藤秤ヵ賀力なカρ埣無してL柔 ￠
ついてみると︑開驚当初より逐年

錐ユ累謝汗に乳ける研究支控に

増加をたとってきた研究支出はミ

1年分前金200円

レータを通して麗気エネルギーに

の中性子源で︑プルトニウム︑A 応を利用する方法③光中盤子を使

に原子炉て作る超ウラン元素使用

商贔

しかし︑造船会社側にとっては

である︒

原子力船が13来翰望な

あ鄭とはい・κ︑︿ の段階⁝では︑

方︑帳融含反応関係奄︑ここ一両

関する試験研究をとりあげた一

の

まりにも未知の分野が多く︑瓢独

る︒
か⁝後︑ζ

も

︑

．
鰍
に〜宰力巾心と弗蟻

ヰ

キ

をギ

ミ

チぢ

ξ▽髪油および天然

ずみ辮祥も叢近使用されている︒

ゐ

給︵瞬繭塀

て協譲した︒この結果︑次のよう

給︵措波千春︶▽職掌力発電供給

冷隠事携局長︶▽水︑火力発電供

って行なうへ愚磁槻の得撰につい ガス露盤供給︵北線雄沿眉抽鉱高

な行喚を企劇することになった︒

原子力盤皿長を中心とした謂演会

①王AEA聡会で来日する輩要圃 ︵壁川淳一塚チ力醗業会犠那務局

融速増殖炉の開発はいう激でも

年中鰍す鶯ためである︒

るが︑これに関連す．萄讃験研究の

なく原研が虫魚になって推進ざれ

ており︑とくに︑発注鏑格が格蜜

ではリスクを負い切れないと考え

なこと︑性能保齪条件の問題︑お

ため見学会を突施するQ
③レセプシコンの開催など︒

エネルギー部会囎給小委

原子力発電など
11分科会を設置
煎庄事解恥構造盛媛会総合エネ

︵三無k円城

次郎氏︶は二月二

浄ギi部訟ω第一回国胎小委鎖会

十四日午睡十瑚かる釜山環業漣合
会会議騒で開催され︑今後の運冨

会など十一の分科鼠

会︑亀力窩蟄分科会︑涼イカ

力釧について犠魂した鮎果︑醐整
分

発塩供伯分

左設けて連犠を進めることとなっ

43︒

た︑同分科会はへ月末には一応の
二葉奮出す予定てあ

婁鰻畏代理は有沢一纏

政紛は二月二十六日︑さきに任

一郎︑鞭灘寛九郎両氏の後任に東

象電力会疑育木均一︑虫大教捜武

g帰図した︒

界を代数して出席したか一一／3二†

シソン生霊祭に︑わが国の電力染

氷国オクラホマ巾て開擬されたエ

影藤博兇草戸関西塩海副社長︶

◎行く人・来る人

を口勲で指名した︒

知委員長は委員長氏麗に白沢委員

なる予定である︒なお．二刀∬日愛

を鮮年になるので︑その後．苦口に

あるが︑武藤婁鋤は近く巣入三雲

なお膏木︑避藤陶愛員は非常勤で

は傷任す碧勾こととして発令した︒

C外原イ刀関係肖脳に紹介する 藤俊之助両氏亭新任︑曲付熊雄氏

②猿子力に隈りず広く田ポの産業

氏代蓋i冗隙子義塾矯庁鎚富

臣︑エメリアーノブソ連IAE期渦了で退任した原子力授員面川

EA長官︑バーバ印原子力大

ニー英A逸A総裁︑ペラン仏C

シーボーゲ激AEC釜員長︑ペ

原子力委発令

畏︶▽都田ガス供給︵須賀井敏行︶

よびと︶載懸子炉の允注の方法が

は︑これを婁託することが効果

要な顔ぶれは次のとおり︒

一部︑たとえは卑くかる民間でや の開催︒総会出席が予定さ紅る主

的であるとしにもの︒また核融含

っているナトリウム冷却欄孫など

特定の造船会社と随筆契約を行な

反応関係の試験研究は︑このさい

したがって︑麟業団がたとえ︑

問題となっている︒

おうとしても︑これらの条件が緩

わが園の研究は︑今後どうあるへ

設謝の二重同上に関yつ試験研九

究の小ナーマに︑核設二三たは熱

副濠たは製作技術に関す．り試験研

たは力人冷却型動力用煽．一河の設

しいテーマがな・＼軽水冷却型ま

一方補助金関係にはほとんど紙

ばと期待してい．筍ものである︒

の取扱規制．僧幾分でも緩和できれ

があるが︑これは放射灘利用機器

安全性に関する試験研究というの

ーマに︑密封放射緑源綾手機盟の

なったものである︒このほか小テ

か二年研究婁託癒中断ずることに

きかを検討する必裟があり︑一年

和されない隈り︑かなり困難な鵬

が︑今後の動きが注闘される︒

れることになるものと見られる

議など醐係諸機関の協力が要離さ

本造船工業会︑日本原子力産業会

紬周︑運輸雀︑科学技術庁︑日

も優越となろう︒

藏接関与しない出資会社との関係

資の閥題もあり︑原子力船建造に

さらに︑噴業団に対する民間働

態も予想されるわけである︒

で

高速炉の関連研究も登場
委託費と補助金の研究課題告示

でとりあげていたのをこんど応用

があるが︑これも︑従来星礎研麹
の舶胴炉の解析︑評価に関す．萄緻

研究にしたものである︒

ったが︑これは新たに二二船以降

報で︑昭繍四十年度原子力平和利

験研究と髄速増殖炉の関連技術に

科学技術庁は二月二十七日の廻

閉研究婁託費の試験研究題図と研
究蟹補助金の試験研九課題︑申請

二部会を設置鴎購麺

るむね答示した︒四十年展の予算

v︵証拠昇訟一石演連盟事務局長︶

一日本石炭協会駆務局長︶▽石器

聞黒革主語︶▽石炭脇蟄︵阿部賜

▽調整ρ円城哨次郎理本経瘡漸

なお今測弊誌された分科会は次

各国原子力委員長

ン会長がそれぞれ決定した︒

の婁貿長には田代茂樹東洋レーヨ

のと浴り．︵カノコ内は分科会長︶

ヨ午後原野会長警で開催され︑①

員会の第二回会合は︑一一月二塁ニ

日本原子力産業会謎罰際協力婁

案には娑暮鐘一刀六千葡万円︑補

轡の挺出期限を三月三十一日とす

らの研究しこ﹂．︑．︑︑

申性子を測る方法のN17を作る反乃払のほかに最要︑ヤボルスキー

ものにトリチウムがあり︑水理学

素18の為機化学利用︑隈学利用が

研究に利用されている︒謹たフッ

随意契約を行ない︑志ますること

m蹴︑Cf蹴などの利用が︑最近
う方法で︑面白い漕想である︒

変えることが考えられている︒

超ウラン元素の利用では︑とく

継穂鍵鞍難瓢総駿
事業団は随意契約へ
注すへきであり︑契約方式として

造船高社指名入札に総辞退
目本原子力船開発単業団︵理甥昆石川一郎氏︶は︑原子力第一
方式がよいとの意

見が︑照係者の閥て高かったもの

誓書契約

の指名競争入札に︑造船ヒ社側が二回にわたって応札を辞退した
であるが︑箏業団は︑米国のサバ

は

ため︑随慧契約方式に切りかえることを考慮しているが︑七社が
ンナ弩建簸の経験なとから︑造船

船︵約六千九魯ゾ︑間接サイヶル軽水炉︑熱出力三眠六千KW︶

辞退した理由には︑重用保証︑発註価格︑契約形式などの複雑な
会社を主契約者にすることがベタ

あったが︑先に摺名を受けた造船
になるものと見られている︒なお

沿曲折が予想ざれる︒

随意契約も困
難な事態予想

撮名して競争入札を要請したもの

四四がかろんでいるため︑契約の成立家でには関係官庁および業

庁︑日本造船工業会などとも打合

界の闘で根本的な調艶をはかる必要があるとみるれているQ
原子力第一船の競争入札は︑三
せの上︑最後策を講ずることにな

ーであると糊冠し︑前述の七口を

月一日午後︑日本原子力船闘発箏

七社︵石川島播磨磁工︑浦賀璽
その段階でも︑価格︑玄能保甑︑

紬局特疋の一造船会社と

工︑川騎重工︑田本鋼管︑日立造
原子炉発注方式が最大の闘題とな

ったが

船︑三丼造船︑＝菱箪工︶はいず
るものと見られ︑発注茎．︑にはな

誰圃の会議宝で行なわれる予定で

れも応札を辞退したQ

肇議団は︑先に提ふした児積仕
様露かるバウスラス々一︵船謙撹
力発生装置︺︑自動制御のための
電干敲櫛機︑燃糾︑燃料取扱い装

畏描出貸の問題からむ
︻解毒︼原子力第一船の発注が
このようにこしれている揮由は︑
次のようなものと兇られている︒

千五百巴鴨を辮上している︒交付

助金一驚五千四蔚万円︑岡三億︸

の決定は六月二十一日の予竃︒

の講演会など郵轟

▽徳力覇盤ハ鯨波千春電仏事栄連

賀瀦敏臼H本説斯協会鰹拓理事︶

工AEA鋤九回通常総会の東京合会肇拐局k︶▽都巾ガス早世︵須
開催については︑外務省国連古参

プロシェクトにも参加する機会がることはありうる⑪メーカーは政

制約がないQどの共同帝業︑どの

揮藤岳郎氏︵放臥研物理研究蹄

ィーンで開催される高レベル被曝

髭︶三月へ日から†二日家で︑ウ

の人体照融に関するシンポシウム

置

オ

一A−AV−IIII一

に参加のため蒲月六日繊発︒

原

原子力事情懇談会

弟四一九回原子力事情連絡懇談

会は三月十九目午後〜時牛から東
︑斌虎ノ門の共晒a館で開く︒なお

止口は品津原子力局改策課長の昭
和四レ年度原．＋力予勢に関する購
ろ予定︒

演や科挙投備映幽の上映などがあ

第二回PR蚤幽会 ゑ月八日午
後一時半原麗
第三園放射線取扱技術者講習会
八日から二十七Uまで茨城塒訓
放射線化学婁鍛会斡三会 十二

十鎌瀬郷後

十六日午後
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十九擁護午原離

闘発鎌継・発躍推進画委皿会合
同幹購会
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原子纏縫研究会
蝋燭午後
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ープ九U午後一時原産︑謝妓黙劇
グループ十六環牛後一時腺酷︑炉
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置の四点を除外し︑二巳午後︑再

び同所で入札することを求めた

を辞退した︒

が︑この日も七琶は一せいに応札

すなわち︑原子力第一船の建造
は︑船体と原子炉とは切離して発

京開催などについて審齎した︒

置②王AEA第九回通常総会の東

日米協力部会︑日仏協力部会の殿
はほとんど朗年度の継続で︑やは

このうち婁託費の試験碕究題臨

り原子力施設の安全性に関す．のも

日米協力満配の婁賃艮には訟縦

▽石灰倶給︵阿鄙陽一︶▽石癌供

のが申心になっているQしかし大

箏宮松井佐七郎氏から説明があっ
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一アーマは一項罠増して山ハ項扇に⁝な 宗一原産剖会長が︑野仏協力部会

加するということはない︒しかし

出胤するので︑庫接メーカーが参

欧州原子力機関には政箭代表が
日本が欧州原子力機閣に塑加盟

ならもつ﹂能螺をあげるたろうQ

けの施設があれは︑ヨーロノパで・たようなものである︒

で滲加したことについては少しも
らは購項のように岡所大会堂で開

メーカーが政冊代表として出鷹す
かれた原薩なとの主催する講顔会

跨一口一会幹購会

購午三時漂麗
日本の長期劇画は︑ヨーロノバ

一時原産

Rl会議脳弓⁝部会

府を面して関与するのである︒
参加することが必要かを考えた上

のものなどよりも非常に大きな構

与えられているのたから︑どれに
いエランド粥務局長は豪た︑こ

で参加されたい︒どれに参加しな

想をもっている︒こうした計画を

くにつけ撫えておまたい︒

︸時一三

の講激会終了後科学技術庁稲叢溢

けれはならないというものではな

国だけで

ているたろうが︑原子力開発の方

なことをやりたいかを知るためでやるものでもなく︑あるいは昆間

私の来日は︑各研究機開がどん向︑速度というものは

定してもらいたい︒

の中で次のように語ったQなお氏 いから︑日本側で弓分検訂して決どう実現してゆくかは十分検討し

者会のメンバーと会見したが︑そ

は四日朝羽田発行面したQ

ある︒っ謹リメニューを持ってき

京大の原子が
や原研の研究施設などみて懲した

て︑その中からどうぞお好きなもものでもないことを︑このさいと

サ購務周長の酷

ことは︑もっと多くのスタノフを

のを選んで下さいというためにま

だけで︑あるいは政府だけでやる

だろφこいうことたった︒これた

もてば︑さらによい研究がで唐る
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ない強力な権限を与

しては︑他に例をみ

しかし論瑚婆無期と

委員会がその威力を発揮している

めざましい増加が兇られ︑原子力

の最初の数聴聞は︑原子力三舞の

を果たしてきたであろうか︒開発

能の行き酷りを示すものである︒

れらはいずれも原子力婆貴会の機

ない了解になっているという︒こ

にこそ︑総理大臣への璽紬の規定

支出が必要であり︑そういう場舎

観念では律しされない施策と財政
ベルを再評した結集に茎ついてシ

び罠間の賜要を溝産して︑生産レ

0％騒くなる見込みである︒

運転鷹力の四蓄八十万KWより六 ーフィールド・プロダクト判が建

反対で予算がとれず︑政策は﹁決

折衝に入ったが︑大蔵側の強硬な

﹁内定しした上で大蔵省との甥前

に際して︑原子力婁員会は鋤簾を

率を下よわる程度にしかふえてい

ほか︑各雀の原子力関係予算の澗

しなければならないとされている

い︒事実︑最近の予算編成の実情

るものであることは否定できな

こういう場合︑委員会は必要な施

うに見える︒法の趣旨からいえば

て本質的な調馬を握起しているよ

は︑原子力委員会のあり方につい

が建かされるべきであろう︒醸た

民閥の原子力発電による談縮ウラ

である︒この新しい縮小︵総謝一︑︑

ヨンソン大統領の承認を得たもの

躍事臨画および観閥濡要を考慮し

できる︒ム月には︑カナダ腺干ヵ

貨車三白台分のジャガイモ産貯蔵

れている︒この貯蔽庫は︑一度に

AECは︑この壁画について︑ は︑瓢︑月四戒予定で工事が進めら

て処理を期徳するのが︑目然では

の関係のなかにも根ざしていると

体︑とくに委員会と科学技術庁と

鳴︵オークリノジ︑パデューカ︑

拡散工暢の生漉増加もあり得ると

なお︑こんとの生鰹灘小により

庵議しているQ

総裁ウィリアム・ペニー卿と︑米

縮小分㍉翻せるとおよそ一鶴がの
運営費節減となる︒

る同様な研％の指響をしている︒

ついての仕聾か非精に増加してい

原子力委員会︵AEC︶委員長G 両原子力機関は︑近隼島速炉に
一九五山ハ

射﹄︑収穐期を

〜のコハルト60が︑周往へ出荷さ

シヘガイ七の照

れる雲助てある︒

表って十一月ご．り始め．勾予疋．ま

た最初の放射線没菌なとの加工漿

などと契約を砧び謄々と箪備中︒

務も外科川経ぼ禾メ〜カー︑緬翫

西ドイツ原子力船
順調に建造すすむ

一九六七年に処女航海に出る予

へいのコンクリートお込昂務懲に

とりかかる予定てある︒

間てあるので︑その後は︑どちら

英ヒンクレーポイ

められている︒

士の訓練はすでに二月一Uから始

この漸髪の揚翻は︑葦一ある・またどの船に乗る航擁技

推進W⁝の温み立は︑認識の中ご

ることを認めて46り︑虫た︑島速炉

・T︒シー議小ーグ氏は︑

の阜礎工粥と侮証して︑二次しゃ

ー・ハーン肖りは︑予州蝦9建造が
イギリス原子力公社︵AEA︶ しておりAECはアメリカにおけ
噛んでおり︑近々原子炉格納分器

の西ドイツの湶．†力藺船オノト
米AEC一英AEA・高速炉定で

情報交換協定を十年延長

施されれは︑一九六四隼以前の総一

これら写へての生産が完全に実

刀KWの減少となる︒

した生津縮小よりもさらに九＋七政窟は原年三千四酉刀励︑蠕虫の

KW台になり︑一九六四無に発表

ボーンマス︶の酒癖魅力はこ財力

この結果AECの＝気像拡散工ンの謂要が増加すれば︑この気体会礼︵AECL︶より四力キ議リ

ら一九六九年まで・︑碗ざれる︒

六〇％減︶は一九六六年の半ばかたことを強調するとともに︑将来

来の機能と地位の回硬に凹めるこ

のような誤解を一掃し︑委員会本

ている︒われわれは新委員会がこ

問準準なのかという誤解さえ生し

す︑二巴会は科学技術庁長宮の慰

力界の期待に蓄えるものとはいえ

醤の現状は︑委員会に対する瞳子

以上のような原子力委員会の運

は︑訓底期待できないと思われる︒

農のもとでの高度な開艶の遂行

この規定を生かす以外に︑現行制

設している食品蹄尉工場の貯蔵庫

えられている︒すな

びは停滞し︑毎年一般予鼻の増加

ように思われたが︑以後予算の伸

最近︑便用ずみ燃料政策の決定

について企圃︑立薬するだけでな

わち︑原子力婁員会は原子力政策

ない︒それには毬々の理由がある

員会に大きな期待がかけられ︑ま

艶・配分擢︑各省大臣への勧告甑二

をみると︑面諭円そこそこの原子

あるまいか︒事蔚折衝によって委

浪本灼な渓溺が必要である︒

児られ︑この点についてはさらに

シャム故射化学センターには曇勝

は炉内で使用する以上の軌窟ん一作
術糟報交換協定を更緬丁．勾ための

年に両三関かかわした筒感炉の技

K簸講璽謙鵬轍諜耀
欝鞠を一一月↑一日とりかわした︒

この協定では︑特殊な炉左証の

ているが︑非軍下用地上設置発電

許細および燃料製造技術は除かれ

か一方が潜㎜で逃懐しなければ︑

中止になるかもしれない︒

︑GC

る

重

つ す
を力で
本い鋼
蔑 し鉄
のまは
すくれ
あたそ

く

総合保険は

原子力委員会の
運営について
⁝愛知委畏畏のいう

自軍⁝ 原子力委員が交代し︑

く︑これを﹁決定﹂する機関であ

のもとで新 発 足
り︑この﹁決定﹂を総理大臣に報

展㎜な人選
することになったが︑励力炉開発
定篇をみない識ま︑いまたに店務

にしても︑それが原子力釜質会の

た半面その運籍に失望の声がきか

力予算の一括訊上によって︑反っ
とを希うものであるが︑委員会の

がある︒また各街大距への勧笛権

逆効果になっていると見られる節

あるが︑源子力開発には︑従来の

員会が自ら処理することも結構て

権威喪失を招いた原因は︑制麗自

しかし過虫十隼の間に︑これら

く︑予算の問題ではこれを行使し

限も︑ほとんど値われたことがな

ウランを一目しようという営図の

八千酉万励以上の運営饗が嶺てら

さらに20％縮小蛛㎝

米原子力要脚会︵AEC︶は︑所原型炉のすへての型についての

所の一U炉︵二十五力K

るヒンクレーポイント捺ナ力発電

B︺かサマーセノトに建設してい

イギリスの中央親電庁ρCEG

．あ肇は︑原勇の輩霜ント酌−送電開始
用についてのイギリス︑アメリカ

の女換はもらうん︑相互訪闘︑人

両政上間の双務協定であり︑情報

AEAはイギリス国内において

交換を求めているQ

一九六四年初めに発表した濃縮ウ 建設運瓢に興る研究闘発データの
ランの生巌縮小に加えて︑さらに
二〇％縦小をすると発表したQ

これは︑AECが璽窺謝画およこの分野で薫襲な研究開発を実角

材の交換も行なう︒この傭報交換

R︶は匿隻ご月臨界に辻していた

で害虫駆除を計画

中央アメリカで作っている果物

◇プラント安傘設蟹騙號讃翻部

ル⁝ブ換酎会を開催⇔

懲か刀災窃の闘慰点に闘ず為小グ

謹麟難繍講︑欄薮陰︐

なお︑この飛虫駆除には放射線

EAの技術援助那が実施する︒

同研究部の技術指導により︑IA

害虫の駆除および管理に関する共

七月から回2ご無難で︑両機闘の

謝画が実施されるのは︑今無の

に上るといわれている︒

ら受ける拙害は毎年八千二酉万が

のである︒この地軸では︑害虫か

︵FAO︶が共圓で実施するも

関︵IAEA︶と食糧農業槻構

れた︒この黒黒は︑国際原子力機

国連で薗万がに上る引画が認めら

万象雛墜3るため︑このほど

︸

一AEA︑放射線

りごろ送庵が期携されている︒

才華に棄しているので︑四月の終

十五力KW︑GCR︶も昨年ナ月

始した︒一方︑二号炉︵申しく二

か︑畷ムる二月十六日より踊込電レ奄闇⁝

から生まれる特許権についても︑
協定に定められている︒

膣墜澗

英政府︑原子力産
業の調査に乗出す

イギリスの労働党政附は︑非公

署

式の委員金を組融し︑同思の原子

欝澱職の巡転および解輯に⁝

繊維のグラフト璽含U中間規模
武窩槻∴︑慧・誕砿︷Ok静♪曜4丹︑艦輪

う愛称で広

オールマイティ

謝鱈の策定にか6んで︑原子力婁 告したときは︑総理はこれを鱒重

れるさいなので︑原子力開発のか

限が︑わが国の原．＋力開発の立ち

等を与えられてい．萄︒これらの権

策をちゅうち．伽なく決定し︑総理

べ一る望さ康よっている︒この例

なめとしての原子力委員会のあり

て難実に増加壕押えられるという
大臣に報告して給理の㌶任におい

活動を反映し︑その評価につなが

方について︑この機会にわれわれ
遅3／をとり潤し︑強力に開発を二

傾岡があり︑折角の予算細整権が

の瀦豊をのへてみたいQ
進しょうという懸図のもとに︑与

わが図の原子力委貫会は︑アメ

の権限は実隊にどのように使われ

リカの原子力委員会︵AEC︶のえられたことはいうまでもない︒

ような行政委癒会ではなく︑行政

聞発の推進にとんな有効な役下り

表bれてあるといえよう︒日日フ

れている︒

採掘されておらず︑CEAの鉱山
も最小隈の採掘にとどめうれてい
る︒現薩フランスで必肇とする天
然ウランは年間胸千五白岡といわ
れており︑これは曝㌻用も含めて
フランスの現伍の需要を求かな兀
る徽であり︑フランスでは現佳ア
フリカ諸国からのウラン原鉱によ
ってこれをまかなっている︒

い綿業組織に入3傷ることも考えら

び運用籔本をカバ⁝するだけの資

濃縮ウラン生産を

ランスでは民有鉱由のほとんとが

致聡髪§＆三遠競ー

購入して自国の沫採掘ウラン資源
をできるたけ温序しておき︑長期
的にエネルギー資源としての天然

生産部門を商業化
英AEA︑四月から実施へ
の運営は︑A薗の改組では何ら彫

の事業のうち︑生産活動の大部分

凝年度から原子力公社︵AEA︶ 響は受けないが︑今後この新し

イギリス労働党政府に︑四月の

「

たない踏間委畏会の一挿であ．勾．

ド当り四・三八がと見摺っている

とも伝えられており︑実際の販売

はわからない︒アメリカてはデニ

れている︒高濃縮ウラ︑．ゾ燃料の再

このような鋤きが出てきたの

処理を行なっているドンレイ再燃

ン生腔会社が長期にわたってポン

政府の計醐では︑この商業的聯

いない︒

ると発表した︒

を独立採算の商業ベースで実堕す

ト当り四〜血励で天然ウランを供

融通性のある販売都の設麗が熱望

は︑以崩から生産当局者によって

ソン社あるいはカナタの他のウラ

している天然ウラン五力ナをそっ

給できるとは考えられないという

ニソン礼とぬ接に同社が売りに出

くり二十五無閥にわたって購入す

デニソン糺とCEAの購入契約 新しい機構改革では︑まずスプ

料山型鷹揚︑コールダーホール︑

東子力鍾学研

され︑多数の兜学懸があった︒

践遭難撞駿壕瀞臨脇擦

現在︑スプリングフィールド燃

上になると見込豪れている︒

最初の五年闘でおよそ弟欝万冠以

ての経費と代読利予を支払って︑

ここから得られる利益は︑すへ

照千万運を冤込んでいる︒

行なわれているAEAの燃料製造定てあり︑現在その分として一轍

リングフ

金を独立採鄭のもとに二間する予
代の初めからはしめられる︒

が成立すれば︑供織は一九七〇年

ールド燃料成型工場で

業を行なうために︑固定資本およ

理工揚については何も発喪されて

る交渉を行なっているQ他のヨー

猛力をしている︒

しておらす︑沿そらく考慮中とみ

今度の取引きによってデニソン

られている︒

ールダーホール︑チャベルク獄ス

一方︑カナダのエルー3ラド社の 聖桑︑現在鷺力を生産しているコ

M藩

発表によれば︑フランスのモクタ

脚丼曳

の収入を見込んでいるが︑これは

一髪？尊︐ζ端書

鉱油会社は︑このほど︑CEAの両発魁所およびアイソトープ供給

宇

天然ウラン価格をポンド当り澱〜

祉では︑少なくとも四四五千万励

されていたためである︒

ロノバの諸園はまだ何の野点もホ

ユ⁝ラトム供絵機関を通さずにデ

し禽いを進めていたが︑CEAは価格がとのような値に港ちっくか

についてユーラトム供給機関と話

デニソン社は天然ウランの販売

翻りに出すためヨーロノパに顧客を求めていたもの︵．﹂ある︒

現寛総説三十万ゾの天然ウランをストノクしており︑この︸部を

ランを販売する交渉を進めてきたことを発喪した︒デエソン社は

同挫てはヨーロノパ愚頑と二十五年閥にわたって五力ゾの天然ウ

カナダのデニソン・マイニング祖は︑去る一月︑この事実を認め

を安く売りに出すといううわさは酢年末から絶えず流れていなが

人鑓に繰入する交渉を一汀なっている︒カナダが大黛の天然ウラン

フランス除子力庁︵C 封 A ︶ は ︑ 現 礁 カ ナ ダ か ら 天 然 ウ ラ ン を

ポンド当り五ドル以ドか

四■瞳

面に顕任︵したがって権限︶をも

窪
垂i

店

大正海上の住宅
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二十五年間に五万ト ン

口
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業活勤とするよう副饗しているQ

一

︸一︑算

︷

4 ︐

し

ノ

現在︑スプリングフィールド燃
料成型工揚︑コールダーホール︑

中部恥力会短の開会挨拶に始豪
磁北︑たとえば︑警報収集︑経

午後は︑放射線利閉開発上の聞

綜安全対策の一環として︑県内に

いことから︑関係者の間で︑放附

どで︑ほとんと見るへき施設みな

罪常災雷時における対搬や医濠な

施設があるが︑堪民の健康管理︑

茨城県には︑各種の大型原子力

茨城県

原子力医学研
究所の設置を

され︑多数の見学者があった︒

的な考ん方が必要であろつ︒

として腺子力については次の星塞

原子力医学研究断を設立しようと

の議が起きている︒

県知事の講間機閥である荻城県

原子力蕃議会︵姿資長︑渡辺鎚造
〃隙子力

の知製の諮

氏︶は︑昨銀ふ一月門門︑

医学の研究について

鄙会︵部会髭郡崎雅乙助氏︶で︑

問に応ずるため︑同職の蜜全対災
放射線安全鮒鍛の城塁的諸閥題

研究所の将来におけるビシコンと

もいうへき今後の研究のあり方や
運営体制なとに闘する円本的な考
え方を明らかにしたが︑さらに十
二月︑メンバ⁝を噺たにした協議
打合せ会を設けて換噂した結果︑
実現を見るに至ったもの︒

この研究会讃は︑所長が無名す

と共に審講を務めで

一方︑日本原子力産業会議の茨
城原子力開発協議会︵会戦︑渡辺
覚造氏︶は二月十三日︑原子力隈
学研究所設立調査姿員会得永戸市

の商工ビルで開催し︑設立の趣
旨︑業務内容︑経餐などについて
協識し︑その促進を図ることにし
た︒

この研究筋は︑放射線鷹学総合
研究所が塁礎的な研究を中心とし
ているのに対し︑臨康的研究︑県

民の健康蟹理サービス︑R工利用
の治療︑災七時対策を中心とする

もので︑水戸の国立病院の移転
︵本年中に新築して移る︶あと
を利用する予定︒設立の経費は約
＝癒二千二薫万円と見積られてお
り︑その調遵には﹁麟業団﹂の讃
立が考えられている︒

数が一年︶︑所畏の踏間に遣して
特別研究について次の二項を蕃議
答申するが︑広く所内の覗見を反

ている︒

映しての効果的な運営が期待され
①基本方針に関する瓢項②研

での他必要瓢項

究謝題の選定③その研究の実施
に必要な購項⑳

このため︑研究会議は現血︑昭
和四＋年慶から従来のプロシェク

薬学研究部長

離轡括礎研究部漫

＼

慧難唾
▽婁艮畏

泌黙り握響きれてい叩勲雛

江藤秀簸▽委貫

赤星二弥︑臨床研究部長田中
茂︑︵以下黒子一年︶化学研究
部長傍沢正実︑胴境衛生研究部
長渡辺博儒

外来研究員を募集
原研高崎研究所
本縦子力研究所高輪研究所で
は麗染騨からの昭和四十無記派．凪
研究貝の受入れを募集している︒

研究テーマは次の四つのプロシ
ェクトで期間は一年であ．勺︑

乱

︷

︷

ノ〆

も〜

男

7

し

カナダの食品照射
用貯蔵庫近く完成

2

h

カナダ︑モ︑．〆トリオールの工品

エチレンの高雛含聖駕閲規穰試
験挫躍の運転46よぴ解析に三犠
繊維のグラフト璽合怨中闇規模

実験に七名

試験笈娯・運転掲よぴ解析︑鵡備

トリオキサンの放射線璽合口申
間規嫌⁝試験雄霞・運転および解析

に四名

プラスチックの放射線改質翻プ
ラスチノク加工︑エラスチノク加
工︑食目㎜撮も殺凶にム各

込み先睡日本罎．＋力濫乗会議放射

日立製作所はこのほど原子力発

藁用X線綾麗で⑳ウラン締の変

線写頁撮影により行なう特殊工

するために社会心理学的な態梗で

今後︑発露炉の開発を能累よく

過穆︑心理学的問題︑櫓神の状

り上げ︑研究終れば︑発雌炉ハ．開

のである︒

−

甑は次の煙り①三角球

本蔽躍の主な特長

撮影法により燃撮要

暇研銑欝の技納指導により︑一−A

なお︑この瞥虫駆除には放射線

EAの技術援助部が実施する︒

ハ搬輝闘勘英瓢︷瓜︶は篇バ十七撰

による断章隻術が利謂される︒

︻

原子力災憲の問題薫に関する小グ

ループ検附会を關催︒

i主査福田節雄氏︶二月山ハ門口第

◇プラント安全設引研究計画郡一

二回部会︑二月二十二日第三圓部

会を開催︒プラントの安全性に闘⁝

する嶺面の灘娑韻究課題について

検討整理申︒次回は三月十五日開
催の予足︒

◇燃料蜜全専門日日会︵委員長

三編績氏︶二月一日︑第四圓委員

嚢

容を甜議︒また40館展委託共同研

評容限決走に関する試験︶につい

究︵事故時の燃料被二一のキズの

◇放射線障害防護薬剤専門縦貫

て群細計画を打舎セ中︒

会︵委員長石館町一ご氏︶二月十窺

第三回委員会を開催︑39無度共同

研究の実施状況の報憲と40暗躍盤

託共岡研究計画について検討︒次

◇放射線・プラント両度会合同

回は一二月十七日開催の予定Q

◇三月の予定三刃ニヤニ日第

懇談会二月二十七田開催︒

六回理瑠会︑議題①昭頽4Q隼度環

︵初年度︶任期満了に伴なう役員

業訓劇︑収支玉章の審議口②役員

武一氏︵日立製作所裂織

改選の件③その他
松野

日立経営研修所で︑心筋襖簿のた

から二時まで︑ついで三時豪で告

葬儀は社葬でぎ月二日午後一時

め急逝した︒六十一歳︒

放射贈によるフでル

−一Aーー

別式を豹なった︒

極が回転する大霊鑑圓転陽極X線

でルム送りこみ機械は燃緊要薬の

管を日立戊隙工揚で閲毒した③フ

放射能からしゃへいされた構造
で︑X綜曝射駒のみ膚動的に短時

いる④核燃照影素を正しく駈定の

間露出する田無撮影機梼を備えて

撮影位痘におくため支持機概があ
り︑その混作はホノトケーブ外か
ら遠隔操作されるQ

活発な動き始まる

雌蘭か始まっているが︑これも

近い浦劇甚で︑縣年来夏日職の

る︒原輿一り炉の建設．学泊地に

Vこの話の日本版か敦賀にもあ

と弛こ図れているからだという

昇し︑マスの成育か二進される

放熱で︑湖の水回か二一三度上

塞っている▽発電所の冷却水の

欝艶紅

するため︑従来の三倍の三重で陽

ムのカプリを少なく

愛︽から発生する高

に行なえる②核燃料

に精度よく︑能率的

長︶二月二十七日午鵤十一時二分
法測定がフfルム上 講語に出向いた千集銭我孫子絢の

粟の非破壊検査と寸

会開催︑39強度委託共岡研究の内

▽甲込み締切り薩L刀雪81日▽串
疑新と票

日立︑原研ホットラボに納入

聡用核燃科要素の非破壊検査遊磁

著しい酸化部分の倹出③マグノノ

形︑エンドキャノブの変化など②

核燃料要素の非破壊検査装置

封けを先了した︒﹇写翼︼

クス被覆とアンチ・ラチェノチン

を完臨し︑原研裏海研究所に据え

この装躍はホソトケーブ内にお

グ・グループとの接合状態④葡端

︸轟導嚢

畿

︵東海発羅炉用燃料︶の非破壌検 の熔接部の欠陥について調へるも

いて高放射性を有する燃麟護素

ご

題と変らなくなるたろうQ

〆
瞭

査とウラン難の各遡寸法測定毒X

ニウムの内部被礫に関する調査研・

ト研究を発展的に解消し﹁プルト

究﹂と﹁緊急時対策に関する調査

るため︑縫討を進めているQ
なお︑研究会蹴メンバーは次の

研究﹂のニテーマを設けて突施す
成され︑任娚は二隼︵最初たけ半

尉線事故とちがった安全性︑公癌

また原子力については絹神島虫

が︑数学的な世界と人間の精神灼

パブリノクリレーション︵PR︶ の問題が大きくとり上げられる

などを考える揚禽①社会心理学＠

⑬精神衛生などについての知見

なダイナミノクスとの中間がカギ
な安全性が解職されても︑何箏も

地域社会を理解す○ことが必安と

態︑土物物理学購な交題などをと

か必裟となってくる︒

う漢くいかないというのであるQ

地域社蒙の

ィ︑−Q︑モチベーシコン︑学年
この原因は核兵器に対す．萄リアク

なる︒そのためには

となるQトラノキング・スタデ

へのりアクティブに変えることが

ティブな覇神商を原子力平和利縦

に積極的

発するにあたってかなり亙旋的蟄

魂得

参加することが大きなポイントと

日本は原子力に溺して緻感であ

原⁝◇補究湊負会︵再製長矢

安⁝近の動きは次のとおり︒

福ｭものとして翻口い▽とこ

を地
るが︑この問題なたたマスコミ︑

木栄氏︶二月十二︑十三の⁝即日︑

水猷の上昇を期侍したもの︒

ジ諏︑ーナリズムたけにまかせてお

大磯アカデミーハウスで鋤六回委

たため︑今肢は立退き補償が問

協⁝原．†翼翼全研究讐あ最

くことはよくない︒今後︑原．†力

艮会ハ痢催︑昭和四十無農の礁業

題になり晒てうたという︒捕角の

原子力の半和為重利用

についても一つの公冨難題として

活動方釧なとを審議︒次回は三月

◇放尉線障態防止構究謝岡陥会

十九日開催の予寵︒

考えるへきである︒

鴉ができると思われるり

できないので︑その結果フラスト

eィスケールとして無題をとり

勲利用への池筋を翻識し︑コミュ

とくに原子刀開発においてはヰ

レーシコンが45佃のではないかと なろうQ
考えられている︒

これは精神衛生︵メン曳ルヘル
ス︶の里子てもあるが︑社会心理

一力︑将来核分裂鷹男物︑旗振

上げることが亟要である︒

発翼翼開発に購制した難題として

放慰能︑臨界超過誓書などが重裟

るたるうが︑これは︼艘の公讐臨

社会心理学的アプローチが研究さ

学的な要莱が多分にあり︑今後︑

と

性格つくり

単科をいく6上げてb︑肉体附

理状態にあると報告されている・

楊内で働いている人皇が特殊な心

たとえは︑オークリノジでは職

人間工学の閾鐵があるQ

る議長一名と五名節不の委員で構

また︒

RI慰用関譲機黙の展⁝蹴合も併催 とその殼策

カーペンハースト気体拡敬工楓

蜀

チャペルクロス両発好所︑アマー

▲ム

およびウインズケール再処理工場

一：

入阪の 科 学 話 術 セ ン タ ー 大 阪 国
り大阪大学名営教授茂照協三郎氏
済性︑重婚管理︑技術者養成︑各

な運営を図るため︑一葺

・放尉課障賓防止盆画懇談会は二

︻︑放射線陳害とは無関係に︑

識獅

な闘題としてクローズアノブ慧れ

原子力発電所の闘題について放

ろが何偲とり違えたか︑県では

をぶちこわさぬよう︑

藁港矛意地にこの震殖を四二し

共存

格別のお骨折りを⁝︒

︑6

︼ワノ

ニ﹁

率

二﹁

︽離

清水建設株式会社

麟陶
き
鰍甥

箋難鋒錘に難郎フラン委讐
ている︒看た︑フランスではポンン入手改策は︑安い芙然ウランを

一＝

戦

関西にR1貯機関を
談会の主催により︑三月四︑五口の両U開鯉さ

﹁放尉細利用促二二議﹂て︑源庄中部蹴子力懇

障害防止法規制に意見続出
放射糠利用促進についてのこつの集激りが臼
本猷子力戯莱会識の︸催で聞かれた︒一つは原

配関画振子力懇談会による弟三回アイソトープ れ︑王子製紙︑日本車回などか・2放射線刊用の

機器妓置の紹介があり︑就いて放尉線利用開発

使川機鳳町緬懇訣会で︑関曲池力で実際にRI 現状と兄旭し︑神戸∫ゑ︑日日製作所などから

を便用しているt螢機鴎の閃俵蕎か参加して︑
上の間慰について懇鹸した︑

際サでエ ン ス ク ラ ブ で ︑ 三 月 二 日
の﹁内外における放射線利用の現

た︒なお両時に︑別室で放射線・

種届嵐手続などについて懇談し

ともいうへき

午後開か 汽 た 第 三 回 ア イ ソ ト ー プ

原．士力局アイソト⁝ブ課長市瀬輝

状と将来﹂の特別講演︑科学技粥岡

小アイソトープ会 議

翻万⁝︸回︑汰阪て開催されκ︒もう一つは︑名

出屋の

方の主な放射綿甲用機閥の壷圧
雄茂の﹁行政面から見た放射線の

新しいビジョン確立

優用機関 連 絡 懇 談 会 に は ︑ 関 趣 地

縮︑那︑ 課 長 級 六 や 五 名 が 参 加 し
和用開允について篇︑原産放射線

本玲両︵︑︶︑翻二κ木材︵株︶か

の諮閥機関としての研兜会騒を設

月二十七日︑渠ゑ庇ノ門の教薄会

原子炉の冷却材︑しゃへい材︑制

検函委員会で最終報告を決定︑岡

放医研研究会議メンバー決定
放附線医学総含研究所は︑特別

ら放射線利用の炭情と今後の見趨
置した︒特別研究とは︑大規模ま

研究や︑早憩に解決を要する研究

たは璽点的に推澄する必要のある

などで︑この研究会議が審議選定

四二日日には︑放尉線麗麗機

ついて︑神戸工業︵株︶︑︵株︶

放医研は昨年十月末︑將盗聞画

究をいうものである︒

し︑所畏に答熱して決竃される研

理学竃胤︵株︶から解説があり︑

ρ株︶日立製作所︑三巽陶曝︵株︶

置注製作所︑廉と放射線︵株︶︑

器︑応用機嵩藪鼠の極溢と用途に

しについて紹介が勧なわれた︒

日所長

︵株︶︑名古屋市工業︑孤弱所︑日 研究として実施する研究の効果的

︵株︶︑住友亀エ︵株︶︑中部電力

戯があった︒午後は︑エイ製紙

わける放射線開発の動向﹂の講

開冗課長宋綱一郎氏の﹁わが国に

た︒

原肥の 辰 励 線 開 発 課 長 末 綱 一 郎
氏の﹁わ が 国 に お け る 放 弼 緑 制 用
開発の現状と舷業界としての今後
の推滋ゐ簾について﹂と科亭技爾
庁旅〜刀磨のアイソトープ課艮巾
瀕輝雄氏の﹁放樹線刈用開発推尼
政鍛の最近の動向について﹂との

末綱氏はRI利縦の経済効果を 口

講演に引きつづいて懇談したが︑

て届介し︑開発推進上の悶題とし

本わよびヨーロノパの実例につい

てRーセンタi設置健進︑鯛網 研
への協力︑放射線障警随止法改止

などを捕刺し加︒市瀬浅は昭和四

十年度予算を中心に解説した︒

社会心理学のアプローチを
勝沼氏講漁公衆衛生面からみた公害対策

館で闘かれ①公衆衛生面からみ

御材︑至孝材なとに便刑されてい

種を裾えてはどうか③放射線によ

聖繋
緯∵瞬

れることであろう︒

1︾松編
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麦
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費567◎霞§雪曇

聞

業

力
子

原
講激後 の 懇 談 で 取 上 げ ら れ た 煮

な闘題は①関西はRI生吐炉か ら

用に不刊たが︑大阪に圏公立のR

離れているため︑短謁命RIの刑
ーサ⁝ビス機関を作ることを考え

た公害の対策︵肪沼駆雄粟大教

る物買︵たとえはナトリウム︑ベ

いに発展すQたろつQ今後の問題

続が復翰︑取扱憲任者試験が蟹か

授︶②迦性配置と入間工学︵大島

リリウム︑鉛など︶を入体が吸収

原子力安全研究協会のプラント

しいのでやさしくするとか︑第三

正光東大教抜︶の講演が行なわれ

てはとうか￠陳書防止法の隔子が

る障轡防止闘係には︑いくたの関

た︒勝沼晒雄山の講疲要旨は次の

嚢びしすぎるし︑届出︑許認可手

片間の連絡改善や法焼の一本目が

して危篭佃おこす︒この間聰につ

連広規があり︑規制の瓶複︑各省

とおりである︒

原子力の安全性について嘱える

望豪しい︑などであった︒
名四歴曲工会議所で︑瓢一月四︑

場禽︑除子力平和利用を原爆爽験︑

二︑燃料羅馬では︑亜金属とし

いては写料も少ないので地昧な研

五の両賑開催された﹁放射線利用

原子力潜水朧隅田などのデータと

てのウランの方がはるかに生体に

究が必繋である︒

促進会議﹂には︑中部地方の関係

同じ方法でとり⊥げるのは庸違い
．で︑これは基庫的な問題である︒

者のへ五画八十四名の滲加申込み

加える危害が大きいと思われる︒
三︑人閥側の間題として肉体的

があった︒

なことより心理学的な面を含めた

瞬艮懇懐・4

甲

雄

康

水

清

＝＝

今後︑発醒炉の開発はエネルギ

就

ム訟

￠r

ー部分の大きなパートを占め︑大

で．
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播州加盟は平入ヵ国恩翻

ムは衆知のとおりEEC参加の六

同体︶との関係である︒ユーラト

まずユーラトム︵欧州原子力共

プロジェクトには自由参加
臼本隙子力研究翫︑日本腺チ力堪盆︑日本原子力産柔会議共

催のENEA︵欧州原子力機関︶事務局長E・サエランド罠

の講撫会は︑三月二日午後束蒐丸ノ内の臼木工業侭楽那で開

には︑E藪EAの活動の紹介として有愁涯な講激闘であった︒

る︒

あり︑経費の四〇％を支出してい

示しているのはドラゴン謝翻で

ユーラトムが最も積極的な姿勢を

としてENEAに加盟している︒

位ではなく︑ユーラトムを一単位

い︒ユーラトム加盟囲は︑⁝国単

トに支出するし︑盧臨参加ではな

でこの資金を研究開発プロシェク

本部へ集中された後︑本部の甥断

と異なって︑分担金はユーラトム

のプロシェクトへの自由参加方式

かれた︒つい一週闘醐にENEAの準加盟圏となったわが国 二 圏 て 形 成 さ れ て 隔 り ︑ E N E A

おりである︒

演題は﹁欧州腺子力機関の国国について﹂で︑概婆は次のと

ドラゴン等三計画
重要な核データ交換活動
確保ならびに外貨負担の増大の
鴬NEAは︑一九五八年にOのE

CD︵欧州経済協力開発機構︶加 画題が︑各国の解決すべき狐要菓
盟国十七力困によって設 立 さ れ

項となっている︒これらの問題を

聞
にともなってENE点の加盟国数発の震襲性が認識され︑開発刮画

電炉は︑羅気圏力二百万KWに達 加盟国との冠雪を強化するという

階であるから︑その後の発展はす

原子力婁艮になった

﹁はりきり屋﹂が習い性になっ

てしまったというが︑元来は学

したものである︒岡炉は昨無六月

あるが︑アメリカのブルソクヘブ

ここは梼データを集償する所で

ンのシグマセンターとの協力をは

から払いており︑現在︑躍気出力

イスプラの計算プログラムライ

かり柵報を交換し合っているQ

は二万KWで︑ホノトランには入
っていない︒この副圃で最もカを

入れている点は︑ハイパワーにし

タ瑚鈍センターは研究センターで

ブラリーとサクレーのゆ性子デー

究肌︒報答鞍などの数宇は︑納
得いく藻で確かめるという几帳

た將の最も適当な燃料要素を開発

むとうとしのすけ

することにある︒これは︑今後︑

武藤俊之助
面さをもっている︒混血圧にタ

この型の甥を開発する常闇に役立

どいる︒

囲の技術を理解した人が約十名ほ

はない︒科学センターで︑広い範

バコがいけないと興さんにいわ

るか︑冷却材︑ベリリウムが汚染
された石動︑どうしたらいいかと

ではドラゴン計幽は全面的にUK がどういうふうに反応するか︑照

れた︒ここでは炭水化物と放射線

のザイペルスドルフでとりあげら

研究しているが︑最近︑ウィーン

研究プロジェクトに食品照射の
日本にとっては大いに翼味のわく
滋藤と思うQたとえば︑嵩温︑謁 悶題がある︒数年来︑果物︑ジュ
．放射線下での黒鉛はどう影響され ースなどの照射試験をグループで

点を多く持つ半均質炉を開発した

縄

つであろう︒ドラゴン炉との類似

れると︑欣然と節煙するほほえ

導る体制が必要た︑現状では原

がプロジェクトに富由に参加で

大学の協力については︑学者

よう︑という︒麓業界の富由麟

という考えは戴

争もいいが︑い謹の段階では協

﹁芽先生に引っ張り出され﹂

論物理で︑とくに固体電子論の
分野では日本の草分け︒この三
翔に住ひなれた東大物性研究所

研のような所へ出向して︑ある

だ

期間研究に集中するわけにいか
ネノクの一例

いうことも研究している︒行政面
知の要累が多く︑失敗をくり返

という︒また原子購の開発に未

ないのも︑

を疋年て去り︑粥勤の原子力聖

けない︑と︑なかなか厳しい︒

餐として山場を迎えた原子力開
発に取り息むことになる︒

新旧原子力委貴の融送迎会か

九大理学部へ少壮教授として赴

研で約十年︑昭和十四年綱設の

昭和三年典大物理を出て︑理

漏していた︒

て予舞を組む必要がある一と摺

年くり返すのは憩41長期計画 された形式をとっている︒法陶な

ら帰った武藤さんを研究所にた

酎食品が実機を持たないかという
AEA︵英国原子力公祉︶に婁託

ずねると︑﹁まったくの素人で﹂

任︒ついで戦後の昭和二十一年

女︒テニスが好き︑六十醐り

︵SK︶

べる︒

にとって腿味があるものを二つ述

次にENEAの雲間研究で臨本

としてとり上げられている︒

海沿岸請園にとって蘭榮的な画題

食品照射については実除︑地掃

と現在︑研究中である︒

以外のもので早く分析できないか

がかかるので︑逸NEAでは動物

ているQしかし多額の費用と時間

ウサギなど︶に食へさせて研究し

に照射したものを動物︵ネズミ︑

ことは大へん難しい問題で︑実際

サインもUKAEAが行ない︑と
こくに照射需要が安全たという
のような点は新しい圏除機関とい
う繭で宇ぶことが多い︒ドラゴン
讃画には多緻の買金が投下され︑
一九六四年宋まで総顧二目五十六
万彫にのぼるが︑土寒︑建築擬は

これは︑ノルウェ⁝猷．コ力研究

︿ハルデン計画﹀

イギリスで講達している︒

ランダの竃馬中観予束炉︵MTR

に関する契約を結んだQ濠た︑オ

EL⁝4の便用ずみ顔料の再処理
口ヶミノクは︑再処理の結果︑プ

しなければ無効になるが︑建造の

発注がこのような状態にあるので

北海は大西洋にも面しノルウェ

演題でその影響を倹討している︒

放射性廃繁物を北海へ投棄する

保健と蜜全性の闘題について︒

ウェ⁝デンのアトムエ不ルギi会

流撮譜︶楽入れ︑原．＋炉稼動中の

炉申にいろんな測機器へ温艮訊︑

最近︑轡料テストの訓画を進め︑

千二白力ザで︑へ宵三脚である︒

る︒一九11へ年からの内貸額は約

てて︑いつ必要になるか分らない

計画のようにクループで謂薩を立

たとえは︑ストロンチウム90と

がその可能性を研究している︒

コードライブラリーは政尉からの
わのだけでなく民間の閥発したコ

セシウム蝦がある︒象たネプツニ

を照射し求ロニウムをつくるなど

と躍にかえる︒ビスマスに巾性子

に中性子を照射してキュリウム郷

もう一つの悩撮センターとし

①月末網目証を受ければたたち
に本格運転を始めて六月末豪で

蟻遜譲茎

て︑フランスのサクレーに中言†

ドの檎報交換を行なっている︒

EAに参加し︑相互に除子力コー ニウム翻をつくる︒アメリシウム

・弛コードセンターがあり︑EN ウム脚に中野子を照射してプルト

一方︑アメリカではアルゴンヌ

ードも蝦報交換する︒

果している︒もちろんイスプラの

る︒これは︑アメリカのSNAP

アイソトープをつくる研究があ

最近の研究対象に特別なラシオ

ついて講へている︒

海水︑爆睡物など天然の放附能に

般の人にどのくらい影響するか︑

現在︑聡蒸した放躬性物質が一

る︒

洋学的な颪から研究をすすめてい

るのでこれらの講國は協力して海

イギリス︑フランスにも影響があ

り︑炉の黙出力は二力KWであ ー︑ドイソ︑オランダに閉守れ︑

る︒現在ノルゥェ⁝で運転中であ

雅川︑R工の鷹雌を隠的としてい

の研究で︑蝿糾休工学試験︑照年

の共同によ・Φ沸騰重水炉の動特繊

擁︑スイス政桐︑イギリス氏E去

チ力委︑デンマーク瞭チ力委︑ス

所︑ユーラトム︑オーストリア隙

ルトニウムを取扱うことになるか

タイプ︶の使用すみ蝉料について

て︑あらゆる種類の燃料処理を可

かかる船揃を今後各圏と締結し

えた麟際機構で運欝両5一るが︑杁コ も処理する協疋を結びつつある︒

ら︑闘違いがないように政腱をこ

総会が政府閲の協議と乱し内容を

能にするため︑現乱研究が産めら

もつので︑この点に関する危溢
ノクの建設に均等な機会が与えら

除かれる︒加盟属は︑ユーロケミ

︿ドラゴン計画﹀

れている︒

という特典が与えられている︒再

れ︑供給機紡は関税が免除される

﹁

燃Uの変化なとを研究している︒

廃棄物の海洋投棄

する情報を提供することを園的と

得て研究開発を促進し︑これに旧

炉の設甜建設および運転の経験を

同実験d画一．︑あり︑高温カス冷却

研究所の高温ガス冷却炉による共

もので︑イギリスのウインフリス

これは一九蚤九無にはじまった
処理工揚の醸的は建設過程で︑参
加国がプラント碓舷の融験を得︑

さらにプラントのオペレ⁝シ誠ン
の教脅を得ることが酎隔てある︒

たとえは︑建物の建設について
は出力国の代表が仁山って各々の
施設を作っているのたかり大きな
園難もあるQしかしなが凸︑こう

して最初のENEAの自主的な建

イタリアのイスプラに原子力副

特殊アイソトープの開発も
騨プロゲラムライブラリーがあ

の意味からユーロケミノクが加盟

設休制が生れてきたのである︒こ

ーロケミノク工揚の建設はほぼ完

国に与えたメリノトは大きい︒ユ

る︒

窮所の

︾

ことを分析している︒

予騨予算を毎

と前早きしなが6︑明治以来の

掛大物性研の設立に参艘し︑茅

すからといって

必要たが︑それより研究開発の

原子力発電のキロワノト謝画も

所長のもとで所長代理︵のちに

イミテ；ション耕撃論を一席︒

鎗点を国策として決めることが

所長︶をつとめた︒つぎつぎに

浮管は冨士子夫人と一男三

大切︑そのために一部に遅れる

組織作り憩したまわり合わせで

は株杢総会での識決事項は︑政尉

閥の協議と同じ縞果となる︒ユー

部門ができてもやむを褐んでし

ユーロケミノクは︑一九血粍年
に︑西欧十﹂．一力圃の出蟄で売立さ

れた参加各圃の凶内法に墓つく国
際的な歯式会社であり︑国除法野
選の方には特に興妹があろう︒設

次にIAEAとの関係である

めに︑加盟国の共圃出資でこれを

ができないという見幽しがあるた

各国が再処田力掲を建鼓すること

立国的は︑一九ヒ○庫までに加盟

が︑IA獄Aは国連の下部機講で
あるため︑他の下鄙機関における
と事様に︑先進田と後進国との関

となっているので︑工業圃で結成

係︑つまり技術寒寒の間題が中心

一出当てる

て︑学界から武藤原子力目撃が

，1

ましさもある︒家鷹的な人︒

「1

調が必裟ではないか︑性急に

μ

殺生した︒武藤さんの専門は理

擁

■「

実現することにある︒株主は十三
されているENEAにおける課題

8Aとの仕郭が璽復する分野︑た

の閻題などは︑双

て︑隠滅を可能な

方で署長を締結し

限り避けろ鍔力を

最後にENEA

了し︑現血コールトテストを行な

開発したものが他細にも恩態にあ

ここはユーラトムのイスプラ研
年中︑盤託再処理は明年から⁝開始

っている段階にある︒試運転は今

される︒餐墨は︑一望当り整然ウ

た所である︒そのため各闇で闘発

ずかれるようにとの園的てわかれ

瓢を毯加園にのみ樹報として流す

した懸子力コード巻嬢め︑その資

繰る罵りており︑一国の

ニ酉♂畷で︑隔濃縮ウランの魯智

ラン三五〇♂μ︐︑低濃縮ウラン

識も酵龍となるように︑設備を改

疇

選￠ぷ︸や綻撃嬢して欝欝︷

良することが決められている︒畿

●畔△

ll夘
、！メラ

幽「

ENEAは︑薦目引鶴の申で︑ ︿ユーロケミック﹀
ユーラトムに参加していない国の

し︑一九七〇年までに︑頓気出力

西欧各国で現在稼動している発 墾間や︑ユーラトム加盟国と非

が実行されているのである︒

設立の闘的は加盟国が協力して平

に巨水が輩加盟国となっている︒

れは︑その時点における全発電設

千衙万KWとなる予定である︒こ

ばらしいものと考えている︒

役写りも挺っている︒

盟圏内の技術者の教育をも行なう
備谷磁の二％に相当し︑全消盟鍛

Aの研究開発のプロジェクトに対

約されよう︒鯖一の特微はENHろは︑まだ原子力騨発の初期的段

力騒の四％になる︒ 九七〇年ご
E N H A の 特 色 は 次の二点に璽

こと に あ る O

和利薦開発を行な︐？こともに︑加

欝式加盟圃であり︑米︑加︑ならび

は増加し︑現在は⑳欧十八力国が

解決するために︑各国で原子力蘭
た ︒ そ の 養 O E C D 加盟国の増加

新

業

力︒

原
済的条件やエネルギー箏摘が異な

業が主体となっている国なと様々

凱クトについて紹

の研究開発フロジ

介しよう︒堰要な

などの研出も行な

︸

2
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ENEAの加盟国は︑各国で経
とはおのずと異なってくるQEN力国の故瞬であるため︑実際的に

して︑加盟臨は謬加を強制される
ことはなく︑簾盟嚥が必要と判断
したプロジェクトに対してのみ宮

もきわめて翼なっている︒原子力

曲に滲弔すればよいことてあ．憩︒

節二に︑遠精の飼際機関とは異な

ている炉型も異なり︑さらに麗発

開発の規膜たけではなく︑指向し

っているため︑原子力隣発の諭画 とえば蜜全墨輩

り︑狙織の規痩がきわめ て 小 さ

体鵜についても︑政膨が主体とな

く︑組織の中心である中央婁貞会
の人数も五十⁝六十人にすきない

である︒しながって︑各国にとっ

っている国︑罠本のように民闘企 している︒

臼 その下部機携として︑プロシ講ク

て判子力開発が璽蟹であるとして

ことである︒中央八目会の他には

5 トの妥当性わよひ成果の検討を翁

も︑同じレベルで画一的な参加と

ものは①ユーロケ

3 い︒財政規横も小さく︑加盟幅は

いう方向をとることは︑含理的で

電 なう密糧の委鍛会があるにすぎな
葺 運営敷として︑年間六十力炉熱度

ミノク再処理工場

O の分拠金を賃担してい．船たけであ
4

②ドラゴン刮画③

出騨コードライブ

つであるが︑鍛人

この留味でE聾EAのあリカは︑ ハルゾン瀦劇の三

思う︒

現状に台つた最良の方法であると

西欧各剛のエネルギー麟構は︑

る︒

きわめて田本と類似した状態にあ

原箏力機関との閉係ならびに租格

︑灘輝

つぎにENEAと他の圃際的な
ラリー︑食品照射

る︑すなわち︑エネルギー消費緻
は年灘七％の押びを紬けているに
もかかわらず︑身内のエネルギ⁝

緊羅譲畦︐謎︑

昭

和

加方法が嚴も妥当的といえよう︒

はなく︑むしろ翼軟性に常んだ参

譲舗総醜攣葎

…．
「

建設牢のユーロケミソク再処理工場

儒「，f＝
σ＝
＝儒 ＝

置1

畿海里曜羅蟹1難謡嚇鵬就撫

7 ぼ 纒 ，壽 0』＝野
岬 繍「9

曝
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蟹塁314署
銀器i郵便物認

産

子

1年：分前金200円
苧

思う︒

譜郷コードライブ

われている︒

ルドか

㎜などの研究も行な

つぎにENEAと他の團際的なラリー︑食晶照射
原子力機関との閃係な・一2ぴに催格

の違いについて述へる︒

恁恁ｮ鰹擁蟻義懸

委員会運営に新風を
耀長期計画 も 見 直 し た い

が

サ

欝

に次いで愛知原子力委員長と有沢蚕撮長代理から今後の原重力委風

理会の運営方針について説明があったQその中で層沢委員長代理は①
代従来翼務鮒たといわれた原子力婁員会の運営を反興し︑目口利用開

艶響礪憩韓歯型鰭燦胆躍肌館藍務
鰹判・響て行詰い②攣目開発利霧・幽の見薩・︑葦い
たい③個人的な考えたが︑核燃脳供給の自立体制確立の方鍛を樹立

上が必要で︑これから研究する⑬

したい︑とぎわめて積換的かつ注明すべき発晶を行なった︒
設︑新しい核燃料の戒型加工の開

料洪給の螢立体制の確立といった・

度の入札にも応ずる斎がなかった

原船事業醐はさきに行なった再

困難な状態になったQ

無度内契約がきわめて

業圃の第一船発注は︑

日本原子力船閲発難

この具体酌撚置としては︑暁日

ーで︑わが国のエネルギー政策上

の畷をともに生かし刷るエネルギ

発電は低廉と安定供給という二つ

が一砿出つくしたので︑今後検討

各委員から

就業部会︵W⁝会長堀越偵⁝瓢氏︶は

通閥雀の配業構造富三会原子力

艮の司会で討親した︒

燃料問髄などについて︑堀越部会

と関係覇業の基盤強化貝俸鰍ゆ核

の検討⑭機器︑桐君の国麗化推進

う髭期見通しの再検討︑開発体制

S謎畷で︑縄灘縮ウランの再処
た所である︒そのため岱園で開発

ドの梼綴交換を行なっている︒

一

護

ダ

⁝滞︸

と躍にかえる︒ビスマスに脚二子

に窪警蜀・てキ・リウム些

サ ︒

丁

9

年一月まで続ける︒この間にパ

︑

を照射し沢魏ニウムをつくるなど

①月末含格証を受ければただち

O

もう一つの傭報センターとし

噸

て︑フランスのサクレーに中性子

セ

した搬子カコードを集め︑その講

〜

料を滲加繍にのみ詳報として流す
ゆ糟ゆ謂乙

理も可能となるように︑設備磨戴

︑

良つることが決められている︒最
︶e︑

に本格運転を始めて六月來まで

とみられている︒しかしこの法的

の装荷とパイルオノシレータの

②その後約ニカ月間で国薩燃料

ーバーホールする︒

④来葎二月初めから約ニカ月オ

なければならない契約とは国と購
業園との契約を指すのであるから
発注契約は四月以後になっても箆
支えないとする論もあり︑現在那

対して︑関係径界はきわめて強い

業団の嶺面するこれらの諸問題に

五月ニや七日墾酒︑二十五日原

五月下旬・原子力委員会の招きで
さる二月二十二日訪日を伝えら

ﾍ委贋∩Aム訪⁝隅︑一一十︷パ三隅鳳研

延期になったが︑五月二十四日か

テリーリ氏は︑当時大臣が病気で

▽カルテリーリ次官略歴

原産と懇談︑二十九日野田︒

二十八日吏京近郊の工場見学後

訪聞︑二十七日目脇︑原負託悶

れた曲独科目研自省次富W・カル

ら二十九臼までの予定で来訪する

会の招きによるものだが︑氏はと

があった︒この来訪は瞭電力委員

力雀に入り︑原子力関係菰津経

で法律学轡攻︑五七隼水力原子

る︑六十三歳︒ミュンヘン大学

〇一無ハイデルベルクに生京

一九

むねこのほど原子力委鍛会に通知

くに﹁一般エネルギー鼓楼巾に占

通麗の竣工農書を受ける

める原子力発電の地位﹂ならびに
︵3PD況︶が︑ゴ一月六田から逓

済局長︑㌍経て潜戸︑しハ一二年科学

等すれば︑同炉は正式に発躍所と

いた原子力聞発促進方鎌﹂につい

機開運脇委員会嗣議長︒

研貌省次冨となる︒欧州原子力

希望している︒滞在中の日程は次

て︑わが剛関係者との意兄交換を
倹査は十五日におわる予定であ

のとおり︒

平田重氏へ原研動力炉開発計画

部︶バソテルメモリアル・インス

椿町点を明らかにし︑今後の原

を派遣するため参加者を募集し

て︑欧米に

旬︑腺子力開発十周無を認諾し

おりである︒

︐行く人・来る人・

して羅可されることになる︒

魔省の竣工倹査を受けているQ二

日本原子力研究所の励力試皆済

﹁政肘と産業界の関係に距点をお

式な発電所へ

JPDRが正

関心をもっているQ

西独科学研究省次官来日

解駅については︑葬度内に完了し

③九月初めから艶紙を始めて来

しなけれは無効になるが︑建造の

を行なう︒

イルオノシレータでの実験など

撚・兀樗レ僧両3瞳の窃

発注がこのような状態にあるので

試験をする︒

欺ける︒この間プラントの特性

転＆予箴一の建燈蟹は︑葬籔内に契題 ぎのように予躍している︒

り︑無二内契約はほとんど不可能

何らか特別の窪川を講じない限

近訊i灘ケミノクはフランスと︑
溜り鰯欝醐が雌てい︐憩ので︑蟻速繕醸脚

を出したい︑と述へた︒

原子力委の定
例会議は木曜
運営規則を改正
メンハ；の一部更新後続の原ぞ

議聯遅営規則の一部改正を審齢し

力婁員会は︑三月三臼午後開会︑

た結果︑これまで毎週水曜瞬に開
いていた定例会謙を︑三月の第四

ることにした︒ついで担三針填の

週から一日繰下げて木曜に会表す

担当していた重力炉開発懇談会の

変更について審講︑従来兼串民の

座長を有沢氏が︑プルトニウム専
門部会は駒形︑武藤両委員が︑原
子炉蜜全幽門部会は諸国委員が抵
当することにしたQ

があっせん

るが︑合格後のスケジュールをつ

罰 一士藷

子力船開発に役だたせることに

除産サービス勧業本郡︵函嶺

て行くとのべた︒土屋委員は︑今

国の研究開発には績顯的に協力し

がないかどうかなど坐さかせてほ

一A−−
壇日三日︒

技術援助で来田していたが三月十

研究所麟所長︶田際原子力穗関の

J・ジュプラン氏へ仏ランウム

をするため三月十五日雌発︒

ウム︒リサイクルの炉物理的研究

ド研究勝︶で二一重重︑プルトエ

スウエスト研究癬︵露国ンフォー

テチュ；トのパシフィノク・ノー

ある︒

ている︒この視祭團は︑これ豪

洗野︶霜晶直通五〇一局一〇
六一番︒

なお原舷ではこのほか︑蹴力

内でインプルーブする二方式があ

で︑八年朗
り︑メーカーにも落盤はあるが︑

虻侮が健されるが︑麓力の蜜定・

といわれてきた

経済供給に合致した国舷化でない

勝手に行け

獲成時代

のか②搬子力発賎は絶対必要たが

のたし︑当分これで行きたいが︑

に

プの築約化問題は︑メーカー側
各社が糊々に軽水炉を作るより︑

たが︑磁力側は︑一一︑三号機で国

使用者の態展がより露要︑とのべ

は現在は

と纏め︑その経験を利驚

に対し電力側はω公式決定機関は

すべきではないか︑と発想︒これ

と困るとのへた︒燃躰闘聰では土

四号

原竃に人と金を集中して︑三月︑

堪源開発調整格議会たが︑中央蕊

屋委員が核燃料が鯖二の

常任理竈会企画部会︒事業本部
財務委風会

二十二日午後一暁

経営委展会十八日砒午原艦

開発計画餐蝋会謡村那会陰門

半工業クラブ

醐発翫薦・発躍推進合同幹聯会

委鍛会十八日午削十時原配

十七

一一十田雄前

原子動力講習会打合せ会

＋九日比午原証

R1会議猿隈部会

日午後一時原証

二
＋四脳正午原話

第﹇⁝園一A巳A対策幹臨会

十時原酎︑二十五臼午後一賭原滋
料の国薫化には︑ユーザ⁝の態度

原子耳糸研究会 訓装制側グル
ープ十六日4後一時旅腔︑炉心垂

しいと要望した︒機器・材料・燃

が箆本たとメーカー側館員は主張

メーカー韻士の懇談会では︑改

後の受注予想や今後の赤字に心配
社の講醐はオーソライズされては

化することを恐れるとのべた︒

石麹
いない︒強暴欝や原子力婁員会に

した︒

は説明している④今後鳳子開発塩

延めるへきたとの慧兄が︑メーカ

良転換炉關発は国がセ休となって

！プ闘士二日午後一時原就

時㌻原曜︑樽処理勝義物処蝉グル

雪グループや七田午後一時些些︑
原チ炉友田グループ十九 午後︸

が臨分向身で証験することが絶対

達絡をとって百くこととした︒

員会が無理毒如めるので︑密接に

なお︑帳燃U政策は︑原．†力委

を本門化さセるには︑各握力囲池

必要︑とのへた．機器︑燃糾の国

題力会社の嚢面の原子力発蹴翫

な闘題はおおよそ次のとおり︒

画について︑土屋委員︵中立一1鉱

力会社欄袋員との懇談会︑侶︑十二

懇談会を︑いずれも東涙大手町の

ー︑中園田みの叢叢かる雌たが︑
である︒

炉のぷでよいとのへたり五グルー

産化について円羽委員︵中立11三 鍛鋼員︵三変︶は剛内開発は曽池
揃︶は︑外国のデノドコビーと国

経新聞︶は①中央一鳳筏の軽水炉建

ある︒一口にいえば︑筏エネルギ

ま

出発は6月・4月15B締切る

という点に十分配蒸し︑造船所

でしはしば原睡で派遣した専門

四月十五日申し込みを締切る︒

する︒参加費は一入菖五電量︑

側の受入3工態勢整備と本船の建造

二二鴎とは強い︑一般的な視察

その他のプロジェクト視蟹団の

日本原子力颪業会議は六月上

実施に適切な協力をするよう申し

に︑米︑英︑仏︑イタリア︑ス

を嵐的としたもので︑約七週間

派遣も考慮しているから︑近く

なお幽し込みと照会先は次のと

入れることにし︑ヨーロソバに出

発表することになろう︒

原産海外視察圃

で︑いよいよ十五日からあっせん

張中の佐藤会長も十田帰国したの

ペイン︑デンマ⁝クなどを一周

イス︑オーストリア︑西独︑ス

一方昭和三十九郊度に計上され

に本腰を入れることになった︒

験研究を行ない︑それによって

の各過程について実用規槙の実

約︑設謝︑建造および運航など

本舩建造の本旨は︑あくまで契

購墨随に附し

た︒そして︑この処理を機会に︑

ようあっせんするということにし

造船工業会

年度内契約は困難

発など困難な閥題が65るが︑核燃 漂子力脳設地構整備は︑専門部会

璽本政策がなければ︑これ6の問

の表明した今後の原子力婁員会
の運営方針などに関する所願は

星本政策については原子力婁員会

題は楡に幽いたもちである︒この

で討議し︑早い機会に員体案を打

大要つぎのとおりであった︒

當に新風を吹き込みたい︒世聞に
原子力委員会としては︑今後は

ち庸したい︒

婁員会として勉強し︑委員会とし
て茎本方針を作り︑委員会として

原子力局は箏務機闘レ︸して︑委員

割議して方針を作りたい︒そして

原子力裂員会が当面倹刮すべき
会の調査研究の補助機関3．︺して活

藤尚氏︶にあっせんを要請した︒

切換え︑日本造船工業会︵会畏佐

ので︑随厭契約で発動3る方針に

に︑大胆に雪男︑官戸へ︑関係方面

このため造舩工業会は応馬辞退の

また︑今後はもう少し開放的

用したい︒

の批判を受け︑それ一ゆの検討もプ

七社代表とも懇談︑三月四日の常
任理事会で必要な協力をすること

ラスしてゆきたい︒

なお︑有沢委翼長代理は︑中蛍

ｫめたQ
も切迫しているので︑取扱いはあ

恨醸弘氏︵国民︶の質闘に答凡①

の要請があれば︑醤んでバノクア

原子力船閻題で︑箏染団か6援助

げて会長に一任する︒会長は特定

贈

一諾鱒閑＝＝囎一一一＝＝＝＝二＝鱒＝一＝認＝＝瞬＝一漏口呂＝鱒一一一＝一：備翼一7雰＝斜脚＝誕＝一＝＝鴨＝隔＝胴＝＝︐＝偏團＝一一＝＝＝■篇雪＝一一＝四騨＝認＝＝隔＝齢一＝隔一一一＝＝＝＝一牌＝＝＝脚一州＝＝＝占用＝：＝一＝一二詰累層＝＝乙＝論＝＝＝隅胴＝呂＝瓢鱒﹃＝扁＝＝7器＝＝＝

の一儲か二社に鱗業団と折衡する

ノブする②重重の科学技術開発へ

＝一n＝＝＝

一

設計画は正式機開で認定されたも

口申立疎漏とメーカー側委員との

審議すべき陶趨点

簡要なものであり︑総合エネルギ

るため︑一二月八田中立委員と織

を行なうべき⁝閲題点亭優討蟹署す

電力︑メーカー各別に懇談

問題点整理へ鶴混融

島

の継続餐とか弾力性ある予土の計

懸

口本胴中し沼銀翼で開催し①線．†

ーサイクルを圃内で冗結すること

七穴関係懇嘆会で瀟識された主
の灘主的体制を日立すべきもので

ーから考えると核エネルギ⁝供給

用ずみ燃料が間題となる︒原子力

を迎えようとしているが︑論ず使

る︒原子力発鍛はいよいよ実用化

る方策を講出す晴たと考兀てい

供給に対しての自立沐制勲ぜ磁立す

て︑個人的な考えであるが核燃料

談た︑もっと虚襲な問題とし

ると燭う︒

化︑政転化を蕩える段咄にきてい

いが︑あらためて長期讃画の貝体

期割画の円本方針は誤ってはいな

はかなり確定的な箏笑も多く︑長

現も蜘象的なものが多い︒現在で

策定当時は張顛の分野か多く︑表

十山ハ年に策定したこの衰朋訓画は

長賜刮画の兇直しである︒昭和三

政策上の問題は︑原子力開発利用

ん活動の中心にしたい︒

な塾本国針︑基本政策の立案など

し︑原子力平和利用の発展に必裳

との批判もあるのでこれを反崩

は原子力変員会が翼務的に過ぎる

就任に当って原子力婁貝田の運

特別委員会で︑有沢委員畏代理

四日の衆院科学技術振興対策

購ノ♂

鎧︸ 灘︑

衆議院科学技術振興対策特別婁慣会︵委員長閥良一氏︶は三月四日嗣会︑新旧原子力委員のあいさつ
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力
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原子力委員会の
に

は︑在任中に原子力への理解を期

期間一年に満たないという短命さ
局が処理することになった結果︑

ているであろう︒墾蛋会の臨務を

としての性格をはっきりさせる

は︑総理大輔の強力な﹁諮閾機関﹂

いことを前暑で指摘したが︑その 張されていた︒しかし当聴の情男

展脳⁝発揮されているとは︑口えな 長は独薗に選任できること︑が主

に科学技術庁長官

圏たること・養会

ると︑見られる簾がある︒璽要な

つきを名鑑化す．⑳糸口になってい

下させ︑総理大距への颪掻の結び

委員会の運當を科技庁ベースへ低

制度である︒しかもこの譲任は︑

行ずるには︑あまりにも不向きな

幾期にわたって謝圃陶な早発を迷

待することさえ困難にしており︑

けがむずかしい︒こういう関係が

はなく︑それぞれの立掲の縫い分

蚊婁貫会のような完全な一体化で

覇者の関係は密機になったが︑行

は互いに独立の難燃なのである︒

での︶と執行という点では︑両者

政策の決定︵鎌継婁災会のわく内

鐘の過程では繭者は一体であるが

を生じ尾︒つまり︑政策の企画立

婁鐵会と局との間には二重の開係

も︑無視はでき豪い︒

行政鎌継会にすべきたという慧見

なかむずかしいから︑難いきって

は一工央ぷ要するし︑それはなか

が残ると懸われる◎拳の辺の処理

係や科学技術庁との関係には問題

わめて明確になるが︑騰勢との関

をおくことにすれば︑この点はき

鎌長兼任をはずし︑独立の事務局

ことであろう︒科技庁憂窟の婁

突施

員会は政籔の漁醒立

銀圃は現在の制度そのものにも から︑行政婁貴会力式はけっき︑晒

施策については︑総理への報管を

実際の運営面で︑さまざまな闘題

蹴および

く採用されず︑麟技庁長官が陽子

通じて︑総理の寅任による処理を

るとともに︑以上のような体制の

能肇発揮するような運鴬を期待す

ついて②

払子力婁蝋会の立法化︵昭和三 力医員慢に絡上げされ︵それだけ

弼薄し得るにも関らず︑すべてが

な生じ易いことは答易に想像され

運営に

十葬︶にさいして︑もっとも議論 婁貴会霞身の地位が下がり︶︑独

科捜庁対置省というベースで処理

臨本的な検討も︑この機会に進め

⁝法の規定に照らして十分に 蚕翼は口これと画格であり︑委嶽

機ざしていると囲われる︒

り︑委皿会の独立性が損われ︑科

多くの問題を残した︒
科技庁長官が原子力委員長を兼

科学技術庁︵原子力局︶との闘係

ねることの難点の一は︑政変のた

慮し﹂は︑このような体制の再検

のアブストラクト提出は四月十日

思われる︒

略の間であ酒は︑縁年二回の定期

二r◎﹂ノ

闘い合せば隙嵯園黙許へ︒

二美玉

キ

る︒AKCLは同工揚で製造され

る蟹水の賀上げ挙疑う五年醐保目

ウエスタン・デューテリウム挫

している︒

︵約四千八置七十八円︶で受浅し

は︑帯水ホンド遜り十四︒六五が

ており︑AECLの閤櫻であるポ

ンド当り十八・四五がをかなり下

一番闘の工場は︑ボンド蟻り二十

圓っている︒また現在轟轟中の第

・五がであり︑アメリカからは二

この第二番轡の工編がこれだけ

十四・五がで購入している︒

よるものだと伝えられている︒

安くなったのは新しい製造工程に

フルーア社︑GE

再処理工場を建設

アメリカのゼネラル・エレクト

表していたが︑このほどフルーア

地域に再処理工場を建設すると発

リノク︵GE︶社は︑昨年︑面部
検査が要求され︑60♂彗以上であ

人工心臓の開発に

い豪ワシントンで議題になってい

原子力による人工心臓の開発が

プ︵佐幾式京たは圓転式︶の勤力
源としてアイソトープを使摺する

フルーア社が曼濾したこの工場

の総建設鐙は干五穂力がで︑第間

処理能力三酉ゾ︑弗化物揮発法に

一九六七奪から工

よるものである︒この計画が予定

事にと○かかる見込みである︒

どおり進め一は︑

に計画されたものである︒

の便用ずみ燃料を再処理するため
ドウハム博士は︑このことについ

米︑照射木材加工

品の市場性を調査

アメリカのアーサー．D・リト

ル挫は︑原．野力量酪蚕︵AEC︶

ルを開発しており︑AECもこの

る会祉ではすでに実際に勤くモデ

て賢覧で︑マサチューセノツのあ

際学部畏であるチャールズ・L・

原子力姿難聴︵AEC︶の生物 これは幽部地域の羅力会祉から

型化され加もの︒

もので︑鵬腔に挿入できるほど小

験を行なうことになったQ

米AECが注昌 社が工鵬の設計︑建設︑運繊離試

れば︑いつでも査察が要求でき

きり説明されている︒

欧州︑主共同体を統合へ

ーラトム︶欧州石炭鉄鋼三岡体

総舎エネルギー政策の調整が目的
ヨーロソバ共醐市揚の三つの実

力源開発に翼釧にとり磁叡なけ
︵BCSC︶であるが︑地理陶鋤分

り契力あるものにしようという悪

敬による弊害をさけ︑共周体をよ ればなうないと述へている︒

行委蟹会を窪とめてブランセルに
本部を澱く単一の闘い地位をもつ

玉

十五田豪でになっている︒詳細の

になるたろうと述へている︒ れた︒それにレ伽るL︸木樋・プラス

加︑重水の買取り

品となるもの︑たとえば︑家貝︑

く︑しかも歳晶価格が舳価な製

特製の嘆腰摘・スポーツ用貝な

刀ナダで二番闘の蟹水製造工罰どは・かなり絢望梶されている・

職人来日中の英国原子力公社バー は十五ドル以下で
ウェル研究庸の﹂．ム．デニス博

行なわれ︑四社からの捉察を鐸価

している︒講麗と認演題目は乗した結渠ウエスタン・デューテリ

澱測定関餓の講飛と講義会を開催

：2︵若気幽ヵ二十万KW︑黒鉛

ZフンスのシノンにあるEDF

鷺獅鞭嚢繋吐鵬難欝葬製鵜

二

総聯難論譜駆慰圏慨囁轍燃鍵

で︑原子力開発の共通政策の作

九六六年の初めから実施する予定 型化されて体内に入れられるよう
へ目阪についてλHCに報儒が黒さ

各圃による協走の批准を籏って一に体外で使罵され︑鍛終灼には小
るがこのほど木償・プ病スチノク

この実行婁員金の統合は︑加盟 と︑先ず初めは︑人工胃臓のようとその将末日について険討してい

る請で︑アイソトープの藤業利用
図のもとになされるものである︒ あるハリー・ブラナi博士によ要

議た︑ドウハム二士の協力斎で アイソトープ⁝⁝允部︵DID︶の
婁白軍を組織し︑これによって共

同市掘昂蓮営しょうという計画
が︑三月二日開かれた閣僚理肇会
で承認された︒

多

現在ヨーロソバの共周市禍は︑

づ

まで︑フルペーパーの提出は七月

原研東海で申性子線量測定の講演会
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︵闘務大匿︶を加えるにしても︑

が集中したのは︑①婁璽余奉仔政 立の饗務局をもつ代りに漂白力周

されており︑そのことから委員会

る︒ここではその立ち入った検討

ること卒のぞんでおきたい︒穐沢

をどうするか︑㈱団子力委園長を

ることは︑齎驚できない︒

の團復ということが︑何を慧味す

査察方式を簡素化

討︑その他︒箏頓申し込みと論文
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フィールド燃料成型工場（UK、AEA提供）

Ri動力源を使用
るいうものである︒

この方式は︑八十五盃の文搬に

まとめられており︑致察協定のI

の掘合の廼分︑保証措躍に撮出す

幹部の闘では︑敷地埴準は単なる

ということである︒炉施設の工学的安金甲雌准建める

むしろ

なるものとされているσ

れるIAEA総会の最終的認可をまって翼癒される︒新方式の考え方は︑核物質を保質している原子

力舗設には︑どれに勘ランクをつ

瀟

アメリシウム厚さ計など二種

門
化 学： 部
硫 酸。酸化チタン
門
機
械
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胡臨⁝ 原子力婁蠣会の機鮨が︑

婁貴会とするか︑審議会方式とす が委員会の庶務をうけもつことと

はできないが︑このことも豪た原

委難燃代理のいう﹁長期計画の晃

科学技術庁三世がかねるかどうか
技庁への従概が趨こりつつあるの

新興容の委員会には︑当来の機

るか︑②それに関漣して委興会と なったわけであるが︑この修正は
は科技庁長倉の諮問機関なのかと

論の独立性を弱める因となってい

いう勝解さえ生じているQつ旧 子力婁貴会の性格をあいまいにし

の三点であった︒除子力蚤二会を びに交代する錘捌の短かさであろ

rのことは︑婁員会が独立の旗

討を除外しては醐竜薫醗を欠くと

である︒

問題は︑搬子力婁貴会の独立性

で営るだけ強力なものにしょうと う︒委興会発足以来九駕の間に︑
いう立揚からは︑これ善行政饗員 委貴長はすでに十二代を数え︑再

つのうちその濫が鍛大のものを尺

るかである︒旨し当たっての方向

る︒翼の原子炉の安全性は︑七輪

度の対象とするo

のようにして測った規模によって

べき嶽料︑査察の延期または中止

り︑分散させたりすることに努力
するよりも︑むしろ璽故発生の防

決める︒たとえは︑ある癒設でこ

全性について最大想定鱗故という

指剣と考え︑原子炉の安牛塞雌に

﹂

の四つの澱の厳談値が︑5〜10菌される鍋禽の条件︑など︶がはっ

止方法を考えるべきである︒
以上のようにビソトマソ属は︑

原子姫施設に敷地を適合させるの
ではなく原子騨施設を敷地に適禽
させることを強く主張している◎

工学的安全施齪に関する軽簿盤︵本紙二月十五臼暦既報︶を原子

架空的︑懐疑的な考え方から現出

というような

状態のもとで握案しなければなら施設奄満足させる敷地特性は何で定した敷地に適合する馬子力発電所の特性はどのようなものであるか

与凡6れた発躍炉

というより︑

ない閥題は︑

あるか

AECは敷地塁藁に代わる原子べきであり︑もし原子炉施設がそれを満足すれば︑選定したどの地

点にでも設鷹で喜るようにすることを望む︒原子力船計翻が進展するにつれて︑この考え方がもっと

︷ぴ

鐙饗となることが紐明されるであ

ξ

玉

米原子炉蟹全酪間婁員会︵ACRS︶は︑先に原子力発羅所の AECは原子力発醒所の翼の安また︑A皿C詐羅可部の技術麗係

かなりの変璽が行なわれる可能性が出て惑ている︒一一月中勧︑ロ

力封蝋会︵AEC︶に提出 し た が ︑ こ の 結 果 ︑ 原 子 炉 安 全 基 準 に

工学的安全因子を進んで取り入れ

−鶴裂黎

るよう藩卜しているようである︒

の実際的な配慮へと視野を移し︑

可

﹂駈 ・

繍

IAEAによる斑鑛の回数はこ
AEAの義務︵施行力法︑不服従る︒これは︑甑液揮環朋小型ポン

の際の核分裂生成物卒落納した

務局をもたないことにも︑起因し

瞠

任二人を除いてもや人︑平均在任

瞠

敷地基準は廃止の方向へ

■」7

サンゼルスで開かれた米原子力学会︵ANS︶の発聡頬敷地に関 安全政策の変更を開始すべきであ
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選

する会議で前AEC原子炉開発部長フランク・K・ピノトマン践

敷地基聴

は︑選驚した地京に原子炉を設醗できるようにするための原子炉
施設の工学鮒安全羅雛をもつべきで︑

畦

んでしまうであろう︒このような

公式のものが実際に葎在すべきであるということに疑間をもって
いると述べたQ

発口器の寮全礁確についてビノ

している︒る︒

農廉

う％に人口が

は︑人口中心から離れた揚所に設置されるであろうが︑飛行腸の揚禽をみてもわかるように︑運転を

努一

，

−

会として原子力周を魔属さセ︑婁
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わが膿にも参加逢求めてきた︒テ

旺4ノ

まって実撫される︒新方武の考え

ノ﹁瓢

とを望む︒原子力一計飼が進展す

を

躍されるであ ろ う が ︑ 飛 行 場 の 揚
ーマは︑︑中轍．＋束および出力測

f

レ

O

墾
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︑
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鷹
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浄

房班集海てヰ招子

卜

︑

している︒講蔑と講鼠荒削は汝

譲拝拓謬自01醍♂正曳瀞御鉢肇︵艮角

ウム祉に建護・運雷が決驚した︒

した結果ウエスタン・デューテリ

覇ゆ砧匙痢

吟

︑

k

三

この工場の建設蟹は四千六百万

匹冠力芦一￠餐縢を謂殖

嬢︒問い画せは原研葉海量先王保

3月11臼から7日間健物理安黛偽輝郎豪で︒

線量測定の講演会
著

線隊さ計に比べ極めて経済的齢ア

藪濡髪雛雛い籔

範撚の測定も可醗となり灘纐なX

し︑圧僚機を廟動傾止させるもの

含など︑蔭ちに検幽して驚報を発

で︑ガンマ仁恕にはセシウム瑠を

メリシウムの革滅期は約四街八十

ム躍︵英RCC祉発売︶は五十七 鋼仮製造工程吊のマンドレル監

使用している︒初めて圃産億に成

犀で線源交換蟹不要などである︒

このほど︑ラジオアイソトープ利

KeVのガンマ線を駕し・○︒ニ視装麗は︑鋼管の冷間圧坤製造工

用されていた︒しかしアメリシウ

潮の新製品一ろを開発したと発蓑

神芦工梁︵社長屋漏良平氏︶は

アメリシウム厚さ計など二種

神戸エ業でRl利用新製贔

〜

避︑熱力学測驚︑熱力学以外の冷

カは︑繊物質を保障している原子

︑

糞警

力旛設には︑どれにもランクをつ

るにつれて︑この考え方がもっと

乳

一ま

鐙要となることが謹明されるであ

禽奮みて悔わ か る よ う に ︑ 運 転 准

か

剛始してから 数 舘 の う ち に 人 口 が
蓄馨ぞ縄

動力炉開発を計画化
ニミ斎まで︑用途としては▽薄鋼

工程▽ガラス板▽軽禽金板▽ゴム

ム際さ翫の検出ヘッド︼

功したもの︒︻写翼はアメリシウ

ー五︑山鼠の鋼板測定に適している

板の冷延τ程︑シャーライン︑連

Iを使用しており︑闘エネルギー

マイクロメータに比べ︑隔速穣

シートなど︑特徴は①フライング

径中のマンドレルの位課をパイプ

した︒一つはわが國で初めての超
ので今同開免したもの︒

性能は測定範囲は鋼板で三︑那

の一環要部分︶監視装置である︒

燃料の國藤化については︑実朋

の測定隈度は一︒六︑勢︑また牛罐

のルテニウムを使用しても︑鋼板

動ずるものの非接触連続測定が鰐

︐ r︐

︑り冒ノ／︶︑︑7 〆︑ む37！曳工工1

ガス冷却炉︶発電所は二月末送電

−2︵磁気出力二十万KW︑緊鉛

楽開始した．この竜紅炉は昨隼．八

︵朝口︶を籍任碧雲として繍え

町蟻県・こ違ヒレ﹂︑こも︶︒

八名︒

原電の建設道
路が近く着工

日本原子力発躍︵株︶の敦賀発

仁所の建設道路が近く灘工され

底︑常躍勝八・七戸摺余の改良工

る︒これは発置所建設予楚地の浦

場で予定通りに進めば十二月末に

は六・黒氏鰹の立派な県逝が実現

現在︑常宮︑浦底間にはほとん

する︒

ど道幽しいものがないのでこの道

たれ︑除醒に対し六︒五揖蝋の道

路建設は地元から非犠な期待をも

しかし鳳鷹としては︑四・五肩

路建設を要興していたり

の繊で十分であるとの考えから︑

二千五画乃円を負饗するほか禰井

原醒は四・五箭編の分として三億

ホ紙萌一二強﹁社会心

た例︵中部電力︶︑液曲計︑瞬秘

ウ分の定蟹のためβ線源ぷ使用し

てはどうか︒

で主伍沓の認定を与えるようにし

そこを通過した者は篇庁が賑条件

定期的に利燭審議会を開催して︑

で放樹性物質を放越しても︑数社

射線蟹理上︑一祉が流幽許容濃度

るGM糖の開発を期待したい③放 合エネルギ⁝における原子力の位

の放題線測定機器として便用でき

を認識きせる必要があるの火災時

がい求た無難惹謹かせである︒事

長期晃瀬し必つけるとともに︑総

機翼し︑確実な原子力発餓開発の

業者や経雲蓄にRI潤用の必要性 の薪しい情勢のもとであらためて

利用は近隼呂しい発展をとげた

メンバーをつぎのようにきめた︒

丁づけをすることになり︑部会の

子力発電や各種の調査報華甲鍍近

否村部会は今後︑これ京での原

はがんとしてこれを撫給してい

のだがV今のところアメリカ

い濃縮ウラン提供てきるという

会の建て値より︑一万％以上安

これならアメリカの糠干力委員

することを考えているという︒

を磁探して︑アメリカで貸濃評

ト

藁﹂

一支店日報、中央iズ鋼る」茎い了二十播地三児ビル三膿

ウラン元素アメリシウム利用の彫

さ刮︑一つは鋼醤製造工程で便用

と使用ずみ燃料再処理鷹設の設計
従来のベータ線厚さ計は︑スト

体制整禰⁝と長期評見直しも
除目力襲貫会は三月十臼︑昭和四十郊度の﹁原子力開允利用熱
に蹟点をおいて核燃料の開発利用

されるマンドレル︵引き抜き機械 綴︑鋼板で五ボ厨︑叢銅板で二・

本自画﹂と﹁核隙干物賢操鉱灘画﹂を決定した︒近く総理大臣に

炉の團藤化技術開発の一環として

期が一耳で︑線源女換に隼約三十

なく︑価格も大差がない②X線彫

能︑表面にキズをつけるおそれが

ロンチウム︑ルテニウムなどのR 続メソキ工程▽葭鍋阪．条の圧麩

虫として軽水冷却型動力炉の燃料

万円を必要としている︒一・六︑ザ

毒進める︒

昭稲四十一度は︑疑期計画の綴に沿ってこれまで各分野で臨画

の国産佑をはかることに鍔める︒

瀦以上の縄簾にはフライングマイ

報借される︒このうち捲本態幽は来年度の原子力予算の裏づけと

された諸購業を効率的に籍進ずるが︑とくに核燃桝に対する考

プルトユウム燃料の開発について

なるものであるが︑つぎのように述べている︒

えカ︑動力炉の開発について綻へ円的な訓幽を策定し︑これを推

は︑プルトニウムの熱中嚢子炉と

臨とその周覗②倉古地区とその

▽除鍬の探鉱地瓢①入形素地

進ずる体制の整備をはかるとともに︑策定当時不明確であった

さ訓でなければ測定不可能たった

地質義作の地臥で︑科学饗鉱︑試

床周辺と既知鉱床地区に鯛似した

麟願を再検目して︑必要があれは長期訓画を改記する︒なおこ

⑦原子力開発機関等の猿轡殴

錐探鉱なとで積簡晦に新鉱床の発

たが︑それがこのほどまと黙り︑

研︑原燃︑放医研など︑今後の事

両者聞で慧兄の調蟄に財力してい

鵬藁部Lを整備し︑RIの生産︑

業推湿に必要な旛設を整備する︒

クロメータ豪たはX線厚さ計が使

の研究開発の進め方について検討

廃下物処理などの建業の本格化に

県に五千万円を融資する︑地元は
周辺③災丹後地区④東濃地溝⑤
その他の地区鈷岩手県花巻︑冨 残る二層耀の分として一億円を負
呈し︑内敦賀粥が二千葛五十万円
城県大内︑新漏県上赤谷︑鳥取

なお綜醒では︑第二発醒所の犠

を分霊するということになった︒

決定した︒

称を今後敦賀発番所と呼ぶことに

▽訂正

㊧

理学のアプローナ虐﹂の記日中︑

る：﹂を﹁嘱しん払でとり上げな

†ヨ行嵐の﹁補しゐ法でとり上げ

れたが︑会議ではアイソトープ利

計としてのβ受理使用例︵三井木

⑤主飯艶出者の賦胸内讐があ獣

一六阪・伊吹・衛知・横浜・了lf，li

工

高速増難炉への利絹の考え方とそ

し︑これに必要な体制の強化をは
かると共に施設の整備をはかるQ

便用ずみ燃料の再処理について
備えるQ
また放射線化学に蝕する研究開

原子力発電の
長期見通しを
原産・吉村部会

一八ーー

い⁝﹂と尉止します︒

の主要ウランを供給

用の開発わよぴ便用の経験発表︑

材︑王子製紙︶男破再検血塗γ線

りにも学聞的に舗塾していて︑虚

を与えて

いる紐拠だとしたら︑あんかん

雁翻のような支醒

るという⑪アメリカが核燃料で

とはしていられない︒

化学を通じてあらゆる産業に奉仕する

の︑爾譜画のおもな戴はおよそ次のとおり︒

核燃料政策確立へ
食品照射の実用化方策検討
は︑筋年度に引號き原燃で再処理

組織溺探鉱は四十卑艮で終了の予

発については︑原研で工奨化のた

見につとめる︒また地質隠匿所の

めの各種中間撹礎試験毒実施する

幟その他葉群の研究助成︑桝

施設の設詔を進めると共に︑同施

と共に必要な施設を整備する︒

学技術者の餐成灘練︑原子力災蜜

計画の趣旨に沿って円褥に推進し
笑昭瀦酉十露度隙芋力關発利胴茎
翫画の厳 な 内 容 は 次 の 通 り
うるよう適切な促進方策の確立を

設の建設謝鶴の具体的検討をす

▽地矯調査所の探費地凪①カ
ーボン調査睡青庶︑福鋤︑沃賊

地職無床概尭d秋田︑山形︑新

滋賀︑福井︑大分︑黒本各県②

潟︑滋賀︑岐阜︑畷知︑大分各

と認め6れる地区など︒

県爾部︑島恨県奥部︑鹿児叢論

るQ家たわが国て傭婦な骸燃料の

船の入港とわが園の原子力第一船

昭和四十舘腿核搬下物ぬ操鉱講

引続き雄積型の

画の畢本ゐ剣は次のとおり︒

昭和四十年度

にす．萄︒

璽水︑地負調査所の探査で幹線

はかる︒そのうち使用ずみ燃料に

海外からの入手など核駅料の確保

定になっているので︑この成渠が

紺する措醗の一部として再処理施

についても十分配慮する︒

今後の探鉱にヤ分配慮されるよう

①原子力発電▽動力炉の開発

設建設のための設計を引続き進め

の補欝など必要な無策をする︒

二三在すでに実用化の発通しがつ

る︒蜜た核燃料所脅力式と核燃料

とくに国際原子力

探鉱計画決る

核原料物質の

いている型式の蝉の国薩化技術の

⑤安全対策とくに外園原子力

開発から︑ 長 期 計 画 の 後 期 後 置 に

の建遺開始に備えて︑原子力船の

ど所裳の措鷹僧講ずる︒なお東海

蜜全審査撮針の策建︑安全審査な

引続き圃立圃

尉用に対する考えカを険罰するG

R王の利用に関する研號開発をσ

験研究所などて︑各分野における

④放射線の利用

実附化聖遷 標 と す る 国 隈 動 力 炉 の
原子力第一船開発

星本計画に基づき︑本年度は船体

②原子力船

商遼増難炉 の 研 究 闘 発 に い た る 動

開発︑さ6に将聾の闘樫としての

㈲国際協力

樽露辺地区の地帯獲備を倹討︒

ウラン鉱床を蛸験にして︑地質調

と今後閥罵の拡大か．宇慰される分

なつ︒さらに食愚の放射線一一な

県驚③放射能閥犠地溝査および

の建迄︑炉不依の製俘に着手する

鉱康調査−一北海迫伝︐登池区︑岡

力炉に関す る 総 禽 的 な 研 究 闘 発 の

査所は恨織的控血壱︑原轡は鉱休

繭本除子力産業食講の開発副翻
機関の東震総金への協力など同機

騰圃㎝擶凝然

内の日本工業クラブで郵二回罵任

委51会は三月五日午後︑東京丸ノ

野での放射凝秘溺の実用化方策を

太櫓地懸︑端手県鉛山地区︑岐

と共に︑これに必要な研究開発を

楮査をする︒錬量器法は︑既知

掃銭糧N地迷︑撚暢県川場地区 二段ム津豪き︑青木委員琵の康子

は膿漏試験 炉 の 建 設 ︑ 動 力 試 験 炉

関の活勤に積極的に参加するほ

せの他薩阜県土鼓・瑞撮地幅

具体佑をは か る ︒ こ の た め 本 年 度

検討する︑

姫の確傑に努めると勲に︑既知鉱

鉱廉ては旧道技鉱と誠鋳遊観で鉱

︵JPDR︶の整備︑高速増殖船頬
に関する研究のうち︑本年農か

RIに闘する申心的擬関として か︑欧州原子力機開の慣業への参
加の準備を進め．勺◎

原研に設澱された﹁アイソトープ

しようとしているが︑初期の開

就任による婁簸憂辞任の申
し鍵を承認したのち︑着村部会の

力釜

放射線籔理上の請編網と各縄の総

＝一＝＝二扁＝噛＝凹一一＝一＝＝一一＝帰一一一喝＝＝＝二一一＝二＝轄＝一＝一＝＝一乙＝一一一

発費を除いても︑アメリカより

一一＝一三＝＝＝補縛＝＝＝m隔二＝＝＝＝一＝幣齢＝＝圏＝一＝一二＝騨＝鱒＝一一一一＝＝繋︻

ら改良型舶用炉の解析と藷価に関

⑭核燃糾実用炉の日割の困産

樗那会はさ・勺二月五日置第一園常

進めカについて冨議した︒この吉

縛＝一＝﹁＝＝

する研號を民間に委託する︒

化︑プルトニウム燃科の研究開発

＝＝＝＝補＝＝＝＝一二幡一

施識尋整備 す る Q
▽源子力 発 蹴 の 擦 澹 睦 電 気 事 業

公衆に離する影響は少ないが︑

だいぶ隅筒になるらしいV淡縮

関に対し強い規鱗となっていて︑

任襲員会で総禽エネルギーの見通

との危険性はだれしも認めると

薪しい利用融の開発をはかるため

ラジオグラフィの使胆実績︵環本

▽部会長

Aでは︑欝弊の安い天然ウラン

のセミナー形式の講演や討論︑実

隼両︶大勢磯加子羅の陥発による

が同横な濃度で流撫させると︑欝

山崎︑岡田︑堀︑笹森︑鋳藤︑

輪各地凪に憲任者凝議を設麗し

用機器の展示なとが行なわれ︑未

黙翼への発展覆阻饗している︒安

容殿以上の濃度にまで高まること

ウランをアメリカ一騒に頼るこ

臥療機関はこの規則の．窃用から除

しと原子力発聡の幽光りについて

出手鞠きについて︑つぎのような
慰見がでた︒

調査するため︑舌付網婁員長を長

①トレーサ実験の申請かろ割塚

外されるので︑消防関係者との協
豪でに三カ月以上かかり︑潤用上

いか︒

力俸制に不縮が牛ずる可能盤はな
の障優になっている︒この場命取

ンには手が出しにくい︾工AE

さい︑地盤沈下櫓防ぐため薬液を

扱主任溜の裁愚である程度実施で

ころだが︑かといって商いウラ

日本除子力士業会議中部原子力

注入して地層を硬くし︑その硬度

きるようにすべきだ︒

として設扮することを決定︑幹事
蟹談会窯催の﹁放射線利用促遺会

闇歴市工業研難所︶︑重藩のイオ

をγ線密度譜で測撫した俸験︵黒

会で員体案を検灘していたもの︒
議﹂は︑萌写既報の通り三月四︑

使用者への啓蝦とあわせて︑今後

ポリエチレン魁課被覆材の欝欝熱

全性が確撮できれば︑三里窯伍叢

立︶に代る溝戒瑠務と渡辺氏

麗鵬六常任婁舞に⁝松騨凶疵︵日

欝村翻委員長▽婁員

とるへき方策を％明するというユ

闘功︵住友魁工︶等が報酬され︑

落

ニークな会議となった︒

その他の懲見としてはΦ黒煙線

五の両日名古屋繭工会議所で開か
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臨界実験蔑灘の建設のほか必要な

行なう︒また第一船以外の原子力
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である︑などが摺摘された︒
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ール浩液濠たは水エマルジョンに
つけると︑重合がおこるというプ
ロセス︒それで繊維の質を改歯し
ようというのがねらいだ︒現在︑
一バソチ︵一回の処理羅︶二十ボ
鰯の試験妓鍛を便って︑試作を本
格的に進めており︑でき上った製
品はある勅績会社に送って︑品質
テストを行なっている︒その結果

取り上げて︑特剛講演︑総禽講

る︒

の環情を熱にして解説があっ

ープによる研究聞発の現状﹂と

学的比較瞼偏と﹁熟腰張実験ル

はわが国の原子力のあけほの隠の状況﹂︵斎藤儲務氏︶では︑

の諸問題﹂﹁核燃料再処理の詔

題する原子炉の槽造︑形式等の

国際陰子力機関︵IAEA︶の炉体自身に闘するもの三講演

このようにこのシンボシウム

代から現在まで︑その形式︑内患

代表である同氏からIAEAのと︑﹁放射性廃葉物処理︑処分

蔽︑討論会の形で発表︑講講を

的は各学︑協会で取扱っている

行なうのであって︑その主な蹟

原子力研究開発の史上に多大な活動状況がつぶさに蝦告され

は多少変更はあったけれとも︑

つは﹁日本の除子力発鑓開発に

討論会は二つ開かれ︑その﹄

れることは研究がむしろ地みち

のシンポシウムを通じて感ぜら

ウンと口にする人もあるが︑こ

邑上︑原子力開発のスローダ

演があり︑面心に討議された︒

料︑放射性酷棄物に関する三講

燃淋材料の諸闘題﹂と題する燃

役翻りを果してきたことは確かだ・これは今年九月にIAEA問題﹂と﹁動力炉開発のための
の総会が短辺で開かれることに

轟深いものであったといえよ

本館の特別講蔽は原子力の広なっている上からも・特に愁

であるといえよう︒

三・落ちついて物を考える気風⁝・＝・

とにある︒今無は錦三回となつ

め︑嵩め︑轡見を交換し合うこ

をもった問題について知識を広

ユ

に共通した︑あるいは横に跳連

比較的専門的なものよりも

た︒﹁アイソトープ技術の最近
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ンポシウムにあたるわけであの新しい分野のあること巻海外
﹁冷却材別にみた綿子炉型の工
きな悶慰となっているテーマを

陞憲鎧
今年はときあたかもわが国の

除子力平瀦利胴開発の十館闘に

当り︑この秋には十周越器妻室

窟が全国各地ではなばなしく開

かれようとしている︒この行肇

にさきがけて原子力学術関係の

最大行事の一つである第三圓原

い立揚から四つの問題が取り上おける燃料サイクル上の諸問

気風が随所に表われてきてお

になり︑落ちついて物を考える

う︒

ているが︑実はこのシンボシウ

げられ︑﹁動力炉開発の現状と題﹂で鳳．†力発電の経済性にか

子力誌倉シンポジウムが虫る二

ムの前身は昭和三十二年に口本

日本の立場し︵武田栄一翫︶とらむ魚贈爵題であり︑七人の議

⁝⁝⁝第＝一回原子力量諺蝋の印象・・湿

究に関係をもっている二十六の

六学︑協会の共催で﹁原子カシ

学術会磯および原子力関連三十

月十五︑十六の両日集︑以神田の

学会︑協会が共岡虫催で毎年開

﹁腺子炉の蜜金性をめぐってし

帥によO発題され熱心に討論 り︑将来の飛躍的発展への隊力

このシンポジウムは原子力研

学士会館で盛大に洲かれた︒

催されているもので︑各階︑協会

された︒他の一つは﹁原子炉事 を幾う善はしい絶好な機会が与

内藤

正︶

委員長東京工業大学教授

︵原子力総合シンポジウム運営

い︒

えられていると思わざるを得な

︵山田太三郎氏︶の舐があった︒

心事であり︑多くの質疑討論がで︑安全性に最も剛連のある閻

いずれも︑わが国富力面の関故後冷却隠蓑﹂に関する討瞼会

竹なわれた︒また﹁小子炉の熱題として注厨され︑これも盟ん

ンポジウム﹂と銘打って始めら

さらに一昨年から﹁腺子力士

力研究総合発表会﹂と改名され

れたのが最初で︑その後﹁陽子

てプログラム綿成︑予輪編集︑

利用﹂︵大赫恵一氏︶の話は原な肘論があった︒

から選ばれた代表者︑ゼもって運

予算決算等の運當がなされ︑文

舎シンポジウム﹂とふたたび改

蒸気書籍︑撫水脱堀への利用等の照射脆化に関する例題﹂︑

子炉刊用が発電一辺倒でなく︑

営委員会が作られ︑これによっ

字通りの一大総禽シンポシウム

甜めから通算すると几團圏のシ

名されて現征に翻ったもので︑

ラフト蜜合の方法は︑手順をふん

後藤田主貸研究員は︑繊雑のグ

試作愚のテストも頼みこんでやっ

まり関心を示さないので︑ここの

豪ず所長釜に宗像珊慣を訪ねてみ

継舎講激は﹁原子炉圧力容器

いて原子力の学悶︑技術上に大

である︒その内属は現時点にお

でやれば見込みが立つものた︑と

てもらっている現状である︒この

繊維グラフト璽合

1に依頼試験

試作晶をメーカ

いく︒

いてプロセスに改良が加えられて

を注文してくるので︑それに茎つ

の成果の一つであるフラン7原子力庁︵CEA︶と メーカーの側から改喪を要する点

た︑臨犀五月パリで開かれた﹁田仏原子力

トの実施の準備が順舗にすすんでいる︒豪

トが軌道にのり︑さらに二つのプロジェク

照射装置桑童要武器に︑二つのプロシェク

鐵子堕迷器とコバルト60︵＋万キュリー︶

ら︑もう憂になるが︑その問二NeVの

原子力研究所の隅陶研先藤が開所してか

三尉課化学の中間規模試験をめざす臼本

CEAとの協定調印間近か

順調に進む共同研究

技術会談
の放射線化学に関する飯岡研究も︑協走調印が閻近かになってい

よい対等な国瞭協力のケースとして︑注囲を︑沿びているものた︒

る︒この協定はわが国にとって︑原子力の分野で初めてといって

小答日稲の一先︑筆蔭は島崎研究所をみねて︑プロシェクトの
進わ状況尋幅聞した︒

そびえ立っているコバルト照射

楽観的な見通しを語ったあと︑し

で︑民聞からは横浜ゴムからの一

プロジェクトの研究鎌は七蛋たけ

施設のドーム型の屋恨を見上げな
がら︑その奥にある擁ナ線加速器

の

四つのプロジ
ェク峯が進行
試験礫へ行って︑まず第一プロジ

かし大きな聞題は

梱

㌻

蓼

︸

と︑愛情のこもった目を

の一入といえるたろう︒

プの使い方を考えたり︑草分け

調査会に加わって︑アイソトー

立を手伝ったり︑軍和利膠雌備

守っていてほしいしという︒六

中姓子炉への利用の炉物理

いるうちに嗣まってきて︑

と

熱

1︶が動き出して七隼︑業者に プルトニウム燃料を研究中︒
︵K︶

⁝

︒
一

つと外来研究員が来てはしいとい

夢ニプロシェクトのトリォキサ

うのが後藤田さんの切実な願い︒
ン垂合も︑この加速器を使って三

論の憂以来塁直隠究が行なわれて

万キ∴リーの大線源になる予定た

業化の段階でモタつくことになり

なデータをとっておかないと︑工

妓臆の改造もテキパキやり︑必要

済性の点からも亜要なカギにな

類の線源を使ったらいいかが︑経

めるには︑どんな形の︑どんな種

研究開発もすすめており︑少なく

る︒そのため麗崎研では︑線源の

今月中に次の十万が入る︒エチレ

していた︒そのため︑いつでも鼓

蒋機を失する恐れもある︑と強調

が︑昨年初め十万キュリ⁝が入り

ンの場禽は洋酒華墨で︑コバルト

の︑鑑礎データ法では為す︑とい

とも経済樵の覇鰍が下せる程度

のγ線欝欝によって書髭禽を起こ

所長に希望しているという︒

る見通しが︑かなりはっきりして

信しながら滞

近いことを確

花が開く日も

放射線化学の

の研究所から

ンスとの協力
難
を加えて︑こ

は︑合後フラ

を終って筆者

う語聾でやっているというQ見学

置の改造かできるよう予釣凍露を

以上のような中間規模試験卒．進

ρ

撫露

ポリマーを生成させる条件を確か

︵ミゼ．ト装置︶によって︑粉宋

さ︒これまでは小廻の試験装蔽

十社から来ているというにぎやか

員︑うち民聞からは住友化学など

いるQこの揚食は連続式の前照射 さセるもの︒現在十四名の研究
のプロセスについて︑予備実験を

と︑加熱による後重禽のそれぞれ

おこない︑原料トリオキサンの晶
質の確立と︑重舎熱の発生につい
て極酎申とのこと︒この秋には日

きた由︒しかし垂目効脳をもっと

立製作所製の三MeV加速器が入めたところで︑轟轟燭模試験に移
るので︑それを使ってこのプロジ
ェクトは本俗化するQ

上げること︑装躍の連続化につい

マネジャ；の比余地さんは︑工

てなお研究が必肇たという︒

容が基本陶には双務的かつ平等の

⁝一

尋

︵MI︶

小型繊維グラフト璽合反応装澱

原則が貫かれているのでフランス

途についた︒
きいた︒ここのコバルト60は蕊や げることが肝心で︑必要に慮じて

特許権鼎属の問題について︑フ

側の主張に岡擁する慧尚である︒

業化という闘標にはスピードを上

特許権は属地主義

ランス側は共同研究で生した発明

蔑し︑プログラムを決定するため

有︑フランス領域ではCEAが所 豪た協定実施の翼体骨細闘を検

を主張

に達絡委員会を設けるが︑これの
属地主混

膚するという

主な機能な紛争解決の提案を行な

為する︒第三国では両当事考が髪

した︒これに対し隙研は︑外来研究

い協力態勢であるたけにこの協定
の実施に対して今後の共同研究の

他の鎖域にもまた行なわれていな

り︑纏絡委員会の設置︑滴蝦の交

うこと︑情報の交換︑共岡研究計画

潔博君町長毒舞舞

行く人・来る人

欣

なおこの日仏協定は五月上旬︑

貴の発明は派六二機関に属すると

を虫漏した︒

パターンをなすものとして各方薗

属人主義

噂蔭噂￡髪乏F郵茜も疑

認可証を交付
塗輸

睾毒駐肇毒唄甥制メ

このため特許問題で多くの論考が 調印が行なわれるもよう︒

則に立ち

から多大の開心が葉豪っている︒

このほどフランス側から提案き

換と条件︑共同研究の成果の交

協力草案の墨田郡項として①特

の策定と活動の調艶などである︒

今回の放射線化学に闘する日仏

評権の彌属問題②職貫の派遣③経

いう原研本来の特詐管理の中本原

協力は双務的かつ共同的な内容の

換︑薄曇の派週などが密である︒

れた協定案は︑全文十二条より成

日仏共同研究協定の内容

はすべて臼本領域では原研が所

エチレンの跳亜合について︑晶を

つぎにコバルト照込蚕を訪ねて

エチレン高璽ム均

多い外来研究員

露5 5 写

﹄

の研究をしてきた︒三岡協の設

捲鞭て理研に入り・放射線測定

終識後策莫の航睾科⁝

しばたいていう︒

すよ
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ら説明をきいた︒このプロジェク

段階にあるという︒今のところ繊
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する場所を指定し︑航法を指示

に対し航路︑俸泊あるいは檸濡

定港の境界附近にある原子力船

一︑掛長は︑運輸大臣の指示が
しようとするとき︑談たは日本水

子力船運航暫が核燃科物質によっ

を含む︶もしくは原子炉による

規制を行なうものとしている︒

域外で変蔓した後︑外法原子力船

て汚染された物︑または原子炉に

災審を防止するために毒筆と認

た掲禽︑必要があると羅めたとき

きことを指赤すること︒

入れが円滑にできるように原子炉

セ 麗＝一＝ 一遇一一＝＝ 一︐＝＝＝ 一 一＝：7＼墨二一＝： 一曜＝禰＝一㌧一p：＝＝

うかは︑予算上の問題もあるの

後の交渉に謹つことになる︒

質的には分離することができると

吉村部会の調査を円滑に︑そして

方式が遜当であると の業者で分担し︑業界一致して建

子力第一船たけに︑なるべく多く

にあるので︑研究を暦齢とする原

はご遜原子力工業が引受ける方向

磨璽工業にきまったのは︑原子炉

このように船体建造が石川舗播

語っている︒

工業において製造されることと思う︒

原船灘業団がさきに再度の指名
入札に成功しなかった理由は︑従
来造船業界や原子力産業界など関

船体と原子炉とは切離して発注す

係者の間では︑第一船の建造は

三者契約

べきであり︑契約力式としては

の意見が強かったものだが︑事業
団が造船会社を主契約者として︑
これに︸切の讃任を持たせる契約

力式を採用しようとしたこと︑船

おり︑現在では相懸の懸晒が予想

価の見鎖り後かなりの日時を経て

されるのに︑何らの配顧がなされ
ていないこと︑などによるものと
見られている︒

事業団の依頼を受けた造船工業

会は︑既報の逓り取扱いをあげて
会畏に一任し︑特定の一社濠たは
二社に対し︑事業醐と折衝するよ

ある︒

諏めるときでなければ︑入港の許
可をしてはならない︒

届け出なければならない︒

一定の齢可鑑準に瀬会していると きは︑あらかじめ内閣総理大臣に

等規制法の改正に踏切ったもので

主無異晋⁝

O国原子力船運航省は︑申舗

炉に係る酔可

を日本の水域に立ち入らせるとき

よる災害を防止するために講ずべ

めるときは︑特定連舞豪たは特

こんと改正される主な点は次の

外国の原子力船が日本の水域に立

は︑その変更について内曇総理大

き描記についての箏項を通知する

とおり︒

ち入る里家は政令により︑内閣総

輔の許可を受け︑あるいは属け出

こと︒

されたもの豪たは原子炉による再

^輸大駆は︑通知があった揚

なければならない〇

煌t総理大臣は︑原子炉設置

理大臣の酔可を受けなけれはなら
ないQ

分に逃反したとき︑許可を取り消

本法または港則法の規定による処

N項の醒町を受けようとする 着謹たは外国原子力船運航著が︑

認臆した申請醤必内閣総理大臣に

者は︑船舶の名称等一定の藍鼠を

恋することを命ずることができ

●オルパは生命活動のエネルギーを生み④体
力を盛上げます●オルパは新鮮な血と肉をつ
くり。気力の源泉ともなります●オルパDは
オルパの内服液です●ガン張り時のスタミナ
補沿に頼もしい一本となりますく体100κ入〉

ｧ一法一部改正へ

について評可を受けなければなら

るものとするQ

飲みとる／

うあっせんしていたQこのため佐

原子力船の運航に備えて
ききに就航したアメリカの原子力商船サバンナ号が︑年内には日
本への寄港を予想されている一方︑わが国でも原子力第︼舶の礎造
が謝画されているなど︑原子力船の運航がようやく本格的な日程に
のぼろうとしている︒このため政府はこれに対処する体制を整える

ことになり︑開会中の今国会に原子炉箸規制法の改正案を提出し
た︒この法津蜜は三月十九日の衆院本会議に上程され︑愛知科学技
術庁長窟の提案趣旨説明ののち︑社会党の原驚践の質疑に対して佐

現行の原子炉等規制法では︑原

ないこと等の規制を加え︑あわせ

講ずべ港ことを命ずるとともに︑

内もしくはその境界付近から退

海上保安庁返照を通じ︑入港届出

審巻防止するために必蟄な措齪を

ｴ子炉設擢看および外国原子

▽原子力船の入港の届出尋

すことができる︒

提出しなけれはならない︒

煌t総理大匿は︑解可の購謂
があった漏含には︑申請が原子力

体力と
気力を

藤会長は田口石川鋤撚磨癒工業社
長と会見して懇談したが︑二十三
臼翼藤石播副恩長が社長代理とし
て佐藤造工会長と会見︑あっせん
を了厭する罎の回答をしたもので

ある︒したがって契約のための条
件折衝その他は︑石川鋤播鷹重工
業が醗接原稿事業囲と交渉するこ
とになるので︑造船工業会のあっ
せん業務はこれで一応終了したこ

藤宰相︑憂知長島︑椎名外診︑小泉防衛庁長富らの答弁があり︑肩

をとってきたのであるから︑今後

冠よ原子炉を保持することにな

乎力船が入港した揚合︑一時的に

て国内の原子力船についても入潜

一、
一、

とになるが︑これについて佐藤会

口技術振興対策特別婁員会に付託された︒

も交渉がまと覧るように希望す

るが︑これに対する安全性を保陣

のときにとるへき必要な描置を定

長は﹁せっかくこれまで俸介の労

る︒しかし造船工業会は本来の任

する挽定がない︒このため科学技

水域に立ち入る揚含︑その原子炉

務にたちかえって︑造船業界の共

術庁は︑外国の原子力船が日本の

めるなど︑原子力船に対する受け

％成に努力するつもりである﹂と

一、
一、
一、

ジャーを置 い て 共 同 研 究 を 推 進 し

一第316号判
研

…… …… ㌍

同研究の建前から︑協力一敢して

一、
一、

規〃
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ているということた︒

㍉導

階

聞
新

曲
産

力
子

原

﹇

の建設におけ．筍必勲性から︑只同

みの悶題てはなく︑胞業婁．も炉

原子力研難所と日本原子力学会が

EA斑加盟は歓迎されている︒

動きもあり︑その方画からもEN

になっている︒

澱近ハンス・レ︑．ノッ連邦科学相

担するこ・

がボンにわいで発表した談舗︑す

なわち︑曲トでツは一九六八年に

は飼内bよぴ国外の需要遼に難し

ることになる︒

た︑発既︑海水脱趣の二盈困的を

の群細を得ることができる︒

の協定のもとにカナダ箆水難計画

ァンで開かれた◎これにはウエス

十八日プエルトリコのサン︒フ

ノション・エンシニアリング︵C

チングハウス︵WH︶社︑コンバ

スペインガロナ発
電炉に英米が応札

りを出した︒一方アメリカの大型

たが︑WH祉が最も低価洛の見繕

E︶社︑ゼネラル・エレクトリノ

@r毯⁝個
スペインの民閲鷹力グループ

領承炉卒読けて三無︵オイスター

イント︑ドレスデン第二︶を受注

︒クリーク︑ナイン・マイル・ポ

ク︵G8︶誓の三詮が入札に参製し

が︑サンタ︒マリア・デ・ガロナ

子力発聡所の入粍がこのほど行な

に建設する買気撫力三十万KW原

われたが︑アメリカからB也W︑ したGE社は︑簸も醐い乱離りを

一二社の入札見懲り縮果は︑二十

行なった︒
GE︑WHの一一哲︑イギリスから

はザ︒エユークリア・パワー・グ

轤ｪ︑C8社一ご千ご一︸臼田轟ハ︸刀が︑

ループ︵でNPG︶かるそ九それ万KWでは︑W11批三千二十八万
応札があった︒この翼果は︑フン

アが認可する＋趨三十日まへ．﹂発好

タ︒デ・エネルギア・二訊ークリ

なお︑この発避所の契約価格は

きれないことになっている︒

胃千万がであ．り︑

GE杜三千八酉五十万一千がであ

り︑同一のもの卒二七そなえた総

れ五千・七蔚七十五︸刀九千が︑山ハ千

発聡容駅四十万KWでは︑それぞ

一率賭であった︒また原子炉型に

酉九十五万が︑七千瓢薔九十三万

ついては︑WH社︑C逸社はPWR

︵沸騰髪型︶を提案した︒なお岡

︵加圧水型︶︑GE社はBWR

漉火力と競命できるものという条

水資源局では︑入札に際して︑蜀
パリ郊外のシ．一イ・アン・ジコサ

置油火力と比較倹討の上決めるこ

伴をつけており︑簸終的決定は︑

て研究するための研究センターを

フランスは︑放射線効粟につい

アメリカは︑このHWOCRをフランス放射線研
究センターを新設
子力驚憲所嵐提供できるよらにな

もった大型発隠所こして開発を進

改琵転換炉計画の一蔀として︑よ
て︑あ・一2ゆ9型式い49レいび姓鮨の駄

るだろうと語ったことと合曖て︑

スに新設した︒この研究所の昌的

とになっている︒

は︑豚︑輩︑罵などの肝臓︑腎

顧交代について研究する︒

臓︑骨髄などを膨植した覇合の物

戻し価格決定疎舘

η年までのPu買い
この施設には原子カ月︵CE
A︶︑国立農業研究所で今まで便

潴す勧︒AECはこの協定によっ

社︑B＆W社なともこの佳事に参

さ九るQ玄た︑E・工・デュホン

ターナシコナル両祉によって使用

ジエアリンヴ︑アトミノク・イン

響丁汀なつコンハノシ﹂ン・エン

カナダのこの施設は︑失際に仕

めてい．筍︒

る動きが注囲される○

今後曲ドでソの瞭チ力分野77〜おけ

米︑カナダ研究協定結ぶ
重水裁速有機物冷却炉の開発で協力

謝醐についてのカナダ側の興蛛を

これによりプルトニウムはグ

た︒

日過経過して発効のはこびとなっ

三月四日︑法定付舐期闘の四十五

岡原子力磯貝会に提出していたが

賊報の通りアメリカAECは核
っていたものを移すことになって
米原〜力委貴会︵AEC︶婆館験施設の使用を躍めるものであ て︑研究施設の斯設︑現在あり施
おり︑八つのコバルト60照酎装澱 燃科民有法に基づきプルトニウム
長G・T・シーボーヴ氏と︑カナ る︒その紬畏︑アォリカはカナダ
設の改題の必愛がなくなった︒
︵総削七千キ︐江一︶が墨蹟され とウラン蹴の買戻し価格および期
ダ原．上力三二︵A鷺CL︶総裁Jのホワ4ト・シ一⁝ルにあの一号様
今回の協建は︑カナダ側の協力
環
などを定めた細則を作成し︑法
る二足である︒
．L．ヴレイ氏は︑二月二十四臼 ︑r炉︵11WOCR一戦力㍑
が型
鵜︶
体となっており︑HWOCR
の定めるところにより上下両院含
完成予定の集合休盈燃のほか︑A

研究協冠に翻邸した︒

AEC贋務漿︑︑両国聞の織〜炉乙︑現資ヒネワ．一風劇中で︑今凸

プエルトリコ発電
炉に米三社が応札

平万KWで

ラム喋り十が︑ウラン鵬は甚しく

十四がで買寒しを受けることにな

るが︑この買聴しの保瓢期闇は一
味がなくなる︒すなbろ︑AGR

開発獲のこ喧負把となり︑その恵

一墜または二院︶の入比は︑二月

する腺子力発翼翼︵

ECLのチ﹂ーッリバー研究所には︑アメリカからBWOCRに関
プエルトリコ水資源届が建設

炭映している︒この協竃でカナダ
この協定は︑アメリカが闘発す

る箪水減速何機物冷知炉︵11WO

女た︑アメリカは︑現在ある他

醗か几てい．勺NRU尿．r炉の有機す．勾弼報を揚ることができ勾︒

CR︶のためにカナダの研究︑試 物へ摺却ψーフの便用が躍め・一2れ

イギリス塗立腺子力発電畠固

漏汽・検甜をしてきたが︑その紹

WR︵沸騰水型︑TNPGが
擢
公式
二輪会は︑最近椅子旧庵業の
案︶の建設鰻よりも宏いという口

の撮初の発騒所となるダンジ路ス

日

︑ ψ

嫡

スッ〆ラ︶いPレ恥￠コーロ︐パ・アメ

学︑原子炉物理に不可欠な核コー

中心になって︑デー々の簗積︑交

二二照尉︑廃葉物処理の分野も︑

の選択が行なわれること茄意織す

は︑これら三つの冷却材について

後奮についてもこの価格ての買入

なっている︒

伊の原子力委員長

にG・メジチ氏

日

難築（ビル

ドラゴン︑ハルデン︑ユ⁝ロケミ
ノクの三大計画についても︑わが リカ除子力デi3姿騰会︑閥じく

で︑わが麟がENEAに網入すれ

炉吻理委出会が設躍されているの

は︑欧恥藤圏の公開可能な全デ：

が聞かれるわけ一．・︑．℃の効果はき

ド︑原型力デ⁝タの柄報交換活動

N鴬Aの活動の申かり︑わが国の 効果的な研號開発ができよう︑と

換をはかってきたが︑外国のコー

わが凹が参遷する可能性があると

る︒このため︑学会では昨年七月︑

心設計研究のための陶逮未臨界装

の運癒成秋では︑燃料の改良なし

保証
さらにAEAが発喪したAG
Rは一九七一年一月一日までと

している︒

一本にしぼ勺へきたという見方を 筆は一九七一年の一月一日談で︑

セ不ラル・エレケトーーノク︵G した場合︑イギリスは千二酉万年︑

果︑もしアメリカ型軽水炉を採用

の入札磁︑二月一日行なわれた

B発璽所︵電気出力几十万KW︶ 際が出てい勺とい・︶︒爵辞雪月米

E︶祉が発歯した鋤洛表にk几 の測器の輸入が必璽となる警告と
ス型改良﹁ス冷却炉︵AGR︶に

が︑アメリカ里美水子は︑イギリ

で︑二十五％の議刀増に成功して

いる︒以上の点からAGRは︑か
なり月掛であると悪えるが︑よた

イタリアの国籍原子力婁員会

︵CNEN︶執行部爆風がこのほ

ど決まつ陀︒新葉貴長は︑醗桀梱

NEN婁貫のC︒サルベンチ氏で

鷹︒なお鍵の華語誓主

烈

本を礎く・・……・…闘升i金岡

現する尼鍋となろう︒その慧味 タ感謝ヒンごi︵サヶレ⁝︶︑群
ENEAへの準加盟 臆黙鮎馳鑓
で︑ENEAが現在拾出している
舞プロゲラム︒ラfブーッリ⁝︵イ

と国際協力 術や欝の提燈う
け︑あるいは逆に後

当面もっとも効果的な滲加が期待

ENEAへの摩加盟によって︑タ︑およびコ⁝ドの網互交換の途

い︒

ｩねてわが閃が串堅し進薩へ捜術を掘供することを虫な 醗が滲鈍する必慶がないかどう

濁的のために対等の協力をすると

か︑充分検討されることが望よし
︵EN猛A︶への継加盟︐究開発左単礎にして︑一篇の開発

ていた欧州原子力機関内容としており︑わが麗質身の研

口肢旧
が実現し︑国際協力のルートが關

かれることになった︒E賛EAのいうケースはほとんどなかった︒
サエランド弐が︑わが園の施設の

わめて大・．呂Qまたこれは学界の

允笑に一驚し︑これたけの施設が

先般来日したENEAの事務周長
されるのは原子炉設計︑源子炉工

雌煽盟の場合は参加した活動に府

活動はすべて鼠宙滲加であって︑

してだけ分撞金口払込めばよい︒
A電子謡無機を設鷹しょうとする

のへたのも︑地域条件その他の理

ドおよびデータを入手する正式ル

である︒これ豪でわが国では日本

研究開発にもっともプラスが多い

由で︑これまで国際協力の機会に

ートが醗かれていないため︑研究

つ眠りわが囲としては︑現在のE あれは︑ヨーロノパでならもっと

と思われるものを選んで協力すれ

置きしている︒

患まれなかったわが国の突蝦を獲

このほか︑獄NEAの活勲．﹂は

いろな顧味で︑わが薗にとって非

ばよいのである︒そのことはいろ

な国際協力の関口を開くものとし

原子力婁員会に要望慰を織しEN り︑これを国際的な閲発努力のな

溝えられる︒ENEAへの加盟が

従来もわが国は︑園際原子力機
て慧義がある︒その経験と協力の

EAへの加盟促遙を求めていたQ かへ組みこむ契機となることを︑

麗で濃網ウラン心燃料としてい

ば本年内にも行なわれるものと見

のうちの四イ％はユ⁝ラトムが負

現在ENEAには︑中盤子デ希
iってやまない︒

わが國の研究開発への刺激剤とな

関への加盟やアメリカ︑イ ギ リ
実績は︑新型転換炉や高速増殖類

ENEAへの加入は︑このよう
の遂行がはなはた園難になってい

ス︑カナダとの二園間協定の締絃
の開発についても︑三際協力言実

常に郷都禽なことといえる︒

によって︑圃際協力の実をあげて

西ドイツの高速炉開発進む

Nに冷却方式決定
Nに原型炉完成めざす

融速増獄炉部門における西ドイツの研究は︑昨無のシュネーブ二戸てb霧雲象の閥てかなりの注闘
を鎚めたといわれるが︑最近西ドイソ達郊科学研究省のスポークスマンは︑一九六七年には蕩速増

の入礼が行なわれるたろう◎そしてこの炉が︑一九八Q無に運転開始を見込んでいる百刀KW級満遭

磁蝉開発のための冷却国国を決定し︑このあと︑一九七二年完威を燈標とするニや万KW醐速増殖炉

増殖炉建設の鮪一段階となるだろうと語った︒豪た岡じ頃︑ハンス・レンツ連邦科学研究相は︑西ド
イツは一九六八年には陣内および国外の儒要家に灘しあらゆる型および姓龍の原子力発羅所を堤供で

めの研究試験施設がいくつか建設

の賦糠は⁝九六〇年代の末に鍛初

子労研究センターで野手され︑そ

燃料による鍋速臨界装置で安全性

るoSNEAKはプルトニウ
ム
るも
のであり︑この決定は早けれ

扇59れている︒家た︑SUAK運
は娠
炉されている︒冷却材の決定

達し︑高逮炉動特牲の研究に用い

毒るようになるだろうと困り︑西ドイツの原子刀分野での鋤きは今後かなり注圏ざれる状況となって
いる︒

藤〆イツの轟遡増揃炉開発誹醜

の縄巡際型嬬の建設に必要なデー

は︑ 一九六一年カールスルーエ原

タを欝ることに鰍かれている︒現

られていたが︑今回の発喪では︑
︸九六七年となっている︒

と増殖の嬰験に使われるQまたこ

在陶研究所では︑約花畑人がこの

英発電庁AGRを採用か

菊田BWRより安い応札価格

予断の許せぬところかり︑今後の

想されている︒

表は四刃中に行なわれるものと予

GRは性能の点であ象りちがわな AEAによる合同委繕物の公式発のG・メジチ氏︑醐婁賛長は前C

翅GB︶の内部には︑軽水炉とA なお︑政蔚役員︑中央発露庁︑

讐グループおよび一社から合副七

駆り澱十四がになO︑愚然この泣

成り行きが潜思される︒
り︑このプラ︑．ノトへKNK︶は現在 案が出されているが︑伝えられる

してかなり裟侮な見秘O必濡して

傭澱によれば︑AGRは予想に反 め価賂が予想されていたが︑今圃

褥ることを弩えれば︑ごつの炉型

の昆穣りはKW摂り十四近く高く い︒もし大鳥奨揚によって利燕を

おり︑特に蕪つ09AGRのうちな
一っているといわれている︒

し︑毒くに隊勇船舞翻の鞍懸・溜隊霧鷹姦懸製
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順舗に工事が進められている仏のEDF−4発躍所

つ︵AGRヨ︑軽水炉四︶の提ば︑ダンシネスBの建設蟹はKW している︒注た︑中央発瀧庁︵C

ダンジネスBには︑嫡子力口業

ないとのことである︒

建設されるSEFOR実験用翻速
また︑増殖炉部品の試験や︸連 比へて侮6コストの点で優位では

酬醐に穆加して36り︑未臨界実験 れら一連の実験装蟹はアメリカに

装熈三つが澱かれているが︑その

ので︑一九六三年春締結された協

化ジルコニウム減速ナトリウム冷

ては現在羅瓢出力二力KWの単記

の開発用燃料四葉昭射試険用とし

スルーエのアルゴノート炉であっ

定に従って西ドイツ側はこれの一

うちのSTARK炉は以削カー馬
ルを使った物理研究とつながるも

たもの誉︑中心部の黒鉛反射材の

却原

す炉の利用が考え6れてお
部資金八握を行なっている︒

さらにこの研究所は︑商速炉の

代りに濃総ウラン金属奄入れて簡

速炉および納中性子炉をカノプル

︸九六七

建設中であるQなお︑カールスル

り

安全監の問題に加えて︑鷹速炉の

O

にした麓瞭に改造したもので︑そ

筆

れぞれの醐返麺心および熱中鮒子

ト婆一﹂寵

ーエ轡圓二黒頻炉議画が︑
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安全性の閲題に加えて︑蕩速炉の
冷却回路の闘題愉特に取扱ってお

︶こ

一九六七

建設中である︒なお︑カールスル
ーエ為逮増殖炉説鯛が︑

瞬

︑駕 樋

し﹁工

．

し︷

年までに必要とする命額は全体で
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聴誘聯放射鮨に﹂る汚染ち含旗れ

ゆ放射性路環物の定淺について

せる様式の規無闇加えること︒

窃鋸チ朧罫書

ある︒なお役員の任期は四通とな

円︒

＝
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定緬は送料とも一部四千五胃＝

している︒

会議サービス野業本部で販命医

本橋の丸謝と日本原子力産業篇

編が集録されている︒東京田偏

など発表論文総数二︸臼三十六名

遡

NEN婁貴のC・サルベノチ氏で
O

葱されている︒
︑
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引1一

表は閥月中に行なわれるものと予

GRは性能の蔵であ虫りちがわな AEAによる命同婁員会の公式発

@

してかなり安価な覧曇りを出して
の
発
照
り
は
K
W
護
り
十
ゾ
近
く
高
く
い︒もし大域生産によって利益を
おり︑精に薫つのAGRのうち一なっているといわれでいる︒
掲ることを考えれば︑一一つの炉型

から放射継審県会に諮問されてい
るような定率にすること︒

し︑とくに撃力馨驚則の放﹇ること議轟難護癒用さ

算についての説明︑原産川上調査

課長の昭和四十年度原子力関係予

たもので︑瑠謙会は原子力舶特殊

⑳那故状態における漣鉛反応に

科学技術庁原子力局の島津政策

騨長の昭和三十八年度原子力産業
規則特別部会︵部会長失木蝋氏︶

について劉原子炉藏縢は事故状態

⑥駆故暁の操作について祥原子

皿

力

楯曇罵エ船憲
I
H

ITV

舞済会㍊で開催された︒

実態車田についての報鑑に引写い
を設け︑十一月以降審譲必定ねて

ものであることを規定すること︒

て︑垂物懇の今後のあり方につい

⑤制御袋醒の誤操作について手

でも無制御の連鎖反応を生じない

この讐串では︑おおむね原黙を

網軍装醗の故障の場含たけでなく

きた︒

いて事忌することが職漁一︑﹂あると

適当と考えるが︑なお次の点につ

て懇談した︒ありカについては︑
アンケート調査を負ない︑次回に
検謎することとした︒

①本規則の趨腿鱒剛

誤操作の漏禽徳も規定すること︒

答申要旨

している︒

子炉に関する研究で︑申舗の懇口

放射線液面計

雪こア鮒灘．︑ ︐ざれぐお沿︑

いことが開発の隔審になっている

第七回アイソトー
プ会議は来年の春

は原子力局園際協力課︑申請醤提

線

リニヤアクセラレータ

り︑ナトリウムと戴んでヘリウム

が︑今後の予騨の増え方をどう考

閲するものが常時作業する揚所は

議圃際調まで︒

ームQUQ契U◎B◎一

転︑電臨は従来どおりである︒

コッククロフト

ベータートロン

この 鎚 は︑ ．．鴨︑コ雪罪に

原子力婁員余の第六回鋤力炉開発懇譲会は︑蕉月＋九日︵金︶

えたるよいのか︑という麗悶があ

そこで作業するものが鉾田される

について11A放射線作業に臓接従 利用⑦R工の水理学への利用⑧原

⑦格納容羅を落掌する蟹の弁に

発生後をも焼幽すること︒

について11推進機関に軽水減速軽 炉装躍の取繕の発生獲たけでなく
水冷却型原子炉を使用する舶舶の

原産のアイソト⁝プ婁蚤会の第

みに適潮することを明確にする︒

出締切は五月二十四日︑申舗が多

三月二十臼︑初会合を開き︑開催

ついて11格納容器を貫通する籔の 値をこえて被曝しないように施設

ともある︒

海水脱塩シンポジ
ウムで展示の招請

数の際は選溝委貴会で選定するこ

米國政府主催の海水脱堀国際シ

すること︒B管理区域の設定を湾

11海上で船舶の受ける動橿傾斜︑ 弁は格納容羅の綴通掘所で格納容

③船舶の一般的安全性について

七圓アイソトープ会議準備蔀会は

窮七圓日本アイソトープ会議は

の黛本方劃について検認した︒

隙藩︑放同協︑原子力学会の只催

画を櫻合して測算すること︒

ンポジウムが︑十月三日から九三

各暑の揚合では外部線盤︑内部線

河内民田︵中部躍力常務取締役︶

までワシントンのシェラトンパー

懸し諸施設を配置すること︒C酌

滴威風︵日立劉藻潮︶尊意英三︵立

ク・ホテルで開催されるが︑この

ることを規定すること︒

大教授︶森一久︵原産事務局次長︶

期間中問断でこれに関目する展示

器から外にもれ出さないものであ

の各氏を︑豪た驚には柳下騒摂

会を重くので︑わが国にも韻品を

したり︑その機能をはたすことが

⑧放射線灘警防止のための設備

軽水炉の安全措躍癒設に関する問

氏︵原研理購︶を新たに婁嘱する

契約の募集を受付

契約に関する騨集要項がこのほど

留士聡機原子力部移転
に関する研究︵ロ︶放射線離警防

IAEA勇躍局から送付されたの一丸の内朝日生命館︵五咄︶に移

三月七

IAEA委託研究 照月十強豪でに日本原子力薩業会

希望してきているQ出品希望煮は

こととなった︒

衝撃振動などで原子炉施設が破損

できなくなることがないようにす

四十年度事業計画を承認
原子力安全研究協会の第六圓理

題︵二︶その他一一二件を新設す

原子力安全研究協会第六回理事会
隔年は三月二十二日午醜十一晴か

る予定である︒

︵イ︶軽水冷却型動力炉の安全性

して予定するものは次のとおり︒

康た︑昭和四十隼度委託研究と

ら東京大手町の田本工業クラブで

開催され︑①昭和四十無慮噴業計
画︑同収堂予騨について②役員選
任の件などを審議承劔した︒

原子力局
護薬剤の開発研究︵ハ︶希駅過程

に影響を及ぼす燃料被纒蟹の安全
①原子力の安全牲に関する調査︑

にある放射艶物鍛に対する海洋生

で︑原子力局で豪男轡をとりまと

昭湘四十年度箏業計画としては

研究．②調査研究報告の刊行など

める︒

日から東京都千代田区外の内一の
行なうが︑とくに放細線陳轡防止

的な醐査研究︒

物の濃縮および斜照に関する予備

一九六五年度王AEA婁託研究

部会では︵イ︶放射牲物質の沿峰

にもいかず︑といって荊冠の進

に近いところに団地を作るわけ

タマの糀いところΨ原子力施設

発の関係は地元でも政肘でもア

っているが︑地帯整備と地域開

断を懲つはかりとな

繍鰻鋪撚
研究臆目は①放射性廃棄物の轡

理および珊境に与える影鞭②保健

羽料試験炉の役劇︵原研平山雀一

っていろいろ奇思大外の案がと

出も早急には期侍できないとあ

Co60照射装置

⑪明

器

炉心は重圏未満であ獅︒

五月以降は作業㌶で

午後二鋳から策京赤坂のプリンスホテルで開かれ︑蘭圓までに各

燃料国産化にも強力措置を

婁黛から出された懲見をもとに原子力局がとりまとめた案につい
ったのに対し︑箱沢婁蟹は予騨を

が︑こういうふうに原子力開発

て︑在来型揮入炉および筒速増殖炉の闘発方郵を審識したが︑在

施策を望む慧晃が多く出た︒また懇談会は︑五月ごろまでに中目
は金がかかるということを一度示

一度に倍にするのはむずかしい

的御見を京とめるとともに︑新型転換炉︑嵩遼増殖炉については
しておけば︑敬蕉のうちには大継
で︑来年の春ごろに開催される予
驚である︒

なお︑岡準備部会では開催の期
臼︑場所および会議の冥体無内容

について基本力針を審民望講ずる

アイソトープ会議羅癩婁展会︵仮

が︑開催璃備のためには﹁第七回

称︶﹂を設撒し︑運當する予定︒

証約﹂︵S￡愚書︶繁

放出に関する聞題︵ロ︶璽物の放

役人の選任に闘する件では︑設

の農学への利用⑥RIの医学への

って改選されるもので︑次期理聯 物学㊥照射による食畠保存⑤RI

には現理藤の再任と薪理麟として

嚢セ魂ム§

氏︶︑日本のウラン鉱床︵地講小

象二氏▽特別講演11素粒子物理学 Rの運癒経験︵原研村空話氏︶︑

の現状と将来︵京大湯川霧樹教

関幸治氏︶▽研究発表二士蔽︑放

び出しているV束海発電所の冷

とかんたんではない．どなたか

採騨の点で︑いざ屋体化となる

るVま軽﹂施設に近い丘陵地帯で

原子炉燃料の検査法︵原燃貯木利

三菱原子力工業株式会社

三菱化工機株式会社

来型炉については︑燃科を中心にその園薩化について国の強力な

その後にワーキング・グループを設けて︑翼体的な研究開発方針

と︑所信をのべた︒

に予算が増すことも可鮨たと思う

事情懇談会終る

第49回原子力

等を検目し︑その結果を待って懇談会茄再開することになった︒

化には日額の改良研究蟹︑誠験盟

なお西明は四月十一二日および一一十七日に開かれる︒

懇談会は 新 た に 婁 殿 長 代 理 と な
を要すること︑罠間が要塑してい
る試験研究助成澱三十億円には員

った為沢婁罠が座長となって︑活
発な国議が交わされた︒
日本厭子力工業会議の第四十九

調さ2■た︒また︑在来型炉にどの 圓原子力欝欝連絡懇談会︵敬瀦懇︶

体的な根拠があること︑などが強

いて︑五 舟 ご ろ ま で に と り 豪 と め
くらいの力点をおくかは︑他の炉

まず懇談 会 の 今 後 の 進 め 方 に つ

る﹁中間的 葱 毘 ﹂ の 慈 味 に つ い て
璽とのかねあいで検討する必要が

放射線審識会︵会長木村健二郎

葎五月に発効するが︑同条約の第

原子力船の放射線障害防止の基準

放射線審議会が答串

は三月十九日午後︑集京の麗ノ門

質疑があっ た の ち ︑ 大 方 針 を 決 め
指摘された︒

つぎに商速増様炉については︑

るのたとい う 線 が 確 認 さ れ ︑ 婁 貴

実験炉の建設を対自の闘櫻にすべ
きかどうか︑などに講譲が纂まっ

が︑いつ豪 で も 決 ま ら ぬ で は 困 る
から一応タ イ ム ・ リ ミ ノ ト を お く
たが︑次回に開発の時間および人

会側から︑審議を尽くすのはよい

のた︑決定は原子力婁員会に任せ
残︶は藻月十七細総会で︑原子力

第一融も近く建造されるなど︑条

員スケジ払ールをともなった開発

する技術的基準の制定についての

てくれ︑という趣旨の発溜があっ

八牽には原子力船︵蟹艦を除く︶

讐申煙決定した︒わが国が先に加

の規定がある︒またわが團原子力

船における放射線際審の防止に関

ついて検討を進めることになっ

計爾案を原研から提示し︑これに

た︒

子炉フィルタに関

で任期満了となるのでこれに伴な 物理および放射線防護③放射線生

ルトニウム聞題︵二︶その他一一 立当初の役員が本年三月三＋一日

鮒線感曼性に関する問題︵ハ︶プ

二件︒プラント部会では︵イ︶原

核分裂生成物の放出閤彊︵ハ︶

9る間題︵口︶

船特殊規則の制驚を行なうことと

安全法施行令の一部敵正︑原子力

要となったので︑運輸雀は︑舶舶

全法などの関係照内法の整備が必

約発効の五月ごろまでには船舶安

原子炉工学研究所開く

なお︑従来原子力予璽の伸びな

盟した﹁一九六〇年の海上人命安

た︒

ついで︑ 原 子 力 競 が 各 婁 貫 の 癒
見にもとづ い て ま と め た 案 の 検 附
主として民間企業の薗空的開発

に入ったが ︑ 在 来 型 炉 に つ い て は

という原則には
東工大

初代所長に武田栄一束工大教授
賦課式は︑武田所畏のあいさ

と解発上の繊細点︵聡連山蘭久一

授︶▽総含灘演臼除子触発聡副画

射線物理︑核燃料︑化学工学︑顎
︵原羅吉岡俊男氏︶嵩遡炉の技術 位体分離︑炉物理︑該燃料資源︑

氏︶殴羅東海発聡所の建設経験

流十鈴︑これを利用して執帯植

却拶水は摂氏三十麗で海膨七宗

物畷を作ったら︑という陥があ

ここに遊園地などを窪ったらと

もその活用には苫労しており︑

鼠氏︶▽研究発表一1産物理︑核物

▽特別重織睡京都大学乱

子炉旛設︑蜘特性試験︑姫舗御

マニプレータ
ペリスコープ

、

放射線厚み計

原子炉実験装羅

曽

原
によって行 な う
各婁鍛もほ と ん ど 異 議 が な く ︑ た
だ︑政府が 欝 ず へ き 繕 躍 と し て 爽
・束京工榮大学の原子炉工学研究

原子力学会が京都で年会
の研究発鼓︑素粒子物狸学の現状

四月五日から三串間︑京大で開催
日本原子力学会の昭和四十年奪

特別購演二︑原子力発揮訓圃と關

網羅・構造︑炉制御︑炉設副︑核

と将来︵京大湯川誘樹教授︶など

的悶題点−鵬一一薗ジュネーブ会議

票都市左鬼区の孫都大学工学郡で

二上の悶題点︵島回由輪久一氏︶

会は四月五日から七日敦で三田間

開催される︒

動力

ジルカロイー2およびスティール

には施設冤学会も行なわれる︒

◇六日

講麟鷲結諾いた名案一

ノク歓切OΦ昌ΦピOのhび一口α氏︶ いうアイディアもあるが資金や

こんどの矩会は臼本原子力研究

年会プログラム而

理︑核燃料︑保憾物理︑安全性︑

シンチスキャナー

三菱の原子力機器

に泳された ① 安 全 性 に 関 す る 研 究
の推進②国産化および改良のため
所は三月十三日午前︑学内構撃で

鍋された・

内を見学し︑祝賀パーティーも高

つ︑帰羽原研理欝長など央賓の祝
ρ
辞があり︑滲列者は蟹傭された所

闘係者多数灘陥のもとに開所式を
開催し︑武田栄一爽工大教鐸を初
代瑛長として正式に発足した○

切子力関係の大学付点の研出所
としては︑鎌大の原子核研究所︑
名大のプラズマ研究所︑京大の原

◇七日

炉の核設讃▽研究発喪睦プラズ

の開発︵スウェーデン・サンドビ

▽総禽講演一1燃料被覆材
昭民▽爵諭会勤高望炉と繊中性子

発表講文の総括として1原羅立花
究醗文の発蓑を行なうのは今回で

六時から京大楽友会館で行なわ

マ︑炉物理︑核燃料︑核化学︑放

所︑原子燃科公祉︑日露原子力産

雲炉爽験所の現状と利用︵京大木

射線化学︑炉化学︑化学工学︑原

業会綴の後援で︑三日聞七会場に

村澱一教授︶▽総禽謙演㌶JPD炉材料︑誘測︑熟鍍選・流体力学

みなお窟口料懇親く瓜が四月山ハ綱引午加伐

など基盤講演八がある︒

も共同利用施設として設けられた

三回顕であり︑とくに今回は初め

れ︑法た︑年会終了後の四月八田

原子力学会が年会という形で研

ものであるのに対し︑この東工大

て粟京を離れて開かれるものQ

子炉実験所などがあるが︑いずれ

の研究所は︑蕪へ坪は約三千平方

の研究所としては日本で初めての

娯模なものたが︑大学付属の独臼

内藤正氏▽挨拶轟学金・会畏瀬藤

◇五霞

綴二千坪︶︑定員六十五名の小

ものであり︑今後の成果が期徳さ

わかれて原子核物理︑核燃料︑安

▽附会の辞睡運逃避難題

金性など二十四項鳳三酉九十五編

セラミック燃
その他燃料

シンクロトロン
ヴァンデグラーブ

』7▼L

＝ ＝＝

鷲

㌍晒

れている︒

ヒューマンカウンタ

訓練用原子炉

サイクロトロン

研究用原子炉
原子炉付属装置

測定器

PWR型船舶用原子炉

一、

濫

篇
一一

速

機 器

燃 料 放 射

子

原

原子力プラント

金属燃料
合金燃料

：PWR型原子力発電所

◇

三菱電機株式会社

三菱重工業株式会社

の研究開発の助成③プルトニウム

で︑大きな予騨が期待できないと

する愈見が多く︑とくに燃料圏麗

東工大原子炉工学研究所本館

燃料の研究開発︑ではなお不十分

鷹深口40蕨3瑠25∈∋
（3）
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鴨
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力
子

原

しみこんでいるように愚われた︒
ここには現在︑原子炉物理部門

いますしと︑この研究所の特魯が

原研をカバーする基礎研究
三 面 所 帳 のよう
語られるQそして﹁研究費は決し

学工穿︑保健物理︑原子炉材料の

沸歯二心に︑原子炉設計工学︑原子

ら大晦日から元田にかけて徹夜を
各部門があるが︑ほとんどに原子

炉熱工学︑原子炉化学︑原子炉化

するようなことはできますよ﹂と
炉の名がついている通り︑原子炉

いが︑疇間には制限かないのだか

いう︒いかにも研究所の気追が感
に関するあらゆる茎礎研究をめざ

て潤沢ではないし︑入手も足りな

原 子 炉研究施
じられる呂葉だし︑原研あたりと
している︒

の輝生 は 昭 和

原子炉物理では︑臨界来満の四

つの袋躍i天然ウラン軽水系指数
炉︑同小型︑核分裂実験綾置︑同

しているが︑﹁B本全体がのびて

間をすり抜けるようにして仕事を

た燃料を昌るす位置が霞由に変え

導口け単摩杉uu口日ロリuロロuu口讐﹂

運転費︑開発費並びに開発期間

涜鷹

一

量

速炉は﹁発電間題の一聴点解決

を捨象し叡纏的に検肘丁ること

の興誇券

﹁曽060縫uu逆uuロリ冥契uuuσ繋目uむ貝磨リguり恩讐ロ寒寒u口購誉u口

の手段として考えられ︑最恵の

わせの解を求めるとき︑致本費︑

はほぼ解決の見通しがついた︒

場含を思厚しても︑燃料資源の

全国ネノトワークでサービスしております。

墾水戯速炉と︑増袖炉の組み合霊

ここで今京で︑椙対的優位性を

5大

ヌ窪

京藷・

でなんでもご相談下さい。

ンパクト化により資本費の問題をうける︒以上の颪から重水猷

経済性を誇る種油の埋威儀は面

磁信されていた核燃料に主題の

アインシュ

とを望みたいしと武田さんはい

究施設てはないが︑専任の研究者

日本原子力研究所のラシオアイ

証券貯蓄のことでしたら、プランから実行ま

化石燃料のうち︑現時点では

炭換算二千偲ゾないし三千億ナ

民一体となって︑醐際的協力の

﹁協力しにととまらず︑広く宮

開発にパノションを持つものの

ている︒このためには︑原子力

の早期開発を臆するとの解を褥

︵O胃NヨP︶という重水減趣炉の必要性と︑醐速炉

われわれの中間的結論では︑

は興味ちる周臆てある︒

とみられ︑これのみに依存すれ

枯渇からする原子力発電原価の

ある﹂

焦点が移行した︒

燃料サイクルを考慮すると

ば︑今世紀末には消粍し尽すこ

き︑活水炉には着干の問題があ

﹁弟三の男﹂の主役をウラン
聯とすれはプルトニウム︑トリ

えると恐う︒われわれは︑当然

ウムの問題は﹁第四の男﹂と書

﹁胸聲鳶O障﹂

必要性が痛感される︒

質の有するエネルギ⁝の理論式

タインが︑われわれに課した物

の実賎的解を求める闘いは︑過

高洲紀雄︶

う︒ここは関西炉︵京都大学原子

分離など︑注圏を集めている研究

が︑大学によって

謡的をも

は全躯から広く集められた︒原研

った量礎研究

の仕璃を支えるような

分担されるようになることこそ︑

原研の機能がフルに発揮できる前

意昧で新発足の研究所には大きな

提であるともいえるだろう︒その

瑚待が寄せられている︵Y肇︶

研修生募集

ソトープ研修所で︑三コースの研

月十日まで英語で実施する国際原

子力機関フェローのためのもの欝

欝︵罫集羅切悶︻口〃二十日︶と︑ぬ八

月＝十﹁臼から七月十七日までの

要田︶で︑受講料はともに一掃

第五十二回生三十二名︵同五月

①開園計画婁鍛会纒瞬飛堀越

穂嵩︵経団連常κ耀堺︶︑翻蝶

諺藤§蕊
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薩憲懸
ロストフ的表現を冶されれ
とが予想される︒石炭というエ

筒騰化を延期することが岨能で

ネルギーの担い手もあるが︑経

ことができる︒

下直になるがゆえである︒この

ばならないσこの場含︑隔撃力
で燃料の使用愚を相対的に少な
くする方がよいか︑あるいは筒

たが︑今後も引続き強力に維進

去半世紀にわたり紐続されてき

の福牲は︑エネルギー問題の解

されねばならねと考える︒人類

決への接近の巾にあると確信す

工業︵株︶嗣祉長

るがゆえであるQ︵住友原子力

研究している︒また原子炉化学工

がある︒ガス遠心分離は︑大山現

現在は理研から原燃に移した大型
遠心分離機を使って異験している
が︑将釆はここでも小型の分離機

︵写翼は核分裂実験装櫨︶

を設置して簸礎的な研究を進める
予定︒

原子炉の開発は自
信もってやること

﹁早い機会に現在の七部門を︑燃

原研R1研修所
料︑安全工学などを朋えて十二部

小型炉ができたら学生の実
という

つは茎礎課程で︑五月七R︻から六

修生を募集している◎そのう登

から

いうことだが︑すでに東大あたり

改造して小型原子炉にしたい﹂と

門くらいにし︑核分裂実験鋤簾を

武田所出の藷る将来訓画では︑

炉実験所︶のような大学の共同研

学部門では︑ノズル分離蔽︑およ

原子炉設議工学部門て信︑金属

ジュネーブ会議ては︑米︑ソとも

る相似謝算機原子炉シミュレータ

学長が始めてから五年辺くになり

聖心を使う早速炉の動特性の研究

ｼZ5︒冨⇔ぢ二審琶σ曙のイている︒
Vアルをとったものたそうた︒

が薄い板状なので宙由にとりかえ

同じような構想で設刮研究を進め

ているQ武国所侵の語では

がで音て便利たが︑低出力なので

ていることがわかり︑研究員を大

燃料 検討を加えている︒昨年の第三回

由︒将来

測定に困難している

は︑三十二階の常微分方程式を旨

は︑この疫雁を十KW程度の原子 いに勇貫づけたという︒ここにあ

そのほか日立製作所製のコノク

炉にしたい考えのようであった︒

原子炉織工学部門

くことができるもので︑日立製︒

そのほか

クロフト型加漣器を使って︑パル
ス状高速中性子を発生させ︑臨界

における水︐熱曳

．︑黙では水冷旧型炉

と局温水の二相
流流動抵抗の現
象を︑原子炉化

軟
ワ学郡門ではりチ

習などに使わせてほしい

武田さんは今隙子力委畏として

甲入れがあるそうだ︒

︑︑︑旺三唱鼎晴
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兜町営策離東京の日ム橋・兜町

ば︑わが国の経済発展はいわゆ
る︒

﹁第三の損い手﹂として期待さ

ことによりウラン鵬を捨て去る

㌧⁝エネルギー理論式への闘い⁝三

れているQエネルギー問題は︑

この型はウラン獅を稀消する

済面からみて︑原子力発酵が

る飛躍期にあOGNPは当分の

てエネルギーの甜蟄は︑これに

間︑直しく高率を示す︒したがっ

スライドして伸長し︑電力甜蟄

量によって示せば︑昭和三十七

新たに﹁参入﹂した原子力を含
五年三二九千七魯万KW11︑七

点︑郵亭誠濫費では︑申性子の

て︑島速増勉炉を考慮しなけれ

矩の一億四千万KWHが四十五旧一≡三・≡重水減速炉と高速炉の皐期開発を・三㍉
のことながら︑最終騒標とし

十五年には実に八三五千万KWめ三つのエネルギー源のコンビ

ランまたは傲濃縮ウランの使用

経済悦も柑対的に高く︑天然ウ

年二億三千八歯万KWH︑五十

ポーションをとう仰るかにある

ネーションすなわち︑そのプロ

Hと増加することが予想されて

いる︒また︑これをグローバル

かの選択を迫られる︒しかし帰

燃料の増加をはかった方が勢利

結するところは︑前述の通り二

してのプルトニウムの焦成率が

が可能で35り︑また人工桝料と い増殖率を目標として積丁寧に

高いという優位性がある︒軽水

者択一ないしは順序の問題では

論点を原子刀発電に隈定す肌

と思う︒

は︑開発の嶺初においては︑在

炉は京た︑経済性のあるウラン

エネルギ；揃費量は白炭換算で

にみれは紹和七十五年頃には鵜

年間酉八十僧ゾ以上になると

鉱石︵ポンド当り五一十メ︶理

なく両道の組合せを訪えること

かさむことが闘脳とされ︑この

が大切と思う︒梶水炉ないしは

来型の発種無式に比し資本費が

られているという点からも制約

蔵儀は六十ゾ︵dω○の︶に限

譜算され︑すでに鎌者の間ては

大容撒化と糠準化︑簡累化とコ

低減に対し努力が集中された︒

化石勉料の枯渇間題が憂慮さ

の対象となっている︒

れ︑豪たその選択をめぐり譲識

はアタマを突っこんでやっても

や︑

びガス遠心分離蔽による周位体の

と呼ぶりこれは80誘くO 未噛装置内諸点での中性子密度と
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うな大きな刮画を作れ

らいたい︒電力申研に金を出し

化については︑ユーザーも国産

日本全体の原子力開発のカシをと

豪たその三は五月二十四日から

千円︒

月十日︶十五猛で︑受講料は三万

七月十七日までの筒級課穆︵同五

ルギーの源はこのコンパクトな研

る星占にあるが︑その構想とエネ

究所にあるわけだ︒いわば故郷の

駒込上冨士前町︸三原研ラジオア

円︒照会先はともに東京都文京区

ような研究所の椅子に癌って︑
﹁動刀炉の開発は膳儀をもってや
ることが大切で︑ここの研究員た

︐︑

東京・干代田。丸の内（新東京ビル，（212）7551

本店

「

辱

疇

将来は小型炉も置く
⑨

軍現を
設

は原研の四分の一●

一人当り研究投資

︻蕪十㎝年四月で︑原研設立よりニ 大分雰囲気が蓮うようだ︒

カ月創という由緒があるQ所員六
十余名の小じん豪りとした施設た

が︑従来から研究のレベ ル は 高
噛く・ウラン濃麺ほじめ曝的に
かの中性子粟の賭間的分布︑中性

小型圭爆便って︑これらの系のな

ている︒使用する中牲子源は︑は

子エネルギ⁝の変化なとを研究し

ここの施設に投入された資金は

総投簑額杓三胃億円の六＋分の

設備二億円︑建物一億円︑隙研の

注闘を粂めている研究も多い︒お

省は闘勲線大岡山駅に近い束工大

☆

︸︑人員が六＋名で約二十五分の じめはうシウム⁝ベリリウムを使

彼岸もすぎた小呑日霜の午後︑箪

☆

に︑新しい研究所を訪ねてみた︒

☆

子炉工学研究所がある︒

いく手本になっていきたい﹂とい

プルトニウムの処分などについ
ても︑根ソからの民営猛省らし

い思い切った考えがあるよう

をまいた青木さんが︑数カ月後

ているように・猿子力ても国隙

六年電力再編域の折りに配莱界

⁝簿

一群もロ峠一けじ鹸つ

ベリリウムを使っているとのこ 型原子炉の設置を考えていたが︑

タン

関西炉の設置が地兀の反対で難航

三菱原子力製︑ふつうこの種の装

ったが︑最近ではプルトニウムー 備えている︒ここでは早くから小

と︒四つの鎧置はどれも減速材と

臨界来満袋狼を設置する力闘に切

しているのを覧て︑昭和三十三琿︑

一︑一人当たりの研究投甕は隙研

大学の疋門を入って構内 を 横 切
の四分の⁝にすぎない︒研究室に

核燃料の割り合いを相当広籔圓に

丸太を四角にそいだ柱に︑ペン
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エネルギーの時間的変化も研究し

り︑宕へ曲って圏蒲線の陞橋を量
入ってみると全く猿いし︑器械の

変えられるようになっており︑窪

央ブランクノトの効果についても

を行なっているが︑三軸前かわ中

ると︑坂を下りきったところに原

りかえたといういきさつがある︒

の蔑躍は二〇％濃縮ウランを便っ

蔽は天然ウラン燃料を使うが︑こ

原子力委譲になった

あおき きんいち

青木均一

係は微妙︒核燃料の国為民為︑

核分饗実験装縦は蝿称を〃タイ

関

られるような幾狸類かの格子板も

肺

三
κ

に攻町ところを変えての鳳子力

交流なとに支出を覚悟すへきた

が大きい︒新設の発電

原子力を巡めるには

た︒

東某毛織に二無︑日本陶管で三

−掴﹁

東原斑力会長の胃木さんが原

年︑それから三十歳の蕎さでつ

の反響

脛業界

子力委員になった︒ついこの間

ぶれかけた品潤白煉瓦の支配人

所はほとんど源子力という時代

濡

山回の開発讃画委員長に推され

になり︑その再建を託された︒

予算にあまりこたわら

が必ずくるから︑滝力の首脳に︑

委員︒これ求でユーザーの立場

で

を長く知っている委員がなかっ

が﹁立場はかわっても考え方は

夫という資料が誹れば便う︒た

化を望んでいるのだから︑大丈

た︑というのが引受けの動機た

ろうQ家たメーカーにはまと求
︸
つた塁審を出してほしいG国産

とネシ

ずに民閻でなければできないよ

た既︑

昭和十三年から同社批長︑二十

毎

う所長の抱負は︑所員の気持にも

キで研究藤の名前が魯いてある︒
敷地もやっと整地をおえたばかり
で舗籏されておらず︑研究塞から

研究窒へは飛石俵い︒正面の研究
所本館は四階建てで︑一階が一般
購務鰹︑二階から上が研究整にな
っている︒本館の襲に︑核分裂実

験研究塞の別棟︑その蔑に放射線

タンクがすえつけてある︒そのほ

爵位元素実験蜜︑中閥に廃水処理

か︑本館の左手に工作工場︑その

あるQ原子科学研究豊にはコノク

奥に原子科学研究霊という配醗で

クロフト型中性子発生装罎 が あ

るQ建坪は全体で約一千坪たが︑

窪た本醒の増設などで拡張される

予定とのこと︒

﹁大学たから研究囑のオリジナリ

初代所長の武田さんに会うと︑

再編成の参考人として国会によ

一

を㈹表し集無電力に入ったが︑

だ在来火力の場合よりは慎郵な

曽

変わりません︒委貝会の権威に

ばれた時は︑鴇冨論の優勢なな

好餌をとることがあり得るたる

おいてはっきりした政策を出せ
は︑政肘もとり上げねばならん

かで︑競争陳理と硝意工夫を生

趣味はゴルフ︑野球︒家庭は

︵K︶

⁝
幽
︑でしょう︒最善を尽くした政策

かさねは・と〃貴重な

かなえ罪人と一女︑束京腎ちで

う︑と革直な発為︒

を立てて︑それがやれなけれは

をぶったQそれが買われての電

六十七歳︒

罠営論
委嘱をやめるまで﹂と覚悟のほ

力念入りといえようが︑こと源

昂

のよ農に決驚し蹴鞭

湘鞭晦激簡鰍浮ヵ辮無
叢難ζ審奮三重薫
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れ為ことであ為︒そしてそ勲慧
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炉心獅︑舗醜擁︑岡脇鋤裟灘︑

洋

今醐の婚約では識罰から発礁︑引
r
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子力発電となれば︑民営との関

大正十噸隼名古屋高工卒後︑
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ティを生かして︑墨礎的研究をや

るわけです﹂という憲わめて当然⁝

圏的をもった墓 礎 研

な説明のあとに︑﹁開所式で丹羽

を期待するといわれたが︑正

理廓長が

究

に同感で︑原研のプロジェクトに

慈じ︑必要な基礎研究を大学でカ
︸誉 ≧

バーできるようになればと思って

どを語る︒
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