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謹んで新響のお麗びを串し上
げます︒

今難は一九七〇館代に足をふ
み入れる第一年層として︑まさ

われがかねて愈願した沖縄の本

に慰義深い庫であり豪す︒われ

土霞滞もき因り︑旧聞総選藁も

が内外両面ともに心急な娼発点

開発のナショナル︒プロジェク

一方︑鋤燃窯業団による自主
しての整鰯工讃を終えたむつ市

も︑今薙璽家でには︑定係港と

り

豪た現在鋭意建設中の同じく

今無は建設に藩手の予定であ

を終えた新型転換炉の原型炉が
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列瞭にはるかにおくれてスタ
ートしたわが隅の原子力即発は

酎をはじめとして各藩の工業利

の下での公轡春賀に対処し︑経

うになるには今後︑高密麗経済

をつめ︑やがて潤をならべるよ

ζれから早急に先進鰭圏との差

一方︑これらに並行して︑核

膿装にかかる予定であります︒

ける利罵闘発などきわめて多方

用︑饅業︑医学等の昏分野にお

放射糠の無用についても食晶照

燃料の確墜そのだめの海外に

◆

つ︑窩魔の技術国蟹を建殺する

てこれから翻す撫す霞主開発と

ためのピック・サイエンスとし

て行かねばなり離せん︒

国産化を磯極的︑強力に撹難し

隼頭にあたりこのような展璽
に立って窺本原子力産業会議は

界の総憲にこたえて︑その使命

今庫もさらに体心と内容を充

このような成果は︑いう豪で

達成に努力する覚悟を新にして

の実用化が定職しつつあり費

ム・リサイクルの研究等の諸策

もなく過六十膝撃の畏期にわた

おり押す︒各位の心からなるご

おけるウランの探鉱開発︑ウラ

も着々とすすめられており︑ま

り︑政府︑学界︑属間睡藁界が相

隻援をお願いする次第であり謝

実︑藩簗活鋤を活発にし︑麓業

たζれら⁝切に対応し︑各原子

協力し︑翼愚な努力賞傾けてき

す︒

す︒

力塵業とも︑あげてその体制を

たたまものに外なりません︒

ン濃縮技術の糊発︑プルトニウ

鞍備強化して︑その受渡に備え

い︒アポロ鎮圃が葬常な成功を収

園ではこれ豪でほとんど経験がな

野が畏い特聚どのようになるかを
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しかしながら原子力が国蔑興産
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の今後の璽要諜題と愚考される︒

るようにすることが︑原子力闘発

にも文字通り火力錯躍と匹敵でき

娚聞を火力発愚なみとし︑経済的

って︑原子力発羅筋の建設の工麟

の賭調査期濁を短縮することによ

くというような方法をとり︑現行

鮨地点を各地艶ごとに決定してお

調製全域を調藪し︑原子力設躍可

が︑国象機関においてあらかじめ

て︑理想にすぎるかも知れない

さらに補題問題はともかくとし

謹製である︒

た共岡研究体欄を確立することが

し︑精神的︑技術的に調和のとれ

ともいうべき三民牲の二審を緋除
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料管理技術等の研究聞発が緊急で

フト部門︑すなわち設讃技術︑燃

っとも立ち運れのはなはだしいソ
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であろう︒

強力な対策を確立することが必要

兇地に立ち︑圏蒙資金を投入し︑
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下における外国妓術と対抗するた
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ことを理解され︑建設促進にご協

ルギー袴勘利恥の見地から原子力

力願いたい︒

段階における諸腰策の実施とエネ

るべきである︒なお︑経済樵を確

多囲的利罵技術の自主瀾発をはか
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定に当たって︑例年過宏の実証を
糖査し︑将来を甜画するというよ
うな手法を繰り返していることは

るが︑一九七〇奪は原購敦賀︑東

目し上げる喜でもないところであ

躍禰鵬︑開醒鎚浜の各一号炉が運
転開始の予定であり︑わが国とし

る限りの團内議外の警報を収集

は︑単なる勘ではできない︒でき
遠成した︒わが国でも新型動力炉

し︑それを里門塚が分析総落して

よいよ関係窟庁の餅認可を郷て︑
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の人的物附陰型︑経済力︑他産藥

蝿期誹圃を作越し︑さらにわが圏

めたが︑米圃野点宇密周は独特の

わゆるビソグプロジ笛クトを宙主

添格重工趨藩手の館となろう︒

組織と手法で︑この圃溺的偉簗を

駒にやるには︑それに叢瀬の組四

曝したズ所高厨から鰹正決定する

との比頓および外野の動陶等を勘

て蹟茅葺発醒時代の響あけの無と

の一般の塁壁慣行にとらわれては

型営をしなければならない︒從果

増顯矩や新型転換炉は将来の勤

ぐに富庁方慮に認趨してほしい︒

無となるので︑薪にに希望と勇気

エネルギー対策の確立を固綴とす
力炉の中心となるへきものである

わが囲各界がよく理解して契行蟹
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昨年†﹁明六臼の下院簡船孫薬

勇一千七徴コンテナーを遮ぶコン

HF︑三†八−四十移︑貨物千五

でよく行なわれる山猫ストなども

錺聴間がよく守られており︑米国

ン・パワーに余裕があるから初め

ている︒甥働者は地のプロジェク

ているものと阿じ威光が発揮され

が確保で態るとしている︒

ほとんどなく︑期待通りの労働力

いような魍と考えられている︒一などでは︑學力難所の護は

トにくらべてずっと一盤懸命かつ

謹κ︑海外では労勧遭の拘東鋤

確保︑建設国の下甜幾者や機器メ

一方︑A皿Gは悪子力蘭給に煽 らは︑独語の差︑海外での要貫の

注題漂く仕羅卜する︒政府は酔認

てでまることたと駆働している︒

り関心をもっていないと冨われて

きる経験の不足などである︒豪

ーカーの厳しい技術塾癖に附癒で

り︑米国において宇窃削画が腐し

いるが︑その理由は黒雲周が原子

可頃講の取欝や関税の免税に便窟

最新の技術を保証するものであ

力熾の経噺性について舶用炉の改

た︑エバスコ社などによれば︑海

をはかる︒機器製作嵩は国内発餓

もちろん海外では︑叢々の問題

良というよりも搬子炉の出力増加

外では︑欝認可取得のやり方はど

を克服しなければならない︒それ

に求めている点にあるようだQ従

所の中でもっとも粗要織して製作

でガス冷却筒遮増殖炉︵GBR︶

びIAEAの勧告︑鯉考慮に入れて
試の注がでる換様である︒しかし

を比べると︑一竃馬たり約五千万

の原子刀船三囲による蘭鯖江を裸

画に対して︑﹁い豪†二歳SHP掲合は︑メーカーやコンサルタン

長R・0・メハン氏は撮婦局の計 みている︒これに対して︑源外の

ランスポート︵FAST︶の聖血
いような闘題がほとんどであると

ができます︒

で︑とくに日本やスイスでは熟練

インの溺合︑熱線溶接工等の熟練

鋭働石が確保で懸る︒一方︑スペ

では︑発電所やその他大型建設工

ばならない︒これに反して︑米繍

GEは︑日本のプロジェクトで 欝働石を国外から巡れてこなけれ

階でとても厳しかったが︑一度仕

斑が軌迫に乗ると︑安全審査や役

が狭隈化したため労圃力の確隷が

購のフノシュに伴い︑労働窃掘

は︑晶質讐理の慰頚作成が初鰹段

所への質間回答などで新たに聞題

府︑労働者などが原子力にとり組

む心構えが避う︒海外で良好な難

多

三多蓑罵隠

夢

る︒

ティチュ；ト︵B￥︶怯︑ホ

㎜ワイトヘノド・アンド・カール社

計研究に重りかかっているが︑来

τの鼻髭・聾藝蓑

葬には圓社の容撤を便用し︑NM

チ・ボトム原子力発堀所から國立

Sの懸理により勘滋ガス炉のビー

が行なわれる矛驚となっている︒

原子炉実験所へ使用済燃料の輔送

楨x騰劔欝麟黙

ユージン︒クールマン︵﹁三〜二

︸S翌Uの断有者は︑フランスの

⁝ウラニウム︶を設立した︒

ーミエテリぞフ︒ラテオン●一ア・

一転換工揚誉建設するためSU︵ソ

・処理工揚に硝酸ウランーUF4の

は︑ベルギtのユーロケミソク再

八二圏の八間会祉と政府機開

ユー日ケミックが
転換工場を建設

その面での重要も進めている︒

務についても関心を持っており︑

社︵NMS︶が︑ピノツバーグに まん︑NMSは︑燃料リース藥

レア・マテリアルズ︒サービセス

均等に出資して所掬するニューク

非常に困難たったと指摘されてい

が派生することはほとんどなかっ

このこと巻︑日本では技術者のマ

たことを指摘している︒聖書は︑

績をあげられた背蟹には︑国威の

発麗といった要園が考えられるσ

つまり︑日本︑スペイン︑スイス

るものに︑またさらに前途洋々

たる産業に発展させようとして

いることがよい例になると思い

露玉

ージング︒エンタープライズ社が

魑海外短信

使用済燃料の輸送
業務に新会社進出

図工の運送雲門会祉のワーグマ

鉄鋼加工榮首のホワイトヘソド・

一見ひどい闘題に思われても︑実 ンとカサリー＆アソシェイツ社︑
際にはかなり確立した慣行で処理

カールズ社ねよぴブースマン・り

炉︑新型帳換炉︑醐遮炉を通
⁝じ

⁝多φ多重ーー諺

できて︑建設工程をくつがえさな

毒一

て共遡的な技術︶の開発に漿点

るからです︒これに対して︑広

多ーゴ

をおくことが日不にとっては肝

欝

さらに︑海外では労働力お鰻冨

来のPWRの改長を支鋭する一んどん変るが︑労働力は御し易

を行なう︑といった具合である︒

みている︒

な籔理恕行なうことができるとも

原子力発蹴所建設が好調である︒

円Q一九七三無から年十万ナ生
膳発協会を設立する協定に罧弔し

原子力船は耐用年数を通じて燃料

騨ベースにのせ益益させる方が慮

米国外においては︑顧客︑政

を含め︑改良型炉の必盟性を王証

労働力確保
に悩む米国

している︒

方︑AECは陸上の原型炉の建設く︑かつ︑下舘業者に対して綿密

撮︒

し︑また新規加盟も認められてい

却高速増彊炉の共同建識について

一月にヨ十万KWのナトリウム冷近く何らかの発墨か行なわれる鞍

アトム︵西独︶︑ベルゴニュクレ
協麿を結んでいる︒

る︒なおジーメンス︑インター

エール︵ベルギ⁝︶︑ネラトーム

恷ｲ馬力の原子力船を
米ギブソン海事局長が証言

ところで海那局は近く造船会社

米圃海旗局︵MA︶は︑⁝九七 じ︑分剛で返済する︒
二会計年嵩で大型原子力蘭船隊の

委艮会での証欝で︑海千周長のA

テナー船のこ︑三曳に対しての設

と尿子炉メーカーに︑二十五刀S

・E・ギブソン氏は甲子刀工計圃

る予定︒

副と躍踊データを出すよう要請す

日不の原発工事に注昌

このとき産梨界ははとんど二心を

テナー船三輪を初めて握凝したが

この理由について︑米国の原子炉

約二年荊︑同局は三＋移のコン

うにしたい︒

化石燃料の在来船と競合できるよ

示さなかった︒しかし︑こんど擁

騒近米團内にくらべ︑海外での

②競含できるためには︑原子力

第二世代の原子力船はできるだけ

①原子力船サバンナ号につづく

について︑次のとおり述べた︒

予騨を舗会に求める計画である︒

TREM︵ゼーランド州躍力︶社は

に当たって低廉な寵力を確保するκめ鳳子力先蹴に依在する動喬が

士卒一建設している︒

ゾ︵一九七五年︶のアルミ精錬工

万五千ナ︵一九七一駕︶一十五日

R︶から供給を受ける◎

ーン原子力発還所︵GCR︑Aは
Gペシネ社︵フランス︶が年産七
アングルシi・アルミニウム・

万七千四庸︑ゾ︑一二万六千五白ゾで需蓼藍の五〇％︑ 一〇％を占める

にすぎなかった︒この生噛撒を払張できなかったのは請い蹴力の供
メタル社のホーリーヘソド工掘一

みられる︒一九六八年四独︑拠園のアルミ生鵬鮭は︐でれそれ二†五

給がえられなかったためである︒そこで一九七五年頃までには原子
駕産＋万ゾ︒

七百人σ電力はAGRWE堤供で

メーカーや技術コンサルタント

キ︑勇働力の低生産性︑予期せざ

は︑米團内での遅薙は︑ストライ

る規制面での要求︑地元の反対︑

購局は民衷情祉のデータを鍵取っ

しろ二十五力SHPという大型船内に計画を決定する模威である︒

機物の納期遅薙など︑予想できな

た十二万SH2︵軸緬力︶よりむた後︑辞価検酎を行ない︑一年以

サバンナ号の遣蜘蔭であるファ

船の規正をこれまで討繍ざれてい

ースト・アトミンク・シソプ・ト

産Qこの電力は当初からシュター
た︒

ガス冷却丁重増殖炉の概念を研究

哩め合わせられる︒

を節約することによってこの差を

③この接写の原子力船と従来船

デ原子力発電所︵六十万KW︶が

し︑その技術的︑経済的見通し

︵クナソトスフォード︑英團︶

ニュクリアー・パワー・グループ にすること︒

ラトーム︵ハーグ︑オランダ︶⑦

西欧の七社が協定に署名

GBR開発協会を設立

力発蹴によって低廉な蹴鞠をえられるという予想のもとにアルミ精
錬工揚の建設を計画している︒

西独で は ア ル ミ 生 塵 継 を 一 九 七

えを想定している︒

一年までに四十八万ゾに拡張する 将来やはり巨匠力発盤所に切り換

衰日を砥 め て い る が ︑ こ の う ち 次
レイノルズ社︵米国︶のナノハ
︻パリ松本駐在展発︼西欧諸国の

の三カ所の新精錬工場は将来原子

ロントエ場−総工費二七＋三億 次の七祉はこのほどブリュノセル

カイザー・プロイサノグ社のベ

供給︒藻たVAW社もこの嘗力で ①アブ・アセア・アトム社︵バ

を認価することを霊的としてる︒

いる︒

力発鱈に よ る 鐙 力 供 給 を 予 定 し て

ルデ︵ライン珊︶工揚一三自製四

ステラス︑スウェーデン︶②ベル

新協会は当面︑ユートラムおよ

百七十四億五千万円︒一九七一年

ゴ一一ユクレエール社︵ブリュノセ

直面社は二年間にわたって資金を

またアラスカの石翻を連ぶ砕水

トの経験豊脳な團際部門ならば︑

緕ｵ三年元成︶を♂颪︒

年麓八万沙のアルミ精鋤⊥揚建設

ル︑ベルギー︶③ブラウン・ポベ

供給する︒この協定は堕新できる一わりし︑船主は船の耐用年数を通

でに生三重を簡増︒鍛力供給はA

GRWEが行なうが︑当初の火力 英瞭の鞍懸は現在のアルミ生藍
リ・クルノブ・レァクトールバウ

一︼

璽である﹂と述べている︒

から年六万四千ナ生産︑七五年ま

力三万九千︑ゾを五年後には三十六

④岩間局が簸初この盤額を周代

発羅所は七五値ごろには原子力発

5

汎多岐にわたる原子力麓業のあ

要なことではないでしょうか︒

まれます︑

らゆる分野において︑日本が国

産業がトランジスター疲術を

産技術を早溺に魔立することが

使して︑ラジオから最近は小型

この国匝改術の確立に当り豪

国際化が進んでいる隠にそうす

躍子謝算機にいたるまで各毬の

しては︑私はソ連の進めている

ることが得策であるとも慰われ

この点については田本の蹴子
つれ︑やはり日本は独自の方式

ないからであります︒

できるとも思われないし︑豪た

で進めないと競争できないよう

方式が少しつつわかってくるに
九七〇年代には︑これが巨大産

に思います︒といい豪すのは︑

本の原子力開発を発展させ︑一

を早期に確立することが強く望

fーー多垂垂萎5⁝ーー零墨ー

社︵ジュノセルドルフ︑西独︶④
φ

ブラウン・ボベり・サルツァー・
チュルポマシーネン社︵チューリ

グスヒュノテ︒シュテルカーデ社

鵬

面で︑次の三刀駈に糟錬薩州必建

万ナに拡張するというぼう備な刮

設中たがそのうちニカ所は原子力

ライヒ ト メ タ ル 社 ︵ ア リ ュ ス イ

電所に切り換えるQ

ス︑メタルゲゼルシャフト両社の

ブリチノシュ︒アルミニウム社

ノヒ︑スイス︶⑤グーテホフヌン

発電所から鷺力の供給を受ける︒

工費⁝菅二十一億円︒一九七〇年

明けましておめでとうござい

ことが期待されるまでになった

・難

ます︒その他︑ソ連からも注図

ここに述べましたことは︑各

すと多くあることがわかります

獣

民生機器を世界的な水華に擬す

業として名異ともに確立される

ユニット的技術に重点を

日本においては︑響原とする

新節を迎えるに嶺り︑モスク

くま豪を述べさせていただきま
す︒

まず︑ソ連にいて感ずること
は︑日本の原子力開発力がソ連

と難破して劣っていることで

されるようになった日本の技術

分野を粂中的に研究開発し︑あ

は︑当地の新聞などを見ていま

るいは郵入技術を敬癒すること

駐ソ科学アタッシェ 一色 長敏
ソ連は圏につくものだけでも軽

方面でよくいわれていることと

水炉︑原子力船はもちろんのこ

に留細しなから世界的水麟に達

思いますが︑モスクワ生活を難

ことは︑日本の詩僧力関係者が

と︑小型望事所︑移動式発磁

て行く方式がより効果的である

するユニソト的な技術を多くし

になり︑輸出鷹業に豪で発展す

と思われ京す︒しかも炉型は世 本の厭悪力産業が早く臣大塵業

自侶をもってよいことを示すも

く︑しかも世界的な水回で研究

器︑高遠炉︑核融三等と薦広

界的に流動的であるこ仁を考え

五〇の建設を進めていること︑

しかし︑今日藻での発展は膝

瀾鑓を進めてい豪すが︑これ

核融含の研究についてはトカマ

鎧技術の導入によるところが大

はソ漣にそれなりの理由があ

のであるともいえます︒

今後は導入技術を消化し︑醜主

きかったことを考えますとき︑

多玉

じて特に痛感したことです︒日
これは顕本の原子力開発の歴

ていることからも是呈すること

史が比較的浅いことを酬え濠す

ることを耀う⁝念から敢えて配

単一

ますと︑炉型の変化に関係なく

玉

り︑豪たそれたけのポテンシャ

孝⁝

的な研究翻発に一二の努力を傾

と︑当然のことかもしれませ

三
垂玉

述した次第です︒

多⁝垂茎

役立つユニノト的な妓術︵軽水

ク装躍によって無職な戚果を得

の原型炉ともいうべきBN⊥二

す︒このことは︑ソ連が筒速炉

独自の開発方式で

ワ生活半犀余の経験から思いつ

擁す︒

団

ルを有しているからだと慰われ

⁝している︒他の主な株主は︑ドイ

リジテート︵SE︶とベルギーの

ツのスタインコーレン・エレクト

設立された︒同社は︑便用済燃料

二〇％つつ出蟹︒オランダのリア

メタルジ・ホボケン︵MH︶で各

ンのAB・アトムエネルジィ︑デ

クター・セントラル︑スウェーデ

の翰送に関し︑荷作り︑容器・ト

貫して行なうこ

ととなる︒NMSによれは︑岡社ンマークの原子力委騒騒︵AE

役務の供給等を

管理︑技術およびコンサルタント

ラクター・貨車等のリース︑輸送

大阪市東区北浜五了円

：ア

共通子会社︶のエノセン工場一総

︵オーベルハウゼン︑西独︶⑥ネ
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C︶︑ノルウェーの原子刀研究所
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タリアのCNHNの鉾媚は蒙た確

の特徴はこれら必肇な機籾を︑顧

パノテリ・メモリアル・インス
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聞

由轟電協

千出︵

蓑でわかるように︑颪十舘代に

政麿は昨卑十二月十九田に第置

羅綾醐発熱整審議会

理講鰐駅錘鰍脇鶏灘監溜霧雲畿
対し醤工が繰り上げされんのは︑

︶︶︶

︶

︶11231234567891011121314ユ234567ーユ214567891012312123サ更

陵

力

園

ユ3

＃聖道面繍〃〃

岡 浜 浜 駈 海巌海 〃〃一

浜

英高

謝

玄

麗輩棘〃⁝⁝〃〃〃蜘〃〃⁝北顎甲〃〃〃〃蜘〃四十廓

︵︵

猷39磁31

︐664へ0

p篇謹藍麗

東京都・埼玉県・千葉照

恷ｵ千五再二十KW︵うちわけ

万五葛二十K

．元側の了解もほぼメドがついたが

瀦㎜

茨城県・栃木県群∫ξ；県

点として十六地点︑舎計七頁六十

十・照地点六欝九十一

水カ一⁝地点七十万七千KW︑火力

この縞果︑絢無春の審臨会で聰

W︶を認珂した︒

可きれた三十二地武門菖三十四

三薦七乃KW︶を加えると︑四十

万六千KWOつち諏峯力は三地点

四年農の艦源臨写の斬鶴沼工は禽

計四十八地点千五頁九十七万三千

秘講会では蝕子力の追加驚

答議会で条件つき羅可された中部

藷譲︒れなか．たか︑隠詞の

嵓

なお︑とくに第五十一圓旨旨開

という真前の規摸となった︒

121251011111112771212127723蕪馨糠難継起荘姫藪龍華纏馨羅
監W
雄と
蕪姫
鼠
なり︑鶴年展に比べ約二借

結ﾞ隷課誰難壁陸荘鑑裟藻難罐治跡魏

@

︶

⁝翫力の浜岡一陽機については︑地

懸榊鵜謙

㊧

議欝

瓢

離京殿中四︑五︑六︑八︑九号機 入ると東躍︑中餓︑関戴などで甫

罵︷鳳躍源開発醐整審議会︵会長
薪規愚竪猿として発表されたの﹁ と︑九州懸力の一号機である︒他 万KW級ユニソトが＋七基も採十

轟聾醒総譜ら藁紙り︑︒の点がと︐に注琶﹇臨総蝶鐸醐綿

は︑東北歪力の三号機︑菓京民力

〜運仰

のヤ︑十一︑十二︑十叢︑十四弩

纏︶薩け﹂

K

鶉搬燕懸盤鵬罵麟講講獺翻鵬羅

W

工収着邸

力︶

︶﹀︾

灘合

菱だ蔀蒙馨の鋳があり完

皿なわれた模緑である︒

哲持いていない旨の蕃が行

る︒だがマクロでみれは︑建設

（弓69）一等211（大｛七袈）

京都渋谷区神泉町22−2

原子力の比重が増大
Nには開発量のレノ3に

中央醒力協議会︵艦力九社と慰源開発で構成︶は︑昨鋲十二月十六欝︑﹁昭和圏十四年肱︵四十嬉
〜五十三年度︶聡力長期一曲﹂を決定︑発衰した︒それによると︑今後十鋲間に約九兆五千億円を投

窪でに︑約三千六盈三十四万KW︵四十六墓︶を鱈噂する︒総賊源開発黛は︑約一億二干五撤九十囚

入し︑約七千八乃万KWの蹴源を運珊させるとしている︒このうち原子力光電謝醐は︑五十三年度末

動陶︑経済穣商上などの点から︑

万KWであり︑原子力発羅ほ︑五十三年度末までに全体の三分の一を占めることになる︒

同誌会は︑四＋四慶努退力︑種難説︑七二の運

今後の技術革新を見込み︑七十五

る︒

今後より︸厨積極的に開発を進め

の向上を自掴している︒

岡長期謝画の概要は次のとお
り︒

豪た火力︑原子力については

期計画で︑とくに広域運営の斬展・脇の繰り上げなど壕閣り︑字指性
開︑大規模鍛源開発で効率的供給
力の確傑︑基幹送鷺系統の拡充︑

適正予備率の確保などに鷺点をお

︻写翼は係船岸壁に設置された

核燃糾交換用水平引込式七十五納

蒼生クレ←︼

︸多考多︐多／／勿

住断東京都潜

保土谷化学工業︵株︶ 二二に

区芝琴平助二の一 一工Q五蹴

入会社長原覚砥

一Aーー

謡9一丁五〇二一〇一七一

描脇塞課

水の需要が欝万ナの都

万KW必要た︾もちろん都宿の

布では︑鷹力もピークがほぼ酉

構造や學節で︑棺当な偏差はあ

雀の水の繕要想定から昭粕五＋

霞懸り九干八難六十万ナに対

三難度分を試算してみると︑一

し︑今腱の中央戦力協譲会の講

奇妙に一致しているWもっとも

構想驚が九干八難五＋万KWと

水は一聯のデュレ⁝ション︑羅

力は最大負階と︑兆較のベース

がまるで違うが︑それでも﹁戦

ある専門家の鱗葉は︑われわれ

醜からこの傾圓は間じ﹂という

に何らかのヒントを与えてくれ

Pなど総懸指標と︑水や電気の

る︾躍と興味のある同は︑GN

り検討してみるのはいかがだろ

簿びを方程式にとって︑じっく

神奈川獄。出雪嶺
静醍県ノ内窟士川以東

｝

11
P2
P2
P2
P0

一一

うか︒

その幽α麟種類

スチq一ル
セメント

53

鍾

購鰍長信太不二雄

@
@

@東京都千代霞区賓某町レIG

7セチレンブラノク

電気化学ユ難業株式会社

ホルマリン

@

@

@

石灰蟹飛

東電柱の広告

謬調糎調

魍醗圃

営業区域

軸膨生活と産業を化学で結ぶ

東電広告一式会社

メラミン

@

@

ホバール

クρqブレン

@

ヒビニール

@

堀

@

カーバイド

@

業

筑

㎝発

皿

一

「
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三菱グループ

夢一華・騒

醒

こんどの契約はプルト論ウムの

峨プラント輸出策にのって二十矩一定︒
π
︵五集据畷︶金利四一山ハ％︑窯た英㎜

ゼネラル・ダイナミソクス社を買

羅所︵椙力四万KW︶を懲設しに

め︑現在運転中のビーチボトム発

いっかんしてHTGR開発を進

収して設立された会祉︒これ象で

ており︑これらに要する金激は総

國のTNPGが国策の長期延払を
騰入とその艇工の二本立てとなっ
暖めた鞠驚顔興策をバックに二十

らかにされていないQ

・安いといわれているが︑詳細は明

．価格は︑米嘱の騰十厳鈷より戸当

地刀の了解が必要

通しが立って来たようだ︒

と

ーシがみえ︑いよいよ本格工臨の毘

⁝今年に入ってようやく好娠のキザ

の浜岡原子力発羅所建設二二は︑

の灸件付きで承認された中部蹴力

講会で︑

昭和四十四年度鷺源開発心寄審

建設問題が好転

中電・浜岡の原発

を震えている︒

万KW︑七＋万KW︑欝＋万KW

nで九十響鰯︒一璽当たりの Aは今後の標鵡設誹として三十五

ン発鱈総門建設中であるが︑GG

KWのフォント・セント・ブレイ

ほか︑現在コロラド州に一瓢十藁万

額魯百瓢十万曜︵約＋一億円︶動

圏のGE︑WH︑CEが米鴎輪出

駕︵五駕据胴︶余利五︒五％︑米

欝隷至難纐

置︶金利六％以下という風通で予

入銀行をバンクに二十年︵五無期

そこで︑趨産省としても︑戴藥

備折衝中と俵えられている︒

岡グループにできるだけ有利な延

グループが受注に成功するため︑

一自力藁蓑つき沓からのみ

なお︑わが国はこれまで︑日旅

尋璽ねている︒しかしこれまで発

一プルトニウムを購入していたが︑

払融資条件を捉示できるよう重罰

餓プラント輸出の延払石蟹で二十

＝墾の醤簾勇疑需プ
がない︑職舗︑融資枠全体の調弊等一ルトニウムの移動が可能となり︑

無という鎚期のもの磨聰めたこと

こんど粉めて︑米国外の国からも

プルトニウムを入手することにな⁝
つた︒

の監視体制の確立︑②十分な撫償

査の結渠をもとに︑①地域ぐるみ

昨年漁業者独欝で行なった海千舗

︵会長．鈴懸八郎纏良町幾︶が︑

伊藤忠︑GGA これは︑浜岡原発対策審畿会
と基本的合意

HTG跨の紹介で
伊藤忠商禦はこのほど米国ガル

になつ陀ためである︒

同附置審講会に一本億されること

地元がこのように軟化して来た

ことから︑これからは補償交渉が

開始されるものと見られる︒とく

に蕪点となる漁業補償交渉は︑碧

ある︒

ければ今月中にも開かれる模様で

患鼠臨︸三謂ぎ塘臨㎎一三﹇一

醗

ゑ闘噸唱一︻欝三﹁臨秘毒一m三﹁唖遼＝一＝き潮遜一一三議琶嶺戯一⁝冊監縮

縄墨騰

ぎ

翻贋n】、副1」曙1」，調；隅塗rμril薄Il『論

，薗利lh、、岬唄継1

メキシコ電力庁向け
援助を要理している︒

通産省延払 条件を近く決︷疋
三菱グループは︑メキシロ遮消雪麿醒力庁︵CFE︶の原子力発鮨屋の圏際入札に応札するため︑

力嬰鱈所の圃際入札をめぐって

CFEに対し照気齪力六十万KW原霊力発餓プラント︵PWR︶の延払融盗灸件について﹁蜘約後二今回のメキシコ馬力庁向け漂了
十薙︵据畷万聴を含む︶金利五・五一六％﹂の延払唱導が蝦示できるよう適管長に蓼騙している︒癒

払条件凝申し横るものとみられて

は︑各圏ともできるたけ膚利な麺

の点で︑濠だ鷺産省内部の豫冤は
⁝殺をみていない︒

動燃事業団の高速炉開発で

英国からPuを輸入

のシ⁝メンスは︑政府の隈ヂカ脚︑幽

いる︒とくに競争網手である菰独

三菱躍機︑三藻隙目ヵ工業の紛ヵ体制で︑わが国では初めて原子力鞘蹴所の心際入札に映．加すること

EC︵PWR魏︶︑三菱︵お
PりW
︑R
受注成否のカギは延払融蟻
条件にあると伝凡られている︒し
たがって︑璽蓬に威勘するため︑

三菱グループはCFEに対して延

A︶とプルトニウムの購入および が︑日英原子力協力協定に暴づ

ねて︑葵国原子力公社︵UKAE このプルト鳳ウムは働燃噴業団

らも建設を窪めるとの方陶へ歩み

措置1などの条件を提示しなが

㎝A︶祇と協力して二本へ嵩温ガス 寮っだことから︑これまで礁設簗

フ・ゼネラル︒アトミンク︵GG

あるガルフ︒オイルの子会社で︑

紀伊國屋書店穰嘉三三赫三蹟

郵便番り160−91二雌

産省が原子力藤業の輸出振騨の観点から三脚グル；プの要墾昂認めれば︑三菱グループは一⁝弊店工︑

になる︒

今園のメキシコ政鰐堪力庁︵C

三愛グループとしては︑①一次

FE︶が罎際入糺を求めている原 盈︶が応職する予箆〇
子力挽押所は属國最鍔のもので︑

聡気出力杓六学乃KW︑一九七五 系黒甜供給︑②一次系ターンキ

系輔器獄給の四輪麺の入柚をCF 〇％をニや葺︵契鞠調卸後E奪据

して購入するもの︒

き︑高憩増鞘炉研究強磁の︸環と

動力炉・捗燃料關縁側難団はか

剥五・五〜六％という優件で︑醸

Eに提出する模藻である︒この入 蔽十五奪三十回均等半年賦︶︑金

てきたが︑このほど合意に達し︑

その加τに開する契約交渉を進め

○％で︑残り九

本輸出入銀行による延払灘資︑伊認

払穿件一i万金

ていないが︑メキシコ蹄に画した

純に際し︑竃愛グループは袖格殉

める一i卒擾示できるよう政府の

イ︑③核燃科成型加工他︑④二次

地点と伝洗られているQ入純は一

および佼術薗では欧米先進メーカ

年趣闘の学定︒サイトは公蔓され

月二十八日一次糸機器棋論︵倉燃

ーと十分太刀打ちができるとみて

一月十日付契約昂締縞した︒

料︶およびターンキイ入純︑二月

難蟻

幾鍛羅鉱郵無論慧曜蘇簾縮縄雛

縫鱗撫懸購
理実験︵鐸釜罐研究︶を行なう景

実験装櫨︵FCA︶で塾主の煩物 GGAは脳際石油資本の一つで

この燃料を使い︑原研の鵡轟界となった・

岡盟も問澗し︑地盤の窓口が現在

この契漣よ・て・題菱堅冷撰︵H7GR︶霜穿るこ
薄を唱えていた浜岡原発反対期成

十旦一次糸擬器供給入純の二圃に
分かれて実施されるが︑三菱グル
ープはすでに昨無一次系︑二次勢

響濁した二身化ウラン蝦料羅が工

蹄や炉心の核的パラメーターに淫

異験承諾としては︑①燃料体内

することによって行なわれる︒

タ等匿うるためのものQこのう 十八本︒運駈は︑重衣水位片釧御

性の廻心︑炉心設計に関するデー

れたもので︑AτR炉心の咳的特 する︒燃料体は︑アルミエゥムで

および天然ウランの三縄類拳使用

ット︒灘縮度一・二％︑一︒五％
DCAは︑噺型騒換炉︵AT

H︶響発研究の一環として懲設さ

動力炉︒核燃料開発鴻業団が岡

動燃．大洗

DCAが臨界

一次︑一 次両者の入茄貰栢を凡た

の入腕資格雛資に合俗している︒

会社は三菱グループのほか︑W
封︑GE︑シーメンスの三祉︒

入札には米齪とCE︵PW環
R彙団大洗園務断言に璽設をすす

妨利用に臓びつくデータが電髪な

ち︑とくに︑蜜全佐︑核燃料の窟

課題となっている︒

型︶︑GE︵途WR型︶︑め
Wて
Uいた脈水臨界異至重躍︵DC
AC
糾L
デュティリアム︒モデレイト
︵PWR型︶︑カナダのAE

係数︑艶麗水位反応腰系撒などの

簸．

鑓

炉25タンクは︑置終約三厨︑隔 する異験データの集贋︑②ボイド
さ約三・五㌶のアルミニウム製タ

度はジ当たり三洋五千MWDo全

上

︵CANDU慮︶︑西独のシ・
ーク
メリティカル・アッセンブリ
ー︶が完成︑十二月工十八田午後
ンス︵PW貧型︶︑英瞬の？NP

原子炉圃有の反応贋係数︑網㈱

薔三十八万KW︵鷺気出力

湾兵衛

中田

ンクで︑燃揖は二酸化ウランペレ

福島三号機認可へ

力は

騨心の燃料装荷鐙は頁七ジ︒熱出

七＋八万四千KW︶で︑既設の織

＋八万KW︶︒

詰炉と同じ︵一号機は熱出力鶯三

脇⑰舗蓼國準準醐脳￠購A聡騨開Y翻￠騒

1嬢

四涛過ぎに臨嶽に達したQ
G︵AG況型︶︑ベルギ⁝のAC

掻︑ブースタ揮の懸鼻展効巣熊得
ること︑③歎料利用の纒済讐に歯

葉電主契約者に東芝を
が︑総噸会は十二月二十四田付コニ

1麟灘開聞鞭1懸

轡木成文
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煽識田

坂

開発のための大型施設・・。・…・……噂む・燃華藁田

川口誉造ほか

技術的な評価と検討一・…・・…一・京京工業大単

動

イクルの実験デ⁝タを得ることな

男機増設に係る安全姓は十分礒

約調印のう

東電は近く象芝を主契約者とす

る関係メーカーと

するが︑順調にいけば︑闘十七無

え︑今月中にも本格的工肇に着燃

十二月から壕子炉容器の掘付開

毫

【特集】新局面を迎えた新型転換炉開発一
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井

●

する燃幌度︑プルトニウム自給サ

爽京羅力︵木川田一隆社長︶が︑

製織難解に魎首している﹂と認

始︑四十九年五月に燃料装荷にこ

㈱彪繕薩薯三鼎。。論文築

中
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チェック。アンド・レビュー……科学技術庁

経済性の評傭iと検詞一・・……一。・束京大学

内田岱二郎

【趣礎講座】制御核融合と高ベータプラズマ…名古麗大学

軽

定価280円

藷

【主難醸源子炉内糊の最適燃焼管理喋京躍力浜田博駿
田ノート：ゴムの添力吻石続への利用……腋化学額漂

野M・・臨・陣瀞1・・潮田新刊書影案内隅・謝瞬・・M・・M隅・・

調講

原子焼楽

力

新型転換矩とその周辺・………・・…原子力委員会

唇

どである︒

なお︑このDCAは︑瓢水減連かねて許可申請を行なっていた岡

め︑この鴛を総鍵大臣に讐回して

@

「部35円 （送料典）
購醜糾楽年分前金 800円
肇年分前金コ5QO農
・

に報答︒原子力委員会も翌二十五

保しうる﹂と認めて原子力総員会
鐵中に総理大距の欝可が下される

日︑審議の結梨︑﹁三号機総懸は

KW︒難遷 社福髭原子力発掴所 二帰機は︑這
は蒲水建設︑機器は囲鴬臓機が受

貫通しとなった︒

一一時機は︑束鷺が福嵩県双葉郡

一︑巌暑機と問じ地点に増設され いた︒

大駕町および双巣町に建設中の

@ ︸

燃費は約竃葺黒総﹁億円︵このほ

円︶が見秋られている︒

@

開発現状と原型炉の建設轟轟

圧力管型で︑嵐力は

け舘つた︒総工顎餐約六億円︒便

年万円︒

用する銀水は︑二十ゾでAECか
ら購入し︑総計二五盤

燃隅は二酸化ウランペレットで十

るもの︒昨難七月一日付で東京か

細︵平衛炉心二・六％︶のジルカ

8で︑一集合体蟻たりの澱難燃凱

運転を開始する方針である︒総工
ら堰設許可が串請︑原子力婁員会

ぎつけ︑四十九年十二月から営業
五ジ使領し︑約ハ鰺許千万円︑撚

の原子炉安全等門審査会︵会長・

にわたり鰭査が続けられていた

@

内田秀雄束大教授︶で胸六カ月間

@

三臨機は初装荷平均二・二％濃

け叢った︒

料加工は住職躍工︑吉河醒工が璽

ロイ2被覆二酸化ウラン焼縞ペレ
か初装荷燃料賓として衝二十億
ソトを燃料とした炉心をもつBW
︻写翼はDCA騨心上部︼

@
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聞
新

業
産

力

原

顕

始めたいQ

一顯位付けが必要であり︑これから
凶

ことによって︑罵要が難のみでな

く賀的に変化している現状を分析

遮蔽実験済の噸貼についてJ している︒第二牽では鉱物・エネ
RR14の運転︑馴用の方釧や改ルギー︑木樗の二つにわけ︑それ

硯修生苺集
原研原子炉研修所
日本原子刀研究所原子炉研修所

五回目ら昭和四十五媒九月⁝⁝干瞬

般

まで︑募集人員は四十名︒受購料

受講希墾齎は︑高級課程︑

は＋五万円・

罠闘企業︑公私立機影︑特殊法人

︵所長・石森蜜太郎氏︶は︑第二 課騨ともに本無二月十顕燕でに︑
十一回嵩級課程︑一般諜程の研修

らを駕給梅造の特殊性や篤業の体
制︑流遡や価格の各面から分折︑

関係は日本原子力砿究漸原子炉研

関係は︑文部雀大学学術周研究助

成課まで︑圃立機関関係は科学技

修所まで︑園立︑公寸﹃私立大学

憲月雪や一日まで︑慕集入員は襲

とくにウラン資源については︑

展が心配されており︑核燃料サイ

核燃料サイクルの螺占体捌への進

クル分野の含至嘱捜術關発が画嚢

ねばならない﹂と摺摘︑海外償源

ふまえた種々の手段を商総立に諮

玉

いう滞見が厩はじめており翻す

二多

むこと︒

術庁原子力局技鞠振興課まで繭込

高級課程翻研修期間は昭和四十

を鑑ずる︒

二一

米國在任中の各国原子力アタ

子力産業会議年次大会で︑JC ると予想しており談ず︒

孫譲原子力懇談会は︑二月五︑

中部原子力懇談会

放射線利用促
進会議を開催

め︑総理大通に讐巾する方釧︒

までには新しい経済謝画をまと

会からの報告等をも受けて日月宋

なお経済審議会は今後︑他分科

合せていく必要があり︑自主開登

ならないと述バている︒さらにそ

輸入が重宝的に考えられなければ

だと述べている︒

の確保は警源ごとにその特殊性を

の自主開発か積糎的に嬢進され

一般譲縄口三瀬四十五奪四月十

名︑受講料は烹十万円︒

五年四月十五日から昭稲四十六年

超界の罵給構造におけるわが国の
立揚等を検討することによって資
源問題の所在を探り︑第藁葺では
職漁の倹謝尋ふまえて︑圏内外資

策の堤桑舟行なっている︒

源の低簾かつ安定確保に開する政

彊源政策が長期ビジョンな必要

は︑必ずしも経済雛画の期閤にこ

とすることから︑こんどの耀皆で

だわらず︑長期的な展望に立って
饅罰期閥内にとるべき終源政策を

多

ソシェが感じている日本の原子

ルで第万回﹁放射盤利用促進会

正炎氏︵璽◇の﹁放縦襟利用の

畿﹂を關く︒今圃の会議では加藤

現状について﹂など五つの講演の

長による﹁放射線利用の現状﹂を

ほか︑平田逡氏︵昭和鍛工︶ら塾

る︒

主テfマとした企業発嚢などがあ

射射

照照

験託

試委

日本原子力研究所内

造計両にげ映させたい︒
い料金の藍革なので︑これ以上の 結び蔚述の志うに利用蒼の愈

の全体胸希望闘査する︒また現在

検討︑その対象は再生摩不可能な

一

AEホリフィールド購長は︑高

日も翠く︑現在のカメラ産渠の

高松宮殿下がむつ
市足係港を御見学

0273−46−121箋（原研内線一347）

割引きは考えられぬが︑含理朗料見の纒銭遣を検延し︑対応鎧を明
確にして行きたい︒共同利用照射

れており︑諸施設拡充︑照射技術

については︑かなり意見が集約さ

金体系冷検計中である︒
ビーム︑ループ実験者の憂欝に

の向上などについて三障的に対応

ついて劇来るだけ利用者に希望に
応じられるよう検討中だ︒とくに

各意見の簗約︑墾要性︑緊憩脆の鑛を立てていく方針である︒

ーボネイトなどを瀾発射である︒

JRR−1鰯麗あ中心に︑総合諮 経済羅二会︵木川田一隆会長︶

で︑資源研究努貫会が昨年弄月か

二一多多

が︑原子力産業界では一九七五

めて晴閥の縄過と︑技徳藻進の

醒増殖炉開発謝圏の淫れ︵一箪

求めましたが︑これもアメリカ

ように世界に確圏たるマ！ケン

爾二二殿下が一月十三日午後︑

腎森県むつ市の原子力舶簸係港を

殿下は︑二幅ωで始まった県下

ご冤学された︒

甲学生のスキー大会開会式にご出

されたもの︒同日は午後四聴から

席したのを機に︑贋係港をご訪問

財団法人放射線照射振興協会

獲

稼動率は七〇％目標
手続き等の簡素化も実施
日本原不力研究所は昨奪略︑岡所研究炉利用実態胴囲への対応叢誌を決めた︒これは︑原研が﹂8

海外資源の自主開発を

R11︵すでに解韓︶︑ 2 ︑ 3 ︑ 4 ︑ J P D R ︑ J 顛 臼 e R を 対 象 に ︑ 昨 集 一 月 実 撫 し π 研 究 炉 利 嗣
実癩凋査について︑原研の考え方を窪とめたもの︒︵調査結果の概慶は︑本紙でも廉年六月紹倉
に︶内容は︑①巽同利園照尉への薫見について︑②ビーム︑ループ霧験者の三見について︑③遮蔽築

共岡利用照射への意兇について
中俳峯東についごは︑サイクル照
簾藁分科会の敷源研究婁員会︵主

る︒しかし︑個々の贅源ごとの問

含が望零れ︑一方国内的にはリス

の際には終済協力との蒋機的な結

クに耐えられる開発体制の確立や

環境条件の整備が行なわれるべき

としての共通の底止点の解明に力

題堤起にとどまらず︑むしろ企体

自然資源︵十⁝二目︶に限ってい

いたもの︒

誌¥七日︑﹁岡際化重代の甕源 三グループを設けて倹酎幽進めて

ち鉱物︑エネルギー︑木材資源の

画無暗上の滲響戦料となるもの

@雛議論資源研究委が報告

①スケジュ⁝ル︑手続きなど一1

射の︑編合︑JRR12で十の十替
﹃繕設︑気送管照射の災申化︑照
査︒大堀弘電発副総裁

験者の潮見について︑④結びの四つからなっている︒概要は次のとおり︒

原子炉の技術簿︐理の強化を一厨は

3で十の十一粟から㌦×十のナニ 性子モニタリング謎備なと︑研究

墾かる五×十の十輪乗︑JR冠1射後目験用セミホノト実験室︑中

4は昨無や

一に謂えるなど確実な瓶転に努め
閥題﹂と題する報告轡をまとめ︑

とくに二藍告讃は第三敵で︑鉱

点をおいている︒

向﹂︑第二灘﹁資源聞題m所在し

内容は︑第一徽﹁資源鰐給の動

経済霧議会に現在︑昭和四十五

多

には欠かすことのて音ない亭法

多ヨ〜

だと円います︒

る︒

であり︑薪たな産業界の決溜と政

r玉

開発を進めるとともに︑海外資源

物・エネルギー資源について﹁経

﹁締済社会発羅計面﹂を伶語中だ
が︑こんどの﹁報告轡﹂はこの計

づ多

る海拠だと思い下す︒

子力産業が齎い評価をうけてい

一

の実態を質戴の両面から検酎する

第三諏﹁贅源政籏の展開﹂の三牽

鋲で任意選択萌能である︒気送管

子

網互関係に関するフォーキャス

て﹁私は日本の原子力産業が一

力藤業に対する見方の一つとし

では一十五入のスペシャリスト

という臨大込会のうごきとエネ

づ多〜
六の爾臼︑名古撰商工会講所ホー

年一五や舘を期間とする薪しい

るQ手続きは従兼＝魎闇かかって

厚

印象を強くうけており翻す︒

力挽会の建設にまい進している

ティング︒スタディの必要牲が

一一隼半︶が儲立つことから産

駕にはあらたな飛躍の縫代に入

しかし︑︸方アメリカは口紅

とりあげられたのですが︑鼠下

十二月におこなわれた全米原

の技術革進と蕪蒸成畏のいちじ

OST︵穴統領歯科学技術麗︶ 繭界の全画的なバンクアンプを

﹁日本のJAPCO敦賀炉よ
がり
デュブリノジ大統領科学技術

トを開拓することを望んでい

ーーア0ーファーレル原子力アタソ

る﹂という親臼的なオーストラ

ぴ写る日も聞近いと信じてい

る︒日本製の原子炉が階界を風

徽おり︑その水準も世界的であ

るに充分な科学者︑技術響が多

る︒日本には立派な原子炉を作

ルギーとの闘係を分衙し︑フォ

二⊥＝年畢くスタートしたオイ

七五年に新飛躍
欝
糞

冷遇袖網宮のもとで米国科学技

っており原子力産業についても

るしい発展には幣異の閃をみは

またこの蟹員会では︑あらた

βニニrL工

で構成され︑第一翠では資源罵給

の十薫粟︑JRR13で三×十照
の射で︑牽分署談に応じら3寓るよ
う技術の向上を漏るとともに︑導
棄︒さらにJRR−3では五

燈稗談会ハ開きたい︒現行料金は

醗
臼本原子力産業会議の皆様︑

明けましておめでとうござい出

す︒ここワシントンに沼任して

からすでに一年半︑二回闘の新

俸をむかえたところですが︑よ

うやく来原子力業界の概要がわ

かりかけ︑スムースに議し含い

ができる一入や却解者がいくら

望二一多多一

府の支援が要請されると述べてい

検討中だ︒③その他一1共同利用 課業分科会に堤出した︒
照射の偶合︑JRR−2で七×十

＋

射では利用者の希望調査をした

済合理姓にのっとった潤内灘源の

ついては二週閻に短縮するなどそ
の簡黙化に努めている︒輸送体制

があるが︑﹂鶏R！2に薪たに五

い︒照射中温度測定のルーティン

い︒また照射中の誘磁特性の測定

撃一多多二♂茎多多蚕妻︐ーー多づ︐二一f¶﹂︐二二r玉ノ多︐︐︐一︐づ多一一多多

する︒時聞照射の場合︑﹃RR− 原価償却︑闇搬出率除き︑かつ古

は定期便制度レ伊導入した︒な︑D現 ×十の十三乗照射をできるように

在夜碑照射は実施してないが︑辮

重岡利用照射は︑昭聯四十五年度
×十の十蓬蓬濠での照射明六設け

襲に応じ笑施するっJRRi4
3の
に四×十のヤ一梨濠での照射孔
から実施の予定だ︒②照射越雌な

せる︒また墓準の緩和卒門標に︑

化は検討中だが︑必饗な設錦昂設

どll照射越鵬を利用者に周知さ る予竃だ︒回転試料台での均一照

タを拶窟にするため︑捜術水確の

けたい︒生物系研究では原研だけ

安全評価に必要な糟度の蕩いデー

向上に錺遇している︒③照射孔の

特性︑照購条件など一iJ R R −
の閤題でなく︑もっと調査し他の
ある︒また気送管照射にノ．いて
の希塾についても︑もつく調査し

2に晒閤照射装暇を設躍の予定で 方針と合わせ副醐に組み入れた

は︑ポリエチレンより耐放射線性

﹁われわれは︑来たるべき︑

か事えたという状態です︒

幽大

寅太㎎脚務二輪の説明で所内をご

約三十分闘︑原船禦業団・内古閑

発学された︒

蟹＝襯

再処理廃葉

コストグル⁝

その他照射利用に関することは何でも
ご遠慮なくご相談下さい

囲

たい︒④照射後の爽験ll利用暫

孝

急速に高まる日本の評価
島

シェの声をお伝えしたいと思い

由丁

ーキャスティンクのデーターに

京す︒

駐米科学アタッシェ

由の将来のあるべき姿について

会機構が楚大になればなる程シ

従って為出されたものです︒社

ステム・アプローチが量饗にな

が︑バイラテラルの協定は避け

決定することになると思い類す

原子動力研究会

物処理グループニ十二日午後原産

プニ十二臼午前原産

プラント建設グループニ十三日午

原子力関係各機関との連絡会

後原産

二十一B正午原産

をお奨めいたします
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の幽幽なポリイミド檎継︑ボーアカ

原子力エネルギi將代に応える

原子炉のコンポーネントを駒出

ため︑ソ連圏でもどこにでも︑

ソ遮大便賠ロチェフ科学アタソ

すべく努力している︒囲下覆米

スター・クリーク︒プロジェク

ーキャスティング担嶺のグ⁝ス

分析検討甲です︒動力開山フォ

米隈ではガス拡静工場贋の隔
いるうちに︑ついに擦電敦賀炉

博士は︑米麟ではエネルギー罵

ると慰いますが群議遂行のスピ

禽海をみており︑あとは米致繕

要供給のフォーキャスティング

ード分析にも注渉をはらう必要

険輸出方弐について近く細雪を

から筒速増殖蝉の開発課圃が

に追いつかれ双方とも目下五〇
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まなざしでこう語り象した︒私

ているスティール氏は糖力的な

日本もユーラトムのようなアジ

たい澱向のようです︒そろそろ

うまれ︑原子力分野では他の譜

米国の経済専門家の間には
の接触できる人はごく限られた

があります︒

りも配本の技術水軍の非雷に

画に優先して︑ナシ・

アにおけるグルーピングの間題
について考える必要があるので

ナル・プ
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しかも苧備的艦影解析報告欝の提

であるといっている︒同醸に︑震

添前にその教鶯を終えているべき

れる敏科の内容が︑璽要な分野で

門パリ松本駐在最発︼仏政府は

在の筒度な知戯をもつ大学卒業惰

してみた揚合には︑週刊会社が現

に十分な晴間一できれば一無以

上級技術者は原子力星流所の運転

タスク・フォースは︑最後に︑

ウラン霧卒拡允する方動を櫓て

てこのほど独白でガス払定法淡縮

る︒教合副幽はこのことを念頭に

にとって余り魅力的でないこと︑

七一年中に還紙器始の予定であ

る︒核燃料の生馬はスプリングフ
ィールズで行なわれている︒ここ

て空地が少ない國ではプレストレ

からで英国のような人口が稠密し

なえ露際協力に環点をおいてい

る︒英国は原子力鷹業の発展にそ

スト・コンクリート圧力容難︵P る︒その例としては①ドラゴン計

オランダ︑西独との超遠心分離法

品ユクリアー・グループの組織⑫

CV︶のAGRの方がより安全隅
との動力炉建設のためのインター
英国は〜九八○卯までの十無間

工めたからである︒

全解耕聖哲溝口提示艘にその教禽

いる︒

ニクソン火統誤は︑

九六九年

したり財務湾より熾り入れするこ

楽に運甑を閲始する原子力発鴬所

備費も望められていたのでその後

する一徳三千万がが認められない

費か含豪れていた︒その時AEC

明したときには⁝

7五〇♂の予備

携合には罵力会穏は原子力霊魂所

の鑑力蟹と労務蟹のエスカレーシ
十一月︑AECのウラン濃都工揚とけ出来ないはずである︒しか 用燃科の舗騨を翻すために今から
ョン分は充分このシ備費で島破さ
濃総工場の増設に漕手しなければ
捲しばらくの嗣従来遜りA鷺Cの し︑ニクソン大統舶の発喪では政
れているはずであるしと凸ってい
壇営に童かせることを臨めた︒た 府は 九七〇年︸月にClPの予ならないということを充分認識し
る︒確かに三三融にAHCがこの
だし︑ウラン逃縮はAECの中で算を議会に要諭す汽一撮っている
ていないようだ︒もし︑﹁九ヒ︸
奪度予騨でCIPに羅少限必要と ニテ六が／SWUの詔箪根穐．串説

一犠部門と切り聯罠問塗と似 たけでこの資金問顯を根本的にど

一たような条件のもとに摺身される のように解決する考えであるかは
︸茅定である︒ニクソン大統擁は現 明らかにしていない︒来臨度中に

はこれは幾麗愚妻による二合の配
当や儲入金に対する金利に相関す

るものであると説明していた︒し

かし︑一九六七年にAECがこの

計舞をしたとま工塒建設資金︑運
転資金︑在陣品に対する三間は五

のであれは︑轟れだけの潜くげをニ

ように一億四千ηがを必嚢とする

分は争心︑を自♂磯鶏することので

にこのヤ算を約菓しないならば自

ぺ！スで多少とも寒梅や租貌質握

の三︒五〇がの予備費は吸収され
ぐいると訂血えよう︒従って︑縄聞

くなっているのでその差だけでこ

％としていたが︑最近は金窟が賜

六一八獄がの資金昂議会の嵐認と

イ六が．SWUという濃縮μ金のきる政府企業法案を議会に提出す

A匿Cに事業部制を採用か

濃縮問題に決断

全点でこれらの三男工場亭隣ちに CIP．炉どれだけの贅傘を必彊芝を発注することに不安愚抱愚発注
cに移管するのは時期尚甲であ するかは不明であるが︑もしAE を差し控えるようなことにもなり
皿ると判断し将来今より適当な愉期 Cが今年度の予興で襲求していた かねないと思う︒政府が近いうち

年余り筋︑カスケー

いう煩擢な手続きを必要とする逡

収入のみでカバーすることの不司

筆なことは明らかである︒それよ
りこの懲縮料盆で顎読響たけでも

る考えであるL︒

引き上げ最要隈度は現解法御によ

である︒が︑今回のニクソン大二二

の決定ではこの閤題は全鉢解漢さ

Cは堀在民闘な︐βに全てのコスト

いる︒︵米AIFのエユークーーア

り憲十ザ／SWUにおさえられて

；亀・乞馬φ亀38︑f零・星鴨

〜零孕亀亀︒亀．．∂

り︶

乳鴇

魯曽．︒鴇亀・9葛．監︑・覧・

竃馬

七四銀

一九︑薫﹁○〇

一六︑○○〇

︻蕊︑八○〇

甲である︒

多孔質な木材の使用について研究

用されているあかがしより竪く︑

のなめに﹁パーマグレーン﹂に使

⇔U30塞トン数︶枠等についても研究中であり︑こ

でその甲しヱてを姫駕している︒

を文鐵しえないであろうとの理由

が独δ的選評権巻もつということ

氏および諾ユークリア・シカゴ社

取上げても発明嵩であるアンガー

℃f亀9乳用

工場のガス拡散法を改良して罠間

七五年

同社は︑響板に加え︑木板︑懇

零幸・t＝σ罵茎8︸f︐葛り

が決められたときこの価格には予

児F餐農長は﹁二十六が．〆SWU︒インダストリー乱十⁝月辱よ

してJCAEのホリフィールド委
うか慈検討中である︒ホリフィi

このニクソン大統譲の発蚕に対

ある︒

れていないQAECの事業部とい
カバーし得るかどうかさえ丁霊で
うような形では工易の拡張資今の
調＆についても塁間企業ほどの融
趨性はなく︑濃縮鴉金の収入に不
足分を築堤予算で補うことになろ
う︒政府企業のように公債を発行

︵鰯︶

用として効率のよい技術ゐ研究開

星8曾︐監．

貫長二次の通り議っている︒﹁ニ
クソン大統領は︑一九七〇館代後

れば採算性卒確保できないなどの

七三年
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選んで欧州のワク内で濃縮ウラン

しては︑今後︑①ピユールラノト

見通しに立つ︒このため仏政府と

発する︑②ユーラトム卒通じある

一九︑六〇〇

エールラノト極冠由鰻罠間罵に拡充

嘆様である︒これは①軍艦用のピ

しくない②超選心分離法はまだ笑

することは遅々性からいって好ま

二こ︑四〇〇

価格を値上げ

米AEC︑重水

七七年

七六年

ハンナ照射工揚の生産能力は︑年

能となったと発表した︒岡祉クェ

間﹄ハ落藤織申刀碍か渚り二千︸刀平方霧

と増離しており︑一方︑⁝九七一

各地における試験の結果︑商品

ンクリートより堅固であることが

費込みで一平総懸当たり一が五〇

ア・シカゴ菰との特訂諮耀可をめ

米国のピソカi祇とニュークリ

と発願した︒この蚤水は︑一九五

八・五がから三十がに値上げする

価糧をこれ豪での憲ノ蟻たり二十

昭窟四＋四年＋二月＋日︑輩水の

米国原子力婁員会︵AEC︶は

ぐる瓢件の鼠舞会が︑このほど開

放射綱目鰍蔽鐙﹁ア︑．ノガーカメ

されたAECのサバンナリバ〜工

画に灘してサービスするため鳶設

ニュークリア・シカゴ役は︑ピノ

が︑その特許使懸鯛を有している

ンにもとづき決められたもの︒

トの繕㎜等によるエスカレーショ

げは給与︑労賃︑材料︑鑑カコス

してAECが開いたものである揚で生産されている︒今圓の億上

ラ﹂の特許槽使閤認可要望を考慮

この聴闘会は︑AECに対する〇年代の初め月一政膀の原子力計

かれた︒

アンガーカメうめ
ぐる特許認可事件
いは二国閲交渉で欧州灘楡ウラン
蹴段階にあってコストが明君にな

工湯儘設に向って交渉を始める方
向に進むものとみられている︒

二四︑五〇〇

の生産本格化

米国で照射木材

ある︒

の生藤熱は︑年間約一万九千ゾで

膝甲︑建設決驚分のウラン卿．錬牌

これに対し︑米圃の鐸壷中︑鰹

八○年

二三︑四〇〇

二二︑四〇〇

るまでには憲た数力奪誉要する㊨
西欧譜國としては結局協力して磯
縮ウラン工揚毎建設するのでなけ

つた︒これに対し︑四十三社が回

国原産のウラン需要調査

七〇年代中頃に激増
ヌ

ム︑

米国原子刀薩緊会議︵AIF︶

答をよ愛たが︑それによると︑運

すでに原子力発電藤楽発注して

還している︒

量は︑約一億二千七貫高KWeにが︑このほどその大規模生薩が可

予鱒︶四千八萱一士一芳ミ千KW EC︶は︑昭射ウノド；プラスチ AECとしては︑この識し文てを
eで︑八○年までの総発鵠設備容 ソク床板の窃現調鶯を進めていた

醐甲︵八一年一月一B以前慧湾 ル・イクイプメント社︵NUMカー社の甲羅に異議を甲し総て︒

ずみ六千ご蕩ナ万二千KWe︑訓 米国ニュークリア・マテリア

米麟における鷺力会搬のU308転中二薗一嵩十六万一＝千KWe発注

の大規模な拡張誉糊隠している七

所要量は︑ウラン生麗業者が市揚

〇無代甲頃に︑需翼は銀閲二二万

った︒

現征の電力会祉の計灘による
と︑七四年から七六鐸の三二蘭の

年の禰鞍は二億五千万平方㍑と兇

いる五社務含め︑十一社が︑質閾

朝すると︑八○年の数値は︑醐一

し︑平均年間繕物撒は︑わずか千
三酉ゾである〇

実際に設置されるものと仮足し

陶査では︑一鍵皐芳KWeが▽醗されており︑価格は据付工禦

めである︒

eの前者より三囲低 蛋﹁パーマグレーン﹂床板は︑コ

イタリアのENIと共岡でラチナ 五十四祉にあてたAIFの質問の長閉講懲一億二千万KWe〜一

の推足設備蕪稿︑③全発鷺所の堆

億七千万K

拡大して原子力癸電が発電濫の簗

子刀発電所設備容澱︑②八一鎌寵
炉︶建設などを挙げることができ

項は︑①運転甲と君王ずみの原
原子力発電所︵MAG飛OX事型

億千八百万KWeとなり︑AE
込豪
C
れている︒

万九千ゾないし二万ゾに増加 に圓答しなかづたが︑これらを塞

卑間所要猛は︑約一万六千ゾから

七九年

七八年

のように試沸した︒

工臨建設に協力する方郵を決めた

・零．竃〜亀8・︑・L駒︐亀．︒︒監辱．亀．．

を含めてもこの価格で大丈央かど

今回の発翼では二十六が／SW マー議貝は引き上げ幡はこ〜閃が
Uという濃縮靱金の変更について の齢口内たろうと胤っているσエ
は何ら為憂されていないが︑AE スカレーションによる濃繍揖金の

金の引き上げが必要だろう︒ホス

分を些些に入れるとすれば濃縮塀
いということから起って来たちの

邦政腐の予算に依らずに舶保し調

ドの改良躍醐︵ClP︶に必勢な

題は今から一

このウラン濃機工煽解蛍移曾周

は明らかにしていない︒

一になってから払い下げることにし
︐陀Qしかし︑それが侮階であるか

一民

○％を占めるところまでもってゆ

に発醗力準王一薗八十万KW窪で による灘縮ウラン工揚残設計爾⑬

夏q6q年以前に義士ずる発聡所の運絋要紅数を詰まず

を終えているべきであると述べて

欧州枠内で工場建設に協力

原子力要員に転向させることがで
は鯛無制の大学と潤程度の声聞が
入れておくべきであり︑経験量冨

を捨て去るべきでないとされてい

きるとしている︒しかも︑無理を
かけられていることを指摘してい

法法細ウラン工揚礎設協定に対し

英︑オランダ︑西独の超達心分離

第あ二年制の職等工業瞭門学

仰
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仏政府︑ウラン濃縮で方針決める

して覚えた総勢が無駄になってし

ゆくべまだと指葡されているQ

な従盛員をどんどんばってきして

校の昂業生については︑鍵逓隅絞

るのに対して︑技術学校からの卒
業多望者が原子力工学で醤二十五
る︒

人員充 足 の 方 法 に つ い て は ︑ 原

て晦者のうち採脳性が重い方法を

四世代の臨遼中性子増殖炉の研究

一KW当たり菅八＋五膠からウィ国︑スイス︑オ⁝ストリア︶と第

ではすでに第一世代のMAGNル
Oファ原子力発雌所では百十樗に

開発を進め核燃料サイクル番確立

増殖騨は一九五九年からドーン

費︶も一KWH蚤たり一・二罫機する予定だ︒

X型原子力発騰藤八つが円転臨 引下げられ︑発鱈コスト︵運転

は第二世代に瀦行している︒黄圏

第三の大学卒業生を人的資独と

まうばかりでなく︑殺序ある運転

子力以外の要貴の再教膏︑聯門学

第二 世 代 の 英 国 原 発

員

か最近記こなった調査によると︑

現在建設中の原型炉PFRが一九

AGNOX型のウィルファ原子M
力AGNOX型暫伊辣用した原
レイ
子の欄．験輝DFRが運転中で︑

羅鎌のコ一％昂占める︒摂後のM からO・七〇冠に引下げられ陀︒

続いて賭TR︑FBR開発へで︑一九六九年の原子力発露は発
たハンターストンおよびヒンクレ

発鱈所は今年中に完成する︒賊

︻パリ松本駐荘曲玉︼葵岡政府は

昨鎌＋月二十九BCECG︵万イ端
・ポイント︶の原挙力発醗醗建

謹

ゾい
の線に近づくことが明らかとな
AGRを選んだのは安ム轡の観点ではMAGNOX型も生鋭して

英国が軽水炉誉導入することなく

並みと予想されている．ところで

ｨで二塁コストも操重の軽水炉 九八○年には三階化卒難儀してい

しかし第二世代のAGRの礎設る︒増殖炉の研究閏発には二千三
は一KW籔たり七十りでさらに 百人の従業質が当たっており︑一

力発墨所の臨画力は合掌筑着十万

AGNOX型炉の建設費は謡初K
のWに淫qる︒
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0︶が指摘する間題が非常に渓刻 りの方法について検溺が行なわれ
なもので あ る こ と は ︑ 例 え ば 州 九

12

人︑火力工学で七十五人︑三尉線工

導については︑就労餐数の多い大

40
75

数

8

の蛎げになる傾肉も転出されると

六九−七一二年由冨に必璽な鳳声雲斗ハ

65
55

所

11

3

学で二費十人に過翼ないことか

弓力会社だけが絶えず火力要員を

35

電

71
Io

発電｝リず次長

掴揃されている︒

機器技術考数が＝︑酉五ナ六人であ

40
50

発

13
7

技

ユ97σ

らも︑極めて明白なところである︒

数が四蕾九十五人︑実験竈および

15

15

7裏

35
庭

12

る︒談た猛EC加盟闘題とからん でに群類予驚で計圃中Q木発注︶

縫産火災海上保険株式会凝

産

力

任

員

13

…虻

12

当

転

8
15

8

課

n
琵

11

7

転

！0

直

10

3

所
電
発

7

嶺

7

王970

長

1971 王972葉9ア3王9簿ユ975

無 1％9
謂
運

く謝画である︒またこの聞にすで
に着手している餓三世代の高温ガ

T￡L404−411三鱒

粟田榔港区北i町m2−9−5

発一州︶に対してAGR善採用し毅為認可し︑雌國の原子力簸簗

英國ウィルフ7原子力発聡所の燃料検査

趣

壌獺郷であるQ
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各国からの関係技徳者八十数名が塗煙した︒焉然欧捌が中心で

壷源浄覇海窟機器繊醤籟聾編
昨年︑デンマークのコペンハーゲン郊外リゾで︑欽州原子力

学の竹村教擾と私の㎜一名であった︒

ユニソトエレメントの政障寧の湘
によってその機器の故隊率土驚値
とする孚法を縄凝した︒ユニソト
エレメントならあらゆる機器に用
いられ︑歴史も古いのでデータは
けた違いに毒茸である︒

ヘンズリーは故陣率の環蝿粗石

いた︒

信頼性評
価の考え方
第ニセソションでは軽水型原子
力発電所非常用炉心冷却系読の隠
蟹性についてミ訊ンヘン工大で解
析した結果が二日された︒スタン
ドバイ駅障箪決定に未だ間題を残

夢

した豪康であるため︑謝算結果の
数値自体よりも︑こうした解祈を

叢

行なうことによって各系統の僧頼

鴨
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PA四脚

理がなされねはならないことが論

可能とするような醸瓦庇データ処

頼性︶では在来圧力容器に関する

している罠論理闘︶のミーズは算

議されたことがある︒昨郊のCR 独と英国から発表された︒全薩

大がかりな邸故統計調脊鯖果が西

トドームとのギャソプのベンチレ

ら提出された論文にその譜四方が

ESτ会議に同衆婁竹越螢員長か 独の各轡圧力容羅について西独工

玉

二

〜ヨ

一妻

争に終止符を打って︑今年から

ます︒一方︑フランスに在勤

艶もなかなか複雑なものがあり

一

一 二

万澗

は見分っている︒約八○〃ク機器が

︵＝十六万六亨KW︶勘な建設し︑は麹鯉⁝千囚二刀賦とENEL

欄内メーカーによって供給され

ン︑アルミニウム・スイス両社の

講中である︒豪た原子力繕水濃霧

︒コロンバス朴はすでにアルプス

子会社︶だが︑EDFとモーターチアンジュに馬源無力発鴛所拳嘘

る︒

の瞬子炉もPWR型を使っている︒

酬塞

座数同で建設している︒

のエモノソンに大輝模水力発既鷲

号機はBWR型

歓からPWR︑英則？NRGと組

僅ENELの四 WHと組んでフィアソトとブレダ

ENELはAML−GEのほ

共同建設へ

ED賢の穆加は五〇％だが︑A

仏︑スイスが
︻パリ松本駐在贔糞︼仏工業雀

てスイスのカイゼルアウグスト原

はこのほどEDF︵動力庁︶に対しEGが湾許する揚舎は四〇％に引

峯力発蟹所礎鍵に穆加することを

サルド・メカニコ・轟ユクレール

く発注すろ予定にが︑炉型はアン

一ある︒

下げられる︒
イタリアの墨壷電力会社ENE ㎜んでSNAMプロゲノティ社から
EDFとしては仏政雇がこのほLは纏縫鯉口の原子力発魅所を近 ⁝AGRの入札をうけたが︑AMN
iG泡に発注をほぼ決めた襖搬

認了した︒この麩鷹所は出力約八

ど軽水炉甦設に踏み切ったので︑

カイゼルアウグスト灘画に参艇す
十二万KWで︑炉型はGE突たは

Fの三三はすでに一九山ハ八蟻に確

岡でシューズのME翼A発電所

てはEDFはすでにベルギーと粟 岡発竃所は出力約八＋万KW︑ 会社で︑嗣国管のIR工薩桑グル

つむことになる︒PWR型についRと伝えられているG

ーがカナダにおける原子力施設安

全設計は﹁原子力施設からの公衆

リスクがそれと岡等の経済価値を

腐する在来産業徳設からのリスク

いしという塞本恩想によって行

を越えるものであってはならな

う蒐準にしていると説明した︒

域圃に社会網に娠梨別に研究し楚

ゆ．Qリス之篶学醇に歴史的に地

い値を獣駕す．Φ︒四︑人勲のあら

し︑新誌代の基弊髭集にあさわし

として次のようなま雷の講文を発

協蜜全脳評緬小縄の活動甲闘報告

なファクターだけ下期わる値僧求

議しつくし︑金鳳雛リスクを適鮒

このセノションで日本から歴安

表した︒嶺姿員会はライセンシン

ソプは﹁われわれ入腿は毎醸をど

をすすめている︒その第一のス

のようなリスクのもとで生帰して

いるのか﹂ということを軌計的に

漿埋することであった︒日本にお

ける病死︑窮奴死︑天災死等あら

ゆるリスクのデータ調査を行なっ

た︒原子力嬉設からの酔谷公衆リ

スクの設定に黙して一庶次の四つ

の考凡方を換㎡した︒一︑在来火

力の︵石炭入手過程をも念めた︶

リスクをペースにする〇一﹁甲状

腺ガンや白話病の翻然発生羅を†

奪産藥のリスクを熱熱癌に整理

分段濠わるリスクとする︒三︑蝿

のを照じた︒

い道が力強く切り開かれつつある

墨斑による安講評座という難し

た総禽酎論で勘じ︑私は﹁リスク

った︒三日闘の会議顧黙のこもっ

度関係データ藥録の実需報告があ

くるあらゆる機器の敵障馬上繕頼

キングつまり坐世界から送られて

⁝からの出子姦によるデータバン

コロナにある敵障率データセンタ

講凝として米差カリフォルニア弼

なお第四セソションのとび入り

返し述べられた︒

意見とこの槻の研究の漿要性が洪

れわれのアプローチに薄する賛成

拠圃︑カナダ等の出席壱から︑わ

があったはか︑霞後の総合討論で

リスクに対する闘題箒多くの質問

この発致に濾して死以外のほ憲

の取障実績を併せ報告した︒

るディ⁝ゼルエンジン︑聡鋤弁鎗

いる︒論文の後半には日本に46け

値として兇出すべく研號を続けて

も下籏わる値を︑安全騨働の麸準

ターを無慮に入れ︑それを何けん

二郎として︑多くの燈擬なファク

環境飴標値と名付けた︒これ・鋸

U⑦拶けげ＼鼠勢昌く①p弩﹂を現

て︑﹁＋の葺五巣から＋の二六桑

伽を把握し︑個人差等を考慮し

銀器死こ夢心一万分の五二展の

クを年窮に整理してその鰻小

ろう︒われわれは堀状平均人リス

にこそ本質附な解決の絵かあるた

める︒究面的には四の手法の発腿

グとは無闇係で︑原チ力発電断試

金姓評抽のベースについての研究

なわれ︑この考え方はNPDやダ

グラスポイントの三二窮故確率十

万矩から百万隼に﹂回という偲の

て︑今ではこれを実周的に整理し

決定以来不変であるといい切っ

安全に関連するそれぞれの機器系

に費勝を酎遷した結渠︑炉心に関

する瓦全防護系の信頼度九九％以

上︑格納施設機能確保の信頼度九

九％以上︑さらに通常系統の箏故
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︒こE
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あたり四件︑その後は容羅︸万難
あたり奪閲一件となり︑十二以上
焼玉したものについてのデータは
含まれていない◎ボイラドラムに
ついての翻査結果でもやはり一万

損傷

容器年あたり一件程度の擬慨灘に
なっている︒この

れたというケースで実事故の発生
件数ではない︒

英國のワーウィックは英国にお
けるハイスタンダード圧力容器撮
醗例調査の結果︑原子姫圧力容器
に類似しに在来容器に紅藍とすべ
き鰯の生じる磁率は一容羅あたり

迪ﾉに一回︑大破損発生の確率

と右認二つの安全施設のどちらρ

一つの機能獲失が閥蒔に発生する

二多二一 多多雪 二

確率を干庫に一回以下とするとい
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俘方町の他に︑四麟鱈力は二一︑

四カ所の地点を謡えており︑と

撰方町は︑三吟半融の首の部分

二十四人︵四十璋度調査︶︑醸績

に位醗しており︑人口九千九菅

二十八︒六四平方♂綴の町だ︒主
産業は︑ミカン︑艶鰯網などの難
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五酉万円余りである︒

いるが︑原子炉冷郎水︑癌湾︒α備
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などに若千岡魑があるようだ︒
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放射線学会で錨中隔らがこの治糠
方法︵ホウ塘中鱈子二途観法︶を
発宿したのを伝え聞いて来臼︑象

法を受けることになったもの︒
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年のあいさつを行ない︑それぞれ
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岡部実︑磯康彦︑小山内正夫︑阿
部剛志︑石川欽也︑上村淳三︑甘
利撮︸︑大融賢也︑秋山勢失︑石
田正信︑岩子臨二︑山上啓次郎︑
安藤鶴夫︑大岩良も︑罵田健︑内
田昇︑浅田忠一︑浅井轡雄︑鴇越
石黒規一︑板谷義郎
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之︑中認健太郎︑申麗敏雄︑中村
駿治︑中村葬夫︑中村購栄︑中川
弘︑中原了︑名秘正樹︑長屠八

鵬︑長本畏男︑永津箪光︑永池忠
勝︑永働菊蕪郎︑日塔光顧︑r平

諮︑バトリノク・ノ

武男︑二宮良一︑餅村長雛︑薩一

レ︑長罵八郎

諾︑野閲

八田心耳︑長谷川治錫︑長谷川
郁雄︑長谷川漕一︑幽谷都努︑橋

本繭之助︑橋本国漿︑原郁郎︑原
田政測︑原㎜糀雄︑林弘︑疲田秀釧

㎜任理鄙︑井上五郎鋤肌理鄭長︑三

が開かれ︑橘本溝Z助原産代表常

村︑茨城県会議員︑原㌶︑隙研︑

振英二原研理鑓長の蝕か︑東撫

多

る海水朧堪の奪門象か

ら︑示唆に欝んだコメントが雷

せられた▽原子力発電所で発羅

と海水の淡水化を出組に行なう

とき︑発聡電力と製造する水の

銘率が設計上の大きなメルクマ

数字の︸致が見られるというV

；ルになるが︑ここでも奇妙な

ながら︑B琶百万ゾの水を造る

つ止り菅万KWの発羅を行ない

というのが最適条件とある︒水

と電気の舗要が︑だいたいゾー1

KWで一致し︑原子力でこれを

つくる揚舎にも︑また藪た岡じ

物知り

関係がなり立つのは全たく不思

ても︑こうした例は豪ず蒐つか

義な認V

らぬそうだ︒やっぱりどなたか

にこの際︑水と羅気の関係を徹

︑

治︑辻本越︑武弁繍男︑鉄尾颪
二︑竹野萬雲︑田頭満雄︑田夙保
明︑高概菊央︑灘野博︑寺崎賢︑
寺沢畠一︑難田正敏︑近山貞文︑
田村英夫︑田中義久︑徳機遜夫︑
筒木止︑苫米地顎︑謄島靖︑高洲
紀雄︑田村鑑三︑田上麟司︑隅井
弘之︑高橋嚢︑斌安俊彦︑飛田
靖︑謂尾興幸︑三二︸郎︑田口正
雍︑中条静明

策︑鴨耀沽︑金田丈夫︑小室鐙︑

宏︑角谷門訴︑河野瀬央︑川添
飯講藩︑大労蜜︑雪国鍔︑
一文字正三︑石川偽造︑餌尾博 蔭︑川添務︑金岩芳郎︑兼糧宛九
︸︑小沢講尚︑上田浩︑稲上栄 郎︑木下︼郎︑翼隙弘欝︑菊地
通︑駒形作次︑柿三四堂︑加藤
降︑川島俊古︑奮幸生︑河野長
野費司︑大閑改介︑秋野金次︑浅

治︑灘飼肌佐男︑石揚浩二︑大津
良夫︑天野繁白︑小沢今朝利︑大

垂

技術庁長官とロイシンク教蒋科

学大臣は意見を一にしておられ
ました︒日独原子力蕊業が新時

勤燃届重囲の関係省多数が出怖し

野秀雄︑厳木櫓太︑選藤武絹張門︑

一5多量一

郎︑閣沢弱夫︑幽木﹁誠︑宗師尚

郎︑瀬川正男︑瀬藤象二︑関四

武︑鈴木庸一︑鈴木三離︑妹尾三

白沢箆︸郎︑瞥田溝治郎︑黒海

鵬柑武久︑浸水正巳︑柴田麟︑正

次︑下村晴之︑下品光︑勘吏郎︑

本健︑坂本猛︑坂元墨隆︑下歯俊

︻6面へつづく︼
藤金作︑佐藤鉄也︑佐々木義武︑
佐々木秋食︑佐々木周一︑佐々木
東海倶楽部でも
潭二︑佐久間槍︑斎藤瓜︑帯齢鍵
談た︑一刀九臼︑歌城鰍東海村
平︑浮州孝三︑左近友三郎︑酒鷲
三郎︑酒井正利︑坂上欝士95︑笹 の栗海原子力倶楽那でも︑集梅陳
概建三︑榊際機央︑佐伯誠道︑沢 子力懇談会空催の新隼名彌交換会
口祐介︑佐竹宏支︑坂本政﹂︑坂

蓉孔Z勤︑佐藤際︑偉藤正︑佐

雄︑北山二十三︑黒川良縫

晃鱈雄︑有鳩健彦︑俘原義徳︑岡
加藤貞舐︑加賀田正︑熊谷稻︑小
田登︑大輪弘︑梅曲健次郎︑碧醗
林遭二︑頓証盛行︑木下克a︑草
隆治︑石田久衛︑牛簡健一郎︑逢
麗諒太郎後藤遠離︑灘口啓造︑加
坂圏一︑池田富士太︑升上武㎜ 藤典平︑加世田昇︑梁山久治︑近
郎︑轡地誓男︑石川潔︑飾塚粘 ・藤博昭︑久布白藻致︑国分英憾︑
一︑石川滋︑石醸豊秀︑今井宗 小泉隼久︑河津鴨︐彦︑久保田登︑
κ山三郎︑塗居臼太郎︑片閥治
丸︑岩鋤溢行︑浅田墜平︑内田秀

繭

二f︼

雄︑上滝利春︑鵜木勲業︑植松邦

新庫名刺交換会の会堪
ヨー

が︑本件についても発電炉の纏れる一方︑化学工難への原子炉

fユ

ウラン共同譲縮計蔵があり翻す映定等研究開発の進展が競待さ

一

二一萎

多

多fJ舞 ⁝一
れております︒

向によるところが大きいといわ

なお本紙が確照し得た滲集者の

述べた︒

は半身マヒが進行している︑とい
う︒しかし愚薔が若くて休力があ

≡

圃

これに伴う人口密漿地域への原

によるプロセス熱の供給および
が根底にあることを見逃すわけ

出と結びついた燃料供給の問題
鷺機業界にあり︑圏標はドイツ

にはいきません︒協建の響名

ドイツ原子力鷺業の推進力は
︵電気出力八十万KW︶の発注

圏内のエネルギー充足のみなら

子炉の建設とその安全姓の問題

で︑ドイツで建設甲ないし建設

萎fj

女姓︵29歳︶︑米国人男姓︵52
るほか︑腫ようが照射に容易なと

璽大隈肺圃は過去二回︑日本人

歳︶の二人にこの原子炉療法を試

いる︒

三回目の脳腫よう治療

聖して悪善脳膵よう治療をしょう

くなく︑病状は態化︑昨年︑国際

東大医師団が近くHTRで

という試みが︑近く︑想紬市王禅

原子炉内で発生する中性子を照

四国の全海岸の趨否の調査を行な

る謝薩で︑三十七無項から独自で

寺の東京原子力産出研究所の原子

って行なわれることになったQ

発電所立地調査地点として一二十九

犀度に璽媛還の津晶町︑三十八年
この治療は棄京大学医学部脳神

医師囲が行なうものである︒

手︵主治匿︶を中心とする乗大の

経外科の佐野渋劃敦綬︑翻中坦助

度に徳島熈臼和佐町が遭ばれた︒

炉︵H思R︑熱出力薫hW︶を使
大で診断を受けた結果︑原子癖療

っていた︒とくに顯産省の原子力

度に唐工し五十一銀度に蓬開させ

力原子力発電所を︑昭和四十七葎

町議霞力は︑五＋乃KW級漂子

発する︒

原子力五十万KW︵一鋳 ︶ を 開

KW︑ 火 力 約 二 蔭 三 ＋ 八 万KW︑

このため今後や年聞に水力約五万

率は一〇％をうわまわっており︑

KWである︒年平均の儒験の伸び 霞所地点としては 不適幾 との

万四千KWの禽捌約酉十五万五千 調蒼などを行なったが︑原子力発

力約四十五万千KW︑火力約七十 は副昨年︑ボーリングによる地元

同祉の現窟発盤設備容勲は︑水

である︒

め︑全地主魯二十三入の了解を得て︑今隼春頃にはボーリング調査などの地質調査を実施したい漁向

付潔土地売買契約交渉を︑昨無から進めていたもので︑圏園昭力は︑ひき続き残りの地宅の説得に努

ついて︑ほとんどの地童の了解墨得たことを明らかにした︒これは伊方町の焦飯に碁づき︑雪止条件

四国灘力は︑このほど︑愛媛県亟宇繍郡餌方町を︑原子力発亀山用地の予備調査地点とすることに

四十七年の着工を目標に

大半の地主が同意

昭和45年1月15B
このうち津翻町については︑跳元
伊方町の調査地点
愚灌は︑トロント市在住のカナ

︸九七〇年の年頭にあたり︑
澱んでボンより新年の高閣罰を

れ許す︒さらにオノトーハーン

などが注麟されるところと思わ
豪す︒ドイツは等厚核不拡緻条罪すが︑ポンピドー仏菖相がハ

ず︑広く世界糟場の確保にありは︑一月申のはこびと伝えられ
子力によることとなったこと︑

決定の発展容照の半分以上が原
一九七〇年代は実用期に入っ

申上げます︒

の協力が蚤要と了えられます︒

一九七〇年代はとくに節業間

するところ大と患われますが︑

ーグにおいて欧州御棚濃縮プラ

曲折はまぬがれな

ドイツとしては今年は談た高

いと思われます︒

り︑今無も

なによりも国際竸争力思遣の晃

雛

ダ人形仕︵32麟︶︒昨年八月に発
麺︑九月中旬にトロントの脳神経

外科専門象による腫よう部分の切
険手術を受け︑その後コバルト60
による照射治療も受けたが思わし

で条約批准醜に︑いくつかの疑

ントの設立を提唱したこともあこの点昨秋訪独された木内科学

約︵NP？︶に霧＆し象した

J 欧辮に新時代が響綴織麟
オランダのブリソシンゲン阻︑力聡

炉︑舶用炉︑筒源炉︑繕慰炉と
多岐にわたり慧実な実縄をあ
げ︑欧州原子力界に新時代をも

注が確実となったことをあげ︑

たらしつつあるという印象を強所︵電気出力四十万KW︶の受が︑ドイツ原麗がなお強い無糖
くし窪す︒

を示しており繁した︒堺実︑昨

とくに昨年響のボンにおけるドイツ原子力産業の成翼と慮億問点の解明を求めているのも︑
ドイツ原子力塵業会識憩会でウ

底的に究明してもらわねばなる

笥

王子製紙

東京都中央区宝町2／1
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温かス炉プロトタイプの建設開代に一腰協力閣係を深めること
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約四百入が参集

イナソカi敬授︵会畏︶は︑ブ年のフランス動力炉政策の転換地にほかなりません︒
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としては︑システム解析において
野羊の効果と学用を検類するに当

た懲賑での蟹用を蕩癒すること︒

たって︑被査察側の夢心度といっ

米・英の核傑有旙が臨発的に平
和利用施設を査緊の購隷とするこ

とを蟹押していろ壌笑にかんが

的段階で核保冑困の平蕪搬識と非

み︑政治的多断をさりるため技術

原産新年名刺
交換会出席者

進︑三木幾平︑鰻野隠文︑三麟畏

松本醗大︑畿有義︑前田七と

㎜Pσホノテェン

醜影戯転轍賦嘱畷二

浜田一芳︑荻治行︑平泉渉︑
平川民郎︑適用路雄︑平明穣︑平

纂捧逓︑霞下逢︑煎鵬一雄︑ロナ

㊧

山田太三郎︑山本靖︑山崎魏︑

ルド・S・マソクレーン︑チャー
﹂
ルズ︒R・S・マンダース

山崎正男︑ダ那聾郎︑出崎文男︑

橡英二︑寓自記四郎︑松舛麗日︑

縫︑三好正薩︑蜜購響八郎︑獅昂 山騰久一︑大和薫︑八塚利男︑梛
一國男︑鐙字書︑松藻谷健太郎︑蘭 生和之︑山田定徳︑山口智夫︑湯
本清比占︑古田遣一︑窟岡俊男︑
沢芳⁝︑牟照口話象︑松隙雅滋︑
村田浩︑寓矯由朗︑正ホ実閑︑宗
吉田寓話︑格須賀正寒︑吉田三

郎︑和田栄

論︑余田陽一曳奮田徽郎︑幕認野舞
山ハ邪言︑E・A・りーズ
和註脚輔︑搾辺蚤之︑籏谷尚︑

嫡順造︑藤醍収︑藤卦東鍬男︑藤

松鳳健夫︑牧浦陰太郎︑三塁章︑
糠谷淵︑離岡佼︑豊川著書︑溝口

山慶治︑平田康治︑桧山嚢夫︑桧
関偏彦︑藤井孝︑藤原韻脚︑藤原
良治︑藤木俊三︑藤岡淳介︑福田

治︑脇疲清一

一郎︑松本左蚤臨︑嘗田野︑水口 渡辺王道︑渡辺正
偏護︑武藤弘︑丸山正倫︑陶坊降︑

︽

束京都千日置区大手町2−2級

㌧へ望︑

利用において競争する立場におかれている国にとっては︑騨歩
保有團とを区別しないこと︒

勝治︑箔三五郎︑唱酬明男︑不波

縞︑降糖武︑漂田頻二郎︑堀純

い︑それ毒背暴に聡舎実験距鯉はじ

って活奨に査察方式の研究を行な

め次々と路体的友堤案とデータの

四畷

村ΦOO塊酔
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技術と廃瞬俊とが要響されるに

合の安全上の問題についても討

内照秀雄︶

・影

二！硝闇の掛ナ二相L三ナカ、配㍉ρの凶

一瑠︑︑ギ一固︑

それがある︒とくにわが国や西独のように今後の原子力癌鑑の

核防条約は第三条で︑穽核保有癬が転煽防止のための査察を
誤れば原子力産業全般に対する大きな差別灸件となる可能性が

襲際の査察システムの無休的な
ものは︑システム解折聡よび現在

として議瑠を進め沈のであるが︑

わが国は全く何等呉体的なものを

保顧措置の産業に対する影鞭の

もたない現状である︒

であることにかんがみ︑わが国と

が斉察方武廃決罪する矯要な時期

○㍗け︒凶づ旨

i二重猛糾室便り一

があることを痛感する︒

じて穂搬的な研窮昂儲始する必要

擬めて近いものになると考えられしても攣急に予算蘭な措麗をこう

あるQ

㎝A薗のパ完はf食Aの田

O一瞬ヨ

会議は形式化をさけた友婦駒

性を損うことなくより貧廻的に

従って︑安全評価と対策が蜜会

している現在︑

に関しては規箔類の院展化を行

︵東京穴掌敦授

ブーメラン

二

@a⁝診源誕警齪褻議

ウム．践縮ウランなど特

ては︑幣串保蘇に対して不当な亜荷を負わせる結昊を招くお

一AE論
A騨燈盤猿無慧轍繊怒懸
核拡轍防止条約に関連してプルト一

殊核分裂物質の軍鵬利用への転綱を防ぐにめの保障鑑置の問題

年聯以内に奔保有国

大きな発展が予想され︑米︑ソ︑英︑仏などの核保石国と年和

受けることを規定しており︑条約発効後
原子力機関の﹁保工措置に関するパ皐ル﹂は︑このような拡防

ある︒酒旗十二月八濁から五日闘にわたり東灘で開かれた国際

が脚光を浴びてきている︒

は一AεAとの問に保陣措羅に塞つく国際察査の取決めを行な

条約発効に伴う一AEAの饗怪にもとつく籏寮の技術問題を検

うことになっている︒この膿務は葬核保管国のみにあって核保
賓国はただ査察を受けない非保有国に核分裂物質を提供しない

極めて活発な討論諺行なわれ︑箏

IAEAが堤築している総禽実験 ︵NOL︶を今擾はMUFのれ中
︑に
獄メノチ査察総駿が自ら議長
の繕果によって淡蔑すべ嚢で︑今

においてはほとんど金懸飽に選り

う濠的喬警関連するのでA二 その闘︑われわれの喫驚は本筋

行なわれる検討作業の方同は︑騒

認・れ︑盆王A嚢A霧辱大義さ覆考え︑またここ一琿余り

後冥懸が一徳されるというこ〜に

な・た・

その他の群礪についてはここに

IAEAとしては今後約・年顯に

一聯協力にようデ︐︐タ臼撰およる︒

驚歎体的な編を発し︑一億にわが国の毒二食Aのモ

蕊難繊麗寒鋳像齢励駅癌讐雑碁

メッチ審察総監︑三人國は韻賢愚
文査寮技術黒髭三牲︶

動讃数がないが︑結論として㎜念わが難噂しで・いたものと

う︵右から二人霞は嚢A￡Aのロ

1AεA保障搭麗パネルのもよ

則が初めて技術的に採り入れられ 一
たのである︒とくに︑ユーラトム
のような地域的な機構と圃㌶嗣な

ものが洞等に呪われるという点
で︑大暫な意義がある︒

堤供薮行なっているのに対して︑

撫何にして洩達するか︑へへどとい

これは今までわが国が強く主張

の不明縫︵MUF︶の回虫とデー

含めることに薄徳したか︑それを

してきた点であって︑麟家機構と

回のパネルは決定しないこと︒

この点に関しては︑システム解

燭際査緊の県体的な関係は来た明

誌

このようにワーキング・ペーパ
ーは今までのパネルの意兇を慰霊

回のパネルの笹格上︑内容につい

に採り入れたものであったが︑今

縫築方筑亭．作りあげることになつ

耳休的なデータ那堤供する必要か

ｵ工九七嚢で軍⊥・ア粂方覆心迷手

れた︒豪た︑これはパネルの結諦

たのである︒

ては各煽から活発な罐論が行なわ

の原黍となるものではなく︑討讃

この点に点してはわが鷹け極め

同霧G︒一8︵︸回司

の材料として取扱われるζとにな

埼︒B5判︑一九六九年刊︶

米国の原子炉安全の謬プ方など

しようという盗勢がみられるσ

なりうる可能性を積雪的に雛等

なふんい気の甲で行なわれたが

り︑予期以上の成果が得られに

についての将來の動同がわか

ものと思うG鰹水型動力炉が大 このほか都市優美や同じサイト

認可の方法︑立地溜針︑一般設

試験・検誉︑安ρ研究であった

型化・織牲能化へと急速に移行

ンシステントである一面柔鰍性

安全に対する新しい空回ーコ

こういう氷困における尿子炉

講された︒

針を艶備のう
て潤辺それぞれ十三の小項鼠が

を填粟iを研究するととも

え︑設甜・製作

は︑一般設針指

米国の安全草字

に複数の原子炉が憩設される揚
が︑それに関する質問事項とし

﹂指針︑南濃設副︑昂賀簿理と

話題の要項は︑安全器査と許

であった︒原子炉施設に商農の

一纏によって詳細な藁備が行なわ 場の西独か薙間数億陽畠予弾を佳

この糧の金鵠は︑米凶と欧州

の蒲険討が考んられていること

一冨韻罠のもと︑シオルデブラント て立遡れており︑わが燭と同じ立

各国との聞には何圃か窺に開催

検☆三件︑放射線管理一件であ

わが劇としてとくに主張した点

糊会を設けることがかねがね日

RSからS・ハノ♂♪ア⁝︑D・オることが落月︑と考えられ︑その

雄叫サンフランシスコ薦で漢讃

紫にもそれが実現し加︒

フマンの四博士と︑P︒モーリ 米間で検認さ柄ていたが︑今罎

クレント︑S・ブソシュ︑カウ

安全慰査碧南家会識が麗かれ

されていた由であるが︑わβ口

る︒

った︒

薩憲鐡

ス訴訟︑C・ペソク樗士などスタ

た︒これは︑雪嵐源脚力協定に

との間に朋かれたのは砂面が罵

障隼12月5日︑6環の両ヨ︑ ソフ八名の謡十二名であった︒

募つく際子炉の安全性に関する

技術研究協力の一環として聞か

めてである︒米国から多くの

ついて可能な徳闘で協力し︑爵

買を得た精蝿を帽ることが︑わ

に︑その基礎となる各揮研究に

が葭にとってとくにりましい

ない︐翻密な品質管理・試験検

方︑塗料上更と瓢急冷却など簑

ける組繊立った研究態勢を脇え

が︑それには先づわが国内にお

海綿されていた︒米眼裏からの

全施設︒耐欝病懸に関する研究

斉と儒頼牲工学の適用によって

び冷却材喪失踊躍・晶質蟹理・

を一理類型に進める方針であっ

槻器の安全と日晒捷を筒め︑一

都布接近それぞれ︑一件であ

て︑その結梁の上に想定慣故の

作︑耐鰻設計と研究七仲︑およ

り︑日本側からの質問は一般設

仮定と愛顧D〜四八四四力式と

質問は︑上田破墨とその研究ヨ

藩邸羅講鐸慧
炉女全専門冨査会と米国のAC

れたものである︒わが園の原子

RSとの代踊覆会巖の形で行な

田原子力襲貫のほか雪脊会から

原子炉が翼入され︑その経験

われた︒田庫測の騰馳者は︑山

六名︵＝﹇島︑江藤︑大山︑漁

期待されているとき︑米国と臼

の上に荘水型動力炉の隅田化が

添の間で原子炉安全の養え方と

法︑内田の各蚕員と田中原子力

翫と駐米科学アタノシェ・甲島

に間する研究協力の可能弛を兇

諸問臆について︑あるいは安全

局次罠︶および手筆の寓永一郎

聯央瞬の九名であったが︑更に

冷製針・安全評鱗に関し七件︑

ることが大切のようであるQ

管・容器の捜壌二件︑試険︒

一まP。

5面より

搬爆撃難緩難覇拠礁大の成異と

折の手法によって費用溝難論の関

寒

︑

その他多くの論灘が︑物質収支

係を検認する方回に進んでいる︒

タの取集︑また通裕二業の損失量

諺

箋

曼

度を定量的に規定する要ふとして

︵一︶核分喪物蟄の絋用の危険

ようなものがあげられる︒

とくに荘囲すべきものとして次の

項圃の︐︑．本妻剣が提ぶされたが︑

このような方画にもとづいて七

七項目の基本
的原則が提示

ができる︒

うな引堀実的な力式を鵡けること

場

麗して奄祭の幼栗のみを考えるよ

このような検磁によって費胴を無

確にはなってはいないが︑この限

貸するために各国蘇門家を虐めたものであった︒

島

という覇務があるだけなので査察の翼体的方法のいかんによっ

この種のパネルは既に懸芸五回

毎回数稲の人ぺが滲加してき た

にわたり開催され︑わが闘からも

が︑今回のパネルはとくにその最

終同としてIAEA事務 周 が 今 後
検計すべ嚢項圏および疑団のてれ
に対する協力の方法についての助

った︒

欝瀞行なうという粋格のものであ

従ってパネルは全く捜循的なも
ので専門的な討識に限定され︑出
席著もまた園の代表としてではな
く飼人的な窮門象の立揚で討謙に

しかし︑一方このパネルの助言

参加する聾質のものだった︒

に蕊つく察務局の作業が傘後の保

陶措澱 に お け る I A E A 禦務局案
の基礎をなすものであるだけに︑

わが田のような主要被斉察醒はも

パネルの結論が技術的な翻瀬から

らろんのこと︑参撫各国ともこの

IAEA寮察の将来の方 向 を 決 め

翻

るものとして大きな関心を掘いて
いん︒

ムの他に転用が発墨されない時間

今までの遡としての有働キログラ

数として定籍化する︒

という寒星を加えてこの両者の隻

ものとして翼味深いものがある
が︑過芸のハネルその他の冥罰︑に

勢なことはわが国が掲揃していた

有勧キログラム以外の配慮が必

おけるわが園の澄︑見およびそれに

近い西独などの円鞘が受入れられ

て︑呉本的な湾え方においては拐

の規制は国事機関か行なうという

米因留学申の上村︵璽騨省︶︑

逸してそれを貝体化することに

5δ1−3450

呆櫨据餓室

ワーキング・ペー
パーを中・心に討議
輔方︑事務局も蜜たなるべく総
体陶な形で検詞夢項を轄偏し︑査
察の骨塞的考え方についても可能

?表化することは茂術剛には極

期の工AEAによる隣携母中心と点である︒莫際問題として飽険農
する費察よりはるかに突騨︑杓かつ

めて困餓で鍛終的には多分に政治

とに思われるが︑いつれの腸含に

的な決定がなされることになるこ

含輝的なものとなっている︒

まつ査察の基礎として幾つかの

も暗閤の難敵を入れることはより

物質収支領域を考え︑その聞での
物質駁支の不明量によって核分裂

実際陶な配慮踏可能にする︒

の璽幾な問題として査察の暦象を

前提に立って︑IAEAの囚殊査

︵二︶核分裂物資に対する国内

物質の転用を発見しようという考

定量的に蘂現し輪編的に査祭の闘

察はこの荘家的な機能が十分に行

え方が採用されている︒このため

糠を嵐定することが品目される︒

なわれていることを群認ずる︒ま

鯛した︒米穰棚出門春は︑AC ついて︑十分に芦児の交換をす

☆3勒密額ノ）30％以、の携客な㌧，、何賊て毛｛耀辱険eを支契・い
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住まいと塞財の
醒しい火災保険

氏

大

一方︑査察を行なうに当たっ

と岡顧に扱うo

掛け金が戻る

驚

繭達
蝉

騒

のように

荒

た︑地域的な機撫は田家蘭なもの

あらゆる分野の未来に化学で挑戦する

幽

…九
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一
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☆竸争が粘くなりま君。

鞭灘誕鰺

な限りパネルの合顧を得るため

論文卒擾出するやり方ではなく︑

に︑今回は従来の各滲加著が計畿

麟務局によって豪とめられたワー
キング︒ペーパーを纂礎として討
議する方法がとられた︒

このワーキング・ペーパーは過

まのパネルの論議および前回のパ

ネルに強烈され陀コンサルタント

の報理財に基づいて闘題点亭明ら

かにし︑パネル滲加書の慧見準求

めるという形のものである︒

その内容は︑脊察の技術的内容

曝務局の考え方と輝解を反瞳する

牟．

★
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て︑その効果と岡山に必要とする
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團
まず仏とニジェ

︵団長・鈴木醤照岡和鉱業常溺︶﹂の闘齋蔽果にもとずく今後の取扱い方針を協議した︒

の各社が︑い豪アフリカで蔽手を

わが国の聡力︑非鉄金腿︑石旋

繊をつくることが必要で︑合弁会

ず国内関係者による統一的な組︸

となっているが︑このためにはま㎝

側と共同組繍をつくって︑漫初

通りの結果がえられれば︑さらに

ビクーリ

玉−

ルで

物議

一方︑内陸へき地であるため︑慧

粂俳を示しているわけだ︒しかし

い︒この燕開発にはきわめて罠い

較的浅いところにあり︑晶位も高

ールのウラン鉱床はたい積型で比

フランスの調査によれはニジェ

う︒

へ改

㌧ゼノ

考えているウラン醗発は︑フラン

ス原子力庁︵CEA︶と共同で行
社の翌が産れるもの・み・媚
れる︒落体襲開発が撃重れ血

なうニジェールの既知鉱床の開発

I︶との共同砕鉱開発である︒

採鉱︑蟹錬の段階で現地に日︑

払
属

と︑イタリア炭化水素公祉︵EN ぱ︑これが窓口となり︑フランス 廓

なニジェールでの共岡開発計醐に

料も艶い︑剛発の見通しも明らか

仏︑ニジ吊ールによる含弁会社が

約二年間鞭鉱精査を行ない︑論説蒔

ついて︑そのための体制を艶え︑
殴立されることになろう︒

適臼の会議では︑まず比較的資

前向きの姿勢で︑これに取り組む
擬鉱豆男に要する雛賢の出縦比

は過半を持つと主張しているが︑

率は︑従来の経緯からフランス側

なお今後の折衝にまつことになろ

本閤題については︑フランスか

ことに懲見が一敬した︒

国間で腿体尚な検附を行なう霞階

謂

楽町の日活ホテルで婁貫会を開き︑さきに闘会議が派遣した﹁欧州・アフリカ・ウラン資源調益団

日本原子力産業会議のウラン資源開発婁澱会ハ座畏・松根宗〜原産翻会長︶は︑一月十四日一目有

通騰省は昭和

試験設備と②原子炉施設︵構成機

劉︑構造︑耐久独に関する実羅牲

施設構図機器および核燃料の設

億四千五百万円︒

七千万円︑②核燃料撫重工覇11二

資について︑集

に対する開銀融

等を対象に︑金利年六・五％︑貸

鰻徽およひ核燃料被櫻籔製造設備

器覆含む︶製造設儲︑核燃料加工

メーカーからの巾講がなかったた

に対して緻資卒零走していたが︑

が原子炉系のバルブの実鉦性設備

①核燃料加工工櫛目二

四＋四琿度の原

芝︑三菱原子力

付期鮒十年を原則として融資する

めに︑来薙度にくり越されること

JNF

子炉等製鷺設備

工業︑聞本ニュ

もの︒四＋照年度の融資枠七億円

決まった︒そのうちわけは次のと

になった︒なお︑通薩省は来年度

残り八千万円については通礒雀

ークリア・フユ

餓円

ェル︵JNF︶に対して︑六億二干万円の融資が
の三挫を推せん

あるQ

確保をめざし︑大畿省と折衝中で

予算要求で︑二＋億円の融資枠の

①制御捧駆動装醗の製造

おり︒

棄芝

した︒この開銀
触資は︑今毎度一
炉

か・藝ごれた蔽警四千吾万円︑欝縫訓

レーク地域でそれぞれ共同蕃客を

の︒チータは近く渉城県・大洗に

照射後試験のデータを購入するも

甲のラプソディの標準燃料群竹の

漕工される高藩論験炉︵JF皿

実施中で︑近く三井鉱山がカナダ

R︶の燃料照尉3團︑燃醐設計等

田柑発令したが︑新科学技術政務

新政勝次冨︵二十人︶を決めて岡

なお政肘は一月二十日の閣議で

新政務次官も

ている︒

成︶の岡冠︑保露糠蝦などとなっ

炉割画︑鐵η始六条︵理娼麟の欝

今回の︐城融は︑鼓愈鼠瑚︑原子

く︒

⁝ンの圃機関本部で理購会を開

月二十隅臼から約一極嵩︑ウィ

国瞭弾子磁極瞬︵IA鷺A︶は二

月末に理事会

lAEAが二

れる︒

比駁し︑黙斜闘発のためにも使わ

内で異廼ざれている撤射緬果とを

慰契靭にもとづいて海外謹たは三

に役夏てるほか︑動黙那兼団が照

する予窺であるが︑ニジェールの

盟会長等のほか︑苫小牧燭頭︑苫

理購長︑北海道アイススケート連

政讐会長︵参騙︶︑北海池国保連

ないので︑フランスで纈調に運賑

は燃料照射データを得る鵜速写が

この技揃導入は︑現在わが國に

場︵約六千五召万円︶︒

るもようである︒翼澗金額は百万

月甲には外資蟹江会の諏司がおり

に乙纐技術遡入を甲舘したが︑今

る孜整準報を購入するため︑政臆

から嵩愁炉の欝潤材料照射に関す

このほど︑仏原子刀庁︵CEA︶

鋤力炉・核懲澗開発環難団は︑

動燃醸藥団が政府に出講

情報の導入へ

仏から高速炉

が各方面から期待されている︒

翫画は大規頓なもので︑その成功

のロック・ク￥クで欝鉱を開始

①臨界実験袋躍11

原子炉︑核燃料一罵灘譲備け六千万円

メーカーへの助成策で︑①原三蓋

を行なうこととなった︒

なお︑わが土民閻盆簾の海外ウ

エリオソト︒レーク漏路で︑九躍

社が米園カーマギー社とカナダ・

ラン戦辣鵬挽は︑九電力と罪鉄六

など︑異体尉︐硬討をいそぐ方釧で

力がカナダのデニソン・マインズ

ナダのリオ︒アルゴム社と米園の

ダBC地域で︑三韓台属鉱第がカ

帆二実
がで
A方
E南
Cト
仏ッ

．戸ジ施

ア作
㌻の僅
戸ル試
㍉ ︻の
︐︐工中

獄一粟

一．リ

ワイオミング地域およびフィシュ

同潔鉱開弛については︑現在のと

冠

これの躍うのを濠って自体的競甜

ころまた︑桓融資碍を整理中で︑

なお︑イタリアEN工往との業 社と米困コ要争地城およびカナ

ある︒

内の統一的な融編︑その綴資持分

出懇含めて︑日仏の出資謡扇︑国

会としては今後︑こうした点の検

受できることを示している︒照映

がかなり開完輪入のメリソトを享

賛料によれば︑長期的にはわが国

ているようだQフランス側の提出

ける闘発に見囲う経縛性を見嘱し

近く体制固め本格折衝へ

｝

ら三月ころ︑担当者が来日し︑両

設資材の輸迭等に金がかかるが︑

聾圏・ては︑・れ・の点に2
いてかなりきびしい経済謝罫を行一

艶

なった結栄︑米国︑カナダ等に㍉

美浜一号機は

一！！！

科技庁長官に西田氏

すでに九〇％
開西蟹力の舞次葦子力発堪所建
藻潮鍋ではい豪︑二暴の原子炉の

第三薩
次産相には宮沢氏

次嘗には藤本聯難氏︵衆院議皿︑

番川県出身︑39歳︶︑新通商薩菜

餓鎖︑埼玉県出身︑42歳︶︑内田

政務蘇蜜には小窩山隆四郎︵衆胱

歳︶の両氏が就任した︒

疇

9

三罵

第郎露院議員︑熊本県出身︑51

︐一＝

原子鋤力研究会原子炉安全グ

グループニ十八日午後難産︑主査

僚会議︑OECD会議等に出席︒ループニ十八日午後原鉱︑高速蝉

田iケネディー会融︑ガント閣

三和会議︑古田iアイク会談︑池

歴任︒この間︑サンフランシスコ

田︑佐顧両々闘の経企庁憂篇無を

しに︑岸内閣の文部政揚次富︑池

宮沢氏略歴大蔵外診をふりだ

道出封︑67オ︒

回嶺選︶︑純親工業学校革︑北海

三十一隼参院議畏初当選︵以後三

小牧蹄踏鉄道︑苫小牧送瀬︑弥生

募機︵pWR︑三＋四万K

員︶がそれぞれ餓任した︒

プロソクの各社錠等を歴任︒昭和

佐藤内閣テ

会は一月十四臼召集されたが︑慮

W︶はコン宕ート建繧が・二一
がすでに据付けられた︒

機︵周︑辛万KW︶は籍答器 諜総選鉱後の第李三特別図 業大臣には冒沢羅一氏︵衆院議

庁長冨との兼柾大臣︑科技庁長寛

西田科技庁長宮は︑北海池開発
姦両院本会議で三たび内聞酋班に

としては第二十囚代理であ．鶯︒馳

民党総裁・佐腿栄作氏は岡臼の衆
％︒現在各櫨配轡工娼︑ケーブル

掴名された︒

一歳機工那の遮捗革は︑難関〇

のシーケンスチェソクなどが蜷ん

苔小牧町錠︑北睡

炭対策特別婁節義︑大蔵委員長︑

滋譲会商舞︵二湖︶︑義民党の石

西田氏略歴

幌オリンピソクの潤当楓︒

生︑午後組閣を完了したが︑紙科
学技術館長密兼陳書離漿貫長には

氏

達読会遜二十九臼正午繊麗

の︑

PWR型船舶用原子炉設備

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

PWR型原子力発電プラント

通産省、三社を推薦

これにより第三次佐藤内閣が艇
今年＋月には営簗運癒開始の予

に逸められている︒

定ゆ

醜

遷二回︑東大抵学都鼻︑広島県出

参院議員当逮二馴︑衆慮院議賃当

繍鐸魏魏＋日午後︷

三菱原子力工業株式会社
三菱重工業株式会社

▲

また酷暑擬は堀在約一五％の進西田信一氏︵参闘識贋︶︑薪遷商麓

特選で︑立ち上った格納容器の閣

内︑外で遮蔽︑コンクリート打糊

E藁

身︑50才︒

総力を注いでいます

《

完全国産化へ

1
に

界の三菱

あなたの三菱

原子カプラント

三菱金属鉱業株式会社
三菱化工機株式会社

高速増殖炉プラント

！二！エール

建殴が︑順調に進められている︒

勢購劉
∫砂ウ
遅伊、
写鴨榔餐㌢憧映㍉
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カ
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●
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44年度原子炉等製造設備の融資
嘩、

●

本

1部35円 （送料共）
，購座料半高分前金 800円
1年分前金1500円
昭和31年3月12E…第三種藤織物認可

鎌凋木曜1ヨ発行
・

示されていない︒

は︑それがどの纂準にもとつくか

米国︑濃縮工場のコ
ンプレッサー改艮へ
米国のグソドイヤ⁝・アトミン

ダ︑ギリシアとも交渉甲と伝えら

りにスウェーデン︑西独︑オラン

ループの開発労力を集中させるた

るが︑鰻麗︑薩ドイツ政暦は肉グ

高温ガス炉のニ
西ドイツ

グループが統合へ

近くゲースタヒトに小規杖の直鎌

たG11HlMA餌はハンブルグの

万五Wの腺型婿︵T11①R︶を︑窪

のシュメハウゼンに睡気出力三十

88Kは現批ウエストファリア

め新留錫設立をうながしている︒

れているコンプレッサーはアリス

今回のコンプレッサー改箆研究

酒ている︒

チ￥ルマーズが製作したもので︑

今回の翼約額は約二十万ザであ

はカスケード改良研究驕発に関す

る︒

代って︑アリス・チャルマ⁝ズ挫

ク・コープはこのほど米A旦Cに

に対して︑ポーツマスのガス拡散

ハECでは 西ドイツの局磁ガス冷却炉開発

は︑ブラウン・ボベリークルソ

る最初のものである︒
こんこの研究縞柄は三二昏睡揚に

ための可能性研究に関する翼約を

AIFのパネルは︑オークリソ工場のコンブレソサーを改良する
ジ国立研究麟のスタソフが準備し

サイ
クA
ル笑
読の
騨働建設甲である︒
プ︵88K︶とG11111
M
N

雛に︑﹁このような廃山物貯蔵所

H︶は︑昨銀末のフランス政府の

米国のウエスチングハウス︵W

はならない︒

ランス政府はWHのジコモント・

B︶をつくっていることから︑B

アクトール・プレ不レメント︵R

ンス社こ提溶して燃糾爵県会祉リ

落髪ざれているが︑局祉はシーメ

染壱としては鰻UK逸Mの登揚が 門

三脚ガス冷却炉の燃桝三型旗工

られている︒

ーも参加する矛定で耕衝甲と伝え

鮒してスイスのブラウン︒ボペリ

を呼びかけている︒この膨張社に

樂中させるκめ阿グループの就禽

てはできる陀け蘭磁ガス炉開発を

政援肋をうけているが︑同省とし

両プロジェクトは科字研究省の財

応用で蓉るものと期待している︒

AECの碍処理工揚の敷地と放されねばならないが︑核分製牲生
は︑あちらこちらにおくべきでな

ニグループによって進められてい

ている報二項で︑AECの政策に与えた︒現在︑罰工揚に据掻けら

照嫡ずみ燃料から分離する

米国ニュークレォニクス誌︵昨シ臓ナイダーの買収を揖蕾した︒

の至善六一％を所遷しているベル

蝕祉への諸員は⇔後天きな反癬を

門

門

門 門

学●

8K￠GHH⁝MANによる倉弁．料

為きおこしそうでめる︒

社社

粟東都千代田区丸の内2−6−1

再処理と廃棄物処理で
経済的影響の説明不十分
題する経済魁の理田づけをするこ

用にあたっては︑置簗界が近く入

米国原子力藤藁会議︵AIF︶の特別婁員会は︑このほど︑米醒原子力婁籔会︵AEC︶が提案し とを期待している︒側属讐Dの採 し︑コメントする横会をもつ蜜鍵の約二千万賭︑ギャランティ分
ている再処理工楊の敷地と放射性廃磯物処理に関する政策に対して批判を行なった︒この批判は︑A

ら︑フランスのジコモント・シコ

型に纏水炉の採物を決めたことか

WHは︑昨年フランスが次期炉

で︑採用を延長丁べきことを主張 八百九十六万がと伝えられてい
る︒

ヨー ロッパ進出へ

手するORNLの繊雲醤を検し
討た︒
鶏C規則のパート50に薪しく追越された付属霞Dの修正等に対するもので︑これによると︑AECの
握案は︑液体廃艶物を輪形にして政液の貯蔵所に紬嚇する際の公衆の健膜と安全に対するリスクが︑
再処理総揚に永久保篠する揚含のリスクよりも少ないーーという仮設を立議する諭拠を何ら特ってい

ナイダーを買収し︑アムステルダ

米WH︑ACECを押える

成物

い﹂ことと︑﹁数は限定され︑A 冠絶にもかかわわず︑ヨーロッパ

年＋二月二＋五爾付︶の聖血によしかし︑WHは欧州進出をあきら

あるというネライを支持するだけの理舗的解駅がなりたたないと批判的である︒

ないと指摘している︒また︑AECの政策には︑州褥地よりも醐画地に廃鍍物を処分する方が安全で

鮒姓騰桑物処理に関する規㌶に対
期間︵十年︶﹂よりも遅れてはな

露Cにより摺定﹂されるとのべて 箭勘への浩出をめざし︑このほど︑

ムを本拠とする欧州遡含体を設y

する追加付懸欝は昨無六月三日付
らないとなっている︒しかし︑﹁そ

る嵐蜜額は禽計三千△百七十万が

ベルギーの会祉ACECの殊式
ると︑栄WH仕のACECに附すめず︑ジ4モント・シ夙ナイダー
六七・ハ％をぎゅうじることに

襲掛覆齋紐齢塑籠餌淋卸雛鶯鎌馨

＝扁哺1＝＝雷＝︑一一＝＝一一1≡⁝＝﹁■甕一≡：噌一璽一＝一＝一柵一陽⁝＝；茎⁝≡＝冨量塁壽

るだろう︒遠心分離法の開発は爾

峰

郎

良

原

楢

畏

十條製紙株式会社

はベルギー政肘の認可を得なけれしょうとした︒これに対して毒フ

フェデラル・レジスターに発表さ

政策は︑﹁産業界は運邦政府に

いるにすぎない︒

成功した︒ACECは二尉会で正
で︑そのうらわけは剃規の現金支ギーのバロン・エドウォfド︒工

棄物の量は︑五年間の飢に瞑られ
費罵を払い︑これは未払残衛の利

式にWHが岡祉の資本金のうち十 払分九酉七十六万が︑バロン．エ

は一一グループによって行なわれ︑

れた︒これに対するAIFの批判の期閥の窩レベル液体放射性灘

AIFのE・A・ウイギン翫画
る部
﹂ということについて︑どのく
子と乱曲的処分および監視のκめ

六億諏千醤万ベルギー嚢草叢す

訴ぷ︑︑w留︐︑嘩蚕糞昏ミ婁ウ壌．︑︐甲弓︑．︑︑勢沼

?１9 ユ95 駒

1︐382

さく岩機．その他書梁機械
電
鑑
発

膿顧灘醗漆塗講談

聞
長のAHCあて文笛によって明ららいの貯蔵所が建設されるか︑ど
の全費用にあてられる﹂としてい

ることについて認可したが︑WH

ンパインに鋤きかけこんどACE

こにおかれるかについて︑政策
るが︑料金はどのくらいか︑凛た

かにされたものであるが︑これは

A磁Cの政策の経済的なインパク は︑なんらふれていない︒ただ︑

．

2︸＝一⁝﹁璽鐸二≡輯＝聾一＝≡＝一一一＝≡一言︼＝瓢購≡雪≡曽＝﹁1≡葺＝︑＝一等＝萎 ≡≡噂雪p≡諜篇墨舞一一儒一騨帽一⁝

ﾊ感同で濃縮工揚の建設運転を

幕とオランダでも行なわれており
行なうための合弁会社の設立につ

k

部

七

七

ン

タ

チ

化

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

飼

合
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燃
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硫

部

属

硫化鉱

・

銀

金

金

●

※

業
トについて董麗な三点の説明が不

仏CEA改組検討へ

臨藻︽構涯瓶猛獣醸猟

中央電力庁はウ

侮）ガス冷却系マーク∬

十分であると述べている︒三点の
概疑は次のとおりである︒

液体廃葉物は﹁AECが承認す
る固形﹂のものへ転換されねばな

経済性の向上

いて議含いが行なわれた︒

インズケ〜ルAGRの満思すべき
経験に鑑み︑AGR玉門所の耐用

@145

莫国原子力公社︵AEA︶はこのほど鯖十五期︵一九六八〜六
九︶奪学報石盤を公表した．その概要を三回に分けて運職する︒

年数を二十年から二十五年に延P

Q，333

産

力

に当た．た特別婆貝会講長︶を掴

オ工業相が特別委を任命
︻パり松本駐在臨坦発︼オルトリ

ラント機能不良を除けば順調であ

らないというが︑AECが輸送に
適当であると考える﹁形﹂につい

名した︒婁員にはそのほかCEA
仏料学工藁相はこのほどCEA
開発体制原子炉の設謙および

2，246

て︑チェソクする巫灘を隔発し︑

した︒初雛のマグノソクス発鑑所

ンクレiBのAGRとドラノクス

の建設費災力の三管だったがヒ
の石炭火力の羨は二十ア％に豪で
縮少した︒燃料コストを撰騨に入

38，880

1，2王0

る︒ドンレー渇逮炉のナトリウム

である︒二つの研究炉ーハウエ

に難があり完成が約一爺遅れそう

39，744

691

778

43，632

259

後期耀発段階は再編成によって生

のりークは悠繕され嫡の運転は六
八年六月に再開された︒趨速実験
速詩壇炉完成までの謝噺管瑚詳叙

ルのBEPOとドンレーのPれ
Mる黒
と原子力のコストの優位性は

P，296

P・627︷al；1

41，472

︵原子力行︶改網を検酎する特別 から三名が指名される︒

饗鋤禽を任廟した︒この婆員会の

CEA改年の方向としてはCま
Eれた二つの新設謝・曝設グル；
プに握愚させるという政肝の方針

遜礎を間めるという初細の目的を

ング開鎌スタソフ四十人が¶ΩNP

売上高は謝億円に一

41，040

発表するというだけで︑麗聞物の
固形がどういうものかはっ計りし

究圏発社︶のシャルル︒クリスト

遼戯したので︑今後は︑基町研究

迷炉系を公社から引き継ぐことに

Aはすでに蟹礁および平和利用の
欝長にはS旦REB︵ミサイル研
炉の建設は天井の放射腺しゃへい
によって︑TNPGはドンレー筒

政搬によると︑﹁圏体廃死物は
フィニ祇長︑政府婆員にジャン︒

院︶に︑工鎌的開発は昆閥に移管す

なり︑公社の設語・エンジニアリ
は大学やCNRS王立科学研究

Gに移った︒公社は熱中性子炉お
よび嵩還矩のすべての技術につい

〜一増大する研究開発援助

@60
@1go

V，6ワ0

ていない︒

できるだけすみやかに團有地の貯
クチュール燃料局藻官︵炉野選簿

のため政府は聯員三万人位のうち

Rが六八年十二月と六九年五月に 今や決定的なものとなった︒

て二つの新会社とライセンス契約
を儲ぶ踏備をすすめている︒六八

奪七月に政府は公社の核燃料関鎌

それぞれ閉鎖された︒六八隼六月

力の全部を核燃料サービスと大部
分は電力庁向けである︒海外同け

核燃料サービスは十六億四千万
であった︒放射線化学センタ；の

円︑海外総語用騨圓は蕎六十四億円

アイソトープ売上賜は対箭葎比津

であった︒

％の伸びで二十七億円であり︑う
ち五十七％︵十六億円︶が輸出分

51β26

@395

P0，109

｝

52，013

P，037

るという置櫻が示されている︒こ

決めている︵この壁理に反対する

五千人を三年繭に整理することを

ストがあったので一理人員は六千

る︒公社の平四囲器研究開発費の

窮進を公共瓢業会社に移すと発表
したが︑立法手読は桐当進んでい

営業活動公社の醜聞売上げ

添から五千人に引き下げられた︶

ソトープ等を臨月心に合計隠田日六十

は︑核燃料サービス︑餓力︑アイ

弁会社を作り同センターの製舐の
南北アメリカ大陸への売り込みを

Q・d．GoΦロリ一Φ卸OOと
合︑純益は十︻二億円であった︒飛
億円

￥ムは︑米園の有数な鰻薬会社

に放臆線化学センターのアマーシ

コールダーとチャペ

桝始した︒

ガス遠心分離公社は研究開発
の結果︑ヨーロソバでは遠心分離
紘が鰻も経済的な方滋となるとの
多脳を褥た︒もし胴亮が今後う堅

AGRは順調であり︑ウインフリく行けば︑公社の客来の濃縄能力
スのSG11W炉も当初の水浄化の
ブ拡張はこの方法によることにな

の鵬備が進んだ︒ウインズケール

料チャネルは除染が終り出力運転

職ロードファクタ〜で動いた︒チ
ャペルクロス第二炉のプロソク燃

ルクロスの口鼓の炉のうち七二は

主要計画

れない︒

将来に新会社に移ることは考えら

る炉の開発桀講の主要部分が近い

オルトリ科学工集相は﹁CEAの大部分︵三口四十五癒円︶を占め
ビング・サイ

にも逸出し︑大学︑民闘

て金属学︑化学など

薪しい使命は︑原子力技衛をこえ
エンス

企藁と建携を密にして簸先端科学
技術の中核の役鋤を演じ︑また纒

職蝿肇墾

縫・轡︑亡師根に紹齢を報皆する予簿︒

R，b29

@346

フランスのサン・日ラン︒デ︒ゾー発蹴所︵左側は運転中の噸
丹機︑膚働は建殴中のこ丹機︶

藷

響︑
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R，802
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蔵所に改められた固体の形で運搬

！
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UKAEA・研究開登園支出状況

本

策窟都予代田区系鼠町1当国三星番地
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灘つく非核分野研究3、濁際協力濁画補助

e1965年科学技術葦登4条に

d核融合・プラズマ研究

c放射線防護研究

唄

@ユ10

P，728

3s，2ゐ3

2，380

60，998

核研究闘発部門支出合群

P，814
U，394

@518
薩4，s玉2

@一

?，469

b9，098

@29／｝

1，550

43，978

29470

@691

57，802

夢膨研究開発部門支出合計

東京都中央区京橋三丁屠二番地
1，570
U，566

42，163

P2，7δ7

｝

鑛
P，123

35，b83

R55
U90
U5
W，813

U，（越8
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P35

P7，り71

X，763
P5，379
Q，074
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P0，973
P4，170
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360
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一
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一
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勝田 市 が 安 全 性 認 む
県漁連の要請で海洋調査
再処理工揚の安全性については儒臆しうる

旨の最終結蘭を多数で可決した︒この一堂は︑一

茨城隈・勝田市脳会の原子燃料再処理工腸対策特別委畏会︵高欄直吉婁貫長︶は一月牛糞の会合
で︑

ひに運駆状況に関し地方公共団体
が隔靴できるよう箔擁すること︑
③地方自治体が関与し到る第三者

鎧傭の鉱大︵漁一振輿を含む︶と

監視機構崔籔卜すること︑④地帯

地元負痕の解涌をはかること︑⑤
地方公共団体の行なう放射轍監視

に要する槻材の鐙備をはかるこ

クの衝突型潔白

ノボシビルス

シビルスク核研のコライディング 億円︑三葎半で約十四億円︶を負

協同研究の条件は︑ソ連側のノボ

夫氏らとの闘で進めてきたもので

ドケル氏と東大理学部教授小柴罎

蟹奪間薦万が︵ルーブル換騨約四

よび測定器を堤供するほか︑実験

スの電子計算機とその周辺装躍お

少なくとも調査蟹程度は徳められ

年度予騨については︑今月下旬に

貝ソ研究薔交流で本簡東北大助孚

現在︑ノボシビルスク核研には

る見通しがついたもようである︒

加速羅による素

・ビーム・システム加速器のうち︑

V︶と今年完成葛VEPP

現有のVEPP狙︵約二＋五G文
e部省はこの日ソ藤岡研究計画 が派遣され︑VEPP鐸およびV
を四十五卑度から三年半︑約十五 APNAPの建設状況をみており

損すること︑などとなっている︒

協同研究矧醐

粒子物理学臼ソ

︵三力年半︶が

が認められなかった舗合には︑四

文部雀としては︑四十五三度予鐸

いよいよ昭和四

五無度予騨として五千万円を大蔵
︵約家憲百GeV︶を使って同所

の科学薔をノボシビルスク核研に

十五隼度は田ソ研究薔交流で二人

円P
で実
︵約二十eV︶VAPN億A
︑識することを認め︑四十

雀に要求する一方︑偲子計算機の

現される公算が

で日ソ協聞で実験研究すること︑

＋五無度から実

強くなった︒

派遣して協同研究計画のつめを行

ソ連への持ち込みがココム制限に
抵触しないか否かの醐査検肘を外

協同研究の運営は日︑ソ各個入ず
つの運営婁員会が行なうこと︑臼

この計画は︑

昨春来日したノ

務雀
尺側はTOSBAC三㎎○○型
あと通産雀に依頼して政府ペー ない︑匹十五奪度から実質的に協

．伸◆ド◎◆◆・韓・．

失散した揚合の聞流︑受注者を一
社にしぼることは畠田競寧をさ漂
たげるなどの大きな子器があるよ
うだ︒

パネル酎臨会を通じて論じたこと

は︑茂術的に流速炉罐蛇に開し

放医研はこの霜獅機をオンライ

製︶を設齢した︒

や

分霜と足盈や︑甲性子藤越とエネ

これ窪ではアイソト⁝プの体内

ルギーの測足簿を行なう︒

して計算していたためデータ解析

投与に関するデータを一旦取り出

に正確が期し錨かったが︑こんど

ることによって体内分布像の明確

堪騨機を各毬の齢断機器に鷹縞す

日本黒子力産榮会畿は︑来たる

二月†バ臼から二十八日毯で茨城

県の梁海原子力倶榮部および茨城

︸射線源取扱技術者欝劉会﹂を開く︒

総台轟簿職榮訓練校で第八回﹁放

勢集人貫圏十名︑滲加蟹三万四千

原薩︵担当︑須藤︶まで︒

躍甑○コ丁二一＝T−Q九

〒

住所栗京

原産

円︒受購希望者は二月九日までに

多彦／影彫％

社長近膵勝瓜

︵株︶關簗断纒センター

に入会

一〇〇

都千代田区員の内一の八の二

−匡﹁一5屍◎Aーー

二一

霧ア

ﾎ二で国力を降して初優勝僧

卜定盛仮って決勝に逸出︑結局

が三〜四段で出勘︑豪ず石輯︑

技庁︶森︑石松︵理趣︶の凹々

︵動燃︶卓越︵原耀︶松及︵科

切りVところで原子力は川口

学徽省チームをひきいて大張り

みの顔もみ凡︑平田依一郎氏は

田婿治︑大水劇作段などおなじ

など八チーム︒通産徳からは嫉

炭︑蹴力︑瀬麗街︑学賊経験省

漿蒙ったのは石工ニチームに石

勝︑幽係嶺を大いに裾はせたV

櫛蟻醗

化が貫乳になるといわれ︑アイソ

技術者講習会

﹁TOSBAC三四〇〇﹂︵東芽放射線源取扱

聞研究を進めたいと考えている︒

ボシルビスク核

炉︶である︒

スで謝画を進めているが︑四十五
物理研究所艮ブ るいはHIτAC五〇二〇型クラ

葺性を確羅すること︑⑦再処理工

と︑⑤擁論調適の推遜をはかり藁

反対をめぐる急先ぽうであった勝田市で︑今圓の箭向きの態度を決めた特別婁員会報告が出たこと

場の規模苓拡大しないことli七 百二十万が︶︑イタリア︵六十万

月下旬に關催予竃の臨蒔市鐡会に報告され︑正式に了承されるもようである︒これまで再訴理工湯設躍

は︑今後の勝田市の反対運勤にも大きな影纏を与えると共に︑再処理工揚周辺の閥題が大きく好更し

放医研が大型

マンカウンターやバン・デ・グラ

ン︒システムとして使用︑ヒュ⁝

フ︑シンチスキャナーに磁接継ぐ

電算⁝機を設置
放尉欝医学総禽研究所はこのほ

だ︒基礎研究を固めてから本格的

A皿Cは昨年三十万〜五十万K以上の労力が縄煙霧では必娑だ﹂

て︑注圏すべきものはなかった︒

高階に技術上の園鍍さの糧確躍と

ことによ︐て︑体内砂射綴被曝の

ど︑アイソトープ診断のデータ解
耕に用いるため︑大型滑子掛興機

︵ニや五万ぜ︶︑デンマーク︵二

ダ︵三十万試︶︑フィンランド

ェーデン︵四十五刀炉︶︑オラン

ぜ︶︑ドイツ︵五十万炉︶︑スウ

項目で︑肉響的には昨年淡城県祠

肝心となっている︒

を留めると報告した際の六条斡が

条件付き4で再処理工覇設耐

たものとして歓迎されている︒

番掘の返還が実現してから駐動ず

︒た︒ζれは︑①購書理工覇は定 官が

科学技術庁による灘洋調査が︑
ること︑②原子労施設の設躍なら

が出るもようである︒

水芦射爆 鰹 覇 の 返 選 の メ ド が つ か
原子力安全研究協会が装とめた五

日本原子力産業会議は︑一月十

に取りくもうとしている︒そのあ

ところが︑高遼炉に関するパネ

に有益なものになろうと︑期待さ

トープ診断︵移医学︶分野で非常

治ている︒

放医研は現在︑罐弊機の各署テ

ンタル糊は学閥胸三千六衝万円︒
なお建欝は胸一千万円をかけて丸
菅完成した︒

先輩チームをしのぐ︑この尿子

追ったV並いるエネルギー界の

力の活躍は︑参加爵たちにもよ

〃鼠子力は葉ってるぜ

と驚き

ほど強い印隷宝勢凡たとみ凡︑

っていた︒

ながらも︑惜しみない拍芋を送

＼

＋五器が︶︑オーストリア︵＋五
万が︶の沼津凶︵含計五闇＋五千

写翼㊤は石摺機を装囲に雛継した樹含㊦は一度取得して平皿化し

一︑

四日︑東鼠・腐楽町の躍力懇話会

二年間隔で三赫建際するという

らわれとして︑FFTFによるW
燃のナトリウム冷却樋柵工弛炉必 と蘇った︒

国羅賛金の擾助が簡単にいかない

について︑ 浮野から︑嵐遮炉の異柑化は︑お

ということのようだ︒このような
現仕2MFB民原型炉建設計画

PDP

米国では︑高越通言齪に必要な
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﹁三計圃蟹再検締して︐それぞれ くれるたろうという印象をもっ

のフェイズ

に百土十万泌を与凡る︒これは洲
四百万試に相当する︒豪た︑一年

あるいはそれ以上といわれてい
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説を行ない︑一卑後にはこの偶語

としては︑原型炉煙一九七五年頃

を援助すΦようだ︒また︑A逸C は本箔的便用を開始する上足Qレ

圃のうち一つを凡らんでAECはる︒このうちA封Cは︑その半分 スト山僧行なっているが︑今月甲に
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ないこと ︑ 安 全 性 の 出 題 が 解 明 さ
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からは︑原研八体︑動力炉・絃燃
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︐
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日ハルデン委員会︵中井敏夫委員

料集合体を照熱する雑劇である︒

日本原子力研冤所は︑

次期プロジェクトを報告

工揚設躍反対の決議を行ない勝田

れていな い こ と 等 を 理 由 に 再 処 理

藩手されたが︑地元漁業者の反対
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畏︶を開き︑①ハルデン運営会議
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の十五憾ザという敏芋を硬付けし

遅れる高速無実用化

紙の兆しがみえたことによって︑

十分に行なうという越本方針に対

対運動は︑憩先ぽうの勝国市で好

残された 問 題 は 茨 城 票 漁 業 協 同 組

て︑上下胸院舎圃原子力婁員会

られることになった︒職漁連は昭
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料︑材料の墨礎研究︑リクィソド
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﹁﹂MF8R原裂炉建二二團﹂を

求め︑この建設に対し撲幽して勧

氏
︻

，◆

︵JCAE︶のホリフィールド婁ラミー姿鰻の発表や︑高歯炉の

して︑塵磁界は︑プラントの殴

廊四＋︸薙八月の第三回水産茨城

開いた︒この臼︑一本松珠磯原撮
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計︑建設︑運転という慧麗をとっ

躍進大会で再処理工揚の設澱反対
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ターでのナトリウムに関する研究

一本松
米原産年次大会の印象語る

を決餓して以来︑昨侮三月原子力

閲︑米国のサンフランシスコで開

簿がある︒
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婁員会︒再処理魔設安全冨査専門

かれた米原産年次大会出露の印象

中心とする漁業者の反離運動に絞

含運禽会 ︵ 会 長 ・ 小 幡 五 郎 氏 ︶ を

部会の﹁再処理施設は安全であ

を諮った︒とくに岡氏は米馴にお
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せているエジソン︒エレクトリソ

ている︒
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一九六九無から沽拓な動きをみ

の愈を示している︒しかし︑昨年

そ次の通り述べた︒
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対して︑

うる紬果が愚るまでは再処理工揚

動まに応じて︑アトミンク︒イン

型炉を建設すると発難した︒この

LWRR︑溶陳塩炉がある︒A
Eナショナル︵A工封ノース・ア く考凡だ︒この腺型炉越殴に露骨
ター

他の概念としてガス冷却増殖炉︑

Cは︑現在のところ高速炉につい

等を条件

に︑擁洋調査の実施を申し入れ

て︑原型炉からすぐに実薦炉へ軌

を融工させないこと

た︒この結果︑水産庁の東海区水

道に梁るとは考えていないよう
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が︵一九六五年︶であり照射殺菌
市揚とほぼ岡じであった︒それ以
後阪大な新しい照射センターが世
界各国に建設された︒そして放射

ジ

無益

線化学は現在の化学工業の甲にと

繋翻

点については多くの学者︑研究
者︑企業体などが薄藍にのべられ

先ずゲル効果のため弱いポリマ

くさんある制約を一応懸りこえ︑

放射線法とまったく同一なW8
を製造することができた︒経済的
な諸計算は素人の私にはできない

いが︑小規模の生産︑ディメンジ

ので確偽ある悪見をのべられな

一繍潤

羅振

ギ健

︒数翼繊電量
ンジコン︑また紫材を用いるか︑

魏

しろ化学法によるWPCの製鷺が分野は線源工学を含む化学工学的

それともパ⁝ティクル︑繊維︑木

ョンの小さな木材においては︑む
な器間題であって︑小型の木材を

有利ではなかろうか？

粉とするか︒含水率︑園山阻警物

鍛︐

嚇灘

錐

は工作︑加工機械︑接幾等につい

嚢騨
の木材小二尊申に含漫したモノマ

て解明が迫られている︒

原産黄料幽趣︷り

︐闘笏

ー夢野位蔽において首％鎗合させ

合過程において木材よりモノマ⁝

ることが絶対条件であること︑紫

を定位麗において葎％鎗合させ

質の含有澱の多少等について︒

ることが絶対条件であること︑頃

ような実験はほとんどやりつくさ

れた感がある︒WPCの研究も企 ②原料亜に関ずる問題 例えば

例えば含浸︑麗禽︵殴源

一九六九葎刊︶

く理解し︑士民︑予癒していな

り米国側が日本の現状能力をよ

本と行なうことに実質的な慧味

にある四つの臨界棊合体︵ZP う計鯛でめり︑FFfガ設副のに闘灯る媛門家禽識を︑今後日

これにより米團側は︑炉物理

ントなどをもらいこの会謎の

観点R
から
R査︑ZPR歳︑ZP
︸︑毬々の遣物四国の精

︵村田

ない︒しかし︑日本側参加者は する︒

プログラムには注明せざるを得

スプリンガi博士︵AI︶︑ハ

この他ハルメド博士︵BNL︶

ビ両博士をはじめとする六名︑

EC主軸︑ANLのアペリ︑デ

のハナム博士をヘソドとしてA

参加者は︑米国側からAEC

を紹んだと考える︒

ド・テイクの協力が第一歩の鍵

︵効呆︶があることを晃出した

日本側の露圏的の一つが選成で

この他︑非均

羅霧

礎から賑用にまたがる開発研冤 ていたことは注目に値薯Q︒

と思う︒すなわち︑ギブ︒アン
データの収榮︑検索コードの作

双1
およびZPP鼠︶と︑各研究
度が︑今後この程皮に研究され
きたように考える︒JAER
1FAS田の定数セント︑積機
分関のもつ施設を活用して︑塾 ることが必要であると摺摘され

歩⁝
日米炉物理専門家会議から一

情報交換の第一

︑

○﹁カナダ・オンタリオ州鉱叢法﹂

七九資B5判︑一九六八年謬

教蚤・田本と核鋳代W﹂

O﹁原子力と肥諮社会i朝日富厩

入っており︑実際と炉物理実験

第二H目は︑米團側から騙界 ORはすでに隔界後定㍑運転に 醗文を発喪したので︑それによ

スケジュ；ルおよび今後の計画 の結呆とが胴体晦に対坊されて

について︑主としてANL測かいた︒一方︑F①Rの方はZ2
かった留蝦すら発表することに

実験︑モンクアンブ笑験の現状︑

附論を行なった︒モンクアンブ

べて膨大な計画であり︑ANLKでモンクアップ実験を貧な

ら口頭説明があった︒田本に比

のサーベイなど︑日本の研究甘

実験に醒しては︑米圃の豊冨な

PRで難行中︒今後はZPR
なっ
iたように思うQ
経験に盛つく有益な思告︑コメ

画と現状および鮨力等を臨明し

いた外國績分デ；タの解析結呆

六九爺刊︶

⑥WPC加工等の問題WP浩C
鑑︑二九〇野︑A5判︑一九

について︒

工学を含めて︶を達続化する方法

の問題

⑤WPC製遣を運続化した叢置 ︵動力炉・檬燃料開発郡榮団訳

省略する︒

○﹁昭和44隼版磁気禦業の現状﹂

モノマーの組閣せと組成比︑添加

いて︒

例え

合過程において木材よりモノマー

業化を目的とした装置化の研究鹸

用いてモノマーを含漫霊含させる

私は線源工学についてはまった
くの素人であるためこのような推
論を出したのもかも知れない︒今

後︑原研の結松友道氏ら専門家

配すと一i

④留年工程における問題

が系外に気化しないようにするこ

物の効果とその特性付与の隈界︑

③原科1に玉笹狂を禽漫させる

陞憲讐
動燃襲業団と乙△国原子力婁員

会との間に︑零歳増殖舶に闘す
る協力協定を締縞︵昭和四十四
無三月十四日︶して以紫︑この

協定に蟄つく初の瑠門家会講
﹁高速炉物理に関する田米墨門
家会議﹂が︑昨無十二月十︑十
一日の両日︑アルゴンヌ国立研

究所︵ANL︶で開かれた︒
今回の議題は︑日本測からの
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頭説瞬があった
成なとのアクティビィティは︑
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実験
最近完成したJAER1に
1︑F
A績果と計舞値の不一致

S田定数セントの鋭明︑さら 点に関する洞察は日米楓互の問

照射ウッド・プラスチック製品

︵隠田省既望官業掌編︑二七四

豊含速度鱒について︒

工程例えば所定墨を均︼に含浸

劣化させることになる︒化学法に

舳噸餌

野︑A5判︑

題と︑私達の如く︑木材徽細構造

なら︑放射線法によるWPcの企天然醐分子と玉成斑分子の複黒化

させ︑過劉なモノマ⁝を鉾除する

ているので私は省略する︒WPC
の製造についてとくにいえること
は︑園相の南瓦内部小空孔申に含
漫したモノマーをポリマーにかえ
る鍛含工程において異常に大きな
発熱量をどうコントロ：ルするか
が︑工業化における最大の問題煎
とされている︒現在私が実験で取

促進するため危険が大きくなる︒

けるためではない︒この問題は新

ーを生成する︒このポリマーはひ

進歩︑競争している︒もはや放射

鞠舜脳

とである︒その他たくさんあるが

と獄舎機構の問題といったような

における茎礎的な研究諜題の追究

裟臆︑任慧な部分にのみモノマー

業化は急遮に進展し︑私違が現在

いるようである︒

ってくるかも知れない︒

迫出しているもろもろの数値は変

工業化へ

の問題点

①原料1に関する問題

例えば

WPCの製造における悶題点をを含漫させる方法︑連続化等につ

といったように二通りに分かれて

WPCの製造に力を注いで下さる

が︑高度な線源工学の技をもって

注入装鷹（減圧用）

放射線照射法によるWPCの利 WPCの製造において栄解決のWPCの原瞬となる樹憩︑ディメばWPCの製造に融40いては︑固相
は素材であって藺品化するために

けこんで親密に諸藩化している︒

私達は︑前配の潴問題その他た

藍四三懸念激闘潮懸擁
原研日劇置文氏は︑昨年十二月四日付の本紙で﹁放射線産業利用調査団の調盃結果﹂などを紹

介︑放射線化学の企蘂化の現状と将来の見通しについて述べられた︒その中でWPC︵ウッド

︒プラスチック・コンビネーシ識ン︶に関する内容が騨細引鋭されていたが︑私の婁門分野で

もあるWPCについて︑若干の慧見とわが圏の環況と将来について述べることにしたい︒

用の一環として研究に愚論し︑ま

山

研究開発の経緯 蕪?細細耀懲望罐嚢出港離講韓菰
醗林省林業試験揚が天然高分子

材料の木質材料にビニル系モノマ

ーを奮授させ︑放射線照射でモノ

マーを璽合させてWPCを製造し

ようと試みたのは一九六〇年のこ
とであっ此︒当初は主として科学
技術庁の撮唱する原子力の平和利

け

た研究鍛も同庁からいただいたゆ

最初のころは極性型溶済を併用し
グラフト鎗会を試みた︒露合に要

と

するエネルギー源としては当揚施
設のコバルト60によるγ線︑次い
で聡子加速器による惣合法を行な
った︒その後ビニル系モノマーの
みを含漫させ木材外部表面にポリ
マーを生成させる方法の研究に主

力はうつされ︑酌春のごとく木材
内部表面におけるグラフト共重合

反応によって得られたWPCとの
絹進点について︑群細な考察を纏

したWPCを得るには︑グラフト

けた︒その結果︑DSの繊度に安定

っ袴しかし力学的性質におい て

りあつかったモノマーの種類︵組
禽せ︑あるいは組成比をか岬んる

と︶は約四十八種類程度である
が︑それらのモノマーの重合熱は
菌努当たり葛⊥﹁颪七十菌膿の範

で発熱反応による温度上昇は風合

囲となる︒熱不郵体である木材中

唯一の方法であるかどうかの聞題

法としては大別して放射線露含法

らしい物質の性質︑新らしい方法

ずみが大変大きい︒第二には百度

は次の二点で隠

この

自己健進

が越つた︒これが起った事実は放

につれ︑この方法がWPC製造の速度を増加し︑これが更に発執を

放射線照射鴛合法の研究が進む

効率よい製造法といえる︒

においては︑羅子線照射還合法が

共馨型WPCがよいことがわか
はほとんど董異を認めることがで
きないことから︑製造灸件の容腸
なビニル系モノマー︵あるいはオ
リゴマー︶のみを不材に含漫させ
る方法が実周性の面から追究され

祐米国における﹂・A・ケント博
士らの製造法もこの方法である︒

放射線法

と化学法

と︑露禽開始剤を添冠し撫熟によ

の発見により生じた︒すなわち技

木材組織をそこね力学的諮性質を

Cをはるかに越える温度上昇は︑

秘である︒

る艶合法︵以下化学法と呼ぶ︶と

術はプロセスの利点の改良︑ある

WPCの製造の中心となる猿合射線照射法のもつ特別な技術をさ

γ窯照日欝含法と︑駅子加遡器に

がある︒放射繰霊合法においても

いはそれにとってかわるかで常に

よる引子線照射璽墨引とがあ る

よるWPCの製造は︑製造条件に
注窟深い考惣をはらわねはならな

線璽合法には技術的に大きな瞳轡

コンの大きなものは︑主としてγ は無いといえる︒

一
題でもあって注圏された︒
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動力炉︑再処理など四点

と述べた︒

原産が両大臣

日〃二論一論ハ鎌止午︑

歓迎の午餐会
原濫胴糊

・丸ノ内の日本工鑑熱冷都で西田

次官が代琿繊翰︶繭大臣の大匿就︸六十億五千二哲万円︵債颪四十六

目的原子鱒の工学附研究開始をは

の伸びをみせてい

︵ただし償百九億買万円の減︶︒

度比六十二億九千三爾万円の増

糠の建設︑大器臨鉾機の購入幽係

じめリニアックの繍力︑大洗爽験
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豫万円︶︑臼本原子力船開髭纂

ズ裂目ハ億六募印璽ハ億

は︑紬靴研究となる動燃顕莱団の

五軍慶から行なうガス払融法研究

されたが︑理研ねよぴ原研が四十

醗︶︑放射課屠学襲翻究駈九憂遠心分離愁研究に澗二慮円が剖よ
二千八酉万円となっている︒

なお原子の婁賃会は︑励力炉開

は饗聾竃

新型転換炉原
型炉の建設へ

第三次復酒折働までに︑かなりの

に︑霞異彩求にっとめているが︑

発わよび再試理工覇の延設を中心

炉開舶に約爵く十六億円を畠上し

とくに動矯襲業団闘翫弄は動力

たQこのうち隔速増殖炉撒発は酉

催九千五函力円︶で︑今秋膚工予

九薫万円︑鍛七億九千五百万円︶

医研のサイクロトロン︵一懲五千

麗活が認められているもよう︒放

定の鳥逮実験炉建設か掘められた

二首万円︶︑リニアソク論理︑﹂

のほか︑隙研のウラン濃総︵六千

u罰責バイ六薫万円︵選出⁝十九

れる源型炉の設踊研究関係分はほ

が︑新しく照十五葎度から始めら

ﾜ十五憾八千＝欝万円で︑原型
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山隙子力瀾発の父ともいえるもの

郎氏の功讃は大きい︒まさにわが
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年次大会論難婁簸会

月照日午後羅力懇話会

第三十五回総合企画婁鼠会

日午後紬薩

ウラン凝縮聞題懇談会
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廃零物処理施設も認められた︒
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ﾒともほぼ昨隼なみの緻はい状

原研およひ原船二曲団闘係は︑
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の藤織の芝露をつくった︵翌年辞

った正力松太鄭域にこわれて︑経

職︶︒翌三十一年初代委員長とな

受賞のほか︑昭和三十六年には仏

化臓︑勲一脾．M瑞宝物︵⁝⁝十九年︶

日本硫酸蟹︑藍綬嚢灘︑交通文

である︒

に入った︒以来胸七竃間の長きに

団連曇最の盛職から舞子力姿戯会

わたり原子力勇気︵婁鐵鹸代理︶

︻五面に関駆記購︼

号機増設を許可

東電・福島の三

ていた︒

を辞職︑日本規梧協会長をつとめ

上の理由矯から原船購懲懲翼購艮

なお故石川氏は一昨年四月健康

与されている︒

︒して瀬︑動乱あ︒たわが繭からレジ．ン．ド．ヌール餐
困原子力利用開発の捷を匿囮なも
のになしあげた・とくにコールダ
ーホール型殆心騨の図入に当たっ
ては︑端尺調査凶長としてこの説
査を雌当︑原子力発罐の単磁騨入
に大きな鑓副唐果たした︒昭和三

十八無日本原子刀船棚豊里業図の
設立のさいは理鋸笈に就任︑今日

総理大軍

束独電力難局鳳子力発臨所の三暦

訟讐
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Φ︒しかし︑多

任難誓ん寒川い把・︵写題鰹茜募円︶が建寿狸
藤田大置は﹁醸子力瀬野には間

物飼薔舞降棟の建設に五千六哲万

放医研もほぼ調順で︑SPF動

はいずれも零葦震となった︒

円が査溝されたQサイクロトロン

これを童要研究闇発機関別にみ

偲三千八買万円︶︑臼本原子力研

菖や億瓢壬二蔚万円︵債酉二十五

㎜ると・勢頭韻着発舞猫脚

懸が山積しており︑これらの闘
題を急速に解決していくことが極

る︒皆様の協力をえて︑初郷の圏

めて璽要であり︑資任を難じてい
標に商って鍔力する﹂と述べ︑小

の建設関係鍵は零︒

ミノ

なおウラン濃縮研究開発関係で

究断九十八億円︵債十㈱億五千七

窟山政務次富は﹁逓麓行政も曲り
角にきた︒拠露塵縛成髭の中で海
外資源をどうするか︑産濃界の再
灘も閥題κo海外ウラン資煽の開
発では動燃箏蟻図の予糠細碧大いに

科学及痢︑宮沢通麗︵小冨山敗勝⁝

一︵債揖八十み僧九千七百︸刀隅H︶

技術庁分︶は捻顛ム薫七十三億円

醜

て鎗ねて爾氏に蜜饗しに︒

自民寒二役のほか︑これらの要・

よう︑配慮を蟹坐している︒

齠蝸誧]鋸齢鞍雛黙

究の盛手については︑この研究の

自民党三役ほか関係者に
松根※一︑堀越禎三肉鮒会髭およひ橋僕達擁護代骸勧仕鐡鋤り貝本塚．†刀腔訣藪繍の自脳は一月二
十六日置自罵党本部に砥中齢羅滅︑二階室副斡購艮︑水田政醐会長︑稲染政鵡副厳錠︑鈴木総勝会髭
を勧ね︑拙論四十五年艮㎏子力麗猟予舞の確保について喪難し泥︒蹴腫慶黒の二子億︑欝処麹高紐の

の圏点を隔心に︑これらの各融搬は照十五媛度における予算充遡が縫果の原子力開旙の成由を左右す

建設癒手︑動力炉開発のための予鋤と人鼠の煙保︑核燃糾対賑の推越︑原子炉多調附赫用自彊の縫畢

力炉開発は︑二醐七十三尺が要求
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諏められたほか︑特殖総禽研究の
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なっている︵たたし債は百二十二
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るものであり︑絡別の鰍慮を製課するというもの︒なお原産肝脳はこのほか︑二†二日には逸興銘科

望を愛けた関係省は︑﹁原子力開

路的な亀進を陶製︑とくに後繭で一

そこで原麗古駆︑とくに電力︑
されているが︑全紘計画歌行のた

建ノ〆〆
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このうち原子力関係は総溝鼠葎

庁に内添︵求償︶したが︑こh瓢血千万円の減︶︒

建

によると料学扱術張興関醸︵科学一
多

わが国原子力開発の先駆者

黒本原子刀座ポ仏説の厭両・石

鍛や名穣職および富商闘係讐・繭会

石棚髄郎氏瞬く
川﹇聡氏︵経瞬語漏欝欝会磁欝会
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二号機工箏の総合

進捗率は三三％
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で︑稀暴にそえるよう努力する﹂

学技術脳貴運盟のメンバーと懇談し楓子力予鍵諸諸で融兇を面輔し准はか︑二†四日には二三科技庁

の配慮を製型Q核燃爵附撮では︑

罷の鍛嬰性はよく承知しているの

配慮方を寮毒することになったも
ウラン農翻致循瞬殆の射凶醐な研⁝

畏宮︑二十六日午後には穴蔵省の磯閏購逐次蜜︑鳩藩主計器飯を働ね︑問糠趣留の蟄墾憂行なったQ
原子力開発†五年罵を浬えて︑
原子力開発山峰の研究塩谷はこん
の︒

建設溢工毎︑この工紺かわが国初

成とともに︑調査探舷段絃にわけ

はこの潔罠黎だ卸する竺

要整郡棟のうち︑雪辱渥工翻の一艶の撹蓮と︑ウラン叢猷雌保の績 一

右するほど磁裟なものとなってい

聞題から溜工が蕎干遅れていた

の試馬流敵であり︑これ濠で敷地

こわが園の尿子力閲発の成否を左

る︒しかし蟹求予鉢が︑協発の本

禰磯鴫鶉劉膿随錘

メーカーおよび閥発機関の代晒者

金の緬催を生かす製の銀でもある

めには︑今年艮が山絹であり︑資

工︑難妓されたいというもの︒動

順繰幽蹴り︑臨の賛任で早川に遭

が︑その円満解決をみた今田︑漫

格矧を避えて対蔚年度比約白九十
懲円の瑠鹸となっているκめもあ
り︑その概保は極めて脳難たとい

らが︑こうした憎勢を憂慮し︑今

大威霊は⁝月二十四臼︑昭和四

われている︒

回︑臼民党三役をはじめ開闊省
ことから︑藁蕎増殖炉および新型

十五鰯麗予鉢の大瓢省独案を各省

再処理工場が焦点

に︑殴子力開発の全体計躍が狂わ

転換炉の簡原型炉建設等を罷工上

原子力予算復活折衝つづく

ないよう︑当初計画通り︑各種の

り進めるに必要な予鼻と人綴確腰

繁藤

論

旛策を澱めることについて物別の

ﾐ

菓題長編原苧早書鞄繊
東京醒力の描昂涼子力発箪隣の
建設現場では︑いま二茎の岩盤．賦

備建設が盛んに進められている︒

箸の姿員としても沽難してきた︒

︐藩罪ポ嚇
憾蚕出撃

無には凝断団体超酋会の書斎会艮

院鹸鍛として澄志したが︑二十三

Gの周︑昭和二十︸年勅濯遜献

奴︶は一月二丁目午後七融幽や五

一壷機︵BWR︑四十六万K
分︑25鳳甑せんそくの淀め︑小平

として較職恕とったが︑大正四

解韻欝欝化繊料難癖︑兼大助教硬

故石川斑は明樹四十二薙架大工

は調酌巾瀬田︑脚ニノ十ノニ︒

白鷺されん︒享年八十四戚︒闘モ

W︶は今秋十月からの営業無口協 市のブリヂストン墨据工鋤矯臨で
始を名標に︑順調に各表店肇が進
められているが︑現在の諸学藁捗

櫛係が約八九％︑土木関係者0％

薬は約八七％︒内わけは宿罪敵鋪

建籔関係は八七％となっている︒

KW︶の絵馬進捗率は三一二％で︑

二輪機︵BW逸︑七十八万照干 無罪煽︑麗桑界に入った︒閃獲

黙殺

大なパイオニア︑強力なリーダー

仏藤総理大臣は一月二十三日︑
磁界のとり籔とめ役として尽力し

に脇位．旧説歓乱批したわカ﹄熱

わが国の楓子力平瓶器用開発は
脈八勝︑開幽解熱︑保土谷魍魁︑

瓢︑目瞳演怖燃糾軸の徳祉垣︑門

現在G隅︑東芝︑GEτSCれ
Oまの
で︑臼腔化矩工藥︑大臼本欝
畢で概器や構築物の建設︑材料手

昭相客工尋の徳義殴など二磁以上

︻写典は二丹機ドライウエル目

配簿が進められている︒

千LW︶三一醇可した︒

機︵BWK︑織気出力七十八万四
み︑支柱となって果たした石川⁝

た9無辺工十舘猷研が禿足した として︑この搬展に精力的に取組
ったはか︑総折︑文化︑教範︑宗 綜にはω代理恥員に調任︑現在

におよぶ芸菰や掌裏会の蟹厩にあ
の吊込みなどか行なわれている︼

板部据付けのもよう︑球六下二部

量

ll禦雇魍門Ilh頑謬ll11濃r、頑酬1｝1h講刑［i・ぞ、塵1騨i｝Mll門1b雇llP阿臨且1羅i獅歯1・・1出1華「馳論

lll§h爵II

軸謝ll囁勧ピrlllμ1漉副｝炉1・i晦幽l

1σ0

1年分前金顎500需
日

戴膿

黙謙熾
繊
灘
譲灘醗騨畷

東京郡干代照区内調ii∫1−1−6（日曜ヒ谷電々ビル

原蚕1君猷鉱碕関連研願う｝野の方々に，広くお推め致します。

東京芝浦電気株式会社

ンチら，15名の記念論文出てす。アイソスピンの概意は，核子「鋤員互作用の謎を解く
健として今纂広く振矯されておりますが，ここに収録されます論文は，いずれもこの
アイソスピンの臓奮の膿血に大きな役割を果した歴史的大論文てす。

〃
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世界的に著名な原子物理学者15名のアイソスピン論文集

マルチチャネル形
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⁝議 さ れ て き た 核 拡 散 防止条靭

これまで三茸余にわたって講

調印にさいして

核拡散防止条約の

望⁝

端に弱くするというのが︑墨局の

あるだけに︑ぜひともさけなければなら

軽したのも周知の通りである︒

に蕊つく一AEAのゑ築を受ける原子炉 が圃楓子力産漿の鰐来に与える影藤はき

この制度いかんが︑急速に発展す．⇔わ

の大単は臓本のものと餐露われている︒

ないと弩える︒現在︑世界で既瀞の綱度

与党の周慰か集まったものと思わ

米︑英が鼠験的にいくつかの原子炉を王

決意の同大の根拠であり︑これに

れる︒

の活発ざぜ考えるとき︑そして何ふりも
わが田縫済かかかる原子力平相熱量の今
後に大きく期待しないでは立ち行けない

で済ませ︑ソ連は査察を拒哲している現

C瀦国はユーラトムのいわは身内の査纂

状態にあることを考えるとき︑この保繍

国際連合局長
に西堀正弘氏
政府は一月二十日の閣議で瞼ナ
イジェリア大使に重光晶氏︵外務
省田際手合局長︶を任敬すること
遊決め︑同日至高令したが︑これ
に伴い外務告﹄岡日︑為しい国際
逼倉局畏に西拙正弘氏︵薗シュネ
ーブ代籏部公使垂葉唄鰹︶の就任

を発令した︒

西堀臨調騰

蟹座十五鉱外務省

に入り︵同十七年東黒葡大中退︶︑

年据瞭︑十五無償琶︵三十圃均等
四千石蕎万KWの婦合︑BW

延払条件か認められたのはわが国

八無蛇心白八十力訂になる︒

み豊蓋隻頁＋寮︑五＋

ものと予想さ2第︑その成否が注貿

利による廻孔粂件を提示してくる

三＋召︑同じくpwR憲定す典︑西独︑米麟もかなり有利な金

に正式参頒することになるが︑

⁝とん蒼wRに建窯と離去
ープは望めて海外の原第醒際入札

一なる︒まん炉豊沢二五のものをほ で今回か初めて︒これで猛幽グル

丁夫董皐毒難

ってよいだろう︒しかし︑それゆえに原

払粂件て認めたQこのような長期

戴pwRがほほ蟹運趨れる 半年賦︶︑金利六％﹂という延

AEAの査擬にゆだねてはいるが︑EE る供絵二業の施︑眠多大と新しい捜伽霞光

る冊子力施認の規嘆と淑︑これに離鳳す

わめて大きい︒とくに増大の一磁をたと

一月二十⊥ハ日の自民党三郎員会含同会

議の結論によれは︑調印の時期について
任するが︑醐印に当たって︑わ

の塵重書障繕櫨の対象となるものは︑突

状である︒このまま維移すれは王A漏A

が国の態度を内外に出隅明にし︑これらが

讐れられないときは批准について慎鎗な

は政購に

態度でのぞむべきたとしている︒

措置制展か合理尉なものでなければなら

展⁝︵RP饗︶の調印閾題は︑この条

て︑外務雀が軍期醐印に踏み切るべく決

体的にます嚇すわが国のみになってゆく
ぬという要．繭は蟹足的である︒

約をめぐる国際政掴の流れの進展に応じ

憲し︑懸る︸月二十六日与党の外交翻査
圃の鱒度﹂というのは︑従来産業界から
という聯態が生ずる可能性が強い︒

﹁わが

会︑安保醐査会︑潜学技術特燐襲貴会の三

も機会あるごとに主張されてきた︑平薯

AEAによる査察が広く各圃から受入れ 措醗闘題のみならず︑外交上でも角雇な

罠本原子力塵垂耳議はかねてから︑I

機関に正式に提案し協議が行なわれた紬
性︑平和利雨への阻笹耕除︑核保有国の

NP肥醐印に際して繭ドイツは︑保障 ド島すれは五十五年髭出七十万麿︑

果︑憩漁に来週申にも磯議により調印決

地歩をきずいたとの観測かなされてい

が國が︑これをテ3に︑いっそう雲際附

揚いものになってこそ︑NP饗加盟瞬も

を主張して来た︒今回の二二の態度決鷺

から世界を守ろうとするNPTの払本槽 ふえ︑その隠的達戚度が圏められること
地位の向上をはかることは︑もちろんあ

核兵韻の拡敬を防止し︑核戦争の欝威

神には︑わが国として反対すべ春理撫は
により︑われわれの要翻した保障描櫨制

子力脛業の発展に大きなマイナスの要語

︸
なお︑メキシコ賊力庁の原子刀一

される︒

腫禽5

亀尾

融鳥幽

鳳

二十七年浅サンフランシスコ領鷹

︵一簿置紋富︑滲願下︶︑本省の

をふりだしにタイ︑米国大便館

外務参事宙︶に寺務︑四十年に大

条約屑︑アメリカ局︵北米譲島︑

臣官薦参事冨となり︑翌四十一鰯

からジ訊ネーブ代致罵公便斌融融

ﾎ︒

@＝ 一

箏︵昨年碁帰国︶︒北無道出身︑

計

2，911，242．6

1配，2526

箪縮義務等の諸点であろう︒

見当らない︒しかしこの条約が幾多の不
度のあり方の間題は︑いっそう浮彫りに

ガ巌収編纏灘獅励

5﹁

と述へ︑﹁患暫はその後︑食欲も

＋腎︒

原産に入会︑社長

り込濠れている︒A4覇︑四百五

合計二白二十二編の研究成果がも

魯防止︑RI利朋の八誠で二成︑

射線漏測︑隙子力船︑核融合︑瞭

内容は燃料︑材科︑原子炉︑放

とりまとめたものQ

なわれた試験研究の成果の概嚢を

婁北費および論証助金によって行

成果ならびに原子力平稲利用研究

機関が行なった縢子力試験研究の

三両年毘を中心に︑国立試験研究

この報皆欝は闇相四十二︑四十

謹﹂︵第九集︶を刊行し加︒

﹁原子力平和利用翻罵成果報告

科学技術庁尿子力局はこのほど

成果報告書を刊行

原子力平和利用研究

院していた︒

昨年十二月に来団︑膨大欝病へ入

は︑カナダ人男性︵三＋二歳︶で

なお︑こんど治療を受けたの

出︑経過は良好だ﹂と語った︒

JPDR：Illl和3鈎40月以降の峯rllをぶす

昨鋸九月西ドイツが進歩的性格の社会

この条約に調印したことにより︑檎勢は

幾叢党へ解熱交代を果し︑同十一月宋に

平等繊をさしおいて︑そのような目約を
されたと兇勾ことがで憲よう︒

きわめて由々しいことであるといわねば

を残すようでは︑わが濁の将果にとって

で︑入札は︷月二十八日に一次系

⁝る粧片寄れば・最の旧基 晃竃斯は電気出力約六十万K一
W
機器供絵︵禽燃科︶およびターン
キー入札︑二月十口に二次系機鵠

る︒

供給入札の二回に分けて行なわれ

三度目の脳腫瘍
原子炉治療を臭施
わが国瓢度昌の脳三二原子姫治
療が︑一月二十三日︑神奈川二王

聴露軍艮■

．

昭和40無11雇以降、

（河．）一Lμ己の発電電ノ」量羅擁は東海允・琶1舜

定の断が下されそうな見適しとなった︒

大きく変った︒すなわち︑各鷹の調印︑

達成︸3る鼓衡のものであるかどうか︑と

大教授を座長とする検討会を設けて舎理

針豊劣机孕八年竺繭

撹准のテンポは畢豪り︑条約発効に必要

いう点については︑過去三碧の間に数多

なるまい︒

メキシコ原発入札
で延払条件を決定

驕B

になるという閾定点が指摘されて

越いと︑ウラン金利がかさむこと

⁝より大きな髭旙嘘力と舶工能力が

熱る毒えられ輩湯の繕要

躍●墾蹴■8富聾8欝冨8隆﹂璽5自冨隆菖暫書瀕．醒5置躍膣翻●露意冨讐騨器墜盲層B翼置■昌●露●劇・犀鰐躍ρ38置露︐鐸圃掴9露踵匿亘

カKWの葺合には五十五年便玉千 八年皮千七唐U・ゾに増大するQ霊い

〜五畿二萄SWt︑工十ハ年捷七た両型乗次定のものをほとんどB⁝

火 蔵 糧

子炉を便って行なわれた︒

禅篭の量売原子力薄霞研究所の原

外科の佐野釜司教授︑畠申堀助手

子擁捉療法﹂は東大医学部脳神経

の︒照尉は響町終了したが︑佐

属昌BB呂昌匡冨嵐

破壌されたものが出はじめている
■

原産新聞

贋3■齢溺B艮陶露盧■

一

金本を作成
日本原子力産業会議は︑街レ
年﹁原子力産某新聞合本﹂を

作成貸売してき装したが︑今

︵四五七起〜五Q六日︶を作

年も照和四十四庫版﹁旨旨﹂

成し蕊す︒完成一二月中旬の
予定ですが都数に制限があり

@
0
@154s

！蕊五分ー⊥ハニ五﹁

宿一の七六予㎜六〇竈融9瓢

藤井蟄博厩︑催所象駅郡薪宿区薪

共蓋︵株︶

難︐影
憲すので︑御精盟の向きは昂

めにお兆し込み下さい︒

二千五百円︵送料共︶

⁝

河原康で︑電話︵五九︸︶六⁝

申し込みは尿麗・新聞課の舳

一一

Kw

る︒圏連雛頓委員鹸のメンバーであるわ

な兼︑ソ︑英を含む四十蕊力憾の批准滋

くの国々から据橘ざれつづけたとおりで
的︑効率的な保繍日工システムとその適

科学技術庁鼠子力属が詐年夏︑岡坊東

月にも実現しそうな摺勢という︒

あり︑その騒愈か完全に払拭されたと桟

ζの闊融について十分悪罵女換を行ない

原子力婁員会をはじめ政尉︑甦藥界は︑

レ

白Uゾ︑五十八年慶千八百Uナに﹁

WRに想属すると五十五銀扇千三皿

二︵大紋蘭船ニル船焔︶︑井上欝
︵田通︶︑片山洋︵蟻藩︶︑渡憩
癬︵動燃︶

談た︑同臼は︑陰雲か派煽した
﹁欧州・アフリカ・嚢フン質源調

査翻﹂の調理畿要について岡調査

ｽ均電力

P3荏，2GO

@ 744
@86．5

wDt

2，788，鞠

v

審既は︑外務省の見通しでは畢けれは二

わが囲が調印を行なわないま崇この条

末東京で王A封Aの﹁保瞳借財扱術に揺

N①P調印の態度が決定された今霞︑ f叢媚蓋の婆はかなり変

するパネル﹂が闘催された際︑わが副の

罵のあり方について検討し︑さらに昨年

ともあれ︑わが燭の産業界の立揚から

考え方をIA裁A製桑畠の冷風箔灘制展 将来に溝する御涙の上にも旗脇な対策か

いきることはむずかしい︒

すれば︑保灘搭鹸の不平等と平和科用研

についての原案に反映させるよう強く箪

約が成立し発効するという聡魍垂一旦迎

は︑加入文書奇託という行為が残．⑳のみ

えると︑それ以降は同粂約に対∫る加入

今後二十五年聞にもわたる長期のもので

兜における自繊の束縛とは︑この条胸が

ム蕉

構ぜbれるよう鎗ねて墨むものである︒

で︑そのようなことでは世界平相という

・一﹇＝
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大まな藤里に対する国としての立揃を極
調

ぐ

成型加工蹉饅六十隼尋者千万K

なり︑圓じくPW8に想定する五⁝ 三鷹グループはメキシコ奴府櫨

千四百〜八千磁SWtになる︒

Wの発躍規模の削合には五十五年

五颪Uゾになる︒

一
ジルカロイ被覆密灘μ六十年度

一月二十一日︑大挙省はほぼ申請

物秀Kwの弩餐葛雛麟鯉犠硫麹︵鍵治医︶ら医師団が行なったも

﹁願子力野芝賠償制麗研究会﹂

点に当面しつつあるため︑研究会

｝
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堀

西

麗に千菖Uゾ︑五十八年度には千
十
五
年
度
第
百
U
ジ
︑
五
十
八
年
慶
千
．
刀
庁︵CFE︶の陳子力発墨所国 この原子炉療法一﹁ホウ素中性
颪入札に応札茗たの︑將鋳
五菖Uジに増加する︒

四千五苺万KWの掃含には炉型
の構成により異なるが︑BWR︑

十万耀の被機器が必要になるQ

︵原電︶︑舟田正之︵栗大︶︑山

金沢良雄︵東大︶︑下山俊次

︵敬称賄︶

り︒

一どおり﹁最終船難み︵﹂S︶十二 野教擾はこのほど︑すでに腫郷の

PWRがはぽ同種運賦されるとす度に︸臼六十万層︑五十八四度二薫
れは五十五年麗千二衝U沙︑五ナ

引︵東北罎力社長︶が理寧に︑平

ニヨ︒

射射

照照

験託

量感

財団法人薬嚢線照財振興協金

聞

ヲ

副産鶴鉱山石灰局の捗燃料研究裂鍛会︵鴎貝長・三謁艮績四穴教授︶は一月二＋日︑﹁わが圃の畏
勘核燃料関係譜醗の試算﹂に関する報告翰を紫とめた︒これによると︑原子濫発諸所の六＋年度宋の

運戦灘か四千五薫染KWの揚A口︑六†年払蒙での天然ウラン出品膀罫描はU︑0︑で靭士力六千一十

賠償制度の検討へ

万七千ゾに返し︑また成型加工盤は炉魏の禰威Kより畏なるがBWR︑PWRがほぼ岡懸運瞬される
と患矩すれは五十五年度千一蕎Uゾ︑五十八闘鶏午七罠Uゾに瑚穴す⇔︒濃縮薄粧滋については炉型

原産理事会で研究会を設置

蹴︶︑毛利絡耶︵日立︶︑名和正樹

村義郎︵束躍︶︑多出昌彦︵関
本銀行入域︶︑漁燈墨二︵科学技

クラブで弗九十八圓理事翁を關き
での所 要 U 8 0 8 累 積 羅 は 四 千 万

臼本原子力醗莱会戯は︑⁝月二

KW規模の場合で約九万九千ゾ︑ ①役員の異幼︑②鼠撫四十五隼

︵製本鳳子力構渠︶︑吉岡哲︵曝

で︑各年度に必襲な天然ウラン︑

の設躍については︑昭和三十六爺

術庁顯間︶の岡瓜がそれてれ顧間一

濃縮︑加工︑再処理︑ジルカロイ

眠千五菖万KW規模の場禽で＋万 度購榮謂画︵案︶︑⑧新子刀市葉

に鋼足された激子力鎖轡賂二二紘

十六日︑東京・丸ノ内の臼本工薬

体制を検討するため︑昨年五月以

長目計嚥炎日会の増置︑④一子力

天然ウラン必要醗隣六十年度ま

来︑第六小婁員会︵小委員艮・都

被覆蟹等の灘を試筆した︒また原

六千〜十万七千ジになるQまた五

が︑最近の原子力開発の急罪な進

二号機︑美浜二弩機の技術水準

であ
BWRかPWRかに仮定し︑福
鵬る︒

に余り闘係なく五十五年慶五千一五千三醤SWt︵羅縄仕珊鰍ゾ︶︑五十八年展七千照臨一八千頁S
Wtになると試鼻されている︒
通町雀の核燃科研究婁員会で

串泰正東大教授︶を般けて長期的

子力発電計画については六十年度

損聖旨脳弓魔研究会の設瞭につい

展によって︑挙々の奥陣的な問題

は︑わが国 節 義 科 崖 染 の 長 朋 的 な

な核燃麟癬要磁を試算した結果︑

末の運紙瓢が四千万KW︵A案︶ 十五琿渡の年間所要盤は四千五百

を設認し︑検射することになOた 齪の圃長・鈴木糧照氏︵同和鉱
濃縮仕麟総目六ナ隼慶四千万K

本搬子力保険プール︶︑桜井二

こんどの報告轡﹁わが田の長携核

と四千五頁万KW︵B案︶を想目万KW規棋の揚合で約九千二頁ジ て︑それぞれ一議︑了免した︒

た︒

業常務敢灘役︶から親告があっ

に砒任した︒

燃科関係諾滋の試騨﹂が求とまっ

し︑炉型の決豪っていない東鍛︑

もの︒検討期聞は今織扁螺から来

役貴の異勤については︑濤林強

た︒試舞にあたっては︑曜窟六十

関聡四弩機以降は東職のものは全

年三月まで︑構成宏蝋は次の通

U30δ と な る ︒

年謹での原子力発電所の運転鰍を

九酉SWtとなり︑象た闘千五醤鰹から顧醗に就任︑佐々木瞠︵日

その他照射利用に関することは何でも
ご遠慮なくご相談下さい
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てBWR︑闘躍はPWRと仮定
し擬合には五十五年度には四千 井寛︸郎環︵東北鳩力会長︶が理

をお奨めいたします
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産業の長期的体制へ

一

ウラ ン や 濃 縮 ⁝ な ど を 試 算

幽鷹

た︒この試鱗の結果は次のとおり
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ンもナフコ〜ルの垂雪の剛つ︒日

公警問題等のため石油︑石炭の使

が︑サン︒フランシスコ近辺の化

燃料発躍藤のそれより幾分低い

の隙隙︒同発電所の建設蜜は詞二

Wの2W況襲で︑一九七六館還開

︸といわれる︒

用制限︑鉱山近辺での冷却水不足

ウラン鉱田から送られてくるウラ

が︑まだ︑十分な運転詔鎌はな

オノフルに近いと期待されている

石燃料発電駈よりは尚い︒サン・

民間二社にカリフォ

億六千万がと見穰られている︒

特約しているGナフコールに各 が原子力に有利に働いている︒

ンは蜀ウラン酸アンモン︵AD には四六％︑九〇年には七〇％と

い︒原子力のコスト減︑化石燃料

的な現在の毘通しにもとつくもの

のコスト上昇傾同がつづけば︑カ

せているが︑こんご︑もし原子力

が︑西側で原子力を火力と競合さ

関にカリフォルニウム蹴鰍線を貸

米AE

である︒一つには︑大気汚染に対

移した︒ゼネラル・ダイナミソク

G

一・れまて・・ンの生産はピ夢 本向けは佐友商旗がナフコールと
が︑今後儒要増大とともにスライ

U︶で︑ナフコールはこれをU＆ 憎加するものと予想されるが︑こ

のコスト贈︑大気汚染無の間題

する配慮︑低コスト︑鋼な点で

リフォルユアの発堪眼備の半分が

諮悶婁員会は﹁原子力は八○犀

ムの処理が量要になってくる︒ウ

U8含有率約九四％のウラン糖鉱 れは︑原畢力にとってかなり好愈

として二薙開みれば生滋開始が可

地に隣塾した大乱撃発電所の経済

は︑
社︵AEA︶と米AECのガス
拡多数の所有暫による罵要中心

漂子力で潔められるのは八五年頃

観しすぎるように見えるが︑石炭

性が理由である︒これは︑幾分楽

％を占めるのは︑さらにおくれる

となり︑繭側地域の原子力が五〇

たかルフ・リソーセスもケミカル

破膿検診方法を開発する予簿︒獣

葉緒の灘翻誉使って航擾機同け舞

ス徴のフ閲i卜・ワース鄙門は千

このほど民闘会社二社と一研究機

ソ化ウラン への転換加工契約を
アングロ・アメリカンとしては
㎝
一九七一一七二年度の世界市場は一結んでいる︒従って︑査察につい

だろう︒﹂

二つを使って鉱物適量の鎌鉱およ

ズ社は五十欝鰯と五強祭琴の灘撫

徴の子会祉であるジオ・センサー

ほとんどないと考え︑新工揚で生・ては書本側は何らAEAの拘束を 本来の不利か排ガス滴浄法等の関

米CE社︑オイ

スタニ号機受注

る腰明は見いだせなかったため︑

発で解消されるといった説得力あ
る︒

米国のジャーシイ︒セントラル

でほとんど行なわれている︒公社
のガスタービン発蹴機の研究は︑

このヘリウム冷却輌への応用る含
んでいる︒

断の稼働挙は五一％である︒運転
ロス時間は︑遣開初期の水浄化プ

ラントの機能不良によるものであ
る︒水浄化プラントの賊難不畏に
より圓型物が燃料要紫に付心し︑

・パワー＆ライト︵VCP＆L︶ 化分析研究を行なう︒求たテキサ

はGE千八脅乃KW︑WH千八魯

六千三麹万KWで︑そのうちわけ

えた︒また世界の製造鮨力億合讃

一九六八年三千二蘭万KW︶を越

万KW︵一九六七琢六千万蕎・

た・二菱縫箆召裂開盈誓⑳謡である・

﹁フンボルト・ベイ発電所のK ンジ鵡アリング︵CE︶に発比し 掠の純慶を口外身分折によって測

WHコストは︑やや遠距離の化石

タービンの市場が増大

国で販売される弛独のクラフトベ

近︑米国の発駕断建設ブームにの

約を結び︑以来︑タービン発偽機
しているものより蔵腱の燃料を使
っている︒ウインフリスでは当初 の市樹に闘心を払ってきた︒最

から一部の燃料チャネルは笑糟

共岡生産についても鍍も経済的な

とWHを舎わせたタービン発蝶蝿

以上とみられている︒G泡は一九

の製造能力は無難三千五階万KW

七一年豪でに同製造無力を二倍に

ン︵西独︶千万KW︑ブラウン・

環境サービス
部門を新設
米WH社

ロソテのタービン工揚およびタン

米国の海聯局︵MA︶はζのほ

米海轟局

の可能性砺究へ

サバンナ弩改造

タッフに加わっている︒

過激とクラディングの失敗を引亡
炉ペースで動かしており︑この割
って海外のメーカーがGE︑WH米羅のウエスチングハウス︵W
起した︒鼓障の停瓢は終了し︑不
含は次第に轟くして行く計鰹であ
H
︶
社
は
︑
こ
のほど︑鮎鮨会読が
と競含して米国の而揚をねらう等
純物は濃編処理されるようになっ
る︒商業用発電所の設計研箆の結
る環唖議題を援則する
スチームタービンの罵蟄が増大し 鷹面してい
たが︑既に撫秘に村済している瞬
渠︑ウインフリスSGHWRの設
が
ため︑旨しい環纂サービス部門を
型物は近い将来燃料禦蔵をひきお
謝に基いた鍛近の炉．一二ではさら
てきたことから︑アリス・チャル
こす可磁性をもっている︒また一
に闇い経済牲が櫨認ざれた︒
マfズとしては再び同部門の夢桀 設立した︒同総門は生態学︑の士
次系の他の束分にも放鷹性の付記
策然ウランS HW農 公社︑
地利用︑熱影響︑放射性廃葉物︑
を拡充しようというもの︒
〃があり︑コンポーネントのメン オ⁝ストラリア涼子力委斎会︑二
大野治染などの欝欝を取扱うこと
凱ージーランド技術雀謁よび両国
米AECの予想によると︑GE
になっており︑原子力羅門蟹がス
テナンスの除には炉を優止して除

電気箏梁嵩から派遣された技術者
と共同で︑天然ウランを使用した

虫する必裟がある︒以上の点を除

けば炉の壌転は荒めて順調であ

実罵規襖の蒸気究生間水炉の設計
研究を灘続している︒しかし現在

経済性が劣っており︑研究ウエイ
トは減らされてきている︒

用のSGHWRは斗星ウランよす
りる謝画である︒旗たWHはシャ

までの研冤結集では天然ウラン使

るQ遮転特性は設計翻りてあり︑
プラントの湖御もう響く行ってい
る︒炉物理および船脚も公民遍り
であり︑炉から取出した燃層の検
査結巣も伺長物の点を分けは満足
すべきものである︒

六八無十一月に研究は先了し︑一

供給体制の確立の一望から検討が

対して原子力商船サバンナ暦を海

どウエスチングハウス︵WH︶に

する検討を引き続奮おこなってい

Bは︑CEGBのサイトにおくの
透SGHW鼠向けの三水供給に幽ており︑近く完成の予定︒
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社は昨庫十二月オイスター・タリ
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てい
U308で︑PWRでは○き・
五ることをのべた︒﹁過去の

ていおり︑飾園想症時からそれぞ

ジ︑BWRでは○・六七ゾとなっウラン探鉱では︑蟄金担当マネー
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は撚料要事が二十一二十二本︒

はU一獅で五一七菌螺︑炉心縄成
JMTHの特畏は︑①純国産叢
大の原子炉であること②計測嫁御

百％出力試

験運転へ

圓路に一本も翼空籔を便曝せず︑
完全にトランジスター化されてい
ること③炉心と照射賦料の鼠験を

原灘敦賀発墓所

これは昨奪十月以来実施してい

た出力上昇試験の最終段階のもの

この間に遜薩雀および膿躍の社

で︑約五購間運転の予定た︒

このあと︑二月から約三十臼か

内各種試験が行なわれる︒

けての連続出力実証試験を契樋︑

けば今年属甲に本幡的営業運紙に

さらに今年十︸月頃には︑一〇

入る議定である︒

％出力アンプの二＋五万七千KW

のストレノチ運転が予定されてい
る︒

岡発磁所からの藁十二万二千K

き取られる︒

羅力に四︑北見罐力に︷の馴で引

繭蹴

ん蕾

器》麟翻瞬翻講論欝気書瑠量

L一∬を来由六月頃取りつける予
行なうホソトラボはカナルで鷹繕
され照射七難と照射後試験の効二

華華試験も行なわれ︑岡蒔に無産

過
勤
難
業

工

璽
ま

商畠

未

田

横

電話東京（343）531ユ（大代表）

また閥始直後の曹時間はGE祉の Wの羅気は︑灘西罐力に五︑中部

雀の便用弊誌壷を受け︑順調に行

キュリー数を上げることで解決で

る︒このため日本航空は現在︑再

きる閻題であると関係暫はみてい

慶実験の実施などを含めこのこと

東芝が放射線機

についての換討を進めている︒

器で技術輸出

棄京芝浦電気はこのほど︑米国

のリノトン︒メディカル・プロダ

クツ社に多し︑医用嚢子謎語に関

耀約製昂は超音波診断機器︑核

医学機器の二穫で︑σ約期闇は五

東芝はすでにこれまで︑X線装

羅を中南米︑集爾アジア︑欧州な

刷

印

卜

麗謡阿南（2）一代

日本原子力発電会社が福井照歌
費市で建設中の敦賀発受所は︑一

三＋二万二千KWのフルパ7試

月二十二日午削盛時五十分から︑

機体検査で㎞

利用の可能性
日本航空は昨年宋︑日本瞭子力
研究所と共同でツリウム︵？鵠︶
恥を使っての︑機体の非回忌検査

を実施した︒その結集の解析によ
ると︑τ郷㎝を使用しての検査は
可能一⁝となったようである︒

RI欝欝用すると羅源を必要と する技術擾擾の還約を締結しκ︒
せず︑しかも狭く複雑な欄所の検

；︐身

ティーは売上げ高の一了三％︒

契験の結果は︑X線と圓じ位の 露量であるQこれに伴うロイヤリ

査が町能との窟煎がある︒

鮮明度を嚢求するには︑一〜二疇
間といった線源聴閣が必要となっ

ノ多多

たようである︒しかしこれは線源

ノ多一

クセラレータを米照に輸出するな

どへ︑ま陀︑薬嚢ではリニア・ア

漁業権を賀とって禁漁区にして

徳鵬県阿南市豊益町吉田1番地

定︒豪た︑多難登高懸ガス炉感発
化がはかられていること︑など︒

なお︑﹂瓢肥Rは︑趨濃縮・軽
水減逮・遠水冷却・タンク型で藁

火階力E＋MW︒燃料獲荷唖聴趣娠に入っヒ︒

憲

二多多

敦賀発聡所の隣接地

はさっそくここで﹁温緋水利用

少々辱合点Ψ実は浦底湾の欝条

が：﹂と蕩えそうたが︑それは

件にひかれて気比海岸にあった

ただけ︑丹羽揚長によれば﹁も

ものがここへ引越すことになっ

ちろん泓緋水利用は魅力だが︑

ようし⁝﹂と慎墾︾浦猛溝は水

原艦さんのご都合もおありでし

のきれいなこと︑波の静かなこ

以来︑無数の魚が集まっている

とでは有数の食殖漁場︑原鱈が
昨年私が原産の会畿で石川さん

東京都新宿区角筈2丁目7番地1

鷺語大阪（401）一大代1231

のための蔦温ガスループの検討も
進められている︒また︑貰空度を

心証︑・

保つ翼聾制御カプセルの開発も謝

欄節して照射試料の温度を一定に

咲

重
⁝

多多 多⁝多多

どしており︑誘発は球団の契約締

部品の輸壌があるとみている︒

結に伴い︑年閥四一五億円程度の

れたが︑余り張り切りすぎて蝿血

を繊し︑周闘を心配させながら本
人はケロリとして大任を果たされ

しかし石川さんは︑その反面に

たのは︑有名な雛しだ︒

原子刀闘係護夫人の

周囲への綱かい強目いの持ち憲で

もあり︑

といったものを設けて︑われ

ときどき調布の自宅に招き︑ご主

われや局長︑次長の興さんまで︑

会

ーーー

原子刀委鍛畏代理の臆畿には︑

⁝させたもの北︒第二回シコーネブ

τ覆騒琵倒する男望じ

描灘灘

なぎらせ︑一つ一つ懸案にとり縄

あの小さな体にはげしい圏無をみ

縮鱒雌蕊嶋親書謙礁な敬憲︒壱払わ
石澱さんはご承知の通り︑原研

子論グループには

灘立の隣︑既製法人時代の無期長

難されるやら︑散々な囲にあっ

尚軍だ〃と非
が盛観法人の初代の押婁長に就任

を勤められた︒その後を追って私

た︒それが昨日のことのように思

巳

人の奮幽をめでると共に内助の功

と八寸した際︑石崩さんが原子力

ては︑それだけで水筆移紙の狸

Vそのうえ淡水も使えるとあっ

をねぎらわれた︒

にたずさわられる潮︑化学摘葉の

由は十分︒だが時が確たけに︑

発展と共に歩んでこられたような
入でもあることからその翻録を残

渥銑水利用もいずれは日程に上

は︑

すようすすめ︑﹁考えてみよう﹂

いろいとやることが多くてご苦

ろう︒

パイオニア原蹴

という段階まできていたが︑それ

労なことた︒

電謡東ゑ（542）一大代721ユ

兵庫嬢尼蘭宙常光寺元町1丁図11番地

特性試験と試用へ
来年三月から実用照射に

多多一

叢

臼本嗣子力研究所は︑一月二十日︑﹁大洗研擁所の材料試験炉︵JMTR︶が︑醗大熱出力五十M 一画されている︒
Wの衙時間還続運転に成功した﹂と発喪した︒JMTRは︑原子炉の獣羅や材料の照射醍験を専門に
行なうため︑原研が東溝研究所の各研究炉の愛甲︑難設︑運鼠経験をもとに設誹壁織馨亭一作り︑原子
力五グループが建設したもの︒なお原研は今後︑各特性駕験および一眠望潮照射をつづけ︑来年三月

︑︐多多多

一段の塞縷として︑いささかもっ
て瞑すべきであろう︒

私共は︑この偉大なる氏の功績
の数々をしのび︑その遺業を曼け

した︒理工原電寅滋炉の導入の際

われてならない︒

倶楽部の専務理廓をやったりして

ったあとも︑私は彼と一緒に工業 会議の際︑日本代表として謂演さ

石川さんが原子力界から還ざか

も・石川ミノションの調査をもと
に︑私が原蹴籾代社長として員体

うに︑考えてみると原子力分野に

親しいつき合いは続けられてい

的な認をしにいく一といったよ

入ってからは︑もっぱら私が彼の

た︒驚き兜搬であり︑友人だった

さびしい︒

広

石川さんを失なったことは非常に

跡を追いかけるような格好で仕慕

とくに東海炉の螺入では︑石川

をしてきた︒

沢

めには︑原子力平和利用の開発が

から︑わが国将選の経済発展のた

んはそれ以潮︑経翻連の会長時代

有

強い闘志と温い心
原子力婁鍛畏代理

瀞懸繍

ぜひ必要と王張され︑原子力開発

原研の創皿を鋭き︑その初代理

体掴の整傭を織越された︒

煮出に翫厳されたのも︑原子力心

︐罐麟撫
私が石川さんとわつき食いを始

門会婁賃として原子力政策を摺糠

も果たされず他界されたのは︑私
にとって最も残愈なことだ︒

信

取締役社長

から舅用照附に入る予定︒

JMTRは︑昭和四＋三琿 三 月
特性試験を終了︑その後はOWL ム︑プレストレスト・コンクリー
い︑三月以後一年閥︑三十錘Wの ては金︑イリジウムがある︒豪

lIの炉外性能テストなどを行な トの鉄筋材料など︑RI關係とし

た︑来奪三月からは︑実用照射を

ボを結ぶカ ナ ル の 水 も れ の た め 運
三週闘サイクル運転の試用照射を

団から︑ATR関係の材料︵ジル

開始する予定であるが︑動黙環藁

多

型転換炉用の水ル⁝プであるOW

︑pノ﹁ノ︒﹂

継いで︑今後ともわが田原子力産
藁の蕩尽により一落の努力を傾け

らご買福を祈りたい︒

ることみ誓毒するとともに︑心か

第五郎

もある︒だが一つ違っていたの

めたのは昭和三十一年一月︑原子

あったと思われる︒今にして爆え

されたのも︑そうした考えからで
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臨界に達し た が ︑ 炉 心 と ホ ノ ト ラ

転を中止し︑補修工禦をしてい
らはもちろん大学︑薩業界などか

実施する予定︒すでに原研内部か

コニウム︑アメリシウム︶の照射

二日︑馨出力での初回臨界に違
ら︑多くの照射試験の申込みもあ
依頼もある︒

た︒補修工 瑠 完 了 後 ︑ 昨 年 十 二 月

し︑以後特 世 試 験 卒 実 施 ︑ こ の ほ
り一部のサンプルが届いている︒

︑︑

三本がとりつけ中︒このほかに新

ウム︑ウラ水動力炉購発薦のもので︑現在
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︐

に手がけられた原子力第一船﹁む

を霞の嶺たりにきれ︑また︑州旗

つ﹂が船体建潰を終える運びにな
っていることは︑今は亡き氏にと
ってせめてもの慰めであり︑男児
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の︒
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ては鉄︑エノケル含金︑ベリリウ

一月末頃まで五十MW遼転奄続ンカーバイトなど︑照肘材料とし

今後のスケジュールとしては︑
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石川さんは応用化学科で︑大蟹

ある︒

一たずさわることになっていたので

｢つの閲にか露人とも原子力に

安

良き友を失なった
日本原子力発蹴会畏
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いう違いはあったが︑＝一入とも背

は軽い方ではなく︑タイプち良く

一瓢入とも一高から棄大に入った

は︑石川きんは棄大で助教授をつ

灘

力婁員会が設醗され︑その餐賃に

東：京都中央区銀座4〜9−8

写場場
工工
崎岡
本神田

2211

繍

選はれてからだ︒しかし︑石川さ

KSコピー紙

ヨ本原子力濠鑑会議会畏

禮

豪とめ役に輝念され︑初代の正力
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まる草酬の蕃任に嶺たられたこと

とりわけ原子力餐員就任に嶺た

ぱ特箪すべきである︒
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っては︑経団連会長をはじめ幾多

⁝の叢譲を而整理・それ馨

もが国癒子力平勲利邦醐発の父

婁貴長以来廻々十二代の婆畏艮の

の財界のまとめ鍵から原子力界の

ともいうべき当会議の勲闘︒石川

縦横の活躍を続けられたが︑全
稀有の璽例であった︒
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一郎氏が逝去されたことは︑誠にもと︑十四に及ぶ長きにわたって

捕惜にた え な い ︒
いうまでもなく氏は︑わが国原

石川さんとは︑原産劉会長の大
わが国の原子力開発は︑十余年⁝

似ているということで︑財界では

子力界の偉大なバイオエアであり

屋さんとともに非常に懇慧のあい

が︑この時︑その鍛大の功労者を

ということもあったのだろう︒だ

とめたほどの入︑大屋さんは卒業

など呼ばれたこと

ヵ的に尽力︑活課した︒ことに蕊

失ったことはまさに国家の大きな

が︑学生階代︑私は石川さん︑大

瓢羽がらす

十年の距研︑三十一葎の原子力婁

損失であり︑誠に哀惜の極みであ

貫会︑三十八鋸の原船事業団の飼

った︒
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凌晦馬
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囮
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材料革命 の 担

可能となったが︑生みの親は原子

の性質雀持ったWPCを選へるこ

が︑逆にいえば用途に応じて酪的

よって鼻常に広野閥に変化する

それは︑芙然斑分子休と舎成高

学反臨における圧力や温度をあた

することなく︑放射線は従巣の化

るのだという窟見のみ串強く叢比

社独自の商品を作るため︑宙社の

撫工が主力となるか︑それとも自

に︑ある目的をもった商品の婁認

しては︑W？Cの揖産できる企業 当らず︑皆無に等しい︒

だろうとは思うが︑多灘生麗でき

米国の需要は

木材の＝二％

二次廃業革命は材料鞘命によって

えることができるであろうし︑第

る︒

なお︑臼本原子力産業会識放射

課化学研究会が︑囲野︑飯塚両氏

の協力により︑放射線化学反応の

活用磐の高いことを屋擦として

侵健安全上からもトリウム利

性が高く︑また︑Hm⊥GRは高

この他トリウム利用尿子炉の利

の闘光どb密擾な関係があり︑

温が得られるので︑多屋的利罵

点は少くない︒今圓のシンポジ

物琿的な静懸盤のみの斜鼻を土
っている猿子やとしてはこの他 禽にして炉の設引を倹擬して開

垂竝g藍性の険甜は︑本紙九 ウムの成渠に安住することな

発が込められたことが多く︑動

と即滋臨削ルを引き趨︷﹂恐れが申の

己渕翻性の艮さの稚腱が察知

罵の安ハ素を除いて湖御酢を全

を下請け附にさせられることが

られているように継顕胸な仕箏

月こ＋五目号の喫煙室でも述へ

が今後とも際動研各グループを

く︑トリウム利用原子炉の研究

巾

一

九億ボード膨以上となる︒売価平

子と合成窩分子の32巴町︑無機体

WPCの聞凱により︑天然筒分

ともできるであろう︒

﹇と見積れぱ︑この市場は約二十憾 進展するといった騒騒を用いるこ

均をボードμ遜たり二十〜四十聯

がの薩業であることを獄味する︒

わが国においては︑さらに太質
材料︵木粉︑パ⁝ティクル︑その

段であることを景物の研究瓢果か

ら新複合材料の製造には強力な手

っているが︑放射敵の窟用はこれ

おり︑私も︑二︑三の研究を行な

他腿材︶昂原料にしたWPCの隣 とプラスチノクの麗合化も進んで

発研究は世界にさ唐がけ︑一番技

帯揚は縮嶺大きく俸ぴると暫定さ

術が進歩していることから︑この

れる︒私の研究縮果から︑木材素

で使用可能なものは都嶺隈定され

材を原料としたWPCけ国醜木材ら確伝をもってのべることができ
る︒しかし塞質秘料の方は資源と
しては︑膨大な騰でありこ瓦ら資

源を原料として確傑︑品質管理が

の技術豪の人々にも謬考となる点

木材工業界の技術蟹にも更に多く

一⁝を出版した︒これはわれわれ

可能となれば︑WPCの本命は不特瓶性ーーWPCの製造について
図材料を主な隙料とする技循の競
発にあると思われる︒

無機材との

影

〇観想︑B

O学徳技術導入年次報焦昭瓶盤

i原慶費下色便り一i

が多い︒

灘辮
今後襲爵舎語調は住晦落雪の発

複合化も

果によると︑次のようである︒W ろう劾どんな技術でも材料を使わ

る企業はWPc素材を最終審小脳 米罰におけるWPC市場分析結崖に伴いますます要望されるであ

唖特性について畏大の問題は

にトリガ讐︑水均蝋型があり︑

てなかったため︑シンポジウム

の利用を翻的で開発された燈融

るQたた章いなことにトリウム く用いていないことからも︑自

般紙紙

一板原
紙白

〃圃．κ

鶏手に

力の力にまっところが大であると

とにもなり︑こ3τもWPCの特徴

分子中伊原子力の平瀦利用の立揚か

商口㎜特微昂具えたWPCを少鎌自工業者に提供することが主で︑最

PCに消費さ譲る木材の全高は︑ ない技術というものはあり得ない

度︵科掌按術厚︑

終商品舶工に手をつけない傾向と

ウラン探鉱及び採掘などの黙々

遅発中雛子紘率が道鴇のウラン

水均質攣の銭R銭一1では非

はほとんど尉係者たけで踏備を

片岡治雄︶

︵上智大学講師︑蹴源開発勤務

ってや窪ない︒

中心として発展されることを願
進めたが︑その筏私のところへ

る﹂という撃墜から﹁働かせ

できる︒閃独のAV鷺やTH田
多かったが︑わが国でも鳳子炉
愚な制御系しか億設していな

資型やトリウムの利用を大筆な

は︑原子炉臨身で牛じた擾乱は

鎗

米国で年間20億ドルの需要
働からみて︑従来のプラスチノク

いう購実である︒原子力関係の立

敏

ではとうてい作り得なかった力学

場の人々が︑あまりにも放射線が

書嘆欝村
的な諸性質と風禽冷繍ずる人もあ

生みの親
は原子力

ら利用して︑新しい揮合材料を世

における手段として利用すること

えると岡じように︑一製造工程中

利用できるからWPcが製造されの一つといえる︒将来のあり方と

に送り出したということである︒

を持って述へることが綴来る︒

WPCは簸も古い構造材料の木るが︑私は次のことについて確信
材と︑新しい 構 造 桝 料 と い わ れ る

って︑人々はそれぞれの立場で批

れる新しい タ イ プ の 構 造 秘 料 で あ

そして︑その技術は︑放射線化学

プラスチソク の 結 合 に よ り 製 造 さ

判もし︑また開発しようともして

から従来の化学的な方法でも製造
い︒林業試験場が放射線とその憎

に慈義があることもPRしてほし 祉生産するようになるかこの何れ

私は商品の種類によって異なる

いる︒またこの繊の椙料を木材の

できる技術へと発展させることが

5判︑
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九年刊︶

濁繁し易い特牲を有しているこ

ているQトリカを芋がけたGA

の閲発も♂撫すへき段階に越し

つあるようだ︒動かした工合の

るL﹁受用する﹂時代に入りつ

であることは毎年の原鋳研無会

で藩男したORNLが熔融嵐型

を開発しているのは︑撮初から

がH田G況を聞発し︑水均質型

のトリウム利用原子炉の長所は

が厩立されていたものとも解釈

動特性︑制御性を虫視した開発

で計装制卿グループによって強

ばかりでなく︑積豊胸に系統運

受身に実全のために利用される

調されていることであり︑上鮎

とが躍力系統運用上大きな秘点

発電所が所要に応じて負褥を

い︒

そなえた材料が必要になるからな

︸漏穴厘年刊︶

し︑新しいことをやってのけるに
約四十億ボードμで︑この畳︼は︑

は︑今までなかったような穐質を

見ている︒

木村全泊費鼠の約＝一％に絹即す

組立素材に消費される醗を加える

安価で︑授話しやすく︑所定の

たとえば木材工業界においては

と︑WPC関係の消費畳は杓四十は笑は︑新材料開発時代といいか

醸附を満足させるWPC製溢装置る︒また新用途として考えられる

発に研究の主力を注いだのも︑放

が販売されるようになることを望

う二つの目的を同蒔に灘足する

局︑一⁝二五搾︑A5判︑一九六
んでいる声ほ葬冨に多いようだ︒

潤れた特性をもっているので︑

のである︒技術勲新時代というの

過去委誌加工により濱社で商品を

面からいたたき︑一面嶺賊しつ

なかったかしとのお叱りを各方

受認の欠点を十分カバーして余

らの隠6安定化作用や禽勤追随

は珍しいものではないが︑これ

つ︑一面欝んでいる次第であ

対してなぜ累蘭にもっとPRし 要には︑自勒的に追随丁るとい

陶勤的に鋤給し︑外郎からの所

作るといったケ⁝スはほとんど児

暴動輿望六回年会ては統㌻ア

特に今圓のシンポジウムでは

馬絹が贋時的に発揮されるとい

りがあるQこのような聯性霞目

燃料︑保健安全︑再処理各グル

う点が︑これまでの動力嬢にな

るQ

午蘭そのシンポジウムを行なっ

利用﹂をとりあげ︑九月十バ日

ープと共に融蝕制御グループが

ーマとして﹁トリウムの猿子炉

れほど為慧義なシンポジウムに

射線を製造工程了いかに安価で効

造工程を簡易化しながら特性ある

するためで︑私遣の研究の立鳩か

材騰を作ることができるかを究明

く安価に多撮製造する一手段とし

らすれば︑優れたWPCを効率よ

っている︒

て放射線を利用しながら今臼に至

材料生産と
加工の分離

電導なパートを占めたことは魯

できる︒

用爵子炉はプルト藁ウム利用原

用のために活

子炉よりも比較にならぬ程安全

た．概略の内容は既に塩橋実︑

十鴎臼及び十月二日の本紙に警

一
用されること
︹昌測詑鞄劉鞭雲
霧

しい酒躍があってトリウムの駒

のため余程注漕して鋼個レ︑瓠い

の三分置一しかないことで︑こ

ある︑し動的な葡己憾御性をも

へのアピールの親＆に霞継がも

用はしが簿れていたので︑世間

ける田子騨の階発を通して︑旧
い熔融触炉やHTG8の利点で

わが國にお

も可能であ
る︒

鈴木弘茂両氏が︑それぞれ八月

とモノマーの組み合せにより︑ま

は︑プルトニウムの即発︑ウラ

現在︑原子炉燃料に強して

する︒

稿しているので︑ここでは省賂

ユの製品

WPC原材料より徳られた二︑

たモノマ⁝の照︑高丘条件などに

WPCの桃質は︑便罵する家編

薩憲鑑

率よく︑しかも安全に利用し︑蟹

鐵剤の餌用によるWPC製造の礫 い気は後者をとろうとしている︒

かであろうが︑現況の業界のふん

改良という 面 か ら の み 見 て ︑ 欠 点
だけを握摘す る 人 ︑ プ ラ ス チ ッ ク

照射孔に試糾をセットする二者

だけても原研︑電気試験所︑大

年の希望が寄せられ︑﹁こ

こ審幽す番
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