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壼

ぢ円で︑政府艦資一伊円に郊して
鰹三冠獺聾駈墾

とるため︑さしあたっては各社の

田などから二⊥⊥ハ名の専門家が選

要となっている︒

がら︑最終的に決定することが必

実行計画を政府の要望に台わせな

出されている︒

年度の前記三社に対する委託費の

なおこの研究に対する昭和三十八

民轡型には五千万円の出資を要請

むを得ないものとして一応了承さ

されたが︑この分は民間側でもや

認三社の研究について相互連絡を

みられている︒

合計額はほぼ五千五百万円程度と

以上のようにこの小委員会は︑前

はかり︑研究成果について衆知を

れているようである︒しかし央年

集めた検討の場になろうとしてい

度鋼降の民間出資には相当問題が

にはこれに善処できるよう民間︑

あるものとみられるので︑理事長

るが︑政府の委託研究という形を

会長に瀬藤象二氏

政府双方の全面的支持をうける人

このほか事業団のさしあたっての

が望まれている︒

る︒この解決についても︑強力な

年行事としての記念講演会などが

日本原子力学会が役員半数改選
日本原子力学会では五月二十七日

決定した︒

れ調査事項について報告講演した

が︑盛会であった︒

中部・三河支部の

三河支部では六月︸二目午後︑愛知

科学技術庁では六月八日の官報で

第五回原子炉主任技術者試験口答

の試験は七月二日東京都港区芝田

試験の施行について公告する︒こ

会議室で行なわれるもので︑応募

村町︸の一日本原子力研究所第一

あて︒六月二十五日に締切る︒合

申込みは原子力局原子炉規制課

格者の発表は七月下旬の官報で︒

闇原産鼎

︻五月二十一日〜三十︻日︼

◇二十﹇日︵火︶第五回日本アイ

喆ｷ︑上野公園東京文化会館で

ソトープ会議聞会︵二十三臼まで

開催︶11前号参照︑日本アイソト

ープ会議参加者招待懇親パーティ

ー︵下京文化会館︶ 前号参照

子力開発調査団報告書編集委員会

吸収小委員会︵神戸製鋼︶欧州原

セーフ・プロジェクト小委員会打

中部原子力平和利用PRセンター ◇二十五日︵土︶安全特別研究会

講演会満員の盛況

京文化選手︶駐前号参照︑同上招
待晩食会︵上野精餐軒︶ほ同上◇
二十四日︵金︶ジルコニウム水素

務局長早川︑73一の三氏で︑それぞ ◇二十三日︵木︶日本アイソトー
プ会議海外参加者との懇談会︵東

部霞力取締役河内武雄︑同原産事

長原電取締役梅野友夫氏︑団員中

報告を聞いた︒講師は調査団副団

き︑欧州原子力開発調査団の帰国

議所て原子力開発事情連絡会を開

日午後︑名古屋市の名古屋商工会

原産中部原子力懇談会では六月四

欧州調査団が帰国報告

申部懇で事情
連絡会講演会

午後﹁時︑順順上野公園東京文化

日本原子力事業社長瀬藤象二氏が
会長に︑阪大産業科学研究所長浅
田常三郎氏は残留の日立中研所長
星合正治氏とともに副会長に決定

▽新理事︵任期二年︶富士罷機

▽残留理事︵任期一年︶阿部滋

量︑旧顧問寺田重三郎

関係統計集に関する打合せ会︑中

部原子力懇談会との連絡打合丹会

幹事会◇三十﹇日︵金︶欧州原子

◇三十日︵木︶放射線化学委員会

六月十

力開発調査団報告書編集委員会

い原産鳶よ鴇蟹一

原子力委最との連絡会

第三回日仏協力委員会

十四日

二日午前八時半ホテル日航

午後二時原産

十踊

十九日午後

燃科安全小委員会幹事会

燃科安全小委員会

躍午後三時半原産

二時原産

十四日午前十一時原産

アトムズ︒イン・ジャパン編集

原子動力研究会主任幹事運絡会

会議

十二日午後一時半原産
放射線化学研究会 Aグループ

議

画産島西誓援玄レて蕨力プを発i揮捗るノ

蘇

Co6。数百キロ・キューリの甲射装置に匹敵する粒子加速叩
Co6。数百キロ・キューリの甲射装i
爺

焦点は首脳部の人選に
いので︑当面の焦点になっている

資問題にも関係するところが大き

七月一日ごろ発足を目標
船開発蚕業団法主を︑付帯決議をつけて可決した︒同法案はさる

参議院は六月五日午後ろ時二十分︑かねて審議中の日本原子力

またこの事業団は︑九年計画で聡
首脳部が必要と考えられるが︑場

重要事項としては炉型の決定があ

て成立した︒なおこの法案は公布と同時に発効するが︑政府はす
額約六十停円の幽幽へを予定してい

合によっては︑炉の決定は別の場

ようた︒

でに施行に必要な政令の準備なども穿了していたので︑六月八日
るが︑大蔵省では今後の出資に民
で決定することなども考えている

五月十六﹇口衆議院を通過しているので︑この参議院の可決によっ

施行令︑登記令なども同時に公布し︑即日施行される︒
間側から二五％を期待している︒

あくまて立和目的に限られるべ

ついてはもちろん︑第三者に災

テーマは軽水炉り

した︒

なおその他の酒事︑監事には次の

ともにらみ合わせて︵有無相通ず

製造原子力都次長槌松八夫︑京

諸氏が選任された︒

るようにしながら︑日本特有の問

再誕致︑東工大助教授野沢豊

大教援木村毅一︑原研理事久布

吉︑三菱原子力研究所副長横須

る︒したがってこれに通罪した研

究体制をつくることが重要なの

賀正寿︑原画即締垂直岡俊男

な笑験を行なうことになり︑これ

理サブグループ◇二十七日︵月︶

合せ会︑原子動力研究会廃棄物処

用棊金留学生選考試験︑経済特別

昭和三十八年度日本原子力平和利

産事務局長阜川淳一氏が﹁原子力

研究会︵堀中研会議室︶u田中通
産省原子力発砲課長の圃際会議報

県膠田市挙母︵ころも︶町の県勤

茂▽同監事︵同︶木村健二郎

と私達の生活﹂と題して講演し

恕︑高洲紀推︑佐藤源郎︑吹田

力聞題などについて︑新設された

なおこの総会では昭和三十七年度

た︒当日の聴衆は婦人を含む百五

労会館で原子力講演会を開催︑原

セーフ・プロジェクト小委塁会が

の事業報告︑昭和三十八年度の事

︻醜名の盛況︒活発な質疑があっ

日本原子力平和利用基金では︑五

よる人物考査で︑この面接試験に

二郎︑大屋敦︑橋本清之助︑瀬藤

は︑武田栄一︑鎌瀬隆吉︑木村健

象二︑稲生光吉︑岡野保次郎諸氏

告その他◇二十八日︵火︶核螺料

あたるということになる︒

業計画なども承詔され︑創立五周

二二⑤動力炉闘発二五⑥原子炉

安全三一⑦燃料二七⑧再演理一

四⑨廃際物処理二一⑩保健物理
一八⑪コストニ三

合格発表は六月中旬
かしこのほかに約二十名の干約申

月二十七日原齎で︑昭和一コ十八年

採用試
験終る

基金留学生ことしは二名

③計装制御三五④プラント琵設

①炉心設計三四②遮蔽設計二五

参繍三百名に響嘱肋翌

小委員会は東京大学教授内田秀雄

るいは米国のSTEP計画との協徳簸︑中川重三︑村田拙︑渡辺

らの実験の評価︑総合的判断︑あ

科学技術庁の委託研究として必要

る日立︑三菱︑NAIG三本目︑ ▽新監事︵任期二年︶東電技術

で︑かねてこの研究を手がけてい

題も解決するという方針がとられ

れようとしているので︑この計画

米Sτ藍P計画と協力も
究会︵主査福田節雄東大名以︑一教

日本原子力産業会議の安全特別研

授︶は︑五年前に発足してから︑

原子力発電の安金性に関するいく
つかの間葉について共同研究の場

となり活発な活動を続けてきた
が︑原子力事故における安全性の
確保ならびに安全技術の評価の重
要性が認識されるに及び︑このほ
ど軽水型動力煩の各種安全技術に

ついて具体的な研究を行なうた

会館四階大会議釜で第五二士常総

日本原子力船聞発事業団法案は︑
ようである︒

二︑原子力船の廼造には極力国

きものであること︒

理事と監事を改選した︒この結果

会を開き︑任期の満了した単数の

昭和三十八年度の予貴は一億五千

原子力蔓本法の二神にしたがって

産技術を活用すること︒

立を規定したものである︒さきに
害を及ぼさないよう万全を期す

立委員は関係宮庁︑関係麓業界の

忍σ▼

原子力船を開発し︑わが国の原子

衆議院を通過したさい︑三項の付
ること︒

力刹用を促進するとともに︑造

帯決議をつけたが︑こんど参議院
四︑原子力聞発利用の重要性に

三︑原子力船の安全物の確保に

でつけた付帯決議は︑衆議院のも
かんがみ︑事業団の人的構成に

船︑海運の発達に役だつ決人の設

のの三頂︑とほとんど同じ趣旨の三

ついては︑その設立の漿旨にそ

うようとくに領野を期するこ

項と︑ほかに事業団の人的栂成に
ついて︑設立の趣旨にそうよう膜
と︒

事業団の罪足は七月一日ごろを目

右決議する︒

電を期するようにという一項が添

この参議院の付帯決議は次のとお

えられてある︒

揮にしているが︑それにはまず設

事業団法の施行にあたって︑政

される︒ついで役員の人選となる

有力代表者その他から十数名選任

◇付帯決議11日本原子力船開発 立委員会を設ける必饗がある︒設

りてある︒

府は次の事項に関し︑とくに配

が︑なかでも首脳部は寝間側の出

賑すべきである︒

一︑原子力船の開発︑利用は︑

め︑新たにセーフ︒プロジェクト
小委員会をおくことになり︑五月

六日町一回会合を開いて発足し
た︒ひきつづききたる六月七日第
二回小委員会を幾等する︒

一方この種の問題については︑米

︵炉安全技術実験計画︶が進めら
日本原子力産業会議の原子動力研

国でも大がかりなSTEP計画
＝≡三≡三＝≡一＝≡一一≡一≡≡一二

完成した新川改修

募集していたが︑五月夫雲立の印

施することになり︑この参加考を

究会では︑ききに定例研究会昂テ
︻写翼目約一年半の疲月と六千六 ーマごとにグループを縞成して笑
百万円の費用を投じた東遷打の新

嶺町難怒語志餐璽

込みがあるので︑最終的には一一一百

度に米国へ尊墨する原子力専攻の

込者は二百七十五名になった︒し

名に近い人数になるもようであ

給費留学生の採用試験を実施し

今回の応募者は四名であったが︑

る︒このため原産ては六月±一日

た︒この留学生は︑同基金が米国

午前中は英語︑午後は口頭試問に

今移会議軍で原動研主任・幹事辿

原子力平和異用棊金と共同して毎

十一日午後二時原産︑Bグループ

十二日午後二時原産︑Cグループ
十三日午後二時東京文化会館
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遠隔地送信用電源に

較することによって船の位置を正

・Bおよび北氷洋アクセル・ハイ
人観測所に送医している︒そのほ

められたデータを三時間ごとに有

︵本紙五月十

繍重用の鷲源に使用され
渤 ている︒

五日号四面写頁参照︶

次に興味あるものに

海洋研究︑電話用リピーター︑各

〃 〃 〃 〃

種検出器などがある︒

R一の崩壊熱を
〃

〃

〃

が採用されている︒次に崩壊特性

宙討睡に膨大な資金を投じている

のような半導体が使用されている

熱電対の素材は現在テルル化鉛

が今後錫やマンガンのテルル化物

九十年に対し五年を設計寿命とし

が開発きれれは若干心心は心懸す

ム躍の特撰︑つまり出力密度が非

が短かくても比出力が高くコスト

る可能性があるが一〇％を越えま

ことの現われであるが︑今後寿命

貞でアルファ放射体の方が好まし

ことは字宙開発に大きく寄与する

安のキューリウム蹴が開発される

からみて人工衛星では遮蔽材料の

次に出力密度︵単位重出あるい
いが︑その他ではベータ放射体で

ている︒

単なことなどのため多大の注目を
は体積当りワット数︶では人工衛
も差しつかえない︒

常に高いこと︑放射線の遮蔽が簡

あつめ︑オークリッジ国立研究所

うが良い︒前述の通りキュリウム

星積載用などは比出力が高いほ

ム︶華氏田干度以上でも安定であ

と思う︒RI電池のコストはスト い︒最後に安全性の間題がある

でアメリシウム闘を中性子でた響

蹴はグラム当り百二十団ッ︑立方セ

してワット当り約三干ドルときわ

り︑海氷などに対する溶解度も測

コストはワヅト当りストロンチ

いて蛍産化が進められている︒こ

ンチ当り壬日七十団ヅと他のSNA次でセシウム獄百五ドル︑キュ

めて一局いが︑これは強制冷却がで

定不司能なくらいに低く︑ハステ

〃

〃

はないので比出力の低いストロン

の核種を当初に使用したのは︑宇

る︒プルトニウム鵬のような劃．同

からである︒

総合変換効率が数％と著しく低い

納めている︒

ロイCのような耐酸台金の容器に

醗舞駆卿嚢筋鱒靴硝嚢には終わる
うとするコンソリデーテノド︒エ

▽西独が総額二千二百億△

ジソン社の計画を阻止しようとす

非合法である﹂と

規定している︒

の計画が昨年の十二月初めに報道

および産業界が原子力関係の番

▽この計画はとくに政府︑国会

おりである︒

決定しにが︑その概要は次のと

までの原子力開発五力年計画を

月四日︑一九六三年から六七年

西ドイツ原子力委員会はさる五

る工業︑商業︑事業または業務を

薄霧菱蟹

チウム90︵グラム当り二︒四四ソ︶

︵たとえばチタン酸ストロンチウ

れは︑宇笛開発の最終目標である

P用核種に比べて三ヶタ以上−向 リウム㎜颪六十五ドル︑ポロニ

電用バッテリーの効率が低いため

きないため蜘︑効峯が悪いこと︑充

ロンチウム90の現在価格を麸礎に が︑R王をセラミック状にすれば

月蓑面着陸用の観測船︵アポロ

蹴は二干六十ドルの順に高くな

ウム脚百九十ドル︑プルトニウム

ウム90が七十七ドルで最も安く︑

計画︶の電源として研究されてお

する場合には重量は大きな因子で

〃

〃

りSNAP11および13はこれいを
︒検
これに比べ地上や海底に使用

〃

期待されるキュ

〃

〃

リウムの開発
〃

使爾されるRIは①半減期②出
力密度︵比出力︶③崩壊特性④コ
スト⑤化学形状などに依存する︒

〃

直接電気に変換
R王電池の原理を簡単に示すと
半威期は長寿命のものほど良いこ

的とする法案につ

般に説明する機会として歓迎する

されて以来︑つい最近までこの追

この原子力発電所

と述べている︒

ニューヨーク市法で規 生のカ

を製造することは

▽円の五力年計画を決定△

別図の通りで︑熱源から発生した

とは当然であるが︑実際のRI電

行なってはならない﹂および﹁当

熱は高温外被に集められ︑これに
池の設計では機器の設計寿命は電

るものである︒しかしコンソリデ

直精した異なった材質の二本の陽
池以外の設備の貞検補修やその他

いて近く恥聞会を

市議会の多数党である民主党党首

るものである︒

議を行なう場合の基礎資料とな

▽所要経費は五力年間に総計約

二十五億マルク︵約二千二百五

十億円︶であり︑このうち十一

究に︑四億一五億マルクが応

憶ないし十二億マルクが基礎研

用研究に︑十億i十一億マルク

使用される︒

が技術開発︵投資を含まず︶に

▽計卿のおもな内容は︑①すで

に計画中のグユンツベルクの厘

子力発電所のほかに二種の原子

る︒そしていまのところ︑このレ

三種のプロトタイプ炉と︻種の

力発電所の建設を行なう②最低

ーペンスウソド原子力発電所に対

に政府の積極的援助が必要であ

▽この計画推進には︑従来以上

クトリノク社のボデガベイ発電所

▽米ソが原子力平和利用△

る︒

2

ヒ

︑

ノ

F

噺・㍗羅二繍

L粛

の内容は両国の専門家の相互訪

との間で行なわれたもので︑そ

国家原子力平和利用委員会議長

委員長とペトロシ潔ンツ・ソ連

この調印はシーボーグ米原子力

た︒

年まで︶延長する協定に調印し

軽輩をさらに二年間︵一九六五

て原子力平和利用に関する協力

米ソ両国は︑このほどモスクワ

▽協力協定を新たに調印△

に反対してカリフォルニアに発生

された反対が現われていないこと

したような一貫性をもった組織化

してはパシフィソク︒ガス＆エレ

舶用炉の建設に着手する︒

の指勇者によって支持されてい

この計画はまた︑地区労働組合

に傾いている︒

討議したが︑大勢はほとんど反対

組織は数回の会合で︑この問題を

地区組耐のグループなどが反対声
コ
明を発表した︒クイーンズの地区

長である︒その後市の共同会議︑

のボロウ地区マリオ・カリエロ区

た︒その最初の一人はクイーンズ

定地であるクイーンズに現われ

撮初の反対はこの発電所の建設予

た︒しかし予想されていたように

丁に対する反応はほとんどなかっ

あたるレーベンスウノドに原子

◇D・S・バランタイン氏︵ブル

れについて持っているあらゆる疑

あること︑およびすべての人がこ

捉案に対する十分な公開の討議で

では︑いちばん必要なことはこの

ンソリデーテノド・エジソン社

化されるかどうかにかかわらずコ

ソクヘブン国立研究所放射線利用 は明らかである︒この反対が組織

◇G・V・タプリン氏︵カリフォ 都主任︶

して講演︒聴衆約百名︒

射線の人体に対する影響﹂と題

㊥函畳稀曜愛i旨雷函㍉

力と花釘型の過熱羅とを組み合わ

開く予定である︒

4︾

日内において原子炉を用いて電気

陰の数目対中を蝉って外部に醇か

の条件を考慮してかなり短かくし

聴聞会を︑むしろ同社の計画を一

れる︒高温外被の温度は葦氏九百

ーテノド︒エジソン社側ではこの

度という高温であるが︑熱電対の

てある︒たとえば︑気象観測用の
ストロンチウム90は二十八年の半 この法律の趣旨は︑帯の中心部に

米ニューヨーク市議会は︑同市内

尖端では放熱によりかなり温度が

減期であるが︑機器そのものは最

に原子力発電所を建設することを

低下し︑だいたい葦氏百五十度ぐ

低二年を目標に︑トランシソト四

米百万Kw発電炉のその後

らいになる︒この熱電対の材質が

lAではプルトニウム魏の半減期 せた百万KWの発電所を建設しよ トロウリヒ氏が提案しているこの

禁止することを目

異なることと︑熱電対の断面積に
差等をつければ両熱電対の尖端温
度にはyπ異が生ずるので︑これを

ある︒このように︑熱を電気に変

尊線で浩べば電気が読れるわけで

換することはぜーベック効果の応

れた効果がRIの発熱現象と結び

用であって︑︸八二﹁年に発見き

つけられた貞興味深い︒

次にRIとしては︑どのような
ものが利用されているかというと
歴史的にみて開発の当初一九五六
年にはポロニウム脚が使用きれた

セシウム獄︑五九年プルトニウム

が︑五七年にはセリウム泌︑五八年

蹴︑六〇年キュリウム蹴︑六二年
キュリウム罎と漸次新しい核種が

鋤彫科学者が各地で講演
日本R一会議に出席した機会に

・N・﹂における放射線化学の

また十三日には蒐都大学で同じ

研究﹂と題して講演︒

五月十﹇口名古屋市で﹁最近のB

る肝肘機能の硬査における最近

五月二十日放医研で﹁RIによ
で講服した﹂・G・モース氏︵別

の進歩﹂について講演︒

ルニア大学極学部古態︶

観測所のビーコン用S 第五回日本アイソトープ会議に出

る︒

項参照︶のほか次のとおりであ
羨観測設備は広範な地

題名で講心し︑二十八日には日

問に答えるべく準備を整えるとい

また二十三日は白票大学で︑日

う態度をとっているので︑いまそ

◇G・A・アンドリウス氏︵オー

京お茶の水の日本化学会講堂で

ρ域に数多く設ける必要

京医学会および内科︑泌尿器科

本原子力産業会議の主催で︑東
田本放射佐同位縞蚊協会︑放射

な・︑﹇

問︑情報交換を自的とするもの
繋織るや︑毛 ．︐︐
墨 彊

3タ軸﹂置♪ゴ〜4ノ一即︑rJ二ニニ一﹃覧

のなりゆきは各方面の注目を集め

二し噌

ブルソクヘブン国立研究所にお

・
頑−艇一5︑トあ慧一薄U︸
﹂﹂丁ミーヤ㌧5二毛ミ・＝

︐骨絡冗叢線翻：町翫潔隊
睡議・︑藍鄭軒︐凝馨潜．凝戴

燭・つ︐

懇談会の主催で︑二十四日は名

﹃交戎三三η￡送斗

ウ蜘箔豊実単霧続騰懇駅

本放射性同位元素協会︑東大東
機会に各地で︑これらの人々を迎

ち現在まで紅熱に連緕のあPたも

えで講演会が開催された︒このう

適噸魂ミ辞噂

線医学会関東地区会ならびに放

クリノジ原子力学萩医学部長︶

体全表面の四分の三を占

繍める露の地墾動を

㍉︑鬼馬穿秘⁝煽

墾細る兀ることは重要で

マ奮

射線影響学会の共催で五月十担

烈があるが︑とくに地球 学者や技術者もあったので︑この

が︑この中には世界的に嵩名な科

した関係者は約四十名であった

NAP七Eがある︒地
席するため︑とくに海外から来日

庇底に設けられた地震

登場してきた︒最近ではキュリウ

警備防の圏定灯台ではSNAP七

﹂

高

㌦購︒がビ︐コンや鍔脾田信

煤E笏

︶

、

い︒そのほかR王電泡の利用には 討している︒

宇宙開発など広範囲に利用
第五回日本アイソトープ会議に出席のため来日した米マー

チン社原子力部原子力補助動力都長J・G・モース榑士
は︑五月二十七日午後東東文化会館の大会識室で開かれた

・

日本原子力学会の第五回総会において﹁SNAP計画﹂と

題して特別講濱を行なった︒このSNAPというのは

Wヨ窪巳苔︒H§﹀舞二一p蔓℃︒二δ冠︵原子

力補助動力系︶の略で︑当初頭文宇のSはoa①︒050p﹃く
を愚味したが︑その後宇宙開発用に重点が殿かれたためか
獅垂X巴となり︑最近では用途の拡大とともにoq網︒・酔Φ彗︒α

へと三転した︒同悼士の講演内容はR王利用による目口の

みであるが︑SNAPにはこのほか宇宙用補助動力源小型

ときのドプラー効果による波長の

け︑衛星の船との距離が変化する

信された侶号を航行中の船が受

げられなもので・この衛星から発

舶の航法を改良する目的で打ち上

トランシソト衛星というのは船

原子炉が含まれている︒講演要旨は次の通り︒

〃〃〃〃

長寿命エネルギ

一源として最適
〃〃〃〃
アイソ ト ー プ は 広 く ト レ ー サ
一︑ゲージング︑ラジオグラフィ

れているが︑アイソトープの崩壊
熱を璋接電気に変換する利用の仕礁に知ることができる︒
次に自動毎︑人気象観測所は︑自

ベルグ島に設置された北極気象観

年のトランシソト航海衛星四一A温度などを測定して自動的にあっ

開発されたもので︑最も進んでい在北極から七百マイルのカナダ頷
る米国でも実用化されたのは六一 に設置され︑風向︑風逆︑気圧︑

方は一九五〇年の後半にはいって

横綴

業−や医室の診断・治箆篭さ変化を既知の禦塾の塁塞比

力

原
・測所が最初であり︑現在では八台か沿巌警備隊の浮きブイの黒鉱に

来のものが六カ月に一回バソテリ

が稼 動 し て い る 程 度 で あ る ︒ 最 便 用 さ れ る S N A P 七 A で は ︑ 従
初のものは︑すでに二年近い稼働

を統けているが︑信頼度も筒く遠1の厳り替えを必要とするのに対
隔離の長寿命のエネルギー源としし︑これは五年以上ソースの販り

る︒

て大いにその効用を発揮してい替えは不必要とされている︒沿岸

セ

罵

︑

㊨

♂

♂

邑

解

精製R工・標識化合物・照射線源

雲霧馨憲聖

舶
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取締役副社長安西

・

CENTRE

RADIOCHEMICAL

THE

英国原子力公社

取締役社長本田弘敏

RCCのアイソトープは毎週定期的に航空便にて入荷し
特に250種、150種余にのぼる各々14C、3H標識化合物
は受注后10日以内に納入できます一
カ一日グ送付申上げます
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冨＠團《関》⑬
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暫毎
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露NEA加盟諸国によって建設が進められているもの
で、躍気出力は2万KWである。
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あり︑その重羨ぱ天き

の

N

のは五目二十七日日本縫子力学螢F

︑蟹瘍§影霧

半均質蝉の概念設計完成
彦

類心は海難の担当で
ｽとされている︒

なおこの作業とは別に︑高温ガス
噂炉の重要な蓼置であるヘリウム浄

計作業が行なわれているが︑今回

のプラント設計に
は︑大体この成果
がそのまま採圃さ
れている︒

嚇蝉織

︻写真上︼富士電機製造の半均質高温ガス冷却実一

纏蚤

それぞれ独立の作業であった︒し

験炉陰型11縮尺哲分一︑執出力三万一千KW︑電

日︑東系九浸の私学会館で幽放幅

学てそ豹そぞ葬鍾L表−

業者存入所させて訓練しているが

を二年間で後成するため︑高校卒

子力産業の中核になる中級技術者

も桐当大きな開発歩調をとるので

る︒したがって今後は︑わが国で

るようになりつつあるためであ

れ︑発電コストが火力に対抗でき

はこの炉の安全性が広く認識さ

になって万全の方策を講じようと

十分ウ社側に理解させ︑彼我一体

特殊事情から地震などについても

ころまで行っているが︑わが国の

安全性については申し分のないと

な項目に重喰をおき︑そのための

標は発電炉受注に際して実際必要

研究を進めている︒なお研究の目

で自粘自足までゆきたいと考えて

できるようにし︑少なくとも国内

﹂

さる四月実施した前記試験に十八

他にも広く独自の技術を開発する

技術的準備を固めているが︑その

で︑黙料の成型加工も相当多群に

卒業前に放射線取扱主任者

名受験してうち七名が合格したも

考えている︒

る︒同訓練所ては咋年四月から原

来年春卒業する茨城給合臓業訓練

はないかと考えられる︒

付属装置︑各種放射款機器︑加速

原子力発電D外には研究炉とその

茨城原子力工業科

所原子力工業科の訓練生七重が︑
の︒開所一年で早くもこの朗報に

三菱原子力ではこの気運をますま

第二種に匿名合格

第二種放射線取投主任無試験に合

す高めることに努力するとともに

ため︑二十五の項目をかかげて努

関係者は今後に期待している︒

このほか昭和三士八年度には原子

力している︒

力船の建造が第一歩を踏み出し︑

器ならびに原子燃料など柑当広範

近く開発事業団も設立されると思

技術の同上︑受注活動の強化に遺

らんで車の両輪として︑各方面に

電の二号発覧所はぜひPWR型で研究喬動を進め︑原子力発電とな

発を大いに進めてゆきたい︒

うが︑この関係でもPWR型の開

囲の分野でも積極的な難業活動と

受注したいと︑ウエスチングハウ

る︒技術の研究開発では最初に予

十分満足させるよう受注に努力す

発刊

定した設備をおおむね完成したの

ス社と共同で努力している︒

め原註と黒し合うほか︑当方から

新 原子力年鑑

に加えられてある︒

原子力技術の進歩の二項目が新た

一方資料関係も面目を一新し︑海

原子力の研究開発が進展するにと

体制の百八十五搾は全部アンケ

細にしたほか︑日本の原子力開発

外の原子力開発体制をいっそう詳
昭和三十八年版の﹁原子力年鑑﹂

もない関係資料が蟹冨になったの

注意か払われているし︑各国原子

ができた︒年鑑はいうまでもなく

またこれを内容からみると︑紙数

炉表は前年版の二倍のスペースに

に正確さには乃全を期して細心の
手にとってもたちどころに所要項

も前年版より百搾増加して全般的

らゆる点に前五回の年鑑の経験と

ートで正碓︑豊富にしたが︑とく

目が引出せるような︑一定の型を

に充耀し︑最近︑一年間の原子力
ロ
に関する各極の出来事を体系的︑

の満足が得られるような配慮を見

読者の要望を参考にして︑便用者

で︑これを分類整理して使用の便

稲生三菱原子力副社長は株主総

てみて不便な点は︑毎年改善して

きめておくことが必要だが︑使っ

総合的にとらえて世界的にみた原

をはかったことなどである︒

会をおわって五月二十八日︑今

子力開発のなりゆきや国内の動向

どんな事項があるか︑どの一冊を

後の事業方針について次のよう

この年鑑にも︑いくつかの新しい

ゆかなけれはならない︒そのため

継続して使うものだから︑どこに

原子炉表など飛躍的に充実

している︒このほか平和への動き︑

このためウ社に茂術肴の派遣を求

憾なきを期するが︑日本原子力発

格して訓練所関係者小．喜ばせてい

成約高玉億一千万
三菱原子力昨年度営業概要
臣牟余万円の損失になったの
で︑繰越損失金との合計約八億円

三菱原子力工業では五月二十四日

を次期繰越損失金として処分し

会で決定した五億円の増資は四月

た︒なお同社がさる一月の頁締役

き︑昭和三十七年度の営業報苗そ
の他を承認した︒この営業報告に

穿京丸の囚の本社で株主総会を開

よれば︑この期夕星に間社の得た

申に払込みを完了︑新資本金を三

ったが︑損益の面では二億九干六 十億円としたが︑この増資金は約

成約高は約五億一干五蔚万円であ

三億円を短期借入れ金返済に︑残

の一部に充当される︒

余の大部分は設備資金と運転資金

PWR型に
全力を集中

に語った︒

を見渡すとともに重要項目の要点

三菱稲生氏の話

三菱原子力は創立第六年目を迎え

工夫が現われている︒

このため︑これまで問題別にとり

を解説してある︒

空しく︑また発行

が︑係員の努力も

こんどで六回目た

﹁原子力年鑑﹂は

る︒日本原子力産業会議発行︒

力産業新聞三カ引分を贈呈す

定価一千二百円︒購入者に原子

厚表紙クロース装上製箱入り︒

A5判︑8ポ横二段組七百搾︑

せている︒

なっている︒このほか全紙面のあ

て研究設備もおおむね完成した︒

れるにつれて︑最近論文やレポー

まず第一は︑年鑑の価値が認めら

あげていた海外における原子力開

がいっそう深く一般に認識され︑

トなどに引用される機会が多くな

原子力開発の現状は︑その重要牲

米国では本社と甲種の技術援助契

外の開発情勢は最新の情報と豊野

ったので︑とくに正確を期し︑掲 発の動向を今回は国別に扱い︑内
職事項は実際役だつよう︑細心の
ス社の開発したPWR型が︑昨年

約を結んでいるウエスチングハウ

な資料にもとづいて展望するなど

また査祭員の遺任についてはエク

島県双葉郡大熊町元陸軍飛行場跡

原子力発電所建設予定地として福

うな気がするのは︑何年版とい

になるのだが︑ひどく遅れたよ

年鑑の翌年度版にやや近い内容

になる▽このため実際には叩般

⁝資⁝

⁝

⁝信㎜

債川留⁝
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⁝
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東京・日本橋通り1／1

謌黹Oループと三菱が協同
制御棒︑炉心︑圧刀容器︑コンテ

の日本の技術水楽で解決できない

研究として︑昨年十月着手した半
均質高温ガス冷却炉の概念設計書
壁はあまりないことが明らかにな

電機とプラント全般についてはメ・催擁．儒︑

として原研が担当し︑タービン発．

考えられるものである︒炉心は主

均質プロジェクトの総合報告とも廼轟

したデーターに基づいており︑半

が︑原研の約二年にわたって蓄積

らことしの四月までに行なわれた

この作業は︑直接には昨年十月か

度の達成をねらったものである︒

ラン篇とトリウムを利用して高燃

熱効窪と︑燃料としては高濃縮ウ

M W︑電気出力約一一MW︒高い

度摂氏七五〇度︶で︑濾出力一一二

素を使用した高温ガス炉︵出口温

はヘリウム冷却︑黒鉛被輝猷料要

がこのほど完成した︒この原子炉

て︑高温ガス炉については︑現在
藻については︑さきに原研︒エ
業開発研究所の共同で同様な設

ル妾びに三護子力鎧駕は蕨攣れ籠墾

講鶴 甲 畔 葬 饗

聞
新

一
の揚合はガスタービンの発電プラ

ーカー側が担当したが︑富士電機

ントであり︑三菱原子力の場合は

かもこれは︑発電方式が異るだけ

の原子力発電プラント設備模型11半均質高温ガス

気出力一万一千百九十KW︻写翼下︼三菱原子力

蒸気タービン方式によるもので︑

ではなく︑富士電機の場合は原画

注意が払われていること︒第二は

次々に四つの大出力原子力発電所

量ナ型潜屋タンカーの陰虚をして

子力機関のエクルンド事務総長は

をきめ︑近く用地寅収を始めるが

￡国主要都市

@野網護券

本店
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共同で原子力潜蟄タンカーの経済

ルンド事務総長の説明によると︑
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いままでに判明したところによる

その大部分は非同盟諸国から遠ば

が遅れた▽おくれる原因は︑折

いるほか︑英国のサンダスロi社

これもとつい欲が出てかき込む

角まとめておきながら︑あれも

も二万八千重量ナ型鉱石運搬潜水

れるが︑西方から出たために集方

性について研究しており︑新三菱

船を開発中である︒わが国の造船

重工菜も神戸造船所で模型を使っ
て実験を重ねているが︑運輸省で

遊撃で︑この厚さでの量局ウラン
品位は八三酸化ウラン五％以上に

た場合には︑その一人はたとえば

からも選ばれるということになっ

とこの冨鉱体は︑層厚一碧ないし

◇⁝原子燃料公社では六月三日︑

刺激され︑また将来の原子力船時

業界でもこうした髪長的な動きに

奪．・

合はPWRの経験が活かされて︑ 冷却実験炉︑定格彪気出力一万一千三百五十KW

東海炉の経験が︑三菱原子力の場

鶴成を画室六課に
原産事務局の機構改正

も来年度は原子力潜思商船の開発

一般の年鑑は前年夏ごろに原稿

くなるのだというΨしたがって

二十八日︑外国人記者団との会見

県側ではこの計画に全面的に協

の年度の事項も収録されること

を締切勾が︑原子力年鑑にはそ

で︑日米両国が両国間核協定の安
見込みであるという︒

造船学で原子力潜水商船研究

〆

ノ山べ

町
〜︾

ｸ紳

二

㌧ ︵

に重点をおき︑場合によっては日

東電は福鶴県大熊町に︵日経

ため︑予定どおりにはあがらな
をとりまいて普通の聖体があるの

◇

ハンガリーのような国から選はれ

日米が国際査察受入れへ︵A

主規定管理のため同機関の査察員

︒三十一日︶東東電力では懸案の

ることも考えている︒

こんなことをいったところで︑

う文字の魔術であろう▽しかし

P11読売・五月二十九﹇ロ︶国際原

◇

るかも知れない︒

達するところもあり︑この冨重体

調査役石崎照夫

した鉱体は︑最近になって︑原撰

綱一郎︑調査役鈴木忠太︑岡折

判明したと発聾した︒

原子力船の浮上船は︑巡航速度

力︑買収のあっせんにはいる︒

ン品位は高分の二ないし四になる

を受入れる計画を立てており︑両

◇

八月号の碓誌が六月にはもう出

が二十︒且移以上になると波の抵抗

原燃・中津河鉱区で発見

究開発を進めているわけである︒

昨年九月人形峠中津河鉱区で発見

日本原子力産業会議では六月一日

▽調査企画室︵資料室を含む︶

施した︒この結果従来の事業課と

原俊郎︑課長補佐能︑谷哲︑同川

原燃では中津河南部鉱体の存在が

代に備えて︑原子力潜氷商船の研

本造船研究協会に試設計申萎託す
11室長︵兼︶森一久︑室次長末 が探鉱を開始してからはじめてと

技術者養成課は廃止され︑その業

上慢心

わが箪笥の高晶位

だが︑これらを平均しても︑ウラ

これに伴う人事を発表して即日実

事務局の編成を一室六課に改め︑

務を統含して振興課が新設された

▽開発課11課長末田守︑課長補 試錐探鉱で判明してから︑昭和三

いう最高品位の鉱体であることが

ので︑事務局の課長補佐以上は次

佐国分郁男

非常に困難であった︒しかし昨年

十五年下期以来坑道探鉱を笑施し

のようになった︒なお調査役は課

▽アイソトープ課11課長竹内幸 てきたが︑地質構造が複雑なので
一

ﾛ長補佐関貞雄

長待遇である︒

▽囁務局畏早川淳一︑駆務局次

ろによると︑この原子力発覧所は

にすぎぬのかもしれないが︒

る世の中だから︑ひとのよがり

東電がさる二月明らかにしたとこ
かれる機関理事会にこの安全査察

す場合は潜水するのが有利だとい

運転を開始するという︒

国は一軸月十一日からウィーンで開

ッチに進んでいる︒運輸省船舶技

原子力潜氷商船の研究開発が急ピ

定であると述べた︒

四十一年度に着工︑四十五年度に

︵日経︒六月二日︶造船界で最近 で妊みにくくなるので︑高速を出

▽国際課11課長庄司洌

部に逢下したので︑その後極力探

▽振興課11課長関恨瑛応︑調査 三二の八三酸化ウランを含む冨鉱

九月︑厚さ約晶出︑岳位︻万分の

畏森一久

沼久保克己︑課長補佐喜多尾憲

ラル・ダイナミックス社が四万重

▽総務課臣箏務局次長代理総務

術研究所は昨年から川崎重工業と

． ㌣へ

れ味の寿命がおどろく程匿くなりました

窓

課長山分美治︑課長補佐荒井仁

鉱に発めていたものである︒

ρ

式

株

臨εす。菟勲めねにシャープで・切

擁護

r

われている︒このため米国のゼネ厚を規定した条約草案を提出する予

▽経理課n課長国国︶山分美治
可

ぜ。
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「

ブラジル︑ソ運︑日本の十一力国
から各﹇名のパネルメンバーが参

会︑ユーラトムの代蓑および英

加し︑ほかに国頭欧州経済委轟

国︑フランスなど欧州五力国から
の各一︑二名のオブザーバーを加

った︒

えて︑参加者は合計二十︸名であ

パネルは四月一日午前九時置ら始

まり︑議長にはフランス代表のJ
・ゴーサン氏︵仏原子力庁︶が選

場合はどうするか︑比較すべき期

〜三十年︑原子力は十五〜二十五

ーデジは水力四十年︑火力二十

命を十七年にとっている︒スウェ

方式の比較の決め手は燃料費で考

分であり︑その後の原子力と在来

べ︑ソ連は十年間は水︑火力で十

子力海外事情四月号参

ける一九七〇年代の電力量﹂︵原

局がまとめた﹁スウェーデンにお

また負荷追随性については原子力

年と発表された︒

料が豊冨なので︑原子刀発電をシ

えるべきだ︒西ドイツは化石燃

電力の需要増加を推定し︑また重

告したが︑ここでもその十年間の

い︒現在は建設費の高いことから

〇年から八○年までの原子力発電

いての経済計算を行ない︑一九七

発電炉をシリーズで組み入れてい

細かく検討する必要があるとされ

て行なっているが︑これはさらに

を︑通常はべ！スロード運転とし

って説明されたが︑結局︑商業用 発電と在来式発電とのコスト比較

力と在来方式との組み合せについ

中で開発する設備について︑原子

な電力計冶の想定を行ない︑その

種の開発条件を考慮して︑長期的

なお今回のパネルの結論の草案が

う︒

での計画を立てる必要があると思

て再検討し︑一九八○年ぐらいま

みるごとく︑国際的な現状に即し

たが︑英︑仏などの先進国は原

いても全般的に地理的︑社会条件

やり方である︒発電所の敷地につ

この次のパネル開催についてはと

参加国に送付される予定である︒

で整理して︑付録を添えていずれ

黙饗遠㌦

別︑臨時の三区分に塗じてそれぞ

りとあらわれ︑利用側の高度の

瀬騨號難解灘

曳
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︵神顯舞験蜥野明︶

華7き

は︑研究専門委員会︑特別専門委

結果︑さきの理事会で本年度から

員会︑臨時専門委員会の三種類に

ある︒

分けることに決定していたもので

会11同位体分離に関する基磧

①同位体分離︵研究︶専門委鼠

的研究を開発し︑その工学的発

展をもたらすために︑国内で同

位体分離の研究に従事している

研究者が相集まり︑相互の連絡

を密にし能率的な研究を行なう

②炉雑音解析︵研究︶専門委員

ことを目的とする︒

において︑炉出力の統計的変動に

会ほ原子炉の動特牲や制御の研究

着目した﹁総懸冨解析﹂法がきわ

のとおりであり︑わが国において

めて有力な手段であることは周知

もすでにここ数年来研究が進めら

れているゆこれをさらに進めるた

め︑国内の研究者が連絡をできる

る必要があると考えられるので︑

限り密にして︑協力的研究を進め

③炉物理案験ハ研究︶専門職異

その母体となる組織を持ちたい︒

会h先に臨界実験専門委員会に

瞥

妾雪与
霧

瓢ン
P
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唖

り

﹂

寧

考

﹂

戸

おいて臨界および臨界未満実験

技術︑実験結果の解釈等につい

て各種の討論を行なって一応の

へ

成果をえたが︑なお幾多の閾題

噂

を残しているので懇懇する︒

禽事セ

﹂

円

弩ーー§一

ルには﹁スチューゲント﹂として

か︒第一耳目の発電所のコスト計

間は耐用年数全般を考えるべき

発電計國の策定とコストの算定を

算をする前に︑まず概略の原子刀

摂︶を報

聞き役にまわっていた︒

参加したという熊度で︑もっぱら

三︑参加国はいわゆる欧米の先進

資金調達に苦慮していることなど

油価格︑原子力発電コスト等につ

対する適応性は任来暑気と同様に

設計されているが︑負荷の変動に

リーズで入れていくことは考えな

題占いが指摘された︒

発電はベースロード用として現在

談顧①については︑利用率︑運転

しておく必要があることなどの問

国と︑インド︑プラシルなど開発
のおくれている国との二つのグル
ープに分かれているので︑拶示さ
れたテーマに対して︑うけとる各

日本も原子力委員会の長期計画に

設備について推定している︒

．各国が計画の．

もとづいて説明したが︑わが国の

が説明された︒

寿命︑負荷渇随性の三点について

．現状を報告

細な経瘡計算の裏付けに乏しいこ

った︒前者は南部イタリア開発を 場合は一応の目安をいうだけで詳

は︑イタリアとスウェーデンであ

良好であると争論された︒

国のバックグラウンドがさまざま

の議題②および③の議論の前捉と

検討された︒これらの問題は︑次

各国の発表の中で注目されるの

らないうらみがあった︒

に違うので︑論議が︸つにまとま

なるものであるが︑一応の結論が

とを痛感した︒

四︑とくに電力系統に原子力発電

会が昨年十二月に長期的な原子力

目的として︑イタリア原子力委員

パネルの結論の草案ではまとめら

わが国としても欧州各国の例に

つぎに議題の②と③については︑

ず利用率については︑米︑英両国

発電計画を策定したが︑これは各

出され︑草案にもりこまれた︒ま

進国と後進国では︑その考え方︑

れているが︑ここではまず原子力

を組み入れることについては︑先

から現在運転中の発電炉の例をと

く場合︑第﹇基目は火力に比して

て︑細かい経済㎡算を行ない︑そ

サ

条件などが異なるから︑結論をど

利用率が低いが︑二基目以降では

た︒

のコストの最小をとらえるという

達成司能であり︑英国では現在は

子力発電をペースロードにおき︑

一応作られたが︑さらにIAEA

だいたい火力なみであると考えら

これについて各国から説明があっ

七五％︑将来はもっとあがると予

を考慮し︑在来方式︑原子力止し

季

くに話題にのぼらなかった︒

これについての経済計算の現状と

つぎに運転寿命については︑ま

想している︒

またスウェーデンは中央運転管理

ぼって計画を立てている︒

薯．ヤ・キあ例では八霧

ういう方向に集約するかが問題で
ある︒

コスト計算な
ど問題点摘出
分けて次の三つであった︒

今回予定された討議項目は大きく

①原子力発電所と仕来式発電所
に期待される用役に影響を及ぼ

長期の考え方を説明した︒ソ運︑

ず物理的な寿命を考え︑つぎに経

日本原子力学会では五月二十七日

研究︑特別︑臨時に三区分

学会が専門委改組

西ドイツ等は今後の見通しを述

す洋異の分析

状では経験の不足から︑原子力の

済的寿命を検討すべきである︒現

経済的寿命は火力より短かく見積

検討

③糞力系統における原子力発電

の大竹な低下を考慮すれば︑在来

られているが︑長期的には燃料費

②両者の発電コスト比較方法の

力発電計画

と在来式発電との諸山較一原子

︻会議の全般的印象︼

はれた︒

いか熱心であり︑原子力関係と電

｢州諸国は地理的にも近いせ

力系統計画関係の専門家を組み合

である︒これについてIAEA事
火力よりも短かくなるであろう︒

れ設置することにしている︒

一難艇麹訓話
＝＝一曹一＝二一一㍉一

案

唱

におくる次第である。

電力系統への原子力編入に関するパネル

示唆に富む討議内容

このパネルにはスウェーデン︑英

⁝十一名参加．

各国から二一

田中氏︵通産省原子力発電課長︶︑原産経済特研で報告

脚︑ウィーンで開かれた専門家パ

務局側から︑電力系統を考えて原

各国からそれぞれの年数が述べら

また会期中も討論の休みのあいだ

わせて二名以上で参加していた︒

の総会で︑昭和三十八年度の事業

原子力学会の企画委員会には︑か

れたが︑英国︑フランス︑日本︑米

計画を決定したが︑これには原子

ねてこれまでの専門委員会を改組

子力発電所と在来式発電所の経済

国では原子力は現在は二十年で︑

力分野の専門的な調査︑研究や︑

を利用して欧州同士で打ち合わせ

比較をするさい︑将来の原子燃料

将来は三十年と考え︑在来火力に

し︑新しい研究に即した体制を整

蔓紫豪き﹄
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定価

日宏原子力産業会議経済特別研究会では︑五月二十七日午後
一時半から︑雷力中央研究所会談室で第九回研究会を開催し

た︒当日は荒川主査をはじめ．とする研究会メンバーおよび

のパネルに︑荒川主査︵第一回︶

ネルに出席し︑パネル終了後は約

フランス︑西ドイツ︑イタリア︑

ィーンで開かれた国際原子力機関︵IAEA︶主催の﹁電 国︑インド︑米国︑ハンガリー︑

電力会社など各社の関係者約三十名が出席︑さる四月初めウ

長餐幹事︵第二回︶︑三字幹事︵第

二十日間欧州誤国の印子力毒情を

るといった熱の入れ方であった︒

費の見積りの不確定さをどう処理

資料の収集︑刊行などを図るため

一一

から実用面での線源の頚要性

され︑放射線化学部門では団野

置

日本原子力産業会議

行

発

力系統に原子力発置所を編入する甥含の経済性についての専

門家パネル﹂に日本代表として出席した通産省公益事業局原

報告されたパネルの概要は別項の

を検討することとしたのである︒

子力発電課長田中好雄氏による報告を中心として討訊を行な
った︒

︒わが国から

ア︑スウェーデンの提出旨料を中

三回︶らが︑それぞれ日野代蓑と
視朝して帰国した︑と前置きして

二︑米国からはヤンキー電力会社

ついては三十〜四十年ぐらい︒西

毒ド

︐一も

． ・ ︑r

＆ζ咽

とおりであるが︑この縮果︑同研

に引き続き︑経済的研究を行なう
心として︑今後この間飛の検討を

して参加し協力してきたので︑引

今回のパネルの内容およびその後

するか︑両者のコスト計算を一対

いて発言された︒

＝一一＝︐一・＝冒：一曹一遇一：ニ＝一甲＝騨＝冊︐一

えようとの瀞向があって検討した
一一一一：︐一

の各種の専門委員会を︑研究︑特
：冒一一一■一

と︑本源用RIの製造と財源製物の純度と分解の五点について

1がつくられるはずである旨が

理学部門からは重松慎信氏

睦月ロニ

示された︒続いて日本原子力事

造技術の聞済について希望がホ

ゼ

以上はいずれもが︑一朝一ダ

鮮紅騨舵編麓吻︑

︵京大︶︑工学部門トレーサー

関係では加藤正夫氏︵東大︶が

業駈詰良﹁氏により東京近在民
間原子炉を代蓋して︑基本的に

藩

ダ自マ

一でなく︑シリーズで組み入れる ドイツは原子力の場合︑物理的寿

の﹂︒クウ氏が参加したが︑欧州

ロニニサロ

諸国とは対心的であり︑このパネ
コニニコロ

儲婆毬
原研において軌道にのりつつ

皓文氏︵原研︶から利薦されそ

騰議驚雛鵬罐蕪聾
うな線源の現況が示された︒

以上ひととおりの発言の中か

に︑必要な核種を︑希望する形

場合によっては計画の相互調整

で入手できるようにと供冷の円

それぞれの立場で︑必要なとき
本格的な稼動を前にして︑その

も考えていると親子があった︒

ら︑座長の司会により①標識

あるRIの生産︑民問原子炉の は大いに利用してもらいたい︑

間の問題点をさぐるために理化

滑化を強調され︑とくに工学都

意義であったと思われる︒総合
かわって利用側からは︑医学

としてイリジウム㎜の国産化︑

シ

﹂流のレベルにあるが︑その生

化合物の製造②トレーサー調整

門では大量の必要な場合や︑放

などについて活発に討論が行な

熟稟議犠聾臓聡確

民間原子炉を含めた原子炉運転

と原研の特殊サービスの範囲③

部門から山下久雄氏︵癌研︶が

射化のサービスについても希望

われた︒

生産の文献②R1生産方法の研

㍉

無職磯り搾婦月雪螺資二箋鱗︾！盤縣趨︸

審

紬雛瀬踏隷驕経歴

学研究所山崎文倒氏を座長とし

て第五回日本RI会議で討論会

轟輪講開戦纏禦
まず原研RI製造工規望月勉

が行なわれた︒

同じく製造研究室の柴田長夫氏

最近︸年間の内外文献にみられ

が示された︒また農紫部門で

の円滑化④知半減期線源用RI

が今後の計画についてパンフレ

る利用核種をあげて希望が示さ

氏がR1生産の現状について︑

・トにより説明があった︒これ

は︑三井進午氏︵東大︶から樽

的大量な製造・供給について希

R王のスペソク④キニリー数

︑
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究経過③各利用上に必要とする
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望があり︑工学部門・線源利用
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ービスや標識化合物の製造につ

魁一二︵マ昌
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は丸尾治氏︵東大︶が︑測定サ

EAの原礼之助氏より︑①R要
Iであるように思われた︒

最後に聴衆中におられたIA

れ︑薬学部門からは鶴藤亟氏

ハ東大︶が医薬品としての検査 識された潮湯・農桑などの比較

によれば現在は基本計画の第一
期で︑半靴期八日以内のものと︑

︾
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関係では筆者︵神黒川県追試︶
﹁

ヨウ素剛︑リン32︑イオウ35が製などの問題点が︑生物学部門で
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版を重ねて内容ますます充実した関係者必備の書

も毎回出席

原子力発電計画の具体案作成に有

のうちから︑とくに今後のわが国

究会では︑各国のパネル捉出資料
こ の専門家パネルは︑IAEA総
会および理事会の要請に墨づき︑

同機関が一昨年に刊行した﹁原子

ため 今 回 新 た に 招 集 さ れ た も の
叢めることとなった︒

力な参考になると患われるイタリ

である︒これについて経瘡特別研
田中氏は︑今回経済特別研究会の

力発霜コストの計算方法の手引﹂

究会は康子力発電コストについて

き続き今回のパネルについても︑

の各国視察中にパネル出席者とふ

工AEAが今までに行なった三回猪めをうけて︑四月一日から五日

同じく研究会メンバーである田中
たたび討論された内容を補足しな

♂

纒

氏が参加したのにともない︑その
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がら概要次のとおり報告した︒
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好評発売中！

原子力情勢の展望にこの嘱翻を〃
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英国ウインズケールのAGR原子力発電所

で、使用者の十分な御満足を欝られるも
のと確信し、あえてこれを関係者の机上

さらに資料を豊冨にし、分類整理して使
用に便ならしめたことてある。 そのほ
か、これまで綿織、刊行した前5回の経
験や読者の要雲などを参考にして全ペー
ジにわたり細かな配応が払われているの

この年鑑の特色は、最近1力年の原子
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藍おもな内容茎 口絵写真、草創朋から3月來までの原
子力年表、最近1力年の国内・海外の開発屑勢の展望、原
子力技術の進歩、日本ならびに海外の原子力開発休制、
法令、条約、予算、原子炉表その他原子力関係の重要資
料、内外各関係機工の役員、議員その他の名簿、索引

力に関する各種のできごとを、体系的、
総合的にとらえ、世界的にみた原子力閲
発の趨勢と、国内の動向を展望するとと
もに、あわせて堕要項目の要貞を解説し

ド

ド

調

戸ゾ。
｛鉢
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鼻
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早か 彪原子力委の裁断
国
動力炉は重水減速巣

ことによって︑原研の研究全体に

ていた県道炉からスタートする案
が採用され︑笑駿炉の段階は省賂
された︒開発体制は原研を申心に
メーカーや大学が協力することと
なるが︑メーカーの立場からは開

しわよせされる従来の例がくりか

発費の笑質的な負担がメーカーに

えされないよう要望が出されてお

企額国庫負担︑②合理的な研究開

り︑専門都会の答申にも①計画の

五二七︑マ一〇一覧一総画課磯

ハ

て︑事業団に出同ずる公疹員の勤

めにしたがって︑使用施設などの

用するには︑原子炉等規制伍の定

れている︒しかしこれまでこの遍

質の使用尋に関する規則できめら

自主的に開発することを目的と

地を管轄する法務局もしくは地方

が︑登記箏務はその事房駈の所在

ルトニウムや使用済燃物などは大

での研究が進展するにつれて︑プ

量に便用される気雌にある︒

しかるに︸方︑これに町する現行

かなり笑情に適合しない貞も生じ

規則は数年前に制定されたもので

てきている︒このため次の三貞が

新刊・近刊書

H君子刀発宙の推進に関する懇望

〇穴二調査企画室V一〇六五資

五三三経理課轡四六七九︑▽一

三国際課V一〇六四アイソトー

料室㈱三六四四開発課▽一〇六

関原懇事務所移転

プ課㈱四六五〇振興課

原産関西原子刀懇談会では六月二

︵靭公園隣接地︶の﹁大阪科学技

十九日︑大阪市西区甥︸の一一八

術センター﹂ビル三階に事務所を

移転する︒

二

六月二十一日

第十回ジルコニウム舎金水素量

収研究小委員会

原子刀局との運絡打合せ会

午前九時半神戸製鋼所

二十

廃棄物処理サ

二十五

二十四

第二十一回地翻小高書会

＋︸日正午原産

通日省との連絡懇談会

一八口午後二時原産

原子力グラフ編集会議

日正午原産

原子鋤力研究会

日午前十一時半原産

ブグループニ十六日午後一時半原

続年数通算に不利益とならないよ

事務局次長轡Q八四〇秘書軽罰

⑱八九四七箏務局長轡四六七九

九一局︑▽印は五Q一局である︒

なった︒なお左記蕾号甲㈱印は五

の増設で一部変更して次のように

が︑最近の事琵局機構改fと地話

内線交換はできない︒この偉通線

るが︑これはそれぞれの課専用で

る︒このほかにも︑直通線があ

回線はいずれも内線に接続でき

番が代表番号で︑これてつながる

これまでどおり五九一局六＝＝

日本原子刀産室会議の電話番月は

電話番号一部変更

脚懸︐旗色捲瞑砂︐扁

11三面参昭︑

いるので︑その成りゆきに大きな ◇六日置木︶原子力国内事情獅集
幹事会◇七日︵金︶第二回放射線
関心が脊せられている︒
化学委員会常任委員会︑安全特別
この精果︑原研が数年来手がけ︑す
研究会セーフ・プロシェクト小委
でに概念設計も終わっている半均
員会11前号参照◇十日︵月︶原子
質型1その発展としての一︑同温ガ 動力研修講座開講︵電機工業会館︶
ス型は︑動刀炉開発プロジェクト

からは除外された︒原研が≠均質
型をどう扱うかが注目されている
が︑産芙界ならびに二二の︻部に
は︑折角ここまで研究が進んだも

のを中止するのを憺しむ声が強
い︒また今回各界︼致できまった
重水炉開発プロジェクトについて

が変吏されることのないことがの

も︑将来開発途上でみだりに方針

ぞまれている︒

㎜原産副講述
︻六月一日一十日︼

◇四日︵火︶原子動力研究会材料
工法サブグループ◇五日︵水︶国
会議員との懇談会︵ホテル日航︶

豊野事業団法発効

をとる︒

の手続や検査基準などは核燃料物

また事業団登記令は︑事業団法第

倹査を受けねばならないので︑そ

②出資者の持分桜転は︑原簿と証

ラボとかプルトニウム特研といっ

用を受けた施設は︑原研のホット

る寄付について税法上の優趨搭置

券に記載したのちでなければ事業

八条の規定にもとづいて制定され

うにするとともに︑事業団に対す

政府は既報のように六月八日︑日

団や第三者に対抗できない︒

たもので︑事業団はこの登記によ

関係政令も六月八日公布
本原子刀船開発事業団法を公布し

③事業団はつぎの事項を記載した

断であるということができる︒

鱗鐸雛愚蓼羅贈離職鍼
な一一て開発体制やスケシュールに

る規定は事業団の出費証券に準用

④陶沃の株券鞍失や再発行に関す

法務局︑またはその支局もしくは

①使崩施設などの台目を従果ど

改正された︒

おり施設完成後に行なうほか︑

皿都工皐中にもおこなう︒

2弟2項の規定による工事の技

②康子炉等規制煮第五十五条の

術上の墨準を整備した︒

③施設検査串請書の記載事項を

改善した︒

また国際規制物資便用届関係の改

正は次のと︑⑩りである︒

国際規制物資の便用にはこれまで

期限は便用等に関する規則と原子

一

o

確立している題氷減辻型にお三 発契胸剖展の確立︑が明記されて
ついたことは︑諾般の四駅からみ
て︻応妥当な稽論であるといえよ
う︒かねがね雪氷炉の線を希里し
ていた原研勾池理事長としては︑

国蔭二号炉から今回の動力炉へ一
貫した概究開発の継統が司能にな
るわけであり︑久しく瞥集とされ

けるためのデモンストレーション

開発スケジュールについては︑専

も種々の影響があるとみられる︒

離醗を魚心に協力体鯛で

原子力委員会は六月十二日の定例会て︑国産動力炉の開発墨型を

なお︑第二および第三段階の実施

炉の建設を行なうこととする︒

ていた動力炉プロジュクトをもつ

重水減速型とすることを決定し︑今後の開発の進め方に関する大

ける開発の主体は︑今後の進展に

門部会が有刀な下見として報告し

綱を発表した︒国産動力炉の炉型は︑ききに専門都会が出した巾

にあたっては︑それまでの開発の
成果を検討︑評価のうえ︑さらに

④開発の主体は︑第一および第二

具体的な進め方を決定する︒

型の概念設計が本任度中に行なわれるものとみられていたが︑原

間報告てガス冷却型と二水減速型にしぼられており︑この垂直

子力委員会はいちはやく肖＝炉型の決定をおこなったもので︑今

を中心とし︑民間産業界箋︑の参加

段階においては日本原子力研究所

後はガス︑軽水︑丞婚気︑育機材を冷却材とする四種類の重氷炉

協力を求めて推進する︒このため

について概念設計をおこない︑その長短を比較検討ののち︑原研
を中心とする協力体制のもとて原型炉の設計︑建設にすすむこと

究所に本動力炉開発を担当する部

昭和三十八年度より日本原子力研

となる︒この決定により︑わが国としては初の本格的な国産開発
プロジェクトをもつこととなり︑今後の原子力開発の方向に及ぼ
呵
す影響はきわめて大きいと見られる︒

門を設置するとともに︑所外の専
門家の参加を求め︑概念設計の技

し︑理事長の諮問に応ずるための

比較検討を行ないつつ︑概念設計

気︑有機材を用いるものについて

を行ない︑開発すべき煙型および

委員会を設置する︒第三段階にお

原子力委の発表⁝
原子力委員会の発表した国産動

して︑原型炉の設計︑製作︑廼設

その要目を決定する︒第二段階と

立案についての技術的事項に関

術的訂価および原型炉開発の細目

力炉開発の進め方の大綱︵全

即して決定する︒

文︶は次のとおりである︒

①国産動力炉の開発は︑原子力開
して︑これを実用大型炉に繕びつ

および運転を行ない︑第三段階と

て即日集施したが︑これと同時に

出資意原簿を主たる事務所に備え

る︒登記事項は︑事藁団の目的お

ごろに実用化の見こみの．回い動力

発利用長期計画の後期十年の半ば

布して発効させた︒

同法施行令︑同事業団登記令も公

出資老に閲覧させねばならない︒

よび四聖︑名称︑事業所︑資本

初の本格的プロジェクト

ことにより国内技術水埠の向上に

し︑あわせてこの開発を遂行する

施行令は本法︵事業団法︶の規定

出資蕊の住所氏名︵名称︶出資

金︑代表権をもつものの氏名︑住

炉を︑設計から建設まて一貫して

資することを期得している︒

にもとづき︑出資証券の記載事項

額︑出資設券蕾号︑証券勲得の

注目される半均質炉開発計画の今後

②開発すへき対象は︑新型飲︑中性

その他について細目をきめたもの

所と資格︑その変更などである

する︒

出張所が管轄登記所としてつかさ

って第三者に対抗できることにな たものであったが︑最近この分野

子転喚炉とし︑核轡料の有効利用

年月日
答申を尊観しており︑核螺料の有

成立年月日︑資本金領︑出資金

⑤国家公務貝等退職手当法施行令

①出資舐券には﹁事業団の名称︑

額︑出資誉の氏名︵名称︶﹂と誉号

どる︒

﹂

〜

など関係六政令に所要の改正をし

こ

核燃料物質使
用規則等改正
手続きや検査基準など

政府は六月十二日﹁核燃料物質の

使用などに関する規則等の一部を

改正する総轄肘令﹂を公饗して即

日笑施した︒これは施設検査関係

で核燃料物質の使用などに関する

を︑国除規制物資使用届関係で同

規則第二条の2︑同3および同5事前届出が必要であり︑その届出

核燃料物質の流通や使用の集陀だ

た︒しかしこの規定は︑現実の

使用開始前三十目までとされてい

上弟六条の2と尿子炉の設置運転 炉の鑑賞︑運転等に関する規則で

尋に関する親則第二十三条を改め

関係は次のとおりである︒

たものである︒このうち施設検査

一管以上のプルドニウムとか百千 適難しないので︑これを牽前届出

ユリー以上の使用緕燃料などを使 であれば足りることにした︒
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を記載し理年長が記名押印する︒
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を上げてゆく△15EI摂氏565度の最高温度に
達し、そのまま10時間継続、その後徐々に温

効利用と供沽の安定化の観点から

・＝．し3監︐監塾

遮臥△9日スイノチイン、それから徐々に温度

天然ウランまたは微農縮ウランの
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で︑その概要はつぎのとおりであ
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くかう徐々に冷却して焼さなますものて、これには

てにくいという各申をしていた

f︑

〜約4千KWの天心力を要する。
許 6月9日このスイノチインが行なわれ、15日最

が︑その軍門小にはこれらの問題が

﹁．工

〜を補し、最高温度摂氏565度まであげて、それ

ンを使用する重水減速型とする︒
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﹂

らびに収支決算報告の件︑②昭和

理事会を開催︑①昭和三十七年度

度は非常に高く︑コバルト60三 計にもとつき︑ルーブルに建設し

ようとしたこ千四百†万がの軽水

に十分な研究椎進体制を邸備する

炉に反対を受けたが︑パキスタン

で使用されているという報告︒

は原子炉の耐用年数を三十年とす

原子力委貫長1・H・ウスマ耳垂

9，000

千キュリーは九〇％までがここ

件︑②昭和三十八年度箏業計画案

ついで名大プラズマ垂垂所長伏見

……

事業報告ならびに収支決舞報告の

支予算実審議の件︑③役員追加憂

康治氏から︑同研究所の概況報告

くらべ千百五十万が節約できると

れば︑原子力発電は在来発電所に

役員改選の件︑④その他を審議︑

があり︑原筐蚕誘局長早川淳一

ならびに収支予算案審議の件︑⑧

氏から県子刀畏期計画の推進につ

国借款が利用できる見通しを聲謁

スマニ氏は今回の計画に対して外

いう反論で反対を押し切った︒ウ

いずれも承認された︒

た︒

いてのその後の態勢の報蕾があっ

以上の議事終了後︑名古塁高慢技
術試験所長鹿野︸男茎から次の報

名工試▼一ある問放研究室の利用

告があった︒

4，300

三十八年度事業計幽夷ならびに収

調をはかって所期の成興をあげる

由給電刀最

にしなかった︒

したが︑その管款者の名は明らか

i

A抽。esi磁。g。，禰a。。醜。猫1cs．Ed．bylA。M・G・a・h＆

とともに︑外部との突密な連絡協

嘱の件︑①その他を吝議︑全議題

▽配員︵要理監妊担白︶㌦学都

は次のとおりである︒

員として追加委眠の皿︑指した話氏

を異議なく可決した︒このうち役

よう︑各界の協力と㎜P見をズめよ
うとしているのである︒

原産中部懇談
会委員会開く
名訟訴▽常任幹菖

電力監査役高柴勝︑忌︑海銀行一

O一＼〆躍︽Vくーー

米二〇二公聴会で

原子力研究費批判

スイドラー氏は四月四日エジソン

米運邦電刀委員会委員長﹂︒C︒

電刀研究所で︑電猫業界は非原子

ていないと諸つた︒

力分野の研究に十分な資金を費し

同氏によると︑﹁九六二年に浦費

子刀に二千六百万トル︵九十億円︶

された業界の研究開発資金は︑原

らの物質を使用する場合には︑A 非原子刀には四百万ドル︵十四億円

全体の経費の三分の二以上を負し

ECは熱中性子発電炉における想 強︶となっており︑原子力関係に

﹁原子刀研究の拡大を間るだけで

たことになる︒この事異から氏は

総合的研究に努熾して原子刀以外

なく︑電刀簗界に一層効果のある

の在来技術や新技術の分野にもっ

と多くの研究費を注ぐべきであ

これは合同原子刀委員会の二〇二

る﹂と強調した︒

英

4，400
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有効な醗究利用図る
理事長の諮闊機関として
事業計画等可決
n︹乏い二刀墜巣会晃磯巾就康子二幅

締役河内武雄︑大同製鋼技術部

ついで午後二時から囹所で中書陰

訣会では︑六月十二日午後一時三
十分から名古り二用中区穴池町名古

子刀平和利用PRセンター第三回﹁

があり︑すべて多数の人の堅雪と

試験炉研究委員会の第一回会合を田いた︒この委員会はJPDR 協力を得ながら耳実状況をよく判

き︑①昭和三十七年度事業報告な

屋商工会議所で舅九州委員会を開

日本原子力研究所では六月十三日二二F時から原産会議軍で動ヵ

断しつつ適確に進めて行く必要が

アメリカのハラ
ム原子力発電所

長安田登

の臨界が間近か︵八月︶に迫っているので︑わが閑職水炉研究開
ある︒このため原研では︑内部的

米︑研究用Pu大幅値上げ
燃料用には従来価格を適用か

ウラン鵬を十五逆から八十二がに

③次期の誹顯としての法律熱そ

＝ニ＝＝≡≡≡＝一一≡≡≡一彗

源に利用するプルトニウム掬と脇 がを四十三運に︑また研究開発用

・米AECでは七月﹁日より中性子について︑従来のグラム当り三十

発誹画の一かんとして同炉の有効な研究利用をはかるため︑理事
長の詳問機関として設けられたもので︑原研理事西堀栄三郎氏を

委員長に︑学界︑試験研究所︑メーカー︑電力︑原研関係者など
四十七名で構成されている︒今後必票に応じて小委員会を設け︑
同炉の胴発研究誹画の立案や運営にともない発生する講間頴につ

るようにする︒現花︑強制循環

いて審議︑答申をおこなうことになった︒
当日原研から提案された研究利用

の他の開発研究は︑現段階にお

写真は米国ネバタにある電気出

消繕損失量にもとつき料金を請求
することになろう︒

ユーラトム︑西独

高速炉を共同開発

ユーラトムとカールスルーエの原

英

と題する展示会を開

催している︒六月十四日にはとく

国の原子刀

月八日から七月三十一日まで

介するためミュンヘンにおいて一ハ

AEAでは英国原子力の現状を紹

に講演と展示会

英の原子力紹介

困難であろうと見ている︒

経費を増大させる予算的裏付けは

と考えている︑また非原子刀研究

究費を削除するのは好ましくない

イドラー氏自身︑本心は原子刀研

あったが︑JCAE委員らはス

公聴会でも広くのべられた意見で

子炉建設運転会社︵KBB︶が高

凋印した︒この契約によると︑総

O擁三訂諏
技術者を派遣する︒

伽藪罰乳議繁縣

の冷却糸︵ヘリウム・乾燥蒸気・

R斗謙難舞

締結しているが︑さらに三番頃の

を講濁した︒

センターで︑十日闘の会期で六月

マーシw︑︵ミラノ︶の放射線化学

化学分野の第一回国際展示会がア

開発

国原芋刀発電計劇における源子炉

ンバーガi氏は招待老のみに

契約をイタリアCNENとの間に
にAEA激子炉グループ次長クロ

東パキスタンに五

交渉零ある・

十万KW発電炉か

東パキスタンに設置する電気出力

五妻w原子羅所の難

熱闘纒
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それぞれ料金を引きあげる︒だが

の利用方針が大体そのままうけつ

力七万六干KWハラム原子炉

置12月湿

ン勝には十四遼を︑これら物質の

定燃料価値を基礎として︑プルト
︵SαR︶の上部︒前景には炉
ニウム瑚および蹴には十が︑ウラ
に垂薩におろされた二十五本の

畢

に進む予定である︒

篶謝駝篤舞建謙

一環として建設したもの︒

フォーラム、ANS禽「司大会
米会制ポ米

IAEA

ニュー：ヨーク

p．1963（McGraw）……
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Brophy．462

計画は︑JPDRの計画当初から蒲出力密度化を目詰と考える︒
がれているが︑その後の情勢の変

④厨唾山群︑材料︑濠端の試験

いて調査研究碍度を進める︒

照ム業有一運リ
子ウ鉱・む炉べ
性シ国ム含子化
中ポ米ウを原酸

オタワ

試験ずみ原子炉の燃料開発にこれ

いても検討の必要があることが指
の場として役だてる︒

化もあるので︑曲目的な方針につ

摘された︒原研の提案の閃︑容はつ

⑤得られた研究成粟を他の型の

行ナ分量
力ミ岡質

原力業マむ

子セU三

1警

射の生物学的景じ響シン ブルノクヘブン

問
きの通りである︒

米ラ鯉川A子

ウサコウ

米λNS

新

動キャスクが見える︒

制御粋︑後景には装荷燃料用移

する︒また塘殊屠的の原子炉︑

この動力炉はアトミック︒イン

①現在のJPDRを運転し︑実 動力炉にも広く役だてるように
地の運転経験を得︑あわせて各

たとえは船舶用原子炉などの研

ターナショナル社が︑アメリカ

べ︶

掻

リ

シ西ピ
ン︵ノ
ウ

ラクー

ブイユ

米ASME、工EEE

業
種の特性測定を行なう︒
究開罷にも役だてる︒

とプラズマ物理学を含む）
ヨ

IAE．製
イーン

IAEA

一議指ジ低中ム止にR議全プ立会−原

ウム

増⁝
殖炉の共同研究開発焚約習に
一速﹂

の商業ベース原子力発電計画の

②今後数年間で達成すべき改良
しかし︑これらの目的を達成写る

年会（ドーンレイにおける論文

産
研究の目標を設定し︑これにす
べての関連硯究を有効に集中す一には運営上その他に多くの問題点
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原子力物質の採鉱、選鉱におけ
る保健安全シンポシウム
第9回欧州血湾学会議（血液学に
おけるRIの利用部門を含む）

国際純粋応用物理遭盟

第3工高エネルギー国際会議

科学振興協会
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写る第3回国際会議
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△

通達することになった︒原子力委

両日︑東京本郷の東大工生都二号

要綱を決定した︒この四分科会の開催時期︑会蝪︑応募論文の提出期日その他は次のとおりである︒
物
便 ◇第三回炉物理分科会︵委員蚤・
日本学術振興会と＃催て開く︒こ
東大西野治氏︶十月十八︑十九の

囲は次のとおりである︒

る︒なおこの分科会の飯り扱い範

十日︑予稿受付けは九月七日締切

究会の新しい主査候補をきめる主

日本原子刀産業会議の原子動力研

プをとってもよくないか﹂との発

自主的に組織運営のリーダーシソ

の進んだ現状ではもっと産業人が

再発足の原動研幹華会で人選

任・幹事連絡会は︑六月十二日午

をし︑十一グループの主査候補の

来年度の予算処理方針

く

明をきき︑八月十口まで調整を行

とともに︑七月いぼい各省庁の説

¥八日までと印刷をおわる︒

ない経費の見秘りや配分説画を立

ついで十九日原子力局議︑二十一

日原子力委員会にかけたうえ科学

の庁議て決定︑八月三十一日大蔵

技術庁の予算と一活して二十四日

省に送付する︒

−III邑鼠饅攣！一冒一IIlI
六月十日ひらかれ

分のテキストを全部もらったか

中堅となるみなさんが︑一週間

てわが国の原子力関連技術者の

術の進歩も生まれてくるVやが

らこそ︑個々の企業の優れた技

合した幅ひろい技術開発の中か

だけではいけないVそれらを総

といった専門分野のせまい厩究

従来のように晦気︑沿金︑化学

術の上になりたつものだから︑

あいさつ▽原子力産業は総合技

長大山松次郎氏の

糠灘購

子力委員会は六月五臼の定例会で

騒辮
口︻

ｴ子力局の直接所管する経費

員会はこれらの提出経費につい

は＝﹇十二名を十月一日から六ヵ月

び面接審査で採用者を決定するが

間研修を実施する︒書類選考およ

海村日本原子力研究所原子炉研修

民間企業関係者は茨城県那珂郡束

月一日から向う㎝年聞︑一般課程

の発表会の内容は公募による研究
館て開く︒公募による研究発表の

△資源く核燃料・炉材料の製錬

．

質疑事項の闇合せば原研東海研究

る︒

万円︑一合程が秀畢円であへ

授染料は従来通り︑高級課程が三

区犠ヶ関三の四文部省大学学術局

所に︑大学関係者は東京都千代田

申込締切日の七月三十︸日までに

筒級課程は六名以内を募集し︑十

ングを行なう計画である︒

の研修希望者を次の要領で募集︒

発表と総合講演で︑研究発夷の発
ほかに捨合講演かシンポジウムを

△炉化学く核化孚△同位体分離

言から主査は五グループ︑竃力会一

成案を得た︒その取り扱いは原動

社側からも選ぶ線一．・具体的な検討

炉罪弱．

は第べ同高級課程および一般課程

表時聞は十分あるいは十五分の二
三件智彫予定している︒研究発表

△放射線化学△化隼工学

後原産で開催した︒

のありかたも原産創立蟻初は文

席上大山原動研会長から﹁原動研

献検討を主とした学術的な色の濃

攣鐡
研上髭と原産に任された︒

原動研︑主査候補︵現在交渉中と

炉心設計・若林良一︵原子力事

壁面
業︶遮蔽設計・大島正幸︵川守重

このうち参加者の多かった事業所

原子炉安全・西威斜一︵中部電

力炉開発・神原豊三︵日立︶︑

処理方針を庚定した︒この結果︑

昭和三十九蕉度原子力関係予算の

れ以上になると日本の原子力産

プをきめこむ相談はまだしもそ

入と情報交換かたがたエスケー

職鋤獣磁隠釦

い内容で出発したが︑原子力開発

業種別内訳は次のとおり︒
電力二︸︑電機︸八︑造船六︑

機械一︑金属四︑建設七︑その

原

特性を含む︶△放射線計測およ

転△照射技術△機械工学△原子
力施設△核動力△安全性△保健
物理
◇第一回化学・筒取工学分科会
︵委員長・理研岩瀬栄一氏︶十一

関係者は東膿皮千代田区霞ケ関三

月目Bから九日まて三日間︑東京 研究助成課に︑また国立研究機関
神田駿河台の日本化学会図書館講
堂と会議整で︑日本山賊会など五

團原研杉嚢氏︶九月三吉か・

階︑討論蒔閤は五分過いし十分と
は発表時間十五分︑討論時間五分

研修生を募集
日本原子力研究所原子炉研修所で

開
く

産業人からも新主査を

麹鞭子力任研究振興聾瑠修叢話︵東海︶二

学協会と共催で開く︒内容は公募
による研究発表と総合講演で︑研
究発衰時間は発表に二十分︑討論

十月三日まで四日間︑原研東海研

なる予定である︒参加申込みは八
となっている︒参加申込みは八月

に十分である︒参加申込みは八月

発表と総合講演が予完されており

第究所で開 く ︒ こ の 発 衰 会 で は 研 究

三

研究発衰にはそれぞれ一題十五分

日に締切る︒

月三日︑予稿受付けは八月三十一

締切る︒なおこの分科会の飯り扱

原研で原子炉

の発表時間と五分ずつの討論蒔間

なおこの分科会の盛り扱い範囲は

三日︑予稿受付けは八月二十四日

が刮当てられている︒なお参加申
込みは七月六日︑予稿受付けは八
い俺囲は次のとおりである︒

原子力醗修講座

△炉設計△炉制御︵関連する動

核燃料・炉材料の醒際および製造

会の範囲に炉材料を加え︑︸方燃

加工︵これまでの移轡料分科発表

月三日締切るが︑この分科会の頁
り扱い範囲は次のとおりである︒
△原子炉物理︵炉理論︑炉解析︑

す︶で︑その分頻項目は次のとお

料の製錬を化掌工学分科会に移

拡散 実 験 ・ 動 特 性 コ ー ド お よ
りである︒

ムウランおよび合金ムウラン酸

び計算︶△原子核物理ムプラズ
マ物理△放射線物理△放射線遮

は日本原子力発電の七名︑富士電

力︶︑燃料・川崎正之︵原研︶

いうのは困る︒Vよその会社の

ら講義の方は学生流の代返でと

八回目である︒

機製造の五名︑中部電力︑日立製

F

臓本原子力産業会議の昭和三十八

この訓諭コースの期間は︑六月か

他二

トニウムム燃料要素△獣料検査

年度﹁原子力研修講座﹂は︑六月

多い電力関係の受講者

△被習材△昭︑射△構造材︵金

く原子力の研究︑開発および利用

文部省所管の大学研究用経費を除

放射線計測
◇第三回燃料材料分科会︵委員長

再処理および廃棄物処理・角谷

業の将来にも影響する▽これに

省三︵弗原製作所︶︑保健物理

︑

作所の三四名などである︒

ピタリ︒

は一瞬笑声の起った場内もすぐ

なお第一回から八回までの受講者

原子力局へ提出するよう各省庁に

に必要な経費は︑七月十日までに

ら十月まで毎月一週間ずつ五週間

・吉沢康雄︵束大︶︑コスト・

とし︑全コースの修了者には修了

商橋実︵電中研︶

業会講堂で開講された︒まず早川

累計は五六〇名に達している︒

十日東東・赤坂溜池の日本当機工

証書を交付する︒

属︶△構玉造︵非金属︶△液体

本年の受講者は五十九名で︑その

金属△腐食

原産事務局長の開講あいさつのあ

文献交換③日仏原子力特許情報

シオー氏︶︑第三小委員会︵サ

委員会︵EDF設備監理長アノ

この会議には田代茂樹委員長︵東

れ︑丁目さ炉た︒

村原子力委員の訪仏報告が行なわ

ついて検討した︒とくに同日は西

仏相互の原子力情報の交換方法に

員二十五名を決めるとともに︑日

原産で第三回会合を開き︑専門委

員会は︑六月十四日午後二時から

日本原子力産業会議の日仏協力委

原子力資料研究所と原産とをチャ

することを第︻として︑フランス

らまず情報交換の機構を充実強化

何よりも必要である︒この見地か

現状について正しい情報の把握が

めには︑棚互の原子力開発利用の

また臼仏協力の基礎をかためるた

するものである︒

滑にし日仏協力の実をあげようと

本側でも同委員会の運営をより円

員会が設けられたのに対応し︑日

協力の実をあげたい意向である︒

技術の積極的な交換によって日仏

の炉の資料を通報し両国の情報︑

四号炉の建設を決め︑日本にもこ

文全編のほか︑各てノンヨンでの

レイ研究所の全最︒内容は発表論

昨秋開かれた日仏原子力技術会議

議の議事録できる

日仏原子力技術会
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情報交換の方法具体化へ

の交換

レスレー氏︶︑第四小委員会

ついでローベル・ブルムATENンゴバン原子力担当常務理事ド
会長から構本原産代表常任理事あ

この研修講座は原子力研究開発の

もそこにある﹂とのべた︒

洋レーヨン会長︶以下二十三名の

第三回日仏協力皇尊門委員も決まる

貝体化げ対応し原産の会員各社の

委員および西村原子力委員が出席

第一小委員会︵CEA応用物理技術協力を中心に活発な討論が行

強調し﹁そのためには原子力関連
技術者はそれぞれの専門分野はも
ちろん他の分野についてまで習得
し理解すべきで︑この講座の軍点

最後にさる四月ウィーンの国際会

議に出席後︑フランスによって帰

施をはかることに各委員の激見の

ンネルに次の三点によってその実

会︵委員長︶の内容が次のとおり

委員会ですでに設置した四小委員

の概要報告があり︑このあと日仏

想以上に意欲的であった﹂と訪仏

スでことを進めたいもようで︑予

なわれた︒︵写真は協力委の会場︶

紹介された︒

印象としてフランス側は共同ベー

研究所︵東京・赤坂青山南町︑電

︵104︶二一〇︸︶から刊行され

会

虫欝

方大圏

胴戚職

出願
三盛

M脚毒

臨く
現強

た︑これは英文のA4判二五〇

に直送された︒

好意によって同会議の登録参加者

録はフランス原子力資料研究所の

を知るのに便利である︒なお議事

り︑フランスの原子力開発の現状

主な質疑討論の概要を収録してあ

ンスでは重水減速ガス冷却型F﹂ 溌オフセノト刷りで表紙はサク

国した西村原子力委員から﹁フラ

の議事録が︑こんどフランス資料

技術系職員で︑とくに三十八年度

し︑まず前回きまった専門委員会

一致をみた︒

化学部長レベソク氏︶︑第二小

︵トムソンーハウストン原子力

大学卒業者や新たに原子力関係の

の設置にもとつく専門委員の人選

①フランス原子力文献の日本へ

て書簡の内容として︑フランス側

業務についた技術者を対象に︑原

を検討し二十芥名の委員を決定し

の紹介②文献カード様式による

工業部次長フロンデビュ氏︶

子力全般の一般的︑基礎的知識を

た︒

確実かつ強力に推進する必要性を

修得させ︑原子力産業の高級技術

これはフランス側協力委に四小委

ては原子力発電開発の長期計画を

きを紹介し︑さらにわが国におい

ける原子力発電開発の積極的な動

郎原動研会長は最近の諸外国にお

二日目あいさつに立った大山松次

講義にはいった︒

による﹁原子核の構造と反応﹂の

とたたちに田上講師︵日立製作所4

原研川崎正之氏︶十月三十日から

駿河台の日本化挙会図書館講堂で

轄鑑

◇第一回炉工学分科会︵委員長・

十一月一日まで三日間︑東京神田

化物△化合物ムトリウムムプル

◇

び炉計装△炉特性試験および運

一uhーーU一︼一uーーあ︾一uーーし一糎−しr一し一︑〜﹁ーーーー

三嚇

わたる四分科会を設け︑それぞれ研究発表会を聞催することにしていたが︑このほど研究論文の募集

日本原子力学会ではことしから︑答の研究発二会﹁年会﹂のほかに︑秋には原子力研究の全分野に

炉物理トップに選挙を募集

秋に研究発表会開く

＝

蔽および以上の項目に関連した

て、

て、

︾

子

力

産

業

新瀕死験︑臨桀満実験︑減速

乱騰

聯

兀

原

侃

して︑三十三年開講以来こんどで

｝

｝需一

A
者となる素地をつくるのを目的と
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・鷲咳薯・幅

ます。ニオ！fもありません。

56領・95層嚢

300入（1350円）

30入（180円） 100入（500円）
25π9錠050π9錠。凹凹

5π9錠
他セこ

砿

薬箴

艦躍鍵盤

票輻

MA狂R｛Aじ
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﹁原子刀脇目民事責任に臥する条約﹂諦結の

十八一国の代表が参加して四月二十九日から

講難一＝！
嚢
子力委員会参与一一．・も報告ざれたが︑最低︑貝

は国内法てさため⇔こと︑項目頷をこえる暗

ためのウィーン会議は工AEAの肝いりで五 任翻が五百力がに決より︑財債措置について

と︑となったので︑わが国の場合は現行法の
改正が必安になるとけられ︑売止の仕方いか

償貢収4ついては国家が支払いを保証するこ

数で同条約を採択した︒同条約は五山国の批
んては小型煙設置者の保険料負担の増加が憂

日に︑賛成四十︑反対なし︑棄植六の絶対多

儂で発効することとなる︒
慮される︒

開かれ︑三週間にわたる討議ののち五月十九

会議の経過は同会議に政府代表として参加し
た西何熊推原子力委員かろ︑六月十三臼の象

最低責任額は五百万ドル

む問題蕗︑は放射線照射コストの

の種は多く︑現在日本の応用研

諸先生の話されたように工業化

ぐ︑工業化の成否は桜田先生の

化をはばむ決定的な条件ではな

題はあるにしても︑それは工業

ては個々の場合で多くの検討問

いえず︑他から見て異常にすら

らずしも工業化着手は尚早とは

まで発展成立するもので︑かな

技術は未知の要集を包含したま

こ煮見のように製品の用途︑商

しても︑なにか小さなものても

見える日本の工業化の執︑意から

用した声︑またダウケミカル社

伸が司能になる特長をうまく利

ーフィルムでは昭︑射架禰で頚︑延

み︑巧みに用途に当てはめるこ

応箪生成吻の稗長をうまくつか

合︑特殊な重含︑ハロゲン化反

能性の最も多いのはグラフト重

とにらみ合わせて︑災害補償専門

○○涛

と︑世界諸園の経済と比較するこ

いる︒成長の卑さ︑成長にインフ

と︑などの著者の立場は︸貫して

レーションが使われるのは︑日本

の歴史的性格であること︑高度成

建てて詩ゑ

蔑︾a廼ヒ︸︾

︵大．内山働︑有沢広

︸二7二三蒔藁
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上製箱入
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子力年表、最近1凶年の国内・海外の開発h 捗3の展望、原
子力技術の進歩、日本ならびに海外の原子力開発体制、

等一§

高いこと︑それに見合うだけの

いるように考えられる︒

究がほとんどこれを目標にして

品価値を見出すかにある︒した

の庚化エチレンなども製品用途

せずに将来は化学用原子炉とい

う線につながると期待するのは

った象破または損筈にも適用する

部会等で沃改正の検討がおこなわ

れることになるとみられる︒小型

際の販搬いに当って複雑な舐律問

たらさないように︑原子刀塵業育

炉設置答の笑質的な負担増加をも

れている︒

鼠の観声から慎重な検討がのぞま

西ドイツは新条約と原子刀災害

精局否決された︒

題を生じるという理由などから︑

の3昌09﹃αωo肋臼直︒︒コ︒Φ︵裁判

の基本的原則︶に反する場合は︑

った．前回はソ逗の主張により︑後

判決を執行しなくてよいことにな

に関するパリ条約との閻にも矛

新局面に努力を集中しているが︑

盾があるとして︑最終投票に栗

が︑軍事利用や各国の開発の現状

一

者はアメリカが外国裁判所の判決
を国内にもちこむ場合必らず冥体

＝一﹇﹁一＝

をみると政府機関︑研究機関︑原

もわかる︒試みに臼p℃p昌の項 日本経済の発展を歴史的にみるこ

子力発雌計画︑国除協力︑産業ク

一米AEC技術情報局監修1介されている︒六百七十三ページ

ループなどがニペーシにわたの紹
沿岸国の権利は︑領旺通過や緊急

かねて待望された原子力辞典︒

男口ぴ一笏7言σq四四〇〇円︶

﹃工ooqo﹃け05著︑

長のなかでもいわゆる二重構造や
①旨げ︒︼ユ
賃金格走が解消していないことが

迯?目以上を収録︒︵鰍︒プ冨
の観声から者＋の規制を加えられ

技術と政潜の両面にわたり︑︼般

避難の船舶に対しては︑衛生女全

るに南桑っており︑イギリス等の

統計とグラフによって端的に指摘

されている︒

寧︾一導一 ・筆為

︑〜肋二．﹂蘭す．僻管竃械

聴く・

◇日本経済図説︵第三版︶

鉾．垂・書

己ほか︑岩倉書店︑︸五〇円︶
︷ま㍉華毒謬多

弊0鰍を婆Q乏や曽㍉もノ∴

薫

近年の高度成長にともなう閻題の
膏︷

平和利用分野に量点をおいている

よう編集されている︒アメリカの

罵メ商㌧

人と原子刀関係者の双方に役立つ

サ

を主張した︒結局アメリカの主張

号

棄華

海洋国はこの原剣を守るへきこと

周亀ぐ聾孝

は通らなかった︒

諺

直中隔鷲か城乙・曝電覇業詩の三

匿臨監原子力産業新聞3カ月分贈呈

葺﹃

嬬速器論
のが出ても旗射線照射を製造工

告は外国出願が三十三年をピー

放射線化学の日本出願特許公

利点のものがあるか︑有望なも

三点にある︒

程にうまく薫り入れられるかの

一昨年の第四回アイソトープ
会議に引き耀き今回の第五回も

スだけでエ業化に凸り出す可能

先駆的に物になれはそのニュー

おり︑今まで紛計二百五十件ぐ

現在のところ工業移行への司

性も多いであろう︒

らいで︑その内容はグラフト重

ている例を見ても︑たとえばL

現任まで一応商業的に成功し

体から離れた貞にあろう︒

がって︑問題点は放射線化生自

の出血は三十五年以降急増して

クとして腫減しているが︑国内

竃工業化の鍵は商品価纏で一﹂

が終局的には原子炉ということ

天量訥黄型の化学原料の製造

同じ議題て討論が催された︒

この二年間放射線化亭の研究開
発の進歩に較へ︑工業化はとく
に目立った動きがあったとはい
えない︒したがって放射線化学

になり︑斎藤氏のお話によると

置ロ・﹁放射線化学工業化﹂パネルから県﹄

米國ではヒドラジン合成などが

の工業化は依外としてこれを疑

しかし工業化を慧図した研究も

と工業化の規模がこじんまりと

問視する臼見も強いてあろう︒

盗んなようで︑高崎研の計國も

合三〇％︑架橋二〇％︑重含煮

とにより工業化が続き︑窟切れ

具体的に進み︑さらに原子力発

少々楽観に過ぎるであろうか︒

マノチしている︑只に一応その成

功の鍵があるように考えられ

〇％を占め︑その他も比較的小

る︒もちろん放射線化学にはそ

工場長

︵東洋レーヨン愛嫉工場

Pb﹄﹁Pb﹂ピP﹄﹄LPb﹂﹁Pb﹄一Pb﹂だPb﹄﹂一に

向山定孝︶

の特有性等また未知の基礎研究

をねらっている︒

ここで工業化に際し照射を製

線源を幽運輸にして特色あるもの

められ始めた︒現状規横の照射

迄工程にどうはめ込むかについ

の分野が非常に多いが︑しかし

れるようで︑前途に直るさが認

見方によっては憩々受け販られ

コストに見合うものについては

は成り立つという見込みもえら

覧の逢β性が一九七〇年ごろに

着々進んでおり︑丁粟化の動き
近しという観もなくはない︒こ
れについて今回の討論会ではも

内法に決定を委せているが︵第七

たことてあろう︒工業化をはば

︑ちうん結論を出すものでなく︑

を強く主張し︑原案通りに採択さ
条︶︑この措磁頷をこえる賠償貢

小型炉問題︑国内の検討へ

会議の議長はインドのロクール氏

任については︑施設国自身がその

審査をおこなってきた愼習から︑

れた︵第四条三項︶︒

UT冠︵〇二KW︶のように︑
⑤ 求復権︵第十条︶は原案通り

その挿入を強く主張した結果で︑

かどうかの閥題は︑施設国が認め

③問題の最低責任額はインド︑

に決まり︑第三者をふくめて故怠

これを入れなければアメリカは条

；ストリアのマノクナイト氏が選
保証がもっと明確な形をとる必要

保険金額一千万円に対し保険料年

の場合に限り認めることになっ

がつとめ︑全体委員会の長にはオ

菱払いを保証しなければならな
があるわけて︑それはわが国の災

額百万円に近いという実例もあ

た場合には適用してもよいという

条約を二士立国の領域でおこ

チニコスロバキアが提案した五百
い︑としているので︑わが国の揚

害補償法の墓本的な考え方にも関

たため︑米ソ双方の古希をともに

た︒これは育苗者お自℃℃＝oo︶ 約に批准しないという空気であっ

権している︒

ばれた︒参加国は五十八の多くを
万が︵十八億円︶に決まった︵第

合法改正の問題が当然おきてく

を保護写るため︑過矢の場合には

⑨

数えたが︑アジア地域で︑パキス

五条一項︶︒アメリカは七千万

の保険料負担は過大であるという

タン︑ビルマ︑セイロン等は代表

型炉︵研究量的︶に対する保険金韻

係してくる︒現在出力百KW級小 る︒現状でも諸外国に比へ研究炉

か得られなかった︒この部分の

諾を提熱したが︑六票の賛成し

る︒わが国の現行法は賠償措置

を送っていない︒

本条約は五力国の批准によって発

いことになった︒

⑧既存の条約とウィーン条約と

ているので発効の時期は早いとみ

効する︒すでに五力国の署名をみ

った︒

の関廉については︑新条約が飢存

負わせることを主張した︒

⑤裁判の管轄権︵第十一条︶

すような場合は研究遂行に支障を
来たす恐れが大きいと憂慮されて

のものにとって代ることをアメリ

が︑後進国は供三者に不意資任も

額に一千万円から五丁億円までの

討議は終始白熱し︑条約の成立が
段階を設け︑これをこえる賠償負

･保険個科は年額一ハ十万田口から一二

百万円のレベルであり︑近畿大の

カが主張した︒その根拠は︑新条

られるが︑聞発先進国は一般に条

は原則として事故発生地の裁判

ない国もあると予想されるので︑

約の内容に失望しており︑批准し

条約が集質的な効刀をもつ時期は

約が原子刀という新しい領域をカ

故轍生地王難などの新らしい原理

取って代らない

既存の条約には

所がもっことになった︒

④第五条の原案には︑領海に
入った船が原子力事故を起した
揚舎︑治昼酒が自国のさためる

る︒条約の期限は十年でその後瀬

数年先になるものとみられてい

補償隈度額まで補償請求するこ

が︑西ドイツ︑イギリス等が強く

をふくんでいるというにあった

わが国としては各國の批准の動き

年ごとに更新される︒

されねはならないが︑例外として
判決がその執行を求められた鼠の

⑦判決は締約国のすべてで執行

℃二ご＝o℃o一一︒賓に反する場合︑ 諸原理が安定した妥当なものであ

とができる︵船籍国のさだめる

があったが︑金額の点で紛糾し

及びその国の男βロq帥ヨ︒訂δ巴 ること︑新条約陵先を沃めれは集

限度額が低い場合︶という条項

バーするもので︑毎︑過矢員任や審

いる︒

一億円︑武蔵工大炉一億円︑その 営者のこれ以上の負抵増加を来た

原案が削除され︑糟局適用されな

任に対しては国が援㌫するという

採用ずるという妥協的な条文にな

条文は﹁五百万訓をくだらない

衰現がとられている︒今回のウィ

求偵を認めないという趣旨である

最後ま で 危 ぶ ま れ る ほ ど で あ っ

ることがてきる ﹂ と な っ て い

額で運営者の責任に隈度を設け

声が強いので︑法改正によって運

た︒全体を通して開発先進国と後

のは東芝炉三億一ハ千万円︑日＃炉

進国の立話の相違︑およびアメリ
ーン条約によれば国家による支払

カナダ︑エル・サルバドル︑西ド

反対し︑現行の痺上輸送に関する

ナダは棄権理由の説明のとき

て削除になった︒アメリカ︑カ

に︑この条環の削除を翼権の直
接の動機としてあげている︒

沿岸国の権利で米

・英の意見対立
アメリカはかねて五蒔かドルの最低

一一一一＝一＝一一一＝一一一一隅一＝一＝

は︑自国のさだめる基奉なみの補

◇日びΦ ︾けO白一〇

国領海内で起きた事故に対して

基準は低すぎると考え︑せめて自

優を得ようとしてこの条項を文持

国口①蹟くUΦ路︑び︑

新刊紹介
ーマニア︑南阿連邦︑スペイ︑く

した︒しかし国際法で認められた

イタリア︑日本︑レバノン︑ルク

アメリ刀

イツ︑ホンジュラス︑モロノコ︑

u投票を棄権した国

ヘトナム︑

センブルグ︑メ出シコ︑モナコ︑
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スウェーデン︑スイス︑タイ︑ト

ロシア︑キューハ︑チェコスロバ

ィンランド︑フランス︑ガ⁝ナ︑

キア︑デンマーク︑ドミニカ︑フ

ドネシア︑イラン︑イスラエル︑

王庁︑︑ンガリー︑インド︑イン

辻合︑イギリス︑ヴェネズエラ︑

ルコ︑ウクライナ︑ソ連︑アラブ

コロンビア︑中国︵台湾︶︑韓国

ギリシ歯︑クワテマラ︑ローマ法

フィリピン︑ユーゴスラビア

約に署名した国

力翻参加 国 名

る︒一方賠償措巨額については国
カ︑O E C D 諸 国 ︑ ソ 連 圏 の 意 見
の対立がめだち︑本会議の議決方
式が三分の二多数決に決まったこ

とから︑後進国の支持を得られな
い条項がいくつか落とされた︒こ
のためアメリカ︑カナダ︑西ドイ

ツが棄権したのをはじめ︑西欧諸
国は一般に失望を表明しているの
で︑条約の批准には相当の時間を

以下採択された条約の主な問題

要するものとみられている︒

点を拾ってみよう︒

無過失責任の代
・りに絶対責任．
①原子 力 損 害 の な か に は 原 案 通

り従業員の業務上の損密がふくま

K︶︒日本の賠償法ではこれを原

れることになった︵第一条一項

子力損害から除外し︑労働者災害

補償制 度 に よ る こ と と し て い る

が︑日本代表も条約に賛成した︒

過失﹂ ︵ミ需ゴOβけ hPβ一け︶

②運営 者 の 責 任 に つ い て は ﹁ 無

という原案の表現に代って︑﹁絶

ニ︑賢成投票した團

オランダ︑ニカラグワ︑ノルウニ

へ鋤この︒一9巴というより

対﹂

アルバニア︑アルゼンチン︑万i

o評

一項︶︒また︑自然大災害の場合 ストラリア︑オ⁝ストリア︑ベル

︑

璽渥手

徹底した表現が採られた︵第四条

評

ー︑ポーランド︑ポルトガル︑ル

婦欝
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におくる次第てある。

総会的にとらえ、世界的にみた原子力開
発の趨勢と、国内の動向を展望するとと
もに、あわせて堕要項闘の要点を解説し

レ『

ギー︑ブラシル︑ブルガリア︑白
の免費条項は︑日本もその必要性

面

力に関する各種のできごとを、体系的、
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法令、条約、予算、原子炉表その他賑子力閏係の距要資
料、内外各関係機閃の役員、訊職その他の名簿、系引

で、使用者の†分な御満足を得られるも
のと確信し、あえてこれを関係者の机上

さらに資料を豊窟にし、分類整理して使
用に便ならしめたことてある。 そのほ
か、これまて編集、刊行した前5回の経
験や肌者の要望などを参考にして全ペー
シにわたり細かな配膚が払われているの

この年鑑の特色は、最近1力年の原子

A5判8ポ横2コ組本文700頁

厚表紙クロース髪

版を重ねて内容ますます充実した関係者必備の書
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原産で二つの調査団

離馨欝欝解鍼譲塁
原子力発電推進懇談会を設けて民
聞関係者の意見をきくなど︑わが

日本原子力産業会訣は六月十九﹇口︑今秋欧米に二つの原
1ーアイソトープ利用の各分野目

収処狸④技術情報交換の方式

までの各檀調盒団は開発実態の調
査に主力を注いだが︑今回はさら

についてもその理出を調査する︒

団員は十五名で︑二班ないし三班

で︑政府の助成はかりでなく︑ユ

にわかれて調査し︑経営者の目

炉の技術とその経似的見適し11
①重水滅速型⑭高温ガス命騒乱
③ナトリウム疲速型④有機蔽速

型⑤その他
∬将来の原子刀発電方式︵ブリ

の研究状況

全惟に関する問題点

有沢広巳氏西独へ

口

原子力委貝有沢広巳氏が六月二十

三日午前十一時羽田空港から西独

に出発した︒これは西独政府が経

国の予定である︒

したもので︑七月二十一日ごろ帰

ーダi等︶に関する見通しとそ 済学者招待計画の一環として招謂

V原子力発電の経瘡性および安

気試験所電力部長山田太三郎氏

この紫茸部会長には工業技術院竃

会の運営方針について審議した︑

れ︑部会艮の選出と今後の専門部

日科学技術庁第三会議室で開催さ

門部会の窮一回会含が六月二十一

で設置が決定したプルトニウム専

さる四月二十四日の原子力委貴会

とを了解したが︑その具体的方針

員会の諮闇に答えるものであるこ

向と異施方法について︑原子力委

子炉への利周︑その研究開発の方

の熱中性子炉への利用︑高速中性

朗的観点に立って︑プルトニウム

ものでなく︑長朗計画に即した長

関するような政策的闇題を亟9る

部会長は山州氏蘇薮

国の前期十年百万KW建設訂画
がようやく軌道にのり始めた際
なので︑すでに稼動している欧米
譜国の六型嚢子力発竃所の運転経
験や︑技衛的︑猛硝的笑態︑開発

子力調査団を猟遣すると発願した︒一つは﹁アイソト
①トレーサーテクニノク②線量

今秋欧 米各国 へ派塵羅
を展つける原子力発電推進政策に

ープ開発利用調査団﹂で︑Rエセンター設立の動きとも
測定ならびに応用機器の利用③

ついて調査し︑わが国の政策確立

関交して使出各国における開発利用の体制や︑とのよう

放射化命析技砺④短詩命のR1 に原子力発電に消極的な電力会祉

皿アイソトープ機器開発状況削

に役立てようとするにある︒これ

な分野に利用されているかの現状を探るもの︒他の一つ
利用︵とくに以上についての新

①測定機認②応用機語③加速雛

分野に注目する︶

は﹁原子力発馬調査団﹂で︑各国大型発電所の運転実績と

中心に編成されるものである︒ いずれもイギリス︑フランス︑

原子力尻毘推進政策を調査するため︑覧力会社の役員を

西ドイツ︑イタリア︑ ベルギー︑スウェーデンなどの欧州各国と

W経済効果とその見通しロ①政

ーザーとしてどうずればよいかを

アメリカ︑カナダを訪同ずる︒このため厭盧ては早急編成に嵩表

ちこした︒

については緒論を次回の部会にも

プルトニウム利用に関する各委員

が︑また部会長代理には栗大教授

出された︒

▽プルトニウムは高速炉で便用

の意見は大要つぎの通りである︒

向坊隆氏がそれぞれ互選により選

つづいて行なわれた運営方針の審

されて最大限の働用を発揮する

議では︑この部会が近い将来の閾
題︑つまり便用済燃料の買戻しに

外国で完全に網羅されてはいな

いので︑外国の実情をよく分析

などであった︒なお第二回部会は

してこれを後討したらどうか︒

専門委員は十二氏

八月二日に開催する予定である︒

原子力委員会プルトニウム専門委

員会の委員には六月十九日次の十

会の担当原子力委員は石川一郎

二言が発令された︒なお同専門部

日本原子力事業専務石川潔︑原

氏︑主管課は核燃料課である︒

獣身箏今井美材︑三菱原子力工
業富一大井上博︑日立製作所中

研王禅寺分室二伸原豊三︑関電
常務嵯峨根遼吉︑東京電力技術

部長代理匠伯頁雄︑電力中研主
圧研究員高漉実︑古河電工中研

所長田中活︑原研理事西堀栄三
郎︑住反電工取締役法貴四郎︑
東大教授封切隆︑電気試験所電

力部長山田太三郎

国際原子

力機園の

で英国原子力公祉リズレー研究所

社社
会会

9

︑

のとが

学術馨る
早技経作

ご

社社
会会

原子炉付属装置

．

ロ

諸聞題︶
巫新たに開発されつつある動力

玉各国における原子力発電の築
情︵運転笑績ならびに運転上の

る原子力発電の地位と将来

1昏国のエネルギー政策におけ

府および産業界におけるRIの つぎの調登薄目で調査する︒

○

⁝原子刀発電調査団⁝

り

利用の貝体的経済効果

経瘡効果に対する見迎し②R工

したが︑アイソトープ開発利用調査団は出発日もさし迫っている

的は︑欧米各国におけるRI開発

ので︑七月十日までに各社からの参加者の推穐を求めている︒
この調査団派遣は十九日午後呆京

閣

この調査団の職級の趣旨は︑電力

一AEAの技術援

はいまた確かな見通しが得られ

上級技師N・F︒C︒ビショソプ

助で英国から来日

ていないので︑その経済面と技

が︑低濃縮ウラン炉への利用に
間︑政府双方の全面的な支持の得

術面を検討したらどうか︒

新三菱重工業株式会社

♂

炉

噂

で・
ずし

γ匹︑卜

死噌！

㌦苧ぐ

♂許

のように研究利用されているかの

利用体制と︑どのような分野でど

調査︑とくに新技術開発の現状や

第十三回常任理象会で決定したも

その利用促進方策の調査に重面︑が

られる人が望まれていた︒このた

氏が七月八日来日する︒使用済燃

技術援助

め関係各界の目は期せずして石川

くに現在すでに決定しているJ 料の輸送について指導を受けるた

▽長期計画に即した原子炉︑と

三菱日本重工業株式

巳

曽

一し﹁﹂ρ

︑

発

噛

器

速

加

三菱造船株式

原子炉案験装置

三菱化工機株式会社

轟

放射線機器

三菱電機株式

糾

料・材

燃

（

丸ノ内の東東会露で開かれた漂産

ので︑アイソトープ開発利用調査

おかれ︑これまで輸くだけにたよ

石療養結局受諾へ
原子力船事業団の理寧長就任

藤科学技術庁斎宮と内田同製務次

原子力委員に同けられたので︑近

︑

」

子

原

三菱原子力工業株式

〆5

声塩︑

四十日間︑原子力発電調査団は＋

団は九月中旬から十月下旬まで約

っていた短笄命のアイソトープの

なっている︒

技術開発についても調へることに

一月上旬から十二月中旬まで四十

訪する︒

郎氏がまだ固辞しているため︑と

日本原子力産業会議では七月十五

PDRとか国産動力炉を対象とめ政府が招いたもの︒

界が一致して推薦している石川一

日午前†時から原産会議室で同氏

事業団設立留湯の人望を進めてい

官から熱心にその出馬を促した︒

して具俸的燃料開発の方向を検

政府はかねて︑日本原子力船開発

りあえず設立曲譜の顔合わせをす︑

しかし石川氏は7同齢と健康に自信

にわかれて行動し︑九月十九日置

たが︑関係官庁︑民間関係団体な

ることになったものである︒

の講演会を開く︒

団員は十五名で︑二班または三班

五旺筒にわたって︑欧米各国を歴

査項目はつぎの通りである︒

各調査書一隅の趣旨および主な調

二十日︑チューリノヒで開かれる

﹁RIの工業割用に関する国除会 どの有力代表者十七名を決足︑六

討したらどうか︒

酋

黙ジ

．㌔・
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巨

獣ほ璽講覇囎査個

がないとの理由で固辞していたも

をきいて主務天臣から任命され︑

この理事長は慮子力瘤興会の意見

事業団を代表する業務の総理者で

月十九日総理府と運輸省から発令
した︒第一回会含は二十八日午前

議﹂︵ユーラトム主催︶にも出席

十時三十分︑東票赤坂葵町のホテ

わが團のアイソトープ利用はその

する予定である︒

館︶二面参照︑放射線化学委員

席を歓迎する︒

原子識力研究会

主査連絡会議

上映がある予定︒原産会員祉の出

割﹂および英国原子力映画二本の

状と原子力研究におけるその役

布白兼致氏の講演﹁JPDRの現

会を開催する︒当日は原研理事久

室で第四十回原子力事情連絡懇談

七月二日午後一時三十分原産会議

原懇懇は七月二日

電囲う

撹奮擬燈

日︵木︶科学記者会見

会幹事会︵第一ホテル︶財料安全

x原産黒
適の人として出馬を期待する声が

小委員会︑原子力記者会見◇二十

らも︑諸般の橘勢から唇川氏を澱

一︻六月吉三＋且

ーーh騒一遇n菖ーー響鯉圏属

▽すでに原研︑原燃ではプルト

調査項目の詳細はつぎの通り︒

あり︑さしあたりの仕事としては

強いので︑結局同氏におちつくの

射線化学研究会Bグループ︑中部
原子力懇談会委員会︵名古屋商工
会議所︶u前号参照◇十三日︵木︶
原子力局との打合せ会︵ホテル日
航︶11原子力発電開発の推進につ
いて︑燃料安全小委員会幹事会︑
放射線化学研究会Cグループ︵東
京文化会館︶◇十四日︵金︶第三
回日仏協力委貴会u前丹参照︑ア

日︵水︶原子力委員との連絡会
︵ホテル日航︶原子動力研究会主
任・幹事連絡会議 前弓参照︑放

射線化学研究会Aグループ◇十二

会︑通産省企業局との打合せ︑放

との連絡打合せ11隔月開催の定例

〜◇十﹁日︵火︶盗賊原子力懇談会

の労苦は十分察せられるとしなが

のである︒しかし民間産第界も氏

躍的な発展が期待される時期にき

本格的な国産化とあいまって︑飛

1各国のアイソトープ開発体制

事業団に対する民間側の出資と︑

これは主契約者の日本GE（GEJ）が責任者を

ではないかとみられている︒

には全く魏魏がないといっている。

ル・オーラで開く︒

ており︑工業利用に重貞をおいて

11①R王の生産︑供粘ならびに政府は初め事業団の理翼長予定

で︑これを円滑に処理できる民

建造船の炉型決定の問題があるの
新しい利用技術の開発︑晋及︑

に努力していたが︑官民の関係各

の工程について、前回の発表よりも3カ月、最初
の逗子に比べると約9カ月おくれると発表した。

者をきめてから初会合を開くよう

らRーセンターの設立なども議題

その開発をすすめるという観貞か

促進②技術者養成⑧廃東物の回

まくゆかなかったことなど、GEJ側の従来の工

早急編成に着手
に上っている︒今回の調製団の目

叢

鍵む聾
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PO院炉心容器の頂部翼
匿写翼は臨界を待つ

ゆれ

芦
・

八日午後二時原産︑Aグループ九
日午後二時原産

トムズ・イン・ジャパン編集会議 七月三日正午原産
◇十八日︵火︶民間原子炉所有者
安全特別研究会 セーフ・プロ
との懇談会11三面参照︑安全特別 ジェクト小委員会三日午後一時半
研究会セーフ・プロジェクト小委 原産
放射線化掌研究会 Bグループ
員会幹事会◇十九日︵水︶第士二

平和利用基金理事会︵以上東京会

回常任理事会︑第二回日本原子力
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程見積りに誤りがあった結果てあるから、原研側
吐

、
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になる。また原研ではこのように大幅なおくれを
みたのは、とくに大きな障害や問題があったため
ではなく、こまごました機器、計器、配管等の手
直しなどに意外な時間をとったことや、複雑な下
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交代して詳細に検討した結果、主として臨界まで
の最終的なスケシュールを提出したことによるも
のである。これによると、①燃料装荷（臨界）は
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の工程に平行して移動する。その績果初発電は11
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鐘轟灘鑑鍵審轟縁懸
注目される契約内容
回の来日や往復智簡などによる交

時停止する︒これは同研究所で開

縮性をもたせる照射加工を工程の

京会館で第十一二回常任理事会を

孝二︑中尾幸雄

手脚四＋一万五千四百九十五円︑

催している原子炉研修生の笑習と

チノク包装フィルム

年度で前年度よりも約一千万円を
経過報告があり意見を交換した︒

項として第三回臼仏協力委員会の

JRRーユの利
用三カ月間停止

クリオバン

を下らない全線壁でポリエチレン

十五日に登録され︑︸メガレノブ

の製造を開始する・

月十兀日まで実施する︒なお九月

として騒がれた︒GE社︑レイチ

チレン照射を包含する広範な特許

しており︑事実上すべてのポリエ

うこと︑など六項目の権利を請求

に高エネルギー鼠子照射をおこな

第一週照射分の巾込みは八月二十

月間︑JRR−1の共同利用を一
三日に締切る︒

ーノズ静＼一

日本原子力研究所では七︑八の両

一部に組み入れて︑取縮性プラス

開き①役員の異動②調査団︵原子

炉の定期検査のためで︑停止期間

増額したほか︑原子力船関阪︑放
ひきつづき同所で日本原子力平和

なお原産・基金爾役員会の主な議

補助金三十九件一億四千九百二十

力発亀およびRI開発利用︶の派 案の詳細は別項参照︒

この基本特許は一九六一年四月二

クiL

七万五千円であった︒

は七月︸日から八月三十一日まで

トープ会議の経過④特許法第三十

遣U一面所報③第五回日本アイソ

九月二日から共同利用を再開し十

る政府の委託費︑補助金について
条の学術団体指定についての各議

原野力平和利用の試験研究に対す

は︑かねて産業界からも要望があ

射線関係︑理化蒙研究所関係を別

ったので︑原子力局は昭和三十八 案を霊媒承認した︒さらに懇談事

時に発表されるが︑購入価格なら

調印は来月十一騒英国で

日本康子力発電会社の一本松社長

事二発電炉SENN臨界

クリオハノク社がライセンス取得

向が注目されていたが︑そのうち

ェム社︑クリオハノク社などの動

轡

十万KW︶につづき︑第二発壕炉 にふみきったもの︒同社はロイヤ

秋にはローマ︑ナポリに送電

るが︑すでに一九六二年十二月に

した︒この炉は南イタリアのガリ

カル社はハイ・ボルテージ︒エン

なお︑エレクトロナイズド・ケミ

くなるほど安くなっている︒

支払うが︑料率は生産量が多

イタリアでは三つの原子力発電プ

平田敬︻郎

N︑SELNI︶が推進されて
い獣料のうちの八本で臨界に達
本の

石田礼助︑久留島秀三郎

監箏

玉忠康︑上村英輔︑新井友蔵

ロジェクト︵SIMEA︑S
SE
EN
NNがさる六月五日目一蕎八ルティとして製品量ポンド当り二

高杉醤一︑太田利三郎︑

翼

理事1一平井寛一郎︑井上翼︑児

顧問

︻原産役貫異勤︼

経過その他を承認した︒

和﹁二十八年度米国派遣留学生選考

利用茎金第二回理事会を開き︑昭

ワクにしたので︑実質的には一億
円余の田川となっていた︒なお委

びに便用揖桝料の買反し価格は︑

A︶と核燃料契約の最終交渉のた 発電炉自体は英国GEC社から供最初いわれていたもの︵トン当り
託金と補助金の交付割当ては至聖

︻写翼︼は英國原子力公社︵AE渉が重ねられていた︒

二万峰および五千峰︶よりも︑若

る︒これはそれぞれ︑ウラン原料

「

相談役n堀割︑宇佐美洵︑進藤 臨界したS亙MEA︵亀気出力二
グリアノに建設され︑総工費六千

重水工場建設で丑
年間買付けを保証

ている子会社である︒

四百万が︑雲気出力†五万KWの
GE社製沸騰水型炉で︑秋には全 ジニアリング社が八三％を出資し

出力運転に入り︑ローマとナポリ

る︒

の両市に電力を供給する予定であ

要請していたが︑このたびデュー

1︶松幌
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水

給されるのに︑黙料の方は政府機

ならびにプルトニウム価格の下降

め︑六月二十二日午後九時三干分
のとおりである︒

介な状況のもとで︑撚料の性能保

を反映したものとして︑原電は了

関たるAEAが供霜するという厄干下回るものとなったもようであ

証や可換伝など技術的︑経済的

解を与えたといわれる︒性能保証

原産の第十三
回常任理事会

に多くの問題が生じたことが︑交

日午後︸蒔から︑二又丸ノ内の束

L407

役員異動等承認

渉を長びかせた最大の理由といわ

はトン当り三干MWDが実質的に日本原子力産業会議では六月十九

團産燃料を使用する場含の規定も

れる︒さらに核馬料をめぐる国際

したし︑百八十ナという多量でし
含まれているもようであり︑また

いて同意された︒十年間の中途で

かも十年間という長期の腿料契約
使用済燃料の返送についても︑国

る三月カナダAECLは蔑間で
なお︑第三の炉であるSELNきI

スチングハウス歓製加圧水型炉で

は︑覧気出力二十七万KW︑ウエ 重水製造プラントを建設するよう

社がプロポーザルに応じた︒

︻九六四年二月に臨果する見こみ テリウム︒オブ・カナダ社ほか三

入ってから五力年間毎年少なくと

可した場合にはプラントが運転に

PIQUA炉︵O
AECLではこのうち一社を認

である︒

MR︶臨界に達す

アトミノク・インターナショナル

東語名総

三京東古

社電庸

本 麦

一響謡︑銭f歪懇親窯署

辱＼

炉謎

、

保証されるような具体的万法につ

は幽幽の経験であり︑査察の問題

策の帰趨に対応して措置できる余

内の再処理︑極燃料サイクルの政

2280

清

鼠窪与

《

σ

的需給状況の変動︑国内の獣料政

あった︒

地が残されている︒

ともからみ︑政府の指導も慎重で

契約内容は︑来月十一日調印と同

四十四俳三億余囲
原子力研究助成費決定

といっている︒買付け価格はポン

も二百ゾの重水買付けを保証する

八十三円︶以上ではないと見られ

ド当り二十こカナダが︵六千七百

警

本社東京都中央区西八丁堀1の4（552）1371

羽田発JA上四Q三号機で出発し策の不明碓さが問題を一円複雑に
た︒

同氏は前後して出発する嵯峨根常

務︑浅田 研 究 課 長 ︑ 穐 山 繕 理 課
長︑今井︑下山︑岩場氏らととも
に︑約一カ月滞英し︑帰路パリ︑

ウィーンにたちより︑七月十八日
帰国の予定︒

こんどの渡英は︑四年来難航をつ
づけていた原電東海発電所用の燃

料の購入契約に終止符をうっため
のものである︒すでに昭和三十五

年三月︑東海炉に装入する中空型

世界最初の有機材減速冷却炉︵O

社がオハイオ州ピクァに建設した

MR︶は︑六月十日二十一本の燃

る︒なお︑AECLは今回の応札

構成︑つまりカナダ資本の割合を

いる︒プロポーザルのあった山勘

考慮に入れるであろうと強調して

ANDU型発電炉が数年義訓でに

は四基て熱出力百八十万KWのC

っている︒年閻二百ゾのプラント

建設されることに大きな期待を持

る国除会議﹂開催地がユーリソ

㍉；︾4 銀鍔誌

取締役社畏姦濫通哉

料要素で臨界に達した︒

から運転前試験に入り︑︷年半に

この炉は竃気出カ一万﹁千四百
KWの発電炉で︑一九六二年年初 の評価に際して︑応札会社の資本

の換気設備の改良を行なってい

わたって有機物の特幡試験と建物

た︒全出力運転までにはなお数週

聞を要するが現在西ドイツが舶用

炉として有機材減速冷却炉︵OM

︻訂正︼前号二面所載﹁原子

給することができない︒

はこの計画に必要な重水を十分供

R︶か加圧水型炉︵PWR︶のど

で︑ピクァ炉の運転経験の評価が

ちらかを選択する可能樽が強いの

注目される︒

ヒとなっているのをナユーリソ

かで︑﹁RIの工業利用に闘す

力関係主要国際会議︷覧﹂のな

W・R・グレース社の子会社であ

ヒに︑また三面所載﹁原研で原

ポリエチレン照射
で初のライセンス

るクリオバノク社は︑プラスチソ

子炉研修生を募集﹂のなかで︑

るのをそれぞれ三十万円︑十五

般課程が一万五千円となってい

授業料を高級課程が三万円︑一

ク照射の墓本特許をもつエレクト

ューセノツ州バーリントン︶から

この分野で最初のライセンスを得

一

産業車両

社

州

百六十一幅万七千五百十三円︑また

左から平岡、川合、中村、左沢、竹村、対馬各氏

魅鎗跨灘勤韓ト

窄

東京・大阪・神戸・名古屋・小倉・広島・富山軋幌・仙台

営業所

補助金額

他y

方電に野際ま難癖ミ︑ヤ舜欝畿・

伝統ある代表製品

清衣建設株式会社

（米国ベンデイノクス社提携製品

科学技術庁は六月十七日の庁議で

昭和38年度原子力平和利用研究費補助金

艦式
会野

瀞 畜 電

ユ57，671

額

金銭登録機

電動工翼

直交流発電機

颪交流電動機

都i

品

電装

☆航空機用

姻料要素の供給については︑原電

⑰廃棄物の酒性炭による吸着冒武田薬品工業i

カ

皆⑳ アクリル系合成樹脂発泡体．積水化学工業i
l；二㊧ エチレンの水素添加反応旨TAIC研究所i

補助金は︑串請五十件四億一午三

⑯廃棄物の海洋投棄用容器土木学会i

蚤−

ロナイズド・ケミカル社︵マサチ

響

府i
阪
瞬⑳ゴムラテンクスへの照射大

協i

京

府i

と供給者のAEAとの間に仮契約昭和三十八年度原子力正和利用研

トーラス形プラズマ発生装置：東京芝浦電気

原子力海外留学生が最終コースで西都原子力施設を見

！

1
・
計

阪
／⑳大出力加速器の電子線測定法＝大

百三十五万一千余丁に対して採択

⑮放射憧不活性気体の捕捉i日本原子力事業＝

2，202

1⑳大線量秘計の聞発i日本無線医理研＝

究委託費と補助金の交付を決定し

＠高温プラズマの加熟三
⑫超高温プラズマ：三菱原子力工業
⑬高曇プラズマの加熱機概臼本大学1

纏縫灘懸騨難騨響難懸

・ ユ51，540
研究費給額296，796，261円，予算額151，543千円
きげ

微視的断面積の数値解析1日：本原子力学会1

2，300

⑱騒編輔キルン内におけi宇部翼産：
し⑲中性子吸収線量測定神戸工業：

が結ばれ︑その中には︑購入のた

…・⑯トリチウム標識物質の生禽成；結核予防会；

二十四件一億五工−百五十四万円で

⑱放射線障害防護薬剤第一化学薬品；

同

遮蔽窓ガラスの破損防止東

☆神鋼シントロン・ブイダー

（米国シントロン社提携製品）

躍進ずる露盤畠

1

1⑥コンクリート圧力容器・清水建設・

あった︒なお昭和三十七年度の交

④一次冷却系主弁三岡野バルブ製遣
1⑤ジルコニウム合金i神戸製鋼所：

て発表した︒このうち委託費は︑

＠水圧式制御板駆動装置凍京芝1甫電気：

申請一二十三件三億六工−五︸日四万余

①主循環ポンプ等の軸封機構i荏原製作所

たが︑問題を固めるためその後原

⑩中性子束合成法i日立製作所三

5，445

1②制御棒駆動装置i三菱電機・

めの基本条件も一応示されてはい

⑧放射駐物質の拡散沈着i気象協会二

原

⑥冷却材喪失事故i日立製作所i
格 納 容 器 の 機 能i三菱原子力工業≡

︑

⑦

3，900
3，197
7，500
1，900

コ

計

合

臨

1
｛

付実績は︑委託費二十五件一億五

！⑬窒化 ウ ラ ン燃料i住友電気工業1
㌧⑭プレッシャライジング法i古河電気工業1
ド⑮UO2燃料体の炉外評価｛三菱原子力工業1

箆255讐
電から六回の渡英︑AEAから二円に対して採択二十件一億五千七

振動充填「目粒状二酸化ウランi三菱金属鉱業i
⑫

！〆

二酸化ウラン無料の照射i三覆原子力工業i

1⑦

（6月21日交付、単位千円躍以下4捨5入）

r

r㌧

ま

覧

⑤炉心スプレーi臼本原子力事業1

学した一コマ＝アルゴンヌ国立研究所トリガー炉で＝・

撫

謙

4，484
12，492
29，999
12，487
4，051
9，797
9，673
6，772
4，330
2，033
3，640
2，450
5，472
2，010
4，485
1，164
4，299
157，668

合

i襯職者
・試験研究舗の蔽
i卜

トリチウム利用自発光体i大日本ンンロイヒ．
；，⑰
魔

4

18，026

④ステンレス鋼の耐食性試験法iEI：本学術振興会1

⑳

算
予

；

7

・③鋼溶接部の非破壊検査醸i日本溶接協会＝

⑲被はく線量の測定放

駒■國圏・噛■■
・
巳

3，000
6，014
2，200
1，502
2，386
3．786
1，094

：ご⑩格子定数の決定：住友電気工業i
I⑳炉物理量精密測定機器松下亀器産業1

h

15，026

⑭

聖i委託費額
者
託
受
：
試験研究題目の概要

4，988

①配管系の耐震設計法・日本機械学会i
②圧力容器冷却管取付部．
〃
i

⑨

昭和38年度原子力平和利用研究委託費
・

糊「
1
翠

6，048
5，580
5，352
9，002
6，439
39，500
25，000
4，506

③A町M・鋼等の中性子照射i日本謝岡協会1
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と産業界の代表約三十名で︑最初

る︑政府買上げとするときはその

子炉設置者の所有と考えられてい

ニウムについては︑賃借者たる原

をおこない︑さらに長朗計画の促

縮ウランの供給が︑動力炉用黙料
通りである︒

あったが︑その主なものはつぎの

ノクヘブン国立研究所︶

ずしも経済ベースのみに掬泥せ
ず︑大閤釣見地から長期計画をす

は東京︑中部︑開西の三亀力会社

すめていきたい︒四十五年頃でに

◇原子力局▽原子力局長▽江上

西村熊雄▽駒形作次

ういう形で公表するかについて

以上のような塵業界の見解を︑ど

行なう必要があると強調された︒

に内定していた︒

いこの秋には東京で閾催すること 林良㎝氏が提出した 民聞原子炉

三十日オタワで開いたが︑そのさ

の問題点検討

原産で民間原子炉懇談会

ーラトムの招待で渡欧したとき︑

生産利用上の問題点

本アイソトープ会議﹂の

RIの

一回は︑昨年石川原子力委員がユ き︑さる五月二十一日︻第五回日

帰途カナダに立ち寄って︑十一月

貞

のレポートにつき︑意見を交

この会合は若林氏から提起された

換する懇談会を開催した︒

闇題︑これは民間原子炉運転の長

期的スケジュールから①R工の生

RIを生産敗聴したい︑②RI実

産量に余裕があるので︑短弄命の

いるので︑短寿命核種の生産精製

験察の外部に対する開放も考えて

に共同研究を行ないたい︑③官立

当な使用料を国の研究予算中︐山認

大学が民間炉を利用する場含に適

で︑原産がより具体的な意見を聞

めてほしい点に希望があったの

くために鳴いたもの︒この結果こ

置を検討中である︒

の間日について原産でも適当な措

愚

合理化審議会原子力

近く再発足する産業

いま通産省では九鮎

産業部A筥にフてな・凡︑

力・電発の担当者が

通しについてヒヤリング中V

いるサ中だけに︑各社の態度は

微妙マまず中央三社以外の六電

力は︑地域性や電気料金の関係

から中央三社の計画の具体化を

待っているといい︑▽前期百万

の二号炉がもっと積極的に動く

KWをめざす中央三社は︑帯電

田は︑二号炉よりも一号炉︑と

のを待っているというV当の記

くに東海発亀所の輝料契約に

営業晶三

テックス・L一リジンその他

！

頭⑳素雛菊金翻1

ネル討論会で︑日本原子力事業著

余地があると思うので原子力委と

村田両次長▽政策課長▽核燃料

日間︑両国政府関係者が会談する

の視察や民間関係者も参加する行

本会議のほかに︑原子力関係施設

事などを考えている︒

カナダは最近大型発電炉の建設が

計画されているわが国の原子力発

っているようである︒このためカ

電事情にもきわめて強い関心を持

ナダ原子力会社からさる二月グレ

ー社長が︑四月にはルイス副社長

が来日したが︑最近はまたカナダ

的な動きをみせている︒

GE社からも来日するなど︑積極

PR映画の試写会

第一原子力産業が

第一原子力産業グループでは七月

駅前新丸ビル地下ホールでPR映

八日午後二時と三時の二回︑東京

画試写会を開く︒映画は②闘魂の

は一昨年十二月東京で開催された

によるR工の生産︑利用上の問題

しても米国に論査委を送ることを

また会場︑期日︑参加者の範囲︑

月例連絡打合せ会
原産が原子力局と
日本原子力産業会議と原子力局の
六月の定例連絡打合せ会は二十一
日午慶原産で開催︑原産側は橋本
代表常任理箏︑早川事務局長︑森
同次髭ほか各課長︑原子力局側は
島村局長︑村田︑江上両次長ほか
各課長が出席した︒連絡事項は原
産側から今秋欧米に派遣する二つ
の調査団など七項︑原子力局側か
ら原子力船開発遺業団の設立手続
きなど七項であった︒

今秋に日影原
子力技術会議
政府間ぺ！ス︒東京で

が︑日本側では十月初めに一︑二

議題などいずれも決定していな

長機山趨夫▽電源開発総裁藤

発表するかどうかについて︑意見

︻写翼は放化委常任委員会会場︼

結論をだすことになった︒

長▽原子力天領課長▽量工業局

は︑さらに近く次の常任委員会で

次長▽電機星置▽企業局参事官

◇通産省▽公益悪業局長▽枝術

策化を方向づけられたい︒その意

◇産業界▽日本原子力産業会議

課長

考慮している︒

大屋氏︵原産副会長︶目長期計

味から資金面でも長期低利資金の

副会長大屋敦▽同松根宗一▽東

画の促薩には政府がますこれの国

これらの発言により︑こんごさら

力社長芦原義購▽日本原子力発

京電力社長木川田︻隆▽関西蟷

砥保などの施策を図られたい︒

になったが︑次回の予定は明示さ

に問題点をしぼって検討すること

井崇治︵代︶▽軽子理事長石

電社長一本松珠磯▽中部電力社

当日の主な出席者

れなかった︒午後二時閉会︒

◇原子力委員会▽石川一郎▽有
原武夫

高崎醗究所の目的

で原子力発亀百万KWを開発す 沢広巳▽兼藁寛九郎▽木原均▽
る︒これには政府の強力な助成策
を期待する︒またわが国ては安全

で︑この点原子力委で再検討して

基準がきびしすぎる傾向があるの

日本原子力研究所高崎研究所は︑

を交換した︒

原産遷化委で近く見解

石川氏︵原子力委員︶目原子力

高崎研は﹁民間では設置できない

もらいたい︒

いよいよ準備段階をおわり︑近く

原子力委員会は六月二十日︑日京

本格的な研究活動を始めるが︑産

原子力協力の促進をはかるため︑

第二回日盛原子力技術会議を今秋

ような大施設をおき︑有望な放射

射線化学工学および線源の開発を

線高取に関する申間規模試験︑放

枝術開発の進展に伴い︑現行の安

ての豊本的事項を確認

記録ーオリンピソク東京大会をめ

日米原子動力会議に来日したカナ

東京で開催すると発表した︒これ

に中間規模試験について企業化た

を行なう﹂とされているが︑とく

ダ原子力会社のグレー社長と原子

行なうとともに︑適当な基礎概究

の協力的運営に最も効

けを追及するようなテーマや進め

力委員が懇読したさい︑グレー社

しておくことが︑今後

果的であるとの意見が

方がとられると種々の幣書が生ず

長からB加の原子力関係首脳者の

日本原子力産業会議では六月十八

ら︑各社の原子力発電計画や見

Y強くな．ている︒その

るおそれがあるので︑中間鞍部試

定期的な会談が提案されたのに始

日原産に民間原子炉関係者をまね

ざして②建設縛む東海原子力発電

ため原産では︑六月二

験を行なうことの第一目的は︑む

まり︑その後両国政府間でとりき

所の二本︑ともに総天然色︒

十五日同会議窒で放射

しろ放射線化学の工業化に必要な

めたものである︒これによって第

下野推進の具体策が論議されて

線化学委員会第二回田

すべきであるとの意見が強かっ

莫通技術の修得にあることを確認

R一生産利用

研の設立目的を︑最近

た︒それにともない︑試験研究の公

任委員会を附き︑高崎

の状勢にてらして検討

開︑成粟の広範な活用を積極的に

子炉関係︑物理関係︑化学関係︑

に関するパ

し︑場含によっては産

業を進める︒

契約調印にロンドンへ飛んだ原

没頭Vこの理論でいくと︑思料

電一本松社長が事態進展の立役

活動に積極的に参加する︒
を完備し︑TAlC各社の共同

者ということになるが

①H？Rの利用に伴う管理体制 工学関係の研究を進め︑各種研究

利用を推進する︒

源を増強したので︑ことしはこの

成果があがるように研究を進め

どの受託研究業務を定常化するほ

：︒

進めているが︑建設費は土地購入

②笑験設備を充笑し受託研究業

なお宝塚放射線研究所では昨年線

N計画で建設に代手している︒
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業界の続一見解として
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住友原子力工業の高洲東京

る︒

④研究所管理業務の体制を完備

の勲用度を高める︒

資料を完備し︑研究能率と施設

③HTR施設の利用に毒する諮

務を推進する︒

などを別にして約三億四千万円で

東京原子力産業研究所︵所
ゆ

◇

長浜田秀則氏︶では六月二十日︑

ニニロリロロの

︻一響一＝二一；

住友

し会社運営の基礎を確ウする︒

か︑RI生産体制を固め受注業務

この結果放尉化分析︑放射分析な
型臨界実齢装置を設備するが︑こ

つぎのように発表した︒すなわち

同餅究所では原子炉︵HTR︶のを開始する︒

昭和三＋八年度の事業計画を大要

換えて研究することもできる︒

利用度を高め実験設備を充実し︑

用によるエチレンの水素添加反応

費補助金交付を受ける﹁原子炉利
東京原子力産業会︵TAIC︶各

その研究分野では︑本年度の研究
熊取研究所は関西研究炉の隣接地

に幽する試験研究﹂を中心に︑原

れは将来軽水の代りに重水を入れ

棄棄望薄盆をフルに活用

東海・熊取に研究所

り︑来年暮までに仕上げる︒軽水

ある︒ことし中にはぼ半分をつく

騰顎当研署勢琴
◇

支社駐在副社長は六月こ十四日午
後︑同社の昭和三十八年度事業計
画について語ったが︑その大要は
つきのとおりである︒

住友原子力工菜の三†七年度資金
計画は三億五千万円で︑約五億円
の受注があったが︑一億五千万円
の赤字であった︒ことしは約二億

る︒東海研究所はさる四月正式に

海研究所と熊取研究所の建設があ

ことしのおもな仕事としては︑東

11応用化学︑留学希望先艮ブル 円ずつ二回増資する予定である︒

小崎正光︵名古屋大学大学院修

研究所のあり方につい

㎡灘業界ではこの時期に同

全基準および安全審査も再検討の

木川田氏︵東電祉長︶日東電では

の建設計画をすすめているが︑候

がとられているが︑これを国内の

どうするか︒

補地の福島県でも誘致に非常な意

いま三十五万KWの原子力発電所

二︑濃縮ウラン系便用済み燃料中

事業者へ貸与するときの賃貸料を

についてはすべて政府間売却方式

気込みをみせている︒私どもは必

厳しすぎる安全基準

の残存ウランは本来国のものであ

に原子力局から﹁核燃料に関する

埴段をどうするか︒

三︑便用済み燃料の再処理料金は

現行制度﹂について︑つぎの七項

①核燃料の所有方式②濃縮ウラ

が︑適正な原価にもとづいて定め

るにしても︑政策的にどうする

現段階では見積りがむずかしい

費⑤濃縮ウランの雷管に伴う経
か︑などがあげられた︒

ンの入手③米国政府の濃縮ウラ

費⑥使用済燃料の所有方式⑦使
以上の原子力局からの説明に対し

ては
進方策について種々意見の交換が

て︑政府と産業界の間で質疑応答

一︑日米原子力協定にもとつく濃

このなかで指摘された閣題点とし

周ずみ燃料の再処理

ン供給条件④濃縮ウランの購入

目にわたる説明があった︒

力委員︑原子力局︑通産省関係者 るが︑そのなかに生成したプルト

懇談会の出席者は主催者側の原子

きは次第に活発化してゆくものと朗待される︒

うな検討の機会のつみ重ねによって︑原子力発電開発促進への動

カへ調査員の派遣を考えている︑などの笹弁があり︑今後このよ

確保などが要望されたが︑政府側からも安全基準についてアメリ

産業側からはきびしすきる安全基準の再検討や︑長朗低利資金の

再処理料金などをめぐるいくつかの問題点が明らかにされた︒

政策を中心に懇談︑濃縮ウランの入手や使用済み燃料の所有方式︑

進策を検討したのにつづき︑その具体化の手はじめとして核燃料

この日はさる四月の初会合で産業界から要望した原子力発魔の推

二回会合は六月十九日正午から東窟丸ノ内の東京会館て開かれた︒

原子力委員会︑通産省︑原子力局共催原子力発電推進懇談会の第

跡酬

核爆料問題を検討

h．

士課程二年在学︑二十三歳︑専

に三万議千平方謎の土地を予定し

が︑このためつぎの基本方針で事

社からの委託研究体制を推進する

隔
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課程二年在学︑二十五歳︑専攻

8
年度基金留学生決まる
3

日本原子力平和利用基金では米国

原子力平和利用基金と協力し︑錘

年原子力関係留学生を米国の大学
ノ

に派遣しているが︑昭和三十八年

度の留学生は六月十九日の第二回

︑

︑トレ

基金理事会で次の二名が正式に決

定した︒

象

管ゾ・

ている︒ここではアルミ合金型の

「味の粟」・アジシオ・「ハイ。ミー』
強力「味の粟プラス」・小菱澱粉。「直列噂
解津液」サラダ油・天ぷら油・コンソメ
スープ・クリームポタージュ・脱脂大豆
レシチン。苛性ソーダ・晒粉・液体壇葉
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を豫るためにストレスリリーフ

ノ

原電東海発言所︵コールダーホ
︵焼鈍︶が行なわれるわけだが︑

！

ール改良型︑最大出力十六万誕ハ千

KW︶の建設作業はいま全工程の 原子炉のように中性子郵書を受け

︻写翼は東海発電所の全暴︼

空気を流す換気装置のモーターの

三十怨︑その総量は貨車＋四台分

音がひびいていた︒岩綿の厚さは

を要したという︒容器の内側は見
ることができないが︑ニクロム線

妙義︑絶縁物と不鋸鍋で支え︑二十

全長一二QQ厨を張りめぐらし︑

四台のオートトランスで温度制御
をおこなっている︵使用亀力は四

千KW︶︒容器内部の空気の対流
や外壁からの熱の放散を考慮し
て︑ある所は疎に︑ある所は密
にはりめぐらしてある︒ダクト

ので︑特別に電熱器を配置してあ

部分のような灸出部は陰陽が早い

るという︒炉心グリノド上には︑

容器浴常時に採飯した試験片部分
︵約一騎圏万くらいの大きさ︶数

十枚が並へられ︑容器とともに焼
鈍を受ける︒これは容器焼鈍の杖

ない場合は︑強度の低下を生しな
砥度で測定記録され︑各都の温度

り︑約三百カ所が±二︒五度の正

容器の温度は熱電体温度計によ

査に供されるものたという︒

いとか︑使用圧力が低い︑鋼板の

約七割をおわり︑前号既報のよう
に圧力容器の焼鈍作業という犬き

ネオンランプで握がされる︑指令

れ︑自動的に記録され︑平均値は

室では現示された温度分布を︑株

分析は二階の指令室に刻々現示さ

うにしても焼鈍による寸法変化の

一力答器の焼鈍は︑さきごろ行なわ 略することもあるし︑たとえ行な
屋の里板を田いわせるような大きな

厚さが薄い︑小形てあるなどの場

れた臨接作業とともにわが国でも
許容度が大きいとか︑温度分和の
パネルに表示し︑温度調節の指令

合が多く︑ストレスリリーフを後

初めての︑やり直しのきかない難
不均一の許容量が高いなどの理由
を出している︒温度調節は多数の

一直隼八・霧という昊な圧

作業といわれ︑計画準備に一年の
で︑焼鈍炉に入れるにしても︑バ

群に別れた電熱器の出力を与え

な山場に差しかかっている︑

期閲と約一億円の費用をかけてい
ーナーで局部加独︑をするにしても

すんでいるので︑昨年砂来二年に

比敷的作業が容易であるという︒

みになっている︒温度の不均一も

る覧圧の無益によって行なうしく

六月四−五日に亀熱器の調肇を

同じ方法によって調節される︒

える影響への配慮︵焼鈍温度を上

却に際しては三〇〇度までは一時間五度以内の徐冷を行なうなど極

行ない九日にスイノチインしたこ

発電所の建家に入ってみると︑圧力容器は満身を白い岩絹でおお

げると材質が変化し︑長年の中性

こと︑焼鈍温度が原子炉寿命に与

粟玉斧の場合はスケールが大きい
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〜冒

に︑原子力委の決定にはこのよ

二

うなプロセスがふまれていな

︐

産動力炉に採用されなくても︑

い︒大きなプロジェクトを決め後期七百万KWの建設が予定さ

一

長期的立場から今後どう論り扱

る場合︑半均質炉プロジェクトれており︑はじめ原電東海炉を

二一

うのかについては︑いずれ原子

ス型を相当課徴的に建設するよ

で起ったようなことをさけるた建設するときには︑マグノノク

rLユプ

燃料政策的見地か

ような成集についての評価はな

力委の意見が朋らかにされるも

うな方針が長期計画にも盛られ

︺多二ーニニ多一﹂プ ・二︹︺多多 てユニ

である︒私としてはもっと広

ら

のと信じている︒

めには︑このような十分な準備

するという見地からは軽氷炉に

重器減速型が選ばれたよう

もともと半均質炉の開発建設

勝てなくては問題にならない︒

ように一歳に予想されている︒

般に及ぶへきものであるが︑天

となれば重水炉しか残っていな然ウランを重視する腿料政策を

重水減速型しかなく︑開発する

の見地からはマグノノクス型か燃料政策は当然原子力開発の全

政策が今回打ち出されたが︑こ

ゥラウンを使用するという燃料を使用する軽氷炉で実施される

ではこの大部分は低濃縮ウラン

ていたのが︑いつのまにか最近

長期計幽では前期百万FW︑

く︑技術的な面や経済性︑現在

半均質炉プロジェクトという

ではなかろうか︒

作業が行なわれる必要があるの

は昭和三十六年二月八日原チカ

たのかどうか明らかでない︒

原子力委員会は学窓動力炉の
までの研究聞発の実績などを総

ずここ十年から十五年に実用化

立場を謬れて考えてみると︑ま

されず︑

開発炉型を重水減速型とするこ
合的に検討した上で︑判定して

ノ

とを決定した︒原研に半均質炉
ほしかった︒

来︑半均質炉開発至で筒温ガス

炉の設副と開発を担当してきた

ものの一人として︑その立場か

らいえは今回の決定はやはり残

鵬鍵麟舞羅欝藤

同プロジェクトはここ四年悶

念だという感をぬぐいがたい︒

リウムの有効利用が利点として

れたものであり︑このときはト

蚕決定になる長期計画で認めら

い技術的問題点︑経済性︑安全

くとも一通りの概念設計を行な

比較すべき炉型についてすくな

うためには︑アメリカなどでは

またこのような比軽検討を行な

まれば炉型選定の幅はおのつか

要なことであり︑逆にそれがき
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第二次大戦以来二十年間の環境放

射能に関するおびただしい資料を

理論的に整理したもの︒まず人休

に対する放射能の影響について生
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方針パグウォソシェ会議などの科
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つとめている︒国会外務委員会の
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