︑

五げ九連帯責任で契約
衷となって原研と連絡するが︑ま

工期三年半 二十六億入千万円
日本原皐力研究所は三月三十一日︑茨城県大洗町に設躍する材

甲
バ

ゑ

難解難

／・畷べ

紅
く

毎月3圓（5日。15日25日）発

昭干日40年4月5Ei

1隼分前金400円

ような研究所の椅子に座って︑
﹁雲鶴炉の開発は再調をもってや
ることが大町で︑ここの研究貫た
けでなく︑原子力界全体にそのこ
鞠

十三無三月臨界︑四十四年閥月全
出力運賦に入る予定である︒

なお炉蜜関係は約三億九千万円
で大林組が讃負うもようである︒

月十日︶十霊名で︑受講料は三万

円︒照会先はともに集京晶文京区

イソトープ研趨所︒

駒込上犠転筋町三一原研ラジオア

のように決定した︒

蝋型長堀越

禎三︵経鞍懸常任理事︶︑剛委

①開奨計画乗欝浦廻

員良田中臨治郎︵東鷺常務︶

②発魔推進委鼠壁剛婁員置酒

③放射線化学婁鼠会

翻委員長

成麹︵日立製伶所副祉畏︶

杉鳴徳三︵三門化戒尋務︶︑同

角田祐雄︵想化成犠務︶︑問正

井省三︵製鉄化掌社長︶

・行く人・来る人⁝

ダッドのAA法律舶悶委員会に出

西村熊雄氏︵隙子力藩翰︶バグ
があるので︑五グループ側として

今後いくたの問題を解決する必要

画期的事業を遂行するためには︑

であると確信する︒もちろんこの

がみて︑きわめて適切かつ有慧義

の総力を結集することなどにかん

と︑また製造技術には五グループ

と︑その建設に長期聞を要するこ

炉の予騨が比較的脳大であるこ

この共詞受注方式は︑耕料試験

でこれにあたることである︒

渡し窯で︑五グループが共岡費任

は

れることである︒そしてその一

嚢鱒

試験にも︑肥料の照射試験にも使

叩

炉心部︑制御郷︑潤駆動硫麟㎜蛾︑

今回の契約では設謝から完成︑引

ることができる︒かつループ六

えるように設訓されている︒憲た

業11窪循瑚系︑精製系等
本︑カプセルホルダー酉八個︑水

プロセス計袋等▽騨士愛機襲遊

なお契約金は大休六回に分けて

力ラビノト管三本を備え︑原子

照射薄象も実寸大に近いものにす

出来高払いになるが︑万一メーカ
炉の性能は田本では叢蔑級のもの

H二次冷却系箏▽三菱原子細工

ー側の貫任で期限までに引渡しが

わが国では蝦高級の性能

中性子束密度は
二号炉の十余倍

MPC運営委鼠畏

有意義な受注

こんど契約されたJMTRは︑

エランド事務局畏と打合せのため

三月†九日出発したが四月七日帰

煽したのち︑欧州照子力機関のサ

費任を明搬にして︑緊密な連絡を

国の予定︒

は︑運當委員会︑業務委員会︑技

今回の材料試験炉の契約は︑わ

て︑遺憾のないようにと念顯して

とりながら︑学研側の恵園にそっ

内吉閑氏の話

反射体︑タンク型の本格的材料試

の大きな慧義をもたらしたQ

が圃原子力産業界に画期的な二つ

料︑輕水減速兼冷却︑ベリリウム

巾性子東二・四×十の十四乗︑三

験炉で︑中性子束密度は平均︑熱

術委員会なとで︑たがいに任擶と

▽住友原子力工業ロブールカナ

この機会に主要騒参加代表番の講

への協調睦必要な堤脚をするが︑

刊行︑共通パンフレソトとポスタ

実事僅総合研究発嚢会︑十無益の

ーの作成︑各地城での購演会や映
画会などの開催副画に︑衡係機関
と協録して実施をはかる︒なお総
含研究発表会は将来原瞠の年次総

③日本原子力見学センター設澱

会に発展させるよう考慮する︒

への協力︒

雑

▼ら

H

U

り

睡

獄

り

涯

臼ホ職子力産業会談は爽京丸の
内の日本工業クラブで︑三月二十

九日午瞬第六十三回扁正理那会と
臼本原子力平和利罵貯金第二十五
圃理縦会を併催︑また正午から第

ル被爆の人体昭射に開するシンポ

長︶ウィーンで開催された醐レベ

ジウムに参加したが︑三月二十三

密村部会六日

四月六田午前

−一VA一曾量ーー1一

日帰国した︒

原研との連絡会

關川目計画委風会

＋葦原麗

芝地B述工典クラブ
発爾推進委議会 常任婁員会七

正午義義︑常任委員会七田午後一

臼午朗十時日ホ工業クラブ︑幹那

七十回理三会を開艀︑昭和四十年

その他を蟹畿承認した︒

十日

第一園日仏協

時半原薩

二十臼午後一時半

1111

四百円

1111

﹂

コストグルー

寄稿︑ルポ

海外ニュース︑

ス︑展望︑入物紹介
第三︑四面

懸軍面

解説︑論調

﹁ひろば︵随

豪た新たに門伸びゆくアイソ
トープ利弔﹂

想︶﹂﹁隠のことは﹂などの

欄を新設しました︒

なおこれにともなって購読料

十二円︑一年

を左の通り改訂いたします︒

一部

︵送判とも︶

ーー

日本原子力産業会議
H

霧

卜

難

籍11 ﹄

全グループ十五日午後一時鎌継

プ十三日午後︸時原産︑原子炉蜜

原産
原子動力研究会

安全特別研究会 セーフプロジ
ェクト小委員会や六日午後一時半

午前＋時原麗
翻盃幽幽会
原産

Rl会二審工回華備部会

力部会七日午後

国際協力委際会

会八日午朗九時半原産

度購蒸計画案ならびに収支予算案

豪たこの理事会ではとくに出山
した養沢原子力婁鍛が︑議事にさ
きだってあいさつし︑わが国の原
子力開発は窟民一体になって推進

すべきところにきていると︑騎項
︵五面参照︶のようにのへた︒

原産人事異動
常設委暴畏などを補充
日本原子力薩業会講は三月二†
九日の常任理購会で︑常設婁貫三

本号より増ページ断行
国内事情︑海外事情も新方針で
響 原子力開発の進展にともな 出軍するとともに︑原子力国内
｢︑内外の原子力関係惜報およ 謬構︑原子力海外購悩について
漏ぴ資料はますます複雑多岐にわ も︑保管の必嬰のある資料と璽
＝たり︑これを迅速的搬に報道す豊間題の解説に館点をおく新し
宥る必要牲はいよいよ増大して参 い編集方剣をとることになりま
＝りました︒原産ではこの要請にした︒

碧の通りであめます︒

原産新聞の口熱構成はほぼつ

恥

国内ニュー

魑容に再検説を加え︑本号より原

鋒

第一︑二︑五面

串こたえるため︑定期刊行物の内
q二二業新聞の増ページ︵常時
為事ページ︶を断行して︑内外の

騨聴

鐵際子力関係ニュースをもれなく

極藤岳郎氏︵放医研物理研究郡

ル系︑純水補給系等▽日本原子

日本原子力産業会議は薫月二十九日の理事会で﹁義烈四

このほか臨時に実施するおもな

二十九日理事会と
常任理事会を開く

その一は熱出力五万KWという いる次第である︒

G5ーー▼のIしも璽一◎●のーー

白性子東一・九×十の十四乗で﹂

ナ年度事業計置案﹂と﹁収支予算薬﹂を審謙︑承罵した︒

事業はつぎのとおりである︒

②原子力開発十周年離念行撫の

演会を主催すると共に︑原子力を

する詔活動を強力に展開する︒な

この事業謝画案は︑蔚回の二審会で承躍された大綱に慕つ

お平繍墓園基金を整備拡充する︒

含めたわが国の技術水上を示す産

鍛近各国の原子力開発訓臨はい

3︑国際協力癒動︑海外の原子

いて要地的に策定したもので︑五月二十一日の総会で正式

らじるしく体系化し︑圏覚しい実

力関係機関と緊密に遮博して三体

に決定されるが︑その塁本方針の概略は次のとおりである︒

縫をあげつつある︒このような現

的な鵡川関係を推進するとζもに
東南アジアとわが国との協刀関係

状を漁るとき︑わが国の原子刀界

めて紀要な転換朋に際会している

深化のため葦簾健診︑技術紹介な
ど必要な描置を進める︒

4︑翻査研究活動従来の活動
を継続充実して異施するが︑定期

動は掲載内容を黒点的に整備す

刊行物による会員への提供伝達活
次の各項爵に露点をおき︑空しい

る◎豪た璽要悶題を総含的に山岡

本年蔑の事業実員にあたっては

要な諸股の措躍をおわった︒

営体表を固めるため︑本駕二月必

ような璽魚期に対処する麟業の運

ことが痛感される︒原塵ではこの

は︑次の飛躍に備えるため︑きわ

藁施設の視察を企画するQ

原産理事会 事業計画案を承認

新体制で運営実施へ

力襲業目圧力答器︑制御袋懸︑

である︒

今後のタイムスケジュールは四

だという︒︻降臨参照︼

してMPC運営萎貫会︵委議長は

②臨界試験︑出刀上昇試験︑全

いて全額の一万分一を原研側に支

できなかった蹴合には︑︼日につ

日本原子刀離業専務内証賀策太

払うことにとりきめてある︒

社︵臼本原子力一業︑日立製作所︑住友原子力工業︑三士鷹機製

郎矯︶を設けて相互の運絡や調整

料試験炉︵JMTR︶の建設契約に︑原子刀産業グループ代表川 た五社はそれぞれ一名の委質を田

造︑三塑漂子力工業︶と調印した︒この契約は金額二十六億八千

にあたるQ

繊力酉二間運転はもとより︑原

熱出力五種KW︑高濃縮ウラン鰍

百十万円︑工朋三館六カ月︵昭和四十三無九月三十田萩で︶で︑

役だてるため︑かねて関係各界か

子炉簿規制法にもとつく施設倹

五霞の仕事の分担は次のとおり

建設には五社連丘で蟹任を負い︑完全なターンキイ方式で受渡し

プが認し合いによる能力紬集に

するなど︑わが原子力産業界としては初めてのケースであるQ
この材料試験炉は長糊謝画の後

ら早急に設灘が要望されていた︒

衛や性能検査などの算置試験に

初めて成功し︑共同連帯で費任

そのため藤木原子力産業会畿では

もメーカー側で合格させたのち

をもつ方式を採用したこと

さる昭和三十七卑四月産業界の意

原研に引渡すという︑完全なタ

期十琿に備えて︑動力炉の国産技

向をとり寂とめたメモランダムを

ーンキイ方式であること

術碇立や国塵動力炉などの開発に

要望している︒今圃の契約は総額

政鰐に編出して︑設蔽の推遙方を

の二点が注目を引いている︒
今後は日本原子力口業が幹漿会

約七十五億円︑田力年計圃の中心
部分︑原子炉本体に関するもので
社になって数社を総括し︑かつ代

矯

鰹

体制で凄業を運嘗する︒

さん活動を継手充駁し︑また塵業

究会︑放慰線化学研究会などの研

5︑技術者の盤成︑原子動力研

化をはかりつつ継続実施する︒

理上の調査研究などは運営の適切

1︑政策活動新たに組織した 研究する特別研究会活動︑特酔管
七つの婁員会で︑それぞれの分野
の問魑点を狐点龍に審議するとと
もに︑その答申にもとづいて関係
方面への働きかけなど機運的に必

要な絡置をとる0

術者の遷成を促進する︒

2︑PR活動従来の認活鋤を界︑学界の要撃する特足分野の技
いっそう体系的︑望薄的に行なう

とともに︑原子力開発十周年︑I

経済性︑安全性はかりでなく広く

衡識者や︷艘大衆に原子力発黙の

①国際原子力機関蜷九無次総会

新年度の臨時事業

原子力關聚の国家的璽要性をPR

慈
鍵
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鴎
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灘

（561）5141〜5

電話

東京都中央区銀座2の3米月・ビル

柳繍

1策京芝；甫蹴気株式会社

潔

10MVタンデム形加速器も完

エ・ア・ブラウン・マクファレン株式会社

います。また国産はしめての

粒子加速装置

成しまし元。

CE：NTRE

RADIOCHEMICAL

ては3MV、4MV、6MV

THE

帽噂
バン・↑・ワr卜7式を製作・・臓績肺さめ・

歯カタログ送付します

2MVを、イオン加速用とし

藁蓑豊

鰻重
臨月三十一B午後一蒔原研第一 A翔A総会などの機会もとらえ︑

磁
綴
JMTR建殴契約調印式

会議蜜で行なう︒正面は橋ホ原履代義富二二魏︑その右側は
五グループ代喪︵中央の懸命をかけて署名するのが内古賀幹
購欝欝衷︶左儲原研代議︵向うから三人圏が丹羽理那艮︶．

灘撫

㌔ヘルー一ρ

1部12円（送恥膠走）

購読料

一プ

織

礎芝は原子力機器に於ても多
くの輝かしい成果をおさめて
います。バン・デ・グラーフ
式懸子鵜速装羅の製作には古
い経験をも ており、数多く
の配置品を完成しました 二
子加速用としてに、1jMV、

臨

懸
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原子力発聡謝画の具休

ているが︑政府は従来の
しにくいともいえる︒

い現状では︑具体的な問題点が毒

特殊部贔を除いては︑技術的には

発婦道の揚禽︑燃料綾衙機などの

る︒原産の調造によると︑除耀東海

向上をはかる︒原子類研鰹所では

強化し︑これに必饗な管理技術の

リー︑離職照射施設の安全籏理を

付属装償︑水ガス系統︑謝測鋼御

とともに︑本焦・度は凝たに原子炉

と原子炉建歴の製作難燃を遜める

酵した山元試験製錬附設により鉱

験を引き続き行ない︑昨館七月発

は︑人形瞳において︑水力採鉱試

アイソトープ憂心長補佐広岡︸治

敏之氏を昇任した︒蜜た原子力周

臨旅研究部灘床鋤一研究整磁熊取

保齪については︑とくに燃料の場
ている︒英鰍のメーカーが調麗を

大部分圃醒が可能という悪果が出
︵幽間一回︶︑基礎訓練課程︵年 を行なう︒諫κ臨界実験論醗はJ

一般課程︵茸閥二塁︶︑高級課程 系統および炉建屋付厩設備の発注

②核燃料の飽満魏東海製錬所で

石の径極現揚適齢試験を行なう︒

同所長林弘氏癒アイソトープ課漂

氏を水戸原子力離務所所慢とし︑

つぎにユーザーの要求する性能

例からみて︑技術亀入を

含︑その照射試験に大憲な資金と

ク通りというζとでは︑たとえ二

時間を蟄する︒技術羅入のスペソ

整作業をして︑工胴に閥に合わせ

国内のあるメーカーが徹夜の調

もてあました蟹玉部贔について︑

11篇逮炉臨騨実験憂躍の製作が箇

⑤施設の建毅整備▽東海地区
アイソトープ棟の建設は削年に

行なう︒

技術の開発︑セラミノク獣料製造
技術の開発などを風脚とした試験

大洗地区の整縮は材料試験炉︑

間物からウラン地金を生配する︒

sなう︒精製錬分野では各種中

の三力館計醐で県隼慶完成する︒

プルトニウム燃職については︑原

ひきつづ渚︑来奪度に冠成する︒

は︑蟹玉メーカーの技術水櫛の悶

アイソトープ棟の建設工程に合わ

研と協力し︑酸化ウランを便得し

後二時開会︑原子炉欝規制法改正

衆論翫本金議u三月十九日午

旬刊メモ

長袖佐に発令した︒

一YAーー

の育戒に︑現在以上の研

に藩しんでおり︑一方ユーザ：

男機の幽幽でも︑寮心できないと
年後半に発心︑建屋は朗年度から

RR−4プールに設罎し︑研究をウラン濃縮技徳の研究︑燃料検査

究開発助成をするための理由づけ

につい て→スとする撃獲術

発電炉の国産化

胡毘⁝

としながらも︑鰍苧炉の特殊轍か

は︑二腎炉以降翻麗化を歓迎する

たという実例もある︒岡薩の間題

閥発駅︶を開設する︒

一展⁝材料︑燃料の国麓化の問

いうユーザーが繊てくみだろう︒
さらに︑醐礎化を国難にす書誌摺

再処理施設︑ホソトラボラトリ

せ︑仮設変熱讃︑浄水設備︑量水

案について︑愛知科字技術庁長官

疑︑佐膝首椙︑蔑知長官︑推名外

第十一回委貴会uゴ一月

午前十塒半開会︑二子力第一舩の

鵬発邸霜雪の石川理事長︑村利専

契約進行状況について︑原子力船

第十二回委員会ほ四月⁝口午前

凝理がなどから慣情を恥取︒

十時半開会︑﹁康海地区旅子力施

設地帯の汝垂頸保に剛する件﹂の

第十圓定例会議

面罵のため︑憲上激城県知廓など
地霊関係者五名から参考人として

原子力委画会

書見を聰取︒

会会議絨で二会︒資料﹁動力開発

H三月十七団年後二時荒子力竣員

についての考え方の覆理と再見﹂

について射議︒動力炉醸発懇談会

第十一園窟例会議口薫月二十

の今後の進め方を検討した︒

五田午後二時開会︒①原研原子炉

︵隙子力冗漫になつ

一股圏

驚穀途粥専饗一・零

ーロ凧

概
蘇

一警
一
屡
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みやも

⁝ーー・義

田

夫

信

⁝化にともなって︑機藩︑

題が論麟の焦点に浮かび上ってま
ら性能傑蹴簿について嶺門司璽な

題というより︑上認のクレジノト
ー︑ラジオアイソトープ製造工揚

態度を兄せてい愚︒

として︑発繕炉の技術が進歩の途
等の外附条件に溌右されている面

て予備戯験を行ない︑プルトニウ

は︑この闘題は本東部会の中心テ

た︒通隙省の腺子力雌緊 部 会 で

上にあり︑急速な大型化に向かっ

施設などの建設を進め︑将来の圓

ム燃料研究施設の完成後︑プルト

発電姫の圃酵化がκ粟火力以上
にむずかしい鐸磁としては︑次の

麓勤力炉︑轟遼炉の開発の諸施設

ーマと考えられていたが︑原子力

委員食の動力炉開発懇談会でも︑
の郵備を石なう︒

▽謝隣地指口前年麗発注の彊弩

らない璽嚢な点である︒

④核燃料の笈与警防郊慶に引き
つづき原研などの内篇嚢機関に核

⑤組織体制n以上の輪業を行な

燃料物賓を継貌貸満する︒

うため内部体制を強化し︑三雲四

段階に入っているので︑聡門部会
の検討に役だてるため︑施設関係
の安全性︑とくに放射田畑賦物の
処理処分に関する立地の安全盤と
．安全管理のあり方について海外の
⁝亭

実葡を調査するもの〇四月二十六

日から五月二十一繍激での二十六 施設の変亜に係る安全性について

んかうんた﹂

︻訂正︼荊帰闘面翫載門ひゆうま

三圖会合して検討する予定︒

したが決驚にいたらず︑さらに穐

日医︑爾独︑イギリス︑ベルギー ︵脆蓋物処即揚に対する便用すみ
フランス︑アメリカ等で十数カ所
燃料野蔵施設の設置︶を決憲︑②
の施設を歴訪して調豊する︒構成
便用ずみ燃料の再処理悶題につい
貫は都立大教授左禽正離︑放謬論
てはさらに倹嫁することとし︑③
⁝職掌研究部疑伊沢正実︑原燃再処
原子力施設論難籔備に関する問題
理螺備撃墜丸山正倫三茂のほか︑
については︑一部の寮文を修正し
原研放射綴蟹理関係と丁子力局か
たのち決定した︒
辷齧ｼずつ毒加する︒
． 調査事項は①敷地選定にあたっ プルトニウム専門部会 一二月二
十三日午後一時半科学技術庁第二
て考慮すべ蓉安全上の丁子と立地
騨の実際卿試験放鳩の考え方︑実施 会野鼠で開会︒﹁尊門部会報告
㌫﹂案文の不備な点について審識
方法および試験結果の評価と対策

③安全蟹理の災際︒

放医研の障害臨床
研究部長に熊取氏

一

の

第十面憂獄会11一ご刀コ十四

棄識院科掌技傭振興対策特別倭

㊨便用ずみ燃料の再処理11人体 相︑小娘防衛庁長爲が警弁︒

発に君略する︒

ニウムを便って燃料製造技術の開 が趣旨説明︒原茂氏︵批︶が質

が多いことは︑児のがされてはな

とアイソトープ潤朱施設の識贋を

ていることがあげられる︒三十万

要は国醗化の問題についても︑

加遮器の製作％了にともない︑甲

KWの一難搬の次に︑隅じ出力︑

長朋見逓しのスケジュールが必娑

的な建齪計画を検討したうえで︑

日午後一時半開会︑原子炉等規制

このため︑予鋒は現金約七十億

再処理施設の群細設計の技術導入

風会

円︑傾務露坐額胸五二五千万円を

法改慮寮について愛知科学技術庁

てきた︒

メーカーとしての意兄が望藤

やるならや

一十五日

契約懸進める︒謹た工業用水源の
る︒

みられる東濃地区に樹在員覆勝所
を新設し︑取格的な調査斑行なう︒

十一名を増員する︒

原子力委・欧米に派遣

再処理安全調査団

採鉱および鰻錬技術の開発で

長篇が趣旨を説明Q

調査と健用ずみ燃料の国内輪送調

で︑前年度筆に契胸の遜ナ騨添体

原子燃料二障の昭和四

使用ずみ燃料の輸送を調査

Pu燃料の開発を
燃

十郊度事業謝圃は︑わが

国のウラン灘源の擢握を

査なども実施する︒

▽大洗地啓11材料試験炉の建設 捌上し︑職員薫二十五名を増員す

郊度に完成する︒

亭検討して発注す．筍︒研犯棟が本

画をかためる︒

諸点があげられゐ︒メーカーの立

嵩じデザインの二号機が登消する

だということであろう︒アメリカ

ろな慈味でまた

考漏して︑短気︑取水簿の総禽謂

場からは︑豪ず在凍火力に比して

司懲性はうすい︒となれは︑臨

と半金の問慰がもっとあ大奮いで

にあること畳︑忘れさせる作用を

た︑三号舶近路の設耀のため仕様

炉の国泥化に対する圏の助成が︑
捜術の脳積がきわめて少ないこと

監化の実競は選い将来のことにな

とが大憲な障霞である︒そのため
あるう︒外麟メーカ⁝の提鎌する

しているのではあるまいか︒謝署

澗規模麟験穣の建設帯行なう︒ま

将来炉綴の開発とならんで︑爽用

とくにメーカー側から強く襲望さ
である︒妓術灘入によってすべて

でも軽水炉の器用性の認定が謹た

の必螢なデータが褐られるわけで
る恐れもありそれでよいのかとい
行なわれないのに︑わが国で

ては︑政肘姻︑ユーザー︑メーカ
はないし︑ロスト・ダウンのため
う圓蟹の写糊に億ね返ってくる︒

に必盟になる改鍵戯験や研究開発

いわゆ聯メーカーズクレシノトの

引墨なハノケーシ・システムや︑

とを期待してやまない︒

闘でさらに閾耀が黙つめられるこ

；一ニニ一：二＝三＝一＝

原

ニウム燃料開発と使用ずみ燃料の

圏的とした三門を百ない︑プルト

の進展にともなう組織を検討す

再処理の準備を進めるなど︑蚕業

る︒

会議で﹁再処理安全謁査団﹂の海

①核原料物質の開発臆人形瞭︑
魯憲および罫丹後各地感の撲鉱を

原子力婁員会は四月︸日の定働 料公社の再処理施設が鮮細讃計の

④施股の羅転轡理と技術麿サー

な9

ると︑〃フリーマーケノトなの

れているようだが︑と水憂尚け

に田立に入祇︒日立工臨の工程

アメリ

が難題だが︑とに

きりしてくる︒

省の使い方︑カの入れ方もはっ

決まれば︑日立の技術者や研究

かく圃の方針が先決で︑方針が

しておくか

か︑慮由市勘からの可調性を残

カに髄根ノ子融おさえられる

と醤い切る︒核燃料も

だから︑勅題はカと慧欲次第

工程盤理では大まな業績螢上

七架になる︒

係鍛を振出しに︑田立生瀬三十

清 成

企業の若がえりの原動力となっ

ビスロ原畢塑︑ホノト・ラボラト

竪

した・これ

きよ

日立製作所副社畏になり
原子力部門を握当する

外派雌磨決燈した︒これは原子燃

熱

原子力関係の会識に二一二顔

・舶
︐ 葦 を︐〜4

．⁝いるのでびっくり

を出したが︑あまり混沌として

すすむ

継続するが︑叢近童わめて有盟と

程は葎聞五回開設する︒

丁︑窩級線程は年三二圃︑鰹門闘

成は︑研修所で麸礎燦程は年間八

ラジオアイソトープ技術轡の鍵

博多照射物質は魯単位等とする︒

ウ35ほか十四該鐡の製造と頒布⑪
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ド試験などを実費する︒

と聯射誠験︑燃料嘩処理のコール

②放射線化掌の難生11高義研究

では

竃流を通して賜流れんで
コバルト60線源︑一男玉響黙と新

⁝しょう〃という溝成さんは︑松野

庸で換外乱関係機開の協力によリ

たに整備される二男加速離を用い

⁝劇社慧蕨のあと窒竺し臼
電機・機三惑・難機械部門︶を

立の醐祉長に昇格︑ELM︵蚤

て︑繊維のグラフト重合︑エチレ
ンの勘重合︑トリオキサンの放射
線蚤合のほかに新たにグラステッ

担当することになった︒璽蟷機
の一部門なので︑結局源子力も

で思い切って蟹が援助する

こと︒プルーブンにも大福な投

る

やり方をモソトーにし︑ズバリ

原子

のだそうだ げた︒技術薯らしい︑合理的な

資を期待しているという︒

しょい込んだ

が︑しょいこんでみると

鳳欝するタイプ︒奥歯に物のは

⁝

力をやっているのは科技庁か通

趣味の脂は醤多流の磁手︒昨
年とった免酔でドライブを楽し
んでいる︒二人の娘さんはとつ
いで今は露子夫人と二人暮し︒

裁驚繋臨機遡毒牒軽欺難ジ声

A撚Gは︑

の麟簾熱中ぬす鵜と発聴し靴︑

一九四六買置蜜この

篇Aの合影身軽羅で欝猷われてい
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れているQしかしこの悶題につい

ーの瀧者闘に︑それぞれ立掘上︑
の敬艮や耐麗等のわが翻の条件へ

圏麗化に直擾の利害をもつメー

について︑メーカーから鋲体酌に

魅力に対して︑醗内メーカーが何

っていることが︑発躍炉がいろい

という謝藁が漕及してしま

突

冤解の湿りがあるのは当然であろ
ユーザーの立鮒かるは︑コスト
用炉

の辿臨には︑技術の藩繍がないこ

カーは︑困鮭品壕使用するという

内容を添すことが甲濠しいが︑繍

をもって対抗できるかが悶惣であ

うQ

ユーザーの積極的な騨度︑瞬酷化

襲が苓宏定で︑大郡分のメーカ：

原子力委嫉会の方翻にちとづき︑

研究閲発段階

を捌進ずるという政鰐の方劃が先

が康た発蹴炉の難設経験崇もたな
＝闇：＝＝ニニ＝曽＝＝嚇：一：
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地区の整備の前進︑騨子力委員会の動力炉開

炉︑アイソトープ・てンターを建設する汰洗

繍四十難渡購巣測画を決定した︒これはきき
発方劉決定をひかえてこれに対処ずる榛勢が

が冗成するほか︑懸案の再拝哩施設詳細設凝

に紺理大磁が決めた昭和四十年度の原子力開

もとづ渚︑爾機関の今年度の事礁方針を確定

や純用ずみ燃料国内輸送の凝査などか踊醐さ

みられ︑原詩ではプルトニウム蝋桝研究施設

したもので︑両機関とも朗薙麗からの継続事

については︑近く決驚が予思され

開発謝瞬の貝休化をはかるために

クス放脚線改質の中間規襖誠験を
行なう︒また中間規摸試験に闘題

放射線化学反慮および反悠工学な

ム燃料︑設翫などの研究を維織的 して線源工学︑放射線合成反応︑

理︑ナトリウム技術︑プルトニウ
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郵備︑しゃへい獄験︑燃料の試作

れている︒以下はその概要である︒

発窟用棊添計爾および核瞭料物質探鉱蒲圃に

日本猷子力研究所および腺子鰍料公牲が岡

目

業が大部分であるが︑原研の場禽は材料試験

大洗の整備を推進

る隔子力覆員会の方剣にもとづい

る︒アイソトープ事業は︑施設を

充実して︑事榮体としての運営を

はかる︒材料試験炉は謝画にもと

▽高速増殖炉の開発は原子炉物

必要な醐齋検肘を行なう︒

の開発は︑年股初めに決定される

①鋤力炉の開発帥V暇産動力炉

っている︒

動力炉は方針決定に備える
日本原子力研究所の昭

⁝和四十嫌度の麟桑計 画 の

研

二

て︑溜画の棊体化と綱開 を は 掴
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富士嘉工業株式奮

本

ノ

に推進する︒

羅の磁産で設い学箪者に碧い切

牲に合わぬという︒戦後︑冷蔵

塵か大蔵か︑が一番わか6なさまったまわりくどいやり方は
⁝い〃と霊像かしげる︒
消毒さんは熊本嬢の出身で︑

った握欝をさせ︑逆理陶と思う

浜覗

禦謎謎続捗て楽だが︑鍛蕊︑鰹闘

講

⁝
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齪

舞義から影響杢学磯
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強化とその 運 鴬 の 改 癒 を は か る こ
ととし︑さ ら に 脳 際 協 力 ︑ 典 問 研
究などの充 実 に つ と め る な ど と な

灘出力鉱験を行なうQ
その他関連研究として︑原動炉
物理︑厭子力コードと繊データの

③アイソトープ購業H施設等を
充実して︑購業体としての運轡を
はかる︒本年腰はカリウム42︑ナ

民間で核爆発を開発

かにホルムズ＆ナーバー祉こ第ご
パナマ運河の工事に関心をもって
いるカナル・アソシェイツ︵八姓

一九一ハゴ一隼十一貰〃設立されたイ

の発行をはじめる

英原産︑月刊会報

で構成︶が興味を示している︒

トン・ガ⁝ムシャウゼン＆ダ リ

ンチネンタル・オイル︑エドガー

ため︑アメリカの三つの会社︵コ

ア匪スキ先︶の可能性を開発する

核爆発の田圃利用︵プラウシェ

備している︒家たCERの述べる

開発および一業的要求の分析を準

核爆発を商業的に利用するための

油・ガス井戸の刺激などの分野で

確信しており︑裸鉱︑掘さく︑石

動に利用できるようになることを

企業として曇り出す揚合の要塁を

田本の場禽も︑政府予算中の

まま統いたら一九七五年には研

まいと思われる︒

ていく努力を並行させねばなる

・了ノ ︑ ！一〜ヌリ6郵レ〜ノ﹁

矧0藍灘マ津を無題琢堪に雇セ耀

ことを徹底して実行するなど︑

㍑地慰書から九州帝遊学灘つた提墓させ・合講と敵う
晦豊科を昭聖二蕪に卒業後︑臓ち

いで今は秀子癩人と一

︵sK︶

人腐し︒

入てし寒︵二審￠妖さん栂とつ

六＋二歳︒
公武に発表されていないと答えた

ーー⁝一

庁︑産勢罪演劇くらわせたフア4
とのことである︒

毎筆欄−⁝tーー﹂⁝奪婁撃⁝

イギリスのダンジネスB段子力
ナンシャルタイムズの報道に話し

c径難⁝⁝器一霞9一更ーー輻

発餓所の入札をめぐって三月中旬

医蝋総譜豊郷所に昭職四十年度で

篇学技備前は四月一日︑放射線

をげ嵩ノ立q鋒即LA日π三局

簸後の行の﹁＆古墨高工卒後﹂を

た樹木均一氏︶の配雛中︑一頃隅

八力．つん没﹂ハ隙穿丈蟹鋼にな㌦

麟燗の︸欝譲な解緬︻は︑CHG8・こト
λープ￠葦葺および販発について

るが︑数値訓算と各入札の比較は

AECは︑一九四六年以来この

EAの合同委員会で行なわれてい の窮業覆中止すると発表した︒

Rが選ばれるたろうとのうわさが るQ同委二会の澱終報告の作成に

道が行なわれたため︑政府はもっ

ャルタイムズによって刺激的な報

れている︒しかし︑プアィナンシ

月末か七月初めになるものとみら

るとのことである︒契約決定は六

六種を一九六四年中に中ψしてお

セリウム瞳︑ストロンチウム85の

鉄弱︑コバルト鵠︑セシウム働︑

すでにAECは︑クローム51︑

移すことになったもの︒

ものについてはその業薦を民闘に
報告はCEGBと政艀に提出され

および加工が可鮨となり︑特定の

会社の施設でアイソトープの生産

ダンジネスBにAG ⁝豪たはじめられていないようであ 事染を続けて来たが︑最近︑民間

W︶誌は︑

と報道

は︑少なくとも一ヵ月はかかり︑

立っていることは︑砥かにイギリ

うわさ
との見方をしている︒さらに

スの原子力産業界でうわさされて

る

スの選択に大きな影響を与えてい

米誌︑単なる

菊膨AGR有望は無根拠

ムズの報道は︑公式な情報による

プアィナンシャルタイ

ュ！クレォニクス・ウイーク︵N ウイークも

しかし︑ニュークレォニクス・

て︑アメリカの一一一月二十τ田付ニ

きたしているという︒

来イギリスの原子力界では動揺を

これは︑三月十七日︑ロンドン
〃ダンジネスBの入事で︑イギリ

のフアィナンシャルタイムズ紙が

ス型改畏ガス冷却炉︵AGR︶の
一つ︵UPC見積︶は︑澱も安い
と予想されていたアメリカ型沸騰
のち
でなく︑数塁間潮からイギリ
水炉︵TNPGのBWR︶をも打

いた膳によるものと思われる

ダンシネスBに対する入札の側

る︒

れている︒

を発表するかもしれないともみら

るか︑アメリカ型羊水炉を選ぶか

カル社は同地に千五首督の取得磁

社は岡地を予定︑さらにダウケミ

生塵販売が民闘に移されることに

ると聖遷十二毬のアイソトープの

くイギリス型AGRを採用すり︑今園中止になったものを加え
CEGBとAEAの公式スポと
ー阜ク

いてデイリイ・テレグラフとデイ

負かしたようである

述べている︒また︑UPCのAス
Gマンは︑コメントを求められた

と

リイ●メイルさらにザ・エコノミ

安いのかとの質闘に対して︑CE

のに
して断わったとのことであ
Rは﹃eNPGのBWRより擢
か対に

と報じ︑続

ストがこの悶題をとり上げたこと

GBの職翼は︑そのようなことは
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イギリスの原子力公社︑発電

蓑明した︒これ謹で︑ゼネラル︒

同様な保舗を与えてもよいことを

なる︒

スウェーデン︑オ
ゲスタ運転を再開

スウェーデンのオゲスタ加圧重

を中止していたが︑ごのほど可開

洩事故により︑野駈九月以来運転

水炉︵発舷・睡両用︶に︑重水漏

された︒高温は︑濃縮ウランース

と︑熱発生量の増大によって達成

された︒

この慣故は︑炉心外周の七チャ

テンレス鋼被擾燃料を使うことに

BNFブレティンの発行を開始しえた確︑AECは他社の申し出にしハンフ唖iドを敷地として考え の圏的は︑曇霞コストの低減であ
対しても︑必要ならばNFS社とるよう要翻しており︑すでにGE るが︑これは蒸気温度を上げるこ
スをはじめ圏際機関の活動状況お

た︒内蓋は圏内の原子力界ニュ⁝

よび外国の原子力界の動醐を収め

エレクトリノク︵GE︶社が蕩海を倶ようとしているQ
ないで事業を始めるようになれば

んなチやネル内にある標準燃料要

好紹果をもたらし︑最も反響の盛
AECは今後の申し出が︑これ蜜

のチヒネルについても僑接によっ

あったか︑この機会に他のすへて

ンネルの一つから発生したもので

発法の施設を建設することにな

素は︑すでに平均燃焼度八千MW て修琿︑補強された︑三月四臼に

セラミノク燃科要素は團だって

GE社がベースロードを要求し よって可能となった︒

り︑フルオール社と契約を黒んで

での改良型燃料と何ら竸費しない

岸地域に千五蕾万がで︑弗化物揮

いる豊実があるが︑さらに数社か

燃料の処理を含んでいる揚蓋に限

その後は各種試験をした後六月ご

め三月二十日蓉で続けられるが︑

マルビケン瀟瀟燃繕裳渠試験のた

発生に成功した︒こんどの運転は

D／珊︑最醐は一万MWD／τ以は暖房用蒸気︑三月八日には電力

ら再処理事業を実旛したい悪陶が

表明されているQA皿Cは関心をり︑これらに対して︑奨励策をこ
うずることを考えていると見られ

上に甚している◎また︑サンプル
示している会社名を明らかにして

る︒AECは︑黒鉛とトリウムを燃料要素は︑長鰐間の照射に耐え
同時に照射された改良燃料要素

ることを示した︒

いないが︑ダウケミカル社︑アリ

粟り気のある企業を希望して這

含む燃料を処理する施設が可能で

ユーラトム理事会

曹二一曹

；＝．

昌謄＝輔

帽＝一・ 曽二一幽

うに改良することによってゾ当り

荷を行なっている︒窪た︑このよ

り窪く︑長くした改良燃料確の袋

四分の一は︑初めに作ったものよ

発羅炉に使用できる︒現在炉心の

ろ運転を休止する予定である︒

るが︑たたし同社が訟画する燃料

藩閥

あろうとみられているQ

らのうち︑代表陶な励のは︑垂葉

にAECに対してペースロードのスチャルマーズ社︑ユナイテノド
保謹を希望するかいなかである︒
さきの第一易民聞再処理施設の

9冊胃一曽

イギリス原子刀公社︵AEA︶

八千KWから出力増加したもの︶

気出力綴織八千KW︵昨昂末二万

運紙成績を発⁝嘉した︒

ユーラトム閣僚理事会は︑

二月

十六日︑難航が予想されていた一

新年度予算は圃当予算総額七千

九六五蟻度予騨薬を承認した︒

七衝六十四万八千が︵前年度割当

一億欝四十五万二千バで︑このう

七千十六刀二千ぜ︶支払承認総額

割当額で七千六穏六十九万六千

ベルギーのモルにあるBR13
ち敦薄・研究計画に対するものは
発庵試験炉に三月八日ハルケイン

炉心の長髪が行なわれた︒現在運 謎︑支払承認額で八千冴菖万㎡と
転初試験が行なわれており︑臨界

なっており︑鶴当予籏の残額九十

K四鵡−五爵︸ツ†ザはワでれ勢てれヅて

五万二千が︑支払承認額の残額千

模な陸上炉への応用を矯的とし

これら試験は︑痴用および小規

は七︑八月ごろの予定︒

改良ガス冷却原型炉︵AGR︶の
それによると同炉は二月や八日
で二館間の連靴運紙を完了した︒

イン炉心を装荷

AGRの運転成績
の燃料製造費を安くしている︒
を発表︑英AEA BR−3にバルケ

エル・サ：ビス︵NFS︶社が二N罫S礼の敷地から誘えて︑西 型の範囲を出ないといわれる︒

完成ま近かなニュークリア・フェ

騨圏一一

噺

菱鉱業取賎役︑三菱金属鉱染臨務
など︒七十三歳︒

㌦

犠

函中好雄︵たなかよしお︸科
学技而庁研究調整局調質課長︒獄

の物理的峙樗チータを鴛るために

AECさらに六種

筍なわれるものである︒

のRi生産を中止

の他の撃笑に割幾てられている︒

伊・加︑原子力平
和利用協定に調印

イタリアおよびカナダは︑三月

の只伺抽究に関する双務協定に調

十一田︑オタワで野子力平和利用

その間藁億五千刀KWHを送亀
たバルケイン炉心とBR13炉心
し︑全期珊を註して八五％の利用

率を笑証した︒突た︑三万個のセ
ラミノケ燃料槙には︑一つの欠陥

AG盆は︑現在送電を行なって

も見られなかったQ

いる第一次謝画のコールダーホー

諭金学︑炉物理︑炉工学︑保健物
カルシウム45︑鉄59︑セレニウム

今無の初め︑噺たにアンチモ︑︑ノ伽

曳

は︑このほど同欝欝が開発した電

る︒そのため各社は︑AECに紺

業に乗り屯すに塗り︑AECが五の方面が有利であると見られてい

ρ一一︻●

力無聞のベースロードの保証を与
︐鱒一一縛

ひろば欄の執筆者
﹁ひろは﹂欄は今後六カ月閲つ
ぎの三選に交代で挟筆してもらい
ます︒

岸田純之助︵きしたじゅんのす

︒︐︑ノ

け︶﹁科学朝日﹂の編集部員とし

くごキビぎゑもピを

て活躍するかたわら︑込HK州荘
学の語題﹂の解説者として親し隔
れている︒四十五歳︒

才力局核燃科課長︑通産省原子力

ル型に改良を加えた黒鉛ガス冷却

用部門まで奮まれており︑特に︑
発蟷群長など瀞一歴任した除子力行

米原子力委二会︵AEC︶は︑ 印した︒この協定は星礎および応
ろう︶原子鰍料公社の生みの親︑

窩橋幸三郎︵たかはしこうざぶ

65年度予算を承認

リエノタ社およびUSラバー社で る︒GE社は改良型燃料は処理す の照嚇結果も良好であった︒これ

・ニュークリア社︑マーチン．マ

式︑現在蕩雨中の工場能力︑さら

米原子力婁員会︵AEC︶は︑ の要望とは︑燃科の型︑再処理方

米︑意欲ある会社を打診

トリウムの再処理

︵BNF︶は︑本犀一月から月刊ている︒

ソシ・ニュークリア・フォーラム

による︒

爆発の商調利用には︑CERのほ

とに努力が集中されるQなお︑核

採鉱・掘さくの実用化へ
米原子力隊員会︵AEC︶ は ︑ 核 爆 発 の 平 禰 利 用 開 発 の た め プ

の核爆発実験を行なって︑その威力や放射能閉じ込めを試験して

ラウシェア門田を陽極的に進めており︑これまでに幾度も地下で

きた︒さらに一九六六会讃年 度 で も A E C は ︑ こ の 分 野 の 聞 発 の
ため大畠の増額予算を要請している︒ところが︑最近︑アメリカ

からの情報によれは︑AEC は 核 爆 発 の 平 和 利 用 閲 発 を 民 間 に も
行なわせる瀞向のようであり︑すでに核爆発開発の専門会社が設
立された︒アメリカがこのように核爆発の醗発をも瓜閥に移行し
ようとしていることは︑平和利用とはいえ︑非常に注闘されるこ

ア︑レイノルド・エレクトリカル

ところによると︑AECや他の政

とてある︒

＆エンジニアリング︶は︑共岡で

野から手を引き︑この分野の開発

府機関では核鰻発の闇業的利用分

ギリス原子力産業会講hブリティ

名前は三社の頭文字をとって︑C
を民間に行なわせる楽備をしてい
使用ずみ螺料再処理施設を建設す

新しい会社を設立した︒新会社の

麹R︒ジオニュークリア社と名付
るとのことである︒

によってすでに開発された技術を

適切な手をいまのうちに打たね

つ票り︑そうならないように

になる︒

提幽するよう各社に要聾した︒そ

てはならない︒

ているもう一つの傾向を見旧し

禽︑アメリカにあらわれはじめ

実際に応用する方法を開発するこ

CERの鑑初の仕事は︑Aる
E用C
意のある企業に対し︑彼らが

けられ︑本祉はネバタ州のラス・
ベガスに置かれることになってい
る︒

三社では核爆発が実際の産業活

原
蟻恥鰹鼎
そこで︑塁礎研究の拡大には

はならないというわけだ︒

酒動を妨げることなしに毎年の

抑網を加えないでおいて︑そこ

それは︑政府窟身も研窮閲発

研究開発費の急

蕊男殺懇説
のものとも山のものともわから

・と開発の段階を進めるごと

から︑操法的開発︑試作開発︑

に評価をきびしくしていって︑

する方策に腐心
しはじめている

それほと祷効でないと思われる

激な増颯を抑制

ということであ

開発は野中で︑どんどん中止し
ていくという方法をとるように

研究闘発予算は

硫究開発費は方々での要請を反

なっている︒

五催にふえ︑い

アメリカの総額には︑はるかに

しかし︑どんなにふえても︑

及はないのたから︑アメリカ以

映して︑錫年増加するだろう︒

つまり全予鎌の

藤では各霜会謝

約一五％を占め

約颪五十億が︑

アメリカ政府の

過査＋奪闘に

る︒

ぬ研究から︑企業に大きい収益
をもたらすような実りを生む確
立が次第に小さくなって︑民間
企業で膨大な研究費を負担する
ことが難かしくなってきたから
である︒

そこで︑政府予算からの研究
開発費に依存する度含いが毎年

のように大きくなり︑い 豪 で
は︑国全体の研究開発費のうち
政府予算の占める割り合いは約
六五％になっている︒

日本の場含は民間予算の方が

そこで．もっと政府予算中の

究闘発予算は七百五十億バ︑一

やって研究開発費の効率を高め

上に閲発中途での評価を厳正に

研究附発費をふやせという要求

代表炉となるものである︒AGR75︑錫瑠︑亜鉛65の六つのアイソ理︑安全問監について研究する︒

る

態

高で

つ す
を力で 位す

悪

懲

＄翌

徳上

☆

輸出額の最
それは鉄鋼

く親しまれています。

一

炉で︑次の鵜川に開発きれるべき

オールマイティーという愛称で広

＝「＝
：＝・：

政のペテ弓ン︒四十四歳︒

勃

＝篇＝
＝層

朝立以来二期︵八年︶理事長をつ

大正海上の住宅・店舗総合保険は

あすの日本
たくましい
それは鉄鋼

四r

ーーーず昨議・た．その前は三

ハ岸田純之助︶
九八五隼には三千七殉国イ億が

もしこの増加の勢いが︑その

ている︒

と厳正な評価

がでてくるわけだが︑こ の 鳩

る︒

六〇％に近くアメリカの逆であ

研究開発費の増加

一

｝

論ハ
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原

産業の前途を楽観
米AEC︑ラメイ委員が講演⁝

る︒これに応ずるためには新たに
ろん影響があるだろう︒一九七〇

されれは︑ウラン価格の痛罵にむ

技術胸進歩阜蔽漏している︒最近

リウムを農用できることは大きな

は︑ほとんど謡られていないが︑ト

ウム気早およびその需要について

これ虫でトリ

鉱山および糟錬設備を稼働させる

は︑薪鉱床の探斉︑開廃の成功に

毒筆の終り以降の価格について

トリウムの利用

必要があり︑さらに五年後には雌

数多くのトリウム技術の開発によ

っても︑ケ渥蹴を上圓ることにな 粗い時期に冒しい安い資源が発見

姫蒲蛍はこの二倍近くになると雄
よって︑無罪の上質が抑制される

︒との予想が正しければ︑鉱塞つといつ︒皇の︒と叢
ムに対する関心が高まった︒トリ

り︑核エネルギーとしてのトリウ

講

定されている︒

濃づるのは穏嶺でないと患う︒後

山および納錬業者に影禦を与える

ラン価狢は一九七〇無代の初期

腎は避け難いものと思われる︒ウ

定にいくらか役立つであろう︒

有蹴の消費を引きのばし︑価格安

とんど行なわれていないが︑密漁

僅かなもので︑トリウム︑探謹はほ

子力以外のものを含めても︑ごく

る︒現在までのトリウム蒲田は原

換炉46よぴ増殖炉削両もウラン保 われわれの核燃料資源の増大であ

で述へるように︑AECの改良転ウム利用の利点の一つはもちろん

あるいは中頃に上野し始め︑同年

い︒

需給の変鋤は望豪しいことではな

るであろうことは疑いない︒ま

トリウム粟田の技術面

産し得ることが甥明した︒

トリウ

ウランと同じ価格でトリウム冷生

可能盤があり︑これらの贅源から

り︑この数倍の致源が発児される

蟄なトリウム鉱床が知られてお

埋蔵鼠が少なくとも十刀誘の窩

代の終りにポンド当り八がの線に

ウラン硲源の推定現在のウラ

た︑原子炉技術の進歩に伴い︑価

増殖炉開発進展で不足も

長期燃料の確保を

逮するとわれわれは考えている︒

月五田︑コロラド州デンバーで行なわ ことが予患され︑ウラン合格の上

トリウム利用の促進が要め
アメリカ原子力婁員会︵AEC︶﹂・T・ラメイ姿員は︑一
れたナシコナル・ウエスタン鉱山会議華墨総会の恥上﹁最近におけろ欝欝科産業に関連する情勢の発

展について扁と題する詳演を行ない︑際子力平和利用のための核講料物質原料の需給の鎌瀬しについ

て︑捗蝿料民有化が完全に実施され︑AECと瓦闘とのウラン購入契約が終了する一九七︸無以降に
おいても民間動力炉用のウラン需愛は急減することはなく︑核蝋料醜業は悲観的になる必要はない︒
また︑長期的にみた場合の核燃料資源の薙保の問題についても︑改良転換炉および増殖炉技術の開発

かし︑海外の需裟は増大が予想さ

資ナの範囲と雑定されている︒し

年の国内鵠要ご千六胃ゾから穴千

およびトリウム資源の利用開発によって︑十分対処し得るようになるたろう︑など核燃特断磁界にと
って明るい発羨しを語った︒講激要旨は次の通りである︒

海外向の大幅需要で
ウランの過剰生産を解決

格のもっと高いウランを使用し褥

ン資源の状態についてはかなりよ

︑3う︒現在

ムは動力炉て親物質︑すなわち核
分獲性物質ウラン鷹に紙換される
物質として使用されることを強調
する必要がある︒またトリウムは
凝しい親物質ということたけでは
なく性能のよい親物質である︒し

ζ1

＝

①新しい企幽としてこの欄では原子力発竃の⁝

所羅犠鷺灘

見込みが難き賭＼臨終的に発見さ

現ぼの価格よりずっと多いことは

しかしこの場含の利胴可能縦源は

もたうされよう︒われわれが現在

れは︑核燃料資源の膨大な増加が

ウム資源に比較すれは少ないもの

る︒この暇はアメリカの推定トリ

サイクルの関心は隔い転換比の達

たがって︑AECのトリウム燃料

れる低価格ウラン質源の鐵は現在

考えているシード・ブランケノト

ましいが︑なかでも化学︒プラス

業では︑RI罰器の購入が一年聞 では︑厚さ餅の鱈及がとくにめざ

ト

ー

ラグ︑・ランフオイ

液面削
密度言1

ｳ謝

ルは依然非常に大きいといえよ

薦刮の普及が圧倒的で︑サービス

械︑化学・プラスチノクスなどの

業︑語気金属︑石独・石炭︑機

広鞄な温習にわたっているし︑ラ
ジオグラフ♂︑トレーサーの利用

バコ塵業を中心とする密度訓の普

が軒並みのびているが︑とくにタ

いる︒

及が︑カナプとともに群を抜いて

このような園ごとの酋及の違い
は︑もちろん得業構造の違いにも

よるが︑いろいろ複心な原因がR
I利贋の酋及に影響しているもの
と考えられ︑そのことはある慧味

計圃の端鰭とな嶺可耀轍がある

ことを︑物腰っているともいえる
であろう︒

どがこの嚢蓬芒ている・⁝

辱覧張煮原工

アメリカの玄関ロサンフラ

ンシスコから北へ約三百二†

に面した小さな町があ．萄︒

試の所に︑コーレクという海

ここに︑カリフォルニア州

北那の送竃網に躍力を供給し

ているフンボルトペイ照子力

二言所の運唇者はパ

発電所がある︒

シフィソク・ガス＆エ

レクトリノク社で︑羅

一つの火力発膿フ

力発着プラントのほか

気出力五万KWの原子

に︑

ラント︵各五万KW︶

が︑写真で見るように

仲良く煙費をなうべて

いる︒

ゼ不ラル曾エレクト

リノクが建設に嶺り︑

う︒しかし︑すべての原子炉の最

帰営したサバンナ号

サバンナ号の定期オーバーホー

ルが︑同船の塾地であるテキサス

州ガルベストンで始められた︒今

の鋒．行なわれるものとしては初

ものであるが︑一奪閥のフル就航

の天然ウランが必螢となるという

ことがずっと償婆な点で35るけこ

れに反し︑トーーウムの駕要は親物

うりさらに︑トリウム原子炉も最

質としての需豊に限られるであろ

のいずれでも11壱

切の燃料iウラン麟︑ウラン鵬

あるいはP

生配するために︑一蹴の天然ウラ

ン触必要とするであろう︒︑例レ想

KW級の炉では濃総ウランを供給

あげれば︑最近設計された五十万

するために︑千二酉五十誘の天然

ウランを必要とするが︑トリウム

は七十七ゾしかいらない︒したが

って︑次の十五野間のトリウム鼎

要の総訓はヨ桁にすぎないであろ

う︒この聞の年問醐要はほとんど

衝ゾ以下であろう︒一九八O年以

降︑蒲要は徐々に増加し︑二十世

紀の終りには近づけば︑年間数千

ホールと阿時に沿岸警徽隊による

ぼ

に菰ついて建設されよう︒他の一

検査が行なわれることになってお

勝算五十度であったため︑侍残の

した騰閲は二分闘で︑内部灘度が

とはなかった︒濠たこの諮恥に鞭

で圧力厚播内に入間が∬入ったこ

れる︒これ豪で蹴転を開始した後

三内に入り回収に成功したといね

り落したが︑従業鍼⁝∴名がげ力讐

際︑諜って内兜撮影堀カメラへと

田して驚期検査を行なっていた

力発雛研の四号原子炉で燃料ろ取

によれば︑コールダーホール原畢

英原子力公社︵A罵A︶の発表

稼動申の原子炉に
従業員三人が入る

れる摸様である︒

訪縄航海についての決定が術なわ

な給︑この定期験洗の後︑礪搬

は取震している︒

れもニューヨ⁝ケ溢に入る肇でに

の内部もれが趨またために出港が ・
跡
二十六時㎜圓遅れκたけで︑この湿

しなければならないの

り︑この需愛に対処し得るように

びに増殖炉の時冨を得た開発によ

刹朋の戒功および改罠転換炉なら

ことが予慰されるか6︑トリウム

ルギー蒲愛は︑非脇に汰きくなる

ｩ期的にみれば︑われわれのエネ

ことをわれわれは希望しているQ

るようなタイミングで行なわれる

し︑富源料産業庫遣鵠に発展さゼ

力の過剃と不足のくり返しを解池

与える腺．†炉技術の赴泓が︑律配

ナになろう︒
二 むすび 核燃料の刑用に膨糟を
彫コストはKW11当り二円八

総噸設費は約七十七欝円︑発

水鞭で︑匪力柳制も式という

特外な蜜全滅置を甜めて採用

したことで知写れている︒運

に損遇している︒もちろん︑トリ

初の燃料として必蟄な核分裂性物

転開始は一九六＝〜隼二月︒

ウムの原子炉での使用には技術上

として︑多撫

質のウラン説を︑気体拡散工場で

撫嘱するための原

の悶題が多い︒しかしこれらも闇

質として便用している原子炉が現

在二墜運転中で︑一盤がほとんど

完成している︒すなわち灘ンソリ

アン・ポイントとルーラル・コー

デーテノド・エジソン社のインデ

ポレイテfブ・パワー・アソシエ

ーシコンのエルク・リバーが運転

中で︑ビーチ・ボトム発電所が現

ム滋子炉の開発・建設・運転に関

めてのもので︑酒掃と検在のほか

には大意な改造︑その他は予走さ

つは羅力会社との協力協定に基づ

曽

ド︑︶

澤風

ジ

騨

︑

O

以上の羅漢は蔓けなかったといわ

港由42訪れたが︑その聞の礁故とい 耐熟服を煎用したが︑通犠レベル

鍾r

ン翼長は︑いくつかの理縢によリ

﹁

ε

えばスウ蕊ーデンのマル凸型でバ

この欝︑感謝状徹憂ωた総社は

次のとおり．

／

トリウム閣蜜よりもずっと多いで

五航擁七万碍か航行し︑二十九の

るQサバンナ号は鍛近の一館闘で

舶安全甕格が交付される予定であ

り︑この検翫の援︑岡際猶子力船

却型原型炉である︒

将来のトリウム購娑

予測しう

いて建設される無上の高温ガス冷

＋万KW程度で加州との協力協定 れていない︒なお今回のオーバー

ブランケノト炉である︒答懸は五

中で︑一つはトリウム・シード・

する協力協定の承認を識会に串下

さらに︑A廻Cは二つのトリウ 度のオーバーホールは麺薗屠の

在建設甲である︒

戦二回の点検

麓轟熱

であるが︑発生エネルギーはア管 もなく解決し得るてあろう︒
アメリカでは︑トリウムを親物

知られている綴よりかなり多くな爾違いない︒

ウラン償翻が利用でぎるようにな

隆上げた揚玉には︑どのくらいの

るであろう︒ボンド蟻り数バ価格

かな上昇ならば︑二刀と競含でき

建設中の輝水炉はウラン聯絡の僅

らに増加することにな

るようになるかろウラン甕源はさ

る︒トリウムを使用する動力炉の

ろう︒需要がこの想冗の半分にな

壷て使用躍可が受けられるように

に五〇％もふえた︵六三無︶が︑

チノク︑木材・製紙︑基礎金属な

づけになるだけに今後︑翼剣に検

と考えられている︒

十鑛一三円二十銭︒炉は沸腕

型増殖炉はユQ︵十の十八乗B雪e リカの石炭贅源四二五十心ないし

移行箔躍賜聞中に︑アメリカの

鍵︒
戚および織中孟子炉での増殆の酒

ため︑近い将来において核腺料入
金琶は︑海外の原子炉用ウランを

なったため︑利用著の増加は翻す

製紙機械の新設はR王羅盟の斯謡

の段階に入ってきた︒利用効果の

附されなければならないと晃られ

儲留

置 離

晶轟 鵠凝

＝

一

＝ ζ

ご

留

置

一【

岬認

；

［［

置

れ︑正碓な推定資料はないが向由

課藩
るかというわれわれの情蝦は︑今

う〇 一・几轟ハ九薙および一九︸七〇鉱

長薙の間︑AECの原料調自暴よ︑これらが少数者の手に集中す 世界の鵠要統計は一万ゾから一万
く知られている︒簡単にいえは︑
七千顕程度が見込濠れるので︑悲
爾の主脚的は︑罵事用として緊急 ることは避けるべきであると思
自出世界の低価絡ウラン弧源︵ボ
に必婆とされる原群の倶給硲課の う︒濠た賃濃縮についての予測で 観陶になる必襲はない︒昨蕉窺に
ンド幽り八遼理展︶は五十刀ゾを
ためのウラン鉱探査およびウラン
あるが︑AECの施設で濃編さ作られた長期副画によれば︑原子 少し上四る糧で︑このうちの八○
仕雁を促進することにおかれてき 3／︑内外の原子炉で使用されるウ 力発電の伸びは︑一九六二牽に発
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なってきているQ
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五三勧トン全部から得られる熱瓢
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程度のトリウムがあれば＋分であ

U︶の鈎免出すのに儀か三毛トン
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政胴との契約をまた情っており︑
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つつある︒最初のころは︑輔入し
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にた濠た豪飛王謝膿がついていた

と評価され︑節約率の大きさが冒

って得られた節約効果は約説億ザ
らほほ十年にたるが︑各揮アイソ
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ある︒
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を一麟深め︑水戸射蟹撃揚返書後

建設は阿地域の都市計画との矛盾

蒲測器叢購撫葡諜懲

玉か開発かにつながる問題として

ラン濃縮とそれに関連する技術的

▽濃縮ウラン研究專門倭風会ウ

三三撫纐饗HL儲．の方

地帯藤野か︑首都圏整擶かは︑焼

湯川教授が特別講演

イクルにおける濃縮ウランのもつ

詔闘題および終済的評簸︑燃料サ

施設︑炉制御︑炉化単︑核燃料︑

京都で原子力学会年会開く
プラズマ︑放射親化学などの研究

葱錫などを騰査︑研究する︒
比轍おろしも謹だ肌寒く︑春の

乾

ロざしが恋しい京都大学工悌部の

▽炉解析融露霜門婁沈欝︵仮称︶

でに開発謝圃を澱めている周辺閑

と諮検討を行ない研兜の促進と研

炉物理実験データの体系的解祈︑

関係︑ホソト・ゾーン関係などQ

究者相互の運絡をはかるのが目駒

ドと核定数の検討なとを行なう︒

炉物理実験の颪からみた群論コー

麗体に大きな晒影をなげかけてい

四専門委員会発足

日本原子力融業制長︶の第七＋

ことしは照月十二日から十八臓ま

−午後四時︑大阪勝堺市鷲蟹町

七曜日午瞬十時−卑後五時︑横

でになっているが︑原子力閲係も

浜市金沢区慰岡町

▽神奈川県工業試験所到十六︑

め馴立の研究機鵬︑公立の誠験研

その一十として参茄する︒このた

4月12日から18日まで科学技術週間

各地の原子力施設を公開

で①壌化物分留法の問題点②雑肥

進める上での経済的︑技術胸解価

京を灘れたのは初めてのこと︑七

日本原子力掌会

初日の浮田は︑年捌九時かち内

四望那会は三月二十二醸午後︑原

日本原子力学会︵会長瀬藤象二

騒補習営婁員長の際会の辞︑瀬藤

研会議窯で磯催され①昭繍四十年

おり︒

﹁さらに強調されなけれはならな

再調理法の研究の現状とその評価

発蓑がすすめられた︒

は︑水戸射爆撃揚の礪還後︑その

日渋での三B間に特別購演︑聖血

学会の無会が始まった︒班会が東

申央部にあらたに原子刀施設をお
講演のほか︑一

豪た︑今圓の整備方針の中に

る︒

くという仮設がふくまれており︑

構嵐は︑現在︑地元が田︑漿の指
象二学会長のあいさつに始まり︑

唆甥業羅爾②役員鎌継などを三洋

齎九＋銀編の研究

その施設を巾心とする地櫓蕪構
発表が行なわれるっ

導のもとに難死している酎都圏市
漏川秀鮒京大教導が︷︐素冊子物理

想もある︒すなわちこの地帯聯纈

衝地開発区域弊備副画と翼向から

承縦したが︑昭稲四十鋸度無業計

つの鰹門総員食をニカ隼閥の予定

面では︑とくに四月から新しく閥

で発足させることになった︒

学の睨状と将来﹂の特騎講演を行

山蘭久一理堺が﹁原子力発磁瀦画

なった︒午後は二三那染遡命会の

と開発上の閾沼目﹂について総合

矛顧と混乱を巻轡起こす内容のも
のであり︑今圃の地賜駆備方針の

対立するものであり︑いたずらに

ように該当地周辺住民の生活に盛

講演を行なったほか︑七会揚にわ

のエネルギー噴構は集漁的に補償

は︑これ激での十無間では小さい

名守屋市北区平手助▽理化学研

は︑鎌田働岡県副書事がテープに

ぎり︑この週一中の特定の日に灰

究機関は︑いずれも支障のないか

規模ですんた︒しかし次の十葎閤

隣i四隠︑

認可記が父付されたが︑原子力研これにより給水設備の発泡問題解

通醍省の囎工検査を受け︑仮便用荊SASの大規模鮮造試験中で︑

い︒このため抜敷料の供給硲保と

てはスケールも大島くなって︑い

究所劉十四日午後

の源子力平甜利用展は陰知星⁝酒に

ろ︑罪源金タンクの内面に点々と
旅彪乗北原子力猷談会は︑郡山
白いかたまりが付託していた▽し
痛蘭工会議所と共催で︑脳弓二十
らへてみたら︑その正体は倉成洗
五日午後︑郡山拓商工会議所大ホ
剤と分った︒ここの水道は多駐川

よいよ皇民一体で拍進ずることの

文京区駒込上貫士醍町▽臼水原

も腺子力利彬の分野が嵐まり︑一

静岡の原子力

必蟄が増すたろう︒原子力番員会

子力研究所三越時期設︑茨城県

事に協力した十五祉に対して︑三

究所では︑建設から現在談での佳決をめざしているというW取．ず力

陶の施設左公開するが︑原子力関

わが囲のエネルギー事齋は︑孤

は︑口歌の原子力平財利鮒に貢献

明認弱集海研究勝︑辮罵県趨南

ため行むわれたもので︑六日聞の

丁の人々に原子力の鍬謙を深める

上水近系たが︑最近多知川の汚染

立無援であるといえる︒これを解

したいと考えて︑各方面の軟向も

村鶴騎研難所▽原解燃料公社貯

入揚者は延へ一万穴千五強懲にお

ールで源子力映鵬会を開いた︒
決するものにやはり原子力発厳よ

きき︑必要な努力オじているが︑

十五田︑茨城蟻東海樽康海製錬
所︑岡山蟻苫照蔀上斎原村人形

平和利用展終る
りないので︑環子力藩覧の必要は

て︑照的の逮成に協力されるよう

業騨も憲たこれをバノクアノブし

しあう長期体制を考えている︒

＝≡≡葺訴；；二r

薪発足の四専門婁総懸は次のと

大な規制をおよぼす構想について

かハて︑炉物理︑核化学︑原子力

ういつ荻でも淡めずにおくわけに

京︑こうした閲題に対して︑少な

はいかない︒原子力凌員会はい

くとも︑その方鶴だけでもきめな
けれはならぬところにきていると

昭湘五十年厩には︑わが国のエ

憩う︒

ネルギー資澱は︑その八○％を海
外に依存しなければならなくなる

ので︑n木の猷子力発爆は他の諸
圃よりもい3℃う必要になってく

一

る︒いかなる痒簾構造になるにせ

≡︑

首都圏整備 ⁝ と の 矛 盾

一日午萌十隠半から開会され︑吏海地区陳幽幽旛設地回の安全確

衆融剤科学技術嬢興対策特別爾讐敵︵雰植樹額裏授︶は四翔

保について岩上一蕗茨城隈知恋準ほじめ地元関係巻を参考入とし
て一霞憲猛を闘いな︒地元関係嵩らは①米軍の水芦射爆撃揚の即

聴返還②環子力施設地帯膿備問題③原箏燃料再処灘三層建設聞題

であるだけに︑この都市副画構想

働義賊射 爆 場 返 還 は 政 治 折 衝 で

特院

は断じて容認しえないQ

孤立無援のエネルギー事情

愛と認めながらも︑どうするかが

な炉を闘発するかということもそ

有沢氏︑原産理事会で所信を語る
有沢原子力婆娯が先月二十九日

間原藤岬事会︵写翼︶に出席して
麗業界の協力を要望したが︑以下
はそのあいさつ験雷︒

X

ものがある︒たとえば︑使用ずみ

しいためにとりあげられていない

盛り込謹れながら︑実現がむずか

れ豪で闘題になり︑長期訓陶にも

瞳子力平湘刑用の開発には︑こ

X

科衆

教窒で︑四月五臓から凹ホ醸子力

悶題が冒廠れており︑この点がす

の範囲内における人口規制などの

内容をみると︑施設より一定距離

するという状態た︒しかも︑その

子力旛設地回獲備方針﹂を髭表

力施設地粥整備専門郎会から︑﹁原

配慮を欠き︑簸近ようやく︑原子

㊥その他などについて地殖の現状を説謝した︒

米軍豊 津 の 問 題 に つ い て ︑ 小 泉
防衛庁長 窟 は 撚 丼 勇 氏 ︵ 量 目 ︶ の
質悶に讐えて︑水戸射爆撃場の返
還間瑠は こ こ 数 隼 の 懸 璽 で あ る に

いておらず︑果箪としては代薔地

もかかわらず︑い豪だにメドがつ

があれば返選してもよいというの
で︑関東︸欝を調査したが︑総元

の反対や米軍の条件に禽わないな
どの琿面でいっこう進展していな

設の設澱にあたっては︑その煎の

もかかわらず︑東海村の原子刀施

の設躍に先行すへき問題であるに

地謡の整備は︑むしろ原畢刀旛設

ので︑この懲味からも原子力緬設

理には十瓢分に配慮されるへきも

力のもつ特殊性から︑その安全管

猟子刀 關 発 に あ た っ て は ︑ 原 子

調した︑

地元側蓄考人は︑次の短点を強

謙た孟 子 力 施 設 地 帯 整 備 閾 題 で

進めていると述べた︒

る︒ぞための地ならし卒癬務周が

い︒条件緩稲のため米蟹側と蕩度
の政諭折衝誉試みたいと思ってい

ヲ

ブ

原

9

燃料再処理や地帯鞍備の闘題は必

︸に希望する︒

霞目所秋田・柵原・赤金・岡山・尼瞬。片上
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郡で開催される︒

日から二十二臼まで東京大学医学

回路他︑線黛測定︑照射装置

設︑汚染除玄︑廃棄物処理︑職子噸ル東海クラブで修了式が行なわれ

された高校卒業程展の技術者のた
めに開かれたもので︑宿禽と認義

た︒この隅隅会は︑各社から派遣

ひいては︑臼本の鋤力炉用燃料︑
四段階ては実験炉をへてから実摺

ば第一段階は省略され︑第蹉︑第

には東海ホテルを︑実験には職業

らに増すものと思われる〇一般に

用することによって︑有用性はさ

フニウムやボロンのカーテンを使

炉においては実施がきわめて困難

たる実験は︑現有の他の圃内研究

粟ないし＋の二士棄NVTにい でつくられる短寿命RIの応用

れる高速甲性子被曝蚤十の二十一

おいても︑照射効果が顕著にみら

間発表されるが︑そのほか加速器

研究論文が三会揚にわかれて三日

講演照︑大隠線源の設謝と実際な

発表会プログラム

プルトニウム︑アメリシウムを
初めて分離した世界的に一名な米
カリフォルニア大学のローレンス

は︑このたび獄研の招請で四月十

放射線研究所の︑カニンガム博士

臼から約一⁝十日間来田するが︑四

の水の日本化学会講堂で︑和子力

月十九日午後〜時斗から集京お茶
▽開会挨拶疑瓢用物理
学会会長篠田軍治氏▽特別詔旨琵

で︑この分野におけるJMTRの

関する知謝︑技術の習得をねらっ

唯理論︑放窮線の取扱いと測定に

究所︑原燃東海製錬所︑原堰東海

たもので︑会期中には原研東海研
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なお︑四月二†穴日には京都で

ドの化学﹂の予定︵入場無隅︶︒

学会︑原研︑原産の共催で講演会

◇二十臼

スト←③異書炉豪たは実用炉

轡与もはなはだ大きいものと愚わ

加磁器で作られる短寿命R王の製

際編制隈がなく︑豪た中性子の変
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搬し︑ホソトラポで処理できる︒

︵○の中の数掌は二段階を示す︶

性を知る上に不可欠な破撰燃料の

く︑容易にまた樵能と能率よく実
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源の見通しほ原燃︑原電③原子

しかしこの原子炉等規制法改正

平和扇的を明配している翻り防婿

二：一

曽；：・一＝一一・三一・二＝一一

一一一︸

質ろ賃うことができる︒濠た績備

政暦濠たは臼本の民問が特殊核物

課︶藺田誠次︵企業一曲︶窩岡

二霊＝

二二＝

二三

；

＝一・一一噌⁝

アメリカ国内菰の蟄備︵ロ︶臼米

羅︑日立製作所

して陵本ではどうなるか︶

行く人・来る人

原

③氷AECの軸距配分方剣は変 嵯室根鰍重氏︹原雌主務︶藤江

開所に関する釦台せをするため︑

原子力公社￠中央戴力比で東海発

電していない︒AECとしては︑孝夫氏︵日日発鑑勝施設課︶英国

おいても︑当分の聞︑特殊核物蟹

諸外国で民有化が行なわれた後に

限り︑外国の民間入とは戯接取引

予定

中井敏夫氏

@鰍糠錠
婆慶慰事

@

割譲

二氏・同原︸づ炉研侮所長︶吉獅㎜
秀

原研理事︶柿原幸⁝

の醍分の禦は︑外羅の軽四︒︒u養し季ヒH帰国の

φ設けの協力協定により︑買い

きぷ一三なわないものとする︒

徐子力に関する渕際協力について

夫疑戸同外国謙︶東南ア諸国との

技術調査のため︑四月十ヒロきず

翻し︑買上げともに日米両政府聞

⑤疲蔽縮については協力協定の

で合溜できる︒

力圃を駐訪して来月中ごっ届国︒

台講に翻るが︑ひきつつ曇等等五

二十七日に理事会

四月二十七日午後四時東甥几ノ

第二十回財携委鼠会 一一十日午
後二巴原産
安全特別砒究会 セーフプロシ
ェヶト小蝶員会十六日午後一時擁

の他︑ρ濡毒する予定てある︒

評議蟹会︑配闘いて理群岱．あ議題て

田黍謙子力平和利用猛血瑚事会・

六十四園富任琿恥会︑第二十六回

なおこれに先たりて岡所囲．︑︑弟菖

恥務綴乞案と決舜案小．審議5︒る︑

琿欝念欝欝き︑昭和三十九一度の

内の臼本工業〃ラブ一．﹂第七十︸回

一

改正にこれ巻おりこむ必装があ

吉村部会の作
業状況を報告
馬簾開発辮画常任蚤
臼ホ原子力産業金議の開鞘計圃
委鍛会第三回常任婁選出は︑四月
七日午後栗京丸︐内の日本工業ク

ラブで閃会︑堀越禎三氏の婁員

㎜原

一︽ーー
吻米A鶏Cは︑特殊核物質の團

スの供与などについて︑選手團政

外配階︑輸出許可︑賃灘縄サービ

を次回までに持ち霧り︑これぶ倹

弊︵翼翼︶

海外蝉騒団の編成派遡11六月出発

施︑以下隔月一澗程度で突施︒④

帰することになった︒なお分群血

叢講習会の実施①放射線源取

行のうえ藤布する︒

扱講習会11三月水戸布で実施︒② する︒

トの私通し︵海外の実記に照ら

庁は原子動力を推進機関とした艦
案の質疑裸決は今月中旬には行な
︸

儒⁝︐

離跳鷺霧戴能われ︒鶯︑︒のと兇︐りれ一﹂い︒Φ．
魑二−・

このため昨年九月︑月明省を通

ると予想されたので︑口本でも旧

︑f︑ハ

府の輸撮許可か必要である︒

じて米AECに照会したところ︑協力協定の改正︵ハ︶アマリカ政
今隼ご月︑次のような回搭がき
た︒なおこの回送は︑A廻Cの撹

ではない︒

当宮の構思であって︑鍛終的圃讐

①日本政麿の特殊核物質に対す
る権隈は︑民宿化法の発効により
肉︻動的に消滅したQ

氷鳳子力協驚の改正の動きも認め

へ

塾

二十日午後︸時擁

剛

蕊

⁝K鎚

三二ー署し

EI豊9量ILeeτil塾9．

臨界予定︶とプルトニウム炉心

ラントの設一例検酎から懸手︶②
炉物理研究③安全研究④プルトニ
ウム燃料開発⑤ナトリウム技術騰

集院科技特で社党が要難
語講院の科学技術弊習鮒策特別

響一⁝

婆員会︵婁質鍵陶良一氏︶は四月

二槽一・

四︑讃題の相互設定︑合同プロ

発︑愚並行して進める︒

瞭二層︐：；ニ一一．曽＝魅層：二＝＝：二旧一・

八日午朗十蒔三十分開会︑凍子蝉

ニ一一．＝＝鵯

ジェクトへの発展をめざした圃際
．ξ腎．：

米の回答︵核燃料民有化︶聞く

的年八月ア

メリカの特殊該物質民為化法が誠

︻萩野谷諌寒餅明︼

続き換酎する︒

したか︑この間題について今後引

原産発電推進常任委貝会
U本原子力産灘会厳の発蟷摺進

七日午潮東塩丸ノ内の田本工業ク
ラブで開会︑講成書氏の副委貝長

局核燃縛課長から﹁米國の核燃料

立︒米AECの敗策が大きく変わ ②直接アメリカの民闇から日本

民習化に伴なう睡米原チカ協定と

て照盆すへき嚇墳が∬じた︒

︒亀ζ亀

る︒楓手圏は一切外国政府とする︒

︵東電︶蝕西直哉︵閣鍛︶湯川

術謹たは簸終舗要家以外のものに

譲︵斜掛︶松取静夫︑漸田暁通

務局長︶▽委颯鐸佐々太史郎

▽分科会長響畢川淳一へ諏藤藩

委質はつ蟹のとおりである︒

一も可能である︒このためには︵イ︶

の関係について﹂次の説明を聴取

報告は八月までに提出

昭和⁝ハ十離農を園標にした二十離

遜巌衝原子力発電供給分科会発足
誤射館総合エネルギー部会の

亀f等f亀4監︑8亀

なうことは考えないQ

︵電発︶光蜜太郎︑立花昭︵原

彦︵原燃︶竹内松︵長銀︶宋田

謂給小聖鍛会源子力発羅勝論分科 間の隙子景雲犠開発副画をつくO
八刀までに謂給小墾員会に提出す

守︵蝦蟹︶▽通蒔省事務局幹箏

これ董
るという魅本線を了承︑その二瀬

β井王力︑岸上灘︵原子力発羅

電﹀小川洋︵露力中研︶植松邦

長︶は︑四月九日午後原麗会長室

会︵分科会長早川津一僚産事務局

議することが噸嶺と思われる事項

2竃℃ζ薯で︑

ー

案を京とめるため︑各委員から欝
で初会含を開き︑今後の審議の進
め力について協議した︒その結果

亀︐亀笠9＄︑●t篭ゆ零りφ竃︐

写翼は周分科会の初会合

乙3●匙︑♂駒＝8・︑∂零︐亀♪亀︑ρ亀零

乳t・亀︸塾亀ず馬・竃亀ぐ葛

調盃連絡会
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v
新刊書御案内 ♪一ぐ幽鷹ン鳴・
奪一閃r騨・一

爽験謬

1

この炉プールはカナルを通して

ホノトラボや臨界突験装澱ともつ

一⁝

原子力婁翼会の動力炉關発懇醗会︵睡畏膚沢広巳

原子刀萎艮︶は︑四月十一百午後蒔から璽京芝の
東柳プリンスホテルで第七二会含をひらき︑丹羽原
研理礁長から新型紙換炉と蔑速増殖炉の開発に対す
る日本原子力研究所の酬醐纂が示され︑続いて武田
原子力婁興が同門を喪明した︒丹羽理購畏はこの説
明で①原研としては新型転換炉と轟速増稽炉の関発
を同聴にスタートさせたい︑②そのための設舐︑爽

験のマン・パワーはある︑⑧新型転換炉は実験騨の段階をはぶき

ー
︑・ξ駒6

型重重謂研究︵各麟の胃万KWプ 就任などの報告後︑杁野醇原子力

一二︑長期關発課題としては①大

問の臨界を予定する︒

W︑四十瓢一年度糟工︑四十六奪一 委棄会第二團常侵覆興会は︑四月

なように総評し︑出力は十万K

照射︑炉心樵能の総目試験に便利

原型嫡を國櫻にしたい︑④この原型炉の運営は別機物によりた
い︑などの俗議を明らかにした︒

丹羽琿瀦摂が表明した原研の考

一九七〇年代には

え方は︑大要左の逓りである︒

新型転換炉
在来型炉と競合できるし︑憎憩炉
に近い輔換比を実現で凝るという
兇即しに立って︑つぎの手瀬で開

一︑沸騰軽水冷却型照水炉︑炭

発毎すすめる︒

酸ガス冷却型電水炉および隅温ガ

鳳

ス冷却炉の三つについて︑鮮細を
倹酎の上︑一奪以内に鍛終的に一

昂極菰するための課題について行

必須な課題︑性能の改繊の可能性

四︑部分開発軸︑陳型炉設謝に

︹模へのスケール．アノブが町能な
容臆︵二十万KW習度︶とする︒

改善された磁能をねらい︑実周濁

が建設している実験炉より︑より

三︑この原型炉は︑現血先進国

うことを闘糠とする︒

って︑庵型炉の設訓︑鰹没を行な

ご︑四1万無闘の郡分開発によ

つ昂．え︐りぶ︒

り今

丹羽原研理事長から説明

同時に遂行が可能

ロ

㍗亀︑・驚．・竃3ζ︑の臨︸亀♪亀︑・し一

バ

︑

範︑田中鷹治郎氏の副喪軍服就任

一
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ない︑必要な技術情蝦の導入︑先
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動力炉開発懇談会

配炉型別に各三十三憾円︑二十七

懸
咋年十︸月発足した原産サービ

9

ロ
ロ

億円︑一一十七鱒円と擾定される︒

ぷガ遷したのち︑吉村部会の作楽
状況について吉村部会長と餌藤周
輕門聾員会座畏の説明を戴き︑六
月三田全体婁興会を開いて屯に吉
村部会の報二月受け︑これに対す
る委員の考え熱きくことにした○
なおこの日︑吉村部会藁と伊藤
囲穀から報告した同部会の作業状

専門婁

況はつぎのとおりであった︒

◇吉村部会の作業状況

翼会は第一段階の侮薬として︑約

「

一

甜闘翻曝闘●唄四側瞳曜，

本原子力産業会議
発行所

ぼ

振印璽票5895番
電話（59D612」〜5
東京都港区芝田村琶㌃1の1（榮電想望3階）
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毎月3圓（5日．15日．25日）発

炉
1

第3艦8号一

聞

産

力

原

科学技術週間
でなく︑大規模な研究闇膚守題を

備がすすめられており︑政府に科

の間で科学捜術茎本法柵定の購

澱近︑翼然技術会鍍と学術会議

詰︑詳細設識など︑昭和四十二調

約の締編にともない︑許認諾の難
上したが︑この内訳は政艶出澱金

千八醤九十六万三千円を予蟹に訓

またこの経費Gして総癩左穏六

国としてとり上げることが︑どう

①原子力第︻船の建造葺建造契

しても必蟄なのてあるQ
七億一イ万百万円︑民聞出資金お

雨

﹂︶

隔

一

︶︶

ごゴ

ユ

の纈越金二億八千四驚六十九万三

どがあった︒

道氏の男働委颯会三型局長紙出な

ア鱗饗大塚酌比両氏の国際遅合局

外務省は四月一日︑在プレトリ

外務憲が四月﹇日発令

科学課長に大塚氏

千円がある︒

核燃料物質の
保有量を発表

違

ユ

き
﹇

11ーー1鑑几いA一︾一

旬間メモ

第十一ご回委員会ほ四月七日

衆議院科学技術振興対策特別多
気会

午後一時︐半開会︑漂子三野規制

︵祉︶︑福丹勇氏︵自民︶が質疑

法改感案について︑田中武央氏

窮十四圓委二会

四月八日午前

愛知科技庁昆官などが答弁︒

案を審議︑凸野久男氏︵社︶︑岡

十時半開会︑一子目口規制払改正

良一氏︵社︶が質疑︑三三三三な

原子力呈本法のもとでは︑防爾斤

どが答弁︒なお︑岡氏は︑現在の

はずなのに︑科技庁謹書と小緊助

は隠子力推進艦艇は所持てさない

衛庁長富の賜にくい逼いがあるよ

統一見解を出すへきたと要ふした

うたから︑政府︑原．＋力二毛会て

のに対し︑政一己は近くこの三宅

弟十五翻麦二会裡脳月十四日午

会でこの問麹の統一見旨旨小丁︒

大臣らが出肺︑線干力推進㌦艇保

前十時手開会︑暖知︑小呆︑椎猛

持に？さ政鳩の耽一見解を説明．

覇査団の海外派遡を決定したのち

圓定例会議を開き︑①再処理安全

などか6捉出された核螺艮物質嬉 ②揮処理施設建設の予鈴悶題につ

動力炉踊発懇談会

について犠議した︒

四月十三日

の塩理報仙ドロを集計したもので別 いて︑科享技術庁と三蔵省との折
衝経融の醗簿をきき︑さらに︑③
一 動力炉開発懇談会の今後の進め方

この表中のカノコ内の数字はウ

或のとおりである︑

ラン説の嬉薯漉したものてあり︑

・砂美ウラン︵燃︶は核燃ほ物前

宜の口紐てある︒

茨城県

原子力課長に綿引
義孝氏

異動を允令したが︑この中には企
画開発部腺子力課長に綿崩麗孝氏
鳶朋臨職︑脇一毫Uか犠虻門出歴蚊騨肺課隅晒補

佐︶の昇仕︑蕩原子力課長紛田翼
万混千キ孟り一で二滋％︑それ以

r！

1 ︑

この翼果は︑制輪子力婁員会
︑ ﹂︸﹁ノノ ︶虻達 喪7

原子力添策僅爽鼠上書福償専門

ンスホテルで開会︑原チ力漁業従

野禽四月九口午畿二時赤坂プリ

置について︵陰門部会報告瀞棄︶

業畏の蹴︐ず力災ぶ補損に必蟄な措

を答議した粘果︑尉途に小安員会

を設けて倹講ずることにした︒家

ヌ

i糀降

︶

︑汎つ

く

一

噂︑︐︶O

る麟伍被曝の能面は︑次のような

これら一艘的塁攣の茎本ともな

公衆に利益となるものであるか

む

望は一部を修止して慰択したQ

〜委員︵甲鄙電力工携部長︶の要

さらに襖話ザることにし︑告囚比

電労組︶の修正儲見は小委員会で

次城県は四月十田︑県15賊員の たこれに対する育木賢一委員︵継

．

田腺チ力委員が涼見を表明︒

午後二時東以プリンスホテルで聞
ρてある大聖ウウン︑たと凡は天然 会︑高趣炉わよび新型楓換炉開允
隈化ワランなどを︑回︵腺︶は橡
について揚羽︵源研︶理里長と武

隙粧物質である六然ウラン︵ウラ
ン情泓︶その他︵フェロウラン︶な

・ウラン︵腺︶と血水は︑田際税制一

4〜

，的と麟

こ予算に，紅海

剤

㌧∴騨璽

署

㌧

ヒノマル投資信託

オープン投資信託

債券オープン
投資信託

割引債

公債・社債

㌔︑

木店

スーパーストック
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茸
はいうまでもないが︑
わが国における科学扱

度末に引譲しができるように原子
よび窩付金二優二千八百万円︑雑

術の低い地櫨を嘱える
宇技乱暴翼費の支出を窺毒づける
力第一船の建造工事を進める︒

よせて
原子力予算をふくめて︑わが団
艇填も検討されているというが︑

に
と︑この地位をより笑黄的に筒め
の研学技術予算の水稲が低いこと

望⁝四早二日から鯉の
ていくための力東が︑どこかに忘

⁝ように科学技術週間がは
収入一工衝九十二万三千円︑三十八

原子力局

②原子刀船付帯陸上施設等建設

井佐七郎氏の群学課艮事搦取扱を

科学課長を発令︑麗連局参禦官松

科学技南金般の地位の向上と椙ま

原子刀局は四月八日︑難論力委

には︑上記のような問題がふくま

員会に昭相三十九年十二月三十一

︶

時科︑予技備斥第二会議箆で第†

14物奪の保腐撫︑羅耀した︒壬 原子力委凪会 閥月一U午後二
・れは線予炉乙規制法の規驚にもと
ついて︑使用者︑製錬業者︑原子

カのレール叛さの仕事生し︑日
米︑日英協定などできたが︑外

炉の設臆蔭︑繊除旧制物☆便用者

が︑七−八薙たって帰

奮労も多

務省内外てたれも何も知らぬ独

かった

子力に取狙んだ時は

聴講が平和利用に徹底してい

り︑東無総会は田添紹介の炭い

ることは世界各劉が注団してお

チャンス︒七年前に考えた﹁平

和利用の国際協力を︑エAEA どを出したものてある︒なお玖然

噂

﹂

また︑カリフすルニウムそのも 上は四〇％劇引きであった︒

﹂

のも非常に少薫しか糧られないの

︵髭面は別項参照4

三十九年麗課越金五蔚圏十八刀

れられているような気がする︒先

展⁝じ告・科学技術功箸

行くことを期侍したい︒

玉

解除した︒

年肢剰余金六百五十五万九千田口︑

れている︒原子力の開発が典型的

備えて︑臨界と燃料交換に必要な

F

隔贈

の華備鴫昭和四十二二度末ごろに

な
科学技術予算の少なさを説明す

と燃料交換に刑する場所の選定︑

陸上付衛施設の日本設餓や︑臨界

国力

ているように︑西腐二千年ころに
は薪設発電所の全部が蔑速増殖炉
査をする︒

③研究柵下

の安全性と性能の設計値を磁躍す

る︒▽実験研究嘱原子炉プラント

外技徳溜との慧見交換や調査をす

開発すべき事項につき︑引続き内

力第﹁船の建造︑運航に関連して

▽三巴研究11原子

その地点の気象海象などの状況調

が引き舎い

予定される原子力第﹁船の臨界に

鮭困では︑ますます多くの研究開

って︑年子力への評価も扇濠って

発投資が政肘の負撤になりつつあ

についてさえ︑か

の︸例であるこ

や優秀科学技術映画の表彰をはじ

とはいう誤でもないが︑そこでは
るのに︑よく

国配化

冶家や政栂関係省に︑じっくり聞

るため︑臨界実験︑しのへい効異
確認実験などをする︒なお実験研
究は原研その他関係専門機関の協

④原子力船桑凪養成訓練蒋次年

力をえて共同または委託で行なう

回の笑茸に備え︑第一船総員の組

⑤成果の普及11原子力第一船の

重︑箆成論練計画なと策定する︒

酋及するため︑年報︑隠報﹁腺子

開発課警を通してえられた成果を

ヵ賎しなどをとりまとめて引続き

︑

の他はキログラム。

大規摸開発

め︑国立研究機関の公開︑酬葱工
るといわれるが︑このことは︑研
尚百重や改艮転換炉の研究開発た

に出されるQしかし最近発表され

炉の
なり大規模な投資を要することが

日現在の調査による下期末の核燃

夫や発明功労蓄の表彰︑那門別の
究開発の内谷が蒙す俵す大型の設
けでなく︑技術導入した実証すみ

えるに金つたという事轍を︑背祭

明らかにされているQわが国の科 になるというような児逓しからす

さえ︑次第に困難になって行くに

加連器などについての特定装匿運

當費の新規d上などがある︒なお
このほか放射能調査研究費として
二千薇五十八万四千円を計上した

原子力船の陸上施
二等建設も準備
団⁝

溝本原子力齢漏発漁業

船⁝団の昭和四十無度の閉業

広く配布するQ
このため賑貴を三編蟻物し︑年

原⁝は︑原子力第一船の門
々︑研究開発と原子力舩付帯陸上

︷名となる︒

つか

博比古

ご

度末の定数は役員をふくめて七†
のように進める︒

わお

外務雀国際運合局
科学繰畏になった

大 塚

ひろひ

施設建設の蠕備に罰点をおき︑次

窪窪劇齪闘ガγ

h

九年十二月から二言斗ほと在英

一 蓬 ﹄

愈盛・
擁

人種差別の國︑ウラン過剃の

ってみると︑細口叛いたレールで

戊果か実って亘こているようた

大使館勤め︒帰耀して国際協力

レトリアの領蟹か6︑四月一墨 局︑国連局科学課︑袋棚局蔽規

国︑南アフリカ集稲国の譲都プ

し︑国民の理解もかなり進んで

・醜瞥

繊灘鯵へ

︐

薫製雇て三†七年プレトリア堕
付で秘学課疑に帰任した大塚ざ

いるように見えるというQ

帰ったはかって箏情がよ

議

撫

罪になったQテキパキとした＆
んは

耀馨 劉

工AEA象象

と憩っているという︒

大変なとこ．つへ

くわか？窪いが

きた

総会もひかん

建設中のコールダ⁝ホールの

難

代筆署しの典型的外交官Q王A を盛り立てて︑そちらへ移して

視察に来た石川一郎さん一行を
現地に案内したのは昭和三十一

としてウィーンへ殴った︒ロン

漏Aの第一圓総会には代衣随畏 行くこと﹂も貝体化して⁝汀きた

付︑概評しも聖恩分一．﹂こなすほ

饗屠︒趣味の写翼は︑現錬︑焼

篇聚︑絵雛︑美術なと芸術を

い︒

れが原子刀との鳳ができた最初

壕並へていたことかめるσ

ドンでは村田現瞭子力局長と慌

年︑在爽大使館勤務のこる︑こ

たが︑請等学校以来物理は大の
茜乎で理工霊鳥は弱いと謙㎡︒

央国から帰ったころ回本は隙

とアフリカ生㍍の長男の三人暮

．†カの劇生剛で︑松井さル︵現 とのコリよう︒家羅は共子夫人

らし︒瓢

瞭

単位＝濃礪ウラン、ウラン233、プルトニウムはグラム、そ

千円で︑ほかに︸二十九年度引当て

成果発表︑婦人や子供のための博

備を用いる多数の研究者の共同

子力関係は今無から﹁隙 子 力 の
にしている︒個人の創恵や発明へ

作業となり︑民闘企業の能刀をこ

覧会︑講袖会なと︑多彩な行箪が

全国にくりひろげられている︒原

B﹂ ︵轟−月二十∴ハ日︶が設け一われ

れは︑置目炉開発に今︸千億円を

る投資であろう︒新しい隠代がも

学技術をプロシェクト開発一少な

う固の購に迫っているということ

投じることは︑引き会って余りあ

動浸す⇔一のレヘルへ引き上げる

くとも数醤人の研究薫︑技術蕎を

決心︽しないと︑従来のようなデ

の恵歓が蛙礎であることはかわり

をあげることかほとんど不可能に

ないが︑個入の能力たけでは成果

なってきている︒いいかえれば︑

たため︑この週聞には特別の企画

の公開には原研︑難燃なと数機聞

が見られないのは寂しいが︑施設

が参観しており︑功労者表彰でも
蒋学技酌の分野て将来遅れをとら

ノドコピィによる換倣・国配化て

ないためには︑スケールの小さい

在︑一般大衆に︑そしてとくに政

これらの行箏は微騰でもあり︑

原子力関係の二氏が表彰された︒

いてもらいたいものである︒

の業携を信実して技術サービスに
不十分てあった面を体系的に膿毒
する︒

放射線剛係の技術着を璽成訓練

∵

・

一つであるが︑新たにR1二等医

予騨昭稲四十年度の里

十二刀五千円の減額てある︒これ

くなっているが︑このうち事業団
︸
費である特別経鐙は二億七千九颪
聞
七十六万六千円で︑前年度の三億
㍑
七麹九乃一千円よりも二千七国詰
⁝

十三万円よりも七蔵出置三千円多

千円で︑面年度の五懸一千八薫七

離は総韻五態二千五琶八十二乃三

第三

課程内容をいっそう充実する︒

うになった︒今後は課理の三寿と

期課程を鉦・間に六回実施できるよ

⁝
学短期課畿を開設して︑各種の短 ︸

することは放医研の孫要な任勝の

＝一一＝一盟；齢≡＝脚一一謄＝

途いない︒
＝：＝＝一一一用：曹一二謬＝憂一一：齢一酬一贈＝≡＝一曽一一

κ来的な研先開発支出をするたけ

それぞれに蕎益なものであること
二﹇＝⁝＝＝齢＝＝：冊＝一

移行していることを小しているものである︒し

；一＝一二：＝

耕箏残術庁に提出していた敬射線医学詮合闇
たがってこの業務短詩も︑前平的に施集︑印抵馴

：⁝一﹁＝需二≡＝：＝二一＝≡＝：＝＝鼎一一一；一語一≡＝二齢一鶴＝⁝⁝＝≡一F認一

究所の﹁昭碩四十煤度業務譜画篇が︑四月五日

策走されている︒家た日本腺．弓力船開発二業団

厘講で．承認を凡たので︑七臼疲医酬か6膠嚢し することによ2て︑その特色を発揮するように

た︒放医研の昭和四十年臓予算は︑いちレ9し

．小刃匙を受けた︒

の事業説鯛は三月一二十一日緑けて科争授隅田の

審年度から旛たな描想で特別研究

内部被曝に関する調査研究﹂と

薪設︑研究用動植物の供給や織理

く平無度化の塑回を唱せているが︑これは圖嫡

究所の業務が鰹設期か乃本格的な翻究の段階に

総合研究体制の確立
賄燗醐Puの内部被曝など
を設定︑その実施体制を浮立して

放射線墜ず総禽鼎 究 所

研⁝
強力に雄莚yる︒なお期年匿の特

医⁝の昭和四十年度は ︑ 特 殊
放⁝なものを除くと︑ 大 規 僕

現状にあり︑組繊の臨でも放射線
﹁緊急時鮒策に関す．儲調査研先﹂

別研號は︑﹁プルトニウムによる

陳霞の研究体制が次回に磁立され

＠経常研究では各酬究部の撮当

のこ課題である︒

な施設はすてに鍵備されつつある

てきている︒また技酌部︑喪成調

飴を明羅にし︑犠礎的研究をさら

するそれぞれの分皿で主体性と特

第二

と病翫茅門︑蚕成認練部門︑康撮

は経扁研究費の試験研究用備愚費．

昭祐二十四韮二月東大隠微革

国連局参事冨︶の下で︑田本の

転義︑一時NHKに入ったが︑

原子力平禰利用のための膣際協

﹁

十九織Q︵SK︶

すく二塁省入り︑一一薙静く王国

rI

いる︒

留学後︑国隊協力燭勤務︒二十

職子核の三分裂︵トリプル・フ
ィソシコン︶は非常に稀にしか起

P

L㌔EA

電甕舌

藩

2の哩ノ

≦

痕

京融｛1央区臼木橋室llq

7，103

燈券．

巳

敏

林

高

社長

練部︑柄麗なとの番部門でも艮奉

耀立できる状況になった︒

的驚備をほぼ終了し︑漿務依系を

ゆ施設なとの繁備は既設の施設

に毎寵する︒

年度は従来各姻究甜の自玉体制の

いて︑調査研究を効果的に酒用て

と機器なとの保﹂運絹に重点をお

臨摩研跳部の二研究室を分離し

支所なとの巡葱費における徽品黄

であ．萄この反蘭︑棚兜員あたり

や施設整鋤歪なとが減顯したため

米騒の慧Ψ煮陀ちは

﹂

井金属鉱業

一圏

以上のような背羅のもとで︑本

もとて幻なっている墨礎研究を推

きるようにアる︒

進∫ると共に︑就禽的研究体制の

実をあげ酵るよう措置する必蟄が

ある︒このため本年度

て︑薮たな障害臨嘩研究那を設け

機構昭和四十年幾には

の蹟点を明俺にし︑全体として強

る︒放射線障害に関する研究繧織

鏡務討画

した︒この重点踊幽はつきのとお

分野までほぼ砥立する︒

は︑これで鑑磯的分蜀から雑器的

力な承ぬ的地策毫据蕊することに

第 一 璽 点 計 画 の 放 医研の特

りである︒

館

評雲叢轡話語実竺
一また回国郷には動三物讐理課を

⁝阻繍

購懸れま務られてい

一

こらないので︑原子力警醒所が改

7

色てある総禽牲の発揚に関して︑

霧難蕩讃ざ拶霧転換欝欝
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霞活させ︑あるいは新たに大餐懸原子力発難所

月かなり酒発となノている︒

幽の出現︑また先聰のアメリカ原子力学会無次

在来火力と国国可能と想われる原子力発蹴難訓

これらの動きの製には．一酸茎宋のオイスタ

下旬︑同社のワーリング副社侵が柚子力発願に

総会でのピノトマン前AEC原子炉開発部長に

画を︑突如撤歯したことはまだ記憶に薪しいと

関するプエルト・リコのインター・アメリカン

よる﹁敷地黛確よりも工挙的安全性を﹂の講

︒クリーク原子力発蹴所鰹一二画発表に始まる

る将来の智力倶給において曝要な役割り凄果す

症を建設する希望を︑依然として保持している

するとともに︑ニューヨ；ク慈母に原子力発劇

だろう﹂と発欝して︑原子力の添照性を再磁認

みた︒

現れた各静力会社の原子力への動きを虫とめて

かであろう︒ここではここ激ヵ刀の間の報道に

甑の背娯となる考え方︑などが

の閲では︑再び予州羅原子力発三

最近アメリカ罵内の羅気事業者

来の予予所がすへて原子力になる

ス・エシソン筏と同様︑幽社の将

としている︒しかしコモンウエル

らの軽水炉鰹識提案を検討中であ

れない︒当社は少なくとも総社か

メカ團内のいくつかの罐力会抵はか︶て訓綱し

所鑓譲に鮒する毒わめて稽駆的な

フロリダ・パワー＆ライト社
近くのカトラー敷地に石抽火力発

デード郡役所が︑当社がマイアミ

層燃料プラントに丁度匹敵する規

ダ餓力とタンパ購力が同地域で化

州の他の二つの鷹力会祉︑フロリ

容璽は六＋万KW以上になろう︒

レノチ響難を入れてこの発難所の

に行なわれることになろう．スト

模の発羅所を考慮しようとする段
ユニノトのために原子力︑石炭の

デューク躍力

一頭は次の大型

階に到達している︒

ミネソタ・パワー＆ライト社
販く決定するものとみうれている

いずかれを選択するか︐について

碧羅炉一一墓薮持つ豊潤

プエルト・り調水資源局当

いるといわれる︒

者と非公式な価恪交渉を行なって

プラントで︑数ヵ月崩から製造業

十五万K

が︑説が馨考峯﹂いるの婆心

臨社は過表においてもしばしは原

子力を有望なものとして考えてい

たが︑他の艦気事業暫からの蹴力

入手の見通しいかんによっては︑

ダルス地域で︸九七一⁝七二年送

の発鷲所が多分必要になるたろう
機関はすでに原子炉製造楽者藁祇

羅開始の三十五万1四十万KW

と述へている︒

から騨細な見積りを受敢ってお

当挫の難ではあ爆のユ叢りど禁︸議にし馨警に
ソトのための石炭はおそらく酉万
は︑石濾か原子力かの決定を行な

ノ

ミ
！！

⁝
！ノ！〆！〆！戸建

ノノ！

〆ノ

さ

！〆〆1

ノ戸

ミ

ノ

〆！

！

げ

さ

為熟〆

月かかって一鵬犀運開した︒

〆

ル：ラル紘かAECから︑火

〆

で磨史的なもの．出力二万二

う可能轍を残している︒敷地とし

力並みの科金で蒸気を白い︑

〆⁝声〆

五十適材のところに︑人口千

千KM︑沸鶴水型といえは︑

ては三地幅を考慮中であるが︑い

石炭たきの避熱器で療気条作

〆ノ〆ばゾ〆

故荷の饅付エルブ・リバーが

今なら議で六ゼ不ラル・エレ

の炉の建設者は実はアリス・

クトリノク獲連患するが︑こ

ある︑

ここの原子力三幅所は︑原
．†力婁貫会か民聞と共同で建

設した鄭一男BWRという点チャルマ⁝ズ往である︒

三三も九三％の斑濃灘ウラ

ン卒重い︑その酸化物

とトリウム酸化物の混

へμペレノトにステンレ

ス鋼敵狸という成り立

ち︒このトリウム映用

アンポイント

︵親物籔として︶の点で

インデ

ト

の一

と共に︑アメリカの

リウム二三路線

酷石となっている︒

運醤者はルーラル・

コーポレイティブ︒タ

ービン発臓機などを除く建設

ずれの地点においても在雛型︑原

ぶ火力と同じにして︑発醒し

費は約三十三触円︑三無九ヵ

子力のとちらの建設も可能であ

ﾔ來型︑他の一丁が原子力とい

爾している︒これに関しては一基

する二十力KWユニノトニ堪を副

一九みハ九年︑七〇奪に送醒壕開始

うであろう︒閣機関はそれぞれ︑

BTU当りニ十六一二十八セント

になるたろうとしており︑これら
の条件のもとでは原子力発醗所は

ドレス

競争力愚窟轟↓るたろうと期懲して
いる︒

ボストン・エジソン社

る︒これらの難点はトルテ議ゲー

さ ノ ノノ！〆！〆

F

とになるたろうと︑悶明した︒理由

〆

ている︒

部分については︑二年前に発表し

ミ

〜

た拡張副画を推進すると公表して

ノ

ル︑サン・ファン近くのガイや一

の丁重雀検討中である︒今後の男

！

オーラである︒こ3傷らの発禁所に

二十刀KW四ユニノトが必要にな 工ではボデガ・ベイ副画よりは時

加えて︑十一十五葎以内にさらに

として︑化行燃料の財藏および縮

コンソリデイテッド︒エジソン

気生涯の必蟄性をあげているQ

請合の送艦経螢︑市内における蒸

のための経躍︑市外から送聴した

揚間題︑化石燃料中の醸才分低減
降の大熱臓発鰭所はすへて原子力

間をかけるものとみられ︑恥40そら いる︒この訓画では

九七〇卑以

ると岡機閲は予想している︒

中と発表しているが︑GE︑WパシフィソクG＆E社

すでに原子力発電所の建設を計画

経験を持つ当社は本薙に入って︑

︷デン睾力業所を難し︑運転

力界︑大きく胎動の気配

当鮭はマイア︑︑︑の南約二十五マイ

蹴所を建設することを拒否した後

フンボ く薪猷画の席手から送灘開始まで
平洋岸北涯那−南瀬那の撃力融逓

六隼半ぐらいとなろうQ馬廻は太 によることになろう︒
娠経験絶持つ当社の技術糠はボデ

は本夕二月にかねて計画していた

水姫の建設に関する提集を行なう

ポイント原子力発急所を持ち運転

二十五万KWの縄澱ガス冷却炉の

力四プラントがここに建設される

経験を荷するが︑糧来においても

購入設躍書画を中止したと発叢し

ことを考えている︒その一年後に

原子力が頓要な役遜りを占めるで

たが︑一二月に入って諸社のジンナ

ロチェスター・G＆E社 当社

あろうことも再羅逸している︒一

会畏は︑中止は叢終的に決定した

社当社はすでにインデfアン・

小現場に立ち入らセず︑隣室か

るか現隣点で予測するのは賭期尚

月プエルト・リコで開催された

機構の発足によって影糠されない

ろでは全然利用されない︑とい

鰯にあるはずだが︑経営者はな

ら乱雑で指示したこともあるそ

早であると藷り︑原子力について

卒石炭火力にするか︑隙子力にす

ガ・ベイに代わる原子力発電剖幽

いことを挙げた︒アイソトープ

ノク氏も︑岡じような醸想をの かなか気づかないし︑技術番が

の将来の電力鰭要を満していくう

ーリング副祉長は二払一義ーク斎

ものではなく︑次の大容難壁鍛所

よう要請している︒決定は今無中

だ︑もっと仰びないのが不思講

気づいても︑機躁一揖の灘入に

放射能への警戒心も︑紅唇ほ

ている︒

も蒙た可能性のあることを示唆し

放射能から研究員を葡るために便

瞬︑シーベルスドルフ研窮崩で︑

の機盟をウィーンにある本部研究

えに︑ニューヨーク布内の原子力

三月十七溺︑インドより放射線機

憲贈された機器は︑六つの放射

黙の寄贈．佃更けたと発長した︒

英AEA一英原産

イギリス原子力公紘︵AEA︶

・ラビi氏のほか︑妓術樹代輝と

米AEC︑原子炉 氏轟8NF畿畏コロネル・G・W

学校の閉鎖を発表

ーバーとして趨席した︒金禽︐㍊

してM︒i︒ミハエル氏がオヅヅ

となる予定で︑憲な龍事はマーチ

琵名は︑イスバノ・マ⁝チ︑ノバ

る子会社を設立すると発護したQ

・マリエノタ社は︑共厨娼資に激

︒スイが掻とアメリカのマーナノ

フランスのソシエテ・イスバノ

米マーチン社

と合弁会社を設立

＄NAP製造で仏

動について協講ずることにしたQ

な会禽を曝々開き︑グループの滅

見が一三した︒また︑今回のより

⁝ブを作り研糞を進めることで轍

いていくつかのワーキング・グル

子力分野での軸物振輿策などにつ

は︑両機関の共助の問遜︑特に腺

米原予力饗員会︵AEC︶は二

ソジの出立腺子炉穿校を本年六月

月十一獅︑アルゴンヌとオークリ

をもって閉鎖すると発表した◎

閉鎖の理由としてはΦ原子力分

野での米圃内外の入学における教

習体制が発実してまたこと︑②各

国に両校に類似する施設が設立さ

れたこと︑③源外からの留学生に

充議するための予騨副上が園難と

なったこと︑と説明されている︒

爾校は︑一九五〇無から︑田子力

分野における脳内技術者の養成お

よび海外原イ力留学生の研修を行

二千入以上の海外留手生を調練し

ない︑この十五無手で五十力国︑

てきた．

順調に進むチェコ

行なっている窯業のうち︑蝦初は

の15万KW発電炉ン︒マリエノ々社の原子力那門で

チェコの第一男山予刀発蹴所と

器の提案を招講獣舘

ハワイ向果実照射

の製造および販売卒行るう︒

なる電気出力＋五万KW炉︵KS
特にSNAP︵小肇補助動力灘隔

一一五〇︶の建設作業は瀬調に進

行し︑現乱試験作田場から敷地に

プラントの組立部品を輸送してい

米原子力婁員会︵AEC︶け

イヤ︑パイナノプルやその他の廼

月宋︑ハワイ麓のマンゴー︑パパ

は︑チェコとソ逆との両型究所に

る没階である︒この発電炉の建識

ているもので︑策閥ほぼ七千五

よる共阿引剛に塾ついて実施され

いる︒同炉はガス冷却釦水滅速炉

ト60照射器の設副建設について四

衝鱈KWHの電力生籐な圏論んで楊果翼の保存に使用されるコバル

十七社に提案を球めた︒

A鶏Cは︑このハワイ向け照射

となっている◎

ある︒建転開始は一九六七葎岬月

線源の強さは胸二十万キュリーで

定コストは麹︸f汚五千メで︑

このコバルト60および容器の摺

で︑轡聯にはマグネシウムとヘリ

リウムを添加したウラン金属を使

用している︒

西パキスタン発電
炉はソ連が建設か

曲パキスタンのカラチ選くに建

設する予定の原子力発電所︵電気

この原子炉は︑プレトリアかる

ーエ︶が︑このほと臨脚した︒

二刀KWの研究炉︵sAFA早・

南アフリカ共和凶蟻初の執出乃

南アフリカSAF
ARーー1が臨界

屋を建設してもよいという︒

大学では付凝実験整︑照射麗の建

のはホノルルのハワイ大学で︑簡

る︒設麗揚所として可能性のあ弾49

在設醗場所の評価を行なってい

・プラントにする副翻であり︑現

出力十薫万二千KW︶に対し︑カ 器は︑半は実用規模のパイロノト

ナダ政府は万千蕾万がの魑款を諏

めていたが︑この発屠所を建設す

エレクトリノク社と建設蟹で折合

るはずであるカナダ︒ゼネラル・

このためパキスタン讃画委員会

がつかず︑難航しているQ

は︑同墾貴会僅喪であるセド●ハ

セン践に対し︑どこかほかの麟で

援助を四徳で凄る國をさがすよう

命じていたが︑このほどソ連大使

から同氏に対し︑この交渉に応ず

研號所に煮湯されて36り︑総丁灘

十六鐸離れたベリノダバの原子寿

麹菌力バ︑設謙建設は米アリス︒

る胴慧がある雪の串出があった︒

糖にす．筍ためのチ加︐ネル峯作るた

なお︑この照子炉は︑鴎際原汗

チャルマーズ社︒

衣は︑両機関の連絡および協力を

め︑一補⁝月二十二日会合を開惑協隠

した◎

入れることになやた︒

この会含には︑AEAから総戴力機関︵工AEA︶の甑照も麗け

能モニターである︒王AEA謡こと原子力藤欝会議︵8NF︶の代代理としてアラン・ヒノチマン

線サーヘイ・メータと二つの放射

ループを設ける

国際原子力擬闘︵亙AEA︶は
共同の産業研究グ

放射線⁝機器を寄贈

印度︑lAEAにう予驚であるといっている︒

鮒騰墨

発躍所が大きな役罰りを演ずるこ

﹁嶽子力発醗に関するインター・

ことになるたろう︒またフロー2ダ

わが國の工業用アイソトープ

う傾嘲がみられる︒なかには機

十五無の三十七台から︑三十六

べ︑その原困として①アイソト

聾する五十万円ないし補職刀円

どではないがなくならない︒メ

つと藩えてみれはたいていの工 踏のすえつけの聴に︑メーカー

機器を使．凡るプ∬セスは︑ち．

昨秋の日本アイソトープ会議

庫五十一酋︑瓢一十七年九十一省

ープ技術が京た毘較的新しいこ

がそれに網応ずる経済効果をあ

ーカーを何回も呼んで説明をき

うた︒

とふえ︑三十八郊には百陽十八

と︑㊤放射能に対する一般の警

げるかとうかがはっきりつかめ

園るからというのもある︒中小

き︑それでも安心で凄なくて鉛

業者閥の機密が多いことも︑

術者の養成が一つの闘匙であろ

企業の編禽には︑放射線主任技

なくて︵あるいは立舐できな

アイソトープ機器の酋健在はば

うが︑これは導人が為利となれ

ガラスを敷いてくれなどとい

んでいる︒経済効果か公表され

ば何とかなるはす︑メーカーの

くて︶︑導入にふみ切れないケ

三十九葬には蕎二十貧といくら

い規則の食いちがい︑などをあ

戒心︑ゆ各醸の放射性物駿取扱

ていれは︑新しく鄭入を決める

方でも蘭談にのりよす︑という

うQ労働指話に突っこ豪れると

か激っている︵囲産の増加にひ

げている︒そこてこの点を︑面

場合の鳶刀な螢料になるのたが

話であった︑譲︑アイソトープ

ースが多いという︒

ているV︒蝦気の変動のなかを 懸にアイソトープ機胎の下血に

わか罎には翻字的な経済効果の

織器の焦鋸実績は節理雀執訓資

きかえ︑輸入の方は六帥に誠っ

一応順調に偉ひてきたといえる 当たっているメーカーのある担

め︑同じ糸列の企業融〜．︑は利用

この人ぼ第一に︑多くの経漁

モﾉこいてみた︒
知っている技二者ヤメーカーか

が︑アイソトープ機器の威刀を

祥より抽出︶

︑翁︑翁︑爵︑ボ︑ぶ︑翁︑爵︑翁︑ぜ︑翁ワ

がひ．りがるが︑系翔が逃うとこ

データがほとんどない︒このた

国産機器の信頼度がます

据付けて分る真価

欝︑金額で工門地をこえたが︑

ラフf機器の禽計︶は︑昭湘滋 に来田した国際原子力機関のク

瀦︑密度計︑水分計︑ラジオグ

たという︒

︽ぶ︑ざ︑譜︑詩︑斜︑ぎ︑ざ︑ざ︑譜︑ボ︑詩︑詩︑ざ︑ざ︑ざ︑§︑§︑ざ︑詩︑β︑ボ︑ざ︑ざ︑ボ︑§︑ざ︑ボ
ある石瀞会祉の技術者に︑ア

ら︑﹁ナフサの

使うようになった動機をきいた

イイソトLプ利用の液颪計を 機器の生蔭実績︵厚さ計︑液面

②

〃分解軽蔑霧躍を

㌘国から買︒た
勿とき︑佳導電に
グ液面謝左使えと

餐いてあ．お
冤て．﹂という返
グ箏︒﹁レリよっと

沸謙鍵 難
〃は測れないとす

総総熱

クし． う︒﹂この

技術沓は︑使っ
てみて初めて鍛価が分った︑保

い︑といっている︒

守の心配がいらないのて使い蜀

者かまたアイソトープを知らな

w一醜一………一一………一（w……一躍一一
アメリカン会議﹂の席上︑圏社ワ

送襟開始計る同容朕の第ニユニ

万KWの原子力発羅所を廷設する 購所が建設され 43前に︑石抽火 ∬︑B＆W︑CEの四社に対して軽ルトベイ験子力発蹴所を所宿し運

九七〇一頃還輯閲始の八十万1蔚 に入手したものである︒原子力発

ルにあるターキイ︒ポイントに一

米雷

一部はすでに決定段階

る︒ターキイ・ポイントの敷地は

と予測してはいない︒

ソトがその後で発注されるかもし

ことを明らかにしたが︑これと桐前後してアメ

6ることは明ら

会談において門原子力はニューヨー〃市におけ

ころであるが︑そ れ か ら 丁 度 一 年 た っ た 二 月

油轟執器付ま原子力発罷所を建設するという陰

のレーベンスウノドに︑聡気出力蓄乃KWの箪 の建設を倹討し始め︑これらの動きはここ数カ

テノド・エジソン社が︑ニューヨーヶ市中央部

一九六四年一月︑ニューヨークのコンソリデイ た濠ま︑立ち消え岡鉢となっていた醗画を再び

一…

ら見ると︑この程度ではまた家

エルク・リバー発電所

｝ム

関心が衛豪りつつあることが確認
されている︒すなわちこれら原子
力発蹴に関心をもつ鷺気箏藁巻の
うち︑先に原子力二塁懇嘆を考慮
中であると言明していたのは︑す
でに最終約決定の薩前段階にある
ものと考えられ︑その他のもので
も原子力発日所を建設する意陶を
薮明しているか︑あるいは間もな

く晃穣り依頼を聴すところ薩謹で
劉達している︒これらの懸力会祉
のほとんどは︑隈乎力添魁所の建
設について完全に叢終的決定を行
なったわけではなく︑淡定は化石

結果によること愚強調してはいる

燃料発慰所との難訓な比較検附の

が︑少なくとも一社あるいはこ祉
がほほ原子力発電所の建設に踏み
きる決心を固めたように見受けら
れる︒

以下簸近原子力発醒匪礁諾諾画
を発表している各社についてその
計爾を概観し︑最近における各醒
力会社の原子力発蹴に対する動き
を探ってみることにしよう︒

すでにビ

ング・ロノク・ポイントで原子力

コンシュマーズ躍力

発馬運営の経験を持つ嘱祉は近く

一九七〇琿運転開始の六十万KW

発醒所を原子力にするか︑石炭に

するか決定することになろう︒石

礎コスト警護万8Tぴ 当 り 三 十 移

︵このつち半分は輸送コスト︶と

して︑原子力発聡は明らかに競争

刀ありと当社では弩えている︒ま

鍵層伊嚇峨。㌦

㍉譜︑︑§︑翁︑ざ︑禽︑爵︑翁︑ボ︑斜︑譜︑翁︑詩︑爵︑蕊︑ざ︑ざ︑

グ％∠ク％グ7％〃％∠ク物グ％〃吻∠ク％〃％〃
∠グ％グ吻グ物∠ク％

i

た講社は今後大容量の発醒所の建

w・駅脳w・州脳・・一眠撫・縞撫い・・軸

三
設を千慮する際は必らす原子力子

グ％グ％グ％グ％グ鱗グ％グ％4ク物〃％グ％〃物∠ク％グ％ノ物

ノ

…が

wバ撫・い一線い・・N撫・・副蜥・い

福業囑の暴卒承め・萄こ と に 亥 ⑳
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劇職四十無度の日本線子力学副腎会は︑暴都入学工学部で四月

開会の辞

に続

五日から一一百閤︑延へ約千入の原子力関係研究百の参加のもとに

開催された︒開会総会では︑内藤正運営委員長の
いて︑瀬藤象二会長は︑﹁ゆいし．小ある以都人学て︑地兀の協力
のもとに︑外園と対内できる約照哲編︵貯年の約二〇％増︶の論
文が発表されるようになったことは心強い︒原子力という新分野
の進歩に︑われわれは畷献しなければならない﹂とあいさつを行
なった︒以下に︑年会での特別謂蔽︑総含隅隅︑論文の中から︑

介する︒

つつあることを指摘し︑わが国の

建設の技術的星礎を急速に獲得し

現状について原子炉の理論計算に

ついての実績はかなり蓄積され
てきたが︑罰算の結礎的数催の入
手や選択は全面的に外国に依存せ
ざるを得ず︑さらにその背後にあ
る諸条俘︑韻困子あるいはノウ・
ハウに属するような詩評以外の技
術に至っては︑黒鉛ガス冷却炉あ
るいは経水炉についてもなお初歩

い︒また︑熟甲性子炉よりも質的

的段階を脱しているとはいいがた

が〜聯重装であるが︑それには問
題点を具体的に摘斑して︑その認

！ノ

〆！ミ

！

〆ノ

鎌を深める鍔刀が絶えず必要であ

！〆ノ！〆≦ノ！1〆

る︑とのへた︒
！

琴

高速炉と熱甲牲子炉の核設

炉開発の璽要性を背燈に行なわれ

た

に十分にこたえるまでになってい

は︑申込が多くて共周利用の要望

炉実験所の木樗毅一所長は︑現在

運転および実験自照の懲理は︑研

ないということはない︒隙子炉の

がって装羅かないので実験ができ

ンを考えずに取りそろえたQした

請

長一bヒ﹄ーーOトーわ塁§茸一路﹄

鑛羅難

轟カナダの原質会社︵AEG
点でまたAECに及はない︒し

60︵グラム当たり十五キ︐一リー かし︑サi−8久やuり①一Φo￠o詳

釜︶琵放罷の璽ヌルト

ないが︑将来はグループ研究をプ

率が悪くても少しでも研究者を稚

ロシェクト晦にやって件数を滅ら 究者が交代で行なって︑多少の能
して行きたいとのへた︒また研究

の意歓と利用法によっては︑千K 用から解放する制度炉営とってい

転をしたが︑また準備段階で本格
的な研究はこれからというところ

には原子炉を全部分解してオーバ

以下︶を大望に値下げした︒

比放射能の低いコバルトは︑

嶺たり二がといっている︶の点

なお破損した燃料要素は︑切断

行ない︑燃椹要素の状態はグラフ

できないため放射能が外部にもれ

富から二十五件四十一名に授与さ

分析化学研究所常勝理事浅利民弥

ないように︑そのまま密封できる

イノクパネルに承される︒

氏と疑惑製作所蔓荊工場原子力開

破損燃桝容器が準備されている︒

れた︒このうち原子力関係からは︑

発部畏松本政吉氏が還はれている

トによ・⇔土意中の放受書分析法を

⁝の分析等ができ︑研究・駈擦に使

ューマンカウンタの利用菰の研究

用されるものたが︑明大ては︑ヒ

に主眼が置かれる︒

原子力開発と地域

開発 で講演会

茨城隈東海村て

茨城県の東海利や日立弗など十

都市燧設虻進協議会は︑四月二十

七臼午削十時から︑果海亀の原酬

琴海研究所講堂で﹁原子力開発と

地域社会との関連について﹂の論

沃盗難が︑要覧大学経済研究所

泳会串頗⁝く︒

内の原子力地域梶折研究会に婁託

した原力開発と地域社会との闘連

調査は報告避もまとめられている

︵本紙三〇五男・蕊O八男参照︶

が︑今回の講演会では︑この調査

に当った桜井明俊汝城大学助教捜

らの発表があの︑午後は集懲都立

と社会開発の問惣点﹂と題する特

大学の磯村英一教授の﹁地城開発

別講演がある︒午後蕊時ごろ終る

予定たが︑主甑者は地域開発に囲

る︑

心ある人の来聴を特に朋侍してい

皇居園遊会招待者

天冠︑皇后両陛下ご主催で︑四

月二十三日午後赤坂田苑て催され

学向けにMHA型ヒューマンカウる喬の園遊会に︑原子力関係の功

三菱原子力工漿︵株︶は東京大

三菱原子力工業

東大向けヒューマン
カウンタ据付け完了

が︑浅利氏の功績はフ違iルアウ

開発したことによるものである︒

ぎのとおりである︒

十五臼同大学芋子力教膏漁

松本氏罰JRR−4の製作にあンタ︵写翼︶生製作していたが︑
雌

設不館地下一階への据付け︑調整

たり臼立製作所の技爾陣の盤接
の指導潜︑とりまとめ費圧者と

を完了したQ

華

して単独で国内技術によO同工
を発成し︑原子炉の国産佑技術
の豫成に関して多大の頁献をな
したQこの闘にいたる求でに︑

JRR11︑周3︑JPD8等
国内原子炉の製作に関与した日
立製作所の業務においても終始
指導的地位にあり︑その功績も

践く評価されているQ

二市町村で粘成されている原子力

︒幽門σq①︵AEcかキ・リi

謙繋隷諜鑑砲

しいが︑所員との員岡についても

テーマを受け入れることはむずか

会社関係からの利用は︑フリーな

員会によって決定している︒民閻

外それぞれ十二名かろなる遅僧階

W炉でも立派な成果が得られる るQ共同利用の実施は︑所内︑所
と︑述へた︒

初めてオーバ

ーホール実施
京大重て柴田教授講演
藪たはつきりと方針が驚まってい

田俊一教授が︑蕪大炉の運営につ

と比べてかなりケタが違う︒原子

また京大炉はのへ六穏斑闘の運

て︑すでに軽水炉で経験をつんで
いて報告し︑今までに胸三十長円

ない︒

いる研究蕩と魚水あるいは黒鉛激
を投入︑四月一巳現在︑観閲は薗五

つついて京大原子炉実験所の柴

速炉の研究壱および高速炉の研究

の封論会では︑核設讃につい

者がそれぞれ共通の問題を提趨し

た︒このように各駅型の研究者が

実験にとりかかる︑と述へた︒オー

ーホ⁝ルを行ない︑五月から再び

バーホールは鶏本では例のないこ

らいがあるが︑池の原子炉と逆っ

とであり︑票大原子炉実験所の研

炉および餌属設備はこりすぎたき

て実際に作った人が研究をしてい

究者辻には︑霞分たちのの研究炉

においては算しい試みとして注薦

るので順調に鋤いている︒実験装

煮た︑特別講演の一つ

された︒

礪は生物︑化学︑物理などあるゆ

を自由に使いこなしていこうとの

京都大

学原子炉実験所の現状と利︐用

る学問分野の肥薩利用ができるよ

口学田一週閥ては丁半科学技術
庁長欝が︑科学技術関係の功労者
を喪慣しているが︑ことしは週闘

第一日の四月±百午後︑集京虎
の門の発明会館ホールで︑獲知艮

いるQ
便用すみ燃料は︑強い放樹能を
持つので︑水中で取扱われるが︑

本器は日本では︑一年器の原研
︵自家製︶︑二︑三月器の放医研

績肴からは︑原子力委貫薄木均︸

氏と並等研所長塚本癒多野がお招

きを受ける︒また原子力婁員為沢

二巴瓜は︑一般行蚊関係でご招侍

麟購

今回納入されたMHA型は十五一 ラントと観匹湖とを組合せて︑

るもの︑未来を論る愛慕の瞳は

かがやいていた︒
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を受ける︒

一櫛

に原産を訪れた．北知箏は四月

下旬︑政府代表としてブラジル

を訪門する予定で︑帰途アメリ

カの原子力施設を兇学したいと

いっていた▽財界有力者卒発起

人とする日本横断運河の副幽も

島々と進行中で︑アメリカでは

のだか︑敦賀地点の数冠註KW

を通り日本海と太平涯を結ぶも

井県︑単球県︑岐阜興︑三重県

るという▽日本横断運河は︑福

第ニパナマ運河議蜘の調査もや

︵三菱原子力製︶に溶く四暑器で セントローレンス遡河の碗象︑

よ・＼多智的に使用岨．㌔きるため外

価格は約鷺千八百万円︒性能が
屠ずみ燃料取扱蟻磁︵写爽︶を完

国かろも引含いが多く︑先進劉へ

日立製作所はJRR−3用の使

操作はすへて床目上の操作盤から

日立がJRR−3用

使用すみ燃料取扱
装置を完成︑納入

功績によるもので︑その内容はつ

豪た松本氏の喪彰は︑しゃへい

は︑共同利用施設のあり方につい

CA︵断熱圧鞭越蟹︶を研恥して
きた︒

内田助教授はとくに今慶の印
象︑について﹁日本にいると井戸
の中のカワズで︑外の山も大きく

見えるが行って見ると大したも
のじゃない︒われわれの草画も旗
をおろさなくてもいいし︑十分や
っていけるという翻儒を得た﹂と

から代表者が果幽するとも予定さ

述へていた︒近いうちにフランス

難し︑このほど立会い試験を終え

ヒューマ︑．ノカウンタは人体内の

の輸出も期待されている︒

させた天然ウランの燃料要素壕外

三十分の海賦間内に︑入体内の放

の原子力発臨を利用する揚水プ
協定の草案がまとまり︑いよいよ

部の燃料再処理場に移す家での一

書個所の検知︑放鮒性物質の糧類

射能の全等測定︑放射性物質の集

男節の放射能を検出する撞瞭で︑

来月には仮調印のはこびである︒

み燃料取扱綴と切断器からできて

連の操作を行なうもので︑使屠ず

この装置は︑JRR13で燃焼

しかし︑フランスが尚隔研究所

海抜八十層の難琶湖を渠りこえ

のどのプロシェクトに参加するか

学に関する揚名研究については︑

持てる︒
て︑B本原子力研究所に引渡し
また原研とCEAとの放射線化た︒

れており︑今後の展開には期待が

科学技術遇間

功労者表彰に原子
力関係からは二氏

方がよいとの慧見が出ていた︒

このため新しいテーマを週んだ

われる︒

ないかと心配する向意もあるとい

厨本の麗業界が不実になるのでは

ェクト偏に参加があった鈴蘭︑

が決まっておらず︑外来濃染璽の

意欲がうかがわれた︑︵六面姦照︶

︑

研究羽原子炉の国麓推進に関する

うに︑実験所全体としてセクショ

確信もった核融合
内田助教授が日仏協力部会で報告
行なわれた︒

同氏は︑臼仏協力の一環て︑昨

原盤の国際協力委員会の礒仏協
力部会︵婁質畏11田代茂樹東レ会

無十一月︑渡仏し︑ホントネオロ

− ノ〆〆！

その他の八十八人は補修などその

他の業務にあたるQまたこの要員
のうち︑他の会祉からの出向に依

穿している部分は約七や人であ
る︒

なお東京竃力との売国交渉は八

多い﹁エチレンの高題禽のプロシ

て多くの示唆を与えた︒京大原子

焦通の問潮を講論したのはわが照

て︑各炉型の核設計問題を謎議し

十五名︑一人写りの設備投資は千
であり爽日子全体が研究の軌通に
一蓄万円見当︑酋通の大学の施設 乗ったとはいえない︒四月なかば

副

職

べ︑とくにBSGとよく似たDA

日仏核触合の技術協力の葱向を調

ーズ研究筋に約蕊カ月間滞在して

長︶は︑四月七日午後一時半から

この日は︑闘仏協力による核融

原産会長整て初会含を開いた︒

禽と放射線化学の共嗣研究につい
ての簸近の進行状況について報管
があり︑懇談した︒

獣ず︑フランスの核融含につい
て名大プラズマ研究所の内田助教

！一

授︵BSG計画主便︶か52蝦告が
ノ〆！！！ノ

人になる︒そしてこの半分八十入

七入があるので︑技術者は酉六十

しかしこの中には箏務系統の三十

の型紙要員は百九十七人てある︒

進められるが︑典暴発避所の初期

！1ミ

万KW級の大型隅速増殖型発開所

ではすでに電気順力三十五万一省

は聞題外として米ソなどの先進国

る関心が萬まりつつあり︑経縛性

世界的に高速炉の捜術開発に対す

わが騒における原子力開発の将来に蚤駿たと思われるテーマ︑蟹紹

発表論文は︑原子炉物理︵七十
八︶︑核燃料︵五十七︶が巾心を
占めたが︑原子炉設讃︑執伝達・
流体力学︑隙子力機据・構造︑原
子力施設などに関する実用侮への
ための研究も昨無に比べて急激に
増加した︒

原子力発償副画

総合講演

高速炉の開発
が大きなヤマ
総合講演の

筒遮炉の技術的間題点

︵躍気事業運禽会山隣久一氏︶お

よび
︵日本原予力発電立磁昭氏︶では

画速炉開発の環要義が述べら れ

山崎氏は︑拠界的な傾向として

た︒

！！ミ

炉の技術開発は︑基礎技術の習得

一九八○無には島速炉の実用が賜 に数段高い内容を要求される嵩速
田できるので︑核燃料の有効利用
の面から山本も国家的見地で︑官
民協力して独薗の窩逮炉開発を進
める必要があるとのへた︒

〆！！

一方︑立花氏は︑ここ図無来︑
ミ ！

二！！！ノ〆

源号旧来月初め臨界へ

十月ごろになろうとみている︒

は九月上旬︑営業運癒に入るのは

る︒そして初めて躍気の出るの

は臨界に達するものと思刑してい

見︑踊躍に進めばその約十日後に

燃瞬楓鍍入必二十㎝︑二日ごろと

一度リハーサルす．筍のて︑最初の を三直黒にして作業にあたるのて

は︑その後袋荷の華備を始め︑

臨界試験には福田常務が総監督
日本原子力発鷹会社は四月五臼

午後︑葉海発電所の原子炉の臨界

五田までの間になろうとみられて

はい豪のところ盃月二︑三欝から

いるが︑実際にはなお数日の差が

できるかもしれないと発表した︒

東海発一所の完成は︑当禰の予定

より約四カ月おくれるといわれて

このようなわが国における高速

ｽ炉型 の 研 究 者 が 共 同 討 議

年々増える発表輪舞

△
月妥結を目櫟に折衝中である︒

社
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．．動き出した京大原子炉実験所

柴

俊

いれば︑小型動物の照射なども可

るが︑適当な照射バスケノトを用

勢あって︑中に水が渦たされてい

璽置照射讐は︑直径が約四十五

いる︒

能を迅速に取扱えるようになって

トリイ内に設けられ︑短寿命放射

部および収納部がホノトニフボラ

田

一十の大学が古儀利用
京都大学原子炉爽験所

大阪府熊取町にある京都大挙原子炉興験所は︑全團大学
の重三研究施設としての整鮪が進められており︑同所の研

べ六酉隠間の円転を行なった︒先般蕪都で開催された日本

究炉︵熱出力一千 K W ︶ は 昨 年 六 月 二 十 五 日 臨 界 到 逮 後 の

験子力学会の矩会でも︑この爽勘所の現状と利胴か︑同所
木村毅一教授らによって報告されている︵本紙五面参照︶

ついて︑同実験所の柴田俊〜口開の紹介を掲叔する︒

が︑ここには︑京大炉とその付属施殴の概要と将来讃画に

能であろう︒

現奮潤薫五十五名の所風が働ら

もあって︑ほぼ完全な廃水処理装

含まれている︒また地元との関係

て大規模な研究を遂行するいわゆ

的は多くの研究者が能力を繕署し

が多いが︑この研究所の本来の儀

は比較的簡単な個人プレー酌寵験

現在のところ︑所外からの利用

一五％

モノクロメータの改醤によって︑

炉心配醗の工夫と︑クリスタル・

ことに中性子圃析においては︑

実験が行なわれている︒

放射線化学︑生物学的効果などの

用いる放射化分折︑放射線撫傷︑

る爽験をはじめ︑各種照射設働を

して針画されているものである︒

学の原子力研究将来翫画の一理と

いる︒

研究施設の設躍などが鷺えられて

罷

いており︑このうち間数は鵬務︑

る共同研究にあるわけで︑現在の

究管の協力により︑丁々の死しい

︸

アルゴンヌで大型

高速炉の国際会議

十月十一日から三日闘︑米国ア

ルゴンヌで三三原子力委員会とア

ルゴンヌ国立研究所主催の﹁大型

に関する圖際会講﹂が開催される

爾速目の安全性︑燃料︑蝉心設謙

国際原子力機関派

は六月一日豪でになっている︒

インドで核電子工
学の国際会議開く

国際原子力機関は︑本年十

二十⁝百から二十六日まで︑イン

月

ラクト︵二百語から四膏謡︶の提出

﹁きている︒参加申込みとアブスト

ので︑わが国にも参加を裳請して

原子力謝懸︑二男線遺子学︑核原

学利吊︑原子力施設般割と建造︑

料物蟹の窒中探鉱︑アイソトープ
の製造︑核分光学霊験︑炉工学︑

原子嫡利用︑核エロクト鶴ニク
ス︑放基線生物学︑質鰍分析機操

なお︑応羅者の推騰︑艀細につ

作︑物理化学である︒

いては原子力縄麟際協力課まで︒

月二十H︒詳細は原三田際課まで︒

と参加中込み締切りはいずれも四

いる︒論文アブストラクトの提幽

臓論文及び参加希望薔を勢集して

ス会識﹂ぷ蘭催することとなり提

﹁ニュークリア・エレクトロニク

ドのボンベイで︑IAEA主催の

派遣分野は︑核化学︑RIの医

めの派遣専門豪を聾簾している︒

国際原子力機関は技術援助のた

遣専門家を募集

のうちに翼環される予定で全国大

これからの聖画は今後約五力年

聡気︑水道︑空気調節︑マシン︒

状態は過渡的な形である︒

園が設けられている︒

ショノブの人達である︒

功し︑非常に鮨率よく実験を進め

ク・中性子ビームを得ることに成

研究か次糖に可能になってきっつ

その他の実験について︑大学研

ている︒

研究会に参加し︑各分野における

る実験の合間に︑炉物理︑炉工学

また原子炉を線源として使用す

問題点と︑これからの研究の方針

尋

ある︒

研究内容

について肘論を哉ねた︒

にのへ一竿人以上の研究畜がこの

を盛んに行なっている︒現在荻で

論︑打溢せを行なうための黒黒会

このような意味で︑研究者の討

画期的に大きいモノクロマティソ

利用状況
この研究所は全国大学の共同利

でに約四＋件の研究テーマについ

用のために設蔽されたもので︑す

て約二十の大学︑研究所から利
罵にきており︑さらに新年度に
は︑約六十件の研究が行なわれる
予定である︒このほか所内の研究
者による約三十件の研究が常騰続

に関する研究︑堤験も盛んに行
なわれている︒

将来計画

英国原子力公社が
二つの技術コース

慧

麹︶

蕃鞍蕩

硫．︐

＼

へ

べ

蟻喫

＼ツ：慧

嚢

鼠

掌覧

等

︑〜︑

︑譜

ま

畏脇選

研究の内容としては︑原子嫡か
らの中性子ビームを薩接潔いる中

ー︑メカニカル・モノクロメータ︑

現在︑原子炉の二次冷却水とし

イギリス原子力公社は次のニコ

て騒芦水を使っているが︑設謝に

日本学術会議

今秋︑京都で素粒
子国際会議を開催

鳳影

1原魔貸料室便り一

寒

興

けられている︒

外部からの研究テーマを分類す

性子ビーム回析︑蔵速チコノパ

物理系麹

O％︑化学系約四〇

ると︑たいたい次のようになる︒

クリスタル・モノクロメータによ

無卵

％︑生物系約一五％︑その結約

麟

ても︑温度上昇は予定の二分の一

余裕を兇たため︑最轟出力に達し

ースの受講蒼昂藤葉している︒内

日本学伽会議は漏川博士の中間

画間︑京都市舵京眺

子発児三十周隼翻念式典卒瓦月ニ

の京都会館で閲催するが︑その行

や四日から

議﹂︑磐開く︒この会議は内外各五

聯の⁝環として﹁素位子緊密際会

ノシコン形式かとられる︒

十名程度の招侍蓋による．アイスカ

の予定︑

簗．

℃口ぴ︼一〇9￠Oコ①

診

護

英和対訳

O海上人命安金粂約および国瞭

さ

氏欄︒一

一九六五年
︸

聴講

海上働染予防規則

鳶

㌧冨三

︵運翰雀船馴周編
繋

瓢

以上からわかるように︑この原
子炉は︑物理系︑化学系︑生物系
の広い籍囲の研究に使用されるも

含

ので︑付属諸施設もそのように作
られている︒

付属施設

にも達しなかった︒そこで︑各分

谷などの詳細は原薩國隣灘に照会

九月

すれは圓写する︒

十三日から十月八田まで︑ウイン

①蕩級照子炉技術コース

野からの強い要請により︑近い無
難︑出力上昇の承認をとり︑出力
を約二簡まで上昇させること︑さ

︵約十刀六千円︶

フリスで開催︒憂講料は薦ギニー

惹

3A麗KYO

瀦

噂

タ

コ軍繍

︸

馬さ

費

出力倍増も検討中
三粟︶一︑気送管︵四一五×十の

京都大学原子炉︵KU R ︶ は ︑
昭稲三十九年六月二十五田臨界に
十二翼︶銀︑傾斜照射蟹︵二×十

ベア︵熱中牲子索二・二×十の十

達した︒水泳プール山女ング型原

のほか︑炉心に捕

子姫で︑熱出力一千KW康で酔さ の十二乗︶一︑垂融照射蟹︵約一
×十の十乗︶
入することのできる照射バスケノ
敷地の総麟蟹は約三十五万平方

驚！無ン

千平方縫で︑建物関係の建設蟄は

慧︑建物の夢野画被は︑杓一万四

約十ゐ億円であった︒この中には

らに冷却魁︑熱交換羅の増設によ

り五千KWまでの出力上郷を考え

六

月十四田から十八Bまで︑ボーン

⑭技術論理鵡黛三教豫コース

このほか︑全国大学のための研

ニーへ約ご万七千円︶

マウス﹃︑開催︒受講科は二十五ギ

ている︒

究センターとしての役綴りから︑

汚

●無奥・持続性の新型活性ピタ錠ソ凋

●冶擦iには1日25〜200㎎

他に5拶錠・敵

昏30入。100入

25隣錠・50彫錠

巨入軍

三共株式会社

れている︒

燃科は九〇％濃縮ウランを用い

以上のうら︑水圧コンベアと傾

た標雛MτR型で︑一躍翼要素当 トを持っている︒
たり醤六十五耀のウラン脳を含ん

れた補助プールに連なっており︑

でい．筍︒初期臨界隠の燃媒装荷騒 斜照射蟹は︑炉体頂上部に導けら
は三千五十九綴︵ウラン聯の澱︶

試料はすへて水中て全くし心へい
変質所︑上下水道︑食堂︑研究蟹
宿泊所箸を含んでいる︒

原子炉を含む実験設備は︑合訓
．繕

爵㍗無

臨弊実験装齪︑放躬線生物賦学の

力ニンガム博士の
関西講演会は27日

盤

カリフォルニア大挙の灘iレン

京大原子炉︵関西蝉KUR︶の外観

る形勢にある︒塵叢界の簸はこ

かもしれない︒とまれ︑この炉
でに実に四年ニ望月近くバ愛し

ス放射線研究断のカニンガム博士

すると︑わが圖第一甥の里子ヵ

は四月十圧田の東承での講擁に引

れらの謝罪に集中ざれ︑JPD
Rの当初の建設圏的を†分に生

ている︒へ釈ナ乃KWの火力発 の建窯関係者の賑夜長きにわた

かすことはなかなか難かしいよ

鬼聖駕でありながら︑何とない

る田刀に安しては†分の敬葱を
電所でも工艇は二年ないし二年

表するとともに︑この讃藍な経
半程度でめる︒︶このような箏

続謹四月二十ヒ日午綬⁝︑時かろ大

学会関顔支部︑岡放射縄効果専門

阪科学捜術出国センタ⁝で原子力

うに思われる︒

学盛会わよび隙鴫関画線チ力騨談

原研と麗業界の接点に立つJ

本の狡術発達の歴兜暁星鰻︵鎌

PDR沙︑火力発職その他の沼

会の共催で講演会を開催了る︑

して︑当初の建設川止を†分に

究の嗣難さ響をどのように克照

ちう一つは︑この炉に象微さ

メーカーの体勢からくる共同研

入技術消化による圃産化推進︶︑

この炉の建設目的は︑軽水型

のJPD冠に齪された厳しい命

達成するかということは︑今後

発電炉の建設運紙経験の取得︑

品箸の開発︑舶義心の開発等麗

蒋瞥の理解︑燃料要素︑国歩部

テーマは﹁益﹂類元素の化学し
である︒

れる原子力難業と原研との関係

むものである︒

†分に生かされることを切に望

験が今後の除チ力発聡所建設に

進駒感と蘭︐途のきびしさり慮

業髪型会祉の建設に起こった賜

態が金隠のか沙．⇔欝金によ︑勾蘭

じたのは無着一入の感慨である
うか︒

竣工にあたって醸したこGを

っている︒︶

素協会・仁科龍怠財団共瀟一九

論ハ＝無改劇︵日本放射悦岡欝欝

O圃際放有線防穐委員会動告一九

六五年出版

JPDR聴して職研の一隅に

題ではなかろうか︒

伯然として立たしむることな

をもって︑研究翫としては異例

JPDRを手っ取り早く硬設
り沢山でのる︒このような厨的
し︑軽水炉圃産化に役立てよう

く︑原峯力発掘に関する國産技

7曽7／7︑ヒ︐旨十ぴ胃﹂匡D茜饗題気こ

，。購《。く

であった︒

のホノト・ケーブの近くのキセナ

る︒さ一12に補助プールから炉審外

義十π億円で整序された︒この中

二十三MeVの躍子線咽加遼器も

には聡子罰郷戸や41性子発生用の

総嫁無謀
昭職三十六年一月に魑工した
日本原子刀研炎所の動力試験炉

奮︑建設繋の値上りは識に善し

電所の建設︑霞おいても顕薔に起

冊⁝片すみに消然と立たせるな⁝曜

からすると原子力発一所は︑ブ

第一に︑JPDRの建識経験
くな㊧︒︵このことは︑東海発

︵JPDR︶は︑本日三月十二
五つばかり記してみたい︒
日にようやく磁脆省の蝉工検査
ル終了した︒二刀発璽所も火力
発酵所もこのような竣工倹査を
終えると鷹うに営業還転に入る

一人龍になったといってよいで
ルーブンタイプとい？てもまた

ので︑JPDRもこれでやっと 旧・≡・三一三＝一動力試験炉の竣工検査を終って⁝㍉
あろうQ

いのではなかろうか︒もちろ

JPDRが一昨郊十厚初めて
また経済的には不確定さが大き
試験的に発聡したときには︑

のアメリカからの狸入による早

ぐ

A五判一一七鋒︶

期建設ということで建設か行な

この工期の長さに集約される事

困○菊℃

した発躍駈ではないが︑このよ

術脊成のための活気溢れる場と

態と澱近の陸絨として続く大型

われ︑そして約五十億円の資金

うな小規模な発躍所で︑しかも

力︶

な堤による磐はその警では釜︵物乞藤叢幾︶は︑四二二

井上

することを期画したい︒

軽水炉鄭入計画との間のギャソ

ぎ

︵通陀働原子力発電繰畏

が投入された︒しかし︑その後

アメリカからの導入によるもの

﹁ま電

同計闘への参加︶一方の当鋸着が

一︑︵諾機関豪たは産業界の共

を有する︵六三︶︒

欝罪編舞踊議嬬難鎚藻

から墨入により次々と実施され

ブがJPDR先革に際し一二の
の大型軽水炉の副劇はアメリカ

落

でありながら︑あちこちと不ぐ

﹁初めて原子力による虹とも ん︑JPDRは経済性を宴遊と
にする当初の葱冬からすれば︑
る﹂として喧餌ざれたが︑今回
の竣工倹査終了は︑田曜日の原
研の片隅での龍かなできごとで
あった︒水︑火刀発醗などの翼

︑

違和感な感じさせるゆえんなの
争㌧〜

あいか慮が多かったため完成ま
べ

触け一二璽ア︸︑O︑一

。テ濡㍊鞍愚

された状態で取扱うことができ

験孔と︑黒鉛および麗水を用いた

謙

塾

ご

轄

賜榊留

脚

やかな欝簗運転附始の感じから
≦

おいては原研が所有し︑原子力庁

ピk﹃唱︑

綬竃7＼

疲れ・肩こり・神経痛に9

（

隷書炉は六添の中性子ビーム実

勲中性子往各︸︑スルー︒チュー

灘

灘

たすべての発明は︑厭研の鎖城に

rア⊃Q

の領域においては原子力庁が所為

米國インペリアル社と按術握撫

資生堂ボアン剃

ルまで水圧によって試料を送れる

京都大学原子炉災名所の全身

ミ罐蔭§寒糊黙黙諺暖

魎

●筋肉痛・疲れ闘・便秘・夜尿症・難聴・心臓病にも

れ蛛の審命がおどろく程疑くなりました

ブ一︑その他の水平粟験孔二︑を

気送管では︑いずれも送り出し

灘

．醸︐毒

レ熱

欝

・＿職豊野一三…

崖オ9暑シ

製品耐。磯がつねにシや戸プで・切

試科輸送管が設けられている︒

照射矯設備としては︑水圧コン

円（送料共）i

猿鍵の革命

備えている︒
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σ蛯﹂頓葱継了は︑日曜日の原
研の片隅での静かなできごとで
あった︒水︑火雲霞聡などの翼
やかな営藁運転麗始の感じから

うな小規模な発賢所で︑しかも

ブがJPDR充成に際し一抹の
の大型軽水炉の副罎はアメリカ

軽水炉纏入計画との閻のギャノ

態と簸近の解綬として統く大型
が投入された︒しかし︑その後

われ︑そして絢ゐ十慰円の資金
することを期侍したい︒

術脅威のための活気溢れる場と

井上

アメリカからの導入によるもの

HO菊剛︶

詞／エ均闘μ辮

唱￠び一一〇鋤ご︒⇔①

︑ら三二︷ ㎝モM／︑

海上衝染予防規期

一九六五無

英勲対訳

○海上人命安全粂約掲よぴ国象

L

凄

︑

伽煽

力︶

︵運翰雀鮒馴悪鳥

から導入により次々と異施され

鐘炎にレ零暮合墜あ隈りでは冨︵舞長獲賢︶は︑署二

︵通産麹原子力発馬諜畏

でありながら︑あちこちと不ぐ
違和感を感じさせるゆえんなの
遊腐する︵六一一一一︶導

同謝画への参加︶一方の風趣着が

一︑︵諸機関豪たは産業界の爽

三︵箋蕩置三葉繰鰍難彰彰纏

の領城においては原子力庁が飯回

おいては原研が所有し︑原子力庁

らびに事業概要蝦告案その他冷審

六カ月以前の通告により廃粟され

間荷効とし︑一方の当馬者によるで︑昭和三十九年度収支決算案な

関義長氏︵三菱原子力工業社

U行く人・来る人

承認した︒

議したが︑いずれも全員異議なく

三国︶

一︑︵第十一条領域および第

ない隈り自鋤的に延長される︒

フランス談たは日本の諸機関また

された研究を襲託する場合には︑

は産業界に対し︑共同翻圃に規定

番は自5の領域における使用︑製

上の取扱いを受けるような契約を

第六条の規定と異なる工業所肉権

当事省が共有する︵六一四︶︒両

造および販売のための独占的権利

紛争処理︶

なおこの協定の講印および連絡

一︑︵第十二条

委員会への出席のため︑フランス

締結しないことに同国するQ

︸︑︵第九条職員の派遣︶本

〇︶︒両者は合意の上︑フランス

?の求償について糊手方を免費

する側の当購者が費任を負い︑第

・ピュイグ氏︑原子力庁一業開発

学部長P・レベソク段︑同班長﹂

て出発するが︑米国とカナダ昂ま

羽田からサンフランシスコに向け

った災害については︑施設を所有 側からサクレ・1研究所応用物理化 畏︶社用のため五一九日午前十時

協定の実施によって︑施設に起こ

豪たはB本の産業界および請機関

に利議する権利を喫する︵六−一

は︑共同割爾の結果昂蕪料で繭嵐

きる︵六⁝七︶︒第三国において

の権利を自由に譲渡することがで

を享有する︵六一六︶︒両者はそ

する︒また︑第三国においては爾

たすべての発明は︑原研の領域に

あいか点が多かったため完成ま

ミ罐曝蜜語懸盤髪諺諺

来月初めに調印発効

一︑︵第三灸︑第四紙幣報の

交互に会議を55く︒

とも一回︑日本またはフランスで

原研と仏原子力庁の合意で
日本原子力研究所とフランス原子力庁との間で交涜雪勲でいた
放射線化学に関する研究協力協定は︑このほと澱終的な禽意に達
し︑五月上旬には調印発効の運びとなった︒両者の間には︑協定
交換︶公表すみおよび来公表の科

する︒工業的豪たは商業的情報に

学的資料は連絡委員会を通じ交換

ついては︑対等の利蕊と引替えに

共同計画に定め

に対し︑第三国における使用︑製

する︒たたし︑非原子力聖故の揚

部罠C・ルモワン氏が五月上飼に

国の予定．

わって二十九日午後五時五十分帰

京で原研東海研究所で研修し同月

ームは四月二十二日から六月九日

戸長として四月十八日央日︒同チ

の原子炉技術者チーム︵十重︶の

力委員︶パキスタン原子力三遷所

M︒猛・アリ氏︵パキスタン原子

来日する︒
一髄開＝一一削；一一一＝幽冊＝＝層

合に隈り派遣員の故意豪たは著大

＝一癩一隔一一一

は︑霞衛艦にも意うようになる可

推進力として一般化した場合に

いるいわゆる核兵器を保持する

ないし破壊刀として臨子力を用

したがって︑臼衛隊が殺傷力

いずれにしても原子力の平和利

がないともいえない︒しかし︑

も︑現行の原子力星本法の変更

あり得るし︑豪た将来いつ豪で

れないものに用いられることも

月末から来位していたが︑四月二

電所の燃料墨入に関する用噴で二

E琶原子力部門担当尊務︶典海発

P・T・フレッチャー氏︵英G

二士二日豪で滞弄する︒

四日濠で︑ルモワン氏は七日から

日濠で︑ピ噂一イグ氏は二日から十

るが︑レベソク氏は八日から十八

協定に調印のため五月初旬来日す

放射轍化学に関する日仏研究協力

︵仏腺子力庁臨画開発部長︸別項

イグ氏︵岡朔長︶C・ルモワン氏

究所応用物理化学郡長︶﹂・ピュ

P・レベック氏︵仏サクレー研

︵社︶から︑選手原子力が船舶の 十三日灘日の予疋である︒

この見解に対して︑田叩武央民

いと考えるQ

い現状では︑同じく噛められな

の原子力利用が一般化していな

ることも︑舶舶の紺進力として

＝二一＝

造および販売の書協を与える権利

＝＝＝一；コ一＝＝一一＝冊＝＝＝m＝一＝慧一＝一＝＝一一コ口﹁＝一一＝＝噌＝騙＝二﹁一＝一＝＝：瀧＝一齢一闘＝＝一一＝冊一諺

原子力艦は持てぬ
これはかはて同委災会から提出

政府側・自衛艦問題に統一見解
愛知科学技術庁長宮は︑四月や

縦谷は次の通りであった︒

されていた要請に答えたもので︑

問があったが︑愛知長官はつぎの

能性があるといえるのか︑との質

ことは︑同法の認めないところ

用を美本方針とした考え方は将

二十

三十日午朗十〜時水⁝月市商

地回小委二会

副嵯︑M

C

卜

喧

・放謝性廃葉物処理装置
・燃料格納容器

によって連絡婁員会が設けられ︑研究テーマ︑引言の派遣人員な

ランス測代表三略が近く来日するQ放射線化学に関する研究協力

それぞれ提供することができ︑糟

︵第六条

四田︑衆院科学技術振興鮒策職工

子力の研究︑開発および利用は

である︒また︑原子力が殺傷力

四月二十七日

ーーー

十五日帰国する︒

第七一回理羅会

午後四離日本工望木クラブ

二十七

籠叩㎜六四回常任理解会・第︻㎜六

食贔照射に関する懇談会

日午後三時4田本工業クラブ

臨会

安全特別研究会

工ビル

三菱原子力工業株式会社

ど貝体的な協力のスケジュールを話し合う予定で︑このためフ

で闘かれた第二回日仏原子力技術会議のさい︑協力の可能な分野

報の価値は両巻の合慧で決めるQ

は︑昨年顯月日本原子力薩災会議とフランス原子力技術協会の間

の一つとしてとり上げられたもので︑わが剛としては︑原子力の

一︑︵第五条共岡謝圃の分
担︶共同計画に対する澗者の分但

一︑

はほぼ等しくなるよう協定する︒

委艮会で︑霞衛隊が原子力を据進

面輔に関連し︑原子力蘭本法嬉二

機関とする艦船をもてるかという

平和の目的に限り：一と規定

られた研究活動に茎つく傭報の交

絡委員会の任務は︑蜻報交換の推
で臨己の分担として行なわれた活

換および利用︶共岡計颪の範囲内

条の解釈に関する政痢と原子力委

連絡委貴会︶連

目的︶

分野で最初の本格的な国際協力であり︑その成果に大きな期待が
寄せられている︒

一︑︵鋤二条

一︑︵第一条

りである︒

の協力のもとに放射線化学に関す

原研の醐崎研究所では︑搾渠界

る四つの中間規摸試験が行なわれ

追︑毎年の共同研究引幽の策定︑

動のすべての結果を相互に通報す

原子力鍍本法第二条には﹁原

このうちの放射線グラフト電合と
職貸派遣の推進︑田仏の研究活動

想像の域を出ないことに答弁

ように答弁した︒

ないし最勝力としてではなく︑

分に関する立地の安全性と︑安全

ユ！

ロジェクト小援員会二＋五日午後

産︑再処理廃葉物処理グループニ

ループニ十八鐵午後一時原産

十七臨午後一轍原論︑保健物理グ

三菱の原子力プラン

ているが︑今圃の研究協力では︑

園根における璽含の二つが選ばれ

ぐのところ〇

二百分の一に縮尺した敷地の中
に︑精巧な内部の構造をみせた建

屋が︑縮尺穏丘十分の一の大きさ
で造られてある︒参観者が手元の

することはできない︒将来の原

されており︑わが国における線

ープが東海発雌所のパノラマを展

子力の刹用が平和の臼的に限ら

員会の統一見解を明らかにした︒

示して人圏をひいている︒この国

来も変らない︒

原子刀委貴会から欧米五力囲に

二十一二日帰国の予疋である︒なお

ｽめ︑一一十六﹇口闘調査して嗣ヵ月 回墓金事頚会・詳議鼠会

管理について検討するのに役だて

午後十疇三十分発の臼懸盤で羽田

所︑AEC

原産・財務委開く
三十九年度決算塞承認
田ぶ鳳子力産業会議の財務婁員

グループ㎎月二十六目午後一時原

工CPP︑ハンフォード研究 原子動力研究会 プラント建設

ール工場▽アメリカー1NFS︑ 一晴斗同

サクレi鳳子刀研究所︑マルク

︵モル︶▽フランスhCEA︑五月七U午後二時原産︑セーフプ

ラトムのユーロケミノク工揚

ズケール工場▽ベルギー

A︑開発工学グループ︑ウイン

研究センター▽イギηスー1AE 茨城懸子力開発協議会総会・照

▽西独1ーカールスルーエ原子力 八蔭午後一時半原麓

調査先ほつぎのとおりである︒

か一名の放医研化学部長伊沢正実

長大沢弘之両氏を加えた難名︒ほ

富永一郎︑原子力局原子炉規制課

新たに決定した原研蜜全管理室長

理鵬備室伺丸山正倫氏のほかに︑

都立大教援左合正難氏︑原燃再処

を立った︒このメンバーは︑既報

行が︑予定を軍めて四月二十四日

派遣される再処理安全調査団の一

再処理調査団出発

島艦の鑑進力として便用され

子力平和利用は︑現び予想もさ

る︵管財︶︒共同謝画かろ生じ

四月十六日から万月六臼濠で︑

ボタン蓼押すと赤い璽賎球が恵戯

バイブを通って下向きに流3／る︑

して炭酸ガスが原子頬の上部から

制御権が鹸かにあがると繍界にな
って原子恒の中が明るくなる︑蒸
気が流れる︑タービンが鋤く︑電
斉

に電灯がつく一

気が発生して送電が始まると

れていることは明らかである︒

の調整︑などとする︒毎隼少なく

束京晴海で開かれている第六回国

の一階正両の︑入口をはいったす

た︒中闘規漠試験には︑民間企業
の技術嵩が外来研究員として多数

間に特許権の帰属に関する協定が

参加しており︑原研と参加企業の

諜矯雛漿鑛

綾はれているので︑B仏協定の交

渉でも特許の敵扱いが一番闘題に

なったが︑けっきょく属地主義の

協定は全文十二粂から成ってい

加し︑約蕊千社が十万余点を出品
しているもの︒ここの引馬館には

金騰製品︑原子力関係機器などが

眼気や原子力関係の機器︑金属と

陳列されているが︑パノラマはそ

というもの︒
このほかこの九
暑臨には︑神理工

業がベータ線遜過
型厚さ計を中心に
各樫の原子力灘係
副機を展示してい
るし︑一号館には

疵は︑スウェーデンのストソクホ

詩律会に出席するために先発して
いるので︑現地で合流することに
なっている︒この調査団は︑わが

国で設置する再処理施設の安全
性︑とくに放射性廃数物の処理処
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三菱金属鉱業株式会社

考え方をとることになった︒

第一原子力で展示した東海発聞所パノラマの建麗部分

際兇本市は︑世界の藁十型国が参

舞

塾癬融

際見本市に︑第一原子力産業グル
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・燃料取替装置
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…

ルムで開催される園際放射線防護

PWRによる原子

三菱原予力工染が

力発羅の仕組みを

示した啓発的な展
示品などを出して
参観者を集めてい
る︒

三菱原子カ工業のPWR原子力髭躍のしくみ
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業
産

力

原

する保障措腿︵いわゆる血察︶の通

がけて核物質の蟹環転用防止に闘

し︑IAEAのめざした骸雲気防
現を見ていないいくつかの構想が

連そのものが危機に面面している

ある︒総会の機会に︑各国の実樹

ルに各八本ずつ︑合爵一千二衝四

で︑炉中央部の蔚五十六チャン不

入は二十五聞までが

ピツなど持物一切にヒモをつけ︑

物落下を防ぐため︑メガネ︑エン

計を携範する︒圧力容器内への異

全被服を核消浄服に合引え︑線撒

保つ必要があり︑作業員の出入は

蹴川畑建設所畏︶

た︒

ミノ！

メ虚喝！！

！〆

〆二！ミ〆
多！二

ミ

ノノ

ノ

ノ

〆

さ多

多︑

九月から撫力運紙︑十月下旬な
いし十一月初めに測発電の予定に

なっているQ
燃料要累は写真で観るような大

も並大抵でない︒

事象東海で火入式
日本原子力発電︵株︶東海建設

の四月＋六田午後一

所では︑二十一日の二巴鼓入を前
大蜜

時半から︑乗撫発電所火入れ式を

に︑

一矯

クリア・エンジニアリング︶専務︑

衆職院塞会議

四月二十二日午

旬間メモ

していた︒

が︑のぢ通脱首鴇房薔議嵐に転出

島津技術后科翠瓢箪冨になった

月二十二臼出子力局長を甜任し︑

願越窟になった︒島村氏は昨年六

就伍して︑通産須冨房審議官を依

罠が︑四月十・六日貯凋堪工顧⁝悶に

前の原子力局艮たった島付武久

電エの顧問に就任

島村武久氏が古河

︵写翼は玉串器典を行なう原

平羽

に︑アイゼンハワ

止の努力も実っていない︒わが国
＋八購の燃料を中心部から外側へ

予備装荷

一大統領の
用受け入れ︑低開発諸国に附する

向かって入れて術くが︑引甘いて

さ

フレノチャー氏とによる第一暦黙

ノノ！多

る︒その雛らに臼い灘酒浄服の燃

⁝⁝この間にも燃料の入ったコン

料装入完了が所内に放送される︒

ノ

料検査員︵ここたけが一二の職

きさたが︑重澱は約二十ボ鰐︑英

とはないが︑身たけ︑二代の異な

国人は一臼持ち巡んでも大したこ

いようた︒しかも︑燃料の外側は

る日本人にはそう楽な仕事ではな

冨士竃機の窩市東海建設所艮を
一直約九十名が全チャンネル装入 はじめ︑所内黛員出席のもとに︑

黒鉛スリーブで傷つき易いもの◎

科技職園圃長が審議経過を付楊決

部改正法嘩菓を緊二上秤︑岡二一

第十三回驚例会

議とともに報告︑全会一致で可決

原子力警凱会

承鰹

脳11四月八日午後二時科技庁会議

昭和四十年度予算︑事業訓画︑資

室で開会︑原研︑原燃︑除船団の

通産纈

総禽工不ルギー部会需

金斜剛に証する報旨を聞いた︒

乾霧︑川畑建設所長が第一号燃料

め万について説明を聞いた︒

長から今後の各分科会の冨議の進

な

た

いるが︑ひ諌があるかどうかと

がら釣やゴルフをすすめられて

いQ原子力が薮しい分野のた

め︑国としてもやり難い点もあ

﹁

ろうが︑国の行政にもう少し
いっている︒四十二歳Q
⁝・
O 綿引さんは消産者村田さん ﹁芯が入ってもいいのではない
騨
か﹂というQ入口が多く︑止地
力通の一人︒昭和十二年水戸濃

の狭い日本では︑施設鯉作るに

などと共に渠庁では数少い原子

してもいろいるな制約がある︒

で︑当面の課題は

行政上の

響

．．

学校を出て︑満州国へ行った

照会にも原子力関係の委員会
寒

・

⁝
曹

⁝．
め︑どれから渚手するかの闘題

と︑安全桟理の施設のあり方を

考えること︒藻た原子力施設を

作る鋳︑知事が何も韻脚できな ⁝

∵
激

いのは︑地域住民の安全をあず ⁝
一

の面での法律改正も驕望してい

かる者としてこまったもの︒こ

やわらかい峯たりの︑落燕

るという︒

骭ｧ出身︒四十六歳︒

いた︑人の語をよくきくタイプ︒

§K︶臨
叩．

︽

︐

日

日

＼㍉

︑

5黒毒

く

璽

箇隆

箋奏

も

美

蕪

萎

馨

窯雫

馬

東京都中央貰八雑調1の3

には︑かつて提唱され︑い豪だ拠

のための原子力
に即した興体化への手掛りをつか

＼〆〜〆

興︶が待機︒燃料鎌入要員はパイ

テナーがホイストでつり上げ6

られて行く︒

れ︑新しい燃料が検査台上に並へ

ルキャノブ上と圧力答三内にカー
キ魯の核清浄服の作業員四チーム

スタンドパイプ一個あたり十ニ

が待機している︒

十時近く︑原電一本松薄藍︑G

じビノチで作業を進める︒

入するが︑四チームがほとんど問

チャンネル︵九十本︶の燃料を滅

ECフレノチャー氏ら原聡︑GE
C幹部が純白の核溺浄服に自ヘル
メノト姿でパイルキャノブに姿を

の封を切O︑闘建設所薪湘技術課

時日本石炭協会て一会︑掻分科会

給小委員会11圏月二十二日午後二
直休止はあるが閤砲ご交替︑昼夜

長に手渡し︑前途の安全を祈念し

完了蜜で絢四十日問途中約十田の 神式で行なわれ︑関係者の灘亀案

兼行で作榮に当たるわけだが︑燃

義孝

ミヨ

と張り切っている︒

配慮が必要

これを亮服す．燈には

の秘醤を二群書ほどやり︑昭和

が︑職後県庁入り︑岩上現知廓

け

¥六年県の原子力箏務局誕生 第一に︑地帯艶備をどう豪と
パ

猷＼鳳

で︑同局次長︑同陀に楽立原子

職

る限O地潜整備画譜の旛策をや

力館長︑三十八年十一月農政課

きな課題

蜜

東京瓦斯株式会社

一AEA東京総会
に期待する
としてはこのさい︑原子力の平和

ル︵含量約二千七落二十本︶まで

が行なわれ︑胸三酉四十チャンネ

の燃料が雄入され︑五月四−五悪

は全蔀で二千四十八︵したがって

膿にしばりつけるなど身ごしらえ

技術者の派澱︑受け入れ︑機盟の寄

琳会で決められるが︑嶺然予懲さ

臨界豪での袋荷

れる査察の拡大実施の聞題をはじ

二十六日からは
総会の議題は六月のIAEA理

の捉唱︵一九五三

子力外交を︑一貫して推進してき

Aの強化にいっそう協力し︑その

訓爾を希求する立敵から︑IAEみたいものである︒
贈など︑IAEAを中心とする原

平職共存への圏際政治の移り変り

ている︒IAEAの職員として︑活動をリードするくらいの心構え
が必要であろう︒そのためにも各

があったことはいうまでもない︒

u
際原子力機関︵IA無︶と︑それを転機とした冷戦から
望⁝
EA圃︶
の究回一戸

展⁝秋棄京濡かれるが・周

ごろ臨界に到達の予定︒

設立後のIA璽Aは︑加盟国相互国際協力の第一線に活躍している
知の よ う に 過 去 の I A EA総会は
日本入研究嵩も何人かいる◎こう

め︑平和利用の立揚から討議が必

したIAEAとの密援な関係は︑
が国の考え力と平蔵利用の現状を 要ないくつかの繭篭があるはずで

国の代表が集謹るこの機会に︑わ

確保と供給︑保健︑安全に関する詔

なう核燃料の確保と供給の闘題な

あるG原子力感13の本格化にとも 南海炉の場合︑螂科チ距︑ンネル

間の狡徽と傭報の交流︑核輝料の

十分認識してもらう必要がある︒
IA8Aの平和圏的がわが圃の平

毎回本部所在地のウィーンで開か

活動などを通じて︑地道に原子力

れており︑ウィーン以外で開かれ

るのは今圓がはじめてである︒そ
和語用の悲願につながるものをも

各国代表との接触を通じてその

平和窟屑の馳礎圃めをしてきた︒

二〆！〆二一〆！ノ

成へのクライマソクスー臨界︑出力上昇−へ

現わした〇二人は験査二上に漁獲

料波穂作業場はすべて核的清浄を

除子力館があり︑⁝高城県けど鳳

へ

懸案の地愚整備については︑

このころの局には珍しい存在︒

ると語明しているし︑県当局や

屯

本を礎

晒難鐸縣璽蕊欄饗纂零﹃⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

112肇〜10

012；〜葦0，

0111〜30，

（281）

言舌

の最初の機会に日本が選ばれたこ

挙行した︒式は懸子炉建屋九階

燃料要素数は一万六千三頁八十四
ども︑本来ならIAEAのような

で︑辻塞同社建設部長︑川畑所

経験をきき︑わが圃の今後の開発

理関係の測定を得なう︒五刀中飼

本︶あり︑臨界後約十濁閥は炉物

長︑フレノチャiGEC︵ニュー

っているからである︒

のではあるまいか︒折角の束夙総

療子力韮本法に平和利用に限る

会であるから︑工A鷺Aが平和利 からは 金チャンネル装荷 にか

との古義は︑はなはた大きいとい

とは︑当然期待される収獲である

国際機関で︑石蝋すへき性質のも

が︑アジア諸氏をはじめこの会談

や図譜協力の方向に示唆誉得るこ
簸近の国際環境は︑IAEAに

の三原則をかかげているわが国は

！

第一歩をふみ出した︒臨界は中心W⁝約三酉四

された第一暑燃料を俵梨と照合︑

昼夜兼行で
燃料の装入

りしており︑週末だけ輿京に帰

子力に協力している所は他にな
⁝⁝

ゆく

愛知科技庁長官も繭会で︑でき

燈下箏務所の循鳳室に職とま がめるし・窪にも畢力課∴・

る︒酒は飲むが乱れない︒楊所

引

ダ

月アイソトープ碑へ移り︑以来

三唖客年にミシガン大学へ一年

へ返り咲いた︒かつて知事の米

へ転出したが︑今度原子力課長

中央と地方をつなぐパイプとし

留学︑RIの生麓と利用を勉強︒ 地黄関係者と密接に連絡して︑

三十七無にはフォールアウト対

苛

たこともある知能派︒

国原子力施設視察旅行に随行し

碩

大

ての役罰りを梁したい︒大洗の

春

原研を軌道にのせることも

策で桧山先生らと欧栄を歴訪︒

Ψ

眉雪︑AGRの安
田重弧ここメ鼓周

岡
多
開
@郷鋤彫一溜

き

か駆りを残さないサソパリした
と

論は徹底鮒にやり︑あとにわだ

も

再処理施設の敷地選定︑水戸

モなド

熱纏8一︷魯︑︑暴富響鞠赫

潔錆漆磯劔察噛
ヰヨ

@繋︐．ご疑

擁㌧も3
人柄Q間門のR王利用では

食

七蕉九月盛剛勘等鰹節を出て雌

品照射の利用促進が今後の課題

八倉間岡課にいた︒鷲動の畢い

調査W一高局へきた︒三＋二年四 だ という︒

林省へ入ったが︑科技庁綱設で

っている須磨麟さんは︑昭和十

○．旧姓広岡さんの方が知れ渡

した︒

界に新しい二入の担爵冨が艇生

の多い茨城県の︑水戸の原曲力

施設の地幣整備と︑とかく問題

対地鮒爆石場返還闘題︑原子力

綿

謹選の樺懸樋に出たか

水戸原子力纂務所畏になった

この二十一日に始まった燃料装

誌 劉
庭ーー

魑層

恥…臨囎糊

ことを明幽し︑配主︒自主・公署
うべきである︒
．国際原子力機関は一九五六年の

当初からIAEAの活動に積極的いわゆる南北閥題をはじめとして

多さ

かり︑五月下旬ないし六月上旬に

！〆二ーシ！

これを終り︑諸測定︑調難の後︑

二ーノノ〆ノ〆

にしたいものである︒

ノ多

別の期待と要求があろう︒アジア

！

IA泡Aからの購入︑加盟国に先内金をめぐる米ソの対立など︑国
一

日本最初の悶悶規換原子力発電駈として︑

十チャンネルへの燃特装入で︑五月四一五日

いて倹査員が燃料検査を開始︑一

綿密に外観︑キズなどを点倹︑続

チャンネル分八本がトロリー︵燃

料運搬台車︶に縦に並へられ︑ク

第一弩燃料を穣んだトロリー

︵情所はほぼ中心︶上に位置して

は︑スタンドパイプ一四・五〇

いるトライポノト︵燃料つり下げ
用三脚︶の下に移動ざれる︒第一

暑燃料がフノクでつり下げられ
る◎一本松社長とフレノチャi氏
がつり下げのワイヤをたぐる︒燃
料が静かにスタンドパイプの中に
消えて行く︒挫長のわきにいる作
業員が圧力容羅内の作業員とイヤ
ホーンで連絡をとっている︒燃料

・の燃料漉入が続

矯

とり好ましいものとはいえない︒

国連総会で﹁園際原子力機 関 憲

ノノ

鼠本原子力発徽︵株︶が茨城衆康海村に建設

ごろ︒二千四十八の全チャンネルへの総計一

ン金属棒︑これを冷
冒用ヒレのついたマ
う
グノソクス︵マグネ

ろして行く︒：：どうやら下豪で

ギーギーいわせながらワイヤを下

ノチ瀞︑1氏は三業員と共に澱車を

ャンネルはNO十一Q社長とフレ

竃シウム合金︶で被覆 が圧力容器内に入ったらしい︒チ
し︑黒鉛スリーブ︵筒

︶に滅書してあり︑

撫寄託二十前口︒コ

罵いたらしい︒疇に十鋳︻一十八

畏δは約八十惣耕︑

ンテナーから出され

分︒つづいて作業員の手によって
第二︑鋪三・

た燃料は︑一本ずつ

ビニールの袋から禺

憩ったことは畢口でボンボン

凄

というが︑能弁型ではない︒瓢
Y

後二時開会︑隙子炉等規制法の一

用を前書きに推進する一つの転機

ミニノ

中の臨海発魔所︵鍛気腫力十六万六千KW︑

万六壬二薔八十四本の全燃料装入冗了は六月

燃料は十本ずつ輸送用コンテナ

地上四十層−で配置についた︒

の装入リハーサルに引続いて行な

瓢

鳳料は中空の天然ウラ

つり上げられる︒燃

を濫瀕するパイルキャンプの︸隅

寵

豪

ﾌための笙曝三九＋名が

舟垂

に仮設された燃料検査デノキ上に

卿

核清浄服に身を嗣め︑原子炉建屋

こ

・

く︒他の三チームも装入な始めて
︻本蟄社疑と

言

に参加する低開発薦国には︑荻た

ノ

コ：ルダ！ホール改良型︶の燃料技入は︑四

上旬の予定で︑この闘︸ぬ約九十名が四二蕊

この燃料装入は︑十九︑二十碍

ある︒

幾多の隙轡に遡遇しながらも︑関

ら運はれてくる︒このコンテナー

重

一

され︑すでに検査台
とに並へられてい

いる︒ゐ1時四十分︑

曲ノ

インドネシアの一連脱退︑国連分

！

↑

月二十一日午荊十時二十八分︑同社一本松社

全燃料の六分の一で臨界へ

畏と工禦画工著の英ゼネラル・エレクトリノ

ク︵GEC︶祉専務フレノチセ一三の手によ 交蝕︑昼夜兼行で無料する︒ ︵写翼は燃料装

五年一月︑工堺に遭落して以来︑

係暫のひたむきな努力により︑こ
われた︒

二箱ずつが仮設のホイストで出語

ーに入れられたまま︑燃料倉罐か

に注文して建設中のもので︑三十

ソションのついたカバーがかけら
入中の一本松社畏︵左︶とフレッチャー疑︶
り︑第一観燃料が炉心に装入され︑発亀所発
れ︑ホイストでパイルキャノブ上
策海発聡所は園圃が英GEC祉山揚を迎えることとなったもので ．内のパイルキャンプ︵炉頂部︶1
に下ろされるQ

1

四月二十一日午前八開︑燃料装

ず

衣

奪

な協力をおこない︑天然ウランの

︶﹀二〆！

篇窺

れを克服しつつ︑建設工專の大半
ｮ了し︑燃料装入・臨界・嵐力

㌧

難

草﹂が課択され︑翌五七舘に設立

！ノー

マう

されたものであるが︑その 背 景
乏ノ ！！
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委が報告書

二千年に電力の五割

○一七四隼には五＋万一酉万K 約五〇％︵このうち八○％は申近

二重︑AGRの安
価をふたたび強調

いわれる︒コストは耐用世数二十

四九湾︵二円六銭︶を下張わると

OSWの舐では︑脱塩プラント

とをも團的としているり

ルニアの海岸を敷地に選ぶもよう

る所要資金額については︑二〇〇
の節約などの観颪から化石燃料よ

らないが︑供給の安定性︑輸送費

るのは︑現在フィラデルフィア餓
力会社が建設中のビーチ・ボトム

で︑現任建設中の石炭火力発電所

四拶とみられている︒オイスター

のコストは︑○・五ないし○・五

の秋ごろスケジ嵩ールが決まるQ

現在破損個所の修理を急いでいる

瞳前︑格納容器内で火災が発生︑

却炉︶はさる二月三日の燃料装荷

炉︵鷹気出力四万KW轟温ガス冷

アメリカのピーチ・ボトム発躍

炉の完成は七月末

米︑ピーチ・ボトム

ら貸塔されたものである︒

われている濃縮燃料はアメリカか

であった︒なお︑この原子炉で使

全体の七％の質材を輸入したのみ

ほとんどが国産であり︑わずかに

熱出力五鼎KWのこの研究炉は

二月宋臨界に選した︒

れているアルゴノート研究炉は︑

ル大学原子力工学研究所に設置さ

リオ︒デ・ジャネイロのブラジ

ブラジルの国産研
究炉が臨界に達す
・クリークの場合は○・四魔だ

八％の計算なので︑英国炉の韮準

・ド・エナルジー・ヌークリエー

四月上句︑マドリードでフンタ

スペイン

ソリタ発電炉のウ
ラン鉱石供給契約

料金も上げ筍と発表した︒

らに原子炉による照射サービスの

から百四十がに値上げとなるがさ

サービス料金は一襲一当り九十が

またサイクロトロ︑．！による照射

ﾍ億下げになる︒

ンチウム89が含まれており︑炭素

ヨウ素振︑金目︑リン47︑ストロ

に煩すと○・五拶になる︒
︵二醤万KW︶の予想コストO．

脚鴨燭
南米のコロンビア
で研究炉が運開
酌米のコロンビアで︑三月＝十
日目ゴダ原子力研究所の腸書式と

が大統領ギレルノ・レオン︒バレ

ンシカ氏ら出席のもとに開かれ
た︒この研究炉は︑ロノキード．
ジコージア祉が建設したもので︑
去る一月二十日臨界したもの︒

ルとユニオン・エレクトリカ・マ

約が締結された︒これによってフ

び各強チェノクを九月十五日ごろ

一日となっており︑燃料綾荷およ

一日過プラントの完成は七月三十

それによると︑修理完了は六月

発喪した︒

はこのほど今後のスケシュールを

ラデルフィア・エレクトリノク社

米AEC︑R一のドリレーナ能力︵UEM︶の間が︑同発電炉の所有省であるフィ
価格体系を改正

イソトープの価格と照射サービス

ンタは一九六六駕の早い時期にU

で︑スペインの第一弩原子力発羅
米原子力委員金︵AEC︶は︑ア 所であるゾリタの第一炉心供給契

の料金を変更し︑五十二種のアイ

EMに対して米施設で濃縮するた

ゾを八三酸化ウランの形で引渡す

めの天然ウラン酉三十i落三十五

ソトープの値上げと八毬のアイソ

HTGR原型炉の運転成績いかん
によって契約を撤回するという留
保条項が三一れている︒これは︑

ピーチ・ボトムの商業運転︵全出

トープの値下げを発暮した︒

値上げは五月一日から爽旛され

ことになる︒なおUEMはこれを

国際原子力機麗︵王AEA︶は

冒憎ご﹁＝齢＝；柵＝：二﹁＝二﹁＝＝P＝＝
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プ
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京都・神戸・岡山・広島。高松・北ノしナdb福岡

東のアラブ諸国︑北アフリカから

である︒建設の開始は︑一九六六

〇黛までに合謝約二目十億誘が必

されているκめ︑この契約につい

部は一九六六会計年度予籏に謝上

AECのこれらの援助資金の一 熱出力十KW研究炉の運転開始式

されている︒

この点でも原子力の重要性が強調

りもなお︑はるかに荷利であり︑

一方このエネルギー消費の伸び

要であろうとしている︒

の資金負握分は四千五百八十万ザ

で︑そのうち三千七百七十万ザ

力運転の必要はない︶が始まって

が建設費である︒またAECから

るが︑これはアイソトープの製造

米アライド・ケミカル社に送って

から始め︑十一月一日家でに臨界
と配布のための費用全額を園収す

四月一日︑マダガスカル無和国は

をざらにAECに引渡す︒AEC 国一AEAに加盟

マダガスカル共和

に達するよう予定している︒
稜を必要とし︑その結果を見て騨

六フノ化ウランの形にかえ︑これ

の出資は︑四千七酉三十万がに限 九カ月の閥に銀低千時間の運転累
られ︑このうち︑四千九十万がが

カ月の鍛終日も決められている︒

価しようというものQ駅たこの九 る必要のためと説明されている︒
値上げの申には︑クリプトン85

使用料免除分となっている︒

財政擾助︑六哲四十万ザが核燃料

はこれを三・二％の濃縮ウランに

一方中央アメリカのコスタリカ

められていたもの︒

罰は昨年九月の工AEA総会で認

なったと発表したQ岡共和国の陶

第九十番囲のIAEAメンバーと

して成型加工のためウエスチング
ハウス社に引渡ざれる︒

脱塩プラントの設
計で懇懇と契約
米内務雀

アメリカ内務省細水局︵OS

米︑南ア産ウラン

して聰められた︒

W︶は︑脱塊プラントの設8一研究 も九十一番目の一AEA加盟国と
のため︑五輪と契約する︒

鉱をバーター輸入

このほと︑五万耽の一連の契約

米農務省は♂防衛京童の一環

泉京都千代田区神田錦町一丁目九番地

W級の蓋ずみ炉が約＋二基︵七

十薙で副算しており︑ウインズケ

るが︑火力︑水力の場含は耐用三

のモデル・ユニノトは︑カリフォ

四月二十一日付のファイナソシ

年︑稼働率七五％で割算されてい

ャル・タイムズ紙は︑ダンジネス

百万KW︶︑および共岡計画のO供給きれている︶を占め一九七五
KWの改艮娠換炉が二i三基︒一もかかわらず五〇1六〇％は輸入

LGELを含めた二十万⊥二十年
万では原子力発躍の応援があるに

くり︑一九六七無にユニノト設謝

年四月までにテストセンターをつ

が︑同グループの二無間の鵜備に

ンは約二十八万ゾ︑濃編ウランは

ダンジ不スBに応札した山水炉 を明らかにするとのことで︑今年

て八一ご％の稼働率で動いている︒

︵約二壬再再万KW︶の実趾ずみにおいて︑この ターゲノト・プ
もとつくきわめて安価欺設刮であ

冷却炉︶が補充きれ︑一九八○葎
上の大型炉は一九七九年までに二

動ずる世樹にもまれて人生航路

ールの原型炉は二年置トだわたっ
Bに対するUPCグループの応札

炉と五十万−百万KW級の改良転 ログラム が逮成されたとしても
ることを再硫多し︑つぎのように

しなければならない︒二〇〇〇隼

なお五〇％は輸入に鮫存するOと

九七五一七九鉱では︑二十五基

換炉約六二が運転を出始するであ

ユーラトム委員会は四月十二日からベニスで開かれた六力国の

九九〇論難になると︑選出ずみ炉

頃から高遮増殉炉が登脇する︒一

N ご ろ高速炉が実用 化 へ
報じている︒

と題
約二万七千ゾと出郷されており︑

を泳いできたわけだが︑今日と

この設謝は︑改良され単純化さ

になるたろう︒

の専門禦 に よ る シ ン ポ ジ ウ ム に
茎が運転礪始するだろうと予想し
このほとんどを輸入しなければな

高速増殖炉原型︵十万KW︶は また桧燃料の必要騒は︑一九七

ろう︒

する撮告轡を握示した︒これは︑ヨ！ロノパ共岡体が二〇〇〇年
の建設は中止され︑二〇〇〇年で
ている︒豪た︑これら引目に対す

原子力発飛所の建設について
は︑一九六九年の終りには現在建
に対する供給策の一環としてのエ

高温ガス炉で契約

万KWが巡蝋開始となり︑︷九七 ネルギー輸入は︑ ︸九六五年では

設中あるいは謝画中のもの約四衝

一九七二年までに︑五十万KW以
〇i二〇〇〇年の間に天然ウラ れた六†万KW二塾を備えるもの が︑これは耐用三†年︑稼働率八

謹でに必要とするエネルギーに対する原子力発羅の開発目標︑こ

は醐越増殖炉︑改良転換炉︑実綿

ターゲソト・プログラム

れに対する投獲および実施すへき計画の大要を示したものであ
ずみ炉の捌含はそれぞれ五〇％︑

技術の進歩による経済性の達成が

九九〇爺以後の新設発醒所の全部

羅の約半分は原子力となり︑石

三〇％︑二〇％となるだろうQ

り︑共岡体内での計画推進の一つの掴標となるものとして注自さ
れている︒

この撮告 醤 に よ れ ば ︑ 欧 州 経 済

ぴ沸は︑一九六五一七〇傑では
が原芋力となるであろう︒この結

共間体︵EEC︶の羅力消費の傭 凹ければ︑一九八O年または一
琿閻七％︑一九七〇1八○年で

無では六％の剛合で増痴するもの
炭︑石油︑ガス等毒含めた全エネ

米GA社︑固定価格で提供

ことわざを持ち出すと︑い豪の

なってうたた感概無騒である︒

続会入となって︑半世紀に近
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果二〇〇〇庫における羅力設傭容
は六・五％︑一九八Oi二〇Q O

と見ており ︑ 一 九 六 五 年 の 蹴 力 消

で︑二QOO犀ではこれが三兆四ことになる︒

鍛鰍は年閥約四千九＋億KWHルギー消費鰍の四分の一を面める

契約は︑固定価俗ターン︒キイ

対︑AECの三者間で結ばれた︒

ての検討が上下両院合同原子力委
米国のゼ不ラル・アトミノク︵G 冷却炉︵H7GR︶計画に関する
員会で進められている︒

ビス・カンパニー・オブ・コロラ

の援助のもとにパブリノク︒サー

れるべき原子炉型ほ︑いわゆる

している︒

すなわち黒鉛ガス

千五蔚億KWHになるものと予想 また︑一九七五卑までに設躍さ
実証ずみ炉

契約がこのほどGA社︑PSCこ
Cの契約条項の申で︑注圏され
A︶社が︑原子力無難会︵AEC︶

この電力 消 費 の 増 加 に 対 し ︑ 原
冷却炉︑軽水炉が半分ずつを撮め

る鷹気出力三や三万KW高温ガス ル費も傑証しようというものであ

ド︵PSCC︶社のために建設す
西山で最初の八年閻の燃料サイク

人間が野々の声

が︑老境に入ってその激味が切

着い人は笑殺するかもしれない

くが︑私などは︑還暦を過ぎる

身に必要な︑ 良い慧味での遊泳

がロノキードミサイル＆スペース

ター協摩を発表した︒これは南ア

れ︑まもなくGE︑フロア・コー として八壬雷万がにのぼるバー

社とハーン・ロウ社とで行なわ

ポレーシコン︑アクア︒チエム社

フリカのウラン鼻骨五千五百万が

千七街万がの輪入の見返りに︑蘭

とコンゴの工業用ダイヤモンドニ

と結ばれる予定である︒

これにより⁝日躍り五千万ガロ

して決裁にあてるというもの︒

品金融会社手持ちの醍藤物を輸田

ンの脱描施設の研究が行なわれる

に対して産業界の闘心を筒めるこ

が︑この研究は︑脱堀捜術の開発

一

礼幌・仙台・横，兵。静岡・名古屋。富山

日本音写真株式会社

rr写rεrrrrrρ

大阪市北区愛島中二丁目三〇番地

お待ちしております。なお、価格は従来逝りであります。
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一

荒

取締役社長

このたび日本原子力産業会議より第3回目ュネーブ会議
論文リプリント業務を受託いたし潔したので、御用命を

子出発眠にかける期待は大きく︑

ら改凝紙換炉︵飯水炉︑醐温ガス

をあげて鳳体をは

いよいよこれから第一線をはな

まで︑第一の人生を民聞て暮し

命なるも の は ︑ そ う か ん だ ん に

い年月働かしてもらったから何

る︒この酎画に対する罵気事業者

一九八O l 二 〇 〇 〇 矩 の 間 に新
るようになる︒さらにこのごろか
設される発魔所の最騒三分の＝︑

なれた瞬間︑いわ

れて余生をおくらなければなら

で︑ややもすれば渦

の流れきわめて険悪

たが︑その後さらに八年間も公

剛切れる わ け に は ゆ く 豪 い ︒ 先

らない︒つまり碍勢に遅れない

術ぐらいは身につけなければな

し隠退してみると今すでに古希

も不足をいうことはない︒しか

契アマーシャム放射化学センターの無槻糠職化合物調製風習︵AεA提供︶

の御用命は当社へ

産

カ

原
も蕾もそのスピードはなんら変

ないが︑とかく閑地につくと老

近ごろ中老年の再酷職に関し
て︑よく第一の入生とか︑第二

申にまきこ配れてお

これがすなわち第二の人生とい

務回生濟を送らしてもるつた︒

二の人生などという論集を聞

ぼれる心配がある︒

第

なにも水泳の名選手

現代の世相は︑そ

ある︒

は︑その価値は大変なちがいで

一年と︑若いころの一年とで いぼれやすいのは人溝である︒

化ない︒しかし老境に入っての

実に身にしみる︒時の流れは今

ゆる揺り師から塞

揚求での人生が始

まる︒その閥人生行路におい
て︑寿命 の 鳥 短 が あ っ て も そ の

一にした路を歩むわけではな

歩む路は 万 入 必 ず し も そ の 軌 を

い︒貧冨 の 差 も あ れ ば ︑ 身 体 の
強弱︑翼 愚 ︑ 契 醜 等 個 性 の 先 天
的な差異 は い か ん と も 致 し 方 な
い︒人︑ こ れ を 運 命 と し て あ き
らめるが ︑ 仏 誕 か ら き た 運 命 観
からすれ ば ︑ あ る い は ⁝ 面 の 真

天的に固 定 さ れ た も の で も ︑ 科

努力はとうぜん必要であろう︒

を過ぎておる︒幸い健康には別

うものかもしれない︒

学の発逮は入智を促進するし︑

それが︑やがて運命を開拓する

粂ないから︑これからせいぜい

にならなくとも︑倶

豪た文明 の 発 達 に よ り 環 境 の 変

現代人への課題ではないでしょ

理かもし れ な い ︒ し か し 人 の 運

化も趨こ る ︒ こ れ に よ っ て 人 閥

が楽しみだ︒

第三の入盤を送らしてもろうの
私などは明治︑大正︑昭和に

うかQ

わたり︑過去七十余無もの閥激

TEL（502♪411雀〜5

都港区芝田村1町3の12

一一

曜

難養蜂 懸 務店

ン

ジュネーブ論交

癒

は後天的 に も え ら く な れ な い と

などと吉い
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炉
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カ
子

聡警灘避難嚢猫撫
ここに紹介するのは﹁BNFの一無漏と題す

いたBNFの麸盤も斯く宏定したかにみえる︒

イギリス原子力度業会議︵BNF︶は︑昨琿 に迎凡て︑設立当初はかなりの問題をかかえて
の十二月設立一周年を土偏たが︑本薙三月十六
日には︑その第一回年次総会が行なわれた︒設

であるが︑同誌は過云一毎のBNFの桑川にふ

立纂一年度の8NFの活動の跡をたどってみる る英ニュークリア・エンジニアリング乱の論説
と︑昨年四月四日のフォーラトム加盟︑同じく

ついて︑A鷺Aと踪子力麗業界︵とくに小規模

五月の弟二次原子力発電謝画臼雷に薄するBN れた後︑第二葎農以降におけるBNFの侵割に
Fの見解発表︑同七月の原子力陶船皐期建造の
企簗︶との間の忌思噂錬辿の円滑化︑および原子

子力公社︵AEA︶との定期会金の開催と︑屑 力分野での輸出促追の二つの面で︑重大な資任

要詰︑藻た本年に入っては槻関口の発行︑英原

が課せられていると三二している︒

のであることは疑いないところで

わけだ︒また対象が金属の場舎

工程を止めないで測れるという

で流れていても測れる︒つ濠り

ーラトムに加盟せず︑謹た過去五

る︒この考え万は︑イギリスがユ

ないという慧姑があるからであ

もられてきた立場を危くすへきで

閥に入れて︑多奪多くの保護で豪

体と慮接に接触する機会へ得るこ

四月四日加盟承認︶ヨーロノパ全

この正会員になったことは︵昨庫

現在十四力国てあり︑イギリスが

ない︒フすーラトムの加盟国数は

ロンドンで開催される予定であ

リスが軸議長になハり︑

ろう︒なお︑第三圓の会畿はイギ

解を表明することが可能になるた

ラトム会識でイギリスは虜己の見

とに向けられたことは驚くに嶺ろ ヲルトで開催される鋤二回フォー

一九点四七舵﹁に

いて︑はるかに積梅的な役割りを

の原子力発電話幽の拡本となる炉

給しているQ丁度いまはイギリス

に決定される時期であり︑また今

量一一齢冒璽凹

一

③

朗圓訪問し

一﹇一一薗擢曽

欝義

華贈

輩鱗灘鵬

鋸の間︑将来遭難になり得る可能
とを葱味し︑本年九月にフランク

を行ない︑製造漿界が新しい動向
について︑もっと早い時期に知る

果たしうるはずである︒

れによってBNFは弗二年度におことができるようにすることに岡

協力協定が折徳されつつあり︑こ

現在︑二つの一襲分野において

AEAとの密接化はかる

下請業界に情報を

る︒

性のある国々を含めた邑界からイ
ギリスを孤立さ辺ている鮮麗と共
通するものである︒一ガ︑いくつ
かの小規模企業には︑わずかな払
い込み金が為益な投資であって︑

共同罷業に画するイギリス就業界
のごく四通の倹約の精神に立脚し
た態度であることを納糧させる必

要がある︒

ヨーロッパとの
BNFの設立については︑熱心業騨︵設謝グループに対するもの

後数カ月のうち閥趣炉が手染的源

策一の協定は︑AEAの︑製造型が軽水炉か︑あるいはAGRか

な推進論者もあったが︑AEAのとしての︶一特に小規模企業に対

子炉の段階へ移行することが謝画

強固な結びつき

B饗F識立についての病臥は慣重 する1態麗に関するものである︒

颪業グループとの間には糖接な協

別グループ企

てあり︑AEAが正式にBN過
F去
のにおいて︑AEAと設訓担禍されている時競でもある︒
准会員になったのは昨年八月であ

グループの構威メンバー会社との

った︒AEAの新体制はBN力
F関
を係が磁立されていたか︑この
鎗要な代表団体とみなし始めたの

業聞の連けい
この結果として︑製造業界は全

様に禽卑した全く新しい機羅の血

く新しい技術を手がけ︑厳重な仕

︸一

一︐一の

騨■脚周騨一胃一

騨隔騨胴一一．議

もとで︑アメリカ中灘部の電

閨一一■鱒卿．一

の辺りにパスフィンダー原子

一．
＝一
一一＝
﹁層騨鱒層一

辮鱗聾

力会祉十一社が共同建設した

齢畳一P＝膚

一齢瞠一一一一鵜

萩全出力運輯の認可申請中で

たが︑昨年三月に臨界し︑い

全盈澱の追加で日程がおくれ

い閾題があり︑設刮変史や安

黙過靱にはいろいろ蟹かし

になっている︒

して避畝さ為る仕組み

素の間を︑蒸気菰通過

円状に澱かれ・κ辮暮要

縮ウラン卒一使い︑同心

が︑申央郡に九三％濃

うの3WRと変らない

炉心の外闘部はふつ

戯幽のホープである︒

ともに︑浅ECの核過湿試験

リコにあるボーナス望都所と

チ勘︐ルマーズ製︒プエルト・

媛サイクル魂小水型のアリス

炉は山開力六万二千KW︑湘悶

もの︵総費用璽一十二億円︶︒

力発慮所の所在地南ダコタ州

痴電胱は市の唱外九ボ屑の

スー・フォールズ市がある︒

ところにあるが︑原子力委貴

明繍

晒謹

ま︵氏LC︶の試験山脚画の

︐扁一即卿一騨

今年中には待望の血膿熱運紙

が始源る︒炉の紅軍者はノー

ザン・ステーツ・パワー廿︒

一鱒＝一﹁

一椰一﹁一下
曹 紳一層一一騙
一一一

でのX綴織畷で不可能であった画

0一辱一一圃一

界の正爽正銘の協力の賜物である

二一需＝冊

ヌ研究所で翻発したものである︒

顕をキャノチする技術をアルゴン

一一一一＝

う予測のもとで︑舷業グループ会

とくにロウランド社が開発した

義塾上情報網辻がおこなわれてい

現莚すでにこれをそういう性格の

独創的なものを持つようになり︑

のは特殊電子管で︑闘に見えない

フォーラトムを通じてヨーロソパ

び政策について麓業界と賦し合い

NFを仲介として︑将来戯画およ

れている︒ただし︑その経涛効

は︑そのどれにも例外なく使わ

ど沢山の種類があるが︑厚さ謝

ばらしい合理化になった例もあ

間と労力がいらなくなって︑す

ほか︑従来必要たった測定の三

魅の向上の効果が大きい︒その

と︑製鉄関係では鋼の熱延や冷

の利益をすべて代表したいと切望

暁︑原子力分野において構成企業

一方︑就業グループ会祉は一

っている︒

の分野において︑海外諸子を椙乎

曲が与えられたので︑AEAがこせ︑その結果︑イメージが脚線テ

螺料本造グループに営栄活動の自

ム鷺Aの会讃規則に変更があり︑

中性子の流によって写された画噸

たえるには能力不足であると感じ

製造業界は鳳子力の襲求条件にこ

ていだいており︑一方︑AEAは

であるという不満を多無にわたっ

していたが︑現在では︑もはや︑

とは明かであり︑海外で建設され

として蘭売に乗り出すであろうζ

響をもたらしたと訂われている︒

エストガース岡社との契約によっ

び同地点でのリチャードソン・ウ

まれるのである︒

も十分に協力できることが強く熟

技術面のみならず︑商業的な霞で

広署するものQ

イギリス

原子力発電の
世界記録樹立

◇

い方法は︑中性子蓼雅着したラジ

ける銀子力毎戸の新紀録である︒

発醒を違成した︒これは轡界にお

ウラン︑黒鉛歓遮︑ガス冷却型︶

恥

で︑︷基二十五万KWのユニーク

な拾︑同発電所は今年の一月か

なものQ

ら国内恥力送電系統に共給してい

るが二基ともすこぶる順調に稼噺

十万KWを発電する予定であるQ

中︒一竃が全出力運転に入れば五

◇

PLUTOで

イギリス

重水漏洩事故

◇

ハーウエルにあるイギリス源子

LUTOで︑四月一二重水禰洩箏

力公準︵AEA︶の材緋試験炉P

この購故は原子炉の保守および

故が起きた︑

実験機器の取鋳えをするため運転

で︑約六〇堵︵約ヒ千五街六十万円

を中止していた時に起きたもの

鋼玉その時十四︑五人が建屋の中

相当︶の鎗水が二子炉か6漏れた︒

で作業をしており︑ただちにこの

詐答澱以上の放射線は憂けなかっ

うち三分の二を回収した．だれも

傷もなかった︒

た︒また︑原子炉および機器の損

砂の移動調査に放

◆・オーストラリア

③

射性トレーサ使用

オーストラリア原子力婁員会と

ニュ；︒サウス・ウェールズ州海

の移鋤について共岡で調査する訓

禦サービス局は︑ボタニi泌の砂

この計画は︑海岸の砂に放射瞥

画を進めている︒

クロムを混ぜ︑その移動輔況を追

で使う放嚇性クロムは同婁一会所

跡しようというものである︒ここ

れたものを使う予定である︒

有の研究炉HIFA汎より製造さ

放射性廃棄物取扱

フランス・▼

い専門会社が設立

V

︻パリ発︼フランスにζのほど

放射性溌葉物の収集と処理をすみ

この新会祉の磁称は アンフラ

新しい盆批か設立された︒

約として発足した会駄であるウ

廃品物の取扱い︑検査︑輪送を門

このほど鐵気出力ぎ十八万KWの トム で︑費本金十万遜︒二尉性

フイニス原子力発聡所︵写翼︶が

イギリスのウェールズのトロス

◇

レビ三戸によってキャノチされ︑

を光にかえ︑イメージを増大さ

ている︒またCEGBは発瓢所建
これは不可能であり︑ウイルファ
設に当り︑個人的な好みを入れ︑

従って︑下請業界の良性化およ

て︑グループ相互間のつながりが

これが関係者に一大な爾政上の影

び産業グループ会社の強力な固定

明らかになっている︒

麟騰
るはずで︑これが新しい協力関係

中性子の利用
でテレビ映像
原子力崖業界と協力して︑イギリ

協力の第二の分野は輸出に関す
リスの展示会ではAEAとBNF
るもので︑AEAはBNFおよ
び添用のスタンドを共同で設け
が展

海外市場の開拓へ

化した支躍町制の解消が続くとい

ェソー祉とのライニング契約およ る原子力発電所の契約において︑

臣子力発電所建設契約におけるウ

である︒しかし現在ではAEAは

う︒渥業界は多くの仕様は不含理

ある︒仕様三体の間題はBNFに
れが精にAEAと麓業界との聞の
将来において婁求されることがら
広い活勤分野恕提供するであろ

っては︑この蟹笑はとくに重慶で

社の個々の構成企業が開発および

ものとして尊墨へ販売し得る時期

産を要求されるであろう時圏にあ
しば批判してきたことであり︑こ

に入りつつあるとも湾えられる︒

反対していたが︵少なくとも主脳

となり協力の態度を打ち出してい

従って︑以上のような事情から

る︒

との強固な結びつきを確立するこ

果は紙の種類によっていろいろ

る︒

孤に︑非鉄金属ではアルミ板な

製紙業以外の使用例をあげる
材料が高価なものほと大きいわ

どの厚さ測定に︑購気メノキ関

ル︑セルロイド︑セロファン︑

の第一歩となるたろう︒発電所全

テレビ映像の新しい映写法が︑

◇

リス製の原子力機器や設計を海外

部を含めた契約のみならず︑構成

米ロウランド批とアルゴンヌ国立

れを検済することができる︒

語るもので︑うしろ側では水の流

これは一枚の鉛のカベを通して

研究所によって開発された︒

アメリカ

へ進出させることを計画してい

機器︑ホノトラボ︑研究装置︑謂

つの機関が繁鐡に協力して海外の

◇

るQこの動きは技術樽の全面的な

承業務において︑海外市堀にイギ

支持を得ており︑AEAは特に展測装置などの契約に際しても︑二
顧客と交渉することが期待され
ってきたけれども︑販売について る︒建設段階の終りに近づいてい

リスの製造技附を売込む先顯に立

適切な協力によってこれを援助す

るウインフリスのSGHWR︵圧
共岡の発表によれば︑この新し

ても︑イギリスはA冠Aと製蔵業 オグラフィによるもので︑これま

ることは実行していなかったQ本 力懲型蒸気発生盤水船︶につい
鉱九月末︑東京で行なわれるイギ

！℃＝＝＝＝嵩！…」一…一一！…！℃＝＝＝＝二／

実な発展をとげており︑また八月目入っては︑

A E A お よ び 中 央 発亀庁︵CEGB︶庫一准会員

着実に地盤かたまる
と自体が︑長く続いてきた難い蒲

三会がこのような要求を受けたこ

今後は輸出促進等が課題に

な活動一たとえば節三回シュ不⁝

たわけではなく︑BNFの控︑凡目報伝達の方法に終止爲を繁ったも

もちろん批判的な毛見がなかっ

イギリス原子力産業会議︵BN 藻い年であった︒
F︶の第一回館次窪田は︑一九六

一団繭の酒動に一切りをつける闘
ブ会議での展示会に参加しなかっ

械的方法では厚さが測りにくい

るといえるが︑とくに従来の機

には︑その衰面にキズをつけな

…

＿…＿……一…
について知っておく必要がさし迫

なかったQこの事実は同晶がしば

特定の柄綴入手協定による以外は

は︑限定的な商業政策に塩づき︑

ある︒特にその後で政府︑A猛 である︒窪たC鷺GBは︑一昨隼闘︑あるいは小規模企業との間に

くいために工程の中断がおきた

とか︑暉さがコントロールしに

いで測れる︒対象の温度が蔦く

パスフィンダー発電所
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真の慧思の疎迦を妨たげてきたの

部は︶︑その後︑この態度をやわ

力塵業会蹴を設躍することに強く

A︑CEGBにおいて窮理欝欝十
の二月蔚康では︑イギリスに原子

の存在感体が身内のクラブのよう

上に絶好の機会であるが︑BNFらげて︑昨葎八月同じく准藪員

は︑今獣での行きがかりを捨てる

れを憩呈している︒これらの変更

改革と人賢異動があったことがこ

たこと⁝については批判がある︒
また一方︑第二次原子力発霞計画
白澱が発表された際︑従来の慣例
で︑イギリスの線子力翻発の特徴

となっていた表向きの阿趣をや

程に使われてい

それがどんな業糧で︑どんな工

り︑スクラノブが沢山出たり︑

ても︑測定伯に億影響を受けな

つまり︑厚さがスペノクに一暦

の場合も材料のタールの節約が

ガラス︑紙物︑不織布など︑さ

のに使われ︑その他︑ビ嶋ー

顕著たが︑これはタールが切れ

窪ざまなものがアイソトープ隈

係では錫︑亜鉛の付贋黛を測る

ないようにするため︑今まで厚

さ誹の恩悪をうけている︒どこ

近くなるから︑ムダに材料を消

さにコントロールできるように

ない隠れたところで︑アイソト

めに塗っていたのを︑必要な厚

1ト紙︑研磨紙などの重合には

なった結果だ︒一方︑簿紙やア

の工場でも︑ちょっと気がつか

費しなくてすむ︒ターボリン紙

けで︑上質紙の場合が翻しい︒

たとえは︑材料の節胸効果は

蟻

藁館十二月十九日目正式発足以来

的で︑本年三月十六日その開催が
針調された︒

産業界の多数
の支持を獲得
ふりかえってみると︑この一年

ついても攻離を受けた︒

はBNFの地位強化の年といっため︑あえてこれを批判したことに
ような劇的な活動は行なわれなか
な関係が復酒するのをある麗度郷

ったが︑BNFが多数の産業騨︑ BNFはこの臼懲を作成したパえていると考えることができる︒

て悪金にハンクアンプされる必裳

イギリス原子力公挫︵AEA︶おウエル委員会が収集のデータに関
する特定の情報を要旅し︑この要
よび 甲 央 発 電 庁 ︵ C E GB︶から
がある︒なぜならは︑部外者を仲

BNヨは今後なお触業罪によっ BNFの初無度の主要な努刀が︑ 麓業界と定朔的な会ムロを持ち︑B

求はほとんと無視されたが︑同委

の支持を幾得したことでは︑慧銚

るかを︑ざっと
それを避けるために彫めに製品

い：等々︒そして︑測定可縮な

である︒

へぶ︑翁︑ぎ︑♂︑ ︑調︑ざ︑ぎ︑ざ︑譜︑ミ︑︑爵︑ご︑詩︑§︑︑罫︑ざ︑§︑ざ︑ざ︑華︑詩︑ボ︑ミ︑§︑§︑母〃

見ておこうQ
を作って︑材料を余計に便って

厚さの縫縢は︑○・○一︑ザほど

今園は︑アイソトープ応罵

アイソトープ

いるというような場合には︑厚

以上にあげた長所から︑嶺然

さ諭の利用が虫ずます有出たと

さまざ京な経済効果が期待でき

を果だしているわけだ︒

ープ訊器が立派に合理化の役目
スクラノブの節約が大きいし︑

目方で売る新書用紙などの上諭
は︑材料の節約はないが︑生血

ク％4ク％〃％4ク％
，4ク％〃％グ％グ％∠ク％∠ク％〃％4ク％∠ク％4ク％

副器の一つ︑際さ訓について︑

ものは︑今のと

計器の代装的な

ころ厚さ計︑密
度副︑液面謂︑

水分謝の四つと
いえる◎そのな
かで︑世界的に

アイソトープ計器の最大の長

る︒製紙業の揚合に例をとって

の薄いフィルムから七︒五目〆も

所は︑被測定物に接触しないで

いえよう︒

測れる恵にあるが︑厚さ副の揚

ももっとも普及

さ謝である︒製

上質紙︑簿紙︑アート紙︑新聞

見ようσ一ロに紙といっても︑

の厚い鋼板に及んでいる︒

品の彫さを一定

いものでも正確に測れるし︑対

合はそのことから︑対象が柔か

用紙︑研磨紙︑ターボリン紙な

惚ざ︑ざ︑3︑ぎ︑§︑ざ︑黛︑ざ︑§︑詩︑詩︑ざ︑ざ︑ざ︑詩︑ざ︑ぎ︑ざ︑ざ︑§︑ざ︑ざ︑詩︑ざ︑︽§︑詩脇

象が多少振動していても︑高速

を測らねはならない所では︑ど

％∠ク％∠ク％∠ク吻∠ク物∠ク％〃ノ％〃隔∠ク％ゴ

にする必要がある藤︑その厚さ

伸⑳翻親掛㌦③

こでも厚さ讃を使う可鮨性があ

度が凹いのが厚

一その主要例と経済効果一

普及度高い厚さ計

∠ク％グ％∠ク吻〃㌦グ％∠ク％∠ク％グ％ク％グ％∠ク％ク％グ％グ㌦
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業

が ミ

原研．大異研究場で盛大な起 工 式

MTR建設に着手

異なって

研究掃

という名称を

つけたのも大きな構想のあらわれ

火洗研究場は︑淡城百景の一つ

といえようQ

大貫海爆から少し山手に入った松
林に圏まれる小高い丘︑大洗町の
二心街から約四㎡凝のところにあ
り︑用地は約四十余万坪︒このうち

二藍試験炉の用地胸十万坪の蟄地

ものである︒現在︑現揚には工郭用

約四百名が参集して祝福
が建設されることになっているが

仮家屋と約三十麟の気象観測搭が

が発了したので起工式を行なった
臼不二．†力研究所は︑絹料試験炉とアイソトープ・センターを

丹羽原研理專長も強調している

同位体の分離装置据付け

所の垣花秀武教授は︑かねてから

南京工業大学の原子炉工学研究

ていうならは﹁イオン交換唯気泳

式な名画もついていない︒〃強い

で世界的にも轟く新しく︑まだ正

東工大︑世界的に新しい方法で実験

ウラン同位体をはじめとして︑各
動同位体分離装置﹂だ

装認は︑イオン交換膜のメーカ

と滋強教

毬元素の同位体を化学的に分離す
授はいってるい︒

ど新しい実験装櫨の組み立てが終

る万法を研究していたが︑このほ

わり︑四月二十三日から本格的な

の万拡であり︑工業化もされてい

換膜を使い︑膜内での電無泳動速

では︑分離しようとする物の水溶

める実験が行なわれている︒

連続交換培によって平衡恒数を求

ン交換蔽が研究され︑筒さ十七の

化聯的分離法のうち空としてイオ

究が進められているが︑過飲では

穴と凍工大で同憂体分離の墨礎研

現在︑日本では原研︑原燃︑鼠

ている︒

続化と多重化ができるようになっ

理を組み禽わせ︑同位体分離の連

また︑この装躍は︑精留塔の原

この方法は大蟷力を必要と丁る︒

では気体に圧力をかけていたが︑

度の差を利用するQ従来の陥膜法

る1原子の質蹴左による物理的分 液に鍛気を流すもので︑イオン交

︑謙

蝿門．

離法とは異なり︑問慨体化物禽の

ーでは世界的に有名な旭化成で作
欝

り︑本体の大きさは︑縦三十穆

の小さなものである︒定慰流定暇

鰐︑横五十律摺︑筒さ七十弓B嘱程

実験にとりかかることとなった︒

ムの分離実験をし︑七月二十田か

圧疲閲などの付属品を冷め︑製作

実験予定では六月十日までリチウ

らウランの笑験にとりかかる︒

朗分離法である︒すなわち新装齪

内部エネルギー走を利用する化学

聖

この妓鐙の特徴は︑まず︑従来

の総経費は照照貢万円︒

の1現在︑行なわれている大多敏

この新しい実験茨置は︑染工大

研究をもとにして考案されたもの

や原子燃料公社での六年来の無礎

子力発電の技術的︑経済的悶題に

から大阪君学技術センターで︑原

力懇鹸会では︑四月二十八田二時

藺崎研の運鴬委員会の改組につ

大島恵一︵東大︶雨宮蔽夫︵東

園内器議婁員は次のとおり︒

報告された︒

峯力研究駈東海研究所︑灘隔研

いては︑本霊的に研號をはじめた

広田鋼蔵︵阪大︶松田竜夫︵名工

済性嘱

水島葡三郎氏︶﹁原子力発電の経

元日日電ヵ常任監血役︶隔月十八

本佐一︵東洋紡︶藤村建支︵住友

八歳︑二十一巳午後東京小指川縁

力病阯ですい臓ガンで死去︒七十

四月二十八日に原

子力発電の懇談会

自宅は横浜市中区口絵町一三〇︒

一YA一︿ーー

まいが▽密度計の普及凝望は︑

てもと思っているわけでもある

んでまでお客の歓心を買はなく

う︒専砒公社は︑コスト筒を忍

それたけ鵠筒になるからだとい

の製造速麗を落とさねはならず

理由は︑精度計を縫うとタペコ

用にならなかったそうである▼

専売公祉の試用に供したが︑採

るメーカーが糖度謝を持参して

の暫及率はゼロV数年前に︑あ

しているのに︑日本では鐙度計

て︑36客に均﹇なタバコを提供

利用の密度計が蕾％酋及してい

タバコ工描では︑アイソトープ

ならないVイギリスやカナダの

戦後ほとではないが︑依然なく

櫛雛織

i原研︶団野皓文︵原研︶

省︶市瀬輝雄︵原胆力局︶家像英

︵積水化学︶大塚鱒比宵︵外務 顯院で一儀と告甥武を行なった︒

原子力︶松本昌一︵倉レ︶井上郁

︵三漫化成︶小林捨男︵來レ︶森 日午前九時三分東恵新個の東京電

研︶園田雷︵昭和魔工︶杉山徳三

温敏︵都R1研︶篠原健一︵理佐藤穏徳氏︵除麗財婿委員︑

︵関電ゆ田正養氏︶

試︶門氷政雄︵餓気通信研︶小林

謙画に関する二二﹂︵住友桑子力

講演内容は﹁原子力発竃の長郷

関して懇談会を腸催する︒

高階研の運営方針について︑類し

大︶牧島象一一︵東大︶志田正二

料公社東灘製錬所︑象海村︑大

い見地より再検討しょうというも

︵東工大︶九里雷一郎︵名大︶韓

究所︑童謡原子力発戴︑原子燃

洗町︑腿林省放射線脅毬禍︑荻

されるが︑とくに民間婁員につい

ので︑委員は官︑罠各界より搬購

ついては︑原産放射線開発課でと

嘉する︒

放射線化学研究会については︑

日本原子力輪業会議の関薩原子

ルベノドのAVR︵西独︶の琶

TGRが靴く一︑いわゆるペブ

リウム冷却︑濃縮ウランまたは

﹂

藍識三︵京大︶桜田一郎︵京大︶

会︑日本原子力薩叢会議︑凝立

城県︑県議会原子力胴発研究
原子力館︑科学技術庁原子刀

業科︑放射線医学総合研究翫︑

り豪とめていたが︑現在︑預水化

斑喩研外来研究員の応募状況に

ては︑原産によって推薦する︒

日立製作所原子力課︑原子力船

学工染︑三選樹脂︑タキロン化

局︑茨城総含職業訓練所原子工

闘発事業國︑転々公社羅気通信

点を審議するための民閲側の審議

発電炉は一撞のボイラーたか

トリウム燃料で︑八二度三巴の

つがあるが︑すべて黒笥鐡速ヘ

ら︑燕気温銃架上げることか発

ガス温膨と︑薪鋭火力並みの筒

トリウム増殖か

九三％の紬濃縮︑他は二〇％︒

ウラン濃裾度は︑アメリカが

温蒸気発生をねらっている︒

蹴幼目同上の有力なキメ手であ
ることは口達いない︒

ブルーブンといわれる軽水炉

⁝．．．．

のげ舩気か摂氏約．一酉六十匿．マ
グノノクス炉で

ら︑将来はプル
トニウムートリウム鰍料の使用

・

高温ガス冷却炉

も含めて︑燃料の有効利罵によ

⁝■⁝

弱︑嚴滋の新品火力では五目五

せいぜい四宝度

十反をこえるとなれば︑高温炉

り︑プルーブン炉と購速炉のつ

わが国でも︑原子力委員会の

なぎの役目を甥侍されている︒

マネーヒ）レなら

5大

飛攣

盒﹂
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東京・臼本橘・兜町

兜町営業部

含む大洗研究漏の起工式を二十二口正午から茨城県東茨城郡大洗

はたたちに総懸される︒

あるたけたが︑材料試験炉の施工

︻写翼︼陳捌丹羽理瑠長のクワ入式

め大規模な諸施設も設置される︒

と

ように︑将来は国産勲力炉誉はじ

研究所

学技術庁翼揚次窟︑細田茨城県副知堺︑煽藤穴洗町錠︑橋ぶ原託
したがって従来の

町成田町にある同研究揚敷地内で行なった︒起工式には︑拝上科

籔︑土地提供者などの関係者約四神人が参列した︒起工式は︑神

原子力アワー 新番組
茨城放送毎月第一︑第三日曜にかわる
茨城放送︵﹂OYF＝一〇〇K
かれという声が多いので︑今母か
くやめて︑たとえば放射線のモニ

タリングカーの同乗録音とか現地

協︶と契約して︑鯨日曜臼の朝霞

C︶が茨城原子力開発協議会︵茨 らは今豪での講疲︑解鋭をなるべ

蒔から十五分置ラシオ放送を行な

て日陰では︑四月十二日正午から むことにした︒なお番組聖誕の關

いれたインタビュー形式をとり︑

のため大洗研には
東海クラブでスポンサー側の各原

茨城原子力關発協識会︑．科学技

研究所茨城支所

ド︑田本原子力郭業︑関東遜火線

学︑三菱油化︑大日本セルロイ

委員を抵薦決定した︒

含圓会議などについて協議した︒

力②原研蝿帳研究所運営婁員の改

測定に最も多く便われている④R クロン以下のフィルムの厚さを出
lR I 装 備 機 器 の 閲 題 1 で の パ ネ

の謡まり土合を銀にするかどう

その国のタバコ襲呼買がタバコ

策京・千代田・丸の内（新東京ビル）（212）75き1

本店

代表常任琿購などの来蟹のほか︑丹羽腺研理堺長をはじめ猿研職

長のクワ入れをもってとどこおりなく終った︒続いて大洗町が大

式によって行なわれ︑工讃の完成が祈念された後︑丹羽徐研理事

の配念碑の除馨式と祝賀会が行なわれた︒

洗研究婦の起工を認医して同敷地に建てた佐藤総理大距の揮蝉に
錆三の火

ものでなければならない︒東海研

基礎研晃といえとも園趨をもった

よる

趨工式に 先 だ っ て ︑ 丹 羽 原 研 理

では研究に⁝貫性がなかった︒大

聯疑は罷 篇 会 見 を 行 な い ︑ ﹁ 腺 研
の役綱りは闘的応履研究にある︒

訪問など︑引揚の音と実態をとり

きつづき新年麗からも毎月第一︑

洗研は国麗のため
は︑ひ

の研究を行なうQ

PRにいっそう役立てる企圃を組

放送番組に新味を加え︑原子力の

原子刀アワー

外国からの輸入は
になった︒この番組の編成につい

第三日曜の二回ずつ放送すること

っている

極力避けたい︒こ

碍来五白偲一山な白

子力開発機関のPR日日蓄と打目

術庁水戸原子力黙務所︑日本原

発各機関は次の通りき豪つた︒

僧円の設鋪を建設
せ会忍開いた︒

茨城放送は腸設以来︑ローカル

することになるた
ろうしとの三門を

研究会メンバーがこのほど豪と窪

り︑やや低調であるが︑原睡とし

から各一名が略語したのみであ

全國では畦一の〃原子力アワー4

放射線化学の日仏協力について

の基層状況④放酎線化学研究会⑤

番組を設け︑高校生︑蒙冤婦人を

二二の放射線化学委員会の第三

り︑近く研究活鋤を始めることが

日仏協力など

大洗韻究揃には

対象にPR放送︑熔行なっている︒

回常任委員会は四月十五日午鯛十

は︑五月中旬に賊塁協定の隅印が

放送の特色を生かすため︑とくに

嶺面︑腺子炉用の

聴取率も昨年十月に淡城大学が爽

行なわれるが︑協定に関する問題

明らかにした︒

燃料や材料の照射

施したアンケート調蜜では︑県内

蒔半から原研藍隈研究所で開か

組⑬蹴研蘭騎研究所の外来研究舞

ては︑近く正式に原研理事長へ報

原

れ︑①戸戸課亀学に関する日仏協

の派遣㊨放射線化学に関する闇米

誠験を行なう

聴取者の四七％にのぼる島い染型

食品照射貯戴轡門轟査圃︵仮称︶

子炉を作るための

を添したといわれ︑聴取者の希墾

討議擁聾

と奴尉性アイ

原子炉糾材料試験

はむず

ル討論会では︑RI底冷メーカー I機器の信頼性と故障について れない②数︑卵程度の測定ではX可

発の候補に︑等温ガス炉を加え

動力炉開発懇談会で︑今後の開

講酪鋭いかがでしょう？

かにも閥係があるそうな︒愛好

電話（．

炉

意兄では〃原子刀アワー

ユーザー側からは︑これまで

かしい︑もっと興昧と平易化をは

れたQよず一酢無三士鰯の装錨機

ソトープの刊用開

に拡大したこともあり︑同位元素

発および製迄施設

であるから︑十分なデ︷スカノシ

からは︑従来副測器として利用下

塑さ計と競合する⑬実闘乱が棊の

るよう腺研が提案している︒

東京都

フ
ブ

原

口ぶ放射性同簸元紫協会︑日本

されたが︑X線厚ざ踊と比較して

RI利用機踏を使った実績が或明
正妓備機器利用状況﹂のアンケー

器調査専門委員会がズ癒した﹁R

で︑放射線測定︑ラジオグラフ

十分為痢と見な遣る点が少ないこ

コンを行なってもらいたい︑さら 鮒係を網羅している論文数なの
に浄艮のコメントが少ないことも

トの調査結渠が報出口され︑①わが

物理学会︑日本原子力単会なと四

十二学︑協会からなる第工同理工

で︑トレーサ︑放射線機器解説な

際さ副でもベータ線透過型が八割

ることが多ひったR1口器が制御

に厚さ踊とレベル61に絞ら4亀る②ことなとが或明され︑メーカー側

圃夕曇のRI便用機楠は︑圧倒的 とや︑測疋機器に不備な点が多い

今後は拝借していきたい︑などの

注目された最終日の凹面と制灘

どさまざ談である︒

強を占める︒このため覇用核櫨も

ストロンチウム90が一髭︑タリウ に結びついてきているので︑その

ム鋤︑コバルト60の順になる③ 例を二⁝一二あげて説明した︒さら

値と

利用機器の問題点を指摘

R亘研究発表会終る

これより︑各会揃に分れ十閥分

点が指摘されたQ

学における同位元素研究発表会

十臼から三日間東録大学医学耶︑

は︑約四醜名が出席して︑四月二

鎚学部の三会揚で關催された︒

この発表会では︑豪ず代表とし

て応用物珊学会会疑徹線軍治民が

開会のあいさつを行ない︑講妬か

野からなる薔七編の各発表と︑パ

は︑便用環境がすへて違うことも

る︑などが示ざれた︒

に現江厚さ踊の問嵐として①数ミ

不ル討論二︑特別欝演四などが行

側二名︑ユーザー側二名︑さらに

無された例が一番多い︑など︒

あるが︑奪に一一五図の故障が記

レベル出では︑ブラスチノクの

厨になったので︑この会が今後も

なわれ︑活発な諏見が交換され

嵐に隈さ訓に関する見酬が表明さ

放問賜の計逸名の講獅によって︑

ら開催されたこの発表会も弟二回

発展するために︑幽席門各位の碧

た︒とくに今度の発表会は︑第一

齢麟継

弾のない慧見を受けたいし︑家た

圓の三十九学︑協会協賛を四十二

致するかの点で不備があ
番さびしいこと

表姦にとっては

株式投資・投資信託。公社縫・割引債券など

の

日興です一

ム株式会社

横浜

熱瀬戸
一

J

発笈に対して反響がないのが︑発

6

」

、

4
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馬券貯蓄のことでしたら、プランから実行ま

でなんでもこ絹談下さい。

全国ネノトワークでサ帥ビスしております。

の興詮券

聞

旧
産

カ

原

て︑人口や各櫨施設の配置とその

地帯整備は窪絨県束海村とその周

員会渓冠︑すなわち①原子力施没

は︑昭和三十七無九月の原子力委

原子力施設地帯繁備毒門 那 会

松井達央早大教授︶昂薩き︑一定

教授︶︑都市謝画小委舞会︵童査

小委獄会︵虫資田島英三立教大学

いて設けられた︒W⁝会は人口分布

帯蟄備砲門部会を設ける︑に塾つ

に努める④このため原子力施設地

具体陶内容は︑虫
として各市町村の
都市計画に反映さ

五︑すでに都市

せる︒

計圃を実施中のも
のおよび決定ずみ

できるだけ︑これ

のものについては

を鱒糊するとして
おり貝体的な艶備
方剣として︑①入
口分署︑施設配麗

などに分けて詔述

卜⁝下水道等④港湾

の適正化②道路③

を三段階に分け︑原子力施設隣接

されている︒家

次のように績んでいる︒

鴛y飛石︶には︑つとめて人口 た︑この讐申欝の あとがき は

地区︵原子力施設から原則として

の増加が石じないよう︑近携地区

の市町村は︑わが国の原子力セ

渉城県醸海村およびその周辺

満︶には︑規模の大きい入口集中
ンターとして発展しつつあり︑

︵原則として二♂層以上六♂癖未

地匿が存在しないようそれぞれ醍

また︑近代的産業都市として撮

いる︒しかしながら︑この地帯

近急遠に成畏を遂げようとして

置する︒家た︑その他の冊辺地区
︵原則として無菌層以上︶には︑

人口の増加が正常に行なわれるよ

設を︑公園︑蔽地肩のグリーンベ

力施設地帯の理愚妻は︑原子力施

門対地射爆螺揚を中心とする原子

三

発展のためには︑これらの対策

にかんがみるとき︑その講和的

したがって︑この地繕の特殊性

ずる必要があるものと考える︒

ような種々の対策を遼やかに講

廠から兇た癌合︑ここに述べる

を﹁原子力施設地帯整備﹂の観

ルト地誌がとりまき︑その周囲に

を都窮訓醐等に反映させること

したがって︑束海村および水

う留懲する︒

が口話きれ︑きらにその外側には

は工場その二一住用以外の諸施設

が是非とも必要である︒

り︑民聞の協力を得て︑国と地

上のために行なわれるものであ

全な言置と地誌住職の橿祉の陶

この施策は︑原子力産業の健

住宅が整備され︑またこれらを繕

ぶ道路︑衛生撫設等が完備きれる

四︑原子力施設地帯の整蜥は︑

ことである〇

原則として現行法の枠内で考え︑

原子力開発と電子計算機と

なプログラム開発意力の磁複を

パワーを必要とする︒このよう

ムをつくるには︑多大のマン・

行させるための﹁プログラム﹂

は︑どうしても機械に謝算を遂

な道具として使いこなすために

ている︒

郵機利用の測際協力が浩発化し

流の動きが軌道に要り︑蹴子謝

ゆる核計箪プログラムの国際交

原子力の分野においても︑いわ

所

．凄ξ鰻

窟

晶

禁藝謡
大洗町
＼
翫

ハ

㌔縮

＝

こ

業地区としての発達並進のため︑

これは都市謝諏馳設の配置の倹討

および首都圏整備法による調籔︑

すなわち︑①上水道︵嚢流水利

下水遵別に概襲を明示している︒
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