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団は共同でこの研究を始めており

の核燃料政策の星本方針を決定し︑その申でプルトニウムの軽水騨への利用研究開発を特定総合研究

炉に送った︒鷺中研も米園のE鴛

試験鯵料をノルウェーのハルデン

締結︶︑今年六月には照射のため

年十二月に共同研究契約を

た原子力委員会が︑関係各界から意見を聴取したもの︒これに対して塵業界は︑星本的にはこの案に

プルトニウム燃料の炉心設誹︑照

▽研究開発の分担①原研は︑

試験研究を継続する必要がある︒

躍者や燃料加工業者箏が工業化の

▽研究開発の運営学膨経験瀟

期待する︒

する︒⑤大学には︑基礎的研究を

力炉への装荷︑炉心設諸篭を分冊

劃謝算に協力し︑第二段詔画で動

魔気購業蓄は︑第一段謝画で核設

▽研究開発の進め方

段計画でプルトニウム燃料集合体

談会の報告︶が︑これを蕩速撃の

面滲照︶である︒さ

ム燃料の加工購業として経済的に
成立するか否か疑問であるとの考
え方もあった︒が︑紬周︑この技
術は︑プルトニウム・セルフサス
テイニング方式を採罵している新

があり︑開発・藩穣の必要がある

型転拠炉罵燃料とも楓当の共通性

ということで葱見が一致した︒

豪た︑この技術灘発を進めるに
は今後十年間に総額約四十懸円が

必要と試算︵核燃料懇談会の報

の打合せ会で薩業界は︑政府の具

告︶されている︒このため︑同日

の︑海外との協力等を含めた全体

体案を誌本的には了承するもの

の姿の中で︑政府と産島隠の役割
りをどうするか︑それに伴う具休
的な施策と＾資金の分．担はどうす

るのかをもっと明確にする必要が
あると述べ︑早急に原子力局がこ

官︑内閣副謙讃宮長︵幣原内閣︶

科学技術庁は十＝月四日︑第

▽認一月二十日

午朝嶋放射線

日から二月十二日家でに︑受験

受験希望者は︑来庫一月十三

午後11核燃料物

に関する技術

の測定および放射線障害の防止

を來卑蹉月十九︑二十の両日︑

質に関する法令︒

一回﹁核燃料取扱主任者試験﹂

東京・千代畷区北ノ丸公園の科

政府は今年七月に原子炉等焼

学技術館で開くと公密した︒

履歴欝︑戸籟抄

申込密に所定撃項を鵠入の上︑

本︑写爽︵正面

形︶︑返信用封筒を同封し︑科技

上半身鹸で手札

庁原子力局核燃料課へ申し込め

主任者試験を公告

第一回核燃料取扱

制法の一部を改正し︑新しく核
燃料取扱主任巻
の認定制度を撫

試験は︑この改正に伴って爽施

えた︒こんどの

されるもので︑試験の日跨と課

種放射線取扱主任者試験余格者

ばよい︒なお受験希望者で第一
決手−一核燃料

記載した轡颪を岡封ずること︒

は︑その合格熱度と免状番号を

▽三月十九日

開は次の通り︒

物質の化学的性質および物理的

いに関する技術

技術庁および腹固省に対し︑同猛

署長︑銀行検査宮︑大蔵省の主群

等を歴任︑照和二十一無貴族院議

炉心圧力が低下した晴にのみ有

冷却系の大破断時のみ︑すなわち

れていたが︑これらはともに一次

系およびコア・スプレーが設置さ

非常用冷却設備として非常用復水

岡発膿所一編機にはこれまで︑

町申請した︒

することも︑同時に︑それぞれ解

備に﹁趨圧注水系﹂を新たに憎設

勢に対し︑一暑機の非常胴冷却設

また集蝿は堅塁︑科技庁と通碁

策躍︑関躍の﹇昌機

非常冷却設備
の増設を申請

化にふみ切ったもの︒

性質午後薩核燃料物質の取扱

の育写翼を作ることになった︒

出力四十六万Kwに
?勧許可申請を提出

への利用認画がなく︑ヨ菱が︑そ

千KWにおさえていた︒ところが

全を期して熱出力を翼二十一万藻

騨施設変飽﹂および﹁電気工作物当疇︑詳細なデータが少なく︑安

撫島原子力発電所一号機の﹁原子KWを申請する計画であったが︑

変更﹂の鳳町申請を︑それぞれ提

三つ巴

出した︒

ミルストン炉で︑建設瞳よりも十

最近︑ドレスデンの二︑霊骨機や

どの例もあり︑これらの経緯やデ

大平氏略歴

昭和十一庫束京簡

圏点Q長野県出身︑七†二識︒

属︑横浜税務騒慢︑仙台税務監督

科大卒後︑大蔵省預金部属兼大蔵

燭︑東京理財局各間税部長︑経済

秘欝熱冷を厘任︑昭和三十五鉱・に

安定本部公共事業課艮︑大藏大運

内閣宮罵長宮︑三十七年に外務大
臣となり︑昨卑十二月目ら良民党
政務調査会長︒番川祭薄身︑五十
八歳︒

政務次官も

︐別選

専門蒔盗会へ審査を付託した︒

受理し︑同田︑原子炉安全

八日に爾社の申請︵東電二︑関蠣

なお原子力委員会は十一月二十

躍されている︒

が計画中の二丹機にはいずれも設

この﹁注水系﹂は︑ともに両社

に︑それぞれ許可申翻した◎

水系﹂の増設を︑科技庁と通産省

め関電は十一月二十日︑﹁曹圧注

非常冷却設備がなかった︒このた

うに︸次冷却系の小・申破断時の

羨擁原子力発電駈一碧機も同じよ

この点︑炉型の違う難燃躍力の

に有効な設備であるQ

﹁高圧注水系﹂は︑小・中破断蒔

効だつたが︑こんど増設される
五％の熱出力上昇が濾められるな

蕃社のこんどの申事は︑一暑機

せようというもので︑これに伴い

KWから百三十八万KWに上昇さ

の熊出力を従来の百二十一万三千

となった翫馴を如何にうまく︸本

万三千撫

第三次佐勝内閣は†一月三十日

局決算課長︑同調査課長︑理財局

蛎が騨任大嵐として就任した︒ま

員になった︒翌庫参議院磯員にな

畏総会長︒一昨年勲一等瑞家灘を

電気繊力は従来の四十万KWからータから東電も一号機の出力上昇

糧閣を完了︑園田から薪発足した

国儂課長︑国民三十奨励局次長︑

@蠕三 次 通産大臣は大平氏

が︑第二十三代譲の科学技術庁長

海外駐在財務宮︵中華民困駐在︶

た迦商就中大臣には大平疋芳心膠

長︑外勝餐員長︑予算委員長をつ

り︑講院逼営委員長︑大蔵委員

衆院繭貰旦が厩任した︒

︵きうち︒し．Oう︶氏闘参院議員 主訓局長︑預金郡長冨︑恵売局畏

融融尿嚢力委最長には木内四耶

f藤内閣

科技庁長官に木内氏

仏六十ジ︶︑これではプルトニウ

全体としては十年閤に

ナの加工照しかなく︵ウラン螺料

トニウムは︑十年間で千六百五十

論を得なかった︒さらに余剰プル

紘していくかで論議されたが︑結

の打舎せ会でもこれら

の対処策を望んでいるもの︒岡田

東鷺は当初︑熱出力覆三十八万

り︑覚十王の訓蜘を含めてPWR 束京蟷力は十一月＋九日︑科学困十六万KWに上昇される︒

がBWRへの利嗣を前提としてお

は︑5PDRによるわが国の計颪

すべきたと要望している︒これ

R︶利用による照射謝画にも参加

米国W11社のサクストン炉︵PW

らに最近では薫菱原子力工業が︑

く交渉中︵㎜

王と協力してこの研究を始めるべ

頃にプルトエウム燃料の簗扉体を
射︑燃幾︑物懲簿に関する試験研

で描成する﹁運贈会議﹂が︑基ホ

通りである︒

数個実即発電炉に護荷し︑その結

業団は︑プルトニウム燃料の設謝

究を霊として分担する︒②動燃購

四十九年

果を五十二年頃に評価し︑この技

し︑推進する︒

一段副画として？CAによる核設研究︑試験製造︑ロンドへの加工
研究︑照射後試験等を空として分
計に関する実験︑JMT8等での

︻解説M

力試験炉での燃焼試験を行ない︑

の年立と︑関連の設計等に関する

実現豪で備瞑するよりも軽水炉に

標もある︒すでに原研と動燃染業

一◎一◎ムー
原子力第一船

クルの皐期確立という︑大きな闘

術関発の虫眼︒さらに咳郷隣サイ

のが︑プルトニウム軽水蝉利胴技

使って商効に利用すべきだという

トニウムが余剰となる︵目隠料懇

第二段謝圃で実網目電炉により集
研究に協力し︑錆二段謝圓では︑

経済燃如何は︑さらに動力炉設

全塗鞘に燃料加工を分組する︒④

奪代宋に累計約三十ゾの生成プル

わが国では昭繍五十

照射試験を経て︑JPD三等の動野する︒⑬燃料加工業者は︑第一

一画に沿って︑奨行計爾を作成

術の実用性を確認する︒即ち︑第

購旦爪された奥山案は概賂次の

員会で詳細な計薩を揮検討することになった︒

蟹成したが︑海外との協力や資金分担等で明確を欠く点を摺摘︑これらについては早急に︑原子力婁

として進めることをうたったが︑同日の打合せ会は︑この研究闘発の進め方等について員体案を作っ

二十九日午後︑過量・霞が閣の霞賑会館会議窒で開かれに︒原子力委員会は今年六月︑わが国の今後

プルトニウムの軽水炉への利用技術研究開発に関する原子力婁員会と産業界の打合せ会が︑十一月

産業界と懇談︑倉担調整へ

匹

原子力委が具体案
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舎体数個の燃焼試験を行なう︒

原子力第一船の船体趨工式のもよう

二

購

日

船体の起工式
原子力第一撃録画の起7式が︑
十一月二十七日︑東銀・豊洲の石
川島播揖屋工業・野離薦二工腸で
行なわれた︒

岡日は佐藤運輸省舩舶局長︑山
県海事協会長︑憂事薫菱原子力工
業社瓦らの関係餐が見鴬るなか︑

穴正九年染大法学

第三圓

基礎共通

第九回日本g一会識

なお政癩は十二月三幅の闇議で
新政務次窟を決定したが︑科学技

R一土木建設菓懇談会

邪門打合せ十一購午後踪産

R一鉄鋼菓懇談会

蓑貴会十一日午後原産

第三回委員

み・わたる︶氏H参院講員︑全国
区臓が︑通線魔策政務次讐には藤

会十三口午後線型

尾正行艮衆院議貫蹄︑植木光教昌
彦院議無一1の両氏が瓢任したQ

瓢

木内氏略歴

部国後︑大蔵属︑財務澄詔︵英︑

とめ︑昨年二月から自民党両院議

一）

術政務次官には平果渉︵ひらいず

▲

午前十時から国蹴蔽萎︑韮串間典
に続いて田口連黒石播社長︑佐々

仏駐在︶︑横須賀および京学税務

木内氏

木周押原舩事業園理甥長の一入

購

が︑鮒底部となる鋼板︵厚さ二三

㍍族

㌔獅

典

軸

大平氏

層︑長さ十梼︑幅一一耕︶一⁝枚を 禰

接する霞動浴接機一蕎のスイノチ
を押し︑鮒休建造に蒲物した︒
この織体は来年六月に遣水し︑
臓鼠の後︑むつ弗に圃瓶の予足︒
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によせて

なるまい︒

現実の閻題として︑原子力発躍の開発

ぬ明日である︒例えば立地担保について

は︑通遅省が三十八黛度から約二十力地

機に立っていると述べている︒

九羅力会社の原子力発電施設

験

描置が必要であり︑また動燃幽資への損

促進には︑各機損失の帳減のための特別

確保はまた別の聞題としてさまざまな要

点のボーリング調査を笑施したが︑敷地

災準備金や海外操鉱開発への助成策等も

規換は︑運開べ！スで五十年度
に山ハ醤万KWをこ一凡ることは磁

因をはらみ︑多くの彊力と出叢を余儀な

の数字が示されている︒さらに六十年度

万KW︑五十五無度荒田衡照十三万KW界が︑潮来にわたり︑数多くの立地地点

央躍力協畿会︶では︑五十年度六酉九十

を検封するなど︑これに投ずる努力はは

を確保するため︑地域社会との共存方策
考えるならは︑醒気禦業者自らが︑原子

進められているときくが︑一歩を進めて

いては︑いま︑政府で重体的な検討が

不可欠のものと考えられる︒これらにつ

一方︑六十年度謹でに約十万紬と予想
この機会に︑原子力発鳥目進上の各種

二型

誘饗

酒井さんはいま企画室憂兼紐
・で︑毎田︑鉄鋼ビル六階の原子

仕撃の鬼

の異名

力室と七階の企画箋を往つたり

来たり︒

羅源醐発の原子

は︑積極的に協力したい︒さら

いても﹁動黙から飲頒されれ

にナシコナル・プロシェクトと

力凝議になった

発できるような手段についても

編綴蕗続・て︑食が暑︑誕開

叡炉が必要になろうとの削重

は︑五︑六琿前から眠本にも璽

制で︑この原子力整が祉内的にご損談したい︒とくに磯発で
たが︑なんといっても︑九鍛

勉強する体制である︒

軽水炉でも建設できるように︑

では要請さえあれは︑たとえは

立つだろう﹂という︒また躍発

これは︑ATR開発にも十分役

で︑カナダ型を勉強してきた︒

も対外的にも対処していく︒

力は︑鷺発にとって轍一のお客

繍

が蕃大事だ﹂という︒

を持ち︑しょっ中言ミナリを落 さんたから︑駆力業界との協醐

すそうたが︑﹁原子力蜜にはた
⁝くさん地霜があってね︒優秀な
⁝スタソフはいつもハソバをかけ
⁝られるよ﹂と馴しく謳る︒実に

＜曙ｲ瓢無乱騰嫌麓

し︑戦前の日発をへて︑戦後二

﹁原子力界には︑九電力︑原十八奪聡発設立の際同社企画部

を歩いたたけに︑電力業界には

ンデー8︶︒象鷹は千鶴子夫人と

といった懲見もあった︒

農

載4

東京支店 東京都中央区銀座爽1丁闘10番目三晃ビル3懲

実とみられ︑町年度の蹴力長期墨画︵中

認⁝状︶を発表した︒これによると

までの開発目標としては三千〜四千万K

くする現状である︒電気環業を含む産業

躍気雛業は咋年度も豪た︑わが国経済の

c 逓薩雀はこのほど︑昭 和 四 十
⁝ 三年版継力白盤︵電気野業の現

安定成長と重力使罵の疑度化に支えられ
力発電に伴なうあらゆる箔置を考えねは

Wが予想されている︵総エネ︶︒

しかしながら︑これが実現のために
される核燃料資源︵ウラン糟鉱で︶の確
問題点を整理検融し︑電気箏業本来の業

かり知れない︒

て約一四％の供給の伸びをみせ︑収覧状

は︑資金の調達のほか用地の確保︑核燃

保については︑聡力野業自らが海外と長

ならぬ体制が果たして妥当であろうか︒

今臼装での騒気購業は︑主として大容
料の艮期安定硫保︑施設の園産化︑核燃

ついては︑図ならびに広く産藥界がこれ

務を除く各種の付帯的な描罎︑業務等に

明るい人た︒

水力発日に集中す

羅発は阜くから原子力に手を
つけたが︑

蟷︑動燃︑賑発︑メーカー等が に移る︒以後︑工務部業務課

との電力業界の要請

あり︑いろいろ複雑な画因があ 長︑北海激十勝生玉所長︑業務

⁝べきた

ﾌ的な詔画を持てなかった︒し

・Oう︒蹴発としては︑全体が調 部日日︑企磯驚長をへて︑現在

⁝で︑原子力発恥所建設という員

かし︑このほど︑九聡旨旨長会

顧ある発展をするような方洵に
で隣る︒主として営業と企画畑
進みたい︒この心構えで︑私と
．一

で︑動燃のATHの婁託建設を
キソカケに︑待望の原子力発心

しても全力投球するつもり﹂と 知人が多い由︒趣味はゴルフ︵ハ
．⁝

への進繊が決まった︒

だから︑AτRの建⁝設につ二男︒満五十四歳︒︵M・王︶

﹁これからは将来の隙子出発抱負を諸る︒
聡にそなえ︑経営に瞳結した体

動燃濫淫団︑原船箏駐留︑ 放医

今回は︑とくに四機関から現状

研︶の体制について懇談した︒

での闘麹点について貝体的に愈見

を聴取する予麿であったが︑紹

なお席上︑灘外先進諾国の研究

局︑抽象的な指摘にとど則った︒

機関の体制とわが国の揚合とを比

較してみてはどうか︑との意児が

︵AEA︶があげられた︒岡田は

出され︑豪ず︑英融の原子力公社

この話題に大半を費したが︑申に

は〃AEAはすでに闇発研究の没

る状態であり︑これと︑わが麟の

割りを果たして第二段階へ来てい

い

現状とを比較するのは妥当でな

踊：

漕

況もきわめて安定した推移を示した︒

量新鋭璽拙火力発躍の建設と供給設備の

して海外ウランの探鉱開発に繰り嘉して

期供給契約を繕ぴ︑また鉱業界とも協力

体制の畢期確立は璽要な条件である︒電

鷹副長を円滑に推進するうえで︑国産化

だに輸入に依存しているが︑ぼう大な発

原子力発醒プラントの主要口分は︑いま

なお︑同旨欝も指摘しているごとく︑

してみる必嬰があるのではなかろうか︒

を分担する姿を︑このあたりで十分検討

料サイクルの硫立など︑今後解決を要す

物の処理処分など︑従来の企榮経営では

いる︒さらに使用済み燃料の輪送︑廃棄

近代化などで彌要の増大に対処し︑業務

もちろん宅れらの方鍛については︑国

るき謙ざまな問題が横たわっている︒

いる︒しかし叢近︑新たに公審対策︑過
の原子力政策として十分な倹討も行なわ

と罫引し

躍力白藩はこれらの特質を的確にとら

て︑豪た国の産業政鍮の璽要なポイント

力を含めた原子力産業界共通の螺題とし

え︑それゆえに〃璽大な転機

ているものと考えられるが︑今後相嶺期
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ことが痛感される︒
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として︑その認識を一匹深めねばならぬ

間は︑厳密な悪留では閥発途上にあると
晃られる除子力発電は︑工娚の延長や運

﹂窟8層闘圃舳■窺璽麗謬85

転の不安定等のリスクも予想しなけれは

﹂屡塵贋盧潭置■腫置3璽腫●

︵十二月二十日︶でさらに検討す

原子核特別婁員長︶︑坂田二一氏
︵同︑現原子力特園婁員長︶︑三

宅泰雄氏︵束教大︑岡︶氏ら︑ま

次回︵一月二十九日︶は︑米国

および礪独の研究開発機関とわが

国の体制を比較検酎する予竃︒

多彰！多彩

覇盛夏灘︵株︶住所変更︑新住

所は東京都千代田区為楽心心の九

原産に入会︑

闘

の合理化でサービスの向上にもっとめて

密化対策箸の闇題がクロ；ズアソプされ
れ︑貝体的に実施に移されつつあるもの
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二︑トピソクや将来性の問題を
統一テーマとしてとり上げ︑丁寧

ることになった︒

日本学術会議第
八期会翼決まる

日本学術会議の中央選挙響理委

二六︒鴛一％↑︑申部＝ハ・二％︑関

西一九︒三％︑中国八・二％︑四

第八回会合開く

︵東大︑全野区︶らが︑当選した︒

本原子力グループ四百七十万円︒

体制問題懇談会

◎脚

第一生命館︑鑑舗東無︵二一四︶

大陽物巖︵株︶

三三一一

7脚

祉量二沢寛縮氏︑住所は東玖郡中

電語東照︵

央区日ホ橋通り一の二国分ビル︑

毛二︶一七二︒
て原子力研究開発四機聞︵際研︑

第八園会禽を関き前回に引き続い

千代田区平河町の全共連会騒室で

巳氏︶は呵一月二十九日︑乗出・

関体髄聞題懇談会﹂︵座長萄沢広

原子力婁会員の﹁原子力関係機

▽建設会社目鹿勘建設︑大成難

▽銀行協会U十六銀行で分担︒

▽その他雛日本揮発油二酉万

暑

話

松

騰役馬畏

予想もされなかった多くの聞題が︑原子

公益事業としての世羅を果し︑かっ企業

﹂躍■算鱈翼羅露■8■冨澗騨

る︒

もある．動燃製業団のA㌘魏︑FBRの力発鑛の開発に伴って次々と生じてい
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施設者宙らがこれを解決しなければなら

運営に関する当面の諸方策は︑ほとんど

しかしながら︑原子力発一所の建設︑

施策といえよう︒

も︑俗来の核燃繕サイクル確立の懸致な

またプルトユウムの軽水炉利矯の検甜

開発︑他罵済燃料再処理施設の建設も︑

としての安定した発展を維持するために

﹂盲覇鋼欄墨●誉8膨■■鋼匿

にし︑数十万がを投入する予定︒

の充実を図るのはよいが︑従来の
ように単なる報告に終らないよう
な方陶に持っていくべきた︒豪た
原動研独特のカラーを出してはど
うか︒

かから︑二百十人目全国区衡六十

舞⑧
表した︒

なった第八期会員選挙の結果を発

員会は︑十一月三十蹟︑さまに行

の異動があるが︑研究活動をさら

釜︑各年ごとに会鍛に半数近く

に充話するために︑旧習鎖との連

その主な内訳は次のとおり︒

円︑千代田化工二薫万円︒

名古麗市申村雪笹衡町ユ（住友鹸行駅龍支店ビル）
玉手・高知・大阪・横浜・市μ1・芝浦。堺・下津

哨古郡

3屋山

名古麗支店
工
場

大阪市⇒ヒ区堂養浜逓1一三57番地

被

は︑さらに徹底した禽理的な体制鬼戴嵩え

今風の白魯では︑これらの点を強く諏

る必要に迫られている︒

する豊窩低回な鑑力供給費任を 果 た す

識すると共に︑躍気事業が本来の使命と

ため︑原子力発魁の開発推進を璽要な課

●日纈●國

目

ることになっており︑両者から出
るデータは︑プルトニウム利用の

つくもの︒これらの檎職の入黍は

実用化に︑技術酌︑経済的に結び

ぱいで満了となるため︑十一月二

これは現会員の任期が今年いっ
絡を密にすべきだ︒

十五日に選挙が行なわれたもの︒

とくに原子力関係では︑第四部

については︑関係各グループが協

▽九民力目北田道四・九％︑北

が選はれた︒

なお︑次馬までに各会員の原動

総数二穴三人︵全国区薫九十四

で伏兇康治氏︵名大︑全国区︑現

人︑地方区四十九人︑欠質一人︶

研に対する慧見や︑統一テーマな

人︑地方区六十九人︶の候補看のな

力して研究する必要があり︑この

陸五・○％︑束北七・七％︑東京

翻石綿紡織品
麗テフロン製品

題として︑その本格化を迎えて蜀大な転

團
GE︑W H 社 と 共 同 研 究
蹴建謹数十万ドルを投入

わが国のプルトニウム・サ⁝マル

いて︑第二期計霞がEE二四酉万 利用の研究闘発にも大きく審与で

どについてとり渋とめ︑次回会舎

原動研は発足以来十余年︑原子

ため原動研の厳年度︑家た長期の

た第五郡からは日本原子力学会が
▽原子力五グループー1住友線子 推陣していた描木笈一属︵京大︑

繍四・四％︑九州八・○％

ル⁝プ六千万円︑建設会社﹁千万

PDAへ︑軽水炉へのプルト一一ウ にそれぞれプルトニウム燃料数本

力技術者の養阪と︑知識の交流に

統一テーマを選窟してはどうか︒

いる︒

ム利用 副 圃 を G E お よ び W Hの両
を装荷している︒窪た電中研を通

ル⁝プを薪設するなどの活動を撒

貢献しており︑傭勢に即応したグ

属

隷

圏住宅用断熱材／ホームマット

産
フ
ブ

原
醒力中央研究所︵松永安左衛門理堺長︶は︑米国のエジソン︒エ

デ9

る︒日本のメーカーは第二期謝画
には参加しない︒

動燃への43年度民
問出資分担決まる
動力騨・核燃料開鑑肇業団の昭
和四十三相差民間出資二懸円の分

研究会は︑十一月二十五B午後︸ 橋契氏︵コスト︑高速騨グループ

円︑躍源開発一千万円︑原電三三

全国臥︶︑岡田実氏︵阪大︑地方

主査︶が︑原馳研の現状と︑無会

万円︑銀行協会千二酉万円︑損保

力グル⁝プ八省万円︑．三菱原子力

晴半から原産会長室で︑主査・幹

に対する見解などを述べたあと︑

量は︑九電力一億円︑原子力五グ

くに羅中研は第一期計画に約二・

廓代表打ち妻せ会を開き︑﹁琿会

協会積万円︑その他四百万円と決

設︑滴水建設︑大林組︑竹中工務

けてきている︒同鷹は︑まず︑三

縮島屋
区︶︑鍛六部からは桧乾霧義夫氏

している︒躍中研の契約額は薦万

五万がを擾じた︒なお︑圓計画は

愈児の交換を行なった︒

思った︒十二月五日窪でに申込

庸の各藩が二百万円ずつ分担︒

田本原子力薩業会講の原子動力

原動硬主査・幹事代表打△口せ会

長期目標などを検討

にこの第二競讃醐に参加すること

ている︒そこで︑わが国でもさら

の義金謝画で︑すでにスタートし

レクトリンク・インスティチュート︵E温1︶のプルトニウム燃料 が︑GE二薦万が︑WH二百万が
きるもの回として︑注鼠されぞい
研究開発謡醐に参加しているが︑このほど︑軽水炉へのプルトニウ

いては︑五力銀計画で四十一年か

ム利用の第二期研究誹画に協力することになった︒

餓力中 央 研 究 所 は 昭 頽 四 十 一 年

﹁プルトニウムの軽水炉への利用

ジビリティ・テスト︶が終了し︑

七月十三日にE践工とプルトニウ ら二年間の第一期研究劉画︵フィ
ム燃料研究開発契約を繕び︑現在︑

①高速炉 へ の プ ル ト ニ ウ ム 利 用 研

究二二︵RP−73︶と②軽水炉へは︑技術的︑経済的にも翼現の可

横浜・米子に疏通

グループ千四口唇†万円︑集義原

がで︑このうち軽水炉計圃分は二

G猛とWHがそれぞれ別個に進めの充実のための方策および原動研

主な慧見は次のとおり︒

み︑十二日が払込み聞となって

の利扇研究計爾︵RP172︶に参能
加性がある﹂との結論を得た︒と

・五万が︵第一期計画︶︒E皿工は両

ており︑GEはドレスデン︵BW
の長期目標の検討﹂について耀し

一︑多くの分野にわたるテーマ

この第一期謝画の結果にもとづ

じてB本のメーカーも謬糊した︒

子力グループ千四百七十万円︑臼

プロジェクト推進のために︑高速

含︶
つた︒
R︶︑WHはヤンキー︵PWR

このう ち ︑ 軽 水 炉 秘 胴 嚢 腫 に つ

ウム利用詔画をA

東京。大阪・京都・堺

「「

炉へのプルト一
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五年分のMン賑レを認める
濃縮工場の民間運営も検討
米国原子力委員会︵A皿C︶が最近明らかにしたところによると︑ウラン賃濃縮に関する政策を若
鷺し︑需璽嵩に対して︑常に必要とする濃縮ウラン五力年男を引き渡せるようにするもようである︒
もちろん︑この五力卑分のインベントリーは最初だけでなく︑いつでも礁保できるもので︑隷農補は

実際に必要とする五年荊に灘縮ウランの引き渡しを曼けるように︑AECに難して注文をくり返すこ

濃縮論議に
活発な意見
世界フォーラム大会で
先日ワシントンで開催された世
界フォーラム大会ではウラン濃縮

に関する問題も種々論ぜられた
が︑その中でAECのジョージ．
クイン生産鄙長は一九七五年の技
術水準でのパデュ：力濃縮工腸の
コスト野風を発表した︒ζれによ

な関心を添したが同時にそのイン

の分離作業一単位嶺たり三十がと

その後も一九六五庫七月一臼現在

二年閲の経過措置が必要であり︑

よると︑民嘗移管には少なくとも

ミル／KWHになっているにすぎれぞれ二十一一二十ニザ／KG︑

弱であったのが︑現在では四・

場の電力費は平均四ミル／KWHがとなっている︒これは一九七八

一が上っただけである︒濃縮三工 しい敷地に建設する場合で一三億

り︑

一九六五年七月一日から僅か

今豪でのところ非常に安定してお
拡張した場合で十一十一億が︑新

の工場建設費はパデューカ工場を

ると一七︑五〇〇ゾ分離単位／年

ベントリーの維持費が高くつくこ

いう墓本料金に労賃と電力費をエ

とがで嚢る︒

とを心配し て い た ︒ こ の 点 に つ い

スカレートしたものを鍛高隈度と

外国の聡 要 考 は こ の 政 策 に 大 き

ては外国の醒力会社はそれぞれの

することに変りはないだろうとい

藩野瓢灘薦鍼講

年の価格水準で分離単位当たりそ

舗要をプールし︑それを︑いわゆ

うことである︒AECの濃縮費は

に建設中である︒この中︑第一暑

ン︒ボベリ損と協同で︑スイスの

達し︑同年後半に商業的規横で稼

たもの︒WH社はスイスのブラウ 発急使は一九六九駕初めに臨界に

ウス・エレクトリック社が製造し

ない︒

必要撒つつ 入 手 す る と い う よ う に

る燃料銀行 の よ う な も の を 通 し て

なるだろうと推測されている︒

従来AECは身心分離法に対し
スイスに初の
て否定的な毎度をとってきていた
核燃料を輸送

が︑ジコン ソ ン 原 子 力 委 員 は 電 力

ウランを響るためには働か十がの

縮ウランの卜えをするのでなけれ

じてカスケ4ドを改良し余分の濃 ら下へと吹き隣すようにして︑炉

ルス氏はA猫Cが匿大な資金を投 まに冷却ガスの流れを炉心の上か

編のウラン⁝トリウム燃料7イク た︒稼動率は五九％卍︑︑あった︒

またこの改艮炉心では︑高一

ことにより一九七〇聖代の撮要に

分低濃縮ウランを余分に生灘する

かにその態度を決めることの必剛

が必要であるとし︑米困議会が速

ば一九七五葎頃には新工揚の建設

均出力密度を炉心立方メートル嶺

千﹁

艮を加んで︑燃料温度を湿高摂氏

滅齪を局撮にδらさないような改

心の上部にある稼動中の燃料父換

．野臥をもった二撫日的炉が幽現す 増は一名であった︒京た協力協足

燉?用罷で︑震すれば︑弾 支出経蟹は二二十万五千㌧︑人員

四千闘蕎八十爪MW．〆日に建し

である︒またクイン生産部長は当

新規投資をすればよいということ

応ずることが出来るから米国での

ルス・エジソン挫のゴードン．コ

性を強調した︒京た︑コモンウェ

スペインのマドリソドで開かれた

の手段となろう﹂という見解を明

塩は︑政治的繁張を織翻する一つ

肥料および化学工業へ供絵すると

この︸隼間の同謝醐では︑すぐ

ように︑表面を特殊撫工きれπ多

これらの自画に関する研究や分

いる︒

ることになろうと報告書は述べて

や専門家の派遣が行なわれπ︒

ボベリ社︵スノス︶と惰報の交換

にもとずき︑米翻およびブラウン

脱盗については撮大の関心を集め

必要がある︒このような試験騨の

出力十万KWの試験騨を建設する

験にはこの原型炉に先だって回気

＋億円かかるが︑蒸気型炉の燃料

建設には少なく見澱っても二責七

ている︒とくにスペイン南東部で

市バルセロナ附近での冠水と二二

の大潔癖慢工復合体および工業都

が選はれた場合︑炭化物燃料の試

縫饗購甦

ウインフリスにあるドラゴン炉

第二次炉心で運転され︑燃焼率は

各国際機闘の編力が必聴である︒

蓄髪に必要な試験炉は酉八十億田

を快給する睡子力施設を検討して

スクを少なくし︑投資を竹ないや

規狭施設の面割をオークリノジで

シェクトとして予定されている大

発は︑このために早くから多額の

したがって︑ナトリウム型の醗

ですむ︒

すくするための技術や開発さらに

るべきで︑もしこれらの国が開発

資金を注ぎ込んでいる七穴に任せ

る︒この意味において︑わが圏

ム型の開発に必要な資金の︑ほん

の一部で︑その使用認可を獲得す

性や安全姓の飽ぷ重れるナトリウ

第二次合力奪計画で調査を進めて

イギリスでは補助水源としての

に成功すれは︑顯ドイツは︑経済

進めている︒またプエルトリコに

鉄鋼業が原子力聖職にあらゆる

フランクフルター・アールゲ

は︑依然として襟腰のようであ

珊

いて二方向からのアプローチを行︸

ら民聞企業に受け継がれるべきだ

なっているのは︑工業開発は国か

マイネ・ツァイトンク

資金や瞬間の点から︑熊気冷却型

を通じてシーメンス・インテラト

れていることに加えて︑KNK炉

い関心を示している一方︑AEG

ム社グループがナトリウム型に強

素の開発︵カール炉およびHDR

はBWRの開発と核過熱燃料要

炉︶を通じて蒸気型に関心を持っ

この開発炉型選択の悶題につい

ているからである︒

何らかの決

て︑ストルチンベルク科学研究大

定が下される萌に︑高速炉開発に

臣は︑最近の議院で

関係しているカールスル⁝工原子

に下院科学墾員会のメンバーが聴

力研究所と産巣界の代褻︑ならび

聞会に出鯖を要罰されることにな

めるため︑問援貴会に調査轡を渡

ろう︒政約はまた炉型の蟹否を求

って︑同姿員会や識院はプロジェ

クト選定について適切な判断を下

している︒このような手続きによ

はその五分の二の五為八十億円で

わめ﹂慎重に麩灘している︒

すことがでまるであろう

ナトリウム璽の開罷には輪講瓢

すみ︑五年以内には競合陶な躍気

と︑量

出力ム十万K廓敵の原型発聡齎を

覆五十億円を要するが︑蒸気型で

次のようである︒

裁し注囲されている︒その要点は

という圏の経済機構に強く影響さ

プロジェクトを擁護する論評を掲

は︑開発

れているが︑澱近︑函独の一流新

ム型プロジェクトに集中すべきか

べきか︑去たは中止してナトリウ

ず︑蒸気型プロジェクトを継続す

以上のような石面にもかかわら

ることができる︒

蒸気か？

いる︒

原子力脇塩の窺要性を認め︑現在

めている︒

経験を旋供することである︒

原子力産業を推進するために

原子力巌業にわが国鉄鋼業がそ

この三醤蝦KWという大規模 業の比比谷器のごとく︑世界の

面で険結し︑強刀な推進力とな

る︒西ドイツが商工炉の開発につ

FBR開発で選択迫られる

プロジェクト双方のうち︑後煮

たナトリウム冷却型と燕気船却型

西独が悪玉的に闘発を追めてき

西独

ナトリウムか︑

が紘働︑一払が計画中で︑原子力

海水を呉水に変えるプラントニ基

スペインでは︑通寓火力による

した︒

大の麗心を濾することを明らかに

團の将来計劇を示し︑それぞれ多

シンポシウムでは谷国濫淫が自

謝國中のものについても調査を進

一つの露要な員献は︑財政上のリ アメリカでは︑中近東に国際プロ

AEAのような国一二開か行なういる︒

巨額の投撫も必裟となろうが︑工
関するIAEAシンホシウム﹂が

十一月十八日︑﹁原子力脱趨に

1AEAシンポジウム開く

原子力脱塩で豊かな社会を

きるようになる︒

たり五千八百KW︵熱︶を達成で は一九六七年の〜月に装荷された

画五十匿以下に保ちながら平

と判断している︒そしで︑一九九

アリー氏とロンソリデイテノド．

新工揚の建設は一九八○年でよい

〇年から二〇一〇年頃が濃縮工揚

よう主張した︒

し一日も皐く民営移響を巽現する

ノブ氏は︑民営濃縮の利点を掘摘

エンリソチメント社のペイン・キ

が次々と建設されることになるた

建設のピークとなり大規模な工揚

しかし︑ウラン濃縮に脅する権

ろうとみている︒

威として知られているケン︒ニコ

高温炉の経済性

がエクランド沖美総長は﹁逆水を

十一月五日0温CDドラゴン尚碍燃料サイクル︵ウラン瀾・プル

エクランド事勝総長の論貿は概

かにし︑将来への展望を述べた︒

大規軟に供給するための原子力肌

ニウム転襖︶に努力が集甲興れに︒

ドラゴン計画第九次年報発表

同報告轡によれは︑かつて考えら

略次の通りであった︒

されに︒これは一九六七年の四月

れていた識速材としての無鉛の固

温原子炉翌翌の第九次年報が発衷

一霞から今年の三月三†一日まで

﹁ドラゴン計画は︑懸軍罵発電 ーブの集倉体を入れるという︑か

いった大置換雌工複禽体の蕩え方

﹁原子力駅戸所が典章と贈気を

さの犬意い均質炉心から多＼の冷

は︑開発途上圓にとって禽理的か

箆式プロソク構造の間に燃斜チュ

矩としての高撮炉の膏血性を裏付

つ経済的な強震を門口にする︒同

の報管であるが︑その冒頭で︑

︵熟出力百五十万KW︶のドラゴチューブを墨入した海南式黒鉛プ

ロノクからなる先全均質面心への 隠に加工業を主とする国︑原料を

けることができたQ六†三万KW却チャンネルが貫通し側々の燃斜

ン型の原子力発酪所で︑建設費が

KW当たり衝十二♂として︑三鷹 方向を嵐ざしている︒この燃斜チ 豊讐に蒋する国︑水さえあれは鶯
コストはKW將当たり四ミル程度 ューブは︑農科のスウェリングや 嬢作物の収楓が燐循できる国には

働に入ることになっており︑一方︑

リソシェ・クラフトベルケA・G 第二弩は一九七二脳中に運転闘幽

になろう﹂と述べている︒

手力会社ノルドストシュバイツ凱

核燃料の第一圓出荷が︑この程︑

原子炉一

社用に三悪Qメガワソト加圧水型 する予定である︒

スイスの第葺σ原子力発斑所用

うように経 済 的 条 件 の 異 る と こ ろ
チュ⁝リソヒ窒洛で荷おろしされ

とくに重蟄である︒

た︒この積荷は十二個の燃料容羅

は中止されるのではないかと思わ

国鉄鋼業はあらゆる面の研究を

赫には多くの技術部門の專門家と

鉄鋼業は常に世界をリードし最

進めており︑原子力薩業の陰に

孔性掌状燃料をつめ込んである︒

会となった切めてのものと思わ

あって全力を挙げてその開発に

に粟用炉に応用できるような倣無

フィソションガスの放娼に応ずる

では今後二︑三年聞の技術的進歩

されたWH社の燃料アセンブリ︼

子力血染も五十万や百万KW時 れ︑昭和三十八年には科学技術

ている︒

大容澱のものを世界に送り出し
長く熔鉱炉を中心とした鉄鋼

このような立揚から学界業界

協力しているQ

れる︒

このような生産技術と生産設

て︑学界︑業界を通じ国を挙げ

庁の康子力平和利⁝胆口研究とし

備を世界にさきがけて完成しつ

って︑頁の経済性を発揮するの

代は︑いわはその揺鑑時代であ

がおしよせ︑放射能特性という

業の技術開発に漂子力産業の波

をあげて腺子力時代に対応した

の共岡研究は︑この種の研究で

つあるわが国鉄鋼業は︑いよい

は︑三蔵乃KW時代に入ってか ての共同研究が開始された︒こ

新しい課題のもとでわが国の全

らといわれている︒このような

世界で行なわれた最も大規模な

なり︑このほど田本鉄鋼協会に

製鉄法の研究をも匙めることに

領域の開発によ

ってもたらされることが多くな 匝大な発躍所の設謝は各方面で

ても世界をリードする十分な準

よ︑この原子力産業時代におい

わが国造船業が︑わが国鉄適

は︑原子力発掘一本にしぼら

った︒

薬の偉力を酒目した紬果︑今日

もよい︒

原子力部会を創設することにな

知能が鉄鋼耕料に結集されたこ

ス罵R

ことは︑当然である︒

の山盛賃材を供給する役割を果

ることがむしろ難壁となってい

るところに大きな成果の蕪まれ

技術革新の時代は︑予期せざ

ず︑多方画の聞発が必要である

力産業に無限の発農性を与える

の成果を生んだごとく際子力産

穫で︑鉄鋼技揃の開発も一挙に

線因になるかも知れない︒

染と鉄鋼業の接近はわが圃腺子
あるアメリカの注囲をひくこと

大されることになった︒

馬具科学と痘駕した領域へと拡

時に︑ASTM︵アメリカ材料
原子力発電に必要な高圧容躍

すことになるかも知れない︒

また揚超によっては︑石油工

になり︑今年六月にはロスアン

も︑生産設備も爽現していない

1ーーー

は︑豪た世界にその生産．技勧

いずれにしても原子力時代の

一111⁝⁝⁝ーーー

別発表された︒

が︑石油帰巣が必要としている

到来は圏荊に迫っており︑わが

試験協会︶の技術委員会にも特

原子力開発の分野で日米が全

窩越谷器．匙闘する限り︑わが国

一着一

く対篤の立揚で討論を行なう機

ることを望んでやまない︒
︑繁肴は臼本鉄鋼協公恵携理撃︶

主催の討論会が催され︑また岡

ジェルスで日米合同科学委員会

新太郎

倫が進みっつあるものと考えて

とは︑鉄鋼業にとって大きな層

のにめには多羅の放射能に耐え

で︑現江のところ鋼材が︑その

雲∴／

もので︑その成果も大きく︑原子

工学の結合によって大きな成果

ってきた︒特に墓礎科学と生産 墨体的に進められているが︑そ

を生みつつある原子力産業は︑

塒性からいっても︑また経済性

田畑

技術革新時代の新しい成果を

原子力と製鉄業
その原子力産業そのものの進展
にとどまら丁︑全手渠の発展に
新しい趨動力を喚起する働きを
持っている︐

宣る高温島圧桝料の養鰻か先決

原子という超微細な物質を工
業的に活用するためには︑人類

大な設備機械を必要とし︑その

がかつて使用したことのない臣

ているQ

からいっても鮫過材と考えられ

この放射能特性という閲議

る新材料が必要となり︑翫空機

は︑鉄鋼材料には︑かつて無か

ためには苛酷な条件下で便用す

の材料研究が盛んに行われてい

った課題で︑わが国鉄鋼業界で

工学や宇密開発にもまして各挫

るQ

も︑いち軍く研究開発が進めら

ール

力産業では無界をリ：ドしつつ

全く新しい技術

いわれるごとく

発は技術熱新と

最近の技術開

最初のツイン鳳子力発年所を同地

︻写翼はチューリッヒ空港に窒輸

如何によっ て は 聖 心 分 離 法 や そ の
よりなり︑それぞれに燃料アセン

錘によりなるヨーロソバ

他の方法の 方 が 経 済 的 に 有 利 な も
ブリニ払が納められている︒窒輔

費が米国の 場 禽 よ り 口 試 高 い と 言

私

のとなる可能性があることを認め

ているようであるQこれは︑従来 は十二月初めまで続けられ︑合謝

ることになっている︒燃料アセン

のAECの霧え方を大きく変えた置二†四基のアセンブリが運はれ

ル河の申の島に建設中の発蟷所止

ブリは空港からバーゲン郊外アー

ものとして注解されている︒

豪た︑外壁駕挙上にとっては露

揚に輸送される︒

営移管後の 賃 濃 総 科 が ど の よ う に
なるかと為うことが大きな関心事

瓢
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ものにしている︒にもかかわら
ず︑米国の宇密航窒会社と外團の
タービンメーカーとのジコイント
ベンチャーによる新たな進罎が予

発想所の建設が予想されるが︑こ

な製晶を経験の少ないところがら

る︒また躍力会社は︑非常に高価

羅力説祇から信頼されるためであ

の外的との競争は園内ではほとん

外国企簗との競争一頃餓器産業

あろう︒

れは原子炉メーカーの数の最低照

チノク・リンチフィールド・デf 猿子力庁とカナダ原子力庁はさる
ビジコン︶ UN陵ユナイテノド 十月十五日︑量水類識語に関する
︒ニュークリア NFS悸ニュー
協定に蟹名した︒この協定による

どなかったが︑最近米国内での外

度を表わし︑また︑他部門の数を

囲製の大型タービン発羅機のいく 荘アトランティノク・リノチフィ

AC1ーアライド・ケミカル Aと
R両国は今後五爵閲︑旨既知のも

クリア・フユエル・サービス

円しなけれはならない︒

KM1ーカーマギー ENL腱

エルドラド・ニュークリア・リミ

ド

ールドN﹂擁ナシ﹄ナル・レノ

購入することは︑大きな危険を予

つかの販売例がある︒これは将来

蹴の騒は巨大なものになる︒

技術の復雑性一複雑でしかも進

の市揚でより璽裏な裟素となるこ

隈定する傾向にあるが︑原子力発

周期的購条市揚の周期性が︑

とを小している︒原子炉メーカー

ティソドS◎目スケリー︒オイ

滲点者よりも︑すでに実舐されて

ルGO翻ガルフ・オイルーAM

歩の早い技術では︑弱くて新しい

の一つは︑最近外国製の圧力容器

に市掘の可能性を与える︒

を購入した︒しかし︑米国が原子

市勢占有率の小さい弱小製造業者

強い︒したがってメーカーの組織

規模の経済性i原子炉系︑燃料 いる競争相手を選択させる傾向が
製造︑タービン発酵機︑再処理︑

C聾アメリカン︒メタル・クライ
マソクス AN甦アメリカン・ニ

︻パリ松本駐在鼠発︼フランス

仏と加が重水
炉研究で協力

ア︒

WN巨ウエスタン・ユ∴ークリ

ンストラクシコン＆マイニング

グ・カンパニーSC骸ツスクェ
ハナ・コープUC鷺ユニオン●
カーバイド UC＆M腫ユタ・コ

イク．マイニング・カンパニー
NMC−−一三ーモント・マイニン

HMC鍵ホウムステ

力技術で世界をリードしており︑

減少させる面懸にあり︑米国の輸

ュークリア

を縦の系列で統合する傾向があ
る︒

外国の企簾は米国の特許で製造す

転換など椙嶺な規模の罵要が生
じ︑これらの各種分野の有力メー

が高いので︑規模の経済性︑濡要

出入バランスによい影響を与えて

研究と技術の超高度性1固定費 るという窮笑が︑この競争の源を

分野では︑隼無一四基の製造が︑

の周朋鑑がより三編である︒

カーの数を減少させる︒原子炉の

より勤率的であることが示されて

在来型の競争−原子力と在来火

いるQ

は︑躍力会社の信用を得⇔上で特

が競合している︒この傾向が続く

力は︑米国内の多くの地城で価格

その他の要因−新しい参加企業

別な閲題に蜘織するたろう︒主要

いるからである︒

大資本の必要蝕一原子炉︑ター

な供給業者の統合やそれらの蹴力

婁員会は︑過表原子力発躍業界に

ビン発電機︑燃料製造︑および灘

・

南サイクルのその他の分野に進出

響

かぎり︑原子力と在架火力の両方

曽嫡．

会社との結びつきなども統合展の

唖7ξo・騨

するためには︑最初の投資に膨大

9

に刺激を与えるであろう︒
■・■■凸匿・・曝︐．o曹■璽︒卿．●

より少ない新企染に不利な灸件で
膨

な資金が必要とされる︒それは︑

陽・o卿濯．●

対してこのような政策を適用して
きた︒可能な手段としては︑次の

①偶報の伝達︑②公益事業の料

ものがある︒

江隔壁瑳llセノみ

簗縁織艦雛鞍馨糠懸纂競灘

目立つ 縦 の 系 列 化
アーサー・D・リトル社の調査

﹁原子力簾粟の企藁競

集中を排して健全な発展を
米圏のアーサー・O・りトル社は︑米原子力倭鼠会と司法衝に対し︑
争﹂に閲する調査︵藥﹇部︶を報告した︒第二部は十二月中に完成の予定である︒本調査は原
想されている︒

⑦原子力三身簗界では︑縦の系
列がかなり兇られる︒四大メーカ

二二︒・︐

の合甜や合同は︑失敗した企業が

ーのうちの二塁は︑現在国内では

吸収されたり︑あるいはやっと収

雌化︑羅力会杖と製造業者との供

⑨政府の政策は︑この塵業の新

健全な蝕既争を助成せよ
しさを考えるべきである︒その悪

給契約によって争われる︒

躍機の独占的製造難者であり︑他

連携というようなものでなけれ

支をつなぐなっている会社同士の

の二社は現在原子炉容羅の翻内に

のはまた軍すぎる︒この産業界の

味では適切な産業構造を決定する

ジルカ羅イ被覆讐の市掲は一ち

してこれらの四社はいずれも燃料

おける主襲な製造難蕎である︒そ

のメーカーで占められているが他

原子力発継プラントのタ：ビン発

子力法と独禁法運用の上で役立つとされている︒以下はADし社の発表した第﹁部の概要で︑
世界フォーラム火影でもその報管がなされた︒

これは従来火力発鷹業界のそれと

原子力産業の概要
①原子力発電プラントは︑︵1︶

の窯社が進出を企園している︒再

処理施設は現在一社だけたが︑い

価季岡三︑④競争力に関接に影響

金設定の方法︑③司法者の業務評

のおよび今後開発される璽水減速

軽水冷却炉の技術偶報の交換を行

この型の汽力炉は天然ウランを

なう︒

し︑核燃料の消費羅が少なく︑炉

燃料に使用できることを特長と

性質を幽している︒

心にでまるPuの一部をも燃やす

ただし︑四＋五〜六＋万KWの

天型炉の建設は今後の灘題になっ

ている︵カナダのビンカリングで

建設中︶︒しかしフランスとして

は中型炉が輸出市場ではもっとも

ル委員会でもその研究開発に墾点

需要が多いことを認めてクチュー

がおかれている︒珊水炉の分野で

はカナダではフランスよりもかな

り進んでいるので︑協定でもこの

に数千万漏の代価を支払うことに

箏莫を認めて︑フランスはカナダ

なっている︒

サ

NU、1￡σ

原子力蔭業のあるものは︑在来
発懲所にタービン発電機やポンプ

であろう︒

ば︑ナ分に市揚占為率を磁得オる

嶋

ウ

類似している︒
蒸気供給系︵Nsss︶︑︵ 2 ︶

⁝ビン発鱈 機 お よ び 関 遜 機 器 ︑

もつ多岐な分野を考えると︑また

躍力会社が原子力発購所を建設す

を与えるその他の揚畷︒すなわち︑

出来るよう援助したり︑適正な料

る際・発揚の資金を争いることが

Ω2

cr

燃料要素お よ び 炉 心 ︑ ︵ 3 ︑ ︶ タ

企業の数は少ない︒健全な効果的

つとして︑技術が嵩度で複雑で多

ものと憂えられる︒その理由の一

⑪縦の系列の統合はさらに続く

を製造している︒原子炉メーカー

を持ち続けなけれはならない問題

な競争の実現は︑今後政鰐が二心

と主要な探鉱精錬および燃料処理

の統合が行なわれる傾陶にある︒

会社の内野の夏島による縦の系列

である︒

金を設定しだり︑豪た系列化︑統
含などに力を貸したり︑あるいは

娼億卜〃

門

業
くつかの会社がこの分野に進出し

⑥タービン発躍機のメーカーは
現在二瀬のみであるが︑この部門

顕薯な侮としては︑四メーカーの

くの発醒所が構造的によく似てい

における藥中は在在火力晃鷺から

⑩この慶桑の特殊性は︑継続的

経験が績まれ︑襟率化が進むにし

るからた︒しかし産業が成熟し︑

を必要とする新しい分野である︒

イクルの各回門に必要な技術など

ら瞬子力技術︑例えば︑核燃料サ

ているQその他のものは︑もっぱ ようとしている︒

︵4︶その他の四つの塾本的部門 を供給する工業に藍接関連を持っ
からなっている︒たとえは︵4︶
のうち建設工学的サービス︑国華
準備︑主要部品の現地組み立て︑

うちの二二はジル二号イ被機讐に

が参加する比率は低いであろう︒

な隅度な藥中である︒新しい企業

酪建造物の 建 設 な ど の 部 門 は ︑ 原
の継続である︒原予力発凶聞の規

再処理築務に豪で拡大されている

進点し︑そのうちの一つはさらに

設の運転についての民闘企業との

政府の研究開発の配分︑政府の旋

政府の契約︑政府による購売の分

子力発鎧所への認可手続きなどに

配︑輸出入政策︑原料の蒲秘︑原

る◎

関する政騨府の行政措躍などがあ

2癒7T力匠ル

産

力
子力発警黙コスト上でNss ⑳現在四つの軽水炉メーカー
模がより大型であり︑反面必要と

たがって︑より多く独立への機会

される炉数が少ないということが

この産業の主要な分野における参

つの︑原子カメーカーが今後も存

ことがあげられる︒

が漬愛しているが︑少くとも四

この業界への薪たな進出を困難な

が生ずる︒集中された市場には︑

舎を占め︑初娚燃料装荷やタービ
絨することは確かだろう︒これら

支出的な会社が禽まれ︑統合のた

Sや︑整地 と ほ ぼ 同 じ く ら い の 翻

ン発羅機などよりも幾分高い隣合

加社の数を増加させるために︑解

いくという状況に注慧が払われな

なくても︑縦の系列が統合されて

めには技術的︑経済的な理由が

散ないし新しい競争会祉の設立な
どの墨段による政府の億載的な介

考えられない︒一力︑競争会社聞

⁝米国原子力

ければならない︒岡様に︑議会理
な制隈を受けた分配︑または企業

｛

子

原

は︑年間十二から二十基の原子力

将来の市場i一九七〇年代に 入は︑満足な結果を達成するとは

とおりである︒

競争力に影響する要因
⑧原子力産業の機構と政府の政

の会社が︑この業界で生き残るた

策に関達し︑企業の竸争力と効率

めの能力には違いがあるとして

ための努力を行なっている︒五番

も︑それぞれこの競争に勝ちぬく

に影響を与える蟹要な要因は次の

を戯めている︒これらの基本的な

楽る︒

主要なグループに分けることが三

団のメーカーはガス冷却炉を武器

都分を供給 す る 産 業 は ︑ 約 四 十 の

②原子力発駕設備の規模は︑一

争に加わるζとが繊来るたろう︒
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動燃

技術者の確保で要請

の配分について抜本的な改正を考

に参加できるようになろう︒予騨

日米間の特許管理も問題
臨力炉・核燃料開発事業団の臨力炉開目障員会︵委員長・漕成麹

今年︑人鍛増の予算がつかなかっ

る希望着はいる︒だが︑原研には

は︑郵燃が十葎たったらどうなる
だのに原研から勤燃へ出向させる

マンパワ⁝がないと欝っている︒

り︑慎璽に進めたい﹂と動燃側か

の譜問につい

アイソトープ箸の本鰍開業への

て︑専門部会を設けて検討するの

Cから日本側に対して特解プール 題懇談会は︑十一月二十五B午後 十二無には二番圏のプラントが必

での商業胸な再処理軽業はまだ初

同報告書を検越した乙嫁︑米国

ら運転を解止していたが︑十一月
十九ヨにこの検査を終了︑同日か

開した︒

ら原子炉を再起動︑営業運転を再

通産蜜によるこんどの定賜検豊
は︑蒸気タービン︑原子炉本体︑

冷却系統設備︑核燃料設楠︑放射
線管理システム︑割測制御系統の

が︑原鷹はこれと並行して機器の

設備の八項開について行なわれた

オーバー・ホール︑熱交換器の蒸

気漏洩補修工事︑設備の改良工
窃︑核燃料の取りかえ︵約衙三†
チセンネル︶も行なった︒

なお至重は今後︑A愚目窪口取
トを爺内に︑来年熱々からB吃驚
の負荷時テスト︑核燃科サイクル
・テストを行ない︑二月頃には英

連絡のこと︒

一一

N度放射線取扱

主任者試験合格者

科学技術庁はこのほど︑昭和四

十三年度放射線取扱主任穫試験の

こんどの試験は今年八月︑口紅

禽格者九百七十八名を発表した︒

地区−東京大学︑大阪地区i近幾

合格者のうち第一毬は佐藤忠明氏

大学でそれぞれ行なったもので︑

秀氏ら五百八十七名︒

ら三重九十一犠︑第二毬は松村勝

種が二千四颪二十

なおこれで︑わが囲の放射線取

五名︑第二毬が三千百七十一名と

扱主任者は第

ーーーーム9UQ契UΩUO一

なった︒

繍撫響

予算通

も大蔵婁員長︑予騨委

V初の認者会見では︑コ律二

員長などを歴任した

マクナスター

ネオグq一

マクナトロソ

製造品目

奪

栴

利用方策について

が適当であると酬の縞論を得︑岡

法的な問題もあり︑外資法との関

要になると予想され︑そのころま

期的段碁であり︑技術︑儒給︑コ

了したい恵向である︒

ε

A

国・GE社からの引取りを全て完

A

核分裂の物理と化
学のシンポジウム
置

国際原子力機関︵工AEA︶ 五％アノブなど︑予算褻求ワク

いうものは︑えてして作文だお

が出来たと錯冤せず︑あと

鯉｝璽850
広爵灘漸瓶榔1購同6（構会内）綿島㈹1532

名園屋鎌所名痛翻臨餌4−61
灘握醸）6926
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R1利用開
発部会発足
茨城興原子力審議会

二日は︑審議の瑳本縄考え方に

日︑発足のはこびとなったもの︒

ついて翻し会い︑①利用闘発の現

さきに設鷹の決まっていた︑沃

況と将来性⁝外釜の現状と将来

城鍛原子力慰講掛の﹁アイソトー

︵注︶動燃は米AECとの間でプ等利用開発部会﹂︵部会畏・後

ら説明があった︒

FBRに関する協力協定を進めて藤武男茨城新聞社長︶は︑十一月

産業への利用方法−聖業利用︑工

性︑わが国の現状と将来性②本県

中央ビルで初会禽を開き︑正副流

きめた︒

よび解決籔を審講検討することを

将来の利用方策のための闘題点お

用③利馬方策−当面の利用方策︑

業利朋︑食品照射利用︑温緋水利

県知環が︑諮問機開である茨城県

岡部会は︑照る十月に岩上茨城

について話しあった︒

会艮の選出や今後の運営方釧など

十八日午前十時半から︑水戸珊の

おり︑現在︑四分野で傭報交換を
行なうことで謄本的に四二し︑協

かし︑国内特許取り級い問題で︑

定魯のドラフトもできている︒し

い︒つまり︑米圏では政府の蟹用

日本側の体制が豪だ決家っていな

で得られた特定はすべて米AEC原子力審講会に対して行なった︑
がプールする政策をとっており︑

る特欝は動燃が国の財産として所

係もある︒このように特許をめぐ

る特許は無償で譲渡できない等の

日本側も豪とまった特詐管理が要

有する考えになっている︒だが︑

動燃と米AECとの憐報交換ではするので︑このヲロセスで出てく

求されてくる︒しかし︑日本では

たとえば原研では研究委託で得た

業連合会が協力して︑日本揮発細

同門釜員会が提重︑原産と躍気事

なえ︑塾礎蜘料を入手するため︑

の方剣にかかっている︒

で︑国内体制については今後の圏

る問題は岡内的にもかなり複維

難しい︒京た国有財産となってい

い等の意晃もあって︑その調整も

で︑別に動燃が所宿しなくともい

ェクトとして動燃が全蟹任を持 特詐は自分らの頭脳によるもの

動力炉闘発はナショナル・プロジ

ち︑大学︑民閥︑原研などの他機

関には召書茎準︵國の承認を得
て︶にもとづいて研究婁託を発注

﹁米国の再処理・輸送問題﹂
原産・核燃懇で報告書完成

でには現在の魯処理技術の進歩︑

り欝え機の核燃料サイクル︒テス

︵株︶を通じてNUS社に調査を

二隠から東京・望遠町の聡達華語

経済姓の変動が予想されるので︑

依録していたもの︒

の窄し入れが非公武にあったと聞

会で︑再処理小当員会を開き﹁米

スト︑摺漿形態などいずれも流動

いる再処理施設に次いで︑昭和五

いているが⁝﹂との質間があっ

にかなり明確になると争思され︑

的であるが︑ここ一〜二年のうち

日本原子力産業会議の核燃料問

た︒これに対して﹁米AECでは團における核斜再処理および使用

を調査して︑二番闘の再処理施設

鍛も膳発が進んでいる米国の現状

わが国での罵間再鯉理施設難設に
闘する︑技術︑適正規模︑蚕業形
畏約四・八謎崩の調査を行なう弾

であるとの結論を褥た︒

態などを判断するのは︑蒔期早尚

建設の検㎡が急襲となる蒔期にそ

済燃料輪送の現状﹂の調壷報告盤

ユーラトムとの闘で結んだやり方
毒鶉えているようだ︒しかし︑こ

これは︑動燃掛業団が副画して

を先成した︒

進められているが︑最近︑米AE

する嫡報交換と協力の協定の謡が

員から﹁日米闘でい豪FBRに関

豪た同日の席上︑麓業界代一日

から述へられた︒

その金は動燃が支払う﹂と動燃側

酬練しておいてほしい︒もちろん

等で︑おお園に技術者を採用し︑

設備がない弥ら︑躍力やメーカー

造紙要員がほしい︒動燃には現在

だ︒男爵としては研究畏でなく︑

が︑百五や人が大洗惚業桝の要貫

五十七人の技術暫を裟求している

動燃は四十四無度の予騨で二着

て﹁いまの予騨制度では難しい︒

婁貫から慧見が出た◎これに対し

ては一どうだろうしと学界代表
AτRとFBRの開発状況②国際協力③人員確保︑の凹凹についえて

翻騨鷹長︶は十一月二十五日午後二時から︑第四回会合を開き︑①

暫見を交換した︒

この日︑学界代表婁員から﹁A ば︑自ら道が開け︑技術者の人た

になるだろう︒だから明るい気抽

q開発では︑原研との協力関係 ちはメーカ：などから引張りだこ
についてどう考えているか隔との

質問があったが︑蹴燃側はJFE で来てもらえばいい︒先生方から
とくにこの問題と関連して︑

Rでの協力と同じように十分原研 もPRしてほしい﹂と述べたQ
にも協力してもらうよう考えてい

われとしても新箪蒼を蜀燃に紹介

について︑大学側委舞から﹁われ

原研に婁託研︑究を発注している

た︒一方︑動燃には幽幽がつき︑

﹁学生の申には︑原研に行きたが

したいと思っているが︑学生に対

ると讐えた︒萩た人員確保の問題

して稜極的に参加するように説得

のか不安に懸っている︒したがっ

て︑原研にも動力炉予算をつけ︑

形をとるのはおかしいQしたがっ

するPR済料がない︒とくに学生 が︑原研ではそれをこなすだけの

て︑ここに入れば︑プラスになる

人貫増を認めれば︑購燃への出向

と醤えるだけの適蟻なバンクボー
ンをつくってほしい﹂との意見が

出たQこれに対して︑臨燃側は ももっとスムーズになるし︑原研
しないで︑動力炉開発への穫極的

﹁これたというには大へん難し に行きたがる学生も︑将来を心羅
い︒だが︑動力炉開発が成功すれ

の難題は国内的にも微妙な点があ

一

敷地の予備調査進む

ハノパがかけられたが︑現在まで

い﹂﹁必要なところには大いに

の決め方はまったくアホらし

どは必要の最たるものとチョノ

見識を示し︑原子力平和利馬な

所をあずかる者のつとめ﹂との

使えるようにするのが︑国の台

は︑来年七月二十八臼から劇五日

﹁核分裂の物理および化学に関す

間︑オーストリアの同機関本部で

るシンポジウム﹂を開く︒

ール改良型出力十六刀六千KW︶ ならびに参簾希望者は︑ナニ月二

このシンポジウムへの論文提出
定および︑海数︑気嶽の調査が行

準貴入試験︑省石醐査︑地下水測

は︑定期倹査のため九月ナ六日か

原躍東海発煙所︵コールダーホ

定職を無審終了

運転を再開

東海発電所が

姓波測定は十一月ニナ三日に初の

している︒今月中旬には面者とも

来年三月に報告書
ATR

述べた︒こんどの敷地の予備調査

全部を終了の予定である︒

に四本︵総延長約二遭屑︶を終了
封書原子力発聡会社︵社長一本

は︑この動燃事業団の意鶴に基づ

原型炉

松珠磯氏︶は︑十月十五田に動力

き︑原羅が約二千八酉力円の契約

換炉︵AτR︶原型炉の建設候補 で行なっているもので︑地質︑海

なわれるが︑原醒は来習累々にも

これらと並行して土質試験︑橡
炉・核燃料開室嘱業団と﹁斬型転

象︑気蝕の三項困を対象に︑発屯

ピリわが田に水Vだが︑謝画と
所綱造物が建設される部分の地質

十日までに︑原産・薩業開発課へ
が︑今︑その調査が福井累激賀市

地点予備調査﹂契約を締鳴した

の

れが多い︒作文に酔って〃も

これらの群臣と検討を行なって︑

の段取りをぬかりなくと︑きび

Pu開発室でボヤ

これはプルトニウム燃料取り扱

や地盤の分布状態︑冷却水の取排

報告慰をとりまとめ︑今年度内に

動燃東海事業所の
溝底の現地︵写爽︶で順調に進め

水方法およひ放射線讐理上の欝然

い作業終了後︑溶媒を申した紙で

られている︒

しく念を押していた▽ともあ
十一月二十日午後一時半頃︑動

リースをふきとる作業中︑発火点

動燃聖業団へ提出する︒海数や気

買空ガス分析装置につけているグ
猿の調査はその後も引続いて行な

れ︑この時期に予讃に逓じた大

地質調査ではボーリング︑酒蒸

の低い溶媒リグレンのガスが発火

蔵相︑愛知外掘ら︑厭いる大蔵

動燃壌業団は今︑ATR原型煩環境等の醐査が行なわれている︒

したもの︒

出身畿貫の野中木内さんに︑予

の第二次設割をメーカ⁝に婁話︑

力炉︒核燃料開発事業一束海購

なお動燃事業団は︑鍍火後プル

算獲褥への大きな夢を託した

臣を迎えたのは頼もしい︒福田

業所のプルトニウム燃料開発窒の

トニウムの室内汚染や機器の損審

などを調査したが︑何ら異常は

い︒

いう反故があったが︑約二分後鎮

一認められなかっな︒

茅や雑草がおい茂っている︒

われる予定︒

なお予備調査地薫は︑原躍敦賀

グローブ・ボソクス内で清痛作業

っているが︑一方︑同軸の難設地

ており︑とくに掘瓠三十本︑総延

中︑溶媒を浸した紙が発火すると

波測定簿が行なわれることになっ

全国225店

の北側・約十五力平方麟で︑現在

詳細な設謝と閾題点の解明を行な

本店瓢東京（新丸ビル）

両々所の敷地内︒建設中の発難所
の井上五郎理購罠が﹁候補地の一

たが︑現在︑七本︵総二階約首七

火し大事にはいたらなかった︒

一

探傷前処理トリクレン装置

1

（67）697零

雛

億話

干葉工坦イ葉県柏市高繊∫巾之台1係5

○ステンレス材に対して応力，粒問腐食に
よる影響がありません。
L

あな海撫
おとなり岡志

ングは︑十一月一日から始められ
つとして福井鍛敦賀市脳底の原購

十短︶感終了︒測線十一本︑総延

（150PPM以下）

（50PPM以下）

（8PPM以F）イ呆証

総栄轍慧蒙燃維

○低塩素分・低弗素分・低硫黄分

預ける・借りる・送る………
こんなご用はいつでもどうぞ
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︑楓ついては今無八月︑動燃工業酬 憂約九首鮒の調査を行なうボーリ

敦賀発耀所内を帯託している﹂と

レッド・マ ・ク〈スペシャル〉

ネオグロ・ユニット

蛍光浸透探傷装置

防衛庁・米極東空軍認定品メーカー

著臨》踊A腕K＜SPE（

携帯用極間パンティー・マクナ
磁粉探傷器
紫外線探傷灯 ブランクライト

磁粉探傷装置

原子力機器用1 染色浸透探傷剤

、

圏

雪巳

レソド・マーク

染色浸透探傷剤
蛍光漫透探傷剤
磁気探傷用磁粉

原子力機器
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幟

じめ総勢八十人余が滲加した︒隣と場所をほぼ

表団︵団畏・井上五郎動燃泰粟団理購畏︶をは

魎∵嚇劉蝋

割合と大差ないと述べ︑また新濃

石炭顎髭のための新鉱開発投資の

米AECの三濃縮工漏の現有餐費の十％傘となり︑火力発惣所用
墨は全世界の農産に対し一九七五

ルの採用による転換率の岡上︑さ
らに繕殖炉への賜待と︑ガス冷却

年頃︑またこれを改造増強しても

﹁現用琵素論原子炉の性能と逢

から︑アメリカ︑ドイツ︑西欧旙

趨速蟻殖炉への技術闘発布石のよ

綾
パネル参加者の大方の慧見は︑

発に進められている︒

国運含による原型炉開発計画が活

要である︒このような駕蝋におい

ず︑それ以後は新設備の建毅が必

一華時四ミルの磁力蟹︑経蜜

の圏定費︵金利五％︑十隼償却︶

一九八○年頃趨しか風ない切れ 縮プラントによる原仙は年一三％

原子炉開発切娚における各種のト

が︑二代︑三代鷺からは解決され

ラブルは避けられないものである

揚礫業龍一〇〇％として︑一九七

数となっている︒AEC関係者 スカレーション付︶保持に聞題な

有移蕾が謡講されているが︑罠有

し︑その開発に異常な藏意を示し

り二五〜二八ザと見積って︑将来

八年物価で作業ユニソト一蓬当

最近AECが実験炉運転に成功 て米難燃ではA封C濃紺工揚の民 のエスカレーション年男％︑工

トラブルを避け︑経溺性を向日さ

ている溶融漁協は︑高温達成とU 門歯に伴ない︑宙由競争が可鮨

るべきものである︒今後これらの

せるためには︑新機軸なデザイン

か︑磯網価格が上齢するか︑外国

は︑濃顯施設への投致は隙子力発

日︑われわれは以上の頁倉をたた

同じくして︑米詞原子力学会の︻九六八年冬季

施設の影響はどうか等が議講の対

﹁瓢璽賃的原子炉針画﹂

電開発月評哩当り︑十〜十五逆︑

すすべがないが︑原子力発電醐発

間︑米国ワシントン市で開催され︑米英仏俘日

鵬︑トリウム堰殖炉実現への第一

現在二歳胃軸炉として翫翻され

濃縮所要鷹力︵発電容嵐の三〜五

共現在のAEC上三値三〇逆︵エ

は出来るだけ避け︑同Uデザイン

ているのは︑謹聴生産と蕪気磁路

％二瀬︶絹五五♂で︑二五桝建設

会議が開かれたので︑ほぼ全世界から原子力薩

た︒しかし量水炉︑ガス冷却炉関

である︒蕪気利罵としては︑億学

加護世界主要二十数力国および国際機関からの

歩として注圏を集めた︒

すべきであること︑さらに原子力
係者の発言には︑その性能の優秀

工業への作業蒸気利用︵西ドイツ

ンの今後における国曲︑低廉な入

のための必下裳索である硬縮ウラ

磯縮工揚の技術が朱公開の今

で大規膜利胴の二計圃がある︶と

ことが餓要であることが強調され

の繰返し即ち機羅の標二化を図る

発開所につき独禁法関係権隈はA 性を吹聴するに過ぎないものが多

︑

国は両陣営より隔離され︑域内需

ECに︑サーマル︑ポリューショ かったのは遺憾であった︒

業界および学界の著名人多数が簗合した︒

産業の確保に官民を挙げて努力し
要は鼠立野勢確立には不十分であ

海水梅醤がある︒後者は︑工業用

ものである︒

手方策につき盧大な囲心を寄せる

子力開発は漸く速醗を早め︑EN り︑研究開発ならびに異用化も立

新型炉は米国軽水炉製造業者を

﹁改艮型原子炉﹂

業地帯の組持と低開発地帯の新産

水︑漫遊用水を確保して︑高度罷

ン関係の権阪は州に持たせるべき

はじめ開連産業の開発を進める上

心に開発を進めでいる︒蛋水炉に

除き︑米再論その目標を掲げて熱

業閲発を目途とするもので︑南カ

だと述べた︒

には設備容醗︑一億一千万菌囁程

今度の会議が米原子力婁員会の

にはシーボルグ委員畏外︑AEC ついては︑その型式の糧類を限定

リフォルニア︑ボルサ島の留滞に

︵︾

︾O酎同く9け同O

①弓鋤け鐸材②一王気鋤α瞳四け困

州4Φ戴け嘱O郎

O総合エネルギー二二

六八年出鰺

四十釜年

霞巴†一搾︑B5判︑︸九
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原産資料室便り一

膨

︵十一︑三〇記︶

協螢であることにもよるが︑会議

すべきであるとして︑圧力響軽水

加えて︑鍛近︑メキシコ︑プエル

想簿が紹介された︒

︐

でわが国がおかれた不利な立揚が

開魔養が穣極的に討論︑講演会等

沸騰水型と︑圧力答器皇朝沸騰水

トリコ︑ニュ⁝ヨーク市箸の脱腹

﹁ウラン濃縮﹂

髪

会議を通じてはっきり認識させら
れ︑團際協力の必要を改めて擶感

に滲属し︑これらを遜じ政府の見

高間ガス炉は八OO一八五Q度C
計画や御度における二堕国的炉の

型を属望型式として挙げている︒

させられた︒

た︒会議最後の†四田夜︑国務雀

の使用︑冷却用水の減少︵軽水炉

英国は他国の発難所に対して綴

利用による野寄センター開発の構

の四〇％程農減︶燃料比出力の増

纈ウラン供給の用慧ありといい︑

の高温ガスにより鍛薪鋭タービン

蹴を鵜興し︑また将来ガスタービ

加箸により高能翠︑低コストの発

ドイツは︑ヨーロソバの舗装は遠
からず綴縮旛設の靴持を司能にす

ンとの組禽わせにより設備のコン

パクト化と冷却水の一丁の減少

一九六八年出版︶

度版︵通産省鞠︑三二九跨︑A

5判

これらは米国でのUやPuの研 ﹁混合酸化物のクリープ﹂の研 響︑混合物酸化物の温度勾配と

を示しκ︒

︵軽水炉の三分の一以下︶を見込 るとして︑計画に対する原価試図

み︑更にU鵬︑トリウム・サイク

ように思う︒

の影響など︑局速炉燃料の爽用

化に必要なデータを熟心に藩実

それによる継成変化の被擾管へ

タを用いて謝算機を使用し燃料

に追求しているQ

のクリープとスエリングのデー

設計によるピンの変形の影響を

究で︑前者は燃牒および被覆響

共に︑研究の虫のような人がい

みようとし︑後者は燃料自体の

があり︑届の厚いことを示すと

てグローブボソクスも蓑魔も意

究がすでに二十五年以上の歴史

り質果してきたのであるが︑今

いこなしてコツコツ地道な研究

翠嵐研究では︑照射試験など

回も熱伝纒や内部馬溜の研究な

に比して日本側は当初からかな

どで米側の関心をひいた︒研究

日本側の発表も多くなり︑内容

護憲懸

イトを若干紹介して見よう︒

セソションにおける討論のハイラ

次に小生が姦加憲たは傍聴した

討論のハイライト

熱悪のほどが側われた︒

饗外が列席し︑米政府の会議への

で設けられ︑シーボルグ婁舞長夫

ションが国務雀内の齪華な招待案

および原子力委員会主催のレセプ

解を明確にすることに努めてい

なごやかな晩さん
会
附論会の間に昼食会︑険さん会
が催され︑紫国産業界︑政界およ
び欧州共同体代高等による講演が

持たれた︒司会者︑講演者は何れ

ユーモアを交えた軽い口調で聴衆

も︑その演説のはじめにおいて︑

を笑わせ︑会揚の零囲気をなごや
かにしていた〇十一月十三臼︑米
フォ⁝ラム︑原子力学会共催の晩
さん会では︑各国および国際機関
の主要代嚢が雛壌に並んだが︑わ
が井上団長は壇の中爽近く︑米原
子力婁員長シーボルグ薄士の隣に

セラミソク燃料に関する日米

クリープが燃料のストレスを考

席を占め︑滴堂の注圏を集めた︒

研究協力専門象会議は早くも五

成果を挙げているせいで︑日本

これは団長の公的地位の外︑わが
園の国際的地位の象徴とも受けと

の対象物質としては田本側では

藩炉およびPuサーマル関係の

り米国側に数日の長が節る︒聞

照射挙国については︑次第に
られ︑われ等一同︑心構かに感じ

圓鼠を数え︑去る十月下旬に東

も本格化してきているが︑やは

た次第であるQ

えるために必要でその試験方法

ている︒製造加

し︑重連能化をはかっている

実用燃料の照射データを酋稜

について考察し

エでは︑特に目

響で一蒔は闘催も海亀された

新しいものはな

性と物性の相関や︑桐平衡の解

黒米双方を通じて非化学騒論

物︑炭化物との野外での両立性

ように思えた︒日本側のは酸化

開発の位椙の違いがあらわれた

のは︑今までの会議を通じて米

最後に是雰一濾しておきたい

藏燃焼について追求している︒

のFPの移動や︑酸素の動きも

し︑鋳た混含酸化物照射のさい

が︑幸い当局のお骨折で予定通

かった︒被畿讐

がふえ︑混禽酸化物も前圓以来

題もかなり研究が進んでおり︑

颯と協力でうまくやっており︑

国では研究と開発を各機関の分

および両立性は︑日米の核燃料

し米側では酸化物が多く︑さら

酒実に増加している︒これに対

試験で︑一方米側は炉内︑嚢外

のであろう︒

今團も基礎・製造︒照射に関

熱伝導度に関しても比熱の不確

での混含酸化物やナトリウム流

議ねるに従がい炭化物︑窒化物

する数多くの研究発表のほか︑

に混合炭化物︑窒化物まで手広

中︵それも不純物レベルも問題

た︒

苗回からはじ濠つた自由討論が

曲解皮とかPu化贈物の自巳照 論じられた︒庄潰したいのは米

さや測定法に問題があることが
く行なっており︑UO2中のU

馳とすべき点が多いと達したこ
なかったせいもあって︑自由鮒

行なわれたが︑米側出若者の少

加できなかったのは残念であっ

予定の半分すなわち四名しか参

り行なわれた︒ただ米側からは

今圓はAECの予算節減の影

UO2が圧倒的であるが︑回を では謹だそこまでの余裕がない

業界の直接民営移轡方式に反対し

猛灘繊翻勤張舗慧

奈︵三会賞ビル︶で行なわれた︒

議会︑政府の

さかんな協力
当夜の講演暫︑米原子力舎同婁
員会の指導的婁員であるホスマー
共和党議員の演説は特色あるもの
であった︒彼は現在米原子力産業

界で懸案となっているAEC泌縮

金体の原子力産業の規模は︑米国

て︑暫定的に半宮半民組織への移

工場民間移管閲題をとりあげ︑産

と対抗して︑やがて域内自立態勢

止条約に関連し︑米国内原子力癒

讐方針を打出した︒また核拡散防

吉

岡

三

男

度に達するものと抵定され︑西欧

EAの予想によれは︑一九八○庫 遅れを来しており︑今後原子炉を

ていたソ遮等東欧緒圏の参加がなかったのは残

今回の国際会講は西年鑓の国際
ている︒これに対し西欧請国の原

議に代わるもので︑国際的な広い

が持たれ︑豪た会議の含間︑パー

視聴からの討論と︑騒騒協力の揚

ティ等において︑広く世界の旧知

と経験を語り︑慧見を聞く機会を
特っことができ︑まことに商愈義
であった︒

会議は従来の論文発衷方式と異

パネル参加者は予め各自の論蟹を

なり︑パネル形式で行なわれた︒

識長宛に通知し︑臓長はその要灘
と聞題点をまとめて︑プロローグ
として予め配布すると共に︑パネ
リストおよび聴衆からの討論を呼
び超こす細腰園圃劉を行ない︑会
議を効果的ならしめていた︒

会識の内容については追って関
係者から報告があると思われるの

いと述べている︒

連合寅催の原子力平和利用國際会

代表月数百人が参加した︒しかし当初予定され

力産粟会議一九六八年年次大会を兼ね︑米国原

念であった︒わが国からは原灌が編成派遣の代

熱望

子力学会と共催で︑去 る 十 ︻ 月 十 日 か ら 五 ヨ

今回の原子力平和利用胸懸会議は︑米国原子

陰穿

この状勢を背蝦として︑隔地ウラ

︵動燃瑠業団冶金部次長天沼椋︶

とであたった︒

窃

華

業

TH乙．東京〈54玉＞2611〈大代表〉
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櫓、

ン樋設の整備︑Pu利用︑新型炉 設の国瞭原子力機関査察を無慈味

立性︑ヘリウムの生成騒の影

国PNLの﹁燃料ビンの変形モにして︶でのステンレスとの両
デルと性能データの関係﹂と

粟京都中央区銀鹿東3〜4

一■な『訊

を執り得る状態になりつつある︒

自

で︑私は主として会議全体として
の印象︑ならびに私が出購したパ

こととしたい︒

ネル等を中心として顧想を述べる

時代の変遷を反映
豪ず四年萌のジュネーブ國際会
蹴当時と較べ︑今臼は原子力平和
利用は漕実に進んでおり︑実績︑

経験等に基づく地についた畿論が
多く︑また発電用原子炉そのもの
の外︑原子炉の二四礁罵︑核燃料
の確保と利用︑原子炉の安全に関
する基準︑審査︑許可方式︑甕金︑

放碑面アイソトープ等︑原予力闘

連購項が広くとり上げられ︑賭代
の変遜を反映していた︒

アメリカは最近軽水炉を中心と

した原子力発鷹建設の騰勢は署し

般火

く︑一昨年は二千三百万謎嘔︑昨

年は；千 六 薦 七 十 万 試 褐 と

力を上回る発注澱を累し︑一九八

○年には設備容鑑一億二千万ない

射損働の研究にみられるような
一つという感じを免れなかった キメ細かい研究をやっている︒

論については卒直にいってもう

十條製紙株式会社

可塑潮
7セチレンフラノク
スチロール
セメント
その他30過税薙

暴

し一億七千万菌竪に達するものと

国際協力の必要性を痛感
の審重器項は特珊重要事項に限定

メラミン
オルマリン

k〆ゐら
週 ≒ぐ、

立態勢へ
とし︑また原子炉安全薦包婁員会

ポパール

づ襲1
墨画叢雑祝
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開発等︑各国協力して西欧独薗の

感化ピニ｝ル

、、袴
途を進む態勢を示している︒わが

石灰蜜聚
禽金鉄

3ノ

予想され︑これに必要なウラン資

カーバイド

⑥目詰勧業銀行
@

まつ白な紙です
重ねてお書きに
なればそのまま
美しいコピイが
できあがります

畜生一業を扇掛で結ぶ
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動燃
聾⑳睡 ⁝⁝・婆

運営委員 会 を 設 置

⁝爵

米AE C と 技 爾 情 報 交 換 で

新会長に内田
秀雄氏を互選
原子炉安全専門審査会
原子力委員会︵婁員長木内四郎
氏︶の厭子炉汝全轡門審査会は十

に︑無償で雪占する︒謹た対蝕分

動燃凝議隙と原研との閥では︑特

しかし︑国礎麹には︑たとえは

る︒今年春里から調があり︑さ

で︑金文十五力条から成ってい

逓産省の腺子力発堪技術灘悶会会

内田氏は現在︑原子力関係では

をそれぞれ互選した︒

飼紡氏はさ港に︵ヤ一月万田︶

長︑原子力委質会の動力炉安全基

無妻二次概念緊急および安全性の

弩

毫

臨

撃

明治頁年・東芝の歴史

明日をつくる技術の東芝

禰職

︑φ︑

随融

へ嚇

︑触ガ

︑一μ響；職堕薫ぎ髄㎜園翌≡ぎ急噛月二一ぎ︻昌噸璽ゴ冊き一顎脚ぎ︻⁝拳遍拶・﹇最藁画7腫笥
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の辞任を申し崩ていた︒

轡念ずることになったため︑会髭

この慧智を細越としたものであ

る︒鰍姿絵業田はすでに今年十月

に﹁聞速実験炉に署する契約﹂を

CEAと︑この協定の成立を筋提

と︑大型施設の運転経験︑燃料や

このほか︑燃料や材料の照射サー

検討・評価を受けている︒さらに

ビス︵交渉中︶やαiγケープの

耕料の照射サービス︑別途一意に

っており︑有効期閥は五年︒

羅役務部分六千八十五万﹂千が

樵款の概蟄は︑①借款金額は機

印すると発喪した︒

ワシントンで正式に借款契約に調

を曼け次第︑来年二月中旬頃米国

められている︒

運帳調練なども︑その員体化が進

棄京電力は十二月五日︑磁鋤原

福縄こ暑機の輸入機器で

から借款へ

東電︑米輸銀

れた﹁懸仏面羅政府交換欝簡﹂に

昭和四十年七月一〜十一二日付課聞さ

フランスとの協力については︑

星ついて行なわれる事項などとな

炉物理︑笈全性讐の菱蟹封事狼 結び︑銀雪六月にできた高越実験

交換形式がとられ︑そのテーマは

ービスの握供︑科学者・技術潜の

協定の笑施は︑警報の交換︑サ

それぞれ撰嶺︑発効した︒

EAのR・イルシュ総裁が両腰でどの灘速炉開発に関する協驚も︑

動燃堺業団の井上五郎理説長とC 研とCEAとの協箆がある︒こん

としては︑放尉線化学に関する原

星ついて行なわれており︑貝体例

各毬婁艮会の要職にある︒

火力発償技術協会︵融会遇︶等の

安全研究協会や聡気協会あるいは

秘儀専門郡会医員のほか︑原子力

総専門部会婁員︑魯処理施設安全

張大の工学部罠に濡無︑この賑に

馬

調

二月四日︑朗会長肉坊隆氏の後圧

として︑新会琵に内田秀灘民︹幕
末工学部教授︶を︑家た会長代理
に三腸良激氏︵乗大工学部教授︶

よれは無償で取り扱えない︒だ

野は高遠増殖炉開発における

は︑動燃那解団が承賀し︑受惑者

と予

に対して通掛実施権を無償で許慰

の﹁高速炉に関する一毫協力協

つたため謂印されたもので︑同爾

た米AECが今後の研究開発で得と交渉︑このはど協定文がまと濠

が︑動力炉開発では︑動燃製業団

測されている︒

礎的な研究蝦蟹の技術憎報

る技術蝦報は動燃寧渠圃へ椙互

が渠務談譲基準︵受託者か謀劾の

動力炉︒核燃料開発塩業団︵理煮魚・封上五郎残︶は︑新型転換炉と麗速増殖炉を鮭鱒に開発する
ため国際協力を積極的に進めているが︑うち窩速増融炉の分野では︑今年七月の醸米隙子力会談︑九

墾孟によって取裾した工兼所荷控

基

ては︑まだ搬干問題点はあるが︑このほど協走案文がほぼ豪とまり︑来年初頭にも調印の運びとなっ

月の仏CEAとの首脳会談を通じて︑乗仏願国との脇力協定締諮が員体化してきた︒日米協力につい

る旧聞は動琳肇学制団︑陰研および療子力平和利濁委話研究による成果を含む⑤この協力を実施するた

が熱っているなど︑まだ多くの闘

許の取り扱いをめぐって憩晃調整

たQこのため原子力委員会は十二月五日︑①この協力の窓口を鋤燃灘業団とする②わが凹から提供す

する︶などに撚ついて︑特許を零

題があるようだ︒産業界では︑原

露することになっている︒
従って︑今働の日米扇力では︑

†分韓語に事を進めるように原子

子力特許の取り扱いについては︑

漁冷却炉で情報交換
冷節聞燃炉の開発に関する一般的

定﹂が︑山−二月轟準率に測調印山ごれ︑

難ξ賑噛礁驚㌦

懸鋤難

参加部分一五％を含んでいる︒燃

醗

務価格の八五％で︑GE拡の融質

郡分はG旦祉から鋸入する機羅役

︵約二百四十八億円︶︒機器役麟

︵約二衝十九億日目︑輝料部分七
子力発電所二男機の輸入機盟につ
いて︑米国輸出入銀行から描款の 二九十三万励︵約華九億円︶
で︑含謂六千八爾七十八万︸千が

料貯蔵の即題はない︶︒冷却材に

でなく︑硬用望み燃料の処理や燃

艮が濃糊し陀隙︑CEAの酋脳郡羅可を得たので︑田本浅履の隠可

る九月上旬に同事業団の井上理事
この協定ω︑君田が︑歳休金野

導一亭一尊

発動した︒

ランス原仔力庁︵CEA︶との簡な文具の交換と協力を行なうもの

法力炉・核燃料間発事業同とフ

霞仏

有効壁際は 五周年

〜定条件の下で︑米AECへ︑ま

︵特許も含まれるとみられる︶を 力委員会に要望している︒

今後︑動燃事業団が進める動力炉

六日︑双方がナトリウム冷却型尚鷹煩開発に関する一般協定に署名︑同日から発効した︒

が国関係機甲の協力体制を確立
し︑その濁切な実施を燭するた
め︑動力炉・核燃料開発喫禁団に
醐遡増殖炉の日米技術智力に闘す

る︒

日測量の高速壇麺炸

る運営委員会を設けるものとす
︹解説回

の分野における踵襟下力における

技腐情報の範畷はナトリウム技
まま

術︑核的安全響︑薙物理︑燃油︒

材料の四項燭といわれている︒爵

が︑今回の技術糟報交換では原子

細については公装されていない

力特許の取り敏いをめぐって日米

駆発の過程で取得される伽號威梨

め遮営委縫冬僧設けるなど︑これに対処する国内体制の謡本方針を決めた︒また臼蓋協力は︑士胃

術傭報および研三者の交換を行な

二︑この協力の実髄により︑技

とする︒

AECと近く調印へ

動燃事業団が窓ロ
月鎌
﹁嵩逮増殖炉の分野における日
米妓術協力に闘するわが騒の笑施
体制﹂は次の通り︒

うものとするが︑わが国から米国

は︑勤力炉・核螺料開発上田団お

原子力襲員会へ口供する技術側報

逮壇殖炉の分野について軍急に技

よび臼本原摂理研究所の研発成果

一︑腺子力委員会は︑今年七月

術協力に関する取決めを行なうこ

による研究成果を含むものとす

並びに原子力平台利用研究委託費

日米原子力婁員会会訣において湖

およびこれに墨つく員体的な協力

三︑この協力の実旙に旨し︑b

る︒

とに禽敬したが︑劉取決めの締結

の実施については︑動力炉・核畦

間に差があった︒米園では米A
ECとの三重で取得される特許は

原子力委が設置許可を答申

は駅止の空気が用いられる︒

料部分は今後契約を網結する転換

および濃輔の予野蒜俗の八五％で

800

織開発事懲懲がこれを行なうもの

鍵

全てAECが所宿し︑米国市民な

東大の空気冷却高速中性子源炉

東大は順調にいけば今年度來か

わせているQ炉心集会体は︑補機 らこの工事に濯手︑四十五琿麗内

ト蔦蔽と制鶴榔駆動装雌を組み含

がニや年間︵五年据置後十五年聞

ある︒②借入期間は機器役務那分

五年間償還︶⑬剥率は奪六％ほ

償還︶で︑燃料郡分が十年燭︵同

200チャネル形

らびに細葉無償協定尋結んだ編手

東泉大学が次賊撃墜轟杓に設黙
する涼子炉について︑原子力婁員

に晃成させる︒総建設費は約十億
円が予炮されており︑すでに今年
指分として文部雀型騨五千万円が

かに約定数斜が年O・五％︶④保

証は日本闘発銀行︒

＝

Yo慶k）

New

濤

マルチチャネル形
パルス波高分析器

欝
難

国に対して︑非議蔚無償の実施権
や与えるという特急政撮をとって
いる︒一方︑わが国には謹だその

室のモータ：で塾コンクリート億

凝︶を水平に移動できる︒荊蔭で

．内田秀瓶集大教授︶は†二月四 蔽館と中速中難聴柱の間︵約十

会の鳳子炉心奮迅門笹血会︵会是

瞬︑﹁安全氏は十分確保できる﹂

ロロロロロロロコづ

ついている︒

ロヨほロロヨロごコロ

ニカ所︑後掻で一力齎の運藪位櫨

ロロロヨヨてロほロロじロロロ
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お問い合わせば lll測事業部へ
乗承都中央［盈銀煙4−2−11数寄歴橋蜜士ビル

ような原チ力特許の淫心制度はな

91ームA一 マ塵ーーー

と原子力委員会へ報管︑同遷毎会

ニロコロ

⁝新年の名刺交換会⁝

立地問題懇談会

第九回擢一会議

力謡講会

使用済燃料

十九

米国をはじめ綴本を盒めた唇図の敷痢機関・国際機関・学術団体・公社・民閥会社及び堅
大学等の主要な科学技術研究畿関の情報センター約240について，そこで使われてい 垂
るコンピューター， 入出力機器のハードウェアおよびソフトウェアなどの主要な使用毫
員的，あるいは集積された鴇報のテーマや内容・機関の利用法零を謬しく収録します．鍔

東京芝浦電気株式会社

く︑また国有国許は国有財二目に

福島発電所の総総

をもち︑前者で運目する時に蔦速
中魅と醸中性子︑後述の随は中速

（入荷発売中）
科学技術関係データ・バンクの内容とシステムと
その活用状況を網羅するディレクトリー

あらゆる分野で活躍できる

栂

蓄魚

@驚

も翌五臼︑この炉の設公田を山王す

るよう総理大臣へ答寄した︒

蹉轄肺繋樋毎⁝

中性子が取撮せる仕組になってい

交婁書な・ていますが・⁝

舞暴悪力関讐の名盤

る．熱料は︑九十二W／0濃縮金属

滋三十

桙ｩら午後一思濠で︑原麓層

核燃料問題懇歎翁

獄会ナ八田午後田本都市センター

第十園原子力産業懇簸会

輸送画題専門委十八臼午後猷蕊

碍正午中本工業倶楽部
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四隅璃
来年は一月六日︵月︶午朗十・

箏講周︵東聡田紳三階︶で開
催します︒閲係者多数の御参
加をお絡ちしており憲す︒

謂

進捗率は五〇％に

束熟躍力は︑福醐原子力発鍛所
この綿子炉は典大が︑高遮炉の
の覇気出力を従来の四十万KWか 咳設副︑遮蔽︑測簿孜術鍍に関す

ウランの中核燃科︵直円往形︑蓮
練箸に用いるため︑原研悪計研究

る約○︒二W／0二七金属ウラン

冨写︶と︑その周臨にあ
所敷地内︵約一万五千平方癖︶に

．箔︑五画ゆ筈︶︑ブランケノト燃

のブランケノト燃料︵上空円柱

一ρ斗︵八ナ♂耀︶とで構成され

︵九十三W／0︶空気冷却高遮中膏中に覆み込康れた岡材質の制卸
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稼︶申央研究

線を検旛する︶を︑利用してガン

利用して︑臓器内のR工の分布状

穣︑沈泌されやすいという性質を

アイソトープが︑特冗の臓器に集

シウムなどのガンマ線を発生する

うの特微は︑①装躍が簡単である

位ですむ︑⑧

に限り実費でお分けします︒

訳ができましたので︑嶺会議会翼

用済燃料輸送の離離11報告審の全

における核燃料の再処理および使

頼した再処理に醐する調査劉米国

逮会会が共同で米国NUS社に依

臼本原子力産業会議と鷹三囲業

ト頒布のお知らせ

NUS調査レポー

瘍の診断︑機能検出を行なう︒

態を体外で光学像としてガンや腫

σで安野に製作できる︑②診断躊

＋分の一一百分の

禰が従来のシンチスキャナに比べ

○一六〇のレンタル契約を緬ん
だ︒この聡子計算磯は︑原研狼海
研究所の計算機センターに設置敦
れ︑原子炉設計囎係︑核関係︑そ
の他エンジニアリング闘係のデー
ター処理をはじめ︑各種謝騨に利
曜される︒レンタル料は年間千四

原研の謝算機センターでは︑か

窟万円といわれている︒

してきたが︑堰旺動力炉開発の蓮

○頒融一−原文︵コピー︶および

尾︶までお申込み下さい︒

発電課︵五九一⁝六一二︸︑宥

希望の幽きはお阜臨に原薩原子力

ねてIBM七〇四四を設澱︑利馬 語数に掌りがありますので︑ご

展とともに︑高速炉関係箸の仕禦
滋がふえてきたので︑さらに蜜士

と見ている︒海外では日

核防問題がわが国の今後をき

るなど︑結局︑安全問題と高速

める

なお氏は今後︑翼長任務に馨念

ともかく︑日本が平和利用に徹

も⁝﹂という▽この団の隣象は

襲装﹁＝富

申

饗輕一︻﹇＝≡義禁≡＝＝一糞笙≡一二一騙薫一≡＝一一＝三妻響︻一至＝一≡三峯一︻舞＝三一毒ヨ曜︸一

㊥

三灘壽一罫騙齢﹄隅

店店所
較楽

ヨカ

本銀営
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■循鐸崔IaAーー

その全訳︒送料共三千円︒

通からFACOM二三〇i山6を
レンタルすることによって︑作手
の能率をヒげることになった︒

士

めぐって来たが︑泌縮ウラン工

に︑科学丁目らしい関心で駆け

したV原子力と征露をテーマ

欝灘
原子力担当は笠羽常務圏
翌暁醒機襲遣株式赤漆はす一月
二†九日に隔かれた株空騒已後の
取締役会で︑梱田長平霞継の代表

ーロッホで予遣した原潜放射能

揚ではシャントアウト︒ホーリ

士通と電子謝叢叢FACOM二に
三︑副社畏︒潮田七之雌民の代表

炉が中心になったそうだVたが

取編役会長就任を決めるととも

潮田氏はこれまで︑同往の原子

へのガス炉導入に尽力してきた︒

−東海発電所の英国GECから本を近い繕来の 核保荷圃 と

とくに︑わが国禰の原子ヵ発電所

ンで社会に羅歯する者として︑

決めてかかっているからだ▽ペ

プルトニウムのゆくえを見守ら

の尋入に際しては︑その建設を受

啓として終始︸貫この闘題にタソ

請った第一原予カグループの責任

ねはの気持を強くして婦つた︑

ずることになり︑全て同社の原子

るのはどうしたものたろうか︒

して努力するほど核大園祝され

るつもりだが︑このへんの窮摺

﹁われわれは平和利用に協力す

チ︑苦難の途を乗り越えてきた︒

東大工学部羅気幻象︑三軍県応

力間題は︑常務取就役・器機事業

身︑六十七歳︒

部畏の笠羽高通氏が握当する︒
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︸フ

各糧臓器のガン

ず︑X線の検出器として工業分野

マ線を検出し瞳掻解像できるので ラウン響表示装醗などの電気装置

で解像を行なっていた︒しかしこ

診断か迅遠というもの︒

での応駕も期待される︒

や膿瘍検査︑機

る︒

Fの建屋の建設工瑛に壁越してい

原研が国産電

算機を導入

ガンマカメラの原理は︑テクニ

の方法では診断に時間を要し︑装

能鑑査に使われ
従只のガンマ刀メラは︑被写体

霞が複雑で高価なものになるなど

スパー

の新型

るガンマカメラ

の欠点が多かった︒

ている︒

あり︑今後の成り行きが鎧鼠され

スパ：クチェンバ型ガンマカメ

一

霞

ンマカメラ〃

●

り佳民の安全を無視しているなど

クチェンバ型ガ

︵写翼︶の開発

に成功した︒こ

の新型カメラ

は︑従来のガンマカメラと異なる

﹁科学報道識者欧米視察団﹂も︑

五項目を理由に︑この﹁辞可処分
を取り消せ﹂と︑九月五日総理大

﹂

臣に対して行政不服審査法に茎ず

十二月九日帰国した︒

で︑さる十月二†九謙譲戯した

か︑粟却かを検討した結果︑MC

府は科学技術庁を中心に︑却下

く異議申立てを行なっていた︒政

異議串立てを棄却

また原産と耳塞新聞協会が共岡

十三黒圓の謁査を終え婦済した︒

陶和閉闘査団﹂は︑†二月七日醐

月二十六日派遣した﹁原子炉多黒

日本原子力農業会議が︑さる十

二つの調査団帰る

細掲載する︼

︻報告密の内容は次号第八面に鮮

った︒

十名︑徽気塀業九百二十三名てあ

なお技術者数は鉱工黒竃千二百

いる︒

原産実

日本原子力産業会講は十二月十一日︑昭和四十二鋸度を対象として行なった原子力産染実態調査報
告轡﹁上昇気配の原子力巌業﹂を発表した︒この報告欝は︑原子力に関係ある企業三百二十⁝社︵鉱
工業二百八十九︑商社﹈ 十叫︑電気事業十一︶に対して閣査を行ない︑一一酉四十社の圓讐を得てこれ

調査結果 に よ る と ︑ ① 賑 子 力 器
高は削無度の一・八催︑斑百十二

を読過分析したもので︑今團が九回薗のものである︒

材の研究開 発 ︑ 生 産 を 行 な う 企 業
億円に達した︒その内訳は原子カ

社︑広袖十 三 社 ︑ ⑭ 原 子 力 関 係 従
七懸円︑R工・放射線機器十六籍

しかし鉱工業の支出のうち︑研

は鉱工業 六 十 六 社 ︑ ② 蔚 醗 の 売 上

購者︵R工 利 用 を 含 む ︶ を 有 す る

Fの設麗について安全上支障はな

の警め勾その他の許可涯準にも適

なるよつなことはない︒また︑法

坐している以上︑その設置を拒む

く︑その設置が磁楽な生酒侵害に

たが︑佐藤総理大臣は十一穏二十

界実験装隈︵MCF︶の建設爵査法に茎すく異議申立てをしてい

理由はないとして申立てを糞却し

可処分について︑﹁約束迩反﹂な

発段階であることを如突に示して

六日︑﹁申立て記録縛する﹂こと

民邸

嘉よび研究に躾している放野

ど五項囲を理曲として行政不服爵

地元に民訴の空気

MCFの
論董県大宮市客気町一︑二丁圏

設置許可

の住民千八颪八十六入は︑三蟄臨

炉開係機器那門ではこの比率四﹂

とは比織にならない︒とくに原子

を示し︑また原子力石業は研究開

％︵RI．・放射線機器は一三％︶

今回の調査結果の特徴は︑原子

円が主たるものである︒

く安定をみせ︑晃遡しの可能な設

力魔業をとり談く笛購勢がようや

一社であっ沈︒

企業は鉱工 業 百 二 十 三 挫 ︑ 電 力 十

この年度 の 隻 崖 は 鉱 工 業 の 増 加

放射能調査研

これに対して地元には︑

ており︑佐藤総理大臣はさる七月
†日︑原子力委員会の谷申をもと

ところが︑闘研銘所のある北袋

に︑建設を詳可した︒

の住民二八膚八十六人は︑①三塾

町一丁項目自治会と二丁鼠町内会

は﹁原子炉は設座しない﹂との淘
束を破った②装畷から居住区域ま

五折︶③瓢憂は企業採点のみに走

よる腺子炉流動実験などの成果が

さすがに鋭い感受性で彼らは

あったが︑引統いて閉会あいさつ

問題の議講はていよく逃げられ

都雪濠謝画については︑設計の翼

報管された︒格納容認について 力闘題損漫役員として溝躍︑日本

臼本原子力研究所はこのほど協

翼や方針など当醐副薩に含めて︑

は︑モノク・アンプでの機羅配鐙

程︑試駿研究の概幾︑格納答器模

に立った堀純郎黙黙雲叢は︑﹁原

取締役社長界伍を決めた︒

原子炉遮蔽と舩の給ゾ数との関係

つかの改良点があることも述べら

確黒影験の成果が報告され︑いく

れた︒

火構造など︑開発途上の闘題点や
蕾心談も報儀された︒

や︑衝突聴の補強対策あるいは防

での距離が近すぎる︵最短約六十

なお三菱は︑今年八月からMC
社長に前田氏畷

会や県畿会もさきに賛成渓議をし

MCFの建設については︑市簸裁判にかけても といった山気も

申立人へ通知した︒

たものであるQ

研︑気硬庁など国立試験研究機関

究成果発表会 や︑爺美膚璽塊所・轟

を渓定し︑十二月三日この旨を全

階に饗したことであり︑いよいよ

と︑懸気撰 業 の 激 増 に よ り ︑ 一 画

六百乃円 に 達 し ︑ そ の 躍 合 は 臓 気

慶比〜︒八 借 の 二 百 九 十 九 偲 四 千

ﾜ二％︑鉱工業四望ハ％︑商量

二％であ っ た ︒ 今 圏 は 切 め て 稽 気
事艶が鉱工業を上圓っている︒

機関なとの研究者が集まり︑研究

二︑憲の両日・千梨市穴川の放射成果を発表するもので︑今圓は延

科学技術庁原子力局は︑十二月

示して以来︑底調であったが︑四

射能調斉研究成果発装会﹂を開催ま調9赤羽西久原子力局放射能繰長

線医学総含研究所で︑第十圏﹁開顕酉五十人の関係者が参加した︒

売上高は 三 十 八 駕 度 に 巖 高 額 を

円と︑わず か の 差 で は あ る が ︑ 過

が開会の甜を︑御覧生蝋輔放医研

究﹂などの発表であった︒
︻写翼は発表会のもよう︼

同事漿嘲が公開の揚で成異を発表

するのはこれが初めてQ

ら︑これ象での威果がスライドを

型︑各系統概要の四項目かち七つ

子力勝︸船は︑ひとり当蜜業団の

原子炉縄係では︑原子炉製造工

渋じえて詳細に報告︵全報告数は

の報欝があった︒とくに試験研究

みが建造しているものではない︒

同上は原船灘豊強の開銀省か

この﹁報告会﹂は︑日本原子力

十作︶されたが︑灼百五十名の滲

については︑附研や実船笑験によ

この後︑各種系統の概要説明が

舩風発輿業団︵理購長佐々木周一

加蒼は終始熟心に聞き入り︑細か

堂ビル大会譲整で開かれた︒

属︶が︑昭和三十八隼八月発足以

関係各界には︑今後も︑人と資金

︻写爽は報告会の会場︼

述へた︒

と︑搬研TCAによる細郡構造型と技術の天与をお願いしたい﹂と

る原子炉用制翻総掘の環境試験
造舩関係では︑船体都の建造工

な質闘をあびせていた︒

実験︑船研での二分の一モデルに

を含めたモンク・アンプでの臨界

業務のうち︑とくに実験研究︑設

宋行なってきた原子力第一船開発

午後瑚聴豪で︑束黛・赤坂の三会

会﹂が︑十一百焦一日午朗十賭から

﹁原子力陣第一舩⁝聞発戊果報告

原船事業団が発足後初めて

成果報告会を開く

・90︑の地表蓄積黛に関する対策研

放射能墨壷﹂︑﹁ストロンチウム

場性降下物﹂︑﹁日本近海海水の

騨のは﹁第七回中共繊実験による放

発幾されたが︑とくに窪壌ざれた

二日闘にわたり七十置碁の論文が

この発表会は︑磁ごろ放射能調所畏があいさつを行ない︑次いで

した︒

十二鰯度は 璽 〜 十 五 億 七 千 二 衝 万

表最二五を 示 し た ︒ こ の 数 字 は 豪
だ鉱工業の 支 纈 額 百 三 十 九 億 二 千

東芝が開発に成功

本講編が報皆された︒とくに顯鉢

1Ill…［1L！1IIII…【「II1…1「llll……E【II

IIII！！31

11…

引き12

季ii12E

E

11iiI羅き111111！IiII

lIII…｛1ヨ11Il「

lillll…【Ill1151｝illli…§【1111…llllII……しiilll……llilll……Eillll§5ヒ「lliζ…1「IIII§き｝1III……lillli……上IIIII…｝IIIII……lllllI艦…IIヨEi｛｛IIIIi！§IIIIil…llllElti

一

撃

竹

取糖難1畏

型

程と基本計器および︑機関郡の塁

涼都・神戸・岡山・μ、1，占・1〜も松・北九州・宇1・潤

閧?露L（812）5■11（大代放）／テレックス272−2081

量

ガンマカメ
新

訓みよぴ建造状況箸を中心として

盤取都千代田区神田金ll｝町一丁口九蕃地
札幌・仙台・二目・静醗・名1二1屋・冨lu

栄／束京都文京区湯勘4丁目謡18奉

取締側：畏押本

p小

大阪市象写本町四丁目二七番地

◎関東電気工事株式会社

唯訓

騨

専門的な報告を行なったもので︑

難竹中工務店

電気工事の総合企業

発電所からコンセントまで

和43年12月12日
漁
産

子

原
第屋種郵便物諏可

第455号
（3）

︵燃料

工学部膏鞄哲男︶︑粉末ポリエチレン︑ポリオキシメチレ

ニウムの抽出に成功した﹁国一難燃温の再処理試験扁

弓懸羅難癖乱獲鑛購
日本原子力研究所の研究成梁普及講灘会が︑十二月三顧︑

三

期待できる
原研の今後
このほかに塞礎研究の分野ての
海実な成果の進展のあることを見

を含む今後の原子力利用開発への

てもなされるよう望む︒

安全監視体制が︑この地におい

今後の原研は︑独創性を発揮でき

凋待磁を強めるものがあった︒

る環境づくりを進めて︑日本独

宙の刎意による成果を挙げること

にさらに努める方針というが︑各

界は研究者の頭脳の尊重に対して

て︑産業界︑醐為人業団を含む国

協力することは必要である︒そし

力︑協調に対し︑原研がその技術

公立研究機関︑大学などとの協

画

︵科学技

膨

的中心となるよう期待したい︒

髪

12

一原産餐料窯便り1
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セミナー終了にあたって︑主

の内憂を允分検討されて︑雄に

トを全員から求められたが︑そ

充実したものを逐無麗催し︑数

セミナー冒頭に︑﹁原子力﹂

と解するのが董煮たとの講羨を

こそ現代行政の主軸であるとい

多くの受講者を輩製し︑原子力

ではなく﹁原子核エネルギー﹂

でないにしろ︑為桑から受ける

間︑敦賀︑美浜の両原子力発購

セミナー終了の翌臼から二日

う進展を鯛侍したい︒

受けたが︑本質的には変るもの

感じは何となく柔いような気が

に思われるより

セミナーには得られぬ現実を眺

所の現地視察にも参加したが︑

する︒反面舌菓でかくれたよう

ら︑敢て原子力

員璽な箏柄を体得した︒私はこ

めそして説明の中から数多くの

はという配慮か

と打って出たと

容を自らのものとするための鍔

のセミナーを騒点とし︑その内

思われる節もな

世界入類の中において︑日本

いではない︒

鵯

粟

︾

︑

＼

︑

王子製紙

躍ケ関ビル・プラザホールで開かれた︒毎年︑恒例的に開か

のために職務を遂行する忠実さ

轡

霞松友道︶︑ラジオアイソトープ生動の第

が︑原子力発電属の安全性串慧

昭和四十五年十月送醗開始︑

力を更に輝けにい︒

、CO、恥し

ンの製造など工藁縄へ進な﹁放射線化学における工業化への

もっとも藩学知識に乏しい私

人のみが体験したあのい謹わし

それまでの間に自らが得た安全

リートする

道﹂︵開発試験場

︵製造部柴函畏夫︶と︑庄昌すべき研究成果のかずかず

一期計圃の藥大成である﹁ラジオアイソトープの国薩化﹂

および流動試験︑炉内計妓開発︑

が︑JPDRのヘア・クランクに

逃してはならない︒たた基礎研究
での成果を報告し一筆に迎解して

もらうには︑ひと工夫も︑ふた工

ll隙研で現在生産を行なってい 夫も必要であろう︒

﹁ラジオアイソトープの国麿化﹂

価格の低いことが朔侍でまる︒

る製愚は︑母港R工二十五毬︑特

には大変鳴瀬柔な講淺内界であ

知し︑地域住民に何箸の不安を

度の諸点について︑総ゆる機会

い原子の悲劇を象り越え︑戦後
二十余隼の今日︑幾多の困難を

を捉えてさらに住民PRに努め

制磁立に尽力したい︒︵樋勘県大

併せて安全確保のための監視体

底本のいたるところに第三の火
を幻さんとする努力は︑日本人

飾町企劇開発雛長一戸矧佳正︶

党服し︑改めて平和下摺として

でしか成し得ない世紀文明への

暮しを

て近年にない盛況であった︒これは演題が︑高速炉感発に関
︵原子炉工学部古鋼

﹁寓速炉開発への密与⁝醐遮爽験炉の概念設針成る

計算機制御囲尭の各種研究開尭の

う︒

が︑原子力に関心を寄せる人々の興味を呼んだものてあろ
能沢正雄︶︑6PDR；豆プロジ

麗発が蕉んだ附闘においてその關

成果を集約し︑出力上罫に必愛な

闘害して蜜全審査の鉱議が熱ぴ︑

﹁放鮒線化学の工叢化﹂一iト

り製造されたポリオキシメチレン

殊R工四纒︑有機漂識化合物懇 換炉に関する動力炉の開発が脚光
を浴びて大きく朗堅しようとして

現蕉︑嵩速増殖炉および新型紙
リンと︑物値上大きな差異はない

は︑触媒毒による帯販製品のデル

明に基づきその安全性は充分認

り︑非扁に侵立つものが少なく

与えない施頒の必要性を痛感し

⑧そ節
一団

挑戦であろう︒

文化を支え

れる本講演会も今年は第十回を数え︑颯否名近い聴梁を憾め

和男︶︑

連ある門液体ナトリウムの基礎技術﹂

︵動力炉開発管理 窒

ェクトの開発研究の一環である﹁動力試験炉戯力上興計画の

一﹂

蒼研究から予備設副︑第︸次麟念

ること︑魁料としては︑プルトニ

発賦験に利旧することを可彪とす

編簗部︶

総禽化の度を増して豪とめ︑本庫

入手が困難な場合はウランの酸化

と考えるが︑プルトニウム燃料の

ウムとウランの混A口酸化物を末命 改︑旭のための諸兼備を終っている

本実験炉は︑ナトリウム冷却を

後の国醍燃料の腸発︑彊水動力炉

あろう︒

の遮歩︑弦金性に貢献するもので

種︑特弧線源五穂︑熱準照射物質

四十二無九月までの生謬論一期五

三十二種︑その他となっており︑

が︑撫工性にやや優れている︒開

積されたほか︑各工程の検出と物

1取紙四五二易︵†一月二†一日 発試験の結果は︑必要な技術が密

子J
力開発の能験と実績は︑薫黛感
力年麗姿により︑JRR−2︑

めたのであったが︑それ霞体と

たがって地域の行政を担嶺し︑

なかった︒だが予備知識を持た

たためである︒

虜展を薄くすザ健⇔らいがある︒

を期するが︑賄の経過はその慎
このセミナ⁝に望むにあたっ

少なくとも現に東漁村原子力セ

都心のムードで
しゃれたお買物

催者蠣で数項昌に曇るアンケー

いるが︑今回の原研の成果報告を

付︶で紹介きれた通り︑第一次︑

質収支および熱収支に関する資料

地域開発罵的が相半ばしていた

短時日のため概怠を得るにとと

全体の溺仕落として公頻の利鑓

あるが︑私は痕電の原子力発亀

ないため判ったような判らない

僻織臥子轄瀦誠︺

罷ったものが入津であった︒

通じて見ても︑原研の十年余の原

第二次ホノト試験の解析︑評価を

品化されたものである︒

をもって醸じられ︑動力炉の開発
RRi3の運転に即応して群発製

つあることに起囚するQ

角に原子力発過所が建設されつ

を褐て︑工業規模におけるコスト

施設周辺環境の安全︑原子力発

試算が可能となり︑触媒法よりも
である︒

薩憲懸

日本腺子力船実語事某団の紹介

究所・動力炉繊燃料際発事X団・

ような気がしないでもない︒し

誘致にあたって︑関係蓄の説

蛯ﾉわたって行なわれたが︑

嬉およそ益子力に関する跡ゆる

D子力研

導の下に︑一群の石張がたがい

電所とその立地︑黒み

に研號討議する学習法﹂と解さ

﹁セミナー﹂とは﹁教授の掴

搬︑原子力関係法裡張網︑原子力

もとに勤三次ホノト試験を準石蟹

﹁国﹇炉燃料の再処理試験﹂一

リオキサンの放射線固稲重倉によ

採用し︑熟出力縞劣KW︑ウ

をとったこ

の岡に著た義絶無形の成果は︑今

物を︑豪た冊来燃料としてのプ

やじろへえ方式

料使用申検査施設を設けること︑

どを︑足期的に炉外で監税する燃

ンの膨脹︑強度の懸花︑曲がりな

なっておこると予想される燃料ピ

と︑燃機集命体の燃焼の進展に伴

ば

い︑さらに炉容器からの害し入れ

びプラグ菌俸の圓転によって行な

クにつけ紀燃料交換器のヒ下およ

の交換操作は︑二重回癒遮蔽プラ

わりの貯蔵槽にある燃斜集四体と

いっている燃料集会体と︑炉心ま

可熊とすること︑炉心部などには

を︑それぞれ炉心撞荷することを

ルトニウムとウランの混合炭化物

韻脚を籍っている現状である︒こ

五月動燃購渠団に引き継いだ︒

設副︑第二次慨念設計と詳細化︑

役劉と巽績偏︵動力賦験炉管理部小山内正夫︶︑国産プルト

液体ナトリウ
ムの基礎技術
原研にお い て は 数 葺 削 か ら 研 究

關発の準佛 存 始 め ︑ ナ ト リ ウ ム 特
研が元成した三無潴からは︑いっ

た︒

そう活発な 研 究 開 発 を 行 な っ て き

まず︑ナ ト リ ウ ム の 純 度 響 理 を

ループシステムの建設︑運紙があ

主匿的とするマザードーター．

り︑これらの建設︑運娠︑修理︑

改造誉通 じ て ︑ ナ ト リ ウ ム ル ： プ
設副鮎購 ︑ 運 転 保 側 修 理 法 ︑ ナ ト
リウム洗拶法および防災技術の確
立︑ホンブ︑バルブ︑ヒーター︑

級面計︑ 左 圧 計 ︑ 圧 力 計 ︑ 流 嵐 謝

クーラーなどの機器および各禰の

などの副測器の開発試験が行なわ

れ︑團的は十分に果されつつあ
る︒三組の質鍵移行試瞼ループで

ている︒

などに碁聖の設計の配慮を行なっ

三選照業醸は︑これ昂一受σて︑

い謹原子力五社クループの協力に

れている︒

原子力行敗に離写るこのセミ
ナーが︑科学技術庁の主催て昨

から四B悶︑科学技術鋸で開か

年に引続き︑張る十一月十一日

動転から八十七名︑阿等かの

れた︒

所所雀町の役場職員として参加

ような不安定の中に終始した次

形で原子力に関係のある人辻で

セミナーは︑原子核エネルギ

第であるQ

させていただいた︒

ーの詔に始まり︑孫子炉の原理

とかく物のはじまりには面罵
と利用︑核燃科ツイク乃と再馬

て私ぱ私なりの受講目的を為し

ンターにおいて行なわれている

蝉︑放射線の祠用︑動力炉の安全
性︑放射線の艦齢︑工不ルギー需

ていた︒それは現に大熊町の一
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給と㎏ヂカ︑わが園の駆子力改
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原
は︑すでに三千晴間以上の筒流速
︵十溺／秒︶試験が行なわれ︑ス
テンレス鋼やクロム・モリブデン

麟構が解明されつつある︒このほ

より︑第三次概念無記から詳細設

☆

副を進めている︒

JPDRl旦プロジェクトは︑

﹁動力試験炉出力上昇計画﹂1

トの各読副および安全性解析と︑

炉心︑炉内構造︑燃料体︑プラン

これに関起した燃料開発︑璽水力
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鋼の溶崖訴出︑腕浸炭現籔などの

か︑ベアリング摩耗試験もはじめ
られ︑また燃料集禽体の熱確姓試
験や批動訊験も循なわれている︒
撮近は︑動燃事業圃からの受誕研
究として︑炉竪内ナトリウム火災

これらの研究開発は︑産業界︑

モデル実験も実施した︒

ランとプルトニウムの混禽酸化物
一
を燃料とすることを継双として設

学界の広い協力を得て進められて

おり︑鋤燃欝業団か建設をためて

讃が進められ︑設副に当たって︑

リウム臨のため繋矯礁優

繁㌫鯉餐噛囎毯

べ9︑増難比はあ濠り縄くしないこ

旧した︒燃糾勲射に重宛を凹くた

で︑なるへく突証き2／た機構を採

ギ

いる汰型ナトリウム︒ル⁝ブの謝

三ヤ七郊九月原研内にワーキン

高速実験炉
の概念設計

を期待しているQ

轟炉の揚護言ざした璽

基礎研究にも着実な成果

幽に大きく寄与するであろうこと

十年余の蓄積に重み

演
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年度内に助成 策 実 現 ︵ ． 平 ︶
ココニロコニニ

崩の建設に伴う経済的なリスク

問題案件の解決に努力

日正午から東京・汎ノ内の策京会臨で︑第九十二回理購会を開

黶＝∴黶∴鼈黶

木内
墨田原子力産業会議は︑十二月＋
軽減のための助成策として開発

ず︑みなさ豪麗業界のこ指郵を

これを応援し︑政策に協力をし

うとしている︒薩業界としでも

拙羅も︑今年度中に実現させよ

の低利子融資制度の拡充などの

えでいる︒さらに原子力産業へ

損失設備金純度などの創設を考

度︑動燃登霞団への三三鐵資の

いた︒同日の理禦会は︑表る十一月三十臼に就任した木内四郎新科学技術庁長宮︑大平正芳新通閥廃

大いに努力してほしい︒

切立金制度を︑また︑海外ウラ

大平逓産大臣

難省大睡︑冨野和太郎経済企剛庁長窟︵代出登坂懲次郎政今次富︶の歓迎午さん会もかねて行なわれ

は醤来のエネルギー源として蜀

で絶名西大紋のあとを継ぐこと

たものである︒木内︑大平両大臣は挨拶で︑それぞれの立楊から﹁閥題の解決と予騨の獲得に努力す

要なだけでなく︑原子力開発に

になった︒原子力分野に険ら

民生酒に夢と希盟を与えると思
てほしい︒

る爾癒があるしと発菖したが︑群

海洋投彙に関して︑モナコ研究所

細は不明である②放射性鴎絹物の

ゆ

乳輪

め

覧臨︐齢瀞ダ

欝

・ズルテス氏︵写翼︶が︑十二月
十二臼︑来日した︒氏はソ連出身
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現には十〜二十薙かかるとみられ

藺ドイツが一番桜極的である︒糞

日本原予力競 鵠プラントは・峯後の懸主鉄への利禦考えられているが︑
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されている︒
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碁く

⑦米園オークリノジ国立研究駈

発を進めているQ

の浴蹴鞠炉の考え方は︑燃料サイ

昭箱二十九年明大

る

商

調

三菱金属鉱業株式会社

﹁原子炉多圏鮒

ポルサ簡計画の災億薙畏について

舟も

8㍉写

クルの上からも非常に注回された

が︑商業化には五一十年かかるた

⑧臼ぶも的確な長期闘標と国を

Oうとのことであった︒

あげての応援で︑原子力開発を進

めない登り︑先泡国からの繍入に

ついても︑官民一体となり︑十

依仔した三流鰯になりかねない︒
したがって︑原子炉多圏的利胴に

葎〜二＋年後への開発に単くとり
かかることが璽要である︒

長︑理礁の互選を行なった結果︑

会は十日午後初会含を嫁いて委員

委員長には石田寒四郎氏︵公明

党︶が︑理購には佐々木賛嘆︑斎

山重四郎︑石川次央︑三宅正一︑

藤憲三︑始関撰平︑福井勇︑小目

内海清の至心が選出された︒

︵委員長金汎護国氏︶が科学技術

なお参駝は︑常設の商工委員会

石弓氏略歴

振興関係の審識に轟たる︒

蘭学郡箪後︑聖教新聞祉に入るQ

以後同祉の広西都長︑輔価学会の

愛知県第六区選幽︑三十八歳︒

二十六日号は休刊

例無の通り︑本号をもって昭和

四†三年の最終審とし︑二︑三面

に﹁一年の一瞬﹂を梅無し豪した︒

士一月二十六日織留は休刊としま

内に刊行いたし京す︒

・

すが︑蓼娼︵︸月一ハ一触︶山個隼

羅

一詩評鰭

〃㍑墾

・

「

業会識派懸の

は︑圓家鐵金の投入で︑原子力発

︷

誤℃

翼斡ρ誉ぜ．︾

⑤豪た島温ガス冷却炉は米︑

利用醐厳圃﹂︵國

もとに︑実用化をめざして研究閥

英︑西独がそれぞれ独薗な考えの

ている︒

畏・仁林万木雄

を同舎せる〃アルゴ︒二謡ークリ

電による安い引力︑水︑肥料生産

ず

へく

の実旛を畢

氏︶はこのほど

り

ア︒コンブレソクス

帰国したが︑所
襲のため簸国が
遅れた仁林団畏

手紙で次のよう

は原薩に対し︑

な即象を霧せて
きた︒
蒔

くすることが鶏溢れていた︒これ

夢野ρ

独などでは重圏

オーストラリアなどのほか︑スペ

はメキシコ︑インド︑イスラエル︑

①米︑英︑西

的利用のため︑

イン︑アラブ再建からも失望をか

国をあげて︑多
大の研究蟹︑マンパワーが碧しみ

④混温ガス冷銀炉について︑製

っているからである︒

石田幸四郎氏

科軟部委員長に

②原子力発電と海水写譜の二亜

なくつぎこまれている︒

り︑各濁のこの種研究を調整すれ

員会を設躍した︒

参醜は薩業公啓など六つの特別委

ほか︑衆院は災害対策など八つ︑

召集︑衆参両院とも常設婁貫会の

第六十圓臨蒔圏点はヤニ月や臼

ばよいとの霧えである③平和窟柵
核爆発のフォローは︑これから検
酎して次の総会へ報告する︒その
ため︑将来の禦業活動について検
附する議間グループを作ったが︑
その湿録は科学諮問委畏会で検討
した後︑来春の理事会へ略書する
ことになっている︒来年中に平和
利罵核爆発の安全面についての会
議を聞き︑再来隼に技術的︑法的

な検討を行なう予定である④工N

企画部長︑中部本部箏務局長︑隔

初当選︒現在︑衆院公明党の議員

年部畏等を歴任︑昨年衆院訟員に

とくに科学技術関係については
﹁科学技術振興対策特別委員会﹂

縫正轟︑岡︵訓話周艮︶戯安温光︒

響四

く︑これはひごろ踪子力平和利

日塞原子力産一会鰹いたし盛9．いう濠でもな︒

一月六日︵月︶原産事務局で

@紹q駈㌶冨
︸

団長︑文教婁艮長︒札幌布臨身︑

︵衆院︶が設けられたが︑同墾舞

◇科技庁辞令︵十二月十日付︶

た︒

二多〆多︶﹁〜︑多〆多ノ多！︶〜く多多︐︐︐多︐珪

り︑再来年から摩格的な運営を始

工S訓颪は︑現伍順調に進んでお

める︑などと述べた︒

〆 ノ多多ニヨ︑

会湊定に沿って来年麗から異体的

○翫幽弔慰に配盟換えする︵科

官︶石倉秀次

林水産技術論定覇務局研究参蛮

○科学鞍蠣冨に昇任させる︵農

究が続けられているが︑今後この

原研を中心に盤試や理研で玉響研

に新しい副画に薦手する︒現在︑

一︑核融合研究は︑原子力婁員

ノ〆〆多ミ

AEA理蛮会は反対の態度であ

きの王AEA総会でソ連代表が︑ の施設拡充が購ばれているが︑王

婁員会と会談したが︑席上︑①さ

部門抵当薔︒翌十三田には原子力

の織体物理学者で︑同機関の技術

国際原子力機関の謬務局次畏1

氏︵一AEA次擾︶が来日

・ズルテス

いま通薩雀では︑原子力発電

お願いしたい︒

腫業界の中枢機関である原薩も

もこれを国標に進むが︑原子力

けれはと憩っている︒われわれ

ては世弊をリードするようでな

技術開発の胃成も図って︑やが

に行なうと共に︑わが国の自主

れた有用な技術の導入も積極的

国に遅れぬよう︑すでに闘発さ

り︑工業国田本としてそれらの

とも非辮に力を入れて進めてお

う︒世界の柄勢を児ても︑各国

今回の内閣改造

のレベル向上にも役立ち︑国

伴い︑他の分野の科学狡術全般

ン資源開発促進のための融資制

る﹂と述べた︒

弼日は︑珠ず大屋敦原麗副会長
が噺両大臣歓迎のあいさつを行な
い︑とくに動力炉認発予舞など︑

昭和四十四薙度予騨獲得︑動燃襲
業団への罠間出資の間題︑再処理
施設訓画の早期貝体化などについ
て要望した︒これに対し︑両大臣

私は原子力は

は要旨次のように述べた︒

木囚科技庁畏官
素入ではあるが︑このポストを
引き受けたからには︑各位のご
指導を仰ぎ︑全力を尽して再処

今さ

理悶織など︑薫要案件の解決と

♂塁

︻写翼は原産第九十二回理垂垂の

ノ

﹁轟轟発国に濃縮ウランを供給す
一♪ノノ〆〆

で基礎研究を進める一方︑人の掘

いは発隼撫の消込といった方法等

学は︑一部で成功したものもある

旧規換試験を続けてきた放射線化

○辞職を自認︵科学冨議密︶野

いかどうかは検d申である︒原研 学讐重富︶鈴木春央

研號を組織的に独立させた方がい

には現在六〜七名の野羊家がいる

があり︑これまでも種々研究が続

⁝

⁝せ闇

⁝︐り⁝議は︑目無目頭に原

⁝知⁝子力囲係者の名刺交 柵の研究︑開発に従話している
⁝お⁝
換会を開いておりまみ々が一堂に藥 ︑て噺隼のあい

はこ遠慰なくおいで下さい︒

すが︑来年も一月六日︵月︶午 さつを交換し︑相懸の親陸を探
箭十一日目ら午後一時まで︑原めようとするものです︒関係者

︷産摺目厩策電旨旨三階︶で開

会社

式

醐
脚

電機株式会社

幽

仁林

コ＝

予騨の獲得に当たりたい︒
㌦

氏ら私が
内願うま
でもな

通産大臣︼

もよう︒立って挨拶するのは大平

〜♪二多多

施設からテーマ・甲・ ﾐ診へ
日添原子力研騨蕨の家隷英二理

的に協力していきたい〇

互交流などで動燃購業団とも蟹糧

が会見

三日記者会鍋し︑﹁今後はテーマ

一︑原子力安全研究については

について顧要次のように譲った︒

けられているが︑原研としては今

が︑今後の企業化への立砿が大変

〜︑四プロジェクトを印心に中
一︑原研は過去十数館閥︑研究

た〇二〜三瀬は現状を継碧し︑四

が︑醤来は二十数名は必塑た︒

施設の融融充実を窪に︑多くの成

胴囲である︒現在︑⁝次系破断時

後さらにこの繍研究に力を入れる

つのうち一つでもいいから︑完全

一︑︵家像氏︶第一回覧界フォ

成功にまでもっていきたい︒

全骨のつながりを中心に研究を進

が︑将来は保健物理と施設との蜜

めたい︒そのため阿部理翼を撹嶺

ーラム大会に出幽したが︑ダウ・

の安全桝確保研究を行なっている

の形︵契約による協力︶で勤燃堺

ケミカルなど米国の超大民闘企業

心の研騨体制を作りたい︒とくに

業団と協力丁．佃方針を立てたが︑

に当てて所内の体制作りを魯ぐ一

が放射線化学に諒欲を示し︑日本

動力炉日月については︑婁託業務

その後世間の要論は︑原研がこう

いる︒

方︑研究テーマの選定を検耀して

の研騨に注目しているのには驚い

の協ヵではダメ

ヨソ行キ

だという購勢にある︒伝︐後は独自

三菱原子力工業株式会社

《

PWR型船舶用原子炉設備

感動団長が印象をよせる
，

事株

國

三菱グループ

三菱化工機株式会社

PWR型原子力発電プラント

三菱重工業株式会社

高度の技術を結集して

菱

鳳
闘

国産化を推進す

多目的利用の現状

のやり方を変え︑今後はテ：マ中

E︑原研の覆のあり方や現装 放射綴のモニター管理︑防護ある

中心の研究体制をとりたい﹂な

事畏︑村田浩翻理購畏は十二月十

原研の正副理事長

@
@
@

果もあげてきたが︑この辺で従来

一，

した

騨

力

子
原
本

発行所
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購読料半隼分前金
9

︵

難

業

襲

＝瞬

c5♪

一＝

縮戸

一一胃

曼

一二

一＝

一服

＝需

曹＝

＝旧

一＝

二

二ノー多ノ細緻離離︶丸〜︑ ニニ

ニヨ︑多罪 ！〆国譲
ノ

〆

〆ヌ

！
〆

〆！

ノ勃

げ︶﹀︑

7〃

〆〆

膨

〆

〆；驚
〆

ノ

ノ言亀田

〃〃

ヌ︑〆

〆！！！

冨

〆

謬

！〆

！≧
二

︐づ1ノ︐

言︑二

ノ〆

雪
1ノ
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二

〆

ヌ

二

いては沖縄論争に拍車をかける結果となったのは皮肉なことで
あった．

佐世保のこの導件が︑原子力平和利用に期しても少なからぬ影

地域社会の共元治殊にきわめて壌大な示鵬へを与え龍も

落ちつきを兇せた︒このことは火力発鍛を念めての発鍛没備が︑

産動力炉の開発は︑今無度予算の獲得により大きな前

磯なくさせてゆくであろうことである︒

進が競待されている︒すぐれた技術と人の集中を必要
とするナショナルプロジェクトの遂行に当たって︑わ

の委託濃縮契約もいくつか実現し︑またヨーロソバ諸国の海外ウ

と原研の位綴づけの明確化こそ︑わが国原子力開発の爵来をトす

会社の原子力への進出もその一つの現れであろう

ノ多多一多 多多二一 二

多一

二

えた原子力開発体制の検討を聞組したが︑いまだに慎臆審講を鏡
行中で︑その紬論の見通しは得られていない︒

〆〆〆

︸＝
＝︻

なお今無は︑日米︑B英両原子力協定が新らしく締結され︑第
一回原産年次大会が開催されると鼓に︑藻潮業界に次いで鼠鋼業
界が原子力開発に強い関心を示すなど︑実り多い隼であった︒研

究開発の面でも︑初の使用済燃料再処理鼠験が成功し︑JMTR

ニニミ

一＝

一＝

＝

一ロ．

隅＝

鳳向鱒

﹂﹂噛

陶3

＝曹

＝一

＝肩

扁＝

政府︑閣講で﹁科

二 二多ヨ♪〆 二 多

▽二十七日

学技術基本法案﹂を了承▽原子力

多

が臨界に達し︑また放射線化学研究︑放射線の医学利用などでも

︶〜r噛

多多多ノー

多

〆多一

多〆

画期的な成果があった︒

多〆一多妻

住友原子力グループ︑

⁝≡

⁝聴
需＝
⁝蹴

とめた﹁原子力漁設立地への毒悪﹂は︑源子力施設と

のような構勢下に︑原湯立地論題特別婁貝田がとりま

響を及はしたであろうことは︑谷易に想像できよう︒

︶
︵︸﹂︶

︵

この奪のもう一つのきわたった動きは︑原子力発電の本格化に

さるべき︑あらゆる要件を正しく解明していたからである︒

のとして高く牌価されている︒この報告轡は︑前記佑世保箏作の

の年の後半におけるハイライトは︑米團フ†⊥フムが

たからであろう︒

議はしはらく開催されていないジュネーブの平和利用

から動き出した︒すなわち米ソ両国は︑

︵

もたらしたさ豪ざまな閥題煎をも含めて︑仔来の立地対策上検討

欝欝案で盤白となっていた﹁査察条項﹂を埋め︑条約の

十八力国難縮委員会にNPT第二次含⁝岡草案を提出 ︵こ︶ 主催した世界フ漏ーラム大会の開催であろう︒この会

月十八澱︑

九六八無の原〜力問題は︑核拡散防止条約︵NP？︶

轍嚢桑⑫
︵一︶

︵

し︑第
3る平繍利用上の諸撚題を幽晦的視野から

伊う油気融業の質龍転換を通薩省が鋭敏にとらえ︑現実の闘題

團隊会議に代り︑進展
検討し︑燭際協力の〜罰の総懸に貢献したことに深義があった︒

として受けとめようとする姿勢を示し始めたことである︒今後の

この草案はさらに︑面独︑日本など︑非核保有の工業先進園が

畢期成立をはかった︒

の代表が出編した︒

会議の規模は民間のものとしては史上最大で︑わが鵬からも多く

これらの闘題を総癒して強く感じさせられるのは︑腺子力の実

産業政策の上で︑A口理的な発展を見せることを期待したい︒

悶題とした①平和利用を魏魏しない︑②舷爆発平和利用の潜在的

町年までに過剰発注さ瓦ていたことに加え︑メーカーの受注残の

乃KWと昨年を一千万KW以上も下回り︑軽水炉ブームに一癒の用化が︑授術︑経済︑行政制度などあらゆる面で︑その変母を余

この年における軽水触発鷺所の発注は︑予期された通り引数落

利益を平等に享蔓できる︑③全面骸環縮への努力を払う︑などの

点を明らかにし︑灸約の期限を二十五俸に一応区切るなど︑三編

この績榮︑査察条墳の貫籍総べ取り崇めなど︑まだ問題噛は残

な譲歩がみられた︒

しながらも︑その精神については多くの羅の納得をえ︑国連政治

︵

︵国︶

研究開発の自由を宿るへきことを強調した︒しかし﹁核拡散防翫
ラン資線確保の動きも衷面化した︒高遮増殖炉の禰発路線がナト

︑動燃郡業団

しかし︑核燃料闘題での進展は瘡実に行なわれ︑米国AECとが国の原子力開発も一つの大きな紙機にさしかかった︒磁器麗発

的なものと見られている︒

ふくらみによる建設の遅れ︑建設費の上昇などが憂慮された一躍

この間わが国は︑政府︑痙業緊が慧志の疎通をはかり︑その基

婆の論議をへて六月十日可決さ3■た︒

本方針にそって︑非核保為繍の立場から保障措躍の㌶別昂概し︑

の緊蟄性と遠駈縮の醗要牲﹂から︑わが副の主張がすべて容れら

〆 ヨ︑多ノノ 多〆一多多二〆
ヨ︑毛玉

原子力委員会の開発体制無題懇談会はこの無︑新しい段階を迎

る重大閻題であろう︒

による海外ウラン獲得のきわめて意欲胸な活動が開始

@に係わる一連の帯躍がほどこされた︒また雛気三業暫

方︑団内においては︑法燃料民有化の年として︑これ

ことなども︑今璋におけるきわだった閲題の一つであった︒

れたわけではないがNPT支持に踏み切り︑その成立に協力しリウム冷却にしぼられたこと︑筒温ガス炉が再び話題され始めた

たのである︒

その後開かれた非核保有国会議でも︑今後保頃措鷹を粟施すべ

きIAEAに対する風 当 り は ︑ 衡 独 ︑ イ タ リ ア 等 か ら か な り 激 し

︵

トニウムの軽水炉利用等︑核燃料サイクルの素立についての検討

された︒さらに使用済燃料の再処理︑ならびにこれが輸送︑プル

かったが︑わが圃はこ の 闘 に 立 っ て ︑ N P T 悶 題 に 対 す る 七 言 的
な協力を惜しまなかった︒

しかし現在まで︑日本︑西独︑イタリア︑オ⁝ストラリアなど

の先進国を含む二十数ヵ国がNPTに調印していない︒その背後も︑きわめて活発に行なわれた︒

多二

しかし︑こうした藏実な歩みとは別に︑佐世保放射能口開に端

多多ニ二号︑

にはソ連のチェコ聞入に歎徴される大醒への不摂︑米大統領口

﹀〜r︑

を発し︑麩地聞題︑放射能蟹理問題が全篇民的関心購となり︑ひ

ノ多

鼓︑国際通貨不安など︑世界政治の転換を予期させる要因があっ
多二藍庭口ヨ︐多ノ

▽八日

噸…

所︑繭独ジーメンスの天然ウラン

EC︑射水煙霧緬格を二四・五♂ 本側のサイン完了︵十八臼︑十五

印︶

▽・†六田

婁員会設置

▽十七日

次城県議会︑隙子燃

通塵省︑核鰍料研究

二十日臨界に達

衆院で原子炉等細網法

原躍︑英国原子力公社

▽十八日

氷圃原子力婁︑⁝九

六九年度予算決定︑総額約二十六

億千八齎万ザ

会︑昭和四士瓢年度聡源開発基本

ける五位元素研究発蓑会閲催▽学

術会識︑第五十回総会開催▽謄礁

連︑通読に核燃料野離開発購業の

▽二十五巳

鍛気協会︑原子力

兼業許可申請提出を決定

原簿海蘭潮間那長に

発継駈薄謝甚灘調査団を米国に派

▽三十臼

佐々木周一氏が就任へ石川一郎氏

源安協︑第〜回原子

辞任︶▽原子力婁加工施設安全星

参院本会蹴︑原子炉

燃翻留難理試験に成功・︑約潜嘱憐

▽†六日 殿研禦謝僻雛雲

等規制法の一部改正法案を珂決

▽十五日

膿の安全器査基瑠﹂をきめる

雌尊門部会︑﹁核燃科物資輸送容

力安全性総覧発表会開催▽米國原

▽二士福二

▽八田

衆院外務委員会︑籍日

サン固梱量禽の開発試験に成功

▽七日原研高崎研︑トリオキ

所麗校

題の発端となる︶▽原羅集票研修

辺で異常放射能を測定︵放射能悶

▽六日佐世保四一の米原潜周

▽九B

科技庁︑翼常放丁場聯

件で五名の専門家︵山郭文炎氏

氷国原子力婁︑液体

原電集海発電漸︑

十一聞

米ソ爾団︑国運総

長調︑閣議で放射能調査の整蟻方

終卓案共同修正案を撮出▽科技げ

会政治委員会へ核拡散防止条約最

▽一一

イト査察翠苔ら来臼︶

切の雲際査察を受ける︵マソクナ

▽二†八臼

常総会聞く

▽二十二碍原産︑粥十五圓通

の一般契約誰を決定

金属冷却鋤速門口炉開発で民闘と

▽十八日

佐世保で異常放
響蒙禦晦︑

射能事件おこる

電源開発調整審議

子力委︑プルトニウムの販売を決

▽十九B

▽二十四B 第五回理工学にお

社︑カー・マギf本祉で正式調 謝意を決定

／哩から二八・五ザ／躍に値上げ

と発表

▽二十一田

臨界実験を開始︵

▽二十五日原研︑3MTRの
料再処矧調査特別婁員会下足

を決定

十三年度原子力聞発利用墓本謝幽

原子力裂︑昭和四

葉水PWR型に決まる︒

JMTRが
臨界に達す

原子力学会︑昭和

▽㎝濤原研JPDRの尊影体
す︒世界で十八番囲︶
制間題で労使が対立︑ロノクアウ

▽二十六日

四ヤニ年無会騨催▽原研︑東海研

原子力婁︑隙配力

東京鷹力︑米G皿祉

子力婁︑乗醒福勘二屠機開設羅可

関係機麗体制問題懇談会発足▽原

▽二十九臼

会を設盈

▽放射線懇議会︑海域放出特別部

臼英両園政沿︑日英原 で便用済燃料の再処理賦験始鴨る

トが実施さる︵二十日間︶

▽穴R︻

与謝野秀民原子力委員

子力協定に目印
▽七田
に黒髪

米ソ甲岡關国︑

▽三十日

を再開

▽羅臼

射能による異常値と考えるのが妥 針を説明︑興趣さる

美浜二弩機建設許可

三面へつづく

ら︶に擁護を依頼︵二十七日︑放

▽†田

当との結論︶

と策海発膿駈の使用済燃料再処理

九餓力と葬鉄六突︑

契約に調印

▽・→五日

カi・マギー社との共同探鉱で日

策躍福鴎一号機の廃棄物処理場工壕

鞭璽

灘欄黙恐

キ

リ

ヒ

梛騨

側

…

騨

r噸棚

k㎝期

ぱ
一儲糊》脚糖｝

7η

東海発鰭所内に東海研修衝を設

第一回番簾年次大会の会場

米︑日英両原子力協定案を可決
▽四日 原研︑JPDRの運転

i・マギー婁員会を設綴

の一部改正法案可決▽蹴撃連︑カ

▽二日

カー・マギーとの
共同探鉱開発決る

図團

船定係温の用地買収契約終了

を結ぶ▽原船那業翻︑原子力第⁝

▽アルゼンチン初の原子力発鰭条約総懸改訂単案を提出V米国A と福島二号機用主要機器購入契約

ブの十八力国軍縮委に核拡散防止

ンユネーを答申

政脳︑閣講で原子炉等
婁︑原子炉施設安全間題懇談会初

▽八田

会合翻く▽田宮茂文民︑IAEA 桝VLT一R﹇

原子力学会︑他の三

規制法の一部改正法業を了承
へ移管し減資を図る一方︑国慶燃

住友原子力工業の設備を関運企業

安全保隊査察局開発部畏に就任
を発蓑

料供給体制を警めるなどの新構想

▽十四日日米爾国政肘は︑ワ
シントンで新田米源子力協定に仮

▽十九日

鯛印︵二十六日ワシントンで調印︶

動燃︑職漁転換炉

茨城繋漁業蕊団体

識難讐磯義埜＿．一蹴鮒鷲。＿＿鞭＿，、

れ

≡

聾

⁝⁝⁝

⁝⁝⁝

産
力

・・
瀦⁝︶〜﹁辱

．二

子
原

ンズ社とウラン梢鉱の畏期購入契
蟹的に含悪に達したと発嚢▽原蹴︑

中央電力協議会︑

約の個別締結を隔始
▽二十四日

〇二〇万KW酒工を含む昭和四＋

櫨九︸九万KW運開︑二十八塞二︸

米ソ合同のNPT 原子力発艦で五十一年豪でに十六一
東北電力︑宮城県女川

第二次草案出る
N崖電力長期副剛︵四十二〜五

十一年度︶を決定▽電甥連社畏

共同瀾発曝業で交渉再開を決定︒

会︑カー・マギー社とウラン鉱の

第︸國原庭年次大

合シンポジウムを開く

十学協会と共催で第六回紙子力総

▽二十一日

会開催▽米國原子力委員会︑原産

AECのガス拡散工
について来公開資料を

隼次大会で
煽の運嘗

十二日

発蓑︵ワシントンと同時発表︶
▽一

關発で英圏原亭力公鷲との捜術灘

▽ニや四日

入契約に調即︵ロンドン︶

奪

7

，7ン

〆

が再処鯉工難処躍疫対を陳憎

圃

霊

＝㎜
…寵

難
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定

（

鞭灘

琵

4
轡饗・綻臨

原子力五グループが建設したJMT縫が臨界

▽五日
町と福島県浪江町を原子力発購所

ロンドンで日英原子

新しい日米原子
動轡︑動力炉開発養蜂

力協定に調定
▽一日

会発足▽原子力委︑原子力開発体
制強化のため原財力出塁機関体制
悶題懇談会の設蹴洩走▽西独の原

鱗
ち

予定地点に内定と発表

▽十一 日
力協定の改定交渉始まる︒︵二十

政府︑原子力関係予

四日東京で最終交渉︑二十七日舎
慧に達す︶

▽十＝ 百

舞三二薦五器七千万円など昭和四

十三鋸度突鼻予騨案を決燈

▽十八日米・ソ両国︑ジュ ネ

ーブ軍縮委に核払散防止条約会同

集京鷹力︑欄島県

ル湾で就航︵ディーゼルエンジン︶

子力船﹁オットー・ハーン摺﹂キー

▽二十 二 B

二予定地点に内定と発嚢▽東電ほ

▽外務省︑新日英原子力協定が実

窟岡町︑楢葉町を原子力発鱈所第

か七電力︑リォ・アルゴム・マイ

日米原子ヵ協定の鯛印式

黶j
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聞

業

力

鵠

高速実験炉第二
次概念設計成る
聡事連︑原子力部を新

政附︑放尉線照射振

学術会畿︑佐世保港

京都大学原力炉︑五

鋼協会︑原子力部会を設置
▽十六日

▽十七日

英贋政府︑下院で臨

千KWへの出力上郵に成功

中圏電力︑脇勘原子

調力行政機構の照照を発蓑
▽十八日
力発聡所用地買版協定に調印▽束

躍環連︑デニソン

ヨ

ンをタ

づミ
一九六八年
㊤

多多多
！多
4多
つン
∠多
多Z多7
⁝一ノ
妻

一髭笏ーー︑一十

原子力産藁新聞では︑恒例の原子刀専大漏ユース
を︑次のように選びました︒なお選出方法は︑原塵

︵十二月十日現在︶

爾勝局の投顕結果で︑順位は獲得纂数に蕃づき決め
ました︒

⑥第一回原産年次大会が開催され︑多
くの成果を得る︒

⑭核拡散防止条約が国連総会で可決さ

れ︑約八十力国が調印する︒

⑭原研高崎研で︑トリオキサンの固相
重合開発試験に成功し海外からも大いに
注目される︒

⑭米潜艦ソードフィッシュ号入港時の
佐世保港異常放却能事件で︑各界に議論

まき起る︒

電源開発の原子力

ジュネ：プで非核保為

開発進出が決まる
▽三臼

国会議開催︑参加九十四ヵ国

▽四日

⑨本格的な原子力発電時代に備え︑核
燃料の民有化が実施される︒

⑩電気事業連合会が原子力部を︑豪た
日本鉄鋼協会が原子力部会を設置し︑原
子力分野への積極性を示す︒

ワシントンで︑FB鶏

第四回漂子力行政主管
繰長会識開さ︑安全確保に関する

▽五日

開発に関する臼米協定の会議開く

▽二日

世界フォーラム
大会開催される

富

線影響学会︑第十一回大会開催

多一多一
R一でジェット機
通甦省︑総禽エネルギ

のエンジンを検査
▽一日

⁝政策課に原子力口業政策篁を設

三菱原子力工業︑大営

ン計画第九次隼報を発喪

▽七日原子力婁︑動燃の五型

癒換炉臨界実験装置に酔可讐申

▽十︸日ワシントンで世界フ

ォーラム大会開催︑二十五力国が

▽十五臼動燃の四十三年度門

滲潴

▽十六爲

電発︑原子力塞を新

閥出資二鱒円の分担決まる

設▽学術会議︑沖縄那覇溢異常放

射能問題でシンポジウム開く

▽十八日通塵省︑四十韮年版

進を強調▽茨城県原畢力審議会︑

IAEA︑EN要
E望
A案
共を了承▽OECD︑ドラゴ
躍力量硲を発衷︑原子力発躍の二

照▽勤燃︑第一回報管と講凝の会

▽八日

ンポジウム開催

ける第三粥代任と保険に卸するシ

催の核物質の海上輸送の分野にお

▽七日

力；マギー社︑USAを開催

一二菱原子力工業が大立

猛Cとウラン艘縮契約を締結
▽五趣

⑧原研大洗研で材料試験炉が完成︑臨

⑳東大医学部佐野教授らの手で︑わが
国初の原子炉利用による脳腫瘍治療行な

界に達する︒世界で十八番園︒

われる︒

㊧米国原子力産業会議︑同原子力学会
共催で︑第一回世界フォーラム大会が闘

茨城梨畿会︑欧州

闇国

⑱新日米︑日英原子力協定に調印︑そ

かれ︑二十五力国が参加した︒

動燃︑便用済燃料再

れぞれ成立した︒

設立に二手

▽十三日
処理施設の安全讐査を総理大臣に
申請▽高井亮太郎氏原子力委員に

▽十五田突然変異国際シンポ
ジウムが水戸で開かる

▽二十日わが圏初の漂子騨に
よる脳腫蕩治療を築紫▽徴界エネ

▽二十九日

ルギー会議︑モスクワで開催

の再処理施設視察のため翻査団を

市に設置予定の臨界婁験狂乱に地
元が反対示す
放肘線照射振興協会︑

研究所内の臨界察験捜置の碓設工
事開始▽含量ークリソジ国立研で
トリウム燃料での運転に成功

新田英原子力網走発
効▽動燃︑大洗に大洗駐在鍛鎮務

▽十五臼

㈹熈壽熈獣繍㈹熈蹴獣蹴織蹴転獣織

EAへ移讐承総
▽十二日

興協会の設立齪可▽動燃︑葛速実

▽十＝百

験炉第二次概念設謝原醗より受理

動獣︑原研大洗研内
大医学耶佐野︑醜中爾博士︑原子炉

▽十四日

異常放射能シンポジウム開く

での貸一γケーブとナトリウムル

茨城県漁藁者三団

政府︑原子炉開規制

体︑再処理工臨設諏反対を再度陳

▽二十鑓

▽二十四日

法の一部改正を公布

・マインズ社と爽岡探鉱で交渉を
決定

▽二十八日西独のオソト・ハ

原子力委︑東京原子

ーン氏︑心臓隙審で死亡
▽一二†日

力産藁研のH脚R施設変璽購謂を
酢可

畏に村田浩茂を趨用▽茨城水産躍

進大会で再処琿施設設置反対を決
議︑動燃東海購業所ヘデモ

団坐

原産立特委︑施設

凶事︑立地問題特別委

立地問題で提言
▽一一臼

員会で報告魯﹁原子力施設立地へ

総理大壁︑三朝原子

▽七日

ストルチンベルク西

委託照射業務を開始

▽十四日

独科学研究椙が契日

聡禦連社漫会︑電尭

第五回憾子力の機

原研紀天利泪開莞

藤波傾雄科技庁原

所は規模縮少で四十五年度憩工と

される▽学術審議会︑素粒子研究

決める

畿

動燃が米・仏と高

科技庁︑窮十回放射能

速炉開発で協力

▽二日

闘査研究成果発表会を開催▽原船

廠業団︑原子力第一船開発成梨報

▽三日

原研︑第十回研究成果

告会を開催

普及講演会を開催▽総理大匝︑﹇瓢

閣議串立て

を

原子炉安全専門審査会

窺北袋町住民の

菱臨界験装躍の建設に関する大宮

▽四日

忘却

に三島麗麗氏が決定▽原子力委︑

総理大毘に東京大学の高速中性子

▽五田

原子力婁︑高速炉閲発

源炉設醗で設置許可を答申

で日米協力に國する国内体制の簸

蛎燃び業団︑仏原子力

に調邸

ジャー戸りが入園旧︵駅彊絡旭尉⁝能鱗件

▽十八目仏汽保に米原藩プラン

度原子力産業実態調査報告轡を発

▽十一日原肥︑昭和四十二年

定

庁と〃欝欝炉に関する一般協力協

▽六日

諭入銀行から総懸の認司を受ける

購所二男槻の翰入機器で︑米国面

電願所在蒲町村協畿会︑安全確保

原子力鋤一船船体

原子力船定係港の

本方針を決定▽東灘電力︑福騰発

界と耀し含う

し︑科技庁長官に木内四郎氏︑通

後列めて︶︒

▽露十日

会議第八期会録の避肇縞果が発表

薩大難に大平正芳氏が就任▽学術

佐藤第三次内閣成立

ニウムの軽水炉利用に聞し︑産業

▽二十九田原子力委︑プルト

起工式︑石播束察第二工揚で

▽二十七理

第一拐工事終る

▽二幸六日

や地熱整備で関係機関に陳繍

後任に梅沢邦繊麗▽全国原子力発

子力周授が同庁製務次官に興格︑

▽二十二日

脱脇のシンポジウム開く

齪▽工AEA︑スペインで原子力 の新会長に内田秀離氏︑会長代理

アイソトープ等利用開発部会を設

原羅敦賀強躍所の圧力窓器搬入

▽一日

九州電力︑第︸護子

茨城県︑再処理施設

原子力婁︑核燃料政

▽十九日

による脳腫瘍治嬢で許可申請提携

▽十五臼政阿︑原研新洗魚畏

ープの起工式

▽十九日

に宗像英二氏を起用

の安全醐保と買継分野の明確化を

▽二十日

政府関係欝欝に饗望

策の基本方針を決定▽原子力委︑

原子力委︑特殊核物

▽三十日

派還

エルの核燃料加工溶断を群可

力工業と日本ニュークリア・フ凱

一四・九％増

▽十五日九灘力︑デニソン・

▽†六日

マインズ社と共岡探鉱契約に認瀦

学術会議︑第五十一

回総会聞き︑放射線影響研究の推

逸無職鯉懸綴三脚駈

燃料に関する日米研究協力三門象

▽瓢十六日

会議を東京で開く

十九日

で多彩な行事聞かる
▽一

損害保険なら一

設︵部長に薩依祥一氏︶

▽＝百

力発購所を 佐 賀 県 値 賀 崎 に と 発 表

▽外相︑米 大 使 に 原 子 力 箪 艦 の 放

射能放出の 管 理 と ︑ 環 境 測 定 調 査

せを申入れ ︑ 岡 意 を 得 る ︒ ▽ 科 技

ならびに体 制 完 徽 ま で 寄 継 見 合 わ

庁︑佐世保 ︑ 横 須 賀 で の 放 射 能 監
視対鍛をき め る
全国原子力発駐所所在
三要原子力工業の騙界実験装罎設

▽五日
市町村協議 会 発 足 ︵ 会 長 ︒ 矢 郡 敦
置︵大宮市︶を認む

九電力と非鉄六

学術会議︑研究用

原子炉シンポジウム開催

▽二十五臼

社︑カーマギー推進会議を発足

▽二十四日

賀帯長︶▽日本︑国連政治婁で核拡

散黒影条約に総総欝欝慧︵十日
鍵連政治婁 で 核 拡 散 防 止 条 約 支 持
決議案可決 ︑ 十 二 日 國 連 総 会 本 会
講へ︶

原子力婁︑核融禽研究

原研偽騰研︑ジャガイ

▽十五属

する世論調査を発表

▽十一日差科技庁︑原子力に関

力明麗が発効

モのγ灘南射を実施▽新鶴米原子

▽十日

融禽研究開発基本計圓を決定

を原子力特定総合研究に指定︑核

▽四日

共存のための研究所設立を提案

▽十一日 新 日 米 原 子 力 二 足 の
▽二十七日原研JPDRロソ
▽三十一日 政府︑原研副理購
保陳描齪︑IAEA理事会でΣクA
アウト開題の訴訟審理始濠る

四国

中口灘力︑繕根県鹿髭

基本計画なる

核融合研究開発
▽一β
町の原子力 発 電 所 建 設 藁 葺 出 講 に

備塁を建設 箋 と 改 称 ︑ 本 郷 的 魔 羅

封手▽原船 積 業 団 ︑ 定 係 港 建 設 鵬

に書手
の提言﹂を作成

でFBR技術檎報交換に禽意▽鉄 ▽五日欝欝の原子力船葱談会

質の民有化実施▽日米原子力会談

作成

が︑舶用炉の研究開発で要塁欝を

一億円︑対前無度比

▽八日継電︑英GE社から棄 ▽三†一日科技庁︑総額二九
灘発曙所の燃料取鍛え機を除く全
設備を引き取る

の昭湘四十四庫度概算要求を大蔵

▽十二日動燃︑Aり摯Rの詳細 省へ握網

原子炉による脳腫

▽十・六口同

との協力体制を協議︑ATR開発所を設躍

▽二十一日

への進出認める

原子力委︑研究用

日立痂議会︑核購節

ンシンの非破壊検査を翼施▽放射

業を支え家庭を守って80年

燃

織糠
蹴黙撚軸重灘思輪醸念織購慧輪慈賠一踏

羅岬鍍

院︵十二月十六田︑肺炎で死去︶

癌治療受けた患者︑爽大病院を退

離無難勧施設と沿﹂

▽二十四日原研と仏原子力

▽三十日

と醸貸の二本立てを決定

特殊核物箕について当人者の購入

▽二十六日

ンで第ナ泣目総会開く

仏連絡委開く▽IAEA︑ウィー ▽二十二田 第五回セラミソク

庁︑第五回放射線化学に関する日

繍回

蚕︑イリシウム期でジェット・エ

原子力第一船の起工式

瓢
耀．

関醗蘂浜発羅所を御見学申の畢太子御要

跳上茨城県知跡︑雌林

エンジンの非破壊検査

懸

▽二日

新島徽

醗．＿麟灘熱総盛晶

伽

水産会議で 水 産 業 と 原 子 力 二 業 の

鎚轍．

藤圏
講
ピ襯

賭

気処理施設の東海村設綴反対別渓

議

熔

昭和4：∋年董2月19日
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聞

亨

炉が建設中で︑さら

いる︒謹た︑とくにカナダではす

でに聡気出力五十万KWの建設が

九八○卑以前には繭藥運蔽が笑現

大型原子蝉は一九七九隼ないし一

民間の再処理工揚の操業鯉幟に

てこよう︒この発地から︑偲来の

は︑核黙料の再処理が鍛盤になっ

て︑日露の核燃料サイクルの瀟で

のテーマについて勧単に述べるこ

があげられるが︑これらのすべて

イソトープの製造および利用など

日添の丁子直島発の一般的特徴

とは二二である︒

その水確も間いということができ

いことが必嬰である︒ナトリウム

つには︑偵段が安く︑増殖比が難

べ⁝スに乗っており︑イギリスで

すでにカナダおよびドイツで藺兼

蜀水炉の開発路線については︑

滑に解決されると催じている︒

⁝☆バトリック・ノレ氏は一九

⁝設に嘉した︒昨年番︒

は︑原子力および在来の各種発電

所の経済性を比較し︑たくさんの

技術的および経済的なパラメータ

するか︑あるいは筒速増殖姫に使

プルトニウムをリサイクルに利翔

原子力発躍所によってつくられる

る分野で︑

て原子力技術のようなお金のかか

という観点に立った一合︑果たし

京にも競合して行かねばならない

いて︑臼本の斑葉が灘外企業とい

をやる

うためストソクしておくかの問融

的な方紘であっても︑野間企欝が

私は︑政府当局はいくぶん稲足

だけの余裕があるたろうか︒

百貨店が式

も︑システム・アナリスで解決す

ることができよう︒

濃縮ウランの調達

低コストの鮎漁ウラン利隔に醐

のために︑憲命に努力しているこ

還裳な投下療金の寧日を含め︑

とは全く当然のことたと思う︒

政網と産業界との協力関係は︑癒

とくに予算に寒しては︑政栂の役

実に行なわれなけれはならない︒

とができる︒窪陀このシステム・

ーの棺互関係をはっきりさせるこ

捌で︑母親的な観燕に立った判舳

が墨添である◎したがって︑たと

アナリシス戦絡計薗は︑これまで

えはドイツの揚合︑許力駕闘にわ

の推測や感摘的な騨価による誤り

たって予算の配分を行なう中娚副

モデルに

原子力教員倉

および達

が行なわれている︒しかしこのよ

うな政策を実行するためには︑欝

賢明なる日取の原子力婁貴会

能かつ強力な組繍が必費である︒

つにまとめるため︑勤力炉・核燃

は︑新魏炉開発のための努力を

料開発鱗業団を鯛翻した︒灘電機

にならって︑非常に多額の資盆と

メーカーが︑聡気蹴業者の縞自力

リスクを幽する開発で︑いかに蟹

たすかは︑大へん擦麗なことと思

極陶かつダイナミソクな役欄を果

日本の産業グループの体制およ

われる︒

く似ている︒ドイツでは︑政冊が

び規模はドイツのそれと大へんよ

原子力分野における技備開発に鴛

申白斑幽の予騨については︑必黎

るが︑義膜謝劇は将来への重蟄な

に助課している︒この政策は︑新

して大きな費侵を持ち︑民間企業

しい及酌を爽沼化するために︑現

指郵としてはっきりと骨組されて

在の工叢力を有効に利用す．萄効果

に原子力罷蹴プラン︑

燃料颯

ント︑制御装療など一をつくり

エ︑原子炉容器およびコンポー不

上げる全部門誉カバーしょうと

トリワム技術の鰹門療︒

口に謬加︶をへて今年来臓︒ナ⁝

ユーラトム禽速炉共岡研究

機械学科鄭業後︑MAN社︑旧

一九五四年アーヘン工科大町⁝

二次世猟大戦後本国へ購避し

⁝一九二九無九月東磁生れ︒第・

．☆ウィルヘルム・ザール氏は

的かつ最艮の方法である︒

原子力産業の政策

トサイダーとして最も暴くべきこ

日ポの原子力産業瀞展望しアウ

いる︒日ぶもかくあるべきた︒

とあれは︑その都度辞価検削され

た結論を払にして︑立案される︒

邦識金の各予舞隠田会で舗議され

麟は︑

画が連邦局の役劉だ︒この中鰐部

をさける唯︸の科学的な管理方法

このような分析方法の開発は︑

でもある︒

これまで非常に強醐されてきたが

ドイツでは最近︑科学研究職の契

イティング・システムの﹂つが開

約にもとづいて︑精巧なシミ乱レ

レイティング︒システムま︑こ

発されている︒このようなシミ議

れ豪でのような観念的な推測判断

原子炉の戦賂

謝画および政策は︑そのようない

わゆる

塾ついて︑チェソクされるべきた

力強化のため企業の爵餅︑碧門化

⁝多・ん葦後薬M墨 賊する闘題は︑長期附な 原子炉の 各々専門分野へ薩むよ︐曇翻すべ
⁝へ留学︒五九年σEAに入り隣戦賂 の鱗点から＋分に考えられ きだと思う︒現だの新型炉の長期
脇発剤画は︑そのような政策を行
⁝ピテルラ・ト縫璽揚の建
騨なけれはならない︒このため︑臼
なうためのいい機会になろう︒
属本がドイツやその他ヨーロソバ諾
すでにヨーロソバでは︑岡際競争
国と同じように︑この問題の調査

⁝ル●デマ・エ．マニ多・

⁝三三着目パリ躍れ二九
⁝毫職工〒ル・サント〒

都心のムードで
しゃれたお買物

hPよ︐い撫融A口の研究︑ラ︑ン汀・ア

の襯要に十分聞に禽うだろうか︒

先立って︑何らかの運転経験を得

されないことになる︒これで田本

適切な国際協力を

る︒ここで鼠闘企業が持つ憲塑性

ているが︑この傾圓はよりB本的

おいて示されている状況に類似し

に修正されるにちがいない︒

私個人としては︑これらの閾題

地からも興味深い︒経瘡的な見地

点は爾本の産業界のバイタリティ

冷却︒プルトニウム酸化物燃料の

は改罠型が開発中である︒この重

ーと卓越した指專力によって︑円

業運航にとって︑この舶の規模が

的な甥力が続けられている︒β本

なわち︑霧︐寵に重要でかつ︑効果

くの局面は︑員讃に値しよう︒す

日本の原子力開発のその他の多

難問企業の重妾性

か︑疑間視する人もいよう︒

経済的見地から山嶺なものである

から見ると︑将来の原子力船の商

る経験は︑技循的にも蜜全性の見

船の建造および運顧から褥られ スのそれよりもむしろアメリカに

は︑非冨に黙輌的であり︑かつ︑

のタイミングはこれとは非常に巡 初の再処理工揚の建設を促進する
ったものとなっている︒動燃箏業 ことが︑褐策たろう︒

は︑その性格がイギリスやフラン

嵐速増殖炉︵FBR︶についてるために︑できるたけ早く日本最

日本は︑また︑原子力船の建造

団によるスケジュールではイギリ

にも積極的である︒この原．丁力第

スおよびフランス等の諮国とくら
べての遅れをとりもどしそうに見

もので︑この分蟹でまた暇

き

受けられる︒しかしながら︑この

つい

開発スケジュールは︑非常に

られた経験しかない日本のメーカ
ーからは︑瓢当のエネルギーを要
求するだろう︒譲外隣のより進ん

おける開発をスピードアノブする
ためには︑この計画のうちいくつ
かの部分は外国との国際協力を求
めることが魎切であるように考え
られる︒

高遠増殖炉は︑ガス冷却・ウラン

水炉閲発は︑燃料の経済性の面か

発については︑軽水炉に競合する

東京・大阪・神戸・千葉

重

トリック・ノレ
ウェーデン︑フランス︑ドイツおよ

團ですでに閲発されている錦繍を

びとくにカナダのような︑多くの

題について確証を持って予見する

設が果たして型嶺たろうか︒日本

十万KWのA猛Rプロトタイプ建

塔慮したとき︑日本の竃気出力二

ATRの開発

ことは園難であるQ

い政治的あるいは商業的姓質の閥

が︑今後十年闘に趨るかもしれな

駐Bフランス原 マ
子力アタッシェ ノ

門⊥︒選炉開発に主力をL
︑

に副燭中のものも多

凄い︒呆の原勇に
よる発購盤は︑一九
七六年には山気繊カ
九酉万KWをこ．凡︑
日本政尉は︑これらの問題点に

に掬効でかつ効果的な組議体は︑

設yの決定を行なった︒この非精

九八五年には四千
ついて十分調査し︑そめ判断に では異用的な寒気出力規模は五十
だ技術開発を兜るにつけ︑日本に
から五千酉万KWに 立って動力炉・核燃麟開発壌一団 万ないし八十万KWが製求されて

達すると予測され
る︒こうして全允蹴
量のうちに原子力発電が面める劉

A愛魏のプロトタイプは︑一九

わ3傷ているっ
現在恵欲的にATRとFBR行
のな二

つの開発副画をナショナル︒プロ

現在稼動中の原子炉およびAT とフランスのサクレー研究所との

る放射線化学の研究︵高崎研究駈

原子力研究駈の筒購書兇脂におけ
もし鷺力会社がこの新しい型の原

再処理と原子力船
子炉の採用決定に掃立って︑﹁年

シェクトとして追めているQしか 七臨奪に稼働する予定であるが︑

つの局面について魯び考察を試み

しながら︑こ和らの計画の持つ二

ープルトニウム炭化物燃料の高速

に対して︑多くの要函にもとつく

システム分析の結果として唯一の

パラメーターを示させるという利

点がある︒．仏れによって︑経済性

に鮒する榴凝的な評価をわれわれ

とは︑原子力酵業五グループのう
ガス冷却炉の経済的可能性につい

は知ることができる︒

にのった原予炉型が登揚してきた

て醐査検討が開始されたと聞き︑

していることた︒隷た︑この態度

認められつつある︒美本でも筒温
唐鋤︑あやうくなってくる︒つ豪

よろこばしく思っている︒

と纏う︒ぞうすれば︑過去および

はすでに新累累の分野でも疑られ

して還紙されることにもなろう︒

轡そお

病懸鍛漁礁懇慰撫職懇灘鐡 ．

惣

アメリカやイギリス︑箔ゼて
フランス鋳の国から葦から十五 合は︑一九七五隼の二％から一
これは︑日本の原子力業界およ

九八五犀には三〇％に増加する︒

び世界の原子力業界一般にとって

奪おくれて出発した臼本の原子力

開発に止り出した︒原子力の平箱

闘発は︑最返その金精力をあげて

行なわれている︶︑プラズマ物理

間では非常に効果的な研究協力が
KならびにFBRにおける慧欲的

合︑出が五十ないし八＋方KWの なプルトエウム利朋訓画からし

聞の商業運転を待つと仮定した揚

重水炉についてはイギリス︑ス

ドイツは全くよく似
ている︒アメリカか
ら原子力技術を憩入
口し︑これをさらに改
ル良し︑これを魎出産

ら︑腿味ある解答を与えてくれる
と愚う︒

その他︑過当な原子炉型として

多圏的原子

て︑燃料サイクルの問題は︑発塩

ガス炉は︑いわゆる

島温ガス冷却炉がある︒この蘭温
一貫して考えられている︒

炉の選択による経済性の面から︑

﹇業に豪で編めつつあ 増殖炉よりも學く開発されるかも
る経緯も︑また海外 しれない︒このような状況におい

ザウラン慧の覆に

ほとんど同じようだ

由り出した禦輔も︑

炉

として最近︑その価伯が高く
だが︑その選択も︑他の経緕盤

高速増殖炉の開発

りその原子炉型は当然︑経済的に

現在の開発プロセスから出てくる

つつある︒しかし︑滋鼻硝揚にお

重水炉と高温ガス炉

ち︑少なくとも四グループが個々
さて︑醐圃がこれから開発しよ

燃隅を燃挿するので︑いい転換炉

科学的な管理手法

結果に熱して︑何が一番必要であ

聴期と投下蟹金が闘題である︒し

私は︑現在︑すべての畏期的な

速増殖炉は︑私は決して悪い選択

となろう．この炉は蕩速増殖姫に

原子炉の開発利胴を進めるにあ

るかがわかってこよう︒在来炉の

たがって︑閥速増轍炉が優位に立

うとしているナトリウム冷却型蕩

でないと思う︒たが高遮増殖炉開

帯しできるたけペースロード用と

アナリシス戦舳敷翻である︒これ

たって必襖なことは︑システム・

といってもよいだろう︒

…

…

り

… … …

…

ることも愈親があろう︒

磯
鍵

非常に醤ぱしいことである︒しか

し︑またドイツ原予力開発の活動

灘ii

し︑この状態のいくつかの局面に

にも携わってきた︒ここで私は︑

灘ii

ます蓉す増大することは明自であ

第三の話題点は︑核燃料の供給

とくにドイツと田本の原子力開発

戴il

欝懸ウィルヘルム・ザール

ーー西独とよく似た日奉

の燃料提供蕎はアメリカ

についてである︒今後十高聞にお

l業妻

利濯の分瞬における重要性が今後

ついて倹討する必要があろう︒ま
ず最初に︑この副爾は︑はたして

立ち強ちすることができるのであ

璽油燃焼による発臥所との競争に

ろうかという点である︒ヨーロノ

．Φ統計はまことに印象的であり︑

ていることがうかがわれる︒この

日本が原子力に君影な期⁝待レ僧かけ

る︒原畢力発羅所の建設を予測す

海

状態は︑日本が軍購計画を持た
パにおける虚勢に目を岡けると︑

できる時代の鋼来のペースがおそ

な低減によって原子力が立ち打ち

癒濾の価箔の堅実な︑そして璽麗

ず︑今日濠で原子力の研究につぎ
込駈れた経費がそれほど大きなも

のでないだけに特艮杓でさえあ

れと同様な状態が臼本においても

くなっていることに気がつくQこ

るQ

日本の原子力開発分野のすばら

とつく軽水炉に依停しょうとして

揺がほとんどアメリカの技術にも

第二の閾題点は︑日本の砲際会

また起らないであろうか︒

しい業績は︑だれもが知っている
ことであり︑また︑それらに対す
る私の償讃はたれよりも用い︒だ
から私は︑日本の業績をふり返る

ける燈

の通風︑現在︑冊来を比較しなが

獲l

新

業
産
︐
プ

子

原

本紙は、1968奪を送るにあたって米、英、独、仏の駐日科学

夢
ことよりも︑むしろ日本における

いるように児受けられることであ
る︒こならの原子炉はまだ継続的

原子力の傾陶についてのいくつか

の問題点を考察してみたい︒私

な繭業上の経験に乏しく︑また建

の皇臣な部分を︑たった一つの技

考えると︑日本がエネルギー生産

を起している︒このような事摺を

設途上や運紙申にさ象ざまな聞題

は︑これらの闘題に対する解讐を
与えようとするつもりはない︒な
ぜならは︑私はそれらを熟知して
はいないし︑豪た︑ぶしつけな思
懸を与えるほど私は無遠慮でもな

私は︑過去十無間︑ヨーロソバ

ついて取り上げてみたい︒撮初は

な問題︑すなわち︑原子力発電に

である︒アメリカが誠実で気心の

ら︑少し分析を罷みたい︒

原子力共同体の原子力触発に滲加

むしろゆっくりしたペースで開始

わかった︑そして︑儒頼できる濃

はなかろうか︒

術的系統に依存することは危険で

された原子力発電所の注文は︑そ

源子力開発を開始した榮仲も︑

ることは全く疑う傘地もないQだ その経済的な誠長ぶりも︑日本と

縮ウランの供輸液たらんとしてい

原子力発電の問題

いからだ︒

灘i

幽

の後一九六六隼以来︑にわかにブ

まず撮初に︑原子力の最も虫要

難i

曳／へ

：ムとなり︑今や五心の軽水発露
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アタッシェの方々に「日本の原子力醐発に関する印象と若

干のアドバイス」と題して、霧稿をお版いした。ここに霧

せられた慧見は、日本の原子力關発がアウトサイダーにど

のようにうつっているかを知る上に貴鐙でありまたこれら

のコメントは鋭く日本の問題点をついている（文獲編璽部）

丁

業
産

力
私は二九六六葎十一菅〃に来田し

三士薪樵欝欝繋糊灘繕総難癖

間︑促進されつづけるであろうと

ービスの取り引きは︑ここ数年の

るにつれて︑日米闘の核物質やサ

処理や加工を覇業的な規横で始め

た︑巳本の産業グループが燃料の

の供給確深をはかるにつれて︑窪

子力発電所が将来必要とする燃料

日本の電気錠業が︑建設中の原

ウラン銀行のすすめ

W・J・マックール

する実際の契約においては︑もう

の引き渡しと価格のサービスに関

きめがなされている︒特殊核物質

きには︑それも司能なように取り

岡協定の修正や変更を要求すると

麗麗性が増したりして︑日本側が

特殊核物質のいずれについても︑

さらに発電用燃料︑研究開発用

ている︒

米国原子力婆最会
綴蛾担当科学代願

ーー需 給 の バ ラ ン ス が 大 切 t
協力促進
の一里塚
先般︑日米原子力

卜平和利用の一般協定

民
ノ

動批馨れた︒この鰯

クが調印され︑そして

定は︑従来の日米協

定より一歩を進め

が再倹酎される必幾性も生ずるの

の為効利用などの理磁から︑計画

業を除いて︑供給能カー懸子力

そして︑使用済燃料の再処即壌

︵ウラ

の

速増慰炉紺発のための広範な妓術

発慮所の製鋼開始で遭遇した経験

湿たちが大規模で複雑な夜来火力

が︑このことについて選択権簡行

いくことを希塾している︒しか

本質附な変更なく今後湿められて

日本の研究開発が︑こうした姿で

製作機羅の輻をひろげ︑その錨質

会社の簡襲にこたえられるよう︑

状から考えれば︑メ：カーが電乃

臼本の原子力機器メーカーの現

AGRと都市接近陣性をもって運転できることを懸

くらも経っていない︒しかしこれ

業は︑それか憂虞してから毯だい

る︒日本がそれらの圃のぶ画から

が日本と闘療な劃画を持ってい

の多大な投資に対する損失を勘案

ばならない点だと思う︒メーカー

いで行かなければならないが︑こ

すれば︑設徽静劇が生じるのを防

業翼は十分差認識を持ち︑このよ

れらのことについては︑鼠輩の産

うな姿を蹴持していくであろう︒

⁝ル氏は一九二五年米語ミシシ⁝

⁝☆ウイッティ・﹂・マックー⁝

ライナ州立大盤業後︑マルコ⁝

⁝ソピー芝生罵れ︒ノースカロ⁝

鱒監督者︑フラノト＆ホイン⁝

⁝・プロダクツ祉の原子炉実験⁝

⁝トニー航空会祉の主任技師・⁝

H全部次長などを歴任︒

︒

⁝一九六二母米AEC原子炉安⁝

利蓬が徳られるなら︑共同研究に

参加することが両所なことである

私はB本と英国が＋分に協力で

と思う︒

きると確守するが︑すでに始濠っ

ている共同研究を一魍鉱了するの

に︑私がいささかなりとも目口で

うつもりである︒

きるならば︑磁んでその努力を払

私は日本が︑すへての原子力平

成果を得ることを希墾し︑かつ確

和利用分野で︑当然おさめるへき

信している︒

．九二四無八月ロンドン磁ま⁝

⁝☆巴・P・ホチェン氏は一⁝

⁝i大学電気機械工学科二業．

鴨れ︒一九五〇無マンヲェスタ⁝

⑳

費後︑英岡原子力公社に入り︑⁝

⁝ハンタ⁝ストン要望所運開の︐

．年に沓し現下筆る・ ⁝

・貨任菅として活躍︒一九六六．

主目
︑マ

横

田

信

悪

社綴
本支

ﾑ藩 東名福

水 建 設

エネルギー・バンク

ン銀行︶を設立することの利煮に

ここ一了三駕の聞にこの関係に大

ほどよいバランスがある︒私には

力会社の必装轍ーーとの閣には︑

機雛の製造龍カーと聡聾一鍛

燃料の供絵や濃縮のサ：ビスは︑

一般的にいって︑われわれは核

ではないかと考凡られるQ

ついて︑論識が巻きおこるかもし
れないと湧えている︒

研究開発について

きなアンバランスが生じるとは︑

日米両圃にとって︑お互に利益と
なり︑原子力平伽利用の経済的利

とうてい考えられない︒

さて次に︑研究闘発について述

る︒謹た情報二重は現実的な恵味

燕をわかち念つものと思ってい

しかしこのことは︑漂子力産業

べてみよう︒田本が動力姫・核燃

がら︑その発展を羅婚して行くた

ができる限りの大きな利誌奄懲な
的蝦涼と技術をわかち合うことだ

れ以上の必要な期闘︑必要愚の翼

構報交擁について︑いま最終的な

使したとすれば︑田本はあらゆる

し︑おそらくは一九七〇銀以降に

続けることは明瞭である︒

を岡上し︑それらの活動を充実し

さちにAGRは人口醤集の地絡慰している︒もう一つ付け加えれ

である︒

附言響理剖画を採用しているから

府もメーカーも︑十分に懸盤せね

めにはたいへん大切な闊題で︑政

発電分野への忠告

と考えることができよう︒

で︑画国の将来の発展に必農な人

料開発悪業邸を設立し︑核燃料サ
イクルの確立をめざして研究開発
計画を推し旭めはじめたのはたい
へん麺切なこと紀と思う︒アメリ
カでも私たちは︑日本と圃様に︑

旛されにが︑最初の軽水炉が完成

臼本の隙子力発電所建設副画

仏燃料増殖サイクルは︑次の騰代

する一九六九年優半および一九七

は︑一九六八年はほほ予定滋り実
学嶺︑技術者たちが︑日本と協力

〇年も︑予定濫りに行なわれるも

の繁栄に欠くことのできないもの

して︑なるべく舞い時捌に経済的

のと鍔えてよいだろう︒私は禁転

と確引している︒たから米凶の科

に国争できる増殖サイクルを開発

これを達成するために︑米A 上の困難さは︑われわれがアメリ

することを希望している︒

限らず︑より包抽的で経済的な内
一九六八奪は︑口本がウラン糟

壁ウランを供冠する楽照があると

よりも大きいとは考えられない︒

米AECは︑五年闇またはそECと日本の動燃慣業団は︑高 カで経験したもの︑また日本の友

私は潜えている︒

日本原子力薩業会議から︑日本

容をもっているQその慧味で日米
鉱を盧接買い入れるための長期契

打ち合わせを行なっている︒私は

はずである︒

すぐに︑かなりの進展がみられる

の原子力塵繋についての印象を求
協力に㎝嗣のみがきをかけ︑協力

発表した︒もし睡本の聡力会社

て︑原子炉の分野に

められた︒私はこのことを大へん
約を結んだり︑またアメリカやカ
ナダにおいて︑ウランの共同探鉱

疑葱の購魍に対処できる十分な澱

顕

関係発展の一歳塚をきずいたもの

開学に乗り出したりして︑核燃料

の濃縮ウラン・インベントリーを

ともいえよう︒

光栄に感じている︒

こうした一連の措置で日本は︑一

資諒砧促に大きな蔚進をみせた︒

タや︑将来の資金︑マン・パワー

は︑そこから得られた技傭的デー

薪協定では︑原子力発灘嗣燃料

そのほか薪型転換炉・三川増殖炉

の長期供給が保証されているが︑

私は近年の日本経済のめざまし

の囲でみているが︑ここでは︑原

たがって私は︑将来日本でも盆立

い発展と︑技術の繭実な三川をこ

子力の分野における臼米協力とい

資源を確保したことになる︒

対するアドバイスが解されるなら

私にもし︑臼本の原子力副薦に

情勢に応じた計画を

九八O年初頭のころまでのウラン 保有することができるわけだ︒し

冷却姫︵AGR︶を採屠し︑︸九経蟹を大禄に減少させた︒また自

などの研究關発に必要な特殊核物

力によって実現されることたろ

七五年度末までに︑開題万KW 然の美観を損ねる解熱鉄塔の設置

質の供給も行なわれることになつ

由世界為体の三分の二の原子力発

う︒

べてみたい︒

雌を行なっていることと思い合わ

うことにしぼって︑その感想を述

思慮深い計画性
私の日本の原子力開発への印象

︵全体で一千三百万KWとする︶ も不要にしている︒

の新しいAGR建設油画を立て そのほか︑イギリスがAGRにば︑それは﹁日本がいかなる将来

だが︑私にはどうしても一九五
〇無代の半ばにイギリスが立てた

の情勢変化にも早急に対応できる

た︒それ以来︑私は日本の原子力

せると︑日本の削画がいかに野心

た︒それはAGRが現在のところ黒蟻をもつ理由として︑全出力運

である︒

計幽を立てるべきだ﹂ということ

的なものかがわかる︒

とがある︒それは発電所が予備施

転中に燃料交換が可能たというこ

の第一が︑い豪述べたように︑原

斜翻が︑日本と同規模のものを十

ることと︑最も新らしいタービン

最も蜜い発湿を行なうことができ

子力開発にたずさわる人たちの優

だが︑原子力発醒所は建設義軍

無間に見込んでいたことが想起さ

みにしている︒それは彼らの熱心
秀性から来たものであるならば︑

から営榮運転までには少なくも四

関係者と謡し合うのを㎜つの楽し

さ︑慧志の圃さに感服しているか

年の二日を肇するQ六十万KWのれてならない︒イギリスの揚禽

ば︑AGRは最低のウラン濃縮度らは急速に進展している︒日本で

このことが︑イギリの楢茸力立

寺京都新宿区角筈2丁目73番地

子

原
らだ︒そして︑鍛も副象的なのは
第二は︑慎窮すぎるほどの注慧を

とについて日本で

よりはるかに技術も経験も鷺かに

らに延罠されている︒現在は当時

に建設でき︑ひいては発田所な負

原争力の科学技術と︑原子力筆

もって進める思慮深い謝圃性によ

は︑ことを決する

麟総懸鐡籔．灘磯想羅購辮
他山の石

干オーバーしてしまうことは明ら

豪でに瘤節しなければ︑四年を著

なっていることは磯かではあろ

の紙雛を開始した︒イギリスを含

はすでに新型転換炉と蔦遠軽南西

E・P・ホチェン

設を持たなくても︑常に蔦度の儘

彼らの友情の深さだ︒

かし︑棄るところで日本語の通じ

決定の仕組みが大へん複雑だ︒し

に当たって窃民双

を使圃できることからである︒

発躍所は︑すべて一九七二照度霊

ない外口入をたすけてくれる日本
方が協力し︑あら

は︑結局︑その能力が伴わず︑さ

るものともいえよう︒私はこのこ

入にあった︒臼本人の親切さには

⁝英国の現状は

英国大使館︻等
発についての第三の即象は︑原子

かと思う︒もし日本の原子力発電

の燃膳が使用できるという利点を

の完了朗に︑さらに進んだガス冷

地問題を非常にたやすくし︑嵐鍛

（343）5311（大イ黛墾｛）

珪ミ寿（

冤轟再

日本では組織上の孚競きや慧愚

常に感謝している︒

ゆる観点から十分

謝爾が練られ確か

すぎるほど十分に

められる螢をみて

平和利用に徹す
興味は︑それがもっぱら︑平和利

来た︒

日本の原子力開発に対する強い

用のみで副闘され発展していると

力発囎計画の規模の大きさと︑こ

もっことであろう︒その理由は︑

轡欝欝︵原子力担当︶

国が各毬の開発を行なってい る

れを達成しようとする決闘の強懸

荷中心地点により返づけて建設す

矯本の原子力開

閥︑蜜明にも各国の動きをみ つ

うが：⁝o

ころにある︒だから日本は︑謂外

め︑機を待っていた︒そして︑原

謝画が︑大規模で確固たるものな

利用など︑またB本が要求する原 在イギリスが持っているよOも大 が︑その訓圃は日本の要求に応じ

より完全な体系化されκ改喪ガス

却炉の必要性を懸じ︑より高温で

AGRでは常に最適条件を求めたむ他の主要な国々では︑ほとんど

さである︒

て日本の専門家が立てたものであ

めたからである︒

ることができるほど︑蜜全性を挿

る︒日不の嶽子力藤業の決意と努

イギリスはマグノソクス炉計團

きな原子力発聡設備を運癒しよう

らは︑これにこしたことはない

としている︒イギリスがすでに自

一九七六年度窟でに日本は︑現

子力開発への適切なプラン準．揮成

サイクルやラジオアイソトープの

した︒

取締役社

一

子力発罵についても︑豪た核燃料

ホチ濡ン無

@
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英︑西独
オランタ

遠心命離法の開発へ

ランダの工揚建設謝圃を聖心に検

ハーグの三国会談では︑まずオ

場の敷池については西独は政治朗

ﾅ︑例えば告ジョンソン攣

力委員がオ⁝クリソジ国立研究所
を写れた外国人に対して毒したこ
との中でも︑逮心分目法が揚含に

いる︒英国が共同市長に加入する

よっては有利であることを認めて

ことを阻止し︑ピエールラット拡
散エ揚の拡張を憲張していたフラ
ンスは︑最近国内間題が多くこの

裕がないのか大した鋤きもしてい

ような動きに大きな闘心を示す余

の建設を加盟与力圃の共同購業と

ない︒ただ︑其壁塗揚は濃縮工掲

に進んでいることの三点である︒

は央塁の色をかくせないようで

の璽みがなくなったので︑関係者

AECはある程渡予想していたよある︒
︐二曹83︒＝

三国協力の意義
亭 量儒．●・．︐隼．・﹂：﹂卿＝・零●●膠 9・鱒；5偏8昂ε岬．帽一口鴨邑．卿 ・願﹂

濃縮ウランで米の独占を打破

；置ご3●︐噴＝■●冒；．﹂

このような三国の蹴きについて

の方が技術的にA泡Cよりはるか して進めたい壽えであったのにそ

であること︑⑧この分野では欧州

灘い欧購ではこの方法の方が窟利

法の約十分の一ですみ︑写物費の

性のあること︑②消費握力が拡散

米國の濃縮料金と競争出来る可能

⑪拡散工揚より小規模なものでも

關心を示している理由としては︑

三国技術大臣が会談

ハーク

の開発を意欲的に進めて来たこと

討を進めることが含慧されたもよ

カーペンハースト工場の拡彊に当
理由から避けられ︑英圃は欧州大

億がだが︑これも軍事用である︒

う︒フランス敵府はこのように炉
に

騰入しなければならないことを考

えれば外国の駕要巻にとってはこ

れは明らかに高すぎるといえるだ

ろう︒プルトニウムの価格は一般

に一九七〇館代初期よりさがるも

原研鷺一研修所

研修生を募集

日本原子力研究断のラジ矯・ア

イソトープ姻修断は︑来年一月か

ら三月にかけ︑二つの基礎課程︑

月十六田〜二月一田︑

軟べ；タアイソトープ専門諜程

期間

円︑申し込み締切りは︸月八田︒

募集人員擁十五人︑受講料臼一万

期間一−二月

第三十二測奪門螺程﹁R一の化

†二日〜二月二十八日︑募集入隅

二月二寺

?〜無月二十日︑募集人員涯十

業への利用謡ース﹂ 期聞目聾月

第三十三回専門躁程﹁R一の工

込み緑切りは一屋二十一日︒

翻十五人︑受講料目一万円︑申し

学への利用コース﹂

期閻簡︸

および三つの専門課程の研修会を

期間

八田〜三月二十九臼︑いずれも募

十九園塞礎課程

月二十七日〜二月二十五日︑第七

第七十八回憂国謀程

開く︒開催要領は次のとおり︒

AECより一嫁麹たり四十三逆で

であるが同患あるいはそれ以上を

は一鰯当たり二＋六誌鐸度のよう

一﹃三曲聞のプルトニウムの価格

価格協定が囲樵としているこの

のIGファルペンで研究朋発が進 酌であったと恩われる︒
められ幽75成に近伺いているとい

独立

頚点をおいてまたので遠心分離法
の研究は行なっていない︒欧州濃
っきりしない︒

型の採用で迷い︑また

年嵩でをつなぐ炉型について米圏
の鰹水炉を騨挿するか︑カナダの
露水炉を取入れるか︑英国のAG
Rと協力するか迷っており︑年内
縮ウラン工揚についても態度がは

⁝

響をおよぼし︑その原子力政策の
再検討を進めることにもなろう︒

模も小さくてすむし︑経済性も高
い︒従って選心分離法のエ業化に
成功した揚舎は英困︑西独︑オラ
ンダで米国の独蕗を破ることがで
きる︒他方フランスの立掲にも影

う︒米英も強い関心を示してい
る︒逃心分離法であれば工揚の規

に結輪を出したい意向たが︑炉型
によって濃編ウラン南桑が違って

スポール研究筋で実験に成功した

が進められ︑工合初頭にはベルク

選心分離法の研究関発ではキス

くる︒米國の軽水炉を受入れる夢
合は︑せめて濃縮ウランでは米国
から独立してビエ：ルラソト工揚
テマケール博士の指導の下に実験

を拡大するか︑欧州アイソト；プ

分離工揚を建設したい考えたQ亜 というウワサもでている︒西独で
水炉ならば濃縮ウランは閥に合 はジノペ博士の下に化学工業会社

プルトニウム輸出で価格協定

五人︑受講料睡一万円︑申し込み

集人単一−三十二人︑受講料賎一万

の給料を支払うことはできないだ

締切りは二月二十巳︒

の五分の三が建設されているが︑

出力二＋五万KW︶は現在︑全体 差5という範囲︶に匹敵するほど

五田︒

であると伝えられているし︑フラ

五千円︑申し込み締切りは︸月十

ンスがカナダより購入したものは

ウムの価格は一鰯轟たり二十建弱

き渡すことになっているプルトニ

が一九七二⊥二塁にベルギーに引

で︑既にパシフィソクG＆Eも加 のと予掘されており︑側えぱ英国
入の勧誘を受けているとのことで

ン︒エヂソンのルーチェ会長の特

のに大きな役罰を果たしたのはコ

アメリカの四電力会社が
いたようであるが︑西独等は掘麹

ある︒この価格協定を成立させる

米国致麿は︑外国が米国からプ

強力にプルトニウム価格の引き下

・シュワルツ矯であるとみられて

別補佐投を務めているベルトラム

ルトニウムを購入する黒蝿︑その

れに鮒してすでにプルトニウムを

り一努出たり四十三誘で購入する

うちの少くとも管○％はAECよげを図ったと伝えられている︒そ

ちょうど一奪前︑W︒ベン技

ろうとのウワサがある︒
いる︒家た︑ヤンキー︒アトミンク

雲毒する契約を締結しており︑現

この計箇は︑こんどの原子力麗業
有するヤンキー・アトミノク︑コ

もローウェ原子力鞘醒所より出て

在残りの薫＋三蓋を蔑間より購入

界再編成で新しく生まれたコンソ

ことを聾了している︒従って︑外

ン・エジソン︑コンシューマーズ

くるプルトニウムは要当な傾格で

しようとして交渉中で︑さらに再

最終製晶にして一尋当たり二十二

國のプルトニウム舗要暫は米国の

・パワー︑コモンウェル・エジソ

いうようなことを言っていた程で

売れるようになるまで貯蔵すると

諾重度であるといわれている︒

電力会対からプルトニウムを多少

ンの四電力会狩は︑外国に売るプ

評繁の購入も考えている︒

を説いて︑米国のWH社からの技

め︑あわでてリズレーに飛び︑技

術者引抜きを思いとどまらせるた

術者の説得につとめたことがあっ

︒ニュークリア祉に引きつがれ︑

果︑これ豪で建設計画に参加して

完成されることになった︒この績

イングリソシュ・エレクトリンク

西独は既にA殺Cより葺＋譜鰯 シアム︵NDC︶闘バブコソク・ 術大臣は設計のチーム・メンバー

安く購入しても︑最終的な価格は

ルトニウムに麗する価樒協定を結

て行き︑他の多くの者が米国の会

きたA皿Aの技術者の間では︑不 た︒しかし︑六名がA猛Aを離れ

安が出てきた︒

六つの愚論を包領しているリズ

社D
と接触を保っている︒
とくにAEAの技術者ちはN

ー礁議長は︑﹁新会挫は組禽の代

レーの組含幹部であるA・ハーマ

る︒たとえは︑新．コン⁝ソーシア

Cに引き継がれれば︑給料や労働

部でますます強くなって壷た︒

社︵AEA︶の原子炉グループ本数件が低下しまいかと心配してい

英AEAの高速炉技術者の問で

米国への頭脳流出再燃

あるから︑この協定に非常に過日

この蓼当たり四＋包丁との撫愚平

ある︒このような輸出のみを対象

んで対抗することになったようで

とした価欝協定はウ毘ソブ・ポマ

均と雷うことであまり糖利になら

鶴二者が平均一綴当たり三十逆で

リン法によって独蘂法の暁雨が除

ないことが多い︒たとえば雨漏の

プルトニウムを入手するために

英国では︑昨鋸につづいて再び

外されているのである︒この価格
協定には現在のところ四電力会紆

が閾題とな

現在の給牌︵設計者には隼千五酉

匹敵させることはできないだろ

AEAが現在スコソトランドの ムが︑AEAの技術者らに対して表者との会見で︑AAEの論料に

う﹂と私に述べた︒AEAの若い

技術着達は︑次に何をなすべきか

蟹から轟級技術暫や科学者には七

建設中である蔦逮炉原型蝉︵羅気

い︒例えば質澱移行現象も最適

ー︑リズレーにある英国原子力公

っている︒この動きはランカシャ ド⁝ンレイに三千万隙︑﹂僧投入して

米国への頭脳流繊

高速炉関係の科学者や技術者の

計が増加するに従って︑そのメン

後プルトニウムを産感ずる醒力会

が加入しているたけであるが︑今
最近︑西独や田本で大照のプル

バーも縄やして行く口考えのよう

は︑一竃でいうと技術の基礎を

のテーマと思い豪す︒

き素餐を渚実に進めるには︑不

高固めに簾ってきてくれつつあ

す︒一般のナトリウム技術の斜

英國全体の立揚からすれば︑若

とも米国行へくべきか・⁝と︒

い有能な技懸者の海外流出は蚤大

大いに関心がもたれたものでし

ていかにしたら成果が上るか︑

のが最初であり︑運営法も含め

の高逮炉開係専門家会議は今日

した︒ライバルどころか︑ナトリ

程の単純さは︑実に印象的で

りした均質炉型と内容的化学過

まっており豪した︒そのすっき

力運転中︶し︑大いに志気も趨

在はまだ炉特性解析のため需出

敗者になってしまうだろう︒

受けねばなる耀い︒英国は塞嶺の

ーカーが価格競華のためだけに︑

消えてし窪うだろう︒ボイラーメ

た︒英・米・仏︒独・田五力田

全く存在しなかったのに︑共に

っちりつか弄えるのが︑祉会的 に貧乏なのに驚き豪した︵BN すでにそちらを手がけたので今

ョナル・プロジェクトとしてが

一方ナショナル・ラボも︑意外

しの尻切れ問答も多かったので

て出そうとせず︑臨書いっぱな

有廠義な会含でした︒結論は敢

たいと頽張ってい翻す︵筆者は

領域の均質動力炉にしたて上げ

えたいものです︒彼鱗ほ罷非一

炉として〜緒に人類の夢をささ

この会議のナトリウム技術セ

門家には願ってもない方式です

しいと思いました︒とにかく専

うという証処のない印し立てば畢

AEAの絵料と匹敵できないだろ

ル氏は﹁われわれのグループが︑

シアムの欝欝であるH・マクニー

一方︑これに対して新コンソー

ているなら︑英国民はシコソクを

原子炉設謝技術者を得たいと考え

口＋名の専門家だけの会議で︑

なお最初にもどり︑工A澱A のU鵬に切りかえて再燃発︵現

とどまって戦いぬくべきか︑それ

です︒しかし︑後者により研究

なす化学的研究報告がはっきり

今

な閾題だ︒また蕩速炉設計におけ

迷っているQ彼等は︑ここ英圏に

者があらためて高速動力頬関係

中心詣題となってきたことで

ったのはORNLの齢融蹴鞠で

る今までの英国の優位は︑い楽や

ッション︵二つ︶三寝間の特長 から︑大いに流行になってほし

に葭を向け始め下した︒数年融

す︒技術と化学の連携がやっと

初期装荷のU踊から慶家生産

すが︑訪問直前の十月四日には

とんどなくなったのもあるよう

から小生も不健全すぎるといっ

ともいえ議しよう︒

開に見える︵？︶ようになった

㊧
何はともあれ気になるのは︑

ていた状態が︑是正されたので

観

て米園の羅力会粁と交渉を続けて

ト乱ウム総要があり︑それについ

は︑電力会祉からは一読当たり十
︻パり松本駐在副査︼英国のウ iペンハースト工揚は軍欝用で五
七ザで入幽する菖とが必要であ
ェソジウノド・ペン技術相︑爾独の 軍朗に閉鎖して現在一九七〇薙を
期して施設の拡充を進めているQ
る︒
ピエ⁝ルラソト工揚の総自筆は十

ストルテンベルグ科学研究相︑オ
ランダのデ・プロソク経済相は︑そ

れぞれ外務省の専門家を滞同し︑

フランスは原子力発躍所の開発
国際受賃交渉の嵐の真タダ中の十
一月二十五日にハーグで会含︑雪 について︑天然ウラン炉から増狛

ユ

米国の入の動きがはげしすぎ

すから大いに醤ばしいことで

得策な体質をもっているのでは

つ私として見きわめたか

て︑十無位いや今世紀一パイ程
会議︑およびナトリウム技術︑

しても寄私企業で︑こなせると

な所に満していないようです︒

なにぶん少くも十年はかかる

かかってじっくり薄て上げるべ

畿に出席し︑ついでA聾し︑O ころには至っていないのではな

成果あった高速炉専門家会議

脇炉は基礎固めに
RNL︑BNW︑APDA︑V
A1︑LMECを訪闘して︑ナ

NC︑MSAR︑WH︑G冠︑
トリウム技術を中心に島二巴開
発状況をみてきました︒大部分

的に最良の兄弟であるわけで︑

臼本からはAPDA駐在中の堀
ウム冷却高速炉にとっては技術

雅央さんと私が出たわけです

五年か十妬位年下でしょうが︑

男

が︑二日間びっしりとざっくば

﹂

り︑米国の立ち煽れ是正に役立

ナトリウム隔離の熟中性子繕殖

古
ないかと︑人ごとながら心配に

らR
んな
ちましょう︒AKLはFA
E意児交換を行ない︑実に

票したが︑何だか変りばえしな

は二年半泌にも勘ねた所であり

かったといえそうです︒WHや いでしょうか︒資金たけの問題

なり憲した︒

大変な勢いで旛設を整備してい

Wは貫籍︶︒ベトナムの影響た 回の五識を主催できたのだと思

すが︑それたけ余韻が味わえ楽

られ︑蘭温液体金属関係費がほ

ASA語々に大きな反省が加え魅爽な道を選ぶことだと思う︒

という人もあり翻すし︑またN

この方が正しいと恩い豪す．

もそのようにしているわけで︑

嫁すQSEFORはほぼ完成
に奇
し策なのではないでし︐仙う
たし︑GE︑AIは今にもD
かF
︒B
欧州は欝うまでもなく厨本
てい点すが︑爽態は決してそん

魏の建設聞始をするように葛っ

﹁i

原研ナトリウム研究整長︶

います︒とにかく最も早いのは

田勤向を打切られてから三無︑

BNWのナトリウムグループはでもないと思い豪す︒豪たナシ

和

大型隣速炉設計に関する国際会

米國を旅行しつつ︑まず工AE

いたたき窪すと︑米国をもって

A主催ナトリウム水反応専門家 計画ですから︑強いて覆わせて

十⁝月のちょうど一カ月聞︑

一二

英国︑オランダ︑西独の三国は超高速回心分離法による商業規
櫻のウラン濃縮帯揚を建設する目的で協力することになった︒三
戸の科学技術担当大臣が十︸月二十五日オランダのハーグで会談
したが︑その結果が非常に有益であったので︑十二月中にボンで
技術専門象が検討を統け来年一月にロンドンで再ひこれら三国の

本的な研究そのものは三二進んで

科学技術担当大臣が会うことになったと伝えられている︒
英国︑瀬独︑オランダの三国が

はよく知られているところである

うである︒二叉の一三は一九七二

いるものと判断される︒

が︑中でもオランダが一番進んで

遠心分離法によるウラン濃縮技術

いるようで既に六千万から一億が
年に運転を始める予簸であると報
じているものもあるが︑これは少

程度の資金を投じて二瀬一十万㎡

たり錦心分離法を採用するかどう
陸との間に海があり︑欧州独自の

し無理だろう︒豪た︑この濃縮工

かを検討中であるという◎実際の
濃縮発揚を建設するという営的か

てているといわれている︒英国も

鰐／年の工謝を建設する計画をた

経験という点では西独が多少遅れ

欧州諸腰が欝欝分離法に大きな

とである︒

ているが︑AECが西独のこの分ら判断して闘題があるというこ
野における研究結果の公表を押え
たいというようなことからも︑塞
国それぞれの研究成果を突き含わ
せて遠心分離法による濃縮ウラン
れが実現すれは︑い蜜京で自由坦

工揚建設の見冒しを検討した︒こ

﹁
︷
一

鷹

﹂

ブ

原

界で米国が独占していた民閻胴
瀧縮ウラン寒威は大きな変化を受
ける︒ま陀西独ではフランスとユ
ーラトムの硬越しに英園︑西独︑オ

ランダの科学技術の聡要分野で国
際協力が進められることを題味し

米国は一九六二無に濃縮ウラン

て政治的にも大きな岩盤をもつ︒

の秘密の拡散を防止するため︑逮
心分離法の研究開発を行なってい
いという協定を結んだ︒だが更国

る國と相互にその秘密を明かさな

纒慰影艶㊥灘謹獣一
三国が協定して共通のアイソトー
プ分離発揚を建設できるようにな

㎜
﹇㎜

飼

一う

る︒濃縮ウランはいままでガス拡
散法で製造されてきており︑米国
は一九四〇年のオークリソジ工揚 一
の後に総額二十五億がを投じて巨
大なパデュ；カ︑ポーツマス両工
揚愚建設したQこれら三工場は軍
重用の需要を満して霞由世界に濃
縮ウランを供給している︒ソ連︑
中共もガス拡散法で濃縮ウフンレ佃

／
製歯しているが︑西欧では英国の
カーペンハースト工場とフランス
のピエールラノトエ揚がある︒カ

まったことであり︑少々ナンセン

『

している︒

ヒ

と︑ハ⁝マー欝甜長の言葉を否定

いて何も討論したことはない﹂

レーにおける給料と労働条件につ

とくに岡氏は﹁われわれは︑リズ

スである﹂と述べている︒

｛
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民間企業か

いる︒

嵩騎研の成果は罪常に注呂されて

懸雛灘離職灘幸織類葉緯嘱
画期的な手法を開発
ら三十五名
窩聴研究所の研究鼠
原研高嶋研究所は稜極的に外

以下であることを確認するなど

査として︑福局県双葉地区の現地

検紺を行なう︒

臼本板硝子︵株︶

一

代表讃変

更︑新祉長は滝本漉八郎氏が就任

︵渡辺逸郎民は会長に︶︒

国境の長いトンネ

一△A一︽u−

配の原子力産業しを兇て︑ふと

︒

婁磯．鰍．︑

無

副司

編議難路鯵

献揚

諦き

慈．

葦ノ彰

成工業︑臼簗紡績︑声誉ペイント︑

翻査を行ない︑四月からの本格調
査に備えて︑モデル地点の選出︑

の︑施設の変更が行なわれる︒

冷却期聞八十獄以上︑燃焼度約六

R旦一3の使用済み燃料のうち︑ 調査方法などの翫画︑翻査鯖果の

今園の試験では︑荊圏と問じJ

永大流業︑日本ペイント︑段谷産

②エチレンの放射線墾含ユ一奔

首五十MWD／﹁〜のもの約二酉綴 この毬の地域調査は︑ききに検

石油化学工業︑加澤油化︑昭和押

第二分科会が︑茨城県東海村︑福

捲︑旭ダゥ︑佐友化学工業︑日本

れることになっている︒︵約七十

︵四バノチ︑二十四本︶が用いら 討を終えた立地問題特別婁員会の

工︑三菱化成工業︑宇部翼産

井隈美浜町︑大阪府口取町の三地

触媒化学工業︑出光興座︑丸善石

点を選び︑原子力施設と地域敏会

櫛購輪塁

れる予定︶

緒のプルト嶋ウム水治液が亀甲さ

塞の﹁翼隠しの欝き出しである

④トリオキサンの放射線固摺漿
禽⊥ご要油化︑ダイセル︑宇部翼

が︑臨画はとくに︑原子力発電所

響︑地域社会への生活文化などの

手さぐりで進んで来たコようや

隼余にわたる長いトンネルを︑

景だ▽日本の原芋力習業は︑十

惑じさせられるのは︑こんな風

頒布のお知らせ

シンポジウム論文

影響について調査する︒

への影響について帰陣している

なお原子力局は今︑原子炉等三
産︑蕊菱樹脂
⑤プラスチソクスの改質n三二 豊法に基づき同施設の保安規定や

れが終り次第︑原研は年内にも第

施設の検査を行なっているが︑こ

二無蓋の実態醐査干害﹁上昇気

樹脂︑積水化学工業︑田本揮発

▽こんど原塵が発表した︑四十

来研究費の受入れを島隠している

設置に伴い︑地方公共団体の助

円かかるが︑放射線莉照の方法は
抽︑面起化学工業

とした揚含︑在来法は二億数千万

河川浄化など公害対策にも
原研嵩騎研究所は︑二無荊から︑コバルト60からでるγ線を酸
畿に照射してオゾンを製造するための基礎研究を進めてい淀が︑
が︑現在民醐企業からは︑三十五

成と公共投資︑地域産業への影

二千〜三千芳円でできるだろうと

︑

繊本原子力産樂会鱗は︑来無四

現地調査を実施

立地懇が美浜の

了は来葬三月末頃︒

⑥放三線工業物理化学の研究U 三次試験にとりかかる︒試験の終

嶺の研究員が派遇されている︒テ

旭硝子
⑦エチレンの放射線重含の工学
的研究11大阪瞥達︑大日本塗料︑
ダイキン工業︒

どりついたが︑そこには︑窪た

く周囲が見通せるところ豪でた

待ちうけている▼繁栄の彼岸豪

薪だな︑内外の昏びしい環境が

れることもあろうし︑足元のあ

でには︑はげしい吹曙におそわ
固葺け㊦触添ゆ

やしげな道を︑勇気をもって踏

立つ検査剤としてスーパーグローDF−200があり

言われている︒

ーマ別の参加会社名は次の通り︒

①線源工学H昭和電工︑日本酸
素︑大塚化学薬品
②放射線キュアリングーー田立化

今奪十月十匹鵠より十八国まで
米羅テネシー州ガトリンバーグで

oα①OO賢q

O口

鱗源

㊥漏洩検査剤原子炉圧力容器の水翻験の精度と能率向上に役

の放射線照射によるオゾン製造方法は︑在来法に比べ︑牽く大量
このように経済的につくり繊さ
れるオゾンは︑河川︑廃液をはじ
め︑地下鉄の空気の浄化など公窪

防止へ利用できることから︑原研

近く第三次試験

開催された﹁放射性物質の紬送
斉を実施するが︑そのための予徽

︵弓巨の

月から︑原子力発電所設躍が地域
抽繊工程の試験時間の鋤長等を二
心として︑ホット運麟を行なおう 社会におよぼす影響についての醐
というもの︒このため同施設のプ

調査として︑立地闘題懇談会地域

け一〇μ9一〇α気嚢唱︒沼爵ヨ

と容器﹂に関するシンポジウムー

ルトニウム精製濃縮關係装置で廃

調査専門委員会ハ松井思夫主査︶

℃ゆ︒騨餌αqHuσq9μO弓擁9疑ω
み︐
こえねばならぬことも多かろ

⁝

なみの再処理施設等を設毒する⁝

て起こる社会的な動揺を起さぬ⁝

ことになった揚含︑それに伴っ

総濠）とがあります。

このほど︑大澱のオゾンをつくり出すことに成功した︒とくにこ

にオゾンをつくり出せる颪期的な発明で︑河川の浄化など公害防
止の観点からも大きくクロ：ズアソプされている︒

つくという難題がある︒この点に

すいので︑原料代︵酸累︶が高く

ついては︑在来法で利用されてい

放射線利 胴 に よ る オ ゾ ン 製 造 法

る化学工学的な技術を︑う窪く応

欝を鼠子力婁員会に四望︑原子力

原研の再処理開発試験
日本原子力研究所︵理窮長宗

は︑十二月十三〜十五日に︑福井県

美浜地臥の現地調査を実施した︒

に安全だとは欝

ζこで残された閥題は︑いか

てU議脚獺環蕪搬⁝

p叢鐵難三熱灘灘灘

一

の研究は︑原研高総研が日本酸素
︵株︶と協力して進めていたもの

在来法のオゾン製造法としては

がとれるとしている︒

用すれば︑工業化しても十分採算

で︑酸紫に γ 線 を 照 糊 す る と ︑ 反
応系のなかに鷹子がなくなり︑こ
のときオゾンが発生するという原
理を利用している︒原研高騰研で

行なわれるほか︑プルトニウム精

液受櫓の配管の変更と︑転用等が

製濃縮工程で①第一ミキセトラに

うからである︒

彼方逮で艶通せる光りは心強

渇僻巳op酢 う▼だが︑日れと周囲︑そして

い︒そうしてその光りも︑やが

岸海域での漁業活動か豪つたく

≡補一莞＝≡田崎

の配慮をしていることがうかが⁝

な不安醸を持たせぬよう︑特珊⁝

はあっても︑既存の拾岸漁業そ英国政府当局は︑住民に不必要⁝
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一月八〜九日に第二回目の予備調 力発二二へ︒

ど︑わが国との相違点も多い︒

のものを破竣しないこと︑そし
ケール再処理工場からは︑アイ てその生蔵物を寧隠してきた地

しかし︑現実としてウィンズ

○励

岡尊門人員会は︑原子力轟轟所

て響の暖かさをおびてくるだろ

づ︒醤伊費︒郎

送られるプルトニウム水溶液は蒸

設置が周辺地城におよぼす社会

コピー︵原文︶をお分けし際す︒

婁員会もこれを了承︵十二月十二

無声放羅法があり︑これは二つの

原研山海研究所の再処理開発試

発濃縮は行なわない②イオン交換

的︑経済的影響をは握するため︑

ご希望の向きはお早蒔に原産原子

射能の監視機関であって︑研究

いうよりはむしろ沿岸海域の放
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薩憲懸

なところであった︒

英国における原子力利用開発

分野であるが︑沿岸漁業は全体

は︑政府が最も力を入れている

としてたいしたものはない︒英
国は麗史陥にみて︑実証的購実

えた最大の要因と考えられる︶

らの試験放出を抵抗なく行ない

ウィンズケール再審理工揚か

イギリスでの

〜原子力と沿岸漁業ー

を蹟んずる国民︵このことは︑

否倍である︒にもかかわらず沿る︒

難鱒灘灘繰難獣辮

者でない小生にとっては好日露

の舗文
堪からの廃液は︑直接︑腿液操作

玄る九月に設澱されたもの︒来年

︒￠＜Φ罎葺Φ誉巴の︶

次試験は︑主に同施設内の放射性

ルトニウムが一捻嶺たり五十︑卵鰯

窺の廃液受槽へ送られ︑ここでプ

鎌英二氏︶は︑近く三回目の再処

は︑麩礎研 究 の 段 階 で ︑ ○ ・ 五 気
羅極の閥にガラスのような絶縁体
の再処理試験施設の変更許可申舗

験窺︵蜜長望地誓重氏︶の第三

ヨウ累捌の挙動をより広範翻に翻

臼︶した︒

圧の低圧下 で 気 化 し た 酸 粟 を ﹁ 特
をおき︑隅鷹圧を加えて︑鹸かな
を提出︵十月二十一田付︶してい

査することと︑プルトニウム精製

理試験を行なうため︑東海研究所

殊反応装置﹂のなかに送り込み︑
コロナ放羅を行なわせ︑その中に

たが︑原子力婁員会の再処理施設

﹁同施設の変更に係る安全性は十
分確保しうる﹂と翻め︑同論この

書匪匡1一臨ハ﹀ーー

現在︑原争力施設と沿岸漁業
との共存閾題が社会的に大きく

が︑これは今後の原子ヵ利用開

ク認ーズ・アンプされている

発上︑是非とも解決していかね
ばならぬ無題であろう︒國とし
て︑原子力利用開発の重要性︑

これに対する沿岸漁業の掘対的
地位︑国罠性︑政治のあり方な

であり︑わが国でも環境条件

ど︑それぞれ異なることは当然

での統一的な方針の確立と問題
の会理的解決をはかる努力がな

されてきた︒小生は︑原子力施

はできない︒彼らの態渡は一貫C民Pの勧告値から答施設周辺しか持たなくなつ陀ことを当離⁝

設からの廃液放出の現状と放出 で︑国家的禦業に対しては︑集 事態に糞るまでには︑政府側に自由が残されていることは当然 な数蛍に基づかない考︑兄方は︑ ⁝
管理を学ぶため︑昨年九月から 約された権威が存在し︑園民は も施設者側にも禰当な努力が払 である︒この点に関して︑英国 いずれの立場をとるにせよ国民 ⁝
この権威に対して比較的従順で われていることを無視すること政府はきわめて裏戸であり︑工 の不安感を勒長ずるだけの役剛⁝

の研究所とにおいても留り︶な

ている︵原子力施設者側と上認

めて協禰的に監視作業に嶺たっ

鱗議講黙劇一面鱒戦勲
一力年の大半をイングランド東 ある︒また関連政府機関がきわ

今年の八月まで英国に留学︑約

北部にある﹁放射線水産盗物研

関︶で過した︒ここは研究所と

究所﹂︵農水産食糧衝の附属機

用・高温用）と，原子力用スーパーグ綴一（高精

業
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透探傷剤として原子力用スーパーチェック（常温

鵜

ます。

@
@
@

⑳浸透探儲1原子炉の圧力論叢や肝力発電用機器の説服

嚢総懸
叢叢、

原子炉の設計・建設関係者が選ぶ探傷剤は

業
これにコバルト6G︵線源﹁ザキ晶

オゾンを製造するというもの︒こ

乾燥した空気を通すことにより︑

洋一束工q大教授︶は十二月九日

安全審査城門部会︵部会長・高鵬

舜

産
リー︶のγ線を照射し︑一欝当た

の方法はロストが高く︑少蟹のオ

がある︒

ゾンしか生産できないという欠点

り約十〜二 十 鰐 の オ ゾ ン を 製 造 す
る獄験を行 な っ て き 陀 ︒ こ の 結 果
大量のオゾ ン 製 造 に 成 功 し ︑ 工 業
化へのメドがついた︒

したがって︑絡来︑一日当たり

約U沖のオゾン聾造設舗をつくる

国産初の原子
力発電機完成
讐㎜菱題機
三姫羅機︵社長大久保謙氏︶は
このほど︑関西電力鑓浜原子力発
魅所第一屠機用の発羅機︵写輿︶
を完成した︒この発電機は昨年三
月に同社が関電から受注︑製作を
進めていたもので︑原子力発電用

六庫川︑高さ約漂着で全強鷺は約窯

としでは国魔初のもの︒長さ約十

哲八十三ゾ︒四極の磁場をもち︑
六十サイクルで毎分千八菌圓転ず
る︒同気磁の二極機︵火力用︶に
︐露澱は約二価︵九＋ゾ︶だが︑軸

比じ①圃転子の径は約一︒五倍︑

材の材力が低い②固定子の鉄心内
驚は約︼・五僧だが︑外径は着干
増加する程度︑などの特展をもっ
ている︒なお同発電機は年内にも
海路で敦賀市美浜の関霞サイトに

毅入される予定Q
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しかし︑経済性の面について
は︑生産ざれるオゾンの濃麗がう
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力産業における支出︑売上︑人飼などの動向を湿田してきたが︑今回︑原子力關発の第十︻年

目本原子力産粟会議は︑わが國が原子力醐発に懸手した昭和三十一年度以降︑各鉦度の原子

︵六催円︶で︑前無度に比較し︑

二懸円︶︑研號園設備投資賓％

慰円︶︑生塵用設備投資九％︵十

億円︶︑研究緩蟹二着％︵三十二

窒芸 ㌔時ミ聯葦‡・ピ陸‡ひ隔琴〜読曽∴萎蓑・爵・騎 ÷島寝 葱柑蓼

度に当たる四十二年度を対象に原子興産粟鍵態調査の結果を分析して発衷した︒この調査によ

いつれも増加傾陶を示している

みると︑些産紙蟹六一％︵七十九

ると︑民闘企簗の原子力関係支出︑売上︑人戯は四十二隼度にいたり︑きわめて憩峻な上昇繭

は三〇％︵三十八癒円︶で︑研究

間企業の荷は︑まずまず露くなりつつあることが指摘されている︒以下はその概要である︒

負抵命など繰合わせた総額は颪孫

︵蔚葎縫三五％︶︒売上轟に対す

支出のウ瓢イトは依然として麗い

矩度の総額署＋一億荘手八頁万円

十四億π千八菖万円にのぼり︑朗

加し︑なかMでも生羅閑設備投彊
は削測度の竃・菅倍に増加してい
る︒

◇鉱工業支出を機器部門別に前

売上の動向
◇鉱工業の亮上額は一二十八郵度

に最鷹額を配鰍して以来︑低調な
動嚢をみせていたが︑凶十二年度
は頁二十五億七千二衝万円で︑三
十八年肢の衛一午五億六千四頁万
円とほぼ同水準の撮誌額に辻し︑

次項に述べる雨注残高の増加から

が予想せられる︒

みて︑今後のまわめて大路な増郷

記録したのに引続き︑四十二二度

機器蔀門は朗卑度大麟な支田増を

体の圏三％の高崎をみせている︒

いは蹴気事業のものが含まれ︑全

◇四十二頻度における鉱工業の

ラント機羅三薦二億円︑土建関係
七十一億円︑原子力船関係玉十七

懸円︑R工・放射線機器十六億円

◇早臥の取扱繭は︑原子炉プラ

などが主なものである︒

ント機器関係が前年肢に斑較して

扱高では三優に激増し︑綜取扱嵩

国内取奴認では四・一瓢︑輸入取

八干五画万円に書しく増加した︒

は醐目引比二・七催の二颪十二三

◇鉱工業の売上額を納入先別に 鉱工業企業の資
本階層別にみた

みると︑政府関係四十穏円︵⁝二二

％︶︑電気箏錐二十七億円︵二﹁

均が一・一％であるのに対し︑原

原子力門係撮外技術灘入漿は二蟹

0
O
0

l員の動向

人

員

矩度二．冨︑四＋四年度三．三

比べて二〇％増加した︒このう

◇糧来に対する鉱工業の支出見

込み

度一︒一悩︑四十四年度一︒四

その他を含む総副i一四十三無

僑︑四十七無蓋二・二管

度︸・七倍︑四十四葎度二・四

◇過盗︑各年度の調査による将

悩︑四十七年肢四倍

来に対する鉱工業の支掛見込は調

査睦点が変る線に大きな修正をみ

せ︑原子力鹿業は︑これを取巻く

諸憎勢の不安定︑見通しの不透

が︑今團の調査においては︑荊回

ど不可鮨な状態に磁かれていた

より︑将来に欝する予測がほとん

将来に対する見明産量盤の脆饗どの雷に

ぼ同じく廻憾五千万円で︑そのう 四五・八％︑扇落號†蝕円以上の
ち︑鉱工茉は三千二百十名︑一気
ちに占める品厨別罰舎は︑材科関 企蕪を含めると九〇・一％を占め
事業は兀百二十蕊名で︑口無麗に
係︵被覆材︶五八％︑R工・騒騒 ており︑豪た︑売上届についても
比較し︑とくに鉱工業は四酉四十
線機器二五％︑放肘性劇薬贔︑標 資本盆†穏円以上の企業が全然の
惣名の増員︵二一％増︶をみせて
蔵化食物二％︑その他一五％で︑
八六％を占めている︒
いる︒
機器としてはRI・放射線機動が 濠た︑原子力関係の大手企業を
◇技術系のほか︑環務系︑工撮
羅気機器製蚕業六
をも含めた属間企巣の原峯力関係
往︑原子力専業三
従硲看総数は七千治九名で︑前口
祉︑非鉄金属製造
度の五千八百八十七名に比べ千二
茎一献︑遺鮒造機 菖二十二名の増員をみせている︒
榮三祉︑精密工業
︸社の含計十五社
についてみれば︑
大重十⁝五爵合謝

RI・放射線機器ーー四十藁茸

四十二年度に瞬ける鉱工業の原
傍
︑
四十七奪痩六・八悩門
◇民間企業の原子力関係技術菅
子力関係支出・売上を企業の資本
核燃料ーー四十三薙展 ・八
は四十二年度末現在四千百無十三
階層別酵みると︑支出高について
傍︑四十四無度三・一管︑四十七
名で︑三無匿の二 千璽臼三十名に
年度五・一二籍
は資本盆菅億円以上の企桑だけで

・五％︶︑メーカーその他五十四 支出・売上の動
偲円︵四三％︶︑輸出四億五千万
向
円︵一一7五％︶で︑メーカ；関係

子力塵染は四十二上農において原

◇鉱工莱の輸出嵩は前年度とほ

る研究支出の翻舎︑すなわち研鯛

◇鉱工業支出薩はとくに原手炉

も朗薙度とほぼ長じ三十三億円を

の三俗となり︑きわめて大圏に増

機器酬係支出の増加により鑓年度
子炉麗係機器部門四一％︑盆1・

比一・附託の六十五億円と大知に

持続し︑原子炉器材郡門は前輪度

年度と比較すれば︑RI・放射線 の中には最終燃犀が政府関係ある

比二四％増の酉三十九億二千置

率を漏し︑原子力産業の特異樽誉

放射線機羅部門一三％の碧しい隅

投資率は四＋二奪度の一般薩莱平

万円にのぼり︑朗飯野に引蠕いて

◇鉱剥染の経難ならびに設備投

増加した︒

資をそれぞれ生産用および研究用

四千八菅万円で︑痢年度の八千七

敏然として婁わしている︒

出総額は約暫弄十四催円に達する

ば︑四十二年度における鉱工業支

隻出に分けて四＋二庫産の動向を

度原子力予算菅七
十億円︵文部雀関

様相

係準含む︶と置引
している︒

◇鉱工業の支繊
麗のうち︑艦産の
ための隻出は全体

難

ものと雄定され︑政府の四十二矩

港千の調査もれを推定して加えれ

著しい増韻誉続けている︒なお︑

加した︒

が︑とくに生産用支出が大脇に増

線を描き︑産業の規模は︑その様相を一変して大型化の気配をみせはじめたが︑これに梓い民

支出の動向
◇民聞企業の四±琵度原子 力
関係支毘総額は︑鉱工臨藁囲の増

て大編な激増により︑前鉦度比

加に加え︑羅繍溺簗支出のきわめ

︒八倍の二強九十九億四千六蕎万
円に逮し︑若干の調査もれや加え
ると概騨約三酉三＋億円に達する
ものと推定される︒このうちに占

める捌合は聡気盛業が着二％︵酉
詣十四億署千八衝万円︶︑鉱工業

円︶︑間れが二％︵荘億六千七百

が四⊥ハ醒〃︵甲日瓢 十九億二千蔚︸力

刀円︶で︑過去において鉱工業支
出踊に比べ苫しい偶率を示してい
た醒気環楽支出艦は四十二館養に
いたって逆転し︑鉱工榮支出を上

◇耀気事業総隻出篇は︑とくに

回った︒

原亭力騒蹴所建設蟹が前隼度地四

0
O
0

1

I

億円の六・五％を占めている︒内

関係の鉱工業研究支出総頷三十八

十万円の約三倍に増加し︑原子力

上は︑輸出面にも馬飛な励きをみ

など広城にわたり︑この部門の売

メリカ︑中因︑韓国︑東南アジア

圧倒的な割合を占め︑輸田先はア

しい高率を示している︒

余謝は︑昭十二年贋支出実紬と比

％︑受庄晒骨において八二％の窩 な増加見込みを立て︑支雌見込闘

を経て︑ようやく近い将来の支出

薩業は原子力開発に漕手後十一年
すなわち︑原子力関係の研究・

二年度

籔韻画を立てており︑四十二三度

るいは建設準備のため︑急激な増

ついては︑原子力猪鷹所の建設あ

◇電気蛮業の技術回数の兇込に

といえる︒

督し︑四十能無展が一．七傍の二見通しのきく段階にさしかかった

廷別にみると涼子炉関係が凹凸千

目
八頁万四で︑その大部分を占め︑

の資本を必豊とするため︑主とし の三崩億円︑さらに四十七年度が

醐発・生鷹は現段階において臣緻 資十億円︑四十四年醍が二︒四倍

◇鉱工業の四十二年度末現在

て大企菜中心に行なわれているこ 四倍の五百五偲円を見込んでい

核燃料闘係八五乃円満︑放射線機

せている︒

の︑全企漿に対す 込は︑とくに原子炉プラント機羅 とほとんど同一の安定した見通し
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