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突貫工事・各所に矛盾

単四川四温部長の司会で開会︒導

この日の聴衆約三百煮︑午綬一隠

実測を朋らかにした︒ついで遮蔽

急ぐことの矛鱈が各所に現われた

わなければならなくなり︑仕事を

苦心談を聞いた︒

冠一1管理鍵長神原蟄三氏を招き︑第一轡実駿臣子炉建設の

催︑日本原子力研究所理曙久布由蝋致氏︑圃爽海研究所JK

十七日棄京銀翼の東京ガスセンター六階ガスホールで開

日本原子力薩業会識の第士六原子等下側懇二会は︑九月二

・

所で受至ることになっているが︑

先方ですっかり作ったものを醗究

を嬰したことを隠り︑第二轡炉は

物の処理袋殿などにも意外に賢息

次に廃水の鮪化︑滞染された廃棄

であると詰った︒

ではないかというのが今魔の経験

鉄板を利用してやることがよいの

将来大きな彊釜を悟るときには︑

︾

ﾓ任者二人に体験を塞ぐ
細密
師久布白原研理聯は東海研究所難

と述べ︑またこの小さな炉を作っ

営でやるのがよいように思われる

て見て痛感したことは︑まだ原子

いうことであった︒将来大きな炉

炉はどれも確定したものはないと

な作るときも︑工禦中にいろいろ

この点に十分留意せねばならない

変種が趨ることと思われるから︑

ついで神原博士は︑壁面にはった

と注恵を馨した︒

二枚目園面と三十放のスライドを

の実際について︑かみくだいた説

便って︑5RR−1の盤能や工程
朋をした︒ことに桜粥中のスライ

い内部を︑順を追って示されたの

ドは︑なかなか興見する機会のな

で︑懇切な説朋とともにすこぶる
有益なものであった︒かくて拍手

の講演要旨は二面に揚載︶

のうちに岡四階散会した︒︵爾氏

で

傭に籍する経過報告
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ト鶴では聖徳が非常に困難だから

さなどについて説関︑謀ンクリー

設の澱掻趨であり︑神原博士は﹂ のためのコンクリート便塗上の習
へ
RR一︼建造の現場指揮讃でかつ
心︑気密のための施工のむずかし
創成後の管理斑錘者となった人︒

という演題を掲げて︑懇切な購躍

共通の﹁原子の火のともるまで﹂

久布白理鵬はまず﹁原研が紺団法

を展開した︒
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日本引子力睡業会厳では︑一面所報のように︑九月二十七日の原
子カ月例懇談会で﹁原子の火のともるまで﹂という共通謡言のも

鰐鰻難響議灘鞘

将来の建設に遵う
久布白願理事講演の要旨

日本原子力研究所が改組され︑特

月であったが︑現実に仕蟹のでき

﹁

その結果炉釜については認められ

大蔵省からもおしかりを受けた︒

と追加予蝶の必嬰が生じて来て︑

工することにした︑これは第一次︑

初めてのことではあるし三段に脳

ないとのことだったが︑日本では

れた廃葉物の処理をも考慮せねば

があった︒NAAではその必婆が出にも浄化の必要がある︒滑革さ

次に藍子の建物を気密にする転註

に大きな金が必嬰なものであるこ

ならぬ︒こうした患わないところ

のである︒

とに十分な紐葱を払わねばならぬ

浄化しなければならぬ︒廃水の漉

ガスに騙るまで規鯛されたので︑

たが︑その他のものは水︑電気︑

放射牲物騒の踊観も︑発日に防止

第二次の気短構造で疑えきれない

理

不宙田な状態となった︒

入っているのだが︑建設に関する

こんど來泌研究所で作る第二野実
するようにできている︒しかしこ
の鐸験で︑ニンクリートの建物で 験炉は︑先方ですっかり仕一げた
ものを原研で受懸ることになって

は︑汰変よいことがわかったが︑

しかし高いので私共はビニボンを

六圃塗って仕上げた︒研究の結果

エアータイトドアにも型深があっ

設計が変更されるだろうことが考

やるにしても︑工箪中にいろいろ

作られると思うが︑この際何人が

あったり将来日本でも難きな炉が

ものでも継滝中にしばしば礎災が

ことであった．このような小さな

一つも一己したものがないという

痛慮したことは︑まだ原子姫には

このたびの小さな炉を作って見て

愛領した炉はない

るのがよいように思われる︒

させるのが湧的だから︑懲懲でや

ることが匿的でなく︑その勉強を

強させるところである︒品物を搾

研究所はなるべく多くの人々に勉

かし構想所の場／儲はこれと耀う︒

ことが屠的なのたからである︒し

すればよい︒曲物を作ることその

いる︒しかしこれでよいのだろう
とがわかった︒陰日では鰭面にペ
ンキを塗っている︒試験の結災で か︒一般の製熾工場ならば︑どの
ような過起ででも懸物ができさλ

は︑なかなか気当がむずかしいこ

炉餐は爾坪ほどで︑この中に炉が

二︑室の問題点について難して見
ようと猷う︒

き遽蔽と気密の問題
まず遮蔽用の重黛コンクリートだ
が︑炉の下部はガンマ線が出るの
でマグネタイトを便用した︒また

わかった︒将来大きな炉徒な造る

鋼鉱を削いると非常によいことが

た︒これは灘の合せ射に懲転撫の

難

炉心からは中盤子がさかんに撚る
ので︑ボロカルサイトを便難した
この磁澱雛ンクリートは鰻小比盤

ときには︑コンクリートに飲酒を

入れてやるのがよくはないかと慰

を多少増やして︑水を減らした方

他の協力を得て作ったのだが︑囲予算についてもいろいろ聞題があ が︑私共は研究の結果︑セメント

れに溝をつけて︑空気を菰断ずる

タイヤのようなものを語った︒そ

予想外の所に経費
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殊法人として発足したのは昨年六

たのは︑八月目臼の韻工式以後で

工窮をやらねばならぬこ＆になっ

あった︒そのため短い期間に饗賛

たので︑工程に種々の頴田が韻つ
た︒

特殊な土地の条件
冤海村は起坐の無しいところだが
特蝶な土地の条件から︑曇霞雀︑
営乱言︑堅幽門との折衝が必要で︑

三・七のものである︒

つた︒この腺子蜘建設は財団法人

れでやった︒実際にはこれを鷲雌

がよいことを知り︑相談の結果こ

NAAからも仕様轡をもらったわれる︒これがこの結諭である︒

時代に立案されたものであるが︑

かしい仕事であった︒破内で製作

そのほか汚染された炉鯖の空気を

っておくことが必要である︒これ

えられる︒この点に予め在意を払

が今度の経験である︒
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鍛秘は墓地に立入ることさえむず
かしく︑越工式の三遍問煎にはま
だ道上もついていない有様であっ

内でもまだ原子力の知職が乏しか

現粟には縦費の非常につまった工

少の至正を加えて使用したが︑必

するのは困難だとのことであるが

浄要するための濾過葬醗も必致で

ロした堅いものであった︒バイブ 解く鰯産できるように研究しても
レーターのかけ万にもいろいろ研 らいたいものである︒

要以上に氷を使わないのでポロポ

として︑一回Oとに工夫して︑多 ようにしたが︑これも非常にむず

つたので︑後になって︑あれもこ

れもということが多かった︒

程となった︒平常の纂と︑餐
でやる敏購では︑経費の点に穴き

ために関係業者の多大な協力にま
つということになった︒こんな珊

現在のミキサーでは単分の容鐙で

究する必要のある礁がわかった︒

あった︒汚染された堅気はそのま

てしまった︒燃料が実際に来たの

るなど次々と壌散が趨った︒

ろ欝解して兇ると奥っ無な疲にな

臨界実験成功まで

臨界実験は八月二十︷一日午莇から

に達したわけである︒九月六日に

準備を始め次の饅の覇クリチ方ル

はこの解は四十KWで一応運転し

まで行くかのテストで︑四三謀K

ている︒九月十三臼には鰻高どこ

またま非常に暖い日で︑二三・五

Wしか↑ぢなかったが︑これはた

度という違い温耀の冷却水だった

からで︑二〇麗ぐらいと換算すれ

かと考えられる︒

ば大体五十KWと戒るのではない

皆様の海外旅行のお世話も
皆様の海外旅行のお世話も
創立45年の経験と
創立45年の経験と

外国旅行案内
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55円
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た︒八百綴を十五日聞で造ってく

能だといったが︑無理に二週間で

突霞工褻から支障

九月炉鍵百輝の麹築に入り︑十一

れで炉の蟻壁は炉無の工程と並ん

命︑蝿闘の仕事にはないことたが

やるのがよいように思う︒マグネ

ま外に捨てるわけにゆかないので

やれやれと思った蒋にNAAから

瞬難を経験した︒

担当したのは︑甲立製帯留の鈴木

の終った後の変更だけに非幣に時

間をくってしまったのである︒

仕擬変更の購入れがあった︒溶接

かったのは四カ所だけだった︑そ

となったが︑また水の事故から八

それで七月末から臨界実験の準備

氏であったが︑結果は否十八カ所

までもって行ったわけである︒そ

して一次の冷却気筒の水匠試聴な

︑

ければならぬとか︑配線に不備が

るとか︑組込みにヤスリをかけな

新しい物の来るまで二日をロスす

葬った．部品に悪い物があって︑

たが︑当初にはいろいろな問題が

コンソール関係の組立てが始まっ

五丹の初めにコノクラム氏が来て

NAAが仕様変更 は五月末Oうだが︑八月十二日O

ども行った︒

月十日むうまでその後始未に聾し

れもあとで臓して︑完全な状態に

の溶援中︑ヘリウム試験でいけな

タイトの入手にもまたいろいろの

︐憂響

あるとかなどであるが︑中には何

うと気候の違うために趨ったもの
もあった︒

巾でも鍛も大きな画題は︑土木建

設の洗っぽい塁上と並行してやら

ねばならぬことであった．そのた

めに起る俸魁とか断水︑溢水など

七月四臼であったか︑一応終って

による駆故にも樋まされた︑

／

祀一汀・

用、旅程の立て力

｝総農｛〜terej

艶学：集内、洋食のメ

海外難行は交通公社に

内 容
外薗へ行く
手続一切、i交

内外に織る組織を誇る

短価10GO円

交通難批は旅のデパートー

鐵溺祷、旅行費

▼

れといった時には︑謂賛者は不蔚

やってもらったという状態で発足
した︒そののちも︑このようなこ
とが各所に起った︒調査不十分の

ても︑大体の設計はもらっていた

ことの矛贋が各所に現われた︒こ

でやるという荷様で︑仕那を急ぐ

湯めに墾の下部姦めた・そな鎧ができるものである︒その
点も方々に現われた︒W8につい

たのである︒学渚︑委函会︑その

の続験をかλりみて・将来はまず宮庁予算による笹蟹というものは

が︑それを基に私共が蓼λて作っ

加盟翻に限る﹂という案が採択さ

ぐ

続出の故障に悩む

薦欝舗謙誓篭鼠殺籠甥難藷ゲ筋

盟個は翻連もしくはその下部機関

れて︑中共と策独の謬加が掠否さ
れ︑ソ運とチ鳳コの田津提異﹁中
共をオブザ⁝バーとして出席させ
る﹂という動議は否決された︒

また﹁ハンガリアの参加を保留す

神原管理室長の講演要旨

蕊

神原JRR−1…窮i畏

二

難群︑

︑第一回総会開かる
c長辮はグルー博士当選

る﹂という擬格讐査養麟会の報告
が採択された︒

照研がJRR−1を選んだのは︑

手続仮規則の撮択︑議長選挙︑資
格乱騰︑準備委艮会報欝轡の正式

理工繍選出後通常総会は一先ず休

麟際原予力機関第一園避常総会は

雪月耐臼午後三時十分︵日本瞬醐

提出︑十郎川園の避難などが行わ

継竿燃料の製据に懐乱のない炉と

初の予定であった︒

K鷺流ド誉璽朔舗腔冗碑蟻灘髭齢

磁議鍵纏務擁擢罫講説齢ρ縫習

制十一時十分︶からウィーンのコ

会に入り︑理出会を開いて次の特

建物は九月に糖旨したが︑聾AA

組立は十二月から

かったなどからである︒

少くて済むものでなければならな

研究輿図にワクがあって︑燃糾の

してはWH以外なかったことと︑

れた︒議長には満廷一致でオース

われている︒

トリアのカール・グル⁝博士が当 別総会に付議するための凝議が行

ンサート・ハウスに︑六十ニカ圓
代表約一工召五十名が参燃して瀾か

西

十理事国を選出

なおカナダから握出した棚機翼賛

れ︑政府代巽石川原子力委属らB 選した︒
本の十二氏も出腐した︒固機関準
備婁髄長︑カナダのカルロズ・ベ

ルナデス氏が仮三飯となり︑オー
ストリア大統領が各日代表歓迎の

凶際原子力機関総会の十理遡岡選

これでさきに決定している米︑英 は十二月の初めであったが︑炉の

から鰻籾に炉の下部が到照したの

あいさつを述べたのち︑ハマ⁝シ

愚は十月三日行われた砂嚢空襲は

▽トル認と穴︶

ョルド県連哨務総長のステートメ

簸も璽要な部分は三月十臼くらい

主捧部はまだ薇いていなかった︒

に来て組立てを始めた訳である︒

その次は︷月宋ごろに蟹き︑炉の
B本︑ポルトガル︑チェ謹︑スエ

これが五月の中旬に終り︑それか

ラジル︑インド︑オーストラリア︑

ーデンと共に二十三力圏が決定し

らその装羅類の構峨を行って︑七

仏︑ソ連︑カナダ︑爾ア巡邦︑ブ

▽アルゼンチン︵四八︶▽イタ

た

得票数︶
リア︵四八︶▽ルーマニア︵四

なお同書講会は四巳開会︑米代表

次のとおりである．︵カソコ内は

繕園代炎がそれぞれ大戸領︑三相

七︶▽エジプト︵四二︶▽パキ

ント︵代読︶仮議長のあいさつ︑・

のメソセージを代誠し︑日本の石

スタン︵四八︶▽インドネシア

・

み上げた︒かくて第一田は一隠聞

麗壌勝局張に選出した︒

︵四六︶▽韓圏︵四六yVグア W・スターリング．訟ール氏を槻 月Oろ運職を始めるというのが簸
硬テマラ︵四二︶▽ペルー︵三八︶

■

久布白原研理瓢
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饗鱗饗蚕齢響響贋欝1響耀騨闘病高高響1饗鰐ぐ高這饗撃・響

騨礫饗懇騨騨響

書

臼激猷

ま

の

ゴ力晩裳書置関内振子力懸談会では︑既報のようにこの秋

ﾂの欝習会を開くが︑九月二十ピ日その内饗と議師をきめた︒
⁝ii8
きるたけ使用する意向で︑企画小

委域会が適堂に選択する︒受購者

る︒聴講料は講義と実習に分けて
決定する︑

講義と実習の内容
講義は毎日三項目︑大体各二爵
問程度とし︑辮測重量のデモノス

並ひに講師は次のとおりである︒

トレーノヨノを適買入れる︒題團

田正朋氏
③放射線と化蜘﹂反応ーー欺都大学教

授岡村誠三氏
④難論線の工粟への応用巨大阪大
単教授獄門常一一一郎民

⑤原子炉の構造及び原理里民都大

一口大学教授四

v乎軟授鑓水重氏

⑥観子炉の応用
手井鞭珍氏

暫雄氏

⑦粒子掴速窓口犬阪大轡教授る槻

究し︑それぞれの餐躍醐にわたっ

科学技術庁が研究風人の出監をま

注目すべき認嚇があった︒一つは

九月三十日の椀施新闘には二つの

⑧放射能の汚染対策U獄都犬学教
授皆井魔文氏
⑨放射線異験窒の殴平目大阪穴学

助歎授爵在溝輝氏
器具には実飼講我を併せて行う︒

その内容と学理は次のとおりであ
る︒

①ガンマ線照射による影響を見る

塁壁
②ガンマ線のラジオグラフィー

事
W

鱒以上の講師は附立工業奨励館
の技師に依頂する︒
⑨籏射性同位元葉の抽出の問題

⑤測定技術

④トレーサー

一1以上の講師は謹威端に避
考を依頼する︒

関西で懇談会
森関西電力副社畏甥み
毫末原子力産業会議関野原チ力懇
談会では︑九月三十臼午後二鋳か
ら穴阪碁盤働の穴阪商工会議所三

を囑む墾談会﹂を開催した︒

階弛熱唱筆で﹁関蝕鱈力森山社鎚

関内鐵力副祉批倉三選郎氏は︑取

米虫圏を訪問︑水火力発継︑送電

締役松宗一二鼠と共に︑先6ろ欧︸

技術︑原子力務留などを視祭して

日ム側から難染三三風︑膿災にお

なものにしたい﹂と述べたのち︑

丁燭を尻て︑このアイデアを昏鐘

鞍懸に現在ある火力肇彪所や請油一

流日午後一階から︑日ム側発電所

ノド氏の来田を迎乳て︑九月二十

会独の地震対錐轟門野イーストウ

設計技術者との懇談会を開いた︒

いて原子力庁と研究した結果︑耐

どのよつな点に考慮を払って沢た

発電所の設計に訟って︑耐震的に

間氏は﹁B本の耐震力策茱に基 ける火力発禁所の微堅状況︑火力

襲的なもののできないはずはない

学的にはっきり衣わすために︑末

同三時散会した︒

との塗輿に旧した︒しかし更に数 か︑などを酷き︑慧堤を変換して

費して資料を堅めている︒それと

rα

脂ｺ旬︶

フォーラム汰会参炉名打ム算せ会▽

F

施設研終事会▽日増鮒〜カだ玉露

隔

同会議癌録委員会◇二十七日﹀第

●鱒

溺講演と映画の会◇二十四日▽原

◇二十一日▽続橋巾厨子力平摺利

十二回原子刀月例織笠︽▽原動哩

察訣を聞いたものである︒

帰逃したが︑醐臼め氏からその視

動臨機薇クループ研究会◇二十五

耐震懇談会

日越地笈対隅懇談会▽原動瑠甑気

遮蔽グループ研究会◇嵩十八霞▽

イーヌトウノド民囲み
日本原子力顧黒会議では︑英國の

グループ小袋加会◇二十六日▽米

る

◇入会

日本腺野三二叢会議に久

告知繍騨

日▽施設開門敏班研究会

懸子刀岡内事憾鞠簾運勢会◇竃十

イノグリノノユ・エレク！リノク

留学生選考委決

派遣者の決定は十月中に
第一次の樽類選考は十月七凹に行

十各の選考倭損を委嘱した︒

賜敬次郎︑日脚蘭工会犠所総務

山松久耶︑文部後学耐局員稻力

敦︑電力中央研究勝欝欝矧事人

会長林彦野郎氏を配転に選任︒

で︑おレ旺野肋二郎氏を会長に︑

円本総門紛式会陰

の入会かあった︒

い︑十日までL各ム人あて畑織す

卿事岡松成太郎︑鋲猷ス亭教授

日本厭子刀産業会翫剛会k入膨

の大寒院善止匿名を︑原子力理工

年度遡業の踊燦として︑先に日塞

る︒第二久の身体検査並ひに能力

一次︑第二次の選考を行うため︑

学修得のため米園に瞭爆させると

選考は︑二十一田停鋤鍬記試験︑

臼本原子力平平一匹基金では︑ム

墨表した︑これは韻士猷ぞ力平箱

芽難敵︑日本原イ力研究所搾學

讐

げ

ρ需

ロ

会員東陰樹式会

欝欝旦屍右た︒

讐佐雄氏は︑慶応納匠でガノの擬

瓠及び東洋製鰭株式会牲社な小林

◇小林欝佐雄民

式会制では︑九月十八日の役員会

会員ロム水累⊥業箇

利胴基金と提携して行うものだが

午後身体襖査︑口頭試験を行い︑

醗賊根遼葡︑U本猷イ力平霜利

僧

気箏業巡合会穿勝理事豊根7三
一軸

◇役展塾吏

挿画軍衣が染殊であり︑そのうλ

その結果は十月懸盤までに各個人

信一︑口塞原イカ研究所監贋岡

限られた範囲からの推薦であるに

用基金郷贋橋懸浩之助︑経済懸

翻

に通夘する︒

︸

れば重重されるものである︒

AECに対して正武に交裟晒し五U四に公聴会開会の蟹求がなけ

たか︑二十四日融蝋日本六使館は

麹設藍建塾研究所では︑さる七月

冨﹇

入れた︒一方対英麦田のため渡典

備

した外筋省二等協力鰯の松擁第三

二十六日からげ︑昭和覧工人町工場

輔

課長は二十五日ロノトノに到右し

製の黒鉛レノガで原子炉の附艘試

し

た︒これは千集面稲毛海犀にきめ

二十七日ル公式会談に入った．

な威績であった．鍾く第二囲の試

験を行っていたか︑すこふる艮好

騨

見の一致を見た︒同憂究所はさき

ようとするものであるが︑ほぼ葱

ウィ⁝ノの国際原子力機関初の総

一

るものは除外されるということで

たが︑鍛近の識査によると︑ここ

閥九万件に上る特選紹舗の2りに に東遷討原研の隣地にきまってい

ある︒また特価法の改正案は︑年

は微緻ながら放射焼か醤通よりも

会は二顧所報のよつにいよいよ十

傅

︵五十音順︶

もかかわら♂︑締鰐の九月末田ま

己

仏運勢会常任理事堀越禎三︑電

傅

派遣協学生選考委展は次のとおり

鼎：

でに七嶺の番望省かあった︒平和

η

である︒
一

冒用碁聖では鞍瓦要綱に従って第

は︑麟内にまた紹介されていない

多く︑人体におよぼす影響には心

を出発︑二十け日現地に到醤して

代表石川一郎氏らは二十丑日羽田

これに出駕している︒また同機関

の十八乱民準備委員会は︑二士ハ

るよう勧告した︒

日本部の所在地をウイーノに決め

験に阪りかかるはずである︒

このほどオタワで妥零したと二十

けるためカナダと食渉申のところ

／

㊧

鱒凶鰯

撮

曜■口置

騒

早雪

團椰園

翻

囲

総懸

ヤ臨罫崇一k婁

る一際一円機構︵WHO︶の第四

公衆衛生の面から膠ぞカを研究す

ノユネーブの本部で開かれたが︑

回医学教禽委員会か二↑三Rから

ばれた︒

日本の都築正男簿士は潔幾に選

ノ遡の援渤で建設中たったが︑二

チェコでは初めての実験原子炉を

アノト・ファノトリi社の製作で

ーーー曇ーー曳一

原研に納入する黙認力一万RWの 七田発表した︒

風

蓮愛撫蔑ぞ

た︒これはアメリカノ・マ／ン・

の米團三愛商磁︵米磁籍︶に研費 十四田操業を始めた︒西独では今
用圃芋炉の臼本向け尊兄を承露し 後五力年間にウラ／五胃納を買付

米原子力換画盆は︑ニューヨーク

の悪難タノク珊喰水冷却炉で︑十

ため︑外麟ではすでに日鑑撃落さ

配ないが︑研究所の雪止堀所とし

らぬので︑メ⁝カーなどに瞠属す

るものを盗沸して劇鋼されても︑

嘩

︑蓄

月一日から開かれたが︑わが敬府

れ︑雑益︑騨門欝などに載ってい

騨山外糊は二士二竪米圃でダレス

弊

客

◎

●

︑

165。

♂
蹴
は大体二百名程麗を予窺して艶三

竃卿

②放射線の測定畦申爾大学敦授記

軟授木滑毅一氏

①放射性同位元素三輪償瓶都大鐸

つるが︑聴講料は遣って決める︒

決った題目と講師

とおりである︒

︑

酬瀟懸

て日本の現状を解るうとするもの

とめたこと︑他の一つは特訥広の

（九

決冗した講義の題目と講師は次の

①原子力とはド大阪大享教授伏見
康冶氏

②放射性同位髭葉聾大阪大学教授

ム槻跳雄旦

③放鮒線暉轡とその対策目大阪師

立ス学助教授西脇安土

鎌

④原子力発言闘関西電力捗術興銀
所凍子力部長吉岡忠実氏

教授創欄内一一一氏

⑤原子力と國陣構勢魏立命館大学

vイ教授浅田常一一廊氏

⑥康子力の工粟への利用H大阪穴

技術者向きには

R一網講習会
﹁RI利用講潤会﹂は大阪府︑市

と共徽するもので︑十一月十八日

から三日悶構義かあり︑二十日田

写翼は新装なった原研粟毎研

である︒

冨爽を改正して﹁外閣の刊行物に

一

−﹂

﹁
＝＝一扁＝＝蝋＝＝＝＝篇＝一階一一雛＝

から二臼同夫翌凌行う︒

会場は︑請義穴阪商工会議所一階
会議察︑実轡府立工業奨励鋸であ
る︒藁講者については︑讃義の場

合は二百名まで司能だが︑実習に
は会煽の関係から五十各以上ば収
答できないので︑康込の際学歴な

との円山を求め︑主催番鮒で選考

究所雛左方は研究竪︑右方は

することとした︒講習会終了後二

十狂日午後希望者を募って南立工

ヴァン︒ド・グラーフ蜜︒

轟騒

掌研究所の照射簸澱などを見学す

このたひ来篇した醐査園は次の諸

法規などの各般にわたって十分研

氏である︒

閏般属隷交渉発足
酔署しなければならぬので︑原ずては不瀬当であること︑同地に建

配載されたもの﹂には特許しない

ある︒研究法人といつのは︑約四

▽VA・エリオノト︵トレス改正法案を提出するというもので

ことを決め︑十二月の魚常雲霞に

エレクトリノク社

デノ原子力発竃所技術︶▽民︒

力襲業のように立煙れている分野点出の燃混公社工堀が将来発展を

▽比G・レロ！︵発蟷設傭︶
で試算されたもので︑それを輸入

千の理学技術関併研究機関のう

◇ゼネラル

した胴合累してどれだけのもの

﹂︒ガ！デイ︵販亮関係︶▽A

では︑先進圃でばすでに技術者の見越されること︑策京から離れて

うとするものである︒

笈實と会談した際︑日本は近く米

㌦

騒

U

100c（200cまで三二可能）

Ψ

r＝＝一一一＝齢＝一篇一一一一一一＝噂＝＝＝議＝闇一価＝＝喜

▼

が

した案を量るためのものである︒

これまで日本で発表された建設費

になるかは︑また闘確にはわかっ

ち︑民間の穴部分は研諸費の末足

米・日本向け炉の輸出承認

る竃月開倦した臼果原子力酵業合

・了・レーモノ︵技術顧問︶▽

下講凋査を行っている︒これは去

痢会犠で発表のGE十八万六千Kていなかった︒G鶏では仕様欝な

n︒P

審食の上で硲究法人の名称を与

に︑有恣な研究を行うものには︑

正力腱務相は二十四日麟栄技術庁

罐菱蟹舞謎謎凝榔鋸麓︒などの理
設関係︶

︑囎

経欝が独立的なものでなければな
莞
㍉

鉱一慰︑蜜

痂鑛糠翻羅韓一額墾㌍飾鑓礫群
ンユ▽8︒H・ランドルフ▽羅 とするものである︒しかし︑資産

ご

関す・醸製婆の打倉超るか嚢・ているのであ翁

C・鶏・ヘール▽騒・F・ブラ え︑免税などの恩駅描齪をとるう

イーブライト︵防護⁝脳 に困難しているが︑これらを対娘

W沸騰水翻原子力発蜷所案のう ども日本側に示して︑現実に黒塗

◇パシフィノク・ベクテル社▽

カーなどを訪問して原子力関俸の

原子力局︑原研︑脳力会社︑メ⁝ や鞘畿単舖などは︑いずれも外新

団が守口し︑約五濁閲の予定で︑

ベクテル社から九月二十一臼技術

米銭のGE虻びにハ！フィノク・ 査を行って鷺際に日本の爽慨に郎

原子力発電所建設の案情を硬究

GE㌶から調査団

乙ととした︒映圃やスライトもで

れに代る診考資料の提供を求める

講師に依頼してテキストまたはこ

は大体各一聴間引程度であるが︑

に講師は 鍵 の 通 り で あ る ︒ 講 義

議所と且催するもので︑題呂並び

く﹁原子力講座﹂は︑大阪商工会

工会勝所一階会硫籠で篭抜のみ開

十月一︑↑三日から三日闘︑大阪商

ｴ子力講座

剛般人を対象に

吹＝＝♀噤∴齡

10月下旬3日間・ll月中旬3日と実習2日間
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原︑子動力専門委員会の活動
へ

秘扱の水資料検討
とになった．

原動奪資料としてまとめられるこ

@ 化学グループ積極的に推進
臼家原子力産業全議原子動力騨門部会は︑さる四月各クルー
プともメンバーを拡充︑面同を新たにして研究を続けている

︑蔽里離難
○理論物理を中心として紬じら

主なものは次のとおりであった︒

費を滲考に昌々意見を炎無したが

〇ザ︶となり︑溶剤面桶による経

れると思うからこの点に留意し
てほしい︒

費に十分紺抗し搏るが︑イオン交

ウムを揮れるほど︑核分裂生成物

換では容易に販扱い得るプルトニ

も岱行して馬鎧が進められるが︑ 随理費三二〇ザ︑貯蔵竺．七

わち特定の問題について外融交献
○放射線の安金販諸問題は国連

慮してはどうか︒

核研の試験大成功

臼本旨穴のサイク目トン

都下田無町の東大三子核研究所で

理工学研究所につぐわが国として

は︑いま二大︑阪大︑科砥︑東夫

は五台自のサイクロトロンな建設

放射能科学魚種会で戴上げられ

中だが︑九月三十日の試験で一ヂ

︵放射能︶を十分分離することが

るべきだる熟

できない欠点︵プルトニウムに付

○前回は必ずしもオリジナルな

を全般的に見渡して︑更にメンが

随するガンマ照射が高ずぎる︶と

⁝自身の三訂研究︑特に異体的な

穴窺模プラントには不適鮨である

アンペアの水素イオンを蝋千万電

計範例なども織り込んだ︑総説的

ものより遍甑のようなものが醤

子畷に加回することに腐回した︒

ので︑近く水紫イオンを六千五頁

万賢愚峰に加油ずる謝画である︑

関総会に出盛旧のポルトガル代讃

の請払錨︵﹂・A・ジ3ークス︶

▽特別資雅・厭子力懸盤のコスト

ポ翻が燃料跡供 暇聴唖チ力槻鱒 子力悪戯▽フォーラム・ニュース

ジョセ・フレデリコ・ウルリ／ヒ

◇原子力海外轟情︵九月︶

甥纐絡で提供ずると発写した．

垣ウラン百沖を一年以内に眠界m

▽昭鴉三十二年度帯和濫用研瀦鷺

炉受入体捌に関するその後の経緯

子力4瓠利用闘総予算﹀爽罵殆電

︻索婁内容︼▽昭和3十三年度協

米国で近くブルーAECのロジ氏は九月三日置︑圃姻は機関に人 ◇原子力国内窮情︵九月︶

トニウム璽療﹁ス原子炉脳

発部次長は︑十月二日アイダホ州

アイダホ・フォールズで演説し近

くブルトエウムを燃料として便乱

日本掌循会畿餓チ力関鍵委員会の

鳳子力研饗託艶交付串謂状況﹀

︻主要内容︸▽イタリア︑齢米動 補助金回付決定﹀照和三十一布臓

力協冗でウラン七千遣を入雫▽第

する置足であることを朋らかにし

た︒これは観地の原子力研究所に

の一部変更▽掌編涼子力研％の組

原子燃科公牲三十二年麗製錬蹴剛

活動▽田本腺子力研誹の歩み▽

この加越装殿は日本蹴大のもので を入れるもので︑これで米田は亮

酬画▽柴の各発電炉試験顔画の経

アメリカに似ているソ運の原子力

便われた耀磁石は直径一二六〇︑

全にブルトエウムを核燃料とする

ご次五力逃隠遡に入るフランス▽

○個人的なパラパラなものより

大菱原子炉を持つ殿初の困となる

ある材料試駿炉に︑ブ〃トエクム

総合論交の方が受けた︒

総重鷺二百山ハ・ヤジというb響くなも

○第二画原子力シンポジウム︑

減速物質として

在毎

嵐

をはやく減速してやることと︑も

う一つは中性子を吸収しないとい

うことである︒どちらの性質も重

天然ウランの甲にウラン一三菰

水の万がずっとずぐれている︒

が○・七％まざっているように︑

茨然の水撃の中には約六千五百分

の一だけ皿水量というのがまざつ

ている．この蜜国尽と酸累が化合

の水の中に重水も六千五聖旨の一

したのが敏氷でみる︒だから天然

だけ悸飯していることになる︒

初期には入手困難

こういうわけで豊水というのは

非常に倣段の高いものになる︒こ

の益ろは一一嗣と比べると汰盤生

産ができるようになり︑かなり安

〜

▽AKCの新建設計画▽米の新原懇鱗会の主要活動︒

る︒

小さくて済む炉心

この醗の．凛然ウラン・グラファ

イト煩と毘ぺてみると︑蝉心の大

ところで︑原子炉の出力というも

きさはかなり小さくなっている︒

のは︑申でとび豪わっている中盤

子の数に比例すると歩λてよい︒

そうすると同じ馬力のものを嘱え

子の数度は小さいことになる︒大

わけである︒だから尚い巾姓イ密

男総身に知恵がまわりかねという

の小さいカが幽力は小さくてずむ

度な必要とずるよう次爽欧には形

ということになる︒ζの職からい

ランを使った蝋チ炉のカがもう少

えば躍然ウランではなくて置鋸ク

の型の獅子炉はどれも穴体この程

水が洩れ出さないようにずるばか

ければいけないことは︑蹴角．な亀

魚水を侠つた原子かでπ煎しな

CP−5も同構造

し形を小さくずることがでさる︑

度の大きさで︑前園に説翻した．犬

りでなく︑外の聖職にもふれない

昂らである．

口憲原子力研究所が輸人しょう

つてしま

いる水分︑つまり宵通の水が濠ざ

ある︒これは︑傘気中に禽汝れて

くなったようだが︑それでも一ジ

むく大ざっぱな構危は別島qのよう

天然ウラン・喰水繊の織子炉の

作りやずいわけである︒

料の入手しにくい圃ではこの方が

ようにしなければな6ないことで

ち

σ

山ぶら下げたようになっている︒

れ︑この中に天然ウランの棒を沢

の天然ウランを議縦ウランでおき

ウラン・霊水型であったCP−3

︑

いる．しかし縫心臓の偽ははとん

CP13よりもかなり幽くなって

ェーのJEE2では︑臓径二層め
のに火験用原子炉としての盤能は

実際の例をあげてみれば︑ノルウ かえたよ・2菰ものである︒このた

アルミニウムのタンクの中に︑臨

次回からは濃総ウランを燃料に

ど岡じものと輩λてよい︒

使った原子炉について説明するこ

︸多︸英

疇9

径一％の天然ウランの棒︵アルミ

ニウムの薙踏になっている︶が約

七十本ほど籍チ状に並んでおり七

紬の重水がこれをひたしているま

ーーー﹁罎ートー聖一⁝薯⁝涛蜜σ

が

ハンドブソク原子顛編﹂下巻より︶

わりに奮いコンクリ⁝トの壁が どにする︒︵閣は服部伐駅﹁原子力

で作られたZEEPという原子あ
炉ることは他の原子炉と周じであ

型の原子蝉は一九四五年にカナダ

鍛初にできた天然ウラン・重水

第一号はカナダで

ある︒

スに送ったことなどは有名な話で

水をドイソ軍の眼を盗んでイギリ

ジ窪リオ・キエリーが手持ちの皿

い戦いをしたことや︑フランスの

ぐってイギリスとドイツがはげし

になる︒ちょうどアルミニウムの としている二番Hの原子炉にCP
生れてきたわけである︒第二次大
i5というのがある︒これは天然
戦中にノルウ笛iの窺水工崩をめ フロ桶の中に重水を一ぽいに入

ラン・グラファイト型の万が先に

ことが困難であったため︑天然ウ

たころは︑河メという垂水を得る

し初めて山子炉な作るつとしてい

何千万円という敏毅になるりしか 天然ウランが少しですむので︑燃

ずっと小さくなる︒血氷は難いが

然ウラン・グラファイト型よりは

ば臨界に馴することができる︒こ

ランニ⊥二避︑鍍水翻i七メあれ

翻然ウラン・重水炉は︑天然ウ

の型が作りやすい

持たざる国ではこ

というのもこの禦である︒

研究所で計画している脳雌一掬炉

べてこの鯉である︒日本の原子力

ィンプルなどの実験規鳳子炉はす

フランズのP−2︑イギリスのデ

EEP︑スエーデンのS勤鷺E
Pると︑図体の大きいカが中性
てみ

その後つくられたノルウェーのJ

帯りトげたZOEもこの型だし︑

フランスが一九四八年に独力で

であった︒

てはもっともずぐれたものの一つ

趨しはしたが︑実験用鳳子炉とし

さている︒N鈍Xなどは︑蜘数を

どこの型の腺子炉ばかρ研究して

﹁である︒その後もカナダはほとん

二ξ一一ξ一冒ξ鴨ξ冒■．一一一一2一一一輯騨一一輌馬齢一箆一冒一ξ晶一ξ僻5三謄＝脚辱ぎ鼎一一儒寵一一匿一一一一昌曽p二二7己5二一一ζξ冒3嗣驚一p一一陶嘗p三篭︐卿脚〜8︐言儒＝鴫暫乞哺傅．一噂ρ

ンとしても便用することができる

第二園RI会議などを開催の機 のだが︑シンクロ︒サイクロトロ
会に︑挺二戸交の予備番査を考

褒はうち七︑八編にすぎなかった

子力平和利用国際会

麗にブレーキをかけることにな⁝

ぞ積

天然ウラン・重水型の話

国産一・号はこの型

呼出は天然ウラン・グラファイ
ト型について説朋したが︑同じ天
然ウランを燃糾にしたもう一つの
型の原子炉である天然ウラン・煎

のは︑瓜励︑長繭の原曝に関する

五能のよい露水

の使用を︑罰提としている︒これ︑

︐

織︒誘動状況▽関西・中部隙子力

済性▽プルトニウムの新価格の反

ことが指摘された︒

都立大学平田凄艮﹁弗化物蒸溜法

会﹂をつくること凌決めた︒

ものであるという︒

ばれた︒

︐子蝉放射線による軽水および驚水

が蟹まれる︒そのほか﹁イオン炎 オン炎換装慰︵一年に一〇〇メの

餌﹁綬に抽出の機械的接触装翻﹂

換樹脂の燃料再処翼における利 ウラン処理の場含︶では︑ポンド

潮回の会議には︑日本から三十五︑

響▽発見された一〇二番囲の二一

次回のテーマ

なものを舅ざして行くことになつ
ている︒

ｺ川委員の報告

の醐酸溶液の分解﹂︵欄内襲惜本

次回研究会には︑魅研神繊婁風﹁原

また﹁トリウム﹂については︑黙 れた際︑原研下川婁風より︑カナ

年コ胃腎八七ページに中間報告を

九月十日に第十三回研二会が聞か

中性子憎殖炉が宿巨視されている ダ・チョークリバー︵カナダ原子

掲載︶︑同委頓﹁水均質炉におけ

トリウムとイオン︑

が︑その成否は材料腐蝕︑燃科再 力公社︶で行われた︑照射済み燃

における水の資料が秘扱になって
いる関係もあって︑この閣題は冒

硬究所定由弘電両委饅が︑横極的

に推庇することになった︒

どが提出される予定である︒

による照射済みウランの線染﹂な
︑

〆

用﹂や﹁燃料処理プラント﹂など 当り四・八○諾︵内駅イオン炎換

藤岡原子力餐図を中心に審識した
が︑まずわが圃がこれに謬勒する
ことを決泥した上︑原子力委鍛会

の推薦力法などを検討するため︑

が面心となって﹁舗交選定心猿

周会議準備会︵仮騎︶を設ける必

六編の論交を提出したが︑疇頭潴

いたものである︑

ものが多かったためと思われるの

グラファイトと量水とを比べて

水型についても説明しておいた方

当日は隙子力婁麟のほか三部省大

で︑こんどの発表諭丈は平楽剰用

みると︑重水の方が減独勝蟹とし

︑

原子炉の種類︑
構造︑材料④

る過酸化物の分解﹂︑原研胃地委し

料からイオン交換によるプルトニ
点となっていたので氷の間題を主 処理の複雑さなど化学的問題に負
ウムの園収の試験結果について報
として策京大学鈴木僚︑主力中央 うところが多いので﹁トリウム﹂
の化挙については翼にM厨の硯究 皆された︒この報告で小規模なイ

陀学グループの叢近の照照は次のとおりである︒

が︑秋冷麿迎えてこの6ろ一段と活発な動きを見せている︒

メンバー八十一呂

化学グル⁝プは東京大学工挙部教

授三重栄博雲を主任に︑八十一名

に拡莞され︑七グループの中では
一番大きい︒メンバーの内訳は︑

大学一四︑研究所ご一︑メーカー

能により︑氷に対して放射能湾染

齣H︑銀行一一一︑宮庁公社四︑餓力 この報告轡では︑原子炉誘灘放射

管柱ご二で︑研究の目櫻は原動専

十日午前十時から︑

原子力局では九月三

関係機関の代表者を

学学術局︑外務雀凶際協力局︑田

に限るものとしたいとの冷望意見

ての影写はずっとよい︒減速物質

招き︑原子力論難会

要があるとして︑その打合会を開

第二回ジュネ匡ブ会議の打合会

論交選定委を作る

⁝表交

ぞ換︑

畿告掛には紙数の制隈があり︑三

ゆユニークな労作で︑今後の研究に
益するところが穴きい︒なおこの

中心として論じておの︑きわめて

原子炉における水媚潔と放射線を

水の放射線分解︑水の誘導放射能

や減速山脚に対する臆轡などを︑

の一環として︑原子力発蜷に海運 や材料腐蝕︑更に反応度︑黙伝遠

する化挙的諸闇題を主としている

が︑最近新しいメンバーも加わっ

たので︑放射線化学︑原子矩耕料

闇題なども搬り入由てはとの意見

も出ている︒

最近の研究の特色

郵書の醐査研究の特色は︑同グル
三放射能︵金属の腐飯生成物を原

本学術会議︑田本原．子力二丁会

聯

り

議︑澱本原子力研究所など原子核

なお提繊論交について︑酬圃の会

が量れた・

がよい︒

職の郵旛打合会﹂を耀いた︒これ

研究所︑原子燃料公簿などからそ

そこまで想際をたくましくす

湘

はすばらしく胤尊した︒先聖園−扁

い︒の驚藁の箋

醗懲轟轟
だが他面からいうと︑生産覆術

ることは少しく墾懲に錐する〜がなければ能都的にいかない︒
が︑︑ほぼ閣らかに予想されるこ

の革新が認ンビューターの発明
でなく︑麟勝も︑経営も︑一あらを促したともいえる︒生雌技術

とは︑嫌に生顔技術の分野だけ

求し︑企慧規模の拡大一資末

ゆる分野にわたって技術革新がノの革新は︑企業硯模の拡大を要

行われるであろうことだ︒すで

の連中一は嚇務技術の革琢を

蕩競灘グレ鰐薦
にアメリカを兜纏として︑この

〜

学

T

ユブの本年度年次蝦告轡︵原子蝉
子蛸水における水分子︑ガス︑添

は開年九月ジュネ⁝プで開催する

れぞれ代表者が出郷した︒

会議箋で﹁第二脇原

に当り︑提出論文の選考︑出席渚

−

必ずしもそれと墨縄を揃λてい

が多い︒

繋馬鶴籔飴畿

必要とする︒下府は発煙の母と
いうわけだ︒

どこの圃でも往鰹技術よりも

事勝籍理が蓮れるのが啓通のよ

見が難業化する時期には︑除雪

朋

縦騨機を輸入しても︑強引の流網

鑓隷認以騨灘

｢謡篶監霧鞠鞍
腫の鎖勝技術が摺当高度に発送
しつつある︒

コンピュ⁝ターの耳芝は︑署
務一理の穴刷新をもたらした．

の開きが大きくなる︒しかし箏

︸
㌔

としての件能というのは︑中引子

F嘲鞠§一蓬一脚藝一§≡一一憎≡∠≡扁三一≡脚︸榊醐Z⁝§Z＝喝≡一＝一§hミ財

ンの発綴によって︑恐らく現蕉

力の平和利用とオ⁝トメーショ

の人類が予想もしていないよう

︑

な社会を形成するのではあるま
Yレ︒
レカ

第一次の産業革命で︑近代的
労働岩階級が生れた︒第二次腰
業蔵命ではマルクスのいうよう
な労働乳階級はなくなるかも知
れない︑すでにそれを予倶する
学藩もボツボツ嵐ている︒そう
なれば︑資本雰階級もなくなる

ﾝ諜鷺
グとかいう︑高等数学を駆使す
る管理開式も︑

︑

竃募か亘ド辛整現宮津モ儀6一ぎ蓄墾乙ひ琿こ

ヒ桐♂
〜ρ

鳳＝三一≡萎Z鱒冒≡Z＝儒≡一鍔一誓

コンピューター・務が生醗技術におくれると︑生

とか︑リニヤー・プログラミン

のが筋だ︒もちろん投資鋏とし オペレーションズ引リサーチだ うだ︒ことに画期的な発朋︑発
ての資本娠がなくなるわけでは
ない︒階級としての資本塚を撮
すのである︒

︑

︸

￡萎一層⁝幡Z三塁Z⁝胃三Z需垂一一三＝一
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開発における化学的田津題︶にも

ρ

国際会議にわが国からも診織する

億見を
¥世紀後単の世野は︑原子

謬

」
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明らかなように︑これまで慰乎蝉 加剤︶の計舞黄鷺は全部別冊とし
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一月東京で開催
力桜口会蹴では計圏を混め︑日本
学術会議の﹁簾二回漂子カノ！ポ
ノウム﹂に引続き︑二月九日から

日本原峯力営翌旦厳︑

または日本工業クラブ大会盤︒
④主催養

もって構成する︒

リ︑圃内からのものについては臼

技術謝安か提窃される予冗であ

八月の第叫画と飼帳︑各力蜘から

剛このノユ不ーブ会鯵には︑一銃年

⑦輪文の募纂と発麗1飾久は叫

2発表は第二圃日本アイノトーブ

般から公募する︒

に関係を持たないκ業入からの鈴

交門出には︑日本原子力π業会議

であっせんすることになったもの

二月中幻に行われる別枳第二岡口

罵などの芯登仙域に関するめ父は

である︑
会騒の運レは第一一なおアイノトーブおよ0放射翻和

会を設けてこれに当る︒

酒臼ムアイノトーブ会一巡宿委員

⑧会員の運嘗

の席士で口頭発表を依要する︒

れる第二園日本アイソト⁝ブ会議

十一日の三日旧にわたって開供さ

が楚した黎は二月九臼・責旧する箏であるが︑饗謹ど

霧墾轟によって行うが帝名本︑猜竃などか島努乙川

日本学徳会議︑原子力

日本放射件闘位元索協会︑新聞往︒

⑤後継嵩

研究所︑原子腿料公層︑血鉦鴛︑

委員会︑別4技衛庁︑日本鼠子力

岐を授幽する︒

父提出についてはκ業照臨事務馴

十七厚一面にy・畷してあるが︑論

ノユネーブ会義については本紙四

のの中から山門して推薦する︒

⑨会議鍵恥に傍鬼な命叉に蝕し本アイノト；フ会義に砿観したも

⑩概算経費︵省陥︶

ては鋤一薗口本アイノトーブ会践

⑪その他本会虚において発衣さ

応募者に注慧

でも傭船に応じている︒

か団が第二圃鮎子刀平鴉刺用寝起

れた総懸のうち塗れたものはわ

論文は会議用語で

P

（rra鍾cke）

，

鵬朔45
8

圓原子力平和利罵国際会識が開か

これは明κ九月ノユネーアに第二

繰上げたものである︒

応用領域の研究成果発表

発蓑された﹁瀾催要綱﹂によれは
日本原子力産業会議では︑来暮二

れるので︑日ムも網野して技術論

出謝叉の母胎となることを舩ねて

ウムとともに︑ノユ不ープ会威提

月上旬を期して︑二本放射線陶位

文を提出するか︑その論交予選凌

三鼠横合伽︑前鵡涼子カノノボノ

元仁協会ならひに塚子力平和利用

兼ねて髭男に濾解するのか婆嶽で

ーアイノトーブ

艦林省︑交部省︑疑省︒

⑥会織の内容

︵吸冗同位π素を含む︶およひ放

安全に関する研究の発表と﹂輸お

射線の国用ならひにこれが防誰と

よひ赫綴を行う︒

2／譲はアイノトーブ︑放射線お

ノユネーブ会姦に掛馴する台久は

1，650

@

〆／

ノ

月球斎芝浦電・気〃株式会袖

ウ

690

Wlsぬart）

畠︾ト9

肪篇階8

行難5
子欝59束
発廉郡璽−策

欺﹃讐
田夷簸川
糊して︑第二三日ムアイノトーブ

増進に資することにある︒

に芝葺つる．

丁幾に提出する謝父の鴻γ灸員会

話︑仏ぬ︑露必︑スヘイノ陪の凶

正久と写し三部を︑会議用語一英

力国認iの円の一で︑一九五八有

3

これと同時に監事柴沼m氏は理箏︑総務部

翻

日ム原テ力研究所琿嬢長安川蝉五郎民

出しなければならない︒たたし提

六月一日までに国迷霧勝慰女に提

ひに田本原イカ罪業会畿会員鰐を

メ敬純験省︑研麗石︑利胴名なら

昭和三十三＃二月九 よひこれが防護と黙認についての

②開催生出

欄

長に︑輝鰯︑総務部長今景齢彪伐は猛毒に

の止久と写し三酪を︑聾交と同じ

出許久の題名と側側誇以内の抜粋

と人れ挑えの異動か発令されたりなお膨賊
式会君の社長に内冗して十月三賑辞任

これは最近の外父醐題には凝みに開する懸

根副因肇長は九口外務省参与になったか︑

用ゐで︑一九五八年︻二月一Rまで

の閣議了解に基づいて新会独硬員とし

に国迷∬務総kに提出する︒

で盛蕨打合せ中たが︑口本国のか

なおμ体的なことは目処開κ暗局

崖が多くなったため弾門的な知織を君衷と

ったものである︒

する崩合かしばしばあるのでこの廻用とな

した︒このため政滑は四田の閣議で先

は︑十一趨一日発足する原子力発肥版

産綾会館国際ホール

日より三日間︒

儒

ノトーブ会義瀾俗要綱﹂は次のと

霞

おりである︒しかしこれは訂画を

欝・

③開催場所

を決めたものであって︑実施の溺
合には会場その他に石子の吸礎が
あることも開脚される．

開催要綱

随

幻体的に進めるための構磁の風脚

四日羅衣された﹁第二回議ムアイ

産業と国民の福祉に寄与

研究の発表と討論

この運ひとなったものである︒

に理解と醐いを持つ一新聞礼と久

あると︑団内関係力曲かゆ嬰躍さ

表し︑あわせてそれが鉱業界なら

れたためである︒よって日本華壇

会遇を東斌にぎ儲するといつもの
である︒

刷本原子力解業会議では︑昨年八
月﹁アイノトーブの利用ならひに
安全管卿についての突験61画︑応

用技術およひそれによる成果を発

びに単界の各殖域に寄身した実績

を公開し︑その技術の朔上と知識

をはかる﹂ため︑その第扁園を央
京で開いた︒

篇伊勢丹に︑簗一部研究発〃会を

すなわち第二部展覧会を十万日新

ルに開き︑戯に二十六日終了した︒

二十四田大手町産緬会館岡隙ホー

わが国では初めての企てとて︑官

放射線利用の15用僧減における

の二本趣冒アイノトーブおよひ

力を受けヤ想外の脳渠を収めたの

曲金の誠果を発醜し︑その技術

民各関係万醗から多大の期待と協

であった︒これを隔年行箏として

らの提出藷久は︑提出圃に国円で

新溺県ω封︑閲冶三十七

年二月置︑昭墾冠止承情大工ぜ3部電気
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舜
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田

条理環会を開き「第二図日本アイソトープ会議勝ド俗要綱」を審議のうえ承；認、直ちに新聞発醸した。

唖

朋年は夏むうその第二圓を開響す

？
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放射線エ不ルギー分際臓記︾撒

1ケ、κて用

電
，〔

る予定であったが︑この度二月に

期旧約ニカ月を見込み︑倉焚瓶名

と放粋は︑有ボ一ぱいに締切られ

予め携査するのて︑これに翻する

長︑一扁十六年工業技侑庁民冨︑次いで冒

る贈位である︒

γ君卒︑逓信狛電気気陰桝甥誘︑二十午

制改∬により⊥難技耐臨となりその院琵

同所長︑二十三町工業獺郷斥￡気式験班
ての汝隔れ艮を了．瓜すると鼠に︑原研

となった︒一二十心懸団仏人日ム猷子力研

た冒︑十月八日〃ノユネーブで発

は︑八トカ国かb蓉加申込があっ

来有九11M硲のノユ汀ープ欝欝に

参加申込八十力国
の昇絡をきめ︑八日43で発令した︑

巡事長の後仔には副興難長駝形俘択氏

究所硝理∬k︑のちこれかも効仏人にな

竈

これによって生じた甜理事Kの後難に

ρ

衣された︒会議にはこれら者国か

ワ

りその棚理繊鼠となった︒

一一
砂

器

は十二H蝉事が駄馬斌古氏が亮令され
聯

ψ
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日本原子力以業会戴では、郁母所報のように、十月四日正午から東京乱の内鎖本工業クラブで第十六
騨

僑

らの科な石一千五頁人と九隙人の

いる︒

久人

新聞記虐か鍋まるものと見られて

との︑今後の関停にも虹影響を与

いる︒

力融業鷹野では︑この好

えるのではないかと︑期待されて
Bム原
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グレー氏近く来日
羅鋭月例懇談会を準備

機会に同氏を招いて月例猷イ力懇
いるので︑関係菰の閏ではこの機

産業人にジュネーブ会議への道

論題の提出をあっせん

った︒

を得よフと璋伽を胤めることにな

利用開発都情を聞き︑43益な助．回

社長﹂︒ぬ・グレ⁝氏が十一月二

会に招待して慧見を交換しよ駐

談会を開き︑カナタの鼠子力57和
田束京に劉浮する︒これは脇能団

の蹄画があるが︑これはAEC鮎

カナダの原子力会社ALC1︑の副できる最適信者の一人と見られて

の予妃でインににおもむく途中立
川るものである︒

グレー氏はルイス制お長と並ふ陶

社の最醐賢任者で︑日本には六日
まで潅砿することができる︒

る﹁舞二隠腺子

技術出身省ではないが︑技術に関

田本原子力慶藁会議では︑明年九

あっせんする︒

議﹂に︑産業人からの諭交提出を

平和利用園際会
する知識も雲譲に持っているし︑

プのハレ・デ・ナノオノで開儀す

月一日から十三巳まで︑ノユネー

＼ジ

ては︑広い見地から禽溢な助篇の
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昭和四十年代の当店において︑重

り︑それ以後はむしろ発醒原価の

圏専焼火力とコンパラブルであ

る︒

点より見ても有朋になる傾阿にあ

〜

までは︑主として一般的︑共通的

式の優劣が世界的に明らかになる

鑑み︑ウラン濃編技術の㎜発には

悸せざるを褐ない︒その将来轡に

ではその供給を傘彌的に海外に依

万KWの原子力発魅開発を大部分 あると見ることができるが︑さら

な研究を促進することが適当であ

甦藩ウランについては謬竺

に将来輸入比箪を削滅するために

るが︑濃縮ウラン環発鬼炉の各型

は︑日本原子力研究所︑園立試験

方法で園藍化を錐巡する必要があ

圏内技術によって行い︑またその

③勧力試験炉趾画

ろう︒

母機から原則的には隅藤が可能で

鰹設︑運蔽要員の養成等を行うた

研究機関︑斑聞企業等の各機関に

ービン発電機以降は輸入する第一

めには四十無度以煎にも相当規模

おいて︑炉本体︑別測︑鮒御︑機

概冒的11動力炉建設経験︑水冷却

乱発することを目標とする︒

度一冠％︑四十二年度からは一〇

の後麟蹉化の進むにつれ︑四十年

る輸入比率はほぼ四〇％とし︑そ

索劉三一五万KWの原子力発電を とも考λられる︒なお籾期におけ

験︶四十四年度に潤三四二炉1一増

二面口中懲子垂垂炉︵殖設運転経

歎中盤子増殉炉︵岡産四轡煙の設

試験︶三十八年度に圃醗二瑠回目

年彦に濃締ウラン型水星郎解︵設

礎に四十五年度以降においても電

％と見ている︒

獄炉︵実用規棋試験︶

燃料技術開発には
相当の努力が必要

に大量な核似料を主として三内で

②核燃料研究開発蹴画このよう

精製︑加工するための技術を開発

れる客種の燃料嬰罪に開する技術

し︑あわせて将来実記化が予卿さ

ウラン濃縦の研究︑使翔済撚料の

再処理回護等を研究開発する必要

この場台この分野に関する技術は

があることはいうまでもない︒

るので︑急速に進展する際子力発

世界的に児ても未だ発展段階にあ

電の規模にテンポをあわせて︑技

子力研究所︑剛立試艶研究機開︑

したがって原子燃鷺公社︑円宏原

力を要すると思われる．

術を研究開発することは相考に努

して年悶金属ウラン換舞一五〇漣

おいて特徳ある研究職撰し︑大

民間企業欝が︑それぞれの分野に

って︑整々とムダなく開発を表罫

学等における某礎的な研究と相ま

ものである︒

したがって原子力発電薬圃の進展

発の進展と共に穴幡に増加すべき

程度と考えた︒しかしこの猛は開

製錬や加工部門は国内で

燃料・大部分を輸入
@

羅拙こ鍛蠣囎核
とは不豊能であるが所要資金︑外

燃料の盤領滋を正確に取口するこ

績極的に蓋置するものとする︑

の嗣発を行う必要がある︒本計画

上する必要があり︑更に必要に応

器︑耕料等の各緻研究を強力に置

二十六

は以上の諸点を面懸して別表の囎

昭醐

くなだらかなテンポで開発を行う

系の特認試験︑動揺試験︑部品の

力盤嬰の増大と発臓原価の低下を

ほぼコ⁝ルダーホ⁝ル型と同様な

濃縦ウラン型の象亀炉についても

々埋門型

一訓資料︶三＋九年度に園漫三好炉

考慮し︑別饗の知く原子力発電の
マ
開発を行うものとした︒

撮

曝霧醗螺裁の殴

賃収麦蛾を賦算し核燃斜関発のお

外観収支の飲警︑㎎内技術水雛の

燃料公社︑岡立試鹸研究機関を中

上の重大な箏叢であるから︑原子

が国の原子力平和調製を遂行する

なお核燃料戴源の操鉱︑開発はわ

すべきである︒

を瓢算した︒

形で輸入し︑園内で製錬加工する

向ト奪の見地から主として精鉱の

心として積極的に探蒼︑開発をす

達成する蝸合を仮定してその盤給
天然ウランの需饗斑は初期装荷燃

ことが必要であろう︒

奪度には︑金属ウランとして七〇
〇ジ︑四十五年度には嚇七五〇沖

備は糀製︑加工の部門については

に期待し︑将来国慶鉱石により捗

燃料の供給が増大し︑外貨収支を

年度でそれぞれ約六八○偲円︑五

で約監製○億円︑四十五︑覧十の各

原子力発電の実施によって照釈四

毎年度の勝婆外貨を暴計すれば︑

ザ︑原子力の珊合約一億疹となる︒

五十年度までは火力の四日一二偲

綬な
鮮
肉喚r㌔陸一脈f冬㍉㍉

までみれは逆に約一・隅隅泌節約
しうることになる︒

紹和五十年度の所要外貨を四十五

年度に毘軟すれば︑火力発電によ

となるが︑原子力によるならば所

る所婆外貨はこの間に約二・二倍

要鍵盤は約一・三倍となるに過ぎ

ない︒翼に将来は原子力発心がま

︒．．
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e錺酷暑霧究藤

・⁝

︵創唱︶

ユ︑原子

︵以下略︶

②原子燃料公社核撚料資源の

探鉱騙発を行うこと︒

⑨国立試験研究機関

力に関する工学的な研究のうち︑

主として核鯵料ならびに材料に関

2︑燃料資源の探資を行うこと︒

する研究を行うこと︒

3︑放射線等の標携に関する研究

4︑その他各機関の特箇を二二す

を行うこと︒

る如き分野における関連試験研究

1︑主として実規

発鱈蝉ならびに機器︑材料に関す

④民間企劃

を行うこと︒

こととなろう︒

2︑核燃料に関する研究開発のう

る研究開発を行うこと︒

すます多く外貨の節約に賞献ずる

以上の結果︑長い舅で見れば親子

〜

発を行うこと︒

監

群

ち憲として探鉱︑加工に関する開

力発蹴を行うことによって巨顯の

る︒

一

の勝要田賃は火力よりも多額であ 外貨の節約を期待することができ

啄酔﹂︾馬ワーギ量b匙病ζ

るが︑紹箱四十四年度むうからは

酔3㌣

民間は機材等研究

これに窪して写録鉱石の輩出予想 昭和四十二無度ころには年産金歯

る︒

翼に改轡することを閉標とする︒

は非常に困難なので︑比歓的危坐
に判明している地点のみを対象と

ウランと彪て約一五〇〇誘に達ず

に逮する︑

このため抽出︑擬製︑加工等の設 すめると共に︑民間の協力を大い

料および二三慨を倉せて昭和四十

を得ないことになるが︑この肉合

に伴って増大する燃口はその大部
よその規模を推定する必要から︑
剛応天然ウランのみでこの計圓を 分を海外よりの輸入に遷せぎる

JRR−1は完成を兄た
三十竃年度に園産一腰︵天然ウ

が︑昭箱ご手三年度にcp−5型

置計画

コ⁝︐⁝⁝．︒⁝：⁝⁝．藷①研究

ら九〇％国産

@四十二年度か

電の計画を織込む︒

るが︑四

米園の加厳水型︑沸謄水型を考一

し諏ノーボール改良灘︑

②原子炉の型式突鯖瀬電炉と

こととし︑昭和四十五年度までに

じて技術導入等の処羅を筋ずるこ

嘉耽持學奮窒二五

いずれにせよ実用原子力聚戴所は

いては現在明確に決定し難いが︑

されるのであって︑その時期に

娠戯するにいたって初めて実化

周じくなるか︑さらにはこれよ

その発砥原価が薗紀の鞘勉原傭と

用化が期待される増徽型鞘電炉は

なお濃縮ウラン型あるいは将来実

見ることができる︒

は原子力発鷹の方が有利になると

分コンパラブルになり︑それ以後

一般から意見求む

五コ十年
度に七百五線
盗 菱 々
．騨齢●二：醒；：﹂

二一雷華醤の定例会議で・猛勇閲発利用選奨の・ち遵用學璽のた岬
めの長期計衝案﹂をきめて発表した︒

これは昭和三十三年度から筑十年度にいたる十八年間

の基本計至心で︑一般に発表すると闘蒋に︑関係各省︑

原研︑燃料公社︑学術会議︑原子力歴業会議︑新設原

したがって原子力発電は原価的に

在来の火力と匹徹し︑照和四十年

昭和三十七年むろにおいてすでに

魔ないし四十二年麗むろにおいて

は︑鍛新鋭の魔油専競火力とも十

漸進的速度で開発

ラン煎水型︶三十七年度に材糾工

②翼解発爾炉の国産化翫画

学試験日を殴殿する︒

初期段階における実用務電炉︑す
なわちコ⁝ルダーホール改良型の

わが国の技術水郡より見て︑原子

KW︶を総て原子力発電に羅き換 炉本体および撚礎換器を除いたタ

る火力発戴︵送罐端出力二二五万

以外の地域に継馬を予定されてい に多くを奴悸ゼざるを得ないが︑

ら四十気年度ゆに主として炭産地 霊鑑炉は︑当初は海外よりの輸入

つ必要である︒昭甜四十一年度か

た外貨収支の上から見ても可能か

@四十五年ごろは増殖型も
⁝⁝⁝・⁝⁝⁝①蘭発の冒野

獣蕩翠ほ罎和四＋年

度以降は輸入エネルギー依調度の

増大を防圧するため火ヵ発置所の

換えることは︑原磁的に見てもま

かなりの部分を原霊力肇勉に澱き

五〇億円であるが︑以上のような

逆に火力の方が所要外賀が増加し

推論よりこれを検討すれば︑昭窟

十三年度までは約一・七億訪を徐

資金の増加する額は昭和鵬十年度

ミ︑

年度までの増加箪を仮に薙郵笠％ 四十︑四十五︑置十の各年度にお

逓減する開発費の率
程度と考えるならば︑各誌度の国

は鰻近まで総工班資金の隙魁総生
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％に相当し︑金手業投資の一・三

度に約二五兆円難度の水準に達す

績に比較すればかなり低い数値と

産および企灘業設備投資の比堅実
他方火力発蜷に代って原子力発電

なっている︒
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臣額の節約を期待できる
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るはずである︒
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最近の数年間における全産叢の設

備投資照は熈民総生幽に対して概
ね一八％の顯に適当し︑電力総工
事資金は岡昆総生塵に対し約一・
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八％前後に当っている︒
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第一次は全員通過
原子力留学生選考委員会
したらどうかとの意見があった︒

聯攻とある部分なもっと広範囲に

午後二時半から面接試験がある︒

利用蒸金が︑本

日本原子力平和

様である︒しかし十月末ヨまでに

以上の結果を総舎して序列をつけ

卑度事業の一環

なく全罎避過した︒

次いで跡類による第一次選考に入 簸終的に︸名を決定するが︑身体

遣する︑第一回

第二次野葬は二士百午薗十時の

ったが︑選考藁準に触れるものが 検査の判定までには数日かかる模

原子力留学生の

なお英語︑専門的知識の試験には

である︒

は各人あてに績果を通知するはず

共に︑その警及をはかろうとする

即した法律となるよう野力ずると

し︑技術纂準に反映させて突際に

項を取りまとめて圧ヵ長密に提出

て脹子刀局︑放射性岡位．兀素委員

前後の研究期間をおき︑日を改め

局側から説朋を聞く︒その後十日

ある会社その他の会興で︑原子力

龍田の出腰者は園法案に直接関係

ものである．

特に次の試験委貴を簑嘱して万全

▽蜷力中央研究所

を期することとした︒

◇試験質感
専務理事大山松次郎▽雪田新聞
社今弁蔵吉▽日本原子力研究所
原礼之助▽日本原子力産業会議
森一久︑末田守▽外に肥溜人一
名︒

検討会を開くものである︒

と会合して︑二日ないし三田闘の

議を経て要墓事項を販りまとめ︑

産業会議・放射線障害防止法

技術暴雌案に対する放射線笹畿会

餓記試験から行われるが︑英語試

子力醗業会厳では十月下旬むろ岡

第一次選考が︑

験では①英作交⑧ヒアリング③漁

田鵬検討懇談会を開く︒これによ

この換朝会の鈷果として出た精墾

十月八紐年後刷鋳から臼本原子力
舟などが課せられる︒なお簡単な

科学技術庁放射線讐議会では︑近

り被適用渚としての恵見と精望溺

の番誠終了前に︑正力長宮あてに

けて密輸選択し︑さらに珊第会の

勤向は放射牲同位元素婁撮会にか

藤藁会繕で行われた︒
階識試験がある︒

く放射線物頭防止法技術蕪輝を決
定するが︑これに先だって憩本原

技術基準検討懇談会を開く

箪川事業部畏の経過報告後︑選考

課で身体検査がある︑胸部疾患︑

午後一二からは東京麗力本藍保健

泌尿系疾愚に電点がおかれるが︑

︑産叢会議として提出する予定であ
る︒

好守好打・外苑沸く
微笑︑高笑︑爆笑−

表の水毒鮒藻に顔業会戯軍は打

好縄で投手戦を思わせたが︑留面

親善野球試合・爆笑の渦

笑いの供宴日本原子力

ホームランや一一塁打がとび出し︑

岩一懲一挙五点をあげ︑四回転も

︽

工業会議と原子燃料公

打者十・人で穴二六占⁝を蘇い燃料公

社の第二回親難野球試
合が︑十月五日午後一

軍負けず劣らずの珍プ

秋の第一圓戦には︑醐

ンドで行われた︑昨年

望が出たが︑実現したらどんなこ

四名のリーグ戦覆やったらとの希

して︑原研︑原子力罵を父えて︑

ここでも延なの誓戦︒席上期せず

論争後両矩の交歓会を開いたが︑

⁝鋳から神宮外苑グラウ 廿簸を口惜しがらせた︑

レー︑迷ゲームを記せ

もりで出て来たが︑あまりぱっと

豊厩燃料公社躍主将談﹁勝つつ

さん︑いかがですか︒

とになるか︒原研さん︑原子力勘

た後とて︑いずれも手
よりは臼の万が達考︒激戦二時間

は上野駅発午
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合だから勝ち過ぎないように注窟

したが︑勝負の世界は突力がもの

ルができなかった﹂

をいうから︑どうにもコントロ〜

災害補償饗

法経荷委のもとに

月四日既報のよつに﹁災害補償に

日本原子力配業会議では︑さる九

題に関する産業経露名としての意

関ずる懇話会﹂を鰯いて︑この間

見を父還したが︑その媛旅．†力平

これを取止げることとなった︒

和利用聞発総台体制の一現として

とに﹁災習補償研究小委員会﹂を

そのため法胡︑経済両後飛会のも

設け︑金沢法制委員会運矯委員を

中心として︑すでに数回の︽合を

かさね︑検甫を行っている︒
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襲業会議および原研側で黄料を準備し︑原研鯛

︐臼閏口・

で説明の労をとられるはずである︒

参頒名は鳥脅

がある︒

圓となること

庭員を超過した揃合は面癖順とし︑超過名は次

会員サービスに⁝

東海村を見学

43︑憩石掛を

：騨・●﹁＝・︐ノ︐

解3，80α

己

として膿漏に派

寸緒のわ二i＿＿．．＿＿＿．．＿

術届長︶代理村上惜報叢長から︑

騨難羨平和利用基金

要鎮を審議︑緒方町風︵交郡省学

螺墾嚢唇i日本原子力

今後は︑応募資格中の原子力関係

ののち結局次のスコアで民度蚕業
会識軍の聯を重めた︑

艦巴瓦76

縣鞭oo認田％−o颪 しない紬果になって残念た︒実力

聖

題圏ならびに講睡は次のとおりで
ある︒

﹂良働

離業会志摩の先攻︑すべり諒しは はまあ五分重々というところでし
●儒圃曽

琿貨は白目負

︵外に往復汽

会獲は荒園円

員一〇〇各︶を︑来る十一月十三日︵水︶行う︒

研究所の日躍り見単を減ずが︑その鉛一団︵定照込締切は十一月一百到糠の分までとするが︑

今後毎年数圓定期的に︑日本原子力研究所東海

田本三子力醗菜会話では︑会員サービスのため

7

▽人工放射性元素

◇十月八日

の特性とその灘南旺名古艇大学
工学部救授宗冨尚行氏
▽原子核と放射線擁名工面大学
工学部助教授小野満雄氏
▽放射能とその測鴬童名古騰エ
曹業技術試験所茂欝上西時剤氏
▽放射線隊轡とその防蘭島名古
農大学医学部購帥岡紬俊三氏

おり︑車内で三二が会費を受付ける︒なお蓋し

駕題して︑荊娼黛切隼に集合することになって

担︶で往復に

荊九蒋五十分︑同駅帰費午後七時二十分の急h

物には火気が湖題になるが︑詣日は購巾にかか

9・・＝9印駒＝

委鱒を中心に総懸を続けることと

できれば四万KWまで上げたい意 聞き︑最終的鮎爵を得るため有沢

報道として︑ベルリン北部で噛独

八臼の放送では璽独ADN涌億の

￥350

國

己
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主としてGM計数器の

﹁みちのく﹂一六貸切羅を便用ずる︒水苗駅か

9騨魑．3騨P鴨畳軍6儒・曽7馴．巳騨09鱒鱒6卿

らの持切バス︑中食などは主催名欄で準備ず

●輪留

向であるという︒

なった︑政府はできれば果月開か

弓

5，460．

◇九日

取扱い方量名古屋工業技術試験
所技竃渡辺鎖氏
▽モニターの取扱い方硅名古麗

覧唇■■魯90曽σ＝鴨魎9

わじず決行するはずである︒
騨鞘●卿9＝亀屋8σ8・二5曜．鶏・陰9

る︒研究所見掌には約二時悶を要する予定で︑
﹂㌃・健口鱒・oo：﹁・6置暫．●3の＝＝曜︐回魑一＝

設計を終り︑十二月から第二次設

れる臨時凶会で承認を縮め︑新設

て︑阜急に結諭准鮮ることにした

︵一遡︶▽難論﹁第二圓綴本ア

面︶▽一一一日安廻除総理総長辞任

443P。
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工業技術誠験所露髄ト茜薬司氏
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モスクワ放送がソ運は現伍韻力四

を学定しているが︑設計の途中で

JRR−3は現在黙嵐力一万K
ため
W象泉に帰ったが︑原子力委員 外電によるニュースでは︑三Bの

計を始める︒これは来獲四月まで

あえず英困かりとの方針で︑その

米︑英両国との刷般協鷺は︑取の

鍛初の原子力発電所の建設が始め

会では十一霞の冗例会誠で経過を

で︑委鋤会は今月末までに第一次

葱本位掛はずでに完了しているの

かかるが︑契約は二月から始めて

される原子力発欝会社の活動に支

だと報じている．

一九六〇年にρ狐臨のV7冗

その他本紙の別攻に掲載したこの

KWで︑

の建設を臨めていることを報じ︑

十月αろから据付を開始する予足

畿も憂渉を続けていたが①凶際原

られたが︑この発竃所は出力七万

士汚KWの新しい原子力発蛾所

である．一部の部品︑訓灘器︑重

障のないように国内蘇傭を整えた

原子力委員会は五日の定例会戯で

十田間の虫なニュースは次のとお

い意向のようである．

子力機関慰蕊の保障条項をB塁間

葉海大学から申鋭したWお型醤蝦

に適用したい②購入炉に嬉嬉ウラ

ほか︑菊池東大原子核研究所長︑

專

水用ポンプ︑放射舩二二の一部な

国産県単炉は遅る

蝉︵禺力五W︶など︑大学に殴賭

どは本年中に発注にかかり︑一％

ンを入れて運賑した堀合︑その硬

中村誠太郎集大教授︑藤賊根原研

︵一聯︶▽丑R原子力後﹁発電

イソトーフ会礒開俗撚綱﹂発表

対英一般協定の交渉進む
鼠落牲について経験名の意錯を求

用済み燃料については英璃の驚沓

理事らの参集を求めて核融会促逢

▽一日凶際原子力機関総会︵四

りである︒

めるため︑カナダから技術者を擢

を脱したいという二条項の外は大

方法に関する識見を聞いた︒近く

L長に駒形伊次氏就任︵一面︶

ハ
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一

用源子炉開発のための畏期戯画
ようである．外務省脳際協力局の

心に開発しており︑採RXという 体日本側の希墓が容れりれている

な

る︒

鰻初の同型炉を強落しているので

おア

八日ロンドン鞘︑十日午後巡絡の

案﹂決定︵魏魏︶▽八日原研理

あ

と研究線織の整備に当るはずであ

き
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米・持てる国の強さ

て来たものである︒

が︑器のあたり見た総会第一日の田象を報じ

はさる九月二十泥田紙鳶発渡欧したのである

力産業会議にあてて次の通儘があった︒同氏

会に出席している浅田忠一氏から︑日本原子

代表顧問としてウィ⁝ンの国際原子力櫛関総

田

蚕業の拍手を浴びたインド代表

琶＝＝＝月一＝開学＝一鱒＝一門＝霧
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ミ

濃度を高める点がねらいである︒

ついて︑閲田次長から税朋を聞く間 ガスと徽水を渇漏下でニソケルー

た低濃度煎水を冷温に︑水と窺水

キニーの一一穴が座っておりまし

なお闘君では本望駿に引刷き申薩

質の襯関への提供をよびかけて︑

の蒸気圧の比︵比揮発度︶の斧を

いう露藁で結ばれて︑聡智の拍手

クロミや系触媒を便って反応搭の

ことにしている︒

式濃縦電解法で九九・八％の窺水

度までに濃桝された水准疑に蟷工

た︒

弼めるのが中識麗濃縮の水躍︑留法

あるが︑擁設費に一ニー一寛三編

年間八・五−一〇診製滅の説團が

利用して水を蒸幣し︑電氷磯度を

ガス︵H︑と11Dの混合ガス︶毎
で︑例えば○・一％の壌水を一時

申で憂換反応させるもので︑例え

一丁穴⊥二・竃譜蟹フィードす

ば重水素濃度○・〇四六％の水素

∩原子力墾動務︑昭和＋三年旅⁝ び炎換反応法の三つがあり︑簾三

晴二〇立力酵と高水︵重水濃度○

るコストになろうとされているが

現在使用される製遊法には︑大別

鱒順工科大学喚終戦まで満州⁝ 法には水芸留法︵照鱈︶と水紫蒸

れば濃縮される水は一一・七一ご7

金剛その他に国㌶的な助峨を必蟹

に憂換反応を漏させると水紫ガス 八％のものがO・〇三10・〇二度でできれば︑ほぼ激醗に匹轍す

・〇一四五％︶毎鱒二〇鎧との悶

♂膠となる蒲水濃度が厭料水の約

とし︑また国内需嬰の点から︑前

して︵芝煮︶健解法︑簗話法およ

留法の二つ︑置換皮応法には蹴解

の霜水累濃度は○・○ご一％に滅

三〇儲になるのが常識である︐

⁝

法との併用︵昭電︶ならびに一董

要するに互換反応と水電解との緻

途にはかなりの岡題があろう︒

⁝篭業に動務・

温度憂換法があり︑これらが単独

・〇四七％に増加する︑

閲するに反し︑水の重水濃度は○

み合せば︑福島により鞘擬する水

を触媒の俘在のもとに︑水燕︑気中

が︑いずれも隙料ガス中の三水累

に移行せしめて︑噴水爽の濃度を
辮める方法である．周覧の勉解−
変換反応双胴法では︑戴解槽を三

唇

ば︑それを阜く進めるとか︑先

先般日米合陶で︑原子力平和

原子炉の種類︑

構造︑材料⑤

濃縦ウランを燃料にすると︑原

子炉の刑を小さくできることは前

にも述べた漁りである︒その濃縮

ウランを使った阪子煩の中でも︑

もっとも蟄なものは︑ウォータ

；・ボイラー型と呼ばれているも

のである︒この一口海村で大騒ぎ

︵瀬藤象；

三一妻㌦

で

炉
︐

を遜げている︑ソヴィエトの原子

男謎癬鯉山麗獅

一番簡単な原子炉

ウオーター・ボイラー型

な名匠ではない︒別にこの隙子炉

勇

黙

ジ

￥

︑

モ︸

奪一

タ2罫

力工叢について︑専門研冤娠磁

ろrとするものり十月十穴臼および

発の鋳藤保汰から研彌腐縦を孕ほ

二十一日午綬瓢時︑中央μ厩本構

フ︑滲加淋二千円．

志石旧史胃騨済新報訓内締済クラ

公社探鉱關発契約

除解燃料公ねでは十月九日夜︑

搬も宥禦な勘賊︑澗出陶県規の入

わが国のウラン︑トリウム繰中

聞発について︑畝策惚名代喪︑ウ

形鯨地B︑鳥取蝋倉毒地μの探鉱

ラン鉱叢会社会長坂臼平興衛出と

契約に調印した軍日羅表した︑

性物忌が外に出て送てし崇うこと

めに︑核分捗を起したときに放射

生繊巧がこまる︒この歳はアルミ

である︒穂に錨体の放射幹核分製

などの被響准かぶせてしまう燃料

運転するには熱練

棒測式の方が販扱いは楽である．

した化掌琶が必要

この型の原子．炉は︑温疲が上る

と鑓猟反応が韻りにくくなる貰

が闘い︒つ蒙りある程麗の自a調

いうのが穴ていついている︒

もう唱度糺合させる轡怨合遊騨と

ることである︒この酸凝と水黙な

分酬して爆発性の混合気依をつく

放射纏の揮用で水が醐顕と水環に

浄濡しなけわぱなら次いのは︑

用いていなかったくらいである︒

R翼11という涼F．炉は制御棒な

これに似た綴織炉で硯に述べたH

節幹があるわけである炉比娠えぱ

屑のJR二一1も︑一・一三羅ぽ

出力は小さい

ンクリートの塊りである︑

囲んであるから︑外から見ればコ

心のまわりは厚いコンクリートで

っとも何耀も繰燃すようだが︑炉

二〇評蟹三度ですんでしまう︒も

だから炉心全体の臼方がせいぜい

鶴しろ群径一紀智度の球ですむの

ネズミくらいちがうわけである．

も必嬰だったのに比べると︑救と

が数十メ︑グラファイトが数百ジ

・グラファイト瑠では天然ウラン

の中でお湯がわいているわけでは かりで臨界に癌した︒天然ウラン

ない︒㌘．際に脇子姫の中で水を沸

櫨させて口気をつくり︑こわで発

電をするボイリング・ウォ！タ⁝

れとは全然別物であるから間違え

雄︑つまり繍謄二二というのはこ

ないようにしなけ爵ばならない︒

炉心は水溶液

この塑の原子蝉の心臓三つまり

／

か9五八○屡で臨界に達した︑爽海

これは一四％の濃縮ウランがわず

な側もある︒馨な藏の形で煙

ければならなくなったというよち

食レてうになり紺局つくり醜さな

さい傷がついたためにそこから隅

は︑客器の内面のメノキにごく小

つくられたウォーター︒ボイラー

HT鶏とかいった均娯型の発電炉たとえばノースカロライナス学に

も原珂的にはこの拶と醐じだとい

えないこともない︒

出力が小さく︑したがって利用

できる中盤子の数も少ないので︑

研兜用転子炉とはいうものの︑実

扱いにくい点もあるわけである︒

うということも簡順なようで案外

際には研究の目的にはあまり利用

ちろんできない︒ある稗繊のアイ

る︒

廷轡︸

㌔〆

許歪匹曇

か帳き

型などについて説明することにす

ル型およびその系朔にある廻田民

る︒この次にはスイミング・ブ⁝

る原子炉はこの他にもいろいろあ

もちろん濃繍ウラン聴燃料とす

その他にもある濃
縮ウラン型原子炉

価韓はない︒材料の試験などはも

ソトープをつくることは珂能であ

る︒しかし何しろ簡増だから安く

る︒原子炉運転の訓練用としてつ

で懸ることだけは﹁とりえ﹂であ

くられたものもいくつかある︒

〆

〜

レ

がいきなり水の中にとけているた

しなければなりないことは︑燃淋

たLOPOという猫前のものだがただこの簸を巡転ずる際にπ噛

九四四年にアメリカで運繁始め

縦籾にできたこの型の原子炉は一

かですむということである．一番

この押の特長は燃糾の蹴がわず

少くてすむ燃料

で割ったということである︒

を硫酸や硝酸でとかし︑これを水

にして使う︒簡単にいうとウラン

ウラニルとかいったような導く口物

ないから︑爾酸ウラニルとか硝酸

ウランはその法までは氷にとけ

子炉を均籔瑠と呼んでいる︒

在することになる︒このような原

から炉心の中の講所にも一様に惇

簡単なことは簡単であるが︑ウ
だけのことである︒この氷が申性
ォ⁝ター︒ボイラー型はそれほど
この瑠は機髄脳には余く捌単で
子の減遊物資としてのはたらきを
している︒あるところまでこの闘 撫力の大きいものをつくることは あるが︑巡蔽には熟練した化学艦
ロ
液をつぎこんでやれば臨騨に達し・できない ．せいぜい吾KW魯度 が必要であるとさ勲てい為︒これ
一
魂鎖反応が始まることになる︒温 である︒象海君のは泥OKWのもは酸性の強いウラン化合物の溶綾
を燃料として取扱うためである︒
のである︒もっとも︑H鈍14とか

温のウランは水にとけているのだ

したものがだぶだぶと入っている

に農糊ウランの化禽物を水にとか

帯ばかりのステンレスの容器の中

をやったのもこの型の原子炉であ 炉心は︑何のことはない︑雛径一

をして火入れ式だか焼入れ式だか

ウォーター・ボイラー︑つまり

る︒
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湯沸し環という名前はあまり適当

したい︒

らず︑必ず実現することを切墓

がある︒これが単なる謡におわ

設けることを暫えているとの話

て︑来年礎には尿子力工単科を

が︑現登︑数カ所で行われてい

生に︑原子力を勉強させること

二つとか設け︑少数の大学院学

大学に原子力謙座を一つとか

たものと解した︒

を﹁その慧憲を持て﹂と慰醸し

斜えたが︑私は岡三のこの篇恥

の実力では必ずでさると思うと

積極的に考えたらどうか︑日本

蒋の獲臓をすることを︑モノト

かし田本は尉国内で原子力技術

ドマン氏は︑それは心4転た︑し

隈猿子力庁から派鷺されたグソ

しい鷺の発昌があった際に︑墨

て︑できるだけ玉茎を図って欲

噛圃署塵＝．．9＝篤辱．薗・・◎．﹂・・9﹄雷

る意憲を持つことである

か賄っているが︑この状態を長

悠が足りないならば︑その螢成

利用会蹴を關いた際︑農本側か

︸≧ジ賦︸65隔日孝

を饗する姑込であり︑一一碩円秤

されているが︑昭電で銘酒してい

または適蟻に組合わされて企業化

この濃くなった水を電解液に返し

垣ガス中のHDガスを回収して鍍

T忠蔑田奄爾発⁝

もてる閣の強さをみせたりしてい

ストローズ︑ウィズワース︑マソ

塚の三人︒アメリカの代表腐には

日本の代表罵には石鵡︑古内︑穴

他国の代表はわかりませんが︑

ました︒

を盗びました︒

各国のメノセージは以上のよう
に︑にたりよったりですが︑アメリ

カのストローズ氏は︑アイクのメ
ッセ⁝ジをよみあげる酬に︑一く

さり自分の演説をやり︑特殊核物

る二方法が最も多く工業化されて

て交換反応を繰り返せば︑最終的

方法についてフローシート・スラ

原動専の化学グループが

重水工場︵電昭︶．を見学
いる︒

ードバンクする事により︑重水素

水素水としてこれを電解糟にフィ

イドを使用して詳細な覆工があ

簿た模様である︒なお本賦験は一

一己化水紫ガスとの変換がある

鰐られる︒このようにして得られ

一次濃編試験を成功轟に突施し︑

り︑引続き両氏を中心に活発な質

廊下テスト中の水電解︵水際一水︶

御・騨嚇︒賃⇔・．管齢脚＝唱窮．の・脚．卿

二明容までに終る計画であり︑来
段に使用し︑漸次濃縮された最終
．密の研究会でその総合的な糾果に
段階の電解液巾より発生する水素

．ρ︒︒︒．

うにしたいものである︐

との理臨で︑岬魚には亮足し難

でないと︑例えば外脚へ留学生

り︑あるいは研究施設に片よっ

く続けるのでは︑わが圃の必嬰

に融く蕊委するとか︑実験設備

ら︑米麟へ留学生を導燈して原

匁

総藻蟷
罐魍勒

には○・一二％秤度の低濃度重水が

原動専化学グループは︑原子炉開

のもとに︑巾醍度濃縮法として︑

またこれと並行して矢木博士指灘

に東大工学部総合試験所︑葉工大

！礎換反応併用および穴曜留の二

ロロロコワロロロコロワロロロのコロのロササつののロコのドコのロロのササら

しかし鰻も肝要なことは︑圃
としてこの不足を充たそうとす

いとの説もあり簿る︒また饗敗

を出すのでも︑日生の獲成を後

そう

鯨蝋聴樹てるには︑必饗数の算

回しにして︑帰ったら実務に就

る︒原子力局︑交部省簿︑この

・垂・三・§教育機関の適切な処置を望む・・蓑⁝

㎎蒸技術者の不足が悩み藝︒垂≡．︒．．

り︑いずれももっともな話であ く者に重点を既くことになった

定から始めるべきだとの説もあ

ないとか・姦灘がないとか

これに戯しては︑先蛋が足り

のコののゆロロ リロロユの ロしササのササロロロロのロロのサロサのらコロロコじコのロロロロほゆのロサロの

噸
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原子エネルギ⁝の平和的利用
が急驚に販上げられつつある現
状において︑われわれこのこと
に関照している蒋が︑簸も悩ん
でいることの一つは︑現彼この

旦那を担当する技術岩の不足し
ていること︑また近い将来には
礎にモソト不足するであろうと
いうことである︒

間顯に碑凝関係のある霧庁がゆ て︑学生の赦胃用の設備は何も
考えていないことになったりと

現在の不足は︑弾蟻り他の穿
問を修めた人達に︑原子力のこ

いうような︑不工合が生ずると

心となって︑こ由等の悶熾を真

とを勉強してもらって︑なんと 剣に叛り上げ︑調斉が必嬰なら

とするテンポに合わないであろ

として鍛小限鰐を臨奏すべ衰か

思うのである．

う︒なるべく皐ぐ穴学その他の

等力の勉強をさせることに関し

︽
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原︑

憂済度鴨島には水玉一水︑櫛化水

発に関する化学的諸問題を研究の

の会識は十蒔半開会です﹂とあい
理工学部曳験竈を見学したが︑こ

婁い

／

口一水︑水紮ーアンモニア︑水閣

対隷としているが︑従来の文献を
水の蒸留法の中日試験日行い︑い

主とする机上關査ではあきたら

分れて試験設備をつぶさに見単し

さつがあって閉会となりました︒
のたび照鍛の好慧により同村の開

長C・A・ベルナデス︶

・

たが︑メンバー一周多穴の印象を

疑計論が行われた︒次いで数研に

説明があった︒

ずれも良野な二二を収めている留

たので︑会場入霞に腰き豪したか施設を実地に見学︑勉強に側面的

第哺日は既にO駅知のとおりの式 ファイト・プロノクを贈られましず︑原子力企業︑研究機関の関係
興で︑何も格別串し上げることも
ございませんが︑今日の分を日程 ら︑どうぞO蜷下さい︒なお明Bに役立たせることを考慮し︑すで 次いで隅工埆溜水重水係長より︑

もちろん第一日ですから全く儀
水工場を下学し︑あわせて垂水に

どおりお知らせしますと

式ですが︑印象に残ったことは各

①開会の豊﹁欝︵雌備委員会委鍋

憲樹三鷹ちにべルナデス氏の先
関する討論を行った︒

藥まるもの矢木虫任以下三十津名

＼

そららいたい患晃

メソセージが︑いずれも次の三つ

の点で一致していたことです︒

の蘇蓼轍重量鋸蜜纏射蜂

◇八扇の総会でブラジルのクーニ
ャ代表はコノラジル政府は醐際原

子力機関当局と喬意に達した趾の
核燃料を提供する﹂と需朋した︒

◇九二の総会は︑機関の本部をウ
ィーンに常鼠することを決めた︒

またフィンランドが五十六番目の
加賜国として認められた︒
◇＋鶏エメリヤノブ︒ソ達代表は︑

ソ速は声影ウラン五十謎を機関に

た︒

・

五十評を温加提供すると鴛明し

衷スポ⁝クスマンもソ連と一瓢の

⁝ 提供すると発表した︒ついで米代

●

し無宅r

解・墜拳象騒ぜ芝ド轟聖きレ軌臨﹄匿

︸

滋で全随起立の中にオ⁝ストリ
アの大続僅が入場︒
②一分間の黙祷︒

③オ⁝ストリア穴統領のメゾセ
⁝シ︒

のノルスク．ヒド騒乱の一万三千

蜜合にも取り入れりれてか雛難鹸運搬

④凶連箏務局長のメゾセージ
第二には原六爆糞石との結びつ

きが︑多かれ少なかれ握趨された槽に次ぎ世野第二の艘傭容鷺︶を

︵代舗︶︑

⑤懸備養盛会養員長の式辞︒

こと︒

第三には・ウ・⁝ンの麩的覧纒度濃縮︵δ％まで︶につい

一利用する引水製造試験︑特にその

⑥各国売着及び首相からのメソ

セージ︵アメリカ︑ソ遮︑イギ

琵が強く意識されて︑この土地をて研究か萎託され︑同社では原料

中のエアロゾルの測定︑分離係数

水ならびに水紫の糟製︑原料ガス

リス︑フランス︑カナダ︑イン
ド︑臼本︶

ア政肘がここを握供したことを雰

選んだこと︑あるいはオーストリ

︵電解液中の窺水素の濃度と発生

この第三の点は全く木思議なよする水禦ガス中の重水紫との比で

常に感謝されていることです︒

これがすんだ後オーストリア大

続震溺︒
次いでベルナデス氏が﹁兜にア

メリカ代表よりも話があった如 うで︑インド代表のメソセージなこれが大きいほど般傭が小さくて
どは﹁モ；ツァルト︑シューペル済む︶の向上︑交換反硲触娩︑変

甲唱ダレ窓書阻

⁝

ぐ︑アメリカの御妊意により︑世

吊翌

た︒

ト︒アンド・べ⁝卜⁝ペン！﹂と換反応の篭礎研究の段階を経て︑

◇七日の特別総会は君長にオース

貿瞬砦婁︑渓

掌

／

舜登録の原子炉に便用されたグラ
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ターリング・コール氏は箏務局畏

母通常総会議長のグル：氏は誤ま

トリアのカール︒グルーバー戸戸離

◇十月置臼の理事会で米即代衷ス ・副理事長に選ばれた︒

ル・ウィンクラ⁝博土は理事長に

に激澱︵既報︶チェコ代表パ⁝ベ

︸なお岡臼ポルトガル代茨は十万詩

ヌターリング・コール民
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舶
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ついでアメリカ大使館から提供さ

電所の完成までをヒ映する︒

れた︑医学︑機業︑工業など多方
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◆絶えず不頭と恐怖態におそわれる

◇や忙らに腹立ちつぼくてならない
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ことにトランザーはこれまでの
精神安静剤と巡って︑いつおの
みになっても眠くなる心配がな

・懸り︑心に平和を響びもどす新
しい糖神安静剤です︒

トランザーは心の三管や不安を

☆

@

後竪子カ月拗懇談会で講演する︒

だ磯定はしていない︒九臼には羽

︽

ぞ

を

⑧

@

@

その後は次のとおりであるが︑ま

の会﹂を㈱幽する日末腺チ力平狐

利胴括金では︑州引三二ご・†六日午後

二偽から佃倉市膏沢女学院講堂で

も開く︒これは虫北竃力の尽力に

よるもので︑講帥と映圃の紳臼に

ついて︑闘ド関係煮開で捗計して

いる︒上元の地理的状況なども十

分考虚して発着を期しているが︑

開催の主翻からなるべく一壷的な

張

緊

ち

立

@

@

嚢購⁝

安

じ

ハ

@

到着は三日
クレー氏の来京は予定よりおくれ
て十一月三円となった︒午後三綱

面にわたる頻子力の利用を示した

﹁厭子科学の進歩一を観覧して岡

田発帰鰯の予短である︒

午前五グループ懇談

四時三十分終了の予鑑である︑

◇六日

会︑正午五グループ︵あるいは

仙台は十六日

日光観光︑日光泊︒

十一月二日北海滋で﹁鋼演と映画

原子力後員︶午食会︑午後視祭

◇七目

東海研究所視郷︒

または観光︑ダ歌㌶伐配物︒

◇八日

このほか各生雌工場︑集地千藥火

力の視察なども考えられている︒

二十湿分TAC機で羽田に到競ぬ
ちに官倉幣園ホテルに入る︒翌四
B午前はカナダ大使餌紡最後涼子

ナダ大便︵あるいは原子力委員︶

力委鱗との懇談会に出撃︑難曲カ

の午食会に臨み︑午鍛は外務省・

原子力局・燃料公社・原研三岡懇
談会後涼研の娩食会に田席する︒

終日は腺研懇談会後︑葎午日本腺

北海道へ初の進出

ず﹁原子力隅題および諸外語の開

講師は藤陶膜子力委員と大屋副会長
日本原子力平和難燃

マ／

@

︷

曜ξ●噸脚49・亀．3．亀●．ξ︐．

る︒講師はいずれもわが掴におけ

テーマを選び︑地軸市民︑宿公関

についての関心を呼びかけること

係名︑学蕉生徒の原子力平和剰用

駐﹁

@

@
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ナダAECL副村長グレー氏を迎えて︑その囎寓な知識と経験
︑

るそれぞれの分野の雑威名でもあ

発状況﹂と題して誠演ずる︒氏は

諸外冠の開発の請引摂と撃発状況

になるものと見られる︒

墜蜜の園遊会に﹇十副月四臼行

撃力関係五名選れる裁下

の草深会に独子力関係からは大開

敦氏ら五氏が招待を受けた︒

前窟腺肥大でさる九月

託した学力凶務相は︑

二十五日東端病院に入

その後の経過よく︑近

く退課するものと易ら

れるが︑今月申は三二

予定である︒

この調査聞は︑動力炉期入に醒す

る単なる調査のみを行うものでは

なく︑新会牲の創立によって必饗

となる発竃用動力炉を鰐黙するた

であり︑したがって胡長も会廿の

㍉
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@

脇朔45
8

講演会四つの一瓢一日本原引力摩叢会議では︑今月末から来
から︑わが園への助属を聞こうとするものである︒

授と出崎氏は﹁アイソトープ研究

基金が札幌恥で催す

および問題点︑アイソトープなど

﹁原子力平和利拐の 原子力の磁器︑理論︑臼本および

認演と映圃の会﹂は

につき説朗するものと謡われる︒

次に日本原子力書誌会議刷会長大

時から陶珈第︸生禽
ビル九階大会覚で開

屋敦氏が登壇﹁原子力発地と噸業

十隔月二嗣午後帽

く︒臼本原子力厭業

への影響﹂と題し︑わが圃におけ

る原子力発語の必要糊と涼子力の

会議︑北海道庁︑北
海道賎力との鳥撃主

埋門を活かした別用の虫払を明ら

寮川麟五郎︑

酋肋者の中から決冗されるはずで

このように調総懸は購入の昌的で

行くが鰻終的な獺郷は行わない︒

英圃側から琵秋轡を提出させるた

めの必饗条項を調在して︑種々打

合せたうえ︑英園欄ではこれに撒

いた見積轡を日本側に提難して

Nく

来るということになるものと姑ら

れている︒

≦

@

畠し9
班三階8
廠望695
月中旬にかけて︑一日目﹁原子カ月例懇談会﹂と︑一ろの﹁欝
日末原子力平和荊用鰭敏ならびに旭両側と共催する﹁原子力平

利用の世界の動き﹂という共通演

り︑関係方励の期待に十分そい得

て行われた︒

一日おくれて十日月三日楽熟する

氏はインドに患磯の帰途︑予矩に

五日白本工業クラブで
臼本原子力立業豊田では十月二十
九鷺に引続いて︑十一月流記午後

催で︑道教青委員会

かにする︒

講演後映幽に移り︑イギリス大使

及び北海道新聞社︑

北海タイムス︑北海道放送など︑

地元報道陣があげて後援しており 館提供の﹁英国の原子力偉業﹂と

◇取締役候補者

一本松琢磯︑編鐘勝治︑欝欝悌 めに訪英するものであるから︑田

河禽良成︑倉紹兜税︑菅礼之助︑

海満湿︑太田壇士鄭︑大紹敦︑

する人々があっても︑それは顧閻

ある︒会社外の窯庁などから謬織

二郎︑石坂泰三︑井上難燃︑内 員の構成は噺然嚢会社のメンバー

和田幅輔

窩難燃帽︑魏漁猟滋︑松根宗︸︑

といった資格のものになるだろ

襲㍉

う︒

足立正︑植付

◇監査役艦載者

紹午郎︑石島昇︑杉避助

艮長に︑訪英動力炉調査側につい

ドニ紺や劉

ては︑まだ戴終的決定には潤して

卜毎戸

9

9

行力賊
演と駿圃の会﹂を開催する︒

第一生命ビル大会覚で聞くが︑続いて︑＋六日には側台市朴沢

和利用の講演と映闘の会﹂は歩を初めて北に飼け︑一員札幌ゆ

リの国際アイソト⁝プ会議から帰った三権威麹遭えて︑内患の

月例懇談会はいずれも策京で︑一つは十月二十九日︑巨資るパ

女学院講盤で蟹される︒
●︐7

るが︑これらの三講演によって︑

学に関する部門を分担して説朋す
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冨＝
日魑
量．
し随一儒

る
世界各剛が︑現在アイソトープの
研究刑用にどのような業績をあげ

嚇ら±黙認が翻字解し︑研究難文を

まり︑わが閃からも原研の木村理

題で︑三井教授は愚物単︑殿挙に

るものと慰われる︒

参加三権威が専門分野で
の納十三圃原子カ月

田本原子力産業会識

発飛した︒

関する部門を︑銀雪氏は物理︑工

ているかを睨らかにするはずであ

例懇談会は︑十月二

部門に分れて鷺められたが︑部会

書眉は総会︑部会︑一般講演の一二

く︒今回の講演は︑

ニナ九臼の月例撫談会では︑講師

グレー氏が助言を

凍漿丸の内日本工

さる九月九日から二

に科学捜術庁原子力局アイソトー

はさらに物理︑鷹物の二つに分れ

十臼まで︑パリのソ

プ繰畏鈴穴嘉一︑製図大学腿孕部

業クラブ大会覚で開

十九日仔後一時から

：魅属為f竃3屡鯵も︒

アイソトープ研究利腕の実惜凌聞くもの︑剛つは十一月目日力

・嶋鴨＝

胃亀・廓膨・篤亀・σ響國●9
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ド摂

9．p

教授三井避牛︑科学研堺所霊位研

が︑月例懇談会では﹁カナダの原

ルボンヌ大学に開か

ご時から︑第十四圃原子カ月例懇

子力聞亮酵勢ならびに海外との協

れた雪篭アイソトー

談会を開く︒会堀は棄泓乱の的鷺

兜員山箭交男三氏を煩わすことと
なった︒

︐．．︑．．．．．︑．鱒．．︐．︑ブ会議出席名数招い

て︑百で顧た岡会誠の実際を間く

のカナダの原子力会柱A鶏CL副ー那尉と原子力瀾発︑原子力頻用

本工業クラブで︑懸想は前主所報

を示すものおよび﹁猷子力時代の

一般衛民︑教職員︑主公を対憩と 題する︑同国の旅子力の発展過程
するものである︒

きス院のまま涌獲ずる︑

︑爵ギ貌読訴

いないが︑十一月中旬に出発する

鮨呂は旅子力委勲防岡田夫氏がま あけぼの﹂と題する︑原子蝉の原

日創立総会

＝二ロ四川一−﹂＝回一一一7脚7

立総会を開催する︒

艮も二曲第五郎民︑剛本松珠磯氏

当日は発泡人︑販締役候補者およ
び號践役候補岩︑株主が蟻集し︑一

れサ

調査囲の顔ぶれ︑団長などについ

一月一臼発聾するが︑発起人会で て汀合せた︒

日本原子出発戴会社はいよいよ十

メンバーは会社関係から

調査団は中旬出発

おりである︒

決籍している役員候補老は次のと

に決算しよう︒

販締役ならびに監獄役の報酬遊決

十四条所適職項の隅査報欝があり

四磁を選任したうえ︑商蔽第百八

認し︑取締役戦雲名および胎㎝践役

事項の報告がある︒のち定款を黙

庸田発夢人総代から劔Ψに関する

いるので聞題がなく︑総長︑勘祉

前露霜から︑予箆のとおり東泉丸の内の張本工業クラアで創

払込も蟹了し︑滞りなくア統が進行したので︑十剛月周臼戦

霊鑑を総代として創瑳離備な進めていたが︑このほど株式の

ら
田本藍子力立犠株式会社棚立人会では︑既報のように岩田蜜

原子力発電会社・準備完了

十一月
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対して貨蛮な助︑議をするはずであ

て購演し︑わが国原子力鱒業界に

謝画︑海外協力の方針などについ

力について﹂と題して︑エネルギ

イソト〜ブ無識の印隷﹂と題して

鈴木アイソト⁝プ課長は﹁圏際ア

〜・蓼

．麟

磯激

枕藻﹂・L・グレー氏である︒

議はユネスコの主借で︑捕盟四十

会職の︼般について認り︑熱弁赦

ものである︒隈際アイソトープ会

九力図から約一千名の科学属が簾

彗＼嚢〜混み

鞭鞠嬢熱

?．窺
講鷺駆鵬．

定して絡了︑即日設立信認して︑
ここにわが権道籾の原子力による
発二会麓が発足するわけである︒

げ

販締役および監査役については︑鼎
は千月十四日日本原子力酸業会議
ワ
悔発に鞘工人会で候補看を決定して の会畿撃で︑一本松関鷹常勝を婆
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纂硬的爾査および応用研究の三つ

髭

とし︑それぞれ担当看を決冠した︒

健物理部放射線管理整長代理坂岸
昇吉氏を招いて﹁原子負事数と気
象条件﹂を議題にレクチュアを開

琴・

叉

、

σぜ恥

冥土

∬

違竃

・

畷

へ

たものである︒

さる兀月二日から二十一日まで︑

の共同主催で開下した第九圓放射

続く一般溺議は︑ポーランド︑

五を岡際原子力機関に供出するこ

が︑ソ連が混○壱のウランニ三

大

三六

ノノ

城末臼

ﾃ本

鐵篇

りり

雄二三

晒馳朋イ縢重

の工第設計︑設備の調達︑操業開

した工程などについて委しく説朋

磁日は猷子動力専門委員会を初め

子力産業会蔽︑日本腺子力研究所

日ム放射佐岡讃称累協会︑日本原
米凶でも豊直な経験を持つ会社と

吉︑小川唾罵緒氏も伽を昆せ︑約

安川第五郎︑商檎幸三郎︑橋口三

オランダ︑イスラエル︑スイス︑

厨聾3嘩縁；娩．

始の擾麗な行った経験から︑提醜

したのち︑︐出席名の多望に対して

○田本でウランの製錬︑加工

次のように答えた︒

の涼料が変ることである︒均一な

をずる崩合に過るのは︑フユエル

ものを便用できれば︑この國難を

避けることができる︒

○ここでいっている製錬設備

であるから︑これを日本に設置す

は訓練の団的を有する筋合のもの

のに比べて安くないと思う︒しか

ればその原伽はアメリカから買う

いうのであって︑あるいは赴って

しこれは零本の燕賀を彌らないで

いるかも知れない︒

る醸談会﹂を開いた︒

客紳後員会委員中燃緋問題に尉孫

た六︑七名の研究饅が一緒に研究

して有名だが︑先Oろ小規模ウラ

ほどまとまった︒

翰虚位元素講智会の報告轡がこの

七日の一般罰議は南ア連邦︑イ

フランス︑チェコ︑チュニジア︑

が︑この日は一般謡威の扱終日で

十月十一日も全日一般讃議でず

とを約した以外は平凡でした︒

十月九8は︑開会すぐフィンラ

たが︑大した箏なしです︒

ハンガリ；︑ブラジルの各麟でし

タリア︑ポルトガル︑スペインが
発轡口しましたが︑Oく一般的に霞

ンドの瑚際原子力機関捌入か要請

圃の腺子力箏箭または原子力訓画
の紹介︑図際原挙力機関への希望

マラ︑ペロロシヤ︑アメリカ︑イ

ウクライナ︑ノルウェ⁝︑グァテ

等を述べたに止まり︑ポルトガル

所在地として︑トルコとチェコか

が閏際原子力機関に対してU30陶器され︑次いで機関の職務局の
8百メを供出すると翫閲した以外

この日の一般誹議は︑アルゼン

⁝のランダース氏は︑技術者の璽

が︑大したことはなく︑ノルゥェ

言しました︒

ギリス︑オーストリヤの各岡が発

選泥があり︑ソ連は不溝を褒明し

ア︑スエ⁝デン︑インド不シヤ︑

チン︑カナダ︑ユーゴ︑ブルガリ

〜

長市祁
祉阪京
役大東

蹴

㌧ーーー耀一払爵一︸ーーゲ

本頭

京

収
社祉
ユ 麦

締

基礎から応用
堅︑製錬研究鐙︑選鉱研究整の三

カタリティソク社はウラン鉱石か

ある人々が主として鎌脚したが︑

を続けている︒現在までに行った

ン製錬設備について盲目勉工に提

五十名の出三者があった︒

講習会の申込者に見る
つからできており︑現鷺約＋名の

ら金鱗ウランへの製錬について︑

に移ったR一
三訂と原子燃糾公社から派遺され

研究は︑政府の萎託研窟である國

司会大話三会畳は︑原子力発電の

今圃の特長として大学関係が減少

案して来たので︑聞社では螺門技

とがあげられる︒実習関係でも舞

して脱蝋関係が躬しく増加したこ

技師たるホルビ；氏の話を聞くこ

六二︑民閲関儲五〇に比べると︑

七圃の学校関係七四︑官公碧関係

るが︑これは基礎理諭の研究から

今剛は四六︑四一︑五六となってい

のであろうとしている︒

応用に移っていることを物鋳るも

ホルビー民は︑米原子力慰顔会の

ドラド製錬会社ウラン製錬所など

ラン製燃センな一︑カナダのエル

オハイオ州フ嶋ルナルドにあるソ

とになったとあいさつした︒

開発によって︑燃科の製錬︑加工

術名たるホルビ；氏を招謂した︒

︻

③その他

が大難な問題となったので︑醒門

研究などで︑・今年度も多くの研究

鳳
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計画に開する件

②原子炉と放肘能の展冤会開催

関する件

①関口研究用腺子炉設骸問題に

の凝桝荷欝好した︒

産ウラン鉱の選鉱︑製錬に関する

関西原子力懇談会

常任幹事会
日本原子力産業会議関朔原子力懇

十分から︑大阪常設の大阪商工会

談会では︑十月十六臼午後扁額三
圃研究所は大穿六年ご⁝菱合資会杜

臓所で第十回常任幹事会を開き次

忠

らウィーンが持ち出され︑全会一

ましたが︑蕉式には持ち出さずに

十月八Rほまつ先に事務局長の 致で司決されました︒

は大都件はありませんでした︒

算婁熟考︵委員畏ミェミノティ

米麗のスターリング・コ；ル氏が

なしでした︒

ことを発窩︒その他は大したこと

評螺を脳際原子力機関に供出する

イギリスはウランニ三五で二〇

視を直照しました︒

アメリカはマンキー丁氏でした

管理ならびに法律委風会︵委餌

朝鮮︑インド︑キュバ︑ギリシャ

十月十日は全臼一般討議で︑デ

が発漕︒情報交換の推進等が各園
壇︑右手をあげて蟹欝を行い︑そ

ンマーク︑メキシコ︑オーストラ

喀出決定の拍乎後コール氏が登

金厨一致で選掛されました︒

の後彼が米隅内の公私の職を辞任

を作り︑さらに八力国の捌議長

長ファーミー1ーエジブト︶

ーーフラジル︶

プログラム・学術的ならびに予

次いでメイン・コミソティとして

田

一般討議で参加国一巡発言一

浅
十月七日は特

別総会第扁日で

と膿に・亨

アメリカ︑ベネズエラ︑フラン

するのに約一カ月半を要するので

ル・グルーバー

ストリアのカー

ンド︑インドネシヤ

ス︑ソ連︑日本︑爾ア連邦︑イ

から提娼された総総でした︒

全会一致特別総会の議長に選出さ

エジプト︑ニュ⁝ジ⁝ランド︑ル

！

〜

辱

十二月U田から謬脇局長に嫁く旨 リア︑ペルー︑ソ連︑アルバこア︑

へ

が選繊されました︒このすぐ後に

叉

れました︒︶資格審査島風会の瑠

も

ーマエア︑パキスタンの謡でした

話

代行することになりました︒

︐

塾ξ ヒ

二輪︑それまではジ寓リィス氏が

η

や

ζ

蓬㍉

般密議にはいりました︒

︑

・ k︸一〜

㌧︑響砂の・ぐ

き

繊弱婁母会が成立し︑引続いて一

デ
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／l

メンバ⁝をそのまま︶等を行い︑

︸

一：

鉢一二墨暴帳鄭ーー拳鷺

文誌

名︵これもまた通常総会と同様の

撫嚇描講饗

氏が︑ブラジル︑スイスの提唱で

︐臨≡胴一二≡≡≡9

ウ第

イニ

一週 選出︵通常総会

会議 編どおり議築
ンのの操用・識長の

議事

二≡≡≡需三≡郎

日本・副議長に

磁離驚異．⁝齢雌機曝
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鉱由部の鉱山関係研寵部門として

としたものである︒

理状況を見て研究の滲湧にしょう

研窟鍼の施設を工学︑具体的に処

最近％譲した同研究所の原子燃料

換気関照の耕究を葺けているが︑

汚染処理第二小委は︑鍵気浄化︑

所の原子燃慰硬究餐を見学した︒

四日午後二晴から︑大玉南の三凝金属鉱業株式会柱鉱藁研究

臼本原子力産業会干葉毅研汚染知即班第二小委鍛会は十月十

藪下羅大宮の鉱業研究所へ

施設研の実地見学

くことにした︒

すなわちデータ収簗では実効除曇
断面積︵三菱円重・霧木︶︑ビル

また湯沸し型︑廻ITRアルゴノ

・郵

拓㌔辱−

11宕側面︑立木の向うにあるのが送送気洗浄藏玉目

三菱金属・鉱業硯究所原子燃料研究室

ついてのハザード・レポートにつ

ル型︑APP R 等 ︑ 燈 心 原 子 炉 に

ート︑獄㌍K︑スイミング・プー

ド・アノブ係数︵立大・織田︑電

鞘・ 永 原 ︶ ︑ 中 憐 第 断 藤 楓 ︵ 青
木︶︑即発ガンマおよび分裂生愚

婦筋縄灘㌫騎麩
に関 す る 設 謝 籏 と 堤 際 値 の 比 噸
︵大野︑霧木︶︒

次に墓礎調査として遮蔽体内の黙
発生および拠趣蔽蹄の設謝︵鋼管．

宮下 ︑ 凧 ± 電 機 ・ 由 利 ︑ 揺 磨 造
船・余沢︑象芝・稲藁︶︑実効除表

の適嗣万法︵モーメント法︑モン

鴨脚縦ならびにビルドアンブ係数

テ・カルロ法︑多重散乱法の研究︸
も臨む︶︵織田︑青末︶︑遮蔽体の

細部設計︵大野︑永原︑由刑︑金

謝︵大野︶︒硬に応朗研究では遮蔽

沢︑墜下︶︑暇射済み燃料の遮蔽設

内外の設計過得︑使用データ等の

壁の設謝に璽点を絞り︑全員で国

リストを俘成し︑比較検討する予
定︒

なお翻訳文献としてプライス︑ホ

ートン︑スピニー共藩﹁放射線遮

物日の遮徹﹂を販り上げ︑金沢︑盛

蔽﹂へ第六章﹁原子炉および放射性

利擾員が分押することになった︒戸

次にRBE︒組織線狽︒モニタリ

ング・摺敬問題合圃サブ・グルー

を持つこととし︑ことに原子姫華

プでは︑幾分の間毎月合同で会舎

故聞頒については︑従来資料も整

ていないので︑系始めにジュネ⁝

備されず︑体系的な検耕もなされ

鴨
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③鯉幟の長さは︑一一百掌酷送稿

欄τ︸

用紙五十枚以内︵表を含む︶とし

ノ駅i一

回日本アイソトープ会識賞を授

特に優劣な論突に対しては第二

記⁝の⁝

纂を終った︒録鷲一

いたが︑九月來編津

よニコぽロち

︑ い−

q撫
のニちぽニニノニロぎニのきヲこきノち

第二圓B本アイソトープ会議溺勝

局︒

三︑擢出銭交についての浅愈駅贋
①捉叢論交は一人一編を臓則と

て併せて七七以内とする︒

その他詳細は別紙﹁簗二飼軸木ア
イソトープ会践論交野鑑規定﹂に
よる︒

④論調ならびに原稿作成に関賜

ない︒

る費用および郵送料などは鍍凝し

⑤応騨論壇は返却しない︒たた

．

し写典は希墓によって返却する︒

四︑挫出輪交の採択

繍女の採択は︑遡営委員会が提

行う︒

出されたアブストラクトによって

五︑研究鹸交の発襲

U

度の字句を蔭正することがあるY

裁を測器るため反意を働えない程

なお執鎌者校正は行わない︒

②採択された講論交の中から認

開催日程決る榊
﹁第二回日本アイソトープ会識﹂

一般講演◇十臼︑

の開催日程は次のとおりである︒
◇二月九目

する︒共圃執筆の覇合は口頭発表

究︑利用の現状を総括発黙する︒・

第扁日の扁般冷物では各部門の研

論久の黒頭発表と欝論

予定岩をもって一人とする︒

また鈴二︑第三臼の口頭発表論冥

十剛臼

②提駁論交には部門別へ諭交題

るもの約四十編を選考し会議立国

當婁夙会が口敢発表に適当と認め

③口頭発言は十田及び十一B両

ロ頭発回する︒

④口頭発表者については懇くと

日開催される会議の粥上で行う︒

﹁応用領域﹂の

も一月二十五日置でに通知する︒

解釈について
第二二日方アイソトープ会議では

の応用領域における研究の成果を

その開催趣旨の中に﹁放射目利胴

用の顧域という甜について︑意見

発表し﹂といっているが︑この応

がまちまちになることを避けるた
め次のようにその解釈を統一して
いる︒

応周穣域とは純学理的な三三を除

轟5

響

x︐一︐一

くもので︑おおむね次のような聴

o鱗
・

古義化財の隅査や年代鑑冗

一方米国垂尾力餐艮会は十八日米

つた︒

原子力後撮会では十八日の定例会簸近の核融合反応の研號報告があ
識でこの問題を取上げ︑わが園と

しても楡干力開鞘謝圃の一環とし

て︑その研窟と冷用化の推胤に本英耕学名の久聞微明を発表︑水瀬
田を入れることとなった︒その祐の融合反応を平和的に利用するた
渠十九日午後⁝蒔半から人事院ビめ︑重具な一歩が踏み出されるか
ルで﹁核融合反応懇絞会﹂を開きも知れないと憲旨した︒これは十
会長には揚川第樹氏を推し︑醗箏 七︑八両観プリンストンで開かれ

に翻墨癸學核研舞災こ海懸薯の譲のもよ這蚊

櫻融合研究に本腰
りまとめたものである︒また十六

懇談会長に湯川博士推す
Bのロンドン︒デーリー・エクス

防護と安金に関ずる研究五︑匙1または放射繰を利胴するための利胴機器︑関係欝測器︑その他に闘する研究

三菱旅子カグルー

ころ終り次第環帯に入る予冗であ

事株式会社︑株日録枕北防銀お．

る︒
四︑RIおよび放射線についての

︵勢

日本原子力産業会詳に次

制日本鉛管製込所︑九州電気工

第一セメント殊式会祉︑株式会

のとおり入会した︒

◇入会

轟轟轍浅

三際終面会

一兀素婆員会▽施設研汚染処理甥簾

問題に罰する懇談会▽放射盤醐位

日▽第六十ご一圃常任理協会▽然糾

研溝染処理酪第二小委興会◇十五

◇三B▽災轡補償小婁民会︵法網・ 留学雄賦験婁員会◇十四臼▽施設

経済圏鼠会︶▽除医専電気グル
ープ留財饗◇四︻日▽第一ハ十一一回常

任理事会▽第十六圃理箏会▽平和
利胴基金・展覧会羽白会◇七暇▽
原動専物理グループ研究会▽燭物

日▽米フォーラム年次大会撫席巻

理グループ綿綿雨下小樽鍛会◇八

懇談会▽乎舶利用基金・原子力留
学生選考婁韻会◇九β▽晶群補償

一錫▽腺動群遮蔽グループ材料・

小皿鋤会︵法難・経済婆員会︶◇十

工法サブ・グループ研究会▽派姓

は約四十編で︑省人十五分︑割諭

蒋から午後四赫四十分まで行う︒．︑

は踊帯である︒三日樹とも午前九

名︑所属︵なるべく欝縮に︶住所
ならびに連絡鰯所︵電猛とも︶既
出等を朋識すること︒

大学の膚空的研究に姿ねられた形

教授を決めたが︑関儲蓄から更に

伏見康治阪穴教授︑皐川幸男京大

し最血世界各圓とも
次壊に七の研究を本格化し︑イギ

である︒し

応利用の動力が︑吾等および工業

プレスは︑英科学甲声が核融合反
この会合は幾分僚チカ夏風会の主

用として現世代に利用でさるよっ

一名を推す予妃である︒

見汕しさえ恋えられている︒核分

聞する懇談会形式として開催し︑

リスでは既にゼータによる一応の

裂の利用開発に数理のおくれをと

になるのは確かだとのべ︑制御法

会員株式会挫R禦欝

ライファン工業株式会社︒

◇社名変更

機械金糠式会枕と変雛した︒

欝所ではテ月一臼かり牡名をデ用

会枕では九酎三十日の株滋総会で

◇代袈者変更会員田ム発条欝欝

鰯飯に永夢麟太郎氏︵田閥株気会

▽総総東灘杁式会往では十月鷺田

柱取締役︶を選翻した︒

の取締役会で哲レに消水盛蟻︵甑

会員鱗虫貿易株

急難欝欝往長︶を選任した︒

◇蹴謡番愚変更

式会杖では十月七日から畿話繊月

を繊細禽︵20︶代表二筑一に変慶

した︒

繁の原子を制御司能な伏嘘で融合

ある︒これはぜータ2と呼ぶ喧騒

十五万KWは建設費二蕎囲十六椴⁝

よると︑コールダーホール改炭塑

億円︑発電コストは八○％垂垂率

型γ三万囚千KWは建設費二百十

噌KWH当り困円八十銭︑舶配水

円︑発電コストは負荷欝欝○％で

貝英二子力一般協定は︑今月中に

放できるものだといっている︒

仮調印を行って︑来月一日からの

で噌KWH回り四円八＋八銭であ

拘園の慧見が対立し︑摩急解決は

近レキ庸に付胃した粉未の黒魯ウ

原子燃料公祉人形練出張所では鍛

る︒

脇時國会で漁認を＊める予宛だっ

むずかしくなっている︒蜀

一高麟磁六i七％という驚異的な

ラン繊を二手坑遵から発掘した︒
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一鱒蔀作調括予約の働

合は三四五〇鰐︵会員三二〇〇円︶で雌料は

予約お申込についで

当方で負胆恥します︒

漕

臥︑紅ダ懲悪翁し﹃劉匙・襲幾︑

ノ

所にも＋ゾ重る︒

た成果である︒近く原研東海研究

な殊飯を始のてから満二年であげ

れは品位置％の勢品で︑本絡的

金病妻巣試験暫へ初出荷した︒こ

を愈霧駅から蟹玉県三戸巾の野趣

十日隼後五時水成ウラン鉱石十誘

弓蔵層はまたわからない︒またこ

もので︑この溜は二二ぐらいだが

にあるウィンズワール原子刀工場

で︑原子炉の中心部が過劃して︑

係員が掘託したため酸化作用を超

し︑6く小部分が外部にもれる耶

業不珂静と見ら41ている︒

赦が起った︒このため数ヵ月は操

関西霞力の原子刀馨幽会は︑さる

四月から凋在していた渇望力発電
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一浮華ー

ることに激っている︒なお同日寓 め発見はドナルド︒フライ︑ピー の設爵︑基礎的細目について十二
牽
一
本栂楼︑本多蛮土瞳策大教授から 半ー・ソ⁝ンマン碗博士の業績で 日研究報皆欝を発回した︒これに
脅

研究組織などは今後険討して決め

ったわが園が︑このようにまた核

里下でも文萎れとならなければな
らぬ有様になって※ている︒b
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等は本望と別とするが︑原刷とし

図︑辱其︵天然色は採用しない︶

から制限の節謝内でなるべく詳細

念には二月四嗣までに鎗二目田本

日持滲提出する︒もし不参加の燭

③論文のフルペ；パ⁝は会引当

・ に説述する︒

鯛配して十一月朱欝までにハガキ
アイソトープ会議一跡鋤に到器ず
るよう送付する︒

一ノ一︑日本原子力顔業会識内︑

④串込先東駅廓階区芝二村町

コのニロ

①採択された講論交は﹁第二圓

ごち

日本アイソトープ会議報告醒﹂と

のニのこい

では︑露牛から﹂一

蝋緩糊蕪誉蕊

映口を︐RR11の三弦
して眠録刊行する︒︵この瑚台体

㌦画廊自運畷子力研究駈凶

コのロのじコぴごのしニぼ

別︑論交題＆︑所詮︑住所氏各を

︑

主として核分裂によるエネルギー

従累線子力の平和利編といえば︑

てはなおさりにされている観が︑ψ

つた︒ことにわが凶では︑これに

刑用が対敏とされ︑核融含につい

関する不年度予算も︑原研に調査

のとおり購爾にかかわらず決行の

醗九時五十分上野駅発の常磐線急

予建であるから︑参加者は唐臼午

行﹁みちのく﹂貸切二等瓢電に藥

費としてわずかに九十万円を謝上

・

ち

している驚けで︑その他は各園立

合されたい︒水芸駅までの往事二
等粟鼠券と急行券は各日の負抵で
水戸駅︑康海三三所聞の貸切バス

︑

会賞竃百円は︑蝋内で係員が受付

料金︑昼食代︑その他聯費を倉む

ける︒

昼食は丞月市遠藤食堂︑バスは片
道約四十分︑見学時間二提帯︑帰

ゆ

りの﹁みちのく﹂は圭野駅懸七蒔

れ

¥分である︒
受

き
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与することがある︒

全論文提出は会議当日︑

ト

ヘ

ののコロいしロのポの

でに郵務局に到鞍するよう部門

②舗交提出者は十二月十葺日ま

で左記へ邸込む︒

論交題名︑所属︑賢所︑鍬勇名を

①論文提出の希望者は︑部門甥︑

X交提出の申込

かなものであることが鵯ましい︒

@選考はアブストラクトで
﹁第二圖日本アイソト⁝ブ会議
論文難藥要餓﹂は次の瀬りであ
る︒

工学︑放射線死学︑

梍迄̲文の部門別と内容

①部門別

理学︑生物学︑医学︑農学および

各部門の応用領域に属

安全防護とする︒

②内容

記入した千二百字以内の乙女のア

し︑既発表のものでも幾麦えない

が︑第一回および第二回原子量シ
ブストラクトを握出する︒

く

尾

憩
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論交の採択ならびに口頭発表の選
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ワ

の論交募集要領が決った︒
ることを必要とずる︒
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「

放射盤尚位元繁雲風会は十月十五

う轟現ずるかについて審議したが

日︑先に決った会戯開催要綱をど

会議を円滑に運営するための運党

委戯会築員は︑菅会長から学界︑

騒騒揮︑その他の適妊者に震嘱す

ることとした︒

巡賞婁鐵会は①論交募藥と会議開

催要領の決定②会議で発表する論

丈の採択決定と口頭亮表論文の選

考⑧アイソト⁝ブ会議欝該当論交

の選考④わが国が第二圃腺子力平

定婁鏑会に推薦する論文の選考︑

和利用国際会議に提出する識文選

などを行うものである︒

ついで決定された論交募藥饗領は

巡営委域会の蕉式発足後その承認

イソトープ会議開伽までの日数が

を求めるものではあるが︑露分ア

少いため︑論文提出名の都合凌考

えて決めたものであるから︑委譲

会の発足後もその窺更はないもの

と考えられる︒なお洋細の﹁執筆

規定﹂は︑この要領によって諭丈

申込既に定員越す
都含もあるので一応疋働の百各で
打切ったが︑来月コ百の締切日ま
でには︑次圃まわしとなる人の数

も︑相当なものになるのではない
かと予類している︒そのため︑も

たがって︑来馨を家たず︑引続き

サヤ

なお十一月三日の第一國は︑既報

第二回を行うはずである︒

む

ムを

．日本原子力産巣会議では︑準傭の

超過多ければ引続き第二回を

日本原子力雌業会議が

懸盤サービスのため計

画した原研東海騒騒所

見学は︑締切まで一趨
間余を残してすでに定
饅を饗服し把︒
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愚い

もとに英圏の産業界

者にとって︑一常の

われわれ技術関係

罵︾裳剛嶺謹層

国裟戸当︵ぬ嗜

討×工囲塁

鞘戴を娘徴するクリストファー・

ヒントン卿であったことをみても
今圓のエクジビショヌが特に原子
力に力な入れていることは十分う

かがえるところであった︒

の期閲をのぞき大体隔年毎に開か

ホ⁝ルが剛︑二階併せてスタンド

会場はもっとも広いグランド・

▼
タ

奪ーー

⁝茎ぐ

ら．きく改艮されたことはすでに

ーー挫ーー

ー〃ダーホール改像型と同趣向の

鯛がなかったが︑模型によるとコ

罫

にもこの線曜・ニブユレーターは一

ル設融のむく鶴単な力人か届川し

二ある認りで︑ほとんどハーウェ

耐圧容器の溶接見本では照照ハ

ている︒これもイギリスらしい行

冠のものまでが示してあり︑瞠さ

インテグロンは︑たんに郵変換器

われわれ児学者の期待もまたそ

罵ばかりでなく︑各方面にその用

こにあったわけだが︑しかし結論

炉をおき︑隣りの整に縦変換器と

途を拡げようとしている挨様であ

五匁以上になれば在来火力発魁コ

ン蛋があるようになっている︒閾

ブロワ；がおかれ︑最後にタービ

を先にいうならば︑われわれが文
ストより箸しく安くできると説朋

聞いていたが︑ICIの跨るこの

端綱墾雛騰

してあった︒技麟の話だと現場溶

スタンドにはりれわれがコール

内外関係轟な︽働に捕きニクテル

i・トレイド・アソシエーションが

に会荊申ニュー・クレア蕊ナージ

なものが数多く見られたというわ

題は天然ウラン炉の耐圧容器が船

る︒

献で勉強してきた以上の特に新た

腹の内に工合よく納まるかどうか

熱心な原子力施設の輸出

きガの一つといえるふうだ．最嬢

公社の仕様轡によるもので︑やら

ダーホールでみたと岡じマグノク

接を厚さ三遷に揮えたのは原子力

だが︑この療映蟹からだけでは瑚

力開発の憐格およびこのエクジビ
せてくれれば覧冠以上十分いける

けにはいかなかった︒これは隠子

ションの本来の性格と︑また一概

ずなかなか熱心のようであった︒

力言霊施設の㈱出には官民を岡わ

饗搬一Q樫という比核的小型のも ・パーティな聞いていたが・原f

のを娼品しているにすぎなかっ

そのほかG・﹂・ワイヤー斌の

た︒し伽も紀礼のマニブユレータ

スのヒレつき燃料要索二二の見本

ド・ポンプなどもみられ︑海軍省

らかでない︒

ルで兇たものは崩らかに磯薇船工

が褐けてあった︒コールダ⁝ホー 溜水艦ドレゾドノート層用キャン

潟信を持っているとのことだっ

日本婦人の写真が印象的

れるから︑英国では穴携りなマニ

ーは米凶の識誹になるものといわ

留学生選考終る栞

たが︑原子力関係のエクジビシ蟹

の選4は予冗のように↑月二十二

獄イ力平和潤用基金第一回留学琵

いで岡聞せ山芋中華をリングで結

ブユレーター万一があまり発展し

ジョン・トンプソン祉もグラン

ンというとすぐだれでも思いつく

素でできており︑この二三八があ

のままでは核分裂をしない同位．兀

経済蛇その他舘性質を各方面で

した︒爾来︑耐震性をはじめ︑

嫁さんとしては鰻適であろうと

のではない卿︒日本原子力発電

上でなければ︑はっきりしない

際のところはきて鋤かしてみた

らず満足に働けるかどうか︑実

日本にきて︑果して口気にもな

に頼らなければならない︒外脳

ならず︑椙当数外国濤ちのもの

ては︑コールダーホール型のみ

ので︑つなぎのためのものとし

胃つには長い菊月が必勝である

常識のようであるが︑それまで

とであるから︑あとから纒秀な

である︒田滋月歩の鳳子力のこ

ある︒殊に外輪育ちのものとは

となく︑広く各拙を灘ぶべきで

るべく︑剛形式にとらわれるこ

し︑それからさらに日豊で坐れ

束海村に誕生した子供を育成

日本詰れのものを俘る上にも大

瓢類のものであり︑かつ将来の

つまりOく大ざっぱにいうと︑

適歯な太さの丸棒にしておけば︑

げたような形をしたものたったか

ことであった︒つまりプールの氷

よび温蔽材聯の溺窟に拠うという

を果すわけである︑しかしどうし

全体が一種の照嚇蟹のような役捌

ても大きいプールが必饗だという

ともで潅る︒

のではなく︑封的によっていろい

たとλぱジュネーブ会繊の展が用

ろと構灘を狡える

耀は︑井．芦のような深いアルミニ

に出品されたスイミング・プール

ウムのタンクの中に炉心な泓めた

らである︒撚料放の一放は︑濃編

側にアルミニウムの被覆をつけた

ウランとアルミニワムの愈血の爾

もりであった︒

ば︑つまり冷却にそんなに争間を

かけなければ︑難造費も努く︑運

帳も期甲たということになる︒関

西に白眉される穴学の只陶利用の

である︒

涼子炉は己の型のものになる手配

プールの水の役劉

プールの水は中欝子の滅辿物量

の役制と︑冷錦物質の役翔と︑さ

スイミング・プールの炉心なも

う少し畷議しC︑燃制体の幾胸を

うにすれば︑出刀をずっと人さく

強制的に彰鼠の水を流して冷ずよ

する￠とがである︒この燭白には

て欝閉する必畷がある︑詞じ穴さ

もちろん炉心をタンクの中に入れ

さで出力が高くなるということ

と︑つまり中佐イが沢山あるとい

は︑核分裂が沢山局るというこ

︵材糾試謙譲︶とか14弊R︵丁裳

うことである︒こうやってMΨK

戯験炉︶といった島陣離の厭子炉

スイミング・フールでは︑ゆ紫

が生れて鳶た43けである︒もとの

統がなければ面KW︑．畠却しても

TRでは﹂⁝労KW︑14TNでは

精々数千KWであったものが︑M

七万KWとなっている︒し伽しか

げるには︑プールの氷を循環して

うになっている．もっと出力をよ

の瞬然鷲魔で燃料擬が袴されるよ

の設鯖像つけなくともプールの水

佐子の物質に及ばす影轡鷺短時碍

きくなっており︑放射線︑牲に申

性その総嫁は厨十無︑阿白輌と人

はちがっていない︒したがって申

力百KWくら多毛は︑特に魯 心のスきさや燃糾の鼠はそれほど

らに遮蔽の役制もかねている︒翫

プール型の変形

サンドイノチ状のもので︑縦が三

匁︑長さが三嵌ばかり︑ちょうど

お階子の八ツ橘のように少しそっ

ている︒

この疲が十枚ばかり間隔をおい

て灘べられ︑燃料箱をつくってい

る︒この燃赫範を約二十個ばかり

いわけで︑構澁はいたって橘填で

ぷんと水の中につけさえずればい

このエネルギーに相回する中盤子 並べたのが炉心である．これをざ

は檸の懸盤で臓収されてしまい︑

シンの方ではこ三五たけが核分裂

してあるわけである︒し際し張総

をすることがでさるとい・2に組に あり︑美里力で便おうと思うなら

ウランを燃料に購うと︑燃料の形

にあまりとらわれる必要がなくな

る︒ひらべったく疲のような形に

してしまっても謡わない︒むしφ

その力が表蜘枝が大海くなって冷

しやすいという鰐点が繊てくる︒

濃縦ウラン・軽水型の原子煩には

多くこのような燃料体が用いられ

ている︒

︷番簡蛍なスイミ

ング・プール型

この型の猷子炉で一審簡単なの

は︑いわゆるスイミング・ブ⁝ル

一望Rではへ分醐に⁝芳昭という

で知るGとがで注︑○わけである︒

型とよばれるものである︒スイミ

水のプールを便った一つの時的は

る︒

入組の水を循綴さゼて袖却してい

ーー㎏⁝一葦ーヒーギま︐

灘帽麺二四五野第六縷昭n︶

︵﹁涼子刀ハンドブノク﹂燃

だとかエンジンだとかいった穐唄

のものに放射鰍をあてること︑お

かなり大きい物蟹︑たとλば動物

ング．プールという名前は︑堰初 合すようにずる︒この躍で大きな

に作られたこの型の原子炉が︑水

泳プールのような大きいコンクリ

の燃料板を組妻せた炉心をぶら下

ートの水だめの中に︑濃樹ウラン

5

日終了した︒脅月ゆに決冗ずる︒

げられておりコストへの影響は相
んで圃冗する万法をとっているの

プール型とMTR

一板状の漸縮ウラン燃料一

くべるのは天い薪でも細い翁でも

構わないというのとは穴分勝手が

ァイト型などでは︑燃料を細整い

の大部分がワランニ三八というそ

ちがっている︒これは大然ウラン

円柱状の棒︑つまり燃料棒の形に

蔚に燃べた天然ウラン・グラフ

構造︑材料⑧

ずかにH・M︒ホブスン社が片手 原子力研炎の総築山ハーワェル

ていないことがよくわかる︒

原子炉の種類︑

原

識

マニプユレーターについては︑わ

ド・ホ；ル中央のよい崩所にスタ

等︶に薫るまで実に寧広い活動を

臨野崎
罐魍勒

当のものであろうと想緻された︒

ンドを設け︑主として現僅バーク

が出してあったが︑三万KW発蛾

いが水冷却発電機誉線の実物見本 説明に当った燭社の技帥は︑コー

製を翼と挾型をもって一畳してい

が圧認された︒なお臓接関係はな

た︒鯉翼によれば七月中旬ごろの

グリゾシュ・エレクトリンク社は

機で実規化しているという︒イン

凪つたほど腺子力関係の出品をし
ておらず︑むしろ二千九百霊力舶
用ガス・タービンの万が眼につい
たが︑融資はたんに電気機器だけ

模型を出贔していた︒その背鍛を

ャンベラ型爆襲機︑P1型戦闘機

でなく︑舶用機関から航空機︵キ

なず壁には﹁原氷爆から原子力の

次に海固されたのはインビリア
ル・ケミカル︒インダストリー社

るエネルギーの中盤チを放暇しゃ

金綴部の出汁になる各種の﹁イン

すいという青龍からきたものであ

いたのは印黛的だった︒

C・A・パーソンズ触はコールダ テグロン﹂であった︒IC王のイ して減速物賛の槻にさしこんでい

い加減にはきめられない︒少し制

ーホ！ルに覆われた出力二丁三百

換器に全面的に採朋され︑コール

KW低氏タービンの翼蜘実物な出 びバークレイの原子力発電所黙炎
品びていた︒徽も瓢の広い部分は

調べているが︑受入の俸勢とし

株式会社ではコ⁝ルダホー〃型

育ちのものには亀々の形式のも

に働かして見た上でなければ本

分調べて来なければならない︒

ものが成人してくることも当然

いえ︑糖隷配にも移ぜる︑園雌の

る子供の欝標としては︑終漁に

る︒

ンテグロンがブランドウエルおよ た︒この梯の太さは実はあまりい

が子供な脊てている塚翼を掲げて

平霜利用へ︸と讐かれ︑轡型婦人

行っている︒

戴所の全容を示す︑かなり大きな

設ずることになっている腺子ヵ発

關クループがスコソトランドに麺

ホールとグランド︒ホ；ルの間に

レクトリノク社は︑ナショナル・

毒の模様である︒ジェネラル・エ

ものと思われ︑魏試製行次況は劇

レイに鰹殴巾の懸子力鞘磁界の模

は原子刀潜水艦の模卿を撫してい

英國の除子力産菜といえども︑こ

伽かげ︑岡社設計になる燃斜要索
︵マグノクス被覆︶爽物な添して

いた︒聴に典陳があったのは︑耐

照容器の翼呵能阪麗と出力当リ
コストとの関係を示した一曲およ

び溶擾見本と︑最近岡牲が進船会

りの超大卵涼子力タンカーの棋型

社とタイアンプして発威したばか

なければならない︒フロのかまに

算をして適首な太さのものを選ば

て近く日本腺子力発日株式会牲

のほかに︑米圃蛇れのものも受

のがあるが︑阿れも木成年なの

ければならない︒しかしながら

顔策の要求に追付けない桜蝦か

わが爾の電力の供給は棟ぴ行く

ら︑策海村のチの成人を待つ余

髭のところは分りにくい︒従っ

成八に近い外麟蛋れの発語所を

コ；ルダホールの轡賛をよいと

画料と因雌の技術でまかなえる

てつなぎ用のものとしては︑な
誘致して︑つなぎ割付けなけれ

して︑英溺ではその子孫を藻当

ない︒

汚えに入れておかなければなら

裕を与えられないので︑叢当り

ちの最も誠人に近いものが︑コ

ばならない現状である︒そのう

配慰することにしているのが︑

珍の頼みとして︑桐当数各地に

しかし何分にも臨際したばか

︵稲畿光吉︶

りのものであるから︑多少の欠

・r詩

いに役立つ鋤質を鎧つものであ

ゼ蕃

は均質増殖型とすることは一般

点もあるかもしれないし︑遠く

難 ！！ ジ
／1
ジ・万

箋

りたい︒

相当の評判になってきている︒

！ルダホール粥であると脅えら
れている︒

昨年英園に派遣せられた調査
繕もそう考λた︒もしこの者省

が日本の地鰻を驚かず︑こむに

ξ一題ゼ∵ポし蜘レしし三等一難のし愉ピ聾・

㌧辱

ダーホールの植込スタノド方式か
二十七︐匁あり︑田本式に認端を接

が蔓立されようとしている︒そ

け入れようとの考えのように聞

耐λるならば︑藩当り臼本のお

した﹁函40とな﹂に仕立て上げな れができれば調査団がまた英襯

で︑その性質も危険であるかど

であった︒

ロンではヒレ瀬が実に奇麗に仕上

た︒原子力タンカーの方は余り説

ドを借切って︑哺部に火力発想所

︑り∵〆 も
恥呼曳張薯三業︸も⁝

の跡があったけれども︑インテグ

れま鷲鞘達してきた既戒痩業のな
かでは︑それほど穴きな比重を商
めるに盗っていないことの齪左で
あるかもしれない︒以下会蜴を巡
って気がついた点を牲干拾って卿

占考に供しよ之

なる宕主なかかげている

ルが八八︑合新五置引のスタンド

用ボイラー模型等を雌くととも

ルコソクス載はかなり広いスタン

まずバブコノク・アンド・ウイ

のが眼についた︒

ージー

陳列台五百五十五

れ︑今回のエクジビションは第十
数二五一︑ナシ竃ナル・ホールが

るう︒しかしエンジこアリングの

に︑原子力薩業グループに醐する

の睡與もかなり古いといってよか 同じく一一六︑エムパイァ・ホ⁝

九圃に鎖っているようだから︑そ

よれば第一次および第二次大戦中

一九〇六年に始っている︒寵録に

切一9周◎裟といい︑その第一回は

﹀頴

〜＜海囲﹂︶H裟︵恥緯5山 髪O︵U囲﹂国一

国国勾H％︵影

ョンの正式の名駅は︑寓窯︵一気︐

エンジニアリング・エクジビシ

ーエンジニアリング・エクジビションを見る一

原子力産業が大きな話題

秋は展示会の季節

μ＝嵩鳳＝＝一に

い イ リ

嬰冒置湘

の現状をみせてもら

レ

無

⁝通㎜
⁝ス⁝
各種のシ翼1やエク

寸
﹁
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田蛙ソ川 えるので大変有恩い

⁝ギ⁝

・．

lB

隙乱
ジビシ黛ンは八月下
旬のラジオ・ショ⁝

剛イ朋
のニニニニニツ

を皮切りに︑

L

部

エンジニアリング・

峯
距

脹i

エクジビション︑かの有各なファ

ら

澱εパ

闘かれ︑十月にはモーター・ショ

ーンボロウの腕袋シ遡一と続いて

⁝が行われる︒今日はそや己たな
なかに﹁ニュークレア・エナ⁝ジ

する会蔵およびこれまで原子力公

シェイション︵HEA︶の会長が所在し︑原子力産業グループに属

ニュークレア・エナ

に︑原子力闘係施設野選の解真を

署名メ；カーのみならず︑各分野
の尊門メーカーがそれぞれ翻社の

ー﹂が加わったのは︑実は今年か

ンの模糠をお伝えすることにしよ らであり︑それだけ⇔麗のエクジ
跨る製品を展魔および実演してい

エンジニアリング・エクジビショ

かで原子力濠戴に削播関係の深い

ビションでは原子力産業が穴きな
たが︑エムパイア・ホールは囲︑

う︒

語題となったようだ︒

二階とも金牌溶接関係で占められ

ロンドン市中を西へ貫通する韓

線道路にA4と肱する道書があ エクジビションを主催したプリ

源子力関係は他の二つのホールに

たりに隣るハマ；スミスの近く
八月二十八日関係渚およびジャー

る︒庚京でいえば晶川の少し先ち
ティソシュ・エンジニアス・アソ

に︑アールズ・コートとともに大

スタンドに

社に製品を納入︑あるいは醗圃に
診煙した会社は︑それぞれ自牲の

いさつを行ったのが英國の原子力

以内催物燭として知られる﹁オリ ナリストを招待して開会式を行っ
ンピア﹂がこのA4鍔沿いに麹っ た際︑招待考代衷として一燭のあ

ている︒この魏物はいってみれば

難技館と都立体育飴とを組愛せた

ようなもので︑エムパイア・ホー

ル︑ナショナル・ホールおよびグ
ランド・ホールの三つの大ホール

姫

うか︑役に立つかどうか︑実除

いている︒これは成に擬朋な蹴

十月牽八田東海村に藍本実験

宵

﹃・原子力工業の育て方ーーi引
F一将番奎れにも役立つさつにし

に振避されて︑その蔓質簿を十

から成立っている︒催物の規模に

蒔

原子炉第一屏が葭輝を立て︑職

ら

従ってこれら三つのホ⁝ルの全部

㍉

大な誕焦象が行われた︒これを

〆

を使ったり︑一つまたは二つを使

蓑紅

立派に肴成して︑畢くしっかり

・

雛

ったりするわけだが︑八月二十八

日から九月十二日まで二野開にわ
たって開かれた今度のエンジニア

リング・エクジビションは︑その

全部を二階まで便って催さ2T︑こ

の魎催物としてはもっとも穴掛り

なものに属する︒

◇原子力海外事情︵＋月︶
︻主要内容︼▽ヤンキー社に建設

許司▽イタリー原子力墨流に関す

大アレス▽石滴一業の放射線利用
▽米原子力政界の対立▽米の石油
同業と際子力▽イギリス原子力報

賊

吉▽︵特別資斜︶放射線源として
の加速器の経済性
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