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轟轟陵墨護︑一

実費王義で経署する︒しかし将来

の関係で︑懇談会の意見を尊重し︑

に関する考え方と見通し︑サバン

航に聾する問題点と対策︑経済性

の基本方針︑開発研究の現状︑運

ノ
だが︑倶楽部は懇談会と表襲一体 開発の現状を視察して帰国︑開発

受託管理を予定している原研や原

ために設備される厚生施設は︑そ

の委託条項にしたがう︒なおこの

産会議整に全員集合︑総合的に検

で︑一月二†八日と二†九日︑原

班ごとの仮原稿ができあがったの

れて報告書を作成していたが︑各

ナ号の視察などにつき︑四班に分

の他の会貝の職員も使用できる︒

燃の臓員厚生施設については︑そ

施設の建設は七月に終り八月一日

討した︒さらに手を入れて二月い

通産告原子力発電

求めたものである︒

について︑放射線番議会の意見を

嚢離籍

表されたICRPステートメント

になったが︑これは昨年十一月発

の小委員会を設けて検討すること

について審議した︒その結果聯名

時被はくに関する基本的考え方﹂

いて裏尺柑の軽口﹁一般人の緊急

放射線審議会は二月五日総会を開

急時線量小委員会

実射線審議会に緊

っぱいに完成の予定︒

の開設を闘襟にしている︒

委員長らは重任
新しく選出された日本学術会議で
に︑一月二十二日午後の第三†回
総会で各委51会の構成をきめた︒

うち腺子力問題委員会は委員長に
名大教輪読則昌一氏︑幹事に世界
経済研究所理箏長小椋広勝︑福島
要一両氏がいずれも巫任した︒そ

出隆︑広局大名誉教授長団新︑

の他の委員は次の諸氏である︒

早大教一門又正雄︑立命館大教

束大核研教授藤添物一︑京大教

授前芝重三︑泉大教捜豊隔稔︑

演．︒︑竃蜜︑薩苧塗

㍗︐︑ぎ逡麟毛・望審i．・．残藩︐︐．碁肇瓶華

左記応用機器のほが

御相談をお待ちいたしております︒

原子力開講各種機器についても

漆

戸

︑

瑚

どコニニニニリニニロこニコ

原留懇三三発表会
＋五日午前は新帰国者の歓迎会

原子力局・辻良夫③米国に⁝

株式会社東海腺子力倶楽部は懇談

政府は二月

大阪市東区南本町4−37テコロンビル

㍉

し

繭

おける核燃料の研窪ついて⁝

る原子力工学の講座について醐

⁝した留学者四＋乙名の歓迎会を

脚時から原産会遜室で新たに帰国

1一三箆原子力工業・関義心④酬

川太刀雄②英国の大学におけ⁝

⁝開くが︑これにひきつづき午後

オークリッジ研究用原子炉⁝

⁝原子力海外留学者懇談会︵原留

噺一時三†分から︑その研究発衷

⁝懇︶では︑二月→五日午前†一

立することになり︑二月三日原産で発会式を行

⁝会を開催する︒発表題図と講殻

会の会員が︑資金八千五百力円を

磁

通産省公益事業局胸紐力竃亀課髭

課長に塙阪氏就任
専務大塚誠之︑大阪矯立大教授

興部経済協力第一課長に凝したの

後典正記氏は︑このほと通商局振

授石原藤次耶︑日本自動章工業

北大教授右替勝

原子力二法累提出

事務上の打合せをした︒

表者を招いて連絡懇談会を開き︑

原子力産業グループの各事務局代

原産では一月二十七日午前十一時

プ事務連絡懇談会

原子力産業グル夏

力郎氏が後任になった︒

で︑経済企幽庁企幽課調査官塙阪

大野一月︑九大教授入江央雄︑

原子力船調査団報
告書は月末に完成
団員の総合検討終る
原産の原子力船調査団は︑さきに
米国を中心とした海外の原子力船

て六〜七月ごろ︸応の結論を出し

六年度予算に盛り込むように
努力することとなった︒

三日︑原子力委員会設置法の皿都

を改正丁．O法律案︑日本原子力研

なお放射線化学関係の海外視察団
は千谷都立大教授を団長に︑民間

国会に提出した︒

究所法の一部を改正する法律案を

＝

東陽通繭橡式会

N

寫訣瑚c慧

薪会撞の設立も計画
原電︑原研︑原燃など︑茨城県東海村を中心と
ない︑その事業機関として株式会社東海原子力

⁝者は次のとおり︒

川原電社長を選任
11会長には安
する地域の原子力施設か充実格賊してきたので

束海原子力倶楽都の発起人代表には安川第五郎

︸

の原子炉について11石川島石田

芝山︒三郎

＝；＝
一︐・＝：：一：；騨＝一一：；一二一一；・一：一〇
：・＝一一．一
：一
﹁＝
一＝

生について11公衆衛生院・広
．：．

︵OR8︶の運転についてーー⁝原子力問題委
原研・松本元一⑤サバンナ号帥
員会委員決定

倶楽韻の設立を決定した︒なお懇談会の会長と

⁝

唖①フランスにおける放射奮

︑二：：：一＝．・：．：■＝＝＝一＝層．：＝︐：．＝冒：：；．一：

原説︑爽露︑電発︑窟士竃機︑

次のとおり︒

玉凌原子力工業︑日立製作所︑

棄海原子力懇談会は会貝柑互の連

は東海村に建設する︒建物の予

親がその当事者になっても差し支

せを行なった︒懇談会は当分この
び
方針で行くこととし︑線源は二月

名て組織される︒

八︑研究機関一︑政雁関係㎝の†

およびサブグループ†六日午前九

原子鋤力研究会機械グル；プ

後一時三†分

h漂謹盤ρ霧
鰯︑陸
十五日午削十一時︑研

原子力海外留学者懇談会款帰国
奢歓迎会

時三†分︑サーマルショックサブ

一一十

皇子動力講習会二月講習

究発直会岡午後⁝時三＋分

グループ同︑物理グループ文献選

グループ†九日午萌十時︑材料エ

電気岡†七日午後二時︑遮蔽サブ

定小委員会†七日午前九時三†分

日午萌九時置二十二日まで︶

燃料親玉の非破壊検登懇談会
・

材料開発打合せ会†五日午前

十八日午後二時

†分

法サブグループニ†臼午離撃高三

片

呪

設をつくる計画をすすめていたが︑とりあえず
氏が選任された︒

発会式と新会
社の発起人会
の会員は原寵︑電力九社︑斑発︑

猷︑間脳捷研︑原産などたが︑電

日本原子力事業︑住友原子力工

原子力産業五グループ﹂原研︑原

電公社群群研も参加することにな
っている︒なお理饗または監事は

業︑原研︑原艇︑賢母技研︑原産

開設は八月を予定
絡や懇訣︑会議などの便宜をは

四千万円は原霜が︑二千万円は第

出しあって設立するが︑このうち

クラブ施設と職員窩泊施設を経営

事業としては会員の出資によって

りを他の六原．詐言二業グループそ

かる目的で設けられたが︑当面の

を決定した︒

経繕するため株式会礼東海原子力

クラブ施設と職員三瀬施設を建設

営の委託も受ける一疋になってい

定は鉄筋コンクリート造り二階建

鴨

ばれたので発起人会にきりかえ︑

る︒この筆画は昨年秋から六回も

煙毒のこの調印は政府の代理者と

えないことになっている︒

三日︑研究方針は同十七日第二回

⁝

ナ六日午

し

．

噌

大極氏が座畏で開く

二時三†分︑関係者†六名出席し

取手原子力懇談会の発会式は午後

て開会︑原産副会長大経料氏を座

長にして議事を進め
①設立趣旨および経過報告②設
立刀綱承認③規約決定

ののち役員の選任に入り︑理事︑

監駆に設立発起人をあてることに

したうえ︑原電社長野川第五二心

の会長︑原研理要久布白兼致︑誤

ついで安川会長があいさつしたの

の他で分担する︒

電常務吉田悌二郎陶氏の常任理論

ち︑東海楓子力倶楽部の設立をは

研︑原燃などの厚4施設の管理経 倶楽部本馬は難産内におき︑施設

倶楽部を設立する︒また将来は原

一原子力魔王グループが︑その残

かり︑発起人代表に安川会長が選

定款︑株式穿り当て︑事業計画

三十平方競の会貝職員の宿泊施設

ったもので︑懇談会事務所は原産 設と︑木造二階建て︑延べ約二旨

て︑延へ約千百平方緒のクラブ施

会を開くことになった︒

内におかれる︒

成︑どのような研究テーマを取上

会合し︑さる二月一日最終案を作

この日発足した東海原子力懇談会

ことが適当であるからで︑燃料の

とし︑このほどその第一回の顔合

げるべきかについて検討すること

︵案︶を四定し︑三月二日創立総

その他細かい点は今後つぎつぎに

したがって正式契約には政府や講

管理方針を変えたものではない︒

して行なうものではなく︑原電が

なお三日の原子力委員会には原燃

これによって三月中に一応のめど

の会合を開くことになった︒

らいまでに締結される︒

交渉を続け︑本契約は二年半後ぐ

その計画を進めるには燃料購入の

に出席して︑これに異存のないむ

から高菜︑原正副両理事長がとく

電話局番変更

次のように踏固される︒

原勇肇譲の塞舞亙

局番が変吏されるので︑日本

二月七日から東京都内の韻語⁝

⁝

その帰国後に手直しをする︒かく

向を参考にして謝査してもらい︑

されるので︑そのさい懇談会の意

察団が米国を主とした海外に派遣

をつけ︑四月放射線化学関係の視

技術的︑経済的条件を知る必要が

構成︑どのような線源を選ぶべき

漂子力船調帯団会議

†時

1271−2

船場（25）

彪

⁝

米国ビクトリーン社の代表的

5

i五九閂︶六＝＝一五

（

、
ら

あり︑また原竃が直接これにあた

って経済的に引き合う契約をする ねを明らかにした︒

七月ごろに結論を
放射線化学懇談会の作業方針検討
とにしていたので︑線源打合せ
㎜月三†日午前︑石川原子力委員 会は東大の雨宮綾夫助教授を暫定

原子力委員会放射線化学懇談会は

の審議方針を打ち合せた︒

千谷利三教授を中心に十一名で橿

かを︑研究方針打合せ会は都立大

的にチーフとし臨て十二〜童名で

同懇談会はさきに線源︑研究方針

を座長に第三回会含を開き︑今後

のニグループを設けて検討するこ

パワーマニプレー二二費一1形

一

施設の欝欝壱たちは昨年秋から関係者の懇訣施

聞魏魏の連絡機関として束海原子力懇談会を四

{
一松氏が渡英

契約要綱近く調印
十八日

な諸占︑がもられる︒

者に引き継ぐことができる︒

▽この要綱は正式契約する第三

変えることができる︒

▽この契約は両者が含意すれば

協定と閥蝕するものである︒

▽検査︑購買条項は原子力一般

ってきまる︒

▽支払い方法は今後の交渉によ

けのものを載せる︒

▽数量︑価格なとは輪郭程度た

うになれはそれを使ってもよい︒

しかし日本で燃料がつくられるよ

▽供給娚閥は炉の奔命ある間︑

原子力委員会は二月三
日︑東海朽に建設する
コールダーホール改良
型発眠炉の燃料につい

て︑原賊に英国原子力公社とヘソ
ド・汀ブ・コントラクト︵契約要
綱︶を交響することを承認した︒

このため一本松原芭副社長は社員
今井隆吉氏をともなって︑二月十

フランス葭で蟻集︑先発の難戦摂

八臼夜十皿時三十分羽田発エァ︒

州聞と共に交渉したうえ︑三月上
旬安川社髭が渡英して調印する︒
ヘソド︒オブ・コントラクトは︑

▽燃焼率が三千メガワソト・デ

して補償する︒

ーに達しない幽霊は高く買いもど

△

（

←

燃料購入契約に関する相当広範囲
にわたる聞題について︑双方の考

＿…酬・丁
＿＿一一嗣…一囎

…線鐘率・線量計

製品

遣臓器（曜射、透過検査厚み計、液面訂）

出張所

策京都中央区銀座西4〜3数寄屋橋富士ビル

社長奥村喜和男

、

東海原子力懇談会の発会：式内向側左から二人目が安川会畏

巳時壽一仰｝脇櫓

廼写

駒

牽

一二

話

数寄屋橋分釜（通儘機販売鋤

@

電

Tel（56）6ユ51・7931（代表）

藁票撃滅塗壁壁式会社

器（i罐遊士や蓄あ能）

定

@

新製品カタログ多数てきて
おりますのでご利用下さい

測

@

世界で鰻も信頼ざれている

器（ベータトロン・リニアック・X線機器）

速

憩目

@

＝

企
一
眠

二

∈i本原子力産業会議

斜脚

@

@

ξ辰替東京5895

電話（59）6121〜4
東京都薩区芝田杓窃1の1（索電旧書宣3階）

発行所
6召矛031犀3月12∈ヨ多き三種垂餌詰物活ぞ可

本社東京都中央区日本橋本石町1−2
電話 日本橋（24）代表5276番

L

燃料購入・
え方を統一するもので︑次のよう

｝…

一
1年分前金200霞

聞

力

九六〇

三日MW

⊥ハ一年に運転開始予定の

送竈端出力二百七十五≦
の発電所︵これは︑バークレイ︑

ブラノドウエル級の発電所を指

PWR︵加圧水型炉︶︑B所
Wに
Rついて建設費KW当り百≦百完成予定のものについては百四十

○％︑資本費率＝二％とした場食

︵沸騰水型炉︶の三種を挙げ︑電 十噂︵在来火力KW当り五十〜五 五ポンド︑KW当り一九六二年完 の資本費がKWH当り六二血ミル

︵前提は不明︶運転維持費がKW

気出力及び設備利用率を変化せし

H当り○・九ミル︑発厳コスト合

十五噂︶発電コストKWH当り○成予定のものについてはKW当り 燃料費がKWH当り五︒八ミル

めた場合の発電コストをそれぞれ ・六一歪︵在来火力KWH当り○ 百二十謄と若干高くな0ている︒

ないが︑その試算はコールダーホ

る剛合で低下するかかなり具体的

その後この原子力発臨所か如何な

ない︒しかし第二画会議論文では

W当り二百二†五㌦︑国事コスト

が︑これによれば︑建設単価はK

電所のコストが併記されている

のニューヨーク市近辺新鋭火力発

と述へられ︸九五八年にはKW当 表されている︒なおCEE社所有

五年にはKW当り四十六〜六十謄 計がKWH当り一三・ニミルと発

在来火力発斑所の建設費も一九五

す︶については建設費KW当り百 試算しているが︑GGRについて・六二〜○・七ニペンス︶として
は設備利用率八○％︑出力百五†
いる︒

四十五嘩で︑発醗コストとしては

MWの時KWH当り○・六九一
以上第二回会議に発表された資料

KWH当り○・七〇〜○・七七魔埼︑出力二百五＋51Wの時KW
はH
甚だ多岐にわたり︑発電コスト り五十峰とされてほとんど変化は

設備利用率七五％︑金利五％の時

している︒

金利六％の時KWH当り○・七四当りQ・六四七誘という数値を示 試算の方法も必ずしも一致してい

またムァ外二人は﹁GGR系の進ール発鐵所の実際運転より得られ

ワースによれは出力の増加に従い

に述へられており︑例えばダノク はK郡H当り八ミル︵ニューヨー

ている︒さらに一九六二年完成予

た経験及び技術の進歩等によりか

〜○・八一希という数値を発表し

なり具体的な実際に近い数値では

回シュネーヴ会議にジュークスに

︵ヒンクレイポィ︑．！ト異風所を揖 の変化に応じて建設コスト及び発

定の送電端出力五百MWの発電所 歩﹂と題する論文の中で躍気出力

三〜六四年では六百MWとなって 建設費は四千五百万謎︵KW当り

なってKW当り百二十畦︑一九穴

料は見当らないがただこの間コス

KW当り百十穆︑一九六七〜七 二百五十ザ︶と発表されているが︑

︵百八＋MWE︶

かについて検討しているが出力の

一九六二〜さ二年では五百MWと︵3︶ドレスデン沸騰水型発電所

クは高火力コスト地域︶である︒

この試算では送電口出力一五〇M

よって発表された数値がある︒

ないかと思われる︒

百二十趨に低下し︑発霞コストは

範囲として百MW以下をとってお ト試算について特に注目すべき資

その後今日に至るまで発電コス

同様の設備利用率で金利五％の時

あって︑実際には契約後の設計

の間で行なわれた定額契約の額で

四千五百万ザはGE社とCE社と
〇年では八薦MW︑KW当り百
る︒

変更や資材︑人件費の値上りに

し︑一九六五〜六六薙で出力千四

の分はGE往が負担していると思

た型としてAGR型が出現するとよる建設費高騰などがあり︵そ

ルダーホール改艮型の更に進歩し

一方一九六五年以降にはコー

越となるてあろうとさえいってい

ト試算について新しい聞落点を提

いて従来予想された程の低下を示

近原子力発電所の発賑コストにつ

う︒すなわちこの論文によれば最

スト誌の論文は注慧されてよかろ

してKWH嶺り○・四三〜○・五KWH当り○︒五九〜○・六六二り彼ら自身も﹁実際のコストでは
六％の時KWH当り○・六三〜○なく梢対的な比較のための数字

震頼度高くなる
@発電コストの試算

すなわち一九五七年三月のAEAそしてこれらの原子力発電コスト

以上の外に﹁ハンターストン発㌶

スト試算値としての意味は少い︒

型原子力発本所でKWH当り○・るであろうとしている︒

め原子力発亀のコストが初期の中

費用︑建設利息などメーカー側に

当り七十五峰に宣すられる︒そのほかに土地代︑土建

のに第二回会威では約○・︻〜○

・四三〜○・五九吟の範囲である

らかではない︒

これについては発表がないので明

いては第﹁回会議ではKW当りOなりの額に上ると推定されるが︑

一九六一年六月︑運転開始予足の 関係ない費用も見込む必要がある

百MW︑K

究開発費を負担しているものとみ

を在来火力による発電コストと比

の発電所の建設費をKW当り百二 七〜Q・八三︑やや大型のものにつ

所﹂と題するミラーの論文てはそ

われる︶︑またGE祉は別個に研
颪MW︵たたし二基︶でKW当り

較するために一九五九年〜六三年

＋五薙︑発電コストKWH当り○ いてKWH当り○・六吟にはなる百五十MW級の原子力発心所につ ので︑毒除にかかった建設費はか
いとしているのに新鋭火力発電所
については炭価トン当り七十三シ

八十峰︑一九六七〜七〇年て千六

資料およびヒントン講演︑さらに

完成予定の石炭焚火力発電所の発

・六二〜Q・六七樫と述へ︑﹁ヒ

ストは予想と異なって低下しはじ

さなくなり︑蛍た︑火力発電のコ

四月のジュークス順風︑一九五八

ンクレイポイント口恥所﹂と題す

第﹁回会議においては百五十MW の範囲にあり芭五十MW級の発電 額の三千万談をベースにして計算

本発亀所の特徴は重痴燃焼過納器

のとみられる︒

︵4︶エンリヲフェルミ高速増

建設費は利息も含めた原子炉部分

殖型発鷹所︵百MWE︶

る過熟蒸気を便用して蒸気条件を

を別に取付け︑これによって生じ

る点てある︒

高め勉効率を四聖しょうとしてい

過歌器を付けることによって経済

三百七†ジ︶であるが︑タービン

の総計が三千七資万談︵KW当り

二百三十MWD︶として計算したり†三ミルとかなり火力より割高

二・ニミルで︑このほかインベン

の燃料費は︑KWH当り七・二〜

ているが︑焼燃度︸〜三％の場合

レ

再

調

量

︑ヤ

号
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意歓鹸な如緊の諮画
誤

I躍

・七〇冠になろうとしている︒

起した一九六九年五月のエコノミ

されたKWH当り○︒六〜○・七

スト試算値としてはAEλで発表

二回会議という︶に至るまでのコ

た第二回シュネーブ会議︵以下第

その後一九五八年九月に︑開かれ

だ﹂としているので将来の発贈コ

九魔となっている︒

は金利四％︑設備利用率八○％と

Wの原子力発電所では建設費KWす︶については建設費はKW当り 電コストが如何なる影響を生じる
当り百二十五ポンド︑発亀コスト

られるものは一九五五年八月第︸

原産・経済特藩だ報告書

このほど研究霞告として﹁海外における原．r力量屯コストの

日本原f力産業会議の原子動力研究会経口特別研究会では︑

職階の作業で︑さらに新しいテーマを選ん ．︑研究を続ける︒

動向﹂をとりまとめた︒この研先報省書は︑経済朔望の第一

報皆潜は璽一回ジュネーブ会議の論文のうち︑原脚力発電経
済に聞するものを中心として︑第一回会議の論文︑第二回会
議以後の諸文献も再検討し︑英国︑米国︑その他の国別に整理

したもので︑これによって過去の原子力発電の痘瘡性に対す
る諸国の評言を時系列的に再倹融するとともに︑将来の原子
力発宙の動向をさぐる手がかりにしようとしたものである︒
報告准てはまず英国について︑黒鉛滅速ガス冷却型系列のコ
スト計価は︑建︑猷費の値上りを大容量化などでカバーしたた

め︑初期の予思と大して斐っていない︒しかし火力のコスト
がかなり低下しているので︑経折的拮軌時点は幾分ずれる可

殖炉など進︾的炉型の置引促進に対する勲本的な費請が強め

年八月の同氏の講演堕すべてこの
電コストを設備利用率︑金利等同

るアームズ他の論文ではその発堪

がそれ以下にはたいして下がらな

ーア講演によるKWH当り一・〇様の条件の下で示していハが石炭

数値を発表している︒この他にム

三シリング︑ポンド当り一万一千

れている他の発電所のいずれより

下だとしてこの政値は現在建設さ

原子力発電所と揚水式発電所の組

負担しているが︑発霞コストの計

百五十KW級の発電所については 五勢力ザに相当する研究開発費を

合せを論じたケイ他の論文では一

動向をまとめると

パワー・グループ︵NPG︶は千

・五七吟高炭価地域︵トン当り九

算はこの研究開発費を託引いた残
そKWH当り○・五九〜O・七魔

推定された数値も種々あるがおよ

ど八社で組織するニュークリマ・

十三シリング︑ポンド当り一万一

以上の吊釜コスト試算の動向をま

〇〜○︒八一誇となっている︒一

も基礎データが明薙でなくあまり

五〜○︒六〇疹があるが︑いずれ

千BTU︶でKWH当り○・も
六や
四すく︑また現在の英固におけ

とめると次のようになる︒

九六二年†二月運転開始．争疋の二

亟要な資料ではない︒

回ると述へている︒

る在来火力による平均コストを下

とも今後十年間続くとしている︒

第二回会議には聞継コストの推貸

てかなり下回っている︒

〜○・六五魔と原子力発亀に比し

その他ケネディーの論文てはきに

てその数において優りまたその質

るへき†年闇に送電系統を編入さ

においてかなり進歩したものが発

表されている︒七・五ミル算定の

の原子力発電所の建設費はKW当 所の揚合に比して約KWH当り約され︑KW11当り七・五ミルと発
O・〇五玉やすくなっている︒

り酉二十五蛭と推定されたが第二

である︒たたし実際の建設費は七

無条件は示されていないので不明

るもので信頼性があると目される

属するきらいがある︒発表された

に及び︑全米平均火力発電コスト

︵2︶インデアン・ポイント加圧 千万ナあるいはそれ以上とも推定
資料を取上け︑コストの動向︑特

たい︒資料はいずれも一九五八年

徴などについて概鵡することとし

ザ︶と発表されているが︑五千万

費は五千万試︵KW当り三百七十

KWH当り六≦七ミル程度のほぼ建設利思及びア備をふくむ総建設

同で負担することになっている︒

発註コストもKWH当り†数ミル超過分はヤンキー及びWH祉が共 水型発電餌︵二百七†五MWE︶ されるので︑これに応じる発庵コ
ストはKWH当り十ミルを越すも

っており︑研究開始費の五百万ザ

てGGR︵黒鉛減速ガス冷却炉︶ される二百翫＋〜四百MWの発心 回会議論文では一九六〇〜六一年

九六三〜一九六五年に元成を予想

れる可能匿のある原子炉型式とし

ノクワースおよびジョウンズは﹁

表された︒すなわちジュークス︑ダ

について第一回会議の時に比量し

疹以下だとしてこの傾向は少なく

○
タイム紙によるKWH当り○・五BTU︶でKWH当り○・五三〜コ
ストをKWH当り○・六五厨以リングとしてもKWH当りO・六 ︒三魔上昇してKWH当りO・前
七月四千五百力ジ中︑CE祉な

り○︒九三七吟︑フィナンシアル

六わ︑ルイス講負によるKWH当の価格の安い地域︵トン当り七十

吟という数値が主なものである︒
能除がててきている︒こ の た め A G R ︑ H T G C R ︑ 高 速 増

られているとしている︒

コストダウンの臨画が政閥や民聞て企図さhている︒すなわ

よた氷団編では最近掛％的情勢に対応して︑かなり意欲的な

ち最近明らかにされた各種の試算や刮幽によると︑従來の予
慰コスト低ドの曲縦をかなり下まわった水準コストを期待し
ており︑その基礎的レ而条作も一部を除いては従来より員体性

花もったものになっていることが注目されるといっている︒
なおその他の諸田については︑従末同様資料があまり豊富で
なく︑内谷ら不明確なものが多いのて︑過去に発表されたコ
ストデータをできるだけ鋼鉄し︑これ卸磐それぞれ国別のエネ

ルギー群清や開允計画と併せて険討が購えられている︒以
下︑米自判国の発衛コストの動同を抜粋して紹介する︒
面力葎﹄画において一九六〇年以
降次々に元成を予想される各々の
原子力発屹所の予想発電コストは
最近四年閥にどのように変化した
であろうか︒

駕． 蟄穐

発電コストの現状
米国の原子力発電コストについて

が申には建設費のすべての項目が

性はかなり改善されることを示し

含豪れているかどうかは明らかで

KWH当塑十数ミル⁝ない︒これに基き︑負荷率八○

ている︒しかしながら︑過勲器付

結果は︑発電コストが︑KWH当となっている︒

トリー費としてKWH当り一・五

部分は不明である︒

万時闘︵燃料鰍焼段トン当り八千

％︑資本費率一五％︑炉心寿命一

︵1︶ヤンキー加旺水型発躍所

建設費は過熱器付きで総額九千万

高であるとみられる︒

り†四ミル︵脚本費十ミルー運転

激

KW当り三百二†七㌦︶負荷率八 ミルが加算されるとしている︒

︵百三†四MWE︶

となる︒

㌦︵建設費の範囲は不明︑単価は
の研究開発費を援助することにな

ノ

ず

い

AECは同難事所に五百万ザまで維持費をふくむ︑燃料費四ミル︶．

二倍に当っており︑経済的には割

きの発亀コストでもなおKWH当発電コストは純一費のみ示され

火力のほぼ二倍⁝ ⁝

以下の発当所はいつれも三〜四年

がみられているため︑やや旧型に

き露﹈

静
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コスト試算の変遷

灘

ふれた資料はきわめて多く︑これ
をいちいち取上げても意味がない
ので︑ここでは特に原子力発竃所

の経済的規榎を考慮し︑出力百M

ッツ︶に建設中のヤンキー・ア

前に着工されたもので︑現在では

W程度以上の発篭所コストに開す
九月の第二回ジュネーブ会議に米
くへくへし
トモ
国から提出されたものである︒
アメリカのロウ︵マサチューセ

トミソク社の加圧水型電気出力

し
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十三万四千KWの原子力発欝所 すでにこれよりも技術の改良進歩
︵ことし完成予定︶
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▽放射線効果十八編11東洋紡績

と討論に移り

の講換があった︒その後論文紹介

②貿都立大・千谷利三諸氏

倉敷レイヨン・渡辺市郎▽同上

▽放射線化学開発の問題点①11

各国とも真剣な開発態度
日本原子力産業会議放射線化学部会の﹁ワルシャワ会議論文
セミナー﹂は︑一月二十九口午前︑午後にわたり︑東京神田

副部会虻の持ち帰った四十編中

の学上顎餌二階大食掌て開催された︒

参加占のへ＝百名︑午前九時放射

日本から提出したものと食品殺

のあいさつの中で︑セミナーの葛

線化学総会 k 正 井 省 三 氏 は ︑ 開 会
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省に︑六月十五日から二†九日ま

イタリア駐在の鈴木大便から外務

る︒

いての懇談会なども予足されてい
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F・W・ギルバ亘
乱世由・旬ごろ来日
カナダの動水型権威

来年度駆藁と展覧会で

原産中部原子力懇談会では一月二

十九日午後一時三†分から︑名器

織布中区名古屋商工会議所で委員

会を開き来年度事業計画と展覧会

き次回にも審議する︒

開催について検討した︒ひきつづ

副委員長に野淵氏

原産中部原子力懇談会では欠員中

三塁氏を選任した︒

の副委員長に︑日本蒔子社長野淵

◇原著の水戸連絡所移転原電

の水戸連絡所は︑このほど同市仲

町五三七山田家具店二階に移転し

た︒電話水戸五〇〇〇番︑電車南
カナダ原子力公社原子炉運転部の
F・W・ギルバート氏が︑原子力局 晦三下軍︒

事業経過 嚢

評価打合せ◇二十六日︵火︶原チ

動力講霞会︵一二十日まで︶︑災害

ε

◇二十︻日︵木︶新年度熟鮨計画
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原子力映蹴会︑ワルシャワ会議ペ

十九口︵金︶原子力船調査二二合
せ会︑災害評価小グルーフ会議︑

済特別研究会︑原子動力研究会炉
物理笑験サブグループ研究会◇二

︵木︶原子力船調査団打合せ会︑経

原子燃料特別研究会◇二十八日

会安全対策サブグループ研究会︑

ループ連絡懇談会︑原子熱力究研

会◇二十七日︵水︶原子力産業グ

動力研究会放射化学サブグループ
研究会︑同物理サブグループ研究

打合せ︵会員︶︑原子力海外留学
者懇談会寄事会︑原子動力委員会
運営委員会︑原子動力研究会遮蔽
︵金︶新年最要業計幽打含せ︵報道

関係︶︑東海クラブ設置打合せ
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会︑原子勤力研究会慮気グループ
研究会︑同材料工法サブグループ
研究会◇二十五日︵月︶新年度事
業計画打合冠︵学界関係︶︑原子
二〜︵ノ〜多多
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山之内宴楽株式会社︵社

長山内健二氏・東京都中央区日本

◇入会

会議に入会した︒

概本町二の五︶は日本原子力産業

◇役員異勤 四国庖力株式会社は
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してインドに一月末完成した重水

氏は重水型の権威︑カナダが協力

の招きで二月中旬ごろ来日する︒

ソトープ︑電線源を除く工業利
羽田からシアトル︑シカゴ︑デ

型研究炉︵CIR︶の検査に立ち

三日ほど滞在し︑この間に東海村

会った帰途立ち寄る︒わが国には

るもの正副七郡と日本文一部を

を訪問するほか︑特殊テーマにつ

二月末日までに送付する︒

多建

中部の委員会

るようだ︒放射線化学については

子︑原子力および二上に関する総

②論文1ーアプストラクトと同じ でローマで聞かれる第七回国際電
外国識による正副七部を四月三

を希望してきている︒これは昨年

よりも︑この方に力を入れてい
また園際原子力機関で提出論文を

もパラゾ・デイ・コングレソク展

算機︑トランジスターラジオ︑録

採択されたものは優先的に会議に

なお論文の執筆要領︑参加要領そ

音機などの出﹈剛が非常に効果ある

示餌で︑総理雁と原子力委員会が

の他詳細の照会は腺崖アイソトー

ものと見られ︑出品者の希望灰第

〆

では出品物の売却についても考慮

プ課あてのこと︒

されるという︒
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遣留学生一丸節夫君︵東大︶は︑

日本原子力平和利用基金の米国派

イリノイ大学に入学

一丸君渡米

基金奨学生の

共催したが︑霞子三跡鋭︑露子計

合展距会に︑わが国からの出品方

がパリに集まり︑わが国からも木
村原研理肇らが出席して閥かれた
が︑今回は国際原子力機関と共催
することになった︒
会議の討︑薦議題は

は基金三十四年度奨学生として︑

ースウエスト機で出発した︒同君

一月二十七日午後七時羽田発のノ サブグループ研究会◇二十二日

リコイル・ケミストリーのほか
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他の国内奨学生＋名と一緒に選は
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院に入学して︑プラズマに関する
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金属物理︑核物理の研究︑地球
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センターが出現しようとしてい

河原に教禽訓練用スイミングプー

る︒日本原子力事策が川崎市大師
原子力産業の脅成策を考えようと

ル型を造るのを初め︑日立製作所

る︒これは通産政策の立揚から

具部会を新殴︑二月†一日発足さ

須同社専務らは︑一万三日茨城県

するもので︑将来は単独な事業法

も同市王禅寄に同型を計画してい

平塚住友原子力工第語長︑高

庁で岩上知事にあい︑同仕が東梅

として原子力産業振興法を制定す
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渡される︒
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物理︑考古学などにおけるアイ

物調整とそれに関する諸罰題︑

アイソトープの製造︑標識化禽

者はワク内で認められる︒

十日までに送付する︒

チェコなどではむしろ原子力発亀

先進国はかりでなくポーランド︑

原子力・電子・映画など

ローマで総合展

ーナの同大学に運漕する︒

︻写翼は甲羅鍵︼

線化学の開発には真剣であり︑線

トロイト経由︑イリノイ州アバ

研究を行なう︒

の紹介見覚があり︑これに関する
用︑アイソトープ応用に適した

このセミナーからうかがわれたと
で︑論文とアブストラクトの提出

スペイン語のうちいずれかによ

②アブストラクト睡英︑仏︑ソ︑

重点がおかれているが︑これはは

だ未解決の部分が多いためで︑研

ころによると︑世界各国とも放鮒

究はだんたん地道になってきてい

要領は次のとおりである︒

多

参加できるが︑その他の出席希望

る︒わが国も各田におくれぬよう

努力することが必要た︑という点

にあった︒

なおこのセミナーで取り上げられ

定の論文二十数編で︑原産関曲原

た主要な問題と︑今後到膚する予

子力懇談会が主催して︑四月以降

に︑大阪でもこのセミナー．蘭催

する予選である︒

国際R一会議の論理募集

物理科学と産業利用

き

の主催て四十九力田から約一千名

申し込みは二局末までに原産へ
国際原子力機関とユネスコの共催
で﹁物理科学および産業における
アイソトープの利用に関する国際

多多多

回は昭和三†二年九月︑ユネスコ

この会議はこんどが二回目で︑前

に締め切る︒

めているが︑申し込みは二月末日

イソトープ課が掩当してとりまと

日本附子力二又会議では調査部ア

も提出論ズを推薦丁る︒このため

ーンに開かれるので︑わが国から

会議﹂か︑八月木か九月初めウィ

▽線蒙五襯11住友鼻詰1︑倉敷
レイヨンー︑日立製作所2︑昭

和電工1

て四千万円租肱た
が︑町射コストは

ニ
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なやかにデビューした割舎に︑ま

特別または一般的問題

ミナーを開いた︒このうち線腺

源も次第に大きくなりつつある︒

昨年九月ワルシャワで開かれた

聞允状況と放射線化守聞允の問

そして応用研究よりも棊礎研究に

﹁久δ硅放射三脚のκ業刈用一

題肖に閉するもの七編を総合し

討論が行なわれた︒

特に化挙工業への利用﹂には船

て一股謂演とし︑残り二十六編

菌貯蔵関係を除いた三士二編の
紹介と討論を目的としてこのセ

裁六ゴ四 編 の 誌 文 が 提 出 さ 4 ／
を個別に紬介することにした︒

▽経済腔三編11三井化学2︑日

義を次のようにのべた︒

た︒これらの論文はわか国にお

▽ワルシャワ会議にみられた各

ついで一般講演に入り

倉敷レイヨン2︑住友化学1︑

ける放射線化学の振興開発の促

立製作所−

信越化学3︑昭和電工2︑住友

進に多入の参考となると思われ

田の線源状況11東大・曲寓綾夫
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月二十八口︑粒．字

伊懸晦で竺 大量の安い放射線発生装置
三無償却として一

程を一変して新製品を生み出し︑

放射線化学が︑従来の化学処理工

痛で︑容易に開発の進まなかった

のためこれまで放射線源のコスト

べると五分の︸ぐらいで済む︒こ

外だから︑従来の加速装置にくら

メガ．ラド・♂箏当り五†銭内

H伊藤忠騒騒がダイナミトロンの代理店に一

っている︒

藤忠酋肇の発表では次のようにい

鞭辻長旧タイナミ

ン・ダイナミノクス仕と代三国契

この装置はとくに逞X用放射線源

トロンのメーカー米国ラデーシコ

約を粘んだ の で ︑ こ の 装 置 の 汁 脂
を免表した︒ダイナミトロンはまとして設計されたもので︑大きな
ったく新しい原理にもとづき︑大出力が得られる葭に特徴がある︒
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品質改蕾︑劣化防止などの新分野
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試験機︑渦毒流非破壊検査装置︑

クリープ試験装置などが設備され
るはずで︑室長には中村康冶氏が

村に建設する﹁原子力総合研究所﹂

る︒また東急が川崎市に︑第一原

武山にトリガー2型の建設を︑東

に宮川竹馬氏︵社長︶新社長に申
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モ
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休会明け国会に提出する原子
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工研究費がある︒加工研究は主と

の濃縮ウラン型発電炉導入につい

▽

三日︶

発電研究会︵仮称︶を設け︑米国

て本格的な検討を始める︒これに

解悟検査技衛開発室新設

増額さ瀧施製錬費

このほか原子馬料試験所の加
ぎながらもまだフリーディスカノ
ションをやっている︒原子力局て

は一月二十七臼の原子力委員会
に︑地元の意向をきいてつくった

よると三†六年末まてに炉の型や
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古河篭工︑冨士雌機についで︑三
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聞

力

もっとも実用といっても︑いま
ども大いに期待されようと︒

業だが︑鉱業︑紙・パルプ工業な

一：﹁一

曹一：曹

︑

へ

たのは︑いうまでもなく透過型

型と透過吸収型があり︑前述し

とり︑除漬機︑圧搾部︑乾燥部

程をへて︑いろいろな不純分を

水機で水分を抜き︑きらに数工

イボ塔をとおって漂白され︑脱

リが厚いので窓のようにコンクリ

検出器が白埴されている︵コンク

ず︑上方と下方に︑二つ︑線源と

っているか︑外からのぞくことも

も高圧でもないので︑中がどうな

ない︒さらに︑この貯糟は高温で

際の調節ができなくなる︶うまく

の流れからいうと︵途中で故障の

で︑液面計は一つではまにあわ一理屈としてはよくとも実隊の工程

！

れを一方の検出器でキャソチし︑

径が大きく︑壁の厚さが二癒以

だ︒散乱型は測定する容盟の頁

の壁に穴があけられ︑そこにうめ

！

これを検出してリレー接点を開閉

光沢機をとおって︑立派な紙と

ｳれるので︶することとなる︒こ

するわけで︑容易に液面の位置を
下の揚合に利用される︒照射源

できる︒どうしてもアイソトープ

はかることができることになる︒

こまれている︶︒上方に液面があ

としては︑一般にコバルト六〇

がれば︑上方の検出器が︑下方に

が使われ︑ガンマ線が主体であ

なって巻取機に巻きとられ︑必

そして篭子回路部の蓑面のとりつ

要に応じて︑断戴機や巻戦機に

けられ指示計では︑早出器で検出
行く︒

液面計でないと駄目たというわけ

るが︑囚容液の比重が水のよう
〃

液面が下れば下方の検出器が検出

さされるガンマ線強度が指示され
〃

ころ︑この計盟には批判的です﹂

〃

ではない︒そんなことでいまのと

〃

けられる前述の﹁来晒貯槽﹂で

プがはめこまれ︑正常なときは上

この工程は大きくいって二つに分 御盤の 部には上中下三つのラン

未晒貯梅に利用

〃

し︑これが隣の棟にある中央制御

〃

定性能が期待できないが︑測定

定範囲の広いものは︑あまり測

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

同じ製紙会社ても十条製紙では二

れないがと前置きして︑たとえば

て製造工程もちがい同日に論じら

メーカー側の意見では会社によっ

放射線取扱者が

〃

とだという︒

れらの検討は︑まだこれからのこ

面測定も︑十数刀所で必要で︑そ

程には︑多くのタンクがあり︑液

ないかといい︑だが︑この製造工

腐食性の密蔽谷器の液面測定では

プ液面計の妙味は︑高温︑高圧︑

という︒そしてやはりアイソトー

室に連絡される︒中央制御室の制

いられることもある︒一般に測

に小さい揚戸は︑速中性子が用
〃

憩いものであれば︑線源と検出器

るわけだ︒もし測定するタンクが

る︒︵上の写翼は上下に二っっけ

〃

て成功している例もある︒むしろ

け︑康料の送りを完全に自動化し

問題はいまの放射線取扱主任者試

悪く︑上隈下臥をオーバーした場

節したのでは︑うまくいかない揚

いかという︒

験がむずかしいのがネソクではな

近くこの試験も緩和されて液面計

含が多い︒位置をつけかえようと

合︑それから原料の送りこみを調

﹁どうも装躍のとりつけた位置が 酸化塩素漂白塔に液面計をとりつ

実用化の悶題点

〃

かきびしい︒

〃

〃

躁長の意見はつぎのようになかな

〃

〃

みなく行なうためだ︒だから︑こ

〃

〃

の未晒貯櫓にどのくらい原料があ
るか︑つねに把握する必要がでて
くる︒足りなけれは前段のピノチ
をあげ︑多ければピンチを下げる
わけだ︒この高二塁のパルプの液
面測定に︑アイソトープ利用の液

〃

面計を使用したわけだ︒
〃

るし︑二十四時間作業︑このため

の立場からやさしくなる動きもあ

や厚み計の取扱いはRIの普及

居ながら調節
宋晒貯槽は高さ†駁︑直径五麟

い︒また位置をかえて︑原料の出

に︑仕事をとめるわけにはいかな

〃

の円筒状のコンクリートの巨大な

思っているが︑かなりの金もかか

にされ︑耳翼器で煮られる︒さ

投●だ︒コンクリートの壁の厚み

﹁＝一

二＝¶

﹁11

で開健︑原産側から連絡事項を説

月五目午後⁝晦一二十分原産会議室

明したのち︑次の発爵があった︒

について一その特徴一︵理研召

①第一回原子力研究総合発表会

大宮町︵茨城︶で講演会
茨城原子力開発協議会が
茨城原子力開発協議会では二月三
日︑ガンマーフィールドの設置が
予足されている茨城県那珂郡大宮
町︵会揚は現在の小場実悪の小学
校︶で午後二時から︑原研の蒔木敏

ンマーフィールドについての講演

﹂

保健物理学﹂

〜

▽特別資料﹁臨界超過事故と

入を非難▽ソ連の原子力事情

ル︑保険分野へのAECの侵

を検討▽米原子力保険プー

フォーラム︑濃縮ウラン価格

展▽米AECの決算報告▽米

▽米ソの原子力協力計画の進

IAEAへ濃縮ウランを要請

︻主要内容︼フィンランド︑

原子力海外購偶︵鴫月号︶

開発協議会︑発足︒

合研究装置マ原産汝城原子力

倉手▽東芝のトーラス型核融

設▽原電東海発電所︑建設に

研︑廃棄物処理の二装置を新

長期副画の問題点を摘出▽原

学術会議︑原子力蓮池研究の

東芝の教育炉試作に補助金▽

繭査団の報告君概要▽日立︑

︻主要内容︼核鰍料検査技術

原子力国内囁藩︵︸月号︶

いう︒

り︑これからが本当の仕事ですと

らに幾工程をへて︑高濃度の液

一一一一

入の調節も︑白動制御にすれば︑

体となって﹁職掌貯櫓レに入る︒

胃：＝

瀬栄一︶②原竃東海発寵所につ
いて一その建設讃工︑丞戸連絡
所の新設等一︵原翫本村書貞︶

③原子力発電研究の長期計画に

会を開き︑その利用︑とくに安全

議の及川甲子郎技冨をまねき︑ガ

男保健物理郎長︑農林水産技術会

ウム等一︵学術会議阿耶正路︶

性などについてくわしい請をきい

ついて一その問題点︑シンポジ

終って原子力楠自問逃特別法貝三

た︒議節会の後で懇談会をひらき︑
こまかい質疑応答なとあったが︑

従茉員補綴閾題専門部会主査金沢

原子力補償問題研究報告芽につい

約二頁五二名の聴衆はきわめて執

良雄氏が︑最近とりまとめられた

て︑従業員補償問題を中心として

心に︑しずかに耳をかたむけた︒

の工業利嗣﹂﹁石になった河﹂が
上映され︑茨城原子力開発協議会
は︑会揚で同会議が作ったガンマ

ンフレノトを配った︒

ーフィールドの概要についてのパ

㌧小

サ

茜こ

篤

冨

．ξ構︐

b

蔭

︑

︑

ず

辱

︑

㌃

︑

月

、

は二十膨ある︒高さ十綴もあるの

原子力事情連
絡懇談会︵二月目

畠齢：

第八回原子力事情連絡懇談会は二
二一雪一

る労作が発表されるのであるか
ら︑この中に芽生えている発見

9一＝＝

なお同日は映画﹁アイソトープ

の説明があった
その甲で同氏は放射線障4．同の認定

や創意は︑たとえどんなにささ
やかなものであっても︑すくす

の聞題︑その補償の問題などを︑

くわしく述べ︑最後に被会保障制

一二一需

調した︒

会者ならびに当路の要人に望み

くと育つよう澁情と拍手とを参

一一一嘗一

二一＝●︐

たい︒

一隔冊一胴

岩瀬栄︻︶

度の確立が︑ぜひ必要であると強

一一一一

︵理研主任研究員
二：層

﹁

〜

φ

！

それから堺索培︑アルカリ塔︑ハ

機で皮をむかれ︑破片機で破片

材は︑鋸で分断されると︑皮剥

主要な順序をいうと︑パルプ木

続化︑自動化されている︒

にかけられるまで︑ほとんどが連

くパルプ木材が紙になって断載機

製紙の製造工程は︑いうまでもな

んに現場を案四される︒

う︒まず液面計の取扱者︑藤代さ

力課の吉沢課長に話をきいてみよ

液面計を利用している︒同工場動

戸川工場がアイソトープを使った

さて︑東京近辺では︑本州製紙江

製紙の製造工程

の逆ならば下の赤ランプがつく仕

を上下二つつけれはよいことにな

一＝＝

を調節できるわけだ︒

ろぼろの高濃度のパルプは︑どん

上にあがれは︑上の赤ランプ︑こ

二一隔一

出されていくわけである︒これは

ことが可能た︒

申のランプ︵白色︶︑液面が必要以

一P＝一

この計器が動きだしてからちょう

組で︑制創盤をにらんでいれば︑

程に関係なく蒸煮器で煮られたぼ

曹一一＝

ど一年近くになるというが︑柴田

居ながらにして︑原料の送りこみ

前段と後段にである︒後段の工

瞬＝＝

至近貯櫓によって︑後段工程を休

こで調節して後段の工程に適当に

ぐらいまで︑液面の上下を知

；：臼

前段が故障して停止したときでも

どんこの未晒貯槽にためられ︑こ

範囲のせまいものは︑○・三︑ゾ

一一﹁

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

に線原がある︶

﹁
二一＝

4

＝一瞬

主翼婁
二一一一

二■一暫

液面計には厚み計と同じく散乱

一＝：

ので﹁話し放し﹂︑﹁聞き放し﹂に

の刊行が本隼は取止めとなった

なる恐れがないとはいえない︒

味の眼をみはる余力煮必ずしも

騨一＝﹁

〜番

一〆

帽

、

激

ズ謬

辮

恥

ぐ

、

・

も収録し、ますます充実した原子：力解弓鳴の決定版です。

h

られた検出器︑反対側の同じ位置

一＝口
＝＝＝

冒＝一ρ

汚

情などは最新のデータによって書き改め、該融会反応の説明を

P

胤

．重版墨来〃

全面的に改訂し、なかでも発電炉を中心とした各国の原子力事

ヂ

盈−液面計の活躍
アノソト！プを利用した疲面謡の
のところ一工場あたり一︑二台

なかなか問題も多い
出現は︑従来測定がむずかしかっ

○・三ミリの精度

ノ

がせいぜいで︑多分に現場実験

グ

的な意昧も強いが︑日本レーヨ

二一：

9二一厘

マ

毒

甫嶺約600頁上製本箱入

ガ

た高温︑商比下や︑酸やアルカリ

︻ガンマ線液面検出器の原理︼こ

この液面計の原理は︑厚み副と同

部なとからなる︵これが自動制御

と遮蔽容器︑検出器︑電子管回路

じで歪極簡単だ︒構成は放射線源

メーカー側の語によれば︑ガンマ

る例もある︒

など腐食穏液休なとの液伽劃走を

〃

ンの午台工場のように三†台も

〃

可能にし︑これは家た自動制御の

〃

臼力な鼠器となっている︒
〃

の液晦刮が一工蜴で使われてい

〃

二百台か実用化

〃

線孜臨検繊搬は︑すでに規格化︑

れる︶︒別項の図にあるように︑

の総合には︑幽冥制御系に連絡さ

1旧佃三†三年の五山台︑三†
ってから︑いろいろな情報を毅合 んご急確度にこれが各産業に普及

一＝一一

測定しようとするタンクの外側に

二一＝F

線掠と検出麗とを固定して取りつ

＝@

しようという︒もっとも普及する

一＝＝

可能性をもつ加州は︑なんといっ

﹁＝一一 二＝細謹

および原子力技術者の養成計画

﹁＝一謄

については︑それぞれ総合講演

ロ一＝一

いぐまで真蟄な討議のやりとり

るので急所をはずさずに納得の

が行なわれ︑また昨年派遣され

を入れてもらう時機も過ぎてい

をしていただきたい︒

よいよ俳優ののびやかな独自の

@ 冒一毛＝

してみると︑アイソトープを使っ

二一一層

た液面註は︑自画全国の工場で︑

；一謄一

け︑液面がA面に通過すると︑透

瓢

＝＝﹁

ても︑高温︑高圧の密蔽谷器︵タ

一：＝

二百台前後が集際に利用されてい

一曹﹁

過するガンマ線は急激に変化︵吸

冒胃＝

ンク︶を多く所有する合成化学工

二

るようだ︒

替

演技に接する期待の現われとい

由来わが国では闇米の文献の

消化には異常な熱意を傾ける

た核燃料海外凋査団からは︑帰
困報告が聞かれることになって

が︑これに心身をねち込むため

炉化学︑炉材科︑該燃料︑資
源︑探鉱︑プラズマ︑核物理︑

いるので︑浅呑の三日聞の盛況

隔＝哺

か︑自国の仲之同士の巣績に興

プログラムの編成上︑シンポ

ているが︑その他の論文の発表

曹二＝

い︒磨墨二百七†九編にものぼ

十分野もっているとはいえな
は十分といえないまでもややゆ

ジウムとしてあつかった論文に

が今から眼に浮ぶ︒

炉物理︑炉工学および計測制御

ｴ子力繍矧発表会に望む

聞き放し は困る

射線障害︑放射性廃棄物処理お

原子力発電︑舶用原子炉︑放

今年も梅の便りにさきがけて えよう︒
⁝ 二刀十一日から三日闇︑集取神
田の≠土会朗で原．†刀委員会︑

日本学術会議︑日本原子力研究
所︑原予燃料公往︑日本原子力
産栄会議の五機闘の後援で︑国
内の閃辻二十八学協会を網催し
て︑腺チ力研究の成果が允表さ

は時間が短かいので︑囚容によ

とりのある発表時聞が蒙るされ
に開する研究の発表は︑二百四

っては発明な発表がむずかしか

よび原子炉の安全匪について︑

十︸編に達し︑このうち核燃料︑

れる︒日本字術会議の風入りで

核物理についての論文が最も多

三†八重の誌文を中心として討

﹁原子力シンポジウム﹂ が 昨 年 議 か 展 聞 さ れ る ︒ コ ー ル ダ ー ホ

過去三回にわたって開億された

冒一＝−

い︒なお材料試験炉についての ろうし︑これについての公祇な

一一＝一

ール改畏型原子炉の導入詳可を

F＝

藏本原．†二字会の誕生を機とし

一一＝謄

討議︑適切な批判の余裕もない

P＝F

世界の現況と︑わが国の力策︑

一凹＝

めぐって昨年鋭い批判的態度を

；：一

てこれにバトンタノチされ﹁原

﹂一＝

ことであろう︒加えて例蕉と異

瞬一一一一

放射線化学による特異反応︑放

︐一︻＝

示した関連科学者はここに再び

曹曹冊＝

世

審

子力研究紛合発表会﹂と改称さ

一＝＝

乱

瓢蔦曜日諏縄

籍

鋤製論幽譲畔脳愉

口q噛
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袋ち、
面

蟹澱

だきたいという念願から、むずかしい核物理の知識がなくても原子力がわかるよう

ρ

魔30露お申込み幡羅また【譲藁会議騨部へ

B6判120頁各頁写真入定価

内外の原子力開発の沿革と現況の展望は本書で／

，も〜八

〆

、

刊行日本原子力産業会議護羅舗騒覆甥無論

野都響芝田盤1の晶藤本原子力産業会議羅轟羅

原子力読：本は、日本原子力産業会議が国民一人残らずに原子力の知識をもっていた

A5判8ボ2段

現状に即してますます充実した

近

㌦

一

撫甑赫計
窓暑
一一7線〕里度

曜

なって論文を集大成した報文集
讐︒一︐齢刷一＝

﹄

斗

版

…収

射線医学︑放射性岡位体の利用

︐二二．こ

苓

騨

一一

討論の場を与兀られたことにな

一＝︐

嬉

年

鼈黶

れたわけである︒黒衣から台調

ひ

35

昭

口一

γ

嶋
，

四41の半ばが八﹁台︑ことしに入 量κ化の段階に入ったといい︑こ

乏

︾ピ

h

@

81口
0111

L

〆

子
昭和35嚢三2簿5∈∋

ガンマ線液面検出器の原理図
タ／ク

（∠7」

第「33弩
第三種郵便物認司

新
業
産
原

6

噂

に写真や図解をたくさん入れて読みやすく解説したものです。こんど現状に即して

可

、

昌

1部7円（送料不要，

ヤ

婆﹀︑試

≧

賎壽

纈

蕊芦

轟講

漢

広い分野を集約

腎興凄い婆一呪

讐

原子力シンポジウムを発展的に改組した﹁第一回
をとり︑研究発表とシンポジウムに分け︑総数二

研究に関する分野から︑なるべく広く集める方針

四会場三審にわたる討論
原子力研究総合発表会﹂は︑二月十一日から＝一日

間延へ約三千四買名出席︑榮京神田学士会館にA 宮七十九編の論文をとりあげた︒しかし﹁アイソ

日本原子力学会など二十八学協会其筋︑日本原子
こととし︑一応発表の対象から除外した︒

吐の機会があった分野については総合講演で補う

BCD四会場を設けて開催された︒この発表会は トープ会議﹂﹁放射線化学討論会﹂など︑他に嘘

力産業会議など五機関の後援で開いたが︑原子力
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的探査法について︑原研と原燃の

頃・

わが国の麩料サノクルのあり方に

研究者が三年にわたって共同研究

雛難撫

発表会は学会︑後援団体などの代
轟が諄箋叢離墾篇搬議一癖論鑛
表者十六名の運営委貝会︵委員長
瀬藤象二氏︶で企画し︑応募論文
は三十二名の論文選考委員会︵委
員長武田栄一氏︶で選考した︒応

馨簸鍵灘

募論文二百九十八編は︑大学関係
のものが︑他の機関との共同研究

ボ卵︑！

黛漁β与筆鍵

編︑その他は主として工業会社か

聯

もふくめて四十八編︑原研七十五

らのもので百七十玉里である︒

第闘騒の発表⁝
第一日十一日は午前九時からA会
場で開会式を行ない︑東大学長茅
誠司︑原子力委貴鎌継寛九郎両氏
のあいさつ︑論文選考委員長武田
栄一氏の選考経過報告があった︒

︵瀬藤象二氏︶と放射線化学︵岡

ついでA会場では技術者養成訓練

村誠三氏︶についでの総含講演と
発飽と燃料サイクル︑原子炉安全
性︑放射線障害対策の三部門につ

いてシンポジウムを行なったほ

ついて︑一つの示唆を与えたもの

か︑BCD三会場でも該物理︑炉
鱒霧雪形霧務霧ノ
原子力研究総合発表会は︑武田論

であろう︒

ラン︑またはその間接な徴候を探

の到底達し得ない程度の微弱なウ

の適切な運用によれは︑放射能法

した成果が発去された︒この方法

にレベルが上がっており︑具体的

Ψこの日C会場では︑原燃倫本

文選考委員長の話によると︑全体

な砺究の多くなったことが目だっ

幸一氏らから東海製錬所の操業実

象として取り上げられなかったウ

のうち︑これまであまり考察の対

各方画から注目されていたものた

エキサー法による工業化の成否は

る研究の成果か明らかにされた︒

り微小値域まで換足する能力のあ

無を︑放日天法よりも的確に︑よ

曝しながら︑その付近の異常の有

東電の発電炉地下格納観究など

発表会に話題拾う

ったもの二︑三を拾ってみる一︒ 績が紹介されて︑過去一年にわた

たというが︑その中から話題とな

Ψ第一日目シンポジウムで︑原
研の下川純一氏は﹁気体拡散方式
ワラン濃縮に函旧る技術的・経済
的知見輪と題する研究を発表した︒

ラン濃縮工場に関するものだが︑

これは燧料サイクルに関する施設

臼本て低濃縮ウランを生産すれは

ることが明らかにされた︒

物処理﹂で京大の筒両天尊氏らが

Ψ第二日のシンポジウム﹁廃棄

けに︑原燃の成功は聞くものに毒

︾D会揚ではウラン鉱床の化学
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A会場で閉会式を行なった︒

等

新宮委員長瀬藤象＝氏の閉会の辞

約千百名︒

謹撰〜 匁孝

高温プラズマ七
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二十

発理事岡部邦生︑三菱縦子力工

業常務前原達︻︑住友原子力工

業専務高洲紀雄︑日立製作所専

務駒井健一郎︑日本原子力鎌継

常務内吉閑寅太郎︑富士砲機製

▽監懸

p放射線研究の総合

発表を合同で討議

代装者会議は日本学術会議放射線

文部省科学研究費放射線総合研究

七︑八両日午前九時三十分から︑

影響調査特別委員会と︑二月二十

噸

東京上野公園の学術会議講堂で合
同会議を開く︒

分︑廃簗物処理サブグループニ十

ブグループニ十五日午後一時三十

日午後一時三十分︑撚欝再処理サ

館︑化学工学サプグループニ十29

よ︐甥︐u

う湾慮すべきであるというもので

窟願奮艶
原子動力講習会二月講習
日から二十六日まで

二十六日午後

ロ
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ゆ会場︵同︶原子炉材料〜一︑

⁝展示場を特設⁝

また会場三階に︑原子力に閲する

考資料などの展示場を特設した︒

機器︑燃料︑材料︑実物見本︑参

出品社は次のとおり︒

所︑理学電機︑三菱原子力工業

倉電気︑日立製作所︑島津製作

炉動特性五︑BWR動特性＝ 大阪金属工業︑原研︑原盤

東海原子力懇
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希望をいれてフィソション・チェ

談会の役員

理甥︑監購もきまる

▽常任理顕

が赤外吸収スペクトルで結命状態

にこれを適用する場含には︑わが

原則的には同意見であるが︑実際

定性︑耐震性があって発施用原子

経済特別硫究会

六日午後一時三十分︑冶金グルー

・プニ十九日午後一時
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C会場︵同︶BWR一一︑計算

B会場︵同︶炉工学一〇

D会場︵岡︶核燃料二六

ンポジウム︒その他の三会場では

を映写した︒

計切目顔・灘認騨罰■齪．調黙

二型㎝一二

A︑
会場︵研究発表︶炉起動一二︑
C会場︵同︶PWR︑HWR六

試傑六

︽会場︵シンポジウム︶原子力 ののち米国大使館提供の封切り映
神戸工業︑荏原製作所︑昭和電
画﹁ORN﹂のRI生産設備﹂﹁シ工︑望洋ジルコニウム︑日本原
船三︑廃棄物処理一七
子力事業︑東京芝浦電気︑石川
B会場︵研究発表︶コールダー ソビングポート原子力発電所の近
島亟工業︑日本カーボン︑日本
製鋼所︑日本無線医籍学研︑大

型原子炉一〇︑炉理論一Q︑炉 況﹂を上映した︒この日の参加者

コード五︑炉化学六

加者は四会場を通じて約千三百名

⁝第三日の発表⁝

炉理論︑PWH︑HWR︑計測︑

A会場︵シンポジウム︶11数字 核燃料その他についての研究発表

と主催者側では見ている︒

なお午後五時三十分野らA会場で 最終日十三日はA会場で総含講演

は発表引数11発電・燃料サイク があった︒参加者一千名︒

後R工の利用︵山蘭文男氏︶があつ

午前材料試験炉︵菊池正士氏︶午

ル三︑安全性五︑陳害対策一〇

．鯛腿

﹁N
発表を終り︑午後四時三＋分から

﹁AN﹂の燃料要素加工設備﹂﹁O ったほか︑四会場とも残余の研究

大使館の好意による封切り映画

懇親会を開いて約颪名出席︑米図

炉物理一一︑動特性六

B会場︵研究発表︶核物理六︑

C会場︵同︶核燃料二八

齪昌韻榊

RX原子炉︵カナダ︶の修理状況﹂

D会場︵同︶二戸探鉱八︑炉化 MREの燃料取り換え状況﹂

学一九

⁝第二騒の発表⁝
第二日は四会場とも午前九時開
会︑A会場では午前燃料調査団報
告︵高木昇氏︶︑午後放射線医学
︵都築正男氏︶の総合講演のほか

齪■

原子力船︑廃棄物処理に関するシ

七機出社に野禽内定

ンバi︑中性子検出器の試作など
の用途についても︑今年度からと

東海原子刀懇談会はさる二月三日

くに使用が認められることになっ
ている︒なお本物質は政府が米国

発会式をあげて発足したが︑決定

原産で申講あっせん
途の中から︑原子力業では七機尉

から入手して使用者に賃貸するこ

特殊核惣興

日米原子力協定で日本が米国から

社十四用途をとりあげて︑最終的

ノ

入手できることになっている高濃

継電社長安川第五郎

した役員は次のとおり︒

致︑原電常務吉田悌二郎

▽会畏

とになるものであり︑またとくに

いてはその三訂︑危険性に応じた

▽理悪

原研理事久布白兼
特別の使用規則が適用されること

の報告3を審議︑ζれを了承した︒

東灘常務吉田確太︑電

になるはずである．

ウラン一一三三︑プルトニウムにつ

な使胴申請を求めることになり︑

総理大臣の諮問機関である放射線

近く首相に具串翻熊鰯

産業界関係分については︑業界の

している︒

関心について申請書の提出を依頼

きたので︑原産では目下上記七機

そのとりまとめを原産に依頼して

縮の研究用特殊核物質ーウランニ
三二を百草︑ウフンニ三三を十翠︑

プルトニウムは特定用途をふくめ

て二百六＋管一の配分について
は︑さきに原子力委員会のきめた
配分方法にもとづいて︑原子力局
で具葦屋配分方法を固めており︑
ア
それにもとづいて︑近く米国と物

質入手の細目交渉に入る︒しかし
配分総堰が前記のように少懸であ

は解散する︒

なおこの報告3は昨年八月二十八

の変化を追跡するなどの方法によ

業なとの研究所から発表された︑

炉を格納するに適当な条件を備え

蒔三＋分

中田金市

審議会︵会長都築正男氏︶は︑二

造常務伊沢信賢︑運輸技研所長

月五日東窟丸の内の東京会館で総

さらに字句などを修正したうえ︑

は核物理︑核工学方面に重点をお

る︒これで一CRP勧告特別部会 常任理事橋本浦之助
会を開き︑ICRP勧告特別部会

るため︑原子力委貫会では︑今回

いて配分する方針である︒

長塚本意南氏から捉出された﹁放

発表した廃液の濃縮に在来の蒸発

り︑くわしく検討した総合的なも

の地下格納についての検討は興味

二酸化ウランの製造中︑隈ウラン

ている︒しかも氏の計算例では地

愚子動力研究会放射線修学サ
ブグル；プニ十三日午後一時三十
分︑物理サプグループ同上砂防会

藍

原総理蝋纈島陞︑原産
産業界の分については︑一昨年末

附線防護委員会の勧告について﹂

意見として総理大臣に提出され

予定調査に対して回笛してきた用

原産を通じて行なった本物質使用

法の代りにイオン交換膜確解広を

の審談成果で︑内容は勧告に対し

日第五回総会で行なわれた蝦告媛

適用しようとする研究は︑製塩法

ある発表であった︒岩盤内の地黒

酸アンモンの沈澱︑焙焼︑遠元工

はほぼ同額であったというもの︒

上球形格納容器と地下格納建設費

国の実情に適した搭置を講ずるよ
のである︒

電上野忠男氏の︑わが国の地勢の

Ψ第三日B会場で発表された乗

ですでに成功しているものの応用

コスト筒になるのを︑その三分の

で︑これまての蒸発法がきわめて

うえ工業規模で実用化できること

蜜には耐圧性︑耐熱性︑耐衝撃

一から四分の一に低下させ︑その 特殊性を考慮した︑発電用原子炉

のない︑注函される研究である︒

を明示しており︑外国にもまた例

W三菱原子力工業︑三菱金属工 世︑気密水密盤︑放射線蔽性︑安

の研究があった︒これは彪子顕微

程で起る粒子の移行を調へた一連
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︑ ける変化︑自血病︑アイソトープ

する最近の医学等の諸種の診断技

前述したとおりである︒現行法の

球数などでは把握し得ないことは

察してみよう︒・

．

成︑確保︑放射線障害の診断︑治

う道をひらいておかなければ︑科

下では補償はあくまでも隔晩を必

等の擾取による臓器の変化・病
術を考慮し︑総合的に判断を行な

要とするものについて行なわれて

変︑または生殖機能の変化︵特に

その障智が︵A︶療養に値するも
学的に合理性を持扇たものといえ

のほど王AEAに到離した︒第

ゼネラル︒ダイナミソク社製の

以上を紛拓すると︑現在放射線瞳

の確認が蓮華的に困難が多い疾病

性的な経過をとる疾病︑異常状態

ある特別な疾病︑とくに非常に慢

合理的てのると認められているが

害の認疋に塾して︑十分な基準が

きである︒

存在しているとはいえないのであ

える場合があり︑また診断技術と

の医師の偶人的な知識︑経験をこ

って︑適止な認定を行なうために などについては︑その診断は一般
速やかに合理的な棊藁の作成が望

異なった比質の疾病を放射線障害

ここで問題となるのは︑こうして

起るという例が考えられる︒

して何年もたった後に︑白血病が

から︑白内障が起り︑それが固疋

現われ︑それがほとんど槍櫓して

をあびた人々にまず急匿全身症が

である︒たとえば︑大量の放射線

には濠つたく質的に異なったもの

われる疾病は多種多様て︑医学的

射線の被爆という涙因によって現

一つの疾病があるわけでなく︑放

障害といっても︑そういう名称の

てある︒すなわち︑一口に放射線

の多様性︑潜行性に聞しての悶題

次に聞題となるのは︑放射線障害

る組織ないし設備が必要となる︒

専門的知諏および技術を動員でき

提となる二二的判断を行なうため

が必要であるとともに︑認定の前

て総合判断をなし得る人材の養成

ならない︒このため︑認定に当っ

の総合判断によって行なわれねは

のみならず︑その他の評議︑技術

の認定については︑広く医学全般

こうした性質の疾病が多く︑障害

することがのる︒放射線障岳には

しても諸梗の特殊な設備を必要と

ましいのであるが︑現在の科学︑

技術の水準からみて定短的な障害
の判定塾準を即座につくり出すこ

が急速に進歩発展してゆくことか

とは葬常な困難があり︑また学監

してゆかねばならぬことになるの

ら︑重氏的な基準はたたちに改醤

で︑認定という行政判断を行なう
茎準は︑現記としては︑原則的︑

定駐的な基準にとどめ︑臭休的な

の事例について下し得る認定の補

判断は︑適正な科学的判断を偶々

助機関に依頼することが合理的で

とが必蟄と思われる︒

認定に関する諸問題

にはこの紮準では不備な点が多い
ことが明らかとなった︒ここてさ

らに︑放射線障雷の持つ特色から
生ずる困難な悶題について︑検討

放射線陣警の症状の認是

月二十日から二月十七日まで二

ンド食料︑緑葉省と共催で︑一

＝
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ユーデリーで︑Rユの農業利用＝

＝

についての訓練コースが開始さ＝

れた︒

えられた︒

潔

AEAに打診している︒機関はドのR︒P．アガワラ博士に与 一﹇
目下英米ソ三岡に対し︑これら

トリカ翼型で︑燃料はいまのと

これを再発とみることになる可能

補償事由を一つとしているので︑

の場合︑原囚となる放射線被爆

陸があることてある︒放射線陸害

による場合があり︑この場合その

原囚は︑その期閥を通して一つと

みなければならなくなるのてある

の異質の疾病か放射線障害として

が︑もしかりに︑その縞果として

︑

﹄

入間が創り出した
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地上最良の名案

一括された軸朱︑再発扱い一7馬なる

十分の補償が行なわれなくなる可

潜行性をもった後発生身病に対し

能性がある︒

5，000

前記のように︑認定に当っては︑

H

噛

療︑測定技術の発達を推進する必
要があり︑これは単に労災補償関

のであること︒︵B︶放射線によ 女子の揚合︶等をも考慮しなけれ

係のみならず︑第三者たる公衆に

示す状態の軸はかなり広いものて

一般に医師の判断にまかせるのが

おり︑療養を必要とするか否かは

って起ったものであること︒︵C︶ ば︑科学的棊準としては不十分で

ある︒

正常と質宿の聞には中聞状態が存

したがってむしろ一定値の上下に

科学的に一定の騒的表示によって

をこまかく現職したとしても︑そ

幅を持たせ︑それが異常か否かは

放射線によらなくともそうした疾

れが放射線によるものであるとか

医師の判断にまっという方法に改

示すことはきわめて困難である︒

業務上起ったものてあるとかにつ

めるべきであろう︒

病は起り得るので︑症状そのもの

いては︑別途に立証しなければな

第三に︑血球の測定方法につい
て︑この通牒では連就山隠間にわ

らなくなる︒この点この通腺の基
準は︑不均衡であり︑不備である

たって採血し：・と︑単一期闘に

生理的条件の鑑筈によろ変動が大

といえる︒

あろう︒また︑他方において同時

きいので︑そうした動的変化を考

行なうようになっているが︑血球

不合理を含んでいる︒もちろんこ

慮し︑判定するような方法が考慮

以上︑現行認疋規準に関しての間

第二に︵A︶の疾病の程度の基準

の基準の作成については︑当時労

されてよいものと思われる︒いず

の変化は個人差︑季節差︑口悪︑

働省が日本医学放射線学会に草間

れにせよ︑血球変化のみで放射障

より合理的な墓準を作成するため

に︑科学・技術の進歩に並行して

して得た答申に星ついて行なった

題貞を考察したのであるが︑とく

審議対気を設置し検討してゆくこ

もので︑昭和二十七年当時におい

いし︑また低い方の棊準のみを設

ては医学的に合理的な基Wであっ 害の全盤を判断することはできな

定することができない︒医学的に

定していたのでは︑自血病等を判

は︑血疲比興︑白血球や赤血球の状

学的特色からみて︑認冗を行なう
害に関する知兄の進歩をみた現在

態異希︑血小板の変化︑ヘモグ形
ロビン値︑ヘマトクリット値︑出

基藁には多くの鞠題点を含んでい
る︒

においては︑医学的にみてもこの

学等の発辻にともない︑放射線傷

たが︑その後における放射線防護

に放射緑障害の持つ医学的・生物

の内容についても︑多くの矛盾と

の考懸の下に慎璽に定められるへ

ない︒認定の基準はそうした諸種

対する原子力災告補選︑あるいは

業務上起ったものであることが必

m

放射線防護およひ衛生面に関連し

次に︑血孜の変化をbって︑陳冨

的て︑医学的に症状を規定できれ

在し︑また櫃壮丁による正常︑異
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口本原子力雌業会議は︑昨年来︑原産原子力補近目題特別委員
会繊弱員補償問題専門鄙会によって検討を続けてきた﹁原子力

補償問題研究根引註−従呆員禰償問題を中心として﹂を︑こ
ても︑その募豊田前提条件となる

とすることは︑体質なとの個入差

はあるが︵B︶︑︵C︶については 球数が︑いくら以下は庫害である

︵A︶についての規定 の基準とする場へ口︑赤血球数︑白血

ので聖訓である︒

四︑放射線ほ法補導に関する合理
基埠が示されているとはいい得な
や︑測定の誤左等を考慮すれは︑

望まれる︒

射線障害補償をめぐる学術︑制度

的認疋基準の作成審議をはじめ放

かえ一ノて不合理である︒生物体の

のほととりまとめたが︑二月十七臼︑これにもとづいて︑原子

解釈上︑対症療法としてとられる
い︒通常︑磁心性疾懲のあるもの

また治療方法の選択についても︑

措置が︑療養補償の対象から除外
は︑その隊学的症杁がかなり特異

る︒

得るものもあるが︑放射線陣㌫に

百四十七号通牒は︑放射線障害に

常の偏僑の軸はかなり大きいのて

研究︑建議︑答申なとを行なう機

いては︑まず労基法第七十五条に

ついては︑その症状は非特異的で

関を設置し︑体制の整備に当るこ

⁝

とが必要てあろう︒

行なうためには︑墓与薬条件とい
して︑医学︑放射線防護袈員の養

認定︑あるいは補償を適正十分に

されることのないよう留意を要す

政策など基本的問題の全般につ

力関係従職員に対する補憤休制の川棚を早急に促進するよう関
係各方面に要望することになった︒研究報告酵にあげられた問
題点はつぎのとおりであるか︑とくに実際の現場で閏月となる

．

への方向を示唆するものとして注

﹁認定﹈についてその検討内牲を抄録した︒
ρ

補償体制の問題点
目される︒

害が潜和性︑多様性を有すること

ﾚ郷認冗基準はX務上︑放射 三︑冶勧・再発の認定は放射線障

線により生した疾晒で︑それが川

認罵疋基推†

よって︵1︶その瞳害が療養を必

現行の
わが国の現行労災補償ま制の下で

補償事曲には不合理
は︑その障害が業務上︑放射線に
関する認足の一般的基準として璽

︵2︶その阻害が業務上の箏由に 要である︒

要とする程度のものであること︒

が療喪を必安とすることなとを︑

より生じた疾病であり︑その疾病

この通牒によると︑第︸に労働者
がラジウム放射線︑エソクス線そ
の他窪窪の放射性物質による有害

いる︒

放射線に曝される策務に従事して

よるものてあることがあげられて

放射線障害については︑同法第七

いるか︑またはしたことがあり︑

補償解由として認定しなけれはな

十五条をうけて同法施行規則第三

第二に起った障害がその放射線の
作用によるものであると認められ

十五条第四弓に﹁ラジウム放射線

第三にその障害がこの通牒に示さ

紫外線︑エソクス線およびその他

らないのてあるが︑放射線障署は
業務と疾病︑ないし放射線と疾病
の間の囚果関係の立証がきわめて
困雌な場合があり︑単に医学的診

の技術や知w誠を必要とし︑これら の有害放射線による疾病﹂は命令

れている程度︑すなわち︵亙︶上

断たけでなく︑放射線防護学など

で定める業務上の疾病てあるとし

皮癌︑詳記等の傷害を起している

の尊門的知議の総合判断に基づい
ている︒

か︵璽︶宋梢血液中の赤血球︑白
血球の数が︑常時示されている値

︵B︶放射線によっているか否 以下となった場会に放射線障害と

︵A︶業扮上起ったものか否か︑

の補償事由として︑その障害が︑

以上の規疋によって︑放射線瞳害

て認定を下す必要がある︒
しかし︑この場含︑科学的弼断と︑

行政行為としての詔旨とは一応別
個のものであることを認識してお
く必要がある︒すなわち︑行政行

してみよう︒

通毎同一原因に基づく同︸疾病が

血時間および凝固時間︑骨髄の変

時間を巽にして現われた場合には

化等の血液学的諸嬰索を加味し︑

行の認定茎準にあげられている血

さらに皮属科学︑眼科学︑生殖器 放射線瞳急の認定については︑現

して︑皮膚の症状および血液の変

および内分泌学︑悪性新生物に関

まず︑放射線障害の診断麸準と

か︑

現行認定蓋華に関する問題点

る︒当然のことながら︑眼球にお

化たけをとりあげている点であ

︵C︶療養を必要とするか否 して補償されることになる︒

れた鼠走擁者が︑法規に定められ

為としての認定は︑法律で定めら

かを認定することを必要とする︒

ここで︑現行認足基準としての経

＝

＝

という概念で一括している場合︑

た基準に従って︑法律に基づき補

穴第五百七十七号通牒について考

である︒またIAEλは同国に 話し合いを行なった︒

の豊科の価格等敗冗条件につき＝

対し臨界笑験装雑用燃料の鵬入

ころアメリカから送られる模様

フィンランドとオンストリ

R一利用の教膏コース

アに原子炉と燃料の擾助

の合計は約三万が絹当のもの︒

これらの認定を下すための基準と

仏︑一AEAに電子器械を

定した︒

寄付

{年度低開発国援助きめる靱習癖強斎驚

輪謙あるとの諏同徐兀

ソ連は一〇％濃稲ウランを提供

▽IAEAはフィンランド政についてあっせんしているが︑ IAEA︑ユネスコ︑それとイ ＝ か長期閥に少磁つつ累積した精果

発電受取に対する援助などを決

して︑労働省の通牒があるが︑昭

断を行なうものであって︑科学的︑

＝

ﾍ︑①フィンランドとオ！スト
リア政府からの濃縮ウラン入手

S棊準規定の華本問題③機関か

鼠匠A︑理事会開く

イーンて理饗会︒主な討議事項 ▽フランス政府から機関に寄贈府に対し研究炉一基と︑それに

＝▽肩＋二日から二＋二日︑ウ

馴月の理譲会の主な討議囁項

償を行なうに適当か否かの価値判

技術的な知識はその前提をなすも

を煎祝するあまり︑医師の診断が

＝

＝

要望について②機関の保健︑安

U

二便は三月ごろの予足で︑機羅

雪
される原子力関係電子盟械の驚 必要な燃料︵二〇％濃縮ウラ の研究炉︵五MW︶用燃料︵九 薩究奨励貰インドへ
ら提供される核物質と他の援助
Iか
AEA交流︑訓練副画の一つ 瓢 ことになると︑現行法の下ては療
一便として︑ガイガi計数管そ ン︶の購入について援助を行な ○％濃縮ウラン︶をIAEA
＝ がエ和利用以外の使用を防止す
る保証手続④加盟各国への技術
の他低放射能㎡数管一式が︑こうことをきめた︒研究炉は解団ら購入する際の条件について一 として最40の研究奨励艮がイン ＝ 養期聞に制限規定があるために︑

﹁豚

隠

＝援助規定箸であったが︑フィン
ランド︑オーストリアの原子力

忌

碧

雫

、

、

獺を必要とてFることを補償箏由と

して認疋するのに科字的にみても

不合理︑不十分であり︑只依的事例

によって個々に判断をするほかは
ないが︑改二一障∴が挿々の特色

を織する べ か ろ 製 製 か つ 困 難 な 問
題を生じ︑迅速︑適臣な認疋が行
なわれな︵なる可能性が大きい︒
これが解決のためには︑医学︑放
射線防護などの各分野の科学技術
の忠門灘浜識の参加ぷ得て︑合理
的な公止な認︑几を行ない︑被災従

X員の保誕に欠くることなきよう

するため︑認 此柘旧卒補佐する箒

査議員会制性誉開けるとともに︑

化懸想助 け る F 段 と し て 個 人 並 び
に環現の記討を整備丁ることが必
要での．⇔︑

二︑現豹法上坦篇三隔年の療蛋重

継を経過 し た 後 は ︑ 打 切 補 償 を 行
なうことにより︑療生論評をはじ
め︑すべての補慣磐劃切ることが
てきるとされているが︑放射線随
害として現われる疾病には︑難沿

性︑反覆性を為するものがあり︑
三力年以上の長期療嚢を要するこ

・

つき︑なんらかの納罎がのぞまれ

ととなるので︑療画期問の延錠に

る︒

がそのまま認定行為となるもので

延kについては︑延k部分の財 のではあるが︑科学技術上の判定

源︑延kした場合の補償の内谷︑

検討を要する問題があることは諭

そのまま認定行為てあるとの錯覚

ないのである︒従来︑医学的知識

をまたないが︑すでに先進諸国で

をいだき︑突二上医師に過当な費

使用者の賞任の限髭など︑慎亜な

は治鷺まての補俊をhなっている

忙ないし権限を課する傾向がない
とはいえず︑放射線障害の覧σ㈹定が

例もあり︑また最近わが国でも賄

喪期閥延kの砦別錯置をとってい

高度の科学技術の助けを塗装とす
ろことから︑こうした誰解か一層

るいわゆるけい肺特別保護法の改

廃に停なって︑労働石災γ葡償保

大きくなるおそれがある︒

放射線障署の認定の現状

陵法を改塗して︑一般に長期療尭
を肇す．⇔扶病につき︑治物までの

随ドLをうけた場合の補償質臨につ

現行のわが労災補償法制において

うことが考慮され

︑

，
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局首脳部と懇談した︒

し︑十五日は原子力局を訪塗して

κ

い︑均一健全な性能のウラン棒を

この方法によれば︑寸法精度のよ

題は︑その後もさしたる進展を見

O

嘩− 舞㌔一
︾

︑

ゼ蒔毒誕島翼︑翼垂・無窓

彦輩耗弓ノ匿糧

した︒

ントとして活躍しており︑スイ

ス法人ウエスチングハウス・イ

集については前路に艦載したが︑
締め切りは今月末日である︒

田宮氏十一日痩英

国立遺伝研究所長戸原均氏を原子

力委員に任命する件につき︑衆議

れぞれ承認した︒

駒形氏古河電T︻顧問に

の顧間に就任した︒

理事長駒形作次氏は古河電気工業

R一研修所で
研修生募集

締め切りは凶月十五日

では︑いま第十七回と第十八回の

基礎課程研修生を募集している︒

締め切りは共に四月十五日︒研修

期間は五月九日から六目四日まて

と︑懇懇二十日から七月十六日ま

いが︑大学初級程度の物理学︑化

でとである︒応募資格に制限はな

学の講義を即解てきる程度の基礎

要である︒

欝欝研究所見学旅費千円程圧が必

各回とも一万＝千円だが︑ほかに

知識は必要である︒なお受講料は

館科学技術アタノシェとして︑二

は村田浩氏のあとを受け在英大便

原子力局政策課長補佐田宮茂文氏

前原研

院は二月二日︑参議院は十日︑そ

パワー社会長︒元AEC事務総

ンターナショナル・アトミノク・

米国フォーラムの国際聞題委員長

長︒

同じく会議所て新凹田者の研究発

原研のラシオアイソトープ研修所

K・D・ニコルズ氏が三月一日置

藤華氏デンマークに

日本原子力産栄会議ては二月十五

表があり︑既報五畿からそれぞれ

木原氏を国会承認

月十一日午後十一時羽田から渡英

産の月例懇談会で﹁米国の原子力

記する︒同氏はさる三十二年一月

なお十六日は午後一時三十分から
の現状﹂と題して講演したほか︑

末フォーラム理事として来訪︑原

工業的に生産できるので︑外国技
神田学士会館で凹本原子力学会の
同年五月の日米合同会議にも出席

茨城総合大繭に医学部のないの

せていない︒原子力局では一応専

①放射性医薬品i原子炉から病

射線化学部会◇五日︵金︶国内弊

子力懇談会発会式◇四日︵木4放

無害にするものて︑国産第一月の

処理すると同時に︑燃焼廃ガスを
︵読売・九日︶

捉携認可にふみきるものと注目さ

安全特別研究会幹事会

誌繽{︶

住友原子力コ業株式

会佳は二月テ日東京支社︵支祉長・

◇講社開設

の八︑新住友

常務塩沢信濃氏︶を次に開設し
千代田区丸の内

た︒

一塾露一

浦知︵O︒︒︒︒一︶九；二

技術庁て︑科学授術に対する一

れる︒

目から成る改定意見を提出する︒

一昨年十︸月成約した酌ア産にく これにはとくに︑近い将来の原子

装置になる︒

般の関心を高めるために行なう

荒日ジュネーブの欧州原子力

︵日経・ユーロ︶

○

0

もの▽一午日には全国から血百

東芝では九日︑放医研の高エ

ネルギー医占用放射線発生装躍

研究所本部で︑二百五十億面子ボ

名ほとの優秀な工員技術者たち

原副 にウラン鋼藩

︵三千百万電子ボルト・ベータト

ルトのエネルギーを発生てきる︑

を招いて︑中曽根長官かろ表彰

講 ㌃︑華西盛災難鷺︾き歪︑

滋穣〜

︑

潅震〜叢書篭髪

！

弓「

謬︑

代科学工業館に︑原子力関係の展

理解 倉大博覧会﹂を開くが︑その特設近

示場を設ける︒小愈博は予算五億
術を導入することなく︑国産一号

しているので︑こんどが三回目の

既報カナダ原子力公社運転部の噴

は遺憾である︒腺子力医学には

門部会答申をそのま豪法文化し︑

ロン︶を受注したと発表した︒こ

が行なわれた︒これはプロトン・

世界最大の原子破壌紫置の完成式

財団もいよいよ三月十五日には

するというW日本科学技術振興

乃

ズ浄

ヨウブ四枚をつくり︑平易

百平

重題に関する講演会﹂で講演︑十

主催する﹁重水動力炉開発上の崇

水炉研究者F・W・ギルバート氏

宋知の分野がきわめて広く︑原

主として大蔵当局と事務的な祈衝

は四千五百万円︑明春一月完成の

れは世界水堕のもので︑受注価格

士怨望ナタから六・六トン
力船時代到来を見越して︑海洋汚

シンクロトンといい︑加盟十三力

発足する見込みなので︑財団手

始めの事災としてこれが手がけ

られることになるもようだ︒

冨⑪蟹《》⑪

万

させようとする計画もある︒

八千万円で︑延べ四万六千二

でなく︑原応のコールダーホール

炉周燃料棒の生産ができるばかり

来日である︒

た結果︑きわめて高温で押し出し

子力による災害︑安全性の研究︑

をしているが︑相当なへだたりが

染に関する国際とりきめの締結な

予定︒最高三千四百万電子ボルト

で︑プロトンを毎秒二十九万九千

国の六年にわたる共同研究の成果

︵ロイター11朝日・六日︶

磯心

、

譲

原産や塾金では旅疲れしたセント

込む計劇︒

ネルも階き換えて平易にするなど

の現況と躍進する近代工業を紹介

方綴の建物で︑北九州璽工茉地帯

七︑十八の両日は原研東海研究所

加工するガンマ押し出し法に成功

十六日は学会で講演

は十日羽田へ

いるが︑その後酸化の防止︑型と

九月初めウィーンで聞く予定のI

るアルファ押し出し法に成功して

時羽田着で来日した︒インドから

AEAとユネスコ奨催の﹁物理科の︒加盟七十力国から五百名の科

ク政府の会議誘致で変更されたも

の帰途︑菊池原研理事kの招待で

から十七日までコペンハーゲンで

日午前十一時︑会議歪に最近帰国

事業経過

画会︑放射線化学部ヘム線届測定分

の留学先に関する発表があった︒

◇二日︵火︶原子動力研究会機械

科会︑経済特別研究会幹事会◇十

映画会も開く

なおこの会議に提出する論文の募

学および産栄におけるRIの利用 学者が出席の予走︒

は︑旅程を畢めて二月十日置後六

放射能の探究なとには医学的部

あるので︑ハイクラスによる早急
らべて二月九日遅糊したカナダ産

ど六項目を勧告する方針てある︒

を出し︑二T四時間連続運転がで

富士亀機は英国のGECとのきる︒︵日経︒十日︶

︵日経・九日︶

○

カナダのコンソリデーテノト は三十六％も安く︑きらに今月末

︵月︶原子力海外留学蔭懇談会映

原子力海外留学者懇談会では二月

調査小グループ会議◇三日︵水︶

子力映画会を開催した︒出塁約五

グループ文献選定小委員会︑災害

した原子力関係海外留学者四十九

力三主︑原子力局の局長︑次長︑

課長︑原子力留学者懇談会幹事な

ども列席︒主催者側から原産橋本

あいさつがあり︑来賓として有沢︑

院へ②医療用研究原子炉③遠隔

会︑同経済陀調査分科会︑襲海原

放射線化学三会Fp開発健進分科 日︵水︶象海懸子力懇談会役員会︑

兼璽両原子力委員︑法貫原子力局

照射療法と近接照射療法④放射

情編簗幹事会︑原子力肇情建絡懇
談会︑原子力海外留学者懇談会翔

十名︑上映映画は次のとおり︒

次長のあいさつがあり︑伏見阪大

性沃素一13⑤人休における竃 集会畿︑原子力補償聞題特別委員

騙一一一一一署一﹁﹁﹄■一一輔一一網目−臨嗣げ騨一一一一一7﹄一一■嘱一一一一〜

会従芙員補償閾題専門部会◇八日

教授により乾杯を行ない懇談にう

常任理事︑藤田原留懇代表寝撃の

八日午後二時から原産会隣室で原

名を招いて歓迎会を開いた︒原子

原留懇弓鋸離塁難鋸

一日から十四日までは関西に旅行 開催することになった︒デンマー

炉に関する意兄を交換するが︑十

原研を41心にして︑関係者と聯水 に関する国際会議﹂は︑九月六日

立ち寄ったもの︒ほぼ一週閲滞在︑

したのである︒

の潤滑︑材料温度に関して研究し

勇多パ

讐−

噂

離放射線の作用
μ一一騨−陶一一櫛＝冒＝

つった︒なお午後﹇壁ご十分から

ビル囚︑電話︵孤︶二二一一
◇電話番号変更 日東理化学研究

一一庸一一一＝〜一一一＝■一階Zの一闘

門によって扉明されるものも少

な結論が望まれている︒

契約する米国産はやや不純物も多

変更した︒

所に設置する放射性固形廃棄物処

子力発電所︑原子燃料再処理工場

ので︑近くインドが行なう厩舎力
うという︒

力して参加する方針をきめ︑この

︵日経・十日︶

た米国ウエスターン︒ニュークリ

0

などから出てくる放射性固形物を

随騨一一一一Z暫一一一一噌＝7生恥﹄一一一一＝一一﹁11﹄＝一下一騨■︐

環享声轟

月間︑ロンドンで開く国際海箏露

猷証して容積を減らし︑経済的に

所は二月十四日︑電詰番号を次に

ア社から︑三崎思商事の扱いで入

旨通産省首脳部に申し入れた︒通

政府は五月十七日から一カ 発電所の国際入札に︑GECと協理装薩を完成した︒この装置は原
荷する二鋳は︑二月末までに到濟

産省でもわが国初の原子力技術の

なくない︒政艀は茨城県に︑原

0

いが半値に近い︒これは当分続く

早く予算措置を講ずるよう切璽

のほど茨城県東海村の原子力研究

O

㌦

ソ

屯 き 蕪章

誌¥五日か
ら二十蔓日ま

いろいろ努力しているほか︑新し

改良型発心炉の貝取糖岡産化につ

の陳列品をすっかり手入れし︑パ

＋一日は休
い原子炉の安全性︑RIの利用︑ 福岡県小倉而では三月二十日から
し︑産業交通の振興に役だてよう
を訪問する︒

で八日間︵二

日︶松坂屋に

約ニカ月︑同市勝山公園に﹁市制
いても︑捜術的な墓礎が得られた

恋倉大博覧会でも

開く名古屋甫
日本のウラン鉱脈︑わが国の原子

ことになるといっている︒

原子力関係の展示

の﹁原子力
とする企画である︒

嘩㍉糖ゴこ︑ゼ垂馬

現在原子力︑金融のコンサルタ

六〇周年理念・伸びゆく北九州小

へ

！

力施設などが一目てわかる大ビ

会﹂では︑十

棒も﹄幽産砒
Z友金属工業ガンマ押し出し法に成功

住友金属工業では二月五日︑この
ほと獣料極のガン▽押し出しに成

艦℃一

ギルバート氏

平和利用展胞

燃一料

K・D・ニコル
ズ氏も三月に

鯉口とト六口
の両日は講三

会と映画の会
も開く︒会場
は両方とも松
坂屋ホール︑

講幽会は毎日

縮9晴

難

譲

て酸化しやすく︑型と焼きつきや

為効である︒しかしウランは高温

が︑その製造には熱間押し拙しが

アルミニウムの雪覆をしたものだ

さ約九†膨の天然ウラン丸棒に︑

の燃料要索は︑直径二・五彦︑長

現在東海村に建設されている同炉

炉用の燃料棒試作に成功した︒

同年秋には鍛造法による国産一号

年初めウラン鋳塊の製造に成功︑

加工に関する研究を続け︑三十三

の補助金で︑ウランの溶解鋳造と

十︸欝欝から交付されている政府

年︑年齢数千万円の研究費と︑三

子力工業の構成仕であり︑ここ数

一回︑映画の 功したと発表した︒同社は住友原

会は二回ずつ

開くが︑このほか会場内の稲設紺
では会期中毎日数回︑オートスラ
イド﹁私たらの原子力﹂一〜壬漸
をヒ映する︒

く︑丁疋であるほか︑映嘲も原イ力

講激会の講肺は史項から餉威を招

委員会允幽 の ﹁ 川 本 の 原 干 力 ﹂
や︑湶．劣に聞係ある開脚と実益
をかはたもの冷♪映す・勺よう︑い
束関係占の間で遺定している︒
門展覧会は既服のように︑日本原．†

力平和利川県金のセノト杓白三十
八を土台に︑日荏︐逗船︑石川劫重
丁の両腺．勢力船襖型︑束芝のマニ

でに押し出し加工を笑施している

要てある︒このため︑欧米にはす

C瓜験研先援閉の特朋ち加出品 範附があるので︑特別な技術が必

ュプレーターなと民間柳窪︑大 すいばかりでなく︑脆化する温度

物て構成す．勺が︑地元側の四韻引

．﹄動明7︑︑も麟

低撮で押し出し加工する︑いわゆ

住友金属工業ては昨年褒︑比較的

要たとされていた︒

で︑技術導入には多頷の費用が必

国もあるが︑秘密にされているの

力で新作のドレスデン原．r力発屯

所大鎧型や各団似子力発川開允踊
量 ︶匿
模型︑その他の参考品に大学︑会

＝﹄踵噛︑

ローカルカラー毎ふんだんに盛り

社︑関係機関などの出品も配して

︑鴫％％：

轟璽奪

定のための国際会議に︑四十九項

研︑原継︑原鉱︑原子刀階業の

・デニソン社かう原燃に送られた

ものと見られ︑原子力発亀には有

難黙難

営主催の﹁海上人命安全条約﹂改
の予定である︒

箔施設がますま写増設される情

イエローケーキ六・六トンが︑九日

原子力撰害賠儂保障法制定問 ○ 叢近国際的にウランの優さが

勢を考え︑茨城大学に原．†力関

午後一時束海製伽所に到製した︒

りが激しく︑原燃の調べによると

創設の急務に膚眼して︑一日も

係の医学的研究施設たる医学部

医学部設置要塾蕨盤
さきに文櫓︑蕨相︑科学技術庁長

冨︑原産会k︑その他関係筋に︑

茨城総合臓乳訓練所に原子力中堅

技術補助者餐成を日的とする原子

力工業科設置の要qトを規出した腺

κ茨城原．†力開発協議会では︑こ

のほど蒸しあて先に﹁汲城山学に

放射程論破rを中心とする医学部設

置についての要望﹂﹁ガンマフイ

ルド謎置にともなう地域骸備に関
すろ要頃出 ﹁橘鱈振電化促旭につ

このうち医戸部の設置に閃する要

いての要望﹂を提出した︒

聞で︑東南アジアの原子力市場を

日立製作所日立工場では︑こ ヂという驚異的な速さにできる︒

同社が独占するとりきめをした
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除子力開尭が久用段階にはいるにつれ︑柚子力関係特詐が産︑湘界の大きな関心の的となってい

る︒原産ではこのような産芙界の要望に答えるため︑近く︵三月中旬︶原子力資料として﹁原子力

︵本号は原子炉関係︑次

夢
→

子炉で加熱し︑これを部分的に膨
る︒

▽原子炉模凝装置︵特公昭三四−

〆

した︒

ランは別として国産炉設計の立場

▽原子炉反応時間測定装置の較正

〇・東京大学総長︑権利取得︶

公昭三四一七〇三二・シー︑エー︑

クリュー用タービンを動かし︑こ

三︸二八︒三＝︸九および＝＝三

れを原子炉中で熱交換した後再循

脹して前記加圧用タービンを動か

日立製作所︶

環きせている︒船舶用原子炉とし

し︑さらに残りのエネルギーでス

▽原子炉写料棒支持装置︵特上昭

▽原子炉制御棒または安全榛保持

▽原子炉制御棒または安全ダンパ

三四一七五二四・日立製作所︶

装躍︵特公昭三四−七六九四・日

ー装置︵特輯昭三四一七六九三・

▽原子炉内ガスシール装置︵特公

立製作所︶

ては最初のものであり今後のなり

公昭三四f七八八八・神戸工業︶

等に用いられる信号発生装置︵特

ーー英︶

発電用ガス冷却型原子炉における

昭三四i七五二五・日立製作所︶

パーソンズ︑エンド︑コンパニi から興味あるこころみである︒

の︒

冷却用ガス循環ポンプに関するも

▽原子炉燃料要素君脱装置︵特公

︵特公昭三四一七〇三

▽原子炉

︑︑

ゆきが注目される︒

る傾向にあるが︑現在までのもの

また︑最近燃料要素関係が多くな

燃料費粟関係

この二つは噂磁石を用いる制御棒

▽アイソトープトレーンにおける

▽原子炉燃料権保持装置

昭三四一七五二六・日立製作所︶

プラグおよびサンプルコンテナー

▽蒸気高揚装置の改良︵特選昭三

料の出し入れ装置︒

昭三三−九二三・英国原子力公社・

︵特公

ける燃料棒の冷却磐を二通にし︑

▽核反応装置の燃料素子

外壁の上下に小孔を設けて重水を

高濃縮ウランを燃料に用いる場合

権利取得︶

を列記する︒

▽原子炉のアイソトープ製造用装

四一九九三九・ゼネラル︑エレク

五七・石川島重工︶

置︵特公昭三四i七六九〇および

小孔を通して二重壁間を循環させ

原子炉の実験用水平孔に設けた試

リミテノド

一七六九一︒石川島重工︶

天然ウランー重水型原子炉にお

職工︶

︵特公昭三四一八〇四〇・新一二菱 挿入引抜装置︵特公昭三四一九〇

▽液体の減速材を廉いる原子炉

︵特公 操作機構に関するものである︒

不均暫原子炉における冷却媒体の

八︒日立製作所︶

この四つの特許は不均質原子炉の
獣料棒を中心とした炉心栂造に関

昭三四−七八九〇・日立製作所︶

器︵特公昭三四−七二九五・スト

▽二個の加圧容器を連山する連結
特詐︑使用中照射されて劣化した
している︒

流通機構を改摩している︒

て減速剤の温度上界を防いでいる
ラチャン︑アンド︑ヘンシヨー︑

不均質型原子炉の加圧容器と︑燃

英︶

料用加圧装入機との運結を有利に

に事故による爆発の危険等を除き

▽中性子およびガンマ線を利用す

うるようにした︒燃料を管状につ

る反応装置︵特公昭三四−二二〇

トリノク社

この作動媒質に︑表面熱交換器内

ている︒従来のよくこの壁間にア

ガス冷却型発電用原子炉の塾交換

タービンを通る回路を描き︑かっ

原子炉中に設けられた実験用水平

ルゴンガス等を預して黙絶縁する

炉心タンクを二隔壁とし︑冷却用

出して轡料管からの漏れを発見す
ることを娑旨とし︑この樽の原子
炉における基本的なものである︒
▽核反応装殿内で加熱されるガス

状作動媒塾の回路を備えた熱動力

ソシャ︑ウイス︑アクチェンゲゼ

装置︵特公昭三四−九〇四二︒エ

エー︑パーツン

壌するので燃料の一部が落下す

塾せられると内部被覆がさきに崩

▽原子炉燃料要素︵特公昭三三−

る︒

五五二五・日立製作所・権制取得︶

そこなうことなく︑熱による燃料

に空隙を残すようにし︑熱伝達を

燃料体に溝を設けて被覆物との間

このほか︑原子炉とは臨接闘係は

▽原子核反応曲用燃料裳素︵特公

体の変形の応力を緩和している︒

に聾するものである︒

知する場合の冷却体取り出し機構

ために冷却用流体を取り出して検

子炉の燃料要素の欠陥を検知する

ガスまたは液体を冷却体とする原

ス︑エンド︑コンパニー1一英︶

〇八二・シー︑

▽核反応装置︵特公昭一二四一一〇

英︶

孔にアルミニウム製の試料収容球

四・エノソリサーチ︑エンド︑エン

▽原子炉︵特公昭三四−七三二九

ジニアリング社丹米・権利取得︶

させる︒

で︑独が中聞執運搬体から与えら

ルコニウム等で︑内表面をバナジ

くり︑外表面をタ︑．ノグステン︑ジ

れる執動力装置︵特公昭三二i一

装蹟に関するもので二箪圧力サイ

・日立製作所︶

子力解職会︶

用いる加圧水型動力炉の燃料棒を

職水を燃料捧周囲の冷却管と二璽

ウム︑クロム等で被覆し︑過度に

不便さを除くことができる︒

いわゆる﹁ケミカル・パイル﹂と
作機構に関するものである︒

置︵特公昭三四−八九四七・仏原

を供給および排出するに適した操

〇一一二・アクチエンゲゼルシャ
亟水による炉心部冷却機梅の改畏
▽原子炉炉心タンク︵特公昭三四

▽気体冷却用原子炉用漏洩検出装

▽動力車原子炉︵特公昭三四〜七

クル方式が採溺されている︒

して大きな注目をあびている有機

スイス・権利取得︶
一七六九二・日立製作所﹀

合には執中性子が邪魔になるので
複数本々の群にわけて配蹟し︑各

簿現する冷却用気体の放射舵を検

五二三・三菱竃機︶濃縮ウランを

離用鱒︑有機物減速炉も公告

カドミウム等を用いて勲中性子を

必要なデータ⁝を原子炉に類似し

ないが原子炉の設計や操作に当り
ルシャフトーースイス︶

三水を二重壁間の他の部分を通っ

クトリノク社11米︶

昭三四一一九六二・ゼネラルエレ

壁閤の一部を通って循環︑減速用

ようにした発明に次の四件があ

た機極を貫いて知ることができる

群毎にそれぞれ独立せる冷却液体

で︑ヘリウム冷却体を圧縮して原

船舶推進用の原イ炉に関するもの

用の通路を設けることによって黙

てそれぞれ別々に箔環させること

させている︒

によって炉心の二曲設備を簡単に

︵以下次暑︶

出力をあげるとともに炉心の否積

はつかまえたのであろうか︑ま
たか︑ということがきめ手とな

たか否か︑どのくらい被爆し 放射線を︑果してそのGM管

性能検査があるわけでもなく︑

たこの測定器も権威による定期

でも食ってなけれはならぬとい

る︒しかし被爆と発病とが時

遷に依存するとしても︑カスミ

うわけで︑労災保険法の公正迅

ムバソジが感光してないとか︑

本人の不注意たとか︑等々不愉

ゴ

考えれば車体検査をうけない自
レじ

間的につながる場合はまだよい

ガ

速の趣旨とは︑はるかにちがい

しフもどせリ

快なやりとりが︑会社と第三者

ミ

動車が︑横行したり︑無検査の

ニ

が︑放射線障害の遅発性反覆性
ヒ

機敏器で商品を売貿しているよ

うギ

からすれは︑長年月経過後の発

ロユ

豪た会社にとっても︑労働者に

病とか︑転退職後の発病の可能

ロヨ

とっても︑労災法や基準法の意

し

とか労組とか一もちろん当人

味がなくなってくる︒他の産業

うなものである︒したがって単

ことは︑危険であるといわねは

に依濁して業務上外を判聾する

純に紙に書いてある測定値が︑

職揚に昔の被爆の資料がある
ろうが︑同じ法律の下で︑まる

れないのではないか︑これだけ

たたちに正しいものとはいいき

にこのような例が多くあるであ 件が多く︑その場含果してその

いものであろうか︑現場調査の

であろうか︑それが果して正し

業務上の疾病の疑いあるものと

で次元のちがう世界の出庫事の

際被爆当時の現場を正しく認識

ているであろうか︑この場合立

あっても︑訂正する能力をもっ

迅速に︑認定することであって︑

期待するところはこの辺を公正

専門家による審査委員会に︑

ならぬ︒

できるであろうか︑また病床に

ような事態が放射線薩業には︑

証は会社側のワンサイドに進め

ある労働者がその資料に異議が
請に︑協力しましょうという意

があるのである︒

起っており︑今後も起る可能性

ことになれは︑期待に反するこ

もし厳島とか︑遅延とかという

定技術の確立普及と焦眉の急を

最後に真実をそのま濠写す測

とになる︒

もって︑願うものである︒

目盛を読むだけの場合が多い︒

は︑現実には単純にゲージ上の

この大切な放射線量の測定

られることになる︒

こで労災の申請書が監瞥署に提

獲の問題よりまず一歩先んじて

味しか普通はないのである︒そ

地維灘甥雑輩懇

して︑労災保険による給付の聖

業務上と認めても︑これは単に

に

いる︒かくしてようやく会社が

は病臥中一の間に行なわれて

身カ月以上にわたって．フィル

一

▽原子炉制御装置︵特公昭三四一

ζ

を小さくするのがねらい︒濃縮ウ

ガンマ線にかえ︑反応効率を向上

曳

の反応を原子炉申で行なわせる場

化学反応に適した原子炉︑この種

ディエン
発電炉に関するもので︑原子炉か
らエネルギーをうけたガス伏執媒
体によリタービンを動かすための
循環系におけるガス媒体圧力の自
動調節を主眼としている︒

s一〇八四・ウエスチングハウ

▽気密封饗竜門ポンプ︵特公昭三

加仕水型原子炉の密封系液体循玲

取得︶

ス︑エレクトリンク批11米・権利

注目の牝学用原子炉

フト︑フユア︑テクニノシエスツ

一個の圧縮器と少なくとも一個の るための設備も設けている︒

ボリフェニルを精製し︑再使用す

も進めつつあり︑これも近く刊行の見とおしである︒

懇懇十一月末現在で原子力関係の
特蹴出脚件数は︑すてに千四百三

円にのぼる︒とくに注臣される点

は︑このうちの五百九十五件慣外

旧からの出納によって占められて
いることである︒このなかには︑

実用化は十箪以上もあとたろうと
いわれている核触合反応開係が二

あり︑わが国の原ヂ力市場に対す

十数作︵亭部外国からのものノも

るさかんな先進諸国の甑歓が感
せられる︒また︑これらの出願に
対して︑審査が終了したものは︑

わずかに三酉五＋一件︵うち外国

からのものは七＋三件︶にすぎ
ず︑ほとんどは︑今後に残さ撃て
いる︒

．原子炉関係⁝

▽ガス状作動販体が︑少なくとも

号は原チ炉材料︑放射線関鎌︶なお原産では国内編と同時に原子力関係特許国隣編刊行の準備

＝百件の原子力特詐の装点を︑全部門にわたって抜粋し紹介しよう︒

関係特評要覧︵国内粛︶﹂を刊行するが︑このなかから︑昨年十一月現在まで︑公管された約

サ

五三七七・三軸亀機︶

緊臼時に制御棒を安全かつ速かに

▽原子炉冷却装置︵特公昭三四−

落下させ得るようにしたもの︒

放射線の利用が進むにつれ︑

その弊魯として放射線緯害が次

第にクローズアンプされてき

発生は大きな災警をひき起す可

た︒従来世間はこの産業の事故

能性あるものとして︑その予防︑

対策等に相嶺の開心を示して
いたようであるが︑職場で発生
する国威病としての放射線障寄
については︑比較的無知無関心
のなかに放置し︑いったん発生
するや一部はセンセーショナル
一部は当芸者間で

出されるのであるが︑ここでも

ひそかに処置されるのみで︑し

に報道され︑

あまり取扱った例のないことな

われわれに迫ってくるのであ

果してその測定器は︑三種とか

義厚生課長

︸年はかかり︑結局給付を受け る︒職榮病的放射線高雄の認定

したがって認定の問題は︑療
の樹立に関心を示さなかった︒

たがって頁実の追求とか︑対策

ので︑認定の下りるまで半年や

私の見聞したこの職業病の数

は︑症状よりのきめ手があま

思わぬすき間から漏れている

線質に応じたものであろうか︑

例は︑いずれも豪ず放射線従事

ることのできるのは︑発病後一

まず本人が放射線に被爆をし

りないようである︒とすれば

︵原

者に疾病が発生し︑それが放射

年や二年たった後ということに

￠

中村宏﹀

なり︑病人はこの間治療費は健

爵

︾

線障害すなわち業務上の疾病で
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有機物減速冷却反射型原子炉︵特
五六四二・日立製作所︒権利取得︶

不均質炉において各燃料捧を冷却
する流体の流れを︑複数区域に区
分して︑各区域の流体の汚染を別
別に監視し︑一部の燃料棒に破損
があっても︑その小区域のみを検

けることができる︒

知するたけで速かに破損部を晃つ

▽原子炉内タンク挿脱装蹄︵特公
昭三四−五九二五・日立製作所︶

▽原子炉内で円いる実験容盟の安
全な挿脱凌置︒
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として来日︑月例懇談会で講演訥

3月母日 K・D・ニコルズ氏を迎え

日本原子刀産業会議では︑米フ

した︒ついで同年五月日米合同ん

曾呈

︐︐も豊9覧・ノ・噂瘤

ド

へ

原産は国内的民聞団体てはある

．享

雲霧工

ブ髪罫漏・駆・

・辱爵一隅驚−一

一階老

三菱ファンテグラフ型粒子加速器

蜜養麺薯渉・．饗義羅響蓑・蓑隻︑護哩曇争黛轟

れるなど︑広範な特権と便宜が与
えられている︒

國の関連機関とは鉛接な連絡をは

が︑米フォーラムを初め︑海外諸

特に重要な要素になっているQし

かり︑業務内容からも国際協力は

たがって國際原子力機關に関して

にもとづいて︑政府の同意を得た

も︑より強力な提撲を行なう方針

日本生産性本部から米凶に派遣丁

る︑既報﹁原子力関辿機器専門視

二月十日

察団﹂一行︑団長明地舎研究所長

午後十時三十分羽田発の日航機で

草野光男氏ら十二名は︑

この視察団は︑日本の原子力関連

撮発することになった︒

機器工業の斑立に役立てるため︑

学ぶべき生産の方法や︑導入の必

現有の技術のうえに︑さらにその

要ある技術について米国の原子力

するものてある︒

関連機器工業を視察調査しようと

スコに重言︑約五週閥各地をまわ

十日羽田発︑十一日サンフランシ

り︑四月十四日ワシントンで解散

る

照射子
原放原

源線燃

設計形
㈱設成

攣

午後十時半羽田から

関連機器視察
団は十日渡米

ことになったものてある︒
AECの燃料政策i濃縮ウラン酒

蝋
心
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驍謔､要望している︒
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①補償の前提となる認定を迅速

・竃

適正に行なうために︑認定権者

璽5・＝f覧ζ＝

なお本委員会の委員は産業界と関

零し得るような方策を講ず悉こ
と︒

②放射線障害には長期療養を要
するものがあるので︑現行三瀬

講ずること︒

年の療養期間につき延長措置を

③その他︑補価内容を充実する
ため手続き上不備︑不足のない
よう留意すると共に︑医学︑放

放射線障害の診断︑治療︑測定

射線防護関係要員の獲成・確保︑

技術の翠蓋など棊礎的条件の艶

する予定てある︒

安川氏講渡英

圏本松氏は十八日先登

原電社長安川第五郎氏は︑英国原

子力公社と発芽炉の燃料購入に関

鼓︑．

《

｝

期計画を検討する方針であるので
原産でもこの機会に︑産業界の立
場から今後の開発についての考え
を十分に検討し︑国の方針に反映
させるため︑特別委二会を設ける
ものである︒

ォーラム隠蟹聞題委員長︑元A

議に出席したので︑今回は三
蟹EC餌務総長K．D︒ニコル会ズ

原子力産業醐発特別委員会は︑前
提条件や茎本方針の決定と総合調

︐㌦．

係者かb︑部会委員は産業界の関

を補佐する専門家による審査委

りまとめる︒

係者に委嘱し︑学界︑官界にも参

員会制度を設けるとともに︑価

学的な特色から児て︑現行の補償

入ならびに作業環境の記録を整

加を要謂する︒

日本清子力産業会議では二月十七日︑原子力関係従業貝の放射線

措罎では不合理︑不†分な点があ

出を考慮すること︒

④以上の諸問題を解決し︑諸制
度の円滑な運営を期するため︑

放射線障害補債岳議機関の設贋
を考慮すること︒

白

イ

、

重重鍵饗．騰一

康覇繋響欝灘讐織
問難点の解決に努力
産業界独自の立場から開発計画を検討
︵民を迎えて︑三月四日午緩二時

W

︸から・東京神田学士会館講裳で 講演会は大屋原産副会長のあい轟

後六年を経たわが国の原子力開発
エネルギーと経済構迄︑金融を担

筈の藺である・

方針︑内外憶勢の分析︑法律問題︑

整にあたる本委員会の下に︑作業

獲麟原子力産︐か会議ては︑二月二十五日の無難会で﹁昭和三十五
は︑⁝応の当初計画は進み︑次の

四日来訪するが︑さきに昭和三十 の価格と供給の見通し一﹂と魑〜

析の検討を続けながら八月までに

噛﹁第二＋四望學当盤会﹂を さつで開会︑ニコルズ氏は﹁米い うえ︑この諮問的地位を申請する

年度昼菜疏画の紮木方針について﹂を決定発表した︒この全文は

応じて︑②原子力発電③原子力船

当する①総合部会のほか︑必要に篤く・駿のように氏は三且

致用炉︑放射線化学の申央機溝︑

段艘としての諸計画一二号炉︑材
る資料を収集して産業界各方面

⑨R1利用⑩保健安全ω技術者養

金観材料のホノトラポなど一がい
ろいろ提起されているので︑これ
成の各部会を設ける︒三月から四

望されている︒

具体的検討︑九月いっぱいに紛禽

月までに基本方針を決定︒情勢分

政府は内外の原子力開発の進展状

獲
旧藩

調整を終わり︑年内に報告爵をと

懸懲鰹

況とにらみ合わせて︑開発利用長

画のもとにとりまとめることが要

らを長期的視野に立って﹁つの計

核燃料⑦原子力材料劔放射線利用

次のとおりである︒

わが国が腺子力開発に着手して六
の今後の方針の樹立に資する︒

④工業用原子炉⑤試験︑研究炉⑥

年を経た今日︑動力炉等の謀計岡

特別テーマの調査研究︑相互連

①業種別懇談会の設置等により

料試験日︑舶用試験炉︑化学用炉︑

もようやく箔についたので︑いよ

刀関係要員の垂成刮画を推進曲

なお以上のような主要活動の実施

障害に対する補債体制の整備についての要望を決定︑関係方面に

る︒原子力開発の健全な発展を期

を補発し︑原子力関係従業員に対

員平野正人氏を同伴︑三月三日午

する契約要綱に調印するため︑社

ランス機でロンドンに向う︒なお

後＋一時三十分羽田発のエア︒フ

午後九時一二十分︑社員今井隆吉氏

副社長︸本松珠磯氏は二月十八日

前号原子力硬究総合発表

と羽田から先発した︒

訂正

都築正男氏は津屋旭民に訂正︒

会記事申︑放射課医学目合講演者

一時一二十分︑加速器洲究分科会三

十時︑経済性謁査分β会二日午後

日午前＋時

八日午後二時三

原子動力研究会機械グループ文
献選定小委員会
＋分

新三養重工業株式曹瀧

V二年一月にも派フォーラム理事 して講演する︒

いよ長賜的視野に立った国内開発

る︒

⑤長期的ば見通しに立って原子

議ては昭和三十五年度事業計画の

⑥国際原子力機関等との国際協

絡等昂行なう︒

立町に当り︑会貝︑学界︑官界︑

力を促進し︑とくに東南アジア

体制の合理的な硫立が切望される

国道閉係等各方面から童見をきい

については︑彼我産業界の緊密

ようになった︒日本原子力産業会

た絡果︑現段階においてわが国原

な連絡をとることに努力する︒

電動すべきてあると考えられる︒
にともない︑原子力産業会議の従

従業員障害の対策に

鞍

次のような塾本方斜にもとづいて

子力界の発展に費するためには︑

日本原子力産業会議は新年
来の業務を再検討し︑他機関との

！

提出した︒要望書の提出先は︑首稲ほか関係各大臣︑原子力委員

現行労災補償法制の不備補完が必要

長ほか各委員︑原子力局など関係各官庁︑衆参両院関係委員長︑

するため︑とくに次の諸点に留意

政党︑その他であった︒

する補償体制の整備を早急に促進

し︑当面現行労災補俊法制の不備

田宙造氏︶を発足させ︑主として

力補償問題特別委員会︵委員長岩

原子力施設によって起る第三者損

諮闘的地位を申請

必要があれば発織することもでき

各種会議に出席することができ︑

るばかりでなく︑特定の論題に鼓
して機関と協同で凋査︑研究がて
きるほか︑各種資料を殴引受けら

三月二屠

−錦鱗曲麗だいよ響・
夷藩倶楽部創立総会

燃料特別研究会三日午後二時
八日午

四出午後︸時

原子力瑠構運絡懇談会

放射鍍化学部会

後一時三十分

．
・

三菱電：穫橡式會瀧

M
へ10ノ㎞69㌧ノリ、，．噛ノ㍉

¥分︑Fp開発分科会二日午前

ド

三舞難業株鱈灘

r

原産から近く国際原子力機関に

五日の理事会で︑国際原子力機関

日本原子力産業会議では二月二十

に対し﹁非政府団体諮問的地位﹂

くその手続きをとる︒

を申請することになったので︑近

三＋四年︸月さらに従業員補償問 国際原子力機関は本来政府間の機

害の補偵閲題を検討していたが︑

関であるが︑原子力という特殊な

問題を解決し︑国隙協力を効果的

科学︑技術分野に加えて広範な諸

題専門部会へ主査金沢良雄氏︶を
設けて︑原子力関係の従業員に放

政府団体に対しても座間的な地位

一昨年の第二回総会で︑国際的非 午後一時

に推進して行く必要があるので︑

射線障㌫が発生した揚合の労災補
導の問魑について研究してきた︒
この緬果︑本紙前﹈り所報のように

を与え︑より画擾的に機関に協力

研究報告書を作成したので︑これ

目す

π

モ郷響一難職垂

記
度において次のような主要活動に
協調を密にして︑原子力三栄会議

に出置するものとする︒

の更点業務に力を集中てきるよう

力を注ぎたい︑

①原子力の開発計画を産業界独

政府の長期計
画改定に協力

自の立場から十分検品するとと
もに︑問題点卒萌らかにして︑
その解決に努力する︒

②原子力知識の漕及に力を注ぎ

日本原子力産業会議では二月十七

原産で特別委を設置

の合理的解決に資するため︑効

㎜三三嘱難論唄塗

とくに原子力施設の立地間題等

果的なPRを行なう︒

原産では昭和三十三年二月︑原子

れも︑あくまでわが国が先進讃
国の水準に追いつくための手段
である︒模倣と追随のみでは白ハ

の意味て原子力がわが国に鳶つ
口はこない︒かえって先進国の
単なる試験台か︑さもなりれば
先進讃国にとって︑よい市場と
なるにすぎない︒わが国の原子
力の研究開允利用の頃糠は︑あ
くまで原子力至本法にいう﹁自
主的﹂なものでなければならず︑

わが田に最もふさわしいもの︑

にもとづいて当面問題となる諸点

できるように決議した︒
このためこの地位を得た団体は︑

総会︑理票会︑その他機関主催の

ン

三菱原子力工業株式書雁
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を申心に︑こんど要望醗を提出し

要望書の要旨は︑放射線障警の医

たものである︒
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、
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力委員会は何を
したか︒またど
のような技術的
なことが取りあ
げられたかを説
明しているが︑

その中で次の
ようにいってい
る︒

日本は往来外揖
の知遇を取り入
れ︑これをわが
ものとして泊化
することは上論
てあった︒たし

@

で劣年報三発表した・これはにどんなこと が あ ・ た か ・ 原 子
いわゆる第三回
目の原子力白君

で︑昭和三十三

四無九月までの

年四月かう三十

わが国における

原子力研究開発
の跡を︑世界の

大勢に照らしな

がら顧み︑誤り

のない方針の確

立に参考とした

ものである︒
年報は旅．＋力平

和利用に間する

かに先追田のあ
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原子力醗

菱原子力の研究意欲は特筆に価す
るが︑発蓑形式をあまりに細分化

住友金属が大型試験片でおこなっ
ているが︑誘導加熱のかわりに抵

ンレス系の被覆管に直接二酸化ウ

しすぎた傾向がなかったか︒ステ

造に成功した︒まことに薔ばしい
ことである︒なお三菱金属は硫酸

鋳造が︑燃料公社︑古河電工によ

抗加熱方式の特徴をいかす底注式

にロータリー・スウェージング機

ラン粉末を充填し︑被覆管ととも

溶液での溶媒抽出精製︑電解還元
って試験され︑また押出成型技術

押出加工も古河刀工によって試み

化ウランかどうかについては︑簡

研究は︑生成物が果して無水二酸

討と展開とをねらった費源技研の

末をつくろうとするカナダ法の検

加圧水素還冗して二酸化ウラン粉

炭酸ウラニル溶液を触媒の存在で

は興味深い︒

で加工する三菱原子力の製産方式

の最近の進歩にもとずいて︑熱閻

湿式弗化と脱水を組合わせた無水
角器化ウランの製造を経恕する金
属ウランの精錬方式を提案し︑試

原燃〜の成長を期待
書成績を発表した︒日本法こして
られ︑健全な金属ウラン棒がえら

特筆の忙発焼結体の報告

抽出精製︑乾式水素還元と乾式弗

開発されるようにいっそうの成長
れたことは心強い︒

単に断定できないと思うが︑将来
の発展の楽しまれる研究の一つで

①凝集沈澱法の

〜

ある︒︵理研主任研究員・岩瀬栄喘︶

二︑廃液処理

はこれほどの粒成長は説明困難で

金属としては黒鉛の中性子眠射に

いてのくわしい報告であった︒非

品の症鰻掴その他の性質測定につ

内の電流分布
自己ピンチ現象による高

着剤︑高分子凝集剤の組織せによ

ン四イオンチタンが三イオン鉄︑

る除去効果︵S22︶︑水酸化チタ

ロンチウム沈殿能力が大きい︵S

三イオンアルミニウムよりもスト

23︶︑セシウム︑ストロンチウム

ノケルが有効で︑除去率九五％が

の同時除去にはフェロシアン化ニ

えられることが示された︵S24︶︒

京た汚泥の処理法としての凍紹再

融解法は︑きわめて効巣があり︑

処理コストも大規模におこなえば

汚泥容積は五％以下程度に減少し

原液一立方材当リ六十円程度にな

る見込みがある︒︵S25︶︒

②蒸発処理にフラノシュエハー

ボレータを用いた場含のDFは罐

本体で︑一〇の三乗〜一〇の律

〇の六乗〜一〇の聡慧程度にな

呂︑飛沫隊去装置をつければ一

︵東大教授・田本寛︶

作の迅速︑確実︑長寿命︑溝造簡

節附にすぐれている︒

単︑安価等の点で従来のものより

子管カメラについて

光電面から

③超高温プラズマ撮影用筒速度耀

パルスでコントロールしてごく短

の異なった部分に結はせ

時間内の各瞬間瞬間の像を蛍光面

これを普通のカメラで一

るというもの．あるゆ

枚のフィルムにうつしと

④入電流直線型放電の研

亀流を流した場合︑発生

直線状放電管内に衝撃大

するプラズマの光を特定

電気亜・鉛・金・青
墨 酸・脱銅焼鉄鉱

〕

囚

虜

小坂・花岡・概原・赤金・日正・岡山・尼崎・片上

核燃料関係者の注意をもっともひ
いたのは︑原子燃料公社東海製錬
所の操業一年の経過報告であろう
う︒現在世界のウラン精錬の本道
は︑だいたい無水四弗化ウランの
マグネシウム還元に公式化され︑

その無水四弗化ウランをつくるに

よるA一五等であり︑いずれも 化によるが︑燃料公社は米国で研
を期待する︒ウラン鋳塊から頁空

氏等によるB四二︑川合氏等に

究された塩酸俗液でのイオン交換
二酸化ウラン焼結体もすぐれた核

すぐれた成果であるといえよう︒

燃料体であり︑製産法の開発は量
要度の高い課題である︒これに関

誘導炉による熔解︑鋳造︑熱聞溝

燃料棒の試作は︑国産一号炉の纒

連して鼻詰編の論文にもられた三

型圧延成型︑熱処硬をへるウラン

純物含有量が米︑仏の規格内にお
立てと関連して原研︑古河堰工︑

による新方式の開発に乗出し︑不

ていえることは︑新しい概念や量

これらの盛れた論文の多くを通し

さ寄る優秀な金属ウラン鋳塊の製

精製︑電解還元︑湿式弗化と脱水

炉物理の理論面は多方面にわたっ
を導入して︑従来よりすっきりし

ものも少くなかったようである︒

て︑きわめて活発に進められた︒

あるいは困難な問題に本格的に取

燃料政策の重要な巌窟無料になろ

ランのコスト試算﹂は︑こんこの

基礎研究として︑ジャーテスター

っているということもあるが︑遮

蒸発と組合せて廃液処理に対して

る︵S28︶︑またイ万ン交換膜は

第二図ジュネーブ会議のソ連報文

よるエネルギー蓄積を米囲のM田 温プラズマの柱が︑ ○

璽

薇㍊彪

働一一回原子力研究総合発表会は︑既報のように︑二月十一日から十一二日まで︑東京神田の学士会

館で開催され︑猶へ三千四酉名の出席者をあつめ︑総数二百七十九綿の論文が発表された︒その発

膿z

実験的研究の立遅塩克服
︻

霧

五︑松岡上等によるB四一︑三木 は在来法では︑硝酸溶液での溶媒

表論文の分野はあまりに広範囲にわたるので︑すべての部門を網らすることはできなかったが︑

各分野の艦威に︑それぞれの部門の印象を盛りみてもらった︒

臨

国際水準の諮論文

衡
理論︑中性子スペクトルの理論︑

りくんで︑すぐれた綾論に導いて

トロンチウム九〇ーヨウ二九〇︑

これに一．ひり蒸発による処理費を大

幅に低下しうる可能性か示唆され

かなり有効に用いることができ︑

一二

について各楓雪加藁品︑無機質吸

ウム一三七︑MFP︑実際廃液 た︵S29︶などが注目された︒

ム一〇六︑セシウム一三七ーバリ

セリウム一四四ープラセオジム一

とスラリ循環型装置を用いて︑ス

度導波を海底へ放出処分するトン

ネルの鷹造︵S35︶が発表された

霧
あげてみる︒

今回の発表会で注目されたものを

と角分布

①DiD中性子のエネルギー分布とび出す蟷子を適当な偏向電圧と
超高温魚水素プラズマから︑核反

で︑等方性のはずの黄銅その他で

ィルターを仙って測走し

の波長たけの光を逝すフ

た︒これによりプラズマ

内への不純物の混入機構

になってピンチしてゆく

とプラズマ円筒がひも状

社長久留島秀三郎
小
川
栄
一

脚㌔

副社長

・

本社東京都千代田区丸の内1の1鉄鋼ピル

弩モ

事務所

た形で︑問題を解決しているか︑

究報占の三分の一近くは︑炉物理
動力炉内中性子果分布の計算︑麩

条

ほか︑放射性廃棄物の環境への放

サブミクロンエロ

四四︑ルテニウム一〇六ーロジウ

︵贈力中研・高橋興︶

なおさなければならぬような諸問
う︒

含めた原子力発篭のあり方を考え

このシンポジウムで出された﹁ウ

題を取扱ったものであった︒また

蔽関係の論文の多いのはこのため
である︒

冒

放射性廃棄物の推定量

賠撃年処理費四囲墨

このような事情にもかかわらず実
際的な問題を解こうとする意欲的

B六七﹁強制対流におけるバーン

な研究もないてはない︒たとえは

アウト﹂B六八﹁強制循環型沸騰

究﹂B七二﹁反応度事故時の燃料

炉の軸設計のパラメトリノクな研

内温度分布変化﹂などである︒着

出基準を画一に扱わず︑環境に応
の運転経過︵S26︶と︑これに纂礎 じて行なうべきであるとの提案が

幅本原子力研究所廃棄物処理場

﹁発三滝原子炉の地下格納﹂があ

想の面白いものとしては︑B五九

p棄処理

なされた︵S34︶︒そのほか
をおいたわが国における廃棄物処

理コストの試算︵S37︶︑近い将

った︒また︑時間的にまにあわず

発表をとりやめたB七〇﹁接触画

な問題であるたけに︑おしまれる

における蟻抵抗の研究﹂は茎本的

子除去の墓園的研究卒行なった懸

してくるが︑この中性子

応により中性子がとび出

のエネルギー分布と角分

った鍔塊の製造とその押出加工︑

エが三三二年度補助金により行な

も︑執サイクルで変形することが

常に小型な磁気探針︑ロ

ようにふるまうかを︑非

ような短時間内に︑どの

つは理研の三士二年度補助金によ

らの唯一の発表である︒のこる一

る広範な共同研究の報告て︑国産

ゴウスキー︒コイルで測

ことなどの重要な緒果がえられ
側とでは題流の方向が逆向きにな

定し︑放電管の中心と外
米国晶より良いため︑国産ジルカ

ジルコニウム・スポンジの純度が

の実験結果﹂﹁名大トーラスの実

る時があるという翼五山い結果を た︒また﹁誘導ピンチ形プラズマ
えた︒

国の高温プラズマについての研究

験報告﹂など注目もされる︒わが

は︑まだその緒についたばかりで

②働撃大量流放電足腰空スイソチ

撃大躍流放電用のスイノチが非常

︵東工大教授中野嚢映︶

こんこの研究に期待がもたれる︒

嚇

に重要な開題となっている︒ここ

轟・

＼儀

に報告された翼籔スイノチは︑動

超高温プラズマ発生装置ては︑衝

ロイをつくるには多少組成を改変

すべきだとしてその方向を勧告し
たもので︑従来からの神戸製鋼そ
の他の製造研究と椙まって︑ジル

響町イ国産の準備は大体整ったと

冨考

いえよう︒︵東大教授・三鵬畏穫︶

﹂

硫化鉄鉱・電気銅

▽

へ︐回の絵雛発表会で発蓑された研 すなわち中性子減速の取扱︑輸送

といわれる範囲に属し︑約七十編

︵東工大教授・鼠田栄一︶

したものである︒

も世界の一流に近づいたことを示

料サイクル︑燃焼度計算︑BWR いることであって︑わが国の水準

的研究か多数発表された︒これら

にのぼる発表が行なわれた︒これ

かりでなく︑質においてもいちじ
のうちとくに注罠された論文は安

動特性解析等にわたって︑炉物理

るしい進歩の跡がうかがわれるも

藤氏等によるB九︑柱木氏のBヨ

らの発表は単に澱が多いというば

のであった︒以下実験と理論の両

意欲曲な実罵藩究
的なものから執的なものに︑だん

注目さ肌た増殖炉の将票

務
るが︑その一ってある納伝達の理

だん実用上の問題に︑移りつつあ

な基本的な研究にとり組めないわ

論計算と実験との照合などのよう

％

面か・ウ注日きれた発表のいくつか
をひろいあげてみる︒

まず︑炉物理に関する実験の発表
についていえば︑いままで一︑二
の報告はあったにしても︑非常に
立ろ遅れていた実験的研究が︑今
回ようやく堀当数まとまって顔を

出してきたこと に 注 魁 さ れ る ︒ B
ところわが国には工学的な試験研

炉工学の研究といっても︑いまの

けだ︒

れ︑昭和四十年にはその処理雌か

果︑実験に用いたO・九マイクロ・

ソルの除製法の一つとして︑ス

今回の発表会の論文をみても︑そ
論文た︒

年間四憶円にも達することが示唆

アンペア程度の粒子では効果がな

の生成雄の推定︵S36︶が報告さ チーム下脹クタによるDOP微粒

がないので︑あまり多くの期待を

究冷一行なう設備︵材料試験鎌継︶

のような理由から︑とりつきやす

発電のシンポジウムでは﹁増殖炉

された︒また諸外国における廃液

来におけるわが国の放射牲廃乗物

かけることはできない︒

い︑いや︑とりつく道具があるも

の将来のあり方﹂を中心にして問

処理の現状︵S38︶︑大雄の低濃 いことがわかった︒︵S27︶

速の実験報古︵二件︶︑JRR−

会場第一日に行なわれた中性子減

︵十二件︶等がそれである︒これ

1について行な わ れ た 広 範 な 研 究

たとえば︑現在炉工学の問題は核
のから︑研究をはじめているとい

題かだされたが︑これは増殖炉を

およびできた押出材の諸性質を報

Rを借りて実験した結果だけであ のマイナス五乗秒という

緒果を報告したもの︒

布を求める計算式と計算

告し︑原研と茨城大からこの合金

示されていたのと思い合わせ︑異

クで︑浸食されるようすを観察し

②颪線状衝撃霞流放電管

の悶題点とされているクリープと

方性のあまりない炉材料について

お検討を要しよう︒

粗大な結晶位ができることを発表

ったが︑これはまた固体物理糧か

キ瀞ヒティの発生現象と便用温度

の熱サイクルの効果は︑こんこな

四百五†度と実温の納サイクルで

た︒このうち次城大大沢氏が摂氏

﹁ニオブの研究﹂初めて報告

慰㍍ヵ国産の準備なる

での拉成長の研究成果が発表され
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今回の原子炉材料関係の発表はわ
ずか十一件で︑アルミニウム︑ヘリ

リウム開係の報文が﹁つも出なか
ったかわりに︑はじめて二万ブの
報文か三菱原子力より出された︒
内谷は輸入ニオブ粉末を摂氏二千
二穏度までの温度で焼結して小型

をつくり︑これを加工して板にし
てみた試作報告の程度であったが
発表されたものではこれがわが国

ナノクの難文二件は純度管理計の

したが︑マグネシウム合金の熱膨

のニオブ報文の第皿号である︒

十一件中四件がコールダーホール

マグノノクスA12舎金に異常に経験と︑ステンレス鋼が流動ナノ
炉の鰍料被覆材であるマグノソク

産ボラールの製造経験と︑その製

た報告︑またボラールの二件は国
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う感が強い︒実際に使う事態が銀
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瓢

第一回康子力研究総含発褻会ほ壇上は茅東大学畏
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の閤題にもふれられたからであ

碁

る︒国際ては一年間のできごとを

一難ξ

またこの費任保険の支払．つ危険の

蓮書

範囲は損害賠償貰任をできるだけ

轟桑薬崖蓬髪蓬髪慧婁磯︑︐︑劉菱垂垂ぞ毒重墓潜筆糞ーー馨ぞ萎講参
な開発推進機麗の樹立︒

大項目主義で総括的にとらえ︑別

②軍事周を最初の目的として発足
カバーするようにするが︑これで

国内では各種の問題をテ：マ別に

に各国の状況を紹介しているが︑

▽原子力船の運航に伴なう問題

られる︒

するのは困難だが︑研究開発の考

した米英の方式を︑わが国で適用

の金額まてを政府が贋業者に交付

賠償のできないときにはこの借置

は国際的機構で検討すべきたが︑

え方︑茎本方針には大いに参考と

かなり詳細に紹介し︑また各機

発研究が︑一刻も早く軌道にのる

は技術的経験と相当の期間が必要
して賠優させる︒またこの搭置の

これが解決され協定されるまでに

▽欧米諸国の兇通しを概観すれ
する面がある︒

ように考慮されるべきであろう︒

であり︑当分は＝国間の承認とい

資料は例年のように法令︑条約︑

する方法をとっている︒

関︑会社などの動きは個別に紹介

の越える部分を事業者に交付して

溝が財政事情の許す範囲内で︑そ

金額を越える損警に対しては︑鼻

くに考慮さるへきことは︑最適遣

う形式で進められるであろう︒わ

敵設計の確立と︑海上諸性能の確

済性が立証されるものと考えられ

策か険討されねはならない︒

が国でも緊急に︑これに対する方

の管理組織などあらゆるものが網

補助金︑特許︑図書︑資料︑各国

ては︑今日特定の一型式を選定す

賠償させる︒このため事業省は一

子炉一覧表の充実が目立ち︑各原

定の基準による補償料を政府に納

子炉の詳細を知るのに便利てあ

認てあろう︒

の諾聞題の倹討に阜急に漕手する 付することになる︒なおこの国家

べき問題としては次のような事項 ④サバンナ号の受け入れについて

の許可を受けた事業者だけが適用

補償は昭和四十六年宋までに纂業

▽開発にあたって緊急に検討す

当面わが国の舶用原子炉開発研究
があると思われる︒

そなえて原子力船の安全茎準の制

とともに︑さらに日本での建造に

制度を確立する必要かあるとの績

π

H

o︑

務上の障ムについては別に考慮さ
れる︒

七〇〇円︶

る︒︵A5判六三〇ページ︑定価

額の裁定など︑第三者に対する損

子力平和利用研究委託費交付の試

科学技術庁では二月二十二日︑原

は三月七日まてに

研究委託費の申請

︑

このほか要綱には︑損害の起った
場合には特別の賠償処理機関を設

される︒

あ合済した額とした︒このため原

けて︑損書の調査︑評価や賠償に

なった︒三＋五年版原子力年艦の

きめて二十三日発表した︒研究題

目は﹁国産一号炉用金属ウラン燃

料の放射緑照射に関する試験研

で︒

究﹂︑申・剛窩の提出は三月七日ま

究会安全対策サブグループ研究

賜?旬︶

◇十一日︵木︶原子力補償問題特

留炉

験研究題目と申鵠甚の提出期間を

害賠償が公正︑急速に行なわれる

れている︒

ように醒乱することなどもあげら

関する紛争の処理︑保険の支払い

子力箏煮者は︑原子力損害賠償貞

賠償錨置をとらなければ︑操業が

任保険や︑供託その他一定の損害

てきないことになるが︑この借置
の金額は︑工場または︻事奨所当
り鼓高五十億円となる︒

は省路されたが︑国除と国内でそ

隼鑑憾月素刊行験鱗
原産ては昨年来︑昭和ヨ十五年版

もに︑これによって原子力騨業の

最も大きな特徴は︑国内の原子力

羅されているが︑とくに世界の原

の焦点は軽水型炉に向かって合わ

計画にもとづき︑各研究機関︑各

①一元化した維織て策疋した開発

原子力委員会は二刀二十四ロの足
論に達し︑その要綱をきめた︒要

H

怨も急ぐへきてある︒

せられるへきてあるが︑一方他の

企業が分担して開発研究するよう

例会て︑さきに原子力災害補償専

原子力委・災害補儂制度脚立へ

保険と国家補鑛で

して進めるのが賢明であると考え

型式についても茎碇的研究は並行

ることは不可能であろう︒しかし

る︒また最避の舶用原子炉につい

③安全性と船舶性能の見地からと

は︑十年を出ずして原子力船の経

の着実な計画性をもつ原子力船開

進機関を設け︑その下に官民協力

︐三号㌔襲垂準選霜一葦野

定にあたっては︑船舶遮蔽実験用

▽米国ではきわめて近い将来に

要旨はつぎのとおりである︒

経済的に運航できる原子力船が軒

口てきるという確信のもとに計画
が進められているし︑英国は総括
的に見るならば︑海運国として早

急に経済性のある原子力船の完成
をはかる一方︑関連する広範な問
題の解決も並行的に促進している
といえよう︒また西蜜は地味だが

H

綱のうちおもなものは次のとおり

H

門部会から提繊された答申を検討

妊

きわめて活実な歩みを続けてい

H

てあるが︑原子力恒業従業員の業

H

した結果︑嘩急に原子力災露補債

陛

る︒わが国でも強力な開発政策推
h

原画力離重量会関

の核的災轟の特劉性から見て︑万

この原子力災害補飯制皮は原子力

健全な発達をはかろうとするもの

関係人名簿に加えて︑今回新しく

＝

れぞれ開発の進展にからんで技術

っと紛捨︑所見を述へ︑新一二菱重

である︒そのため核歎料物質など

会︑五運グループ文献選定小委員
会︑雪気グループ文献選定小葵貝
原子力海外二字者懇談会新帰国穿

別委員会小委員会◇十五日目月︶

事業経過

原子力年鑑の編集を進めていたが

原酉の原子力船調査団は︑さきに
工業神戸造船所造船設計部口伝満

著名な外国人名録脅加えたことで

三月四日大阪商工会議所で
騒騒で帰国講演会を翻き︑各界の

通弥氏が各国の原子力船開発方針

で起ったすべての損雀に対する賠

子力開発に力のあった人々が約二

あろう︒この外国人名録には︑原

いよいよ二月末刊行されることに

原子力船胴発に関心を痔つ聴衆に

と開発状況を紹介する︒最後に川

償買薬は︑その康業者の無過失貞

一の揚含に第三者戸憩保護するとと

多くの示唆を与んだが︑三月四暇

任としてこれに集中し︑内乱︑戦

酉五十名収録されている︒

崎販工業造船工揚原子力船課長川

年間の構威は年表︑国際︑国内︑

島象一属が米国の原子力商船サバ

争︑大地鹿など︑不可抗力性のと

資料︑人名簿に五大別され︑蕊十

主催で︑大阪市賞島の大阪商工会

くに強い特別の場合たけが免貞さ

も︑似料積み出しまでにこのよう

ないもようである︒

認可された︒エキナi法の提供を

技術轟入に必要な六千がの外貨を

発篭所の研究を始めたのは一年ほ

に説明した︒関西屯力がこの型の

をとりまとめ︑通産省と原子力局

少しふるい話で恐

ブグルーブ研究会

で︶︑原子動力研究会材料工法サ

ープ研究会◇二十日︵土︶原子動
力講習会二月講習︵二十六日ま

九日︵金︶安全特別研究会幹事

ンナ写の妃設と原子力船の経済性

れる︒そしてその畏任の限度額は

十七日︵水︶常任理饗会︑原子力
補償額題特別委員会︑原子動力研

午後から原産関西原子力懇談会の

話迎会︑同研究発表会◇十六日
会◇十八日︵木︶原子力胎懇談会
︵火︶原子力船凋査団会議︑原子 幹頂会︑猷料要素の非破壊検査懇
談会︑材料試験炉特別研究会◇十

の見通しを説明する︒

四年版にあった技術の進歩は今回

ン蚤水減速型原子力発電所の設計

◇関西電力は二十三日天然ウラ

動力研究会機械グループ研究会︑

議所で講演会を開く︒

なお講演終了後︑映画の上映を考

造法における新しく開発された技

会︑原子動力研究会遮蔽サブグル

講師はいずれも関西から調査団に

損害賠償借置の金鎖と国象補償額

術の資料を収集するための︑乙種

ルショソクサブグループ研究会◇

参加した三氏︒まず口立造船常務

慮している︒

交渉の長びいたための変動などは

については︑現在までのところ︑

同サブグループ研究会︑同サーマ

生産管理室長篠田一郎氏があいさ

ることにある︒こんどの最終案で

その下請業者の免翼を予め研約す
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受けた米図ワインリソヒと提携す

員の村会議員が誕

れ入るが︑原研職

生した▽さる一月

々当選した厚生課の井樽さんと

が︑東海研究所から初めて出た

いつも成績の悪い独身寮も百％

施設をつくることだという︒

的な間題としてまず産婦人科の
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原子炉の設置および試験船の建造

り団除原子力窪血忌融融錘体避

二つの臨界案盛装薩に便う濃縮ウ

ど前であるが︑PWR︑BWR行と
なわれた東海村の村議選で堂

◇・原子力局では十二日︑原研で

◇

るもの︒

な立法措置ができないならは︑積

ラン加工に関する指名競争入札を

同程度の発電コストですむと見て
行なった蔽果︑次のように落札し

◇

議員さんとあって︑菊池理事封
現在︑原子力五グループがそれぞ

に近い投票が行なわれた結果だ

Ψいずれも圧倒的な褥票たった

の技術を磁保しようという段隈に

の原子力発電計画について報告し

議会の合同原子力委員会に十年間

構内課の山上さんお二人がそれ

移り︑各グループそれぞれ藩外技

た︒半纏負態系臨界実験装罐用＝

れ別個に計画している海外技術の

ストの高い地域では火力に対抗で

銭︶のコストになり︑火力発電コ

米国原．†力委員会は十六日頃

術の導入墨備を始めた︒このため
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ニオブ︑タンタルとその他の稀土

︵特公昭三二一五九〇

類元素を容易かつ純粋に分瀦取得
する方法
二・火山金属・権利取得︶

ペグマタイト系鉱石を磁選し︑加

温下に弗糸ガスを通じて生ずる各
元茶の弗二物の融点︑沸点の差を
利用してそれ等を分離している︒
この方法も高純度の六弗化ウラン

ニー八四〇二・ラサ工業・権利取

類苑素等の取得方法

七・牧島玄一郎・権利取得︶

する方法

︵特公昭三三−二一〇

▽含ウラン鉱石よりウランを抽出
声化ウランの損失を防ぐことがね

よび堀化マグネシウムを加え︑四

種々の欠点を除くことができる︒

ムを用いると︑この方法における

︐

得︶

ウラン鉱石の紛末と炭素粉末を混

︵特公昭三

チタン︑ジルコニウム︑または錫
ぜ︑加重下に堰素を通してウラン
ウラン︑トリウム等の抽出分離に

ド︑バース社n米・権利取得︶

公昭三四i三︸七・ローム︑アン

▽第二級アミンの製造方法

らい︒

等の水溶性塩類を沈殿剤として用
等を塩化物として捕麗してから︑

適し︑新しい用途の開けつつある
イオン交換液の製法てあり︑この

条件を定めている︒

化物をつくる場合に好適な種々の

化水素鰍て処理してこれらの四弗

ウラン︑トリウム等の酸化物を弗

ト︑アトメネルギイーースイス︶

三四一三〇五九砧アクチボラゲソ

▽無水弗化物の製造法＼︑︵特公昭

いる沈殿分離法に関するもの︒

これを分離している︒前出の工技

︵特

▽稀土類元素を含む燐鉱石の処理
院の方法に似ている︒

︵特公昭三二i八八五三・

方法

樹脂の今後の発展とあいまって大

法

▽水当液よりウランを回収する方

▽鉱石よりウラン︑トリウム等の

いに注目されてくるであろう︒

硫酸抽出液に弗化水素酸を加えて

▽ウランを含有する金属物質から

大阪金属・権利取得︶

八︒格勇・権利取得︶

ウラン成分を採取する方法

米︶

︵特公昭三四

五五︻︒工業技術院長︶

色材料を得る方法

▽珪磐質ウラン鉱からウランと臼

離している︒

つくり︑これをエーテルで抽出分

燐酸塩を加えてウランとの錯書を

はアルカリ土類ヂアルキルヂチオ

ウラン含有水瘡液にアルカリまた

ニアリング社

ノソ︑リサーチ︑エンド︑エンジ

︵特公昭三四一四四五二・エ

モナズ翼翼の燐鉱石以外の含トリ

︵特公昭一三ニーご一〇

トリウム等を沈殿分離し︑欝液を

ウムとウラン鉱の抽出には燐酸で

取得方法

中和してウラン分を分離するとと

︵特公昭三四−

おこなうと弗素化が完全におこな

前処理としてこれに水解化処理を

弗化ウランとして分離する揚合︑

ウラン成分卒弗桑化して揮発性六

︵特

る︒

もに︑慮液から肥料を回収してい

これに燐鉱石と硫酸を加えること
により︑硫酸の使用で燐酸を用い

とができた︒

た場合と同等の効果をおさめるこ

カーバイド社陛米︶

公昭三四−二二七三︒ユニオン︑

︵特公昭三三⁝七五五

︵特公昭三一二⁝二

酸にくらべて高価である︒そこで

処理する方が効異的であるが︑硫

分離方法

▽イオン交換樹脂によるウランの

・日本オルガノ商会︒拒絶︶

の抽出精製法

▽陰イオン交換体によるトリウム

われる︒

▽ウラン製造法

際して亀解語より発生する丁丁気

▽含ウラン鉱石よりウラン︑稀土

ている︒

タンクを設けて︑両者を導管で速

この二件は堪解槽とは別に貯水用

よりいずれも拒絶された︒

属︑三菱化成等からの異議申立に

成・権利駁得︶

法︵特公昭三三−四四＝一・旭化

▽低圧劃蒸気利用による公水製造

にはまだ手をつけていない︒

金属︑アルカリ土金属の塩化物お

点より低くなるように︑アルカリ

効率の向上が行なわれている︒

水−水素気相交換方式における熱

シャソブ巨オランダ︶

に︑二黒化ナトリウム等で表面処

ンス社11西ドイツ︶

ン︑ナームローゼ︑フェンノiト ▽核反応炉用プロソク型減速材

理し︑これで被覆したマグネシウ

▽原子炉炉心︵特公昭三四−五六

▽ウランの処騨方法

︵特公昭三

〇一四瓦〇五・ナシ︑ナル︑リサ
ーチ︑カウンシルーーカナダ・拒和

薇越後︑炭陵ソーダて抽出︑硝酸

︵特公昭三四−四六八○・シi・メ
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前りに引枕く原チ力関係特詳︵円内︶の紹介であるが︑本Uは原．†炉材料関係を集録した︒とくに重

いえよう︒

りに収率もよく︑すぐれた方法と

放射線閏係て冗記する︒

料用としての燐酸カルシウムを回

べき発明といえよう︒

を高収率で得ることができ注目す

︵特公昭三ニー五九〇

ン鉱石より酸化ウランを分離収得

▽燐酸塩を主成分とせざる含ウラ

する方法
三・大阪金属︒権利取得︶

磁選後︑高圧︑高品玉に硫酸で抽

収率に回収している︒

出し︑沈殿分離によりウランを高

一〇六・日本オルガノ商会︒拒 ▽四磁化ウランより熔融塩竃解法
︵特

前出の塩素処理による乾式法を燐

−一

鉱石以外のウラン鉱に適用し︑ウ

ウラン鉱よりウラン︑トリウム︑

の再結合法︵特公昭三一−五二五

させて︑短水濃度を均一に保つと

紬し︑発生ガス泡により水を循環

取得︶

ウラン鉱の灰酸 ソ ー ダ 混 融 液 を 溺

四四・昭和電工︶

▽原子炉の黒鉛減速材装置の製造
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情などは最新のデータによって書き改め、核融合反応の説明を

水閃係に工来化に白接紬びつく纂本的な発朋が外囲から出願されており注圏される︒次弓の加速器︑

収している︒

︵特公昭三二

燐鉱石を硫酸で処理した燐酸液に

▽燐酸液の処理法

・権利取得︶

アルミニウム粉末等を加えてウラ

▽ウラン鉱等の選鉱法

︵特公昭

この分羅臼ウランの製辿法と電水

立はウラン関係が割合に多い︒

濃縮関係か醜態的に多く︑異国申

ウランの製法については︑英・米
国蔭のウラン鉱はベグマタイト鉱
ン昂還元し︑クフエロンを加えて

ー二四五七︒日産化学・権利取得︶

が比較的最近まで秘鐙特許を解除
床中に鑑するものが多く︑比通選
沈殿分離する︒この方法によると

三一−一〇七五二︒三菱金属鉱業

しなかったためか︑あるいはウラ
鉱に適さないので︑これを磁気選

︵暑︶ウラン関係

ン鉱の殖類によって処騨方法を異

にするためか︑外国からのものは

多いウラン製造法
▽含ウラン鉱石よりウラン分を取

による金属ウランの製造法

四弗化ウランのマグネシウム還元

絶︶

公昭茎〒五五一二・工業技術院

による金属ウランを製造する都合

︵特公昭三三一七五
陰イオン交換樹脂を用いてウラン

電解浴の融点が四塩化ウランの沸

長・権利取得︶

得する力法
〇三・大阪金属・異議申立てによ

分離する方法たが︑原燃︑大阪金

またはトリウムを錯イオンとして

主に副産物として生産
鉱および酵15選鉱毒にかけてウラ 燐酸液の濃肛および組成がほとん
り拒絶された︶陽イオン厚塗樹脂

三〇五三・米国・原子力委員会︶

ど変らず︑そのまま燐酸肥料の原
を用いてウラニルイオンを分離し

ンの品位！両上している︒

料として使えることかねらい︒

▽ペグマタイト系鉱石より酸化ワ

︵2︶重水︵重水素︶関係

・千谷利三・権利取得︶

▽重水分離装置︵特公昭三三−七

バ下︑ニノケル独媒の存在のもと
菇@

この三件は減速材プロソクの特殊

方法・昭和日工︶

な構造に関するものである︒

昭和電工︶

ノールを加えて加蚊し︑剛素を揮

タールまたはピノチに強酸とメタ

発除表し原子炉用黒鉛の純度とす

このほか︑ジルコニウム︑耐蛾︑

ることに成功した︒

耐蝕合金︑耐火材等原子炉材にも

とくに原子炉材としてたけ使用さ

用いられるものがたくさんあるが

れるものではないからここでは劇
愛しよう︒

ギルバート氏は

二月二十日帰国

インドからの帰途︑原研の招きで

二月十日来冒したカナダ原子力公

社の原子炉開発部長F・W・ギル

に写真や図解をたくさん入れて読みやすく解説したものです。こんど現状に即して

原国

も収録し、ますます充実した：原子力解説憲の決定版です。
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ほとんと昨年になってから公告に

なったものはかりである︵昭和三

〇勾にカナダからのものか一件あ

自俸では新所的になりたたないの

るが︶ ドあた︑hランの製池はそれ

て︑むしろウラン以外の成分の回
収に唖点走おき︑たと凡は鱗酸肥

を加えて生した硝陵ウラエルをエ
重水製造には数種のタイプがある

▽爆鳴気中に含まれる距水系回収

水毒解糟によりある程度濃縮され

いままでとはまったく異なった装

六八・江木完治︒権利取得︶

に︑水糸で処瑚してウラン分を六

一〇六八・昭和電工・異議申立中︶

減速材用黒鉛を得るためにヂクロ
ロ︑ヂフルオロメタンで処理し昏

▽原子炉中で減速剤︑反射体また

鐘を完全に除いている︒

は冷却剤として使用するのにとく
に好適な炭素製品の製造法︵特公
昭三四一二九五九・エヌ︑ウイ︑

デ︑バターフシェ︑ぺトロリウ
ム︑マーチヤソピイ巨オランダ︶

芳香族炭化水素を原料として炭素
を製辿する場合︑原料として︑炭
化水素の水素を薪水来で置換した
ものを用い重水素を含んだ炭累を

去方法︵特公昭三四−八五三〇︒

ﾎ析に似た原理で三水の濃縮 ▽タール︑ピンチ類の含有瑚素除
を行なっている︒

ベルト︑ベノカリi

留物から白色顔料を得ている︒

ーテルて再抽出︑過酸化水素て処
か︑わが国からのものは︑ほとん

ともに︑減容法においてもタンク

するもの︒

た低濃度墨水濃縮水の精溜法に関

ラン分を揮発回収するとともに残

理してかろ︑焼成し筒純度の八三
ど水電解関係で︑外国からは水電

装置︵特公昭三三−九一⁝四および

にしたもので︑とくに竃水濃縮用

だけを大きくすれは︑足りるよう

︵特公昭三﹇1一 ▽ペグマタイト系鉱石その他の含

酸化ウランを得ている︒

解関係は一件もなく︑少数ではあ

二二九〇・旭化成・権利取得︶

ランの製造法

▽燐鉱石からウラン指揮発回収す
るが液体水系の精溜と交換反応に

▽爆賜気中に含まれる重水素回収

料ヴ﹂の嗣産物としてウランを得て

︵痔公昭三二一山ハ○騨ハ︒

よるものが出ている︒ウランが燐

として独特のものである︒

〇九〇圧・大阪同属に権利取得︶

工茉教術師長・権利取得︶

方法︵特公昭三三一五一〇九︒権

▽アルカリ性液体煙霧質の捕集除

いることが特徴てあるσ

伽のウランとして沈殿分離してい
酸肥料の副産物として回収される
利取得︶

︵特公昭三

v冗全に分離することができる︒
▽鱗鉱泊の処理方法

硫化水当一水︒漏電温度交換法に

れを金属餓極を用い

︵3︶黒鉛関係
ているが︑

て躍動し︑硫化水素を金属の硫化

た︒

物として沈澱除饗することができ

▽璽水製造用水⁝水論交換反応装
置︵特公昭鴬一四門−1八六九・昭和艦

権利取得︶

権利取得︶

▽炭素の精製方法︵特公昭三四1

よる亜水中には群書水素が存在し

一〇・昭和電工・権利取得︶

置で︑水を凍結させてその一端を

軌鉱石と炭素との混合物を加熱し
場合か多いが︑重水も合成肥料工

昭和亀工・権利取得︶

虫方法︵特公昭三三−四三一九・

▽量水中の硫化水影を亀気化学的

る︒沈殿中のニノケルは薇気分離

業におけるアンモニア合成︵水素

の更水の鼠は減じ︑残溜する水の

水を館解すると分解される水の中

なか除きにくく︑箪水素回収に当

まれる苛性ソーダの煙霧質はなか

加熱し︑加熱帯を除々に移動させ

て坂素で処理するか︑あるいは燐

卒康料としている︶に用いる水索

一i︸〇五〇三と特公昭三ニー四素の混合ガスを流してウラン分を
挿発させて回収し︑残溜物はその

て重水の濃縮が行なわれるのであ

こでは加熱された白金︑銅等に接

いる︒

カスケード方式を採用し高濃度の

水−水渠変換反応に二蚤温度交換
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鉱石を加熱して︑塩素と一酸化炭

製蓮の嗣産物として得られるもの

七〇三・新潟硫酸・権利取得︶

るが︑ある程度濃縮された水を電

西ドイツが権利取得

﹁重承﹂に其聾太・醜認狩許

中の環水の景が増し︑ここにおい水昭解槽より発生する水素中に含

三〇1六二六八および特公昭＝＝

▽躍解による重水濃縮法︵特公昭

であり︑ともに肥料工業に関係し
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燐鉱石を鉱酸で処理し︑炭酸アン
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−六八二〇︒日立製作所・権利取

多段階式野馳解拙の各段階から生

縛︶

工︶

したがって発生する水素中に距水

触させることによって︑これを完

▽重水素に富む水または水累を製

って︑これが有害作用となる︒こ
解する場合には︑

素が比較的多く合まれており︑こ

全に除いている︒

多段式交換塔の改良が行なわれて

れを回収する必要がある︒右の四

出する方法︵特公昭三四一四四七

解される水︑

ずるガスの一部を︑ガス発生室に
もとすことにより翫水の二三効果
を向上させた︒
▽﹃毘水濃縮用水亀解槽︵特公昭三

▽回収電解による一水の製造法

合に安全串焼を行なわせ得るよう

二水の回収に成功した︒

西ドイツ・

一◎エルウィン︑ウィリー︑エル

にしたものである︒

▽ガス精製法︵特公昭三三i四一 方式を採用し︑その好通な温度を

︵特公昭三四−一嵩＝一⁝・東亜合成︒

公昭三二⁝九七六二・口立製作所・

規定している︒この方式における 得ている︒これはふつうの炭素製

ィアン︒パシフィソク機で羽田か

て二十臼午後六時十五分︑カナデ

六七・フランス原子力委員会・権

品より減速効果がよく︑粒蛇管と

塞
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轟

ら帰国した︒
る︒

すれば冷却剤としても使用でき

権利取得︶

Yメ

三四一七四一三・スターミカーポ

荒土特許とみられる︒

昂

関するもの︒わが国ではこの方法

ケ

▽重水素を回収する方法︵特公昭

利取得︶

所・権利取得︶

︵特公昭三三一九二四・日立製作 液体水素の潮溜による通水製造に

▽減容電解法による重水濃縮方法

▽通水濃拷用誠百工電解装置︵特

素G縞合させ水として回収する揚

一−二四六五︒日立製作所︒権利 日目いずれもこのような水素を酸
取得︶

複極型水電解槽を臣水濃縮用に改
良した︒

▽回収電解法による応水の製造に

て、
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