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村田三三が原研副理事長に

騰

東京芝浦電気株式会社

訴

藍釜

甲Ψ

階では︑カナダと臼本による自弁会社の設立が考えられている︒茨城県議会が再処理調査団派遣へ

工AEAの保障肉置剥展を軍い時

土中埋没法をとっているQこれは

成果は既報の共同コミニュケにも

隔慧な灘慧見交銚が行われ︑その

㊨核燃料

誹△

今回のデニソン・マインズ社と

合意

行なった︒これに対し米側から︑

べきである点を強調して米側の湾

とであり︑将来謂胎の緩禰につ

四分の

米圃の揚禽擁洋投藁の懸命の一〜

以上両国当幽の原子力難題の各

についても意兄交換がなきれた︒

出語ると考えている︒議縮工蜴の

或明された通りである︒後も隙則

劔蒸気タービン・発電機

将来のウラン確保を目ざす

換が行なわれ︑撰鉱55発費は爾者で折半することで話が豪とまり︑交渉開始へと大平く前進することになった︒

＝既

価格は︑グラム当り四±篇がをこ

AHCが生産yるプルト一一ウムの
期に簡素化︑合理化する欝力勘熱す

れ︑その嫡絡は次節に下り︑燃料

トユウムを充当する方針である︒

は︑共同コミュ鑑ケに特譜して︑

との関連をみて考える︒淡縮技術

増設をするか否かは増殖炉の登場

（原子炉・核計装等）

電力業界

一

六璽⁝＋五田の祉長会で︑等身技術導入して︑さらに国内で操典
連は︑撰鉱および閲発の契約条件法の改編と搬環の改疑を電捻独自
藤燃

としての三門水瓶に落導くであろ

ついて︑プルトこウム・リサイク

側車でO世界の要求を満すことが 般にわたって極めて熟心な難燃や

濃縮ウランの供給能力は一九八○

出された︒また原子力商船や源水

ル︑食鹸照射保存︑核融合などの

今後協力関係の貝体化を國ること

㈱BWR蒸気発生装置

崩
胴隙日琴遙行
屋

科掌技術庁原子力局畏

慮を促した︒

蜜た新型転換炉の計画に関して

しては工A鷺Aか欝欝との蔽兄が

ある︒滋洋投薬の研究亭行う揚と

放射性騰康物の処理は米国では

こ数年変更する考えはないが︑民

は︑読本側が璽水の入手について

う︒外国からの求めに応じてプル

闘のものは民闘ペースで定めるこ

いても続々緻見が述べられた︒技

り︑欄互協力の米側の準え方につ

協力を要請したのに対し︑その滞

トニウムを飯給する野合には弓偏

雛録の確認がなされた︒

の新註竃の慧義を帯︑騨価する澗

絵は必ずしも楽ではないが︑出来

半島塞でとし︑残りはAECプル淡水紘の技術開発や計圃の動向等

生産プルト一一ウムはその嚢求灘の

鷺苔意に達し︑両婁員長の聞で議

叢論長のあいさつで始豪つた︒次

爾交流については米側も縦極的協

るだけ協力することが約された︒

ログラムの概要について説明があ

いで両圃の原子力開発の現状と謂

力の態度必示し︑今後糟蟹の交換

さらに今後の技術協力の可能性に

のコストで撮来るためで

圃︑当面する黒馬題について粛直

羅
力関係必うち立てていくことの随
意が進められた︒

研鐡分野が謝議されたが︑前二軸

とした︒食羅照射の煮端舗につい

が合意され︑次回は典ゑで開くこ

として擦年ζの会談を行なうζと

則の下に行なうこととし︑貝体的

ては工A鶏Aの醐皇嗣に果すべき は現在のとζろ︑核不拡散条約が

を中心とする協力を枳互主趣の原

堤研究用特殊核物質の鼠給につい

撮来ても公関する悪霊はない︒小

待し︑為体的な問題については日

協力項團︑協力方法等については

痔殊核黒斑の供絵政策に歯する

嘱しい協力関係が生れることを期

本側の当事嵩として動越野業驕弔

取り憾めを行なう方針について双

鋤燃勝業団とAECの閥で畢急に役醗が大きいことが述べられた︒

とになった︒

考えていることを述へ米側の協力

開脚発に関しては︑日本側から開

中心議題となった筒速増殖炉の

辞雛
蕪

な愈見の交換があり︑貝体的な協

も醐遼増殖炉に関する研號闘鑓プ

雄
簾㎝園日米原子力会談はちょう

恒
ど込米協箆発効の圏後に当り︑こ

波

囲

を要鰯した︒これに幽し米彌から
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虫る七月十五日から︑濃縮ウ

入手に特別措置を

研究用特殊核物質

望⁝

在巨峯から賃借しているものは今後ち引
発用は結濁購入せざるを得ないケースが

を限風とすれば︑瀦染弊の核燃群研究闘
潮室が︑その機能を十分発揮でき

大洗研究噺のアイソト；ブ利用暖

川畑整理氏︵日本原子力
発雌会社調査役・社豊平歯髄︶は︑

続き賃借ができる︒②一プロジェクト十
るよう施設の拡充整備に特段の配

四日午荊甥晦二十分︑膿胸のため

病気療最中であったが︑七月二十

要があろう︒研究用蒋重重物曜の

懲をすること︒④水戸露地射爆撃

量は︑発向用のそれに比べればむ
二万五千ザ︵四千五蒔万円︶以下のもの

場の移転は︑國の方針が決ってお

考えられる︒この点についての特甥鑛罐

ろん微々たるものということがで

合には︑思い切った助成策を望みたい︒

に準拠して米醐から直接賃借する途を開

程の改醤︑品質の肉上︑コストダ

北工揚に年間製造能力五万醗のパ

昭和四十一年には︑同社の長瀦

り︑①原子力施設地鶴整備事業の

十四年度政尉予算の編成期にあた

茨城蝦は七月ニや六日︑昭頽四

茨城票が各機関へ要盟

原子力施設の設磁申請書はその県

民の安全確保と地域開発のため︑

こと︒②原子力施設地傷縄辺の住

区のため特別な財源措贋を講ずる

とともに︑地方公共団体の負担灘
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拷

鱈である︒

⁝設延長としで︑世界澱初の試みで

設に成功︑離職構造の検討にも尽

ずあ・た杏感受響の霧沈

力するなど︑原子力発堪開発健進

耐乏関係の二重論文で最近学位

の上での功績は大きい︒

の叙勲でもその功績が詔められよ

うとしていた矢先だけに︑氏の逝

が贈られることとなっており︑秋

宏は惜しまれる︒

氏は大正十陽年染大工学部建築

に東海発電所の建設に際しては建

東電︑除研︑原電に在籍し︑とく

学科卒後︑東京雌灯に入祉︒以後
通産省は︑昭和

成と合わ

四十四卑度予算要
求の禰

ンプ︑バルブ類︑燃科の三軒テ

ければならない︒このために原子

温度︶での実規模試験を実飛しな

堪プラントと同じ状況下︵鷹力︑

スト用設備などーー偲頼性を得る

これは︑燃料メーカーが軽水炉嗣

せ︑原子力発電機

ため︑メーカーは︑逓常の原子力発

砲傑されている︒

もの︒今年慶は約三億円のワクが

ク︶の開銀融資を行なおうという

重圏産化推進のい 燃料を国屡する場含の設備投資に
っかんとして︑原 対して︑金猛毒・二％︵一般ワ

する開銀融資を検

子力メーカーに対

討している︒これ

はかろうというのが︑こんどのネ

設備投資に対して低金離の融資を

担がかかってくる︒そこで︑この

蟹用は多額にのぼり︑かなりの負

だけに限らず︑原子揮メーカーと

ライの一つである︒この融資につ

炉メーカーが投下する試験設備の

し︑低金利の融資によって助成を

被覆響メーカーへの融資ワクを広

いては︑企業禽理化促進法第六条

しかし︑露塵省が来節度予算で

行なおうというもの︒このため︑

原子炉メーカーの鶏合︑原子

げようというもの︒

による特別償却など税制面の助詞

は︑隙子力メーカ

通弊雀はできれは︑来年展の財政

力発鷺機器の軍需化には高い信頓

検討している融資は︑燃料メーカ

投融資書画のなかで︑﹁原子力ワ

性が要求される︒この儒頓にこ

簾とも命わせて霧えられている︒

ーの設備投資に対

現在︑メーカーに対する融畿と

たえるため︑メーカーは無難試験

備投資に対しても︑開題融資によ

カロイ被覆管の国産翫のための設

なって︑更休化されつつあるシル

一方︑被三管メーカーの融贅に

ク﹂を確保したい慧向である︒

しては︑核燃料メーカーに対する

ドリリけけけロけいけりけけけロり

ついては︑国産蘇料の生薩にとも
コ

をしなければならない︒たとえ

バけけロドきロほロロ

加工三業への開銀融資が今重度予

けロコけりけ

ば︑制御棒駆動藻躍︑再循環ポ
じコけけけ

算で認められているだけである︒

た・岡じ難索ラウ隻讐⁝
にと・ては・ち・っ乞藷
蝦・UNCのドレスデン発欝

なお︑メーカーへの隠擾の助成

る助政策をはかろうというもの︒

た︒﹁将来︑この技術は電力会

心設計・燃凝管理が非常に大箪

理学郡初山学科革︑住ム脳工に

氏は︑㎜頗和十山ハ年ふi二月儲口一人

ているもので︑震灘延払い融資と

器磯産化融☆制度として臆められ

れは四十二年皮から原子力発電機

l犀臨﹁圏﹁

住友蹴工の初代核
燃糾部畏になった

．⁝
の燃口も好調：︒それでは瞬本

まず四十六年農に﹂つ取替熱

入社したが︑すぐに海軍技術申

ゃま

禍を受注︑これを皮切りに以後

社が自分で託ち︑自分の炉につ

事として︑秘須賀で航海兵器の

もと︑慧欲十分な核燃料郡た︒

毎年・というのが︑住友電工の

いて管理することになろう﹂と

開発に携わった︒昭和二十年住

りじめにしないで︑蜷力会社さ

蒲手︒二十五無︑超硬合金の放

硬合金

隼度は五十四主峯の融資ワクが確

の研究に
んにうんと技術サービスするつ

イゲタロイ
いう︒新設の核燃群盗六十五人

醒加工と超音波加工で注闘発明

一鷺

賞を受賞〇三十年頃から天然ウ
ラン燃科の製造研究にタソチ︑

東京電力原子力郡に新しい賊

制として発霞崩運営準備燈嶺が設

次長︑六月十閥日付出向解⁝除⁝︶が

けられ︑致像正次氏︵原電総務都

就任した︒入貝震成等も担当す

朝日放送︵株︶

代表者変史︑

多／髪／影／影

盟氏︒

師長となり︑本無七月十六臼付

三十七年偶丹研の技師長︑四＋
⁝
一隼熊取研設立と岡聴に︑岡技

東電に新しい職制

術サービスを積獣的に進めると

饗

もりです︒強力会社さんも炉と
大阪−東京を飛行機で行ったり
来たり︒懸さも忘れて大多忙︒
学生総代にはボートの選手と

て︑その体格︑臼焼けした顔は

して活総したというだけあっ

実にたくましい︒たが︑それに

⁝

る︒なお安全担当は従来通り循井

三十二銀民間初の除子力海外
分で燃料を選択︑購入できるよ

燃料の

留学鑑として英国ハーウェルへ

と琶

㌔

＠緬

で核燃料部長に就任した︒

反して︑やわらかな応跳ぶりは

行った︒

でなく︑謝
むしろ内にひめた闘憲と霞儒を

らか︒

うになるでし．唱う﹂と実におお

ク︶と〃お酒が大好き

趣味は畜楽鑑鑑︵クラシノ

んた︒

感じさせる︒京じめな技術麗さ

ひも付き

︒㎡墨書

をひきいる西山さんは︑毎週︑

保されている︒

・五％で︑融費比率は七〇％︑今

問じ鵜え力︑この融資は︑金利六

ー︶に対31る閲星歴梅がある︒こ

星本戦略︒このため︑戸山前半

いう︒たから︑﹁われわれは︑

策ではないが︑電力会社︵ユーザ

四十五年にはユーザーに対し鼓

までに完全な技術武袋をして︑

鞘

UNCから導入する技術をひと友百工の便丹研究所に復職︑超

一

逝去された︒六志−五歳︒

については︑米国AECの︵国内︶政策 の折蜘を期待すると共に︑もし購入の柵

ウンと合わせ︑製品の実舐化のた

イロソト・プラントを設凹し︑軽

促進での地方公共団体の負担軽減

の知事を経由するとともに︑知購

り︑これの単物集現を図ること︑

きよう︒だが︑奉射薩業がこれか
ら行なおうとする核燃賢の自霊開発のた

鋼えば国︑動燃︑原研︑国立大学等の

めの特殊核物質も︑今後数年閲にウラン

しよう︒

し︑わが園の実情を勘案の上︑積極的な

めのデータをつみ上げながら︑騒

水炉用燃料の長尺︵長さ六桝以

②原子力旛設地帯周辺の住民の

の慧冤を聴取すること︒放射線監

住友電工と諜えば︑すぐ米國

新社長は平井鵠次郎氏に︵舶社長

︷

墜

噛♂

メ

盤

棄京都中央鼠餓座客ユ丁尉10番地曳毘ビル3階

くとの積極的姿勢が示された︒

ラン︑プルトエウム︑ウラン鵬

圏然それら譜蒲江から支給または貸与さ

に伴って必蟹な特殊工物置については︑

れるものと期痔したい︒また特殊核物質

公的研究機関からの委託ないし濤負業務

して入手するとすれは︑その手続きの煩

をメーカーが購入する揚合は︑磧究開発

しかし︑比較的少鷺の場会の必要件数

てプルトニウムのサーマル利胴︑嵩置炉

仏立大学などの必要分をも含めて政痢の

雑さ︑入手暁期の遅延などが憂懲され︑

は多く︑これを個々に米国A露Cと折算

められた︒すでに三十六郊九月︑国際規

燃料開発用のもので︑民蘭がこれを購入

腸換算絢百六や鑑︑プルトニウム約四頁

制度の低い天然ウラン︑劣化ウラン︑ト

すれは約六十五億円の資金が必要であ
そのものに対して大輪な酬究助成や旧離

総が必蟄とされている︒ζれらは虫とし

リウムについては民有化が実施されてい

︸橘三二が要塾されている︒

などの特殊核物質の民腐化が認

るが︑新しい日栄原子力協定では︑今後
る︒また経営暴盤の虚弱な原子力産業に

展⁝

三十無間にわたって︑わが国が必要とす

賊民の共岡出資による特殊核物質保腐の

なお︑これらの措療と併せて︑旧来︑

つもが擬えられkう︒

資金融資を行なうなど助成の方違はいく

を決定するに至っていない︒本件につい

いうが︑科技庁としては︑またその方針

しろ芸園側から一播負貸が示唆されたと

今回の況米原子力会談においては︑む

はない︒

とっては︑これは必ずしも小さなもので

蚕六十五叢ンの提供が認め

現在までのところ︑原子力産業の収支
は約衝十四穂円の引出超過となっている

とも連絡のうえ︑八月末までにはその結

以上のことは︑原子力の鼠主技術闘発
を進める上で︑きわめて蚤要な問匙の一

についてはまだ明らかにされていないが

産化体制に入ろうというもの︒

上︶ジルカロイ被蟹管の開発試験

安全確保︑③地域闘発の促進︑④

﹁われわれは︑燃料を売ると

UNCを連想するが︑UNう
C︒は
海外でも酒の武勇伝がある

●

7榊

八月⁝日︑冨

鈴木鷺沼は取．一役に就任︶

神戸工粟︵殊︶

士通︵株︶と合併︒

）

る濃縮ウラン︵U獅で︶衝六十一踏︑プ
ルトニウム

られ︑またこれを瞳擾政府が所有して蟹

要となった核燃桝を引き取ったり︑交換

ための身金プールや︑盟購間の下用で不

これらの欄勢に鑑み︑駅路では昨蕪八

の合理的な判断を要望したい︒

論を得る予定といわれているが︑科技庁

制度の本旨に反する﹂として︑政臆に対

政策の確立が下京れるものである︒

九七一薙末には年闊四十万溜以上

に粟り嵐すと同時に︑製造検査設

原研R工利用闘発露の拡充整備︑ 視体制については︑国︑地方公共

いうよりも︑炉心を売るつも

⁝⁝

そった︒家鷹は孝子夫入と乙

シソン社のBWR︵衝十一万五女︒住唐は來大阪︒

最近︑コンソリデイテノド・エ

ですよ﹂︒

り︒つ量り

炉心屋

燃料をつくり︑それを炉に入れ

同鵠

︵M・一︶

轡鮮

先

溝

轟

松

理する必要もなくなったことから︑多年
て文郡省は大学関係の必要分をとり豪と

とでも

めて賃貸することの可能牲を検討中であ

燃料銀行

が︑その半は以上を占める核燃部門にさ

したりするいわば︑

らに削認の磧究投資を強いることは︑自
り︑民間産業の希要とも完全に︸致する

の懸案となっていた発全民有化が実施さ

空開発路線の遅れをもたらす結果ともな

れたものである︒

この錨置は︑政脇を特殊核物質所有の

月および今無二月の二回にわたり︑﹁民

ところがら︑科技庁としては︑米AEC いうへき機構を設置することも検甜に値

のほとんどを利用する電力葛業者には︑

有化制度の画一的な実施が核燃料塵業の

りかねまい︒

霞呂の費任と判断からこれを確墾身⇔自

ための財政負抵から解放し︑濃細ウラン

由を与えた︒原子力発電の促進と経営の
暴盤をさらに弱体化し︑ひいては民有化

しかし反謹において︑この措躍が研充

米国内政策に攣拠して一件ヤニ万五千ザ

なお︑米AECより賃貸できる隈渡額 つである︒諸外國の現状等を十分野調査

効率化の上での効果も娚待される︒

し助成描麗を要望した︒この結果︑①現

躍所の完成をひかえ︑企業化謝画

在︑原羅︑三二︑東電の原子力発

鱗
のテンポを早めたい意岡でもあ

る︒そのため︑政府の助成策をも
とに︑晶質保蛋︑実証試験のため
の試験生産︑設備の増強をはかり
ながら︑スポンジ原料日保の聞題
についても︑田本鉱業と議し合い
を進めている︒

なお︑佳友金罵工業でも最近︑
滋賀累の湖爾工業団地に大深生産

工場を建設する方針を決めてい

して衝路︑道路︑公園の整備事業

鶴整礁基本計画の第四年夏画業と

る︒

実験所の整備を図ること︒纈原研

＝一輔一膚一＝一＝＝胴＝一＝一＝＝一隔＝層＝＝＝＝

開発に与える影響についても注目する必

見通しが得られた︒

これによって︑同社の箆役会議
では︑さっそく︑羅産無題の建設
に乗り出すことを正式に決め︑こ

んどの薬嚢に至った︒同社は︑現

篇≡＝＝＝＝嵩隔一＝＝＝踊＝開＝一＝≡＝剛＝＝≡＝胴隔≡隔一＝一一朝＝＝＝諏＝＝一一﹁一一＝⁝鱒琵＝＝鱒＝≡＝⁝隅＝＝脚＝一一＝＝補一＝一篇冊≡一＝扁需＝＝＝＝蕊一≡＝訟＝＝＝一＝≡鼎一＝＝輔二≡＝≡鱒＝隔＝輯＝一＝＝一＝＝＝＝＝一脚＝一

企業牝の目途つ く

めてまた︒この間︑幽趣から六回

済的にも購入品に十分対抗しうる

年産40万醗工場の建設へ
神戸製鋼所︵社畏・外遊健告氏︶は︑このほど︑軽水癖用燃料
のジル一一イ被響管の企業化のメドがついたので︑一九七︸年末
には年間四十万層以上の被覆讐生産工場を完成させる予建で︑撒

神戸製鋼 桝 の 訟 画 に よ る と ︑ 現

にわたって原子力平和利用研究費

産化体制に渠り出すことを明らかにした︒

在の下関 に あ る 髭 尉 北 工 場 で ︑ ソ

補助金をうけている︒また原研の

原子力地帯整

JPDRで照射テストを受けるな

連武のチュ⁝ブレデューサ⁝︵三
ロール方式の冷閻圧延機︶を主体

の規模の被覆管工場を完成させる

備を整備し製造技術の灘礎をほぼ

団体︑原子力施設著の業務︑嚢任

︵総額六億六首万円︶を実施する

予定Q

磯立した︒ここでは︑量二階の品

⑤水戸射爆撃場の移転などからな

の範囲を明確にすること︒放射線

備等の促進を

神戸製鋼所は︑昭湘三十二年ご

質安定性および原価低減に関する

る要塁欝を︑科技庁︑建設省︑原

適産省が開銀融資を検討

千KW︶用の取．菅燃料を受注し

鶴見・王寺・羽島・袋井。雪山

名古麗支店名古厘市費樗区笹鵬町1（住友鰻行駅離支店ビル）
工
鰯 撰吹・霊知・大阪・横浜・市川・進浦・堺・下津

東京・大阪・九州・名古屋

社大阪市北区盤島浜避1丁霞57番地

墨寒支店

週

東京都申央区銀座西6−3

社
墨
場

講本
躍支
汁工

ど実厳試験も進めた︒

ろから神戸の中央碑聾所で︑チタ

生藤試験が約一年閥にわたって実

の人体への影響︑水窪業振興のた

て燃やすところまでの技術鷺炉

躍慮κ

厚1

騰役鰻

闘本アスベス鈴樵献金盆

気鰻響
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騒石綿紡織贔
幽テフロン製贔

簾

とする設備投資をおこなって︑工

ンの技術経験と葛級ツギ囲なし

研など関係各機開に提出した︒

め︑放医研の東海支所および臨海

施された結果︑このほど︑岡社の

要望轡の趣旨は①原子力施設地

鋼窟製造技術をヘースに︑ジルカ

ロイ被覆管製造の研究開発を進 ジルカロイ被響管が品質的にも経

一

，

，
旧
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スタルーラバル社との契約締結

△・
よび一万KW回路制鑓機構

川気発蹴機試験圃路を建設した︒

をはじめとす

は︑加盟園の設備容鰍に対する脳

を掲げて核原料物質︑特殊核物

性︑姓能特性の計袋感発︑璽水炉

る︒AECはこれにより︑米国旗炉概念の羅臼性︑炉物理と動特

一次系の化学実験を董点項隅とし

子力研究所も滲嚇している︒

上げられている︒これには日本原

一九六七年八月以来︑ハルデン

ている︒猛NEA加盟十ニカ国が炉は三回園の燃料装荷︵公称熟出

質︑およびその醗産物を輸送する

これを支援し︑フィンランドも単

独協定を結んで参加し︑米国AE が︑これにはトリウム酸化物燃料

力二万五千KW︶で運転している

躍を講ずることになる︒

被許可者に︑簸蕩︸億がの賠償措

賠償錨認はあらゆる国の領海に

一九六四俸︑協窺の一部が修正

：六十本が照射され︑炉内計袋︑

来日まで続くが︑燃料アセンブリ

現在の三力年計画は来葎十二月

も含まれている︒

用され︑紛体自体はカバーしな

され︑計画の主体は参加国からの

化学現象︵主として腐蝕︶の研究

Cもこれに協力している︒

い︒これには船舶保険が麺用され

る︒この協定は一ん六六年にさら

燃料照射の長期実験に移ってい

も入らない公海上の事放に限り適

ン法に加えられた抗弁放藥の事項

っている︒

解発作業がすすめられることとな

内計装︑トリウム物理︑オン・ラ

に修正され︑現在︑蘭書燃料︑炉

る︒また︑プライス・アンダーソ

も適用されないことになる︒

法案の闘的は︑現在研究留用燃

った尊門メーカーである︒

の嵩旺高漏回路の試験と建設を行

ドラゴン計画の

事務局長が交替

ドラゴ

二二局畏は︑現在のC︒

OECDの高温ガス炉

ン計麹

A・レニi茂に代り︑蘭同事務局

次長のR・シェファード博士が撮

名された︒この指名は同謝圃運鴬

した︒

婁員会で承認され︑七月一日発効

なお︑ドラゴン割画は欧州原子

力機関︵ENEA︶の三岡副闘の

料のA封C得処理施設受け輸送に イン計算機制御の研究閥発がとり

一環で︑同機関加盟二丁カ国が闇

かった二つの特定の研究に協力す

合成半導体を開発

モスクワで新しい

た︒

一九五九年四月から就任してい

黒している︒潮局長のレニー氏は

陳害を除去しようというところに

エジソン社が発電・

限られている照射済燃秘輸送上の

ある︒A澄Cは未照射の燃料︑燃
料物質およびその副産物には二審

賠償措羅を︑米国内での適用以
外︑拡大しない激向であるQ

十奪臼を迎えた

マニウム︑シリコン︑セレンから

質をもつ窺合体を合成した︒ゲル

ニューヨーク市の将来の水不足

ヨーク市水道局が計圃したもの

究センターは︑貴蜀な半導体の姓

モスクワ石油化学・ガス工業研

で︑緊急な水の照肇に応ずるた

ることをすでにAECへ申しで

脱塩研究計画に参加

め︑既存の発酒所に︑一日あたり

ハルデン計画
核物質海上輸送の

な原子力発電脱塩プラントに対す

を解消するための画期的に大焼模

た︒その一つは︑塩水局とニュー

賠償法案を提出
の七月一日で＋周錐を湯池た︒一
米AEC九五八年署名された協定で発足し

OECDのハルデン計画は今年

米原子力委員会︵AEC︶は︑ たハルデン計画は︑欧州原子力機

一つとして︑璽水減速︑越水冷却

および経済上の実行可能性の研究

エンジソン祇が︑旬揺的な技術上

て使期することの技術上の可能性

脱塩可能のプラントを五つ追加し

さて東海村の原研は︑動燃郵

ング計画の聡費用を︑千三魯五十

他の一つは︑エユ！ヨーク州塊

水局のもので︑ハドソン河下流の

い︒たとえは︑蒋機半導体を基礎

で︑安価でヤ作動の儒頼度が高

として自動熱調整蓑綴がつくられ

熱装罎を厳密に監視する︒周辺滋

た︒この新しい装顛は作鋤中の

は盧ちにベンチレーターのスイソ

究するものである︒

の装羅は熱抵抗羅として知られる

チを入れ︑聖気温度を下げる︒こ

小さな安全装羅をもっている︒そ

れは有機半導体材料でつくられて

おり︑それゆえに温度変化にたい

︵鍛藁ハ○○度︶︑放射能に抵抗

する感度が高く︑高渥でも作動し

ている︒

とし

力をもつなど︑鐵璽な性質をもっ

原子力の父

て憩敬されていた︒とくに繭ドイ

し︑ドイツの

ツ最初の原子力船には︑氏の業績

にちなみ﹁オソトー・ハーン号﹂

また氏は︑戦後︑該兵羅の非人

の名が冠せられている︒

つづけていた︒

道性を主張し︑全颪核換止を闘え

ンク研究所の初代所長などを歴任

分裂と放射性職位発艦の発晃でノ

裂発見暫の一人で︑一九四四年核

氏は︑一九三八薙のウラン核分

障轡のため死去︑八十九歳︒

鑓化学者︶は七月二十八日︑心臓

踏恥びロ西ドイツのノーベル賞受

オットー・ハーン氏︵○魯けO

万KWのポルシュビル火力発噌所

所の建設を受注し陀︒同社は六十

主要懸路の試験に次いで︑同発電

子力発魁所の難気︑軽水︑炭酸ガス

社はフランス電力庁のビュジェ原

フルハンショルツ・ディエボルド

︻パリ松不駐在鼠︼ノルドン・

ジェ発電所建設受注

仏ノルドン社がビュ

理法を採用することの可能性を研

一億および三億ガロンに︑電解処 麗が限度をこえるやいなや︑これ

め︑一日︑二千五蔚刀︑五千万︑

塩分を含む河口の水を脱塩するた

ような禽成半導体は入手が容錫

一千万および二千五薫万ガロンの できる天然半導体と異って︑この

の沸騰水型炉を開発してきたQそ

る期待は︑コンソリデーテノド︒
関︵ENEA︶の共同開発計画の
償猫置に関し︑プライス︒アンダ

性子回折を中心とする研究暫グ

榮団の成立によって現実に近い

の高速炉 フ孤ニノクス 計画の
ASEA⁝ジョンソングル ： プ

万がと築界は総量っている︒この

共に考えて行くといった姿勢こ

を決定することである︒

ーソン法の拡大を提案して︑上下

公海上の核物質海上輸送の損審賜

1で︑五万KWのナトリウム加三

フェ篇ソクス

この回路は将来の高速中柚子炉
︵
る︶罵蒸気発鷺機にとってもっと
も困難とされているナトリウムの

るQ

GAAAはこのほかフランス灘
取扱いを試験するためのものであ
戸当のルナルディエール・センタ

ウラン分離作業必要量
フォーラトム・クループが評価
カナダ原子力協会の年会に︑次

のため︑原子炉型式に関連させ
当初の考え方は放棄せざるをえ

て︑分離作船難を磯定するという

・ブルークナi氏は︑﹁フォーラ

のような評価が提嵐され︑H・﹃

制御機構とナトリウム測定機羅は
ず︑諾国の総必要撒のみが将果の

ポルトガルをのぞく各国の質総状

騨価に用いられる︒これらの数磁

トム諸国﹂︵共産圏をのぞくヨー

でカダラソシュに次の徳設を建設

槽率の曲線に対比してチェノクさ

GAAAはすでに液体金属開係ロノパの諸國︶に関する副霞は︑

アルカテルに発注された︒

貯水槽はアトランチノク造船藤︑

所に建設される︒これに付属する

れ︑カダラノシュの液体金属試験

七三〜四年に運開の予定

は︑岡グループが大容鰍発電所用
に知する異調にもとつくものであ

および欧州の他の国にたいし︑か

って発護さ瓦た評価と比較され

ブルークナー氏は︑フォーラト

た︒﹂

ムの重三は拡散工場の廃彙襖度を

ように︑原子力発購計画を再び見

国において︑たとえはフランスの

﹁回讐の数値は︑いくつかの謂

した経験をもつ︒

用の液体ナト

のため七〇着帯半の分離作簗必要

直さなけれはならないことと︑そ

五％まで増加させる

Cに参加することを合葱したこと

により再び勘められた︒

ループから出ている﹁高中性子

ワク内で液体ナトリウム機械的試

費用には関連技術費および蟹理費

GAAAはこのほどカダラノシュ
開発を計画している︒このドリリ

との契約締結は︑同グループが國
験用ループの建設を受注した◎こ

顯

ーベル化学蹴受鍛︒マソクスプラ

両院合岡原子力委毎会︵JCA
してOE猛C︵現在のOECD
︶職し︑実施することで︑AE
を計
の専門家グループの提案で同型式

法案は昨年AECが予鯨局に提の実験がすすめられている︒

E︶に提出した︒

力関係者は︑日本の原子力関発

束炉﹂に対する要望がいかに熾

開発研究の義務から解放され

際競争力を有するに簗つたことを

のループは

であって︑原子力關発計画の中

そがまず墾豪れるところであ
で︑これらの社はフィート数およ

・識黒1

スウェーデン電力庁︵SSPB︶は七月五日︑一一墓の原子力発

聡所︵BWR型一鑑とPWR一蕊︶を発注したと発表した︒
ロソバのどの国のものより大
BWRは同国のASEA⁝ヨ
ジーョ

リソシュ・ エ レ ク ト リ ノ ク が タ ー

の軸流タービンへ転換することを

きい︒

ビンを供給 し ︑ 一 九 七 学 徳 の 運 転

意味している︒国営電力庁はこの
用

れた︒そして︑簸終的には︑米国

ラプソディ
るとのべた︒

①原型高速炉
の試験︑液体ナトリウム回路とポ

ラプソディ

ンプを試験するループA
②

③液体ナトリウム冷却閑中の熱

リウム機械的試験用ループB

○・二五三％として仮定したこと

ことになる︒

の計露を約

としたことにより︑フォーラトム

を指摘し︑A且Cがこれを○・二％

量の評価は︑現時点でまったくな

④千KW回路とその制御機構お りたたないことを示している︒こ

九千八百八十五万酵に
七一年までの米ウラン試錐塁

である︵チメトリソク・トン／

表︵右下︶に示される輻は︑分
離作業の簸少および最大の予想値

コ・エジソン社は︑最近とりか

のマイナスを持ちこんだことは

の路線から切り離されているこ

烈であるかということであっ

て︑もっと塁礎研究に近付く機

ハルデン計癬は元来︑沸騰二水

原子力研究駈を中心とする原

いなめない︒

に︑今薙から出発した動燃購業

とに焦燥感をおぼえている︒特

た︒物性論という基礎学の立場

運にあると想豫される︒大学に

出した草築とほど同一のものであ

子力開発体翻の墜備に対して︑

団の大副爾を眼の荊にして︑こ

からいえば︑中性子回折による

年︶︒

文部省十大学側が徒らに手をこ

の国家的大計画に対して大学陣

である︒

まぬいていたわけではない︒粗

おける睡蓮研究との提げいがも

表面探査およびドリリングによる

論に桑子核研究巻から白眼視さ

結果︑特に磁性結果の構造解折

︻パリ松茶駐在鼠︼フランスの

ループBρと呼は が含まれるが︑下総の取得および

はきわめて研究対象の広い分野

程度の低い話ではなく︑高中性

に払いさげようというような︑

輩下がきたので︑どこかの大学

とを期待したい︒JRR⁝1が

っと客体的になり緊密になるこ

が何の離隔りも果し得ないこと

先進国で高度に進展してしま

原子力と基礎研究

におだやかでないものを感じ
同期間に計画されているドリリ

った後から追いかけるのである

大学人との密接な連携を

にそのための原子炉を考えて置

る︒東海村が核融会研究に大分

い原子炉謝画を︑大学閣係巻と

子束炉なり︑パルス炉なり新し

ている︒一もっとも海千の大

くことは︑本来ならば欠くこと

いことであるが︑その計画が大

毅極的になって頂いてありがた

康治
学人が事業団に参加はしている

のできない要素だったはずであ

見
達しているし︑講座鮒設費も懸

が︑いわば大学に腰をすえたま

る︒ところが不幸にも原子力委

伏
逸材が参加しないままに︑田本

盤の講座にくらべて数倍の額に

まで︑この購業の基礎になる仕

各

画的に原子力高慢講座の設躍が

ングのフィート数は︑一九六七年

せよ︑にわか勉強で原子力分野

から︑どの分野からの研究暫に

にとびこむという点では同じで

製︑AECへ報告された一九六七

想していた五千三濁八十万醇と対

あったにしても︑原子核分野の

年から七〇年の四年間に染界が予

比できる︒

の原子力開発が出発したのはま

なっていて︑豪ず原子力関係は

購をするという意味においてで

新しい想定は︑国内ウラン藥界

ことに遺憾なことであった︒

ろう︒京大の研究用原子炉も︑一

優遇されてきたというべきであ

の四十七社の回笛にもとつくもの

原子力基本法成立の際に︑当

学人との緊密な上諭の中から生

時の東大総畏矢内原さんの申し

れてきていることは︑一つの模

四年闇に計画されている九千八

び費用のデーターを提供した︒

を入れないという硬聾した考え
まる六月二十五日学術会議窪

員会が大学に関連しては口ばし
ある︒

範になると思われる︒︵筆者は

建設がすすんだし︑近くは五千

方のために︑こうした璽聴器に

名古屋大学プラズマ研究所慢︶

度敷地がき豪ってからは順調に

催の﹁研究炉シンポジウム﹂に

何の手も打たれていなかったの

入れというのがあり︑原子力委

キロに争力を黙しさえした︒

出溶した際の酬番強い臨象は中

員会の統制範囲から大学関係が

ち︑探査ドリリングは約四千七百

除外されたという票実も︑その

にもかかわらず︑大学の原子

短
信

〃

盈八十五力μのドリリングのう

二十万嫁︑開発ドリリングは約五

後の原子力開発の進展に何程か

AECの調査によると︑ドリリ

千首六十五万博である︒

besレ

na、

ンソンが原子炉を︑英国のイング

ンガル︵スウェーデンの西海岸︑
技術革命に大きな関心を持ってお

開始の予定 で あ る ︒ 難 設 敷 地 は リ

ゴーテンブルグの西方五十謎︶で

電所はオゲスタ︵電気出力一万K

なお︑スウ鳳ーデンの原子力発

である︒

ある︒PWRは︑ウエスチングハ り︑これに三極的に協力する激向
ウスが原子炉を︑スタルーラバル

W︑︶が稼働中︑マルビケン︵＋

社がタービンを供給し︑一九七四

地はリンガルまたはトローザ︵ス

四万王第万KW︶︑オスカー

年運転開始 の 予 定 で あ る ︒ 建 設 敷

ウェ：デン東海岸︑ストノクホル

シャム︵最初の商業用発蹴所ll

落語試験用のループC

ムの南方五十が︶の何れかを予定

注の二塾は︑商業用言三所とし

四十万KW︶が建設中で︑今回発

一実の総 建 設 躍 は 約 六 字 ク ロ ー

ては︑第二︑三番闘のものであ

している︒

ネ︵一億一千穴覆万が︶である︒

蔵六十二嫁と融くなった︒

二男二十二碍から︑六七年には露

米国のウラン業界は︑AECのングの平均典度は︑﹁九六六年の
グランド・ジャンクソン・コロラ
ド行務所が指導する調査に従い︑
一九六八年から七︸年にかけて︑

卵

行なわれて今日では五十講座に

仏︑CεAがGAAA総
に計九千八爵八十五力酵におよぶ

試験用ループを発注

高速炉用ナトリウム

る︒

なうと思われる︒

発意所の七〇一七五％は圏産で行

今圓の発注の背禦としては︑一

初考えてい た よ り 急 速 な 伸 び を 下

九七〇年代 遷 客 の 鍛 力 需 要 が ︑ 当
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砂漠を沃野にか え る

︑最初の連鎖反応の成功にも匹敵するほど璽要な夢が︑第十一圏一AEA総会

種がつくられた︒この綴果メキシ

気に強い隅収穫の新しい小愛の品

水型原子炉は一九六八年までは運

やすいQこれは嚢わめて経済水準 約九億ドルの投資によって︑囲千

網の新分蜘への途をふさぐもので

の発展に濁する︑核エネルギ；利

階で明かにされた︑腿工醒禽企業

う︒レーンはその他維持鰹騨蟹お

り○・一〜○・一一ミルとな輪なろ

燃料サイクルコストは一KWH幾

薮しい轟黙蟹や︑これをつかっ

の挙証物を宵て︑アンモニヤ︑過

万エーカーの砂漠を湿熱し︑各種

が生産される︒生艦物の隼騰頷は

三億三千万がで︑その内一億びは

を中心とした復禽企業は︑話をき

展麗物である︒このような軽水炉

われわれが考えている工業醜誘

の峰命のために︑エネルギーはと

加え︑禽討で一〜一︒閣︑︑︑ルとの

のは︑むずかしい質問であるが︑

る︒そしてこれこそ線チ力薩業の

十分可能性のあるものと確信す

取るかが聞題であるが私として妹

彼の兄到りをとの秤餐翻に愛

織論を出しているQ

効果は﹂非宿に大きく︑もし一ミル

われが二薫五十万KWの軽水炉で

目ざすへき囹標といえよう︒われ

四編とし︑負祷率を九五％上げれ

試亦したが︑これも田力か三借︑

炉からの蹴力を一一一・五ミルに

観論者もいるが︑アメリカの原子

引下げることについて︑多くの非

になれば︑革命的であろう︒増殖

窪WH一・五ミルになれはその

の秤度蜜価であれはよいかという

よび諸黄抵として︑○・ニミルを

の低い開発途上の社会でも負担で

方がふさわしいような新しいビジ

いただけでも魅力的なものであろ

う︒しかし︑進歩した増殖炉を動

点榮が︑エネルギー集約的工業に

力源にしないかぎり原営科集約配

よって取ってかわることにはなら

なければならないことは当然とい

る︑増殖炉がこの程度を償糠にし

米圃の発電二重が歌話になれは︑

た︒これによれば︑二9一〇年︑

原子炉の単機出力も増大し︑五君

決して夢ではないとの謹を発表し

現在においては︑増殖炉に対す

る工場の数は飛躍晒に増大する︒

る兇些しはあまりにも換え目であ

う︒それらの建設鍛は︑蒸気発生

労KWから千万KWになるたろ
私の讐はすでにのへた︒そ3／は滋

装置が一KW嶺り士了一不四 けでなく︑一KWH轟轟り一・籔

に他の工不ルギ！源に競争するだ

原子力鑑業のはたすへき課題︑

える︒

ると私は感じることがある︒なる

に引き下げられたら躍力を便欄す

一KWH嶺り憲︾の電力か二︑ル力経済学者﹂・A・レーンは最近 ば︑一KWHO︒一五ミル下が

ないであろう︒

あろう︒

きるものである︒

生できると︑千ガロンあたり十聯

ョンを抽くことができる︒作物は
刮画的に潅概され︑施肥される︒

の砂漠は世界各地に多数存覆す

このような食糧工覇に適した沿岸

る︒この食糧生脆工業に付随して

りン酸︑力性ソーダ︑堀累︑食器箸

五千万ガロンの水をつくるとすれ

われわれはいま︑新しい形態の

砂漠における
食糧生産工業

た断型の蒸溜澱置爆用いて︑二二

当り十四円四十銭︶となるはずで

は︑千ガロンあたり十罷︑︵トン

ある︒オイスタークリーク発蹴所

コストは千ガロンあたり二十二培
︵トン嶺り九円八十銭︶以下の翼

万KWの竃力が生産される︒水の より一KW当り一ミル安い熟が発 砂汝農業︑むしろ食糧工揚と呼ぶ
︵トン当り二十一円︶︑合力は︸

KWH二・七ミル︵九＋七銭︶と水が得られることになる︒

しての櫨力からアンモニアを取る

児秘もられている︒

電力の利用

という愚書の組合せは︑世界の食

毛染︑とくに引算分解による水素

当然他のエネルギー集約的な化学

る︒アンモニア生麗については既

を星礎とする他学工業が商えられ

に述へた︒それ以外水素による製
畝︑アルミニウム︑苛性ソーダ︑

ほど増殖炉の開発を促した最初の

理由は︑高品位ウラン鉱が杣かつ

の生産である︒このような工業こ

働く進歩した増殖炉の開発であ

沸以下で︑場所を間わず︑永久に

苛性カリ︑塩素︑塩化ビニール等

十冠︑台目四十一五十が程度とな

が︑タービン発償機は二十五工二

ても闘連する虫化学工業の進展が

る︒エネルギーコストが下がっ

かし私の考えでは︑この隠蓑はか

ろう︒固定鐙用一一一％︑負祷率を

した揚含の予防対策であった︒し

なり盤上ではあるが︑それより︑バ

W嶺り○・七一一ミル程度であ なければ︑その効率は少ない︒

八○％としても︑資本負撫は一K

グ婁三篠が開会の辞で述べた原子
力を勤力とする麟工業複合企菜を

ーナーと同じように簡便でしかも

そ︑アメリカ原子力会のシーボル

要であるが︑千ガロン十五膨の水

形づくるものであるリ

ENEAのドラゴン炉建設計画

め︑フェニソクスの予備プロジ

SOCIAクル；プは︑鼠近︑

ェクトにタノチしている︒

活躍は目ざ蒙しく︑国内海外向

けを闘わず︑星羅炉︑研究炉︑

海路用舶用炉︑海水脱堀などの

研究開発プロジェクトを簿々と

門M・1︼

は︑MELUS工N漏︑RI饗

十奪︑ニや琿︑無十無後︑人間は

は問題の解決にはならない︒今後

ができるであろう︒しかしこれで

客来驚くほどの齪工複禽三朝体

できない︒現在の軽水炉でも近い

明日の技術で今日の薄肉は解決

発も司能となろう︒

飢えた罠衆をかかえたインドの開

綱勢は全く一変するであろうし︑

業産物を作り出せば︑中策の政治

が出現し︑多くの口業用水や︑正
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なるであろう︒
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千六蔚アンペアの壮烈密艮をもつ
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い︒水さえ十分ならは︑この品毬
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トンあたり三三Qがのアンモニア

水をとることや躍気分溜によるア
ンモニャの製造の技術も大いに進

験用に使用されているので︑確実
性の指撚としては負荷率より稼働

ンモニア︵トン嶺たり二十二が︶

ができる︒これはナフサからのア

ためには︑理論的には三KWHのと競争できるものといえよう︒
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歩している︒
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二六を残した︒商業燭の軽水炉が
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関連技術の進歩
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業︑海水脱嵐︑および山気分解に
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とげた︒安価なエネルギー源とし
ての原子力発電はこ2τらの技術と

湿
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える︑ドレスデンとヤンキーは好
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率をとるべきであろう︒六六年こ

か︑シノビングポートのように実

ロード用ではなく︑ロード補充用

ある︒これらの発墨所は︑ペース

るが︑一気分解による水素の如露

くる大毒の涼気はその用途をよく
ロノクフェラーおよひフォード
一財団とメキシコ政府の協力で︑病 考えないと鐡末にご窪るものであ

がある︒

の組凝せという姿で兇なおす必要

カギ握る高速増殖炉の開発
未釆橡

砂漢で食糧の生産を行なう︒しかもそれを核エネルギーを利用して工粟的に爽現さすという
驚くべき
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で述べられた︒彼は﹁核エネルギー晦代の将来﹂と題する講演で︑安価なエネルギーの生産
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転計画が立っておらず︑その上一

ェル程度の隅収穫を上げるには十
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コは小変の輸入團から細出国に変

11

つた︒一エーカ；あたり衛ブノシ

3

いる︒以下はその概要てある︒

0．3

エンリコ・フェルミ等が︑シカ

てから二 十 五 年 た っ た ︒ 今 や 核 分

ゴで初めての連鎖反応を成功させ

きるように な っ た ︒ し か し ﹁ こ れ

裂は在来の エ ネ ル ギ ー 源 と 競 争 で

に関連する 研 究 施 設 は ︑ い ま や 核
エネルギーと無関係なもっと繁急

な研究に振 り む け ら れ る べ き で あ

1．6

徽濃縮ウランを使用し︑蚤水炉や

し■4（

、

る﹂という 慧 発 が あ る が ︑ 私 は そ
うは考えな い ︒ 現 在 ま で に 達 成 さ

めざ豪しい も の で は あ る が ︑ 未 果

れた核エネ ル ギ ー に 関 す る 成 果 は

を湾えた 躊 に は ︑ ほ ん の 一 里 塚 と
しかいえ な い か ら た ︒ 増 殖 型 原 子
炉が完成し て ︑ 本 当 に 安 価 な エ ネ

L1
ス
ン

産

力
子

原
ルギーが撹界中どこででも生産さ

れ︑多く の 新 し い 薩 業 に 利 用 さ れ
るように な る ま で は ︑ 原 子 力 に 約
束された 可 能 性 が 十 分 果 さ れ た と

たえられた主な課題である︒

はいえな い ︒ こ れ が 次 の 世 代 に あ

フ

麟に匹敵 す る 安 全 確 実 な エ ネ ル ギ

核エネルギーは最初

18

ストでも？VAでは第三の學力

55．3

8．2

発虚足を発注した︒これはKWH

88．9

1．5

どのやり方があるQいずれにして

72．8

3．3

17

も現在は︑商業ベースに立った大

36．5

ビソグロソクポイント

3．4

43．4

嶺り二・〇五ミルと予想されてい

50．3

イ ギ
リ ス
i1966無11月）

ラ

@％
29

プラントを建設する段階になっ

74．9

2．8 11．6

合言｛

る︒

68．5

ア メ リ カ
i1967年8月）

i鎗66年11月）

総発躍増に対する

魏
既設 建設

名
国

米国で現在使用されている六つ

85．8

67．5

、し曜塾、…W駄、…レひへ

W¶、…一…、凶、…し鳳…、儲犠、

・レ｛

レ｛、

レ｛…〕rU

…レ｛㎜レ鳳

…し唄

89．5

インディアンポイント

負荷率（％）

（単位、100万KW）

の大型軽水炉の一九六六年におけ

トベイ
フンボル

80．2

67

デ ン 1
キ
一
ス
ン
レ
ド
ヤ

iMW）

96
97

90
20G
175
265

シソビングポート

i％）

発電響町 稼働率

発詰所

原子力発電所発船窓遍：総謝・
褒王

た︒米︑英︑仏の既設︑建設中ま
んは発注ずみの原子力発醒断は次
の表の通りである︒

米國の大型軽水炉の使用串（1966年）

し凶

（4）

第436号
第葺翻郵便物幽幽

昭和4：∋奪8月5日

聞

白
州

力

原

賃貸措置 は 今 月 末 決 定
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の要望簿作成にいたった︒

ら原産で常任婁

れをもとに関係省庁に要望鍵を提

せ︑原鷹日照に提鵬︒原産ではこ

日午後一儲半か
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出する予建である︒
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ととも怯︑囲の開発研究諸機関を

がある︒

条件の整備を検討︑爽癒する必要

ければならないが︑現在はA暑機

取り替えの三つの試験を行なわな

の負荷時段階テストを終了したの
みである︒

判断によるべきであると付齢し

このためTAICは︑七月三＋

た︒

である︒動燃としても今後︑譲し

一次概念導出︑動特性の研究︑遮 れており︑中世麿の堆積型の土地

が︑さしあたり四十四無気分︵第

蔽計算コードの研究開発等︶を︑

将来も造船︑海運界で優位を保つ

政簡予算に計上する必要がある︒

ため︑原子力船開発を︑食品照射︑

に取り上げ︑全置的な嗣の援助が

核融禽研究と岡様︑創建総禽研究

た︒

岡懇談会は︑

について倹討し

至論で第一船建

鑑識の原子力商船の登揚にそな

効率的に運営するために︑原子力

れるが︑原子力船の運航︑保守体

⑤第一船で大部分かたずくと思わ

月二十五臼午削十時から藥京︒赤

え︑第二船以後の開発の検討のた

また貝体的には①特建総合研究

必要︑となっている︒

坂の三会堂ビルで開かれた︒今團

望書編成にあたり︑三つのワーキ

め本震三月に設躍されたもの︒要 委員金に原子力船に聾する専門部

乗っ陀ことや︑

造針醐も軌道に

も饒閥への貸白け範腿や条件等を
が薫團扇︒同日は薦四の試験研究

原餓は︑﹁窪だ仮合格延期の逓

格L延期にふみ切ったもの︒

知は受け取っていない﹂が︑燃料
取替え機の負荷時テストの日程か

雀かち出力十二万五千KWで璽 究所原子炉施設︵H学R︶の設置

て︑七月十八日に陳偶をうけた原

らみて︑﹁正式合格﹂豪でにはさ

変輕匠使閑圏的の変更聴﹂は︑隙

こんどの原子炉医療利用につい

的に惜羅されたもの︒

らに早くても半年闇︑副颪に変動

部使用承認を得て︵連続︶営業宿

子力委員会は同薦︑法的に特別な

諮間のあった﹁爽緑原子力産業研

があれは︸奪間は必要ではないか

制約はないが︑教騎訓練用のこの

臼︑H饗Rの使用目的変更を串請
る誹可融鞘に適倉しているものと

子炉等規藩法第二†四条の規定す

したもの︒近々︑総理大錦から母

紙を開始︑十月には﹁定格軸力に

炉を医覆のために使うことの適蒼

終的な群町がおりる予定である︒

ーー倉翼1−lll

戦鍵

萎め︑福祉︑この旨を讐申した︒

央海発四所にはAとBの二基の おける蹴気設備使用検薔﹂に仮舎
齢し︑以後返血一円の菓京鷹力讐

との見通しをもっている︒

なお岡発在所は昨隼七月︑通産

会を早急に設蹴する必要がある︒

どうするか︑具体的な方針を決定

会︵鍋烏科扱庁長富主催︶が︑七

鍬の研究開発用特殊核物質の取扱いについては﹁別途﹂定めるこ

ストが︑昨風聞に起ったガス循環

燃料取替え機があり︑それぞれ負

医学部脳神経外科の佐野︑畠燗酒

米国では石油資本が進出

HTRの便用目的変更は︑東大を﹁原子炉の医療使穏専門家検
月二十五日以降の発竃緻は約八十

内に玉葛を続けている︒︵昨年ヒ

ト︑燃料サイクル試験︑プログラ

高士が︑脳腫鰯患暫に対してホウ

イルなど石油会社が︑ワイオミン

下がって︑一画が停聡︒プルト

研究所のプルトニウム特研に落

グを本拠に二極的に乗り出してい

神山動燃理事がウラン探鉱で語る
本のFBRを経済的に早くすすめ 動力炉・核燃科開発事業団の神

る︒年間三百万が以上の探鉱費を

鉱開発の状況を調査し︑帰固︒次

ニウムを取り扱うグローブポソ

イオミング州等におけるウラン擬
ション・プラント甜画への滲加が

るためには︑このデモンストレー

撫
効果的と述べ︑それを日本の原子

餓懸

由貞二理禦は︑このほど︑米國ワ

さいごに︑ヘルダンク氏は︑日

を疫製すると述べた︒

万MWH︶︒

荷によって十段階にわけたテス

ム．スケジュールによる燃料廟動

討会﹂を設けて検討︑このほどこ

所と︑特殊法人十二のうち︑蔚︸

求の編成ともあわせて︑今月申に

このため政府は︑来鉱度予箪要

れる見込みである︒

とにしていた︒これは︑少量特殊核物質の取扱いが璽務処理上煩

雑となることから︑その﹁取 扱 い ﹂ に 対 す る 米 A E C の 慈 向 が 研
確でなかったため拙躍されていたものだが︑このほど関かれた日
米原子力会叢で了解がなり︑研究開発用の特殊核物質も臓本の蔑

臼墨事者が米AECと蔭接取 引 で き る こ と に な っ た ︒
この研究闘発用特殊核物質を

は︑米AECの政策によって︵取する予窟である︒

特殊核物質の民窟化は︑日米原

器発火灘故の補修のために延期さ

の機関が出席︑研究開発の効灘化

子力協定の改更を機にその措置が

力産業界等も﹁従来通りに政府に

れ︑七月二十四日の仮舎格期隈が

なお私立大学の研究炉等で必要

替え用を含めて一徳設当たり十二

よる賃貸方法がとられるべきだ﹂

きてもこの検査が終了出来なかっ

について意晃の交換を行なった︒

異体化されたもの︒これですべで

との和見や要望を幽すなどしてき

とするものも︑一応︑この範囲に

万五千がまでのものに限り︶蟹計

になった︒

間あるいは一奪略鷲期されること

の営業運転﹁会格﹂が︑今後半年

日本原子力発躍会社東海発電所

原電東海の営業
運転合格延期へ

の核燃料物質讐の民闘所衡が認め

られたわけであり︑今後の核燃料
物質の購入契約や賛濃縮契約等に

すべて日栄両園の政府聞あるいは
罠間八灘者で取引が行なわれる邑
とになった︒

しかし︑少尉の研究開発用聴殊
核物質の取扱いについては︑その

取扱契約の復雑化から米AECが これは︑今春までに終える予定

たが︑まだ磁圓とした方針が示さ

たことから︑通産雀が門正式合

一揺賃貸を希望し︑わが国の原子 であった燃料取醤え機の負荷謄テ

れていなかった︒

FBR開発で協力を
が語る
徳者が約二百人がいると語った︒

来日のA一社代表
ノース・アメリカン・ロソクウ

ェル・コーポレーションのアトミ とくに来日の自誓については︑①

ノク︒インターナシコナル︵A NRIAI罵遼増殖炉︵FB
力R
発電
︶計圃および燃料難題の観点
エ︶デビジョンのJ・醗・V・ヘ 計画の説明︑②FBR開発の協力から︑図表を使って説明した︒と

ン︑③安全性の解析テスト︑④大

ヤリングと製造︑②原型炉デザイ

に大わらわV﹁別にプルトニウ

追求︑⑳臼本の政府および魔業界

一︑ワイオミングでは︑大中小

との議し副いと協力に関ずる意晃

東本部ディレクターの四畿は︑七

ムが飛び散ることはあり目せ

月二十三日罰盃十和から︑東京・

の七十社がウラン探鉱開発に認り

おさまったが︑﹁原子力だと鶴で

ん﹂の説明で︑ようやく騒ぎも

のとおり藷つた︒

出している︒とくにカーマギー社

型コンポーネント・テスト︑⑤プ

はゲティ・オイルと組んで︑合弁

の一致を得ること︑と語った︒

会社ペトロトミソクスを設立し開

一︑米国ではコロラド︑ワイオ
ミング︑ユタ︑二謀上襲キシロ︑

ラント骨屋と運癒を強調した︒

テキサス︑アリゾナで探鉱開発が

れ︑地灘︑欝︑火事︑親父のこ

光栄﹂と︑ある研究員Vともあ

ゼネラル・パブリック・ユーティ

つづいてシーゲル氏は︑同社と

なお︑日本原子力学会の垂訓騨

目寮属の田商会謙鍵で︑原産の原

子動力研究会メンバーと懇談し

リティズとのFBRデモンストレナトリウム特別専閾婁興会も︑岡

発している︒この辺はまさに林の

ーション・プラント謝鍛について

H午後二親から日商会議蜜で︑A
豪んに進められているが︑ワイ
要について述べ︑総従業籔は千五

いるQ

ようにボ⁝リングのくいが立って

昨今ではある◎

とはが︑ことことに翼翼される

オミングが唱番活発だ︒とくに昨

脱明し︑竃気出力五＋万KW原型 I社副社長ヘルダンク氏を囲み︑

年五月ごろより大石油資本のガル

炉を建設するため︑閥看の契約で

窩速炉の狡術開発について懇談し

体金華関係の原子炉経験は十九

繭入︑エンジエヤ！一千人で︑液

フ・オイルやコンチネンタル・オ

一︑ワシントン州のスボーケン
た︒門写翼は懇訟会のもよう︼

職）4850

編腫、《き㈹153露

広畠営漿癖紘島編i脳1−1δ（融融内｝

（67＞6972

柱1

8竃話

［

は三年間に五篇貸与の研発開発蟹

社聰轡解目隠桝翻1−5〜（鋼、ヒル）編嬢戚端）鰯〜9

本
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千葉工矯

ハソテイー・マグナ

鵡

○ステンレス材に対して応力，粒間腐食に
よる影響がありません。

蕊 栄進化学株式会社

（8PP麗以ド）イ呆証

防籍庁。米極東空軍認定品メーカー

○低塩素分・低弗素分・低硫黄分

紫外線探傷灯ブランクライト

・ク供ペシャル〉

原子力機禽
レッド

（50PPM以下）

（150PPM以下）

染色浸透探傷剤

蛍光浸透探傷装置 ネオグq・ユニット
探傷前処理トリクレン装置

置⑪一難織瞬難くS匪（

磁粉探傷装置マグナスター

携帯用極間
磁粉探傷器

レッド・マーク
ネオグロー
マグナト矯ソ

圏

特定総合研究を主眼に

隼︑七年以上経験をもつ心門帥技

窪ずヘルダンク氏は︑A工の概

た︒

神山民

染色漫透探傷剤
蛍光漫透探傷剤
磁気探傷用磁粉

原子力機器

原産舶用炉開発で要望へ

ルダノク副遠心︑S︒シ：ゲル技 に関する可能性の調費︑③日本の くに臼本との協力として︑ヘルダ
ニ避
術拓当翫役︑C・C︒レーマン極 FBR計画における共通の利益の ンク氏は︑①JFERのエンジ忌
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たが︑このように︑システムとしてある翼体をとらえ︑その効

ロジェクト笛理システム︶の概要を綴介︵第四二七︑八号︶し

つ冨大な科学を懲行ずるためには︑PPBSの採用が必要と酔

のである︒わが国においても︑国薩動力炉關髭のごとき畏期か

令によって米国の全政府機関に採用され︑藤縄されつつあるも

よって強力に国防雀に導入され︑さらにジョンソン大統領の指

茶 紙 は さ き に P N C lPMSρ動力炉核燃料閥発泰伽羅ー
Jプ
・ヒッチ次官補の立撃にもとづき︑マクナマラ前国防畏宮に

しい経営管理技法の甚本的な蓉え方となっている場合か多い︒

率化を湾えるアプローチは︑簸近わが國に灘入されつつある馨

蠣合．どのような問題点があるだろうか︒今回も動燃脳鱗団の

近ごろ野晒となって来たPPBS︵プラン漏ング・プ自グラミンえられ始めているが︑もしこの蒋え方を原子力亭算に導入した

ル

原子力をエネルギー源として便剛
入醐

順位は茎礎としない︒②資源〃投

ンBSを鶏する三口に喚問す 原峯力闘発機関独鶴の副画や優先

この捌しい欝画と畢糠編成のための技法は︑米国防雀C・ 小玉陽 灰に依頼して︑それらについての解説を試みた︒

み

しうる分野を長期かつ広範照な観

瀦利用のための開発能力の〃生産

設一と︑その盟用とが原子力の平

とどういう関係にあるかを検

⁝研究者︑技術薔︑賛材施

て体系化しなければならない︒

点に立って︑プログラム概念とし

難
討する︒③長鰐原子力平和利用開

もちろんこのようなプログラム

概念は︑口際惰勢︑テクノ獄ジ
発計画と短測の細部にわたる予算

ぐ

という点である︒

算を科学的にすることはで愚ない

近郊に鷲たに異験錬を建設し︑

われている︒これが契現した睨

技術の開亮研究︑に分かれてい

割ける外部傘体ト⁝ラスと関迦

の建設︑嶺分の閻は設謝研究を

鼓櫨の建設が訓画されていた︒

二字キロ・ジュールのトーラス

ぐ

璽物理丁の研究

原子重継・黒く騒蟹望雲難

一般支援

Z彫O則の9り

一九六八

︵一︾国︾

第二に︑この説画の運鴬につ

いて︑趣鴬婁員会と研究逃絡婁

籔会の構成や役蟹に多少凋題が

あるようである︒刮画の成功・

※

あらゆる複写塵務に

黙

傘

■」簿一購；ン・ペソ量一

翻心痩に侮改も複雰できます

す嶺芋段として凋用するものであ

政策決定者にもたくさんある

る︒

定し︑またあるはずであるが︑とく

に全体的に︑あるいは部分的に驚

駄分析をやりにくい分野にそれが

多い︒しかし︑蟹要な還膿聞題の

ないのたから︑分析孚法が適切に

うちで︑定雌分析が答厨なものは

で︑護づけのない醤断が支漉する

憩属されてこそ︑政策決定過程

影

︵以下次丹︶

肖
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℃げ団のμ︑

︿o︸囲︵固跨固﹀

脚Φ90け︒彗

一原灌資糾室便り一

であろう◎

ような分野レ僧せばめるのに役立つ

︐
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版︶

隅︵剛︾円︾

一論難二燦︑A5判︑

でO♂く⑩胃

Oh

のかわりに使うのではなく︑むし

一艶

κめには︑隊研・理研・電試の

が必要である︒この協力を符る

新たな組瓢のもとに讃画を突施

在来の醐究釜の払大ではなく︑

力研に集めることが出来ないと

った︒もし畢期に灘画全体を一

すれば︑研究註麟の変更すら沖

する必襲かあるということであ

現笑のものとなる時には足非と

展として独立の核融禽研究所が

原子力婁員会
の決定について

四顧を獄ていな

である︒僅秀

失敗融左右す．萄大きな欝欝は何

な研究者が多量簾張り︑十分能

人

いが︑新聞等によると尊門郡会

といっても

力を発揮できるような運欝が螢

︻投稿歓迎干五百字以内︼

大西晒素︶

︵田本大学理工学那助教獲

れるところである︒

今後の略画の進め方が期循さ

6る︒

は︑昭和四十五郊渡をめどとし

襲で

四十九年度まで主踊画を原研︑

るという魯申が︑決定では照和

て主・醐副画を東懲近郊に集め

うて気がかりである︒その第一

答中と多少の食い違いがあるよ

は︑未だ正式な

六斎となる恐れもある︒

天になり︑謝画の進展に大きな

して残されている︒これらの諸

長期的技術闘発は今後の闘題と

が強調され始めたが︑この語画

は︑全田の核融禽研究畜の協力

合領置講説幽を第施するために ヴ

OO澱け切

ろ政策決定者にも︑もっとも役立

年出膠

σ9弓同魏O謬

︒談蘇藻八戯塾

塞く︒一

0勺9繋
思決定には二つの方法がある︒す

ズマの微視的な構造の研究が非
常に進んでいる︒これらの研究
は︑一叢︑蕪礎研究のようでも
あるが︑このような閥湿プラズ
マの星礎研究が進まなければ捗

これらが戦野の中に十分に盛り

融含は成功しないともいえる︒

累計幽を七里でそれぞれ縫け

㍍たことは︑比較的大縄模の総

の縁甲にあたって︑特に強調さ

宸ｽ︑核三舎の研究も最近 る︑に変ったことである︒今圓

こ出れなかったのは残念であ

る︒

も謙画の中に含めたいものであ

闘題信︑巌国後にこの計画の発

含撮れず︑超伝導コイルなどの

にはごく限られた技術開晃しか

建設に必要な技術開発の璽鼓謄

必要になり︑それとともに甚躍

つ形に整理した関係データ卒提供

健全で経験にもとつく軍旗の判断

〃われわは︑システム分析を︑

ている︒

ソチ環はこの点を次のように述べ

よって︑銀製が談ず豪すみがかれ

る必要のある恐妻をへらすことに

システム分析は︑磁観を働かせ

擬エイ、ルギー物理挙の研究

は︑選択の改轡であるQ政鍮的主 ることに震献ずるものであるQヒ

には必ず慮観を働かせる必要のあ
る部分が残る︒

な線であろうQ

沼にしているのは︑一心たとう

加た︑欲をいえは幾つかの注
文かある︒最近︑プラズマの徽
祝馬丁致短牲の縞力的な研究と

獣た︑特に聞放端型装躍におい

頭熱の方払が開発さ躰ている︒

て磁場中に保持された醐蔽プラ

大型装置の技術をーー−

中間ベーター内郎導体トーラス

燐発の整和刊用（プラウシエアー計画〉

核融合専門部会の答申を読んでZ

水量を使うので︑ほとんど無限

る︒チーター・ピンチ訓画では

い工業国であるわが国では国腹

方海に聖廟れ︑化石燃科に乏し

全謝圃は王十露億円の予算に染

︸メガ・シュールの臓線滅臆と

として取り上げるべき謝画であ

ギ⁝源を与えることになる︒四

に春在し︑人類に永遠のエネル

には燃料は主として海水中の露

人類の鼓大の禦叢であるともい

制御熱核融合研究は二十世紀

ことである︒

︐

必要な適当な形の物的および財務

でこに彌串爾を集めるというも

達成能力の生塵蕪が見讃られるこ

システム分析で可鮨となるの

蟹矯対効果研究を行なうQこれに

データを作るQ

システム分析

さて次に︑PPBSの最も璽要

徽年關に及んだ雪融含研究省

とになる︒隙子力予算に関係ある

に先玉を分析したとしても︑闘題

なわち︑①システム分析による方
なテクエソクであるシステム分析
にふれてみようQこのシステム分 法③磁観による方法である︒しか
も︑システム分析によって系統的
析は︑費用逆効果分析と阿じ内容

チの﹁分野をなす技法である︒こ

をもつオペレーシコンズ・リサー

こで雛要なことは︑すべて慧思決

の努力によって︑わが圃におけ

のであった︒トーラス謝圃はす

確化したものである︒従ってどの

冨庁 に も し も P P B S を 適 用 す る

のチーター・ピンチ笈醗を酬鵜

︵チーター︒ピンチ︶を雪月四十 も近づいているダーク・ホース

四年縫から五力庫計画で行な
う︒その実施にあんっては︑昭

る制御熱核融合反応研鈍の将来

和四十五奪度をめどとして策京

しかし︑このようにしてさらに

計画が今回︑核融合聡門鄙会容

ラスと照十圏年展から開始する

した低ペーター・内部導体卜⁝

薩憲縫

けるため︑代替原子力開発鮨力の

ルする︒⑤特定の閥題の解決を助

トをとるぐとによってコントロー

にたいしては︑プ難グレスレボー

評価を加える︒⑤承躍された二叉

見通してみる︒④計慮に継就駒な

襲爵における騨細なプログラムを

編成を早筆する︒これには最低五

ー︑あるいは鑓用に関聾して生じ
てくるであろういろいろの変化を
すべて考慮しなければなりないか
ら︑時が経つにつれてプログラム
概念の修正は必然陶なものになっ
てくる︒一例として米國腺芋力婁
員会のプログラム概念のうち軍雛

利用を除いた部分は第一図のよう

重要なことは︑各省からそれぞれ

串というかたちでまとめられ︑

なものである︒

プログラム概念についての提案が

原子力婁員会でもほぼ盤申に近

いかたちで災罐に決ったこと

さて︑このようなプログラム概

て︑①轍源謝画の財政的な薗と物

ようなプログラム概念が︑どのよ

とすれは︑このプロセスは次のよ

と京り︑最近︑特に脚光をあび

ふさわしく入型袋櫨での研究が

はビノグ・サイエンスの犠蒲に

る︒

」SNAPへの応用

てきた内部羅体トーラスを主訓

［

グ・アンド・バジェッティング・システム︶もこの一例である︒

が

PPBSのねらい
PPBSのねらいは濁画を 立 嬢

する側と︑ そ の 計 画 の 内 容 に も と
づいて予 籔 を つ け よ う と す る 側 と
の矧に継続的な附騒の場を勢え︑

細互のコ ミ 畿 ニ ケ ー シ コ ン を 通 じ
てある分野の圃漿駆約懸逮成する

堀含に︑ ど の よ う な 案 を と れ ば そ
のために必要な駿用とそれによっ
て生ずる囲的達成度︵効果︶の渕

合を臨めることができるかを畏期
的な視野から検討させ︑両麿の合
理約な一致を園ろうとするもので
ある︒

欝

このね ら い は ︑ ま さ に ︑ マ ク ナ
マラ癩憂窟の信念︑すなわち

画立嬢と予算措鷹を︑わたしは岡
簸に扱い︑二つの醤典をほぼ問鍵
語と考えている︒予糠は実施計画

ないμに合致するものである︒こ

を量的に褒わしたものにしかすぎ

計
なされたあと︑これを国の全体的

のような P P B S の 蓼 ん 方 は︑ち
ょうど P P B S 導 入 以 瀦 の国防省

する過握で︑翼体的な畢縫の形と

な立擾から総含調整して︑圃とし

は︑幾つかの闘題があとに残っ

の予籔編成のやり方に類似してい
るわが園の予鐸繍霞の現状の敬蕾

は︑このサイクルの中で璽要な役

して表われているのである︒で

てのプログラム概念をつくり上げ

プロゲラム概念は︑岡憲予算の

愈が開確になると︑これによって

的な颪を統一する︑②トノブの慧

うにバランスした形でつくられる

うなものとなるであろう︒①債統

用炉

vに将士二身度から研究を闘姦 ともに多彩なプラズマの生成と

ている︒ここでは︑着し隙子力予

に︑大いに役立つものと期籍きれ

る機能を持った賀任個所をつくる

投入対象を︑その隠的と機能を考

規定される国家薦酌を達成しよう

思決定暫に対して予算上の大さな

かは︑国蒙機能のそれそれの分野

的な組織㈱を横切って広鱒な原子

たとはいえ︑とにかく欝はしい

うか︒それはプログラム概念とシ

ば︑どのような間題点があるか

ことである︒

騨にPPBSが導入されるとす濁
れをはたす概念と技法は何であろ
を︑PPBSの藤本的な霧 え 方 に
ステム分析であるQ

慮してプログラムカテゴリー︑サ

行するための資源の投入澱と罵飽

とする方法か蕩えられ︑それを実

適用のプロセス

その基本的な機能

ブカテゴリー︑プログラムエレメ

考えてみることにする︒

ラ／ドコーポレーシコンのホ！

遷択の方向を明示する︑③マネジ

における澱任ある人々のビジコン

その他の物理学的研寛

塾礎研究

襲

智
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多角的

こ共栄を追求

原子力巌設立地への提欝

を発成し

郎翫︶はこのほど︑原子力薩業と地表

具体牝への意見もまとめる
臼本原子力薩業会議の立地問題特発婁贋会︵婁員長平田敬

社会の共存共栄を︑社会的︑経済的視野からとらえた報告総1
た︒同報告欝は︑昨年八月岡婁員会墨摺以来︑一二つの分科会を設けて約︸年にわたり検罰した結果を
とり豪とめたもの︒八月二日正午から策京・丸ノ内の日本二型倶楽部で関いた立地問題特別婆貴会で
完賊した︒同婆員会は近く︑この報賞欝貝体化のための愈見を添えて菅礼之助原産会長に提顕する︒
国︑施設者と地方公共団体との闇

蒔PRを実施できる休制の確立︑

この実用化のために︑水温︑魚の

当なモデル地区を選び︑施設設照

第三者による公正なPRの実施︑

同報皆轡は︑原子力旛設設磁に

も︑社会的︑経済的視野から︑地
の各段階での影響を︑継続的に調

また平和利弊推進のため︑国の

である︒⑦全團的な観点から︑常

域社会への実験的︑心理的影欝を
査し︑地域社会への影響を把握す

方針としての積極的なPRを実饗

存には役立たない︒これからは︑

に︑宿駅な連絡方法の確立が必要

配慮すべきであるとしている︒

ること︒④施設設躍は︑後進的地
すること︒⑧地城醜業との共存の

この報告欝ののべる理想と︑現実

種類の変化などの条件を考え︑系

︻報告轡の概要は別項滲照︼

域の近代化の契機となり得るの

ため︑放射性廃棄物の潤用研究の

のあいだの賭聞短縮に努力しなけ

統的な研究を実施すること︒③適

同日の会合では︑この報告轡で
で︑地域開発へ適当な指導︑奨励

欝進︑海水淡水化の研究開発など

れはならない︒薩業界自身の努力

である︒談た自然保護の悪味から

述へている提欝の員体化のため
策を講ずること︒またその転勤に

を雑進ずるとともに︑緬設と勉域

は︑腿林水薩業との共存策が必要

に︑次のような措置が必要である
は︑地域の実偶に掌った︑園の特

立地問題特別婁のもよう

とし︑原塵会長に報酬することを

もさることながら︑行政的にも︑

立地︑地下立地︑軟蟹地盤立地︑

当な措蔽をとること︒⑥地方公共

置賜能管理について︑行政上の適

どによるモニタリングの実施など

射能基鵬の作成︑地方公共団体な

度から論題を出し謝ったことは慧

の関係者が集まって︑あらゆる角

へん立派なものだ︒とくに各方面

田正氏談報告轡そのものは︑大

日本水塵資源保護協会会畏︑浜

い︒この具体化で原産も忙しくな

予磯上でも措躍さるべきことが多

立地問題特別委員︒

⁝会の報告の概要一

科技監委員長
に沖本氏︵轟︶
日招

塗院商工婁は金丸疑
第五十九脳時圃会は八月
集︑衆参両院とも本会講燕開き︑
院の構成等を行なった︒

搬院は午後本会識を開き︑会期

学技術援腿対策特別委鍛会﹂など

十日間を講決するとともに︑﹁科

よび雪辱の互選を行なった︒

沖本泰

内海消︒

婁貫畏

金丸臨

測索剣木魂弘︑近

央︵再任︶

毒院・商工委

藤英一郎︑土谷義彦︑小柳萌︒

なお参院は正翻識長の党籍離脱
問題が提起されて若干遅れたが︑

汐止蝿

﹁原子力の日﹂の譜行頭や企画立

霞山会館で会合を開き︑第五圓

七月三十一田午後東京・虎ノ門の

いる原子力広報連絡協議会は︑

原子力関係の七日目で構成して

第五回﹁原子力の
日﹂で意見を交換

八月鷺日の本会識で院の構成を行
ない︑六つの特別婁貫会を設照し
たが︑原子力関係の審識は商工幽

静で行なうことになった︒
両院の原子力関係特別婁景会の

梁院．科技特

婁質長および理禦は次の逓り︒

佐々木義武︑

案について悪猛を交換した︒

理纂

葉山頓四郎︑石川次央︑簗宅正一︑

斎藤憲簗︑始関伊平︑福井勇︑小

畢︵再任︶

これに伴い衆院科技特は︑八月

屠︑原子炉熱利回による海水淡水

冷却水の利用︑放射性廃藁物の利

八つの特別委蟄会を設置した︒

二日午前婁鷹会を開き︑婁興長お

に解価し︑明確な詐容色灘基質

物質の該毬︑性質︑羅などを正確

技

術方式として蓄妾されている開削

適地拡大のための技術開発

化と地域暖房が考えられる︒

ねはならない︒例えば原子力発蹴

や︑その地域の立地条件にあった

駈の適地は︑人口密度の低い︑地
盤強固な海岸線で︑かつ地元産業

放艦籍を決めるべきである︒

PRについてわが国が唯一の

て︑それらの長所を発展させ︑各

立地︑地下立地︑軟質地盤立地︑

内陸立地︑鵬立地の五つについ

原子力産業は
他の工業の立地と異なり︑問題の
広域牲︑地域の後進性︑原子力へ

行政上の諾問題

との黒瀬なども考慮せねはならな
い︒簸た建設︑発送聡の難易も癒
肇だ︒こうした観煎から適地拡大
原子力施殴の地域祇会におよぼ

の研究をすすめる必要がある︒

々の短所を克服すべきである︒

が︑凍子力への違同感を持ってお

原爆被災国であることから︑国民

の二水の放射能に関する棊準の作

の国民感檎から︑適切な措照が必
要である︒とくに原子力施設から
成︑その規關︑凄繭調査やモエタ

す影響 ①東海村︑灘浜町︑熊取
町の二地点を週び︑鎌脚にあらわ

関係諸機開︑地方公共団体︑関連

リングの評髄などについて︑国の

れた影響を謁難した結果︑いずれ
あらわれている︒今後この影響を

である︒

二業閣で十分な連絡︑協力が必要

も施設設國の影響が大なり小なり
適確につかむため︑モデル地点を
選び︑設躍の各段階での醐査が必

る︒豪た各段階を通じて︑施設設

階での影響と要覧点の調蚕を要す

きである︒例えば一次産業への適

う積極的な爽存共栄策をはかるべ

地域社会にさ窪ざまな影響を与え
るが︑マイナス画を少なくするよ

面が積極的に検討推進し︑とくに

最後に︑以上のことを関係奢方

を理解し︑謙虚に地道な努力を必

原子力関係霜は︑このような素語

はなく︑相互理解によるもので︑

り︑PRの目櫟はこの盗和感から
の解放となる︒濠たそのPRすべ
き対象に応じた方法が必要であ
る︒つまりPRは一方飽な行為で

置のマイナス面の減少と地域社会

正な補償︑転業︑代替地のあっせ

共存の方策①原子力施設は︑

の共存共栄を図る︒このため行政

の推進︑実旛が強く望まれる︑と

行政上の諸悶題︑共存の方策など

要︒②原子力施設設麗を︑酪備︑
建設︑運転の三段階に分け︑各段

上の描躍とともに︑関係暫の協力

ん︑財政規模の拡大への対策な
ど︑きめ細かい施策が必要であ

者の協力が必要である︒③網互理

お知らせ●

資料速報の⁝

結んでいる︒

要とする︒

で具体的方策の推進が必要であ

る︒②施設設澱を契機に地元は︑
地域開発を進めるであろうが︑地
発の実証に合った一画をたて︑実

る︒

原子力施設と第㎝次産藥との競

解を深めるため︑施設従壌者と地

施できるよう国︑関係団体︑施設
辺水域の重度︑流れに影響を与え

合 ①火力︑原子力発羅所に関係
なく復水器冷却水の取放水は︑周
る︒したがって施設著と漁業者は
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社会の交流を躍ること︒

内陸立地︑騰立地などの立地方武

団休は︑法的に原子力施設に関与

義深い︒婁員の一人として満足す

自然
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別の湖慮を釈する︒⑤食晶への放

のうち︑均塾なものを選定︑重点

していない︒しかし地域住民の福

原子力施設の立地条件

域黒羽との交流を図るべきであ

があるのなら︑早く取り除くよう

一＝

凝然震海

（本年7月刊行・ご予約受付申）

決めた︒

的に研究開発を異施すること︒②

祉︑安全に費任を果たすため︑

べき成巣だと考えている︒しかし

協力し︑施設周辺水域の生物の種

業の協力︑共存のため︑新しい技

にしたい︒⑳原子力關発はどんど

高崎研見学

米国科学技術情報センターの
システムと業務内容を網羅するディレクトリー

①特来の敷地確保のため︑開削

現在︑火力発羅所で小規模な滋撲

そが問題解決への道だ︒たとえ

類と︑分布について︑十分な調査
を絨け︑相互理解が得られるよう

術閲発の研究副画を立て︑翼行す

る︒④原子力崖漿と地元の一次聖
会への影響の実態と︑事業点の改

努力すべきである︒②水鷹生物ひ

べきである︒貝体的には︑復水器

的︑社会的網羅などの制約度はき
びしい︒その打開策として地域社
善策を講ずるとともに︑技術的な

いては人体に衛警とされる放射性

団は︑鰹接な協力関係を持たねは

ーンーン多
適地拡大の陀めの研究開発を進め

しい謝園︑芽を生み出していくよ

ならない︒原研の力を十分生かす
ようにしたい︒私としては原研の

うにならなけれはならない︒
一︑私なりにやりたいと思って

子力研究開発は︑新しいだけに︑

ん異用化へ進むが︑施設の増大に

いることに次の三点がある︒0原 中に勤口禦榮団に対するこだわり

将来翼翼化されるものが数多くあ

十六日午削原産

放射線化学研究会

会十・六臼午前︒

戸

るだろう︒

水利胴の研究が行なわれている︒

部機羅揺付けが始められた︒八月

ば︑放射性廃簗物の熱を利用して

村田浩茂は八月︸日付で︑原研

る︒その新しいものを脅てていく

閣係嵩懇談会十四臼正午東京会

︑

館︑第一回遡備婁翼会十五日午後

第九回日本アイソトープ会議
い︒この点について︑原研として

伴って︑原子力の安全性がおろそ

は︑国民の立揚にたって︑原子力

ことが原子力センターとしての職

欄隈はあるが︑日本としてやらな

鼠本都南センタ；

ざ

原研村田副理事長が抱負

安全研究も積極的に

﹁提燈﹂にもられた内容の実現こ

中旬には完了︑各毬機舘の配齪確

生薩性の酔い漁揚ができるとして

原子力第一船搭載炉

躍爽斎言が行なわれる予定であ

のモック・アップ

も︑十年先のことでは︑現在の難

われわれの荊にお目見えすること

来年秋頃には一般展示用として︑

欝森嬢むつ市の定係港に運はれ︑

る︒その観このモノク・アノブは
三嚢原子力工業は四十六年八月
完成を扇途に︑原子力第一船搭載
炉の製作を急いでいるが︑このほ

になっている︒︻写爽は蒸溜発生

．欝

副理騨長に就任したが︑﹁原研に
おける研究については︑経験蟹蟹
な寮鹸理禦畏の考え方を尊敬して

けれはならないものは︑原子力委

の安全研究を︑これまで以ト﹁にさ

かになるようであってはいけな

の原子力研究センターとして︑国

貴会の政策にそって取上げ進める

らに積極的に進めるべきだ︒

研の大きな使命である︒金と人に

流の研究所として

べきである︒たとえは核融合研究

がち人材を獲成し︑各界に役立て

霞

際的にみても

は大きなものの一つである︒②園

たい︒

いる︒私としては理群畏を補佐し

発展してきたが︑新しい状勢に合

としての動力炉翻発プロジェクト

て新しい状勢に対応した原研の体
制の確文に大いに努力していきた

わせ︑原研の使命をよく自覚し

を達労するため︑原研と動燃離業

会A口

い﹂と述べ︑抱負を次のとおり語

て︑研究開発を越めなくてはなら

原子炉多線的利用綱査団

一︑原子力平和利用は世界的に

った︒

ない︒隊研のあり方としては︑新

︑さらに︑異用化に灘処しな
みても︑実用化が巌み︑一つの新
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︸アブ︑廿力のウ一7ツ採掘

CEAに四百トン売却
ムナナ鉱山が金属ウランで
︻パリ松本駐在鼠登︼ガ ボ ン の C M U F ︵ フ ラ ン ス ビ ル ︒ ウ ラ

て現地の濃縮工場で糖錬︑仏原子力庁︵CEA︶に約用田ジの金

ン焼網︶は一九六七蕪ムナナ鉱山で九十万ゾのウラン鉱を錬思し

一九五六年に発見され六一年一二

が︑しかしCMUFでは今後も採

十五万ナのウラン鉱が採掘された

材で補強されている︒すでに約五

属ウランを売却した︒

月から採掘されているムナナ鉱山

掘を続けるかどうかは次の三条件

の埋蔵鰍は含有緻五％のウラン鉱

約爾万ナと推定されており︑現在
にかかるといっている︒

の費用がかかり︑豪た輸送もブラ

から回収するウラン鉱よりも無儲

は爾アフリカの金山の廃棄物の中

がある︒

証ρがとれるかどうか再検討の必要

を圏っているが︑高い生田費で採

①ムナナ鉱山のウラン鉱採掘饗

の開発テンポで八○年までは採掘

黒人約九薫人が働いているが︑鉱

縮工揚ではフランス入技師のほか

ザビルまで鉄遣で高くっく︒機械

を続けることができる︒鉱寓と濃

山は放射能をもつ稀ガス・ラドン

洗国所など合理化して経費の節約

嬢

②ニシエールのアルリソト鉱山

また落盤をふせぐため抗直は対熱

を拡散する強力な送風機を備え︑

髪

ド國観覧叢

動力炉︑核融合に主力

増殖炉︑大型汚水臨界実験装騒の

ーネント等の試侮開発に入る高速

を気にする寓も出ている︒長期謝画を

人︶による一般管理費の壇および
共通経費等も含まれている︒

燃料部門では︑再処理工揚の建

畢

いう推測がおこなわれている︒

イツに建設きれるとは限らないと

英ビッカース社が発表

ビノカース社の造船グループ

て開発された小型動力炉を基礎と

経済讃雲上︑燃料獲は○・二

しい︒
機関としては︑UKA覚Aによっ

放鷹研では︑今年度の柱となっ

に多大の遷を生ずる・

高馬力の要求される場禽の逮航費

一特半から︑第一一画会含を開き︑

劃理膿畏︶は︑七月二十九日午後

規要求としてはsPF勤物︵特窺力炉欄発墾員会︵婁興畏︒清成遁

曇＝一一︻一︻三一一一三遷＝＝一︻＝一︻一一三一≡一三一篇一一≡一一一一一一一ξ﹇三一﹇営造﹇毎＝筆≡一一一一葦一一一垂曇＝≡一一一一一＝﹇一一琶

原子力船は︑基定方針に沿って

の囲をもってないもの︶飼育照射

については︑その運転稼働あるい

た①プルトニウム内部被曝に関す

が要求されている︒

科学アタソシこのカナダ駐在など

るほか︑同局大阪事務筋の薪設︑

原子力局に﹁査察課﹂が新設され

なお行政機構の整備については

原子力局に
査察課新設

部輩︑兵磁隈警部補︑内務大組秘

多／多／多／影

を設ける﹂との説明があった︒

求めたいQ近く臨時の技術討論会

原研︑大学︑メーカー等の協力を

協定轡に正式調印できるように︑

一十二月甲には米AECとの間で

動燃事業団が当擦者となり︑十一

ては︑働燃事業団から﹁日本儲は

とまつ沈高速増殖炉の素引につい

窪たさきの日米原子力会談で豪

が頻された︒

性能雲母をどうするか︑等の激晃

させること︑③委託にあたって︑

術導入の限界を考えるかはっきり

②畠霊技術について︑どこまで技

に海外の施設を利用したらよい︑

る方尚でやってほしい︒そのため

委而業莇を遅らせるよりも︑軍め

とくにこの日︑各委員から︑①

談等について審議した︒

研究施設の運営︑④日米原子力会

①昭和四十四無度研究聞発計國概

第一船搭載炉および船体の建造が

は出力八二謂画︵改造︶の完了へ

る研究②臨海実験場③データ処理

理研は︑サイクロトロンの出力

これまでの難癖をもとに︑さらに

れるもよう︒来年度は炉工学や炉

濁った体制の整備が措躍されてい

よび閥題点︑③大洗禦業所動力炉

棟の建設などがあるQ

物理等の基礎研究に主力をおくほ

る︒R王雛業部門でのコバルト60 センターの建設が︑組続される

要︑㊤動力炉開発業務実施状況お

進められる︒定係港建設では付説

か︑新規要求としては︑リニアノ

が︑①は五力奪計画の最終卑麗と

レベル・アノブに伴う改造および

塘設の摩壁築造が八月に終了する
ほか︑港の竣濃︑各種建屋の契約

れ︑食昂照射開発試験場もその銭
儲建設が構体化されている︒

クの財力︑乾式再処理の研究︑謝

大漁源の気嚢は︑鋳期二幅との嬢

して研究が一塩充箋化され︑②お

核融合研究に霊力をおいているQ

充実した実語化への施策が要求さ

クトを中心とした放射線化学は︑

齡勛鼈齦H覇籠藁︸遷三遷≡＝喋≡一一≡＝籠一憲垂課﹇︻一一一一三︻一差一一盃三一一一＝遷＝躍＝霊一一一一一一筆≡一一三＝螢ヨ一一一一⁝≡＝三

繊藤
に力が注がれるものの︑原研自体

算センターの大型化などがあり︑

から見送られるもよう︒定員増に

よび⑬は施設の完了に伴い︑それ

このほか︑JMT冠やJP・D
怒R
涛などが借暇されている︒

大洗研への廃彙物処理施設建設も

も力が入れられており︑百や数人

の墨礎研究は臨接原研から要求さ

二二要求二項︒核融合研究にはと

政府は八月〜日付︑日本原子力

ぞれ一部の研究が開始される︒新

研究所理想に︑江口見登留氏︵醗

が要求されている︒

達続的ではなく︑いずれも漸減

動燃事業団監事︶を発令した︒

原研理事に江口氏
し︑数臼で煙止している︒このだ

クリートのすき間に工事中に滞留

二十三年労鋤次嘗となる︒二十五

欝宮︑労三省坐藁局長等をへて︑

昭粕五葺颪大法学

した水が何らかの理曲で押繊され

江口氏略歴

たのではないか︑②プール・カナ

カナルのステンレス内張りとコン

め原研は︑水洩れは①炉プール・

くに力を入れている〇四プロジL

JMTRに水駆れ
に騰界︑順調な経過をみせてい

九月末の引取りは延期か
日本原子力研究所︵理離艮宗豫

た︒ところが七月三田︑出力上昇

動力炉開発委

アラスカパルプ︵株︶代蓑者変

更︑新会長は笹山忠夫氏︒

■

難事監
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再処理T 場︑入形峠製錬所も
ただしい動きをみせている︒とくに原子力関係は︑すでに原子力

建設と原型炉の第二次設謝および

炉の群細茶庭と無毒およびコンポ

局が傘下諸機関のヒアリングを終え︑いま︑科技庁大圏宮湧での

八月末の来年度予騨概弊要求を削に︑各省汚はその開成にあわ

調整が進められている︒実胴化移行あるいは研究内谷充実のもと

後年度負揖

が主︑定員増要求︵約二心五十

評無検討に入る薪型転換炉の開発

かし大蔵雀は︑来年度も財政硬薩化のあおりから総含予算主義を

に傘下各機関からは薪しい璽要施策もかなり要求されている︒し

周内部には

立て︑削奪度比二五％増内での編成方針をもっており︑また主副

みながら細かく予算綿成したいのが大蔵省の慧向であり︑宮薦調

設が着手されるほか︑人形峠の本

英二氏︶は七月一二十一日︑九月末

今後の計画について原研は︑岡
炉の和用謝爾がつまっており︑二

第三回会合開催
動燃購桀団
鋤力炉・核燃料開発欝業団の鋤

｝

整の後︑さらに大藏雀がどれたけを躍めるか︑注鳳される︒

格的な製錬試験が開始される︒原

に試論された材料試験炉︵JM① 試験を行なうための簸後の鴨備を

るもよう︒再処理工場の建設︑人

R︶のひきとりが若干遅れること していたところ︑炉下室の天井に

原子力関係では︑とくに大型要

子力局はこの二点を璽点施策とし

になった︑と発表した︒

るもよう︒

無驚繁予備隊本部次長︑二十九通
て考慮しているもよう︒海外探鉱

このJMTR︵鍛大熱出力五万
昇試験ができなくなるとともに︑

〜三カ月のうちには田力上罫試験

ルの水が内張りを通して漏洩して
調査などもあるが︑横パイ︒

KW︶は︑原子炉を作るための材 九月末のひきとりも着干延期され

の附始にこぎつけたいといってい

形峠での本格的製鋳開始も焦点の
一つ︒

原研では︑動力炉聞発︑放射線

料の照射箸に用いられるもので︑

水路れは七月三︑十一︑十八︑

る︒

求はなく︑継続研究の充実に主眼

がおかれている︒これらのうちの

とくに動燃騨業団が行なう新型

化学︑対外サービスの三本柱︵月

二十三の各霞に発見され︑ピーク

算視総監︑三十二無近江絹糸紡績

盤点国劇は︑すでに軌道に乗った

勤力炉の開発は︑第露無圏で研究

羽構想︶が継承されるもようであ

原子力産業五グループが共同で︑

蒋で毎分八○OCCであったが︑

常靭︑専猫を経︑三十九年旧原図

新型動力姫の開発のほか︑原子力

たることから︑それに沿った旋簸

段階でのピークを迎える無にも当

る︒しかし蕪像新理禦長は就任鷹

今年三月宋には当初の副画通り

原研大洗研究所に建設したもの︒

いることも考えられるとして︑い

特定総合研究に指定された食品照

が措躍され︑総額約二滋八十数億

後︑所員に対して﹁丹羽構想を受

まその原囚を追求しているが︑豪

財や核融合研究あるいは︑来葎度

円が要求された︵ほかに燗庫蟹務

水趨れを発兇︑このために出力上

からこの方商へ歩を進めようとい

負担行為がある︶Qこれは︑実験 け継ぐが︑現状をかえりみる時︑

監凄となった︒

うプルトニウムの熱中姓子炉利用

だ判明してない︒

およびウラン欝縮の研究などとな

栄／：東京都文京区湯島4丁目1番18丹田EL（812）5コ1ユ（大代表〉／テレソクス272−2081
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茨城懸の漁連と儒漁連が主催の

藁の地帯整備斑業を実関するこ

防止に関する原子力施設周辺水衝
県大垣市の外側会館で︑展魔会の

十臼から六日聞︑同じ要領で岐阜

レントゲン︶で︑くり返し測走や

しこれも感度が不十分︵十一千︑亦

執蛍光素子が沼及している︒しか

業協岡組合の出頭氏︑波崎漁業協

連の大内副会長をはじめ鹿濁灘漁

見る

中央研究勝が開
発した︑硫酸カ
ルシウム素子を

慶の熱蛍光線澱

母材とする腐感

素子利用の新し
い偶人モニター
や︑器物滞染測
定に適した高感
度の線鰍計が注
陽されている︒

蕾倍といわれ︑醤回のくりかえ

製品は葱度がフソ化リチウムの約

で輕便佑され︑プリンターやレコ

し使嗣も可能で︑測定器もIC化

ーダーに接続できるなどの特長を

備えているQ価格は紫子三千二蓄

素子︼

万円︒︻写影は㊤測定器㊦熱蛍光

円︑測定器︵リーダー︶薫八十五
ギ⁝が光となって現れる︑放射藤

阪府立放射線中央磧究所などの協

田木放射性同位元素協会は︑大

放射線従事者
講習会で募集

蛍光物料︶を二一篇側ケースに入

れてフィルムバソチと玉台に用
い︑短期間の被曝と長瑚︵数ヵ月
から一葎︶の積書被曝線鰍を測定

力を得て︑来たる八月二十一臼か

するもので︑この素子を線羅謝に
○・一︑卵レント

ら二十四日まで︑大阪府堺市の大

阪瀦立放射線中央研究所で︑第七

るというもの︒

従来個人モ轟ター用としては︑

アイソトープ︑放射線の安全取

く︒

的寧項を︑実習と講義をとおして

るポケノト線鰍謝︵開聞・十︑弊レ

湖得させようというもので︑定員

り扱いと︑その蒋用に関する塾礎

の測定は主としてフでルムバソチ

大阪市集区瓦町五の一二九大阪化学

申し込みは八月十七Bまでに︑

は四十葱︑受講料は六千円︒

る︒豪た最近では欧米でフノ化カ

便と時間がかかりすぎる欠点があ

蹴話大歓︵二一二一︶四二一〇まで︒

繊維会館内の同協会大阪箏務所︒

的なものは何もない︒流動試験は

二型はすべて逸材で作られ︑核

ンク等も据付けられるQ

圧力容器や︸次遮蔽体︑ドレンタ

据付けられたが︑引続いて原子炉

ク︑緊急用注水ポンプ︑温調器が

発やそのためのスペシャリスト

業内教育の効率化システムの開

い学習システムの研究開発︑企

金がこのほど闘かれたV﹁新し

財団法人﹁能力開発

獅謙艦

一A了ーー

ルシウム︑フノ化リチウムなどの

によっているが︑これは現橡の不

副などが使用され︑積駆被曝線撫

ントゲン程度豪で︶︑ガラス線照

ィルムバノチ︑聡離星流を利用す

放射線感能フィルムを便用するフ

入れると約十秒で数鰹を薩長でき

ントゲンまでを
測定できる熱蛍光紫子︵加熟する
と内部に曲積された放射線エネル

回﹁放射線従購者欝魏会﹂を開

ゲンから一万レ

この測驚雛は

取り扱いに闇題があった︒今回の

開催を予驚している︒

る︒U郷の濃縮度は一︒二および

クラスター形の燃料休が採用され

同組合長の網代氏ら七人が︑知聡

松下購羅屋巣

と︒﹂

大会出席の一行は午後三三か

一・五％︑ウラン・ペレノトは約
あてに再処理工鵬設翻反薄の陳謝

ら︑水戸市内をデモ行進し︑県漁

十五ゾ︒動燃難業國大洗纂業所に
盟を提出した︒

豪た約六葺入は十一台のバスに

建設され︑来年十二月臨界の予定
である︒

分焦して︑東海村の動燃頚業団の
東海肇業所を訪れ︑約一時聞にわ

腰反澱の気勢を上げた︒

たって︑環簗所内で再処理工場設

中原懇が松本市
で原子力展開催
県支部︵支部長小坂武雄氏︶は︑

中部原子力PRセンターの厩野

なく︑周辺地域の斜照が希瀞で︑

八月三〜七日の五三聞︑長野県松

﹁蕩処理工場は︑漁業生産が少

り︒

十一日午削十鋳から︑水戸布の県
しかも大量な放鐵廃液の拡敢勇合

で

本市・松本城内の丹心民族資料飽

第五回淡城水駆躍進大会は七月篇

民文化センターで開かれ︑県下の
がより大きい海況粂件を持つ臨海

を開催した︒

地帯に設癒すへきた︒東海村の爽

騰勢鷲会には︑原子力の原理か

原子力展覧会

¥団体の約分落入が参加した︒

漁業組合︑水産加工組合など関係

体は不登霞である︒東海村設羅副

鮒線などの全般について︑実物︑

ら原子力発醒︑アイソトープ︑放

︵隻部長筥寺敏雄氏︶も︑八月二

を

すでに終えている︒

八月中旬には全工程を終える予

原船室業団と船研が共同研究し︑

三罵一≡一一⁝㎜一藁三一三一憂一﹇一一一︻三一琶︻一≡一︻一三躍︻三＝＝一︻一︸≡一︻一一一一鱗瓢曇一︻︸三＝難一三︻藁︻一⁝一一︻三一一一一三＝冨三一一一＝璽罵一三一鷹一一一一一≡≡≡一≡一一一三㎜︻︻一三臨一＝憲≡﹇＝一一一﹇篇﹇睾一重臨≡三一﹇一＝三一一一塁三﹇霊皿哩

の

剛闇囲・愚魑擾蓼講演鞘組堂で

壬菱原子力工藥が国薩する豫干力第⁝船搭載炉の製作は︑臨界実験装殿設潔が七月十日に詳珂され︑

作業蜴には二階残・プレハブ家

定たが︑スケジュールからは約一

回分︶が意見轡をそえて返送されるなど︑四十六錐八

醗が一棟特設され︑階下十畳ほど

米WH彼による図面チェノク＆レビュー︵鏑

月完成を團途に頽調に進捗している︒この一環となる原子炉モノク・アノブ︵実物大模型︶の完成が

カ月閲の繰れ︒天候や︑機器寸法

ーの厨的︒教膏体質改善のコン

が︑とくに先行的研究として

サルティングも計画している

は一算機学習システムの闘発

に主力を注ぐというVこの設立

は十韻図からの懸案︑財界の大

い豪で原毛纂業国立旨いでMAP

モンク・アノブは︑十月いっぱ

いにしても露常に高い﹂という︒

での寸法糟度は︑実物ほどではな

ているが︑﹁模型機器の童言都分

APIの現揚係員が再チェソクし を獲成する﹂のが︑このセンタ

の変更等からくるものだろう︒M

の板の聞が箏務所︒付近には赤黒
鼠鉱束海道線の新講蝦から車で

第一三一炉古蒐成へ布石

聞近に迫った︒炎天下のある日︑罷暫は静岡照三戦線へ︑モノク・アノブ組立ての現蝪をたずねた︒

き道にそれて屋並を通り抜けると
家計もまばらな田圃の中に木村鉛

された各種機器の模型が︑

入月末からE置確認実験
くセ

どころが集まり︑科技庁が三態

門

部

属

門 門

部

．炭

銅石 化

門

タ

部

門

魔

発

社社
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︸

原子力委員会は︑安全性審査を

茨城県漁連等が陳情

再処理工場設置反対

・ペレノト︑アルミニウム被櫻︑

二領域装置の完成で

領域が設けられた︒張水の申には
原子炉安全聰門審査会︵向坊隆会

躍進大会では︑今後の運動方針

て再処理工芸設躍の十全を鋼すこ

模型を合せて︑綴織〇点が展示さ

画を即時廃止し︑他の隔地を求め

と︒水産騨係者の納得できる漁楊

れた︒

理工芸の乗海村設照反対﹂につい

放射能の調査研究および管理︑監

等を可決した後︑っ撫子燃料再処

ての緊急動畿が出され︑水産茨城

視諸体制を速やかに確立すること

この臨界実験装躍は︑岡郭業団

九本のクラスター燃料︵一︒五％

長︶に付託したが︑﹁審喪会﹂は

また︑同センターの岐阜累支部

処理工場設臓反対の決議がなされ

危機突破大会に切り変えられ︑再

では①臨界蟹②転換比③御開捕獲

が開発中のATRの核的特性に関

と命わせ︑その不安解消と被害

比④高速核分裂比⑤セル内申性子
する実験データを求め︑核設謝コ

た︒決議文の主な四容は次のとお

⑥中性子温度分布などを測 定 す
ードの偏頓性確徳あるいは炉心設

濃縮ウラン使用︶を二二五︑郎麿国

七月三十田に第四十部会︵部会長

愈工揚がある︒

鉄化学機械︵株︶三局出張噺の得

正

ついて配醗確躍実験を行なう︒ひ

・のクローバーの中に容赦
工が︑あらかじめ準備した項目に

電

近く炉物理実験など
住友・
励磁炉・核燃料開発事業団︵理趣長井上五郎氏︶は︑昭和四十八

年完成を国途に薪型松換炉︵略称﹁A愛R﹂︑矯水減速沸騰藤水冷
知型︑出力二十万KW臨戦︶の雛発を憩いでいるが︑このほど︑こ
れに関する二つの計画一﹁二領域臨界実験の開始﹂︑﹁瞭水臨界実
験装腰の建設許可申請﹂一が具体化した︒いずれも炉心構造の検討
と炉物理実験箸毎行なって墓礎データ慈うるためのもので︑同炉の

二領域闘界隻験は約半庫かかっ

籔一次設計に役立てられる︒

住友原子力工黎は︑動力炉．核
て行なわれ︑来琿度は⁝辺七五〇
ボ銃角のタンクにクラスター燃料

燃料開発事業國から受託した新型

転換炉開発のための二領域臨界実
の間隔を二五Q郎層に配躍したテ
ストが行なわれる予定︒さらにプ

験研究にそなえ︑茨城県孤雁村に
ある岡社の軽水臨界実験装磁を改

搬の礁設許可を総理大鯛に書舗し

月十八日︑糟型転換炉臨界実験装

動力炉・核燃料開発事業団は七

置の建設許可申講

ATR臨界実験装

で話合いが湿められている︒

いても︑すでに動燃事業団との間

ルトニウム燃料を使った実験につ

ヨには住

造していたが︑このほどその工鎮
を完了した︒七月三十

：燃料が納入され︑八月五日から

友鷺工の製作した九本のクラスタ

臨界実験が聞始された︒八月二十
一田には臨界近接を含む性能検査
を終って下旬より炉物理実験を開
始する予鷺︒

儀友原子力工業が動燃離調団と

る︒このため︑同社の軽水臨界笑
還に必要な檎報をうるとともに︑

た︒

験袋置は︑まん中部分がくりぬか
安全性評仙に必要なデータも得よ

の契約て実施する二領域臨界実験

れ︑ここに一辺六七五︑乱闘の四型
うというもの︒

画に配罐し︑外側の軽水領域と組

・内田秀難東大教授︶を設け︑検

約五分︑県道・御殿場糊野腺をわ

アルミ製タンクを据え付け︑蚤水

み合わせた二領域臨界実験が進め

セメントの塀をめぐらした工場

緻んだ各種の配讐等はこれ鴨

討を行なうことになったQ

の錆止めをほどこした異様な甦造

られる︒改造工事には浦賀重工と

確につかめない︒そのため実物
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店開きにこぎつけたわけ︒それ
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年計劇で約七千万円を投入︑や
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き続き︸弓道程度の詳細検割が行
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b−

物が立っている︒これが原子炉の

の模型を作ってプラント機器の醍
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規模に癒じて簡単なものや襖雑な

発システムのアウトプノトを単な

発成したあるいは商品化された動
力炉を組入れることについては通

のと考えられ︑したがってこのた

い豪モデルの種類をMITのフめのモデルも抽象モデルのうち動

ものを用いることになる︒
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まず目的と機能の認識を

動力炉開発への適用
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わかるように︑どのような炉型の
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なぜならば︑このことはそれぞれ
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買ってくればよい

研究窒における実験や設計の初期
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テムを設議し︑次にサブ・システ

ころで述へたところである︒この

は︑前回のプロジェクト蟹理のと

ターンを得ることができること
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機能についてのあい豪いな諏識か
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段階に入ることになる︒
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技術的な閾趣の所在を知り︑必要
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ゆるMIS︵管理偶蝦システム︶の
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ステムを実質的にはPPBS璽

りがたしかであるかどうか︒②予
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の輸入といったような方向一に向
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部であると考え︑PNC−PMs

見果てぬ
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なので
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の費用対効果比をたかめるために
は︑プロシェクト管理システムの

このことは当箏業団で開発が予

ノブされつつあるところであるQ

レビュー問題としてク鳳⁝ズ︒ア

て︑いわゆるチェノク・アンド・

ってくる︒またPPBSを研究窟
開されている薪型転換炉につい

効畢的運用を図ることが箪要とな

発という非常に不確定要素の多い
分野に導入し︑より効果的な塁砦
配分を行なうために︑マクナマラ
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ったようなもの一を効果の評価要 する前に︑讃掘を限定化させる韻

投資費︑年間運用費というカテゴ

この段階では国防雀は契約者達

ターンは大体第三図のようなもの

るものの本格的な研究開閉を承認

素として晃浩すことになりPPB的でいくつかの初歩的な研究契約

リーで兇積られ︑その蔚間曲なパ
に大いに樹果工爽をさせ︑いくつ

︸九六八隼出版︶

両窟庁の嗣的と機能とを混岡す

PNCIPMSで予定している

である︒

る︒このようにして全般的なシス

かの競含的なアプローチを出さ廿
をしなくてもプルーブンなものを

ると

なにも臣額の研究閥発投資

れる︒

Sの震害を誤ることになると思わ を行なわせるものである︒

蓄穂︑科学者・技術嵩の成畏とい

PPBSを導入しようとするなら
的には︑ノウ・ハウ︑パテントの

したがって︑もし原子力予習に

る︒

三二の所管となっていることであ

ォレスター教授の分類によって示

原子力予舞に関連ある分野をみ

科技庁と通産省

的モデルが中心となるであろう︒

システム分析では対象となるシ

せば第二図のようになる︒

ステムの費用対効果に関する挙動

法では︑第一に分析しょうとする

はどんなものであろうか︒この手

制隈条件と團標が明確にされ︑問

利用して醤来億を求めるような統

を騨価する尊志に影響するからで

莫大な研究開発鑓および擾銭費

道の保守性をしばしは融じたこ

とであった︒パネルでも︑山流

き知っていた︒むしろ欧州の入

会謙後欧跡目国をめぐり十一

が欧州とくに英園系の人々であ

ままの測定は葬常に便利であ

の研究樋設を訪閥した︒﹁友︑

雪盤は今や明らかであるにもか
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薄象であるシステムのもっている
ば︑この両官庁が達成しようとし

れる︒次にこれらの代替案は時闇︑

がいくつかの仮説を用いてつくち

副的手法②システムをあらわす状
動力炉を聴間的にみてどのような
ある︒

ると︑現在のところわが国では︑

螢用および有効性に関する騨価モ

態変数の相互依存関係を連立方程
組禽せで灘発したら長期的にみた

を十年間ぐらいにわたって予測す

デルに変換され︑このモデルのい

式系で表わし︑そのなかのいくつ

題となっている︒

蟹用対効果比が改善されるかが悶

題解決のためのいくつかの代替案

くつかの解が︑制限条件と目櫟を

かの変数の将来値を使って他の変

ている国寂目的の機能的な差異を

考慮してつくられた騨価基藥にし

数の予測値を求めるような連関的

十分に諏識しなければならない︒

つの解が最適なものとして避択さ

．シンポジウムでは︑商分解能 トリーム︑オン・ラインの利用
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地質学者が招待されていた︒鉱

ポータブル分析器に園御する傾

ーション︑比例謝数蟹を朋いる

の半導体検出器を使糊して︑周
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噛

日

体制整備計画具俸艦を

原子力委員 に
高井亮太 郎氏

多l﹂﹂

多

玉

⁝

電顕姜

イトにあって稼動している一揃炉

ある他人の財産︵例えば︑同一サ

圃はあるが︑使用済継継としての

③濃縮ウランか天然ウランかの区

̲＼

G暮しを

︑

梶[トする

寧そこて使われているコンピューターシステムとその主要な使用掻的・集積された情型

畏︶を︑委鍛︵弗常勤︶に超曝す

会議で承認し︑八月十三臼付で発

ることを決め︑十日の衆参両院本

商井民は大正瓦無東大エ学蔀を

舎した︒

︵冶金都門抵嶺︶の三氏は︑それ

二氏︵操鉱部門担畿︶︑鎌田稔辰

八月十日に行なわれた︒

原子炉多霞的利用調難戦会合

融一機器工粟懇談会糠源部会

二十二日年前原薩

多

二†＝百午後原塵

二 二 玉一
歪二

▽賠償法の適用塞攣①矢然ウ

ランの輸送は︑炉の運転用ならば

ため︑座中鍵任が適用されず︑メ

＊文化を支え

験︶などの研究開発が必要︒

昭和四十四年度政府予算に対す

厳府は︑

る措躍の笠雲四十八鋸度に舶用
炉開発を終らせるには︑四十四年

て︑現在臼経連常任理事︑火力発

卒藁︑猪苗代水力景気に入社︑関

蹴技術協会会長︑躍気学会会長︑

の退任で空

樹木殉一罵

遮蔽讃騨コードの研究閥発に避黍

いた︑原子

減配贈社医︑菓京醒力量斑を経

力婁興の後

力炉・核燃料開発軍議団の副理購

八月九Bに任期満了となった動

動燃璽畢団

ら三役員留任

今井副理事長

みられている︒

期閥を必要とするのではないかと

ている︒七十二歳Q

海外醗力調査会会長などをつとめ

髄初予定④一薔五十億円をはるか

二輪亮太郎氏︵海外画工調戦会会

任を検肘していたが︑このほど︑

席になって

度から第一次概愈設副︑動特盤︑

すること︒このために一般管理螢
を含め約二億明が必要であり︑照
十四無度敢府予簾に︑翫上すべき

その宅原予診船の運航︑保守

である︒

ど︑原子力船の実用化をめぐる環

原子力船懇談会が要望書
五力年閥に︑概愈女難︑鑑本設

原産

計︑蜜全解析︑仕掻醤作成を行な

にこえる鶴簡六十五懲円となっ

体制︑原子力損轡脳償関係法制な
田塞原子力薩業会議は︑八月瓢日午後︸隠笠から︑策京・丸ノ内の日本工業倶楽部で孟子力齢懇鹸

た︒この超樋分のつち︑九†三億
円は九躍力が研究開発蟹として分

船の経験を考慮し︑荊配

專門鄙会を中心とし︑富民の協力

撫︒補鱗しているが︑残りニ十鱈

ため第

︵燃科︑核特性︑動特性など︶︑

で検酎を進め︑その貝偉化を図る

境条件の整備の閾題が多い︒この

硬磁︵原予解容羅および付属機羅

しており︑原飛の場倉もかなりの

補償問題も︑解決に三一四薙を要

トン発霧雲︵英GECが建設︶のぞれ貿鉦が決定した︒なお発令は

ように工期か遡れた英ハンタース

禽いが進められる︒しかし︑岡じ

は︑今後︑原盤とGECとで軽し畏今井爽無爵および岡瑚凄神山貞

が︑この遅延に伴う経蟹について

工期は靭二年程の遅れとなった

円についてはまた解決してない︒

茨と閉ったもの︒

・グル⁝プニ十日年後策躍︵新日

ワーキング

今後は原総の費任において謄躍

⁝原動研年会

多

ニ

二†日午後臼本工

第一晶回原子力関係課痩会議

川 藁倶楽部

風会合同会合

核燃料問題懇談会︑再処理小委

原子力脱塩研究会

蒼未了の燃料取螢機を隙いた東

駈の運転が継続されるが︑G温C

比谷ビル︶

⁝
海発躍筋の全設備も︑英国ゼネラ

二日午前九時半から軍京竹橋⁝

を再開した四月三B軍費︸鋸閥︑

⁝講本原子力産鑑会議は︑九月睡

から正式に引取った﹂と発喪し

玉

⁝九一︶六＝＝まで

騨細は原産・塵藁醐発蝶︵五⁝

子力婁風の特溺講演もある︒

Uの研究成果発籔会で︑幽園原 ャ﹇日噺橋観光ホテル

⁝本年会は︑原動研八グループ⁝

hする︵来聴歓迎︶

．究会定例研究会の年会を開催⁝

⁝の科掌技術館で︑原子動力研⁝

ル︒エレクトリノク祉︵GEC︶ は︑ガス循環羅発火購故後に運転

絵漁機氏︶はハ月八田︑﹁完成検

某原轟轟麓︵麓一本一華A縫い難平﹂いたが︑七集

燃料取替機除く全施設を

東海発電所を引取る

遮融︵計纂コ⁝ド︑遮蔽効果突

べきである︒

う︒訳た︑これと併行して癖心

究驕発が必要︒
舶用鯨開発体制の確立

舶薦炉の研究開発は︑わずかな機
関で郡分的に行なっているにすぎ
ない︒今後舶屑炉の闘発を強力に
推進するために︑企趨調査︑開鵬
尋物の中核となる機構など︑開錯
体劇の確立が必要Q

＼

と︑補機聡︑燃料交換盟など︶︑

馬︶を驕き︑舶用炉の研究騙発に閲する助成措蹴︑開発体制などについての要

会︵婁鍛昆・進藤璽

・

成っている︒その概要は次のと

原峯力婁皿会に原子力船に関す

現在︑

璽轡を作成︑七β開かれた総合企面婁毎会で承認を得た︒十叢田の常任理三会をへて関係各方面に要
望轡を提出する︒
靴直︑諮到園でも原子力船の経

の検樹が進められている︒しかし

る専門都会の望薄舶用炉の研究

おり︒

舶罵炉開発は︑心機にふれるため
開発には︑少なくとも約五年と︑

済儀︑舶用癖開発︑雄造謝醸など

技術灘入が難しいこと︒豪た︑多
約四十論ハ億円の資金伽僧要す︸⇔oこ

る︒

明らかにした基本剖画を策定す

なお三鷹は︑七月二十五日通厘

アフター・サービスを行なう︒

東灘発仁所は︑三十四鋸十二月

たu

を受け取ったが︑今隼中にも燃料

多

▽敷地内財蔵書召の敷地内に

購償法の対象となるが︑加工使縮

鍛の揚含は対象とならず︑不合理

た︒②プルトニウムやウランは個

ーカー等に過失がある浪合︑これ

園法には便胴済が料の塁難があり

とらえ方がなされていない︵諸外

。，酬11、，、1拶・tm，瀟

礁1…1【M琶凹m，、1醗騨・・1

Mil…IMμ・・

ll川・Mli・

護

転重㈱（踊・A磁紬㎞撒姻㎞・漉一・・

予約鰐7a了。騨矯邸の融を鋤）

攣蓬

Ed翠雲、♀㎞

婁董
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亀轟

INFORMAΨ10N

COMPUTERIZED

of

額の擬制と︑畏期聞を必要とす

早急に原子力特驚総舎研究に指定

のため濾外の状況とも勘案して︑

このため︑岡要望轡は︑将来に
すること︒謹た厭子力闘鍛会に原

︸厨強化充実するよう︑政癌の積 子力船に関する専門部会を設け︑
研究開発の圏標と内容︑研究開発

る︒四十五葎＆以後︑精だ総州研

薯

設を迭め︑このほど︑ほぼ終了し

取替機の嘗庁検査を完了し︑正式

備使用仮違格﹂の一力隼簸長承源

に腺蹴が英GECと購入契約に調雀から﹁合祠出力における脚気殿

た︒

@聾 印︑G旦Cが八蕪余にわたって建
舶用炉の研究瞬発華墨の胴体化

このため︑G温CのR・N・ミ
禽格による営業運転を関口する方
ラー氏︵藻GEC社長︑臨海発蹴針である︒

原子力第二船用の舶胴類開鑓の

三二
玉

て残されている︒国際条約では賠

玉

償の対象から除外する方向にあ

二

同日までに要した建設経費は︑

玉多

立法化されていない︒従業員数も

二一二づ

堪察しており︑求償の問題も含め

ら︑喪任保険の対象からはこれを

り︑保険会社も再保険の二三か

ヨ

に海底や運河あるいはその他の逓

て労災の不足分については購償法

多竃L▼i﹁

過国1⁝との闘連で全部はカバー

の対象に含めるなど︑阜急に再検

5

できぬ閲題もあろう︶④賠鶴措澱

一 ￠多多玉ノ多ニニー

過大な条件を要求したり︑この間

し︑第三者蟹任に関する破題で︑

額︵一千万円か一億円︶が低い︒

▽求償について従榮蟹の受け

囎発の進展に即応し︑また国際条

た︒

▽核燃料物質の翻際輸送①閣

た損憲が賠償の対象となってない

︑急噛ーーー

除外する方針愚とっている︒

魑を蚊引の材料にすることもあっ

なうことになり︑去る六月︑局内

際条約がないため︑公海上で闘題

︑一・〜卍

が起った場合の出任の帰属︑賠欝

と引取り筋の建設中の二男炉の揚

の混合燃料に対する規定はない︒

別にはグラム毎の規定があるがこ

の方法が不明確である︒②例えば

舎︶について︑現行法は跳躍の対

原子力局が検討項目を整理

／一㍉一賦㌻

繋愚縢掛羅懸懲羅懸轡羅

に検藁囲を設けた︒八月十四日そ
の第二回を關催︑九月より員体的
な内容検酎に入るが︑初会合での

へられた鷹晃などからみた問題点

①現行法は資任

は次の通りである︒

▽三哲法﹇般

しば間合があった︒これは日本法

外圏メーカーとの取引契約でしば

に対する求償の余地が残されてい

る︶︒

実隙上で閾題になるのもこれであ

る︒

象に含めるかどうかの明記がな

再処理先導の決定でも︑公海上で

く︑法律運用上の瀬瀬の問題とし

と︑制限費任および国萩餓繍を規

ァクターになっている︒︵条約が

一昨年五

あっても︑この罪締約圏iとく 月に専門部会讐申が出されたが︑

▽従藥鼠の災轡補償

の製故の蟹任帰属如何が大きなフ

禽の締償薄紫の一都の負撹を懸物

らた︒外国メーカーは︑万一の場

足した諸外濁広との制度の違いか

制度と国窯補償が明確でないため

附する必要がある︒

原子力損警薄煙制度の見慮しを行

二戸 妻

ため︑改良加山水型炉を対象に︑

多

所建設の合議者︶が来日︑原醒と
多多

一

四十四無度から四十八駕二四での
︐ヨ多二言

7
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約への対応なども考慮して︑現行

科学技術后原子力局は︑原子力

【
冒

ﾟ

轍え︑造舶海運騨の園際競争力を

極的な謝圃推進や︑助成撚置が必

問塁審聾した饗墾雪原寮は︑熱

究として︑研號開発誌機関の総合

体制︑寒湿期間︑所要経費などレ恕

る七月二十五日に開いた欝任番員

的感力体捌のもとに︑効率的な研

要である︑と述へている︒

れたもので︑菰つの嚢銀藩項から

㎎

柳

固凝膨簸曝
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業
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原子力施設立地
問題の前進のために
々に指摘されていたものもあるが︑それ

済的な数々の提議は︑もちろん従来︑個

この報告磁の示す技術的︑牲会的︑経

らである︒

近代化にきわめて大きな寄与が望めるか

るが︑その実胞に当っては︑国の施策に

子力施設艶語の黙愈が十分差示されてい

ある︒すでに︑姿員会の霧讃鷺雌じて原

に行なわれねばならぬことはもちろんで

写翼の一貫となるへき技術開発が積極的

利用︑廃紮物の利用など︑地域開発の育

るが︑その継號的調査とともに︑品劉虫

協力して進める研究開発は︑課題

討すべきである︒②政府が民間と

り︑この際︑婁託制度の改重も検

業や大学の能力を活用すべさであ

発は︑研究の委託によって民閲企

推進方策①政荊が虫体の罎究開

六︑黙契的に促進ずべき硯究の

のほか︑片廊集大教条︑竹原名大

が︑これには神山動燃箏業団理蝦

の講演と現地晃学が行なわれた

辺における撮鉱開発調喪について

温帯︑長野県緻田市およびその周

今圓の﹁討論会﹂は︑岐阜県土

の推移等について報告された︒

物栄的特性箸についての現在まで

るウラン鉱床の賦存状況および鉱

は︑動燃箏業躍から同地域におけ

毎にその共岡推進体制を倹策する

教蓑︑杉霞信州大教授ら学会賃約

の地質調査等から束漢地匿と岡じ

で放射能巽常が発見され︑その後

は︑昨年二月に阿欝町など三カ所

濠た︑長野県飯田地鼠のウラン

嵩品位か轡られているQ討面会で

な秘講︽行なえるよう配慮されて

らが多面附かつ系統的に調査検討され︑

貝うところも大きい︒

た︒

いた︒これたけの広い分野の人々が︑そ

斎分野の共逓の憲発として明添された点

畷輔姦緩耀懸細難

悪見を交換し響たことは︑婁員会報告の

れぞれの立揚から頁鋼にかっフランクに

できるたけ多鵠かっ談︑公正

原芋力の平和利用を 促 進 す る
うえで︑欠くことのできない蟹

に大きな惑義が認められよう︒

がるであろう﹂との報告がなさ

も﹁放射能異常地は今後さらに払

脊から麟内早緑の蒋半分を占める
約四衝五十七刀四千ゾ︵U奮箱鑑

ている︒しかもその約蕊分の一は

二千五強十六ゾ︶の鉱嶽を把握し

れ︑動燃購業団では今年麗下期再

平均品位○・〇九九％となってお㎝度ボーリング調査を行なう訓画を

野の選影野麻が総点酌に促進す

後︑仏原子力胤︑ラ・アーグ再処

献上氏は華言動力会邸に出鷹の

一万二千円

日本造船工業会
で懸賞論文募集

力懇談会まで︒

三日塞原子力蔑業会議内東海際子

でに︑凍京都捲区新橋一の一の十

参加申し込みは八月二十四日豪

原子力施設

見学先東癬村︑大洗遜地区の

塗加蟹

建鼠三＋名

良治氏︶﹂の講演があるQ

﹁内外の発難所立地︵購亮・藤原

碁準︵原電・板愈縷説氏︶﹂︑

︵原産︒學欝淳一氏︶﹂︑﹁安全

して︑﹁原子力産業の現杁と樗来

今圓は︑設謝︑建設をテーマと

究会﹂を開く︒

村で第三十二園の﹁原子炉建設研

月目︑五日の一百闇︑茨城蝦東海

東海原子力懇談会は︑来たる九

が九月に研究会

東海原子力懇談会

り︑カナダ産ウランにも比すべ慧一たてているQ

日本原子力学会︵会長大勝松次

井上動燃事業団

べき研究闇発分野および課臆の選

嬬国は九月十四日の畢驚︒

雛︑現地︶︑宗像英二︑富川禰男

麓︑現地︶︑谷隣邸蜀︵三︷︑謝蘭

能沢正雄︵以上原研︶︑編成魏︑

日本迄船工業会は︑将来の造船

染のあ9方について︑一般の﹁押を

聞くため論文寡集を行なってい

大晦彰︑灘踏営氾︑小杉久央︵以

会長賞ほか︑無刀旧︑五十万円︑

各

野

盤欄・

郎

林

海外出張所⑧インドネシア・マレーシア・インド・ビルマ・中華民国

c

⁝

内谷そのものに劣らず爾期的な意轟をも

薗展⁝肇な悶題は︑施設の立地磁保で

ある︒たが︑原子力施設の設置 は 岡 聴

て変出されてきた研究費は︑今

第三紀の中新世各層群に賦着する

七十名が参加したQ

後︑研究者の頭脳に支出するとい

葉濃起臥は︑これまでの探鉱調

必要がある︒⑬従来﹁物扁に対し

施設者︑地方公頻剛体の連携も十分行な

感を強化するためには︑放獣能姿勢と国

また原子力への信頼と︑開発への双脚

いえども︑それ自体が問題の解決とはな

しかしながら︑いかに優れた報告轡と

つものといえよう︒

り得ない︒とくにこの蝦告澄は︑自から

学会が資源探
査現地討論会

郎氏︶は︑動燃灘業塵︑中部原子

理事長が渡欧

東濃︑飯田両地区て

山山されて原子ヵ開発を進めるうえで︑

力懇談金および地元の協力をえて
動力炉・核燃捲開発叢栄照の理

出席するとともに︑仏︑戴独︑英
各駅の膨柴力施設棍察46よぴ原子
力関係者と打金せを行なうため︑

で工業の国際競争力を強化する必

定は︑タイミングよく選定し︑し

五︑璽点的に促進ずべき研究分

う聾擁すべきである︒

璽があり︑自主技術の確立につと

理工漏︑カダラノシ颯原子力研號

すべきである︒③開放経済体制下

めなければならない︒今後研究規

かも可能なかぎり一つのシステム

国原子力公社︑ウインフリス原子

所︑西独漂子力研究センター︑英

八月や五碍︑羽田発渡欧した︒

模も大型化するが︑圃罠細済的慧

必要がある︒選定を磯回的に行な

日案除子力産業会歌は︑八月六

力研究激等を祝聾する︒

として︑総三嘆体系的に検討する

うための手法の改轡にもっとめな

義の大きいものは政府と民間が協

で政府は今後大きな役謝りを果た

ければならない︒

田午後一概半から︑東京・有楽町

蹴力︶︑霊木敏男︵蘭西電力︶

然遼吉︵原電︶︑臼弁密夫︵東京

代褒団扇加者

罫上五郎︵動鄭野業団︶︑嵯躍

化するとともに︑饒闘企業の研究

政的援助︑税制上の纒遇猫蟹を強

ォーラム大会鮒搬委員会︵細脈長

の電力懇認会で︑第⁝二園の世界フ

究開発を一五活発侮するため︑財

すべきであるQ④政府は民間の研

力して進めるべ恋であり︑この面

パネル熱滲加者

置を講ずべきである︒

開発のリスクを補螺するための措

・井上五郎氏︶を開いた︒

吊木露夫︵東北蹴出︶︑明間輝

四︑研究開登投資の團標完全
な根擬に茎つく設定が圃難であっ

︵中圃財力︶︑吉田正勝︵九州電

貧︵同︶︑柴田﹁茎男︵中郡張

力︶︑一庫松西磯︵原電︶︑横須

グラムに︑パネル

アイソトープと放

で︑四鏡宰諮寒露用繊に五十〜曹

改雷の団体策に関するものの二つ

岡日︑鐵務局から同大会のプロ

射線の利耶﹂︑﹁

賀正嫡︑清水勝郎︵以上三菱原子

枚程度︒審償には山県昌夫氏︑羽

工︶︑神原豊三︵日立製作所︶︑

上動燃事巣団︶︑このほか︑原

月三

嚢団の禰成無は︑同大会最終プロ

︵東芝聡気︶︑樒藤登誓雄︵日本

稲置栄慮︵日立造船︶︑金岩芳郎

の予定︒

書︑罷発︑動燃より各一名が3頒 二十力円︑蚤万円か援与される︒

闘い醸せは同訟姦課談で︒

上︑現地︶︑喝瀬嘉正︵蕊井物

揮発油︶︑上出道生︵安田火災海

篇︑選外班隼／1廓以内には晦

グラムの隠る八月衆に行なうζと

なお入遭第︸嚇︑二瀬︑三席の

を決めた︒なお︑現在豪でにきま

︵順不局・敬称賂︶は次の通り︒

っている陶大会への参加予定貰

古い伝統・属しい技術・誠実な施工

燭大

論文課題は第︸類︑わが醐造船

る︒

原子誘発蟷所への

出沽三︵以上避菱鐵工業︶︑片山

力︑蒲水民現地凹目︶︑林巌︑北

騨
賃金聡警の国際胸

沢広巳氏︑脇村門太郎氏ほか†一

わが国迄船卸の現在における休質

評爾﹂︑﹁原子力

三郎︵古河電工︶︑徳見宏孝︵富

業の将来に関するもの︑第二順︑

厘朶﹂の四つが遺

＋日︒

ても︑国内における研究闇発支出

鼻
執で

名があたる︒応庭藤切は十

郡要︵四国騨躍力︶︑阿部弥之助

｝誰1

士活機︑現地︶︑高橘次郎︵明聡

力︶︑土盤儘人︵関繭鎧力︶︑阿

乏の
ぎ討

があったQなお代 愈︑現地︶︑法彫貴四郎︵住友竃

公衆し︑﹁ラジ万

国民所裾二二︒五％に引上げるよ

は︑現在政荊が圏標としている対

〉匝1

加された︑と報管

討論金﹁原胆力と

び字密︑海洋など新分蜂の開発の

柔今

に︑地域社会にもさまざまな影 響 を 与
今圓の虹鱒遜にとり入れられた内容は

虫要な提譲の一つであろう︒

う考え方を薫訳すべきである︒

漂子力施設立地に関して闘題となると予

術の開発︑無燈社会への影雛の拙握をは
この提笛に示された方策の典体化は︑

圏および罐設者と︑地方公共殴体の三蓋

必ず通らねばならぬ闘門の一つであるこ

八月一︑二︑三の三日閥︑長野県

から岡二十四日までモスクワで開

箏長・井上万鄭氏は︑八超二十臼

もちろん谷易ではない︒しかし︑国民に

存の方鍛においてのべられている原子力
な連絡が璽要とのへているが︑今後︑こ

ともまた疑う余地がない︒産業界の謙虚

討論会一染液および鰻田地匡のウ

象濃地区で第七圓﹁資源漁師現地

二︑翫画の呂標長膀的垂ホ方

ので︑今回の研究会には二十名近

を圏的に︑表る五月結成されたも

くの畿員が参加し︑澄罷の講師ら

。

塑

れない現状である︒

共幽体が住屋の福祈︑安全に関する資務

じめとして︑離鋤水利用︑地域開発への

地域産渠との共存共栄の途を求めること
発魁所の撮捌水利用による翼猟︑放射性
れらの日照が一つ一つ黄体的に検討され

な努力に加え国の行政商業躍︑地方公共

銀は︑わが團特有の圓土︑人口等

自民党科学技術議員
連盟が夏季研究会

略︶

と研究︑墾談した︒︵順不同敬称
山口鋸央︵素粒子研﹂︑伏見凝

︵動燃︶︑海沢広巳︵原子力蚤

治︵プラ研︶︑溜成迫︑今弾美材

員︶︑岡本三更︵東工大︶︑浜田

海洋開発については︑小冨山︑海

成徳︵エレクト獄ニクス協︶なお
郡両議璽が海外視察貿管を行なっ
た︒

＝ゴた

え︑とくに第一次薩業との蓮田はさけら

愚される曝項は︑ほぼ完全に検討が加え
の努力に裟づけられてこそ︑初めて大き
を巣たすためには︑有効な灘署の連絡方

われなけれはならない︒とくに︑地方公

このことに解しては︑従来と も す れ
られているといってよい︒その鱒圃は︑
な価値を生ずるものである︒

と称するごとく︑その男体化へ

は︑双方がその主張を繰り返すのみに血
原子力施設の立地条件︑原子力施設の地

提犠

まる揚禽が多く︑そのゆえに原子力発魁
域社会に及ぼす影難︑原子力施設と第一

助成︑放射能管理等をあげ︑またPRや

策が貝体的に検討されねばならぬことは

次産業との園舎︑行政上の諸聞題などか
ら︑共存の方策︑適地拡大のための技術

同婁員会は︑員体化方策として立地技

上の問題とは異なる錘重な配慮が必要で

所箸の立地磁保に当っては︑単なる技術

關発︑PHに家で及んでいる︒とくに共

によって︑このような現状を打破する方
物頸の利用による水虫物の開発︑原子炉

血道の協力︑ならびに地域社会の虚心な

日本原子力塵業会鍛は︑原子力産業と

あった︒

途を晃幽すべく︑さきに立地閥題特剛婁
ることを期待したい︒

地城社会に鮒する影懲では︑すでにい

島の省恵は興味深い︒もしこれらが実現

朋野駆本方策と員体陶計纐から構

の条件を生かすとともに︑国民欄

自酌党科学技術議員連盟︵会長
二階麩進残︑幹灘長小宮山五四耶
灰︶では︑原子力ならびに宇宙︑

薩洋開発関係のテーマを中心とし
て︑八月十五臼から十七日まで︑

爾熟海ホテルに合宿して翼學研究
会を開催した︒

石高無連盟は︑内外の新しい技
術開発の動勢を常に把握し︑漸隠
代の動きを国政に反映させること

ラン鉱賑とその母漏f﹂を開い かれる二七圃胤界動力会議紛会に

の熱利用による海水淡水化および地域旺

くつかのケーススタディも試みられてい

理解を求めてやまない︒

発表した︒委員会のメンバーには澱業獲

成されるべきである︒後省は万年

祉の増進を隠標とすべきであるQ

的に課題を選定して陰極的に健進
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するとすれば︑地域祉会および水産業の

員会を設鷹し︑このほど︑その報告轡を

震 8 鷹置 魯醤 鐘 冨 露蟹 屡暉醒8 冨

林関係著︑地方公共老体の代表霧︑学識

＝嵩隔

中期翻堕計画が必要

程産の期聞を対象とするのが適当

貝体的謝画は︑先進国の輸出パタ

ための研究開発は︑各分野で蚤点

案を作成する方剣である︒

この意冤に従って︑無内にも﹁二本謝画﹂の興体

よう努力すべきだ︑などと述べている︒科技庁は

開発投資は対国民所得比二︒五％までに引上げる

鶏は五年程度の期閲を薄象とすべきであり︑研究

の茎本方剣となるもの︒その内容は︑馬体的な謝

同法の中心となる﹁科学技術基本謝画﹂作成の際

国民所得の二・五％を研究開発に
政府が科学技術に関する長期計麹を策定する編

目の掴針はどうするか一︒科学技術会畿︵識長
・儀藤礒網︶の艮期計画懇談会は︑さしあたり国
として推進すべき分野を対硬として六月から審議
を工めていたが︑八月二日︑これに離する意兇を
まとめて岡会畿に提出した︒政府はいま︑科学技
術塁本法の制定を急いでいるが︑こんどの慈猛は

であり︑繭霜はより長螺にわたる

ーンが商嚴移勤から資本と技術の

とが望豪しい︒

鮭本方策は経済計幽に盟り込むこ

ものとすべきである︒②長規的基

①計画は︑畏

本方策は必ずしも年度毎に兇磁す

移動に変りつつあるすう勢から︑

﹇︑臨画の性格

﹁意冤﹂の概要は次の通り︒

べき牲格のものではない︒しかし

わが国もこれにヤ分対処すること

①蕩腱研究は︑

を鶉慮すべきである︒

具体的計画は毎年麗見ぬすことが

望蜜しく︑さらに︑可能な限り財

三︑塞本方針

綴貌的な拡充を鮭調とし︑社会的

政的製付けをすることが墾豪 し
い︒③科学技術に間する畏期計懸

経誘的要請にもとつくものを推進
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よび﹁相当撮のウラン﹂の販売で

この二黒の敷地は︑窃た膿終的決

リリング社の繊切〇万株を買堰

ン・エクスプロレインシコン・ド

のキャスパーに雛務所をもつテト

⁝スウェーデン⁝

KW発電所を建設

西独RWE︑葛万

いる︒ブラウン・ポベリーは︑最

炉メーカー︶は新会樵ABアトム の大半はアトムエネルギー︑AS 初の大きな膿胸を確保するため︑

けにも撤進ずる計薩である︒職員
政聡とASEA︵岡国の民閥原子

露から発足する瞬合毒した︒新会

ネルギー社の捗燃科工揚︑ペステ

置類はストノクホルムのアトムエ

のどれよりも編力が四〇％も大き
E︵最大の火力発醒会祇︶はライ
い戴気出カ一一〇万KW級に対す ンランドに建設される三アルミ工

EAの総社から補充し︑醸器︑装 ⁝英国でこれまで発注されたAGR ︻パリ松本駐在鼠︼爾独のRW
ーASEAを設立し︑来年㎝月一
社の資本金は六千乃クロ⁝ナへ約

き継ぐことになっている︒

にともない原子力発慮の方が経済

これは薩独における石脈価格上昇

の夢解力発電所の建設を決めた︒

飾五〇〇〇万が

発羅灰建設費を

っとも漸発電断の建設地も動力嫡

盤が鶏いと聰めたからであるQも

で○万⊥二︑○Oo万葱含め︑

究所および核燃料工場のものを引
︷w認︑勧藩婚の二︑五

一る晃願価絡であるといっている︒ 揚に感力を供給するため剛力KW
千二薦万が︶で︑政肘︑AS漏A ロスにあるASEA社の原子力研
の均等出資である︒

スウェーデンの三大源子力企業

庁が︑麟濃のように︑二墨︑桝五

1−ABアトムエネルギ⁝︵半嘗 スウェ⁝デンでは最近同国雌力

十万KWの原子力発電所ろ発注し 罐所に対し米醐の醒力会仕が支払

と見穣っており︑このクラスの発
る︶ジョンソン︒グループおよび

半蔑で研究開発を空体としてい

EAージョンソン・グループが原 る︒契杓は命年綿結されよう︒

ルケの蕊社もライン川に六十万K

テク⁝⁝シェ・ベルケとネノカfベ

る原子炉︑原子炉機羅および核黙

A社は当馬熱中性子炉を中心とす

心を集めるものと思われる︒なお︑

的な意欲を示したものと内外の関

露立した原子力開発へ極めて主家

の

トとバディノシェ︒アニリン・ソ

要家はファルブベルケ︒ホーヘス

W鴬はなにも謡明していない︒舗

るかどうかは︑いまのところ︑R

ため殆躍所の出力の︻部を利用す

の一つに使用する難気を生薩する

ている︑

六千万婦ないし四青葱と見⁝積られ

四i七五無の予定で総工費は三億

を跳めた︒この運転隈始は 九七

Wの二子力発電所を建設すること

他万EVS︑スツソツガルトの

フランクフルト・マンハイム地

の型式も未定である︒

とっているので︑薪会社は官民挙

芋炉供給者となった︒今案の気欝

暢に建設予燈の大規模な化学工揚

たが︑このうちBWR一葦はAう
Sよりも︑かなり安いものであ
ASEAはすでに共同開発体制を
げての開発体制として注圏され

祉設立の発表は︑この発注発表の

料の開発︑製造および販売を行な

翼翼蛙は本社はベストロスにおか

協定によれば︑アトムーASE磁後になされたものである︒今圓

る︒

う︒さらに︑燃料サービスその他

ムの北十二涯︑ビブリスの近父の

れて︑フランコ・スイス・カイザ

九月十田の最終描切りが延長さ

ーダ工揚で︑RWEは︑マンハイ入札期限を九月末に

ライン川の岸辺の土地を便用する
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万％から一⁝丁五％

憂・羅に愛でいる・

にへらされ︑ドイツは七〇％から

ダの持分は

?黛ハ千十・︸刀短︶は三一料︑二 たが︑三型炉謝画の資金のオラン

の分担を受けもつことになってい

れる予定︒ネラトームは暴本設鎖

と中闘の趣交換黙の試験に用いら

始の予定で︑この姫は熱気翻生器

一九七〇黛には原型炉を建設開

である︒

に建設WOれ︑一九七〇年完成予定

なR＆Dの︸つ︒ヘンゲロの近く

ルギー︑オランダ共同矧瞬の臆蟄

炉原烈炉開発のためのドイツ︑ベ

三ナ万KWのナトリウム冷却増殖

建設を闘始した︒これは電気出力

力五万KWのナトリウム試験炉の

オランダのネラトームは︑黙出

三盛筑双開始ーオランダー

ナトリウム試験炉の

あることを発表している︒

にさきかけ︑入札に応ずる謝画の

今刀早く︑WHは氷国の他のヨ祉

H一が入礼に藤蔓されている︒

ン．エンジニアリング︑G起︑W

＆ウイルコノクス︑コンバノシ聾

ツのA猛G︑米国のハブコノクス

醇承炉メーカーの五殻1ードイ

縷々には洩定されよう︒

を九月置までに欺めている︒来奪

一3WRまたはPWRに難ずる入札

鼠殺張網の蹴気出力七〇万KWの

コンソーシャムは︑スイス図境に

ーオーダスト・ユーティリティ・

ーグ委員長ら再任

米AEC︑シーボ

＼財﹃︑τ

によるAGRをそれぞれ申入れてため予備申騎総を纒出している︒

運の動きは︑スウェーデンが

原子力関係活動も行なうとしてい

れる︒

カイザーオーダスト
る︒販売は国内たけでなく国外陶

七月宋までに︑ドイツの三原子

炉メーカーは︑只WEの一〇〇万
KW二子力発臨所建設の契約のた
め鼓終入札を提出する模様である

ジーメンス︑AEGおよびブラ
ウン・ボベリーの三祉は︑すでに

っている︒ジーメンスはPWR︑

RWEに蕉本的な串入れをおこな

の魯任する癬のジコンソン大統

雀の統計によると西独の原子力座

︻パリ松不駐在鼠︼西独科学技術

業の貿易実績

西独原子力産

犀闘花任することになる︒

は︸九七ヨ年六月三十日までの五

月三十日談で二薙闘︑ラメイ婁鼓

シーボーグ婁員長は一九七〇年六

領の指名を承目したQこれにより

AEGはBWR︑ブラウン・ボベ
米上院は六月二十八臼︑AEC

のも︑夢ではなかろう︒

わが国では鵡温炉の研究は全

度C位までの温度が得られると 米︑ソ︑英︑仏︑西独などと並

とするHmGRは︑将来千六く
二行なわれていないが︑いまや

ヘリウム︑アルゴンを冷蔵材

に︑ニや五MWの火力によるパ か︑大変為望と感じた︒

われそうた︒

イロノト・プラント建設が行な
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RWE今月入札リーは︑英圓のAPCと四隅設計

六月︑UNCは︑ワイオミング

定をみていない︒

を一年以内におこなうと発喪し

さらに︑もう一掴の購入極の行梗

れ︑西独︑フランス︑イタリア

たところによれば︑スウェーデン

UNCへの燃麟発注は︑明らゆ スウ凱ーデン政鰐が七月発表し
にこの選択権を行便すること卒︑藤

こんどは國長をお

これに反してヨーロソバで

いうが︑ガスタービンでは千百

では︑原子力利思を専ら鵜えて

は︑原子力との結びつきが翼剣

段C紅までが隔膜で︑それ以上 る臼本が︑﹁そこに目をつけな

お勉つかって︑ア

に癒えられ︑そのための心礎的

んで︑漂紅霞の大鷹に数えられ
とくに翼味深かったのは︑米

いる︒

ノパへと忙がしく飛び回って来

ことだ﹂

だ︒動燃肇業団の倉本氏と親し

絃びつきも驚えられているよう

FBRと浴触金属MRD発磁の 業の貿易盤は次の騰り︒

さらにフランス︑西独では︑

えば︑千八百度C位ほしいとこ とひやかされたのには参った︒

晃通しの乏い

を得て︑積極龍に進められてい

返な研究が政臆などの大きな助成

はMHDの領分になるQ欲をいいのは
た︒その蝦告はいずれ改めて団

しに使おうという鋤きがあるこ

瞳でMHDを原子力への巻織

編集部からの求めもあり︑私な
りに感じたことを二︑三披露し

欧州のさかんな開発意欲

MHDと原子力

の方からすることになろうが︑

メリカからヨーロ

D調査隣に加わり 合わせが当薗原点的に考えら

第二回昌のM11るが︑米︑ソでは火力との組み

株主総会の一日憩︑U煙Cは︑

ぼもヘガ

︑諒孟

官民共同出資の
新会社を設立

昧電気出力︑工一万五千KW︶ し︑岡祉を子会祉とした︒

は︑溺祉の第四番踏の発躍所︵正

添奪蒼々︑コン︒エジソン祉

発患所むけである︒

社の第四番圏と第五番圏の原子力

ある︒これらは︑コン・エジソン

へ︑九千万がにおよぷ取瞥燃料40 鷺については︑豪た夫定であるQ

凝たな契約を発証した︒それは

に対して︑CEGBの要求をいれ
あ組織することになった︒いずれ

特別賞員会の報省欝ではAEAにしても英隅の國絵競争力引上げ

を設ける︒

ないQだが原子力発電所の建設で

AEAの規模は縮少へ
門パリ松本駐在澱発︼英国政爬はこのほど原子力行政機構の改組を決定したが︑英国と類似しだ原子
力行政機橋をもつフランスもこれに強い関心を承している︒英國における敬組は一九六七年十一月科
学技術特別援員会︵盛会︶が二奪闘の千生の後事貸し陀報二尊に茎きウェソジウソド・ペン技術綴が

組によってこれに隠蟹することに

決めてさる七月十七田下院で発馬したものである︒この改組は産業再編成公社︵IHC︶の監視のも
とに実施されることになった︒

英麟は現在の原子力行政機構は

原子力研究機関であるAEA︵原なったのである︒その内容は次の
の四局をそれぞれ研究公社に独立

の効果をもつことは疑いをいれま

通り︒

子力公祉︶と国譲職力会社である
い︒そういった溜味でフランスに

たが︑今回の改組ではAEAは論おいても葬常に関心がもたれてい

C蹴GB︵中月允亀斤︶の二本建 ①AEAの生産グループの下部させて解消することを提蒼してい
になっている︒AEAは各種炉型機構である核螺料生産部門を切り
る︒

少されるが温膏されることになっ

離して岡為捜燃料公社を設立し︑

を裸隠し︑核燃料の生憎を確 保

た︒ ま 肥 C E G B の 役 剛 も 明 確 で

の鶯任をもたせる︒この公社には

CE社︑燃料部門進出を企図

し︑C遇GBは発賎駈︵腺子力発英国における核燃料の供給と輸出
電所︑帽含む︶毒燃設し︑運転す
将来民闇企業の参加も認めること
る︒C E G B は 原 子 力 距 電所の建

UNC社は株の買占めに対抗
コンバノシコン︒エンジニアリ

Eはなんら特別の理由をもたない

②現在の三つのコンソーシャム

にする︒

ンスの C E A ︵ 原 論 力 庁 ︶と猛D
の代りに二つの産業グループが原
ングが︑六月︑四千万がで︑ユナ

していた︒こういつた関係はフラ

設は節つのコンソーシャムに発注

子力発電漸を設回し︑建設するこ

し︑また︑さらに大きな利権を取

簸Cの利権を取得することに︑C 用蒸気供給設徽をGHに発紘し︑

F︵電力庁︶との関係にそっくり

ととする︒このニグル⁝プはAE イテソドニ㎝ユークリア・コーポレ

現在は九重︶の三名を交督させる

委嘱会の代表者︵昨年十一名で︑

た︒

である︒

った︒

八︑四〇三七︶を歓迎するところ

UNCは︑この噺橡主︵九七

ついてヒントを与えていない︒

AEAは発足から二十董無を経A原子炉グループの職員の一部を ーション︵UNC︶が糊する利縫得しようと考えているかどうかに
の二一％を買取ったことにより︑

③AHAが薔卸したSG1
W廃R
原1
子力
業界における指纏梅争い

引受ける︒

半を終わり︑もはやそれが抱えて
︵蒸気発生塗水炉︶と増殖炉に関

過したが︑原子炉関係の醐究の大

いる膨大な職員に十分な研究作業
する知識経験は朗述のニグル⁝プ

に︑一騒の拍車をかける結果とな

を叢薄できない段階にきている︒

他方AEAとしては獲得した三三に通報される︒このニグル⁝プに

理︑原子炉製造のτ産業グループ

が独自性を保持する懲図のあるこ

④AEA︑CEGB︑核燃か塒
︑公
たたちに︑経営者側は︑同歓

経験を嵩企護移し俵えて原乏鱗設の核欝禽も爺する・
力羅所の建設乱し︑ま鋳並
を促進しなければならない︒こう

トミック・エネルギー・ボード︶

縮図で︑理製を獄任させようとす

るCEのいかなる策動にたいして

日本では︑今のところMHD

このように西独の原子力産榮は
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大蝋な入超たが輸入の二六・七％

いというIAEAのFBR専門

うたが︑U田GR︵超筒滋炉︶ BRも︑専門家がそれぞれ四分

籔・ヤノシン疑は︑厳HDもF

の進む方向ばかり見つめてい

康 央
る︒西独などは︑﹁火力はねら

がそんな夢をかなえてくれるか

森
とだ︒ちょうど大統領の科学脳

わない﹂と︑はっきり早い切る

ノテイをつくろうかと︑藩だ心

RとMHDのジョイント・コミ

にくい発葛をしていたのも︑心
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嬬︶はアイソトープが占めてい

る︒

単位：欝万嚇

ておこう︒

発電と原子力の関係を︑またそ

問委員会で﹁将来のエネルギー

る︒少しはお互に横を岡く必要

れほと蟹接なものと潟えている
︸人は少ないようだが︑こんど圓
ってみて海外︑とくにヨーロソ

も知れない︒

直接利用で︑胤温ガス炉の株は

もあろうから︑IAEAにFB

ほどで︑鎖齎は腿温ガス冷却甥

急上昇といった感じたが︑原子

原子炉熟の製鉄プロセスへの

は例を鶉えたら箆いか﹂に鮒す

前騒の調査では︑正直なとこ

との組み合せを考えている︒

バでは︑これを非常に緊密なも

ろ隅泓ガス炉との関連は︑果し

炉塵さんの努力いかんでは︑製

てか︑サーマル・ポリュ：シ訂

ンのきわめて良好なMHD発躍てうまくゆくものかと︑かなり

が︑内陸立地が多い関係もあっ

一のと考え始めているのは印象的 る答申をまとめたところだった
﹇だった︒

こぞん・の建︑讐発
犀羅には在来の火力を使うもの︑

鉄の熱と電気︵もちろんM11Dに残る一つだった︒ ︵筆削は東

1967

スペイン・ゾリダ発躍所用熱交換器の陸上輸送＼
疑閤を掴いて帰ったが︑こんど

67．7

ゆ

が穐畢︑とのべられていた︒出

35．9

164．8

ベン技術相が発表

⁝嵩温ガス炉︑溶融金属炉の熱を

116．7

1966

も断雲闘うと発表したoUNGは
CEに対し︑同社が燃料威型加工
会祉であるので株の購入は反トラ
スト法に違背するものであると︑

ペンシルバァユァ州の迦邦地方裁
判所へ訴訟を捉起した︒

読声藤は︑C封が理謬を選任す
る国的で︑その桝を票決に行使す
ることを禁じた懲定命令をだし︑

さらに︑こんご新株の取得を禁じ
た︒

京工業大学教授︶

1965

、．三軸三

セ

発翫︶が同騰に裾られるという

27．1

際，。菰灘慰
焦難．

う

躍
ゆ

なへ

は原子炉技術の進歩もあって

63．3

興

九七〇年蒙で

20．6

1964

必

騨

鹸
瞬冨
たソ連では︑

51．9

漏一

り

翻
睡

糊

いつた欝情もフランスのCEAにの活動を調整するためAEB︵アと︑さらに︑オリン・マディソン

鷹

フローティング・クレーンによる陸揚げ

…

使うものの蕊つが考えられてい

蘭出

輸入

穿

蹴ダ

スペイン・ゾリタ発羅所（PWR）厩熱交換器の

郵

聯欝轡醜
職事轟

罹
UNCの告訴を否定し︑CEは

1963

よく似ている︒そこで英照では改

・灘

@

鴨

@

燐．

一コ口で争う旨を憲張している︒U

（一

隅
居
恥

@
@
@
@
@
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億ドル台

驕c業⁝⁝化⁝⁝

ー︸ス⁝

は︑ダウ・ケミカル祉の臭化エチ

があるが︑この会社の生薩水串

腿

以上の一般的な薄型に加えいく

業工業蘭鵬翼不足のため処理開発

が︑一方︑それ等は︑麗麗的な産

上手に譜圃された副題な稔合教費

る要巽をすべて盛り込んだ︑より

け入れに影響を与えると塘凡られ

豪で少くとも五奪闘の時内的なお

見からそれを坐藍工程に移行する

ノクおよび放尉線プロセス琶等︑

上の群細研究で不足しているもの

関心の増加に対応して︑エユーメ

があることが明らかとなったQ

ために放射線を使って乳剤を魚含

五︑ある二社は乳液盤料の製造の

以上の調査結果の縞論として︑

鴨

計画か是非必要であることQこの る研究開発では︑この時闘的なお

ずる闘題を解決するために必然的

ことは︑︵a︶大学教警︑︵b︶ くれは︑敗府と座業界との闘に生

議営教沁︑︵c︶大衆の教脅︑

びドジメトリーに関するブルノク

放射線源工学︑放射線蔦蔽およ

︵d︶放射線データーの酋及・俵 に畏くなる︒

揺を含む将来最も強調されなけれ

約五十万がであるQ

た︒それぞれ︑最初の投資額は︑

いる︒

を放射線で照射する惣別を持って

は︑主要製贔のうち︑二十五万膠

している︒

多様性は非常に多くの三年に起乏

に対する産業界の態度の不一致や

二︑処理の一手段としての放射線

同程度に誌まっている︒

少くとも一九五〇年代の最嵩爵と

在の産榮界の関心と投資水藥は︑

ノクの合成や︑エチレンの薫A口の

前述のとおり︑ウノドプラスチ

のでなければならない︒

発の推濫に罠叢な影難を与えるも

と薩業界との間の協力プロジェク

六︑放射線処理の分野は︑AEC

五︑D工Dの研究活動は︑これ濠 ヘブン図立研究所における継貌的

一︑放射線の研究開発に対する現 ばならない竃襲な麟柄であろうQ

次の箏がいえよう︒

くれが見られるQD王D撮助によ

歎社は︑放射線関係業務の拡張

一︑放射線業務を行なっているあ るQ

することについて非常に蔑い関心

⁝結論として

研究開発サ；ビスを提議している

㎜盆二丁は︑依強元の会社を明らか 鷲て放射線処理によって︑ポリエ

を持っている︒

を欝画している︒

チレンを製造するために︑ある会

六︑霊要なゴム製辿会社の一つ

ル処理よりも蔦いと報笛されてい

にしない条件で

社が計画を立てており︑ある会祉

ソド・プラスチソクの製造︒1ーロ 二︑放慰線を便って熟成する化学

四︑放射線処理に対する藤業界の

八︑特欝政策上の制限か原子力

業における放射転処理︵ラジエイション・プロセンシング︶の現状と聞題点をとり豪とめると共に︑
民聞企業のこの分野に対する慧識調査を実施した︒ブルソクヘブン国立研究所を中心に発展してきた

七︑特別に処方されたラノカーや

よびプラスチノクの放射線処理の

れる︒最近捻挫間の︑化学製晶お

対してDIDが非常に大きな役罰貴盤な民間企業の参撫を抑制し

る放二線に対する鶴見がいくつか

三︑教湾や経験の不爆によって趨

例に見られるように︑D工Dの研

論のために︑塵業界が参加するこ

絢象陶であると考えている特詐政

理工程の開発に貴量な貢献をする

と経験を持っているため放射線処

掛台および共重禽︑陶機金属の書

はないということ︑および放鮒線

れていないように思われる︒

ソシエ

ラクション

進力への原子力利用を寵鼠標

原子力分野で地道に活躍をっ

に︑CEA︑EDFのために

となっており︑岡敏の契力は聞

ト野離クス︑気体力学︑熱力学︑

虫な分野としては︑一一ユー

づけている︒

iジュ戦閥機

熱︑液体力学︑特殊金属︑ウル

潤要巽︑BR1︑2の燃料など

機部分︑S王LOEパイルの燃

ワi︑ピエ⁝ルラノトの熱交換

ル︑ビュシエi1のターボプロ

4ロノクチェンバーとべソセ

EGASE炉鉛遮蔽︑EDF

ブ︑EDF−1補助送風機︑P

パイル・ブレノシャー・チュー

での主な実緬としてはEL14

トラハイバイカムなど︒これ窪

く騨価されている︒このプロト

は今年

タイプ

オリンパス鵬

いる︒性能が雰常にすばらしい

島国の爆瞳機などに塔戯されて

中に栃飛行するものと期待され

エンジン部門の体験を生かす

⁝フランス⁝

航空推進が目標

一九五九年︑SNECMA
るは
︒

陥称SNECMAはフランス
と撮
ヨーロノパでの詳覧は澗い︒
大の詩聖機エンジンメーカー︒

同社は︑一九四五年八月︑航
空機エンジンメーカー四千が合
在して挺生した闇闇会社︒聾本
金は約一億七千万フラン︒年燭
の総尭上満は約十億二千四酉刀
フラン︒現在︑航鐸機部門︑スペ

フトと協定を結び︑民間用航空

プラノト＆ホイトネ・エアクラ

分野に隈をつけ︑活躍してい

常に︑パイオニアとして燐しい

力炉の熱伝達の改罠などの技術

現在︑岡琶はとくに各種腺子

をは
受＆しているQ
このように︑SNECMA
醸子力部門と鷹子都門︵エレク

機のターボジェノトを開発し

ル推進体︑イ難燃ノト推進︑欝

る︒たとえばレーダー︑ミサイ

マ︶があり︑従榮員は航空機部

トル・シノデレイ社と協定を結

ミラ
二＝コ︻＝一二講＝三＝⁝二＝⁝二竃＝階≡瞬＝幣＝＝＝＝扁一

ンジンは︑仏窪軍が論る

ンの国産化に成功した︒このエ

コンコルド

の鵬発

SNECMAの原子力部は一

研究開発にタノチしている︒

1

鼎＝嘗階罵幽一＝；¶＝扁Fコ＝一＝＝コ＝㎜＝需＝二三＝瞠認＝＝＝一＝ニ㎜≡一⁝曽需髄︻≡＝⁝＝㎜≡；一丁一三≡＝＝﹁＝＝：扁憂＝＝＝＝＝幽＝﹂三⁝＝一＝謄辱＝謄一＝＝一二＝喘

発で︑S聾ECMAは密契約九者
五六薙にできた︒航空機の推

に粟り出している︒この共岡厚肖

し︑一九四八年︑A田A獄エンジ 愁長患機

ェソトエンジンの開発に粟り撮 び︑ssT時代にそなえ︑超膏気推進︑験子力推迄なと縮広い

極的な援助のもとに︑ターポジ

SN鷺CMAは︑仏政府のた
積︒さらに最近︑英國のブリス

門が穴一万二千ぬハ百入というQ

ィス＆ミサイル部門のほかに︑

需＝一＝＝ロ需二凹二二一＝＝一一＝榊＝＝轄＝＝一＝＝ニ一篇7

る機金があることがほとんど知ら

⑧

臥＝一霊＝皿＝＝團＝＝一＝＝一＝＝︻二冊；凹＝＝■＝篇＝雷

びDlD傘下の研究所は︑非常に

通じて客員研究員として︑訓練す

所の斑放首夏開発研究所の研究を

業界は︑ブルノクヘブン引立研號

いように見受けられる︒豪た︑塵

が繊来るという禦笑を知っていな

し︑また︑命懸も取りきめること

足がこれまでにも縮ばれてきた

る︒産業界は︑双方が満足する協

とに不本慧であるということであ

現在の限界は︑塵業界が非常に
ているとの一般的な見方がある︒

影響を専えてき陀︒

究は︑放射線処理に対して磁接の

の研発闘士の遂勧を希望しても都

企業は︑AECの援助のもとで鵤︑放射線処理扱術の戚長や︑受

アイソトープ聞発部︵D王D︶の 特に︑研究予算に限度のある小

ジェクトは︑風聞企業における放

った︒それらのうちには特殊な分

窪の関係で参加出衆ない金祉もあ

放射線処罫に関する研究開発プロ

醤線処理への関心を渦める上で指

らず︑現在民嗣で行なわれている

のに十分差施設を持っているもの

一般的に激励・啓もうするに癒豪 野で技術駒に雰常にすぐれた知識

特妹な腐益な処理法の多くはD王

成とグラフト共石A︹体等について

ム製造会社の間で種蒔である︒

処理で成功するためには放射線の

をはじめ︑海外

すぐれた研究を行なってはいる

ブルノクヘブン國二品號駈およ

もあった︒

Dが過宏に行なった研究を醸接発

査された会牲の多くは簸近D工D

展︑拡大したものである︒今回調

が行なった研究に刻して︑深い関

なわち︑①確訟されたものを選焦

五︑DIDの放射線処理の研艶の

六︑放射線処理に対するより現実

三︑放射線の論考および放射腺処

特殊な性質を餓大阪に利用するこ

七︑産業界は︑放尉線処理上の工

塵業界においては︑研究上の発

の業界や社会一般にあること︒

って助長されるということ︒

トが一法強化拡大されることによ

の放射線処理の確立に買献した︒

ソクヒード︒ジョージア社および 製品を約一年間販売している会社

四︑現在︑開遜溝上にある研究あ

委員会の放附隷処理開発計画に

これらの黙想の売上げ額は︑そ
れぞれの人がそれぞれ異った見方

ミカル社︒

六︑酸化ポリエチレン璽禽体であ

塗料の放射線発生袋磁による表面

鋸間増加率は二〇一二荘％であ

一億が台の範囲内であると推定さ 導的な役制りを果してき惣︒単に

をしてはいるが︑おおよそ駕閥で

被覆のキュアリング︵硬化︶聾

る︒

碧ン・カーバイド社︒

るポリオソクスの罷質蟹理ーーユ三

この処理方法は︑フォード・モー
ター敏によって聡気塗装法として

ココロ 鴨
り−讐B﹃臓露

⁝態⁝⁝度⁝

ち

研％の繕果としてD工Dはすべて

㎜部の下破て成功している︒簸近 閣発されてボア︒キャスケイド祉

るいは︑過宏に行なわれた研究に

が︑別な会社では︑放射緑は︑研
究プログラムから完全に消えてい
った︒最近の数集閥に新しいいく
つかの会社が放射線処理の分野に
進醸してきた︒これらの還しい参
加会社は︑初期の参加会祉がもた
らした経験を参考にして︑放射線
処理に対してより一難現実的な態
麗で鵬んだ︒

現在︑放射線処理の研究開発の
ために蔑閥企業が︑投入している

鋤

心を示し︑それを韮礎とした一厨
の発展に努めている︒特に︑低温

するという企業の持つ本能的な性

って績黙するに釜らなかったQす における乳剤の憲含︑エチレンの

くの放射線処理は︑次の理由によ

でもそうであったが︑今後も産業

が合板処理および側面加工に用い

りを果してきたということ︒

糊する万能薬としてみなされてい

研究開発費の総額を示すことは困

この研究の圏的は︑①放射線処

②同じく放酎線処理に対する民間

理に附する魔業界の関心と投資額

難ではあるが︑現在︑DIDの隼
間諸経費である百四や万がよりも

相当上回っているものとみられ

企業の態度を調査することであっ

顕署である︒

役熱りは︑もっと探究的開発的な

企業間には放射線に灘する態度に

的な態度か現われつつあるQ

放射線処理に対する正しい見解

おいて非常に広い柑違があるとい
うことQ

峨謡取桝箏によって調査した︒イ

理の現状に関する知識が非常に不

蝋纈線処理の仕礁が数鋸潜続け

業設計やコストについてさらに鮮

・デ・モター・ダビアシヨンー

鋤簾
格︑②市場開拓の失敗︑あるいは
た︒

あるいは︑小さすぎたため︑齢企

欝揚が

面におかれるべきてめるとの︸般

晦的なものであったり︑

業の市場や販売能力が新製環聞を取

放射線処理の研究開発を行なっ

興味および投資水準等を盛り込ん

ている会祉︑それらの規摸︑生産

だ化学工業会枇のリストを編集し

的な五識が巌漿界の間で持たれて
り扱うのに魎切でなかったため︒
A糧接な関連を持つ二八を扱う いる︒
た︒このリストは︑研究態度︑放
射線二一の製造祉等を盛り込んで

このリストに︑配載されている

いる︒

ンタビ畠一をした心象は︑窪とし

足しているということQ

を持つ会祉は︑放射線は万能薬で

て各社の重役︑研究揖当副祉長︑

このことは︑特に石油会社やゴ

る︒

放曇空研究讃画担当の凹凸研究員

会社を対象にして︑訪問︑討論︑

二︑国防省の注文による鍛池隔離

られてきて︑なおかつ︑各樋の会

細な為人なデーターを望んでいる

飛雪︑機盟の設計︑放射線の遮

ということ︒

議︑シンポジウムが磯催され︑多

とが必要であると臆識している〇

板に便用する特殊な共艶一休の藁

項が明らかとなった︒

この調銑の絃果として︑次の購

クラスであった︒

︒プロセスィング社︒

！ショシズ社およびハイエナシi
Aしわや折り図がつきにくい性

駈およびコストについてのデータ

一︑放射線処理の可胴囲は︑単に くの学会の発表雪肌があるのにも

スにさえも放射線に関する茎礎的

かかわらず︑研究撮当の翫役クラ
ないこと︒

運紙甲の処理数だけでは騨緬でき

ー不足で︑属間企業が放射線を使

ディ

な法則︑放置線源のコストや利用

フト共臆合体繊維の含成︒

放射線は在来の伝統的な励起系

ということが了しられる︒

アリング・ミリケン社Q

ないケースが見招けられた︒

わない処理工程に走りがちである
力があることは論証されたが︑多

騨における放射線処理上の礪究開

ている︒また︑ラジエーション・

た︒そのために精巧な研究旛設が

て放射線が試用された︒しかし︑

界の隼聞の経費は︑一千万〜一千

十五万曜の照射を行なっている︒

アトランティソク・リンチフィー

ダイナミソクス社もダイナコート

︑米国原子力婁員会のアイソトープ肇国酪︵D工D︶は︑このほど︑米国における︑主として化学工

米團の姿は︑高場研究所を中心に発展しょうとするわが國の現状と対比すると興味深い︒以下は︑D
ルド祉がウソド︒プラスチソク厳

法として挙用している︒

ている︒岡期閥における産黙界に

も独臨な研究開発が続けられてき

同蒋に一方︑米国の民選企業て

⁝研⁝⁝究．臨羅聖議
︑畷現．⁝⁝熱論
米圏では放肘謀処理の分野で約
二十無間濡歪な努力が続けられて

きた︒米国原子力委員会︵A皿

初期においては︑放射線処理

百万がと掛雛される︒

C︶のアイソトープ開発部︵DIよる投資額は︑約五千万〜七千五

における研究開発を就けている︒

D︶は︑一九五九年以来この分野

二醤万がで︑このうち二四百万が

の放尉線処理用予騨総顔は︑約千

建設され︑長い間の懸寮をたちど

は︑多くの工業化学で︑命題を解
一九六八会詩評麗における D 王 D

は︑放射線源工学の開発に鞭てら

それは遠かには実現織す︑初娚の

れている︒したがって︑DIDがころに解決するという希豊をもっ

開発に使用するのは約八颪万がで

実際に化学系の放射線処理の研究

そして︑その後︑放射線処理に対
五箇万がである︒

る︒聡門家の推定によれば︑産業

ものは︑ブルソクヘブン国立研究
する座業界の態農は︑多様化して

ある︒D工Dの研究のうち主要な 糟熱はしだいに簿らいでいった︒

断で行なわれており︑その他のプ

放射線処理法とそれを実施してい

これらの研究開発から知り凡た

いった︒
ある会社では︑引き続いてこの

・

ロジェクトは︑大学︑研究闘発機

関および難業会社で分野して い

・R︒グレイス社およびハイボル

いる主な会社は︑レイケム祉︑W

橋︒目この分野の研究レ爆行なって

るためのポリエチレン薄膜の架

熟収縮性梱包用薄膜などを製造す

一︑特殊隠線の被池月︑絶縁柑︑

る会社としては次のものがある︒

全
の
所
究

分野での研究開発が続けられた

写藷

アメリカン・ノ！バーウノー3社は

王DのD︒バレンタイン氏から僚産に握供された岡報管の概要である︒
五︑爽化エチルの合成ほダウ・ケ

臼二十四暁闇の

っており︑一九六七年末までに七 は︑パイロノトプラントを懲設し

スケジ．﹇ールで獄料の照射を行な

かとなった︒

つかの特殊な興腺ある窮項も明ら

ケ

材の大鷲生薩謝闘を発褒︒

企業化促進には幾多の問題も

の

傭︒到ラジエーシコン︒アプリケ

テージ・エンジニアリング社であ

間i

︵イニシエイタi︶に匹敵する能 法︑放射線機器製造会投等を知ら
かつ︑莞術的にも魅力昂掛ったウ
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四︑衷面特性が改畏されていて︑

質等が改良されている新しいグラ

一二

るQ

舞︑

研究開発の中心となっているブルックヘブン国立研
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た系統は生産力が余り高くないの

A・

とくにPRについて︑量子力平

和利用を正しく認識︑理解させる

働蝿製鐵

磁路源子力魔業会

ため︑政府が中心となって︑広報

船蹴く動1認：壁轟翻膨慧翼

・五×奥行二・○層︑︵制御部︶

議は︑八月七日午後

活動を強力に行なえるよう︑必要

﹂﹂

売部特殊銅繹まで

可能④運転賢の大幅低減⑤従来得

町の瞠力懇謡会で︑

山隠から︑蒐京・管楽

穫

な予騨描蔽の必要性を申し入れる
画委貫会︵座長・松

第十七回の総合企

立地闘題特別餐員会

根宗一鏡︶を開き︑

︑乏一

背︹UM又凝

銅壷株式斜土ノ1艶言舌・釦東270−957「または本社痢板販

高さ一・七×七一・一一×奥行O・

ゆ

報告︑原子力船懇談

多躊的語用調豊団の

会要墾群項︑原子炉

岡日︑審識に先立ち松根原魔劇

派遣などを審議︑承認した︒

会長が︑このほど視察してきたヨ

ム

ずこ用命。お問合章はノ圏内毅販旋｛七理店・ステンレス

られなかった渦牲能︵耐縦性︑付

冶へ

なお︑立地問題特別婁員会︑原

ことにした︒

要璽塞出は︑常任理箏会をへて関

鷹力中央研究所理瑠の戴川康夫

馬は︑八月十一臼午前五三︑東京

大学付属病院で肝硬変のため逝

午後二時から菓京・阿黒の行人坂

玄Q六十二歳︒なお葬儀は十三睡

ユ

教会で行なわれた︒

もあって︑三

重て婁。

七瀬▽受注生産︒

ど︑の特徴がある︒

そのほかの用途としては︑フィ

葺

子力闘発の動向などについて報告

ーロソバの︑エネルギ：政策︑原

原産では︑さきに昭和四十四鋸

した︒︻報告の概要は六面に︼

股原子力関係政府予算編成期にあ
たり︑特別の措置を取るよう要施
していたが︑さらに鋤力炉開発︑

係方面へ要艶される︒

舶用炉麗発︑P2対策などを箪点 子力舶懇訣会が伶成した報告書︑
的に予郷化す．筍よう政府に要望す

−原研一

一を利用することになった︒共同

線灘定︑鉱臓謝算から選鉱︑精

とりの指導Vそんなわけで放射

錬豪で︑一応みんな理解できた

講師を交えて質疑応答をくり返

ンプリング︑質問は率鑑して根

こうした中で︑抗道に入ればサ

こころざし

飛び出すムード︒

では﹁次圏はいつ？﹂の軽口も

い藩とした︒だから帰りの車中

朝霊泉で疲れと汗をすっかり洗

の

は解散式︒某鉱山機器メーカ；

いっても一番評判の良かったの

いう一ロマもあったWだが何と

質問魔認の異名を奉られると

堀り蘂ほりというご仁もいて︑

ルの六サクイル︵四十三年八月一

撫遜する︒

締役︑翻事業鄭長飯尚一利氏︶が

繋︵事業語長・笠羽高道常務取

原子力関係は密として脂力贋業

部︑計測事業郡の六つ︒

業陥︑第二工業為業蔀︑電鉄事業

理ホ部︒贈井蛙業都︑第一工業撃

の◎新設されたのは︑蹴機事業管

の拡充をはかるため掛眠されたも

＋二月︶︒

▽JRRi311第四〜第九サイ
しク
たのは印象に残ったらしい▽

二十一日︵六週閥共岡珊用︶

▽JRR−1日八月十二隔〜九月ようす︒とりわけ夜遅く豪で︑

りである︒

利飛のスケジ凱ール等は次のとお

照射関係︶として︑JRR13と
名の講師を派避して 手とり足

一時巾止し︑この代替籔︵とくに かえて十四名の生徒に握供︒十

故のため︑JRRi2共陶利用をでは峠の独身寮の障子まで張り

十二醸のJRR−2劇御台焼損麟ようたWそれもそのはず︑動燃

瀟本原子力研究所は︑さる七月

を変更

研究炉利用計画

鎌難欝

︵荏療製作所︶︑辻井純郎︵宇部 同相鰻行本店なと十六の銀行︒

名が参加の予定︒なお団長は蜜だ

荒川康夫氏︑逝去

卿＝冊至講コ馴二需茎一一門鷲＝喘玉謙＝階謝篇i＝︻譜＝鼎玉＝翼一圏篇玉＝一＝＝一三開瓢

ることを決めた︒

よる出資金および取付金の募集を

蟻集金額は総額五億二千五蒼万

︵笹愈機械製作所︶︑松原武徳

船︶︑橋本隷雄︵石川島播磨︶︑

臨資金は来たる九月二間から岡十
六日謹で︑憲夢野は九月二欄から

円︒それぞれ︸万円を単位とし︑

鉄︶︑角田艮舌︵獣士電機︶︑飯

岡十九黛豪で憂付ける︒払込みは

山口尚︵田本嫌発油︶︑前田鰯三

行なうことになった︒

大会にも蹴席予定︶︑鷺山︵ウイ
ンフリス研究所︑ブリティソシ謡
・アルミニウムまたは︑リオ・テ

島穂積︵日本鋼管︶︑小島正二

興配︶︑吉谷豊︵轡峯製鉄︶︑小

ポジウムに出席︶︑クエイト︵アラ

購本原子力船開発瑠業団︵理誤

と寄付金を募集

原船団が民間出資

方㌶を建設する予定︒

十四卑度にはホソト一3小胴六翼平

九月上旬には蒲工︑このほか︑四

は︑向脛薫平方㌶の平屋建てで︑

岡B入札か行なわれた研號糠

園大学の共同利用施設とされる︒

決っていない︒

無肢予算で︑日本原子力研究所大

恥北大学金聾物料研究所は︑本

設で入札束斐

JMTR利用施

ビア石些瓢号機︶など︒

ン︵IAEA主催原子力脱塩シン
林猛︵日本製鋼藤︶oこの他に二

製鉄研究所︑ヘキスト︶︑スペイ

ノヒ研究筋︑BASF︑アーヘン

イント・ジンク︶︑西独︵ユーリ

郎︵旭硝子︶︑余磯陽一︵八幡製

︵釜嚢重工︶︑安田螢一︵日立造

邊するため︑団員の蘇藥を行なっ
ていたが︑このほどその編成がほ

ぼ決り︑八月七U午鴻十時から第
一圃の会禽︑肥睨いた︒

現在︑各国て原子炉の擁二刀堰
や製鉄利用なとの倹設沙進められ

てい曾原薩でも四可・牽灰の察
業計画の一かんとして︑源子炉の

同懸章団の派灘ぷ浜めたもの︒

多固晒朋用の検討を始めるため︑

調査団は︑十月二十五日に副
発︑＋一月末よでの三門七日間︑
原子力脱塩プラント︑将来の製鉄
用︑アルミ製蝕用判子炉︑化学工
樂プロセス︒ヒート︑難業コンビ
ナート形式による多養鰻原子炉の
甜網などについて調査する予定︒

訪問先は米園︵A温C︑内務省堀 洗研究所の敷地に 材料試験炉利

長佐々木周一氏︶はこのほど︑昭

の蒐設が囎められていた
が︑八月十五臼︑そのうちの研究

用蹴転
進めつつある︒票たタンパク質が

た︒

篠建設に関する入札が行なわれ

和四十三纂業鋸度の民野芝業等に

職いのは遺伝的性質によると推定

している材料試験炉利用旧記は︑

爽北大金材研が建設しようと

されており︑この原困をはっきり

この研究は︑八月十五︑十六の

桐料試験日を利用して︑主に原子

寓士戦機製造会社︵社長蟹田長

富士電機が改組
両日︑水戸市の文化センターで聞

炉綴料の照射嗣験︑燃料材料の放

平氏︶はこのほど︑従来の電機窮

させる研究がつづけられている︒

催される麗林省主催の圏際放射線

射線撰傷︑超ウラン元素を作って

鼠部と東京鴬業所を喫緊して︑新

部門との巡携牟強化し︑僻業体制

今回の改組は︑常業部門と五爵

六︷鍵部を新設

脊種シンポジウムで発嚢きれる予

その研究を行なうと箪つもの︒こ

しく六つの箏業部を新識した︒

定︒

のため除研大洗研究所の材料試験

万平方溜を衡用︑金

なお︑農林関係の放射線照射に

ープの隣︑約

炉の薦側−鋤鈴虫業磁のα1γケ

1乎におひきうけしましよう

薦憔の向上︶の塗膜が得られるな

装が多く用いられているが︑擾氏

ポリエチレン﹁ト！レテフ﹂の闘

︵仕様︶▽舶逮電圧H三十万曙

発で照射したこともある︒

静菌罵▽所要躍力睦箪相一＝一〇

団員ぱ次のとおり︒︵敬称陥︶

▽欝子腺暖流11三十ボAV出力H

・八×爽行一・八

畷︑二五苗A▽寸法紅︵本体︶高
さ三・五×幡

凝︑︵鷹源部︶高さ二・○×鰯二

多目的利用調査団

矢郡聾心︵旭化成︶︑樹林力本
雄︵千代噺化工建設︶︑木村龍翻
︵電発︶︑浅田為三郎︵神戸製綱

原産総舎企画委で

臼本塁子力産業会議は︑さきに

所︶︑安藤昌央︵岡︶︑黒坂駿

岨年度予算に重点要求

﹁原子炉多圃的夏用踏査団﹂を派 ど十三カ所︑なお世界フォーラム

水局︑サンジエゴ脱盤プラントな

腺癌初会合ひらく

凸ll「ケーノレ

軽羅

に衛販している放射線による発瀧

の方面では︑東洋レーヨンがすで

拡大するものと兇られている︒こ

あり︑さらに放射線化学の発展で

繊維の樹脂加工の筒速処理なとが

ルム状プラスチノクの照尉改監や

これはすでに︑B本鎌継が嬢子線 料コストの低減⑧木︑プラスチッ

で︑膏血場では塗しい品種にγ線

ハイハー；ロノ30外観1／1

よる実用亜種としては︑イネで﹁レ
イメイ﹂木りで﹁ライデン﹂がある︒

4ロ歩静湖

！隠

甲町

弾學群τ1、日曜噸ノ跨Σ幹i｛黛劉L声の電顕

歯度以上の乾燥炉で︑三十分一一

隠間も要している︒しかし塗膿に
電子線レ僧照射すると︑常備で︑瞬

閥的︵一秒以内︶な硬化が耐能と
なる︒ポリエステル化粗板を例に
とると︑毎分十⊥二十種目高速乾
燥が可能で︑この処理能力は三菱
一千折の長さの赤外線乾燥炉に匹
敵︑しかも璽力費は憂患線乾燥の
十分の一以下ですむという︒

このほか︑①謎謎逮塗袋で生産

キュアリング罵の塗料﹁ニノサン

うの玄米だと五〜五・八％なの

を照射してタンパク質の盒有騰を

依

電器
松下電

塗装固化などに威力
取扱いを簡素化して現場用に
松下電器産業はこのほど︑従来の隔子線加逮器に比へ小型で︑⁝二十界Aと國産最大の鱗子線蹴流を
持つ﹁ハイパートロン三Q﹂の開発に成功したと発表した︒松下蹴羅産業では︑従来の電子線加速器
は︑高さが十競もあり︑しかも大がかりな放射線防護施設︑専用の建物の建設など︑大きな施設を必
要としていたため︑医朋︑各種研究用などにその朋途が限られ︑一般企業での利用には︑設備費︑安
全蟹理などの面で︑かなりの難点があったが︑ハイパートロン三〇ではこれを大鄙分解消したといっ

都を局所陶に口外賛するだけでよ

性の向上②溶剤︑溶媒が不要で塗

く︑このため鎖鋸のどこにでも設

ている︒

今度同祉の礪賭した加遡羅は蕩

ビーム謙i卜﹂と静電粉体塗料

かけ︑コバルト60のア線照慰をし に︑放射線処理をしたものは八・

高め︑生産力のある品極の研究を

クなど︑熱に弱い物の焼村墜叢が

周波コノククロフトタイプのもの

羅可能で︑取り級いが簡単にな

わが羅最大の電子線餓流三十沸A 験的に実使労し︑その開発を成功

現在︑引割法としては︑焼付塗

がわかった︒さらにこれを構米し

九〜一一・四％にふえていること

購遵

世界

レヘルの材質ておつくりくたさい。フラントは

脚｝晒

〜ぞ陽

ステンレスとして最

との点でも

煎工姓

狗理的二度

ミルてつくりまξ。化学的謝久力・

避斬のセノノミァ

議射針まて。覚響のトノフ・

ヒルかb

ここに竺んだ

箏を欝てる

幕bしを螢がに

あなたの噸憲を制しく

凝遡

へ鎌

郵

で︑鷹子線発生部︵圧力容器︶︑

させると共に︑田本漉脂がその企

﹁コナノク﹂を開発する際に︑試

どの本体と︑畿源部や鍵御盤から
を発生で凄るなど︑性能も向上し

スキャンナi︵餓子線走査部︶な り︑しかも加遮鷺圧一瓢十万耀で︑

分離したセパレーツ形で︑本体の
業化に踏み切ったという実績をも

轟

っているからである︒

ている︒

輔燥が簸も荷望とみられている︒

蜘灘
︑蕪＼
︑繋︑鍼顯駕儲島・

無難翔難

同器の用途については︑塗料の

覇さ三・五漉と従来の購子線加速
羅に比べ︑麹瓢分の﹁に小形化さ

難欝

れている︒豪た放射線防護も照粥

鐵

戦鷹

ても盒有灘は変らないことが明ら

鷲白銀

近︑縄林省の食繍研究所に分析を

かになった︒

野︐卿

灘饗

憲澱溌

依頼︒この結果︑タンパク質を楊

・懲

農林省の腿林水蔑技術会議はこ

成するアミノ酸の盒有蟹は︑ふっ

臨

のほど︑山林省放射線育種漏︵揚

究所で分析した結果これまでの最

種の欝欝のタンパク質を禽んでい

るものがみつゆったと発襲した︒

茨城県・大営にある放射轍育種

て︑保存してあったイネ︵盤林八

揚では︑昭和三十七年から八年に

暑の爽然変嬰系統︶のモミを︑最

しかし︑このタンパク質の増え

長︑竜野得三氏︶が︑放慰線照射

ハイパートロン3Gの：遺体

で突然変異させたイネを︑食糧研

轟

米の蛋悪質が二倍
膿難山放射線腹懸で

聴

薪懇
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新
第慧種郵便物認可

第438号
（5）

二

業
産

力
子
原

輸臨産業としての開発
宗

例えば英国では︑議会にこのた
して開発にあたろうとしている︒

になる︒ここも政府と民闘が鰯力

ているのは︑日本でも十分に参考

で︑これだけのことをやろうとし

めの特別委貫会ぷ発足させて︑検

からであろう︒

いて再整備が必要な時期を迎えた

期鑛藻松

濃縮ウランも自給の方向へ

鍛近︑ヨーロノパ各国では︑エ

えている︒とくに原子力の出現︑

討を始めた︒藪たIRC︵乳業再 臼本の揚含は︑昨年秋に動力炉

ネルギー闘題の大きな転換朋を迎

な天然ガスの発見などから︑在来
も参加することになった︒しかし

・核燃料開発製業団が発足︑民闘

新しい燃料弧濾である︑丁幾低簾

作成中だった︒ごく鰻近の傭報で

縄成公社︶が︑新体制の原野を

日当がリーダーシノブを取るよう

は︑A鶯Aを研究機関として残 民閥ももっと沢山の資金を出し︑

燃概とこれらを︑いかに組み合わ

．

せ︑調整していくかが︑閤題にな
っているようだ︒

民一側の主三権をユーザーである

また諸外国と製なるところは︑

にしなければ︑と感じた︒

ては︑メ；カーを二つのコンソー

して︑中心附行敵機関の設躍など
を決めた模様である︒

フランスは︑英国と事傭が異な
り︑エネルギー面で︑原芋力発醒
の火規模開発を必譲としていなか
った︒しかし︑今後笑用炉の建設

日本原子力産業会謙副会長松根泳一氏は、総合エネルギーの観烹から、ヨーロノパにお
ける石炭、石油政策、とくに原子力の進出1こよるこれら在来資源との調磐悶題等を醐翻
し、餅せて各團の原子力驕発の状況を視偏して殿近帰團された。8月7日、菓京・商圏町
の耀力懇話会で開かれた原産総禽企下襲質会での松根氏の報告から、その欄饗を紹介す

当りにして日本の第一船の約楽分・

位だそうだ︒ま陀原子力船の出力

また米国では︑ガス冷却も考え
られているというように︑〜口に

は照万軸馬力位からペイすると蔑

ついて考える必要があろう︒さい

わい原子力開発郵貯疑期謝画で

がある︒

澗迭炉といっても︑各種のやり方

各国とも︑供給源の多様化の必要

㊧

性から脚数の技術闘発を薯えてい

ている︒しかしこれを実行プラン

は︑ウラン繋目をやることになっ

に謹で持っていくのは︑なかなか

方針は決める︑しかしそれを進め

西ドイツを例にとれは︑一つの

る︒この遅いはどζから来るのか

紬馬力でないと無理だとされてい

っているが︑田本ではこれが十万

ンを輸出できる園が︑米團のみで

るようだ︒これは現在︑濃縮ウラ

難かしかろう︒ヨーロノパの甜画

国交上の問題などを生

じた揚禽︑エネルギー確保に打継

い︒原子力瀬水艦を持つ園が原子

は是非調べておかなければならな

あり︑万

るためには機動酌に︑かなり融通

しかしドイツや日本のように商齢

力蘭留を開発するのはやきしい︒

相当早めにやらなければ︑将来お

やる槻禽も動燃灘藁団でできない

うに︑あらゆるものを併行して進
ぬ
め︑そこから良いものを取り入れ

くれをとるおそれがある︒

う立揚から︑各国の石炭︑石蟹政

このほか︑総含エネルギーとい

からいきなりスタートするには︑

ていくのがよかろう︒

テーマの研究は原研で︑というよ

性を持たせているようだ︒日本で

に加わるとか︑ドイツの翻画に参

なり進んでいる︒

国も︑西ドイツも︑フランスもか

轟速増殖炉の開発について︑英

高速増殖炉の開発

を図るのも一つの方法た．

ノパに共通のウラン濃編施設を造 加するなどして︑供給源の多様化

を受けるからだ︒このためヨーロ

らねば︑という議鹸が行なわれて
いるようた︒スウェーデンでは︑

縮ウランは米国から購入するほ

中立性維接という立漏もあり︑濃

か︑英国およびソ連からの購入も

画速目のほかに︑各国とも趨温

高温ガス炉への関心

燃聖業鴎もできたが︑だいぶ驚が

ても見て来た︒ヨーロノパで︑エ

策︑それと竜子力との競合につい

田本もこれから始めようと︑動

西ドイツは︑原子力機器の輸出

ているようだった︒この縄温ガス

ガス冷却炉にかなりの関心を持っ

暮えているようだ︒

を闘興している︒したがって核燃

て︑北海の天然ガスがあるよう

ネルギー閥題の要因の︸つとし

日本独自で開発すれは良いという

炉は轟醒のほか︑例えば製鉄用な

あるようだ︒この高速炉も︑瓢に

のではなく︑各圃に運れをとらぬ

料も自團から供給するのが理想陥
で︑燃隅は米圓か懸絶するといっ

ど多薦的に使える可能性もあり︑

た︒蜜くて︑大鰍にあるので2

ようにしなければ意味がない︒

リッヒで︑王A珍A主催のシンポ で石油︑原子力の順となろうが︑

った︒この十月に︑ドイツのユー の影響を石塔が一番に受け︑次い

この炉の研究に蕾冒しては︑と思

てはいるが︑万一の開合の輸出先

てでも暴くやるへきたと思った︒

が︑外国の為麗な諜報は︑購入し

自窪開発を無視するのではない

る濃湘技術のパイロソト︒プラン

の燃魚蝋跡のため︑ノズル法によ

トを二無後に造りたいと論ってい

ギーの二十五％位を天然ガスでま
ているが︑霞ドイツでは︑従来ナ

酸化物鰍料に目襟をしぼって進め

鍛後に︑西ドイツの原子力総懸

り

1鹸慶貸料室穫り一−

○機械工学殻近の一〇隼︵臼本機

須

務

英困では︸九七五年には全エネル

絵能力を持つ施設に︑三億マルク

トリウム冷却と︑蒸無冷却の研究

ノト・ハーン暦を見た︒英国もフ

顯

趨
の設備と三眠マルクの発蹴所が必

を行なっていた︒もっともこれか

があってか︑原子力商船にはあ回

ランスも軍用の原子力艦船のこと

四人そろうと慧見は存外豪と

九六八年田町︶

械学会纏︑三八七饗g5覇︑

来て︑来週イギリスから一人プ

てずいぶんどなりあいもやっ

まらないもので︑二対二になっ

ノト・ハーン男の建造犠は︑トン

り憤り気ではないようだっ把︒オ

かなう計画のようだ︒

ジウムが開かれる︒日本も参加し

要た︑と副烈していκ︒所要躍力

らは︑ナトリウム

勉強しておく必要があろう︒

は米国︵ガス拡散法︶の湯器位と

また燃料も混合酸化物歎料を中心

た︒炉で六十万KW分地燃料供 日本は︑ナトリウム冷却一混合

見られているが︑これはパイロノ

に︑炭化物︑窒化物燃料の研究も

原子力商船への老え方

トプラントなので︑繕来は絹嶺の

やっているようだQ

も本名はシェイコプ︒彼にかか

ログラマーが来る︑名蘭はエリ

本にしぼる︒

田本でも灘酒ウランの供給源に

ところ豪でいくと思われる︒

るとトイツ人のゲルハルトなに

年がやって来た︒

その遍はドクメンテーシコン

ザベス︒バラクロフでエィティ

と︑チェフの膚由化は網嶺なも

た︒若いエルハルト君︵二十八

終りがはっ愚り豪きとれなかっ

ハルト鷺の翻しをきいている といって出て行った︒三人とも

つ︒田本についてはみな大酔と

ハーバードなどとどなるし豪

氏にむかってゴー・ホーム・

興下する人もいて︑コブランス

タリストがまざると︑ずいぶん

た︒その上五︑六人のドクメン

がしさんもジェリーになってし

ので︑このごろ大分即題になっ

た︒十八歳くらいと思いこんで

歳︶は期待し︑かつよろこん

､︒ところでミレクことエル ーン・イヤーズ・ムニャムニャ

側の人たちのリポートをよみ︑
準備の段階へ．﹂おわり︑翌週にな

︒カーバイドでコボル・プログ

ているが︑むかしにもどすこと
ルタントグループが三月初めか

ばれる金体説爾を醒めるコンサ

らわれた︒その次の週またイギ

クリストという四十代の人かあ

メンテーション側の人々で組織

蕊れた︑IN王Sチームとよラミングをしているジム・ギル

は汰へんなようた︒これも余談

る以上に薄い解傭をうけている

みていて︑われわれが思ってい

ても無燈國とみられ︑謝舞機の

ようた︒コンピューターについ

グラマーから

現状などきかれたこともあっ

機について蟹闘されんときは︑

る︒ところで月

トの長さばかり

いる︒そんな鷲いはずはないと
ったが︑そろうまで待っていた なとというと彼におこられる︒

になるが︑チェコスロバキア人
業をしていた︒

らウイ⁝ンのIAEA本部で伶
リスから一入くるということた
作業がすすむにつれて︑コン

象磯撒餌掴腋卿贈︺
ピューター関係のことがら︑す

なわらプログラミングに要する

て来たのは四十歳すぎと思われ

た︒こんなにおかしかったこと

の馬面
る中卑の婦人︒あのムニャムニ
たフローチャート作りから︑し

はちがうのだと念を押される始

とわかって安心した︒

で要求されたことを大体しあげ

ーがそろったので︑次のこ週間

さてこれで四人のプログラマ

人が滅極的に参加するようにし

ると思う︒なるべくいろいろな

ループに塑加する機会が多くな

今後日本から︑このようなグ

立

さてそうこうしているうちに

はない︒

イタチ
チェノクとスロバクとはちがう

た︒もっともイタリア人のプロ

ものだと説教された︒その上チ

曜になってやっ

こでコンビ識ターサイドからみ
ータースペシャリストが参加す

ごとを始め︑この週である程度

末︒民族問題はたしかにむずか

目

のではしごとが始豪らない︒そ

ることになり︑日本から︑わた

の骨組みをつくった︒

らよっとドギマギしたが︑

タイム︑その他入出力関係など

しが行くことになった︒

ェノクでもボヘミアとモラビア ャはエクスペリエンスだったの

の推疋が製出となり︑認ンピュ

マンパワー︑作業古墨︑マシン

を気にしてい

いっても︑夢中になってスカー

IN王S計画のために︑ドクると︑オークリノジのユニオン

薩憲懲

ウラン濃縮の閣題については︑

核燃料確保の問題

くような懸欲と努力が必要だ︒

て原子力機器の口出豪で持ってい

らなけれは︑と愚っているQそし

ても︑メーカーが騰発の中心にな

かし︑動国の動肉や︑成功例をみ

魁力会社が握っていることた︒し

シ㍗ムにする︑潔たこれらに関趨

し︑捗燃料輝門を独立させて︑核
ちょうど臼本でも岡じような時
期を迎えているQそこでヨーロノ 燃料公社を発足させる︒炉に関し
パ諸園が︑この闘題にどう対処し
ょうとしているかを︑とくに総舎
エネルギー闘題として調へ︑あわ
せて原子力開発の方欄などについ
ても︑いささか見聞してきた︒こ
こでは︑主として原子力開発につ
いてその印象を披露する︒

ヨーロッパの現況
雪隠でも原子力開発に恕孚以来
十数奪︑原子力婁瓢会の中に体制
閲憩懇談会が発足︑原子力開発諸

機関についての検討が始まった

になって開発を推進してきた国で

が︑英国︑フランスなど国が中心

も︑ち．軌うど今︑その機構の手藏

しが進められている︒これは︑原

やメーカーも滲加するようた︒こ

や軸出を考えるに当って︑躍力庁

子力麗業が実罵鯛を迎え︑原子力

のユーザー︑メーカーの滲舶は︑

原子力二業の実用化︑蘭品化に大
きなウェイトを占めよう︒

ドイツの原子力感翻は︑民閥と
政府が協力して進めており︑民間
が始めからリーダーシノブを取っ
ていた︒そして資金は国が負撹す
るという形で︑各種の技術開発に
あたっていた︒したがって︑私が
兄てきた巾では一蛋スムースに進
んでいるように感した︒

スウェーデンは︑人口の少ない
国であるが技術は進んでいる︒す
でにオゲスタ︑マルビケンなどの

また一週間たってしまった︒そ

たいものた︒︵原研謝算センタ
クス研究所でシステム

階に入り︑四十万KWのBWR
八日プラハからメディカルエレ
雛︑七十五万KWのBWR︑PW
R型擦⁝塾の建設図画をたててい

しいものだ︒

の選末に工NISチームのチェた︒そして最後の一週闘でリポ

五月六田工AEAの本部に籍 余談たが︑アメリカ人は人を
ルハルト福はドイツ系で導爆で

愛称で呼ぶのが好きらしく︑エ
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ートを作りコンピューターグル

くと︑わたくしがトノブ︒五刃
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発畠しゃすい愛称がない︒そこ
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科学技術庁

業団が発足ρ唖月．︑囮のプロ・ンェ

躍がきまり︑さらに原子炉の設置一

一︑原子力三鷹の闘発は︑運転

﹇︑放射線利用では︑着実な進

申の東海発電所のほかに︑建設中

がった︒食品照射研究は﹁原子力

瓢7建設許可二があり︑すへて軽 利用の分野で注目すべき成果があ

が許可された︒

の閣議に昭和四

特定総合研究﹂として進められる

クトが進められることとなった︒

十二年度の﹁原

水型となっている︒その規模は次

は︑八月二十陽

子力年報﹂を報

第に増大し︑﹁長期罰姻﹂の建設

展かあり︑放射線化学とR王工業

れたので間日︑

告︑了承が得ら

揚の建設讃唱の具体化が促進され

かるため︑使用済み燃料再処理工

進められることになり︑今年七月

総合研究﹂として四†四年度から

一︑咳融合研究も﹁原子力特定

ことになった︒

この﹁年報﹂

に﹁核融合研究開発基本謝画﹂が

一︑核燃料サイクルの確立をは

見通しを上回るすう勢にある︒

は︑いわゆる原

た︒このほかウラン資源の確保︑

した︒

これを発刊公表

子力白懸といわ

一︑原子力聞発利用の推進にあ

定められた︒

たり︑ひき尊き安全確保について

ウラン濃縮およびプルトユウム利

間でも海外ウラン蟹源確保のため

用等の研究開発等が進められ︑民

う︑その鬼解を明らかにし︑これ

平和軍用を阻催することのないよ

︸︑核拡散防止条約が原子力の

傭がはかられることになった︒

一︑放射能調査体捌の強化と整

の努力がはらわれた︒

物質民有化に伴う施策を検討する

の動きがみられた︒京た︑特殊核

れるもの︒今回
はその第十二團

國︑昭和四十二難度を中心とする

向が十三翠に分かれておおよそ次

過去一葎閥の原子力開発利用の動

の通りまとめられている︒︵B5 とともに︑政府は︑濃縮ウランの
の改定交渉を進めたが︑今無七

入手をはかるため購米原子力協定

月︑新協定の発効をみるにいたっ

した︒

が岡条約箪案に反映するよう努力

一︑原子力第一鮒の建造業務は

た︒

十一月に定器港の墨字隈むつ市設

藤波氏は総裁に就任以来︑原子

し︑注目されている︒

力発鷹開発にも稜極附な姿勢を示

菱

事

商

三菱金属鉱業株式会社

800円

1部35円
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動燃が安全審査申請
順調なら来年五月に着工
動力炉・核燃料開発事業団︵理曹長力﹂上記氏︶は八月十三日︑倹用済み燃料再処理施設に関する

安全審鷺を総理大距に申詰したQこの再処理施設は︑岡学業団がかねて建設謝画を進めているちので

燃料によるホノト試験弟行なった

判︑約菖五十玲︶

一︑﹁原子力開発利用便殿削
画﹂が改訂され︑四十二年度は︑
その初願度として︑新しい段階へ

力炉開発体制が整備され︑動燃環

あ第一歩をふみだした︒とくに動

ことになった︒

なお次回は︑国際条約とわが国

理化学研究所監纂に任命する1

◇総理府辞令︵八月十七日付︶

の現行法との要用点について検討
を行なう︒

山本松夫︵再拝︶︒
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三菱グループ

四十六年度に完成︑四十七年巫から雛瀦を開始する予定である︒

こんど安全審査を提出した再処
後︑四十七年度から本格附な操業

料によるコールド試験︑使用済み

理施設は︑旧原燃暁代から研究開

三十四億円であるが︑建設利憩や

を始める予定であるQ工嘱費は齎

建設に者繁したい唖向である︒

寧請した再処理施設は︑国内樗処

発が進められてきたものを︑動辮

こんど動燃事榮団が安全審査を

理のモデル︒プラントとして問機

嘆業団が引黒いだもの︒世界的に
委託設引費等を含めると総額約百

としているもの︒天然金属ウラン
霊証された湿式ビューレノクス法

再処理工場の完成予想図
とくに原子力保険については︑

るいは保険のあら家しについて説

原子力保険プールから保険約款あ

明を宰取した︒

闇上︑施設の鰹設工鵬保険は原

政府は八月十二日付︑任期満了
となった貸本原子力研究所の理曝

核燃剰蘭題懇談会使用済燃馴輸

一晴

原研阿部理事が再任

・阿部滋忠氏の再任を発令した︒

子力を除くことにしているが︑原

てから後の建設工葛あるいは試運

子力灘業者としては燃料がはいっ

藤波蒸発総裁
も同じたろうが︑この際の適当な

転の段階で不安があり︑メーカー

ー一∠二十日午後原産

二十

目測部会

ープニ十八臼午後原魔︑法規グル

R一機器工粟懇談会

第七噂原子力産藥懇談会

二で七日午筋原崖

﹇︑使用済み燃料再処理施設の
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国産化を推進する

三菱原子力工業株式会社
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PWR型船舶用原子炉設備

三菱重工業株式会社

高度の技術を結集して

三菱化工機株式会社

PWFI型原子力発電プラント

業団の東海壌業所内に建設しよう

および低藩縮酸化ウラン︵濃年度
七十万億円になる︒年間の操業費
は︑金利を含めて約二十数億円と

二蔚ゾ︵三酉購闘操業の予定だ

が採用され︑年澗の処理能力は約

予想さ酒ている︒

の能力は一日当たり簸大○・七ゾ
が︑これから燃料取替えに要する

四％豪で︶の両方を処理でき︑そ

︵金属ウラン換騨︶o
菅干日数レ憩趨し引く︶と予想され

設設躍は従来通り地元の慧見を闘
き︑地元の協力を得甲男向で︑施

密に︑円滑にやっていく︒廃棄物

設運営についても地元との漣絡を

から二階璽朗科学技術庁長患にあ

原子力

検討会を開催

第二回賠償制度

準の雌備を進めている︒

の海洋放出については技術的な基

ついて﹂の質問︵第二次︶に対し

で二二箏に対して回答を行なっ

て︑鍋島科技庁長官は八月七日付

た︒回答は︑①水戸対地射爆繋揚

ぴ地鑑響の羅ついて起討内妻どについて・潔藝

れ留任してもらった︒

ニ十六日午後違警︑キャスクグル

二十七日に任期満了となる電源開

送問題尊門善興会道路グループ
はないかとの蝋梅が出された︒こ

保険措置を均える必要があるので

発会社の総裁・藤波収氏の再任を

28日発令へ
科学技術庁原子難局は八月†落

れに潟して保険会社は︑その際の

内定していたが︑弊社は二十日臨

一説明憲取するとともに・議検

ｭ行なったQ

ATRを敦賀に
高速実験炉は大洗へ

が豪だハソキりしないうちに︑懸

賞は阜いとの声もあるが︑安全か

安全審査を提出した︒地元の激向

否かを濠ず園によって公正に審査

﹁︑新型転換炉の原型炉は福井

内︶を︑有力な候補地として︑そ

茨城県大洗地区︵原研大洗研究所

県敦賀地区を︑また高速実験炉は

井上製茶長の談話︵要語︶はお

依興することも明らかにされた︒

してもらうことが必要である︒

るが︑これまで動燃箏業団がいか

一︑まもなく創立﹁周葎を迎え

れぞれ安全性を中心に技術調査を

動力蜘・核燃料総懸事業団の理

よそ次の通りである︒

﹃また︑高速増殖炉の開発研

のように業務を進めていくか︑こ

に仕欝をしてきたか︑また今後ど

進めたいと考えている︒

炉の概念設欝をレビューしてもら

究がすすんでいる仏に︑高速実験

れらの報告を﹁第一回報告と講激

｢界動力会議﹂が改称︶総会の

設を視察し︑あわせて原子力関係

後︑仏︑西独︑英などの原子力施

︻︑第七回徴界エネルギー会議

炉は茨城県大洗地区を︑それぞれ

うよう︑囲下折衡を進めている︒

ル会議窪で闘く予定である︒

の会﹂として十月

日に全共漣ビ
ではなく︑相互協力の形をとるつ

これは︑正式な技術協定を結ぶの

者と慧見交換を行なう〇

一︑旧公社の役員任期を引き継

めたい﹂との談譲を発衷した︒

有力な設醗候補地として謁査を進

費地区を︑また嵩速増殖炉の実験

﹁新型転換炉の原型炉は禰弁被覆

議への出席を前にした八月十四欝

銀長・井上五郎茂は︑世界動力会

⁝・ボ井上押回理事長が談話

政府は八月優等日の閣蹴で︑同

日︑第二回﹁鱈子力損害賠償制度

保険鑑躍もあるが︑保険金額の薗

暁株主総会を開き︑これを承認し

を再任
の方向を防衛施設庁が進めてお

倹叢叢﹂を開き︑①陳子力保険②

で契約ができないケースもあると

九日職漁日本工業倶楽部

との関連についてね新墨へ移転

り︑科技庁としても︑その方向へ

原子力無業賠償に関する従来の検

述へ︑この点については今後︑国

た︒発令は二十八日の予定︒

もりだ︒今回は︑その予備会談と

最大の努力をする︑②安全性およ

際条約との関連でさらに熟つめる

員は︑従来からの露塵の複雑かつ

いう溜味で譲をしてきたい︒

局

てた﹁核燃料再処理施設の設厩に

昨年十一月岩上二郎茨城邸知衷

科技庁長官︑茨城県
知事の質問に回答

同施設の安企審査は︑原子力婁

︸昨年十二月︑約二二窪窪で仏

ている︒

のサン・ゴバン社に膵細設謝を依

員会の再処理施設安全審査専門魯
会︵部会長・向坊隆菓大教授︶が

頓︑来年

ことになっているQ順調にいけは

月中には全て完了する

の後︑原子炉等規舗法による落髪

行なう︒動燃駆業団は︑安全審査

工難方法の認可などあるが︑順調
来年五月に建設漕︸乎︑四十山湿雪度

ートしゃへい弼材の組立

写爽はドライウエルの調ンクリ

器の搬入もぽつぽつ始まった︑

丁工高が三九％となっている︒機

が﹁二山ハ％︑土︷小工事が四九％︑二

で︑そのうちわけは電気機械工購

に発成の予定︒その後は未使用燃

にいけは︑来年初から整地にとり
かかり︑五月頃には本格的に施設

東電・一号機の
工事順調に進む
集京鷹力の福鋤原子力発電所一

号機の建設工購は︑連日の炎天下
で遭々と進められている︒七月末

現在の工箏総合濫捗率は三八％

腕
いできた今井︑神山︑鎌田の三役

ノ
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また趨速実験炉の概念設計につ
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職︑これを機に現役から退い

た︒三十一年には盤綬褒煮も受

三日後には烈翼壁瑞宝童を受け

JPDR：昭和38年10弼以降の累融を示す。

×
のウラン擾鉱に参加している︒同
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一昨年古稀を迎えたが︑その

際マンとしても知られている︒
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び・大学等の約200の主要な科学技術研究機関のll、報センターが対象となってい言す・

また二藍の進出は注鼠されるが

ス︑石油およびその他鉱石にも利
権をもっている︒

雛赫発鰯錨

と語う︒原子力が国民の申に入

組置交渉が多く︑心しかった﹂

ろうとする今︑いいかげんなP

﹁もっと生きのいいのはいな

態度で臨み︑レノド︒パージを

由︒たが︑交渉には毅然とした

断行したのは詑憶に残るとこ

いのかと罹ったのだが︑紬局︑

私がお受けすることになった﹂

語学堪能で︑G騒Q統制下の

Rではダメ︑とも付議する︒

という隔井さん︒この十三日付

二年騨︑石炭汚職悶題

の費任をとって束蹴社長を辞

ろ︒三十

区の聞題賑々︑すべて窃沢学校

氏は大正九六に東大工学部職

花夫人との闇に三男︑一女が

＝∴

COMI）U望ERIZ班）INFOR顛ATION

日﹂

立口

区

属工材

金加建

二＝闇4﹇﹃狐＝π

1［11』6【1凹1舞1誠iμ1且11h1調凹U1111国，11UIM綴卿構｝【、lll騨U11

ニジェール政欝がこの種の許可 社は濠た︑米国および海外のガ
をしたのは︑初めてのことで︑ウ
ランはもとより︑バナジウム︑ト
リウムおよび闘連する鉱石に対す

西独の化学プラント

原子力による蒸
気利用を計画

子力委環︵非常勤︶に就任︒

聡本館︵現東電旧館︶の接収を

防いだという逸嘉もある︒第七

頃︑流暢な英誘で進駐箪から束

らみてきた︒だから傾岡は承知

鄙門の識長をつとめるなど︑国

回世界動力会鱗総会では︑火力

﹁原子力開発は︑東蟷晴代か

している︒発鷹のみならず︑舶

ら聞きかじり︑その後は側面か

や放射線化学あるいは核燃料灘

へ入って勉強したい﹂という︒

気工学科卒︑猫二代水力霊気に

いかん﹂というのが氏の教訓︒

﹁何票も一生懸命にヤラねば

けている︒

公職につき︑現在もなお関東電

タノチを余儀なくされて多くの

入社︒岡十二年合91で象京電灯 愈は︑その後も︑鐙力行政への
に移った︒調蒼部長︑取締役を

野口照久︵主査︑

発︵理研︶︑室橋正男︵日消製

藤友太郎︵主査︑食糧研︶︑松山

このほか日日から根岸正男︵科

粉︶︒

柳沢正昭︵通産省︶︑共羅馬協会

技庁︶︑矢田部厚彦︵外務雀︶︑

から江藤秀雄︵原子力学会︶︑佐

でいる︒

々木秋生︵放同協︶氏らが参加し

Y醐

N・w

る独占的な探鉱権脅含むものであ

二一万ザをかけて引画を遂行する

る︒二祉は︑灘年︑すくなくとも

鵬独のBASF︵バディシエ・ で︑蒋木均一氏の後を受けて原
アニリン・ウント・ソーダ・ファ

ことを婁論された︒空中重工とそ
の他の作業は︑ほとんど同隠に翼
ブリク︶は︑同社ルドウヒスハー

二題囲的罵の原子力発醒所を建設

フェンの本社工場に発蹴と蒸気の

長される予定であるQ
諮町の範囲は︑中央ニジェール

協会に安全審査を申賄中である︒

する方針で︑現在原子炉安全研究

のウラン鉱庶を含め全ニジェール

八○％の権刊をもち擬鉱を管理

を含むものと儲じられている︒

この計郵によ幻は︑原子炉二麸
薰ﾌ選出力二薔万♂竪︶によ

二千ゾのプロセス蒸気を供給す

り︑八十四万㎡雪の蹴力と一瓢麗

る︒なお︑発醒所を同社が単独で
嘗盟

歴任︒昭和十七年配電統制によ

技研︶︒生物学

︒

査会会長など数々の要職にあ

あり︑お孫さんは六人︐新潟祭

趣瞭は油絵︒ゴルフは〃ヤ両
醐鼓角︑十月智長に就任︒二十

田本の原子力開発は先進甜鰯

る︒

って関東配蹴へ︑二十〜葎五月 気保安協会理慧眼︑梅外艦力調

六年の電力再編成で簾羅の翻舌

国

長︑翌年社長に就任した︒戦後

出身︒だY︒T︶

覧弘毅︵主査︑千

二夫︵医理研︶︑滝野博︵ダイナ
ボノトRI研︶︑長谷川賢︵第一

葉大︶︑飯尾正広︵東大︶︑禽光
一郎︵国立東京第二病院︶︑佐藤

研︶︒医藁学

田畑米穂︵束大︶団野皓文︵原

︵量水化学︶︑桜井抗︵阪大︶︑

九里善︸郎︵名大︶︑椙根典男

大︶︑飛川鉄太郎︵三巴化成︶︑

放射線化学

岡村誠三︵主費︑京

H︶︑石原距利︵八幡製鉄︶︒

小林畠敏︵原研︶︑平山違︵昭称

川理工試︶︑大野諸教︵躍中研︶︑

正之︵終話羅機︶︑大野明︵神奈

大︶︑飯踊字︵臼本実蟹︶︑後藤

に十年の還れというが︑もうそ
の混乱期でもあり﹁連日連夜の

とに駆かれている︒

同撃備委員会では発表論文の勢

どを行なう︒委員は次のとおり︒

田崎文男︵放同協︶︑

委凪喪稲山磯冤
副釜鼠畏

藤井正一︵密査︑建

斎藤歳男︵東大︶︑法嗣剃刀︵住

塞礎共通

友羅工︶

築研︶︑上柳英郎︵陽津︶︑大塚

日本響達︶佐伯誠道︵放医研︶︑
山口彦之︵東大︶︒食品照射 佐

東大︶︑麻生宋雄︵束京農大︶︑

化学薬品︶・島津三井進午︵主査︑

AIC︶︑堪川孝信︵葉北大︶︑
柴田長夫︵原研︶︑下麗光︵5本
原子力禦業︶︑村上悠紀離︵原
研︶︒工学加藤正夫︵主査︐璽

禰給の鋤向と動力炉開発﹂︵鋤燃

還藤道雄︵住友化学︶︑西堰籔︵農

握してもらうのが圏的︒セミナ；

︵原研・村田浩氏︶︒

﹁世界各国の原子力闘発の動向﹂

参加定員は先荊順に五十名︑疹

鞠価￥，、，諾罐幾。鞭。含。）

ま た新協定を結ぶ
アメリカからもWN 社 な ど 進 出
これに対して中央アフリカ共和
麟鉱山の埋蔵瓢は∬千ゾで毎年五
頁ゾつつ開発することになってい
る︒また︑燐酸鉱濃縮技術はC鶏A

キ轟ルマンによって共同開発され

とフランスの化学会社ユジーン・

権利を失ったこととは大いに異な
るといっている︒イタリア国有の

本計癬はアメリカのダウ・ケミカ

海外核燃料開発の健五月体制整

る開銀融質ワクの設定

十二無の第一回以来︑一力末様ご

は雪田閥とも︑毎日︑午細川に講

旗簗囲︒今井爽材氏︶▽十三田一

スケジュールは次の通り︒

義︑午後懇談会が驕かれる︒

▽九月九日1﹁原子力の錘礎概

念﹂︵東大・大由彰幾︶▽十日1 降臨は二万三千円︵資料︑昼食代

社蛋

雛鶏認（高高

蟹紀伊國屋書店

仏原子力庁は鰻近︑申央アフリカ共湘国とも探鉱醐発に関する協磯
を結び︑ウラン開発に穂極的な姿勢を卸している︒豪た米鰯のウェ

スタン・ニュークリア︵WN＞社とジャノク・グリンベルク＆アソ
シエイツ社は︑北部ニジ瓜ールの七千二蕎万エーカーの地域でウラ
ン擬鉱をおこなうためジコイント︒ベンチャーを設立した︒

圏との協建を拒否できないという

ールと協定して中央アフリカ共和

たが︑京だ字解権もおりていな するWN社は︑アフリカのソマリ
門パ リ 松 本 駐 在 艮 ︼
傾尚にあり︑しかも中央アフリカ
CEA︵仏原子力庁︶は︑この共秘闘の鉱脈は薄く︑技術的にもい︒しかしCEAとしてはニジェ アのウラン鉱旅の有望地において
しいので協定が笑施に移されるか

ほど︑中央アフリカ共和岡政鰐と燐酸鉱で現地における糟錬が難か

も岡園ウラン資源開発講定欝に響

びその他の権利を求めた︒

ルに次ぐ原子力発聡と化学工業と

ズ石油化学会独ENIと競争で︑建設するか︑電力会社と共岡で建

隼以降原子力発向が本格化し︑ウ
ジャンク・グリンベルグは︑アメ

政治的理由から議定轡駅名に踏み

ラン謂要が増大して価格が値上り

リカン・スメルティング＆リファ

EN1はソマリア政冊へ探鉱およ設するか圏下検討中︑炉型不請︑

はウラン換鈴で二万ゾで毎館当千

する事態にも備えるものである︒

である︒主な項欝は次のとおり︒

原子力薩簗の育哉を調ち罪す方針

の促進︑鐙力炉嬰の推進︑豊の璽︑原勇叢︵株︶に対す

の結金として注騒される︒

エールのアルリノト鉱山は擁織羅 切った︒また将来ことに一九七五

名した︒この協定によって︑ C E ど う か は 疑 閲 視 さ れ て い る ︒ ニ ジ
Aはアフリカのフラン鶴諸圃でガ
ボン︑ニジェールに次いで三番鼠

︵一九六七年七月協定︶︒

癖

備︒動力炉翻転の推進口軸力炉・核

集・選考︑会議内容の決定︑プロ

原子力発躍の撹進B原子力艶艦

度の釧設

氏

学会の実施︑海外参加者の招舗な

燃料開発建業団出資損失漁備金制

原子力営業の寓蜜月核燃料加工

準備金制度の孤露︑原子力発画所

軽業の簿成と原子力機器酒器化の

運賑貫の獲成︑原子力驚躍所の安

躍所周辺の放紐解モニタリング体

全性に間する啓襲普及︑原子力発

ための闘銀融資ワクの設定︒

グラムの編成︑展際会の実感︑見

制の整備︑原子力幡羅所立地地点

委員長に稲山嘉寛氏
第九回日本R一会議準備委発足

﹀

幽

第四回原子力産
業セミナー開催

能書光彦︵荏原︶︒理学 贔川睦
明︵主査︑阪大︶︑佐藤温二郎︵？

一の総合的な会講で︑R工・放射 巌︵理研︶︑水越慎︵密士通︶︑
線利用の基礎部門と応用部門︑麗

日本原畢力産業会識はさきに︑

了＋五日の三

第九圓日本アイソトープ会蹴を
︵四十四舘五月士

ことを決めていた

層㌦駕

︐

流をはかろうというもの︒昭和三

業界と学界との協調連絡を一厨強
化するとともに︑海外との技術交
日間開催する

三

︑4

が︑このほど第九厩日本アイソト

酊

稲

済斬聞社の後援をえて九月九日か

﹀︑

九月九日から五日間

ら十三日豪での五日闘︑策京・丸

垂／多彩
なお申込みは︑八月三十﹁高瀬

﹁わが国の原子力産桑の現状と今 を含む︶となっている︒
後の政策﹂︵原子力局︒藤波恒雄

臼立プラント補説︵株︶

変吏︑旧社名日立沓型︵替︒

SCIENC湿＆TECHNO王、OGY

of

in

D夏RECTORY

雪

の軸受を約束したことになる︒だ沙つつ開発することになっている
が現状ではウランは匝界的に過刷

團・

予定地の三分の二

村︑漁業協同組合の関係者とも︑

中部筆力は︑今後︑二戸の町

癒し合われる︒

の地主と公共用地の関係者の閥で

とまった︒残りについては︑累外

万平方耕と︑全体の三分の二が豪

広さ萱六十万平方銃のうち︑頁四

今回の合葱で︑用地買収全体の

なった︒

今後は漁業補償などで話し合い
中部蹴力は︑同社簸初の作子力発躍所建設地点ーー静岡県小笠
郡漬岡町佐愈地区の周地買収交渉を進めていたが︑八月十四日浜

岡田の会合には︑中醒の加藤取
締役︑畏谷川屠地部長︑河原晦浜
岡町長︑増田町議会議長︑地霊代
衰らが出席した︒

円満に摩し合い漁業補償などの問
題を片付ける方針である︒

中電がさきに提示した価格は島

万円︑山林が岡じく三十六万円と

地が十アール︵一反︶峯り七十五

ネルギー政策

来年度総合エ
なっており︑今回の交渉はこの茎

準価格の塁礎の上にたち︑協力

稲山購魔八幡製鉄社長︶が発足︑

ープ会議の準備婁貫会︵婁貫畏・

ノ内の丸ノ内ホテルで第四回目黙

日本原子力魔業会講は︑田本経

通薩省は昭和四十四年度予騨概

思力産業セミナ⁝﹂を開く︒

通蔑雀
償をうわ繊みすることで額しが一

平河町の臼本題笛センターで︑そ

八月十五臼午後一言半から束京︒

費︑離作田儂︑農業補償︑立木補

濁点政策の叫つとして総合エネル

騨要求の編成に禽わせ︑来庫度の

でに原薩サービス麟業本部︵露語

致した︒この結果︑農地鍛嵩が反

氏︶▽十一日一﹁わが圏のエネル

五九一i六一二一︶へ︒

当り衝二十万円を越えるもの答

この﹁セミナー﹂は今後原子力

ギー禦偶と原子力発電﹂︵原餓・

扇げ魍をはじめ麟を含めた玉繭の蜘臓関・国際輔曝争細体・公社・民間会社二

難論；屠

毫舞霧、III弱電脈ml戸喫11。rl鐵1嘱囹1川lii闘匙、、灘ll且趨踊i【PII脇瞳羅目凹恥dllli

策京（279）34ユ1（大代蓑）

＊そこて便われているコンピューターシステムとその主愛な侠用目的・集積された精
報のテーマや内容・機覇の利用法簿を詳しく収録します．

弩
多

〔特徴〕

当

その活用状況を網羅するディレクトリー

讐

バインダー型式
Ass。・i・t。・／1・t−ti・孤・U・・．，

（S，i。。ce

止壌改良剤

（ネニサンソ）

姦
≧

防鋳塗料（ジンキー）

翼

（ケニテックス）

EdbyL・・…δC・h・・

軽澱断熱材（三井パーライト）

全世界の科学技衛関係の年報センターのシステムと

叢

人工軽羅憐材（メサライト）

巽

吹付塗装材

岡町町議会︑地元地主代表との暑し会いで︑墾本的な線で禽愈に
達したと発菱した︒

中都鱈力は今年二月︑浜岡地点
の嗣地買収について︑第一息男の
価格提示を行なって以来︑地主代
表二十一人と十数圓にわたって交

渉を進めてきた︒しかし︑同社の

がかなり高い価格を要求し︑基本

握示した価格をめぐって︑地元側

致しなかった︒

そこで︑地主側は浜岡町ならびに

的な点で意見が

になり︑このため中醗側は町なら

町議会のあっせんを依櫃すること

びに町議会︑地主を交えて︑語し

ギー政策の推進をとり上げてい

吉岡俊男氏︶▽十二日i﹁核燃料

含いをつづけてきた︒この結果︑

八月や四B午後に至り︑双方の愚 午︑山林最高が同じく七十二万円

岡アイソトープ会議は︑アイソ

子力驕発の実体と蝦薪の憎勢を把

関係業務に関係をもつ僻部に︑原

の初会合を開いた︒

若干となった︒また個々の地蛮と

トープ・放尉線分野でのわが国唯

兇が舎意点に達し︑仮調印を行な

るが︑とくに原子力関係は①原子

1，702，544
発蹴題ノコ量累翻 MWh
（注）上記の発糧躍力癒累計は象海発電 所：昭和40年11月以降、

りレ

力発羅の推進︑②海外核燃料開発

1，590，628

凝
の調整は︑町当局で進めることに

ったもの︒

原子力発電月間実績（昭和43年7月）
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△

本葉工大各
教授︑妹尾

三型原子力
社長らが講

帥としてま
ねかれた︒

魍

△

煙隆理学研究所では︑ニュークリ

圃際放射線冑糧
シンポジウムに参

て心配しているが米や受などの品
瑚改艮によって︑このような闘題
を少なからず解決できると患う︒

のB・シガルブ たとえば︑フィリピンの騒際イネ

加のため︑来臼中

シコルンソン王A 研究所では︑品臓改良によって︑

爽

卓

﹁鳩鰍

骨 亀

︑

糠

劉

ダア

に成功している︒だがいくら品種

溶

EA植物懸樋都立 イネの堰羅を二侮以上にすること
ﾊ爽︶は︑漸近

の放射脅種の現状
について記茜に対

った︒

して次のように語

この分野で一番
璽要なことは植物

二毛た︒團運のF 改艮をやっても︑人口揮制がとも

ざるものになってきている︒が︑

で放射藤莉網は二一五％である︒

現在︑世弊的には晶税改良のうち

鍵然変異の謹書改良で㎜番馳饗な
ことは︑従来の三種でも悪い颪が

工A鶏Aは︑イネの爽然変異に

らしい成羽をとげている︒

よる脅樫計画をたて︑一九六五隼

十一の研究テーマがあり︑これに

頃から進めている︒この計画には

費される蟹金は年間一テ〜マにつ

き三千一五千が程度である︒この

あり︑これをなおすことが手数り
軍い︒たとえば︑イネについて︑

ほか︑工AEAは各圃の二二技術

を刊行しているが︑このほどわが

スイス原子力協会は昨年秋以来
﹁スイス原子力ニュ〜ズレター﹂

スイス原子力情報
無料講読者を募集

などを行なっている︒

暫瀞後進地域へ派遣︑機器の供与

インド型の賀のいいのと︑日本型
の生藤力の商いのか僧組み合わせる

ことはいい方法だ︒これにはとく

に放射線利網が有効だ︒早く育
ち︑倒れない質のいい︵タンパク

蟹が高い︶︑病気に強いーイネ
はすでにつくり上げられている︒

物質と放射隷の利用が欠くべから

契然変異の騒職改良には︑化学

力産業五グループ︵幹羅野点1日

岡礁簗団は今年一二月から︑原子

る︒さらに日本のレイメイはすば

イネが⁝番いい晶磁になりつつあ

圏に対して︑引締帳の無料購銑者

アジア地域におけ

で十社の醒し込みがあり︑今年は

とくにインドでは︑放射線鳶糧の

る食糧不足につい

米︑英︑仏︑加︑西独︑ノルウェ

立︶に婁託してATRの第一次設 溝野英昭︵囎A王C︶︑河否

AOがとくに葉南 なわないとだめだ︒

だ検附箪項が残されていること︑

ー︑スイスなどを訪閥し︑原子力

事から鋭勒があった︒

新型転換炉の
詳細駿針に着手
動燃璽莱団
動力騨・核燃料開発旗薬圃は八

の第

次難訓が終了したため︑こ

月十二日︑薪型眠換炉︵A﹃﹃R︶

かかることになったもの︒群臣設

おり込んだ群細設計の作成へとり

らに建設候補地点の技術資料等を

討が行なわれているが︑今回︑さ

失︑神懸徹︑小林巻斗︑佐藤絃︑

田栄一郎︵四郷蹴力︶︑江運秀

酵︶︑角南義男︵NA工G︶︑秋

彦︵碁立︶︑佐々木俊三︵東北醗

園産

いたっては︑翫むにも編当なガ

通り掲揚︒もんじゅ︑ふげんに

ごんといえは︑日光の滝の名が

ちくりという人が多いV大体け

が︑さすがにこの案には目をぱ

おり︑藩想はたいへん結構だ

利いたニソクネームが使われて

騨びたいらしい▽海外でも気の

た新型転換甥はふげん11酋賢と

速嶽型炉をもんじゅ日文珠︑ま

炉をけごん11華厳︑窩

の愛称をと︑篇速実験

産動力炉には

詩賦雛業団では︑麟

ーーーーハyムーー

︵運繭雀︶︒

鉄雄︵以上中部雌力︶︑谷山洋

醒︶︑罵尻洋什︑粥鵬正生︑響燈

研︶田辺徹雄︑中川弘︵以上東

竹下徳入︑宮坂靖彦︵以上原

の合格暫︵二十名︶を発表した︒

回原子炉主任技術者試験口答準線

科学技術庁は八月十四日︑第十

口答試験合格者

原子炉主任技術者

謝は来年十二月に完成の予驚︒

した︒現在︑ATR閥発本部で検厨︶迎正弘︵MAPI︶︑出屋盤

傑彦︑加藤満離︵以上原船摺業

り︒

合格者の残名︑所属は次の通

総務諜謹で︒

を翼集してきた︒希盟の方は原薩

またこれが今後の原子力開発に大

と宇雷ーービノグサイエンスにつ

四四編のうち

二十日の第一薗審査で派遣教師

ると発表した︒

れから同炉の群細設計にとりかか

試験所︶が﹁桑の突然変異の適応

グ！一！
のに当てると︑成畏点の細蟹が死

︻写爽は同シンポジウムの会蠣風

か︒

ズダムの糖灘といけないもの

し︑それこそナシ灘ナル・ウィ

もの︒いっそPRもかねて公募

呼び名くらいはやさしくしたい

もチエのない謡しだが︑せめて

とはいい難い▼フジやサクラで

から呉笹←漢響←輸入で純国産

そのう凡出典はサンスクリント

舞えられる人は論ずなかろう︒

ら蔵物を閥かれても︑談ともに

クがいる▼だいいち︑外国人か

鷺
性﹂を述べ︑蓬原雄ミ既︵名大︶

！

訓を進めていたが︑六月宋に完成

立地問題懇
として再スタートすること

外から︑同委警手は
密会

このほか︑原産が日本原子力平

になった︒

三日正午から︑策票・丸ノ内の田

いては︑応募総数

いる蔦校理科教員の米国派遣につ

和利胴星金と共催で鋸鰯実施して

力関係政府予葬への要望︑原子力

の要論︑さきに豪と豪つた原子力

三名を選出すること︑また罵本新

平和利用推進のためのPR活鋤へ から九編にまで絞り︑さらに八月
船懇談会報管と立地闘題特別婆興

聞読会と共催の科学報道関係の欧
米視察団派遣については︑現在ま

会報管などを蕃議︑承認した︒

とくに立地問題については︑ま

多！一

初の海外代表迎え

を利絹すると突然変異を選び出す

イメイは今年の米作脳本一の璽読

威﹂について発翼した︒とくにレ

は﹁イネの新品種レイメイの豫

に薪しい芽ができるt一その方法

のに良いとの理輸と実験繕累につ
し︑放射線利用によって突然変異

いて発表した︒

農林省唐綴の﹁鍵然変異に関す

て︑欝欝参加者の注闘をひいた︒

させた品種をすぐ使う方法も効果

醗

齋種揚を兇冒した︒

茨城蝦大宮にある麗林雀の放射線

なお︸行は︑＋六日の午後から

かにされた︒

極の非常に進んでいることが明ら

ト︑綿︑イモ︑菱などの放射線脅

めとあって注闘され︑大蔓︑トマ

とくにこの発蓑は鼠磨賭妙薬で初

作物の放射線脅極﹂を選考した︒

ストバ氏の代理で﹁ソ連における

ごにアルセニバ氏︵ソ連︶はコボ

昆極改良について説明した︒さい

の放射線艶種﹂でマカロニ小変の

リア︶は﹁イタリアにおける作物

スカラシヤマグノーザ氏︵イタ

者に罵声されていたものとあっ
があるが︑それを材料にしてさら

二日厨は︑裟ず間和夫氏︵蚤糸

ついての研究紹介であった︒

したが︑いずれも理論的な追跡に

フライ氏︵アメリカ︶は﹁二倍

る麗際シンポジウム︵放射綴奮

れた変異﹂をガードナー馬︵聞︶

た︒ミカエルセン疑︵IA耳A︶

一

体および傍数体エンバクの誘発さ
然︶﹂は八月十五︑十六の両日︑

は﹁羅的形質の突然変異﹂を発出
は﹁催数体作物における入為璽然

べた︒スワミナタン馬︵インド︶

変異の利廻﹂で︑インド型と日本

に贔覆改良をやるのが有効だと述

館から毎薙開催されてきたが︑国

内のシンポジウムは︑昭和ヨ十五

型のイネの長駈をとりいれたもの

水戸の隈民文化センターで開かれ

てのことσ

際シンポジウムはわが国では初め

スウェーデン︑ソ連︑インド︑タ

は﹁放射線と化学物質による婆然

ンパクの米の酪灘改良を紹介し

イ︑セイロン︑フィリピン︑ブラ

変異誘発効果を変更する諸要困﹂
を述へ︑晶縄改良に対して融着の

発婁Q
山川邦夫氏︵蒋薩州︶は﹁突然

講鐵鞭韓鐵
日呂︑グスタフソン︵スウ

る人為聖然変翼の利用﹂を発表

ェ！デン︶がコ⁝侮体作物におけ

第

参加し︑全て英語で進められた︒

聯門景三十人︑国内から約甫人が

リア︑禽灘︑工AEAなど撫外のうちどちらが萄効であるか一を一

ン︑フランス︑東亜ドイツ︑イタ

ジル︑ベルギー︑東西パキスタ

シンポジウムには︑アメリカ︑

の放射線閣議について述べ︑臨タ

た︒これまで突然変異に関する鳳

放射線育種シンポジウム開く

いて視察する猿︑橋本代蓑常任理

きなウエイトを占めること篤の理

ア︒シカゴ社のものに対してRV
E二〇〇型シンチカメラを開発し
たが︑一方東芝でも強力なエレク
トロニクス技徳を駆使して︑世界
初のガン検診用のカテーテル型半

る︒このような摺勢に対応して轟

導体放射線検出器を開発してい

津製作所は︑かねてからニューク
リア︒シカゴ社との握携をはかり
本年四月台弁会社の設立が合慧さ

のである︒脳津製作所の技術を基

れ︑八月五B政府の諏可を得たも

盤としての新らしい製贔の開発な
どに大きな期待がよせられる︒

原子力予算への
要望などを審議
原度當監理購会

難総慧雛灘コ

本工業倶楽部で第一乃四回常任理

珊本原子力産業会議は八月十

（

製作所

放射線測定器を製造
五年後に六億余勢︵20％︶売上げる
レインズ欝にあって︑米圃の放射
線灘定雛の代表的なメーカ⁝の︸

瓢浦盤茂︶では︑米国ニュークリア・シカ

ゴ社と共同嵐資で︑放射線測定器の製造︑販売を行なう﹁島津サ
つ︒全世界でのシェア⁝は︸五％

鵬津製作所︵社長・

ール・インストルメント早しを設立することとなり︑来る八月三
程度といわれている︒核医学関係

は撹界最強の水準︒わが国にも相

とくにシンチレ⁝シコン・カメラ

機羅にいちじるしい特色をもち︑

十︸日︑その飼立総会を醐く︒

る︒販亮地域はわが園および東繭

新設の含弁会社は︑二払iクリ 製造に力を入れることとなってい
ア・シカゴ祉の親会社である︑米

国の大手製薬会独G・D︒サール アジア︒その売上高は五年後に国
内のみで約六億一千万円︵わが国

当輸入されている︒

社︵無難売り上げ三否一三衝八十

ントゲン装躍では最短︑日立と市

勘濾製作所もわが鰯におけるこ

絹の熱論〇％を露分しているが︑

の方画の代貰的なメーカーで︑レ

ゴ社よりの輸入製酪を含めて約二

で︑本年度は畠ユークリァ・シカ

億円︑明無度は約三懸五千万円の

全体の二覇強︶を確保する計画

金千八菖万周︑出賛比簗は勘津が

核賑学関係測走機器でも東芝︑日

ル﹂と名付けられたもので︑贅本

流一％︑ニュークリア・シカゴが
製造販売をもくろんでいる︒

億円︶の名をとって﹁騰灘 サ ー

四九％︑無憂には吉田正直属︵島
︵注︶ニュークリア・シカゴ社
本無線医理研と共に三大メーカー

津製作擁務︶︑霧に﹂︒Y
︵講本金五鍛五千万円︑隼聞売上 に数えられている︒とくに核躍選

覇舞会〃喬

再土竃設︑人形舗発套原子

催した︒核融会研究︑励力炉開発

奮りあげて

技術進歩は急速で︑最近︑H本無 鵬会を開き︑昭和四十四年度原子

嫌門を中心とする放射線測燈羅の

ギルフォイル氏︵G・D・ サ ー ル

が夏期研究会

自民桂科技連

名︶は︑米国イリノイ州ディスプ

極漿支配人︶が聯侵する︒また敵 高約七十ゐハ億円︑従懸樋九苺九†
締役六名︑膿査役⁝一名は臼米闘数
となっている︒

新会社は①生物科学用放射線測
驚機器︑②隠学診断罵放射線測定
機器︑③中盤子発生︑放射化分祈
力の諸問髄のほか︑素粒子研︑海
自民党科学技術講風連盟は︑八洋開発︑宇臨開発︑エレクトロニ

月＋吾から三二︑紅藍テクス︑翼葉肇などについて

⑤放射線測蜜二・トおよび 付 属

装醗︑④工藁用放射線測驚機器︑

品などを取扱い︑とくに当面はわ

それぞれ専門象や蟹任者から謡

ルで︑科学技術政策上の癒要事項

を聞き︑翼飼な尉議がつづけられ
た︒男上科技次官︑藤波︑武安両
局長︑警醒無識窟︑唇歯・今山両
動燃醐理事是︑無闇原研理事長ら

厨碁

繍

︐臓繊．︑輪

べ

脇勲 ．
・筆
蜜

のほか︑山口東大︑伏見名大︑閥

やな

x

灘

二階堂科技連会長︑小筥山豊四
郡芋幹堺長︑福井弱蘭科技玉茎貴
長︑筋田が場科技庁顧間のほか︑
参撫の圃会真玉は次の浸り︒

大石入治︑大坪傑雄︑大村康治

海部俊樹︑木部佳昭︑河野洋
平︑佐々木窺武︑塩川正十郎︑
田川誠一︑湊徹郎︑横山フク︒
︵敬称略︶︒

︻堅田は㊤研究会会燭㊦二階堂会

毒

《
《

意
ど
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力

日本の海運界は過去において︑高速マリーナ船出現による

いるが︑今号では原産原子力船懇談会のワーキンググルーブ

である︒同じ鱗木にあるわが国でもその必要性が痛懸されて

ぬ西独ではへ将来に備えて原子力船の關発にきわめて稿極的

黙．︒裟嚢・託

大きな打撃を被ったが︑昨年来のコンテナー船の登場で︑再

塗壁として︑この問題の検酎に取り組んだ黒川正典氏に︑船

︐弘嘱知

び大きな脅威にさらされようとしている︒毎上輸送の革命と

A・

もいわれるその頴ンチナー輸送では︑船舶の大型化︑高速化
主側よりみた原子力船の開発について解説をお願いした︒
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需脳

定や︑行動の隠沼が繰せられるよ

懸隔

連のレーニン男と本葺秋就航予定
うなことがあればこれも経済儀に

︵編軸部︶

にますまず拍軍がかけられよう︒こうして︑原子力船の有用

の薩独のオノト・ハーン号がある

を待っており︑ソ連ではレーニン
暑に絨く二隻の砕氷船や六万トン

が必要となる︒また原子力船特有
の間題点として安全性の確保があ
る︒特にわが国の特殊撃悩からは

大切な問題だ︒そのほか原子力船
の暫及のためには乗組員の訓練︑

ぱわかるように︑舶屑炉は在来機

開発︑実際のプラントへの適稽

では確率論的安全評価の手法を

最も間題になったのは機器の

た︒

の現状を伺い知ることがでま

分野に払わ治善国の努力

国海運造船界自身の利益につなが

原子力舶の笑罵化は将来︑わが

るもので︑これの開発のための費

移ることができるとか︑著し必要

臨ちに癒離すへきことをうたって

長朋分画でも昭和四十四犀渡以降

慶以隣五年間にわたる五十億円の

は︑合理的な安全騨価手順の確

が試みられた︒このようにわが

故障率の信頼度であり︑会議の

きかけをしている︒

のではない︒諾うなれは電子謝算

禦の多くの部分を国に依存するこ

闘の翻発のようになまやさしいも

お︑その開発に懸命な努力を払っ

機の勝利である︒諸外国がい豪な

れるし︑われわれとしても自力で

開発できないことに歯がゆささえ

とは︑一三虫の艮いこととも思わ

覚える︒だが︑ひるがえって見る

ていることからしても︑競︸船建

ない︒また外国の原子力船の発達

来の飛躍的な発展は望み山べくも

めの陰の力として貢献のあった灘

と︑かつては造船技術の発展のた

造をもってこと量れりとしては弼

は艦駈からスタートしたため︑ぼ

軍を失ない︑一方︑ほとんどすべ

う大な研究も蹴購上の要舗から比
較的審易に実現したが︑それだけ

の中にあって︑はげしい国際競争

て︑しかも独占性のない自由市揚

に当面している海運界としては︑

てが質易外収入のための卜書とし

口に経済堂の嵩い炉の開発に取り

研究開発費として数十億円の一部

に秘密保持上当然︑新しい炉は

組む必要がある︒若し︑日本の離

売ってくれない︒日本としても独

運造船藁界が来るべき原子力論時

る︒ただ︑将来︑米鷹が三十ノソ

を引き受けることさえ荷が重過ぎ

トの原子力コンテナi船をひっさ

代に遅れをとること誉恐れるなら

げて太平洋に進出して来た時︑日

ば︑舶用炉はその僅かな改良にも
ぼう大な金額を必要とすることに

このようにして考えれば︑原子

蟹ってくれば良いではないかな

となったらその時は外窄から炉を

所要資金の確保について強力に働

い宿命にあるとすれば︑もし︑こ

こで日本が新しい舶網炉の開発

を怠たれは︑心ならずもわが園は

らない︒そのことが︑国としての

非能率船で立ち向かわなけれはな

損害を大きくすることを恐れると

共に︑蚤要な輸出産業としての造

るものである︒

舩業のち．・う落を見ることを恐れ

度の調査検討に多大の努力が払

星を飛ばせる国でしか建造するこ

われていることを伺い知ること

とができなかったことを思い趨せ

この点についてアメリカでは一

世上ややもすれは︑第一船がで

子炉の電力供給系統︑および機

し︑原子力発羅所の工学的安全

フィリノプス石油会社に依頼

適用については

第一段階の成果

の結果は必ずし

を発表した︒そ

婦六八年嶺初から︑コネチカソ

トヤンキー発聡所を対象にし
て︑安全防護系の儒頼度解祈モ
デルの検討︑データの収集処理

た機器の故旧率︑他産業の危険

の際にもこの基軸の背蟹となっ

ね︑新立地基準についての討論

あり︑しかもその盤格から経済

無凄平穏に過ぎている闘は比較

面とは画立し得ない面もあり︑

かし万一の揚蓋には大きく取り

的箏閑視される傾陶にある︒し

多い︒原子力の揚禽はもちろん︑

上げられ論議の的となることが

れ︑オ⁝バーセイフティと思わ

安全性には多大の闘心が払わ

れるほど︑施設的な処置がとら

物を匿う信頼性の磯上について

れているものの︑爽績が大きく

は未だしの感が深い︒万人の納

得のいくような安全施設の信頼

牲の実罷を得るためには侵期間

指笛の調査活励が必要であり︑

にわたる経蔽の稜み顎ねと︑広

竹越

界︶

講実にして絶えざる努力を続け

︵露盤猷験所

なけれはならない︒

KAEAのフブーマ⁝氏を訪

られた︒また本会議の帰途︑U

方式の開発に関する作業が始め

元来安全研究は地味な研究で

ング計画としてUSAECか
がら
出来た︒

九六六年から︑儒間度モニタリ

きれば鷹ちに原子力舩は実用化に

器の信頼度に限られていたた

立の必要性は早くから論ぜら

国では慧想としては早かったが

本はこれを懸けて立たねはならな

鑑み囲象的聖業として︑しかも︑
いま隠ちにその研究翻発に取りか

問題点の解決が望まれるが︑幸い

は経済性の萬い舶嗣炉の開発にあ

力船の実用化のために残る問題点

肇牲を痛感し︑本郎八月小型︑軽

保健物理︑保険︑保守など多くの

原子力第一船が建造されることと

ど︑安易な風潮が兇受けられる︒

鼻で経済暫の誘い舶鋪道の闘発を

かる必要がある︒このことは先の

なり︑今まで机上で検討されてま

り︑われわれとしても一日目明く

かつてサバンナやレーニン弩が実

タンカーの建造が計画中といわ

た前網の各毬悶題点もその大部分

その爽現が望まれる︒

る︒

った︒

め︑発表論文︑罰論の内容が躍

今回の会議はその名の通り原

最近に至り原子力発電所の建

力糸統機器の故隙率に関するも

まり︑その後一落中止の形とな

穆ぴ僑糧嚢の問懸が注目され︑

積極的な活動を開始した︒在来

防護施設の悟頼度解析に対して

設と共に醤来の問題に傭えて︑

のか大都を占め︑原子力発躍所

れ︑衆知のように通産省の安金

員体化についてはいささか先を

い︑腺子炉への

塾礎故陣データの再検酎を行な

予測のための謝罫コード並びに

からの宇宙開発における倍頼度

原子力宏全研究協会で安全防灘

た︒しかし厨標は原子力発醒所

両日︑イタリアのイスプラにお

塘設の信照度向上にあり︑この

いささか物足りない感しであっ
回の会議に提繊した︶︒一方︑海

の安全性評価という観点からは

外諸国とくにイギリス︑カナダ

いてCREST︵コミソティ施
・設の野帳度の研究が始めら耗
・テクノロジィ︶の﹁原子炉安

家会識﹂が開催された︒この会
議謬加の印象を述べたい︒

原畢炉の安全性については︑

懸架婁貫会において︑確累論的

とにかく講議の多いわが国で

安全評価について検討が行なわ

のテーマの一つとして﹁原子力
驚風所の鶴頼性評価に充分な︑

結論として取り上げられた今後

Aの会識にも発表された︒これ

越の会議に参躯できたので原追

精度の高い機器故隊率のデータ

ていたところであった︒今回上
は確率論附安全評価の偽矢とも

駆施設の信頼度評価に関し︑世

れ︸九六二年ウィーンのIAE越された感があり︑残念に思っ

震えるものであった︒しかし原

を如何に収集︑処理したらよい
か﹂ということがあげられた︒

していた︒

界の現状を知ることを楽しみと

も満足のいくものではなく︑一

門織勲繊馳韓熱齢劉︺

関連機器の儒頓慶に関する憲門

全に対する躍力供給系統並びに

オン・リアクターセイフテf た︵その第一次報告の要旨を今

本年六月二十六︑二十七日の

躁憲讐

おり︑原子力産業会議でも着の必

て︑軍急に原子力コンテナーの建

として進豪ないことに業をにやし

が懸船によって解決されるものと

推進コるための挙圃体制と︑明年

界は︑原子力船の研究開発が遅々

造商談がなされるなど︑原子力商

現したころの原子力船は︑入汐衛

炉は加圧水改良型へ

まってきている︒

これらの原史力船にはすべて低
頼性の高い加圧水型が操用され︑
各国共これよりさらに軽緻︑コン
パクトで経済性の蔑い改良型加圧

る︒わが困においても昨年春改訂

水型にその開発囲標がおかれてい

された原子力開発利屠畏期計画に
その関発鳳標を﹁舶用炉の改良を
中心として一届の研究開発を進め
る必要がある﹂とし︑さらにその
炉心も﹁今後十隼以内に経済性が
向上し実屠化が期待される舶用炉
は︑加圧水型軽水炉の改良された

第︻船建造の意義

ている︒

ミル以下とすることに闘標をおい

倍程度︑燃料費は柚馬力時節りニ

機関のコストも在来抵進機関の二

採り上げ︑これによる除子力推進

たCNSG皿型と同程度のものを

もの﹂と予想し非常に簡略化され

造の意義は大きいものと遣われ

自主開発の必要性

オツト・ハーン号

携待され︑この点からも第一船建

う

船の爽用化のための開発愈欲は高

れ︑英国においても昨年二月薩業

総合した広義の経済性を保つこと

はねがえってくるので︑これらを

ユーラトム加盟六ヵ国が将来その

石船としてつくられてはいるが︑

董支えなく︑オノト・ハーン碧も鉱

応経済性を無視したものだと見て

が︑サバンナ号とレーニン昼は﹁

性はますます高まってくるが︑原子力軍艦の技術塞盤を持た

高速化︑臣大化の要請
かつては十八ノノトが定鯛貨物
船のスピードの限界と思われてい
たが︑造船技術の進歩と網まって
二十三ノノトのコンテナー船とな

り︑さらに今日米圏では三十ノソ
トの高速船が罰画されるなど海の

スピード競争も全くその 将 来 が
予測できないほど激しくなつだ︒
同隠に船舶のエンジンの出力も一
万数千罵力から厳万馬力以上とな
り︑十万馬力の声を闘くのも選い
将来ではないと思われる︒

一方︑船型の巨大化から近い特

ンカ⁝ではその出力も七万馬力ま

来実施の予想される玉十万ゾのタ

この方面からも蕩出力の経済的機

だはそれ以上のものが要求され︑

関の開発が要求されている︒在来
のディーゼルとタービンは︑それ
ぞれ高出力化にしのぎをけずって
いるが︑高出力の機関になれば獣
料消蟹量も豪た増大し︑十万馬力
級の航続距離の長い船では︑一万

建盗実績を生かすための共同研究

国の原子力第一船もまた岡様であ

による実験船の色彩が濃い︒わが

隅力になってもボイラーにとって
る︒

このように舶用炉は園下なお発

替わる原子炉はそれほど大きくな

らない︒また燃料はその距滋︑容

のがないと冤ても差支えない︒し

展遍程にあって︑決定版というも

かし原子力機関の実用化について

身共ほとんど変らないことなどか

い航路に就航する場合にその威力

は二三をはじめ欧州主要海運国に

ら︑高馬力の船舶や航海馬蝿の長

を発揮する利煎がある︒将来経済

に取り纏んでいる︒米圏AE工L海運界が望むのは︑経済性の誓い

原子力船の実用化のため︑特に

ものである︒これも単に採勢的に

おいては︑さらに一歩進んだ研究

十万馬力箭後を境にして︑それ以

は

九六六年に憲十ノソト十万五

上ではより羅利となるといわれて

庄来船に匹敵するはかりでなく︑

的な実用炉の開発きれたとき︑

黒川氏

千馬力の原子力商船三鰹の建造を

いる︒
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原子力機関への期待
このような事捕から︑明瞬の機
開は︑まちがいなく原子力を耕用
したものであろう︒原子力機関は
在来のタービン機関とちがい︑高

舶用炉の自主開発が課題
覆樫霧羅黒川正典
原子力船としての安全性の確保の
ため︑もしも航路︑三一の特別指
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