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系︶の組み立て野菊もはし醤つ

トの爵ψ澱ヒq収かてqみ立てら
れたという︒

石川島播膨噴工かこの工開心ル
了したのか丹月中旬︑域〆占の紺
翫︵肩沼気π︶︑袖濁横冊もト月
三日無彗ル．﹂︑工事もよ︶やく︷

つの閲門を突破した︒

この後開始されたトライウェル
之コノクリートて丁っほり廼みこ

鍔層斯蔽施受なとの建︑鼠工箏か︑

建︑又事鋤所次長のη川さんによ

3群lb飢／王、、、H

貿も一時二三ストノブしたそう

れば︑この地方の冬は瞬ズか刀に

2円60」覧／王〜、、、II

最後の追い込み作業
新客なった霧窪も
カ．のコ〆クワiトか即しこ小汽
た︒一日に頓へ一ご日台のタノブか

路は︑聡しい衣凝拓
にそって左右︑トド

敦賀へ狙復したこともあ燈とい
アブ︒

しなから翫かな油賦

湾に疋す○︒その あ
頃圷二月︑このり碇の工に原子

てか始まったQーライウェルは﹄

プレノノコノ・ブェノハの望み立

海弓悟納す⇔トライウェルと︑ザ

たりかり︑出を瞬り
とつπ岸下に︑窮い
躍サヒ囲めをほどこし

たドライウェルか 目

級慰撫枚か烙接きれたか蔀分酌に
いまきひしい寒巳の中で行なわ汽

了炉建駆︑ターヒノ室︑眺寧棚︑

む第二砥κ蔽︵厚ご絹一響︶︑原

は六十五卦からという厚さのもの

野︑厚趣⊆三卜四ブ〜一二十七小の鋼

さ三十一慧︑フラスコの球に当萄
だつ︑その周囲ては︑いま建天の
コノク施Yト打硬さ忙かしく伯な ︑分て臥拝十八凝︑上部の郭て九
われている︒

建授会礼によって︑し木建㎡工事

ノハ︵トーラスとも呼ばれる︶は

もあっ九Qサブレノノヨノ・ヲェ

ここて竹中︑前田︑熊谷なとの

か始めりれたのは四十一年四月︑

てい 曾

止木機織とタノブ璋か交さくす⇔
八凝往のハイブか輪になって︑ξ

ロノク︵猛礎を走湾する人工密 の肌陛が中心隷で五ヒニ層という

趨・憶
織㌦

祠323ぎ」朝

剛建
中で︑原子炉を支ノるマンメート

．撫

㌔∫とブul師璃

時から︑両社とも協力のうん地

鵜29曾IJ円
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誌
新

国連

脚回

総会で正式に決定

ム

平和利用の全分野を集め七〇年に
胴際醜禽による隙子力平和刹用に関する困際会蹴は︑庫年↓月︑国連ウ・タント撃雄武長の科孚三
間委員会が勧包を提繊し一九七〇年か七︸年にジュネーブで第四同国際原子力二相利用会議を聞催す

は︑﹁原子力平職利用の開発にお

︵油︶ジュネーブ会騰の第︼園

加着を得て行なわれ︑核融合反応

田から十三田まで︑約七千人の参

第二圓会識は一九五八年九月一

纂

ける三際協力﹂に関する一九五四

撒があった︒

第三圓は︑

刀＝郷

一日から九月九日まで貝輪され
た︒ち．伊うど原子力発電のスロー

ダウンがとりざたされていた時期
であったが︑この会議では欧米歪
面国より原子力発電に関する多く
の発表がなされ原子力発電の実用
段階到達が強調された︒さらに直
接発電と懸水脱塩も大きなトピノ
クスとして議論された︒

その後︑世界各翻で原子力発電
が急速に火力発霞と経済的にも対

力発電時代が到来した︒そのため

抗し掲る豪でになり︑今田の隙子

に︑ジュ不ープ会誠はすでにそ
の目的を果したものとして︑従来
の四年ごとの開催が見送られてい
たものである︒

濃縮ウラン炉開発案を排除

﹁第五次近代化および設備計繭

統領が主催する関係閣僚会⁝縫で

ス政矯に︑十二月江田ドゴール大

共同作業方式
に切り換え
仏フェニックス建毅で

以外の議国も︑また奥国も濃編ウ

習してゆけはフランス化も可能︑

は英仏たか︑いずれも題事用で手

州で濃総ウランを製造しているの

巨頗の日金が必蟄たし複雑な交渉

を予想している︒しかし専門家筋

ハースト工揚︵堤国︶︑ビエ⁝ル

を供給す・萄ことにな・萄とカーペン

一杯た︒原子力発蟻重用の核燃料

採算からいって利菰が穴さい︒

たがこういつκ濃編ウラン炉の

は天然ウラン・黒鉛・ガス系動力

開発は当面しりぞけられた︒政府

では独立に重点をおきすきて科学

一方︑ガルフ石油会紅でもその

代表が最近州上地委員会と会見し

ハーネイ︑レイク︑マルヒューお

よびホイーラi地蟻の八万一千エ

ーカーをワラン採掘のため賃繊す

る間崩を協議している︒ガルフ石

て︑エーカー麹りニナ五二げ支払っ

抽はすでにこのための依利金とし

ているとのことたが︑その土地賃

ムが︑AECの原子炉安全議閤愛

のアイス・コンデンサー・ンステ

︑特定

の原子炉に表しては圧力抑制型の

る︒これを最初に採用するのは︑

カをむし︑O評価したいといってい

ィアナ＆︑︑︑シガン電力会擢のクノ

ミシガン州ブリ！グマンのギンテ

ク腺子力発電所にな甲−oであ？︾り

恥
代

式社 瓢
株会茂撒

胡

耳酬
煉覧
白掴
一図藤胸
即直

田
0盤
◎d紙

何團かの審議の結男︑AECへ

は次のようにいってい勾︒﹁あと

提出した報告瀞の中て︑ACRS

餓

二十五壌︑次の＝年聞はエーカー

貸料は最濁の二班日工⁝カー当り

がその土地で摺業を統ける限りエ

当り五ナ竿で︑それ以後は借用人

ーカー当り瓢蒼で︑製造量の増加

にみあって五i一〇％のロイヤル

Wとなっている︒

一九七二

収し︑また危険な圧力善除去しよ
うというものてあ．惣

不全のさい発生する護気の執竃吸

カードルによって原子炉の機能が

この力式は︑角形の水々ろ晒た

う︒﹂

学的に解洩可能なものになるたる

き磁力抑制系となりうるまでに工

コンデンサーの力式は︑満足すべ

って瀬野できれは︑このアイス・

蒸気系と二期分の炉心はB＆W さらに追加的な試験と解纏とを行

社︑建設はベクテル廿︑タービ︑．ノ

アメリカ鳳子力委員会︵AEC︶発電機はウエスチングハウス社が
それぞ㍍担当する予定︒

の十二刀七日の発表によれば︑

アーカンサス電力会祉はAECに 同危難所はラノセルビィル市北

は一魏魏ハ欝欝回筒叩刀賭で︑

で︑初期炉心を含めた建設コスト

ーダ塾ル・ダムに建設される予定

対しラノセルビごル近郊に原r力 西六碍にあるアーカンサス河のダ

発蹴所を建設するための詫可を申

申請書によると︑ラノセルビィ

請した︒

邸†こ旦嵩十一日までに間無運転

型で︑初期竃気出力は八十軍国K を開糊する予竃となっている︒

ル涼子力発竃所の線子炉は加圧水

ウエスチングハウス︵W11︶質

ラノト工揚︵仏融︶を払張す．勺か

技衛の追口を犠牲にしてよいもの

アイス・コンデン
サー方式を仮認可

の七五〇MW炉一夏の熱設︵二 欧州玉総ウラン工揚を建設しなけ

たろうかと反問している︒

炉の開発を続けフェノセンハイム

れはならない︒コストかろいえば

進むへき路線を正しく擬えて劇

ン採掘再開にそなえて皿山を続け
語っている︒

いるが︑州勝有の他の主嚢鉱山で

あるラノキー・ラスについては︑

サ

W・N社はじめ他の会社も鰹みな ティを夏仏うこととなっている︒

ム

域づなわちクルノク︑グラント︑

ークリア︵W・N︶およびカルフ て︑周州中部および東由鄙の六壇

石臼の両社がふたたび同州内でウ

ぴ不バダ各州が擾する州境地直近

くのレイクビ晶一祉の所為地は︑

た︒赤旗のはやり茜Wであった 維ておよそ二︑OOO年法でにの還歩はさらに驚くへきものが

はなかろうか︒そして︑その最

進ずることが阿より穏要なので

ており︑岡社は談た同州内に追加

塩史学畜でもな

スはこういつた欧州二目の建設は

後者の場含は原．r力発電所の建設 穴きな課題だ︒EECのフランス

に転換する揚禽は核燃料の徽保が

R型炉誉建設す・黛濃縮ウラン炉

喫六酌MWといった動力炉を建月十八日臨界︶チアンジュにPW

六六蟹W︶に続いて︵六六鮪卜

ATは駆爆用の数十MWの採算を
してシ諸ーズのPWR型炉︵二

苛酷読方式一原子炉はCEA︑熱の文題に属しないですむ︒たがP たわけではない︒ベルギーと鰯力一
炎鎚器の糠徹かる外の発四所は聡

力武−設謡かる建設までCEA︑

DFが資汀をもつ一から共同作業 肢外視しん線型炉で︑そこから五

︵パリ・松本駐狂暴発︶フラン 遍DF︑民立田黙で単一のグルー 設す・萄家でには多韻の資金と長簸

ないと認めら汽たからである︒

炉雌器︑ケーソン︑熟交換機︑制

一︒一一％程度とみられ︑技︑術を修 ランを米国から入手している︒欧

の議定轡にぎつく︶︒こ21は隔度 費のなかで特泊得かしめる割禽は

り鎚えることを決めた︵本年七鐸

フF
亭癒織して作業を進める一に切 間の努力を蟄する︒これに反して
スのCEA︵源子力庁︶とED
︵麟粛男公社︶は︸九山ハ九年初

頭からマルクル原子力センターに

作

の建 に当って作業分担方式は好ましく

ぴ

瘡工が決まった電気出力二五QM の科字︑技術︑工業力を動員する

地理的

フェニソクス

設に藪っては従来の

Wの高遮炉

区系などの間判技術蜘環状燃料や

︐卜漫りの出力増加など炉・暫群

はフランスは原子力賎業で独立性

黒雨欝屈斜の便用なとで敬良を卜

輸ウランを米国か最慨する猫脚

庵失なう︒②欧州濃縮ウラン工場

書て経済性引き上げに工夫がこら

を難設する縞合は臣額の資金と長
期の交渉が罰点たという考慮かち

欧州全体に濃縮ウランを供給する

一躯は六九iふ︺

○年再転︶を決めたのである︒た

されている︒だがEDF13の故

親は一九六七薙︑

であ・勺︒だがこういつた決定は︑

重会︵ACRS︶による仮認田伍

鉱も同声では行なわれていなかっ

その後力i・マギー社によって調

あり︑それが麗業︑経済︑祉会

していくつかの鉱茉権を獲鰐して

いが︑田虫＋数
年の間に世界と

しとしているとのことである︒

欧州工揚の建設か漁利た︒フラン

が他の系軌の動力炉開発を断念し

睡儒この型の精子炉の限界を示し

オレゴン州で採鉱再
まで鳳子力委度会作脳の州別ウラ

アメリカのオレゴン州は︑これ

W・Nとカルフ石油が準備進める

開

うけた︒しかしACRS

フランスの格子力薩業の発儀を大

濃融ウラン炉に紙換ないし少なく

きく遅らせ慰ことになるた．Oうと たものとみられ︑採算の点からも
専門家筋ではみている︒

しかし濃総ウラン炉を撚用する

いう慧見が主力になっていた︒

し欝Aのなかで天然ウラン炉牟 とも囎証して開発に進むへきたと

もその優尭牲拳説き︑将来外国技

シェで建設した線子力治水艦川襖

といってもCEλ主流はカダラソ

研究開宿してまた人達は︑いまで

術に依存しないためにはこの道ぷ

ラン採掘に爽り出すもようであ

進むほかないといっている︒磁か

ン理蔵表にも詑滅されていない
にEDFのツン・ローラン︵四八型かP五丁かる君朝し︑PWR型

る︒オレゴン州当局の輯告による

て動力炉開発を逗めたいといって

たが︑このほとウェスタン︒二昆

とオレゴン︑カリフ噂ルニア46よ

し︑敦た一九五〇年代のブーム以

碁︑五︸五MW一茎︶︑
濃翻ウラン炉の開允を提喝した︒

D︶といった建讃中豪たは幽幽中
纔Z六−七〇年︶の予灘に従 むへきたとするCEA主流とE塾

いる︒纏者は織子炉鼓術では米国

．筍てあろうか︒群氷学の間題と ひいては門内および政治などに

も大きな課題として簗省は︑研

いたものである︒

厳の紬果見込みなしとみなさ瓦て

及ぼす口訳は次刻かつ広馳なも

を強調したい︒

究開発の促進と技術革斬の実現

﹁

のになるであろうことを貝体的

・N社はウラ

して︑アメリカ︑フランス︑イ

に分蓋し額署している︒なかん

国内の各地を訪

とができるはずのものである︒

正しい團附にこれを便用するこ

腺子力アレルギーなどからも戴

く開放されて︑平和園的のため

に原子力を瀬劃することに︑臼

のであるQ

本ももっともっと前進したいも

︵華省は醐臼本開発銀行総
裁︑臼本電子虚日開発協会盆
・蚊︶

ラッセルビィルに
発電所建設を申請

黙
元︑聞免︑革犠︑醍透はジさ豪

の段階から﹁後朋藍業社会﹂の

しかしこの聡︑

戦後の二十年愈︑われわれは

キリスなどで一流の亭者や酬號

もともと職学も技術も入間の

ねて︑いささか麗吏に騨味をも

明治百年と

平田敬

じいものVになりワて・りて申め︸⑳Oワて

︵ケルマンカーン︑ウィーナー

版された﹁西紀二︑OOO年﹂ うして︑先進国は﹁産業社会﹂
おける科学と捜術の進歩を広く

﹁ひろば﹂欄のこ執羅について

本欄は︑今年から闘係各界の

を指摘している︒

明沿焦土を迎え︑明治をふり

段階へと移行するであろうこと

・サイエンス﹂の西紀二︑OO

名士のかたがたのこ寄輪によ

の丈占︶は︑アメリカの﹁アカ

O年研究蚤員会の委嘱によるも 雌ってみることは良いことた

ことになり旗した︒憎さ談のご

り︑文字通り話憩の広謁とする

デミー・オブ・アーツ・エンド
える︒技術革新こそ配業︑経洛

なく︑﹁明捻の良さ﹂がどこに

が︑叢るに懐古趣味に㎞ること

るところが大きいように私は考

生活の発展の原動力であったの

ように思われるQ．てれによると

協力をお瀬い串上げ獣すQ

のたけに︑症鷺を蟄する力作の
さて︑二十世紀の三分の二を

Gん後三十数矩の間に︑技術 あっ紀かを考え︑こん後田本の

てある︒

うまく取り入れてきたことによ

あるが︑なんといっても世界に

原子力アレルギi

入閲社会の巡歩と災化はどうな

再び薪らしい途を越ぴ︑今田の

者によってとりあげられ︑わが

づく︑原子力︑コンピュータ

ためのものであり︑われわれは
来学に関する軍籍など拳がじっ

何故に西欧文明がいま担界を

ているところである︒

風びしつつあるのか︒トインビ
ー︑ヤスパースなどの指摘する
ところによれは︑決定陶に御要
な蟄因は﹁科学と技術﹂の進歩
にあり︑それが︑今から胸二冨
隼萌にイギリスで起った﹁墨差
革命﹂に端を発して︑現在アメ
リカで億が咲き︑さらにばく進
を続けているのた︑ということ
になりそうである︒

日本は当別に遅れること約菖
年︑明治の切湖に繊めて激しい
重てそのシコノクを受け︑これ

﹁文明闘化﹂か︑こ瓦をよく物

翼柴を興き上げてきた︒その穴

国でも最近大きな隔心をよぶよ

ー︑生化学などの分野での研

もなくいわんや

きな線溶は︑琴鳥全体が正しい

うになった︒最近アメリカで出

私は歴吏蟹で

って天然ウラン・黒鉛・ガス系動 Fの王張を抽除したもので︑①濃

の新しい原子力発蹴所では①ユニ

性からも濃綴ウラン炉の開発へ慰

F−3の故障を契機として︑経済 ビュジェ︵五四五MW一基V︑フこれに鮒してh診Fでは米国のB降レイクビュー面食会社保有の鉱
ェノセンハイム︵七桝五QMW二
WR型濃総ウラン炉の特権を買っ 山が翻鎖されて以来︑いかなる採

決めた︒この乱足はシノンのED OMW

︵パリ・松本駐在画発︶フラン 力炉開発の努力を靴けるしこと吃

仏政府︑

天然ウラン炉中心に

九六四年八月三†

が︑全重星に公閲されたことに特

の平和利用に冒する各国の研究

従って︑野五五駕八月八日から二

隼十二月四日の圃連総会の決議に

・49よう要謂していたが︑十二月＋三日の夙連総会で血式に開酵を接議決竃した︒

第三圓シュネーブ会議の後で︑

この紳の穴会蔽は各国の業融のデ
モンストレーション以外には何の
役にも文たないとか︑商業的な雰
鵬戴が強すぎるとの批判があり︑

今後は凶際原子力帝居︵王AE 十口濠で闘催された︒この会議は

な効果があった︒わが圃における

盛り上げることにはきわめて大ま

後発国に対する平和利用の機運を

急趣に進展しとくに源子力添號の

してこの分野における国際協力は

以上の成功を収め︑これを契機と

A︶虫催のもう少し小さな会談に 禾曽有の学術的大会識として予想
すへきたという声が強かったが︑

醸見隠尊語間委員会は以前の三回
と同調︑岡連主催により原子力平
和利綿のすへての分野︵原子力発

矯︑海水脱籏︑アイソトー プ 利
用︑筋爆発鵯︶を含めた大会議を

薙︶さらには国際原子力機関には

の協力協定も締誌され︑︵五五

ら拍車がかけられ︑その山型國と

平和利用の研究開発もこのころか
得な い ︑ I A E A は こ れ を全美的

いる︒科掌諮問委騨会はブ ラ ジ

にバノク・アノブすへきたとして

ル︑カナダ︑フランス︑インド︑

理事国として参加するなど︑わが
魍の国際協力体制も旨い︑渥内の

た︒

二子力開発舞制も急連に整備され
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核燃料問題が基調
堂に会し当該年及のハイライトともいう

子力発鱈︵パネル謝論会︶ほキイ

のは何か︑どう紬うか︑いくらか

議などQ︵蹴︑以上の発表テーマ

愈磯果の咲とめ一漁見︑蝿︐﹃決

決定ではない︶︒

わよび日興者は一蔀交海中であり

かるか等

②熱讃榔は纏難

来年度着工は無理か

ニコロ

ギ

一＝﹁

ニ

ココニ

二一＝

ヒニ

二＝

濃くなってきた︒

これは︑文部省の里諺機関とし

て臨年九月発足した学術審議会

した結果︑建設第一候補地は筑波

鶯人で︑初繭度建設予算は現金十

山るく︑工鍵は三酉億円︑所員九

蕩えられていた︒

一八一A一

ような型式の研究所体鰯が必要と

霞棚性を有し︑穴学の臨治と同じ

に運営に当っては︑研究の自曲と

設に漕手する予定であったQさら

︵茅誠N会長︶が運嘗体制等につ 五億円も負債二十数懲円として建
いて嬢凹した紬果︑十二刀士当日
の総会で︑総額四十二癒円の文郡
省麟学研究費のなかで素研の運轡
費は琿聞約六十億円もかかるので

から︑素粒子研究所は現在絶対に

は他分野の研究を圧迫するとのこ

必要なものかといった慧見が嵐

れることとなっていたが︑東大が

十二刀十九口開いた定例膵議会

氏が繭ドイツのカールスルーエ

ツ博士と会食︒錐嚢︑

函ドイツ

研究所を訪ずれたとき︑ウィル

はなぜ王AEAの査鯨をいやが

がソ連に漏れるのがいやだとい

るのか︒ドイツの技術ノウハウ
将来超ズ型加速器が実現できるか

うのがその理由の一つと聞き蓑

ニウムの擁巾性子炉へのリサイク

うというものて︑一行盟

の源子力開発を湿脹しょ

ては再度倹討しなければとの声も

員会の内部にも︑素研設立に関し

た日本学術会員や問原子核特圃委

で︑素粒子研究所の難設を勧告し

また︑このような幽きのなか

裏にはすぐカメラにおける田本

だ

田本に見られるのがいやなん

を議題にしたくないね︒むしろ

ソ達なんか

ル

どうか奮闘である︑などの理由か

ツ薄は声高らかに

すが

と賃聞Vするとウ

ら素研設立に関する予算は受けな

は穴学の膚治能力の崩壌を招く②

されたV昨庫の碧れ︑B本の某

撒灘簾
題が不明確であるとの理田から一

約三十万億円についても︑体鍵悶

し︑さらに初年度の建設予算総額

0るとして︑延期される見通しが され︑その讐申牟二胡総会に保留

長長璽行︑左より平田︑臼井︑

︻写翼はIAEA本部を訪ずれ慰
た東蕨犬学原子核研究所に計上さ

した︒

施識を配躯︑十二三十日無事帰国

レ

制︑予算などに濠だ検認の余地が

﹁素碁子研究所謝画﹂は︑禅営体

米研問題︑年末に二つの波紋
来年臓昂初薙度とし︑五丁年で
工費三酉億円をかけて︑塞格的な
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儘没老翁に活手する予定だった
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曹

新聞調査団が帰国
隅本原子力産礁会議と上本斬聞
協会は無問で︑十月二十九田から

遣した︒

この調銑団は無難関係

担当漁

米国における原子力発罐計剛の進

︵M最・奥田敦久暢日新

鱗と一AEAのS・ホワイト広報で⑪これ以上マンモス化すること

視祭剛﹂

奥囲︵団畏︶︑片由︑岡村の各団

発について︵CEA︶
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通し︑FBHやA﹃JRへの研究
名使
は米A猛︒や英AE＼

ル﹂膠⑪プルトニウム生成懸の見

するとともに︑エンリコ

および里人E鳳雛を訪問

Wシンポジウムの部

用讃画⑧サーマル・リサイクルの

国の模倣かならずしも恕くはな

とドイツの関係が浮かんだ︒外

と答えたそうたVマ氏の脳

既得データの収集⁝どこでやって

﹁プルト 者の圏を通して海外諾麟袴

仏岡πフランスにおける渇難燃開

イクル噴業について︵AEA︶㊨聞論説委貝︶卒一欧米に派

ラン濃縮や再処理を含む核燃料サ

展について︵AIF︶②英酎κウ約一カ月聞にわたり﹁源子力事情

最近の政策から︵AEC︶︵ロ︶
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U湯産学協同の実もねらう
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絃子力闘業の現状巨内外の婚勢望
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①長期エネルギー計爾と葦
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る︒

充災することが必襲となって い

今回の第一回年次木会は︑こう
した動勢を瞥求に︑広く閃礒占が

！

≦

の隣嫌嫌欝欝︑ラ・ア⁝

！

グ再処理工揚︑カールス

≦
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敦賀発躍所箸④在来炉の最新のデ
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明らかになるにしたがって︑そ
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第︹購原醒年次大会の内谷︵予
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画︑政策の決定とどの

議画︑調査維紬の機能が︑そ
の国の

戦隔決定の要証が各炉系の経携
性と︑秩燃料サイクルにあるの

術的課題について︑魯門的なあ

られた︒プルトニウム問題は︑

グループが必要である︒私はそ

とになり︑それだけに専門的な

うした焦燥に似たものをもって
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匿転置議演︑論文発裏〆含海外︶

の原丁力婁員会︑公証︑研究所

ように織びついているかとなる

り︑それなしにはd画や政策の

るいは四幅的な検討が必要であ

はいう謹でもないが︑作業の課

の機能が広く電力経済や工不ル

という事実は︑わが胴でもつよ

妥嶺性と客観性が保証されない

と濃淡さ衷ざまである︒豪たこ

ギー経瘡の課題とどのようなか

題は藺次典中豊子炉系と高速炉

かわ一3会いをもっているか︑に

⁝を 系の迫合化一画逸類のシステ

ム・アナリシスーと︑核照料加

ものもあったQしかし︑一︑

うに民間の開発会紅におかれる

⁝陞憲懇糧糖難聴抑謎
昨年九月中旬から十一月初め

工と再処理の規模の最通化とい

除いて︑何れも均衡のと乾た七

長期予測の内縁が︑単に原子力

ノパ各国の高子力機関を訪問し 曲構成をもち︑専門画工として

までの七週問の日程て︑ヨー獄

発電窟体の技術的︑経済的見通

も稽蝕があったQしかし何れに く指摘できることであるQまた

圃の評価のための

せよ︑こうした議

う方向に集中しているようにみ

情報交換の重要性確認

しにあるのではなく︑原子力と

この間で支配的な要因ではある

ポジウムには︑私があってきた
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エネルギー経済あるいは国民経

恒協的ろ機能が確

の機彪を確立していた︒そこで
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調査にはいろいろの化ヵがあ

行なう機会があった︒こうした
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立していること
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蒔が自由に便用でき︑とくにコ

一枚黙り四十銀︑プリントは

であり︑入嵩力はカー13訊取り

ページ当り二十円とオフライン

﹁
ドについても各機閏の喪請に応し

て甥鋪の努力をつづけている︒こ

の成果を亨けるには︑GDG三六

東京瓦斯株式会社

線曜の電子請算機蟹は︑あら
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ゆる付属設備を完備し︑CDCード痩身の便用糾は必要としな

三六〇〇システムとさ6に利用

によるシステムのマシンタイム

な内論記億答璽が非博に役立って

富むことと九万八干轟という大き

RTRA八てある限りはほとんど

おり︑他機睡の原子コードがFO

そのま濠痩用てきる峡てある︑
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なお︑訓騨機の使用科金は︑

なお︑プロゲ

CDC三六〇〇システム本佑が科なしの実費である︒

ラミングなとの

可能になってい

サービスも利用

るが︑詳細は原

わが国の原子力界のさきかけと

予測もむずかし
い十年後の発展
ビル︑TEL六六三IO七山公

して東栂野の原研に王BM六五〇

策京都中央区八璽洲1の3

者の使のためカードキーパンチ

に利用できるよ

広く利用者に喜ばれるサービス

原産電子計算機室

設備二台とリスター三口が瞬由

う設徽されてい
る︒
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に用意されてい
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して実施する工程の足並をそろえ
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ころによると︑演算スピード︑主

観一度に麗麗も複写できます

形
笏

ORの分野
でも中心に

れら三組細は湿婆に連繋をとって

できなかったほど現在の電子訓算

のであるが嶺晴には全く予思たに

機の発鳶はめざましい︒同様に十

予測することはさらに函難と思わ

れるが︑駅産コード開発懇談会の

作業グループが日本電子工業振興

協会の依頼によってとり濠めたと

配憶雄麗谷量︑アクセスタイムな

であろうし︑さらには原子力コー

どがすべて数十借の性鮨に達する

ドや核断面積データが多慧に内識

されて良田に呼び出して便えるの

ェアリングが全く実用化している

みならず︑データ伝送やタイムシ

しんがって︑この頃には︑共同

としているQ

で最新の超々大型システムを設殿

で轍倶し︑同時に多数の利柵溜が

して︑各機麗はこれにオンライン
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原子力界でも大活躍
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条作変化の揚合しか倹討できない

人閥が直接創算したのでは僅かな
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置れて以来十年の時臼が経過した
ードセンタ⊥セイスプラのユ⊥フ

に映する作業工程があっても短時

活動しており︑日本の原子力コー
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瓢千七強万円︵このほか国庫債務負担行為頷約颪二十八倦七千四酌
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は科学技術庁は総額約三直十八僚

二十二轍四千七翼万円︵債三十七

薦門のうろ回漣増辮炉開附加は約

轍％の潔とな． た ︒ こ の う ち と く 線 勇 平 剃 湿 掻 別
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国立機関の試験研究
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157，974

船の建造など四十三年
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【注〕このほか科学技術のマ穿及啓発、ENEAおよび1 へEA（外務省）の参加分撫金、
束海地区地帯山側1費（建設省）等があるQな繍1二二理こよって査定額は変動す

ることがある9
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二甑円か期待さ瓦ている︒
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動力炉開発で
自民党へ陳情
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駈の新型動力炉開発および原子力第
度から貝体化される大型プロジェクトへの予矯訓上が認めら
れたためである︒しかし新社動力炉開発訓画ては原型炉建設
に直接につながる賭施策へ大蔵省が難色を示し予算は要求の約半分に査定され︑ また核敷料列処理工
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場の建設についても全体計画が確固としてないことから四十三無能は﹁考慮の年﹂とされ︑結局︑予

定経回である︒

展予算政府案の主な環澱とその決

︵写轟は鍋鵬科技庁畏官︶

る動力炉・牌鰍湖聞発事業団に対

しく国のプロシェクトとして進め

算化が箆送られるなど︑かなり虚しい査定となっている︒

今年一月六日の大恥省猿案の内
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た︒人触七人増︒

今駕麗から貝休的な第一歩をふみ

目一欝四千五闇五十万円︒

東奈大阪名古歴〆出張所札幌福覇仙台広鋳静岡

x店

①弱科試験炉の建設腫三月末臨
翼の予嬢で︑このため年展梅に賦
運転を開姶曲るほか︑ホノト・ラ

たす︒このため︑今年度斗ぱに船

ら弗一船建造の許可がおりたため

年冨に総理大臣および運輸大層か
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化のためのこの聖域︵出力を信増

子炉の詳細喫緊を進め︑機器の製
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年展ギばから炉心部の改造に庸擬

させる︶は二年圏を迎えるが︑今

▽原子力平和利用研究の助成
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四十三年度
予算案の問題占
︑

ことを与野党一致して国
︵儂三十六・九倦円︶である︒京たこの
ほか民閥出資金も二億円が瀦上された︒
この予鱒の内容は︑昭和四十四年越か

念縮平芝て韓とし配

のではないが︑潮型転換炉開発にとって

とっては︑それほど支障を感じさせるも

設費は予鈴の紐みかえ激たは椙入れが示

億円余の設訓費がついたのみである︒建

は︑現金分六欝六千万円の要求に対し三

しかし現金分予鐙三十隣停円の愛求に

例を見ない蟻穴％増の蛭子力予勢か洩凝

︸

謎

原子炉主任技術
者試験期日決る
科掌技術庁はこのほど︑原子炉
の設耀︒運帳等に関する規耀に慈
づき︑第十回﹁温暖炉主任技術者
熱田策調試験﹂を︑三月ナ八βか

なお受験墨型者は︑所定の受験

測定および放射線離密の防止︑

解を深め︑わが團科学技術の振興

つくもので︑︸般心象の関心と理

五無二月二十六日の閥識了解に撃

技

庁

公饗などが全園的に実施される︒

るほか︑租学技術に鼓する甕料の

会︑映画会︑座訣会等が開催され

験研究機関の公開︑講演会︑展国

より︑科学技術功労者の表彰︑試

この期間中には各機闘の協力に

をはかろうというもの︒

原子炉に関する法令︒

日康でに原

喰込懲︑履歴欝︑戸籍抄本︑写翼
尊をそえて二月ニナ

よい︒

子力局原子炉規制課へ提出すれば

放射線取扱主任者
科

試験の結果を発表
科学技術げの隙子力局はこのほ

主任者試験の施行結果について発

ど︑昭和四十二年展の放射線取扱

表したQこれによれば︑第一毯で

七島が︑豪た第二種では本杉幸

は宗近順次筏︵昭和大学︶ら四〇

氏︵市立志太総合窮院︶ら五〇九
名が降格した︒課長率は萌者が三

な46これで︑わが国の放射線取

九％︑後薔が四六・︸％o

二種二五八四名となった︒

扱主任者は第一種二〇三四積︑第

老

︑

午前十時三十分から同十一時ニや

現状目西堀栄三郎︑矢野淑郎

線子力MHD発電の

︒C会場

午前九隠三十分から同十時二十分

水炉用樋出澱路敬博

ぜい化の検討11藤村理人②JM﹃B
②ガス冷却炉用ほ高布利炎㈱加濁

燃料材料の照射譜剛翻武谷清昭①

Rとその利用薩三勘良績⑧嵩速炉

核燃料再処理

午後一時から同四

アイソトープのエ

︑午前

︑午後︸時三

海水淡水化研究

訓広⑬放尉性廃ガスの処理一1山本 十一時三十分から午後十二睦二

十分豪で講演V

紛末ポリエチレンの製造睡宗豫

藝ア︑午後二隠三十分から岡蕪

︑午後

フィソショ

ケミストリー11品川睦明

特二十分まで講疲狽

核分裂の物理化叫．ツー1吝ぼ

三時三十分目ら同四時二十分敦で

となっている︒

多／／ろレ多／／勿

講演懸

溝輝

臼新製鋼︵株︶住所変更新住

rル蹴曲史京︵二一山ハ︶五哨血

︑ 所巣引都千代田区丸ノ内三ノ四漸

雄一

水菅

長長

本誌

主目会社 社葬

︑マ

笠清吉

建正清

設

る
会で決識したいきさつから考
えると︑豪だまだ多くの戦勲

原子力予郷の主体を占めるのはいう謹

は︑時期を遅延させ．Φおそれを抱かせる

喫され︑四十四隼度以降尉投による手筆

鵬

でもなく︑動力炉︑核燃料の開発︑原子

に十分なものがある︒薪型転換炉は︑実
を行なうことが了承されているが︑財投

処理施設の建設引引を四ナニ年慶に嵩孚
@
することが認められた︒しかし予算面で

力第一船の建造︑日本原子力爾究所︑放

験炉の設階を経ずに四十五年度から羅気
による建設は当然樗処理コストへのは捻

ら爽験炉の建設に酒黍する騒騒炉開発に

射線医学総会研究所など研究機関に要す

遣力二十万KWの罎型炉建設を予定して

脚註となろう︒もちろんこれらの点につ

返りが考えられ︑発鐙コストへの影讐が

を残しているといえる︒

圓の予算案は財政硬灘化と瞬際

る費用等であるが︑今回の予算でとくに

いるが︑内外の憎勢からみると︑そのタ

昭和四十三無農予算政府案は

経済環境の悲化などで糞びしい引き緊め

問題となるのは︑当然ながら本年度から

イムスケジュールは一日も堅いことが要

望⁝

がなされ︑一般会計では前年比︵補正後

開始された動力炉開発にドライブ山42かけ

いては︑国のプルトニウム磁保の立場か

︸刀十三臼閣講決簸をみた︒今

との︶一一・八％増に揮えりれたため︑

円滑かつ効果的に遂行するための重重箔
求され予報より遅れるような揚合は開発

展⁝

びにおわったが︑麟配動力炉開発と争袖

各省庁の予算もたいたい一二％前後の伸

置が果たして講じられたかどうかという

えられるが︑段間原子力産業との闇に十

開発の二大プロジェクトを持つ科学技術

て動燃瑠疑団は︑このような喰情からス
二分の検討を聾する問題点の一つであろ

ら︑何らかの錯置が講ぜられるものと曙

国湛動力炉の開発は︑今後十年聞に杓
ケジ．一iルの繰り上げを慧図し︑非公式
う︒

の意蔑を損うとさえ漏われており︑従っ

二千伽円の投資を行なって斬型転授炉︑

ながら麗無界もこれに賛漁を表していた

点にある．

・六％の増加が認められ︑原子力開発推

疑速増殖炉の開発を行なうがこのための
ものた︒

片は倒外的に総額約一二醤十八億円︑一一＝

選のための予鈴も釣二衙五億 七 千 万 円

円︵債九十億円︶の要求に灼し︑はじめ三

動燃事業団の動力炉開発日舞約九十八欝

︵他に債務負担行為額蒋穏五億四千五齎
万円︶と期年比三六％の増加をみ︑陣ぴ

したことは︑原干力開発の大きな削進を

以上の間題点をはらみながらも︑他に

孫からいえは大きく他を臓することとな

約束するものだ︒国産動力炉開発が艮体
化する明無量に備え︑開飴電機閥の体制

京臨茗祷谷三二の拓殖大学で行な

詳細設計と鼓せて行なうへき麟内におけ

強化と産観照の協カムードが一層糾進ず

対する十四億円余という今圓の醤蝦は︑

る試作研究費を火窪に削証して︑机上設

やく牛頷の約四十四幻円︵債七十九億

備のみが先行することを余儀なくし︑た

十五停円と査定され︑復活折衝の末よう

円︶が認められた︒内訳は趨速増埴炉の

このことは︑科学特術振興に政艀がは

開発約二十二・五億円︵債三十七．七億

った︒

じめて本腰を入ればじめたものとして歓

ら同二十日目での三日間︑東竪文

迎されるへきことではあるが ︑ 半 無 測

今年の科学技術
週間日程決まる
子炉の讃謝▽同ナ九日11石子炉 術週聞を四月十署日から同二十一

政閥はこのほど︑今年の科学技

この科学技爾週閥は︑昭和ヨ十

日までの一週間にすると決定した

▽三月ナ八日劃君子並幅諭︑徐
法にもとづいて︑発電用原子炉旛

の運転制御︑原子炉燃科勧よぴ

︵日本型鋼︶︑柴田雄

．C会場

照射後試験技術について11八劔達 まで講演斑

雄

の諸季題①再処理工揚の議画一1山 陰嚢で講演職

時まで総禽講敵盤
鉄︶︑末綱一郎︵原茸︶︒

男︵八幡製鉄︶︑田所兜巳︵冨士

！ノ4つンーうンづ多ノ4ーン

原子炉材料▽同ニナ貨雌放躬線
ノクノ！！！∠ノ！ノ！！！！！！

多田正文︵石描﹀︑

臨正男⑫将来の再処狸の方法観垂

野市郎①窩速実験炉訓画の現状睦

十分から同二時二十分まで三瓶皿

11石鳳健彦⑤使用済み燃群の輸送 の現状疑鶴岡富難

盗Φ腿レベル麗葉物の貯戴︑廃棄

を行ない︑大山松次郎原子力学会

午後一時三十分野ら岡三時濠で総

発の現状11上田隆三︑中村康治

代表

動力炉の運帳経験①J ＝
PDR翻村虫進鋤腺電康海発電所 ︵株︶明蹴鞠 加入口数変史九
動力炉開発と燃料材

太陽火災海上保険︵株︶

口に増

︑総含欝瓶−

国内言外における核燃料

ネルギー利用輔加藤正夫

写翼はワーキング︒グループ初会

総ムロシンポジウム伍づ

羽鳥健男︵B本鋼管︶︑三婆滋 合のもよう︑中央は池閏正主査

メンバー

主盗池田正

次のとねり︵敬称酪︶

正岡功︵日立︶︑小休敏郎︵関
W・Gのメンバーおよび所属は 電︶︑塚本睦世︵碍鉄︶︑日除瓢

︵二二︶︑薄田鉋︵三斐重工︶︑

野村純

︵山野電機︶︑中村艮市︵東懲︶

設に対して定期検査するもの︒

！ノン！！！！∠！！！多！！

要望書の作成を決め︑さらにそれ
の作業機関としてワーキング・グ

午前九時〜二†

黒本成文⑪低レベル廃液の海洋
8会場

分から十二聴三ヤ分まで聡禽講敵

二十日

放撮11坂岸珂古

会楊は三つに分れ豪たプログラ

櫃〃新型紙換炉と紅粉増殖炉の薪

注目される再処理施設関係の発表
日本原子力学会︑放射彊同位元

ムの概要は次のとおり︒︵敬称

型転換炉開発の概要1一鵜ノ木丈
午朗九時三十 夫︑島史郎②新鶯転換炉の炉心設
略︶

A会場

素協会など三十単協会具懸の第六

十九日

圓﹁腺子力紛合シンポジウム﹂は
二月十九︑二＋日の両日︑象京・

琵の摸拶に続いて︑向州1

石川寛︑能沢正鐙⑤島速炉燃料開

分から同十一時葺十分濠で開会式

力開発と捲礎研究11武藤俊之助

霞ケ関の匿工数費会館て開催され

同シンボウシムは原子力関連田．・

る︒

講醸難

速増殖炉開発の概装牒大山彰︑市

協会の共同宏催によの︑原子力姻

資源の現状と将来翻神出貞一r︒

訓についてH沢男雛︑安川茂㈱轟

究を軸として幽門分野を異にする

原子

び酋及を目的とし︑昭和三十八無

研究者︑技術者閥の知識気流およ

から毎年閤かれているもので︑今

B会場帯後一時から同四時まで 禽講演W

ループ︵W︒G︶の設課を決定し
たが︑そのW・G︵空査︑池田正
八幡製餓取締役︶の初金閣が一月

の笛議方劃︑作成方針について倹
激した︒

筆鵡試験の日程は次の通りQ

うと公告した︒

技庁を通じて襲求されていたもの

一芳七千円︒この費用は電気鰻業

ることを期待したい︒

︐ノ多孝ノ！多多！一7ノ

標準化懇WG初会合

円▽源子力発電所検査費裡ヒ編網

法に必要な経費R千八酉五十万円

▽放射線陳瞥予防黒熱羅の検定

地についても講為する予定︒

めに転喚騨開発の瞬期を失することが蛎

し一般金利︵八・二％︶で運用さ

開銀融贅については︑四二慨存の

で逓産省が鱒葎原子力発臓所立地

原子炉圧力容

︑午後誉時から同五

翻浅田息一

栄／束ゑ都文京凶荒騰4丁図1円理

一

料照鮒①圧力餐器の照尉試験A︑

電気工事の総合企業

発電所からコンセントまで

Q，277，193

蝋1

ユ05，ユ08

P，172，〔鰯

器獅
について①沸騰水炉用11島片敬 嵩変史︑新祉長舞木光資民︒
正薦B︑JPDR圧力暦器の照

（大代表）／テレソクス272−2081

511エ

（8玉2）

sEL

原子力発電月間実績（昭和42年12月）

⁝辺に及ぼす影響についての発喪が 麟藤綱朝の照射試験蝦告11長谷川 時家で総合講演V

圓は核燃艀蒔処卿濾設とそれの周

汰獅東区北浜訂属15渥

II
％

@
@
@
@

洗鳳される︒

盗鰍，滋麟

閲
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lil｛和10舞11月以降
（注）」記ω発電々力蟻雪目【は蝿・海発電言りr
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円︶︑新型転換炉の開発約十四・五億円

国を挙げて国配鋤力炉の開発を迄め

四＋三年度

発電機器国産化へ

確保された︒とくに予舞要求で関

れることになったQこの繊資対象

の束電福勧

鍛力ワク内で金利六・五％の一億

調叢地点を避ぴ︑気硬協会と関係

σ
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望書作成の方針などを検討
瓦落懸子力藍業会議の原子力用

正夫八繕琵音劇社長︶は昨年十二

鋼材標鵡化転婆会︵襲ほ堤︑湯川

開戴触資は︑大工省との折衝の結果︑五ナ四億円の勝資ワクが確保された︒核燃料加工購業に対する

通麓循は来年展予算要求で︑
蹴弐痕二号鶴のように川内メーカ

は申講中の三聖一子力工業︵株︶

で︑原子力用鋼材標準化に闘する

月十八臼に闘いた第四同麟の会合

財政投融資計画による論究同 け

ーが工契約者となる鍋含について

の︻般盆刈︵八・二％︶で融贅されることになった︒

融資ワクとして︑重聡処払い 融

い融質で要求した金利六・六％に

融資ワクは︑要求通りの二十一億

機のほか︑新規分として熱闘二月

円が襲求されたが︑査定の縞果︑

隈に対し婁舐する騰査費︑来卑度

開かれ︑要望還作成に関する今後

エル︵JNF︶社のこ社の加工諸
十日午後〜時牛か6原産会長簑で

とシャパン・ニュークリア・フユ

の七〇％に下げら

が︑

附蟹比率一〇〇％が要求された

し︑総麹嵐八↑億円を要求︒これ

下げることと問鯖に︑原子力機器

なお︑原電敦賀発雌所に対する

口が対象となっている︒

に潜し大畿省の査定の絃鍋︑重聡

円︵金利六・五％︶が認められた

果︑三月までに重蹴延仏い融贅の

▽原子力発電所立地調資費口裏

原子力関係予算

国麓化融費の八○％融嶽比率のア

利六・五％は七・五％のアノブと

交渉し︑詰つめることになった︒

金利との関連で︑大戴省とさらに

ノブを復法折衛でも要求した結

なった︒また醜年展からはじ彫っ

機と笈浜二弩機︑中鷹﹁沼縄が対

開銀融資のその他ワク︵百六十億

はこれまでの海岸立地のほか︑山

一方︑核燃料加工察粟に対する 璽ハ十二万六千円︒この予算は属

象となり︑六十七偲内の融資ワク

円︶内で︑設備資金の万○％に対

碧機と関電灘浜一号

めの融負については︑曲年度継就

た原チ力継電機器国艇化促進のた

保されたが︑当初要求の新規の金

延弧い融蟹ワクは九ナ一億円が確

れた︒モこで適産省は︑策電妊払

従來逓り

資菖三惚円︑原子力発電機器国薩

業に対する融難ナ偲円を一本化

化融贅六十七触円︑核燃醤加工購

他ワク

開銀融費については︑融賛ワクを決めずに現在開銀がガス︑非鉄金属簿に対して融資している

その

通田口が昭繍四三二年度予舞で要求していた財政投触ぬ引幽による鳳子力発躍機器国巨霊のための

核燃料加工事業へは別ワクで

ロ

取締役娃長押本

名古屋・大阪・広島・高松
福岡・金沢・偵台・札幌

①1関東電気工事株式会社
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産

力

原
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ロ
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原案を大きく修正

研究炉からのウラン・アルミニウ

雛持を訓画している︒在来の動力

術胸なものを附象とするようにな

敗血を拡張する婁たる囲的は︑

を決定することにより簡素化を考

えている︒

再処理するさいの説算上の価格を

ーターにもとつく概念士の施設で

置

︻九七〇年末︒研究用炉燃料ll一

鷺駈建設鍛も低下している︑現

頼性も硫立し経済儀も聞いBW

を供給するため米醸ですでに信

⁝

鰹ｼ本駐在蝋発︶フランス の環災金明らかにした︒さらに

状では撒油火力は原子力にくら

︾！一！づンーシノーつシ7萎クー！！！ノーノ！！！1ーノ！多
エネルギー事鋤総叢ジャノ・ク

政府は︑このほど﹁天然ウラン

ー

ウス

ニ・六七

︵六一MW濃縮ウラン炉一盛︶

六八〇

︵蝋位藩︶

石炭火力発羅勝

六六〇

KW当り建設畷

フランスの轡門尿の罰算によ

九八五

R型炉の採嗣を主張している︒

・デゾーでは︑一カ所に二湿を

フェノセンハイム

狐油火力発羅所

べて安い︒しかしサン・ロラン

蟹会は引統き餐系統の動力炉の

ると各極発躍所の経済性比較は

チュール罵を髭とする聡門家婁

続けること﹂を決めたが︑この

次の通りである︒

・黒鉛・ガス系動力炉の開発壷

系統の動力炉は①量麗による債

建設したことによって建設提は

ーム︶

フェノセンハイム

︵六〇〇MW一塾︶

弧油火力発継所

三←二五

ﾐOMW一基︶

石炭火力発電燐

四・六八

八八○

四〇％商いが︑二三コストでは

エ01

かなハソ酬安である︒しかし原子

費では火力発屯所よりも

計颪中の原子力発通所は建設

ウス

KWH当りコスト︵単位サンチシュナイダー・ウエスチングハ

特蜜を倹討しており︑報告瀞の

頼性を確立していない②シノン

仏の動力炉開発問題
二〇％節約された︒原子力ガス

AGRおよび経済性をめぐって
作成を急いでいる︒

の皿DF13の故障で欠陥を暴
羅した③輸出ではスペイン向け
たけで注文がないなど問題があ

い技術も検討されている︒フェ

を臨接タービンに利用する新し

る◎そこでベルギーと協力して

緕Rハ六−七〇年︶では︑原

型炉を建設することも決めてい

テアンジュに謎縮ウランPWR 第三次近代化および設備国画

ソセンハイムの動力炉総理はさ

力発蹴所の揚含は研究蟹と故障

子力は従来の発羅切と十分競争

二・六五

るし︑またモーリス・シューマ

の揚舎の費用を度外視している

らに経弱性が引上げられるはず

ン科学相は濃縮ウランAGR型で愚・Φ経済性をもつ︑その後懲

承躍された彊塞予興総額は冊藏

のための玉○万ドルは︑削減した

六千九薦十留一刀︸即⁝千ドルであ鵜︒

米大統領︑核防条

約下の査察で言明

もし核鉱散防止条約が調印され

れば︑米国の非軍事用の蛾．嚇力設

備はすへてこれを国隙査綴の予に

方劃を米原子力軽羅界は一致して

おくという︑シ﹂ンソン穴統勲の

大統領がこの提寮を賀な︐たの

支持すると約束した︒

は︑シカゴのエンリコ・フ︐ルミ

またフランスはベルギーと協力

決めているが︑この建設の入札に

蟹が非別贋

は︑ロケノトは原子力以上に軍

おに信じられている︒讃外国で

の立編がそこに生気れる︒︵纂⁝

拡散防止条約に対しても︑独自

えるようになりたいものだ︒核 一

協力はその胴揚を強化して米鰺に

う︒英曖にとってはフランスとの

協力の諾禽いは秋にも絨けら

化する交渉で難行しょう︒これは

み︑政治的灘慮と自力会社が検討

協議会は︑課越し分の五五万ド

ルの削減と︑上院が復活予鱗とし

範を示す用意のあることを冒明し

約に難色を示している国〃．に対し

英図のEEC加盟聞題ともから

き懸る課題であろう︒

附聾する力を強化する︒またAG する発電コストとの関係でガ同か
R市警の払張にも通ずる︒

黛

AεCの六八会計

てくんたこつの狽轡の削除に禽慧

アラモスの消火設縮に対する十五

したQすなわち︑一つは︑ロス・

年度の予算が確定

さきに上院で提案された一九六

展示館の展承物に対する十万13ル

万こ千ドルと二議ーヨークの科学

八年聖訓適度の予算案は︑運営予

算二四〇万ドル︑資本予算五〇万

ドルとそれそれ削減されて決定し

会議︵AIF︶は︑すぐにこれを

たものといえるQ米国原子力旧業

歓迎する声明をたしているが︑一

艘麗業界の黛気としては︑血蟹が

おこなわれること自体は悶題にし

ていないが︑そのために費用か余

還にかかったり不鍵を生したりは

る︒

しないかという点にやや不宏はあ

機関︵IAEA︶は︑米国内でけ

いままてのとこる︑国隆原チ力

運営費として決定をみた予算は

とである︒

ヤンキー︑ビクワ︑およびプルノ

酎減されたのは︑矯用原子炉讃

クヘブンの研鷺炉

大学の研究用小醗低出力の加遮羅

した一四〇万ドルは承擬したが︑

の魯処理工柵も獲蟹している︒

ークリア・フ講エル︒サーどス祉

炉の燃料査漿の一環として︑二議

原子炉を査継し︑かつ︑ヤンキー

⁝ぶ︑瀦四丁の

協議会は︑設縮予算として︑プ

﹁＝蝦鯛千万ドルであるQ

エルトリコの便体総学施設の付属

國に鮒する七〇万トルで︑これを

蔽予算とであるQ

削減された上院の九〇万ドルの復

た五㎜OO万ドルのうち下院で 建物の建設のため上院が復活折衝

一般の諸子炉技術に対し承認され

下院は別項目として削減したのと

た︒

的の研號開発を妨げ

るのではないかと慰聾してこの条

下げ朗は一〇％島︶︑EDFは受

WRよりも四％筒く︵ポンド切り

ている○たたその価格は米国のP

一四五がという費用は︑AEC
償却・廃喪叢薄戴費︑AECの総は奥国のTNPGグループも応じ

経費をカバーす巾食めのである︒

側はフランスの一部研究施設の利

発についても縞局猛DFとCEG

用を蟄冷したといわれる︒天然ウ け入れを渋っている︒AGRの開

ランスにとって︑AGRの開発はBの交渉で確認するが︑CEAと

ラン黒鉛ガス炉を開発しているフ

シコンソン穴統領の意図は︑査

であったQ

炉の鯖25撮記急聞の鵬トてのこと

コンの黒鉛ガス系炉の開発に関心

れ︑仏側は英国の諸ジェ塾レ⁝シ

から単純な比較はできない︒

︵七五五MW天然U三二猛︶

の比較的大きなバノチを処理する

という利点をくみこんだものであ

萎

だ︒それでもEDFは計い偉力シュナイダー・ウェスチングハ

ー
油緬格も低下したが︑原子力発

炉の麗発について英国と交渉申

⁝

かし︑原子炉の運転奮に﹁燃料サ

弧な燃料を︑精別な払楽により︑

げられる︒この燃塀は︑軽水炉燃

コニウム水素化物燃料と動力炉か

費用を蔓忍する代わりに︑AEC握を取扱うことのできる陶茉施設 イクルの経済性をより理解させる

！ーシ

ら圏収されるグラファイト燃料に

ため﹂かつ﹁動力炉旧燃料の繭胴

り︑かつ︑同じ地域のA猛Cの他 を呈したが︑結局MARK斑が選
なら撮処理することができるので

の施設での処罰およひ旋穿物当鉦

ある◎一四五がという費用は︑蘭

費用の部分とつり命うものである

は︑概急上の施設求たは︑このよ

な凶冷﹂を排除させるため︑A鷺

助成金は︑研究炉の運転巌を蔚気

づけようとするA猛Cの政策と矛

の大規模な樋設に集められた二進

を明らかにしたQこの協力は七月

か二十年あまりで︑戦劇以上の

打ちのめされた日本入は︑わず

堺と密援に関連して開発されて

いる巻にとっては絶妊の材料たろ

こと
米点繊仔の累除を塞弛して UKAEAが禽零した原購を臭体
CEAとUKAEAの定期協
識にで

礁鉛腐蝕防止など技術の逓報︑英

兵

の蝕にたけ使うとい

らに理解されるように︑原子力

豆本が原子力闘発に足を踏み

きたものなのたが︑これで原子 長潮︑鮨騨報部幾学報道︸

って︑無気味に米ソを追って

ばれた︒

業施設が蟄するより︑おそらく安

いる︒それは鼠接・間接費︑減緬

とAECはその新政策で指摘してしてラァンジュにPWRの建設を

うな熱醤の使用できる点語所の改
罠の観煮から費用を舞慶すへきで

これを戴け入れるかどうかは不明

あると示要していたか︑A温Cが いであろう︒婁員会は︑この種の

示唆した︒

関しては︑ケ：ス・バイ・ケース

の基準の検㎡を試みていると一口明
している︒

このような変更にあたりAECである︒

敬するものでないとしている︒し

について︑フォーラムは︑AEC

は︑AECの晦入れに応じフ†ー ウラン・アルミニウム欝金燃罫
ラムが三月に設けた燃料再処理政

の三黛半に対し︑十無を示唆して

AGRの共同開発

策に関する特別婁員会の示唆を︑

︵パリ松本駐在員発︶フランス

墨や一謹たはそのことを考慮す

︵将果︑処長もありうる︶研究炉

短期を採用した理山の一つとして

仏科学相が英国との協力を発表

とくに︑同婁員会は︑グラファ

のモーリス・シューマン科学相は

いる︒報蝕轡によると︑AECが

イト︑マトリノクス輝獅について

用に在果のMτ筑タイプ燃料を用

去る十一

明らかに考慮に入れている︒

年辮延長する代わりに︑各燃料へ

る﹁一という惜し出を︑︸様に窯
AECが一九五七無WAs
11

は︑十客間の延長または﹁採鋒の

いるかわりに︑ジルコニウム・ク

に乱調的な価絡﹂で商業上のサー

⁝七四三報告雷で決定したパラメ
のてれそれのアプローチの仕方を

とれる璽上のサービスを利用で

ラソドUO2の使用の可能性があ ついて央仏協力を密接にする三図
逼いつくかまえが棚雲である︒

にすんた結果である︒

やはり糸川さんはじめ関係者の

る︒未知数が二つしかない二元

がなくても︑

猶念が確固としていて︑そのP

しかし︑謹た﹁日本が︑いずれ

Rが上手だったためであろう︒

騒爆をつくりたがるのではない

プルトニウムの再処瑚や満戸

強兵〃

方程式より︑三莞︑四元と次元

れば︑大国として扱われること

〆で便用する技術が︑原爆生麗
と直接はつながらないというこ

にさえな

が増えるにつれて方程式が解ま

か﹂と心隔するものが︑捌外ば

を︑田本は身をもって証明した
ことに誇りを持って︑これから

とをしきりに強講ずる人がある

豊国

にくくなることは︑たれの目に

かりか麟内にも多い︒

脅つ新鮮国にも堂々とこの行き

しかし︑日本人はここでふた

きわめて含理的であるQしか たび明治の欝国強兵政搬の結末

が︑これもやはり

山国

も︑危険なはかりで役には立た 一
⁝．
ないことを幕くさとり︑原子力

いまさら少数の原爆を持って

の襲返しの反映に澱ぎまい︒

核アレルギ

方にならうよう題詩すべきでは

産業ス

と︑鯖二次大戦後の翼翼とを考

し︑そのための査察が

ー

核拡散防止という考えは︑一見

も明らかである︒その意味で︑

のために無駄な金を使わず

月二十日AGRの開発に 識題として取り上げられ︑仏側は

決定した︒軽水炉用燃料一！当初

きるまで﹂を示唆した︒また︑特

豊濁盛

という政鑑を強行した︒豊

ないか？

原子力開発と
強兵なしの豊国

を

関係蕾は鍔力すへきではない

う決慧が国民にも撫外にも︑さ
やめた糸川教捜らが膏てたロ

か︒﹁日本は原爆をつくれる︒

燃
ケソトが︑純粋に科学研究と平

しかしつくらない﹂と垂々とい

喬

え合わせて︑原子力に対する考

うことは︑多くの日本人にすな

和利用たけをめざすものたとい

佐

え方をはっさりと打ち立ててお

伊
パイ

かねはなるまい◎太平洋戦争で

のような役を果して︑後

配は避けられない︒

から追う三々の不利益になる心

入れてか6十二葎︑束海村は見

も圃復した︒この経籍の異糀な

鰹んだ国になり︑細隙瞬発手力

隣圃中田が何回も掠爆実験を行

逢えるぱどの大センターとなっ

〜

で隙子力を開発して先進護国に

みえた時代は終った︒いまでは

たけがこのオールマイテf一を

たけで世界の平和が保てそうに

持っていて︑爾国間の取り引き

時代に向かっている︒米ソ陶窯

しい工不ルギーによる費国強兵

現在︑世界は︑原子力という新

＆滲な戦争を番いて挫折した︒

国になった︒しかし強兵政策は

は世界三位の国民総生麓を諭る

国政策は成功して︑いまや際本

兵

遮に追いつくため︑

先進諸国に．急

朋治の指導者は

界に闘を陶けた

鎖国を解いて磁

卑である︒畏い

今年は朋治蕾

の計醐どおりデノド・ラインは一

ビろ硬論けられないことを馴せ

研究炉の運転省が﹁合理的な時賜

Cは費用の棊準を発請すべきたと

上の再処理費用について非現実的

炉から取り出されるウラン︒ジル

興す．儲としており︑さらに︑踊炎

ECはケース︒バイ︒ヶ；スで映

処理擬用を鏡出する代わりに︑A

特別な基準で︑特殊な燃料の再

ヤニ月宋︒

の﹁特殊﹂な燃料−一九七七年

な時携︒軽水炉以外の動力炉かわ

用できるかどうか決定できるよう

Cが蘭業上の再処理サービスが利

越三三か︑建餐

業をす．萄さいの訓舞上の価格の代

ローチである︒概高上の施設で作

用を確定す．筍という間題へのアプ

の一つは︑二二な燃料に関する費

斬政策と現政策との大きな相翼

なうということで︑彼箸を安堵さ
せることである︒岡じような受入

ば︑必聾な再処蝉をAECがおこ認拷することである︒

れ体制は軽水炉の運転者にも開か

昨年の一二凹月︑A猛Cは︑山ハ月︸二

に拡大するため︑名イの重要な変

れる︒しかし︑実際のところ︑や
がて建設される核燃料サ⁝ビス施

飾汰まで継噂すること愚考慮して
炉用燃料に関しては︑基塞的には

によるより︑特別な処理富士を砿
コメントを求め為にあたり︑AE 設︑その他の闇X施設の利用が可
わりに︑AECは﹁特別な基準﹂
定し︑それにもとつき︑いくつか
膨となり︑AECの申し出は︑学

この政策 に 関 し ︑ フ ぞ ー ラ ム に

た︒

癒が︑行なわれるたろうと．口明し

十貸に失効する現盗の政撮をさら

のとなった︒

獅P臼の連邦公報に発表したが︑これは︑貯年春︑AECが考えていたものとはかなりちがったも

A珊Cは︑勧力炉および硯川炉の鄭料亭処蝉について新政策を定め︑一般のコメントを求めるため︑

各燃料別にアプローチを決定

腫8

ム禽搬燃料︑それと筒灘ガス冷却
るであろう︒
︸月一日に発効する新政策の当
炉からのグラファイト・マトリノ
研究炉燭燃料に関し︑AECは
初の二心と銀なる力式は次の 薫
四諦が躍以下のバノチに対する金
評クス燃料を含め︑職殊な燃料を受
である︒
け入れるという申し田を一九七〇
属KGあたり︑︸四五パの五三の
三つの馳ちゅうの燃科を憂け入

いたと指摘した︒

Cは︑動力炉からの低濃総燃科︑

ム7

た◎これからようやく自分の足
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Oユーラ

いう考え方で交渉を健進ずるあた

り︑ユーラトムに看警となり︑共
同体の精神および目的にそわない

讐遍的

なものにならねばな

将来︑ユーラトムの計圃は︑翼

ものであるといっている︒

に
らない︒それはすべての加盟国に
対して利鎧をもたらすこと︑共同
体のコモン・センターとして︑域

R
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内で遂行されるという煎で量嚢な
類似の謝醐を進めるため新しく国

と︑米凶と欧州の会社でこれらと

型原爆よりやや大きい︶の核爆発

なお新会社は二十六炉．ゾ︵広島

ア︑中南米のどこかで今後二︑三

り︑最初の購策はアフリカ︑アジ

やガスの採掘に当たる予定であ

炉︵天然ウラン二三減逃炭酸ガス

どがある︒現在の第一憶代の原子

設された虫水炉〃オルシェルκな

の交渉が続けられているQ

のである︒

際会祉が設立されることになっ

しかし︑イタリアは︑この二つ

冷郊炉︶から一九八五年ごろに開
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W

ち

︑

ざ
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建設された︒たが第二段階の二百

フェニソクスπの建設に煮

手するし︑西独もカールスルーエ

ルに

ランスは一九六九蕗からマルクー
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・西独が協力し︑できれば英国も

きたという愛＊が強く︑レイ委員

加えて共岡の研究開発を囲めるべ

会はこのための含同企業の設立を

EC︑各国政府︑民絹目策︵メー

提案している︒この含詞企業はE

カー︑電力会村なと︶で梅成する

濃縮ウランは現在楽周から供給

という︒

されているが︑その依存を脱して
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必要た︒EEC内
ではフランスの
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には欧州ウラン縷手工揚の建設が
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洪絵の安全と独立を確俣するため
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P

P
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されている︒

BP

︑三二万難

がどのような決驚をするかが江幽

がえられる︒これに対して駕鷺C

きくコストが安くなるという利益

ウラン工揚を建設すれぱ規摸が大

を加えた欧州の儒要を対当に濃縮

位と兜積られているが︑この需要

五1八O年の儒要は一

加を望む声が強い︒英圏の一九七

このウラン濃縮工揚でも英国の滲

位︑建設費二十ミ億が︶︒そこで

工揚は合計生産力年千七落力単

かは疑聞とされている︵米国の三

ウラン工揚で採算がとれるかとう

いるQたがこの程度の規模の濃縮

分離型力三百刀単位と見獄られて

の一九七〇一七五庫の駕要は年間

BPBP

いと生醗費が園高た︒EEC開園

揚で二暴落千万が︶︑規模が小さ

高く︵年閥膏万単位分離能力の工

たがウラン濃編弊誌の建設費は

における独立を迫っている︒

きは︸暦欧州に濃縦ウランの分野

最近の核拡赦防止条胸編繕の動

ればならない︒

EC濃縮ウラン工鍋を建学しなけ

この工揚︑僧拡張す．萄跡︑新たにE

ECの需要を満すためには不足で

ウランが製造されている︒だがE

ビエールラノト工覇で軍嘉承齪縮
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W動力炉の書論では少なくとも仏

ではOEGD諸国が協力して英鷹
バラバラで協力炉みられない︒フ 中間的段陥に恥く第三段臨の干M

子力研究所に建設された潜水艦朋

ト
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アのイスプラ原子力研究所に姪

①EEG六力戦が共通で第二思原子炉PAT︵軽水炉︶︑イタリに原型炉を建設する︒央国はドー

ムー−琵琵

代の撫子炉と向漣炉の原型炉を研

W

でカダラーシュに熟出力二十NW

窩速炉については第一段幽の原
松本駐π騒発︶原軸力究開発すること︒
②磁EG二二の講原子炉が必要 型炉の建設ではユーラトムの協力

のエルパソ天然ガス会社が五〇

すること︒

R

メ淵脚劉

︸

発が予冠されている両連炉へのつ

年内に行なわれるもようである︒

R

9μ

アァ

第二世代の原子炉としては欧州 五十MW級原型炉の建設では各羅 との対凱上好ましくない︒そこで

算を諭鎌するとともにレイ委員会

一九六八年度暫一疋予

ルで十一月八日開かれた罵EG閣 とする核燃料を供給できる鮨力を

問題を取り上げるためブリュソセ

︵パリ

米に対抗して濃縮工場も

道路の建設︑かんがい導莱︑石油

力を用いて︑運河︑描出︑ダム︑

R

ワ一 ワ一

ナ

ゴンκ︑フランスのカダラシュ原

検討した︒この報盗膚はEEOのに建設した筒温ガス冷却炉 ドラ

来の共通政策πに関する報告轡を

が作成した︐欧州原子力共岡体将

社が二五％︑ベルギーのプドルリ

％︑フランスのノーベル・ボゼル

新会社の樵式︵齎万が︶は米国

娘める予定であるQ

れ︑楽だる三月から正式に営菜を

会社︵核土地開発会社︶とよば

ーベルパソ・ジェオニュークリァ

明らかにしたもので︑新会社はノ

ーベル・ボゼル歓のガシェ祉長が

これは一月三日︑フランスのノ

た︒

の必須要件をみたすかぎり︑研究
管理と研究契約を排除せよと癌う
ものではない︒その一つは︑すへ
ての加盟国の利益になること︑そ
の二つは︑種々の国家的認画にお
ける協同研究への支瞭とならない
ことである︒例として︑大臣は︑
熱核懲禽︑生物学︑および衛生を
引用した︒

核爆発で国際会社

ンブルグかブリュノセルに置かれ

O〜一五酬70壷保有︑本牡はルクセ原子力協力における纒先事業とし

・レユニ・ド・ベルジノク社が︸

る石油採掘謝画ーガスバギi謝画

アメリカと欧州諸国が提携
平和利用の原子力開発にはいろ

ら各一社を新会祉に参加させるめ

中

るが︑このほかフランスと幽独か

網

をネバダ砂漠で試みたが︑このほ

R

祠

ラ
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ど明らかにされたところによる

約

供

て米国は昨蕪十二月︑咳爆発によ

考備

者主

紙子

緒療

いろの方法があり︑その一つとし

契

帽グ

者転運

日月奪界臨

式型炉
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称名

肌

フランスが強硬反対
四千万ドルを四共同研究所へ

西独の四つの共同研究センターにあてられるものである︒

ユーラトム穴寒国は十二月八日︑ブラッセルにおいて一九六八年の予算四千万ドルを承認した︒こ
の予算はイタリア︑オランダ︑ベルギー︑

助成金の恩恵を与えるが︑その契

三mUaを要求していたが認めらウをほとんど独霞的に獲得できる

﹁その飽の科学的︑技術的油勤﹂

uaが躍められたたけであった︒ がほとんとの揚台﹁国の契約者に

ンダストリア︵十二月十五日暑︶の所見からその要点を紹介したものである︒

これに対してフランスは強硬に反対したということである︒以下は︑イタリアの新聞アトム・エ・イ

欧州共岡 体 海 景 会 議 は ︑ 十 二 月

にもおよぶ 会 合 の す え ︑ イ タ リ ア

れたのは一・五六muaで︑そのという点を激しく非難した︒この

八日ブラノ セ ル に お い て ︑ ナ 晴 閥

の提案による一九六八無の予騨を

のある研究契約に対し共同体が支

アメリカの第2期原子力発電設備（建設中・計画中）

約者が研究によって得たノウ・ハ

承寂し︑粟 同 体 の こ ん ご の 酒 動 の
一般原則を決定した︒承認された うち一muaを情報サービスおよやり方の欠陥は︑報告嚇のまわり

も共同体以外の国から買うのと同
じように嵩額であることからして

益とな．⇔ような研究契約を将来
も羅めることはできないと冑幽し
た︒窪たイタリア自身の将来の協

他の五力醒には利益とならない
mua︶岡センターの機器購入に

ρ

センターに六・三mua︵六︒九定の見返えりとしてイタリアは︑

も含謹れる︒コモン・リサーチ・

︑これには︑ユーラトムの研究員

求額︑以下同じ︶が人件費であり

イタリアの代喪服は︑一国の利
ua︵二二六mua︑カノコ内要

の提示どおりである︒二二・七m も︑改善することはできない︒

他の項圏の予算はほぼ︑委員会

高浮≠ﾍ醤万米ザ︶で前皐比 照射サービスにあてられる︒

予騨の総計は四〇・六九五muaび掴導︑残りがカールスルーエの 方が遅いこと︑パテントを賀うに
八二mua減となっている︒
会議は︑ 一 九 六 八 卑 が ︑ 一 つ の
過渡期であることを認め︑ユーラ

コモン︒リサーチ・センターの維

トムの引接の拍動に要す．⇔資金と

持費のみを凹め︑あらゆる契約活

謹た将来 に 関 し て は ︑ 活 勤 を 二

動を中止した︒

援したとしてもこれに満足するも

が︶
︑イタリアの原子力訓画に関係
八︒一九mua︵約一〇mua

イタリアの見解

つの範ちゅうに分け︑①できるだ

このユーラトム予算に対して︑

のでないことを強調した︒この方

け広範な通過の刮幽と②全体の参

イタリアのアンドレティ慶業大臣

式は〃ギブ・アンド・テイク

祉1＝一濫︵六︶

莚︵十︶︑ウェスティングハウス

ゼネラル・エレクトリンク祉−八

エンジニアリング社1五湿︵二︶︑

一六畠︵灘︶︑コンパッション・

バブコノク＆ウィルコソクス社

分︶

のとおり︵コ︾コ内は六六葎契約

メーカー別の六七年契約基数は次

二倍以上を憂注したことになる︒

メーカーのうち三社が︑六六年の

この結果︑アメリカの軽水炉四

六基が含濠れている︶︒

七黙契約分には穴六年謝画発表分

対し約薫○％増となっている︵六

ものが三四基︑六六年の二六熱に

っていないが墨画確定を発表した

また︑脚力会社でまだ発注には冤

無の一コ基を約四七％上京わり︑

七年の契約口数は三一基で︑六六

と

は︑研究磁場と研究契約のやり方

加が得られないときは︑関心を罰

する加盟園 の み で お こ な う 補 助 的

濃縮ウラ ン の 長 期 供 給 か ら 生 ず

な計画とすることが決驚さ診た︒

る無題を倹零するため︑原子力研

置するという決定はとくに重要

究講閾婁員会に研究グループを設

で︑ウラン濃絹工揚の建設に対す
るユーラトムの関心は公式なもの
となった︒この決定もまたイタリ
アの藍某大壁︑ギュリオ亨アンド
レテで氏の提案にもとつくもので

あった︒

一九六八年予算
契約滋動を中費する決定は︑主

に関係し︑これは僚子炉開発とそ

として予 算 の 第 魂 唄 お よ び 錦 5 項

の他の魁ず的︑技術的言動に関す

るものである︒すなわち︑この二

ﾍ主に 研 究 術 理 と 研 究 契 約 に も

とづいてなされる項厨である︒

SORの 運 嘗 蟹 と し て 一 ・ 七五m
を更に大きく上まわった︒一九六

原子力二二所の契約締縞は六六年
いたが︑ イ ス プ ラ の E C O と豆S

は蟻初二九︒八muaを要求して アメリカの一九六七年における

三子炉 開 発 に つ い て は ︑ 二 四 会

U7年度原子炉契約・・一
・・一

力

原
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ド

各々二地点を選定
地元側も積極的に誘致
東北蹴力と九州電力が難明けとともに原子力発電所建設予窟地点として︑それぞれ二地点を内定し

関電一1二千九翼シ︒ートゾ

康罐11滋千八穏シコートゾ

憲親ある無で︑岡無報では︑こう

縄鹸に暴づき将来への発展を鰐う

験︑さらにはENEAなととの麟いは放射線開発利用などの各部門

源子力第一舶の朋用炉心臨界実

3PDRI聾譜劇の進捗状混や︑
綱をひろく一般に理解してもらう

の開発麟圃について図︵七六︶や

ため鋤力婚や除子力船の開発ある

した摺勢の中にあって隙研が行な

蓑︵八八︶を捕入︑わかり易く解

︸月十五日付でこれを刊行した︒

創立満十頃年を迎えた四十一年

等が述へられているが︑このほか

ス改蟄における中規摸装雄の設講

今回潤行された同製は︑この細

そって進めら3／ることになった︒

しい長期計劇に示された施策の大

度は︑聖駕閲の反省とその成果や

資科を中心にとり京とめられてい

の段階で各分科会から提出された

説したもので︑同長燐副乳の犠議

った研究開発iすなわち動力炉 際協力についてもその進捗状況が

長期計画の

二二三搾︒

開発︑放書線化学の開発︑R豆の 詳細に述へられている︒B五腿︑
生罷内角︑国際協力錦の漉実な進

とくに動力炉開発については︑

展ぶりを亮明に紀録している︒

科技庁原子刀局

各種コードの作成やサーベイ研究
ならびに腺璽炉の概念設副発注な

穏学技術庁原子力局はかねて︑

デニソン・マインズ社との各社

弘︸︑中野博︑中野敗司︑永野健︑

郎︑中曲説康弘︑長沼泰蔵︑中野

村上愚俊︑村田浩︑村山勝︸︑森

夫︑向坊隆︑宗像英二︑宗像正次︑

A五判︑約丁寧搾︑七八○円︒

一八ーー

いる︒

には墓門黒雲の解説も付加されて

の解説︑鐸敢︑その他︑なお巻宋

期副圓の本文︑姐漁︑各部門ごと

三︑松本左登志︑松本静夫︑松本
撮二︑華生漁︑菓鹿革太郎︑日下
郎︑中遊撃 ︑塚田纂一︑角田良
部滋︑久布白兼致︑熊谷哲︑愈本
憲︑塚ホ祐造︑都甲嚢正︑辻岳央︑ 茂樹︑松永長男︑松腺雅道︑丸山
正倫︑丸山満︑チャルス︒R・S・ る︒
崖昭︑久留醐秀三郎︑黒川良巌︑
辻本進︑津田尚克︑津田鉄弥︑都
マンダース︑三門慣三郎︑齢紺成
内容は︑工単︑長期計画の性
黒沢保雄︑黒田政次郎︑上灘利血︑ 築発︑寺田鎗三郎︑B︒デラリー
彦︑御記艦二輪︑三好浩︸︑宮川 格︑歴史︑今次改訂の冴費と経
古閑義信︑脳分英徳︑小林猛︑小 ド︑飛田靖︑盟田正敏︑幽翠鳳
賢︑冨本跡︑宮附亀八郎︑窟陶磁
緯︑新長期韻画の概裳︑韮草︑長
朗︑名引透︑溝閏︸郎︑牟田口道

斎藤憲三︑斎藤良平︑斎藤孝

中島健太郎︑中島敏雄︑永島鵜一二

三︑洒井武久︑坂上鵠士男︑阪部

芽健一郎︑駒形作次︒

石m川博道︑石川六郎︑石原栄太郎

原子力界

山崎豊︑山附魏︑由田太三鄭︑大

小野元士︑小保方牽平︑大井潰︑

水正巳︑諜報新平︑下村晴之︑白

島田尚彦︑島津消︑品村誠久︑撒

橋塞初雄︑颪田一芳︑颪田秀網︑

橋本園螢︑橋本装甲︑構添清之助︑

林趣︑林騨︑林墨次︑萩野谷徹︑

菰治行︑長谷川治男︑馬場一郎︑

ウィルアム・H・リトルウノド

米沢弘人

古田威醸︑吉村太郎︑吉村国士︑

田稀二郎︑書舗だ雄︑吉田晃油︑

比占︑横須賀正寿︑吉岡俊男︑吉
川惟一︑吉田錐㎜︑吉田徹郎︑吉

和薫︑山中一︑山中廊︑撫野正
登︑塁壁撮彰︑湯川正炎︑湯ホ消

大神正︑大島恵一︑大島正乖︑大

木播太︑白沢薫一郎︑ヨゼフ・シ
ャフラーネノク︑正野激語︑新海

掠明太郎︑軍川淳⁝︑身川辰夫︑

する欝轡を刊行した︒

▼長冨在任中取り組んだざまざ

謹な勉強や︑海外視搬などを

の支征であることを説き︑原子

墓礎に技術革新が経漸社会発展

V

端的にいえは︑経済悶題も

力開発の重要性を指摘している

識が筒まったと兄る難きも多

柵最

＠

TEL（584）025筆（大代表

藻

取締役社畏浅野延秋

ウラ ン精鉱購入契約
電力八社がデニソン社と

マインズ社とのウラン情鉱長期購

中耀日七塚

別契約騒は次はのとおり︒

入契約は昨無十二刀︑各社個別契

東北心遣五百六十ショートゾ

殿力会挫とカナダのデニソン︒

約として蔽はれた︒このデニソン

北陸暇艮五酉六†シコートゾ

とした薪型転換炉︑および実験炉

ど聖水識速沸醜軒水冷却炉を中心

＋シコートゾ

・マインズ社との購入契約は︑北
海道蜷力を除く東黒電力︑灘西霞

中国灘薩八術シコートゾ

︵四十六年から八難鷹で引取る︶

解説書を刊行

力︑中部電力︑東北電力︑北謹鍛

の弟二次概念設副やFCAの機能新しい﹁原子力開発利用長期訓

力︑中国囎力︑九州電力︑日本原

試験ならびにナトリウム循環ルー

爾社とも聞臨確保に渠り出すことになったQ棄北蝿力の地点は窟城県女娼町と福因凝浪江町の周辺︑

顕竃翻六酉シコートナ

九階幅U解血銀山ハ十・シコートゾ

原子力蚕員会は咋年四月︑昭和
三十六隼に馬革した﹁原子力闘発

プの連続運転による腐蝕麟駿など

細に述へられている︒

高速増鯨炉開発の研縄状況等が詳

圃﹂の解説濫を編集していたが︑

九州戦力の地点は鹿児島県川内宙︑佐賀県玄海町の周辺で︑両社とも需要励向など経済面の調査をし

五百シ・iトジを四＋四年かわ＋

子力発耀︵2㌔耕︶の八社がへ口謙一万

隼聞にわたって艮朋購入しようと

四十一年版の
年報を刊行
研

た上で︑一睡機のサイトを決める予定である︒なお︑これらの建設予定勉点の地元側の受け入れ体制
は︑かなり積極的でそれぞれ議致を行なっている︒
いうもの︒似たデニソン祉につづ

原

利用長期讃画﹂を改測し︑今後の

東北電 力 は 一 刃 五 日 ︑ 原 子 力 発
いて︑さらにカナダのリオ・アル
ゴム社から禽計五千ショート沙を

また放射線化学の開発では︑ス

両地点とも︑通藩省の原子力発

この改誕された新しい長期線画に

わが国における原子力閣発利用は

﹇か︑灘自由︒ていない︒

チレングラフトセルローズ繊麗の

その準備を進めているが︑一月九

製造と製品試験︑ポリエチレンの

の協力等を要舗したQ豪た近く玄 すでに︑簡瓢な地致︑気藪調謹が

四所立地綱査地点として選ばれ︑

賜夫氏︶はこのほど︑昭和四十︻

連納取り糊し試験︑プラスチノク

日同社の川辺総務郡最が川内市を

結される予定である︒なお契約交

年度の﹁奪報﹂を編集刊行した︒

訪れ︑正式に用地買収および地莞

渉は束手︑関醒が聯欝会心となり

醗所建設予足地点として︑宮城県

行なわれている︒さらに地元側は

ている︒

中俊一︑中井敏夫︑長尾八郎︑

日ホ除子力m⁝究燐︵理霧長丹羽

海町に対しても聞じ申し入れを行
両地区とも績極的な誘致を行なっ

はどちらを一暦機のサイトにする

玉賜︸︑後藤文中︑後藤古郎︑駒

石原醐夫︑石原健彦︑石上樺︑石

永野勇︑長野耕造︑中呂警司︑中

とあいさつ︒つづ

するよう働く

轡代三︑坂本猛︑騨餓擬遼吉︑榊

柳生和之︑安川第五郎︑安韻和
難︑安田和夫︑安田孝年︑柳下認

栄辛︑森瞬寿 ︑森島国男︑森川
茂夫︑森川辰錐︑森田庸男︑宿国
紀︑元田謙︑望月恵一︑姿焼一郎
成田劣治︑名和正樹︑薪陶正治︑

中村芳盤︑中村照降︑鍋島臨紹︑
西川晃一郎︑西沢貞文︑西野治︑

男︑山口尚︑山崎俊夫︑由附正男︑

道只澄︑中山藤之助︑中村俊雄︑

佐藤金作︑佐藤轡市︑佐藤加賀生︑

木孝︸﹁佐々木白眉︑佐々木趨武︑

萢掘鑑箆郎︑西村敏三︑丹羽周夫︑

原櫨夫︑俺久間稔︑桜井蜜︑桜井

村甲午郎︑浮田礼彦︑牛濁健一郎︑

田労穂︑符渡蜜︑伊藤元三︑伊藤
いて︑加藤関涯蹴力剛社擾︑一本
安太郎︑市野市郎︑稲坦道夫︑所
松原鷺社長︑久留勘原産顯問が新
課栄治︑等長階二︑岩隔誠一︑岩
年の抱負に91せ原子炉の自童開発 田洋一︑岩越米助︑轡本欄久︑植

佐藤林平︑佐藤虫訓︑佐藤邦郎︑

豪た中魯根二輪大嘘も

燃環業団の予算獲褥を強調した︒

核燃群儲保の立揚からそれぞれ動

佐藤正︑佐藤厚︑佐藤憲羨︑佐藤

糠沢嶽蔵︑ロバート︒﹂︒ニュ；
トン︑根岸正男︑野田憩郎︑野原

保離︑佐伯誠道︑磁森建三︑佐々

私の初仕礁として一生智嚢に確保

恒例の原産新年名刺交換会

五百数十名が参集
日本原子力塵藥会議の一例の第
十圓新年名刺交換会は︑一月五日

購入する長期契約が︑今月末に締

なう予驚である︒しかし︑九二で
進められている︒

女川町小屋取周辺と幅赫県浪疵町

箋した︒

柵塩周辺のこ地点を内定したと発

両地颪 と も ︑ 買 収 予 楚 面 積 は 約
蔚六十五万平方掴︵約五十〜六十
万鄭︶で︑三︑四機の原子力発餓設

備が設澱できるものと見込まれて
いる︒阿社では醐地点を岡時に取
得する悪岡で︑今後地質︑気象な

の滞嚢動向︑経済メリノト︑土地

どの醐査を進め︑最終的には羅力

買収の条件岡題などを考慮した上
で︑無内には一号機のサイトを正

なお︑ 爾 地 点 と も 地 元 側 の 顧 子

式に映める予足である︒
午前十一時から︑原臓箏務局で盛
大にくりひろげられ︑五頁数十名
﹁

会揚では︑大腿副会長の新年の

の願子力関係者が参集した︒

為治郎︑臭田良︑癌官広海︑柴田

の入は永生きされて誠におめでた

瀬賢也︑太田緬造︑大谷浩洋︑大

英一︑菅田消治国︑助摺景︑捗村

⑪緬
準之助原説代表福任雷獣や原鉱︑

神奈両三・山梨県
静岡県ノ内三士川以搬

愚量電所構撃暴祷礁

聞

業
産

力
である︒

力発電所に対する羅致運動は熱心
九州灘力は︑原子力発電所建設

臼艸吉夫︑内田秀雄︑梅田健次郎︑

二三男︑柴田萬舞太腿︑篠隔蟹治

欝欝轟
梅野友夫︑鵜木丈爽︑江柄好﹁︑

渋谷麗一郎︑晶史朗︑島滝正行︑

地忠生︑大塚益比古︑大友哲蜜︑
大林敏央︑大堀弘︑大屋敦︑大山

脇坂酒一︑涯辺亮造︑渡辺正㎜
郎︑渡辺昌介︑濃精測之︑渡辺茅

平男師︑平綴重孝︑平田昭︑平田

めが行なわれたが︑卓い原子力

度羅切の政調案は相当なひきし

たり︑きわめて明快▽さて明駕

と説くあ

醐際悶題も︑ずはり先端技術の

月八臼正午から秋城県集

▽これは初湯製と張り切った鍋

敦た

東海村でも

乖︑渡辺立縞︑綿引義孝︑綿森力︑

桧山麗夫︑臼比張︼︑平川路雄︑
木嘉一︑鈴木巌一︑鈴木問辺川︑

穣︑平塚正俊︑平働︐臨︑広田志郎︑
住友洋介︑化肉醤︑翻川正男︑闘
不声繕︑深山荘二郎︑福井勇︑袖
認識︑関混辰︑関沢勇爽︑瀬藤象
二︑妹尾慧郎︑ロバート・e・ソ 元健夫︑裾田幾等︑福田勝治︑福
田畑雄︑櫃田ψ公︑藤井4︑藤労

問題にほかならない

敬一郎︑杉本＝ハ︑鈴木範雄︑鈴
達郎︑詳論安二郎︑岡野保次郎︑
岡野講習︑岡部実︑岡谷融︑折敷
郁也︑織田厚︑織田陵男
楴島鋭裳︑笠井寛︑鹿島守之助︑
加世田舅︑片山一二郎︑加藤貞武︑

集猿男︑藤岡淳介︑藤木懇山男︑
夫︑高尾警備︑満木克弘︑島島駄

海原子力懇鹸会主催による新年名

が︑二階覚さんの地ならしで認

臨新長冨の努力と評価も澗い

田封目照︑蘭升尻太郎︑計石利

ーハーン

和田朱治︑和田担輔︑藁岱尚︒

彰︑大山鐸一︑大山松次郎︑大村

本行︑野村純一︑バトリノク・ノ
川弘二︑小笠腺諦三︑小愈義彦︑

海老沼乖男︑延命昭︑逃藤敏︑感
藤晃次︑逡藤雄三︑小川勝鳴︑小

い︒大憲な隠隠であるので錘々ご
などとあいさ

つがあって︑なごやかな雰囲気の

活翻をお融いする

うちに名刺交換会は幕を闘じた︒
参集巌はつぎのとおり︒
青木二段︑青野武雄︑東竃夫︑
阿部滋忠︑穴原良司︑安成弘︑嵩
上明彦︑会田長一郎︑浅井畑雄︑
淺海健二︑酒田忠︸︑妻田弥平︑
淺見差動︑渥美健夫︑天野牧男︑

加藤偏八郎︑加藤敏夫︑加藤詞兄︑

平︑細井蚕︑堀純郎︑堀井清葉︑

朝交換会が閣かれ︑⁝山上二郎次城

片岡治雄︑角谷省三︑門脇実︑門

頁次︑高橋修一郡︑筒比良憲治︑

堀口定漉︑堀越染一︑堀越禎三︑

雨宮綾夫︑恒利昂一︑荒川昌︑新
井口藏︑衛馬純儒︑安藤宏悲︑安
藤昌夫︑安藤良央︑伊原轟感︑伊

筒村露博︑田口正擁︑凱論功︑武

イル

E・P・ホチェン︑U・ボスピス県知雛︑鉱像英二原醐理事︑橋本

は三六％増と︑まずまずの縞呆

東良筒︑伊屑潔︑殴込畠︑飯田博 脇靖郎︑金届鋼太郎︑金岩芳郎︑
美︑飯塚納一︑飯18孝正︑一本松 兼翫寛九郎︑金光武央︑神山貞二︑

井渦男︑武田朱︸︑竹野万雪︑戯

海村の凶夢線子力倶二部でも︑葉

亀井恭二︑鴨川油︑川四諦︑川口

樋寅三郎︑武安俊彦︑武安颪光︑

い︒二代続いて醸心な艮冨を迎

7ゆ
動燃︑原羅の羨脳部のほか︑県会

えて︑これから里子力の発展は

疑いなしというところか︒

議員︑地甲虫海村村会議錘ら樹齢
¥名出演し盛大に行なわれた︒

区域

象京翰；・埼玉県・千菓県

費城県・栃木県・群馬県

年の技術と信用で
産業界に奉仕する

東電柱の広告

鑓パッキン
■ガスケット
圏保温保冷材及び工事
駆住宅用断熱材／ホームマット
團石綿紡織品
蟹テフロン製品

東電広告株式会社

日本アスベスト株式会社

護謡魏魏1炎1嚇1㌘1鎌屋

地点として︑鹿児紬県川内市書田

・原子力伽羅長が

挨拶に続いて鍋鋤科学技術庁畏宮
来無度予騨を

両地点を問隠に確保する方針で︑

地区と佐 賀 衆 玄 海 町 値 賀 附 地 区 の

築看でにぎわう名刺交換会会場

東京都港区赤坂2丁冒1番38暑

鶴見・工む・羽島・袋井

場

圏工

蒔帰詣男︑藤隙良治︑藤本響︑藤
波収︑藤波講話︑降幡武︑星野4

策︑縄田明雄︑川畑艶出︑河西斌

瞥造︑川添脳︑川島芳郎︑溺野長

−︑出

郎︑高橋

珠磯︑一色長敏︑今升羨飼︑今升
陵吉︑池上蔑一︑池田冨士太︑男

進︑前出達一︑牧浦隆太郎︑牧野

立花羅︑多田正文︑田所正

生︑高洲紀雄︑高橋圭一

主啓次郎︑井上五郎︑井上亮︑謹

講麗治郎︑田中循︑田中館蝋︑田

夫︑松井佐七郎︑松尾威︑松本葡

前沢芳︸︑前輿一舶︑的田七∠
夫︑四目菟郎︑苅田盛行︑神原麗
三︑清成辿︑トーマス︒ジ儒1・

国文︑正本実閑︑益田寛︑鑓田英
二十三︑北山難彦︑木村淳︑漉由

キオ︑北出比伽一二︑北川定謙︑北山

上二郎︑井上琢郎︑升上弓︑置上

辺隆治︑鉾沼蝦︑玉出臨︑田宮茂
文︑近山羅文︑千坂嫡康︑千簾轟

武一郎︑石井昭太郎︑石男省三︑
石井昇︑石川一郎︑石用丘︑石川

＼

潔︑石川溢二︑石川友漕︑石川兜︑

…；

癒

レ
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閉⑧

ノ

︑影

懸
盤子隔月の分野においては画期的

は不安があったので︑不劔鋼被獲

の燃料として苛酷な条件に附して

して製作されたもので︑パルス炉

な発展が期待されており︑稼働中

イト法を溺いることによって︑中

の厚止機構などによって分類する

きさ︑パルス頗度︑パルス蝦︑炉

り︑中牲子スペクトル︑炉心の大

η〃v∂
はじめに
原子力の化事にたずさわってい
ことができるが︑現在︑運転中の

のものはソ連のIBRのみであるとも︑ペレソト製作にも細心の注

る人ならは︑必ず一皮は︑B O
が︑撰画中のものにイスプラに設

あり︑空気源駆動方式により︑炉

改造するためには不可欠の綾殿で

意を払った︒

もの及び計画中のものを考慮して

RAXやSPERTの騒走実験あ
置されるSORAがある︒この種
② パルス榛の新設 パルス炉に
の炉の設置はわが国の物性研究嵩

家とめると別口の如くになる︒

窪ず灘一パルス型と繰り返しパ

雛一パルス麗の中には︑執中性

の強い蟄望でもある︒

て行なわれた⑪燃料及ぴ大部分の
四蟹借の脚力であり︑写影に児ら

た︒これは酉KW定盤配転時の約

その蚤要性を指摘するに止め︑単

な載器であるが︑これについては

へた如く︑物性研究にとって強力

今後炉の安全性解析に役立つもの
と考えられる︒

パルス炉の応用
ノミ

ノ〆ノノ

〆 き

繰り返しパルス型は︑朝にも述
ノ

︵三︶放瞬化分折

が挙げられる︒

比較的短かい

半減燐︵一分以下︶の核種を鮒象

ルス炉は︑溝幽力運転炉よりはる

な中性子束が響られるため︑短寿

炉では︑短時闘の間に非富に大き

j燃料要素の損傷の研號原 かに勝っている︒これは︑パルス

いて述へることにするQ

一パルス型の炉の主なる慾締につ とする放射化分析に対しては︑パ

れるように︑強いチェレンコフ効

果による光が雄られた︒原子炉周

年三月末であり︑四月以瞬︑脇界
試験︑炉心の静附特性測定を行な
湖は約二十九ミリ秒であり︑パル

装置が発成したのは︑昭和四十二

い︑六月に入ってからいよいよ
スの半穏纒は約潮影†ミリ秒であ
った︒この笑験において︑ドソプ

贋応度投入のパルス氏験を隔始し

子炉の安全性の中心課題は︑核分

ラ効果により︑炉出力が低下する

一〆
〆

応度肇故により︑燃料裟累内に異
富な麟が発生した掘舎に起きる︒

パルス炉による実験では︑反応茎

である︒この種の研究はぼRエG

Aを用いて行なわれており︑定田

力運転に対するパルス運紙による

感鹿の向上は︑半滅期†秒及び一

いて各極の資料を下ることができ

利用する放射化分析も開発されて

十借であった︒また遅発中性子を

秒の核種について︑蓋附飴及び七

る︒米国では︑開発途上の二子炉︑

以上のほか︑中性子の一気捕獲

いる︒

による短寿命核種の生麗も考えら

れる︒放射線損傷効果の研究に関

ンニーリング効果を液体窒累の蘇

炉 しては︑半五体の放射線損傷のア

が盗であることは実乱されている

が︑棒状都制では︑ドノプラ効果

料の楊禽は︑虫として蕪気の発生

走の抑制は︑前述の如く︑板状燃

二次反偲が起きないので︑ホノト

によれば︑アンニーリングや他の

は︑固体に放射線を二重した揚含
梱
の反応などにおいて︑パルス照尉

た︑放射線化学の研究において

ミ

のでないか﹂といわれていたの

れていないかぎり︑むずかしい

歴訪した繕果もコスト謝算方式

を開催したいとされた︒各剛を

大する数年後に再びこの種会議

〆〆

題が残されていると感じた︒ま

ノ

︑

︵完︶

次反応を研究すること

アトム︑励起核種および︑周闘の

ミ
！ 詔〆

媒体間の

ノノ

が多い︒例えば︑急激に変化する

♂

音源の場含の沸騰熱伝辻︑バーン

ノ

が谷易である︒
〆

う︑

に蝦告されるが︑シンポシウム

〜ノ＼

れを費け入れるたけのポテンシ

なくなった日日ボノクで問題を

は実趾型の経済性がほぼ異論の

洗い鷹す慧蔑があった反面︑か

ャルが必蟹なのであろう︒正月

の文明からの刺激に反応するに

なり講点は多角化し︑議長集約

は興味深かった︒新年の故もあ

きだってみずか6の中に諮秘さ において実鉦炉の運転端縫も増

は反応しうるだけの輩掘が︑さ

の新聞紙上︑古川幸次郎氏が﹁他

！

アウトの問臆︑金属−水反鳳など
一

が︑細かい点に関しては不明な点

︵二︶炉惇止機赫の研究出力暴 度において測定した例がある︒ま

の建設が行なわれている︒

ﾌをそのまま試験するパルス

燃肌樺のみならず︑大きな燃料集

ス炉によって行なわれてわり︑

使用される燃繕要累の試験がパル

たとえば︑田浦炉やその他の炉に

長故の際の︑燃料愛書の鉱舞につ

命核種の検出感度が向上するから

裂礁成物の放出の一日であり︑燃

袋置類の作動を点険し︑以後︑少

た︒最初○︒四％投入して︑各種

！ 1！さ

破損は︑冷却材の喪失︑または反

ことが容認できたQここまで到選 料要素の破損が先ず間題となるQ

露

しずつ反応度を増加した︒六月末

綜無〆

戎ζ．．
劉襲鎌形鳴一

た︒九月末までに投入反応慶︸︒

○％の実験に成功した︒この際の
炉出力の変化の様子を図に示す︒

！

ども︑蟄膳の無明などによりあ れらの障継はのりこえ得ると述

ノ

ミ

ピーク出力は︑約四十MWであっ
ドミ

べる者もあった︒何れももっと

噸凡はトインビーの

間の挑戦と応戦によって発展す

たある関係機開では︑コストと

ノ1︐〆

紙紙紙紙

ト

ミアト印

露
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るいは︑ S L 1 1 の 事 故 に つ いて
の肥事におめにかかったことがあ

るはずであ る ︒ こ の よ う に 原 子 炉
ルス型に大別される︒単一パルス
型は︑一圓のパルス運転の度に炉

以内に引抜く性能を持っているQ

心内にある制御棒を†分の一秒麗

子型と高速中性子型とがあるが︑

③垢取簿止装麗の噺設

多

る魯魚先方の塾求をも序し得た

が︑あえて

無論ないし柄にないことである

ンビーの史学に明るいわけでは

さて︑私はアーノルド・トイ

もの所論と感じたことである︒

ら国際交流について以下のよう

のかと思う︒このようなことか

なとりとめのない悠想を砲かさ

国際交流に幾っては融讃の障

れた︒

これもあるいはメソノド以上の

国原子時開発に対

り躊が大げさとなったが︑わが︑や会翫処理方式についてなお課

する各誌の開心の

スは市椙のメカニズムにより決

プライスは全く異なり︑プライ

を心強く受けとめたのであっ

〆！！！〆切〆〜︵

︻投輪欲浬千五蔭寧以内︼

︐さ

KSコピー紙

ップ：コート

は︑大きな反応度が投入される
は揮止され︑再びパルス運転を行

後着は特殊なものでもあるので省
ボロン球溶下方式の非常用簿止蔑

これは

略し︑応用面の広い熱中性子型に
暇で︑パルス運転の除の炉の安全

るQ

性をさらに増すためのものであ

しぼって証しを選めることにす
る︒この型には︑減速材の材質に

ドにより︑チェノクを行ない︑次
のステノブの各榎変化撒を予想し

する間︑各ステソプ毎に詔算コ⁝

ながら実施したのはいう豪でもな

が︑以後は即発臨界を越え︑急激

にピーク出力などが増大するた

家でには○・八％まで到達した

め︑投入度応笈の増加は細かいス

ス櫨の新設︑出力測定系の追加な

どに伴なう︑イン霊祠ノクやバイ

陶には昭和四十一年春より闇始き

れた︒米国より濃縮ウラン入手の

げう︑

経済性調査団の一員として欧米

原子力産業会議の原子力発電

ノ

いが︑これにより計鼻コードの信
HTRパルス炉の計圃は︑具体テソプを踏み︑蜜全性を確認しつ
つ︑細心の注慧を払ってhなっ 頼性愈慨かめ得たことにもなり︑

パス園路の追加など︒

④炉謝装系の追加︑変更パル

より︑水難滅巡型と黒鉛減速型が
ある︒後者は︑ウランと照鉛との
混野物必燃料体として用い︑固有
の炉傾止機構としては燃料体温度
が上昇した際の中挑子弘ベクトル
の変億による︑大きな負の反応厩

の発生を刊話しているQこれに対
し︑水素減速型のパルス炉には︑

手配︑原子炉の設羅変更に関する
窪として泡の 原子力安全審査掛員会に対する説

炉により各種の停止機構が利矯さ

︵1︶液体燃料型

れている︒

︵SPER田i

苗の原子力発電の経済性に関す

るという発想法に一つの特色が

閥まりも︑関係者

定されるとの議題が︑白明の理

の脚揚力により制

た︒

さ〆

VCl防錆紙

ー

と︑急激に出力が上摩し︑破壌に

まで至ることが知られている︒こ

の故に︑原子炉を平和固的に利用

やか法しく 論 議 さ れ ︑ 原 子 力 の 研

するに嶺っ て は ︑ 安 を 性 の 閥 題 が

究において は ︑ 新 し い 炉 型 の 開 発
もさること な が ら ︑ 蜜 全 性 の 検 討
が概要祝されている︒

原子炉の パ ル ス 運 転 の 一 つ の 冒

的は︑BORAXのような破壇実
験は別として︑原子炉に大きな反
応隣か投入して︑炉出力をパルス
的に変化させ︑その炉の反応肢群

故時を模鍵 し ︑ そ の 際 の 特 性 を 調
べ︑甥故解析の精嚢を陶上させる
こと︑あるいは︑その炉心に︑他

アノノダノノノさ

発生と燃料溶液の執膨張︒︵K 明︑達羅の誌細編謎などが並行し

︵2︶高濃縮U一瀬転折板状燃料

EWB︶
型短かい炉口試の揚禽は︑蒸

論叢盤

気の発生が主一因Q︵SPER

TiD︑CABRI︶
︵3 ︶ 低 濃 総 U O 2 棒 状 燃 料 型 燃
ドノ プ ラ 効 果 ︒

料温度上昇に伴なうU二三八の

を一巡し︑その間︑−AEA青
壁が一つの問趨とされているQ 学説は文明というものは異文明
問題であるかもしれないし︑現
られた疲航期聞でまと藻つた印

象を述べることはおこが乱しい

撫謝鉢迩紛欄黒藻
ので︑寸感を述へ資をふさぎた
い︒

ながら父されたのであったが︑
あろうか︒調査課がフランスの

発が貝体的に進展
に先頃拝︑証した国瞭証験豊かな

し︑将来の膚主黒田跨線もし
も各囚の日本に対する麗心の深

CEAを訪間した除︑各園の面かれつつあると見られることが 経語性について一縄的な回答を

き︑窩益な発表であったと欝評

錺課跳上琢郎︶

！

ミ
！

︵東駅電力︵株︶逗子力業

こともうれしいことであった︒

され︑熱心な質闘が浴せられた

経折性調益繊の調査綴果につ

いては︑IAEAシンポジウム

ノ

の概塑をも含め︑近い将来正式

さ

≧

求めることは断熱でない︒それ
子力開発のあり方はその国情に

〆ノ

その畜力な理由なのであろう︒

某権威者の諭説によれは国謙交

さ

の経済性離合を述へていたこと

流の成果に蒙質的な影暫を及ぼ

さ〆！！

だけに蟹田ほぼ鯛外なく実置炉

さを感した︒米・英︒カナダなど

さ〆〆

同じ恩味で調査団の代表が王A

は当然としても︑イタリアにお

ノ

践Aシンポシウムで発喪したと
で︑他国の例はあまり参考にな

応じ臼白陶に決めるへきもの

るまいとの慧見を懸かされた

でも一口．馴のほか地理胸隔絶によ

が︑磁かに娘門の一針とすへき

すものであるという︒団員の間

る日脚的交流の囚難なとを加え

護もあろうが︑やはり回際潤の

ノ

ミ

疲れ・肩こり・筋肉痛・神経痛

東京都中央区銀廃東4丁鼠4番地
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紙

板
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（一

A口

いて日本は最近カナダからウラ

聴かれたりした︒当調査醐は出

て論ずる入がいた︒函除派とで

無視しえないのではなかろう

刺激による発展という契機をも

も呼ぶへきであろうか︒一方︑

我において与え得るものを持て

を受け︑眉本の諏子力発起の現

ば︑摺手から関心を翻せてくる

発前橋添代嚢励脇門壌の榔注意

で︑私共の任にないことで答え

〆

一 〆

か︒たたし︑その場含︑我にそ

状を紹介する蘭科を抽参したの

！

さ

ものた︒いわは実質があればこ
さノノ
多！

られないことは無論あったけれ
一！

刷

5種ヒ汐ミンを加えた強力型

パルス運転時のチェレンコフ光

ン大蟻買付を決めたようたかと

撮近よくいわれる通り︑私共

♂

／〜繋

るシンポジウムに出魅した︑限

CDC︑PULSTAR︑11田
R︶
︵4︶水素化シルコニウム棒状燃

旨旨燃口休の温度上界に伴な
う︑中性予スペクトルの変化︒

︵TRIGA︶

HTRパルス炉
HワKは昭和三十七琿に建設さ

ノ

の炉心の燃料などを入れ︑これの
箏故騰の特性を検査することなど
がある︒

米国にお い て は 一 子 炉 の パ ル ス

一連のSPERT実験が現 在 進 行

運転は︑前記の破壊実験のほか︑

巾であり︑葦たTRlGAの如

なうには︑ある操作を必要とし︑

自動的には第二のパルスを発生し
ないものであ．⑳Q通躍︑制鯉捧を

急速に引抜き︑これによって大き
な︵即発臨翼上︶反応肢を没入す

るQここでパルス運転が開始さ
れ︑出力が上昇するにしたがい︑

れた酉KWの研究炉であるが︑燃
料としては一〇％象虫の擁状燃料

〆

産

力

原
き︑パルス運輯用の原子炉も販売
されており︑パルス的に変化する
放射線の利用も盛んである︒わが

四において は ︑ 昭 祐 煕 十 一 年 度 よ
り日本限子力単会にパルス中性子

の力湘の調査研究が開始されてい

炉研究融門委員会が設けられ︑こ

るQまた ︑ 日 立 櫻 作 所 は ︑ 昭 和 四
十一軍士及び四十二年度の原子力

子炉の麦全性研究の一環として︑

平和利用婁託金の父付を受け︑原

東京原子力一業研究所にある隙醜

によって︑炉出力は低下しはじめ

型に相当する︒したがって︑これ

のうちの︑③低濃縮UO2棒状燃料
たは反射体をとりつけ︑これが炉

をパルス炉に改造するには好都禽

を用いており︑前項で述べた炉型

心を通過する瞬聞に︑パルス的に

であった︒主なる改造は次の四項

は︑聞速で圓転す．萄腕に︑燃料豪

炉出力序増大さ亜るものである︒

である︑

一
ζの型のパルス炉は︑聞憩中頓子

①燃料 の 交 換 旧 燃 料 は ア ル ミ

るものである︒繰り返しパルス型

類HΨRを改造して︑パルス実験 その炉に固右の負の反応度の発生

を行なう研究を始め︑昨郊初秋︑

投入反応 艮 に し て 胸 一 ％ ︑ ピ ー ク

繊力約四〇MW濠でのパルス実 験

られるチェレンコフ光を撮影した

を6なっ た ︒ 写 塁 は そ の 際 に 発 せ

パルス炉の種類

炉であって︑これを利用する際に

ノ

本
鮭
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放射化分析の分野でも活躍

は︑主としてタイム・オブ・フラ

ノ

ものである︒

パルス頻 に は ︑ 色 々 の 穫 類 が あ

！
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度︶には西護麟ム燦九乃KWの運

動力炉・核燃料

WR︵電藤葛遮沸騰軽水冷却型 の協力によって発生した新技術の

謡

暦

輪

敦

く似たタイプであることから︑そ

開︶がわが園で開発するものとよ

〆さ

ミ
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〆

さ

婁
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万KW級46よび面万KW級の艘工

ノ

の開所式にも毯加する予定︒

村田理事は渡英中︑SGHWR

れる予定であるQ

術協力に関する正式調即が行なわ

あり︑そのため二月中には日英技

ぶこの設訂におり込ませる方針で

かかるが︑動燃瓢業団は遮入技術

換炉は今金から鯖二次設讃にとり

なお︑わが国で開発中の薪型転

終的な無つめが行なわれる︒

んどの交渉ではこれらを主眼に最

一部屋強調顎が残されており︑こ

コンバージコンをどうするか等︑

類物理コードを翼入する際にその

翻をどこまでにするか︑あるいは

酌な悶題︑たとえは即題授憂の範

開発聡敏M︵理撰 炉︑雌一十万KW︑昨年九月に運 取り扱いをεうするか等︑②技術

か捻て英圃原子力

長封上五郎疑︶は︑

公穀と薪型紙艇炉

開発に闘する技術

︽続けていたが︑

協力について交渉

このほど︑叢終的
な煮つめぷ樗なう

の捜術を導入︵乙税︶し︑わが国

ため聞事茉囲の運

鐵︵語幽響理担当︶

いうもので︑すでに動力炉開発臨

の新型転換炉開発に役立てようと

暁雄進本部のころから下交渉が行

村田浩氏および新

員︶沢井定氏を二月三田から同十

型転鍵炉開発奉部付︵主任研究

なわれていたもの︒

者で基本的な合慧をみているが︑

これまでの交渉の結果︑日英陶

五罠までの約二週閤︑英国へ派遣

薪型戴換炉開発に関する日爽技

することになったQ

レ

術協力は︑英国で開発中のSG1一なお①法理上の皆目︑たとえばこ

ンうづまン

豪た蛎深の負荷形態に適吊した

力下振の〜部を錘日蠕動停止可能

含理的な蹴融構成とするため︑火

二十九聞

二十九
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な中幸負荷用火力とすることを考
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機の導入としては後年度に七十五

工す勾一葦であ勾︒とくに大響騒

運⁝開︑三千二蓋し十六万KWを讃

の啓発はこ千九百八十七力KWを

五＋一年慶までの†迷闇に火力

火力開発計画

％︑六識十七万KWを占める︒

発は︑＋年腿の開発愚の約七〇

罰画で︑このうち揚水式水力の開

開︑八目九十五万KWを遭解する

に水力は八衝八十六万KWを運

かった︒五十一年展までの＋落間

はじめとする水力開発の促進をは

絵力確保の画から大規模揚水式を

子力開発促進に対応したピーク供

将来の肝要形態への適禽性︑原

水力開発翫爾

万二千KW︶がある︒

六千KW︶と敦賀発電所︵三＋二 慮した︒

墨︵秩︶分の東海発電所︵＋穴万

ほかに重日力として醒添原子力発

︵漣︶中聡踊の電力長燐訓画の

KWの堀触となっている︒

籔力KW︑漕工磁で八酌七十一万 を誹威した︒
ト適温を採用するGととした︒

と比較すると︑運開盤て三二九十
KW敵︑百力KW激の標翠ユニノ

なお︑＋無難の開発麗を昨銀股

ト癒讃極的に採用するとともに︑

ユニノト容器の醸購化のすう勢を

考慮して五†乃KW繊︑ヒ†ムー5 の昆期謡幽︵四十一〜五十年麗︶

供給されていたが︑今後は二二併

同協定に募づき天然ウランのみが

ムも憂給司能とする︒︵量は従来

としての濃縮ウランやプルトニウ

通り津を足めず必要螢を限度とす

間も当事者となりうるようにす

疑伊

谷は五蕩報の通りであり聾

禽うことを囲的とするもので内

訪し︑闘係着か広く懲兄を耀しW
o か43てこ日脚の逓

大⁝り︑田本原子力醸業盤
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協議会

四千入百万︑wを開発
原子力︑＋一基・鵬万Kwが運開
開︑＋五撚九毒口二十力KWの済

瞬剛バカ卑︵腿f二〜四︻十・七身

四十一翠渡躍力長期計圃︵昭禰四十二釦−五十﹁無度︶を決定発賛した︒詔躍によると︑電力鵠要は

中央鍛力協識会︵九電力と蹴源開発会祉で塒威︑会長木川田︸隆東雌社長︶は一月二十四日︑昭和

十二月最大館力で躍霜㎎ヤ一三度二千九百六十四万五千KWの実績が︑昭翻五十︷年度には六千九菖
工︑五＋

せ︑二＋八事⁝一千ニイ芳KW拳譜

十六三九白十九力KWを運開さ

年厩泳びの＋年聞では

二十七万四千KW︵奪複利八・九％の増加率︶となり︑これに対処するため︑約六兆五千億円の工窮
年度までに照千七薔九十二万コ口︵運開愚︶の魁源開発に滋手する︒とくに原

子力発醒については五十一薙度までに十六麸三酉十九万KWを運閲︑二十八基二千二十万KWを齋工

資金を投入して五十

原子力開発剛直

術藁斬による新たな大臣灘ユニノ

する訓画である︒長期d瞬全艘憩題して︑後年農に入ると火力︑原子力とも七十五万KW級︑百万K 工す．像麟繭とした︒この揚合︑載

入と経済盤向上の面から火力︑原

繿ﾎ点ハ一対○︶とな︸Φ︒

W級にスケールアノブした大谷撫ユニノトを採用し経済盤の向上を追求す萄とともに︑鷺力広竣運営

子力の愚答醒ユエノトの採用︑さ

和三十三年十二月に縄編され龍︒

に︑ナ年闘の為効期隈をもって昭

一ヒとする︑等に空脹がおかれてい

る︒㈱斬協定は有効期眼を十年以

るもようであるQ

なお政府は︑二月中にも新しい
日奥原子力二足の成薬一曲て︑今
娚通常灘会で批准をうる方針であ
る︒

しておりますので︑希望蕾はお

す︒多数の方々の参加を欲迎い糟
回⁝一日と二十二田の二聞
職
﹇⁝闘︑東無・千代隣区平 たしますが懸盤制によることと

早めに原薩の事携局へお申し込
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動力炉の開発 と

JNTRの宥効な活用については︑当かく璽れやすかった祷許取霧やノウハウ
に関するアイデアなどの機場が圃内では

体化とともに麟産比準の向上

ならびに淳業界の績極的な協力鯵勢の確

諜者である原研はもとより︑政府︑学界

が大きく期勧されている︒

絶対に鰻れないように配慧すべきであ

組織の充実と合理化
動燃事業団が新人事を発令

JMTRが原子力機器材科︑移燃科など 動力炉・捗燃料開発事業団︵理

謙古︑○魑理部長を命ずる︵総務

立が望まれる︒JMTRが罰塞威信の単る︒次に︑照粥技術の賜発については︑
財長井上五郎氏︶は︸月や六日︑

部次長︶三上徹男︑○管理部長代

このように︑動力炉の關発

なる致徴に汁まることなく︑その本来の
の自記的開発の有力な武器であり︑今後

の改正と︑これに伴う人羅を発令

束海環業所に部制を薪堕する組織

が漸く回ざ談しい進展を見せ
ようとしているとき︑その麟塵化の有力
便命卒十分に達成するためには︑使用者
さらに一層の原子力技術の発展と︑特に

役︶菅尾員佳︑○原子燃料試験所

究員︶武藤正︒

密毛研究員を命ずる︵計器蛍任研

松根氏ら七名

動燃麟業団の膿問

二月二十五臼付︑同事業圃法第二

鋤力炉・核燃料聞発購業団は†

十条の規定に基づき松根宗一翫

︵原産製瓢長︶ら次の懸者を顯闘

理を命ずる︵総務課畏︶石原敬
一︑○管理部労務譲長を命ずる

した︒

○副所長を命ずる︵次長︶藤本

職︶

な武器として圏下原研大洗地区に建設中

既存海外炉にみられない照射般術の醐発

材料試験炉の活用
望⁝わが国欝の動力炉の皇開発
⁝を使命として昨秋発足した動燃購
展⁝業図は︑設立以来漸次体制墨塾備
にこれを使用できるよう運営体制︑料金

臨界に達し︑半鋸間の出力上昇期間を経
によって内外照射罵要の喚起に寄与して

の絹料試験炉︵JMTR︶が︑この三月つ重り広い範醐の照射需要者が︑効果的

し︑ようやく本格的な活動に入ろうとし
体系などの諸条件が確立されなけれげな

松根

植村甲午郎︵経団連副会笈︶

王子製紙

て本右近以降実胴に供されんとしている

術部長を命ずる︵原子燃料試験所

︵総務課人噴係長︶八巻広︑○技 に婁嘱した︒

憂︶鈴木進︑O原子燃料試験所長

︑

リートする

こんどの組織改正の霊な戒は︑

術那が瞬かれた②プルトニウム鄭

宗﹁︵原薩副会長︶

料開発廃の名称がプルトニウム燃

義重︵関羅祉長︶

」鉱化ピ認一ル

ているが︑これに伴う明年度の予算措躍

とが望乏しく︑このため原研の在来の原

左右されるので︑極力紙料金率にするこ

木川田一隆︵東罵社長︶

︑

＼

︑

＊

ほしい︒最後に料金体系については︑J

るため﹁樗料試験炉利用懇談会﹂卒設

闘薩業界の立場から総含的に受講検酎す

を命ずる︵問試験所主任研究員︶

原義が昨製︑JMTRの利用に関し民MTRの活用が料金体系によって大きく ①梁海雲業所に新しく讐理郡︑技

座︑電機工業会から嬰望か出されたのは

鴨部に改められた︑の二点であり

ノ

文イヒを支え

らないのはいう康でもない︒

︒そもそも︑JMTRの建設について︑原

九年満の昭和三十四隼に震る︒このよう
価訓騨方式にとらわれず︑塗鞘的な見地

敏央︵東芝社長︶

し

︑

乞L一

ことはまことに意礁深いものがある︒

躍められたに止豪つた︒しかし不十分な

け︑その結果得られた要望箏墳をとりま

しい経痴環境の中で要求額の潮く半分が

がらも開︑発路線の麸盤が間まりつつあ
に案現までに意外に長い期閥を要したの

三好正彦︑○プルトニウム燃料部
畏を命ずる︵プルト轟ウム燃科開

組鐵の充実と運営の禽理化がはか

誠司︵棄大名醤教授︶

文彦︵三夢塗工業社長︶

な年であり︑富麗は果隼麗禦業計

代装者変更︑

惣生活と産業をλ学で結ぶ

は賜政硬直化のあおりで難航 し ︑ き び

ることは慶ばしい︑十鉱問に二千︐鱒円
から決定さ獲ることが必要である︒

発引網︶巾村康治︑○総務韻文轡
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の通りであるQ︵カノコ内は前 課長を命ずる︵企画調査塞調査

なお爽海麟業所の入朝発令は次

今後JMTRの利罵に占める酬辮事業 られたことである︒

とめ︑十二刀初旬科学技術庁︑原子力婁
贋会︑大蔵省︑原研など関係機関に提出

は①数次にわたる設計変趣②当時論議の
激しかった原研の体籔改轡問題と関連し

の巨費を投じて笑施せんとするこの工率
はわが国最大のナショナル・プロジェ〃
団の地積は圧倒的に大きいものとなるだ

に発している︒ここで改めてこの要望

し︑その蕾処方を要望したのもこの魎國

などがあるが︑それはとも角︑坦界的に

て原研内部にも消極的懲見があったこと

この謝画が成功するか習かはわが国のエ

饗R運営委員会のあり方②安全駄準の運

葦葺の要点を娠り起ってみると︑①JM 的な開発慈飲の盛り上がりが︑動力炉開

トとして多大の注昌をあつめているが︑

ネルギー舗給の艮綱的解決を左右すると
が︑五グループの共同受注という初めて

みても種々の特徴誉もつ大型材料試験炉

する原子力産業の開発﹂︑原子力

闘連施設の増撫が地域瓠会と共存

地の円滑化﹂︑各種対象別に距点

勲賑しうるような﹁原子力施設立

の強化推進﹂︑開係蕗圃との間の

化された最も効率的な﹁PR活動

および開発の憩速な進展に伴って

強化のための﹁五二協力の充実﹂

サービスの拡充馬などに魚点をお

必要とされる﹁内外の情報︒資料

その後︑核燃料間題懇談会再処

き実臆するものとする︒

翻会葺︑五面参照︶の設鷹趣旨お

遡小婁員会︵座長︑松根宗︷原産

よび審議方針についての報告が行

なわれ︑承認された︒

原産

多彦／多彩

安田火災海上保険︵株︶

に入会︑取賦役社長三好武夫氏︑

所在地東京都千代田区大手町㎝の

栗田工業︵株︶

六呂蹟東京︵二＝二︶一二五

生氏は会長に︶

新社長輿石貰三氏︵m祉長栗田春

定例会議提①一

{間メモ

原子力婁澱会

蝕歓

ろうが︑それを受ける尋問麓業界の積極

ともに︑わが圏の原子力工業の国際竸争

画を︑とくに海外ウラン資翻の破

発に決定的な曳綱卒栗たすであろうこと

子力関係予鋤︑羅和四十三蛇腹原

も疑いない︒思い切った圓寂施策の展開

罪路業翫園などについて思議︑意

用③簡業機蜜の保持④照射技術の開発⑤

庁原子力局長が昭和四十三隼度原

子力関係予算の概略についておよ
そ次のとおり説明した︒

﹁原子力関係予騨案は総額約
虫ｵ億円︵四ナニ無度は約百五

環業計画の猛本方針について︑購

引き就き昭和四＋発言麗の原廃

した﹂

定し︑那業規模というものを作成

いが民間雄資のわく卒一こ億円と予

なお政㈹の予算そのものではな

年度の予箕獲得で瀬張りたい︒

くの集績を上げていたたま︑再来

年度はこの予騨をもとに︑より多

のは大変な仕蟹とも・昌えよう︒来

度にζれだけの霊魂が臨められた

うに薪第七業にもかかわらず初庫

八十億円が認められた︒このよ

の出資を約束する債務負担行為で

四偲円が認められた︒豪た来年度

九十億円︶の要求をしたが︑四十

ブロシェクトとして約衛億円︵蟹

たっては︑宇笛開発とならぶ二大

った︒鋤燃意業腰の予算獲得にあ 糖報︑慧見の迅速な交換など握携

十億円で︑前隼の約﹁罵志野％︶とな

﹁核燃凝闘趨の検融とこれに即だ

を締結しなければならない︒この

の建設方式を見購に成功さ雌︑遭工以来

により︑JMTRの利用の能力と効興が ような協定の交蕩は︑この条約が

八カ月以内に効力を生じなければ

うな斎燈は︑交渉開始の日の後十

同日は︑豪ず藤波恒熱科学捜術

同で国際原子力機関との間に協驚

力をトするものだけに︑今後本プロジェ
科金偉系の考え方などであった︒

澱初に効力卒生じた日から欝八十

保︑再処理詔画の整備などを含む

きわめて順調に建設を進め︑近く竣工を

十分発揮されんことを照照から期待する

覧の交換串行なった︒

クトに対する敗嗣の裕没の努力が要請さ
迎えんとしている︒
なわんとしているが︑この際︑特に原研当

この蕾八十日の期閥の後に鍵准欝

原研は今月中にも料金体系の串請を行

れる︒

ここにあらためて原研および五グルー
局に要望したい点は繭業機籔の傑持であ

あ寄話する国については︑このよ

口以内に始めなければならない︒

謹た︑実誕炉の鷹産化も原子力の翻発

プ関係嵩の努力に敬慧を表するととも
る︒従来海外炉に照射委託する場禽︑と

ものである︒

第二段階ともいうべき実用化八代を迎え
に︑その労を多としたい︒

うな協定の交渉は︑舞舞の臼以薦

④この条約の締約国である核兵

に始めなければならない︒このよ

器非望霧麟は︑国際原子力機関懸

なけれはならない︒

⑬この条の規定により要求され

ならない︒

原麓第十回総合企画委員会開く

予算︑事業計画を審議

よう︑偲別的にまたは他の國と蚊

舞に従って︑この要件に倉致する

たは前文に述べられた鼻糞目凹の

圏の経済的もしくは技術的発展家

致するよう弾弓され︑かつ︑編約

る保障二番は︑蜷四条の規定に禽

供給しないことを約漁する︒

にいかなる核兵器非核保有国にも

て︑漸次本格化し︑電力会抵の謝画の艮

米ソ合同草案を提出

核日日条約

一致

原則およびこの条の規定に従っ
て︑平和的厨的のための核物賢の

藩噸

ｹ肋護翻講漣璽鎌継猟賜羅福運撫

灘

鍵盤灘欝

務局より要旨次のような脱明があ
り︑これを了承した︒

昭和四十二年度は︑い球豪で急
激に発展してきたわが国の経済が

審議②十八臼闘催︑武藤原畢力婁

十蕊鰯度腺子力関係予算政府案で

艦の日本寮港で霧畿︒

貫の帰朝を恥取︑謹た米園i上鞍

；暮しを

石戻霊禁

河土芦
野光原

った︒と同暁に除子力界にわいて 月十一︑十一二日︵臨時︶開催︑四

さらに飛躍の道をたどる起点とな

﹁歩を踏み出した年でもあった︒

も開発の第二段階︑実燭化への第

昭廠四十三奪慶は原子力薩榮爆
撃と今後の撃発にとって酸も蚤要

可塑剤

査察条項で も
二十五年間の暫定期限を付す

処理︑便用もしくは生膣のために
核物質および設備を国際的に交換

の分野における国際協力卒砺げな

分裂姐物質に関し︑これが主要な

米ソ両国は一月十八日︑ジュネーブの十八ヵ鷹躍編婁員会に核拡

理されもしくは使用されているか

いよう意図きれた方法で実施され

することを倉む平芝的原子力瀬動

窪たはこのような施設の外にある

敵防止条約︵NPT︶合同草案を掘馬した︒この舎同草案は昨鎌八原子力施設において生塵され︑処
月二十四日晒嵐の第⁝次草案で空白となっていた第三条︵査察条

かを岡わず︑遊目しなければなら

日本原子力配業会議は一月二十

原産常任理空欄

計画案を承認

饗

N度の事業

奮一1聾iる9蓑U◎0◎ーー

項︶を埋めたほか︑非核保萄園における原子力平和利用の促進中雪

くはその管轄における︑豪たはい

囲発展させること︵第四条︶︑核爆発の平和利用による潜在的利疏が

陶かつ完全な琿備縮少に関する開胸のために︑締杓酸が誠実に交渉

ずれの場所においてもその管理下

ない︒このような国の領域内もし

を遂行すること︵第六条︶などの煎が新たに草案にもりこ趨れてい

で行なわれるすべての平和的原子

二日正年から原産で第︸八六圓常
伍理礁会を闘き︑昭鵜四十三鉱度

算案の大綱を中悶的に籍畿し︑第

一八六回常任理塵会の模様︑右

東京都千代田区有一町…一10

その億30余猫類

核保有田に鮒して無差別の原則で提出されること︵第五条︶︑全面

る︒また第︸次草嬢で﹁無期限﹂とされていた粂約の期限につい

力活動におけるすへての原料物質
寂たは特殊核分裂性物質に運用さ

て︑含同導案では﹁条約発効の一等五年後に会議を開き︑条胸を承
久に継侵するか︑あるいは一道期聞延長するかを決める﹂と改めら

れる︒

おかれない帰り︑︵a︶原料物質

使規もしくは生麓のために特に瓢

から三人團が蕾礼之助原産会畏

9

原配事業題画案︵薄墨参照︶︑予

とをもっぱら鼠的として︑醒際原

なお︑これに先立って十九日に

隠され︑もしくは準儲きれた設備

爺無難灘町鳶難
憂諾することを約束する︒この染

もしくは物質る一平和的囲的のため

カーバイト

JOりしTし

スチロ閣ル

電気化学工業株式会社

アセチレンブランク

楽舞

雛

セメン｝

♂

れている︒

②各約国は︑原料物質豪たは

子力機関憲踊および国際原子力機

は︑予算案の大綱を籍撫する財務

NPT禽同草案は全文†一条いて負う護勝の履行を検証するこ
︵第一次躯案八条︶からなってい

関の保障措搬制麗に従って国際原

一圃年次大会の準備状況︵五面参

る︒とくに第ぞ条の全文は次のと

子力機関との間に交渉されかつ締

により要状される保障箔猛の下に

おりである︒

結される協定に定める保障娼綴を

特狐核分裂性物質がこの条の規定

門第三条︼①この条約の締結国

力が平翻利用から核兵雛濠たは他

の手続は︑原料物質または特殊核

の規定により要求される保障措羅

翼翼は原産会畏室で開かれた第

の核爆発袋置へ帳用されることを

婁貝会も開催された︒

照︶篤について雛議︑承認した︒

である掻核兵疑非保有睡は︑原子

防止するために︑この条約に熱づ

メラミン
ホルマリン

§罷二♂‡コ

ポバール
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合理的購入を保証
新賃濃縮サービス基準表も発表
米国原子力笹書会へAEC︶は︑濃旛ウランの販売︑賃僧に頑適するものとして酢薙十︸月二十九
U米囲の濃編料舎喪衡濃縮の取扱いに落する濃縦サービス墨鵬表と癖墓本料金蓑︶を発表した︒こ
れによって源子力産業界は必饗な濃縮ウラン亭．AECから購入あるいは賃曇りする揚含︑鍛も経済的

ある一定の濃縮に対する原照隠
然ウラン持子分︵︸評ぢ︶は︑鉛
4欄の醗に二一二・四六がを嬢じて

求める︒この数僚は︑A届Cが︑

♂蓼は︑

は重要である︒六フノ化ウランの
さいのすへての当駅について凝託

形で火然ウラン一♂鰯を入手す．⑳

がと想定して︑六フノ化ウランの

中における天然ウラン

するのに通常もちいられている

AECの新盤本料金嚢は︑次の桑したもの︶と︑分離作業分酒豪

二■

一＝一一

一■＝聯

二

7

︐＝餉

；一嚇一顧

塵二

嚇

アメリカの腺子力発魁は︑一

輪鴨一＝

昌＝一

冒︐騨：

曽嚇酷

︐脚

罰■

：＝一︐・o

師

総発翫麓は倣下し︑漁子刀はそ

．︒ぎ﹃三︒．⁝：．．．三：︒︐﹃ρ幽︐︒⁝

髭は︑〜九六八年の鳳子刀発電

﹁一讐艘騨

り裾ると述へている︒康た︑聡

は考えられず︑下回ることもあ

聯

いくらか下回り︑原子力は六七

の半分︑︵四︶六七年と同じか︑ 霧箋壷ハ左を上回ると⁝

年なみか︑あるいは誓干上図る

九六八年も引篤き汽力発聡所発
蓬臆の半ばを肖めるが︑癌文全

力補要の伸びは発注の半分にす

体としては獄少するものと麗栄

提重︑と四説に分れている︒四

ぎず︑かかる傾

向が統くことは

あり得ない︑と

もいっている︒

しかし︑メー

カーとしては︑

原子力の揃合︑

にくらへて﹁年ほどkいが︑そ

先行測絢は五一七年と化石燃料

発電所発注予想

﹁﹁アメリ州﹂

一九六八年度

界︑政鰐筋はみている︒昨年は
籾五千王︑四三

万KWの汽力発
箆駈が新規発注
され︑うちおよ

そ二千八哲万K
Wが鳳子力であ
った︒原子炉圏

揚を湖侍しているが︑特に一社

メーカーの今犀の晃とおしもさ社のほとんどが六七年なみの市
謹ざまで︵一︶薪規発注汽力三

唱一＝

・：＝＝

一二響．﹁二＝一：二＝甲一

即二＝一

鰯＝

暫＝轄：

騨＝一一

二：騨

をする

一回＝

9

一層圏一＝

；＝＝

一

一＝；

＝︸＝

をさすことであろうとは考えて

一一；嘘

ことによって求められる﹂として

スレーの北力約十マイルのアルタ

五千万がを見込んでいる︒

定は︸九七三薙︑総建設鰻は一億

このプロジェクトはROV工と マハ・リバー近くである︒完戒予

企業超禽体を設立した︒

工巣圏に未開適の冶撫地帯で︑比

命磁され︑極展に二胡していて

較陶小型な脱塩機用として由⊥二

ニウムの購入交渉中

仏︑カナタとプルト

フランス原子力庁︵C猛A︶は

カナダから少慧のプルトニウムを

購入する交渉憩すすめている︒こ

語MWTの有機原子炉を便用する

ことについての彪済牲の評価から

始め．⇔ことになっている︒

この新組織は原子力姿員会を長

ス轟骨癌︵電気出力二篇MW︶の

また︑一九六九年にはフ臨ニノク

メリカで生彪されたものである︒

︵二＋MW︶用は英醐およびア

ているラプソディー島遼除麗炉

れるもので︑C齢Aか現在運絋し

れは高達増勉炉計画にたけ利用さ

として︑EN工血業グループのS

・エ・ローコモーアfブ社および

NAM︑プレダ・モルモメカニカ

工Rーグループ︵すへて国営会

ノク・エ︒ニュークレアー社を傘下

社︶のプロゲノタシオン．メカニ

はフィアノト︑モンテカティニ︒

におさめている︒民間企業として

建設が剖醐されているQ望約礪立

した︒この発電所は︑二星の原子

力炉から二爾四十囚万KWの熟を

鮮麗竹国μからなされるが

所を起配するチ疋で︑蜂制費はK

ないし︻○○力KWe汲陶業発覧

建設︑七L∬年から八○年に六〇万

に三〇万KWeの失証炉の訟副︑

けて開発銅泥︑七〇年か6七ぬ年

W11辻は六六年から六九年にか

いると戻撰している︒

両連炉の挟術をとり込もうとして

央国はW11瓠が人Qの募集を油じ

員は

増負されるということだ︒この増

らに二︑蕊年のつちにヒね○入に

人μは二二〇入から三〇〇人︑さ

が︑岡洗飯︑ケリー氏によると︑

述増髄炉副画をわしすすめている

WH祉の改良型絵子炉駕は︑莇

子炉計画を強化

WH社が改良型原

残っているという︒

障の規制︑価洛の二一．﹂張κ闘題が

はニカ月後とみられるが︑宏全保

エシソン︑およびSOR工N︵フ

ィァノト︑モンテカティニ・エシ

ソンおよびボンブリニ︒パロディ

・デルフィノの子ま社︶が加わっ

このグループの爵画によると︑

ている︒

であった漏禽には︑プロトタイプ

経済性の研究繕果が妃豪しいもの

有機冷却減速炉によ
る脱塩プロジェクト

︸♂畷を入手し︑それをAECへいる︒
轍者へ引き渡されるよでに所持す

引き渡し︑さらに加えてそれが依

るに盤する経費かわかれは依頼者

イタリア原子力蚤貫会およびお

の腺子炉を建設するための新しい

もな民聞原子力企業と煽立原子力

公社は︑脱塩プラントの蒸気源と

へてみれはよい︒

人頬︶霜弊茎天讐の

ウム生産拡張を検討

AMAX︑ジルコニ発電所を建設する副画を明らかに

アメリカン・メタル・クライマ

マーズ社が二億六千力がで建設し

ナエーカンの土地に︑コンシュー

サイトはダウ社が取得する六百五

プロセス眠気を供給する︒発電所

ウ・ケミカル社に緬時四藤壷㌧の

るとともに︑曹圧タービンからダ

ンシューマーズ社の供治系統に送

ノクス︵AMAX︶社は︑原子発
炉生し︑薗三十万KWの電気をコ

燃料被覆材用シルカロイ・チュン

プ需要が鍛近着速に仰ぴているこ

とから︑同往の生薩能力を年間三

百万りに拡張することを検討して

一

いる︒一九六七年のアメリカのジ

九六万隼には画六十万

予定である︒仕様君は今月中に厭

七四年と七五年に一盈つつ完成の

なおダウ・ケミカル社はこの発

子炉四メーカーに提出される︒

罵火力発随所を翫止していく湾え

ジョージア・パワー

である︒

社がGEに一基発注

注した︒敷地はシコ；ジア州バク

る︒

W11蜘りO︒五ミルを予想してい
脇をGE批に発

ショージア・パワt祉はこのほ

発電・熱利用二重
目的炉の建設計画

ど︑八十万KW

ミシガン州ミツドランドに膿子力

コンシュンマーズ・パワー耗は

いる︒

十年で数借になると予想されて

当り撫〜面七十五じとされ︑今後

量は滑子力発電設備容灘一MWe 竃所の完成をまって︑同社の自家

社長によれは︑ジルコ一㎝ウム所要

損蜀するものである︒マグレガー

六八年のアメリカ全体の罵要麓に

じであったQ同祉の謝画撒は一九

であり︑

ルコニウム注文難は二買五十万彫
㎜

ている︒

会社の設立を裟求することになっ

けば思想は鯉山であるという︒

日電民族全佑を一掴の生命体と

日漂く篇際を蟹する亜火なる課

の次代の運命を背負うへき胃隼

題であり︑私は特に国家︑民族

諸君に対してこの課糧に対する
齪き白丁と酬麟とを切に希求し

瀬わくば育隼諸君は今日広く
読みかつ藻く考え︑祖国発展の
ために他口を期していたたきた

︵甚九は日本腺腫力研究所理

いのである︒

の利用を調査す．働圏的で︑正式な

AECの告がによると︑﹁猛本 して︑小型有掘冷却一減速源子炉

小されていないが︑蓑示されてい

る取も辛い濃度の閻で直線附磐引く

謡・四六が

もとより思懸は鼠由である︒し

今口わが国民の恐想鋤向を幽

聾曹一曹＝一マ

一方︑シーボーグAEC姿員いない︒

とを確超している︒

千二拳万KW︑うち半分が原子はでのシェアが大きく筒隠るこ のことが今年の源子刀発注に水
カ︑︵二︶四千七十五万KW︑う

二＝囎＝二

：曽：二噌＝一・

ち原子力は二千万KW︑︵三︶

経碕比較

㎡耀に対する隣邸︑二

という数値は重要である︒もし︑

現代の弾除社会を貼るに科乎

後においてL島らえることが正し

鎚熊藤織堕
鼓虫の厨冤ましい発展はそれた

かし何鱈かの機会にその思想か

るる人々の一部の者は︑口を開

な嘱！その魂の興底に流れて

け耐際閃係の鰭綜︑洩雑化を超

鋤に具現せらるるであろうこと

1有形無形の一反国家的行

︒それとも豪た ＝

いており︑一服の扱乱は他園の

いかどうか

いるものこそ正に彼女座が叫ん

それを誓う弥果の波にも蒙れて

バンキング

だ﹁アイ

してその允展を追永することを

一

が予想せらるる場禽にも︑なお

﹃
いる現状である︒この混沌たる

期待すへきであるか古か

アム

イングランド﹂の構神ではなか

かつ鳳想の自由なるが故に︑こ

ろうか︒

国費肚会に舐って一国の生仔を

この問題はbれわれにとって今

するにいわゆる階級闘争なる理

〜

︒ ﹁
園を思う心には何れの園罠も

れを摸手傍観してよいであろう

︒またわれbれは

保全することの谷愚ならざるこ

かどうか

変りはない︒沖縄の﹁ひめゆり

日本の青年に

国をささえる心を

て止まない次第であるQ

ベトナムの平和再現に脅産す

到にす萄のてあるが︑それが何

楠 瀬 熊 彦

勺白絹の門繊に︑角樗を持って

とはいうまでもないQこの現代

を勘昧す︑9かは別として︑麟家 して祖国を思う純潔金嵩の精神

昂に﹁学田の自出﹂なる篇象を
の塔﹂に眠るかれんな娘達も祖

国際情勢を巌みて私として今凹

の直撃は果たして学園の商由の

なぐり込みをかけることが果た
国防爾のために研く尊い血汐を

痛切に卜することは︑わが麟に

朗に吊にその隔を譲るへきであ

れにとって︑鍛も次くかつ緊蟄

念に拠って随所に破壊的活醐が

b
流したのであって︑祖国を思う

おける国民的思議の確立という

なる関心肇であらねはならぬと

であるかどうか
純潔簗澗の精神は洋の東内を問

るか否か
そして祖国の危機は何も戦争

思うのである︒例えば現在わが

︒
ことであり︑このことはわれわ

のみとは限らない︒政治︑外交︑

わないであろう︒

の灯となったとき︑チャ⁝チル

癒

ので︑A皿Cのウラン提供物質︸よぴ藻総度に対する分離作繋難は

ランの漁は︑絢方とも同じである料金は持込分天然ウランのが緒お

生嘱するに要する持込分の天然ウ

よび所定の濃度のウラン一8がッを

︸つの方法となる︒分離作業薫おは︑二︸二・四六がという数億と毘

の比較陶簡単な

AECから製品購入をする楊禽と

この謝算は︑賃懸樋する照合と

れる︒

がを梁じたもの︶との和で求めら依狽責ゆ六フノ化ウランでウラン

ノ化ウランの中におけるウラン弼 U308の二目がポンドあたり八

おおよそ六ノノ化ウラン一・四七
ものである︒

試咳で⁝雲否⇔れている︒この違い

八♂蓼に相嶺するものであるQ

この結果︑AECへ天然ウラン ﹁分離作業単位相当鮭﹂は︑鈴

このようにして︑六フノ化ウラ

3瀾の数値に二十六パを乗じ虻も

調整をしないと︑賃貨灘料食とA
ン拠算二％の濃縮ウラン︸謎畷の

を六フノ化ウランの形で引き覆す

皿Cから艇綱ウランあ醗入する嚢

塁直叙金は︑持込分代金︵ウラン

のであるQ

ての数値を喪わし︑従来のように
用との比較をする揚戸︑基確蓑を

ことを想走する依頼蚕は︑適当な

穴フノ化ウランで示していない煮
利用することができない︒

な方法を崇めることができるようになったQ

は︑醜貌九刀にAECが発表した の新賃貸嗣金の採屠は︑賃貸桝の
である︒このため︑瀕客が提供す
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者の一入は︑それを楽醗する材羅

ついてフォーラム年次大会の講演

この副幽が承認される見通しに

案をする決定をしたものである︒

とが朋らかとなったので独麟に提

シャルティー・メタルズ祉は次の
AMAX社︑制御棒

を増すものであると説いた︒

渦漣で︑近代的な厘子力船の必要

ラウンドの関税6一下げの採用は︑

性を指摘し︑さらに︑ケネディ・

ナー舩の開発︑蕩漣貨物船の必嬰

・アース酸化物との化禽物である︒

ミソク状のホルミウムなどのレア

ロシウム︑エルビウムおよびセラ

フランス

に認める権限を伺与するものであ

める妨成金をだすことを繭覇長官

の設譜︑釜煙における価格差を堤

この法案は︑原子力船と在来船

られなければ︑次にこのような危

ろう︒もし船舶鍵湿計画が愛入れ

を沽用する最後のチャンスであ

ベトナム戦争は︑現在の予備船隊

ィビノド・L・ゴ：ガン氏は︑

ジ︒α・シ諏︐iプ社の設計技師デ

われているシルバーーインジウム

する制御樺胴の薪材料は︑現在使

の開発した加圧水型掠子炉に使用

ら︑しだいに価格が醐齢し品薄と

九がの掬工価格援助を俸止してか

マノクス︵AMAX︶祉は︑間米
社囲が数週閥鴻銀一殖あたり一二

アメリカン・メタルズ︒クライ

なり︑現在の値段は一纏巌り︸︑八
ついて尽力している指榔養達は︑

氏によると︑全体の計麟の一環

らざるをえなくなろうとのべたQ

送するためには大都分外国船に頼

稀土類パイロハフネイツとよばれ

のであると発婁した︒その材料は

で︑より安く一層入手しやすいも

ーカドミウム含金と効渠は岡じ

葉の被三蓋として大撮に生厘され

た︒それはハブ∴ウムが撫燃緋要

五賭で︑さらに上鍔の見込みだ︒

の材揖は八十五％が銀であるか︑

現在︑加圧水型原子炉の制御概

ようにのへているQ

る︒対象となる船舶の戴は未定で

機が発生したさい︑至貴︑資材を輸

細部にわたり行政部と合慰に選し

として原子力商船雛泌を促進する

るジルコニウムの鵬二物であるか

料加工会鮭のソシエテ・アンダ

でブル・ニュクレェール祉とも

ストリエル・ド︒コンビュステ

密接に関係をもっている︒

らである︒加工されたハフユウム

るもので酸化ハフニウムとジスフ

▲

イザ社の協力をえ︑豪た︑核燃

下地はすでにできており︑コンテ

陰

▲

主要な炉を建設
り

フランス
﹂

これ豪で手がけて忘たガス

も旭出するたろうと︑うわささ

沸騰水型の技術にも進出か

△

大統領がアタシコンをとらないこ

一方︑ハフニウムの供給は聡冨
ずるものと予測していたのたが︑

用の新材料を開発

ある︒

の子会祉であるアマノクス・凶ペ

この新轡料を闇発したAMA蕊

両院で嗣催されよう︒

一方︑英国原子力公社︵UKA

モルの笑験炉BR3︵PWR︑

払い価格の三分置一近く安い樋格

リ

たので穴統領が近汝立法化を要講

方︑UKAEAにとって明るいニ
昨年八月朱︑目口用船舶副噸に
ュ⁝スもある︒技術省はUKAE

に向けられる︑とみている︒他

薩には序盤せず︑小型炉︑舶用炉

ン及び観測鰯は︑削減は大型炉謙

る模様である︒公社スポークスマ

や万賭︵一一

一九六八−六九年頃画中︑七嘗ニ

封A︶は財政緊縮措櫨によって︑

一〇MW︶は︑火力発羅所より建
設がかなり闘麗だつたが︑アルデ
ンス発躍所では建戒費は火力より
ゃや聞く︑発略コストは少し繁い
という︒チアンジュ︑デル両原子
力発聡所は十分競争できる経済性
をもつはずである︒

財政緊縮で計画縮小

る︒八一七〇隼には総額二野がか

さらにこれが膨張する見込みであ

電力開発投喪を行ない︑今後は︑

ルギーは︑過去十年間に一億がの

発躍贋の闘発が行なわれるが︑ベ

それ凍でのつなぎとして揚水式

画があ︑O︒

べ彪︑ギ嘘め原峯力発崩景
㌧

次第に重要度を増加
ブリュッセル銀行が報告書
プリュノセル銀行はこのほど﹁ベルギー電力開発に占める原子力発電の地位﹂と題する綴告遵を炎
表した︒この報沓密によるとベルギーの出力生耽量は今後も琢平均六％の割禽で伸び一九八五年京で

Aの脱駐研究謝画に九酉六十万が

で拡張している︒脱願技術につい

ており︑戯画も一九七一年三月ま

二十閥旛六千万円︶を配分し

するのは石炭業界の圧力の強いハ

︵約

ートルブールにする慧向だといわ

英国ボンド切り下げと原子力計画
英国蹴会におけるマーシュ動力

ては躍解脚下法︑正距法︑逆漫遊

ロペンス卿は︑C灘GBの平均支
法にも一億蟹点がおかれる︒

れている︒石炭業界の曲脳である

相の発言によると︑英国の一九六
八卑原子力発蹴謝圃によって建設

トラベル社はベルギ⁝および外国
潴社に建設請負いを公募したが︑

祉︶に建設二身作成を依託した︒

に三価に増煽するが︑そのなかで慰予力発電は七Q⁝ヒ国葬ごろから次第に耳許な地位を占めること

リュノクス︵三二％︶︑リナリュ

になるという︒ ︵パリ松本駐酒醤発︶

ベルギーの電力生雇難は樋去二

〇・六％︶の議電力会祖は長期原

十飛雪に七十偲五千藤万KWH ノクス・エノー︵由鳳発蹴︑岡一
︵隣ヒ年︶から二百二十七憶六千−

予想されていた一

発鑓所から一発

NATOMを組織した︒シュー社
ズ︑ガス炉一社が残っているとい

⑳

つかのグループを形成してフラ

をもつ企莱がある︒これがいく

ンス原子力麗業を構成している
が︑その中で︑欧州でも有数の

企業の一つとして︑GAAA挫
︵グループマン・アトミノク・

はしめ︑カダラ︐シュのラプソ

れている︒

礼長はR・ジュリア氏︒本社

筏と提携して沸騰水型の技術に
器︑施設の設讃や建設︑製作に

ディ︑キャブリ︑セレスタンー

炉︑重水炉の他に︑今後はGE
ノク︶があげられよう︒

1とnなどの建設訊画に参加

アルザシアンヌ・アトランティ

国華的に濫等しているQ

し︑カールスルーエ︑イスプ

は一〇90＜Φづ∬Φ総価︒蛋脳弓

一九六六年度の売上げは五千

岡仕は今から九薙前︑世界的

八薇五十万謬︵ちなみに回蕪の

ラ︑グルノーブル︑フ㊧ント不

な造紛会社であるシャンティエ
・ド・ラトランティノク歓と︑

同国の原子力鹿業全体の受注濁

OF−3の燃料自動取扱装齪

金石は︑原子力潜水艦馴碑極の幡

繭業熱発蹴炉で便うには高徹すぎ

羅として便われているが︑それは

AMAX社は︑鍛近PWRの

るQ

ヨン・エンジニアリングおよびウ

造業書であるB畿W︑コンハスナ

エスチング・ハウスの蕊籠に対し

て試験および評機用としてこの材

後半には︑難業炉のための最醐の

料を捉供したQ岡祉は︑六八町の

eの原子炉の制榔擁で三〇QOか

受注を希望している︒八QOMW

ら五〇〇〇ドノの酸化ハフエウムが

この材料は沸騰水型涼子炉には

使われるという︒

猛祉の使っているボロン・カーバ

使罵されない︒その理鵬はいまG

イドよりも一立乃穆嶺りし・汽i

からである︒

写翼はGAAA社が納めたE 八総監い︵すなわち騰廉が高い︶

︵HT︶

勾鴨脚瓢OΦ

︵寓飴鐸轡切−Ωの一○り①同⇒Φ︶

ωQり一Q噂ーカOゆ岡ZQoOZ

℃r国

は三†夢精謬一﹁アントルプ ・オ・ローズなどの研究所のホ

た同批のすぐれた全休予州技術

り艶の一び弱

これも大手の璽機械メーカー︑

万謬をこえると見込まれてい

は︑ラプソデで説画の払礎研究

O−属Φ胃憎一〇け

ソシエテ・アルザシアンヌ・ド

る︒

ノト︒ラボも建設している︒豪

リーズ﹂紙︶︑六七年展は六千
ノク社の源子力関係の技術者︑

施設をもとにスタートした︒現

から︑ナトリウム試験ループ︑

わせやと︑マルクールのG−2 制郷翠雲などの研究を受注して

設立以前の親会筏の笑績もあ
約七十三円︶︑技備州二衝名を

在︑戴本金︑五樹万漏︵一型は

損害保険なら一

され
瓢る転子力発聡所は︑これまで
万KWK︵六ヒ犀維憲︶と三格に子力発懸盤画を確立するためSY 軽水炉︵PWRまたはBWR︶

で石炭をハートルプールに供給す

増加した︒六六琿の匙力生藤織は
鑓所に総懸される模様である︒こ

メ

米議会で︑原子力船も該めた繭

ア

原子力船建造へ
の援助を立法化

のアルデンヌ原子力発電所︵二六

火力発聞所九八％︵脅炭山ハニ％︑

ると串入れている︒一方︑CEG

六MW︶の建設ではフランスのE

れはポンド切下げによる財政緊縮

鎗油三〇％︑ガス六％︶︑水力発

り原子力が好ましいと考えている

Bとしてはハートルプールはやは

DFが五〇％︑ベルギーの請糧は

ら︑フランス政府は︑その慧向を

いないQ
團一闇一開唱︻＝齢一

i︻一麗一一＝謄一＝■一二騨騨5崩一＝

に関しては︑まだ確谷がえられて

へBWRの技術をξえるかもしれ

術を開発するであろう︒EDFは

ば︑共同して軽水炉を建設する技

が︑その謝画で前可をうけている

ったQフランス一尉としては︑国

のはシュナイダー・グループであ

ウラン供給に関しては︑需要の
四麟を国内︑濁外探壷によって︑
問じく四舗を国外洪輪業壱との長

で確保す．葡ことを連邦化字管は期

期契約によって︑残る二二を帯楊

待している︒政府はウラン確保に
ついて︑原子力産業界と臨気事業
がグループ︵コンソーシャム︶を

よりも購入に当って窃利であろと

結成するのが︑個々の会祉として

ランの長期胸調達に隙し︑纐格変
動の危険負担を補う何らかの政策
卒乗隼には打ち出すものとみられ

・コンストルクション・メカニ

のSE皿A訓幽で︑WH社の加圧

すでに︑ベルギー・フランス共醐

招請している︒ハートルブールの

定されていた︒なお︑このほかに

ヘイシャムの入札も本年五月目予

入札は難燃の十一月に行なわれ︑

癒難

二百五＋万KW発電所iの入札をがフランス型以外の建設を短めれ

＋万KW及び北藩謳ヘイシャムの ないと踏つた︒この二祉は︑政府

所一難葉部ハートルプールの薔二

変えるきざしはある︒が︑その点
C︑APC︶に一ろの原子力発鰭
の二祉︑アルソムおよびGAAA

に露グル⁝プ︵？NPG︑Nの
Dほどパリで︑GE社はフランス

中央監置庁︵C温GB︶はすで GE社の﹇スポークスマンはこ に†分な範囲の技術を提供するな

ているともみられる︒

躍所の建設開始で＋分だと判断し

見通しからして︑六八駕には一発

の影響をうけたものとみられる

置所二％である︒ベルギーの篭力

ジュ︵七．二〇MW︶︑ブイ近郊の

デル︵七三〇MW︶両原子力発難
所は炉型も決まっていないが︑S

多一多ア！多ーン〆4一！多多多
GE社︑フランスの 産の際子炉技術の開発を鵜望する
二社に技術提供か が︑GE社が製作国力を脅成する

が︑璽に︑七三一四年の糞力然諾

サントル︒エ・シュソド礼を粗織
してアルテルコム一九・七％︑E

は脅後も毎卑六％ずつ伸びるもの
と予測されているが︑八充年には

BES九・九％︑アンテルブラバ

・九％の割合で出資した︒

MW︵ベルギーの総蹟力の隣七・ ン九・九％︑エスマリュノクス九

原子力発蹴税の総出力は六三三五

五％︶︑矯力生産爆は三百六十一

％︶に達するものと予想されてい

億KWH︵総生馴璽の五二・五 またアントワープ近郊のチアン
る︒

こういつた原子力発電の発展を

二年完成予定で総工費一億二千万

う︒チアンジュ原チ力発難所は七

見越してEB鷺S︵六六年電力生YNAり艶OMはエンジニアリング

ロベル︑トラクシコン・エ・エレ

会社であるトラベル社︵エレクト

ム︵圖二四︒一％︶︑アンテルブ

薩鰻の二四・九％︶︑アンテルコ

クトリノク両社折半出資の子会

マーシ﹄軸力根としては︑砥期

の可能姓が強い︒

ングランドにあるが︑これも延期

がでEDFが五〇％を嵐資する︒ 三菖万KWの亜油欝欝副詞が醜イ 水炉のノウ・ハウを取得している
デル原子力発聡所も総エ蟹一億︼

千万がと動画られている︒ゼープ
リュノゲにも原子力発電所建設讃

原子炉開発費は倍増
研究センター予算は二次副幽の千

五割増の西独新五力年計画
西独の第三次五ケ年四捨は昨細

十億円と︑几そ五渕増である︒こ
千八 のうち原子力炉︑燃料蟹は一瓢百六

総額は四千四闇十偲円と︑鵬二次

末連邦講会で承認さ3／たが︑その 四︸臼二十五億六千万円から二千七

計画︵一九六三i六七鉱に一

十億円で︑センター以外のそれを
上回るものである︒麟際協力の面

置八十億円︶の五〇％増となって
いる︒割画の重点は職混ガス冷却

では三葱六十億円と催質してお

加速器醗画に参加する際は︑更に

励している︒さらに政肘は︑ウ
り︑西独が三冠BeVのCE奨R
N

炉︑黒藻炉ならびに燃料開発に置
かれている︒

予翼の主な内訳では︑原子力研

二酉七十偬円が追加されるものと
思われる︒一方︑基礎研究鰻は二

と3︑カダラノシュのEOL封
い・曾

企業を支え家庭を守って80年

◎

ラバン︵同一〇・二％︶︑エスマ

6，335（47，5％）

九衙四十三億二千万円と低増︑燃

ている︒

の葬儀やツクレーのEL−3を 一九六六年からイスバノ・ス

岬

36，100（52．5％）
13，340

68，8〔）0

25，000（49．5％）
4，425（43％）

鑓センター脅除く原子炉開発機は

酉四十︸癒八千万円から六璽瓢十

し︑主要な原子蝉︑その他機

含めて六醤名のスタノブを雑

9

27，360
6，工3（，

9，500（25．5％）
37，240
1，590（20％｝
7，940

50，600
10，290

10％〉
935（4
22，760
48％）
2
130「
5，250

電 力
うち原了
復藻最
力発電

料サイクル研究開発蟄は三月六十

億円と︑やや伸びた穫度である︒
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本年運開予定の西独オブリッヒハイム原子力発羅所
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1969
1970
1975
1980
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うち線了
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発電砂r
総出力
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核燃料問題を基調に

三

引き旧いてパネルディスカソシ
コン︵メンバー劉土屋湾︑田中痘

並霧︶︑その後に原薩各特別婁員

治郎︑脇坂泰彦︑山崎久一︑陶坂

会報告①核拡散防止聞題特別委員

同

動力炉の建

燃料産業の現状と将來︵今井美材

から十二時までB会揚で講演

に関する化学︑繊維工業懇談会

原子力社長︶③R上・放射隷利用

会︵清成迫鋤読響理瑠長︶②穏料

について︵吉岡俊男原画冨務︶

来炉におけるプルトニウムの利用

動燃副理解長︶
原子力施設

ーu萩野谷徹︑鈴木範離︑藤井哲
五セッション

午後一時三十分か

の宏全性︵向坊隆東大教授︶︑第

に閉会式と続き二臼岡の幣を閉

︵斎藤辰雄昭和二面専務︶︑さら

原麓の核出料賜題懇談会︵座長

原産核燃懇

再処理小委
員会初会合

れるポスターの原図

四目は第一回年次大会で使嗣さ

る兇逝しである︒

発表暫については近a中に決窺す

なお細かな時三二︑テーマ窪た

驚︑今井隆吉︑中村康治︑関淺

億︵出崎久一噂購連理

と原子力二戸開発

発鷹①聡力長期嵩画

会〃長期エネルギー連丘と源子力

ら同五時までC会観でパネル肘論 じる︒

午潮九時

糠嚇

穣︶︑鯖四セッション

長︑岡島安二郎︑武井満男︑平田

試験炉凋用懇醗会︵平塚正俊住友

引き続きバネルディスカノシコ
同

核

．プログラムの大綱が決まる
臼本順予力藤業会議が開く第︸園原産年次大会もいよいよ︸カ月後︵二月二十⁝臼︑二十二日︶に
せまり︑その準備を進めている年次大会準備委員会︵委員長︑一本松珠高原転落長︶は︑一月十九日
午後目時から第四國会合を原産で開き︑仮プログラムなど現在豪での準鋤進行状況の確認︑また昔干

移燃料間題κを暴謂と

ン︵リーダー1一吉岡饅男︑メンバ 設経験︵未定︶

の未磁定日について愁見の交襖を行なった︒

殿報のとおり︑会揚は東京・平
河町の臼田都施センターで︑同大

会の輝賊は①閥会紙会の部の特別
講演の耶齢招待講擁・論文発荻の
部㊥シンポジウムの都㈲猿蔑髄別
委堤会報告の部⑥閉会総会の部と
なっており︑第一翻大会は昨年原

げかけた

子力鳶業界にいろいろな間題をな

田鼠一部テーマ︑一班者に禾確

している︒

原子力開溌と
ニのニユニニ

福島発電所の南方十ニキ︒に

第二地点を内定

東電
＝舳＝＝こ﹇躰

と愚われる︒

＝

鱒晴＝＝
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わが園における放射線開

隠まで放射線利駒の現状

ント工業におけるアイソトープ

︑
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放射線利周の現状

⁝
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幽

脚

食贔照射研⁝

岡十一隠三十分まで筋覆の続き門

︑

ラジオアイソトープによる鉱

究開発の現状︵日蒲製粉︶

子発生譲︵東芝︶︑鑑力・捌

リーメータi︵三菱商饗︶︑水一

分計︵日立︶︑響副︵讐工勧

メーター︵理学難機︶〃︒続い⁝

業︶︑R工・X線スペクトロi

凹

ついて︑出席者全員が話し合う

題点討直会を用姦している︒午

簸た岡促進会議期間中に二本

原子力研究所撹当者によるアイ

ソトープ垂範窯も闘設される霞

・

⁝

7＝＝

︐；一＝隠

ニニ一一

カ月半で披覆を約

顧P；

午延畏して約

：二＝輌一

二＝喩

草である．
一一＝

ラジオアイソト

一讐帰一

卿

という趣雪で放射線利用上の閾

例や︑今後の灘入促進策などに⁝

用に関して問題になっている那

簾編騨翰諮鞭⁝

土木建蘂でのア

の利用︑厚み謝など︵小野田セ
メント︶

放射線利用促進会議

洋紡績︶

繊誰︑織物の放射線加工︵東 後五時から閉会式︒

壌竃馬査など︵大剰製鋼︶

おける放射線利用の現状︑非破

︵大成建設︶

齢着癖強気⁝

h︑貌いて午後一暁から五 石パルプ濃度測定について︵三 明
セメ 茎属︶ ・綬い三二隠三＋⁝

発の動向︵原薩掌務局長早川津

岡

ついて︵原研理雛宗像英二︶

日本原子力麓業会畿の中那原が活躍する可能性は大きいもの るラジオアイソトープの利用に

繭子力懇談会は名古宇工業技術試

㎞

曲験所などの協力を得て・第三回岡縫叢はこのよう祷勢

難

おり︑昭和四十年に第一園が開

㎝糠灘饗難
ﾟ卑アイソトープ・放射線の

第三回

中部原子力懇談会

幽利用開発は︑利用技術の鵜度化かれている︒
ﾉ伴って鉄鋼︑機械︑化学︑窯

⁝業︑食品︑燃設など魔業界の
あらゆる分野に導入され︑野に

二贈＝

イソトーブの利用︑水分瀞など

二月六︑七日に名古屋で
同促進会議のスケジュールは

頗撮しい纏をみせているが︑
師さらに今後の研究開発の進展に

⁝壷磐その増加が饗・れ
る︒
中部地方においてもめざ飛し

午蘭九時三十分から

い産業の発展に伴い︑放射線次のと漏り︵発表者敬称騒︶︒
日

の開会挨拶に始豪り︑午荊九時

第

ってきたが︑医綴分野を除けば

四十分から十二時まで放射線利

利用に対する関心が次繁に高談

民間金業における利用率はまだ

用開発の動向について特別講演

一＝一﹁

午前九睡二十分から

行政薩から見た曲射線の利瑚 ープトレーサー利用︵石田中央

全国水藁にくらへて蕃干下土わ

需二一コ

の間にチセージング・マシンの仕

十︑雰厨の鷺通鋼に変え︑餅せてこ

働見通し▽第二昭施設の週正二

式か地域補散方式か③便用済燃料

ペース◎こんど原塵の核燃料問題

︵関雌︶︑出村餐雄︵電箏連︶︑

内武雄︵中那電力︶︑加藤博見

1−li晃0ーー

ものとみられている︒

力料金等の損尖は約五億円になる

なおこんどの艶紙停止に伴う鍛

なう︒

上げや核燃料の敗り掲えなどを行

二1Φ規模の経済俳②舞中処理方

輸送費の検附︒

わが困における核燃料の再処理

発事業団が昭⁝和圃︻十六葎完成を自

体制については働力炉・核燃料開

が開かれた︒

同

て︑生産技術水準の隷農化と技開発について︵原子力局安全課

る︒しかし今後の三業葬に4云い

顧二＝

術革新の進展に︑R1・放丁丁艮広田志郎︶
嘗旧一瓢ヤ

松根塚一氏︶はさきに︑民岡にわ
ける咳燃料再処理の問題について

うため下部機構として小婁員会を

さらに顎体的な括目・検酎を行な

座幾松想至

び所属は次の通り︒

再処理小婆員会婁貫の氏名およ
核燃料再処琿工揚を建設するため

途に処理能力㎝日当りO・七鏑の

仏サンゴバン社に依頓︑その詳繍

翻転することにしていたが︑この
ほど﹁再処理小奴員会﹂の婁眼構

懇談会に新設された﹁再開躍小委

立︶︑局村武久︵古河鷹工︶︑妹

古陶俊男︵原聡︶︑吉山博嘗︵日

田中諏治郎︵棄躍︶︑河
設副を進めているが︑これは政府

員会﹂は︑罠聞ペースによる再処

委鼠

威を終え︑︸月＋八臼その切会念

爾東北工業地構の造成をあげ︑そ

碑体制等について検討しようとい

！！ー
予定︶が原子力発露所建設地点と

のなかでも聡力供給管地の造成と

︵東芝︶︑有馬純偽︵住友野臥︶

尾三郎︵三漣原子力︶︑市橋清

権藤登雌雄︵日露揮発油︶︑今井
美耐︵動燃事業団︶︒

なくてはならぬもの︒当初は輸

！ブに入ると糞︑除染などには

原研でも臨分で設副︑製作して

入に頓っていたが︑このごろは

から加圧した窒気を送って安全

使用中V陳安協の潜想は︑内舗

のときにはトンネルフラノプ式

性を確保しながら作業し︑脱離

インナースリーブにヒビ刷れが生

いうのがミソ▽もちろん現在︑

で表爾指染からまぬがれようと

という︑セミがカラを脱ぐ要領

じていることが凋明した︒

ガス循環器の修復で＝月末まで
田本原子力発司会祉の象海二十
所が︑二月末まで運娠を停止する

ールであるが︑ガス循現に伴う振

で2丁七ボのステンレス・スチ

のが飽胴省の弁▽だが現実には

性も窩いし大へん績構

で研究開発してくれれば︑儒頼

点はあり

テンポが合うかどうかが課題︒

という

隙隙協あたりが本気
交換羅のガス循環器の作動が不完

動でこれにヒビがはいつものとみ

使燭経験から次々と実際的な改

各万面で使口中のものにも改良

金なのに気がついた︒このため原

も開いたところ澗横の兆候がみら

られている︒燕た一︑鳳︑四弩器

このスリーブはベローの内張り

聡は﹁月＋臼までの予燈で炉の運

東海発贈所では昨年暮︑鷺丹毒

紙を一且停止して調べたところ︑

このため原野は︑訓顧簿惚を巷

畏が行なわれているQ果たして
の蘭の継ぎとなっているペローの

インレソト・コ⁝ンとプロアーと

れた︒

ことになった︒

継継灘
蔵万KWから一千万KWにのぼる
して︑粗双地区︵相馬・双難画

鰭議事項は次の通り︒

うものである︒

▽第二号舳設が必要になる晴眼

つくることを述へ︑︸大山予力セ
ンター構想を裁ち出し︑原子力出

一①使川済燃料の排出澱の見通し

郡︶に疏本一の原子力発醗薄地を

地元寧日局の原子力発哨所建設

第一男プラントの処理能力と②稼

日本最大の原子力発電地滞が登揚

に対する淡勢は非常に蔚向き︑積

侍されている︒

ズとの契約は一万五百ショート誘

リオ・アルゴム祉との各祉別契

であった︒

東堰11千八妻子ン．〜ト漣

胸当の内分けは次のとおり︒

中躍爬三酉シコートゾ

閃鷹翻・千四薗二†シコ⁝ト・ゾ

束北一二蔚八†シコート沖
北陸薩一陽八十シコートゾ
申圃劉・藁酉二十シコートナ

東海炉が運転停止

掛所を中核とした地元の発展も期

つでは︑渠政の五本の柱のなかに

ウラン新契約
日本原子力発電︵株︶と茸雲︑
関西︑申部︑東北︑北陸︑中国︑
九州の七山力会祉は︑那隼十二月
カナダのデニソンマインズ筏とウ
ラン精鉱の長期契約を結んだが︑
これにつついて同国リオ・アルゴ
ム・マインズ社との長期契約が﹁
十一菖から東電を皮切りに各

するもの︒おなデニソン・マイン

極的で︑とくに本隼の庫頭あいさ

するものとみられる︒

して選ばれており︑将来は出力九

！／ーン！ーン！一7！！ーシノ！ーン！一！一！

︵嚢網称驚次一

定のものもあるが︑決まっている
ものは次のとおり︒
略︶︒

第一B第一セッション午荊
九塒三十分から十二時までA会場
で開会式︑次いで特別講徴〃動力

と岡

炉開允爵蜘について︵井上循郎動
鰍理事 長 ︶

放射能安金︵三そ泰鮒教背大 教
しているが発喪着未磁定︼︑ 十

授︶存︻注︑他に講襖一題を予定

凝︶とほぼ岡じような立地条件を

が大熊・双集地点︵約一二百万平方

力発難所建設第二地点として︑福

そなえており︑原子力発羅所の建

十二日︑原子

く平河町の全共逮ビルで午さ ん
三編双葉脚郡蟹⁝岡町・楢菓︵なら

設に適していると集鍛は説明して

束京電力は一月一

会︑鑑別講撰刀流動期の日本翫済
ば︶町の太平洋岸約葎三十二万平

いる︒

二時十五分から午後二騎豪で同じ

︵宇佐夫洵日銀総裁︶隠蟹ニセッ

方齎︵約四十万坪︶を内定したと

擁話県には︑東磯の二つの地点

午後二時から磁石時まで

ション

A会場で海外からの猪別講襖︑テ 発難した︒

のほか︑東北電力の浪江町柵嵐地
点︵福沸線子力発電所の北約十三

♂

この第二地点は︑現在出駕が建
ーマ旅定︑発表薔はE・﹂・プロ
ノクAEC綾織局長代理︵米︶︑設中の福勧原子力発電所︵禰品梨

獲
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太

案
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とりかかる予定で︑用地買収につ

四十五年ごろから建設準備工事に

度と見られている︒東聡では昭和

鷺A物理研究部憂︵仏︶︑また午 おける開発規模は約四再万KW程

午萌

後石時一漏十分から間七時までレセ

プション︒
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熱中性子炉へのリサイクル①テー
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豊富な原子力コード

鳳

たもので︑技術条件として地盤︑
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ここ康廟村は︑見議を深めるため

島発電藤を訪ねる爆撃生もあり︑

一驚で約三時間の大熊町に粟電福

⁝⁝桝⁝鱗撫雛

日本原子力研究所では︑いま︑今年四月から始まる原子炉研修所の研修生を募零している︒

には︑非常に感まれている︒

膨大な資料を
揃えた情報部
研修生屠警のある建物の隣り
は︑原子力研農事の技術山回蔀と

じかに乗じとることだ〇

まで学んだ理論を圏で見て︑肌で

テーマにとり組んでの実験を行な

短期間ながら︑じっくりと自分の

の実験は︑緊張するが︑原子力の

JRR11の運転に始まる後期

五爵からヤ日誌では︑JRR1
う予定た︒

技術を身につけようとする嶺にと

1管理課の醗師が︑関係法規か
ト︑現在求での問無点︑運娠方法

ら︑梼造︑建設の経緯︑運転コス

ともあれ︑第三の火といわれる

るためには︑また謹た凸しい経験

原子力を︑完全に人類のものとす

って楽しみなことである︒

つこの炉の運転経験が披臨され

れ︑爾来約十詠振の運転実績をも

爆という余りにも立襟な経験を経

を経なけれはなるまい︒ことに原

られた︒三十一年に建設開始さ

た︒将来︑炉の運転讐理に従さわ

などを︑入れ替り︑立ち替り述へ

る春にとっては興味深いものが

ある︒小型ながら︑既に十七万K て原子力を知った日車人か抱く原
Wの運転実績をもつこの炉は︑も 子力︑放粥線に対する大きな危恨

ど︑所内外の欠同刊用に供されて

比して何催も強いことであろう︒

う本土眼りで照射︑RI製造な の急は他の国の人々がもつそれに

今度繕たに建設され︑この答三月

を生かし︑原子力平和利用の安全

来たその役割を︑JRR−3や︑ われわれは︑ここで学んだ知澱

関係の方々も︑いささか寂しく思

は︑われわれの鳳謡で忙しい事務

はいま笑隙に使って運転甲唄︑湖

その配念すへき炉を︑われわれ

ったジュ不ーブの除子力平和利 侮能な麟学潜をソ連に派磁する

分析︑写影の炉定数の測定など︑

九項圏にわたる実験をはじめてい
る︒これらの一遮の実験の他に︑
畠物関係や︑訓算機を使ったりし

さらに薫月に入れば︑各入それ

て行う実験が二月末濠で続く︒

︐

髪

Z鋤捗一〇郎ω

興味の上に立ち︑しかも掘互の

一に複数の羅が︑各々の国惣的
のように機構全体の予算で運嘗

慧昧の国際協力の成果が期待さ

輿味が一致した上でのみ本選の

本隼は︑わが国の動力炉開発

れる︒

されるのではなく︑興味をもち

て行う範騎の中に入れられた︒

十年の歴史をもつユーラトムも

くΦ鋤彗びOOズ

1原巌質料室便り一

︵￠箒冨Φα

の建設が可能なサイトが西独の

もζ
期の謝國をかためることを希望

る︒

ねらいであったように思われ

年出版︶

七七六埼︑B5想︑ 一九六七

困㊤⑰O

︵︶GQ件99凶ドooけμO釣圏

須

験を詔れる欝ぴを裾んがために︒

は︑国を輝やかせて︑研修生活の体

そして桜の花のほころびる四月に

努力してゆきたいと思っている︒

に臨界に逢する予定の大洗のJM 性を内外にPEし︑かつまた︑そ
TR︵国産の耕料研究炉︶に引継 れを展承ける技術の確立のため︑

十二月は︑クリスマスも過ぎκ

炉の運転へ

間のみの躍際協力にいたる豪

用国際会畿も一A旦Aなる團際 こととなった︒この繕果︑加速

である︒原子力婁員会も以崩か

り入れ︑開発の進展をはかるこ

ら︑穴いに国際協力の方法をと

とを決定している︒ギブ・アン

国際協力の発

たとき︑単に協

生の原因を蕩え

られたこともあった︒本格的な

ド︒テイクの原則によると述べ

て︑いったいわが国としては何

園際協力をはじめるにあたっ

と召つたことよりむしろ︑巨大
な先進国に対観して行くために

力により国際閥のムタをはぶく

は︑後進的な国が協岡してこれ

を湧え︑豪た駅手の国は何を曙

えているか︑協力により梱互に

にあたろうとの考えから発足し

何を埋ることができるかよく考

︻搬輪歓迎︑千五着字以内︼

︵臼本原子力研號断・平田穣︶

えなおす必要があろう︒

たものもあるようである︒ユー

米麟と弛独ガシーフオー語画

ラトムは特にこの感が漂い︒

によって︑無職輝の協同開発を
行なっているのは︑米國の技術
蟹金はもちろんのこと︑実験卿

響騰響

鑑卿

火

目

七
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大丁田

この研修所凝ースは昭和三十囲年に開没され︑すでに四百名余の研修生を送り出した︒コース

般は︑暇紫技術庁原子力局︑冤力
なっており︑ここは原研の研鍍開
発に必要な側車を収集整理し︑研
究痛︑技術省に急報を提供するこ

とと︑研究莇で作り出された桔

り︑国内外へ繭及する擬能をもっ

報︑研銑成果を︑所内はもとよ

二十七日謹でがっしりと購義かつ

われるのではなかろうか︒

ぐことになると聞いている︒

四干冊︑雑磁は国内︑国外舎せ﹁

欝賠は︑職樋三十数名︑蔵欝二万

求っていたが︑二十八日からは休

は︑ゐランとして︑この隠ばかり

千二百種︑ハノクナンバーほぼ二

鱗︑ほとんどの研修生は︑さっそ

ましい︒

万冊︑レポートは︑十六乃四千点

く帰郷の途についた︒久しく留噴

漸学期︵？︶は正刃気分もまだ

ている︒その機能を果すための図

と㎏う内容の允赦したもので︑研

にしていた主の座へ戻り︑また窪

さめぬ五日から始まった︒後期の

尻棒較正︑中盤チ康測定︑放射化

修生は︑これらの蔵欝類を所員と

い研修生は吉島のもとへ帰でして

ヤマは何といっても︑実際に二子

いよいよ原子

岡じく藤野することができる︒

しまう︒派遣先へ勉学の報鴛にゆ

が現笑に役隠った一つの例であ

で︑原子力についての国際協力

年慶のような姿をとっている煎

ある︒

一つの曲り角にきているようで が実質的に進められる大都な葎

一〜

である︒悶くところによれは参

国際協力を行なう蹴合難ず第

いうことであるらしい︒世界甲
がもっとも翼味をもっている隅

せず︑二︑盛年程度ならは︑と

炉︵3謄写11︶を運転して︑今ぞれの希望する各研究室に別れ︑
め︑研究所や族同施設を持っ

とヨーロノパ共同体のセルン研

このような生活の中にも︑忙中

は現在数えまれないほどあり︑

の泡徳などの関連附属設備と︑

究所が協力する環となり︑大型

閑ありで︑独身寮在住の薗汝は︑

協力機閲があれはこそ璽現され

協讃する国蟹が給金を出しあっ

アコフ研究所で男成したQこれ 高炉の開発については昨年窟で

素論子災験用の加速器がソルパ

ごく最近ソ連で雰犠に大型の

ろう︒

圏的どおりの成果を上げている

関の姿をみるとき︑全部が全部

て︑実施申のいくつかの国際機

にぎやかだった研修生の居︑蝕

く桜ももちろんあるであろう⇔

冷暖満つきの立撫な設備を利用
できるわれわれも鮒わせだが︑こ
のような設備をもつ所員は全く張

薫蒸懸
世界中の国がほとんど参赦し

二回の繭紬繭を

ない例を晃ることも出來る〇

ている一AEAから︑原研と英ものとは隈らす︑そうなってい
国原子力公社との間の嵩巡実験

一九六四年に鋤

四人で庫を囲み︑あるいは囲懇を

それぞれの黙陶のため︑関係す

ひらき︑康た第四風の開催の決

繁しみ︑テレビドラマにかじりつ

る稀々は非寓な努力をはらって

炉に関する協麿のような︑一一国

くなど︑冬の夜長をしっくりと味

器︑附属設備と岡方の科学者の

わっている︒みんな研倦生とし

発実灘のための圏際協ヵと雑︑

詣各線が︑万年というような長

象

／

櫛

奉仕する

ヒ学を通じてあらゆる産業

町2〜4

京都千代

壷

ﾉ藪轄概簗購雛籔灘無論報諜勲山影﹁
整理に追われ︑さらに核物罫︑炉
会祖︑大尊の専門獄を迎えて行な

都門︑蜘凹的な顧子蝉工学︑材閥

物理の演翌問題で︑闘の回るよう

各論︑駆血各論︑放射線管理や医

われ︑核物理︑炉物理などの暴礎

新しい知識の吸収で︑ここ原子力

離関醸︑保健物的などは︑原子力

でめり︑鷺沼な内

JR只一1で実験指導を受ける研修生たち

n国家利国益
と相轟解
際協力の必要牲とむずかしさ一
原子力のように匝額の資金と

信されている︒

組合ゼで興奮に穴きな成果が誤

郷即のこと︑社柁に銭して朱た妻

て︑葬齢︑役醗などは忘れ︑遠い

いるQ

のた︒

向窺い知ることができるというも

とであり︑恩欲的な研究の一端を

かけられるのは︑大へん嬉しいこ

に謙虚な態展でわれわれにも晶し

申のテーマ︑問寒点などを︑非常

調とともに︑講踊幣身が現征研究

課の主任研號

講跳は︑前述の耀く各分野の第﹁

んだ講養が受けられる︒これらの

われ︑計四十層膨鋼上の変化にゅ︑庸

わっておられる方欧によって行な

各種の碧門分野で︑研究にたずさ

研究所で学んでいるという実感が

四入一檀で行い︑各人がそれぞれ

ぼう大なデータを扱う実験は︑

共同研究で

四人一組の

わいてくる〇

な忙しい日が続く︒短口出臼が︑

の山崎莞余︵かんじ︶氏をわずらわし︑研修の模様を報告してもらった︒

毎日毎日が新
知識との格闘
秋もようやくたけなわの十月の

はじめ︑上籔から約二晴間の染四
駅に降り立った︒澄んだ︑きれい
な盛が広がり︑北西の︑やや小筒
い丘に闘をやれば︑丘の獄に大き
な日立研究所のビルが︑その偉容

場見せている︒パスで東へ向 っ
て︑広い舗籔道路を十分くらい走

るとわが国除子力研究のメノ カ

てくる︒

源研が︑松林の中に見え隠れ し
まず正門で三悪を告げ︑胸落層
ほと奥︑薩閥館と糠絨きの粥修所
駆引繁を肋ねると︑あとは係貫が
一切めんどうを見てくれる︒関係
轡獅を受け取り︑南へ渉いて十分

ほどの爽砂寮へ案内されたが︑
この臓から録筋コンクリートの難
きな寮の︑四畳ばかりの側簗がわ
れわれ第十六回一般謙程の六カ月

一艘課殺は研究を主たる阿的と

闘の生活の焦熱になった︒

人々四名︶とは異なり︑電力．掻

する商級課程︵今回は大学助手の

祉︑源子力船の肇畏として船 会
社︑メーカー︑官庁関係からの人

扱い︑墓礎的な実験︑後期の三カ

たものと・︑同えよう︒第㎝圓の会

力の必靱性は以上のようなもの

例などは広い慧昧での飼瞭協力

すこしちがってはいるが︑この

0461大でt

216

露舌東遠

東京都予代艮i区丸ノ内1丁貝6番地

人など︑源子力技術讃︑研究員を
目指す者︑計四十名を対僚とした
教冑コースであり︑前期三カ月聞
が︑掻種購製と放射綴測定器の取

議では︑米︑央︑ソ箒の原子刀先

人を必蟄とする︑いわゆるビノ

て︑態々の国が勝手にやったの

グサイエンスの開発にあたっ

であろうが︑現在行なわれてい

㌔

溜増すのもこうしたときである︒

子の晶など︑お亙いの親密さが一

すてに発嚢された欧州共同体

解祈を試み︑この結果を持ち溜

月間は︑源子炉に関する喫験︑各

の原子力開発機構の本年から

種の泳習を行うものである︒最切

利用の知識の公開を行なった︒

講蔑の合間をみて︑入所のころ

進国が︑個別にもっていた平和
には垣内の見学を行なったが︑最

では︑無駄が多いばかりではな

り︑説論じ︑さらに教門にたず

く︑場禽によっては︑協力すれ

ね︑レポートをグループで一期提

の予算で気のつくことは︑今謹

の⁝︑二遡は︑原子核物理︑還測

その織果︑第二回転第三画と回を

器の理論など捲中心に講義が進め

は実現できる豊能性のあるもの

近は莇遠炉罵臨翼集合体のほか︑

では五力年ごとの討圃を立てて

出するという形をとる︒これを担

かさねるにしたがい︑他の国々

られ︑電気回路をミノチリたたき

すら︑闘的の選戒がむずかしく

いたのが︑第三次五力年翫画と

掻種の実験装醗︑誤差炉用ナトリ

いう炎帝はみあたらず︑一見灘

当教官がチェノクして課まった理

の上げた成果がはなばなしく発

る国際協力︑特に︑資金を集

常識的に考えた場会の国際協

表される繕果となった︒研究開

ころにある織電東海発善所の罵学

な

ゆゆり

・ノ嵐避副認甲
譜
垂
・

なる場禽もある︒

って来た︒原子力研究の最も進ん

︐同級にな

込豪れ︑午後は︑複雑な翼塑管回

示を竃えられ集大成するという形

ウムループとその誤答も

ちずくめの日が絨く︒そして次々

だ一面をつぶさにみることができ

もあり︑さらに土曜を利食して︑

るのは向蝋い︒藻た約二試鰭のと
講鏡も︑関係法規︑国際協矩︑

りには頭の下る思いである︒

開発政策など︑教獲的な原子力一

ゑ

安定成長の綜舎ず

余撫獣
莞
崎
熈礪i季黎山

解をしている部分など︑適切な振

原研原子炉研修所の生活

路など︑実際に操作する実験で立

熱心な指導に戚激

にGM管︑その他の放尉線刮測器 をとっている︒その親切な撮咽ぶ
に習懸するための実験があり︑よ
うやく操作にも葭信が出てくるよ
うになるのだが︑実験のレポート
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離開発状況を報告

動力炉圏発璽員会の初会合は︑
スのヨナ人からなり︑科技庁原子

試︑原研︑原塵︶の中子聯部クラ

細設計を発注する予建である︒

正議見をもとに︑騨研の協力によ

様宙を検甜した柴町にもとつく膨

試験園踊施設については鋤︸次仕

αiγケーブーーケーブ内装機器

成中で三月には建設契約の予定︒

◇ATRの開発状況

住友金幌に試作依冒している︒

約十名のスタソフで滋めてい
る︒原型炉の設説騎第一次設謝の
発注仕様秘が三無末にできた︒離
漿団としては第一次設訓が五グル

ことを希望しているQこの第一次

ープの共日陰謙として進められる

設訓を三冠から購入する技術情報
などを塾にして検討解価し︑その

原子力襲員会

係機闘︑將殊法人の研究機関︑民

の弱体化が掘摘されたことにあ

核燃料開発窮業団の設立をめぐり

る︒とくに麟会における岡箏業団

国会でも確蟹党から原子力婁員会

団の成立には付録決議として﹁政

担︑③請外国の原子力開発体制と
の毘較などに焦点を合わせ検討し

間における研究開発のあり方と分

ようというもの︒懇談会の形式と

は二月㎜日の定

國の原子刀聞発

の閲題について叙組もうという慧

強化し︑わが凶の原子力開発体制

たことはもとより︑昨年動力炉︒

開発が十年をこえ第二期にはいっ

るものとして大きく議騒される︒

で︑絡釆の原子力開発のカギを握

箸の韮蟹点が魏明された︒これに

いこと︑⑥工業崩窟擢の取り扱い︑

の絃果︑委謡払準に対するメーカ

地区における一二添のボーリン継果

−V ーー

科薬毒委員長

に沖本氏再選

錦五十八通㍑脳幹は一月二十七

倒再開︑同田のつちに衆参両院で

政府の樋正方釧表明があり︑審識

今国会では這這二十の法案審講

を開始した︒

務霧團連局の矢田郡科学課長およ

四日午後原産

会十二田午後原薩︑第二分科会十

原子動力研究会

日午朗原藤

刮幾制欝クル

ープ十七臼弗削三皇︒

ノ

0 日以内で入手できる

例会議で︑わが

体制強化をはか

る﹂とうにわれた︒したがって︑

抜本的な改革をはかるべきであ

各機関の権限︑機能を再検討し︑

かるために︑原子力婁員会を含む

飛は原子力政搬の強力な鍾愛をは

うにし︑鷺くても一卑間の期限で

しては核燃料石墨懇談会と岡じよ

自由討議で臨める予定である︒

るため︑﹁原子力

談含︵仮称︶

このため原子力婁員会は︑でき

闘発体制間題懇

を設暇すること

原子力委員会がこのように原子

原子力婁員会では原子力委員会を

力開発の体制強化のため︑懇談会

ために︑人選を進めつつある︒

るだけ捌く同懇談会を発罵させる

学界︑塵業界︑

この懇識会は

を決めた︒

有識経験煮の代

の設罐に踏み切ったのは︑原子力

人のメンバーで構成し︑①腺子力

向であり︑今後の進展はある慧味
嚢約＋五⊥一や

婁員会のあり方︑②政府︑政腕関

余地がある﹂旨の瀞児が出された︒

いては各方勧の慧見を恥顕して進

そこで瘡成委員長より星羅案につ

行状況については購業団に逐次報

は忍業団の蔽可なしには発表しな

告すること︑⑤公表公開について

口案について①契約金を災費精算

⁝多一二一
てしない︑疇鱗策団の研究施設に

とすること︑②日日託は原則とし

ついては︑綴業団の臣的に従って

ー側の慰見については逆罰を瓶じ

めることにすると述へられた︒そ
研究を行なう楊禽には無償で供与

対しメーカ⁝代表の婁畏より﹁工

について︑報辞書が日塞側に送ら

てまとめることになったQ

する︑①委託された研究開発の進

カー社と交渉再開
日庫原子力産無識蹴︑電気郡業

産業界がウランの共同探鉱開発で
二領域臨界実験1一既設の軽水臨

におけるカi・マギ⁝社とのウラ する意志があるかどうかをたずね

れ︑今後日本側が共同聞発に参加

連合会︑日本鉱業協会はこのほど

てきた︒

ー燃料を用いて魚水テスト領域を構 カナダのエリオノト・レーク地区

界実験装置の中央当分にクラスタ

る程度に家で群細化する︒

康型炉プラントの建設を発注し得
い

繕果を操り入れて第二次設計を飛
︵二MWナトリウム・ループ︶1一
無展半ばより約一琿間で行ない︑

ナトリウム流動伝熱試験範設

定で︑その薄閃細響を神戸製鋼と

委託基準案の骨予も説明
動力炉・核燃料開発覇粟団は二月一日午後一時帯から︑動力炉關発盗員会︵委員長︑消鼠辿勇力炉
關発撫当融理箏琵︶の初会合を開き︑①動力炉瞬発婁員会の運営︑②動力炉開発二二の進佃状況︑③
昭和四丈瓢年展動力炉開発予鱒等について審議した︒この委東会は動力炉閲発に関すΨタ血嬰騨項を笥
議換謝する︑理事長の幽幽的機画で︑とくにこの目現筏豪での新型紙喚炉と高速増殖炉の開発状況に
ついて報岱が行なわれた︒また動燃購茶醗にさらに凝血増殖炉と薪型転鎚炉の研究開発を実際に進め
る上で技術的な酌門家の懲悪を聰座するためハ各専門委員会を近く設けることを明らかにした︒なお
動燃側から現在練子力局と蟹蹴申である釜翫棊準案の骨子について主な療が説明されたが︑これに対
して︑メーカー代表の婁娯から工要所福権の取り扱い等について者干の煎見が幽され︑これら詫業界

漕成婁員長のあいさつではじ豪
力局︑通雨雀がオブザーバーとし

の隙見については田本原子力麓業会識を通じてとりまとめることになった︒

り︑村田計画管理担当理購から婁

動力炉開発副幽のこれ豪での進

て参加してる︒

行状況については︑大山技術顯閾

貫会違惣について﹁この婁員会は
動力か課発に関する釦要覇項につ

埋膿からそれてれ鰯告が行なわれ

っ当
て発注仕様書︑働狢鞍瓦瀞を作
︵F8R撮当︶︑鵜木ATk担

いて瓠舗検副し︑珊引引の譜闇に

た︒その変なぬ信次のとおり︒

こたえるとともに︑必娑に慈じて

るしとの説明が行なわれた︒構競

理箏長に慧見を述べることとす

ン探鉱︑共同開発について交渉を

では日米︑癖央両桑子力協力協建

等が予驚され︑とくに線子力関係

の幡豆が行われるほか︑原子炉簿

規制法一部改正法案等の上程が予

科学技術の鉱興施策については

定されている︒

衆院・科学技術振翼三三将別婁員

会︑参院・勧工委貴会が笛議に当

午艇︑今国会初の会ム目を開き︑委

たるが︑衆院科技時は一月三十日

び科技庁原子力局の尼身敷策課長

第三分材

一︑従来の同強靭は稀温当時の 紅眼があったが︑今回の改定では

補佐が留口して交渉を行なったの

立地問題特別委鼠会

≡P躊＝ヨ

金丸冨夫氏︵自民党︶Q

された︒なお参院の商工委員長は

続き沖本泰掌氏︵公明党︶が選出

果︑委員長には荊臨時国会に引き

員長の互選を行なった︒この縞

㎝︑石町の有働三園は三十年で

間に合わせたものである︒

これは日米原子力協定と同じ期

了解された︒

同様に工AEAに移管される︒

れを行なうことになったもの︒

共岡部発の父渉を再開する甲し入

下側としてはカー・マギー社との

協議が行なわれた結果︑止式に臼

事業達合会︑日本鉱業協会の悶で

五爾︑日本原子力陛業会議︑電気

そこで︑豪ず竃気纂業連

ては住友原子カ所有の蝕置を僧上

成して行なうが︑既設の装鍛とし

の購入仕様轡︑建腱の設訓とその

合会は一月二十四日の桂艮会で︑

◇F8Rの開発活況

再開することを決め︑カー仕に対

メンバーは撹当理嚇のほか︑電力

げる方劃で昨葎十二月女渉を開始

交渉再開の方劃を呑めた︒翌二十

佳械轡︑関連資特の作成を源研に

して評し入れを行なった︒

依頼し︑現在技術的検討と蜜全審

払うへき忠代金の闘題で双方慧見

約十人弱のスタソフで各専門別

に発了の目標で原研で進行中であ

羅度にはメーカーに鮮

行なうため︑原研はβ1αケープ

関係︵東電︑関電︑麗麗︑掠電︑

し︑契約は近く行なわれる予定︒

の託り合いがっかず︑︸時中断さ

に分かれて仕聯を進めており来隼

緊の横縞重罰を蟹士電機に依頼し

れた︒しかし︑咋年十二月カー．

電発︐亀麟連︶︑メーカー︵三欝

ている︒同設計が完了すると︑四

原了力︑東芝︑日立︑住友原子

十一二年度前半に建設に清手する︒

査のための琿備を進めている︒創
度は三十〜四＋人位ふやしたい︒
カー村との共同探鉱開発に関す
大型騙界実験新羅皿四十二庫厩
実験炉の駐輪研究1一四ナニ傾度 1γケープの稼働は昭和四十五年 に源研はAτRの大型臨界実験緊 る交渉は︑昨年九月︑日本側が支
半はで︑それまでの照射後試験を

工大︑京大︑熊北汰︶︑関係機闘
り︑首丈

内にα1γセル一倒を．眠備中Q

マギ⁝社からエリオノト・レーク

わが国原子力技術の発展を反映

日英源子協定が合意

燃料扱覆材11実験炉の燃料被覆 なおこの田︑動燃側から婁託猛
樗には脇ステンレス鋼を用いる予

臨一1− Aーー

鍋島科技庁長官
が東海村を視察

鍋島直紹科学技術庁長富兼原子
踏務曾でわなわれていた日央欝

正︑法鍵局により和文化した上︑

央文で樽かれた協定条文を字面修

園会の批冶を待つのみとなった︒

これで祈嗣央原子力協力協定は
子力協力協定の改娩交渉は︑その

雁が必愛なたけの露を援助するこ

原子炉の炉料については︑英国政

一︑免賀条項はなくなった︒

内委群長は︑第五十八通常凶会再

後順調に遵み︑︸月三十繍︑日英

とに同慧した︒

一︑央園が日本に対して洗った

開を朝にした︸月二十四日︑原研

双方で島温に選した︒

なった︒

所︑鳳子力普及センター︑原電東

東海仙究所︑動燃環巣団東海製錬

今回合感に卜した日央二子力協

いて︑日添側が保陣措置を笑施す

日本から央圓に倶給したものにつ

なおこの改定交渉は︑今魯︑桝

日菰の原子力開発が遅れていたた

一︑これ濠で央凶に保陣娼櫨の

めにいわゆる援助協鷹となってい

に就き︑この一月二十四日から外

力協定改定の主な点は次の趨り︒

城県庁に岩上知欝を論ね︑敷地閲

る権限をとりつけた︒保障措置は

務省で行なわれていたもの︒

月二十三日︑次

題で難行している職権料魯処理藻

たが︑今回は日本の原予力技術も

相互に完全に平等になった︒なお

十三
潮の建設問題について︑今年暮か

進んできたことから︑とくに罠聞

ウラン鉱蘂調査団打合せ

ら着工したいので地元の理解が得

業所荷権の取り扱い等蕎干の検討
︑

日本側の保隙猫雌は英園の場合と

197等

Hg

Hg203，

Se75，

Tr∫伽η2200種を常時在庫しています

曇

CENTRI二（RCC）

THE：RADIOCHEMICAL

公認代理店

工・ア・ブラウン・マクファレン株式会社

東京都中央区銀座2の3米井ビルTEL（561）5141〜5

闘

Bulletin及その他資料送付致します

カタロク、Technical

P32，

その他1131，1125，S35，

原子力委が新懇談会を設置

ペースをま体と考えた柑互主摂に

なお岡長官は

累

力︑冨士電機︶︑学界︵東汰︑策

および団体︵建築研︑放医研︑羅

原躍東海発躍所の中央制御窒で一本松社畏から説明を開

，CではC14400種

開発体制の強化へ

られるよう協力を要請した︒

力施設を視察した︒

海発電崩など叛城県東海村の原子

く鍋鵬科学謙徳庁無官（中央）

臨急鯨5895番
（591）6121（代〉

東京都港区新橋1丁目1番13号（東鷺旧舘内）

8本原子力産業会議
発行所
昭秘3！犀3月12E〕鑑三1唖郵便葉勿認可

二二揮出塁囎三三

躍燭

聞

力

原

中央蹴力協講会が発張した昭

バンカーに二十卑語︵耐用逆数︶にわたる

が燃料体の黒鉛スリーブに限られ︑所内

謙上し︑また原解晶群学研囎協会でも︑

共に︑明艇度予算にこのための調査費を

一
門部会でその菰本方針の検附を行なうと

日︑東京︒平河町の全典連金糸塞

︵臓最福沢広巳氏︶は一月三十 発南部禽関零懸から騰明聴取︶等

墜ナカ霞簸会の核燃料懇銀蘭

について轄講した後︑さらに二重

省総く呈ネルギi講蒼会の原子力

研究開発を︑高速増殖炉の開発と

高逮増殖炉燃料の再処理に訳する

大黛な影響墨およぼす︒このため

聯無C瞭醜経た．昏夢釧が
貯蔵を予篤しているがこれにしても何れ

並行して進めることが必蟄である

僻し︑固体は米ソ薄様な処理のほか︑一

るが︑英圃では液体は希釈して灘洋放

めがたい下愚である︒IAEAの乱闘検もに︑今後のスケジュールについ

中の国際基準の決滝を覧たねは方劃も定

東に関しては数鋸前より工AEAで検難 て︑関係譜から説

力膿情などについ

遼増殖炉燃糾の再

ら輝鋤すると︑高

増勉炉開発灘画か

と述べ︑これをわが田の縄蕊

会含を持ち︑一一万末に愚婦をとり

薬

で鋪七回金命を開き︑①使層済み

康とめることになった︒

瞬くその本格酌な捜術的検融を開始する
燃料再処理の潮湯開発の考え方②

は処理されなければならぬものである︒
というが︑わが圃の剛欄からすれは︑大
ヨーロノパの原子

原略言所の放射籠鵜
海外諸開の例をみると︑照土の広大な
盤の放射性庵賢物の琿没処理は︑かなり

は︑たとえば水型姫の嚇蛋︑大窪
かにいって使用済のイオン交換樹脂︑フ

どの眠化胴でか紀めて地下埋没してい

米ソでは︑聡らこれらをコンクリートな

に殿窺管琿され︑外都への放廊は酸接行

部海洋群論が行なわれた例もある︒

三月末までに結論

イルタスラノジ︑撫発濃繍廃液︑その他

方針確立を急げ

@廃棄物処理の

胡里⁝
⁝涌四十二年度から五十一無罷ま

なわれない方針であるので︑櫨域住属に

とくに今後の審識スケジュール

は︑今井動燃二業圃融硬箏長から

理の研究闘発の考え方﹂について

なお劉日︑﹁使用済み燃料魯処

を縫縮とする必塾があり︑そのた

力﹂館昭勲五十年頃康でに得ること

発については︑プラントの高浪能

τ審議した︒

円が兄込謹れる︑との蕊明があっ

めの所要経蟹としては約二十四欝

甜は︑各魍の剛構と兄解の相巡から早急

説明があったが︑同氏はとくにこ

わが国においては︑低レベル放射性廃

高幡増殖炉燃料の再処

業搾も﹁将来アメリカの凝速コン

の機運を盛り上げ︑名笑ともに原

足の予定であるが︑銀子力船開発

談会は近く理購会の瓢鰭を褥て発

ノ

部 部

門 門

たノ⑭

門

属

門

タ

部

．炭学● 械

O

金銅 石 化

る

機

門

部

さく岩機・その他漁業機械

の問題を葱起する可能性があり︑海洋鍵

この期闘に十六呈︑九衝十九乃KWの原

対する被害の旧れはない︒しかしその鰍

液は︑ICRPの勧籏値の十分の一以下な結論の兇通しは乏しいとされている

の中で︑

審凝機関を設けてはとの慧見もあ

った︒結局︑感ずもって顕露に罠

間産業界の立揚で検㎡する﹁原子

力舩懇談会︵仮祢︶﹂を設けるこ

ととし︑幣勢の発展に応じて原子
力婁員会にも何らかの審講機開を

テナー原子力舶隊の建造を機に︑

設鎖すろことが要醗された︒本懇
相︑鍋島科学技術庁長宿の出席を

原子力船が漸次源財界に登旧して

期待される︒

{間メモ

▽楚例会議−一一

故等で蹴霧︒

性︵警申︶︑原日東悔発電所の事

してほしい︑②核謝轟の平和利用

でやれるように保謹しても

すべての原イ力酒量について齋察

を受けねはならないが︑核保掬圏

うにすること︑⑪保湿描澱の運営

にも半睡錨罎を曳け入れられるよ

いように配謝するしと︑⑤鰻近の

上の難題こして経済面を阻魯しな

漂峯力技術の錯展は窟ざ談しいの

ノ

の雑闘体糖葉などだが︑何れも発蹴所内

子力発蹴所が巡紙を開始し︑さらに新規

は︑時㈹の経過と共に損漸多量に及ぶも

については︑今月中に︸回霜崩を

理は︑核燃料サイクルの経済性に

処理技傭の研究繍

施工塞れるものが二十八払︑二千二＋万

のと撫驚され為ので︑貯蔵ならびに処理
が︑近い将来を見通したとき︑わが圏が

擢②海外のウラン資源開発︵通産

開いて①核燃料の民有化に伴う措

原子力襲核燃懇第七回会合開く

KWに達す為という．これに対応して各

にすれは放出町能とされ︑現に東海発電

十分予想されよう︒

最もその必要を繊ずる立場に立つことも

原子力発電虜建設が軌池に乗りつつあ
るい豪︑その廃忌物処理闘題の検討は皐

き︑これにより源子炉の軽畿化︑大

たQ

いてはこれを実施している︒だが今後発

断や多くのアイソトープ利用施設簿にお

明を聴取するとと

電力巌社の発電勝サノトも次々と決定を
に関する十分な技術附︑経済的な換肘が

ら憩温してみると︑憲や万KW級の水型

きわめて戯要な二心である︒海外の例か

み︑わが困の取芋力発電もようやく軌遺

だが一方には︑これからの 間 題 と し て
威する量子力発雌所では︑当量放射性廃

第二船で意見交換
日本源子力産業会議は二月一日

繊力化による運勲経済性の達成が

原慶原子力船開発で懇談会開く

午前八晦半︑語論ヒルトン．ホテ

偲て︑原麗剛会長︑盗船︑海運業

必要であるL躊強調された︒海運

界の姫窩首脳ち干七名が将来の原

くることは門閥で︑これに備えて

ルで掘食会窟磐醗き︑中高根運輸

子力船開発に関する鰭方策を中心

調査研艶を軍急に含めるべきであ

子力船開発の推進力になることが
に︑活発な慧児の交換を行なった︒

る﹂厨の発濡があり︑両難界の見

原子力婁贔会

の設蔽変吏︵投入反応度を一％か

月二十五日開催︑TAIC原子炉

があるので︑これらの諮方策を総

総禽約な施鍛が打ち出される必要

は箆各界の審な協蓼背罷互．勇にあげる︶に係る塞

べきであるが︑原子力船の開発に

炉の研究開発に簸重点が舩かれる

考癒した案沈船とするため︑舶用

懇談の縞目︑第二船は経済牲を

解は基本的に一致をみた︒

席上︑造船測から﹁今後原子力船の

突影響を進めるためには︑船体よ
り絃骸縦炉の研究開発に重点をお

灘瀬

驚距

関騰辰氏は原麗代芸として昨琿＋

えていないが︑醤来︑平和利用と蟹

一月ウイーンで開催されたIAは
E現在目本の原子力婆員会で一3考
A保随措置の燃料加工工揚への拡

硝利用との鼠毛がはっきり出架る

隊子力種員会は二刀︸日の幽趣

適当な

大適用に題するワーキング︒グル

ようになった掘含︑臼本も

わせ︑岡ワ：キング・グループの 方法

ープ会麟に出席した際の報告とあ

結齢の申に玉手小勇鑓会の嚢望が

残されているなどの慧見が出され

会議で︑米ソ提出の核拡散防止条

らっておきたい︑⑦葬核保三囲は

特罰婁員会では︑﹁こんどの改定

どのように取り入れらわたか等の

た︒この結果︑腕輪防婁澱会は︑

罐
﹂

楢原良一郎

社社

長

に乗った 感 が 齪 い ︒

葉物はすべて所内に貯蔵する方針で難設

急かつ強力に進められなければなるな

炉からの固休廃躍物は︑年間に約識千本

が行なわれている︒したがってこの貯蔵

い︒そうした背景のもとに︑繭際的な検

余りの餐器燈必蜷とすることが予想され
ている︒これあ五十奪濠でに運紙開始す
から処理に艶る技術的︑経済的な発通し

便用済み燃料の再処獺とともに放論盤廃

とが大港く淳び上って来た︒使用済み燃
る発羅所の発電蹴にスライドすると︑お

性を望みたい︒これこそ︑わが圃の原子

講にもりーダーシソプをとるほどの蟹器

であるからだ︒

四十二年度予算で認可された二千

果︑放医研の計器は遅れており︑

繋いにして政肘は︑原子力婁員会の聯

地で︑那珂湊市の幽遠地眺につく

洗の中心にあた叩Φ平磯海輝が最発

薙度に繰り越された︒したがって

五薫万円のうち二千万円が四十三

長窟あてに提繊された︒放医研で

四十二無度は残りの五蔭万円分の

ってほしい﹂との要縢瞬が科技庁

は同地区を検射した紬果︑那珂湊

予算で一部建設に漕手する予定で

なお︑放医研は十二月来までに

ある︒

市に農織することを決めたQ

ところが︑那珂湊市の予定地
︵千五垂雪︶には一部私有地があ

け耀く研究に取りかかりたい意尚

癒識を完成させたうえ︑で壷みだ

であるが︑本格的な研究は来年一

り︑地元布当局と私有地所有著と

の間で話し合いが行なわれた︒

月ごろになるものと見られてい

⑭核爆発目引の開発によって核傑

！ーンン！
長︶でこれらの問題点を煮つめる

譜晦に険射するため嘗民合同の

られた②条約躍の綱部については

をとり入れてかなり修正されたも

利益を︑罪骸四強国に対して提供

有国が引きだす技術上の劇産物の

ので︑四月頃再開される國連総会

なおこの日︑三愛除子力工染の

ことになった︒

賛成である④非核保蒋国としての

ながら進めたい③条約の繕神には

今後辿宜関係圓と疑閥点を協議し

ーン4一

現在のところまだ簸終的には決定

多

までに藍っていないが︑近く解決

する予定といわれている︒この結﹇る︒

多

核防条約草案を検討
原産特別委︑さらに慎重審議へ

辿動燃上毛団長理曝長︶は一月二

に提出されよう︒この条約が署名

簗はわれわれが十分満足できるも

点について説鯛を行なった︒

のではない︒たとえは康子力産業

原子力委も
ひかえており︑国内の各開係方颪

今園の改定草纂に対する磯子力産

ウ
︽
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本

簗物の蜜金にして経済的な置目というこ

料の欝処理については︑その兜駆的な役
を得ることが︑発墨所の健全な運転と安

翼
匪

で魚︑興︑海そう頚などを薫育さ

の放射轍業種を流しこみ︑その中

せて︑餓レベル放射盤廃液が海洋
に放出された時と同じ条件をつく
りだし︑放日蝕核秘がどのように
海産生物に濃縮するか︵濃縮率の

灘らにはこれら海麗生物を人戸が

決定︶鱈を中心に研號する予定︒

臼本の立揚については関係方面の
意見を参考に聴取したい︑などが

十六日午後二時から筆力懇顯会で

のためにオープンざれるのは今銀

界が主張していた霞主的研究開発

に︑その後の関係各圃からの慧見

このため︑放医研には四＋二年

鯖五回会含を開催した︒とくにこ

の後半になろう﹂と剛氏は述べ

騨繕熈規定︶が埋められるととも

度予郷で︑大型水槽︵醸径八戸︑

の日の会合では︑一月十八日米ソ

た︒豪た軍民は︑わが国の核拡散

日本原子力産業会識の核拡散防

深さ二慧︶をはじめ︑一部研究施

からジュネ⁝プの軍縮婁員金に提

止閾題特別委皿会︵婁貫長︑清成

設の建設費として二千五百力円が

出された核拡轍防止灸約軍鎚が眼

の臨由が阻鰹されないことがはっ

発表された︒

認められた︒この臨海実験所の建

きり添されていない﹂の閲題点が

これに対して︑核拡敵随止闘題

設費は馬体で約六千五百万円で︑

について︑政府は正式見解をさし

防止条約の改定草案に対する態度

価が行なわれる︒

食べた場含の鍍曝量についても評

力発雌を促進するもう一つの電磁なカギ

全を甑保する上からも︑きわめて電要な

圏

問題の一つとなるわけである︒

どろくほどの数値になることは明らかで
ある︒

解帯するほか︑⑥食品としての海

された水槽の中に間題となる嫌悪

磯崎地区に臨海実験所を建設
放射線医学総監慨號所は海洋放射能調査研究の巾心機関とし

産生物を通じて付近住民に身える

研究所の討幽によると︑茨城県郷

れた︒

識の蜀煮テーマとして取り上げら
った︒敷地については︑茨城環束

翼成は昭和四十三年末の予定であ

の蔽兇を聴取し︑協議した上で︑

見解まとめる
弾力的な態度でのぞむ慧向である

豪ず外務省雛縮釜の岡主圏割務
賞︶沢弊蹴縮蜜避の代理︶から︑

海村にある放医研臨海支所の空地

今圓の米ソ箪嬢︵昨鎌八月提臓の

約︵NP饗︶草簗に対する偏移を で︑NPT条約について五奪ごと

い︒

に薄検甜するように改正してほし

業界の意見および瀬瀬を欧府へ提

︵委貫長︑鰹峨根遼吉原肥馴社 次の通りである．

談とめた︒その愈晃のまな点は︑

地艦隊算して建艘の予建であった

しかし︑外勝省の夢見としては

案するにあたって︑聯合小釜議会

に︑一部原研東海研究齎から土

①わが国の霊張が多分にとり入れ

一次羅紋の敬窟︶について説明が との説明をした︒
議長︑茨城原子力開発協議会長︑

中︑空白となっていた第三条︵保

行なわれ︑﹁咋鋸八月提出の草寮

が︑昨集六月⁝次城懸知那︑隈識会

那珂湊市長の達名で﹁藁海村と大

部

展⁝での﹁灘力長期副画﹂によれば

ワ

制を果すへき動燃陸染団の再処理工揚設
置がようやく大紬を迎え︑その後に続く

︑
て︑再処珊施設など原子力施設から出る鍾レベル放射牲溌液の海
洋環境におよぼす影響について︑とくに生物学的分野から調践研
究を進めている︒このため野田四十三葎展予算政府案では海洋舗

放医研 の 海 洋 調 蒼 研 究 は ︑ 原 子

被爆線蟹拳などを紙驚し︑放射牲

査関園圃として放医研に七千豫百万円が副上された︒

定した﹁ 放 射 維 蜷 蔽 物 の 海 洋 処 分

いて︑広範囲の角農から二一的に

廃液による海洋環境への影響につ

力委鍾会 が 昭 閥 闘 十 一 年 七 月 に 決

に関する 識 力 年 副 嘲 ﹂ お よ び 陣 年

調査し︑将来の指針にしょうとい

四月目画 定 し た ﹁ 原 子 力 開 発 剰 用
長期臨画 ﹂ の 慧 搬 方 針 に そ っ て 進
うもの︒

する総合調蒼で︑生物関螺の研究

この放射性廃液の海洋放出に関

められて い る 総 合 調 査 の 一 環 で あ

る︒とくにこの総合研究プロジェ

クトの瀞案とそのとり獣とめは︑

珂湊市のはずれ︑原研東海と大洗

を受け持つのが放鷹研である︒岡

ている︒この総合調獲研究には︑

研の中閥にあたる磯崎海門に〃臨

原子力安全研究協会が巾心となっ

原研︑動 燃 灘 業 団 ︑ 放 医 研 ︑ 気 隷

海尖賢所︵仮称︶πをつくり︑そ

庁︑水腔庁︑海上保安庁︑茨城

県︑防災 セ ン タ ー ︑ 厚 生 省 ︑ 掻 大

こに五十メの大型︵一個︶︑一鑓の
小型︵二十個︶の水槽など試験研究

学が参捌 し ︑ ① 放 射 性 蔵 種 の 海 水
中における革動︵稀釈︑拡数︶︑

への影轡などについて研究しよう

施設を設記して放尉能の海産生物

というもの︒これは︑海水にみた

②海象状 況 ︑ ㈱ 水 産 生 物 へ の と り
こみ機構︑④濃纏など水熊生物へ

硫 化 直

●

現在運転中の東海高麗所は︑ガス冷却

＝
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瓦當梅処躍施設の調査検認が始められよ
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AECは指針を示せ
馬丁の躍可必要離婚

に全くふさわしく

既存産業コードとの調和を
米フォーラム原子炉安全霧島難題会の特別グループは︑

ないという理由で︑AECの提案した圧力容懸星麟を非難している︒その主張する点は︑コ⁝ド要
件︑技術処理および設讃仕様要件が︑蒸鵡のなかで適正な位躍を与えられていないという点にある︒

この発解は︑AECがこの墓雌を公表した昨無八月に薩業界の三児を求めたのに応じてAECに提出

されξのである︒

翻口

しくは頃旧する必要があると信ず

﹁私は個人的には︑コードと塾

炉開発部と圃立研究所のスタノフ

第三回原子力
産業セミナー
二月二十六日から

▽期日

二月

▽テーマと講肺原子力発明の

▽会場

会すべきである︒﹂

掘案された基購における技術処

クス展氷会および翻際寧窃技術虫
科目︑実習53GM計数袋瞬取扱

クトロニクス科学会撒が併催され

い︑β線の自d隠隠測定など四項 議︑ローマ原子力会講︑圏際エレ

東京都溢区斬橋一

囲︑三男は物理︑化学︑管理技

▽串し込み

二月＋九田豪で︑醒晶束懲︵五九

の一の＋三日本隙子力歴榮会議に

興局翻際課までQ

る︒参加希理の肉きは︑わ技庁撮

日本原子力麗榮会議

三刀円︵摺泊費含ま

らの港加薔を求めている︒蕊細は

ウム﹂を開催するので︑わが圃か

サイユで﹁国際蹴子工掌シンポジ

︵IA耐A︶の溺賛評得て︑ベル

十日から貼田間︑鰯際原子力機関

リシャン︵SFER︶け︸講焦九月

ロニシャン・エ・ラジオエレクト

ソシエテ・フランス︒エレクト

ジウム参加者募集

国際電子工学シンポ

原躍となっている︒

韮催

田本経済新聞社

ず︶

会揚

東京都港匿新檎一

国際エレクトロニク

二月ニナ六田まで︒

の一の＋三田本原子力産業会議に

申し込み旙

霊台旺盛酬練所

茨竣果東灘クラブ︑荻城

参加螢

翼藥人員照＋名

術︑兇学先は原研︑鋤縦射灘醐︑

Z＝＝︒

後機

建設と蜜全性の確保︵海田太三

こむ罵煎について云々することは
この講舗に適当でない︒しかし︑

郎原子力婁員︶︑わが圃の原子力

日ホ原子力塵棊会譲は昭和三十

仕様にこのような必饗那箪を組み

東京・丸ノ内ホテル

AECやその訪豪野路者の処理 一a︵九時三十分ーナ三鱒︶

の協力で闘発されたと特別グルー

ている︒AECは産蟻界を掴導しプは解説している︒

纏の開発は産業界の仕爆だと思っ

なければならないが︑このことと
コードおよび駆灘とを混同したく

このような処理仕横を囎可申舗の

産榮と今後の政理︵藤波風琴科技

八奪から︑茨城総合職榮馴練所の

AECの原帯炉鱒可部のビ⁝タ〜 理と酸讃仕様方式の必要条件を組

この解織から︑同グループは︑

製酪と指針を与えることであり︑
法皇審査に用いる斗星のなかにも

庁原子力局長︶︑核燃料禰給の見

協力で︑第︸線の現翻技術齎の警

ない︒A亘Cの気随ということは

ち込むことは無単騎なことである

通しと動力炉開発︵村田藩動燃購

成を圏砲とした﹁放射線源取級技

るならば︑專門知識や経験を窟す

と指摘してよかろう︒このような

業団員群︶︑各国の原子力關発の

放射線源取扱
技術者講習会

考定は法的審費過程の原則的圏的

果る三月十一日から二＋三臼の十

術者講習金﹂を契写しているが︑

この二つを混同すべきではない﹂

み合せることは︑八月二十五日付

す不当な猛険に対する鞍瓦1一に 授︶︑わが圏の経済鷲勢と糾学狡

る適当なコ〜ド作成グループに照

・A・モーリス氏が先月のフォー

よく醗明されているが︑そこで

けA辺Cプレス・リリーズで最も i一公衆の健謙と安全をおびやか 動同と圃際能勢︵向坊隆策大教

ス展示会参加者募集

本年三月二十七日から四月七騎

三日闇︑錆六回講三会を開くべく

まで︑ローマで膨際エレクトロミ

GE社の再処理

であり︑約七％のアノブである︒

術︵金轟久雄日本経済研究センタ

ラムの年次大会における安全と羅

は︑これらの出漁がAECの動力とっては末梢のことである︒

講義は原子核物餅︑放射化学概

ルドを世界最大の照射工揚に拡張

の会社︶がフランスのインダト

染色し︑コバルト照肘で︑プラス

アトランチィク︑リノチフィール

て︑近く新製贔の市揚調登にかか

が︑この次の発注は︑釆年夏に行

のコバルトをカナダから購入した

この施談はまず十万キューリー

ている︒

るが︑きわめて有望との見方が強

⁝の餐滋をもつことが予鷺されて

なわれ最終的には﹁千万キューリ

ド社のアルコ化学部門と共闘し

い︒簡格は来発表であるが︑ビニ

いる︒

タイルやセメント重三と競争でき

るともいわれている︒

ニューメソクは︑クリアフィー

イタリアに第三

の核燃料工場

工場の近くと孤察される地城に新

たな工場の設立を魯慮している︒

ークレアリーの設立に岡燃した当

タラモナを考えていた︒

時︑彼等はその敷地として北都の

の先成燃料を製遣するものであっ

である︒錆一は加圧水型陰子炉絹

よって︑ウランの生麗から再処理

が︑これは五一年から六〇年にか

におよぶ掘削纏足を報告している

・トンで︑一鞭六千二蕎万ザ以上

の歴出は︑一万蕾囑十三ショート

行なっている︒

して岡訓画の予備識謝サービスを

れ︑一九六五舘以来A皿Cと契約

このチームはDUSAFと呼ば

ームを概論した︒

スを行なわせるため︑臨会祉のチ

羅の設計技術者︑建設讐理サービ

ンに建設予楚の二〇〇BeV加速

米AECはイリノイ州ウェスト

米AεC

の設計管理者を選定

二〇〇BeV加速器

新たに接合系がとり付けられた︒

雌蔽部に数獲麟の欠臨が発見きれ

替えのため運転を停止した際︑熱

トリノ発羅所では腰初の燃緋取

とはないとされている︒

イタリア地域に電力不足を開くこ

停止期闘が艮びいても︑今冬の北

は再開できると労えられており︑

ていない︒しかし︑伽羅初め瞬に

復旧の見止しは現在のところたっ

は︑解薙四月以来運藪を停止し︑

︵二百五十七MWe︑PWR︶

は︑トリノのヴェルセレス発内所

電力庁︶が発表したとこるによれ

イタリアの建NEL︵イタリア

トリノ発電所
近く運転再開

られなかったということてある︒

の公聴会では︑なんらの反対もみ

この訂町のために聞かれた十一月

が︑このほど建設許司憂当った︒

近辺に燃凝再処理工場を矧設する

GE祉は︑イリノイ州モリスの

工場が建設許可

原匠企画塞まで︒

舗︑アイソトープの利嗣など十一

する遇えを持ち︑一MWのプ⁝ル

参加者を募集しでいる︒

バアニア部から参学しているクリ

▽会鼠二万二千円︵講職資

アフィールドェ掃で︑最優先的に

︵COP︑ウエスチングハウス聯︑豊食代含む︶

ケリル・ウグレ・プロビダンス

︒八〜三サンチーム︶よりも経済

ノセンハイム天然のウラン炉︵二

ー主任研究興︶

可パネル酎諭会で発喪した次のよ
うな考え方を引導している︒

英TNPGと販売会社設立

細な分析はASMEの後援する各

ができるかどうか誉適妨なコード

この基灘はアメリカ機械学会

特質︶がフランスのSFAC︑
フラマトムと協力しているグル

で︑今回は販売でも提携すること

が︑応札榮作は両原子力発羅断の

チソクスと蟹含させたものであ

照射装躍にとりか凡る渾融を進め

型原子炉を新らしいコバルト六〇

になったものである︒デルとチア

ームとSN冠C超Aと協力してニューメソク社が開発し杷ウッ

発躍コストは二・六サンチ〜ム

鵡ユーメソクは︑親会社である

なされたものである︒
性が轟い︒

の子会社は世膵譜国に原子力発電

会心を設立することを決めた︒こ

ンジュ︵仏耀君公祉五〇％出資︶

いるグループ︵BWR型︶︒ ド・プラスチノクス﹁パーマグレ

ウッド・プラスチ

所を開発し︑販売することを鼠的

両原子力発醒所の建設入札にはペ

ックスの新製品

としている︒またデルとチアンジ

︵GEの特肝をもっている西独

のほど英国TNPGと共通の販こ
売れは端たR＆Dの段階の協力 ペルゴニュクレエールとAEG

ルのBR−3姫を建設した︒だが ープ︵PW8型︶︒

している︒この協力のワク内でモ

ベルゴニュクレエール社が
︵パリ松本駐在鼠発︶ベルギー

種のコード作成鰯体の協力の下で

○技術処理や設訓仕様条件およ

に提出されるものといわれてい
る︒

プは︑もし技術と経験に基づいて

否することについて︑特別グルー

いったコ⁝ドに組み込肖れること

WRで応器している︒
アトリエ・ド・コンストリュク

る︒この研究開発は︑同社がフ

ュの両原子力発躍所︵風守二八M ルゴニュクレェール・TNPGの ベルゴニュクレエール︒TNPイン﹂は︑オーク材にメチルメタ
ASM E コ ー ド の セ ク シ コ ン 皿 と
W︶の建讃入札にも応募してい ほか次のニグループがPWRとB
GはAGRでこれに応駕していク
るリール酸一塩基をしみこ豪せ︑

嶺な産業用コード︑この揚舎には

のペルゴニュクレエール社は︑こ

行なわれており︑閥もなくAEC

︵ASME︶のボイラーおよび作
圧成当体に驚会する︒
び所辞職・購入鶯賛優と読豪れる

力容器コー ド ︑ セ ク シ コ ン 皿 第 三
十四項の追 補 と し て 作 戚 さ れ た も
麟項を削除する︒

なかの数セクシコンを﹁現在の技

この華準のコ；ド方式条件を拒

術の濫礎に瀬尊し麗ない﹂ものと

特罰グループは京たこの断物の

のである︒

フォーラ ム の 特 筆 グ ル ー プ の 勧

○必肇な 桶 合 番 鰐 な 修 正 が あ る
みなしている︒その必要粥項を満

管は次の通りである︒

ものとして 安 全 棊 継 タ イ プ の 饗 聴
す以前に技術を向上させ改良させ

正当化されるならば︑これらは適

からくる必 要 窮 項 の み に と ど め る

こと︒七時に豪た﹁現在BWRおるために適切な研究開発が行われ

よびPWR系用として作成されるべきことを示乱している︒
る︒

ベルゴニュクレエール社は一九

︵約一円八十七銭・一サンチーム

は七十二餓︶︑ でフランスのフェーオレスト︒リバース社のペンシル
シャルルロワ︵ACEC︶とコ

シ響ン・エレクトリノク・ド・

水が約九千九冨万ゾ︑農墨用水

と思われますが︑わが国でいま

解決しなければなり豪せんが︑

﹁瀾発＋隼﹂

人口の発展に伴なってます豪す

米国があえてこの計画に踏み切

能性の見温しがあるからたと思

﹁開発十年﹂の原子力も︑け

います︒

トである猛NIは︑長期聞の懸案 が︑両社共萄の燃料製造翔系列

二年蔚鶏NIと央国原子力公祉
ない点が多々あると思われ明す

であった発電粥原子炉燃料の製造

会社であるコンバスティビリニュ

工場を四温する翻鯉を復幽した︒

これはイタリアにおけるこの種

私はこの五月︑ロータリーク

商業施設としては錯三番目のもの

ラブのメキシコ大会に出席しま

て︑サルジアで完成聞近となって

ウラン探鉱活勤は︑米国の四九

米国のウラン探
すが︑この機会にロスアンゼル

いる︒第二番囲は沸騰水型原予炉

らの会蝕は鉱山局に対し︑六七年

鉱活動が活発化
スに立ち祷り︑ボルサ局計画を

祉により活発になっている︒これ

まで︑臓燃凝サイクルのすべての

けての総掘削猛より按干多い︒鉱

ロトンテラに蟻溝中の燃料再処理

分︑現在イタリア原子力婁鋤会が

NIは︑イタリアの南部地域︑多 山燭によると︑六七年のウラン錨

醐に巡出することになったが︑E

EN工は︑最近その還款改正に から七〇年にかけて五総懸蟹万難

ェノア近くに建設中である︒

用燃料を製造する予定であり︑ジ

既論鞠都鍵獅齢舞

なって早急に取り組んでもらい

出のことも考えて︑愚民﹇体と

り濠すので︑プラント機器の輸

な製塩技術や︑水処理技術があ

召す︒幸い︑わが国には脚優秀

よく研究して来たいと思ってい

います︒

れるような憂き闘に合うなと思

していると諮外国にお株を取ら

イタリアの國立石繭化離トラス

乳職1
が︑原子力海水脱颯もまごまご

っして手放しで僻んではいられ

、、①pos、

だろうと述べている︒

「）

績
照大化する一方ですので︑一石

大視している者の一人です︒こ
の謝画は︑カリフォルニア州南

会︑内需省の援助で︑南カリフ

部の水供給機関が原子力婁員

w縫

fルニアのハンテントン沖に人

藤嶺

鱒

無窮喝＼

工勘を作り︑蓉八＋万KWの阻
力と日配玉十七刀ゾの纂水を製
造しようという画罵的な計画で

は二哲万人の計量を豪かな︐宝

あります︒このプラントが完成
すれは︑水は七十五万人︑脚力

いいますから実にすばらしいで
はありませんか︒

もち繍これらの闘発には多額
の賢剛と︑多くの技術的聞題を

ったのは︑それなりの価値と可
千万ゾが不足すると見込まれて

後藤 武 男
ていないようであり法す︒

市︑大工業地区の水共益救済を

ﾇの解決策たと思います︒
私は米国のポルサ樋計画を縢

約六千万．ゾ︑ 一田ムロ計約一一億一

います︒そして建設省は︵一︶

いりません︒しかし︑海水脱壌

の技術は阜急に取り入れなけれ

発︑河川からの郵入︵三︶水利

広域利水策︵二︶湖沼の総含開

すぐ検討するというわけには豪

幾多の揺購期を

しょう︒

ばならないものの一つといえま

といわれるわが

乗り越えて︑今

国の原子力は︑

や本格的閥発段

用の含理化響を雑仕にしてい配
す︒しかし︑覆水の淡水化につ

わが園は諸外国に比べて︑栂
野の降雨薫は比鮫的多いので︑

いては︑未だ十分の研究を選め

階に向いつつあります︒このこ

とは磁力各祉による原子力発羅

これまで爽水の不足という間題
アイソトープの各方爵への利用

はあ京り論畿の対象とされなか

開発十年の成果の上に

海水脱塩の技術を

訓圃や原子力船︑核燃料画題︑

わしていることからも明らかで

等について連日新聞紙上をにぎ

原子力の利用は︑これ家で原

あり徽しょう︒

子力発醒︑原子力船等動力利用
と賑療︑工簗︑落雪へのアイソ

も利用できずにいることは︑科

トープ罵用が中心であり豪した

化や工業化の進展に伴なって︑

こんなとき︑灘水をいつまで
が︑先進諸圃ではすでに核爆発

ったのですが︑近年都市の過密

の平和利溺︑原子力による海水

学が許さないと思います︒そこ
で提案したいのですが︑わが国

すと︑水の厳器面で︑昭和六＋

図る遠大な写字を立ててはどう

も原子力による海水脱壌で大都

年には一日当り生活用水︵上水

でしょうか︒水と醒力は経済と

建設省の最近の調査によりま

います︒

地域的な水不足が聞題化されて
騰堰などに闘をつけ︑鋭意開発
に努めています︒

のような広大な土地と人日密度

道︶が約五千四酉万ジ︑工業用

このうち核爆発利矯は︑毒口

の低い圃では利用価値も大無い

馳職1

フォーラムのグループはAEC
の提案した茎酪の技術的利点を毛

帆鱗

認

短
信

つつある追補基麟に組み込むこと

がでまるようなものしであるこ

@

ープのため英国原子力公能と協力

﹁もしAECの規制部のスタノ六二年からビュルカン原子力グル

論

ブがある櫨のコード乗件を修正も

玉胸に評価したのではなく︑むし

つの範ちゅうから謙可死屍条件を

掘
礒・

総

ひ蝋

○現在改訂中のASM泡コードろその棊準に不適当と恕われる＝
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開閉両用冷却塔で解決
エバスコ社が新方式を勧告

闘題についても杷当の考慮が払わ

含的騨燭にもとづいており︑鰐の

豪で︑この鱗の解題を︑バ⁝モン

れている︒コンバース教授はそ3工

ト州バーノンのバーモント・ヤン

o㌣

一2鈎700

される予定のものと同じシステム

特に罵饗な点は︑ニューイング
のみが水質規準を満足するという

エバスコ社の推薦した方式は︑

両用冷却塔の評価

千13ルのペナルティーをともなう を選写するにいたったのである︒

して︑年間コストの禽調で六万二

コンハース教授は︑次のように

の方式に変更すると︑建設の遅れ

水器の注文を取り離して二回路網

は︑バーモント・ヤンキー炉の発

ると︑エバスコ筏が推薦する方式

証議した︒すなわち彼の謂算によ

及ぼす影響の両方の見地からの総

テムについての︑経済儀と環境に

ニさニユニニヨニココニニユ

ズ︵貸切のエンジニアリン隔

ニニ

のを機会に現在の社名︵SGN︶

レー︵セシウム︑ストロンチウ

グ︶︑ラ・アーグ︵同︶︑サク

＝：卿︸＝＝二τ一

・ヌーベル︵SGN︶︒㎝九五二

に改称した︒昨年現在資本金十

毛漏二一擢＝︑二一＝＝﹁一一＝＝＝M︑＝＝需二一玉鎚二即＝¶〜＝二一二層一＝

ムの設置を要求していた︒そうす

エハ六五

九億円︑従業員七酉五十人︵う

計︶などを手がけ︑またわが圏

ムの抽出11圓︶︑モル︵基本設

年︑フランスの原子力第一次五

フレソド・ドビュソシー氏︒

CEAはサンゴバン祉に工業規 ち技術着五百人︶︒祉長はアル
撹再処理の開発を依頼した︒こ

分野にわたる言動が始まる︒一

を設立し︑ナルボンヌのマルベ

て鮮細春寒のほか確率試験︑要

貰でウラン精紳会合︵SRU︶ 本揮発油︵株︶を酬契約者とし

SGNはCEAなどと共同の
出出処理工揚は鐙携先である日

鏡製作所しとして鏡薦包ガラス

九五五年︑パリ︒オランダ銀行

こで同祉の核燃料サイクルの全
の独占的製造の免許を喜えた・

んでいる︵契約額は約十三偲

貝舗練などの技術援助契約を志

スは記憶に新しい︒豪た米国の

のはこびになったというニュ〜

ている再処理プラント︵一九七

ナショナル・レノド社が計図し

続け一八五八蕪法入組織とし︑

ルプなどの積極的な拡大経常を

し︑ガラス︑化学︑三二化学︑パ

ン・ニュークレール社を設立︒

原子力関係を集約し︑サンゴバ

窮業の拡大に伴い同グループの

OM轟を結成︑ 一九由ハ〜卑原子⊥刀

炉などの燃料要素の製造︶を設

社︵CERCA目黒開炉︑蛋水
謝︑エンジニアリングも行なっ

どと共問娼蟹で燃麟研究製造会

か︑シュナイダー︒グル⁝プな

千五百ゾ︶を運営させているほ

トセルや廃棄物処理施設の設

その他各研究所や発枝幸のホッ

済評価について協力している︒

わが国の再処理工場建設も

円︶︒同工漏が来年度から鱈工

など九企業と共同でINDATシ工揚︵ 九五九年運開︑年期

︸六九二妬︑パリから東北東へ

約百試離れたサンゴバン︵七世
紀の修道士の名︑後に地名とな
った︶に窯炉を設置し︑それを

社名とした︒十九世紀に入りソ
ーダ工揚を設置すると共に大化
学者ゲイリュサノクを会長に迎

現覆カンパニー・ド・サンゴバ

ただし︑特殊ガラス︑ウラン採

薫年光成予定︶の設計および経

ンを親会社に内外約二百の子会

OO偉噂すΦ

ooo郎一のく口目ロQ⑦o吋αqΦ

︵F・Y︶

O一ΦヨΦ昌OΦ補益

の再処理工場全畢︼

︻写翼はSGNが建設したモル

く9①◎のΦ貯の

ω

⑯Q︒

ている︒本編所在地は

社からなるサンゴバン・グルー

ング︶︑フォントネ︒オ︒ロ⁝

︵撮当H査としてエンジニアリ

欝業が挙げられる︒マルクール

主たる活動分野は先ず再処理

鉱および7BP︵トリブチルリ 立したQ

吸収し︑餅せて合理化を図った

一九六五薙これら残りの分野も

ープ内の別の会社で引継いだ︒

ン酸︶などの関連化学品はグル

謝を進めているのはその子会社

さて︑わが固再処理工揚の設

プを形成している︒

え︑本格的な化学工業に灯り出

ヴランス

核燃料の全分野

銑躍喋鴛歓

力薙計圃へのスタートに際し︑
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嚇

雷戸＝＝

るために︑モニタリング︒システ

しかしながら︑︸團路型冷却復

児解を持っていた︒漁業・狩猟部

水資源婁 貝 会 の 決 燈 は 為 二 月 初

ランド州水質管理婁舞会と︑バー

性を持っているために︑一回路型

は︑総工程を数カ月も遅らす可能

をもたらす可能性があり︑ひいて

キーBW濫発峨炉︵五四〇MW
e︶の非切換え式閉回路型システ
ムを拒樋する璽要な要素とみなし
ていた︒

エハスコ祉が維澄する装躍は︑

各号がそれぞれ七つのセルと三万
︸干五二平方フィートの︸團二型
冷卸復水器とからなる︑三つの強

ることによって新しい摺報が褥ら 制瀬風型冷却堪︵送風ファン・天

井型冷却塔︶を用いる︒これら

両用方式の
れた揚禽︑冷却についての必要条

かねてから論講の対象となっていたバーモント・ヤンキー発羅所の熱影響閾題は︑膿

計︒仕様に規定されているもので

コスト九十万七千ドルを必要とし

こ干ドルの資本投下と︑庫間運転

このシステムは︑六頁薫十九万

ものであった︒バーモント・ヤン

特に漁業・狩猟部当局の好意的

協力することに岡僻した︒

ステムの設置および運転について

ある︒

冷却塔を設際することに工臨が岡癒したことによって︑解決のきざしが見えてきた︒これはそのシス

キー炉の熱影響間題に関する認可

キー社は︑このモニタリング︒シ

は︑岡発鍛所の鍛初のプラント設

エバスコ社か推薦する冷却シス

していたが︑二議ーハンプシャレ

塁続について工場者の投翔りを果

一5，4（X｝

開曲路ん式は、川からノ入テム内に旗人された承を1ド｛接に川に戻タワノノ・ノルーノノアムをいう。

ィートの流瓶は隼間三千七蕾聴閥

北束三六州︶地域水資源管理婁員

ト州水葬融委環会の聴闘会では︑

る︒すなわち︑バーモント・ヤン

あり︑したがって藍がふつう三書よる次のよ︐つ藍建と題す

キー社は︑撲漁期順接は河の上農

れているモニタリング鼓超が何ら

ころこの間題は︑サケやニシンの

六〇〇立方フィートを超え︑冷却

キー姥電所に設醗するよう提案さ

移住が実現し︑バーモント・ヤン

朋らかにされなかった︒実際のと

堪の運転を必唖としない雪間は五

上昇をもたらさず︑また︑その他

かの絢働なデータをもたらすまで

〇〇〇時間ほどあることになる︒

員会の水質規準にもとつく制限内

00立方嫁程 の残りの期輪中の温度上昇は︑婁

解決されないであろうリ

河の流錘魔秒＝

度の夏風朋闘中の開国路方式によ

であるように傑つための切り変え

しかしながら︑エバスコ社は︑

して︑冷却水を再び使用するため

ンキー溌電所には不酒当であると

エハスコ祉は︑バーモント・ヤ

る運転は︑最大酔容漁度である八

三度Fを維持し︑かつバーン水力 式冷却水取り扱い装麗を設副・据

の欝容温度上昇を維持すると副騨

い︑非切り変え型閉回路方式を細

には発窺所に欠かすことの出来な

発羅所のすぐ下流の地点で四度F え付けおよび運転すること︒

および能率の上で多くのハンディ

および強制通風型冷却撫を用いた

述した︒一回路型復水器冷却滅醗

閉圓路方式による運転は︑経済牲

た︒エバスコ社によれば︑閉圓路

キャンプをともなうことを摺摘し

換占すれば︑河の流瓢状況が飾

きれている︒

すときには︑すべての離水は冷却

は百七力五干がで︑二難路型復水

そのような論意の年問運転コスト

ス教士は︑非切り変え型染園路方

さらに︑エバスコ祉とコンバー

る︒

器の蕩合は︑九十一万八千諾であ

方式によ益蓮転は︑能率が悪く︑

塔を顯さずに薩長河に放嵐され
る︒

讐懸が減少する︒

し︑その結果背圧が上昇し︑発鷹

復水器の冷却水温度がかなり上昇

し︑康たあ︸蒔はわずかが放出さ

他の揚合には全く放出されない

れ︑残りの水は︑反対に取水施設

セル冷却塔の年間コストは︑剛圓

て運転した軒合︑特に冬畢は受け

式しかできない茨醗を一個を汗し

︸回路型復水器を使った二十

このシステムは︑開圃路方式に

含︑欝二十万七千訪︑あるいは渇

路方式で年観を通して運転した揚

へ送られることになる︒

よる運紙から︑閉回路方式による

ことになりはするが︑﹁これは環

に影響を与えない閉廷路方式によ

の二合よりも三十万談高くなると

盤気化冷却を必要とするいかなる

う点で一致した︒﹁私は︑厳尽期に

バース教授は委員会で語った︒同

システムにも反対する﹂と︑コン

茎長される︒

水期のみ冷却塔を使った岡じ謝画 入れ難い霧の発生間題が起るとい

運娠へ数分腿で切り変えることが

境に及ぼす影響をコントロールす

このように︑この舐盆はオブザ

による運転はごく隈られた揚合に

るという理田で︑強制勲風型冷却

および翻転コストがかなり㎝︐囲くな

エバスコ社による研號は︑糞本

が上昇した方がよいと謙った︒

生させるよりは︑むしろ河の滋贋

えたQエハスコ社は︑閉回路方式 教授は︑地上に霧による錆壁を発

って完全に閉鎖されることになっ ーバーに対し次のような印象を与

ている︒

コンバース教授は︑六月一日か

すなわち︑轟ハ月一R囲︑から九月ご一十・

のみ行なうことを期待している︒

の流瓢が︑最低毎秒＝60立方路方式による運転が必要だという

日蒙での魚の保護に必要な明閥よ

ら九月二十旨までの期間は︑閉回

先方をしている︒漁業・狩猟部の

溜塔を使用することを組絶したQ

塔の代りに︑双曲線霧笛黙瀬山膚

その研究は︑双曲鋳型冷鵡塔を開

場合のコスト上の不調は閉幽暗方

いて研究したものであるが︑この

式の場含にもあてはまると晶丁づ

懸路方式でのみ使用することにつ

で年闇を耀して︑いささかの︑い

一方︑エユーハンプシャー及び

かなる温棚上据にも賛成しなかっ

マサチ訊ーセノツ澗州は︑これ豪

用する︒

必要がある場禽のみこの方式を使

葦氏四度を越える温度上昇を防ぐ

りもむしろ︑一年を通して温度が

フィートで保籔されている閤は︑

ニシンの安全を傑証する上で露要

証邑によれば︑この期間はサケや

使用した水は︑再び使用せず︑川

ていない︒モニタリング・システ

はこの地域ではまだ実際に移佐し

であるが︑しかし︑サケやニシン
常に必要とされる︒この流鯖はバ

せるようなデータをもたらすかも

ムが︑最終的にこの期闘を変更さ

ングランド堀力会社のハーノン水

しれないことも︑また躍められた︒

うことで妥協する用慧があること

闘申は温贋を上昇させない︑とい

型冷却塔の使欄についても調査さ

閉回路方式のための乾臨双曲線

たが︑85︑の移住に影響を及ぼす期 けている︒

バーモント州およびマサチュ：

河水の温度上昇対策

セノッ州の漁業︑独猟部代置の舐

れたが︑詳細に三三はされていな

一九五五年から六五年の燭閥の

を褻黙した︒この矛后はバーモン

よると︑投下資添嗣定賢を除潅︑

次のとおり綴等している︒試算に

バーノンでの週間平均流量を調べ

ようとしたもので︑今月から研修

ストは約七十六万がである︒これ

そのようなシステムの年岡遜転コ

い︒しかしながら︑エバスコ祉は

生の︵募集︑定員十五人幽間昭和四

言は︑ニューイングランド︵米国

工業利用コースを新設

十三年三月八日から弼月＝ナ六日

に対し︑嫌嫌に投下資本固定蟹を

アイソトープなど︑実験はGlM除いた強制通風冷却塔システムの

講議は放附線概論︑工業利用と

まで︑受溜料一万円︶を始める︒

型難燃について発表された研究結

場合は︑約五十五万避である︒小

に︑原研の桑務の一つとして

原研ラジオアイソトープ研修所
日本原子力研究所ラジオアイソ

子力に関する研究巻および技術者

分誹に関する実験︑などで全時聞

カウンター︑厚さ計・水位謝︒水

トープ研修所は︑近隼とくにアイ

の餐厩訓練を行なうこと鄭との項

で︒

謹式量却塘の場合よりも大まい︒

線型あるいは突然趣風旧いずれの

な畏下灘本は︑大体において双曲

果によると︑乾式システムに必要

厨が明示されており︑岡研修所は

なお難し込み締切りは二月ニナ

の約六五％を実験にあてる︒

ソトープ・放射線の工業面での応

膏景にたら︑さらにそれを充実し

いるがR1利矯産集の増加という 九日漂研アイソトープ研修所ま

潜︑技術省の整腐訓緻にあたって

RIの工 現在多くの研修会をとおして研究
という研修会

これは口本原子力研究所法の中

の新設を決めた︒

業への利用コース

度から聯門課程として

用の増加という傭勢により︑来年

原

た結果︑最低毎秒一二〇〇立方フ

いるときの状態である︒

力発電所の発題機が連続運紙して

六薦フィート下流にあるニューイ

ーモント・ヤンキー発三所のこ千

海等に流す冷却方式︶での運転が

冷却塔の開回路方式︵一度冷却に

エバスコ社の提案の下では︑河

河の流量で切換え

える﹂と述へている︒

る上で︑止むをえないコストと考

り運転する雲合には︑バルブによ

一〜一︒五パーセント増加させる を上昇させることなく︑河の流れ

殿コストを五〜五︒五パーセント

冬鐡の低澱のムはタービンのハック月力を減少きせる。そのために発心響黛は㍉まる。

閏来る︒この復水器は︑河の温度

訊︑

職駈を保証タるためのノ辱一ノノ水ノ」発・柿タrの現広によ⇔蛋1間費削15駅x）；ルを含むウ

増加させ︑消費饗の醒力コストを

@

件を改正することができるという

テムは︑岡祉とは別個にバーモン

918

@

テムの無職方式を︑コネティカノト河の璽節的な水占と流鳳とにより調節することによって︑魚類を

バーモン ト ・ ヤ ン キ ー 発 馬 所 の

ト州当局の要離で進められていた

ている︒このシステムを選定する
ことによって︑一面路型冷却帯水

43）9

@

傑墨するための灘展規定を満足させるものである︒

ービス社は ︑ 十 ︸ 月 三 十 日 ︑ バ ー

建設を担如 し て い た 信 託 ス コ ・ サ
証醤によって︑水資源保設婁員会
がこの方式を承塾することは確実

一29，鉛。

のハイブリド︵両用型︶冷却堪シ

閉圃路冷却方式︵一度冷郎水とし

一6，6〔X）

ことになる︒

コンバース教授による研究結果と

モント州水資源委員会の聴二会の タートマス大学丁學部のA・0・ およびマサチューセノツ両⁝州は︑

1，075

コンバース数援によって研究され

席上で︑ノ ー ザ ン ・ ス テ イ ッ 電 力

5，672

たように︑開室語用の冷却堪シス

器を繁いる岡様のシステムに比較

一2b，（x尋

漫局は︑河川生態学に及ぼす羽箒

視されている︒

一6，3（顯

モントおよびマサチューセノツ両

て使属した水を再下馬する方式︶

王，α）9

州の漁業・狩猟部によって︑その 癬について更に正確なデータを褥

も︸致しているQ

7，鯨，

ステムを推薦した︒

会祉のモン テ ィ セ ロ 発 興 野 に 使 用

一27，6〔x）

通風型f徳略）

一5，9｛x，

閉雪路方式（2国路式復ノ鋸器、彊剥
@
，通風型冷却塔｝

1，093

線型冷却塔）

7，98

問囲路方式（Ilロ跳式復ノfく器、強制

一15，50⑪

1鞭脇詰式（2回壁式復水馨浮．双｝1舞

一8，830
ノレ強罐・1漣二型

一3，〔鱒
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＄15

ル強制趣風側1塔）

5，939
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開圏跳方式（11・Il路三t復ノ石器、双曲

一17，4〔｝0

合躍五二）

一5，92（1
@
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南
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季

方式が承溜されたことである︒こ

璽騨継蕪

産

各種冷却塔方式別経済性比較表

AECはバーモント・ヤンキー発 れらの両州は︑二凱ーハンプシャ

旬に行なわれる予定である︒ 方︑

鰹鰹

論難嘱燕

ー州とともに︑バーモント︒ヤン

磁

聡所の建設を瓢帯した︒

凶駅宰

聲Ψ二

力
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法規から実務まで

力がおかれる︒研修は大学箪と簡

どの研修瓜受入れ醤蝦は慰力会社

よう十分な翼翼をあげたい︒基礎

からの要望でもあり︑期待にそう

理論から始まる研修は︑安全対鍛

力を入れる︒

などの共通部門もあるが︑実習に

て︑注鶴されている︒

るが︑このほどその一環となる煕

本︵うち三摩は予備︶およびワ

原研へ納入した照射用燃料ピン九

河蹴気工業会社が製作して昨無粋

管の照射試験が穿画的とされてい

あり︑国醒ステンレス鋼燃料被覆

中央研究願の専門家によって分析

査の結果は京大防災研究所と電力

日に作業を完了した︒この予備調

っていない︒

評価され︑原子炉設齪には地盤が

四魍鍛力の騒子力発曜所建設山

四隅無力の大︻地築については何らの公翼も行な
内三郎社疑は一

月三十一凹午
前︑愛媛眼庁を一膳は︑中央電力協雛会の躍力長期

謁査結果

れた︒

万KW規模を照湘四十七卑七月に

計画︵42〜51一飛︶では拙力五十
軟弱で適当でない旨の報告がなさ

膚駕し︑五十一無七月運開予驚と

訪れ久松楚裁同

し︑﹁原子力素
している︒

照知懸と会見
躍所建設予走地

て二︑蕊地点を検附し︑一昨館八

一︑津勘地庖を構即する地盤

四困蹴力が公表したス浜地臥の

語町大浜海崖

月愛媛鍛より津騰町大浜地区に誘

は︑砂洋46よぴ貞岩の互厨であ

四繊電力では建識候補地点とし

帯は︑昨葬のポ

で︑調査地点としてとり上げ予備

致したい旨の隠し入れを璽けたの

り︑しかも強い圧力による波状の

点の北端瀦謙露

ーリング等によ

課査を行なうことを決めた︒昨年

ゆがみが非常に多く︑全休として

四電

造が盤雑で一様盤を欠いている︒

きわめて亀裂に溜み︑かつ地盤構

醐壷績果の内容は次のとおり︒

る地熱轟翫の結

八月二十五購より測絃を開始し︑

国力
で原子炉設醗には遡嶺でないこと

ボーリング地点の立ち入り翻査に

った﹂旨述べ︑正式に御地燕を取 踏み切った︒敷地悶辺の一部土地

果︑地盤が軟弱

が分かり︑断念せざるを得なくな

一︑岩盤が比較的良好とみられ

がむずかしい︒

る偲所は︑原子力地点としては範

睡が無く︑しかもボーリング時に

わき水がみられた︒そのうえ︑上

畝弱化している︒したがって︑原

部の岩盤も硲裂が多く︑頁眉部が

子炉塾礎の幽幽によって灘死時︑

地震瞭に甥上部の山津波︑あるい

り︑原子炉の蜜全性をおびやかす

は地すべりなどを趨しゃすくな

可鮨敷が多分にある︒しかも現在

ことは困難である︒

の二二技術でにこの対簾を講ずる

一︑また︑この付近には根当規

摸の大きい断厩が二本発信されて

この上にかおよび塗襲付厩設勧を

つ悪蟄のものと認められるので︑

このことは綜子惣を設灘3る場 いるが︑この断麟は厚い桔土をも
合︑物理的に異質な地盤の上に乗

稽有者からの反鮒もあったが︑地

ることになり︑とくに地簾地にお

りやめることになった︒これによ

の所為地に十一画面ボーリングと

って四園職力は次の廉子力発電所 質調車は九月十四日から蟹玉地空
建設候補地点を決めなければなら

澱くことは妊ましくない︒

雪翼はDドRへ送られる照射

︵田頭取藤野砥健民は同社監査役

更︑薪取締畿麟墨髭縄避芳氏︑

雛﹁

ける地盤の信蚊銑を確撮すること

用燃料ピン

一榊＝儒＝＝＝瓢7羅＝一一一＝＝¶＝＝馨＝＝噂＝：一需＝＝輔一＝：＝＝囎＝嵩二書＝一＝認■二謬﹁＝騨一瓢＝＝＝一一一僻一＝＝＝島＝騨＝

物礫撮査が進められ︑十一月や一

て燃科の確盤誠験を行なう予定︒

山九運輸機工︵株︶作概変更︑

に現任︶

新佗所塵野江千代田眺九段北一の

一脳五一

十三の︸○不整ビル野庭東京︵二

界︑国公立経験研究樋関︑動燃甥

の五電話集祭三五六︶五一五﹂︒

所東露都渋谷区千悔ケ谷五の二七

日本製粉X株︶住所変説︑新薬

六五︶

榮団︑塵業界︑顧贈闘鎌の外部代

⁝TB いる︒研究炉利用延滞会一3︑榮

運定状況と遮蔽笑験についての幅

ビアソン箏轟局長と駐日英科学ア

﹁みるしという論集

との鍮国賊は︑今更蔚う窪で

の格︑扁があるが︑﹁見る偏こ

もなかろう▽予算案決定後の

梨日︑配下の研究藤を初めて

﹁見た﹂菓大駆は配薔遭際で︑

こん

▽これを聞

一三億円はよけいに

予算案決定の宙にみておけ

ば︑も・2

イタダケタのに：

いた某研究斯畏さんは︑

なことならもっと嬉く︑何度も

みてもらっておけばよかった

とか▼もし最糊摺出暫が見てお

と︑琶っ陀とか2︑問わなかった

のなら︑研究舞の士気もあが

くことで幾分でも予鱒が増える

るたろう︒大臣さん︑捌役さ

り︑研究成果にもまた影響があ

んには︑もっともっと現世を

﹁兇て﹂いただきたいもの︒

照

iA−A冒一

開催きれ︑四＋ご年媛半ににける

麗で構成され二月下旬にその第一

籔﹄省︑原研所内五名の醗十一豊

直する︑物貰を調べ行なう︑等

櫛鱗鑓静
多／φ／多／影

ク付プール型で典同欝欝には不適

タソシェの避・P・ホノチェン氏

但に﹁颪闘は〜見に如かず﹂と

︵株︶北海遂銀行代喪者変 の慧味があると認されている︒

英原子力公社のピァ
ソン氏が原産を訪問

当であるが︑遮蔽実験が︸段沼し

ソン氏︑中央菖

写爽は農本氏と懇談するピア

購と慰醗したQ

会識を量れ︑橋添原蔀乱国犠任理

が︸月二十九日︑理本原子力産業

部分の鎗伴のみではなくこ
れら世界の語憎勢を十分考慮して

も︑

子力の西湘測用開発ということ

たあと次鶴麗に改造して共同利用

である︒なお︑JR聡一4はタン 英園除争力再犯のD・E︒π︒

R14魯門都会が設けられる拠様

別偲に岡利用婁員会の下部にJR

いるので︑JRR12わよび3と

割とし︑特殊の運瞥が行なわれて

R14は古廟煮繭の遮蔽実験崔圏

リーズ︶に吸収される予定︒JR

定の研究炉利用三皇会︵JRRシ圃が開かれる予定︒

月一臼付を以て解敵︑今後新設予

告があった︒なわ︑本委員会は二

脚琵棚下原研礫撫︶信︸月

強球JR況一4運営袋獄運︵運 に供したいと原研鋼で一3希灘して

原研JRR14運営委員会が

研究炉利 用委に統合

用燃讐どンを議為り︑英︑米続行し

轟＝二二噂＝纂＝＝臨＝＝＝需二噌＝二＝層＝輔二＝＝＝二巴＝二一＝二騨＝

なくなったが︑現存のところ候補

ボへ繍送︑被覆蟹の引張賦験︑内

後︑原研東海研究脂のホソト・ラ

︸圧破壌獄験などを行ない︑機械的

性質や置型におよぼす照射効果簿
が研箆される︒

な痴明就いて今後︑濃編ウラン

繋藩．縁

れば︑動燃磐近衛はここにも照附

が運転擬開︵九月頃の見翻し︶す

豪た米圃のエンリコ・フェルミ炉

鋤閾から送付される予定であり︑

第三次の撫射用燃料ビンが嚇燃魚

今圓DFRへ送られたのは︑古 や混命齪化物を凝駕した鯖工次︑

め︑二月六日︑岡燃料ピンを壁路

になった︒

とくに醐嵩は寸法精臓の商い吏

る︒

りその二尉働果簿を研究すること

験炉︑熱出力七万五千KW︶へ送 ない全ステンレスの捧︶十七本で

爽日のDFR︵ドーンレイ糊速実 イヤー・スペシメン︵Uを三二

射用燃料擦ピンの製作を終えたた

葛速突験炉の燃料開発を進めてい

日本原子力研究所はかねてより

原研︑DFRへ燃料ピンを空輸

高速中性子炉試験に

い騒翻締役驚術莚

餐成は詩華の勧請でもある︒こん

増大する要員の需要に対処
わが團における原子力発耀礎用化のパイオニアとして没立された日本原子力発羅会祉︵礼侵一本松
鎌磯氏︶が︑その使命の一翼を撞って︑原子力関係技術者の璽成に乗り溺すことになった︒これは︑
来たる五月一臼から岡目の東京塞部と葉海発鍛所内に﹁菓濾研鰹所﹂︵所長●関根要戴開発麟画窒主

これでは外 回 に も 不 十 分 ︒ 従 っ て
校卒を対硬に︑設罰簿を撫騙する

一

壷︶を陽記し︑原子力関係法縄から実務にいたる研悠を行ない︑今後急速に鱗大する精子力発願所の

襲貸を確擬しようというもの︒

東京・大矩町の取礼と東溝聡璽所

同社の計爾によれば︑研出所は

設計︒讐理 ︑ 建 讃 ︑ 運 帳 ・ 保 町 簿
内に設けられ︑とくに東灘にはシ

わが翻に お け る 甲 子 触 発 躍 駈 の

にいたる裟 員 確 保 に つ い て は ︑ 原

これ藪では ︑ 海 外 技 術 蕾 に 依 存 す
本店鋤覇欝︑発餓所の旧識要員︑

ュミレーターを設置︑露出に輩

るか︑一口 の 技 術 習 が ア ル ゴ ン ヌ
運転・傑守要貴酬成の三コースが

研に鳳子郷研鰹所があるものの︑

やコールダ ー ホ ー ル の 原 子 蝉 贈 校

あるいはGE講練コースなだの海 設けられ︑一年を単位として各二

えず︑原電の技術陣が当たる︒

現在豪でに︑各電力会汁から約

留日行なわれる︒講師にはとりあ

三爾人以♪の研修希▽菖が申し込

側であった︒

しかしこ れ で は ︑ ご く わ ず か の

躍れている︒初年度の今年は九十

外諸研修所 へ 出 か け て い く の が 通

かるのみな ら ず ︑ 今 擾 飛 躍 的 に 増

おり︑このため継電は現在︑寮

二人が研修を受けることになって

研鰹惣を躍 る の に 多 勲 の 経 費 が か

大する原子 力 発 電 所 箒 の 製 貝 磯 撮
はとうてい 無 理 で あ り ︑ 麟 内 研 修
︵独身︶や教審︑教材の漿備ろ意

醐速実験炉の燃料開発は︑原研
と獲凶鳳子力公社との契約︵四十

のように設訓されている︒

幾約六五Q度の綴温転炉も可純肥な

験は︑わが脳が行なう最初の嵩遮

照射は︑D嚢Rが運転再闘する

然ウランペレソトを封入し︑擾

中性子炉による誠験であることに

七甥頃から始められる予驚︵出願

れているものだが︑玄圃の魚尉甑
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するとき︑なお海外市場価格が
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設され製贔として燃化ウラニル
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てのウラン鉱山の本格的坑道探
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都RI研が行なってきた技術指ら
の技術捲騨の依頼に応じ︑ヨウ

計画濠で爽現するに企っている︒︑
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の放射稼殺菌の間題︑た家ねぎ︑
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共岡箏渠にまで発展したのは︑ま

ヨウ墨捌をゴムの中に滲み込ま

はいえないようた︒

て罠蝉な妻室を得たという︒

ジャガイモの放射課芽止めのよう

ことに轡ばしいことだが整え力に

よっては他の分野でも︑このよう

せ︑その滅澱を測定して︑頁謎綴

しかしこのような分野の基礎技

に中小企業が集まって共岡田資

術は︑国立機開や公共団体がその

大きいだろう︒こういう固題は都

立てるのが國兼的にみても利益が
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窪た従来奪われていた夜光塗料

えることになる︒

のマイカー族にも大いに恩恵を与

の品質︑形状の改良に役立ち︑世

きるそうだ︒この結果は︑タイヤ

し︑公共団体の援助でRI放射線 以下の走行試験で摩耗度を測定で
利用を笑現することが出来るので
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研究部門の成果
そこで厨長飯塚氏︑化学都長篠

究機関と民間との間では扁にっき

RI研だけでなく︑鰯公立試験研

を行なったというから︑今畜は鶴

ですでに実用化され︑輸出もされ ータを提供して︑照射技術の指巡

夜光塗料を開発した︒これはD社

郷公幽や葉山公園にもこんな花油

違いない︒

ついて一体どう考えているのだ

を生産し︑これを東海購業所に

者とはいえ営利

は極めて狭少とはいえ︑わが国

問魑を提隠し︑原子力局長に対

鉱を開始した︒爾来︑現在にお

柿魁

であろうと確聾し︑また希念ず

︵動燃醜業団

る次笛である︒
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が行なわれるよう︑制度的な検討

当る間題だ︒より円滑に共同研究

消して立体的な花壇がつくれる
すでに臼比谷公園や神代植物公園

はラジウムを便用しているので︑

などにはこれらが植えられ︑散

その放射線も比較的強く入体に荷
警でかつ塗料虜体もこの強い放射

歩する入の鼠を楽しま翌ている

かを紹介してみよう︒

物理部では放射化分析による滴

線にやられて平壌し︑塗勝の寿命

崎氏の説贋からその成果のいくつ

純度アルミニウム中の微塑不純物

を短かくしている︒そこで弱い放

ていると発く︒また放射線利用と

子であったと岡階に︑人形撃鉱

先生方の所見等を総卜しつつ今

ろうか︒

である︒これより先︑三十九 存しておくことは︑たとえ当初

旧糠十二月八︑九岡日︑それ

後の協力と支擾のための方策を

ところで︑動燃襲業圓︵旧原

ぞれ多忙な日穆を差繰って斎藤

価されることとなり︑また将来

以下私は︑あくまでも﹁私書

たる旧原燃の労苦が無に近く評
述べられ︑われわれ関係者にき

輸送していたが︑現在までの生
わめて明るい力強い印象を与え
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人形峠鉱山闘発を云為する揚
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られた︒
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会社である蹴力

が案内の役を勤めた︒

会社であるとい
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各地区の坑内豪で実に三時間余

中津河地区の順序で行なわれ︑

原子力界にとりショソキングな

し璽要課題の一つとしてこれが

主たる任務として捌設されたも

振蕩後︑先生方の視察観を交

基本方針の提示を要幽した原子

するための対謡の揚を擦すこと

長以下の幹部の出席を要求して

えて︑鉱山の今後の在り方に関
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直接の賜ものであることには間
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の基本方針に関するこの解讐を
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山闘発を一慈前提としながらの
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の分析法を確立する観究が行なわ
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修得して実用化している︒またこ
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が︑昨年は名古屋からもこの依頼

られている例がある︒ここにも数

術相器などで蕊百山全T六件︑照射 はすでにこの方法が法令的に定め

に︑技術心尽などで百十二件︑技
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くその約六劉を占めている︒

発に霜寧できるのは大企繋︑中小
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器勧︑医療品の放射線殺融︑果

＝一

駅

騨
●

■

@@
@@
@@
@@

繕

冠

，

ン詫藩

一

籔
い

冊

そ菜の晶撞改良および植物︑微生

物性の研究 ② ガ ラ ス ︑ シ ン チ レ ー

グ㌦〃％∠ク％∠ク％∠ク％

グ％〃％〃％∠ク％∠ク㌦

の微細なキズ︑構造的な欠陥の研

民間企業も利用

ーサー利用 の 研 究 ③ 金 属 材 料 な ど

多面的な技術指導と研究開発

（6）

第412号

第三種郵便物認可

新

声
産

子
原
昭和43年2月5日

4

㌣

一・

謔S13号一

昭和43年2月15Eヨ

曙騨
稽3i穿3月12〔1驚三種郵便物認可

8本康子力産業会議

発行所

も

ご

東京都港区新橋1ア目1番B弩（棄鷺償八田）

楽月

和三

¥留響去果力原

量

齪

（59D6121（代）

｝

るは設皮

輕お坐．鰐鞭蝦瀦㌦

撃兼蛯撃圏?繋

5
ﾔ

注目されの纒綿ムロ1

到

力工蒸はこれに児禽つた激騰を行

なう︒このほか︑㈱住友金属工共

亙

週ゴ

1讐

≡λ・Mハ｛，、・〜〜肖，v、・＾〈ハ＾轟・ぜ

懸河産

第一圓原藤無次大会仮プログラム総括蓑
孟輪ω鵠

第一日14脚2月2臓綜り
第一センノコノ（9

幻

1ε〔切

J会武

橘4r配助

ﾁ別講栖議三心蜘セ収
・
?昌昌二上砒弱・1耀1艶炉 ．糊1｝i隆
Q）「翻」膿発計幽

ノロfL麟・

≡

源田荘電立状はら行

鷺緊號3劉㌔
@お耀蠕瑠越資源献愚書載灘

、≡ほ技

y書雛、諒雛響 調 @ 蟹樋無懸縦覧を黙黙㍊契爆
恣?繍㍑臆厚食 査
ﾚ錨器蒲鷲懸科諸
ﾋ海手輪姦内意技に 藻ｱ灘摯魏麗
@

．翫1確雛雛友設こ心懸00備・毒を紹庁欝欝と設麟

22すサ三「藍子をと謝塑おへる1≡資）

@

≡

欝金い笹躍個ぞとC

葦

七

をな保業敬賢委で
脇目

謡

で方

に源

o羅こ＿｝策こお調

ム

a謹瀦謡

@
ﾁ翰幡強
第ニセノノ論ノU毒

1U−r

@

?疑

＼・L・ノ／，クル

@

〔星リワP♪工

しセブノコノ（17

@

鄭一1b

蜘

一日繍彰d此〆ノー紬糖1食饗一
篇二臼〔43年2月22目じ知

第三セ〃コノ19

、

F1らqjJ論設ω妙セ｝」

第五セ〃コノごB

1

職と翻り醜

穏甦ミ∫

P）・転回測壽噛こ駒lj兜屯
山締r
ﾚ騰胡i轡粥題ω桝
1・、蜘男

R琉湘欝ω翫乃

脇坂塗彦

o屯気蝶ω考訪

購1ガ畝鶴

x繭
P牌iほ灘1脇級輔1・‡】景｛〔閥

li】繭久一

?１ξ一散助1圃題糧yl委員f、
晴成逮
苧p料試験か糊ヨ轡藤ミ
畢 塚ヨ酸
̀♪ア｛ノ1一ノ放鮒線棚に闇ダるILr艶織

羡瘢ｧ鎌会

爺勘識

P嚇」力用鋼材機制L蟹轟＝
ﾂ会総臥

貿｝…2期躍」嚇

議鮭

へ総

≡鷹ほ

P戸。∫諏鷺「のとりまとめ

wプ三二，よの蜘搬伽＼e，瞳砂日

Q）閉≦」式

金塒

臼本獅市センター

?寧郵千代田区革河町）

̀金罵
a金鵬

ドールC蛮聡本餓講鍵
別館2階購霊

今

〜塵腿俊男

⑱

％％㊥

㊥

㊧ ⑭

⑭

⑳

⑧

⑧ ⑧ ⑭

㊥⑧％⑳

⑧
⑧
⑧

O

⑧

抄矯Dissertation

rection

網業45まレ

@

産業と糊ミに4く仕する鷲気1歪翔鱒

⑳

息砂熱単
2

購卸255＞82i1大｛懐

F鑛鯨煙名醒／照所札幌福剛由台広騙綱

Arbor，

Mlch

ては氷暇の土要大学約180と

ﾁ約を結び，これらの大学て認められた全分野の搏士論文の抄録誌（下記）を干1行
ｸるとともに，各論文の全文を，マイクロフィルム（35ミリロール）とゼロック
Xコピーの2つの形で販売しております。

@
@

Ann

@

Sec￡ion

A：The
B：The

Sciences

Humanities
and

Abstrac鳳（月刊）

and

Social

Sciences．

Engineering年悶ご予約価：AとBの両セクション￥45，000／AまたはBの各セクション￥31，500

《日本総代理店》
鯨・縮・罐レ826紀伊國屋書店黙f3繋野f鶴魏

嚇川止人

孜

mノr，ワム

Mlc「of1玉ms王nc・，

・1坊隆

mlb3，御会嚇

米国各大学の博士論文が入手できます
tnlve「slty

蛯ｫく貢献しています。

棄京都千代田区神田駿河台4−

c三ミ多｝｝1周

刀A帽｝別韻∫：臨議三人口口

R）「フ〃へ二払ナ勾ゆ鈎闘瞬1発讃鋤」

@R）執中姓働脚．二栂佃ブル1ニワムの利用
鎌i雁 稔

^カサゴの《空気調和》は

本社

シ

?撫の諭、譲魚鋤麟博見
?〉わか漏におけ⇔プ揖二，一ω飲中慌ゆ1・の
潟Tイクルω考訪
11即広一郎
Q＞プル｝ニリム燃料の棚◇覗振通洞・1

原子力産業の分野でも

@

．鵬、

1・3・ツロ

灘麟怒娼

今ノ1聰
鮒小3曳勘

ｩ解免ノく

c三関 義三《
Q）「イ4リノこネ瀦る転獣鰻，歪∫幻い出しな

@

1雨B衰場

c疑騨1擁友戚
?｝捗購鍍墾Ω現執こ捌

c瓦

長
揖メ砿磯
H）鴨外ド風輪 ぜり加ノ凝卿

1∠

nf賜憾奮1糊工｛煽一

、≦嚇

投沂ｦ1購演

@

㊨

，㍗り、旬
1〔η

勤

c召待講画

Q戸動ノJ炉ω建設軽験

一幻漣ピ贈蒋一

P戴血嚇丁掛繍勢・bげ

第四セノノコノ（9

し難 ﾐ長 和田飼縮

R）i紳ゴノ醐魁故紙鰍全二

≡の学

占闘俊「星

p田穣

譲葦乏戸璃・渡1甕

ｫ螂㌧i鯖・1ノ矯惣・覗1凡b7，

?ｋ糖耀警購謹科製ホ友組阪換かをし

峨1乏

闢ｬ霞男蘇野各撤鈴率範雌削｝勧醇今η
w〜一ll亭蘇拶口職㎏1鴫女駐iへ武月満男

、衰場

ﾋ衰総会

照

一︑住友原子力工藁の業務

一︑加工聡錐の酔可串諮

の連絡な6びに住友グルーフ各社

後は︑QD政府開春先や関連菜界と

に対する協力②辮型転換炉や高迷

増殖炉開発など動燃堺悉団が行な

うナシコナル・プロジ鳳クトへの

協力縦線子力関係の各日研究闇発

⑳
◎

⑳⑭⑱⑭
⑭⑧㊥⑭
⑧⑫⑱⑳
⑳㊧⑳⑳

i△

…鋸盤難簿螺騰口

川幅

1騰酵嘉ぎ1

肥

o発プ
Rには
?対こ
vすの
墲驍ﾙ

︑＝

ｩ子グ

辜Jル
e開
｝

奮

撃圏?１瀦辮1諺ll聯弾繰1灘総総ll

父v原
eの子ε原力

︳論検ノ︑討の場

盆祉へ譲齪︑岡仕窓牙はグループ四をはしめ政府や関連業界等と

撃圏?暴富ヒへもεお新

専門

管理︒炉心謹奏をも含めた工業化を図ることになり︑住友練子カ工業は三月末壷口途に設備伽働含む藍

の連絡調整に主力を注ぐことになった．

那門の事業をグループ内の

よび閲係各社製贔の販売業務を行

は燃塀徹覆材など金厩材繕の製造

協調体鯖を固めるとAに︑この住

ない︑もって住友グループとして
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ねばならなかったという客観的

射線生物学的な研究を積み上げ

むため︑まずその概説となる放

らに深化させ鵜 ら︑その編を拡大して
い

への移行ではなく︑各部の基礎研究をさ

いる︒このことは黛礎研究から応用雷管

計画︶が特別研究としてとり上げられて

放射線障告の回復に闘する研究︵三帯留

旗医姻は環境汚染研究郡で掃くから海

スの問題であるからだ︒

任ではあるが︑塾躍等の作成は行政ペー

礎的なデータの積み上げは研究機関の嚢
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研究成果を生かそう
放曙僻が灘洋放射能調査研究
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定される他の照射刻象品等および
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共岡利用研究施設の建設岡題簿に
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子力重三の肇展にそなえて︑国際

したがってこの規惰は今後の原

検査とが不可分であり︑また時に

するので︑在果のごとく極々の鴻

い︒

科学技術基

本法を審議

日本学備風雨

日本学術会議は二月五田午前十

鋳から墨画・上野の学術会畿内で

畏︑伏見康治名大敦授︶を開き︑

科学研究晃本法特別委員会︵委員

瓢

ぐ

福岡・金沢・仙台・札幌

放医研十年の

望⁝

民の露岩も︑今隼は慧外に明る

麗物に対する放尉得物簸の濃縦に関する

研究施設については︑非議温での

二線源の純潔讐が予足されている

多心的利用篶を崩提として︑大小

契約後︑原船事業団は四十五年

岡利用施設小委員会﹂を開くとと

が︑同運営会議は三月初旬に﹁共

安全酬究協会の艮晴間にわたる︑きわめ

食品照射運営会議

設などを検討

共同利用研究施

鎚為川〜漁民︶は︑昨隼暮から隙

望遠研究の実を挙げようとするもので︑

ことがうたわれ

星礎研究を行なっている︒しかし︑この

むつ市の下北ふ頭でボーリング醐

基礎研究を鎗冒する

総合研究所の特徴を十分発揮しょうとす
成果を立地閾題解決に生かし得なかった
血を行なっていたが︑

のために臨海実験所を設澱する

る試みであり︑いまそのための長闘計画
のは︑宙然環境に近い条件での婁験研究

れを冗了︑今月末から来月初旬ま

いくことになり︑また︑共岡利用

したがって放医醸は設立後憂門訴は︑

が十分実施されていなかったからであろ

で現地業者鶏と蟹地魚紋︑岸壁お

く︑春の到来とともに︑﹁四月﹂

他の原子力開発機関とは全く趣を異にし

その閥において︑研究が余りにもセク
う︒こうした研究は︑起り得べき四望を

報である︒

よび慶本工事の契約を締結する予

子力鋤一船の脂漏港となる㌶癖県

研が研究の塔から耀境悶題を取扱う現楊

ん放尉線と放射線生物学のμ礎研究とと
ト的であるとか︑科学省と臨康医学関係

きものであるが︑遅ればせながら強子力

予測して常に先非︑先手と漕拳されるへ

ていたことにもよるものであった︒

の直隠の中へ大きく一歩踏み繊したとい

り組み︑細胞レベル︑分子レベルでの生物

たが︑放鷹研が原子力開発促進の褒方で

着の協力に問題があるとかの批判もあっ

ζととなった︒このことは放医

う懸隔からも歓辺すへきことた︒原子力

学研究にかなりの水準を示すととに︑臓

展⁝

開発の二進に欠くことのできない用地確

器︑固体の放射線影響については︑霊界

の讐どけを待ちわびている︒

傑の間題点が︑隙子力と水厘漁獲の共荏

ある二尉線空説防止の研究にかなりの成

模︑袋磁の内感等を煮つめていく

月宋にこ

を科学的に実舐することにしぼられ︑ま
的にみてもきわめて高い成果をあげた︒

驚総合研究の弟一号として﹁食品

の倹譜も行なわれている︒

たその内谷が海洋放射鮨の海洋生物への

照射の研究開発﹂をとりあげ︑す

員会の方釧から︑来隼度中には建

なお共同利用施設は︑躁子論叢

て来たる四月から定係港建設に本

で︑︸方では︑放射線測定法の開発︑放

果をあげて来たことはかくれない綴実

玉ねぎに対する照尉が実施された

五月充成を閣途に︑雪どけを待っ

もちろんこの評価は︑人によってさま

ぱしい︒

なお地元・膏庸県も︑企撫部開

が︑これらの研究推進碍体となる

て慎重な倹討の紬果から︑ようやく海洋

ざまではあろうが︑国連H学委員会︑I

このたびの調査研究で叢も重笈なもの

に竹内知事が政尉に対して提出し

発課に﹁原子力班﹂を設置︑さき

放射能調査研究か罫体化されたことは露

れている現在︑その十葎にわたる成果が

影響と︑灘獲水の涌業への影響に集約さ

CRP︑IA爲Aの各毬シンポジウムな
射線診断︑治療技術の開発にも霞献し︑

の︸つである鷹物部門を担当する放医捌

ことになった︒

衷た加速器やスキャンナの轟入によっ

の活躍を期侍すると共に︑この研究か厚

でにこの一環となる馬鈴鞘および

ここに生かされるのは嶺然のことでもあ
どで︑わが国の知議とデータが温く評価
て︑わが国の医欝機器の開発にも大きな

賂讃工する予定である︒

り︑また大きな期待も継かせてくれる︒
された中には︑敬医欝の漏躍がかなりの

面には直接生かされていないうらみがあ

﹁食品照射運営会畿﹂第四回会合 設完了の予足となっている︒

放総研は日庫学術金講の 勧 告 に 碁 づ
影響を及ぼしている︒

ろからプロジェクト研兜として各部の置

基礎的な研究はその後昭和三十八年ご

力となっていたことは箏実であろう︒

合研究に払大され︑また四十一年漫︑四

無工技術に即応し︑制定︑改隆を

規格は急速に進歩しつつある設副

き︑①放射線障密そのものの研究︑②睡

の医学利罵への研発︑を屈陶として昭和

ものである︒

頻され支持されるものとなることを瀬う

難の予防︑診断︑治療の酬究︑⑬放射線

ヨ十二年に設立された︒従来は暴礎的な
る︒このことはもちろん放医研の讃籠で

めの補助政策の強化を考慮された

安全牲が要求されるため材料至

⁝

一

い①アイソトープ放射線関連の使

大尉として憩暴露の海箪技術研

社決定とともに応臼︒海箪技術

行なえる体制としなけ4亀はならな

はなく︑原子力虫員会の施鎌の問慰であ

要である︒

†二年度からは︑それぞれプルトエウム

・⁝⁝・

の内部被曝に闘する研究︵五力奪訓劇︶︑

開

は放射線麗麗という認知の領域ととり紹

凹．会

研究にその撫点が羅かれていたが︑こ枕

原産盤

になった

古海蹴工︵株︶原子力二葉

用諮可制畿など法的規制について
中覇書の駒素化︑搬封誤判の型武 ⁝

究所で溜水髄の磁気探信観の材

料の製造研究にタノチしたQ終

東洋寸簡工藁︵株︶住所変雛︑

既譜東京︵五八五︶三三ニ

新住所港区赤坂一の七の七集蟹ビ

ル

代表輻変更︑

ダイナポソト・ラジオアイソト

ープ研究所︵株︶

は会長に︶

新社長加藤貞武氏︵宮城慈次郎氏

名古屋・大阪・広島・高松

支店

大正海上火災

本社東京都中央区宝町2／1

ト6本ほどのこ負握です。

社長吉川清一

故にD5GO万円つけても1ヶ年の保

承極寒艮などの改訂︑改審を図ら

さぶろう

三郎

今国会に提案される予定の科学技

かたやま

片山

は︑集海尭竃所および原研JPD

原子力兜電月間民績︵﹁月分︶

一

Rが運休中たったため︑掲載をと

鱒

多／多／多／ノ勿

りやめ豪した︒

⁝
⁝

8﹁﹁︻τπ﹁

歩いている時、乗っている時、運

れ紀い碕技術暫の獲戒調練にあた
層の払充を募るとともに︑学⁝⁝

員し︑大阪伸銅製造藤の田圃塞

戦で二十一薙㎎月古河職工に復

に対し︑盆暮十月の秋の総会で︑

務調畜会の示した科学技爾棊本法

学術会議では︑さきに白民覚政

現在︑軽水炉の国産燃科をめ

に入り︑薪製品等の闘発のため

ってほしい﹂と付け加える︒

鮪

古鴻菟工は二月五三付で罵来

ぐる各メーカーの思惑は複雑

概究室の整佛にかかった◎二＋

の接燃料加工事業の発展に備え
た体制艶備をはかり︑原子力部

で︑PWR用は︸二凌原子力︑B
鴎年本社調査峯に移り品質下露

た︒炉と燃料と結びついた形

術猛本法について答議した︒

の新設と回瞳にその傘下に中央

面に無難があるとの理忠で反対の

岡法案には人文昌学︑祉会秘学の

研究所原子力開発室と武山研究

立︑東芝の含弁会仕︶が船工事

WR川は5NF社︵GE銭︑
日入に劣力︑これがう凹く
の導

態肢を示していたが︑同日開いた

所を編入した︒この総指揮駒磐と

十七無吉河電工はデミング裳を

生かさ3／た縞果︑この成渠で二

退けた︒三＋一年狡術郡金属技

るのが片山氏Q
﹁動力炉用燃料の加工郡柔ぷ
めぐる難境には厳しいものがあ

1

馬

の祐諭に達した︒

﹁

おことわり

婁員会で総会の決議の線を鰭ると

力課がでま課長代理となる〇三

術課係長︑一二十隅年同部に原子

並大賢でないこと巻＋分に鉋悟

十六年原子力課長となり翌年プ

り︑これを團指して進むことが

している︒われわれとしては獲

視簾Q一二十九年技術部次長を兼

ルトニウム調査団に参加し米国
茉を申命中︒これにつづいて住

術の向上をはかり︑日本の嬢蝋
耕加エ箏曲のなかで大いに飛立

任︒一昨年燃牒工場運難視傑の

たQもちろん古縄惣工も同様に ため爽︑仏へ行く︒本釜万五

友グループも旗工駆巣を申請し
﹁この打煽のために︑方剣とし

ちたい﹂と慎磁な応対ぶり︒

して核燃欝血榮メーカーとして

野鶴︑建墾デザイン︑園芸︑ゴ

レノトスボーツを所有︶︑音楽

趣味は車︵現庄六台閤で︑ベ

日孟子力時評に昇格Q

ては誠懲と劣力で行きたいと思

その環境は南頭に厳しい︒

っている﹂と港ち眉いた声で抱 の足揚を因めつつある︒たが︑
負を譜る︒

窃河電工は昨年五月︑英国が

開発したAGRの燃料について ルフをはしめ多趣多様︒〃スタ

氏はさらに﹁これには海尉の

英隙子力公縫と蒔石的製造権に

﹁ππ︐﹁露

︵M・一︶

で落下独身︒

指騨と妓助を相当期待しなけれ

ノブ精神が旺盛

はならない︒こういう点に＋分

一じ

四＋八歳︒

﹁﹁﹁匠

輻て都中火rτ京橋1−5T鷺L（561）9111

り

難蘇暫繕蕪雛
酋及を図られたい︒

鋼材雲華化懇談会の報告
わが麟の義子力用鋼樋の園簾化
は翠雲に進んでいるが︑現殿位で
はこれの規格化標準化が遅3／てい
る︒今後さらに囲麗化が進むと．争

慰される鋼材の標語化につき︑政
府関係戯場で早急に講搬をたてて
／

謬

もらおうという趣旨のもとに︑本
懇談会は昨卑八月に発足した︒

以耳当圓の検潮の末︑次のよう
な内谷の肇望謎の作成を決めた︒

①尿子力翔圧力谷器に使用され
る鋼樗には格段の宏全性が肇求さ

氏は昭頽ナ八年九月京大工学

関する雑然契約を結んでいる︒
れも総力するが︑あたたかい︑

な理解をいただけるようわれわ

部冶金学科輩業︒窃河電工に入

転している時の、あらゆる交通審

力

二懇談会の方針審議
今年度の事業計画の検討も

①駅子力委員会︑原産など目窪

体制は十分とは愛んないので︑日

射線利用について答議︑検討しあ

黍線子力研究所アイソトープ恒業

荒と鷲聞協会が協同で派遣し た

年度事業謝画については事携局か

部を強化し︑円滑な運當ができる

るいは只体的方搬を課る謄門組織

ら︑アイソトープ放胃線利用に関

を私論されたい②利用闘発部門の

する化学︑繊維工業懇談会報告に

ように処澱されたい③研究︑企榮

ての報省を行なった︒また四十三

ついては粛藤辰雄委舞長︵昭涌電

化の両者について税制上の優遇錯

雌化が必要である＠原子力用鋼拐

れるので︑きわめて高い水藁の標

長い團でメーカーの鍔力を見守

交通事故傷害保険

矯

は製造と非破壌検薮を含めた識験

561）3450

7険孝罫甥ま〜零｛

子

原

でおり︑要望箏項の概要は次のと

点に対する鞍望事項をもって結ん

おりである︒

日本原子力産業会議は二刀五田東京・有楽町の電力懇箔会で午後
へ

篇蒔から︑第†㎝圓闘の総禽企翻婁員離隔僧闘き︑赫圓同委貴会で無

職不十分たった昭職四十三年度庶鰻二業副審︑アイソトープ放射線
利用に関する化学・四維工灘醒験黛の報鑑澄︑原子力罵胴囲月内化

竃許ぞ

攣︑繊維工粟懇談会の報告

補

彗♂魚⑪

患談会の報告潜作成懸たやての惚鋳な謬塞議した︒
同日欝臨に入る龍に︑外講欝羅

連局沢井軍総記艮が︑ききに ジ

織灘騨か穏みたアイソトープ︑放

機関およびM体にアイソトープ放

瞬一色勲の報轡酪は︑化学・繊

核拡散防止条約︵草嬢︶に対する

の現択と尚題織︑さらにその問題

尉線利用の厩況に始まって︑各々

ュネーブ薫縮婁員会に提雌された

田績闘社輿田論脱委員が︑咋年原

わが漏の考え力を説明︑ついで留

髪氏

斎

清水建設
会長清水正雄

4

㈲離〉

伯0万円 が 1，600円

険料は8，0GO円、1日当りハイライ

／

欧米原子力事情視療団の団長とし

工噂務︶︑源子力用鋼材標準化懇

〜

灘ならびに秋極的な撃発助成のた

は︑湯川正夫委蟹長︵八幡製鉄副

写爽は第十一演総合企画委の合鵯

鯛

脚

鳴
鯛

」翻氏
湯

藍塗轡籔螺

鱗謙二

談会の報告魯作成力針につい て

社擾︶がそれぞれつぎのとおり説

昌

競一二
【 ＝rP
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聞

業

独など三国が共同で
一不iラトム娃に対しライセンス
契約によってナトリウム技術を与
えることになろう︒

田年夏発教された共同R＆Dの
一剛幽によれば︑ネーラトムおはナ

トリウム系機器の開札に霊力を注

およびノースアメリ ぐことになろう︒

ーカーにタービン発蹴機が発熱さ

．

れた例は⁝つもない︒一九七一・ 轡
㎞
二二引き渡しのユニノトについて

は謹た製造スペースがあいてお

G封も︑大きさと型式によって

り︑七三無はさらにあいている︒

は︑火力︑原．＋力ともに︑一九七

れらは一九七二年豪での閥に引き

．

コネチカソト・ヤンキー︵電

・

W︑二衝五率聴間を達成︑運継

気出力五酉六＋二MW︑P開
W始は一月十五日目
R一︶⁝昨年十二月に四百山ハ十二

インディアン・ポイント漁1

発電所近況

MWから定斎九十MWに眠力
米の原子力
上之︑七月の臨界以来二二六

千万KW11以上を発電したが︑
難業運転開始は予驚より三カ月

サン・オノフレ︵電気出力四

遅れ︑一月一日となった︒

も指摘している︒

取替を行ない︑十二月十三日運

紙再開︒

ヤンキー︵電気出力酉八十五

MW︶一＋二月十五日嵐力上昇

闘始︑三月半は燃科取替に入る

予定︒

ピーチ・ボトム酌−1十月十

ド発電所として連続運転を行な

九日に簿止以後︑ペース︒ロー

フラハーテf氏はさらに次のよ
うに述へた︒

して引き誓うかどうかを知るため

争に対してタ許ビン発電機を製造

でいる︒共同研究で発表されたと

三鷹機の分野に入ることを望ん

クリヤーフィールド︵ペンシルバ

多の園難が想像されるので︑ひ

って歓迎された︒

ノースアメリカン・ロノクウエ

ルおよびブラウン・ポベリー社

は︑変圧器︑熱交換器のような発

製造能力についてナ分な検認を慧

乱しており︑また高速増殖炉のR

＆Dに関する協力の可能性につい

ても二品されよう︒

ドイツで新たな
ウラン探鉱会社

ウランの調達および擬鉱のため

の資御家連合としてこれまで運営

されてきたドイツの四つの鉱染︒

冶金会祉がこの桑務を尖施するた

影はフランクフルトに躍かれる︒

WH社︑ピッカーリ

た︒

アイス・コンデンサ
ー方式は安全と報告
米ACRS

アメリカの原子炉安全議悶婁員

スティング・ハウス︵W11往︶

会︵ACRS︶はこのほど︑ウェ

のアイス・コンデンサー万式につ

4一︒

る二号炉︵三蔭五†MWe︶をウ
ェスティングハウス︵WH︶判に

炉に隣接して建設を予定さ汽てい

ール河畔ベズノ！に建設中の⁝写

スイスのNOK電力会鉱は︑エ

型二号炉を発注

NOK社PWR

る仕様に蝦夷きれている◎

ミシガン・エレクトリノクに対す

し︑同社の子会判インディアナ・

一﹁○OMWe二暴のPWRに

クトリンク・パワー礼が建設纏ゐ

力郷制概愈で︑アメリカン・エレ

方式は︑嘱託時冷却の水による庇

W11拡のアイス・コンデンリー

を条件としていると述へてい

に︑この判定は試験︑解折の続彷

き方向に開発し得ると述べ︑阿時

はこの中で︑この万式は漁足すべ

dてAECに報枯したQACR

つぎのように述へ陀︒
． 照尉ベーコンの諦観的甫端進出

は︑本奪第二︒四半期で︑全國的

ではないが︑〜都市にとど贈るも

のでもない︒照尉ポァトはただち

に市名へ試験的進出をしよう︒

新しい照射プラスティノク木綴

による床材・パーマグレインは︑

現す︑テラソールを扱っている

大規模に販缶さ㍑ることになる︒

業嵩を相手にして無簡︑何酉万平

方円の床材を︑ニューメノクは売

り込むつもりである︒

食品衛生警卿局の請可があれ

ば︑直ちに数＋万㌧のハムを他所

濠たさらに︑ニューメノク社と

より低齢に繊給する川曽がある︒

は豪た︑化学上の工秤に対する感

用も盒めて多くの照射技術にも着

国しており︑これらの活動の成否

は︑今無ニュー済ノク抗を吸収し

たアトランチ・8ノク・リノチフィ

；ルド祉の態度にかかっていると

付言している︒

クリヤーフィールド工猫は現在

四万キュリーのコバルト紛源をA

が製作するもようQこの一増発電

発注した︒二号炉の燃肝もW11社

炉は一九七二年の運紙開始を予竃

ベズノー一号炉︵正味出力．⁝樹

している︒

ヒューロン湖底

五十MWe︶と同腹に︑これるニ

加︑TGS社

でウラン探鉱

カナタのオンタリオ州当局は︑

︵﹃PGS︶に対し︑エリオノト湖

テキサス・ガルフ・サルフ／一筏

域でのウランその他の操鉱を泊灯

ニ万二千五蕎エーカーにわたる地

にほど近いヒューロン湖湖底のト

ECLに発注し近く到滑する予定

f

ング発電肌の四つの魚水炉用シル

鯨蝋イ・カランドリア︵圧力︶管

の供給契約を結んだ︒契約金頷は

約四輪万ドルであるQ

︷ろの発賊炉︵それぞれ総躍気欝 した︒同社は一般陶な探鉱をする

ビノカーリング発難所の最初の

あるいはウランを童な対象とした

すでに米国その他の地域でウラン

力五丙四ナMWe︶の建設は︑昨ということを指摘したにとどめ︑

トライキによってさ法たげられて

年︑半無以上にわたって嫌いたス

は︑﹁九七〇年の運転開始を巖達

いないと語っている︒

一方︑主命却ポンプの聞題で︑

いては．口明を懸け繕

つのタービン懲懲機および昌運機

作され︑ギブス＆ヒル枕が建設工

器は︑ブラウン・ボベリー社で製

事を挺遇する︒
︸九六五年半はに発注された一

肖︑4炉は一九六九年︑瓢月には定踊運

転を開始する見込み︒W11礼の報

昨年約六カ月にわたって運紙を停

告によると同炉の圧力容器は俺月

MW⑧︶は︑定常運紙を再開し

獅ﾉ据え付けられるQ

CANDU晃電所︵正蹴出力二購
醤え付けを冗了し︑蕉気発生器は

カナディアン・ウェスティング

・ハイドロ三二会社のビノカーり

チール社の特機部は︑オンタリオ

ハウス社およびカーペンター・ス 止していたダグラス・ポイントの

ンク圧力管を受注

どうかについては︑獣た決定して

保45されることになっており︑本 謝画を変更しなけれはならないか

ロエクナーの四社によって平等に として一号惣を完威させるという

・エレクトリツィテ！ツおよびク

ゼルシャフト・スタイン灘iレン きたQオンタリオ︒ハイドロ社 探鉱を行なっているかどうかにつ

ルで︑株式はヒベルニァ・メタルゲ

新会社は︑資本金こ白五ナ万ド

めの新自社を正式に設立した︒

リーの線源を團標としているQ

NUMEC社副社長オスカー
で︒
ある︒なお最終的には千万キュ

ニア州︶の霊鑑設備拡張に乗の出 グレイ氏は︑最近の酒動について
している︒

である台風︑地震による構造物

ろく倒懸の関係者のご協力を希

が︑そのほかにもニューメノク社

しては︑需要の増加に応じて︑照
ロノクウエル祉が畢くタービン 送露の機器についても︑米躍内の
射食品を布販に移写つもりてある

発罵会赴はノースァメリカン・

クおよびコン︒エシソン祉︶によ

月十五賑現在︑一一菅九＋五M WR︶一九月二十九日以来燃料 〜百間休止︒

っていたが︑ナニ月十四臼から
二二＋九MW︑PWR︶一＋1
二︵電気重力二百七＋MW︑P

いる︒﹁われわれはこの調査をい

フラハーテfは次のように述へて ・ブレードの製造を契面したこと

h

年にタービン発症機の引き渡し

しかしながら︑引き渡し期限に

ができ．勾とのへている︒

よせ萄関心については︑昨年発蹴
会祉が原子炉よりもさきにタービ
ン発電機を発注したことが六野も

ある愚詠によって証明されてい
る︶

一九六七隼兼において︑GEと ずれかのメーカーがどれだけの製

WH6米国の皇尊系統に対し︑竃造能力をもつかを基礎にしておこ

渡されるものであったQ

き︑この鋤陶は少くとも二大発羅

﹂・フラハーティ35よびブラウン 気出カ一億一こ千三面万KWのター なうのではない︒われわれが米園
ビン発乗機の受注残があり︑こ において実際おこなわれている競

フラハーテ︷剛社長によれは︑

ハイムによって任命される︒

・ボベリイ社の副社長R︒ゾント

i社はタービン発鑑機製造のため

である﹂

昨年薦祉は拡張訓画をスタ⁝ト

会社︵アメリカン・エレクトリノ

照射設備の拡張へ

親会社のアトランティソク・リ 究所の製品は︑今無には大規模な

NUMεC
食社
品︑床材の販路を開発
ノースアメリカン・ロノクウエ

ノチフィールド祉から﹁織狂的﹂ 販布を図指して試験的衛揚に送ら

するという方法を舗査の中に含殺

支持を受けて︑NUMEC社はれ
︑てきている︒

ル祉はこの労働貨金の董は米思

は勝つことができた︒

米国の原子力発電プロシェクトで

やGEとの競争に少くとも欝ろの

労働賃金が低いために︑欧州の

は言下GEおよびW重工社によ．鶯 このスタディを魯ぐ理知として︑

電機製造能力をもつことになるは

し︑今年宋蒙でには︑琿既発慰灘

また︑米国の二大メーカーによる

一九七〇年差でに五億が︑さらに 蹴力会社が長期澗タービン発電機

米国に施設ぷ高等中である︒両祉

ル牲とスイスのブラウン・ボベリ

ノースァメηカン・ロノクウエ

アメリカン ・ロックウェル社が

発電炉へ進出を企図

カン・ロノクウエル社が共間所自

ドイツB＆

め︑インターアトム牲ーデマグ・

一九七〇年着工を自標に協定成立
ドイツのシーメンスとインターアトム︑オランダのネーラトムお
よびベルゴニュークリアの各村は︑矩気出カ一篇億NWのづトリウム
冷測両描隙型瞬硬設について戦用ならびに窪石を分担する止武協定
に羅毒した︒

九七〇年には建設に昏回したい瀞

に政駒に詳細な63し入れをし︑一

この協疋に麸ついて︑ネーラトム
向である︒敷地としては︑アーヘ

三寸政府聞の謀解に支えられた

とペルゴニ謡ークリア両dはそれ

○・一五・一五の比；て配分され

漂流炉用機器は︑三二国間にヒ

ーが予定されている︒

ぞれ非公式に⊥ハ千丑B二君恥老熟 ン近郊の小都︑ヴァイスヴァイラ
五薗万かと招 死される建設費の一

残りを引き受けることになろう︒
る予定である︒

五％を引書．〜け︑ドイツの二祉は

しかし︑饗雪上は︑全費用の大部
トイツ篇崇省では︑同下のとこ
るマーケノトに入りこむことを期

ず︶で・める︒ちなみに︑

二千七薗万KW以上のタービン発 タービン撃沈槻メーカーは︑WH

分は奴騎の予算支出よりまかなわ
ろ蒸気冷却同憧至難炉を建設写る

には︑製迄能力は︑わずか一千五

颪万KWであったσ

二爾万KWの新しい発電設輪が建 内で製造する胃病失われることを

砥嫁している︒

で街釜二千三白点KW増加すると 究グループは︑部贔を海外で製造

る︒WHによると︑米国のメーカ 設されるし︑WHは一九八○隼ま 知っている︒それぞれこの共同研

なことには理由がないとしてい

しかし︑GEもWHもそのよう 一九七〇怨欲でには︑毎無二千

るQ

一九山ハ晶ハ焦・

されていることが挙げられてい

価格と緬格決定方針に大きく左右

一九八○無までには七億瀦に達す の引き曝しを受けられないこと︑

れることになるし︑また︑︸︑二

二社はこの闘題に関して︑協同

ことを考えている︒

関係機羅の国内市場にも入りこむ

また︑二社はその他の発・送昭

驚

待している︒

プロシェクトをさらに進めるた

と述へている︒

国際協力により行なう副薩はない

ドイツのプロジェクトを並行的に

れる︒

の電力会社昏窮窪れるものと見ら

公武な予定は娩蓑されていない
が︑ドイツの会眉は︑一九六九年
︐

これはAECLと翼同開発したも
のスタデ〜・チームを編成し︑こ

ーには要求された引疲し期隈が満

エル社の子会社であるアトミノク されなかったり︑適当な製造スペ

れはノースア〆リカン・ロノクウ

建設中のジェンー
一九ヒ一年冗成の予定︒王地はセ

ので一九六六年九月に骨工され︑

以前は州立であ⊃たケハンナ研

れたこと︑象た勇油燃料も硫黄

GEおよびWHの五二に対し︑せている︒GEが日本にタービン
た技術畜は実力を餐うことがで

の設謝罪の間題︑廼に蒸気発生

うしだいである︒

a、beS㌔

産

力

ースがないという理由で︑海外メ

ものをあわせて二二菖五十万K 技術者の努力によって解決さ

ことによって起る硫酸腐食と亜

ラーに相当し︑炉が次第に大型
化するので火力技術者が遡遇し
た種々の問題を十分に錨聞して
嬬設に︑試運転に︑あるいは常

ことも想像にかたくないQ軽水 採用に努めてきたかげには幾多

設備においては︑螂料としての

玉︶

禰

カナダのケベノク・ ハイドロ社

・インターナシコナルの判長J・

新闘︑ラジオ

…

｝

黙
硫酸ガスによる大気汚染との問

の含有嶽の多いものを消費する
箏故とか間題燕の解決には設

きたと思う︒

諭︑材料製作︑加工︑検査︑組

題がある︒これらは米践よりち

れ︑豪たは解決しつつあるのが

わが国の電気肇業において電

立︑据付︑運転等の各種の関係

に近づきつつある︒原子力発要

Wに及んでいるが︑集謙発雌所

源の主流になっている火力発電

技術者の総知識をそれぞれ動員

所の袋系は髪力のボ訟

で連日鳴動車に

も︑明治の初期から日本の電気

ころに伏兵が潜んでいる揚合も

きれてきたが︑時には慧外なと

実糖であろうQ

いくたの問題に直面し︑それぞ

の歴史と共に歩いて来られた兜

における建設中ならびに試運転

る︒商動車の運

れ並々ならぬ努力を隠ね解決さ

躍から私共が受けつぎ︑今田で

報道さUれてい 後今日凍でには︑黒糖上運転耀

転性能も球と共

れたことには深甚な敬意をはら

よる交通箏故が

に改良され︑遺言の艶備も璽に

うものである︒

︸歩先んじて解決し豪たは解決

は交通の規制や橡識もB増しに

欝

先入の苦難を思う
原子力発電開発への道

莱還転に入るへきである︒もち

たない︒

題も考えに入れることは論をま

ろん原子炉たから核物理晦な問
あった︒火力発躍の技術は戦後

鳴鳥鋸纏
米圖に教えられるところが多か

武

が︑常に追歩を求めて蒸気条件

は米国に次ぐ技術水心になった

内
先進図の英本国にある同型の

河
原子力発電設備でもずい分多く

雄

よくなりつつあることが分る︒
匿え方によっては二瀬事故とい
う澱い犠甦によって自動車の性
能と当路の整備が向上して自動
車が筒度に刊用されることにな

馬子力撫電もいよいよ実用段

ろう︒

階に入ったQ英麟では約五酉万

の試趣紅立たされ︑建設にも試

石炭の灰分は米田の石炭の三悪

田子力煙霞の推進にはなお幾

運癒にも人嫌れぬ畿労坐なめた

以上も含んでいるのが多く︑従

ったが︑米国よりも厳しい条件

のが田園で︑この種の間題廠を

を島めながら新機種︑大型化の

炉の先戴である米国とても岡様

解釈することによって技術が一

KWの抜用機が運転に入り︑米 の事故もあり蕾労を噴ねている
国では運転されているものから

ざ試運癒となってからどの発電

千五葱敷草KWを越すことにな に建設中もさることながら︑い

受注の設傭象でを躍上すると五

所においても種々閾題と取り組

︵筆者は中部電力株式会社副蟹

に入った東海発電所を始めとし

り︑わが岡でも麻年全出力運搬

渉尚上し︑工事︑運転に参加し

ってカロリーも低いので困らさ

h甲

鼻

み︑その大部分は優れた学者︑

・二黒｝

トリ ー 発 電 所 一

置する︒

トリー・ビレノシ西三・星図に位

ト・ローレンス河幽岸︑ジェン
はCANDUlBLW︵重ン水
減迷
沸騰軽水冷却型︶の線型炉︑ジェ

醒︐

興

ントリー二子力発電所︵回気娼力

議

子

原
写翼は炉三層の建設現場︒

熟

驚

轡鞍

二十宥万KW︶を建設中である︒

藤爵︑

鶯

一⁝

ひ鱗
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ス氏によれは﹁：最初の串請が

〃

〃

罎答の殴階にある︒この段階は十
一週目位が驚想的スケジュールで
ある︒

﹁澱祉が提出した︵燐逸機器設

ケジュール

娼年度年間ス

RI研修所の

去はその概略である︒なお聾

間スケシュールを発表した︒

ど昭稲四十蕊無度の研修会年

所およびコンソリデーデノド・エ

力賦のフォ：ト・カルホーン発慰

する︒鰻初の申講は︸九関三年十

公布するのを濠って甲請欝亭骸正

i・アイランド発艦断︑オマハ醒 転位に関する譜罰器鍛巻AnGが

たろう︒それによれば︑

訴の︶材堀は︑10σFR憩りその

日本原子力研究所ラジオア

イソトープ研修所は︑このほ

と甚本的に同しである︑などの理

ある︒

集のκぴ本紙に詔帰する予症

これらはそれぞれ異なった段階に

ト輪3発膿所一が握撫されたが︑

ヂソン社のインデfアン︒ポイン

発電所︵コロラド・パブリノク・

○フィート・セント・ブイレン

︵HTGR︶環型炉で圧力容器は

あるQノーザン︒ステイツ︒パワ サービス社︶一勧温ガス冷却炉

プレストレスト・コンクリートを

月半ば

中舗後三十九週図の今無

と異なる許司手続を愛し︑それが

使う︒この実訂刮画には︑軽水炉

ー社では籔悶状に対する回笛を︑

鑓力区では申請後三十六週闘であ

までに行なうとしている︒オマハ

ソン社は巾譜後三殿六週になる現

期閥は十八週である︒コン・エヂ

通告された︒これに鴛応ずる理想

ュージ碑ージー州バーリントンだ

ス．E＆G穏︶一当初︑敷蜘はニ

ON・J州パブリンク・りービ

︸昨年十月四十阿行なわれた︒

る一月にACRSが会含を開く旨
進歩状況に影響している︒申謂は

窪︑豪た何らの公式質問状符もA

○ボルサ島発電・脱塩向用ッラ

日行なわれた︒

地は派短︒細目は︸昨年十驚一餌

したため︑ここを放衆した︒代農

ECから受けていない︒現思風聞 ったが︑AEσが読酵に畷魚をか

バーシニア・エレクトリノク＆

としては八魍囹の股贈である︒

パワー廿はサリー発電所の串請を

昨銀の帯下二十日に行なっている

藪り申︐而後四十四週口になるだろ

状を二心るのは

ー表盆︒一匿葬八飛一碍に一雌申

力局︶！九十万KW二丁のメーカ

E祉︑羅ス・アンゼルス水道・電

エシソン裾︑サン∴アイェゴG＆

が︑AFGスタノフが調書な解答ント︵サザン・カリフrルニア・

影写所は泳義上に建設しない最初

うとしている︒岡眉では︑サリー

月一日櫨しか三徳しえない︒それ

ルは可能な限り汀総しており︑ス

ている︒そして︑建設スケシュー

フでラデルフfア・エレクトリ

遅れているのたといっている︒

牲の検討串愛することから灘捗が

の発徳所であるため︑地甥︑謝震

月の四魍隠︑つ

から冬にかけて運転開始しなけれ

ケジュールにあわせるためには︑
でもなお︑AECのスタノブ︑A

ノク31のビーチボトムニ野および問は︑コモンウ澱ルス︒エジソン

ム発聡所はやはり﹁一九七一年秋

ばならない﹂と再確認した旨述へ

ECのコンサルタント︑AC逸契
S約者は二月十五Rまでに︑︑圧力

タントなど関係翼全部の集中的絡

講︑当社︑契約者とそのコンサル

述へ︑AEC黒総の回外として︑ 員会小婁 会の聴閲会が︑昨年十

礎工賢を始めなければならないと

三号機に闘する旅費帰安全議閤委

黒十ヒ嶋問から︑フロリダ・パワ

租のクワノド︒シティー発電酌の

ト発窺所の五十ヒ趨問にわたって

ー＆ライト眉のターキー・ポイン

期閲は二十六超である︒恥暇会で

所︑含認二十幕の罐転詐再申静剛が

二月ヒ躍に開かれた︒申謹後脳十

昨無五月には申請は一つたけー

はド⁝バー市の反対煎発もあり︑

提出され︑AnCスタノフが輪譜

鷺Gは三件の運転講曜をドした︒

を行なっている︒昨年㎝年隅にA

酢年の氷︑建．眠中の十四の允匙

いる︒

メトロポリタン・エジソン社のス

る︒

穂設論可はさらにだれるとみられ

勤駄事粘が介証している蹴出

○マリブ発犠所︵ロスアンゼル

は︑次の四つである︒

ス水縄・総力局︶1難震時の地嶽

に二種類の島速炉か研究麗発され

ることになったQ

会議では二つの調脇町ぷ・作り技

とならびにこれの岡際胸規模によ

術的︑終済的可能礫を騨価するこ

闘−日ッパの高速炉

る開発のための機関と財政形態を

顯．隣することが決定された︒研究

て︑産業界と町頭な関係を保持し

開発はフ嘱ーラトムを仲介とし

て行なわれることが承曳きれた︒

︸九六八年の磯馴長に︑C．W︒

ザーヘル簿士が︑また︑劇震ほ藁

選ばれた︒

には︑S・H・ハノウアi博硬が

姫ザーベル博士は元ロス︒アラモ

ス研究所の原子蛉部門の費仔者で

あり︑オメガウエストの割下︑建

設をした︒現在ヒューストン人学

カ物理学会鍛である︒⁝九六七年

大学院の研究郡艮であり︑ア〆リ

ノウア戦士は元総立オークリノジ

には副婁員長をつとめていたσハ

調査班は六月開催の次の会議へ

設に参加した︒現在テネシー大学

AEC原子炉安全審査減員会の翻子工学教授である︒

査委員会の新人事

AEC原子炉安全審研究所で制麹と懸濁系の研鐘︑建

の会議は︑仏原子力委貫会婁貫︑

︑

は開発が進められているが︑さら

すでにナトリウム冷却醐遼増殖炉

NEAの協力を得て関催された︒

F・ペラン教授を講畏として︑E 報告することになっているQ

価する動きが㎎らかとなった︒こ

の紬遠憎殖炉の開発の可龍性を評

おいて︑蒸気論却およびガス冷却

パリの原子力関係専門窯会議に

開発の新しい動き

親騰鍮
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・ステfツ・パワー批のプレイリ

四月には三つの申請ーノ⁝ザン

階である︒

過きた現δ︑求た慣問︑回瞥の段

リー・マイル︒アイランド発堪所

三週目であり︑これに対する琿想

ヒルダリム発電漸が五ヵ月半で諮

一二＝＝墨㎜＝一一＝欝一鍾一隔＝1
＝ ﹂一二＝嘗︸質＝一﹁＝＝〜㎜一＝一瓢一蛋＝一＝一二﹂一一講開﹁＝−蟷一＝凹闘；i＝翼刷＝一ご電■■＝一二鑑一〜一＝＝齢憎一︷需一瓢＝一一藷粥一二一讐一1

一提出されたが︑これけ三十四週

同社はまたAECに︑一九七一めて畝しいと要望している︒

した︒これらの輸送には︑大雛

原子力発電所からの使用ずみ

ラノクをフルに使用しているQ

燃料は︑トリノ︑KRBとの長
WO︑ガリリアーノ︑ソリタ︑

期契約があるほかSENA︑K
オゲスタとの交渉も逃んでい

千六酉四十六万円︶だが︑

資本金は現在五十刀フラン

る︒

酌町以醗のコンクリート注入を耀

可の下りたミルストン・ポイント

と︑出力レヘル︑伽心椙力密陀と

二十・山椿老声曾過工Oた現卵仕︑珠た諸

た︒これらの申認処押に要した期

に対し︑九件の聲設許町を飾なっ

定年㎝年にAEGは合雪国凹尽
だ︒しといっている︒当初の許司

小婁膿会︑ACRS委員全体の会
抑鋼チエンバーのコンクリート塾

詳して鍛趣穣弊宅始︒

肢齠冾ｾった︒同礼としては︑

﹁現在のところ︑建設冶可は四

一月二十三日行なわれた︒

である︒

触手II41年

ブラウンズ・フェリー3弩機の 他に要求される仕様に含致しな
い︒この件が瀦足されない眼り

8ノ」15日〜10月9日

難設訂．刺を臨年七月士晶凹に印請

前にAEGから最初の﹁GFR50暑は︑一次設討温
輩︑設謡聖餐および設訓基礎の一

一月単ば

したTVAは︑二十六週後の今無審蒼は継続でまない︒﹂

次設計濫準との関連︑鞭設材料関

Q月12目〜2月28H
3月3日〜3月19隔

qIの化掌への覇羅コース
R1の工業への利用コース

いてない︒今までの三選の会合

厲ﾋ線化学コーース

質問状を受取れるという期待は抱

?２月2日〜ユ2月11日

1

どが最終設譜が十分な安全轡の余

昭和43年

心冷却系はクワノド・シティ蘭2 力源を再倹配した縞果︑ピルグリ

門

厲ﾋ化分析コース

係の
で︑AEGはTVAが一野︑二
号瘡報︑全般的な配趾と刃法な

は思われないが︑必要な笛報は解

昭利143年

勘1と実質的に同属度であるこ 力が必要である︒

＝闇︷鵠¶＝謄繊

奪秋の鍛力罵要︑およびニュー

核燃μ閣係では︑アメリカと

いう︒

の佳箏の九〇％卒．カバーすると

だが︑これはCEAのこの方西桜では同拙所肩の三十三台のト

閃つる新しい五力年契胸を結ん

近C皿Aの放射性物質の輪送に リバーなどの再処理工場に輸送

一＝基督ニ一層＝︑曹一一譜二一一牌一翼一翼桿︷一一一一：冊一︑＝一一＝一一一＝嵩

も︑ブランス・フエリー一︑二男

う︒このほか特殊業勝として︑

隔﹁■−篇一﹁二二一劃＝嗣

と︑建設酌冥冥での期間誉われわ

一一聯一

・イングランド地力のその他の電
＝一m一＝こ＝一

議満的評価から始まって︑バノ

騨の輸送と

再処理︑賃濃縮︑廃葉物処運な

曜
フランス

CEAの90％をカバー

近く締額増贅の予驚︒一九六七
ヨーロノパ閥の大規様な輸送の

︵七姫二千九衝二十万円︶︒従業

年の総売上協約一千万フラン

原子力︑化学輸送︑飲綱関係六どのコンサルタントおよひ最終

員数1ースタノフニ十二名︑甲羅
車運転手薫君名︒社長シャルル
・マントルイユ氏︒︵M・墨︶

究騨からの使用ずみ燃料をヨー

一九六七野末

経験かあるほか︑

一九六七年の放射性物質の輸

激でに三頁件以上の実験炉︑研

六〇鉱に設立された︒

輸送することが間社本来の業送は四千五百件︒主な取引完

窺ノパ各地の原子炉敷地からマ

写翼はラ・アーグ工場に穿い

が特殊なは︑フランス原子力庁︵C類

務であるが︑

ルクール︑ラ・アーグ︑ユーロ

物質

ものであるため︑輸送関連業勝A︶で︑輸送関係の亮訟のうち

ケミノク︑ドンレイ︑サバンナ
二槻＝旨隻m躍幽＝嘗一﹂二二召

た使用済燃料輸送車
六六％を占めている︒周社は最
一＝講一i

11例えば輸送のための狡術的︑

U月201ト7月311

密封線源コース

の許酵当隔解決されたと考えてい

一ることについてまで鴇︑問しょうと 裕をもって設制熱礎に趨合すると

している︒もう一つの八月の串謂

〃

いう保証を備え︑施設の一次設計

〃

に関する可能な限りの情報を遊り

〃

薪ーコンシューマーズ霞力区一は

いる︒﹂

込んだものであることを要求して

〃

の償簡状を昨年の十二月二十日に

そのクーパー発電翫に対する書初

〃

概して︑申舗が古いものほど︑

﹁詩社の提出した予備餐全解析

余である︒・：格納魯器設計に関

T後である︒今後万璽巧く運ん 欝の剛鋸設譜に闘する情報は不完

受取った︒これは申議日から二十

スケジュールは遅れているようで
ある︒

酢琿八角に申請をした四つの発

1月27口〜2月25目
2月28日〜3月29日

諜麺灘繧羅霧懇懇態翻縁男

〃

する悟報は不完全である︒・・建

〃

〃

殺到する許可申 請

〃

許可遅延の理由

AECは二＋八週を理想的と認めるが
アメリカでは鍛近二つの原子力発閑所に対して建設飾可が下りたが︑申請を行なってから二十八週
以上を経過して︑未だ許可の下りない原子力発駕所が二十一もある︒この二十八濁という期聞は︑串

請から詐可激での﹁理想的な期間﹂であると︑昨隼十一刀の米図腺子力種業心許年次大会でAEC原

〃

ないのである︒

子炉自認削部授ピーター︒モーリス氏が述へた期閥である︒しかし︑閥題の二十一星の中には︑正常

〃

な進捗を妨げる特殊箏情が介在している四件が禽装れている︒
〃

でも︑娃設諮町は謡初コンシュー

〃

電厭ーウィスコンシン・パブリノ

〃

マーズが活織した四月より一カ月

AECの審査方法
所︑ウィスコンシン・エレクトリ

ク・サービス祖のキウニイ発竈

〃

二件の串請が最近なされ︑スケ

設中および硬丹後の立入険査︑監

シュール内で酔可された︒一つは

遅れ︑π月になるとびりえられる︒

スケジュールを考曝しない︒発全

不完全な場合は︑われわれは全然

ニュークリア・インダストリー
ンク＆パワー社のポイント・ビー

視力法︑品簸鱈狸︑試験など︑全

インディアナ・アンド・ミシガン

こうした遅延の珊由の㎜つに︑

かつ満足すへきものである場禽に

﹁戸吹な特別職見や轄報項騒の

般的に不冗全に扱われている︒﹂

認の今回の調べは︑昨毎十月岡謀

謡講省にとって必愛なことがあけ

拶78
一覧はついているQ冗介なものと 由で長期許可を期待していたので

チ掬2発再勝︑フロリダ・パワー 頃講漕の追加データの禅錨期聞が
社のクリスタル・リバー盲亀所お

︵昨年一月一日申請︶︑い豪一っ

祉のドナルド・C・クノク発蹴所

﹂

ン祉のサイオン発電所二筋に対す

られる︒コメンウェルス・エシソ

のである

が掲げたAEC規制部畏ハロルドだけ︑スケジュールを進行させる
・プライス氏の次の昌熱を実調す
よびナイアガラ・モホーク紅のイ

12月5目〜1ナ」13臼

．1ρ79

1月16日〜2月ユl1

軟ベータアイソトープコース

ス

〃
希望月日は︑申晶後七カ月の今卑

るAEGの書状の内開がその偽例剛されている︒︺

ーストン発電辮一は甲請から二十

の違滞は串請に欠点があるか否か

勝74
〃
海 75
〃

撚︑回讐の段階である︒

ボストン・エジソン社が

審査の早期化を督促

週灸り冨過した珊蕉︑また顧問︑

セルビル発醒所︵十一月二十九臼

ナダレのように殺縛し︑蟹ダルマ

には関係なく︑AECのスタノブ申請︶である︒

NI諒の調べでは︑申請の処理 はアーカンサス漁灯・蹴力のラノ

のように肥大している︒すでに全
の審理中に蛋ずるようである︒一

るものである︒﹁建設諮可巾請は

部の中払をスケジュール怒り運ぶ

般にAHCスタノブと串請者とが 二つの激騰所は遅れている︒サク
一度会会し︑その後質管状と圓讐 ラメント公簿澱力区のランチコ・

しかも︑それ以前に石製された

保証は不可漉なところまで来たよ
うだ偏と彼は述へている︒

セコ発覆所︵昨年十一月二十田申

状を各一通作成すれば十分である

モーリス氏のいう理想的燐閻は

︵昨年・几月二∴T乱一日由・請︶一に関す 昨年の山ハ月一二十日旧にビルグリム

講︶と︑メイン・ヤンキー発電所

は︑申譜薪はAECスタノブと

ｸへ唐ものを黒んでいる︒この と考えられていた︒しかし見突に

燐悶に行なわれるのは一糧の 質

初の会合は︑やっとこれから行な

るAECのスタ︐フと申詰者の最発鍛所の建議を申請したボストン

昭和43ff．

の八訓聡警であること︑緊急時炉

・エシ﹀ン欝欝︑AECに灘状を 岡社は鐙状で﹁今になってみる

カ月以工に撒って非公式な会禽を

昭和43年度実施コース期霞表

れは勲かく杉えすきていたよう

会︵ A C R S ︶ の 小 媛 員 会一圓お
持たざるを欝ない場合もあり︑さ

／瑠を表わしている︒同社の申請は

送って︑註可手就の遷滞に鹸憾の

ECのスタノブが轟足する例は少

らに︑一通の質隠蟹︑圓答状でA われようというところである︒
よびACRS馨鍛の全体会識︸

一づ 閾︑圓答と︑原子炉安全諮問職員

ノ輔

原
回︑これたけに過ぎない︒モーリ

コーロ︒

＝憎；︑齢＝謄＝＝〜癬
一一齢
＝一
曽彌
＝ ＝篇噂︷＝＝＝闇幣〜一﹁﹁＝

子騰記驚線繁懇贈賄融

⑪

一一

輪送業務を一手に

関連勲業を
手広くやっているのが︑トラン

スニュークレール籠てある︒
賢業内申と同様にその簾史も新

らしく︑わが国でも動燃の蒋
処理工場詳継設尉ておなじ．み
の︑サンゴバン︒テクニーク︒

，4573一般コース

コ

7月15日〜7刀25日
u月4日〜ユ1月19日

4物科挙へのR工の利用コース

コ

留目41鶉

577
ス

4月8日〜阿 13日
〃15日〜〃 20日
5月7日〜6月18日
明目7B〜7月15日

新入所員コース
大 卒
〃
簡 卒
IAEAコース（％72囲相当）

礎

5月13iト5月21欝

オートラジオグラフィーコース

専
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i
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〃
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基

一

抵が虫な出三社となって︑一九的な交海もやっている︒

ヌーヘル祉︵閥号掲載︶など︑

（一

ﾝ
@

（4）

第413号
第三穣郵便物認可

無

昭和43年2月i5日

聞

業
産

厨貫穿賀県値貫難壁難藻

予定している原子力発電所の用地

貿取と補損条件等について説明

サイトの広さは面六十五万平力

し︑地元の協力を要離した︒

主の数は四濤三十七︵浜罵町白露

士で︑用地買収の対象となる地

九十四︑町外四十三︶と多い︒近
く二士は用地買版の交渉に入りた

三菱原子力︑原研
から燃料棒を受注
三幽笹子力工業はこのほど鷺本

ランの形で購入し︑米国において

富士電機も高速実験

炉用安全棒など受注

り︑古河百工が製作︑つづいて第

袋荷は第六次取替燃料からはじま

した︒契約金額は⁝目零五万円

制御安全翻と駆動籏蔽試作を受注

いる︒この取替燃科は蒔濃縮︵九〇

銀作している︒

七次取醤燃料は繊友原子力工業が

と述へ︑地元側が正式に原子力発

思われるので︑交渉を進めたい﹂

佐倉地臥で六本のボーリングによ

の精査にとりかかりたい意向であ

り︑このため一日も温くこの地点

ほ憲比涛蟹︵原子力推進部原子力

原子力推進部次長︶▽原子力都付

晶根衆嶺局を通じて同町片句︑御

た︒これにともなって中隔蹴力は

電所は︑電気繍力五や万KW︑四

をつけるための交渉が妥絃したの

地点京での闘二藁綴に工事用逝路

主な人事翼動は次のとおり︒

郡腿島町輪谷地点を建設予蜜地点

醒力は一昨蕉十一月︑品根獄八束

くに温銚水の影響を非滞に問題と

電所を受け入れるにあたって︑と

なお︑鹿紬町では嶺初原子力発

で︑さっそく︑測黛を開始した︒

3600センタは、多数の整備された原子カ

◎

PERτ（丁IME／COST），B〜IDなどがあり、計算のこ塩

曾

政略、経済、企業経営など解析的にとらえにくい現象を
モテル化し現実をシミュレートします。GPSSは輸送聞題
などに二七な〜般性のある汎用シミュレータです。

3次元燃焼計算F撒E
沸騰水ヲllり戸用の3次元1組モデルで出力富度、ボイド、

圏以上は当センタのライプラりとして鰹備されたアプリ
ケーション・プログラムのいくつかの例です。
闘このような計算や解栃は、CDC 360Qセンタで幽幽計

米国原子力婁員会から六フノ化ウ

れ︑埼玉県の三舞原子力工業天爵

金属ウランに転換のうえ輸入さ

注した︒契約金田は約二千二酉万

研究所で成型加工される︒
認力矯正所からJRRi2の第
冨士電撚製造︵株︶はこのほど
八次取酪燃料二†八本の製作を受
なおJRR12での国崖輝
日料
本原子力研鷹所から高逮失験炉

円で︑納期は本年九月来となって

％︶の板状燃料で︑濃縮ウランは

子力部次長翻馬場利男︵原子力推

であろう﹂との援軍を得たものと

子力発日所の建設地煎として遍ぬ

る地盤謁査の粘果︑束鷹の福赫線

中部聡力は二月五日︑静岡県浜

のための協力を要請した︒賢収さ

津など関係地区に対して用地買収

っている︒

四十一⁝連絡の糠力添娚計幽による

部次長11曲師膏薫︵火力部次長兼 電所の建設の受け入れを甕明し

進部次長︶▽火力部次長兼原子力

で︑納期は本年七月二十五日とな

八年二月に運開の予冗となってお

と︑四十四年一月に恋工し︑四十

い懸両であ．Φ︒

子力女臼所の敷地と岡様に圏い泥

中部聴力は昨年八月隔日に︑

岩地弗であることを飽認し︑﹁擦

岡町の原子力発蹴所対策婁員会

力調査課長翻難戦銑二︵岡原子力

土木建染壷皿長︶▽原子力都原子

中部電力の隊子力発聡詔画は︑

劒津︑片句などの山林約鳶二十五

れる土地の広さは輪谷湾を中心に

万平方耀で︑この買収交渉は今月

調査課長︶▽原子力部原子力工駆

る︒

︵婁貫長︒河原穂懸町長︶に対し

て︑糊県浜岡町佐倉地区に建設を

中国電力で組織改正

長︶

を談擬し︑その中に鵬一︑第二麟

運開の予進である︒このため中国

十五年十月酒工で四十九年十月に

▽鋤根原子力建設雌備本部長討

として決め︑すでにボーリング箸

また中態は騰昂町一矢から輪谷

申国餓力は二月五日︑定例人事

れる︑

務課︑工事課を設けた点が注圏さ

︵注︶中国福田の最初の原子力発 末ごろから肖る予竃である︒

異動と一蔀紐繕改正を発凹した︒

﹁原子力部﹂と改め︑原子力副画

は︑①これまでの原子力推進部を

とくに原子力関係の組織について

島根原子力建設準備本部を新設

課長翻矢城犠雄︵同原子力剖画課

見られている︒

中部電力が用
地買収で説明

無†二月運開させる予窟である︒

W︶を四＋六年†一月滑出し五＋

は︑一号炉︵電気出力五†万K

なお︑九蹴の原子力尭竃訓戒で

うしと譜っているQ

資したい人があれは使ってもらお

拓した土地があるので︑そこで麗

⁝羅

路整徽のほか︑玄海町と一緒に干

協力したい︒さらに梁としては道

にもなろうし︑県も全力を上げて

号炉設置を希望

三月末で買収完了
地元は
九州灘力︵日長・瓦林潔氏︶は︑一月三十日二子力発電齎建設地
点として儘費隅々晦声門賀鯖地区の用地買収の申し入れを玄海町に

対して有なっていたが︑二月五日︑九電と地主の間で︑買収価格な

ぜひ一刀炉

憲を開始し一二月︷杯で完了したい意向である︒買収用地は炉心部か

どの塾本的な交渉がまと象った︒このため九亀はさっそく買収手玉

と檀癌的なお政を行なっている︒

ソカケに観光開発に力を入れた

したい方釘であり︑現在水が不足

島

次長11大黒翼︵企幽醐査役︶▽問 によ⑳蚕礎調査を実施しているQ

し︑昨無のおわりごろには関川地

村田治逸︵土木士長︶▽参与岡部

区の火力発鍛所数ヵ斯で温捌水の

﹁源子力工飛躍﹂とした︑②島根

謙と原子力士木建設課を統合し

昨無十二嬉には鹿勘町の方違町憂

影響を調査している︒

コードの他に応用コードとしてLP（線型計面法）

島魍組謬

たまわうております。

鱗．をうけ

ら四日訂以内の約四十三万五千平方斜で︑地元側では
を戒趾してはしい

今園の声門交渉は非精に隙間に
遣み︑さる一月九日に鹿児島耀川
内衛冨田三絃に薄して申し入れら
れた用地買収交渉より軍く癌が談
とまった︒川内市ではこのほと玄

が︑九躍との交渉は謹た粁り禽い

海町に闘査醐を送ったりしている

のチベノトといわれているが︑池
しているが︑将果︑原子力発電に

︵うわは︶地区誉出果るだけ開発

い︒県として篠とくにこの上楊

田ぬ佐賀蜘事は﹁この地方は紙光
よって海水から淡水もできること

佐賀県玄海町鎌継隔地医は九州

がついていない︒

明周で︑原子力発難所の錺致をキ

が町歳会の席上で﹁中心鍛力と具

次長ほ鈴紀滋久︵土木部次長︑原
子力推進部次長︶▽原子力部長目

支盾の原子力調進韻松症嫁子力調
査断を騰止し︑祉長直属の機構と

体的な交渉に入れる段階にきたと

原子力業務強化

古河電気工業︵社長敏訟清氏︶

いる︾猿は人間に最も近い動物

ストにお摸さんたちが協力して

紬研で照射したシャガイモのテ

に敬慧を表してか︑商

櫛懲鱗

一A一倉Illーー

山本三男︵原子力推進部長︶▽原

4ランーン∠ーンー！一4
されたQ

古河電気工業が

して﹁品根塵子力建設雌備本職﹂

報管にも︑それぞれ熱心な賢聞が

なお将来の発展方向としては︑
①ゲーシング利用機器についで︑

蚤光X線分析のごとくRIの放射は二月五臼の常揚会で︑同祉の原
線が分析に利用されるであろうこ

の捜術蔀原子力譲を﹁原子力部﹂

子力関係業務を強化するため従来

に改めるとともに︑同部の下に業

系なとはそっくりというが︑味

といわれるたけあって︑呼吸器

昨無醐監護でコバルト照偏した

雑なものをもっているVそこで

覚も鋭く晒妊もまたなかなか複

務躍︑閲発課︑核勲爵製造課を新

とが予悪きれ︑⑭放射線化学︑放射

三喪︑預立︑箱戸工業︑理学総論

放射線機器については︑東芝︑

行なわれていた︒

中研︶︑踊扇照樹︵日清製粉︶のもの︑など愈聞発することが裳望

ノ！ーンア仁多ーノ！！／！ーンン多多ーン7

四百名余で盛大に
第三回放射線利用促進会議開く

が︑それぞれ比較的新しい機器に
ついての膠質を行なった︒

皷T膨齢黙黙礁ボ鞭講筋臨

設する麹紬の改疋を行なった︒

同社は第︸原子力グループの構
成員としてこれ豪で︑核燃料を主

さんたちに賢味してもらい︑か

ジャガイモを︑おおぜいのお猿

鍵麟

1

エネルギー群は100組まで可能です。上方散乱・下方散：
乱とも考慮されており、高速炉の解析から熟申性子スペ
クトル詔痒まで、あらゆる体系をとり扱えます。

けた︒

特別講演と報盗の内答は既綴
︵本紙一月二十五田号︶の遵りで

あるが︑利用例としてとくに注賦

されたのは三井金属神岡鉱巣所
︵阪田翫︶の﹁飛1による鉱石パ 機葭に議してはΦ放射

たが︑今回の改紐は︑わが闘の瞭

いうわけでテストを厚生省の国

らたへの影響をも起てみようと

液体減遠炉のll奮位セル反応度および燃焼の計勢コードで
狂：力容器型炉で婆携、圧力管型炉で5群を用い、さらに1
コスト計舞やPRES丁Oなどの入力作成も可能です。

制御捧、燃境などの誹算コード。メソシコは25×25×12
まで拡張され、オフセンタ計舞も可能でづ・

GPSS

シミュレーションS漏C飛IPT，

セル燃焼計算M鉦T雌LA8−2

縫縮｛

聞題も二時闘で解き、計弊結果の訓罵も容易です。

警鷺難羅1髪饗

線型計画法ALLεG飛OρPH薮Llε，B赫LPI
経営計画など各種の最適計算に利用できますgとくに
ALLEGROは、5βOOもの条作式を含むような大規模な

2次元多数組拡散CANDiD⑳

鱒をうけたまわっております。

豊富な原子カコードの例をご紹介します。

原麗と同中部懇談会が主催し︑

後援した﹁第三圓放射線篇用促進
会議﹂は︑二月六︑七の両日︑新
築成った名古屋画工会議所ホール
で︑のへ三菱名余りの参馴者を裾

誰でも︑谷掃に安全に

撒罐薪孫諾濱難灘
ルから鉱鑑舞出までを全臼動化し

ルプ濃度の側定﹂で︑ロノド・ミ

てコンピューター制圃している

子力開発利用が実用期を迎えたの
天を数えるのみであ

立衛生研短所が担当した▽だが

研究への影響も甚大とあって︑

彼らの食歓いかんでは食品照緯

たちまち食欲減退︑それでは

この寒気にカゼでも引かせては

気の使いようは大へんなもの︒

申しわけないμと︑お猿さんの

えたというQ

健康強遡はとみにきびしさを屑⁝

んかうんた塗照︶︑核無二之迄譲

発鰹補佐︶山本康期︒

簡村敬瓢︑開発譲憂︵嗣原子力開

長︵申央研究所原子力開発室長︶

鳳子力課長︶片山三郡︵ひゆうま

原子力部艮兼業務課長︵技術部

令されたが王なものは次の通り︒

なお同日︑これに偉う人事も発

業にそくして改めたもの︒

で︑陶社の原子力麗係の業務を営

とした研究開発に主力を注いでき

印実地臥はわが国有数の工染地

使えるようにして欲し瀾難難騰・
わずかに︸

用は比較的少なく︑その事業所は

帯ではあるが︑R工・放射線の利

が︑この塾所にガンマ線測定器を

い②技術着喪威のた

懇
めの講翌会に︑手軽に
側が初めて報笛され︑多大の関心

参加できるよう希望す

しては①オン︒ライン

れ︑またメーカーに対

るQなどの意見が眠さ

の中性子衣分計︑温柔討を騨賑し

で便用司能なもの②塀

家た大熊建設︵岡島︑晦日氏︶

を集めた︒

導入して最恵制劔を行なっている
各櫨企業における駁論の現状と︑

るQこうした背撮から摩会講も︑

報告され︑診た利用上の悶題点が

三尉線機器導入の効果が網点的に

I・放射線に対する関心を高める た蓬田調査︑磁質︑工程賞迎など

掲のきびしい条件で便

論議されるなど︑未利用企業のR

の多くの実例も濫国され︑セメン
らに︑倉識零細中原研の協力を観

ことにその鼠標がしぼられた︒さ

用できる怒4なものり
あ撚り譲産の生しない︑

ト︵小野馴︶︑製鋼︵大乱︶︑繊
維︵果轟萄︶︑トレーサー︵目腐

雛

畷CDC

隈蟹譲ダ
てアイソトープ層用上の椙鹸も受

響蠣1

贈謬鰍畝虚．．3べ♂嘉

池濁佐賀県知
使離し︑欝報をコンピューターに

て姫大に開催された︒

席融

鰍

も
皆様の計算センタとしてご利用下さい

峡

海
名工試︑愛知梁︑名吉屋市などが

写翼の左側か原子炉建設予定地

力

原

「

「

対
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原子力発蹴の発展に伴って︑その運転から
鰻会の核燃科懇談会︑原産核燃料豊明懇談会

利欄は︑高逮増磁頬への利目と湾えられてい
てとりあげられている︒そこで今回は︑昨冬

一回二二年次大会でも璽要テーマの︻つとし

などでも検討が露ねられているが︑今回の第

生ずるプルトニウムの醗も︑近い将来憩遠に
増大ずることは当然である︒醗在︑プルトニ
ウムの特牲を鰻大限に生かした蝦も効率的な

るが︑増殖炉爽用化の時期の見隠しとも関蓮
︸

＝蝋

サクストン炉の区
分装荷実験︵WH︶
サクストン炉で金羅ニナ爵耀以

上のプルトニウムをふくんだ九本

の燃料要畿を炉の中央部に漣醜

ている︒燃料はペレノト方式のも

し︑六五薙十月以来県紙をつづけ

のと撫群発壊式のものがあり︑被

4が使われて︑不劔鋼一

〇四もあ

覆管としては大部分ジルカロイー

る︒照射腎癌としては︑平均一万

五千MWD／T︑プルトニウム・

②リサイクルの時間

融

篠珍

跳

章嚇

間に六フノ化ウランがほば﹁定の

に螺出力運開測定を行った︒出力

ルトニウムは最柳四年聞は駒四十

千重WD／Tつつ二重の上三段階

あとで七十MWにした︒その承豪

癒段︑ホンド嶺たり8励として︑プ 運癒は初め四十MWであったが︑

が︑それ以薩は憩激に下りナ四が

六も年ヒ月に炉を傾止するまで

にわたり出力運紙磨つづけた︒

ている︒

程撹︑ナ六年後には胸ナがとなっ

ものであった︒最終綴橡である一

が︑今までの桑果は︑満足で趣る

EBWRの実証試胸四千MWD／Tの照尉をうけた
験︵BMN︶

ANとBMN社は協力して︑B

と岡時に工程によって製造された

達できるみこみである︒この燃瓢

万五千MWD／Tには季題なく到
MN社が虫水炉PRτ鼠炉で多年
研究閲発した結果に基づいて︑E

他の施設でそれぞれ

乃八千およ

BWRにブル燃料を五分謹陣して
EBWRの燃料擁とペレノトω︑
照射試験を行なった︒

の聰要聞標の申にプルトニウムの

いる︒またユーラトムでも六六年

に十分そなえる必震性を強調して

観するプルトニウム・リサイクル

は︑罵給兄通しに立って︑在来鱒に

ある︒わが麟でも︑涼子力曇員会

以上が新繭された結文の概要塑︑

実鹸をもっている︒

び芳峯MWD／丁奪の照射

HBWRの中央ゾーンに︑三六
本の混合酸化物燃料を入れ︑その
外側に六％の濃編ウランおよび漏
濃総のスパイク燃料︑いちはん外
側に天然酸化ウランを配灘した︒
プルは癒艦で一・五％︑ブルトニ

ブルトユウム燃料の中には梼別

ウムニ圏○を8％ふくんでいる︒

なものを入れて物理データーをと
唖 嘱

ることとした⑪醜化物ではなく︑

藤

墾

ている︒

曇
一原産豊丘室便りI

7
叙との比較の結果は満足された︒

日

利用をあげ︑サーマル利用をとい

もふくんでいるものである︒駕B

福島塗で二四〇ず甲三十％︑二六％

今日までの解櫛の蔽果︑プルト

WRの実験に先行して︑BMN祉

のものとして取扱われている︒

のに対して︑ここでは各々が独立

v癬纒幾

v譜

①金プルトニウムの同位雑面比

ペレノトの最燭は三脚MWD／T
を湾えている︒実験巾炉心謝鎧を
充分利話して︑連號的に測定を行
な・凡るのが特魯である︒聞下謝画

燃脱語の約七五％まで鋼達してい
る︒

BWRにおける経

価晦は︑この二つを独立幽数と

ニウムの燃科としての経済性の大
きな要目である︑加工製造費がき

して篤められる︒今濠で行なわれ

わめて影響が大きく︑それにくら

済的考察︵GE︶

によって同位元叢比がかわってく

在来炉の電気出カ一MW洩りの ていたものは︑リサイクルの時間

では多くの臨界実験を願い︑理講

プルトニウムは︑駕間靭○・ニボ

一三五の場合では︑

O電気響三熱解釈例規集︵羅厨地

二・蓋六％︑フルの鰯禽は三・四

した︒皿BW冠では出力運転の藺

増催準では︑O︒八％以下で一致

注連権で︑U

へて︑三位元累比の変化は次元の

は冠し評価する漏合には黙祷に

のグルーブの活動︑磐全体として

う一種のワンセント二死は︑そ

の移行可能性がほとんどなくな

かし︑それが牙分的つまりニ下

国の方が翫んでいるたろう︒し

なわれている点だけなら多分米

である︒職⁝携分︐類騨が細かく行

ループ中心に

霊園の猷子力石もどうやら再

ても弼様と慰われる︒

に公蚕された下院科技特嬰の報

編成期に入ったようで︑十一月

の搬瀬条件を研究しているグル

営技術ないし経鷹工学に属する

研究機関の内部におく方が亡い

発言してい加︒こういう職種を

ジウムにもこれらの人々が多く

を終え︑SG11WRも原型炉の

とも︑今やAGRの一応の開発

園の勧告を行なっている︒もっ

ーシア制度の廃止を奮む十︸項

とであり︑薩ちに日塞の動きと

全力を投入しつつある英園のこ

段階を越え︑FBRの魎業化に

のではないたろ

対出するのが畢当でないのはい

の方向が対外競争用の強化にし

う濠でもない︒特にその再編成

うか︒

究部門は必要な

として︑このような専門的な研

かどうかはともかく︑日協業務

告は︑A粥Aの再編威とコンソ
戯したIAEAのコストシンポ

人進がいることで︑現に私も鯵

ープのような一種の臣税鮒な経

方行政学会編︑A5糧︶
砥いものであった︒今後ニナ四熱

いうスケ；ルの点も考えないと

るという︑一ろの函数を相互に関

厳密な押価は

連あるものとして行なわれてさた

で翻偉駒に行なわれる︒各クル

が︒第二は︑英国についてしば

謀議であり︑また棚究響動島体

難か一しいたち酬う

ープの活動はメンバーと呼はれ

しば繭われる賊能の封分化傾向

確といわれている︒その烏頭は次

薩総懸
達人七月から十二月詣で︑主

動の進め方︑つ豪り研究機開に

糧た︒私の叢要関心購は研究活

についてもある程度便利である

究機関の実情を児聞する機会を

おける寄書方式の突懸であった

ことは礎かたが︑その半面︑他
の荘悪を引いた点卒略述しよう
と思う︒

︑グ
周知の磁り︑英麟における原

るという慧味では︑英国ほど徹

ので︑以下こういう鷹峯から私

として断乎に滞在し︑原子力研

つ︑その指揮下にある︒こうい

八％を茱燃ウランに配合したもの

Dの欝焼度を得たと報告された︒

PWRでの研究

︵EE−HWH︶
書画の簸終二目は︑実動中のP

WR発寒駈でプルトニウム燃料に
よる試験運転を行なうための燃料
設謝から︑試験実母求での力法決

削輝値はよく一致していたとい

総体的に︑研
究者の自主性の

朽国とはいわれているものの少

ほられていることが明瞭で︑老

なくとも原子力に関しては︑改

轡臆という腺則と︑その組織化

めて日本との落蓋を感じさせら

れる︒關発の時期から︑繭品の

こでも難かしい凋題のようで︑

ハーウェルと︑原子炉グループ

例えば︑研究グループに厩する

雁管理という要鯖との闘和はど

英国の原書響楽譜婁﹂
て行なわれているのだが︑私が

国源子力公社︵AEA︶によっ
博している圓はそう多くはない

子力研究の圧倒的な部分は︑英

を発酵している︒実験紬果はW11

だろう︒研究肋についてもこの
⁝プが研究グループの助冨を必

だ︒研究者は︑それたけで一つ

現象は㎞例外ではなかった脚よう

グループとの接触は阪定されが
から虫断行程にいたる京で群細な

慰囲われたことは次の三煎であ

要とする奪合に︑主としてイン

ちで︑嬢実︑例えば湶子炉グル

WH炉の照購実験を蝦告した︒

解析を行い︑千﹂炉綴では﹂ウラン

る︒鐙一は︑各グループ︵譜感

このセソション外では︑燃四部

燃料躍に対し二〇％筒︑三衝謎努
凹でバノテル社が︑重水炉での燃

の身分であるから︑鋼人的な接

疇瑚へという段階の移動が英国

触はむしろ横断的で︑研究脳内

に属するウインフリスとでは幽

フォーマルなコミュニケーショ

ると思われるからである︒︵日

エ︑ユーリノヒ晦研勘所につい

寄っκドイツのカールスルー

門投稿歓迎干四百寧以内︼

本原子力研號所谷口有延︶

における再編成齢に反映してい
の縦の関係は逆に極めてドライ

部にコスト・ベネフィノト解析

に憲与するため︑原子力発蹴系

られた︒このことは帰國途上立

ら考え方にも髭異が犯られ︑確

ンに積っている難例もあると聞
いたQ

○入である︶もの臓員がいると

︵原研全体の職貫数は約二﹁○ とか︑発醒炉の設濾︑開発翫画

例えばハーウェルだけで六千人

だといえる︒第三は︑AEA内立した方法はないように見受け

で﹁部﹂に相漫する︒︶がそれ

知り轡た籟囲で罪常に特選的と

う︒燃勝製造費は月鑑⁝蕎がぴ．︑

る理製によって代馬され︑か

が添され︑いずれも二万五千MW の二つの困子によって定まる︒

ものと全く同じ型状の四†九本の

設誹の一例として︑いままでの

されるとの結論を得ている◎

と︑製造法の敬斑により十分達戚

瀧済的な可能性は︑燃麟の設副

用することができるものであり︑

ラン畝醤の代替として︑安全に利

て︑プルトニウム燃纏は︑十分ウ

設訊︑勲射試験の経験の上に立っ

っている︒これらの試験用燃料の

の燃料愛素が袋祷されることとな

用されている︒次の段階では数個

同じ型のドレスデン一号炉中で使

の要点を紹介してみよう︒

の米圏原子学会における本問題の検射からそ

しての利用に関心が高まっている︒このこと

して︑叢近在来炉のウラン⊥㎜三五の代替と

回国では一九ヒ五年ごろまでに

ト

稼働しはじめる在来騨の計剛はほ
カ︑その

ころに蘭榮用町内炉が実用誤れる

ぼ確定的となったが︑

ことはないという見黙しもまた確

突た︒昨葎AECでは︑在来炉の
稼働にともない︑癖内に発生する
ブルト鵡ウムではなく︑必饗な時
闇逆かけて︑再処琿され︑硝化物
の形ですぐ燃料加工の隙料となみ
プルトニウムの磁産澱と︑高遼炉
闘発に必藤となるものをすとし︑
恩外輔出︵外園の撮発を支援する
もの︶︑サ⁝マルリサイクル麗発
用を含めての鰯瀟予想を立てた︒
それによると一九七血無を境とし
て︑高遠炉が実用される敦では︑

掘漸な騒のプルトニウム竃何とか

ている︒

利用すへきであるとの結論となっ

一九六六年策に米国原子力羅業
会譲は︑エジソン研究所︒豪闘原
子力学会と協閉して︑商業用プル
トニウム燃料に関する会織を開催

した︒この会灘においてAECの
シャウ氏は︑一九七〇隼頃ま で

が︑それぞれGE︑WHと協力し

まず7ル二重炉心の骸特性の確

窺で︑い豪その中瀬段階た︒

二鈷のプルトニウムが必要だろう

ルデーターとの組合せによる理論

現存する副尺コード︑エビサーマ

認であるが︑臨界突目の結果と︑

が︑そのあとは生産されるプルト

て騨価研究した︷力奪閲の繕果を

は︑高速炉開発のために一〇1一

ゼ！オ蘇♂ピ／弛
もっともこの点については︑

ぞれ轟度の畠律性を持っている
ことである︒各グループは︑︑・

れそれ独立の蟹堰部門をそσ内
郵に持ち︑計画立薬からその調
度︑評価に肇るまでグループ内
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朔

ご利用

睡

とは異なり︑フすーマルな機構
では七〇％高という結果を響た︒
プルトニウムの分裂性物質一躍ラ当

焼実験の結果を発蚕した︒

BWRへの利用

りの価値としては︑第一近似とし

︵EE−HGE︶て七ザないし九・五ザとなったが︑

醐下蘭藥胴8WRの使用ずみ燃目下下墨的な粂件のもとで︑着万

性の評価を行なっている︒

、

1隔■鷹

KW発艦柳に利用した場合の経済

らしを運ぶ

一

勝

曜

外

讐

鐵灘躍鍵盤

臨■鳳

千♂冨．の双刀について︑材料準備
祉がサクストン炉のGE祉がEB

利罵した揚合の経爵評簡の詔騨法

またGE祉はその他にBWRに

ニウムの耕用を翼瑚に考えておか 濠とめたものであったQ
ねはならぬ︑と述へている︒

七⁝年以後のプルトニウムの民

有化も︑この皐期有効利用促進の
一つの手段とも考えられる︒

昨年＋一月の米国原子力学会で

は︑こうした背簸のもとに︑戯中

性子動力炉へのプルト一⁝ウム利用

の報告が行なわれた︒米国ではこ

というセソシコンをつくり︑五つ

の闘題はすでに侵年の実績がある
ため︑今圏の発強には︑実験を甚
としたものが多くみられた︒

発喪された論文のうち︑二つは

料から再処理して回収されたプル

＼

︑

蹴

6ム通運

、

内に輸

ガスペシナル彼粧品

、

＼
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②

資生堂

緩

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

ドレスデン多巻羅所（アメリカ，

起

轍鷺

盤
謙，

面

EEI︵エジソン蹴力研究所︶ トニウムを使った燃料棒四本が︑
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