岡

官Q二十二年集邦物産︵裸︶取締

留次窩となったが︑同卑依膿免

館羅罵次官を経て︑二十琿再度蘭

役︑禦北毛織︵株︶筏長となるQ

楽︑酒はオツキアイ調度︑勝負
ごとは一切ヤラナイ︒斑騎県出
身︑五十二歳︒

菓海発電所
所長に今井氏
原躍
日本原子力発電会社は十一月六
日付︑同辻東海発欝所次長・今弁
良秘躊の同発磁所所長昇任を発令
した︒これは︑臼井吉夫削所長の
語聾解除による退任に伶うもの︒

¥四年商工クラブ瑚事長︑二十

任︒一瓢十四斑薄謝議員に初霞撰し

氏

を完了︑同環認
運式をすませて
発足した︒

とくに第二＋
二代臨の国務穴

臣・科学技術庁

を臨任︒佐賀県出身︒置十五歳︒

自民党副斬噴長︑犬蔵政務次冨等

船艦トニ年東大法

貴長には鍋島喰

椎名氏略歴

畏宮兼原子力婁

紹︵なへしまな

鉱江職長︑十六年商工直宮︑二十

鷺山富となり︑十年満弼岡産業部

おつぐ︶氏11滲 学部独法科挙業︑唇面四年商工省
院議員麺が魯任
穴臣として就侵

したQ豪た通澗
当事義臣には推名悦三郎氏鰭衆院

勲継暴
昭騙十一蕪九穴農

議員腫が縄任したG
鍋属茂略歴

学郡麗学科雪後︑腿林省に入り︑

十八年腿林弓師になったが嗣十九

ような回二君が送られ陀Q

地元要舗の諸点については︑別

原船事業団も
なお腺船票業団からも同工︑竹

毛子三胎一霞港設蔽に関する
等の轟轟諸機関とも十分協議し︑

途科技庁日乾から回答された趣

経て昭和三十一年駐英科学アタ
ソシェとして赴任したが︑蕪十
五鰯帰国︑以後64技庁科学調査

欝
︻村田氏略歴︼

冨︑原子力局調査課長を歴任︑

捺子開局侵になった︒趣味は嘗

内知事あてに興事長名で要二次の

動力姫・核燃料開発虜業団は十

動力炉・核燃料開発事業団発令

村田浩氏が理事に就任

澱惣に沿う方陶で努力したい︒

については︑二本原子力巌業会激

中心とした総菱科学館とすること

予定しているが︑これを原子力を

敷地内に展示至を設置することを

については︑原船事業団は竃係港

一︑原子力科学知識普及展示鰯

したい︒

域開発に必要な大湊洛泌施設の整

の一雨を含めできる隈り協力する

者の惣向を島島し︑代醤バース篶

備については︑運輸雀が港湾管理

のうち︑環点になると思われる環

機関との逸絡組織を作る場合に
は︑原船事業団が可能な隈り協力
するようにさせるとともに地方財

展︑潜溝施設整備の三蓋等に即し

輸省では今後下北闇発計画の進

一︑原子力第一船の船籍洛につ

て重要港湾に昇格するよう措罐す

関しては︑原船齢業団が置接受益

〜︑定係洛に通ずる道路繁備に

る方寸である︒

しては︑原子力開発利用長淵計画

力局長村田浩氏の理箏就任誉発

㎝月ゴ一十日付︑前科学技術庁原子

びむつ宿と＋分協議の上︑描毒す

村田氏は岡事業団で﹁計画管理

昭和十二卑懇懇工大機械科卒

三十七年置局次長になり︑以後

部門﹂を担当するが︑嶺分の間︑

り︑必ずしも買収による必要はな

後︑満鉄入社Q禽獣後︑経済安

住しないように日当な方法を講ず

いが︑本件については今後貝休的

短評部︑経企庁原子力整︑総理

この郡長事務取扱いも兼務する︒

に検帯していまたい︒塞たその他

るのが線チ力委員会の方正であ

一︑非履佐区域は︑入が醤時層

令した︒

者となる造路については費県およ

らが将来建迄される場禽には第一

船の定係洛の有効活用がはかられ

一︑足係裏書設にあたって︑原

るように娼推する方針である︒

著爆業団が直接代手バースを築造
することは園難であるが︑凌涯等
により掴差溢建設に伴う不便を測
遜するよう指導したい︒なお当地

るようにさせたい︒

て明らかにしているように︑これ

一︑三二船︑第三船の建造に関

市に贋くことにしている︒

いては︑源船禦業団はこれをむつ

政負抵の軽減をはかりたい︒

方針である︒

境放射能の常時監視体制と関係諸

聾することとなっている︒これら

環境条件の把握その他について焼

と述べた︒

の回答では各項目で貝体附な表現が巡けられている︒なお竹内知事は同二十五日︑この件について

請︶について︑その後二階堂長冨が題輸火離とも焦熱の上︑この要請に対する今後の対処方針を回答

二階箆進︵誓︶科学技術庁長官は︑さきに脊森県から提趨されていた原子力第一船辻係灘の設置に

各項目では具体的表現さける

地元要請実現に努力

＝

地元要請が九分嘲り認められたものと思うが︑なお検溺を要する田螺もある

年十一月十四日村ゆ

回答の内容
昭和四十

請のあった﹁原子力齢定係開設灘
に関する要舗﹂については︑関漣
蕩項について運輸大距とも協謎の
上︑今後の対処方剣を次のとおり
としたので回答する︒なお下北開

発の促進に関する要盟について
は︑関係省庁とも協隠し︑その健

近について努力する所存である︒

﹃放射能測定施設の件につい

であるσなおこれに墓つく放尉龍

ては︑さきに回難した見解の通り

測定施設については︑懸船事業団

つて設翻するように指導したい︒

が地発の襲舗を囑聡し︑霞任ぷδ

一︑災害対策基本法に暴つく地
域防災計画は︑科技庁の防災濃携
財団に承されているように防災組
織︑放射能水準澗査︑連絡組織︑

ある重合には︑貴駅およびむつ市

の三三地域の買収を行なう必要が

国

六年︵財︶商工協会会長︑瓢瓢i年

理局艮︑内閣冨罵最官︑自民党政

衆院議員に当選︑以後︑愚民党経

調会長︑通麗大阪︑外務天響︑自

び通輝大臣に就任Q憲手県出身︒

民党総務会長鴬序歴任し︑今鷹再

政務次官も

六＋九歳︒

また政府は岡二十八琢の閣議で

務爾副長宮を決め︑燭日付発令し

噺政務次欝︵二十人︶と富罵︑総

たが︑科学扱術政務次宮には天野

光晒︵あ豪のこうせい︶氏が︑ま

た鳶職政務次官には藤井勝志︵ふ

いたさぶろう︶の二二が就任した︒

じいかつし︶︑熊谷太三耶︵く康が

濡に従い︑貴忌に沿うよう十分

で措観すへき事項については︑

努力したい︒とくに白船二業団

習圏一鴨

緬

これらを推進したいQ

所管官庁と協畿の上︑績極的に

九瀦午前蹟配

査

十四騒午前原簾

アイソトープ会議に関する懇談

原子動力研究会コストグルー

プ十三田午後原雌︒

会

祭問題小珪岩薬嚢⁝瓢日午後原麗

核拡激防止問題詳言委毎会

躍力課畏会議

月十一百午後工業倶耳漏

原子力塵簗懇談会初会舎十二

ごヨ

・

◇﹁原子力覇業新聞﹂て新年．

の名刺広告を募爽

千円︑締切は十二月十覧日︒お塩

利用の研究︑闘発に従慣してい問い購わせは腺概企画鍵康で︒

なく︑これはひごろ原子力平釈

で開催いたします︒いうまでも告を募集しています︒掲載料二●

で︑籍声量︵鑑旧館三階︶歴誇では難凝錦広甲

．醜十一時三十分から午後一暗ま

すが︑来舘も一月万日︵金︶午

⁝お⁝擁会を開いており遠者はご遠慮なくおいで下さい︒

⁝知⁝子力関係者の名刺交深めようとするものです︒関係一

︐馳⁝議噸響醒鷺紡攣礫喋概撫籔

隠

一「

一月五日︵金︶原産事務局で

嬉

同庁資源局長︑工面局長をへて

れたが︑このほか最終臼には東擁

！ーンノ！！ノグ⁝
原子力施設の見学会が行なわれた

との驚見が出るなど︑参加
蓄の熱慧があふれてい陀︒

π

腐原子力局︑科技庁原子力局を

！多グーー！ヲ多⁝多4！ーンノノ

原子力行政捜開く
第一回

今年の第㎎圓﹁原子力の日﹂の
認愈行灘の一計として開かれたこ
のセミナーには︑北は北海通︑掬

潤①原子力の原理と応用②動力炉

講義終了後の二十九田には岡所

係石墨をはじめ︑﹁関係省庁や諸機

は九州・鹿児島などの各地方自治

田から四日閥︑集夙千代田上代鳳

の安全性③放射線とその防誰①原

法規の講血は衡閥が締りない．

で懇視パーティーが開かれたが︑

魯

町の科学技術飽で﹁第一回原子力

子力施設周辺環境の安全⑤原子力

同セミナーは二十七日から一

をさせようというもの︒

全国から関係職員八十名が参加
科学技術庁は通規繍︑運輸省︑

行政セミプi﹂を闘催した︒

関係法規解説⑤わが岡の原子力政

：・

もっと群細な解説が行なわれたら

自治省の協力を得て十︸月二十七

このセミナーは最近各地で原子

策⑦わが国のエネルギー嬬給と除

関の照員約八十名が参加した︒

力発電勝建設が相次ぐ猜勢を背難

いて平易な講澗と映画会が行なわ

子力試鍛および立地岡題などにつ

》

△

@．

ｿ

民

通産大臣の椎名氏は2度目

に︑都道府県や市町村の関係職銀

遡

名

科技庁長官に鍋島氏

玉対象として︑限子力知識の習得

o

脅

㍑
ワ

田

推

幽
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陥艦郷晶塁囎沸

曙騨

聞

と卓櫨した統晦力とは轟く買価
て﹁財敷算盤化扁を如侮に圓醸するか︑

経緯は他の分野に発られない特殿牲舟有

の児通しである．その生い立ちと自発の

力開発が現在到遠しえた段階であり将来

したし︑今後必要とする施策にもそれが

に餓大の関心を払っている︒これは嶺然

それは︑単に一腺子力興の捻
反噸︐藺向きの量点政策を鋳たずすべて
あるが︑それらの結果国民経済全体に無

すぎることであり納碍できることである

岨席一允足したからではなく︑除
の分野に対して総花的に向一の比率の素

あり︑わが照の萌進を支える膜動力とな

頼されるであろう麟益は現実そのもので

されるものであ㍗た︒

子力翻発というものが︑恥はや間覆いな

る︒

食しか行なわないことには考えさせられ

る
くわが酬全体の将来にとって欠くへから

新大臣に
期待 ず
望⁝ あ た び 竪 し た 第 茨 艦
ざるものであり︑その績極内捌進は広く

科技庁全体としては︑二幅開発の体制

るものである︒

川改造内囑で︑科学技術庁・原子

展⁝力委墨は鍋島織氏を麺嘗
財政硬直化の原囚は豪さにこの総花的
にウェイトをかけることを捲本方剣とす
作りや科学技術猛本法の制定など新大臣

なったことを笑詔したからである︒
る点に存すると嵩っても過言ではない︒

いる︒久しぶりに迎えた専任大駆が︑脅

の手腕に倹つべき大きな悶題を掘えて

国蔑的基撚の支持の上に成立するものと

さて前任着が敷いたこのような軌道に

不ルギi問題解決に大きく買献し︑傷せ

寺子力開発のように︑その将来が囲の工

・婁貫長として迎えた︒またこれに先立

とする周着脳部の人礪移晩を行なってお

力第一船の建造をはじめとする数多の獅

乗って︑鍋島噺疑冨は動力学開発や原子

ち︑科技庁原子力局は︑周長をはじめべ

り︑動燃礁凝団の発足に引続いて︑わが

ら言っておられる﹁片手間でない﹂仕購

幸い︑酌議したように原子力局も魅脳

て工業立国に依らねばならないわが国の

陣を一新し︑優れた荊任者たちが残した

要覧埴に対し︑それうが今後予簸通りに

国の原子力界はいよいよ新しい陣谷によ
る新しい目白を迎えることとなた︒

化に貫献ずることが明白な分野に対して

を甥観するや切である︒

は︑それがいま方向づけを必要としそれ
わが酪将来の原子力開発路線気体化のた

科学技術振腿ひいては崖業基盤の総合強

くことになるわけであるが︑この伝播も

めの体制を整えたところである︒新しい

動くために必要とする捌偶力を管えてい

また開発の現没階か・黛3れは︑前任者の
によって将来の成否がかかっているとい

ひるがえって二階堂前大臣の一卑闘の

きところが多い︒たとえは︑発足後十年

染績をみると︑そこには極めて汗出すつ

うのであ抗は︑今こそ惜しみなく必要な

関

度における発聡隙価は︸易機のK 料︑燃料要購の外径︑燃料藁縄体

黛齊原織転婆︶

われている︒運開は昭瀦四十七年

W11諸りに

の卒嫌用するが︑霧効長が二ぼ︑

料菓合体数等は一興機と岡一のも

炉型T謬縮ウラン︵平均二・九 六パ凝︶のものを使う︒これはす

荷留の増加︑熱水賂係数の低下に

れる長尺燃料の採用による声色袋

にくらへ︑炉心比出力の増加︑制

御嬬クラスタの改良︑原子炉制御

なお︑国腱化部分は七〇％で︑

や保護方式の改良などがある︒

一部は米ウエスチングハウス判か

原子炉炉心部および謝測制御系の

討することになった・このため次

回にこれらを中心に共岡目罵研究

施設の建設碁聖を検討する作業グ

ル⁝プ必下部組織として設ける︒

6ク冤グ短ク％∠ク％グ％〃物グ％∠ク勿グ％グ％4ク％∠ク％グ㌦∠ク冤67物4ク％グ％〃％ク

関藤聡力︵祉

は十㎜月二十八

六月の予定︒一喜機の空な特徴は

二円よりやや低いとい の構成および断醐寸法ならびに燃

日︑政府に対し

おおよそ次のとおりである︒

︵六姦訴︶の畏さ十二碍︵三・

て西浜原子力点

きている︒燃腿燃焼度の向上二二

％︶の軽水減遼軽水冷却型︵PW でに米麟のREジナ荒鷲所以隣の

営所二事書の建

原子炉の出力増大督原子炉繊力

三千九薫MWD／田に︑また平衡

号機では初蕪荷炉心平均で約二万

設群籍串離轡を

は︸暑機と岡じく一次冷却言路二

R︶でウラン全装荷解約四十八鈷 もので纈率設刮として採燭されて

圓路で構成するが︑原子炉熱出力

二男機は現在劇
論県三方郡美浜

は

握出した︒この

町丹生地区で工

号機壬二十一MWに対し︑千 炉心平均で約三万一千五由MWD

事中璽号機

の隣りに設躍さ

原子力蚕員会の品圏選定に反映さ

や規模あるいは組繍等について検

向う側の穴が二母機設蟹地点︒

写翼は美浜︸号機の建設現蠣︒

長尺奇言の採用11第二講論の燃 ら輸入する︒

機と同し設副のもの︒

その他の特徴については一封機

︵灘気出力三十 四百五や六MWと約四〇％増大し ／τに岡上している︒

れるもので︑魁

よる平均幽流速の増加等によって

二万万千KW︶ ている︒これは十二冴炉心と呼ば

気出力は五＋万

KW︑護原勇素が菱約蔭安全に達しうるもので︑米属のポ

それに劣らぬほど竃要でありかつ閃難弔︑

となり来春に本工の予定である︒

あろうと轡練される︒

感猛で︑今後の原子力開発に斬風を吹き

総脚工事費は約三照︷ハ細濁⁝円雄㎝設

べきわが罵の原子力開発政策に︑高速増
施策を弁識してこれを達成するというの

費はKW当り約七万二千円︑初年

を縦︑いわは第一 段階を迎えたともいう

法ず最初の忌事であり当掻の課題とな

こむのは鍋島氏である︒産碧羅および関

イントビーチ発鑑所一昼機︑二葉

殖炉および新型転換炉という将来炉の開

係名門は挙げて︑鍋局新大軍を心から歓

海外主要国の姿勢捲みるにつけても︑

が本来あるへき姿であろう︒

館展予算であろう︒これまでの経絆から

②水薩物や畜産物箸から選定さ

二：嘗＝コ：＝＝冊＝＝一＝＝：＝＝鼎＝隔＝＝囎＝＝髄＝＝一F＝＝＝＝一コ＝一

罰日は︑まず座長に花巻正生氏

∴黶＝＝＜ｰ＝＝隔＝＝＝髄＝

っているものは︑いうまでもなく四十蕊

み︑これを貝体一つる中隔擬関たる薪箏

⑪するとともに︑事態の進展に亀じて︑

必要費切な協力を聾し濠ないだろう︒

れる六口㎜図については︑共同利用

営方釧警についての器議か行なわ

研究漁設墨画とも関達するため︑

︵東大農学部教授︶を選出したあ

食口叩昭⁝射運営ム瓜

と︑同運窟会議の牲箔や今後の運

績﹂では︑第一の設置貿陶︵電力

せるよう︒阜急に気体策を作る︒

﹁動力試験炉︵JPDR︶の実示された︒

箏の影轡は血大である︑というのが原子

あと数年纒ったら︑いや一年遅れてさえ

発をナショナルプロジェクトとして盛込

はとくに一艘経晒見通しとの開連におい

すると︑財政当局は来嬉農予算に関して

であり︑浅の適時にして果断なる行動力

業醍を設立に豪で漕ぎつけたことがそれ

離隔

圓鯉獺

れ︑次のことが確鵡さhた︒

なお共隅利用酬究施設について

議の初会合開く

原子力委員会はさきの製本方針で

のすでに照射研究引掛かスター
﹁食品照射運航会議﹂のメンバ⁝ トしなシ卍ガイモ︑玉ねぎ︑およ

息学技術庁原子力局はこのほと

会挫犠の原子力発鷹所要員開成︶

については今隼八月宋現在︑電力
会社頁四十二私︑〆ーカー二十二

昭和四十五琿糠働闘途に︑大懸

とうたつた

び累については︑有効な訓画推進

照尉施設を建設する

が︑岡日の懸賞会議でも︑この蹴

⁝

定方針に沿うよう軍急にその性格

礎藤業として非難に大まな二会

る︒﹁電力弱冠は大いにはりき

翅脈雀鯛叢環糞局

h

ってやっておられるが︑まだま

多／／〃／多／／勿

次回は十二月十九日の予定︒

話箋

野

鹸峯

蓬

盈二

塁

﹃塁

三

刊行は，年4回，4月（1〜3月に発行された雑誌を索引の対象とする），7月（4

構成を終えたが︑その初会合が十

うQ

常時チェソク＆レビュ⁝を行な

一月二十九日午後一時半か蚤皇尊 をはかるため週報交換を密にし︑

かれた︒

虎ノ門の科学技術庁会議箋で開

唱

9

ふし

的影欝力奄持つようになってい

たかし

孝

技術畏になった

井

という

2霊6，200

起

脚

〜6月），10月（7〜9月），それに1月（箭年の1〜11≧月）の各月になされます。

積︑原子力船闘係異名で合計百七
十四名に乱し︑現在要望が窩い︒
第二の目胸︵各槻の実験および試
験︶では①野物影写牲試験︑②隣

冗

岬

藤

た太平ムードがあるようだ︒も

やろう

っと績伽的に︑臼本の自主技術
開発の面で︑

巽千代

ピーエスシー技術鯛発︵株︶

胆魂に入会︵取痴役社長

造氏︶住燐東自適千代田区一番町

原子力技術会講︑原電東海炉の事

繭故等で審鱗②ヤ一月三十日開催︑
原子炉安全趨門審査会婁興の任命

藷辱

滋糊㍑國1糠・、6置嘲1沼門疑！1調四【i翻騨馨ll。即日添総代理店、副畷』灘・・liM騨IMμ・・叩1』蛋騨騙隈li1禰

新型炉開発に関心
軽水炉国産化への技術的貢献も
に冨化して使用する﹁プルトニウ

水力特姓試験︑⑬動特盤試験︑④

脚

胃

詫

にかく原子力発電はこれからも

︽

また勉強をはじめたところ

のすごい速度で僻びるたろう︒

晒

た︒当分低羅臼でいくより仕方

気構えをもってほしい﹂とチョ
ノピリ批判︒

昭和十六舘避月九穴工学部電
気工学科卒︑灘ちに電気庁に入

▽滝例会議11①

び核燃懇の構成変更︑第四丁田加

十一月二十四臼開催︑参与会およ

際子力委員会

殿メモ

中翻電力租談役ノ

回難麟︵遜露髄
り技師となる︒二十四年公益事

議庁調査冨︑鶯十二年経企庁総

業局開発鎌継譲︑三十年経済密

禽謝鶏局51画窟を経て︑一二十四

年公益慣業局公益事業調査課艮

四千万KWの開発というが︑昭 つづいて犬阪︑嬢京の両公益事
業路長を歴難し︑四十二年六刀

趣味は巷とゴルフ︒簸庭は夏

配

いりましたが，このたび，PANI）EX王11c．， New Yorkから， i旦界各国の閃連雑詫、
2，000をその対象とした網羅的索引誌が刊行されることになりました。

産

力
二本撒子力研開所︵蝉箪長︑丹羽周央氏︶は十一月二十八汽午
前十時から兼京・虎ノ門の三会堂ビルで︑第馬回翻號成興曽及講

ム自給サイクル﹂のアイデアが捉 プラント特性試験が実施されてい
案されたのであるQこの特徴は① る︒第三の目的︵とくに国薩燃科

・

@一野

演会を闘催した︒今回の発喪テーマはリニアノクによる中惟子物

の照射試験に主点︶では現在︑照

天然ウランを使用するが︑炉心は

射終了または照射中の燃料は七
体︑昭和四十︷二年一月から三体が

照射の予定である︒このように軽

水炉の技術および燃桝開発にJP

じめ︑いかに夕露工程に原子力
迎謁を乗せるか大へんな悶題が

したがって︑国手化の体制をは

とソフトムー

力発電プラントのユニソトを穫
準電したが︑わが国もいずれ標

購化を推進しなければなるま
い︒標蠣化は︑ある程度技術的
に蜜定するちょっと前にやるの
が効果的だ﹂と語る︒氏はつい

和五十年ごろが︑一番穴票な時

子懸人と二男一女︒満五十歳︒

一月現ポストに騰る︒

工技院糠藁部長となり︑今期十

躍力業界は安定し︑安定供胎

璽も
の体制も改溝された︒たが︑躍

めてきた経験もある︒

ストで﹂工S規格等の仕癖を進 期になってこよう﹂と先惑を猛

この間まで工技腕標準部長のボ

ある︒昭和穴十年には︸二千万⁝

﹁GE︑WH祉も最近︑原子

長短に似た風ぼうが印象陶だ︒

あり談せんよ
原研成果罷嚢会の会場

ド︒ちょっとマクナマラ米国防
瞳

て約 一 万 五 千 M W D ／ T が 見 込 め
DRの一一は非常に大きいことが
るため︑熱狂率箸の性能
向上が可能となる︑⑤ボ
イド反応度は負蝕あるい
はゼロに近いものに容厨
に設謝できる嬬の利点が

このアイデアは︑動力

示されている︒

灯麗発臨時維進本部で
も︑原型炉︵聡気罎力十

六万KW︶の概念設刮を
五祉に発注し︑すでに再

氏は戦後ずっと飛源開発にタ

および単側力船定係港建設︵齪

瞬⁝

讐︶闘題簿で審議︒

：PANDEX

50万KWで47年に運開の予定

ノチ︑水力をはじめ新鋭火力の

︵M・工︶

科学技術2000誌の総合索引誌（マイクロフィシュ）

電

⁝炉三一ぶら璽﹂建が︑﹁と 思事粟は独占噴業で︑しかも韮

自然科学。工学。医学・農学の諸領域て，各種雑誌に発表される論文数はきわめて
多く，また年々増加する傾向を示しております。一方また，研究領残の細密化と，統
合姓の必要から，関巡領域も著しく多くなってきております。
このような現状から，自然科学に闘係のある多くの雑誌の網羅的索引が望まれてま

金 繋

ぎ・糊1一望・1躍M臨新刊書御案内臨晒瞭馴馴燃・11書

美浜二号機を申請
一一

る︑④反応艮に余裕が繊一

焼腱は天然ウランの協合とちがっ

果②資本費の節減が踏れる︑③燃

餅にも町費度が繊ること︑その結

実質的に微湾十念系に設謝され設

理の研究︑ブルト鵡ウムの研究︑趣水炉におけるプルトニウムの
セルフナスティニング︑高速炉の臨界抜験とその解析︑エチレンの

放尉線箪含︑動力試験炉の実績︵①聯水型隙子力発雌への霧与︑
②四目炉激高の照発と試験︶であった︒とくに発表では新型炉開

研では︑この噸点を解決するため

発への原研の役剛りや軽水炉技術の口曳亀に関する轍献という点
が︑犬きな荒園を集めた︒

なかでも︑動力炉・核燃料開発

欝業団が開発する新型紙換炉︵A プルトニウム筥化のウラン燃牌を

︑設計研究を進めてき

た︒その研究の結果︑正のボイド

ジビリテ

5eR︶について︑﹁跳水炉のプル便用することが考えられ︑帳広い
トニウムのセルフサスティニン プルトエウム欝化燃繕使欄のブイ
原鉱が開発した

ユ鵡⁝クなアイデア

反応度はプルトニウム冨化のウラ

グ﹂の発表は︑

された︒その説明によると次のと

ン燃料の使用によって天幡に軽減

として注閣

おりである︑

く︶がわかった︒これで安全煙が

されること︵反応度が負の方へ行

局まり︑燃料設醗にも余浴が生じ

わが国の新型転換炉は当箭︑冷

却材に沸騰軽水を使用した圧力管

る利点がでたQ
そして︑ここにこの炉の螺料サ

軽水炉団据置への理数

が︑この炉に茱然ウランを族潤し

燃焼度を高めようとすれば︑煩心

イクルとして︑天然ウランをフィ

致が小された︒

的鄭献については次の発

構泌の懲水減速炉が考えられた

は正のボイド反応度を持つように

ルトニウム全長をこの天然ウラン

ード燃料として︑畠磁弾塗雌のプ

確慈されている︒

なり安全性の点から好ましくない

蓬

！経師謝（禰溜

麗紀伊國屋書店
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矢となろう︒現実的な誤電をすれ
邸門はその家まにし︑原子炉設計

Aの四蔀醐のうち兵器︑純樺研究

窪・げ

ば︑イギリスにおいては︑一つの

と核螂料製造部門を分離するこ

㎜＝

設謝グループのための仕事しかな
と︒

下院特別委員会

ってこれを迎えている︒ある薩激一たらすであろうと画している︒

㊥以上の背景の下に︑UKAE
の西谷は大略次のとおりである︒

の検討の編巣の勧銭習還およびそ

いのである．

①イギリ ス ガ ス 冷 却 炉 に よ る 入
谷冤︑低コストの原子力発電秋を

圧力容器に漏れ発見

アメリカの原子力発電計画の中で

万KWと一叢のみ留袋殿︵初期一 いても蝦水炉と決定しているだけ

二塾の搬子炉11発乱竃力計爵八十 催されていない︒また原モ炉につ

十三エーカーの人工赫で︑ここに

オイスター︒クリーク屋上所は 州立海岸公園の沖に建設ざれる四

出されているが︑挙挙会はまた際

なお︑建設申舗に今年九月に提

ち︑今圃の事件は大きな注闘がな

現在︑GE祉︑圧力容嬰下請のコ されているQ家た所有者の3CP

アメリカのカリフ隔ル諜ア州原

で︑また入札の検討段階であるQ

心があり︑防護纂選を求めてい

る︑③身熱において原イ力発電が

④州および連邦印影の原子力規棚

行なわれていることを知らない︑

題の鰯所が現場熔接と工場熔接と

許可を出すよう電報談で打ち︑A

ECに対し︑来無二月までに運転 体における上子力姫論調査を行な

アメリカの航空機製造会祉であ

ロッキード社が核
燃料事業へ進出か

るロソキード．エアクラフト会歓

ライト︵RP＆L︶獲は︑このほ

ど一九七三隼御調開始予驚の八十

ン・エンジニアリング祉︵C皿︶

万KW加圧水型炉をコンバノショ

に発注した︒初装荷燃料もC鶏社

敷地は来定である︒

が供給することになっているが︑

スペイン︑ウラン

︸事業の拡大を決定

スペイン畷業障は︑来年度から

実施の第一茨経済発展計爾を決定

のウラン鰍精諌工揚︵年三酉ナ︑

したが︑このなかで︑現在欝胸中

能力を簡にする必要があるとし︑

来年運開︶は︑一九七一館豪でに

原子力委貴会に第二工場の脚地を

来年中頃荻てに淡饗するよう要賠

に︑燃料臼茸は申曳発生庁︵CE している︒

GB︶が建設申のダンジ不スB︑

隼麗におけるイギリスの輝料銀盤

トープ研修所は来年一刀から箭月

日本原子力研究筋ラジオァイソ

る︒

1発電所運転開始

英︑オールドベリ

▽生物科学研修会

RIの出物

参加者を夏鳴している︒

間載得を齎摂とし︑実験に重点伊侶

蝉集人員十五名︑申し込み緬畷り

馬験に中点

をおき︑講義として放尉能︑原ず

力︑アイソトープの湿熱︑応用な

二月

日から二十九日濠で︑弟七

一回は周三月一田から三十田京で

受講料芳五千円︑申し込み締切

で︑各回とも募集人員は三二名︑

に減少させることを強調してい

ら︑一九七五班には一織機千万ナなう︒第七十回の研修期聞億果年

九六六薙の一億七千五酉偏ゾかどを予鳴しており細螺にわけて行

抽に期待する一方︑石炭生産を一

▽熱礎課程碍修会

り二Q％以上コストが下がるであは陶一月八日︒

九八○銀隠点てはAGRは現在よ

窯第三次計画の必蟄聾を説き︑一かb三十一日濠で︑璽講君⁝万円︑

八○年までに冗蚕桑槽の原子力発おく︒研修期闘は来年一月ナ六瓦

測している一力︑一九七五年から

二千万ゾの割倉いで供給すると予工学分野における利用技術の知期

が一億四千万葭万ナ︑石炭が一億

Z％︶・ガスが五千芳ゾ︑石油

が︑これを源子力が丁千五百万ゾにかけ三つの研修会を麗く予だで

は石炭換算で三億玉千万ゾである

することを認めている︒一九七五

薄膜強い翻総ζ︑案話
も︑初朋大型蹴子力発鵠所の代褻

明された最初のもので︑原子ヵ発

的なものであり︑石炭火力との比

面的な亀裂であり︑澱大のものは

オイスタークリーク発電所で

深さでは三十二分の七竃︵約五

日漫り能力五千万濯︑最経一偲

アメリカのニュー・ジャーシー

蹴所発蛾ブームの一つのきっかけ

較において︑その経済的優位を蓑

州のジャーシイ・セントラル・パ

をつくった点で大きな意義をも

⑤去EAの設溝部門と産業界の
㈲UKAEA婦その設立趣矯の
有事の多くを冗了している︒核呉
商業没畠︑建設に従事する晩一の

設をしているオイスター・クリー

三合う発電能力の限界に達し︑今
R︑五十一・五万KW︶で︑この ︵CE︶社︑およびGE祉が第発

子力開発放射線防護舗務唐は同州

翫L社はすでに今年︑電力儒要に

心にし︑これに製迭業︑鉱業関係

スター︒クリーク発駕所に開して

リアル︒インスチチ晶ート︵BM を要讃した蕾い経験を持ち︑オイ

者として依頓したハノテル・メモ

は︑なにがなんでも今年夏の電力

カリフォルニア州
で原子力世論調査

ほど圧力山回の水圧試験を行なっ

I︶により冶金分折︑電子顕微鏡

発見されているだけであり︑これ

の境界煎近くに集中しているの

判明した︒

の男需︑GE祉︑w暮の資下士には繕をよ輩しいる︑鑑
ろうとしている︒

を騰羨し︑その機能は設凝建設会

は制覇棺の覆いの部分と圧力容器

ECに働きかけていたたけに︑衝 談められたQそれによると︑①大

へ進出することを副幽している︒

は企業禽傷力式から︑骸燃料翼業

現在はまた社内での検融段階であ

るが︑ユナイテソド︒エユークリ

ばれている︒

アメリカのフロリダ︒パワー＆

この課程は︑放購線およひR1

基礎理論や技術︑筋識に必要な知

募集人員は可八名︑研修崩聞は

識を轡得させようというものG

来琿一月二十九欝から三月八日寂

ゆ込みは十二月二十五臼款で︒

を利継しない場合︶︒

CE社︑加圧水型炉で︒経蟹は胸六千円︵たたし宿奮

いた︒

問題のために約一年完成が遅れて

最祝の商業発電隣であり︑技術附

クリート圧力容器便用のイギリス

お︑オールドペリー発電所はコン

を臨織上応用している省︑燕たは
運転を行ないたい慧向であるQな
樗来応閉しようとする音に附し︑

庁︵CEGB︶は今年中に全出力

の燃牌装荷を完了した︒中央髭電

第一総目の運転開始と・第二茎目藩学短期課程の研修生を次の要領
で募集している︒

然ウラン・ガス炉︶はこのほど・後研は︑第＋三嗣放隷謂

りは岡一月二十日となっている︒
ア社︵UNC︶が合併の対象に選 イギリスのオールドペリー原子
第十三回医学利用短期難燃
力発艦所︵二塁︑六十万KW︑天
で政附が腐していた諸権利および

フランス政矯はこのほど︑ルー

和利用で同意書

マニア︑チェコスロバキア︑ブル

仏が東欧三国と平
源子力研究算用部門にも歓櫨的に

されており︑最近では機械近海︑

追出しているが︑このほとπ式に

ガリアの欝欝三国との間にそれぞ

行なうことにしたQこの同意潜は

幽幽におけるデータと人員交換を

れ双勝岡慧碧を紹ぴ︑原子力平和

ウラン鉱田聞発をはじめとする核
燃料部門を般への進出の権限が勢

で︑本挫はローマにある︒七†五

協力協定というほどのものではな

えられた︒総裁はボルドリー二二

の子会社を所有し︑一九六六爺の

く︑それへの一歩であるという︒

アメリカのハンフォード研究所

のHTLTRが臨を
界さらに︻基受注

ハンフォード研究所

事業規模は署○％以上所有の会祉

溜で売上簡十一億が︑総慶雲二
十七懲葺千万が︑従業員麗万四
千由ハ糊磁であり⇔o

その他︑北海での天然ガス︑石

需要に閥に合うよう建設︑運紙を

年憂には需要家に対し︑魁力節減

者を参加さ般て︑原子力発電炉の

たところ︑圧力容器に亀裂が発見

分析︑染料使用試験︑超蕎波試

・．隙黒1

建設してゆく と い う 謡 画 は ︑ 説 論

は多いが︷般的には正しかった
器は作ったし︑湶子力発鍛訓脚の

グループにより︑原子力八月炉の

し︑また放功してきている︒

る︒AEAの研究朕は減少しつつ事を完了しだい解散すること︒

一九六八年六月還転開始闘標で建 とのことである︒原囚については

ワー＆ライト社︵〜CP＆乙︶が 堺︶︑長さでは夢語︵約ニナ穆︶

いう議論はまさにその通りであ
あるが人貴の力はそれに比例して

い︑各グループは矧げ契約中の仕

会瓠を設立する︒これにともな

る︒現πバグループから三グルー
いない︒一方摩業界は発電炉の設

暴 懇

技術路紗は戴立したし︑最後の大

②イギリ ス に は 原 子 力 グ ル ー プ

プまでに再輸成されているが︑各
扇︑建設を引き受けるようになっ

︵コンソーシアム︶が多すぎると 理実験炉はドンレイで建設中てあ

グループが受逃するチ﹁ンスは︑

ている︒AEAの編少ず術は数年蘭業的燃料供給に従征する唯⁝つ

建設の主契約者であるゼネラル

⑦輸出促辺会桂であるザ・ブリ

の会社を設立すること︒

ティッシュ・エクスポ⁝ト︒エグ

。、n1Q鴨
動酵︑不動産を譲拶されると規定

ア団家からい京まで炭化水累部門

よせている︑②放射線闘通には闘

域における原子力発電隣に好意を

部分のカリフ→ル最ア住民は岡地

で︑熔接勲が原因と考えられる

ったが︑このほどその縞果が濠と

社がこれを吸収すること︒

る︒GE関係番の話によると︑關 したい慧向を持ち︑本年十月目A 金援助によりカリフォルニア州全

・エレクトリノク︵GE︶祉の発 験︑写翼鯉析等が行なわれてい

され漏れがあることがわかった︒

ンバノション︒エンジニアリング
⑥AEAの核写料製造耶門を中ク除子力発電所︵GE畿鯉BW

良くて二年に一同つつ︑悪ければ
来なされているがあまり効渠がな

ている︒

く︑発鍛コストへの批難にもなっ

六年に一溜しかなくなるだろう︒

現状のよ う な 分 離 発 注 に よ る 猛
常費は︑大発亀所の場合には胸一

瀞P・s、喝

騨

ゼキュティブ︵BNX︶は︑これ表によれば︑漏れ口は現在︼個所

a、beSセ

［

⑧甲央 発 電 厚 ︵ C E G B ︶ は 海
の下部上方の曲線部の太くて短か
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九六ヒ葎μと題する二面諦にのぼる報告書を発受した︒周報告濫は

露
耐

ン用の︻連のコンテナ⁝の開発を

麗業への進出が行なわれたQ然し

で今年は極々の会社による原子力

しや曲輪の灘在的難業慧を見込ん

ノ

！

！〆一

！ノノ

ノノ

は新工揚や装置の設謝レイアウト
や新燃溌加工技粥の開発に際して

婁託違営契約麿

蕩欝しなければならないことであ
る︒

ことは櫨しむへきと煮える︒

将来の問題点

今Hの樹界における電力の電子

効に利用する隙子炉システムを開

ると︑われわれ信核撚料を最も有

姓および将来の需要の伸びを考え

AECの委託運醤契四品は自分
達がアメリカム一震業の一員である

電力薩業を眺めてみると︑最近

発しなけれはならない︒

数十駕問の動きは主として化石螺

の追凍と窓口送継鯉利用の技術改

料二二所の技備改畏による経済悔

あり増殖炉であろう︒将来二子に

ある︒核緻電炉の成功を実際に眺

翌冨低醸なエネルギーを惜しみな

中からでてくるであろう︒やがて

め．ることのできる人もわれわれの

期︑懸章︑低蕪な供給確保のため

とりわけプルトニウム関係は

〆≠ノ！！ 〆切さ多！ノ多二！♂︑を〆ノ

原子力がます謹す重要な役劇を醸

ミ
！！♂

〆ド〆〆！1！！一

ずる輝かしい将来を指陶している

一

同祉の無季︑賂督により建投さ

多一

！〆︐ニノノ

千

︵HT︶

OO≦⑳羅①欝餌くΦ

︐一

！〜！ノノ〆！

︐一〆︐︐︐

より欧州の各社を紹介する︒

本稿でアメリカを終り︑一月

︵西堂はPU燃料加工工場て︶

⇔．ω6＞︒

づ信ρ︸℃で︒一P℃鎚菌窃⑦回告ゆ

本社は

蘭瑠︒

術握携をしている︒憲鷺は鷺艶

鉱英が濃縮ウランの取扱いで技

臼本との関係では︑鷺菱金属

万がにのぼる︒

前年度の売上げ高はおよそ

五十名︒芝刈はシャピロ簿士︒

現在︑同社のスタノフは八四

穴な資本投下が必要なわけ︒

担うことだが︑そのためにも博

ろん核燃料サイクルのすべてを

の燃料関係の将来訓麹は︑もら

社の衆下に入った︒NU嫉EC

ンティノク・リノチフィールド

の大手石油資本の一つ︑アトラ

この四月︑NUMECは米国

れたもの︒

︐︑

化︑核爆発の平和利用のすべてが︑

ジオアイソトープの急速な利用

こうした原チ力発車の縄来とラ

を惹きつけるゆえんである︒

が鎧い向能な人材を魅了し︑後ら

力産土の将来であり︑原子力産業

行なわれるであろう︒これが除子

用と非常に大規擬な多目的議醐が

その時は罪常に大規模な鱈力の使

く供給できる目がくるであろう︒

対処するためのエネルギーの長

にはこれは必輕なことであろうQ

全な商業帯場が形成されないうち
から︑施設を入手しこれを運転す

増獺炉の次には核融会の可能性が

を考えるへきである︒しかし︑健

べく政尉や産業界に圧力をかける

︑

材プラスチノク照射も手がけ︑

ニューメノクの盧慢で︑七隼荊

二！

のである︒

解

説

プルトニウム・リサイクル

で強調された︒

H両牲とプル

粉争箏例の処理手続およびラジ

規制に関する活鋤

萌摂した︒

ボルサ扁訓画が建設申請を裾て

会議

おける 平涌のための水利用国際

の将来性が︑五月のワシントンに

発電および海水脱塩二塁団野心

海水脱塩

堤翻している︒

ウム・リサイクルの実証の促進を

AECは産業界によるプルトニ

を行なっている︒

トニウム・リサイクルの研究開発

EEIがGE︑

絹少されつつある︒

ム蝿料の氏ECの開驚研究は漸次

熱巾性子炉におけるプルトニウ

東京・大阪・神戸・千葉

特別な関心事項の要約

零

行ない︑全ての繭て運輸省の要求

各会祉は専門技術や人材や各分野

ノき

NUMEC
︵二晶ーメノ

ク︶はニュー

優れた⇒計技術
⁝アメリカ．

ムの研究開発などがあげられ

藺品名﹁パーマ・グレイン﹂で

に民閣では初めてのプルト一一ウ

一r
〆〆！ノ〆
！ノ

②そ節

︵一九六七無十一月現在︶

業界の滲加間題

1︑外閏ウランの圏内持込み瀞 企業競争の確保
可に関する瑠狽
5︑醐速増殖炉開発における産㍉

2︑罠聞配栄による濃縮悶題

h ことを針認し︑一般的に艦業界に

保障絡羅の鱈俘

6︑特殊核物資に薄する十分な

における民聞の努力の奨励

3︑プルトニウム・リサイクル

含 好豪しくない場合︑民闇産業酒動

を唾黒外にもっと役立ちうるよう

にへ口致するよう︑樹下テスト︑耐

場を建設している燃糾加工梨巻

！〆

分知って布く必要があるし︑これ
ノノ

⑳
・

良等であった︒毘力会履は今や電

AEC施設のある場所の筋業界

多様化

が必要である︒

はAECの仕事から手を引くこと

の多様化︑広範化を抽なう揚含に

畦︑原子炉および辮料における 7︑電力会社賑員の教案訓紳

社において懸りである︒塵世界の

I鰐が憲催してゼミナールやシン

警臥するための勧﹄口をする方法に

火試験を行なってきた︒詳細蘇蜜

ている︒

イニシアティブをとり︑AEGがいことは︑使用蓄としての電力職
衛効な替報獲換をすることであ

業と供冶省としての鉱業との闘の

り︑後嶺については︑原型煩をめ

る︒これは電力議琶者が将来の剤

これを援助する芳法で進めてお

ざしての篭力会祉やメーカーによ

鉱山業省にとっても同様である︒

る研號︑置LIの鼓術開発がその 画をたてるに重要なことであり︑
第一歩として魚要なものである︒

っている︒この次は改良転換炉で

および関係者は︑AECが必要と源として軒水炉を採用するにいた

一役貿うことが期砧される︒EE

これに⁝磁心を蘭灯ち︑濃響岩弗化ウ

に関心を払っているり然し︑便用

協会や研究機関かその教脅計画に

済み燃料やラジオアイソトープ輸

ラン輸送用コンテナーについて嚇
例があるが︑技術協力はさらに澄

ポジウムを開催することが為鎌で

翻をしていると強いている︒その

あり︑現にEEユはそのような計 しなくなった施設を利用し︑商業

もなるし︑解業翼の方がもっと幼

特に取替炉心や再処理分野進出の

プルトニウム・リサイクル実証の

使用のためにこれを入手すること

ランを利用する方凍も同能であろ

果的に出来る研発を国立研究所か

タイミングを十分考えなけれはな

原子力証渠の将来の明るい見通

拡張に際しての注意

他大学等の憩用も考えられようQ

愛である︒運蔽軍需として劣化ウ

過去三年にわたって︑オークリ

う︒

聞発に︑麗業外がもっと症憩をは

一つとして︑国立研究所での技術 送用キャスク瓢は民闘の研究が嗜

めなけれはならない︒その方法の

契約の履行と人材養成が磁要

Nは拡張 と進出の年
嗣子力隔粟一

とその評価を行なって発表する

保っているので︑猿子力謡講刮用

い︒この人劃撮遣はA鷺Cの譲睡 ノジのガス払散丁場は・ハ弗化ウラ

研究飯へ人4一を派撫するのがよ

情報を入手するゐ法として︑国立

らつという方法がある︒所業界が

アメリカ康子力委毅会︵AEG︶は十﹇月六日︑アメリカ瞭子麗麗業会鹸︵AIF︶第十四圓年次
大会に際して︑

AEG雪曇参棚郡が中心となり︑毎年アメリカ陳子力移葬の現状把

下の論又は圃報告樽発日にあたって︑AEC企柴参加都長

もので︑今則はその一九六ヒ年及版である︒同報臨書は追って︑臼添原子力麗業会議により金訳され

て資料として発行される予讃であるが︑
アーネスト︒B︒トレメ九氏かAIr年次大金て講郷したもので︑アメリカ原子力盛業の現状と将来

る︒この縞異は健全な競争状態の

リンゲ社︵CE︶への発注増加に 脅成の指剣となると考えている︒

祇︑コンバノシコン・エンジニア

ノク＆ウィ乃コノクス︵B＆W︶ ける競争状態の研究を行なってい

についての〆業外に冠するAFOの助一目と協力要論を喪窮したものである︒

一九六七年の

ハイライト

のコンテナーの商業製作について

より︑より広範なものになり︑電

ゼネラ乃︒アトミノクス社︵前の
に関するアメリカ金体の副醐へ適

すでにA廻Gは数祉と話合いをし らない︒施設を拡張したり︑新工

は全ての関係着が入手できる︒こ

一九六ヒ年 の 最 大 の 事 聯 は ︑ 塩

ゼネラル・ダイナミノクス祉の原
切な助山ができるものと信じてい

欝民の協力が持に必愛な分野は

ある︒

力会覆がアメリカ魔業界の特色で

ArGの麗業欝欝都は麗策罪と

ら移鴛する方法にも難ずるもので

力会社が引きつづいて大道の漂了
ある自由競争への努力をしている

AEσ内部の双方に緊密な耕触を

産業界への助言

力発電所を発月していることであ
のがうかがえる︒さらにガルフ・

子力蔀門︶が高温ガス冷却⁝炉開発

る︒今年は私は次のいくつかにつ

箆力会社の線子炉発在の続行は

承すごとく︑原子力関係の材料

略称︒祉名が

癒側鰭
AEO隙料物質部はこのために誓
躍力会社職鼠の教育

んで協力をするつもりである︒

さらに放躬綴利用分野における

の協力があり︑この機閃を育幼活

情報については懲懲鰭報センター

二子力弓懸所の発寵︑運紙の賀
に任ずる電力会祇騒員の教湾に闘

と機器を製造する專三会祉で︑

エレクトロニクス分野も手がけ

他に冶金︑セラミソク︑化学︑

ているQ十一隼前に設立された

はなかなか︒

比鮫的若い企業だが︑その活動

岡社の主な業務として︑まず

る︒粉來金属関係ではジルコニ

市販され︑またハワイにある委

将来は燃料サイクルを

ウム︑トリチウムなどを生麗︒

ム総合施設をつくり︑意欲的な

スクラノブの圓収︑プルトニウ

核燃料分野では︑転換︑加工︑

託工揚では食品照嚇もやってい
RI・放射線関係ではRI発電

一
二〆

！

ハンフォードのR工分離施設の でも︑東海村にある動鄭工業面

多！〆

のプルトニウム⁝開発研究施設は

る︒同社はその他︑AECから研究開発を続けてきたQわが国

〆 一

一

機︵今回の日本アイソトープ会

！ニニ ーノ薩摩 ノ

運営を覆託されている︒

議で論文が発蓑されている︶︑

！

各員淺鋤検査慧腰︑殿近では木

都心のムードで
しゃれたお買物

鞠。，r
■

ウラン供給
分野と壇殖炉閲発分野である︒鑓
一5︑AECの核拡散防止に関連す
着においては︑AEGは葎業界が ウラン問題について特に臨いた る査郵についての政策についてナ

る︒添年十月末までの発庄は田年

に原子力分野に郵出したり︑丁場

る︒この鮎果︑多くの会社が析た

を続けており︑ピーチ︒ボトム発

岡時期までの発托の約一侶半にな

の拡張謎圖を進めたりしている︒

いて胃業界へ助山を与えたいと考
える︒

露所は六月に運転則三三した︒

捗写料サイクルにおける競争も

また欺鉱分野への閃心︑プルトニ
ウム・リサイクルへの閏心︑原子

ては原子炉洪冶業者への発注が続

電力会祉の原子力爆業に対する枯

炉機器供鵜漿省の施設拡入を映起
し︑増殖炉開発の必愛強を強調す

按のあらわれである︒一九七〇激

契約履行について

ることにもなっている︒また電力
いているが︑独立業者への関心が

談でに離業運転に入る予定のプラ

顕著になった︒初隻荷燃料につい

会祉内都における瀕子力都門の強
クトリノク・パワー祉によるユナ

強まっている︒アメリカン・エレ

用するために︑磯間企業もこれに
極力協力することを要請したい︒

しては︑まだ十分とは＝口えない︒

…鴨…軸……一一…一一一…………＿

φ≧

納……

発電用原子炉に対する改簸︷勤

た︒

含めたAECのパネルからなさ3／

る有用な勧省が︑匹巣界の代嚢を

オアイソトープの認可規制に闘す

醐一…

力

原
化をも要議している︒

ントの建設状態を検討してみて︑

2︑備3炉心への発注がその例で 大体予定通りであるのは冨はしい

イテノド・ニュークリア祉への第

今年の靴謹 で 狩 に 注 懸 す へ き も
のには︑アーカンサス・パワー＆ラ

骸燃料サイクル閃係会牲の多く

54％

ある︒

46％

ンサス州は︑発亀は現在ほとんど

53％

25，106

イト牡によるものがある︒アーカ

特に鼠近になって原子力発羅を考

47％

21，487

えるに弱った比較的小さな士力会

1967

ことである︒外しながら︑大量の
醇来概聞が参加すべき分野に
原子炉の発蔽は醒業界ならびにA
は︑さらに輸送矧コンテナーの製
EGに大きな離任を課している︒ 造がある︒オークリノシ研洗所が

0哲

は拡張謝醐を発表し︑いくつかの

【， 力発電計画（新規発表分）

すべて天然ガスに依荏している玉

22，973

城である︒TVAによる二黙の発会社が新たに参加を喪明したQタ 原子力発亀所は増大する庵力葡要
にまにあうように訓画通り建設さ

27％

20，076

ーンキイ契約によらない方式が一

篭所の原子力 と 石 灰 へ の 書 舗 発 庄

けれはならない︒原子力の名声は

れ︑効鄭的に︑安全に運転されな

るQ

力産聚の将来は相当智農︑今後数

のコスト比較が引分けとなったこ

今無は施設拡張の鰹であるとと

年聞の問にわれわ3Tがこの重任を

23．0
25．1
58．4
19窃6年
28
王967年（10月i5費まで）30
禽 讃
87

は︑TVAにおける火力と原子力般化し︑在来方式へと腱りつつあ

もに︑会仕合口吸取の年でもあっ

一にこの点にかかっており︑原子

とを意冒し︑輌効拳石炭火力のパ

た︒とりわけ︑アトランチノク・

15，928

6，009
王965

レクトリノク︒パワー社による原

果す度台如何にかかっていると

原子力

化石燃料

た︒

的に常駝査乱筆の酬蔽がなされ

要物費を処理する仏企灘へ︑賦験

内部組織の変史と︑槽当愚の特殊

AECの謂幽が強化され︑AEC

特殊核物質の保障拙羅のための

保障二二制度

足の慧が衷明された︒

業界の代三省により︑総括的な一

喫嘱した︒現行法制に概して︑産

催︑政府および艇業界から翫人を

炉の躍可規制に関する公聴会磁開

上下含岡原子力委員会は︑磯子

続謝慕穣がAECにより発褒︒

脚一一……

溜…一………

答羅（MWE）

親

イオニアであったアメリカン．エ

リノチフィールド社によるニュー

いえる︒

るエジソン電気協会︵E聡1︶の

16
1961一一1965年

子炉二基の発注も汗目される︒

ル社に婁託して︑原子力産業にお

1966

73％

（10月15田豪で）

こうした大鐙発注により︑AE クリア︒マテリアル＆エクイノプ

技術の移譲
政府および慶業罪はその技術の

メント祉の蟹収︑ガルフ・オイル
社によるセネラ乃・アトミソクス

開発︑利銅で協力する必要があ

Cは一九六二 舞 以 来 三 度 霞 の 予 想

改訂をしたが︑一九八○年豪でに

社の貿収が大きなものであった︒

一億七千万KWの範囲で璽鰹 丁田競争促進のため︑A冠Cお る︒原子炉の安全牲に癒するA工

原子力発戴答騒は一億二千万乃蚕

原子炉製熾璽盤は本薙︑バブコ

13

1．5
8．8
基数

出力計（百万KW）

醗画髭表

1960年まで

67

千万KWが簸適と煮えているQ よび罵法皇はアーサー・D・リト Fの研究や︑プルトニウムに関す

発電用原子炉

（4）
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二

産

力

重水炉開発の現状を
BLW型炉の建設に注目
臓本線子力感業会議安催の﹁カナダ原子力講演会﹂は＋〜月二十二日蕪蒸二時から︑上京・平河町

の日本郡市センターで開催され︑﹂・L・グレイ総裁︵翻腺子力公挫︶が﹁カナダの重水炉闘麩の現

クハイドロが主契約苺となり︑建

ベは十六日間で組み立てた︒

は出来上っている︒とくに炉のカ

器は発注ずみで︑炉の建屋︑カベ

まれ約十七年聞届住したことが

材として使うことと︑シャノトオ

ている︒

フ・ロノドの採用をアイデアとし

経済性については︑電気出力五

麟婁は六面に掲載した︒

犠寡原子力産業
会畿の材將試験炉

岡ワーキング・グループは①﹂

えず較正しなければならないこと

とドリフティングが趨ること︑た

器覇鑑の暴附欝窪めτ驚童﹂は︑麗葱く馨

瓢qPR窟用による縦済騨惨劇J八
M月ゴ八口発足し延へ九訓の験附

ステンレスが山川されているが︑

⑧パイプ︑楓雛の材料として︑

された報告讐︵①JMTRの果す
し問麗が残っている︒

同日JMT逸利用懇談会は提出篤の点がある︒また圧力副にも少

︵JMTK︶利τ用
R運嘗体制などについて︑麗集 の結果同報告瀞を作成したものQ
平塚正俊住友源子

役捌とその利鰭効果㈹運欝体制な

懇談会︵婁舞長︑一

力工業縦長︶は十

◎ボンブについては︑仏はラプ

七日に開かれる原藍第八十五回理

闘する要望澱案を作成し︑十二月

八十貰以上になると雛督局で乳用

ではAS田M朕と脚について四百

構造慾とする予足であるが︑西独

さらにザール氏は︑醗本のナト

認朗をしてくれないのが画題だ︒

窮会に答申することになった︒

写爽は懇談会の会場

は損当なところ濠でいっている

リウム技術について︑﹁定性的に
イプをつくって運転しなければな

が・今後は・規撰のスケール・ア

ろう﹂と黙り大きな示唆を与えに︒

ある︒とくに人員育成が墾要であ

ノブに効果的な体制をくむ必裟が

らないとし︑インテラトムに試験

⑦ナトリウムの流鼠凝は︑現在

施設を建設中である○

叢亜流頭重を麺っているが︑この

︑ミレネク黎民

で︑燃料ピンの照射テストを実施

ミ炉の近況と︑昨年十月五臼の燃

動燃撃業団本部で講演し︑フェル

また両氏は十一月十六日午前申

の即象を謡った︒

﹁日本の水計は非栴に渦い﹂とそ

覆篇の製造状況を見学し︑とくに

雨工掲︑目視翻し︑ステンレスの被

業鋼管製塁塞︑下開の神戸製鋼長

繭独はホノト・リグにホンフを入

視察のシャウディ

巨本の技術を賞讃

れる予定なので︑実際にプロトタ

ソディの経験に満足している︒

同懇談会としてのJMτR利贋に仏ではASTM施相当のものを童

ど八項闘二十一買︶を検了した後

一時から原産で︑

一月二十一日午後

第二園会禽を開き

・グループ︵主査︑薪繭正治四月
住友原子力︶報答瀞の検討を行な
った︒

応できるようになったQとくにバ
ルブについては︑ベロー・タイプ
とフローズン・シール︒タイプが
あるが︑両省とも技術的に稗々の

問慰があるQこの技術の研究開発
が必装である︒

③ナトリウムの繕製法について

はうまくやれるようになった︒

ト・アソシエーツ諸腰召料クルー

じてエンリコ︒フ轟ルミ嵩辻炉

④とくにナトリウム技術で重蟄

プ部長A・A・シャウディ氏とデ

開発二業閏が電力申央研究所を逓

なのは蒸気発生器の開発で︑仏︑

十一月十一日来日した累国アト

蒸気発生器の開発を進めている

薦独︵オランダと共同︶ともに五

ミンク・パワー・デベロツプメン

て︑氏は次のとおりいくつかの問

く取り出せるので︑源了炉は遅く

って説明し︑﹁浴融した燃料は近

料溶緻劇故後について︑写真を使

蟹A︒R︒ミレネク氏は︑融二日

とも来薙四月家でに運転再開の昆

シャウディ働ミレネク両民
ーム︑ゼネレータについて集中的

目帰国した︒

⑤燃排ハンドリングも大問題で

してそびえ︑発町所のしくみも蹴

蒸器が三分半

さが察辺られる︒

どが展示され︑地元との関係の貸

町嵐士の石器︑土器類︑隠文酸な

域㌔
2蓼艀

冊一び
四十磁⁝藝

紺纒灘講擁

轍

通し﹂と語った︒

愚蒙減
主闘的であった︒したがって︑両

の燃料製造に関する途中の検査が

Wだが︑浦底にある原電の方へ

見込んで甲鉄バスが犠時一日四

が海水浴場や姫釣り場︑これも

は︑せっかくすばらしい道路が

往復の定期バスを運転している

ありながら採算上からバスは途

氏はまず東海村にある動燃饗業國

をつぶさに視察したQとくに﹁わ

製作貌場におけるロm質管理の状況

は︑それではとマイクロバスを

中までV陳傭につかれた地元

プルトニウム燃料開発察を訪れ︑

ロソバのプルトニウム研究施設を

れわれは佳事で米国をはじめヨー

しく二零歳つつ敦賀までVこん

買いこみ︑ある住職が車掌よろ

なようすに福鉄バスも︑地元協

みんなが非鵠に勲狂胸なほどよく

力の

兇て歩いたが︑日本の研究員たち

働いているのには︑感心した﹂と

敦賀発電所の摯

語った︒また﹁将来︑フェルミ炉

るなら﹂と桐記しまり︒だがさ

川次長に﹁何とかトントンにな

カナメ

料の炉心にする予定たが︑日本で

は一九七Q隼からプルトニウム燃

すがの躯川さんも﹁パス会社の

・﹂とくびをか

もつくる可能轡があるかどうか﹂

しげている︒

採算まではね
その後瀬瓜は繊臨の住友奮編鉱

悔の質岡もあった︒

淋

只 ／鼠

＼︸

1手におひきうけしましょう

鞍 蓄 ︸﹁

−A−Ar

田にわたる視察を終え︑同二十三

十MWの試験施設をつくり︑スチ トロイト・エシソン証の倹工専凹

①ナトリウムのボイリングは︑︐

けないことて︑このための塾礎研

原子炉の中で絶対に起ってはい

あO︑そのため西独︑仏とも原型

！ノ！一！多一7！︐

殉の点滅とテープレコーダ⁝で巧

路盤の断醸模型と

⁝多ーンアZ一つ

両氏の来日は︑動力炉・核燃群

に研究開発が行なわれている︒

題点を指摘した︒

が︑このナトリウム技術につい

とくに大搬ナトリウム・ポンプ︑

火型蔦出炉の開発のために備え︑

炉の建設に備え︑研炎中である︒

十万KWシングル・ユニソトでKJMTR利用に関するワーキング
W嶺りの建設費が二胃五が二二の
腸舎酉九十五がと想定している︒

ストを採用すると約一ミル低減で

で︶とみられる︒カナダの資本コ

り照・五ミル︵五ナ万KWの場合 は︑痕径一一衝︑勢のループ機器が一

前亡きし﹁発電コストはKWH当 ②ナトリウム・ループの施設

衷で貝体約なこと砿︐凱えないがと

しか
状とそ の 将 来 性 ﹂ を ︑ G ・R・ブルノクス動力炉踊園那疑へ岡︶が﹁ C A N D U i B ﹂ W 炉 開 発
爵し
画大容拐の設謂が完成する
の現状﹂を講演した︒

とくに講演会では︑カナダが現

講に継手し︑六六年九刀に瀞節

設す
る水
剖醐で︑一九六五年蕎に設
在︑CANDU−PHW型︵
重
減速冷却︑調圧水型︶から新しく

きるしとブルノクス氏は述べたQ

鐙気出力五十万KW二盤の設計を
ダの爺水炉開発の現状と縫来性扁

この型の将来懸魚については︑

が塩竃の麗の労働争識で唐工が遅
倹討中である︒また建設疑の低減

田したゼネラル・ダイレクション
あるので︑講鼠は終始流ちょうな
日本語で行なわれた︒

多ーン多壕

究が集中的に進められている︒

舞多多づノーつシンづ

講演では仏︑西独が現往将来の

へ注︶なお︑クレイ総裁の﹁カ♪

れたため︑七一年に全出力運轍に

が重要

の講

冷却調の開発という臨胸が発端と
・オブ︒リサーチ・ユ⁝ラトムの

について議醸した︒氏は口本で生

臼本の漁技術開発で示唆

入員養成

入る予定Qすでに設謂は終り︑茶 方広として︑黒鉛を中牲子の反射

CANDXLW型︵
渠
彊
した
︒運
開は六九無の予定だった
沸騰軽水冷却型︶を開発しつつあ
ることが示され︑ブルノクス氏の
講蔽は︑わが岡が新型転換炉とし
て虞氷減遼沸騰醒水冷却型を鋭意
開発しようとしているときでもあ
り︑大きく注隠された︒ブルノク
ス氏の講演の内容はおおよそ次の
とおりであった︒

なり︑一九五〇隼からはし濠つた
ナトーーウム技術抵当W・タロー・

CANDUlBLWの概念
は︑
日本源子力研究所の招騨て来

ものた︒この型を現在︑ケベソク

二時か5︑象京・平河鴨の監本都

ハイドロ社と原子力公挫て共同開 ザール氏は︑十一月二十四日午後

発しているGこの型の撮初の発双

調として︑シ魂ンテfリi発羅所 市セン々一で︑﹁ヨーロノパにお
へ電気出力二十万KW︶をケベソけるアトリウム技術開允の現状﹂

美浜PR怨完成

たちも穴よろこびQそこで早速

PRセンターの参観は禽由︵九
時半⁝四時︶で年末年始を除いて

みに説明され︑燃骸体と燃料肇累

ほしくなるのがバスの運行V幸

元民︑関電職員︑建設関係者のた

は実物大樫塑で展示されている︒

年中無休の方針︵検討中︶であるQ

二心は睡写蜜兼ホール︵荷五十四

状と将来なども︑展示場を一巡す

螺

い美浜の方は︑発電所の罵の前

説明員が最も時閥憂かけるのはこ

なお︑天浜発電所の古岡建設箏

することになっており︑今圓はそ
のコーナーで︑次いで撤子力利用

役︶を見学する人の便をはかり︑

人収谷︶で︑応接室もあり︑周囲

気をもっている︒

乏しいので︑臨写室を利用して地

勝所次長は︑現地には娯楽施設が

地元からも文化財を出品
黒甜耀力ではこのほど︑美浜発

の原子力発殿計画︑関西昏蒙の現

PRセンターの﹁階は展示拐︑ のすへて︑わが国および譲界各国

偶せて原子力知識の普及啓発を促

という︒

PRセンターの活罵も考えている

進する團晦で︑美浜PRセンター には広いバルコニーがつけられ︑

見学毒の苅象を一般としている

めに映画を上映するなど︑夜岡の

ため︑展示パネルの説叩は恥単

ると﹁とおりのみこめる︒

電所︵建設箏務所短艇俊離取締

曝藩伊

展示場の﹇部︵PWR型炉心断面模型︶

平力冶︶からは︑苅岸の発鍛所や

どとした解説はな

菖万円︑うち展示物千五齎万円︒

されていないが︑

を建設︑公開したQ総工費五千六 康たこれと別棟の展望台︵約五十

展示場は正面に原子槙型がシン

簸て楽しい展示館

で︑安全轍などについてもくどく
に通ずる道路から畏さ四緑五十凝

ボライズされ︑原子力発毛の必要

若狭湾の風疑が楽しめる︒

の丹生大器で繕はれているが︑P

性︑火力無謬とのちがい・核分

美浜発電隣の敷地は︑丹生郡落

逸センターが建識されたのはその

また︑二階には

oる︒

裂・原子炉の鰯獅︑ウラン資源︑

で申

橋の手朗左側︑氏しい橋と発磁所

地元の協力出品

︵写翼︶︑敦賀八禦

って行なわれ︑美観発電所のサイ による夫浜八難

説が︑パネル︑模型などで融を追

が鰍望に見渡される所だQ広い寧 核燃料など︑同罪約な原子力の解
寄せと贋水を朗にして立つ︑円形
の鉱筋コンクリートニ階建︵約七

トプラン︑発電所の冗成模型へと

︵約爵七十奪萌の

量1轟

〜ζ4鐸

潔践

馬内If＞B〜ミ鋼鉱」い曙鋲

1r

隔心惹

回馬齢塵艶・轟

食三野難詰

L検討おわる」

厳探にはPW冠瞬発醒所の圧力 版画風の絵︶甕浜

；伺

qら

巌雰

レヘルの桐質てもつくりくたさい。フラントば

ト

材料試験炉懇談会

導かれる︒

匹身駄1難灘1鷺鼎姦

蕪欝欝翌鶴繍雛

幽ら設舜

ヒルから鷹羅針まて。逡界のトノブ・

ここに蛇んだ

子

原
臨隷．

羅
購講

論

奮嚢

︑隷灘
騨

のPR鋸にふさわしい斬新な騨磁

挫長のアイデアというが︑原子力

・酉六十五平方M︶の建物は︑芦原

美浜PRセンター：全暴

押

蜜を冑てる

蘇bしを盈かに

あなたの働きを蜜しく

、

士

一

ザール氏
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業
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二三蔭7⑳盤騒劉露

〆

稼鋤厨標九七％︑実績九七・九％

六五年は二八︒七であったが︑そ

する発電僚止の劉合︵％︶が一九

ンドリア管の登を損傷し︑一本に

んで動機し隣接する何本かのカラ

の支持金具が破損して細禽がゆる

反応を助ける調整榛︵ブースタ︶

は穴があいて落雪材帯水がもれ始

であった︒しかし一九六六年は一
⁝・六のうちの一にすぎない︒

1 71

銭灘理

訓練、試連騰経費
建設巾利思
予備費

含めてニカ月を翻したが実際の取

ニノノニニ﹀㌧︵

シール︶を﹇部使用する︒

実用期における

燃料問題解決に

原子力発電はいまや実罵期には

いり︑急激に成長しつつあり︑ウ

ラン鰐要も急増しつつある︒増殖

撒が倍加するので実用の初期には

炉は在来炉よりも分裂性物質技量

かえってウラン供給箏傭を圧迫す

紀末になるのではなかろうかQ

る︒増殖による綬和の効梁は今世

ウラン繊細量が軽水炉の半分で

欝急増娚にはとくに適している︒

すむ天然ウラン垂水炉はウラン欝

イエ鍛ケーキが五が／摂︑から価に

と︑利用促進をはかり︑多くの

用の総合的かつ集申的な険計

度の会議では原産の激欲的な小

力局の実態調斉報告があり︑今

が配布されている︒それによ酒

とはいよいよその内容と運営の

期謝画の改訂も行なわれて︑あ

まり変りばえのしない状況であ

ば︑会議の運宮が笑質的にはあ

はかなり天まいことも箏実と思

りにしても︑工業利旧のおくれ

らへるとき︑その工業規横のわ

なことが感じられるのである︒

トープ会識に開しても似たよう

思われるかも知れぬが︑アイソ

⁝ ！！ノ 二！二一〆！〆多

騒

五メ／KWH上がるのに対し軍水

なれば燃料費は軽水炉で約○・四

ない︒

形

一︐多多！！〆こ

をもって︑あるいはめいめいの

をかかえているものはその問題

疑閾や意見をもって︑それに﹁参

加﹂するためにある︑というよ

もちろんそれには︑準備の段階

うになることを強く望みたい︒

においても︑一事多くの人の協

力が必要になるであろうし︑い

れる︒最後にあえて蛇足をつけ

ずれにしろ強力な運営が要求さ

いう名の研究発嚢があり︑一方

加えるならば﹁シンポジウム﹂と

では﹁研究発表偏のなかで業務報

皆に近い発蓑が行なわれるなど

は︑穴いに考えられるへきであ

る︒それに舞鶴しても︑論文募

確にしておくことが肝要と思わ

藥の範翻や精神をあらかじめ明

窩永洋︶

ρ原研アイソトープ箏業

部・利用醐発犠

れる︒

二さ多！〆！二 多妻ノノニ多！︐多一︐〆二！て

●

金銅

属

炉では○・二〇ミル／KWHにすぎ

％

︵ダイヤ

一1原産費料室便り一

モンド社︑二七Q搾︑A5判︑

○地域開発と経営謝画

︵町費茂燃︑一七八搾

一九六六年置版︶

0素粒子

一多ノ多〆〆

A6判︑一九六七年出版︶

くためにあるのではなくて︑経

合的な発表の場であり講演をき

！！！ニニ﹀＼く多多多二一多〆！！二！！一多二！ノ！！

改良した︒またメカニカル・シー

設刮変塾をし︑家た測定法なども

ポンプの羽根をけずり︑所要の

に製作したところにある︒

際使用灸件を正しく知らないまま

のため︑たとえばベアリングの実

もかかわらず︑相互の連絡不十分

れ北米最良のメーカに作らせたに

プ︑モータ︑ベアリングをそれぞ

この故障の最大の隙囚は︑ポン

たした︒

ドリア蟹も切り取って︑新しく組

えると合議支出は各年

替え作業窟露は圏十八時闘ですん

復しうるものと考える︒調整揮の

だ︒今後は不畏籔郵偲後七二で修

結合都留はすでに改良された︒

循環用ポンプである︒ポンプは工

いま一つの大きな故障は冷却材

揚で四千警語の運娠試験を三好に

一

が︑先進工業国が早くから︑国

かかわる穴きな問題でもある

二！

も思われるので︑私の憲に関係

二

つ加︒発電開始嶺初は順調であっ

し大きかったため少し過負荷にな

終えた︒たた容黛が化様よ︒も少

って胸半年禁止せざるをえなかっ

一
じた形がとられていることが感

えることにする︒

する琿工学の部門にかぎって考

ンターを設け強力な施策をとっ

家胸見地からR王利用開発のセ 験者はその経験をもって︑問題

じられる︒とくに今回は︑無点

わが国における鼠1の工業利

てきたのに比し︑わが国におい
まで︑東京で開催された鍔八圓

割子﹁わが国におけるRI・放 たことも大いにあずかっている

ては︑そのような積極的な姿勢
臼本アイソトープ会議の西田閥

海外からの参加者を迎えること

とも考えられる︒さいわい︑お

がこれまで金野的に稀懸であっ
は︑ふりか凡ってみて︑多くの

射線開発の現状とその唱題点﹂

くればせながら

原研に国訓開発

躍され︑また国

墜︵野趣︶が設

スが海瀬されたことがわかる︒

ば﹁緩慢ながら堅実に実用化が

の原子力開発長
された批判や熟議︑反省︑さら

しかし一方︑これ家で何園か

ることも否めないのではないか

語がいささか脱線したように

段階となった︒

アイソトープ会議もすでに八

ニニー〆ノニ！ノ〆！二一 二 ！ノ！〆多書！〆二 二つ

は︑アイソトープ会畿が単に総

宗を数え︑はじめの頃と油蝉す

ニニノニー二〆！ノ

はじめの詔題にかえるが︑私

るQしかしながら先進諸顯にく

の会議のつど書わ3τてきたこと 進みつつある現状﹂といわれ

ならない︒そ2Tが﹁会議﹂の効 や︑いきさつに照らして考えれ

ろが大きかったような気がして

に将来への展望などによるとこ

で多くの人に会い︑そこでかわ

ろ会議に付随して︑会場の内外

内容によるのではなくて︑むし

れどもその経験は︑会議自体の

認であったように忽わhる︒け

驚獲麟蕩諜灘

でそれに対する刺激や効果の増

発表を多くすることで︑RI占 用の現状については︑先に原子

と︑総説購演を中心とする招樽

的課題についてのパネル討論会

一多多！！

容器貰通轡︶の破拍である︒連鎖

一つはカランドリア畳︵原子姻

た︒

たところで二つの大きな摺糠によ

の低出力試験器︑三生出力まで出

六六年十一月十五日臨界︑ニ両刀

ダクラスポイント発魁所は一九

六九千がであるQ

避︑一一八三千避︑⁝二四千♂︑二

曇ご七千

四・

ンプのズカニカル軸封が破損し︑

ンプ輔が融撫し軸がゆがんだ︒ポ

アリングが破損した︒そのためポ

謹たポンプ内の水潤漕のガイドベ

部カイドベアリングが破損した︒

難中の冷却不足のためモータの下

ポンフ始動時の潤滑痴不足と運

たがやがて故障が発生した︒

計（直接建設費）

立てたQ設別済みの工貝の製造を 回収系不良のため重水の損失をき

その甲の語群を取O出し︑カラン

NPDの亜水損失の災績は︑一 めた︒聞題の蟹内の圧力川和よび
九山ハ一二i六六年について各二五︑

3

のほかに回収薪水の再割縮費を加

二︑一・二︑七節であり︑こ

仮設備経費
土地購入

7698822859710
95
60
00
7
5
62﹄ ルについてはNPDで罠い成績必
護43
沿0
23
59
げている方式︵エリプチカル︒
89
071233
212328
03
11
21
1Q2
31
4
12
23
4∬1あ9
1
31
127．9

小謂（直接機器代）

のうち八・銀が取婚機によるもの

器
訓
ラ機
装弾イ算
計貯ホ刮
ル︑炉理
ネ扱子処箋
物証チン度取達識系原ビ系ン取原タ斜
建の料ラ応料伝速助の一気や料の一の系房の
贈爵燃力反燃繊麗補他タ電チ燃他デ他水暖地

暖房、換気系
他のコモンサービス

われる︒このようなことは︑も

用といえるものかも知れない︒

232．1

総計（総投資額）

置三原霧鋤講演祭幾㌻珍
り

h
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艸果 原 勇 肇 会 議 ・ 某 努 学 会 の 蓮 よ ・ ・ ナ 葱
^璽水炉に関する講演会が十一月二十二日に開かれたが︑力
ナダ原子力公社︵AECし︶総裁グレイ博士は大要次のよう

晒

燃料取掻機は㎝九六六年末まで

33．7

と憩われる︒このことは︑部門

二一二

覗

部

タ

参

門 門

部

．炭

門

社社

東京都中央区日本橋兜町輔

∂萎券

発

良一郎

1．5
2．9

反応度メカニズム
燃料取替機
熱伝達系
減速材系
補助系
他の原子炉ホイラ機器
タービン発電機と補機

れば︑その戚長ぶりは相当のも

一二！二〆ノ

部

Vに語った・なお難原覆よって内容を難した︒

α隔り六ヒ・六㌦︵以下すべて

スポイント用翼約ではウラン一K

幽9ミ 〜 し ♪ ♪ 〜 亀 〜 ︸ 〜〜〜〜﹀︸︑〜㌧．︑●〜〜〜ソ
カナダ山武の天熟ウラン萌水誠

連窺水帝却動力炉の最初のものは

一九六二年り来順調に稼顕してい 約したときは見積り価格万︸丁三

柴ドル︶︸九六四年インド用に契
NPD ︵ 亀 力 二 力 K W ︶ であり︑

リングの初隻荷燃塀はその供冶期

る︒NPDの設副段階で了でに原㌦にほぼ近く︑最近決ったピノカ
型炉︵ダゲラスポイント︑二〇万

は︑試験や春耕のための停止も不

ニウム︵使用折み蝋料ウラン一K 稼働に含めて稼働率七一％であっ

ので目秤を立てて発澄している︒

G当り分裂性プルトニウム約三 た︒冬期は霞ゑ婁のピーク娚な
︾︶の価値を発唱激職に考慮して
⁝九六四年目ニ月一翌年一刀
稼働思標九六％︑笑茸九八％
︸九六五年十二月−翌二月

橡

いないが︑すでに買取りの譲も繊
ていて︑そうなれば燃斜鰻は三分
の﹁ほど下が⇔莞込みである︒

重水はアメリカでKG当〇五四 働国標九六％︑隻縫九六︒五％

生国する︒四一・五㌦から一九

に五〇〇回をこえる運転甲取替

九六六年・γ二月i翌黛二月

七〇妬代後楽には三五㌦濠で下が

㌦であるが︑やがてカナダでも

×KαU︶から誘算すれば燃旧費

イ

要はない︒現在カナダではプルト

一％︶と鯵丁度︵○・九三MWD

ノカリングの三昧熱二三︵二九︒

KW︶の建設か級直し︑また そ の 間 平 均 四 三 ・ 五 ㌦ で あ っ た ︒ ピ
冤成をまたずして蘭用炉ピノカリ

ング︵五〇万KW四猛︶の建 設 が
進められている︒ピノカリングは

オンタリオ・ハイドロ︵オン タ
リオ州幅出気慣業者︶の萩杓てあ
り︑一九ヒ○年から毎年一暴ずつ

冗成する予短である︒悶社は A E

てさらに次の臨画を検討中で あ

GLを原子力コンサルタント と し

る︒

インドはカナダの援莇のもとに
ダグラスポイントと同型のもの二
星を建設中であり︑パキスタンで

るだろう︒来世︑年産二菖ジの設

薩容贔懸

ン！ノー多多ノ多一二二〆ノ！！〆一多多多！喜多ノ！〆多

を経験した︒年間可能発電羅に対

でに年座八酉ゾ︑おそらくは千ナ

備が鋤き繊し一九穴劇暑の終り凄

百万米ドノレ（1967）

経験をしたいわは密麗の高い誤

去る十一月十︸一基口から十六田

燃料チセンネル、 カランドリア管
カランドリア、遊i蔽

8．7
9．6
10．9
7．8
2．8
3．2
13．2
2．8

灘麹商関連構築物

ちろん一国の経済体制や画質に
ノ

束京都千代田区丸の内2の8

本

原

楢

長

の建設費見積

によってはかなり異なるように
ノ

〜

一

春

CANDU−PHW（50万Kw×纏）

のであり︑童た争点の流れに応

さく轡機・その他産業機械

電

ン

チ

化

講演するグレイ氏
犠曳〆！ノニ！多ニヨノ〆！ニニ〆二さ〆ノニ！

石
化

新

聞

業
産
はカナダαE打︵GαE︶が一基
O・七万KW︶を建設中であ

HWの竪型改良炉︵ベンチ瀞︑1︶

近く誤でになろう︒生離方法は闘

換法︶が簸適である︒将来は二二

下の と こ ろ G S 法 ︵ 改 畏 H 露 S 交
㌦濠で下がるとみる専門家もいる
天然ウラン霊水炉はウラン消費
が少なく価格の安い燃料体を使う
ので燃料費が低い半敵︑建設費が
胡高である︒ピソカリング発電筋

ではKW当り建設費はすへてを含
めて二四二がと見積られ︑軽水炉
に比べて誤分の㎜ほど高いように

の場禽にKWH当り発電原価が岡

みえる︒そのため資本暇率が九％

ピソカリングの経験に立って五〇

KW11を少し下回る︒参考のため

躍りを示す︵別表︶

一九六六町朱豪での運癒実績

HWの運転経験

CANDUIP
ビノカリングの使用済み燃料の

ウラン回眼の臓的で再処理する必

ら出る劣化ウランよりも低いので

U二三五禽荷率は濃細拡散工編か

成型加工燃料の燗格は礁穿に下

械

機

二

学

鉱

化

硫

銀

金

・酸

酸

硫

部

…！w……………………一晒一脚一…

る︒またGα獄はGANDU⁝P
を開発中で︑目下アルゼンチンと
認を漫めている︒

AE G L は ま た ケ ベ ノ ク ︑ハイ
ドロと 協 力 し て 二 五 万 K WのGA

NDUlBLW︵天然ウラン罵水
し︑一九七〜年に完成の予定︒

減遠沸騰軽水冷却︶の建設に宕手

原子力発電の
経済性評価
原子力発鐵の慧碕評価に嶺って
は︑各国それぞれの矯気璽業者に

は○・六七︑ル／KW11となる︒

カ

など相嶺に間なるので︑特定の事

よって資金調達の条件や償却方法

習度になると云われる︒オンタリ

ラン︶や炉材料の改艮︑炉の大型

オ・ハイドロの揚禽︵資本費率六

団算比較しなければ本当には慧昧

化などによって中性子経済に余裕

今後︑職密便燃料︵けい素化ウ

がない︒オンタリオ・ハイドロの

がでてくれは︑すでに十分低い燃

・八八％︶には発電単価は四・ル／

場合でいえば資‡費峯が低いので

料費を下げるよOも︑磁設費の低 万KWH二上を建設する場命の見
下の方に根向けることになろうQ

もちろん今後謬験が増すにつれ建

て二水炉よりも自潤と円いわれる︒

燃凝費の非常に低いことと相謹っ

業者について一定の条件のもとで

ウラン需要の急増期に特に適切

重水
燃料
仮設備
整地、附帯工事

@
@〜

レ
．グ

L
」．
カナダ原子
力公社総裁

力

原

ナダ型重水炉の効用

がりつつあり︑一九六二年ダグラ

設螢はさらに下がる︒

酬

…脚…………一姻一蜘一………

帰
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墜隆

お田加技術協力は︑ケース・バイ

饗︑ぎ︑ぎ︑爵︑ぎ︑ぎ︑ざ︑§︑ぎ︑ざ︑§痂

魏鴛1蠣金属時評社難（織1照

わせに来ることになっている︒な

薫郎／魯琿〉原子力用途に脚光を潜びるジル力ロィ〈鉢騨〉ベリリウムの将来につい

など︑簡臨

体制闘題、各筏の基本的な甜闘の内容などをとりあげた。

て翁︑ざ︑ぎ︑爵︑ざ︑ざ︑ミ︑ざ︑ぎ︑ざ︑ジ

は将来のエネルギー二業の二二となるものだけに、供絵体制上の諮温順は填藍な配慮

画隅の最近の動まについて概要次

揚の敷地確保問題は議面する難闘

慰顯俊三

が必要なことは言うを待たない。この特集では、米国の実態を雀踊し曝せてわが田の

成文化を憩いでいる

一︑酬究開発業務の委託盤漁

・ケースで行なう方針である︒

題であるが︑とくに後者は来年早

一︑轍問を動くが少数結審とす

いと思っている︒

る︒現在六〜玉名か内定している

グを開始する︒

中部原子刀懇談会

事務局長に
冨田俊三氏

日本原子力麗巣会議の中部原子

力慰談会︵委員長井上五郎氏︶は

十二月一日付︑同懇談会購務局の

山口罷工

金属No。4512月中旬＿価、。。円〒8G円

霜覆炉・核燃料

のように諮った︒

一︑かねて︵鋤力惣開発協聴推

一︑斯型転換炉および傷処理工

進本編が︶交渉中の新型転換換開

力は︑今後二上ニカ月のうちに契

四︵以上自︶︑石野久男︑三木欝
央︵以上祖︶︑内海清︵二目︶

秋田大助︑池田清志︑

○購務局長

人礁を次の通り発令した︒

〇同次長

なおこの新人瑠は︑名古屋商工

冨一＝

会議所の人填異動に伴うもの︒

譲

第一分

％∠ク㌦〃勿〃％ク％〃％∠ク％∠ク％∠ク％〃％∠ク％∠ク％∠ク％∠フ％乙ク％∠ク％∠ク％∠ク％〃

闘野獣業師の井上
理窺疑は十二月万

は︑政紛の偲可堺項であり︑科技

一︑前鳳子力局長の村田渚幾が

よび大型ナトリウム︒ループの建

かねて交渉中の 研究讐理鄙門担当理瑠に就任︑高

日午後認葭会晃し

役﹂として就任することで巣大か

契約できるよう成文化を急いでい

設については︑今月中にも隙研と

しかし早く必黎なα一γケープお

ら承諾を得た︒これで缶脳人購を

庁と鮎し禽い検討を選めている︒

との技術協力は︑

はじめ維織は一応酪備されたため

遮炉開発部門担嶺理瑠に予定して

今薙展内に契約締

薪型転換炉開発に

紬のはこびとなろ

今後は渉外︵含海外︶や計画鷲理

関する英国A澱A いた大山彰康大輪授は﹁技術編談

う︒家た︑研究開

の員体化を行なう方針である︒

る︒

発業鞠の委託昆準
は現征検討中であ

よび大型ナトリウ

のため今月下旬に英国から翻ち禽

約締結のはこびとなるたろう︒こ

るα1〆ケープお 発に関する英国AEAとの技術協皐︑遅くも夏までにはかたずけた

るが︑鳳研に対す

ム︒ループ建設の

沖ホ泰幸︵公明︶

衆院科技特の委農は次の通り︒

琉

▽婆顔

岡本茂︑桂木鉄夫︑佐々木義武︑
世緋政隆︑八田蜘鶉︑増岡博之︑
箕輪登︑村上信二郎︵以上霞︶︑

石川次夫︑松朗重蔑︑三宅正一︑

木艮作︵民糧︶︒

奮三盆︑由内広︵以上社︶︑佐々

定係港の地盤

▽立地問題特別婁鍛傘

¥二日午後線配

科会十九日午後原産︑第三分科会

化学繊維工業懇談会

％グ％ク

％〃％4ク％〃％〃％4ク％∠ク％グ勿。∠ク％〃

一ウム

Nに濃縮方式決定

読紬軽水炉利用研究を急げ
︸の研究書軸の進展で方向づけられ
ようがいずれにし・Oプルトニウム

原子力婁員会の核燃科懇談会︵陣艮物沢広巳氏︶は＋＝月石臼鯖六圓会合激闘き︑下耶組織の﹁ウ

ラン濃縮分科会﹂および﹁プルトニウム分科会﹂から綴目を髄取︑了書した︒これによれば︑とく
の多角的な利用技術を醗閉してお

委託は今月中にも契胸できるよう

小富山重四郎︑斎藤憲

即ち寄島増殖炉と新型転拠炉へ

くことか必要であるとしている︒

にわが園におけるウラン震編は昭稲五十館頃を國標に趨縮方式を決戦できるよう研究開発を進めるへ

きであるとし︑このための断要経費として約八十六億円を見込んでいる︒またプルトニウムの研究開

の測用技術研究開雛は︑動力炉

別暴員会は翌五日今国会初の墾員

▽理爾

▽委最畏

発については︑昭和五＋薙代から生成プルトニウムが余るので多角陶な利用技術の闘鞘が必要である
とし︑とくに軽水炉への利朋は嵩遮増量炉や新型転換炉にもつながる技術であり︑昭霜五十卑頃の実

開発謝噸の一環としてすでに予定

会を開き︑墾員長および理事の互

E

用化を扇襟に︑畢期に研究開発をねなうべきだとしている︒なお岡懇談会は今後︑爾分科会報告をは

されているが︑軽水炉への利用技

された︒

臨画鰹

なお︑参院で科学技術関係の審
議を行なう魎工委員会︵委員長鹿
・二藍離氏︶は︑一部委貝の異動を
㎝除き朗委員会の各役員︑委員が選

⁝暴れた・

三︑田耀誠一︑福井勇︑渡辺夷三

麗を行なった︒この結果︑委貫長

⁝

には沖本泰幸氏︵公明党︶が選出

術は米国等で実用化の見遜しが碍

蝦告讃をまとめる方針である︒

科技特委員長
に沖本泰幸氏

l111髭1皿U甲Aーー

ﾄいる︒

特定総命研究の候補としてあげら

ウム燃料の研究開発﹂は︑原子力

なお︑﹁熱中性子炉用プルト

くへきであるとしている︒

圏標にその研究翻発を行なってお

昭和五十卑頃に実用化することを

られようとしており︑わが圏でも

じめ︑核燃料民有化に伴う諸問題や両処理および海外ウラン弧源の開発等について審議︑今卑度内に

またプルトニウム濡給は︑四＋
年代で暴謝約一誘が不足し︑五十

る蝋心分醗はおよび理研と原研が

年代で聾二十踏程度余ると予灘さ

分科会報告は︑長期霜闘で冠め

は︑わが国でも十分に実用化が期

られた11昭篇五十年頃までに濃縮 協力して行なっている気体拡救法
方式を定めるための資料を仰ると

高速増殖炉の実燗化が姑樋される

れるが︑さらに六十奪代になゆゆと

ボ

さらに継瓶︑駒八十六鯨円を投資

待されるとの観点から︑これらを

ので︑その謳給はひつ迫してくる

いう融囲をζ筏ウラン濃縮襲業
して昭和五十年度豪でにカスケー

の可能牲を一歩進めている︒

すなわち︑昭篇万十年頃康でに

分科会報告はこれらを蔚提に︑

ものと予想されている︒

している︑これらに関連する基礎

プルトニウム利用については大別

ドによる濃縮試駈を行なうことに

的な研究や隔騨および機器の設謝

して①余るものは貯蔵して︑窩速
増殖炉に利用する②軽水炉および

・試作研腰回は︑大学または民間
企業の協力を慌て行なうへきであ

調査を開始
原子力第〜融の定係港は︑さき

▽Rl・放射線利鎌に関する業

種別懇談会

に竹内酵籍県知力がその受け入れ
を承諾︑岡県むつ市の下北ふ頭に

二十

座談会。核燃料加工事業の動向く萩野谷徹／藁谷尚／関轟辰／桜丹州／四山厚／片山

多
刊行は・年4回・4月（1〜3月に発行された雑誌を索引の対象とする），7月（4護
論 〜6月），10月（7〜9月），それに1月（前年の1〜12月）の各月になされます。
至

濃縮方式を定めることを憲嶽に︑

の資金により研究闘発を据巡すべ

冨・孚・民一体の組締をもって国

きであり︑このため︐研究開発招

進の中心となる機碑︵原子力委碍

第五十七臨時国会は†﹁万四日

卒︑近畿運油常務大阪市および膀

日穴付属大阪中
二型帳換炉に績極的に利用する︑

召集︑常設委員会のほか衆院七︑

議会叢叢を毘任︒鮒価学会理窮︑

浄本島略歴
の二つがあるが︑①は経済的な負

公明党労働局次長︑岡党政策無法

ると︑述へている︒

しかしわが国でウラン濃絡を行

日聞の会闘で静黙を開始した︒

参院六の特別委員会を設嚴︑二十

会の轡門都会程度のもの︶の設置

を誘慮すべきであるとしている︒

抵と国際査漿上複雑な問題があ

県出身︒

務部長影選一回︑四十七磯︒広紬

り︑②では脇速増殖炉が笑用化さ

とくに衆院の科学技術振興対策

なう熱的は陛下に掲げていない︒

特別婁員会も設置されたが︑同梼

▽内外原子力問題研究会

蜜

￥216，200

難問ご予約価

50
とくに動燃事業隙が得なってい

と予想されている︒これらは命後

二†一鞭午後嶽迂

蜘料グルー

てく加藤周一〉ジルコユウムの展幽く石井掬〉

二

、

建設されることになったが︑日ヰ
原子力船開発禦業団︵理事長石川

▽原子鋤力研究会

一郎氏︶は︑庶地所梅者の東北開 三日午倒隙陛
発会社の内諾を得て︑ヤニ月二日

る方々が一堂に集って薪無のあ卍

利鎌の研究︑開発に従事してい

で開催いたし蒙す︒いうまでも

一月五日︵金︶原産事務局で

︑⁝知⁝子難関忍者の名刺交

田本懸子力麗業会

卍

いさつを交換し︑相互の親睦を︐

膿めようとするものです︒闘係

ヨ

q

れた際にプルトニウムが不足する

第一回原産懇開く

ーブニ十一日午後原産︒

いさっと︑鯉川窮務局畏による除

プ一子日午後線酵︑保健安全グル

互選蛸の状況の説明が行なわれた

阿地の地搬調在を東北ヤーリング

が︑引きっついて﹁内外における

会社に委認︑今月末からボーリン

るもの︒原産澱のメンバ⁝は会員

に︑絹互連比の強化を脳ろうとす

原子力開発と麗業利用の現状と将

⁝︐り⁝議は︑勧卑隼顕に原なく︑これはひごろ腺子力平和

．⁝せ⁝

会員相互の連携強化を目的に
日本原子力巌榮会議は︑十二月

の登録制で︑これと政府関係者に

来﹂について動力炉︒核燃料開発

観
十二日午後一時半から象京・丸ノ

よるオブザーバーによって構成さ

事業団理堺・村田浩氏が靭二時間

墜

内の田本工業倶楽郡で第一回原子

れ︑葡租︸回程麗開催するが︑今

﹃

力麓業懇談会︵略称︑原巌懇︶

後は︑幹窮会を設けて︑その運営

この原魔懇は︑わが国の原子力

にわたり講演︑活発な質疑と風見

すが︑来葎も一月薫煙︵金︶午

狸藻を開いており豪

の交換が行なわれ把︒なお︑次回
笛︸回の懇談会は︑首五十磁を

は来葎一月三十日︵火︶の予定︒

⁝お⁝

方法を検討していく予定である︒

こえるメンバー︑万ブザーバー

て︑史用化の第二段階碧迎えたの

醐発が昭湘四十二年展を転機とし

を機会に︑当画する内外の諸情勢

前十一堕ご十分から年後一時ま

で︑麗霧局︵轟旧館三階︶悪ご譲なくおい雫さい︒︸

門写爽は懇談会の会場で講演する
村園浩氏動燃聖業団登窯︼

︵六面謬照︶と︑原革茸から大盤

灘会畏︑橋本代糞常任理聡簿の出
席のもとに︑康ず大爆翻会良のあ

＠わが麟の核燃料加工開業開脚の三山も謬次明らかになりつつある。汝燃科加工嬢業

嘉然科学・工学・医学・農学の諸領域で，各種雑誌に発表される論文数はきわめて Σ
多く，また年々増加する傾向を示しております。一方また，研究領域の細密化と，統 『
就 合性の必要から，関連領域も著しく多くなってきております。
箋
コロ
の
桑
このような現状から，自然科学に関係のある多くの雑誌の網羅的索引が望まれてま 嗣
ぎ いりましたが，このたび，PARDEX夏皿c．， New Yorkから，坦界各国の関連雑誌 塾
塁2・000をその対象とした網羅的索引誌が刊行されることになりました。
量

し

細

新
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井上動燃団理事長が近況を語る

並びに将果の猛撃しと対策などに
ついて定例的な報告と懇談の揚を
設け︑会員の理解に資するととも

協
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核燃料問題展開の年
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原子力学会隼会開く
科技庁︑四十一年下半

原子力五社︑動力炉

阿賀野川中野調査に

日本擦子力事業︑

▽二十一日

▽二十一一百

原研と隙燃︑ホノ

原産通常総会︑四

十二駕匿事業罰画などを派認

器

︿自動のりかえ﹀

JNF第一圓取締

計画貯蓄こ

▽二十玉日

役測立総会議く▽原子力委︑核融

▽＝十七日

四十二奪度政府予

合専門部会を設置

算成立︑原子力関係総額璽一十五
継九千四薗万円ハほかに国琳債務

第四十五回電源開発

調整審議会︑四十二年慶電源闘発

▽一工十日

負担九十一二億千万円︶

答申関電美浜発鍛所起工式
▽十七日 糠蝦核燃料岡題ゼミ

松次郎氏

契約編絃▽原子力学会会長に大田

ソトRI研︑原研と金器長期購入

発電所定期検査始懸る▽ダイナボ

内ループの製作を受注▽原電東海

▽日本源子力離業︑JM饗R炉

炉臨罪冗験逓脈が臨界

ガム卿ら来田
▽一一十九日 原研東海研︑高速

▽二十二田英圓のC・刀ニン

往長︶

役員改選︵新社kに小書養彦筋副

▽一一十一日

の設置を昭可

否▽政府︑東芝︑日立︑GE祉の
禽弁会社JNF︵資本金九億円︶

定不成立でサバンナ腎の冨港を撫

く︵涼子力科学研究勧答案などを
採択︶▽原薩総轄企陶委員会発足
▽二十日瀬田︑損審賠償の協

▽十九臼学術会議答の総会閲

蓑参鯉閃く

をよぶ▽磨墨協ら同位元素研究允

放射化分析を実施︵原研︶︑反響

▽十八日

炉に襲職する照射試験用燃料を空

▽十六日原研︑ハルデン重水

期計幽決定︑総理大園に報皆

▽妻子力委︑新原子日開牝利用長

の概愈設副轡提出

開発臨財嚢進本部にAm冠除型炉 トケーブ設刮で調査団を派遣

▽十三日

鵜驚︑

原産︑原子力発取所立

▽三日科技庁︑理研法の一部

地調益団を派遣

▽一日

新原子力開発利
用長期計画決る

サ

多姜ミ垂 一多垂ミ萎
関徽︑ワシントン輸出

原一理撃会︑来春第

センターに原子力展示餌完成▽甲

▽十五日東海村の隙子力営及

一回隼国粋会開催を決める

▽十＝百

調査田を派遣

借款の契約調印
▽十日 電弓弦︑欧米に核燃料

入銀行と百十九億九千八十八万円

▽竪臼

原研大洗研にR潅開発標完成 は勲撫力十万KWなど︶

鱒

動力炉抵進本部︑高速
炉分科会が乱菊︵高速増殖実験炉

▽七口

原子力普及セン
ター展示館完成

−

蝉騒烹丹導

垂

学術会議︑原子力

四十二傘麗原子力

将来謝画シンポジウム開催
▽二十八日

化躍進のため七割融資を認める▽

▽六日

︵蕩速増殖炉などに焦点︶

▽五月

改正案国会上提

彰BWRと決定︑島根県鹿勘町の

三差力︑原発一月機を三十五万♂

線を新設﹁三菱原子力と協力で受

立入調査起始▽三菱癒工︑田子力
注活醐にそなえる︒

佐友原題力工業︑

五ラドなどと総理犬距に筈申

二十臼 放射線審議会︑原子炉
甥時などの指標線黛を全身で二十
▽二十二日

期の核燃料物質箸保有壁公醤▽科
二三︑原子力棊本法の改正案国会
上繭▽原子力委︑原研のハルデン
計爾参加を講可▽政府︑動燃難業
略法を国会に提撮
▽十二日原子力第一船のため
原子炉安全専門審査会に第三十二
部会を設置

謬畢煽丹で

魏魏︑カナダウラン鉱開発など核

大の鷹療用ペータートロンを完成

量化に成功▽島津製作所︑国憲最

化学薬品Lアミノ酸からD体の定

フランス団子力庁へ初輸出▽第一

を条件に輸入と決定
▽三餐グループ︑線型蹴込器を

▽菓亀︑禰島二月機を政府の謀可

写本副画の賑力添期計画を決める
で活発な質疑︶▽フランス原子力

ナー⁝⁝く︵軽水炉用燃料難題など

庁安全聞題尊門家が来日
▽十八日 茨城原子力答議会︑

▽十一日 原研︑ハルデン炉照
射試験用燃糾の製造を住友商灘へ

燃料確保に電力業界の協力を決め
る▽放尉︑動燃難業団法を国会へ

3面へつづく

芝遵芸ヨ

タカサゴの《空気調和》は

大きく貢献しています。

日
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蝿話（255）82口大代表

隔発利用畏期謝画では︑その遡勢を昭和五十卑度六蔚万KW︑六

こうした源子力発電副画の進捗に伴なって核燃料の儲保が軍冷

や卑度三千〜四千万KWと見通している︒

間題としてクローズアンプされてくるが︑この卑︑非鉄金属業
界︑電力業界︑通蕨省によって︑ウラン資源磁保のための三つの
海外調査団が派磁され︑また原羅では核燃料セミナーが開催され

会︑紅藍省︑産業界などの各署婁員会︑懇談会でも︑それぞれこ

るなど︑文軍通り︑核燃料問題展開がの卑となった︒甚大力党員

実的な対鑑としてカナダの一一社から一万五千五百誘のウランを購

うした問題が検罰されているが︑唯力業界は九月︑とりあえず現

咋隼来︑その休制問題でもみつづけて来た動力炉開発のための

入する長期契約の線結にふみ切った︒

緬組級設立は︑当初の原子ヵ界の思犠とは異なり︑鳳燃を包含した

ごとく賜農の原子力技術ポテンシャルを霧する非核保有国におい

て平和利用技術の商業機響漏洩という︑後発国に対する深刻な不

農を増し︑昨年をはるかに凌駕する＝千三魯万KWの回腸炉発沖 ては︑盾過し得ない環要問題となった︒核拡防問題は炎翼姻を通じ

肘はその組紙上の不十分さを人事によって補う方策をとり︑大物

動力炉・核燃料開発覇業団としてその設羅が圃会で可決きれた︒政

米国における原子力発徽ブームは︑今明も引きつづきその加之

を配録し弛︒こうした趨嚇は当然の結果として担即における軒水

な可能性追及一換一胤すれば﹁研究開発の鶴由﹂という問題にも

安昂あたえるのみならず︑核爆発の平和莉用を含めた今後の大き

千数百万KWに達したものとみられている︒

では学窓研光象の研先成果が海外からも注鳳され︑また源子力特

本アイソトープ会議を頂点にその気運が黒まったが︑放射線化学

アイソトープ・放射線の利用・開発は︑十︻聯関催の第八回臼

発注された︒

建造許司をへて原船団から三幾原子力と石川島播鷹重工巣へ分舗

青森県むつ衛がその受入れを決定して急速に進展をみせ︑政府の

また定係滋問題で難航していた原子力第︸船の建造は︑十一月

各界の協力いかんにかかっており︑その成果が臥待きれている︒

の間題に対する麟の姿勢に加えて︑曝業団の運嘗と︑これに幕つく

の自主開発で世界に伍して圓際競争力を発揮できるか否かは︑こ

と緕鋭を役員にそろえてヤ月聖業団が発足したが︑果して将来炉

物の優位を不動のものとし︑米鰹原子力産業の受注残はゆうに五

こうした事情もあって︑高騰炉開発に対する英︑仏︑独などの

総州の米ソ不信を⁝暦つのらせながら庫を越すこととなった︒

このような状勢に対応し︑米AECは九月︑特殊核物償の民符 垂大な影響をもたらすことがありうるだけに︑この難題を通じて
化に伴う一連の椙躍としてウ弓ン賃濃縮の価格を渓定︑海外に対

電所がはなばなしく建設を聞塗した︒さらに福島︑夫浜の各二号

の開妬︑敦賀発電所の建設進捗にひきつづき︑美浜︑福島の簡発

わが国における原子力発電所の建設は︑東海発唱所の定常運転

ガスバギー謝画が十二月メキシコ州で実施された︒

また︑捗拡防論議のき申に︑米国では初のゆ爆発の難業利用︑

の高速炉で逆転させようと薄かな闘志が感じられる︒

恕気込みはすさまじく︑在来炉のテクニカル・ギャソプを十年後

する︑ウラ︑．ノ倶給に関しても積極的な政策を打ち出したが︑欧州

では英国およびフランスが︑それぞれの立場から濃編ウラン設備

各国において核鰍料資源の微保︑闘発の慧臥は高まり︑それぞ

の拡張を割画し︑これに対抗玄勾姿勢を示している︒

ウランブーム到来で︑石痴資本が次々にウラン樺鉱開発に進出し

れの方策がとられているが︑とくに米国においてはい豪や第二の

てきたことが注醜きれる︒

こうした中にあって八月︑ジュネーブにおける困連軍縮委員会

での﹁核拡数防虚条約輩案﹂の果ソ共同提案は︑国際政治の悶題 機の浴工も明各三月にきまり︑その気運を一層盛りあげたが︑北

妻

定発装溝型の第一陣として︑大規模な食贔照尉が開始されるなど

ミ
▽二十四臼累粒子研準備委と

原産中原懇︑放射線利

▽開発銀行︑原子力発電機器国産

原研︑米αE付か 予算政府案︑約善五士二億円決る

原織榮海発覧所が出

薩業界の懇談会発足

組︑動燃一笑団設立閾題など審議

▽八臼

子力開発長期訓繭に対する蟹寮総
を提出

縮ウラン約八十鍾︵福島発電所︸
号機用︶撒入契納▽学術会議︑原

▽三十一日象孫︑GE社と讃

のサイクロトロンを完成︑公開

▽二十万日理研︑わが国最大

ら軽水型炉の醗震調査を受託

▽二十鴛日

力上昇を再開

▽二十日

特別委員会の設置を答串︒▽原産
の核燃料懇談会発足

十八日原陛強化特別委員

妻ミ垂三

陸眠力の敷地淡定をはじめとして殿力各烈の原子力発慰謝画も今

◎

一蓋

としてのみならず︑原子力の平和利用にもきびしい影響をもたら

婦

会︑総合企劇委員会および間隔別

一萎

いくつかの厨立ったできごとがあった︒

ミ垂

年はさらに一歩つつ前准を示した︒四月改謂された新しい原子力

◎

動力炉用一 酸化ウラン燃料の製造
など核燃料物界加工肇業を申請▽

原子力委浸期訊幽響門部会︑新原
子力間発窟用長期副画案を帰一
▽二十二百 原子力委︑鴎十二
隼匿核源料物質探鉱院画︑原子力

原子力第一船建造契約調印

一

東京大販名古屋／出張私札幌福岡仙台・広覇・静岡

支店

◎

卿

すものとして世界各国で大きな反響を呼び︑とくに西独︑R本の

産 ≦ 垂さ垂

一一3一目心
電事連︑核燃料

確保にうごく
▽五醸 帯電︑福島漂子力難設
所を設讃 ︑ 初 代 所 長 は 今 村 博 氏
▽細田 原研高峰研︑技術醇入

胴

織

女齢︐．黙

ρ

敦賀︑美浜で

第一船聞発払本読爾を決定
▽二十八日 原子力委︑四十二
無毒原子力開発利用鉢本凱画決定

発電所起工式

は不安︶▽政府︑原躍敦賀発堰所

▽二日原電敦賀発電所起工 再処理癒設で答中︵現状での設罎

政府︑﹁醐力炉・核

▽三十口

燃料開発壌業団法﹂を閣議了．淑▽

原塵︑カーマギー社と共同探鉱開

核燃料加工施設等安

原子炉輸入で関税免除▽電環連社
調査園睡郷

発注
▽十六日

発の予備的折衝のためウラン資源
▽三十一日 東芝︑炉心丁霊子
検出器の試作に成功▽原研東灘研

一

提繊︑審識に入る

⁝

本社東雀都予代蹟区神田駿．琶含4−2

⑤●o②o
⑳⑳◎◎

福岡・金沢・仙台・札幌

一ム〈へ〜㎜一
賑

JRRi2便用済燃料準嬉米送全
還塾準樋門部会︑安全審査指針を

高砂熱単

清＿

④●㊤⑱⑧

⑳

本社東京都中央区宝町2／i

産業と健康に奉fiする《2と気調不ゆ

清水建設
会長清水正雄

社長百川

力

原
制度を設 定 ︑ 放 射 線 化 掌 の 所 外 発
朗を優遇
▽十一日 電箏連︑杉騨料磁保
で調査醐 の 派 遣 を 決 め る

ら

喝 6

用促進会識麗く
▽十日 通塵省︑運輸省︑科技
庁︑原子力第一船︵八千三百ゾ特
殊貨物船︶建造に関する変更計虚
原子力学会︑平蕪演

の細醐を決定
▽十四露

原子力総合シンポジウムを開催
▽十五日原酵核燃料闘題懇談
会︑核燃料聞題セミナトの開催を
決定
原研︑悟圓遊炉臨界実験

装置用燃料約四胃五十♂鰐︑米か

▽十六巳

ら劉着︵石月臨界予定︶

臨堺に逮した原研蕎速炉臨界契験装置

●o㊦⑧＠

名古屋・大阪・広島・高松

支店

▽十六藤各地威の電力多力年

騨

の の

計画出そ ろ う

L

三冠月
古河電工︑研究嫡用板

東海発電所フ
ルパワー運転
▽二日

状燃料の製造で加1箏業申舗
▽四日 原難東海発電所︑十六

万六イKWの竃格繊力の試運 転 に
成功
▽六日 申国電力︑原子力発酵
所の四十五庫煎工を圏標に原子力
推進部などを設鷹︑初代部長は山

示うち科学捜術庁第一次原子力予

原子力婁︑原燃敬

．一

③②⑳◎②
④⑳◎◎⑳
◎③⑭◎⑧o
⑳③㊥⑳◎
霧蓉裁縫甦器ζ：

4
〆

原子力産業の分野でも

⑬
●④⑫

＝
＝

卿
？

銀

康

騨大蔵省原案を承認︑各省庁に内

▽二十一田

算約衝三十五億円︒

・∴シ

輪

屑
国
杢二男氏▽住友電工︑JPDRの ▽二十日 政府︑四十二年度予
燃料集禽 体 用 構 造 部 材 を 納 入
▽七日 原電︑本格化する敦賀
発電所の建設工事にそなえ斯休制
と人肇ぜ 淡 定

式

麟灘麟

継鎌

回玄∵嚇凝脳糠il
／

（2）

第408号
第四挿郵便物

新

子
昭和42年葉2月15日

聞

力

2面からつづく

鱒

♂

い六・．3鳳∴
騨

一部載霊︑動燃欝漿麿法も審議
▽十五田 放脚協大阪撫務所開

▽十八日

原簿プル研︑米A葱 婁へ動力炉阿発資金計画など握
▽二†五日

源猷万グループ愁

談撃発腿▽猿脳力礎核燃想のプル
トユウム分科会発足︑超長期的な

備婆員会灘足

！！

ノさ

ノノ

ノ！！

！ミ！ノ！ノ！〆

曇
う〆

1 ミ

叢

業運転に入る

！づ

ノ！〆さ

⑮田本鳳子力発躍虫海発臓所慰

〆ノノさ

原子力醗業新聞こう側の︑旅

鞘子力十穴二議ースは︑除目撃勝

⁝した︒

！ノ

！

①麟運躍縮曇員会へ核拡数防血蝋
条約草案が米ソ共同提案さる

ゆ英卜院科学技術特別国人会︑

⁝

⁝

⑬傭婦擁遡慧懸発⁝

を決定

〜

〃

榔
二一〆多！！多多

紙開始

▽山ハロ

発足
▽七難

原子力広蝦連絡協講会

原薩︑原子力発㎎経折

帆調査畦塗発
▽十六臼 原子力学金︑第六圃

三菱原子力︑住友商

原子力総禽シンポジウム闘催甜羅
の大綱決める
▽ヤ七日

製︑宵河電工︑原研へ簡三︑四︑

二十五日内閣改叢により新科

一出定編淋に関し地元鞍請実現に
努力すると胃森県に桜雲

▽二十七B科技庁︑第一四原

技庁鼓官に鍋島抱紹氏綴織

子力行政セミナー翔く
▽二十八日 閏㍑︑失浜発電所
二審機姪設を申訴
▽二十八日越原研︑研究成果雷

及講硬会開く︵軽水野際産化への

▽漣恩讐翼翼次窟に熊谷塞二郎︑

▽原産︑鋼材標二化懇

五次のJM？R取換燃科製作の兄技術的貢献︑新理炉開発に焦煎︶
積簿提出

．

科技庁︑食品照射

二業団への協力体制固める▽讃塞
揮発油︑商神実験炉の一都概念設
計を下請

ウラン鉱業調査囁帰国
▽原研︑大幅機構改革実施︑動燃

▽三十日通薩省鉱山局派遣の

村田浩氏︑動燃事楽隣理製に就任

▽三十日前科技鷺墨ナカ局長

運町会識発足

▽二十九＝日

藤井勝志氏︑科妓庁収務次雷に突
野光晴氏
学術会議︑第四十九

談会を開きメーカー側の融肉など

増甕を決定︑

▽二十六田

共岡で報道関係者の欧米原子力箏

▽二十九日原爆︑薪聞協会と

査団︑原子力産業界代衷と懇談

力の日を縄黙し多彩な行司開く
▽二十七臼 韓国原子力発鷺調

各地で第四回原子

▽二十四日原羅︑二＋憾円の

三菱金属と三菱原子力を御訪聞

調疑団来日▽天皇︑皇盾両陛下︑

調査囲帰園▽韓国から隙子力発寒

赴任▽水魔資瀕保誰協会の漁業者

所＋周年認識
▽二十田 封手駐英アタッシェ

本格的食品照嚇始理る▽放医研開

ンゴ︑ジャガイモ等コバルト60で

圓秋の総会開く▽原研高騎研でリ

を提起
▽十八日

粟AEqウラン暴櫓ゑ

輔内五つ︑海外五つが決走し票

算で鑑の彙︑次のごと蕊

▽三十一B除脱の八次大会雛

利用懇談会発足

核燃料サイクルなど塗検詞

政府︑斬燃麟凝照法

▽二＋八日量産の材料試験炉

︵総踊り四十二㎡︶倉二三・五㎡

Cか6プルトニウム2㎡地響灘出︑現金総額約九十五癬円

活ﾗ
▽二十曝
公布

横浜欝長︑原予力

▽二十一臼
井上五郎前中醒会

第蝋船竃係湛建設問題正式に拒否
▽二十二瞬

︵委員浸に星野藩平氏︶

▽原研高卑研運営委員決まる

⁝︑国劃
￨炉．演燃膜開発駆黙団の

蝋②腺子力第一船の定礎港まよ

嚇る・黛騨切︑契胸調印︒

㌶漂勇開発利差響腿
定︒

農勇の董再蔑とA魚
Aの覆縮少を響 脚

決定
さ

設設置対策錐進本部を設縫▽カ

▽三十一口顧産醤樋一一茱外

情視傑団を派遣
▽三十田 動燃棋榮団︑発足披

▽三十一田 原欝憤︑海洋放服
の安全性をテーマとしたシンポジ
鉱業調査団を米加などに派遡▽漁

ウム開催▽逓産霊鉱山局︑ウラン

鯛

の

憐

弾

∵︐∵∵も；

︑∂ρ

︵6

＾㌫心

働

7 Ψぴ

し

ら

く

轟

翻

新高

一

．慧

㊧

馨

断を醐蓼ました。ご剰周回さい

◆

▽十九陰 動力炉拷進本曲と藤
安協︑米原子力嬢眼らを聰えて軽
水炉および職速炉脅薄敷に欧全盤
などで懇談
▽二†田 鍵糎興研融備婁︑関
論戦会と＝圃囲の会合︑年門建設
につき懇齪▽三懸盤桑園欄社長︑

長︑馳懇嘆業団理事長鎧通譜
▽二十限日 原電東海発鍛所︑
燃瞬取換藩置のみ残し初の驚期検
蕊終る▽動力炉推湛本部︑原子力

所の披議会
▽十七霞 原子力裂︑米より申
し入れのウラン礼肥技術漏洩防止
原聡束海発電所︑
鴨

⁝㈱電気聖業連壁会︑カナダのデ

からウランの侵期購入を決定
さ！！！！！多多
！二 ！

庁︑四十一一蕉度科学技術振興予算

ナダカーマギー村とのウラン鉱山

の新刹譜面闘発▽原燃︑再処狸施

▽原研醐嶋研︑クリプトン線源

！二

姻ラン祉︑・オ・アルゴ盆 ⑤米A猛C︑発電炉設蒲暴轟を㎜
幅

︑一多 ！！ ！〆多一

▽三十賦難燃︑申爾米︑カナ

要求を提出︑源子力平和利濯で酉

共岡撮鉱開発予備折衝は一時中

ダのウラン事構調雛団派遣▽科捜

七十偲円︑動力炉糊発開係は別枠

二菱重工か

相と核拡散−止条約間題で懇談▽

H油化樹脂研究所︑

大規模な食品照
射実験が始まる

の

停

の

藪

︻

通麗雀︑贈和四十二無

米で初の商業
用地下核爆発

・．

∵十﹄≒丹∴

の

試

⑧
響門寡来臼
▽＋三日 第八報徳本アイソト

ープ会議糊かる︵千二籔人参加︶
▽アイソトープ会議閃建機器展示
会開く▽USトレードセンター︑
原子力平和利用機器展開く▽襲職
電力︑石川県能登半島に原子力発
電所建設を決定▽腺子力芝矯．制濟

牲調査隣帰還
▽十四曝高森県竹内知惣︑蝕
子力画一船定係港をむつ市に受け

▽四購

版羅気購情の現状︵戴力白蝦︶を発

去▽除雌︑材料試験炉利用懇談会

原薩理購会︑JM臼﹃R

JM田R利用に関する要劉を答申

▽七日

利珊に関する要望総懸出を決定︑

岡日関係省庁に襲望
▽十貝 報近関係者による原子

力噴編綴繁縷帰国▽米国︑カスバ
．ンー酎幽による切の蘭染用地下依

ノ

■ 瞬

各方面で核燃料

源子力婁︑ウラン甕源

問題論議高まる
▽一日

論叢などで核燃栂間漣懇談会の設

醤果の海外ウラン礁源開発に石炭
業界も参撫したいと慧向開明
▽二十二臼 籔燃瞬講蒼罎︑盛

分

事連認二会に﹁膳釆の供絵不笈な
し﹂と硯禦帳告

原子力倭︑P

一穴．辱濠丹∵
▽二十一一日

聞題を審跳開かる
第一次取換燃料︵二十三・六ナ︑

科技庁︑四十一二

ｶ一6本︶横浜に到讃
▽二十三日

ジ議ーネーブ軍総

表︵事臥所は昨隼の一〇四作増で

度放躬監製害防翫密漁行状況を発
一㎎二五件︶

▽二十四日
委員会︑米ソ核獣欲防止条約離案
︵査蟹条墳空白︶を擾出

▽二十五日原燃︑わが騒のウ
ラン埋蔵鉱澱を発表︵七六〇二〇
〇〇ナ︑ウラン含有臓は三六一二四
ナ︶

りの横目︵約十七億円︶濾可▽通

産省︑四十三琿度通商麗染政策墾

眸

裾払散防止防止条豹に

原子力船定係港
にむつ布が確定

♂

タ難聴鎧い

▽二口 動力炉・核燃糾棚発購
菜者調査団︑詰外圓では紛争なし
種極的な試験研究体制の確立をと
業団発足▽集京神田の神罵病銑で
二︑噴キュ￥コバルト60紛失禦故 の統一見解発表▽科技庁︑今年展
の注国発明九件を選定
▽五日 源耀東海発電斯営策運

ービン機器受注

ピ

ら華麗eVライナソク購入▽日立
GE祉から八十万♂13級穴掘無タ

リ

点雄策を発表︵とくに原子力発羅

リ

▽二十日環撃連︑カナダと長

ン・コノクフロフト氏断去

機を六割倒麗で建設申請▽央ジコ

定係港は平字利用屠的にのみ使用
と竹内葛森県田口に大畠▽原子力
委︑原子力特定総合研寵の畦め方
の大網を決定︑最初は七顛円で食
品照躬
▽十八日 東電描島田恥所二号

機膿の謎謎侮を脅成︶

ロ

漁業者による初

∴掘窮月

︵BWR︶を四＋六万㎡捲拡大
動燃肇業圃醐珊事長に

搬補訂技特︑動力炉聞

の原子力視禦団
▽三日

発で海外調査団を派澄

期ウラン購入契豹合意に選す︑リ

▽一日

目する日米専門臥協議開く︵蒼祭
悶題に論議集庫︑両掴フ雪ーラム
でさらに険討と決定︶

▽五日 鳳聡発足十周年鉄扇
入れると回答
▽六日 日立︑N11D発塩連航 ▽十六陰 原船艦︑銘一船建胤阻
一一〇時聞の艮鴎間連転に鼠坊 に関し箕菱原子力︑石川島描㌫と

▽十七日該鷹学会︑第ヒ回総

︵最穴出力約二︑偽ノ︶▽膜灌総合 契約調印

会開く

▽十八日独窺東海発開所︑ガ
獄魚店崎研︑玉ネギ

ス堀︐届器に事敵

▽二十日

▽二十一日第四園累加原子力

の照勝笑験行なう

技術会議開かる▽政阿︑二子力第

客魯

の

『

置決める▽放嵩協大阪饗務所︑原

璽
▽二十七臼
営会の設綴決める▽衆院科狡特︑

源子力μ本法㎝酪改正や動輝事業
団法で審議︒政府︑動力期開発に

匿界銀行原子力発鍛調

原子力委︑核融念専
と発蓑
▽十日

清成辿氏内定▽原藤の立地止痛特

別委発足
▽十六日置東園︑椙晶一男機定

礎式▽二二のRI放射線利用業区

▽弧日原子力委︑鳳子力船の

¥ン競業〇〇〇踏の冨〜π五〇

オ・アルゴム想一〇万○○鐘︑デ
〇透

▽二十日東遷︑カナダのエル

放医研所長に鋤生

ドラド甘とウラン五〇〇捗のスポ
ソト買い契約を父渉中と沈鼓

▽二十＝巳

園山軸氏▽拠困下院農技欝︑原子

地域謄業との井存県栄を倹討のた

臼太通運

／

研に移管︑原研高鴎研究所大阪研

駝所となる
▽四日 原 電 東 海 発 羅 噺 ︑

のタービンで全出力運賑行なう
▽五臼 原研東海研第一物押究

蜜でトーーチウム数ナキュリーの謬

積簿牲示す

核拡散防止の
問題が表面化

外放出纂故
▽穴田 動力炉推進本鄙︑舳速

岩上茨城県知事︑二

W顕界縣樵縣灘

増殖炉笑験炉訓画で隙研案場了承
▽八日 聚院科披特︑原子力開
発の撫進︑とくに機関の一元化︑

▽十二 日

原子力竣の強化等で質疑
階徽競技黙認窟に該燃料語数即工

原安協︑海洋生物にお

▽一理 力iマギー祉との予輪
懇︑ウラン資源確保などを二尊
折衝終る▽原子力委の核燃懇ウラ
▽三ナ段 君鼓庁︑四十二葺度
ン濃縮分科会発足▽確気試験所所
捺子力平和利胴研究四国器および
昆に衝田恒夫氏
補助金交付発喪︵約三億千万円︑
▽三日原麓の核拡散防止問題
識速炉︑海洋麟査に魚点︶▽臼本
惣窃委員会発足
光学︑新型式放射糠用倒立顕徹鏡
▽閥日通薩雀踊含エネルギー
を完成︑致大原子力教再施設に納
調査会小婁員会︑粗掴連の慧向聴

場の建設は安全稽保が先決と貝申
▽十三日 原子力委︑核燃懇初

会合︑Puの長期為効利用などを 入▽原研︑原燃︑原船団今無度の
▽五日
けるアイソトープの羅的関係に関

▽耗臼

力部会︑核燃料確保問懸で検計開

通国璽紛含エネルギー調査会原子

▽科技庁︑災害暴本法

発に対処

讃業謝圃を決定︑各分野で自空際

衆院科按特︑捗燃君

検劃
▽十四 臼
に昆づき防災業務割出を作成

一

2熱出力千㎡膨修複作業完了︑第
四サイクル運転に入る▽関環︑美
浜二号機︵五十万KW︶を発表▽
動燃肇業団設立袈艮会初会合
▽八口原子力闘︑四十二年度

悶題に論議集中︒原子力基本法の

﹁

▽十一臼

害団隔日︵十九闘帰園︶
原子力白轡を発表▽国会議員有志
▽十瞭米國AEC︑発電炉設によるビングサイエンス研究会発
足▽原籠の鋼材標塗化懇談会発足
議墜酪改訂案を発荻︵七十項閤︑
▽九田 中国電力︑鵬島発蟷所
工学的安全防謹に霞点︶︒

副社長を招まカナダウラン鉱惚顔

別懇談会発足
▽十ヒ日 原研蔦附研大阪研究

定筋書にむつ市を漁ぷことを了承
▽七日 学術会議︑原予核構齢
君技庁︑原子力濁次長

国際会議開く︒

▽八臼

動燃重箱縣︑二輪撃長

に成田寿冶氏︑政策課艮に牟田口
道夫氏発令

▽九B

に今劃羨絹氏を内定

力駈転借の再長野を勧岱︑設計建 企画委員会核拡散防止条約悶題で
▽十日 原穣束海研︑JPDR
設および膨燃料で各一社に
発電一万時悶を達成
凝議▽東電︑福畠讐敵機購入でワ
▽十 臼政贋王AEA総会 ▽二十賀賑 品霜気燃塀曽門ぷ シントン輸出入窪石と山回契約
政府代去に二階堂艦︑法眼躍作氏 会議米国で開かれる
▽じ日︑叡城猟大毒町で第コ園
▽二十六日置原子力平甜荊珊淵 爆境放射能調七五佑会開く▽科技
ら決める
▽十一日 科技庁︑橡子力平和 叢p尚校教諭臣子力視察掴出発▽日 庁︑大弐省に新霊術襲品に係る悦
英協憲の保降錨総︵鷹察︶が工A 額控除制度で税制改丑を要望
罵Aに移管さる▽動力炉開発臨時
▽九宮科技庁︑田米二子力協
利朋囲発覆概鱒要求で︑別砕分動
力炉感発予鱗総額百十三憾円︑う

四億円と発喪

繊麗︑原子力麓梁懇

お近くの日通支三内に翰送掴談

の

ハ
ヘ

推遼
ちATR三十万磯部︑FBR四
十本誌難敵︒▽原野立地狩委︑

鍍金発澱

▽十二日

爆発実施
一船の縫箆を許司▽研技庁原子力
屈交渉経過を賦力翼︑原子力委員
▽十一日 来露︑カナダのデニ
局長に藤波慎雄氏
会に認識
▽二十二日 原鯉︑カナダ隙子 ソン社とウラン滅賜契約結ぶ︵開
▽十口原研R王．姫鯵．湧︑撃暴
渚成式
力公祖総裁グレイ氏ら懸き原子力 鍛は岡士瀬田︶

▽十一沼フェルミ炉委に間し 講襖会開く
▽二十四日肩技庁︑原子力第

轟

ζ「隔『ン

米国よりシャウディ︑ミレネク両

を運ぶ

しい美容法に基いた
級品30種のグループ

居〜

会︑欧州睡子力施設の環境調雌に
漱業蕉による調齋畷派遺

索建高証
叢舶籠屋凝議聾藷

ソ苫ゲ

▽±二田原研大穴研︑JNTめ三分科盆の設醗決める
▽二↓九巳水蝋資陳保隙協
総理大臣︑厭子力船

RG忠力一〇稗．︑ウラン石・六詰

修で臨騨
▽十四陰

O工業薬勝釦医薬品O建築材料

！原・

するシンポジウム開く
▽二十九日 海難電工︑AGR 通産繍名工試︑一二万五千キュリー
▽七日 原研山海研︑JRR−胴核燃腿製造で英AEAと予備契 コバルト60照射感興完成︵わが国
約▽外資審議会︑原殿のGE社よ 鍛犬で東芝が約二億円で製作︶▽

騨

㍗七嘘且・
辱

動燃事業団理
事長に井上氏
▽一田 一二愛グループ︑棄北大

MeY莞成︑開所式

に鷺子巧イナノク研究施噛雲δO
門部会初会︵部会長に菊地正士︶
▽十瑚B 動燃事嚢団法︑付帯

▽一ご日 東電︑禰島一号機でワ

シントン輸出入銀行から借款承羅
氏︶

擬鉱の予備折衡鵬備

▽十二日原歴︑カーマギ⁝社

漕縮分科会の設題決める︒

▽ぬハ日 原産八∴i ぼ鳳琿事A調︑ 決議奉ろけて成立核燃懇︑ウラン

愛く︵紛額落四十一偲円︶

立地問脚︑綱材標準化︑材料試験
準備︑核拡散防血問題なと六特別

炉︑アイソトープ利用︑年次大会
婁員会および懇談会の設櫨決定▽

類認鰭︑

葵脇激嘘
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査察鵠度の影響検討
核拡防条約締結を見こして

悩にしなければならないほどの瓢
に達する︒

る︒一例としては︑原子炉の運蔽

グ︶がある︒

を妨げない封印狡術︵シーリン

に参加したり︑施設の設計の際

全ての目口謬録を閲箆する権利を

③査察員が予告なしに査察し︑

ないものでなければならない︒

仮想事故で勧告

識は︑不明硲で極めて概念的であ

る時間は︑最小一辺十分︑霞通は

緊急時炉心冷却系検討報告
AEC
昨年十月にアメリカ原子力委員

溶融燃料の圧力容器内への薄積に

かかると考えられる︒従って︑災

軽水炉路線発表
ースウ黒；デン爾力協議会一

べきであると勧告する︒

オランダ最初の原
子力発電所の入札

オランダは一九八○年豪でに薔

五十万〜﹁買万KWの原子力発蟷

のほどその澱9一の炉︵網羅万〜四

設備を持つ筆画をしているが︑こ

十万KW︶に対する応札をオラン

ダのネラトゥーム社とライデン社

に求めた︒ネラトゥ⁝ム社はWH

ス証の関係管の薄儀によると︑ア

＝潮解KWにおよびさちに年末謹

発注は本薙すでに二十八棊︑二千

でに四棊の追加発注が見込談れ︑

イソトープの利用方法として︑今

後︑盗彌報知器︑海中航行や︑宇

C︶のシーボーグ婁員長は︑この

アメリカ原子力委貴会︵A錫

るとされている︒

纔Z八鰯度の原子炉発注予想に

ついては岬般に今無を苫干雪濠わ

咋年以上の結果となっているが︑

えられるとのことである︒なお盗

宙ドノキングのための距離謝が考

難報知器の揚禽は猫が横切る程度

を調整できるという︒

西ドイツの堪力会祉プロイセン

六十四万KWのBほどニューヨーク讃において銀行
WRをAEGが受注

マイネ・エレクトリシテエツ・ゲ

・エレクトラ社はこのほどアルゲ

ゼルシャフト祉︵AEG︶と正式

凱ルガソセントに鷹気出力六十四

に契約を結びベーゼル河上流のヴ

とし

一九六八年に原子炉の発aか

業界代蓑に説明したとCうによれ

万KWの沸騰水型炉︵BWR︶を

セン・エレクトラ祉は建設費摺と

建設することに決定した︒プロイ

五十万ザ︵三頭二十五僧円︶を兇

して初装荷燃料を含めて八千七頁

込んでおり︑⁝九七二駕運転開始

予定であるが︑敷地整備はすでに

はこびである︒

開始され︑明年三々に建設開始の

自家用に原子力
発電採用を検討

ーダウ・ケミカル社一

アメリカの化学金匠であるダウ

ば

ー四社のうち三社はシーボーグ婁

舞長に岡意しているが︑ゼネラル

が反対慧見を持っている︑氷原麗

年次大会において︑ウ鳳スチング

︸九六八年は本館ほど発

ハウス︵W慧︶社のシンプソノ脳

社長は

五％減で二十二基〜n一

来年度の発江澱は本年の二〇〜二

︵B＆W＞祉のロワード醐祉長は

バブコソク＆ウィル諏ソクス

ル祉に長期契約で聡力と蒸気を倶

難所とする方式の二つである︒発

・エンジニアリング︵CE︶社の

なるとしている︒コンバソシコン

職員も大体岡慧晃である︒しかし

慰所敷地としては︑ミシガン州ミ

十五裁と

給する方式と両社の共同原子力発

ンシ晶ーマ！ズ・パワー社が原子

︒パワー社︑ゼネラル・エレクト 注がないと強く信ずる〃と述べて

ているが︑現在︑コンシュー−マーズ

は懸盤会社のコンシューマーズ・

化学工程当選蟻を得︑ピーク時に

露び仕τ燃料発竃所を所有レ︑十
八万KWの電力と博士三酉刀嘩の ・エレクトリ ク︵G封︶祉のみ

明によれは︑三社は現在二毛の旧

ている︒一方︑主要原子炉メーカ

パワー仕から必要な囎力を購入し

いるが︑同氏は昨年も六七郊は六

減るとしても不思議でない

リンク社と共岡でこれを原子力発

ていた．

六隼ほど発注がないと慧見幾述へ

じている︒ダウ・ケミカル社の説

いる︒現在検討している案は︑コ

鷹飯建設により取繕えようとして

て原子力発蟷を検講中であると報

・ケミカル控は慮家用発電所とし

社と︑ライデン社は西独AEG社

と技術提携している︒この他G露

祉も応札を求められているが︑そ

では三颪九十億KW11︑〜九八五

蕉で九百億KWHとなる一方︑石

油火力は一九七〇年の胃三十偉K

入すると喝るように放射線レベル

一暗闘ないし︑それ以上の揚間が ではベルが隔らないが︑入閣が侵

きれた緊急晦炉心冷却系の検討グ

の破壌に至る江島までに︑十分な

害を少なくするために︑格納容器

計︑建設されている大型軽水炉に

関して検討したもので︑その結論

は現段階までの安全設誹とその評

価のわく内で考えられるべきもの

と念をおしている︒報告醤の霊旨
は次のとおりである︒

①現在の冷却系は︑冷却材旧宅
野飼の際にも十分信頓に足るもの

作られている中央電力運営協議会

スウェーデンの露力会証により
際の燃料溶緻を防ぐことを確保

はこのほど一九八五年までの電力

さらに実

するために︑繁急時炉心冷却系の

需要の予思を発表したが︑それに

である︒然しながら︑

評価のための塁醸手続︑および冷

よれはスウェーデンの一九八○奪

ては︑多量の浴融燃料を格納する

対策ができるような方法を罵える

いたるまでの蒔閥は十分から六十

さらに二十分から六十分かかる︒

ループは︑このほどその結果をま

プは︑オ！クリノジ圃立研究所の

とめAECに報告した︒同グルー分と予測され︑圧力容器の溶解は

会︵A皿C︶の規舗局により任命 るQがしかし︑パイプの破損から

④IAEAがその保障措置難度
を原子炉のみの段階から燃料サイ

適落するに関しては︑諸々の閥題

クルにおける核物質の流れ全般に

である︒

一方︑一

に︑保隙借罎の実髄が簡素化しう

持つことは︑確実性維持の観点か

癒

ウィリアム︒K︒ア！ジェン氏が 従ってパイプ破撰から溶墨にいた
ンキー発蜷所で工AEA保障措置
主査となり︑現在アメリカで設

ウィリアム・ウェブスター馬はヤ

エレクトリンク・システムの会長

混i・イングランド・

点があり︑多くの研究開発が必要

②1AEA査察は︑これ豪で如
何なる商業機密の漏洩をももたら
したことはない︒査察二度は本来

重要都踊の材料の選択等には容易

商業機密に属する設計の詳細や︑

に接近しないよう規定されている

アメリカ軍縮駅長宮代理アドリア

の急込みが十分あることを説明す

る現状に鑑み︑アメリカ七子力魔業会議︵AIF︶は︑十一月七 ン・フィソシャー氏は︑条約締結

核拡散防止条約︵NPT ︶ が 締 紬 さ れ る 見 通 し が 強 く な っ て い

日のシカゴの庫次大会会娚申に開いた理箏会で﹁国際保障措縢お
ので︑今後も機密漏洩はめn

い︒きらに工AEAの規則では︑ ような見解を蓑明している︒

︑焔

るとともに︑パネル・ディスカン

どのような揚合にも︑被査察国側
く︑核辮料の加工や再処理を含ん

②査察鍛は施設の運転︑取扱い

ではじめて圏的が達せられる︒

るような配慮を前もって払ってお

らはやむをえない︒

に関しては︑いかなる権隈ももた

くことにより保繊猫置の費網や労

却材喪失撃故に対する安全性の鍵

水炉により建設されるとしてい

時点までの原子力発声所は全て轡
②全ての緊急冷却系が働かない

となる一次系の改良を提案するQ

る︒同報告は一九七〇年で十億K

け︑AECが現在手持ちの水繁爆のなので︑比較的きれいな爆発と

信頼に足る翼際陶な方法は︑現在

W11の原子力発電照か一九八○年

という仮想凄故における︑多撒の
燃料溶融の結果の検討と︑その二

いえる︒実験結果は現在︑付近の

のところなく︑格納構造の完全性

Hにのびるとしており︑大気汚染

力発殿所を所摘し︑ダウ・ケミカ

A︑フランス等も入札の希里を持

っている︒発電所完成は一九七託

タザキス氏は．国内の堪力儒螢予

ーアメリカー

ている︒

くであろうヴと反滑慧見を嚢明し

すばらしい繁栄は一九六八蕪も批

を比隠すると︑原子力発蹴市揚の

想と発注経済の原子力発蹴腎澱と

来年度原子炉発注

の軽水炉一議で運転開始を︸九七

が予定され︑七十〜七十五万KW ながらGE社の原子力機器照長ス

CEC︑スウ慌ーデンのAS
ソE
ドランドのダウ本社工揚の近く

の他カナダGE社︑ベルギーのA

W11から一九八五奪の三薫偬KW

聞題も大きな問題と考えられてい

本槽兼厭・千｛梱・丸ノ内

よび査察に闘する委穏会﹂を設灘することを決定した︒
ションにおいては︑条約がどのよ

ド・エクランド罠が工AEA保陣 ㊨原子力施設の設謝者︑運亡者
借躍鋤度に関して︑AIFに指摘は︑保障措置技術の開発に三極的

①二陣描置制度による査察の業

力を大いに低減させることができ

した主要点は以下のとおりであ

務は︑条約締結の二︑三年後に

る︒

は︑現在の工十万名の職員を約四

ガスバギー計画実施
獅P0日核爆発で天然ガス誘出

弾︵爆発力﹃十山ハ菌・ゾ︶を爆発さ

ガス弾戸からのガス啖出量︑放射

を期することは可能とは考えられ

合の格納構造の役鰯の評価に関し

せ天然ガスの誘出実験を行ったも

能澱箸を測定し調査中である︒な

より︑残りが核融合反応によるも

た核爆発利用によ．る天然ガスの

ので︑爆弾は畏さ二一・五嬢程度

ない︒

響論（2三2）0211

一制度の適用を受けた経験から次の

この擾員会は︑①アメリカ産業界が常に国隙保隙別置寄察制展
うに実施されるかの予想説明がな
に特定の査察員に対する忌避権を

査祭を受入れることによる経済性

④原子炉のみの査察は十分でな

の政策や手続の改正等の愉報を把握すること︑②この制度が原子
された︒

ーヨークの国連本部において︑米
阻窟の閥題があり︑非核保有国に

家たIAEA箏務総長シグバー
与えているQ

力施設の識計︑建設︑運娠に与える彫饗︑およびこれが燃料サイ
クルに適用される場禽の核物質に与える影響を倹屯する︑という
二つの任務を持つことになっている︒

ソが中心になり草案作りや交渉卒．

おける不満の解決が歎点となって

に影響するのではないか︑さらに

NP7に関しては︑現在シュネ顎下闘詩や各国の蔚業機密の漏洩

行なっており︑薩閥⁝月琴開の軍

いるG当初の草案においては︑査

ープの十八力田箪縮委員会︑ニュ

縮委で条約案を豪とめ︑二月の国
察を受けるのは非核保有国のみと

圃の平秘利用施設の奄祭を受入れ

強獣っているQこの粂約の闘的は なっていたが︑最近アメリカは同

連総会で討議がなされる可能性が

隙援には核兵器の拡散ぷ防止する
る方釧を間めたといわれ︑アメリ
カ原子力産業界に裕いても︑この

ことにあるが︑非核保有圏の安全
保障という閤題の外に︑核拡散防

アメリカ原子力委員会︵A冠 土痔の地点に十八勾の夢合孔をあ

は︑十二

お今回の実験費用は四蔵七十万が

る︒

スにおける繰灘加エロスを設定し

日本・一の支店網

三年としている︒

アメリカの放射線機器メーカー

アメリカの総力会祉の原子炉の

若干減少の予測

のゼネラル・ニュークレオニソク

器や距離計に利用

Riを盗難報知

館の予定︒

私のすきな
貯金箱

（503）大代蛋51工1

問題が一一視され︑今画の委畏会

誘繊

でトリチウムトレーサーおよび地

である︒

炉心溶融の結果に関する現在の知

Puは九・二二ド厨／9
AEC︑濃縮サービス価格表発表

一年当り物質価値の圏・七五％か 上げ︑②A矧C︑朧業界双方の経
C︶は︑

格の伯下げにより︑プルトユウム

たこと︑が新しい改心内容に含ま

論安全性の余裕をとって︶③厳欝

新しい濃縮サービス価格表は必

の慰女買付け衝格は一駕当り九・

beSレ

na

「

一

＠ 電離

詮のために︑国除源子力機関︵王

し特馴セノシコンを開催したが︑

月十日ニュー︒メキシコ州ファー

熱影響防止の冷爾器をとりつけた

ガスバギー謝画

ミントン東町五十五輝の地点サン

ものである︒二十みハ前沸の爆発力

設羅となったものである︒
AEA︶の査察制度を活用する
C︶と内務省およびエル・パソ天
A工F年次大会はこの問題に関 然ガス会社が共岡で計画してい

れが原子力平和利用の颪における

ということが考えられており︑こ

運転を開始したイギリスのオールドベりi発日所

ジ議アン盤暦において実験が実施

のうち杓三分の一が核分裂反応に

③箏故およびそれに続く多愚の

された︒同爆発実験は地下四千三

可能であり︑七十五万KW由基の
発電所建設に適した敷地も数カ所

アメリカの原子力委員会︵AE

始まる民荷ウランのAECによる 改訂濃縮サービス価格によれ

イオワ州境のミシシソピー河や︑

ある︒そしてこれらの発躍所はア

ミズーリ河畔に蕗五十蒔以上の余

の値下げとなり︑菌万KWの原子 な廃難濃慶や曽通以上に正確な茎

建設計画については︑現在最近

要原料ウランと分離作業箆を定め

れている︒この結果︑大きなボン

を発表した︒それとと

きなボンベを使用すること︑︵勿

分な送電線を使って雄設するより

賃濃縮に関する

遡を要求する瀬客のために︑特殊

済性のため︑六弗化ウランには大

も経済的である︒中部アイオワに

牽価格蓑

力発艦所の初装荷燃料に必要な約

な隆棄濃度および団収梱包一括価

ら五︒五％に引上げられた︒

建設する原子力発電所は井芦水使

もに一九六八館一月一日から適用

蕾ナの濃縮ウランでは約蟹万がの

格を設定したこと︑④濃縮サービ

一九六九年一月一日から

用で︑池を窟難しそれを再循環す

の濃縮ウランおよび劣化ウランの

節約となる︒一方︑濃縮ウラン価

の原子炉機器の値上りや金融術揚

二八が︑ウラン一㎜三三は一聖誕り

ば︑二・五％濃縮ウランで約五％

る方式を用いることになってい

賃貸料の改訂を行なった︒

濃縮サービス標

る︒

ストが難くならないことが判明し

ているが︑酷奨濃度を○←︸％に

・駕黒1

本朦開園都千代田凶煙細丁1の1

暫

産

力
子

原

≒

復水器冷却に井
声水利用を検討
1米・アイオァ捌⁝
アメリカのアイオワ州の四つの
電力会社は︑復水器冷却水として
河撫の水を利用しない内陸原子力
発電所の可能性を︑コンサルタン
ト会牡のコモンウェルス・アソシ

ェイツに委託して検討していた

た︒

の．動きを考慮して検討中である

が︑このほど予記したより発職コ

検討結果によれは︑河川のない

することと︑分離作業K夢当り二 十三がと改訂された︒

とになるとしているQ

の増加分は網殺ないし低下するζ

ベの採用により︑圃収︑銀星価格

が︑一九七四無と一九七六琿運転

十六がにすることが基礎となって

試験費贋あ含ませることによる値

収︑梱包代にコンテナーの洗浄︑

その他︑①六弗化ウランの回

開始予定の複数星の発二黒が石炭

また賃貸物質の使用料は現行の

いる︒

巾郡アイオワ州に五十万〜七十五

いる︒

万KW級の顕子力発羅所を碓設す 火力との比較において検討されて
ることは︑経経的にも技術的にも

繍

緯日瓜勧業銀行

賊、

短
信

⑤ばらの勧銀・あなたの銀行

12

（4）

第408号
第三三種郵便物羅可

昭和42年葉2月15日

互−電

運転経費として二間十七億円が必
要といわれ︑その大部分が照射牌
金などの形で賄なわれることにな
る︒照射特金およびホソトラボ便
用科金などの料金体系について︑

陰型省は†二月四

民一体となって除子力開発に積極

事業の動掬を左右するもので︑冨

開発いかんによっては紐来の蹴気

この需要に対して今後の羅源開発

想定される︵経済祉会発展副醐︶

発懸聞発の憲鉢となる電力会社が

激に翫びるであろうQ将来原子力

三千九衙六十蝕KWHに達すると宇和五十年代から隷子毛玉羅が急

四十一年度にその開発に盛手した

版灘気工業の現状し

は五十年度家での九無間に水力九

日︑﹁慰籍四十二年

︵電力白轡︶を発表 肘に取組む必要があると指摘して

問題に稜極的に取組む必要があ

え︑国︑艶気事桑愚︑原子力関係

ような二子力発堀の睡代にそな

広域運営11今後︑大規僕原子力 メーカー鱈は鰯力して機壽の国麗

る︒

とが望豪れる︒

ので︑広域運宮を一届推進するこ

MHD郎子︑海水錫水式発電等の

力発議︑火力発蹴の多厨購弱用︑

新蹴力技術開発の必要牲1一鳳子

発電断の開議︑五十万Vの超高圧 化体制を弾める必餐がある︒

千七酉二十万KWを児込んでい 子力発灘開発に遺要な役割を果す

原子力六薦二十万KW︑合劃約四 が︑当面の懲設の成果が将来の原

衡力KW︑火力ミ千二蕾乃KW︑ことは意義藻い年となったQだ 送電幹線の健設などが行なわれる

電力韻脚のあら豪しについて源

いる点が注臨される︒

子力を中心にみてみると次のとお

した︒今圓の同齢

なわれてから十五年

は︑聡力再編成が行

てはウラン資源をより伺劒に使用

原子力発蹴所の建設11東魁禍島 開発がある︒とくに慮子力につい

し︑より猛済性を高めるためには

函を迎え︑躍力儒要

は機器のうち原子炉圧力谷器︑原

新型炉の開発が必髪である︒この

機器国産化の推進を

が圃産である︑一方︑関電不当はタ

子炉格網谷器など四韻で麹五七％

速増殖炉を開発する︒蜜た核燃料

ため動燃繋薬団は新型紙換炉と勘

は九電力発足当時の

電設備は四・騰傷︵黒千九衝七十

五悩︵千九璽職億KWH︶に︑発

ービン発竃凝望槻紺のうち約五七

軽水炉の発覧コストは石灰火力よ

どの影響が大きく左右するので︑

価格のぽか再処理費︑再加工鰻な

サイクルコストには︑柳捌挟燃料

ので︑安金性︑機黎の園産化︑長

ることが予想される︒しかし︑今

り安く︑採油火力より︑古干高くな

る︒とくに万†一度末の原子力発

電設備は六翼四十万KW︵金発貼 期龍な核燃科の確傑などについて
は十五年間で年平均伸び率一一・

とくに電気甥業は︑核燃料消費

等によって︑発羅コス瓦に獄逮こ

型化︑燃焼麗の刈ヒ︑機器の規俗

必婆とな︑Oう︒

開発を並行して進めてゆくことが

ずみ燃料の欝処理︑再颯工の研究

のために︑原子炉のみならず便用

の晩一の撃業であることから︑低

低杢し近い得頑癬澁姫擁火力と十

疑趣壇殖炉の開鮎と経済性の謹威

廉︑安定酌に入手できるよう今後

貸蚊術の進歩による単傭容嶽の大

設備約八千貸手KW︶となり四十 の対策を慎重に野鶴し解決して行
六％でほぼ十年三倍増のレベルで

醒三二要

十一年展の電気箏業の虫要な動き

あるQ四十一濁度の工面冊要は千 規摸となる挙足であるQ

電力囎給と聡源瀾発

として策電の宝島︑関畿の羨浜の

九璽二億KWHで対前年穫僚ぴ二 原子力発蹴の推進口今後の電源
黶E七％とかなり大きく増大し 磁器は︑当面噺鋭火力が主体で︑

一年度の設備展墓の実に五十管の く必要がある︒

をあげている︒

とくに白轡で︑原子力発醒が将

両原子力発電所が薦工されたこと

界鈴三位となったことを示し︑四

蹉億KW11で︑米︑ソについで世
り︒

おける総発眠電力撹は二千蔚五十

三万KW︶となり︑四＋一年度に

わが国渡業界の実蒲と3MT8利

な実情に即した属金休系とすべき

原子力発電の比重増大を見越して

％が国醗によっている︒建設中の

料金体系の考え方JMTRの

熱転記料試鹸頬利用で要望書

運営と料金体系など
新大臣の歓迎午餐会も
日本原子力産業会議は十二月置田東京・丸の内の日本工業倶楽鄙で鈴八十五圓理華会を開き︑新佳
の鍋島属学技術庁落雪の歓迎午さん会を行なうとともに︑明鉱叢月臨界一驚の日本原子力研究所大洗

研究所の材料試験炉一1JMりeR翻︵熱出力五二KW︶利用に関する要塑潜提出の映議を奮む︑役貴異用能力︑および諸外国での材料試
験炉に対する国家の施策をも照舎

が合理的かつ効率的に趣営利用さ
である︒翼翼的には運転の有無に

還営藍鼠会のあり方JMΨRし︑鎖極的に需要を喚起するよう
れるには︑利用者燗の理解と協力

ど︶は釜煎短象際価から除くべき

修費︑蔭子炉損害賠償保険揖な

が不可欠である︒現行のJM田R関係なく必歪な経費︵人件盟︑改

運営委員会は原研が中心となって
JMTR利用に関する要望は︑

原価算定が課題

長︑理慣就任︒

窮舌根︒▽河野文彦三菱蛋工娃

動︑隼次大会︑その他の四項昌について審議︑承偲した︒

鍋島畏 宮 は こ の 脈 で ︑ ﹁ 私 は 魯

門籏でないのでは霊として行政灘
で全力を尽したい︒一つの研究を

の整縮が極めて球要た︒たとえば

行なうにはそれ以外の条件︑環境

いるので︑建設推進的な牲搭が強

灘をみている︒

ムも確保できるなど︑講本胸な禽臼英原子力協力協定の改定につい

一月＝十六田運紙を再開︑その後

運転を健止していた︒しかし︑十

︑7ず．で茎ζ﹃．ζ．零で﹃・亀．．・竃D．・︑♪し魎脚︷畢︒ξ．3・し

の最終段階を迎えているが︑政府

亀︒ず曾ず筆ぐ亀で等で・

関係はないが万全を期したもの︶

不慮の軍隊により︵原子炉に醜接

は十二月八日︑同協定の測團につ

鉱物学科を卒第後︑満州鉱業開

多多／多趣勿

▽日本ステンレス︵株︶

原腫

KWのフルパワー運転に入る︒

いたが︑今明日中にも十六万六千

十二万五千KWで送鑑を行なって

て︑英圏原子力公社︵UKAE
ものは貝体的な数字を上げて詳し

さらにいくつかに分けられ︑ある

発︵株︶に入る︒戦後藤田鉱霞

り︑企纐所長を経て三十九年閲

よく寝てうまい

趣味は明日のエネルギーをた

くわえるため

ものを食べること

︒塚鷹は撫

されるσこれが日本のウラン探

子夫人と一男一女︒五十一歳︒

︵M・←

鉱開発に大きな影響を与える陀

ろう﹂と︑はきはまと語る︒

﹁この結果を見てから田本が行

住所東榎都新福厩本堀町︸八の二

に入会︑取輝役社長協奏犠鑑氏︑

A︶11駆務局長・ピアソン氏巨に

東海発蹴所

運転を再開

に︑拍妻せを行なうため︑汲英す

ついて肉付けを行なうもので︑外わが園の考え方を伝えるととも

今園の交渉は︑これらの岬町に

いて打合わせを行なうため外務欝
務官二人を米圏に派遣した︒

務省の野口曇男︵煽連局科学課︶

斉藤邦彦︵条約局条約課︶の両禦る︒

は︑これまでに①新協定の有効期

岡粥定の改定に関する臼米交渉
さき立ち︑四日凍京・有楽附の鷹

間を三十隼とする②米国から供給

讐が派量れた︒
力懇話会で第九回総合企圓委貝会

日英協定改定も

帰園は今月二十四日の予驚︒

ウラン撲鉱開発に対する考え万

鷹謡︵三五七︶Q一二一︒

癬難麟

ね﹂と付け加えるあたり︑氏の

動するのでは遅すぎますから

なお原電勲海発電所はさきに︑
の原子力発電開発計幽に合わせて

される濃諾うランの蝋は︑わが国

調査団畏の

蝿国したウラン鉱業

義夫

ぎ よし

高木

たか

か﹂と言う︒本無三月差民間か

ては冷淡たったQしかし︑こん

どちらかというとウランについ

拷

﹁い謹呈圏では︑猛烈なウラ

力の核燃料調萱麟の二つが派遣

ら原産のウラン賛源調査団︑電

憎これ豪で金属鉱山会社は︑
ンブームがおこっている︒石油

にウラン開発をやるべきたとの

どの調登で沓祉の団員も積極的

が察せられる︒

麓業もウラン探鉱に粟りこんで

間︑米国のウラン産業はすさ籏

されて以来︑約七カ月︒

﹁この

きたし︑日本も将釆を見通して

印象を持ちましたよ﹂と諮る︒

こんどの調査団は政肘のミノ

︵株︶に移り︑三十四年岡社甲

昭和十五笙二月︑鍵穴理学都

ションで︑過表において米︑加

野鉱山長︑圓赤金鉱業所劇所論

績は昨年の約四侶で︑

を経て︑同鵜鉱業︵株︶に移

施した助成策等を調べ︑日本政

じい慧欲をみせ︑今年の操鉱笑

う

府への愈冤貝申がま目陶︒﹁両

ラン探鉱に熱慧を示している現

麟とも政府と業界が一致してウ

めて︑その成果がいつあらわれ

という機運にあるQしたが 発部艮となり現在に翻るQ
笑を見た︒たが︑米︑加の偲来

てくるか︑その時期が﹁番田隅

これから困るんじゃないです

るだろうと考えているのでは︑

に立っていて︑ただ漫然と買え

っており︑臼本は画繍の豪ん甲

のウラン罵給に附する態展は違

やろ

両国政府がウラン産巣に対して

る﹂と生々しい印象を語る︒

ご豪こしていると手遅れにな

早く手を打たねばならない︒談

論︐解

露畏︑松根宗一原油副会長︶を

憂求めたところ︑忽兇が絨出︑

圏

JMTR利用の要望②原子力発躍
題④無次大会輩備委録事の検討結

ンケート・フォームを作成︑現地

・

経済性調査団の概要報告③PR問

月十日に開かれる︒

なお第十回総合企画墾員会は明

果iなどを審議了承した︒
無

日米協定調印
打合せに渋米
来年十二月に期限満了となる臼

▽第﹇分科会︵主蒼・内田秀離

調査することにした︒すでに東海

▽第二分科会︵王査・松井燦夫

その後内誓につき審講を行なっ

お

開き︑理購会に付議する購項1①

青本原子力産業会議は理二会に

総合企画委員会も

く述べられている︒

㍉

なお野口那務冨は︑日米交渉の

い︒笑用期闇に入ってからは利用

分対抗できる鈷通しである︒この

終了後︑同期に規限満了となる

蛍休制や照射料金の適沿で3MTに十分反映されるよう強力・脚継

と結んでいる︒

監亀ず．．﹁亀廟．・㍉．ず．讐ず峯で．．ご噺ρf・．ζ．ζ．．で〜．曾ご亀

動力用燃料として使うプルトエウ

資望約璽ハ十一ジとする③その他

この炉が機羅︑材料︑燃料などの

とも関係業界と協力して︑核燃料

皐々の調印を圏御にしてその作業

米原子力協力協定の改定は︑来呑

原子力船の定係洛の聞題にして

次第に標子力へ移行していくが︑

なお同懇談会ワーキング・グル

た︒今後の電力矯要は五十年度に

ープの報告書ではそれらの現鼠が

協力が大切で︑これらの行政面に
R蒸発の腰帯が十分に発揮出来る な蚕員会商識とすることが望豪し

わ

を嵩みたい

免税対象は①核燃料豪たは炉内

追加漉用されたもの︒

構造物の取扱い蒋置︑②放嚇性箆

用として来春輸入予定の関連機聡

日本原子力発電会社敦賀発継所

原電敦賀発電所の機器輸入で

三品目の免税施行

してないこと︑研究硲発に対する

ぐ﹂鴨皇ぐ〜︸で客ず︸亀﹂︽匙ζ︐竃．♂㍉齢f〜噂ご零〜◇；f鴨尋8悔ず．讐で〜3竃♪t︐も客︽9ご塾︐馬．．f．3で﹃ご．り脅ち噛．ずで℃︷亀ご．︒ご5ず匙ζ♪し．．ご9．ず亀；㍉脚・〜鴨．の緊讐

る政府と落勢の研究投資比率の現

資金的能力あるいはわが酎におけ

来の魔力供給の中核となり︑この

状などを勘案し︑魔業界が宙己資

精力を傾ける﹂と語った︒
い︒

の機密を傑持するため︑原研所内

かどうかが決まることから︑今卑

鰐隔正治氏蒔住友原子力︶の報告
焼驚の設麿ならびに励行につき貝

ひきつ づ き 井 上 二 郎 動 燃 堺 某 団

①役員の異動について②原産年

灘を甲心に︑数圓の検計をへて作
体的播綴を止みたい︒

産業界が行な

次大会の開催について③材科試験

成したもので︑同要望磁は十二月

果的に運鷹するためには︑国内

商業機密の保持

炉利胴に関する要望について︵別

七麟大蔵大鎌︑科学技術庁長宮︑

外︑R工製造などの照射謂要の的

同蝦三碧は蘭記三項隙の他に安

射技術の開発︑アイソトープ平造

金による研究賜発に十分耐え得る

である︒

について述べており︑最後に

とし︑ そ の 意 見 が J M T R の 運 用
全基雌の運用︑サービス染務︑照

書写代表が瓶当数滲加出来る構成

が国原子力開発体制における原子

までの暫定期閲︑照射篭写の減免

厨樫に塵業界の強い換璽を背戴と
して進められている今日︑その運

力藤里界の担当分蟹︑原子力巌巣

あるいはその他の助成措置の考慮

国産化︑研究開発技術の嵐度化を

MTR利用懇談会︵委員艮・平塚う照射試験には︑ノウハウi特許 界が企業として経町的基盤が確立

七月＝十八日原産に設鐙されたJ

アが含まれる揚倉があり︑これら

観取鶴に関するなんらかのアイデ

なことがいえる︒ζれらを解庚す

口減長と関遮畏三菱浮子力会長が

正俊住友棄子力弓長︶が︑岡懇談

も︑原子力発電所の立地でも同様

挨拶を述べた後︑次の項團を審

会ワーキング・グループ︵憲査︑

るには︑とくに各省庁間の繁密な

議︑承罐 し た Q

急雷照︶④その他︵とくに原子力

原子力委員長︑同委貫︑原研理邸

三囲圏の免税が︑士一月八コ組ら

目測袋置の三品語で︑これによる

確な児還しが必要で︑また附要を

これは関税暫定描置法に二つく

免税額は約八千五百万円︵輸入に

災物処理綾置︑③制御装礁および

このため産業界に開発懲欲を伸展

もので︑輸入原子力研究用物贔の

列する金額は約五億六千八菖万

施行された︒

させ︑照射翻要を喚起させるよう

関税免除のうち沸騰水型原子力発

円︶の児込みである︒

喚起する撚置をとるべきである︒

な政群の原子力開発に対する稜極

電設備に伴う機雅三品閉が新しく

一
検討事項のう

て選び︑各地毬について詳細なア

裂穿け東下教旨︶

であり︑今館中に窪とめる予定︒

地区は茨城県の協力を得て作業中

他の二地区も近く笑施する︒

る条件﹂について電力各社から口
頭説明および資腰提川を求め︑圏

ち︑﹁敷地選定の際に考慮してい

り︒

的な至要が望まれるQ

三分科会から中間報告

源保護協会会昆︶︑伊藤暫南氏

務理瑠︶︑浜田正氏︵日本水巌資

立地問題特別委が第四回会合開催
原産の立地間題特別雲脚会︵委
員長・平田敬一郎荊開銀総裁︶は

▽第三分科会︵主査・桧由田夫
緑営11恥犬教授︶

﹁原子力協業

めの技術開発﹂については︑軟質

と農林水塵業との関係﹂につい

︵束聖女κ教授︶︑酉水孜郎氏 下整理甲︒豪だ﹁苦薬をふやすた

地盤立地や地下立地など八項国に

︵駒沢大教授︶の新任と︑政鰐内

の人事渠動に伴う同特鷺山員会委

ついて︑それぞれ分撞42決めて調 て︑論題点を列挙した裏勝局試案

十コ月六日牛後︑東京有楽町の脳

き︑下部機構の三分科会から審議

員およびオブザーバーの変艶が報

力懇望会会議艶で第四回会合を開

の進捗状況を中間報皆として聴取

査を始めている︒

﹁原子力施設

を作戯し︑分科会轡門委員に検討
告された︒

委簸は學穴教授︶

康た分科会報皆の後︑浜硝叢雨
から﹁漁業巻調査団の統一見解﹂

た︒近く次の試撫を作成する方針
である︒

と地域開発﹂について︑乗海地区

各分科会の作業経過は次の通 編井地臥︑熊取地区をモデルとし

一

聞

鋸

について説㎎が行なわれた︒

（

業

＝

園
四
＝＝

するとともに︑各分科会損互間で
の調野駆項等について罵議した︒
同誌は塞ず︑審議に先立ち︑岡
特別婁皿会婁員の異動について急
務罵から︑池尻文二氏︵全漁連常

朝

照射羅要の喚起護MTRを効

産業懇談会の設羅については一面

長に提出された︒要望欝の概要は

役員異動は次のとおり︒

参照︶

次の通りQ

明年三月宋臨界予定の原研♂MTR（熱出力5万KW）

…

入ると︑ナラかクヌギか︑坑木

たものにぶつかる︒﹁シイタケ

の撮枠にも︑一めんカビの生え

の栽培によさそうだな﹂といっ

た冗談も飛び繊したが︑貴箆な

国漿を投入して︑営々十年間穣

み上げて釆た懸果を︑この叡藪

帰難した載員さんからは︑さ顎

朽ちざせては：の感撫し嚢り▽

そく原子力羅臼臓に﹁人形隙は

⁝

咋⁝

Wたが︑その圓答は核燃斜政鍛

どういう方針か﹂ときつい質闘

の鮭本にもふれる惣嬰な回腸︒

内外の憎勢を︑トクと換詞して

いる鍛甲とあって思粟なげ筥と

いう︒何とか酒屑の方響を娚待

欄したいもの︒

静⁝

︸

@むしいVところで・長い坑道に ．
⁝

もあってか︑鎮難所も妙に寒ざ

…
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は︑巨大科学時代を迎えて冨・

わずに優れた外瞬技術を謙入す

め︑わが国は今後︑独坐の狡術

科学技術庁は十一月二十顯

口︑昭勲照±蕉度の﹁科学技

闘発の画期的な推量につとめな

の慧蝿は大きい

えられたが︑そ

処した体制も整

など︑これに附

団が設立される

学・民が一体となった動燃慣業

を指摘している︒

一を発刊︑公表したQ
ければならないと述へた後︑①

術臼懲﹂一科学技術と経猶社禽

技術は醗業経済

の発展を支え︑

独自の技術開発を
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各同四＋麟︒

原子力関係の各分野で︑もっぱら

する人を対象とし︑東海研賜田の

轡門的研究指より深く行なおうと

悶的研靴の成果尚上に寄与しよう

研究窺の一部誉利用して各臼の憲

期閥は四月から一一力の春組と十

というもの︒

員は四冬︑申し込み締切りは一般

月から九月の秋組がある︒募集人

雛
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の観点からこの申諸に異議申し立

NUMEC往の申落磐響は︑すら
でれており︑．既知の写実 だと
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これらの㎝方を燃料とする原子炉

てを行なっていたもの︒
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に関したもので︑その内容は︑原

ゴンヌ研究所のレポート︑および
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賛の導入や技術の相互交換を伴

子炉節料中にプルトニウム脚の戴

ジ野一ネーブ会議の鞭告欝等に述へ

ル・ポイズンとして働き︑談た分

が適嶺に多く含濡れるとハーナブ

一号炉を全面活用
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米凹の原子力阿係機器製造野業

が照射されると岡罎になり分襲す

の捗物鵠であるが︑これに申性子

られるプルトニウム珈は非分裂性

ウラン蹴に中惟子を照射して作

付︶︑これを却下した︒

許庁はこのほど︵十月二十六日

関する特諮を出撫していたが︑特

料組成に主眼をおいた原子炉﹂に

わが国に対し﹁プルトみウムの井

イノプメント︶社は⁝昨隼六月︑

リアマテリアルズ・アンド・イク

臼本殿子力研究所為蘭研究所と米國ブルソクヘブン国立研究所︵BNL︶との闘で︑このほど放尉線 会凝1﹁NUMEC﹂
化学における日米研究協力の非公式な予備会談が開かれ︑①エチレンの放射線霞合と②炉内放射線化
学に関するニテーマで︑相互に情報交換を行なうことがきまり︑貝体的な交渉に入ることとなった︒
この臼米協力については︑豪だ剛内における検罰の必要を残しているが︑来年六月ごろには米国で原

研とBNLとの初の協議を開き︑鋼細な内容が淡定される予定である︒
研究を穿張し︑米側からは高温領
城におけるデーター毎ほしい冨の

こんどの予備会談はさる十一月

東京で開催され︑原研から寮像英
条件を提案︑これに鮒して米側は
源研の窒張をほぼ全部のむことを
匹

︵注︶日仏研究協力のテーマは

裂性のプルト一一ウム膿ともなるの

NUMEC祉の串請は︑プルト
で︑燃料の燃焼に伴う艇応度変化

るようになる︒

が少く︑燃料自体のη命が長くな
るとともに︑寄合によっては制御

は明犀四月から開く第十七圃

一般科程

力関係の研究もしくは技術などに

久︵住友細工︶︑植村四郎︵旭硝

県︶︑小川勝馬︵第一原子力︶︑
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︵田本揮発油︶︑水野桂︸︵住友

醒金︶︑三浦塵世︵三菱鉱業︶︑
大野明︵神奈川腕試︶︑大田尾勝

花島漿畠︵ダン科学︶︑水尾安彦

治︵協稀銀︶︑大津隼正︵東海銀︶

内藤艮一︵蹟水︶︑藤岡敏之︵神

子︶︑徳器好一︵蕪モ粥鄭︶︑浦

安井次郎︵浦賀穏工︶︑長坂外次
︵北露躍力︶︑崖絶勝︵不鋤建

設︶．︑

またオブザーバーは原子力局牟
田口政策齪長︑通藤省大永総エネ

政策課長ら︒
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二理購︵高総研所憂︶らが︑米側

からは難処アイソトープ会議で来

群しい条件内容等については︑

んだ︒

日したBNL大慨放射線關発研究決め︑譜し合いはスムースにすす

子力委員会科学代喪のマノクール

魏魏J・R・キュサノク氏︑ 米 原

これから隅蘭研とBNLの閥で3

①放同線グラフト逸興②放射線圃

簡等で行なわれるが︑醗米聞の放
ニウム脚たけ︑あるいは他の核分
裂性物質および燃桝親物質豪たは

棒を使用することなく︑低い辮排

繋累および高級課程の研修磁を募

うもの︒腺集要領は次のとおり︒
サイクルコストが褥られるという

集している︒

般

もの︒

かで︑原研の蟹務の一つに

利用技術に関する一海鼠知識を修

ょうという人を対象とし︑原子力
力に関する研究者および技術者の

得させることを園的とし︑春組︵

従事しているか︑また将来従禦し
ム燃料の研究に海上しているが︑

と明示さ

原子
同社の申錆が許可されれば︑すべ

れている護岸に沿ったもので︑今

蟹戚訓練誉行なうこと

これは貸本原子力研究所法のな

＋ショート評④受渡場所1一業曝に

てのこの種研究がこの特許に抵触

わが国でも鋭くからプルトニウ
町幅管掌業辿合会は︑杉燃料の長

岡じ⑤効力発生要件U東電と同じ

する可鮨性がある︒このため動燃

電事連のウラン精鉱長期購入交渉

各社別契約の段階へ

た中鞠規模照射の技術である︒

の利用④R王および鑑子線を用い

掘瓶禽③化学研究のための原子炉

究協力のテーマとしてエチレンの

臼仏共同研究協力につづいて︑

が異施されることは︑研究の覆縷
期安定確保をはかるため︑東駕篭

なお︑八電力会社がとデニソン

圃から実習にJRR11を全薗年
的三月︶︑申し込みは削正とも十

︵四月一九月︶︑秋組︵十月−翌

・マインズ社から購入するウラン

カナダのデニソンマインズ祉とリ

力と関西蹴力が斡駆会祉となり︑

雪占団︵出原轡︶や三鼎原子力工

に活用して従來よりさらに充実し

二月十矯からこ月十日まで︑授業

薄縁鑓は合副押万五苺︑シ︒ート

業︑集芝︑田立︑古河電工等が︑
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鐘である︒

社︶︑嘉多敏郎︵松下電工︶︑阿
部貞市︵建材祉︶︑西沢肖文︵田
本火災︶︑溝口一郎︵日本原子
力︶︑片山三郎︵撫河躍工︶︑

一井石油化学︶︑馬賀

︵日立蹴出︶︑鉾二千︵中由鋼業︶
田川浩﹂嵩︵⁝

陽聡億︵山口銀︶︑野村勇二︵小
︵九聡︶︑入

︵オルガノ︶

戸銀︶︑害隔一轍︵開銀︶︑円田

中研︶︑尾輪正直︵朝日薪聞︶︑
浮野鼠雄︵欝気化学︶︑桜升蜜︵三

︵大戚建設︶︑篠臨轡治︵都批−

菅属央︵理研︶︑綿引饗孝︵茨城

研︶︑鷹原栄太郎︵雪上壕工︶︑

嚇岬
繍辮齢轍囎糊騰轍鱒辮駄酒瀬齢熱浦

鞭

氏が出席した︒会談では︑日米研

りあえず憎輻交換とし︑お互にニ

樹線化学における研究協力は︑と

り上げることが決まった︒

カ月に一園報告密︵文欝︶苺出し

放鷹線璽禽と炉内放射線化学を取

とくにこの日米協力は︑現在筒繭

行なわれている日仏協力のように
賑米間でも放嚇線化学の研究協力

研と仏原子力庁︵CEA︶の闇で合うことになる模様である︒

ジ

ョイント・コーオペレーション

をさけ︑効率的に所瑚の目的を果

共岡で研究を行なおうという

ではなく︑お互に研究範囲を分担

い協力のあり方として注贋︑期待

すという︒塾礎的な分野での新し

オ・アルゴム社との問でウラン精

遺ねてすでに星本条件が合意に達

鉱の長期購入契約について交渉を

ノ

詩原産懇の登録メンバ沼
ノ

大島友三郎︵電気協会︶︑桜井弘

松製作︶︑石橋周

江正彦︵三井造船︶︑須永勇夫︵日

本金属工業︶︑坂田莫太郎︵大和
撮影︶︑鳩谷省三︵畑原製作︶︑
申工務店︶︑平田圭

村上︹俊︵原研︶︑北山二十蹉︵竹

石渡林太郎︵住友化学︶︑吉村毯

良義︵同士臓機︶︑藤本行一ρ神

田英村︵北上ハルプ︶︑日露叢︵西

襟金属︶︑大谷内一央︵日本AM
F︶︑立川忠男︵興亜火災︶︑柴

二夢電機︶︑鈴木鏡亀

︵染蘭︶︑川口利麟へ本州製紙︶︑ 田悌二郎︵東北鍛力︶︑平賀謙一

通︶

戸工業︶︑下川敬治︵八幡製鉄︶

田百貨店︶井士那︵穂水化学︶︑
相馬嶽造︵日本冷藏︶︑照早大干

次︵田本鉱業︶︑坂本三際︵冨士

盛切畏︵船主協会︶︑舶藤順職︵田
蟹金︶︑謁橋次郎︵明継︶︑薪騎

閥口米蔵︵⁝諜漣化成︶︑黒癩信治
大木正路︵
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して偶蝦を交換する

会談では︑原研醐が低温領域の

原研高崎研究所の全羅

したので︑各祉個別の契約段階に

入ってきた︒まず今回は東電が十
二月十↑日︑関霊が團十蕊日にそ
れぞれデニソンマインズ社と契約

十二月十二日現在で賢録した原

無智央︵日本シールオール︶

鈴木康平︵日動火災︶︑吉田滋︵飛
︵同語鉱業︶︑隔樽武弘︵東亜鍬 島建設︶︑戊番功一郎︵腐水共同
料︶︑須藤穿吉︵大詞鉛化︶︑噴
発峨︶︑西岡正犬︵造船工業会︶︑
︵田ホ酸素︶︑田部昇︵守谷藺会︶︑

岡本良蔵︵日産火災︶︑内蔵万露
雄︵日菓紡︶︑星野潭平︵東レ︶︑

宮原孝︵石炭協会︶︑佐藤州司︵娼

C外醒力︶︑石井憲︵三和銀︶︑

中寒太︵富士銀﹀︑生爪文次︵日

光︶︑佐藤博︵束翠銀︶︑降幡武
Z繭︶︑松岡英夫︵北陣銀4︑

正治︵鶏旦原子力︶︑鈴木洋帰婿
浪県︶︑申簡泰一︵住及儘設︶︑

︵三井鉱由︶︑大瀬賢也︵日立︶︑

古︵静岡瓦斯︶︑粛石巌︵耀耀公

伊丹康央︵騒土開発︶︑上野次郎
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三菱原子力工業株式会社

を締結した︒つづいて他の電力会

とおり︒

産懇メンバーの氏名︑所属は次の

石井省三︵豪商︶︑佐藤勇吉︵象

河田明雄︵大林組︶︑武田行松

︑駕潤轟β正餐へ鱗殉一化灘ず︶

小激職懲︵ダイセル︶︑育山漆︵男

一烈囎嚇餅糊︶

︵日本無線︶︑大難昌男︵日本ゼ

結︶︑横山悌次︵三菱地所︶︑田

︵霧鐘︶︑山崎信蔵︵日新火災︶︑ 縮淵魔血︵三井鑑託︶︑上晶定雄
一︵東陽通藺︶

矢吹和夫︵閥紀︶︑樗瀬勝︵沖蹴

建設剖︶︑野村純一︵暇本製鋼︶
︵プリマハム︶︑安那英明︵派松

気︶︑坂嵌︵三菱商贋︶︑鷲尾麺

︵日経︶︑藪田索

オン︶︑小出武城︵横浜ゴム︶︑
杉村敬一郎︵大正海災︶︑堤佳疲

加藤貞武︵ダイナボソト︶︑茂
野秀一︵軽金閥協会︶︑船艦鉄柱

︵敬称略︑登録瀬︶

州︑建国︶も契胸を結ぶ予定であ

社︵東北︑中部︑北陣︑中国︑九

今隣の策矯と関電の契約内容は

る︒

①契約量謄三千八薔ショ

次のとおり︒

策魎

⁝ト誘②納入尋問隆昭和四＋四年
から十年問⑬爺平均引取量ほ三百

f四衙五十シコート鏑④愛汲場所

講︵日通︶︑草生渦︵川上簗工︶

社︶︑飛田靖︵鹿品建設︶︑井俗

︵伊藤思電舞︶︑好川紀薄︵難業

FOBスブラソゲ・オンタリオ江商︶︑怨語一央︵第一胸鰭︶︑
堺博信︵極東鋼弦︶︑竹野万矯
⑤効力発生要件n日︑加両国政府

のウラン情鉱輸薬入に関する許認

リァ︶︑渡辺党遊︵茨協︶︑亀井
恭二︵ゑ機工業︶︑隔村謹之助

常陽銀﹀︑高田俣之︵東洋キ戒

菊江壷皿︵中腹放送︶︑小川爵
①契約猟117千九百シコ

年詣叢難丑雷華圭髪︸

三菱重工業株式会社
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