町

F

⑳

原子力委の招き

で二氏が来日
蛭子力駅員金はさ濠に︑台湾線

博牽お

子能婁員会の桝務局長・煕煕謀
︵6りび一昌 毒︒臼いΦ①︶

噛

僻8。

ラン．軽水減遮冷却・タンク型︑

日臨界に達する予定り︻関連配事

最大熱出力五悪KW︶が三月三十

月から約一興間︑試鋲十六本︶お

一︑撲鉱は第︻期探鉱︵雄隼四

契約轡が結ばれるときには︑多少

六億円︶であった︒しかし︑正式

六千万が︵爾四十四慮円〜二酉†

伸懲幽ハ千万田N︶︑自発費は四甲†︸力〜

六薫万︒が︵三億六千万円〜一〒†へ

の麟画によると︑擬鉱饗は百力〜

ー社から初めて提案されてきた隠

鉱開発の投資金額については︑カ

なお︑カーマギー社との粟澗探

鉱山︶︒

属鉱業︑三変金属鉱業︑住反金属

業︑岡和鉱業︑賞河鉱業︑ミ井金

する〇九脚力と産鋼六社︵日本鉱

差し齎り次の各祉が協力して推進

日本側はこの共岡肇瑛について

詐罐可を電蓄とする︒

七︑本件は関係岡政穂の所要の

半取得するものとする︒

JMTR臨界近し料試験炉郵JMぞR11︵高齢総ウ六︑生離物の醜分は︑両者が折
三月二十五日臨界案験開始
日ホ懸子力研究所の大洗研號所

いたが︑カー社のコノブ副祉畏ほ

6掻に︼

剛気事業連合

か二人が来日し︑臨月四日から交

︵所長・寺岡ψ武理事︶にある材

会と日本鉱業協

の槽神にもとづいて進められ︑由

渉が再礫された︒この再開交渉は

代金の支払いについても金額で折

両者対等の原則に立って論説信頼

ギー社とのウラ

り合いがっき︑鷺月十五日に共融

田︑米国カーマ

ン探鉱開驚に関

会は三月二十＝

する共岡事業に

に達した︒

ついて︑このほ 饗業の基本項冊について双方含意

臼本測とカー礼との間に合愈を

ど双方の岡で基
本陶な合惣に達

見た蜜な点は次のとおりである︒

よび賠一⁝期探鉱︵約二年間︶を実

二︑深鉱の実施はカー社が担聾

三︑羅鉱段融が終了しκのち︑
日本側は山王金として一定金掻を
支払うことにより︑鉱難権の五〇
％を取衡できる︒

き︑両者が協聾して決める︒

ては︑両者対惣の原則にもとづ

四︑開発段階の企業形態につい

開発に翻する交泓は︑昨隼七月東

鉱隊︶におけるウランの共向郵駅

して濁違の蕪務を有する︒

五︑⁝⁝発所要資金は両省が折半

するζと曾決眩したか︑このほど

払いで恵姑が折簑伺わず中断して

蝋での予儲折衝以来︑山代金の支

両氏が来嬉し︑現伍原子力婁員
会や関係機関と懇談を行なってい

いて︑原子力婁員会と懇談し︑了

講ず肩沢広巳笥子力委員長代理

見を交換した︒

が︑現在︑動燃事業団法第二十五
条にもとづき穴蔵省︑科学技術庁︑

逓彪省は協議しながら動力炉開発
錦蔦に議す鳩量本方針と底本計幽
の搬定を湿めていると述へ︑とく

った玉璽織笠歳とについて示した

にこの懇談会ではこのほど豪とま

鯉一

核燃料喪源の確俣については︑

丁でに電力黙界がカナダから約

万五千♂を購入す．筍長鰐契約を結

んでいるが︑とくに醒力業界が︑

このようなリスクを伴なう擬鉱閲

常に注画される︒

発に償極的に集め出したことは非

蟹鱒；

界の毒見を求めた︒有沢広巳氏は

墨本方剣案巻説明し︑原子力産業

蛙本方針のなかに入れておくへき

下げ等の閲題についてもはっきり

界ぐらいまで︶︑④原型炉の払い

四鼠

立地周題特別叢叢会飴二分科

会四月分日照後陣産

原子刀五グループ懇談会

正午原宇

費の少なくとも五〇％を民間出資

開殆嚢金について︑﹁原型炉建設

豪たこの懇談会に娼得した井上

五耶鋤燃騨業団理購罠は︑﹁鋤鍬

い︒ある年度によってはピークで

出資は実際に長弱に患してほし

もらう﹂と述へ︑原子力産懇界に

は免税鍔の措殿を取りはからって

い︒その代わり民開出資について

うQなしくずしに難してもらいた

これに対して︑塵業界から①濫

動燃の現実悶題として︑﹁人員体

だ︒科学的管理法で開発を進めて

制は撫外先進国に比べて大変職掌

てほしい︒トノブはほぼ集窪って

いくが︑是非関係の方を出向させ

いるが︑ζれからメカニカル・エ

で集めようとしている﹂と醗つ

ンジニアや経理のエキスパートま

︻写翼は懇談会のもよう﹈

たQ

ない︑③民間出費はもう少し広く

うにお顯いしたい︵銀行や保険業

田本の襲撃業界から策められるよ

子力五グループだけでは負担でき

†五億円罠間出資︶となるが︑原

建設費七酉竃十鍾円のうち三目六

罠閥鮒資は約︸嵩十六億円︵原型炉

半分が民間負担とあり︑年平均の

た感じがする︑②原型炉建設費の

やると雛いてなく︑民間を強調し

ホ方釧案全体の螺子が国が中心に 協力を裟請した︒さらに升上灘は

ことになろう﹂と譜つた︒

委員会としてもはっきり決定する

処分するかも入きな間題で原子力

原型炉ができたとき︑そ3るをどう 百偲円の娼資ということにもなろ

椰犬蔵省と晶し合っている︒激た

み立て金制麗なといろんな考え方

禺資には免税拙澱︑特別償却︑磧

でまかないたい︒そのかわり民聞

だ︑などの癒見が綴された︒

多多多一︐多！多多ノづータ多4多一多多多多一多多ーー多！！ノ多多

十月に冗成の予定︒

調に誕んでいる︒この建渥は今秋

前にはタービン至の鉱骨組Mも憩

名手する︒一方︑格納響㎜歯のすぐ

が行なわれ︑いよいよ内話胴震に

照月から悟納容器の無比テスト

務に関す．偽麸本方剣﹂︵案︶につ

燃凝鮒発転業団の﹁動力姫開発楽

獄プリンスホテルで︑動力炉・秩

日年後二時半から︑東駅・芝の集

聞本原子力麗業会議は三月十九

原薩と原子力委が意見交換

原型炉の民闇出資で

る︒

の変更があるものとみられる︒

なったと発菱し

触連二会のなか

し所要資金は日本測︑カー祉側が
委員会﹂︵竣員貸・荘村細蟹聡騨

窓口となった︒

連脳良農︶が設醗され︑騎本綴の

カーマギー社とのカナダ・エリ
ォノトレーク地域︵カー社が鉱巣

折半寛出する︒

に﹁カーマギー

たQ家た二二事 施する︒

靭を紬虫ことに

︸日に止式に契

したので︑四刀

カナダのウラン鉱共同開発で

長のG・ランダース博士を招へい 単語有する約蕊万五千エーカーの

よびノルウェー原子力総員会襲霊

カー社と基本的合意に

脚謂

開発は科学的管理で
翻発を効果的に巡めるため

するものとする︒

みて適切な蕎に︑その業務を婁託

のについては︑技術的臆力等より

動燃世一醐の業醗のうち醐切なも

七

原型炉建設費の半分を民間出資
原子力婁二会︵委鍛長．鍋晶鳳紹耕技庁長冨︶けヨ月ニナ﹁日︑勤力炉・核燃料開発箏桀団の﹁動
力炉開脚業務に関する払本方剣砥を映潔した︒これは︑勤熱撫無極︵理蛮長︑井上五郎平︶が六ナ薙
代の初樹ゆよぴ五†隼代凶半にそれぞれ尚趣壇殖炉および新製転拠炉を実用化しようというナシコナ
ル・プロシェクト遂汀に関し︑その良士や資金・丸材確撮についての甚本方針を足めたもの︒とくに

閲曜日金については︑十年間に胸﹂千憾Hの投盤が兄禎りれているが︑これらは国守費金によるが︑

八開発を行なうに際し動燃野
業団が必要とする専門的人材につ

このつ6新型転麹炉と晶速増殖炉の線型煩建設費の少くとも五Q％︵約三日六ナ五偲円︶は開発の全
期閥にわたり民間企染憾が拠出す・萄ことを渇望している︒なお原子力委鍍金はこれに闘連して︑近

いては︑原研︑大学︑麟公立試験

もとに行なうものとする︒

等により磁撮するものとする︒

方劃である︒

日本原子力研究所︑大学︑圃公立

く︑比野臥閲における警察を暴した﹁動力炉開発芸当する蓋滋﹂歪式決定する
ることを圏的に︑熟出力約ナ乃K

卒罐撮するみち飼曾講じ︑動燃肇業

試験研究機関︑罠闘企業箸の協力

翌らせること濃密標とする︒

W程度のもの︑爆四十七年頃臨界に

研鋸機鴎︑蔑間企業箸からの事理

動力や開発業務に関するぶ塞方

筒速増殖炉の溜発は︑プル

針は概要次の通りてある︒

一

西開発を進めるにあたって

団︑佃中核と冥2元的貢任休制の

ウランを燃料に用いる虫水識速沸

は︑その殿階に応じて走める墨本

噺型転換炉の開発は︑天然

騰軽水冷烈型を路標に研究開発を

二

群系燃料を用いるナトリウム冷却

進める︒隙型炉は︑初期長囲燃料

トニウムとウランの癌禽酸化物欝

型炉は︑電気出力ニナ万一＝子万

型を闘標に研究開発ぷ進める︒原

耐画に従って染携を効率的かつ計

気出力約二十万KW程度のものを 科学晦轡理手法をとり入れて︑進

に罷らせるものと想箆し︑その建

KW程度のものを五十一年頃臨界 として微謝謝ウラン求たはプルト

四十九年頃脇響きせるものと想定

醐的に実施する︒朋発の実施には

発成果と撮外の技術動同等を評価

設の鎚体的訓麟は︑噴虜の研銑開

し︑その建設の貝体的計画は︑事

いつつ︑謂画の管埋卒喬理的に行
なうものとするQ

ニウム冨化天然ウランを屠いる醗

検討のうえ竃める︒よた実験炉
鰐の研雛開発成果と海外の技術動

立作業が完了

格納容器の組

美浜にも春が・︒

拠出すること働窮持する︒

発の全期購にわたり認麗企驚等が

の建設費の少なくとも五〇％を撃

は︑困黒質金によ．萄幅か︑原型炉

六開発に必要な募金について

帽の交流箸置活発に行なう︒

るため︑覚際胸に凶報の旋換︑人

は︑海外捜術の有効な橘屠をはか

渉状況の把握と成果の騨緬を行な

は︑隙型炉聯動に必勲な技術晒経

五開発を進めるにあたって

oたっては︑

陶等を評価検討のうえ決定する︒
三開発の実確に萌

験を得るとともに︑完成後は燃醤

噂

や材料簿の照射癒設として利用す

穿

被岸の入りとともに︑関西電力

部が到右し︑いよいよ涼子炉補助

美浜原子力発亀所のサイトにも醇

系施設の設酷がはじまる︒

また今夏ごろから鵯入綴⁝茄の一

っついた大上にも敦けず︑すでに

がやって来た︒ほとんと連日降り

なお天瀬原子力発電所一霧島は

四＋五藝肩に臨界︑圖醸九月塗

格納谷器の組立作業が終了し︑硯

レーンの解体作商気︒このクレー

左丘＋二二のセンターデリ・クク

含試雛︑岡年十月より宮三連転に

護

言毒（591）612蓬（代）

東京都港区新橋1丁目1番13霧（東贈機館内）

会駿
藁

原子力
本

行所
租3i年3魚2「1第ミ三種郵便物認可

憲

振替東京5895番

鰍 鷺 羅 T。
日
竃議

馳弩

議

考

入る予定である︒

一畳機の建設現場︼

︻写翼は順調に進む葵三四肝所

ン貫趨孔の浴掻か終ると︑甜接線
延長四千七三笠︑答秘約置万立方
耐の大きなトームが兜成する︒

古
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毎週月躍1ヨ発行

JPDRの運転勤務
購者の大半が研究室出身で︑研究に熱心

︒︑舞繧難三
せた︒

しかしながら︑ここに男使用題に対す

・唾．

曙竃圃嘱嘱咽．翻8亀

風匿匿

属︷貫

曜風曜亀︷

響巳岨︷直竃

風巳賃置噂

胃質匡曜匡嘱

電︹暫曜鳳運嘔霞

π

．巨﹁

7

放射化分析コ

を闘くため研修生を募粟し

鱗臼に尊門謙程

五星一一十一日

万円

串し込み先同上

串し込み締切

受講料

募藥人鼠＋題名

募藥要領は次のとおり︒

東海研究所で行なう予定︒

に行なう︒またコース中二日間は

の基礎︑応用について実験を中心

を有する人で︑今回は放射化分祈

修了者かこれと同繊麗のRI知識

募渠対象は同研修所星礎認程の

ている︒

ース

月

⁝RI研修所で募集．
膏

聾唖要領は次のとおり︒

験を行なう︒

募集人展＋恩名

受講料ヒ千円
四月二十七日

申し込み翌翌京都文京区本駒

串し込み締切

ソトープ研修所まで︒

込一一の二八の四九原研ラジオアイ

重業者が甲心に風闘廻転が穂極

﹁ π﹁

﹁

π

軍蟹

﹁富

冨

6

冨虚 ■ 1︻ ︻﹁曙 ﹁o■工

的に開発に乗り出すことが一番
﹁ π︐ 7

自身が籍墾とあれは睡り出す︒

東芝︑原子力
管理部を設置

東京芝浦羅気︵株︶は三月十五

東京都中央区日本橋兜町﹇ノ三

∂禰

誰券

東京瓦斯株式会社

る一つの立揚が確立されたことはきわめ
暫

ラフィーコース

オートラジオグ

オート

B本原子力研究所ラシオアイソ
トープ研修所は専門繰程

を五月

ナ三田⁝聞二十︸日に開くため研

ラジオグラフィーコース

今園は原子核乳剤︑オートラジ

修生徳募集している︒

放射化分析コース2
日本原子力研究所ラジオアイソ
トープ研修所は︑六月；十日一七

かると共に︑税制士の騰遇措畷

助金︑融費︑技術擾助などをは

ョートゾあり長期的な兇通しは

たって短期契約︑工期契約︑探

をとる︑④さらに国際協力関係

婁圏︐圏︐

・

日付でこれまでの原子力本部長室

を改組して原子力管理部を設躍し

た︒同部長に三層璽義氏︑同二三

芝の原子力本部は①グループ②原

付に漆津坂夫氏が就任︒これで東

子力蟹理部③原子力営業部④原子

の五部になった︒

カプラント技術部⑤原子力建設部

電詣局変更︑

新番号宇部︵三一︶＝一一︒

⁝

千五百円︵送料

TOKYO

ではあるが労務や経営の経験に乏しかっ

て響はしい︒労組側にとっても︑この限

に行なわれるへきであり︑原子炉を含む

的︑段階︑技術上の問題等に応じて︑響

実験︑研究施設等に開しては︑その目

理や勤務の態様が弾力的に遅用できる方
途が購じられなければなるまい︒このこ

クロオートラシオグラフィーの実

用例などの講義やマクロおよびミ

とは︑いよいよ臨界に入ったJMTRのオグラフィーの益礎技術とその応

JPDR問題で羽ち出された理惑者側 くべからざる錨躍であろう︒

嶺面する技術的な聞題︑出力上昇試験に

それぞれが積年の弊を反省し︑欄立十年

発奮していかなけれはならな

鉱開発のミ方法を弾力的に併用

■

︵株︶に移るQ十九卑田本発送

躍︵株︶集北支店に入り︑二十⁝

⁝

五釜座讐なる・電力轟⁝
成後・現在の東北電力に変り二

＋六窒犠力霧饗・三＋︸
⁝

隼給鍛部長・三＋三年雌気部⁝
長︑秋田支店長を経て︑三十五

叢覆に就任し・技鱒馨⁝
兼任︒この隠傘下の原子力調査﹁

⁝

⁝
一

⁝

⁝

宇部興産︵株︶

姦／多彩

部をみて・原子力を多少かじ・⁝
た由︒三十七年宮城支店長︑三
十九年祉長尊長︑四十一年常務
取締役となり︑本年原子力撫進

電力不足時代に﹁聡力供給が

⁝
露要に追いつけず︑お客さ豪に

迷惑をかけたことが蕃口菅⁝

⁝

⁝42年度合本を頒布⁝

日本原子力産業会議は︑こ⁝

かった乱暴︒お客さ豪には迷惑耶

旧塵業新聞禽本﹂

⁝のほど昭和四十二年﹁原子力⁝

一

⁝謡︵五九︸︶六＝＝︵代表︶

廓

､串込み原産土詣室︑蹴口

⁝共︶

､定価

・四Q八千︶を作成しました︒

︵三七五月〜⁝

いっかんとして︑安定︑低廉な

をかけたくないという考え方の⁝

臆気を発生させるために原子力

弔いじ

︵M・1︶

︒尿鷹は慧爽夫人と三男二

趣味はひ豪な時の

開発をやるのたと結ぶ︒

り

女︒満五十九歳

東京都中央係八猿洲1の3

たためであり︑これに加えて原研という

りにおいては異醗はないものと考えられ

高跳鶴野監置
る︒この際︑従来不十分であった組織︑

特異な存在が︑さ豪ざ謹な職種と業務を

をはらんでいたためであろう︒こうした

最近においては︑こうした弊を是正し

管理体制確立のための抜本的検認が単急

某氏し︑これに伴なう人間関係の複雑さ

纂憎から原研では︑従来労働問題等に関

トとロソクアウトの応酬という緊迫した
揚面を迎えることとなったが︑幸にして

運紙再開予定の二月﹁⁝十⁝日を機に︑ス

体制変更問題への反省
望⁝融響齢墨縄二一
展⁝いたJpDR運転霧体制釜
して︑組織︑体制上の抜本的な検討をへ

労組側の大錨な醸歩によって妥績し︑細

の聞題が︑ようやく一つの了解点に達し
ぬまま︑そのつど解決を積み璽ねて来た

ようという慧歓と甥力が折にふれて理勝

遊敵が見える︒

者側が勤務体制を労務上の一般原鋤の閾

今回の紛争の最も大きな特徴は︑理駆

題として解決しようとしたことであり︑

めよ・？こいう考えは︑原研理那薪側がこ

の獄門炉運転開始のころから一貫して持

したがって議し含いは労便交渉の一本に
運転利用をはじめとして︑国産動力炉開
発できわめて憲要な役割りを果すべき除

策をとる︒たとえは①できるだ

でに通常の火力発聡所と同様に安定した
入った際の勤務態様などを考慮して判断
づくものであったことは容易に鍬察でき

い︒このような鱗傭から探鉱開

の圓上推進等も合わせて行なう

■8﹁冨

閻餐撮外へ出にくい揚合は︑国

していく︒海外ウラン資独の確

l隼︐1■1幽整■

こと︒また灘や地域によって民

保については石菰の揚合とちが

9︐犀聰l

諭

って︑趣旨者が隈られてくる︒

実施されている︒とくに大資本

︐匹︐

ウエイトで進めているが︑六月

擁・

サ

努力がいり思すね﹂︒

鷺灯に入後︑同卑六月雨竜羅力

すなわち最終講愛染である蹴気

発が世界的にも最近︑凝血龍に

の進出がめざ黙しく︑将来︑ウ

ため供給の大半は海外資掠に依

μ

本部畏になった

東北電力︵株︶原子力推進

阿閃

長里契約の預合も︑ウラン漁獲

ラン賛源が国際喪本によって独

の︒このような駆破はほとんど有

瞳

存しなけれはならない︒二黒の

︻

り得ないが︑審鷺の結果︑その際

﹁闘﹁圓．

世界にはポンド当りナが以下の
﹁97四

．

謙∬一
︑

すずきのりお
憲郎
として殉方とも濾当で︑地元側

鈴木
正午に上京︒すぐに職雛連へ

の非常に二心な誘致があるから

頃豪でにまとめたい︒それから

く ゼ

たい﹂と慕う︒

﹁原子力といいますと︑やは

したがって︑原子力PRを徹底

三に藻・

一暑機の設縢地点を一つに絞り

の約束に遅れること約一時間

んだのは原子力発鷹所のサイト

氏は昭和六奪東北帝国大学工
鵬 賄に確保するため︑両県を通じ
蓄
て地元と折衝中︒﹁両地点を選
学部躍気工学科卒業の後︑東京

と宮城祭女川町の両サイトを阿

させることが非常に大事だ︒い
⁝力発鷹所へも出向している︒葉
⁝北電力は︑現在︑野島衆浪癒町 ざ附託闘題にぶつかると桐当の

り︑現在七人が東電の素面原子

⁝を勉強したいと張り切ってお り地元の人たちが不安を持つ︒

名のスタソフ︒脆い者も原子力

原子力推進本部は現在三十二

ことた﹂︒

各都の総力を結集しようという

鵬備をスムースに進めるため︑

つたのは︑﹁原子力発電所建設

鈴木氏が原子力推進本部長にな

常務取締役の豊里きを付けた

半︒それほど忙しい人だ︒

旨きり︒午後五時のインタビュー だ︒用地買収は︑両方とも同じ

芦かけつけ︑一日中会議につきっ

諺髭蔓巡

隷

88

ENEAの発表によると︑霞由占される可能性もある︒一方︑

唱
⁝
P﹁

霧﹁ほ・737脾．

にも敷地外で中沼が最大となる原

内贅掠は昨早来現在で約五干五

︐喝睦 堺 ﹁瞠

子炉から約一腹層の地点での線鰍

は甲状線︵成人︶に対して約＝

レム︵︸こOOレム︶および全身
に対して約五八ドレム︵二五レ
ム︶であり︑﹁立地撮針﹂のめや
す線蹴︵カノコ内︶より十分小さ
いことがわかったというもの︒

なお同炉の運開は四十八年五月

︵このほか初装荷燃料代として約

の予建︒零露設鍛は約五百十億円

初年度二円五ナニ銭︑墨継年数平

再三＋億円を予驚︶︑発避原価は

均では一︻円ニナ︸餓︒ウラン装荷

百シコートゾにすぎない︒その

善舌（273）0111

聡

た︒JPDRの勤務を四班三交代制に改 目は麟務折衝にゆだねられた︒

ちつづけて来たもので︑これをめぐって
今回の舗し合いは︑昨年来すでに㎜二十回

しぼられ︑JPD鶏の職制を通じての意 働く研究︑管理︑技術等の諸職毬の格付

塾側から示されてはいるが︑まだここに

にも及ん起という︒

見等が入りこむ余地がなかったことであ
には︑かなりの距離が感じられる︒

けなどを含めた合理的な運鴬蟹理の実現

け多くの正確な情報収集をする

研にとって︑その研鐡推進の上からも欠

ろう︒組合側はこれに対して要求五頃鼠

ができる︒この点からわが国と

理購穫側の考えは当初試験研究的な愈
味を含めて五班三交代というゆとりのあ

最後に一睡蛇足を加えるならば︑従来

蝋的に明るい︒したがって当面

②民間が海外へ積換的に出かけ

運転が可能となり︑したがって通常の火
されるべきたとの主張を繰り返したが︑

余にしてきわめて至要な碕期にさしかか

これについては国が大いに助政

のトソプに﹁現鵬の慧向を反映した体制

原研の心理には柑さが面立ち︑労狙には

しても積穗的に海外ウラン資源

られるように濫礎調査をする︑

力発屠所において実施されている四班蕊
るし︑またその愈欲は評価しうるもので

いい︒当然リスクがあろうが︑

確立の語し合い﹂をかかげ︑JPDRの の態蔑は︑とくに従来の余りにも複雑に

貯えが鳳立った︒JPDR問題を契機に の儒要はすでに確認されている

開発蹴をはかり︑合わせて供給

③民間の海外開発に対しては補

はあるが︑今回もし労組側が良識という

災害一価の目遣方を変凡︑この審

ぶり︒

議に約ニカ月をかけるという慎重

この新しい考え方は︑例えば主
蒸気蟹が破断した揚合に駆故後五
秒で隔離弁が閉鎖しても︑なお放

騒は約百七ゾである︒

審議債討されてきなものである︒

長︑松根磁力鄙会畏︶を設けて

総エネ原子力部会︑核燃料確保で

中間報告まとまる

射線のリークがあると仮定したも

U30︐理影藤が約八ナ通力シ を確保していることは購入者側

る勤務体制を実施した﹂？D R も ︑ 運 転

過ぎた労務上の各種とり決めを︑これを

鉱厭の鵜等等によって供給され

わが麟はウラン資諒確保にあ

の分淑化をはかる必要がある︒

務で処理できる﹂と︑ついにその基本線

理鋸霜側は﹁必要なことはすべて超過勤

三グループを設臆し︑通薦省の原

にとって蒋利な立描をとること

経験の蓄積と管理技術の進歩により︑す

契機として一新しようという考え方に基

の増大に対しては新たに鉱躍を

託る見通しだが︑長期的な罷要

交代の運転体制に移行するのが妥当であ

った原研の評価を高めるために︑強い連

るというものであった︒一方労組側は出

帯関係を筆立して欲しいものだ︒これが

棄京躍力 は か ね て 福 引 脳 双 菓 郡

子力発慰技術顧問会と禽同の審査

通腱欝総合エネルギー調適会の

お原子力部会︵部会長︑松根宗一原

原子力部会提出の核燃料資源確

とくに＝暑炉は︑曽VA1

傑に関する中潤報告の概要はおお

よび二やバーモント・ヤンキー炉

の確保に関する甲羅織告をとり法

と同じ﹁六七庫型﹂という進んだ

薩副会長︶はこのはど核燃料資源

の米G封 社 か ら 導 入 さ れ る 沸 騰 水

る二層炉は ︑ 一 暑 炉 と 同 メ ー カ ー

タイプであり︑炉心設計や安全防

ウラン資源の購要見通しは昭和
六ナ薙まで素積約十万ショ〜ト

して籔燃料八州確保をとり上げ︑

ゾと兇込まれ︑これに対する国

原子力部会の甲に小委員会︵委貫

総エネ灘査会が緊急問題の一つと

握出した︒
一 この甲間職告は︑昨隼七月以来

よそ次のとおりである︒

護設輸に特長をもっているが︑出

とめ︑三月二十五日の総州部会に

艶炉︵低醸 縮 ウ ラ ン ・ 軽 水 減 遠 冷

力が大きいことから︑同審査会の
安全審査では癒大纂故︵冷却材喪

この審査 に あ た っ て は ︑ 問 審 査
会の第ヨ＋ 四 鄙 会 ︵ 部 会 長 ︒ 川 崎

失︑主蒸気管破断︑ガス減翼タン

もつながるからである︒

自己抑止力を失なっていたならは︑ある

力上昇試験の実施などをひかえたJPD をくずさなかった︒

▼

また︑原研に働く者の価値を高める道に

の大照町・双葉町にまたがる地域

を行なった︒

、

いは暴力行為や醜い韓人中働にまで及ん

は十分確保できるものと認め︑同二十一日この雪原子力委員会へ答

炉増設︶に係わる安全挫﹂について審査した結果︑同施設の安全性

月に許可串蹄のあった﹁福勘原子力発蹴所原子炉施設の変更︵二号

は三月十八日︑東京躍力株式会社︵社長木川田一隆茂︶から昨年九

原子力委鼠会の原子炉安全響門籍査会︵会長・向坊隆乗大教授︶

炉心と防護設備に特長

需｛

却︒颪接サ イ ク ル 強 制 循 環 型 ︶ Q

であるが ︑ こ ん ど 同 炉 に 併 設 さ れ

に岡妊初 の 原 子 力 発 蹴 所 を 鰹 設 中

終的な建設許可が近くおりるもようである︒

田︑経理的基礎等について審登したうえ総理大随へ筈串するが︑最

原子力委員会はこの答申をもとに今後︑平涌利用︑副画的出発利

申した︒

憲

従来ともすれは﹁原研は管理面か酬い﹂

■7

Rの勤務体制は︑その内容と質︑発展の

註一一

との批判を受けて来た︒これは原研の理

蹴

展望に払ついて判断されるべき問題であ

曜

でいたのではないかという憂慮を感じさ

団

近く建設許可へ

轍

聞

二

力

原

齢
一

ク破損など︶や仮想雪止に対する

＝＝r＝

繭
粥

正之原研調 査 役 ︶ が 昨 醸 九 月 末 か

…

…

懸

幽
銅

ら原子炉︑ 装 置 プ ラ ン ト ︑ 環 境 の

＝＝＝冒
＝．：＝
＝一＝＝
騨＝＝：
：・＝＝
鯛幣＝輔

二＝＝；＝

∴
…

襯
閑

（2）

第4壌8号
鋪露毬郵便物聴聞

耳
曹

子
丁丁43年4月1日

聞

総

力

原

ｧ霧纒繊鎌暴難鍵一 濾⁝轍
ンド当り二十四・五Qドルから二

を︑三月十一日発表した︒新価艦

十八・五〇ドルへ値上げすること

︸

墾︑︑
r妄

懸

る長期的な必要醗を渦にすための

A旦Cの計画の必要鰍以上の虫取

対策を行なっていない︒しかし︑

は︑申し込み顯に︑供締すること
にしている︒

Nまでに四基着工

アで第酉温覚の原子力海亀所の建

覧陽の他に︑一九六ヒ向から一九

国家箆力漕の訂闘は︑源子力発

墨鵠鰯＝−

の会祉の中

フランス

も安定度の職い蔦雪崩源として

る︒この発魔機は︑安全でしか

ナモとは構造的にも異なってい

には栄臨界実験蔑置の製造経験

造を行なっているが︑これまで

子加速器︑中性子発生装躍の製

され︑主として低エネルギー粒

る︒︵一九六七年の原子力部門

数台の璽源装置が納入されてい

が国には電気試験所︑理研箸に
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⑭

には比較的

利罵できるので︑その応用範醐

鷹︑X線装磁︑テレビ︑レーダ

も実に広い︒例えば静購塗綾袋

日機が大いに活躍しており︑コ

もある︒ここでも圓社の静電発

イツのダルムシュタノトにあ

海外との関係は︑小会社がト

スを挺当しているほか︑イギリ

り︑セールスとアフターサービ

スのエリオノト社︑アメリカの

ジァニー社に製造ライセンスを

をもっているが︑わが圃ではオ

出している︒多くの国に代理店

っている︒

リビエ商会が製品の販売を行な

︵約六億五千四︸臼万円︶︑従業

資本金八酉九十七万フラン

ン圃一

代表的なものとしては︑CE 員数約六百人︒社長ピエール・

いる︒

未臨界実験装置の製造も

．フランス．

静電発電機で活躍

ー︑静電ペイント︑各毬試験検

ンパクトで優れた製品を生んで

売上職は約四薗万フラン︶

中小規撲の
ものが多い

が︑原子力
のみならず︑それぞれの分野で

の世界的

優秀な技術をもっている会社が
嘉事発紅霞

トソブメーカー︑それがこれか

多い︒

テ・アノニメ・デ・マシンス・

ら紹介するSAMES︵ソシエ
エレクトロ・スタティクス目通
称サメス︶社である︒

査綾灘︑点火袋櫨︑粒子加速

同社の設立は一九四七奪で︑

器︑中性子発生妓置

執Φρ鄭

英訳ーウェル研のNIMRO
跨D
OΦQ吋Φ昌Oび一⑩ωc◎喝り舞OΦ

?ｈりＯ①・励μ唄びρ⑩

用インジェクター等がある︒原

ンクロトロン同工袋鷹用羅源︑

RNの二六GEVプロトン・デシ
ラトル氏

発醒機部門︑工業部門︑原子力

子力とは直接関係はないが︑わ

サメス社はこれらの製品を︑

・がそれ

理研究所のノエル・フェリシ教

グルノーブル大学静電気金属物

である︒

鄙門の三瀬門で生産している︒

いる︒

授の発明の工業化に端を発して

静囎発腰椎は︑ウイウムシγ

原子力部門は一九五七館に設立

万ザ︶︑火力発電所には一兆一

対して嫌懇ないし無くしてしま

う︒アレルギーを解消する方法

五藤六十万ザ︶となっている︒

いし二千九百十億リラ︵四徹六千

トラクターズ︵σLG︶杜が撮当

エンジエアーズ︒アンド・コンス

である︒建設は︑ユナイテノド・

窪し︑二毛をここに設置する議蜘

サウスポート市近郊を粕㎏的に越

敷地としては︑南カロライナ州
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耳翼は璽イオン加速器

︵M・一︶

スト超鷹機︵静電起電機︶を発

p＝＝≡蚤二＝＝ 謄一

展させたもので︑いわゆるダイ

六百回顧慰リラ︵四櫃二千四百

ラ︵十五椴四千二酉八十万談︶変

いたいという反癒を超こすのは

は無月の野菜で謡し禽う以外に

リゥム洩れで火炎

ヒンクレイ発電所で

ヒンクレイ︒ポイント艶竃所

原子炉試験場の鴛BR12は︑燃料取替えの新記録

二次側ナトリウム熟交鎚器糸統か

した︒記録は︑一ヵ月に八駅の燃

は︑燃潟敢りμもえの新認鎌を達成

ャンネル隅戚品を魯んだこ白篇十

料蟄素あるいはその他の猷ず炉チ

らのナトリウムのもれにより火災

事故は熱父換器用建物におい

を起こして二月九U停止された︒

て︑きずのある彪インチのハルブ

った︑これ豪での記録は︑バークレ

チャンネルの燃科贈り鋳えをわな

ー原子力発電所が遣成した⁝脚月

きたのは︑このバルブを取り繕え

ている時に︑約五十ガロン以上の

を取綱中に起った︒この火災が起

ナトリウムが系統からもれたため

ウィルファ発篭所胴として︑イ

に面七十七チャンネルであった︒

ングリノシ・エレクトリノク紙に

である︒建物内にいた三人のうち

二人が軽い火傷を負った︒二次納

ステムの簡易化に用いられた︒そ

R﹂○α﹂が︑燃塀装荷機管理シ

の賢いくつかの機械部分や︑運紙

︑

ノク・コントロール装麗の﹁NO

よって開発された改良型固相ロシ

め︑放射能のもれはなかった︒

交換系統には放射能を倉まないた

米力ロライナ電力が
怏 忌三基を発注

ーカロライナ置ヵ会祉︵GP＆

︒グラブヘノドが設雌

ることなく運転罎来るソレノイド

画論炭麟ガス内で趨贈の論油をす

子炉の熱中姓子菓領域内の箔いた

L︶は︑一回の発漢としてはこれ 工程にも蘭易化が轡入された︒欧

までの最筒の原子力発電設備を発

発注先はジェネラル︒エレクト

注した︒

︵筒線輪︶

が燃料の位雌と磯馴の上げドげを

された︒運転上では︑欝気的信場

リノク社で電気出力八○万KW原

子炉三蒸とそれらに付随するター

鼓何機へ送られる︒

示しながらグラブヘソドから野鴨

ビン発電機を信み︑役下資本総額

る︒

は五億ドルに逮する見込みであ
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アルゼンチン

西独が初の海外受注
は六ナ臼後から適胴されるQこの
期口内に︑現在の価格による契約

格は一九論ハニ傘ナ能面ナ三霞以降

は全鄙供給を完了する︒現在の価

的炉である重水炉︵MZFR︑天

建設費は七千万ドル三十万Kw
アルゼンチンの鍛初の原子力発鷹所として︑ジーメンス社の天
適用されてきたが︑この仮上げは
主に︑維持餐とその他原価要素の

霊水は︑本来政尉の計画に洪絵

上昇によるものであるQ

するため建設された︑サバンナ・

リバー爪長の特派の撫設で普通の

済企幽委員会によって承認一され

イタリア経済委が計画を承認
二月二十〜日︑イタリア嫁洗企

設を認め︑さらに︑一九ヒ○鉢豪

礪委員会︵G王PE︶は︑イタリ た︒

AhCにより賀貸される雛水の

水から分離されるQ

墨本料金も同様に︑ポンド漫リニ
ナ八・五Qドルへ値上げされる︒

は五︑五％︶を進水価格へ二二す

矯網まで拡張する副画ももってい

となっている︒この

電所およひ醍亀藤には一兆八百九

千六後⁝一

近ごろよく見掛け︑またきく

むしろ正常の反応である︒

ない︒共通の喬葉が通じるよう

EBR−2がナトする︒

輪鱒

この期問畔の姦しい発電所への壬二二午億リラ︵＋八憶一二一

国家地力庁の発電所から新たに発低二兆閤千七惣六十億リラ︵三十

ザ︶ないし九千二穏十億リラ︵十

十懸リラ︵十ヒ織四千二百四十万
終り謹でに合計二百五十九億九千

変圧プラントには三千二百六十懸

支出経蟹は次のように分けられ四慰七干三孤六十万談︶そして︑
る︒すなわち︑水力発電所には三
三百八十KV線を梗毒することに

十憾リラ︵五偲八千八十 リラ︵五憾二千百山二十万ザ︶な
るプログラムリポートと共に︑凝

のであろうが︑これだけではど

とは核エネルギーをいっている

イタリア囚領電力庁は︑新しい

万KWHに摂する︒

れている︒

覧されるネノト出力はこの一口の口写六千百六十万訓︶と予想さ

画によってリラ︵四十九三五穏六十万バ︶最

十三二KWは火力発電によるもの投資津料は︑量回三兆六百六十徹 書八十万ジ︶ないし九千八十億リ

万KWは水力発電︑護りの一千三

含んでいるが︑このうち二百二十る︒

百三十七力KWの発電所の建設を

万♂︶ないし最低の場含でも二千
でにそれぞれ謬説出力六五万KW 七二年の問に亀気出力含61一千二 より︑その送電糊をヨーロノパ送
の発電所三星の建設胡醐を承認し
た︒

この原子力発電講幽は︑翫力諭
要に対処するため︑さ6には︑一

閲発討脚の一部にあたり︑これ

覧力庁︵ENEL︶による総包的

所に畏資するためのイタリア国銀

九七二年までに必蒙な新しい発塩

熊本料金とは︑A封Cとの賀貸契

るのに使庸される数字である︒ア

約において︑年羅使用料率︵現在

重水価格を四
いるが︑A島Cは凝繍ウランにつ

メリカの鷹水生麓能力は隈られて

いて行なったような︑世界に轟け

ンに転換されたQ

いては︑まず雷菓の翫味を確か

米国原．＋力婁貫会︵A過C︶は ・U・C・P・社で六フノ化ウラ は︑国家電力斤設立羨で要求され

ユーロケミック社の高濃縮ウラン

AE基
C準合致を確認

ム届Cは︑通水の敗死価格をボ

米A E C

ドル値上げ

しても鮫初のものである︒

あるのみならず︑ドイツの会祇と

外において難持する最初のもので

おける落札は︑ジ⁝メンス社が海

特評をえている︒アルゼンチンに

の燃料の製造について・W11社の

る︒また︑轟轟は︑加圧水炉とそ

iダーライヒバソバに建設してい

出力＋万KWの原子力発電所を二

在︑バイエルンベルクAGの羅気

エに建設しており︑さらに︑現

然ウラン・蜀水冷却減速PWR朔が選ばれた︒これは岡政嘱が最 気出力五二KW︶をカールスル⁝
近設躍をきわめたもので︑建設地点はブエノス・アイレス北西の

ス社が︑ドイツ政府の低金利備款

パラナ︒リバーで︑運開は一九七二年と予定されているQ
決定は二月におこなわれたが︑

条件にもとづいている︒発券所の

一九六六年から始まった長期にわ を含む金融描躍を確約したという
たる激しい入札競繁には︑ヨーロ
価格は︑七千ないし七千五蔚万が

といわれているが︑燃料の成型加

ソバ︑カナダ︑アメリカの各メー

カーから︑ 事 主 上 ︑ 現 在 運 帳 中 の
工鰻が︑これに含まれているかど

ても︑アルゼンチンの指定する条

うかは明らかでない︒いつれにし

あらゆる商 業 矯 原 子 炉 の 型 が 提 示

入札は︑ 最 終 的 に ジ ー メ ン ス 祉

されていた︒

の蹴三二力ヨO万KWを着干上回件で︑との串娼も対応する規模の

る炉と︑WH社の努出聖六万 重油火力と発全に競費するものを
ないように悪われる︒

三千KW加圧水炉との閥で争われ提示しなかったことは疑う余地が
た︒しかし な が ら ︑ カ ナ ダ G 逸 社

の玉水冷却・減速CANDU型
アルゼンチンの公式筋は︑シー
用いるので︑外国の艇縮サービス

︵慰気出力三二万五千KW︶も最後メンス祉の原子炉が天然ウランを
まで二日に 残 っ た ︒ 入 札 雀 の ほ と
をうけないですむという点が︑置

ジーメンス社は︑すでに︑多階

たことを強調している︒

針にあたっての空要な要因となっ

んどが︑そ れ ぞ れ の 困 家 の 直 接 の
バノクアノ ブ を う け た Q
アルゼン チ ン 長 講 の 耀 約 の 判 定
に関する正式な認可は︑ジーメン
ユーロケミノク駄に対し︑同祉が
再処理および六フノ化ウランへ転

めてから始めることが大切であ

んな種類の核エネルギーを意味

異なった意味で使われている揚

る︒さもないとせっかくの議論

合は厄介である︒たとえは︑廃

になる︒それでも︑ある

数物といえは原子力関係の入は

しているのか不明である◎

ギ隔拠を

虜分が使った慧味に他の人が理

がから回りをし︑何の結果をも

ろの慧味があることを学ぶよう

簾熱ぐらい便
利でまた大切な
ものはない︒

核燃料腱磯物を考え︑決して無

臼葉がある︒何を表わそうとし

ているのたろうか︒アレルギー

するわけがない︒

にならなけれは共通の考えに達

意味の差異によるもので馴あろ

のアレルゲン︵物質︶に曝露す

とは医学の凝縮であるが︑特殊

れば︑それは知っている譲藥の

してアレルギー反応を示すとす

平和利用の核エネルギーに対

雷藥に﹁核アレルギー﹂という

原器のような核エネルギーに

解してくれるとは限らない︒

糧藥の中には広い範囲にほぼ

ろう︒簸鷹の主婦なら厨芥が窪

昌翼があるか
ら人は他の人に

共通の溜味で便われているもの

ず第一に頭に浮び清撮鼠動車を

生まないことがある︒

自分の意志を伝えることができ

連想することだろう︒漁獲士や

駄な捨てるものとは思わないだ

る︒召集は詣をしたり︑訊んだ

毒味をもって通用しているもの

を

もあるし︑狭い範囲では一定の

ことば

りするのに役立っているだけで

共通の

∩響

麟…

米国ドレスデン発躍所2〜3 号 機 の 建 設 環 場

月にAECへ返却した筒濃細ウラ

換の後︑昨十二月および今璋一

ンは︑すべてAECが定めるスペ
ソクに逝合している旨通法した︒

これは︑ユーロケミソク祉によ
る鍛初の醐濃縮燃料再処理で︑昨

のウランは︑アストラ︵オースト

はない︒語葉がなかったら物那
を考えることができない︒物を

園生 圭輔

共通の考えに達するために
ロ
維

を少なくしょうと藍えるだろ

もあるQ学術用譜などは後者に 置捨人なら何とか捨てる部分
属するもので︑それぞれの字引

うQなかには海に浮ぶ量器の津

言葉ぐらい︑便利で︑大切

に藷粥されている慧味を知って

ることによって獲得された醸受

で︑それでいながb厄介なもの

を思い出して顔をしかめる人も

性の叢叢状態をいい︑同じ物質

はない︒

いて︑そのとおりに使薦さえす

に再曝露したとき異なった反応

山研究所長︶

あるかも知れないQ
識論をする︑討論をする揚戸

を示すことを意味している︒核

︵選者は放鮒線蹉学総

に用いられる重要な犠葉につ

れば閻違いを起こさないです

同じ曇空がいろいろの範囲で

擁
卵華

無の第4四半期に完了したこれら

ユーラトム︶︑カプリ︑メルーシ

考えるのには醤集は不必要のよ
うに思えるかも知れないが︑た
めしにやってみればすぐ分ると

おり紅葉なしには思考ところか
空想さえも浮ぶものではない◎

一方︑羅桀ほど厄介なものは
ない︒誉粟の護わす内容がすべ

同蒔に︑一つの魯粟にもいろい

80

70

って多くの穫類の露菓を知ると むQ

からであるQ人は成長するに従

ての人について同じではない
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リア︶︑BR2およびペソテン︵

ン︑オシリス︑ペガース︑シロエ
およびトリトン︵以上フランス︶

ダイドi︵ドイツ︶およびR2
︵スウェーデン︶の各研究炉の燃
料に使用されてきんもので︑アル
︑︑︑ニウムと合金された九〇一九三

％濃縮ウラン四トン以上に達する
ものであった︒

照射済み燃料の再処理によって

ン・クルマンが大株主であるs

得られる硝酸ウラニルは︑ユ；ヂ

｝

一

『

丁…

昭和43年4月望臼
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子
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聞

学

プ
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原

原子力
委員会

関する日米研究協力を舷進ずる︒

ノブ試験を竹なう︒豪た安全性に

の安全実証のための穴型モノクァ

にも安賦する︒なお原研は懸水炉

試験研死機関専で行なうが︑民間

全辞断に闘する研究を原研や国立

に麗す．筍研究闘箕全茎灘および安

関する研此をhなう︒▽女全一鑑

知識普及の体制も整備
原子力婆員会は富盛ニナ一日︑昭和四十二年展の﹁原子刀闘二階濯星本溺幽﹂︵案︶を決定した︒
この竹本計画はざきに決定した照灘四十三年展二子力関係予算︵政門口︶総額約二頁六億八千万円の
使途を44体的に定めたもので︑これによると今年展は︑昨年四月に成った﹁長捌61画﹂の第二年闘と

でプルトニウム利用に関す声Φ研究

描設嬢融融に関して所要の諸島を
る︒③輸惑谷踏の設謡昆雌設だの
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︑二晦十分 われわれとしては繭策運転に聞し

体の製舷︑分聡
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Tは早ければ軍年五一六月頃︑遅 米国のものが鼠何されているの

見趨しについて聞きたい︶ NP る朗につくられた炉で︑請判は
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し︑コバトルbO大高嵐の主聴単鍼 る︒曲囚囚に40ける核舞納サイク
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か︑核撚田富．よ購莱の蝿打化等に

対する女全盈鵡の倹討僧強めるほ

①国内探鉱を雌めΦはか︑艘縮ウ
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ど四ナ学協会は米たる四月ニナ四

解構
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す．㊧よつに説酎謝ることはノルウ
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献しており︑NPT災現のためにスにとっても困ることた︒だから

添はこれまで保称措猷について貝 思うか︶

るので︑大へん撚る︒この点どう

ェー独自ではやりにくい︒むしろ
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系の多照化をその安金性を損う
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ランダース氏

長期計画を強ヵ 推 進
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研究開発を行なうが︑これと並
放射線魔轡防止研究や環境放吟能
に麗する研究も竹なうが︑とくに
後者については︑放医研の臨擁実

に関する研究瞬発11原船幅業団が 験揚を中心に関係機関が協力して

め照射試験も竹なう︒▽猷子力船

ニウム燃得の加工技術の開発を進

を危めるが︑動燃箏業離はプルト

ループ︑コンポーネント・テス

行して詩型臨界笑験装置犬型黙

この﹁酷本誹画﹂案は寵く総理大后へ報篶のうえ︑正式決定される︒
昭湘四十．一 難度網子力開発利用
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一︑研究開発の推進▽盤砒酬

﹀薩来型炉瞭の研究開発譲国麗化

究11図研や国立試験研號機関が天 ト・ループ町の建設を行なう︒

学の研究と 緊 密 な 連 携 の も と に 底

子炉や核燃料壕の設訓・製造技術
の建設や粟紺員の獲成訓融を行な

︑五時ナ五分から

増殖炉およ び 新 型 紙 換 炉 は ︑ 鵬 力

の開発︑実証および安全性に隔す
う︒康た改良型船舶用炉の解析と

を進めており︑ささに質なった論クトルの測定

姫開発払本 方 動 お よ び 絹 本 菌 麟 に

る研究を助成する︒また材桝試験
評価に介する研究を関連請機関で

放射性物質の海中における演勤お

叢づき︑勤 燃 勝 業 団 磨 叩 心 に 酬 究

炉の定協運転を粥訂するととも
行なつ︒▽放射線利用に関する研

今年歴後半に船体を起工するほ

開允を進める︒とくに禽累増舶炉

に︑これに側帯するホソト・ラボ

なうとともに︑日仏︑日米研究協

究開発H原研で中間規襖試験を行

のための研究開発は訟として民闘

は実験炉の詳細設謝および原型炉

ラトリー等の施設の整備を行な

めるQ▽動 力 炉 の 研 箆 開 発 腱 島 遮

の予傭舗賞を進め︑姫物理実験や

う︒▽核燃料に関する研究開発

第二日︵四月二十五日︶午蘭

研究開元を行なう︒これと自行し

ナトリウム工学掲よび女全性鴬の

てα17ケープ︑ナトリウム・ル 社猷研は燃料の照射試験を主体と
⊥フ箸の建設を迄め︑またプルト

阻憲懲

開発することこそアメリカに課

在いろいろな眺醐に拡がって副

は︑特定総含研究として効率的に

は何が侮でも門葉の優位を維持

せられた隅隅であるとして︑蜜

翻設備を甲央匿域に集中し︑算

した研究を行なうほか︑動燃二業

船の開発︑運営にたつさわる多

しなければな6ない︒狡術的に

全性の羅探と経済性の向上に嚢

出羅をもつ機器および域子蔑雌

団と協力して乾式再処理の茎礎的

くの人々は一様に次のような考

法た経済性において︑一般藺船

剣な研究と劣力を就けている様

ニウム燃料隔発試験施設の増設を

えを支持しているQ

と十分競争できる原子力船の実

突施する︒▽核融合に関する研究

すなわち︑独子力船に闘する

研究を逗め︑さらにセラミノク燃

広く内外の語沿を訪門して運航

行なう︒新 型 輪 換 炉 は ︑ 八 型 炉 の

実績を積み︑鳳子力の船舶推進

子がうかがえるQ

安全のための構危が念入りで複

乗組員も在来船

建造黄も高く︑

的な集申の研究なども行ない︑

御コンソールへの禽埋嗣︑機能

アメリカの開発意欲にふれる一

安全対策︑話

雑︵防識構造︑

を一個晒に集めることや︑通儒
川化を最初に蕉成できるか否か

力船の開発を昌差す旨々に対

し︑技術上の貴重な指劃と蟹全

に関する多くの参囑実側を提供
するなど︑原子船儲漿に果たし

に対する鰹立懸船大学での教青

訓練も︑航海士︑機関土に岡一

山回を61っている︒他方梨組員

を多数配発しているが︑原子力

にない職能群を設けており︑

として内外に多くの問題をかか

の改変に備えるなど︑サバンナ

内密の教脅を実施して迦航組織

特に為能なメインテナンス要員
上の不利を発服して桑維員をは

の合理化︑乗狙員の潮識は間業

船における設計の簡素化︑作業

罠挙々山導家群のはたがしら

る︑というものである︒

じめ運航闘係者の努力と工夫に

えているアメリカは︑現在平和

的訳業運航を行って︑功用貨物

昨無七月置特に福かれてサバ

陶閲発については極力財政支出

と熱傭は並々ならぬものがあっ

号の運航を通じて特来への悪難

飴としては不紬i不経済な設讃

ンナ暦の野離海域就航の途次圓

より︑予想を上圃わる笑績を緊

であり︑五年余にわたる運航経

能率の同上のための璽要な譲題

てきた菜績は耀く譲価すへきで

船に便乗し︑豪た十一月にはア

を手控えており︑原子力船の将

︵源船那業曝北川次郎︶

た︒

来に対する大躍進謝剛は貝体的

験によって得た知識をもとにし

進歩について世界をリードし続

には明確にされていない︒しか

て︑例えば︑謝袋関係では制御

げつつ︑経験の秘璽ねと技術の

けている︒海運において造船技

し瞬に述べたような考え方から

て原子刀舳華麗の異状に触れ︑

蒙た親しくサバンナ・プロジェ

術においてアメリカはこれ豪で

メリカ東岸警部の︸部に参加し

ある︒

ζ

﹁サバンナ号畿

にその後アメリカを追って鳳子

は︑祖國アメリカが名実共に強

アメリカは世界にさきがけて

＼

限りアメリカはこれ謹で開拓者

H限研︑理研︑腰試が穴学との密

／

醜い
的役馴を男敢に果たして果たQ

料の日米研究協力を進める︒ま

蹄響駄湘脚

やΨアv
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への利用につき︑その安全性と

鑑二次式計研究に麿手する︒家た

給い

信頼性を幕無に実署した︒さら

鳳子力船サバンナ暑を建造し︑

フ
大な年越鋤になるための鍵であ

擬な連携のもとに感温プラズマに

1三灘ξ璽熱熱
ンスのNPT調印拒否
そして現出サバンナ号は試験

た︑原研と動燃灘業団の共同研究

日仏協力にも障害に
@……
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の間で活発な議論が交わされた︒

ては制度化する︒これまでは三十

その結果﹁裳引きつぎ時閥につい

詑長︑杉琿夫策海支部執行委員
JPDRの運転体制をめぐる原

出温した︒この田の団交は三月六

長︑小寺敏葵同割認羅ほか六人が

いたが︑これからは噛引きつぎの

の十五分闘は休懇時間に繰り入れ

うノブ階闘は十五分間とし︑残り

オリティの設足︑③劔二項にもと

に対する研究炉の選択︑②プライ

●

糧

黛

一叢

籍ノト蝋ノ穿・

灘

欝．繍

獣

ALLEGROは、5500もの粂件式を含むような大規模な

査察を聴け入れるへまたとは思う

交渉で了解点に達し︑所側は二十

研労使の対立は三月十九獅の団体

原研︑日ック

分間の引きつぎ時間が認められて

るのが現状では最も懲果的であ

DRの門を開いた︒

監︑翌二十二臼午熱八時からJP

一日ロノクアウト解除を労紐に通 日につづく団交で︑三回にわたっ

が︑大国以外の国の施設を査察す

現行の査察制度は一国の商設的

ると思う︒

活動を阻書していないと思う︒詳

ること﹂に含悪が成立した︒した

アウトを解除
て行なわれ︑十九日午後八蒔二十

三月十九日の団交には︑全集か

ら樋瀬熊彦労獅抵当拳蟹︑古畑仁

でこの制度化については具体的に

がって︑今後労使双方の事務折衝

要求しない︒豪た査祭は自動化に

分終了した︒団交の焦点は労組要

細の情報︑特訂︑商業機密などは

徳人事部長︑月田七雄労務課艮ほ

の時間﹂の取扱いをめぐって労使

求の五項圏のうちの﹁薩引きつぎ

することが里ましい︒

か五
NPTでは︑王AEAの保障
措人︑労組側から中央執行委員

てIAEAと側別に協定を結ぶま

熟つめられることになった︒

羅制股はNPTを結んだ国が改め会の松本巌翻委貫長︑角田道生盤

二†二日午後砂防会館で凹いた︒

長・柳下理駆︶の第︸回会合を︑

にも乗りだす予定だった

ずく運転轡麗方式と旛四百備︑④

﹄■國彫

線型計画法ALLEGROρPHELiE，8MしP・

メしをの

﹄

原産・核
防委員会
κ︑砕戸︑ジ

れば新手の五一十ヵ眠が核保衡国
になり︑永逮に核兵器の放藁は不

も急がれるのは距大国の核軍縮よ

可能となるだろう︒したがって最

りも︑N船Pの成立である︒
なぜ査祭が必要かは︑原子力は
軍購利用と平和利用の区別がしに
くいからた︒商分自身に製造の意

カナダ

リオ︑アルゴム社︑デ

岡原子力都核燃料課副畏︑坂上筥

項の取扱い方法を審議した︒

税明があり︑理華畏かぢの脳聞審

が︑住友グループの体蘭

が

職

鍵鷹

GPSS

一ションSMSCRIPT，

準準羅慧馨慧羅
報告を理事会へ答申
べき仕離は二つあるが︑一つは現

縮効果はほとんどない︒当面やる

核防問題でランダース氏と懇談
晴から電力懇話

日本原子力腫業会議の核拡散防止問題外別委員会︵委員長・清
成虫聞燃事疑団副理事長︶は三月二十一日牛後
では謡講でないので︑もし自国に

電力会社︑アトミノクヤンキー羅

・エジソン社︑フィラデルフィア

社︑米国AEG︑コモンウエルス年慶連転計翻について原研側から

この田は四研究炉の現状および来

ニソン・マインズ社など︒

志がなくとも︑棲兵器生騰の方向

﹁檸孤散防止条約︵NPT︶草案に対す

在の核荷圃からの働威を除くこ

会で 第 ヒ 回 会 食 を 開 ま ︑

一行の目的は︑これからの問題
である核燃料の癒換︑濃縮︑輸送
などの契約に関する予備的調査お

アライドケミカル

アメリカ

とって不利である粂項があれば︑

四竃を︑米国︑カナダに約一カ月

に向う可能性がある︒しかし︑査

有利な条件でNPTに参加される

他国と同じ粒調を主張すべきだ︒

士男爵原子力開発研究藤副主査ら

ζ︑他の一つは現在持っていない

察は一口でいえは︑各国の原子力

は︑三月二十一日︑ノルウェー原

︹関連記泰四面に﹈

が核の仲間入りするだろう囲から
開発の方向たけを全体的に査察す

る斜脚﹂報告欝をとりまとめたu
の渤威を除くことである︒個人的

この報儀轡の内容はさる二月二

こまかな黒ではいろいろと問題

悶派巡した︒

十六日に原麗が政雇へ﹁NPT草子力委員長G・ランダース氏と約 には今後五二閲︑完全駆総は不可
て米ソなどの平霜濃緑施設を査聾

るのにすぎない︒現笑の問題とし

桾ｷにわたり︑NPτ問題につ

ようにおすすめしたいQ

能と思う︒これは過蓋ニや年の歴

案に対する慧見﹂として幾凹した

もあろうが︑大筋としてはまずN

一陣週︑3は四十一週︑4は蕪士二

﹂温R−1は七月までは研修に
力会社のほか︑燃料関係業者な
ど︒豪たできればA駕Gの濃口工 使うが以後は休止︑JRR−2は
場も視祭したい意同である︒

が︑JR民2の水ループ緻去︑3

週の共同利用誤謬を謝生している

つ﹁四研究炉の荷効利湘をはかる

R︑JPD民との男運を誇慮しつ

諮閾溺項は︑近く臨界のJMT

干の施設変霞も予麿されている︒

の放射線化学用ループ据付など若

問先は次の．魁り︒

謡︸回研究利用委開く
R1−4︶の便用圏酌和よぴ利里機関﹁研究炉利用委墳会﹂︵委員

原研では︑四塾の研究惣︵JR の基本肇項についての理謬擾諮問

原研︑

四研究炉の利用検討

よび︑米国電力会社などの核燃料

するのは大がかりで︑多額の費閥

PTを憂け入れ︑締約国がこれか 管理に関する調査などであるQ訪

史からの据測である︒現在︑米ソ

ら検討を重ねていけばいい︒

いて懇談会を開いた︒氏は現在I

除くことにはならない︒巨大国も

を要する︒しかも糠の脅威をとり

ときの間題京①平和利用における

研究の権利︑②IAEAによるA
保EAの保際措置に関するランダ
は核戦力で均衡三目を保ってお
ース委員会委貴畏をつとめ︑過去
う︒したがって︑現在の核兵器を

ねる︒極端に醤つと︑現在の世界

今すぐ全廃することには賛成しか

米︑加に核燃料管理で

東電︑調査員を派遣

り︑しばらくは安定していると思

障措齪の通用︑③条約の有勅 期

の私の閣員会でも︑臼本の代表が

難ずランダース氏は﹁IAEA

七年間この傭事に携さわっている

て︑闘特別倭綴会が昨年八月に設

間︑④核保有国軍縮捜務につ い

鷹されて以来検討を重ねてまた結

めてくれ非常に有効であった◎他

振動齪篇睡謬醍醐熊瀦蝉騒罷獣囑翻鮨

っと危険な事態が予想されるから

に核細々がなければ︑かえっても

の国も臼本のようにやってほしい

果をNPT昂絵藩案が国連総会に 一番建設的で︑組織的に討論を進
送伺された段階で中悶的にとり求

と思っている﹂と述へ︑NPTに

整備で加工都門は住友電

将来必饗とする研究炉の四項につ

ため︑利網綱要を把握して①利用

工へ︑転換都門は住友金

ーーIl匹昌ひOD◎R§臼◎AVIIIII

いて大綱を示す﹂を求めている︒

化学工業へ移管され︑こ

の間口︑住友原子力工業

は原予力業務のとりまと

なった︒

めと窓口が主輪な任務に

た▼最近まとまった総エネ原子

稀な海外ウラン蟹源開発の事業

発にのりたす︒わが国初の大規

輝舗

宝塚放射線研究所は鉦友

属鉱山へ移された︒また
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動力炉開発に協力
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であるQしかし︑このまま放残す

とめたものてある︒したがって︑

一九四五奪以来︑国連では核抑

うに語った〇

対しては側人的見解として次のよ

影拡散防比問題輪別委貞会は︑こ
の報㌫書を繊麗理事会に答申する
が︑同優員会の国的はこれで一応
達成された︒

ら︑その努力がなされてきた︒現

止のてだてが必要との強い要請か

ノルウェー原子力職員長のランダ
在の部分核厚は︑世界の人々が抱

また澗特別委員会の会畠の後︑

ース氏と懇織した︒

を除く上から︑ある秤度成功をお

NPT成立が先決 いていたフォール・アウトの不安
ランダース氏語る

二領域臨界実験に取りくむ
造を浦費雛工と明醗倉に発注して

いまわが国涼子力発電

鷺力業界

．︑︑灘難馬

繍．
鰍驚霞

︑懇欝

算をうけたまわっております。

制御棒i、燃焼などの漸算コ己ド。メッシュは25×25×12
まで拡張され、オフセンタ計算も可能です。

さめている︒が︑これは核兵器を

た︒ところが︑最近︑同グループ

いる︒これは動燃との契約で︑新

ン費源の確保は

力部会の中間報皆も﹁海外ウラ

としても積極的に民間事業に対

沸騰水型獺郷の3次元1組モデルで出力密慶、ボイド、

原麗︒撒拡散防止問題特別婁員

粘磐線の東海駅から北西約二♂

内の蕩編成で︑住友原子力工業の

が幌水炉の攻勢によって

いる現在︑住友グループ

押し進められようとして

中心に民闘で進めるへきた︒国

は米国のGE︑WHと結

ている▽たしかに︑ウ︐ランの

し助成策をはかること﹂と述べ

差合︑石油とちがって︑最終需

要者は電力業者にかぎられてく

下において︑わが国の新型炉開発

3次元燃焼計算：F仏Rε㌧、

一〜

大きく阻瓦できるものでなく︑駆

醗︑国道六三線と除研道路が交わ

型転換炉の設訓に役立てようとい

のまん中をくりぬき︑約O・八三

うもの︒現在の軽水臨界実験難壁

角のアルミ製のタンクを据え付け

立揚は非常に微妙なものとなり︑

だけに︑今回の研究受配は︑佳友

その寒き行きが心配されている折

東海研究駈にパノと明るい墾気を

の菓海研究所がある︒この敷地は
総面積約十山ハ万平方踏︒ちょうど

るあたりに︑住友原子力工業株︶

まん中の当りにこじんまりした研

て電水領城をつくり︑その重水の

びついた東芝︑日立︑三爽などと

かもし出した︒一騎清俊函長をは

駒をぜひやりたいと積極的な慧欲

究棟が建っている︒将来転換工揚

中に九本のクラスタ燃料︵一・五

ちがって︑その前途に厳しいも

じめ若い研究者なちは懲欲的な構

をみせている︒﹁いま︑この二領

が建設されるという敷地は︑疑れ

のがある︒しかし︑今︑大きく歩

％濃縮ウランを使う︶を配置し

域妻室実駈をいかにして国塚のた

えた︒

て︑外側の軽水領城と組み合わび

ル・プロジェクトに︑縁の下の力

みっつある勤力炉開発のナショナ

草におおわれている︒

ここの軽水三界実験装置は︑便

います︒研要員のチームワークも

めに役立てるか大いに張り切って

動燃事業団から受託

ーターを褥ようというもの︒今回

た二領域臨界実験で︑いろんなデ

山

る︒だが︑これ窪でに躍力業界

の仕雛にかけたためしはな

が︑リスクのつき豪と︑う

三人︑うち六人置研究員という︒

ら︑各グループにある施設が効率

が効率的に︑着実にすすむ上か

力することは意義深い︒国際競蟻

これから必要に応じて増員される

て日本では︑感力が国際石油資

んなものかを示している︒やが

い▼それだけに今回の動きは︑

師

計画であるが︑僅友原子力工業醜

的に使われることを期待しつつ︑

思わせるほどた︒

本を押えるのではないかとさえ

羅力業界の原子力への憎懲がど

営の施設がこの東海研究所のみと

︻写爽は軽水臨界量験田畠︼

︵M・1︶

帰途についた︒
住友原子力工業は燃料黒鍬鱗業

はいささかさびしい︒

在︑東海研究所の人員はわずか十

持ちとして︑ここ東海研究所が協

友グループの藍本電気︑浦賀重工

子力工業はさらに動燃事業団が計

至極いい﹂と併置所長は語る︒現

安藤殿気︑明鷹愈︑住友躍工︑臼建

③共鳴捕獲比︑④高速核分裂比︑

の実験では︑①臨界量︑②転喚比

最近︑住友原子力工業は︑動辮

つくったもので︑民閥では日立︑

設計工勝︑大林組が総力を集めて

琳業団から薪型紙拠炉開発のため
の二領域蜘界実験の研究を受託︒

次の研究にも意欲

布などを測定する︒

東芝︑につづく三番圏のものQ建 ⑤セル内中性子︑⑥中性子温度分

年九月一日臨界に達した︒出力は

設費は総額約三態閥千鞘口︑一昨

いよ六月ごろから本格的な研究に

経水臨界実験装躍を改造し︑いよ

取り組むため︑園下︑酒々と体制

画中のプルトニウム燃料による尖

この謡講実験が終ると︑住友原
い豪住友原子力工業は二領域臨

欝㍑︒

瞥備中だ︒住友グループの乗合︑

重遊機那門が弱く︑炉関係の億事

て︑粟り撮すことが期待さ23てい 界実験のために臨界実験袋罎の改

よりも︑核燃料荒業メーカーとし

囚以上は愚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Pグラムのいくつかの例です。
麗このような欝鐸や解析は、（：DC 3600センタで委託計

糞懸

政冶、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
などに最適な一般性のある汎罵シミュレータです。

液体減速炉の単位セル反応度および燃焼の翫算謙一ドで
圧力容器型炉で4群、圧力雛型炉で5群を用い、さちに
コスト計算やP麗S了Oなどの入力作成も可能です。

問題も短時間で解き、計鱗結果の利用も容易です。

嬉

シミュレ

夢や

セル燃焼計算納軸SβLAH−2

團CDC 3600センタは、多数のi整備された原子力
コードの他に応用コードとしてLP（線型計画法）
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経営計頭など各種の最適計算に利用できますgとくに

㍉駆

濃

欝濫騨

クトル誹算まで、あちゆる体系をとり扱えます。

命をうけたまわっております。

欄
騰蝋糧
螺

勲爵響

2次元多数組拡散CANDID⑳

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、高速炉の解析から熱中性子スペ

籔螂

P獣τ（τ猟E／COST），B酬Dなどがあり、計鉾のご用

ぜ

豊富な原子カコードの例をご紹介します。

ロ

会︵婁貫長清成動燃副岬総懸︶

核防特別委の席上ランダース氏㊨と懇談する委鼠諸氏

獅鵬題

も
皆様の計算センタとしてご利用下さい
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新
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一

からは原子力産業五グループから

ご大洗地区に︑昭和四土二年度発

JMγR炉心部︼
に決定した︒

発注と建設
原研で奨めた概愈設計作業は︑
海外禰査や君影のコンサルタント

ご
ノ

い︑四†年一刀三十日に見出仕轍

澄と兄墳謹とが原研に提出され

五グループの昆償血温は楓研予

た︒

算をかなり趨過していたが︑数次
にわたる折禽の結果︑原研予算枠

噸雛

煽研との聞には漣絡新講︵業

議の指揮を取った︒

の代ム者を派遣し堀地における作

降は試験無漏を讃け︑各グループ

では建六事溺瞬︑総台機権誠験以

にした︒素た現地には︑据付段階

鵡盤をはかり︑責任の所圧を明確

会を設けて︑貰グループ闘の連絡

にその下に技術畿員会と業務委員

臨界実験をまつ4MTR制御窒

ープの晶帯貞距ということとし︑

三紋蔀長と契約課長で構威︑三月

JM？Rの黙認方式は︑署グル勝︑技術の肉委員長︑原研材料試

た︒

月三十﹇口に正式調印が行なわれ

のNUS祉のコメントなどを取り内に収めることができ︑四十年三
入れ︑数次の修正を加えて三十九

嫌二月に最終仕様凝として完成
し︑線子力詩業五グループに提示

機

年七月に︑隙子力袋員会を始めと

磁々濡議され紀が︑結局︑三十九

せ︵担漫者閥︑通算§二九画︶︑

その特性試験

とができたδ

通り三刀架の臨界試験を浬えるこ

トラブルもなく進行︑嶺初の予定

た︒このため工箏はあまり大きな

いるQJRR13の揚含は︑催
メし
ーて工程の円看な逗hをはかっ
カーは分摩しκ各機器については

手でこれかhなのれた︒

し︑各グループの貴伍者により構

成された箏曲褒員会を讃け︑さ6

験︑零禺力試験︑出力上昇試験︑

最終馬験の四ステノブに分けて行

︑

エネルギー闘崩の総合雑誌が

エネルギ

日本工栄新聞社より発刊され
た︒創団のことはに

いえよう︒

本号は創刊号にふさわしく︑
総合エネルギー政熱に望むと召

なわれることになっている︒今圓

服しを臨けた後︑試用携間として

試験の習熟をはかる︒試用磯間の

の運転を行ない︑炉の運転と照射

照艇副劇は除研に設けられた層料

十二月か6鮒一年間︑八サイクル

日から二十日まで婆出力麟験が行

試験炉運惣蛮懸盤の不に設けられ

行なう特轍試験は最初のニステノ

なわれる︒出力上昇試験と鮫終試

た和用小難員会︵垂縦長︑三晶艮

ブで︑三月中に臨巴町験︑四刀一

臨罪および零出力誠験は︑原子炉

験は本年七月以降に実施される︒

幻滅炉心︵辮料本数十二本︑臨界

されるキャブセル数は︑燃料関係

実施す．勺ことになってい．紬︒抽入

圧力谷器の上部を開放し︑水を張 績虫大教授︶で鼠案され︑必婆な
った状態で︑炉心に燃料を装荷し 試料を翻係機関か6提供をうけて

未溺︶︑最小臨界炉心︵燃料本数

二五︑材纏関係瓢八︑R工欝欝九

である︒試用期聞の照射はもっぱ

十五一十六本︑最別の凹凹に議す

ているが︑影戯な晶君の提供をう

ら原綱樹の狡傭の習得を日附にし

る︶︒初期塑心β︵燃料本数二十
二本︑この炉心で箒出力︑出力上

黹t℃れ臨⁝界吐撫勢恕汀い︑回田脚蔵閉

昇︑最終試験を行う︶について︑

力す

けることでもあり︑極力︑為用な

照嚇データが得られるよう

試用期間終了後は︑窃糾の照射

の僚止余裕︵シヤツトダウンマー

の伜止頻魁︵ワンスタノクロノド

の運転経費は年継継や七難円を聾

を行う父用勘閥になる︒3Mり華R

ることになっている︒

マーシン︶︑余刺反応展など炉の

シン︶︑制側摩が一本抜けた賜倉

各趣特帆楓を測定し︑炉の安全性

し︑機械灼に鳳雛を耐騎す戸勾と︑

が強く鞍望されており︑料金体系

の当初からての軽蹟簸を取・︑oこと

者の繋求を聞いて︑必要な照射綾

ではこの線に沿って満足な照射サ

ービスを搬碕内外の夷験希望者に

の慨立にっとめている︒

影

提供できるよう︑その組織と体制

︐

須

門

部

Uo

くO一

A5判︑一
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醸
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門 門
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化

門

タ

部

学． 械

．炭

O

金銅

属

M13Rの撫嚇料金については甜剛

その料金は非難に高叡になる︒J

を碓譲する︒

七月以瞬行われる出力上鼻試験

放し︑一次冷却水の辻力︑流量な

については嶽研と賑耳芝庁の閥て

では︑猷子炉圧力答撫の上盗を開

各出力で欝欝に窟格出力を出させ

どを所定の値にした状態で︑騨の

折働が進められている︒

JMT民は瀬射の血只としての

ることを碓還し︑最終試験では︑

定絡出力五十MWで績蒐欝時間の

の性彪を橘足しているかとっかが

Rを雛理す勾塚研の材嚇試験阻隔

生出設備といえるりそしてJMT

運転を行い︑JMτRが十分所朋原子炉であり︑照射用の中性子の
確認される︒

運転に必要な入溝と機材を提供す

後試験を実施し︑そのデータを報

置壷再議し︑これを賊射し︑照尉

の禍を鍵供了筍たけでなく︑実直

は︑JMTRを運癒して隼に照射

ある鳳研を規制する法の関係もあ

告盤として提出す．勺ところ豪での

きに原麓のJMTR刺用懇談会か

JMTR糾用については︑先

一切の業務を実験葺に代って実施

り︑尋者︸依の協力体制で行なわ

す．Φことレ碧二期としているQ

れる︒

運転計画

︵﹂・珂︶

る︒本誌の発展を期待したい︒

ることによっているからであ

礎条件をかにちっくるものであ

ギー掃裳が︑国民経済全般の盤

二・一侶になろうとするエネル

までに二︒八価︑次の十庫でも

る繁い・昭和三十無から國十年

ることは︑たんなる偶然ではあ

もこれとその口的卒二にしてい

が︑この新しい山行物のねらい

中での独子力をとり上げていた

．O問嵐の端緒かひらかれてい でなく︑広く工不ルギー全般の
．如︒たんに閲慰提示てはなく︑

おのわのがそれぞ抗ある種の解
する木川田一晩氏の識脱にはじ

答を示しているのは︑灘斎に各

ー問題は証済界・証業界はもと

広く総合的に展望

した年次大会でも︑原子力のみ

悪子力脆欝金識が先ごろ開催

よっているからであろうQ

方面の錦〜人雀を得たことにも

⁝書評．月刊エネルギー﹂鷺
策︑二十年後のエネルギーにつ

減り︑石油の問惣︑原子力政

いての座談会等︑現在悶題とな
り票た将来にわたって展開され

︑

書画に︑九月にメーカーから引き

JMTRの郊年四月以隣の運転
らも蟹望潜が出されており︑厭研

内古閑NAlG響勝を工員長とJMτRの特性試験は︑臨界試と利用体制

五グループは﹂躍ΦRのために

ることになっているが︑設麗者で

同じ共陶受注の国齢﹂号炉︵JR 現掃工桜会議︵通算﹇二〇回︶︑
養性試験は︑五グループの手で
R−3︶の揚合とかなり翼なって その他︵占算一二〇繍︶螢随時開 行われる建物で︑原研からは通雲

ら隙研に引き覆すということで︑

JMTRの発注方式については
熟出力五†醗Wで酉時閥運転のの 末で地算五十三回︶︑技術招ち含

された︒

ひ噛機曝鞠穐

繍翻藩趨

より︑あらゆる舞人に深く閥係
をもつ芸大関心事となっている
が︑ひるがえって︑この複雑・
多岐な問題を総合的に捌握し︑

と述べている︒本蕗がこれを国
ざしたことは時宜を得たものと

機

門

融瓢1
一

刃

郎

一

良

原

ー

磁

な

︑

委員会は乙二藍七束大名営教授を

を讃け︑わが国に設磁すへき材料

部会罠とする材科試験炉魯門部会

試験炉の規雛︑引照の方針︑糖理
体制など覚器磯することとした︒

この専門部会はヨ十六集十月に

田には鮫終報土欝を捉繊し︑わが

二間報告を︑三十七年四月ニナ七

国に︑誠零すへき拠聯試験炉の構想

する関係冨庁︑原藍︑腺子力睦業

五グル←ノの協同無上で国薩で建

弊主脳部の了解と鰯力のもとに︑

担当部分について設訓見償を務な

ホ誼dを星にし︑五グループが各

二十一日に完成し︑さらにこの猛

この艦本戚副は三ナ九年十一月

翻即した︒

となって︑JMqじ封の払本読剖を あり︑総合機能試験以降は猷研の

AlGとU立とが正劇の翰礁会祉り︑総記取まとめの責任は駄研に

設す．筍という万言が裁定され︑N 性肥保証するか︑裾付ぬたしであ

︵熱出力五十MW︑量水譲編ウラ
ン型︶を明確にし︑四十ないし四
十一年に座転を詩型することを閉
樫に︑伺斜雨避別の建設に着半す

の線に沿って︑すみやかに諸般雌

るという原子力闘発利用長鶏計画

備を追めることが望ましいと谷申
した︒

一方獄酬では︑それまで原子炉
物理部で材罫試験炉の莚礎的な調

試験炉特別硯究会が設けられて︑

の外来研究員の応援を静て︑原子

成を国途として︑三十九球度より

春

船︑鴨・
・鷲

≒甲

闘い

蟻

開発の弟二世代のプロジェクトと

いえよっ︒第一世代のプロジ ェ

クトは︑JRR11︑2︑3︑
4︑JPD総︑騒騒発電炉 な ど の
建設であり︑最近︑ナシコナルブ
ロジェクトとして取りあげられ︑

大きな轍鮒をかけられている新型
転鎚炉と高速増勉炉の開発は︑第
三髄脳のプロシ皿クトである︒

第二邑 代 の プ ロ シ ェ ク ト と し て

は︑JMTRの建設の他に 半 均 質
炉や国滋藤力炉の開発︑原子力船
の建造などがとりあげられたが︑

この聴網は塚子力開発スローダウ

末

ンの時代といわれ︑それを反映し
て︑これらは何れも計團段階で消
滅したり︑進∬がスローダウンし
てし譲った︒

｝て

塑囎期

嚢馨購

査が行なわれているにすぎなかっ
一！ーン7一うクンづ多！一多多⁝ン！ーノノーシノ4孝ン！一7づノづ
たが︑三十五年五月一一釜を狛足

材料試験炉についての腫蟻翼の要

させ本幡陶な調丘を開始し︑十月

望磐とり法とめ︑八月には日本電

四臼︑さきの韓門部会の答酬に基

原子刀智謀会は三十八年八月十

めた︒

して︑44科試験炉の心念談讃坐進

力倭員会の専門鄙会の蕃議と併行

JMTRはこの甲にあって ︑ 源
研の動力と五グループの協力で︑

当初の予足ど初り臨界を超えるこ

日本の 原 子 力 開 発 は い よ い よ 本

ととなった︒

箔的な国主開琵の時代を迎えよう

としているが︑その有力な開発の

機工業会とともに︑材料試験屑原
子炉設雌に卜する要艶出を通雌省

道貝とな る J M T R が 光 脳 するこ

謹た材料試験炉特別研究会は︑

に提出している︒

JMTRの沿革

各分野の二心にこたえうる性

﹂鍛TR矩設を嬰墾する珂はか ナ雪月に調査報告書を出し︑熱出 き︑J雑m⊥Rの誠躍について︑湿
盗を抽つた定期刊行物は︑わ
力一二五MWの材得訟験炉を三十 力 五 † 鍛 W の J M T R を 猷 研 の 手
が国では蒙κその例をみない
九葎までに建設することを原子力

なり早く か ら の も の で ︑ 昭 和 三 ＋

㎎年六月には︑原薩の腺子動力委

委鼓会等に要望した〇

斌都…τfk田区丸の1メま2の8
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②臨界宏

．

原子力婁員会
は三月二十九日

第一回体覇気の会場

ﾄは︑①原勇養会︑三法人

マ見斐謬れた︒主な覧・

︵原研︑醐燃三業団︑原船団︶と

鯨・縮・鰭・一826紀伊國屋書店覆1審3饗寮31楼鯵1

罵

﹁

《日本総代理店》

﹁
︑

︑

放医研のほか︑大学や産榮界の麗

〇〜六〇QMWD／T︑冷却圃数

交渉ごとが多かったが︑JMT炉︶の使用済燃料︵燃焼度三三〇

年間ご予約価：ムとBの両セクション蕃45，GOO／AまたはBの各セクシ、ン蕃31，500

午後黙秘から東
京・平河町の全
共連会議室で︑

匡﹁隼〜四カ月で︑︸バソチ五十

抄購Dissertation Abstracts．（月刊）
Sectio登A：The Humanities and Social Sciences。
Section B：The Sciences and E亘gineefing．

㌔
︑

い︒今臼は皆さんに平服のま豪

Rは何ら紛争もなく臨界した︒

㎡努の燃料中に十三〜二十六修の

十撃のプルトニウムが回坂される

予足であるが︑菖撃オーダーでの

プルトニウムの国内生藍は初め

するとともに，各論文の全文を，マイクロフィルム（35ミリq一ル）とゼロック
スコビーの2つの形で販売しております。

︑焔勧
癩

♂

きだ︑②過去十年のわが国の原子

係も含め︑広い範囲から譲じるべ

ついて換酎すべき徳③海外諸国

力開発の評価と将来のビジョンに

猛室に入ってもらったが︑綿密

大洗研の労組に対し︑感謝と引

調達可能と考えられるので︑経理

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

Ψ

㌔〆

体制聞慰懇談会

原子力関係機関

︵座長・萄沢広

るべきだ︑③嘘業界における原子

の漂子力開発体制についても調べ

力研究開発の現状と成果について

巳原子力委鍛艮
代理︶の柳会合

なデータから来る膚儒からだ︒

目を蓑したい︒

プルトニウムと二〇〇〜五QOQ

従来原研では︑﹁磁⁝制度等で

再処理試験を開始原研
い︑再処理試験を実施することに

キュリーの放射能を含むもの︶を

JRRi3使用済燃料を使って
鯛麺原子力研究断の東海研究駈

理技術の腸発を園ること⑤再処理

的鑑礎はあるものと認めるQ

営業所：名古屋・大阪・京都・広島・福岡・札幌・勧台・富山・岡山

㍉

世界に誇る性能と規模
再来年一月から実用運転

も調べてみる必要がある︑等の意

こととし︑四月二十六日︵金︶に

らの闘題をゆっくり審議していく

しかし︑同懇談会では今後これ

見が出された︒

を開き︑同懇談

ので︑メンバーは既報のとおり二

認められない︒

委員二人て︑いずれも代理出席は

十五入︑オブザーバー四人︑特別

会の今後の進め
三等について審
些した◎

この懇談会は
わが醐の原子力

の原子力行政機関についての検討

開催される第二圓叢濃では︑外国

︻四面に関連紀事あり︼

大洗研労組に感謝
丹羽原研理蕪畏が談
原研の弼羽周夫平出長は三月無

十日︑JMTRの臨界直後認識芸

なったもの︒

この再処埋試験は︑①再処理施

︵所艮・申井敏炎理博︶で︑三月
二十・山三日か河り瀬棚用折⁝燃料弓再処珊鵜

原研は昭和瓢干五年から︑湿式

関係技術者の獲繊を図ることなど

多二一

▽平和利用

なお世界各国でも︵国的は異な

て︒

る︶再処理腰揚の建設を進めてい

ては︑インド︑ベルギー︵OEC

るが︑平職制遡のための施設とし

いで四番隠のもの︒︹写翼は再処

D傘下のもの︶︑ノルウ諜！に次

理試験施設鱗御窪︼

詩酒＝

四日

立地問題特別委鋤会第二分野

原子力五機関との懇談会

ム⁝︵﹁篇日午後原産

正午原産

、

p世界古田の材料試験炉1﹁MTR﹂が米圃アイダホのNR肥Sで酬界してからちょうどナ穴班月
︑甕
世でに五霞KW・百時間の鼠
界でナ八番囲︑わが醒はもちろん集痔でも初の本格附な材鵜試験惣︵賂称︑JMTR﹂︑最大熟出力 運転を終え︑五グループから原研
へ引き渡されるが︑その後は原研

この臼の初会含は︑宥沢座畏の

で臨界に艦した︒このJM雪eRは︑寂る三無の蔵月と総翻綿七†五綴円︵契約額︶の資金を投して面 の手で運紙される︒来舘破婚では

五四KW︶が﹁二月三十臼午後一二時三十九分︑棄海村にほど近い原研大洗研究所︵所長・寺岡卓夫理謬︶

叢叢KWの三週闘運転を八サイク 開発が十余年を経た現在︑原子力

子力産業胃グループが共廟製作した純麟産の炉︒その鯖雲は︑燃料襖置酒で平均︸㍊嶺り五蓉KWの

同懇談会の設臆趣腰の説明ではじ

なお︑初装尚燃料︵二次以降

等も独謝のアイデアにより︑試験
目的に沿うよう考慮され︑反射体
のベリリウムも圏麗品︵臼本碍子
が製造︶である︒

縦し︑概換次のように語った︒

が行なわれる予定である︒

委畏会や原子力関係機関等のあり

いて自由甜論の形で各メンバーの

写り︑今後の懇談会の進め方につ

ル行ない︑㎎十五無一月から五万

方にメスを入れ︑原子力開発体制

出力密度をもち︑核計叢がすべてトランジスタ化されているなど︑世界に論りうる性能と規模をもっ

を徹薩的に再検附しようというも

KWの実用詰紙に入る予定︒

ンジスタ化されている⑬原子炉と

KWである②核謝装がすべてトラ 約十七億円が冤積られている︒

実義期閻の無間運転蟄としては

ている︒同蜘は今後︑各樋の試験を行なった後︑蕊力KW・酉時間欝欝の約一警鐘にわたる試中期閥
を経て︑再来奪一月から実粥運転に入る予定である︒

五グループ共同製作の純国薗焼

は二藍燃料の採用が決定されてい

のドーム状建物の中に据伺けられ

ホソト．ラボがカナルで瞳結され

原子力婁員会が﹁原研の管理下

る︶と制御窒素のハフニウムは輸

た筒濃縮ウラン・軽水減速冷却︒

が︑特殊照射設轍としてループ三

ホットラボは来

鷹後車娘された︒発注方法で苗

再処理法に関する工学旧知議を量

を主図的に︑没備や操作技術の総

を得ること②再処

熟したが︑結局︑五グループに

で設謝・建設︵総建設鍛は約†億

るため︑その試験施設を国産技術

ノウ・ハウ

設の雌設ならびに運欄転経酬験と︑

分離してもらった︒契約後三年

﹂嫉TRの蕉設は︑私の就任 試験が開始された︒
付設のホソト・ラボは現在建設

を経た今日︑全く約張通りに臨

用できる予定である︒

中であるが︑来無蓋には

郡が純

年から一部使用

入されたものQ

照射後試験がやり窪いなど︑きわ

に︑材料獄験炉を建設する﹂こと

であり︑国幣輝としては最大︒約

タンク型の炉︒幽出力は五乃KW めてすぐれた点をもっている︒

G︶を結び四月からその建設に漕

来はもう三本︑鵡やす︶︑短時闘照

ホ︵うち一本はガス・ループ︑将

豪た︑炉心の形や制繊権の配羅

こと︒これを受けた原研は︑四十
百本の照射孔をもち︑照肘試験の

を決定したのは︑三十八無八月の

年箪月宋に原子力日雇五グループ

手したが︑同炉は︑ちふうど薫年

と建設契粘︵斡箏会社一KAI ほか民謡の製造にも使用される

圏の醗臓︑轟初の讃画題り燃科捧

本ふやす︶も付設されている︒

十五本︵U撫約薫・八二︶で臨 射摺の水力ラビノト一本︵もう瓢
界に達した︒

内の平均幽力密度が一㍊当り露草

JMTRは︑隣径約四十二耕︑ とくに同炉の施設は①燃秘領域
地上約二十齎︑地下約一 十三凝︑

三唱

は一般電気噴業を営むために用い

増設される二男炉

られるものであり︑平三園的以外

▽技術的能力︑災轡防止

運転
の適確遂行に足りる技術的能力が

通産省も同意

上の支嘩はないものと認める︒

二号炉の増設は あり︑また線子炉による災警防編
﹁原子力開発凋用艮期翫画﹂に定

▽針画的墜47

に利用することはないと認める︒

であるが︑その出潮内否からみて

多多玉ゴ 多一多

帥的評価を得ようというもので︑

三

円︶し︑各種の試験を行なってき

多

界した︒これは内外に陶工ーノて

玉

なお同憂は今後︑零磨力試験や

規制法第二十四条第一頒各号に麗

玉多多

出力上昇試験等を行なった後︑九

定する許可塾酪に遡書しているも

める方針にのっとっており︑将来

正気非運法で

圓実施される︒二回の試験で約着

今画は︑J．飛R−3︵園騰喜適鳳使紺して︑七月下旬豪でに二

棄京電力︵社長木磐田

のと認め︑同義何で総理大距へ捲

のエネルギー供給の安定を図るう
えで十分な慧筏を有するものと考

避庵省は︑昨日九月に衷京電力
から繊されていた綴易原子力発躍

いて︑悪気饗業法に基づき安全性

所の殿気工作物変麺許財申請につ

や経済穐の審議検討を行なってい

たが︑三月二十九日その検討が発

に︑総理大臣に対して二号炉の増

了したのでこれを許可するととも咽

設に同意する雪報管した︒

米国各大学の博士論文が入手できます

［し

たが︑このほど諸般の準備が整

禰島了解菓郡大熊町・双集町にま

申した︒

関する泌見は要醤次の通り︒

髪歪一多

たがる地域に建設中の擁島原子力

これを受けた総理大臣は三月二

発電所の二碍炉︵沸騰水型︑嵐力

七十八万KW︶増設を許可した︒

えられ︑この原子炉の設罎がわが
国の原子力開発および続用の計画

終駒な建設許可を与えたものQ

これにより束鍛は︑近く︑柴G 十九磁︑通産大臣の同慧を衡て最
E往と契約し︑同炉の建設に本格

なお二耀炉増設に係る安全性に

的な遂行に支隠をおよぼすおそれ

滑目する︒︻関連配寧2面﹈

︵膚四坊隆会長︶が危害十八田に

ついては︑原子炉安全専門審査会

二号炉増設に伴

入れ︑闘銀を含む国内金融機関か

う必饗な賞金は霞葛資金︑外資働

▽経理的塞礎

はないものと認める︒

原子力委員会︵婁員長︒鍋描至

との

らの働入れ等により調達する計画

唖

㌦

、

Mlch．では米国の主要大学約180と

Arbor，

Ann

原子力委体制懇が初会含

聖科技庁長宮︶はゴ一月二編−繭ハR﹇︑

安全性は十分確保できる

報告を濠とめ︑同二十一日原子力

束醒三岳原子力発箭所の二号炉増
設詐可について安全性を含めた平

原子力委員会の許可基蝶逝含に

㌦

広い視点から検討を

よいことで︑みんなで欝びた

羅

この結果︑同士の設麟は原子蝉等

安全性も十分

男写
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坤

が︑小規模な︑地域供給的な再処

操業コストは慰しい舐戯塗示すこ
の糖果一九六二無に擬業を解止し

の工謝はA昆Cm6の翻襲の減少
バルト60の注文は承諾ざれる︒

英AEAが初の

とが癒えちれる︒

木材照射を実施

理施設の方が禰利であるとした︒
たが︑閥もなくこれ豪でのこ催の

一方︑アライド社は︑イリノイ

すでに運転中のニューヨーク州の
規模で再騙し︑民有ウラン精鉱を

は︑医療器械製造雪堤ウィリ⁝

トの切り下げが必要である︒

際競争力増強のためには輸送コス

と考えられる︒しかし︑アメリカ

フル曼注を得ている︒従って︑こ

どに向うと予想され︑これにこた

潟えられる︒しかし舶罵炉は軍溺

え駆るエネルギーとして原子力が

機密にかかわるものが多く︑長蘭
的観点にたった慮憲技術の關発が
必要である︒この点とくに船主の
方々に原子力船に対する閣心を萬
めていたたきたい︒

組むへきであり︑現在エンリコ・
フェルミで臼米協同の研究開発を
行なって︑種々の成果を上げてい
る︒田本も独臨の技術開発で一九
八五年ぐらいまでに必ず実用化で

日米原子力産業の協力を推進した

きるものと信じている︒今後とも

い︒

今秋ワシントンで腸催する世界
フォーラム大会への日本の滲加を
大いに歓迎する︒豪た日米爾韮金
で鎌比翼施している日本の三校教
師の米国派遣についても穣極的に
協力をつづけたい︒

糠蝦選飯釜嚢蟹騰簾肇罐窪毒蘇覇獲覆耀遡・綴

〜〜〜〜〜〜く：●

AECLが独で放射

ギリの部分などに使用される︒

されたもので︑家鷹嗣ナイフのニ

壁物質の材料としては初めて処理

初めて処理した︒この木材は︑消

されたプラスチノク注入の木材を

英國原子力公社は︑ウォンテ⁝

NFSプラント︑およびイリノイ州メトロポリスの同社六フノ化ウ

A封C刀ス拡散工揚で凝縮するた ジの照射センターにおいて︑照射
めの転換を脊なう︒

弼モリスに建設甲のGEプラント ラン工揚の第一期拡張工膿をほと
んど完旗したと発表している︒こ

につれ︑A遇Cは禽鍛篇十八核樋

での市掘供給能力を示しはじめる

がって︑今回のアライド祉の計画

造を徐々に減少させてきたQ八ナ

にのまΦラシオアイソトープの製

十ジまで拡張可能︶である︒した

ソク・ゾ︶︑年間三魯ゾ︵四酉五

は何れも百処理縫一ゾ︵メトリ

一
麟騰
種糖のフジオアイソトープが依然

はいるが︑しかし︑これらのうち
カナダ原子力会社の商業生産グ

としてAECによって製遣されて 線殺菌プラント完成

究㌫︵ORNL︶で行なわれてい

ループは︑ドイツのシュタソツガ

は︑民間蛙前官に利賊をもκらす

ラントを完成した︒このプラント

ルノシュ社が所荷し︑百五十万キ
訟リ；の線源が入るが︑九万キュ

リーの初感装荷により︑日産丁

スチノクの器具を処理できる︒

ニゾのゴム︑樹脂︑あるいはプラ

将来わが團の産業構造の穫度化に

﹁アジアの平和と日本﹂をテー

の産巣は非常に強大であり︑国そ

れから増大する海外の注文に応ず

つまり船舶の高速化︑大型化な

わめて寵縦な庶腹であろう︒

昇すると思われ︑これに対応して

マとする日米尊門象会議に嵐煽の

のものも多少の経済的変動にはゆ

両国経済への影響︑アメリカ原子

同籔は嘗礼之助原産会長︑進藤

ルトにおいて大型の放射線殺囲プ
る︒

たアイソトープと岡様に︑商業ベ

AECは︑すでに製遣愈甲止し

原子力婁貫会はグラムあたりの

よび数量上の必要からの購鮒箸の

ースでは褥bれないような品質お

である︒

し︑成型加工をGE社に婁蔀する 頃までには︸憲の結論を得る方針
形をとる︒二上機の建設契約は全

進藤委員長の
あいさつ︵要旨︶

騨⁝篇一≡≡≡＝≡一三零

要求がある擬合には︑コバルト60

一引照隣︑民闘斯界が無業ベース 造甲悪事定日以朗に引きうけたコ

AECの政策にそって︑一九六を今後も製造する予定である︒製

ている︒

はそれ以下の線源の製造を甲止し

比放射能が四ナ五千議リーないし

から争を引潅つつある︒

ために︑コバルト60の襲造・綿布

米国の原子力婁貴会︵AEC︶ のほとんどはオークリノジ翻立研

60の製造を中止

AECがコバルト

は﹁規模の経済﹂へのアプローチ
と兇てよいだろう︒

A泡Cのうメイ婁員は岡会議
で︑操業規模が再処理コストに与
える効果について圏下研究中であ
ると驕った︒彼によれは︑処理量
が一日当り一ゾからニゾに増大す
れは︑操業コストは三分の一低減
されるという︒ラメイのいうこの

C︐南部聯隊懸子総局共催の〃再 究クループによる研究の一つであ

識＝

額で細五臓十億円︑初装蒋燃料費
約颪十億円といわれている︒とく

在来船の運繊経蟹に占める燃料
費は約一〇％である︒したがって

伴ない鉱工業生産のうちに占める

大きくはない︒しかし船舶技術の

原料資源の輸入澱が増大する︒国

ため来田したウォーカー・L・シ

るがないだけの力を有しているの

力薦業の現状︑原子力開発の将来

の生魔増大の努力が必要とされ

るには︑それなりにメーカー潔身
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アライド社
章棄講聾

処理量は ﹂ 日 当 り 五 ト ン

アライド祉は昨鋲五月︑ジョー

うものである︒

スト低減によって兜服しょうとい

費の劉縄を︑大規模操鍵によるコ

拡張するζとによって生ずる輸送

れたといわれる︒つ懸り︑市漏を

的な照要に対処する観窟から選は

力は︑地域酌な購要でなく︑全国

五千万ドルでサバンナ・リバーに
米園のアライド・ケミカル社は︑一日当り処理鰍五トン︵メト
リノク・トン・ウラン︶︑勲閥千三頂六十ゾの再処理工場を建設

ある︒

らアライド祉へ売却されるもよう

カロライナ州へ移譲され︑岡州か

だが︑これはAECからサウス・

で︑建設澱は五二万がの見込みである︒

すると発表した︒敷地はサ バ ン ナ ・ リ バ ー の A E ρ 勝 荷 の 土 地

再処理方式はピュレノクス溶媒

抽出法︵改良式︶を藻撫すると思

われる︒燃料処理は軽水炉からの

低凝縮二酸化ウランの照臨済燃料

処理技術と経済性会議
るが︑この研究は本鋸麗完価する

ジア州オーガスタで開かれたAE
研究は︑A耐Cと産桀界の特別研
アライド祉は今庫欝︑AECに

建設蘇可晦舗を竹なうが︑操簗藁

て︑一B滋り数トンの爵処理施 予足で︑現在︑ラメイ婁員の露渠

に限られ︑研究炉︑プルトニ ウ
ム生産炉︑ガス冷却炉の使用 済
備は一九七二隼に発了し︑完全操

におい

燃料は爾処理しないものと見られ

設魍設計画を明らかにした︒こ

の会餓では︑NFS征とG封し
歓たがって︑一日五ジの樋設では

を襲爵きする万陶に進んでいる︒

灘は一九七三隼︑幽幽舞は一一百人

アライド祉によれば︑工掘の能

敷地はAECのサバンナ・リバ の予窟である︒

る︒

ー工事の一区画＝千五酉エーカー

・

瓢＝

一

に輸入機器の米圃13ル支払い分に
ついて︑東羅はワシントンの無識

リノトは︑藩王︵火力の燃料費は

重化学工業のウェイトが急激に上

燃料を原子力に転換することのメ

入銀行に対しEXIM惜款を攣急
にとりつけたいとレているが︑鍛
近の米團経済は厳しく︑金利も上

逓転思置の約六〇％︶の揚含ほど

筒度化という観点からみうと︑き

っており︑その影囎がEX王Mに
も影心するものとみられている︒

今後とも協力を推進

スラー氏︵デトロイト・エジソン

で︑大きな影響は考えられない︒

来日のシスラー氏が橋本氏と懇談

社会長︶は四月一日午後︑橋本原

アメリカの原子炉メーカーは現

は舶胴炉またはエンジンなどの出

︵婁建長・進藤摩二大阪藺船三井 いう形の方が盟ましい︒貝体的に

の鳳標など今後の両国の協力関係
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可能性が強い﹂と運帳瞳長のアい

力緕抜醜の準竺臨界∴

ナウンス︒かたずをのんで制櫛岬

轟

叩

械を見つめる闘︑目︑困・制齢

護饒灘三無

三蒔二十八分︑制御樺が五六

うだ︒

蝠?繍灘

イクを片手に陣顕摺揮に嶺って V

轟

V

寒浴灘雲高廻

いた口調で︑﹁中島子孫を囲い

章功だ︒深呼吸した後︑おちつ

て下さい﹂と網図︒こんどは中い

遡源の引叢叢ま・た・W

い

︿

する・︑制穰の瓢窪ゆ患

出力を落ちつかせるために︑

だす︒予期した鉗動である︒

こんどは逆に制榔鰯が簾入され鐸

る︒みんなの視線が制細盤に集

配

V

出

．

㌦

れまで静かだった制

吊してから六年余を経たこの瞬

JPDRがわが園初の発雌に戚

かQ昭繍一二十六犀十月二十六田

の年来をどれほどまったこと

起工式からまる三年︑この瞳

古閑轡務と固い握手︒

をつとめた日本原子力事叢の内

続いてこの共同製作の幹禦会社

羽原研理語長がまず運紙員と︑

マンのフラノシュの薦の中で丹

しくなったQカメラ

︵そ︶御蜜が︑にわかに忙

︵

と臨界宣醤を行なった︒

料試験炉は臨界に重しました﹂

験炉那次畏︶が﹁われわれの材

ト・マ不ージャー︵原研材料試

と報告︑続いて平削プロジェク

添部長︵NAlG︶に﹁臨界し

十九分︒窟本夕揮欝が牧浦試験

この臆︑制御板の鰭訊は三疇三

安定した︒待盟の闘界である︒

の密度を測定する出力記の釧が

みるペリオド説と︑頬内中性子

で︑中性子発生磁の増僧変化愚

潜鑓慾鵠烈

時五十二分︑ゆつく

コ

ひサ

サ

リ

サ

ワ

ロ

り

︵Y・T︶

豪た一つの崩進が配録された︒

間︑わが国の原子力開発史上に

コのお

︑く亀 3︷3f〜亀︷．︐

鱒室で利御盤をみつめる関係

口︻写翼は材料試験炉の制御

者たち︼
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分︑五二〇ボ層︵全体は八OO

四〇︑郎慧という徹速〇三蒋十五

もこれ豪での約五分の一︑毎分

御繍が引抜かれてくる︒速度

下げられ︑最後の制

︵二︶り︑ゆっくり︑水臣が

︵

はきわめてリラノクスだ︒

がみえ︑作業する人たちの態展

が関係者たちの顔には自信の色

の赤ランプが無気味なほど︒だ

制衡盤の蒔謝の蕎と︑﹁運転中﹂

り

d︒
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難六〇％が国産で
に乗躍と国内メーカーの契約が結

ター ンキイ契約をやめる
雍浮力禰齢原子力発職所二 号 機 ︵ 羅 気 出 力 七 ＋ 八 万 閣 千 K W ︶

東躍の二骨機は︑わが国の水
力︑火力︑原子力を含めた発醒設

備として鍛大のものであり︑型式
も米国内で建設される最新のもの
と岡引である︒

なり︑民闘が中心となって舩体︑

薩代表出任理事と懇談し︑将来予

在一九七三奪〜七四葎まですでに

力を仮定し︑それに児含つた船の

について詣し合いを行なった︒シ

る︒しかしながら︑いずれにして

小野田セメント︵株︶住所変

一の七︒

更︑新住所東京都江東区野洲一の

》
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原
ばれる予定︒

加工憲で﹁切をGE社にまかせた

号機の揚含は鉱石の手配から成型

獣た豊熟術燃料については︑一

の霊要機器輸入に関する東醒と米国ゼネラル・エレクトリンク社
へGE︶との間の購入契約が︑三月三十日棄京・内率町の東京醒
力本謄の役職墜で結ばれた︒
この購入契約には東急の木川田

が︑二号機では東継が鉱石を手縫

日ホ原子力産業会畿は灘月二十

舶用炉などを開発すべきであり︑

想されるベトナム平和がもたらす

原船蔵が スタート
五日正午から菓京︒丸ノ内の日本

政府がそれを資金的に援助すると

検討を行ないながら︑商叢ベース

スラー既の発醤要旨はおよそ次の

原子力第二船で産業界が検討へ

工業倶楽部で︑原子力馬競議会

婁二軍のあいさつに次いで︑藤波

にのるようチ㌫ノク＆レビューし

もアメリカ原子力産業のキャパシ

船舶会長︶の初会合を開いた︒

慎難科学技術庁原子力局長が﹁舶

とおり︒

の受注に応じることができる︒

ティーは強大であり︑充分に将来

て開発にあたるのが適圏と想われ

今回のジョンソン大統領の劇的

る

な声明により︑ベトナムに平和が

との愈見が大勢を占め︑具体

発﹂の講演を行なった後︑岡懇談

用炉を中心とした原子力船の開

的な運営は岡田鹸会に常任婁貫会

将来の原子力關発の方嗣として
政支出はかなり減少をきたすもの は︑増殖炉の開発に全薗的にとり

会の運営方針などを審賭した︒

うことになった︒なお︑今年八月

もたらされた擬倉︑政瞬による財
原子力第

︵仮称︶を設けて審議検討を行な

運嘗方針の検酎では

二船の開発は︑第︸船の揚合と異

界

で

本
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を採用︑東京芝浦鍛気︵株︶を中

妻

る︒この部分については近いうち

冤

︐酵

調印式のもよう（中央が木川田社畏）

一隆社畏︑GE祉のスチー ル 脚 社
心にとり鷺どめられる予建であ
長がそれぞれ代喪して契約醗に調
印した︒

今圓の契約の塞な点
としては︑主契約脅は

GE祉であるが︑︸号

機の漏禽のようにター

ンキイ契約方式をとら

なかったことである︒

原子炉 系 機 器 お よ び タ

ービン発蹴機など主要

部分はGE社が担当す

るが︑ポンプ系︑麟水
系︑聡気羅具︑圧力容

羅︑熱 交 換 羅 な ど 金 体
の約六 〇 ％ は 国 霊 化 推

進藤i委風畏
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高崎研とBNLが
に︑昭和四十年五月からはじまっ

エチレンの重合と炉内反応
日本原子力研究所は三月二十八日︑日米協定にもとづいて四月一

がポリマーの融点以上での鷹合反
ズレーター発行の圓数︑交換され

有する︑②相￡協議の上︑ニュー

ク．コンビネーションが追加され
る︒またB仏双方の問に研甕澱を
派遣している︒

日米研究協力の燭含は︑特許糎
の取り扱いをめぐって問題となっ

な問題はないものとみられてい

た日仏協力の場含とちがい︑大き

る︒期限についてもとくに決めら
れておらず︑すでに数年萌から行

する研究協力と同じやり方が考え

なわれているセラミノト燃料に関

られている︒

台溝の発躍設徽は現在約百四

原子力発躍計圃については︑

る︒さらに三︑四轡機につい扁

轡機は七七年完成の予定であ躍

契約著などについては経済性

に建設する謝圃であるが︑主

一

︑

︸

門

副

を十分に考慮し︑園際競争入

札で決めたい︒したがって日

鞠

本のメーカーとの契約も考え

られる・

卍

またこの臼︑東芝︑日立︑住㌔

友︑日本揮発油︑オルガノ︑粟
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雛業酒動について説明した︒

あったが︑石坂氏はその中でとく

○＝

三月三十日︑待望の

踊界に選した︒この

炉はJRR−3︑J

RR14に畿く︑軒口原子炉シ

のシリーズを通じて︑ひとつ

リーズを飾る；︒だが︑こ

▽J筑R13が脇重したのは︑

の︑おもしろい現象がみられる

自匿懸

●

冊︐

PE良τ（丁臥E／COST），B夙Dなどがあり、計算のご用

黛幽

経営趾画など各種の最適計算に利期できますgとくに
ALLεGROは、5500もの条件式を會むような大規模な

線型計画法ALLEGaoρPHEL1薮，BMしP・

クトル計算まで、あらゆる体系をとり扱えます。

聞題も短時間で解き、欝十二結果の利屠も容易です。
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田本原子力塵業会議の五グル

タイパワー︵国嘗台臨聡力︶

＋万円

水は海水としている︒これは淡水

︵火力発躍所などの蒸無︶︑原料

究の仮燈条件は熱源は化石燃料

現荘われわれが行なっている研

竃気工環1一葉光聡気︑五千四盲 に次の点を強調した︒

窒調給捌水設備聴東洋キャリ

九＋万円

このα一γケープは総額約照億

ア︑一偲七千万円

七千万円秤度︒

トがどこにでも便用できるという

無がほぼ一定であり︑そのプラン

化する際の不純物の醐類とそれの

またナトリウム︒ループ工購は

ナトリウム・ループも

原研の材瞬試験炉が

︻写翼は懇談会で譲演ずる石坂氏︼

ーー6

ならない︒

都市接近という間題を解決せねば

しかしそれには原子力発躍藤の

る︒

に原子力を用いることが考えられ

プラントの開発のためには︑起源

ζとからだ︒将来の大規模な造水

一千

一書︸千

建景本体睡満水建設︑
七磁万円︒

慰気工那討関東羅気工購︑
七百四＋万円︒

糞壷給緋水設備11三機工業︑三
千九酉八十万円となった︒

またループについては︑現在︑
日立との閲で契約交渉が進められ
ている︒このナトリウム︒ループ
は二本引子力研究駈東海研究所に
設櫨される予定である︒

海水脱塩の
現状を講演
石坂氏が原産懇で
口書原子力産業会議は三月二十
八日午後一時半から︑策京︒丸ノ

ｪ蕊十三分︑JRR−4はそ

昭昭蕊十八年九月十二田の午後

閣CDC 3600センタは、多数の整備された原子力
コードの他に応用コードとしてLP（線型計画法）

臼噛●．冒尊・軍帽鑑し︐●・●︑・唖︐

二万KW︵二六塞︶︑火力が が現在︑米圏の軽水型二基の

十八万KWで︑水力が約七十

日本の参加も考慮

一︑二二機とも繊力は四十五

トは台北と︑西部の林口で

李氏︵台湾原子力委出会︶が五グループと懇談
っており︑電力禰要は年平均
約八％で儲びている︒一九七

ても一九七八年︑八○年ごろ簡

十聴から原産領置室で︑来日中

竃
辱

約七十六万KW︵九曜︶とな 建設計画を持っている︒サイ

ープ懇談会は三月二十一二日面長

の台鷺原子力婁貫会の李煕灘鐙

務燭畏と懇談した︒属上︑李下

ザ
轡

受託者が糧た技術摺報は必要に応
じ襲業団が開示を黙示または制限

る︒︻簾務委託基肇は匹面に︼

することができる︑となってい

このように動燃堺業団が業務婁

田︑十二本目の燃料を入れて制

れから二年半後の一月二十八

御棒を四四四ボ耕引抜いた所で

ル・プロジェクトとしての動力炉

円滑かつ郭勤的に進めようという

内の田本工業倶楽部で第三回﹁原

ように並んだのがそれ▼この分

かもこのシリーズを表わすかの

同日は︑石坂誠一氏︵束京工業

子力罷業懇醗会﹂を開いた︒

4︑5の三ケタの数字が︑あた

界した▼ごらんの通り︑3︑

制御権を五五五ヂ麟引抜いて臨

欄午後三時三十九分︑七本目の

臨界︑JMTRはこの三月三十

ジェクト奮筒理的に進め得る仕組
避みとなったものである︒な潟この

合は入媚に権限が与えられ︑プロ

認制︶︒しかし︑鋤燃購藁団の揚

可を得て行なわれていた︵国の承

バイ︒ケースでいちいち園の鉾認

原研の棚含︑業務婁託はケース・

趣留からである︒従来︑たとえば

開発を︑統﹂的な賛旧体制の下で

籠基醜を作成したのは︑ナショナ

七〇俸購引し七四年完成︑二

五年ごろには約四菖万KWの 〜五＋万KW︑駐機は一九 田工業の代褻がそれぞれ自祉の ㌦
発蹴設徽容蝋になるたろう︒

上︑東芝︶

は台擁の原子力脳発の心確につ

㍉

いておおよそ次のとおり語った

轟肝

▽餅測制卿系瀦制酬謝測刮︑計

③全プラントの一般配雌針画琵
︵東芝︶

なわ調査雛鳥としては①研究開

費を衡社で分損し︑日立が取まと

発謝画︑主要資材表︑原型炉建設

弾機制御︵以上︑東乏︶︑破損燃
料検出系︵當士︶

▽減盤機糸ヘリウム系郭︵住

▽非常冷却系漏︵欝士︶

友︶

める︑②貿全謝画︵騨故解析︑災

済監評価建設計圃︶を日文が分担

審解析︶︑実用炉の縫済騨価︵塾

▽麗棄物処鯉系1一︵惣士︶

主原型炉概愈設計︑発電︒鑑男雛

建簸本体口間組︑一億三千六百

︵大同鉛化︑三酉十五万円︶

ブ︑マ一一晶プレー当用スリーブ

万円︶③ペリスコープ矯スリー

グボート︵木村鉛鉄︑七頁六十五

円︶②ストレージセル︑ボステン

︵荏除製作所︑五千五置七十七万

ル︑ローデング・ステーション

する︒

②プラント概要とヒートバランス

備概愈︑発聡・羅気設備設計︵以

︵欝士躍槻︶︑遮蔽設計︵三盆︶

のほど新型雌器解︵ATR︶の第 ▽燃料アセンブリー︵計藪燃料

窟士案と三荒亡︶

念設計︑燃料交換機設計︵以上︑

▽燃料交換設備q燃料交換機概

要素灘細設計︵以上︑倥友︶

上︑日立︶︑格納答器︑建屋︵以

一次設副を日立︑東芝︑三漫原子
力︑住友原子力︑賢士洋上の五社
に発注した︒この契約は四ナニ年

度予舞によって行なわれるもの
で︑舗飛契約による契約額は靭五
千万円である︒

ボノクス︑コンベア︑ケンビ鏡セ

内装機器巨①アイソレーション

建設工事は次の各社が落札した︒

城策大洗に建設するα一γケープ

▽動特鍵解析11炉心動特性︵日 動力輝・核燃料開発購業団が荻

芝︶

仕切弁まで︶劃一次冷却糸︵東

▽一次冷却系︵格納容器外側の

立︶︑プラント動特性︵東芝︶

ATR錦一次設謝の各社口繕は

α1γケープ建
家は間組が落札

含e︶漏燃料要素概愈設調︑燃料

動力炉・核燃料開発遡爽鴎はこ

動燃が五社に約五千万円で発注

ATR第一次設計へ

来年度から⑤ウノド・プラスチノ

た中聞規換照樹の技術で︑新しく

利用︑④R王および蟻子線を用い

合︑③化学研究のための原子炉の

線グラフト題合︑②放射線三相二

合︑規在研究テ；マとして①放射

日から原研簡崎研究所と米国ブルノクヘブン國立研究所︵BNL︶ た日仏研究協力がある︒碍仏の場

との間の放射線化学の分野における撮米協力をスタートさせること

になった︑と発議した︒

同研究の実施︑⑤討論会の開催︑

日米の両研究所は︑この研究協

放射線化 学 に お け る 日 米 研 究 協

関する研銃のニテーマを取り上
力を円滑に進めるために︑それぞ

⑥研究愚の短期の訪開などが考え

げ︑摺報 を 相 互 に 交 換 し 合 お う と
れコーディネーターを贋くことを

力は︑① エ チ レ ン の 放 射 線 窺 合 に

いうもので︑研究の分握は当面︑
決めているが︑このコーディネー

られている︒

①エチレンの放尉懸軍合に関する
ターは①研究協力に関する全ての

関する研 究 と ㈹ 炉 内 放 射 線 化 学 に

研究については灘崎研がポリマー

応を行な う ︑ ② 炉 内 敏 総 懸 化 亭 に
るコピーの数︑研究者相互悶の磁

融点以下での鼠合反応を︑BNLルーティン業務を実施する天眼を

関する研究について両崎研が低温

日米相互のコーディネーターは

ものとしている︒

領域での反応を︑BNLが高温領接的な罪公式な連絡方法を定める
て︑研究協力を進める︒篤一岡の

域での反応を行なうことによっ

所長︑BNL側がベルナルド・マ

原研灘崎研究所側が沢蟹正一同嗣

で開催される予定︒

納米連絡会凝は脅秋ごろアメリカ

ノビィツ同放射線化学都長であ

設認︑構造設謝︑遮蔽凹凹︶31笑

▽原予炉本体︵核設計︑黙水力

①原型騨般針

次のとおり︒

研究協力 の 実 施 方 法 と し て は ︑

赦鵬線化学の国際協力

る︒

︵注︶

一①二甑きタあ交換︑鍵・
婚の交換︑Φサンプルの交換およ
としてはこの日米研究協力のほか

と醐遮増殖炉の開発業勝をメーカ

軍将は︑動燃購業圃が新型転換蝉

蟹用は︑鉱業団が負担する︶︑②

多ータ多一多一多
大巾に権限を保持
動力煩・核燃料開発禦業団︵井

擶で得た工業所荷権は購業國が無

の午丈六蒔か︑制御棒を六六六

だと︑次の園庭炉は︑六月六日

ないかな︑と今から予想する御

ボ綴引抜いたところで謝界では

技術試験所鯖三部長︶から﹁海水
脱塩と原子力﹂︑倉本怨昭氏︵動

窓

鑛磯

韓

原蛛

日

聯1依襲）

惨7

びその分析︑①試験照射を含む共

用炉核熱設荏田適燈心︑饅適炉心

Pu・U炉定数︑原型炉初期騨心
制卿方式︑原型卿二様仕様︑炉心

上五郎理那侵︶の業務婁翫基螂が

動燃事業団の業務委託基準認可

玉︑Puセルフサステイコング爽

構造設計︵以上︑日立︶︑燃規管

護謝画︑群細核熱設計︵以上︑国

適溺されるもの︒

ー︑研究機関箸に婁配する解合に
三月二十三日付で鍋勘科学技術庁

︵東芝︶︑宝玉棒ブースタ麗麗 長富から躍可を受けた︒この婁翫

基娘は±瓢粂からなっているが
とくに纒蟹騨定茎輝︵第五条︶︑
発明者への補償描置︵第十一条︶

零の騨細などは関係業界と十分に

この泓継案の作成の渉階で︑メー

意見を交換しながら決定される︒

となっていた工業所有恒等の取扱

カー側かち強い目見が出され闘題

核燃料関係については︑昨年より

りに三日閲の馨を開いた︒注鳳の

婁託基準は︑通常の舗負契約︑資

燃那業団訓劇密理部次長︶から

葦

まで拡張され、オフセンタ計鋤：も可能です。

獺灘

隔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。
蘭このような計算や解析は、CDC 3600センタで委託計
算をうけたまわっております。

魚機室

沸騰水型炉用の3次元1組モデルで出力密度、ボイド、
制御棒、燃焼などの計算コード。メッシュは25×25×12

3次元燃焼計算F蹴

立と東芝の共同設計︶︑燃料園圃

三百七十篇を発表
原子力学会お年度年会開く
豪ず無腰は初Hの清戒麹氏︵動
燃劇業団翻遡礁長︶の﹁ナショナ

脇本原解力学会︵会長・大難松
次郎氏︶はゴ一月ニや六Bからゴ一日

ルプロジェクトの閥題点の特糊公

発衷論文は核燃料︑放射線謝

償で継承し︑瑠業団は受託轡に対

十騒騒の隼会を論いた︒

闘︑畢稲田大学理工学部で昭和四

測︑原子炉物理および材料などを

十九編少なく︑六十六綿であった

しその工業所長権に係る通常実施

演﹂︻講演要雷は四衝に︼を皮切

中心に約三七〇編で︑七回揚に分

が︑発籏の中心をなしていること

いについては︑①受口者が婁無業

かれて発喪された︒聴講者は延べ

は適照されない︒

材購入契約︑共同研號契約などに

人もいる︒

コスト計算やP良ESTOなどの入力作成も可能です。

臨灘1

圧力容器型炉で4群、圧力管型炉で5群を用い、さらに

GPSS

シミュレーションS猟SC即PT，

セル燃焼計算肥HUSELA掃一2

硝

権を無償で欝諾する︵ただし受配

﹁動ヵ蜘開発について﹂の講演が

，3

，，093
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o亀●o

嬬
門写翼はA会場での発衷のもよう︼ 者が工三所袴権の登録に支撮した

エネルギー群は100組まで可能です。上方散恥・下方散
乱とも考慮されており、高速炉の解析から熟中性子スペ

2次元多数組拡散CANDID−2D

命をうけたまわっております。

て豊富な原子カコードあ例をこ紹介します。

玉書、経済、企業経営など解析的にとちえにくい現象を
モデル化し現実をシミュレートしますどGPSSは輸送問題
などに最適な一般性のある汎用シミェレータです。

西

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

描
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悶一点の郷一は︑現在の行政機

・氏

既から判っていないのである︒肚
から判っていれば翌々の実行函に
それが現われるはずである︒この
プロジェクトは関係するところが
極めて広いので︑国会︑関係各省
庁︑開連諮機関︑学界︑財界︑産

て模擬しながら画的に近づくわけ

敗を魚ねつつ右に左に針路をかえ

画法を縦横に駆便しても失敗に失

せたことにあると考える︒

眼の委譲を行ない自由な裁鰍をさ

因の一つは軍部︑翻鉄に大蠣な権

蔵および東海道新篇線の威功の原

によって将来の発展を朋待するの

を行ないその結果である技術向上

の利潤によって新分野の研究開発

企業は利潤を極めて撫視する︒こ

そ大切であると思うのである︒

たのを憲はれたという心の通いこ

ない︒延醤の帝が罵の黛が賑わっ

て多い︒また︑海外の研究の進展

行して築施するようなことが極め

二一園的の契験を異った方法で平

したりあるいは暁間経済のために

するあまり︑法の解釈運朋に柔軟

が︑自己の豊幌の衷面の万全を期

費任をもっていることはよく判る

各富庁はそれぞれ所管の仕鵬に

各企業の鮨力を媛大に日直すべく

いるある慧味ではライバルである

リーコンペティションを行なって

トにおいてはこのように必死にブ

である︒ナショナル︒プロジェク

り︑昌昌が与えられ自分の仕婆の

ト・システムの中の一部分であ

ものはプロジェクト︑マネジメン

が︑プロジェクトリサーチという

のない仕禦を望むのが︸般である

はもともと他から拘束されること

研究に医聖する科学者︑技術者

である︒従って︑謝画を修正変翼

につ23急に協力関係を結ぶような 性を欠くことになり湯い︒経理的

成否遅速が全体のスケジュールに

どう避くかをよく理解して鍛う必

協力を求めるわけであるが︑もと

要がある︒﹁面研究費とか成果の

もと研究開発機能というものは完
成した技術で流れている仕欝に比

五十点の経理である場合が往々に

態には柔軟な考え方で極めて迅逮

すれば非常に非能率でコスト毬に

揚含も想餓されるQこのような固 に見て酉点の経理は経営的に見て

のほかセクショナリズムとか縄張

あることを考えるべきである︒こ

ェクトであるから国家の法規によ りとか︑ときに面白からぬ笛築を

国が行なうナショナル︒プロジ

とも各企業に損をかけない︑むし

なることはいう豪でもない︒少く

ように配慮すべきである︒

発衷とかについては不平の起らぬ

に対処しなけれはならない︒

聞くが︑そもそもナショナル・プ

ろ趨正利潤を与えるように蓼慮す

無

林・

㊤大
ロシェクトはそのプロジェクト組

であって︑そのプロジェクトが成

する多数の人々も彦幽しているの

らそれから生ずる利鹸︑権蕪は国

濠た︑蟹尿が金を出したのだか

い︒しかしこのような命題を敢て

簡単に解決するとは考えていな

何れも順々むつかしい問題であり

以上思いつくままを濯したが︑

ることはもちろんであるが︑騨の

織の中にある人々のみでなく関連

で︑上に述へたような研究麗発に

であると信ずるので︑ここにその

提起することが︑解決への第︸歩

る必要がある︒

想して作られたものではないの

法規はこのような盤格の仕事を予

対しては法規の解駅運用に格段の

がすべてを取得すへきたというの

駐︑う■

一九六七年

h﹁︑︑馬﹄η

一㎜

﹇﹇

転している時の、あらゆる交通購

蕩馨霧憾白蟻繋犠筆癖鰹繋鋤
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構の下でこのような未知の領域の

功すれは関連する者全員の転写で

靴

︵原爆傷雰調査婁員会︑

駐

羅艦

口

限

林

大
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術以前のことである︒

〜︑へ︷〜♪じ〜2も

てわが国で行なわれた戦艦大涌︑

その問題点

済璽〜；．3もf︸ず︐㍉♂﹂㌔f含ζ﹂竃♪㍉

〜介する︒
り

〜多㌧ζ亀ζ含

武戴の建造とか︑東海道薪幹線な

いえると思う︒将来では核掛声︑

どはナシ翼ナル︒プロジェクトと

宇笛開発︑海洋開発簿はおそらく

配慮が払わるへきであろう︒豪ず

力がつくことは國に力がつくこと

は筋としてはよく判るが︑企業に

膨

協力を切に希望する次第である︒

所猛を述へ︑各方面のご理解とご
のだ︒

あるという気持になって欲しいも

であって︑これで幽家が金を出し

りのことを任すべきた︒もちろん

いま述へた国の諸制度は︑童

開発の費義者を儲頼してできる畷

任ざれた賛任者は＋分その信頼に

︐〃

のではないかと懸う︒もちろん購

た園酌は達せられたと考えてよい

情が罰せぱ園家が回収するのは唖

○痒報

体的にいえは予算制度︑会謝検査

織︑人聯制度矯である︒

制度︑姿託難度︑調達鰯度︑組

然であり結構と思うが︑法規一幕

出版︶

一二一四燦︑B5智︑

応えるようにしなければならぬし

権騨の婁譲に対感ずる報欝の制度

三︑関係者が醤んで協力するよう

張りで無病のある行き万は一般の

hし︑﹂噸

に支払うへき相盛の対価を負担﹁﹇

簡L洞﹃

一原産予料室便り一
も必要であろうQこのような関係

な策を講ずること

モラルを上げ⁝秀法とは考えられ

ができ上って始めて千変万化の研

究開発に対して至速適切な処置が

白宙主義経済の下にあっては各

第八条①事業団は︑受託者が

いものとする︒

について発置賜たは公開させな

必要と誌めるものについて︑受捨
託者に対し︑開示を指示謹たは言

①転業団は受託管

︵工粟所有権等︶

制属することができるものとす輪

が受託業務を実施することによ
り工業所有権の対象となり碍る

辮羅麟

燻Yの所有権の帰属︶

五項までの燭定を準用する︒

扱いについては︑第一項から第

講隙灘購鳳
後遅滞なく授業団に通知させる

受託壱が出願したときは︑出願

ものとする︒②興業鴎は︑受託
省から︑受託者が前田により登
録した工染所有撒を無償で承継
駆業団は︑受託

するものとし︑

巻に対し当該工
業所有極に係る

＝

創作︵以下発明という︶をし︑

第十一粂

礁矯離欝％艇謙㌘

簿難鱗謙

羅する場合を除き︑曼託嵩に対
し簗謡業務の鷲谷および成果等

とられると思う︒私は︑大和︒武

箋約金轡

箏業団は︑必要に応

目

置

玉≒一1鴨玩：舶1ーシ睡辱11≧殉㌧

故に。500万円つけても1ヶ年の保

ご承知のように昨年十月鋤力炉
︒核燃料開発三業窟が設霞され︑

殖炉とをナショナル・プロジェク
業界︑報道界等あらゆる入々に知
ってもらわねばならない︒このよ

うな真の下味のPRが満足に行な
われていないように感ずる︒

二︑現行の国の諸制度を研究外炎

ることである

にマソチするように解釈運用す

新分掌の研究開発は坦々たる大
迫ではない︒いかに科掌的に濁到

︵適馬動寧

な謝幽を立てても︑いかに実験謝
儀

う︶を受託者に無償で使用また
は利罵させることができるもの

貝器貝備品箸︵以下財産とい

諱̀条この塾準は︑動力騨・ 第五条 契約金額は︑当該婁託 嶺該委託業務を熱源するために
脳核燃料開発計図団法第24粂の規業務の実施に要すると認められ 必要とする石壁団の土地︑建
部定に盤つき︑箏業照が開発業務 る経費の額とする︒事業隣は︑
物︑構築物︑機械装置および工

諜灘轍腿蕪搬鱒難読翻

ことができるものとする︒③噴

託者に支払うものとする︒②前 所有観という︶または技術情
報を受託者に無償で使用させる

とする︒②製業団は受託者が当
僧壱に婁託する開発業務等︵以下 第六条①箏難語は︑契約金額 該豊強業務を実施するために必
ﾏ託業務という︶は︑雲託する の限度内において︑豪該委読業 要とする箏業団の特諮権︑実用
ｱとが自ら実施するよりも所要務の実施に要した凝塊の額を受 新案権および意匠権︵以下工業

φ期間と経済性等において有利で

事業団は︑嶺該委託業

償で諮談ずるものとするQたた 権を環業団に鼎属させるものと 貫

通常実施権を無
業団は︑罪業団が承諏する鰯會

⁝懸巡饗揚錨難

轍継騒欝能難赫凝罐難畷騒繰灘籠巖

ﾟ三条

︵受託者の選定︶

濯らないものとする︒

瓢に期待されるものでなければな
岬

霧総総総総が完了したの嚢虫の鑑

副

3

穿

一﹁

国騨蕎懸灘饗灘一

︵国等に関する特例措麗︶

する︒
し︑曼託薔が轟該工︑照所荷権の
登録のために支出した費用は︑

を除き︑受託者に対し︑財産︑

堺業団か負撮するものとする︒

り難いものがあるとき︑または

する揚合であってこの基準によ

㊨漁業団は受謡潔に対し︑受託
着の従業巻または役員︵以下従
業者犠という︶が行なった発明
する︒

に係る工業所有権の登録を受け

これらの者以外の暫に婁託する凧
揚禽であって当該婁託業務の遂一
行上特別の駆由により︑この塁訊

︵委託業務の管理︶

節九条

る櫃利︵以下豊無権という︶を
従業者箏から愛演者が承継する

工業所禰権または技徳憎報を当
る︒③事業団は︑必要に応じ契 該婁託業務以外の闘的のために
使用または開脈させないものと

薪軸懸盤灘雛欝鵜盛饗繕齪赫
緕ｬも魎当と臨められるものを

騰

じ︑受託看から当該委託業務の

のとするQ④無業団は︑当該登

によらないで契約することがで

語素団は︑雛業腰が承

けた当該郡分についてこの茎二一

の誕施管理上必要な図工を講ず

きるものとする︒

ために必要な描置をとらせるも
耀徽難御難鍵盤難
るものとする︒

録権の受託者への承継および当
該エ業所有権の事業団への承継
第十条

︵成果等の発表または公開︶

に関し︑受極意がその従業潜等

必要な指示を与える等委託業務

ﾀ施方法︑実施朋間︑契約金し当該委託業務を他の鯖三者に 進行状況等を報告させ︑豪たは

騨灘のの驚蕪覇擾膿難敵諦髄轟湿
︵財産等の使用または利用︶

?難講説藩論鞭義噛した場
瓢はならないものとするQ

聡議東京（292）1■ユ1番（大代表）
札幌。仙台・横磯・名古屋・神芦
岡山・広島。福岡・窩松

艦

大賊市東区京橋3の75

園

問環業団では新型転換炉と高速増

トとして矧寮の総力をあげてこれ
研究開発を行なうということであ

協力させるかQ研究所のようなプ

ばライバル同士の企業にどう分担

ペティションを行なっているいわ

ある︒員体的にいえはフリーコン

有効に協力させるかという困難で

第二は︑関連機関や企業をどう

するかということである︒

業に委謁するのにどのように対処

に大部分の仕事を関連の機関や企

的に霧雲できるかということ︒次

に︑いかにそれらに迅速かつ弾力

力等突発的な事象に直画するの

従って予算の測距あるいは海外協

画が立てられず常に計画の変甦︑

る︒貝休的にいえは︑確定的な謝

ナショナル・プロジェクトとして

らの研究翻発をすすめることにな
った︒

一体ナショナル・プ獄ジェクト
とは何か︒昭和四十二年四月に定
められた原子力利胴長期瀦画によ

おける多くの研究開発課題のうち

れば︑原子力開発利用の各分野に

特に箪要性と緊急性とが筒く圃と
して重点的かつ組織的に進める必
要があるものについては︑﹁原エ
力特驚総合研究﹂あるいは﹁原子
力特別研究開発計画︵ナショナル
・プロジェクト︶﹂として︑明磁
なる体制の下に各界の協力卒一得て

研究開発を推進するものとする︑
とされている︒

ライドとエリート懲識の強い所を

どうスムーズに協力させるかとい

ｱのプロジェクトが国家の将

うことである︒このためには︑

来にぜひ必要だということを国
の各論に本当に徹底せしめるこ

動力炉開発についていうならは

とである︑

ネルギー需要は︵総Aロエネルギー

昭和六や年石油換算六億融摺のエ

調蚕篭答申による︶原子力発電に
さて︑動力炉の開発はこのよう

なく経済的にも不凋紐となり︑技

成

芭1ートリ睡︑11腎舞L1ーゴーー

交通事故傷害保険

饗

蜩蛛@犠
あろう︒それにもまして原子力の
ような広汎な技術の集合において

遅れとな．⑳ことに明らかであるゆ

は︑わが国科芋技術の各方認で立

このことが関係の昭々によく判
っていない︒頭では判っているが

支

侍1険孝F1産美等亨

子

原
内容と特質
その内容から考えてみると︑ナ
シコナル・プロジェクトの特質は

︵1︶その結果が国全体と し て
多大の効果を期待されるもの︑
︵2︶日本の私企業では人的にも
喪金的にも手に鼠えないようなス

くの異種の企業や機関の知識や協

ケールのプロジェクト︑︵3︶多

力を縞燦しなければできないよう

域で成功するか央敗するか判らな

なナショナル・プロジェクトとし

てこのプロジェクトをやらないと

よる以外に解決の途はない︒そし

いようなリスクの大きいプロジェ

て出発するわけであるが︑種々の

による輸出面での制約も起こるで

術導入に伴なうテリトリーの認定

やり抜くに十分な力を持っている

すれば外国技術の導入に頼る外は

クト︑というようなことになるの

こ数カ月間に感じたことを率臨に

力を得たい︒

仏はわが圏の科学技術的アビリ

簿は原子力についていえは特定総

と信ずる︒聞題点はむしろ科学技

ェクトとして推進してきた︒これ ティはこのようなプロシェクトを

化︑エチレン含成等を大型プロジ

発蹴︑大型馬子講当機︑海水淡水

は火力発稽の排ガス脱醜MHD述べてご批判を仰ぐとともにご協

これまでに通船省工梨捜術院で

囚難な閲髄点を包蔵している︒こ

採り上げられるであろう︒

解決すべきいくつかの課題

であろうか︒

なプロジェクト︑ ︵4︶朱知の領

総力結集の成功に

合研究に当るものであろう︒かつ
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灘か碑四年間の実施計画

燃料による実験炉炉心のモノク︒

行なう︒

◇科技庁辞令︵四月一厩付︶

○長齢B加村に配雌換する︵謝

障査祭局の初代開発都長に就任す

ひもつきだ︒日本独自の方針は︒

近江幽いわぱGE︑WH社の

るであろうと娚嘱している︒

で作られたものであれば採用され

の方向は︑海外メーカーの仕様書

向はある︒やむをえないが︑今後

藤波原子力局喪 確かにその傾

といっているようだが︒

し西月二＋三日鵠の予定・ 懸れ鋸の性態経できない
牧村氏︑lAE妄A

の技術パネルへ
科学伎術斤の牧弱厭子力開発機

○計画局剤圃課長に転任させる

関監理宮は︑工AEA再処理工場掴局譜磁課長︶田宮茂文

なお︑田宮茂は工A罵A安全保

︵工技院・研究聞聚冨︶長沢栄一

保障娼直方広に関する技術パネル

を繊発した︒

に出席するため︑四月六臼夜羽田

なお嗣氏はオーストリア︑フラ

冒るため︑四月干六日羽田をたつ︒

の試作潴発を行ない︑コンポーネ

電水ダンプ機構︑液体ポイズン制

また﹂腋嬰Rでの照射試験を行な

が2灰護荷以降は日本のメーカ

う︒⑤安全性11一次冷却系破断︑ とりあえず海外メーカ⁝のものだ

初装荷燃料は

ント︒テスト・ルーノを建設し︑

る︒

ー品を採用することになってい

藤波原子力局勢核燃料の種類

実験炉は

藤波原子力局蝿

総禽機能試験を実施︒⑳核燃料一1

験︑蜜全解折を行なう◎

鯉方式︑非常冷却系等の安全性実

︵遍称﹁原子炉等規制法﹂︶の一

や燐工の壌業もそれぞれ建う︒各

▽腐速増殖炉の開避
プルトニウムとウランの麗舎酸化

物系燃料を整いる熱出力約十万K
W程度のナトリウム冷却型炉を四 ものと想定して所轄の設副研究を

間︒これに対して︑有沢広巳原子

の窮二候補地をさがすのかと落

解が得られない場合︑再処理工費

移娠閥題が解決で唐ず︑地元の了

とくに石野氏は︑水戸粥爆錫の

た︒

党︑猷城二区︶が簑悶を行なっ

を取り上げ︑石野久男氏︵社会

開発黙業団の再処理工場羅設間塞

丁会は四月一日︑動力炉・核燃瓢

衆議院科単技術振興対策二王二

業院科技特で有沢氏答弁

二地点も考慮

再処理工場の第

し︑各種の試験︑検畳を行なう︒

部改正法爽は︑四筆下の衆院本

祉がそれぞれの椿長を生かしてい

加工事業の飾可申請があるという

これらに並行して次の研究開発

会議で可決︑参院へ送伺された︒

るので︑その諮可如何は今後の原

﹁核原料物質︑核燃料物質およ

原子炉等規制法の一部改正法案

衆院本会議で可決

燃料被概管︑燃料集禽体算を試作

4一

ンス︑イギリスの原子力事情を調

一

第一︑第

汾ﾝ副研究を行ない︑原型炉建

▽新型転換炉の關発

の端野試験を行なう︒②ナトリウ

アノブ試験および制御安全棒効果

ー水反臨などの研究および試験を

ウム沸騰現象の解明︑ナトリウム

析︑安全防護設備の試験︑ナトリ

る︒⑤安全性一1実験炉の安全解

工技術開発のための施没を建設叢

ム燃料の照射後試験施設および加

らの研究開発のため︑プルトニウ

料試料の照鮒試験を行なう︒これ

K要に応じ て随時修正
原勇養会︵委暴．鍋綾碧整琶は四月習︑勢炉・縫働叢蕊の﹁勢炉
巽霧に由る︵第茨︶崇副﹂を決定した︒これは︑導に定めた棄方針しに誕・て定

逡れたもので︑攣二念か畠＋嘉叢での四窩の傑的な開審働建めている・﹁鑑

認﹂によれば︑当該習中には錘の設計・鷲璽藩進める夷壷蟹蚕蓋や癒熱
ループあるいはコンポ糸ント・テスト・ル少︑ブルト言ム搬の照崔試牛屋および聖技

繍発一三網鳥るが︑と・蟹玉痩型叢勉奨難の︑ま茜去養には麺転換
正を行なうことにしている︒また︑この間の所柄簸金は約六百僚円が見積られている︒

炉原型炉の酸筆れそれ回することにしてい・萄︒馨あ﹁禁風﹂は・必謄高じて随腫

FBR実験炉建設に着手
ATR原型炉は結論を得てから

を行なう︒①炉物理翼大型臨界実

この法案は︑核燃料加工事染の

子力産業の佃びとも関達して考え

が︑政府の欝可方針はどうか︒

プ等を用いて︑分析︑納製︑材料

験装殿を建設し︑炉心核設鎖の定

本搭化に対処してその保宏上︑安

近江氏政肘は加工事業の蒋戎

び原子炉の規制に関する法律し

手する︒原型炉は︑プルトニウム

の腐食等の実験を行ない︑実験炉

域繍罪実験︑英国箒からのコー12 金嘉保をはかろうというもので︑

鰍飽データを逼る︒この闘︑一一領

加工施設に係る設計および工欝方

につとめるといっているが︑貝体

にはひき続き建設に舞扇する︒

ム工学11小型のナトリウム・ルー設の貝休的計画で結論を得た揚合

いる勘気出力二十万KWないし三 に用いる材料および小型部品を試

類による評価なども行なう◎②熱

法の認可ならびに施設検査︑核燃

動力炉開発業務に関する第一次

建設し︑ナトリウム回路の総合試

流動試験矯ナトリウム・ループを

十万KW程炭のナトリウム冷却製 作して確性試験巻貧なう︒また︑

とウランの砕土酸化物系燃瞬を用

験︑燃料の流動試験等を行なう︒

ループ実験到大型熱ループを建磯

力委員長代理は︑﹁東海地区が絶

対だめだということが確定した場

野

蚕

締誌
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麩本謝幽の内答は概略次の通り︒

進める︒これらに並行して次の研

③御要機器︒部面11遮蔽プラグ︑

藤波原譜力褐喪洋鵡贅金の融

し

⑰

鋤韓
マ7回訓⑨認7
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ねはならない︒

十七年厩頃に臨界に歪らせること
究活発を行なう︒①夏物理髪搬研

贅や税制上の措置費で対処した

なけれはならないが︑現時点では

含︑他の候補地点について選定し

ない︒しかし︑継子力婁員会で

える﹂旨の答弁を行なった︒

ﾟ⁝障御
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放射線化学研究会第ニワーキ

常任婁貴会︑

ンググループ︑十七日午後縦隔研

原子力船懇談会

十八田午後原産︑十九

第九回アイソトープ会議蘂備下

＋懸鯛午後原産

打合せ会

原子動力研究会燃料グループ

臼午後原産

＋八日午後原産
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炉を五十一年土蜂臨界に璽らせる

歯警して・慧磐菱ぴ貌

的にはとういう方法をとるのか︒

得る︒この間︑既設の小型熱ル；

所要の解読を行なおうというも

等の規制の合理化をはかるために

う︒③主要機雛︒部昂等討ジルカ

との説明を闘いており︑今ここで

地元の受け入れも聾転しつつある

も︑最懸の状態にそなえ︑第二候

どこを纏えているというものでは

︵要蟹︶との具申

雀︶︒

補地点の選定を検討することも考

線擁壁から厩幾を保護するよりよ

メ⁝カーは自社の核燃料を採思し

：の炉を鄭乱しているが︑その際

日本は現在海外メーカ

プを用いて翼廊︒流動実験を行な
五球度頃から︑遂次︑原型炉用の

現在︑五聖から核燃料

近瓶氏

い◎

近江氏

讐は次の通り︒

衆院科技特における主な質疑応

の︒

ロイ製圧力管と鋼管との接含部︑

料交換辻三︑制卸棒駆動雄躍など

グ

海域放出部会を設置

レ碧︑総理大艶はじめ関係各省庁へ

い方法である

海域放出特別鄙会の婁員︑専門

提出している︒

委貫の氏名︑所属は次の通り︒
田昂英⁝こ︵立大︶︑桧山

義夫︵東大︶︑福田節離︵成膜

書評
海域への放出に関する適正な貝体

尊門派鼠伊沢正実︑帯川竜

大︶︑御園生謹蜘︵放医研︶

資︑佐伯誠道︵以上放医研︶︑坂

大︶︑谷井潔︑灘醤正雄︵以上水

岸昇吉︵原研︶︑左会正雄︵都立

なお放射線審議会は一昨年三

中好雄︵科技庁︶︑湯沢信治︑野

産庁︶︑三宅泰雄︵束髪大︶︑田

︶

現状の放出基

考え方﹂について︑

準は適当でなく︑すでに海外で採

つく方式へ切りかえる方が︑放射

隅されている一CRPの塞準に蕊 ︵農林省︶︑大永爾作︵逓産

灘聖︵以上陣生︐省︶︑近藤武夫

月︑﹁放射牲廃棄物の海洋放出の

よいかが論闘されたもの︒

の擬針となる鶏え方をどうずれば

ことが必襲であり︑結玉︑この際

的基準を締めて安全審査を行なう

際しては︑偶レベル放蜘性騰液の

核燃料再処理掘設の建設三目に

定︶

放射線審議会︑廃液問題の検討へ
佐藤総理大臣は一二月十九日付︑

放射線格議会︵舩理肘の付属機

日開かれた第一

設罪することを決定した︒︵特別

を行なう﹁海域放出特別部会﹂を

に︑この問題について特圃な調査

後の運営方針を検討するととも

十二圓会合で︑今

このため同審議会は三月二十六

た︒

関する考え方嬬について諮聞し

廃液の海域放出に係る障魯防止に

﹁再処理施設等から生ずる放肘簾

京大炉九本︑JRR12二十四
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向について意見の交換を図ろう
こ一τ

こととなったQ
髄一＝噛

河町の日本都帝センターで開く

十九︑二十日の両臼︑東京・平

力第一回発表会を来たる四月

い︒これらの点に関しては︑ひとり原研

なお︑蔚年の長期副画改議の三揃を機

ろである︒

に國の理解と鍔力が強く期祷されるとこ

当局のみならず︑原子力婁員会︑ならび

し︑あわせて驕界試験に示された兇覆な

が︑いわばJM①Rの建設は︑原研と て原研および五グループ関係畜の揚力に
して数星の原子炉を建設運転してきた経
験がここに結菓されたものであり︑技術

且iル通りの引き渡しが行なわれるよう

捜術能力をさらに結集強化して︑スケジ

JM肥Rが今後十分に活用されるため

期待したい︒

二一一馴

原産総合企画委で要望

なお同B︑荘村義雄羅気運剛会

が設けられることになった︒

ついて報告した︒﹇関連配轟・五面

長は︑カーマギー祉との仮調印に

に︼

動燃で人事異動

動力炉・核燃料開発静臥団は四

ずる︵秘轡脚長代理︶高木勇︑○

○安全管理塾調査役を命ずる︵安

を命ずる︵同空目︶松原僚一︑

︶柿勘民裳︑○企画調査塞罰査

4︑JM？Rの園塵炉を次々に企讃調査室長を命ずる︵罵調査
手がけ︑主に設謂面を担当し
た︒いまやわが國でも原子炉技
摺

全蟹理室付︶田村民司︑○総務部

術のベテラン︒とくに圏塵

込の建設ではその労昔がむくい

広報弓長を命ずる︵同総溺課罠︶
．釜萢辰夫︑○総二部広報蜜調強役
られた︒

られ︑翌年科学技術功労暴を贈

圃はすべて石橋をたたいて渡る

JMτRの建設は︑むしろ白 を命ずる︵同査査︶斎藤警久︑O

ようなもので︑これは妓術開発

日増郎︑○業務部次長を命ずる

ン︒ステソプ阜い蒋期にふみだ

総溺課長︶柵田一眠︑○業務部核

門

中京

央俊

都東

東電

京語

川1難田1嚢則1腫馳11鷹Uil雑【川1韮【II1擬川雅田田難1川；il川翼【川腫i【IU腱ll照稚lll腫細II縫llUI鰭田11顯川1翼i【川1田II雑ll田莚【imi【ll田1莚IUII装i川II甜IIII紺川11田lll莚IU牒田【i11雑則ll闇UII縫1【1川li【【【川II羅【UI

材料試験炉の
臨界に際して
⁝作機械の糟度︑性能に よ っ て 大

望⁝舗の籠はこれをつくるエ
c き く 左 右 さ れ る といわれてい

る︒同様に発蹴炉の開発︑特 に 臼 主 技

のであるともいえよう︒この炉には︑照

を含めたその龍力の翼価を世に聞うたも

どの照尉試験を迅遮︑効果的に行なえる

術の発展を間るためには︑燃料︑纏料な

ラボ間をカナルで連結して︑照射塁上を

に︑JM愛飛によるコバルト60など畏

尉後試験の便宜のため原子蝉とホソト・

には︑運営蟹理体制の整備が窪ず何より

半減期︑大眉盤のR王国騰化計醐がクロ

い︒材料試験炉が﹁原予姻のための原子
安全かつ簡易に輸送する畿計など︑海外

ーズアンプされ︑咋館来原研においても

職性能の材料試験炉がなくて は な ら な

炉駄といわれるのもこのためである︒
も璽要なことは騙を侯たない︒関係方面

租極的な検討が進められているようであ

研究用燃料に助成を

の材料試験炉からの教訓をとり入れたす
の協力により︑十分な体制を確立して︑

海外先進醒からは五年以上の遅れをと

国内はもとより海外からの儒要にも応ず

豪た建設を担当した五グループは︑圃

ぐれたアイディアも官用されている︒

りながらも︑昭和四十年四月以降︑原研
大洗地区に建設中だったわが凹初の紺料

ができるよう希望する②一施設あ
たり十二万五千が以下の楊含は米

政府関係機関などを通しての貨備

機能を果しつつ︑RI国難化に一役買う 懇願会で総含企圃婁員会を開き︑

難本原子力巖頭会錨は四月一日

るが︑その経済性については大きな聞題

負握の大まい師岡連楊資任方式を初めて
試験炉利用懇談会の検死に碁つく要墾に

を残している︒しかしJM饗Rが本来の 午後面隠から東京・花虻町の電力

嶺初の契約通り去る三月三十日臨界に逮
採用し︑原子姫本体の製作︑掘伺の段階

幸い科技庁︑原研は︑さきの原薦材料

試験炉︵JMTR︑熱出力五万KW︶が︸炉︵JRR−3︶の工合よりもさらにる︑積極的な構えをとるべきであろう︒
し加ことは康ことに慶ばしい︒とくにわ

国から薩接賃借できるように決め
られているが︑手続きの簡素化︑

①研究罵特殊核物質の民有化に伴

JM饗Rは臨界したが︑しかしこれで なう助成描卿②魔界フォーラム大

ことがでまれば甚だ好都合といえよう︒

府から箆衛できるよう希望する③

入手の迅速化などの理由から︑政

紙じて︑合理的な運営方策を霞めつつあ

同床員会婁鍛の任期問題などを審

会に関しての準備委員会の設認③

るが︑とくに照射料金については運用面

そが本務でありまた園難な仕噴である︒

仕癖が終ったわけではない︒その活用こ

から︑全田力曲舞闘の運紙保証︑最後の

で極力低率なものとするよう配慮がなさ

富庁立合い試験までを︑すべて五グルー

れていると聞く︒国の要請にもとずくナ

開発の方向を確立し︑これに踏み出した

る︒これは初めての完全なターン・キイ契

プが共同して寅任を貝うこととしてい

が国の原子力開発が︑将来型働力炉臨霊

ものがある︒

動燃︑原研︑大学など公的機関か

時期であるだけに︑その慧義は一溜深い

議した︒

らの餐託業務などについては︑そ 月一日付で︑次のとおり入那翼動

関係者の一贋の鍔力によってその致務が

頻まれたようなもの︒こんどは

○監廓釜長を命ずる︵業務部調

とくに研究用特殊核物質の民有

ショナルプロジェクト遂行のためにも︑

ひらや豪しょういち

平山省 ﹇

ェクト・マネージャー

MT曾建般のプロジ
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化については︑①今後も民閻でか

n

の機関から必要な燃料を支給塞た を発令した︒︵カソコ内は離職︶

財

7塵

は貸与すること等の闘題点が示さ

闘−⁝

なりの澱を必要とすると愚われ︑

﹃

鹸
0

監﹃︐闘︐膨

理研条約二十五億円︶が見込まれ

睡h

￡

︐喜虫ら ・

賢愚動力炉關発の武器一JM れねばならぬと朗醗し﹁従来は

た原研大洗研︒材料鑓験炉郡次

団体旅行のお客さんを梁せるに

．

ｬ

れた︒獲た世界フ題ーラム大会は 達課長︶隠田正︑○秘轡誤長を命

JMTRは︑初めて本格的な原子力五 約でもあり︑メ；カーグループの技術水
離の向上と畠山を示すものとも云える︒

▽在来型炉燃料の萄勘利用訂使
珊ずみ燃料は國内で再処理し︑再

使用が望顕れる︒動燃が湿式法に

政府からの賃儲あるいは動燃など

全うされんことを祈るものである︒

︐

よる第一工覇の面識につとめ第二

工揚も漏式法により民闘企業で建
⁝
設することが予想される︒関連技

一

る︒

特段の配慮を切望するものである︒

グループの共圃受注という形式で樋行さ

松㌔

♂

核燃懇が報告書を提出

濃縮ウ ラン の研究も

術改善の読めの研究は原研と動燃
が協力して進め︑またフソ化物法

長の平山さんは︑﹁臨界に成功

ひとしいわけで︑営業的なセン

q建設の立役音をつとめてき オーナー︒ドライバーが便粟を

したのは︑全く関係者一嵩のチ

ス業務にもつながる﹂と頁釧︒

には不適︒豪ず橋を飛んでみて

すべきではないか﹂︑家さに頂

燃料躍長を命ずる︵冶金部付︶錦

門

⑨忌弾論濁

核燃料サイクルの確立を強調

一

⁝

スがいる︒これが原研のサ⁝ビ
い表装︒

⁝ム・ワークのおかげ﹂と明る

JMTRは︑何のトラブルも

門の一針︒温彫な性格だが︑手

戸筏一︑○人形陳出張所総務隊長

ケガが少ないと見通されればワ

綱はしっかりと引き締めてい

﹁長を命ずる︵禽吉弓張所総構課

金加建

防塞塗料（ジンキー〉

に翫点をおいた醐速増殖炉燃料の ㎝
再処理研究も鮭める必蟄があり︑ 一
筒温化学法等の捷礎研究を行なう
べきである︒

⁝

嚢
なく︑三年前の約束通りに三月

末臨界した︒これは原研開所以

をもって

懸糊灘灘醗

る︒だが一面︑くたびれた作業
氏は昭諏二十二奪に東大工学
部機械工学科を卒業Q理研︑日 衣も気にしない税しさもある︒

唖艮︶新発田亮三︒

ぜひ田本で

日本原子力聖業株式会社︵小禽

⁝ 漉彦社長︶は本丁瑠務所を︑左様

軽量断熱材（三井パーライト〉

子

原

期購入契約︑長期購入契約および

低謙かつ蜜定な供給を図るため短

三顧・平河町の全共連会議至で第十圃会替を開き︑これまで約十

探鉱關発の各方式を適宜組み合わ

▽プルトニウムの研究開発隊昭

和五十年に実円炉での試験を行な
うことを闘標に︑国が風調を作成

し︑動燃︑原研が中心となり︑大
⁝
学および歯数企業の協力をえて進 ⁝

ヤル気

来のできごと︒もれは︑大洗研
の関係者が

平山次長を中心にガソチリ磁寒

立を経て︑三†︸館五月原研に

余るほどあるが

闘を命ずる︵総務部広報口付︶逮藤
だ実醸がわかない﹂というが︑

といわれるような精度の商い照

している証左ともいえる︒﹁ま

今後のことについても︑綿響な

入った︒とくに理研晴代は大山

鴨 多多／多彩
射研究をやるのが夢です﹂と鶴

趣味は読轡︒丞14市梅番の原

を輝やかす︒

晃次︑○東海事業所蟹理部総務繰

データからくる理説のほどがあ

鏡奪馬の下で﹁低圧法による酸

研究とともに戦後の理研の二大

﹁世界には今や材料鋼験炉は

らわれている︒

JMTRは五グループの共同
素製造棚下の開発㎏に類纂し
の炉は建設というよりもむし

製作による豊国塵炉Qだが︑こ た︒この研究は︑ペニシリンの

東京都千代田区酸が関三一ご1

に移転した︒

五︑霞が関ビルディング︒鷺額︑

五八一i七三Q一︵代喪︶

東京都千代田区神阻錦田丁一丁営九番地
札睨・仙台・横浜・静澗・名古屋・富由

営業所

勲

原子力婁員会の族軍隊懇除会︵軍鼓有沢広己氏︶は三月二十七日

カ月間にわたる圏懇談会の留議結果をまとめ周日原子力委員会へ報

せた拙贋を講ずる必要がある︒

集︑塾礎的調査および探鉱開発に

そのため国は︑贅料情報の収

告した︒これは︑﹁原子力開発利胴長期計画﹂に示された核燃料開

対する技術的︑資金的援助を行な

曹⁝

める︒国際協力の讃極化も考慮す ∵
べきである︒

謀

⁝
▽核燃料などに対する保障措躍
繍
の効率化︑および核燃料蔑腐化に 蹴
伴う拙照も考慮すべきである︒

▽諸施策は今後︑生購ブルトこ⁝・

すべきである︒

．⁝

⁝㎜

ウムの隅給バランスからのみでな⁝⁝
⁝
く︑経済性︑エネルギーの安定か ⁝
ら低廉な侠給確保の見地から拍進⁝⁝
なお︑諸施策摺進経費は︑昭和

研住宅に︑多磁子要人と一男一 ⁝
⁝
女の四人暮らし︒四十四歳︒

鴨
︵Y・T︶

（ネニサンソ〉

土壌改良剤

発方策の手引きとなるもの︒今回の結論には﹁長期計画﹂に定めら
れた方剣ととくに変った点はないが︑わが国のウラン濃縮研究の考

うが︑さらに︑税制の整備や資源
保有国との協力関係の確立等も講

え方で︑一歩前進を示したことと︑研究開発諸施策の所要資金を見

二︑将来の核燃瞬サイクル形態

じ︑探鉱開発が民間ベースに粟り
難い目合でも︑国自らこれを積極
的に行なうことが竪ましい︒

▽濃総ウランー1当颪は米国の婁
託濃総制度を利用するが︑米圏以

ードによるウラン濃縮試験を終え

プロジェクトの一つ︑﹁それだ
けにファイトもわいた﹂唐︒原

研に入ってからはJRR13

難竹中工務店

（ケニテヅクス）

吹付塗装材

箔

銅

用

材

建

積り︑金額的にこれを示したことが新しい成果となっている︒
接燃料懇談会の報告︵総論︶は

は︑高速増殖炉の採用による休系
確立をめざすべきであるが︑これ

概要次の涌りである︒

﹁︑核燃料サイクルの有効利用

間︑新型転換炉の翠期開発・採用

には長期間を要するので︑この

と︑在来型炉での核燃料の為効利

外からの供給の可能桃も検討す
る︒わが国のウラン濃縦の研究開

的かつ皐急に海外壷源確保の方策

ることを団綴に︑難燃︑隙研︑理

一⁝
四十嵩︸年度から五十節度家でに約
ろ︑その活用いかんに本来の使
爵五†竃億円︵内旨け日①ウラン ∴
命がある︒その点︑平山さんは
講
濃縮約八十六億円②プルトニウム
今後の運営方法に最璽点がおか
庸⁝
の瞳水炉利用約四十二億円③再呈
﹁1

人工軽澱資材（メサライト）

部

伸銅・ダイカスト・煉瓦・砥石

部

門

工
材

を舞体化するうえで︑当藤岡馳と

なるのは︑①ウラン資源の確探②

▽ウラン資源の確保一1国内畳源

用をはかる︒

濃縮ウランの確保③使用ずみ燃料

の再処揮④プルトニウムの有効利

用㊦核燃料民為化に伴う措置⑥保

についての試算などである︒これ

を講ずる必要がある︒溝外資源の

研を中心に行なう◎可熊な曲り早

発は︑昭和五十無度までにカスケ

らの貝体的方向と対策を明ら か

確保は︑瀬切な国の施策のもとに

期に一方式に研究開発を集中すべ

の把握につとめるとともに︑七二

にし︑今後は︑とくに関係各界一

民間企業がその主休とならなけれ

きである︒

障措誤の勘率化⑦核燃料サイクル

体のもとに鑑進ずることが必要で

ばならない︒その確保に嶺っては

大阪市策鼠本町四丁臼二七番地

本
店
東京支店

一

錬

竹

取締役抵長
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オランダ

仏か ら の 独 立 を 図 る
という︒

発した蛇心分離法による濃編工揚
くてすむ︒いまやこの遠心分離法

ガス拡故工場に≦わへ費用もやす

る︒これに反して米国技術によ

など在来技術の部分で起ってい

ユーラトム共同

計画が暗礁へ

かりか︑同じよつな競争を助長す

体にとって簡づるところがないは

この規則楽は一月二十日フェデ

の声が上がっている︒

性隊藁︑化与工巣界から強い反対

り

るたけであると主張している︒委

部分の殆んどは歓迎滝れている

況財改鵠の一節である・他の改訂

ので︑1AEAの勧管による現行

て生ずる問題点を強醐している︒

オランダの原型炉建設計画によっ

ラル・レシスターに公表されたも

の共同協定計画を継続しようとす

員会は︑競争の無益なこと︑とく

る考えを断愈させられて三カ月た

ユーラトムが︑一九六八年から

クやインドの二原子力発苗圃の

にフランスとドイツ・ベルギー・

故瞳がよい例た︒

している︒オイスロー・クリー

は鉗子力技術の部分で故塁を起

って姪設された原子力発避所で

は五年閥の建設期聞で︑約三憾九

天然ウラン炉建設を続行

篶撰鎚懸銭翻礁駈副鐵覇閥でも
︵注︶松本パリ駐在員によると︑

今回の逃心分離法の技術内局は︑

いる︒この規則が発効すれば﹁放

つが︑この決定にいたった不一致

が︑この一節は産巣界を驚かせて

一︑ゼネラル・エレクトリノ

委員会の報告轡は︑各国の代衷

シューマン仏科学相が見解を発表

者達が︑生物学上の研究と制御さ

一九六〇年の米国ーオランダの秘

ク祉は一九六三鉱にBWR型原は︑いまだに解決されていない︒

は禺速遠心分離によるウラン濃縮の研究開発が著しい成果をあげ︑
開発はライデン大学の翼験物理学

なお︑オランダの逮心分離研究

張工事資金は穴十七伽隅〜九十一二債⁝

スのビエールラノド濃縮工湯の拡

ない︒現在注目されているフラン

炉の建設を続けるし︑軽水煮たは

のほど政府としては﹁天然ウラン

モーリス・シュ⁝マン科学損はこ

︻パリ松本駐在皿発︼フランス

密櫨定によって明らかにされてい

子炉一塞︵吾OMWと五四〇 二日︑この行きつ濠りについて

近心的な合意に達することができ

研究開発はライデン大学が主力

ール大統領の慧向を反映するもの
MW︶を受注したが︑メーカー 隠僚理叢会に対する報告がなされ
だが︑EDF−3号炉の故擁以來 と聡力会社が明らかにした建設 たが︑そのなかで︑常任婁員会が
EDF︵仏竃力公祉︶のなかでは 費の間には三〇％の開きがあっ
明らかにしたところによると︑ユ

湯にのぼるとみつもられている︒

るにすぎないことを示しているQ

R＆D︑さらには原子力船につい

また︑ドラゴン高温ガス冷却炉実

て︑ユーラトムが買献ずることに

：ラトムが質献していた国境との

った︒

関し︑意見は完全に一致しておら

職速瀬研究契約を復活させるとい

業の椙対的拡大を招く一儲とな

量的に把握するのに何を戦略約

えるときには︑過宏の経験を数

てどのように説明していくのか

というところに難しさが集約さ

れよう︒単なる過玄の趨勢の投

影である方程式の田解たけでは

不十分なことはいうまでもない

その意味では最近来来学という

名前を冠した論稿に人々の関心

もので︑窪た︑現在赤色ラベルで

位元素の繊荷を全曲的に山止する

線磁短時二頁︑亦レムーの旅欝機に

表示している圃体同位元叢︸喪面

よる壁輸も鹸止している︒放尉性

義憤贔には半誠期の短かいものが

粥は六時間であるので空泣の必要

多く︑例えばテクネチウムー九九

運輸省は四月十五日まで︑規則

性が生じている︒

案に灼する民間の誤読を受・け付

け︑その後八週間にわたってこの

英園原子力公社は︑スウェーデ

．ルト60を輸出

ンの新しい縁療用段曲プラント陶

のコバルト六〇を輸嵐した︒この

けに製造した二十万キュリー以上

とスウェーデンのASEAは︑か

なりまえから見写りを上塗してい

申入れている︒

プラントは︑ラドナA・B社か所

AEGLは︑イチゴもこのよう

理し︑食卓に提供してきた︒

に︑約八百万胃︑ノのシャガイモを処

は︑一九六六年に閉鎖される濠で

へ提供される︒ニューフィルド

麟の野菜として︑カナダの消費者

ネマギは放肘線で処理された二番

・プラントで処理されたこれらタ

のニューフィールド・プロダクト

ケベソク州セイント・ヒラリー

画している︒

五十ゾ︑市場へ臨荷することを訓

今春︑通常の流通機構をとおし︑

は放射線処理によるタマネギを︑

カナダ原子力会社︵AECL︶

玉ネギを市場へ

AECLが照射

百万キュリーの線源を持つ︒

ベルグ付近に建設し︑最終的には

リア・エネルギー社が︑ゴーテン

有し︑H︒Sマルシュ・ニューク

水炉を︑ASEAは︑騰水炉を

もし三番臨の入札があるどすれ

ば︑それはソ連からて︑加圧水炉

を串入れることになろう︒

これらはいずれも燃料に濃縮ウ

ランを用いる︒ソ連の原子炉を採

ランドは︑ソ連と燃料の浸期供絵

用するかどうかとは別に︑フィン

る︒

協定の締結の可能性を打診してい

イマトランは︑国有法人ではあ

るが︑政肘の一機関ではない︒し

かしその決定については︑政府首

脳の愁晃に従うであろう︒︸九六

へての難し出をことわり︑広汎な

六年︑三つの申し配をのぞき︑す

競争を政治約配慮によってやめさ

てはその可能性がある︒

せたように︑今回も決定にあたっ

止案に米業界が反対

旅客機のR一輸送禁

よる放射性物質の空輸禁止規則案

コも倉撚れている︒

が︑またこの計画には穀物L淳ノ

生局へ申入れをおこなっている

な処理をするため︑現在︑食陥衛

を公表したが︑これに対し︑放射

米運輸省はこのほど︑旅客機に

英AEAがコバ

慧見を検討するものと思われる︒

−

へいしたが︑そのうちUKAEA

イマトランは︑三者に入札を招

同規則は︑旅客機による液体晦

射性医桑品製造染界に破激胸影響

R型原子力騨技術を導入した方が

採算上米國のPWR露ないしBW
た︒これは重窓が竃伝用の儀い

もっとも強闘に反対をとなえて

験︑プルトニウム・リサイクルの

いるのはイタリアで︑それは︑こ

う意見は︑ほとんどないことが分

を与薬る﹂とある韓部は語ってい

沸騰水型濃縮ウラン炉などその他

際の鍵用はそれをはるかに上回
っている︒

一︑フランスとしてはいかなる

技術を緋除するつもりはない

ず︑また︑その機会もなくなった

＼﹂欝圃﹃︑︑

と述べている︒

のような貢献はある国の謝画に刻

する助長にしかならず︑共岡岬全

が︑シューズのPWR型炉が故
障したことも考え合わせて慎霊

マトラン・ボイマ・オイ社の原子

フィンランド国選推力会社︑イ

フィンランドの発
電所の入札大詰へ

繋外短爲麗

な態度を必要としよう︒英圏も

目してよいと思うQ

技術を導入していないことは注

一︑採算の観点からフランスの

原子力政策の帳換を主張してい
る者は米国技術の導入がフラン
ス経済全般におよぼす影響を度

外視していると考える︒濃縮ウ
ランも輸入しなけれはならない
し︑民間の濃縦ウラン工揚も建
設する必要がでてくるから全般

方では出生率︑労働力化率の低

ろうQ以上はほんの一例にすぎ

変数に選ぶのか︑その謝算当程

月十九観と定められた︒

の建設に対する入札締切りは︑四

下が若年鶴翼労働者懸の需給逼

ないが︑このような経済の仕組

に予想される構造変化をいかに

的な観点を忘れてはならない︒

力発悪所︵電気出力五〇万KW︶ た︒UKAEAは︑燕気早虫・重

カナダもPWR型原子力発鱈所

一︑CEA︵原子力庁︶︑ED
Fが建設した原子力発蹴所で技
術的な故敵が超っているが︑政
府としては醜隼十⁝﹁月七臼ドゴ

⁝ル大統領主催の下に開かれた
関係閣僚会議で決めた﹁天然ウ
ラン炉の建設を続ける﹂という

電所の故障は原子炉自体ではな
く鉄鋼ケーソン︑熱交換機︑送脚

迫をもたらし︑生厘函数におけ

みの変化についての的確な館識

風機︑導管︑被覆破鎖探知装置一

ては︑ユーラトムが加盟国と協定

系列の原子炉研究開発も怠ち口な

封鎖体制の申で麗㌶醸縢な良質

れた熱核研究の二つの分野につい

この工膿をユーラトム六力困でや

で国慶技術の開発を主張するドゴ

ることにすれば︑オランダの分担

有利たという慧見が強くでてきて

進められている︒それによれは︑

簸近オランダの薪聞その他が蝦ずるところによれば︑オランダで

ガス拡放法に比へ装羅ははるかに

い﹂という原子力発蹴開発の二本

対立している︒天然ウランか濃総

廻力業界に八

労鋤力と導入技術による技術革

る︒

小型となり︑細説の磁力設備を要
額は約八便千二百万藩になるとい
方針を再確認した︒これはあく豪

を受注するため︑国際入札競象で

月ピークという

新を軸として設備投資が強行さ

る資本と労働の組合せを変える

評価にも決定的な翼翼をもつも

のであろうQ

量翻鐸灘幽

を穫揺するのはよいたろうという

せず︑かつ攣縮ウラン儒要増大に

われている︒だが︑オランダが開

た︒

よび再加工にいたる一貫した燃料

社は︑ウランの採鉱から嬉処理お

サイクルの全事業をおこなうこと

くの鉱康では︑広纒囲にわたる褒

平均贔位が○︒一五％ウランとい

が承認されたoENヱは︑イタリ

面の調査の示すところによると︑

われている︒

ていると思われる以前発見された

た趨門委員会が︑相当猛を埋蔵し

新しい言葉が廻

れ︑蛋化学工業化が急速に進ん
だ︒しかし四〇年代には開放体

織込んでいくのか︑その結果算
勢への移行をはしめとする内外

は︑輸出は米︑英︑西独などの

れる璽化学工業化率について

雄

予測省のヴィジコンと関連すけ

繊された予測値を理論に照し︑

う︒消費革命が

環境の変化が︑かつて成長を支

っての萌捉であり︑作業結果の

もたらした最要の変調を端的に

えた経欝の巻紙みそのものを変

こそ︑中期展望を行なうにあた

あらわすもので︑これからの需

鉄

中期展望の問題によせて

川

が集京っているが︑そこに描か

まさに私たちの求めている将来

一般に過去の経験から静態附

の構造変化の態様について多

先進国に比へてなお格段に高め

予測の難しさがある︒確かに︑

くの然唆を期待できるのではな

れている将来の産業祉会の姿や

統副の整備と負事機の発達は計

かろうかQ︵難論は日本興業鉦

それに謙るプロセスの論講は︑

に弱まりつつあるQ

撒的予測の手法を飛躍的に進歩

に観察しえたことが︑動態的に

個人消費についても衣服・食

させている︒しかし︑産業の中

も正しいとは限らないところに

料∵耐久消費財中心の支出から

行取輪役醐査部長︶

ではこれを引上げる諸国が次第

教爵・観光・サービス中心の支

期的展望というようなことを考

ま

出へと変化し︑それが馨二次産

る余地があるが︑国内儒要の面

翠

灘軽

先進国水準に近ずいたといわ

要の晃通しや設備韻画を考える

であろうQ

ときには︑無視できないファク
ターになっているようである︒

将来見遍しとか計画とかいう
灘に関係するものにとっては︑

このような変化をどの程度に評

七させることになろう︒即ち碧

価し︑いかに織込んでいくのか
ということが︑腹懸なことはい

自暴化された環境では︑外圃企

羅サイドでいえは︑資本進出が

業が従来のような態度で先端技

うまでもないし︑また苦心の存

簸返の私たちの経験でも︑四

術の盤与に癒ずるとは思われな

するところでもあろうQ

〇年代というような中期的な視

㎜角での軽業展望を試みようとす いし︑世界的規模での競争激化
︸ると︑同じような聞題にぶっか は当然に企業ビヘイビアを大き
㎜らざるをえない〇三〇館代には
く変化させることになろう〇一

価格たったことを示すもので実

対しても容易に設備を拡張しうる

ら検罰しているクチュール婁員会

教授キステマーカーを甲心として

ダのこの計画は︑フランスの濃縮

ベルガモからほど滋くないゴグリ

の政府に対する報告書を四月一杯

ウランかの選択を技術的な観点か

オ・バレーのノバザにあって︑一

には握嵐される予建た︒

いる︒西盛ーロソバ譜国で濃縮ウランに対する関心が高まっている

参加する民 聞 企 業 な ど は 明 ら か で
技術から独文を園るものと受取れ

アルプスで探鉱開始
スイスとイタリアが資源評価へ
である︒報欝によ．筍と︑作業は埋

所有ENI睡業グループの子会社 科学相の見解要露次の通り︒

九五九年から六一二年にかけ︑政府

政臆︑民間会社共同のパイロソト︒プラント建設計画が進められて

支出は約八百万がであった︒

折りから︑この報道は各国の注目を集めている︒

パイロソ ト ︒ プ ラ ン ト 讃 薩 の 現

はないが︑ 罠 間 企 業 で 参 加 す る 可
る︒オランダは︑最近の英国のE

政策的見地からすれは︑オラン

能牲のあるものとして三二ーフィ

EC加盟要請に卜するフランスの

況︑建設時期︑規模︑想定原飯︑

シェル祉︑ ヴ ェ ル ク ス プ ー ル ・ ア

リノプス社︑ロイヤル・ダノチ・
拒訟権行便に強い一匹を感してい

スイスとイタリアは︑アルプス
蔵量豪たは贔位を正確に評価する

イタリアの議会が︑最近猛柵工

の一盛が探鉱をしたことがあっ

における既知のウラン甕源を評価

る︒しかし︑イゼラブルの樗の近

家でにはすすんでいないようであ

ソバ諸凶と共同して︑新らしいガ

る︒

するための手段を新たに講じてい

ムステルダム社1の名前が挙げら るといわれる︒フランスはヨーロ

ス拡漕網掘を建設することを鑓曝

の定款を改正し︑これによって同

れている︒しかし︑フィリノプス

している︒ ま た ︑ ヴ ェ ル ク ス プ ー

往︑シェル 祉 は そ れ ぞ れ 口 を 閉 ざ
しているが︑フランス領内に建設

スイスの探鉱酒動は︑園の原子
力轟関から甕金援助をうけ民閥が

国と共に︑英国とEEC︑またはおこなっているが︑一九六六年︑

オランダは他のべネルノクス謄

ル拙はオランダの燃心分離研究開 することを条件としている︒
た会祉だが ︑ 決 定 的 な 言 を 避 け て

縫で産業開発を進めようという馬

英国とフランスを除くEEC譜国大豊模な活動を再画し︑山ハ七隼に

発罵材料︑ 装 齪 の 主 役 を 演 じ て き

いる︒豪た︑政府は︑民間とは契
はその規模をさらに拡大した︒今

約していないといっているたけで

葎は︑豪た拡大し沽動に要する予

イタリアでは︑工業相が粥罰し アのENELの躍気出力六五万一基本方針には変りがない︒
七Q万KW級原子力発蹴所の建設 ︸︑フランスにおける漂子力発

算も六七年の約八○万がから︑約

ーロノパに英圏の技術によるガス

齢僧とっている︒オランダは︑ヨ

オランダ の 選 心 分 離 プ ラ ン ト の

︒グループと協力している︒

で組織的に探鉱が開始されたが︑

昨年︑スイス東部の蕊つの鉱康

イギリスのニュークリア・パワー

百万メに増加する予走である︒

あるQ

騨

予測のむずかしさ

れているとい

一

だと勧告しているQこの鉱譲は︑

ているが︑一方︑英翻は︑この計

拡淑工場を建設することを提案し

これらの鉱床は民間会社がすでに

印

ひ蝋

鉱脹を評価する鍔力を再開すべき

の計画に匹敵するものと考凡られ

規模は明ら か で な い が ︑ 大 体 西 独

の機密は保持すると明冒してい

画を歓迎はするが︑ガス拡散技術

予備的な講査をす蒙せていたもの

ている︒二塁では政尉の完全援助

るQ

によって︑ ユ ； リ ソ ヒ で 集 帯 的 に
行なわれて い る Q 丁 丁 五 〜 六 傑 の

﹁ フ ラ ン ス の E DFシリーズ︵手前からεDFl一︑2︑ 3 ︶

講

襲
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産
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業
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原

でしかなかったと述へている︒岡氏は︑これま

託盤雛﹂の検討は︑昨年から始め

であろう︒こうしたことを総合的

汚染防止規則が大きな障警となる

にみてみると︑原子力発躍が※国
でのシェアを若干拡大している間
に︑在来火力はこれに対する優位
卒確立することがでまなかった﹂

圃民は︑遇玄二年間にわたる発

と︑ボーン氏は紹窪している︒

躍設備の発注鰍がこれ京での無潤

た発蹴二二全体の発注も︑かなり

は︑﹁億一千五酉万KW程度と予

一暑炉は︑TVAのブ

コモンウエルス︒エジソン赴の

ドレスデン

要

昼食（12：00〜1：00＞

大メーカーとの間のきずなを切り

一5

多

誓

へ．「瀕γへの家全投棄法」

会場：日本都衛センター別館
（東京都下代田区平河町2の6）

勝轟．

紺騰

鎌襯

したがって︑入気汚染の間題を解

力発躍の将来の簸も穴きな激は︑

よっておきる穴きな銀故であるこ

安全系統をおろそかにすることに

とを銘翻すべきだひさらに︑既存

組み匿わせて︑より経済性のよい

蒸気技術とウランの利用効購とを

の経済性を一顧改轡することも蒙

蒸気冷却炉を開発し︑原子力発醒

⑤JCAE︵上下両院合同頻子

た重要である︒

力婁員会︶は︑燃料サイクルや原

子炉︑発醒機器などの製造で︑強

力な独占体制が確立されることを

一つだけにしぼるということをさ

阻止し︑増殖炉計醐の方向づけを

けるために努力しなければならな

とともに︑天学や目立研究所で核

利罵の新しい分野にも網心を示す

決する道として原子力発聡をPR い︒また醒気自動蝦のような羅力

する必要はもつなくなったし︑ま

調する必要がある︒

︸評翻のもとに行なわれるよう強

融一反絡の平和利用訓画が︑確た

た熟中性子炉や転換炉に対する援

助の必要もない︒したがって原子

力鞘醗の経済性の追求に払われて

餓に旨しては︑もつ力をぬくこと ・のために向けるへきである︒原子

ュード・エ︒ラ︒レアレザシヨ

フランス

仏・マジンガルベの小型蛋水工

した︒この一月はCEAが幾日会

揚が鍛初の原子炉級の盤水を生雌

社と協力して設呈し紀もので︑設

〜多

多

一二

二

ぎ

削能力によれば隼証二〇〜⁝⁝五メ

多多

トリノク・トンであるり

一

；

ロノパの暇々でもCERCA製

品が使われている︒萩た返い将

分野にも栗りだす一画をもって

来に︑BWRやPWR堀の燃料

ルモン油揚に近接して︑三年

いる︒

三十名のスタノブが燃料開発に

削に研究センターをつくり︑揃

あたっている︒このほかに渠然

︵従業凪百名︶も所有し︑法

ウラン金属の加工を行なう施設

AFというセラミノク系のウラ

た︑CSF社と共同で︑C工C

CERCAの現征の資本金は

ン製造会祉も運営している︒

二千万フラン︵約†四鱈六千万

︵H・τ

﹇写翼はルモン核燃料工場︼

︼P①1酬VP塚一ωQ◎ΦコμΦり 団﹂弓ゆ餌O⑩

I︑PEGASE︑O癖S
I
R
I
ピ︾く
Φ昌
蔦①
客︒重恩9一σq︐

EAの研究所にあるCAB本R
書の所在地は︑

L−3︑EL−4をはじめ︑C

黒鉛・ガス炉や︑ガス璽水炉のE

3︑EDF−1︑2︑3な円ど
の
︶︑祉長はアラグー民︒

各種分野の開発に努力

謂薔五十名の入員で︑動力炉︑

研究煩︑試験炉向けの盗心の燃

料要素を製造している︒工揚の

一六︸臼ゾ︑板状燃⁝料二万一二

年間生産能力は︑金属燃料五胃

S等の研究︑試験炉に納入して

おり︑その他ユーラトムやヨー
ゾ︒これまでに︑G12︑G一

万五千枚︑セラミ．ク燃料二＋

仏が最初の原子
野物重水を生産

鵯髄墓

④AECはこれからの原子力発来た勢力を︑今後は安全性の確立

を感じなくてはならない︒

せるための調査研究を行なう賀任

して︑軽水炉技術をさらに発展さ

させ︑二三会社はメーカーと協力

約でエスカレーション条項を含ま

②原子力匿業は信頼できる価格

販売醐との分析を行ない︑完全な
餅画を立案する必要がある︒また
系列化されない燃料製造羅者とか
玉無膚着に対する余地も残してお
くべきである︒

③配力会性が原子力発電の信頼
性と安全性を確保するという賀任
は︑電力屑金を引き下げるという
ことよりも︑もっと大きいという
認識に立たなければならない︒確
定された技術能力にもとずいて︑

タ：ンのキイ方式をとりやめた際

二

ってうめることの必要牲を認識す

におこる三白を何らかの手段によ

多一

るべきである︒
．メ6ー
多 ノ〜

零墨喋議麗鯉
るメーカ；が二祉あるが︑CE

に供給してい

猿橋勝子他九人

主要炉へ燃料を

RCA︵コンパニ・プル・レチ
ン︒コンビュスティーブル・ア
トミクの略称︶はその一つ︒

同社は︑サンゴバン・ニュー
クレール︑ペシネ︑ユーロペン
︒アンデュストリェル・エ・フ
ィナンシ寒行ルと米團のシルバ
エァ・エレクトリノク・プロダ
クツの四社の技術と出叢によっ
て心九五七妬設立された︒

パリに本社をおき︑ルモン・
シ議ル・イゼールには︑生還工

揚と研究所がある︒ルモン翼翼

̀．「海洋のバンクグランド放鮒能」
a．「海洋に於ける放射姓核種の化学的畢動J

?．「分析法J

をあびたにもかかわ

ll倣昌l」

はなして︑それぞれの立場を独立

b．「浄業資源問題」

脚光

ンンポジウム（2●30〜4：σσ）「低レベル廃液の沿

ない方式を考慮する必要がある︒

〃2．rP購燃料の取級い」
〃3．rPu利用に｛響う医学的問題」

ラウンズ・フェリー一︑二号炉と

丸山圷倫
熊取敏之

ができるような段階に来ている︒

ザ動力炉における熟刑用｝こ

電力会社とメーカー︑とくに二

三三赫良稜

u演1．「Pロ入り動力炉画料の汝全甦」

叛崇昇古
講演1．「沿浮二品調血の現状と問題」
討 論

ことQ欝である︒ま陀その二期契

Ir原子力発電施設の信籟渡」

進
木谷
H．「線子矩フィルター」

共に

れぞれの立場を磯篤し︑調和を保

努力κにより︑石炭と原子力がそ

つという響え方を復活すべきであ

写検会（ユ2：30〜1：30）

さらにスポーン氏は︑原子力の 計画が逮成できるよう︑製造颪と

ると同氏は童張した︒

非常な

り効果的な活用をはかるため二十

ライン︑水運および照続圧送電な

従い京して︑今後貝斧化される
婁託業務に関する経費の算定隠避
ぬ
︵第五条︶や発明者への補償拙置
︵第十﹁条︶等の瀬瀬等につきま
しても︑関係業界の御慧兇も十分
参酌のうえ取り運びたいと考えて

なお︑不十分の点もあるかと思

おり織す︒

漿的纂業をこのユニークな婁託方

上田蟹田飽ノL入

B．倣射線の戯Y生物への影響J

らず︑一一黛前の約束通りにはその

経済性は維持されなかった︒

アメリカン・エレクトリノク祉

ニア・エレクトリンク＆パワー祉

のブリノジマン発鷺所と︑バージ

のサリー発仁所の凝済性は︑ドレ
スデン発覧所なみにもどった︒石

語聾をしたいに引き下げていくと

炭と原子力か互に影響し合って︑

いう過程で︑それぞれの燃料がそ
の将来のあり方を見さだめるとい
う段踏はすでにすぎ去ったように
思える︒しかし石炭産業︑機器メ
ーカー︑原子力薦業︑電力会社︑

AEGおよびJGAEが

こんこの進歩と開発および化石燃
料から樵燃料への移行を成功裡に

おこなうための計画に重要なの
は︑次のようなものであると指摘
した︒

①石炭︑石油産業が原子力と競
署することで新たな勇気をふるい
おこすこと︒鉱忠のオートメ化を

四時間操業を行なうこと︒パイプ

心匠促巡すること︒投下資本のよ

どを含む翰送技術の改謡をはかる

ような観点からも受翫省がこれ

2髪
係る通常実録権を無償で許諾する

他面そのような協力の慧欲を燃や

に稜極的に協力していただくこと

︵契約金額︶︑笛六条︵経籔の支 瘤報のうち罷業圃が必要と認める

の努力をいたしたいと考えており

していただけるようでき得る限り

という構想や②受託者が委託業務

示を

基準の審譲に当り︑饅も畿論が

ものについては︑受託者に開

を強く希望いたしますと同時に︑

お願いしたり︑その開示を制隈す

を窪施することによって得た技術

所記権等︶の三粂であったと配憶

払方法箸︶および第士条︵工業

集中いたしましたのは︑三五郎

想している︒原子力発躍の経済鑑

三島幾積
田．「核分裂生成物の放出と移行」

彰
大山
都甲4き上E〃2．「新型転換炉と島趣炉」

罪
竹越

委員会報告（r30〜2曜30）

鍵
ごくわずかな進歩
リソプ・スポーン氏は︑このほど﹁陳物力発

今後の課題は安全性の追求
アメリカン・エレクトリノク︒パワー後の前祉畏フ
躍の経含量一一九六二銭から﹁九六七隼﹂と題する報御移を上下両院合岡原芋力婆貴会︵JCA鷺︶

ごくわずかな進歩

へ提出したが︑そのなかで︑とくに石炭火力発蹴所に対する原予力発蹴所の立編は︑過去二隼間でわ
ずかながら鶴点したが︑これは

⁝ションがどのように建設費に影

期間を冠するので︑このエスカレ

で岡婁猟会に対し︑岡じような報告泌を提出しているが︑ここにニュークリア・インダストリー二日

子力髭磁は︑ドレスデン糖躍欣瞠

穆からスポーン氏の敵見の概要を紹介する︒
一九六七括目︑スポーン氏は﹁口

気出力衝＋万KW級の原子力発聡 後のものの平均エネルギーコスト
所の建設費はKWあたり一四〇が 百万B響U当り二四膨というのが 響をおよぼすか巴いった不確定さ
町能であるか︑A封Cが要求する ものであると箆張した︒したがっ

の予想成長灘を︑はるかに上回る

この繕果︑原子力発躍は︑産炭地
安全施設に対する費用の増大はど

がある︒つ語り建設が謹話どおり

の入札に も 反 映 さ れ た よ う に ︑
の甲心に近い地域をのぞく米国の

減少するたろう︒A鶏Cは﹁九八

から一五〇がの聞であるがTVA約； 膨に下ったという程度た︒

燃料の性熊が網当岡上したにもか
の程股か︑さらに燃料の性能に関

O庫の原子力発電容懸を一億二千

てこんごは︑原子力の発注も︑ま

かわらず︑核燃縛コストは︑KW 金土において︑石炭火力発躍と経

る︒

する不確定要職といった闘題があ

った﹂と語っている︒

済的に競難しつる立漏にたつに至

る︒現在発日されている原子力発

Hあにり 約 一 ・ 五 ミ ル が 最 低 で あ

にも︑エスカレーション条項によ

だが︑一方において︑石炭火力 万⊥億七千万KWと予想してい

る建設蟹の増大があり︑大型賃車

しかし囹氏は︑この結論に対し
ては︑次のいくつかの条件を考慮

により︑石炭を産炭地かろ颪送し

における答干の進歩は張に示した

羅所のコストは野鼠︒一鯉五ミルか

する必要があるとものべている︒

ても︑燃料価格を下げることはほ

通りである︒

るが︑以上の理由でスポーン氏

しかし な が ら ︑ 従 来 の 八 ナ 万 K
すなわち原子力については︑資

とんど不可能である︒さらに大気

ら四・三 五 ミ ル で あ る Q

しており︑KWあたり靭＝七が 本費がどのくらいエスカレートす

W級の火 力 覇 嘱 望 の 建 設 蟹 も 増 大

るか︑隙子力発耀所の建設には長

られたものでありますが︑関係各

程度である︒全艘的にみると︑原

の施設を使用して行なわれる研究

方面それぞれの立場からそれぞれ

ることができるようになっており

拳︒
ます︒

ぜ

いたしており面す︒何分にも︑こ

曝

この点は一方的なように見える

髭

トの民間への主務婁駈は︑わが国

のようなナショナル︒プロジェク

ると考えております︒

一ーーー
ーー
ーーー蓼
ーー
ーー
ーー
ーー
ーノ

昨年十月 ︑ 動 力 炉 ・ 拶 燃 料 開 発
開発は︑事畿団の統一総合譜画に

の慧見が出され︑その調整にかな

基づいて︑国の総力を結集して実

りの日時を費したことは御承知の

早くも半 年 の 月 日 が 経 過 い た し ま
施されるものであり︑広く人材と

購業団が発足いたし窪してから︑

しましては︑開発星本創画の策 叡知を総動員するためにその大部

とおりであり豪す︒私も原案の作

運用には関係業界の意見を参酌

総力結集のために

分を外都に委託する方法がとられ

した︒そ の 間 ︑ 新 設 二 二 団 と い た

定︑実施計 画 の 見 油 し ︑ 内 都 体 制

て家いりましたが︑お陰をもちま

の撃備︑ 予 算 の 騙 成 鵯 に 陀 殺 さ れ

して四十二 年 展 の 予 算 も 謝 画 ど お

り滞りなく消化でき︑四十三年

礪月からは ︑ 策 海 村 と な ら ん で 日

本の原子力 の メ ソ カ と も い う べ き

ナル・プロシェクトとしての動力

式で推進してゆくためには︑何に

い託すが︑励力炉の開発という国
としては極めて荊例に乏しく︑そ

炉の潔発を統一的な貫任体制の下

かも知れませんが︑これもナシコ

れだけに器議も憂びいたものとみ

も増して︑関係当事著聞の理解と

られます︒

で効果的に推進することができる

動燃事業団二障堀口定義
成に参画し︑主猫唇庁︑業界の方

大洗地区に 当 事 業 団 最 初 の 大 型 研

汝と協議折衝をいたしましたが︑

ることになっております︒
港Φ三月二十 一 日に認可されま

究施設であ る α 1 γ ケ ー プ ︑ ナ ト

リウム流動斗出試験至の建設譜

その最大の収獲は︑この魅綿の二

僧頼が大切であります︒今後と
ようにするとともに︑その成果は

した慣業団の﹁業務委託蛙準﹂

論

は一九六二年から稼動し︑現在

朝

内繊秀雄
技衛開発と安全跳価」

（土）

20口

（金）

4月19日

墨田日：1昭零II43fP

山田太三郎
する今後の考え方J

飴十一条に関しましては︑①受

ん︒

一

特男頃講演（10●00〜10：30）「原子力の安全問題に関

も︑関係各界の方々の御理解と協

るという︑いわは共有財薩的な性

岩井重久他六人

B「海洋における希釈効果」
℃・1「放出方法の試算」

3

拶

力を衷心から切望して止みませ
業照が無償で承継し︑製業団が受

側人研究発表（3：15〜4＝55）「海洋及び工学的問題」

馨乾

禍田節雄

原子力安全研究協会報告

て一般的に利用せられるへきであ

早業団が避約すへき謎本方針と︑

拝聴することによって︑相圧の理

格も考えたからであり豪す︒この

⑪0）「＝物的問題」A．「耐γノ1物への放身押｛元素の澱繍」

35〜12

個人研究発長（9

4月19日（金）

今後の原子力開発の籔礎技術とし

業団発足後 半 年 に し て ︑ よ う や く

準拠すへき碁勢をポすために制定

託者に対して︑その工業駈有権に

1なう安全問題」

｛

：30）「原」り」プラントの
ソン痴ジウム（1Q。30〜12

藤波収
翻会式（9：30〜10：00）

よって取得する工業所衛権は︑慕

具体的一歩 を 踏 み 繊 し た わ け で あ

解を深めることができたことであ

4月20臼（土）

第工日

樹心響擁欝

第一回原子力安全性縦き発表会仮プログラム

託嵩が受託業務を異施することに

が︑槌筏も高く奏でられようとし

1騒）7

討

ら氏

の方汝の革鷹な御意見と御酌製を

士を嵩じて事業団の方針と姿勢を

1％5

講演1．「軽水炉の技術開漿に｛馳｝なう問題」

かン

お酷し串し上げ︑圓時に関陥業界

は︑これらの肇業団が行なう動力

ております︒ナショナル・プロジ

露イスクー

撲

告1

されたものであります︒この﹁委

ェクトとしての動力炉開発は︑事 炉の研究馬差の外部委説に当り︑

195婁

蹴

第一日

漁もL一
のス
報ポ

り漏す︒申すまでもなく︑これら
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偶人研究発麦（1：00〜3：15）「化学的1聰」
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照子力への不二則な熾歩過穫

総
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新
産

昭和43年4月15日

F

聞

力

原

JPDR運転再開
原研労使の対立で運転再開の遅

に出力上封をはじめた︒3PDR

午荊五時から運娠を再開し︑徐汝

延していたJPDRは︑四月四濁
○％︑東芝三〇％︶︒とくに照隠

響黎
ぼが う
蜂三

簿

襲羅か
ぎ徽蹴憂欝

@．顯鴇燕醐獣嘱

重一説

の運転再開は︑昨年十月六日憲期

長が東芝︑酬社畏がGEとなって 検査のために停止されて以来︑約
六カ月ぶりである︒とくに︑さる
繊月のロノク・アウトでしめ出さ

繭禰鶴
ユニソト取替などのため運転を停

二十八田から黙交換器ペローズ︒

役員のポストは︑会畏が日立︑社

轍繕灘懸繋議響纒懸謹撰織

九電力︑非鉄六社が
いる︒会長橋本信吉氏︵田立翻社
長現職のま豪︶︑社長市橋清氏︑

副社長R︒C︒ソバーン氏︒
れていた原研の運転Qらも︑労使

燃料加工事業︵BWR用︶を申請顔付きで勤勝についている︒

﹂罠Fは現在︑政府に対して核 和解のあとだけに︑やや緊張した

十五社の契約轡のサインを得た後
しているが︑製造工揚の建設地は

日本ニュクリア︒フユエル︵J

東芝原子力本部
長に金製氏昇格

／

原電東海炉も

燃糾の一都敢欝えなどが行なわれ

内部︑その他各設備の撫検整備︑

終了する予定であったが︑原子炉

う予定︒

取誉機の負荷隠テストを順次行な

転を続け︑この間に残された燃土

十 たため︑三月二十五賑付で原子力

と交泓をつづけているが︑貿収は

二用地を同晦買版のため︑両地元

地区と鹿児島県川内市審田地区の

平万麟︵約三十八万坪︶で︑現

田地区の買収用地は約璽一十五万

な判断で決定される予定である︒

は︑買収が終りしだい︑純技術的

月機の建設地黒にするかについて

日本原子力研究所は三月二十九

測定︑鋼鉱晦坑遜の漏水調査など

務は乾燥炉内の木材含水螺の運靴

＋項騒を実施する︒今後の長期計

テーマをあげた︒

価姐ある

る▽いま人類のもつ最筒水遡の

を鷹径ニメートルのカプ

技術と知灘︑その他の

セルに封入︑五千年後の子孫に

もの

二つのカプセルが万国博終了後

開いてもらおうというもの▽

つは西紀二千年にとり出して倹

に地中深く埋めこまれ︑その一

蒔

の詑録にはもち

八B▽東海区水産研劉十九日など めにも︑平和が璽蒙れる︒

線型計画法AL鵬ROρPH既眺P・

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、圧力管型騨で5群を用い、さらに

政冶、経済、仮髪経営など解析的にとちえにくい現象を
モデル化し現婁をシミュレートします。GPSSは輸送問題

コスト計鯨やPRεSτOなどの入力作成も可能です。

などに蝦：適な一般性のある汎用シ．ミュレータです。

蒸き安定供給につとめる︒第二朋

管理部︑鵡崎研の協力のもとにJ

計画の大線源の製造開発は研究炉

RR−3を使用して鑓験昏冥に諮

なお本薙度から︑製造部門にR

手する︒

I製造専門部会を設け︑生鷹核種

いてユーザーの立揚から検討する

の選定︑仕様︑検査方法などにつ

ことにする︒

放射線機器の巡

回展示会開催

四月中旬から策賜逓商が

束陽通商︵奥村聾和男社長︶

巳

ーー◎AVIIIlIO

電話九四︼一四八八二

京・駒込の原研RI研修所まで︒

研修生を募集している︒詳細は東

月十七田から七月十五日豪で︶の

原研R工磧修所は艦醗課程︵六

R一研修生を募集

し込みは五月以降に受けつける︒

どの展示会に国郡︑一般からの申

策瓦葺藺では当面︑東京工大な

示会﹂を開く︒

ら展示専用車を使って︑﹁巡回展

千万円繊当︶を輸入︑四月申旬か

ソク祉製放射線機器七十機種︵二

は︑間祉が代理している米オ；テ

を

画は①工程管理のためのR工の応

研究の一

用研究②核分裂生成物の大童利罵

技術春養成部門従来の研修会
および四十二年度に新設された
RIの工業への利用コース

継続するQさらに四十三隼度は
を

四十二庫度で第

R工の化学への利用コース
新設する︒

RI製造部門

査されるが︑異状がなければあ

との一つは五千年後までそのま

五千奪の

豪保存される▽ところで︑その

ろん時計はダメ︒結局ごく長寿

命のアイソトープが利用される

で鰯網するそうだが︑一般か

は︑これから専門の婁員会

もようだ▽遺産の中味について
この巡間申には︑科学技術功労

果して︑五千年後に日本謡が

ちの公募薬もあるという▽だが

十八日▽金材研11二十 この地上に生き長らえているだ

存在するだろうか︑豪た人類が

会零が催されるほか︑見学会や国

▽放医研

▽原研︑動燃事館町11常時⁝⁝設︑

公立試験研究機関の公聞がある︒

者の蓑彰や科挙技術講演と映画の

四十三薙度はこれまでの成果に

た︒

製造︑照射技術の開発も行なっ

核種︑中・長寿命R工十二核繊を

命RI十四核毬を︑大藩要RI四

﹁期生産五力隼計画が終了︒短懸

う︑蕎妙なアイディアが出てい

輝蕪 罐
日︑第五圓のアイソトープセンタ

原町第五回アイソトープ委開く

四十三年度の計画を了承

る︒九雌は︑残りの買収を今月一

在︑約八五％の買収が終了してい

⁝

弱電禦海発電所は︑咋年十二月

九州雌力は︑原子力発雛所建設

九州電力の用
地買収すすむ

れ昇格した︒

に︑この爾地点のうち︑どこ申弦

杯に終えたい慧向である︒とく

ている定期検査までほぼ全出力運

の︒七月茱か八月上旬に予定され

ていたため︑運蝋再開が遅れたも

写翼はJPDR㊤と爽海炉㊦

巌

ている︒一方︑鹿児翻照川内市寄

当初は二月末までに修復工購を

三田から運帳を再開した︒

糊脳汽脚脚嚇

で︑現在︑約八八％の買収が終っ

り上げられ︑注購されている︒

炉の圧力容器モニタリングしが取

研究テーマとして︑新しく﹁取水

なお︑JPDRによる本年度の
止していたが︑修理が完了し四月

四月下旬にカーマギー社へあいさ

ある︒すでに工場用地の整地と道

横須賀市︵広さ約四万平万慧︶で

ダ原子力会社等も訪問する予定で
路敷設は終っており︑同祉は政府
の詐可があれば︑今夏八月には磁

工に踏み切る二二︒なお︑同工揚

NF︶牲の田中俊夫取締役社長が

葉京芝浦羅蝋︵株︶は帯胴囲原

っている︒

の建設喪金は第一期二十億円とな

このほど健闘上の理由で退任した

子力本部長が日本ニュクリア・フ

橋清氏︵芝東︶が就任

JNF社長に市

ある︒

つのため出かけるが︑その際カナ

る︒荘村氏ほか代褒者らは田本側

カナダ・ウラン探鉱の連絡機関に
九聡力会社と非鉄金属鉱業六田は四月二日︑温気禦業連合会
︵葉京・大手町の経団連会館内︶のなかにカー．マギー墾烈会
︵婁貫長●荘村義離電甥連醐会長︶を設鷹し︑このほど米国力1

るウラン探鉱附発の共同野業について︑ここを日ホ側の遮絡機関

・マギー社と合慧に達したカナダ・エリオソトレーク地炉におけ

とすることにした︒圃婁員会は︑共岡開第計画にもとづいて︑カ
ー・マギ⁝社が約一ニカ卑にわたって爽施する探鉱業務などについ

てチェソクする役捌りを果すとともに︑将来︑新会社設立の静心
の推進掻休になろうというもの︒

社長︑築勉一雄申国躍力闘社長︑

博見関羅副祉長︑河内武雄中聡剛

ので三月二十五日付で︑後任に

カi・マギー総員会は少なくと

田中謹治郎東電常務︑岩波千答羅

衛橋浦氏︵東京芝浦聡気原子力本

も錘月一圓開催されるが︑同委員
会の主な業務としては①覚秘にも
購連専務理雛︑河合発露田本鉱業

原子力本部畏には同本部次長の
金岩砦天骨が就任し︑同次長に吉

約九十九万平万齎︵約三十万坪︶

佐賀照降賀蘭地臥の買収門地は

順調に進んでいるQ

本部の一部人事異動を行なった︒

ユエル社︵JNF︶祉長に就任し
地点として︑佐賀県玄海町値賀鶴

剛社長︑西川次郎古河鉱業取締役

JNFは昭和四十二年目月一

部憂︶が就任した︒

会専務欝欝▽斡寓11森元行蹴事連
六日米国ゼネラル・エレクトリン

で設立された核燃料の合弁会社

ク︵GE︶祉︑日立︑策芝の三社

終的な契約磐案は四月

田陽吉同旨営榮部長が同部営業部

︵嵐資評議はGE四〇％︑日立三長に斎藤孝三営嬉野止長がそれぞ

で︑払込資本金は四億五千万円

後︑効力は四月一田付で雛生す

げられ︑臼本側十五社の調印の

二日に仕上

カー・マギー社と日本側との最

理購︑束宣夫日本鉱業協会理購︒

鉱由部長︑麗麗日出男藤本鉱業協

とつく契約醤案の作成︑②カi社
から送付される探鉱費支出明細懇
探鉱状況報告醤の糟薮︑照会︑③
官庁への諸職請㌫謁よび撫鉱状況

等に関する報告醤の作成︑④共岡
開発参加会社への報告︑⑤カナダ

鉱業法などの検肘︑となってい
る︒

とくに同婁質会は︑錦二期探鉱

鐸

ろうか︒タイム︒カプセルのた
日▽理研腫十六B▽都R夏研11十

鋼御棒、燃焼などの計算コーニド。メッシュは25×25×12
ざまで拡張され、オフセンタ計算も可能です。
L

躍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。
關このような計算や解析は、CDC 3600センタで委託計
算をうけたまわっております。

3次元燃焼計算F聴
沸騰水型炉用の3次元1組モ●デルで出力密度、ボイド、

GPSS

シミュレーシ滋ンSIMSC則Pτ，

ムAΣ…了HUSEiLAH−2

セ．）レ燃焼需i一算

ALLεGROは、5βO◎もの条件式を含むような：大規模な
問題も短時間で解き、計鯨結果の馴用も容易です。

エネルギー群は100組まで可能ですρ上方散乱。下方散
乱とも考慮されており、球速炉の解析かち熟中性子スペ
1クトル計算まで、あちゆる体系をとり扱えます。

経鴬計画など各種の最適滑算に利用できますρとくに

…2次元多数組拡散CANDIOgD

oE賠（τ温E／COSτ），B納Dなどがあり、計算のご用

一・

リ

ロ
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試命をうけたまわっております。

豊富な原子論コードの例をご紹介します。

遍CDC 3600センタは、多数の整備された原子力
箋コードの他に応用コードとしてLP（線型計画法）
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最近︑わが国においても注固されているダウ︒ケミカル社とコンシュマーズ︒パワー電力会

呼︑ご；刷鴇．9名．︐陰・．．・﹁し

へ

噛
酒盛との協力計画は︑共同原子力発羅ではないが︑難力とプロセスヒート用の蒸気をこの発電所

岬

﹂︐﹁亀︸煽︑

の
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じはじめ・原子力発画所の建設が
今後の技術解離に及ぼす欝欝効果
に天きな溺待を轡せている点であ
る︒これは現在もっとも繕い成避

として君過できないことで︑化学

率を示す企業の一つであるダウ祉

工業への原子力導入に長い歴史と
＝脅﹄

性ソーダなど無機化学製品を叢

ダウ．ケミカル祉は壌索︑苛
を在来のメタノ⁝ルから安価大

ンの開拓省といわれ︑贈爵贋タ

ウは︑米国における蒸気タービ

・

嶺に得られるエチレンに紙換し
たもので︑放射線化禦の企業化

翻纐強聴蟹惣膨

鯉鍵軽軽鰯営営撃

ービンの発明者でもある︒H・ 気に酒麟したためで︑ダゥ祉網 川

魏爾騨糠禦雛舗嚇

一八五三無ダウ祉を粥醒した
H・11︒ダウ博士の父︑﹂・ダ

⁝力とする総禽化学工業会社で︑
成功として注圏された︒

ーーーー

同職は昨翼︑線源利用のため

その売上筒は昨黛度十三憾が
︵四千七酉億円︶を上回り︑デ
ュポン︑モンサント︑ユエオン

的に生産するための発羅を行な
い︑ついで発電機の廃二巴を真

11・ダウ博士はわずか十歳のと 空蒸発缶の加工に使用した︒こ
のように蒸気の熟を化学工業に

一−︵ノ︵一

ダウ社と創設者父子

カーバイドに次いで下国化学工
⁝業では第四位の規模をもってい
⁝ る︒同往は原子力利胴にきわめ
て意欲的で一九五六琿にコハル に﹁トリガ﹂型原子炉を設置︑

二＝

二＝

F﹁鑑

■；曽

齢一＝

一調；

＝幽
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心と三悪があったからたろう︒

F＝一響

績極的に利用する方法が考えら

一一伽乙甲

卜60のガンマ線を災化エチル二盤eVの電子加速器︑二台の き︑貯金をはたいてコーリス型
︵アンチ・ノソク剤四エチル鉛 陽子加速器︑トレーサー利用研 蒸気機関を見るためわざわざコ

謄二一

のは︑ダウ父子の並々ならぬ関

二＝

曽一隔一亭

れ︑今日の盛況をみるに異った

﹁一一鱒

一曽＝．

ネチカノトの簸から酉無二の簿

餉＝一

二＝

して新しい袴機化学製品の開発

の安定助剤︶の合成に利用する 究室︑質量分析装罎などを所有
⁝ 方法を開発し︑六二年から転業

；一一

営一雰︐

一訂

覧会の開かれているフィラデル
フィア豪で出かけたということ

一一コ

⁝生酸を開始した︒これは︑原繕 を手がけている︒
ρ三一

二一圏

羅灘所の冷裁塔からの蒸発で失わ

＝一

これ善無つめて︑液体製品にする

度は︸○％余と低い︒したがって

一一一噂

性ソーダの揚合︑原料の塊水は塩

二：

分が水の注入で溶解している地下

二昌＝

へ使用されるということである︒

彫

鼠的をも特つものといわれ遜

めに水不足に悩むことを解消する

る︒

︐

須
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人郡隊の人々は︑あい変らず黙
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カーバイド
石ぽ蜜楽

晒から供給するという︑二璽目的発鍛所と化学エ業の密接なwけいで︑エネルギーベースの原子膳
ゾカへの転換として幽期的である︒わが国でも石油化学コンどナートにおける原子力発電所の岡﹀
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︵原産・産業開発課長末網﹇郎︶

一題がそろそろ嬉えられようという折から︑派唆するところも大きい︒以下に近讃の同区資料か酒

轤ｻの要点を紹介してみ よ う ︒
実繊を講る同社としては当然の考

え方であろう︒

もちろん原子炉からの一次蒸気は

なお原子力と化学工業の結びつ

つはこの貯水池の建設により︑下

リカでは︑羅力尽要の増大に対応

組織される予足である︒三三アメ
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この 発 電 箭 の 建 設 予 定 地 は ︑

ダウケミカルのミソドランド本祉

れる分を補給するためと︑もう一

のに製品トン当りに蒸気が約五

きについては︑一昨隼六月から西

目されるのは︑コンシュマーズ社

Oh

OH篇−Mu昌ΦUΦ什⑩憶ヨ円昌

食へに出るランチタイムこそ︑

くりして︑数台の慮に分捌して

セメント

流の使用省が︑原子力発電筋のた

約四千冴の井戸から汲みあげら

してこのように電力網棚互の連繋

ルからの生成物︵稀源な蕗性ソー

一つヒューロン湖から取水してい

ダが作られるメリノトがある︒ダ

が三百から四翼エーカ︵百二十万

日展Oごく詳団u国塙め①O㎡ω9謬α

ノド︒モーニングが入り交り︑

その飽30余狸颯

工場の閉部を流れるテタハワセi
ク獄ーズド・サイクルで︑言揚の
嶺のBASF化学会社がルドウィ

ダと塩の混合物は蒸発価に入って

ジ︑固形にすれば約七ゾも必要で

が蝕んでおり︑大容蟻原子力発蹴

るが︑大部分は化成品の生魔に使

蒸気で加掬されると娠の溶解慶が

るが︑市が供給する工業転写の給

工揚における蒸気は壌化カルシウ

ゥ祉では圧力粥平方インチ当り十

ノドランド・サジノー水路から薩

ムの愚亭のように蒸発無で煮つめ

ないし百六十万平方肩︶の巨大な

Qgd

五から四買ポンドの種々の蒸気が

一野︑B5馴︑一九六七鉱出

国℃勾−︒︒O︵OさづO一︶編︑八 貫

て濃度を高めるたけでなく︑圧縮

発蜷所の下流に建設する謂画があ

OO昌α餌OけρβOΦ

るということで︑この貯水池は河

貯水地をチタバワセー川に沿って

これは生産設備が︑古い形式の

きわめて大量に使用されている︒

隔膜霞解法であるためで︑この方

機用の蒸気タービンに多羅に使用

ンの生獲規模拡大でさらに歯車愚

されることが多い︒これはエチレ

二多一〆

を入手するか︑といった作戦が

にいる外人部隊の一日は︑専曾

田本が大好きな助手は﹁オ富盛

して︑その健窪を祈り︑食贔照

岡沢欝欝︶

町懸剤

業

アセチレンブラック
スチロール

川に沿い︑ダウ社の所育地勘偲コン

罵される︒ミノドランド工房では

水系統と翼なり︑蒸気用の水はミ

ある︒

大盤の蒸気が苛性ソーダと霊化カ

低下して析出し︑種々の濃農の苛

れ︑塩索工揚の義解槽に入る前に

ルシウムに使用される︒血化カル

牲ソーダが作られる︒この揚含︑

ゾ︶が送水されている︒とくに注

撲一日千三買万ガロン︵二五万

蒸気で加熱される︒そして城素セ

ヒスハーフェンにダウ社と同じよ

シウム蛋産胴の蒸気は︑本社工揚

できるので秘々の規格の苛性ソー

蒸気の使用は熱撫をきめ細く制御

作業系は汚染しない︒プロセス用

所の出現が︑この機運にさうに拍

にある約八薗の建物の暖腸用より

蒸気に空費される水は五大湖の

も多いという︒もっとも最近化学

蒸気は一轍建物の暖房に利用され

導をかけるものと思われる︒

ビンを駆動したのち更にプロセス

！多多多一宗〆

版︶

川の流融が低下したとき︑原子力

多ノ多き・多ノノ！多ノミ

脚
法では理解槽繊口の苛性ソーダ濃

！一二

かけられる傾同にある︒京た︑苛

ノ多多ミ多多ノ

クトで使う実験動物の豚が風邪

ノ

ーダーの秘書が沼集令を持って

ノ多一

では五十近い大学教授たった

が︑いかにしてオイルヒーター

を引いた︒原因は暖罵の不足た

1ノノ多！一多〆ニノ多︶〜ぐ多多多多一多多！

リス︑フランスのプレート誉つ

二多ノ多︶㌧⊆

くる︒﹁外人部隊は廊下に並ん

うです︒﹂大便級以上の凶聞者

況などが交換される︒アパ；ト

射議され︑各国の食品照射の状

多ミ

り︑動き盛りの研究所の部畏た

だったりしょうが︑ここではす

があると︑センターにはその国

探し︑車の修理などの生活面も

ノ

けた車が並ぶ︒

で下さい︒×国の大便が来るそ
ストリアの傭い兵ではない︒欧

べて閣議科学者としてプロジェ

の旗がひるが凡り︑必ず生物・

ったり︑大学を畠たての膏二歳

州原子力機関︑国際原子力機

農業研が見学され︑外人部隊の

といってもオー
グーテン・モァゲン︑ヘア

関︑オーストリア原子力公投三

クトリーダ〜の指揮に服しひた

外人都隊

サイベルスドルフ

すらプロジェクト推違の主裳戦

もちろん霊要課題であるQ

・ドクター

者閥の国際協定にもとつくサイ

デモンストレーションは効果的

閲兵式がある︒プロジェクトの

を売る子供の姿が路傍に立つよ

も︑四月となれば雷鳥草の花束

原野を彩り︑果樹園が花で霞む

うになるQやがて賞紅のけしが

と年齢に感服し

れである︒残念

ない訪問者は翻

離

ィーンは観光客で雑踏を極める

ながbまだ鷺の ころは観光シーズンに入り︑ウ
鈍は上がったこ

ゴザイマス﹂という︒やがて隣 外入郡隊の楽しい一ときであ

れ︑マロニエの並木道を逓う外

だろう︒しかしウ・−ーンを

爾的な研究﹂を醤的とするプロ

放射線照射に役立つ茎礎的︑慮

りからコーヒーの香がただよ

各自の実験をできるだけやり

とがない︒

で︑十数人の多彩な国籍と専門

春のおそいオーストリアで
なしに外人部隊的な語格を身に

力となっているのだから︑否応

つけざるを得ない︒

ベルスドルフ・プロジェクトを

通すために入口のバーを上げて

む欧州諸国政膨から派遣された

実行するため︑日︑米︑加を含

曜〜︑多多︐二︐ミ多

⁝薩憲懸

のは熟交換羅からの蒸気が︑ター

明らかでない︒はっきりしている

絶縁などについては︑残念ながら

このプラントの蒸気輸送法︑熱

蒸気利用の方法

して世界的にも虚言されよう︒

の展閃と改編の方柱への試金石と

ートにおけるエネルギー鱒給構造

学工業や石油化学工業のコンビナ

て︑ダウ社の計画の成習は今後化

しない見込みという︒したがっ

画は︼九七〇年代の蒲半には実現

うな計画を検罰中であるが︑本計

さて︑ダウ祉が本灘画に踏み切

計画着手の背景
つた背景として︑本地区のエネル
ギー・コスト筒があげられる︒ミ

シャー氏によると︑﹁ミノドラン

ソドランド工場総支配入H・ボソ

ド工堀のエネルギーはオハイオ州
から輸送される石炭に依呈するた

の

めコストが蘭職で︑原子力発電は
この経済的不利を兜服する唯

方法として長明間検討されてき
た﹂とのことである︒京た︑茎礎
作業部の支配人R・E・ラインカ：

篤黒人は︑他の霊場に醍紐娠換さ

氏は現在自家発電所に勤務中の約

れ︑必要ならは賜度な技術的訓練
を与え︑現在のより高給なポスト

に就くまで現在の給与の宅送を保
証すると︑労務職事にも並々なら
ぬ酎慮が示されていることを強調
している︒もっとも剛象的なのは

原子力発意所の建設を通じてダ

じまる︒オーストリア原子力公

敬礼をする門衛のこの一度では

社のサイペルスドルフ・リアク

ター・センターは︑二MWの原

津蟹計翻務郷越﹈
子炉を収めたジュラルミン張り

の大円筒をうしろに︑按物理︑
物盤︑金属︑化学など︑ひどく

さて研究所に入ると︑オース
ている︒九つの構成部門の〜つ

ジ乱クトだから︑外人部隊の顔

ュースをモデルとして︑食晶の トリア流のグリス・ゴソトとグ

科学暫の︸泓である︒﹁果実シ

にすぎ．ない生物︒燧業研究所

ぶれは多様である︒化学︑物理

射の明るい将来を願うものであ

の二階建の建物の中に圧縮され

細分化された各研究所が︑三棟

は︑少し離れた︸棟全部を占腐

学︑生化学︑微生物学︑食贔化

い︑カフェーに阜変わりした窟 謎︑畑と原野の真中にあるセン

︻投稲歓迎︑千五難字以内︼

る︒︵理化学研究所

ちがいない︒退役隊黛の⁝人と
し︑センター唯一のコバルト六

ンは四点も離れた部灘にあり︑

ターだから︑もよりのレストラ

講はここで開かれる︒プロジ凱

昼食を兼ねた鯛報交換や作戦会

る︒何しろウィーンの東南三五

〇線源︵⁝万八千㍑︶もこの中

能検査箪に微生物︑食贔化学囲
フランス映画の

係の四︑五人が集まってディス

の

外入部隊〃そ

外人部隊

カスをし︑よもやま話に花を咲

学︑動物生理学︑鰍医学など︑
てこの研究所が

の豪象に各人各様のバソクグラ

旛と産業ふで結ぶ

旧
騨

…

に完成したばかりである︒そし

屯所であり︑ウィーンのナンバ
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倉愈鉄
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ポバ ル

シ帯マーズ社が劉敗って造成され

る︒コンシュマーズ社としては︑

現圧ミシガン州に稼動申のビノグ

・ロノク・ポイント︵BWR ・ 七

五MW ︶ ︑ 建 設 中 の パ リ セ ーズ
︵PW R ・ 七 三 九 M W ︑ 一九七〇
庫臨罪予建︶に次ぐ三番隅の発醒

所で︑蝉機容蹴七〇〇一七五〇M

Wが二茎設躍され︑一三〇〇MW
の発耀設備鮨力に併せて一時間四
筥万彫︵二千ゾ︶の蒸気供給能力
を備えることになっている︒双方
でエネルギー供給雛は約酉五十万

KW︑総 建 設 費 は 二 億 五 六 〇〇
万が︵九菖二十一偲円︶︑KW 当
りでは約一七〇運︵六万一千円︶

目

である︒一暑機は一九七四葎︑二
屠機は一九七五琿にそれぞれ運転
に入る予定だ︒

現在ダウは一六五MWの石炭火
力自厭発鷹所を二猛所有している
とされているが︑懸子力発電所が

いう︒出社C︒A・ゲルスタノ カ

発成すれば自蒙発電は休止すると

ー会長も﹁この讃爾が旧家発鍛よ
イオ︑インディアナ両州の電力網

灘・

癖縫羅鵬酷饗翻

りも経済的な場合には︑各工揚で

とも結合されて大きな感力系統が

H・キャンペル氏も﹁この新しい︸
ド

社との協 力 に よ る 原 子 力 発 蹴 計 劇

しに立脚している﹂と述べ︑ダウ

の発展に即応した蹴力需要の見通

なく︑ミシガン系の送電網の将来

︒スチームの必要職を賄うだけで

の半ばにおけるダウ社のプロセス

プランあ設腱︑兄七象メ

また︑コンシュマーズ祉長﹂・

る︒

この方式を採用する﹂とのべてい

ダウ・ケミカルとコンシュマーズ社が

…

ーブレ⁝トのほか13イツ︑イギ ウンー3である︒お穿けに︑本圃 かす︒時には研究所長であるり

A醐一〜……軸…一…

A！）一一…

一…W）…

が里門爾着にとって大きなプラス

になるこ と を 強 調 し て い る Q
すなわち︑本発贈所の発生躍力
の過半はミシガン系に供給され︑

ているが︑︸九六九蕉濠でにオハ

この系統は現在カナダと連繋され

二町田的発短所の完成予想図

的原子炉を建設
@轟

ハハノー、
AAノー、（A！一、〈ハ！W…晒ヘハ！…

1W一、へ（ノー、

＞VW蝋U

艦澱
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点を強調している︒

聖子力委員公

査会が下瓢超織の第三十六都会

この安冷特脊に当っては︑同冨

アニ戯ラス部としている︒このた一

め恵大肇故や仮想事故︑とくに一

中心に︑孟子炉︑袋課およびプラ

れる︒と属時に︑この際に放溺線

漏洩は原子炉格納谷器内に止めら

事故が起った潮懸でも︑奴射線の

給に支際をきたし︑さらにFCA

規定がないため︑軽水炉燃料の供

二

三菱金属鉱業株式会社

の原子炉賓全融

ント︑環境の蕊グループを設け︑

の予感案では七月一驚以降の特殊

三菱電機株式会社
三菱
事株式会社

︵翫二二・内田秀雄東大教授︶を 次冷却系配鴛の倣断という不慮の

・同功隆東灘

頑麗省の原子力発塩技術顯問会と

︵原子炉巾心からヒOO麿︶で

レム︑全勘に対して約三︒一レム

も︑甲状線︵成人︶に対して約ニ

二円九十ヒ餓︒今年四月にムエ︑

連から醒会の器議か遅れている︒

してない︒

核物蟄の購人︑賀惜について措置

の使用済燃料︵平均燃焼度三〇〇

大屋敦原産副会長︑岡野保次郎

〇MWD／T︶と兄合った別近の陳摺者は次の通り︒

国産化を推進する

解審査会︵漏路

閏樋窺力樹式

を行なってきたか︑週日︑晶論を

血隅で︑約四カ月余にわたり検討

のリークが鼠大となる敷地境外

授︶は四月＋日

会粧︵社長遇原

二号炉は濃細ウラン・軽水減捜

醒たもの︒

蝿魚氏︶から昨
年十一月二十八
訂︶
I
j﹁〜駄﹂
に仁♂口口日 団河︶

なお二男機の建設は蕊愛線子力

認されたというもの︒

︒凝水冷却型︑出力石蚤刀KWのであり︑十分安全であることが磁

はほとんど属り炉と劉したが︑三

加圧水型︒同舟の国詞防護設鋪購

あった同社乱浜

二瘍機増設に係

原子力発日所の

一⁝徽六十傑円︵燃

総建設蟹は約

機業が主契約者となる．

系統から成る制耳玉の安全托入設

て審査した紬 備は新しいもの︒原子炉木体およ

四十六年八月燃発装蔚︵約四十八

二三を除く︶︑発電単価は初軍度
暦器に納められ︑さらにその外周

凝会に付託されたが︑もし今国会

両協走は四月十七口落胤外務婁

者の間03下牛部を二重格納構造の 誘︶︑瞬十じ年じ月運闘の予定︒

にコンクリート蟹が設けられ︑両

び一次冷却系は円筒形鋼製のπ力

る安全乳につい

果︑り同施設の
安全牲は＋分確

原子力委

保できる躍と認め︑同日この旨を

どを求める方鉛である︒

原子力協定の批准を

し広城運當体制の蔵本消画策疲な

会へ答申した︒

で︑その開発訓画にあたっては供

燃料ウランについては︑鍵気肇

融する必螢がある︒

時別義躍轡︑敗府の助成措置を倹

に︑経営安定の見地から税制上の

給予価力の確保を考慮するととも

転の不蜜定さなども予想されるの

開発途七にあり︑工期の孤長︑運

⑥原子力発電は︑今後相当興醒

て夢語することQ

原子力発電の拡大にそなえて
通薩大距の踏問機関である躍気禦業籔議会︵会最・奥田新三セントラル硝子社長︶は四月五衰︑冤
蘇・平河町の赤坂プリンスホテルで第三回三舎を開き︑﹁磁力政策の今後の方向について﹂の提︐口を
まとめた︒この提口は︑欧子力発電の本格化を迎えて︑電気事業が陰欝全般巻通じて馬検討されるへ

またこの広域運営翻幽の立案に

き窺大な転機に立っていることかり︑とくに①広域連営鯵制の強化︑②原チ力発賑の開発推進︑僧強調
している︒

この饗・目は︑原子力発電の本格

①原子力発電の開発を円滑に推

あたっては︑九鞍置と蹴発が

蓮及を強力に進めること︒

進するため︑その安全性の啓躍︑

︻解説︼

る﹂と諮った︒

十四日に特殊核背黒の民有化を閣

で批准がえられなひった揚禽︑︵現

今園会の会期が五月二十四日に切

また︑現行臼米協定には賃灘編
る︒

れるGとともあわせて︑原子力

用済燃料は︑付属品を取り除いて

ストノク分が︑閥矩十二月から明

原子力劉及センター理事長︑橋本

電劉社長︑河内武雄中部難燃副社

次郎束織常務取締役︑加藤博見闘

子力罪業社長︑和田憤輔冨士蹴機

原子力工業社長︑小倉轟彦日ホ原︑

三菱原子力工業株式会社

《

PWR型船舶用原子炉設備

体

化に備えた電力政策の基本的な方

禽理的な訓画とする必要があると

麗染界はこの撹准遅延を慶硬し︑

となって企翻機関を豊伽強化し︑

同日の陳情となったもの︒とくに

向として︑①企肇の合理紘︑⑭広

業畜が関連業界と密接な連けいを

精しい縫米・日英絢原子力協力

鵬会に鞭撃滅院連欝委員長・伊能

騰了解し︑新しい日米︑揖莫両話

めてないため︶わが踵は特殊核物

行協驚は精製習物贋の民為を忽

政刑は一繕葬十一月
大平正砦氏︑岡上金対策委員長・

緊次郎瞬︑難民党政務謝査会致・

産業界首脳が国会へ陳情

②原子力発亀の開発地魚の選定

とりつつ︑その中心となって秩錘

協定の今国会での批准について︑

ものへているQ
は長剃的かつ総禽的観点から立地

長期購入契約等を行ない︑圃は民

ある海外ウラン資源の開発および

域運當の強化︑⑬供絵信頼度の陶
上︵流通齎の強化と合理化︶︑④
涼子力晃臨の開発推進について
調費壱推進し︑噸正地療の確保を

公筈対策の推進︑⑤過密対策の推
は︑鳳子力発慰が絡来の発電除価

進︑⑤原子力発継の開発推迦︑⑦

③将来に備え腺子力関係技術者

はかること︒

平氏らは︑﹁實紐壷もつて雷処す

院内政調会長董でこれを受けた大

の引者下げ︑公笹防止等わが眠の

百︑

躍気膳金の長期安定化︑について

の薦脳

大屋敷塚豊楽会髭ら旅子力滋業界

る開発が広域運営によって︑その

この提︐

長谷川四郎伐ら闘醸責を訪ね︑審

科技庁は今妬六月中にこれを醐識

弼協疋纂はざきに日米︑日英爾

らでの罪鯉をうたい︑四十三奪麗

決定する方剣を立て︑七月

質を入手することができない︒

法もこの方剣．沙とられた⇔備って

蓄の唐本急な問馳を長期的な視跡

剛政肘牒で調印︑批准を豪つのみ

って︑膨大な転機にあみ熱熱璽蟻 議を憲がれるよう陳情したQ

はさらに︑線チカ発電

の綴底とこれに鮒処した広城運営

①猷子力発電は安全性が第一浅
約要件であるので︑技術猛準の確

体制の整三等を強調することによ

行十ミ名は四月十

金融︑税制︑技術簿の面で援助し

娠大限の経済牲を発揮でき・螢の

立︑検査穏の充実をはしめ国の監

なければならない︒

間企業の多大なリスクを霧慮して

エネルギー闘題の解決に大きな効

所と︑大規模揚水発餓崩を紺み合

で︑躍気甥激は広城運鴬の飛躍陶

経験の修符をはかることQ

の翼成に努め︑各祉協調して妓術

述へている︒とくに返い将来一猛

わせる形轡が︑より経済性を纏め

前進を岡提として︑歓嘩あ．佃開発

穣万KW以上の大規模原予力発鷹 果を持ち︑さらに大焼津容灘によ

営体制を一段と強化する必要があ

るものと指摘し︑このため広域運

を騒・52捻ぱならないとし︑久の野 醤体落の強化をはかること︒

となっているが︑他案件等との関

通麗省は︑同道識盒の提

日か
にぶ格的に取組むことを求めてい

から解決するために︑将来の搬策

ら原子力発聡機器の国二化︑高速

けて︑近く︑中央鍛力畳職金に対

祷を受
穏の加工︑再処理り廻︑あい協力し

数カ月間冷却したあとニゾずつを

総之助原藍代理鵠任理事︑田中置

でまず︑轟速増殖炉の開発訓画が

輸送用キ暫スクに収納して一圓分

れる︒

後年二月衷でに振りかえ返送さ

再処理コストは商業上の秘密か

この経鍛について躁霞では︑回収

本松殊磯隊躍社長︑妹尾三郎三甕

長︑撫波千春躍窮巡轡揚理撫︑一

ら明らかにされていないが︑輸送

遅れることになるQ

ンズケール勇処理工揚へ送られる

二十四顕とし︑逐次︑莫圃のウイ

シ老ンノづーノ4シーンノ多⁝！ノ！！一う2つング！！！ーンターイノ⁝多！4ン！ノ

英国と再処理契約

用の燃繕用プルトニウムの入手も

増殖炉等新無徳の開発および雨蓋

関連企業の発展等の麟家的見地か

一大な勲になると見込まれるので︑

⑤滑子力発電の開発は将来ほう

ると強翻している︒

瀬織︐

るが︑これは勤力炉・核燃料開発

原電東海発電所の燃料で
日本鳳子力発蹴会社と翼国原子

ことになっているQ最柳の引渡し

日立港から檀み臨される予渥Q輸 ゾ当り千五薇〜千六覆万円程醜︒

順次四十七年濠で毎母二〜三回︑

は来年七月から九条の聞︑以後は
料有効利用のため核燃緋サイクル

﹁東海発条所の使用済燃料再処狸 とになっている︒わが圃では核燃

業麟の開連研究に使用されるこ
力公社︵UKAEA︶との闘製の

に関︸3る契約﹂が四月十口︑來恵

の確立を繕いでいるが︑この契約

また︑約菅六十ゾ︵年間約五十

懸盤役︑丹羽周夫原研理駆長︑満

するブルトエウムを圃際価格︵︸
福田り四十三が︶を参考に繕い上

黛ナ︶の使用済燃料からは来年度

費や原羅の追癬設備等を含んで一
・大手町の平安本祉会議峯で調郎

はその高潔的な足がかりとして︑

送は英園が行なう︒

された︒この契約は︑原題の東海

大きな懲昧をもっている︒

岡臼正午︑原躍の︷本松珠磯ね

発馬所︵天然ウラン・黒鉛論詰・

う︼

︻宿命は再処理協定翻印式のもよ

る︒

げてもらえは相殺でき．9としてい
鰐︑四十六無度約七十八謎躍ッ︒累

ガス冷却炉設備︑出力十六万六千

生恥本部総支騒人が契約轡に難

イ二
ー十首骨︑四十五年度約八十㎡
KW︶から紋り出される約暫六十 長とUKAEAのT・チュウ約
ナの使用済燃料︵向う黒年嵩分︶

が︑最籾の受取り分は東海発躍所

が抽出され︑原躍に返送される

謝約薗七十八ジ鰐のプルトニウム

こんどの契約によれは︑集海発

名︑調印式を終えた︒

語所の原子炉から取りだされた使

を︑英園へ返送して再処理しよう

ヤ♂鰐のプルトニウムが回収され

三菱重工業株式会社

三菱グループ

三菱化工機株式会社

PWR型原子力発電プラント

原子炉安全専門審査会が答申

というもの︒これによって約諾八

建鯨

騨初衛艦

高度の技術を結集して

灘

浜二号炉の安全性確認
美
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ワスの四力国であった︒

運転停止︵五月︶後さらに解明

今

司

蚕

薗
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聞

電力 業 界 が 派 遣 謂 に
㌔

ン・クライテリァであるQ
今回のクライテリアは︑昭和四

十隼十一月発表の二十七項囲から
なる第一次基鵡に︑四十三項醸を

が具体的になっている︒

追加し︑設計全般にわたって基輩

ー
められていることもあり︑今後
の動きが注目されている・

われる︒したがって︑これから

マは二癒目的ならびに単一騒的の

と論文提出を要舗している︒テー

くいったのは︑松根さん︵原産副
会長︶のおかけです口よしともい
う︒一昨年の十二月︑カーマギー
社から剛原子燃勝公祉へ︑この語

杯た

カー社との共陶開発が戚瞑して

されるウランは年間二千五酉上ご

も︑エリオソトレ：ク地域で生塵

千ゾ︵U308︶の見込み︒契約

一AEAが謬加要講 ではこれを双方で単分ずつ引き取

原子力による脱
塩シンポジウム

米照と周じ軽水炉を建設しよう

セス︑筋子力脱堀の経済盤など︑

脱堀プラント用原子炉︑脱堰プロ

常に大螂だから踏み切ったのだ﹂

四六五〇︶豪で︒

だという︒

少しも感しられない︒立派な紳士
であり立派な経営蚕

探鉱期間は三隼であるが︑第
一段階︵本四四月から一隼閥︶で

見込みがなければ︑臼塞は契約を
破葉できるし︑見込みがあれはさ
らに二年閥つづけることが示され
ている︒この憲年間の探鉱で閤途
がつけば︑施設の建設に入るが・
これに二︑三母要するので︑本格

薗になる／でうたQ

的なウランの生塵は今卑から六三

﹁もし︑この事業がいけるとな

もっとほしいと希引すれは︑カー

の粂項

シアリア

ス・コンシデレーシコン

赴分ももらえるという

が入っている︒しかし︑﹁臼本側

で約三万ゾ︒これではまたまた足

が全部引き取ったとしても︑十年

鉱開発が考えられるわけですよ︒扁

りない︒たから︑ほかにも豪だ探

荘村氏は昭涌三年三月に集大

と荘村さんの構想は大きいQ

法学那法穣学科卒業後︑東京羅

灯に入社︒十七年四月関葉配躍

に移り︑小松崩支社長︑社長釜

考蒼課長︑業務課長︑調二部次

長ψ爆歴任︒二・﹁日曝年一目門月論果策⁝聡

力となってからは総務部次長︑

嘗業部次長︑経理部長をへて
三■⁝隼取締役︑三十七無常

務︒四十⁝薙束鍵取締役の豪豪
事事連二会疑に就任︒
趣味はカメラ︒ゴルフは忙が
しくて上達のヒマがない︑そう

だ︒尿庭は経子夫人と一二男一

女︒論ハ園丁閃︻歳︒

︵M・1︶

ーー∩◎︿一1一

ハく

ワ

・

き

蛭

お

聯

あ

Vところ

で簿井市

長︑原子

力瞬発に
も一鞭書

をもち︑

詑

︑

臣から晴れてこ招徳まで受けた

は新出御苑の観桜会に︑総理大

躍︒その功績からか︑十七日に

れて来て演習させるやらの大活

敷地造成のため勝田磨衛隊をつ

置引地の提供をまとめるやら︑

長簿井与兵衛さん︵写黙︶は︑

歓迎Vこんなわけで︑ここの市

科学的に調へる案験協建設は大

に放射能の海駈生物への影響を

こんど放医研の臨海

織鞭灘
れは︑われわれはカーマギー姿員

会を母体に︑探鉱段階でも漸会社
をつくる︒その会挫は︑アラビア
︒一方︑躍力染界はウラ 石油やアラスカ石油と同様︑継力

い﹂︒

ウラン開発はヤマ屋さん 発の資任は非鉄業界にまかせた

魍

ン確保の穏裳性を認識しているも 業界は金だけを嵐し︑いっさい開
のの︑

という︒この双

の仕事たし︑手は出せ
ない

方の潔い分を終始う豪
くリードして︑まとめ
役を果したのが︑二二
ネ・原子部畏会でもあ
る松根さんですと︑荘
村さんはしきりに持ち
上げる︒しかし︑荘村さんは戴力

凄

冨

肇

は開発捉進の立揚から言成▼だ

再処理工場の建設も︑個人的に

が︑放射能の被宙があっては困

好意的中

るし︑勝田市を孤立させてはの

、

る︒この原子炉冷劫44圧力バウン トにも影讐しかねないと不瀧を示

とくにわが團の安全審査は︑

している︒

最初の申請段階で原子力発羅所

ダリィの範囲はとくに規定されて
なく︑これまでの星準は圧力蕎器

の遺託設計が確立されていなけ

くちがっている︒たが︑米AE から二十二臼までスペインの首都

れはならない点が︑米圏と大き

囲が広がってきている︒また葬常
用炉心命却系の機能が強調され︑

マドリノドで﹁原子力による脱塩﹂

を重視していたが︑今團は牲干鯖

皿肇な機器に対する試験︑検査の
Cは今回の一般設謝盤準の発蓑

ることになっているが︑日本側が
IAEAは今年の州一月畦八日

具体的な規疋が多いことがクロー

のシンボシウムを開く旧劇で︑加

冷却糸の機能を魚画しはじめたの

とする日本への影響も大きくな

盟国に対しシンポジウムへの参加

によって︑安全篠萱のやり方を

AEGがこのような非常用炉心 かなり変えるのではないかと慰

ズ・アノブされている︒

は︑原子力発耀所の都市掻近の可

ろう︒とくにわが国では︑現在

の必螢佐があるという議論も進

米AECのよ・つな一艘設計星楽 詳細は都塵産業開発課︵五九一−

られる︒しかし︑ユーザーやメー
カーの側では︑今園の坐準が余り

く感じるはずし︒多分に政策的な

ラン探鉱開発に附す．⇔考え方を強

れるたろう︒謙た政府も民闘のウ

将来は探鉱段階でも新会社を

ゆ劃飽斜荘村義雄委員長に聞く

こんど避禦連のなかに二これた

〜一

〜︸一

長期の展望もって

能性を淋しつつあるものとも拷え

なりの遅れをホしているQこのよ
とくに︑症庸される点として
うな欝態を改善することも目的の
は︑これ家で一次冶却系といわれ
つとして︑聚国では軽水炉が完
ていたものが﹁原子炉冶却二曲力
全に商業炉として完成したとの晃
バウンダリィ﹂という名称に変っ
解からAECは昨隼七︷月原子力二 ていることで︑材洞の脆性破壊の
にも規短が多〜＼欧子力発電コス

安全解桁報獲潜を提出するが︑と

対して詐論議を得るために予備的

設する揚舎︑ユーザーはAECに

米誌では︑原子力発鍛所を建

準を公表した︒

曲所建設躍可のための一般設計基
間題など議細な魅準を規遣してい

AECの基準の 疑 問 点 を 調 査
B本心気協会は︑四月二†五ピか6二十﹁二U闘︑原子力発蹴出
設謝泓鰹調査囲︵団長・内田秀幻象大教授︶を米囲へ派啓するQ

この醐査団の酪灼は︑昨年七 月 十 ⁝ 臼 に 米 A E C が 発 表 し た 七 †
ザイン・クライテリア︶﹂が日本にも影響をおよぼすことから︑

廻心からなる﹁原子力発電肋建設認可のための一般設計月山︵デ
日本一の疑問点などについて︑匿接A遇Gと頷し購うと同時に氷

ことになったもの︒

圓原乎炉メーカー︑工那請負粟者等の引墨雌に対削る二見をきく

力︶︑嶽騎出︵通観省︶︑野口弘

眠気協会では芦辺八月︑A烈C 山田淳︵関雌︶︑紀村勇︵中嗣躍
の一般設剖簸撃について検討翔る
生︵科技庁︶▽幹購雌大赫及三郎

くにこの報告潜のなかに一般設訓
茎雌にもとつく安全性の解析を認
恭しなけれはならない︒これまで

カーマギー委員会は︑日本二九蹴
力と非鍬六三の達絡機関た︒これ

る安全設訓茎難の考え方のチェノ
クが主体で︑騨細な安全性の再チ

慧味を禽んだ蝶貝会名たQ

長︵現動燃醐理雛長︶が藏

について荘村二二畏は︑次のよう

相談してきた︒ところが︑塗料金

ェノクは運転評可の段階で求めら

が持ちかけるれ︑当時の今井理撃

きくあてにしてスタートしたので

進めるにあたって︑政府の金を大

﹁われわれは︑こんどの購猟巻

﹁委員会にこの名を付けたの

に語っている︒

は︑日本がカ←ギー社との共同

界に

くに安全防護系の機羅に関する貝

審査をめぐっては原子類関係︑と

二業に真剣に取組もうとする構え

とはっきりと．憩い切るQ

い乱落の開発など弔手
を︑相畢側に強く印象つけること

﹁こんどの共同鉱業の謡がう家

が︑建設を抱噛する建設省関東地
方建設局の倉聞機械設備譲長ら八

を行なった︒ここに約竪蔀四十五

名と設d建設に関する引ち含わせ

単方鍔の研究棟が今年度内に建設
され︑当蜘中型水槽︵一誘︶二十

十鏑︶一個が設雌される予定であ

個︑ゆ径翠黛競の大型氷槽︵約四

属棊界は

体的な茎準がなく︑建設申請のつ

からた︒カー祉にまかせっきりの

はない︒海外ウラン資源開発が非

と︑多くの時閥が議舗についやさ

れている︒したがって︑この安全

があり︶と原子力発躍詳覧に関す

酔認可は︑敷地条件︵立地暴蠣

米圓における幡羅力溝隠研建設の

リティ・サービス社︑WU紘︑G

国立研︑⁝三ークリア・ユーティ

跡問先翻A届G︑オークリソシ

︵醗気協会︶

ため︑同協 会 避 気 技 術 鎌 瀬 調 査 委
貫会・原子 力 専 門 婁 慧 会 の な か に

授︶を設けて検討奪虫ねてきた︒

第一分科会︵整査・内田険大教

その懸果︑ 七 十 項 目 の う ろ 五 十 項

︵解説︶簸近米国の原子力発醒

ノト・ヤンキー︒

ノク・エレクトリノク︑コネチカ

ルコソクス棍︑ヤンキー・アトミ

クトリノク祉︑バブコノク＆ウィ

国について︑米A週Cの慧織する 漏祉︑パシフィソク︒ガス＆エレ
ところがは っ き り し な い な ど 疑 問
点が出され ︑ こ ん ど の 調 査 団 派 遣
に纏ったも の で ︑ そ の 成 果 が 大 き
く捌付され て い る ◎ 調 査 団 の メ ン
バーと晶間難きは次のとおり︒

▽団畏翻内田殆離﹀副団長11板

Cの原子力発踏所建設隠避は︑か

愈繁藤へ鳳醗︶▽団員月住谷寛 ブームはすさまじく︑とくにA8
︵東電︶︑服郡禎男︵中郡蹴力︶

れていた︒このような裏態改目詰

鐵鉱たが︑損手も舞任を長じてく

の敷地は那珂湊市機崎地区の丘炭

石油の揚禽とちがって︑ウラン

そのウラン資源も海外に依存せざ

ってきた︒とくに荘村さんは︑電
力界切っての経理屋さんで︑諸鈴

るを得ないのが現状Q﹁石油の二

業界の調整に懸命になってかけ回

ずくめの幾の読みは藻く︑木川田

の舞いを艶んではいかん︒これが

の最終需要脊は無力業界︒だが︑

集蹴社長の儀任も障い︒契約では

われわれの考えた﹂Q
﹁長期買付けやスポノト計いの

カー社のやる探鉱を経理蕗から伝
禦チェソクまでできることになっ

▼しかし動燃さんも︑﹁実

配慮もあって︑嚥下

立

なら︑あ豪りペコペコしてはい

際に被警を撮さない自信がある

けませんな﹂とはなかなか︒

◎

0囲謄層

警

GPSS

シミュレーション錨SCRP丁，

灘h製蕊

駄擁ーー脳
脚

日︐

．黛

選

蜻ｻ蘇購

雛

甲

セル燃焼計算柵鰹USELA槻

産

力

原

として出されたのが今回のデザイ

建設敷地の造成終る

を掘削して︑海崖沿いの道路より

的な建気の設副段階に入った︒こ

その造成をおわり︑いよいよ呉体

那珂湊市の放医研臨海実験場
訟城獄那珂湊布︵印艮漕井ん兵

していた放射線医学総歯織炎所の

る︒

このためすでに放医研東海女所
では︑厚予力安企研究協会が中心

となって国の︑委託籔などによる
﹁放射能の生物体内への濃紺﹂に
関する夷験研究を︑中︑小型水槽
を設けて一年二ヵ月にわたり突施

ほか︑探鉱開発のルートを持つこ

り︑とくに買透けどきの値段をけ

とは︑燃料供給の安全保瞭にもな
のようだ︒

ん制する効果もある﹂と荘村さん

鉱山業界の仕事と言

今圓の契約交渉に当った

えば︑とかくリスクがともなうこ

ているが︑これも荘村さんの意見

とから

︻写輿は㊤放医研臨界翼験場の

中︒

と㊦放医研策海支所の予備案験水

コノヅ嗣社長か6は︑そんな点は はしきりに強調する︒

敷地︵向う側の建物は磯崎爽験所︶

槽︼

し

藪

沸騰水型炉用の3次元1組モデルで出力密度、ボイド、
制御棒、燃焼などの計鯨コード。メッシュは25×25Xユ2
まで拡張され、オフセンタ計鯨も可能です。

撫・

液体減速炉の単位セル反応凌および燃焼の計算コードで

経営劉画など各種の最適計算に利用できますgとくに
ALL痘GROは、550◎もの条件式を含むような大規模な

㌦

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1・します。GPSSは輸送問題

庄力容器型炉で4群、圧力管型炉で5群を購い、さらに

問題も獅時闘で解き、二二結果の利用も容易です。

クトル計算まで、あちゆる体系をとり扱えます。

などに蝦：適な一般匪のある汎用シミュレータです。

コスト計舞やPRESTOなどの入力作成も可能です。

線型計画法ALLEG良OρPHELIE，8MLP5

2次元多数組拡散CANDD⑳

エネルギー群は100組まで可能です。上方徴乱・下方散
乱とも考慮されており、高速炉の解折から熱申性子スペ

命をうけたまわっております。

臥1

．

睦亀・・．1属

園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。
囲このような計鏡や解析は、（：DC 3600センタで委託計
算をうけたまわっております。

3次元燃焼計算：F廉

衛氏︶が︑毒鎌継を提供して誘致

隔海嶺験揚建設敷地が︑このほど

約二・六樹の而︐回さに造成された約

六千七白平方綴で︑隣巌雌に次城
県水雇試験場磯崎実験所があり︑

また約七曲競の地点には︑県水麗

試験所が移転︵四月十瓢頃起工
気︶する耕脚もあるので︑近い将

ーが形威されることとなる︒

来︑ここに〜つの水濫研究センタ

現地では四月十二目︑放医研の
隅田技術部長︑佐伯環境拓染第一
研先繁長︑石渡放嚇線安企課長ら

の

璽CDC 3600センタは、多数の整備された原子カ
コードの他に応用コードとしてLP（線型計画法）

㌻轍激

皆様の計算センタとしてご利用下さい

PE飢（τ1〜〜E／COSτ）、B納Dなどがあり、計算のご用

イ

繊麗な原子カコ・一ドの例をご紹介します。

ロ

荘村民

よ
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プラズ マ閉込めにメド
茂

密度一立方拶温り千兆魑︶が必要

篇温プラズマ︵例︑澁度四億度︑

核融金やの炉心には璽水素の超

の原子力工学の技術開発が必要で

め︑炉材料︑エネルギー変換など

ば︑それを骸融合原子炉にするた

炉心用プラズマが開発されれ

は新時代に人つた︑

の見通しが媛近急にひらけ︑研究

た︒この成果が積上げられ︑研究 プラズマが当たるための損央が大

究が魑広く行なわれるようになっ

よりょく理解するための帰一な研

− 熱

である︒炉心用プラズマは左の例

ては︑炉心用プラズマの開発に約

ある︒炉の実用化の見通しについ
に︑このプラズマでは不寮定盤が
なく︑呼気的振動がほとんどない
ため︑理論と実験の対比が明快で
ある︒このためプラズマをトーラ

蒔代に入ったと考えられるように
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原子力婁翼会は墨智計常闇講作

を脳力候補として艀細な星野が進

トーラス盈とチータ・ピンチ型

騨関係に限って酒単に述へる︒

貝体的研究副画のうち︑原子力予
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て︑低ベータ︵注毒照︶の多蜀礪

を勢難膜より始める雛備も進めら
れている︒この実験は︑理研・除
研などの協力で叢として原研で実
施が予定されている︒
︵注︶ベータとはプラズマの圧

以下である︒トー

力比をいう︒低ベータではこの
比が千分の
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であって︑多電極磁楊の拡張とし
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フェレーターは米踊プリンストン

され︑大学・プラズマ研號所など

最後に︑この新局齎に附応して

露度より着燃する警部を唱え︑昨

められているQトーラス型につい

麗温プラズマ研炎盈盤の強化に加

これに対応して︑たとえは米岡

一昨年六月

たQ圓部会は︑研究小委風会︵辱

わが国の鰻広い核融禽研究活動
の有機的運絡︑理境の改雷に江糊
し︑行政区分︑機関別をこえて︑
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進められるよう翁力してき姥田本
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融禽部会︵部会長・一一根遼古験
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る必要がある︒
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わが国は諸外麟より約十年おく
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名古屋大学に共嗣利用研究所プ
ラズマ研三所︵研長・伏見礒治
教授︶を付鯉し︑プラズマを体系
的に研鐘し核融含の原理を撒帯し
ている︒原門子力予騨関係では追
試︑理研︑隙研で小規模の準備的
研究が︑また研究委託費で民腿企

〆ノ

業が綾澱製作技術︑謝測器開発な

さ

ているような繍がする︒

〆〆 〆

どの研究を行なった︒

き

〆 〆〆〆

C位のヘリウムの熱で熱交換器
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鉄鉱石を還元したりすれば従来
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る︒一方ワーキング︒グループ
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新時代を開く

九六〇年頃︶︒そこでプラズマを

た︶超轟温ガスで︑その容器には

性の向上などに約二十年と予愚さ

十年︑炉としての捜術開発︑経済
留時代の欝を開いたのは︑氷国

！ミ

ゼネラル・ダイナミノクス祉︵現

ノ

ス中に安定に閉込める条件が明ら

〆

かになると期待される︒このよう

！

れていない︒思橡をたくましく

ークスを入れることが必要であ

羅無理慨麟鐸筆⁝
たまた豪︑西独のアーヘン大

を通し蒸気を発生しターボゼネ
レターで発諾したり︑また一都

して︑繊価なヘリウムガスを筒

ガス炉も従兼のワクにとらわれ

ろう︒このためには︑︸方縄温

ヘリウム却材を従来の七欝度C 炉に入れ効累よく執を与えても

学製鉄研甕所で︑高温ガス炉の

ムの難度が数融度になれば源子

ーカーの冶金耳門家と原子炉メ

ヘリウムの圓収が特殊のアイデ 蒸気をプロセス用に使いヘリウ

を占えれば︑あながち現状より

ーカーの技術的協力の揚が必要

アを購わぬ限りは︑はなはた不

一方認炉内では冶金鶴の初歩

私のアイディアとしては︑ヘ

不経済とは琶えぬかも知れぬ︒

でなく一千二酉麗C位に溜め︑

禦が本年二月末の新聞に出た︒

の知識として︑ロークスと鉄鉱

や経済性がほぼ確立し︑五十万

私はこれを見て︑鉄鋼メーカ⁝

石との聞の発噸性賜田反応によ

KW以上の発翼翼には従来の火 局炉に駒接循環させるという紀
力より原子力の経瘡瞥が優れ︑

にいる技術屋としての賞任を痛

カーが室体となって製畝用原子

となる︒さしあたり︑鉱鋼メー

炉磯発プロシ孟クトの委農会を

リウムでなく選

を原子炉で加熱
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ハ同で技術研究の場をつくろう

ぬ開発が必裳となる︒

かつスモノグによる公宙もない

感すると共に︑従来購入的に考

炉に製すという一連のサイクル

ということでわが国でも実用段

の通りです︒今康で桐料メーカ

に努力してきたか︑いよいよそ
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で熱を与えたり
麓業ゆえ︑鉄鋼製品の原価切下

して炭酸ガスを得るため︑外部

される︒このためコークスを燃

磁接にとればタービン発艦機も

を電力から取らず︑原子癖より

の加熱に筒炉の廃ガスをも利用
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詔事の主露は︑熱エネルギー

ているのに心強く感じたQ

不用でかつ面輔所経由に比し約

していて比較的熟経済性の間い

豪た隔炉の構造もコークスを入

ーカーとして麹接利益を受ける
沈めには︑高炉などと直結した

三癌の働率になることを力説し

以上の金地より︑西独の研究

仕組になっている現状である︒
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継続予約をお受けいたします

逓塵憲鉱山局は

進するためにも不可欠なことであ

確立することが︑燃料国産化を推

り︑発電炉の運転を調査し︑燃科

五月二日午

五月六

五月六臼正

五月

梶[ドする

闘題点としては次の三点が考えら

①燃料の製造について︑わが国

れている︒

の燃料成型加工とジルカロイ被覆

蜜院・商工婁最会

参二院の繭工婆二会︵金丸冨夫

州内畏︶は四刀ナ六日︑﹁原子炉

て︑鍋島科捜一己官からその趣留

等規制法の一部改正法案﹂につい

足説明を聴取し︑聞法案の審議を

および提案理由を聞くとともに補

嶋年度予算成立

翻縛した︒

参識院は四月十五日︑昭和四十

三年目の予算政府案︵一般会党予

八酉万円︑財艘約二兆六千九穏九

算総㈹約五兆八千雷八十五億九千

倉石発盆閲題辱で羅臼期︑佃生じ

十億円︶を原案通りに可決した︒

たため予算窯の審鱗も遅れ︑三

たが︑これで四十三年度の囚家予

局︑十六口間の懸楚予算を計上し

とくに原子力関係は︑本紙凱報

の通り総懸約二買六億七千八頁六

である︒

十万円︵債酉五億四千五翼万円︶

7冒一齢

第九回経営委餌会

第一九〇噂常任理纂会

前乗懸プリンスホテル

第八十七回理購会

環午崩綴本工業倶楽部

第十四圓総合企総懸鼠会

午日本工業倶楽部

驍ｵを

四ロ〃十六日目核燃

料の国産化推進に

の製造︑使盟︑実

ﾈ・凡︑国産燃料

証に関する技術的

管理技術のあり方が検討される︒

で︑鉱山局金属課が揖当する︒

によって構成され︑学士は一隼

カー︑蹴力などの各専門家十九人

同婁員会は︑学識経験者︑メ⁝

製造︑使屑を検討する︒

を調査することによって︑燃料の

ーの品質管理技術︑実証方法など

外の懸子炉メーカ⁝︑燃料メーカ

③燃料の実証についてはまず海

管製造技術は︑外国の技術愚臣や

域に達しているといわれ︑軍急に

研究瀾発などによって︑国産化の

工業的生産規模の工程管理︑品蟹

に︑核燃料研究委

な調貰検討を團的

皿会︵委舞長︒三

らかにする時期にきている︒した
がって︑検査技術などをふくめた

管理の技術休系づけ︑実証性を明

岡委員会の調査

品質管理のあり方︑客観的な実齪

島斑績東大教授︶

検説では︑鍛力会

を設置したQ

社が建設︑訴口中

方法などを調査し︑その員体策が

の軽水炉︵BW検討される︒
E︑PWR︶の燃②燃料の使用については︑高い

に萄効期限満了となるため斬しく

両協定は現行協定が今年十二月
︵三働民︶︑それの取り扱い︵丸山 は︑今まで擾面にあらわれること

が國の原子力開発現況を反映し︑

改定されたもので︑両協建ともわ

二七閣を逓じての搬大の収獲

ントの安全評価の閾題︑プルトニ

の少なかった軽水炉や再処理プラ

は︑動力炉燃料としての安全性

いてなどがのへられたあと説論に

原子炉等規制法

多くの新規定をもり込んでいる︒

張︶︑医学的難題︵熊取氏︶につ

ウム利用に伴なう安全主題などが

旦二日午削十聴に至って両者鰯

技術省の派燧なども考慮されてい

六日午後日ホ工業倶架郡

断

海洋放出 に 関 心 が
発碁会の会弱

技術問題は軽水炉等の安全評価に
十日の賀田︑東窟︒平河町の田本都市センタ；で開催された︒

わが国で初めて原子力施設の安金問題をとりあげた働一圓﹁原子力安全性総合発綾会﹂︵主催・原
子力安金研究協会︶が︑四月十九︑一
放射性騰液の沿岸放馬聞題や際畢力発鷺プラントの技術開発と安金評価に関するシンポジウムの会
揚には︑竃力︑メ⁝カー︑原研など原子力専門象のほか︑とくに原干力鑓羅所の建設候補地などから

み︑原子力発継暁代に対処しよ

入り︑各力畷で個々に行なわれて

を総合的に倹鮒しょうという揚が

與体的に提起され︑これらの闘題

うとしている﹂と結んだ︒

いるプルトニウムの研究を集巾附

ひき就き山田太三郎氏︵原子力

待したい﹂とのべた︒

多数の地光代困者がつめかけ︑談さに原剛力の博識が圃民生活の中に入りこみつつあるのがうかがわ
れた︒

第﹂回原子力安全性総合発蓑

に︑より効率的に行なうべき段階

は︑藤波収原安協理事長︵躍発総
﹁原芋カプラントの技術開発と

始した︒

遅れていたもの︒

︻部改正法案も

安全評価﹂に関するシンポジウム

生簸れたことである︒この発表会

米︑臼英両原子力協定案につい

れ︑三喰外務大臣から新しい日

婁早雪︶は四月十六臼午後開か

衆議院の外務婁員会︵秋田大助

審議はじまる

原子力協定の

欝欝の予楚︼

に来たことが指摘され︑今後この

ような箔置が望まし

化学的問題で海洋のバンクグラン

漁業贅漁閲題などについて九件︑

編︑放射線の海洋生物への影鞭︑

墨斑で海洋生物の放射性馬素の濃

轟を巾心テーマとして︑生物学的

入発喪では︑放樹性元素の海洋放

二十日行なわれた研％成果の欄

い︑などの瀞見が出された︒

あつかえる

の今後の発展が大きく期待きれて

盟﹂の特別講演で︑昨無米園原子

ジウム﹁低レベル廃液の沿岸放出﹂

では︑差置野プラントから放撮さ
れる放尉姓核種を中心とした﹁海
洋放出調査の現状と閥題点﹂︵坂
岸馬︶の講撰があり︑これについ
ての甜鍮では茨城県から発嘗があ
り︑とくに茨城県彿珂湊箭に建設

ための休制整備と問題点を克服し

婁員︶が﹁原子力安全問題の展

する謂演で︑とくに合子力発電プ

が開始された放医研臨海実験所の
運嘗︑または研究体制の確立や．

いる︒︻発表内灘については後日

は﹁原子力施設の安金問題は︑他

行なわれている﹂と指教︑﹁わが

ラントは大型化︑高性能化などの

午後から行われた注口のシンポ

裁︶のあいさつではじまり︑同氏

心に説明し︑米国のとくに軽水炉

国でもさきごろ原子力婁二会の中

技術聞発の途上にあり︑その時煎

て︑もっと多くのプルトニウムを

では︑﹁幌水炉の技術開発に伴な

の一業の場A︹と異なり︑離前に万

を例にとり﹁最近米囚では︑原子

︵デザイン・クライテリア︶を中 う問題点﹂︵内田︑都甲黒氏︶と題

のためには︑多くの開連分野の専

講じておかなければならない︒そ

方が変ってまた︒とくに原子炉の

力発倦機器の安全性に対亥謡え

一の事故をも考慮した安全対策を

め︑その成果は慰門燦のみなら

門寂が協力して総合的に研究を進

安全系が二承︑一二重にも設けら

会が鳳子力の安全聞題を自爆的に

原子力旛設安全域題駅談会

のでなければならないQこの発籏 れ︑ピラミソド型の安全性追究が

ず︑広く議会的にも信頼されるも

検認する場としての役割を十分に

を発足させてこの聞題にとりく

ド放糧能︑海洋での放附性核種の

に

化学的挙動︑分折法などについて

ついても一層閏心が蔦まるよう期

そこに設醗される四十ナ水糟の共

両協定案は﹁二月二十六日今夙会

果し︑研究体制や研究の進め方に

にあった蜜全上価が必要である点

同創用︑現地観測のための海洋鋼

九件︑海洋および工学的四脚で海

へ提出されていたが︑その秘議が

て︑その要躊と提案理由説明を聴

が強調された︒蜜た薪型転換炉

船の必要性などに楡議が集巾し

洋への安全投葉法︑海洋での希釈

取︑両協定案についての欝識楽開
︵竹越民︶︑高速炉︵安氏︶の講

効果︑放出方法の試験などについ
﹁撃力炉におけるブルトエウム

て六件の研究発藁が行なわれた︒

た︒

代が軽水炉で始承ろうとしている

瓶も行なわれたが︑原子力発電時

和用に伴なう安全岡題﹂の上演で

今回の翼同開発に関する鼠本側

社長は契約書にサインをする

で完全に一葦したので︑コブ剛

づ多⁝一多7多γ4一 鼻が4
威立したわけ︒
四田から十五日にかけて行なわ

十五社とカー祉との交渉は三月

多づZ／4−4シ多zーー4ーラ ．

ことから︑今図の講論は軽水炉の
誌ノ

カーマギーと契約完了

なお︑カー祉と田本側十五社

と︑すぐに露日午後五晴十分節

監製が

︵カーマギー婁員会が窓口︶は︑

荘村氏らが米本社へ出発
ハ
力部核燃料誤霊任︶の各氏で︑∬

の覚醤は二二±百の九欝力仕

成︑岡十五田に仮調印した︒こ

港開発の進め方や探鉱状況などに

近く共同で諮問委員会を設け︑臨

田発で帰国したQ
米麟カーマギー社とのカナダ・

⁝マギーの本社︵オクラホマ︶︑

月二日に帰国の予窟︒訪聞先はカ

前に承認︶された︒カー社のコ

長会で承躍︵非鉄六会はそれ以

致したので謡扇を作
エリオソトレーク地区におけるウ

れ︑麸本的事項について双方の

ラン浮雲探鉱開発に関する契約

ウラン工揚︵ロノキi山脈内︶︑

ついて審議を行なう予定である︒

カナダ事勝所︵トロント︶のほ

とくに探鉱漁業についてはカi社

︵九磁力と非鉄六祉︶のサインが

ち婦り︑直ちに契約案雀成の

ブ副社長はこの猛君を本社へ持

と日本側の技術専門家によって意

は︑四月十五田︑日本側十五社

共同開発地域︵オンタリオ州︶な

か︑カナダの政府関係縷関および
会長ら四人が同十七日午後十時羽

どである︒

完了したので︑任村盗雄電堺連附

田発田航機で︑カ；マギー本社へ

図無し日本側に契約案を提示し

る︒︻写翼は出撰する荘村氏︵左︶

ヘイマンの両氏を岡行して再び 見の交換も行なわれ︑日本からの

後︑同二十七日にアベグレン︑

た︒同二十九日から連日最終的

カーマギー婁員会は四月十六
臼︑今園のウラン彊源共同開発に

な折衝がつづけられ︑交渉は照

携行した︒一行は荘村氏のほか松
永長男︵束蹴原子力部長代理︶︑

喉

ついて︑その経緯を明ちかにし

曲行︼

た︒

E王子製紙
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力婁員会が発翼した一般設誹熱楽

安全評価に災噛した感がある︒

国産化推進で通産省鉱山局が

部蔑代理︶︑猪股俊雄︵東電原子

mEEの各種ミーティング関係出版物の

卿
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日本殊予力産業会議は貯四十

千五暫ジという租界の注沼風浴びるウラ

大ウラン会社との間に︑十無闘約一万五

半︑わが国の民間電力会祉とカナダの二

確立のために に麟白露蜥μ諺雛

購連剛会長と米側マギー会農と

社の本祉で︑日熱戦代喪荘村戴

それは懇談会の心任とはいえないであろ

るもの幽趣睦点で出しえないとしても︑

つ︑一貫した確固たる核燃料政策と呼へ

イクルのあらゆる主鞍な分蛎に触れつ

朋限を限られた核燃措懇談会が︑燃料サ

の中だけで驚えることはできない︒審議

も︑現実の発躍讃圃を離れて物定の分籔

反映実施されることが書函であろう︒

層的な政策が︑個々のサイクルの分野に

されるであろう新しい滞陣を加味した貝

うな星本的方向に沿って︑今後随時展聞

というものではない︒今回讐ゆされたよ

何二月か検討すれば全部の結鍮を出せる

核燃料産業

二年度を﹁核燃腰問題 展 闘 の

英両町鰹の敬訂案は︑国会の冨議臼稚か

第五八麟会に上鞘されている日米・日

年﹂として︑その事業乱闘にお
う︒煎要なことは︑細書点で二面される

設費は約三︸臼六十億田口︵除初繭撒

て劉属した︒

達の三分野に関するもの︶がすべ

原子力婁員会は四

燃料費︶の予定である︒

係一1安川茂︵原研︶︑新藤隆一

定︵同︶▽炉心設日コードの関

▽総活餌元田謙︵動燃︶︑沢井

氏名は次の通り︒

今回英鱗へ派趨ざれた技術省の

とになったもの︒

ス研究所岱了三趨闘派期するこ

狡術癌をUKAEAのウインフリ

が︑さらに腐勤利用をはかるため

れら蟹料の消化作業を進めている

このため圓事業団は︑現薇︑こ

月十一田︑鷺流電力

動燃︑英国へ

輸血氏︶から諮司申

動力炉・核燃料開発鋤業団︵理

技術者を派遣

株式会祉︵社良芦原

勘のあった岡社愚闇

炉︵沸騰水鯉︑出力

原子力発絶所の二弓

発組が渡英した︒
動燃現業圃はさる一

日︑英国原子力公社︵UKAE ︵同︶︑浅井滑︵岡︶︑拗町芳驚

月一一十二

めていたが︑四月二十臼︑その先

者＋冬を英国へ派遣することを決

転換炉の開発に役立てるため技術

五†刀KW︶増設に禦長井上五郎疑︶はさきに︑新型
ついて審査を勧なっ

た結果︑陶炉の設躍
はわが厩原子力発館
の副画酌開発利用等

A︶とSq11WR︵霊水蹴遼沸
騰本⊥BM︶▽臨界実験関係雛金
︵日

に支瞬はないものと

超め︑同日付この冒を佐藤総理大

ル技術を修得しておくことも縫定できる

プルトニウムの熱中性子炉へのリサイク

の療実で荊進的なフォローアノブの年で

現実の原子ヵ発蹴計醐を支えていくため

閣題点の掘下げの諸酒動の上に立って︑

庁畏宮に幽して恥処理施設の設躍

なお運崩は四十七薙七月︑総建

し︑今月中に本格酒撫する予定︒

原子力工業会社と建設契約を締結

貸料︵炉心性鮨謝撃方武︑零エネ

が︑このほどこの契約にもとつく

薄を褥次第︑主契約省となる三菱 する扱術の購入契約を繍結した

研︶︒

雄︵原研︶︑香川血雄︵東芝中

中研︶▽熱ループ関係聴小堀誓

軽水冷却炉︑出力十万KW︶に関 子難壁︵原研︶︑和鋤夕空︵臼立

距へ答撫し紀︒

会を設けて︑この悶題に関するわが国の

が︑歓をいえは︑この毬の聞題について

る力強い﹁核燃料産業﹂を開発し確立す

ある︒わが国にとって︑国際的に逓用す

同炉は今後︑総理大臣の最終群

纂策方針i⊥圧として民間と国および国

は︑そろそろタイミングの要素を週確に

受け昨無六月と十二月に科学技術
h﹁

4

騨

畿卿閉
流

ρ嘉麹
最初のすへり出しがら難航っ
づきだった原子力第﹁船の建造

﹂

次は原子力第二

間題が︑やっと片付いた︒と思
う間もなく︑

船以降の闘題をどうするか

世界のトソプを行く澄背戸田本
にとって︑原子力船開発は将来
の賀物の大量隅速輸送隠代のカ

この薩業界の意兇とりまとめ

ギを握る大闇題︒

役が︑海運業界代喪︑大阪商船
三井船舶会長の逸藤氏︒﹁陸上
では原子力灘羅がどんどん進ん
でいるが︑蹴力業界は余裕があ

議会のなかに再処理調査特別置型

周辺壌境の変化もあって︑茨城県

円冊に進められるよう協力してほ

長︶は汝城県当量︑照識会識長に

一方︑動燃は再処壇姫設設躍推

の確認について︶に対する回答は

科技庁

平和利用硬究成
果報告書を刊行

議されるζとになったもの︒

会が設齪され︑再びこの問題が審

対して︑再処理乱掘の建設計画が

⁝

即㎜
体駆から︑跨年のようなファイ
隔

﹁海曹業界の一貴として私見

トがあふれる︒

現在豪たホされていない︒

こうじ

原産・原子力船懇談会の

婁隠匿に就任した

進藤孝二

しんどう

をのべれは︑舶用炉の研究は国

ど︑﹁原子力平和利閉研究成果報

科学技術庁の二子力周はこのほ

告轡﹂を編集︑靱等した︒

︸

原腿入会︑住

代表暫

変史︑新所侵に岡村誠三氏︒

京都大学原子炉璽験所

京︵二八一︶〇九二︒

の一取口役社長小林隆氏︑蔵品東

所東京都千代田区丸ノ内二の二〇

日鉄鉱粟︵株︶

話神戸︵三四︶七七一三

通二の十六の︸田生川隔ビル︑電

号変史︑新住駈神戸驚生田賦中町

測崎監工︵株︶

髭︐彰／勿
十五年輸出振翼の功労で藍鍛造

︸

諺冨

住所と斑謡番

成果概要が紹介されている︒

五蔚尋にわたり二衝四十四研究の

報欝轡は赤紫竣舐︑A四囲︑約

たもので︑今回はその七集鼠︒

試験研究成果の概要をとりまとめ

よび同補助金によって行なわれた

蟹︑原子力平和利用研究言託躍お

研究機関における原子力試験研究

岡四十一隼度を中心に︑国立試験

この濾蕾審は︑昭和四†年度と

はせねばならないし︑眠の前の

だ﹂と強調する︒

豪い︒国象の助成が是非必要

損は冤悟で明日に備えなけれは⁝
⁝
ならぬ企業が︑目はなのつかぬ
⁝
うちから突っ走るわけにも行く ⁝

照が必要だと思う︒株虫に配当

がやらなくてもいいQ安くてい 家留金でどんどんやって︑それ
いものがあれは︑外園から翼っ から民闘に移していくような措

で十分つくれる︒ディーゼルエ

てきてもいい︒船体の方は日本

ンジンの揚含︑一番冒は外国か
ら輸入︑二番囲から圃産でやら
せた︒これがわれわれの考えだ

㍉

一
⁝
氏は大正十四年小樽高曇を卒

業後︑三弊物産︵船舶部︶に入 ⁝
⁝
り︑昭和十七年の船舶部独立で

⁝
三井船舶︵株︶に移り︑一一十奪

で大阪商船三井船舶︵株︶の社

⁝
常務をへてミ十五M年社長に就
⁝
任︒三十九年大阪商船との禽個⁝

だが︑﹁ボクの一生のうちに

躍︑照十年郷里の学校に私財を

長となり︑昨年会長に昇樹〇三

原子力船睡代はくる︒輸送瞳か

似たユーザー側の意見た︒

し︑これでいい﹂とはっきり酬
⁝りますよ︒われわれの方はやり
⁝たくてもやれないような状態が い切る︒京さに畜力業界とよく

う︒霞下︑灌逮業界は薦編整

⁝つづき︑霧もそうだ﹂と雷

⁝備中で︑螢船にも消矯にな

−；
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雄陶
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正清

水雲

虫目
︑マ

重

横

田

信

展⁝
ンの長期購入契約が締繕されたなど︑罠

いても核燃料閲題懇談会を中心とする政

その貝体眺促進とか︑その結果予定され

らみると予断を許さない状況にあるが︑

の払本的方向が少なくともコンシステン

今後の療子力発躍の体系に照らし︑政策

も認憶に新しい︒
ている核燃料蔑陶制笈の県体的措鐙に伴

ミングの観点からはもっと広く徹底して

なう諸翼務闘題の検爵などは︑このタイ

源子力婁員会および政道においても︑

り︑国はこれを支援し必要な鴬合に補完

保については︑民間の積極的な行動があ

トであるかどうか︑なのである︒資源確

籏活動をはじめ︑按燃料セミナーの開催 間の積極的爆勢が大いに姫り上ったこと

ウラン隣邸の砥保悶題に関する民間の慧
が
欲結集と聞係業騨の協調体制敵立︑使用

力婁ではウラン濃編をも含めた今後の核

核燃料悶題の政策検紺が進められ︑原子

するという方針は妥当であり︑濃編につ
かくて︑昭顧四十三年度は依然として

へ
燃料政策の菰本的力同が核燃料懇談会に
いては︑辮要盤の増大とともに精定の一

は一歩進んで︑昨薙度の二本方針検討や

核燃料は重要テ⁝マである︒しかし今年

の検討︑プルトニウム利用に関する周題

よって審騒されたし︑通脆大臣の訟問機

ら︑濃縮技術に対する独瀦の盤渓開発と

凶に依存することの受動性への懸念か

済燃料再処理施設の建設推進と将来闘題

点の掘下げなど︑原子力酒盗の最も鳴要

関である総舎エネルギー調費会では原子

確保の問題については︑凹めて大きな成

の機関の役矧i一を審識し答串した︒

加味し︑定盤的な理論と運行策との区別

行なわれるへきである︒

な要素である核燃料分野の編広い悶題を

力都会にウラン彊源確保に関する小野員

果があったといえる︒すなわち︑米国最

このような各界での検討の過程を冤︑

このような動燃からの要請をは

進薄策本部を設け櫨極附にPRな しい蹟の陳屑を行なった︒

これらの活動のつち︑海外ウラン資源

大の供給シェアを祷するカーマギ：社と

嬢告欝を瞥見しただけで挟燃料問題の大

について質問を貧なった︒とくに

提起し︑検甜してきた︒

の共同購業によるカナダ・エリオソトレ

ることが︑何よりも要請されているから

所の発醗訓闘が大きく影響を受け
るなどの理由から︑ぜひ今国会で
新両協定の批准が行なわれるよう
要撃することを決めた︒

ルギー闘界実験データおよび熱伝

ーク地域での撲鉱開発計闘は︑鉱余の曲

を明硫にすることの璽要性を忘れてはな

じめ︑さbに再起理工揚に関する

団本百子力二業会識は四月十六

原子力貨物船の蒔代に入ると愚

の由︒

ら︑経営者の一人として自漁中

名取りQただし業界不日の折か

イー7︶と国選津︑小唄︑三雲で

十五歳︒趣味はゴルフ︵ハンデ

⁝らざるを得なかった由︒﹁こん ら︑飛行機がSS⁝←の時代に入 器付し紺被褒鐵を乏く︒出身は
⁝どもむりやりに旗ふり役に引っ るように︑高速︑嵩馬力による 兵四目副馬の韓来郡朝来町︒六
ばり繊されたんだ：﹂と何か書

う︒このため廠子力鮒開発こそ
次に残すべき仕購で︑ボクの夢

いたげ︒

一疋の経済性には疑間を持ってい でもある︒﹂海運一途に四十五
る︒舶用炉の研究は別に船会社 年闘縫いてきた氏の︑盤々たる

﹁私鋳身︑さしあたり猿子力

⑦

きさと複雑さが判るように︑こ3亀ら資源

今井旧原燃理瑠長︵現動燃剛理翼

どに栗り出しているが︑昨隼六月

折を経ながうも嶺欝書のひたむきな努力

二圓蟹の質問︵①水戸対地鮒爆撃

開発の現状からして︑核燃料問題は今

揚との関趨②蜜全性と地帯艶二等

確保といい濃縮といい︑あるいは再処

である︒

理︑プルトニウム︑どの問題をとって

躍進大会で再処理施設の東海村設
躍反対を決識し︑昨隼五月の汚水

対策全麟漁民大会へ緊急動議とし
て設躍反対を提出︒さらに本館二

し︑各関係省へ陳憎している︒

月再説理工揚設躍絶対反対を決識

しかし︑このような反対の動き

一年二月茨城県原子力審議会へ

とは別に︑膏上茨城県知禦は四十

団体としての慧艶を十分に反映す

村に再処理工揚を設置したい﹂冨

原塵は去る四月十二日に新両協
定批准について政府など関係者に

に政府︑衆疹両院識艇や霞民︑祉

陳些したが︑今回原産として正式
遅れていることについて検肘し︑

p

る濠い︒

圏オクラホマシティーにあるカーマギー

によって見購結実し︑去る四月†八日米

鋸一月には勝田市議会が﹁射爆器

﹁核燃料再処理施設と周辺禦境と
の関連﹂について諮問した︒同審

量に直接隣接した地域に安全度を

運が四十一葎八月第三回水漏茨城
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肩の淡城県冠例縫会で設醗された﹁原子燃料再処理調査狩

地帯整備︑安全性などを問題に

白紙 の 立 場 で 検 討
さる一

議会は昨無五月︑﹁魯処理施設の

別委員会﹂︵委員長暗明辰之助氏︑塵民︶は四月十七日︑初会合を開

ことは︑非常に不安である﹂など

安全性に関する技術的検酎がなさ

とりわけ裟求される施設を設ける

の理由で︑絶対反薄を決議︑さら

の決定に対しては︑地元地方公共

れる閣の安全審査および施設設躍

き︑同委興会の進め方と今後のスケジュールなどを讐議した︒とく

に昨鎌六月再度反対決議を行なっ

に同持別引臼会は︑昭利三十九年に県議会が採択した﹁再処理施設
反対決議﹂については一応タナ士げにして︑白紙の態度で整むこと

たQまた勝田市長砂地区区民大会

も昨無八月反対決議を採択して

︵霞毘十三︑画会二︶からなり︑い蜜のところ反対派五入︵自民

を決定した︒原子燃料穐処理調査特別委員会は県議会議澱十五入

三︶︑賛成派六人︑中立派四人の構成という︒とくに閥特別委興会

べきである﹂との答申撫をまとめ

を県および束海村に申し入れたの

報告した︒岩上知礁はこの答申を

いる︒

両条約の批准

一方︑漁連関係では︑茨城購漁

は期限をつけず︑毎月二國の会含で︑①地搭整備︑②安全牲︑③射

していない︒

る安全審査を原子力婁員会へ申舗

がら調践検討する︒また原子力施設の視祭も行なう︒

爆墾場返起の問題などを中心に︑ときには響門家の意見も聴取しな

動力炉・核燃料開発謝業団は︑

昭和隙十六館度操業を圏途に再処

促進で要望

ゾ︶の建設罰画を進め︑すでに群

田正午から︑原産会長蜜で緊急常

動燃麟業団︵旧原燃︶が﹁乗海

細設謝が仏サンゴバン社によって

は昭和三十九卑九月︒ζれに対し

任理堺会を開き︑今国会で新日米

理工揚︵処理能力︑臼塵○・七

箋施されており︑今秋に完了する

て︑県議会は同銀十二月①原子力

・日英両原子力協定の審議批准が

原産常任理領会

予定である︒この再処理工揚の敷

センターの地帯整備②放射能汚染
による危険性の学術的解明③水戸

地は凍海村の動燃策海事業所内約

三十五万平方耕が予定されてい

その心急化を要無することにな

会︑公明︑民社各党執行部に対し

り︑同日付要望密が提出された︒

今国会金期中に日米・日英の新協
定の批准が行なわれないと︑現在

対地射爆離柵返還の三点が未解決
であることを理宙に︑再処理工揚

運転中および建設中の四つの三鷹

る︒この再処碑工揚設諏をめぐっ
ては一部に設置反対の動きもあっ

設躍に反対すると決畿︒また四十

電話藤壷（343）5311（大代表）
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聞

力

となっている︒

連邦政府は︑内務省かん水局お
よび原エ丁力婁員会を通じて︑資本

壁の七千二百二十万がを支払うこ

魏，3重3

︑

0

16婁，958

性があるからである︒

核燃料物質の

1，ユ99

蹴

学については米麟地質調査書︑地

ご○社のうぢわずか九社が︑馬丁

の検酎を経なけれはならぬとい

S︶および原子力安全認可評議会

籍分科会との三回にわたる会合の

七一糞という全国製遊業の飛禽に
技術部による意見と︑ACRS地

ユ

欝

プ・プロジェクトとほとんど同じ

低晶位の錐鉱石採掘謡言︑スルー

この狡法はケネコソト銅会社の

ものと思われる︒残された技術的

オンスの約％にあたる︑八一四の

ンスの金が対象となっている︒現

鉱床に埋蔵される三億二二Q万オ

闘題はろ過法そのものな含む化学

爆発利用を研究

できないが︑プラウシェア技法を

在の技法ではこれを経済的に採掘

て︑できるたけ客観的な指標を

協力者と見つつも︑そこには将

米国のローレンス放射線研究所

は︑いずれもすでに岡じょうな

わが国ではナシコナル︒プ撫ジ

はろ過法による工廠出のため鉱

米で金鉱採掘に核

切断したものである︒

賛美することにはさしたる園難は

をもり込んだ修正案を︑ここ数三

が発行される荊にAECスタソフよる二見が加えられることになっ

の理堺会に提出された︒水の見積

ガロンのプラントの礁設に必要な

原子炉安全諮問委貴会︵ACRており︑また︑AEC原子炉闘発働統激尉によると︑一九六五館の

と推定した︒発電炉の資本費は二

て衷わされるこの厳密な率は︑労

りコストは︑一九六五年の一億五

始の輸送鍛は三千四置万談になる

総建設盟は一億四千四酉三十万書

修正案は︑設訓墓繁は建設鉾可

一千ガロン嶺たり二十二聯から︑

千万ガロンのプラントの場合には

億一千灘薗十万がで︑これに加え

鍛近半葎の間

ェクトとして動力炉開発謝画を 来のコンペティタ︐1︵競争相

手︶としての激識がかなりはっ

うる必要性に迫られている欝欝

きり現われてきているQこの感

悶題を検治しているはずである

り多くの講論と検討がなされて

たてるまで︑過理数年間にわた

覚はわが圃の工業潜在力に対す

に二度ほど欧州

比して︑原子力魔桀においては︑

入っている場合は一千ガロン当た

最初の五千万ガロンが定常煙転に

て送電線のコストが四王⁝置万が

うAEC四温に従い作成中︒

り一二十五〜三十七移にあがった︒

ガイガー・カウンターを使って活躍する米国力ーマギー社の地質調査マン

きたが︑暁点や深度の柑趣はあ

る評価からくると構われるが︑

動力炉開発もウラン濃縮施設
等の建設も︑ともにこれを実用

れ︑同じようなことがい豪欧州

原子力技術の國際交流が純茎礎

があるように思われるQ

一つは欧州原子 資凝を得ようというところに慧

化する譲でには多大の資金とマ

で総合的にすすめられていると

部門から工学晦分野に及ぶにと

時点においてもっとも客観陶な

瞭がある︒そこから各圃政府が

ンパワーを要し︑家ちがった方

もみられるたろう︒とくに三水

が︑欧州原子力機関の調叢は現

力槻関が世話役になって検討を

どんな政策をとるかは︑それぞ

向への開発努力は︑将来大変な

たことがある︒

行なっている︑これからの四〇

れの判断に濠かされている︒

に出張して感じ

館を対象とする動力炉開発と族

ス︵璽大︶なチャレンジ︵挑

の国際競争の揚におけるシリア

にらみつつ︑これを鷲技術開発

はもとより欧州における勤向を

畜家されないものがある︒米国

いまや国内陶観点からだけでは

動力炉開発も核燃料開発も︑

ていることは事実である︒

もない︑種々の難しい問題が出

燃料サイクルについての問題と

国際競争の場に立って
田

事

広く世界的視野を
その背景についてである︒同
機関は西紀二〇一〇年までの欧
州における原子力発服規模の推
定と︑高速増殖炉をふくむ各種

村

いるのには︑わが国の動力輝開

炉開発の問題がとりあげられて

発計剛の発足が間接的に影響し

戦︶として認識し︑爽にナシコ

影響をもたらすおそれがあるか

これ凍で欧州各国は︑それぞ

ていると思われるふしもある・

しかしこうした検肘が翼釧に

れ廃国の環境条件の下でもっと

鼠︑燃料加エ所要能力︑ウラン濃

炉型の粗合せによるウラン所要

炉の長娚趨経済性と核燃料衡効

らであるQ

ているが︑さらに満点半は濠で

い努力の結藥がいよいよ望まれ

ナル・プロジェクトにふさわし

◎

0

1

結論も盛り込まれる予建︒

地震発生中の土譲の溶解︑嵯岩の

ACRSは地震の最中の原子炉 ACRSは土器の性質の決定︑
の土台の下にある工護の動きぐあ

科学技術庁の原子力局は四月㎎

保有量を発表

応︑エ．ネルギー吸収︑増幅効果

振勲に対する土譲の地震学的反

を報告した︒

下期末の核燃料物質奪の保荷澱

いについて特に開心をもつように

質︑土譲と茎礎工窮部の相互作膿

なった︒それは︑ノーザンステイ

等についての研究が必要であると

を含めたその他の動特性上の性

ントおよびバージニア電力会社の

日原子力婁員会に昭和四十二無

サリー・プラントの二つの揚合の

その粘果︑MWDおよび無鷹力会ツ二軸会社のモンティセロ・プラ
社︵サザン・カリフォルニア・エ

述べている︒

これは原子炉等規制法第六十
七条の規定に滋づき︑便用者︑

製錬駆業者︑原子炉の設灘およ
び国際規制物質の使思者から提
出された管理報告魯を集計した

この劇中のカノコ内の数字は

もので︑詳細は別表の通り︒

調査の対象となった原子力分野

ン︵原︶は核原料物質でるあ天

酸化ウラン︶を示し︑天然ウラ

である天然ウラン︵例えば天然

天然ウラン︵燃︶は核燃料物質

の八つの部門につき︑岡位元巽の

九六五年に一・藁︑六六年に一・

処理︑為様をおこなう施設が︑一

ウラン獅の量を示したもので︑

三九であったQ

一九六五年は五一四︑六六篤は五

民間一七五社の調査結果

労門弟謝筒の澗査によると︑原

米︑

低い原子力従業員の被災率

地震に起四する土壌の盛解の可鮨

ジソン社︑サンジェゴ︒ガス＆
エレクトリンク社およびロスアン

ストを負課することになる︒いず

ゼルス市水道・躍力局︶が遇加コ

れの会筏もこの説画から手を引く
との愈同はもらしていない︒

社の従業員がこうむる労働災筈

同じ会議でMWDの理解会は︑ 子力分野における民間企桑一七五
この二つの原子炉のメーカ⁝の選
は︑製造業一二〇社の従業員のそ

った︒

れより︑実際的に低いことがわか

定について︑艦力会社との契約期

限を一二月 瓢十一日から六日〃＝一十鼠

まで延長することを承認した︒

子炉で使用する物質を生寄する﹂

A旦Cの要舗で行なわれたこの 八と最も低い頻度を添した︒﹁原
調査で︑原子力従業貝の被災率は

然︵ウラン精鉱その他フェロー

0

計

GE製の二発電所

でチューブに亀裂

GE社は︑インドのタラブール

原子力発鱈所︵剛気出力三三二万

器の一七八本のスタノブ・チュー

KW︑双子型炉︶の二つの圧力容

ブのうち︑一琶七本にクランクが

この圧力谷羅は︑オイスター・

発見されたと発表した︒

クリーク発鍛所のものと陶じで︑

そこのチューブにも粒状のクラン

クが見られた︒GE祉によると

一方︑オイスタ；の圧力容器の

熔接部には欠陥がないよもよう︒

欠踊についての報告轡は︑ほぼ完

の規制部へ提出される予建であ

成して︑今月末謹でには︑AEC

トには︑初領置罵の全燃料がすで

る︒オイスター︒クリークのサイ

に引き渡されており︑建設も九六

ントラル・パワー＆ライト挫は︑

％完成している︒ジャージィ・セ

で運直したい慧向である︒

米国で五月下旬に

⁝

今年末までには︑発躍然を全繊力

@

⁝核燃料会議を計画

ﾄ国原子力産蟻会議は一子⁝
⁝力委員会と共同で︑五月二十⁝

鉱山局では金採掘へのろ過広の

⁝ラホマ市で﹁国際核燃料会⁝
⁝議﹂を開催する︒講演は米A⁝

⁝三︑二十四巴の両日︑事忌ク⁝

い見通しを持っている︒ろ過法に

ついては数種類の金鉱石により試

験されたが︑どこの鉱山において

も六五〜九三％の金を転出でまた

と蝦労している︒金採掘へのプラ

⁝

⁝

⁝ない︑パネル講論会では孫料⁝

⁝企染と財政などが討諭され︑

⁝物質の埋蔵灘︑探鉱や糟鎌︑

⁝とくに濃総や海外のウラン蜜贈
⁝源︑ストソク・パイル︑賃貸⁝

⁝ても討論する予定︒参加希望⁝
⁝の向は原嵐企寺歴豪で︒
⁝

ニウム・パネル

一AEAのブルト

一AEAのプルトニウムに闘す

るパネルが︑九月二旧から同六田

仮蹴題軸︑①パネル参撫照にお

豪でウィーンで開かれる︒

けるプルトニウム燃料技術計画の

されよう︒B＆W祉は︑すでに︑

子炉容器︑内部機羅︑中間熱交換

験と展望︑②局速炉におけるプル

トニウムリサイクルについての経

難題馴⑭熱中性子炉におけるプル

の黙中性子炉へのリサイクルまた

び価格について︑④プルトニウム

は将来の島速炉のための備蓄につ

ンターのスケジュールがたてば︑

る慧同である︒

の原型を一九七二年に建設開始す

り上げることについての勧管︒

③工A遇Aの鋸業計画として取

の経済自鷲鑛
なお︑B＆W後は︑LMFい
BてR

とができる︒

今蕉末までには︑検厳をうけるこ

作中で︑AECの液体金属技術セ④ブルト漏ウムの利用可能性およ

LMFBRの原型蒸気発生器をト
製エウム燃村サイクルについて︑

盟︑配懸および蒸気発蕉器に集中

設計の主眼は︑LMF8Rの概原
要②プルトニウム利用に関する

に事務所を開設した︒

戦勲研究を行なうため︑ボストン

金閥高速増殖炉︵LMFBR︶の

クス︵B＆W︶社は︑大型の液体

バブコノク・アンド︒ウイコソ

R設計事務所を開設

B＆W社︑LMFB

平憩制用部へ提出されよう︒

欝は︑間もなく︑AECの核爆発 ⁝や販売契約などの政策につい⁝

ウシェア技法の使周に関する二曲

⁝ECのW・ジョンソン幾︑J⁝
⁝CAEのC・ホスマー氏が行⁝

使贋について研究中であり︑明る

処理上の問題である︒
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御下千万ガロンのボルサ鋤原子

設計変更︑諸経費増が原因
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の契約にはいかなるエスカレーシ

とにな っ て い る Q 政 府 と M W D と
ョン条項ももり込まれていない︒

マリブ炉の耐震基準

年には一雌で一二と最高であった︒

一入当たりの労働蒋間を一〇〇需 施設は︑六五年には九・二︑六六
要間として︑一九六五鋸には四・
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ロス市水道・電力局が立案

九

0

摩。

263，196

現職︑謝画されているような二
つの段階で︑建設される脱堰プラ

かなるコストのぶ昇も削引しなか

放射線被曝による被災は︑
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A

ントの推定コストは︑一九六五年
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る可能性を研究中であり︑この研

したマリブ原子力発日プラント建
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利胴薗からみた将来件︑談陀核

騰で急速に間業化してきた軽水

縞
燃料サイクルをふくむ蕩趣増殖

すすめられている背蟹には︑米

メ頃》ぺ

子力臨監の総合的経済性の検甜

推論を躍算機を駆便して行なっ

ゲ饗WT刃咽

には︑同じ期間を対象とする原
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浩

孕

新

産樂
芋
㍗

原
｛
（3）

三
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産

ブフ

すでに六基を発 注

英国原子力公
社の資料から

安全性に設計固有の利
例えそのうちの占領かが力一切断

ケーブルで襯強されているので︑

っている︒これは無数の独立した
英團原子力公社︵OKAEA︶は︑世界各国にAGRの積極的な売り込みをはかっており︑簸近わ

が国に対しても︑蹴力会社にその技術醗明を行なった︒たまたま原塵ては︑英国大使館E・P・ホッ
チェン︻等轡紀官︵原子力二三︶からAGRの資料の送付を轟けたので︑これに塞づき︑その後の情
したり︑弛緩しても圧力容羅とし

躍的に隔くなり︑したがってマグ

により︑比出力︑冷却材訟度は飛
的に検査することも︑また取り醤

い︒そしてこのケーブルは︑逢娚

ての機能が損なわれることはな

済性の面ですぐれた炉を求めて開
えることもで蓉︑損傷かできても

マグノノクス炉の改良型︑特に経

報なども加えてAG総の概要︑鍛近の扶況などをまとめてみた︒

技術上の特徴
発を進めていた︒それがこのAG ノノクス炉に比し炉心はきわめて
漸進的ぜい性駁壌による論却材の
ソクス炉と異なるので︑ウインズ になっても︑圧力容器の颪佳はA
瞬時喪失は起り得ない︒コンクリ

RであるQただ燃料だけはマグノ 小さくなった︒例えば出力が一億

ため︑笑績麗繍な新鋭火力のター
ビンがその京謹使えるのも特徴の

一つ︒そのほか工学的な総門︑
例えば一チャンネルの燃料は一本
の竪結体とし︑チセンネルとスタ
ンドパイプを︸対㎝に鮒沁させる

を舳紫化したり︑運転中にチャン
ネル流駄調節誉編綴にし︑燃料温
度の測定を容易にするなど構造も
著しく癌紫化されている︒京た︑

負荷応答性も新鋭火力と同じであ
ることや︑負荷隠に燃料の取螢を

ま簸

購故があっても︑大気圧まで血糊

るが︑ここから冷却材が流出する

パイプや蒸気蟹なとの黛漁孔があ

ケールに聡気欝力三万KWの櫨型 GRの方がまた小さいという繕果 ート圧力臓器には︑燃料スタンド

こうして昭湘四十二年までに約

験を徹底的に行なった︒

炉を建設し︑AG況燃料の照購試 を示している︒冷却材ぬ度が隅い

AGRはステンレス鋼被擾の低
濃縮二酸化ウランを燃料とする炭
酸ガス冷却炉である︒というとい
かにも新しく艇生した原子炉のよ
うに聞えるが︑改良型ガス冷却娩
という私側が示すように︑すでに
開発されたガス冷却類︑つ鳴りマ
グノノクス炉の改良炉型である︒

AGRの設副を少し検討すれは︑ 三万本の燃料を照糊し︑十分満足

AGRはマグノノクス炉の技術を できる結果が得られたこと︑ダン
ジネスB発鷹所圃際入札の際︵昭

の積騨発鷺慧は︑全世界の8WR

和四十年︶ウインズケール発馬所

棊礎に発展した如で︑マグノノク
ス炉の改聾すへき点を解決したも

とから︑燃料に対する築機織は十

ことによって︑燃料取替機の構造

のといえる︒

和三十一年にコールダーホール発
分といってよいであろう︒

AGRの歴史は境外に古く︑昭のそれの禽韻の十分の一であるこ
聡所が英圃女王を迎えて開所式を

癒簾滋

行なったときに︑AEAはすでに 低灘縮二酸化ウラン燃料の採転

義

行なうのは︑一週聞に一〜二本で
うのはよいなど︑運転上のフレキ
シビリティも非常に高いG

都市接近に意欲

くなると︑負荷中心の都市の近郊

鳳子刀照臨航の銀翼容鰍が大き

ンドン謹で送聾するのに爾五†億

億田︑南部の憾子瞬発躍肋からロ

工桀地粥に送前田る設蒲に約二百

評鎌

に設雌する要求が強くなる︒それ

円擾麗の設鞠蜜を蟹玉とされ︑躍

き

づニニヨノ

⑬

れている︒

り人口密度の薦い地敏にAG民を のレベルが低いことなと匂あげら
建設するよう計劇がなされてい

G批ゆ軽水炉を紋つたしとは︑英

を与凡てわき︑コンクリートに

とにした一九五四年嶺睡は︑大

ートを氏力谷器に殊り入れるこ

たが︑フランスかPδコンクリ

として藻類硬く︑多くの皿重な

はしめて肚力谷撫に採用した例

炉の矩絞はセSコンクリートを

平万今織あんり†五㎡畷︒この

P＄コンフリート工法で
圧縮応力を加えるもの︒もう少

型で強い圧力に耐兀る谷器をつ

りしてい．螢が︑それでもAGRの

発臨塚油は昭箱四十一卑九月現在

で為灰火力や課椀血抽より三一劇

てい．鬼

％︶︑発瑠腺⁝輔脚は八％も女くなっ

動力穴撫は晒魏塞から今年初

め︑畿鹸において二刀補○下げに

昨年秋允表された漸燃湖由潜で

五十年には︑AGRの沁地瓶舳は

たけとなるとツ想している︒昭和

非課椀璽拙火力よりごく偲か薗い

総︑そのときの尭亀規娘︑技術魔

五十五薄衷での見捌しに鯖して

でに三嘆二薇乃KWのAα麹が鰹

グ・グループ綜︑郷瀦灘牽同工麟

艇によ9て影轍徳う轄嶺か︑動力
よ贔インフレ⁝シ欝ン︑獅寵藻琳
の鱗撫霜よゆ甲鍬施力庁︵O蔦α 欝︑妓獅総︑σ欝α勤︑A鷺Aで
B︶がA罵Aに払うことになった瞬威した隅羅丁力発蹴漁紬ワi華ン

技術煉用麟の漫加などのため︑陣

所の発糖乳価の六〇％に激融す．如

ンクレインポイントB岡発電所の 設された蜴合︑ダンジネスβ潮懸

年米脱仕のダンジネスBおよびヒ

二円血敷︑一円八十七鑛と髭表し

Fのブジェ発遜町では翫力容器

と艶健工離を磁当︒ラプソディ

副画にも鯵加している︒

同社は一九幽九年設立され︑

シュナイダー・グループに属し

社蔑のモーリス・ニコラ氏は圖

ランスニ大隙子刀環梨グループ

グループの麗聯でもあ⇔琢にフ

パリに本願を櫨き健闘貫は約

と学測している︒

建設計画は進む

ると︑制郷棒を燃聯チャンネル格

〜ヒンクレイポイントβ発蛾駈
は︑ダンジネスB発電翫と比賑す

子をはずれた窒息にはいるように

やめたこと︑冷却樗圧力を一一7ハ％

したこと︑軸方路シャフリングを

上昇させたことなどで比出力は二

このため燃制︑幽界想腿は鋤約さ

八％も増韻させることができた︒

れ︑随所に工学的改良を加えてプ

ており︑これが縫調理改正の隊と

ラントはかなりコンパクトになっ

の上昇︑冷却秘念力の上昇︑燃料燃

なっている︒長期的には物日三度

どによる比出力の上軒やプラント

焼度の増大︑燃料ビン数の増加な

設計の改脳︑ユニノト谷愚の大型

化などの闘発が進められており︑

こうした背景のもとに︑英国で

その笑規は碓実とみられている︒

のAαR畿韻趨は療汝と旭めら

れている︒ダンジネスB発亀魅の

し︑現地に組み立てられに八六〇

建設は︑ほは当初のジ疋趨り進捗

二基とも麗麗雌に引き込みを潜っ

ジにおよぶ駈力容器ライナーは

二墨に鰯網する箭瞳や︑ハートル

所︵六十万KW四巫︶の雷繊を︑

の一つであ⇔δOGiAの一貫 た︒薦被依蚊申のヘイシャム発電

くるのは黙謀と考えられた︒だ

八千人︒現祉の臨本鮫は二千葡
トが飯細には強いが引っ張りに

が研究の秘果︑国社によってG

万湯︵約十五憾一二千万山N︶︑六

は弱いのを袖うため︑鉄筋や

フ角P一⑩07げ①柑σΦω・

A弓一〇〇 ◎◎⑩瓢PΦ 閤﹃P溢OΦ

β一Φ︿9弓ロ

本社の勝在地は︑一9ロ監守

︵N・一︶

十六年の宛上げは四億五千九由
鋼線を入れ︑それを十分に緬め

−2︑G13炉︵熱出力四万
CK
UAとも研究契約を袖ぴ︑大万漏︵約三日二十五憾円︶︒

型のPδコノクリート圧力容器
W︶の肱岱山器でPSコンクリ

その倹︑岡社はユーラトムや
つけたりして阯縮ほ力を加えた
ものである︒

フランスとベルギーが共同で建

の生石匹協課してきん︒また︑

はくつがえされた︒この比力谷

PSコンフリート工法そのも ートの便湘に成功︑従来の考え
のはそれほど瓢しいものではな

設したS封NA原子刀発耀所の

建設に診加︒現筏建設中のED 写翼は建機翼のブジエ奨魔所

器は横同きの円馬廻で内径す四
㌶︑外径二十綴︒運魅比力は一

く︑水力登臨駈の圧力パイプや

鉄道の枕木などにっかわれてい

鵬

は︑第二次原子刀81瞳か終る昭翔

安い︒第二階AGRのヒンクレイ

ポイントB弼臨胱は︑昭稲四十一

と妬塗す筍と︑建設簑で七％︵初

年九月塊仕でダンジネスB錨竃航

カKW拓翫肪の幽除入孔で︑A

昭柏四†年にタンジ不スBロニ

る︒二三ム十刀KWヘイシャム発 AGRの経済性
飽町はモアカム︑ヘイシャム︑ラ
ンカスター箭の甲心から四マイル
以内の人口十万人の人口調讐地嶽
に建設される計画であり︑百三†

︵昭和圏＋隼七力︶より規分滋上

ダンシ不ス8晃距桝は先日のとき 発覧憾蜘はそれぞれKWH嶺たり

て垢脳鼠仙僧詠めたものである︒

・五％として堀徒の糊祖に拠輿し

隼︑利率七︒烈％︑建設甲利率五

猿砺率八十％︑償灘捌間二†

である︒

じ算走墨藁で謝幽すれは表の重り

を︑ダンゾ不スB詳鏑のときと回

各発躍桝の煙設賀わよび佑竃鼠鋤

ポイントB︑ハンターストンB

ている︒メノジ隼スB︑ヒンクレイ

国にわけるAG罵の地皿を小鋤あ
識撒樵聯農隙く︑含めた勘含二
万KWのハiトルプール発臨肪はものとしに︒現仕象でに三衣ざれ
人口八万人のウエストハートルプ

ール市か6四マイルの地撫に煙設

日︑鋤力大毘は議会に和いで隙チ

される予短でめる︒本奪二月入

力蜜全譜周蛮鎌絵の働皆を人れ︑

都市近郁にAG篤の設醸を計可す
る声明を蛇表し陀︒したがってヘ
イシャムおよびハートルブ；ル醐

題を鑓じないであわうQ

発躍桝とも∬落鮎雌の凹からは問

立地益巡に関連して︑冷却水濫
が少ないこと︑液体放射性廃齢刷

や世界的に脚

囲G−3炉霞初にP§ンクリ
ート圧力答器を建設した会社︒

PSコンクリートは︑外憂荷
重による引張応力を堕ち消すよ

一

細筆を残した︒

し貝層的にいうと︑コンクリー

うに︑あらかじめ引っ張り荷肇

⁝フランス

圧力容器中心に
gラ︶はマルクールのGi2︑

囲リエル・ド・トラブず超称シ

A︵カンパニー・アンデュスト

脂光露ぴつつあるかδ工雀

㎜

プレストレ

づニ ヨうノニノヨがニゴニで

全性を赫めて︑マグノノクス炉よ

このよつな埋由ひらAG民の蟹

︵マグノソクス炉︶から煮繭部の に抵誠できる︒

からたQ例えばウィルファ発避肌 れは受蹴踊での躍力コストは大蠣

力導管地の近くに発蹴町を建設す

ダンジネスB発櫨所期ンクリート圧力容器底部q96ノ年i2月）

が︑送躍綴建設鑓も無視できない

義

は送躍線蹴力損失も大きくなる
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リ；ト圧力容器︑二酸化ウラン燃

料の使用など︑AGRの設削に起
因する固有のものである︒二酸化
ウランをステンレス綱で披呈した

燃料は高温に耐えられるたけでな
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炭酸ガスに対しても安定性が卜

G〃

照01き宣旨

負荷率75％、

い︒ウインズケール原型炉で実験
的に被乳材に孔をあけた燃料を照
射したが︑孔は大きくならず︑二

酸化ウランも自炭酸ガスに侵され
ず︑核分裂生成物も炭酸ガス中に

た︒

放出されなかったことが確認され

圧力黒光にはコンクリートを便
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償去1鯵夢聾踵120年、
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うことができよう︒
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英国におけるAαRの建殿は︑き

的なスローダウンはあるにしろ︑

い︒こうした黙網腰綱による〜時

動力省は豪に態度を認めてはいな
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第422号
第三穰稀便物諏可

新

子

昭和43年4月29日

聞

住友電工
﹂

技術全般とウラン供給で協力
住友電工︵饗・鍋島綱利氏︶は四月十五日︑政府に対して米囚のユナイテノド・ニュークリア・
コーポレーション︵UNσ︶からの二水炉燃判に関する技術導入︵甲種︶を申豪した︒今回の技術縣
入は︑昨年案住友電工とUNGの提携強化に闘する括木的了解が達成されて以来︑双方の問で軽水炉

︵圃︶となっている︒豪たロイヤ

割払︶︑共同研究開馳蟹四十万晒

④特甥サービス︵見積︑討37︑設 分けは一時金五十五万が︵珪藻分

を編集・刊行した︒

農林憲膿林水産技徳会偏執

務局艮・近藤武炎氏︶はこのほど

の＋年間に原子力の利

捜林水薩桀の分野でこ

う薫陶に進みつつあるかなどをわ 纂も豊惣である︒内否は︑R王の円︑丸蕃淋脂で取り扱っている︒

らに現在この分晦の研究がどうい 捜溢したグラビア剛り︑カラー写

回ジュネーブ会議で発表︑さら

をたて︑第一回RI会畿や第二

にこの理論の展開によって︑放

験などによって確偲し︑実用的

予測が可能となった︒これを実

ようど近

くの小学

原船懇︑第二

臼ホ源子力薩業会議は四月十八

船問題を検討

田午後から原藤会艮室で︑腺子力

船懇談金︵餐鍛畏・進藤孝二︑大

会︵婁貴長岡︶を穿き︑強豪船建

阪商船三井離間会長︶の常任電量

進めかたについて話し隔った︒

造に関する今後の貝休酌な検肘の

技術と大型高速炉

設計会議の開催

アメリカの隙子力婁員会とアル

ごンス国立研究所は十一月七臼か

主催する映画で︑わが国に対して

ら九三京で閾研究所で標碁会講を

てきた︒参楓︑講文墨出希望斎は

も参測ならびに論文提嵐を要請し

付さんが羽田をたっ

契約欝をたずさえ︑荘

マギー社との共同探鉱

重る十七欝夜︑カー

一A一ΨAりーーIl犀

四山ハ五〇瞳︶まで照会されたい︒

簗急原素確藁開発課︵醗五九︸1

賑

た︒このところ東獅西走の荘村

さんも︑この夜はさすがにほっ

繧

副題も短時聞で解鍬計騨結果の利用も容易です。

籔

モデル化し：現実をシミュレー｝します♂GPSSは輸送問題
などに蝦：遮な一般性のある汎罵シミュレータです。

照臨線源としての利用︑RIのト

レーサーとしての利用︑放射化分

析の醗巨利栂のほか︑

騰業における除子腕利

の設計運輸とその爽用化︵藁蓑研

神戸工業がRI利

な資料となろう︒A五版︑千八蓄

究者︑三輪博秀研究部次艮︶﹂の

業績の概要

用による訓測の研究に取組んだ

物が工業化され始めた昭和二＋

射線瀦測の理論的軍閥と︑性鮨

八卑頃からで︑座として摩さ計

射線謝測器の設荊基雌をつくり

な性能を上げるための工業用放

のは︑世騨的に放肘線応用31払

時線理的にはRI利用がわかつ

関係の臨用開発研究を進め︑当

っていた︒

︵ち︶

︵

生の団体

がやって来ていた
が︑こういつた団体

三十組も冤学団がや

も含めて︑月にニー

ってくるそうだ︒い
まは原子力発鍛所が
観光的色見を持って

とし陀表情▽四月打田この契約

がサインしたが︑これに臼ホ側

欝ができ︑カi祉のコプ醗社艮

調印式ということで︑︑ます東

十五社がサインしたのち米国で

電木崩陥社畏が警名︑公印を押

えとなったわけたが︑京さか社

したVそれではと各社右へなら

長会に公印持参というわけにも

ゆかぬ▽そこで文ギ通り北海道

曝に間に購わせるのが︑総指揮

から九州まで︑人を飛ばして期

窟である荘柑さんのっとめ▽誠

実なコブさんを余り持たしても

悪いし︑十五入のエライ社長さ

集濠らないし︑撚労しましたと

んのサインはそうやすやすとは

ションから︑こ家かなツメまで︑

ある▼デノカイ仕事のブ鳳モー

きそう︒

嶺分荘村さんの忙がしさはつつ

PEk了（τIME／COSτ）、B納Dなどがあり、計箕のご用

のSENNの燃料を受注してい農林省の斑斑水産技術会謙︵酪かり強くまとめ﹁原子力と頭越﹂
る︒

神戸工業が大
河内賞を受賞

も加えられており︑一

﹁原子力と農業﹂朋の駐などの鱗編

本轡は約三脚雪︑多数の写翼を股人はもちろん︑専門象にも宥力

新刊紹介．

じをたどり︑どういう

用研究がどういう道す

︵解説︶現在通産省は︑動力炉
残果を工みだして営ているか︑さ

神戸工業︵騒見半盧右祉長︶は

︵PWR︑BWR︶用燃料の四
加月
工十二礎︑﹁臨用放二線計測器
麟業については︑炉と結びついた

大河内蟄は︑一一十蓋軍閥所疑と

術の颪で功労のあったものに配愈

卵三の四氏である︒

燃料製造の具体露な見通しがある

⁝ーーーー

として︑豪ず早期にJNFと三菱業績で昭和四十二年度大河内臓を

して理化学研究所の発展に貢献し

受猟した︒

河︑住友のこ社に対しては︑今國

をきめている㍉したがって︑古

た故大河内正敏氏を門閥して設け

原子力の二社に対して認可の方針

は認可が見送られる予建であるQ

あり︑その環境は厳しい︒だが︑

かない燃料専業メーカーの山気に

子カーlWHのように炉と結びつ学関係における生麓工学︑生醍技

lGE︑日立︑東芝および三遠原和二十九館発足︶が擁銀︑物理化

︵PWR︑BWR︶の導入技術︑対価などの耀約交渉が進められ︑このほど正式に耀約締鮎となり︑
とくに宵河︑住友の翻舎︑JNFられたもので︑大河内胴愈会︵昭

申請の運びとなったもの︒

今回の騨ス技術の博愛は︑①加

では鼓循面のみにとどまらず︑ウ

実用化に踏み切った︒これで神

謝鶏︶となっている︒とくに契約

ていたが︑放樹線の便用による

戸工業は昭和三や一二無から昨年

工技鞠薩大型炉心用の艮尺物︑謝

米国では燃料専業メーカーのUN 騒になる︒漂子力関係で大河内賞

本質的な誤蕊が間題であった︒

罪管硬下における敏班技術を中心
リティは年闘施上百万謎まで燃料

Cが︑GE︑WHなどが建設した
の受鎌は窮めてのことで︑謙遜し

万円の売上を謙上している︒な

上期までに六億四千二衙二十一

猟として授けられ︑今回で十四回

とした加丁技術全般︒⑫炉心諮謝
集合体が石％︑ペレソト︑ロノド

王輸氏は︑工種の課薫の要因を

ラン原料の婆定伐給︑ウラン資源

11笑証された将来開発される一切 確保にも協力することが約集され
原子力発転所の取替燃料の受注に

僅友電丁が技術導入によってU

た神戸工業の﹁応用放射線讃測器

が三％︵年玉施上百万語超過分は

考幽し︑放射線特有の性質であ

︵プルトニウム︒リサイクルを含

の計鱗コi13︒⑬難燃群管揮技術 ている︒

成効し︑ヨーロノパではUNCのの設剖理論と実用化﹂の代表研究

お陶この三輪氏の理論は国内を

む︶11総懸供矯の最瀬化︵燃馴サ NGへ支払う対価は︑九＋万刀バ る︒饗約期間は政勝の認可薦から

一∵宥％︶であ

る統謂揺動および異数輌数をふ

はじめ海外で利用されている︒

それぞれの四％︑

嶺は三輪博秀氏︑共同研究者は水

くむ雰颪線を包覆した設計理事

︵三億四壬蚕万円︶で︑その内 ＋石年︒

題などに蕗題が集中するQ見学
者はそれぞれの立揚からきわめ

﹁やっぱり実際に見てみない

て熱心だ︒

一ぱいに総ぴながら進められて と﹂と原子力畑のベテランはい

ようやく温かさを増した圃光を

やはり安全性︑経済性︑燃料悶

膨多杉雅髪跳躍后多彩箋〃蓼￠拷髪髪勿多杉多髪β髪勿彩多彩勿彰ら形多多菱勿髪多多影多多宕髪多多蒙ウ菱多妻〃箋〃多彰9髪β寒寒彩〃多〃多髪杉蓬髪箋多移髪彩多勿8諺

技術導入を行なった西独の核燃料

越懐︑西村幸男︑清水蝋型︑梅田
メーカーNUKE醗社がイタリア

イクルについての最遡方法 の 決
窯︶︑燃堀の取苔技術︵効詠的燃
︑︑

髪

市街地をはずれ気比の松原に

と建家のコンクリート打ちが︑

瀦灘灘薩勿

臼本の玄関口として

賀iここは滋︑獲 京ず隙羅敦賀発斑勝へと出発︒

難勝饗魏

正な保誼︒④炉内外磁証試験H︑回

貌︑渦出力発牛技術とこれらの遡

温識江欝欝駆︑洋力損失試験︑腐

︵
沿って敦賀半勘の東側を羅む

ら鳳子力発雌が避んでも︑衛中

︵敦︶

栄えた洛町︒神宮皇

技術的にかなりつっこんだ質

うが︑ある銀行の敢取は﹁いく

と︑ほどなく

銀行の融資には限度があろう︒

いる︒

る︒敦賀糖をみおろす絶好のド

問もあったが︑説明が終ると多

に出

と伝えられている︒だが今の話

茄が大陸へ船出したの︒もここ

ライブウェーを約三十分で工駆

だがその購の用愈のつもりで建

三帰道路

題は何と爲っても建設中の二つ

くの人たちは待ちかねたように

設現揚を見に来た﹂とその動機

言揚へ︒

ま

カメラ片手に粗漏に散る︒

の猿子隠匿羅所︒それと郭勤湾

ここではいま圧力容器の周囲

以外の印

蔦

魏灘

ぶ

算をうけたまわっております。

UNC
と の契約申請
ノ

冨

新

業
産
食試験︑臨騨実験などを含み︑か
つその結果を解析する藤織︒⑬新

型燃馴の蒲欝瞳への参画討将 来
の大型炉心設計のための麸礎デー
タを得る大がかりな闇発計聰への
参⑳︒豪た技術援助については︑

①UNGのノウハウおよび将来の
から伊勢湾にぬける臼本横断大

いるとは笛え︑これ
が徐々に園民生酒の
中に原子力を溶けこ
ますことになるのた

難色

ができよう︒
︵丁・A︶
！ノ多〆づタ〆タ！！！〆ノへ

瞬、w

欄蟷

液体減速炉の単位セル反応鹿および禁號の計算コードで
圧力容器型炉で4群、圧力管型煩で5群を罵い・さらに
コスト計算やPRES了Oなどの入力作成も可能です。

力
子

原
特許の日‡における独占的慣施権

月十二日︑原産の晃学会滲燗巻

運河総画だ︒その敦貿駅頭に四

鍵

ろう︒

たが耀力︑メーカー︑土建関

係者の多かった拳母の見学団
は︑濠た人それぞれの感慨をも

ここでは﹇募嫡の基礎堀削工

たその姿が緑に映えて印鼠的︒

堺が併石して進められており︑

って帰途についたことだろう︒

語られれは︑

おみやげ

象も深く︑人それぞれに︑りっ
ぱな

！！5

3次元燃焼計算F仏RE

鑛

制御棒、燃焼などの計舞コード。メソシュは25×25×ユ2
まで拡張され、オフセンタ罰算も可能です。

GPSS

シミュンーション鱗SCRIP了，

納εTHUSELAH−2

ア︑ニュ1ジーランドへ翰患する

陽光を一ぱい浴びて
辱

やを諮る︒

危険とのことであまの近ずけな

長さんは︑﹁原産の扱いも両社

帰りの汽車で岡席したある酪

爽湾園定公園・三豊

り︑見学の昌陶は十分果せたよ

かったが︑伽なり伊説朋もあ
に登ると︑朝

五湖の展望含

く山

︵若︶

うだ︒﹁これで三十万KWとは の応徳も親切︑今度は若い者を

︵

みろ

着々進む建設現場を熱心に見学
の七月には％成した

︵こ︶岸盤から炉心が伊上

︵

げされ︑いよいよそ

もやの中にかすむ一嵩の断海拶

慧外に小さい﹂との縷想をもら

のつり込みが始まるが︑今蕪中
には機器の大半が据え寒け工灘

が静かに横たわっていた︒灘口

約もあるたろうが︑技術的な説

すね﹂という人もいる︒鷲間の制

し﹁やはり素人向きの見学会で

やります﹂と建んでいた︒しか

を完了するそうた︒そしてこの

す入もいる︒

が︑とくに灸浜の風簸は抜群︒

もちろん敦賀もそうではある

本の遅い春が渦闘の尼を楽し塗

は尊皇から弁天騎

建設経験は後続発電勝に刻々と

闘講話錨

せてくれる︒

薄襟夷浜の宿魯で行なわれた

参溝資料を提供していくわけ︒

と発締焼そのものよ

原子力発懸所の欝邑はきれい 明をふやし︑創慧や藻心の跡が

翠松の海水灘揚が続くQ長さ胸 だった

が多いそらで三よ︒と︑案内

り︑豪わりの鷺色に縷心する人

と寿浜発艦所建投現覇まで白砂

唾罵層の月生大鱗を渡ると圏の

懇親会には関霞本社の電池氏︑

鵤に格納容器の全署がぐっと迫

原電敦賀の門川︑御手洗両次畏

の開発の歴史などお竪い謡もあ

らが特溺解発︒原峯力発電とそ

ってくる︒赤く鋳止めを施され 役の服部PRセンター所艮は笑
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圃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。
閥このような計算や解析は、CDC 3600センタで委託計

沸騰水型炉用の3次元1組モデルで出力密度、ボイド、

政治、経済、企業経営など解析的にとちえにくい現狭を
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強脚

製

クトル計算まで、あらゆる体系をとり扱えます。

五十二名が集豪つた︒定刻の午

麟至

D貸

後二時︑二台のバスに分霊して

︑難一驚講席．

観燃
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に使って︑原子炉で加熟された熱
エネルギーと還元作用を利胴し︑

銑鉱石を還元してスポンジ状の純
鉄を走る方法︒このときはガスの

灘麗は摂氏八三度以下でよいの
で︑従来の悔言ガス冷却炉の材料
を少し改慰する垂流ですむといわ
れている︒

このような方法は︑耕ガスの公

の冷却材を通して︑不純物が炉内

審問題もないが一方では︑原子炉

理︑予熱︑均戯︑傑熱工程などの
却材の純化が必要となる︒
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独︑勘気拙力一万五千KW︶があ

から高黙へりウムガスを取り出す

おける耕用には︑集南アジアに埋

ような筒温ガス冷却炉の製鉄所に

すると︑B巌五千顕の銑鉄を得る 蔵されている莫大なトリウム資源

ときの熟効率を約数○％と仮定

る︒しかしながらこのような腺子

ためには︑約三十万KWの熟出力 を利贋できる大きなメリノトがあ

力の利用法が実用化されるために

は︑原子炉の安金性の磁立やそれ

いる︒

に伴う安全規雌の改訂︑および石

の原子炉があれば罠いといわれて

高温ヘリウムガスを取り出すコ

紙換炉として滋冒されるが︑わが

いう型式である︒とくにこの炉は

要素をヘリウムガスで冷糊すると

た炉として注臨されている︒核分

いわれ︑製鉄工場への利用に適し

スを外部に取り籍すことが可能と

氏千二百〜千五否度のヘリウムガ

この高温ガス冷却炉からは︑擾

り約六十銭程度の値段であって︑

や製鉄家国油は千キロカロリー当

学工業︑海水の淡水化工業︑発電
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する専門察会講を行なうことと

は︑特にナトリウム水反応に関

型式に︑舳温ガス冷却炉が利用さ
れるならば︑その経済性は一段と
高くなるものと考えられる︒
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水化などもあわせて行なうことを

大きくし︑排熱で発羅や海水の淡

ても経済的メリソトが出てくるか

考慮するならば︑高炉の懲源とし
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国では全然孝がけられていない︒
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KAEAが主催する﹁照射技発
術に留意すること等につき述

しかし他の鷹の墾員は︑勲界
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原子力発慰によって製鉄工揚で消
などを発生させる難題もあり︑冷

しているが︑このなかで︑
スピード・アンプ︑短縮化などい
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費する躍力︵日本の揚合︑鍛綱鎌
在大部分の製鉄工場における聡

ク状にしたものを燃料として︑こ
る︒

︵熔鉱炉ガス︶のかわりに使用す

れを減遮材の黒鉛で被覆した燃料

冷却炉は︑ウラン獅︑トリウム蹴

蓮華︑開発されている隅温ガス

気料金は︑KWH当り︑五い．マ ろいろな技術革薪を促進して行

る︒

大な顯を鷹接利用でき効果的であ

は杓三〇％と低いのに比べ︑ぼう

を潮気に変換する場合の利用効翠

う原子炉で発生した熱工不ルギー

プロセスに送り込む方法は︑ふつ

を使用︶を︑そのま三四鉄工揚の

て商熟のガス︵通常ヘリウムガス

次に︑高温ガス冷却矩を利用し

と見られる︒

はさらに切り下げられていくもの

き︑その結果︑鉄鋼の生塵コスト

は全聡力消費澱の約二二％︶を供

揚合によっては八緊のところも

給する方洪と︑執をとり出すため
に使われた高熱ガスぷ虚接に製鉄
プロセスに送り込む方法の二つが
湾えられている︒この二つの闘的
をみたす原子炉として︑とくに高
渥ガス冷却炉が適しており︑この
醗鴨と利用の可能穐について今後
検酎が批められる必要があろう︒
安い原準力発蹴による製鉄の生

簸コストを下げることについ て
は︑すでに西独で検詞が筑められ
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ているが︑現在の見逓しにつ い
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にウィーンで閲かれる﹁プルト

主催︶および十一月に米國アル

ーアルファに幽する憲門市会識

来勲爵となった﹁プルトニウム

フリス会議の際に︑昨年秋のカ
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た塵席も片付けさせていた︒ま
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ゴンヌで開かれる﹁ナトリウム

た︑会議の主題である︑今妬か
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関係国際会識についても︑米国
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次のような鷲見を述べている︒

一般に製鉄工程は︑鉄鉱石を隅

して銑鉄とし︑これを平炉︑鷺炉︑

炉でコークスや石灰石と共に溶か

転炉で精錬して鋼とする︒この銑

楼︵二円二十胃銭︶になれば︑

この製鉄︑製鋼のプロセスに原

と述べている︒
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西ドイツの鯉鉄工場における平

均聡力消費鰍は︑粗鉄トン当り

三管−四霞KWH︵田本の場合

鉄をつくる場合︑鉄鉱石は高炉の
なかに送り込まれた熟風がコーク

スを燃やして一陣猪幌鍛鴎つく

れて銑鉄になる︒次に︑この銑鉄

り︑これによって鉄鉱石が地元さ

から炭素や不純物楽とりのぞいて
鋼をつくる揚合︑製鋼炉︵平炉︑

電気炉︶のなかに送り込濠れた治
銑布野鉄などと共にコークス炉ガ
スまたは聖油によって加工し︑脱

下げることが可能となれば︑開

あるが︑もし原子力発躍によっ

聞約四百万誘の糟綱生藩能力を

粗鋼トン嶺りで現在の半額の電

ﾍによるエネルギーを直接に効

M︵六百七十五ヨ千八十円︶の

安くて安定した原子力発罵の登

利用については次のような方法が

コスト・ダウンが見込める ︒

場は︑将来︑製鋏プロセスに対し

り冷却材に水畿をヘリウムの代わ

西ドイツの製鉄所に対して十年

カ1

子

原
かりに原子力発懸によっ

約五百KWH︶である︒そこ
で︑

て︑餓気料金が一KWH当 り 一
際︵九十銭︶たけ削ぎ下げられ

四D M ︵ 二 薇 七 十 一 三 蕾六十

うとすれげ︑粗鵬トン当り＝下

円︶の生産費の節減が可彪とな
る︒さらに将来︑原子力発囎の
経済帷が追求きれ︑鷹気料金を

KWH当り二・五⊥謀．一︵二円

もった製鉄所は︑原子力発懸の

力を使えることになる︒なお年

率よく利用しようというのが︑窩

炭して鋼としている︒︵転炉は純

採用によって︑年置一千万一四

間四首万ナの階調生薦能力を持

温かス冷却炉の役填りである︒

するので外から加織しない︶

千八百万DM︵二十七億！ 四 十

つた工場の場合︑羅気出力三十

二十署銭−一 円七十銭︶に引き

西 ドイツが意欲的にとり組む

以内に原子力発灘を独商に︑あ

二国A
＝（E
｝仏A
5・が
7独窩

日本アスベスト株式会社

5ミリ錠925ミリ錠・50ミリ錠

新型活性ビタミン剤

高温ガス炉が最適

ｭ二千万円︶の節約ができ︑

h子

六
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第422号
粗綱トン嶺り七・玉Or十二D 万KWの原子力発躍所があれは 高温ガス冷却炉の製鉄工場への

一二

新

業
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