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来型蜘に関する研究開発は︑軽水

計︑発注を行なう︒③その他の在

び建家の敗造︑高出力燃料の設

では︑安全讐査終了後炉内外およ

究をhなう︒②JPDR一丁計画日本原子力騰業会識と日本腺子

射試験など簡速炉に関する茎礎研

燃繕︑炭化物燃料の物性測定︑照

て進める︒燃料集豊野については

野することになり︑原研と協力し

多ノーーーー鷲ー
ー！一
譲論

て︑灘外ウラン資源の探鉱開発の

度建設漕争を鹿妻に準備をすすめ

は︑熱中性子日用プルトニウム燃

き︑天然ウラン約三十五ゾを継続

を測いての燃料破損時の安全評価
試験などを行なうと共に燃料︑材
料の国薩化のために︑国厘燃樗︑

被覆材の二尉試験︑原羅東映炉の

冊冠は年度単はには原研が引き取

▽出汐賦験炉等の建設①JM
り︑定猛運轍による試験的利用に

燃科︑鉄鋼︑黒鉛などの照射後試
験と評胸などを行なう︒④燃料再

R−H掛画の実生︑軽水炉の蜜全 系︑福釈子等の炉物理実験︑ナト

．

︵会長浜田正氏︶が全国漁業協同

昨年秋︑日本水塵資源保護協会

報告書を刊行

漁業者調査団が
われる︒家た食品照射は特定継合

の用途開発試験などが強力に行な

璽点をおいた試験︑ポリエチレン

入る︑②ホソトラボは雨脚の建設︑

処理技晒の開発︑動燃との共同研

リウム循環ループによる腐蝕試

研究の一環として実施される︒②

つ帯下北ふ頭の定係港は岸壁工

始 門

部 部

機

、

部

門

亀1

可

越

タ

畑

．炭学● 械

化

郎

良

二

挺

祉社

二

鉱などのほか︑海外主査も行なっ

る︒②低レベル放射瞥廃瓶の海水

力第一船開発田本計画などに茎づき︑それぞれの機関の本年度噴業方針を息めたもの︒とご︑に昧年度

をはかる︒②核燃料の技工開発で

斜の開発などのほか︑第二婦遠心

貸与するほか︑新縄に三十﹁ナを

円︑債務負撹打為韻八十懲円︑濠
た琿度末役職員室数は九衛﹁名︒

子力研究所

験︑膿耗試験︑プルトニウム混合

らいたい﹂と語り︑二上された︒

春
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本

発足した動燃では︑ATRおよびFBR夷験炉の設罰がさらに貝体附に進められるほか︑これに伴な 資料収榮・整理しその効率的活用

料ビンの製造技術の開発︑燃料集

プルトニウムによ

る人体汚染箏故にそなえて︑放射

▽安全響埋

分離機を使用してウラン艘縮の研

トリウム反応試験の準轍をする︒

鍵設備の試験開発を進め︑水ーナ

貸与または︑譲渡する︒

るQ家た遮蔽・訓測制伽や安全防 他誠験朗乱用として薗年度に続

②新型転換蜘の開発としては︑海

した民閲︵住友原子力︶の軽水臨
界実験蔑畷での一領一一鼻実験︑

線三豊などに万全を期する︒

ニウム研究所の増設などを澹め を行なうQまた研究炉用燃料その 龍緊急医療施讃の建設や︑鉱層で

か︑α1γケープの建讃︑プルト 究開発や再処理に関する研究開発

合露の試作開発などを行なうほ

う各毬の研究開発が計醒されているがこれらについては原研が演極的な協力姿勢を打ち繊している︒

再処理エ場着工を予想
るQ

動力炉・核燃料開発事業団
▽動力炉の開発①筒門脇殖炉

昨年肢発足した動燃事業団は︑

ようやく体制の艶備が進み︑今年

度の概念設讃に引凄幽き行ない︑

の開発では︑実験炉の設副を昨年

および罠闘︑関係機関との密接な
実験炉プラントの鮮鋭設讃や安全

贋からは臭体的な開発研究か原研

協力のもとに︑いっせいにスター

FCAあ纏屠して炉物理実験や空 一次設計哉果の検討や︑第二次設 ンゴハン社に委託した再処理工揚

トする︒FBRとAτRの開発
解で
柚を行なう︒研究開発では原研

▽使用済燃糾の再処理

は︑設訓研究が一段と進むが︑こ
要機器︒部品の試作關発︑小型ナ

①仏サ

外から購入した技術籔繕などで第

れに伴なう研究も広く進めること
トリウムループなどによるナトリ

詔研究を行なう︒また昨鰯度改造

としており︑また欝処理工腸も年

ウム工学の研究を笈施する︒燃

日本原
艘年度那業を立腐し︑その一屈

プルトニウム燃料実験の踏備を進

の充実をはかることとしている

究が予定されている︒

め︑四十四琿度を目途に大型臨界

▽放射線化掌の研究開発①開

研究︑燃凝の圃麓化など︑在来炉

発は動燃の委話を受けて行なう︒

▽軽子癖等の研究開発①高速

実験選一の建設に虐目する︒求た

では鋤燃禦業國と密接に協力する

が︑とくにATR︑FB獄の開﹁
発実験炉および新型転換炉の研究聞 発試験は︑従来の陽テーマが引き

される︒

の試作開発や︑第一次設謝にもと

圧力織と異毬金属との接合部なと

入圧力管などの各種テスト︑第⁝

ずき燃科集舎体の試作開発︑輸

に関する一連の研究も強力に実臆

つづき実施されるが︑とくに︑こ

次設讃紹巣の安全認価検討のため

組飛禽については︑その安定化に
に安全性のコード開発︑事務解折

ついては︑﹁効果的で︑侶頼性が

運航華備では︑運航方針の検肘

建設がはじまる︒

駅︑竣涯工堺︑クレーン︑建塚の

物質や癒設の査蟹におよぶ﹂と語
開連研究では︑低温照射袋置によ 組禽連合会︵会長安藤孝俊氏︶
ったりまた王AEAの保隙開腹に
る炉内放射線化学︑などが行なわと︑日本原子力薩業套驚の協力で

分と︑ある一国が独自でつくった

うシノーンγ！つづーンン考一！ーンン多！ーノづ≦

査察方法の改韮尺
マックナイト査察総監語る

来日中の園際原子力機闘︵王A 条約︵NPT︶についてふれ︑ あり︑経済的かつ内政不干渉であ

EA︶のA・マソクナイト査察総 ﹁工A且Aの立編としては政治間るへきだ﹂との捌人望な見解を示

定係港の建
設にも着手
題に関与しない瞳避難行印機関

B本原子力船開発姻業団

監は五月二十四日午後︑日本原子

し︑﹁査禦の方法についてはこれ
力産叢会識首脳︑核拡散防止間奏

と︑運航要賃の研修︵主として炉

これらに伴う調査研究も実施す

成訓練が並なる堺業であるが︑

関係︶が︑前年度にひきつづき原

だ︒したがって︑NP轡予土後も から酵母されるへきで︑このため

研において行なわれる︒なお︑第
しようとの案を持っている︒私と

も︑質的にはかわらないQその査 しては釆年二刃ごろこれを開きた

かつ適当な査察は︑澱的にふえて

原子力第︸船の建造︑二上付帯
特別羨貝会メンバーと懇談し︑工 IAEAは約政的な面で審与す
には工A謝Aの中に常任のワーキ
A泡A保随措躍制度について慧児 る︒IAEAにゆたねられる有効ンググループを設凝して勧識検討 施設︵定係溢︶の建設︑栗員の琵

マノクナイト氏は︑豪ず日本の

を交換した︒

れている査察でカバーされない部

さく岩機。その他産業機械

動力炉開発委第二回会合

IAEAにおける指蝉的役劉りに
察の範囲としては︑現行の避三間 いと周っているが︑田本の原子力 る︒第 船の建造は四十六薙慶末
予算は二十一億七千万円︑繰務
協定によってIAEAにゆだね産
ら藁界の方々にも擢非毒毒しても 完成をめざしているが︑脊森県む 負損五五一 千万円で︑定貫︵職
対して敏慧を表明した後︑とくに

現在国連で讐門中の核兵器不拡散

酸
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発
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銀
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プロジェクト管理など審議

動力炉開発で協力

度内に鐸綱設題を沿え︑建設にも
料︑隠田については混禽酸七物要

マックナイト民と懇談する原産酋脳ら

漕手で縢るよう諸嬢備が忌められ
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岸壁の中の空洞部︵エプロン︶が

船定係滋敷地の級憲は僅少で︑﹁旧

つ市下北ふ頭に建設予窺の原子力

照地方でも大禍が続閲したが︑む

中心腱災地の︸つとなった青森

題した︒

れ︑東北地方以北に大災宙を巻き

昨年度原研ぺ の業務委託︑
︑

大きい仕事の規模
高速炉開発関係に重点
動力炉・核燃料開発船固団は︑日本原子力研號所との間で︑高速増殆炉および薪型紙換炉の開発に
約五十彦綴くらいくずれ落ちた程

しかし︑五月二十九日に予定さ

度﹂との現地報告が入っている︒

れていた二塁武は災魯への配慮な

ついてほぼ豪とまったので︑原研に対して︑聞速三関均一1④委託予楚項闘としてナトリウム機器材の

婁託予痙項厨として設訓コードの開発など四件を申し入れた︒貝体的な内容や方法などに

開発など十︸件②委能あるいは協力依頼串考えている願圏として実験炉設訓など九件︑および新型転

関する研甕協力の進め方無について謡し禽いを進めていたが︑このほど昭和照十釜無考の業鼻聾醗に

換炉関係
どから申止されることになった︒

照射闘発︵海外炉照射V⑨計測に

亟寵力の第三号

月二十二日︑﹁闘

原護覆社長は五

闘西耀力の芦

捲選ひ地元と交渉を巡めてきた︒

蔦町︑兵庫雨雪住町など候補地点

ど決まった筒型地点︑和歌山県日

機以降の建設地点として︑このほ

ある︒現在︑岡部落からすでに八

え︑貯木覇の建設に粟り出しつつ

手離したので︑今後の生酒に備

元の音響部落ではほとんど農地を

り隼内には片付く榎様である︒地

ては六月中旬ごろから交藩が始ま

のに対し︑とくに労働翁の松永労

行政指導方針の不徹底を追求した

はなかったか﹂と質疑し︑政府の

和解のための指導を微底すべきで

科技庁はもっと難潮にこの争議の

ソチしないことにしている﹂と述

ることを墾んでおり︑なるへくタ

政局長は﹁労働雀が乗りだせばカ

る一二月に齋海︑神野浦︑神野の三

とくに潤浜地颪の罵地買収ではさ

のものになると

も十二人が実翌している︒この貯

個々の争謙は嶺撫者間で和解でき

木場は擾日本随

ドがたつ︒要請があれば別だが︑

けが貿収で曇ず難航していた︒し

作染の酬練を受け︑さらに︑現在

かし五月に入ってようやく問部落

人が東京・窪川の貯木揚で︑実地

原子力発電所は

原発

褐井県大飯郡醐

設躍反対

部洛の土地を買収したが︑

この用地の買版

の小黒飯部落の土地た

ことになった︒

激闘に建設する

はすでにほとん

地元では朋侍している︒

きらに大橋氏は同日の社労婁で

べた︒

との間に基本的了解がつき︑買収

なお︑関鍵の第三娼原子力発聡

どすんた︒勲業

開の予定であるが︑工期の関係か

十五無四月溜工︑四十九年八月運

労紐はストを解除したのに︑所側

DRがロソクアウトされたBに

所は蹴気出力七十五万KWで︑四 ロソクァゥトの内容︑即ちJP

平方綴で︑恥地取得に要する牛王

こと︑ロソクアゥト期間中はこ

はなお約三週間もこれを続行した

職浜地点の用地は約八十五万

がほとんど終った︒

は約露億円︑買収費は坪︵三・三

ら︑蔵工は若干早やまるものとみ

がまだ残ってい

補償の問題たけ

関西躍力は現在同じ福井蝋．匹美

平方愚当り平均二千円二度とい

られている︒

る﹂と語った︒

浜︸号︑二号機を建設中である

われている︒一方紳難補償につい

縛︑プルトニウム含商量は二P五

なお︑ハルデン炉における第二

げ︑所思の創見を求めた︒これに

も癒否された等の那実を旧とりあ

立入りをはじめ学会活動への参加

回闘の照射翼験は動燃事樂団が開

コニ週闘が長かったか短かかった

対し原研の楠瀬労務抵究理禦は︑

か響を含めて︑現在︑水戸地裁に

この争議の握翫が行なわれてお

り︑公鮒な揚での緒論が出ればそ

週間実施さ

燐組員九十二人目対して︑三月一

められており︑三口の労組側の態

ウトは経営暫の防御手段として躍

している︒一方︑二二はロノクア

ノヘラー氏は︑四蕗削

ってきたC・L・ビュ

東海些細所の査察にや

こんど工AEAから

れに従うしと述べた︒

JPDRロックアウト問題で

水戸地裁へ提訴
原硯労組

の附象にされた労組澱は原研構内

が︑この響応地点のほかに第三男

究を進める訓画である︒

テストは確証テストの段階に入っ

たもの︒原研は︑照射テスト︑T 発したゾルゲル混合酸化物粒子を

惇︒PU・U混禽酸化物燃料の照

一Aーー

四年一月から行なわれる予定︒

CAによる各毬実験︑JPDR振i
動充蠣した燃料雛について四十
巫への装荷などをへて︑プルトニ

ルトニウム・ウラン混含酸化物燃

て︑︷本四りのU獅含指澱は七 ウム燃料の熱中性子炉への利用蘇

酸化プラトニウムニ・五％となっ

が︑こんどのハルデン炉での照射

衛して炉物理実験を実施している

︑レ 一アン炉で昭描射
ノノ

ﾑ鞘糟ボ羽口魚業

ついては︑婁鈍墳圏ごとに双方でさらに協議し契約される︒大寒勇躍や建物箸の施設については動燃
が霞撲メーカー等へ発注するので︑原研の受詑業務は動燃輩出団が発注する全体の委託業務からみる

▽婁託を予定して

婁藩士窺項圏

腱①噺型転換炉︑設甜コードの關

新型転換炉関係

機器秘料の研窺閲発⑬遮蔽に関す
発②大型臨界実験隠蔽に関する研

流恥・U燃料集合体を

る研究開発④謝測に関する研究聞

空︵第︸期︶③A響R燃料体の伝 燃料開発事業団では︑軽水炉用プ

料の研究開発および照射灘画を進

で︑予定どおり照射が終了すれば

射はハルデン炉でも初めてのこと

限となっていた︒したがって︑こ

れを破棄する揚合は九十日朗に予
れるという︑臨十五年三月ごろ臼

臼本原子力研究所労働組含︵執
随一万MWD／τの燃焼度が撮ら
行委貫長・鶴尾昭氏︶は五月二

ルウェーに送られ︑ハルデン炉で

告しなければならない︒だが﹁所

日から二十二日豪で＝

冤容のたまものです扁と立派な

た︒これも臼本の方々の理解と

的スムースで︑平隠顕購でし

本における査嬢はこれまで比較

で︑来日十二度圏という▼﹁日

の日本初の査察を手がけた人

膿
十日︑水戸地方裁判所に対して︑
本へ送り返され︑照酎後テストが

あった﹂とし︑さらにロノアウト

側はその孚號を自家ず︑一方的で
さる三月のJPDRロノクアウト
による未払い賃銀の支払い請求に

後︑労組は臨ちにストを解除し就

れたもので︑この闘の労組員の賃

度は強硬であったとしている︒

は誰より

AEAで

学び︑I

茶︑禅を

は︑度重なる来日で盆裁︑お

ヒゲをしごきながら量る▼氏

購
参議院でも質疑

トにいたる︸連の争識悶題を重

というV

も田本通

い︒さる二十燭田原薩を訪れた

だが辻聯となるとなかなか厳し

JPDRのストからロソクアウ

鱗
視した国会・回目院の社会労働口

程会︵山本伊一二郎委員長︶は五月

納を聴取した︒

ビュツヘラー民に大相探を見に

が︑

行かないかとの誘いがかかった

臨上︑大橋和孝氏が﹁労働衛や
術︑放尉化学概論などを社会文化

交替が含められ︑この協定は無期

はヨ十八年の労使協定轡で五直三

発蜷となったJPDRの勤務態様二十一臼︑原研の労使双力から禦

とくに今圃の翫訟では︑争議の

かれる予定︒

笛一回の公判は六月二十七βに開

PDR勤務の鱗組員九†七人で︑

円がカノトされたもの︒原告はJ

金総緻哲八十三万八千五胃穴十三

続き過剰ロノクアウトをかけたと
所踊鎖︶は︑JPDR勤務の原研

JPDRのロノクアウト︵購業
労の愈志を表明したが︑所側は引

関する訴訟を起した︒

JPDRし狂の燃料の照射誠験も

行なわれる予短︒これにつづいて

副画されている︒

現在︑原研では東梅研にある軽

水門脇界鍵験装磁︵τCA︶に勤

阿部孝次郎︵元理廓︶︑

︵薪︶︑藤村熊灘︵新︶︑疲田正

︵薪﹀︑影山衛司︵新︶︑清成趣

井奨材︵元理雛︶︑内古閑寅太郎

相談役今井博︵元輝事︶︑今

︵元理寧︶︑本田弘敏︵元理群︶

長︶︑進藤孝二︵新︶︑中出鑑平

︵元理環︶︑植村甲午郎︵元副会

浅田長平︵元理箏︶︑畢生太賀蕾

顧問

聯︶

とウラン混合酸化物燃料一本率盤

を詰めた棒状のものであるQ紐成 燃三業団が製作したプルトニウム

して︑ジルカロイ被三管に約穏側

晦さ十四︑郎研の円簡状ペレノトと

をプレス焼結して綴径三十︑躯摺︑

プルトニウム・ウラン混含酸化物

今眠製作された燃料体の仕様は

照射試験されることになった︒

た燃料雪融体九本と予備一体がノ

業励プルトニウム燃料部が製作し

めているが︑五月二十九田鋤燃雛

日本原横組研究所と動力炉・核

発︵核劇妓︶⑤構造強度に関する

糞船定係港の

がないものとみられる︒

の民謡への襲籠滋鵬と余りかわり

られるが︑委誕星藥はさきに発表

ては項圏ごとに協識しながら進め

なお︑原研への援翫業務につい

る研究︒

熱流動研究④大型熱ループに関す

照射⑦燃科被覆材の研宛開発⑧

研究開発⑥燃料の照射開発︵国内

のモノクアノブ試験②ナトリウム

いる項隅劃①FCAによる実験炉関する研號︵核灘装以外︶︒

高速炉関係

と金頷的には少なくなるが︑仕灘の規膜としては四︑五十錘鎖壌度となるもようである︒

勤燃灘業団と原研との協力関偶
については︑すでにトノプレベル
の間の脳し合いで︑﹁原研の長無
つみ上げてきた知識︑経験︑研究
識力を効灘的に生かしながら進め
る﹂との塾本線が打ち細され︑高
速実験炉では①勤鄭堺業団の科学
的管理方式に従うこと㊤業務婁託
γケープ⑳ナトリウム流動伝熱試

ナトリウム火災モデル試験⑨α一

は効率よくやること③研究員は可
験構図⑪大洗地点気圏地旋識査

騨細

外コンサルタント︑安全解折．②

設計︑シビルおよび耐震設謝︑海

ている顔團h①罪験炉設計

▽襲託あるいは協力依頼を考え

能なかぎり動辮へ移すこと⑳プロ
ジェクトの遂行上︑入を相互に菰
遮し合うことなどの舷本的な考え

とくに漂研への業務委既につい

方がまと豪っている︑

設讃コードの開発⑬炉心流動模擬

さる圧月十六三顧磁した十勝沖

被害は僅少

ては今年度に入ってから数体的な
試験④ナトリウム分析⑤島速実験

地震︵最大護度毎・八︶は︑関集

＋勝沖地震

瀟し合いが進められ︑このほど四

⑥燃繕集合体の研究開発⑦ナトリ

炉の動特難解折と鏑御方式の開発

は天然二酸化ウラン九七・五％︑二

安西藩︵薪︶︑大内⁝二郎

会館︑R王籔理実翌︑カウンター

を発揮するやら︒

潮︐

・

騨繭

箇匿弓

●

畠■匿■U

GPSS

︐灘騒

難

問題も短時問で解き、計鱗結果の利用も容易です。

日

羅灘

︑

駒

術

協

鐵戴

欝欝灘
．．．．懸

シミュレーション錨SCR【PT，

セル燃焼計算腋HUSELA擁一2

力
子

原
次のとおりまとまり︑動燃鎌継囲

士照年獲における業務婁託項闘が

大麗災にも匹適すべきものといわ

佐々木周

井上五郎︵元纐問︶
築務報答︑収支決算案︑四十三年

理露

放射線取扱船寺

門御画帳はありがたいが

術者講習会原

と耀いたVウィーンの氏の

：﹂と︑ローマ宇で 査蟄の

部屋にも︑漢字で同じ文句が大

査野総監のマックナイト氏も蟹

恥してあるそうだ︒たが麗麗は

鬼ぶり

行とあってやや緊張ぎみ︒どん

で︑申し込みは東京蔀擾区新橋︸

円︑田丁込締切目山ハ月十一九日ま

定麟11㎝五〇人︑受講朴11一万 鬼

B木原子力離業会議は山荘たる六 測定実需などを放医研で行なう︒
月二十四日から二十九日家での一
週間︑東象・永田町の祉会文化会
館で﹁放射線取扱授術爵請習会﹂

黶i五九一︶六一二一豪で︒

の一の＋三原薩サービス事業本部

な

3次元燃焼計算F鷹
弗騰水卵一山の3次元1組モデルで出力密度、ボイド、

ウム中大型機器試験技⑧燃料の達

菅会長らは留任

絹回原産通常総会開く
役員を改選︑

薪役貝は次のとおり︒

が選出された︒

十二日午後〜時半から束京︒丸ノ

満会畏

日本原子力薩業会譲は︑五月二

内の日本工業倶楽部で︑第十五回

常任理曝

堀越禎薫︵元常任理箏︶

落筆総会を敷き︑昭和四十二年度

度砿業墨画︑紋支予同案および全

︵元評議貝会副畿長︶︑大槻文平

︵新︶

役員の改選などを行なった︒

︵新︶︑河醗邦夫︵薪︶︑北川一

︵薪︶︑正井省三︵新︶︑松本璽
難︵新＞Q

とくに今度の総会で役員金員が

栄︵元岬識貫会副議長︶︑土川元

大臣︵代理熊谷政務次富︶︑があ

技術庁罠宮︑稚名悦三郎通蘭薩叢

いさつをのへ︑さらに伏毘康治民

岡餌智識終了後︑鍋勘磁紹科学

二年間の任娚満了となり︑改選が

光敏夫二兀融凋︶疑谷川璽瓢郎

央︵薪︶︑外勘健吉︵新︶︑土

︵薪︶︑正宗猪卑夫︵薪︶︑村瀬逸

氏が留任︑翻会長の四人について
は︑植村甲午耶氏が経団連会長就

三︵元掲談役︶︑斑県盤夫︵元量

放射線蟹理捜

受講璽頒などは次のとおり︒

︵名大プラズマ研究所長︶が﹁核 を開く︒
融合研究の新展開﹂という講演を

講義および翼習

政冶、経済、企業経営など解析的にとらえにくい現象を
モデル化し現爽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用シミェレータです。

液体減速矩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、圧力管型炉で5群を周い、さらに
コスト訓簿やP旺SマOなどの入力作成も可能です。

算をうけたまわっております。

灘

囲以上は嶺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。
團このような謝算や解析は、CDC 3600センタで委託計

制御棒、燃焼などの計算コード。メッシュは25×25×12
まで拡張され、オフセンタ罰欝も可能です。

ALLEGROは、5500もの条件式を倉むような火規模な

乱とも）弩慮されており、高速炉の解析から軌中性子スペ
クトル計算まで、あらゆる体系をとり扱えます。

線型計画法ALLEGROρPHELIE騨Pl

2次元多数組拡散CANDD−2D

芦原関電社長が正式に表明

行なわれた結襲︑会長は憾礼之助

任に伴い︑顧問となり︑大屋︑

談騒瞥馨広庭︵元監

行なった︒

陣

PER了（T鞭／COST）、B酬Dなどがあり、計算のご用
命をうけたまわっております。

ぐ
豊富な原子力コードの例をご紹介します。

経営計画など各種の椴適計算に利用できますρとくに

エネルギー群は100組まで可能です。上方散乱・下方散

馴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）

脳

皆様の計算センタとしてご利用下さい

高浜地点に三号機
｛

∵瞳

から原研へ申し入れがあった︒

観欝
灘

麓一

掘︑松根氏が留任した︒豪た植村
践の後任剛会長には︑堀越禎瓢氏
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理のポイ ン ト は ど ん な と こ ろ に あ

ェクトとは〜俸どんなもので︑管

き返し不可能なポイントまたはゾ

行展会と完成国襟日との関連で引

たちがプロシェクトの管理上︑進

らといって成り行きまかせにして

しかし︑不確突な嬰累があるか

である︒

い要素が右在するのは漁然のこと

トの状況を予測し︑そのデータを

クトの状況から悪来のプロジェク

よび信頼性等をインディカ⁝ター

発費用とスケジュールの関係︑お

ーを一連のシステムの中で統計胸

り︑次にこのリクワイヤメントを

貝体的に違成するにはどのような

行状況にあるかの客観性の購いプ

れねばならないわけであるから︑

ログラム・ステイタス・データが常

プロシェクトがいまどのような進

時得られなけれはならない︒この

御

﹈⁝︸一⑩一目FOづけ︒ウ
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きにはそれは何時でもプロバビ

面もし箏故が起きた揚繭に具体

強力に行なわれている︒その反

もポシビリティーの感覚で考え

究も刮圃も不十分に思える︒

的にどうするかという検漏も研

わが園は煮然法︵ブ嶽バビリ

止め方の差があるのではないだ

と国民の側との間に大きな受け

ことを意味しているのではな

るポシビリティーがないという

安金を確保しうるという副画が

盆した醗含にもこのようにして

い︒そのような不幸な購態が発

いうことは︑不測の製態が超こ

ィー︶とをはっきり眺別して使

ティー︶と可能性︵ポシビリテ

のあるリノチランドの町にはカ

ろうか︒旧ハンフ甥ード研究所

わが国の揚合︑原子力産業を

辺

あって︑はじめて国民全般が原

子力産業の進展を安心して眺め

るようになるのではないだろう

麓業は産業のためにあるので

か︒

はない︒安全確保は利濁を生琢

ないようにみえる︒しかし︑こ

れを忘れては本嚢の発展はあり

合研究所長︶

えない︒︵驚者は放購線医学総

§☆

℃

ψ禰で

証券のある

生活を

毒

廓
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ならないかの見地から︑ベースラ
イン・リクワイヤメントが決定さ

−α

P P
外︑コロンビア河︵上流に旧ハ

リティーで鍮じられる︒一方︸
能謁査をやっているが︑立派な

ーであった国との堀川であるの

また︑賓斜なのだという張裏も

園連科学婁貫会に出席した機

ンフォード研究所がありプルト

艘国民の側では危険性は何時で

っており︑大都南の申に簗る所 し︑科学的に安全性を考えると

会に︑プルノクヘブン︑オーク

ルギーという言菓が長い間タブ

ニウムを製造している︶の放射 をはり出している国と︑核エネ
ナルラボラトリー︑旧ハンフォ

測定船を持って高性能の面繋を

かも知れない︒

シェルター︵避難所︶のマーク
リノゲ︑アルゴンヌの三ナシ認

ード研究所の各生物部門︑ワシ

や領しい限りであった︒

設備して酒石しているのはうろ

旧ハンフォード研究所では放

用していない国であるQ原子力

プロバビリティ⁝が少ないと
トン大学の水薩学蔀をかけ足で

で一カ所当り一〜二日の客語闘

楓度と魚の生育の開田︑温水を

射線についての研究の外に水の

られている︒このへんに産業側
訪問した︒器差が二週間はかり

であったし︑接触した馳囲も限

生

ルデノク病院があってそこには

園
の利用についてはわが国では原

御

米国ナショナルラボをたずねて

安全対策の考え方

定されているので︑研究はこん
な貝含であったなどと大きなこ

三つのナシコナルラボの生物

とは尊凡ない︒

鄙門の研究の大筋は大体放医研
と同しく放射綴の遺紙に与える
影響︑身体胸隙轡︑障轡の防止
の三つに大溺できる︒身体的障
害の中では晩発灘轡︑とくに老

地上に撤水したときの生物圏の

渠憩施設が附属している︒そこ

化現象︑発鋤作用などが墜点と
なっており︑オークリノヂでは

に勤帰する医師はこの施設が一

回も使用されずに済むことを願

子力には公達はない安全である

いながらも︑何聴でも使用出来

という置型がなされている︒原
子力産業は新しい産業であるた

るように藥傭をしているのが現

ていた〇一般的にいって︑鳳子
力閲発と︑それが人闘に与える

けに︑現在いわれているような

状である︒

変化などの巻帯を併雌て行なっ

生物聯的な影響という点の考え

てはならないし︑万一障害が発

公害はさけるように藥備しなく

うテーマが脚光を海ぴているよ
うであった︒不死にしては大変

方が︑わが国におけるよりはよ

免疫機構と老化現象の関係とい

だが︑生命のある限りは機能を

り一顧緊密である邸象を受けざ

ワシントン大学では放射線を

保ちたいというのであろう︒

生した揚合の影響の甚大さを湾

るをえなかった︒

のはすことが必要であることの

利用しての自然開発の仕堅や︑

説明は熱心に行なわれている︒

東京瓦斯株式会社

技術約な積上げがなされなければ

れる︒その橋渡しをする機能がシ

ヤメントとの目ハ体的調整を行う機

データとベースライン・リクワイ

能がデザイン︒エージェンシーで

ステム︒エンジニアリングであ

プロジェクトは欝欝ベースライ

る︒

ある︒またプログラム・ステイタ

ス・データがミノシコン・リクワイ

ン︒リクワイヤメントを論足する

ヤメントに含致しているかどうか

ヨ

ものである︒

リ

％

ーー原巌貸料窒便り一

形

これらの関連図は鏑﹇図のような

トロール・マネジメントである︒

蟹を行う機能がプログラム・コン
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いて起りうる問題を事煎に予測し
予め対策を考えようとするもので

アポロ計画
の予測機能
すなわらアポロ区画では︑月に

全に地球に帰避させるというミノ

って生して来る大量の原始データ 完全に宇宙飛行士を送り︑豪た安

ばれ︑宇宙船の薙量対牲熊比︑活

Status

えれば安全第一でなけれはなら

雲舌（273）01i1

璽

一

い

るのだろうか︒まずこれらの点に
ーンであると三三と感じていたも
おいたのではプロジェクトの成功

辞価して︑できる限り悶題が発生

として︑プロシェクトの進行に伴

ある︒
う︒この予測機能はFAMEと暉

ついて瓢干の考顎を加えてみよ
のを︑明確な形で抽旧したもので
はおぼつかない︒この不確尖性に

する荊に︑タイムリーで有効な管

Agellcles

ここで米騒航空ギ宙局︵NA に処理して︑その繕果を分析する シコン・リクワイヤメントがあ

おき︑過まおよび現庄のプロジェ

う︒

ある︒これによってプロシェクト

たいする挑戦こそ︑プロジェクト

管理技術の

な

Program

晒一類多一華菱多ウ多多一脂勿髪菱多一彰垂髪勿多多ア舞蓼影多難髪タ勿 ％︑

で︑それはどの程度 SA︶が現顧推進している穴規模 ことによって︑プロシェクトにつ

に︑いつごろわからないことが
起りそう

であるかの国安をつける

の技術的困難性を持つことに
りそう

必要がある︒この点でプロシェク
トの管理は︑響動車の運転にたと
えるならば︑窓のない運転隔にす

Design

灘翫

動力炉．核燃料闘発畢業団が高速増殖炉︵FBR＞と新型転換炉︵AT縫︶の關発という︑

Base｝i書1e

MISSlon

ないことは口轟然であるQしか

TOKYO

RequiremeHts
ReqUlrements

申

る︒

Sysもem

理上のアクションをとらなくては

ア陽
わって︑自励卑の後たけにある窓
から︑い豪家で走ってきた道路の
状況や︑いま京さに走○虫ろうと
している道路の状撹をよく観目し

1忘した略詑号

蹴離灘難 〜鱗簾懸灘⁝
い究開発プロジェクトの籔理をどのような構想で行なおうとしているかについて︑同部付小王陽︷
﹀ ︸既をわずらわし︑前後二圃にわたってその概要を紹介する︒
︵
㌧〜〜︸〜 〜〜︷︸く〜︑くく くξ〜ゴニζく︒︑〜︸ い
轟
一︶が必ずつき萩とっている︒一

したがってプロジェクト管理を
う珠く行なうためには︑プロシェ
クトの閣樽をできるたけきちんと

nglnee「1n9

設定して︑それに向ってのプロシ な研究開発プロジェクトであるア
ェクトの魁行状況をよく招握して ポロ謝画の予測機能をみてみよ

第一
原子力を兵器として開発した

椰

「
耳協
脚

押 唖 岬聖

押〜〜く〜㍉〜︸
FBRとATRのナシコナル・
この定義は︑全米で行われてい
までになかったものを作り出そう

霞限りのプロセスで︑しかもい家

（上）

管理の澱スのポイントであるQし

って︑プロシェクトマネーシ画︑1 とするわけであるから︑わからな

ャ〜を彼が面接調査することによ

る主要なプロシェクトのマネージ

プロジェクトは︑極めて穴規模な
﹁研究開発プロジェクト﹂といわ

ノ」、玉氏

ならない︒

れている が ︑ で は 研 究 開 発 プ ロ シ

ヤ響診タ

たがって︑プロシェクトのどこ

むつかしさ
第〜に研究開発プロジェクト
は︑一回剰りのプロセスであるこ

クトの最終段階て作り出されたも

とがわかる︒すなわち︑プロジェ

のが︑予定された弓術的穐能を発

揮しなかったら︑そのプロジェク
トは失敗したことになる︒まさに
繰返しがさかないという点で︑人

の一生のようなものであるQした
がって︑プロジェクトの開始にあ

たっては︑慎弔かつ明確な臣標設

ている助手の檎報にもとづいて自
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ht
C備K2（Klh−t）

本

難風∴∴、
気の長い研究に取り紐んでいる

熱磁．

ならない︒第二に研究開発フロジ

C篇垣i復ロ∫能な予想されるスケジュール上のずれ
h講見積られたプロンェクトの全期間
！ユ＞O

reakdown

1集

ニクトには必ず冤繊麗標記︵ター
ゲノト・デート︶が設定され︑そ
れまでにきちんとプロジェクトが
織成されるよう讐理上のあらゆる

は不礎実性︵アンサーティンリ

《鱒

卿

くふうがなされねはならない︒米

出されようとしているものの価他

国ではプロシェクトによって作り

マネーシャーが回優しつるスケジ
ュール上のずれ︵スリノページ︶

右されることがわかる︒

る暁間︑経過時閲などによって左

車の運転

窓のない

がって︑冗成国標口をずらさない

その一例として︑ノルデン博士

が行われているQ

のRBFの研究かある︒彼による

のである︒

ノルデン博士のRBFの定義

ー
玉

欝欝轟翻小

は︑最初の児積り時闘︑残ってい

をIPVとワぴ︑そのものをとり

豪く︑技術的環境の鋳閾的変化に

重要な時間的フ クター

ために︑管理技法を改薔する研究

るという視点で把えているQした

影讐されて同しく聴閻的に変化す

不確実性への挑戦

とRBFの定義は下式のようなも 第三に研究開発プロジェクトに

o≦憾h
t＿完成日医日までに残された時関
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燻詞ｱ製造

金聾は四十一年麗の製造溜手以

来︑毒しいのびを示しており︑四

﹂

寿命核種の編質向上卒ほかる一

このほかとくに注爾されるのは
イリジウム魏で︑放岡協との協力
で四十一年に試験製造を行なった

が︑以後急速に生鰭が伸び︑四
十二年度には十キュリー線源を二

面個を製造し︑近い将来は二〜三

三〇個幽荷した︒四十三無度は五

この桜毬は海外からの引き禽い

千側の製造が範込遡れている︒

も多く韓国へはすでに照射鼓曝二

台とともに輸出され︑さらに二十

タン︑インド︑マレーシアやサウ

数台の追撚注文もあるが︑パキス

永井輝夫氏が

一AEAに出向
放職歴医学聡写研兜所の永井輝
炎熱︵臨床第一研究察畏︶は︑こ

のほど︑圃際原子力機関の研究ア
イソトープ局核医学部に赴飯する
ことになった︒七月出発の予定︒

同氏は核医学部遭任後︑教膏研

̲間従箏する予定Q

究︑学会酒動︑圃際馬流などに約

昭和二十四無東大鼠学部を鷹業

永井氏の陥歴は次のとおり︒

後東大附属病院に勤務︑二十五年

東大沖中内科︑二十九年特別研究

生となるQ三十一庫には鷹学博士

となり︑薫十二琿膿天堂大病院助

り︑臨監第二研究室長となる︒四

教授に転じ︑一二十四卑放医研に入

三号るとの蟹玉が強く︑この点を

釜る︒

十年同第一研究塞長となり現在に

実証型原子力発醒の経済性の見

この例として﹁翠雨では一九六五

メーカーはとくに強翻していた︒

ジアラビアなどからも引き合いが

縮次いでいる︒こうして輸繊振

通しについて︑機縢メーカーない

方︑モリブデン︑テクネシウム︑

興︑園際協力にも一役質っている

インジウム︑水銀などの開発も予

隼以降の原子力発電発注ブームの

向をたどるとの晃方が多かった︒

ているFPCでは一九六六年春に

上りしている︒鷹力行政に当たっ

費や原秘韓費の上鍔灘を越えて値

結果︑原子力発二二雛代金は労務

ト︑経済性の見通しについては国

しかし︑実際の蛭子力発躍コス

イクルの見通しは今後とも撮下傾

るプラント・コストおよび燃糧サ

し燃料サプライヤーの段階におけ
が︑残愈ながら現在では豪だ二瀬
が閥に合わない状溌である︒

定されているQ
急速に伸びるイリジウム

火力発電と対等に

フ孤リー︸臨機に対して︑六七薙

に入ってから発注された二値機の

発注されたTVAのブラウンズ・

プラント代金はメーカーの手持工

営の英仏は貝俸的に低下傾向の予

スの登園では︑プラントや燃揖の

経済性調査団が報告書

緬俗はユーザーとメーカーとの契

上りしていると指摘している︒談

購量の増大を蕾蟹に三〇％近く債

想をしていたのに対し︑民間ベー
欝など特殊集件のもとでコンペテ

約によって染まり︑さらにそれは

を製造販齢する計画である︒

ィティブであるとしており︑その

昨硫秋︑総雄原子力塵榮食譲が
ソトRI研などに豪とめて出荷し
欧米に派痛した原子力発蹴経済性

限りにおいて採用決定の理由は経

況︑燃料サイクルに関連するサー

当該聴期の機長・燃料の舗給状

た︒今三度は約十八万ボキュリー

調査圃︵団罠・大野離二郎中騰醒

であるとしていたしと

報告欝の概要は次の通り︒

支決算および岡センターの申央移
管に伴う醤附行為の一部変更など

た︒

について櫓畿し︑原纂逓り承認し

憲附行鳥変更については︑岡セ
ンターの広蝦活動を全国酌規模に
拡大するため︑現荘の茨城継認町
面体から中央宮庁︵科学捜術庁︶
の認司重体に変更しなければなら

ず︑二三の第二条を﹁この法人
は︑虫たる事務所を東京都港眺新
橋一丁図一番十慧号におき︑従た
る事務所嶺激城猿郡珂郡染海村大
写村松字自根一四七番地におく﹂
と変更するもの︒35とは科学技術
げ︑および茨城県の羅可を彷つの

為の一部変更を行なうのでは︑と

る事業所

述べている︒

累基

三貫

雪﹂

原子力五機関との連絡会

原子力船懇談会ワーキンググ

臼正牛賑薩

十一

制の整備などに留議している︑と

替と定薦検査時期の調黙︑繍修体

が︑この実現には発電所の燃桝取

で運転されるようになっている

子力発醒所は最近嵩い設備窟用率

ト容盤が求められている︒窪た原

プティマイズするところにユニソ

反の関係にあり︑これら両省をオ

いうデメリノトをもたらす二律背

運転予備隊︑供給予働力の増大と

反画︑系統の安定化を謝るための

の砥減というメリノト壕もたらす

るスケール・アノブによる建設費

は︑ユニノト樽鰍の増大がいわゆ

蹴力系統とユニノト警艦の関係

と報告瞥に示されている︒

政策の序在をほのめかしていた﹂

入札する必要はないと︑晒に価格

が︑梅圃的にTVA並みの価格で

その点を考慮して応噛している

二十五聯に比し低く︑メーカーは

たTVA地区では石炭繧が否万

済盤が第

岡蝦告轡は①猿子力発羅経済性

B脚U当たり＋九膨と三園平均の

述べている︒

は三韓ボキュリーで紬入も多かっ

PR活動を
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ビス儀給施設の繁閑状況によって

力鳥取支気長︶が︑このほど撮告

リーを︑働一化学薬鼠やダイナボ

豪た注文艦薩に癒じている︒燈

精製RIは七︑入罰を供給
昭諏鷺十五薙に山本原子力研究所がアイソトープの試験製造に麟手して以来︑アイソトープの機甲
化は敵翻に巡み︑すでにほとんどの核種の製遣技術が確立された︒昨三度は二十五核繊の齪造販売が

行なわれ︑精製アイソト1ブでは剛内照要の約六〇％を洪給︑今葎度はさらにコバルト60線源の一隅
化に蔵手するとともに︑大立饗核種の蜜定供給などで︑上製アイソトープは七〇％以上の興産化累を

緬設拡発・放肘線化学の爽胴化︑

が国魔化され糞7定︒

示そうとしている︒藪たイリジウム魏などについては輸出とひきあいが相次ぎ︑FP関鎌を除くアイ

原研アイソトープ事業部の謝画
食品照慰︑殺薗利用などで大幅に

ソトープはいよいよ国睡化時代受迎えようとしている︒

では︑今年度はアイソトープ製造
増加が見込豪れる︒

験論を改燈するなどして︑その試

原研では今年度﹂況Ki3の実十二手違は三十二〜十三万︑がキュ

鯖二期嗣画の三年闘にあたり︑い

態望げることなど︑昆質の向上

四十五年度には本格的製造に入

験製造に摺塗し︑四十四郊度宋か

豪まで生趨してきた綴種の比放射

の蜜定供給︑比放対鮨の低いコバ

をな謡かる一方︑とくに杣下要核穏

始をぷの︑て娩められるQ

価方式轍原子力発羅原価の現状④

の考え方②原子力発羅経済牲の無

で衷かなうことが決まったQ

たが︑今奪七月からはすべて麟塵

いものの製鷺もJM？Rの運紙開 月夜圓内で現われているリン32 硲をまとめた︒

ルト60線源の試験製造などに重点 る見込みであるが︑比放射能の胤
をねいている︒

コバルト60の霊験製出
現在わが凶のコバルト60線源の 糊製アイソトープの製造
金︑イオウ︑ヨウ購︑リンなど

イオウ35は三奪鰐から国薩とな 原子力発電の畿力系統との関連と

輸入は約八〜九万キュリー程度で
大守要敏縄は全体の便用驚が数十

力発羅の経済性に零するシンポジ

日本原子力地心センター

その大部分が比放樹能の筒い蹉療

三モザキ晶リーを囲途に安定供給

ウム﹂等について豪とめている

照本原子力普及センター︵理購

っており︑今蕪痩はとくに︑蕗間 運蔽実績⑤工A避A霊山の﹁顕子

される︒

が︑原子力発鑑の盗用については

長岡野薮次郎翫︶は︑五月三十臼

万︑嚇キュリーであるが︑四十藁年

ヨウ黙蝋は現在第一化学薬磁を

﹁どの国も征来の水︑火力発醗と

正午から猿麗会長墜で二尉食を開

用である︒しかし比放射鮨の低い

対倹として安定供給の対策を立て

同様の経済評価を行なった上︑そ

全国に拡大

ているが︑これが実現すれば大郡

れぞれのエネルギー箏梼︑聡ヵ欝

功の餅翻では︑その七〇〜八○％

分が囲配晶となるわけ︒

見したが︑とくにマノクナイト民

ノク等を惇なった後同所で三省会

爾氏は骸菱科繊理報管欝のチェ

き︑昭和四十一増毛劇務報告︑収

⁝ン多

満足すべき結果

べき縞果であった﹂と諮った︒

なお網嚢の齎察には︑科技庁原

みとなった︒これにより︑全国規

掌斉受入については東灘事禁醗が

擬のPR口業は東京箏務所が︑見

分敵する︒

いう慧兄も闘かれたが︑嶺蘭は岡

籍磁翰
聯癖◎
鱈櫓豫

離塁一︐
臨
9憲

軸＿繋

一二

ル⁝プ十二日午後日立造船

（代）

567−0511

7EL

計測嚇業部へ

神戸工業

お問い合わせば

磯櫛

留京芝浦困臥株式会社

う謙れ紺す・

東京都中央区銀座漁4−3数寄麗橋審士ビル

東京

支祉

神戸

本社

東海発電所初の国際査察
マックナ

でに同機関に提出した報告論議・も

は﹁今圓の査嬢はきわめて満足す
田本原子力発購会祉︵祉長一本

とに雨曝が英圃AEAから入手し

イト氏談

松琳磯属︶東海発餓所に対する初

らが離臼6月−日

マックナイト氏

科学課員が立ち合った︒

よび外項欝国際連合局の田辺敏明

子力局の川品芳郎国際協力課長お
た核燃料︵目配貯蔵分11胸九五︒

八六︒五ゾ︶︑便用済み核燃斜の

の厩際査禦が︑五月二十八田午前

わが国は貯隼九月︑田英殿子力

取り出し︵約八・四ゾ︶および隙

五ゾ︶とその炉内への装荷︵約一

協力協定の保陳措澱を囲際原子力

九時半から行なわれた︒

機閲に移激したが︑今圓の査察は

従た

な46︑理鯖瀬では︑今後大きな
隙子力施設のあるところに

マソクナイト︵喪察総監︶︑C・

日していた三際原子力二合のA・

臼決定した方法で広報活動を行な

原肥東海発廟所の査察のため来
て玉蔵上での照合が行なおれ︑午

ビュフェラi︵査察員︶の簡氏

うことになった︒

︵約五節七藩︒︶等の記録につい

研へ分析のために引渡したもの

後は乗海発蹴所内の核燃桝濡鼠や

は︑置賜任務を終えて六月一日午

この移管協定に碁づ碁同機関のA

・ビュフ瓢ラ〜査禦員が茨城県東

・マソクナイト査緊総監およびC

中央制御室︑核燃料取扱い機撮樹

後︑羽㎜⁝発離日した︒

を設けるたびに轡附行

海村にある同歯灘所で実施したも

下︑使用済み燃料冷属望などの視

岡aは午睡中に︑原注がこれま 察が行なわれた︒

の︒

を幾時間に、同時計数擬失な

曲遍嚇璽置劇

く、且つ請霊に分析てきるよ

〃

800

半域期の短い放射牲飼位元繁
、
のエネルギ・スペクトル分所

難

へ

潮回

、

．《

200チャネル形

検出器からの速いパルス儒号の波商分布の分折、特に

嘉遍嚇毒i翻凱灘畦

波高分折器《AN・400》

マルチチャネル形
パルス波高分析器

歩騒騒400チャンネル

メ

氏

糖
永

0

60

工業用の需要も︑例えば醐糖研の

燃糾貯蔵魔を査察申の両理訴最

あらゆる分野で活躍できる

灘熱灘灘麹膨灘蕪

本装躍は原子該物理の実験や畿垂放艦鰭欄において

寧

㌍軍㌻

日

一

意匠棄京5895番

鷺署舌（591）6121（｛七）

発行所

鰹8。

T。

隔 鱒羅
棄京都港区新橋1丁目1翻3暑（幽幽ヨ館内）

議
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原

五十万誘以上の大容懸船に限られてくる
運航され︑実用娚に入ることが期讐され
原子力船の実無謬をめざす研究糠発に

ともあれ︑原子力船開発の第二段階を

合の﹁指針﹂であり︑この通りで

一︑各条項は︑発蹴所ごとにそ

内容を一転明確にするためのみで

統合され﹁核分析化学研究窒﹂と

このほか特別研究も紙統して璽

あるとAECはいっているが︑出して新発足する︒
力密度の上襲︑単位容鰍の壇大︑

燃焼度の上昇などに伴う設計上の

余裕について︑より群細な検討を

行なう必要がでてきたため︑一部

需

ρ3一

されたのが森慶夫氏︒

日︑カナダのデニソン・マインズ

業の二懇談会が︑それぞれ六月五︑

昨熟度は化学︒繊維工粟の懇談

六の両日新発足した︒

ン共岡探鉱開罷について︑購力業

社との米圃コロラドにおけるウラ

線利用に関する現状や闘題点の摘

会を設交し︑同番種のRI・放射
地ヘウラン探鉱調査麟︵醐長︒松

出などを行なったが︑今無度は脚

界としての態度を決めるため︑現

永長男東蹴原子力部長代理︶を舐

海外生活の経験も多いせい

﹁MHD発醒のプラントも出
かし今は機械屋もがんはらなけ

には何となく対抗心を

れは﹂と強調する︒やっぱり
〃兄貴

両懇談会婁員の委員は次のとお

業の懇談会も近く設澱される︒

り︵敬称路︶︒

山蘭文男︵放岡協︶

R一・放射線機器工藁懇談会

委艮加藤敏夫︵神戸工業︶︑

委凪畏

上捌英郎︵鋤津製作所︶︑島山英

明︵同︶︑橋本健二郎︵東芝︶︑

羅気︶︑翼樋鉱柱︵日本無線医理

桝田精造︵同︶︑大谷四郎︵日本

学研究所︶︑鷲見誓錐︵日立︶︑

︵堀場製作所︶︑銑川和男︵松下稚

石松健二︵田立中研︶︑大浦政弘

羅︶︑今村元︵箆菱羅機︶︑冨下

R1・放射線利用に関する土木

雅雄︵理研︶︑坂本勇︵日新蹴機︶

藤井正一︵慰築研︶

で︑分担して十分な調査をする﹂

趣味は膏楽観鐵︑ゴルフはそ

︵都立RI研︶︒

井上元哉︵道路公団︶︑堀口泰祐

東京支

多／z〃／多／影

住友原子力六盗︵株︶

祉長変吏︑新支社畏永謁菊三郎氏

︵兼技術部畏︶

︸鳶

設 制離

組

林・

の大

闘積日央︵大成建設︶︑

婁畏畏

・建設業懇談会

委鼠

箱鼻汁︵鹿謁建設︶木村薫︵大林

組︶︑函芹︑功︵ブルドーザー工

箏︶︑大野博教︵鷺中研︶︑中井

氏は昭細二十隼東大工学部を

持つものらしい︒

卿

一二︵地質調査所︶︑佐藤昭二

と︑その作戦計醐もち．仙っびり︒

︵﹁P・A︶

︵溢湾技研︶︑落合敏郎︵農鉢

︵土木研︶︑榎本茂正︵原研︶︑

省︶︑関恨孝︵建築研︶︑近藤紀

と巽用の微妙な段階︒今度は各

大気中に出すかどうかなどで型

﹁MHD発羅は︑まだ研究雪曇助教授︑三十一奪工学搏士︑三
簡

式も変ってくるが︑開放サイク

と語る︒密聞サイクル︑溶融金

十五歳︒

ろそろハンディi一ケタの腕Q
荊鳳の調査団長森英央氏︵鍛
試研究企画富︶は実兄︑父君は 家庭は玲子炎人と二人きりQ四

︒うちにある程変の結論が出そう

二品利用の方武は︑原予力との関

ゅ衰ｦ固めてい・必票旧濤省の蹴力技監︒摯二代

繭連も深い︒﹁だから︑われわれ

教授となる︒

ルのMHD発電は︑ここ数薙の方面の専門家がそろっているの 子︑今年四月に機械工学科憲圧

十六年には教授とトントン拍

卒業︑照和製作所に入社︒のち理
鴨体を流して蒸気を褐ようという
幽もので︑プラズマを使うか︑溶 は︑著さの 商学吝らしい璽彫 研に移る︒昭和二十八年に東工
大助手となり︑その年のうちに
融金属を便うか︑また翻ガスを さも慾じさせる頼もしい邸長︒

MHD発聡は︑磁極の間に流

機︶︑種村孝︵理学蹴機︶︑河原

﹁MHD雪目﹂に取り組んでい 翼︸︵同︶︑大幡秀一︵横河重

て通宝雀の大型プロジェクト

は機械麗︒い豪お互いに協力し

英夫氏は鱈気屋だが︑康夫氏

献している︒

にわたり︑口気技術の発展に貢

半痒の審議娚間を予志して前記二

第二回MHD発画幅

やす

盃団の団畏になった
もり

ある︒研究者の努力の積み霊ね

康 夫

お

薄した︒

︻第一回調査照を欧州に派逓した

ｻこで除産では一九六六年にか︑身だしなみのよい森さん 来てしまえば鷹気屋の仕嘆︑し

⁝が︑簾HD発羅もその一つ︒

⁝え︑効率の高い心門をしょうと で︑日本でもかなりの希望が持 る︒たが兄弗の対面は︑だいた
⁝いう研究開発が注議されている てる﹂そうた︒
い会講など公的な漏たそうた︒

Mエネルギーを慮接羅気に変

験
条項の内容が一厨細かくなり︑か

つ︑厳密さを増した感を与える内
容となったことは無視できない︒

主力がおかれている︒

設に漕手するほか︑放射線研究蜜
の改造と充実が行なわれ︑さらに
核化学研究窯と分析化学研究室が

⁝評藪舗純麗窮

一︑このNPPDCは︑ここ㎝
年ほどの簡に一〇CFR葺○の付
録として正式なものになる予定で
ある︒しかしその性格はどこまで

も指針であり︑現在とその効力は

放射線研究室の
改造と充実など

変ることはない︒

り︑広く解釈してよいと楽AEC

の適否が判断されるべきものであ

ろは大きい︒

迎え︑その促進策の検附に期偽するとこ

″u

建造および運航などのきわめて技術的な

は︑舶爾炉の隣合のほか︑船体の碕究︑

丁

指針

＝鼎

原子力第二船もこの購期に経済性の無い

るとの考え方に暴つくもので︑わが国の

▲

が︑現在の海運構造からはその罵要に乏
しい︒

電気

協会

基準の本旨は
一年以内に正式決定へ
般設割塁準﹂︵N

日本心気協会はさきに︑米国AECが昨年七月に七十項昌から よぴ識力会社が甜画を立薬する揚
なる薪しい﹁原子力発醒所建設認可のための

することが主眼であり︑わが圃の

ものではない︒

PPDC︶の内容の明確化をはかるため調査団︵団長・内田秀なければならぬというほど厳密な
雄爽大教授︶を派趨したが︑同調査団はこのほど帰国し︑五月二

醗気協会は昨隼八月から同協会

立場からみた解釈や冤解をもつこ

十八日午後各界関係麿に調査結果の概要を説明した︒

の羅気技術墓準翻査区員会・原子

は説明している︒璽力会社やメー

理化学研究所
理化学研究所︵所長赤堀四郎

とではなかった︒このため調査の

カそ
ーは一般に蟹懲を表している
︵主査内田秀難氏︶を設け て N P P
内容は︑①NPPDCの性格と

残︶の昭和四十三郊度事業計画が

力尊門二一会のなかに第一分科会

が︑各条項の解釈と適用には新し

DCの検討を穏ねてきたが︑七や の取扱い︑②各条項のもつ恵陳と

に伴う各種実験濾設等の建設推

穴和町への移転購業の耀続とこれ

これによれば︑今彩度は埼玉県

このほどまとめられたQ

必要性およびその適胴の実態︑③

挙に

島鉢

雄嗣町腱灘琴一

郎

林

長長東名幅

清ム︑社錐

弓＾

漏話東京（292）1111番（大代表）
杭幌・仙台・横浜・名吉歴・神戸
岡IIい広島・福賜・高松

膚

い考え方や新しい設計への門戸を

項目のうち約五十項闘について米

いる︒

一︑原子炉施設の詳細設謝は︑

AEC原子炉規制部の毘解を報告約や規格によるが︑それらで不十

︑および研究体湖の整備充実に
NPPDCの精神に従っている進規
PPDCの疑問条項に対する米

同田の説明会で内田団長は︑N

握案︑の三つに璽点がおかれた︒

AECの葱図するところがはっきNPPDCに対する各界の恵兄開
く余裕を残すべきだと強調して
と

りせず︑疑問点が生じたため︑今

調査したもの︒

圓︑調査団を派趨してこの騨細を

調査団は四月二十五日から約一

する
こ原
とができる︒
一︑NPPDCは︑AEC
が

一︑条項が旧二十七から

支

国

の記画を辞価する蒔やメーカおi 七十へ追加変更されたのは︑その

東京都千代田区神田司町2の3

艦

分格
とAECが判断する場合は補完 とくに原子力関係では︑放射線
カ月閥にわたり︑米A泡Cをはじ す る と と も に ︑ N P P D C の 性
︵コバルト60︶照射笑験塘設の建
的な規約を作ってその趨用を要求
めGE︑WH︑B＆Wの各祁等
に約
ついて要睡次のように述へた︒
十の関係機関を獲訪して調査を進

Cに対する米国各界の晃解を調査

株式會耐

ハ一

子炉安全の立揚から原芋力発電所
めたが︑今回の調憲はNPPD

東京支店

森

謹三

吹

大阪市東鼠京橋3の75
羅謡大阪（941）861番（大代表）

店

本

大

取締役社長
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豊

業
産

力

ゲティ・ス
ケリィ両社

将来は両社で半数を

甲

この可能性について剴論したにす

ゲティおよびスヶリで両社の鍬

ぎないと述べている︒

関係は︑シャーリー・ベイスンに

燃料サイクルにおける現在の利轡

あるペトロトミノクスウラン鉱業

ンー黒塗化ウラン癒換工場の建設

製造からプルト轟ウム・リサイク
て交渉を紐けている︒

亀．−雪．

㌔．・亀⁝ご塾ξ〜．ぐ〜．︽．・㌻で〜・．・応

日晒調子力薩業会議は﹁第九 今回の調査は照揃四十二年度を︵

轟を進めてい窪したが︑このほど 芸毎園圃の調益により・原子力

V圏原子力産業実態調査﹂の準備 対象とするものであり豪す︒過晒

〜

ψ〜〜︑．・亀．亀塾．tノ・tご〜〜亀・・＝⁝＝亀竃
iプはCNENと譲渡手続につい

コンバスチビリ・ニュークリア

ルまでを通して燃腿サイクルに必

社の計画の詳細については豪だ公

要なほとんどの業勝を提洪するこ

部の経学権を陶社にξえることに

とのできる企業体の完全ないし一

が︑同社は︑現在ではこの謝圃に
ついての繕論はすぐには出せそう

についても考耀していると述へた

もないと譜っている︒もしも賢答

〜鉱工業︑羅気購業︑商離部門の肇の動喫毒が掘響れ・岬
蓑されていない︒同aは︑ラチナ
の電気出力二十万KWのマグノソ V顧子力関係の研究開発︑生産︑ 国策に反映させるための砂蟹な︸
クス炉あるいはイタリアないし構

なる︒ウラン灘縮工程は甥として︑

虫要な工程のうちで岡社が扱わな

ヨーロノパで英国が設刮するどの

が﹂の計画どおりに進むことを決
面したと雨露すると︑六弗化ウラ
いのは燃料の製造たけとなろう︒

されぬであろうし︑またこれまで

はこれ以上マグノノクス炉は弓勢

とも了解されているが︑萸国外で

天然ウラン燃料の製造を行なうこ

ような改良型ガス冷却炉のための

ン工編と岡抵の麗FS社娠式は︑
鰹水炉によって饗壌される探鍵︑

なわち楽園原子力委瞬会のエルク

一TR匠C再処理プラント

施設一禾用計画が明確に
伊︑
漸イタリアに建設されるイタリ

〜利罵に関連のある三酋三十祉を

今年は各方面の要墾により︑

φ販亮およびアイソトープ放射線 資料となっております︒

N度の調査開始

原産実態調査票を配布
文もなかった︒同誌は発展するに

改良型ガス冷却炉︵AGR︶の注 V対象としてアンケート醐査票を 調査結果を年内に発喪するた︸

ア原子力婁貴会︵CN猛N︶所屈・リバー沸騰水型原子炉の第一炉

によれば︑このためのパイロノト

︑

躍

研究開発契約は次のような基鵡

O機聡戯躍技術一ILMF8

に撚ついて行なわれるQ

設謝︑所要性能を満足する製舗開

発契約で︑機器袋蹟製造業者から

の︑機器︑燃料︑装躍︑材料︑工

AECが競争摩込の要麟をしたも

O随慧申込一1特猟な研究闘鞘

程開嘉を救蒙とするQ

○プラント設謝研號一発ーー請

でA猫Cが必要と濾めるもの︒

負︑蟹矯償選方式による研寵開発

を望むもので左配麸確に禽致す福

︵イ︶AEGが必要と甘める闘

もの︒

で︑AEC研究所およびLMF

発の狡術的能力と懲欲をもつもの

院謝愚説連施設と共同作叢をσな

︵口︶羅力会祉が発聡所供給業

っているもの︒

畜として受入れ能力を持つものい

者となる契約を綴んだもの︒

LMF猛R斜醐の遊行に当たっ︵二︶LM罫BR実証矩を屡指

きる︒

嶽金をAECから得ることがで ︵ハ︶躍力会拙と醐速炉供給業

竃︐葛︑9・亀竃fち8・客で︑零・監♪ゆ覧駆・亀亀噺・乳量8㌦．ζ︑層︒曹㍉で3・．笥f亀伽ご亀8・亀6乞3．㌔8．覧fミ8・ら．ご竃・．㌦・星馬・亀

ん

日本原子力麓錐会購⁝ツ

いたします︒

酒年度における爽績につき︑昭和 来閥様︑積極的な協力をお願い

十四年から毎年︑各企業の協

﹀カを得て実施しているもので︑

約基準を決定

TREC墨翻撚ガス冷却炉︵11T

GR︶用燃料の再処理に云うこと

レ

轟発送しました︒
め
・
調
査
の
閲
始
を
例
年
よ
り
約
二
︷
ぷ
この調査は民闘企業の原子力 カ月早め︑回答朋限を七月葺日
︵

蛸
料要累の製造を行なうことになっ

したがって筒温ガス冷却炉用のウ

の決定はここ数上月のうちに行な

たな鉱業会社を提資するかどうか

のITRECウランートリウム心
燃の再処理および菅干の実験用燃

が︑ゲティおよびスケリィ両祉が

ゾ関係支出・売上・膿用などの各 といたし談した︒関係企業の従蘭
ているが︑それ以降は何ら保隙さ

ァ・リザーベーション︵保留地︶

の主豊施設に約千三酉万がの資本

イタリアからの柵報によると︑

授資を行なっている︒

NENは︑比較的小さい修正でI
増殖炉の疫契

郊にあるCNENのラ・トリサイ
として設副が進められている︒C

噸⁝
ITRECは︑ロートンデラプ近
ラントは夏丁冠ECの付属施設

れていなかった︒

ることになるかもしれない︒憎報

ランートリウム燃料要素を製黙す

の台子力発声設備容量を︸億二千

ことも検肘されている︒この計繭

規膜な再処理および加工に用いる

17R鷺Cは︑英圃原子力公社

ている︒この中間鰹をとれば︑こ

によると︑同プラントはボロナ近
郊のブラシモンに建設が予窺され

圃遂行のため︑民簡との一般契約

たる草案を作成している◎これは

追って公叢されるが︑研究開発の

り︑また新たな開発搬も建期的に

範囲やいくつかの代案を添してお

灘速増殖騨︵LMFB汎︶開発謝

月十八日︑A劉Cの液体金属冷却

契約に猛つく研究開発には︑A

封C予騨の美田内で︑謹た各鉱の

ユソテ︵GH11︶︑スチルクラ．ド

上AECは贋金を提供する︒

技術鮨力︑遡正実用などを湧慰の

ゾり夕発電所が五

およびク〒クネルヴェルヶ祉が

︻パリ松本駐在凪発︼スペイン落札した︒GHH社は︑ヴェルが

鍛初の原子力発醒筋であるゾリタ ソセンにAEG社が建設している

発難所が︑五月二十五田臨弊・七プローセン躍気会祉の正瞳徽気出

型原子炉︶の圧力容器を難作し︑ク

月にはフル運転される予定となつ 鍵穴十四万KWのBWR︵沸騰水

ら約翼♂厨の距離にあり︑米WH ローク不ル社はスタノデルサンド

た︒ゾリタ発難所はマドリノドか

気出力六十三万KWのPWR︵

社製のPWR型で︑出力は十曝露のシーメンス社設刮による正味耀

なおスペインには︑ほかにタラ圧水型原子炉︶の圧力容羅を製作

五千KW︒

ゴー不近郊のGE璽炉とバンデロ することになった︒

は︑シーメンス社の系列会社であ

ロソテルダム．ドライド︐ク社

るル亥タル・アパラ・トバウ社

容麗洪給契約はグーテホフヌンシ

メンス祉が建饗する徽気出力三十

圧力容器を製作する予定であ都．

の大型軽水型原子炉のための圧力万KWの還水冷継嗣速型原子炉の

イーズ社によって注文された二墓

昨年ジャーマン・ユーティリテと協力して︑アルゼンチンにシー

圧力容器受注

西独総社が大型

畑響讐肇蕾影蓋開

安全性︑償頼性︑経済性確立のた

いる︒一方︑わが国ではR＆D た事情を十分に謙識してもらい

での翼に一廻な即題であるなら

︵鎌者は鹿晶建設副社艮︶

咜ﾒしてや蒙ない︒

力中のもの︒

がでまるとの晃解をもっている︒
ては︑AECのアルゴンヌ組立研す概愈設謝︑予蜘R＆灘協定を蹴
AECは昨年︑﹁九八○隼まで
米︑AEC
1τRECを孫逮炉用燃料の小
究所が規閥の協力を褐て十巻にわ 力会社と繕んだもの蛍たはその鍔
︵UKAEA︶とガス冷却炉削な
※原子力婁風会︵AEC︶は五

である︒

九六六葎一月一日以隣発注のもの

岡プラントは二銀半分の小照︑す

五泊二田に操叢開始して以来︑

明確になってきた︒

科再処理・加工プラントの将来計

して阿社は大饗模な八蕊酸化ウラ

昨秋ゲティ社は︑地力会祉に対

っている︒

完全な燃瞬サイクル事巣の中でい

ティ社は︑これまでのところグレ

かは明らかでない︒すなわち︑ゲ

かなる課画にどのように調和する

画の概要が︑ここ二〜三カ月捲に

探鉱を行なっているにすぎない︒

り引まをNFSのポテンシャルをの経嘗権の五〇％を所輸し︑共闘

AMF原社
子力から手をひく
アメリカのゲティ石油およびスケリィ石癒の玄徳はアメリカン︒

がこの株式をいくらで買い取るか

われる予定であるとゲティ祉は露

為めるものとみているが︑ゲティ
マシン・アンド・ファンドリイ︵AMF︶社が現在所筍するニューク
社は︑単に投蟹として考えている ワイオミングで新しい鉱床を闘発
リア︒フユエル・サ；ビシ イ ズ ︵ N F S ︶ 社 株 式 の 二 〇 ％ を 買 い 取
と述へている︒NFS社の将来難するために駐大な採掘場および鷲
り︑さらにこれに追加して N F S 社 株 式 の 二 九 ％ を 徐 々 に 取 得 す る

この取り引きの第一段階は︑来
は公蓑されていない︒グレース社

ことに同卜しκ︒

月に完了する予窺であるが︑その

婚には︑AMF祉所有の株式は持によれば︑ニューヨーク州ウェス

F祉による約二千四頁万がの共周

米国のウラン民間売買攣
AEC発表

成約五万入千六百トン

ち主が替り︑両石油会社は︑NF ト・バレーにあるNFSの核燃料ース祉とは単に予備的方法でのみ

とになる︒今後四年聞の閥に両社

消しにされた︒こ3←と同横にグレ

投資であるが︑今や︑部分的に帳

S祉の新株式の第一回分を貿うこ 再処理施設は本来グレースとAM

は︑地斑をあわゼた所有株が全株

ース社はテネシー州アーウィンに

式の四九％に達する窪で追加して

新劇を買い続ける予定である︒N

る︒その大半は一九七〇年以後に

いしその他の炉型の原子炉燃特を

簑によれは︑米鷹内ウラン業者と

引渡しの予定となっているQ

深原子力婁鍛会︵AEC︶の発契約済みのものがUO8三千颪ゾあ別ないし一億七千万KWと羅宇し

しているW・8・グレース社は全 転換工場︑プルトニウム燃料工鰯
雪目購入者の闘で締結された売買

FS社の株式の八0％を現在所為ある六弗化ウラン・二酸化ウラン

およびその他の施設に対し︑約︸

ろう︒

るに早ったことはまことに欝ば

は︑こうした颪への政府の配懲

れたり︑また研究開発の一部民

型プロジェクトの予算が削減さ

月二十五日臨界に

手続きを驚めたと発表した︒LM
ているCNENの嵩速手性子実験
検溺さむ⇔︒
F8R計画は簡藁用鵬遼増殖炉の
炉︵PEC︶にも役立つことにな

わしめるもので︑契約者は必要な

め麗業界に必要な技術開雛を行な

も窺えるが︑こうした体制の下

となるもようである︒ENーグル

資の大部分が軍剛胆的のもので

定されている燃料関係旛設の一部

ためにラ・トリサイアに建設を予

ンバスチビリ︒ニュークリア祉の

製造する匿的でイタリアのENI

株式の五︸％を禦持することにな

れら発日所には一九八○薙までに
国立麓業グループであるスナム・
二十五万ゾのUO8の供給が必要と
プロゲソチによって設立されたコ

一三までの原子力発鷺所発注容鰍 二万一千漉︑一九八○年で三皇八

なる︒醸間舗要鷺は⁝九七五年で

契約および引渡し契約は︑四月一

に達しているQこのウランは原子

AMF社にとってこの﹁売り﹂ 日現在で︑撫08で五万八千六哲ゾ 年急激に増大している︒今年五月

ウラン燃料の圏内鴬要はここ数

千万がの投資を行なうG

炉メーカー︑鋭気駆業春が原子力

この四九％の株式のうち︑ 三 分
は原子力発麗麗業との簸後の璽要

は合副蹴気出力約五千七召万KW 千ゾと想定されている︒

げえない薦もあると思われるの

畏は規し難いであろう︒

・海底開発さらには交逓・公爵

次に︑わが圏におけるこうし

昨年の彊本取

が︑それはそれとしておよそR

た政府投出資を伴うプロジェク

では下間企業の技術開発力の伽
へてみたい◎

＆Dが企業にとってペイする体

トには︑とかく各種の制約・規

あるという購梼の差はあろう
つ長娚にわたる研究や︑圃罠の

宮う豪でもなく︑今日最も技

制とそうでない体制とでは︑研

で︑この際二︑竃私見を申し述
き︑この山ハ門月か

経済・樫祉に広く開饗する技術

究開発慧欲にも影響し︑國の技

対策など臣額の資金を藝し︑か

ら金製灘入の自

であるが︑米国ではたんに政府

術開発力に秀でているのは米田

制が加えられることが多い︒も

については︑政府臨からこれを

術開発力全体に大きな唐笛をも

積極的に開発することが期待さ

投資が多いばかりでなく︑その

ちろん︑財政資金を投入するの

由化を迎えるに

繕急務となったわけである︒ れる︒その轡味では︑鍛近政府

たらすこととなろう︒蔚説のこ

英・蔭独の四〜五剛に比べて甚

に︑漸く緒についたばかりの大

たいと思う︒財政硬薩化を理由

れているのが実情であるとい

利益の三〜四馬がこれにあてら

展する国際経済化のすう勢の下

しく低いことが指摘されてお

流製造業平均では純
の政府の積極的姿勢・努ヵも従

なわれ︑
力の向上に大きく轡与すること

来からの行財政制度・機構や考

ところで︑こうしたせっかく

はほぼ疑いないところであろ

え方の下では︑十分に成果拳あ

う︒もとより米国の政府研究投 間企業への承事が強制される節

う︒したがって︑原子力や宰窟

り︑この比灘の改善が技術闘発

はほとんど企業の自己負担で行

わが国の二二技術閲発が︑進

こととなろう︒

げ︑財政の効率を低下せしめる

は︑却って所期の闘的達成を妨

率性を阻面することになって

する民間企業の創造的慧欲や効

はあろうが︑これに単層し協力

であるから国の立覇からの要職

大部分が民間受託研究となり︑

講

無繍

せしめる体制・仕組みになって

民閥企業のR＆Dを十分にペイ とき大型研究プロジェクト推進

六 難
粟り出し︑積極的な施籔を講ず

わゆる大型研究プロジェクトに

石 川

国際経済化の中の技術開発

ペイするR＆D

が動力炉や耀子二四機などのい

当った︒わが覇一睡技術開発は

引自証化に続

に逮しており︑その約八五％は一
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圏回縞

ろう︒
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鐡蕪蒸影動巻灘籔
国内の特許を集 中 管 理
原子力開発と海外進出に寄与

原子炉建設
参加要領は次のとおり︒
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簸後に︑ブレバトムの国際酒亜
について触れたい︒差益が海外の

ニノづノ

ることを灰聞していたので︑この

原子力施設の受注や入札に介賦す

うつノゴヨ

一︑﹁羅内の原子力特酪リスト﹂を隼数回発行します︒

い

山

め薄闇のウラ︑︑ノ鉱業会社管甲訪問

酬礁難聴蔀鰹黙耽 一

カにおけるウラン資源調査の報儒
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︵CEAEDFの所衛︶③産索業
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しているわけた︒ブレバトムの社
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⑦封蝋日の勲に配録され︑そのあ

現在︑原子力技術全般に十分な知
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暫八名を縦してサービスを行なっ

えられるかどうかなどの技術的な

三者に供与してロイヤルティ収入

Aに帰属するが︑その実施権を第

があった場合︑プレバトムは収入
の一〇％を徴収し︑残頷の三分の

明巻がもらう仕禮みである︒こう

がフランスのほとんど全那の原子

の交換︑外国特許の明細轡収集な

回発行するラ・プロプリエテ︒ア

一をCEAが受けとり︑残りを発

めにその所勅に係るフランスおよ

すれば発明や特許の所有権をめぐ

者からの婁託により︑鐵懲懲のた
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ブレバトムは一九五八年七月に

び外国特許を管理することであ

る粉糠の起る余地はなく︑民間側

設立された国津会社で︑本年五月
現在の資本金は九十八万五千四酉

にもロイヤルテで収入の稲当額が

力特許を慰託されているので︑そ

どを主要な業務としている︒放射

ンパニー・ジ凱ネラル・デレク

立され︑EDFシリ⁝ズでは一RCA祉を設立した︒圃祉の社

氏︒わが園の代理店はSC鶏T
抗力器機の製作︑EL4の設計
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と運転制翻袋置︑熱交換器の建 I︵ソシエテ︒サントラル︶

イクロトロンなどがある︒

グネソト︑およびサクレーにサ

設︒原子物理学研究罵の大型マ
2︑G−3の運紙制櫛釜および

後一九五八無に漂子力部門が設

発服機やモーターを建設︒その

会員によって苦干の内容変更や字

力言置会へ答申アる︒

句修正等を行なった上︑近く原子

海上輸送の保険な
どでシンポジウム

ENεA
ENEAはIAEAと共同で︑

際的な縫案であり︑書淫︑原子

間題︑法体鋼の改魯のための実

第三者毒言の闘顧︑蝶険に関する

て開催する︒検討堺項の概要は︑

七田から十一日豪でモナコにおい

関するシンポジウムを︑本年十月

核物質および関係資秘の晦日輸送

長ジコルジュ・ベス氏はGAA

とくに火力発羅所建設では全

瞥機からずっと参加している︒
フランスの三分の一を担当︑数

Aとは一そう緊密になろう︒一

Aの理購を兼ねており︑GAA における鎗三者鶯任および傑険に

㎜サヴ†アジェン︑ウネレノク︑

シノンに三機のタービン発電機

囲トリシテ祉と芝アルストム・

と二機のタービン︑サン．ロー

擬し︑その他多くの系列会社を

設している︒こうした畏無の実

る︒つまり︑個々の特許の持つ価

田デル・アルス・ムの雲慧設 多くの発電所をターンキイで建
僚を増長して運汗することができ

九六六年度の総売り上げ蕩は旧

究から得られた成果の使用︑鯉造

ランに二機のタービン発羅機を

婚億フラン︵約五衡二億円︶︒

と販売権の供与などの業務を行な

が原子力発鍛所建設にも生か
一かか︑毛ALS畳・Mグ績牛

建設した︒その他主なものはピ

罫︵フランス鑓力庁︶および主要

され︑タービン︑各誌羅機装羅

な民聞除子力メーカー七十五社

㎜プを形成している︒

五％をCEAが︑五％をEDF
EA
がの特鉾は原子力利用以外のも

る︒これはフランスの張子力薩業

一同社は三部門雰かれ︑ター はもとより︑発源所の設計︑建

うことが認められている︒窪たC

の国際語揚進出を援助することに

冊ビンや発躍機を製作する部門︑

で︑規約によると登録資本金の二

けるねらいも含まれている︒

もなり︑産業の対外的発展をたす

社長はジョルジュ・グラノセ
の談でふくまれるが︑メーカー所

ェールラノト工場全体の設計と

それぞれ負黙する︒これは現在底

有の特撮については原則として原

モーターや工業用鷺機装徹を製
も

㎜作する部門︑機関車やシグナル
なっている︒

囲蓑など藁穿る誇とから

滲加希望者は原魔企画室謹で︒

際機関の間で実見が交換される︒

力関係者︑船主︑保険業者︑関係關

凶…困

設に精通している︒

数蓄件と圧倒的に多いフランス特

子力利用に限られている︒

資料整備も完全
特許響理を有効に実施するため

このようなユユークな特許管理

には︑讐理機関が特許に関する完

託しているC皿Aと︑特酪権の 韮

か︒ブレバトムに寄話される特許

トムの財政絹絵盤をも両開で確保

な便用蕗であるEDFが︑ブレバ の構想が生豪れた背禦は何だろう

囲

力

原
る︒つ懲り︑特許のプール讐理会

支払われて異質的に利鑓が補償さ

祉であり代行機関である︒すなわ
ち︑原子力特許の内外に対する田

れるわけである︒

円︶であるが︑とくに原子力特許

願事擶︑出資者から寄託された特

九十フラン︵邦貨換鐸七千二衙万

の発展拡充にそなえて︑いわゆる

撰のライセンス供与︑場合によっ
ては特杵権菌体の包括的豪たは部

もう一つの利点は︑ブレバトム

いる︒この種の会技はフランス醐

可変資本株式会挫の形態をとって

バトムの場合には規約で毘閥産業 分的譲渡などのほかに︑技術傭報

法に資本参加︑脱退が自由でブレ

許の資料によると株主数︑貰本金

にのみこの制度を認めている︒孚

線化学の共同研究についてのCE ンス供与の商談に応ずる方が︑特
許権者が荒々にその特詐を売り込

て︑ブレバトムが総評してライセ

が金部違っており︑必ず現在資ホ

Aと原研のとり決めでも︑ブレバ

の内容に通暁している︒したがっ

金と断っている︒そのメンバーは

凶…凶…圃…凶㎜凶聯凶…剛

欝と︑外国特許をブレバトムに委

ムがCEA山42代表して︑共岡む
研揚含に比へてはるかに篇利にな
CEA︵フランス原子力庁︶EトD

◎

じd
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受注 増 大 で 好 転 の 兆
新型炉の研究開発にも参加
日本原子力那築︑住友原子力工業︑三饗原子力工業の原子力専業三祉はム月末にかけ︑それぞれ難
聴株主総会を開き︑昨琿四月一環から今年三月三十一日濠で︵昭和四十二年度︶の懸業報β口を承認
した︒各社とも創奪にくらへかなり誌上満が伸びてきているが︑過去の研究開発投資が膨大なために
また試験研究費の償却が多く︑業績の方は依然赤字がでている︒三社のうち︑とくに蕊饗原子力工業
は期末手持受注残商が約哲二十億円と衝億円の水心を架破し︑かなり先行き明るい児通しとなってい
る︒豪た日本原子力鄭業は象芝と緊密な協力体制を紺み受注活動に入っている︒一方︑住友原子力工

こと︑過去の研究開発投資なとの

ク︑中性子回折装鷹︑ヘリウム液

化装贋︑τH祉齪三極管などがあ

監査役任期満了に俸う選任および

会を開き︑昭和四十二葎度会務︑
収支決算︑閥十三年度事業題画︑

雄氏︶は︑このほど昭和四十三年

鞍取扱主強者部会︵部会長一富虎

度常任婁舞の改選を行ない︑東京

名︑隔西常任婁員︵同藁俊雄

常器星羅︵婁畏憂一翼虎雄氏︶二
十

は相互の研究連絡︑放射線箏故対

氏︶十一名をきめた︒この区員会

策の険詞︑関連法規の検割などを

行なって来たが︑今年度からはR

うこととしているQ

I利用などのPRも積極的に行な

した︒三井物庵や東洋高圧工業な

欠損金処理および役貫遭侵箸につ

原子力部長代理腱榎

農琶

酷凹戸冠サ

◎

酬

騨

舞．

曾

．鰍

纒

捲

間題も短時間で解き、醤i櫛結果の利用も容易です。

冨疲千春︵電事連専務理事︶︑齎
気三太郎︵古河電工奪務取締役︶

どを行なった︒

予算案および理事︑監堺の選出な

また内古閑翼太郎取締役の原船

の両氏を選出した︒

とくに役鍛の異動では︑内古閑
理琳の辞任に伴い新理事には堀井

団瑠務理髪就任に伴い︑後任取締
役に堀井溺王氏︵田本賑子力無業

漕題氏を選庸︑心裏に寒波千春︑

日本放射性同位元素協会の放射

放同協の主任者
部会で委員改選

氏を再選綴した︒

瀬川正男︵動燃聖業酬理事︶の両

常務取締役︶を選乱し︑第八期総
会を終えた︒

東海原子力懇談
会も役員会開催
同日東海原子力擬勢会︵会長︑
安川第五郎氏︶も役員会および総

ど木材関係会社と木材の放射線処

東京罐力

本穣︵火力部長代理︶

中部灘力▽取縞役u柴田二三

男︵原子力と火力の藻任廻当から
原子力握嶺になる︶▽原子力撤進
部長u鈴木茂磨︵津支店長︶︑な
お片岡前部長は定年退職▽原子力
撹進部次長翻飯沼芳郎︵原子力土

木建譲長兼火力部舗査役︶

中国電力 ▽取締役原子力推進
部長導火力郡罠11阿部弥之助︵火

▽取締役原子力買越

役企画塾長となる︒

力部艮︶︑なお山本艘部長は取締

四国磁力

一︿ーー

11阿都要︵原子力室調費役︶︒

馳隔麗畷膨

A既GROは、5βOOもの条件式を含むような大規模な

取締役の異
東海原子力倶楽部

動など承認
東灘原子力倶楽部︵会長安川箪
五郎氏︶は︑五月二十九日正午か
ら原塵で役貫会および株主総会を
開き︑昭和四十二零度営業報告︑

内古閑毒舌役辞任による後伍取締

新野壷没には醐期にひき続き︑

役の選燃などを行なった︑

朋中に特許柴たは実用新案として

とくに難役畏および膿事の任朋

いて付議︑いずれも承認した︒

員全員が亟任することになった︒

満了に伴う遭缶については︑現役

製造︑建設等全般にわたって岡社

事H

棄芝との協力体制については︑

と一体となって活勒したQ

H人

東芝原子力本部に技術麿を出向さ
せ︑業務援助によって︑グループ

として緊密な協力体制を愁え︑原

の研究萎託のほか放射線二尉︑放

なお︑日本際子力事業の資本金
は一ニヤニ億五千万円であるQ

住友新資本金は約十二億円

体制整備をおえる

酉四十九件︵二期二七％増︶に達

製造と開発などで研飛受託件数が

射化分折︑放射性同位鷺素製品の

NA工G総合研蹴所では︑東芝 子力発醗プラントの受注︑設計︑

ている︒

理の關発研究を進めている︒

五十一二件臓溶し︑うち特酔十件︑
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種マニプレータ︑東工大のビーム

エ不ルギi分析藏縢︑東大核研の

八億六千五欝万円となった︒これ

プロトンライナソク削段幽閑黙胴
住友除子力工業︵課長平塚正俊

を当期宋処理損失と檀投した結

主総会牟隔き︑四十二年度嘗業報

終段鍛力干鰯架および鶴周波簑胴

氏︶は五月二十四臼第十一期定時

れられ︑当期末の資本率備金は約

筏を承悪した︒月頭中の成約高胸

株主総会を開き四十二年便の営業

酉万円となっている︒

果︑次期繰越損失は約七億六千八

同社は︑前薙に引続き長期の視

の公募にもとずくもので︑各事

社内ムi13の蘭揚からと︑職貴

TRおよびFBRを組入れた核祉
燃鷲をきめたVこの社章︑謙ず

点に立ち︑軽水炉中心の二型にA

のバノクに金というスマートな

欝欝

加速袋躍︑東芝に宿する設計鋳負

報告を承合した︒当朋中の営業

七遺草︑売上高十九億円余を談上

研究開発としては︑ウラン泌縮

および研究の受託などである︒

について動燃二業圃の研究副画に

収益は約一億九千六買万円を計上

したが︑当期損失は約一慰八千照
置万円となり前期綬罎しの損羨を

し︑このうち製造売上蘭は約一徳
五千万酉万円で︑内訳けは撚料関

参画するとともに棄工区へ研究資

十四億七千六薇万円になったO霊

を派濾︑同社納入の遠心分躍機に

加えると︑当期未処理損失は約二

要受注口㎜はゼネラル・エレクトリ

料サイクル確立の闘題について︑

多N

略

W

呼

繍

ど

蝉

室劉社
機藻質
纂︑裁

蟹纏

︑髄

蔦蕪．一

ぜ騨驚秘

GPSS

シミュレーションS幡CRIPT，

る︒主要納入機器には戴北大向け

処理三三改造などのほか︑輸田と

菖MeVライナソク︑原研向け再

してテヘラン大学向けエア・タイ

中性子回折装置があり︑注圏すべ

ト︒ドア︑ミズリi大学向け複式

き成果を納めた︒

ため︑来期半は窪でには工場建設

▽原子燃科部門H嶺期は研究炉 いが︑今後の碧羅増大に対処する
および試験炉用燃科について︑か

聞電〜号機用取螢燃料の売込みに

である︒

なお︑同仕の資本金は閣十億円

受注窩は蘭期にくらへ減少した︒

実用新案二件が登録された︒原研
工欝に薦手の必要が坐じている︒
なり萩と豪つた数瓢の注文を隙研
へ技術者を派遡してナトリウムお
▽羅子計算部門一1昨妬七罵︑
から受けたので︑受注商は初めて
よびプルトニウムに関する研究に
一億円を磁えた︒動力炉用燃料は IB簾七〇九〇からS／ゴ忠ハOI
参加し︑技術開発の誓稜につとめ
七五1に機毬変更を行なったが︑
努力したが︑まだ受注に至ってい

田本線子力璽業︵社長・小愈義

NA−売
G上は約十九億円

東芝と一体の活動

ついては家だ正式決定されていな

ない︒核燃料翻工事業許可串請に

機については主契約嵩として受注

めている︒船舶旧原子炉設備で

船コンテナ原子炉室モノク

彦氏︶は五月二十日第や期定瞳株

産PWR型プラントの売込みに努

機を中心に︑各鍛力会社に対し困

摺機︑中躍第一号機︑九電第一号

することが内定した︒このほか蕊

業は放射線研究部門と核燃料開発部門を分離させて灘業を融少させたことが演目される︒

受注 残 百 億 を こ す

償却等︑経常損失を浅引くと︑当

E菱経常費損失は増大
三曲原子力工業︵社長妹尾三郎

年十一月配船事業団向け原子力第

は︑四隼余の営業努力が実り︑昨

氏︶は五月ニや八田︑第十期定期

のぼり︑当期未処輝損失は約三十

期末損炎は約五億三千六酉万円に

力第

ある︒また本設備に関連して原子

シコンを憂けることも了解ずみで

設詔に対しWH社のコンサルテー

のプラントで︑要求された原子炉

約として独自で設計鰻慰する最初

炉設傭は︑同社が名実ともに主契

一船の設備を過慮した⑪この原子

業報告を承認した︒当期の業績
三業活動の概要は次のとおり︒

轍円に唯している︒

株主総会を闘き︑四ヤニ年度の営

は︑売上筒が十六微八千三齎万円

▽原子カプラント蔀門罰原子力

と前期に比へ四億九千二百万円の

発躍プラントについては︑朝期受
注の関電美瀕一据機の建設進行に

増︑受注醐が五十四偲五千八百万

二十億二千七闇万円と闇億円の水
伴って︑この主要電気設備︑復水

円となり︑期末手持受濫残島は百

準を突破した︒しかし︑まだ本期
設︑備ホールドアノブ・タンク︑追

加工灘などを受注した︒また二野
アソプを受注した︒動燃事業団の
仕事についても積極胸に受注努力

係約一億二千四薔万凹弱︑機器関

よる濃縮技術の開発︑護置の改造

係約二千万滞︑材料関係二八葛万

っちはある会社のものに似てい

Cで謹とまりかけた︒たが︑こ

がすなわ

るとサタ丘み▽こうして絃局は

・．脚齢塾窪

制御樺、燃焼などの計算コード。メソシュは25×25×12

ンク・テクニカルサービス社から

および新規装置の開発磁土計認に

核燃料サイクルに関する研究﹂と

作品から醒ばれた六点を︑さら

に専門豪がりアレンシしたもの

業所を含めて箇二十余煎の応募

部体制の整備について︑放射線研

の文字

Vはじめは原研や原産と同じよ

−﹂の反

亜流ては

旧組織の

業団が﹁

ークな饗

動撚

究部門と核燃料開発部門の分離

という案が支持されたが︑ユニ

うなデザインに

︑

中心にグループ各社の原子力分野

ならびに関尿二戸の収集︑グルー

麿︑関係鰻関︑関連業界との連絡

の研究開発卒一積極的に支援し︑政

後︑同祉は動燃事業団への協力を

して委託研究を笑施した︒また内

円弱︑A㌍R概念設貸料他杓三薦 ﹁原子力発躍計画における藁蕎と
刀円となっているQこのほか営業

として約一千万円が副上された︒

収益に宝塚放射線研究所関係収入

しかし経籍損失︑特別損益を滝引

万円弱となり︑当期未処理損央は

くと当期末損失は約一億六千五蒼国

胸十∴ハ懸一一イ工二月目刀田口余︒

とくに同社は今年二月の臨時株
竃総会で宝塚放射線研究所を住友

プ内各社への傭報の提供および連

原 躍
田本原子力建治会社は五用蕊十

であるというところ

画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。
脳このような計算や解析は、CDC 3600センタで委託計

3次元燃焼計算F臨
沸騰水型炉用の3次元1組モデルで出力密度、ボイド、

を行なった︒

の原聡敦賀発羅所用機難︑原研の

滲加した︒研究活動としては︑葺

▽関連機器部門明津朋の受注筒

⁝は四億円前後にとど図り︑主要受 材料試験炉用大洗試作ループ︵O

萎ーウン⁝

見の交換も行なった︒

放三二の一一方法などについて慧

果の報告を二けた後︑四十三年度

グ・グループの活臨経過や検討結

また第一および︑第一ワ！キン

別講瓶を行なった︒

﹁放射綜健三管騨について﹂の特

十九毬の研究調査亭行なった︒当
注機毒しては万MeYフイナノWL10︶の改造細蟹と岡臨写寄

究会はじまる

放射線化学研

門写翼は展示会の会場︼

た︒

製品か展示され︑注囲を集めてい

一︑キュリメーターなと八点の新

ンーつング髪ン4⁝7

医用電子装置

などを展示
医理研
瀾本無線砥理学研究所は五月三

を開いた︒

医朋玉子妓

十 田︑六月一日の二日間︑束熟・

鐙︑放射隷測定機器展

三楽陶の交趨会館で

化学工業に︑骸燃油関係設備など

した︒これに件って︑住友原子力
工業は今薙三月宋買入消却による

動燃

原子力のシンボル

などに鍛露な一般性のある汎罵シ壽ユレータです。一，

、コスト計算やP熊S丁Oなどの入力作成も可能です。

鱒：をうけたまわっております。

まで拡張され、オフセンタ計算も可能ですσ

政治、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。GPSSは輸送問題

燃

液体幽遠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、圧力管型炉で5群を用い・さらに

の売上高にプラント関係大物受注
工寧分を罰上するに藍っていない

羅

この結果ワーキング・グループ

トピソクス︑基礎的問題について

は足例会会を月一回秤度開き︑

調糞研究を行なうが︑そのテーマ

臼本原子力薩業会議は五月二十
︵轟轟学︑放射線測定機器と鷹用 八田午後⁝画調から︑巣京︒虎ノ

選定なとの綱郡にわたっては︑六

B午前十一時から︑菓承・大手町

におちついたというわけ︒

ち

同社の売り上げは鉱間約十謄円

門の国立教費会館で︑昭和瑚十三

の阿祉で糖十一回定時株主総会を

対もあり︑電子軌池なしのPN
重度放射線化学研究会︵会長薄富

月二十四日に開かれる第二回会舎

減資をはかったので︑新贅本金は

開き︑昭和四十二卑度嘗業報密︑

絡調艶などの業務を日当する︒

この分野の客語メーカーとして活

電子雄鷹はほぼ同額︶といわれ︑

奪却氏︶の第一圓近隣を開いた︒

で決まる見込み◎家た今年度から

による蓋益は資軍雌馬金に繰り入

十二鯉︸万円となった︒この減餐

を住友毒気工業と住友金属鉱山の

躍している︒とくに今園の展ホ品

同日は︑早川原産事務局長︑雨

することになった︒

施設晃学会︑セミナーなど嬰実施

全役員が留任
のうち核怠学︑放射線測定機器関

て︑習沢康雄東穴鷹学那助教授が

宮融化研会長のあいさつに続い

二祉に譲渡することを決め︑実施

イリューシコン・コンピュータ

係では︑サルファーメーター︑ダ

サ
で
豊富な原子カコードの例をご紹介します。
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クトル計算まで、あらゆる体系をとり扱えます。
セノレ燃焼需十算
ム《E丁HUSεLAH−2

PER丁（TI納巨／COST），B〜IDなどがあり、計；算のこ爾

皆様の計算センタとしてご利用下さい

経僧計画など各種の鍛適計算に利用できますpとくに

薬期礎鴫蹴∵欝ジ囎
＿蓋誰

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

命をうけたまわっております。
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動燃瑠粟団
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理

圓はそのポイントについてのみ述
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研究血膿婁舞会報文集︵京
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れた瞥動温度調簾器の操作と
行うことを予定していくつかのシ

避れをで奉るだけ翠い蒔期に検出

つとも鳴効であるかという点であ 力炉胴発蜷務に関する雄才方針の

では次に︑PNCiPMSて
のい現
る︒当面の劉標であるPKR計画に必要なマンパーワi︑コス

るQこの闘題を解決するのに簸も 中でも﹁開発の実施においては科
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に類似している◎すなわち
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して必要な讐理上の措澱嶺とれば

いずれにしても第二閣で添され

でFA藁Eが整徽される豪でディてはまだまだ聞題点があるが︑今

賎奴劇醸難を変箆せずにプ羅ジェ
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の評M
注り
壱行ない︑プロ
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i間P
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ているようなシステムづくりのプ

テイタスについては次のフェーズ

ここではミノシコン・り〃ワイヤ

できる報瞥の流れをつくり︑プロ

ジェクトの進行状況が正しく八相

くわかるようにネソトワークで表

メントは希望する部渥の瀧慶であ
クトを人疲で潔るわけであるが︑
状と将来についてふれてみる︒為
の内容となったと惑の淡は第四図

わされた詳細な謝画をたて︑この

り︑ベースライン・リクワイヤメン

ここで撫嚢な閲題は︑一体どのよ
る憲月に原子力婁員会で決定され

のようなものであるQここではプ

ミュレーション醤贋を用いてプロ

トは民度調節器を希望する部麗の
うな糖理上の揚醒がプロジにクト
た動力炉・核燃料開発鐵業団の動

ジェクトのモデルの研究を行なっ

灘度が保てるようにセノトするこ
の進島上の湿れ帝とり旋すのにも

作動限界を設定することを愈味す

f連熱ノヌアム

動力炉開発で
の管理方式

とに租隣する︒これは論曖鑓機の

る︒冷暇罵のシステム卒撫作する

られるいろいろな讐理輔鰯を熱し

学附籔卿年法を採り入れて：・﹂

ち計爾︑実施および罫価の諸機能

るようにすることである︒すなわ

シ5ンを迅逮に行なうことがで潅
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ァンデング・ステイタス②スケジ

クト管理上の四つの盈要なステイ

翻をはっきりさせ︑これに対応
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テイタスを粘塒掘握できることに

タスのうちの三つ︑すなわち①フ

した澱伍と権限を明らかにした組

なる︒第四番圏のテクニカル・ス

を覇道にのせるため︑FBRお行なおうとしている仕麟の昌的と

一つのトータル・システムである︒ 確化や大型蟷子計騨機を便用し

織をつくることである︒次に︑こ

約e
する
と︑豪ずプロジ鑑クトで
晦点ではPERTlCOS要り
証

ものとなる︒第二関のように現

MSの聞達腰は第三図のような を中心に窃機的な関運をみせてい

豪たPNCの組織体としてのアドミニストレ：シコン⑧マネー が時開の流れの中で連続的なサイ
ジメント・リボーテングがWBSクルの形でつながるように考慰さ
各レベルと完戚したPNC−P

内響を先爽しょうとしている︒

シーの活動に掘当する︒現在の窪

の修正に鍛もきく

なプログラムでPNClPMシS
ョの
ン＆プライシング⑥リソース

ずれ

ターをいろいろ変化させることに

内の溢度がプログラム・ステイタ

パラメター必知ることができ︑し

よって

をとることがで愚るQ

たがって︑効果的な響理上の措躍

一つの塾iタ

ル・システム

て試験的なネノトワークについて

痩続ノノアム

O

）／1Hl）／｛EIDO

陛霜㌘罫レ｝勇『

ス・テーマに相嶺し︑嵐鋤汲度醐

繕置がとられる︒

節器によって検雌され必要な修正

温度調節器
とのちがい
しかし︑アポロ謂画のよう な 研
究開発プロジェクトには噺しいデ

クリテfカル・パスの讃箪を行な れらの仕羅の手順と相互関連がよ

第四に研究開発プロジェクトは

の一つの桃質としてサブ・システ

この認識が犬切である︒システム

︶

プロ拙クトの

＼、

1イー15

純良医藥

力

原
メンシコンとして曲調をつけ加え
なければならないのでプロジ凱ク
ト管理と慮動汲度調節羅とをこの

ル

トアスO
・ンリクM
ブメー喫A
望ノスこN

入

q卿｝嘩一σ Sつのスアイタス

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

5種ビタミンを加えた強力型

（下）

ト3グナY
マンイD
イタ︵

PP

、ノノ7ノ

一P・ノク
イノフォメーノ露ン・フ

職㎜

へ．

フム・

《言論70

疲れ・肩こり・筋肉痛・神経痛

ノμクノこノ♪

リクワイをノン葦

」／

／

ノ，ワ

甥

一

ムがいくつか撫まってトータル・

︒システムの叢遡化の積上けが必

システムがでまている溺含︑サブ

@I

爵

鯨目｝

呼、ットワ舗〃

澗睡壇評

＿日 勢

／＼

＼わ砂一クー一％

ように類似させることはで惑なく

ワイヤメンツを渦足させなくては

なる︒すなわち︑それぞれのりク

イトされた蓼え方に立ってのみは

体的な︑いいかえるとインチグレ

ジェクト管理はプロジェクトの全

トータル・システムとしてのプロ

ならないのは︑現在の時煎ではな
ずしもト⁝タル・システムの鰻適
くて 将来のある時点 において 化にならない楊禽があるQこれは
であることが必要とされているか

らである︒すなわち︑設計︑機器

の串備製造などにはかなりの時閣

がかかるので︑プロゲラム︒コン

じめて効率的に行なわれることを

現爵占︑

ブイー1バック

〆

l契豹管理

ノユレーノ日ノ

第五図

テケニカル・ノティクノ

プランニング

レ∫一1

COBOL

NNNNN、、＼NX、、、

N、、、xx、、x、N、、、、
NNNX、、
、、、、、、x、NNNN

コメし7一ケー
窯

｝ットワー㍗1鱒施

レ‡一ト

L3用
災更

ゆ
Nーノーも

L2用
EDP（データ処理）

㎜

L1用レ1一ト
郎〜業携管理

5ミリ錠●25ミリ錠・50ミリ錠

新型活性ビタミン剤

トロール・マネジメントによって

ジェクト管理の宥効な技法として

L＿＿一＿一

／

曇駐瓢を2烈努

慧味している︒したがって︑プロ

諦滋ラ下管理

脳
ro鷺TR
ノ

劇蹴

．各

得られる幣報は現在の状態だけで

ジメント・システムといわれるP

ネソトワーク・ベースド・マネー

第三図

ノ1就謬

再騨t
喜

歪

ループ

鍾欝ζi覗＝勢薯

ノ弊

ノフテム輪
茎本設【緬

総レ

なく︑将来予想される問題に影響

を与えることになる︒将来を見通

大やスケジュールの遅れ毒避ける

すことによって︑艶用の不測の増

わめて双鎖な方陶と思われる︒滋

垂 ；

一＿一き
し

霧

動機っ、ナ

詩悶・マノハーワ嚇

・アノハーワー＿＿＿」〉｛・姻『リアルーDYNAMO

協鑓ト

＼
アノハーワ駿入醐
専

@l

GPS「3
i

MICSが蹴揃して来たことはき

匙

＼⊃、・・MSI
・SIMSR王P「r
3ダィ」ζツクス

L

＼「贈川

ノトワーク
一タ1L

Rス鵬鞍

プロノェク1全体聖画
ノ、型電子言1算機

PERT−TIMr

竃
謬脚

靹

『
盲

bOSTH

子

、

雛
『一一騨，コ

1

ことがで謹ることになる︒

研究開発の轡理に適したシステム

蘭述したRBFでも︑R＆D事
プ繋団としてもFBRやATRの

イノフオメーノコン

玉
S工吋0−
kA「￡工ON

FAも田
垂獅qT−

ｿMB

糊

ロジェクトの不確災性のため最初

湖叶

（6）

第428号
第三稀郵便物翻司

新

垂．
PER環一COST

1

（進行）
1

第二図

一

PERT一

一

昭和43年6月10日

〆

毎週月曜日発行

り円円

政府

鶴岡国連 代 表 が 演 説

趣

および非核兵器剛の双方が出来る

次に主文第鷺項では﹁核兵器繍

して敢難されたものである︒

核兵器国の責務を強調
激ソ両国は五月巴十一日︑画連総会政治婁綴金へ︑NP①飯緑草爽を鰹正した共議隆正案を提出し

すへて受け入れられたわけではないが︑これに蟹成投禦する﹂罎を述へた︒このことはβ本か鍍終的

たが︑わが園の鶴岡四韻国連代喪は六月五日︑この驚正案の支持決跳案に課して﹁田本政府の悪霊か

と災施によって大きく左奮され
る︒本粂約の解釈と夷施に関して
は①面輔器を奮む武力による殿か

星および規定が誠実に実現される

の点に変雛が加えられている︒象

核脅威にたいする保隙
が発表された後︑七月初旬

今後嶽麗躍算機繁は︑源子力

日本原子力産集会議

CDC三六〇〇共同利用取
止めについて

原麗はこのほど︑大型翫鉾機

省となって導入し︑伊藤忠電

運甚して豪いり豪したQその

算︵株︶の技術協力を受けて

力コードの開発襲轍卒奮め︑

腰髄位の薗協力により︑原子

GDC三ハOQシステムの会員に関慨するコードの紹介︑開 〜応の戒果をおさめてき心し

愛恥いたんき齢した会嶽各位に

申上げ荻すとともに︑袋い閤御

になりましたので︑ここに乳管

聾す︒

しく灘支擾のほとお願いいたし

ないたいと存しますので︑よう

鼠同利用の画業を駁止めること発︑整備等の業務を璽点的に行

が︑従来の隠州と現在の大型

的改変の申人れがありました

たり︑伊藤忠側よりその根本

た︒このほど契約更改測にあ

た点をも考慮し︑原図が謂要

越した処理能力のものであっ

い毒すQ

のように決賦した次繕でござ

つ︑本型業を継続する柵禽の

慧義と解題点卒憤戯に検討致

戴算盤機の性能鰐を考慮︐しつ

虐蹴舞︵株︶より原子力コ⁝

なお難算機は一二年前︑伊藤

ド開発と会員姦飼利用に特別

の常任理趣会において︑子弟

し還した織果︑六月七日開催

あつく伽羅甲上げます︒な紡︑

した副算業搦簿につき豪して

六月六環獣でにお引受け致しま

り︑岡機が当時の水鵜では毒

の条仲での提供方申し出あ

処理させていたた意ますことを

ってそれぞれの業務の終了法で

は︑従前遍りの体制て震任をも

中添え隷す︒

長に就任︒以後︑庄スウェーデン

吊し︑二十六年外務省欧米縫帯謙

ーー三章ーーギー翫
所の設立から今日までの発展の原

公使館

オーストリア大使のインド大使へ
の転任を発令するとともに︑新し

のアフガニスタン大使就任を発令

国際連舞局滲肇窟・松井佐七郎氏

なお走筆穏は五月二十八臼付︑

ニスタン大使に

松井氏︑アフガ

した︒東東都餓身︒鉛白議︒

員随員として多食圃復品題に参熟

開昭繍三十鋸には日ソ交渉全権隊

報文化届長に就任していた︒この

領事を歴任し︑⁝昨年から同省憎

圃際貸料部長︑在香港総領璽館総

参箏官︑欧亜局外福二箏冨︑蜜蜂

管書器官︑在ソ連汰使館

の手腕が篤く塗扇されている︒
︻置潮は次号で紹介︼

動力となった人︒研究︑凝営贋で

いーーーーー
宗像英二氏が
原研理事長に
鍋舗停学技術月長窟は︑六月十

法眼氏はインドに転任

一日︑原鰭丹羽理欝長の辞懲が固 オーストリア
大使に新関氏
いので︑次期理事疑には振像英二

氏を起用する︑所定の手続きをへ

陵夷三立大教授ら醜名の委員と十

外務借は五重七二︑蔽眼満作駐

華

た︒臨電導は現虚夢で︑二子研究

からの低レベル放射性溌液の海域
放廊の噸正な猛麟はどうあるへぎ

三名の鰹門墾員で構成されてい

なる考え力を検酎するもので︑田

かを中心として汝全審査の指針と

に関する考えガ﹂について依藤総

性施液の海域奴出に係る年賦防止

﹁再処理施設等から生ずる放射

放射線審議会

海域放出特別部
会長に御園生氏

るものと見るれている︒

藻でにはNP①の調印が行なわれ て六月十五田発令の予簿と請っ

灘明

理燦会の

国運総会竃会議で町決され︑安傑

なお︑NPT支持決議漿が近く

ものであることに注固したい︒

を問わずすへての国に向けられた

びかけは園連加盟国であると欝と

望を喪明する﹂となった︒この呼

に栄ソのNPT案に調印することを約朱したことを慧昧している︑なおNPT支持決畿案の去決は六だけ広汎な条約に参加するよう冷

する決蹴寮︵四十五力團整磁擾

月士臼圓趨灘薮以禰壷艮蕪じねなわれ︑数量几十二︑鼠海星︑衆擢二十二︑欠煽四で可決された︒
米ソ尚歯が五月三十一日に提出

月五爵の醐連総会敵治乱員会で︑

したNPT共同修正案は︑田ホ︑ 蹴︶に対して︑鶴岡国二代叢は六
など非核兵羅醗の撹判的な慧見を

縮③原子力平和利用の⁝薫に関し

﹁NPTに対する田本改府の意見
くまたは武力の行便の間題②核軍
は︑すへて受け入れられたという
私の騒解に十分な法滋が払われた

取り入れたもの︒その竃悪妻蕉部
分は︑の核軍縮に向って難曲的な
わけではないが︑核兵器拡敬防止

牲はわれわれがホ決譲撫を日持す

ことが最も鎗要である︒この点に

ものと了解す．徳条約の前文の添

描躍をとること︑②各国が国際連

豪たは石使をつつし家なけねはな
ることを可能ならしめるものであ

へ悶三冠に從って武力による威かく の緊競戴および核照縮達戚の璽三

らないこと︑齢すへての翌壌瞬は

新改灘決議案については︑われ

性左改めて強覆したい︒

関し︑定期的レビ議i会議の組要

る︒﹂と演説した︒

の通り︒︵外務省発強︶

鵬岡大使の疲説のあら凍しは次

原子力平和利用のための隣備︑物
質︑科学的および技術的構報をで
きるかぎり跳撫すること︑④漸事

れることが望詳しいが︑これか著

ず感文鯖六項は︑骸兵鵠困と非核

NPT三遷条納黙はなお改轡さ われのとくに関心を有する二つ

発途上にある地域に考懸を払って

兵器国の双方が︑すへての國々の

周氏は醗米中に配米研究協力難

した︒

十⁝銀五月剣連騰に科学課ができ

題と取っ組み︑こんなことから灘

A総会にも出席するなど外務省の

子力開発の草創期の外交闘題で尽

原芋力通として知られ︑わが圏原

明るい︒

．謙

力した︒食糧閲題や南北闘題にも

1儒；

R一・放射線利用に閲する土木

Σ蟹

歪

爵集 讐

≧

回国

藁

更

鳳

診睾

ての情報の蓄積・改造・検係，さらに通信技術について最新の研究をまとめるものて，

駅は白子力平翻利用の発展に︑器

栄約雛の実除的価億はその解釈

い駐オーストリア大使に朗偶報文
化局長・新関欽哉︵にいせま・潅

るQ
識会︵会長ホ村健一郎氏︶は窪き

理大距から蹟間をうけた放射線盛

んや︶氏を発令したQ詞氏は今月

主権平等を磐癒し︑国際関係で武

同日の初選舎では︑豪ず部会畏

濠陀長期劃画の上本的な燃え方に
ついては︑科学捜術政策の方向づ

きた︑あるいは最期謝画は予籏措

けは経済訓画との関連で進めるへ

縢をも含めκ当面の政策漏糠とな

建設粟懇談会十八日午後原塵

二十一日

〜日正午鋳一ホテル︑会合二十一

MHD奨躍調奮団歓送会二十

立地問題特別委皿会

日午後際薩

プラント建設

歪

およそ150項潤が収められます。
島言語学・心理学・神雛理学・屋固縣の方々の噺了にお備え下さい。

i国威期の鎧い放難生圖蜘腿

㌦騨

襲

酔ワ

自己酋されたことに注聞したい︒

この米ソ共同修圧粟をコメント

難臨曄．響

に潮齢嶽准軸氏︵放臨研所艮︶

るいは研究課題の選定とそれらの

るへき一般的なものを対象とすへ

後オーストリアに駐在し︑IAE

¥七日赴任し工AEA日本政た
府暁︑初代課長に就任した︒その
代表︑同機関理購を兼任する︒
昭和士二四東大法
学部卒後︑外務省に入り︑ラトビ

新関氏略歴
今後の熟識力劃簸については次

科学技術会議はこのほど︑科孕

進め方などについて︑さしあた

きであり︑これらは毎葎見藏すこ

すへきである︑などが大方の意見

とができるような蝉力的なものと

であった︒

原子磁力研究会

午後欝欝懇話会

グループ十九日午後原麓︑原畢炉

ストグループ隈隈田午後原研︒

安金グループニ十二年遭際塵︑コ

P一憲：煙膠腫覇謡姦1駿要

社会科学・人文科学・工学・医学，それに生産における情報の媒グトとその制御につい

翻㌧

垂

幽

貢面するなどを強調している︒

ミ

に︑この悶題の特別な調査を俘な

を選出した後︑事務局からこれま

力による威かくまκは武力行使を

うため﹁海城放出物別蔀会﹂を設

慎しみ︑国際紛争を平和的に解決
しなければなら砿い一⁝国連慰輩

た︒

での経緯について説駒が行なわれ

廻したが︑岡特別郡倉の初会禽が
に従って行動す⇔翠煙を禽する踏
を強鋼しているQこの点旧案に比 六月七日午後開かれた︒
この特別部会は︑彬燃瞬隠処礪

技術の振興に関する長洲計画の策

り︑園として推進すへき分野︵大

め方や長期漫画の藍本的な考え方

懇談会の婁員は赤松秀雄氏︵東
大教授︶︑有沢広巳氏︵兼大名欝
教授︶︑大来佐武郎氏︵日本経済
研究センター理鱗長︶︑宗漁英二
氏︵原研理寮︶ち寒九名である︒

Edltor−in−Clllef，A R Meetham
Assoclate Edltro，R A Hudsoll

り00
齢oo
G8博

日

ア︑トルコ︑ソ連︑独の各国に勤

殿下は︑茨城累リフレーンコン

定に役立てるため﹁侵期計画懇談

学関係を除く︶を対象として検要

この懇談会は︑政府が科学捜術

などについて望見交換が行なわれ

の結論をうることにしたが︑さら

一7髪シ

回−六月や八ヨに検賦する予定︒

協会の発足配愈大会に同協会の総

会﹂︵座艮兼愛機九郎氏︶を設け

しようというもの︒

科学技術振興の基本点を検討

長期計画懇が初会合

ーンー4シ茗つン！⁝ーン

施設等の建設通町に除し︑岡施設

一A−v9一

三笠宮が東海原子
カセンターご視察
孟笠窩殿下がこのほど︑欺城娯

象海村の原子力センターをご訪蘭

裁としてこ幽胤されたのを機に︑

たが︑六月白鼠午後同懇談会の初

された︒

日本原子力薄及センター展示蜜を

同センターを訪れられたもので︑

に関する髭期謝画︽策定する強球

は︑今後一〜一

た︒とくに館下の進め方について

初会合では︑懇談会の今後の進

会合が駆かれた︒

の指針となる蕊本的嘆項⁝すなわ

ご箆になった後︑動燃瑞業団東海
製錬所︑原研東海研究所︑原醒東

ち①筆工計画の基ホ的な考え方︑

に必要によっては会禽を羅ねる︒

カ月を圏擦に一応

海発甲所を約戸隠聞にわたってご

②研究仁恕投致の畏期的圏標︑轍

（ご予約受付申）

−群コ

鞭

卿幽
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還煎的に促進すへき研箆分野︑あ
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聞

業
産

力

原

期侍されている︒さらに︑他の特

方にとって非常に価鎖あるものと

導入にあたって︑政購︑上鞍界双

ープが豪とめたもので︑民間原子

表をメンバーとする特別作業グル

力発魁謝画に関する全麟陶な騨鱗

舶炉の現状と吋能性︑トリウム燃

碗もζ竃〜乳．も．8峯．乳乞9亀︐

監．．．・㌔．；亀．＝嘔畳の客．

愚熱彰
︐寸みゆ幾

ノ

諺

．

9驚▼︒監亀で＝9・㌔9・㌧．亀馬9覧︐6二．．8㌔ご客8ら

しては︑積極的に取組みたいし

㌔．亀︸竃︐σ竃鴇の亀亀．・・28・．．

と強調︑そのため必要があれ

ζ亀デ．︒．・㌔．・㌔．監亀9竃♪亀2二．︒p・㌧9・・．︒

住友原子力東京

る︒

は︑各社からも人を集めると譲

支社畏になった

永島菊三郎

ながしまきくさぶろう

馬ち側見．㌧

ル・リバー︵PWR︑八十五万五

最新のセンジミアミルてつくります。化学的謝久力・

別グループが新型転換炉と薗藤増

軽水冷却︑激逮炉の現状と将来

︵現東工大︶︑同五年東北大機

氏は︑昭和二二葉望事等工業

械工学科を卒業後︑住友金属工

が︑﹁気短かに考えてはいな
いQうんと富力をつけ回すよ︒

業︵株︶に入る︒十五隼﹁輪軸

女︒東京都出身︒満六十三歳︒

噛℃﹁．ζ

︵M・←

8㌔ζ・．8㍉卿・亀・9・乙塾夢ち．8・．亀b︒θ監亀・亀．

日﹂

﹃

吹付塗装材

を行なったものである︒

住友原子力は放射線研究部門

の受注が増え︑手がまわらなく

軽水炉関係だって︑各メーカー

と核燃料開発部門を分離させ︑
研資本金約十二億円で再出発︒

年技術部長を経て︑三十一琿取

蟹得︑二十・五年技師長︑二十⊥ハ

組み立てに関する研究﹂で学位

大阪本祉にあった技術部をその
珠象東京支社に移し︑技術部門

みせている︒この技術部門をも

碗任した︒

．♪力工業に移り︑鵠務取締役に

抑役となる︒三十五年︑便友原

﹁住友原子力はグループ内の

長になった永品糀務︒

このほどIAEAで附催された

数式を立てることが大好きで︑

考えることが趣味という氏は
なったら︑燃料はもとより燃料

連絡書艶の中核だ︒とくに将東
の仕廓に対するプランニンゲと

のチャンスもあり︑われわれの

取瞥同割︑附属機器などの受注

核燃料の経済性に関するシンポ
る︒現実悶題として受注したも

それに必要な予備調査を進め

がクローズ・アノブさ シウムには氏のアイデアの﹁わ

が国の原子力戦蹴甜醐とウラン

存蕉

れてくるたろう﹂とていねいな

ののエンジニヤリングをやる﹂

所要撤﹂の臆文を提出︒

とゆっくり語る︒

旨しぶり︒たが︑その見通しは

㌦・■監

蟹威はよUし子夫人と三男二

しかし︑なんといっても最近

だが﹁これから問題となって

相当瞬きになろう：と茜うQ

乞 ㌦．ノ㌦ノ

大学▽AEC翻サンフランシスコ
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扇画参加者は次のとおり︒

日﹁

日﹂

故回

区

ロドー

立績

πP

日﹂

︵BWR︑酉十万KW︶クリスタ

て︑ブラウラズ・フェリー一㎜⁝刀機

学鄙物鯉学科革後︑通産償工技院

千KW︶キオウイ︵PWR︑五十
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繁窮躍予∫｛蜀翼ルノ内1⇔μ盤鋸ビル、窟幡伽濡窓

見通しに関するこの研究は︑A露 鴉の役剛︑燃料サイクルおよび系

この核爆発による水利実験の驚

安全確認の上で決定される︒

メーカーの動きがはなやかだ︒

署ψ零魎﹃・乙＝・監◎︒8；

くる︑再処理のようなものに対

の除子力発電開発では︑軽水炉

茎

住友愚とりまく環撹は厳しい
㌦︐・乞塾78㌦39︒．﹁

調贅に際しては︑核爆発慈用に

運鴇肇務所︑ネバダ運営饗務所︑

ら︑何れも難設偲可しても差し支

いて︑原子炉汝謹言闘委員会か

六つの障子力発聡降臨設計爾につ

米囲原子力委員会は︑このほど

ス炉の建設を認可

米ACRSが高温ガ

務省−一整地周︑地質調査所︒

ローレンス二尉線研究所▽米国内

▽アリゾナ甲声アリゾナ原子力
婁員会︑アリゾナ土地水和局︑ア

よる残留放尉能などの安全問題︑

水利櫓なと法律問題の検討も距点

リゾナ州際河川委員会︑アリゾナ

河田和美氏

金材研所長に

賊治郎東電常務︶がある︒

長︶と核燃料W⁝会︵部会良︑田匪

的に風なわ翻る︒

電事連原子
力部を新設
部擾に西依氏
電気事業連合会は六月一口付で

科学技術庁は六月⁝日︑余属材

これからの発電所には︑パブリ

えないとの讐申をうけた︒

料技術研號所の人那異動を発令

科学技術庁
依祥一氏︵甲部電力知多火力発電

・ブレイン発膿所︵筒議ガス炉︑聡

ブ︒コロラドのフ﹃ート・セント

涼子力部を設躍した︒那艮には西

所長︶︑副那長には加世田列氏

し︑橋本宇一所長の辞職発．榔認す

ｯ︶を允令した︒

︵かわπ・ともよし︑元材料試験 気臨交三十三万KW︶を始めとし

ノク・サービス・カンパニー︒オ
︵関西電力東孫支社幽き︶がそれ

るとともに︑新所長に河田和夫氏
電事辻では︑これ謹で工三一の

ぞれ就伍したQ

なかに腺子力関係の担当者をおい

子力発電所建設の員二二に伴なっ

の機械試験所に入所︑二十四年同

二万七千KW︶などが食闇れてい

昭和や一琿東穴理

て︑とくに核燃膳関係など原子力

所第蒼部物件研究牢長︑二十五奪

る︒

河田氏略歴

の仕撃が琶陶︑質的にも多くなっ

第五陥長になったが︑三十一矩科

ていたが︑最返︑各電力会社の原

てきたので芥月の総長会の決定に

技庁金材研に移り︑以後第二蔀︵鉄

πP
もとづき原子力W⁝が設贋されたも

部︵原子炉描造材料︑物理冶金︑

鋼︑非鉄︑浴援材料など︶︑第一

代表者変史︑

代衷嵩変

代表暫変更︑

茂氏は相談役碗任︶︒

薪社長に河鵬源吉氏︵元社長藤田

品川白煉瓦︵株︶

取中山素平氏は会長就任︶

更︑新墓取に正源猪卑央氏︵元頭

︵株︶日本興業銀行

雄氏は会長戚任︶

新社長に伊藤英一二︵元社長福島正

花王石鹸︵株︶

多／彦／多／影
の︒同部は①七子力発電の技術に

加工など︶︑鉄鋼材群研究部など

書する事項︑②原チヵ発電の施設
に関する二項︑核燃料に関する事

の簾長を歴儀︑閥や無から材料試

なお︑科学技術庁は六月十田伺

験部長になっていたQ

項についての業務を行なう︒

なお︑電事連のなかには獅子力

で除子炉材料研究部長に吉村澁氏

聞題を扱う委員会として原子力開
発対策会議︵講長︑加藤博見関電

た︒

︵元讐理部企國課長︶を発令し

会︵部会長︑河内武雄中電脳柱

醐往長︶があり︑その下に総合部

レヘルの栃質ておつくりくたさい。ブランドは

鱗震術一一羅雲海繍難癖

WH社︑ WR踏舞を
C七子炉開発技術部の指揮の下 統解析による将果の原子力発電体
系の組冒せなどを追求している︒

公喪されることになっている︒

︵JCAE︶の要望に基づいて これらの研究報管澄も完成次第︑

に︑米上下両院禽同原子力婁員会

和利用の一環として︑アリゾナ州

アリゾナ州知事は内務省とAE
C宛書状で︑本一画は次の調査を

の用水需裳の増大を賄うための詳
細研究を聞州と共同で行なうと発

約一年で行なうよう提案してい

連する核爆発利用の可能牲講登︑

る︒▽アリゾナ州の用水管理に関

表した︒

現在旗での研究では︑この計画

幅飯理事会の楠佐機関で

倉めて総指揮をとるのが︑支社

なお本報備馨はWAS11一一〇 を連署に集中︒積極的な構えを

リンティング・オフィスから祠行

八二として︑USガバメント・プ

が採用している軽水炉と経折的に

ることにも心擦している︒この水

発を利用して建設する可能盤のあ

り︑地表水の流聾調整ダムを核爆

ざれる︒

核爆発による水

米国内務省と原子力委員会︵A

米AECは他の穣々の用途に利用される︒

利計画を発表

⁝九七三ヰおよび七四隼の予冠Q
なお︑タービン発電機の入札に

競禽すへき醤型炉の謝画︑開発︑

われるQ敷地は激定たが︑航行可 謹た︑この研究は︑現在電気事業稻

炉の重蟄な騨価を行なっている︒

TVAはW11社のアイス・コ
九ン
六六無開始されたもので︑腎水

原子炉部分は七千二百万ドル
テネシ・バレー・オーソ リ テ ィ ︵ 7 V A ︶ は ︑ ゼ ネ ラ ル ・ エ レ

て以来︑瓢星の石灰火力を発注していたが︑このほど︑再びウエ

クトリノク社にBWR型炉︵画期出力部下万KW二棊︶を発症しデンサー方式を採用するものと思

く線子炉答器の現地紹立ては不要

スチングハウス社にPWR型︵剛気出力頁十七万五千KW二茎︶ 鮨な敷地が選はれる可能盤が強
を発注した︒

ら応札があったが︑何れも佳様と

TV A は 昨 葎 7 月 の ブ ラウンズ
たQ隙子力耐軽水炉四メーカーか のようである︒発艦航運転開始は
・フェリi三畳機︵鷹気出力醤十

七万五千KW︑BWR︶を発注し一致せず︑入札値も満いとして憂

ー社︑英詩のイングリノシュ・エ
レクトリノク社の各メーカーが参
加している︒

温C︶は五月三ナ一日︑核爆発平 施は︑講圃の全繭陶調査︑公衆の

た後︑二目の電気出力酉三十万K 目に墾らず︑この間TVAは石炭は国内からGE︑WHの陶社︑鰯
外からスイスのブラウン・ボベリ

石炭火力が最初入札で高かったた

経済性報告書

軽水炉の技術・

今田のW11挫への発注は︑逆に

ったといわれる︒

炭火力のコストは原子力より蜜か

W石炭火力を発漏した︒三子力か 火カ一韮の発注をきめた︒この石

分の価格上昇によるものと考えら

ら石炭火力への変更は︑原子炉郡

れる︒ブラウンズ・フェリ⊥二冷
機の発蹴コストは︑当時の石灰火

発償酬コストの諜細は来だ不明

力発蟷コストとほほ聞程度︵KW めと考えられている︒
H惑り二・七五服︶であった︒三号機

は地下核爆発によって轡厳に亀裂

発注と圓時に︑TVA欝三†万だが︑W11社の受注した蒸気供給
米源子力委員会はこのほど︑軽

を作り︑地下水を枯れた帯水層

米︑原子力婁が完成

KWの石炭火力を発注した︵敷地 系統のコストは二滋分で七千二衝
水炉の現状と可能性に関する報告

︵画然に生した地下貯水膳︶に導 技術と猿子力のコスト比較分析︑
▽将来の密画に対する提案事願︒

寺の武戴工大て玉子炉実習を行な

日から 設の見学を実施︑また川騎蒲藷禅
同十三日までの麹一迦謝︑隙子力

う︒

た希望者は孜賀︑夫浜の原子力施

常任瑚事による始めての会禽で︐

の蕩十五回忌犠総会で改選さ㍍た

岡日の会禽はさる五月二十二日

審議を行なった︒

委嶽長︑委員の委嘱などについて

会口実︑委員の委嘱︑購搦委員会

き︑縮談役の委嘱︑総禽企画裂員

全般についての講義を受ける︒ま

六刀士r日豪でと︑七月

告遜はAECと関係罠間出馬の代くものである︒よた︑これによ

・劉司︒
＝

▽核爆発実験地鼠の探査︑▽窪来

三十万がである︒燃隅供給も︑そ

はテネ シ ー 州 カ ン バ ー ラ ンド

うものと兄られる︒

市︶︒翌翌十月︑TVAはさらに隠 の範臨は禾定だが︑W11祉が行な欝を冗成したと発喪した︒この帳

子力︑石炭の長時入牝を臼な っ

三囲・臨

代表団編成を審議

財務・総企委
員などを承認
原産常任理雛会

口正午かわ東蘇・糺の内の東ゑ会

日本原︸†力産業磯目磯は︑山日月七

玉代婁団は︑世界フォーラム大

加藤博見関西電力副社長仙窟悶と
して承翻したほか粥務委

鋸で弗一九二回口任理事会亭蘭

力開発の現状把握と将来の見通し

ある総禽企画委員会の座

良罠に藤波収隙発総銭︑

などを解明し︑わが国の開発健進

の慧見の交流を隅り︑各国の原子

して組織的に参加し︑各国代衷と

会の慧淺から︑わが国の産染界と

る︒

六月中旬からその募集を開始す

パネル討論の出席者に臼井氏ら
田本原子力薩業会講は︑六月四日午後︸聴半から原産で︑世界フ
ォーラム大会の第一颪潜搬委員会を開き︑米圃から参朋塾詰のあっ

臼井茜央

た四つのパネル討論会の出職開園配や︑同穴会への代表団の編成方
剣などについて冨識した︒

ウランの供給と駕襲

嵯五根遼審氏︵原

氏︵東電原子力開発研究所長︶

ウラン濃縮
囎齪往長︶

斑に松根宗一原薩副会疑
などを原案どおりに承姻

に役立てようというものである︒
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

した︒︻三面参照︼
またをとくに繁急の議
纏として原麗の鷹子別表
華麗の間題がとりあげら

︻写翼は常任理鵬会のも

れた︒︹一面観告参照︼

よう︼

愈六白製鐵

『

ステンレスとして最

との点ても

煎理性

物理的精度

窩てオ。

防錆塗料（ジンキー）

，主射針まで。投界のトップ・

ビルから

世界

軽盤断熱材（三井パーライト〉

（ケニテックス）

寧量2

策；駅（279）34ユユ（大代袈）

轟部特殊鍋諜まで

マ麗翼⑨：翼1『炉善心レ認

⑨誉が蓋奮虜

・・こ用命・お間合せは／国内蕊販売代理繕・ステンレス

（ネニサンソ）

土壌改良剤

1手におひきうけしましょう

入隅軽小樹材（メサライト）

9
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箔

銅
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材

建

餓
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あなたの磨きを寒しく

亜鉛●鉛。銅及二次品化成品

「

闘犬会は︑民閤が甲心となって

行なおうという世界で初めての国

四閥乗馬ワシントンで淵かれる︒

瞥木敏男氏︵関電髄悶︶

安全︑訥認可︑コー13および星
雌

N原動講習会開く
日本原子力産業会講は︑六月三
日東京・竹橋の科学披術館で︑昭
和四十三墨隈﹁原子鋤力講潤会﹂
の闘講式を行なった︒

今年は電力会社からの三十一人
を含む五十三人が参加︑同爾から

東京都中央区日本橋箪町2一■

耀晒

際会議で︑今秋十一月ナ謄から六

会議は大部分がパネル3／論形式で

行なわれる予定であり︑そのうち

僧上五郎氏︵動輝農業

また代蓑邸の編成については︑

増殖炉

原産会員会社︑原子力研究開発機

の四つの討論会に絵加要詰が束て

可︑コードおよび規藥砿﹁増 殖

要﹂﹁ウラン濃縮﹂﹁安全︑前認

関に参加を呼びかけるとともに︑

団理箏長︶

炉﹂の四つのセノションに討論参

しての参加腰請をすることとし︑

政府関係機関にもオブザーバーと

いたもので︑﹁ウランの供給と需

演嘱先を決めた︒

加菅を送ることとし︑次のように

43
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新

子

昭和43年6月17日

が

聞

業
産

力

織饗
勝

拶︑サ

全性の問題を取り上げることにな

なお︑全国際子力発電所所在布

して︑地帯整備や安全性確撮など

欝要をおこすよう政治的配廠を望

めに設立されたもの︒参加市町村

対して地元の慧見を反映させるた

豊島県︶︑女川助︑牡鹿町︵以上

福井県︶︑大熊町︑双葉町︵以上

を︑考えてもらいたい︒憲たでき

賀町︑窟来町︵以上石川県︶︑浜

岡町︵静岡県︶︑紀勢晦︵驚重
県︶︑日高町︵和歌山隈︶︑鹿局

データの利用︑なとについて調査

源案内サービスの必四度︑①数値

れ︑文献探索サービスに対する肇

になっていることなどが挙げら

の必要性は現在でも大きく︑今後

の種類をふやすこと︒②文献探集

るので︑①の方鎌とともに︑コン

ますます増大するものと考えられ

科学技術庁計諏局は六月山口日︑

この結渠︑本調査では早急かつ

ピューターによる機械検索の実用

或が強いことも明らかになった︒

決定的な結論は危険といいながら

類︑すなわち︑その性塾︑分野な

化を促進すること︒⑤論文の種

どにより︑利用菅の使胴に便利な

より．てのパター︑．ノを異にしレター

①情報源としての蒲報媒体につ

論を掲げている︒

も︑次の力鎌が継嗣との一応の結

る数値データの収集・書写・編集

⑤情報源集内サービスを設蔑する

と︒④翻訳機能を整備すること︒

ように発表媒体を考慮選択するこ

めのもので︑物理学会員千五蘭

やレビュー知を墜蟄とするものが

いては︑レター︵達報︶︑レビュ

強い文献探索サービスへの要求

科技庁情報利用実態調査

の重肇度に︑利用蔵の所属機関に

調査紬梁としては︑一次情報源

したもの︒

かねて調査中たった﹁科学技術研

昆礎調査﹂についての図葉を公表

究篇等の騎藏利贋の実態に関する

した︒

本調査の盈陶は︑措報の苫るし

い増大と濡要の多岐化に薄処し
て︑その円滑な流通をはかるため

脅︑化学組員三千名を無作為抽出

て論文等が多鱒順の罰行物に分散

多く︑精励入手の最大の鏡密とし

・流通機構を整備することQ

の施策推進に必肇な資料を得るた

して︑アンケートによっての構報

ー類を允実し︑また︑抄録・索引

こと︒⑥研究︑設計等に利用され

媒体の虫要度と論題点︑⑫悟報不

していること︑醗訳が一つの障害

足による酬究璽複の経験︑ゆ情報

度さらに二手な調査を行なおうと

トラリア︑中南米藷国および米燭
めていくが︑原酬の役割はあく籏

いうもの︒

一締一壼昏蓬い一葦葺

の鰹本工染倶楽部て第五謝原子力

でも企業化への檎渡レ窪9ること に調査員を派幽し︑ウラン鉱業に

ーーーーーーー濠

産業懇談会を開き︑藤波徊亀科学

であり︑閉業化醗究そのものは興

アフリカ︑手写における隠詞調査

慶さらにカナダ︑オーストラリア︑

の三雲︒

福阿勇舶氏︵禽着働張厨探鉱課︶

代理﹀︑黒木克観氏︵同探鉱課︶︑

の岡田茂氏︵探鉱開発部管理課長
開発亭進めてほしい︒高崎研はそ

を予定しており︑その第一陣が六

この〜環として同躍業頻は今年

今回派雌されたのは︑周事業団

技術げ原子力局長から仏璽戴餅の

味を持つメーカーが甲心となって

関する実蒲調査を行なった︒

異学放下能岡題についての魏明を

研究所理購が︑放射線化学の現状

きいたのち︑沫像藝百本賑子力

た﹂と強調した︒

行は九月二十四日豪で

！﹁Φ︸ωOづ︾麟Φ一〇考⇒O

O一

触︒昌理oo嗣︵各地区の講述卒行

○部

月十〜日にカナダのBC︵プリテ の約三カ月間にわたり︑＜＄腎
ィノシ．一・コロノビア︶州へ派遣
された︒

線賦存の荷劉益城であり︑デニソ

を越んで︑試してみては・：﹂

ランニング・プログラミング︒

との顯崖VこのPPBSとはプ

バジェティブ・システムの陥

マクナマラ戦略

の婿網▽コ

で︑最近モテはやされている

スト・ミエマムで最大のコスト

イ︒科技庁ではさっそく原子力

・エフェクテfブネスがネラ

と再録開発をとり上げるが︑と

くに原子力は動力炉開発プロジ

ェクトがその対象V開発の撚れ

るのは単遠海予算という日本の

新しいPPBS方式なら長期的

制度が猷囚とよく論われるが︑

ーゲノトを攻めることができる

な予鋳を打ち出し︑詔画的にタ

し

⑦

のお手つだいは十分するつもり

ラン調査団を派遣

カナダBC州ヘウ

について欝演を行なった︒

弧像賃は放射線化学の成果のい
くつかをとり上げて醗明する一
方︑門今隷での高陥研窪所が中心

三主調査を笑施し︑数三所の萄唱

なお同州はカナダでもウラン蛋

なう．

地上を選定するとともに︑探鉱の

岡二業朋は昨年︑三州における
動力炉・移譲科開二期業団は一

虚栄探鉱重工部

眈年かる海外ウフン致襟賦仔の調

ン・マインズ社はすでにバンクー

となって進めてきた研究も︑そろ

いる︒企業化の可能誰あるものに

そろ慰撫化の没階に入ろうとして

ための資罧集めを行なったが︑再

いる︒

ん式という新顔が登

くに今年は︑PPBs

ーズンを迎えたが︑と

そろそろ予算耀成シ

ームーー

らウラン探鉱に乗り聞そうとして

バーに事務所を設証し︑Aη年慶か

査を進め︑すでにカナダ︑オース

製鉄︶︑石川六郎︵鹿島建設︶︑

︵昭和電工︶︑聞手日嵐男︵日本

角田吉雄︵旭化成︶︑瀟藤辰雄

︵三菱垂

工︶︑福田英夫︵日立造船︶︑永

鉱業協会︶︑古賀繁

︵月浦電工︶︑法貴四郎︵住友電

野治︵石川鋤播磨︶︑島村武久
工︶︑小林冶男︵束洋レーヨシ︶︑

守内動︵日本郵船︶︑闘田魁︵日
本開発銀行︶︑上浦英夫へ門口幕興

業銀行︶︑小川彰︵日本地築艶薬
銀行︶︑浦蓋置︵動燃事業団︺︑
山崎文男︵放同協︶︑大山彰︵東
票大学︶︑漬藤揺房︵束玖大学︶︑
金沢良嬢︵象黒大学︶︒

密封線源講習会

一溜講者を募集

揚︑大蔵省から﹁ひとつテーマ

懸

原子力︶︑前田七之進︵学士蹴
機︶︑金岩芳郎︵諏芝一気︶︑古
山幣古︵日立︶︑湯川正夫︵八幡

ついては︑原研としても研究を進

原産財務委員︑総合

鉱業﹀︑氷下愚離︵押立造船︶︑

加藤乙三郎︵中部電力︶︑加藤博
児︵閃西職力︶︑測合尭融︵日本

企画委員の顔ぶれ
藤波収︵雛
青山三郎︵大阪蘭胎三井

財務委戦雲黒磯畏
婁艮

発総裁︶

船舶︶︑荷馬純信︵住友眠工︶︑
子安太郎︵東洋レーヨン︶︑今象
安肱彦夫︵川隔憲工︶︑石田久市
塾頭︵ゴ憂石油︶︑芝崎邦夫︵冨
︵三菱腺子力工業︶︑磯貝誠︵〜二
士製鉄︶︑白家財太︵元象熱電力﹀
菱重工︶︑吾波千春︵電膿連︶︑

︵電発︶︑一二陳︵大成建設︶︑

自沢憾〜郎︵束斌電力︶︑単記紀
雄︵住友線子力︶︑武樋娘三郎
中俊一︵住友金属鉱山︶︑申村試
夫︵栗以瓦斯︶︑堀列瘡露︵日み
原子力事業︶︑前田七之遭︵冨士
電機︶︑湯川正爽︵八幡製鉄︶︑

吉山漕古︵日立﹀︑和気‡太郎

総合企画蓋会座畏松根 坐

〆一河電工︶︑伊地知辰失へ乗京
都民鍛行︶︒

鶏本放線性同梶元素協会は︑日
漆涼子力麗鬼会議と田本非破薄暑
膚協会と共催で︑﹁第十回鴇封線
二十二〜二十六日の五日間︑神余

源安金取扱講忍会﹂を来たる七月

申込婿切長七月﹁日︑受講料旨

川県工業試駿所で瑚く︒

で︑はやくもATR←FBRの

V計算ずくめのPPBs作戦

・Q

開発成功は間違いなしとの声も

あがっているが

粟

＼

＼

＼

＼

︑

＼

＼

リートする

辮康灘雛 弓 懸 簸 蟻 讐 離 籍

会長に矢部敦賀市長を選出

本溝之助原麗代護常任農事が﹁こ
るが︑地元当局としてはこれに対

町村協議会は︑各電力会社の建設

ば困る︒②原子力発電所は後進地
の諸主題を検附し︑政府の施策に

い﹂と述べたのにつづいて︑成田

は特殊なものと誕われているが︑

みたい︒⑬束海村の地帯整備二二

原子力施設地帯の整備はもっと穣

るたけ国の補助金が地粥整備のた

町︵島根県︶︑川内市︵穐児島県︶
となっている︒

放射線化学の現
状などをきく
第五回原産懇
田本原子力産業会議は︑六月三

梅野友夫︵原電︶︑大隅改介︵住
友化学︶︑大塚忠比吉︵染洋聞圧︶︑

でに両地点とも蟹収価格の議し合
いがついている︒用地の広きは値

一卑前から﹁地盤の良さの磁認﹂

︵原謄副会長︶

調戯 由田辻︵北海道臨力︶︑
鈴木轡郎︵東北電力︶︑田中臨沿

加藤博見︵関西汽力︶︑鍮地一雄
︵中田電力︶︑山口恒瑚︵四国電

三軍と実習六千円︑講義のみ三千

岬一ま

の二八の四五放同協調査研究職︑

四︑申込μ象無都二一区本駒込二

て︒

電話東寺︵九四六︶七一

夫

横

田

信

地域開発で強い要求
竃

敦賀市︑大熊町︑温海村なと十五市町村からなる全国原子力発醗所所発布酒甕協議会は六月五日午
前十時から︑束京・平河町の日本都市センターで設立総会を書き︑会長に矢部知恵夫敦賀市長︑酬会
長に綿田懸三美浜町長︵福井還︶︑と舛井孝東海村議会議長︵渋醤蝦︶を選出した後︑同協議会規約
および四十三年度裏業響胴を籍議決定した︒つづいて岡協議会の一行は午後一驚半から五班に分かれ︑

から豪ず規約︑役鍛︑甥業31画お れまでに世界全体で刷子力窯業に
する説明がナ分にはできないだろ

あるいは刮画中の原子力発瞠所の

ると︑地元の一会でも超党派で安

投入した資金は約四十兆円にのぼ
う︒したがって安全対策に資任を

断在地である地元各市町村が結巣

次いで来賓祝辞に移り︑まず橋

科捜庁︑適産省︑癒魔︑電事連︑国会へ陳簿を行なった︒
全国原子力発電所所在市町村協

り︑そのほとんどが軍堺刊用闘係

われわれを納得させてくれなけれ

もつ田が︑しっかりした態度で︑

発会式のもよう

よび予算を器議決定した︒会長に

だ︒ところがわが国では原子力平

議会の設立総会は︑天田午蒲十時

は矢部敦賀衛長︑副会長には舛刻

和利用たけを進めており︑これは
誇り得るへきことである︒原魔も
域に建設さ2急︑電気は先進地域に

立総会を閉じた︒

選ばれ︑悶三氏と縦隔監事の志賀

敗海村跳会議長と綿田美浜町長が

穴岬町長︑田甲双葉町長を除く全

で︑この協議会にも是非揚力した

平禰利用籍進を便命としているの

計画としては︑①科技庁︑通簡借

の翼當放射麓事件について説明し

源チ力局次長が地糀整備と佐三保

岡協繭会の昭和四十三葎度事業

町長が琿事となった︒

送られていくが︑敷地付近で蹴力

および建設備その俺政府機関との

極的であるへきだ︒たとえば原子

は敦賀市︑美浜町︑高浜晴︵以上

原子力発電所施設地帯の弊備に関

じてみなさんの隠見を聞きたい﹂

た後︑﹁この協議会のルートを通

力開発地域振興法のようなもの

とくにこの円︑福井膿議会の田

さいごに綿田副会長︵美浜町

冨城県︶︑東海醤︵茨城黙︶︑志

墨業会識との懇談会の留置︑ゆ国

する懇談会の開儲︑②田本団子薄

と述べた︒

田明議員は︑原子力発電所の建設

会︑関係政腐機関に対する陳情︑

ならびに情報連絡︑㊨その他本会

①原子力発電所漁設に関する調査

めに支出される方策を稜極的に準

灘

畏︶が﹁一般の地帯整備法によっ
て君子力施設の周辺の整備を行な

結びついた方策を立ててほしい﹂

日午後一騰牛から︑集隊．丸ノ内

うのではなく︑地域住民と密接に

と結び︑万場の拙手ののうちに設

㌦

値賀崎︵佐賀県︶に決定

賀崎が約六十六で刀平方厨︑寄田が

に位置し風光明眉︑唐津衛から北

を最大齢櫃にボーリングによる地

町角一一十五万平方厨で︑九電は約

九州電力挫長瓦林潔民は︑六月

西へ胸ヤニ♂屑のところ︒玄海町

L

ブ電の原子 力発電一号機
三期罷嵩会兇で︑﹁九州躍力の第

くまで純技術的な面から行なって

郎︵東球電力︶︑河内武雄︵黒部

質調査に陥り出し︑地点決定をあ
九毘の原子力発同所サイトをめ

今回の発戒に遡った︒なお瓦休社

の人口は約八千人へ．﹂ある︒

仕賀県乗松濾郡玄海臨値膝隠地点

ぐる佐賀県玄海町と鹿児局県川内

長は五月三十臼に池憩俊賀県知窮

⁝馨原子力光電所の建設地点は︑

に決零する﹂と発致した︒京た鹿

は

電力︶︑増田義士︵北陸電力︶︑
市との

と公い︑説明座行なっている︒

二子力発肥所誘飲合戦

児島県川内市寄田地点については

すさまじかつた︒値賀崎地点は昭

力︶︑掛倒四郎捻︵九州無力︶︑

二へ二本原子力琳業︶︑妹尾三郎
︵三愛舐子力︶︑平塚正俊︵住友

久︸︵中央電力協議会︶︑瀬藤象

電︶︑荘村堀筑︵蟷事連︶︑由崎

電気臨力五十万KWて︑戦勲四十 大堀弘︵毒発︶︑一本松珠壌︵原

九蹴の溺画によると︑⁝愚機は

コ再機設羅の慧向は変えておら

ず︑今後さらに地質調査を続けて
和四十年度に︑富田地点は昭和三
週性 と決まれば正式に一募機 十九年度にそれぞれ通産省が行な

︻写翼は鰹賀崎の建設予定地︼

運開の予足であるQ

月から九電 六銀十︸月に諮工︑五十館中心 月
は両地点を同時に確保するため地

った調査地煎︒本年

元と用地買収の交渉を闘始し︑す

の建設を決際したい﹂と融つた︒

今圃決定をみた佐賀県咽喉引値

（大代表）
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話東京

王子製紙

﹁①佐世保蔭のような箏件が起こ ずべきだしとのべた︒

撫

1灘蕊

取締役社長

搬

と地方自治の闘瓢についてのべ︑

ひ

京都新宿区角筈2丁囹73番地

Jo、L了し

舳

賀崎晒点は︑染松潴半島の西北端

文化を支え

の周的達成に必要な肇墳を決窟し
た︒

《

富士蜜工業謙試醤紅

暮しを
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ゆ

子

原

輪
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新

業
産

一九六九琿完成

予定といわれる︒さらにドン河流

造水能力をもち︑

域に三十五万KW二茎の醒力と日

最近︑海水淡水化は研究醐発の段階を終って曲用化への動きが活発化し︑アメリカ︑ソ運︑

法︑多璽効用蒸留法︑璽解透析法などで︑海氷炭水化プラントがかなり運転されている︒わが

中近東︑中南米など水不足の地域では在来火力発蹴との組み合わせによる多段フランシュ蒸留

バス型原子炉︵小型窟機物冷却

減速沸騰水冷却核過熟炉︶︑アル

ほかベロヤルスク型原子炉︵黒鉛

プラントを建設中といわれ︑その

薩三†八万沖造水の原子力脱麗

から稼動した︒原子力ての蹴画は︑米国で目下針画進行中の世界簸大規模の南カリフォルニア水

国ても蔑崎県の離鵬︑池鵬で八干KWの発耀と一日当り二千六否五十蛭の造水プラントが昨年

道局のいわゆるボルサ働計画があるが︑ソ連でも世界で初めての高遮増残炉による造水のプラ
ントをカスピ海沿岸に建設中といわれ︑さらにドン河流域にも原子力脱堀プラントを針画して

いる︒このような偶勢に対応して圏際原子刀機関︵IAεA︶においても積極的に原子刀脱塩
究されている︒

炉︶による二彊園的プラントも研

イギリスは海水脱塩一

メキシコは刀リフォ

原子力二鎗早死フラントを検詞申
といわれる︒

メキシコ

原子力発躍は一九六六年には七

こそ︑大規模な原子力二璽目的プ

面万KWであったが︑一九七〇館 ラントが都市周辺に設置され︑造

といわれる進歩とあいまって︑

の画でも次鈴にユ晶ークな位罐

孔子詔界層はアイソトープ潤用

なるであろう︒

このような情勢の下でアイソ

プ会講との関連を考えるとき︑

ひるがえってU本アイソトー

を禦㌦であろう︒

トープ樹罵の面で聡子韻騨機が
祠効に無駄なく利用されるため

てさらに多くの開発研究を必要

トープ所用についての海外での

日本アイソトープ会議はアイソ

には︑踊舞機秘用の効用につい

ような毬類の計拠をいかに効率

イソトープ利用の二業への深い

状況を撚握し︑かつ国内でのア

とす⇔と思われるσとくにどの

用と密讃した誹

は︑この研究発表会は各日門分

らに新しい利脳面をきりひらく

野に分化した敗果巻軸食し︑さ

慶透を知る揚であるとするなら

きな課題である

集積が当面の大

と囲われる︒と

あると考える︒来δの内容を期

役剛を渠たすへき姓格のもので

騨プログラムの

よく間違いなくやらせるか︑応

一

同暁に副界機節用技術の消化か

いては小型・申型機を各地に分

必要であり︑副興機の設磁につ

回闘を迎える日本アイソトープ

会識とともにわが薩におけるア

待すると同時に︑同じ紬腿に九

機を集中化して設置するか︑利

敵して設謝するかあるいは大型

和田延央︶

与

》r

には二千七徳万KWに増強され︑ 水コストも大きく戯少するものと

箱灰塁羅
含愈鉄

本稿では︑原子力脱塩の経済性

曝

◆

さらに一九八O年までには二億K 期待される︒

についてくわしくは触れなかった

が︑原子力に限らず一般に人工に

予想されているQしかし︑将来麗

c

o怖O憧︒ぞ群ゴ

歯固O

勺O♂くΦ胃

㊧

︵qの

カーバイド

Wを上回るものと朋侍されてい

現在︑熱出力二画三†万〜二白

るQ

あり︑技術開発の進歩はさらに大

コストの低下により淡水のコスト

速炉との紐み含わせによる発受

七十万KWの源子炉が建設中でも よる淡水は薦然水に比へて三縄と

規模な原子炉の建設を吋能にする

などの工程に利用し︑原子力関係

発生熱を虚接化学プロセスや製鉄

は︑単に脱嵐だけでなく︑原子炉

に︑多雪的原子炉の将来疎として

も切下げられる司能姓があるり特

であろう︒したがって熟出力当り
のコストの低下は促進され︑蒸気
コストも高速増殖蝉の開発によっ
て三〇〜四〇％低下す・Qものとみ
られる．

出国附プラントの造水

ことで淡水のコスト賃坦も軽減さ

の電熱蟄を多くの講要に配分する

現在の一

コストを大きく左右する灘気コス

O勾︒りΦo釦のθ

i原産資糾寵便りl

7％

の研究開角が凄まれる︒

ギ：体系の技磁革新について一層

繋し︑これら駕横励してのエネル

者と闘士部門の技術壱が緊密に連

ろう︒そのためには︑原子力扱術

せるような努力を認ずる必要があ

トの偽減は︑他の要囚に変更がな
けれは造水コストを三〇〜五〇％
低下させ得Φものと考えられるり

原子力脱塩プラ

ントの問題点

になるためには︑丁子炉の安全牲

原子カプラントが建讃でき．⇔よう

安全性である︒いかなる地点にも

ルニァ鷺に一AEA拍よぴアメリ 隙子力脱塩プラントの閾題点は

領繊侮考んると壽︑半導体倹醤

事実でめる︒たと凡ぱ複雑でぼ

てさらに充実発展することを祈

イソトープ秘匿の高い摺糠とし

るものである︒︵原研RI利用

き課題と考えられる︒いずれに

開発密

用の方途にしたがって決定すべ

しても謝騨速度は五隼で十階︑

凱

，10

ゼの他36余種煩

策京都『F代国区有楽町1

新大q廟町ビルヂング

イギリス

ギリシャギリシャ政経は膏
当り二十六万五千沙の造水と十五

万〜二十万KWの発墨による二重
罵的プラントを検討中︒

の発話と口陛二十力〜⁝ハ十万沙の

トルの雪雲において情報騒の大

よるγ線スペクトルの解析壱は

蝦系についてはさらに鼓術的に

う大なデータの処理をどのよう

訓騨鑓は五鉱で三分の一になる

セメント

@ステ」ロール

技術の歴史は古く︑現在世界中で
運転されている大型造水プラント
の半分以上はワイヤ・ウエスト・

ガース社の製作によるものであ
る︒原子力脱藩プラントの具体的

の設謝研究を行なっている︒

計画例はないが科学技術省は今後

ング・ハウス社に発注している︒

してきわめてすぐれたものであ

隷分析︑放射化分析︑熱中性子
捕獲γ課による分析など多くの

きいデータが得られ︑ケイ光X

アイソトープ応需分野において

て︑その内容は密度の終い允飛
した発喪会であった⑪いささか

従来では得られなかった労しい

り︑今圓もまた還怒の妙を得

が︑第五回折表会の印蒙をのへ

時期を失した感がないでもない

てみよう︒

めてア蓄ソトープの広汎な応用

かになった︒一方掻揚利用を含

成果がもたらされることが明ら
今回はとくに牛靱体検超器に
醐するハネル討論会と蹴難論に

q計算機の活袈
しめとする四つの特別講演か︑

くふうされなけれはならない多

H一研究利用の効率化のために一

理学と工学の有機的つながりを

り︑豪たアイソトープ利用の今

にして効率よく行なうか︑おそ

⁝溺強︐︑感じさせるものであ くの問題が残されていることも

後進むへきいくつかの方向を示

らく電子計騨機が次第に利罵さ

唆するものであった︒

串導体検出羅は分解能が優れ

れ︑データの迅速処理か鯉濃に

㌔ーノーY／9ーノQ一⁝鴨
ているので︑とくにγ線スペク

ｬ撫子

電気化学工業株式会社

アセチレンプラノク

プラントについて各国の研究協刀を呼びかけており︑臼本原子刀自集会議でも鰻近︑原子力脱

道局の訓画でも操用されている︒

アメリカ各地には化

各国の原子力海
水淡水化計画
アメリカ
石更科による大型造水プラントが
細当数稼働されているが︑原子力

イスラエルイスラエルてはア
メリカ政府との闘に共岡研究協定

イタリアは中田規擬

カ政府と協力して︑原子力二虫野

イタリア

を結び原子力二癒隅的プラントに

るQ

の調査︑擁作方臥︑保謹設備の開
発および加圧コンクリート容器の

O噛

経済性の見通し

使分などさ蒙ざまな課題がある

項戸Gり瓢ぬOG◎蒔

Z貫O一Φ9﹁

大焼慢の造水プラントの趣源と

が︑やがては人口稠密地域に接近

版︶

石O滞︑A5川U︑

イベリア半晶γルメ

して爆子炉が経療的に有利である

にするたろう︒そうなったときに

して原子カプラントの建設を可能

スペイン

ニァ地方に五十万〜．U血撃力KWことはいついろな設副研究の結果

㏄﹄曲論ハ七年出

しだいに明らかになりつつある︒

五万〜十二力ゾといわれる︒

の為機物炉で遁水能力は一臼嶺り

これは熱出力十万〜四十力蕉W

らかにした︒

景プラントの可能性を便呈してい

のはMWD請圃である︒これは南

による二璽團的プラントで有名な

カリフ†ル漏ア水道局かロスアン

ポルサ島プラントの模型図

ついて二十万KWの発灘と日薩三 の原子力脱塩プラントの濁画を明
八万誘聖水のプラントを地中海沿
岸に計画している︒

アラブ連合地中海岸︵ホルダ
・エル︒アラブ︶で膣業用水とし

て十五乃KW発羅と日産二万ゾ造
水プラントをアメリカのウエスチ

メラミン

塩研究会を発足させ研究開発を携進しょうとしているが︑ここでは各国の海水脱壇の現状を紹

窓
ゼルス地域への水道洪給のために

建設中のもので︑酉八十万KWの
重力と日醜五十七万ナの造水を行

ない造沓ストもトン誉二＋廷
になるといわれている︒このプラ
ントは南カリフ→ル徽ア州ハンテ

︵ボルサ踊︶を建設し︑原子炉二

ントン・ビーチの沖禽に人工働

zルマリン

介してみよう︒

海水脱塩の方法
多段フラノシュ蒸留で海水淡水

化な経済的に行なうには︑の安価
な工不ルギー源と組み合わせるこ

と②蒸蟹綾置の効率を上 げ ︑ 設
備費の節減を幽ること③大 容 愚
化によ．軽本コストの低下と造水

コストの低下を間ること 等 が あ
る︒

そのため火力または原子力との
組み舎わせによる二勇圏的プラン

るQ

トが経済的に荷利となるわけであ

多段フラノシュ蒸留法は比較的
低い温度臨調で運縣されるため蒸
気発生羅からの一次蒸気でタービ

一

多AYO天一AYOAV◎一︽Y9ーーAyO−6ーー9一◇一Aーー

による成果はきわめて多難にわ

ひろく各分野に応用され︑それ

の多くの聞題を解く手段として

アイソトープは︑科学技術上

陞憲懸

で︑こ汽にはOSWおよびAEC

基・造水綾歓三鮎を讃蹟する刮画

が技術・資金援助を行なうことと

些生継業ふで結ぶ

化学を通じてあらゆる産業に奉仕する

ンを駆動し︑蒸気条件の低くなっ

と

た煮気を抽幽するか霊気を利用す
ることが最も有効なエネルギーの

なった︒このプラントでの水は七
十五こ入に給水され︑発艦は二百
万入の醒力一新をまかなう能力か
あるとさ汽ている︒

ソ連ではカスヒ海沿岸に

たり︑各専門分野において有用
な手段として欝実にその騨傾を

このようにアイソトープ利用

醐めつつある︒

か各轡門分野に分化してゆくの

いてその総合化か望決れるのは

は白然の流れであり︑一方にお

アイソトープ利用技術の進展の

面から当然のことと考えられ
る︒このような観点において︑

理工学における同位元粟研究発

禽化にあると愚うQ

表会の営櫻は各癖門分野闇の総

学毒︑技術番の纏互理解の掲と

一◎◇◇＜ン◎＜一φ＜＞QQく蝋

力
子

原
復水タービンの抽舞による法

利用方撫である︒

復水タービンの中藍藻たは抵旺
段の聞から抽馴した蒸気を海水の
撫熟諒に利用する方法でホイラー

ソ連

世界で初めての紬遽増癩蜘による
二勇圏的プラントを建識中で︑十

五万KWの躍力と日産十二万ゾの

撃P︑t8

寧パ輔ル

乱発
留麗魑囲圃

クロロプレン

農薬。医薬

東塞都千代田区大鷲町2−4

本社

塩化ヒニーノレ

冒

化学工業薬品

補給水のような比較的小園醜の進

つく猟【◎一《＞Q（一一く×）く一一♂

この発喪会は各奪門分野の科

『電

水器との組み合わせに侍 効 で あ

復水︒醤圧タービン併翔による

﹂

ザγ凄8唇 凸

ll尋 翻■曇1 一

…

ーy−90一︹

〜
@

る︒原子カプラントは火カプラン

w臨

多段フラソシュ蒸発法原理図

㌧

トに比へて︑一般的に蒸気条件は

ため大答鯉造水は難かしい︒背圧

︸

撃撃

lll

法復水タービンでは抽気利用の

タービンでは欄間利用のため蹴力

勲．

低いが蒸気艦が多いのでこの方伝

と水の負両出動に融顧性が乏し

f轟1

でもかなり大容羅のものが可能で

酢がある︒

あり︑電力と水の負荷優動に融通

そこで胸方の特性をそれぞれ活

い︒

よる多軸式脱堰サイクルが考えら

口1

1点lllll博1

宦Al

一
吟
…
｛

｛

背圧タービンの排翼による法
海水加熱羅が復水器の役嵐をす

よく大容搬造水プラントとの組み

るのでプラント全体の効率か最も

れるわけで復水タービンで平常の

響組唇わせて臨書なうも⁝

ド
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発躍を行い︑背圧タービンと造水⁝

イタ1

合わせに最適であ．⑳oしかしこの

サ1上！

方法では発躍と造水が同隠に行な
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われるため︑臨力と水の負荷に不
均衡が侮した場禽︑運転上の融通
性に乏しい︒

》らにi

の組合わせで
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燃料装置 に 新 機 軸

岡

次概怠讃謡欝は︑六月雪二日午後

賦

人の研究員がタノチし︑丹羽前理
事艮の下で積極的に開発研究が進

で︑とくに燃料取替方式が令購動
高速実験炉︵JFE8︶の第二

トリウム技術の開発研究を進める

頚要件を紹空し︑高速炉物珊︑ナ

原研では早くから高速炉開発の

シェクトとして進められることに

て動燃から婁嘱を受け除研でとり

なり︑今回の概念設訓はあらため

亀︑＝．ヘヤ

．客・○︑ζ亀覧婁f♪覧塾♂茎︑聾く℃︑塾

二ごろと示されているが︑殿近の

画では実験炉の完威が四十七︑八

また井上圧郎理勝長は﹁基事計

経過︑第二船の開発特に舶用炉の

談会を間き︑羅子力第一船の建造

に民間の原子力船関係首脳者が懇

京プリンスホテルで鳳船団ならび

藩虻3．噛︒

︶山ハコ＝

り

亀f零♂﹁薯6﹂♪馬︑で母

︵代︶

玉野3亀︸乞

あり︑塞本的に了承された︒とく

に長期計画で第二船の対象候補の

は︑同じ考えでは無理か起るか

海

三菱金属鉱業株式会社

いては舶用炉はもとより︑第二船

し雌馬資金による大雪な援助が必

についても国立研究機関を中心と

なお出席者は佐々木原船団理騨

要であるとの論議がなされた︒

長︑内古閑同三隅︑河野三嚢薫工

原子力社長︑原田東芝専務︑有吉

社長︑真藤石癌副社良︑妹嬉蕊菱

南国からは大屋︑松根両副会長︑

郵船社長︵代︶︑石州一郎民等︑

橋本代喪常任理由︒また岡野普及

令11

センター理士長も出穐した︒

H辞

科学技術庁は山砦月十五国︑科学

審議窟・橘擬一茂の辞任を承認す

るとともに︑その後任に鈴木審央

葵︑仏︑独︑スエーデン︑オラン

六月二十蕊日から約一カ月間︑

らぴに石抽委託を視察するため︑

艮は田中次長が併任する︒

を聚令した︒なお原子力局醐査課

登氏︵原子力局調査課艮︶の就任

窃課長︶︑宇磁企画課長に山野正

発参嬢窟に謝敷宗登践︵前航魏宇

備強化するために新設した宇憲關

また問日N︑宇笛開発体側を整

一つになったコンテナ船について 氏︵醗資源局長︶を発．した︒
は︑近く造船会祉を中心にさらに

個穣み︑二十五工二十移の四三︶

大型のコンテナ船︵二千欄︑三千

について在来船︑原子力船の船価
を算定し︑船主側が遼航採算をさ
らに酷めてゆく方針を明らかにし
た︒豪た開発露華︑資金調逃につ

ｼ根原産副

も知れない︒しかし︑そのへんは

酉的は鳳子力と石油の欄互関連

ダ︑オーストリアを訪記するQ

講

三菱電機株式会社
三 面
事株式会社

︒亀f・9

分折によると︑晦闘的に園難との

研究開発詔画︑体制︑来丁度予箪

会長が渡欧
日本原子力塵業会議翻会長松根

げたい︒そのために磁点的に研

研究省と管理者が十分恵志の疎

宗︻既は︑﹃州における原子力な

究力を配置する︒とかく原研で

通をはかってやって行きたい︒

などを総禽エネルギー政策の観点

から視察し︑莞通しに開する各燭

な濱松根氏には書江夫人のほか

開係者との懇談も行なうもの︒

露塵から企画翌長の束田守氏︑ゼ

氏が同行する︒

ネラル石油から企画耶の八代俊彦

7一一隠

﹁RI機器工業懇談会﹂ 第二

圓婁員会︑置旧都会二†七日午萌

便用済燃瞬

原図︑線薄部会︑二十七田午艇原

核燃料問題懇談会

謝蕪制郷グル

輸送聞題専門委員会︑二十八田正

原子勧力研究会

午鍛力懇話会

ープ一午七日午後原研︑遮蔽設計

グループニ十七日午後僚研︑保健

安全グル；プニ十八鶏午後原躍敦

国産化を推進する

︐L塾乳客

欝米原子力醜業会謙は︑本年十一月十日からワシントンで
開催される原子力平顧用利国際会議︵世界フォーラム大会︶
がわが国の原子力開発に対して大きく稗益する点が鰐待され
ることに鑑み︑代喪団を編成派遡することに致し翻した︒参
加ご希望の陶きは︑左認ご参照の上︑お申込み下さい︒

▽派艦鮒間 昭和四十三年十 月八隅より岡二十五田荻で
▽参加経躍 往慨旅蟹︑滞在賢など一切参加者負担とする

企醐窒︶耀詣︵五九

乙3ζ℃・●㌔星篭ζ︐亀︐ち℃ず多竃〜曝8㌔峯！㌔で脇・︒済も3ζ葛﹁︑でtご篭f笛

︵握当

▽募藥入員 二十一︷二十名
▽申込受付 七月十五日謹で
▽申込方法 氏名︑会社名︑所属︑連絡担当者を明詔のこと
▽囎込先・都内港区薪橋一の一の士一葺本原子力塵業会識
竃

原

試算がでている︒﹂と語った︒ま

要求などの恵見を交換した︒原産

原子力巡業会識は六月十七日東

た︑﹁これは特定のメーカーに

では原子力船想談会︵婁員︒進藤

濠とめたもの︒

決めず︑五グループにそれぞれ分

そのワーキング・グループが貝体

撫してもらうQあらゆる総力を結 孝二黒船三井会艮︶を設癒︑謡下

は鹸文発表を臣あての研究をや

組織の一風として働らく以上
はないの

る人が多いとの批糊もあった

ーノ！グ

の作業経過についても中閥報告が

つた麟粋主漉にこたわることな 的な冨議検討を進めているが︑そ

郎動燃理胸腔へ引き渡された．これで︑いよいよ動燃覇葉物はCの概怠設韻にもとづき欝細設謝を︑

化され︑燃競菓無体を定期的に炉

とともに︑昭和三十九年慶から実

聞を飯職旧稿者として︑一心プロ

く﹂ことを明らかにした︒
RとFBRの臨力炉開発は岡環渠

外に取り思し︑本格的な検査がで

験炉の設謝研究を始め︑予備設訓︑

塵

められて意たQしかし︑昨無十月 く︑椚報については隅際的協力に
憂欝廓業団の発足によって︑AT よってギブ︒アンド・テイクでい

騨価検溺を勧なうことになっている︒なおこの田の引獲しは︑とくに六月十四日に退聾した丹羽前際

次概念設謝は︑昭和四十二当館予

きる燃肘便用甲検費施設を設けて

第一次概念薩長をへて︑こんどの

として翼施されたり

算約一億六千万円で憲と9りれた

いる点は︑世界的にも注圏される

セレモニー

もので︑強鷹匠舞および一部設語

ものである︒この実験炉は︑将来

研理麟長の花ムケに

の補助作業を口潔揮発癩︵受洋額

燃隅材料の照射那漂子炉で︑回

その下には専門の十六グループが

突堤炉プロジェクトが設露され︑

った︒とくに原研のなかには陛速

約一千万円︶が押噺した︒鋤燃

細引によると︑核設計轡︑熱量茸
気は発生しない︒したがって発生

第二次概念設計の取り豪とめに至

山︑炉心および炉休構造設31響︑

した熱は空気冷却盟で大気に放出

に渡された同第二次概念設31鑑の の大型高速増殖炉の開発に矯えた

燃料交換系統設計醤︑燃料使用甲
されるが︑これを欝気発生謡にお

ーング

研究力の充実を

ある︒このFBR関係には約三百集したもの愚つくりたいが︑片よ
窓かえると二男71千KWの蹴気が

検査施設内訓澱︑礁羅および付属

出せるという︒とくに冷却材には

施設識計画︑蜜奮解折欝︑材料
表︑図画集︵付︶︑試作開允の現

多聞六癖の逮さ︶する

水とはげしく辰応ずるナトリウム

ので︑この蒸気発生器の醐発が成

μ磐使用︵

ているQ

状からなり︑欠に膨穴な蹴に達し

この第二次概念設計はすべて原

原子力船開発
で懇談会開く

東芝︵斡購会社︶︑日立︑三婆．囲士︑住反の縢子力三社に業務婁託するが︑原研はこの群細設謝の

二隠︑東京・赤坂の動力炉・核燃料開発膜業団会議室で︑月一周夫︵種論目︶原研瑚響喪の手から井上五

田本原子力研究所がとり衷とめに勘速実験炉︵JFER︶の第一

詳細設計は難癖の手で

購

宗像新理事長が抱負を語る

自由

が︑もし声量ならそれは学翻で

が轟然で︑無限にあってよいも

原則としては

のは

が進められる過程では︑一度基

こうしたことが正しく理解され

あって研究ではない︒鼠輩研究

てこそ︑原研の研究と人材が鍬

だと慰う︒

ぬ購態はしばしばおこるQ原研

礎的な研究に立ち翼らねばなら

められ尊皇され︑そして独自の

創慧の自幽

のものでなくてはなるまい︒

の結礎研究とは︑そういう性格

すぐれた研究が次々に生駒れて
くるたろう︒

動燃難業団との関係について
は︑全く一体になってナシコナ

なお当分の間︑高月研について

昭湘六年菓大工学

り︑現在に至る︒氏は戦後新合成

の三木科技庁長窩に要舗され原研
理事として入り︑高輪棚脚長にな

ベルグ部長兼研究部長︑取締役を
へて三十四年常務︒三十七隼臨時

成工業に移る︒岡社延岡工場ベン

日本落窪肥料をへて二＋二蕪旭化

り︑十六年明鮮人造石油︑十九年

ルグ絹糸︵旭化成の前身︶に入

部応用化学科箪業後︑日本ベンベ

宗像氏略歴

は私が叢掻を持つつもりた︒

ル︒プロシェクトである動力炉
開発を進める努力をしていきた
い︒原研が出したデータが︑動
燃に信用されなくなったらすへ

で︑研究に従糊する人たちとも

では終りた︒こういつκ適え方

即し含って見たい︒

私にとって紬崎研は生謹れた
ときからしつけて来た子供のよ
なもの︒だから貝体的な藩標に
向ってまっしぐらに進めること

十八日午後搬産︑

賀︑隠処躍灘雄物処理グループニ

三菱原子カ工業株式会社

《

5鞍謙粛顯

IPWR型船舶用原子炉設備

3藩・

功のカギを握るといわれている︒
った研究をすることた︒未開拓
の分野を研究するパイオニアは

確固たる書聖をかがげて歩ま
ねばならない︒原研は立派な驕
的をもった研究所である︒丹羽

前理瑠長は①動力炉閲発︑繭R

1荊用︑⑬対外サービスの三本
の樫をたてて進められたが︑私
研究力の充実︑強化〃を主
眼におき︑十分な入材の饗成も

は

三本の柱を圓める道にも短しる

はかりたい︒これが霞から前の

宝殿都出身︑満五や九歳︒

三菱重工業株式会社

△
貫

口
隔

、

三菱化工機株式会社

PWR型原子力発電プラント

㌔〜〜〜〜〜縛り〜〜ρ

繊維﹁ベンベルグ﹂等の製法を即
発し︑二十七年藍綬褒蹴を受麟︒

高度の技術を結集して

三菱グループ

扁

研の研究者のアイデアによるもの

政府⁝は六月十万日付で︑田本原

子力研究所理事長に原研高蘭研究
所長の宗像英二理事の昇格卒発舎
した︒問氏は暇報三十七年原研理
窮となり︑調隔研発足とともに所

つとめてきた︒とくに氏は︑前原

長に就任し︑放射課化学の湾成に

研理二途の丹羽周夫氏と記しく︑

との三舞を

原研は閣的を持
った研究をする所た

麓業界の出身で

もつ人で︑就任に際し﹁研究力の
充実をはかりたい﹂と強識してい
る︒動力炉関係では︑すでに蕩巡

・核燃料開発購業圃に引き渡され

実験炉第二次概念設計轡が動力炉

たが︑これからの原研と動燃との
新しい協力関係は宗像氏の手で推
進されることとなる︒

宗像理自活は就任に際しておお

からである︒そして出来るたけ

ができた︒しかし︑すでに絹灘
戒長している東海研等について

氏

▼
■

よそ次の残り抱負を語った︒

魂

根

△

研究のあ9方は︑たたまん然と

宗｛象

昭和43無6月24日
毎週月曜日発行
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井上動燃遅疑畏麿に概念設計の議録を手渡す丹羽法理轟擾

松

、

世の中の燧待にそえる効累をあ
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核拡散防止条約

ﾆ保障措置制度
で第一︵政治︶婁員会から報答

型・羅婁は︑士百の本議
展⁝され姦擁の不畿幽する

山国蝶醍螂騨締喰討
および懇談会委員がパイプの役難

界の朝見を反映させる嵩め︑塵長

るので︑その経緯を聞きたいとし︑ 施設などの設癒や拡充︑書画・流

用への影糟も少なからぬものがあ

能闘題に関しては︑これが平湘利

なお︑過般の佐世保潜異状放射

ター︑放射線欝繊掲共同利用研究

晒設として︑R工標識化合物セン

R工診療旛設などの新増設︑関連

た経験は世鼻鳴数である︒従ってこのよ

これは王AEAの保障搭躍の性格から うな制度の希薄討が行なわれる雲合は︑
意見を繁きたいと善趣︑体制懇の

を果したいので︑今後継続的に

心が払われている︒

ると思われる︒出た︑条約に基づき協定

共闘︵利用︶研究所の設醗︑拡充

動研究としてプロジェクト研究︑

大いに為嫌な協力をすることが可能であ

科技庁原子力局次長田中好雄氏か

いってきわめて大きな変化であり︑かつ

ら鋭明を慧いた︒

その規襖が著しく増大することを激昧し

状況の変化があれは必要に応じて︑IA 談した︒

される保障嵩置制度の内容は︑何騰でも

轟雛演説錨ボ錫鮮薄
ている︒したがってこの保障年越は真に

現在までの審議内谷を説明して懇

実施可能で受け入れやすいものでなけれ

の問題点を︑鋤旛文治民︵東大︶

んど栄国のもの︒だから原子力
でも︑広く材料開発を手がけな
ければいけない︒ジル三川イの
重量︑浴接技術の開発なども︑

国の機関としての役罰は十分果

の圧力容器闘題でも︑慈外と出

ら講師に招かれるほど︒軽水炉

学術会譲は︑同田のシンポジウ

ムで各分野と磯路の交流を図るな

どして︑さらに修正倹討を行ない

原子力特別援都会や長期斜画婁璽

黒雨会で可決承認されれ

会などで承認され︑今秋開かれる

は︑早瑚実現のため第七期のうち

鋤五十一

同日出された主な悪見は次のと

に︑政府に勧告する慧向︒

◇医学分野で︑放射線蒸礎医学

おり︒

と核医学は性質を異にするもので

あり︑豪たどちらも正式の講座が

少ないのが現状であり︑健全な医

学発展のために︑両方が均衡のと

れた形で講麗を増したり︑診療所

◇雌生物学でも︑講座の新増設

等を設醒すべきである︒

に垂雪をおくほか︑実習面つまり

究では特殊な物質を小斎つかう

研修所の新設が必要︒家た墾礎研

が︑それらが早く︑安く手に入る

よう原研など関係機関が︑考慮す

◇放射線化学は︑応用研究は世

べきである︒

界で有数な国となっているが︑基

礎研究はいたっておそまつで︑ぜ

ひとも謹座の斬繕設︑大学での研

事書設の拡充︵とくに小型講読︑

加速器等︶してもらいたい︒

新設は溝えずに︑いまあるもの一

◇理工学では︑当面は研究所の

NR工Mの溶接技術は欧州か 民聞の施設も含めて⁝の拡充と有

すつもり﹂と斜照的Q

などについて述へられている︒

核戦争の勃発を防ぎ︑ひいては世界の原

の現状分析と至嘱点の摘出や︑

提供者として松尾孝嶺氏︵東大︶

岡日︑醗鍮に入るまえに︑誕題

を図った︒

が譲るしく進

︵第二次案︶を︑加藤正夫茂︵東

が︑原子力利用に関する将来計画

成は︑ともすれ

が農生物学部門の問題点を︑箆弘

た順潮硝究や墓

ば忘れがちであ

搬氏︵千過大︶が医学部門の唱題

二氏︵東工大︶が放射線化学分析

る︒臼本学術会

点について︑簡単に説明し討論に

大︶が理工学の問題点を︑志田正

議では呼子力特

入った︒

硯研究要展の漣

利用を隅的とし

んで蕊た反面︑

利潮分野の開山

プの国産化や︑

わが園では現

子力平憩利用を促進しようとするもので

EAの理鐵会を逓じて禽理的なものに改

国は個々にあるいは共同で工AEAと保

将来訊姻などについて意見の交換

ばならぬことは轟然である︒

数澱は莫大なものとなることは疑う余地
障錯羅の実際適用に騨するとりきめを結

在︑アイソトー

ある以上︑われわれもこの条約の軍朋の
成立を灘むものである︒しかし︑粂約成

換弔すれば工AEAの保障措櫨がかけら も必襲なことである︒

訂し褥ることが実際的に可能であること

条約︵核拡散防止条約︶支持決議を︑賛
立までに慎璽に就働すへき多くの悶題が
れるべき平和圏胸のための特殊核物質の

ここ数年後の世弾の原子力施設の数︑

成九十五︑反対四︑簗椛二十一︵内欠脇
残されていることは︑これまでに指摘さ
れてきた通りであるが︑その鍛大の謀題
がなく︑これを思えば保障二割の澗胴上

今後の手続として︑条約発効後︑調即

二︶で可決した︒日本政檎は︑多少の不

満は獲るとしながらも︑この条絢のもつ
は保障措羅についてである︒

ぶこととなるが︑その際の主眼点は︑原

本来の趣旨に鑑みて︑賛成票を投じた︒
よほどの画期的技術進歩が約束されない

限り︑王AEAの保障織鷹制度が現在の 子力平和利用を阻除しないこと︑例えば

核拡散防止条約が成立すれば︑その第
三条の規定によって︑この条約に螺つく

これで長い間︑圃際餓台で審纐が耽けら

れてきた同条約も成立への鋤一歩を踏み

のものが産業ペースでの生産活動の妨憲

広く懸念されているように︑査祭行為そ

実施規則に拙ついて瀧的拡大のみで行な
われるのでは︑為効な適用は実瞭上不可

保灘錨躍は︑王AE氏の保障箔置制度の
下に実施されることになる︒

出したこととなる︒このあと︑同条約は︑

寄認国政府およびこの条約の響名國のう
とならないことや︑商業機懲の漏洩を生

以上のことから︑これが突際に支障な

現行の工AEA保隙措置規定におけるこ

ところが現行の王AEAの保障娼耀制 鮨であるつ︒
度は︑核拡散防止条杓の成立を予想しな

く遍用されうるためには︑この際工AE

ち四十力国による批准書の寄託の後に効
力を生ずるが︑その時鰐はここ一両琿の
かったものであり︑主として被爆學国の

ぜしめないことが何よりも璽蟄である︒

うちと予想されている︒

別委員会の中に

泱

松尾教授が説明した将来謝画第

次

は︑鵬六期の爪ヨ委無会が作
アイソトープ・

原子力︵とくに

成︵一九六五年九月︶した第

正検翻し︑より実現可能性の賜い

案を︑今頃の小裂鍛会がさらに修

放射線をさす︶

り組んでいたが六月十一巳午後一

利用小援員会を設けこの間題に取

ものにしたもので︑骨子は飴一次

とも

和美

歴と︑溝好な人柄は︑その実現

産は第三位なのにデータはほと

躍半から同会議で︑﹁アイソトー

科学技術庁金属材料

だ

田

研究所所畏になった

かわ

河

よし

案を引き継ぎ︑大学の教跨と研究

の点に対する座業界の不安かかなりのも

聲
4

譲∬

読

電

は︑発足わずか十二年鼠にし

を娚待させるに十分︒

原子力開発でも︑高温筒櫓下

番がやって来るかも知れない︒

氏は昭和十一年東大物理学正
嘉︑大学院をへて機械試験所に

︵K・T︶

一男︒大正生れの五十四歳︒

効利用ができるような俸制が出来

ることと︑講座の薪猶設というこ

とに焦点を合わせ︑将来計画にも

り込みたい◎

日新製鋼︵株︶

一二は会罠就任︶

新社長は吉田登臨︵筋社長岡田儀

代表省変更︑

垂／多彩
一無金材研に移り︑鯖二部︑第

入り︑二十五無第五部長︑蕊十

験部の各部長を歴任︑その間二

一部︑鉄鋼材料研究部︑材料試
の協力研究を行なって来たが︑

十九無には亜鉛複結韻の研究で

での水の金属腐食などいくつも

い康は鋤燃︑原研と協力して︑

している︒とりあえずAEC設や科掌技術会議の奪門委員も畏
い︒象た昨年は鉄鋼協会より渡

FBR構造材の各種試験を担当理学博士︒象大講師︑原子力委

計墜藁にもとづいて︑間温下で

スキー︑一年中花をたやさない

辺鍵を受けた︒趣味は花とウィ

タが乏しいですね︒鉄鋼でも生

のが理想の由︒久子夫人と一女

のステンレスのクリープ試験を

で各都長を歴任しκ人︒﹁研究
員たちが蕎さと檎熱を思いきり
ぶっつけ合い︑それが独創に絃
びつく良い環境﹂をのばしたい

究の実層あげることが︑発展の

という︒﹁だが︑人間一人の力 が︑疲労試験設備も計圃中︒
は小さい︒協同の力と︑総合研
﹁またわが圃では何かとデ；

十万時間にわたって実施する

た河田さんは発足当時からここ

そんな金材研の所長に就佳し

ちょうと濠ん中くらい︒

︵約銀燭八十名︶は前配三者の

方が強い︒漁設の規模︑人員

R工醗が〜歩を先んじにとの児

ける運続製鋼技術では︑最近N

仏︑ソ連などが先陣争いをつづ

にとどろき始めた︒とくに英︑

ランク︵独︶などと並んで世界

ルシュノト︵仏︶︑マソクスプ

て︑軍くもビスラー︵英︶︑ユ

NRIM︵金材研の賂︶の名
カナメしと説く︒河田さんの経

︐嘉

プ・放射線利溺に関する将来計画

A保三二嚴全般の検討をもう一度新鋸態

れ︑何れも胸半年の予燈で闘題点

のために︑講座の増設とアイソト

禽意的な申し繊により行なわれ︑したが

日本の鶴岡国連大使は︑五月十日の国

されることを望みたい︒

二需＝︸＝一二二鼎﹇一＝＝一＝凹二一＝ニ＝＝

また松根座長から︑原予輩婁員

とが報告された︒

従業員はオペレーター四入と職工

会の体制問題懇談会が三月発足

出資金は霧付金約五二万円で︑

蕊入︒二三は理瑠長翻宗像英二

を設け︑璽要盤錯の摘出と闘題点

の摘出を行なう︒また核燃料問題

討を行なっているが︑これに産業

氏︑理購11比奈地憲平︵高崎研嘱 し︑毎月一回約二年間の予定で倹
託︶︑仙田二男︵放射綜安全協会
理欝︶︑日茸畑米穂︵菓大助教授︶︑

早川淳一︵原産理漿︶︑璽松友道
︵高唱研︶︑村越駿一︵同︶︑監購

腱川鶴丞量目︵栃木隈注射針工業
協力組目理弓長︶︑二一賢二︵群
馬祭放射線化学工業研究会畏︶︒

︵国際闘題担当︶一本松珠機︑

次いでアイソトープ・放射線利

の処理方針をあらかじめ検討す

懇談会再処理小委員会に使用済燃

ープ研修センター︑R王実験窯︑

のであるたけに︑政府が今後工AEAと

って施設ないし便用箇駈ベーシスのもの

わが困がこれまで原子力平和利用の分

野で王AEAの保障臓置灘用を受けてき

③調査試験窮業などを築施する︒

原産総合企画委
日本原子力産樂会議の第十五回

大堀弘︑田中盧治郎︑瀬藤象二︑

新しい委員で第一回の会議

総合﹇企画委員会が︑六月十三日午

第一回委満会であり︑今後の運営

用に関する懇談会のうち︑今三度

る︑の三点が説明され︑了承され

料輪送闘題専門婁員会︵座長︑聡

学術会議がシンポジウム

シンポジウム﹂を開き︑理工学︑

に対処して開始することが是非とも必要

遮第一婁員会での一般討論でわが国の態

をする放射線照射振興会の設立に
至ったもの︒

岡協会の方針によると︑関係業

義離︑河内武雄︑消成辿︑湯川正

斎藤儒房︑︵PR問題撹当︶荘村
後一時単より気力懇語会において

麿等の婁託による照射購業は原研

につき①座長は灘会長の持ち着り

は﹁アイソトープ・放射線機羅

央︑大山彰︒

とし︑今後は大屋副会長に代って

工業懇謁会﹂︵委員長山輪文男
氏︶︑﹁隅土木︒建設巣懇談会﹂
︵委員長藤井正一民︶が発足し︑

た︒担当婁興は次の逓り︵敬称

連理酪山附久一民︶を設躍するこ

題︑PR闘題癒当婁鍛︵各一名︶ 近く﹁鉄鋼榮懇談会﹂が設照さ

隠から五瞬京でとする︑⑬国際無

の開催は︑緯月第一水隔日午後無

松根醐会長がつとめる︑②委員会

今回は新らしい蚕員構成による

高紬研のコバルト60照尉棟の第ニ 開催された︒

ケーブを賃描するが︑時間は同
研究所の支瞬のない時間で︑金曜
夕方から月曜朝までと︑土曜正午
から月曜朝までの隔週となってい
る︒線源は約十四万控の借用が予
定され︑照射群金の塾鵬は﹇〆ラド

の照射で対象物一ケース当り約五
薔五十円を茎準とし︑形状︑内容
などによって窪められる︒

岡協会は照射琳業のほかに①放

略︶︒

亙・放射線の将来計画

農生物︑放射線化学︑医学部門で

とりきめを綴ぶに際して適切な配慮がな

射線殺曲法は欧米酪園で広く採用

されており︑わが国でも栃木精工

が中心に田本アイソトープ照射協

岡粗禽︵理箪長︑川目栃木精工社

長︶をつくり︑ヨーロノパ向けの

賑蟹器具の放射線殺菌を企業化へ

ースで実施するため︑照門施設建
訥蓼僧螂備中であるQ

このように最近︑放射線照蜀の
潴要が増えてきたことから︑さし

肇業︑②脅成購業︵技術の相談︑

あたって原研高隔研のコバルト60 射線利胴や安全性等に関する普及
照射施設の遊休時間を備用して︑

技術者の実務訓練︑経営相談︶︑

一

ではないであろうか︒

であったが︑この粂杓に盤つく撮障興浜
は強制的なものとなり︑したがって

度を明らかにする演説を行ない︑非核保
麿圏の安金保陳︑核保磁鰯の蟹縦幾務の
全体ベーシスのものとなる点に大きな関

囲

明確化︑原子力平和利用に対する国際査

一＝
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圖鯉≡

いる︒とくに注射針や注購簡の放

界の各分野で実用化研究を進めて

磁の加工︑食品殺菌保存など薩業

医蝦器具の殺菌︑木口および装飾

簸近︑放射線利用は急速に傭ぴ

は︑六月十二日政府の設立認可をえたので︑近く正式に発足する︒

う﹁財麟法人放射線照射振興会︵理喰長︑宗像英二原研理類長︶﹂

て︑中小企業などアイソトープ利胴者のために婁託照射業勝を行な

日本原子力研究所隅傭研究所にあるコバルト60照射施設を霞嘉し

高崎研の照射施設を活用

企業化の促進はかる

五

プりマハム︵株︶ 住所変更︑
．新住所東京都千代田臥霞が関三の

代表者交更︑

二の翼翼が関ビル︑鷹誤策京︵五

︵株︶三井銀行

八一︶七二＝

新社長は小窺五郎氏︵前社長田中

久兵衛氏は会畏就任︶︒
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産

力

結論は総選挙後か
だが国民識会における関係閣僚

の発醤から判断すると政府はク
チュール委員会の腎水炉建設の

とえはアルストム社では﹁原子力

難しい立場に追い込んでいる︒た

の点でも政府は英圏のEEC加盟

建設すへきたとしているが︑こ

ラン工揚を英田や西独と協力して

計画に魅く喪材の生殺はわが社の
設題や西独が核燃料製造に参加す

らされたことはことに民心企業を

部に過ぎない︒従っ

活動分野の

第三点は重水炉の研究醗発だ

的な理曲で選択を遅らせている︒

ることを嫌うといったような政治

てはっきりした町着が示されない
限り従来通りの社の方針で進むほ
かない︒政府が選択した結果をは

が︑クチェール婁員会はその経済

力部門への投資は拡大できない﹂

が重視されている︒だがこの点に

合︑ことにカナダのCANDU型

る建設を提嘔している︒この場

提鳴をしりぞけたようだ︒少なく

を求めている︒

と述へてクチュール蝦二巴の公開

っきりしてくるのでなけれは原子 性を続く評価してフランスにおけ

を渋っているのは軽水炉の揚合︑

養護縷叢遅

十万KWの鰭囲内で拡大できる︶
核燃料は米国からの輸入に依存す

らせたことは確かだ︒政府が選択

のワク内で米騒型濃縮ウラン軽水

クチュール報告欝の第二颪は核

る︒圏罠議会ではこういった政府

ついても政府は選捉を拒否してい

炉の建設を提唱しているという︒
燃料に関するもので長期に欧州に

ることになるからフランスの独立

の方針に左興運含のフランソワ・

ソト工場を拡大して調馬用三編ウ

も実際面においても漸次遠ざかっ

トムの協力関係から精神において

いるQこれは蹴購用のピエールラ ミソテラン総哉は﹁二瀬はユーラ

ラン工柵を設躍する計圃を緋除す

ている﹂と激しく非難している︒

はフランスにとって大きなプラス

飽には軽水炉と栄国核燃料の導入

おける濃編ウラン製造を提囁して

︵カイゼルハウスト︶との協力に

だが︑政治的にドゴール政策に反

るものた︒こういつた欧州濃絹ウ

よる軽水炉の建設を行なってまた
が︑フランス雛独の軽水炉建設も
するわけだ︒こういつた選択が遅

セシウム熾は︑使朋誘原子炉燃

▽ペンシ

ルバーヲ蹴

麗麗灯︵p

の選択権つきである︒

ワイオミング州に入手し笏い石炭

すぎるとしている︒また隣接する

建設費の上昇について同社は︑

は樋門千三薦八十万妙である︒

敷地変更による増分と機器︑特に

囚にあけている︒しかし原子力部

▽ジャージー・セントラル躍力

ものであると同社は述へている︒

︵六十八万七千KW︑BWR︶
分の
のコストは当初の見績りに近い

社に発注したピルグリム発鷺所

▽ボストン︒エジソン社ほGE タービン鶏電機コストの上昇を原

のあることも隙囚にあけている︒

を締凝した︒これは同規模綴蛾機

一月機の燃料を除く総偉コスト

P＆L︶会は一億ドルを超すものとみられ︑

九七一エ年である︒敷地

建設開始は本年末か来琿初め︑完

目糠は
BWHを成G

社⊥巫の

建設許可申請を修正中たが︑総建

設費を一億四千七闇六十万贈と見

E祉に発注 はフロリダ州東海岸沖のハソチン

ソン島の千二百エーカーQターボ

鷺灯会社腫オイスター・クリーク

した︒詳細

第二発鱈所︵九十万KW︑PW

込んでいる︒発日所建設費は送聡

五百万がを想定したが︑現在の想

馳設︑初膨炉心を除き︑当初六千

発電機はW11社と交渉中︒

▽アイダホ蹴力会社翻原子力発

は来年一月

躍所建設を換附したが縞局取止め

ス︵B＆W︶社に発注したが︑A

の鍛工契約

定では八千五百二十万冠である︒

盟は一三八千五鶯万がである︒建

露Cに提通した資料による総建設

R︶をバプコソク＆ウfルコソク

た︒同社は現在水力発躍のみを行

原子炉︑千八百八十万がをタービ

修正コスト中︑二千；田十万がを

三菖万楚と見込至れ︑残る四千工

設費は︑初期炉心を禽め一懲四千

一九七三年六月末の購限切れまで 齎万がは諸税︑建設中利子︑エス

初妓荷燃料インベントリーは︑

ンが蔚めている・

シフィソク蹴力石弼の満社と共岡

で︑一九七か年運開の汽力発電所

なっているが︑ユタ電力躍灯︑パ

まで明らか

にされな
発聡所出

い︒

力は運開が

同琵では︑原子力晃騒藤は少な

一九七五〜 を謝画中である︒

七七琿の場

くとも五＋万KWでなければ経済 AECから賞搬するが︑そのコスカレーション︑予口強費などであ

換おレ小ぴ封入加工施設の建設と運

る︒敷地は未定だが︑冷却塔と圧

塾とし︑七四年運開を闘途とす

さらにウランは軍噴品であるの

厨いという性質が生れてくる︒

山会社は非鉄部門での海外鉱山

れると蕩えてきたことの他に鉱

は躍酎品でもあり︑政治的な配

入が必要であるが︑ウラン資源

であろうから︑海外投資のタイ

が嵩まると資源確保に知り出す

﹄

会社が共周で外国企業と舎鋭会

子力か石演かについての三回闘の

られている︒しかし︑その程度と

る研究が科学技術闘の手ですすめ

ギー産業︑エネルギー政策に関す

くかどうかは︑この作業にとりか

翼剣さが同局の希望する線に近づ

ては︑轟周は︑原子力がわずかに

一九六五年と六六年の二度に

活することができるかどうかにか

に対する下院の反対を︑上院が酸

分にあたるものてある︒同局のこ

年

の謝圃は︑七〇年会副年度できる

この要求韻は︑二年目画の

かっている︒

へいに織したときは︑継子炉二基

に五〇万がを必要としている︒下

タービン発蹴機についても検討を

額についてなんら反襟を示してい

的研究に対する謝懸案はリソース

とりかかりたい慧向であり︑総合

騒局としては︑たたちに作業に

ない︒

クそれに醸立といった少くとも三

ncが柵意し︑二︑三週聞のうち

・フ雪1︒ザ・フューチャー・I

ジコンソン大統領は四月十八

米AECの予算決定

に発喪されよう︒

場禽︑簗海岸のヤプコァ︑北部の

の入牝は互にきわめて接近してお

当局は︑三社の原子炉について

と決定したoJCAEは︑AEC

設備費四触四︑三七五・一万ドル

は総認二一億七︑四五五万ドル︑

これにより︑一九六九薙の運常費

日︑AECの予算案に署名した︒

り︑さらに︑まったく圓一の落攣

万ドル必削減したQ

が要求した予算か5＝態九薫OO

を摺廻している︒

におかれているものでもないこと

入化かなされる︒

考慮しているが︑敷地の入手次第

トーチューゲロの二地点について

は︑南耶のアグゥイレ︑その他の

当局は︑現在︑螺子力の揚舎に

りも検討しているり

廿以上の外臨メーカーからの総懸

・イングリノシュ・エレクトリノ

すすめており︑さらにパーソンズ

当局は︑GE︑W11の入凡し院
た予算婁︹ハ会は︑六月まで︑要求

あった︒

に対する蒸気繰給系の供給入札で

わたり︑メーカ⊥二乱か難局の招

た︒

供給をおこなうよう巾し出をし

ユニ︐トの原子力蒼白供給系統の

なわちGE︑WH︑CEに︑単
菰ため同局が要求した五〇乃が
かる

鶏月︑当局はメーカ⁝蔵社︑す

経済約に勝利であるとみていた︒

避択をするであろう︒過玄におい

る米国のエネルギー資源︑エネル

一九六七年の大統領の要請によ

米︑科学技術局

題研究に着手か

総合エネルギー問

る︒建設完了は軍ければ一九七二

ている︒建設中利子は千蔭万贈︑

トは二千七颪六十万楚と三訂削れ

所は単茎首

れたけ大きい発羅所を建設するに

＋万KW︒ 的に引含わず︑また単基色雌でそ

予定である︒

癒に先だって帯揚を刺激する方法

は︑同社の供絵区域は負荷から選

無十二月一B︑遅くとも一三後の

的で化学的に再処理された後に残

としてとられた措狸であった︒そ

原発か火力か

プエルトリコ

決定は夏頃

昌塵昌嗣闘隔▼塵■▼●▲鳥鰯闇隔隔職囎ワ▲▼凸昌τ鳳購晦職事吻▼

エスカレーシコン︑臨時費その他

る騰液から化学的に分離すること

料から崇燃蝿ウランを取り出す圏

によって得られる〇

力答露の現地組立てが必要だとし

一九六五鉱十一月男爵付で︑A

▽フ自リダ躍力躍灯︵FP＆

燃料契約も未定︒

ている︒ターボ発電機メーカー︑

の後この斑閲企業によるプラント

を謝團しているが︑石炭供給麗の
た︒これは︑その蟻謄刮画されて
いたK間企業の核分裂生成物の紙 煮で不調となることも考えられ︑
その拐禽は原子力を八十万KW二

行なうべきだというのである︒

セシウム僻を値上げ
米AECが定価変更を計画

値上げを最終的に決定した揚州で

アメリカ原子力婁皿会︵AE 同委閉会が︑セシウム拗の価格
C︶は︑核分裂によって生産され

⁝
⁝

⁝ ジニアリング社と八＋万KWPW 七月か八月中に︑ブエルトルコ

し︶会社1ーコンバソシヨン・エン

吸﹁．︐髄D︐︐︐摩︐﹁︐脚BBbP買︐︐︐蓼陰︐D質︐︐脚謬︐︐8陰圏■コ蜜︸墜

ープの価格を臆下げしたが︑これ

定価二千五酉円︵送科共︶

の核分裂生成物のラジオアイソト

ECは︑セシウム餅およびその他 の謝幽は取り消しとなった︒

納品分のもので︑この決走の公喪

はそれらのアイソトープの製造お

︸申込み葦原麓紅藻班

も︑一九穴兀無六月三十日以朗に

同社は﹁九七四年運開の石炭火力

富力庁はい蜜まではベルギー︵シ
政策に矛盾するという政治的理
ューズ︑チアンジュ︶︑スイス 由からだとみられている︒技術

民間は委員会報告の公開を要望
︻パリ松本駐在風︼フランス国樹講会では五月八日から一週
圓︑政液の科学政策を剖議した︒この討議では原子力発話が二月
な部分をしめたが︑モーリス・シューマン科学柑は﹁技術の急遼
な発展を考えると県まった選択を行なってはならないと思う﹂と

述へ︑オリビエ・ギシャール工業網は﹁石旋または逢妻焚きの火
力発魔所は従来予想されていたよりもはるかに長携にわたって原
子力発聡の攻勢に対抗できる﹂と答えた︒

点から毒見を豪とめること牟慮的

で各国における原子力発蹴に関す

庁︑民間 企 糞 代 表 で 構 成 さ れ た 譜
としているQことに天然ウラン炉

フランス将来の原子力発鱈計画

聞要員会 ︶ の 第 一 次 報 告 讐 が 擾 出
中心を主張する原子力庁と濃縮ウ

フランスの方針について技術的観

されたとき︵四月十八田︶には政
ラン炉への紙換を握塾する電力庁

る狡術の得失を比較検駁した上で

府はこの報告沓に基いてフランス
の立場を翻幽する慧園をもってい
る多くの核分裂生成物の︸つであ
るセシウム餅の価格の擁上げを灘

ての注文は︑堺行のセシウム餅価

以蔚に受注した分についてのすべ

よび頒布に必要なその当塒の全コ

原産新聞合本

格表にもとづいて縁定される︒

経済性のない国内ウラン資源の

慮の必要かる︑その源外開発は

⁝九六五無以来︑腺

醐発には︑多額の国家資金が公

の共同開発を進めており鱈力会

民間企業が主体となり︑これに

水資源局は︑

原子力開発に

で政硲的な要因で供給が不安定

社は送配鍛部門や過密都市蝋簾

国家資金が投入されてゆくこと

Rの蒸気供給系統︑燃料購入契約

は今後も聴額な

社あるいは難業団を通じて投入

となる可能性がつねにある︒

のための投資が必裳であってリ

が叉当な姿といえよう︒

一

開発資金が必要

されてきたが︑海外鉱山の開発

海外鉱山が開発されると単に

スクが多く︑概念な資金を必愛

家資金の譲許陶配分を湾えてみ

︵五九一︶六≡蕃
スト以下に合わゼたものであっ

であり︑わが圃

には政府の助成措置がほとんど

限定されてはいるが安定的なウ

とする海外鉱山への投資が実際

ると︑過虫国内資源の開発に陶

社を設立して︑カナダでウラン

繍

ル婁賃会︵政府︑原子力庁︑打力

の原子力発電は﹁天然ウランで進
る︒しかし政府は民聞企業の強い
要論にもかかわらずいままでのと

ラジオアイソトープは︑近葎ラ

画している︒

ジオグラフィ︑核訓測の慮用およ

また化学製品や食品の放射線処理

び医学的治療に使用されており︑

のような資本不

ラン資源を確保できるだけでは

がある︒幸い九聴力と大手鉱山

的には困難であったことに原因

件交渉でもこれが物利に作聾す

採鉱を行うことが決った︒しか

鴨黒1

の技術的側面を検討するクチ議ー

むか漣縮ウランに転換するか﹂に

ついて選択を行うものと予想され
ころクチュール報告轡の公表昂描

だがその内容について︑簾一

たが︑政府は﹁選択はまだ二期尚

クチュ：ル婁直会もさらに︸鉱間
点は第五次計画︵一九六六一七〇

否している︒

この課題について研究昂寵ける︒
郊︶の原子力発躍選択謝圃︵本署

早﹂という判断を下したわけだ︒

クチュール婁員会は第六次計画

一足の国では限られた資金を最も 講ぜられていない︒海外鉱由の

なく︑羅力会社が外国鉱山会社

問題は今後も国際的に最も塾要

いえないであろう︒しかも資源

に投入しても︑決して過大とは

けられた程度の資金を塞外鉱山

原子力産業たけでの範囲で国

開発は︑つぎのような慧味で需

と艮期契約を締結するときの条

原子力の童要分野における開発

国家資金の投入を

華華よく使用するという努力が

力産業において筒速炉開発とな

㎜払われなければならないQ現在要である︒すなわち．今後の原子
は︑独立採算をたて疑えとする
国難企業体である事業団によっ

海外ウラン鉱山の開発に

ることになる︒しかし︑ウラン

ミングとしては︑現在は最良の
⁝
時期といえるのであるQ経済性
⁝
︸

がなく埋蔵濫が問題にならない

beS

na、

1

面様蕎五十万KWに追加して蕾丑
いるQ

の分野でも応用の可能性を持って

AECは現行のセシウム麟の価
格明細表は︑現在A猛Cが持って
いるセシウム辮の転換および封入
加工施設が簸大の製造膨力で運転
された揚含でさえも︑このアイソ
トープにかかる全製造コストを償
うには不十分であるとして︑全経

を現在謝趣している︒現行の建価

費をおぎなうために価格の値上げ

て進められている︒しかし︑環
業団は採算性のある分野の事渠

らぶ重要な閾題は燃料の確保で

については海外事由の開発は他

程少ない国内資源たけに国家贅

@

である︒

態は窓く︑実質的には出蛮金の

てみると︑非鉄金属と同様に︑生

あろう︒ウラン金属を藺品とし

し︑採鉱の常識からいえば五〇

金が投入されてきたのを不思議

な闘題となり︑後進国も自立牲

形で赤鼻を補幾しているのが現

の鉱業ほどには進んでいない︒

％以上の成功率を期待すること

に思うのは︑私が門外漢である

メ．轡幽
状である︒したがって︑贅金颪

慶能力を辮要の増加に対応して

これは︑息子力開発がこれほど

はできず︑かりに有望な鉱脈が

からたろうか︒︵降着は日本長期

@

嚢と罰画叩の定価蓑は次のとおり

も︑採算性のない分堕の饗業も

から効率性ある開発が推進でき

弾力的に拡大することができな

鷹く泡むとは予想されなかった

発見されてもつづいて簾額な開

l
饗建一
一

ないという問題もでてこよう︒

いので価格が高騰し易く︑世界

発投資を必要とする︒これを促

︑
j
ノ

効率的投資という観点から雇

要の僻ぴ予想が答易であり︑し

とことおよび羅力量祉は雌力蒲

担当しているのて︑その経理状

例として︑ウラン

の賦存状態が偏在しているため

解に蕾しむ

国際的な大鑑査による野占が成

信用銀行専務取締役︶

資源の聞発があけられる︒埋蔵

進してゆくには︑国蒙資金の没

立して価格は下方硬臨的になり

たがって供給の安定性が保蹴さ

磁が少ない上にコストが高く︑

@
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簸る︒復水器で冷却された水はイ
オン交換器を経距して瞳列に結ば
れた四つのプレヒータ⁝に流れ込

警羅内の水が腐蝕により

み︑そこから再び原子炉へもど
る︒

原子緬

生じたものによって汚染されるの
を防ぐために︸時聞繰り十七ナの
原子姻の冷却水の浄化能力を持つ
浄水系が設躍される︒
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カバー礪の摩き

約六五堺

二︑七八九堺

二本の熱気トラノブを流れる︒こ

気は宏ず炉奥内に入り︑それから

次系同踏が破裂したとしても︑蒸

内径

汽箒︵円簡︶部壁の駆さ約八Q払

寛力齎の水串麓了するが︑これは

れらは︑陶方とも蜜温で約二四〇
約九万越

底部厚さ

フレンチ・クレウソノト綱ででき

る︒この験子炉炉冨は︑三体が生

る銘二次鋼容羅内におさめられ

る平均摩さ二五︑勢の壁でできてい
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めに原子炉内輪は︑うすいステン

ート壁でおおわれている︒炉心の

体遮蔽の駆さ丁八綴のコンクリ

ートは密度と比璽を筒めた特別な

鋼製の蒸気トラノブを設暇するこ

のであったQドノデワルド

助については︑すでに述べた︒さ

鋼鉄︑およびユーラトムの財政援

メリカのノウ︒ハウ︑フランスの

子炉炉窒および二継の自註製蒸気

圧力同盟︑炉心支持台︑葦鹿蟹除

な思羽りを果した︒穏踏の鋼鉄盤

離業界はこのプロジェクトで塾裳

待されているQ

クトにも目籠に滲加す鵜ことが燭

ランダの琳粟弊は︑このプロジあ

は︑

とになっている畷初の原子力発電

らに︑ドイツの雲叢はタービンの

玉ヨニ

殿初の企醐の通り︑オランダの

法およびきびしい要戒に親しむ機

琶に婁託され︑

方︑実際の建設

オランダ原子炉センタ⁝
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た︒
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いる︒ワール河は︑ライン河のオ
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いことは明らかではあったが︑し

結局五万工程プラントが選定さ

素の装褥か終れば︑徐々に娼力を
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水と水蒸気との分離は︑水母面

建造中のタービン
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で行なわれる︒蒸気は最初に原子
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獅専が地鎭祭を挙行
密構造でなければならない②無籍

すべてのαエンクローシャーは気

線の遮蔽については同じでも︑①

り五百倍もきびしいことから︑γ

性が強く︑強堅鑑でも混禽FPよ

灘懸叢讐繊鱗

一部は来年秋から試験開始
を保つため試料等の繊し入れには

研究施設は︑勤力購・核燃料醗発万物団︵理聯畏芽上五郎氏︶が原研大洗研究断の用地約六十万平方

月十四日午削十〜時から︑茨城隈藁欺城郡大洗町の原研大洗研究所敷地内で行なわれた︒この両大型

の金属や炭化物などは非常に燃え

技術を必要とする⑬プルトニウム

と接す弓ことのないような特殊な

エンクロージャーの雰團気が外気

層を借用して︑岡地に建設する各種研究旛設の一部であり︑約五億四千万円をかけて来年八月月頃豪
易いので︑必要があれは︑窒素︑

とになっている︒

今後建設されるα一γケープは
γ線の遡蔽能力が⁝万㍑のもの三

米︑ソ︑英の寄託国政肘と四十力

十一で可決した︒岡条約調灘後︑

畿を賢成九十五︑反対四︑棄犠二

る︒一方︑関醒の美浜一弩機につ

て約六十億円分が対象になってい

駆動袋置などの機器で︑金額にし

円場当︶︑再循環ポンプ︑制御醸

度︑タービン発電機︵約四十五億

豪た放射線監視体制について︑

てもらいたいし等の慧見が出た︒

て嚢たので︑地方に権隈を付与し

国連総会でNP

燭の条約署名国による批准および

T支持決議通る
その批准君の寄託の後に効力を生

が︑統一する必要がある︒とくに

﹁各機関がバラバラでやっている

国連総会は六月十二日の本会議

体制︑僧つくり︑水や気象の監視だ

施設者に勧笛もで割るような組織

次系の機器で︑約四十億円分が輸

御観駆動装置︑循環ホンプなど一

ェソクする必要がある︒したがっ

けでなく︑旛設者が出すものをチ

タリーのイスプラで︑醤NEA主

属は︑六月二十七︑一一十八日にイ

磁気試験所主任研究宮の竹越舞

プラへ出発

竹越氏がイス

た︒

なお︑一行は翌日織島を見学し

の強い慧見が各県から出された︒

財政上の施策を考えるへきた﹂と

圏は当然︑原子力臆設のため地方

非常に大まく︑若しい︒このため

環境整備など︑地元の財政負担は

射線管理︑防災対策︑僻地開発︑

財政措雛の問題については﹁放

があ．○﹂との量見も繊た︒

て地元としても別に監視する必要

入関税の免除をうける︒とくに福
簡一弩機の輸入分は燃料をふくめ
約頁五十億円で︑美浜一弩機が約
筥二十偬円となっており︑両一暑
機とも三無度以降についても免税
描鷹が希望されている︒残りはほ

が︑二機禽わせて燃料分が葦毛二

とんど燃料関係といわれている
で全輸入機器の約九八％が免税懲

罫描羅の確立についての八議題が

設などに伴う行政蠣要に対すザ爵

制の貝体的方策⑧原子力廊設の建

関する質任分野の明確化と監視体

見られている︒

十億円︑機羅分が約三十丑億円と

原子力施設の所在地あるいは予

原子力行政主管
課長会議開かる

集躍の禰晶﹁暦機の免税は今葎

躍をうけることになる・

ては今年硬で免税は終るが︑これ

いては圧力容聡︑蒸気発生器︑制

で︑政治婁貫会から報告された核

約六十偬円︵うち機口分約三億

たが︑今極度はほとんど燃料分の

の約五十億円分が免税繊蟹を受け

原璽敦賀は︑昨無罪に輸入機器

入関税の免除をうける︒

兵器不拡散条約︵NP？︶支持決 じることになった︒

セル︑二千糖のものミセル︑五十
糖のものニセルが設けられ︑その

その中で試験が行なわれる︒試験

巾に気密のボノクスが入れられ︑

内容は︑確蟻試験のほかに︑物性
の変化︑たとえば熱儀導度︑プル

歩進んで

トニウムやFPの照射挙動︑椙お 円︶が免税される︒敦賀分につい
よび融点の変化など︑
証礎的な領域の奮穫試験も謝画さ

楓界的にはすでに米︑英︑仏︑

れている︒

独などヤ以上の纒1γケープが現
実にプルトニウム燃料の附発のた
めに設櫨され︑稼目している︒

関税免除措置きまる

罰議された︒

とくに原子力の安全確保に関す

る関係法規の整備については︑

軍饗閥係のもので海が汚染されて

と広く国民の立揚から考え︑二

婁幹裏︶は﹁こんとの挙隅はもっ

盗を見送る入たちの中に︑動燃

概念設計を花道として引退耳⇔

かの憲見を学術会蹴として豪と

輪︑駒込あたりの顔もチラホラ

や原麓の職員も交り︑東海︑轟

越﹂

癬

玉

清

窩速増殖炉の開髭に欠かせぬ武將1α1γケープとナトリウム・ループの起工式︵地鎮祭︶が︑六

でには建屋の建設を完了し︑十月には一部の試験研究が開始される予定である︒︵内蕪当室は順次設
アルゴンなどの不蒲性ガス雰囲気

て燃料体としてのスペノクを轡

にする︑などの措羅がと6れるこ

備されるが︑この総額は両者で約四億二千万円である︶

き︑製錨を作るという段階をへて

性試験を数多く門歯ねて︑はじめ

辞︑祝瞳蹴披U露があって︑正午過

奉典などの後︑薩に入り︑来饗祝

穿初の儀があり︑各参列雷の玉串

理脚長︑村田︑馬木︑鎌田︑堀口

︻解説

うな試験が現在︑原研副馬研究所

定地の地元撮嶺局が集まる︑原子

月三二︑十四の町田︑欄樋県いわき

力伶政憲管課長会議の第三回は六

宵で開かれた︒今回は響森県が提

催で開かれる﹁除子炉の歯群供論

の温際会議に出席するため︑二十

系統関連機器の安全性の信慎慶﹂

いくのは︑大へん残念であるしと

うにしなければならない︒侮ら

度とこういうことが起らないよ

は﹁翼翼時についての悶題点﹂を

め︑政周に巾し入れる﹂と結ん

※

勘

松

取締役社畏

同日は︑動燃画業団から清成酬⁝

山群鐵のほか︑大山技術灘閥 ら

辺茨城原子力開発協講会長︑加藤
今度︑動燃恋業圃が建設するα

のホノト・ラボで行なわれてい

ウラン燃料については︑このよ

いる︒

大洗町長ら現地関係機関の各代表
一γケーブは︑プルトニウム燃燐
る︒しかし︑東海研のホノト・ラ

α一γケープについて︼

ぎ︑地鎮祭は無購終了した︒

来螢として科学技術庁代表省ほか
の開発に不可欠の施設として︑す

三原子力発電所43年度分

﹁地方行政当局は現行胆液︑安金
硫保に何らタソチできないが︑地

っている︒したがって佐民の安全

域住民の福祉︑安全上の費任を持

﹁原子力発燈駈の工学

四日繊発した︒同会護には︑わが

磁からは︑

的安全施設の信頼度評価﹂の論文

ームーー

が提繊される︒

六月十四日の夕刻︑

凍羅田餌瞬には隠なら

ぬ人垣がみられた︒中

央転職をはさんで両側

もなく原研職員たち▽今日限り

を埋めつくしたのは︑いう豪で

の二百さんを伴なって︑まった

原研を去る丹羽理聯長は︑秘轡

で出て来たが︑つと立ちど家る

くいつもと変らぬ表皮で玄開ま

やかな挨拶Vびっくりして立ち

と︑ビルの守幽さんたちににこ

て向きをかえた丹羽さんに︑期

上った三熱さんに︑もう﹁醸し

ラノシュが二2瓢つパソバソと

せずして拍手の波︒カメラのフ

なかったことは︑大きなミスたっ

付け舞えた︒

轟めくV国麓動力炉閣発に執念

た﹂と述へた︒氏はさらに﹁われ

福認要一民︵学術会講原子力特

原潜のデータが躍事機密上︑全

われは現在︑原子力平和利用施設
から出る放射性廃際物を︑いかに

述べた︒

名古網引中村区笹勘町1（住友銀行駅薗支店ビル）

名古麗支店

が︑地元側から角茨城県参環︑渡

が出脇︑京た建設旛行の溝水建設

ボや建設中の大洗研究所・JMT

案の①防災薄商に関する謡調喪②

でに四年程前から原研や畑原燃な

る﹂にもとづいて実施されるも

放射能盤視休制に質する雨湿③原

および聞組の代表者など合計約六

大蔵省は︑日本原子力発蹴会

の︒すでに原艦東海発電所の輸入

のような億無体を含む燃料を取

社︑藁京罐力︑関睡電力の三社が

Rのホノト・ラボはプルトニウム

扱うような構造にはなっていな
い︒すなわち照射プルトニウム燃

子力施設識鰍に伴う開連摺業に対

の︒それが昨奪度から三盛奪讃爾

従来︑ウラン燃料の闘発でも︑

を守る上から︑国が許可を下す揚

︵軽水型︶機器に関する関税免除 るu現在︑建設中の軽水炉型原子 する旛設設撫者の財政援助の内容

合は嬢購の豊前を程るとか︑恵男

④原子力施設の設題に伴なう紬問

い︒またR工の検査︑五聖︑指慰

力発羅所については︑昨年度に原

機雛が免税されているが︑束鷹の

を恥号するように法改正を膿いた

福学究機︵G鷺社のBWR︶と
状況について︑および茨城県が提

いて⑤放尉面試験研究機関の設躍

措躍を決め︑近く告示するQ
のγ放射佑を⁝緒に取扱うホノト
この輸入関税の免税は︑関税暫
・セルを認1γケープと呼んでい 定措置法第四粂﹁原子力発蹴設備

は科技庁が担当しているが︑さい

電敦賀︵GE社のBWR︶の輸機
入関等の設畷および活動状況につ

るのに対して︑いわばβ1γケー に使用される物品のつち︑日本で

関鷺の富浜一易機︵WH社のPW
案の⑥原子力の安全確保に関連す

あり︑とくに海洋については海洋

監視体制を徽立することが急務で

彦

きんは各地でR工利用も面々増え

製作が國難なもので︑政令で定め

ブというべきものである︒
ウムの謹

∠⁝ンノ

る関係法規の整備⑦放二線監視に

R︶については︑今年度初めて輸

構造的には︑プルト一

データ公表を要望

伏見旗治氏︵名大プラ研所長︶

観測舶の必要が望まれた︒

桧山洩癖馬︵東大教授︶は﹁海

り方について︑﹁日本の原子力袈

は原子力委の安宅確保に対するあ
の沖で赤い染料を使って実験した

蔵ではないというたて康えた︒こ

原子力平稲利用にも影響をおよ

れは僚子力婁員会が園民の立揚を

であって︑原子兵器については三
べ︑とくに放射能の魚海瀦類への

貫会は平和利用だけを謙論ずるの

縫縮系数︵CF︶のとらえ方が璽

だ﹂と述へた︒

薫るという費任を忘れていること

︵食物連鎖︶﹂の難題について述

ていく﹂と脱明した後︑放射鮨の

幡の狭い帯のようになって拡散し

説明した︒今回の異常放射能の調

要であると強調し︑ヨつの方法を

洋放射能汚染とフfドチェイン

学蘭島纏頭催︶が六月十三円︻︑束

留錫の問題から原潜鋭を科学的に

ドを使って︑﹁染料は海のなかで

京・上野の学術会蹴誕黛で関かれ

解明した方法を紹介した︒しかし

査方法について︑﹁佐世保港の穂

模擬拡散実験の調査書果をスライ

護︑原子炉の賦課性や灘岸汚染な

た︒シンポジウムには︑放射線防

世論環と三宅氏との間では︑分析

煩なと海霧生物の湿譜系数を調べ

内に生息するプランクトン︑魚員

ぼした﹁佐世保港の異常放射能を

どの問題などにたずさわっている

された︒科学的解明については︑

方法の網違から激しい議論が交わ

さいごに周シンポシウム司会の

学者をはじめ三野会社︑原研等の

めぐって﹂のシンポジウム︵B本

佐世保異常放射能シンポジウム

膿

るものについて輸入関税を免除す

料などのα放尉体とFPなどから

機羅が免税措置を受けたことがあ

どがその設畷を強く望んでいたも

地鎧祭は大洗磯前神宮の簾塚︑

が静かに見守る中で修被︑降神︑
実際に炉で照射したカプセルや燃

米国から輸入する原子力発電所幣

十名が出席した︒

神蝦奉．納があり︑祝詞が奉られ
料ピンなどについて︑燃焼度の測

で建設される運びになった︒

た︒この後︑敷地払いに続いて︑
定や金属組織的な試験︑嘉慶や寸

栗俣両露国の司祭で挙式︑関係嵩

胴部溝水建設水戸娼張所貸の苅初
法などの調査という︑いわゆる確

引幕鯨

恥犠

ｾ曳

の饒︑澱成動燃罵業団翻運事長の

嵐勲
︾鞠

シンポジウムの会場
関係暫も多数参加したσ

まず簸初に山醗文男属︵科技庁

然公表されておらず︑科学的判断

少なくしていくかの聞題に日夜悩

を燃やし︑FBR実験炉第二次
尊門家検討会議長︶が政府から受

がで旧きないとの慧兇も出さ︐れ︑

﹁少なくとも日本の調査データに

んでいる︒しかるに原潜のような

次に服部三態︵立教大助散授︶

諾された際の﹁佐世保溢異常放射
能調査検討会の経過﹂を説明︒つ

ついては公開きれるべきだ﹂との

見兀たのが印搬的︒

意晃が大勢を占めた︒

だσ

づいて三宅泰雄既︵束教大教擾︶

凄陀︑将来の環境放射能滑染の

は︑原研がこれ豪で茨城嬢葉海村

社大阪市北匿堂島浜通1丁巨57番地

本

場承吹・窩知・大阪・横浜・市撰・中浦・堺

T￡篇。束震く54！＞2611（夫代表〉

工

東京都中央区銀琉東3〜4

麟癖

竃

原研大洗研究所における起工式

東京支店東京都中央区銀座東■丁渇■0番地三晃ビル3階

十條製紙株式会社

原 嚥翻舗麟

議

賢論4鍵1

火難セノント

まつ白な紙です
重ねてお書きに
なればそのまま
美しいコピイが
できあがります
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の気体の基礎研究と︑できれは擾
三千瓢三度程度まで原子炉で作る
ガスの温度を上げることが︑影面
の課題となっている︒

州礁

議三

よる出力四十MWの第五出機濠で
を発成︑さらに︑先琿出力三十M

W程度のMHD式火力発生所の鍵
験設備の目蓋を鮎表したが︑自社
および従来これを後接していた羅
力会社の出資では手に余り︑今後

否にかかっている状況である︒

の沽鋤は︑内務省の援助獲得の成

このように︑原子力MHDで
は︑比較的低融で安定な蹴轟性を
得る気体を作る昆礎的な研究が︑

ような問題がないので︑楓熟空気
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滋初︑アメリカに立ち遅れた感が

大型プロジェクトによるMHD発躍聖旨装置（羅試二号）
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ずさん

であっ

かり︑建設体制も癒出藍備され

よりいよいよプロジェクトにか

の三月末をもって完了し︑四月

備副画が進められて来たが︑こ

クアノブ的な研究が多いという

りした目標を身近に持ったモノ

ー︑フェニソクスというはっき

はカダラノシュではラプソディ

に開発が進められている︒これ

いうへき組織の下︑実に能率的

する心構え︑ひいてはフランス

らの開発体制︑彼簿の研究に対

わる二十四MWでの燃料照射実 の姿に接することができ︑あち

れ︑設計出力の二十MWを上ま て来たしたがって彼らの ナマ

じた︒ヨーロノパのように狭い

大いにあずかって力があると感

通する︶公勲に対する思誠心が

人の︵あるいは西欧請国民に共

プもさることながら︑フランス

ツ︑イタリアなどでもかなりの規

り︑前面の諸圃のほか︑西ドイ

大学︑日立研究所︑メーカーの代

れることとなり︑わが国からも︑

ウムの鋤四回がワルソ⁝で開催さ

本年七月︑前記の国際シンポジ

いる︒

模の設備による研究が進められて

を集めるに董っている︒
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ギリス︑フランス︑ソビエトなど
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に︑大型の発艦実験設備による実

所︑大学︑メーカーの協同のもと

表畜を集めたグループが︑原子力

験やM11D式発電所のコンポーネ
ントの開発が贋極的に行なわれて

ルソーの会議にわける団員の研究

るはこびになった︒調鍛団は︑ワ

蔭業会議の調食団として派遣され
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べたが︑原子力を使用する方式に

ついての研究も一事で盛んであ
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なことはしない︒たとえは同僚

斤

の決めた規鋤を守り︑統制に服

の休暇をとるのは当然というこ

がてんてこ舞いしていても自分

とになっている︒

し︑共同の利益のためにつくす

かろうか︒交通規則一つとって

の食い

ンス人は自分選が世界

もっとも食駆についてはフラ
行暫もなく警宮も立っていない

ているくらいで︑三食を抜くな

しんぼうであることを跨りにし

みても横断歩道の赤面弩で︑歩

所でも飛び出す車を見たことが

Q

どとはもってのはかであろうが

ノシュの正門受

し︑生活を楽しみながら少なく

共岡の利益のために忠実をつく

ともかく彼等フランス人は悠

付で︑しょつち

であるQカダラ

ゆう来訪者を伴
って出入りし︑

出入りの度に車の窓をわざわざ

トの遂行には︑より稜極的な︑

高速炉開発という大プロジェク

これまでの日刷本のいき方に

には感心させられに︒

体制作りが行なわれることを愈

しかもわが国独自の強力な闘発

由本研︶

︵原研ナトリウム研究窺

願するものである︒

もう一つ特に感じたことは︑

たり予定した休暇を取消すよう

に仕事が忙しくとも昼食を抜い

ていることであり︑彼等は如何

個入の盧由が絶対的に鯉璽され

あけて入門鉦を提示していたの

ける高速炉開発の賞節巻︶が︑

ニエルー疑︵カダラノシュにお を強く受けた︒

警備員にも顔なじみのはずのド
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般社会生潰において規則に忠実

がきかないと思われるくらい副

ない︒われわれ日本人には融通

汽力五十MWのモデルプラントを

つつある︒私はこのラプソディ

この国のモソトーであるらしい︒

ーの騙界からフェニソクスの予

マルセイユの北東約七〇キロ
にあるカダラノシュ研究所は︑

このようなやり方でうまく行

ことにもよろう︒

カダラノシュで過ごし︑フラン

備謝画終了までの一年三カ月を
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ェニノクスの設計研究に極論し 管理者の卓越したリーダーシノ

スの研究南街と共に叢としてフ

フランス原子力庁の四つの研究

隅にある高速

炉開発の中心でもある︒ここの
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原子力庁とユーラトムとの協圓
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験が昨雌十一月以来鱈々と進め

広める機会を得た︒

人の生活態便についても兇聞を

ルを尻目に順調に運転が続けら

で五月通呂暦の霞川氏の解説に

戦いを繰返して来κきびしい環

土地に多くの民族が境を接して

は出力上射が本年一月とあるが

証本の原研に比ヘカダラノシ

は︑団結や協力の尊さを︑父祖

ュでは研究テーマなどの自由蔑 境の中で︑生き抜き栄えた民族

トにあるS封M？R︵機械・熱は追贈に限られている感じであ
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濠たこれと並行して岡じサイ

訂正させていたたきたい︶
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階級性とをそなえた軍隊式とも

の窩遼原型炉フェニノクスの予

ことが身についているのではな

け追い越せ﹂がMHDの分野でも いるQ昨年︑M11D二十五MW十

ソビエト

かでないが︑MHDの将来に対すランドなども慧飲を兇セている︒

究を勧なった︒しかし︑現在︑G

所の巾で最も新しく︑筒速増殖

陞攣縮

たことによるらしい︒

ろ︑謝儀葭体が

る見油しが晒いというよりはむし

の＝爆ソビエト一国で該かなって

っている︒そのほかスイス︑ボー とえは第三回のザルツブルグの国

成材料の面でみるへき活動をhな 鑓着を動員して努力を集中し︑た

ったが︑一九六七年秋︑突然この EDFが中心となり︑発羅機の構あったこの困はその後︑多数の研

を蹟療とした発躍機の礫設を行な

イギリス CEGB︵中央羅力
また︑燃焼ガスMRDでは︑この
庁︶が中心となり︑幽力干MW

または酸素と撫を燃して︑比較的

撫
﹁アメリカに追いつ

次総少すると発表したり理由は定

研究副画を中止し︑研究規模を漸

大規 模 な M H D 発 鑓 の 実 験 や ︑ M
HD式発羅肌に必要な各コンポ：
ネントの研究が行われているのが
現状である︒
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研究開発の現状
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MHD方式の器用による発電所
の熱効率の壇加︑換笛すると発電

原価の低下を臼指して︑い窪雪国

で鋭葱その研究が進められてい

〇年頃からはしめられたが︑この

る︒MHO発醒の研究は︑一九六

分野の第一回の国際シンポジウム
として一九六二庫にイギリスのニ

スーカノスルで竹われたものに
は︑わずか十編程度の論文が提繊
されたに過ぎなかった︒

戦ザルノブルグ︶では約二買件と

リ︶では約衙件︑六六年の第三回

急速に増舶し︑世界各園の研究者

が集って浩発な論旨が行なわれ
た︒各国の研究闘発の状況は大体
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原子力の揚禽は︑炉の温度が現
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なり︑M11D発電ができな く な る
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と︵摂氏二千度位︶︑これで︑空

C戴・︑その空気は難へ
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6 に役立てる︒空気予熱に使った 燃
年焼ガスに残されている執羅は︑さ

漏度のケイ光灯で︑管内のガスが

ーマを淘り︑W11は導ら訊算によ

Eは療子力MHDの茎礎研究にテ

GE︐WHなどもはなばなしく研

ので︑状況はそれほど簡単でな

羅気の郵体として働いている例も

やればもっと低い温度でMHD発る研究にたより︑大規模な装躍に
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い︒しかし︑孚で触れられる位の
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年の技術と信用で
産業界に奉仕する

効率のいい発電方式
筒温の気体をその窪ま発電機の

なアイデfアを笑用化しよう と す

銅コイルとして使おうという腰抜

るのが 瓢 H D 発 羅 で あ る ︒藪温
の気体は石炭︑石抽の燃漉ガスで
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出される︒
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鋼コイルが磁場中卒動くのと岡様
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このような高温の気体卒得る方法

の憩体として鋤くことができる︒

として火力発躍所の掃合は︑次の
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加熱された空気を燃し︑これにカ

高温ガスが導体コイルの役を
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