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碧羅醗

．︑一日︑工業クラブで創立総会
諏

臼本原子力発竃株式会牲の剣立総会は︑十一月蝸 して閣かれた．発韻人総代の岩田笛造既から盛会

日午前十時二十分から軍医曳の内の日本工業クラのあいさつがあったのち︑議畏選任を行い︑庸園

な

ゆ

ニ

福田勝治

事P

り

︵技術握当σ吉田悌二郎︵穣務担

本松珠磯▽常務取締役

ダ

・

タ

福閥県嵐身︑明

画面︑労務課︶◇経理郡︵経理課︑

◇秘秘蹟◇調歪蚕◇総勝部︵総務

のとおりである．︐

に一壷付ゼ発令された人箪はつざ

田本原子力発蟷会社の機縦ならび

機構と主な人事

安川社幾陥歴

杉道助︵大阪蔵工会議所会頭﹀

会長︶五勘昇︵策京急行社長﹀

出会頭︶植村甲午郎︵経腿巡醐

◇監査役足立駈︵β本商工会戯

︿憲士麟三一長︶

叢巡舎会奪務理事︶和酒恒輔

源朋発二心︶松根宗一︵戴気購

ブ穴会堂で︑発起人ならびに株弐引受人βが出藍氏が満踊一致で識畏に選ばれ議箏に入った︒
漏
一︵三菱蟻機会長︶豊満鋸遭︵犠
▽社薄凄川堤五郎▽副社畏 一

まず第一弩三百の創立に関する攣
項報告を承認︑つぎに第二母議案

定款承認の件︑第三母議案二選選

縮ナb花し匹

鼠締尾鷲終了後︑ただちに監獄法

当︶

務局果橋出張所で設立登配を発

任の件も原案通り可決︑甥項のと

了︑暴露三嘆零墨はこ

おの二取締役十六名︑監査蟷四名を

その閲発汗人ならびに挽

し

入った

ゆ

快めて十時﹇二十六分一たん休憩に

ヨ

ノに

れをもりて各実ともに正式に墨足
ゆ

麟は別霊で株︽払込亮了の磯認を

．

した．函
轡

行い︑春蒔五十六分再調後︑第四

れ

︵露源翻発監事︶石坂泰三︵経

気慰耕統合会期專︶書田悌二郎

子力研究所理編長﹀屑本松珠磯
論瀞
︵関西竃力常務︶福田勝治︵鑑

母議案繭法器百八十四条所定総量 日添原挙刀発餓会社ならびに考査
編査報皆の件に入り︑没踊を代表 役は次のとおりである︒ ．
ざ
−して三川第五郎氏が嫌式払込の完
◇取縄響 蜜川第五郎︵揃日本原
了を澗査雌酷した雷を報告これを
承認︑巌後に第五母二念役爾報酬
決建の俘につき報酬総舘は年額二
千四召万円以内︑各人の報酬額そ
の他は穴一役会に一口する露の岩

︐協奏会長︶弁上霧雪︵中部蟷刀
︑早鼓V痢海溝温︵電課開発総裁︶

麟︑

灘
課
︑︸霧鼠

治＋九年六

ザ

発二人会は岩田宙盈伐を総代とし

田発起人会を関催した︑

仕事は︑発蹴原子炉購入のための

ごのため圃社発足後餓初の穴きい

コストの欝欝など調斉鞍懸のとり

訪英幽査団の派懲であるが︑目下

どを決め︑諸般の手統を進めたが︑

まとめを進めている︑派遣の滅期

て宛款︑班業目論見︑株式鋤蟻な

圃四＋五年
サ
七月葉京蔚

の鍼立総会となったものである．

株式払込みも発了し︑十一月一日

月二日熊︑

隅大学糊気

朋治三十四

九日鑑︑大

年四月二＋

うに実用規模の鞘獺郷子炉を購入

榊・

雑

して︑原子力発戴所の欝欝︑懸紙
鞘生騒力の供合よ

量的としブ構英隈のコールダーホ

ハ歯磁器難ウラン型

コ⁝ルダーホール改畏型︵常気出

日本鎌継力平霜利用碁金では日本

つ

時から同南公会堂で開く︒

これは従来各地で禰催された岡講

について啓発賀及をはかるため︑

演会と岡様に︑腺子力の累甜無用

一般漁民のほか︑孕盈︑生徒など

を対練とするものである︒

羅臼は懸子力擾麟藤岡出犬氏がま

ず﹁原子力と目皿﹂と題して︑原

識︑特磐︑鍛後に日本の腺子力開発

争力の開放より説き翻し︑その理

の方針およびその開発の必袈佐を

事長駒形俘次氏が﹁猷チ力研究と

述べる．次に日本涼イ力研究所理

産業﹂と題して︑世界の悩勢︑蒋

に発駕︑動力への利用︑KIの利

る説朋から日本の研究訂画とその

朋︑放射線の利用等広範翻にわた

る︒

﹁原子力平和利用の講演と映画の 利用への期待を述べる予箆であ

会﹂を十山月十六日︵土︶午後二

ルダ；ホ⁝ル﹂と題ずるコールダ

ひき統き英凶大便館提供のヨー

ーホール原子力亮縮所の礁設記録

映画および米岡大便館提供の門勉

カと凝圃﹂と題する米国臓村の犠

後に初めて一般に封切される段本

佑の実体を紹介する二戸を︑猷

の翅殺記録映鷹を圭映して同五暁

所JKR一τの解説﹂というB本

られるものと期待されている．

館誹問︑原子力婁禺懇談会︑同和

餐会︑原子力局・原子燃料公図・

原子力産業会議午齢会同月例懇談

臼日本原子力研究所懇談会︑善本

の閣催については︑一般から予轡

鑓表した︑原子力平和利用展覧会

日本原子力平和利用基金が由＄￠に

．漫芸利用舐金感気会︒
薙備委員会の速かな発足に対して 餌民間を皮甥りに︑わが岡藍子力

二日本原子力鉱業会議懇欲会︑カ

会︑臼本原チ力研究所娩鍛会▽六

日本原野力餅究墨壷闘懇談会▽五

各地で開催申込

▽認臼都内見物▽四日カナダ大使 終了の予足である︑

﹂・﹂・グレー氏日程

繭HOAC機で前約果磁した︒羽五日︑月例懇談会

ど多数の田迎えをうけたグレー氏

−

日︵巳︶午郁聯蒋五分羽田薪の英

田空港で︑原子力局淡綴次長をは

最初の東海村に建設された旅ナ炉

レー矯は︑既報のとおり十一月三

分野などで有益な示陵と助露が得 原子力研三所提供の﹁原子力研究

螺グ
懇問題︑カナダとの技循協力の
カナダAECL翻社長J・あ・

グレー氏

予噛している︑

に稽工︑三十七年宋までに発成を

¥三年十月に原子力炎電所建設 社と興周立脚で︑仙臼師において

子力離業会議︑策北電力株式会

講演と映画の会

仙台で︵＋六臼︶

わらないものとみられている︑

てははじめの年内派遣の線にこだ

ことで︑変雛の経過いかんによっ

立の見通しがっき次第出発という

とされたが︑英團との動力協妃脳

その人選ならびに耐簾佐の問題︑

製振所構務

については︑一日︑安川社畏一任

西

田本原チ力発亀会社は︑既報のよ

事業の概要

工学麟卒︑大正八環十二月蜜川魑
機取締役︑昭和十一年二月岡独牲
摂闘十七年一月磁気機械門歯会会
長︑闘二牽一年二月石炭軽率蟹︑

締役会長︑闘三十圷五月日本銀行

周二十三年隔月安川甦機製糖所坂

子力研究所理那長︑

㌧

月京都帝團

焔正十四生二

力十五万謎辱度︶を輸入して朋

ヴ蕪欝髭題醜

政策隠避︑同三十一年六月円阿本原

︐塑

一本松副祉畏略歴広壮策鳩身
．

︑
ヰめ

．藝

大学工学部
魁気工学科卒︑昭瓢二十一犀十山
月関西配下取締役︑圃二十二年十
一月同字徽⁝務販締役︑同二十詣凶年

五月関西国力常務鮫締役︑固二十
七年一月日本国土塁鞘購書役．

ﾝ立の経緯
原子力委贋会は紹和三士一年八月
菰日嘱勢戴を目凶とする爽用原子
癖の門並のため︑九戴忠心牲︑鷺

による新しい会杖の設立万策を決

源開画会独その他関係粟舞の協力

はただちに帝鼠ホテルへと測かっ

︑じめ原子力産業煙塵︑関係曲社な

この方鍛は政界︑学界および原子

たU

定した．

力関係廃業興のひとしく焚同ずる

翌四望からは午潮中のカナダ大便

−

▼
の本職で︑この会社の殴立と設立

ところであって︑政府は九月三田

田魁に入った︑

界一派との懇談を行うなど多忙な

変渉に接している．平和利用基金

外の期待をうけ︑次のような甲込

ここにおいて︑設立準備的図会は

▽七日東之芝涌継気・昭和製靴視

ナダ穴．使午豪農︑歌舞伎座三物

了解を昇えた．

の帰途︑原子力養殴書の招きをう

長︵兼搦︶小林貞雄▽機械課長

力火力部火力工務繰飯︶▽工務躁

躁茂▽惚気課長

北方一疋︵関西

野君顕雄︵簗京主力千葉火力機械

木課長︵禾定︶

いる．

①広脇

照和三

昭

︶

加
伽

講樹
難課

︑

膿雅報
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噂一．

ウゆぶ

≧迄ミ曇ゑ箋・睾

醸鐸畷

︑︑鰍

㌧

rレ達

・︑秘ヂ乾欧齢鞭憲〜−藷一幾馴憾

一および⑥瑠玉興がある．

弊︶このほか④腐松市⑤儒艮県

に全部の出品を希望︵会渤八十

臼まで開催の南無高知総合博覧会

和三十三傘四月五日から五月十一

に対する展添を甲込み③高知

露まで開催の門司トンネル博論会

十三年三月二十日から五月二十五

︵会卍巴五十坪﹀②門蜀

復興博施会が出品あっせんを依代

から三月二十日まで開淫する広概

昭和三十三舜凶聞一日

具体化につき運絡︑準備を進めて

る阪りの協力を期して︑置争その

では︑これらの侮望に窪してでき

同氏は︑インドの原子力鐵翠雲察

察▽八日日光見物または東海研究

問原子力関係各界の代表からなる

所︑日立工燭視樂▽九当該子力擾

植村爾午郎民を養艮畏として︑罵

日程で各腫懇談会の開催が訂画さ

けて来日したもので︑次のような

竹

戯懇談会︵以襖木鼠︶

足し︑以後数次の会愈で会社設立

れており︑岡氏からわが凶の涼子

十置名で構想され︑繭月十一日発

の越塞方鉗を蜜議決定し︑周二十

原子力部長︶▽技術部鼓代理

◇挾徳部掻

〆
︵一気劇菜綴蓋会帯務局次長︶．

古岡俊努︵関西霊力

◇総務部喪巾神忠雄︵戴源開糖
．企圓部次授︶▽総務鄙次長

湯田一雄

切蓋鍛冶︵電源幽狛豚子力

なお原子力発端会粒の人顔は閏

一雄▽技術課技︵端張︶川村泰治 年十月の原子力鞘覆髄建設縫工期

篭主任︶▽論難課髭︐︵蕪務︶園田

次鎚

︵由部耀力火力部次長︶▽技術部 蟷力原子力部第二課長︶▽礒築土

技術部次長一部長待遇

洲倉 内良術︵葉京織力社長塞次長︶▽
充︵東敷戴力新東京火力次長︶▽総

木下武︵康京金力血筋農

︑

婦轡繰交織係長︶▽労務課鎚箕

務課長

代理︶

︷纏︵電襲舞人聾

までの闘は八十程程麗が予足され

︸ており︑藝社の霧所はさしあ
れることとなった．

集火力建設所長︶▽建設部長代理 たり日比谷の欝気協会ビルに騒か

▽建設部次長ジ小藤貞雌︵東蒲葵

川畑整理︵東京電力建設部付︶

肇

4

戴
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ザ
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輸
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・

田議長の説朋を異議なく可決︑醐
立総会は十一蒔九分終了したり．

▽研究課長︵未定︶

斎藤避︵東東戴力火

◇経理部畏

◇建徳部喪

辻本進︵棄京磁力千
穐山通太
り
郎︵策撰蟷力経理部財務繰財務搬

曜

腸濾正行︵電

力部次長︶▽経理課長

主任︶▽資材課長

甥一郎 源開発鳴虫遮絡課長代理

︵欝気鑛藁連合会藁務尊爵︶

◇調査糞一部憂待遇
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総会終了後︑第一回の販締役会︵石

坂泰三氏漁杉道助民欠腐︶が周ク

−宅曳竜

写長﹀隠金良成︵小松製作所君長Y ◇秘競役i部長待遇竹内一夫ψ

ラブ四階会期籔で騨かれ︑衛表駁
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ることとし︑とりあえず第一期限

一ウーフン型両募碧毒す

ラン型の技術的経済的進歩も署し

の実用化採用は近い将来にあると

く︑わが園における濃縮ウラン型

判断するからである︑

したがって蠣初の闇発基本力針が

天然ウラン型に舗璽ずることのな

いよう配慮を豊んでいる．

気象の説明を聞く

遮蔽サプグループ研究会

原動専遮蔽グループの民盆E・箏

月二十三B原研保健物理部放射線

敏悶題合同サフクループでは︑十

﹁原子炉事忌と気敏集件﹂につい

管理鯖畳代理二三昇ふ同氏を講舳に

てのレクチュアを聰いた．

〆

凍京都中央鼠八難纏2−5

． 碁〆避影野譜￡

搬に至便

︑くーーー
峡 もを︑ぎ︑妻專も奪

究所︑圃立試験研究機関︑民間企業

社が虫害となり︑日本書証力研

ところが握察の越朔討画では人然

と拶λる︒

都としてこれを建設すべきである

などを勘築し︑当然近く第二期工

ラン型についてもその漢歩の状況

計圃しているものであり︑薩編ウ

事として︑天然ウラン型の設雌な

目にわたる具体的な峰

等と緊麗な遮絡か一保持しつつそれ

原子燃料公社では数項

正意見を述べている︒

なおこのほか﹁参考資 ぞれの分野において特色ある研究

﹁核

尚皐であるとして二義的にとり扱

縮ウラン型については︑なお二期

ウラン型の開蜷を主体として︑恐

直な碁本事業であるか

われているように見うけられる︒

用を促進する・2λに箆

原子力の開発および利

燃料の生箆は︑わが㈱

り修士されたい︒

に設け本反を次のとお

焦聖餐画の項闘を新た

○：三八野七行自に︵3︶核燃科の

料﹂51︵3︶九四野にを促進し﹂と修正されたい︒

⁝⁝

㎜入

脹に基きその中心的惇

ら原子燃料公社は公社

の協力を大いに規遅しつつ︑将来

の殴履を計糊する藻密は︑磯縮ク

詣社が第二覆工溺に護縮ウラン型

筏となり︑国立試験研

究機関と些に︑積趣的

業瀞は原子燃料公社を主体として

累損鉱石による核燃料の供給の増

大をはかり︑以て外翼収支を蔓に

行わしめるよう掻雌することとす
る﹂と改めたい︒

改穂ずることを闘標とする﹂

に製蝋︑加工等を積極的に実記さ

料の開菟にあたっては︑民闇企叢

ればならないと言える︒この核燃

ての嵐体的な闘三三圃が俸わなけ

開範雪曇針團には︑核燃料につい

Q：三八搾三行輿は﹁したがって
本欝圃の爽施に当って原子燃料公

のを殿塗し徹底的な検討を必要と
する．

にその経済縫の確立によって決箆

原子力病竃技術の今後の進歩︑特

ガスの大気中における拡激につき

坂岸氏は︑原子炉蟹赦晴の放射性

地上一チ〜二千綴までを考慮ずれ

の風速︑気温などの分葡状況を解

ばよいとの敵提で︑その高麗まで

いる放射能の発生緻︑放射器物機

説し諸種のべ⁝バーに記然されて

の上昇隈度︑拡散馳謝に関する理

論式にも触れ︑米困の実験では礫

た︑

論式と一致していることを説朋し

この閣題は法制・経済薄雲三会合

の技術的一側画を構腐する倣域で

同で取り上げている災野補償賜題

ので︑大塚監査から今後も引縄き

あり︑従来禾閣拓の分野でもある

圏氏の助慧を懇起しに．

なお坂津氏から︑ム問題に激する

文献をあげられたが︑近く同グル

ープで翻訳し︑葡半は﹁原動響資

料二四五七﹂として︑研究会で研

究される予定である︒

ン

体廃禦物の収容を目的とする
2、足踏式水平位開閉作動により
放射性粉塵の空：気中拡散防止
3、ポリエチレン張り厚紙円筒の
申容器特許を使用して処理運

マ冨

あるべきで︑開嬉規襖の割数鮒な

⁝︒一⁝・⁝一致するところで︑醐

⁝電⁝奮の壷とおおむね

いよう配慮される必饗がある︑

濃縮ウラン型

る︑

意見は次のとおりであ

当社の禦業計画として

力駐

は天然ウラン型︑濃縮

蛋

雪、放射性物質累験室に於ける固

い一
コストに断定的な数享を難ずこ の点について今後原子力委麗日
問題は計画の隠滅ではないはずで

ゆくかということに計量の重壁が

が検欝を進め
あるりなお野饗にわたる計画にお

反対意見もあったので︑これら

て鍛量的に決
いてはいくつかの段階に分けて考

力委働会謬与会で︑原尋力委鼠将来の原子力蜷霞の開発規模︑
会に提出された関係各機関の意

めることとな

・▼・・羨
つた．診与会
るタイム・スケジュー

㎜で

核原料研究開発に関す

④増殖炉開発翫画は現段階では

える必要があるう．

限を暫したようなある幡をもった

表規万式に改めるべきである．雑

せる万策が考慮されるべきであっ

は︑一応天然ウランだけと仮宛し

で

田本原子力発蜷会祉の

は近く実用に

匙

舜

蹴アイソトープ廃棄物容器

請乾︐紮ワ9声︑︸匙亀㍉肇︑︑贈晦＼ぜき︑〆︑δ呪ル㌧

原子力夏風会では︑既報のとお

りさきに策短した﹁発権用原畢
炉開発のため

漏

の置旧翫画 ▲● ＝
案﹂について︑
富民の原子力
ゴ

ルの添付を希温してい

○；三七轡醐粁目﹁増 ⁝⁝
署糟

あまりリジヅドなものにしない万

大ずる燃料は︵猿鍵︶主

がよい︒国内の閣発体制としては
むしろ小型のもので研究を進め︑

として糊鉱の形で輸入

炉がまだ少数蔦しか溝入されない 燃料は︵中豊︶窪とし
⁝
蒔期に大型の團産増殖炉を計図し て糟鉱の形で輸入する 麗

㎜燃

@ ㎝輸
@ ⁝料

ても︑はたして園内にその煩の菟

る輔︑

ま︑晒脈鎌足な点が多く
︑これらの

団内製遁業主に摺針を与えるべき

㎜鉱

閣内に関野した技術を培獲すると

し園内で製錬煽工ずる

る︒

はずであるりなお発魁炉を開発す
ともに︑七κず外㈱の進んだ茂術

@ 酬は

るためには︑相互に開遼するいく

に覆賦し︑これらを結合して粥発

踏方針はこれに墓ついて行われる

酎を行った．岡日の診総会では開発に備斑していることなどに は大要つぎのとおりである．

関係機闘の意見を徴していた 見を中心として︑同断戸当の検・と︑および天然ウラン型による でのべられた関係各機関の意晃
び

・が︑十月二十四榎開かれた原子

断定的な表現は不可
つかの電饗問題があるはずで︑そ

ことが必要であろう﹂

▽原子燃料上溝がわが顯で核燃料

ル型が開発の憲体となっているが

とあるのを﹁増大する

生田に謹める地位を朗らかにする

こうした開菟方式は法律に繕つく

製造業界に指針を
を濫めるべきである︒

と共に︑民間企築の分野を明らか

濃縮ウラン型
うした諮問題の解析が欠げてい

ことに豊津細＋年度のように濫用

いのは止むを搏ないが︑閥内製造

その開発について既らかにできな

にし︑将来の核燃料團産化の運営

圧者がいるかどうか疑問である︒

懸総
不嫁驚鎌瀬などは難険の事堀の泡

門蒙を創退した器議会のようなも

⑤結論的にいうとこの翫圃では
各種原吊頬とこれに縄遡した諸事
項もかなり研究諜題としてとり上 不ア分の点が多いと思うので︑導

②この一曲ではコールダーホー

通醗省の慧見の虫な

業界は概に凝縮ウラン型に対して

強力な統制櫃隈がないと達威でき

なお関連する研究の間口は相当広

懸給
きである．

灘︾ 肺

るり

燕は次のとおりであ

国塵化仏刷を整えているので︑濃
を円滑にする駕慮が必要である．

難い︒濃縮ウラン系統についても

いので︑これに対応して原研の人

ヂの

▽原子力発犠の経済的

縮ウラン型についても採用の諾否

その考え方を計画に裂明する必要

韻︑予算に対し根激強力な措雌を

である．
▽激画案では箪油の外災蟄推額は

尽夢

︑

展に応じて決定しなければならな
▽現在黒鉛︑霊水などの原子炉材

十八ザで計算しているのが︑これ

懸欄

．

いのであるから︑本計画築では纂
料については隅産化へ移行できる
は十五誘として計算し慢ずべきで

離離∵︑
本的方向を織すに北め︑原子炉開

その材料の照内曇達を強遷すべき

段階にあるので︑この翫画案でも

げられているので︑これらの溺究

核燃料は民間企業でも

・産品地も開発必要

を妬何に発織便に関泓させてゆく

か︑その体系化を今後原子力局と

⑨十数年の長期にわたの原子力

廻覧で考λて行きだい．

こととし︑国内における製錬加工 にその生産を推進する一刀︑碧羅

嬰困︑技術的襲纒等に
なおトリウムの蘭発および燃料の

がある︑

希墓ワる．

発規瑛︑晃簸コスト︑所饗外貨騒

叢幽嚇︑︑

蟹㍗
など︑政府の螺度達朗らかにして
再処理等についても万針を添ずべ

ことに原研では澱獺ウラン系統の

騒について断定的な表琉は避ける

騨媚︑薪
である．

・

べきである︒

．

ある．

鞍︑
▽この計画築の奮来火力発魁コス

まず基本構想から

トとの比較においては︑原子力鞘

重要諸問題の解析を欠く

変廻されるものであると考えるが

あるので﹁本州中央部﹂という表

べきではないと考える．

②原子炉開蜷技術の瀧展は日進
県費であり︑かっここ二︑三年内
には袖網ウラン型の大規模発耀所

ととなっており︑その実績如何に

が米賦において運転開始されるこ

よっては︑型式の選定も変更をよ
露なくされることも予想されるり

現在のところでは︑天然ウラン型

したがって型筑の選足については

⑨﹁四十一年度から凶十五年度

てその自給が想定され︑核燃料研

たって独面的に異施することのな

て︑原子燃料公杖だけが全般にわ
るべきであると考える．

に偏することなく弾力性をもたせ

取締役社長伊藤保次郎

懲コストの墨引性を強講して断定
的な爽罰になつでいるが︑断定的

特に原子力麺織の建設は座康地以

いる︒

における妊力醤要の爽際の僚長︑

ρ
①蟹画の構成としてはまず余体

般的には籔蚤なものと思われる

外の地域であると釧量的に定める

①原子力発蹴開発の規模は︑将来

的な原子力醐発の塞本構想を打立

曲として大切なことは︑﹁こうした

て考慰が払われるべきだとして

が︑次の鰻項についてなお驚ね

⁝連⁝葉的な方針はか磐

日本㎜原子力餅究幽翠で

て︑これに幾ついて山雪炉關鞘翫

見通しで銅盤を行うばあい解決さ

・・⁝⁝・⁝産気事第逮合会では︑

は︑鰍圃の細部につい

圃を立案すべきである︒例えば日

れなければならぬ潴問題があるは曝

四囲の開発規模を翫数的に憂わし

て口は相肩問題がある

本として燃料サイクルを獺伺に考

ているが︑これはむしろ上限と下

が︑いまはその穴きな

える伽という聞燈は灘本講想に磁

結醜を下すことは適頚でない．

として︑およそ次のように述べ

間題点だけを揖摘ずるに止める

▽原子力発電所の建設を予欝した

▽瀧縮ウラン型は天然ウラン型よ

ずであるどれを郊何に古しな

加圧雛の製奪躊欝の三二嚢盆浮に受理かず⁝鷺に︑ぢ米翔︑藷型と驚

︐

含されるべきで︑本格的な炉の瀬

がまちまちに行われることになる

ノ

一
上図︑探鉱︑選鉱︑凌雲︑選兀︑

ている．

段階に分注してまず第一次の箕力

かしさであって︑その他のことを

と︑わが園の重工叢界に生産掛画︑

煎工叢の現状に秘する認識と将来
の般傭留金の有効遍切な投下万法
その爵期などに対する酎鷹が︑燃
料サイクルのあり万と関製して重

まで主として褒炭地以外の地域に

究会発の必遺嘱が唱えられている

⑨この計圃で︑核燃料について

予足される火力発餓をずべて原子

に止まっているように見うけられ

視されるべきである︑

力発電におきかえる﹂とするのは

る︒

しかし原子力発俄における核燃料

なあのであって︑際箏類題好所の

は︑火力発爾における石炭のよう

み紹躯癖乾

繕いヤ学・戸弄ヒ〜㍉︑
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現に改めるべきである︒

りも更に不司郷要魯が多いので︑

年計画の慮点落潮を異体的︑体系

考慮しても圏劇化の再能鶴は両港

的に述べるようにすべきである︒

設呼掛画︑技術省墾腐墨画の斑で

︑

したがって計團に際してはわが脳

ムダや混乱が趨るおそれがある︒

にいたる決で︑罠問企策のもつ潜

④現殿階では窟殖炉欝團をリジ

きである︒

公敏どならんでこれに当らせるべ

れの特色を鞘揮させて︑原子燃料

在幽門︑設備を活用しで︑それぞ

溶解︑鋳避︑臨型︑蒲葵︑再考理

ソドに表親することは適当でない

・

コ⁝ルダ⁝ホ⁝ル型に要している

ほとんど相趣はない．

印簾を与える︒濃囎ウラン型の麗

この計画のスケジュールで進めよ

③全体としては天然ウラン方式

発も天然ウラン型とある過度ラソ

上限と下限で幅を

⑥便用燃料のいかんを問わず︑
獄子力発確所開発計画に伴った工
典的規模の使用済燃漏再拠理計画

位緻を処理する系列をいくつかあ

いいすぎであって︑このような無

−

限的な褒現でないように改めるべ
﹂︐

幣

束建都千代田区丸ノ内雀羅目窪播地

騨︑業
雛∴

難産
議︐管

蟹∵吻

響争
ぎみジを

響︑病原
難耀み凱ひの
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観究所の人事異動
日本二子力研究所では︑さる十月
八日駒形理鋸長︑十二日断峨根副

事の入れ代り発令があったが︑つ
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予算事業計画決る
日本の分担金は一・入九％
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る︒翌三十日︑地面墨銀小換幽会 嘱ずることを決定したり
かになった︑これは田津原子力機
は︑麟長根原研副理纂長︑竹山建 日葵勧力協建交渉について︑かね 関第一圃総会の帰途米園を訪れた
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和等を要墾していたが︑二十四日 漫田が両銀行幹部と会談した際に
闇麗について協識した細果﹁コi タ外務省に測嫁した英翻の正式回 明らかにされたものである︒
〃ダーホール改欝欝は補強すれば 啓では︑ブルトーヲムの軍壌利用
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国際RI会議 の 成 果

9
︑日本原子力産業会識の第十三回原子カ月例懇談
アイソトープ会議の印象﹂葉大農学部教授三井
准午博士と科学研究所主任研究風山爾畜力箪由
は﹁アイソト⁝ブ研究利用の世界の憂き﹂と題

会は︑十月二十九饅午後一難︑東野丸の内日本

工業クラアで開かれた︑
して︑一二弁教授は生物学︑凝学︑山崎響士は物

理︑工学に関する部門について︑会議で発薮討

さる九月パリで開いた国際アイソト⁝ブ会議の

日本代蓑三践を招いて︑この会議琶通して見た
議された研究を紹介した．
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アイソトープをとり扱う新しい技

いったことを分類し︑まとめたと

に入った栄嚢が︑どういうふうに

ような闘題．十六Bは︑三物の中

が必要な脳分をどうとるかという

出黒はどんなものを便うべきかと 術についての報告︒十罎8は博物

いう態じのものが多く︑個々のか

これは︑ラジオ・アイソト⁝プの

与えるかといった議論であった︒

影響を与え︑魚にどういう影糟を

きるプランクトンその他にどんな

中に吹き込んで︑それがそこにで

リンやカーボンなど塗湖底の泥の

これはたとえば︑放射能をもった

があった．

および湖沼の生産力といった部門

た．その次が光合威︑鍛後に太浄

チウムを便っている点が面白かっ

従来私遼が使ったことのないトリ

動ぐかについての報告であったが

なり瑠門的なものも大して興昧を
ひくものはなかったように患う︒
夜のレクチャーでは︑イギリスの
セジグマン氏が︑アイソトープの

平易に講演した︒

工業的利用の現状と将来について

のがあり︑測定上の問題というよ

その後︑本会議とでもいうべきも

うなものをめぐって︑新しい測定
原理の発表があ9︐︑特に︑弱い放

射線測定の研究から︑シンチ〃ー
ション・カウンターの別用につい
ての研究が冒立っていた︒

非常に広い和用ということと︑別
馴した燭禽の威果が非常に高いと
いう慧昧で︑穴いに評即してよい
と思う︐

私がこの会議で報告したのは︑起

忘れてはならない．もっとも今

ーーーーー⁝1−r一聖i︸一；一〜⁝

騰蕪鶉

後石炭︑石油工業の飛躍的な発

わが凶の海三業は︑戸塚経済

将来予魍される源子力の一般産

自傷のため︑倒際三女の改摺に

業への広い利耀が海運に磁然お

寮与しなければならない宿命に

はともかくも︑石炭︑石油の海

上輸送の絶紺慰撫が漸滅するな

展が見通されるので︑遼い将来

どということは予想できない︒

はほとんど等閉に付されている

動きの変動はつぎの三面から趨

態がある︒この海上における荷

よぼずべき重大な影響について

利用を考える二合に︑一一つの観

船を中心として原子力の平和

点からこれ壊論ずることができ

る．

る︒すなわち︑原子力を動力．源

に採用して船を運駅させる問題
と︑陳子力が藤業に利規される
ことによって必然的に趨る海上
における荷動きの変化の悶題と

原子力商船については︑原子

ある．

する海浬の分野に属するもので

り︑後者は舶会社の経常に僚結

て燃船の分鋳に書するものであ

三分の二に達しようとしてい

し︑すでに海上全輸送鐙の実に

輸送鍛の命計は急ビ／チで増大

騨における石油と石炭との海上

れば所饗輸送量は激減する︒世

ギー蟹度の高い核撚料を倹思す

もに︑輸送ルートが珍化ずる︑

し︑海上輸送盤が減少するとと

晶ないしは半製品の輸送に転移

ようにして綜料の融ま輸送が製

するなどはこの例である︑この

からボーキサイトの醗地に移行

ルミナ工揚が催力の魏πな地域

ーレー

晒

た壇誠的打撃から急油に立臨り

︵二︶原子力の刑用は産業の地 あり︑第二次混戦によって被っ

j石炭︑石油に代って︑こ 理的分布に必ず碧しい変馳准も

ｴ子力時代の海運≡ぼ塁≡三§・≡一・鵡

川≡・・三・茎≡・・≡毒・合理的な造船計画が必要莞鴇

力発耀におけると固様︑技術的

る︒しかもこれらの大部分が燃

ただし貨物の運負の相異により

たらすことになるであろう︒ア

にも︑政策的にも各方面におい

料として騰箆されていることを

である．荊者は鳳子力商船とし れらとは金くケタ遼いにエネル

て襲研鴛が准められているが

つつあるが︑来るべき腺．雫力時

荷動きに対し予め糾掌的の詳細

代に備えて︑将来における海上

な調査研究を行い︑これに鯖盤

する・・が必響ある︑わが雲

を驚く合理的な避紛計画を樹立

の癒運界にとって隔子力商船隊

の摺幽幽より︑荷動きの変化に対

する体制の確立が騒期に嬰環さ

れるのではなかろうか︒

︵出願夫︶

として︑アメリカのもので︑われ

た︑ソ迷の方では根は蟹分を吸い

ムの一義筒の醐に水を入れた中に

た均質捌のものである．幽力は僅

の燃料板を︑リング状アルミニウ 酸化峨縮ウランを一様にまぜ合ゼ

一
われは伊物に選分が吸収されると
る炭紫︑尿紫の申の炭紫が根から

工肥料︑藩論の揚合の剛成分であ

︸げるのが役舅ではなく︑根のお

ある冒ちょっと変っているのは︑

か○・一二というかわいいもので

ことを︑ラジオ︒アイソトープを

もな同的はもっと別にあるという

ファイトを配潰した溝燈になって

いう面を主として拶λているので

蓬込み︑リングの外と内とにグラ
吸収されるかどうか︑吸収される

あるが︑雨で恥が洗われた競合に

いる︒安くできるのが何よりの学 醤通は制御彬は中性子を吸記しや

なものが全部入っていた︒

それから純粋の生物といったよう

とすればどのような形で役立って

長である．

原

型も用途も材料もいろいろ

順で︑日本は出席者十八各で九位

編︑以下西独︑ベルギ⁝︑ソ連の

から空中にぶら下げている．ζれ

いタンクに入れ︑六〇麿もある捲

ミング・プール卵の原子蝉を小さ

飼の原峯炉は︑この煎述べたスイ

り︑これがグラファイトの中に差
込んである︒有機物質を身性子の

滅速物日の一部に使ったのはこれ

が初めてであるが︑最近ではOM
8とい・フ炉ができかけている

ことや︑その他国学的な閣題にい

ろいろ難点があり︑まだ計画の域

裂を行わせることと︑少しおそく

ランニ尋ハにも勘鰯申難子で核分

なってし贈った中性子た．一三八に

ためである．

吸収させてブルト轟ウムに澱える

ウランニ三態やプルト議ウム瓢

高遠申一子炉花便わなけれげな臼

三九は︑増殖陀もわせるためには

での隔忌中槻舶炉は︑最切にで港

ないことがわかっている．これま

たしA﹃飛というものを除いては

る︑イギリスのドーンレイには規

増殖の研究を繕的としたものであ

三島倣型の発︑電炉を建股中であ

高辿引佐子炉では︑冷却物質に

る︑

水を硬うわけにはいかない︒それ

をおそくしてし漢うからである︑

は水は滅鋳物蝦であるから申性子

だから冷却物蟹には︑ナトリウム

とか︑ナトリウムとカリウムの舎

なる︑こういったものな徳卿させ

金といった液体金鵬を便うことに

る．

︵姫暫は立雛大単助漱授︶

るポンプは韓殊なものが必饗であ

抜いてしまえば反応がとまるとい

分裂性物螢でできており︑これを

炉ではウランニ三五︑つまり核
RεGAと丁飛一GAは最近発子表

る政命︑府命検附襲

第闘園放射線防止に関す

局担当潜より説明

されたもので︑ジルコニウムの水

うふうになっている．

三線障壁藤織に関する政47︑肘令

冷菓界の藻類をまとめるため︑放

幽きた法令として活⁝川するための

ちな豊実ばなれのしたものとせず

鵬く政令︑府令を︑他にみられが

月施行される放射線糠辮防止払に

日本原子力顔叢会畿では︑朋葬凹

にまぜた論叢鰯を並べたものであ

物賛でおそぐして︑一中難畢と呼

黙中性子炉︑つまり中性子を口速

これまで述べてきたのはすぺて

高速黒血子炉

累化合物の巾に操縦ウランを一様

る．戴遠物質はジルコニウムと化

合している水素で︑水繁とウラン

が一族にまざり禽っているのだか

と岡じような均贅型の感歎に厩す

ら︑これはウォーター・ボイラー

反応を鰯させるものであった．し

・

だしこれは原理的には鳳子爆弾に

近くなることでもあり︑その他に

もいろいろの技術的難点があって

バーをはじめ約六十名の関僚蕎繊

三会︑ならびに法矧委樋会のメン

席の下に鮒燃した︑

当日はまず涼子力局の鈴木アイソ

ト⁝ブ課喪︑出本梛蕩富︑災谷川

技官簿から︑放射線障轡防止に闘

できている︒純坤に近いウランニ

十一月十二田︵火︶さらに懲欲凌

第二回検謝鰻会を聞き︑搬後に

た︒これに篤いて十一月八田︵金︶

き炉曇彗ぎ映

ゾ

︑

なっている︒

し野ゼ垂匙も

・

飲ねて要認嶺環を鞍理することに

三五やプルトニウムの榛を束にし

監

の反射鋸の穂懸と︑もう一つはウ

の
天然ウランを使うのは高速中性子

んだという肇に近いものが多い

て︑そのまわりを天然ウランで囲

する政令︑府令について翫期なき
腐速中性子矩の特畏は何といっ
が
き︑その理解を澱めるとともに︑
ても減速物質のないことである．
つまり炉心は核分裂性物質だけで 疑嚢を質醐用紙に配戴して艇出し

数が少ない．

完成した出藍中佐子炉というのは

︵案︶についての歓紺愚綴会な三

る︑この炉の一器の特長は望全性

ばれる秘麗のものにしてから巡鎖

来月跨惣として一団に一一なもの

を脱していない．うまくゆけば将

㌦ζ暫￠

利用するやり方も一能である．た

を滅直せずに高諮二子のままで
AGN一二〇榊はポリエチレンと

の構遊︶

度が阻度らしい︑

が芹常に多いということである︒
たがってすべて減速物銃が構造の 回にわたって闘醒することとし︑
繊力は今のところ大体三〇鍵隅程
中に愈濠れていた．しかし第一鰯 その鈴一圓を去る十一周一日︵金︶
︵隅はREGA
のときにも述べたように︑中盤子 午後一暁単から放射燦伺位元索狡

︽

6 ε G A の 槽 造

酬

ごろ推称されている︒澱縮ウラン

叢用原子炉で︑訓練用などにこの

﹂MF飛︵液体金属燃料炉︶は蒼
体になる金鯛の中に︑ウランを共
融合金の形でとかしこんだものを

である．この液体金平料自身を

燃料にするという変ったアイデア

によくなるし︑たまってくる死の

二心させれば︑冷却の効箪は非常

㌧
㌦

すいものでっくるのだが︑この原
たものなどであった．

便った実験結果に鞭ついて報告し

ったことは︑純然たるラジオ・ア
の
イソトーブの刹用に限定されてい

変った型の原子炉

酌で抜け落ちる成分が根当ありそ

学で甲状腺の閥題︑五Hが動物︑

植物︑八8が純粋な医単︑九8が

六3が動物と人簡関係︑七8が動

る今度の会識では︑成功したよう うに汚漿して行くかというような

諭文は西独と同じ十加護で六位だっ

警告に関してのものであった．

粗

うだという面に葱遷したもの︑ま

講演や割論の時間が十分あり︑こ

だったが︑イギリスのものはこの

に思汽

た．

は原子炉伽ら出る放射線を便う爽

は︑飛行機につむための研究をし

アーゴノートは非犠に低出力の一

N7魏はウランの円板とポリエチ となるであろう︑

風変りの代表

原子炉の種類︑構造︑材料⑦

画解蟷
罐魍勒

＼轡酪 Bはさらにいくつかの部閉に分け いるかであった︒
られていて︑たとえば︑三Bは医 また私の専門に近い興駿ある報告

を憲として︑続紙︑幾学︑薬掌︑

三井進午教授の講演

興味ある湖沼の研究

用というのがあったが︑アイソト

それからアイソトープの工撚的利

墓させた︑

くく︑興吠をもっていた人々を失

嚇

アイソトープ懸究朋胴の世界の動きをきいた．

原子力届アイソトー7誤長鉛穴黒氏は﹁麟際

にいろいろの形の壁や板などを便

った放射線の分葡について実験的

れた︑ソ連からは︑測定器の中に入

離眩た力法がアメリカから墾暴

垂垂によって変ってくる憐質を利

ラスを便ってそのガラスの吸収が

法としては︑灘バルトを含んだガ

っている︒これについて簡単な方

てはかるかということが問題にな・

山崎交男博士の講演

珍しいRIの作⑳方
︑

まず︑今度の園際アイソトープ

会議の還ぴ方については︑過去二
って測定した結墨が亮表された︒

二口屈の年後は︑穴一の線源の
作りカについて︑イギリスのハー
ウェルの八二とソ連のカルボブ研

放射線源をしまっておいて当てよ

セソションは︑A聾物理化学︑8 これは自新しいとは思わなかった

原子矩にもいろいろ風変りなも
のがある︑たとえばアメリカのオ

東南アジア西園からもほとんど臨

験で︑まわりの物質によって放射

レンの円板をじゅずつなぎにした

席したが︑旧交は日案のほかはイ

線が散乱される影響を防ぐためで

ークリゾジにあるγSFという各

ンドだけだった．乾蝕の露点は紫

方面は朋年のジェネ；プ会識で販

ているもので︑遮蔽准小さくする

ような燃料体が佃を入れた簡に入

で翻識長に指各された︒

術的なものに限られていた．応用

別講演がみり︑更にシンポジウム

り上げられる︒

ク型のものである︑

ために蕾心している︑これはタン

これらの炉心は︑これまで説明

灰を連続的に処理することも智能

更煙奮監舞

ゆへ

ランをあまり沢山とかしこめない

で︑非常に面由い炉であるが︑ウ

い㌔
しξレ＝

掌

回闘催されたアイソトープ会議で

は︑アイソトープについてのテク
ニソクを主としたものであったが

ごんどの会議では︑アイソトープ

生殖の問題︑それから十二Bは︑

うとするときに出ずという︑新し

が︑ソ逮でもフィッシ雪ン・プロ

放射能汚染の開題で︑動植物がど

い考え方が注團された騒

器生物関係のニカ駈に分れていた

ダクトの研究が三野なされている

うしたディスカンション万式をと

つぎに︑メタルについての題臣で

が︑もちろん共遇にもたれた部門

ことには興昧をもった︑十四Bは

い

う汚染され︑それが動物にどのよ

は︑ほとんどソ速の発表が主であ

もあった︒8はだいたい生物関係

動

が夜の九時から十二時過まで開か

いさつした．木村博まも三十年蔚

もあり︑映圃は終日上映されるな

れた．各照メーカーからの展添会

剛会式では議慢︑営門畏がみなあ

@鈴木課長︑総括的に語る

瀾かれた．夜は世界の口唱巻の特

会議は朝九時半から午後六時まで

ある．またNACAという原子鉛
炉のような少し温度を上げTれば液

RI会議の印象

ったが︑残念なことに聞きとりに

の科学的研究における応網という 究所長のカルボブ氏から話があっ
アイソトープ使用上のテクニノク た︒ソ運の発衷は今までのものを
特に穴きくしたような噛じのもの

ということよりも︑むしろその研
究露体が興陳の中心になったので
品分の専門以外のことになると︑
なかなか理解しにくかったり

踊会式が終って︑学術論旨の発源

クションというのがあった捗ここ

の簸初に︑アイソトープ︒プロダ

では︑小規模でいてむしろ珍しい
アイソトープの作り方が隠蓑され
た．ビゾツバーグのコ⁝マン氏は
マグネシウムにサイクロトロンを

使った雲水紫のイオンをあてたり
プロトンをあてたりして︑約百万
爺ぐらいの半減期をもつアルミニ
ウム26を昂る万法を発表．また︑

スエーデンのウェスターマーク民
はイオウ33を難網することによっ
て︑リン33を作る研究を発表した︒

そのほか︑短い半滅期のアイソト
ープを作る原子炉についての発表
や︑核分裂生成物からセパレート

してきた代表的なものの型に近い

−

の留学当時をかλりみて︑科挙の

だった︒

ど︑非常に充異したスケジュール

進歩を強翻したり九月二十一日に
三士．日本の木村健二郎博士は︑米
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藍隈を二年に短編されたい︒なお

放射佐同位元濃

と放射線発生装齪の販扱には溜ら

ることについて

⑥放射線取扱主任番に種別を付す

開俗されるよう配慮されたい︒

一方︑特にこのための騎鶯会簿を

凋を縛った上で受験艇絡を好える

した癌については︑さらに補足講

て行われた購三会等に受雛︑修了

猟来放射僅職位．π累協会等によっ
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⁝日本績苧力量叢会議では十個月

健

出席名も一
凝するの︷

次大会への︷

曇舞四王フム菰

日本原子力産業会議
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︷

適台させるには︑放射性隅位元索

先異がある︒従って爽際の業晒に

竃任者にそれぞれ猛分されること

叛扱主任者と放射縁晃生勲贋欺扱

を要望する︒

放射

⑦放附着一位元棄の取扱に適用除

性同位兀累を便用する期台︑その

外例を轟ける乙とについて

秘類と湿によってはみ法の瀞神に

政令に適用除外鯛を認め︑その利

抵毒しないと考えられるので︑家

する︒

厨を阻思することのないよう嚇嚇

原子炉安全専
門部会を設置

会識で﹁原子炉安全幽門部会﹂の

原子力婆員会は十一月八目の定例

設静を決飽︑次の十三氏を委員に

決めた．これは今後旅子力の平和

9

二輪芝謡扇暴霧︑磯

の建設されるのを予期し︑がその

利用混縦に伴って︑各地に肱イ炉

〃

σ

●

OO

．

←

1，780

橋騰

本粥

臼塀

内谷

会が袖

策都渋⁝

轍

＿．．．．，．，，＿＿＿．＿．，．＿＿．．，＿．．，＿＿＿，，．．，．．ゆ，，．．，．．，，．。。

︸一一十九日午後一轍から会議鑓で

㌔第＋七論理那会
㌔を開く︑議件は

噸﹁原子燃料閾題

曲事議郁項ならび

臨特別香壌会﹂の

︒．﹃・曾．ノ．

た崩倉本人の被る経折的損響の捕

●・ρ口即：φ：︐卿3二

償四二の所望が明確でない．それ

り：醐＝帥＝の＝：冒：耳：の＝：〜・二一言二3：二四7；
二．7
︐・卿．．：

締法となることを霜望する︑

灘んで優れた刑用脳果があがる販

らについて労鋤者災害補償保険法

に解決して欲しい．

②内容に弾力を拷たせることにつ

が多いので既繊法との譲罫が必嬰

⑤放射線取扱主野臥の爽格につい

の点を法律施行娚田までに付帯的

含まれると思われるので︑その内

て本法第三十菰条第二琴の該当

との関係を朋らかにされたい︒こ

容になるべく弾力性慶持たせ︑実

者について一1現在放射線を取扱っ

いて政令︑府令の内容中旧基

である︒放射線騨轡防止に縄ずる

実施するようにして欲しい︒

際的な万法︑例えば逝達等で補足

限りすべて本法で一元的な規制を 鵡の部分には現量米解決のものも
行い︑陛業界の実施に側鯛である
よう湧慮されたい︑そのためには
名梅圃に円溝な慧見の調鞍が行わ
れ︑践に放射線障轡防止の実をあ

い第二を発焦する甦れがある︒脇

時衆醗として穴学の開係学部鄭業

者は二年程度の災勝絶験とし︑現

在一年以上至重に祐箏したものは

ってその資格を付与されたい︒ま

とくに譜習会を受講することによ

た診饗線譲⁝を欝繰坂扱叢任

者とずることは適嘉でない︒

R1講習会の

修了者に資格

周第一丹の該当渚について一1実筋

ものの保全と澗辺地域に放射能が

流れないよう︑各紳の安を基準を

▽原研総懸杉宏瑚雄▽蘭珊事久

設けるため歓講ずるものである

31200

鵬釧45
ぱ

より優れた成果期待

るとの意見が女心的であった︒

応創上に影響するところが大であ

た話合︑登山の利用による研究︑

ﾙ灘灘羅馨麺鋼舞慧蒸
放射線隙轡防止法は開年四月鳳隠から爽施されるが︑こ

れに俸って科学技術浮で作成中の政令︑府令案も今月宋
ごろ放射線騎謙会の犠議を終る見毒しとなっている．田

ている積業所が販扱露坐名がいな

臨時措置を鷲慮する必要がある︒

施するために︑当初には然るべき

補償問題の解決
④禰償問題の解決をしておくごと

の必要性について法の博すとこ
ろによって取扱っても灘審を起し

いために業勝を停止せざるを得な

現状との調整

放射盤同位．兀累委員会で︑さらに

だ政令︑府令中の技術藤準の公布

③法と現状との調整について

と甜穏を魁誤ずることなく︑より

としての躍薬界の意見と要望を販りまとめ︑選考として

検射して次のように販りまとめ

げ︑かつ放射性儲位光累等の研究

ま

科学技術庁長窃に提出し︑前記政令︑府令が障轡を防黛

写糞は八目の検酎懇麟会

われる．法を実構に遜台させて実

しながら︑HIの利用の拡穴を阻擬しないものとなるよ た︒政令︑府令の壁織にはこの嬰

本原子力酎業会臓では︑この決定に先だって︑被適用者 その要望と赦見を十一月十二日の

なるフ・

噸に原子炉等規制法︑放射線蹄野 で︑その報告会を戴ねることと卍
％防止法施行に闘ずる鞍望轡の駆

を見ていない現在︑このまま実施

RI︑法制合同委員会で検討

望を十分勘案されるよう︑ここに

する崩合は︑田無の案兜企その他

舞

う努力を続けている︒このため十一月一理原子力局の搬

慧見欝として提娼ずるとして大要

によって多くの違法考を出すと思

法穣は他の法穣と関選するところ

年配から同案の説閉を聞き︑八日には検討懇談会を著い

次のように述べている︒なおこれ
に七年目の補足第項があげられて
いる︒︵全交は﹁原子力麟内湾構﹂

十一月母に掲賊︶

⁝要望事項⁝
①各衡閻の完全な運絡と関嫁する

に総力を結集することができるよ
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研究・応用に影響大
当初には臨時措置が必要
産業界の関心を述べ︑産業界の実

﹁放射性同位嚢等による放射線 は︑まずこの法野馳行についての

定別菊池正士所畏から︑岡研究所

うになったのは︑日本の原子核研

布由難致▽岡保健物潔部長霞泳

敏男▽超設省建築研究所艮竹田
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東京都北轍鮒郡田鰻町谷戸に︑凍

の設立経過︑研究内容などを説識

究のためばかりでなく︑学術織上

▽厚鑑省公衆紬威嚇炎山口班義

▽東大教扱広瀬華六郎▽涼子力

機技徳部長汰野才三▽束叢子

発電技術都長占岡俊男▽一二菱飽

⁝⁝

日立製作所原子力課長塒奥朗

力綴織事業部副部長愈懸盤雄▽

・

午後一蒔四十分羽田較

原子力委員は︑十八巳

▽ウィ⁝ンの國際原子

sAs機で帰凶︒
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障轡の防止に関する法律﹂に伴う

赦令n府令︵案︶に対する意見欝 情は︑現在の内容のまま施行され 他の法主との調整についてこの

京大学付醗研窃飯として妓設中だ

して﹁この立派な研究所が劣醸し

謙三郎▽通藍省公益事業局技術

った原子核研究所は︑十一月八臼

長佐伯貞雄▽巡輸省船舶履長出

のために聯ぼしいことである﹂
とあいさつした︒

たことは醤ぴにたえない︒皆様の

理解と協力によつ

来賃の祝肝は学術研究所の開所武

下正雄▽策京工大教疲穴繊義年

来賓の祝辞

午繭十蒋から︑同所エレクトロン
・シンクロトロン窒

て︑さらに立派な研

らしく︑いずれもその道の綴威名

感激的な老博士に拍手
べ︑ついで矢内原乗

育穴学長︑中肘乗大名麟救授︑藤

岡原子力委蹟︑八太阪大名蕾教授

ばかりで︑茅学術会総会畏︑瑚永教

羽の醗究者が共齢し

大名醤教綬が︑演壇からやさしく

らが立ち︑今年八十八歳の中対雛

所は恥大の管理する

る︒しかし斑大に付

所長は閥を立って丁重に態謝し︑

満場の抽手纏受けるなどの緻激的

菊難所蟻をいたわって激励すれば

対する伝統はこれを

な鋤灘もあった．

翻したものであるか

受継ぐものである︒

ら︑同穴学の難問に

て使用するものであ

ものではあるが︑鶴

大総長が﹁この研究

力する﹂と式騨を赫

究所となるように努

で開所式を行った︒

昭和二十九年夏から

三十一年度までの寒

遊融護物麓ぺ千八街

蘭二億鱈千万円︑塾

の全体計圃は九偲円

三十八蝉︑曝露設備

に及ぶものである︑

この日立冬のさわや
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究の憐れることがあ
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たとえそのために研

っても︑戦争に役立てるものであ
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策艶の瀬藤専務ら原

ってはならない﹂と学岩としての
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諒開発情勢と海外協力
職

@グレー氏・月例懇談会で講演
第十四回月例懇談会は定湖B本原
おけるエネルギー講話︑詩賦協力
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⁝グレー氏講演の要旨．

次のとお診であった︒なおグレ；

カナダAEC乱世三論﹂・ゑ・グ会合で朗らかにされた主な幽幽は

は中性子経済に有利だから︑カナ

験を持っていること︑重職減難材

もインドの蝸禽も米国から買って

トを搾っていない︒カナダの煽合

▽

部園から来ている︒実験鉦︑研究

カナダが天然ウラン重水蜘を選ん

適な炉が決ってくるからである︒

計画は持っていない︒

と考えている︒磯縮ウランを作る

状態では酸化ウランが最も有望た

七一の地︑比鞍的燃塀運搬費のか

である︑

の巡転はしないという牲絡の会社

胴の原子炉は運転するが︑動力炉

擾助を受けるためには︑技術的︑

定される︒特に未闘発國が初娚に

程麗︑工業露座の程度によって決

に見えるが︑十分分齢して見れば

と漢然としており混乱してるよう

米團の原子力鰯構は表菰から見る

らいかかるわけである︒

本投下は︑英魍の塀合よりは倍ぐ

が︑大半の努力は一儲旗功の鈷瀬

姫の問題もある程度研究している

原子力公社はこのような小吉隙子

いうことも考えられる．カナダの

的に至りたち得るのではないかと

て当分懸子力に敷らなくともやっ

次に壁際協力関係の議題である

えた願はまだ抱界のどこにも卜わ
れていないのである︑

実行する資任は︑わが旅子力公社

うことを発表したが︑令後これを

が負うことになる︒

機関ができていることもいんる．

る︒たとλは英田では夷国に必要

ずしも解決鍛にはならないのであ

いる．しかも好来は予期もできぬ

在その刺用は多く経費にかかって

原子力の災現は明らかであり︑現

左右されて来たのである︒

済的な蟹樽によって︑この設引が

る︒そこの地ガの条召と︑窪に経

際子力開発は自国 に合う条件で

としている条件に︑馬力に裂よを

が︑これは米国の場合の多くの地

溝たしているよつになっている

り特にまだ撫しいものであるから

どうしても経費がかかる．しかし

問題に搬遇したり相当経費がかか

できないし︑特に燃料費︑資本投

に笑現させることができるように

将来はそれをさらにもっと凝済的

域では︑経済的に受入れることも

濡濡にならない︒またこれはカナ

ると︑原子力による発電設偏の総

なるしまた一九七〇年代以後にな

下が非常に高くなるということで

ダでも条件に合わないと装う︒こ

的のプルトニウムを生歴すると同
時に徐子動力も作るという︑二つ

のようにそれぞれの圃で原子力の

曳

曳

穿

模なものとなるであろう︒

貯亀

︐奄♂

棚手

壌、放射性物質実験室に於ける固

体廃棄物の収容を嬉嬉とする

〜

気

壽﹁臣

栃

束獄都中央区八重潴2−5

カナダでは面分でグラファイ

レー氏の指墨を迎え︑十一月各説

氏は十一一臼ダPAA機で羽田からダでは燃料として天然ウランだけ

場はない︒米鋳と競争できないの

▽・現在カナダには擁水製遊の工

いる︑

月例懇鮫会で宙吊を聞いた日本原
帰国した︒

鳳年間の鑑麗はU︒O︒にして一 ▽⁝足常巡転をしている限り︑原

るという謝團もない︒米田の二十

で止めた訳である︒近い将来に作

八ザ・バi・ボンドという紘段は

峯を運営しているし︑また実際に

だのは︑この炉に対して多くの経

剰であった︒即ち原子燃料の経費

た小さい電力設備があれば︑縫済

かる場所でも︑原子動力に麗い

科学的な副線が一士大勇である

米鼠では晋通の燃料を使って十分

て行けるが︑一九六五年6うには

いうわけである︒また人的には得

このようにカナダは︑磁力によっ

の炎拠などによってある鯉度促進

る状態にないので商い単価の原子

安くしかも無期にわたって不足す

のになり得るという地力もあると

もうすでに原子力が柑当有用なも

しのある大盗に集中されている︑

させることもできる︒

力には魅力がない︒しかし米困で

のである︒しかし湯煎設備や梼報 結騰技術的に理屈が通っている︒

世界に前例な

は全般的に原子力剛臆について多

いインド援助

学者やら技術岩やらが十分必要な

が︑一九五菰年八月のジュネーブ

ナダよりも非粥に高い潜力の庸饗

の脳病を持つ特長があった︒それ

って︑またそれぞれ異なるのであ

閥発計画は︑それぞれの条件に合

帯芝というものは︑驚くべき大規

ともう一つ︑英国では米園などよ

／︑
垂

りも投資金隠を算出する万法に有

﹄

專

▽・A冠C1︑は日本の旅子力研究

妥当な価格だと黒・発

た時︑いくつかの饗國が一緒に織

▽：ある決った型の原子炉を最艮 特別な実験が行われようとしてい

咽曝することは響易である︒

であるとずる結諭はちょっといえ

種々の会敏︑工気界がこの原子力

練︑原子炉あるいはその部晶︑そ

米暇では電力設備をするための資

が安くて済むということである︒

のブイfルドに入ってくる︒研究
▽

なって起ったものである︑

の他核燃一等の提供などいろいろ

燃料の翠については︑現在の

の条件など燗々の条件によって最

ない︒というのは︑それを購う困

ある︒NRXが事数を起したのは所に似ているかと思う︒資金は生

@年間の生産一万五千トン

酸化ウランが有望

万五千誘であるが︑これを更に拡

子炉が都赦を幽すことは不可能で

が十分にできるから︑などによる

亭力産業会議では︸︑翌六日年前十・

▽：カナダのウラン資源は膨大で ものである︒

再び間曲を招

時から会議釜に

き︑各驚照会往︑

の代二三︑五原

電弗︑鯉遅など

子ヵグルーブ代
蓑番が集まり︑

懇談会を開催し

松原子力発電副

た．当日は一本

社艮の司会で︑出腐者測が予めま
とめておいた賛閲につき説期を聞
いたのち︑これに関連翻る諮問題

⁝氏は隔意なく谷坐したが︑この

について種々懇談した︒烈士グレ

いているし︑いま受販つた蜷蝦に

ており︑三台の原子炉がすでに鋤

って非常な論いがあるが︑オンタ

リオ州などには︑州自体から産出
できるよ・フな燃料がなく︑かつ相

当多くのウラン鉱が聴講されてい

くの資金と努力が払われている︒
コロンボ計画のもとで︑インドに

カナダは戦時中の巡合困との提携

るので︑一九六五年までには四街

MW︑唄孕6年までには二千六原子炉を建設するに決定したのは

将来経済的に必要な撫子力沼囲の

要機附一原子力委員会︑原子力 原子力公祉は政府が株を所有して

会議︑二歳瞬際原子力鞭関などの

次にカナダの寄子炉開艶訓圃につ

が続いていて︑繁急な間題となっ

だけの能力な持っている︒そして

この一例である︒この炉はeR聡 開係から︑原子力の翻発に指⁝轟的
には七千五百MWの原子力発叢がと翫んでいるがNRXに似たもの
な地位をもっていた．先ほどもの

開発調國を勘考し実行するだけの

実行が灰認されればすぐ全般的な

百躍W︑それから一九八○年まで

べたよつに︑現在オンタリオ州が

予態されている．

で︑この設備を巡営するスタソフ

原子力設備の瑚発される阻一の崩

いる公社で︑原子力関係の開発研

所ではないかといえるが︑もっと

究を任勝としている︒軍箏棋力面

協定を見ても︑いかにこの間燭に

で訓練を受けつつある．現粧まで

は︑現在カナダのチョークリバ⁝

公社︑エルドラド鉱業会柱一が

ついての濁際協力が必要であるか カナダ政府は︑級近他の友好照と

一つの國が非難に成功している一

必要な国際協力

ある︒原子力二野会は一九四六年

への応朋には園係なく︑主襖臼的

相互協足を結ぶ用慧ができたとい

ものを巡宮している︒

原子力法のできた時設立された

は経済的な原子動力を開発するこ

ということがわかる︒

理躯たちは耳環大匿を通じて盛会

いて述べるが︑その蔚に野獣と米

ているからである︒それと闘隠に

国情で違う解決策
もので︑五入の委罎が毎年数回管

とで︑特に天然ウランを便って︑

つの三子力万式は︑他の剛では必

これだけの規模の援助を他国に与

轄大臣を通じて国会に報告し︑ま

麟際協力は戦々な形式で行うこと

報の礎換︑科学的︑技術的な講

れている︒オンタリオ州のチョー ができる︒擾助の形式としては憎
クリバーに相濁大きな施設を持つ

ずぐにも開発で きる
に対する蟹托を持ち︑主にウラン

隙のプログラムに少し触れたい︒

贈った笥子動力姻では︑軍事的瞑

核兵器も必要としており︑初めて

需要を度外視して諸準備
の生産︑その獲得︑調逮︑販鷹な

英澱の原子動力計園は非常に成功

︐津︐ごギ鳥総レレ撫欝欝総︑

している︒しかしこれは米園やカ

評︐

︑掛応5撃砕Ψ

〜

どに従嶺しているが︑爽際には鉱

㌧︑

山やその関係の製錬工燭といった

によって設立されたものであり︑

エルドラド会社はカナダの公社法

している︒

についての行政などの問題を担当

用についての続制関係︑機蟹事項

他の原子力関係の材料の生産と汎

な任務としては︑燃料関係︑その

た会合することになっており︑憲 それを開発して行くことに力を入

カナダには三つの原子力関係の主

が︑これは非購に論難のかかるも

よると︑一一頁超Wの研究用原子炉 あるが︑これは受入圏の技術的な

も十⁝月三日に蟷界点に顕したと
のことであり︑二千三百人の従藁
戯がこの研究施設の中で働いてい

いさつし﹁日本の原子力89発は実 の磁壁︑原子力胴発語画などにつ

る︒公社の本牲や営業部はオタワ

子力発心会社長安川第五郎氏があ

にある︒

カナダにおけるエネルギ⁝の鴇婆

明を行い︑流麗の撚誠な拍手を浴
びて︑一蒔間半にわたる懇談会を

技術的な間題についても懇切な貌

決の多くの総懸点を持っている︒

国でそれぞれの条件に合った解決

終った︒

が︑氏は原子力開発はそれぞれの

このとき蟄常な経験と学識をもつ

簸をとらねばならず︑一つの圏が

際的な段階に入ったが︑まだ禾解 きスライドを使用して説要した

グレー氏の話を闘くことができる

非常に成功しているからとて︑そ 散会後鷺聞記名閉と会見し︑ここ

ほウ

問題は︑各州それぞれの礁湖によ

のは︑わが翻の原子力関墨の今後

の万式が他の魍では必ずしも解決

〜

でも質問に箸λた︒

の発展に意義深いものがある﹂と
述べた︑

も

き融ζル野牽一多諺

ついでクレー民は童︐カナダの原

〆
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謡月例懇談会で講演する」。L・グレー氏・＝

膏
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資本原子力量叢会議では・十一月五E｝午後二晴から、カナダAEC∫、副社長」・L・グレー氏を招き・凍京丸
の内の日本工業クラフ で第十四團原子カ月例懇談会を關いた。グレー氏は既報のようにインドへ出張の藩途東
京に立密つたものであるが、原子力委綴会、原研、燃料公祉その地関係諮機関との懇談など・多忙な日程の甲
に、特にこの懇談会に出席し「カナダの原子力開発楠勢ならびに海外との協力について』と題して購配した。

第＋四回原子カ月例懇談会弓場
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◇科学研究所︵大難コバルト六〇

研究︶九九二

◇東海纒極製渣︒掛鉛の放射翻損

傷に関すΦ気験研免︶二五〇

関譲る晶険研究︶一一五〇

◇昭和躍工︵欝鉛の放鑑卿損傷に

◇栗葎大学︵中信子の遮蔽を・U

ζに関する試験研究︶四〇九

的とする遮蔽材としての爪素化金

目的とずる放射紛遮蔽材君の製造

◇科学研究所︵中牲子の薫蔽な工

に関する晶験研発︶七五笈

◇科学研究所︵ボロノ一〇の釧網
に醐する3総研先︶三六〇

◇科学研究所︵放射線鼠の測冗に

即した4一機化合物に難ずる武験研

究︶一四五

民間研究会社

住友原子力研究会社発足

台臨糸十四往で設立準嬉を冠めて

一月十二賑︑大阪巾の住友ビルで

いた﹁信及原子力研究所﹂は︑十

資本金五億円︑払込資本は一聯二

創宴総会を闇き懸鯛に発足した︒

猿子力研究公制はU本最初のもの

千五穏万円で︑このよつな民同の
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である︒
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お断り﹁原子力の常識﹂を体聴
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き
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◇科学研究所⁝︵放射線影響に対す

一抵抗体︑黒革体二一の放射線瞭

◇科学研究所︵放射線測定器邦品

四三

鞠醗審防止に関する筑験研究︶七
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て開催されるが︑それまでには機

ル︑配分などの基嘔等︑異体的な

開の行う資察や燃料ウランのプー

仕纂もはっきりして来ると思うが
実際に動き出すのは第二圃総会で
現在未解決の閻題を臭体的に思し
合った後になるのではないか︑本
格的な活励に入るためには︑まだ

雌備のために一年は獄門であろ
うρ

○・登園ではド〜ンレーの増雛
の施設を特甥に見せてもらったが
炉ばかりでなぐあらゆる方面の研

究に本腰を入れているのに驚い
た︑日本もこれからは炉よりも輻
の広い研究に力を入れたい︒また
原子力発生会載の購入する旨旨ル
ダーホール魏炉の耐肢鍵について
も謡し合って来たが︑この解決の

耽

ために近く聯門象を派遺すること

を伝えて来た︒

クラフ大会堂で催される︒三崩嚇

四時まで︑策京丸の内の日本工業

講演会は二十山正日帯後︸酒醤から

説朋するはずである．

視耀した各繭の製錬鋸梁について

ス︑イタリア︑爾アフリカなどで

リカ︑カナダ︑イギリス︑フラン

に一本化し︑総合醐獲の機能を持

対外︑対内の無量の窓口を総勝課

審議の上善処を

實?長から関係各方面に

なる鰹を要望している︒鶯会銑

れた利用成果のあがる取締法と

軋垂蒙穿

亀

また寅海研究所の研究が本婚的に

なると共に人図の移動が多くなる

ので事務も移る体制が考えられて

いる︑従って東海村移動が完了し

たとき︑本部も中央的な機能のも

のだけが東京に残ることとなるの
である

喫約第一係長

編出．引摺

杉本栄三

︵課長代理衆務︶

坂元昌隣

橿

︵躁長代理兼務︶

中仙

開田馴顔

干藁

︵課長代礫兼厨︶

策寸分璽畏︵兼︶

◇東海研究所

▽摩生探長︵蝦︶

彫生係長

柱簾長

▽経理課畏代理

▽安全衛生密理駆幾代理

井上武一郎

仏から天然ウラン

▽図露謬畏︵販︶

原研東海研

楠瀬能彦

究所に︑十蝋月二十一日胤−後︑フ

▽日本猷子力興業善導

干月十九臼汰阪商工会

刷会長杉近助氏は︑十

▽十嚇月二十九田日本

議所会頭に五選した︒

原子力懸盤会議では︑

高鷲曳の内の田本工粟クラブで第

十七回錯誤会を潔く︒卸

ぐ

ぞ

を

ち

立

㊥

・り

②

︑

㌧郭毒

9

ナ

．

ノ

笛一一鑓一鱒鵠器一岬伊

トランザーは心の緊張や不変を
磨り︑心に平和を呼びもどす新
しい精神安静剤です︒
ことにトランザーはこれまでの
精神安静剤と違って︑いつおの
みになウても眠くなる心配がな
く︑仕事の能率もあがります︒
その上 トランザーは懸盤がな

く胃腸なども害しませんから︑

みになれます︒

続けてどなたでも安心しておの

◆神経がたかぶってイライラする⁝

こんなときにはトランザーを一

◆絶えず不貿と恐怖籔におそわれる

◆やたらに脚立ちつ緩くてならない
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この意嬉轡は既報のように︑こ

の法律の適用によって︑爽に放

の配業界の意姑と要亀を騰りま

臼本娘子論難業会識では︑十一座業会議では︑被適彫岩として

害することなく︑より滋んで優

牲同簾兀素簿の研究と潤用を臨

月十四田﹁放射線輝警防止法に

田する俘業を続け︑十一月十二

射線蹄轡の笑をあげ︑かつ放射

轡﹂を︑科学技術庁葺富︑原子

ロ﹈放射性間位元素委鎖編で蔵見

伴う政令︑府令に関する慧見とめ︑関係万囲に参考として提

力姿鎖︑放射線雷識会会長︑厚

鐵長茅誠司民はこの結果を菅会

欝な作威したものである

闘蚤
大蔵各大臣︑総理府総勝長窟に︑

目︑労働︑逓睡︑運輸︑郵政︑

議の上何分の讐処をされるよう

はこれを提出するに当って︑密

経理第二係擾

経理第一係畏

︵建設内務課難設業開銀藁兼務﹀

予算第三係畏

予騨第二係鍛

予算第一係疫

▽予算諜璽

にと精望した．

とり︑繭記のように提幽したも

・琶レ

分田宗明

圏写しを妻子力局長︑同アイソ長に報告したので所定の手続を
トーブ課艮に扱出した．

のである．

総務部人購課︑企團調査鄙および

今転変鋤のあったものであるが︑

ジソク活字を硬用してある分が︑

のとおりである︒なおこの中にゴ

る各課の配澱ならびに斑任名は次

日本陽子力研究所の糧織改圧によ

東海研究所に嘩生牒を

改正された新配置

朗母所報のように︑窃本原子力

関係︑⁝般管理︑研究︑建設と︑
それぞれ所管が逸っていたので︑

非常に煩雑であった．それを今度
仕向も人も財務諜に望めて︑予鈴
会計︑経理を一本化して行うこと
になった︒しかしこのため財務課
はきわめて犬きなものとなったの

で︑運営に不艇となる恐れがあり

▽会謝線畏

会計外回

それぞれの職能に従って予鐸課と
会計課に分けたものである︑なお

決算係長

︵企画課企画第一係長︶

▽調達諜摂

調達課に樹海分笹を新設した︑

次に東海研究班の計画誕を廃止し
た︑これは嬰溺と甲唄の中間に︑

のままである．

◇総務部

へ

村上乱撃

東海研究所の他の部課その他は兀

るが︑JRR︷も完購して︑東

暫三月に設けられていたものであ

澱研究勝も本絡的にスタートした
ので︑この変則的︑中間的な存在

ることとなったが︑このため所樋

総務鯖一係喪︵兼︶大森栄一

酬方東海研究所の研窮開始によっ ▽総務牒擬

の三脚に分げた︒

を解僧し︑本来の紺織にか汎り︑
充填したことである︒そのため︑
これまでは各部ことに持っていた 他築をそれぞれ総務︑企画︑予算

郎氏は﹁園際鷹子力機関第一園総

購演終了後︑原研で墨黒塗輿した

夏型︑都務関係は総務と爾方に分

﹁JRRi1の建設包銀映画﹂
をたのである．従来研究関係は て︑職幽の大部分が絶所に勤務す
たせ
上映するが︑これは策海研究所建

総務第二係畏

高橋

平紹利用に対する意義について説

忠欝係鑓

皐誠
にμ生諜︑安全衛生管理墨を新設

蒙族の厚遇施設を重視して︑聞所

もに総務に一本撫し︑庶務課碧総

村上

ごζぎ

渉外係掻︵叢︶

ノ貯

︵約二千万円︶が到稗した︒

究部︑﹂ドR−1管理箋︑cPi

ランスから初の天然ウラン冬仔ジ
で︑その機能を財務担当に簗写し

㌔φ

強化することを厨酌としている︒

5嘱備釜と並んで︑窮務の機構を

・浜

央たの癒︑㍗その体粥な黒影し︑硬

る︒それと窺海里忍所が駕号して

て七二讐管に行うどいうことであ

︐

ずると共に︑研究用の隠欝を移し

れていたが︑これを射内︑対外と

・ ︑ 豪き藍ず転轟艦

で

務鍛に改めた︒

柴沼理學の話

︐

譲渥で継れ耀だ義

れまで予騨運営が研究︑建設それ

こんどの組織改疋のねらいは︑と

ように誘った︒

は︑この組織改正の意義を次の

原研総勝部長柴沼麗購︵塚翼︶

︑

事務を一本化
して能率図る

黒川

設の癩備醐査から︑第一轡型験原

問題でおくれていたものである煽
・

㌧今回の組織改正の主なねらいは鳶
・〜〜

庶務係長︵聚︶

くものと思われる︒また今井美材

寒

て霞轡蚤を新設した．

子短の発成までを撮影収録した︑

件

いて﹂と題し︑さる五月二十二日 天然色の導電な記録映画である︒
から七月二十六日帰山まで︑アメ

等

に原子力委凶会に連絡して激認を

のであるが︑原研の異動は鍵田鶏

日本原子力研究所で 今月初めの難燃会で器議されたも

総務と財務関係を充実

組織の一部を改正
一⁝；⁝⁝三
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次に財務関係では︑これまで予錬

氏は﹁海外のウラン製錬購業につ

おける印象と︑そのわが国原子ヵ

会に出席して﹂と題し︑固会議に

本部の総務と財無関係を鍛点的に

@二＋六日日本工業クラブで

石川．今井両氏講演

原子膿血の製錬事購を視察した猷嚢公社理聯今弾美材氏の欝灘を聞こ・つとずるものである．

圏際漂子力機関第一圏総会に︑政府代表として出動した原子力婁緻石川一郎氏ならびにさきに欧米の

五日にはカナダAECL捌祉及グレー浅に同園の原子力開蜷雛憐を聞いたが︑こんどの第や流園には

国際民−会議に娼腐した三里を招いて︑会議を通して見たアイソトープ研究利用の塗屋の動きを鳴き

日本原説・ヵ醗簗会議では十剛月二十六日第十五劇原子カ月例懇談会を開く︒さる二十九日にはパリの
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︸

轟

ワ

る一．

ロ

の中は組版の都ム︑で腺交と異る︶

る︒あため塵公駈れた﹁遜令は次のとお︒である︑︵＝

白糠諺を鍵額総一鹸難範翻邦謙

核燃料などの定義も変
政府は十一月二

十一︑臼﹁核原料

物質︑核燃料物

致及び原子炉の

親劔に関する法

へ

・誌二尊講q︑∵：マ㌔ソ㍗！マ﹂

規制法施行令︵＋三条恒
炉〆

名称及び所往地
ならない︒

り次の事項を謁載した甲謂霞を内

甚し嘉套︶婁の竺

閣総理大国に提掛しなければなら

2︑法簾三十九条第一項の黙黙を は︑総理府令で冗めるところによ

設勝もた振子戯女は原子炉を含む

子姫を設置した船舶を譲り受けた

二項の規定により原子炉琶設澱し

ろにより︑次の蔀項を記載した璃

に法人にあっては︐その代表者

二十六条第一一碩の規泥による翫甕

五︑涼子炉を設殿している工学反

の変更を含む︶とする︑

＊ｼ叉は名称及び住所並びに

ない︑

可を受けようとずる者反は闘条第 受けて日本原子力研究所からその

一体としての施設を譲り受けた者

む︒以下岡じ︶は︑法第二十六条

原子炉設殿鱈︵撫

申簸⁝︶第六条

た船舶の譲受の許司を受けようと

及び嗣五一二項の同旨を受けて腺

︵原子娠眼謹に係る変璽の欝冨の

四︑変箆の理宙
第三十九条第五項の規定により凍
する者は︑総理麻令で定めるとこ

縁︑変更の内容

五︑工事を伴うときは︑その工粥

子底設聖者とみなされる者塗含

︵加工麟樂の欝可申謂︶第三条

職 ．

名が法第二十カ条舞一項の規定に

︾りない二項は晶削項第三鍔から第六

よる変頁の許斑を受けなければな

講轡を内閣総理大臣に握繊しなけ

で定めるところにより︑次の聯項

受けようとするときは︑総鯉府令 ればならない︒

法第十三条第一項の爵岡は︑加工 第囲項の規定による変炎の許司を
事業を行おうとする工二女は受業

を認甚した購請欝准内閣総理大臣

＊ｼまたは名称及び避溢並び

所Oとに受けなければならない．

2︑潮項の爵司を受けようとする
に提出しなければならない︒

暑まで反は第八丹に掲げる箏項

者は︑事簾謝画跡その他総理府令
＊ｼ反は嶺紘及び住所並びに

の氏名
︵圓攻第五摺に掲げる箏項︶のうち
A恩愛の桐手方の氏名または各 撃退馴しくは禦業辮父は船舶の各

で定める糖類を添えて︑串賀しな

称及び住所蒲ぴに法人にあって

の届出をしなければならない都項

肱のみの乱撃を除く︑とし︑譜第

はその代表名の氏名
三︑便用の図的

は下下第一月女は第七号に揚げる

．

二︑変更に係る工瑚曳は事業所の

四︑原子炉の話声︑興出力および

氏各

法人にあっては︑その代表者の

雛第四条加工鄭業名は︑法第
名称及び所奮勉︵船舶にあって

︵加工珊黎に係る変更の欝可の璃

ければならない︒

十六条第一項の塀定による変更の

Wる工箏を行う造殆珊業者の工

は盛業所の名瓢および所在地

第八条法第五十二条第一攻の許

使川省は︑

法人にあってはその代義者の氏

名
二︑使用の場所

三︑楚更の内饗

︵認完の摩込︶第十条法第四十

四︑変更の匹田
第鑑軍葦子炉出荏疲術者の駆窟

一条第一項第二月の規定による認

冗は︑次の各号に澗齢するものに

w校教脅法︵昭和二十二年仏

ついて負うものとする．

籍第二十六珂︶による大学もし

くは旧大学令︵汰正七年勅令第

三百八十八塚︶による天学にお

いて理学︑丁学もしくは医学に

関する正規の諜程を修めて亦業

したこと︑またはこれと厨等以

上の学力か喬すると認められる

こと．

三二を必嬰とする業務に三年以

二︑原モ炉の構池に関する等軸的

上戸越したこと︑

業務に一年以上従箏したことり

三︑原子蝉の運転の管鯉に関する

受けようとする煮︵イ︶熟出力
が否声優以下の原子炉に係る施

法第七十五

︵ロ︶懲出力

ようとする者︵千載︶

の原子炉欝欝技徳店試駿を受け

十二︑法嗣四十一条第囲項第一53

を受けようとする諸︵一二万円︶

受けようとする省︵千円一
十一︑法第三†九条第二岨の謎司

十︑法第三十九棊第一項の請削を

性能検査へ一万円︶

が百番罵をこえる楓子炉に係る

能換査︵五千円︶

受けようとする石︵イ︶腿繊刀
が否試9鐸下の旅ゴ炉に係ろ佐

九︑牛巻二十九条第一横の踏査を

施設検査︵一万円︶

が百試9をこえる涼子炉に係る

︵ロ︶揚出力

法第三十九条第一項曳は第二項
の副司当国叙公安委員会及び船

設検査︵五千円︶

飼塚公安委員会

▽法第五十二条第一項の許司︑
島山五十細越第一項の許司︑法
第五十六条の規定による取醐巨

舶に係る場合にあっては︑溢上
保安庁長宮

↑変更の許可を堰けようとするとき﹇

法王五十五条条唄項の規定による

許可の申講︶第九条

︵核燃料物質の使用に係る変更の

ればならない︒

る工瑚又は事業所益とに受けなけ

場愈にあっては︑その船舶の名

齒翌ﾍ事業所の名称及び所僅

．

び設備

六︑原子炉薦設の位醗︑講危およ

七︑原子姫に撚料として硬冷する

予定便用量

核燃料物質の種歎及びその年間

・
定により原子解器しくは猷子蝉を

八︑使用済み燃尉の処分の響岩

第七条

第三箪雑剣
︵報閉口︶第十一条

止立六十七条

報告︑連絡︑手数料の規定

倉む一体としての施設︵鳳子類を

法第三十九条第一項の規

司は核燃料物置を便用しょうとす

︵核燃料物質の使用の群可の申講﹀

うち︑三三翼は難業所の名称のみ

事項︵同項第五紹に掲げる箏項の

は︑その船舶の名称及び幾翼に

五︑工瑠を伴うときは︑その工翔

四︑変更の熟田

基数

許切を受けようとずるときは︑総
理府令で短めるところにより︑次
の鎖項を記戴しか申舗樽を内關総

名称及び所在地

冊︶第二条

称︶

︵誠子炉を船舶に設置している

三︑変璽の内容

地︶

i

理大語に提示しなければならな
︑

レ

計圃

五︑工溺を伴うときは︑その工那

四︑窺更の埋臨

法人にあっては︑その代表巻の

＊ｼ翼は各称及び住所並びに

指定をうけようとする工場翼は事

・

A変更に係る六呂父は事業所の ︵原子炉の譲愛の欝斑の申講簿︶

氏名

．

六条第一項の規定による変更の謎

製錬箏業巻は︑法第

︵製錬獺粟に係る変更の欝可の野 三︑変更の内容

らない︑

局長を繊讃して爾譜しなければな

業所の所在地を管轄する滋商離業

通蔵鰹業省令で驚める瀞類をそえ

講は︑箏業計画欝その偲総理府令︑

@申請と原子炉主任技術者
◇核原料物質︑核燃料物質及
−ぴ原子炉の規制に鯛する法雛

施行令
内閣は︑核原料物質︑核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律
︵昭和一二十二年法稚第首門六十六号︶

の二色に藩さ︑この政令を欄定す

第︻攣揺定及び欝可の申講

る．

計圃

い

司を受けようとするときは︑総理

第一

︵原子炉の殿躍の一二の申講︶

︵製錬簸樂の指建の申講︶
府令︑遡尊墨業省令で建めるとこ︑

司は︑原子炉を設置しよ︑つとする

の規定により︑主務大門が報告を

に限る︶

①核燃料物賛の生馬澱及び受渡
漿②放射線管理の状況③製錬施
設の損傷の状況︵鍵盤に鏡張な
支雌な及ばずおそれがある欝欝

困③の製錬蝕設が加工融股とな

▽倣子撚料公社︑加工事業弱−一

させることができる垂頚は︑次の
表の上段に掲げるものについてそ

▽法第六十五条第一項︑第三頚
反は第四頚の聞誤による届出人

一−岡獄公安委員会及船舳に係る
︵手数料︶第十三条

場合にあっては海上保安伊長官

条の規定により︑纏付すべき手数

@舞三条鉛一項の鷺定を受け

料の額は︑次の表のとおりとする︒

よ．フとする名︵一一万円︶

よ．つとする省︵二千円︶

二︑法糖六条第⁝項の誹町を受け

安付を受けようとする煮︵三百

十三︑原子煙主蕉技術者免状のμ

円︶

守

均冤

馬︾鞠

籍

く

警

ノ

︑曜

ζ

隔〜

ハ

さ

もξーヒξ

︸

一

知

円、空

和、ll呪

サ1、、平

律﹂に藩く一二つ

の政令か公布し

た．②舳行期臼

を足める政令
︵政令第三二三

帰︶②施行令︵同

三二四轡︶③足

醤に関する政令
︵圃三二五号︶

である︑ ︐﹁

これによって圃

法の臆行期日は

昭湘三十＝年十＝月九臼となり︑

また施行令は︑法緯の

同臼をもって効力を発生すること
となった

条

うにより︑その工費又は雲譲所の 第五条法鈴二十三条第一項の許

工山女は器品所︵原子炉を磯舶に

核原料物賛︑核燃慰物賛及び

原子炉の規制に関する法穣︵以下

﹁法﹂とい・3第三条第一項の指 所在地を蟹糖する通商産業局長を

設幽する錫合にあっては︑その船

れぞれ老害の下段に掲げるとおり

るほか前轡に同じ︼
▽︹口本原子力研箭所︑原子炉設

二者一1④核燃料物籔の受渡蝦②
燃料としてそう入された核燃腐

白露の難及びその取出費③毒気
三物蟹の燃焼度及びプルトニウ
ム反はウラン導二三の生成蟄④
原子炉の運蔽時間及び熱嵐刀⑤
放射線管理の状差⑥城子炉施設

三︑法諺十三条第一願の許可を受

けようとずる磁︵二万円︶

四︑法第十六〃一一7損の蔚町を受

﹁二年﹂と︑同条第三甥中二年﹂

とあるのは﹁三角﹂とするり

〆

（実用新案蜘夢中）

しノミφノ1く

ゴギイ重【ま∫∫∋…ミ、イlI∫台、！」＼4鱈、豪ヲ〒潟、

干代田レントゲン株式会社

施行に伴い︑製錬即業の指定︑痴
工事業の許司︑原子炉の設置及び
譲受の酔可︑核燃料物籔の使鶏の
許二等の障謂手続︑原子炉鑑任技

経宙して︑次の事項を認愉した朗

場又は事業所むとにうけなければ

定は製錬の事業を行おうとする工

四温を内閣総理大臣及ぴ通編産業

冗める必嬰から公布されたもので

舳︶ごとに驚けなければならない︒

ならない︒

爾労の認定居準︑手数料の叡等を

大鷹に提出しなければならない︒

ある．定義に関する政令では︑核
2︑前項の指建をうけようとする

とずる．

桝組版の都命上︑上段を▽︑下段
．

原子力

四＝謄轟儒＝・3の・＝︐〜監＝の＝＝ワ昌臓＝︐燭︐

▽原子燃料公柱︑製錬箏職名11

を雛で示す︼

ヒを含む物籔︒

︵核霞科物質︶第二条

の損傷の状況︵原子炉の逮転に
煎汰な多忙を及ぼすおそれがあ
る助禽に限る︶

▽使用二目核燃醤物見の便門鼠

を受けようとする者︵二千円︶

十四︑仏第五十二条第一項の説財

十五︑法面五十践条第剛取の説哨

けようとずろ者︵二千円︶

受けようとする名︵イ︶姻︑出力

五︑法博二十六二条鎗一狽の誘可を

︵国簸公安委餓会簿に対する完工︶
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が菖㎡罵以︸の断ず炉の設酵の

人︑法第二十六条理ド項の詫司な
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百詩程をこえる駅子蝉の設摺の

︵ロ︶朗出力が
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その他の機関をも禰嘉するもので

照門省︑岡際協力勧︑忠興報機関

腱がかつて欧川︑アノアの唱岡と

ためのものである︒この協冗は米

ない．協力協冗の鰹曙に嵜与する
イ

iる拠

東北初の進出に燃え上る原子力平和利用熱
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さのガ見
れ顔ノた
るさマか

くの分母に綬紗を持ち︑これまで
はない︑米国か猷子力法を改麗し

で︑臼宗だけを旧観に扱っもの唾

凶聡警イ刀機関のアノア・セノタ

ずることになるものとみられるか

つであった︑

たけに︑全員の興駄をそそったよ

有桟や︑洗浄ボなど目祈しいもの

を手にしながら︑懇切な乱間を︑

まて▽入り︑予め総角壱れた資料

研倫所のウォーター

ボイラー型

R−1管理委員会な懸ける︑疏撫

日ム楓子力研究膚ではこん乙TK

JRR一重籔埋難燃会

委員に准薦

福田︑斎藤両氏を

着して解散した︑

綬琳て午後七時二十分↑野駅に到

掃途悟撃MにV撚り︑予冗通り増

の任厨申にはオークリノノ困立段

ス︑腺研束海研究所見野会は第二

日本尿子力麗叉会議の会員サーヒ

行楽をかねて東海村へ

見学会第二回終る

ろことになるにうっと・︑つた．

ィリノブ石油公dの材料武験炉︑

トコーポレーノヨノの仕事︑フ

Eσの民聞部門の仕事などに当っ

ウェスチノクハゥス静力およひA

てい七．

協力協定に寄
与する目的
ぺ所員の配者会見麟

地下L郵︑復雑な鉄筋の組ゾてか

CP15型建設鍋ては︑折からの
天験畑の聯伽は︑その飯打々縮ん

同を終了した︒第一圓は既報のよ
脇に織し漏いた．

第一一阿は一一十日山ハ十名♂で︑磁まれ

進行巾だか︑ここではA︐見て来た 合漏整などの墓ム力餅について広

AEし虫凧箏務所の初代離郷に就 うにさる十一月i二臼総員七十名
任したW・H・ヘエノグトノ氏は

た小暮臼霜に全員行災をかねて自

へ

ル改良測動力炉の地口労策を検註

メ

を琵聞した．

講武︵頭取︶頭取に口野衆大氏戸硝

で会長甥を実地︑会髭に岡野皇人

会員日ム発鑑杁氏

頭取︶か選κした︑

◇脳務所移転

事務欣を次に移紙した

軒口では十一月二十二日より紙凧

重重為田君町二の一四︑肥話銀

会員臼ム水夷τ業

座︵57︶八四し一

◇覇務所鯛設

耕一会射では玖の大阪噴務所を新
設︑十一月一日より業務を始めた︒

大阪巾東区伏見墜一あ一ヒ︑勉
話︵23︶九八三六

る︑

開会中の国会では︑十四日衆院科

ゴ捗循剛臆委員会力﹁政府はアノ

ア腺子力協力体計㌘身幅としご︑

この準伽のため三十三年度汰以に

アノア関係倒を招き︑アジア原子

力協綴会を開催するよフ描了すべ

きた﹂との決議を︑全会一致で司

この田出隔した正力事務相は︑斎

決した︑また十六日の返翫を甜に

く各界梧威石の慧鈷を聞き︑主事

に万ケを期することになったもの

である︑このため二本厚イ力翫業

会渉でも︑班業界を三衣ずる一員

口上原子力発山取締役和田脇長言

を送ることになり︑発℃関押から

口販締役鷲藤辰雄氏の二名を推円

炉材ならひにRI関係から昭窟鋳

した︒十一月二十八U身琳本邦て

第一回会合を協く︒

一暑炉四三KWに成歯厚研東

海研究訴ては︑十一月二十一霞4

後5代kl玉のテスーを行い︑四

士二KWの出力に成織した︑

形昭行近に所有しているウラ／︑

トリウム鉱医の鉱業柏に翠同湘卜

な掛鉱が始まるといフ．臼地7の

し︑明有から鉱業0に基く本源的

〇四〜石と見られる︑なも目1地

瑠戯糀は菖力ノ︑測位は平均○・

L垂垂を行っていろのは︑北士山

行フ︑山環甲幼紆常北刀︑翻字部

脈一精で︑朗勾度から地中扮郵を

層北力も坑道による御報塗謝画さ

県泡

ているといつ．

影湖山峰にもウラノ卸が発鈷され

町︑福詞県田川巾μ近︑滋

れており︑このほか跳直配露華水

アにおける原子力白虹の協力体制

最近原子燃肩の問題がクローズア

原チ鯵の甦被叶画進辰に彊って︑

﹇カする﹂と㍗恥した︒

これによると

冗底後

嵩カ月になるが︑昭和三十

1の共厨利甲について搦戯した︑

二年麗にはこの炉の黙同利用に関

する予算か彗しされていないので
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の経験を持ってちり︑工面米大硬

も︑日英一般脇鷲の行悩みから聞

したが︑二十日過ぎに報告書を原
子力委員会に握出することを決め

た．これは認委員会を通じてB本

中査察﹂わが方譲歩

ダーホール改良灘の耐騰設舜が技

これまでの検討結果では︑コール

査酬の参考資料にされる︐内容は

原イ刀発電会祉に譲され︑勧央周

日英一般協定近く調印か
ﾎずる主旨は蚊後まで間く︑難

この度イギリス側の受面した満坂

鳴していたものであろ︒

︑

ド獅㌔︑・幹

敵齢

鱒ノブされで累ているが︑原イ桝料

八Hから︑大阪商工密漁所に開慰

鰍

婆

｝気

の間で慧見が一致している︑問題

獣帯次氏が﹁原干力試働と産業﹂

、ξ愁

って︑発肥事業を行おうとしてい は︑纐際原子力機関懸蹟第十二多

した﹁RI利用講翌会﹂は二十一 りコールダーホール珊の醸入によ 霧欝診る・しかしその窺に諺に罰能であることは・諸家

＼

虚礼の義歯理ぶ飯は十九n認証会

と題して︑想頭取姻における原子

颪

はこれを三顧に経済的に︑また煙

日から突脅に入った．笑轡の受講

副㌧

けが受講．けた． −

㍉
愛

、

どから︑臼ムの研究急襲とその利 蓉で蕃の甦どおり嘉名た

蓬
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㍉膨

弓

十八日三滝式をあげた第一丹丸験 奮のげご︑午後五時敏会した．

東京事務所を開設
ープ研究会▽災窃馬瀬小委員会◇
十九臼▽油画研放射線遮蔽班研究

会鍛研欝血れ難語毒

腺会V施設研汚染処理鰍鋤三小委卿行では︑十一月十九日の取締役会

会◇二十臼▽第二回衷海研究所鑓

したのち︑猿浄力の平和測用開発

館の糾学担影糖をも躯棄するもの

ウムか二選閉的に利用されるのを

といつものであるという︒

も委喪できるよフな表現をとる︑

◇役馬異動
逆絡に縮ると共に︑白濁力間題で

社禦務総長と焚渉碧続けさせ︑他

日本の原子力当局あよひ糾蟻名と

所長にはベニングトン氏
米圓旅子力灸鍛会は

闘題特瑚委員会▽原動樹償金グル

灘蝋雛駕騨

︾都仙台市の原子力平和利用に対
する関し叛りを派した︒

風定刻まず原子力をわかりや芝解
説したスライト﹁原千坊やの誕鑑﹂

を映写し︑続いて東北躍力載長内
ヶ隔費二品氏が︑瀾催の煮義煮
ぺ︑日本涼子力配業会議常任理鰹︑
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ヘエ／グト

の条塩についてはすでに解決して

だる関
あよの

使館に東京箏務所を

H

開設し︑初代所畏に

W

／氏を耗命した．靭

には各界の協力が必饗であること

である︒AEC攣務局の嬉表によ発か延期しζいるか．間協廻は来

いたものである．しかしイギリス

浄力説した︑

防ぐため︑炉の便用状況を査齢す

るよつである．それは最後まで巨
匠となった﹁脅察桑項﹂について

赦府が先むろ行った最終的な提案
に対して︑イギリス上口から﹁受
苫ずる﹂貿の正式園答が到澄した

2）き機

力発毒︑動ヵへの利用の現状︑原

一は︑②イギリスから購入した炉の

入阪府︑市後援で︑さる十一月十 られるに蕊つたものである︑

ので︑箏実山父拶か契結したと児

謎慮

察一氏︑寓城県知藥代理翻知遡領
霧弘氏力︑それぞれエ催君側とし
てあいさっした．松根鼠は雌業会
議と平和刑熔基金について︑その

プJ

し
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一駒形原研理才領の講寅一

談会が︑田本放射性同位冗要事会︑

β本原子力産業会議関曲原子力懇

習を開始︵関西︶

R一利用講習会実

施と紬ひついた諸主題について︑

員藤岡m火氏が﹁原子力とH本﹂ 力利用に関する双務協力協足の実
と題し︑皇子力解放の歴史︑原子
力の原理︑謎語における猷子力開
発のビ嬰牲を説いたが︑聞位兀繁︑

核分裂︑連鎖反応から説き越して
簾日本の二子力開発の体制にびたる
一

［

｝に

子力凝霜のコスト︑将来の誹異な

ついで臼ム原子力研究所理嫌長川

までを墾切に脱心した︑

皿
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技術者養成を目指す

建殴申であったが︑年末には先成

ら藁隈文猟区の科手研究所構内に

馬村健二郎理数を所長に︑九月か

ートラノオグラフ②侶学への利

鳥取扱い⑥鳳子力関係問題⑦オ

ーブの製造分欝④測定広⑤続計

婆②放射化学③ラノオアイント

研修所 の 自 的 は R I の 測 定 ︑ 取 扱

定した．

択科冒⑲映国教青

説開⑱物理演翌⑰化学演翌⑱選

廃葉物処理⑮法律関揮入手力法

鵡ン検驚羅▽GMカウ／ター▽

◇主饗超越機材

除表筆▽アイノト⁝ブ蹴今金▽

▽天秤笈▽悪難▽全港箋▽汚染

理実験餐▽特殊謝測璽▽測定筆

◇霊要施殴

ることになっている︒

︷返信料を岡堆して鴎込めぱ送君ず は︑特に要望硲提出などの措蹟は

耐えつけてあり︑遠隔の精望者には 纏々欝上したが︑痕業会議として

た田村町一の一日置白子力研究駈

係政令府令懇談会
日本隙ザカ産戴会議では︑十一月
十四日午後二子動力委員︑燃料問
題特別委鍛︑猷チ姫〆ーカーなど

原子燃料問題特別

委員会第三回会合

亭蝉は滅癌材で巾姓チを楚した

適したものはそうたくさんあるわ

てはならない︒こういつた莱件に

べてし論難が難い物質でなく

力法は︑中盤子を遅くしてやるこ

熱中件乎炉だと麗日ていただいて

駅大学の小川教授の説明な活き︑

のち︑就園は眠流の杉本珂事︑東

橋口教授から悦朗を聞き︑轡輸の

目を果すのが水や轟総で︑これを

溢度を輝ぐして罫中性子にする役

ずです︒つまりこの簡逸中性子の

いちょうなことが轡いてあったは

闘うと大へん触率がよくなる︑と

動用の

濾すま

中るま一く

りも出ブヒしまたひてれサれ

たラ

減乳材を使わずに︑凄い中鍵子

謙

︑

！

ぐ︑︑

ところで中量子の遼さを遅くす

るには︑中樵チの鏡さにできるだ

け近い鷺さをもった猷チを奮んで

威速繊のいろいろ

い敦傭響以次滅浬材であることが

でが満水でできている︶驚塞愚

軽水曾一通の水は九九・九九％豪

わかっているものにヘリリゥム︑

い︒たとλば囚は臓鮒の串を中性

いる物筑の中を通鋤させるとよ

炉などに便フ崩舎には大疑に健用

鉛などがあります砂しかし︑励力

するので︑楚龍力が母くても籔

子を通過させたときの状艇を衣わ

ひこんた藍島中性チは︑あちらこ

工が困難であったり︑構危ヒの欠

段が高くては困り湊すし︑また舶

したものですが︑媒鉛の分子にと

ちらの核イにふつかり︑はね画り

す︒それらのことを捗λて︑各厳

点があったりしても困るわげ驚

ながら︑衝適するたひ毎にエネル

いきます︒ちょうど︑無気よく飯を

ギーな失ってだんだん蝉くなって

今のところ鍛も警通に便われて

います︒

出たサラリーマン氏が駅の雑踏に それぞれ適蟻な藍材を燧択して

もまれたり︑満働山車でゆられた

りして︑会君についたときは穴分

少なく︑減煙材としての姓熊がず

水は巾弊子をむだ残いずることも

一くたひれているのとちょっと似て いるのは熊鉛︑重氷︑永です︒数

ごのよつにして中瞥子

いるではありませんか︑

原子力茂術一般に協同の／饗

験して研究︑設謝︑烈設に当

争という私的爵動たけではい

窟があります︒わが陶の岡鵡一暑

の戴速を行わせるわけで ぐれているが︑欝欝がやや癌い欠

水型と決足していることはこぞん

炉︵τRR⊥一︸︶は大然ウラノ敏

ずが︑使用する頗漣材の

物籔は何でもよいという

卵発三図は︑縄鉛をレノガのよう

の研究麹目が多いと慰プリこ

なことは今捷いうまでもない

っており︑轟轟原子力の発展

けない部分が堀常に多いので

はいわばこのよつな脳髄の所

塵にほかならない︒この屯は

わが髄がレして他山の石とす

日塞などの地艘姻で

われるのは︑おそらく黒鉛と煎水

大型の発電趣鍵盤に鰻も漕通に使

これらの条桝を謄λると︑今娩

いません．

技術を饗するので余り健用惑れて

有灘であるから数扱いにも飽別の

凋楢に高蜥で︑鎌脚困難で︑塗た

減鬼能姦鰻もすぐれているが︑

リウムは猷乎搬がわずかに九で︑

という欠点がありま究またヘリ

畔

料に雌灘ウラノを使わねば隷らぬ 〜

巾儀子の吸収がやや大きいので燃

乙嫁あるのですが︑僧しいことに

濾水は滅速龍力もよ︽蟹くて

黒鉛と鑓水が有躍

ご灰知のと為りです︒

催が大きな難題になっているのも

は︑田鰻を積み上げたときの鮒獲

になります

が︑重水炉に焔べると謝常に大型

ではこれを縫いに活胴していまず

やフラノス︵G⊥二︑EDドー一︶

す︒英園︵ニールダ⁝ホール型︶

ないので︑さかんに使われていま

常に戴く︑襯蟹子のむた致いも少

熊鉛は鑓水に比べると瓶段も搾

じのとおりです︒

わけではなく︑中興子と

衝飛させたんだん畝速さ

せるには︑中性子となる

べく癬さの同じ物寅がよ

いわけです︑またぜっか

く中性子を煙くして︑核

分裂をおこしやす≦レよ

うというのに︑その物質がどんど

が行われた東融刺のウォ⁝ターボ

この竸争と協同とをゆしにし

れがいざ曲亮となってバラバ

が︑特に地義のことや溶接疲

てむらんなさい︒原子力とい

べきであると恩います︒

A大獄面白いお話で誠に脊難

うこざいました︑

懸盤のあなたの御賀問の筈

技術としてだけではなく︑国

をいったが︑要するに技術を

にしては随分ややこしいこと

H

けではあり演せん︑

とです︒といつのは︑核分裂で重

銀﹂の規冗に葺く政令︑肝令雰の

これで磨規に関するレクチュアを

も燃料の繋りを三軍が取り巻いて

1

縦子炉の研

究も進んでいま

衝突する毎に威徳

差脚λないでしょう︒

な工匠ルギーをもっていて︑光の

速さの約三分の一というものすむ

いスピートでとひ娼してきます︒

これではウラノの核分裂をおこさ

日漁二子力雌業二陣加子厭料閣題

特別委三会は︑十一月十八臼午剖

せるのが舞常にむずかしいので︑

ｵて︑つまり搾中性子にして

それよりずっと引く︵一万分の

大田委鰍の司会で第三回委鋤会を

開いて審回した．二三はまず腸学

山ハ・†余名繊席︑ ﹁核物妓︑核燃料 研究所の岩瀬研究鍛︑東瓶大繭の

検譜懇談会を開いた．畿日は瓢力

終り︑委頻会としての結論を繊す

物質及び原子炉の規制に開する払

の二会で︑原子力局藤波管長連声

中央研究所粥卿蓼疑大山松久王氏

ことになった︒

くらい犬きいステノレス容器の伽

いる形になっているわけです︒で

里離に速い中性子

ここで欝に原子炉の原理ででた

蓬材とよんでいます
ならびに大沢技賀の翫朋を聞いて

3︶▽A鶏Cの賠償綴力艦習冗 煎回までのお詰で︑振子炉の同

に︑濃縮ウランの酸黒物を水に溶

はなぜウラノ属の他にこっして

ノの棒をさしこんでいます︒これ

規則▽西独の機炉RWK−−▽仁や構激︑細心などについて一通

かして入れてあります︒細かく調

水や黒鉛が使われているのでしょ

につみ上げて︑その牌に天然ウラ

りおわかりになったことと懸いま

べてみると︑ちょうどウラノ蝉料

イラー珊原子炉は︑むぞんじの疑

ととし︑それでもなお愛い溺合に

原子力鞘戴謝画をめやる護憲民主

す︒そこでこれからは︑原子炉の

と水とが人り混つた格好になって

りバスケノトボ⁝ルより一まわり

喜多尾

速い中性子は核分裂に不利

炉型決める減速材

内ラノオアイノトーブ研修所に騰

れたばかりの中牲ぞは凋粥に穴き

ーーちの 七ん鍵笹馬跳一

ンノチレー／ヨンカウ！ター▽
曝急難▽会議霊▽図掛餐▽講義

▽化学実験籠▽物

レートメーター▽スヘクトロメ
峯▽受講生控笈など

おりである．

ーター▽ガスフローカウノタi
これに曖厨︑換気設傭︑廃衆処

酢邑墨■Z■暫■

とらぬ万引に決定した．

▽プロポー／寂ナルカウンター
理旛設︑映帯設備︑竃扮安定袋

▽ローリノノ

▽フード・グローブボノクス▽
騰などが施してある．

開一一

原子炉等規制広関

その他爽験用機材

第醐回は︑幽月から馳

輸

妥隔膜込用紙などは︑東京都港区

科研構内の新設校舎で
第一回コースは紹紹三十三年一月
二十日から二月十五日までの四趨
闘に行われるが︑一一回以後はその

都度公示される︒燭所は職京翻又
獄区駒込上醐士蔚町實二科︑み研究

ので︑これは夢講者が各回で亭配

だ宿舎にまでは手か國っていない

所構内に新殴の校轡であるが︑ま

ス三十名程度とし︑年間には二百

昌酷

なお謀ースの詳細な内容︑日程湘

しなければならない︒

Ψ

◇原子刀海外綱儒︵十一月層︶

原子炉の材料①

は︑箏策所の必要度を考λて受講

・共和爾覚の対立休戦▽一間簾子

内臓器轡に相当する燃料とか滅遠

いるわけです︒

︵睡りじ翼︶ーチェコー仏事Li

門圭獄内窓︼▽新原子炉三題一米

岩を決めるなどの措醗がとられ

力発入所第一簿運輯を開始▽圏際

てみたいと慰います︒

材について︑やや詳しい説閉をし

一事藁所から叫名だけを認めるこ

しかし入所希慰者の多い二合には

理解するだけのカは必饗である．

はないが︑大学籾級程度の講義を

定である︒入所資格には格別欄限

各から二百欝十名を峰了させる選

期閣は一二ース四燗間で︑各コー

設けられる︒

として理工クラスと漢挙クラスが

なお第一回コースでは︑盤択科農

門分賜の異験⑱見学

二物処理爽習⑱特聲測定法⑭響

ラフ爽験⑫汚染除表法および廃

生成物の分離⑳オートラノオグ

出法実験⑨放射化分析⑩核分裂

樹脂実験⑦策沈法爽登極抽

⑤試料のつくり方⑥イオン交換．

ｳ授内容︑施設︑機材など
朋恋四月の放射線量警防∬仏発効を控λて︑関係が面の仕目
か災めていた原研のラノオアイソトープ研究所は︑一月二十
田第一同コースの開始逸もって菟足する︒

する．したがって来容忙々撚勝を
幣⑨医ぷ︑生物への利用⑳縫学

嬉髭斜矧舞舞︒バ三三①學当

開始するため︑日本原子力研究所
への刑用⑳工業への利用⑫安全

いおよび利用の題礎訓紳を行って

B異験︑爽習

飯餌採⑧健康管理⑭汚染除去︑

R〜 慕 老 を 養 成 す る に あ る が ︑
ン︑GMカウノター爽験②絶対

たか︑このほどこれが隠体的に決

ではその内容について犠識中だっ

そのセめに舗義︑突習︑実齢︑見
灘譲歩験③単滅期と工系ルギー

②ローリ／ソェ

単などが行われるり現筏予定され
の測定④ノノチレーノヨン翼験
る︒授藁料は哺人一撃八千円で︑

原子力機関の謝画▽フォ⁝ラム︒

うか︒

ほかに右干の光蜘費などを賃担し

メモ▽特別費料燃料体製燈のた

ん中穐ぞを吸収してし津フよつで

国々で少しずつ趣いますが︑

ているということですね︑

ラの競印たけ︑営業の秘艦の

術や堅鉛製仏なぞとても︑竸

は瀞肱がない．つまり申盤子を舞

イノベーノヨンによる隻睦の

苔の自曲放任の隠蟹と内容が

Aなるほど不︒しかし協働と

かくれみのにかくれてしまっ

的に完成したと

すが︑まだ抄衛

増犬とこれに伴って御錫が一

大分変って来てるんですヨ︒

競争とは矛盾する要素ではあ

だきましょう︑原子炉の巾で能牽

説開をちょっと思い出していた

段と拡磯したため難が増加

もとは私企業を中いとする競

う新らしい蟹袈な窺物に対す
一見矛賃するみたいだが︑

すからね．

料︑雄飛管の各轍門業占が協

するという︑この生産と消鍛

りませんか︒

る臼本の国書技砺は︑いつに

8

これを適艶に謝和すること︑

・
これからは競争に撮しても一

象一篭りでよかったのだが

つ協囲とい2燈勝馬即がない

源子力発肥会社や原チ力委

なったら英米に遣いつけるか

りましょつ掩

から杉λさせられる悶題とな

簿でも大きい園疑経済のゾ湖

A

それが灘離であり︑そうしな

そうおっしゃればそっです

A

Bその通り︑

この煮についての外岡の寒

こうした厳扱い方にはなれて

民経済的というか村会的にと

わないと︑技術薙新の令日お

だと考汎られます㌔次画からはζ

いうか︑そっした恵豚で敗扱

くれた日添の細目を立派に築

央團のやり方は譜拶に滲考

轍はとうなんですか︒

になると慰コ︒ハウエル研究

砦よげるのはなかなか困難と

お

なのだ︒西トイノが競争と協

メーカf︑大学等の製図によ

斎における研究態勢は政府︑

そんなことをいってもタメ

固の脳瓢を鰻もよくやり遂げ

8

いませんのです不︒

不︒しかも臼本人はなかなか

A

ヨ︑

判ったものではないのです

と一企業はもちろん圃の縫済

一つの技術問答

ぱ今のお語の原子ヵの技術研

くちゃいけないと思う︒例λ

競争と協同の調和が必要
全体が畏期に安足姥賎しな

たこと︑それも一つの西トイ

と愚うのですが︑メーカー同

︵鎌麺

士︑＋麺業︑単者︑火力技術

究なぞ旧藩その例としていい

いような仕紺になってると慰

この占の帽趣を頭に第一に人

う9

いからすぐ黙ってしまうから

・口
いやいやわしらには大慶育

評

冴鑑

！一腎一脚ドゼー多

は欝欝原子力麗粟禽穣務属職

お簸をすることにします︒

の黒鉛と瓜氷についてやや騨しい

︵木用田醸︶

いうもんでないでしょうか9

蛋

ミ

って大きな成果を単げており

へお

dシ

︸

ソの奇跡的成功の要凶なのだ

壷れて経済を動かして行かない
と穴きいミスを来たすと慰フ

秘

な

岩宣すべての開署名が各々の
難い郷だから濯いに今日はそ

︸

毒〜

評

では

曳

ぺ

また民間のいわゆる五クルー

畑

︑

ブもタ⁝ビノ︑ボイラー︑材

動きは︑だれでもむ㌦の磁り

A

悪い償の解だ︐

晴間が盗まれて困るんだが．

Rおだてられると︑入閲が甘

その話を進めて下さい︒

Aそれです︒面白いから難非

すヨ︑

かるのではないかと慰うので

おっしゃる技術の問題にぶつ

とを洗ってみると︑あなたの

す不︑しかもこの大躍胤のも

の拡大という二大炎沖に寒λ

さて︑この九月十八Bに火入式 わさされているコールダー木ール

また近く駅留に輸入されるとう

風が揖起するが聯門分野などの教

ィ︶

めの研究と開発︵H・K・ハーデ

@、

られて大きく動いているので

アトム鮎八月母

なお主な単費機紡と施設は次のと

授には臨聴に専紺獄を委麟する︒

A原子力発電会盆もできまし
たので︑今臼は何か簸近の技
術のお話を聞かしてもらいた
いと思って伺ったのですが

8モチはモチ農︑技循のこと
なら技術のオーソリティーを
勧ねたらどっですかゆ

Aところが技術といっても鰻
遙の技術オノリーではなく︑

もっと広く経済と組み合した
ものとしてお蓋し願いたいと

そりゃいよいよむずかしい

思いましてね︒

8

御圧交だ︒大体近代といって

、

ねしたいと願うのです翼︒

岡蒔にしかも協戯すべき多く

端補工夫か蟻恥し競争すると

も戦後の慮由主鰯国の経済の

レ

一）

曳から︑少しそのいいとこをま

のです．大体臨臨主義経済の

覧

夢一

〜

ただ今かちとっている登窯が

暫

響−欝欝瞭昏㍉携・

の蒲を弗揮して下帯い︒

町

齢

ている教授内容は次のとおりであ

助

の一

なければならない︒掴悪は原研所

（24）

転・

偉い飛躍をしているといって

︑

凝ξ♂

8大体画しい自窃経済の姿は

飽
給い
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