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雛欝 欝 馨 欝 騒 藻
委員長に和田恒輔氏

俊︑駒井健一郎︑一本松珠磯︑

闘職事炉は・學重藤研究所三なものとしての象秀蘂の護攣

ころで個個の企菜と団体が要求す

吉田確太︑加藤乙三郎︑加藤博

れの港にも寄港することなしに航幅

鱗襲

行く人・来る人

兼重寛九郎氏︵原子力委員︶米

国で舶用炉︑高速炉など原子力事

憎について調査するほか︑日米科

武夫︑今井博︑正宗猪早夫︑野

学協力委員会等に出席するため五

見︑平井寛一郎︑大堀弘︑石原

必要が生まれたのて設置決定とな

験施設の安全性について審査する

憲甫︑宗宮尚行︑千谷利三︑

子炉安全審査会の専門委員が兼任

予定しているが︑その約半分は原

官︶カナダのトロントで開かれた

鹿臨俊雄氏︵科学技術庁政務次

月三十一日渡米した︒

田代茂樹︑渡辺覚造︑菊池正士︑

大山松次郎︑矢木栄︑山崎文男︑

ったものである︒構成は約十名を

私田恒輔▽委員

高橋幸三郎︑石川一郎︑塚本

淵三治︑土井正治︑湯川正失︑

い︒その基本となるものは原子力

▽委轟長

宗一︑岡野保次郎︑藤渡収︑橋

原子炉とR王に関する国際会議に

情を視察するため五月二十二日出

出席し︑カナダと米国の原子力事

野本昭二氏︵原研原子炉物理部

発したが六月八日帰国する︒

ウィンブリス原子力研究所の高速

主催の原子炉物理会議に出席後︑

炉物理第二研究室︶英国物理学会
原子力委員会は五月二十七日︑

炉関連施設を視察するため六月十

長︶米国テネシー州ガトリンバー

伊沢正漫言︵放医研化学研究部

七日渡英する︒

十一日までに原子力局へ提出する

グで開かれる国際表面汚染シンポ

六月十九日午前十

る

：ドー

Cグループ

を与えるかもしれないと判断され

被曝線量を積算したもの︒

量を頁万人レムというように︑

人が平均︻レムずつ被曝した線

いて説明した︶については︑現時点

では前記指針の中に︑カソコを用

と︒

方面の研究を促進し︑世界のなり

ない点もあるので︑今後ともこの

線螢なサについては︑まだ明確で

ヰ

講

ジウムその他の国際会議に出席す

るため六月五日渡米する︒

究専門委貴会

燃料被覆管の安全性に関する研
らねばならないので︑昭和四十年

放射線化学研究会

時原産

炉心設計グル

ープ十︸日午後一時半原産︑再処

原子動力研究会

十一日午後一時半原産
て行なわれるもので︑民間産業界

発グループ十八日午後一時半原産

十八日午後一時半原産︑動力炉開

後一時半原産︑保健物理グループ

理・廃棄物処理グループ十七日午
画室で取扱っているが︑提出期間

の分は日本原子力産業会議調査企

年度中に入手を希望する分につい

がこの調査をしている︒これは来

度の経費見積りのため︑原子力局

の入手には︑政府が予算措置をと

日米協定にもとつく濃縮ウラン

民間分は原産で取扱う

濃縮Uの希望調査

ことになった︒

算の見積りに関する書類は︑七月

した︒このため各省庁の原子力予

は例年どおりに進めることを決定

昭和四十年度の原子力予算の処理

提出期限など例年どおり

予算処理方針決定

もようである︒

し︑六月下旬ごろまでには発足の

山県昌夫︑岩田宙造

彦

で開催するよう招請することにし

の内田大使を通じてエクランド事

た︒この申し入ればウ・ーン駐在

が︑実質的には昨年来しはしぱ機

申し入れの形式にはなっている

する大半の理箏の改選に重点をお

関から要望してきていたものであ
る︒この秋の第八回総会で正式に

ら

原子力委に再処理
施設安全審査部会

されることになる︒

てウィーンを離れ︑わが国で開催

ひゆうまんかうん 決定すれば︑機関発足以来はじめ

来年の東京招
請正式に決定

た認参照︼

︻本紙四面の

にとりかかる意向のようである︒

き︑その整備後に原研の体質改善

さしあたり今月下旬任期を詰責

一日に行なわれた︒新理轟長は 務総長に伝えられる︒これは招請

氏の正式発令は︑予定どおり六月

していた前三菱造船会長丹羽周夫

日本原子力研究所理事長に内定

ぼ

搦魔ﾌ改選後体質改善へ

丹羽原罪理事長糞令

徳・瀬藤象二・関義長︑平塚正

本清之助︑田中徳次郎︑佐藤穏

大屋敦︑松根

◇総合整傭入用会

はつぎの三十七氏である︒

なお総合整備委員会のメンバ書

の民有民営である︒

べきものを選別しなければならな

旧臆跳一瞬一盛い

原産の役割りで濡手な発言
を民間が利用することを考えなけ

なければならない︒また国の施設

氏を委員長に決定して発足した︒この委員会は︑原産の広範な業

察で初会合を開さ︑菅原産会長の指名で富士電機製造会長和田傾輔
ればならない︒この童味では原産

日本原子力産業会議の総合整備委員会は︑六月二日午後原産会議

務を原子力開発全休との関連で検討整備し︑今後の要請に即応でき
いいのではないか︒

が︑産業界の整備に手をつけても

▽一本松委最原産の仕頭は沢
山あろうし︑そ
れはウエイトを
つけて適宜に処
理して行くべき

であろう︒ただ
重要な仕事を見
失わないように

することが原産
の存在意義であ
る︒そのうえで
何をやるかを考

え︑原子力開
発の道づくりを
やってもらいた

定例会で︑再処理施設安全審査専

原子力委員会は五月二十七日の
政府は五月二十九日の閣議了解

門部会の設置を決めた︒これはい

一AEA総会
もやったが︑も

で︑来年九月に予定されている国

い︒初めは何で

うその使命をは

は六月二十日までである︒

小さい値になるような距離︵これ

まある原子炉安全専門審査会は原

を判断するためのめやすとして︑

際原子力機関の第九回総会と︑そ

では︑非居住区域の外側の地帯

つきりさせ︑そ

は低人口地帯であること︒

子炉だけの安全審査をすることに
一

国民遺伝線鼠に対する影響が十

ムなどを参考とすることとして

外国の例︑たとえば二〇〇万人レ

の前後に開かれる理事会を︑東京

分に小さいこと︒

ここにいう﹁ある距離の範囲﹂
立地条件の

としては︑仮想事故の場合︑何ら

▽立地審歪の指針

適否を判断するさいには︑上段基

る範囲︵判断のめやすではこのさ

五レムとしている︶をとるものと

における放射線の影響に関する知

なお﹁判断のめやす﹂︵この記事

線災害を与えないために︑適切な

し﹁低人口地帯﹂とは著しい放射

して三〇〇レム︑全身に対して二

いの線量を︑甲状腺一成人1に対

注昇人レムとは︑たとえば百万

いる︶をとるものとすること︒

の措置も講じなければ︑その範囲
とも次の三条件が満たされている
ことを確認しなければならない︒
①原子炉の周囲は︑原子炉から
ある匝離の範囲内は長着住区域
であること︒

︑ここにいう﹁ある距離の範囲﹂

その距離だけ離れた地点に人がい

としては︑重大事故の場合︑もし

内にいる公衆に著しい放射線災害

本的目標を達成するため︑少なく

の形ができたと

原子炉立地審
査指針きまる

るとつぎのとおりである︒

て達成しようとする基本的巨標は

▽写本的目標この指針によっ
に定置する原子炉の設置に先だって原子炉安全専門審査会が行なう

次の三つである︒

するためのもので︑昨年十一月原子炉安全基準専門部会が出した答
申を基礎にしている︒

①敷地周辺の事象︑原子炉の特

安全審査のさい︑万一の事敬に関連してその立地条件の適否を判断

﹁適用に関する判断のめやす﹂を決定発表した︒この指針は︑陸上

原子力委員会は五月二十七日︑﹁原子炉立地審査指針﹂とその

基準線量は暫定的な数字

関の原子力に対する認識を啓発し

る体制を確立するために設けられたものである︒
委員会は午後一時三十分から菅

会長のあいさつ︑大屋副会長の委

員会設置趣旨説明︑橋本代表常
任理事の補足説明後︑まず全般的
な問題から意見を出しあって審議
し︑必要があれば専門委員会を設
けてさらに後釜したうえ委員会と

しての考えをまとめることにし
た︒この結果各委員からそれぞれ
の見解が明らかにされたので︑事

の第二回会合でさらに審議するこ

務局でこれを整理し︑十九日午後

政府機関の仕事と

つぎのようなものであった︒

とになった︒なおこの日の発言は

▽吉田委貴
民間の研究が一体化していないの
で︑民闘投資が生きてゆかない︒

原産はこれについて原子力委員会

だれも今すぐもう

との総含調整を考えるべきだ︒

▽岡野委鼠

けようとは思わないが︑五グルー

プなどの層が続くようにしたい︒
原産は理論的な検討ばかりでなく
将来要求されるであろう仕事か研

仕事は企業が自分の

一

せるなど︑具体的な活動をする必

究テーマを各企業に与えて園田さ

要があろう︒

▽関委鼠

会社でみつける︒それよりもこの
場合政府の助成金があれば各社で
やりやすくなる︒原産はこのため

原子力開発の努力

に努力する必要がある︒

▽瀬藤委翼

ぴ

技術的見地からみて︑最悪の場

性︑安全防護施設等を考麿し︑

識︑事故時に原子炉から出る放射

低人口地帯を区別︑後者について

借置冷講じうる環境にある地帯︑

この立地審査指針の内容は①原

つづけるならば︑その人に放射線

いる︒産業部会やエネルギ1部会

は一部識者の間でからまわりして

合には起こるかもしれないと考
レムをかかげ︑今後研究の促進に

の例などを比較検討して︑行政的

性物質の放散の型や種類︑諸外国

は︑甲状腺三百レム︑全身二十五

たとえは人口密度の低い地帯など

子炉の周長に非居住区域がある②

四坐を与えるかもしれないと判断

をいうものとする︒

非居住区域の外側は低入口地帯で

えられる重大事故の発生を仮定

される距離までの範囲︵判断のめ

の箸申も︑原子力委員会ではよう

ある③原子炉の敷地は入口密集地

しても︑周辺の公衆に放射線障

全身に対して二五レムとしてい

ここにいう﹁ある距離﹂として

くに放射線の生体効果︑国民遥伝
うな︑技術的見地かぢは渥こる

る︶をとるものとし﹁非居住区

からある距離だけ離れているこ

見地から定めたものであるが︑と

記している︒なおこの指針は多出

ともなって再検討をおこなうと付

やすではこのさいの線騒を︑甲状

③原子炉敷地は︑人口密集地帯

帯からある距離だけ離れている︑

②さらに︑重大事故を越えるよ

とは考えられない事故の発生を

域﹂とは︑公衆が原則として居住

仮想しても︑周辺の公衆に署し
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ゆきも考慮して再検浮するといっ

㌦民
︵

は︑仮．想事故の揚合︑全身被曝
ひ
線騒の積算価が国民遺伝線量の見
しない区域をいうものとする︒

②原子炉からある距離の範囲内

い放射線災害を与えないこと︒
⑭なお︑仮想事故の性合にも︑略

二二

・㌦

亨︐

∵畷げ一

地から十分受け入れられる程度に

腺一小児一に対して一五〇レム︑

害を与えないこと︒

の三点を柱にしているが︑答申提
出のさい問顧になった基準線鍛に
ついては︑答申が甲状腺に対し百

この内容のおもな部分を摘記す

内容の主要点

のものにも参考にされる︒

査に適用されるが︑一万KW未満

力一万KW以上の原子炉の立地審

やく通産大臣から聞いたばかり
で︑これから考えるといった状態
である︒また要望なども聞きすて
にされているように思われるが︑

これを打破するために︑官爵一体
になって開発を進める必要性を強

五十レム︑全身に対し二十五レム

断のめやす﹂では︑非居住区域と

調しなければならない︒こうした

原産は政府関係機

としていたのに対し︑今回の﹁判

▽平塚委貫

努力を原産にやってもらいたい︒

娼

︑
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一つの壁は︑既成の観念では測れ

ェクトなどが決定できるはずであ
るが︑そうした当然な手続きが従
来もふまれて膏たのかどうか︑そ

原子力の開発がぶつかっている

ない新しい現象がつぎつぎに起き
の辺の究明から新理事長は取り組

いる︒人員が

て︑そのことの意味が正しく理醒

海外諸国の原子力研究所をみて

の協力を惜しまない︒

れわれは同氏のそれに期待し全幅

い新鮮な感覚と実行力である︒わ

来からの行きがかりにとらわれな

理事長にいま期待されるのは︑従

事長である︒同氏は原子力界にと

五郎氏以来久しぶりの財界出身理

展⁝令された︒初代の安川第

⁝理事長に丹羽周夫氏が発

経済能うんぬんということがよく

この事態を説明するのに︑日本の

︒パワーは極端に不足している︒

に力をそがれ︑研究のためのマン

研究者は炉の建設とその運転保守

設があとに続いている︒わずかな

料試験炉︑国産動力炉などの大埋

究しているという︒原研の場合は

場で︑研究者はゆとりをもって研

炉はせいぜい一壷か二布が通り相

研究の土台であることはいうまで

予算の積み上げが︑プロジェクト

ある︒このようなテーマと人員と

ばしば理解の欠如が見られるので

も︑時には科学者の間にさえ︑し

だけでなく︑原子力界の内部で

治家や一般公衆に理解されにくい

ば材
よいか︑といったことは︑政
は一万KW級︶︑JRR14れ︑

すでに四二が動き︵そのうち三基

もないし︑その青写真をもとにし

か︑そのための施設はどれだけあ

者を組織的に動員する必要がある

をもち︑どんなにたくさんの研究

どれくらい多くの究明すべき側面

に解したい︒総理総長以下の人事

る人を登用して行く︑という意味

を本当にやれる人と︑それがわか

のべているが︑それは原子力研究

は︑適材適所主義で行くと所見を

かしさを意味している︒新理事長

ちな理事者との閻の︑疎通のむず

ノサシだけで物事を測ろうとしが

者と︑弾力性を失って既成のモ

をどんどん吸収している若い研究

いるのも︑新しい知議や考え方

二者の間に断層があるといわれて

うである︒原研の理事者と中堅研

面でも種々の問題を生んできたよ

原子力の新しきは︑入の配置の

んでもらいたいものである︒

最近帰国したある人が︑日本の原
いわれるが︑中小国の例からみて
ではじめて︑適正な研究開発の規
が注目きれるゆえんである︒

る︒原子力分野のあるテーマが︑

されにくいところにあるといえ

・千五百人くら

いの︑原研な

待するみの研究所は
中︑小国にも

研の特長を端的にいえば︑大型の
も理由はそこにあるのではなく︑

に依存すべき部分︑可能なプロジ

模︑海外との研究協力や技術導入

いくつかあるが︑そこにある原子

施設をたくさんかかえて︑少ない

の溝形が根底にあるようだ︒

むしろ原子刀に対する理解と認識

鱒

垂罐寒熱聾麺誕蒙塁審

就判は当を得ない
フランス政府は先にユーラトム委員会に対し︑ユーラトムにおけ

トムはこれらの建設について何ら

当てられているに過ぎず︑ユーラ

実証野臥型予算は七％に過ぎず
る研究開発のあり方についての従来の方針を批判し︑アメリカの追

立すべきであるとして覚書を提出していたが︑委員会はこれに対し

く︑異った各種の炉型に対して十

仕事は早まった判断を下すことな

随でなくヨーロッパ自体のために︑ヨーロノパ独自の研究体制を確 の質任を負っていない︒委員会の

フランス政府の批判はむしろ多くの点で従来同委員会が表明してい

分な検討を行なうことであると考

責任てあると考えている︒

た炉型を決定するのは電力業者の

えており︑共同体にもっとも適し

る見解と一致するもので︑批判は必ずしも当を得たものではないと
︐

ス政府の非難している実証済みの

して︑次のようなコミュニケを発表した︒
すなわち︑ユーラトム委員会は

炉型に対してはわずかに七％が割

七五年には五二％

うな改良された炉型にしぼられる

L計画とか高速増殖炉といったよ

要中に占める華道の割合は︑第二

と共同体内におけるエネルギー需

般報欝書を発平した︒これによる

ユーラトムは四月末︑第七次一

るだろうと述べ︑原子力発電コス

力発電所が経済性を持つようにな

九六八r七〇年ごろは大規模原子

罵要増加が見込まれると同時に一

エネルギー輸入

[ラトム︶年報を公表

これまでにもしばしは加盟六力国
の原子力開発計画に対する協調を
強化し︑産業への貢献に重点を置
くことに関心を有していることを

の 研究の実質的分野は︑ORGE

表明してきた︒委員会が共同体内

べき で ︑ ま た 長 期 的 な 観 点 か ら

次大戦前僅か五％であったものが

原子力は有利な立場となり︑その

ような分野にも研究の量点がおか

﹁九六〇年には二七％に増加し︑ トは現状では在来火力に比べて五

は︑制飼された熱核融合といった

れるべ き で あ る と 考 え て い る こ

に産業界から前者については百四
件︑後者については六十一件の申

ぜ︸

望

カリフォルニアにあるゼネラル・ダイナミックス社の小会社ゼ

の研究成果︵特許事務局は三百八

︑へ

って﹁実用的価値﹂の認定を行な
うことを要求している︒石炭業界
のねらいとするところは他の炉型
が今後開発された時に適用される
ような判例を確立することにある
ものと思われる︒

印︑国産技術によ

で建設され︑すべて還隔挨作で運

イのこのプラントは国産技術たけ

のバルチモア灯台に設置された︒

がメリーランド州チェサピーク湾

し

のそれはむずかしいといってい

済性にのるとみられるが︑第一船

聾

現在は︑朱照射および照射匿の

転されるよう設副されている︒

五千ゾで︑二万二千〜二万二千五

る︒建造計画の原子刀船は六万

百軸馬力が出せる︒搭職炉は直接

低い燃料を試験的に処理している

サイクル軽水冷却減速型の出力六

が︑実際にプルトニウムを抽出す

られている︒

る遅転にはいるのは六月ごろと見

万KW沸騰水炉である︒

ヒンクレイ・ボイ

なお︑同プラントの処理燃料は
トロンベイの三星の翻究慨︑カナ

イギリスのヒンクレイ・ポイン

ダのCANDU型炉︑GE製
ンB
串W第一号炉臨界
Rおよびスウェーデンと研究開発

している加圧雷水炉PHWRが対
象となっている︒

カナダ︑ウランの
ストックを取止め
カナダの商務相代理のヘイズ氏
は︑五月四日︑ウランのストノク
パイルは六月以降中止されること
になろうと発表した︒昨年六月に
発足した計画に従って︑すでに領

ンが蓄租されており︑これ以上の

格にして八百万ボンド以上のウラ

ストンクはかえって︑ウラン市揚
の復興に悪影響を与えることにな

いわれる．︑

ると判触したことが︑その理由と

米︑原子力貨物船

風機の故障で一時魅料装荷が延期
されていた．．﹁
顔

でH社と研究契約

太平洋航路の貨物舩に原子力を

利用するための三万五千誘の研

のJ・﹂︒ヘンリー社との間で結

究契約が米海事局とニューヨーク

て︑より少ない燃料で︑より早い

ばれた︒これは︑原子力を使っ

るものである︒

まで費用を節減できるかを調査す

を減らすことによって︑どの程度

速斐で︑また運航に必要な船腹量

高速炉協定で調印

ユーラトム︑米と
さきに載道されたユーラトムと

三〇Aであり

されている︒一つは︑GE社の六

もう一つはB＆W
が供給する三百五十♂縦のプルト

ニウム売却およひ千七百♂努のU 社のCNSGである︒他にコンバ
ノション・エンジニアリング社の

核過熱炉VESR

UN工MODとマーチン・マリエ
ソタ社のMH11も険討されてい

る︒

で過熱蒸気を発生

原子力発電研究開発グループE

Rは五月十三日全力蓮転に達し

SADAの核過熱型原子炉VES

なお︑全力運転時には華氏八百

生した︒

し︑本年三月に初の過熱蒸気を発

た︒同炉は︑昨年十一月臨界に達

たと述へた︒

原子力船運航は
九七〇年頃と確信

血液に注入した放射能物質の影

西ドイツ︑原子力
医学協会を設立

スウェーデンのABアトムエネ 四十度︑九百六十唱︒︒F︑定格熱出
力一万二千五百KWに達した︒
ルギとノルウェー原子力研究所と

の共同研究の結果︑原子力推進用

でに蓮航にはいれる可能性が確侶

ばら積貨物船は一九七〇年ごろま

ミ亀ノ曝

﹃一

における協調への期待をもたらし

をもたらすことにより翼の大西洋

ら生まれる情報交換が双方に悪血

この協定は各々の研究開発計画か

ムは調印と同時に声明を発表し︑

表団により調印されたQユーラト

二十七日ブラノセルにおいて両代

獅賃貸に開する協定の二つが五月

十年間の情蝦交換協定とアメリカ

米AEC間の高逸増殖炉に関する これには二種類の舶用炉が検討

も︑AECが原子力法の条文に従

認めていることを承知しながら

﹁実用的価値﹂を持つに至ったと

めるに際して実質的に軽水炉が

襲㌦雛讐
熱

工裏

ネラル・アトミックの研究所の一部

箋
2

トムとの情報交換協定に対し三千
七百万びが割当てられるだろう︒

委員会による特許にならない情報

請があり︑米AECからの情報のの広報は十分円滑に行なわれてお

るアメリカの研究に対する寄与は

の要請があった︒

十七件の発明を取扱った︒︶入手

り︑現在までに共同体内の百六十
迅速な紹介とプルトニウム・リサ
以上の個人および企業から共同体
イクルおよび＝層流系研究に関す

画においては︑アメリカとユーラ

好評を博しており第二次五力年計

引しているものとみられているσ

る再処理工場完成

プラントは最近亮成したもので︑

インドは再処理フラントを持つ

ルーマニアの原子炉については先

年間三十ゾの処理能力と二十七億

ごろイギリスの天然ウフンガス冷

濁脚菌闘

かったいきさつがある︒アメリカ

円を要して建設されたっトロンベ

世界で第五番目の團となった︒同

度を表明していないが︑もしアメ

はこの購入希望に対して最終的態

米︑仏のCPVの 却炉の輸入を希望したが成功しな
ライセンスを取得
ガス冷却型炉にPSコンクリー

リカが輸出を許可した揚合は︑原

品から除外されることを意味し︑

電機を灯台に設置
ビーコンの動力源として諮三池
の代りに六〇Wのアイソトープ発

また当然これらの原子炉はIAE

軽水炉に実用的価

Aの査察の対象となる︒

値の認定をせまる

第一〇二条の﹁実用的価値﹂の認

所が︑ユーラトムとドイツ連邦科

響を研究する特別放射線医学診療

十年間保守を必要としないように

できるようになった︒両社は昨年
設計されたこの設備はストロンチ

八月原子力船の設計調査を協力す

この﹁実用的価値﹂の認定は︑これ

定を行なうよう申謂を行なった︒

薄して︑軽水炉について原子力法

アメリカの石炭業界はAECに竃機を使った世界で初めての灯台

米石炭業界が

米︑初めてR一発

子炉がココムの対共産圏輸出禁制

ト圧力容器︵CPV︶を使用する

とソシエテ︒デ︒グラン︒トラボ

技術がゼネラル︒アトミノクス社

とソシエテ・デチュード・エ︒デ
クィノフマン・ダントルプリーズ

の二藍とのライセンス協定によ
り︑フランスからアメリカへ渡る

アメリカで現在運転中あるいは

ことになった︒

建設中の原子力発電所はすべて鋼

ト容器はコストの面以外にも技術

板を使用レているが︑コンクリー

的な利点を種々もっている︒

七〇年ごろにおいてその負荷を年

の治療に原子力利用の手段を開発

またフライブルグには︑最近病気

ある消息筋は︑︸連の原子力船 しようとするもくろみから︵原子
り
を建造﹂3れほ勘多分滋王輸送で経 力医学魏会が起立きれた四琴譜ノ

なわれている︒

㌔．

が行なわれた場合︑当該炉建設に

年には五二％にまで増加すること

ルーマニアが米発

般報告書及び科学技術諮問委員会

現在ルーマニアの原子炉購入使

ルウェー原子力研究センターで行

ルグに建設されることになった︒

性目皿元素の崩壊によって発生す

学研究省との協力援助でフライブ

る熱が熱電対によって薗接電力に

は三年間で︑この計画の作業はノ

意味するもので︑石炭業界側は先

ウム90同位元素の不活性状態であ ることで協定に調印した︒同協走

般上下両院合同原子力委員会がA

るチタン化ストロンチウム︵価格

間六千時間︵負荷率約七〇％︶と

節団がワシントンに滞在中で︑同

対する資金無規と燃料使用料免除

が予想される︒輸入の比率増は︑

すれば︑ほぼ同水準になるだろう

国は電気出力三十万ないし五十万

電炉の購入を希望
に堤出した文醤によって明らかで

ヨーロソバ経済の成長には何らの

いては実証済みの炉型の開発計画

と述べている︒また研究分野につ

KWの原子力発竃設薦の購入慈鏑
・BCの個九六五会計年麗予算畿覆 ・変換さ灘．夢翼癖 畢ピ気ギ封

¥悸︶を驚異としており︑放射
障害にならないが︑輸入が支障を

の−一環として水型炉およびガス冷

が行なわれなくなるということを
ある︒またこのことは第二次五力

きたすような場合︑芸大な事態を

一九七〇年には四七％︑一九七五 〇％程度割高てあるが︷九六八一

ピ

一

年計画の予算面においても︑これ

とは︑四月宋に発表した第七次一

却炉の研究について一九六三年中
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って夫知数の人であるが︑原研の

ことだ︑と痛いところを指摘して

人間が貧乏ひまなしに働いている

日本原子力研究所の新

期

．丹羽新理事長に﹄・

胡禺⁝

達．

らの新しい研究分野に対して多額

ひき琶乙す乙とになる︒このため
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臨界未満実験装置
とその燃料に実績

騨一一

弓一

乙計測︾し箔ドこ〜一層︷く

ダ

ロン︑東大の一千万需子ボルト・タ
ンデム・パンデグラフ加速装置︑

原篭東海向け蒸気箆︑給水管保温
工事および百五十四デ曙変流器︑

一二盤︑名大プラズマ研究所の千

この入札には富士電機︑三菱原子

研究整で管理するが︑建家と安全

この装置は東梅研︑離物恐窮ご

ことはいいきれないし︑特に大型

ようにスムーズに終了するという

し︑今後の査察が必ずしも今回の

のが大方の意見であった︒しか

大および米原子力委︶︑鉄鋼照射
力︑日立製作所︑住友原子力︑日

し︑一億二百万円で受注した︒

冷却材ビスマス流の耐食研究︑軽
試験︵鉄鋼協会︶︑ホソトラボ遮

据えつけを行ない︑完全引渡しは

審査の関係から四十一年一月ごろ

︵東北大学︶︑中性子回折装置︵京 実験装置は冨士電機が落札した︒

水型動力炉の炉心スプレーに算す

なったが︑富士亀機が当初入札時

本原子力の五社で兇積り合せを行

商業発電炉の査察については︑そ

ル︵原研︶等であり︑主な納入は

蔽扉︑R工製造用セル及び詰替セ

の経済性の観点からも︑IAEA

査実施方法②今後の査察受入れに

電癬

・メ本

が望まれるという結論になった︒

とも充分な検討が行なわれること

パルス中性子発生

装置はNA−Gへ

原研ては高速炉臨界実験装置

と同時に五グループの見勝り合せ

いては︑日本原子力事業が三千三

をしたパルス中性子発生獲課につ

百万円で契約した︒この装置の納

ている︒

期は四十一年二月ごろと見込まれ

原子力発電推

進講演会開く

高松で・四團電

力と原産共催

日本原子力産業会議では︑かね

てから各電力会社ど共催で︑原子

﹁力発電の推進に関する懇談会︑講

演会の開催計画を進めていたが︑

愚

のランダース委員会において今後

三月ごろの予定である︒

東電騨纏地元側も協力的
日︑午前十時より原子力局第二会

作所王禅寺研究所︑日本原子力事

この査察を受けた原研︑日立製

議室で開かれた︒

双葉町の用地買収計画はほとんど

日本原子力事業総合研究所︑近畿

業総合研究所︑東芝中央研究所︑

てきた福島県双葉郡大熊町および

予定地として︑かねて調査を進め

東京電力が原子力発電所の建設

︑

七月には敷地決定

の一億六百五十万円をさらに調整

る試験研究を実施︒核燃料では原

る︒

け原子炉シュミレータなどがあ

高圧動水腐蝕試験装置︑原船取向

クライストロン︑金材研向け高温

置︑東大核研向け水素液化装置︑

ル照射装置︑水平実験孔照射装

重水熟交換器︑NaK封入カプセ

原研向け使用済燃料棒搬入装置︑

論の遠心分離法によるウラン濃縮
の実験研究に研究員署名を派過し
て協力したほか︑振動充てん法に
よる成型加工の研究を推進した︒
特許出願は十七件︑実用新案出願
は二件︵それぞれ一件登録︶︒

実質損失は漸
減傾向たどる
研究開発面では高融点セラミソ

最終段階を迎え︑六月ないし七月

当初の予足より延びはしたが︑現
在まで順調な経過をみせている︒

正式に用地︵約七十万坪︶買収
契約ができれば︑東電ではただち

始する︒計画通りに進めば︑発議

・■●︐．︐．﹁．・．︐

．噛

今回の査察で︑特に当初から懸
念されていたのは︑検葦の具体的
方法︑査察員の不当な検査要求に
よる炉の運転停止およびそれに起
因する損害の補催︑商業上の機密

●．o・・●︐

唇．3．
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海村で開かれた︒参

十︑三十一の両日東

聾球大会が︑五月三

例年の束海三子力

1ーー雲一

原産副会長松根宗一諸氏である︒

日本原子力発亀社長一本松全書︑

講師は東入名誉教授村田節推︑

九時半懇談会︑一時半講演会

開催することになった︒

いて左の通り懇談会及び講漢会を

︵水︶高松市の四国喧力本社にお

その皮切りとして︑来る六月十日
所は四十一年図工︑四十五年完成
となる︒

予想外に順調
査察報告懇談会開く

璽．

他︒

◇第二回原子力化学・化学工業分
科会︵準備委員長電機大岩瀬栄一

の二日間︑策京・上野の東京文化

氏︶十一月二十七日と二十八日

戦は地元の利で︑原研東海と原

東京から馳せ参じたもの▽決勝

加九チームのうち四チームは︑

賑

機関の報告懇談会が五月二＋五 は予想外に順調に終了したという

障措置関係の査察を受けた関係各 保持などの問題であったが︑査察

初めて国際原子力機関より︑保

の交換が行なわれた︒

規模三十五万KW級の原子力発電ついての希望などについて︑意見

に気象調査︑ボーリング調査を開

大学の各関係者から①具体的な検

目かけて園地が雁定する見通しと

大熊町は太平洋に面した海岸沿

なった︒

ら挿獲量も少なく︑浄場への影響

いにあるが︑ここの漁業は従来か

丘増加をはかるとともに︑霞子計

稲生副社長は︑機器︑部分品の売

ている︒昭和三†九年度について

その他の研究が活発におこなわれ

入りUOーペレソトの製造研究︑

超硬合金の製造研究︑可燃性毒物

菱⁝円叢論賑聾認茄
七百万円となった︒ただ支出のう

ク及びサ﹂メソト焼結体ならびに

ち約二億四千百万円は商法の改正

三⁝円差引純堤量器五千

年度中には原研動力試験炉のほ

試験炉追加工事など︒また三十八

償却不足頷を当期償却分と合わせ

にともない︑過年度の試験研究費

て計上したものなので︑実質損失

却器︑沈砂池用排砂褒置︑モニタ
リング・ステーション設備︑岡産
は約二億一千五百万円と毎年漸減

十分時間をかけてあらゆる角度か

案分比例方式によることに協定し

ら検討した結果︑原研負担額が日

万円上回ることになったが︑さら

本GE社の負担額よりも約百九十

に交渉して前認のように決定した
ものである︒

め地元側も協力的で︑用地調査は

という点ではあまり問題もないた

の傾向を見せている︒主な受注は

ていたが︑このほど相互に請求し

約五十万円を日本GE社に︑また

っている︒

算機による増収をはかりたいと語

技術開発面ではスイミングプー

ないことに同意︑五月二十七日調

日本GE祉の旧任によるものであ

のため償金の計算方法については

この償金の対象となっていた︒こ

﹂わった十二月九日までの百日間が

百MeV電子線型加速器謁整装置

延が不可抗力による結果てあると

印した︒

富士電機が原碍高
速臨界装置を落札
三十万円を支払うことになってい
た︒したがって引渡し期限の昨年

契約によると︑昭和三十五年十
月一日から三十五カ月を越えて引

日本治癒力研究所の高速炉臨界

含●o齢レ●〜．︐︐卿〜

︵準備委員長朱定︶十一月二十四

◇第四回原子力燃料材料分科会

保健物理

設▽核動力︵︸般︶▽安全性▽

▽原子力機器・構造▽原子力施

幽・︒量9・昌㌧・3・．3馳

目に入れる︒

長阪大吹田徳雄氏︶十一月五日か

ロ
◇第二回炉工学分科会︵準備委員
このテーマは炉物理︑核物理︑

ら七日まで三日間︑大阪大学工学

件︶を行なう︒発表申込み締切り

・．．・︑﹃︐．・●言．・・︒98§．●・昌33〜．・；■・診・﹂．3．・置・．3●．︒・＝

九月一日から︑笑際に引渡しをお

日本原子力学会では昨年に引き

プラズマ物理︑放射威物理の放射

部で日本原子力研究所︑関西原子

は八月†一日︵火︶︒

﹂8⁝＝2︐．・＝曽・6︒．．83覧．3騨．＝・⁝．・3・・︒謄．．．﹃富・・畳︒﹃．・⁝︑冒

渡しが行なわれたさいは︑その遅

るときは日本GE社が原研に一日

金について︑日本GE社と折衝し 五がプラス十五万五千六百十円︑

引渡しを受けたJPDRの遅延償
きは原研側で一日につき九百五十

日本原子力研究所は昨年十二月

JPDRの遅延償金で調印

相互に請求せず源研髄

ル型炉を用いて︑電子計算機によ

動力炉の概念設計を完成した︒

か︑原電のタービン室補機用水冷

五十ヂ罵直流電源装置︑原研動力

る自動起動運転に成功したほか︑

こσアみ︐6 ＝‡︿︐し﹁フ弼一葦呈し︒ ・ナ︐工〜

ペレノト︶を納入︵酸化ウランで
五銃︑わが国最多︶︑そのほか低
濃縮酸化ウラン︑ウランーアルミ

づけている︒

る該燃料の挙動を中心に研究をつ

ービス・システムの概念設創など 系合金燃料についても技術導入を
弔︑総収入二億一千四百万円︑総 進めている︒有機材実験装置は宝
塚から熊取に移し︑高温時におけ

た︒

理化学研のサイク

当期の成約高樹八億五

日トロンなど受注
G⁝
千万円︑売上高は九億四

三百万円・総支出約十三

千万円︑営業外収益四千

一⁝
△n⁝

N川
億一千八百万円であった︒主な受

・高校教師を対象に︑東海村の原
子力施設見学会を実施した︒

普及啓発のため︑全国中・高校教師

これは若い世代への原子力知識

日本原子力産業会議は︑五月二†

つづき︑今秋原子力研究の全分野

開くが︑このほど研究論文の募集

線計測で︑その分類項目はつきの

にわたる四分科会の研究発表会を

要綱が決定しに︒四分科会の開催

に東京を出発して連戦する東京

原研が210で勝ったが︾早朝

麩東海の豊海勢同士︑熱戦の末

勢にはなかなかの強行スケジュ

会館四階会議室で︑日本化学学会

で開く︒内容は公募による研究発

など六学協会および原研との共催

日から二十六日まで三日間︑原研

興会との共催で開く︒内容は公募

力懇談会の後援により開く︒内容

による研究発衰と総総講演を予
定︒発表申込み締切りは九月十四
日︵月︶︒

テーマは核燃料・炉材料の物幌

はつぎのとおり︒

①金属燃料②酸化物燃料⑧炭化
物および他の化合物燃料④燃料

りは九月十二日目士︶

▽核燃料資源▽核燃料・炉材料

テーマはつぎのとおり︒

の製錬▽炉化学▽核化学▽同位
体分離▽放射化学▽化学工学▽

こにも

原子力体制の再検討些

理のないスケジュールを一とこ

って来ない▽来年はもう少し無

り悟敗︑局長杯はなかなかまわ

くりこんだ原産も︑いつもの通

事をはじめ組織的な？応援団を

相当きかれるV橋本代表常任理

的にとうも︑という強気の声も

ール︑技術ては負けないが物理

東海研究所︵講堂︶で日本学術振

析︑臨界実験︑臨界來満藩臣︑

件︶を行なう︒発表申込み締切り

核融合︑MHD④放 このテーマはつぎのとおり︒

会︵一一二件︶︒発表申込み締切

表と総合講演︵二⊥二件︶︑討論

は公募による研究発表︑総合講演

今叢雲翁麟会開く

炉理論︑炉亜

とおり︒

◇第十四回炉物理分科会︵準備委

学会論文募集要綱決まる
から六日まで三日間︑大阪大学工

速減拡散実験︑動特性︑コード

は八月八日︵土︶︒

︵ニー三件︶︑討論会︵一一二 および製造加工で︑その分類項目
学部で日本原子力研究所︑関西原

ズマ物理

および計算②原子核物理③プラ

バ
の研究発表会の内容は公募による

子力懇談会の後叢により開く︒こ

員長京大木村毅︻氏︶十一月四日

①原子炉物理

時期︑会場︑テーマおよび論文提

このうち第四回燃料材料分科会の

出期日は別項のとおりであるが︑

テーマは十二項目ともすへて新し

に関 す る 特 別 講 演 会
︻一翼﹈を聞き︑午後

い内容てある点が注目される︒

第一日は︑原研棄海

ブで木村原研理薯の日

錬所を見学︑東海クラ

夢は午前中療螢彊

研究所を見学︑第二日

なわれたものである︒

㌶論糠ポ讐

協会に呼びかけ︑同士

を中心に組織している日本理化学

鞍

五︑六両日︑全国主要都府県の中

教師を対象に
見学会を開催

加工ではカナダAMF社の導入技注品は理化学研究所のサイクロト

ラントを開発︑天然金属ウランの

社の技術を導入してパイロノトプ

天然ウランの製錬では西独デグサ

︵うち一二件成立︶を数えたほか︑

が成果をあげ︑特許出願三十三件

ム・アルデヒドの重合の研究など

所におけるアセタール樹脂︑ホル

の
硬究開発面では宝塚放射線研究

失一億九千八百万円の業績に終っ

支出四囲︸千二百万円︑差引純損

躍︑国産動力炉および原子力船サ

置本休︑東北大学臨界未満異験装

︷︐成 ︶ ︑ 大 阪 大 学 指 数 実 験 装

O三三二齢嘉 装置用鰍料要素︵天然酸化ウラツ

系では京大︑東北大向け臨界未満

の生産を大部分完了︑セラミソク

隔て︑国産一号炉用二次燃料心材

受注品︑研究開発の状況を以下に概観してみよう︒

る︒報皆書にまとめられた各社の昨年度中における主な納入品︑

社とも受注品目や研究聞発面が次第に多様化する傾向存見せてい

和三十八年度の宮業報告書をいずれも承認した︒それによると三

原子力関係の専業三社は五月二十二日に株主総会をひらき︑昭

地道な醗究開発努力耀く

多様牝する藁注晶圏
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E学一会本の医総学会放か射ら懸

隔喘再発ガンを防ぐ
放医研病院部医務課長田崎

生

ぐためのもので︑放医研病院部医務課長の田

あと︑その縫い口からガンが再発するのを防

崎瑛生博士ら八入のグループが︑二年がかり

h 放射線医学総合研究所はさる五月十三日︑
㎞盛岡で開かわた日本医学放射線学会の総会に

瑠†五編の研究発表を行なったが︑多大の注目
て研究を続けていたものである︒

討議されている現状である︒

篭

漿灘一躍
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︑η

Mコ

閉じて手術を終れば︑最も再発し

高邑度に残置して︑腹または胸を

易い小範囲の強照射ということに
なり︑癒例によっては成功の可能
性があろうと思われる︒組織内に

ソトープ︵以下RIと記す︶を同

均等島濃度に︑かつ十分長くアイ

じ部位に止めるためには︑液状や
コロイド状での形では思わしくな
く︑糸の形が最も容易となる︒た

だ普通の縫合糸に液性のRIをし
み込ませたものではRIが遊離し
易いので︑その外側に糊またはゴ
ムのようなもので薄い被膜を作っ

てやる必要があるQこのようにし

備実験の結果明らかにされ︑最近

て出来た糸にも種々の難点が︑予

の手術の場合︑その断端部または
普通の縫合糸と同じ取り扱い易さ

そこで体の深いところにある癌

その周辺に︑癌の残存が疑わしい
で生体反応が少なく︑それ自体が
放射線源となる糸の試作に︑一応

場含に︑その部分を小範囲に強く
照射するには︑開腹または開胸し
成功したという︒
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日本原子力研究所の
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理毒畏になった

に

お

丹 羽 周 夫
こらが多年三菱のトノブマネー

よ﹂と胸のうちを強調する︒こ

滋一
一日の午後︑辞令を手にした

理第二研究室長︶︑用いられる各

験︑人体応用︑糸の放射能実測お

糸からのR亙の溶出試験︑動物実

実際の糸の作成︑その消穏法︑

トン液︵で＝㊤〜一〇︶

これをアンモニア︒アセ
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慣
出身︒東大機械工学科卒︒
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燃料︑近畿大学の燃料が査察の

置の燃料︑原研の原子炉および

はきかずいかにも几帳面な性格

行した︒ビ氏は必要以外の無駄

し伝票類をチェソクする形で進

の程度準備をすれはよいかに苦

か︑皆目不明であり︑従ってど

どのような要求が出されるの

いかなる点を重点に見るのか︑

はどの程度厳重に行なうのか︑

ことであり︑査察を受けるまで

査察はわが国としては初めての

今回の国際原子力機開による

この種の国際的査察が次第に増

察対象が拡大されるに従って︑．

今後大型原子炉が増加して査

ることである︒

に無用の準備をさせる愚を避け

や打合せがないために︑受入側㌧

今回のように事前に十分な連絡

い︒たた査察側に望むことは︑

切であることは言うまでもな

﹁いるものはイソトリウム90︵二︒
で多くの先人がなしとげたラジ

一考えられるが︑現在︑検討されて と同じエネルギ⁝を持っているの

︵二・七日︶沃素箇︵八日︶等も

テシウム川︵半減六・七日︶金屋

で殺菌消毒して使用している︒

トゲン︶またはフォルマリン蒸気

ンマ線照射︵五十万レン

ないので︑︐バルト潤愚蒙

熱滅薗すると使用に耐え

査察員三名のうち︑ポポビ

︑

で︑てきぱき作業を進めるのに

しんだ︒今回の査察の結果か

する側もされる側も査察の主旨

加するものと考えられる︒査察

対象に指定された︒

ソチ保障部畏は見えず︑ビュツ 対し︑ショ氏は明るい性格で時

ら︑予想した程うるさいことは

である︒

六日︶とマンガン52︵六・五日︶

いても利用が可能である等の利点

ヘラi氏︵アルゼンチン︶とシ 時冗談をまじえ︑話がこみ入る

なく︑目皿の隅をつつくような

をよく理解して︑十分に意思の

ぎ︑作成から使用までの時間を含

たが︑現在なお試作の段階に過ぎ

の努力がなされる必要があり︑日

ず︑さらに今後臨床実験にかなり

至っても︑利用きれる臨床医がこ

常の臨床利用が行ない得る段階に

例をよく選び︑適正に刺入するこ

のRI縫合糸の使用に適応する症

から︑糸の製作過程及び人体に刺

ン52は糸の基材であるコラゲンと

曝の点に難点があり︑またマンガ
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題点の一つである︒

でみ

以上︑放射性縫合系の試作の意
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めた保存にいささか難点がある︒

ウムの組織内照射の経験をそのま

ま生かせる利点があり︑半減期も

をチェノクし︑記録と一致する

関係者にとってよい経験になっ

イソトリウム90はβ震源である 適当で使い易い︒たた︑術者の被

北欧系の入らしく白哲金髪の好

は︑必要かつ十分な管理組織と

穐

の結合があまり良くないことなど
のを撃て査察を終了した︒午後

長若林良一︶

︵NA亙G総合研究所︑見所

青年であった︒ビ氏があらかじ

って︑いついかなる時にも査察

に応じ得る不断の心がまえが大

り一

一く︶iマし﹂惨耀一

襲嚢究鐘

たものと考える︒
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ョルドブランド氏︵スウェーデ とドイツ語が出るなどはなはだ

意地の悪いこともなく︑大体に

があるが︑半減期が少し短か過

対照的であった︒書類上の審査

疎通をはかり︑効率よく査察の

臨床応用に可能な核種としてル

ン︶が来所した︒ビ氏は一見わ

と考えるσ

おいて公正妥当な査察であった

防止の成功例を生みだすかどうか
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一年三菱造船の取締役︑さらに
⁝

十分︑造船工業会や機械学会な

社長から会長と経営者の経験も

ど会長業もすべて歴任︒現に科
㎜
学技術会議や最高輸出会議の議
員でもある︒

闘志満々のこわもてかと思う

とそうでもなく﹁合併後の三菱
⁝
重工では相談役たが︑取締役に 一

でもな．一﹂おけ垂垂は断わ
れたのに﹂と笑わせるユーモア ﹁
甲
もみせる︒

﹁今後理事長として︑何でも ∴
話していく︒原研は国民の税金⁝⁝

く実情を知らねばいかん﹂と鋭

の貫録か︒

ジメントをあずかってきた自然

直後の記者会見で﹁まだ頭の中
には何もないよ﹂と開口一番︒
だがその口調に﹁引きうけたか

﹁正し戦ことはどしどしやの

らは﹂の気概はこもっている︒

ます︒原研は夫婦ゲンカの絶え
ない家庭のようだ︒労働問題で
も何か知らんが碧い点がある︒

こうした原因はただしていきた

佐籐長官が︑再建を急ぐ原研

く龍をはずさない︒しかし︑お

でやっている︒もっと誰もがよ 瓢
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一
には管理面のベテランをと懇請

い⁝；﹂︒頭が切れて決断が早
いという定評通り︑思ったこと

したのもここにある︒だがこの

核糧について︑糸の長さを無限
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よびラジオオートグラフ等は荒

せると柔かい糸になる

に注射簡を用いて噴出さ

手のものの迄船と違って︑全く

をズバリという迫力は︑エネル

強さが︑はたしてどう原研の研
究者とかみ合うか︑体質改善の

ギソシュで六十八歳を感じさせ
ない︒

成否をかけるポイントになるだ

ら︑舵用タービンのエンジニア

大正八年三菱造船に入ってか

ろう︒

一理事の改選がまず初仕事に？
﹁それもまた自紙だ︒しかし

常務取締役も必要だろう︒問題

の道を一筋に歩み︑戦後の二＋

原研も一種の経営だし︑明るい

はマネージメントアビリチーだ
り

この研究は︑約二年前より放医

居︑山本五郎挙白︵病院部医務

線源には肇90と努52を検討 社研究室の西原．宮田両氏．︑一N．・．︶にR−液を投入
研病院の筆者を総懸に︑技術面で

大︑太さを無限小とした場含の複
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は荒居竜雄技官︵臨床研究部臨床
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ついては︑物理研究部物理第二研

いる︒何分にも︑解決すべき閤題

床研究部臨床第四研究室︶︑糸の

︵病院部医務課︶︑蒔田祐子︵臨 課︶が担当し︑線置測定の一部に

点が多岐にわたっているため︑い

リン溶液で補強処理し︑

が出来る︒

くてかなり丈夫なRI糸

水洗した後乾燥すると細

でいる︒

究室︵松沢秀夫室長︶の協力を得

現在行なっている製作法を簡単

基材の選択︑高分子化合物として

にのべると︑コラゲン溶液︵o属

の糸の強度︑その他については福

要があり︑この縫合糸による動物

田信男︵臨床研究部臨床第三研究

ろいろな専門家の協力を求める必

手を打っておく必要がある︒最

室︶等の諸技宮︑日本皮革株式会
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討には関正利︵生理病理研究部病
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現在は試作の段階
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壇

れわれに近い風貌の小柄痩身の

れている手術前の照射の一つの意

近︑わが国でも盛んに取り上げら

の場合に︑出来るだけ再発防止の

従って︑何としても最初の手術

ではないのである︒

ほど放射線にききのいい種類の癌

手術される前の癌そのものがそれ

を訪れる断端再発癌の大多数は︑

れているが︑先に述べた放射線科

ことは︑今日の医学では常識化さ

に治療するのに大いに助けになる

予防照射を行なっておけば︑完全

胸部︑腹部に放射線の外部照射で

である場合は︑再発の起りそうな

常に放射線にきき易い種類のもの

あるいはリンパ組織等から起る非

ん︑その癌の種類が睾丸︑卵巣︑

ぎないのが大多数である︒もちろ

止まり︑その効果は一時的にす

も︑いくらか症状が好転するに

味もこの点にあると考えられ︑そ
辱︵たとえはエノクス線の回転照射
一とか︑テレコバルト療法等︶で の効果がしばしば学会においても

岬を集めたものに﹁放射性縫合糸の試作﹂があ
醐る︒これは胃ガン︑肺ガンなどの手術をした

しの研究の動機は︑大学病院︑
曜般病院の放射線科外来を訪れる

患者が意外に多い︒

癌の手術は原則として︑覇の周
辺を越えて︑はるかに広範囲の健
康部分を含めて切除し︑その両端
の健康部分を縫合することである
が︑それでも︑かなりの頻度をも
って︑その縫い合わせた部分に再

発が起り︑それを断端再発と呼ん
でいる︒その再発癌を再手術によ

いのは︑一般的に書って︑その結

り切除することを外科医が好まな

治療を勧める︒ところが放射線治

渠が思わしくないからで︑放射線

化したところに発生した癌は︑一

療でも︑切除と縫合によって顯痕

般には放射線に強く︑すなわち放

射線のききめが悪いとされている

・膀胱・子宮などの手術の後で起

上に︑再発癌が︑たとえは肺︒胃

停のた め に ︑ 放 射 線 の 外 部 照 射

ると︑体の深部であるという悪条

一
薩憲讐
さる五月九日当社の臨界実験
装置用燃料について︑国際原子
力機闘から派遣された公式査察
員による査察があった︒この査

︑

・㌔

め用意した質闘を発し必要書類

舞塗藤翻鎗U

察は昨年十一月発効した日米原

子力協定による保障措置の国際

凍子力機関への移管協定に基づ
くもので︑早くから予想された

物件が指定され︑これについて

ものであったが︑このたび対象

軍事目的に利用されていないか
を確める所調セーフガード︒イ
ンスペクションを目的としたも
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﹂ 一

縄

る原子力発電所から︑昭和五十年

四十五年度末までに稼働を開始す

ついで二次設計をする︒また研究

施した原型炉の一次設計を棟討し

らの事業を遂行するため設計蟹︑

開発を大洗地区で実施する︒これ

試験研究費と建家︑機械装置︑付

度末までに取り出される使用済燃

買上げ価格については︑硝酸プル

料から分離されたプルトニウムの

帯設備の整備など計上する︒

②高速増殖炉の開発11炉物理開

トニウムの形状におけるプルトニ
ウム瓢およびプルトニウム蹴一修

臨界異験装置と付帯設備の整備︑

四十一年度から開始できるように

▽同一2U九五八︵九六︶▽同

▽JRR−1

一八月二十＝日臨悶界一八︸二四⁝

発注する︒ナトリウム関係では予

七︶▽武蔵工大炉1一八七三︵一

莞逢⁝一

六︵四︶▽日立同11五四九︵一

行して六月二十六日出発︒

第五硫究室長︶前記塚本所長と同

ノシェー−前原子力局国際協力課課

菊地華氏︵駐米大使館科学アタ

高柳弘氏︵原研硯究炉管理部J

長補佐︶六月＋七日任地へ出発︒

RR−2観理課研究貝︶使用済燃

時輸送容器の立会検査のため六月．

村野徹氏︵環燃原子燃料試験所

＋四日渡米︒

六月二十九日午後二時原産
放射線化学研究会 Bグループ

ニ十六日午後二時原産
原子動力研究会 燃料グル⁝プ

し﹂

⁝き

轟

﹄

−

尾一着

−

聖目1

ニ十二日午後一時半原産︑プラン
ト建設グループニ十五日午後一時

︸5

半原産

﹁

i翼

ーーーーー

6，000

匹

②にかかわらずそのプルトニウム

︵4︶劣化ウラン等の取扱い瀦

七四五︵三三︶

使用済燃料から再処理により分離

R

1311九〇九︵六〇︶▽JPD
る︒獣料開係ではプルトニウム特

建家の増設︑核燃料の確保をはか

等は公社がこれを取得し︑逼切な

備試験ループによる流動試験をす

︵二〇︶▽近大炉1一五八四︵一

︵九七︶▽立教炉11一〇五二

価値が確立された場含にはそれ以

将来劣化ウランの核燃料としての

五︶▽TAIc炉一1︸五＝五

措置を謙ずるものとする︒︵注11 験をするとともにα一γケープを

研の整備︑プルトニウムの照尉試

された劣化ウラン︑核分裂生成物

の⑧の注参照︶

の価額と岡額とする︒︵注11この 当り三千六百円を保証する︒︵2 係では臨界実験装置による測定を はつぎのとおりであった︒

搭鐸は事業者が昭和四十五年度末
までに稼働を開始する予定で建設

に蒼越した原子力発電所の稼働
が︑やむをえない事情で着干の遅

延した場合にもこれを適用しう
る︶

︵3︶プルトニウムの馬上け擁

るとともに一MW級の伝熱ループ

Z︶▽JPDR用同⊥二七

九六︵八︶▽水均質同髄三六八

九︶▽半均質臨界実験装置11四

︵二九︶▽東芝炉u七九一︵一

後分離される劣化ウランの価値に

を設計する︒これらの各研究の成
果︑海外技術を口口して実験炉の
設計をまとめる︒

④材料試験炉の建設謄ひきつづ

③在来型炉の開発︵略︶

日臨界二二四︵一三︶

九︶▽丼AIG同1一十二月十﹁

行く人・来る人

佐伯誠道氏︵放医研環境衛生部

六日出発した︒

連科学委員会に出席するため二十

ーヨークで開催される第十四回国

二十八﹇口から七月十一日までニュ

塚本憲甫氏︵放医研所長︶六月

で渡米中六月十六日帰国する︒

武田栄﹁氏︵同︶舶用炉の調査

したが六月二十一日帰国する︒

ルギー問題の調査で五月九日渡欧

有沢広巳氏︵原子力委員︶エネ

また臨界実験装置はJRR⁝4の

き大洗地区で建設整備を進める︒

設置をおわるとともにインパイル
ルLプの一部炉外試験をする︒

一き

P，）

一

は使用済燃料の種類によって異な

①使用済燃料から再処理により分
離されたプルトニウムはすべて公

ついて別途考慮する︶

洗研究所設置︑Rエセンターの整
備等を箭提とした組織の多元化に
対応する全体機構の充実を図る︒

なお主要事業のうち原子炉関係
はつぎのとおりである︒

①国産動力炉の閣発言萌年度冥

渇

森轟轟理事長留任
来月上旬にかけて任期ぎれとな

丹羽原研理事長改革構想を語る
日本原子力研究所の丹羽周夫理

るので今後の人事が注目きれる︒

とづいて報告されたものの集計で

子炉の設置運転之関する規則にも

めた︒これは原子炉等規制法と原

従事者の被曝放射線量をとりまと

年度の原子炉別運転時間と︑この

原子力局はこのほど昭和三十八

昨年度の従業興被曝線燈

えたものは二名

○・五レムを越

謬長は︑轟ハ月十五日午後二時から

二藩董工業本社で
記者会見を行ない︑所信を表明し

東京丸ノ内︑

それによると︑①理事会を取締

た︒

い︑②学界から有力な研究担当理

役会のような最高議決機関にした

事を迎えたい︑③副理事長には森
田庸男氏を留任させる︑④できれ
ば今月中に全部の結論をだしたい

瀬︑柳下両監事︑杉本︑西堀︑前

あるが︑従業員四百四十名のうち

となっている︒残り役員のうち糖

田︑木村の各理事も今月下旬から

て開東を中心とする研究者に利用

研究室副研究員︶オークリノジ研

されているのに対して︑ここでは

究所に留学中六月七日帰国︒

一膳

地震小委員会

学術上の実験的研究に重点がおか

利用されるなど︑それぞれの特異

レ
↑う︸雫

安全特別研究会

れ︑主として関西各地の研究者に

原子炉は臨時実験がおわれば︑

性をもっている︒

＝⁝

乱峯

原子力研究所が︑原子力の開発に一て次第に出力を増しながら︑七月
ロ

多丘

騨鍵即鷲講︸馨ひび蕩譲螺で

≧耳向と〜一き

概算価

一喩ぐ喚一曽一 8一

@欝蒙灘無難馨繋
和妬年に再誕理工場

菖日であることを前提として算定

たその稼働日数については年間三

の建設資舎については無利子︑窪

る︒この再処理原価は再処理工場

?遊までの発電矩に特別措置
原子力委員会はこのほど︑懸案であった﹁使用済麩料の国内再

れは原子力発電推進方策の一環として霞気事業者を中心に産業界

調狸とプルトニウムの買上げ﹂に関する措置︵案︶を決定した︒こ

の強い要望があり︑昨秋来原子力委員会が検討してきたもので︑

①実規摸再処二二揚の建設をはじめて乱臣力委員会として決定
るが︑現在の一算ではそれに含ま

するものとする︵日月再処琿料金

︵昭和四十五年度末に稼働︶②再処理料金には金利を含

とくに注目される頃は

した︒
れるウランーゾ当り約九百万円と

社が買上げるものとする︒②昭和

概算予算大綱を決定
備などの年度計画の推進▽これ

高崎研究所とRーセン表白の整

らに対応関連した研究開発の体

日本原子力研究所は五月二十五

四十年度の概算予算大綱を決定し

▽基礎研究の円滑な異施

の建設▽大型施設の十分な稼働

人員については積年累加の傾向

制と璽業の再編整備︑大洗地区

着手した主要事業の発展と継続事

要事業は︑つぎのように前卑度に

業の充実に重点をおき︑約百億円

にある事業規模と入麺との不均衡

た︒この大綱によると同年度の主

臼東京本部で理事会を開き︑昭昭

原鉱

来年度菖癒円計上

見込まれる︶

ませないなど適正化をはかった︒③昭和四十五年までに始動す
る原子力発電所に限って再処理料金︑プルトニウム買戻L価額
に優遇措置を講じて︑開発促進をはかった︒④国内処理ででき
たプルトニウムは原猷公社買上げに割切り︑グラム十ザの最低

ト計算が可能になり︑助成的効果

価格を保証した︒⑤天然ウランと濃縮ウランの再処理料金の差
は明派されていない

この決定により国内再処理の体

などである︒

は業界からみて十分とはいえない
としても︑運星の余地が大きいこ

制が明確になったこと︑政府とし
ては核エネルギー資源の有効利用
と︑などその影響と意義は極めて
大きいものとみられる︒

の見地から︑将来の利用に誓えて
プルトニウムの蓄積を図ること︑
電気事業者としては一貫したコス

の現金予算と約三五名の増員を計

を是正するとともに︑大規模のプ
ロジェクト実施に対応して︑人員

︻概算予算大綱の要旨︼

上することになっている︒

望潮に格段の努力をする必要があ
るが︑四十年度事業のための人員
増の主体は研究開発部門にあるた
め︑この確保には組織︑入員配置
などの関連で綿密周到な用意が必
要である︒また組織の多元化にと
もなって︑管理部門の人員確保を

組織については前年度の組織の

はかる︒

合理的再編成を継承し︑さらに大

関西研究炉の臨界近づく

われている︒

安全性と利鎌性に細心の注意が払

ンクリートで遮蔽してあるなど︑

学術上の実験的懇懇に共同利用
大阪府泉雨漏熊取町に建殺した

子炉が︑六月二十五日ごろ臨界

京大原子炉実験所の閣筆研究用原

制御棒試験︑中性子測定︑遮蔽試

この京大原子炉実験所は︑全国
の見通しである◎この原子炉は濃

定︑プロセス系統試験などを行な

験︑冷却系統試験︑温度係数測

荊

って各種の性能を測定する︒そし

Wのスイミング︒プール系タンク 学術的研究を進める目的で建設さ

ア

一g

れたもので︑この点東海村の日本

縮ウランを使用する熱出力一千K 各大学が共同利用し︑大学独自の

型炉心固定式で︑炉心は軽水をみ

翰

アルミ製タンクの下部におかれて
ギ
おり︑運転中に出る放射線は璽コ

近・たした直径約二折︑深さ約八着の

炉の開発︑材料試験炉の建設︑

▽国産動力炉の開発︑高速増殖

主要事業はつきのとおり︒

却期間経過後はその賃貸料を免除

②公社の定める再処理料金は適

する措置を講ずる︶

あっても︑使用済燃料の所要の冷

ハ百円郵障

一側一フ三千盈
この﹁使用済燃料の国内処理
とプルトニウムの買上げ措置﹂
はっきのとおりである︒

︵麿︶国内再処理体制の早期確

正な再処理原価によるものとす
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したものばかりでなく︑新しい研

る︒実証済みの技術の習得に関連

発はいつになっても所期の成果を
トニウム︑高速炉︑あるいは放射線

を欠かせない︒国産動力炉︑プル

組に閃づけして行くこと︑そのた

あろう︒どの分野でも︑施設の骨

研究開発の成長を裏雷する事実で

面があって︑一つは開発先進国と

年のマニラ会議で表明された東南

原子力機関からの協力要請や︑昨

低開発国援助についても︑国際

発の促進がうたわれるというよう

党派決議のなかで︑原子力発電開

も総合エネルギー政策に関する超

会が相ついで答申を出し︑国会で

始されることになると予想されて

観︑恐らく一九六九年に発電が開

で国営電力庁が結んだ︒主契約会

いる︒この調印は︑国営電力庁が

である︒この原子炉は露水直接サ

ー社の予算で行なうという協定の

二目任を負うABアトムエネルギ

際の支払は発電所の技術的︑財政

トリウム黒鉛炉に対し満足のいく

この結果︑UC燃料は大規模ナ

このマルビケン計画の総価格はへ

後の運営についての貴伍を負う︒

は耐量の運転条件に最適な華氏千

燃料であることが判明した︒それ

ローナを少し上回る約四億クロ⁝

最初の見晴り額三葉七千二百万ク

アトムエネルギー社で開発︑製造

使用可能である︒放射線に対する

ナになるに至った︒燃科は︑AB 二百五十度またはそれ以上で十分

スの放出は千八百度の温度でも証

方向変位m．安定性および核分裂ガ

工手段も︑K窪当り百談以下で得

明されている︒さらに︑大規模加

される︒この計画にはおよそ百一
二百の下請け会符が加わることに

された微濃耀二酸化ウランが装嗅

なっており︑その中にはすでに圧

からである︒

られるよう開発されたなどの利点

．

B・デゲルホルス・スチール・ワ

仏︑原子力発電は

力容器を製造したウデホルム・A

ークス社が含まれている︒

全体の○・七％に

フランスの発電黛統計は︑初め

KWH︶の○︒七％にあたる五千

八百万KWHにのぼったと述べて

一方︑今年一月〜四月までのフ

いる︒

二％の増加である︒

コネチカット・ヤ

ンキーに建設認可

キー原子力発電会社に対し︑ハダ

米AECはコネチカノト・ヤン
︻写翼︼ゼネラル・アトミノ

ムネソクに建設予定の電気出力四

を与えた︒同職の建設に当っては

ジ︑燃料使用料免除に七百十四万

AECからR＆Dとして六百五万

なお︑同炉建設費は︑総額八千

五千談の援助がある︒

キシグラス容器の原子炉モデル
は︑炉心と圧力容器間のヘリウ

材の流れを試験している︒プレ

に︑実規模の半分の装置で冷却

高温ガス冷却炉︵HτGR︶用十九万KW加圧水型炉に最近認可

ク社では︑模擬燃料を使用して

﹁1圧調昌一り0一

ラム炉で照射されている︒

試験要素はナトリウム実験炉やハ

ナル社で研究されていたし︑その

は︑アトミンク・インターナショ

氏はのべている︒すでにUC燃料 での同期の消費量に較べて一〇・

C原子炉開発部長F・ピノトマン 三熱三千万KWHであり︑これま

料は完全に立証された︑と米AE ランスにおける電力消費量は三二

ウラン・カーバイト︵UC︶燃

ピットマン氏の談話

に見通しが立つ

UC燃料の開発 はて全原量子電力量発︵電七を十項六目億に九あ千げ九︑百四万月

イクル型であるが︑注文轡には核

もとになされた︒また︑国営電力

熱しない場合十四万KWである︒ 庁は発電所の在来機器および完成

うに考慮されている︒規模は核過

過熱部を後からつけ加えられるよ

発電計画の購入業務を担当し︑実
業グループASEAになる見込み

慰圏

社は︑スウェーデン最大の電機企

を約一億クローナ︵約七十億円︶

︸W原子力発電所の原子炉納入契約 成するが︑軽水で試験運転した

マルビケンの電気出力二十万K 約四年間の契約期間で原子炉は完

AS臣Aグルー︒フが受注

黄光炉の契約なる

誘雑麟難藝三醜松鶴舞欝欝で三

の研究協力︑㎝つは後進国の研究

アジア諸国の日本への期待から︑

公社等の予算要求は︑原子力局に

上回るだろうという予想が出てお

開発に対する協力援助てある︒従

これに応えるための資金の必要が
に︑原子力開発に対する認識が高

愁当り一五移を得ることを目的と
する高密度燃料計画に蕾織するこ

とである︒AECLでは︑沸騰軽
水冷却重水炉は量水冷却炉よりK

WH当り○・四ミルも有利である
とみている︒

AECLが有機材冷却計画を取
っている︒少なくも建設中のWR

り止める意向はない︑と同民はい

ルカロイおよび炭化ウランの使用

一一の運転を改善するために︑ジ

が実証される方向に努力を傾け

の完成に貢献するような努力であ

る︒しかし︑これも軽水冷却方式

ると︑結んでいる︒

五百万診と見られている︒

うことは︑原子力用MPD発電のる︒このための発電炉としては︑

＝ニ＝＝冒一髄＝＝＝＝■ニ＝ニニ二雪二一＝＝冒：噌：＝

ス︵摂氏千五百度︶を発生できる

ドラゴン炉よりもかなり高温のガ

﹂

下に︑クロ⁝ズド・ループでの研

ために極めて大きな進歩であると

一噌二響一一＝

ムガス冷却材の調査用に使われ
ている︒

究開発を進めている︒これは低温

それも充分実現可能であり︑それ

高温ガス冷却炉が必要であるが︑

いえよう︒

特に非平衡電離および超伝導強

部はステンレス鋼︑高温部はタン
タルを用い︑導電率を高めるため
のロードとしてセシウムを用いた

電力の発電所が可能となるのであ

を憂いれば極めて経済性の高い大

・

め⁝

爵能にも

襲

中央電力庁を中心として︑メー

カーが参加している重油燃焼のM

この方面の開発も極めて急速に

進められており︑大きな期待が寄

せちれ℃翻る︒㍗熱驚︑強酸建捌或

4，80

債券オープン
投資信託

鷹謬・

@募鐡

オープン投資信託

ヒノマル投資信託

二丁c説量。孤s．Proeeedlngs of the Natlonal Toplca重Meetlng of
the Amerlcan Nuclear Soclety， San Dlego， Aprli 11−13，1962

灘懸暫

、

亀

コ
であり︑これを予算 揚で外国と研究協力
できる分野が

究をしたいという声もあり︑国の

．で

なる情報や人の交換とちがって︑

機関の研究開発と調整して民間の

㌃︑

に押えたり︑在来の
施設と人と研究費を互いにプール

U総額のわくで機械的 ふえている︒この場合の協力は単

研究施設における研

いう声もある︒これもまた民間の

研究が生きるようにしてほしいと

編成に ﹄望む

ρ ・幽熱

メ

しての研究分挺であるから︑はっ

あげ得ないことになる︒

化学の分野でこうした国際協力の
めの血液の補給が要求される段階

り︑施設はかり多くて人員と研究

来は若干の留学生派遣費が組まれ

撮感されている︒

まりつつある︒例年とはちがった

である︑と述べている︒

争者に早くなれる段階に達すべき

この目標に到達するためには現
在拷材当り四〇Wで使用されてい
る三・二五匁の燃料体の代りに四

八Wで直径四形の酸化物燃料を使

︵注︶ボン氏の論文による璽水炉

文九星︑総計百十七編︶の委員の

これは原子力用MPD発電の基

ヘリウムのループである︒

一人で︑博士の最近の研究は︑ヘ

︒ループを作り︑最高二千五百度

ろう︒

で︑イギリスからMPD発電の第リウムを作動ガスとし︑セシウム
︵インターナショナル︒リサーチ

PDの設計は︑二＋万KWの熱入

︵絶対温度︶まで満足に作動させ の代りにグラファイトの電気ヒ

力によるMPD実験発任所の建設

ーターを熱源としたもので︑必要
ている︒マソバ数は二・三で︑こ

で︑近く決定がおり次第︑十八カ

なすべての部分︵セシウムの過熱
の実験計画は将来ENEAのドラ

︒アンド・デベロプメント社技術

で︑あまり大きくないが︑原子炉

を少量加えたMPD用クローズド本的技術を研究するためのループ
一人者B・C・リンドレイ博士

会ならびに陰本原子力学会と共同

日本原子力研究所では︑電気学

英リンドレイ氏の講演

一＝一＝隔一＝一一二榊二＝ニ一一＝：一＝：曽＝ロ一＝胸＝＝＝＝＝＝塵＝＝＝一＝一＝一−＝一二二一二一＝ニ＝＝＝＝一＝一＝一二一一一一一一一＝＝一＝＝＝＝一＝＝一＝＝冒一＝＝＝一＝ニ＝＝一一＝一一一一＝一＝一鱒一＝一一＝

MPD運転は順調

の発電コスト予想︵電気出力四十

用するようCANDU型燃料チャ
ンネルを再設計することである︒

この変更は︑オンタリオ︒ハイ

してもよい︑といっている︒
圧力抑制方式はアルコ︒プロダ

の講演会と討論会を開いてきた

クツとAMFアトミンク両社が軍応用部長︶を招へい︑各地で同氏
用炉の設計に採用しており︑とく

月くらいで完成する予定とされて

麺麻

96

Op重畳ca亘1頭asers． Methuen s Monographs on Physlcal SubJects
By O S Heavens 103 p．1964（Methue豆）……………………・・一

来年度予算の
郎 ノ

い

きりしたプロジェクトと予算措置

研究費の充実に関連して︑国際
必要は益々痛感されて来ようし効
に来ているのである︒

費がそれに追いつかぬ現状が︑益

ている以外︑これらの両面とも予

り大きくなることを期待しても︑

表した︒同社は昨年十二月に公告

ゴン計画につながるものとして︑

ループ︑ヘリウムの浄化系統な

注目されている︒︵IRD社はドど︶をそなえている︒そして現在
摂氏二千1二千百度で長時間運転
ある︒

されている︒このような高温のル

呂警湯一麺 ・

いる︒

化会館における同氏の講演要旨で

︻講演要旨︼

ー炉の設計︑および西ドイツのカ

にAMFアトミンクはエルクリバが︑以下は六月四日︵木︶東東文

劇磁石の研究がすすみ︑その実現

ール炉で同方式を提案したことが

なお︑リンドレイ博士は︑来る

露

IRD社では︑将来原子炉によープがすでに長時間運転されてい
露翫霧

逢騎難に難癖漿表よ

ラゴン計画の高温ループを担当︶
ある︒しかし︑両祉ともその後の

開発を断念したが︑GE社はフン 六月六日からパリで開かれる欧州

ボルト・kイ夢建逡聖誕碧羅 多子占編機開み影響A︶盤鰹の瓢擢

2，18

mphyslcsカBy H． A． Bethe．276 p 1964（Benjamm）……・…・
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け㍗く
しほって行くと︑原子力の研究開

究費率というようなもので一律に

提出を終わった︒編成の見遍しと
協力に関する予算の増額も︑最近

って予算も節約できるであろう︒

異的な国際協力の活用によって反

展㎜ 原 子 力 研 究 所 ・ 原 子 難

望⁝成砂蟹馨鵬

しては︑大施設の建設が目白押し

の一つであろう︒これには二つの

とくに必要が痛感されているもの

ところが施設の方では︑運転が

々ひどくなって行く心配がある︒

算は皆無にひとしかった︒わが国

そのほか︑産業界に対する研究

あながち見当違いではあるまい︒

昨年の暮から︑政府の二つの部

だけでも今年の予算規模をかなり

に本格化するので︑その積み上げ

軌道にのり試験研究が進むにつれ
の原子力開発もすでに十年︑単に

現場を歩くと必ず聞かれる声であ

委託費︑研究費補助金の増額も︑

きれた特許について︑その発明者

意味で︑﹁原子力予算﹂が一まわ

て︑運 転 お よ び 研 究 要 員 の 人 件

く︑独自の研究が育ち︑対等の立

コストを○・五ミル低減できる︑

氏の講演では電気出力四十五万K

二塁コストに何ら影響を与えない

程甕のロ馴ア諾でや葬独缶的㌧

・の警二五・ガ響い三農麓するた藻藁筆雫︑瀧遷隠塊三羨陰舗・虜陵一
︸社︑学校なるぴに地光薦黙約三献一は︑

鰹五ntθrnationa夏
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先進国の技術を学びとるだけでな

カナダは軽水冷却

と述べた︒重水冷却炉がすでに改

カナダが有機材冷却の開発から

ドロの電気出力百万KW複炉の第
一基に組み入れられることになっ

IlIIーー

的単式を探究することによって︑

といった︒さらに軽水冷却炉革新

可能性を与えているにもかかわら
ず︑・有機材冷却の開発はいまや可

能性のみえてきたCANDU型軽

水冷却炉に太刀打ちできなくなる

と結論したためである︒︵注︑昨

ゼ不ラル・エレクトリンク社は

W級の沸騰軽水型と有機蝋型との

は原子力発電所の公衆安全性と密

公表した︒同社では圧力抑制方式

﹂︒シャンツ氏の表彰とあわせて

暫

U型重水冷却炉が建設着手するま

鐙乙︑蔭薩に軽

の電気出力五十万KWのCA接
Nな
D関連があるとして︑原子力発

同氏は︑軽水冷却炉は第四番目

なっている︶

発電コストの差は○・一二ニミルに

いて改良発電炉工学部長G︒ボン 最近圧力抑制法に関する特許を公

年十月の日加原子力技術会議にお

GE社︑非独占的使用も考慮

圧力抑制法の特許を公表

りKWH当り○︒二玉ミルも安いAECLは沸騰軽水冷却・直接サている︒さらに︑ウラン密度立方

によると有機材冷却は重水冷却よ

次第に手を抜く理由として︑試算

したものとして注囲される︒

採用する冷却材が︑この二概念のうちどちらであるかを明らかに

イアン氏の見解は︑発電コストをきげるという面から︑カナダが

却はなお将来の開発に多くの努力が必要な段階にあるがムーラデ

良点の町能性を確立しているのに対し︑軽水冷却および有機材冷

第に減少されることとなろう

重水炉に努力を集中する方針をとの︑有機材冷却の開発計画は次

ラディアン氏は︑カナダ原子力学会において

最近カナダ原子力会社︵AECL︶研究開発担当理薯A︒ムーイクル重水炉が︑契約に対する竸

勢払酷原子力学会で報告

◎

求がふくらんでいくのは自然の勢

．；．
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て四国電力の中川社長はじめ首脳

教授︑松根宗一原産副会長を迎え

珠磯原電社長︑福田節雄東大名奮

ことも考えると︑石油への依存も

せざるをえまい︒又︑それ以降の

で︑しかもその大半は重油へ依存

体で広域運営的に考えることによ

刀発電の実施については西地域全

これに対して原産側から︑原子

途とする建設計画を織り込んだ︒

四十五年着工︑四十九年運開を目

電力長期計画に︑三十五万KW︑

る︒そこで昭和三十八年度策定の

昭湘四十四一五年ごろとみられ

がそれぞれ一丹機を運転開始する

の見通しがっく時期は︑中央三社

力発電所の建設に着手したい︒そ

と経済性の見通しがっき次第原子

二︑四国電力としては︑安全性

りした計画を樹てる必要がある︒

原子力への切替を予想したしっか

術の発展をも考期して︑近い将来

限度があること︑最近の原子力技

四国電力本社での懇談会

要電 源 開 発 量 は 約 百 九 十 万 K W だ

期待される︒昭和五十年までの必

成長は全国水準を上まわるものが

をみると︑四国地方の今後の経済

一︑地域経済と電力需要の関係

のべられた︒

電に対する同社の考え方と計画が

長から︑大要つきの通り原子力発

があり︑ついで渡部四国電力副社

画等との関連をふくんだあいさつ

の意義について︑四国総合開発計

て開催することになったこの催し

から︑各電力会社と原産が協力し

席上中川社長︑松根原産副会長

長を加えた懇談会が開催されな︑

部︑四国通産局の桜井公益事業部

﹂し

り︑一そう有効かつ経済的な初期
開発の実施ができるのではないか
との意見がのへられ︑この問題に
関する種々の論点が討議された︒
また︑原電の経験の活用について
活発な意見がのべられた︒

ついで︑午後︻時半から︑同本
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学の医︑農︑工学部︑同金属材料

にした梅成のため︑斯たに東北大

昭和四十一年十月に東京で開かれ

墨堤動力会議日本国内委員会は

よび⁝九六四年ローザンヌ部会で

れるが︑第三回ジュネ〜ブ会議お

原子力関係は︑第二部門に含ま

なりの成果をあげてきた︒

力講座や講習会を行なうなど︑か

ったもの︒これを契機として吏北
の原子力開発の動きは一段と進展
することが期待される︒

このほど原電および電力各社は

原子力関係など主な異動は左記の

入事異動を発令したが︑そのうち

原電は六月十日総務課長に前電

通り︒

漂開発副調査後塵倉皇氏を発令し

た︒前総務課長森甲吉士は東電に

この展示物は六月十五日梱包され

電課副長口三宅単二は江東支社コ

木範雄︵発電課副長︶︑なお前発

東京電力▽原子力発亀課長艮鈴

帰馴し監査役付図主査になづた︒

六月二十七日に船積みされるQ

原子力平和利用会議はこの秋︑

委員会で採決の結果︑賛成多数で

気事業法案は六月九日の衆院商工

注目されていた通産省提出の電

ので︑その法劉を整備することに

業の実態に適合しない点が生じた

その後大きな発展をとげた電気事

変則的なものであり︑したがって

ないと見られている︒

法と原子炉規制法︶には変わりは

省と科技庁との関係︵新電気事業

でいる︒この点に関する限り通産

取り扱いを新法案の中にもりこん

移行し︑原子力が普通の発電と同

よると﹁科技庁の権限が通産省に

専門委員会が発足
日本原子力学会の﹁遮蔽騨門委
員会﹂が六月十臼発足した︒これ
は遮蔽研究の方法や方向および内

関西順子▽専務取締役11松本栄

治︑森岡俊男︑友永信夫︑上野幸

工務室︑火力部︑原子力差担三二醍

七▽常務u野田順二︑伊藤俊夫▽

人口拙俊雄︵副支配人火力部長︶

研究テーマとして遮蔽に関する①

編役︶▽火力部長u片岡文雄︵火

中部電力▽常務u河内武雄︵取

︵兵庵火力事務所発電課長︶

▽原子力部第一課長 川口啓造

実験的研究②理論的研究③遮蔽設

︵飯田支社長兼土建課長︶▽原子

力部次長︶▽左京支社長11藤本得

所長︶︑なお前火力︑原子力課長

力課長11水野勝己︵中央給電指令

U西依祥一氏は知多火力建設所長

この研究期間は本年六月から四

氏︵京大工学部原子核工学教室︶

に転勤︒

一蓋A㌘冒Il

が決定した︒

十年三月まで︑主査には兵藤知典

などが取りあげられている︒

計に関する研究④海外の遮蔽研究

外の情報を調査検討するもので︑

ーディネーターに転勤︒

国連主催弟三回原子力平和利用

力懇談会︵委員長・平井寛一郎東

八月三十一日から九月九日までス

現状を紹介することにな

し︑日本の原子力開発の

平方層のスペースを使用

て約七百万円の予算で百

日本政府は今回はじめ

学展示会が併催される︒

この期間中︑会議に関連のある科

で﹁原子力平和利用連絡協議会i イスのジュネーブで開催されるが

北篤力社長︶は︑六月三日の総会

仮称﹂を設置することをきめ︑懐
晴海で開催した内示会風疑

電力各社の人
事異動きまる

藁年三月までに蚕3笠

すすめることになった︒

県教育委員会など学識経験者を含

研究所︑同選鉱製錬研究所︑宮城

中月に発足するため具体的準備を

同懇談会は三十四年設立以来︑

が国最大級の直線型加速器の設置

原子力平和利用のPRをはじめ︑

は︑このほどこ五メガ磯というわ

る世界動力会議東京部会の準備の

の発表論文との重複を避けるため

活動をするため設立することにな

R−︑原子力工業利用などに関す めて幅広い機関として︑多角的な

ト物資に当てることによって

数KWの大出力の電子線源として る基礎知識普及のための各種原子

定に関する研究を行なうために︑

この装置は大放射線量の標準測

を完了した︒

名余が熱心に聴講した︒

ために委員会を設け︑具体的な準

に︑技術的なものより︑むしろ経

展示物内容は政府関係

ったものd

ー全景写翼のほか各機関

機関の東海原子力センタ

難論麟
新三菱重工業は六月一日︑三菱

三菱重工業が誕生
パネルによる原子力第一

日本重工業ならびに三菱造船と合

イ燃料被覆管の欠陥︵表面キズ︶

など︒

可決され︑ついで十一日の本会議

なったものである︒この法案の内

東大向けカウンタ

ロン前後の深さのきまったキズ

をつけた被覆管のサンプルを︑

どうやって作るかでハタと行き

い趣味からヒントを得て難問題

づまった▽このとき思いがけな

ーユーマン・カウンタ﹂の受注を内

は人も知る切手収集家1とくに

原子核工学科の﹁三菱MHA形ヒ りまとめ役の三島良績先生V氏

を解決したのがこの委総会の取
様にあっかわれるおそれがある﹂

三菱原子力工業はこのほど東大
とされる点にあった︒

の大家︒パイプのキズをつける

製造工程の研究では世界一︑二

いたらとピンときたVすぐ大蔵

のに切手の原版を作る彫刻を用

る︒三製原子力はさきに放医研
に︑国産第一号のヒューマンカウ

省印刷局滝野川工揚でやってみ

定したので︑近く正式に契約す

炉規制法︶の関係などについて︑

ンタを納入したが︑こんどのMH

これについて科技庁では﹁通産

細部まで打合せをしている︒両法

将省︵電気事業法︶と科技庁︵原子

︑だがこの法案の第四十五条﹁発

規鯛権限で質疑
原子炉

れた︒問題となったのは︑新法案に

上程後︑衆院を通過した︒さらに

容には①企業体制のあり方②資金
工委員会で審議が始められた︒

同法案は参院に回り︑十二日の商

しかし︑六月二十六日の延畏国
会の会期宋までに成立するかどう

七月初めにはその結果が出るこ

たら見事に成功︒この標準試料

とになったマ今秋ジュネーブ会

A形はこの経験を生かしてさらに
ことのないように︑法律で表現で
㍉
万
竃用原子炉に燃料として使用する・きない実際上の取り扱いについて

の全鑑測定︑放射性物質の集中個

と約半分の時間で人体内の放射能

高性能に︑そしで簡易に設計した

核燃料物質は︑その加工について

域での食い違い︑費任の不分明な

調達の問題③大口産業用電力の取

通産省令で定める加工の工程ごと驚法の分野について︑全く専門的に

電気事業法案衆院を通過
り扱いなど︑多くの量要な問題を

まとめられたもの︒現行法がこれ

と︑これに通産省の手直しを経て

いては︑現在の公益事業令と同じ

項があるが︑しかしこの部分につ

や保安問題など多くの開製した条

同法案には原子力発電の安全性

ては︑衆院の科技特委でも論議さ

てはならない﹂という条項に関し

﹁
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の話をかねて︑諸外国でのキズ

議に行く三島さんは︑切手研究

パ

ーー︸

r

毛

一目 ！美一一右き量一F！ゆき仁

楽しみにしているとか︒

をつける方法を聞いてみたいと

所の検知︑放射性物質の種類の分

ヘ

鉱工業と三菱電機が合同して製作

ゲ

る℃納入価格三千八百万円︑三菱

析などができる高精度のものであ

もの︒さきのMHL形にくらべる をもとに検査方法が究明され︑
る電気足業に確固たる法体系を与

含んでいる︒

まで失効したポツダム政令に準拠

W
β
︑
一i章量鴛奪翠一毫一撃封一片一fコ塁一．濃ーー

越したあとでなければ︑使用し．翁まの暴垂垂ている︒
してきたのは︑法形式的には全く

に通産大臣の検査をうけ︑これに−科技庁が処理できる形にしてい

は︑覚え書を交換し︑原子炉規制
年十月の電気事業審議会の答申案

えようとするもので︑昭和三十八

この法案は︑国の基幹産業であ

かは︑なお楽観を許さない︒

に努めているΨところが75ミク

を超音波で探る検査方法の開発

藤尚両氏である︒

井深造氏︑副社長は河野文彦︑佐

一〇においた︒新会社の社長は藤

本社を東京都千代田区丸の内二の

船︑ウラン実物の人形石

料などを紹介する︒なお

その他原子力関係機器材

ープの各研究所の写真︑

産業界関係では五グル

併︑社名を三菱重工業と変更して

のコルトン写真︑模型と

原子力学会の遮蔽

国際会議と併行して開催される科

ジュネーブ展出射物内示言開く

わが国原子力の現状紹介

しかし同懇談会は産業界を中心

またこの亀子線を適当なタ！ゲン

一〇︑隣Ω＼7触以上の大線量率を出

すX線源として使用される︒

この建設は︑総費用約一億円で
二年前から蒼手されたものである
国産︵東芝製︶であり︑現在米国

が︑ごく一部の部品を除いては純

ら九月十六日まで申し込みを受付
の標準局で建設中のものを除けば

六月十日晒海貿易センター二号館

世界巖大である︒

原産東北懇談会が
連絡協議会を設立

で内示された︒

備にはいったが︑このほど同木芸

済性に重点をおいた動力炉の将来

いる︒特に︑経済性および総合的

の喪題を﹁エネルギー利用におけ

ことしの部会はスイスのローザ

燃料サイクルの観点に立って︑各

性に関する論文提出が要請されて

ンヌで九月に開かれるが︑四十一

︵熱転換炉から増殖炉まで︶の最

国における種々の炉型の組み合せ

電試に世界最大級
の線型加速器完成
工業技術院晦気試験財田無分蜜

学展示会への日本からの展示物が

続きは例年どおりであるが︑照会

日本原子力産業会議の東北原子

一月中旬公告する︒なお︑受験手

は原子力局放射線安全課へ︒

受付ける︒また合格者の決定は十

けるが︑宮報公告後は期日前でも

日の官報で公告し︑八月十五日か

とをきめた︒この決定は七月十五

阪は関西大学天六学舎で行なうこ

六日︑ともに東京は東京工大︑大

を十月四︑五両日︑第二種試験を

取扱者試験について︑第一種試験

科学技術庁は六月十日︑放射線

者試験期日決る

放射線取扱主任

社︑学校ならびに地元市罠約︸二百

1
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三菱原子力が成約

発展に分れている︒

第三部エネルギーの消費の将来の

換︑輸送および貯蔵に関する問題︑

良のパターンを取扱ったペーパー
のテーマは三部に分かれ第︷部は
﹁般寒露︑第﹁蔀エネルギーの転 の提出が望罵れている︒

この主題を選んだものであるQこ

年度部会の主催国である目鼻が︑

る将来の問題﹂に内定した︒

世界動力会議東京部会の主題内定

発電炉の経済性を議題に

会があり︑四国霞力および関係会

松︑福田各氏による講演と映画の

︑
この日は︑高松を訪れた一本松 二カ
この中一五〇万KWは火力 社四階大ホールで︑松根︑一本

社と共催で開催する計画を進めている︒

た︒原産では同様の催しを中国︑北海道︑北陸︑東北の各電力会

術者養成と立地調査を行なっていることを明らかにして注目され

社長は昭和四十五年着工︑四十九年運転開始を目途に︑必要な技

の四国電力本社で開かれたが︑懇談会の席上︑四国電力の渡部副

進に関する懇談会と講演会﹂は︑六月十日午前九時墨から高松市

日本原子力産業会議と四国電力の共催による﹁原子力発電の推

N着工をめざし立地調査

総合開発計画とも関連
箆289…i聲
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が︑三十八年度から五グループと原研︑原燃

燃料体のサンプルを海外に送っ

ゼネラル︒エレクトリンク社と謁

続けてきたが︑このほどようやく

頼先との折衝を一年余にわたって

︐
︹︸

一
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一
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照射依頼先の決定も難航した︒

れる︒

玉

一二

一

f︺
多

多多

一づr二

原子力局原子炉規制課で受験申込

書を受付けている︒受付期間は六

の消印があれば有効である︒なお

月二十七日までたが︑同日付け

この申込書には︑原子炉運転開係

の業務に六カ月以上従事したもの

は︑その施設設置者の発行した証

明書を︑また科学技術庁長官の指
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︵露式︶を要求して取っておいた

濃縮ウランの方は︑米国から購

渉の過程で︑GEは値下げにつぐ される︒
値下げをして︑とうとうこちらの

入した五％濃縮ウラン︵踏襲化ウ

︐ぐ玉 一
︐︐
多

これは︑GEがBR−2とのラ竸
ン︶五♂移を︑幹事会社の三菱

予算の線まで下りてきた︒

争を意識したためもあるが︑それ

︐．

署の萸訳A五判百六十二搾

己m9り即編ロシア語による原

二千円︶

痔㍉

A5判 8ポ横2段組 本文730頁
厚表紙クロース装 上製箱入

ので︑GE側が前言をくつがえし
た時には︑これが抗議の纏付け資
料になった︒またこちらに照射試

一つ一つについて技術的に細かく

験の経験があったので︑テストの

チェノクでき︑日本側の実力を過
小評価させなかったことが︑法外

を修了したものはその機関などの

定した講習機関などで所定の課程

φ

六百円︶

﹈9

︵Q一Φづ謬

Z口︒一①P胃

二千三百円︶

固ロσq罰ロ①Φユ昌σq

◇国﹁oヨΦ置けωoh

へ五判二三十搾

0．ロコユΦpじq奄≦．o；Φ共著

一く一凹く 勲 一⇒oロΦOけ︒辱︵

◇国卯Ω5ゴoP勾鋤α一〇口︒け

A五判三百五十九馨

マー著︑堀元美訳朝日新聞祉

◇原子力潜水艦︵ノーマン・ポル

1原産貸料室便り一

須．鹿

の証明書を添える必要がある︒

長が発行した証明書等︑受験資格

あろう︒原子炉の購入などの煽合

誰議

る︒

の解体︑外観検査︑中性子東モニ

照射後試験としては︑カプセル

な料金にならないですんだ理由で

にも︑同様の事削があるにちがい

共同研究は昭和三十九年度にも

ない︒

組まれ︑この方は東芝が幹喜会社
になってループ内照射試験の実施
を検討している︒また別に三菱原

功すれは︑軽水炉燃料の国産技術

︵摂氏三百度の水蒸気中で︶︑寸

︵五・七％減縮︶の燃料集含体

なうことになっている︒

法検査︑八面汚染度測定などを行

子力では︑二酸化ウランペレソト

てよかろう︒

組織の観察︑オートラジオグラフ

出量に関する測定︑燃料極の断面

が予定されている︒なお︑照射嗣
のカプセルは︑濃縮ウランの方は

最高熟中性子束五×︵十の十四

される照射孔の中性子密度は別表

乗︶であるが︑今回の試料が装入

千KWのプール型材料試験炉で︑

プレザントンにある熱出力三山三

GETR炉はカリフォルニア州
ターの分析︑分裂生成物ガスの放

は一応確立の段階を迎えるといっ

以下︑三十八年度の照射試験計

︵七†一本一組を三体︶を米国サ

クストン炉に装入して燃焼テスト

ズ

高い照躰条盤懸盤

R12が最後に残ったが︑仕事に ¥九年度補助金申請︶これが成 醐の概要を紹介する︒

GH社のGE﹁﹃Hとベルギーの
をB
する計画を進めている︒︵昭和
なれていてレスポンスの速いGE
に︑けっきょく落ち着いた︒しか

︵照射後試験費をふくむ︶は一億

し︑GEが最初に示した照射料金

A裏判

いてはトン当り一万MWD︑二試 この照射試験の研究参加者は︑

プリント判

寓目り℃げ団著トノパン印刷リ

料についてはトン当り一万五千M 五社の研究者二十六名︑研究補助

◇蜜9昌三巴oh国×でΦコヨΦ

GE製︑天然ウランの方は国産︑

WD︑積分熱伝導率︵単位長さ当 者三十四名の多数に上っている︒

昌↓ロ︒一⇒男Φpoけ︒﹃Oゴ図ω圃︑

天然U試料は原研で後試験

射後試験費がほぼ匹敵し︑それぞ

また試験予算の内訳は照射費と照

o︒︒︵﹃﹀︿pδづ冨著

る︒

ウランの方は各社が手配し︑振動

十一赤︑長さ百四十八ボ︶︒天然

りの発熱量︶は︑現在の軽水炉の

れ二千二百四十万円︑二千百八十

判

また輸送用のキャスクはGEが作

充工法でジルカロイまたはステン

場合より高くとられている︒照射

二万円︑アメリカとの間の輸送費

ルのバ！ンアノブは︑三試料につ

レススチール管に入れたもの︵径

て︑六ないし八サイクルにわたる

が五百十五万円を計上している︒

の通りである︒濃縮ウランサンプ

十三・五亦︑百二十四界︶︒

が︑照射終了後三週間冷却してか

六千万円︑それに対して研究費予
研究計画では︑言入ウラン五試

のほか︑原燃が協力して濃縮度の

ら︑各種のテストに移る︒加養ウ

金属がqωO転に変幽したのち五 は︑サンプルを作った各社とGE 期間は五週間を一ザイクルとし

料︑天然ウラン三試料が照射試験

分析︑X線遊過試験︑ヘリウム︒

大変な開きがあった︒ところが交

爵に分け︑それぞれ二酸化ウラン

リーク・テスト︑超音波探傷テス

算はせいぜい五千数百万円という

だけではない問題がふくまれてい

ペレソトにし︵四社︶またはスウェ

一︐

◇︾畠く勉旨︒Φω一謬Zβo一①pり

るようだ︒日本側の交渉担当者

一

これらサンプルの照射前テスト

は︑GE側が有利な条件を出すた ージ加工して︵一社︶ステンレス

ランサンプルの方は︑バーンアン
ー彰
メ︐

原蘇東海研で原
子炉研修生募集
ト︑オート︒クレープ・テスト

多一

で第十回の高級課程と一般課梶の

原研東海研究所の原子炉研修所

研修を実施するので入所希望者を

一×︵十の十四乗︶︑︑照射がすむ

プ千五颪MWD︑中性子東一・七

スチール管に入れたもの︵径九〜
一多

びに必ずその芝コ茸①冨国︒弓ヨ
．

5多一
亙

㎜
アメリカのブルソクヘブン国

研のホノト・ラボでテストされ

とそのまま日本へ送り返され︑原

〇〇㊦弓一のの

◇切pαδ二〇冨寓Φα8一p①

o血≦o冨Oσq憶四でゴロロop乞・

一置けの弓59け一〇qP一

β巳Φ9胃国づΦ胃破︸︑︵＞Hじ﹂目︐

の皆二共著︵ロシヤ語による原著

胃5㊤N図燭旨噸︾8︿﹃oびΦα一冨︑

円Φ︒げロ︒一〇σq〒

の英訳A五爵三百六十三頁︶

OP一U一〇け一〇口櫛︑︿︵層O一一のげ一

◇Qりげ〇二〇﹃

一門ゴ︶

︸
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︻訂正M前号四面﹁放射性縫合糸

﹁この研究の動機は大学病院︑一

の試作﹂の本文中︑最初の航行を

般病院の放射濠科外来を訪れる患

一

⁝⁝⁝
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昭和三十八年度の原子力平和利用研究費補

ており︑燃料体国産化に向かって蒼実に前進

の緊密な共同研究が案現したもので︑三十九

しているといえる︒以下この畷射試験の内容

年度はさらにループ内照射の実施も後討され

が︑いよいよ米ゼネラル︒エレクトリノク社

を紹介しながら︑共同研究や湛外照射にとも

ープの共同研究コ醸化ウラン燃料の照射﹂

のGE密R炉で冥施されることに交渉がまと

助金︵三千九百五十万円︶を受けた︑五グル

まった︒これは︑軽衣炉用燃料体の製造技術
なう問題点を洗ってみた︒

︵K・K︶

確立のため欠くことのできない試験である

て照射を受けたのは︑昭和三十五

印の段階にこぎつけたものであ

照射し︑どんな照射後試験をする

多；5︐

﹁プラズマの中の高温を出す

いるという山本祐清理博︵東京

立研究所に十三年間も勤務して
大施設だ﹂とアメリカのある大

募集している︒高級課程は十月十
五日から来年九月二十二日までの
約㎝年間で五各以内︑一般課程は
十月十五日から来年三月二十四日
までの約六カ月で三十二名を募集
する︒いずれも締切り期日は七月
三十一日︑民間企業関係と公私立
研究機関関係は同研修所︵霞東海

局二二＝︶で︑国公私立各大学
関係は文部貧大学学術局研究助成
課で︑また国立研究機関関係は原
子力局研究振興課で受付ける︒

原子炉主任技術者
口答試験は七月に

甲達

発愚者が面外に多い﹂と訂正しま

ト

者をみると︑癌の手術後の断端再

ビ

第六回原子炉主任技術者試験口

F

ーからそれろの資料の堤洪を多

ぞにタぐス御ノの舞い猷をし江．ノーガ

ツ

す︒

答試験は七月七臼午前十時から科
学技術庁で旛行ずることになり︑

一難聾鯖

目本原子力産業会議

発行

量総論研殖苑で国産牝へ

年度補助金による三菱原子力と東

好例残した照離料金の交渉

芝︑昭漁三十七年度の三菱原子力

各社の研究の進展状況がそれぞ

︵現在ベルギーのBR12で照る
獄︒
中︑補助金一千万円︑研究費約二
れ異るうえ︑商業機密の問題があ

かについて︑五社の合意は容易で

ったため︑どんな試料をどの程度

千万円︶などの先例があるが︑こ

万円の費用を要することがわかっ

はなかった︒それが数カ月にわた

れらの経験から照射試験には数千

補助率を八○％に引き上げるとと
る讃合いで︑当社レベルの平均的

たので︑三十八年度からは研究費

もに何とか各社の共同で実施しょ
な照射プランにまとまった上︑照

ランサンプルの照尉後試験につい

射前試験について可燃が︑天然ウ

うという機運になった︒

そこで昨年初め︑住友電工︑東

て原研が︑それぞれ全面的に協力

芝︑日立製作所︑吉河電工︑三菱
原子力の五社がコ一酸化ウラン照

︐

りやっているところは︑日本の

マネのできないところですしと のは大学ではなく︑金をかけた

都出身︑エール大卒︶は﹁日本

語るのだった︒

学教授はいみじくもいっている

人学者の理論は実に優秀です

ミ

ξ 一多多 舞う多 鼠

犠の覆騨至嘱書
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【おもな内容聾写真でみる原子力開発1963年、ひと目
でわかる原子力年萎、国内・擁外の原子力情勢の展望
1963年、国内・海外の原子力関係機関・団体・国公立
研究所一覧、法令、条約、予算、各国原子炉一覧表、
その他原子力関係の重要資料、内外各関係機関の役員、
議員その他の主要人名簿、索引
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この年鑑の特色は最近1年間の原子力 に、直接間接原子力に関係ある会社・団 たことである。編集・刊行については過
に関する各種のできごとを体系的、総合 体。国公立試験研究機関約700祉を収録 去6回の経験や読者の意見を参考とし・
的に取りまとめたものであり、特に世界 してその事業を紹介するように努めた。 全ページに細かな配慮が払われているの
的にみた原子力開発の趨勢と開発10年目
さらに資科を盟窟に記載して、分類整 で・使用者の十分な御満足が得られるも
をむかえたわが国原子力界の動向を分析翻し、あわせて重要項団について解説を のと確信し・あえてこれを関係者各位の
し、その将来について展望するととも 加え、実際の使用に便なるように心がけ 座右におくる次第である・
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難

業
産

カ
身の研究として実旛され︑五グル

原研の土合︑照射後試験は原研自

射共同研究覆員会L︵委員長は することになった意義は大きい︒
三菱 原 子 力 研 究 所 副 長 杉 本 一 六

︐

ープとの間に共同研究体制が組ま

氏︶ を 設 け ︑ 原 生 ︑ 原 燃 を 加 え

一

けられている︒

日本と同じく︑十年遅れて原
平力に手をつけたドノツはあせ

ったのはテキサスの電力会社五 が︑これには巨額の金と長い忍

が︑残念ながらそれを実験する

十社がサンジェゴのゼネラル・

一多
ノ
一

35

アメリカで︸番うちやましか

耐がいる︒核融合は一口にいっ

ん滋外へ出てしまうのですよ﹂

施設がないので︑みんなどんど

となげいていたが︑ここらで

て二︑三十年後といわれるゆえ

入れるべきではなかろうか︒核

線︑ビジョンをはっきりとうち

宮︑蔑ともども核融合研究の路

んだが︑日本もそろそろ本腰を

アトミンク社に年間四十億談の
金を出し︑まだ基礎段階の核融

つけのエネルギー資源となる︒

燃料に乏しいわが国こそうって

研は外国炉の陳列場だ﹂などと
のカゲロがささやかれる苦い経

だすべきではなかろうか︒﹁原

験を再び繰りかえさないように

﹁原子炉でさえもやっと臼轟が

つき始めたばかりなのに︑なに

いまこんなことをいいだすと

をお先き走ったことを﹂とおし

したいものである︒

義朗︶

かりを受けるかも知れないが︑

科学部長

︵中部日本新聞社

疹 F13多多

産調査企画室あて送付のこと︶

︵投稿歓迎︒千二百字以内︑原

北村

融合など遠い夢のような話だよ

科学技術は日進月歩である︒核

多一

といっている閲に遅れをとるこ

二亙多

とになる︒

；ヨ

〃

らず茎礎物理の研究に﹁わが道
を行く﹂といった体制だが︑二
十年から五十年先を読んで核磁

る︒

合にも大へんな力の入れ方であ

よる必要もないことと︑資力

が豊かなため醤分は原子力にた

ことだった︒もちろん石油資源

ちょうどユーリノヒのAVR合の研究を自由にやらせている

ンポは一見の

宮原昭助教授に会ったとき︑

社に留学していた名古屋大学の

﹁ドイツの望事テ

の強さがなせるわざだが︑原子
炉のつぎに釆るものに軍くも目

ヨ

15．000

≡≡．

＼
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腿察鹸懸
このほど日本新聞協会の瞬米

原子力視察記者団の一人として

欧米九力國を訪れたが︑原子力

じで︑あと六︑七年もたてば世

発電はようやく軌道にのつか感

界中で︑こんどこそ︑着実に原

㍉
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子力時代の花を咲かせることだ

ところで見落してならないの

ろう︒

は明日のエネルギー核融含の研

究である︒いわば水爆の平和利

用だ︒いうまでもなく水素の原

てエネルギ⁝をとり出す研究︒

子核融合反応をコントロールし

原子刀発電のはなやかさのカゲ

阜

乙
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嘱する委員で構成する︒この委員

の任期は二年であるが︑設立当初

また当日の理事会では二十四名
山本広三郎︑横須賀正寿︑吉岡

三島良績︑向坊隆︑山田太三郎︑

万八千箆︶と東郷十三万二千誘

八％︑酸化ウランの含有母五十八

形峠百一万二千評︵品位○・〇五

た︒これによると確定山国は︑人

よび小国鉱山の埋蔵鉱量を発表し

日現在の人形峠鉱山︑東郷鉱山お

原子燃料公社はこのほど四月一

埋蔵鉱量発表

一三響羅蚕豆輔考一 原券が年度初
▽委員

石館守一二︑大山松次郎︑

なっている︒そしてこの委員会に
福田節雄︑山崎文男︑大山彰︑

の委員候楠者を選出し︑これを理

俊男︑吉村国士︑脇坂清一︑今

︵品位○・〇七九％︑含有黛十万

五千窩︶の二鉱山で合計百十四万

量六十九万三千鑑︶である︒

四千誘︵譲位○︒〇六﹁％︑含有

また推定鉱童は三鉱山合計で二
十七万九千誘︵品位○・〇五三％︑

同百八十山ハ︸刀一八千．ジ︵口叩位○・〇

含有壇十四万八千黙︶予想親展

ーからそれらの資料の提供を受

てに歩︐スクの募激をし江メーカ

になった︒なお検計会のメンバー

け︑さらに詳細な検討を進める事

▽脇坂清一︵委員長︑東京電力︶

はつぎのとおりである︒

▽岡谷融︵一二菱商事︶安田和雄

運︶田中秀夫︵日本原子力事

︵㎝二井物産︶小林孝︵日本通

業︶苅田盛行︵日立製作︶一文

業︶柏原浩一郎︵三菱原子力工

字正三︵住友原子力︶片山三郎

︵古河電工︶世古隆哉︵東京電

勝己︵中部電力︶今井隆吉︵原

力︶高西直哉︵関幽電力︶水野

子力発電︶塚田孝︵原燃︶藤原

良治︵電涼開発︶原研未定

︻一1一

行く人・来る人

兼重寛九郎氏︵原子力委員︶舶

用炉︑高速炉の調査その他で渡米

田島英三氏︵立教大学教授︶国

中六月二十九出帰国︒

て出席のため六月二十七日渡米︒

蓮科学灸員会に政府代蓑代理とし

俘沢正実氏︵放医研化字研究部

①前提条件11▽再処理工揚︑発 ため六月十六日渡米︒

室技師︶ウエスチングハウス社に

用

三菱原子力工業株式会社

の委員は来年三月三十一日までに

は必要があれは部会や専門委員会

箏長に推賦したので︑近く理事長

井美材︑江藤秀雄︑飯田正美︑

神原豊三︑田島英三︑新崎正治

からそれぞれ委嘱されるはずであ

石井久︑井上啓次郎︑坂岸昇舌

・︑

る⑩なお委員長には藤波理事畏の
森一久

をおくこともできる︒

指名で矢木栄理事が就業すること

関西観究蝉臨界へ
1

@二十四日燃料装入を開始

六四％︑含有量百十八万六千鴛︸
で︑この羅定︑推定︑予想の合計鉱

しかも全国各大学が共同て利用す
る原子炉として︑大学自体が自主

量は三百二十九万一千銃である︒

大阪府泉雨郡熊取町︑京都大学
原子炉実験所︵所長木村毅一氏︶

運営する点にある︒

原産に使用済燃料輸送問題検討会

方法と安全性の確保検討

の関西研究用原子炉︵熱出力一千

型︶は︑六月二十四日早朝から原

KW︑スイミングプール系タンク

子炉主任技術者柴田俊一氏の指揮

コ

で︑本格的な黙料装入を開始し︑

同日中に六本︑つづいて二十五日

長︶各橦の国際会議に出席のため

日間は放医研で実習︒定員百

留学のため七月七日渡米︒

マ第六回密封線源安全取扱講習

5．物性研究用

オ

総欝欝馨暴鞍馨繕黙
政策面に主力そそぐ
広義のPRと︑各界関係者に対

堰肋PR業務等は珊糧織で
日本原子力産業会議の第二回総合整備委員会は六月十九日午後
する原子力開発の必要性の誌識

のためのPRとがあるが︑原産

一時三十分から原産会議墨て開会された︒わが国原子力開発の効
果的推進のために果すべき産業界の役割と︑その上に立った原産

は後者のPRのみを担当し︑前
者のP8は政府なり︑第三者的

のあり方を根本的に検討し︑新しい体制の確立に寄与するという
目的から︑各界のトソプ
な別組織なりに任すことを考え
てはどうか︒

クラスで構成された本委
員会では︑前回にひき続
☆見学会とか講演会とかのサー
ビス開豆の業務については︑受

ききたんのない活発な意
見の交換が行なわれた︒

益者負挺の考え方に徹すべきで
ある︒またこれを別組織で運営
してゆくことも検討すべきた︒

財団法人とし
て設立を許可

永井輝夫氏︵放医研臨床第三研

電所の位置▽発電所容量▽発竈

究室長︶米国の核医学会に出席の

所型式▽参考とする発電所▽燃

名︑受講料八千円︵テキスト代

原豊三▽原子炉安全11夫定▽燃

会11第二種程度︑七月二十日か に出席後欧米の関連施設を視察す

3。非破壊検査用

出席者はつぎのとおり︒
︵○印は発需者︶

○和田恒輔︵委員長︶︑

○岡野保次郎︑○藤波

収︑○橋本清Z助︑0日中徳次郎︑佐藤穏徳︑C瀬藤象二︑○
関義長︑○駒井健一郎︑〇一本松珠磯︑○吉田確太︑0加藤乙

調査項目︑調査方法などについて

産会長室に︑原子力産業関係雷電

次のようた秦が提出された︒

の関係考を轟き︑使用済燃料輸送

長︶再処理工場の設計打慣せのた

めロンドン︑ワシントンを歴訪し

B・C・リンドレイ氏︵英・イ

たが六月二十日帰国︒

ンターナショナル・リサーチ・ア

ンド・デベロノプメント社技術応

用部長︶MHD発電の技術指導に

島正幸▽計装制御11都立大伊丹

実習費とも︶原産振興誤で八月

郡正冶氏︵三菱原子力化学研究

来日中六月十四日帰国︒

日立中研神

建築研藤井

料1一原研上田隆三▽再処理︒廃

第二回理事会を開き︑評議罠の決

これに先だって午前十一時から同

二日正午原産
三

所で第一回常伍理事会を開く︒

経済特別研究会

使用済燃制輸送進呈検討会

イ

待されています。

メ

︐∵

な

三郎︑加藤博見︑大堀弘︑今井博︑湯川正夫︑O森田庸男︑高

島本原子力産業会議は︑使用済

同炉は︑設計を米インターニュ

問題検討会を開いた︒この検討会

渡米していたが七月三日帰国︒

燃料の軸送問題を検量するため︑

波青島︶は六月十七日午後四時︑

ークレア社︑製作建設を日立製作

料要素の璽蟹および形状▽燃料

に残りの燃料極を装入︑二十本前

東京千代田区平河町都市センター

所︑千代田化工︑山武ハネウエル︑

取替方式▽取癒し燃料の平均燃

安全研究協理事会で報告

ホテルで第三回理事会を開き︑藤

は︑発電用原子炉の建設計画が具

に達する見こみである︒

った時期は過ぎているので調査

☆勉強会的な調査研究が必要だ

波理事長から︑六月一日協会が財

日本鋼管︑鹿島建設の各社が分抵

再度▽取出し燃料の冷却期間

後の装入で︑同日夕方までに臨界

餅究の塁審を検討し︑新しい観

団法人として設立を許可されたと

体化するに伴ない︑使用済燃料の

原子力安全研究協会︵理事長藤

議學は和田委員長の前回の意見

点から再編成する必要がある︒

工期二年七カ月︑総工費約二十八

橋雪三郎︑宗宮尚行︑○山県昌夫諸氏︒

の確認から始まり︑ひき続き︑原

☆原産の調査研究には︑政府が

報告したのち︑研究委員会の設置

六月十九日午後一時一二十分から原

について討議されたが︑二回にわ

産のあり方に関する基本的な問題

行なうべきものも含まれている

▽輸送方法の具体的検討
この結果︑次の会合で︑現在ま

想される技術者で所属長の推薦を

正一▽動力炉開発

潔▽プラント建設

矢野淑郎氏︵原研核融合直接発

受けたものと︑大学︑官庁︑研究

査がとくに必要と認めたもので会

棄物処理11葎原製作所角谷省三

正生果京丸の内日本工業クラブで

日本原子力産業会議は七月七日

七日理事会を開く

㎜原

1ーー9∩嘗H且冒

るため七月一日出発︒

D発電に関する国際シンポジウム
員募集は各テーマ・グループ毎に

電研究準備室長心得︶パリのMH

する︒なお研究グループと主査は

ら五日閻療日午前午後︑横浜市
．

▽保健物理騰武蔵工大井上武一
つぎのとおりである︒

金沢区富岡町三一七三神奈川県

▽炉心設計11日本原子力事業若
林長一▽遮薇設計11川崎重工大

工業試験所で開催︒定員Aコー

郎▽コストー1購力中研高橋実

一日まで申し込みを受付ける︒

所などに所属し︑各グループの主

層＝一一凹冨﹁層

坂不悪意︵原鰍再処理準備室

としては︑原産の使命と役割は原

▽輸送千ヤスクの

たって開催された本委員会の方向

▽輸送方法

概略説明▽輸送方法︵内航船軸

②調査項目
性の確保とこれに関する諸規制に

送︑鉄道輸送︑道路輸送︶

輸送方法とこれに関連する原子刀

ついて検討するもの︒

発電の経済牲︑輸送に伴なう安全
蔽試験︑冷却系統試験その他の試

これらの震要蕊取を具体的に調

間︑制御棒試験︑中盤子測定︑遮

験をおこない︑七月宋ごろフル・

査検討して行くに当り︑その方針

億円で完成した︒臨界後は当分の

を受けて協会の行なう調査︑研究

パワーに達したのち待望の大学利

この研究委員会は︑理事会の意向

や︑これらに開益する重要事項に

用が開始されるが︑この関西炉設

について審議︑これを決定した︒

である︒

ついて企画︑立案し︑理事会の決

のだから︑政府からの補助を受

☆民間の自主的な調査研究を確

定を経てその実施にあたる機関

ける体制を考慮することも一案

とであり︑原産が各界の要鵠で実

保するためには補助を受けない

策面に全ヵをあけてまい進ずるこ

施している各種のPR関係やサー

方がよい︒

として決めておくべき前歴条伜や

子ヵ産業の健全な発展のための政

ビス関係の藁務はこれを別組織に

置の意義は︑わが国で初めての︑

△㎜＝一

まで八年間原子力関係技術者の養

ス︵講義と実習︶六十名︑Bコ
ース︵講義のみ1三日間︶六十

五日漂で東京都文京区駒込上富

名︒高校卒程度以上の十八歳以
日本原子力産業会議はこの夏︑

V第七回放射線取扱技術者講習

士前町一三理硬構内日本放射性

放射線敢扱講習璽壽
の研究成果を基礎に︑より充実し

二つの放射緑取扱技術者の講習会

第一種程度︑八月二十四日

日臼後︸隠浄源産

一

∴瓦

社

電機株式会

聴

2．殺菌、滅菌用

聞
一

高エネルギーの電子線およびX線を発生する装置のライナッ

三菱化工機株式会

用

療

4．医

三菱重工業株式会社

途

一

クは：工業、医学、食品、薬品工業など多くの分野で利用が期

，

藁ご
︾

﹁

よって対処していくことも検討す

☆PRには︑一般国民に対する で︑理事会が推薦し︑理事長の委

③調査方法一1▽キャスクの決定

べきであるという方向であった︒

盟邑
ダ
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▼7−＝・勢

前年の成果基礎に
日本原子力産業会階の原子動

成と相互研究のために活動してき

より充実した研究活動へ
力研究会は︑近く昭和三十九年度

たが︑昭和三十八年度の活動が近

七月二十日まで原産振興誤で受付

た研究活動をおこすことになった

を開く︒その一は日本保安屠品協

会

同位元素協会調査研究部で申し

上のもの︒受講料Aコース五千
の実態に主力がおかれ︑その主要

よびサービス関係など原産の業務

ける︒参加費㎝二一グループにつ

ものである︒

会と共催する第一種技術者程度の

込みを受付ける︒

共催する第二種技術者程度のもの
な慧見は次のようであった︒

き年一万七千円︑ただし同一入で

応募資格は原産会員の原子力関

から六日間︒初め四日間は東京

『

円︑Bコースニ千田U︒︷ハ悶月二十 定その他を霧議する︒なお同日は

☆原産の業務は政策面に重点を

二以上のグループに入会すれば一

大手町産経会館で講養︑のち二

量

、

で︑つぎのとおりである︒

おき︑この方面の活動が十分に

元素墨書︑日本非破目換査協会と

もの︑その二は日本放射性同位

げ

係業務に従事している技術者︑ま
原産の原子動力研究会は︑これ

ア

へ

しロ

なお総合整備に関して今後の検討

すべき具体的業務分野として次の

i

①原子力開発推進に関する業務

五項目が確認された︒

②国際協力に関する業務③PR
に関する業務④サービス関係業
務⑤開発の進展に伴なって新た
に翼講される業務
前回の討諭が原産業務のうちの

点をおいて行なわれたのに対し︑

を募集している︒入会申し込みは

今回の討論では調査研究︑P8お の研究活動を始めるので新入会員

く終了するのでひきつづき前年度

政策関係および国際協力関係に重

＝一
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翫℃

聞

原子力委員会は六月十

対する前向きの姿勢

く︑原 子 力 発 竈 に

体から歓迎されよう︒これで昭和車用の再処理工場では︑これの半

勢を示したものとして原子力界全

いえば皮肉になるが︑先導的な姿
イゴリスにおける天然ウラン燃料

的惟格のものであること︑および 同研究計画は一九六七年末までを

ので︑原子力委としては珍しくと試験的要馨俊もついわば研究關発

ているが︑その資金徽両グループ

藤島として総額二千万び座計上し

究するために連合盟約昂結んだ︒

歓迎されるべきであ

を示したものとして

西ドイツのユーリソヒで建設中

ド炉の炉心燃料は︑アメリカのユ

工の孕約価格は︑

るという申し出を突然引込める結

ユーラトムとしでは︑アメリカ

の燃料加工業者との直接交渉で︑

るものと考凡ていたが︑この交渉

AVR計画に対して︑アメリカ炉心分割発注協定の間意が得られ

の熱出力一万万千KWペブルベノ 果となった︒

ユーラトムはこの連合契約の仲
七十万が程度であ

ーメノク参加を取

りやめる結果とな

のやめたが︑A五C−AVRの交

は繊料供給者として直接参加を取

しかし︑AEC

った︒

たが︑ニューメノクの参加を主張

の調達を受け持つことになってい

西ドイツ︑米AECとの折衝難航で

AVR燃料はUC社受注か

が昂計上し︑米AECが炉心燃料 も難航しているので︑今度のニュ

ニオン・カーバイド︵UC︶社には一九六四会計年度で五百五十万

介に入ったことですでに建設中な
るが︑高濃縮ウラ

発注される可能性が強い︒燃料加

機関によって掲げられたのだかえ合わせると︑初期段階の再処理

いし掻搾中の実験袋置︑こくに西

の折半出資で賄なわれる︒

ら︑政府︑罠間が手をたずさえて輯用の覧彬に讃ってせ︸届きめの
ドイツの資金で賄なわれているA ンの費用を含む護

分以下の安い料金であることを考

再処理箏業は燃料公社の車業で

これに対して︑プルトニウム・

こ束かい配慮昂望みセい︒

四十五年度という目標が責任ある

あること︑使用ずみ獣料は民有を

といえよう︒

計画亭実践する路線が敷かれた︑

ろう︒

運用に期待

核燃料政策の

望⁝

であることなどを規定する琿行の

認めないこと︑特殊核物質は国有

臥五日︑原子力発電推進方

った使用ずみ燃料の国内再処理と

c⁝策の︸環として︑懸案だ

それに伴なうプルトニウムの買上

▽Rペブル・ベンド炉に近ずく機 契約価格については︑明宗されて

核燃料制度からいえば︑西語国が

使胴ずみ調達の政策は︑将来のクレジソトを上げてはどうかとい

げ措置に関する一連の政策案を明

ず巾にしても︑全体として今回の

が挫折したことで︑寄付金などの

経済開発計画に資金的に参画して

示したことで︑増資することに決

当初の予想額に対し大幅な増加を

所有の再処理プラント建設費が︑

れる模様である︒

いるとともに︑昨年十一月には一

ューメノクが炉心の五％を供給す 援助が取りやめになつでいた︒

ラトムは︑西ドイツの加工業春ニ

転の工学的評価も︑あわせて含慣

心五千万ザにのぼるクレジノトを

式資本を承認した︒

定︑総額三千七百七十五万がの株

れている︒

そこで︑スペインのフユェルザ

与えている︒

スペインは︑米・英の援助を得

と︑償却の﹁部として年耳鳴＋億

のノーハウを使用してもよいこ

をとり︑資本金二千万がで一九五

ス・エレクトリカ・デ・カタルー
ユーロケミノク社はOECD十
二諏︵FECSA︶社はバルセロ
一茄盟国からなる舎資会社の形態

て五基の原子力発電所を計画して

KWH程度の電力を二仏に売るこランス発電炉の建設が決定される

び建設に当たってはスペインの国

クレオニクス誌によるとフランス

しかし︑六月†﹁日付けニュー

ものとみられている︒

を表明しているので︑まもなくフ

W原子力発電所の建設を決定し︑

力グループは︑電気出力三十万K

スペインのニュークレノール電

KW炉の入札招請

スペイン︑三十万

になる︒

担額は六百八十万が増加したこと

で︑こんどの決定で各国の資本分

のたび再度の増資を決定したもの

五万がに増資を余緩なくされ︑こ

いた︒しかし︑昨年二千八百九十

の加盟で二千百五＋万ザになって

万KW級原子炉を建設したい意団 七年設立されたが︑翌年スペイン
いるが︑フランスの売込みも活発

スペイン産を使用すること︑およ

とで補填してもよいこと︑燃料は

ナの近くピレネーに電気出力五十

で︑すでに三月には仏電力庁長官

仏︑スペインへの売込みに拍車

大型炉建設に援助を表明

とその系について大規樟発紅炉運

同計画は︑原型理買TRの誰計

る︒

研究關発拓関連しているからであ

いない︒このため︑この計画に出

撚科サイクル︑ひいては発雷炉開
同じ結果誉もたらすのであれば︑

決定には︑その運用によってかな

原則的にいえば再処琿料金を引下

今回の寓には︑再処琿料命農高九

りの幅が生ずるように思われる︒

きれているが︑これらは一応常識運用によって︑今後の原子力発電

会を持てると見ろれているσそれ

明確に決めておくべき事柄の一部
発の方向ぷ左右する軍天の要素で

ド炉心で冷却材に高温ヘリウムを

う群議もあるであろうが︑芦引き

らかにした︒

であるとはいえ︑原子力発電コス

あるから︑重斬の案には多くの微

○○万円／トンとプルトニウム買

までに稼動するものに限って︑と

は︑情報交響協定のみで続けら
費しているA▽Rグループとユー するAVR側と米AトCとの交渉渉

同委では︑この案をもとに大蔵
トのより一層現実的な覧通しを与
使用するトリウムーウラン燃料の

上げ価格一一一一六〇〇円／グラム

の意義が認識されつつあり︑かつ

くに明確な目安を与えている点で
的といえるであろう︒しかしなが

はこの共同計画が︑ペブル︒ペソ

雀はじめ関係方面との折衝を進
妙な点が含まれている︒たとえばげるほうをとるべきであろう︒い

保証について︑昭和四十五年度末

料金ならびにプルトニウム買上げ

まず注目すべきことは︑再処理

えた点でその意義は大きい︒

ー政策等からくる原子力発電の必

なるが︑昨今とくに総合エネルギ

め︑その具体化をはかる段取りと

要性︑なかんずく準備開発積極化

豪た国際的にも経済性ある原子力
あろう︒これはおそらく最近盛上

︵巖低︶一という二つの窟が注記従って︑政府託おいては適切なる

発電の具体化が一層高まりをみせ

雇推進しようとする恵図をもつも

りつつある前期百万KW計画を一 ち再処琿料金については︑この

椎進の実をあげるよう切望する︒

てきつつあるときに︑いささか出

ニ﹁ニニ一二一一＝一＝

P・ジロマおよびエネルギー担当
国務省﹂︒クトウール両氏が︑ま

の原子力発電所の建設は︑民間電

になっている︒

力会社よりむしろ国営発電グルー

で︑また拡散プラントの運転費で

トに供給する天然ウランの費用

る︒

プーNIが乗り気であると見てい

てもよいこと︑などの提案を出し

闘穐滞

さらに︑フランスはスペインの

ている︑といわれる︒

営発電グループとの共同事業とし

天然ウラン炉で︑フランス側の条

炉は︑羅気出力四十−五十万KW

フランスが売込もうとしている

仏している︒

業相G・ブラボ氏も謁査のため訪

た最近クーブドミュルビル外相も

ユーラトムは︑西ドイツの二原

ユーラトムが発衷

発で連合契約なる

THTRの研究開スペインを訪問した︒スペイン工

港許可申請み検査を断続すること

転計画斎通じて各港湾に対する寄

ため米AECは︑サバンナ号の運

原子力船の運航基薄を確立する

どの技術的検討が行なわれる︒

＝一一一一一一一＝＝一一一＝二輔＝

プラントによる再処蓮幕業が束だ

運れの感ありとはいえ︑とにか
￥u＝一一一＝＝＝一一一一讐一一二＝一一一一＝一一一一＝＝一一一陶一一一一一＝一一零＝一一一一万一一一＝噂＝雪二冒一＝＝＝紳二一二＝一一一二一冒二一一＝＝一一：＝＝一＝一一一鯉＝＝＝騨一二＝一

ン号と命名

六七年ごろ婬女航海に
オッ恥一・ハ 葺

用されなかった二炉型はインター
ラトムが単独で提出した有機物減

子力グループであるブラウンーボ

決まってくる︒とくに削減の効果
は濃縮段階の費用に響いてくる︒

行なった︒マトリソドからの非公

六月十二日同炉建設の入札招請を

米︑濃縮U公定価

式報道によると︑ウエスチングハ

バルケイン獣料を大規模に照射実

が︑同炉中でイギリスが開発した

R13を使って研究開発している

ン原子力船の実用化を目ざし︑B

イギリスとベルギーはバルケイ

英︑バルケイン燃
料照射で半額負担

れている︒

もこの入札に加わっていると見ら

れ︑さらに政府の圧力でフランス

英AEAが問合せを受けたと見ら

ウス社︑GE社︑B＆W社および

しかし︑AECの分配結果による

およびその他節約によって価格を

運転要員の削減︑改良装置の設置

と運転レベルを下げたとしても︑

格を変えずと表明
生産削減に箕関係と

維持できる︑とのことである︒

今年初めジョンソン大統領が濃
縮ウランの生産を四〇％削減する

トレーサとして戴が果樹園の間を

している︒研究目的は︑リン32を

の挙動をトレーサを便用して調査

オンタリオ地方の桃に発生する蛾

ション農業研究所の実験室では︑

アメリカのビネランド・ステー

米︑蛾の飛行範囲
をトレーサで調査

という発表を行なったが︑米原子

力委員会はこの発表にかかわりな
く濃縮ウランの公定価格をあげる
考ズはないと発表した︒と同時に
生産の削減は国内外に利用できる

しない︑とも述べている︒

ぐらいの濃縮ウラン蚤に何ら影響
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分布小委員会がまとめた中間報告
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の問題があり︑科学技術庁を中心

をねらったものであるが︑その実
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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。液体塩粟
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3，795

／

原

ことたろう︒

るごとに国民に理解されて行く

1、410

①研究受託

2，626

▽おもな事業内容

2，433
2，952

る︒

5，350
4，692
6，122

造も担面することになる覧込みが

金額

強いので︑これに備えてB＆W社

昭和39年度原子力平和利用研究費補助金（単位千円）

剤の合成と効力試験をする︒

5．235

放射線障害防止薬剤を開発するた

2，446

▽冷却材喪失事故時における軽

9，761

つきの二件が交付された︒

4，191

ヨ ≡ ≡罵≡一＝ま一≡＝≡＝≡一≡≡一三≡一≡

この研究は軽水型動力炉の安全

7，391

水冷却型動力炉用燃料被覆管の

審査上の基礎資料を得ようとする

研究﹂︵八百一万円11神戸製鋼

定澱のガスを封入後昇温させる

7，449

河
、

7
、

第三翻郵垂物

住友東海研の
実験棟地鎮祭
住友原子力工業が茨城県東海村

八＋四万円︶

安全性に関する試験研究︵九百

に建設する東海研究所軽水臨界実

もので︑昭和三十六年度の﹁燃料

来年三月に落成

験装置の実験棟地鎮祭が︑六月二

百六十万円一1三菱原子力

被覆蟹の耐圧に関する試験研究﹂

工業︶同三十七年度の﹁ジルコニ

逑

十二 日 正 午 か ら 現 地 で 行 な わ れ

工︑来年三月完成するが︑建坪約

た︒この実験棟は大林組の手で施

所︶を継承するもの︒研究内容は

一千百平方濟︑ほかに研究事務棟 ウム合金の水素吸収に関する試験

三億四千万円の予定︒

約六百六†平方綴がつく︒工費は

つぎのとおりである︒

小林原子力局研究振興課長ら︑総

趨罐離鷺 雛 離 馨

①冷却材蔓失事故後の段違気で

地鎮祭には細田茨城県副知事︑

地元東海村の村長︑村議︑建設関

係者その他︑東京からも駒形原子

力委員︑橋本原産代表常任理事︑

使用後の状態の被覆管について

方式での耐圧試験︒③一定期間
で祝杯をあげた︒

金額

￥

r

僧

｝

町

へ籔露9◎轡
数五ナ童名出席︑式後東海クラブ

昭和39年度原子力平和利用研究委託費（単位千円）

げ

︑

罐
ダ︸

︑

福

駿

一

塵−

㎝

輌

一

i

154，305

…

計

合

i

横浜ゴム

㊧即発γ線分析
⑲耐放射線ゴムの開発

：神戸工業

2，320
2，907
2，000
1，602
2，789
1，076

⑳連続式エネルギ選択性水モニタ：日本無線医理学i

←

三越の商晶券

4，000
2，000
2，598
6，000

i日：本鉄鋼協会 ≡
⑬溶接部の中性子照射
i三菱原子力工業i
⑭多領域炉心の炉物理
⑮多元パラメータ解析装置試作i松下電器産業
⑯高密度球形焼結体＝二酸化U
i住友金属鉱山 i
i日立製作所
i
⑰軽水型動力炉用燃料の開発
⑱ベリリウム大型成形体製作法i日本露子
⑲湧識有機燐化合物の製造
悪友原子力工業i
i結該予防会
：
⑳RIによる二耳ユ標識化合物
⑳セメント工程の原料迅速分析i宇部興産
⑫放射化分析法て水質汚濁調査i菓京都
lTAエ。研究所1
⑳エチレンの水素添加反応
⑭γ線グラフト郡合で樹脂製造i大阪府
⑮ポリエチレンフィルムの改質i積水化学工業
⑳大出力加速器の電子線測定法i大阪府

30，011
30，000
3，096
：

9，045
イ

〔

1，934
2，057
2，003
1，900
3，134
2，066
3，627
2，165
3，063
2，934

︑

き㌔

i同

4，639
4，993
2，890
「

⑫＝二酸化ウラン麻料の照射

2，138
3，999

試験研究題目の概要
3補助事業者 i
①二二発生器の漏れ止め溶接 i三菱重工業
i
⑨圧力容器用超厚板の溶接加工＝日本溶接協会 i
⑧超厚肉FE力容器の加工技循 i三菱土工業
i
④制御棒駆動装置の動作可能 1東京芝浦電気 …
⑤高速遮蔽弁の試作および機能i岡野パルプ製造i
⑥動力炉燃料集合体の組立加工：住友電気工業 i
⑦動力炉桝料要素組立加工評価i古河電気工業 i
⑧燃料集合体の縄立技術
1東京芝浦電気 i
⑨加遣水型動力炉用燃料集合体i三菱原子力工業i
；極東鋼弦
：
⑩圧力容器の設計施工法
i束子芝浦電気 ：
⑪動力炉の核制御の自動化

ユ58．576
…

計
合

3β05

i東京芝浦電気 ＝
⑫高温プラズマの閉じ込め
：日立製作所
：
⑬高温プラズマの保持
i三菱原子力工業i
⑭高温プラズマの閉じ込め
i日本大学
i
⑮高温プラズマの保持
i石川県
i
⑯放射性廃棄物の処理材
i大阪府
i
⑰放置性廃水凝集沈殿処理
⑱泡沫分離法の放射性廃液処理i荏原製作所
⑲放射性廃棄物の海洋投棄処分i近畿大学
⑳放射性物質取扱施設廃液処理i大成建設
i土木学会
l
⑳廃棄物の樫洋投棄用容器
⑫放射線遮蔽ガラスの放電現象i東京都
i
⑱放射性核種の体外撲泄装置 i五島育英会
i原子力安全研究協i
⑳放射線障害防護薬剤
亀

14，969
4，900
14，002

⑩ガス冷却動力炉の炉心の解析i住友原子力工業i
⑪マグノソクス炉の総合解析等i富士電機製造 i

21，957
g，840

試験研究題目の概要
＝ 受託者
：
①圧力容器のノズル等取付構造：日本機械学会 i
②動力炉燃料被覆管の安全性 i原子力安全慨究協i
③施設構造物の地震下振動特性；日本建築学会 i
④EE力容器等の圧力逃し装置 i火力雲雨技術協i
⑤軽水炉冷却材喪失事故時冷却i日立製作所
i

13，103
15，144

⑥軽水炉の圧力抑制装置の機能：日本原子力事蒙＝
⑦スプレーによる沃素水洗効果i三菱原子力工業i
⑧大気低層の拡散に及ぼす効果i気象協会
i
⑨核過熱型動力炉の炉心解析 ．日立製作所
i
、

（一

鴨

力産
露莉39住6自2＄醤
《3）

、

胤㌧
恥

噛

〆

｛

岬

停

1．
臥
、

サよ

声

︑一

㌦

儒

聞
整

備
産

カ

融

原

昨年十二月マニラの研究炉会議︵国際原子

ーズレター︵＞o︒一鋤昏﹀け︒ヨ一〇ZΦ謹︒qo︐

ヵ機関主催︶で決まった﹁アジア原子力ニュ

の意思をひれきしているほか︑アジア諸国の

する︒

る︒ここにはバーバー氏の論文の概要を紹介

れは︑アジア諸国が互いに原子力事滴を知り

アジア・アトミンク・ニューズ
レター誌の発刊︑およびこのフィ
リピン原子力委員会の事業を︑心
からお祝い申し上げる︒この雑誌

積られている︒一方︑北アメリカ

は︑石炭九十ニジに相当すると見

なったある段階を飛びこすことで

から見た場合に︑もはや不必要に

すなわち︑近代の技術開発の観点

H・﹂・バーバ一氏︵論文要旨︶

ではこの数値は八千三百ナ︑ソ連

ある︒われわれがこうしなければ

らないだけでなく︑むしろその差

では二万五千二酉沖︑ヨーロソバ

したがって︑アジア諸国が開発
が拡大するであろう︒何故ならば

先進国と開発室の国との差が縮ま

工業化を行なうためには︑代替エ

先進国の技術進歩はより高い成長

の発刊が︑原子力科学および原子

いて︑アジア各国間の地域協力を
ネルギー源に注目しなけれはなら

カ工業の重要なすべての分野にお

促進するのに綬立つことは疑いな

！

子鼠を七千万KWにする必要があ
る︒インドの水力発電の包蔵水力
⁝
の総計は四千万KW程度と見稠ら
⁝
れており︑このうちの千三百万K
雛
Wは比較的開発しにくい地域にあ∴
る︒しかしながら︑二千五百万K鄙
⁝⁝
W程度の水力発電が一九八六年ま
⁝⁝

一⁝

でに開発されるものと期待され 詳

る︒

石炭は金属製品やその他の産業揮
にとって重要な原料であるから︑

肖像用以外に対する石炭需要は

九八六年までに四千万一五千万ナ

定した︒インドにおいて原子力発

︑

だが︑それをど

口を出した原子力施設

たつ

達

・都市計画小委員畏

い

井

お

夫

こまで地域の開発日億民の福祉

に終らせないこと︒実施

絵に画いた

を保存する1緑地をひろげる−

餅

㎜

⁝

臨厩．

に数十億円の金がかゆるが︑地

理︒﹁国は財政支出をケチケチ

⁝⁝

元に負担させることは到底無

すべきでない︒将来エネルギー

翫
のための大きな実験たから﹂と
臨

う︒おだやかな︑飾り気のない

︸．

松井さんはちゅうち︑nなく言

趣味は囲碁︑一本松原電社長

子夫人と二男一女︑六十歳︒東

より少し弱いくらいと笑う︒元

大土木学科卒︒︵K︶

︸

一

⁝

十五万が︶のこの施設は︑アジア

五ミル︶以上であり︑一方タラプ

のすべてを受け持っている︒

学者と技術者が設計︑製作︑建設

なろう︒ラナプラタブ・サガ・iル

〇六新ルピー︵六・四ニミル︶に

その使用に関する分野である︒イ

協力てきる分野は︑R工の供給と

荷率七五％︶は︑KWH当り三・ インドがアジア諸国と効果的に

ール原子力発電所の発電原価︵負

WH当り三・六九新ルピー︵七．七 で唯一のものであり︑インドの科

における火力発電の発電原価はK

・

昭和九年の都市計圃東京地方︸︑

心4をいう人だ︒

琶ぶりだが︑調9ばりと 藷
た︒福祉にあうような

別の目

とマソチさせるかに苦心があっ

整備もその一つ︒そのモデル︒

的を立てて4人口が自然におさ

養会を皮切りに︑内曇都市⁝

ケースと見られる東海地区の整
備薬を︑松井小委員会がまとめ

計画課︑建設省都市局をへて︑

二十九年首都建設委員会事務局

上げた︒松井さんは都市計画の
ベテラン︑﹁格別苦労したわけ

庁の科学審議官をしたのが原子

長になった︒三十一年から科技

力との因縁のはじまり︒交通閤

でもなかった﹂が︑現行の法律
だけで地帯整備をうまくやるこ

題から出て︑工場立地︑農業立

とには﹁初めから疑問をもって

⁝いた﹂︒でき上がった嵩馨

きわめて広い︒現在早大理工学

地︑宮庁整備と︑仕事の範囲は

地帯整備とは︑要するに人口

異端者

等々︒
をできるだけ適正にするような
． 戸都市計画 だ︒都市計画とし
問題は︑これを

ては

することになろう︒

二つの原子力発電所に対する住

ラプールに︑二等機はラジャスタ

機はボンベイの北方約六十婿のタ

事がすでに開始されている︒一号
い地域の火差響亀と競合しうる︒

電はすでに︑在来燃料資源から遠

ン州のラナプラタブ︒サガールの
があり︑ビバ⁝ル州の匂pOβσq− 近くに設置される予定である︒

インドにはいくらかのウラン資源

詠歌拶

一 多

〜葺 ︐ 玉︐︐ ︐

は︑タイ国の原子力研究の道で

でも大いに叫ばれているが︑も

つとも効異的な︑国民生活を豊

乏︑惑難 ・餐肇

古川芳徳︶

出盛蝉到豪㍗︑繋

で高感度の電子式計測器が生産さ

いる︒トロンペイでは多種の精密

原子力の仕箏において原子計測
ズ
はきわめて︑蚕要な位置を占めて

ができる︒

なく︑他の揺々にも供給すること

増大する国内需要を満たすだけで

︒八新ルピー︵五・八八ミル︶程 RIを多量に生産しているので︑
度になろう︒

インド政府は︑電源開発十五力
年計画を作成するため︑国際的に
署名な専門家数名をふくむ上級委

員会を最近設置した︒一九六六年

れておりこれらはトロンベイで使

以降毎奪皿基ずつ︑原子力発電所

を建設する必要性が生じるかも知

そのほか︑トロンペイ研究所は

アジア諸国に喜んで提供する︒

研究に時計なこれらの計測器を︑

究所にも供給されている︒原子力

用されるだけでなく︑産業界や研

れないという兆候がある︒

R一︑電子計測器
をよろこんで提供
現在六千五百人以上がトロンベ
イの原子力研究所で働いている︒
トロンベイにある多くの研究炉︑

アジア諸国の科学者がもっと多く

る奨学生の数には制限がないので

を提供しうる︒インドが受け入れ

原子炉従業員の訓練に好適な施設

設したが︑燃料要素成型工場もこ

生産工揚をインド人が設計し︑建

のうちの一つである︒この工場は

アジアおよび東南アジアにおける

とをわれわれは望んでいる︒南

ClRとNΦ巳ヨp炉の燃料ト
要ロンベイの施設を利閑するこ
ンドは核燃料を自国で生産できる

素を生産しているσこれによりイ

の発展強化を意味しており︑この

原子力の発膿は︑アジア地域全体

過程で援助を与えることがインド

国のグループ︵世界中で多力国ほ

使用済燃料を再処理するプルト

どある︶に陣間入りした︒

ニウム工揚は完成に近づいてい の義務であり︑また特権であると
・ノ誉
二一㌔．量馨義就欝
笹亀
L隅
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子力発電所の発電原価は低下して
おり︑高燃料地域の同容盤の火力
発電と近いうちに競合しうるよう
になろう︒アメリカにおいてさえ
原子力発電は在来技術よりも経済

性があると今では見なされてい
る︒

インドにおいては︑エ業化計画

に伴う電力需要をまかなうため
に︑原子力発電を開発する必要性
が早くから認識されていた︒イン
ドにおける発電設備容量の総計は

がって︑利用可能な石炭全部を燃

五百万KWを少し上回る程度であ 増加するものと考えられる︒した
り︑これを国民一人当りに直すと

○︒〇一KWにすぎない︒この値 料として使うわけには行かない︒

の石炭が発電用に使用できるであ

を一九八六年までにO・一KW︵生もし全部使用できるとすれば︑一

にはこれでも十分でない︶までに

活水準を認めうるほどに上げる

松井さんはいう︒たとえは︑農

KWの発竃が行なえるが︑これで ︷したものですよ﹂と割りき．て

多糧の重油を相当の価格で輸入し

重油を使用して発電するためには

所は炭鉱地帯から雌かにはなれて

タラプールの三十八万KW発電発覧所の発電原価はKWH当り二 ンドはトロンベイにおいて︑各種
いる西海岸のマハラシュトラ︑

ロα餌鉱山の鉱石を一日当り一千

在建設中である︒しかしながら︑

ナ処理できるウラン製錬所を︑現

グジャラト両州の工業地域の電力

騨

臨

需要を満たすであろう︒この地域

われわれの原子力発鷹計画は最終

一重

的には多大なトリウム資源に依存
一多

様相を昊するこの国でも︑内容
的にはまだまだ原始的な処が多

い︒そのアンバランスな感じ

ていた︒

国内産業の主体が事業にあっ

は原子力研究所の中にもあっ
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