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との挨拶があった．

い︑米臨政府も︑原子力の平箱 岡務大臣から

するという㈱は三里に一つもな

野から原子力平和利用の龍華の
ために技術者と科学諸を肪問さ

せる予定であることをここに縫
えたい︒この便箇団に対しては
田本の立燭から︑いかに双紹利
用の発蛾促進をすべきか盗⁝り

反娩節聞から意見をきくことが
できるよう努刀したい︒アイゼ
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閉発に関する笑際的な磁はたち

ば︑将来は十分な発達挽するこ

終了した︒

を鴛象とするもので︑ずでにこれ

らの会牲の中には原子力の総懸研

究を積極的に行い︑第一圃月例懇

ところもある鰹でその戚況が期待

駿会にもはるばるト颪︑⁝⁝席した

されている︒特に同大会にはピン

トン卿の﹁原子力発犠と欝欝革命﹂

と題する講演が行われる予冗で︑

大会次第は︑管会長の埃拶︑大屋

卿の罰演︑次いで正力国務大穂の

測会長の弔業報欝に引きつづいて

力︑大阪商工会蹴所︑縫m三関曲

事勝所︑関西経済遮合会︑大阪工

著協会の協力で重められている︒

業会︑関西経済岡友会︑関西経醤

また大会終了後には趾業会畿逐一

⁝︑

．．⁝．．．

：クリスト

のカクテル・パ⁝テイが粥される

意馬協鴇灘ファ！
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年2＞

／

に思っている︒原仔力の研究開

英凶でも見られないことと譲り

挿したことは︑いかに備混の米

殿され︑数百社の為力会社が参

平和濫用のために三業会議が禦

立ち上った︒しかも今や︑その

この十年︑漢心な努力によって

破壊され︑日本は困惑したが︑

原子欝欝よつでむ勘や槻／

s︑・

つづいで薫力

︸

㎜

発について今アリソン穴使から

慨れているが︑理論物理に関し

一

に︑この新しい原子力という力

ては優れたところをもっている

ンハウア⁝三二領の結ったよう

めに使われうるものだというこ

が﹁恐れ﹂よりも﹁希躍﹂のた

とができることを総じている︒

から米国の適滋な援助さλあれ
とは米剛にとっても︑幽さんに

の旨みな更に現実化してゆくこ
とっても嬉しいこと庭あり︑難

と述べ麗々懇談を変わした後ご時

︑

非ともそのように努力してゆき

たい︒

英園原子力公牲産凝部長のクリストファー・ヒントン卿が蹴月十六田

をもつその訪日第一声が待たれて

推滋者であり︑菰めて鰹妙な話術

いる︒なお︑卿は十六臼横浜入港

のプレジデント︒クリ；ブランド

わが圃原子力関係渚と数次の懇談

・簿で来訪し︑各稲の講演会に臨み

帆帰三途につく予定である︒

を行った後五月二十八日︑横浜出

圃をたてていたが︑副業的にも一

方会員との気欝な巡絡をはかる計

応軌述に渠る段階に至ったので︑

活動方廼ど現況報告凌行うと共に

局生損部門の重任名として健験原

子炉の殴計︑ウラン生塵工鋤の難

殴に当り五四年八月原子刀公牲に

移る︒コ；ルダーホール発電所の

発電の鰻高権威である︒

興設の重任灘である︑現在原子力
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一
本法の糟神に薄き︑農隙的運蛍が

刑胴については皆さんと協力し

動本部許容代表メイヤー氏︑一等

れているがこのことによっての

㌔

寵亮新聞粧の招待で来饗することになった．卿は英園の原子力関発に

織要な役制を果してきた城子一掴の第一人汚で︑卿から直接甲ての押験

を聞き︑示唆湧肖ることは︑英困と似かよった経済事情にあるわが嬉

れを据付ける順序

きるよう︑コロンボ掛圃稿園の科

学瞠若の見解凌充分にとり入れ

原子力開発の心労により五一年ナ

九〇一年生れ︑本年五十五歳です

・クレイトン臓を与えられた9噺

イトに叙され︑五四年ジェームズ

ぐれた講演春として有名である︒

無影一塾髄一当潔謹監解彰製熱

麗麗大会は近畿︑巾園︑⁝閣姻方醸

マ

五

の虚血会域会祉及び団体等約千社

議了

ヤ

一翼力三法成る藍院叢B究所の運醤に当っては︑原子力蕃
なされるよう馨し︑とくに

の山酔に儀うところが大きいため

ン︑ハンメル︑ポーリi︑ハツト

欝紀官クレンマー氏︑・ほかオルソ

とを約東する︒今年の六月に陰

て大いに技術を提供してゆくこ

こなわれないよう留懲ずるどとも

研究岩の自治性と研究の自慰がそ

に︑その研究が十分原子力懇望会
に反映するよう芳書を期する︒

の性格︑成立経過︑現筏の活動状
況などを説識し今後の協力を懇蔵
した挨拶を行い︑これに対してア
リソン大使は

日本原子力鰹業会議では発足以来
五月一臼正午︑簗猟会館に米燭入

産業些事の磁器な賜いてまζと

各方面と懇談を行っているが特に

み成功がかち郷られるものであ

れ

原子力の研究がその性質上米英等 使アリソン氏を空騒とする対外活
ン︑スナイダ⁝︑スウェアリンゲ

る︒次に照際的な協力が大切で

二騨％
ン︑ズゥルヘレン︑角田の各氏ら

蝋

につき綴々懇談した︒当βは政府

側から佐々太原子力局長︑齢村岡
総堀獣長︑原子力離業会議側から

菅会長︑大茎長︑顧聞の石川
砲山︑後藤︑向井の各氏︑常任理
事松根︑梱本岡氏︑理事︑川北︑

河合︑久留髄︑高弁︑小坂︑藤弁

高杉︑瀬藤︑無題の各民︑野臥

午さん後まず蕾会長から産量会議

餓根︑柴田︑福田氏等が出耀した

日手一日には大阪節で関蒲入会を

にとって越めて重い意義をもつものとして各界から窪讐されている︒
卿の滞日期聞は約二週闘で︑この一懇談会を冤京会館で開き︑卿の︑

講演︑原子力関係の映画の上映と

⁝山号は左から正力国務犬臣︑

︾

魏濃霧麹勉麹寒織卿

な

あることを認めているが原子力
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なっている︒

︸アリソ美使・墓自運

なお臨機大会の準備那務は関西識

穴学政治学部鎚︶フレデリック．3︑センターにおける研究および

ある︒

5・センターの職澱鵜集と運當

開き再び卿の講演を聞くことにな

問︑日本原子力塵業会議では十七﹁原子力三口の舘問題﹂と題する購
⁝畏
問一⁝⁝⁝⁝⁝ーー⁝⁝⁝⁝⁝ −B午後二時から第一面原子カ月擁演数中心として懇麟を行．つが翼に っているが︑原子力欝欝の綴織の

訓練にとって鍛も有心となるぺ
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っているが︑本年十月ニュー・ジ

︒C・ヴオンダ⁝・ラーゲ簿士

τO輪一一鱒言ム■▼島一智β二二響．一學一脚

耀うンドのウエリントンで開かれ

き織詰的な設備

一行はB太滞在中につ感の諸点に

部長難原子炉工学単校長︶らで4︑センタ⁝用技術器紡およびこ

︵オークリッジ照立研究所教育

イン・フオヅクス博士はブルック

ヘヴン照立研究所の上級物理学者

栄陶政府はこのアジア原子核研究

与を行う用立ある置を貸し出た︒

ヒントン卿は英麟原子力公社涯業
二本原子刀産薄会議ではかねてか
の恩恵たらしめ︑かつその畜類
部叢で学士会特別会員︒
ら関西︑九州︑中部︑策北等の盛
を確保するのに必要な処醗
一九二六年ケンブリッヂ大学機械
大プロツク毎に原子力礫業の胃管
科卒業︑四〇年に供給省に入り︑
︸所設㈱およびこのような酬隷のた
めの用毒腺提供して︑実質的な寄 に関する懇験会を逐次閉催し︑地 爆顔隠裏甜部長︑戦後同省原子力

鍍砺講辮騰態岡n舞u解蹴潜蟄 初の関西大会

プルックヘヴン關蒼田長マーヴ

が期待されている︒

に甚いた窯変提案が添されること

るコロンボ翫渕会議で︑この勧告
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会議の側立の挨拶力々今後の活動

に関しては能力とか技術を独興

二圃一︒▲墨摺︾

酸

に正力園勝大離の列席の下に︑当
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米岡大使館の関係堵を招待し︑特

二7盈■響7

恥

q月・
にuフォックス博士 ら

．子カセンター殴置に関ずる異体的な翫弄を樹立ずるため︑米魍ブルックヘヴン原子力研究所銀

紡間することが蜷蓑された︒

縷炉部長マーヴ考ン・フォックス簿土を窟長とずる十名からなる調査田が︑六月初旬わが国を

2・センターとコロンボ謝大蚊園
の政府及び壌関との関係
ンド︑セイロン︑ネパール︑ビル

ヴイクター・ポンド博土︵ブル

リ
センターに対する協力を乗じてひ

マ︑タイ︑インドネシア︑マライ︑

つぎの逼σ

であり原子炉部長で︑起爆一行は

ろくコロンボ翫圃地域の経済的︑

漏仔はアジア地域の関係十四三国

を帽悦察する予定でわが照には穴日月

ックペヴン竪研究所蕃書原子力調萱団訪日．

ノ

社会的な発展に翼献したい意向で ヴ属トナム︑ラオス︑カンボディ

のい巻さつ

三日か馬込月十一日ま講在し︑

ア︑ホンコン︑フィリピン︑藤本
な
の十四紀国を肪間する予足であり

魎ジョン．F．ホガqトン
ある︒従ってこの調査邸の訪日を

原子力センターと日本の原子ヵ平 機会にわが圏のアジア原子熱セン

その間マ輔一うに設醗されるアジア

センターが殴立された後に︑コロ

ターへの協力方法についてへだて

進土︵二ーネル大学植物品糎改で︑米心際協力局長ジョン︒瀦︒

軍

ターの般羅を提案するとともに︑

鰭国に派遺することになったもの
﹁である︒
気

この得創立の面立を簸ねて会識の

目利用との関係について︑わが国

なく︑わが臨の転置と意見を伝え

局番と協益して︑．アジア原力核研

︾

士︵ミシガン州立大学園芸学部

ンボ計圃縮照がその研饗に鶏で

の政府当局及び学潜専遡獄と隔意

たいというのが政府当局の意向で

踏国の必要に最もよく足押できる

究センターが日本ならびにアジア

・︵ヴイトロ・コーポレイション
⁝⁝⁝睾⁝⁝監
へ
一九五五年十月︑シンガポ；ルで

のな い 意 見 塞 擁 し た い 意 同 で あ

あるといわれる︒

・オア︒アメリカ社工学部計圃

るといわれるが︑わが圏としては

ックス博士以下ロロンポ計画賭事

岡調査弼は団長マーヴィン・フ津

四月初めに米職を出発した︒

アジア原子カセンターの誘数が爽

いる︒

ような示唆を得ることを希貸して
や

ンポッシユ博士︑︵ケンタッキー胴ジア潴籔の学生の灘練資金︑研究

長蕪教授︶エムリ：・ヴアンデ同センターに附し︑米瓢政府がア

が

圏政府に論告を提出することにな

ブルツクヘヴン醐査団は帰聰立米

ぱ

一行は蝦的なB本の科学春や当 笈配人︶ハロルド・H・スミス魍催されたコロンボ蹴翻關僚会躍

濁されなかったが︑わが駅原子力

の経済關発に関毒して懸子力の平

㌃

平和剰罵を洪引する上に同センタ

良都教授ブルツクヘヴン研究所 ホリスター氏は︑アジアの経済︑
広く原早力の開発︑調用の具体的
かつ相互に同意できる方法を決定
へ
問題について懇談するためその第
生物学部招聰上級植物目溢学社会的発展に原子力を利用する一
ずる上に必要な添唆を遡るため︑
︐港︶ハロルド・露・トウケイ博 段階としてアジア原子核研麗セン
一爾として初の関西大会を五月二
芸る三月ブルックヘヴン国立研究
駈が選抜した騰査団を開係アジア 十一日穴阪市で行うことになった
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ッドマン博士が︑アイゼンハゥアー大寒領の提唱による

となり原子力の開発利用に三塁的

今後の産業界における一つの要点

る米国の原子力開発の現状として

＄

い糞

氏︶では四月十二臼︑原子力委風

執
霞気事業連合会︵会畏菅礼之助

鰍
一

へ

四Q五〇万声が投資される︒

があるので経済的にすぐなりたっ

のとして研究︑技術の改良の必要伽

㎜四年置︑すなわち一身ハ○年には
一原子核工単の進歩で五一七ミルま

で滅少させることができると思う
現在の加麗水型原子炉は九〇パー
セントの高濃縮ウラン綿繭いてお
り︑さらにこの原子炉の燃料を使
うのに結酷したジルコニュウムを
使っているが︑これからの四年閥

られると思う︒

こう考λた場合︑一九五六傑の発

一九繍ハ○年には

餓コストは一評喝時当り四〇一宏
○ミルであるが︑

コールダーホールの原子炉の七ミ

ワ

襲

ア

§69鐘

〆

胃一＝一＝＝開脚＝鷲＝＝＝一

＝篇＝＝鱒識一一＝＝＝＝一一輔讐一一﹁揚げ

1一

の研究所の万に笥付しましょ⁝

長である石川葱氏に﹁あなた⁝

一＝隣一囁扁＝瓢﹇＝一＝噌＝＝一一

た大物に急激に及ぶ︒結局とび

ない身えてか︑その隊意を有嗣

か︑またはこの金にヒモはつか⁝

はグッドマン氏の気持を察して

った︒思わぬ戯しい稽を添えて

饗簿蒸騒難⁝

の他の会では思わぬ属すかしを

い寧な礼状にそλた重詰をか⁝

L踊躍

に菅を長くして待ってい距ほず めた同研究所の鷹礼之助段にて⁝

んだ拾いものであったが︑反対

会は一段と活況を翻したとはと

上げ賞重な一席をぶたせてしま

って放さず︑遂に御馳能を差し

出してきた大物が配物を引っぱ う﹂と救援を求めた︒すると氏 ⁝

まずは失礼があってはとこれま
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︷談勢︑︑
▼天下の一流名士ともなるとそ
の潤癬は大変な数である︒．自然

多忙な極め︑ギツシりつまった

闇々の予定は手職の配録を頼り

に行動する以外になくなる︒簸

で賭会社との懇

悲喜こもごもの

業会戯では菓濤正午︑新駅会館

⁝
が・そこへ勢い⁝

襲を覆した

にグッドマン民の購演の通訳を⁝

Vさき日米原子力委照会原子炉 されたが︑民もまた﹁友人の通⁝

の一購︒

開発部翻部長クラーク・グッド

墾して劉はい葎購い﹂⁝

▼氏もまた登庸︑東京会館とだ

子力座簾会臓だと思いこまれた

第噺人者である氏はてっきり原

ちらっと見るや︑原子力推灘の

かなか受けとらず︑無理に豊出 された隠米炎歓︑剛際友憎の噌

たことろ﹁公胴﹄上の理紹でな

その劉○万円を同氏に箆出し

を開催し︑また原型を依頼した

ン︑石川︑原各氏の回るい洗練

することになったが︑グットマ

座業会識は結局その友憐を尊蟹

マン氏が来日して葉月で懇談会 として潤として受け販らない︒

わけ︒驚いたのは受付子でこの

すとそれを原子力研究所の理襲 駒であった︒

てみるまでは誰も正確には分らな

こにおいでの方々が動力源として

虚齢．︐篭創曜9・・唇嘗一掴○・6謄印■惨の騨葡齢膨脚●邑■蟹．o．葡●．＝騨ρ曜鯛5噛の29．●●卿調9顧●・胴擢︒．●・●齢
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臼木原子力産爽会議で

の二三を紹介することになり五月

もとずいて編集し︑広く内外にそ

︑各界の資料すべて収録

韮＄6969察

議について▽原子力委鰻会の関係

卍篠

ドが一

動力網原子炉をいまほしいと思っ

受年の曲調がかかるということを

ても︑実際に運転するまでには前

鵠億しておかれなければならない

︒●翻瞬＝o開口鐸覧の輝鐸●繭鴨剛卿側・噸

からである︒

︐爾響■

程度︑活版鹿野︑

欝︑創刊暑は￡月範行

四︑発行暫は日塞原子力産直会議

とする︒

専門委員を任命

定例婁貝会を開き︑新たに専門委

原子力蚕曇では︑四月二十日の

風としてつぎの八氏を任命︑協力

を求めることにした︒

︵同︶田窟博︵同︶加藤正夫︵圏

助教授︶山崎交男︵鴉研主任研究

画︶樋口助弘︵慈恵大教授︶窟川

ノ

㌧

正︵東大教授︶山下久雄︵慶大敦
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上裂本

原力力の問題は今日藪蛇界の関心の的となっている︒

のために轡かれた平易引解な猷子力解説轡であると鋳

経當渚であり技術者である氏が照叢人として︑麗第人

振欝東獄

Σ沖

一〇四三〇

東以都浴区藝平阿三四

五行新自・田アジア社

に原子力開発についての騨諭集である︒
の
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．

4︑体裁はR5版︑横組︑五〇頁

月末までの嬢項を編災する︒

3︑発行日は毎月十五日と一筋

蹴が撮当ずる︒

2︑編藥直筋は巳寒原子力産築会

明ける︒

﹁原子力園内窮憎﹂編纂連絡会を

1︑関係方断の協力滲加を求めて

＝︑編繁方針

大公使館の原子力関係購項

関係交献リストの紹介▽鶏日各潔

暇三図再誕艶びに各機関の原子力

9・o畠●︐●﹂齢の﹁■・

試みをすることだと思う︒さらに

の原子力の剰剛に少しばくち的な

ワ

は︑さきに原子力の海

置ら﹁原子力欄内雛鱒﹂を刊行ず

ぱ

外の瀦離情聖照内に報

㌧

c・五月から刊行

事●9曽・嘔●

いのである︒わたくしが罪幽に璽

紮挽洞認蜘鶴齢蚊膳薄葬翻刻鞭翻
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突然の大物のちん入をもて余し

乗りつけ︑玄関の会合遇薬箋を

け配された手綬を頼りに会館に

でこられた︒．

こんで﹁やあ遅
蛎
︻これはJPWRの原子炉ができる くなって﹂と石川一郎氏が占ん．食う結果となった悲醤こもごも 力蝦藻会蹴の第一回月例懇談会⁝

n年で繕事−一二五ミ︑ル﹂であるが︑

る︶である︒燃料の価絡は一九五

．ミルまで下げることが言下とな

いう値段は運転のなれにつれて桶

一−三ミルの程度︵この三ミルと

穴体六・六ミルとなる︒運転殺は

二五万声を諮ると一至恩当りが

門川なかけてでた数字で先の五百

九万二千詐馬に一年間の運解する

段になるかを考えてみると︑その

合の蜷継コストはどれくらいの値

万二千番罵の原子炉准運転した塀

り低いものになると思う︒出力九

蓋しないならば電力の料傘もかな

k璽嘗粛測戴︑課瀦囎薄粥緊審 蓄犠融一

メ

会を関催し氏の﹁アメリカの原子力発電につい

講演を行った︒氏の購演は原子炉設定の問題がわ

て﹂と題する同一鱒間にわたる大要つぎのような

が国で問題になっている時だけにとくに関心が持
たれ︑各界の名堅約一瓢百人が二野した︒終って三

蒔半から同工粟クラブにおいて原子ヵ雰昂会︑原
子力研究所︑日本原子力産業鑑識共催のグッドマ
ン簿士歓迎カクテル︒パーティが聡かれ約胃名が
出席した︒

ているから︑そのままこの二つを

次に原子炉の経済性についてふれ

ていくとは考えていない︒

の3ストが米圏のシッピングボ；
トの加圧水三原早炉では一キロワ
ット時当り五＋ミル︵一ミルは千

れば三千冠百万ザほどでできると

ルという政府の運懲する全然利益
の原子携で発魍ずる働合の年間の

原子炉︵JPWR︶と呼ぶが︑を
こみていないコストと毘動ずるこ
わたくしはこの加圧氷型原子炉に

とができるのである︒

ラン︑ガス冷却型の七ミルと比較

固定費用は︑最初の資本投下三千

麗しては罪常に楽観的な意見を持

五三諦♂に対して毎年の償却が三

ることになった︒その刊行計画は

コールダーホールの原子炉は全部

次の通りである︒

の型の原子炉については罪常に数

㌶憎﹂を刊行している

％︑さらに金利および配当が十二

ずるため﹁原子力海外

を英政府によって麦持されている

らいになる︒

％これを含はして約五二践万訪ぐ

碧羅

つている︒なぜならわたくしはこ
のに対して︑シッビノグポートの

刷︑収録主要内容

S65聾＄誠難69

購項▽原子力局関係籍項▽原子力

研究所の関係事項▽原子力座業会

会︑高分子放射線懇襲︑日科技

子力委入会︑電源開発原子力婁偶 吉川鐸︵東大教援︶三井滋午

協会︑原子力船調査会︑経団巡原

子力三三遅絡会︑放射能周弦兀灘

ける原子力研究の動向︵九魅力原

地質醐査翫︑峰町ε▽民間にお

官庁の原子力関係癖項︵鉱山局︑

大学の原子力関係郡項▽その他各

の魏般は︑心気供給の鷹接寅任
即

議の関係箏項▽悪馬会議叢ぴに各

されたい︒

要なる技術轡の養脳が策を確立

なる増加に応じ得らるるよう必

六︑営桀罵原子炉の算期且つ魚激

方策を確立せられたい︒

みやかに岡産化し徳るようその

外姻からの輸入にまつべきもす

初期の営業用動力炉については

ものとす︒

を負う徽気事叢巻において行う

五︑堂引田⁝動力炉︵一〇万謎罵級︶

ド
▽鼠子力戦係法律︑予算の購会審
る︒いかなる数竿があらわれるに

多図の経験を持っているからであ が︑このほど︑わが鰯原子力界の

3一

らびに運鞍要騒の訓繰をもR的

する爽際的潴影響の研欝な
以上の動力用試験炉については原

とするものとし︑この賦験炉の

力用試験炉の粥腐︒

ととし︑このプログラムにより従

子力研究所においてこれを行うこ

運転にもとずき墜ちに適正規模
の励力用炉により醤鑑継嗣に移
嚇しうるよう考慮されたい︒

来の原子力研究所磯榮世説を予定
より繰り上げられたい︒
−︑昭和一亭十六年宋までに醤業

一高このため励力用試験炉につい

各般にわたる位格を︑その費料に
これの運嘗を政府が行い利益を期

藝

るので︑利盗︑償却の見万が違つ

＄

とが予測されるので︑原子力極込
利用甚本欝圃の策定ならびにその
爽癒謝圃の樹立の上に特に鱈慮さ

69韮3＄8霊3

原子炉は属閥により支持されてい

誤解があるように思う︒

されているが︑この点については

のコ：ルダーホLルにある天然ウ 思う︒ここでこれ塗臼本四圧水型

分の一ドル・三十六銭︶で︑英国

要だと思うのは︑日本が工錐立照
か
現在のシッビングポートの第一薫
齟嚠齊ｵミルぐらいまでに下が
炉の麹設費は五千万演かかるが︑
ってくる︒こうした一三一一七ミ
一蕃屋にこれを日本でつくるとす ルという数掌を考λではじめて︑

てみたい︒贈日本では︑原子力憂身

に燃料の加工および核分裂性物質
また一九エハ竃年に完成を予想され 比鞭することは適切とは思えない
の侶学鄭理が非鴬に瀧歩ずると確
る三つの穴きい動力用原子炉は︑
し︑その比薫ずる甚盤を異にして
ゆ
いずれも民間により交持され一億 いる︒どちらにしても二面的なも 僧しているのでこの位は引き下げ

る︒

業クラブ大会堂において︑第一圏原子カ月例懇談

薬価嘉したが︑日本原子力産典会議ではこの機会に工

アメリカの原子力委縮会原子炉關発副部長クラーク・グ 原子力開発︑剥用をアジヤ地域における促瀧の使命かお

意盈一

JPWR型鱒を推論

＝L

哩

・㌻じは日本に

一年ほど削︑わ れた︒わたくしはこの産繋会議は

佳み数多くの原

原子力発色には現在三つの翫圃が

な二八所構アことを期待している

演を行ったが当

子力に醐する講

蒔にくらべて︑

⁝トを含めての十ケ所の原子炉欝

一年後の今日の日本では原子力の ある︒まず建殴中のシッピングポ

平籾磯用に対する関心が霧常に高

府により麦持され二億二一七〇万

圃がある︒これはおもに三園政

ザ︑ほかに民閥が二〇二〇万ザの
資金を投下している︒この噴段の
巾には濃縮ウラン︑緻水の篠段は
はいっていない︑経済性の点では
現在のところまだはっきりしてな
い︒

つぎに政府および毘闘の双方が麦

これは政府が五四七〇万が︑民

服し︑投資している翫圃がある︒

舞

間一億一〇榊○万ザを鍬資してい

一

8彗8麟 藝
押

原子力発電計画の要蟄

これはアイゼンハウアー大統領の

会委愚長正力松太郎氏あて門原子

れたいというものである︒

当なる型式のもの一癒以上︶
・▽遮王胤澱︵一万評二級以上︶

連アイソトープ班︑東獄原子力懇

終

丸紅等の主要会社︑各新聞社︶▽

M︑一一菱︑住友︑日立︑伊藤忠

．みやかに莞燃岡より遡当なる技 談会︑窟栄研究所︑原子力談話会

七︑右糖方策確立に資するためす

噸

瓜︑

♂

︑

k一︸一墨蜜毒

／堰擁︑・
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㍉い毫6

．

｝

染っていることを知り︑この原子
力産藁会議の第一測月例懇韻会は

ついての大きな爆心を持っている︑

蹟本が原子力の関蜷︑平和剃用に

こと鷺劃す最もよい例だと思って
いる︒

ゐ
現在あらゆる麟が原早力の噺しい

こうした動きに応じて一九五五年

工業化に努力しているがB本でも

十二月に原子力法案を通過させた
この中の原子力藩本法にある三原

則で︑第一に原子力の利用は平瓢
圏的に向けること︑覧第二に民主的

にかつ欝主的に行うこと︑第三に

その結果をすべて公開する︑そし
て夕照際問の即応に寅献しなけれ

平和のための原子力の刑用による

力発電田圃に関するお願い﹂と題

電気事業連から原子力委へ

日 米間の双莚と全く一致する

して次のような具体的な要躍を行

ばならないことを窺凹している︒

り大概領あての轡簡でも原子力の

ものである︒ストローズ委員長よ

気砺藁者においてこれを行う︒

▽殴腰燭所︵策京︑大阪等︶
級︶については塾図的技術的研 四︑動力用王位炉については県期

ご︑前記の励森羅︵一万評罵

▽台数︵こ台以上︶▽炉型式︵適

用動力炉の発総
ては次の如くせられたい︒
2︑昭狸一茶八年より四十年宋
までに順次愛好用動力炉の湖成

った︒その理由とするところは︑

鍛の営業運転に備えて次のプロ

ｴ子力鞘電の醜発翫圃は十年

刹用の分野で相互の畿舗︑翻し合

磁気に対する同論は今後飛躍的な

グラムにより推進ずるよう翫画

O要義瓢項

いが行われること慮認むと報告し

増加が予葱され︑昭瓢四十年度に

されたい︒

以上の醤業用動力炉についでは庵

ている︒

一︑紹和一一革二年黒月までに動

け
とし︵竃気懸鼻連賦算︶これなく

は数十万譜罵の原子力返照を必要
へ

臼本に現在この巳米原子力協定の

ピ

困的聖逮難ずるために︑三つの璽

究を舅的とずるのみでなく︑醤

︑

力用軽炉の発注

せられたい︒

︒ノ

大阪市北区天神柵筋1一霊4
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惣遜藤︑︑︐︑事解︑蔑餐煮罐メ
卿

誌擁浴ウ︑釜ミ

︑毒

誤った操作で暴走
蜜

ξ一癖鐸・

か一螢葺O皿

幣ロむ紬

＼舞ミを

︑

一

遇熱するという欠点が惇在する︒

の冷却が行われなくなり燃料極が

梅には吸収される中性子が減るの
︐
で反応度が上昇すると共に燃料障

欲障が鵡って冷却水が停止した白

ノ

効累があるので︑鷲し冷却系統に

ての作用はなく中性子を吸収する

した︒この珊含︑水は減潔耕とし

には空気を通すという方式を採薦

河から引いた水︑外側の聞心円簡

ておき内側の圃心艇差にはオタワ

筒で翻んで煎水とは完金に隔離し

行わずに︑燃慰棒を二型の同心円

減遠材たる震水当燃料概の冷却を

騒薦癌

ズ窪◎︒

の中でアメリカの﹁ご︾哨鶉﹂
G﹃◎蜀自

さじは暴炬ではないが瑠叡があ

ヤ

り︑﹂九冠二年に解体されてしま
った︒

熱申性子炉の圏故

問黙中性子炉には引引事故が趨
つたことはないか？︒

﹁緊

区﹂の纂故は二回ともこの

答
欠点によるものであった︒

現症運転されている原子炉の

大部分は黙中性子炉である︒この

巴鶉窪2δげ国鯉嚇誌臼︒

やで繋走箏故が趨った例は二件で 各種原子炉の
いずれもカナダの﹁裟裳擁9凋
安全性を実験
隅凱︒

船には舵を

来こうした困際機関に協力する

勲である︒日本の原子力界も将

黛 許碍

のいかなる分野でもそうである

・灘鴨舗㌧ぐ葺捻・

が︑印刷発蓑になるのは︑ほん

疾

う船を繭際的な大海で上訴くか

／歪

じをあやつれるよう努力するこ

山外圏に派遣ずることが計画さ 編網は日案のようにこれから原

のまったくことなつ嚇主地︑ま

でも誤解が翻るのに︑黛譜風俗

は同じ目本譜を甑す臼本人陶志

○ただこの際考えるべきこと

機会もふえてゆこう︒

の一部にすぎない︒発表されず

子力の開発を行おうとする圃に

に終った三塁︑または失敗の蹴

れているが︑これらの人々が聯

の紀録の変換は厳に個入的なつ

とり罪常に雄要であり︑これら

弗

毛

く

馬
ノ

ρ︐

︐

噌

は現実となってみるとなかなか

の人々とことなり︑外國語で超

雌かしいことである︒欧米諸瞬

関で働き地盤をつくってゆくの

き︑欧州原子ヵ機関又はアジア

志を正しくつたえるということ

ながりをとおしてのみ司鮨であ

原子力センター等際子力は益工

は瞥通考えられている以上に難

る︒困際原子力機関設立への動

たは種々な人穐のよq策りの三

にことは勿論驚嬰であるが︑

♂

ノ●

些

それと共に送られた先の人々と

門の技循を身につけ帰ってくる

原子力の分野で多くの人々を

とを忘れてはならない︒

肇︐曾ピバ

○原子力に関ずる田米棺喜拗

定︑濃縮ウラニウムの輸入︑ウ
は

ォーターボイラー型原子姫の輸
入と日本の原子界は灘を越えて
の炎賦しきりである︒なんとい
っても日本は燃料腰帯の資源に
乏しくまた技術の面でも兜濫閣
に灘を長いてもらうのが暴道で
あろう︒

禁子器

○原子力開発が他の工面とこ
となる一つの特長は︑これが国

のことは本質的に原子力の棚発

暇際的色彩を帯びつつある︒こ

ンクな意見の変換には︑よくし

ことはさらに意義がある．フラ

りあうということが策可欠なこ

個人的つながりをつくってくる

にあたっで熱々血要な園内闘題

とであり︑しばしば政治的解決

浦願でで轟玉印かぎり平等に解決

際的な規模で動いていることで

があり︑それらに最大の努力を

が科学的解決に完んずる原平力

してゆこうという努力のあらわ

ある︒日本における原子力開発

さくことは勿論必要かくべから

の分野では特に強調されるべき

おいてはとても一国の手に負え

いう飴の眼となり舵となるよう

いている以上︑日末猿子力邪と

暴走そのものは大して威力を持

︵原礼之助︶

な国際人の餐腐も必喫ではなか

つものではない︒原子炉は原乎爆

ろうか︒

ず︒銭︒的擁嘉嵩ヨ︒諺窃︒影閤

があり︑撮傷を防ぐた る︒その他に︑﹁内翻≦鴇︵類

るものでなく︑国際的協力の上

発ということが麟際的規模で動

ということがある特駕の国々で かしい︒しかしながら尿子力翻

ざることであるが︑それのみに

であろう︒原子力に限らず科学

は訂しくすすみ︑残余の凶々に

終始せず︑さらに海外の事構に

めに特殊な型式の濃縮ウラエゥ

から︑原子爆弾の爆殖のような現

弾とは本質的にちがうものである

回1㎝

眼下向け︑日本原子力胴発とい

国×嵩ユヨ①暮︶﹂とが使用され
た︒

葬︒弓野一一〇ンμ一ω﹂があり︑

願胴噛唱鱒戸・・噛謬

︑

縁炉は今年中に兜腐する予定であ

る︒

しかも︑運転に俳って多訟の放射

よい︑しかし︑恐ろしいのは︑翻

炉といえども︑その戚は銀心して

転に伴って附随して発伊する発黙

る︒原子炉には各瓢の物蟹が構腐

儒学反応と︑放射能の飛散とであ

八一として俘在しているので︑暴

れ等の閥で亮熱化学反応が趨る司

走のような特甥の条件の下ではそ

ギーよりもはるかに穴きいとされ

ルギーは︑鼻走の発生するエ不ル

合の亮継化学反応の発生する工不

能性も縛無とはいえない︒この瑚

るのであるから︑その意昧では︑

放射能の飛散に関しては原子躯

ているのである︒

った暴走という現象が越り得るの

とい・︾ものは他の動力源とはちが

で︑放射能飛散の司能性はそれだ

建物に収められるような設割にな

力発電所が大きな詩形の頃日の

けに大鵬いのである︒最近の．原子

効果の大きいもの︑つまり桝斜と

散を防ぐのが雪消と考λられるの

して万一の事故の隈に堪能の飛

のが蟹的というよりは︑気徳型に

液体の減遠望とが良好な継的接触

ング︒ブール型﹂や﹁沸騰氷型﹂

を日工・冷却搬用にした﹁スイミ

を行っているもの︑すなわち湯沸
し型などの均籔型や︑軽︵蟹︶水

るのが多いがこれは防爆型にする

の実厭が菰しているように︑漏度

来ない︒アメリカで行われた尉巡

うので︑一般的に述べることは出

は原子炉の型式によって各々ちが

には富己制御佐がある︒その程度

な各種の安塗装雌の他に︑年子頬

しかし幸いなことには︑人為的

ものである．

爆興と灘薬が岡医しているような

盤の核分裂生理物をも内蔵してい

激を漏すことはない︒筒豫中綱子

ム燃料体を胴い︑減越胡や冷却

一母炉は亮成し︑遡転に入ってい

全件の輿験を行う．この申︑第一

湯沸し型原子炉について種々の安
剤には︑欝水︑蟹水︑石艦や︑加
圧式や非加圧式等︑各瓢の原子炉

﹂と呼

＝●胃脚

界響門尿が調査研究にあたり︑欧

危険を内蔵しているわけであるい

炉を気密の球殻建物に

放射能の飛散防止

戸曽一一ぎ四頴
①き町制め囚咽る農芸①50

鴻♪麟−μ℃bJ

するために︑一連の暴鷺爽験を行 却型の沸騰水型原子炉二籏を難聡 について薄舞の実験を行うこと
し曳これ等の原子炉は﹁ヒ6◎ になっている︒この巾︑すでに第
？薄いる︒

まず騒水心速の均質型原子炉准

齢

無巴勺鵠①︶しである︒この原子 間 アメリカの一巡の暴髭爽験と
次に︑非均質型原子炉について
炉が一九菰二年十二月と鳳九五旧 は？
の安全性の爽験を行うために︑ま
年七月とに暴走事赦な起しており葱アメリカ原発欝会は︑原
子炉の親出に対する安全性を賦験 ず斑竹ウラニウム・軽水車速︒冷

特に第一回目は徴界最大の暴走事

故として脊名なものである︒

﹁翅涛図﹂は一九四七犀に亮成じ

たもので︑天然ウラニウム︒重水

使用して出力急上昇の爽験を行い

@

を有することが確認された︒特に
閥 一般的に夙子炉は安全と纏え
﹁bゴ○ズ︾図−μ﹂の万は︑最
へ
てよいか？
後の漿走築験で瀬織的に破壊させ
全装雌凝備えていても︑必ず臨界

答原子嬉というものは各魑の安

大させずに抑制するというわけで

︵GQ帽亮剛嘱る嶺㊦弓越9︸富村 今後の安全憐堤験計画としては

てしまったのである︒
℃◎

ある︒これには瘍沸し型の﹁ωd

成により暴走を自己銅御する性能

この型式の原子炉では水落気の形

均山国力姫が難に対して罪粥 ばれている︒この一連の実験で︑

型の研究用原子炉であり︑最高の

／

を行うのが通常である︒したがっ

が難しいわけである四

て黙中性子炉に比較すれば︑鰯御

LAFRは事

の水準であった︒熱出力は最高四

験炉︶が出現ずるまでは世界鰻高

．

澱以上の核燃料を内蔵しているわ
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挙げて嚢議へ合流

を万鋤一勤で決定した︒

米の原子力に開ずる専門的論交約

である︒
︵あるいは﹁CP−5﹂︶等は非
常に安全盤に冨むということがで
それで︑ 剛般的に原子蝉を絶対

へ
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幸い原子炉に自己制御難

四月五日付のアメリカ原子力

問 最近︑原子炉事赦があったと
閥くが？

答
委楓会の番籔によると︑昨無十一亀

月二率九日︑アーコ原子炉試鹸所

一尉子束密麗が六×一〇の士一調
に優秀な薗己制御櫨のあることを
という盤能は︑一九五二年頃アメ
確認した︒たとえば︑一秒団で間
リカの﹁竃円ズハ竃葬︒冨一﹃
力が嚇○万倍になっても︑原子炉
⑦︒辱仲膨ぴq諄器さH︶﹂倉料試
自身がある程度以上には感力を増

故のため解体

O跳露①口ゆ9ユ一 切婦畠6飢O吋尋問では︑他の高速中性子炉には

にある﹁鵠ゆ鴻−μ﹂︵固×℃

万KWである︒

この原子炉はそのような高い件

壌故があったか？
筈・現在までに建設された高速中

能を出すために︑冷却方式に特別

膓

の弓矢が施されていた︒すなわち

性子炉は︑アメリカに二塞︑イギ
リスに二碁と合計重患である︑こ
ミ

過去数客間のアイソト⁝ブの

てアイソトープ会議を翻いて

瓢・．．焦阻⁝睦11 11．11軸．鱒11鱒翔

ブの使用蹴は繊月でも笈︑六

研究成果を関係岩が一堂

わが麟のラジオ・アイソト⁝

番目に位すると急われて

謝

躍

︵実鹸用増殖炉−
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