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日本原子力産業会議原子力補償問題鷲別委
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した結果を報告︑これを議題とし
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見を変換︑次のスケジュールを決

〜

ち︑醤会長︑佐々木局長︑石川原

スライド﹁私たちの原子力﹂を映

定したのち午後二時二十分終了︑

醸

子力委員︑留学者代表棄大大山賊

︸嵩

③従業員の臆馨には︑単に現行

氏の順であいさつしたのち︑法鍛

鋤

護と原子力産業の発展との閤題が
法の労災保険などのみでは解決

㌻

ある︒このため

原子力局次長を座長に推し︑参加
留学者全員が凹凹紹介と所感を述

会▽七月中旬座談会︵三十三蕉

回蔚事会▽六月下旬第二回幹事

▽六月三日第一回懇談会︑第一

写して散会した︒

後発的なものもあるから特別な

できない放射線石菖の潜在的︑

①不測の事端に対し施設者はあ

措置が必要である︒

べ︑大屋副会長が感想をのべた︒

る程度の保険に入らねばならぬ

ズ

などの諸点を考慮して︑原子力里

②万一畢故が起って膨穴な損轡
の生じた場合︑一事業者のみで

度留学予定者数名を含む︶▽同

第三回幹事会▽八月申旬第二回

ついで︑会の運営について審議︑

懇談会︑三十三年度留学生歓送

宮補儂体制の整備にあたられるよ

幹事十二名をきめた︒幹事に産業

パーティー︑第四回幹箏会▽ニ

は負担できぬので国家補償など

会議と原子力局の運営の具体的な

ユースの発行︑研究会等の開催︒

意見を変換した結果別項のように

体的な万法を討議することになっ

う要望する︒

南極観測越冬隊長として現地に任

南極地域観測流山隊長だった人︒

氏︒氏は京都穴山敦授で︑さきに

：蝸3・・魑＝ξ

原子力海外留学者懇談会の韓事に

▽伊原義徳︵原子力局︶▽大山

は次の十二各がきまった︒

六月六日午後一時から

野谷徹︵原子力局︶▽竹山宏

局︶▽池田長生︵教育大︶▽萩

彰︵東大︶▽田宮斜交︵原子力
日時

利用﹂を高頬し︑ついで天然色オ

したのち︑ソ運の﹁原子力の平和

した滋録﹁ペンギンの国﹂を上映

できていない︶の南極探険を実写

映画は昨年︵本年度のものはまだ

びその他の影響二重リホル

▽涛命に及ぼす放射線およ

助教授中原一民氏︶

氏︵通訳︑東京慈恵会医大

部ポール・s・ヘンショウ

国原子力委員会生物・医学

ンクリート︶目建築研白山和久③

原研井上武一郎②▽材料工法︵コ

濡灘量平②
◇放射線防護▽総懸減蓑11電力申
研大野総懸④▽放射線保護衛生睡

同＋四日︒

▽東海研究所見学会U︷ハ月七口口︑

会後初の理事会を開く︒

隠三十分工業クラブで役員改選総

では山ハ月六日午前十一

▽日本原子力産業会議

された︒

五月二十七日付で認司

の定款一部変更の件は

▽日本原子力産業会議

▽奥津敏︵建設省︶

第二病院︶▽望月葱︼︵真草︶

一一一︵通産省︶▽藤田順一︵東京

三四郎︵新三菱重工︶▽寺西英

︵原電︶▽池亀亮︵東電︶▽望

丸の内日本工業クラァ

東大名嘗三三

申呆正徳氏

ートスライド﹁私たちの原子力﹂

ニア大学教授・ドンナー醗

ジョンズ氏︵通訳︑千葉大

究所次長ハーディン・君・

日本原子力車田会議︑日本原子力

教授覧弘毅氏︶

なおこの﹁講演と映画の会﹂は︑

研究所︑茨城新聞社が後援する︒

を映脅する︒

▽放射線心心について睡米

◇講演

◇あいさつ

プログラム

無闇

原子力講演会

幹事は＋二名

担堂者が加わって︑今後運営の具

の裏付けが必要である︒

原子力海外留学者懇談会
幹事・活動計画などきまる

競いて当面の活動万法について意

と共同主催で︑六月十二日午後五

日本原子力平和剰用基金は茨城県

務を果したが︑﹁生知の国南極﹂

第＋七回

た︒

この懇談会には石川原子力委員︑

りで︑当日は三士一茗が参集した︒

学者の第一回懇談会を︑六月三日

菅︑大屋薩業会議正副会長︑原子

り︑開発に役立てようとする藥ま

正午から日本原子力産業会誠会報

島村政策︑鈴木アイソトープ︑荒

力局から佐々木局長︑法貴次長︑

日本原子力産業会議は原子力局の

室で開催した︒進展途上にあるわ

協力によって︑原子力関係海外留

が国原子力開発のために︑先進国

9p．・＝

出席した︒まず昼食を共にしたの

木謁査︑藤波管理各課長その他が

の起った場合︑膨大な被署が金蝿

に留学し︑現在国内に活躍してい
る人々の親睦と研究の交流をはか
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要がある︒これに関運して公衆保

があるので︑費任制度を考える必

無過失損害賠償の対象となる恐れ

現行法のままでは︑偶発的な災竃

一塾璽頭静劇

のと見られる︒

のような意昧の内容が盛られるも

付議して決定するが︑これには次

理事会で決定のうえ提出

補償闘題野蚕の結論

一
の内日本クラブで第二回委員会を開き︑専

員会は︑六月三日午後一時半から︑東京丸

門委員会の中間報告を爾いて審議したが︑

いて当局に要望を擾出することが必要であ

その結果︑原子力災署補償体制の整備につ

るとし︑曹会長にこの旨報告することとな

て各委員から意見が述べられた︒

︑

原子力爾償話題

その結果︑原子力の開発に当って

った︒

特別委員会は︑

は︑その特性にかんがみて施設の

当日はまず友末茨城県知事のあい

発足以来︑軌道

偶発的箏故による単車に対し︑何

さつがあって西堀氏の講演に入る

さる二月十八日

に乗った原子力

あるとの考えは︑世界各国の共通

らかの補償制度を確立する必要が

されていない︒原子力の平和利用

時半から水戸市の茨城会館に﹁原

と題し︑親しく体験した見聞を発

が︑その後で映画を上陳ずる︒

開発を一層促進

的な動きである︒わが国の現行法

促進が国家的要請である以上︑国

子力平和利銅講演と映画の会﹂を

表するはずである︒

西堀減量理事が鯵験談を

極地観灘をテーマに

させるには︑原
子力災審に対す
では︑このような災害に対する責
任の所在が不明確であるし︑また

家は原子力災醤の補償に関する法

開く︒講帥はさる四月田本原子力

一題目および講師・時間数などきまる一

一講義要目一

蒔間数︒

紙七十一碧参照︶○の中は講義

◇核物理▽原子核の構遣と反応11 腫関西電力後薩目口④▽低畷瀟ウ ◇核燃料▽燃料の鉱血と製錬11黙 ー1興銀田島敏弘②▽燃料サイクル
料公社藤本謙吉②▽燃料の性質と ー1臨力中研局椴突②
棄工大水岡興義③﹀中性子の反応 ランー畏鉛炉三原電田中英司②▽
◇原子力開発に伴う行政的撃項
同封年恒吉③▽核分裂反応H同 原子力発損所の購成および運転n その合金11回目川崎正之④▽燃料
▽原子力開発長期計画p原子力局
間蔑田忠一⑥▽原子力発亀所制御 要素の製造加工 原研武谷蒲昭②
法貴四郎②▽基本法︑規制法11同
H東萢稲英栄治③▽推進用動力炉 ▽物控および放射性損傷11東大橘
藤波直雄①▽放射線輝警防止広巨

◇炉物理▽細物瑚概論u東芝深弁

上⑳

⑥▽核燃料の周位元素分離時粟大
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出陣舌②▽核燃糾および銀Pの放
佑造①▽中性子の拡散・減速U切 ⊥二義原工川口修③
同鈴木嘉一①▽対外協定姓同荒木
上⑤▽拠中盤子炉理論 石川島大 ◇熱工学 ▽蛾︑伝達理論u生産技 射化学11集大斎藤儀房⑧▽昭σ射済
O①▽補償問題h同法貴四郎一
研橘藤礁④▽原子炉の頚︑設計11陣 み燃凱の化学処理11原研喬地哲男
容西脇一郎④▽原子炉機羅ほ同中
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喜和男

奥村

社長
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一
る蒲償体制の整備が急務であると
して︑金沢良雄氏を主査とする専
門委員会で研究していたが︑この

制を整備する必要がある︒そのた

硯究所属肇に就任した西堀栄三郎

災督に対する構償体制は全く準備

各方面に要望を出ずことが妥当で

達した︒

あるとの結論に

これにもとつく

の要望は︑六月

政府︑関係筋へ

六日の理事会に

講習会の講義要目

めには︑この幽幽紆ならびに関係

㌔

村達郎⑨▽高速中墨子日原硯桂木
学②▽増殖の理論H日立長谷川和

大阪市真区南本町4−37テコロンビル

出張所

束京都中央区日本縫本石町1−2

社

器

蟻

﹂

ほど一応の結論を得て︑中間報告
として駁りまとめた︒

基本問題については一応結論を出

したが︑見︑体的な闘題については

今後さらに研究の対雛となるので

二型があるため瞬間報告としたも

外国の負渕なども集めて続行する

のてある︒

当日は委員︑ナブザーバー︑日本

原子力匹業会議の大屋副会長など

約四十名が出席した︒皆田委員長
のあいさつがあったのち︑金沢王
査から専門委員会でこれまで研究

灘
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▽同︵その他︶11電力中餅禅田弘
田清兵衛④
日目原子力産業会議原子動力研究会の第一回講習会
章①▽放射線の生物学的影響匹東
◇康子炉計測制御 ▽中性子計測 大吉沢康雄②▽許容線量u放医研
講義要目が決定した︒講義は一コース五カ月︑毎月
・熱計測n原醗天野昇③▽過荊反
江藤秀雄③
一週間に集中して行うもので︑第一同コースの講義
応度とその変化︑原子炉の動特性
◇研究用原子炉▽原研の餅究用原
題囲と講師︑時理数は別項のとおりである︒なお下
11昭試加賀山正③▽制御の実際樋 子炉についてU原研押原豊三④
三川電機八島英之②▽起動および
闇者のうち定員を超過した分は次回コースに収容す
◇廃棄物処理▽廃某物処理巨束工
停止駿東芝川巣栄治②▽遠隔操作
る︒近く第二回︵十一月〜三月︶を募集する︒
大大山義年⑥
装三三生産技研柴m碧②
◇飛ーおよび放射線の利用▽賎互
◇原子炉材斜 W金属材料▽鉄鋼
④▽制御棒理論−1原研高橋博②
および放射線の利用U生産技研加
◇原子動力 ▽原子動力序論昌電 材糾n卑犬長谷川正義②▽非鉄金
藤醒夫⑫
試竹越聚④▽動力炉各論▽天然ウ 属材料11東大三島良︑④▽腐蝕そ
◇原子炉の安全性▽原子炉の安全
ランー果鉛炉 東芝池亀亮③▽低 の他11科班伊謄伍郎⑨Ψ非金属材
匪u原霞豊田正敏⑧
◇日田字は科目︵主任敦授は本
濃稲ウランー軽水炉窺同上③▽天 料▽黒鉛口東工大鈴木弘茂②▽重
◇経済▽エネルギー問題駐竃力中
然ウランー重水炉︑垂水ートリウ 水11東大米田幸夫②▽源子炉用水
研荒川康夫②▽原子力発電コスト
ム均質増殖炉︑高速中誓子増殆炉 一1電力巾研神田弘章④

1原勲擁
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東京都遣区芝田村窃1の1（豪電ピル3階）
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日本原子力産棄会議の新聞認餐会見一1吏電
ビルには記者クラアがあり︑日本原子力産業

る︒場県は︵上︶五月二十八日の原子力記看

会議では定例的に僑本常任理繁が会見してい

ロ
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ロ
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聞

潅外罰乎力︑戎
ンムノ

統融にも示す国民盤
費は二十一嵯︵邦貨二万一千円︶

十名︑欧州諸国からも十五名ばか
藍業グループの数をやたらにふや

を将来招かないためには︑原子力

空機工業が陥っているひとき箏態

ることを力説し︑現侃この国の航

蛯ﾌ原子力会議に見る

ロンドンから南女

道賂をドーバー羅峡
り参加した︒

雛へのびるA二二月 会議への参加は陥込側で定員百四

につきあたったとこ

このF鷺−主催僚子力会議では すべきではなく︑公社としては現

・クロード・ギブが議長を勤

ト・カンパニー︶の社長サー

おり︑その間において適切な助孟

研究をすすめているかを襲歯して

いかなる改良を施し︑どのような

ープに限定するというような政簾

こうした特権的地位を既設五グル

るように悪ぜられる︒それだけに

ためには︑徒らな乱立による過詣

原子力分野におけるリードを保つ

においても劣るイギリスとしては

ルールのない競争や試合をしない

みていると︑英国人というものは

た考え方からであって︑内部から

業発展の歴史からくる伝統がある

こともあるだろうが︑そこには産

ようだ︒﹁右顧左べん一せずにわ

国民なのである︒国家意識という

事な統制の背景をなしているもの

原子力醗究委託費

本年度初の交付きまる

の原子力凝究委託費として次の二

科学技術庁はこのほど︑本年度初

▽硫化鉱床甲のウラン鉱石の選

件を決定した︒

11日本鉱芙会社▽ウラン化合物
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見方は当らない︒もしそのような
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ような︑海外市場の割当にまで原

を希望したいものである︒

にはわが国民間藤業代衷者の参加

ンスはまだないが︑第二回の会議

F奪了原子力会議に関するアナウ

なったのは響ばしい傾向だ︒次の
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余儀なくされることとなった︒
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究所︑ハンフォードから合計八
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ウラン棒の燃焼事故が発生し︑ 岬

る場合の問題点について研究し
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十一目燃料研究会
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催の原子力会議が開かれるように
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もあるかもしれない︒
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は︑これに参加しておらぬ他の産

を与えたりあるいは研究に協力し
渠グループや反対政党から蓬蓬に

るとおよそ五力年間で二千万確
︑︵約二百憾円︶が必要であるとい

っている︒米︑ソにくらべ科学技

術者の数においても資本能力の点

︸踏醗郭汐
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の原子炉をプロトタイプの建設運

転にまで持ってくるのに︑大学摩

業以上の専門家を一千人年︑これ
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が国ならびに各国の動同を中心と
し︑開発利用の足跡と実体の髪容

昨年発行の原子

を収録して三十四年初頭に刊行す
⑥原子力蹴本

る︒

入門轡として︑特に

⑦私たちの原子力

展覧会のし

こく平易な

出版する︒

力読本を︑本年度は増補改訂して

を充実︑増傭して改訂版を発行す

すでに売切れとなったため︑これ

の意脈で本年三月刊行︑好
評を得ている︒

おり

事録を主体として昨年﹁臼本アイ

昨年原子力年鑑

麓

募集が行われるよう政府と交渉中

名であったが︑さらに若干の補欠

っせんなどを行ったが︑今後毎年
3⁝⁝： 3
①政府の行う原
その黒子力関係早事 行うことになっている︒なお本年
度の民間留学生試験合格者は四十

よりの悪望者の受付︑留学生のあ

昨年度に引続き本年度も会員会社

罫．．．．⁝．⁝乱生の募藥に関し︑

サービスセンターも計画申

R亙会議は続ける

⑤原子力年鐙

る︒

第一回日本アイソトープ会議の議

専門書と並んで啓発にも
の

を発行し︑関係者の利便に供した

協議中である︒

日本

ーブサービス連絡協議会の六下を

の利用者の利便を考え︑アイソト

四周の発展を促進するために︑そ

の趣旨にのっとり︑R亙の安全な

ーの器差放射線隙害防止法制定

④アイソトープサービスセンタ

ある︒

いて第三回会議の聞催を討画中で

第二回報告書を作成しており︑続

開催し多大の成果を収めた︒現在

て︑既に第一回︑第二回を東京で

における餅究発表の最高会議とし

におけるアイソトープの応湘槌域

③ヨ本アイソトープ会議

望してあっせんをはかる︒

の罠間利閑計画を立て︑原研に要

ので︑その経験にもとづいて今後

その共同利用の試用訓練を終えた

せん本年二月以降四月にかけて

②8瀦蘇一窟の民間利用のあっ

である︒
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を助ける技術者をほぼ同数︑材料

と思われる︒

率よく集中主義で開発をすすめね

たりしている︒現在でも毎月一回
攻撃されそうなものだがそういっ

た気配がまったくないところに英

公社専門家と各グループ専門家代
表との会合がリズレーで開かれ︑
国の特色があるとみてよかろう︒

和気あいあいたるものがあ

研究惰報の憂換が行われており︑
その占

にするまで

だけで一千万麟︑すべてを合食す

過当競争轡重複さく
もの

も一つプラウデン総裁は︑一つ
の原子炉型を

力と多額の餅究開発費とを必要と

に︑いかに多くの科学技術者の努

最近イタリアとの間に原子力発電
するかを長々と述べているが︑こ

ろに︑イーストボー
ンという人口六万ば

所建裂本契約を結んだ︑層PPC 考える旨言明したが︑この貞は︑

在の五グループで将来とも十分と

かりの都市がある︒

スなどとともにロンドナーの避暑

めたこと︑原子力民聞五グル

ポーカー・シドレー・グループ等

新しい原子力クループ結成の動き
を封ずる唱曲の見解を公表したも
のとして注鼠された︒

プラウデン総裁は︑さらに公社

で経営させることを訊63えており︑

は鍛近化学処理関係の施設を民間

この関係で化学工業会社と特殊契
約を結ぶ計画を有すると語ったが

ロ
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これは拡大する原子力発電副画お

よび原子力市場に見合うため︑こ
の分野でも民間産業の参加を要請
することとなった事を慧奏する︒

和気あいあいたる
公社と各メ藍力藍
とにかく英国では︑原子力分野
において日本で想像する以上によ

たが︑本年度も第二回日本アイソ

ソトープ研究利用総魔﹂を発行し

トープ会議の発表論文にあわせ︑

▽原子力国内事
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惰︵毎月一回発行︶▽原子力海外

わが困の原子力産業の現況と︑関

①定期刊行物
業の水準が著しく向上したのは事

事情︵二上︶▽原子力資料︵年十

いては民聞原子力メーカーの轟轟

③原子力の将来創立二周年記

ところでプラウデン論敵では︑

画の発展が︑民問産業の力にいか

念講演のうち︑一般向きのものを

との録出な協力によってはじめて

しかしながら原イエネルギーが英

イン・ジャパン︵欧又︑苺月一回
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版

選び刊行する︒

家が償接骨っており︑公社はどち

場をとっていることも箏実である
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オン・アトム︵工女︑随時発行︶
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助︑薗と協力を必要とするものであ

めには︑ど・己ても原子力公准の
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象庁観測部測候課長︶久布白兼

〜ξ雲乱受難

もあり︑日本原子力産業会議では

致︵原研理事︶青太敏男︵圃保

難壁一町壕

各万面とも十分連絡をとって︑慎

能の空気汚染による障害から守る

ように︑発甲所周辺の住民を放射

社理事︶福田勝治︵原毛常務︶

吉岡俊男︵同技術部長︶竹内良
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術部次長︶

：Be，：Re，その他）
曾翼金属塩類（Au，， Ag，：Pt， Pd， Rh， R ，その他）

貰

ップされている︒一方わが国原子

重な人選にあたる︒

日本原子力平和利用基金の奨学制

ために︑原子力気象調査会の設置

関係ある日本の会柱またはグルー

で一巡し︑三十分は食堂で休憩し

壮組は二時間半︑年配班は二時間

組と年配班に分けて見学した︒少

案内の係員も気をきかして︑肇壮

はないかなとと冗訣も飛び出すΨ

みな上着を脱ぎ︑逆転層のせいで

一足お先にきた炎暑に︑参加者は

騰鞭灘
ロンビア・ナ

調査を行うが︑さしあたり原子力

いたいと依頼してきた︒同社は原

プの名前とあて名を知らせてもら

日本の会壮に時々情報を送るため

たという▽しかし係員ぱたれが年

の秘蜜たからと発姦しなかった︒

配班に入ったかについては業務工

脂ｺ鰯︶

原子力記者会見▽原子燃料研究会

料．工法サブ．グループ硬究会▽

■
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ぐ

りもいよいよ緊密化してきた際で

事終了した︒第五回六月七日は川

による本年度奨学生の書類選考は

準備を進めていたが︑五月二十八

健物理部長︶今井美材︵燃料公

力産業界の︑世界各国とのつなが

川ビスー原研東海研究所見学会は

中部原子力墾談会も参加し︑第川

五月四日午後二時から日本原子力

基金奨学生選考委員

湘毎回参加者から感謝のことばを

六回十四日をもって一応第二次⁝

産業会議で行われたが︑選考委員

⁝日本原子力産業会議の会員サi いずれも好天気にめぐまれて無川

⁝受けているが︑原研側の好意に

原研理蟹の鋭明をきく第二回目川

撒よる援助のもとに︑その第四圓 を完了する︒ ︻写莫上は久布白川
川までを実施した︒

日の打合せ会で委員などを決めて

﹃ ＝＝：：◎書含・︒臨

⁝⁝⁝⁝⁝⁝g米国マサチュ
・お知らせ ーセソツのコ

ショナル・コーポレーションから

発電所の設羅を予定している茨城

子力用ジルコこウム・スポンジの

部長︶

りである︒

であるという︒所在地は次のとお
物理気象餅究部長︶畠山久尚︵東

刈OりP9昌Oユ

︿土塁専業経過

︵金︶▽原動研常任幹箏会▽原仔

RI視察団打合せ会◇二十三日

事象心猿稲諭難鐘謝麗騰馬舞鉛像斎

軽糀

O騨3びユ霜槻Φ轟b∂

一〇ユくO

▽委興H島山喜彦︵気象研究所

▽主査11川畑畢夫︵気象庁観測 製造では米国有数の会柱であるが

る︒委員は次のとおりである︒

県東轟村付近の気象状況を調査す

て︑原子力平和利用に関する気象 日本原子力産業会議に︑原子力に

究所︑原子燃料公祉などと協力し

発足した︒気象庁︑日本原子力扇

には次の諸氏が委嘱された︒

霞

一

金壷・五月＝十八日発足．

これらに関係ある材料︑装習などのカタログ︑写真︑性能デー

この施設研究部会のうち︑特に放射性廃水の処理関係部門では

ことになりました︒

てきましたが︑このほどその結果をマニュアルとして刊行ずる

射線などの販扱施設に関する鍛工部会を設けて調査研究を続け

者︑一般公衆等に対する安令防護の立場から︑放射陛物質︑放

トープおよび放射線の利用が増大するにつれ︑これらの取扱

会員各位にお願い田聾醸猪

ろ
黛本原子力発電会社では︑既報の
炉

原子力気象調査会

理事︑松根亀述専務理事

橋本基金理事︑堀越経弓田常任

副目玉長︑柴田蛋TV販締役︑

茨重学術会議会飯︑峨峨根原研

岡松日本商工会議所専務理事︑

文部省学術局長︑岡野原研監事︑

大由電力中央研究所理事︑緒方

大屋日本原子力産業会厳副会長

学会︑下は水戸の原子力館を見川
⁝

@難楓雛難簗欝騰譲

る第三離見学会の一行︼

川第三回は五月二十八日四十八

縫

釦舞

川各︑第四回は三十一日四十七各︑

・嚢

閥団を同行することがてきる︒前

しており︑四丁の打合せ会では各

日本原子力産業会畿が人選を一任

日本船主協会では五

▽日建設計工務株式会廿では五月

た︒

二十三日の旧主総会で新会長に尾
崎久助氏︵社長︶新柱長に伊藤鉱

ち喧
』1祭
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圓は十︸名の顧問と贈名のオブザ
ーバーを送ったが︑このたびも十
数名出席することとなり︑この中

機関から蒋寄った顔触れについて

ジュネーアの国際原子力平和利用

された︒

には前回なかった産業界の代表者
来る九月一臼から二週間︑ジュネーアで

検討したが正式決定のうえ発表さ

︵カッコ内は

二本原子力睡業会議に次

員異動

義長氏︒千代田区大手町一の四︶

▽三を原子力工業株武会社︵関

利忠氏・中央区八亟洲一の三︶

▽安田信託銀行株式会柱︵斎藤

社長ならびに事務所所在地︶

の二村が入会した︒

◇入会

告知梅

力補償問題拍合せ会◇＝十四日
︵原研第二会議室︶▽東海研究所
見学会◇二十九日︵木︶▽第一回
︵土︶▽東海研究所見学会◇二十
一任理事会▽施設観遮蔽班研究会
六日︵月︶▽原動研放射線防御安
▽科学正理会見▽RI報文集編集
全グループ安全対策サブ・グルー
会議▽ジェネーブ会議展示会出品
プ研究会▽アトムズ・イン・ジャ
打合せ会◇三十日︵金︶▽原動研
パン控堤会議▽スライド編集会議
放射線防御安全グループ遮蔽サブ
▽施設餅汚染処理班第二小委員会
・クループ研究会◇三十一日︵土︶
◇二十七日︵火︶▽原動研機械グ ▽東海硯究所見学会

市に必要な堪力をまかなうことが

日本酸素株式会社は

一氏︵専務︶を選任した︒

◇本社移転

港区芝田村町二の四︑電話東京

五月三十一臼より次に移転した︒

︵58︶二二七一

本社・工場東京都北区：堀船4の4電話東京（91）3612。1736
営業 所東京都千代田区神田多町夏の5 電話東京（25）6796・6797
大阪連絡所 大阪市東区高麗旙詰町69電話大阪（94）2895

︑無

譲難鍵盤驚

轍

綾

灘・翻欝

産業界力らも参撫
﹂二＝一一＝＝二︻隅一＝＝＝＝一＝＝

開かれる第二回国際原子力平和利閂会議

れる︒しかし︑石川原子力委員︑

も五︑六各参加することになって

には︑わが国からも五マ四諦の諭久を提

おりますので︑会員各社の御援助をお願いいたします︒なお掲

タ︑その他飼料を集録︑資料糧として取りまとめたいと考えて

載昼飯は一切いただきませんから︑この貞お含みおき下さるよ

会議は︑第一回開催後すでに三年

う念のため田し添えます︒

在ジェネーア国際原子力機関代麦

原子力聞発には︑注㊥ずべき幾多

を経過しており︑この間における

︐

部公職何懸一郎氏︑京大教授湯川

日本原子力産業会議

を中心とした総合研究調査を進め

西独デグッサ社との間で︑技術提

米国西ペンシルバニア州シソビン

業グループ

のほど原子力委員会に認司の患同

るものである︒

産業グループ

◇G鼠Cグループ巨第一原子力携の話し合いを進めていたが︑こ

昭和三＋三年六月

秀樹氏などにはいずれも異論がな

の新問題も登場しており︑核融合

め︑ こ の 会 威 に 出 席 す る 政 府 代 表 な ら

反応︑原子力船など︑クローズア

びに専門啄螂問の選為について︑六月四

この代表団は適当な数の專門叛顧

かったようだ︒

即ち三菱系原子力グループと三井
系の日本原子力畷簗会とは︑三覆
原子力工業会柱を窓口賞任者とし

の純商業用原子力発電所が︑二十

グボートに建設していた世界最大

六日から操業を始めた︒この日ア

通産省と打合せたうえ︑ウラン製

イゼンハワー大統領が︑約三百四

を打診してきた︒原子力委員会は

頓の技術混入について近く見解を

十ヂ渇れたワシントンから︑遠隔

◇A局ーグループ日三十系グル

なお原電のコールダーホール型原

表明︑原子力産田野の協力を求め

ープ︑三井系がこれに協力
産部分の製作見積りにあたること

子力発電所建設予算は約三百億円

ン・グループと協力し︑共同で国

て︑英AE亙ージョン・トンプソ

日米原子力一般協疋の本調印は︑

を択嘉した︒三菱糸からは新三菱

操作で運転した︒この発電所は民

葺爾上︑手躍ヒの問題から予定よ

ウラン製錬捌画は︑これまで第一

間の葡要に対して電流を送るため

できるが︑この燃料は二年間の発

た︒

原子刀産業グループの古河施工一

月二十六日の総会で新会長に一井
保造氏︵三井船舶社長︶を選任し
社だけだったが︑時期が早過ぎる

る準備を進めている︒民間会社の

メーカーの勲き
ム昌

だが︑このうちメーカーの入札見

日英

シッビングボー賂操業開

に︑昨年十二月完成した竜気出力 ▽原子力金属懇話会では五月二十
六万KWの加圧水型で︑天然ウラ 六日の総会で新理聡長に山県四郎
ン＋四︑ンと高農驚ウラン七四・八 氏︵三菱金屡鉱茶常務︶を選任し

船の伊藤社長を委員飯として︑原

一方住友原子力エ繋会のウラン製 三画面子力唱又の三わが︑ス阪商

として︑原子力委員会では再考を
求めていたものである︒

重工︑三菱日本重工︑三悪造胎︑

トンて行われることになったもよ
うたが︑日英協定も二十八日ロン
ドンの挺威筋が︑ほぼ妥結したこ

豪
H電機︑三擾化成︑三菱製鋼な 積り対象となるものは約二百億円
ど︑三升系からは主として日量乏

錬事業進出について︑二十九日の

子力産業界の活動もいよいよ本格

とを朋らかにしている︒かくて原

ヂ箏を夢為し︑人口二十五重の都

り祐干猛れ︑六目五日後にワシン

の動き

巳

臼外虜告凶聞肇て︑外務省︑交部省︑ 原子力委員会︑科学技術

せたが︑このたびは害門雰顧問として︑原子力産業界からも数各
参加することになった︒

総槌事︑駒形工業技術院長︑都築

って窮り︑前回は田付ジュネーブ

ら二†日まで開僧された第一回に

子力問題委員只︑安芸負原謁査会

日赤甲央構院長︑魯岡学術会議原

この会戯は昭和三十年八弓八日か

二月の図連第十給会で招集を決議
副会女の五二が出席したが︑今回

穴学▽岐堅工裳鶏日▽鰯蛮野・バ

▽烈都市文洛陽島秋▽関束学院

たことが目立っている︑

字校からの印込みが特に多くなっ

︻も砦は讐に看の派髪慈

引続いて聞かれるものて︑爾年十

し︑八十数刀国に招謂状が出され
ている︒政府代〃は五心以内とな

オートスライ
ドの注文続く
出張映写の申込みも

日み銀子力平和利門御金︑日本涼

また三十日大阪商船︑新三萎玉工︑

的なものとなってきた︒

タービンの束芝グループが参加す

浦動気︑石川島重工︑石川島芝浦

電を継続できるだろうと考えられ

である︒

二十八日の朝日新聞は︑日本原子

ている︒また二十四日英国ドーン

高渡▽疋同工策勘校▽劇壇工業

力癸電会社から英国側に入札を求

二本経済︑読充などが報道した︒

子力船合志委鍾会を結成したと︑

高校▽興服摩業▽嘱望レーヨン

▽U商▽福井県▽伊系製陶▽各

住友原子力グループの中心である

読売新聞は次のように報じた︒

イド﹁私たちの涼子力﹂は原イ力

用識の暑及に好適な教材てあるこ

る英国とわが国の企樂グループの

レイの新しい突験用原子炉が初め

る︒このため発自重の入札に加わ

て運転した︒

めている︑コールダーホール改憲

これは原子力移民船のρ司を︑ニ

型発電炉の︑国産部分製作につい

また出張映写の申込みは次のとお

◇EEグルーブロ東原原子力淫 の進出を訪画し︑往信金属工業と

カ年目標で晃成するために︑これ

古竪諮

問から歓迎を受けている︒このた

な動きのあることを報じている︒

同会は︑かねてウラン製錬事業へ

とが知れるに従って︑ますます馳

﹂ニカ産業会捗の天然色オートスラ

餐ぺ

げ︑日不学術会蔽︑日本原子力颪業会議の代衣者が集まって打合
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⁝作の参搭展爪勧が出陳される︒このた

出︑全諾採択に決定したが︑このほか十

代表顧問として五︑六名が
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レ
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て︑日英両国メーカーに次のよう 系列分野は次のようになった︒
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横澤岩国工業株式会社

Ta，

Sr，

Eu，

㊥稀有金属塩類（Cs，1a，

Co，その他）
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㊧分析用高純度金属（粉。Fe， Ni， Co， As，その他）
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ロクモールの村に入る︑ここまで

島

その他の通路は狭くて曲りくね
アアイニョンから北へ十四声であ

漏話

四月二＋八日
っている︒パリではまだ見られな

關口篭力康子力部

見閉︑霜曇サク

はもう盛りを過ざようとしておリ

かったマロニエの花が︑こちらで

ぬった地方厨りのサーカスの車が

小さな昂場のある広場に黄色く

る︒

レー観究所の腺

オレンジの花も夫しく町を飾って

ヌーブ・レザヴィニョンの城を右
⁝ルの勝ち戟さを祝って立てられ

てルノワール︑セザンヌ︑モネー

われわれのバスはオルサンへの
道をとる︒ここもまたプラタナス
が羨しく並んでいる︒やがて右手

にキャドルースの材がはるかに望
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かわらず一定で︑負荷の笈化には

炭酸水は自然計数以上に放射能を周を訪れたとのことである︒

放射線障筈防止凌に関する総理府

スクランの府がある︒その他には

という万法がとられるわけです︒

萎気の流言の加減だけで対応する

ればもうマルクールは近い︒ロク

令ならびに科学技術庁貨ムについ

七島としるした薪樵の所で右へ曲 農薬料を有利と考えたからであ

て当局の説朋を聞いた︒R亙︑放

・ジき写照︸港し娯ボ乳へ

︸踏襲灘

﹁黙交換器﹂という言葉が出て

次冷却材によって引出された黙を

冷ましたが︑これは原子炉から一

．簸

換器段原子力海外事構から

研究をはじめたい人は多勢いる

瞳蜜ロ防比の説明△笈

日本原子力産業会画では︑六月自

日午後一時三十分から会議璽で︑

ところが︑原子炉では様子が大

のところで述べられたことと思い

部ちがって来ます︒原子炉の原理

明したのち質問に答えた︒なお出

席の諸氏から種々意見が述べられ

求されること︑第三に原子炉とい

として入口・出口温度の差を大き

うとすると︑この平均温度を中心

もちながら︑炉の出力を変化しよ

で︑原子炉の平均温度を一定にた

転客思が最も自然なのです︒そこ

えてよい︶を一定に保つという運

入口温度と出口温度の平均値と考

的に原子炉の平均温度︵冷却材の

温度係数というものがあり︑原理

ますが︑原子炉には反応度の負の

午後憂晴散会した︒

タービンにも特殊な工夫

水に伝えて蒸気を発生さす装置で

い

︑轟
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︑箏
び

晦︑

り締
﹃メ

くするか︑または各所の温度をで

きるだけ一定に保ちながら︑冷却

材の流量を出力にほぼ比例して変

〆

化させるかのどちらかの方法しか

ありません︒

後者の流量を変化する万法は︑

︸見簡単でよい万法のように思わ

れますが︑このためには流麓が非

常に広範囲に変化するポンプを必

要とずるなど︑技術的に困難な問

題が起って来ろので︑現在最も多

口・出口温度の差を笈化さず万武

く用いられているの︑は前者の入

この万一に従うと︑原子炉の出

です︒

加し︑出力が脛当すると温度差も

力が増加すると前記の温贋差も増

減少します︒ここで前記の﹁原子

の差は非常に小さい﹂ことを思い

炉では冷却材の温度と董︑気温度とノ

↓

︽

出していただくとすぐわかるよう

に︑冷却材の温度がこのように変

力もこれについて蛮化することに

︑

〆
酬

ざ

化すると︑弱︑気の温度︑従って圧

なります︒そのために︑原子力発

の流量が変化するだけでなく︑蒸

電所では︑負荷が麦化すると蒸気

す︒このような万式のタービンは︑

気の圧力も温度も変化するので

ービンと︑外観こそあまりちがい

今までの火力で便用されていたタ

ませんが︑設計上に持殊な工夫を

必要とするわけです︒

誤りましたので︑﹁日本原子力

前号に筆者の紹介を

発電会粒技偏部計画課副辰﹂と

おわび

に保たすような操俘がなされま

襲

訂正してお詫び致します︒

夢

ボイラーの圧力は負荷の変佑にか

し

す︒このために火力発電所では︑

して︑ボイラーの蒸気圧力を一定

力発電所では燃料の三山量を加減

減少の傾同を示します︒ここで火

蒸気流境が増加すると滋︑気圧刀は

気圧力は増加しようとし︑反力に

いうのは蒸気流黛が減少すると蒸

流燈の変化とは逆になります︒と

しようとしますが︑この変化は︑

作っているボイラーの圧力が変化

への流入量が変化すると︑蒸気を

を変化させます︒蒸気のタービン

してタービンへ流入する返︑気の量

負荷が変化するとその変化に比例

先ず火力発電所では︑発亀機の

ります︒

れに対応する無量がちがう貞があ

発電所の負荷が変にしたとき︑こ

ておかなければならないことは︑

力発臨書の大きな差異としてあげ

さて︑最後に原子力発亀所と火

︵写兵刃昭︶

ボイラーとはかわってきます︒

されるので︑外観も憾造もかなり

は前述のように種々なものが使用

ているのに︑原子炉の貫交換器で

却材がボイラーでは気体に限られ

質が異なるためと︑もう一つ︑冷

に凱︑を受け疲しずる回路自身の佐

熱交換器とボイラーはこのよう

その理田といえましょう︒

することはできないこと︑などが

たこれらの冷却材をむやみに放出

えるので︑多少とも放射注になっ

く︑多かれ少なかれ放射能をも与

﹁箕気発生器﹂といわれることも う黒い箱は冷却材に訊だけでな

あり︑火力発電所でボイラーに相
当する装置です︒

験立言器とボイラーとの一番大

きな差異は︑ボイラーでは石炭︑

にきらい︑非常に純押なものが要

する不純物が含まれることを極度

害したり︑強い放射能を帯びたり

ので︑この由に原子炉の反応を蛎

第二に冷却材は原子炉の申を通る

出できるほど蟹価ではないこと︑

空気のように︺回通したたけで放

璽氷︑液体金属等で︑ボイラーでの

いる冷却材は︑炭酸ガス︑軽氷︑

第一に現在動力炉に便用されて

ます︒

いう禎極的な理陶もいくつかあり

も閉回路にしておく方が便利だと

な理由もありますが︑そのほかに

路にする必要がないという僧極的

だけの役目しかしないので︑開回

て原子炉の冷却材はただ瓢を運ぶ

の他を供給する必要がなく︑従っ

ラーとちがって︑外部から酸素そ

るのは︑原．†炉は石炭や璽油ボイ

原子炉と甦炎換器を閉回国にす

ものを閉回路といいます︒

開回路︑後者の興交換器のような

葡名のボイラーのようなものを

点でしょう︒

たふたたび原子炉にかえって行く

で糞を水に伝えて冷たくなるとま

くなった一次冷却材は︑興炎換器

変換器では原子炉からの黙であつ

放出されてしまうのに対して︑饗

しまうと︑煙突を通って大気中へ

った空気が︑その與を水に伝えて

︵上︶ご次交換器︵下︶一次交 重油などの燃焼に便われて黙くな

写轟はドーンレイの熱交馨

与された︒

に続く︶

︻麗看紹介︼桑島氏は昨年度原

安気だよと冗談をいっていたが︑

るのは︑ボイラーのガス温度が燃

射線などの産業万面への利用が激 火力発電所でこの力式を採用し得

帯びており︑ぶどう酒をのむλが

料の燃焼璽によって天きな変化を

北へ少し登った山腹に一股見学

子力留学生乙して渡仏︑目下サ

増している情勢を反映して︑当日

しないためと︑前述のようにガス

まばらに毘家を見る程度である︒

それでもこれらの炭酸氷の売行き

クレーの国立鳳子力科学技術掌

は会員会往の担当霜が約八＋名出

る︒フランスではガス拡散による

者のための眺望首があり︑ここか

が悪くなったということは閣かれ

険に在学中である︒昨年六月京

農縮ウラン工場を︑現住のマルク

〜三百選Wの電力を必要とするだ らマルクールの全容が望まれ︑ロ

ない︒しかし面白いことに︑一般

モールからここまで約十三爵であ

ーヌの流れを遠く追うことができ

温度と返気温度との差が非常に大

ろうと考えられた︒米国の拡敵工

イソトープ課長ら五各出席して︑

せいにされており︑この点日本と

常はすべて総論ソの原水爆実験の

席したが︑原子力局からは鈴木ア

ている︒近照する比人的スきな町

都天学から工学博土の学位を授

ことである︒プルトニウムの生産

にプロテスタン派の人達が︑原水

全く同様である︒私たちの滞在中

て十≠以上離れており︑マルクー

覧

熱交換器とボイラー

爆反対の陳情のため︑マルクール

地であろう︒

この辺りの産物は主としてぶど

不安をも寛正往民

々が働いており︑そのうち百五十

・︑
ず

原子力発電所②

霧㈲

う酒であるが︑これが放射能の轡

ヴェ・ド・マルクールとり2紅ぶ

なるという言誤をもちこまれたと

どう酒を常用している︒われわれ

などの建設に従事しており︑約百

は広く開けたぶどう畑となり︑東

も昼食のたびことに振舞われたが

いう詰はなく︑マルクール探究所

側をローヌが流れている︒なだら

の人達は︑この土地でとれるキュ

かな斜面を南へ約一ヂ下った所に

これは幾分甘口であるが︑引き追

北に山を饗えた高地にあり︑三男

百戸程度のコドレーの村があり︑

♪

ある硬究者が︑エヴィヤンなどの

った陳をもっている︒サクレーの

飼

野．懇

が︑全部が研究計画を完成して

きいためだと考えられます︑

のフランス人の間では︑天候の異

る︒道標の先に﹁レストラン・ア
トミーク﹂と轡いた赤い看板が印
象的である︒

ロ！ヌ河を渡ってコドレーの村
を過ぎると︑眼前にマルク︑ールの

なった︒フランスが発電炉として

欝下

長期遡碗運転実施の前にはい

いるところまで行ってはいない

その解釈と適言について詳細に説

場は五万MVの電力を要するとの る︒風はこの山から南へ吹きつけ

ールの施設と固規験に造るには二

／

ルは原子炉の敷地として格好の土

全容が迫ってくる︒上部の黄色い
がマルクールの目的であり︑目下 村はバニョール︑オランジュ︑ロ
Gl炉︑緑色のプルトニゥムェ霜 のフランス原子力の方向はプルト クモールであるが︑これらはすべ

が小さく頭だけのぞかせている︒

黒鉛炉を選んだのは原子炉純度の

︷汐〆彰

た約一ヂで教会を野心としたシュ

西へは急な下り坂となってこれま

人の守衛が厳重に警戒している︒

は殺2︑G3︑プルトニゥムェ場をうけたとか︑あるいは売れなく

人が硯究者である︒その他の人々

タールで︑ここで約千五百人の人

マルクールは敷地二百三十ヘク

原子炉に格好の蟷

道青のG2︑G3両炉が明るい胃ニウム堰殖炉に同かっている︒
空の下に鮮かに浮んでいる︒

坂を登って左へ回り︑車は西門

った︒所要時間は約四十分であっ

からマルクールの敷地に入って行

仏国は黒鉛に自信

フランス原子力局は昭和二十年
に癸足して︑パリ爾郊数塗のシャ
ンチョン饗塞跡に︑二二の硯究用
原子炉7μ0鷺を二十三年に造り︑
ここで現在はプルトニウムの計算

が急がれている︒ついでパリの西
南二十数蓄のサクレーに︑広大な
敷地を得て原子力の総合的な研究
を行わせており︑そこでは二十七

いよいよ待ち凄んだマルクールの

黒鉛の製造に自製があったのと︑

史

馨講鵬鷺
年に露1︑2︵P2︶昨年E工3％
と

ﾂの研究炉が完成している︒フ

ランス原子力の歴更は二＋七年ま

子炉の研究がもくろまれ︑第一次

に入る︒その時から工業目的の原

でを第一期とし︑それから第二期

突然同行のフランス人が﹁見ろ

まれてくる︒

よ﹂と呼んだ︒その左手︵特徴のあ

五力年計画としてマルクール硬究

原子炉が近づいたのだ︒鉄道の踏

重水が簡価過ぎたためであり︑ま

る脚のふもとにマルクールの煙突 所を設け発電炉を建設することに

切りを渡って︑ラルドワーズの部

落に入ると︑G2︑α3の炉が見た将来小型で比出力の高い原子炉

守る比軟的少数の職員の増加で

ろいろの品題があるだろう︒ま

かも知れない︒しかしいずれは

運転されていない︒実験の動顛

の態勢を研焦していたたきたい

． み
〜等騒♂一︸象

一

子力工学コース
の学生は︑マル
とまってお診︑それを見下して︑

かつての滑長であろうか︑天女に

いた︒

八塒にマルクールから差同けら
抱かれて幌惚とした面持の石壕が

クールにあるプ
ルトこウム生産
れたバスて駅前を出炎する︒町の
立っている︒

ならびに発電両

目的炉であるG 西樹城壁に沿って迂回し︑ローヌ

に見て少し行くと︑いなか道に入
たという凱旋門︑同じくローマ時

1︑G2︑G
河3
にかかった吊橋を渡り︑ヴィル
を見学するため

る︒バスは六十♂から八十♂の時
代の劇場跡をもつ万ランジュの町

た︒このようにして四日にわたっ
この村を出ると道は二つに分れ
たマルクールの見学が始まった︑
一本は東へ紀元前五十年Oろセザ

に︑諸仏ローヌ

速で︑プラタナスの並木が挽いた

らの近代フランス画家の絵をもっ

へ︑もう一本は北ヘオルフンを経

河に沿ったアヴ
ィニヨンに集ま

道を灘り︑あたりばこ囲のぶどう

た美術館のあるバニョールの村へ

った︒古い城壁に囲まれた人口六

となっており︑アヴィニヨンに醗

わたって法王が居庄した豪酒な法 烈な大陽に育てられ︑豊醒な昧覚

万の町で︑十四世紀のころ七代に

ずるシャトーヌフ・デュ・パープ

畑になる︒ローヌのぶどう酒は強

王餌が町の北部を占め︑その先ロ
向っている︒

︵法子の新城︶はこの辺りの銘酒
であろ・発

露出した山の岩肌
プロヴァンス地方を災配するの
はこの照りつける太陽と︑吹きつ

を失って白肌を露出させて︑遠く

ける風とであろうか︒山の頂は木．

からは万里の反城を思わせるよう
に眺められ︑象屋の︑かつては鱗

マルク亙ル近づく

ーヌ河には十二世紀に造られた川

橋が︑現臼ではこちら側の半分だ

向うのとりでへ渡すサン・ベネゼ

け飾ってかかっている︒この橋は
﹁アヴィニヨンの橋の上で﹂とい

う難いシャンソンで知られ︑そこ
で人々が歌い踊るその下をゆるく
流れるロ⁝ヌ河も︑蹄にははんら
んしてこの町を氷浸しにしており
その跡が城璽や家々の石壁にしみ

かな泓色てあった屋根も色あせて
くすみ︑風のくる側の窓は小さく

ついている︒

オレンジの咲く町
深くひっこめられている︒樹木は
風の力に耐えかねて水久に傾いた

このプロヴァンスといわれる地
方は︑ミストラルと呼ばれる強風

がずくすくと伸び︑風をさえぎっ

へ進む場合にプルトニウムによる

私はアルゴンヌのCP−5型麗な長期連続還瓢となった︒こ

これがおそらく最も問題であろ

にどの程度にあるかという点で

用が足りるのではなかろうか︒

を利用し︑放射化分折の仕事を

け試料に中性子照射を行うこと

う︒何といっても日本は原子炉

れは利用者側にとっては有難い

側の勝手な注反を︑一つだけ書

ができる︒そのようにして︑籾

利用研究面での一年生︒新しい

ず運転費の憎加および蟹理にた

私と同じような要望が多くなる

次には連続運転への要望が実際

土︑日の二日は休みであったが︑

くやってきたが︑ここでは初め

めて原子炉の能力を十分に発揮

遮統右転で︑その間︑・試罰の出

交替のための人件費の増加があ

ずさわる係員の八時間勤務︑三
によって︑嬰望は遽うであろう

二︑三時闘のシャントダウン︑

罰・≡≡≡・⁝⁝＝・差等Ri囁利用者の希望一≡・州

し入れも数十分ないし茨くても

にきまっているから︑今からで

が︑アイソトープの製造や放射

転を継航するヒけに止めれば︑

︵運転休止︶があったに過ぎな 試料の出し入れをせず︑たた運
かった︒一九五六年からは土︑

化分析への利用などの面からは
長時間にわたる連続運転が望ま

と思フ︒

博︶

コントロール豊︵制御窒︶を見

︵浜口

臼も休まず︑事故のない限り亮

きるだけ長期閥連概運転実施へ

る︒しかし人件費の万は夜間は

㎎≡＝長期連続運転態勢へ≡三三三二曇い

一九五四年末ころからニ丸年近 措置であって︑希望する時間だ

かせていただくことにする︒そ
寅海研究所の第一得原子炉利
れは運転時聞の問題である︒今
用による研究は︑いつになった
ら始められるのかと首を長くし までの状況では午前二時間︑午

できるというものであろう︒

に蟻って︑利用させていただく
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月曜から金曜までは二＋四歯間
なりの数にのぼったのではなか

て待っていた原子科学者は︑か

ろうか︒私もそのうちの一人で
あったが︑ともかくもこの二月
から笹下異学を開始てきるよう
になったことは︑まことに喜ば
しいことであった︒四月までは
試験蓮転ということで︑無料で
照射できたことも犬変に為難か
った︒その試験題転を終って︑

近く本格的な業転が開始される
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ままとなるが︑その中に糸杉だけ
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が耀き回り︑転筋はそれを避ける

て年物を穫るために︑獺に立ち並
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一

公︵三友金属技師長︶▽吉田確

三郎︵電試屯力部長︶▽山本僧

三郎︵東京商議理事︶▽山崎文

省三︵住友化学専務︶▽宗宮尚

太︵渠亀常務︶▽礎辺一郎︵原

福田勝治︵原口常務︶▽前田七

行︵東大名誉七三︶▽盛氷俊太

男︵科研主任研究員︶▽山田太

郎︵農業技術研所長︶▽山県昌
電通査室長︶

之逢︵富士電機敢締役︶▽正弾

夫︵日大海事協会艮︶▽山崖喬

安全糊醗究会を設く
原動観技術的基礎的調査に

ある︒
ロサ

ロロ

づコササロぼ

じ

︒ ：．

．3⁝

ぶ

﹂

§血茎葉奪婁・病兵羨壷騒鄭

サ

内田秀雄︵東京大学︶▽

福田節雄︵東京大学︶

︸ ： ． ＝．

⁝安全特別研究会甕轟口

り

さロココリコじコロリ

委員

主査

∠ﾇ績︵同︶▽清瀬蜜平︵同︶

大山彰︵周︶▽警沢康猫︵同︶▽

︵披険研︶▽伊藤伍郎︵科硬︶▽

福島墜︵東京工大︶▽伊藤岳郎

▽望月薯一︵闘︶▽住田健二︵閻︶

弘田実弥︵原研︶▽青地哲男︵同︶

▽傍原義徳︵原子力局︶▽露田弘
平︵通産省公益事業局︶▽竹越舜
︵電試︶▽西脇一郎︵岡︶▽加賀

▽山ハ月一一十日炉十前十時

する︒

考は︑六月十七口実施

某金の奨学生第二次選

▽日本原子力平和利用

川島︶▽穴原良司︵軍士︶

▽川口修︵同︶▽牧蒲隆太郎︵石

︵同︶▽三鼎加賀生︵三口原子力︶

︵同︶▽島井澄︵日立︶▽鴨井章

▽長安実︵関篭︶▽大野博教︵電
研︶▽門脇実︵萸芝︶▽深井侑造

塚益比古︵間︶▽脇坂清一︵頁電︶

哲郎︵岡︶▽宮田滋︵電発︶▽大

︵陶︶▽官田忠一︵澗︶▽豊田正
緻︵周︶▽安藤嵩夫︵司︶▽板倉

田正︵關︶▽太田正次︵気象庁︶
11本原畢力二業会巖原子動力研二 合を開く︒
コールダーホール改良翠発電炉の ▽吉岡俊男︵原電︶▽川村泰治

会では︑定例研究会のほかに︑適

で聲心に取りトげ始めている︒さ

某撹部会︑同欝欝部会を設置し︑

きに原子力署員会では原子炉安全

また通配省では原子力入電所安全

いる︒

某推委員会を発足させようとして

日本原子力ぼ凱会議ても埣業界の
要望にこたえて︑これらの動きに

別委︑原子力船懇談会幹事社等は

から︑原動委︑燃料特

日本原子力産果会議会議室で嵯峨

並行し︑陳素躍の中に特別研究会
を設け︑関係専門家が参加してそ

ことになったものである︒主査に 根原研副理事長から﹁米国から購

の技術的基礎的な緊緊研究を行う

せ会を開き︑ついで十一日第一回

・J・コーフマン氏の﹁放射梶廃

館で原動研のセミナーを開く︒W

▽六月二十日本郷赤門前の学士会

現行道議体制には労災保険︑船員

行補償体制を再検討すること︒

うむることのある身体傷窪または

があるが︑放射線騨腎が潜在的後

保険︑爾康傑険︑厚生年金保険等

原子力事散により一般第三名のこ

財物損出を原子力施没所存者に代

弊的であり︑︑︶かもその症状がし

り三三する原子力跨慣育κ押︑険制

③原子力災署による第三者の損失

度の礁ヴが必要である︒

四駅てあること等の特律により︑

ばしば他の疾彌と判冠することが

刀バ⁝しきれない幾多の問題が存

現行保険制魔のもとでは朋らかに

填補につき前項のほか国家として
の捲置を検討すること︒

亀舞蓉華曳︷こヲ㌧妻q謬諜翼
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参与二十七名
目一六日の理箏会で決定した日本
原子力産業会議参与二十七名は次

▽安芸鮫一︵科学技術庁科単笛

のとおりである︒

誠冨︶▽石川灘︵東芝取締役︶

▽稲葉秀三︵国民経済研究協会

▽大二上博︵三菱原子力τ業捜

一盛長︶▽茜亮二︵島灘常務︶
師長︶▽駒計醒一郎︵日官重務︶

▽佐島敬愛︵国際商議国内委事

▽麟峨根遼古︵原研副珊事長︶

務総長︶▽園丁辰雄︵昭亀常務︶

関西における大学試験炉の設置行

導入が現実の閻題となったほか︑

田中停次郎︵朝日販締役︶▽高

成し︑共同概究の成果を随時発表

る問艇は︑原子力の平和利用促魁

悩みなど︑原子炉の安全体に関す

▽柴田秀利︵NTV聖堂役︶▽宜策要なテーマを選んで部会を編
愉実︵彪力中曇研︶▽津野田知

いるが︑こんど蜜全特別研究会を

ずる特別慈動も行うことになって

委嘱してある講帥および会場︑日
時なども︑すべて聞興する職場側

ヒ極めて電要なこととして︑各界

箆︵磁力経渦研酋務理罫︶▽中

設けてヤ由謝る一州月一一十一二日年・傍一日

この講習会は︑各職塀からの精望

の精草に応じて選定される︒

来る二十三臼最初の全体会合を開

幹事会を開催して︑前記のように

の填補につき国叡が関与してい

ような形で原子力災害による損失

盤からそれによって症ずる一般

遇するので︑三一の一目と切り離

原子力災胃に対しては呼子力賠償
解任保険によりその損轡の填補を

一

改正することに管手する必嬰があ

．

しても阜急に現行制度を再検討し

喬

2321，2351

ζ

る

﹁わが田で生盾水蹴を向し﹂させるには科学技

第二次岸内閣 三本武夫践就任
臼凶日民主覚総裁巌 曲淵氏は︑六月十二﹇衆参両

術の振興が必要なので︑贋案の科学技術会議

の原了力一般協定は十六︑七日Oろ調印され

は再柳訂して次の国会に提出したい︒米英と

る見通しとなっているようだが︑これはとう

院から山州に指名されて組閣に着手︑仔後十時

僚の認証汰を行ったが︑自民党政調会芦三輪武

完了した︒岡十一財首絹の任命武︑引続き粁閣

実氏が国務大臣となり︑鐸済企岡庁長縦ならび

いと思われるのて︑次の臨時国会に提出する

てい特別国書で駅認を求めることはむずかし

委員飯に戚任した︒新一へ臣は凪∬武後記岩団に

に科学技術庁長官となったので︑櫨予力委員会

こととなるだろう﹂

があり︑解説ならびに通訳は名古

当日は高橋公枕理翼長のあい≦う

公聞するこどになった︒

対し︑当面の問題に関して次のように語った︒

第二無理竃甲△瓜 向う側左から−−−石川︑植村︑向井︑大熊︑

菅︑その陰に隠れて橋本︑杭いて和田︑駒井︑西肘の諸氏︒

泉炉徳︵東大名出自摂︶▽中川

木原子力研翁所会議豊で第一回会

曜

哲郎︵電気事業連事務局長︶▽

一
二

原子力知識宮及同仁のため︑これ

て出張開催するもので︑一応二〜

に応じ︑これを一単位の対象とし

三日で終了するが︑実際の日駆り

まで尊卑団地で展覧会︑講演会な

は職場の希望できめる︒したがっ

るが︑爾込苔には︑講習開催の希
望日曜︑課目︑講師︑映画・スラ
イド︑◎参加二番および人員︑会場︑

いて﹂講演を聞く︒

用某金は︑さきに教職員のための

て課目についても︑原子力全般に

るはずである︒

葉物処琿について﹂がテーマとな

入する濃縮ウラン動力試験炉につ

講習会を開憎して多大の退局を呼

わたる講習と重貞的に特定の課目

した委員三十八名は次のとおりで

く体制を雄えたものてある︒番嘱

は康京大学工学部教授福田節雄氏

んだ︒半靴き今回は円本原子力産

について行う揚合とが考えられる

申込諸の住所︑社名ならびに押当

が選ばれ︑さる乾瓢月等日翠備⁝打合

業会議と協力︑各職場ごとに原子

者を認幽することになっている︒

この講習会に関する事務は︑一切
手本原子力厘業会議事務三内日本

力開発利用について︑最も関心の

設委員会委員︑学識経験者などに

が︑日本原子力産業会議の役員︑常

原子力平和国用基金で二三ってい

講習会﹂を開催することとなった︒

他国家としての接溜によって解決

して︑原子力災善の補償体制の弊︻ これは原子力賠償細辛保険︑その

一一一一＝一一帽一口＝＝一一＝＝＝一一一＝一一＝＝＝一一一胴一騙＝一一一＝昌＝＝＝零

備にあたられるよう要望する︒

＝一両一＝一一一一＝一冒＝一＝一一＝＝一＝＝一一扁一一＝＝＝一一＝閑一﹁■噂一一一一一一﹁＝一一＝一一一一＝一一＝一

にそなえて︑何等かの補伯制度を

測の事故による災害が牛じた場八口

日本原子力摩業会議では六月六日

つき検上する必要がある︒

る︒わが国においてもその指貫に

第二回理事会で﹁原子力災臓．補償

されるべき閂題である︒

確姦しなければならないという考

するため︑特別法の制足を検討す

る一ξ

かる災胃にがする浦慣体制は沫だ

ては原子力施設所自選に偲︑渦失責

第三者の凝害に対する賠償に関し

④従藁轟の放射線陣審に対する現

①原子力災寡の費任関係を明確に

嫁制の霧偽についての要望﹈を典

きてある︒

えは︑現在世界製罐の宍通的な動

原子力災罫発生の原閃騨明の困難
︐二＝一二＝一一閏＝＝一＝＝胴＝一一幽＝膚一＝一＝＝＝一＝一＝二一＝一＝＝＝鴫一一二一﹁＝＝膚二＝＝一帽一﹇一＝＝哺1

とではわが園の腺子力開発の進展

準備されていない︒このようなこ

日本原子力産業会議から

藪府・闘係各機関に

﹂＝﹁一＝＝一＝網二一＝＝二一一＝一＝一一一一＝一＝＝一＝＝＝＝二一一＝一一＝＝＝﹇＝一一＝一一一一一二＝一＝＝一騨

⁝災害補償体制整備の要望提出⁝

しかるにわが国においては︑か

一
これは既報原子刀補償閻贋特別委

些し︑次の各関係力面に提出した︒

員会で作成したものである︒

農哨︑通薩相︑運輸桐︑労相︑

首罪︑払梢︑外相︑蔵相︑厚携︑

原子力委員︑原子力局︑経企庁︑
仏制局︑営房各畏葛︑総務長官︑
衆参議︑政および各関係委員長︑

各政党︑羅一一ほか関係各響済
田田︒

なお婆望潟は次の難りである︒

原子力災署補償体制の整備に
ついての要墓

行うが︑保険の引受書膣に制約が

界各団では側えば陶家彫黙という

り︑公衆の置碁を発うするため世

あり︑また原子力κ業の発日を図
するよう賠償費力を俣障させるこ

任を制限し︑かつその貞任を遵う

とが必要になるものと奪われる︒

任を負わせると共に︑その賠償責

囚家的要請である以上︑不測の爆

るので︑原子力平和利用の促進が

睡にそなえて国は次の塗下︑を考慮

にも屯大な影響を与えることとな

には︑十分な安全樽を醜保する万

三子力の開発に当ってその設備等

すること︒

②原子力賠償琶任保険制度を確立

剛＝一＝■脚＝一一一＝＝一＝嘗＝一一＝＝＝＝＝＝一＝帽＝＝一＝一＝一一一＝一＝一＝卿＝＝一＝一

ある問題を販りレげ﹁聖運原子力

どを開いてきた日本原子力平和利

磯塾の継醤紫謬聴難犠鞭離一

回

屋大学助教授埴π秀武氏が押当す
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る︒四百五十レントゲンで半分の

起り︑あるところにくると回復し

細胞が死ぬ︒最初に労激な死亡が

る︒同じことが遡延昭射でも起っ

て︑あるものは元のとおりにな

てくる︒

一日二十レントゲンずつの昭︑射で

は数日で︑一日五レントゲンずつ
では数カ月で死ぬ︒しかし一日一

レントゲンずつでは非常に精密な
試験をしなければわからない︒本

人も大した麦田を感じないし︑医
者が見てもわからないが︑この場

る︒そして二︑一斑カ月毎に皿涛を

合も同じような擾化が起ってい

とって調べても︑その擾翫はわか

らないが︑これが変化が起るか起

高尾繁造︑四重勝次郎︑高口政俊︑

時のタービン近迦の放噺能は

とができた︒すなわ弘㌔その

燃料棒

る︒この擢わざと傷をつけた

させる

が保守しやすいことを彪確信

＼
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一時間当り二︑ゾレムしかなか

呼わぎと儒をつけたμ燃料棒
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を一本入れておいたときに起

ったので︑すぐタービンをと

月臨界に達して以来好調な運転

このEBWRは︑一昨年十二

ものではない﹂

の破擬とは︑何ら関連のある

今回たまたま起ったタービン

を使っての試験と︑

ものであるといえ

った︒この燃料棒には︑あら

アルゴンヌ国立研究所のE8

かじめ穴︵複数︶をあけてお

電気出力五千KW︶が︑タービ

WR︵実験用沸騰水型発電炉︑

ンの破損で五月一日以来運転を

造τ場まで送り与すことがで

りはずして修理のため元の製

き︑分裂生成物が外へ逃げら

︵デービス氏はこれに

W︶を三倍以上も上同る六万二

間じ炉心で設計鎮出力︵二八K

EBWRが運転を停止
をつづけており︑今琿三月には

米アルゴンヌ三号所の

れるようにしておいた︒この

け停止していることが︑五月二十
＝﹇日の米議会両院合同原子力委

員会の聴聞会における原子力委

員会の原子炉開発部長ケネス︒

デービス氏の諮言で明らかとな

きた︒

い汚染するものだろうかとい

原子炉や付属駕羅をどのくら

カ月で三千︑ゲレムである︑と

試験の閂的は︑分裂律成物が

どすぎることに気がついたの

いっている︶

﹁タービンの振動がどうもひ

その大要は次の通りである︒

つた︒

．

て︑炉を停めて調べてみると

︐2只を鐸明することであっ

タービンに近づくことができ

■曜騨■ 一．曹P■●︐︐︐■

なお︑タービンの羽根が飛んだ

そうである︒

＝3：一一■＝竃：＝■馬哨脅＝；

ときは二万KWで運転していた

：一〇．：＝＝＝：＝一：＝
・唖O●曹■6︐雪O■一〇一一〇騨幽■温

けた人が全量五百〜千レントゲン

O︐﹁ 一冒一■︐ 冒鴨響︐一曹騨■● ●ρ■O

るという5ぱ唱この珊式の炉

くわかっていない︒

になったとすると︑生命の短縮は

た︒しかしこれは少い風雪をか

ンを限度と考える︒しかしこれで

険である︒そのため五十レントゲ

に遺伝を考えればこれは非常に危

五〜十年ということになる︒さら

われわれはこれまで放射線はある

O一■7︐騨一．︐﹁

と伝えられていたものである︒

ついて︑現存の湧容水繊は三 千KWで運転されたことがある

タービンの羽根が一枚その側

炉の俸止後二十四時間以内に

た︒

停丘後二＋四離間以内に直接

たまたまこれは︑その一将間

タービン鋳欝慶庫接調べるこ

板と一緒になくなっていた︒

ほど前に︑試験のため炉心に

次は些命の籟綴の問題である︒こ

の．
．．．．3．騨3．；・＝ ．；齢．：二■一量：・．ψ一︐＝一．＝；：；■．■．：
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わかり閤顯が起ってきた︒遜延百

のようなことは放射線以外の他の

︐一；騨：幽P3■．＝23

レントゲンの昭射では一日○・〇

る︒この中ではこわれた糊胞と回 からないことが沢田ある︒自殊の

化が測定できないということにす

けても︑これによって現われる変

一〜○・一レントゲンが極限であ 影響でも起るが︑こ2τにはまだわ 秤度までは彪響がないと思ってい

かどうかということも︑興陳のあ

1︑槍矯．文市︑平屠侮朗︑平塚常

世堺︑噺弘中伝二︑櫃田千軍︑福原

次郎︑平沼弥太郎︑虞瀬経一︑二

敬次︑藤井深造︑藤＃隣次︑藤川

五百レントゲンを与えることによ
って起る︒百以下での生命舛縮と

いうことを調べるのはなかなかむ
ずかしいが︑少量の二子でも発生
するガンによって調べることがで
きる︒ハツカネズミに五十レント

本為三郎︑山脇正次︑与良エ︑横

田二期郎︑山田昌︑山根春衛︑
@山 一

われわれ人間についても同じよう

ガンが起る︒

ゲンを昭射すると︑普通の二倍の

八洲太郎︑西尾雪男︑西松三好︑西

岡π男︑難波経一︑二寓善墓︑新開

なことがいえる︒また遺俵につい

レントゲンが麦障の起る量と考え

も突然変異が二倍になる︒初め千

放射線が陶獄の権命をきめるもの

ぎない︒やはり同じような生命の

題である︒しかし突然変異には修

る問顯であるが︑それはまだわか

復とがどうなるかといちことが問

復性がない︒そこで問顯になるの

らないかの鳩目である︒

高田艮作︑高橋直行︑唐橋雄豹︑

博︑堀武芳︑堀汀薫雄︑堀田庄三

郎︑畜藤次郎︑吝藤利忠︑坂ロニ

吉田初次郎︑吉野需三︑吉本熊夫︑

井広太郎︑横河時介︑学田一郎︑

と仮定されるが︑このようなこと
は測定できないからいろいろの議
論ができる︒しかし二十五レント
ゲンをかけ如ぱ測定できる変化が
起る︒われわれはいろいろな放射
線について考えたときも︑一レン
トゲンが五日の生命を彌縮すると
いうことは変らなかった︒これは

つのめやすになると思われる︒

安全ということを考える場合の一

米国とスエーデン︑工業都市と田

とでは︑それぞれ死亡率の描く線

舎︑タバコを甦つ人と吸わない人

が異る︒伝染病︑栄養︑結婚な
ども関係がある︒人間の幸福を増
すためには雷のあるものをだんだ
ん最除いてよい環鏡を作り︑寿命
を長くすることが必要である︒わ

レントゲン以内に止めておくべき

きた︒今後はエンジニアでも五十

剛だと考えられる︒

ると︑次世代でも吟じことが行わ

もし一世代で生命の頓縮が行われ

れる︒放射線順は次のぱ代に蓄積

る︒われわれは今後千年間にどれ

されて行くことを考えるべきであ

この五十レントゲンも減らして行

だけ蓄積されて行くかを考えると

響を受けない︒しかしできるだけ

くべきだが︑現世代では大した影

放射線を受けないようにすること

われわれは今後原子力時代に生き

が大切である︒

て行くためには︑放射線の悪い影

響を除いて生命を長くすることの

方に持って行くべきだと考える︒

政府は六月十一日の官報で昭和三

の探鉱計画を発表

政府が核漂料物質
るならば︑放射線のエネルギーを

十三年度核原料物質探鉱計画を公

れわれはもっと長生きしょうとす

らない︒

よい方向に働かすようにせねばな

一一 國

表した︒

三十三糖度事業計画▽JRR；1

醒隔口上胃胃一巳

過去に一日〇ニレントゲンを受

◇原子力国内顕情︵五月号︶

門部会を拡充強化▽放射線障警防

業会の発足▽R一工業利馬奪門視

︻主要内容︼▽原子力委員会︑専 共同利用太ぎまり▽住友原子力工

止の技術的蘇海法▽放射能の亙G

ンでいうと千レントゲン以上にな

ても同じようなことがいえる︒ガ

業会議の三＋三年度事業概要▽同

．

ポ

十六回総会の答議▽原研・公社の一改選新役員

察団の派米きまる▽日本原子力産

かしこれは脚数かということはよ

ると急激に発生璽が多くなる︒し Yデータセンター▽学術会議第二

和田葎︑和円完二︑渡辺憩雄︑渡

︑適−

万直次

辺斌衡

勢

■「巳■■■619091齢

量「●■塞1●9

■1，「噛，1．09■電●

躍

放射線と入聞の寿命
⁝日本原子力産業会議では︑六月六日午後一時半から︑東京丸の川
川内日本工業クラブで﹁第十七回原子力講演会﹂を開いた︒まず川

⁝り︑ポール・S・ヘンショゥ氏が国立東京第二病院放射線科長⁝

川東京大学名誉教授中泉強磁氏のあいさつならびに講師紹介があ川

⁝出職久雄氏の通訳で﹁放射線障腎について﹂と題し︑ついで巨川

ヘンショ ウ 氏 は 戦 争 前 か ら 放 射

川命に及ぼす放射線およびその他の影響﹂と題して講演し︑午後川

⁝iディン・8・ジョンズ氏が千輩大鯖瀬篇弘毅氏の通訳で﹁寿㎜

川四時散会した︒

串泉名嘗教授の紹一介

物・医堂都メンバーの一人である︒ジョンズ氏も放射線生物堂ゐ

線生物学の研究老として有名な万で︑現在は米囲原子力委員会生

奪門家で︑米国ドンナー研究所次長として︑特に寿命の短縮につ
いて研究の深い方である︒

許容量と突然変異
ヘンショウ氏講演の要旨

獅禰が起るものと思われる︒一レ

正大郎︑大神一︑大久保正二︑大

小菅宇一郎︑小塚泰一︑古村誠一︑

谷栄次︑能谷太三郎︑倉井敏磨︑

高畑誠一︑竹内俊一︑竹内博︑竹

前田久吉︑前田反兵衛︑倶野僻輔︑

町田辰次郎︑松下毒之助︑松島清
重︑松原与三松︑三木哲持︑御手
洗毅︑水野成夫︑富代彰︑冨原口︑

武藤糸治︑森本貫一︑諸凱貫一

照村正雄︑落A出盛

村鷲︑西由弥太郎︑会津嘉一郎︑野

矢野一郎︑安川寛︑鎌谷奉造︑柳

太郎︑油田謙蔵︑石井健一郎︑石

口栄︸二郎︑野村秀雌︑野刺与曽市
萩原吉太郎︑畠山一潜︑服部正次︑

郎︑酒井寄之助︑朕弁俊記︑桜田

脂部発墨︑花崎正義︑軍山掛二郎︑

武︑笹固態失︑三宮妻壁︑重量雄
コ〜︑彿田潭三︑柴円満︑柴円周吉︑

加藤一衛︑加藤五一︑加藤弁三郎

鳥田英一︑城牛長次郎︑葺石腓彦︑

厳根︑野木栄︑ピエール・サンル

林腎材︑芯彦三郎︑原吉平︑浜口

片岡武修︑命子佐一郎︑金丸富夫︑

陰嚢林武雄︑杉山元大郎︑鈴木精

神戸捨二︑神部満之助︑館山甚︑

今泉武失︑今軍広記︑皆順英一郎︑

秀︑鈴木九平︑鈴太甘7市︑鈴木電

郎︑石松正鉄︑市川忍︑出光佐三︑

川叉武夫︑木下反三郎︑木村鉱ご

川崎音三︑川村音次郎︑川反克二︑

ズ

ントゲンで五臼の生命を獅浮する られたが︑現在は非常にさがって

っていない︒しかし広島における

万レントゲンの場合は瞬間的に死

ジョンズ氏講演の要旨

玉十弛露はまず安心

研究が︑これに解決を与えてくれ

第一は原形質だろうと粗胞だろう

んでしまうが︑一万レントゲンで

人工のものと陶じ楚化を起すので

原子力時代における放射線生物学
とを閥わず︑その生育に起る変化

は数時間から数日聞で変化．が起

は自殊の放射線であるが︑これも

1ことに人間に対する問題は非常

ことである︒

である︒それが死を卑めるという

る︒中枢神経にも騨馨が起る︒一

この急激耶射と趣延照射の中間と

に重大である︒過夫数年間︑哺乳

第二は突殊変異の発生である︒遺

化が漏るが︑十レントゲンでは生

月百レントゲンでは目に見える変

いうことが奄要な闘題てある︒十

動物で行った試験によると︑放射

伝的な一子が蹄警されるとそれに

るだろうと思う︒

線を多く便うに随って︑だんだん

よって変化が起る︒突獄慶異とい

ある︒

成長しつつある組胞が︑放射線の

寿命の彌かくなることが判った︒

ハツカネズミ鞄ある線畢で昭射す く年をとるという反応を現わす︒

年Oろの詐容量であった︒しかし 線畢を倍にすると死亡粟も倍にな

生命の短締は百レントゲンから千
一日目・一レントゲンは一九三〇 るとその一部は死亡するが︑照射

物学的には短化が起ってこない︒

ある︒

それでは遺伝的変化の起ることが

昭射によって影響され︑その糊塗 うのは︑糊胞にとって悪い影響で
が死ぬのである︒そしてこのよう

の昭︑射をすると︑急性の反応が起

次に線量の間口がある︒まず急牲

江芳郎︑大原総一郎︑大田離州︑

五畠昇︑駒村資正

中治︑竹中錬一︑武田長兵衛︑武

ってくる︒また死なないものも日﹁

つのことが考えられる︒

光︑鈴木万平

大四武欝︑大田利ご郎︑岡崎忠︑

佐々木二七︑佐々木義彦︑佐藤欣

田中外次︑田辺宥兵衛︑高石義雄︑

郎︑喜代永政雄︑北川一事︑岸憲

な影響を受ける場合については二

小田切武芯︑小田原大造︑小原英

︵醇議員会羅畏 足祓正︑副甕畏

岡島美行︑岡円儀一︑岡部栄一︑

ｬ原源治︑尾上和勇︑天河原 勘太郎︑山野義一︑菖誠四郎︑熊

11ほ川川田匪111【lH

加藤正人︑智隼益蔵︑薩山田信︑

村文失︑中川閑一︑中由育欝︑長

中騨旧︑中原延平︑中部乙吉︑中

夫︑道面芦亨償︑露久力松

久︑塚阿実馴︑筑田勝二︑寺尾威

継当 争 ︑ 鈴 木 庸 輔 ︑ 田 田

評議員 ．喫質轟権三嶺

智勝︑棚橋幹一︑子鐸明善︑津田

りである︒

㎞… ㎞ 岬 噸

石橋五郎︑石僑正二郎︑石原広一

11騒本原子力産業会議一

勢覇膏国︑

治︑佐野隆一︑佐伯勇︑佐伯卯四

の評議曇者二＋三帰は次のと お

に蟹認された日本二子力π業会議

六月六日の第二回卿事会で︑新た

．誌三三

米国の二二究者から開く

《

岡谷疋男︑奥田新三︑胆村綱雄︑

︵疑以﹂﹂は総︽で決定11︶
◇騨講員 安巾勝運伯太郎︑安藤栖六︑

相川道之助︑胃木均一︑秋築武定︑

浅尾新輔︑芦田泰三︑天野春一︑

井口竹次郎︑弁栢間男︑伊典鷹治︑

ニュース

．

川芳次郎︑石田退三︑石塚灸蔵︑

伊藤宰雄︑僻知地寧次郎︑猪崎久
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▽ジュネーア原子力鴎示会に

＝一曽 ：需 ︐ ：●● ：二

ついて

一

を﹂L映する︒

毒鷺

渉

睡露華

﹁ラジオ・アイソトープの利用﹂

原子力研究所理事木村健二郎氏が

を説いて︑医学︑農業︑工業︑水
産業などへの応用について地元民
の関心を呼び起す︒次に東京大学

と囚際管理﹂と題し︑原子力の平

学長茅誠司氏が登壇して﹁原子力

和利用について︑世界的な見地か
ら説朋する︒

ザ党

妾寒咲

／く皇﹁

嘘

曹

皐券蓑

〜

茎㌔
丸

ぎ・慨ぎ・

臨急謬陶鋳民が講潔
米国の原子力開発事情を

まず外務省園際協力局の松井科学

集逮絡委員約五十名が傍聴した︒

ロ﹈本原子力摩業会議では︑六月十 日会誌のあった原子力国内事情編

三日午後一時三十分から︑会議室

活動を中心として説明し︑最後に

氏は空として米國原子力委員会の

課長から紹介があったのち︑向坊

で東大助敦揮向坊重氏の﹁米国に

おける最近の原子力窮情﹂と題す

る講演を聞いた︒向鋳氏はさる四
講演後は映画を上映するが︑Us 月石坂誠一氏と変回するまで︑在
亙S提供の﹁原子力の煎み﹂英国

原子力に対する興陳の中心は動力

して祥勤︑日米原子力一艘協定の

はエネルギー資源に不自由してい

五グループなどの役員のほか︑当

鮒府の金で技術が発達してきている

ようなものだと述べた︒

爵主⁝東海研究所の人達はこ

のOろ急にふとりだし
煙⁝川薪
藁が悪いの

⁝喫⁝で健肇気掌れたが

何しろ空気は鮮関税の匿輸ものだ

つかみ販り？Ψ二時問おきのバス

し︑野藁は新餅︑角は鹿島灘から

で水戸から通う人達は︑いやでも

終業時間には仕事をしまわねばな

らぬので能率はあがる︑夜はしょ

起きと．陶活が揚律的になって︑

うことなしに軍く寝る▽そして早

の開発も一緒に始めたので︑まだ

現われたのだろうということだ︒

合理化された結果が健康となって

口﹈本原子力産業会議に日

◇役西里勧

会した︒

三葬セメント株式会

氏・中央区日本橋通三の二︶が入

本信託銀行株式会社︵大川反一二郎

◇入会

告知糎

会打合せ会▽原動研講習会講師打
合せ会

︵麺

現在までの米園原子力産業は︑轍

次選考◇五日︵木︶▽原動研安全

止法府令瀞明会▽暴馬奨学生第一

ブ︶◇四日︵水︶▽攻射線障響防

補償問題特別委員会︵日本クラ

外留学渚懇談会▽主幹箏会▽シン
ポジウム報マ一編輿会議▽原子力

小委員会◇三日︵火︶▽原子力海

プ砺究会▽施設研汚染処琿班第一二

◇二日︵月︶▽原動研冶金グルー

翻繧源群蜘嚢業経過

すべてがバラバラになっている︒

電︑電気事業連合会︑原子力産業 が少なかった︒その後硯究も技術

源としての発電にあるが︑米国で

大使館提供の﹁偉大なる日﹂墨磨

業会議のほか︑原研︑燃料公社︑原

炎渉にも直接当った人である︒産

米日本大別館に科単担当書記官と

一階間余にわたって陳写する︒

で︑米英の原子力発電所建設を︑

ないので︑これまでは剛合に関心

なお入場は無料で︑一般人の来聴
を歓迎している︒

あいさつがあって︑大際副会長か

鞘石油松山興油所取締役所長︶の

まず同クラブ会長坪田良雄氏︵丸

名が出席して懇談会を開いた︒

出支店三階食掌で有力会員四十五

招いて六月九日正午から︑三越松

議の大屋副会長︑松根常任理事を

醗幽憲竃懇談会開罹
松山市の原子力展を機会に愛媛県
工業クラブては署員原子力岸業会

霧継冨．峯

ヘ
ワ

ら︑原子力平和利用の進むべき方
御について話し︑ついで松根常任

らみた原子力発電の重更磐につい

測量はわが国のエネルギー箏情か

て述べ︑離談にうつり︑履覧会場

選任した︒

往では究月二十九日の株主総会で
︵金︶▽第二回碑事会︵日本工業 新牲長に山中正夫氏︵副社長︶を

懇懇委員会関係学合せ会▽同電気
グループ交献選定小委員会◇六日

見学会▽松山展覧会◇九日︵月︶

久喜氏︵町長︶新社長に高口政俊

︵岡︶◇七日︵土︶▽東海研究所 ▽書誤全属叙業株式会村ては五月
三＋日の株さ総︽で新会長に搾藤

︵写翼は懇談会11向う総懸から坪クラブ︶▽第十七回原子力講演会

を激しく見学︑一編終了した︒

田愛媛興国禦クラブ会畏︑大磯日
本康子力産業会縫副会畏︑松根同

十億円で間門の払込みは五億四︑

氏︵副社長︶を選任した︒

三＃系三十七社の共同出資で︑四

常任理麗︶

対する賓全性を検罰するため︑さ

▽松山地万釈二会︵三越二三︶◇
十日︵火︶▽原動研庖気グループ
餅究会▽原子力補償間題専門委員

ギー︑産業組織などの面から育成

灘

通産省はこれまて︑原子力政策に

氏が有力視されている︒

となる︒︽長には第芝の石坂泰三

たが︑六日その第一爾会A﹇を悔い 織目に発足する原子力扉建設業休
た︒

米原子力辱員会は七日︑さる四月

嶽に原子炉地震対策委員会を設け

れを部局とする︒原芋炉開発調査

職を設けるが︑将来必要あればこ

藤多麟︑畦引信治両東大教綬︶解

その結果︑実験小罪員会︵王民内

十四目カリフォルニア州サンタス

調整組織として原子力学業連絡激

とってきたが︑嚴近の惰騨に応じ

は時期が関すぎると叢話な態度を

会は︑弊電用︑船舶用などの原子

祈小委員会︵密査久田僻彦山研第

策を立てる︒また摩業行政の遮絡

て︑六日厩子力産簗政策を確立し

炉の刑式︑将来の所要出力︑漫罵サ

ついては原子力委員会の映帯にま

新内閣の通配政策として強力に牽

ザンナにある瘍悪し刑原子炉で行

った首輪の結果を発表した︒一秒

三部長︶細部榔構研北小委員会︵主

教援︶制儒研究小委員会︵霊蚕棚橋

う大刑模刑による諸鐙実験を行う

たという︒また十日目朝臼は︑米

転が止って炉に椙際は紀らなかっ

怩jWにトげたが︑白動的に運

などの督︑体的実騨計画をきめた︒

諒京大教掃︶で︑四十銃の駐鉛を便

査日置厚︑藤＃澄︑言沢武男主凍大

イクルと彬燃料生産の調駆などに

逓産省奄原糞力へ
ついて調寮し︑康子力残夢の揖模

政策を確立し強力に推進
子焙篭業の隠隠償や．周め︑その開

以下の時間で執出力を器から五十

制する万針をきめた︒このため原

かせ︑襟下政策として打ち出すに

ぜぜり

話︑﹂毒尋蔭言ぎ

h謡講機翼瓢讐
へ

る護穿ースライド﹁私た・り一
の原子力﹂を上映する︒のち日本一

賛ぞσ

適適
﹇般協定の本謁印は︑十七︑八日

延び延びになっている日米原子力

6うになろうと︑F力国務網が六

明らかにしたところによると︑米

日記者田に罵った︒同日外務省の

について

▽第一回二七力誕習会の上製

ートスライド﹁私たちの原子力﹂

︾唖肇㌃一︑ル桑㌣葦3轟氏藍メ蓼

の将来など客般にのたるが︑こと

善モぎ一＼毒し

門司︑松山て多大の好評を得た展
に東芝から出陳されるマニブレー

雪︐︒︑織

iはすっかり修理され︑スライ

講演と験画の会も

ある︒

後難︑協賀などは展覧会と周様で

二＋一日茅︑木村両氏が登壇
千葉市で匹覧会の開かれるのを機
ﾉ山ハ月二十一ロロ飢傍い一蔚から展

︐︐一：

②詔議員委嘱に関する作
⑨各常設委員会委員長秀嘱に
関する件
④喚子力補償依制磁Ψについ

九︹口に調印したい旨の申し入れあ

国側から宮米日木大使餌を通じて
田

▽原子力関係海外留学弐墨汁

会の開催につい

などて多忙を鏡込豪れるのて︑十

ったが︑当日は日毒筆が翅閣間題

塁學力蒲江

て

ニソクス﹂が︑英圃のゼータでさ

国の原子力揮門推当一ニュクリオ

は昭和飛工から野入れ︑縮尺した

絵吊算四千万円て実施するが界鉛

大刑模刑を作って八月Oろ行う︒

なお毘間誰界キの協力依制を箪え

船霊の記贋によると︑臼本原子力 応の制御は︑その緩の測定によっ

を巳一体的に検計することになる︒

るため︑心太豊艶力摩羅会議との

聯業会で設ウ融備挽急いでいた三

の翠巌︑出力などをぎめる原子炉

定期的な中島会を設けることが考

発に長期計画を策定する︑原子炉

開発領野会および輝業含理化鱗議

慮されている︒

令したものてあるという︒染た煮

会原子力産業部会を設けるなどが

七日に調印するよう︑大意鯨に訓

転協定も︑九日発ロイター電とし

考えられている︒

一利異禽係・
▽嘱渠予走について
・

ロンドンの霊威筋ては変歩が銘了

て各紙の伝えるところによると︑

ての残唄障提嵩について

@
⑤ジュネーブ原．†力圓降会議

▽芽今奨学生および留学生の

口

＃周子力工爽会社は︑七月旨々創 かったと判明した旨掲載している

ことを報じている︒

て︑核融合にもとつくものではな

きに成功したと発表された韓核反

糊間の件

選考について

立総会を関くという︒授権資本二
p︐こ層駒：一9一2＝＝レ

▽賂場のための巡回原子力講

日本原子力騰蟹会社では︑コール
卿＝讐︐一

⑧墾曇項

ダーホール改良型導電炉の地震に
一

▽アイソトープ工業利用璽門

媒業部会は︑資金︑特術︑エネル

し︑ごく近hうちに凋印されると かくて︑産業含押化僻議︽原子力
：．．；．一︐＝曙；＝■；零

迷ったという︒

⁝
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習会の開解について
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所が後捗する︒

富
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子この二会は︑學力寮難誠

繕曹

脇

「

原魏無職韓
が如何に臼常生活に重要な役割を
はたすかについて認識を深めるよ

R：

子力融業会議常午理学囎壌盈之助

懸子力平和利用基金難事︑日本原

一一：

を懸離する．説解︑

当日は千葉県知事柴田等量︑日本

騨二冨●

：：＝一一 一＝ 二＝：︐一： ：二一；；＝ ：：

と跡画の会

の講掌で﹁原子力平和無用の無帽

7：：
2

覧会場と同じ千葉総合職業捕難所

7︐； ︐ ；一；0： ρ一二曹

うにすると共に︑これを通じて原

︐︐＝

子力平和利用の促進を閃ろうとす
るものである︒
卿一

B本原子力謄又︽議ては︑六月

＝＝
＝︐：
一：二
〇
r9．＝幽︐

卲ﾟ前十・一時一ご十分︑東瓶山凡

の内日本工業クラブで紛織後初
の理事会を開いた︒変為後の第

蓬嚢

一回理事会は総会閉催中に会合

して会髭︑副会
．μの万選その四

の劣事を行って
いるのて︑今回
ほ第二回となる︒

当日は菅会長のあいさつ後︑僑
太常任工事が義顧について悦明

＝︐

①岬事変暦の件

■

｝

r

︐ し︑次の諸事項を承認した︒
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第一賦は黒鉛工場
戟D糞火入れまて一年半かかったG噸

⁝

⁝

謙

臣

多い女の名前に由来する︒濃縮三

島

・七︑︑ザパーンであると聞いたが︑

弗化翻素カウンターで測定する︒

桑

これは聞き違いか︑先万の誤りか

この倉庫にはまたG2に用いる燃

関西電力原子抑部

は串鉛加工丁場
自下閻い質している︒撮︑鉛の製造

料要素が約六千本貯戴されてい

見学の第一日

と購料要素の気

征賂は一ぷ箏当り六百嗜︑加工し

氷を単位として木箱に納められて

これらは一本ずつ紙筒に入れ︑五

る︒

密検査である︒

は一日百二十本の里給r雀処理す

G1炉の斜め隣て一千耳になる︒この加丁工場で
にある加工工場
ることがてきる︒

いる︒試みに猷血止累を一本手に

合金は英国のマグノソクスよりも

の被膨がにぶく光っている︒この

マグネシウム︑ジルコこウム合金

持って見ると三キロ︾ほどの重さで

に肥鉛の断酌智を検定するための

工の毘鉛が積まれている︒その榜

炭酸ガスに対する博引が優れてい

加工鍵の隣に禽庫があり︑末加

G2の燃料も貯蔵

では製造所から
送られてぐる毘

鉛を加工してお
り︑現在はフラ
ンス亀力公社の

ム︑ベリリウムを岡いている︒こ

炉があり︑中田子源としてラジウ

の炉はミレ！ユと名づけられてい
に対する耐食隆が劣り︑使用済み

ると自．覆のものである︒しかし氷

醤

単一にして有力な広域経済圏を

撰突○

密鰭

三間馨葛

な

蕊蕩所

るが︑それはプロヴァンス地方に

EDF1炉に便
用する蝿鉛を処
理している︒断

面約二〇秀吟万︑長さ一酵の膿鉛

騒

雰繭

結粉は鞭横の合卿的遡携がもの

有する︑米国やソ連の経済に対

さらにこれらの田は︑この騨

をいっているようである︒郷国

史的試みに対する成否を案ずる

抗しようとしているのてある︒

ーウェル閑立研続所を中心に︑

柏界の人々を三三に︑欧州掩済

も同械で︑原子力に関してはハ

山国的研究体制を溝継し︑業界

共働犀および欧州原子力共同肇
︵ユーラトム︶の構想を進め︑

もとづいて︑設ゴ︑憂葎ならび
に建設を担当している︒カナダ

ついに本年一月一日いずれも止

五グループは︑この研究成曳に

やフランスなどもこれと似てい

ノ三一三わが不当競畢と分立≡≡≡＝＝≡︑
・・＝≡三≡≡欧州の協力組織二進に患︑？⁝㍉

㍉

〆

られている︒この取出し側と炉心

毛

いる︒この建設のためには︑箸初 興行二十層近くであろう︒全く静

戯︑的に見るとガス冷却式には上

いるとおりです︒

述のようにょい所は少ないのです

無気陳で︑放射能が充聾している

この空間に入ってみるとさすがに

げて行くと気化してガスになると

相の変化がない︵液体は温度を上

と上昇して︑炉と鷹結されたガス

有利な貞は︑原子炉の温度がずっ

こる︶という貞です︒しかしこの

いう青藍から気相への相変化がお

原子炉堅には制御関係の部品でも

○・ミヅレントゲン碧度である︒

かの感を受ける︒しかし実際には

ガスはいくら温度をヒ昇さしても

の空間があり︑そこから燃料はア

の様子を示すための理︑鉛棒と燃料

炉の横には燃科湾入装優と︑炉

簡単な燃料の装入

どである︒

一年一月に火入れを行うまで十八 が行われているとは思われないほ

カ月を要しており︑足格の出力に

達したのはその年の＋月であっ
た︒これを納めた建物は敷地の中
央少し丙寄りにあり︑ヒ部のみ黄
悪く縁どってある︒そして南側に

餐暦は至って簡単で︑ただ燃料孔

要素とがおかれている︒燃料算入

で下へさがって行き冷却される︒

が︑唯一つ有利と思われるのは︑

となった燃離はアルミニウムの管

ることになっている︒

燃料要素の検査
ここから少し離れて加工済み鵬

鉛を貯蔵し︑燃判馬素の気竃を検
査ずる建物がある︒ここでは鴇︑鉛

は斎蔵に包装されているためにそ
冷却空気を取入れる塔が︑北方少
の端部を開き︑棒で押し込む程魔

ほどにならなければ十分に生かさ

話が大分二世にそれましたが︑

れたとはいえないでしょう︒

このへんで実際に建設中または運

二百九十五万円

具体的な数値を概略当って見るこ

▽東芝・東大宮本梧楼研究堅臼 転中のこの型の発電所について︑

康子力蚕轟会初の決建

・タービンが効頚よく運転される

取換えているのか︑三︑金入炉の上

のものである︒G1炉の燃料販換 部でクレーンを使って働いている

そびえている︒

南側の入口から入って階段を登

一えは炉を停止したのち︑大気序下 外には︑人影が見られなかった︒
﹇で行われるからである︒

シゥムで被覆され︑内に三十七個

一叢歪・韓棄
のウラン棒を含蔵し︑重さは約四
十≠蓼である︒これが二者ずつ燃

融合反応に研究費

り︑原子炉電に入る︒函に向いた
燃料装入側の面が眼に入る︒この
面はアルミニウムを張ってあり︑
千一一蓄三十七本の燃料孔の端が突

もに苫葺焼の円筒形で︑横に寝か

き出ている︒炉心は直径︑長さと

研究叢u二百四十万円

▽関西二井製作所・阪大満田実 述べられていますから︑洗返しま

原子炉自身のことはすでに十分

とにします︒

面を赤く塗った燃料溢出し側にな

八百五＋万円

▽神戸工簗・阪大岡田実研究峯

り︑販出し操作を行う孔は黒く盤

東側に吊ると︑コンクリートの

料孔に入っている︒

クリートを加えて高さ約十五焼︑

夢填されている︒生体遮蔽のコン

はユーラトム加盟六力国のほ

する国際協定に調印した︒これ

の方式が︑単に机上の理抗論て

一

九五〇年以降における岡目協力

なく︑その実現の可能性や長い

︸

喬に釣る各翼婆きな⁝
利益であることが認識せられて

て︑天きな甑義を有するもので

きたことを意陳ずるものとし

ある︒

前述の奴く︑わが碍各界の動 ㎜
きが漸次協力の度合を瀧めてき 二
∫
たとはいえ︑まだ出先立礼の不

当な競争や囚内塗可業界の各個
分二︑他社との非協着目が強い
と思われる現状と欧州各圃の事
惰とを比べると︑はなはだしい

騨子炉

は比較

合のよい偉唇を持っており︑従っ

てガス冷却式の

的作り易いであろうことはO承知
の通りですが︑﹁戯を運ぶもの﹂

としてはガスは決してすぐれた盤

いるのはイギリスでも︑フランス

して設計・建設ないし運転されて

でも天然ウラン・黒鉛減速型の原

重いものだということを思い出し

子炉で︑炉自身もサイズが大きく

て頂けば十分です︒

炉を冷却するガスは現在は専ら

炭酸ガスで︑これが炉中でほぼ三

す︒しかし︑発亀所としてこれを

な観点から種々な万善がとられま

すから︑その分頚に当っても種為

には実に各種各様の型式がありま

すでにむ俘じのように︑原子炉

量は︑容積にすると液体の百倍以

室の弾揖を週ぶに必要なガスの流 Qヅの鋼管にヒレを付したものを

もはるかに小さいのですから︑一

とします︒その上比重は液体より

のに液依よりも多くの喧量を必要

が小さく︑一冗の朝璽を運搬する

第一にガスは液体に比べて比論

六焼︑高さ一七ないし二七層の鋼

この型の凱︑交拠器は晒径五ないし

興交換評に頂部からはいります︒

五〇ないし四〇〇度に熱せられて

見ると︑一器極嬰なのは同といっ

れ︑冷却材の挿強によって分類す

ら︑当然分数もこの三一︑からなさ

な血風機が必要になります︒また

を循毅さすためには︑非常に大き

削述の原子炉と聖旨換器の閉圃路

上をも要することになり︑これを

端を出るとさには一三〇ないし二

たは形︑気に伝えて︑弧変換器の下

って下降する間に興を管中の水ま

ガスはこのヒレ付き管の外側を通

場所に販葺けられた送風畿で︑再

〇〇度まで冷え︑この温度最低の

そこで︑ここでもこの方式にな

れるほど︑興の伝導が悪いものて

ないし一〇気圧の低圧灘気毎時三

剛気毎時罫○ないし六〇誘と︑五

気は︑三〇ないし四〇気肝の高圧

では一台の郵︑変換器の発生する蒸

イギリスで使用されている設韻

び原子炉中に吹き込まれます︒

ガスは時に郵の絶縁物として使わ

すから︑大きな速度て濫さなけれ

あろうことも一心されるとおりで

ば矧︑の受授もうまく行われないて

ず︒

これらすべてのことから︑ガス

ほど︑この発霞所は有名になりま

ては潮気圧力や憲︑気温度が斯鋭火

うに一般的に現荏の原．丁力鶴亀所

扇が大きくなり︑しかも崎述のよ

ぼヒ述の程度に制隈されますので

し一の便宜から︑一台の大きさがほ

凱︑交換器は︑輸送上および建設

伝比するt嚢機器の寸法・重 〇ナ程度で︑これらの慕︑気はいず

冷却式涼イ力発声所は︑すべての

したし︑事実現在曲りなりにも実

力より低いためにタービンロ身ま

ｳれています︒
用的に蘭曲系緬で火力・水力発電

てが入型になって︑全依としてば

れも三二〇ないし三七〇度まで加

電所はコールダーホールだけたと

所と並んで浬転している原子力発

ルダーホール発電所を想起する

ガス冷却といえば︑すぐにコr

子力発電所

ガス冷却式原

話を進めることにします︒

方式くらいに分類し︑この順序で

︵加汗水型と沸勝水刑︶その他の

らって︑ガス冷却式︑水冷却式︑

る方式が一般にとられています︒

水平にビッシリ並べたもので︑獄

製円筒の中に外径三七ヂないし五

ても蝉力学上のパラメターですか

質を持っているとはいえません︒

せんが︑現在この型式の発電所と

ルソクヘヴンの炉にヒントを得て

加盟十ニカ国は一九五七年十二

のものとし︑さらに法言︑広報︑

懸隔であり︑わが園にとって大
きな示唆を9えているものと思
われるのてある︒︵滝田弥平︶

ガスが原子炉の冷却材として都

昏︸ゆ智︾●置足塾畠〜屡施■＝︐︾8欄︒♪︸．§調言い︾毛嚢盈騨蕎塾置題澤・＝・葺●3■︾の匿︾

ガス冷却式発電識
量の運搬には難点がある

開発の程度が進んでいて︑少くと

も発電所という形態で計画ないし
建設が行のれている幾つかの例に
ついて︑旦︑体的なことを述べて尾

み燃雅を平和目的のために最も

ようと思います︒

とは二七であるとの見地から進

式に肇凹した︒またこれら三つ

月二十日置その最初の共同興業

ててある︒またこれは前述の一

合理的に処理活用せんとする企

ことを頭に禰きながら︑罫在民も

のちがいを述べましたので︑この

が︑原子力発露所と火力発電所と

以圭てごく概陥ではあります

原子力発電所③

〜鱈匿●〜

却プルトニウム生産炉であり︑ブ

の炉は天然ウラン果鉛減速空気冷 百ナのウランと三糖のトリウムが

第二日は61の見学である︒こ せられており︑重さ約千二百ナ︑

第二日はG囑見学

方法が用いられている︒

をズペクトロメ！ターが検出する

減圧にして︑もれだすベリリウム

してアルミこウム一中に密閉し︑

燃料要累の険査は数本を一組と

ることができなくなるであろう︒

し離れて百麿ほどの高さの煙突が
G2︑63の炉心に納まり︑もう見

の形は見えない︒これらはやがて

ルミニウムの容器に入れてリフト

との間に使用済み燃料を落すため

一

かで︑この中で締え間なく核分裂

、

のつるはしを打込んでから︑三十

ト

の申に納めたのち水中で冷却され

4

められたものであり︑欧州合衆
国という理想への一階秤をなし
ている︒ユーラトムが自ら行お
うとする活動は︑原子燃料の加
工や便用済み燃料の再帆理のよ
うな穴輯模て共同の作業と︑こ
れらの進歩のための客種研突見
醒に︑持に力を入れることにな
っている︒

さらに欧州経済共凹休原子力

の機関は︑なるべく速かに一カ

として欧州被昭剛燃料化学処理

運営委員会の提案により︑その

また戦命て痛手をこうむった

所に集中ぜしめることに意見の

るようである︒

欧州の近忙国塚群はさらにわれ

輌迂の部門を共通にしょうとし

か︑さらに六丁零を加えた大規

会位︵腕＝︒︒oo﹃9二ざ︶を設ユ

ために鋭思努力を統けている︒

同体を構灰してこれを鳶成する

ている︒かくてユーラトムは︑

模な国際協力によって︑欧州各

一致を見︑総会や裁判所を単一

欽年前船成せられた欧州鉄鋼石

各園がばらばらでは︑大畢の原

わ九を驚かすような大損梗な鼠

炭晃同体は︑屯要蒐本π業の超

誌で今後発生する膨大な縫用済

もいえるのてすが︑このことは濃

ます︒この目ば︑イギリスで︑自

かげて大きなものになってしまい

理するには︑四悪ないし八台の拠

大出力の原子炉から出る興量を処

嘱妻

﹁旧式の往後エンジン﹂と認めて ということになるわけです︒

交換器が原子炉のまわりに立並ぶ

してガス冷却式が他の力式に比し

身これを建設したヒントン卿も
りません︒

てすぐれているという証拠にはな
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享

甲

子力児電を鶯遠に実現させるこ

雪

剛

棒がまず両端を切断され︑次いで
側面が研暦される︒

加工精度は百分の一ないしニヂ
である︒計黛され︑精度を検査さ
れたのち包装されるか︑あるい一6
さらに燃料孔の加工が行われる︒

EDF1 の た め に は 約 千 一 青ジの

坪鉛が必要てあり︑これらは来年

三月までにトラノクで硬踏越シノ

ンに輸送される︒現仔の爆鉛は比
重一・山肥〜一・七一︑吸取断⁝面甜似は

三・八五︑︑ゾバーン以下てある︒マ

G3に使われる耶︑鱗は二・六〜二

囲騨

蟹㍉雲

国家組締てあり︑この目的は︑
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V

わが旧は旧来とうとうたるセ
クショナリズムの枕会的風潮に
県丙して︑石会のどの方而にお
いても耳の窃力嬬勘の舛掃気がは

なはた因隔てあり︑ことに賊陛
続制の解かれた醗後は︑さらに
はなは℃しくなった︒しかし︑

こと原子力に関しては︑星業界
の協力機関として目不腺イカぽ
業三脚があり︑研肝開発佑制も
官民の協力が比較・口鮮って均︐φ

ように見えることは罵ばしい︒

しかしながら一力近代的諸円
塚における近年の動︑ざを︑いま

と︑米国における研究体制は由

少しく嫉体的に観察して み る

来ホリゾンタル・タイ プ て あ
り︑ドイソのそれはバーテイカ
ル・タイプの特飽を持ちながら
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政府はこのため原子力研究用物品

で核燃料物質の焼結を行うこと

芸舘〜宅F薫

の関税の免除に関する政令の別表

々㍉燦

をも改正し︑免税の対象となる品

おりである︒改正前の別表に掲げ

アン︒ド・グラーフ型加速裳置
︵加速された粒子のエネルギー

合金

る︶⑮Vナトリウム・カリウム

が百分の九十九以上のものに限

のに限る︶⑫前各号に掲げる物
品の重要な部分を旙成する部分
品⑬▽ウランおよびウラン・ア
ルミニウム合金⑭▽重水︵純度

十一以上あるもので︑その配置
がヘネシァンブラインド型のも

連続して行うもので︑炉内の温
農を自動的に欄整ずることがで
きるものに限る︶およびとれに
付嚇するアンモニア分解ガス発
生表置⑪光電子増倍管︵陽極が

り

冨

四

譲

薦

∠

洗

腐諺院事
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末

注射液

ｱ潔璽勲

疲労回復・体力増強に

よる核融合反応に開する研究⑥

関する轟④鶴温プラズマに
放射線の利用に関する研究

ができるものに限る︶⑩▽連続
式焼結炉︵核燃料藤崎の送入か
ら加迅および冷却までの操作を

られた品囲で改正別表にないもの

目を整理した︒その内容は次のと

囲が大きく拡げられたため︑約六

は免税品目から削除されたもので

であるが︑これによって免税の範

税の置畳を受けることとなった︒

位置の変更したものが君千ある︒

ある︒また番号が修正されたため

百の民間会社の原子力研究が︑免

の改正に即応するよう改めた︒

また第二条︑第n条の手続を︑こ

①▽核分裂電離箱②噴

︵▽印は新規指定︶

晃験を受ける車懸
▽別蓑

なおウラン精鉱は関税二二法別表

が三百万電子哺以上で︑電流が
千分の一アンペア以士のものに

関税定華法付則第十五項による別

物︑弗化物︑塩類︶については︑

日までに輸入するものについて関

表甲鍔︵昭和三十四年三月三十一

税を免除するもの︶六九五の適用

を受けるものと見られている︒

部教授小川秀樹氏を座長として︑

五時︒

聴撤からの質問に応答した︒閉会

原動研第一回
の講習始まる

大膣副会畏があいさつ

面国を改めて発足した日本原子力

亙業会議腺子動力研究会の第一回

講習会は︑六月二十三日年蔚九時

︐

︑机

観

出

副い

ブ

、

甲

「

韓

税を徴収しない場合について所要

ー③コンデンサー式レントゲン

出槽式中盤子用サーペーメータ

第十四一一四〇一を適用する結果

ﾅとなり︑ウラン化合物︵酸化

限る︶⑧▽パーターニング盤︵長

さ二百以上の一瓢の表皮切削を
センターレス式により行うこと
かけるのみで刃物を回転して切

ができるもので︑棒材に送りを
害するものに限る︶およびこれ
に付幅する棒材の慮動供給装置
⑨▽タングステンパイプ抵抗式
焼結炉︵摂氏二千度以上の温度

講溜が終ったのち︑東京天学工学

まず開講式を行い︑天屋副会長が

会議餐で開始した︒

吋

適踊の範囲を拡げる
日本原子力産業会議では︑さる一月以来原子力研究用物品

る︒

の規定の整備を行った︑などであ

ンネル数が三十以上のものに限

メーター④疲高分祈装置︵チャ
る︶⑤沃化ナトリウムシンチレ

ータi︵沃化ナトリウムの結身
体の直径が八十︑ゲ以上のもの︑

またはウェル型のものに隈る︶

⑥振動容箪式電位計︵一万分置
三畦以下の電位叢を記録するこ
とができるものに限る︶⑦▽ヴ

のである︒有効翠霞はいずれも十﹁ウェインリノチ氏は﹁再処理を脳

ご贈答こノ

スに

戸

、

靭年度は免税歯黒千万四
の関税免除に関する政令の一部改正について検討し︑産業

に関する研究②原子炉需の貼附

①榎燃料物質の精鎮および加工

る研究の範囲は

この改正によって免税措趾を受け

界の総意をとりまとめて場局に提出したが︑その後原子力
局ならびに大蔵省税関部で審議のうえ︑このほど改正案が
まとまり︑六月十九日の次富会議︑ご十日の閣議で決定成
立した︒この改正によって︑三十三年度中に免税を受ける
物品は約一億二千万円︑免税願は約二千万円となる見込み

③原子炉の一次冷却系および制

および異鉛の製造に関する砺究
税手統の簡素化をはかると共に︑

である︒

この改丑の要点は︑まず原子力の

御機構を構成する袋倉の製揮に

を差しながら採鉾と処理行程につ
いて臭体的に懇切に説話した︒

とくにこの日は︑講演の内容が専
門的なものであるため︑一般講演

るものと見て︑名吉屋大学理学部

としては理解のむずかしい貞もあ

て﹂と題し﹁原子燃料の処理につ

力年である︒かくて第一園の漸滅一心とずる原子燃料の処理につい

出席したスマイス氏の言集を引用

あいさつし︑昨年日米合同会議に

ツる

幽

＼ ＼雇憩

浄韓学

免税物品を用途外に便用しても関

薩離離

O一画豊憂董一董一奎軽羅

研究進展などに即応し︑政府から
委託費または補助金の変付を受け

n奮罐嘉謹︸

発効は臨時国会後に

教授垣花秀武氏が︑単なる通訳で

提示を受けてから︑日米協定は二

いては三つの観点から考えること

一を解説的に紹介した︒

はなく︑ウェインリッチ氏の講演

日英両一般協定は︑六月十六日い

ができる︒第一はそれが経済的に

@
@璽

毒

鞭

ていない民間の原子力研究につい
ても︑研究物品の関税を免除する
ことがてきると︽に︑その関税を

免除する原子力研究の範囲を看干

産状況などにかえりみて︑免税の

改めたことである︒次に最近の国

実用艦への推進に掘車
ずれも正式に調印を終った︒日米

年九カ月︑日英協定は愚母七カ月

國

グさ

剤

腿唇

1崔lll藍11巳1聰11

必要がなくなった品目を別表から

た品目をこれに追加すると共に︑

行い︑その免税範囲を明確にし

ぶりで締紬された︒発奮は国内法

1一へ．嘔

では山照門月一一一十門口︑外務

▽日本原子力鎌継会議

省国際協力局科学課長

日米︑日英両動力協定

松弁佐七郎氏を招き︑

について説朋を聞く︒﹇

鴨

・鎮静剤

削除し︑新たに免税の必要が生じ

た︒その胸間子力概究用物品の免

協にはワシントンの米国務省で︑

して忌まねばならぬ︑経営者も技

し︑原子力産気は今後学界と協力

っきり認識してやっていくことが

術者も︑その基礎となるものをは

ついて大山原動研会長は︑原子力

必要である乙述べた︒

貯某は石い諸誉の力で開発発展さ

一

スに入った︒

応﹂と題する轟義から第一回コー

永同凪︑︑慨氏の一核物理の総懸と反

のよつに﹁彫物埋一部門︑東工大

ド﹁私たちの原イカ﹂上映後予定

激肋・て八を麓てスラ論

磁午後四時羽田25のパン・アメリ せねばならぬ︒セつかくの講習会
﹁カン畿て帰国した︒出迎えの三雲 を看慧義に勉強される．αつに︑と

に語った︒︻写翼は羽田禽の有沢

団に原子刀基節について次のよう

㎝委畢

を入れている︒日本もこれに負﹁

い学老が申心になって窮︑箱に力

︐怒田とも碧羅力研究には︑︐右
帯

けぬよう勇すべきに・巻壁
離籍国はユーラトム鑑じて⁝

面や燃料蚊策などについても︑一

県同開発に進もフとしているよ⁝

髪無線爺除原売機〜

は

鰹、
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一部の品目について仕様の改正を 原子力の平和利用に関する日米︑

＼ ⁝︾一〜 ﹀ヒ 一︑︾
写翼上11茅日天学長の講演

神戸美通

事情を医薬していたが︑六月十九

有楽町

唱年分前金20◎円
蟹︑

．溢

ミ〜︑〜

下賎木村原研理躍の講演

成立つものであるかどうか︑第二

と前提し︑多くの図衣とスライド

徳繍

粟京・大阪

はそれが技術的にどうなっている
か︑そし第三には︑それをU本で

の手続き後になるが︑政府は次の

を求める万針である︒

臨時国会に幽協足を提出して誤認
バートソン国務次官補との間で︑

かくてわが麟の原子力平和利用開

国側ストローズ原子刀委員長︑ロ

日英協足はロンドンの英列務省で

発は︑しっかりと地に足のついた

行った崩合にどうなるかである﹂
現地玉書午後五時︵日本時間十七

体制になるので︑実用段階への推
﹁ロイド郭外旧との間で行われたも 進に拍卓をかけることになる︒

日午前一鴎︶大野駐英日本ア便と

瓶

月二十三日午後一時三十分から︑

屠事業

111二
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現他時闇午削九時︵日本時閲午後
ユ
十時︶過ぎ︑朝紐駐米日本大使と米

霧

罵
．籔鶏︑三二

霧
米国ウェインリソチ・コンサルテ

東灘丸の内臼木工業クラブ大会堂

月日本生証性本邦のアメリカ経済

て西欧蒲国の経済ならびに尿子刀

一

「
｝

燃轡の再処理問題
ィング・ケ︑・︑カルエンジニアーズ

で腸かれた︒聴衆約四百名︒原子

専門調査視祭団封として米国に霞

採算と処理行程を具体的に説明

社長ウィリアム・W・ウェインリ

燃溺公祉理聞賭曲橋幸三郎氏が王

り︑一カ月半の視察後一行と別れ

一難憶意裏広畏は︑壼二
ッチ氏の来日を機に︑日本原子力

催者を代表してあいさつしたのち
u第十八回原子力講演会﹂は六 講師を紹介した︒

川棚会議が原︐す燃渕公社と共催し

有沢畿帰国

続

唱部7円（送料不要）

購読斜
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千葉市の﹁原子力平和利用の講演

Pた

く
コ
ドド

振替東奈5895番
電5舌（59）6121〜4
東京都、巷区芝田ア噂驚1の1（東電ビ几3階）

本原子力産業会議
臼

発行財
留和31任3月12日節三だ垂⊃f℃認コ｝

第

昭和33年6月25臼

75 一

鷺
4

毎；月3回（5日、15日、25日）発行

聞

蔑本原子力
寧三三購基金
日本原子力産蘂会議を母胎として︑昭和三十二年六月二十八日誕生した日本原子力平和利用基金は︑近く創立

るが︑基金はその実現の笑行機関として溝成さ

提携と網互協力の必察なことを明らかにしてい

原子力皿和紙用の開発には︑各国の緊蜜な連絡

る︒日本旅子力騰業会誠は︑その設▽百的の中て

との関係は異体同封といった 形 で 結 ば れ て い

日木原子力平和刑用基金と日本原子力遅業会議

は︑産業会議の出資金四百万円および米国オー

の末に突現したものであった︒籾年度の資金

・勢のもとに︑一昨年七月来日した︑ウォーカー
ド
・シスラー氏の助鳥が動機となり︑慎重な検訂

日本原子力平和利用基金の設立はこのような情

は︑この制度が広く活用されていた︒

換など︑国際間に人的な交流を必要とする場合

ルギー︑フランス︑西ドイソ︑イタリアなどで

とが効果的である︒このため当時アメリカ︑ベ

客減がそれぞハお互いに力応ずる撹締を拷つこ

恥いでいる︒囚除協力を実現するには︑協力する

円︑寄付金その他百十万田などで各種の事業を

たが︑本年度も引続き蛇業会議の出資金四百万

ガーズ氏からの千四百︑ルの寄付金で事業を行っ

ンス・フォード硝子会社会兵ジョン・D・ピノ

事ヤナデi財団からの六千．レ︑リビー・オーエ

ξ傷

▽熊本市︵同・三︒八︶聴衆千
三百人
▽大分市︵同・三・一〇︶聴衆
八百人
▽冨山市︵同・三・二五︶聴衆

▽高松市︵甲二二〇︶聴衆

聴衆千三百人

八百人

▽千巣市︵周・六・二一︶聴衆

千八百人

▽水戸市︵同・六・一二︶聴衆

千二百人

千五百人

一周年を迎えようとしている︒この機会に過去一年をふりかえって︑その溺藁のあしあとをたどって見よう︒

︑

国際梶携と國内三三
︑

れたものであり︑さらに国内における原子力知

バーランド自動車会社社飯W・午ヤナデー氏の

はすでに民間機関として﹁原 子 力 平 和 利 用 基
行っている︒この一年間の主な業績は次のとお

三・一〜三・一〇︶観鷲者延べ

五都市に開催して大盛況
③原子力平和利用展覧会を開い唱

＋万人
▽門司市

て原子力が如何に国民生盾に寄与

三・二〇〜五・二五︶観庵者延

原子力科学館︵同・

するかを平易に解説し広く国民各

べ百万人
三越デパート︵同・

層︑特に胃少年の原子力知識を深
めることに成果をあげている︒開
▽松山市
六・七〜六︒一二︶観覧巻延べ

催地ぱ次のとおりであった︒

▽高松薦三越デパート︵三二

講習会を開催

定する︒

め目下その人選中で︑六月末に決

え︑その研究を育成︑助成するた

に対して毎月六千円の奨学金を与

︵同︒六・一九≦六︒二五︶

千桑総合職業補臥所

＋万人

は京都大学大学院工学肝究科の植

▽千葉弔

︒二︒八〜一一・一一二︶鶴覧者延

べ四万五千人
▽熊本市 太目デパート︵同・

衆八百人

松邦彦君を︑マサチューセソツ工

⑤原子力講習会を次のように開

︐遷︾5窪︑︐㌣︐遥︸

5湊系冠雪沸軽弘

久ミ§＼ミいミ嚢ミ§
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ア無職力は発電用原子炉
究

を国外に何基売込むか
米除イ力委員会で

聞会に原子炉売込み

は︑このほと鹸会聰

このうち発勉用原子

状況書を提出した︒

炉は別表のとおりで

ある︒ただしこの数字は四月一

原子力電池新種

日現庄である︒

ロンチウム九〇を利用したもの

ふつう原子力庖池といえばスト

メリカのユニバーサル︒ワイン

が知られているが︑このほどア

五を便った新原イカ亀池を研究

ディング会社は︑クリプトン八

している︒同社の発表によれば
それはクリプトン八五から放射
されるベータ線を利用するもの

︑隊

︒

∵

▽原子力は書たちで

◇各種資料および写真寄贈

︵一万部︶

▽

︵一万部︶▽私たちの原子力

◇刊行

主な内容は次のとおりである︒

︵上京11同・四・二五〜四．二 極的に研究活動を援助している︒

七︶参加者三百名

スライドと図書
⑥天然色オートスライド﹁私た

作成した︒

ちの原子力﹂および﹁入門編﹂を

霞山県立高岡高校▽秋田市立高

書︑資制などを購入すると共に︑

義塾大学▽東京教育犬学

日部高校▽日本女子大学▽慶応

校▽都立多摩高校▽埼玉県立蓉
く産業界のために﹁職場のための

寄贈を受けて研究に役立たせてい

⑦各国碁金︑関係諸機関から図

巡回原子力講習会﹂を開始する︒

る︒また青少年を初め一般原子力

高狡の研究グ
ループに援助

いてわが教育界に寅罪したが︑近

▽第一回教帥対象原子力講習会

無縁の啓発︑普及のために各種図

ぐ遇鐘声

▽神肇川県立吉田島農林

遠くない呼来に︑実用の域に達す
ると思う︒

したがって現在の時貞に︑わが国

がこの型の炉の導入に着手するこ

調査団一議の意見としては︑今圃

とは十分意義のあることである︒

が近づきつつある実情が認められ

る︒したがって︑動力試験炉とし

様に有効なものであると考えられ

論されるのである﹂

大して重壁倦を持っていないと結

．夙∵一︑誉田︐身％疇︽︑↑雪

業
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援助

高板▽丘盆陣県立丘参庫工業高校▽

立雪融工業高校▽福岡県立福岡

岡田県立倉敷工業高校▽岐阜県

校▽山梨県立甲府工業高校▽能︑

工業高校▽広島県立福山工業高

島工業高校

本県立済々讐高校▽大阪市立都

館では六月十

国立国会図書

◇米国寄金からの寄贈図書︵略︶

国立国会図露館
の第三回映画会

普及映画会を開催した︒

四日午後一蒔から第三回科学知識

﹁い︒今後さらに黙料の問題などを

いる︒運転保守についても特に苦

おり︑極めて優秀な特性を示して

難聴聾灘熱蘂廃欝欝崩讐齢羅駄

結論した︒

◇曝露原子力砺究グループへの

︵名古屋1一三二・四二一四・

夢

ド

轡を刊行し︑特に学校など各種研

B

究グループなどには贈呈して︑積

一

三︶参加者三百各

星

▽第二回教師対象原子力講習会

黶E．

調査の結果を発表

り︑放射線強度の問題も予期以上

水炉はム質的な安全悔を薄してお

労していることはない︒さらに縫

のち︑帰途米国に渡り︑原研で本

ル改艮謬見恥炉の調査に参与した

全量を十二分なものとすべきだ︒

このような状況であり︑漸次両者

導入される動力試験炉の型式は︑

の調査を終えてきたので︑その調

的な基本問題は別に臨界蓑置によ

HWR型であろうと︑ほとんど同

ているので︑PWR型であろうと

羅職灘懸黙
動力試験炉の計装については余り

って研究すべきであり︑原子力商

契機な期待をもって発孜をまたれ 多くを致求すべきでなく︑炉物理

船の開発についても︑特有の問題

ていたものであった︒

氏はまず英国の原子力事情を説欲

発地炉の問題と類似のものが多

ての選択には︑Pか賞かの決定は︑

したのち︑米国における調査に関

賊型の働劣については次のように

して説闘したが︑PW民器とRW
もあるが︑初期の段階においては

〜

い

−

薫

査結果に関心を二つ各銀面から︑

設炉
計建設には特に圧意を払い︑蜜
て︑PW銭型︑BWK型両原子

年皮に導入する動力試験炉に関し

22

醜

に少ないようであるが︑万が一に
ノ
備え設けられるコンテナーなどの

濃縮ウラン動力試験炉について

十日午前十時から約二時間にわた

日本原子力涯業会議では︑六月二

って︑会轟室に原研副理肇長瞬雲

15

座

銀画

・

京

東

｢本原子力産業会議@が母胎︑ 歓逓された展覧会

識の普及︑技術石ならびに学徒の訓紋にも力を

金﹂を設け︑相互に響接なつながりを保ちなが

留学生の米国派遣
と奨学金の制度

▽欝欝市︵岡・九・二一︶聴衆

科大学原子力工学部に櫨学させた

④米国派遣留学生として︑昨年

六百人

子力関係を専攻している優秀な学

が︑本年度は﹁奨学制﹂を設けて︑原

させるとともに︑残りの五︑六名

一遍を米国の大学に派遣して留学

三七︑八名を選考し︑そのうち一︑

千五百人

▽広島市︵一九五八・一・二五︶

衆千五百人

▽仙台市︵同・二・一六︶聴

▽札翫市︵圓・二・二︶聴衆

▽静岡市︵三二・八∴○︶聴

な開催地は次のとおりであった︒

りであった︒

②原子力平和利用の講演と映画

髭

講礼之助
大屋 敦

会

副会長

根遼古氏を招いて﹁米国から購入
する濃縮ウラン動力試験炉につい
て﹂の講演を聞いた︒大屋副会長
ほか原イ動力委員会︑原子燃料問
題特別委員会各委員︑原子力船懇
談会幹事社︑㎎カなど関係会員約
七十名が出席した︒

6

ヒ唇

らその実をあげていた︒ことに教育︑技術の交

海∵外の関隙隙者を隙隙く
氏座談会︵同・九・二五︶

ンク会社地炭対策専門家ウノド

た火日の都臓三二の会合を開いて
▽カナダ原子力公社社長グレイ

①油溝原子力閏係垢を招き︑ま

日本の関連厳業に新知識を壕き入
氏講演会︵同・一一・五︶

､エ．ソプト原子力委員ハラワニ

各都市で講演
と映画の会

懇譲会︵同・一二・四︶

子力研究所主任ポポヴィノチ氏

調委員女サヴィソチ氏︑同国原

▽ユーゴスラビア原子力委員会

れると共に︑慧見の父換などを行
って︑その77成に真献してきた︒

りであった︒

その麗なものをあげると次のとお

▽英国 バ ブ コ ソ ク ・ ア ン ド ・ ウ
ィルコ ソ ク ス 会 村 猷 子 ヵ 副 部 長
ウソトン聴講盛会︵三二・八・
二︶

の会を全国各都市に開催し︑広く

発に︑積極白に努力してきた︒主

一般市民に原子力知識の霞及︑啓

！惇土 ︑ バ ザ ー 淳 ナ 轡 譲 会 ︵ 岡
・八・一五︶

▽イン グ リ ノ シ ュ ・ エ レ ク ト リ

口み原子力だ業会戚

日本旅子力旺業 会 議

松根宗一

橋本清之助

専厨理箪

堀越

勘任理彗

電弘肇笑辿台会

獺郷理

闘松成太郎

日宏穿子力罫業会議

経6団嫁連合会

専務理聖

茅 三三

頽三

日本蘭工会議所

監 事 岡野保次郎
長

円宗原子力研究所

学

に同行し︑英国でコールダーホー

嵯峨根氏は先Oろ原幅訪英調査団

︑

7
北潅｝道苫小牧市・愛知縣春日井市

H場

2

戸

日本原子力産糞会犠で講演中の嵯盤根原研副理鵬畏
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干葉の原子力
展覧会は盛況

日本帳．了力平和利用基金が︑日本

原乎難産奨会議︑千襲県と共催し

た﹁原子力平和利用展見会﹂は︑

既報のように六月十九日から二十
いたようだ︒

展示贔は︑なにかと話題になって
ビ型オートスライドとマこグレー

心は︑今回初めて登場した︑テレ
で謬観した︒

クラブの一行三十五名が貸朋パス

く

五日まで︑千巣市神璽町の千葉総
ダー︒なお二十四日には科学記者

しかし︑なんといっても人気の中

探険と原子力醗究

前田爾観測越冬隊長西堀饗二郎氏

午後九時四十分終了した︒

西堀氏講演要旨
私は今日まで未知の世界に対する

ったのも︑爾極に行ったのも︑こ

探究に生きてきた︒マナスルに登

のパイオニア精神からである︒本

いて藏蔽がさびない︒そして泥棒

る︒コケがある︒空気が乾燥して
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参与 と 常 設 委 員 長
と鵠設委︐只ム萎員長については︑

目ル腺子刀画︑氷会議の新しい参う

︵元更感商議理事︶▽山崎女男

本海事協会会長︶▽山岸喬三郎

業技循研所長︶▽田渠昌夫︵日

一日本原子力産巽会議て委嘱

さの六月六日目珊二会て︑蕾会長

︵科研ユ任研究員︶▽山田太三

子力保険協定▽アメリカの原子力

︸度の臨界温度以上では︑如何に域

〆

所を見学した︒第一回は四十二各︑

ので︑一次冷却材の温度には︑絶

力をかけても淑︑気になってしまう︑

→

が︑このような蓉には何処の所

術▽原子炉用帯側助線絶縁材別▽

保険の現状▽原子力工学と供与技

子力第一船として気験船建造に着
いなければなりません︒したがっ

肝力の茄

そっくり遭力にかえている

る︵クレイグ・ホスマー空事和︑兄

う隠然な兵ができてきます︒

を閲嘉したノノピングボ：トの六
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の天発酵所が一九六〇年ひろの二

部の総捲や職能も彫較附下細に発

成を口標として嬢設中て︑その各

発臨所の基本的な惇質ではありま

いて概賭の四二を当って見ると次

これらのアメリカの発屯所につ

女されています︒

せんから︑改造しようとおもえば

のようなものです︒

Oれていて︑この加圧

Z度たけ温股が上って越父換器

七〇度で硫下し︑炉聖迫る陶に約

水が炉の下端から二六〇ないし二

度︶に頒且．

︵この汗刀での弗騰ウは約三三六

沸謄をさけるため大俸一四〇気圧

炉を通る冷却水は．朗謡のように

てきない問題ではありまぜん︒

加圧水式烹︶
原子力発電所
水が冷却材ないし﹁麟を運ぶも
の﹂としてすぐれた性蟄を持って

であり︑したがって氷に関する蛾︑

おり︑最も入手しやずい物の一つ

的の技術は今までに十分研穿開発

のとおりてす︒

されていることは︑ずてに6承知

．

第二圓は五十名参加した︒

◇康子力薦外甥情︵六月暑︶

凹主要内容︼▽イギリスのガス冷

の新炉心部︑1■SRの炉心弩器︒ いるもので︑有名な潜水艦ノーテ

カで
・材料試験炉NRU︑EBK−
1県単・建設ないし運躯されて

議員の場合︶写真hカナダの研究 この翼翼の発施所は多くアメリ
電韻画▽米AECの発転炉現状報

却炉の行方▽イタリアの原子力発

翼RUの火論故▽私はこう考え 対にこえられない給気が付くとい

管で︑どのような用途の船を造る

かは次圃の忌事会で具体的に検訂
を進めることになった︒

なおこれと喧印して︑原子力船に
ついての毎外調在団を派追するこ
とも考幽することとなった︒

告書▽米の発亀論争和解に至らず

とんどこの卸式の船舶動力財原子

ラスやこれに融く一辿のものはほ

おことわり紙曲の都合で︑今

に人辺を一任されていたが︑この

▽派AEC︑丑純のKIを大回売

蝉を爆撃していますが︑陸上の発

▽肥問旧業の放射線対鍍▽米AE

日本原子力重目会威関西原子力轡

σの夢更物処理▽米A起C︑国内 回は﹁マルクール原チ炉見学記﹂

関西糠野鋼で見学会

︵住友金属抄師k︶▽吉田悌二
譲会では︑六月六日と十八日︑日

手するとした甥合の推引万飯につ
てタ⁝ビンの溝造は再凱サイクル

電力系統のことを少しでもむ存

ということてす︒

しかし︑加圧水型原子炉のよっ
に︑原子炉申では氷は絶対に梯顕
してはならないという制限がつく
と︑このために冷却回路を加圧し
なければならないという面倒な閥

イプとして置かれるのであるう

るが︑沖しい発展過程にある原．

長期にわたるものといろいろあ

この型の録︑父換器は爪から水また

にはいりまず︒

は落︑気1︑郵を与えるものですか

は異った形で︑むしろ火力でいえ

ら︑およそ一応火力のボイラーと

ば給水加郵器や菰︑化器の犬目のも

シソビングポートに便用された

のに似ています︒

出た一次冷却材は直径約四五拷の

ものの一つを例にとれば︑炉から

鋼笹て凱交換協に遮ばれ︑熱交換

の鋼醤約二千百本の中に分れて流

器内の泊胎齢ニジ︑長さ約十一齎

にある水に熱を与えてこれを約四

入し︑この轡︒を．帰る間に管の外側

二気庶の飽和広︑気︵飽和温度二五

四度︶にします︒この巣になった
鋼管と︑その外側の水を入れる外

できた雄︑気は十ニムの磯径二〇膨

殻は阻縁約一一〇彦で︑との中で

の鋼管で上部のドラムにはいり︑

この異父換器は一次帆の冷却材

ここからタービンに流入します︒

流量毎時約三四〇〇踏で︑四二気

生します︒従ってシッビングポー

圧の館和抵︑気を毎口約一三〇少発

トの出力に対しては三台必要なの

ζ酵τ騨地

一台見こんで四曽設澱されていま

ですが︑この発日所では︑予備を

す︒

㌔

会

祉

．サ零

建

．

る一蟷叢

魯

鯉

地−台松
茸−仙

覗遊唱

区︵屋

響
力

衛

一

郎︵屯滅一筋諸k︶▽山本信公

れ換嘱した︒なお前垂に二十七名
郎︵原厄櫓務︶

ウラン調達を払張▽ヨーロソバ原

WR型発電所

−一冷却回路の加圧が面倒

に︑タービンの負荷を加戯しま
す︒即ち︑発電所は外部の霞力の
需嬰変化に自働的に吊紐する制御

では︑イギリスの原子力発電所

を行います︒ところが現在の段階

尚行︵旧く名善教授︶▽田中慎

いて審．戯した︒

のになります︒

の火力発電所で便われるようなも

じの万々にはすぐわかるように︑

ければ中々使いにくいものです︒

大きな竜力系統に連系されていな

陵雲としては︑膵年十二月に運転

と報ぬしたが︑この己事には誤り
本放射線蘭分子研究協会大阪研究

岩田宙造

原子力発電所④
原子力発議所用の⁝鴻気タービン

は︑菰気駈が低いのでX刑になる

リス州のガス冷却式原子力発地所
は︑外蹄の負荷ではなく︑原子炉
の娯出力に遥従するような制御方
式がとられています︒ということ

次郎︵朝日新聞取締役︶▽高橋

その藷果︑突用を兼ねた実験胎を

窒

を体藪いたしました︒

決った常設委員長
日ム原．＋力κ又会議では︑このほ

があったのて︑改めご全員を掲蔵
した︒

ど．口渇委員を決疋したが委員長は

▽法制委貞会

川北璽
宗宮尚行

建造推進検討

▽京子動力委
安川第五郎
員会

▽アイソトー
プ委員会

▽怒㎡委員会

8嬉野一︵君学技術庁科学毎 次のとおりである︒

参与三十四名
▽
幽冒︶▽石川潔︵丈芝冨務︶▽
稲仙光る︵三々涼子力犠厨︶▽
君塾秀三︵囚民経訴研究協会理
に女︶▽上西髭二︵島厚製炉所
唾劣︶▽末川田﹇隆︵東電副社
！4︶ワ引力健一郎︵臼立製作所

専霧︶▽二二根遼∴︵原研副理

では︑前回述べたよつに莇域と低

ことは前述のとおりてすが︑イギ

日み原．†力藍業会議涼子力船懇談

圧二種の落︑気が使用されますので

原子力船幹嘉会

内灘夢％総髭︶▽斎雌辰雄︵昭
会では六月十二口午後一時一二十分

タービンもこれに合わして二つの

∬k︶▽佐島敬愛︵囚際蘭議国

和翫工財吊拓︶▽毘井達﹁二上︵関

から︑︽滅冠で箱任旧事会を聞い

実︵竜三二央研究所︶▽津野田

洗ることには入体賛成だが︑経済

こんな勝手気ままな発亀所は︑そ

画原子力懇鹸会冨任斡事︶▽柴

田灸利︵NTV坂締役︶▽宗冨た︒出綿名十一名︑当日の議題原

知重︵三三羅折研富務︶▽豊島

の発電所の容漫より二︑三十倍も

は︑発儀所は外で竃力が必要であ

障︵原子燃料公社珊箏︶▽中泉
枕の面てなお考溜すべきである︒

り方です︒一般の火力発電所で

発電所全体としての負荷制御のや

ろうとなかろうと︑原子炉の出す

正徳︵更人名欝教授︶▽中川哲

起った二合には︑単なる試験船で

しかし国際蛸勢から危船の必要が

気て蹴転されるものを用

郎︵電遮工務勧長︶▽福田脇治

は︑何等かの原因で霞力系統の周

もう一つ︑イギリス型の特艮は

︵原電常あ︶▽前田七之泡︵窟

波数が変化すると︑調速機のはた

力協冗を必要とするゆえんであ

値を持った船を建造し︑併せて実

る︒したがって捺密埠入もなか

なく平和的実用を兼ねた︑運尾価

も影をひそめつつあることは︑

なか復雑な問憩を含んでいる︒

士避機取締役︶▽正井省三︵任

漸次実情がわかってきたためで

友化学専務︶▽森寿育郎︵関西

題がおこり︑また︑水は約三ヒ四

入しょうとしている英国型動力

あろう︒

一︑
国においてはもちろんのこと︑

における実用動力炉のプロトタ

炉も︑上記と間様︑今後の日本

多の改良底歩が急遠になされる

原子力発電所設備の一部分の国

子力の郎き新技術においては︑

う︒したがって鼓術導入に関し

る︒外貨を節約する慧昧︑経済

ては︑原子力委員会︑無配省︑

内での製作や据付けの問題であ

醇入にともなって趨る問題は︑

一九六〇年に完成されるコン

び経済性の資料の確保に大きな

されるべきであることは隠然で

原子力藤縄会議など︑関係機関

竸争的に切先だけで長期技術導

が︑原子炉の製作︑据付け︑運

モン・ウエルス・エジソン社の

・⁝技徳導入について ⁝ ⁝ ⁝ ・ ・

十八万KW沸騰水型原子力発屯 目的がある︒これらによって将

が起ってくる︒

あるが︑ここに技術福入の問題

がよく原則的な事項や罠体的解

入に讐ぐことは︑感心しない場

な溝轡が明らかにされて︑方針

来の経済的原子力発電の具体的

諸外国における原子力の技術

項を研究し︑各力面十分意恩を

合が出てくるのではないかと思

身に完成される︑英国の四つの

！ル宮漏二十五万KW動力炉︑ 所や︑一九六一ないし一九六二

がきまって行くと思われるの

疎通しあって︑有効に原子力技

から︑当然これらは大いに奨励

目本別．﹂力研究所の米国一万K

コールダーホール上灘刑原子力

の力で闘発したものが非常に多

は民間会粒のものもあるが国家

⁝⁝⁝三・研究と意思疎通で血温に⁝㍉

W動刀試験炉の埠人は︑これに

で︑工不ルギー資源の乏しい日

術を確立する方向へ進むべきで

本では︑動力炉および動力試験

く︑また秘密を要ずるものも相

発恥所は︑この純済瞥の実証に

炉の口恥は旧ければ早いぱどよ

大きな負料を与えてくれると思
われる︒

あろうと思う︒

︵駒井健一郎︶

当あると思われる︒これらが動

期待される︒

的の問題︑国内技術育成の意昧

転などに対する技術の確立およ

また技術噂入には一口的のもの

だ問題のあるところで︑今後幾

らきでその讐元にもど蕃 この齋ぼしかし・ガス遍羅

一

であろう︒

さて米国および英国型動力炉

その他の講国においてもまだま

験ないし訓鞭を行うことが妥当だ

薦褒

臼米および日英腺子力一般協
定︵動力協に︶は︑とうとう六

月十六日と十七日∬氏に 謁 印
された︒これを機会にわが国の
原子力開発も︑某礎研究から一
準動力利用の段階に巡む近が開
けたわけである︒日木調子力発

田

よって近く実現が促逢されると

電株式二二の英国コールダーホ

浅

藤

本派

社店

京話阪
東電大広

取締役社長

ほと潮︑のように決冗して︑それぞ

（尋3）
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