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濃縮ウラン

行の十年から三十琿に延ばされた

とくに新協箆の為効期闘は︑現

った︵第九条︶などである︒

ルトニウムも確保できることにな

民間取り引きも可能になる
臼米禰鷹政尉は二月二十六臼午後六時︵日本時閲二十七日午前八二︶︑ワシントンで新しい﹁原子
力の非軍蟹約利用に関する協力のための田本国政痢とアメリカ含衆国政鰐との間の協定﹂︵通称﹁日
米原子力協力協定﹂︶案に調印した︒この辮麟米原子力協力協驚は︑現行協定の有効期間が今年十二
月四田に満了となるため改定されたもので前文と十闘ケ粂から成り︑これに付表︸︑交慶公文一が村

供給確保および炉の耐用年数︵平

が︑これは濃縮ウランの長鰐安定

となっており︑その主な点はの脊効期岡を一二十年とする②濃縮ウランの鷺︵米が濃縮サービスを提供

されている︒内容は︑わが国の原子力発電開発副画の発展に即慰して現行協定を穴縄に改訂したもの

する劉蟻轍︶け研究用卒奮めて総鞭落六十一沙とする⑬動力用燃料として使うブルト鳳ウムも橿受さ

豪た核燃料関係では︑濃縮ウラ
ンが一挙に約六十傭増︒百六十一
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二十七日掛新日米鳳子力協力協定

の調印について次のような国譲を

発糊した︒
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原麗新聞の週刊移行に伴い︑い

定価改訂のお願い

W原産新聞週刊に鵬

凶さまのご要塁に応えて・創立十

〜
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の瞭に明確な一画がない揚言には
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ついて述へた︒とくにこの日︑年

かねて交渉中であった薪日米原

≠

子力協力協定は︑本田難名された

発副脇に要する濃鞭ウランおよび

圃の原子力発聡罰画の推進︑高速

るものである︒これによってわが

プルトニウムの供給等を取り決め

﹁将来の藤業構造と原子力開講﹂

より一轍円滑に進展するものと考

欝欝炉︑新型舩換炉等の開発は︑
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ナ確保できることになった︒これ

用七ゾのほか︑今後五嘩以内に建

次の通り定価の改訂をいたしま〜
したので︑よろしくお纐い申上︵

は原子力船やJPDRなどの研究〜 日本原子力産榮会畿では︑唇

〜薩業新聞を拡充し遡刊として発

κ二塁量る三月から・原勇

げ豪す︒
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︑

新のときから新価悔でお膿いいい

なお︑長期購識中の方は︑更轟

一年分朗納

ゾ行ずることになり家した︒な

〃定です・
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物質の罠為化を許可する羽重であ
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の罠閤取り引きが可能になった︒

賃濃縮を利用する方がより冥護的

り︑米AECから購入するよりも

とのこと等かb︑協定に寵められ

米国は一九六四無八月に特殊核物

九年一月一日からこの役務を一般

た搾内照での蔑闇取引が許可され

▽核燃糾供給の対象炉等が計画

れた︒

規模等や使用目的を転用した場合

再処理について︑現行協定は全然

蟻を減らすQただしこの逆の厨含

栄AECは賃雨量サービスの全体

った揚禽は他に移行できるが︑こ

11訓幽の変璽によって必要撒が減

ふれていない︒しかし︑わが国の

は︑協定を改訂することなく改め

庁長官が談話

鍋島科学技術

新協定では︑IA遇A保障措躍の て交渉することができる︒

完成予建︶等をも霧慮した結果︑

実施を解提に国内での再処理も可

〆ノ〆

次大会に際して米原子力婁員会は

ワシントンと同時発蓑の形で﹁A が︑この新協定は︑わが国におけ
う来発蓑の賓料を公開し︑大意な

ECのガス拡散工揚の遜嘗﹂とい る除子力発電機画および動力炉開

懸を呼んだ︒

の特別講演で︑自警技術の路線は

木川園一隆経済審三会会艮は

原子力にあるが︑原子力開発の間

の昇任を発令しκ︒

能騨長に長嘗密罵付・赤羽偏懲懲

術振興課長への配醗換と︑新放射

う根岸正男氏︵放躬能課長︶の技

通牒省への出陶︑およびこれに伴

力局按術振興課長・広国志郎氏の

科学技術庁は二月十六日︑原子

技術振興繰畏は根岸氏

放射能課長に赤羽氏
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えられる︒
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再⁝処理工謬説設計田無︵四十詣一室宋

購入賃借あるいは賃濃縮ウランの

▽再処理に伴う施殴の選択権魏

の通りである︒

なおその他漸協定の主要点は次

加工輸出も可能

一方わが凶も今矩七月から将弧核 たわけ︒

的に開始することになっている〇

質の民有化を認めており︑一九六
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い四齎︵特集男を除く︶とする予

㌔とし︑紙面の構成は六主ないし

幕・諾は鐘轟摺の讐

設漕工される原子力発購所の﹁二十

年分の所要辮料用であるが︑これ
らの全てが軽水型炉と予想され︑

謹た濃縮ウランの供給国は︑差
し嶺たり︑米国以外には考えられ
ないこと等から搭臆されたもの︒

このうち発駕燃料用の百五十四ナ
は︑原鷹敷賀蝉︑東聡福昂炉︑関

丹と三号炉︑中郡醒

野美浜姫のほか︑象京電力および
関醐電力の一

力の一号と二丹炉︑中園電力︑九
州耀力︑東北電力の各一口炉と︑

考豊中一星の叢叢土二茎・六百六
十六万一二千♂哩が対象にされてい

門跡所用の所要ウランも︑協定を

れらの後で謝國・漕寵する隙子力

改講ずることなく授受できること

有は︑賃濃総役務提供を最高三十

考慮︑協定の鳴効期間でその三豊

を確認している︒

燃料用恥も確保

限が採られた︒

薙閥としているが︑この点からも

て措躍されたものQ米の賃艘縮総 る︒な樽新協定は交換公文で︑こ

均二十五葎︶等の観窟から考慮し

れる︵三百六十五㎡絡︶④核燃料物質の罵聞取引も可能になった︑などである︒なお政府は︑日英原

面的に踏襲しているが︑﹁部は︑

陳措鷹などで現行協定のそれを全

噺協定案の内容は︑研究協力や保

葱C釜貫長との間に行なわれた︒

子力協定の調印を億って同協鰹魔︵閣議了爪ずみ4を今国会へ握出し︑批准を浪める︒

れていたが︑このほど協定案が

有効期間は30年に
現行協箆は︑①原子炉燃料用溜

縮ウランニ・七ゾ︵U獅︶の政府 豪と亘った︒このため二層十四田

マンス米AEC三際部次長との闘

燃科用プルトニウムについては おり︑再交渉の余地を残している

豪た︑特殊核物質の購入および

三爾六十五♂鰐が確傑で愚ること こと誉交換公文で了解している︒
になったが︑これは今後二諮問に

能になった︒

その霊感点は︑協定の有効期闘

が三十年になったこと︵第十四

賃濃縮についての墨瑠巻範囲につ
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アイソトープ・放鮒線利用に幽す

に勘果を上げる方策をとること︑

③燃料サイクルや原子力機器闘発
をなど関連産業のバランスをとっ
た跨成をすること④急速な技術進
歩に対応した技術護を謝画的に獲
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よび保障描罎実旋の︸ご点を骨子と

で仮調印が行なわれたが︑今圓の

給および一艘的協力③乱暴利用お

して︑昭麺嵩士二年十二月に十年
正式調印は岡二十六日︑ワシント

︵現地時闘︶ワシントンで沢木正 新段階へ移行したわが圃の原子力
男駐米日本国公健とW・L・ヨー 潮流開発謝画嬰大きく反映し︑現

間の期限をもって締紬されたが︑
ンで臼本極新下田武三駐米日ホ國

行協定を大蟷に敬訂しているQ

今年でその衡幻期闘が漁アになる

ルトニウムは今後わが国でも生繭 いては︑これが拡大された︒即ち

わが國が必嚢とする畿颪の撒︒プ

▽加工豪強11第三国が米団と協

費紐がなされたこと︵第七条︶︑
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条︶︑大鷺濃縮ウランの昆期洪給
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の保障措置下にあることを朗提と

官およびG・Tシーボーグ米A

D・ラスク国務長

大使︑米側

改定交渉は一昨年薄から始めら
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して︑許可されることが明文化さ
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べ！スであったが︑新協定ではこ
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さらに増蟹の用量もあるといって
≦ノ

ると予想されている︒米AECは
全く規定してなく︑しかも政府間
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ついての当事雀範縢が拡大された

〆〆〆

こと︵第六条︶のほか︑燃料用プ
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核燃料問題を基調に
題﹂を腹懸に五つのセソションに分かれ︑原頭

2月21・22日

田本原子力産業会議主催の﹁第一回気藤奪次

ムやパネル尉論がくりひろげられた︒

報告︑特別講演︑沼待講演のほか︑シンポジウ

とくに原薩特筆婁員会報告では

る化学︒繊維工業懇談会︑原子力

また海外からの特別謂演では︑

された︒関連配購四︑五面需

成すること︑の四点を示し︑淺圏
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阿亀の日本都市センターで延へ約千余客の参煽

大会扁は二月ニや一︑二十二の両日︑束⁝凪・平

︻写翼は原産叢論大会の開会総会のもよう︼

核拡散防塁実題特別委員会がとり

用鋼材櫻蹴侮慧談会の政綱に対す

鎗要となるため︑エネルギー鴻業

者を簿て盛大に開催された︒今年は﹁核燃料閾

まとめた米ソ両国提案の咳拡散防

る饗望単項も発議された︒﹁プル

全体の闘題について讃極的な検討

題点として①自由企業体制の中に
た︒﹁長闘エネルギー計画と原子
おける創歓工央を能率的︑効率
力発電﹂のパネル討鍮象では︑
近い将来石油潮嵐との関連が 的に密民協力して総舎力化するこ
と︑②園主技術を勅率的︑集約的
止条約草案に対する原子力産業界

トニウムの熱中性子炉へのリサイ

国はい豪建設︑設計中の軽水炉を

米原子力婁貸会のE・J︒プロソ

との意兇が

の意見として①平騙利凋における

が行なわれるへきだ

はじめ斬型転換炉にプルトニウム

研究の糎利の嘉保②1AEAによ
クルしシンポジウムでは︑ わが
る保障措置の適罵の舎理化③核保

を使えるように研究すべきで︑こ

出された︒

効閉碑の短縮︵十年闘︶︑の四点

アメリカの濃縮ウランの供給﹂に

ク股座総長代理が﹁海外に対する

筍国の躍縮義勝の明確化④条約有

の意見が窟と豪つ

のため早急に政騰は暴本方劃を確
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終報告は海外ウラン資源磁保の

講じるため︑麟がみずから磁撲論

性︾緊急性からして隙ちに対等を

いては︑笑施にあたっての困難

なった︒

今月申に報猫穫を談とめることに

根氷一氏ら七輻で構泳︶を設鱒︑

の鶉難に渦うた鰐進であった︒そうして
ンポジウムで報難ざれたほかは︑国の原

の説明と核燃懇における検討経過が︑シ

蝦の収渠︑棊礎調査の実施︑潔

驚動︶︑③国の役測り︵資料情

ブが必要であるとし︑さらに国は

なうなど壌の績穐的なバノクァノ

外零点囲猪に対する画歴酒動を行

た︒この癌果︑騎蛛魯物質目口化

一今国会で審議へ一

政尉は二月ニや七日︑﹁科学技

術払本法﹂案を閣議で了承︑近く

今国会へ岱省共同で握案し成立を

同法は科学技術振翼の讃広とも

期すことになったQ

いうべきものであり︑田法案の作

︒社会蒋学を奮めるかどうかで昭

成にあたっては︑その対象に人又

ていたが︑こんと八集余ぶりにや

和三十五年度から懸案箏項となっ

斯蔽案では︑紬局︑人文科学や

っと解決しようとしているものQ

穴学における︑いわゆる頁理撲求

のための研究部門は除外され︑野

曝科学部門のみが対象とされるこ

しかし︑天学における原子力や

とこなった︒

字霜開発研號などは・翻贋経済の

あるとのことから︑同法に倉ませ

発展に憲与し︑讃吻鍬進が可能で

なお同法案については︑日本学

ることになっているQ

術会議や国立天心協会等に反対慧

れる︒

猛があり︑国会での審議が注圏さ

畿

多／2／多／／勿

蹴力中央研究所技術研究所
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一︑放射線利用に関する試験研

家紀は謹衝に関するもの︒

関するもの⑳核燃料の製迅︑加工

するもの齢原子贈用機器の製造に

揖料の製造︑加工または膵価に関

の設訓技術に関するもの②原子炉

術に関する試験研號①原子炉炉心

一︑原子炉の設計法たは製造技

補助金

する誠験研究︒

一︑原子力施設の査緊技術に関

関蓮疲術に関する誠験研究︒

一︑食品に対する放射線照艇の

一一需一冊一一一の一班働一＝一一︐一囲＝一＝刷

一︑放嚇性廃葉物蔽たは放肘魏

働に関するもの︒

︑

粟

︑

＼

岬

この沈子議された小婆員会の最 としているQとくに探鉱罎発につ たため︑報甲羅起草小器員会︵松

において起り得るであろう競禽的闇闇闘
貝体策として︑Φ確保上の周題

分する石摘蒐業と養子力とが︑近い湯来

ととり組んだゆえでもあろうが︑これま
係とそれに対処する構造上の組題点豪で

きれる︒原無力という来室の論罪術開発

業係者は學くから
での原子力麗業が歩んだ道は︑収入を五

法︵短期契約︑長期契約︑探鉱

点︑②幕外ウラン資想確保の方

われわれ原子力

その町並性あ信じ

おいては︑長期剤画のブルト﹁⁝ウム政鑑

を忌悌なく論り合った一側︑この大会に

に
数字が示すように︑アンバランスの上で

鰯も上廻る支出を余儀なくされたという

来たが︑今大会を機に︑その認識が広く

現在でも︑この弊はその荻康の盗を止め

策
これが促進のため

識煮の禰に急速に高まりつつあることは

が示されているQ

技術胸後助を藩論的に行なうこと

罠閥の探鉱開発に対して財政駒︑

擁外ウラン資翻の砿保について

としている︒

罰小婁員会はこの最終報告を二

れなかった

報管では︑短樹契約︑最期契胸︑

題に関する明磁な考凡方は︑ついに示さ

鉱の促進︑開発の搬選︶を骨子

宰にして昨隼十月︑鋤燃肇業晒の設立

子力政策︑とくに漁画する像燃膳全熱間

を機に猷子力臼主技術自発のためのナシ

ていると︐口っても再論ではない︒

さて技術立闘の理念は︑新しい目本の

同等にたえない︒

国議としていくたびも繰り返されてい
今後原子力開発を一層鷺流に推進する

懇談会に提罪し︑意見を臆取

月ニナ臼の原チ力袋員会核燃料

のための招雌は現行の規制拙で十

に比へてとくに周新しい傾向はな

るもの⑤放射線施設の設譜基雌に

は安全防護設備の検査星準に関す

科学技術基本法憂︶

の原．†力開発政策湧立を主張しつづけて

技術立国の理念
を
望⁝嫁料腿の欝塞要テー
マに初の試みとして闘催された

展⁝第高等橋姿会は・われわ
れ原子力関係奮に大いなる勇気と橋望を

喫と教訓を解して幕壷閉じた︒

与え︑またへ︐後の原子力閲発に数々の爪

コナル・プロジ笛クトの遂行が国必挙げ

ていくが︑ウラン細螺の確保にあ

探鉱開発の三心を弾力的に併用し

る︒しかし︑わが凶独臨の技術が開発さ

の削題と疲術が合理的に集中され︑國民

ためには︑虜磁企業体制の中におけるそ

この大会を通してわれわれが最も強く
て行なわれることとなり︑い求そのため

した︒なお︑原子力部会は三月

の体制づくりが急がれているか︑これた

六日の会台で︑小委員会報告を

は︑麟の遍止かつ強力な施鎌と民間の穣

たる王体は核燃纏民王化の方針が

れ︑国撮経済に貢献するに塗る燕でに

決定していることからみて民聞企

が開発十無余り卒べて︑ようやくわが困

が︑そのためにはまず国の雌固たる原子

的利益の下に払大されなければならない

印僚つけられたことは︑原子力平和利用

けでは︑疑閥の慧歓に応える囲の姿勢に

えられている︒海外からの技術翰入を駐

極陶な努力︑それに長い時間が必蟄と考
は未だ不明確なものがあるとの慧見もき

占め︑今後の経済奄展に欠くことのでき

経済全体の中にぬきがたい環盤な地歩を

なかんずく核鍬料政策と腺華力妓開国配

最終的に倹討する予鷺である︒

從来わが劇の漂子力は︑ともすれば

業が甲心とすることが逓踊である

かれる︒

わが国の経猶が︑次第にきびしさ巻増す

侮への施策︑ならびに安全対策の搬立か

原子刀酒殿会の秋燃料

分であり騎甥な搭雌は不襲との総

民有化などで審議

力政策が示されることが前提となろう︒

調として皿的に憩速な発展をとげて来た

った︒

ない装囚となのつつあるということであ

との批甥を浴びて来

た︒このことは残意ながら今大会におい

わが国事折発展の拠点として︑原子力

政簸不在の開発

すなわち質的向上の必愛に追られている
てもその片りん生みせているように感し

技術開発の役罰が大きく浮び上って来た

国恥飛境に当曲し︑改めて自霊授術闘発

珊講議においても︑わが麟将来の麗馬蹄
今臼︑われわれ除子力駁論瀟に課ゼられ
られてならない︒大会の楊において原子

一十聞午後︑

論を得た︒このため︑従来敢鰐が

氏︶は一〜月

懇訣会︵座長有沢仏巳

東録・平画町の全臥連ビ

民闘に賃貸してきたものは燃続す

び目引量的を変更する場へ口には︑

る︵民岡が買い取りたい二合およ

ルで第八回会合を囲ま︑

政絢は売ることもある︶が︑七月

①ウランぬ線の確保＠騎殊繊物資
の民目白などについて説朗を騨目

一一一一＝＝

もって監議検討腰垣を一応終了し

なお︑同懇訣会は同日の会合を

討を謹めることになった︒

贋の五グループ懇歳会購で動議検

兄か出され︑この間慰は今後︑原

するものはこれでは困るという悪

の研糀炉や民問の臨騨実験に便用

しかし罰隣の蟹議の席上︑大聯

とは一切やらないことになったり

一日以降輪講に政駒が賃貸するこ

するとともに︑冨議鹸嘱した︒

とくにウラン負源の嗣保につい
ては︑遁歴省総監エネルギー調査

︵別選参照︶

ら同部会﹁繊燃劇小婁麹会﹂の中

会の原子力部会長・松俣．諸氏か

間報歳を聰難した︒

談た︑特殊蒋物資の民翁化につ

特別な措置は不要
いては︑七月一日の民開化および

い︒しかし︑委託費中の﹁蒸気虫

Ψ耀

四

鮎

〜酬＿岬一ゆ晒

このことは︑木川田経済播議会長の鴨

遁形戚の上で︑麹箪技術開発がその重蟄
た軍務の大毯さを肉労せ捻はなる碧い︒

クな政策確立のために︑原子力婁員会の

の最終報告審議
一核燃料小委員会一

原子力二会核燃斜小委員会は︑二

ウラン資凋確保に関する同小査員

月ナ五R﹇第晶ハ毎会A口を甜開き︑擁外

会の最終殿下について審議︑取り

P一＝一一

核分裂生成物の放出機構もしくは

一

婁託劉

㍉一二日目一7一﹁一：＝一

それ以陣の措置について冨議し
曽一＝幽門

磁壁術庁︵長冨鍋局

齧ﾚ 〜一

まとめを汀なった︒

⁝庁

．技⁝融罐野拙朔

放嵐後の挙動に関するもの︒

に闘する試験研究翻Φ船舶用原子

一︑原子力研究開発訓画の罪価

一︑原子力雁設の川開聴準に関
ω圧力答器の設副

はガス冷欝欝筒速増殖炉の課僅に

棊準または施軸重藁に関するもの

する試験研究

するもの㈱除予力施設の耐震設

②動力荊原子炉の熱護31璽鵬に関 炉の評纐に関するもの②照気また

科口平和利用研究麦話窯よ
び固補助語焚掃に係る試験研究題

闘題があり︑現在問題が表瓢化し

たはガス冷却型簡速増殖炉の評価

・広島・掘岡・札幌・仙台・富由・岡山

､子製紙

￥45，000／AまたはBの各セクション￥31，500

年間ご予約価：AとBの両セクション

総代理店》

《日本

。σ＝PAPヒ瓦

黛繋である︑

をポイントであり︑原子力開心がその拠
力薩栄の恵欲と勲望が余すところなく表
明され︑除子力開究機閃と学翼︑麗黙界

現在︑技術立園の理念を反映するユニー

だが蝋畢力閲発の十余年をふりかえ
り︑今後の発展壕考えるとき︑原子力開

点とならねはならないと芸体的に指摘さ
れ︑家た守佐た日銀総裁が同様趣旨の田

る︒

欝越とイ一一シアティブを望むものであ

い︑さらにはほ来のエネルギー供給を二

が協力して原子力開発への問題烹を洗

ない聞惣点がきわめて多いことに気付か

発を進めるうえで解決されなけれはな6

かである︒

について講演があった後︑ここ
数年来認題になっている﹁原子

氏︵日立︶︑晶帝利夫氏︵盛士戴

力用圧力容器﹂について臨井灘

も行なわれた︒

鍛︑アイソトープに関する醗演難

か6発表があったほか︑MHD発 通磁省嬉野エネルギー調査会の

機︶︑腐雲路敬酵氏︵三菱蛋工︶

ウラン資源確保

虫技術開発論を展開したことからも明ら

彫

彦
團
増殖炉﹂︑﹁動力炉の二手経験﹂

第二U聞は﹁新型転換炉と謁速

鎌 各研究の協力 を強調

の両B象憩・鵬ノ門の国立教育会臨で開かれ︑第一概の十九日苧

による第六國﹁原子力総禽シンポジウムしが︑二月十九︑二十臼

口本繰子力掌会︑田本放尉性同位元累協会など一二十学協会虫催

圏
馨

産

力
子

原
前九時三十分から品川睦明岡シンボシウム運樋婁員長︵阪大教
授︶︑大山訟次郎原子力学会会長のあいさつのあと︑武藤俊之助
原子力竣員が﹁原子力開化と鎚礎研究﹂というテーマで講演のト

同シンポジウムの前身は田奉学術会畿が中心となった﹁原子力

ノブを切っ陀︒

シンポジウム﹂で︑その一回が三十二無に開かれた︒今圓は六團

国であるが︑このたびは第一回涼菰年次大会と関連して開かれ

厨と︑この申請瀞提出網闘を二刀

ひき輪さ神出貞二動燃理礁が

関するもの⑬核燃料サイクルの評

査察技術の試験研究など

日雇に熱す筍もの轡圧力容器濠た

昭和四十工年展の要望課題は︑

醤告示した︒

二十日から三月十一臼弔でとする

誌略講演では﹁動力炉開発と燃

の現扶と将来﹂で講出した︒

﹁区内︒海外における挟燃特資源

た．︻同シンポジウムの概要については六面養照︼

研究には︑純鋒基礎研究︑

跳藤霞楚莇綱子力叢員は講旗の
中で

このうち照的猛硯研究︑開発研究

圏的墨礎研究︑開発研究がある︒

つつある固休灘葉物の処理︑処分

招年度原子力研究助成費の課題を告示

ろんそれ以醐には純粋募礎研究と

方式については石原健彦氏︵原

箔燉eが集約化されたが︑従来

いうものがあり︑これらを統禽し

料材科照樹﹂︑﹁核燃科再処理﹂の讃

てこそ︑麟のプロジェクトという

魏害防止に関する試験研究n① 究聴①放射線に関連する機器濠た

は材料の開発に関するもの②放射

放射監廃繕物の処理簸たは処分に

物質の放雛線制用に関するもの④

線の測定力法に関するもの㈱有機

答器の設訓塾準に魅するもの︒

線障審防止用の畿器または材料に

関するもの②緊急時における放射

閥するもの⑥使用済核猷料の輸送

一︑隙子力施設の安全譜価に関

するもの︒

公轡防止のための放射線利用に関

設の査蕨技術に関する試験研究﹂

研︶が

する誠験研究口①軽水冷却型原子

放射線歩一に関するもの︒

関するものΦ瞳子力施設における

に関するもの﹂および門原子力施
騰棄

射牲杓機ヨウ累の生成機構豪たは

ｽの要望課題は次の通り︒

炉炉心の工商性に関するもの②放

筒レベル廃鍛物の貯蔵︑

ものを遅．汀できる︒とくに原子力

り︑注聞されているQ

は新しく組み込豪れたものであ
どの例をあげ︑その悶題点などを
述へた・

昭和四十一；年度娠子力平和制罵

という講演でマルクール再

という分野については︑これらの

工揚︑ハンフ計ード再処理エ揚な

処理工揚︑ウインズケール妙処理

へた︒

あり方︑その持つ意笈について述

ちの協力が大切である

と研究の

はとくに密接な関係がある︒もち

核燃料懇談会

國屋書店黙ξ欄緊31搦朧

當業所・名古屋・大阪・京職
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レートの下から発見された︒

この金属の破片の検沓を答易に

⁝

・？Gする時の参考瀞として︑轡⁝

を刊行
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科学技術庁原子力局監修四十三年版

臼本原子力配業会議は〜昨無

好評をはくしており濠す︒購読卿

門蟹はもちろん一般の方々にも⁝

﹁原子力ポケット・ブック﹂

⁝二子臨界の鮎きを小町子に謹と

︵予倉まず︶でおわけいたして⁝

嚇望者には頒価一部八衙五十円朋

⁝官・学・幾全般にわたるわが国

⁝めた﹁原子力ボケノトブノク﹈

おり豪ずので当会議の娩ービ入⁝

照を編集刊行しましたが︑このほ

川どその内谷をさらに充実︑食い

酷?ノズルのなかで発見され

上は隈止されないよう配置されて

いた︒

ッテル︒メモリアル研究所へ送ら

欠陥のあった金属の見本は︑ハ

おいがはつされた︒ボイラー・コ

するため︑ポイフー・コアーとお

れ︑すくなくとも十週間物愛する

る︒

果撃力蓑議⁝

水炉の解料に聞する情報ホ得る鷹

ザノクストン実験炉は︑加圧

出力をアップ

SER炉︑熱

ことになった︒

ウム會為の燃料集票休を監置する

二〇ゐKW︶に鼓叛するプルトニ

に︑ドレスデン︸号炉︵鑑気出力

との共同訓脚で︑一九六九登九月

は︑コモンウエルス︒エジソン社

ユナイテノド・二孟ークーーア組

有燃料を受注

UNC︑恥含

ないことを喪明している︒

つ市当局は︑その選択熾を行使し

たQ原子卿を購入する選擬権をも

六年春で︑順調に運転磁してい

ナルが建設したこの炉は︑一九六

た︒アトミノク・インターナシ鮒

する契約を∬ち切ると︑逓騙し

力一万一千四酉KW︶の運転に関

った有機付冷却︑減迭炉︵鷹気鵬

当局へ対し︑一九六罵⁝年系統に入

A封Cは︑オハイオ州ビクワ布

AεCが打切り通告

ピクワ炉閉鎖か︑米

踏接部分の欠陥とみられている︑

器にヒビが入ったもので︑原野は

謹た︑EL⁝4の故障は餓交襖

ないといっている︑

WR型の雪辱そのものとは関ダカ

られる︒EDFではこの故障はP

熱交換器の中に流されたものとみ

止めるボルトを破損し︑ボルトが

引起し︑この礎動がシャノシーを

纈コ隔＝圏＝一＝一二一＝︸＝コ＝F＝憂≡冊＝隔≡＝＝一二＝＝冊二一3

一連の検斉が行われる予定であ

アーのグリソド︒プレートもはつ

その濠濠にされている︒

されるたろうが︑澄熟した燃凝は

れ

開を新たにした昭和四十三岩蟹が

蒸気ノズルに故障

ノズルの欠損は︑ボロン・プレ

ンプを検査するために訓麟されて

れ︑そのテーマについて一番よ

の研究である以上︑遠かに会社

をつぶし︑会筏の物を潤費して

胞設の主蟄機器は︑一部製造さ

く知っているのはその研究者自

に研究の鵬果卒皮映させる鏡務

身である︑といった特微があっ
て︑いわは個人プレーなのであ

権端麗？に弔えて太平ムードで

というものがある︒研究者の特

止することになった︒フランスに

故障i
︑数か月にわたって運転休
SENA︑EでL

4あいついで故障

おける原子力尭隠所の故障はシノ

減遮・炭酸ガス冷却炉︶が糧次い

KWから⁝罵乃五千KWに工昇きれ

更を承認した︒

腺子炉安奄諮問愛員会は︑この楚

SENAの故障は族門馬を支え
る︒AECの規制スタ／フおよび

る圧編された軽水が異常な出動を

4︵臨気田力七万鷺千KW︑鋲漸る金属製ンヤッシーの周顧を流れ

型︑ベルギーと共同建設︶とEL−

気出力二十六万六千KW︑PW十
R一月︶以来のことである︒

ンのEDFi3り炉︵一九六六的
年で︑現在の殖出力二万三丁五薔
ってからフランスのS起NA︵電

︵パり松本駐在員発︶二月に入

レ

箏業庫郡法で聡巾し込み下雰照
︑Q
⁝

ハンフォードの洛納谷器系実験が

中規模のブロー・ダウン実験と︑

イリノプス批が中心となっている

■三＝＝鼎≡＝甲＝＝ニ＝卿＝＝二一＝脚＝≡椚＝二圏≡＝

⁝であり︑簡磁に闘係知識を得よ

⁝のとおりボケノトにも入るもの

よるデータでLOFT冷却系実験

入礼を謹簸している︒この試験に

賄繊来上りました︒本書はその名
が︑冷却系の試験に必要な熟癒力

をナェノクし︑その結果を大型動

れ︑一部は未だ設計の段階にある

に耐えられるかどうか検討申であ

力炉に外摂するために利用する︒

米国

パスファインダー発電所

作業として︑岡じくNRτSでフ

ある︒

なお︑LOFT讃画を支援する

込濡れているQ

そのための経費には五十万がが晃

る︒倹討の結果によって一九七〇

いる︒大型のプラントでは︑大き

加えられるものとAECは考えて

れれば︑LOFT扇癬にも変更が

ている原石としては︑AECの建化︑炉心出力密殿の上昇が達成さ

LOFT膳設の晃成が三奪遅れ 原子力発蹴所の一厨の大答層

る︒

年の完成が酊能か否かが決定され
アメリカ原子力聾員会︵AEC︶にNRTSは︑建設は三九％完了

の機能テストおよび冷却材盛災の

したと報顕したQ
はLOFT計画︵非常用冷銀漏

実物実験を行なう謝翻︶のうち︑

設作業員のストライキ︑契約上の

があげられている︒

問題︑蛸心︑格納谷盟設讃の閲題

非常用冷却テストを最簸先的にす

のところ︑一九七〇薙半ばに開癒

すめる冨決定した︒同譜醐は現在

A猛Cの原子炉安全支所は昨舘 な炉心溶融を起すことが許されな

難であるフィリノブ・ペトロリュ

四十四個ある熊気分離ノズルのう

出力万万四干KW・BWR型︶はー
︑ト型のシムをはずし︑再福環ポ

のである︒

いた漣転揮止の問に発見されたも

した︒長さニフィート︑脇一・五

小さな破片の一個は︑炉心冷測

インチー四インチのノズル・ペイ

な分野がある︒このうち︑比較附

けたり︑会祉の慣務サイドの人

遊びた

が︑自分と戦わねばならぬとい

たい︑と願う凡俗である研究者

い︑楽をしたい髄には逃避もし

断人のモラルであ口り︑

盧己規律こそ研究者という裁

しなければならないのである︒

ど︑研究者は薗分で虜分を管離

と︑側入中心晦であればあるほ

う仕︐欝が自由であればあるほ

許されない筈である︒研究とい

ただ漫然と晒問をつぶすことは

る︒たまには上役から催促をう

つもいわれたりす

難欝饗

@磁

灘讐螺

から嫌昧の

灘

ることはあっても︑確かに同じ
会社の他の分野の技術蓄にくら
べると気分的にゆとりがあり︑

ここに管理上むつかしい問題が
ある︒

︵鰍者は古河鍛工専務取締役︶

と轟轟である︒

hくら仕裏の性質上︑自曲度 う点においては謹さしくゴルフ
があって然るへきである︑楽な
気分でやれるといっても︑それ

ンの破片が︑十二個のノズルのう

子炉附帯技術部︑AECの規制ス入札がすでに行われたフィリノブ
には︑アイダホの国立原子炉実験
U30︑捌定理蔵量は︑無末で十揚︵飛H燈S︶におけるLOFT
ス挫が現在︑これを換上中である︒

た︒しかし︑ノズルは︑死都から

じことをいっているので︑わが

うことであるQ余りだびたび同 呼ばれる技術畜等々︑さ談ざ豪

きびしい制約があり︑設謂や渉

太

る︒

ち十個を破かいした︒今豪でのと

であるが〃ゴル

仕購に翻田度が大きいのは研究
メ
蕉である︒というのは︑現揚の

に当る技術者︑それに研究者と

開始したいと考えていた︒昨鰯末

施設実験を〜九六七隼四月豪でに

フでリノプス社はまた︑非常用

四万八千納である︒

の異物で︑冷却材の流璽が圧％以

弗常用炉心冷却系の製造に対する

ち十二個の欠陥のため運癒を停止
LOFT施設に便用される控蟻

重要盤を増してきている︒

黛グループ研號に支援され︑その

十二月に︑ムOFT副画の主著無いことは明らかである︒そのた
め︑毒心非常冷却系はAECの作 パスファインダー駝霊所︵山気
いたが︑このような冷却桐の大愚

ーム社から麟画草案の提出をうけ

求めるものである︒箪案は国下︑

恐らく安全防護系iのテストあ行 た︒これは訓爾に対する鯖藁箒を

獲失欝故実験は︑冷却系1そして

を破冒する講話が当甜考えられて

（上）ゾリタ発三所の燃科輸送

ころ︑左個の破片がグリノド︒プ

タノブおよび産業界が検討中であ

AECは一九晶ハ一瓢無十・二門月当時同支所と︑その上背機構である原

なった後になろう︒

」
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試錐量
囲
ダ

グランド・ジャンクション窮務所
業は︑新たなウラン鉱を求めて広
一薫︑四

五︑八
五︑六
五四︑八瓢︑四

一〇〇︑○

掘され製錬所へ送られた撒は

七薔少であった︒この結果︑探鉱
が下火となった一九五九隼以来初
めてウラン艦陀温が題増加となっ
た点で注罠される︒

蓼
寒賜胤や蔭

彰額帆

炉心冷却の蕪伝達試験終醗建設の

ポンド嶺り八百で掘さくされる

する予定となっている︒樋設酪体

今回のAEC嬢告によると︑一

毫＋穣亘

葺二八＋八日八千三＋七万八千

六＋万六千

絹目＋二万

二省五＋二歳

ユタ州

りである︒

宥地四十万エーカーに上る土地を

沖︵難30︑︶増加し︑鉱働で採

った︒州別掘さく鷺は別羨のとお 九六七年における埋蔵量は胸七千

情帳を得るための開発掘さくであ

訓

テキサス州

ニュー・メキシコ州

︵州

鯵栽 刎 埋 蔵 量 は 十 四 万 八 干 ︐ ン

の︼月二†四日の発表によると米
大な米殴繭部地城に進出しκ︒

米国端子力闘鎌会︵A犯C︶の 力発膿所の発瀞は﹂九六六年︑一

麟のウラン鉱業が一九六七錐に地

くの約二五％にあたる二菖五十七

AECの報告によると自記掘さ

した黛は禽謝で一千七十穴万四千
万財は現宥の工場から五†瞬以上

喪探鉱および開発のために掘さく

医に達した︒これ京での澱筒掘さ
もはなれた地域で行なわれた︒

一九六七年に行なわれた地表掘

く鰍は十無点の一九五七無に諾録

された九認二十吾である︒

約五一％にあたる五薦四十三万五

さく騒一千七十六万四千冴のうち

千冴は新鉱床を求めての探鉱掘さ

一九六五無以来の掘さく瓢の急

せるためであり︑これは︑原子力

りの四九％すなわち五璽二十二万

くに当てられたものであった︒残

速な増加はウラン埋蔵殿を増加さ

てのウラン覆要の壇加予想によっ

発言の急激な発注および燃料とし

て活発化されなものである︒原子九千冒は球鉱副劇をκてり上での

UNC︑ ウ ラ ン 製 錬 工 場 建 設 へ
齎万がに上るU30．の販売契約探搬嶺行ない︑ま陀ボーカム祉と

処理能力 日二千トン︑70年越稼動
米国のユナイテノド・一一ユーク

ウエルス祉のドレスデンー男炉腿
擬心しているQ

リア社︵UNC︶が千酉五＋万がをしている︒またUNCは︑コモン協定を結んで︑ニューメキシコ州
を投じてウラン製錬工揚勘建設す

る杓八葉五や万がの成型加工済燃

炉心一諸分の取替え燃料に根出す

料を納入する予走である︒魯にU

フという競技は

研究斎諸霜の顔にも︑またか︑そ

捜術蕾には納辮︑晶質︑原緬の

れとは大いに違うのたよ︑とい

歯内との戦いで

ことを！といった表情が読みと

れはもう判ったから何かはかの

よく聞くこと

轡で明らかになった︒新規のウラ
ン鉱処理塘設建設の計画が発喪さ

リノク・パワー︵AEP︶紘のブ

NCでは︑アメリカン・エレクト

ることが︑このほど同社の藩論見

り︑注目されている︒
リノジマン発殿所︵ミシガン州︑

れたのは︑近来初めてのことであ

発表によれば処理能力は一日二

とはいい

ある

れるこの頃︑ふと思い当ったの

褐て妙である︒チコロをしても

がつかえていても我慢して待

精神に動揺々きたさず︑萌の組

幸

硯究とゴルフの共通点
気

旗鼓術省にはユーザーという王

和
は︑会社の技術者の研究濟動︑

様級のこ︑わい相手が控えてい

郎

自分とのたたかい
ち︑ハンカ⁝やラフで沢出たた
いても正直に打数を中告し︑パ
ートナーの珍プレーにも欝をく
いしばって沈黙し︑好プレーに

考えてみればなかなか精神修餐

研究生湧というのはゴルフと似

る︒それらにくらべると研究を

は本心から讃醇を呈する等々︑

を要する遊びであるQ

ているのではないか︑というこ

日頃仕箏の関係で︑会社の研

て気が楽である︒それは仕事の

やっている技術者は卒醒にいっ

盤質上︑研究というのは夫麗な

とであるQ
一口に製造会社の技術省とい

究者達の災りに顔を出す機会が

っても︑工揚の現腸の捜術蓄︑本

ものをねらい︑忌敵が鴨んぜら

多い︒そんな晦に︑くり返しく

都のスタノフとして設計や渉外

l繍

電気出力一︑一〇〇MW二星︑P

している︒ウラン鉱区は︑UNCWR︶の取替炉心用燃料納入が決
まっているが︑これに引するU匁

なお︑この価格はコモンウェルス

監
華

訓

り返しいっているのは︑会祉の
研究というのは役所や学校のぞ

・．隙熱．1

千ソ︑一九七〇館操業開始を予寵

の保除するニューメキシコ州チャ

Ogの総価格は七千五薔万妙とい
しr4

︶し一し︑ア︾O

薯曜﹁

ーチ・ロノク地域︵ギャラノブ近
郊︶にある︒押鉱は当初三強五十

UNCの比論見得によるとU3
03の簡業ベースの平均傾格は精

カ所で行ない︑引

煙き錆蹴たて坑を作って工揚の全

鉱ポンド唱り︑一九六八−七三雌

万がで地下坑

能力に見禽う鉱石を採掘する予定

である︒UNCのチャーチ・ロノ引汲しで六去三び︑一九七凶−七
ームステイク︒サビン社が共同保

ク地眺の保有鉱散は︑UNCとホ七年で六︒五八がとされている︒
凝する矯風難千酉九十万ナの約三

・エジソン往とAEP社向けの三

れを含めると販売総蟻は千四齎七

コ口一︑平均品位O・一二Q％と 酉駆りの精鉱を含んでいない︒こ
甜定されている︒

（全
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く表〉州別にみた掘削量

UNCはチャーチ・ロノク一城
を合め一万ご千エーカーの土地で
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（下）引渡し前のチューブの点検

短
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UNCはコモンウェルス・エジ十興じになるとされている︒
ソン社に対し︑︸九六六庫および
六七館の二回にわたり︑約∬千五
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聞

経済発展のエ ネ ル ギ ー
ために免服すべきいくつかの問題点も明らかにされ︑総禽検討

者の努力によって適切に四輪繊さ

開発十年をへた原子力平和利用
第︸回腺鷹無次大会は︑開発十余年をへたわが国の原子力平
れなけれはならないと絃んだ︒

あいを︑さらに翼体的な悶題とし

た原子力開聞と紙済発展の係わり

橋本氏が問髄意識として表明し

の場としての役剛を十二分に果した︒三男ではその成果の概要

約一順道億円︒これは同期の政
中でも頚縄な要譲として撒饗しつ

原子力軍和利用は国の経済金体の

題は︑関係者のみでなく広く国罠

橋本氏はこの現状から振子力柵

つあるQ

肘予算胸一千億を二〇％も上圓っ
ている一方面工業のその閥の死上
げ閥は約八颪懸円にすぎず︑その

牽連揚で考えるべき時が来たと指

適︒今後は確圃たる闘産化対策や

核燃料政鑑などの重要施策が関係

会畏木渕田一隆氏の﹁将来の産禁
構造と原子力開発﹂と㎏する特剛
講演であった︵甥項滲照︶︒

また午さん会における日銀総裁
宇佐諸撚氏の特別講演︵別項︶は
独懸の蓬栄を強調︑原子力関係斎

ったQ

にとっては教灘に冨んだものであ

独自のものを持とう
昨年のわが緩経済は︑予想外の

@特別講蔽の第二番繊としては︑勤力炉．核燃料開発曝粟団

⁝⁝

るが︑これに必慶なのは︑すぐれ

いくために︑わが踵でもはしめて

のに︑﹁プルトエウムの熱中性子炉へのリサイクル﹂についての

核燃料閥題を唖唖とした今大会の︑一つのヤマともいうべきも

＝繍

ともいうへきすぐれた讐理方式を

パネル討繭会があったQ

シンポシウムと︑﹁長期ユネルギi計画と原子力発電﹂に関つる

物継と資金を餓も右効に結集して

⁝馨舞圭郎氏によ・Q㌶力炉の開欝画しがあ・た．昨︷ た管理方式である︒必要な人材と
年十月発足した動燃肇聚団は︑わが国原子力技術臨主開発の
・

⁝⁝

確立しなければならない︒

﹁プルトニウム﹂については︑

なお井上氏は︑問診業國の体制

効率がよいが︑扁途炉実用化康で

炉燃聯として便用することが最も

トニウムを軽水炉燃料として使用

もないわけではなかったが︑プル

の延長で実施可能であり︑すでに

する研究は︑現樹設備と在果技術

極諭が大勢を占めた︒問題点は原

議論より実施の没階であるとの穫

子力釜鼓会を中心とし︑動燃︑原

ぞれ除子力発願誹画︑ウラン需蟹

また山賎︑田中両氏から劔それ

量に移される鋳観た﹂と答えた︒

に照応する体制とその処方飾が丈

とりがある︒昭和六十継代かそれ

れるが︑これには塞た時間的なゆ

石油堕の構造的な類題も詫・凡ら

これに澱応ずるたろう︒もちろん

本の側でもコストダウンをbって

力発電が縄進されれは国鰐駈油資

界的にみて過測ぎみであり︑原子

それに対し脇坂幾は﹁石識は世

べたことである︒

業の構造変革が求められる︒との

重点とすることが必蜜で︑石油産

例えば石油製晶の得率は糾資蒲を

在り万の悶題に作用するたろう︒

を會む発電用燃料としての徳漉の

子力発職コストの低下が価格閥題

が︑昭和五†年代の後半には︑原

とくに注罠されたのは︑回坂氏

表を鶯なった︒

各分野の深青者がそれぞれ兄解発

務鰭発購用核燃醤の確保︑など

電の開発と石抽魔黛︑田中冤蹴常

来︑脇坂丸善石油常務訓頗チ力発

エネ研所畏1一馳露用燃繕閥題の経

電力長瑚5一幽と旅子力発蹴︑向坂

︵群細は次号以下に紹介する︶

③わが国が原子力開発の遅れを
ヤ
取り返すには︑どうしても国際協

力が必螢である︒これによって先

山圏原子力委凪︑肇国鋤燃理曝︑

砺縣騎物鱒

で︑むしろ己れていること必ずし

くり返す必需がないということ

進諸困が経験しに古い方法を再び

た諸本方針に熱ず

間に審議決定され

惣門家九氏による副講が行なわれ

た︒わが国で生協さ4量るプルトニ

吉岡鼻骨常務の発表につづいて︑

ウムは昭和五十奪法でに累計胸三

︐ゾ︑六十年法でに四乎ニーゾが兄込

が惑乱圃青磁長のもとで筒速増殖

は縮愚の溺閥があるため︑その聞

まれる︒このプルトニウムは蔦速

炉開発本部︑新型転換炉開発本部

ととした︒

を口細原子力公社より購入するこ

この一環として︑すでに事業団

もマイナスとはならないであろ
いて︑新型紙換炉
と筒速増殖炉の開

ていくQしかもこ

発を薬喰にすすめ

の野心的で困難な
計画を最も効率よ

は新型転換炉についての技術情報

う︒

・プロジェクトの立案︑謙画をつ

②麟業団は車にこのナショナル

要である︒

た協力体制で運用されることが必

⁝憂てその難回す薯凡をのへた・

・核として多大の関心と鮒待が持たれているが︑井上氏はこれ

井上氏は濠ず︑動力炉・核燃料

亀

後︑海瀬団はこの

単な経過にふれた

開発三業団が設立される燕での舳

諮︑

ダ
砥・
一一

＝

くるにけのいわゆる参謀本部的な

﹁期間をくりあげ﹂

く︑でき得れば
てでも笑現してい

めには︑どうしたらよいかという

熟中性子炉燃緯として便矯するた

のがこの討論のテーマであった

て構成されていること︑京たそれ

ぞれの炉の開発に当っての主蟄な

が︑結論としてはその具綜的な総

および副画管理部の三部門によっ

ため︑現実にいかなる事業推進方

ポイントとタイムスケジュールの

をつくりあげる機関である◎この

劃をもつかといえは︑藁本門計か

あら麗しなど︑事業団発足以来の

いう方肉が打ち出された︒

合研究体制を犀急に確立了べしと

機動ではなく︑あくまでも動力炉

営について次の三

ら炉をつくる家での明確な貴女体

具体陶な業務の進行状湿に日及

きたいとのへ︑そ

点を強調した︒

制をとりつつ中閥に暴ける段階は

のための構成と運

①事業団が任講を遂行するため

し︑今後とも各界の一層の協力を

勤

には︑国の総力が結集されなけれ

要請したQ

かも鶴国のより繁栄をはかるに

この縄題に対する消桃陶な慧兄

できる翻り既存の機関に依浄しな

ようなアンバランスは他国に侮を

る︒これは西独の一％減︑米園の

がら開発をすすめていくものであ

みない︒ここに原子力開発政策の

らゆる機開が濡合的に調和のとれ

の実態は︑体制の弊備と研究よお

るが︑ドルの弱化は廟由磁界全体

界経済の発展に樹与しながら︑し

このような国除環境の中で︑世

ばならない︒富民学界など国のあ

び設備没資を岡時に行なわねばな

ンド切り下げ︑ドル紡拗政簸の強

醗内の好況が輸出抑止力となって

は︑独自のカをもたなけれはなら

翫釜分慧の挙れ

上でのいくつかの閾㎏点を示唆し

らないというきびしい試練の達続

る︒この理曲は国際環境の悪化と

ちこみ︑実に九億諾の悪化であ

ると驚くべき数籔だQしかしその

ている︒

しかし︑このような罠問企業の

の経済危機を慰味するものであ

わたっての量子力発電コストの晃

このことは原鱈が羅年突徳して

働いたからであった︒

制の確立にしばられたが︑電力会

の進展に伴なう核燃料と右脚の関

通しものべられ︑原子刀允爲開発

反画圃際収支は急激に悪化し︑㎎

祉側より軽爪﹁号炉を照射実験

量ならびにその確保溝鑑︑四脚に

われに知らせてくれた︒その薫辛

の揚として提供することが考えら

研︑蔑間等による誌念研究開発体

から自誓技術開発の墾裳な一面を

た︒

れるという積纏的な発自もあっ

胴欲は︑匿界各国からも緯圏され

ない︒ポンド切り下げの教訓は︑

が大きいQ

担う原子力開弗κ期偽丁るところ

きた﹁原子力営業実態調竃﹂の結

り︑各国ともこれに反対すること

トソブレベルの総禽化された技術

れは︑不可能である︒この慧味で

このためかなりきびしい引き締

いうことを︑いやというほどわれ

繋れるのは反数虜帰の力であると

いエネルギー資源の乏しいわが田

＋一儲麗の黒字三・三億浦から四

てついていたフランスすら︑ドル

はできない︒ことことに米園にた

発展雲雨の変化に応じた構造改草

は︑工不ルギーの輸入依存率が年

ならないが︑このためには︑①自

る急速な開発の進展を添し︑原子

め蚊策がとられているが︑企榮と

を進めてゆく上に忘れてならない

エネルギーの効率化の必蟹盤は︑

々島翻り国瞭収支が窓化する尋︑

由企裏体制のなかで個人または個

果にも明瞭に示されている︒︵第

しては生産副画︑設葡投癒計劇の

のは①認度技術の石紙化と総合的

ますます増大していく︒この問題

秘ナ職親は五・葉叢の蛮簿

な効率化②ビング・サイエンス︑

を解決する鍵は原子力の開発であ

力難電の分野についてみると︑昭

源識し︑自由な技術難入が不可能

である︒

ビノグ・テクノロジーへの取り組

約から十分な論議をつくすことが

業構造改革の方向としては︑協力

るQ

心に原子力開発が位羅づけられ

術の開発を軸として進み︑この中

特徴がこれに殖車をかけている︒

水化等︶が為慧義である︑などの

用︵アンモニアの含成︑海水の淡

ストダウンされたこと②多闘灼利

すればよいか︒これらの間題を員

を計画的に多数醸成するにはどう

成をどう進めるか︑④高度技能噺

発なと関連塵謎のバランスある鶯

か⑧核燃料サイクル原力子機器開

か︑その方策はいかにすればよい

麟

では︑プルト諜ウム研

悶題を検誹⁝しているが︑石灰︑眉

紛合唱不ルギー調査会でも︑この

検討を行なっていてその間の関連

油︑原子力かおのおのたて細りの

ーを二分するであろう石油と︑腺

がうすい︒こんご日本のエネルギ

齪のプルトニウム政︽

の明確化を要望するこ

子力を含む羅力の両腰弊が直接阿

見を交わし︑総合駒に今後の政簾

れが結諭とされた︒これを機会に

を検討して行こう﹂と提窯してこ

る︒

本闘題の組織的な倹討が期偽され

﹁長期エネルギー糠

ネル討諭は︑原灌松根

中央躍力協議会専務11 ポジウム︶

︵写爽はプルトニウムのシン

劃会畏を議長に︑山脚

蝦と原子力発電﹂のパ

議誰銃甜﹄

とが結論づけられた︒

究推進のためにもまず

能性が強い︒この副講

であったが︑残念ながら時闘の制

た核燃料政鎧がないた

しかしながら現在︑国の日立し

このため松根識畏は﹁通が省の

できなかった︒

と偲性の発揮を指導理念とし︑①

③自主技術開発の中心としての殴

ルギ；は発揮するが総譜力︑組織

ともすれば臼本人は個人的なエネ

剣に考えていかなければならな

上が技術導入であった︒

従果例をみないすぐれた嗣論の場

麹主技術開発を拠点にしなければ

を集約して行なう独子力の開発は

め︑このような検討も

心落に集中的︑効率的に庄ぎ込む

化するかり自主礎術をどのような

慧歓もから回りする可
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防勘には賛意を表している︒

になってきている︒すなわち技術

転襖が聖賢である︒この状況はポ

時代の発展方向に沿っていくため

導入によるわが田の密度成長が一

醗午さん会て講演する宇佐奨洵氏

には︑技術酷新が耀しい意味碧い

々の企繁の創意工夫を自虫鮒な開

に大きくなるものと樹待され①在

国際競争に耐える企業縄模の逮成

子力闘発

力の煎に欠けているうらみがあ

加︑マ！ケノト鵜限などの問題が

係を峯事者間で出講し合うという

をもってこねばならず︑あらゆる

発に向けて︑いかに総合胸に効購

来火力の経済性をしのぐ家でにコ

けれはならない︒

ければならないが︑そ抗は自主技

②労働集約的な条件を資本集約的

現在日本のエネルギーバランス

る︒原子力開発はあらゆる科学技

けれはならない段階となったQ磁

伍して経折構造の改革奉断行しな
昭頽三十年代の難度成長は︑外

②慶業構造の繊造改革と自主技徳 技術による王業構造改革卒近めな

その技術導入が現在田際的な状

みて企栄規縫にかかわらず︑個性

な条件に質的に転換し③園際的に

が変ってきている︒国民所穏の伸

術の豊凶化と組緬化を行なわなけ

国から斬技術を導入することによ

況の中で峠を越し︑技術導入にロ

び率以上にエネルギー消費の伸び

って支えられ︑経済効果の八割以

イヤリティ︑資本参加︑経営参

のある欝欝を街成するいわゆる特

率が職くなりつつある︒それに伴

い︒

本経済の特殊盤を認識しこの上で

発生し︑アメリカなど兜進諾国は 化を進めることが必要である︒日

礫

ルギーに占める役箭は将米︑非常

八画参照︶o調査結果によれは︑

甥

0

る︒この慧味で原子即発彪のエネ

〜

▲

昭和四十年代の経済発展に即応

和汽十年に六買五十万KW︑五十

4

するには︑田本も欧米の先巡国に

原子力の研究開発が本馬的に煮手

自
糞

つの戴きな転換期を迎え︑四十年

五卑に二千二衙万KW︑六十年に

二営

「

代の経済発展を統けるには︑煮染

された照和三十一葎度から園十一

だった︒

こ．五％増︑英語の一︒五％増︑

蘭麗成長をみせ︑実質一一・六％

井よ五郎氏の特別講如

0

…一

譜

障…

イタリアの五・五増％に比較す

潔の叢を示芝とが予響れてい

璃

和利用が︑ようやく国の経済発展のエネルギーとして︑談た窃

︸本大会冒頭を飾ったものは︑原

は三一四千万KWという開発規模 て説きあかしたのは︑経済審議会

を紹介するが︑パネル討議簿については遂次その鎌谷を掲載す

菅原巌会畏の開会あいさっと一

趨代表常妊理齋橋本等流助氏の

を示すに織った︒こうしていまや

主技術開発の核として︑今後の発展に大きく寄与しようとする

本松大会 準 備 委 鼠 畏 の 経 過 報 告 に
﹁原子力一業の現状﹂報告だ︒

年度豪での十一力業間に︑民間企

る予定である︒

次いで︑鋼脇科技庁幾官︑樵名逓
橋本氏はまず﹁研究開発晒内容

業が投じた原子力関係支雌は総隠

段階に近づきつつあることを示したが︑さらに研究開発促進の

原子力産業の現状と

趨大藻︵代議藤井政務次富︶の
のものは国が中心となってこれを

開発政策の問題点

祝辞があ り ︑ さ ら に 有 沢 原 子 力 委
行ない︑民聞は実用化を担印する

信じて今聞まで開発に磁心してき

という考え方が最遠と麗業界は

風畏代埋の所醸が樹せられたが︑

鼠

△

技術の稔合的組織化を濡し進めな

木淵田一隆氏

日本を経済発展のライバルとして

り

もゆ

︸＝憎＝朧＝も

のの考え方が必要である︒新しい

蕊僻 ｢麟・

た﹂とのへた︒しかし原子力産業

購繊麗雛

将来の産業弓造と原子力開発

①将来の産業構造

組みこ解れていく︒この状況を十

然的に則際経済システムのなかに

の発展条件が三十年代と異り︑必

昭顧四十年代の日本経済は︑そ

経済審議会講論

分に耀暑し︑国際化に民用するも
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月ロ
セソシコンで行なわれ︑

◇

懇懇欝欝撰叢携
海外からの託つの特瑚舘演は二月二十一日の第一

◇
◇

れそれ発謁した︒三論の特別講演の概要はおおよそ次のとおりである︒

ンドリェ物理研究那長は﹁フランスにおける高遮炉開発毛画一と題してそ

は﹁イギリスにおける拶蝉桝サイクル・サービス﹂︑仏原子力庁のG・バ

◇カの趨稲ウラン供給一︑英瞭子力公鮭のN・﹂・フランクリン生産那次長◇

◇米芸子力墾員会のE・﹂・プロノク琳務総長代理は﹁海外に対するアメリ◇

◇
◇
◇
濃縮ウランの長期にわたる確保
を海外諸国に傑証する手段として

六がに引き下げた︒これは︑一九

五六年以来益園闘の値下げにな
は︑次の二つの段階がある︒豪ず

AECのウラン
濃縮サービス
る︒

定が結ばれることが必要である︒

米AECは︑海外の燃料長期供第一に米圃と工手国の聞に協力協
給の保証に応じているが︑現在︑

これらの協定は︑三十年の長さの
もの家で結ぶことがでまる︒第二

ご十四塾の海外の発電炉が米脳の
濃縮ウランに依存している︒海外

︸婁事者との間に︑特定の燃料隅

間運営に関する可能性を研究中で

あるQ

象たAECは︑原魔卑次ス会の
蒔機を選び︑ワシントンとほぼ岡
隠雛表の形で﹁ガス拡散工場の運
轡﹂なる資料を公識︑従来圏球機
密として知りえなかった米濃縮ウ
ラン製造工場の経済データが︑は
じめて平和瀦冊の面の検討にのせ
られるようになった︒

英国の核燃料産
業の現状と展望

騨≡一⁝＝謄凱︷﹂一−

麟解入り解脱︑②ではオークリ
ノジに五︑パデューカに五︑ポ

＝＝＝︷＝冨＝篇婁晃騨一一冊二餉一＝︷一一＝＝纂獅塾﹂一需一＝﹇認︷一＝昌齢；扁︷己一一

ーツマスに避つある工揚別の能

≡一＝瓢＝＝墨一諾＝胃瓢一⁝＝開一﹁﹁隔曹﹂一

想値︑⑦ガス冬日工程の改良︑

∴鼈黶＝∞o＝一﹃−一＝勝二一︷脚算＝≡饗署﹂曽＝一

⑧処理能力の現状と改良︑⑨新

力︑建設費︵ムロ訓二十三︒二六

ストの実績︑⑥栄位コストの予

都を民間に運嘗させる可龍性と

の要請もあって︑岡会議に婁託
して現霧工揚の一郡もしくは全

工揚を建設した際のコスト︑⑩

各国で軽水型発電炉が大幡に
ろその燃料の灘縮ウランの唯一

採胴されるにつれ︑現姦のとこ

その揚合の二三題を検罰させて

でさらに濃縮度を高めるという

六％濃縮したものを他の二個所

の徴給源である米工揚の鮨力・

る︒韮本的データは依然として

いたが︑その結果がそろそろ発 付録の十節からなる四†五台の
癒が︶と航空二二付の施設の説
明︑③ではパデューカで○・九
表される蹄朋になっているQそ 冊子︵OROl六五八号︶であ
の内容は高度の導尿機密を含む

操業の鍵態・纒済デ⁝タは︑平
瓢窟用の繭際市揚の巌大関心麟

にはその写字処理能力が最麗

となっていた︒昨年六月十四日

ように一貫操業されている近況

模の新設工揚をつく2Tば︑十五

約二罰の能力増が可鮨になる

奪の技術水鵬で改良すれば合服

をのべ︑⑦で現施設を一九六五

データのほとんどは全く国新し
いもので︑軽水炉ブ⁝ムと核拡

押えられているものの︑今回の

敬条約の山場に来た現在︑公表

のでどこまで公書されるものか

ｵ︑OOOゾ分離鮨力楓AECガス拡散工場運営の概要

当﹂なること︑九月二十一日に

このほど公表された資料はそ

は﹁一難分離能力当たりの料金

の主要部分に関係するもののよ

を述べているQ

こと︑⑨では現在のものと同規

二％︵それまでは○・二五＝＝

わからない︒

％︶﹂と発叢されたものの︑バ

億ドルで建設でき︑単位コスト
は二〇・三がに下がることなど

二十六が︑工揚の廃炉濃度○・

ンクデータが秘密になったまま うで︑①玉文②ガス拡散工程
に踏み切った米政穂の爽激はど
︵の解説︶⑬AECガス拡散工
こにあるのたろうか︒
では︑その商業的な融昧に不安
揚︵の内容︶⑳AEΩこ工芸の さて︑①では︑九〇％濃縮豪
米AECは米原子力薩業王畿 一貫的な操業の現状︑⑤操業コ で竃千の拡散工程をもつ工掲の
を持つ向きも多かった︒

四︑核保有国の軍縮の義務目今回

る︒試写くらいを逝嶺と考える︒

の書案には︑核保有国の軍縮努力
について新しく条約本文に規定し

を密にし︑英知を結集して放射線

力婁員会と学術会議との閥の関係

安全ととり組むべきだと要望し

また向坊氏は︑わが国および

た︒

全評価の現状を解説し︑A︐後醸子

米︑英などにおける原子力施設安

設などの事態に対応してわが国に

力施設の穴型化︑新しい不日の建

DFの高騰炉関係の研究に投入さ

設を除き︑約二億漏がCEAとE

られる︒

おいては次の三つの闘題点が考え

運轍されている︒摂翫四一〜五繊

月三十一日豪で二千四薗七十時聞

①新しい耀設に対慰した安全評価

一九七〇年における央国の蒋燃

ランスの講遼霧雪画の研究および

れる︒一九六二〜穴七薙の間にフ

建設に対して︑CEAとユーラト の離策が必勢であるが︑これはプ

度の下での運娠は一万二間に近づ

りかえも無調に行なわれた︒

ま

臨︾︐レ︑

ミ

十七日に親思KWに逮し︑現在二 の一が大卒︶︑EDFが約七＋人る︒穴学に足場をもつ新しい共同

に参考資料がないので技術的な検

②廃葉物の繊し方が聞題となろう

討が必要である︒

が・モニタリングの皿山︑運営お
ぐ もぎ

リゴ

ジ ゆ

セドヰまぶくぶ

よび蟹岬蕪騨翻の鞭灘が憩が叢

．響

㌃遷

毅

︑ 驚欝 熱

師

指摘したものであり︑今後の開発

て進められねばならぬ疑要課題を

演は︑原子力の利閣開発と並行し

この両氏の安全聞覚に関する講

望豪しいとのべた︒

のでない場禽でも︑騨細な発表が

小さな饗故や故障が︑核都分のも

またデータと経験の岡積のため

ぜひ諸勢であるとのへた︒

経験に乏しい︒しかしその研究は

が︑まだその根拠となるデータと

iなどが確率論を提案している

旧

る︒このことは英岡ではファ：マ

墜全瀦価の空聾化が必騨であ

ない︒

四日の醗⁝奮藤輝な轄配物蝶

肇敷鰹韓珊櫨滋霧驚

いて︑また招侍講蔽で頭大の

子力開発と放射能安全﹂につ

民安金陶題では特別講議で策
東教符大の三橋日田氏が﹁原

嚢

霧纏轡

ていたが︑最近︑EDF︵仏聡力

は熱交換脹をつけないことを決め

スフソディに

採期するように政府が保証してく

ヤ

ま

原型炉の建設で︑これ獄奨の一一

ま

出力二十五万KWのシ蝋騨獣グス どいも

高速炉計画の第二段階轍目性戴

している︒

庁︶との協力で︑この研甕に顯略

れることを印し入れるだろうが︑
現在︑かなりむずかしい︒

高速炉開発で
日仏の協力を

済性楽確かめるためのデー鷹目口

ることである︒フェニソクス焼は

向坊黒氏が﹁素子力施設の安

全性﹂についてそれぞれ次の

ついての濾識は十分とはいえな

が︑その相補関係にある放射能に

⁝

／
薄麟

マルク：ルの近くローヌ甲のほと

りに建設される予定で︑︸九六九

ようにのへた︒

CEAとEDFは昨無フェニノ

年初めにスタートされよう︒

三宅氏は︑わが国の識者は原子

力利用の璽要性についてはほぼ一

この場合︑フランスの原子力瞠業

軸ざ

クス炉の建設をショイント・ベン

チャーで実施することを決めた︒

界の体制整舖の考慮も仏われる︒

全発注の費任はCEAがとるが︑ 致して積極的な意見をもっている
フランスが高田中性子炉に関心

て︑その安全対策を確立するため

に進展する原子力開発に臨書し

研などの研究機関があるが︑急逸

い︒
CEA︑EDF︑麗業界の専門
学わが国には原研︑動燃︑放医

を添したのは十年削のことであ
る︒フランスの商速炉謝画の第︷

高遠炉関係にたずさわる人数は

な核軍縮箔羅がホされていない限

研究所をいくつか新設することが

一月二十八臼に臨界に達し︑三月 CEAが絢七百五十人︵うち三分には︑これだけでは不十分であ

のラブソデf実験炉は一九六七無

り︑罪核保有園の智頭ぶ永遠に押

のであるとの認識に立って︑原子

全の問題が囲蟹利益の確僅そのも を進めるまでまわめて二戸に冨ん

だものであった︒

ソディの艶紙とフ〜つクスの建

望ましいと提案︒今後は放尉線安

た︒一九六七無八月から六八年一

ルーブンタイプの発聡設備のよう

ラプソディ炉僅蝋の隠的には︑

担した︒

た︒うち仏CEAが三分の二を負

ムが只岡で約八千五蕾万藩を投じ
は︑完成した時点で︑三酉万から

にある︒中性子栗幣度は年閥に平

燃料と被覆樗の知識を深めること

桐

き︑これまでに葡四十圓の燃料と

凋二二の規観は売上げ筒でウラン

嘲︸三三二董雪蓋≡＝一一≡＝二覧︻三鼎三i＝三三隻曽門≡営葦−嚢 榊阿三＝玉＝謄一一≡騨蓬量一一三＝一事董層三聖二三一繋玉三≡一膳誓需湘隔≡＝i三；﹁ニ﹁︸m≡三脚玉妾＝；r恥

ある︒

象れ︑再処理は年聞二函五十誘で

処理の単は一九七三年までに胸嘱

と着旧試験盗用はこの数器となろ

五署万嘩となり︑燃料設計の開発

勧油炉用燃料の生産工程の閥発

濃縮総湯は一九七〇年の翫要が
を含め約三千万鯵と推定され︑八
ﾑ顕を越え︑一九七五琿豪でに 十年窪でにはその四微となろう︒

一九六〇年醗半に軍側藤の漏襲

最大殴数百瞬の英国では︑分散し

霞鐙となるが︑これは輸送距醜が

は年麗山曾ナになろう︒一方︑再

がなくなりごく一都をのぞま運転

ていくつかの工渇を建設する必愛

さいごに︑日本でやらんとして
はない︒

方弩層藪り四X十の二十二桑個

工場では︑一九六四年に発駕され

う︒この典大な資望費用は現在の
た第二次五ヵ犀討圃によって醗縮

墨停止したカーペンハースト拡散

の男気瑠業者は︑米AECの賃濃には︑米AECと相手国の賛任あ
要澱を含む契約が必要である︒灘

縮サービスにもとづいて︑濃縮ウ
ランの供給をうけるが︑この場倉
縮サービスを必要とする顧客は︑

その物質を六フソ化ウランの形で

の厳科物質である天然ウランは世

持ち込み︑豪た受けねばならな

いることと︑フランスでやってい

れらを公開すること②刮羅精度に

ていることは認めるが︑他方宇宙

?盤灘饗撃

を︑平方層層当り四×十のニや三

する断言炉燃覇の製造施晦蓼建設

万雌の費絹でプルトニウムを會備

並行して︑ウインズケールに二百

規摸からいえば檸燃凝上卿からは

ついては︑対象を天然︑濃縮とい

穣兵力やその迎撃手段についての
別の努力がなされ︑その発表が行

当初の引画では︑

乗懸にまでもっていくことを田打

参加する必要があるこ

う簡単な分類とせす︑濃縮度五％

士力をおいているQ

に︑これに応える被覆材の開糖に

とは論を談たない︒こ

以上と五％以下とに分けその精度

なわれている状況では条約草案に

ll陥ll一廻ll川｝ll目鵬1一川圓目｝馴lll田｛Ill師川｝剛mll目一11Ull

については︑一九六八年度でラプ

ソディの建設はCEAとフランス入が特別訓練をうけている︒財源

えようとする一方的な野望である
との疑念は除かれないと考える︒

産業界の協力のもとに進められ

万四千KWで運娠している︒ラプ となっており︑仏産業界では約諾

こと︶では不†分である︒具休的

約のために誠実に交渉を遂行する

段階は︑熱出力二万KWのナトリ による合同チームによって︑作業
全醸的か2窒な軍縮に関する条 ウム冷郎のラプソディである︒こ は進められよう︒

ある第六条︵国際管理下における

皆が開醸したものを習気事黒壱が

ウラン炉︵AGR︶採用が決ま ナトリウム冷却筒趨炉の建設と 支持されないだろう適したがって

のためには保瞭描躍が

行なわれている施設と研究所的な

もらうか︑あるいはこれまでの業

政府に対してそのリストを負って
第二次計幽では六年間で八勧万

二丁中である︒

︵廃棄濃度○・一⁝％U燭︶を受け り︑勤峯の了い丁場の改良工寧が

ずる濃縮工場における減損物質

米AECは︑米国内のウラン鉱い︒豪た顧客は︑燃料処理から生

める︒

米AECは︑一九八○年時でに界のいかなる所のものでも持ち込
米圏の原子力発躍設備容黛は一管

五千万KWに達するものと想定し
ているQ本年二月こB現在︑殿気 業の健全な膏成をはかっている

ることもできる︒賃濃縮サービス

幽力六千三胃万KWを上回る九十 が︑一九六七年の探鉱認録は千七
一甚の発蜷炉の発注が発衰されて 十山ハ万四千碍︵一九五七年の実績

の基準蓑は昨葎＋一月二士百の

ばには運娠開始となろう︒

の商艦炉が採用され七〇琢代の単

KWが開発されることになり︑そ 巾である︒一九七〇年後門にはこ

欝︑計澱精度および査察基漁惣の

平等で︑かつ実事に即

を区別すること︑融工業機密の漏

小さなものとは︑取扱いを明瞭に

需謬一

業
は二酉二十万冴であった︶と︑こ

米国官報で公添され︑塞年一月一

れに要する濃編ウランは千六菖

が必襲である︒以上の点卒天体の

一二玉一診諜月二墾芦岡＝＝上玉＝＝＝＝iF＝＝

必要であると遵え︑わが囲民闘薩

意見としてまとめている︒

二

想像もしないようなアイデアは︑

灘界としではこのような検討に協

峯一

常に自由な研究の過程から生れる

力したい︒必要があればいつでも

進月歩の原亭力科学技術からみる

検討することになっているが︑日

三︑条約の有効期間11条約が発効
ものであるから︑何らかの形で研

王AEAの理事会冷適じその傑隣してから二十五年後にその存瓶を

るようあらゆる弩横堀すべきた︒

究の膚由だけは原子力平炉利用の

るためには︑できるだ

NPTが謁跡に闘晦を達威する慧見としては︑①設計審籔欝

A一AEAによる保障比重のA
適IEAが行なう査察項罵に関す
とこの期聞は畏すぎると思われ

べきであると考える︒

用

した受入れやすいもの

洩防血のために︑警察対象にヤ分

け多数の罵がNPτに 棊準を確立し︑できる縫臨豪でそ

であることこそ肝要で

保隙捲艶然獲は︑今般

ある︒現行の上AEA蕩慮をはかること︑④工業規模で
提案されているような

絶対灘を考慮すること︑㊥甕察を

区別し︑精度はパーセントでなく
NPTを醐提としな
いものであるため︑餌

P7の成立を機に現行 できるだけ簡単にするため︑殿も
有効な少数のチェノクポイントの

監；こ

いる︒監本でウラン濃縮サービス
れまでの最醐であり︑探鉱濡励は

u開

惜擢制度を含狸約なものに修癒す

5郭一一蚤ニニ一一﹁一一﹁二ρニ三重二二一コ

米AECは︑ガス拡散工場の民メ︑取替燃測が約午二二沖と見込

について発表するのは初めてであ

「一

あらゆる面について留傑しておく

墨一二二一＝ご己︸一一ゴニニ聾＝震一二一1

健平和的核爆発に関する研究は

騰婁

解釈される︒しかし︑われわれの

六条劔では壷振されているものと

一玉雲

る︒

臼から殆効になった︒

塵彙界としては疑義を有する点お

二一二鮨二二≡︸一二一＝二軸一ニニ5

るが︑米AECは一分離作灘単位ものすごい勢いで活発化してい
当りの濃縮料金を三十謎から二十
沸隻二二一一漏聾二＝算＝雪一コニヨ︸コ雷一思一ぼ隻二一一二監察一二＝一＝墾θ二二一

﹁核拡散防止条 約 に 対 す る

よび改欝を要望したい点がある︒

査察に関する技術的問題点につい

τに対する意見を述べたい︒なお

決驚や︑謝測蓑置の開発など研究

轄

産

力

原

﹃
別婁員会︵婁員長・動燃副理最長清成遭氏︶材料試験炉利用懇談会
︵住及原子力社畏平壕正俊氏︶︑原子力用鋼材標麗筆懇談会︵八幡
製鉄副警護湯川正夫氏︶︑アイソトープ・放射線利矯に関する化学
︒繊維工業懇談会︵昭和織工専務斎藤辰着雪︶の無援畏会の検討結
果が各婁員長から報告された︒

とくに注囲されたのは核 拡 散 防 止 条 約 ︵ N P T ︶ 問 題 に 騙 す る 塵

白︶につづいて本年一月十八凹に

︵第三条の保起工認の規定は空

君達の態度を表明した潰成氏の蝦告である︒

同本原子力薩業会議の核拡散防
比聞題特別婁貫会は︑昨年八月初

めに設麗さ31て以来︑米ソ提案の 十八力圏軍縮委員会にNPT完成

対する麗業界の慧見をとりまとめ

核拡散防止条祠︵NP田︶草案に 草案を提出したが︑これに対して

るため︑辮二二行なってきた︒と

いては産業界および関係研究機関

くに工AEAによる査察闘麟につ今圓は楽特別覆員会としてのNP

の専門象グループからなる査察閥

ては別の機会にゆずる︒

の保障錨躍全体を実際

麟雛

一一

』轍1闘1闘ll凶馳r闘旧lll一嘲網1ロ111》・r糊llllb一剛川11b｛ll川111一側日il国「
一｛

塁纏養

策大・向坊隆筑

醗離

怠如裁

転読雨蓋懸樋搬

◇

的なものとすることが

G・バンドリ工氏（仏）

一E・」・ブロック氏（米）

見

原産で今難度活動中の各特別嬰員会の中から︑核拡散防止悶題特

業

題小委員会を設面して検討した︒

醗籔︐謡

溝成通氏の特別委報告

。」

釦

産

N・L・フランクリン氏（英）

◇

界
ｽ鵜利用における研究の権利

一㎜

解
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米ソ両岸は昨年八月の第一次草案
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劉
置

力

原

学問と妓術の面を選ぶ

心細い国内壷原

海外の豊躍な費源

数解が含まれている︒

いる︒＝了五日後には︑年間一万

していて︑西独との交渉も遣んで

た︒英醸︑購誰と長期契約が成立

の副産物として︑班間三千沙のイ

も整である︒これは︑酸化ウラ

放戯されるガスの処理

＼

これらは︑

＝籟い瑠

新しいの蘭の︑しかもビノグテ

いる︒この型の炉は︑燃料を消盟

がおかれ︑各弊の人材を結集して

すゆかたわら︑余りの中絆子で次

ガスのほか︑液休︑固体の麗棄

する点も多い︒

物も大きい問題であり︑原研石原

クノロシーの分野の成畏に姑礎研

の窯肇な話題のいくつかは取り

究は必艶である︒ここでもそれら

の燃料プルトニウムがとれるとい

る︒そして抜分裂で礁れたま謹の

う増殆の効果が何よりの魅力であ

中性子昂︸便うから減速材が不要で

れた︒これら鶴レベル放射能の貯

蔵と馳棄には︑わが囲としての精

なお︑笹用ずみ燃料は︑各鍛総

使網ずみ燃斜の輸送問題

生産されるプルトニウムを燃料と

うしても温来るし︑再処煙からも

来るQそれにウランを便えは︑ど

いるかに尾えたQ

は︑bが困の晶いレベル画化準えて

ズムには少い︒しかし熱心な臆梁

あるQしたがって炉型が小さく斑 上げられた︒入場鞍は︑アカデミ

会祉で各個に行う力武はとらず︑

するのに通している︒こんな提所

︑

叡鰍輻野趣

ド反応︑軸方晦分苗︑執水力臆性︑

箏・嵐

設譜の衆廼化︑燃料築合体︑酎警

ム・

鷲型転換炉と旨旨増殖炉は外園

ものである︒四十七無冶工に国難

は︑原子蝉巾のイオン化エネルギ

うという︑野心的な︑しかもも鷺

ーと熱を︑そのまま電気に変えよ

ループぷ代麗し℃原船団西堀矯︑

な力法である︒この方醗の餅靴グ

寧廊激婁輪灘驚耀鞭一

駕漿麗葎許盛謙遜鞭轄

原子力による海水の庚水化き

発蹴の階隠な形式てあ・黛

つこの方藤もMHDと鰍んで蹴骸

利用︑やかては争痴抜術にも役蕉

揮処理よりとれるアイソトーツの

ギー源とする凝鮒の解説唱導た︒

ープぷ電池その他の形筑でエみル

った︒藁大加藤数擾は︑アイソト

原研矢野民の研究現状の紹介があ

その炉の二三は︑動燃石川民︑

籍赫給飛謝器懲窄︑叡︑

ｱ講鍵

要る︒瞳子力による海水の淡水

が麗蟻って

炭化物や禦累物も落窪であるなど

式︑いわゆ．リセルフサステイニン

出米ないことが残念であるが︑両

子力危地についての紹介が†分に

詳しい媛告がなされた︒

き単大畏谷川教授︑原研藤村氏の

検討は︑よい働である︒これにつ

でに横議にのっているわが国の原 拶ハ果した︒その圧力容器銅材の

1の化学的固定の研究零おこ窺嚇

し米糠では︑華分製時の焦ネル漏

帯きなれない用語である︒し伽

フィシォ化学の研究

闘灰陶誇りである︒

する隙研放口底化学穂が霞献し鋤

功は︑紹介者原研宗像疑恕巾心之

粉忙ポリエチレンの製瀧へ櫛購

粉末ポリエチレンの製潅

岡筑の詳しい紹介がなされた︑

も熟心なグループがある︒日立蕊

いう手はない︒この疲備二十日に

化︑子爵海を尾ながら水がないと

開完現状が紹介せられた︒

って︑原研上田氏︑動燃中村氏の

わが図の燃料研究の諮績の上に立

籔聾獅難灘

︑無難薩獅

麟職シで制幽する︒原研年来研究

諏ンレス被覆燃罫を集禽休とし炭化

じて酸化プルトニウム混入のステ

る︒二十％濃灘ウランをベースと

た︒昨年二刀より始められてい

原研能沢氏によって説明せられ

薦二二の設計

がおかれている潤てある︒

M狐D︵電磁流体︶による発鷺

MHDとアイソトープ利用

動燃に集めて行なうゐ針である

誉Hハえているので冠非聞発したい

ある︒

●

でもなお研究段階を湿ていない

許与監︑燃料交換など隔到な設議

ダ

が︑見込みの大きいものである︒

萬速増殖蝉

次．糧高速炉であるが︑その開発

がなされている︒

臨時担進本部癒との議を経て今後

麟鵬

グ方式によるものである︒これに

日にわたって︑これ謹た非運な関

が績撚れ︑技術の促進に大きい役

ついて動燃鵜木︑鵬茂により説明

心を呼んだ題固にふれたい︒

以上の紹介で紙数をとって︑す

鵬

ち動燃にあ・て総速読難風

市野氏の説明がなされた︒すなわ

次第につき︑東大大鷺教授︑動燃

線子紅霞動力炉開発讐訣会︑開発

＝

陶立場の問題がここにもあ鵜の野

造︑輸込事故予防など機械的蕊欝

策︑そのための煮物と強度︑構

い︒これへの二二︑放射蝿宏全対

に選して反応が始まってはいけな

まり一腔に扱うと︑炉の外で臨膵

授によって説明された︒窪ず︑あ

これについて嬉︑東工大密木教

から︑輸送の問題が野司である︒

⁝ている︒

色もあり︑周劃な検討が加えられ

健彦氏により内外の情勢が述へら

7劃7

を経て四十九年度より運転に入る

二照度に始まり︑謎副︑安全審聾

原駐の炉は︑英峨より入ったコル

まもなく︑四十年に臨界になった

原研村主氏によって述へられた︒

発電が伯わ九た︒この運転繭紬は

される︒したがって︑先述の新し

的に︑欝欝試験や放射化が筒没化

ての炉である︒これによって飛躍

の＋四票にも縛するわが国はじめ

c・序宙疲術︑海洋︑妙漁醸機

心とする璽グ牛ブ葱．輸︒M

核分裂の物理拳

にも成果を馴す時が来るたろう鳶

阪大音源教授の檬分灘の物繰駕

ミ・クな鑑禽器く説いた︒

学は・勢裂反応そのもののアカデ

鵡入れる要がある︒織子力のさら

この方面にも窪だまだ隙瓢メス

したところにあるのであろう︒

に新しい方働への入慨は実にこう

概武谷氏によって︑照射後の瑚放

氏によって解説された︒

射性物質処理については原研八剣

KWのものである︒鑑なこの運 る︒その講料照射試験を中心に原

なったが︑わが圃でも麟臨研飽螢糊

るJMTRは︑やはり︑今蕪の織ていないQ簾葺が紹介すろことに

次に︑本年臨弾が期心されてい
ラン頓気い︑二次袋荷以後は事解

わが鳳で始習った動力炉は︑い

うまでもなく︑GEJ仕から入っ詰であろう︒東大三繰網授の紹介

転換炉の炉心設針

読画であるというQ

ダーホール型露軸出力十六︒︷ハ万
沢井氏︑原研安⁝川氏の説朋があり

い動力炉謙醐にも随分とプラスす
その炉心設訓については︑動燃

にもあったように︑中瞥子策が十
KWの議画がなされている︒四十 たJPDRであり︑三八年最測の

劇己補総力式で︑徽気出力二十万

ウランにプルトニウムを混饗して

があったQ融画の漁期は徴濃瀟ウ

モのま濠その炉中で役立てる方

ランからできるプルトニウムを︑

であふれた︒置型転換炉とは︑ウ

二田衡の午前のこの会場は︑入

新型転換炉

てられたものである︒

十奪余の国家的方釧として打ち立

昭和四十年より四十二年にわたり

動

に宏黛観葉のため︑なお研究卒愛

収法が主なものである︒このよう

塩化展素︑フレオンなどによる吸

轍炭による吸滑法︑ケロシン︑四

きに︑検甜が進められており︑瀬

一田一ナ鷹飼卿工揚向

︹写翼︼原研再処理試験棟内の奨験セル

曜

次に米国はというと胸二十万ゾ

エローケーキを出す︒ヨーロノパ

そのほか︑中南米︑オーストラ

ムと精製酸化ウラン粉末をつく

ン︑酸化プルトニウムを︑弗化水

千七豫万課程慶に変動するが︑高

跡処理のときには︑放下熊をも

夢瞥

三嘆 凝

灘

が︑余りは決闘へも出す︒しかし
七隼先さまでは︑すでに契約ずみ

盤産量が︑一万六千漣に拡大され

となっている︒二革後には︑隼醐

南アフリカでは︑着金れき轡中

るといわれている︒

級の堰積型鉱康が︑ワイオミン

が王な敗売俺である︒生野拡大

〇三％程麗の娠磁位であるが︑金

一千ゾの硫黄も可能であるとい に十八万瀕あるといわれる︒Q︒

壊ずカナダであるが︑れき岩甲

グ︑コロラド方面に分布してい

は︑金の生脱に依存するわけであ

う︒

のたい酸型鉱術を韮とするエリオ

る︒これは砂嵐中にあり︑比較的

ノト湖地底には︑約ニナ万ゾが埋

る︒

よくわからない︶

︵たたし︑ソ連︑中国については

麗な資猟に恵駆れた国々がある︒

一たひ目を海外にむけると︑盤

げ︑善方面の難威貰の方々にお豪いした次第である︒

漂子力事情の第二のアクセントともいうべき昨今の話題昂．とりあ

問と技術の函から選ぶことになった︒その線にそって︑わが国の

会の譜題は︑難燃と実用の面から︑本シンポジウムの話題は︑学

になったので︑揮嘗婁員会では田数も相接してきめ︑原産年次穴

はじめて企肉され︑本シンポジウムと手をつないだ形で催すこと

kうになってきた︒そこで今隼は︑とくに原産隼次穴会嬉一圓が

力炉建設の盛り上りにともないこの種の催しはさらに欝気を呼ぶ

では発展の方同も摺摘されてきた︒とくにここ二︑箆奪薬は︑鋤

子力票情を︑よく叢わすような解題がとりあげられて︑ある慧味

ほか三十の学協会が姦催している︒ここではその年のわが圓の踪

原産年次大会と手をつなぎ

怠業雷撃畏

垂
m﹁刀
晒

大阪大掌工学部教擾

口蓄鱗目
ノ

暇和三十二年に学術会議と関連学協会一日で﹁原子力シンポジ
ウム﹂が行われて以来十二二間この種の行事はつづいてきた︒現
在の形をとってからは︑今吾で第六岡であり︑原子力婁員会︑学
術会議︑原研︑動燃︑原籍︑原聴罪の縫提をつけ日本原子力学会

理購神郷貞二氏から︑内外の核燃

癖

十八日午曲は︑艮本原子力学会
科蝋腺の現状と将来への見透しに

﹁︑

蛙の大山松次郎氏の挨拶につづい

すでに動力炉が︑さかんに企劇

ついての膿があ・た％

﹁原子力開殆と呈礎研究﹂につい

武藤俊之助民の

て講演があった︒原子力といった
され︑着工も遣んでいるが︑三三

て︑原子力委鼠

ビノグテクノロシーの闘発に︑や

軟かく掘りやすい︒露天堀︑坑ぬ
堀などによっている︒なおフロリ

戴磁認されているQそれは︑地下

込まれるウラン灘︵U30︐︶は︑ 二︑三千冨のところにあり︑品位

塾礎研究の立揚を︑広い関野から

リア︑ヨーロノパなどに︑優良鉱

やもすれけ無益と考え6れ勝ちの 六十薙髪でに︑わが漏で必要と兄

ダにはリン酸塩岩中にあり︑リン

九万ゾといわれるQこれに薄し︑

誘○・︸％であるが大日照操葉が

説き︑触砿な轡黛にこそ不発が笑

酸肥料の嗣藍として採れる︒全国

てる︒

O十五力ナに達し︑有望編され

ンけつ岩は︑低品位ながら︑埋蔵

があり︑スエーデンのウラン明バ

できる︒その他︑エルド・ラドに

で︑約六百の鉱山が増戸されてい

国内において︑田際価洛で生麓の

は鉱三型寒冒で邑界一のものがあ

で灘る見込のウラン埋蕨猛は︑わ

エ獄iケーキ一万爵の生産があ

のるとの譲に︑感絡が与えられ

ずか二千二菖ゾ余りに過ぎない︒

業しており︑年間四千ゾのイエ鳳

たQ
つづいて薪発足の動燃で︑核落

しかもこれには︑人形際を上園る

る⑪こ3Tらにつき︑現在四社が繰 て十四祉︑ナ六十掃より︑年間イ

鮒簸源調査︑微俣などを尽力中の

る︒資本費がコスト中で占める孫

素︑弗桑︑胃弗化塩黙あるいはシ
ュウ平なとを用いて︑ガス状の金
属弗化物とし︑それらの揮発盤の

速炉の開発が進めば安定する姑込

卒蛎放しには出来ない︒策大山本

ったガスが放出されるので︑これ
炉に二・六ゾ︑また他の期に○・

みである︒昭和五＋薙までの混癌

の誤答︑トンにつき千八薔か6＝ 差を慣用して分ける方法で66る︒

ラム当りナ談と見て︑出水炉燃料

プルトニウムは︑クレシノトをグ

は非鴇に高く︑五ナ％をこえる︒

冊幽一聾一冊＝魑︻一謄＝一＝藺胃＝﹁＝帽扁＝皿；凹一＝一＝瓢需＝﹁2需幽一扁一一一幽＝＝＝﹁

る︒最盛鯛は︑その一︒五借を麗

糊署

画﹂が述へられた︒昭諏五＋隼に

一二一瓢柵二＝2＝圏一＝＝コ

ーケーキが生歴されている︒かつ

繊国

は︑脳内の使講ずみ燃群は︑二営
ニナ沙に上り︑それ法での累棲九

十穏円以上の外貨を必要とする︒

述へられた︒問題となるガスの毬

の燃凡かすは︑廃物ではない︒そ

将来の再処理の方法

教授により︑その間題の処理法が
急に必要とするが︑衷ずフランス

四ナの需豊が見込沃れている︒

八部以上も残っており︑燃えたウ

鵬︑ヨード瑚などであるが︑トリ

順は︑クリプトン85︑キセノン
一日※○・七里のウラン穐処理麗 芝翻脇広氏が発表した︒すなわち

﹁将薙の再処揮の方法﹂は︑東
トニウムが嶋果ている︒これらを

られた︒

掠型炉の慢気出力一六〇MWの選 転盲射が岡祉浅潤氏によって述︵︑
ばれた次第が述へられた︒燃料長

これ6の炉は︑わが国の動力炉

チウム︑ヨード燗なども考えてお

の皮切りであり多大の川開な資科

かねはならず︑モリブデン︑アン

尚温化学法︑揮発出

四層に定められた︒燃焼贋︑ポイ

は︑製造︑再処理への削慮もあり

などの乾式法が︑さきのビュレソ

のガス佑摺る静黙も問題である︒

チモン︑テルル︑ルテニウムなど

筒温治金法︑

れるが︑弗化物揮発法がもっとも

クス法につづくものとして考え要

漠のビュレソクス法を採帰するこ

蟹磯

ものであり︑繕製硝酸プルト鵡ウ

とになった︒これはリン酸トリブ

源

a

ヂルによる湿式抽出分離菰による

のものに区分するのが再処理であ

ラ肇

@
@

のサンゴハン社との契約のもとに

そのためにも︑国内プラント卒阜

μ鑑

ランからは︑これまた燃えるプラ

の中には︑蒙た燃えないウランが

るQ便講ずみといっても︑核燃料 品三十沖とすれは︑灘四丁ρで八

るので︑全くこの悶慰は切実であ

い将来に︑使用ずみ燃料が干てく

崎正男氏に・ド偽り﹁再処理工場の﹂

殿舎思顔の形式で︑まず鋤燃山

一需一一＝一一＝＝＝

とされている鰯鯨卑︑愛知鼠にま

@騨︑

たかる︑いわゆる吏覆を合めての

げ馴

二＝一謄＝認騨＝一コ累一一隔営瓢一＝一＝＝＝一＝＝＝＝一幽﹁＝＝＝＝＝扁凹二一一凱一一＝瓢＝㎜一＝＝＝ニ＝一一一一

窮

初日午後の︑この掻揚は︑全く

y鷹

た︒動力卿が動撫出すと︑もう近

あふれるような人の入りであっ

嘗口

画

圃

核分裂集儲物と分けて有用︑無用

再処理工場の針画

る︒

鋸

灘

ノ

聖

／
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し︑ほとんどAECの買土︒げだ

【写璽】炉下室から見たJMTR圧力容器の颪下

＝

砿

て最盛期には︑その四鶴を生筏し

軽罪
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新型転換炉開発で
騒レ

二無毒の予定で二領域臨界実験を開始することになった︒

および実験用燃料ペレノト製造に関する契約布締結︑来る八月から

入月から炉心設計理論を検討
動力炉︒核燃料開発縦業団︵理二心井上五郎氏︶はかねて新型転
換炉自発のための二領域臨界爽験を計画中であったが︑二月十九田
住友恥曝力工業会社︵祉長平塚正俊氏︶と同社の臨罪実験装瞭改造

なお︑今回の契約金頷は含損三

徽をも行なう予定である︒

この翠黛は小規模のために盤能
千百二十万円︵転換費および成型

ものとして︑注温されている︒

︵株︶東海研究所にある軽水型臨

制限はあるが︑少磁の燃料および

今回の実験は︑住友原子力工業

クトとして開発しようとしている
界実験菰躍の中央蔀に狐水領域を

わが園のナショナル︒プロジェ

新型転換炉︵軽水冷却の天然ウラ

用いることになっており︑今麗か

は︑露水減逮︑クラスタ型燃料を

域と組嚇せて二領域臨界実験を行

獺水を満たす︶し︑外側の軽水領

本のクラスタ猫脚要素を配窮して

角鋼タンクを置き︑その内側に九

開発に反映させるが︑四十三年度

ラン系の実験を行ない設3一理論の

にする特徴をもっている︒

転換比など︶を短期閥に測定可能

性子束分布︑ボイド反絡度効果︑

菌綴は︑改府が米困から輸入した

る燃料ペレノトのウラン彊弩五面

である︒伐笈原子力工業が製作す

加工費︒重水は含豪れていない︶

ら鯖二次設計にとりかかる予定で

なお・？Gいうもので︑炉心自讃理

末までにはプルトニウム燃料の雌

構戒︵アルミ製一辺約八O穆層の 浸水を胴いて二本晦な物理懸︵中

あるが︑現段階豪でに炉心設計理

論の繕度等のチェノクに役立ち︑

ンプルトニウムリサイクル型︶

諭には︑従来の軽水炉等に く ら

薪型帳換炉膿漏に大いに樹遇する

この鐵業謡爾に関連して原安慰

会︵仮

なお動燃駆業団は︑来月半ばに

㊧

秘図卿

醐

醒

線型計画法ALLEG良OρPH鉦LIE，BMLP・

間題も短時問で解き、謝翁結果の利用も容湯です。

に広い関係著の信頼に応えうる研

艶開発が要求されておりこのよう

な輔勢から調査面で①従来から行

なっていたわが国の特殊条伴に即

署した安全性の調査研究の実施②

高逮増殖炉︑斬型転換癖の圏発に

必要な安全性の調査研究の癬季③

工学︑垂垂藁菰にまたがる境界領

域に属する実際上の悶題解決のた

めの検射④安全性の諸茎藁の整備

酪難破で①原子力安全性総含発表

に関する協力と必要な調査検討︑

会︵仮称︶を本二度より開催する

②廃彙物の海洋処分闘題などを中

心とする麟瞭協力の促遣融原子力

の安全性の正しい理解に資するた

の濾識が高震る傾向勲僧反映していめの協力活動などを対象とし︑関

の従来の婁獄会の活動状況︑また

技術悟報を購入しようというもの

PERT（丁重E／COS了），8夙Dなどがあり、計算のご用

ている︒

原子力安全研號協会は二月二十

円で前年比約五酉万円の増加が見

この狡術導入契約︵乙種︶は︑

英国へ研究貫を派遣する予定であ

ーーA冒Illーー
R︵縢水減趣沸騰軽水冷却炉︶の

で︑一昨年束以来動力炉開発勝論

侵入されるとたらまち能率が

発電所の大敵で︑冷却水路に

撫灘灘
められてい陀が︑昨年十月臨燃那

推進ホ部とUKAEAとの問に進

れを引継いだもの︒

範囲は実に広い︒隙徽建設部

ただようクラゲも︑その行動

いる▽波の聞に閥にゆう然と

敦からその鮒策に頭を痛めて

今回の契約にはUKAEA彌睦ガタ落ち︑そこで原電ではい

J︒M・ヒル総裁︑凹本側11村田
浩動燃事業団理事が立ち会って調
即した︒契約金額は十六万六千六

長の鈴木さんによれは︑原配

百六十七り︵那貨約一億四千六蔚

地は何と典支那海︒これが対

と打電したら

購

暁．︑調為子蟻

グタも へ

灘

購

｝

桝

卿

なお︑材料試験炉は今月宋臨界
に達する予定︒

放射性廃液の海
域放出で諮問へ
放射釈審議会︵総理麻の付議機
閃︑本刺健二司会艮︶に対し︑近
く︑﹁蒋処理施設嬉から生ずス液媚

液の晦域放膿に関する安全審賃を
行なう際に指針となる考え方﹂に
ついて主蟹大州から諮問が行なわ
れるもようである︒

放射線障害か6国民を保灘する
厨的で︑わが同の法律︵﹁放射性

止に関する三選﹂など︶は瞬際放

閥位元張電による放射線隙露の防

られた︒王業総画の大綱は次のと

係機関との協力を隅る︒

十一面理鎖会を闘き︑昭頽四十三

る︒四十一二二度畢鱗は約千五頁万

琿度予鈴の含糊︑同主業凝画凍た

明や際子力安全総開口発⁝褻

新設蚤員会の趣旨︑規模などの説

おり︒

階に入り︑これと関連して安全性称︶捲本隼四月十九田︑二十田の

わが圃の原子力開発も新しい段

それに関達して新設墨堤会などを

射綴防月録貞会︵IGRP︶の勧 哿沫tや時から原齎会長室で第
告に暴づき︑放結線膿撫所から翻
罎する水の碧雲轍物轡濃度を辻め
ている︒

予鋳については柵工協発足早蒔

門家の協力︑為機陶研究体制さら

研究は從来に増して広い分野の聡両日実醸するなどを承認した︒

審議これを承認した︒

からの推移も説明されたが︑原子

放射性廃広物の海城︵の飲出に

力曇霞の増加に伴なって安全閾題

ついて︑海酷鑓品に多くのタンパ
ク課を永めている日竃では︑こう

仏暴説を海κ食贔巾の濃度に聾

両端が禽鈍したため︑技術資料は

した海藤食品を魂じての放購性物

ヂ
し︑この濃度以下になるように放

わが麟の新型紙換炉開発に役立て

︵現地時間︶ロンドンで調印が行

廃撫物の放出を規認することがよ

出鞭および濃度を走めて放出許可

る︒
るため︑英国で開発中のSGHW

置の人闘への扇元という観殉から

り倉鍵的と考えられ︑今阿の尋問

を行なっており︑環境モニタリン

になり四十二年四月に納入され

盆醜聞発に関写る技術巡入契約が

盤工︑佐友猿子力︑三愛腺了力︶

た︒

耀い切りとなった︒

が行なわれることになったものQ

グもこの海産食品中の濃肢を調べ

なわれたと発表した︒

なお梅外興国︑とくに英︑仏な

ているが︑この際にはIGRP勧
ることにしている︒

どではすでに海域放出が勧なわれ

より岡グループの佐友羅工がその

新型転換炉開発の技術導入

との間に紹ばれたが︑この契約に

今園の契約は︑原研と注友愛購

注に戒処したもの︒

衝めて高麗縮ウラン燃料の大量受

いる︒

ものを同社が陰りることになって

べ︑なお不明確な颪も残されてい

動燃窯業団は八月から︑豪ずウ

る︒

住友電気工業が受注
力研

JMTRの三︑四︑五次装荷燃料
住友勉織工総会祉︵社長鍋島綱利氏︶はこのほど︑臼氷原．

燃料製作を担当することになった

動力炉・核燃料開発箏業脳︵理

究膚から懸盤試験騨11JMgPR艮︵蔦麹縮ウラン・幣水減量冷却︒
タンク型︑熟田力五万KW︶の第ヨ︑四︑五次装祷分燃料八十一ポ

もの︒契約金額は総額七千八薦九

本と燃科フォロワ十五本の倉計八

受忍井上五郎疵︶は二月二十一二

動燃事業団英原子力公祉から
月

ランを用いた標離燃料要素六十六

十万円︑受注燃犀は九〇％艘縮ウ

十

AEA︶と交渉中であった新型三業罰の発足に伴い︑同饗業団がこ

今圃︑原研が飼腿鵡の撮用にふみ

末から四ナ四年﹁月来までとなっ

本であり︑納期は今隼十

切ったのを機に︑問祉が国内では

日︑かはて英麟腺チ力公社︵UK このほどまと汝り二月二十二日

に製作を依緻し︑天然ウランによ

JRR12燃料の

現在試作懸樋の所定の試験使用

炉心轍能計算方式︑零エネルギー

万円︶︒購入技術の主な内谷は︑

算しとあるVそこで九州呆

馬暖流に東ってはるばるお出

敵艦見ゆ

本海海戦の改知にならって

地にクラゲ監親所を躍き︑日

臨界実験デi々および執伝達の三

は畠算機コードや閣面あるいは技

分野に関するものであり︑これら

術資料薄の形で輸入される︒

と︑ウソのようなホントの踊

今回英国から購入する技術情軽

まで飛び腐したとか▽それに

まで拡張され、オフセンタ計算も可鮨竺塗。

る艇擬他科体を賦細し︵四十卑二

月︶︑その後MT鼠型六本および を終り︑﹇蒲解体検査を終了し︑

を終了したが︑異常はなく顯調に

国産化︑順調に進む

均等に四十年．八月発注し︑四十一

JRR−2円筒型燃料三本を各社
謹た飴六次燃料も半数以上の使用

試験︑照射を行っている︒談た第

ほほ製作終了し︑その一廻は性能

十三年二月納入︑住反原子力︶は

便用されている︒第七次燃料︵四
の照射試験を開始した︒

することが困難になり検討の結

3RR−2の燃特はMTR型
この
の時点で︑第六次燃誤を輸入

いるQ

ウランーアルミ禽金板十七枚を等

八次鱗は三護子力が窪し≦

は︑突験の褒伺のある点に特徴が

しても発電所のありかを敏態

鱗：をうけたまわっております。

蕊

制御撫燃焼などの計算コード・メソシュは25×25刈？

原安協第16回理事会ひらく

果︑訓画を早めて第六次韻馴より

いる︒

閲の触縮と戦費の飾戯に密廻する

あり︑わが国の新磁転換炉開発期

さては

にかぎつけるとは︑不思儀︑

と︑つ京らぬ推理蒙で行なわ

かな

ものと課価されたため購入される

れている︒

聡気クラゲ
ことになったもの︒これらから発

て賜燃群業聞の所有とすることで

生する改畏特許等についてはすへ

3次元燃焼計算F蹴
沸騰瓢嚇用の3次元工組モデルで出力密度・ボイド・

GPSS

シミュし・一ション謝SCRI町，

セル燃焼計算隷下HUSεtAH−2

麗以上は当センタのライブラリとして整備されたアプリ
ケーション・プログラムのいくつかの例です。
圃このような計算や解析は、CDC 36QOセンタで委託計

醗難

フスト計算やP旺SτOなどの入力作成も可能です。

ウ＼

などに蝦：適な一般挫のある汎用シミュレータです。＿

圧力容蝋型炉で4群、圧力管型炉で5君糖用い・萎らに

命をうけたまわっております。

3｝1

ぐ
豊富な原子力コードの例をご紹介します。

鼠醐魯認砂鱒瓢

麟論卑

43年予算50％増

原研兼海研究所にあるJRR⁝ 裏利用およびR王生産を実施して 年四月に納入された︒各社の燃料
2は︑昭秘三十八爺より本格的な

襲難聴用およびRI生犀を実施し
ており︑現在濠でに運転隠間は約

一万一千時間︑出力照は二千六 聞隅に並へ組立てたもので︑炉心

縮となった︒﹂8R12では三力

いたが︑第二次炉心から九〇％濃

〜次炉心は二〇％濃縮の燃特を用 に発注し古河戴工が製作すること

薫MWDの稼働を行っている︒炉部に二十四本技荷されるQこの第 国澱化することとし國十一銀七月
露︑中性子物理実験鐘羅五︶と九

には十一本の水平実験孔︵ループ

本の垂胞実験孔︑インコア照射妓

ることを融標に︑昭瀦三十九隼股
から副画を進め︑脳内一二社︵古河

皆様の計算センタとしてご利用下さい

政冶、経済、企梨経営など解析的にとらえにくい現象を
モデル化し現実をシミュレートします。GPSSは輸送問題

液体減速炉の単位セル反応度および燃焼の計算コードで

経営計画など各種の級遍計鉾に利用できますgとくに
ALLEG良。は、5β00もの条件式を倉むような大規模な

2次元多数組拡散CANDD−2D

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、高速炉の解織から熟中性子スペ
グトル計算まで、あらゆる体系をとり扱えます。

の製幣を受難︑今廉淋を継継に納入することになった︒

礁
多角的に利用されるJRH−2

圃CDC 3600センタは、多数の：整備された原子力
コードの他に運用コードとしてLP（線型計画法）

も

ぼ

力

原

論諭

〉
懸熱

JMTRに納入する燃料

置︑Rートレイン︑時流照射鐘 年副馬で鯖七次燃料から国産化す

し︑昭和並十八年間ら本格的な共

蔭︑サーマルコラムの設備を有

JRR−2型
の燃料体

蝟ｳ理
騨

一二

昭和43年3月4日

子
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聞

支出 と 受注が激増
低迷する売上でRI機器がトップ

度釜十七％︶︒売上島に対する研

と研究設備︑生脱設備はその新設

経費とに分けて︑その勤醐をみる

◇鉱業部門の支繊を︑設備投資と

の実態を収支の面からとらえた唯一の調査資料として貴璽な存

究変出の割合︑研究投資率は︑四

第一團原麗三次大会における橋本原産代表富任理欝の﹁原子

おける議題企業の総支出島は璽ハ

十︸葎度の一般蔭業平均が〜・一

在となっている︒今年麗の調査は昭和四十一館度を対象として

＋九偲円にのぼり︑削無度比四〇

行なわれたもの︒以下にその概要を紹介するQ

売上高と支出高の特徴

％増と過虫十鋸間にはみられない

力産業の現状﹂報告は︑昭和三十一隼麗以来つづけられて来た

昭稲四十一庫度の幾間企渠にお

％であるのに講し︑原子力産業

原子力産業実態調査に茎ついて行なわれた︒この調査は産業

ける原子力関係国士嵩は︑前卑度
大増織を示した︒

一巡により︑減少傾向にあるが︑

における原子力職業をとりまく詔

立試験研究機関︑穴学︑病院︑民

◇鉱工業部門売上額を購入先別
にみると︑政府関係四十五億円

岡工業の支出圏

子炉プラント機器︑核燃料などの

七〇言為といえは︑その選択

みでなく︑むしろ非公式な認録

もちろん︑摘報は公刊文献の

またユーリノヒ研ではトリウ

る︒

転換炉︶の積み上げを続けてい

ラルな物としては実現しないか

には彼らの聞発圏附はインテグ

もしれないが︑この広い裾野に

は必ず新しい科学が芽ばえ︑潔

れる︒

しい技術が生まれるものと思わ

この印象は相手知らずの過大

評颪であるかもしれないが︑今

後蹴界的な規模での蒲報流通は

康すます盛んになることであろ

う︒その際︑わが国も幣報流通

って︑窩い膵価を与えられるよ

の悪さによってでなく良さによ

う︑類のない技術︑深い知見を

海老

積み上げていきたいものであ

沼牽男︶

る︒︵日本馬子力研究所

1ノ！！ノ〃

肇

∫どルヂンク

放射線機羅部門の支田高は︑圏公

受注増︑ならびに今後さらに進展

広い研究の上に大型ナトリウム

が適切であれは田本で焔管する

や口鍛伝達︑製品等により媒介

ム系の研究をべーヌとして︑ど

田区大手町2〜4

︵五一％︶︑盤気購業十二億円 原子力発関所建設の進歩による原

二〇％︶︑輸出四億円

l％︶︑メ：カーそ︸の他二

十六癒円︵

注増を見込み︑鉱工巣は過虫の調

！⁝︐ノ 〆！！！！！！〜くく

なお︑原子力技術古は二四％増

穴銀㎎・五侮

！〆！ノ！！〆

冷溝型のみならず︑増殖炉とし

て︑日本は笑力以上に評価され

とであるが︑西ドイツでは概し

いわゆる核科学文献の七＋一八

されるものであり︑公刊構撮の

この国ではとうの昔にポンコツ

︵幾稿歓迎千五三曲以内︼

ヒ学を通じてあらゆる産業に奉仕する

間企業のきわめて犬幅な購要増に

増し︑三十三徽円に進している︒

より︑岡年度に比べ実に四四％激

がみられるRI・放三線機器の受
の約半分に相当し︑鍛気事業は今

見込みを立てている︒すなわち四

査にはみられない大蝦な支出増加

︵五％︶で︑政鰐関係が総売上額

業利用に対する支出は九億円で︑

の蕉度は豪だ野口である︒

後の伸びが見込まれているが︑こ

◇鉱工業部門のRI︒放肘線工

前年度比十八％増加している︒こ

しながら︑漸増の傾向をたどり︑

三︑および四十六年度の僑率は次

十一無終に対する四十二︑四十

◇豪た輸二二は四億五千万円にの

の部門の支出は磁隼増減をくり返

民間各巣種におけるRI利用の關 ぼっており︑その内訳は︑塗材関

十六葎十一・二僑

①原子炉プラント機羅・四十二無

機が圧倒的な剛合を占め︑輸出面

％で︑機器としてはRI︒放射線 二・七傍︑四十三年五・二管︑四

％︑標識化合物二％︑その他一四

係六一％︑RI・放射線機三三 のと拾りであるQ

前王度比二︒四倍の五十二億円に

◇般気勲業部門の総留出高は︑

度な曽及を添している︒

激増し︑原子力発鍛所の椙次ぐ漕

②核燃料・隣十二年⁝・四倍︑四

や一二年一・七倍︑四十六年六・四倍

にも活発な動きをみせている︒
工による支出増を反映している︒

年度宋

③RI・放射線機器・四十二年○

◇鉱工業部門の昭和四十

現覆における受波残筒は︑照十一

六無四・四借

・九倍︑四十三年一・二十︑四十

︐國国

琿麗売上実績の三倍強の二四七十

は原子炉関係鱒部門六十五％︑R 研究経費︑生活経費は署しい増加

八億円で︑躍気事業のあい次ぐ原

原子力関係技術者数24％増

鉱工業部門の党よ総額は八十七

精勢の低迷︑特に原子炉欄係機器

億国で︑前年度︵八十六億円︶と

④その他を含む総計・四ヤニ黛一

い蕩率を示している︒

と研究設備費五％︵五偲円︶︑血

子力発電所者工を開映して︑特に

1・放射灘機器部門十五％の轄し をたどっている︒その喰合をみる

藍設備費銀％︵鴛覆円︶︑研艶経

し︑R王・立腹線機器部門は前室 原子炉プラント機器の受注残聴

同じく低水藁に止騙った︒しか

また︑原子力関係技術者数で

◇いまこれ奄政矯原子力予騨百

経費六十㎜瓢％︵繭ハ十︸二億円︶で︑

費二十九％︵二十九恕円︶︑生麓

は︑売上実蔽ニや叙円の八・五

で蕊千四穏三十私となり︑鉱工業

の需要の停滞が波及し︑前半と同

四十六癒円︵文部省関係牟一儲む︶

度を三二％上回る三十七億円に広

倍︑豊山＋九億円に達している︒

が二千山ハ百六十餐︑電気購業が七

は︑鉱工業が萌無闇の不況で醗置

と対比すれは︑民間支繊が約十六

設備投資と経費との比率は杓一︒

し︑原子炉関係機器の売上二†八

◇蘭社の除子力関係総取扱い縞は

颪七十餐であった︒噴務系および

転趣その他により大商に総小した

二千六酉六や名に増加したQ
％上回っている︒蔑た亀気欝業の

九と開きく開いたQ

慰開を難きく抜いた︒

原子炉プラント機器関係の輸入取

じく八十七億円︵荊年度八十六億

は︑前野を一三一％上繭る蹉十七

また欝気廃業では前無度すでに

総支出年若円円は︑豪だ研究投

◇鉱墨染部門の支罎のうち︑原

扱蔦が四十八億円に激増したこと

円︶の低水準に細まったが︑その

濾円に逢し︑原子炉関係機器の売
約二倍の増艮昂行なったが︑この

資の段階と飼えられるので︑これ

◇鉱工業部門は二十五億円の支出

︒六畜︑四十三無一一二二借︑四十

上二十八偲円を大きく抜いて︑こ
爺度もさらに増員して七百七十名

超過を示したが︑この超過額は研

うちR至・放射線機羅部門の売上 のに反し︑この年度は二九％増の

の無慶のトソプに立った︒しかし

子炉関係機器部門の支出貫け︑原

〜くく

子力発電機器．誤配のための支出

！〆︸

に鉱工業の研究支娼三十五億円を

1一〆〆

加えると︑民間の研究投資額は八

⁝！！！〆〆

に達しており︑鉱工業︑電気曝業

騰十一年度来現在における受注残

〆！ノ．

を含せた原子力関係技術者数は︑

高は︑あい次ぐ腺子力発虚隣の渚

〆

千八颪八ヤ七名である︒
⁝

工員昂含めると胸千二薦名増の五

！！！！

により︑過去の最渇額を三〇％上

−！⁝

究支出総額三十四億円の天命を工

！〆

は︑また僅少で︑前隼度調印％減

前年度比二十四％増の三千四酉三

1

法や燃料休のバリエ！シコンを

！〆1ノ⁝

追求し︑ガスタービンへの魑用

︐ノ〆

十七飽円となり政刷予算の六十％

工を反映し︑四十一年度売上実績

ノ〆〆ノ︐ノ〜く︽ノ〆ノーノ！〆二⁝

閧ﾟるQ
ノ

いるといえる反面︑その流通の

一

圓る七十九億円に達した︒

なお四十一鉱段來現在の受注残
〜く

1八○％と圧倒的に筒いのはわ

を考慮している︒多少恥じらい

と思われる︒

葱さがかえって過大騨価卒歪む

らは︑今さら後には引けないオ

かるが︑次が日本語文献で一〇

豪た︑ドイツでは日本入の気

の根底に伝統晦な根性が感じら

ウチの饗情も回せられるが︑そ

たとえば公刊文献の収集に側

！ノ

めている︒

遠しており︑次年脱以後の原子力
窩は︑圃隼臓売上実績の王耕運を

十名にのぼっている︒

機器売上隔は大きく増加すること
承した︒

の三悩強に葬る二軸七＋九億円に

が晃込まれている︒

上身のごとく︑原子力雇業が過

敏な器用さを謙虚に学び取ろう

をもって脱明してくれた印象か

生する核科学文献のうち物理系

原因の一つになっていると感じ

は英語論文が八O％強であるに とする機運もあると聞くが︑研

％前後愈凸めている︒日本語文

類似しているが︶カールスル

は︑依然として基硯からたたき

究機関をめぐって受けた印象で

をとると︑︵その構成はアメリ

隈の科学技術巻を多数拉致し︑

ーエ研でも原子力情報センター

反し︑化学系・工学系は霜文論

上げるドイツ陶含理性を堅持し

られる︒

ロケノトや人工衛墨を開発した

でもコンタクトしている臓本の

文が七〇％強であるという雛看

系が大部分で︑これは日本で発

が︑日本は自力でロケノト附発

研究機関は二︑三にしかすぎ

献の翻訳簿象は化学および工学

を進め︑人工衛星の打上げも圏

の統謝結果とおもしろい対比を

ールスルーエ研の揚含でも表過

ていると見受けられた︒昨醸の

○％をカバーすることになる

ことはできないが︑地理的条件

入手︒加工の面だけで速断する

れてならない︒あるいは繕果的

荊に迫っている︒それに比へ︑

ず︑購入分を含めても日本発行

ているように見える︒動力炉開

ても︑カールス

高遼増殖炉にし

発の頂点にある

なしている︒しかし︑件数はカ

﹁西独をめぐ．て
十年間に二十件樫度であり︑き

て劣っていることは十分承知の

トニウム系の醐

ルーエではプル

ヒ研のみがユーラトムとの関係

わめて微々たるものであるQ

わが国との情報流通に欠陥ー

いるので七十種類もある︒

で嘆洋文献の収集に力準一入れて

暮れ十日足らず断ドイツの南西

で︑効率的とはいえない︒さら

が︑必ずしもそうではないの

上で小型蒸気冷却型︵ないしは

部をかけめぐってみて︑そんな

になってし豪つた湖灘ガス炉概

⁝二
ニ︐
ノ ！︐二︐二⁝〆〆！ノ！︐多︐︐⁝〆︐ノ︐〆多多︐︑

や特殊畠語の問題から日本に関

⁝多

に文献の欝訳活動を見ると︑語

二⁝ノニ多⁝
巨多 多〆ノニニ

の依って来る原脚は︑一つには

！二

念について冷却系不純物の対処
二

する情聞流逓の適切さを欠いて
二多ニニ⁝

学的な關題からソ連文献が七〇
二 ニニ 二⁝〆！ニノニニノ⁝多ニニ！！多⁝ 多！！二！ノ ＼ぐ︶セ〆

皮肉にも情報流通の葱さにある

印象を受けたが︑その過大評価

のゆえに賞難されているとのこ

った話方の圃が気門さと勤勉さ

同じく廃虚の中から立ち上が

た︒

駐独大使飽の柴田さんから憩っ

評論禦が瞼じているという話を

革新について︑西ドイツの経済

日本の驚異的な経済成長︑技術

わが国は：

は六種順程度であり︑ユーリノ

れ五〇％と︑わが原研あたりと

︐ノ

の四十億円に低下したが︑R工・
ノ

（一

カ八○％︑英・仏関係がそれぞ

〆

拷終

エ40

；昭和41年度i

﹂という轡出しで

﹁アメリカやソ連は戦後わが

誕憲鐡

表十年の黒垂段階を脱して新局面

いるが︑鉱工業の支出高と売上筒

に一歩を踏み出したことを示して

を対比すると︑その支出超過は二
十五糠円にのぼり︑鉱工業が研究

昭和四十一黛度支出総額は︑主
としτ電気撃業支出の激増により
前年度比量〇％増の穏六十九億円

に逃し︑過張の最島鑛百黒十戸

は︑餓工業が六や六％︵颪十二娠

仁王大きく上回った︒その鱗合

円︶︑職気事業が三十一％へ五十

◇鉱工業部門の支出中生麓のた

である︒

二億円︶︑繭社が三％︵五億円︶

めの支出が全体の六十五％へ︷牟
六億円︶︑研究支出が三十芳％へ

0

W…幅〜…一一一一一一一一＿一

家た藺祉の原子力関係総取扱職
は︑逓去の最高額を露○％上圓る

支出面では回気事業が原子力発

七十九億円を記録した︒

鷺所建設費の大幅増により︑前牽
度の二・四倍に嶺る二十一億円と

20

ウェイトは依然として高い︵繭年

三十五億円︶で︑研究支出粗度の

一…一…一…一…一一一…一…一一

ゆ42

業

170

産

エ60

なったほか︑鉱工菜が特にR王・ 投影した三十四億円のほとんど大
県を占めτおり︑罠間企業の研究

／

国画

旗射線機器関係の生鷹支出増によ

崔0

︶

開発投資に対する負握は︑きわめ

1000

闇闇環支出鵜

@
@

て飼い状態にあるといえる︒

^

り︑過張の最凹凹を上回る百十二

60
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昭

⁝A

技術振興 の 理 念 示 す

鍾

の措磁はとられなかった︒猛たこ

犯の反映はできるとみられ︑特烈

人文科学︑純粋基礎研究は除外
政府は二月二十七日の闘議で︑﹁科学技術払本法﹂案を了瓢︑近く今国会へ各省共闘で提案しその

内隠施雄︑大山彰︑三島

山田太範郎

パ

︸

D．o＝．僧．％

ノ

ア ・ブラウン・マクファレン株式会社

り︒通薩省︑経済安定本部等を経

︵科技庁︶原子力局の管理課︑助

てこ不∴無総理府へ雌岡︒以後

成駒隙補佐︑政策課斑補佐に就

園︒三十五年からは駐英科学アタ
ソシェ︵一等轡甜窟︶として赴

機関監理官になり︵三＋九無︶︑

任︒帰囲後は原子力局原子力開発

この囲米︑英︑独︑伊等の原子力

昨隼七月以降現職に就いている︒

那愉を硯察するほか︑IAEA第

噛

五園総会や﹁九六〇年海上人命安
全会謙など数々の国除会識に田席
している︒束象都出身︒四十七

歳︒

一

﹁宇繊開発婁員会設躍法案﹂との関

欝演をきいた後︑近く飼二上縦の

連も含め︑科技庁関係者をまじえ

スがわが国の︑行政︑外交︑経済の

懇談した︒これらビソクサイェン

支柱となりつつある現状に鑑み︑

今後も国会の有志を糾含し︑︸脳

こととなった︒次回テーマは﹁海

活発に勉強する揚として拡充する

洋開発﹂を予定している︒当臼出

席は次の遡り︒︵敬称略︶︒幹購

斐︑河野洋平︑斎藤癒三︑佐々木

小宮山短四郎︑青木正久︑魁木己

︵参院︶井上啓次郎︵科技庁事務

義武︑箕輪登︵以上衆院︶船田譲

蜜課長︶︑津田明︵同課長補佐︶

次宮︶︑謝敷宗登︵科技庁賑空雫

橋本濟之助︵原産代鼓常任理那︶︑

森︸久︵原塵肇務局次長︶︒

OECD科学閣僚会

議に井上氏が出麿

欧州経済協力闘発魏魏の第三回

ニの紬織︑パリで開催︶に︑わが

科学関頒陶僚会議︵三月十一︑ナ

国からは鍋勧縛技庁長冨が所用の

ため井上瞥次郎同庁那揚離宮が出

捜術格澄②科学技術傭報政簸⑬科

腐するQ今圓の懸盤テーマは︑①

つとなっている︒

1一＝

学技術払本研究の振卿と組織の三

冨置

保健安全グルー

プ十四日午後原産︒

原子動力研究会

Bulletin及その他資料送付致します

るぽか︑査緊技術の開発や査鑛鍛

田寓疑は同部の初代部長として

の獲成訓開題を行なう︒

果たる四月から二無間就任の予

定︒

国宮氏略歴 昭和二十年鑑工
大燃料工学科三業後︑内務省入

＝一一＝一剛一噛＝騨＝＝＝＝一＝＝＝＝臨＝＝＝一一二一二﹇＝一＝＝轍＝腕＝＝一＝二＝＝識＝＝騨＝＝＝＝阿＝＝＝＝＝＝＝曹＝＝ニ＝騨二＝

安全問題懇談会メンバーの氏名

岡懇談会の審講樹蘭は三力刀︒

座畏

所属は次の通り︒︵敬称陥︶

婁暴

正之︵原研︶︑神葬鰻二︵暇立︶

罠蔽︑商圏隆︵以上東大︶︑川蘭

■﹁層・．．︐︐齢7

伽襯200種を常時在庫してい

鍋島科学狡術懸

田︑隙識後の記者

盤醤は二月二十七

科技庁

譜画局謝画課畏︒

会兇で︑

田冨茂文氏を駁際

隠子力機関︵IA
EA︶安全保障査
して腐向させる

振燭の開発部長と

同部は今隼新設

と議つた︒

一＝一＝＝＝一＝＝＝

のもので︑同部長身査察を突施す

様睡郷山礁四郎衆院議員︑箏務冊

たすへき圃の役捌りを明確化しようというものであり︑岡法案ではわが園の科学技術振翼施策につい

成立を期すことになった︒この科学技術菰本法は︑科学技術の研究推進と研究成果の制用促進簿に果

同日の初会禽では︑これ豪でに

原産︶は︑二月二十七日四隠から

雛型力廻覧会はさきに︵二月一

i英三︵立大︶︑田中好難︵原
子力局次長︶︑伏兄醸治︵名大︶
藤井イ︵通座省︶︑審陶俊男︵原
電︶︒

ビッグサイエンス
研究会第二回開く

99

﹁ビングサイエンス研究会﹂︵増
①科学技術長期訓画策定の手躍

審査等についてその実摺を兄溢す

わが国で勧なわれた約二十の安全

子力︑字憲・エレクトロニクスの

ついては︑民聞猷験研究等に熾す

およびその体制②経済謝闘と科学

とともに︑さきに米囲ARCが作都道府県会館で第二回野禽を開

方商を見出そうというもの︒

て①財政上の箔燃簿②隼次報怯⑬科学技術千本副画の策定などを政府に嵩務つけている︒とくに岡法

る隔の助長がその一進行偽の対歎

技術創噸との関係③研究に関する

笛開発の現状と聞題点﹂について

き︑東工大岡本鞍馬教授から﹁宇

ので調査寒鯛は次の通り︒

施行に嶺たっては︑人文科学部門を除いた翼然科学部門のみを対象とし︑大学のいわゆ萄純粋還礎研

になるという慧味において︑毘灘

長燭懇望制展︑研究費酎分の考え

準﹂などについでの猷兇交拠が行

成した﹁原子魍施設の一門設副鮎

の法撚における民關の位鐙づけに

究は原則として除外している︒なお間法漿に対しては日本学術会議や国立大学協会等かわ反対悪見が

企業や私人等をも対象にしている

力⑳爾究幾籔臨港額の設建の手法

出されており︑隅会での審識が注圏されている︒

⑤長期計副の管理あるいはトレー

なお政肘は製法の成立にそな

欧米各凶における秘学技術故里

田︶︑﹁鮎子炉施設安全問題愁齪

に伴い︑安全野離基遡の艶備や安

なわれた︒

といえる︒︵鯖十八条︶

ある発展を膿要する②陶然科学の

部門を除外したこと鵜研究の調和

スの仕ガ⑥圃公立研究所︑大学︑

た︒しかし大学の研究について

え︑科学技術鑑本座幽を三無度の

部門のみを対象とすることになっ

みを対象とした単行法達制定する

予騨編成期までに策淫する方針で 藁界線の連携煩夢科学技術の連携

科掌技術棊本法の内容は藺文と

は︑例えば解宙開発や原子力開発

ある︒

付則のほか八鍛・十九灸からなる︒

同法の対破をめぐってもめた人
前に︑科学技術政策の鮎本を定め

原子力委安全問題

の英檎や陰画立山︒抵進簿に関す

会﹂︵座長︒山田隙子力委員︶を

懇談会が初会合

兇を葭欄や科技庁長途に申し入れ

る譜鶴岡を調査する一﹁科学技術

十七日午後東京・虎ノ門の秋山ビ

設櫨したが︑その初会合が二刀二

調査課が渡欧︑

に対する政府の助成方策など︒

の対象に含ませ︸42こともできるこ た科学研究菰本法を制定すべきだ

など譜画推進の可能なものは向法

に﹁振興法﹂に改めるべきた④対
象外となったものについての﹁学

ており︑国会での審識が注緕され

海外鋼製圃﹂︵圃長・杉野田晴貞

新法案︵別稿滲照︶ではとく

ている︒

全思想の方法をあらかじめ倹討

胸懸談会は新しい動力炉の開発

ル会議整で駒かれた︒

の韮本謝圃の策定に役立てようと

調壷皿は科学技術姑本法成立後

科学技術会識︵蔚椙の諮問機閃︑

いる日本学術会認との醐係を明確

に︑科学政策立案で独きをなして

羽田発渡欧した︒

科学技術会講越中︶が三月一日︑

術墨本法﹂を量定セよ︑などの灘

科学技術海外

騒騒棊礎研究については︑昨露十

これに対し︑日本学術会講や麟

写翼は積書のなか騒々と建設進

⑬同法の名称を﹁泓本法﹂とせず

文・社会凝学部門あるいは大学の

立大学協会等は①人文︒二会科学

とになっている︒︵第十九条︶

闘する協畿会﹂が断を下したこと

月に町民党の﹁科学技術基本法に

により斬法案では絋局︑融然科学

制酬繊のガイド・チューブ七十三

本︑岡ブレード︒ガイド四隅︑配

岡発躍励は七月に圧力沓器のつ

電盤二曲が釧諮した︒

田本懸子力発電会社︵社長一雄

り込が壷hない︑今年中にはほと

着々と建設進
む敦賀発電所
松難継継︶の敦賀間隔秋に二月＋

再循環ポンプ︵﹁二台︶︑パイプ類

九澱︑GE社からの鋤一便として んどの建物が完威する予定Q

は︑二会三会艮が科学技術会騒の

化していないが︑これについて

9■o●．●幽陰●o膠齢軍・●︐●

TEL．（561）5141〜5

央区銀座2の3米井ビル

▼

む敦賀発配所工寧現場

国会幅員及び関係嵩からなる原

●

騨

第士二条国は︑μ学技術の︑

害及および企業化驚の促進に必
要な施鍛を講じなけれはならな
い︒︵二︶項 略

要な施策を講ずるものとする︒

教育︑研修︑訓練等について必

叩

第十四条 ︵研究者徳遇︶賂甲
第十五条 國は︑科学技術憎急
報の流通円滑化に関する体鰯整

㎞

⁝

．・

・
︵知識普及等︶略

策を講ず．Φものとする︒

︵国際交流等︶略

備および処理方式筒贋化等の施

第十七条

箪十六条

な施策を講ずるものとする︒

第＋八条園は︑民間の自主 ●
的な科学技術研究の助詞に必要㍉
㌔
一

第六条規定につい
て大学の参加が必要な揚州は︑

第十九条
研究の効率的推進簿に日興な施

﹂

から施行する︒

︐●

曹

六︑七条の規定を適網でまる︒ 副
付則 この法律は︑公布の日 噛

鴨
︵経費の使用︶略

︵環境の堕徽︶陥

大学の当該研究について第五︑
第十条

第九条

第十﹇条 ︵網悪発揮︶略
第十二条閣は︑研究成果の

公認イ腰

岡

三

R C

R庄

MIC L C

THE：

197等

Hg

Hg203，

Se75，

P32，

1125，S35，

政
府
が︑康た岡ニナ八難第二便として

政府は猛本田画に即

第八条里は︑科学技術諸分

B籔

鍛を欝じなければならない︒

野の有機的関連に配慮しつつ︑

．

し︑その鳥餌点や解決の二本的な

ない︒︵︷︶政府は紘奪︑基塞

潮流佐藤由柑︶から派遺され︸掌U

策実施に必要な法制上︑財敗上

政肘は毎薙︑㈱会に

ない︒

した施策を講じなけれはなら

第七条

矯を公酷しなければならない︒

科学技術に関する困 および金融上の措櫨を講じなけ

メンバーとなっていることから慧

第一条

漕前文略
h

第五条

ればならない︒

詔幽に里山を加え︑必要がある
と認める時は︑修正し︑その要
の政鍛の目標は︑その研党の推

政尉が科学技術に関し認じた施
政府は︑科学技術に

策の報告をしなければならぬ︒
餓エハ条

関する甚本直画を策定しなけれ

ψ日㍉㌘

chmcal

科技庁の田宮計画課長が

警寒
三懇

日

逗︑研究成果の利用推進その他
科学技術振興に必雲な一撮を講
ずることにより︑わが圃におけ
る科学技術が常に圃罠経済の発
展︑園民福祉の向上および国際

社会発展に審与することを厨途
として︑その水手の向上を漁る
hことにある︒

跳躍二条 国は︑次の那項にっ

一纏繊細躍號贈雛
㌔い︒①科学技術研究の推進②研

政府として推進すへき研究簿の

ばならない︒︵二︶献本罰圃は
長期的副画およびそれらを総禽
綱を定める︒︵三︶麸本謝醐の策

的かつ副蜘的に進めるκめの大

第四条政鰐は︑第二条の施 技術鑑識の識を経なければなら

定に当っては︑あらかじめ属雛

へ

その他11：
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する漫所の忍耐もその限界に達

四班ミ交代制を業携命令として実

開かれた第一薗打合せ会で︑禦業

JPDRの試験炉としての特殊性 十四日につづき二十八日原産で

施せよと一方的に通達してきた︒

薗側から︑﹁工業所有権の出顯に

られたいと熱望していた︒

事業団鋼の要鯖卒充たす力式をと

は受託者の意見をきく︑という二

処理する︑②工業所有権の運用に

に労使闘の平和回復を図ろうと

した︒所は︑その公共的使命を

べきで︑労組側は労働強化および

から薯えると︑五班三交代である

し︑一月六日には二十四時聞ス

果︑①請負︑購買の揚命は別個に

案を示され︑種々慧見交換の結

駆業団が受取る﹂こととする折衷

体制に入る︒

動力炉開発業携の婁託を鍵施する

月中には関係省庁の認可を得て︑

託茎遡案を作成し︑おそくとも今

麟業団はこの墓本線に沿った委

て合激に達した︒

点を損互に確躍し︑この案につい

完遂し︑国罠の負託に応え︑早

抜き打ら的な実濾に対しても抗議

ト︑つづいて一月三†日にもスト

るため︑あえて今回の措置をと

PDRの運癒催止による業務の 期にかかる不宰な事態を打開す

ることにした︒

を行った︒しかし労組の抗畿は受

僚巻はその公共的使命の達成を

ついては受託者に委せ︑登録後に

茗しく危くするものと認め︑日

原研労組の見解

は二月二十七田︑JPDRの断続
け入れられず︑運転再開が予定さ

の乏し入れを受け︑労使閥の

月六田から

ループ葱訣会は︑

って本年七月﹁日以降に到酒す

なる︑という点である︒したが

た本年六月三十一日までに国が購

黍側と陰接取り引きを行なう︒豪

め︑民間が契約嶺禦者となって相

保対策検詞会を開

実施予走の特殊核

国が氷臨黒子力委員会から賃借

があれは弛却も可能である︒謹た

は従来どおり継続し︑民闇の饗望

使用鼠的の転鰯などで米AECか

のも従来どおり継続する︒しかし

し︑それを民営に貨貸しているも

物質の民有化に伴

を行なった︒

なう閥題颪の検㎡

き︑ホ年七月から 入し︑賃貸してい．匁ものについて

究用特殊核物質確

卜時から猷薩で研

二月二十七田午剖 る特殊核物質について民有を認

会議の隙子力五グ

日本原子力藍業 国としてそれをまかないきれなく

また原研労組︵鶴尾昭婁員長︶

れていた二月二†一日からも実力

勤者による述肱確保等の措暇を

れを妨げ︑購態の打開を果し得
的ストについて次のように見解を

講じたが︑鍵田は指名ストでこ

ないま凍今日に歪つた︒

で3PDRを停止させるなど助奏

JPDHの運蔽体制については
的ストに入ったわけである︒

説明した︒

労組が内外に公甕している闘
争万針によれば︑長期的展盟の

労組の要求は︑①現揚の慧向を

務時間が奮闘を遭じ憩犠甥務時岡

代引き継ぎ暁聞の制度化③連鎖勤

昭和三十八年の労使協定にもとづ

日間昼︑四日間夜︑二日食休み︶

もとに所内外でこの毬圏争活動

が実理されてきたが︑昨年†一月

反映した体制搬立の詰し含い②交

ており︑このような諸状況を考

下旬︑上側より

性を認めること⑤過重労働に晃禽

き五班三交代制︵十日間のうち四

慮すると︑雛態は﹁届の混迷に

更

う手当の増額︑などである︒

を継続展開して行く旨を標冒し

陥るのみならず︑この種実力行

交渉がはじ躍った︒しかし本曇に

て以後土丹要員を除く轟該組禽員
る︒覚紐によるJPDRのズト

の蠣研究所構内および確設内立入
は︑蔦十八年夏JPDRの建設中
転再 渕 予 定 だ っ た 3 P D Rの断続
使によって当所に不当かつ承大

入って︑理事番側は

原研労組は二月二十一日から翻
りを厳題する︒上鞍組合員のロノ
な支隙を甘受せしめるものに他

をこえないこと①臼勤業務の必母

に五班罵交代にという労組と︑四
クアウト期間申の給与は支払わな
ならない︒ここに亜って平穏裡
ノ

四班ミ交代に変

スト︵午前八時か・皐後四 時 謹
蔵三藁代でという理學蕾との詔し
い﹂と通告し次のような声明潜を

＝＝一＝＝鼎一一＝＝＝＝二

胤上︑科学技術

ら連取要求があれは罠間がこれを

庁原子力局核燃料
課長萩響谷徹氏は︑この日に本調

のほど焦点となっていた工業所有

必要から︑受託壱が委託業務の実

表明し︑さらに従来の二葉婁託費

ェクトの成果を統︸的に響理する 団が独占することに対する不安を

化に踏み切る主な理由は①核燃料

原子力婁員会が特殊核物質罠窟

なめ﹁墾研究所は三月﹁日午前八

で欝業団に継承させる﹂こととし

所有権の登録を受ける姪科を無償

に工業函有権をもたせておいて︑

に与えている朗例からも︑受託者

の原子力発電駈が稼動した揚重︑

夫を期待する︒②現在刮画︑建設中

ご進講も

⁝

︸

再ならず︑それだけ
に大臣の信頼も厚かった︒

報の処理問題にも至適が深い︒

どから国民を保黙するのも︑放

ん通産雀へ戻った︶謝醐局二二

整薄層艶課をふりだしに︵一た

趣味はクラシノク音染観蟹︒

欠点とは︑かつての上司の騨︒

仕事熱心で︑欠点のないのが

⁝

課長になった

原子力問題に三振タノチする

蒔代の海外臆行もたびたびで先

あかはね

国の中小企業は半端なものが多

進諸国の原子力事情にも明るい

のは今回が初めて・たが秘欝官

これ濠では門前の小僧︑外

い︒もっと専門に徹しなければ

赤羽

原子力局の放射能

のぶひさ

信久

時以降JPDRに勤務する労級員

わが国の海外探鉱湖発の余地が多

原子力船懇談会の設置など
臼本原子力麗業会識は二月こ†

く残されているのはカナダであ

から原子力聞題の口論だけをな

年の企画調

知識欲旺盛で︑海洋開発や情
科技庁では藻十

・

と︑チョノピリ批判︒
で体験︑努力していかねはなら

がめ︑聞いていた︒今後は禽分

語学も堪能で︑英︑仏︑独譜

をこなす︒パズル好きは︑常
に考察する氏の性格からだろ

と

ないが︑その慧味でよいチャン

スを与られたQ頑張りたい

今後本搭化する原子力発稀鍬

う︒かつて大臣に髄行して渡欧

に物禦を慎還にタテ︑ヨコ割り

や再処理総揚の運転あるいは腺

した際︑深夜︑外貨獲得に一役

就任の弁︒

子力船就航に伴う放購性廃液な

射能課の大きな任務の一つ︒茂

課畏補佐︑宮蕩秘書割長補佐を

買ったという逸認もある︒

にかける期待は大きい︒

田︑二瀬璽両長冨の秘二宮とし

歴任︒とくに官房圧籍中は有

門

部

原産入会︑

部

門 門

り

■

．等

金銅 石

属

特殊核物質中に生成したプルトニ

︑緯

原子力委貝会のこのような考え

国の所有とする︒

方は︑蟻業界の研究開発資金をそ

れたけ壇大さセ︑とくに新しい技

術の開発を圧迫する可能惟が大き

このような理宙から麓業界とし

い︒

は研究用の核燃料物質を従来通

具体駒には政府が自立の賃貸制展

り籏纐に入手できる施策を希薯︑

⁝継就するか︑または研究補助金等

作ることを第諄しているQこのよ

で研究用特殊核物質購入用の灘を

うな理蜘から鳳鷹では五グループ

懇談会を中心として産業界の意晃

をとりまとめて︑政贋にその慧向

を伝えることとなった︒

代表者変史︑

彩2／多／幽

三洋蹴機︵株︺

新祉長井植祐郎翫︵嗣社長井植畿

男氏は会長に︶

大正海上火災保険︵株︶ 原産
⁝入会︑取締柑長社長瀬逸三氏住所

三菱化工機︵株︶

唖京︵五六﹁︶九︸︸︸︒

取締役社長松下壱難氏住所東京都

千代田区丸ノ内ニノ六︑鍛話東京

︐

る

ウムなどは︑現行賃貸契約どおり

さらに国が民間に賃貸している

買いとるものとする︒
いて昔干説明したあと︑特殊撫物

瀦された日米原子力協力楽毛につ

経営者側が声明書
り︑所に過大な損央を生ぜしめ

確保のための民聞の自主性日韓工

を述べた︒

ウト﹂を通告し︑目障に鉛み切っ
原研丹羽理箏長は二月二十九田

の揚合でも︑工業虜粕権は受託者

囲︑手続︑登録後の運用等を覇業

にするかどうかの判断︑時燐︑範 質の民有化に対する政府の溝え方

が減殺されるはかりでなく︑特報

な搭照がとられると発明無の霊験

メーカー側としては︑このよう

で通常実施権を与える︒︶

ていた︒︵曼託省に零しては無償
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工業所有権などで一致

JPDRストライキを中心とす
現在の幡勢に鑑み吐く自重自戒

る労組の闘争活動については︑

その後︑＝︹月一日労組はスト中

動燃事業団の業務委託基準案
動力炉・核燃料開発輪業団の業

当初事業欄側は︑関係雷庁の濠

するよう労維に巾レ入れてき
た︒照準のストライキは︑労組

務婁誌基蟻案について︑日添原子

商をも考熱し︑この国家的プロジ

見の調獲をみるにいたったQ

れたので︑ゆちに交渉が聞始され
の自嫁するように実質四名の蹴

力産業会畿ではメ；カi各祉の意

止を決窟︑話し憩いを所側に串入

のストである︒

当隠の幼池理堺長が辞任して以来

発識した︒

硬いがもつれて二趨間のストがあ

間︑停止に四隠岡かかるので余面
スト︶に入った︒これに対し所側
は︑日勤者による㎝班を組織し飽
に当らせようとしたが︑労組は二
・ヤ六臼から三図にわたる二・ヤ四時

ヨに所側は︑炉の安全盤を確促す

間ストを実躯︒この結果同二十九
たが︑両者の主張はい崔んとして
勤務者の就労捕否によって現在

た︒その頗後︑彪組はさらに J N

施により輔嬉した発明等の﹁工業

実施して︑抗議︑堺態は緊迫 し

濁寄︑JPDR関顧労粗員は約 ︵動力試験炉管理郡および保健物
しロノクアウトを突施する︒よっ

純

原産理事会開く

るものである︒所としては︑J 権の取扱い等について︑一応の意

時以降JPD代に対するロノクア平行線をたどっている︒

ることを理由に﹁讐 月﹁日午前八

り︑数カ月後に解決した︒今回は

で︒実門的には運転謹でに 十 時

が︑依然平行線をたどっている︒

JRR12︑3の都議ストで抗議したが︑三月一日ストは中止され労使の話し合いが行なわれている

三月一日午前八時からJPDRのロノクアウト︵窮業所閉鎖︶に踏み切った︒この後︑野組はさらに

長︶が二月二十一日からJPDRのストに入った︒これに対抗して︑所思は炉の安金属確保を理由に

田本原子力研究所︵丹羽周夫理事艮︶では︑JPDRの艇転体制をめぐり︑労働雲合︵蝕尾暴騰員

管理者側はロックアヴトを断行

PDR運転体制で

圏
理安全響言言に所属する者︶に対

六殿＋二時から︑東京・丸ノ内の

る︒カナダではここに二︑簗年大

層

⁝

⁝

氏は昭釈二十八年東工大化学

RlFl組み立てもやル︒葎に ⁝東京都中央区ゑ橋一の五︑服話葉
科卒︑通産雀入る︒以後同省と
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九十︑蓋人で︑そのほか魅力会祉か

U本工業倶楽部で理事会を開き︑

木義夫氏が︑昨年渡米したウラン
鉱業調査団長として﹁アメリカ︑

ノスル長徳・二階整さんの疇 女がある︒今年﹁不惑﹂を迎え

て︑良き女房役をつとめたQハ 似ず若顔P和子二人との閲に二

い︒

る︒ご両洩と東京・田無衛住康

いた︒通震怒代はとくに有機化

由︒車中での

動燃聖業囲法の審議で国
会も大変たった

は︑

科技庁を徒復︑主に企画畑ぷ歩

わが

学部門を担当︑中小企業の行政
指憩にもタノチしたが︑

噂⁝

社社
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J
R一王︑3に対しても露分ストを 鶴蔚†時︑炉の安全性を確保する

JPDRは完全に僻止されてお
見のとりまとめを急いでいたがこ

五グループが意見の調整へ

1
ら豹五十人が運転訓練を受けてい

灘

①投員異動︵高木元三の日本繭工
会謎所掌受理購退任による原産理

手を覧たねはなる蒙い︒ここ二︑

⁝
小会社と乱雲するにしても早急に．
⁝

資本の重工探鉱会社の吸収提携の ⁝
動きが浸透しつつあり︑わが凹が ⁝
⁝
単独で進出するにしても︑また中
肇砕任︶②昭和四十三年度舗業計

画︵予箕は総額﹁億七千八暫万
円︶③原子力船懇談会設躍などを
承認した︒とくに酉十三年度事業

探鉱結果とその影讐を注齢しつ

⁝
三無内に現われるであろう米国の顎
⁝
計画に定められた原子力船懇談会

つ︑敏速かつ柔軟に事轡に対処し

金︑リスク︑さらに将果のエネル

また探鉱開発のための膨大な喪

なければならない︒

︵仮称︶の設鐙に関しては︑①第一

舶の建愈と技殉経験と運航体制②
原子力船の技術的︑経済晒闘題③
原子力紛の開発方式の検討などを

ギー源としてのウランの鐙致性を ⁝
一
考慮し︑国としてもウラン資源確 ■
冒
保のための十分な施策を欝じると
⁝
ともに︑ウラン探鉱開発の特殊性
㎝
から闘運業界を挙げての一致した⁝

おこなうものとして了承された︒

カナダのウラン鉱業二業﹂につい

また審議終了後︑同和鉱業の樹

て報告︑米国︑カナダの大資本に

協力と多額の資金を用慧してかか ︸

．

る必肇があるとのべたQ
三三は原産第バ二三寧会の会場

よる鉱区設定︑探鉱進渉状況それ
とウラン賦存の可能性から見て︑
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確定埋纒鶴艦

望について︑三段陪に分けている

報血糖は︑荊回と二様に価婚眺

えない︒

量﹂と﹁避加可能埋戴蝕﹂とに分
類ざれているが︑これは蛸圃と岡
様であるQ﹁確走埋藏融﹂とは︑

合

の既知の鉱諏にある鉱贋を示し︑

うるような品位︑鉱盤和よぴ形態

れの燃俗の書分で採掘︑橿製錬し

かったため泓だ戸75全なものとはい 現乱鰯られている技爾で︑それぞ

溺 700十12b＊
＊臥よ他破物の凱にともなノ鍾II醍展示ん

報告轡によると︑自宙諸園におけるボンド当り10声里下のウラン

は︑U30︑で約八十三万 ノ と な っ て い ︸ 傷
15＊
21，5

と共具して︑博界のウラン資源に関する報告磐を発表した︒この

欧州原子力機関︵罵NEA︶は︑国際碩子力機関︵IAEA︶ 価格区分はさらに︑﹁確定埋蔵

自由諸国の採算可能な埋蔵量

U︑0︐で約入十三万

＝

6

E N E A は ︑ 一 九 山 長 年八月に
﹁七二のウ・ノンおよびトリウム資

のスタディ・グループの調査にも

源﹂と題する報告轡を︑E聾EA

︑その際のデータの見趨しをおこ

とづき発設したが︑今回の報宵は

今画の報告跡で園新しいのは︑

なったものである︒

20
5

他
の
そ

320一ト25＊

ン
ヲ」

18Gイーユ2更｝＊

イ

ベ

ス

①アメリカにおける10渚以下の弓

ランス原子力庁がニジェール共和

蔵量が 二十万ジになったことωフ

岡で調査した結呆︑節賭以下の︑
いわゆる託済ペースにのる埋蔵疑
万二不ノを発識したことが報缶

ボンド当り10ドル以
下のウラン埋蔵箪

力開発機構︶以外の地域に関し︑

鰹しいと曙えてよく︑とくに低働
ポンド当り5rルから10ドルという区

発電所が臨界に

西独のリンデン

限を定めなかった点である︒これ

分を︑﹁10談以下﹂として狩に下

と考えられたためである︒

は︑現爽的にはあ謹り慧昧がない

た︒しかしながら︑今測の 調 斉
も︑腐望なウラン資源を晦すると

舳ドイツのリンデン発電所︵B

一月三十一曝臨界に達した︒三月

ム・

ものを示す︒

ため独自の核戦力の建設を進めて

︵BNL︶に査察技術研究グルー関する巫準制定に対し技術的な圃

し︑陰気幽力七十万KWの原子力 コソクス︵B＆W︶社は国外実績

が・EDFおよびフランス原子力

正について無しをする︒

ストに建設の予定︒

とBWR閥の差異は殆んとない︑

想定僚は未だ公賓されていない

発雌所の建設費︑発電コストの

ら︑このグループは︑AEGの登関し︑二卑余にわたり討議︑評価

庁︵CEA︶の検肘では・PWR

がない︒A旦Gも同様である︒

を蚤ねてきたものである︒発当所

発雌所の入龍滲加を要舗した︒E

はスイス側国境のカイゼルアウグ

から助口を与えることになる︒

煮察プログラムの国的は︑特殊

鼻唄傭を腔業外と足並みをそろえ

プを設ける予定であるQ

ソト防衛存︵あらゆる璽からくる

核物質を︑国内外をとわず︑平湘

るようなものにするのに必農な修

きた︒さらに最近は〃ツ；ザジム

攻撃に対して舗える体制︶鼠策

を防止することにある︒この技術

目的から星置耕用に転用されるの

各國における鳳子力発購の飯近
の齢しい伸びは︑とくに米国︑カ

を提唱︑原水爆︑ポラリス型滋水

グループの主たる固的は︑査察を

DFとスイス・グループはこれに

ナダにおけるウラン探鉱活動を劇

艦︑中長距離講隅瓦の整備による

る︒

核戦力第三世代の建設に向ってい

これ濠での壕子力二業の動きか

きている︒このような結果︑いく

激して︑近無とみに活発となって

つかの興味のある発児が︑これ

効果的におこなうための副測︑実

旧技術およびその他の科蝋的手法

この研究グループは︑二会引葎

の開発にある︒

および物質管理撰務所の代表養

隅く︑発羅コストはお浴むね繋滋

温DFは結局︑AGRは魅力に欠

には建設を開始する謝画である︒

た︑被許酊講が再拝搬を拝する醗

ープが同等の権利を有し︑蹴力も

発鍛所は︑EDFとスイス・グルな線である︑としている︒しかし

簾業に従第しないということ︑ま

報を取扱うことにさしたる困難が

けるものと博論を出した︒

其所設謂連合体︵仮称︶が行な

ジュに七＋塗上KWの線チ力発戴

と共岡で︑ベルギー領内のチアン

なお︑EDFはほかにベル42i

同等に配分される︒所有︑運鴬

う︒

イスの塵業グループはこのほど︑

ンバノシコン・エンジニアリング

H両社は国外受注が数多いが︑コ

＼画︑一課外短信購読

ューズのS湿NA炉と山型のPW

Rになる三法だが︑WH報は嚥接

のアルゲマイネ︵AEG︶祉に対 ︵CE︶祉︑バブコノク＆ウィル診楽しない︒

田圃の軽水炉メーカー四社と醐独

フランス聡力庁︵EDF︶とス 米国メーカーのうち︑GE︑W所建設を讃顧している︒しれはシ

で大型炉入札を要請

EDF︑スイス協同は︑カイゼルアウグスト原子力発

度に運営を撮める︒BNLと齋察ないということによる︒

きめるため︑近く会合を開く︒

は︑研究グループの佳肇の縫囲を

このグループは︑他のグループ
がこれまでおこなっていた鳶察技
術の研號開発の再検討のほかに技

術計劇と薄手サービスもおこな

AGRについては建設費はかなり

可能禦蔵主﹂とは︑既知の豪たは
法でになされているが︑それが騨

三国は保有国の周辺に集記してそ
の安全目障を求めるからプロノク
化に逆戻りして世界の緊張が増す
②しかも非保窟国はいざというと
きに核兵器による報復と破壊を恐
れる保有図の保設がえられないか

るσしかし西独については核装備

も知れないという批判を加えてい

BNLが選はれた理由は︑民間 入札は今年の翼行なわれ︑来鉱

予患ざれるウラン・トリウム地域
価され︑郡餅されるものになるに

またNPTに対しては①葬核傑

たは発見鉱累に存在すると推測さ
う︒なお餐闘別の10が以下の縦蔵

における厩知の鉱娠の未探査部ま

れ︑それぞれの価格臨分で経済的
醗は別義の通りである︒

のだから︑簑の臆編とは男擦いも

に反鮒である︒公式には核鼓備は

っているが︑西独はパリ協走︵一

西独臨体が決めるへき隷題たとい

のだというのである︒フランスは
かねてから核兵器の製造癒敷止す

パリで行われた定期協議の際︑難

ージンガー首相は﹂酬月十五︑六田

︵パリ松本駐在凪発㌔総轄のキ

ドゴール大統領が西独首相に

NPT署名を勧告

に発見︑擬厳しうると期倦される

は︑さらに数琿を要するであろ

応ωものではそうであるQ﹁追無

鰐

産散防止条約︵NPT︶案に消纒るたけでなく︑保倫族兵器とその

WR︑翼誘力二＋四万KW︶は

た西ドイツのリンデン発躍所

写翼は一月三十︻日臨界に甚し

む︶とされている︒

五十萎び︵政府趨資一塊万ザを含

発電所の総髭殴蟹は約六干七働

れる︒

力会社︶と業同所鳴されるとみら

W︑ドルトムント地響に供胎の霞

びフェルアイングテ電力︵VE

︵KWL︶が行ない︑AEαおよ

ンクラフトヴェルケ・リンデン

る過熟によっている︒運犠はケル

瞠田力の二十五％は化石燃料によ

α︶が詰碁︑建設を行なった︒発

所であり︑アルゲマイネ冠︵AE

みで廷設される最大の顔子力発電

リンデンは酋ドイツの麗業界の

欝蹴か四摺送隔始の建である．

思bれる讃国から留報を得られな

専門触からの助﹄を得て協 力 し

IAEAは︑OEσD︵経
が済
︑協
前聞と異なる点は︑U30呂 妊婦の慧味びの鉱石埋蔵滋にほぼ

されている点である︒

（ヨーロソバ）
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三

日︑原薩の要請に応えてその第一回年次大

鴫自ω一〇昌

滑油のような衡機物とのコンパテ

る腐蝕が強烈であるとともに︑溺

する︒またこの物質は金鴎に対す

経済性と供給面の安定を強調

工場施設の明細 も
占

アメリカ康子力委員会︵AEC︶はこのほど二月二十

諺国OQ勉溶︒餌のO
ィビリティーがない︒これらのこ
とからこの工揚は︑大盤の聡力と
水を必要とし︑材料悶題もむずか
しいことがわかる︒

三︑AEC所有の

運転はいずれも契約によって民間

喪はその規模︑建設費︑簿価︑付

会社に行なわせている︒第一1四

艦一

︸

魔調弦及び二目川出栂

ぐ﹃

論
葱

κ購鶉 槻

ノ

藷繁

2L31

濃灘施設全体が現在とのように

運転の現状

四︑三工場結合

ンである︒

却水は一日夕陰赫置ユCOQ万ガロ

ぞギなミ

の所要竃突は約一七撃力KW．冷

五石刀KW︑命却水 分離段数がある︒フル運転のさい

SEのテスト・ループ︑ラプソ

ディの舗装榛駆鋤袋櫨などを担

当している︒

一九六六無の総売上げ︵子会

丁万フラン︵邦貨で約二醤六十

辻を含ます︶は三億六千七菖三

八慮円︶このつち原子力関係が

八千七十万フランで二十二％を

占めている︒

資本金︑五千万フラン︵三十

六億五千万円︶G・デュボア氏

が社長をつとめる︒日本では帝

︵HT︶

国酸素︵株︶が代理店になって

炉︵GAAA︑INTERAT

いる︒

出し︑インダストリアル︒エン

OMと三岡︶などを︑豪た︑コ

は︑ピエールラノト・ウラン濃

りb◇−匂口OHGQ−OOり○客口じ国の

O蝉℃二9一昌ΦQ鶉驚⇔oヨΦ彗

げれは︑エンジニアリングでは

を行なってきたQ主な実績をあ ンブレノサーやポンプの分野で

︑憎ロ︒ OΦ

二写

二多 ビ玉多多多玉多多一∋多 話f専﹂

では︑EDF11およびラプ
場ソ
に納入された逸心圧縮装麗

一づ誤多 髪 づ 多 玉 多

5．54

2685

閣

︐7亀

・九六％のものを作り他の二工蜴

生受黒蟻だが︑現在凶のように○

パデュ：カでは五％のもの敦で

ることができる︒

﹂ 二多 ノ 玉 髪〆一 多
r玉蒙
ディの燃捌取替雄躍︑PEGA 運転されているかは︑第一磁に見

〜

三つの巨大な施設で約四〇〇〇の

・六五％のものを生産している︒

億五六〇〇乃諾︒崔︑最筒九七

九五六年に莞成した︒建設腿は七

駕工錫のうちで最も新しく︑一

ポーツマス

は一臼約五線ガロンである︒

要国力は約一

24，776，872

一四偲ガロン︑﹁九六
七会訓無度の便用蹴力

艦は二七Q億KWHで
オークリソジ

ある︒

オ！クリソジ工揚は

U踊の分離を大規模に
行なった最初のプラン
トで︑第﹁回の出祷は

︸九四五年三月だっ
た︒八億一五〇〇万

ーカーの土地に五つの

がを投じて︑六四〇エ

広大な処理施設と約七
〇の付属建物がある︒

ず︐

ここでは○・九六％濠での濃総

声

を行なっており︑これが他の二工

帝

画が決まり︑パデュ；カ工場が一

し

九五四年に建設された︒建設費は

いる︒全能力で運転するときの蚕

場へのフィードとして用いられて

戸論

で約一︑八○○段がある︒現在︑

鞭磯

鱒難麟

@毒︑越

七憾五︑五〇〇万が︑五つの施設

く

U芋形のK125が最も
古く大きい︒その畏さ
は一瞬︑編阿は三五〇
醇・五つが椙互に縮合され︑五〇

〇〇段の連続舶カスケードを形
成︑最高濃総懸九七︒六五％豪で

止しており︑四％豪でに止めてい

可能︒現在︑一部カスケードは休

る︒

羅3夢

ぐ貯凝撫

自動車から出発

聖ル

縮工場のコンブレノサー︑液体
カダラソシェ研究所のP過GA

多髪ノ

b）26％で罰算

1，162，661

頴スト

本社の所在地は︑測∬Φα自

ジニアリングと各毬機器の製作

フランス

【第5表】h967葉月30眩での6力胴の運転費実績

写爽はピエ；ルラット居間工

玉髪誓ノ多玉
多

c）準鰯14曜分の余利1よ陽、く

会に雛務総長代理ブロック氏を派遣し︑濃縮ウランの海外供給政策に関する特別講演を行なわせた
が︑その講演をさらに内容悶にバンクアンブするものとして︑
澱餌瓢けOで⑩﹁即言︒昌︒qO切O−8︒︒〃というタイトルの資料をワシントンとほぼ岡時発表の形で

︑

この文欝は︑AECが所有する灘つのウラン漉縮工揚について︑その詳細を初めて明らかにしたも

公開した︒

のであるが︑アメリカ国内のみならず日本を倉む海外諸国における盛粧用低濃編燃料の鵠要増大にか

らんで︑その鱗格i帯副料金1の正鎖性と能力面での安定性を立籏する賢的が含まれるため︑経

三工場の概要

属施設の規模︑入員鯨を示すもの

済的なデータや工揚の運営面に関する未発表資料の記述に祥しい点︑極めて注自すへきものであるの

の規撰の大きさがわかる︒たとえ

七〇万KW︑冷却水

この工掘のフル操業の覇含︑所

要羅力は約

は一日四億ガロンを聾する︒霊力

は﹃PVAより購入Q濃縮ととも
に︑オークリノジでは三つの工場

9765〜澗贔

SE炉︑サクレーのOS王Rナ
工トリウム・ポンプを︑その他
玉多

へのフィードとしている︒これ

は︑罵工場三体の最瀕運転のため

現在三工場の使用電力頃は約二

である︒

七〇万KW︑一九六九年にはさら

九︑気体脚数工場の新設費用

八︑工場能力の現状と将来
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に原産の核燃料間題懇談会で︑その臨本的な検酎が進められているが︑二月二十一︑二日に

太三郎氏︑動燃麟遜岡理購鎌田稔

紺蘭に先だって殴子力婁興山田

使用できるプルト一一ウム燃料を開

く実鉦された︑安心して発註炉に

の技術的聞題はあるが︑一呂も重

うというのも︑また大方の意見で

現で憲るよう今から開発を進めよ

え方があ甲鬼必要とあれば②が実

子炉リサイクルする︑の二つの者

び尉輪の模様を紹介する︒

氏︑原口常務吉岡俊男既が︑それ
発し︑発躍炉から欄囲物として多
あった︒
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で︑燃細聞発が進む煎を隠要視す

なく核反応による発熟や︑熱伝

駆とする︒題に核湿性ばかりで

の場合には︑精確な核計算を必

トニウムの特異性だけとり上げら
れ︑ウラン唖唖との共通点をみの
がして︑全体としての開発をおく
らすことは注写すへきとの愚見も

蛙懸盤
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第一回原産年次大会における討論

．

制御方法など炉心設詳に対する注

プルトニウムの核特性により︑

ートメションをつかわなければな

蟹生泥となれはウラン燃料でもオ

の可能性はほとんどなく︑また大

な底磁化展にしておけば臨界事故

に︑燃料工場の頗料として︑必要

来るよう今から開発しておく必要

出てきたとき︑すぐそれを実施雄

できないが︑リサイクルの必要が

も必要な開発圏標ときめることは

かならずしもプル・サーマルを澱

安全性の問題

悪が述へられた︒安全上むしろ聞

は十分みとめられる︒

業用蝉をこの醗発の実施に提供す

て︑再処理鑓がきわめて難くなら

はなり立たないとの脇見が出され
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燃料加工開発
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〇％︑したがって核燃料物質は二

金只質が約五〇％︑検査費等が三

ニウムの価格が下がれば︑ウラン

〇％程度である︒ある樫度プルト

と競争するであろうとの見方も出

結論としては高速炉の契胴期の

された︒

見瀬しと経済趣に対する考え方︑

わが圃の隔発体制の中への位躍づ

けなど問題点は多いが︑阜期に
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の旦SRのメーカーからカタロ エト祉会緑藻革命五十周年照念

これら三國を

堀閏

TOKYO

る考えもあると述べられた︒

閣がプロジェクトとして設定し
た高速騨が︑混含酸化物を使用す
ることになったので︑サーマル利
雨も低惣化の混含酸化物をつかう
ので︑加工に関しては共通の部分
が多く特に別途の開発研究は必要
とみられない︒たた昼型の僻見と
しては︑時期及び羅的にはっきり
した兇通しが立たないと︑大がか
りにこれに踏み出すことはできな
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開発研究を進める必要性が鰐め
として取り上げ︑揮発の異体的な
計圃の決定を希冠しているQまた． られた︒しかしそのためには︑原
子力蔓物会を中心として原子力機
民間の燃料メーカーとしては︑関

達ある外圃の業者がすでに実証試

験豪で行なっている実績があるの
で︑この捜術を火いに取り入れて

実旛できるので︑謂圓さえ決定す
ればそれほど困難はないであろう

製潰で諜常におくれをとったが︑

との見遡しである︒ウラン燃料の
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プルトニウムでも早く取りかから
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しとなるおそれがあるQ
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経済性など
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一つでなく︑それぞれの国構と
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実体を把握する必要があろう︒
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足で︑その中で少額のドルで買

対等な経済競争はできない︒日

これでは慮由主義諮国ととても
リア製磁とのことで︑そんなこ

うことができるのが︑安いイタ

研究所では西欧の測定器類を欲

理由を闘いてみると︑東欧の緒
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電力会社の見方

の波に梁り運れている感がある

負に頼りすぎて世界的技術穂新

であった︒

当りとても手が出ないとのこと

う︒

よう他山の石とすべきであろ

て次の世界の潮流を見失わない

た田本が︑この成功が仇となっ

プルトニウムの需給の見通し︑

切な好々爺であった︒人々の心

緯人も私辻滲加著に対しては親

ているように感じられるのには

なく︑壁はへだてても心は通し

に東独と西独の対立慧識が全く

チノヒで一週闘行なわれた第五

食品関係の取引のため長期聞張

であったQ議は変るが︑棄欧と

ができた︒材料試験炉を建設巾

放射線化学部門を兇学すること

にチェコの原研があり︑ここの

プラハの南三十爵航のところ

ほっとした︒

とはいえ︑臨接東欧の風物に接

束ベルリンのさびれように比

することができた︒

して︑ライプチノヒはなかなか

活聚で風格のある都市である︒
ある日︑このシンポジウムを主

化学への応用部門を発学するこ

したが︑彼の専門を通しての実

中の送本の商祉の入と宿を共に

催している安定同位体研究所の

とができたが︑地味ではあるが

感として︑チェコは戦前一流の

充実していて将来が悪罵ぎれ
る︒困難な客観偶勢をよく兇服

ムを閲催し︑第五回にしてこの

して︑二養鶏にこのシンポジウ 技稽をもっていたたけにその自

分野の串質的地位を確立したミ

に上手に乗って角度成長をとげ

ューレンボルト研究所長の努力 といっていたが︑技術革薪の波

は超人的総漿といえよう︒この

光器類はイタリア製のものが目

譲国糟灘鍵響

リーを半週つつ訪ねて︑短期閥

づきチェコスロバキアとハンガ

に参舳したのを機会に︑引きつ

回安定同位体国際シンポジウム

昨年十月黒雲ドイツのライプ

護憲懸

りでなく強いガンマ線や中性子線

で臨罪になることアルファ線ばか

ニウムを使っても︑盤蔽や安全取

らない︒この方式によればプルト

った場合︑現在のウラン脳のよう かによって︑電力会社としては︑

とくに筒速瀬の鍵用期がいつ来る

轟

勲

題となるのは︑燃料製造に際して

出された︒

藻蓬銀讃
罪事故に対しては︑生産規換にな

一霊一ΩUQ臼X藝マー51巳

︵エネ研︶平田開壇︵原研︶

安二郎氏︵JNF︶武井満男氏

関義辰氏︵黛菱原子力工業︶岡勘

蹴︶申村康治氏︵動・燃二業団︶

巴︶今井隆吉氏︵日本原子力発

︵東京醒力︶藤井哲博氏︵関西三

徹氏︵科学技術庁︶鈴木範幽難氏

醒常務取締役︶メンバーー−萩野谷

議幾11吉岡俊男氏︵臼本原子力発

9討論参加者

翌開心
置旧照

を出すことなどである︒しかし臨

をもっているため︑特にBWR

の想い所で︑大きな共鴫吸収性

が熱中性子より少しエネル潔i

裂性の脚︑㎜などあり︑これら

分裂牲の㎜や猟のほかに︑非分

水炉から薦出されるプルには︑

よく知られているように︑軽

ある点が多く拐揃された︒

これから多くの設譜研究が必要で

代諮品として装何するためには︑

はその時点で嫁動中の軽水炉に︑

ンとちがうため︑現存するか京た

プルトニウムの核的特性がウラ

技術的な問題占⁝

だという悪見ものへられた︒

した驚点的な物の考え方をすべき

決めるためには︑もっとしっかり

あまりよくないので︑この開発を

鮎子炉につかった一三の経済幹も

か︑その上︑プルトニウムを熱申

いささか琴をひろげすぎではない

ル・サーマル4やるというのは︑

金で︑筒速炉も新型炉も︑豪たプ

し︑わが国では限られた人毛と護

滲加者により︑この間題について一べきだとの潮見もあった︒しか

これにひきつづき︑別項九穀の

用できる体制をと結んだQ

についての見解をのべた︒
豪ず﹁わが圓におけるプルトニ
ウムの熱ゆ俳子炉へのリサイクル
の考え方﹂と題して山田氏は︑核

燃料懇簸会プルトニウム分科会の
中間蝦告轡にもとづいて︑原子力
婁員会としての考え方を概説し︑

あくまでも蔦速増殖炉であるが︑

プルトニウムの鍛終約な用途は︑

昭和五十年代の半ばごろから︑多
撒に輯積されるかもしれないプル
トニウムを熱中性子炉︵とくに軽

水炉︶に便用する技術を今から開

ニウム欝給︑約脚力年にわたる開

発する必要があると説き︑プルト

発の計鋼や︑必要資金の置戸しな
どを発表し︑広総な開発であるた
め︑敗閥の特定研究として取り上
げ︑政府︑民間の総命力を鞘揮す
べきであると績んだ︒

﹁プルトニウム燃料の現況と問
題点﹂をのべた鎌田氏は︑賭外国

のプルトニウム燃料の開発︑ と
くに軽水炉用についての現状を説

動燃プル研には︑い窪プルトニ

明︑動燃における経験をのべた︒

ウム約六試馨︑九〇％濃縮ウラン

ニ雲毒 を も ち ︑ 熱 中 性 子 炉リ

サイクル用のみならず︑騰遮炉胴

の燃料の加工開発を避めている︒

閲題点の天きなものは︑燃料要

聯などいわゆる熱水力的な閲
題もある︒

だウラン燃桝は︑発生したプルト

の罰論が行なわれた︒

ニウムにより︑核分裂がおこる︑

と︑燃料要素の照射試験の異施で

素としての最適設計を行なうこと

プルトニウムのもっとも符卿な

全発熱の約二〇％は︑これによっ

一方の意見として︑燃焼の進ん

とは一致した考えであった︒しか

利涌方法が︑筒燕増殖炉であるこ

ているのでプル燃羅の開発鼓腸は

その必要性

﹁黙申性子動力炉におけ︸葱ノル

い豪のウラン燃塀の開発につなが

要素を開発中であるとのべた︒

トニウム利嗣﹂では吉岡氏が︑と

し︑五十年ごろから多蟹に出てく

るというものや︑あまりにもプル

ある︒園下ハムデン炉への照射用

くに米国における開発構況を紹介

のためにたくわえておく②熟中性

るものの使い方として︑①尚連炉

姫

「

▼

した︒プルトニウム特有の重三特
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し
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性やそれにともなう︑熱特性など

第一回原産年次大会の討論から
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煙

国の開発体制整備を
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月六日月後一⁝時米︑卿が︒罎ケ関の外務省で︑碧しい門喩子力の華和的利絹にお

的に購人する羅利を胸していた

いては︑現行協だでは英園が磁壁

とくに副嘘物の纒施門人櫃につ

圏新しいものQ

加工輸出には承認が必要

全般的に対等ム 認 ド
日英両國政府は一

に現行瀬野の有効期聞が満了になるため改定されたもので︑潮文と十ケ粂および末文から威り︑これ

定﹂︵踊称﹁日興原子力協力協竃︶案に調印した︒この新日英原子力協力日野は︑今年十二月四B

が︑双肩協調となったためこれが

ける協力のための日曜国政府とグレート・ブリテンおよび醜部アイランド連曲ま圏政府との聞の協

に了解骨銀一が付されている︒内籍は︑核一一や設備篭が田央両国闘で移紙されることを規憲すると

については︑現行十月が薫十年に

ためん癬皇に儀刀す．勧磁は現行協

驚愚踏襲しているが︑協泥全体を
通して尉英両国が双務的となった

た︵罵は野遊定めず必要罵を限麗

プルトニウムも受給か可能となっ

通り︒①挟鈴虫用の濃緬ウランや

その他新協三三の主な魚は次の

もの︒

の闘連をも考慮の上︑措繊びれた

協力協建の為勅期間︵三†薙︶と

改訂されたが︑これはU米原子力

削除ざれた︒豪た協驚の為二期⁝閥

よぴ核燃料や贅材・設備あるいは

薪中華璽は︑公開情報の交拠掲

三率琿となっている︒なお敷府は近ぐ︑さきに調印された新雲台原子力協力碧色案とともに國協憲築

︵卿︶駐購︽梗が獅協翻案に署

外務大願︑英廻りJ・ビルチャー によって︑原．†力平祐利用促進の

入慶掻見至で︑日漆側B三木中毒 役搦の提供や受領轡を行なうこと

岡三は午後慌時三†五分︑外務

ったもの︒

ともに︑わが園が英国から購入した原子炉の所要三二の供輪保証が三三されており︑その毛茸期問は

を今国会へ提出し︑摺滋を求める︒

珊行の川州原子力協力協定は︑
わが閣窃の原子力唱曲所一﹇原竃
東繭発電加州の原子炉︵コールダ
ーホ！ル改良型ガス冷却炉︑出力

十六刀六千KW︶轟入を廻機に︑

なおこの調印には︑B浦側から

菰︑謝印を終えた︒

圏一遇の騨鰺の同慧がある編へ悶愚

とする︶②加工輸等角は他方嘱購

殿議院の科学
技術振興一策特
別野口会︵婁員

について説明を曝露し︑関連の質

全対策画でも一懸の充実を図って

衆院科技特婁員の馬名は次の通

いまたい︑と述べた︒

席上鍋島提官は︑贅本取引きの

疑応答が行なわれた︒

臨宙化にふみだしたわが国は︑今

理轟

委贔畏

佐廊木義武︑斎藤籔三︑

沖本泰累︵公明︶

りである︒︵敬称略︶

長沖本泰幸氏︶

の画期陶な推進が必要であり︑こ

後自霊技術の開発強化と研箆開発

︵以上自︶︑石川次夫︑三宅正一

始関撰平︑樫井勇︑小宮山雌四郎

は二月二十八日

ことぷ強醐した︒このうちとくに

れに果たすべき團の役剛の大きい

と三月七日に閲

昂行なうととも

かれ︑理箏互選

力炉の慮虫開発を強力に推進する

逮増殖炉や鷲型転雛炉など新型動

辺美智雄︵以上霞︶︑角麗堅次郎︑

増剛博之︑岡塞茂︑村上信二郎︑渡

本三ヤ次︑世耕政隆︑田川誠﹁︑

海部俊樹︑桂木鉄炉︑坂

︵以上樵︶︑内海溝︵民社︶

ほか︑隊子力第一船の建込や健用

委鐡

八通常国会にわ

長宮から第五＋

済燃料再処理施設の建設漕手など

原子力開発の推進については︑高

ける科学技術振

に︑鍋島科技庁

興に関する所信

原子力開発利用長期説画に基づく

昭禰三隼集大法

〆

西脇氏略歴

渡欧した︒︑

き

〆

〆

〆ノ︾

昭職十閥年阪大理

に就任することになり︑このほど

ノヨノ
！多 〆ヨ〆ノ〆ニノ 多ノき ノニノニ！ ノ

内霞義一郎︵以上社会︶︑佐々木畏

ノ

学監が後︑外携馨認厘として仏

与謝野氏略歴

ノ〆ヨ

諸施策の充璽につとめるが︑さら

小林醤一︑松前環漏︑三木響央︑米

癒︑厳た馬場問

ニニ

二目聡長から四

ノ！

作︵民社︶︑近日已記夫︵公明︶︒
ヒ︹

に原子力関係麟麓技術の確立や安
〜 〆〆

†三年麗科学披術振興四域政冊案
き

行なわれるGと簿︑弓田の曲目に
関了働了解が記鎌ざれている︒

をとるQこの間︑東大航研での研

学蒲卒後︑窟大大学院に進み理簿

部︶︑大阪工大︑火警衛大︵鷹学

に放二線測驚器の茎礎研究や放嚇

部︶の助手︑助教授ぶ療伍︑とく

究にも従事︒同校卒後阪大︵理学

報部長︑二十四葎岡調製局長︑二

1111A＞一◎隅一
憲勤︒以後︑中顕︑スイス菰勤
気を経て︑二十一一卑外携邸搦霧情
与謝野氏︑原子

力委員に就任

ギー・エジプト︑スペイン各麟の

勝事所長に就任︒その後は︑ベル

墨隈全権大・公便を歴任し︑三十

十五庫蕉プラノセル厨本政府圧外

の承謝を得て新井子力婁員に与謝

六薙外務省研修泣目になった︒四

佐藤総即火臣は︸二月七日︑園会

野秀︵よさのしげる︶氏を発令す

十年九月からはイタリア大便とし

線防護あるいはアイソトープ分離
力婁員魯任を発令した︒

官︒オリンピノク東京大会では堺

て赴任していたが︑芸無一月退

るとともに︑武藤俊之助氏の原子

今圓の入事は︑瀬村鰻雛氏︑簿

曝瀞
思子︒束辣那出身︒六十三歳Q

務総長をつとめた︒請人・鉄幹の

の研究に従博した︒昭和三＋五卑

象工大原子炉工学研究所教授に耽

⑧

㊥

昂

曜

十年間の有望期附をもって締晶さ

こと︑あるいは協足による役務提

除き︑腺則として認められない欝
免嚢条項が削除された︒

なお付属の了解34澄は︑新状況
に応じて協だ敢正のための協踊が

西脇安氏が一

罰
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れたもので︑その内籍は英醸から

二条約局長︑鵜原勇騰勢璽局長︑

供等から磁じたプルトニウムなど
副嘘物の盤先購人日が釧除された
こと︑豪κ新協心の有効規欄が三
十薙になったこと︵第†条︶箒は

義の猛盤にたって︑懸子力の分野

AEAに出向

二十一顎髭

二十

棘・縮・鰭・一826紀伊國屋書店覆1ず六野鎌鯵1

本社東京都千代麟区神田駿河台4一2

外靭省の重光品凶連局長︑佐膿正

矢田齢厚が国漣局科孕郷長および
糾技庁の藤波憾雄原子力局長が︑

また英側からE・P︒ホノチェン

鍋島長官が談話

における核物質︑機器等の交流患
行なうことを闘的とし陀ものであ

なお鍋島喰紹科学技術庁長籍兼
原子力婁鍛長は同日︑新日英隷子

放射線化学研究会

前原薩

コストグルー

一臼午後羅力懇話公

ランダース弐との懇鋏会

原子動力研究会

プニ十︸田午後原産︑甜装綴織グ

ループニ十二日午後原麓︑プラン

ト建設グループ岡︑燃料グループ

産業と健康に奉仕する 《全気調和》

の︸方的なもの︑すなわち援助協
定となっていた︒

今回の協建重圏は︑過去十年票
の研號開発で日本の暇子刀技術も
相当進展したとのことから︑とく

◇

エリオノト瀞B英大使館二鶏轡記
嘗が夏ち曲った︒

◇

出身σ五十一歳︒

会会員として沽躍しているQ大阪

会や日本物理学会など数々の学協

の肇職にあるほか︑田本腺子力学

RPA翻会長︑難燃組器議会委貝

在︑日本保健物理協議会会長︑I

任︑以後これまでに放射線防塁工
木均一翫︑武藤俊之助氏の三原子
学や保健物理学を担離するととも
力委舞が二月二十六口付任期満了
葉疎工大救授・西脇蜜︵にしわ
に︑放肘線遮蔽︑放慰能汚染除
となったのに伴い︑その後伍とし
きやすし︶氏は︑三月一日付で国
玄︑環麗放射態の調査と酔沓量限
て発令されたものQなお胃木︑西 際腺子力機関︵IAEA︶の﹁保
界などの研究を進めている︒現

︵鋤九条︶

健安全および廃懸物処理部﹂次是

︵第八粂︶

九︑用語の定義︒

十︑この協定は︑日本国がそ
の国内法上の手続きに従ってこ
の協建を承認した撮の通告を連
合王自動㎏が受領した口に発効
し三ヤ年閥磁力を為する︑この
協定は︑発行の田に現行協定に
︵第十条︶

十一︑保紅藍置の移管のため

代わる︒

の園際原子力機関との取り決め
い揚合には︑いずれの一方の職

につき両国政鳩が含隙に達しな
漁も︑この協定を廃弄すること
ができる︒一方の政府が月初条
および第五条に定める約東を履
行せず︑謹た︑是正措置も執ら

なかった編合には︑他方の政肘
は︑この協定を廃齢することが

ループニ十二日午後三新︒

ニ十二日午前隙研︑原子炉安全グ

年間ご予約価：AとBの両セクション蕃45，000／AまたはBの各セクシ謝ン￥3L500

砂腰髄

A：The Humani重ies and Social Sciences．
Section IB：The Sciences a11d Engmeermg．

Section

塩IJ裳454ト

＝
◇

研究開発が︑より一膚促進される

り︑これによって︑爾羅の二子力

西脇氏

口田

に民閲ベースを主体にしてB︑英 醗臼拠科学アタノシェおよびM・
双方が相関塞羨に立脚して昨年燃
から交渉が続けられていたが︑こ
のほど両省が禽瀬に選し調印とな

うな鉄話を発表した︒

ことを期待する︒

力協力協定の調革について次のよ

この協定は︑臼英夷国の二子力

村の両氏は漫任した︒

賞任奄課されない︒︵鵬六粂︶

捉供または受領を行なうことに

為する︒

糖多一多一多〆！！一多多一多ーー多一多一多

開発の進展に無し︑両麟が相π憲

七︑両国政尉代数者は︑この

決めを行なう︒︵第四条︶

五︑保障措齪が国際線子力総
開の情報の交換ならびに燃科︑
資44︑設徽︑施股および役商の 闘との取り決めにより契施覚れ
ていないときは︑倶給圃政嗣は

協定の題用から生する事規につ

﹇︑両国政肚は︑鉤国悶で公

る極利および編隈員を派遣する

設備および施設の完調を検講ず

この協定に塾ついて伝達された
輔報の正雌性︑供絵さhた資材
や設徽等の使用結果等について

︵第一粂︶

︵第七粂︶

より︑原子力平和利用促進のた
め欄血に協力する︒

いて蘭鋳協議する︒

八︑現行協定に塾ついて移紙
された情報︑資材︑設備等に関
し︑両国政触はそれらがこの協

多一多Zン︑

︵第や条︶

大きく貢献しています。

羅技羅鍋島長官が所信を表明

定に満ついて移転されたものと

できる︒

University Mlcrofllms Inc．， Ann Arbor， Mlch・ては米国の主要大学約180と
特約を結び，これらの大学で認められた全分野の博士論文の抄録誌（下記）を刊行
するとともに，各論文の全文を，マイク自フィルム（35ミリロール）とゼロック
スコピーの2つの形で販売しております。

タカサゴの《空気調和》は

自主技術開発を強化
みなした揚馬と同じ権簡義務を

一

支店

、劉

7」P

＝@

二︑菓論敵肘は︑日本困が英
国から入手した二子炉の運転に
必袈な燃料︑資材および役務遊
︵第二条㍉

漁軽し︑またはその供給の磁保
について援助する︒

︵第個条︶

蕊︑両国横雨は︑この協定に
猛ついて入手した蝦梱︑設備尚
が平和的鳳晒にのみ便用される
こと︑およびこれらが原口とし
権利を駒し︑受領国政嗣は︑隙
て臼dの管轄外に移転されない 桝物質および特獄門分裂物質の
操作型録を保持することを約象
こと等を保磁する︒

穴︑いずれの一方の政肘も︑

する︒ ︵第五条︶

契約に規定がある揚合を除き︑

⑱

与謝野氏

9

ーシ74ク4ウーン

囚︑両国政肘は︑圏際原子力
機関が保障損認を適用するよう
すみやかに岡機関との間で取り

7
P
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米国各大学の博士論文が入手できます

原子力産業の分野でも
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懸
濁
フ
プ

原

独自の開発を急ぐ

当り四十ミドルを下壕わること
は確実だとパリでは報じている︒

プルトニウムの引渡しはフランス

フランスにとって今回のプルト
ニウム購入は︑核兵器生産計画を
変更することなしに︑原型無用プ
ルトニウムを手配するという閥題

ソクス原型炉の建設を決めた︒こ ・カルー発羅所をさきに建設すべ

とりつけることができたため︑長

建設することに強く反対している

成功した場合には予算KWの蒙 としても︑同地に原子力発電所を

予定で建設費は五億謬1これが は︑この意味では図酌を達成する

が同工場にみられると指摘した︒

説し︑讐疏基準に合致しない状態

澱で同部は︑︸遠の汚染問題を概

て﹁紗曝をさけるため獅椴を要す

﹁慧志の燈油﹂を強調した︒そし

部秀察賞と工場の賠督省との間の

期周にわたるシャノト・ダウンは

たいという諏向によるものだが︑

炉の建設に進む予定である︒ラプ

との争いには負けることが考えら

岡国石炭庁および鉱山従業員組禽

巻であると確信していた聴力庁

の嵩翼翼は

ことにフランスは国防上の理由か

ソディ炉の建設に当ってはユーラ

九七三年運転開始の

市塵における英国の独蔚昂阻止し

究開発を進めている︒これは醐際

らも英国に追い付き︑追い越した

トムの協力をえたが︑フェニック

面シートン・カルー発雌所では石

れる︒澱悪の場合︑羅力庁は︑当

を守るのに不十分である﹂と粘論

態は︑貴廿の従業員の健康と安全

そして︑﹁敷射能に対オる保護状

て︑征業員謹たは公衆が被曝をし

る状態は了解するが︑い窪だかつ

十一一月にだされたNFSへの文講がなされてきたことをのべ︑縁

炭を使っての運転をよぎなくされ

た︒

たことはなかった﹂ことを強調し

一方ヘイシャム発羅所の注文は づけた︒そして改良がほどこされ

隼同量が﹁公衆の防護を︑さらに

ていないいくつかの地域で︑直ち

に操艶を停等し︑作覇粂何のすみ

確実にするため白刀ドルをこえる

来年まで延乱することになり︑結
局﹁九六八年には原子力発鍛所の

やかな改湾を饗求した︒

石炭庁は︑︐シートン・カルi警

でに﹁距大な汚染の閥題があった

えなかった︒そして︸月十九日豪

こなっていた再処理には支障を与

本的に解41するために工場改癬に

一九六八隼には︑処理問題を根

の

約穏鴛十万諾を得するたろうと岡

琶はみている︒

とみられる︒

それら鉱鳳は露茨掘で採掘できる

鉱床は︑酌パウダー河流城のカ

スパー市の北東約四十五瞬の地廻

で︑同社のいう﹁広大なウラン鉱

床地溝﹂である︒冗全な評備をす

るため︑同社は現σ︑その地域に

十万カ所のドリリング設備をおき

その揆鉱讃画は︑二〇万エーカに

およぶものであるQ

ゲノテー＆スケリー石抽会社と

共同で︑カー・マギー社は︑パウ

ダー河流域の南胸一五〇♂のシェ

ーリー河流域の鉱区に石油転転を

オイスター炉運

用年末まで延期

スウェーデンで最も絆験の鐙か

な工業デザイナ〜であり︑原子力

発鷹プラントの建設会撹であるA

会祉からなるジコンソン・グルー

SEA祉と︑製造業着および金属

プは︑スウェーデンで設訓きれた

国麗沸騰水型軽水炉愚建設するた

ASEAは︑新会祉の事業活動

めに二二体を設立した︒

および難設全般にわたって獺灘的

︸方ジョンソン・グループはμ奉

役渕を果すことは明らかであり︑

的には機影の製造を受け持つ⑪

スカンジナビア諸国

PSコンクリー
トで研究協力

スカンシナビア譜圃の七つの政

尉および蔑間原子力会能は︑軽水

炉朋のP・S・コンクリート製圧

力答羅モデルの設醗︑製作および

この作業はスウェーデン原︐か力

試験に協力することになった︒

で行なわれ薦む止にな穏鷲い愚

駿員会のス勢訊〜ズビノク郡艶所

が︑これに鷺諮れ口繕欝は載力礁

間で約弄か欝がと搬込鰍鶏℃い

このプロジェクトには︑スウェ

る︒

蚕

の重鷹メーカーであるASEAお

ーデン鳳子力委員会のほかに民聞

体︑スウェi∴ノン国家電力婁員

よびスウ晶！デン原子力産業連含

会︑ノールウ濫〜原子力研究勝︑

子力委員会がスポンサーとして訟

デンマークおよびフィンランド原

加している︒

東独が七十万KW

の大型発電炉建設

康独の第二原子力発電膚は現征

欧州で建設中の単星隙子力発電所

たが︑一九六八年末まで延期され

計されている︒予備作業は既にバ

のたが︑電気出力七十力KWに設

のノボ・ボロネジ発電所に似たも

この搬魔炉は加圧水型で︑ソ連

同等のものになるといわれる︒

る旨シャーシ⁝セントラル蹴力会

最近謹とまった洋力谷器のスタノ

近くで進められている︒％成予定

わたる調査結果の概夢︑およびこ

運転されている︒

WのPWRで︑一九六六年春以来

発電所は︑ライスバーグの引力K

東ドイツにおける最樹の原．†力

は一九七四庫であるQ

復修謝画の概蛍卒擾出した︒

れらについて現複進められている

の附近の不備についての広範囲に

ブ管内に発見されたクラノクとそ

子力委欝欝︵AEC︶に対して︑ ルチソク海沿岸グライフスワルド

社が発表した︒同職は同隠に︑原

七年に開始されることになってい

力運転は︑噸初の予定では一九六

の最大規模のものと︑少なくとも
WR電気掛力六四万KW︶の全出

オイスタークリーク発竃所︵B

の調整を壇旨し︑プラントの譜認

NPSの書かんは︑さらに︑昨

いう結果もありうるからである︒

建設契約は﹁つも締結できないと

醒所に対して︑現存する火力発多

工場の二十

核アレルギー

せいだと申されるのか︒私は︑

いる︒

望に電力庁が現在支払っている燃

の地域﹂に璽点をお

料費平均よりも四十％鶴引きした

いた念スりな部面凝望が同部によ

しなが6︑馬力庁は︑この戸倉で

石炭価格を申し入れている︒しか

この指示は︑NFSが︑当時お資金を投入したこと﹂を指宣して

で大きく朗退した︒CEAは憂いである︒

本年度の発注見送り
緊縮財政で第二次計画遅延か
・カルー発国所に二基の原子炉を

英︑

イギリスでは平価切下げ後︑政

建設させ︑また︑すくなくともヘ

も発電コストは原子力発羅所に比

べ年間二百万が高くなると笙重し
ている︒

米Nド＄社

慧閣はどこにあるのかQ国罠は 条胸をつくれなどと世界的に騒

核

﹁原子力の平和利用﹂と申して も︑国民の
とは通常

スヴェーデン

って頭認された︒甘幽の提出にさ
沸騰水型軽水炉の
いしNFSは︑多くの間題を解訳
建設で連合体設立

い激気込みだ︒そこで米國との特

するため︑すでに︑いくつかの改

殊関係にも注糊して英圏の協力申
ス炉の揚合は現在独力で建設に当

西独と協力関係を設定したい慧向

たQだがユーラトムを逝ずる協力

避けられたものとみられる︒

し入れには懐疑的で︑それよりは

強い照向を示している︒

フランスの増殖炉研究風発謝画

EECの枠内で西独と協力したいることになっているが︑できれば
を解決したものである︒CEAは
ー所要撮i約九百薩は自圏の動

取り繊し燃料から回収されるプル

トニウムで賄えるものと考えてい
たが︑技術的問題が大きく︑この

カナダにとっては︑闘隙がプル

原子力庁︵CEA︶のフ皿ニノク可能性はなくなったとみられる︒
ス炉建設スケジェールに合わせて

て膿気磁力二十五乃KWのフ鳳二

は異現できなかったので︑西独政
i二四一の売却価格であるグラム 力炉とくにシノンのED罫一3のは一九六七琿二月︑熱出力一帯刀K
Wのラプソディ筒速炉の運転開始 腐に鍛接意向を打診している現状

当初フェニソクスのインベントリ
ストは米AECの興←一一二九︑興

ユーラトム協定とは別に千キ︒を
フランスとカナダはこのほど︑フランスの筒速炉計画に必要な相
当撒のプルト一一ウム発買条件について︑少なくとも一般的至難に達

した︒このプルトニウムは︑来年マルク⁝ルで建設優遇されるフェ

はベルギ⁝のモルにあるユーロケ

ニノクス︵闘遡増殖炉日工炉︑躍気出力二十五万KW︶に使用され
るものである︒

このプルトニウム購入がユーラ

いこと︑また霞処理は行なわない

瞳の緊縮爾政政策が原子力発醗所

イシャムに四型からなる電気出カ

S五†万KWの発場所を注文す
るための下地たけでも用慧するこ

ニュークリア・フユエル・サー

引用は打ち切りたいが︑このあ

みな︑そして政府もこれ豪で

今後︑勇気をもって原子力平綴

核

の兵器を省略した畠葉と

もっている︒

言
イ
遍がありうることを考慮して︑昨

ビス社は︑AEGの州扱詐可者関 カー・マギー抵は︑中央ワイオ

で

と﹁核アレルギーといわれる累

きておる︒

・浦器1

の発成無闇は︸九七三年と鼠され

建設刮爾の駿烈な変更をよぎなく
させることが確実視されるに陰っ
た︒しかし︑中央胆力庁は本年聡

績
気田力葡二十万〜璽瓢十万KWの とを見込んでいたが︑今や同庁は
放射能汚染問題
双子型原子炉の発注が偲められる 当蘭二贔だけに減少されたへイシ
での行詰り打開

年ヨグルーブが提出したシートン

ミングの東部において探鉱をおこ

セム発足所の注文が優先される三

ら︑これさえも確かではないばか

・カルー発雌所の入札価洛を再検

係部の繍余で︑ウェスト・バレー

なっていたが︑その労がむくわ

ことを希望している︒しかしなが

りか︑いかなる発注も語されない

討するよう指示したQ

の再処理工場を︑﹇月に数日厚優

カー・マギー社
が新鉱床を発見
揚禽もありうる〇

北東部における電力需要の増加

一九六八隼の訓圃として︑同工
力庁は︑原子力塵業グループのう

豪しい

該

核兵器アレルギー

れ︑いくつかの鉱床を発見した︒

と考えておる﹂と結んでいる︒

したが︑間都との了解をただちに

ルギーの平繍利用について︑戯

あり︑治撰すへきはむしろ

である︒

第二に︑わが国で原子力平和

不感症

防衛論争の一コマであるが︑以

利用を阻聾してきたのが︑国民

らく鷹史的となるであろう安保
私は︑今後︑動気遂もって核

どもの

とである︒

これは︑第五十八園会のおそ

に苅処するために︑まずシートン

いては︑引続いて日米安保条約

︵せつ︶然とこれ布国別するこ

グループに対し︑シートン

ちの

たから〃核アレ

に二つくアメリカの核抑止力に

上の首相発一︑四をもう一麗︑鼠み

だといわんばかりだが︑冗談を

朴な圃罠感惜が右往しておる︒

兵器

解を得たいと恩うQ︵籏巻は輔

1層1

行なわれるQフェニソクス原型炉 トニウム装荷の増殖炉に関心がな

方が蒋利と判断していることか
ら︑このプルトニウム売却は願っ
てもないことである︒

と協力して資金を節約し︑計画実

を装するので︑英国としては仏独

る︒欧州科学技術共同体提案でも

現の時期を畢めたいど望んでい

増殖炉の研究開発は航蟹機鰹造と
大型電子計算機とともに三大削醐
の一つに掲げている︒

だが仏独はそれぞれ英国の優位
に対して後を追い独臨に増殖炉研

持する︒国除的な核の脅威に嚇

が強い

エネルギーの平和利罵につい

はつぎのとおりである︒

直していたたきたいQ私の感想

のせい
て︑轟体的に国民諸臣の晃解を

核アレルギー
得たいと思う︒︵与覚隔拍手︑

一は︑核兵器の開発は行なわな ておる︒：・核エネルギーの聞

親子力壁母エンタープライズの

られる︒〃核アレルギー

田新聞諭説委貴︶

1、，榊．

契約は宋だ正式に決まったもの
る︒豪た︑購入契約はユーラトム
の保隙猫礪の適胴墨受けることを
粂件としている︒

向だQたがこの謝画の笑現には現
日本は史上吸

ルギー

依存する︒

一の厭鯉被爆國 しては︑わが国の安全保隙につ

が︑核の知識豪

鯖四に︑核エネルギーの平和

てきたのは︑たれのせいであろ

子力予算が輝年鎌瀬にけずられ

中されては騰る︒十三雑開に原

サ

第一に︑﹁核エネルギーの平

ノ

子力委員長が十数入かわり︑原
︸ ニゼ
虎 ︐ ン ▽
ψン弼

頽必用﹂とことさらに申される
虻

縄携︾￡シ韓
ソびく

讐w︐

鵬三に︑核兵器と原子力跳箱

うか︒

利罵とは︑本質的に戴然と区別

のは︑われわれの当然の権利で

手の巡渉に伴う恩恵鵡寧受する

轟轟にあたって生じ陀混乱も︑

るとすれば︑それは嶺然かつ望

薗相はじめ閣僚︑議員諸公の理

て︑罠族の英知を紬集すべきだ

があ

第三は︑通幅兵器による侵略

して申したが︑核兵器と核エネ

解麟、

らびに民間から鼓大一千壕 の プ
ではなく︑謹たフランスの支払価
格も島上されていない︒しかし︑
輸送費︑再処理費も含めた全体コ

増殖炉で仏独協定か
仏︑英国の参加には消極的

と英困が提案している欧州科学技
在のコールダーホール型動力炉の

短

トムの計画ーアメリカのA劉Cな ミノクの工揚で行なわれる予罵︒

ルトニウムを買うという謝麟一に

は︑全く影響を及ぼすこと は な
い︒ユーラトムの購入は虫 と し
て︑臨界獲験用プルトニウムとし

フランスにも岡されるが︑大楽は

て使用されるもので︑その︼部は

西ドイツ︑ベルギー︑オランダの
二二炉扇画用であるQ
は発羅開始ということで仏独に一

原型炉二成後は経済帆か高い酉万

段階差を付けている︒翼国はこの

﹇パリ松憲駐在澱発︼フランス

リオ州ロルフトンのNPD炉︵正は増殖炉の研究開発について西独

カナダのプルトニウムはオンタ

味電気量力一万九千KW︶と︑ と協力関係の設定を交渉してい

ダグラスポイント炉︵CANる
D︒しかし︑この問題には英国のE KWの動力炉建設に向う予定で
使用済燃料から圓収されるもので

は容易ではないようだ︒

術共自体がからんでいるので前途

U︑正味篭工旛力ニナ万KW︶のEC︵欧州経済丑同体︶加盟申詰 九七八年には運癒を開始したい慧
ある︒この二つの炉は共に︑天然

蟄した費用︵四千万じ︶に薄して

ウラン重水減速二水冷却炉 で あ
筒型中性子炉では英困が一九六

研究開琵︵一九四九〜五九年︶に

る︒カナダは再処理工揚を持たな

その五価の二億㌧を要すると折甜

されている︒
万KW︑電気出力二十五万KWの

いため︑使用済燃料はヨiロノパ 六年二月にドンレーで熟出力六十
に輸送し︑再処理・プルトニウムの

このように多額の涙金と長年月

原型炉建設に蒲手︑一九七一年に

でアレルギー的

をあげてこれと取阻むQ⁝以 野党煽騒ぐ︶

であってはならないQ核隅題を 利用は最寒点国策として︑全力
どう薦えるかーー一月〜二十田︑

上の四つ楽私は政策の島本にし

核アレルギーがその阻害者か

平和利用に勇気を

長くなるので︑ここらへんで

衆議隔本会議での大平正野馬
︵薗罠︶の獲麟要殴である︒硫

藤総理は︑これに次のように答

ご承知のようにわが国の核政

えている︒

策については︑大体四本の柱が

い︑核兵羅の持込みも飾さない

もあるが︑そのためには園圃の

利用について︑具体的に︑佐藤

できないからこそ︑核拡散防止

し︑これを保持しない一1いわ

骸エネルギーに対する姑本的羅

して便っている︒それだけで十

久

ゆる非核叢原則である︒この点

それに起因する⁝⁝﹂と述へ︑

教

ははっきりしておる︒第二は：

識を深めていかなけれはならな

﹁今優は国民的総意として︑核 分だし︑そのほうが混乱をさけ

いで﹁いるのである︒それをし

：核軍縮の点にわれわれはカを

エネルギーの平和利用に向っ
に対しては︑怠主防衛の力を墜

番大切なことは何

い︒そこで

田

・黛櫨・唖

馨灘淋・
かと供すと︑先ほども声を大に

奥

編
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回収を行なうことになる︒再処理
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注ぐつもりである︒
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現在は能力を半分以下に落して

六︑単位分離
作業費の予測

工揚によって醒力黛︑製晶の濃
る︒このため︑願力使用澱嶺変え

大のさいは三軍揚がフル運転され
パーセントかよくなり︑また追加

になれは︑工程の効率はさらに何

るQこれらが実施に移されるよう

入れられていないような数艮もあ

るが︑京だ実際の施設の中に組み

も︑すでに鷺洲や実躍が終ってい

誕捗を特つものだが︑このほかに

作業能力の見通しと経済性

三工場の現状と将来
五︑運転費の実績
一九六七年一月から六月まで受

縮度その他の隙意を異にす る の
たときの単位分離作業コストがど
投入慰力に附する使用効率と経済

三つの工揚は地理的に離れてはい

ソジからの廃蟹物質︵テイル︶は

スにそれぞれ送られる︒オークリ

に分けてオークリノジとポーツマ

ー

ことも可能である︒紬禽の度舎い
はこのようにして最大の性能を得

が第八衷では考慮されている︒低

水準に慈じての蓋置化を考えた設

はないQたたし︑それぞれの技術

いて群細な技術倹酎をへたもので

の
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ご婚罫の方には実蟄︵一柵二㌔

蒙すので︑日本原子力産簾会譲西
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謝になっている︒施設︑設備費は

い︑一九六九年に予感されている

三工揚での一九五四薙の経験にも

い方のレベルは現在の工場を論

羅力消鑓削減状態下のものであ

とづいて︑一九六七年目で年間四

〜

︑リ

る︒商い方のレベルは改良された

い麓業新聞﹂

〜

工揚︵一九六五年忌での技術進歩

％のエスカレーションを含んでい

〜四〇八帰豪で︶を美しく袋丁し

原産新聞の合本おわけします

と改畏の組み入れが完了した状

は︑現状︵一九六五無︶および現

る︒璽礎として使用した技術水準

@

た掘合である︒

態︶を︑使南山力を上げて運転し
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される請サービスについても澱紘

覆された燃料をうる因てに必擬輪

︒ヴェルセレス原子力発羅所の照 ELが鍛も適当な化学的形態で襯

は︑イタリアの駕NELのトリノの燃料輸送︑および一病的に鷺N

射済み燃料の再処理について入札

髪
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・します︒ご需望の方は畢め

︵送奨蔀戸罵円︶で禦⁝

され茱籍の馨を蕎⁝

薄の原薙姿会で公衷⁝

米国のガス拡散工
場資料を実費頒霜⁝

模様である︒

についてベクテル社と交溝をす嬬

東弊塩湖躍の建設および役回契約

発計爾の鍵ともいえる高速中牲子

は︑ナトリウム冷却高遼増殖炉開

米国原子力婁員会︵AEC︶

FTF受注か

ベクテル社F

している︒

約二十㎡馨のプルトニウムを難繍

ニゾの照樹済み燃料を取り扱い︑

を開始して以来︑これ濠でに篇雫

プラントは一九六六年七月に擬鱗

ユーロケミソク社のモルドンク・

ス︑およびトルコとなっている噛

スペイン︑スウェーデン︑スイ

ダ︑ノールウェi︑沢ルトガル︑

ンス︑ドイツ︑イタリア︑すうン

ア︑ベルギー︑デンマール︑7⁝y

あり︑その加盟国は露ーストリ

る†︸ニカ圏による鰍際協同謂灘で

iロノパ銀子力機構に加盟してい

︻証︼

婁読された︒

ノのボルジ運送会社︵13丁箒︶に

もとにユーロケミノク挑から・ヘラ

ランス・ニューノレア拙の協力の

ことになって︑剰り︑その実施はト

のコンテナーによって陸送され倫

要素を収納できる密封された二つ

燃賢士蛮はそれぞれ四毒の燃糾

を鍍うことになっているQ

を行なった績果︑且N温しは一次

二十五ゾについてユーロケミノク

炉心燃料の鮫初のこ敏城の合凶約

社と契礎盤締結したと発表したQ
その契約によると︑ユーロケミ

ノク祉は轡処理榮務のほか︑ベル

経済協力開発機構︵OECD︶ギーのモルドンクにある工概濠で

筒ケミソク社と

企画護で譲・込雫さい∴

♂t・㍉●㌔︒㌦︒㍉㌦ゆ㌔．亀︸㍉ζで♪巴〜魅﹂亀3㍉f覧．㍉

二≠

ロ

在の瞬発五ヵ隼翫醒が成功した揚

第八表からみられるように︑気

ものとの調方である︒

合の一九七〇琿代初期にえられる

ーヨニ

︵おわリノ

合運転に比べて性能が約一％落ち

多髪多

麟驚

体拡散工揚の独立した運癒は︑結

ることになり︑筒負荷で運転して
も過負荷で運転してもそうなるこ
とがわかる︒また絃含状態に比べ
ると独立運転の方が制約された形
であるから︑性能上のロスがある

のは当然である︒豪た︑Ul鰯の

の姓能は低下しはじめる︒このこ

五％濃縮以上ではパデ凱ーカェ揚

とは闘工揚の分離段数が限られた

ものであることによるQたとえは
一〇％濃粘物質の生麓はパデ謡ー
カ工揚にあっては︑五％以下の場

r

合に比べては八四％の懸能しか発
揮しえないことになる︒

九︑気体拡散工

場新設の費用
工揚を新設して分離作業ををお
こなう場合の費用につき各種の規
模を想定してコスト計騨をおこな

玉

玉

ってみた粘果を第九表に坐す︒数

︐

字はいずれもそれぞれの規欄につ
二

も般査ラノカ＞o

認聡の運武鯛の実績を第五衷に示

で︑単位分離作業嶺りのコストは

うなるかについて︑第六衷に示
監を向上させる能力を持つことに

るが︑縞合運転の際の工場間の輸

多ーーノ

躍線を製造する﹁銅・鐙線グル
ープ﹂の四グループに分れてい

1動轟堺わ講篠韓蒲

いるが︑将来濃縮ウランの舗蟹増

それぞれ違っていることが わ か
す︒ただし︑現為工揚を前提とし
三つの鎌継に対して︑一九七〇

なろう︒

歩がどのような敵良をもたらすか

年代に樽けるカスケード技術の進

を︑生薩鑓︑蟹贋および単位分離
コストについて検難し紀結果を示
すのが策七難である︒

八︑工場能力

第八衷は︑三つの拡散工場を結

の現状と将来
禽して遮転した揚禽と︑それぞれ

るように変えることがで洩る︒

F5 玉 二φ玉二 玉

分離作業能力の二通りのレベル

フランス・

る︒その合副従業員は三万五千

プは原子力の分野に乗出し︑原

一九五五無︑トムソングルー

趨

子力専門のD︒TN部︵正式名

関

彦十売あおブ器ク・

す︒ ︵前号掲職︶

る︒

り︑償却は⁝十五鰯とする︒

堀力は四ミル︑運転費は実績通

七︑気体拡
散法の改良
気休拡散の工程には︑熱本的に
は気体を肝凝する工理と拡散さ撚
る工臨の二つが會懸れる︒これら
二つの段階がどのくらい効躍よく
行われるかで︑工程全体に溶ける

が決まってくる︒

設備の内議と論調ルギーの必要燈

送は繍送用シリンダーの使用によ

独立して運転した揚合との髭較で

して使うこともできるし︑窪た⁝二

って十分におこなうことができ パデューカに送られてフィードと
る︒
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れ︑今ではフランスの斯界での
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昨年同梁のホチキス・プラント
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また照射機器は国産とし三鼎電機

フランスから購入の予定である︒

醐業ベースによる医療雨具の放

年闘︶はできるたろうしと藷う︒

ﾌγ線を刊用し︑医療餌員の段 劃︑注射器︑縫含糸︑手術用手袋

が放射線に切りかえられつつある

た際︑欧米譜国では︑磯貝の愚説

訪れ︑医療羅具等の現状左視察し

7準サ養法に代って威繰

船

融騨

問題も短時聞で解き、計算結渠の利用も容易です。

GPSS

︵注︶現在︑政凄艶では︑動燃事

灘邸の動力炉開発業務に関する藤

▽見学会原子力酋及センタ

一万二千円︵

ー︑源研即下︑大洗研究勝︑原蹴

東海発電駈▽会費

の一の†三田本

宿泊費などを含む︶▽串し込み

東京都溢退新橋

︶六一

原子力麓業会議内爽海原子力懇談

康海原子力懇談訟

会濠で︑璽認東京へ五九

なお四月五日に東電福島発電所

二一▽王催

の見学会の用懲もある︒

会費は蛍手薫酉円︵宿泊費など

ーーー6？1一﹁一

含む︶︒

線型計画法ALLEG良OρPHELIE，蹴P・

を投入し︑在来炉製造に当って

行なった︒

と閾題点などについて審謎倹融を

襲蝋繰
とくに動燃事蒸団の業務委誌に

ついては︑焦点となっていた工業

キュ一著筋というのはさがすの

で規制しているが︑なに分にも

土地は広いし道路はいい︑だか

らつい違反してしまうというケ

ースも多いわけた▽たが︑取り

一

いるわけにも行かず︑﹁うちの

締る棚からは︑毒心ばかりして

いるのに−﹂と驚︒

職員は知識人の集りといわれて

PERT（T［ME／COST），B想Dなどがあり、計；算のご用

原子力五グループ︵日立︑集芝︑
住友︑冨士︑三変︶は三月四日︑

きたが︑この巨額の贅金の還元

一
四三の方法がとり入れられつつあ

に原型炉の建設費の少くとも五〇

本方針︵案︶を検討中で︑この中

これが採択されれ

明記しており︑

ことを期待すると

澗企業が拠出する

％を︑開発の全期闘にわたって民

には豪だほど輝く︑さらに今後

する傭況にあることから︑薪型

も引き統き多癩の開溌投灘を要

で次のとお

出鉱について︑原子炉メーカーと

り濠とめた︒

しての考え方をおおよ

るQとくに北欧︑オーストラリア 動力炉・核燃料開発事業団の民閥
などのごとく放射線殺函の器貫以

外は便用しないというところもあ
刀円︑従業員酉数十牲︑総売り上
る︒また従来のガスによ．畜殺触法

げの八Q％は輸出である︒とく

堕へ
褒 の民間出資
郵嬢

琶い勢炉

開発にはメーカ

七型二十億円の半分以上・約三面

新型転換炉の両原型炉の建設費約

ば︑高速増娘炉と
炉騰発への民間資金についてほ

六十億円以上の額が︑今年から全

メーカーの基本線打ち出す

な協力を惜し謹ない︒〜方︑甕

分については︑主として広く麗

とんど分担の余裕はない︒その

一として技術や

金協力については︑原子炉メー

れる予定︒

期間にわたって浮間出資に求めら

人によ・筍積極的

カーは照秘三十二年頃から十年

れるべきと考える︒

業界の各分野難燃謂し︑拠鐵さ

した器興が︑アメリカで消欝不良

閻に原子炉︵含燃特︶の研孔開発

議会︶︑発電プラント建設の技術

︵日立︶︑桐田長平︵二士電機︶︑ 規槙︵山崎久一氏・罵力中陣協

山県愚炎︵海箏協会︶︑安藤農夫

本謂之助︑岡野傑次耶︵以上隙

︵束穴︶︑ズ屋敦︑松根宗一︑橋 桔準についてへ都築亮氏・通律︶

工︶︑永田敬飽︵日立造船︶︑

佐藤弐津難︑堀

︵科技庁︶︑石川〜郎︵線船圃︶︒

武央︵以上運輸省︶︑藤疲廼雄

オブザーバ：

睦︶

工︶︑妹尾三郎︵三養原子力︶︑小

で総禽企画委鍛会を開き︑動力炉

午後︑束票・有縁町の眼力悉話会

日本間子力産業金議は無月四日

動燃事業団の業務委託基準など

原産総合企画委開く

正俊︵注友原子力︶︑駒井健一耶

愈窺彦︵日本鷹子力環築︶︑平塚

︵川崎蚤工︶︑穴塚振武︵浦賀愚

賠中繁松︵三井造舶︶︑砂野仁

工︶︑田口連三︵石川島播磨薫

︵昭和海運︶︑河野文彦︵三菱重

︵ジャパンライン︶︑荒二重久二

ノ！！！萎多フグ多ク多！一難！！≠グ！⁝多多多⁝多一

製造だけに総額約三百四十億円

としてシャントアウトされ︑それ
以来︑わが圃の医療驕員がアメリ

二二貝の輸出はさらに傭ぴるもの

畏
力で輸入きれなくなったという事
潤Eあ・た・い・︒

社

るので︑近い将来はほとんどの国

垂ﾌ繕縦し褒︑繋でき

木しかし放射線によれは︑完全葉

川

でこの力法に切りかえか行われる

輸出促進の工場からもきわめて瀞

最近︑欧米諸国では︑医療器員見逓しであるため︑今翻の謝画は

と見られている︒

︵注射釧︑注射筒箸︶がデ・スポ

る︒

︵便い寝て︶の傾向にあり︑その魁搬いものとして注臨されてい
殺因方法も従来のエチレン・ガス

原産原子力船懇談会を設置

進藤孝二︵大阪蘭毅︑一

為茜墨譜︵日塞郵船︶︑

所有権の取り扱いについて︑﹁産

︒核燃料醗発裏桑団の柔務委託墨

約六事七†台というから︑何と

螺案︑原子力船懇談金の設罎︵別

職事の約半数はマイカー族▼ひ

服部元銀︵川騎汽船︶︑筆下一二郎

橿田久難︵天端商船三井船舶︶︑

委戯

井船舶会長︶

婁鼠畏

不同︶は次の顯り︒

なお︑愛員委嘱先︵敬称陥︑順

験慨することになっている︒

幌︑③第二船の開発方式︑などを

体簡︑②原子力船の技術と経済

第二船の開発方式など検討

の諸方策を検附しその即爪体制を

円滑にすすめるような重三をと

業界の恵見をとり入れつつ業務を

ンコツの行列と評した出勤風難

に蕩労するほど▽それもそのは

ピカピカの新率が続き︑カーベ

だったが︑いまではどうして︑

開発献題の定期解決︑石馬醗巣と

点については︑プルトニウム利用

ミリーカーの販売を引き受け︑

ず︑原研生協ても昨隼あるフーノ

つくしたというVところで︑カ

あっという間に割当台数を売り

ーブームのいちばんの被害者は

婁己妻が初めて発喪したガス払故

構内課の保安係︒構内の交通は

昭和四十三無四月三日

勲灘原子力クラブ

道交法に準拠し︑管理都長靴逮

論に癒した︒

▽場所

から岡四日まで

▽期日

建設特別研究会

第27回原子炉

も倹画する必要がある︑などの結

法によるウラン濃縮業務について

ノブし︑さらに同大会で米原チ力

原子力産染との関係がクローズア

転た年次大会の成果とその間題

ことを確認した︒

と昌前求ては︑口の悪いのがポ

稿滲照︶︑第一回年次大会の成果

では︑満編一致で﹁ロソク・アウ
トに対しては︑攻撃手段をとらず

る﹂という勤燃事業幽の考えに塵

︵山下薪日本汽船︶︑岡田修㎝

側は︑正日すぐに馬体交渉を申し

て認めること︶の一点に絞られ

業界としても麸本旨に賛成である
のうち十五分僧休憩幽間として認
める︶を打ち出した︒これに対し

引き継ぎ時間の制度亀︵勤務蒔聞

はこの櫨不当な笑力指使を繰り奇

て三冠側は︑﹁越年一月六日の業

所に過大な損失を加えることのみ

し︑これを髭期にわたって展開し

五分間の交代時のラノブを実質上

務命令以降約ニカ溺間︑当局が十

を主眼としたもので︑しかも労組

み︑所はやむなくロノク︒アウト

ようとしている当晦の実傭に鑑

入れるとともに︑戦術を舞凡スト

た︒

こと﹂などを決議した︒こうして

に︑長期体制の構えで︑戦い抜く

化の搬相を示している︒︵写典は

JPDRの紛塾は︑いよいよ侵期▽テーマと講師原子力開業の
現状と将来一型川淳一民・原配︶︑

日ック・アウトされた4PDR︶
わが国における腺子力発蹴の将来

コードの他に応用コードとしてLP（線型計画法）

匙

口幅を来年四月ごろ完成させるため︑建設謝醜を着々と進めている︒この計画には田本除子力研究所
職鷲研究所が岡組合との技術指導契約にもとづいて︑誹画の指導から照射機器等の設訓までを行なっ

日本アイソトープ協同組含は︑

ているが︑わが国見の商業ペースによる二尉施設でもあり︑各方画の注鼠を集めている︒

栃木県注射針工業緩含の維織卒愛
に製作を依頼する予定で︑謎31は 射鯉殺菌構想は︑岡組合の理事長
で栃適帰工の社長である川島氏が

原研灘崎研究所が担当している︒

昨年の春ヨーロノバ︑アメリカを

まって協業組含として本年一月に

とくに照射の対硬としては注射

更し︑同県の中小企業十二社が集

発足した︒この懸命は︑コバルト

源を効果的に他用するためイチ

など医療器貝を嶺翻門標とし︑線

実状を知り︑これが企業化に踏み

ペースで行なおうというもので︑

ゴ︑ジャガイモ︑︸不燃などの零

曲を総体として食品照射をも商業

最終約には投資総額約三億円にな

造鮒︑原子力︑学識経験者等から

日本原子力度業会講は︑船主︑

なる﹁原子力船懇談会﹂を蒋別委

切ろうとしたもの︒現在わが瑚に

員会として発足させることにな

露照射の開発も訓画されている︒

るメーカー約七十社あるが︑うち

る︒現σ︑中小企業促進事業団か

半数以上は従業賃十人程展のいわ

り︑来たる三月二十三日︑日本工

は医癩勧奨の製造許可をうけてい

である︒し

大難連続照日射を実施す 勺ためベル

ゆる

る︒

業倶楽部でその初会禽を開催す

四畳牛メーカー

かし輸出顕は約十五億円︵国内売

確立する

原子力船開発

カーとしては仁丹テルモ︑栃木精

〇一四〇％伸びている︒大手メー

工︑トノブ︑興金属工業があるが

船の建燈と技術経鹸ならびに運航

ロノク・アウトのトバノチリを愛

決を兇守っているQ

嗣の析の話い分では超勤を認め

露融勤勝として認めていたが︑今

ず︑これは労鋤条件の切不げであ

その後︑跡目間の饗面折画が数

を実施した﹂騰愚発翻した︒

回行なわれ︑労組側が大きく譲歩

る﹂と述へ︑駈の要求をけった︒

所側は三月一日午削八時からJ

の態度多がし︑労組要求の五潮溜

動いているQ原研東海研究所の正

に︑ロノク︒アウト対鎧本鄙︵本

この結集︑双方の主張は平行綴の

PDRのロノク・アウトと岡碕
・東三二躍所轡りにある細畏いドー

ム型 を し た J P D R の 蛸 に は ︑ 璽
部長・佐藤束緯研究瓦葺所長︶を

ま獣もの別れとなった︒

告﹂の癒板が囲につく︒ロープで

ライキを解除した︒黒月五山労組

圏の域交か開かれた︒島上︑門薩﹂

黛月七日の労組第七回中央大会

の引き継ぎ時闇は︑施設の汝下上

張りめぐらされた仮設の入窺で

は﹁無瀞な無寒国ロノク・アウト

ら楠瀬労獅野曝理事︑労組側から

止．K粟り出している︒一方︑労組

は︑密傭員二人が︑出入りをチェ

に対する抗議声明澄﹂を発表し︑

鶴尾曇興長らが出席して︑第一圓

設け︑関係労組貨の構内立人り辣

ノクする︒長朋的なロノク・アウ

ロノク・アウトの即時全画解除を

い鉄サクの灘が固く閉ざされ︑そ

トを予想してか︑このほど讐伽員

要求したりこれに対し︑所側は三

の寵の大きな﹁ロソク・アウト通

用の仮設諸所が建設された︒その

月六早A薗の誼の譲慧は一引き継妻間をめぐ・て・所側は

この結果︑＝﹁刀六日には山側か

前で運転訓練のために出曝してい

必要であるのでこれを制度化とし

は︑門直偏引き継ぎ時聞︵交代時

門をくぐり岡敷地のはずれ︑紫電

をめぐる労便の対立で大きく揚れ

した 3 P D R は ︑ い 決 ︑ 運 転 体 制
けて︑ゆううつそうに︑紛錦の解

わが煽最初の嚢子力発電に成功

組合側は長期戦の構え

原研の争議つづく

ことを團的に︑の構一

栃木精工の揚禽は資本金千数酉

この懇談会は︑

上高は麹二億円︶もあり︑毎年三

ら融資をうけるため︑申講中であ
トコンベアが五本据え付けられ︑

これが医療器具の聞合は一時間幽

る︒

日本アイソトープ協同組含の訓
り一・二層︑農施物の揚合はその

嗣協同聯合の川園押事長は﹁注

みとなっているQ

十−一二十倍のスピードで動く仕組

画では︑施護を蛎木県下都習郡都
賀町の約五万平方適の敷地に建設
するが︑照射建物は付属施設を除
いて約輪講酉六十平方齎が予定され

万ホ流せば楽に経営でき鬼その

ている︒照射難燃はコバルト60一工 射針を照射する場合て︑月に二千

十万㍑が納入できるが︑蝶蝶は約

応じきれないという現状で︑鷹

箋晦雛鑓纏翫無駄続齢卿黛藪

Y栃木精工祉長︶が発足した︒轍鮒禽は︑栃木市に隣接する都賀町のはずれ約五万平方層の敷地に

栃木照の巾小企業十二社が集謹って︑このほど︑日本アイソトープ照射協同認諾︵理壌長・川鋤氷

三億円で商業ベースの照射施設

栃木県で協組が発足

ﾋ 線 鶴憲黒鍵射鉢 砂 殺 欝 蝋

升騰
総額約三億円を投資して︑コバルト60のγ線による放射課殺菌および食品二尉を商業ベースで行なう

一二

二億円で︑コバルト60十二万㍑を 楽分でもどうやら調伽の償却︵ヤ

@
@
@
@
@
@紅

@
@
@
@
@
@旧

る購力会社の着い技術者たちが︑

ミ

ALLEGROは、5βOOもの条件式を含むような大規模な

菱蟹

︾馨︑藝

．跨簸・
躍
へ

うや

四

賊
画ゆ

南

げ

鯨をうけたまわっております。

まで拡張され、オフセンタ計弊も可能です。

鱗

3次元燃焼計算F醗

暗甑

噂

岨

榊

國以上は当センタのライブラリとして整備されたアプリ
ケーション・プログラムのいくつかの例です。
剛このような訓算や解析は、CDC 3600センタで委託計

」
沸騰水型炉用の3次元1組モデルで出力鰹度、ボイド、
制御棒、燃焼などの計算コード。メソシュは25×25×12

命をうけたまわっております。

豊富な原子力コードの例をご紹介します。

3600センタは、多数の整備された原子カ

｝離ギ猟き．弓落瀞執、編

シミュレーション蹴SCRIPT，

難騨騨∵畷盤曝難縫三二．

セル燃焼計算冊HUSELAH−2

政治、経済、企業経営など解析的にとらえにくい現象を
モデル化し現実をシミュレートします。GPSSは輸送問題
などに最適な〜般腔のある汎用ンミュレータです。

液体減速炉の単位セル反応度および燃焼の計算コードで
圧力容器型炉で4群、圧力即題炉で5群を用い、さらに
コスト計鯨やP旺STOなどの入力作成も可能です。

経営計画など各種の懇情計算に利用できますρとくに

｝ノ6

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中燕子スペ
クトル計算まで、あちゆる体系をとり扱えます。

鰯騰

2次元多数組拡散CANDiD−2D

60

算CDC

皆様の計算センタとしてご利用下さい
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⁝ 購

論難灘
力発蹴の拡大にともない︑核燃料

結果︑米国で濃麗したウランをわ

加工禦業の発展が予想され︑その

が国で加工して海外に輸製するこ

とが考えられる︒紙協定によっ

二国に輸出し

て︑わが国の原子力麓業界はこの
ような加工をして第

は︑平和利川の絹

核燃料を輸差することができるよ

褥るのみならず︑米圃に対しても

篤

l

i

i

亀

軸

q

i

l

弧麟

旗−翼晦

この煎も画附間に実質的な舷異は

は保障措躍の合

︷

故に。500万円つけても1ヶ年の保

辱ム

夫正海上火災

東京都中タミ区京橋1−5T…三L（5ω9111

こととしているが︑これまで三国 ば︑わが国における溜紺ウランの

ンの供蒲源の多様化をはかること

賑米の協力は瓢に泌灘ウランやプ

ではなく︑︑回遠増殖炉︑原子炉の

ルトニウムの供粘にとど蒙るもの

安全雛︑海水脱壌︑辣射線化塾︑

たって溌展の町能性もあろう︒日

食品照臨などさらに広い分野にわ

めぐる地域の覇たな揮子刀川代の

米の断だな線子力協定が太＊洋を

︵簿

さ潅がけとなることも十分期待し

得るところである︒

豪たは特殊核物質に関する操作 凝
罷録の保持および提働の要求お
よびこれらの計羅碓保に資する 讃
蝦告を要請し︑かつ受領する権調

協竃に基づく保障措嚴に従う資

障惜醗の適用を継続し︑この粛

談している時の、あらゆる交通購

は王AEAの保障措灘では不十分洗塵をふくめ︑趨騨的な藩絹ウラ

と考え︑これに加えて二つの徽利

も杉直すへきであり︑﹁六⁝ノの

一部を他の供粕源にふりかえるこ

を持っていた︒一つは︑米国から

供鵜されたウランから生じたプル

い︒さらに一歩つっこんで︑現実

とも何ら協定に撰することではな

超えていれば優先的に︑賢い上げる

ランを燃料とする煽子好発難所を

に沫国しか供粘能力のない濃．繊ウ

トニウムが黛蔦のその時の需粟を

ランの拘処理は鐘国の施設豪たは

当ではないという議論であるなら

多紗に楚聾することがそもそも適

権利︑いま︸つは︑濃囚からのウ

ればならないという撫であった︒

ば︑わが困の原子力発電㎡幽と欧

米国の承認した施よで行なわなけ

州の原子

発澱計圃とを冶静に比
れらの権利を煎凄し︑保障措灘は

今回の協定では米国は実鑓的にこ

しかし︑いずれにしてもB米協

う︒

較し評価することも衛益であろ
IAKAに全面的に蟹存すること
となった︒

×

が国の原子力開発を積拠的にすす

定の内毎を有効にする方鋤は︑わ

X

新協燈の漸たなる勝以は大体以

×

上のような点にあるが︑晒誌原子

もの泌糊ウランの供憩を邦国から

ることはたしかであろうと思う︒

力協定の内編は豪さにB米両国の めていく努力いかんにかかってい

たものであるということができよ

原子力の欝展をそのままに反乱し

う︒ということは︑この協定の内

鴛の個汝の条項に仏忘するという

容がどのようなものになるかは協

よりは︑むしろわが国が今後どの
ような力向にどのような現模でど

．

⁝第六一理化である︒ウラ

保障錨澱といい︑蔚述のように日

鶴間ではこれをIA駕Aに委ねる受けることに不安を懸ずるなら

ζ

一．窟

計を審費する権利②核原料物質

関連があると決定するものの設

▽プルトニウムの純潔は︑三晋

こと③協定により移転された資

物質が箪購電気に使用されない

（5G1）3450

｛甲険幸臼藍桑叢受

日米新漂子力協驚は二月二十六田ワシントンで調印された︒日本側から下田駐米大使︑米国
側からラスク矧務鋭官とシーボーグ原子力甕員長が調印したが︑困務侵官霞らが原子力協定に
署名したのは初めてのことであり︑このこともこの協定が日米の両拳にとって観望な役圃を果
たすことを示唆しているものといえる︒慕実︑十年糊に現在の差米原子力協定が結ばれたころ
には︑わが圏全体で研究用原子頬が一つしがなかったのにくらへて︑今では三種の研究炉が︑
十鐵以上あるのに加え︑すでに運紙中︑建設中のものをふくめて四〜五母中には十三一十四の

大規模な原子力発慰所がつぎつ潔と建設されることになっており︑他方︑新型転換炉や高速増
鮒炉のプロジ皿クトも麗孚されている︒米圏でも一九八○琿までに︸億五千万㎡嚇の発鷹所が

脅

うになった︒

⁝

．第五葎証である︒これ
が国に供給された核物質︑機器な

までも︑楽園からわ

どは平緒目的にのみ使用されるこ

．．︒

なったが︑将来上紀の十三の原子

縮ウランは十分確保できることと

力発羅所に加えて建設される発醒

たものについては︑軍壌菖的に便

回は︑米国もわが瞳から供給され

とをわが国が保証していたが︑今

考えなければならない︒

所の分については一六︸ナ以外に

には︑原子炉燃科

受けることにはなっていない︒

；

のU踊の純蝕の合説は十六万千

に移転されるU踊濃縮ウラン中

原子炉桐料試験施設等を繭業的

政府の管轄下にある認められた

騨など︒▽日本国政府は︑この雷

べての必要愚を供給する︒付表

遭

舗鎌懲懲雛⁝⁝

告を受領した日に効力を生じ︑
かつ︑三十年閥効力を有する︒

（保醸料1ヵ年）

100万円 が 1，600円

趣設される予定であり︑太平洋をさしはさむ日米両國の原子力の紫斑は︑世事的にみても媛も
注闘すへ曇段階にさしかかってきているといえよう︒

今回の協 定 は ︑ こ の よ う な 隠 勢

を静景とし て ︑ 従 来 の 協 定 に な か
った斬しい点がふく豪れている︒

一の役翻の増大であ

・

たた︑昨無＋二月シ・ンソン大統

：

のような速笈で原子力開発をすす

．︒

めていくか︑という嶽にかかって

ンやプルトニウム

噂

国は当然にIA￡Aの保障面醗をなくなることになろう︒

により相互の平和砥用の拡大をは

第一二・用のプルトニウムの 用しないことを保喫している︒こ
舶保である︒わが国
れによって︑口米両国はこの協定
では動力炉・核燃料開発事業邸の

かることを全く平等の立揚で約束

領が声明したように核兵器鉱散防

鱒

したことになる︒この保羅を現炎

瓦粂約に関連して米国がすへての

一

になっているが︑この協心では米
暫

特殊核物質の移紙等の役務の遂
行について︑いずれか一方の当
和秘戯達成に絹互に援助する︒

に利用することができないとき

六十・五♂畷︑または面当欝国政府

条に定める保隣二死の転用を容 儒

麟議懸黙縫
第十条▽聞本麟政聴は次の

ない︒

者との間で取決めを行なうこと

は︑第二条の規定に従い︑かつ

▽協定溺藩中︑合衆
嚥委員会は伺喪に掲げる動力用

鯖七条

ができる︒

移心された憎報等の使罵京たは

は第九条に定める騒の制隈に従

ことを保証する︒①錦十一条に
の同位発葉U脇濃縮ウランのす 定める保障描醗の維持②特殊核

原子癖馬縛として使罵するため
し︑他方の当事園政府はその情

摺

罐

報が正確・完全であることを保

難瀬瀬螺︸⁝

いて相互に満足する合悪に達し

園政府も︑三巻間の取決めにつ

材簿が臼本政府

の響轄外に移松
されないことQ
たたし合衆圃委

励欝欝羅麟鰐

員会が︑その移

うことを条件に︑両当窮国政府転に同意する揚倉はこの限りで
の岡意によりこの協定を改正すはない︒
▽合衆国政府は︑

ることなく随瞳修正できる︒ま

る竹藪U移転の了解郡項︶略

第九条▽合衆国から日本国謝が保障措躍の効果的な適用に

瞥

た禽衆国蔵入会は︑必要とされこの協定に定める保陣措置が第
る両当事国政蔚の権利や要務は 遭
適絹できる限り︑旧鰯驚の下で遭
る天然ウランを供給する用悪が十二条に規定する両当郷国政府
あるQ▽合衆国婁員会は︑日本 の合慧により誌面原子力機関の 囲穀された協力活勤におよぶ︒ 岬
殴政府またはその管轄下にある保障措磁によって代置される籍
第十四条 この協定は︑それ㍗
諏められた者に対し︑合激され囲を除き︑その権利を掬する︒
るところに従いプルトニウムを①設副および操作を非軍慕的目
移紙する︒
4
的のために確保し︑かつ保陳措
第八条 ︵合衆国婁員会によ澱の効果的な適網を可能にする 件を満たした旨の文轡による通 耀
庸
圏的で︑原子炉ならびにその設

第十︷条

定の使用または応用に適合する
▽原子力平和利用に

その管轄下にある認められた者

ずれか一方の当入国政府または

関する役務等の昼行のため︑い

第六条

ことを保証しない︒

証せず︑またそれがいずれか物

〜纏縫霧蓼総難
懸纏

團政府の費任でされるものと

応用は︑これらを曼頒する当事

第五条この轟轟に基づいて

合意される条件で提供される⑪

の合意される滋をこえてはなら

一﹇

される激たけ︑かつ合慧される
条件により移転される︒▽両当

津綴または両嶺辮国政府の含慧
される澱をこえてはならない︒

︵謄司説明︶陥

第二条▽この協走の規定に

事国政府またはその籏轄下にあ
る謂められた者と他方の当肇國

第﹇条

露国政府の物露な研究燭および

︑

A︶に移管して実施を婁ねること 保障措躍下に灘くことになれは︑

ついては国立草子力機関︵IAE
原子力平和利用施設をIAEAの報台︑南祭など㎝惣の鴛理方試をいるということである︒︻六一ジ

が雄堺転用されないための記録︑

にチェノクするための保障面簾に

日米原子力協定調印式のもよう（左から下田大便、ラスク国務長富、シーボ
ーグ米原出力婁員会婁賃疑）篇在社米大使館提供篇

従い︑両濁寧圃政府は原子力平
▽秘密資料は通報されず︑また
役務の供与等は︑秘密資膳の涌
い︒

報を伴う場合には行なわれな
第三粂前条の規建に従うこ
とを条件として︑陶当讃麟政府
は公開の構報を交換する︒この
条に規定する憎報交換は︑報告
や会議︑施設訪悶等の方法によ
り行なわれるが︑その分野は次

に関するものを含むQ
①研究用︑秘料試験用︑笑覧
用︑試験動力用または動力用の
原子炉および原子炉実験に係る
開発︑設訓︑建設︑還颯および
利用②物理学上および生物学上
の研究ならびに鷹学︑慶業およ

び工業における放射牲同位元
素︑原料物質︑特殊核物質およ
び矧麓物質の利用⑤皇紀に関連

する保健上および安全上の闘

と他方組緒国政府の管轄下にあ
る諏められた著との間で取決め

題︒

を行なうことができる︒▽第四
のため︑かつ第八条︑第九条の

条および第七条に規定する便朋
規定に従うことを条件として︑

ト6本ほどのこ負撹です。

本社：東京都中央区宝町2／1

には︑罠聞企業

⁝繁夘 一
る︒これまで︑濃

β
亘

纏灘

に発展することが期待されている

発足によって商速瀬の開発も急連

灘

鮎掛鐵親鍵

灘

第四条 ▽酌条に定められ︑
かつ︑第二条の規定に従う合慧
された論蔵交換の対象に関する
璽要な喪料は︑商業的に入手す
ることができないときは︑合意

険耕は8，000円、1臼当りハイライ

／

食 ．●

．
総ウラン︑プルトニウムなどの特

殊核物質は 米 悶 政 府 と 日 本 国 政 府
との聞の取引に隈られ︑醗本の幾

用することになっていたが︑新協

島

ノ
が︑肝心のプルトニウムはここ当
分海外からの供給を受けなければ
ならない︒わが国の再処理工場た
けを考えれば︑一九七五傑までの
駕要約四トンのうち国内で坐産さ
れるプルトニウムは約ニトンにと

どまり︑約ニトンが不足する讃

トム以外には原子炉燃料のプルト

算となるQ米国はこれまでユーラ

ったが︑新協定によってわが国に

ニウムの供給の約束をしていなか

対しても三六五キログラムのプル

九七〇年豪で

トニウムの供給が得られることと
なった︒この量は

のわが国の必要量に見合うもので
あるが︑一九七〇館までに限った
理由は︑その時期には葦間の発鍛
所から生ずるプルトニウムの供給
が増賑し︑その後も米国の原子力
婁員会が塵からプルトニウムの供
給を行なう必要があるか否か︑再

ものである︒

には核燃料の加工

検討を律するとの見通しに呈つく

⁝：：⁝⁝

⁝第四・欝の途がひらかれ
⁝⁝・⁝−⁝たことである︒原子

、

聞企業は政 府 か ら こ れ を 借 り て 使

は︑漢縮ウラン

って︑例えば二・七％濃縮ウラン

ところ︑米国の濃縮施設と張りあ

に要する天然ウランは約四万ゾに

とすれば約八千ナに相当し︑これ

なる︒︸六﹁ゾのうぢ︑約︸五四

間三＋薙の聞運転するに必要な熱

で︑いきおいここに注文があっ蹴

工の枠を設定しており︑これがわ

であり︑残りの七ゾが研究謂︑

ゾが一九七二年豪でに着工される

が圃の揚合一六一ナということに

原子力船朋などにふりむけられる

十三の原子力発鍛所がこの協定規

なった︒一六﹁ゾというのは厳密

ることになる︒それを見越して米

にいえば︑天然ウランに附加され

て︑わが羅で当囲必要とされる濃

ことになっている︒これによっ

国としては各国との協定で濃縮加

たウラン；二五の量をいうのであ

歩いている時、乗っている時、要

清水建設
会長清水正雄

社長吉川清一

定の下では︑民閥企業が幽分の必

ムを鷹接購入することができるよ

要とする濃縮ウラン︑プルトエウ

これは︑ 原 子 力 発 蹴 ︑ 核 燃 料 の

うになった︒

加工簿が民聞企業の創意によって
憩速に発展する愉勢に応じるもの

ては︑政魁から留りて使用してい

である︒もちろん︑論鋒企巣とし

た方が経済的には負担が軽くてす

の発展を考えれば︑もはや自から

むであろうが︑将来の二子力産業

：

採舞に基いて判断を下すべき賭期
であろう︒

・．

ある︒米国原子力

三

雲譲二二
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支店名古屋・大阪・広島・窩松
福岡・金沢・仙台・札幌

㌦

榊弟一一．一六一評の確保で
．：⁝． ：
婁員会は三つの濃縦施識をもって
いるが︑ここで各園からの注文に

応じて天然ウランを濃編する仕燦

有効性はわが国の努力いかんに

う施設は世界のどこにもないの

を行なうこととしている︒現在の

相互に平和利用を拡大

（6）
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尉

新
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産

子
昭和43年3月18日

交通事故傷害保険

第鑛

マ

原子力委

開発体制の再検討へ

氷ソ両国は三
月十一B︑シュ
ネーブのナ願力
国嵐繭妾員会へ

一︑第六条の箪縮弱目について︑

術からみてこの詫間は長すぎると

﹁NP①愚事国は数薫備競争歪 の各国の慧見に答えたもので︑再

郷止すること︑お 審査隅田はNPTの囲的および規

定が笑現されていることを確保す

〃すみやかに

て︑交渉を誠笑に遂打することを

よび核東岡巻縮戯することについ

P肥巣藁に鮒する慧見﹂として︑

なお︑繊麗は二月＝十六B﹁翼

る囲的で翻かれるQこれについて
原麓は︑NP熔肩働焼閥は十無く
らいが遡当としていたQ
を付け加凡たたけ

ら五難後に櫟催される粂約連用に

①単狛刈用にわける研究の権利
一︑第八条のNPTが︐弛証してか
︵平和陶繊騨発についても研究の

である︒

すみやかに

これは︑蔚回の敗謂草築のなかに

約束す．旬﹂こと︸鯉書した︒しかし
︵NpT︶最終

核拡蔽防止条約

改詔単層を提出
したりこの改諮
草案は闘月に再
粥された国連聡

AEAによる保環循灘の泌用︵現

し

闘する跡審査会畿について︑﹁そ
されることになったQNPT最終

機関の合理的運営めざ

敬鵠草築の圭な改正点は次の66点 の後五郊の間隔を樹いて︑当雛国

宙田にけは蟹保すること︶︑②工

のことが予舞の弾力的な使用をさ

行の保灘細螺制慶を実感的︑禽理

会でさらに審畿

原子力婁貴会はさきに︑わか国の原子力開発外制のあり方を検討するため﹁鳳子力関係機関開講問

である︒

に会巖を闘くことにした︒これは

一︑朗文で﹁核兵盤の了べての笑 の愈の提案を行なうとき扁に転た
験的懸発の水久的簿止の達敗を求

いるが︑8進月歩の二子力科学技

④核保荷国の康漏義務の四点を豪

約の狗効鰐閥︵＋磁位が蟄︶︑

る︒

とめ︑政職に愚見濫を提出してい

はさきに︑昭和四十三隼度の原子

条約穐勅期聞がニナ五葎となって

力平和利用研究婁愚弄および周補

め︑その鼠陶のために交渉を継続

の報告撹務がある︒従って﹁平絢

立冤の際には公隣あるいは困会へ

薫月十一日この慾懸を締め切った

助金交付の試験研究課題を告添︑

が︑この結果︑婁既口無十四件︑

があった︒岡三は近くこれらを審

補助金四十六件・計八十件の日足

叢の上正式決楚するが︑婁託費お

究と岡じ姿で鑑進策を講ずること

ることにし︑三下︑学術審議会に

︐謄−齢

第三分科

再処理廃懸物

処理グルーブニ十九日午後原産︒

原子欝欝研究会

会二十七日午後醸歴

立地問趣特別婁鼠会

累孤

になるもようである︒

よび補助金の交付は五月二十日頃
安定した発鑓割

科学技術庁︵長實鍋勘慮紹氏︶

に八十件が応募

観究委託︑補助金

れており引き取りの義務はない︒

米原子力協定では供給保証がなさ

長期供給保証が必要である︒新廻

画を雄進ずるには︑濫縮ウランの

三木外務大臣

諮間中である︒

は適切でない︒これは別丁検討す

究や人文科学研究は︑窟然科学研

灘羅文相大学の真理探究の研

利用﹂は十分チ諜ノクできる︒

するという決懲﹂を示した︒

科学技術基本

約なものに修価すること︶︑③条

またげ︑研究の勤硫化をははんで

赤掘三郎︵理餅︶︑芦原

座畏有沢広巳

委員の氏癌︑所業は次の趨り︒

山雪

穫或照が︵神戸製鋼︶︑大来佐戯

混寵︵閃電︶︑婆西下犬︵昭電︶︑

法勲等で審議
梁院・予箪委二会
衆院の予騨委員会︵井出︸太郎
婁鍛長︶は三月†一日二筋開会︑

昭和㈱†三年度政肘関係撚関の予
騨案等について讐議を行なった︒

膳上︑山内広婁員か科学技術塾
本法案や新日米原子力協定案等に
ついて︑昆本法から入文・社会科
掌部門が除外されたのは何故か︑
新日米協楚案の有効期間︵三十年︶

は長すぎはしないかなどと賢疑し

科技塾本法も

たのに対し︑関係大臣は概要次の
ように下った︒

鍋醗科技庁沓脱

嶺然現循憲法の範附にあり︑謝醐

てはこれらの入皿棒等の有効な活

ので︑原研との業務の協力に除し

＝一蚤＝；＝＝﹁貰柵二一＝二隻二一＝一曽一士鵠＝髄＝一︸＝﹁瓢＝滞﹁墨幽一＝ニ一一i一コ＝謹一﹁隻諜一一曽門一冊響﹂﹂＝3膳膠二﹃二量＝紫＝＝i＝齢一鶉ロ〜

なると思うが︒

内海委鼠

昭和五†無には約三

用を工夫していきκい︒

うとすれは︑これは砂上の楼閥に

鍋厨畏官行響の一律減員痢画
もあり︑野力したが績局︑減員さ

われているが︑政慰の入材獲成訓

万人の源子力妓術者が必要だとい

文部省とも相談し︑

題が趨っているが︑この点も︑政

魯

＠

②

O

温繍

細難轍騰懲嚇

繍趨

轟瞭聯

難剛臆難聯

ご

⁝

へ

ノ題評

脚饗欝艦藩

叢難物難
轟難馨撰

醐㈱囎轍欄囎騨聯轍嚇榊囎鞭蜘轍囎燃鱒

琴聯驚琴構照灘

の過半数が醤箭国政購に対してそ

題懇談会﹂を設躍したが︑銀月十四日口そのメンバー二十玉名が決まり同ニナ九田初会合を開くこと

②昌技庁長博が委員長を熱務する

原子力閏鹸謙譲体魔睡題懇訣会

いる︒

今後も引き続きなお︸溺強力な開発推進が必要とされ︑この際原子力閥係機関の体制に再検討を加え

という規定は︑敷面毎に交代する

耶︵日本経済研錦センター︶︑血
登良雄︵東大︶︑難窟冤九郷︵科

一菱慮⊥︶︑駒井鍵一

技会議︶︑掬池正士︵理画工︶︑
河野文彦︵

耶︵曝立︶︑荘料義雄︵電撃連︶︑

田巾目次鄭︵鰻︶︑西村熊雄
︵前原子力婁員︶︑平田敬一耶
︵前震銀︶︑藤波収︵鷺洗︶︑伏

嵐︶︑陶坊隆︵粟大︶

見康治︵名大︶︑松根家一︵潮

特別婁凪岡良一︵飼衆院議
石川一蹴︵線舶

員︶︑前田正男︵瀦衆院議員︶

オブザーバー

撃業樹︶︑井上五耶︵動燃事蹴

﹁墨＝二

醐︶︑珊羽周夫︵傾研︶︑鋤圃生
能輔︵放医研︶︒
一冊雪一一齢＝幽鴇隻二二謄＝

原研人員問題は善処
鍋島科技庁長官が答弁

う特別扱いになった︒決して現状

れたものを増貝して現状復婦とい

鍋騰畏官

画はどうなっているか︒

材料試験炉の運転畏および脇燃難

◇

になった︒わが凶の原子力闘発利用は︑過まナ年余の研究成果をもとに新たな段階を迎えているが︑

ようというもの︒昨年七月の臨会における動燃事業國法乱立の際にも﹁政府は観子力濃霧の強力な推
進を図るため︑原子力姿員会を含む奮機騨の権限︑機能箸を再検討し︑抜本附な改馳を國るへまであ

あった︒

ジにそぐわなく︑またこのため⑧

久的機関﹂という姿読会のイメー

短命委澱長となり︑﹁安短した垣

機関が機能醐に分散して独立した

これら執行機関の網の團をへだて

庁との共懸口にあり︑委員会には

にあるが︑あるものはさらに他犠

と︒大部分は科技庁の二幅鷺軒下

の関鹸が不朋碓であるというこ

第三は︑委澱会と囲発轟轟機関と

を溶していることである︒

での調笈が介入し︑日記薬の権威

委二会二丁に科技庁の事務ベース

組目形態をとっているため︑各機

第一は︑わが国の原子力開発請

主なものは概略次のようなことて

る﹂との附帯決講がなされたが︑これが今園懇談金発騒の大きな契機となっている︒
同懇験会は三月ニナ九日︑集京
平河町の全共連会議室で初会含を
開き︑京ず原子力叢員会法や原子

法体系について審議する戸内であ

力塾本法などわが国の原子力関係

面︑これらの闘の活動の調整が困

関の研究の効率化は図れるが︑反

難ということである︒

るが︑以後は引き縦き海外諸口の

間題を手始めに︑毎月一一程農開
第二は︑厚子一日二会の権限が

原子力開発のあり方︑とくに体制

催し︵少くとも一年間の審識で︶

弱いことである︒これは︑⑪委託

︻解醗︼わが矧の原子力研究開発 会が論問機関であり︑求た独立の

結醗を出す方針である︒

務を政策の網石機閲たる糾技庁が

蟹務局をもってないため︑その猟

でにも再三にわたり園会等で審識
担当するという割度図体のほか︑

体制のあり方については︑これ豪

されたが︑その際の論点となった

て聞灘当機園の任務・活動を政策
立案しなければならないという不
合理さがある︒

第四は︑財政制度である︒海外
諸国は﹁五力無三三﹂等によって
予轟を保証しているが︑わが圏の
場合は単年度麟上主淺であり︑こ

衆 院
科技特

文部省や関係方麹と

で十分とは考えておらず︑今後再

衆院の科学技術搬腿対策物鶏墾矧庁長脇は︑

も十分に連絡し︑努力したい︒と

今館中には正確な測標を立て官民

業団との協力研究業務等のため新
が論詰製作したもので︑瞼径十七

口㈱榊二一㈱欄脚榊繍榊蝋㎜螺嚇川町繍騨榊脚

議

W 強︸ 置︐ξ︐

旨

日

lIーーー直ソA−Aりーーー1一

福島発電所ドラ
イウェルの据付

鍛会︵区員長沖本千客氏︶は一二月

東京蓼藍の福島原子力発蹴所

努力したい︒

度︑来無度の予算編成等を逝じて
と述へた︒

石川委凪動燃事業日の応用渕

最近︑腺研で労働聞

一緒に人材の褒成を進めたい︒

発は︑塾礎研究を進める線研と不

く磁があるのではないか︒

鰐の動力炉開発方針に徹底さを欠

内海委鼠

離一体である︒原研には今後JP 規に蔚五十人余を襲税したが︑結

り︑その成果を動燃事業団が和用

処したい︒JRRi一のように阿 鍋鵬畏官基礎研究は瞭研でや

DRの潟力上野謙虚やJM哩R局
の現杁通りとなった︒来館肢は麟

するが︑その際にけ緊密な連絡を

藤波原子力局畏

石川次央︑内海瘡の向婁員が

的の大半を終えたものの整理等を

行ない一体にして進めるという塾

主な質疑応答は次の照りp

成で善処したい

くに原研の岡題は来丁度の予算編
た鍋島科技庁長路の所償に対する
質疑感電が行なわれた︒

力炉開発における弾帯の役繁りが

試漉紙など新規淵画があるにもか

合めて︑現在︑原研業猫凝画の蕩

縢⁝研は当初︑

男機︵四十万KW︑沸騰水型︶の 十一日牛前開会︑さきに表明され
建設工事は讃々と進み︑このほど
ドライウェルの下影身がおめみえ

︒七齎︑総素量五六五ゾ︑鋼材の 明解でなく︑人貝増悶題でもゼロ

かわらず増員をゼロ在定したのは

検討やこれに伴う人員の再配置箸

動

一番厚い駈は六〇ボ︑ドライウェ 査定だった︒線研はどうでもいい

どういうわけか︒非犠に勘ぐった

とくに腺子力関係については︑

という噂え方で動燃箏業団の設置

ものの賑いカをすると︑腺研なん

このドライウ鳳ルは臼立製作所

ルの底で十六ボ臆︒全部組み上が

と資疑︑政縦の

臣的を達しようとすれはこれは砂

した︒

るのは駆詰の予定で︑八月には耐

上の楼閣になる

には辮規に薔十人余が増員された

を検討しているQなお動燃慣業閉 本的な考え方遊もっている︒

欝

朧篇燃轟轟一難灘鵬難
晶晶鴬額面欝鷲勲鶯灘
噸羅戴1麗開題
鰻澱繊御璽羅麟翻懸籔
隠繍嚇㈱鰍蜘離酬㈱欄㈱榊㈱一贈榊贈榊鵜繭鞠

三菱原芋カ工業株式会社

1年3月25日
腕曜日灘行

⑳

圧試験が行なわれる︒

で鰯燃事業閾の設受払的左逡しょ

かどうでもいいのたという考凡力

三菱原

四月国連総会で審議

だしたのに堕し︑綿上︑鍋紬科技

三菱商事株式会社

燃料

幽7

NPT最終草案

人材甕成・縫保に濁す為姿魯摩・た

︻写翼は東京無力福鵬原子力雲華
所一宮炉の建設現況︼

三菱重コニ業株式会社

PWR燃糾体

誠菱金属鉱業株式会社

セラミック燃料
合金燃料
金属燃料
その他燃料

三菱電機株式会社

朧

振替東京5895番
醤舌（591）6麿21（イ七）

鯨都港区新橋1丁目1番捻号（東躍1日館内）

会議
鹿
力

子
原

本

発行所
r
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縦麟縣麟輪㎡隅田鞠繍隔騒襯脳鵜鵬欄繍繍
蝉榊糊欄
一二一一一輪欄櫛脚へ鰍㈱嬢鵜一一
一一鱒一軸酬綱鱒喘…鰍一榊回田鯛榊醐一
轍鯛騨榊欄榊弾㎜園圃四一田圃蝋鱒麟鋤繍一

三菱化工機株式会社

購読糾半年分前金 800円
署年分前金竃500円

1郡35円（送料共＞

噛

417号一

◎

聞

︐

♂

㌧

㌧

建設を閲覧することができるし︑

る︒一号炉の建設は一九七二薙に

電炉四呈の敷地にあてるためであ

た︒これは脚気出力千︑二君の発

蝋にあるタビデ赫の購入を申し出

︑

フランス げBWRの
造︑
製技術を導入〜

軽水炉生産一一系列に
注目される国産ガス炉との関係
一九七六年から七八年の腿に運転

このほどフランスのアルストム社とイスバノ・アルザシエンヌ社は︑米国GE社の3WR型発鑓炉を開始することが椙きると同筏で

の閥と見なされている︒

Iなコストは︑六億から九億田♂

の捗術を樋脇︑さきにシ議ネデール・グループが導入したWH社のPWRと並んで︑軽水炉製造の体は語っている︒四茎の源子炉の最
制が二系列に再編弊理された︒あく法で図産技術をと呼びかけるドゴール大統領の発愚とはうらはら

ることは経済上︑三三上および美
観の上で重大な利点がある︒われ

な都市地誠に発電所を建設するこ

われは︑ここ数年以内にこのよう

とをAECが詔可するようになる
と確信している﹂圓社は︑塞土か
ら接近している地帯性︑地中送笹
葺の地役翫および税金についての

支払うことを申し

合溜に逢した場合︑同職に対し︑

協定がエユー・ロ⁝チエリ⁝市と

胸百日目万

島の購入か決驚される鴻にニュー

嵐た︒コン・エジソン貿ては︑同

・ローチェリー欝て公聴会が開催

一︻

；一

静隔＝

口＝一

静＝一︐

一＝

一一一舗

P﹁一曽

一﹇一

盟一＝

麓曽

需

謄一一＝

いたこともあり︑フォート・スロ
ーカムの敷地であった︒

＝＝

隔＝

二一曽

二一曹

一＝

・ペラン長寝は﹁原子力発賊は現

なお︑仏原子力庁のフランシス

原子力脳髄になった

秀

よさのしげる

与謝野

陣

＝一一

胃一一﹁

一＝閉

の桐営需刷

＝幽

幽餉胴冊曹

一曽鼎嘗

一冊需一︐

＝＝

英国で原子力発電
所立地基準を改正

岬

需讐一扁

央騙のリチャード・マーシ動力

ンドで︑人口密染地に桜近して発

相は︑英国本土およびスコノトラ

電所を建設できるようにするため

る旨発隠した︒二会における岡相

糠子力発現所立地規熾が改正され

原子力発電所の製燈技術の進歩

の発益は次のとおり︒

の編果︑PSコンクリート製圧力

容㎜面を使用するガス冷却炉の安全

は︑われわれがこれまで許可して

5

目﹂

πP

区

臼﹁

β匪

臼﹂

日1

πP

立p懸口立ロ

属工材

金野建

防錆塗料（ジンギ輔）

鱒一■糀

追跡のため乗下地区近傍︑長野

い櫟鉱等を行なう︒②山陰地区

県飯田地区等で地表調頚や試す

騨二＝

一一騨瞬

11これまでに多数の鉱床館頭を

雲帯南部︑赤名峠周辺地区等で

発見した山口県弛部︑島機屋出

對N後には安い料金で五Q％を
供給することになるたろう︒この

スきな政治間題にタノチした
ことはないが在任甲の仕堺は全
てう豪くいったζ．弾つ通り︑外

∵

∵

交手腕も評価は高い︒とくに三
⁝︐
十七年からはオリンピノク束熟

趣味は膏楽観蟹︑芝居見物︒

混漫主義の牙城一﹁明星﹂で・

きた建設地域よりも近いところで

建設しても保陣される旨残全諮間

r 委貞会から助いさ瓦た︒今後斬た

な用地決定にあたってはケースご

とに検譜することになる︒

西独で二社が共同

のウラン企業設立

ドイツのベンセイムに本間をお

く猛・ゲイルマン鉱業株式会社と

ハノーバーのブランハイド鉱繁会

社は︑共同でウラン探錨会社を設

暑し︑すてにガーナて探鉱を閥始

した︒他の二野も多分この探鉱に

参加するものと伝えられている︒

軽羅断熱材（三井パーラざ扮

@

の有望地区についても新鉱床の

区︑厨根県出雲甫南部地区など

r＝一

怨重・奈麗県境︑岡山県津働盆

発見および鉱康追跡のための地

R欄一﹁

放射能強度分布の概畳を行な

地等で地質鉱床概査を行ない︑

原子力婁員会は三月十㎎日︑

昭職四±﹇一季の﹁核隙層物質

①東濃地区およびその周辺11鉱

蓑調査︑二三撰三等を行なうQ

川

櫟鉱計画﹂を決定した︒近く総

う︒またウラン賦得が広地域に

量増穴をはかるため刀環︑深沢

理穴距へ報告︑正式決驚され

等で集甲的に試すい探鉱を行な

分布していると推鰹される岐阜
県親出地区および広島県三次北

る︒

四十三郊度は︑削年度に引き

原子力委異会

う︒豪た新鉱深発見および鉱床

部等では︑物理操鉱等による鉱

曾

計画を決定
噛

・

N度探鉱

就き主として塘日覆地域の探鉱

開発箸を行なうことにしてお
り︑このにめの予鉢として約二
億円︵うら動燃口業団は一・七
円円︶を蹴上している︒
その概要け次の懸り︒

▽地質調査所調査の十分で
ない一郡の雌積嵜地域に附して

賑調査を行なうQ

されるへきであると論った︒岡勘

▽動燃竈業団

鉱等を行なう︒④その他罰鉱床

澱の把握に箆点をお恋試すい探

コン・エシソン社は次のように述

二階曽

い鉱量把握につとめる︒
＝酔

勘県常磐地臥︑鹿児簡県重水地
騨一＝

鶏DFはでまれは天然ウラン︒ 戴冨な安い電力を使って海水の淡

騨一一

P一一
r一階

できる﹂と述へている︒

水化や金属の精勤も経済的に実現

ゆカイゼルアウグスト︵スイス︶

原子力発紋所︵軽水炉︑七十万K 黒鉛・ガス炉のフェノセンハイム

サン︵躍力会独︶︑アルミニウム

︵羅重工霧ム菖社︶藁社が五Q％︑ 在︑フランスのエネルギーの一・

・スイス︑モーター・コロンバス

ーーム￥一匙篁6

W︶1ースイスのアール・エ・テノ 二目所と接照したい慧陶Q

一＝

＝一一

ン調査を︑福鋤駐日周囲および

人形峠周辺地区口食見地区で鉱

ウラン鉱脈成閃に開する研究お

補完的深査を行なうとともに︑

区︑山口県西部地区およびこれ

の賦存が確認されている鹿児勘

祈鉱床の発兇零につとめる︒③

よび雌積型楢頭鉱床に対する操

らの爾辺で︑主として試すい探

仏で三発電所に着工
そのうち原子力発償厨の新規魑

今年度設備投資の＝二％を充当
電力庁︵EDF︶の一九六八年工は次の三つである︒

︻パリ松本駐在勃発︼フランス

①フ凱ノセンハイム︵アルザス︶

原子力発耀所第一号炉︵七十五万

ベルギーと折饗して建設︒

穿西一噂竪

尉の認可をえていない︶︒

ウランPWR︑七十四万KW︶が
賎建設︵この謝画はまたスイス政

ュール近郊︶原子力発電所︵濃縮 EDFが五〇％繊資する合弁会祉 二％を占めているにすぎないが︑

②チアンジュ︵ベルギーのナミ

鼠W︶︒

破阜県東濃地

の契約料は薗刀懸前後と騨謝され

査技術同上に関する研究を行な

県璽水地区で試すい探鉱を行な

は︑以両命衆河原箪に所角されて

したし︑また岡じくチアンシ．㎝原

ている︒こういつた米国のPWR へている︒﹁これらの発艦所を鷺

鉱を行ない既即鉱床の拡大と新

はフランス政府が大鎌ウラン炉か

ーナェリー帯磁にあてた酵簡て︑

︻パリ松本駐在艮発︼アルストム

子力発電燐︵電気出力七十五万K

鉱床の発見につとめる︒また禰

黙に仙することである︒

社とイスバノ・アルザシエンヌ電

う︒そのため山口県の山口市象

E︶祉のBWR型原子炉鯉造技爾万渇でアルストム︑アルザシエン
軽水炉かを決めかねている折柄

のゼ不ラル・エレクトリノク︵G

ヌ両批たけで設立されたが︑近く

SOGERCAは蚤初資本フ
金ラ十
ンス原子力雨靴の再翻系列化

部および下開帯北部でカーボー

岡島の所為6であるニュー．ロ

]曽

WのPWR︶建設にも参塘するQ
型とBWR型原子炉を中心とする力需要の中心地に接近して建設す

に︑フランス懸子力薩業が自ら輯水炉に魅力昂感じ︑このような再編に踏み切ったことはきわめて淺

醒圃

気機楓製造会社は︑このほど米国

に間する特諮権の護譲を受けて︑

GEとの特諮権譲汎交渉が渡結し
︵このため設立されたクチュール

フランスでその闘発を行なうため
袈員会は翼獣でに報告君提出の予

の設輪投資計画は二十八懸二千七

腸を
石にはさらにアルストム系統
の共通の子会社SOGERCたA

エジソン社がダビ

定︶︑注視に値いしよう︒

キス・プラント︑グラン・トラボ

一〇四五︵ゴ一七％︶

六五〇︵二四％︶

火力発羅所

︵単位覆万ぎ

の通りである︒

蕾本降に上るが︑その内訳けは次

ニューヨークのコンソリデfテ

テ島の購入を申請

ムソン︒ウーストン・ホノチ
設立した︒SOGERCAのの
設ト立
によってフランス原子力鮭禁はウ

エスチング・ハウス社のPW逸型ー・ド・マルセイユ︑アルザシエ

原子炉を開発しているFRAMン
Aヌ系統のアトランチノク造船

ク粛の北郡境界から一マイルたら

所︑SNECMA︵国蒋航空発
TOM E ︵ シ ュ ネ デ ー ル ・グルー
ノ動
ド・エジソン社は︑ニューヨー
機製造会社︶︑CGE︵鍛気総
プ︶と二系列に魯編整理されるこ

水力鷹野属

六一〇︵二二％︶

社︶
︑M
SI
とになったQFRAMAT
O
ECN︵核燃料工業社︶ずの︑ニュー・ロ！チェリーのウ

五塵ニ︵一七％︶

い︒ナトリウム冷却の編含︑安く
読

﹁これまでは聞きかじり程展

薦名次与謝野鉄幹は氏の厳父︒

海外

新

業
産

力
はすでに羅力庁︵EDF︶とベルの諸社が参加する予定だ︒従来原

原子力発購所

子力郡凹に余り関係がなかったト

送電旗設

鍮

エストチェスター・カウンティ帯

ギーの議聡力会社が協力して建設

ムソンとCGEの参加はことに重

の向い側のロング・アイランド海

した除子力発繊所︵一九六六蕪十

視されている︒GEとの交渉は四

て信紺のあるコンポi不ントを開

外揚省へ入り仏園勤務をふりだ

︸に園豪れた︑艮ぐつの剛iイタ し目に︑中国︑スイス︑ヘルギ

大会の組織委員会事務総長をつ
⁝
こめ︑同ス会を戚功摺に終らせ

モンブランとマノターホルン
ろう︒スチームの揚重は︑軽水炉

︸リアから笹分懸帰山︑こんどの ー︑エシプト︑スペイン︑イタ

発することが成功のカギを握るた

の技術が使えるから別に困難な周

ソディを除く米のフェルミ︑蘂の

で︑．原子力闘題は全くの業入︒

ことのほか愛薦を感し︑随鎌集

爾親の血をひいてか︑文学には

も刊行しているQ
﹁今年はテニスを天いにやり

たい﹂という氏は健康そのも

家庭は遺子夫入との間に二男

のQ額にはさざ波が寄せかけて
﹁
いるが︑黒髪の紳士Q
一いても再検説という山場に来て が︑在勤四や薙の外交官生活の

．

三女があるが︑﹁在学甲の娠︸ ∵

窪い︒六十三歳︒

︵Y・T︶

窟都生まれ︑至仁・薦琳布佐

いるが︑ATR︑FBR開
の分以上が異国暮らし︒
う発
ち半

査局長︑研修所艮に就任した

時帰聾して本腰の傭報部長︑調

こんど関発推進の催の役を受け

フ役をつとめてきた︒この間一

︸⁝
たことは︑記憶に斬しい︒

ド⁝ンレイ︶が参議のため止って

繭︑千謎畷のプルトニウムを便っ

〜聾してわが国外交政鎌のパイ

⁝人事で四村前委員の後を継ぎ滞 リア各国の穴・公使篶を麗任︑

究蔑轟遼炉熱闘︶は︑三月†四日

いるので︑燃料照肘ができずに

⁝潔子力筆紙芒た・

題もない︒

午後四時から動燃事棄鴎本部で︑

國っている︒二班ぐらいの損だ︒

現在︑世界の窩遼炉︵仏のフプ

心に高速炉関係専門寒らと懇談

魯もつことになったが︑前任者の
．土貧の上に︑豪ず国隙協力の聞

SNEAK︵昏迷臨界実験盛櫨︶ 題に金刀を溢ぎたい﹂という︒

西ドイツは︑カールスルーエの
の麗速炉開発についておおよ．℃つ

と︑S届FOR副画︵G封批との わが遍の原子力開発は︑今や
﹁西ドイツでは現在︑シーメン

ル⁝ブがスチーム冷印とナトリウ

て炉物理のデータを得ているQま

協力甜醐︶の．アータがたいへん役
研究から翼用化への紙塑期を迎
スとA遇Gを甲心とする二つのグ立っている︒SEFOR副画の揚え︑その闘発体制のあり方にっ

ム冷却の高速増殖炉原型炉︵鷺気

強国として知られている︒これ
は教脅がしっかりしているから
でしょうね﹂という◎

・

の

43

人を残し全部かたずいた﹂由︒ ∵

料として灰化物燃料の開発にも着

⁝性が夢墨視されているお

出力三†万KW︶の開発研究を別 た西ドイツは︑最近︑轟琶炉用燃
別に競争して進めている︒数海

季しているL︒なお同教授は︑

㍑

綱㌔

曾騒麟7③殿響麗

東：京（279）34■■（大代蓑）

6

一

． ナシコナル・プロジェクトはす
﹁日本の経済成長は譜外国の
︐でにスタート︑国際協力の必要 注視するところで︑今や工菓先

退︑この二つのプロシェクトを一

励燃凄業団のプルトニウム燃灘開

ビザ 4⁝ ﹁﹁− −魂：♂⁝⁝

氏は昭和三年果大法科卒後︑

り︑氏にかける期待は大きい︒

つにしばり︑建設に踏み切るが︑

印象を述べた︒

発都の研究には非犠に感心したと

三弾論燭

／︵目り一︵

月十八日臨界一躍気出力二十六万

西独のヘフて
レ教授と懇談
動燃轟莱団本部で

来日中のW・ヘフェレ教授︵西

曄

ぎのとおり語った9

した︒ヘフェレ教授は︑西ドイツ

村濁活理事︑大山彫塗術三岡を二

ドイツのカールスルーエ原子力研

一

＆レビューをやらなけれはならな

人工軽盤脅材（メサライト）

終胆

幽
含●
辱

い

途帯で日本と同じようにチェソク

伸鋼・ダイカスト・煉瓦・砥石

ネ監擾

亜鉛・鉛・銅及二次品化成品

陣確艮塵畿・4

東京邦中央区臼；本橋室町2一■

羅話

（ネユサシ驚）

土壌改良剤

（ケニテヅクス）

吹付盗装材

箔

銅

用

材

建

六千KW︑PWR︶の建設に参月
加一杯で妥目する兜通しだが︑そ

為

西独・ヘフェレ教授との懇談会のもよう

子

原

麟
蕪
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聞

業
︑

力
子

原

次冷却水を重点研究

発電所の急増に備え
当面は

おり︑猿安協での検討結果が大い
に絶待される︒

動燃がα1γケ
ープ入札説明会

放射線防護課程
の研修生を募集
放 医

研

科学技術庁の放射線医学総合研
究所が﹁第十八圓放射線防護短羽

この課程は︑現に放理窟防誰の

課程﹂の研修生を雲集している︒
業務に従漬し︑豪たは将来従凝し
ようとする者に対し放射線防護に
必要な物理学︑化学︑生物学およ

で︒応募資洛は大学謙たは短期大

来たる六月一瓢聞から七月十九日ま

募集入員はヨ十名︑研修期問は

穆加省を募集しているQ

捗状況の見学会を置くことになり

西躍力美浜原子力発鷹所の工箏進

の日本原子力発電敦賀発町所と関

月十二︑十三日の二日間︑福井県

の第九回圏︒

ら毎庫行なわれているQ今隼はそ

というもので︑纐纈ミ十五年度か

試験研究を実施する施設である︒

放尉線障癬︑放射化学︑整帰線源

構成され︑咳物理︑放射線測定︑

原子力関係で
は五名が受賞

二週聞の日程を終わった︒

ど放尉線機羅の取扱等について︑

旧名が受鐵するが︑その氏名︑属

このうちとくに原子力関係では

学を卒業した習あるいはこれと岡

月十二日i茨城県の大洗で︑α1

め︑質問なども活発に行なわれ︑

固体雨走物はこの一次冷却水か

の期日︑東京・溜池の動鰍事業団

なお内袋機器の説明が三月一︑二

いる︒

潜学鼓術庁はこのほど︑昭和四
十三年度の創慧工央功労による受
厳一山七︸鼠七十・門馬名φ僧発一表したQ

は︑以擁から他筏でもあつかって

もので︑従来のものとちかうのは

はプルトニウムとウランの混合酸

多ーーー垂

講習生は︑電力︑メーカー︑化

れた︒

▽斎藤慮之氏︵原研︑28歳︶1一

羅︑業績等は次の通り︒

ラムの改良▽汁口掌次郎氏︵原

工BM七〇四四システム︒プログ

γケープ建屋建設に関する現地説

て︑錦一線の現揚技術者の獲成の

熱心な塗壁風景がみられた︒濠た

ら生ずる低レベルのもの以外に再

原研職員その他R工・放駒線の権

内容は講義︑実習︑施設見学で

戦理工揚から排出される嵩レベル

威薔を講師に愚切な指導が行なわ

これは︑優れた魏臨監央によっ

ーー⁝萎≡

欝
放射能拶度が低く︑診断用のみに

いるが︑診断用としては初めての

この概念設dは昨年十二月にス

化物である︒

タートし︑煎年一月旅設団の昆本

調製されている点などである︒

なお喪彰式は四月十五日に始ま

定黛躍の湾案︒

⁝

る科学技術週闘中に行なわれる︒

N度合本を照光

黒畢飢寒会酸ど⁝

のほど霜四ヤニ年﹁學力⁝

⁝

⁝

二千五闇円︵送料⁝

四〇携琴︶を作成しました︒

．副業新聞含本﹂︵三七五号〜⁝

▽定価

ど

▽書込み原醍企画釜・醒⁝

謡︵五九三ハ≡︵袋︶⁝

坂︒・漂馨・

コードの他に応用コードとしてLP（線型計画法）

一YA−A￥ill◎

鱗

やかに挙行されたV豪ず巨大な

る︒たがもう一つ︑原子力が万

を舎い論菓に建設を憩いでい

を知る入は少ない▽海外のお客

さんもたくさん集まる盆揚一帯

にしようと︑Kエトレーサ

ノン・モスキート・ゾー

はでな会誌建設風景とは反対

綜で標識しようというわけで︑

簑箆にチン入するクセ者に放射

ようという研鐙がそれ▽人様の

ーを使って蚊の行励半徳を調べ

ン

を

国

︵臼立︑29歳︶翻核燃料擁寸法測

ーム観測装躍の考案▽松岡貞男氏

明氏︵原研︑31歳︶驕イオン・ビ

用カプセル成形法の改轡▽小林千

︵原研︑27歳︶薩材料試験炉照射

び解体法の改善▽中農長三郎氏

研︑37歳︶11極燃牌雌の組立およ

参加希望者は四月五日までに︑

産サービス箏業本部︑躍謡東京

葉京都潜区新橋一ノーノ±二の原

︵篠泊費︑バス代など含む︶︒

定員は四十人︑参加費は九千五

等以上の学力を蒼する者︒研修精

長宛申し込めばよい︒

美者は五月四日までに同研究所所

敦賀︑美浜への

見学会会員募集

明会を開いた︒発注区分は建屋︑

受購者の大部分が東海クラブに宿

動力炉．核燃料二藍事業醗は三

いうものはあるが︑処理処分にあ

の処理処分の基本的な考え方

羅起工肇︑空調・給捌水設備で︑

ため毎琿︸回第二毬放尉線取級虫

門部会がまとめた〃放射性廃棄物

たっての瓢かな基調はなく︑羅力

任者試験を罵擦に︑開かれたもの

原子力安全研究協会はこのほど大学︑醗立研究機関︑電力会社
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モデル化し現実をシミュレートします。GPSSは輸送問題
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無い泌開鉱嚥へと移って行くこ

一つとしてとりあげねばならぬ段

ったが︑これを最も重豊な課題の ア等に散在している︒

と思われる︒

薫炉のように原子力発竃の導入

ルドラノシ議さながら一かく千

第一次のブームの時には︑ゴー

むにつれて︑既知鉱床周辺域が

と伝えられる︒今後も探鉱が進

早婚化の展望にたつと︑総合的な

ガイガーを手に活躍したが︑今

ような課題を選成する能力のあ

が︑鉱区は相当広く取得してお

そのものは未だ本々的ではない

しかし︑それたけでは蜜心で

本はAECなどに歓迎されていク︑ユタコンストラクション︑

る︑いわはホ：プとして石抽岩

貴金的にも戦術陶にも︑この

とも必定である︒

会祉︑さらにW提のよう康

きない︒昨年︸班間に新規に獲

であろう︒

発展して行くことは間違いない

金を厨指すプロスペクターが︑

回は既存のウラン鉱業会疑をは

磁画もあり︑該た通歴雀の婁托

得された埋合鷹は︑八三酸化ウ

最近わが瞬においても漸く海

社名は枚挙にいと濠がない︒

ルなど︑外国に遣出している会

アナコンダ︑インペリアルオイ

子炉メ⁝カーまでが︑広い絋区

筏自体も極めて

る︒また眉下鞍

を入手し︑難聴胸な鋼鉱を大規

〜一

で隙産からカナダ︑アメリカに

ことになり︑その一員として︑

ンブーム

慧欲胸であり︑
ある会仕では︑

実行のタノミングとしては今が

石油など大資本も参加〜

廉を狙うのたと張遷しているほ

会批の試みなかった深部の大寺

感した︒

戸動燃窮業団

︻投稿歓迎干四百宇以内︼

野沢和久︶

は︑太刀打ちが難しいことを痛

の資金力を持ってやらなくて

たが︑アメリカの状況を見て︑

ランにして︼万七−八千ゾと推

外探鉱の必装性が躍識されて来

定されるが︑アメリカ自身の樗

既存ウラン鉱業

コロラド高原やワイオミンゲ

チャンスであること︑濠た梢当

であり︑下血を懲ってはならな

とQその探鉱の成蒼は︑アメリ

に︑約五十力ナのウランを発見

AECによると㎝九八○年まで関係に大きな影響を及ぼすもの

来のウラン瞬要増大に見合って

たま衷で︑飴石されている所が

い︒

などのウラン錨山が稼行されて

撰に行なおうとしている︒

課国のセフ
アメリカA泡C︑フオ〜ラムを

エユーメキシコの鉱山現当を訪

はじめウラン鉱叢会鉱の本社︑

塾する機会を得た︒

アメリカでは第二のウランブ
ームといわれるほど︑一昨無か
ら復活した探鉱が昨年二心から

かなりあり︑最近これらの地

アメリカのウラン鉱業会批は

カ國内のみならず︑世界の猫給
予想を二倍も上回って︑霊魂︸

しなけれはならないとされてい

国内のみならず︑カナダ︑オー

いる地域では︑兆候が発見さa 生麺を拡大して行くためには︑

力無のポーリングの延長は︑約

域︑働えはワシントン州のスボ

三悩のテンポで埋蔵黛卒獲得し

る︒そのためには現在の国管︑

一段と忽ビソチとなり︑前年の

三穏二十万訂︵田本のウラン探

ーチロノク︑ワイオミング州の

ケン︑ニューメキシコ州のチヤ

スチ隠一ル

寮京都千代田区有泉町聾一10

モの勉3C蛮穣顎

電気化学工業株試会社

アセチレンブラノク

原子力発電の一般化によって︑これまでエネルギー倶給の大部分︑侮占めてきた石詣と原子力との問

﹇

儲

繋婚み幽

靴
鑛
今後︑動力炉および核燃縛に署
する長足の技術進歩があり︑匿滋
化体制も進んで︑原子力発電の経
済牲の画期的同上が実現されると
原子力が瓶油火力に代って電力供

亀力業における墾油消費罵の増大

給上の地位を混め︑したがって︑

テンポはしたいに鈍ってくる︒こ
の琳は石痛業の製品需要の構成を
必然的に変化させることになる︒

薩憲讐
こ週間の短期間であ

昨年の†一刀上旬から十二刀

勝i

ウラン鉱業調査団が派遺される

ったが︑かねてからの事業隙の じめガルフ︑灘ノコ簿の大石節

初めまで約

倦剤
つ矧

鉱ボーリング薙聡延長の約爾五

メラミン
かルマリン

」＿」
中璽治郎氏

@

@ @
@
@
@
@
@甑

十倍︶にも達している︒戦後の

駅バール

署羅む調

ク員ロプレン

に︑協調的な競禽関鎌が生ずることは当然予測されるが︑その時期︑どんな形て現れるかなどについ
ては︑また目ハ体的な検譜が行なわれていない︒この二月佛鯉された鐙一回綜配年次大会においては︑

％︑原子カ一〜％と見込ま

力を追いこす︒

調囲碁
懲

﹁艮期工不ルギi譜画と逗子力発雌﹂と迦するパネル認論で︑この問題か各騨の盤曲玉によって譲し

はしり〃ともいうべ嚢年次大会での説論

沼藩．︑

麺v漏

獣撫
謬
蔑駕嶺

原子力開発副画は技術開発の世
界的進展の窯変を祭負し︑前年度

寂とめた︒これは紘本的には将来

④将来のエネルギー濡給ならびに

建股単価の雄定は五†万KW級
で六万円〜七万円︑酉万KW級で

いる︒

五万円〜六・近万円が見込謹れて

疋勇氏
同坂

られた︑掠子力発電の発展に伴なって︑近い鐸来切実な様相レ想おびてくるであろう本閻題について
は︑今後本箔的な険謎が額されなけれはならないが︑その
串紹介する︒

の酷論とされた︒四氏の兄一目旨

要であろう扁とのへ︑これが討論

蔚論の概要⁝
このパネル討論は︑原子力発電

繭蕪製

・各践の見解 ⁝

は次の通りである︒

の一般化という考え方を︑総合エ
ネルギー計醐という土俵の上で話
し含おうとしたが︑その恵図は十

とくに︑晦臨氏が説明した中央

分果されたとみることができる︒

電力協議会の最近の蹴力長期讃画
を受けて︑向坂氏が昭和五十薙代
の後半には︑発蟷燃桝としての狐

にくらへ大幅に増大している︒畳

点千 二 百 万 K W で あ っ た の に 対

％であるが︑後期五十一年展兼に

備のうち︑火力穴万％︑原子力一二

末には六千三百七十万KWの全設

供給霧雪成では朗期四十七年混

Wから野馬KW級に発展した︒

と増加し︑単機谷重ても七十万K

し︑三十二地点二千百五†万KW

縁ペースで昨年展説画がニャ五地

て︑門当分はコストダウンで調子

し脇坂氏は︑石油側の見解と し

力に湾机できる︒13来ご擶摘の閻
題が考β令われツ勾が︑︸ての時期⁝ね論ハ

十葎代た﹂と鍛えた︒

田中氏は曝気箏業煮の立場から

の需愛動向︑工不ルギi構威︑技 六

は八千七爵五十万KWのうち火力

子力元電コストは甫二︑三ヤ 銭

要﹂とのへ︑また六十隼ごろの原

術革新︑供給蘇頼嵐陶磁なとを勘

納︑原子力は翌翌換蟄で千八十六

汁漣とすれは頚繭四千四由八十万

れ︑鰍料所要臓は石灰を二千五墨

程度てあろうとの児通しを語 っ

案して踊画したもので︑その特疑
は①最近の夏季ピーヶ増大傾向を

みると火力鴬原子力は前期で六二

重挽し︑②B来の儒要形態への適 万鈷である︒これ冷癬エベーヌで

ったが︑松根議長はこれを受けて 合性︑原子力開発の促選などに対

石炭︑石韻︑際子力がそれぞれた

経済性同上の硲から原子力開発が

り︑ここ十年足らずで原子力が火

対二六︑後期では四二対関⁝とな

田はそれぞれの兄解発表にとどま

しかし︑時間の制杓もあって隅

た︒

﹁13来に備えて核燃科の硫俣が鯨度から十ケ琿閥の電力最期計画を

中央電力協議会では︑四十二無

艦上の構造変跡が求められるとの

﹁1⁝11−1−1ーー﹂

松根

べたことは江闘された︒これに対

抽のあり方に大きく作用し︑石撫

娘・M

﹁総合工ぷルギー調査会などでも 鳳して︑大二枚揚水式水力舟考

て剛りで︑相互の関連かうすい︑

促進されている︒⑤藤た公占鮒簾

え︑③火力の大谷灘化をはかり︑

こんご臼本の工不ルギー昂 二分す

る︒

も積換的におりこんだ︑なとであ

こうした聞題を検討しているが︑

聡力両業界の直接の釧網交換が必

るであろう石曲と︑源子力指含む

隅

曽

／岬無
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