一
山

。

一一
鼈齧

Q
と姫楚．ゑ田には六チャ

話説終え︑あと数チ磯ンネルで
〃繍界

鍍ねてきたが︑燃料袋入め前の四

釦儒解決するとの蝕し命せで交渉を 閣と︑十無聞に五千蓬蓬の研究薦

るように見つめていた関係滋︑報
月十九醸︑東海建設所内で行なわ

かり︑長期の安定蝕給に原子力の

テレビ曙織で︑臨細節謝奄食い入

灘陣に女賭こ軽いざわめきが繍こ
れた弟十王理解の団体交渉で︑茎

山崎久一氏

聡気事業暫の立揚

発鰻を崖すへきだ︒

るMおめでとうの声もきこえるQ

為屠なことを述へ︑原躍についで

に阜いと予悪しているが︑長期︑

おり︑原子力の経済盤達戚が意外

束蹴︑関醒か原子力にふみ切って

細謹についてはなお両者の折衝

罠為により日本も民脊にしてよい

襲望を薄しているQ米躍の核燃科

はしない︑しかし会社は作業

る︒

向坊隆氏

総合エネルギー部
会第五回会合開く

今後の進め方などを協謎

通脆省の巌業構造審議会総禽エ

ネルギー二会︵部会長穐沢広巳

東悪掬楽町の電気欝業連禽会の会

氏︶は︑四月二十六日午後二時︑

議塞で︑第灘酒部会を開催し︑先

の運嘗方針の叡慮︑総合エネルギ

に設躍した需給︑石油の小婁員会

⁝課査会設置法案の国会での審議

ついて協議したが︑調謹会内の原

状況報告があり︑今後の進め方に

子力部門と既存の原子力産業蔀会

いかとの脇見も出た︒

とに業務の短複が起こるのではな

行く人・来る人

欝木均一氏︹原子力署員︶鐙力

関保の会議に出画するため四月二

十四鼠覆遷した︒胸二鰻闘瀞在の

中墨癒三氏︵原研研先部︶欧米

予定︒

子力委贋会ロスアラモス研瑠所を

怯デー−タ婁員会に参加のため米原

訪問する︒四月三十日出発︑五月

本の技術レヘルを先進国藪に上げ

に欧米の腺子力施設を雛祭調査す

す．佃シンポシゥムに参加し︑さら

部︶1λEAのハル人申性子に関

金子義彦氏︵原酪瞭子炉設謂

二十五臼帰副の予定︑

るには屡際協力でのプロシェクト

原子力を敢上げることが必要︒日

揚と共に科学技術全般の立揚から

紛舎エネ八難ーの立

固産化には積極的な援助を鰐際す

は総禽的な政策を立てると共に︑

燃料の醒魔化も重要である︒政府

た研究すへき問題は多い︒材料︑

へきで︑琴海炉の建設経験から紫

であり︑まず設計の国塵化を園る

将来は炉を国塵技術で製作すへき

頼ることは不安である︒第二に︑

るべきで︑燃料供給を米国のみに

確保と穐効利用の総合政鑑串立て

から︑第一に政尉は核燃料の供給

前国七之進氏

はず僅述へた︒

定

双方のメンバーで祉批の鵬醐機関

として安全委員会︵仮称︶を作
り︑臼穫値をこえて被曝した人が
出た場合︑作業環境の三宝︑設備
の敢薔︑作業方法の臆説︑あるい
は配帖紙換の搭置を検討すること
にした︒なお︑手当としては︑目

補償

メーカーの立場

別の線詩華理圏標値を定め︑労便

核燃料政鐵︑安全性なとで政尉に

超疫糊の兇通しが必要で︑三盆︑
は︑︑推本線はICRPの尊璽にあ

が行なわれるが︑妥結した要点

通告を撒回した︒

89蚕で︑懇談試が開かれ関係頚 本線について妥恥し︑組討はスト
が祝昏をあげたu王な出隔薔は︑
宏川除電会炎︑一本松社長︑綴田

田中二手国務︑瞭子刀周の荻野谷

隔離ら原魁表庭︑古田職域総裁︑

核黙料課憂︑通脆省の井二原子力

︼ント疑る︑志田麗士転機仕長︑

るが︑ 被曝線麗についての脇
発電課長︑英GECのスミス︑ゴ

ネル︒四R十＝時四十算分制御碓

った︒

常任理事︑剋元関係蒼などが集ま

前田麗士電蠣専務︑橋本原颪代表

一審松社長臼ら引

原電と労組が

放射配下の労
働条件で合意
B本原子刀発鷺労働縦含︵組合

通火力発駕所の作業手当と同一水

理の焼制を曼ける作業に対する第
二種作業手工を設けることになっ
労災

た︒謙た

︑

いて︑臼事原子力発駅︵制長一氷

月下旬にはスト権を確立した︒双

と隠られている︒

原子力発電問題で
婁員会︵婁職長岡津一結ほ社︶は

麟供給は悪闘の総禽核燃料洪給会

入は概聞ベースてやり︑将来の燃

いうが︑これには反対で︑委員会

究に口を入れることはよくないと

へきた︒原子力婁嶽会が大学の研 嘗五月九日アイソトープ研修所

る︒政籟確立には︑Q黛実用炉の灘 原研で十分な麸礎研究ができない

るため五月四臼繊殆︑独︑英︑米

研究が必要で︑謙虚に過ぎると海

四月二十八日午後軽子力発電に関

社による②研究開発は︑新設の動

は磁の研究機関や大学の研究を全

外から見離されるおそれもあるQ

する罪悪について︑参考人堀難路

力炉開発機構と︑大学・櫨研での

力戦畏会の地位の強化を朋羅す

氏︵慰籍黙諾会議︶山崎久一氏︑

工臨研究によるが︑躍際協力でや

古村部会響門

十一ごR午荊

五月十一

一A天て一Aーー1一

開発計画婁風会

＋一時牛原産

通産衛との連絡会

日年前十一蘭4原麗

原子力局との連絡会

↓睡求で滞在する．

の国際コース講論として来日︑二

マドック氏︵ケンブリノジ大

を歴訪し︑五月三十瞬帰国する︑

丁田七之進氏︵日本原子刀産業会

体的にみつめるへきである︒

衆院が規制法の改正に付帯決議

国産活用に重点を

なb︑史に国立の研究擬剛を作る

議︶向坊隆氏︵東・墨人学︶庶鞍懸

る曲政府は実用炉導入への環境尊

は次の迦り︒

堀灘路氏

立てるへきで︑このためにも旗子

という閉門的な原子力発聡膿腫を

軽水炉から増烈炉︑

見をきいた︒各参考人の発話概賂

男雛︵日本脇差力研究所︶らの望

鰍議院の科学技術振翼翼鍬特選

梁院科技特

参考入五氏を招く

方とも康海炉の猷料装入瞬に指弾

の関係も近く妥結するもの

緊急蒔対策

松礁華氏︶と交渉μハ続け︑覚る⁝高

下労働閾題に関する労働条件につ

一叢︶は︑昨年九月以来︑放射隷 漏の第一種作業手当と︑放目線讐

PRホールで甲果制圃整からの 員欝薔十九名︑執行委員長育木聚

報定臨函数は台臨八十七

七五％引抜きで臨界︒十四時八分︒

抜きスでノチを押し︑引抜開始︑

三魅五十五分︑

耳環麗を推定︑制欄俸再装入．十

六七・五％引吐き位第一．︑副測︑臨

引抜きながら︑途中五〇︑六〇︑

引抜き開始．最後の制佛棒一本を

ノネル装入︑含計三貞九十チャン

順調にいった燃料の装入

瀦脚病畦編鋤跡灘騙繰
騒墾驚摺蓬嫡獄嚇墾ル蘇P㍊腰愚

臨界謙での掻荷

月二田三百八十四チーンネルの錘

蕪継麓鎌櫨難ボ選
果海発臨所での燃料蔽入は︑四
月二十一田︑一本松往日らの第一
弩燃勧農入で囎豪り︑英ゼネラル

エレクトリノク︵G遇C︶社のコ
ミノシコニング擬揮煮マトノクス
旧劇の監督のもとに進められた9

予備装

は︑炉中果部着五十六チャン

燃料漉入の笛一段階の
荷
ネルへの装入で︑寮全極・制御棒
合訊†二本を装入した状態で行な

第二段階の

い︑二十四日に終了し瓦り

は二十一ハ日に開礁ざれ︑予備袋両

にっついてその外側へ垂雪を当れ
て行くM二一︑六十・︑㎎十二︑一⁝⁝

まハ︑四十八︑三ヤ︑すニチャン
不ルこ予楚に健って分趣陸入︑そ

の郡度女全棒︑加配雛を引き上げ

て︑核分裂記数管で甲牲子璽を測

驚eこれは蜘の反恐度を測驚する

もので︑臨界チ魂ンネル数ぷ事測

するこ岡隠に︑作業貴の旗下を確

心甲果部に︑特別に臨画に設躍し

保するためのものQ測足器は︑細

蟹隠蟹などを使用している9

たBF3謝数管︑眠離箱︑核分細

この獲入︑測足の繰返しで︑五

安全特甥研究会

地震小委員会

委員会食尊君午後一時原産

遮融没計グル

二十五日午後一時牛原座

一︑政府は原子炉の安全牲を確照 七日午後二蒔原産︑セーフプロジ
子炉等規制法の一部を改正する法

の偏見を尊遜するとともに︑原子

するにあたっては︑原子力譲員会

時原説︑主査幹

に努力すへきである︒

部門︶を凡還甲であっ紀が︑薦鴎

参議院に送村した︒なお同法律案

偉案を緊急上程して可決︑直らに

原子鋤力研究会

衆讃銑は四月二±一日午後︑原
なお︑特別委舞会検討小委員会

した︒

十三圓湖盆で次のように決窺鰻覆

力為手会も豪た安全審査にあた

ープ十一臼午後

a利用研究婁三管審厳雄編︵七

かり︑核融合特別曇員会は一応所

は岡日午前中に科学技術振興対策

り︑常に科学的︑客観的判断をく

究の将来像を描いている︒

測の圏陶であるプラズマ研究所も

▽炉物理および炉工字▽原子

特別委員会を通過したさい付帯決

将来計画の準備経過報告
経過ご漂子鼠関係樗果実画の作成

設豆されん現在は︑解散してもよ

炉の資全性一1大山彰︵東大工挙

一︑原子炉および核燃料物質につ 雛連絡会議十二日午後一時原腹︑

ェクト書聖会十七日午後一時半原
酬座︑セーフプロジェクト小委員会

藁備について甲聞撮告があったu

いのてはないかという提案もあ

たすべきである︒

原子刀特翔委員会の将熱型麗は

議がつけられたが︑この付課決議
は次のとおりである︒

︵東穴工学部教授︶▽核燃料▽

部教授︶▽礪械換算禍内田霧離

午後㎜時原塵︑プラント建設ゲル

再処理腱為書処理グループ十九日

炉闘発グループニ十七日午後一晴

いては︑つとめて国産資材︑国産

究︑開発︑利用と国内原子力産業

午後︸晒原産

除塵︑計装制翻グルーブニ十八日

技術の墾点的活用に悪を燭い︑も
を中心とする原子力施設の周辺地

の自学的発展のため適切な掴醸を

一︑茨城県東海村
学部教授︶▽放射胃障害防止一

の福祉の繭繍に意を用い︑地元佐

帯については︑地鼠の発展と住民

行なうべきである︒

▽付帯決議

廃灘物処運をふくむ一新桧頃幾

罠の理解と協力のもとに︑地帯整

ってわが国における原子力の研 ーブ一 十六日午後一時原藪︑動力
夫︵東穴旋学部教授︶▽放鯨線

備を婁施するため︑さらに積極的

推薦者七名を報告
学術会餓から原子力局へ

利用一1山崎文男︵理化字研究駈

蘇属材料且二紬良績︵策大工

藻でに精論を出すこととなった︒

り︑これは︑大学における原子刀

その澱終案がほほ謹とまってお

研究の将器計画こ題するもので︑

その内容は︑原子刀関係科学技術
著の儒要の見通し︑天馬のための
原子刀研究センターの特来計画︑

研究委託費審査委

り︑これについては︑今秋の総醤

蛍衛会議総会原子力関係の三特別委
田本学術会議︵総長朝永振一郎
氏︶の鯖四十三回総張は︑四月二
十一日から岡二十三日謹での三日
間︑順京上野の同会議講篁で開催

であったが︑原子刀関係では︑原

化︑私立大学の助旗についてなど

科学研究の長賜将来諭爾の総合

こんどの総絵の左なテーマは︑

された︒

襯
憐
口
一
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r

鰯
屠

．

巳

1

霊任研究貫︶

英国

ソ篤喚

︷ ︸︑ゐ嵐馨

麓ン

⁝鰻

淑

備
ｮ

日本学術譲瓢はかねて原子刀局

電讃（561）5141〜5

東京都中央区銀座2の3米井ビル

繰

礫東芝浦聡気株式劒

成しましだ、

・

CE：NTRE

RADIOCHEMICAL

1

の徴頼で︑昭和四†難度の原子力

エ・ア・ブラウン・マクファレン株式会社

ム
今後五力年の具体的計醐など九項

THE：

10MVタンデム形加速器も完
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粒子加逢装置
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藁芝は原子力機船に於ても多
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います。バン・テ・グラーフ
式被子加速装鷲の製作には古
い径験をも ており、数多く
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業
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力

原

放射線化学で

フランスにおける放射線化学の研究は︑サクレー︑グ
ルノーブルの両研発所を中心に︑基礎︑応岡研究︵開発

鐵騎研に人を送っている幾間各社は︑大局的見地に立
これをもとに助成政策を考えよ〇

による十鰯位の導入酬画指立て︑

の基礎研究機関毎作るか︑現在の

ということに剛り切り︑別に町立

小党員会としては核燃料の供給悶

て取上げることにしたのは︑請画

であるし︑五塵化掩進小委員会で

題が︑d画検討の塁礎となるもの

は燃料の国命化がきわめて璽要な

形で心礎研究を輪形させ︑大学と

要素となっていることによるもの

の取上げ方

七︑大学の原子力部門の拡充強

燃繕聞題

の不徹底に議する関係為識着の批

力局での

侶︵人材の蕊成︶について︑原子

の関係をより繁密にするQ

って︑協定の凹し謡いが難航した︒

プロジェクトをわが国に招く︑な

って︑フランス側提案の属地主義ーフ弓ンスではCEA 四︑研究開発については︑海外

ORGEL計燭の一環である有機材の炉内ループによるに︑日本では二様に特勘降が帰属tを了承した︒これ
どを考えるe

研究以葡︶が行なわれている段階にある︒ユーラトムの

の扱いとしてはるかに公平な原則であるが︑フ弓ンス側

は︑かなり一方的な対アメリカの場合にくらへ︑特許醜

喆ｧ 協 定 成 立
照尉研究などは︑将来の化学用原子炉の触礎技術にも車

五︑新型転換炉については︑軍

八︑新型紙換炉︑増殖炉の開発

のプロシェクトへの参加︑海外の

︵CE五︶との間で讃し合われていた放射線化 幅する白味ある研究といえよう︒一方わが国では︑世界

かねて日本原子力襯究所とフランス原子力庁

の得る耕益に二曲うだけの代償が得られない場合には︑

をすすめるため︑原子刀罪員会に

であるか︑原子力尽貫会や原子

的に西夏の斎い化繊︑化学工業亭皆搬に︑原研高崎研究

い︒これは一つの碩究閥発たとい

令に国産動力炉を考える必要はな

力教員会としても傭える︒

展⁝学の研究協力協定が 合 趣 に 達 し ︑ 近 く 調 印 の 璽

現在のプロジェントと無野瀬なテーマを選へという蝦藻

六︑長期的視野からの漂研の性

る︒

やはり問題が残るであろう︒そのため協カテーマには︑

もあり︑豪た今後︑アメリカ等との研究協力が登場する

の葡氏が︑取締役に

吉田確太︑武居功

原電で役員異動

覇が強いことによると見られてい

四つの中堀越梗試験を実施している︒紅海罪からも多数

可能性があるので︑テーマの選定を包括的にせず︑旧糊

格を明確にすること︒動力炉開発

捲設ける︒

は奪却部会︑原子力局には担当の

所が自噴磁心源を駆使してエチレン笥距合などに関すろ

の研究者が参加しているこの意畝的な削画は︑世界的に

しぼったものにし︑テーマによっては相当の条件をつけ

部陳︑また将来は驕発木部か公社

いってよい本圃的昏︑研究協力であり︑今後の國際協力の

もド圏を浴びていたの呵あるが︑今山の協定成立はその

るなど︑わが団の不利にならぬよう配慮すべし︑との緻

う線を㎎確にすへきた︒

ひとなった︒わが国としては︑原子力の分際．﹂初めてと

日仏間の鳳子力分町での接触は昭和三十七年十一月︑

えたこと3・一思われる︒

評蝕を当付けたものであり︑研究者にも多大の自﹄旧を与

先鞭をつけたものとして麿淺がある︒

群無四月パリにおける第＝回会議ては︑協力の堅急な貝

襯京で開かれた第一面陰野原子力技術会談に始謹つたが

二小委員会を置く

Pの取締役会で︑常務取師役吉

日華除子好発犠会襟は匹月二十

退仔と︑鍛源聞発詮裁古田微太︑

田悌二郎︑取縞徒藤井崇沿両氏の
爾画小委員会は︑原子力発電長

ならびに任期満了の肱査二三氏の

同蝉甥武居功両氏の取師役就任︑

原子力 燃料問題も審議
通薩簿産業構造霧議会の原子力

て原子力発罷長期見通しの再険討

期開発引隈貝体化の検罰箏項とし

産業部会

碇業部会︵郡会長堀越禎三氏︶の

二時から︑東京大手町の臼添長期

第八圓部会は︑四帰二三二8午後

および在来型灘入炉の開発体制の

十一日の定時株ぎ謝︽で∬式に決

緬役の後任は︑同田開か九る取︑節

定されるが︑欠貫になった冨傷取

再任拳丙冗した︒いずれも五月二

ても検射する︒岡産化昂進小覆員

金性および技術著養成問題につい

⁝信用銀行脳霊で開催され︑一二月に 増幅を行なうほか核燃料周題︑安

メ⁝カーと中立婁員の懇談て弊理

行なわれたユーザーと中立婁貫︑

役には︑置東鶉源開発から鏡式を

役余でη選される︒なお原動取轟

進および園係噂業の墓礎強化の翼

会は︑原子力機器材料の国口唱推
協議した︒この結果︑原子力発電

体策の険討尋項として︑原子力産

された議題の取扱い銃剣について

畏期開発壁画貝体化の謂悶題準・検

こうした教科淋によってまず

旬間メモ

ーー

氏が往任中てちる︒

第十六︑十七回委︹ハ会μ流

第十八圃配員会巨四月二十二

第卜四回定例会

びに作業方鉗を検討︒

芝露エ

日午後開会︑今後の審議方針なら

発出供給分科会第二岡ド四月二十

ネルギー部会儒給小委員会原子力

遜塵雀産業構造審議会

談︒

帯移備専門蔀会の瞥申について懇

の説明藁．聞いた後︑原子力施設地

滲二会 第藁回翻四月十六日一十
へ
後開会﹁イタリア原子力報告糧﹂

考え方の中間報ルロ卒協議︒

いた再処理馳設の安全性に関する

交換︒次いで原因に提出を求めて

調蓋置の調蒼禦項について瀬見を

四月十葺日午熱開会︑再処琿安全

再処理施設安全幕査奪門部会

力局から説明を聞いた︒

リア原子力報舞舞鳳について原子

議三四月十胃日午後開会︑門イタ

原子力委任会

湯決議ととちに可決

日豊前聡会︑源子炉馬規制法を竃

会

凪会

衆議院科学技術振興対策特別会

一

ほかに懲年五月就任した石田勃穂

こんど退任する藤井︑苫田両氏の

含む一二名が参加しており︑現在は

業における原子力開発体制および

と︑原子

討する

国産化の見通しとその推選策の倹

語闘小委員会

力受認︑材科︑燃腰の国産化推進

入羅の技術蒼の養成を進め︑そ

︵岸田純之助4

る

すくれ
あたそ

調

夢
≦

輸出額の最高位
それは鉄鋼です

冒したい︒

にそれぞれの騎色があるが︑全般的にみて繭者はおおむ

フランスとの間には︑なお筒速増殖炉︑核瀞禽などの

一︑平和利用の藩盗の明礁化が

＝︑細かい燃料政策嵐もとに︑

討をするほか︑核燃繕闘題︑安全

牲および技術者躍増開題も検罰す

岡霊化捲進小工員会

倹討する

と関連事業の草盤強化の員体策を

る︑というものである︒

のである︒

燃料問題二等要な難陳項瞬とし

の二黒委員会を設け︑審議を進め
ることになった︒

よくあげられた見解である︒し

たカがよさそうであ

ている︒

る︒核兵器開発ては水

れを離礎にして︑速度の早い掘

であると予想しておい

燃実現への澱鱒陣離を

依制誉とっていると理解される

ケノト開発を実現する︑という

のである︒たから︑野服衛星で

進んでいるし︑その運

開発を進めていると捌

も米ソに次いで第﹃番閂の人工

搬手段も︑い窯急速な

測される︒﹁中国で中

った疇にも︑アメリカ政府筋で 米国防長寝のステートメント︶

ま鉄鋼です

見もある︒これらについては︑当箏者の填愚な修慮を期

スは︑相互に利叢をうける対等な研究協力孫霜望してき
ほ弓長する研究水準にあり︑共両研究の虞地は根π．に確

協力の衛曝な分野がある︒またわが国の孤呪開発の充実

まず必要︒エネルギーの観点とと

長期計画を立てるのは隠期尚早で

ない︒

進めたらよいか︑全く国箪が立た

業しい力

両国の売出開発の内谷︑その進め方には︑士認のよう

た︒このことは︑わが困 の 要 求 に も 合 致 し た の で ︑ 今
立されているといってよかろう︒たたフランス鰐の研究

ロシェクト・リサ⁝チにこだわら

究開発の総含調整と推進準行なう

ある︒海外のウラン︑トリウム甕

三︑軽水炉は︑聡力︑ズーカ⁝

中国の第二濫僧

私は︑中国の長郵程ロケノト

測している︒中国科学院力学研

かし︑ソ遮の場合︑数軍たって

究所所長の銭学獅︵もとアメリ

の核実験が近い︑

を与えたことがはっきりしてき

カのMI学で超膏速萄空ヵ学ぶ．

の開発は椚当に進んでいると推
ギリス︑アメリカ

たし︑運搬手段では︑かえって

研究していた︶が潜いたロケノ

みると世界の留勢にもある変億

の政府堀局から発

アメリカを覆駕する場禽もあ

トの教科井でも︑島本ででてい

ということが︑イ

表されたのは二月中旬である︒

た︒

つたほどの発屡を示し

が行なわれるかもしれない︒燦

るものよOもずっとよく遵かれ

だが︑四月が終るというのに︑

ねらっていい時機為伯っている

新型癒換炉はともに抑中盤子炉で

実験が実施されると︑きまって

中国の場合も︑そう

まだ︑実験が行なわれていな

獺点をおくべ曇理宙として︑①実

ことを芯いている間にも︑実稀

とも伝えられるから︑こうした

近い関係にある︒その技術は根互

しはウランより明るい点︑をあげ

鷺一

体化がとくにフランン側から提零され︑そのさいフラン

闘成立した協定には︑少なくと︑形の上叫．互由平讐の

ず︑閾題点ぷ梧って纂き上げの研

つ飛躍的な進歩をもたらす重要な

もに︑科学技術として新しい︑か

田中悉員は︑早期

権威ある機関の設鷹ぷ提唱したQ

源を砿保するための国としての顛

分野だという点を撃ち出す︒

これには学識経験者︑ユーザー︑

や研究麗発費︑研究方麟の爆撃︑

新型藪換炉もこの二二により推進

国際協力のコン々ントを行なう︒

する︒

一方和田工員は︑高速炉につい
て︑鳳武田原子刀婁員の癒鞄に蝦戒
するとのべた︒

まず平和利用
の意義明確に
単界委員の意見

証炉の技術巡入では︑宅体性ある

一方︑向坊︑大山の蘭学界婁員

段誉講ずへきである︒

メーカーなどが広く参捌し︑悪難

に開発に努力すへきだとして︑研

窩速増殖炉

究に止めたい︑とのべた︒

した︒

協定か︑あとに続く国際協力の肥固めの役舗りを果たす

ることは困難だ︒経済牲の問題が

ケ訂ド方式が考えられること︑を

研究開発の実施が限難②実諏炉と

い︒あるいは︑政治的な効果ぷ

のへたのち︑動力炉の研究関発案

一︑実需炉の掛簾化および改良

でてくる趣見は︑一つは実験が

ている︒

剣について︑要旨次のようにのべ

非常に題要だが︑今の時点で日本

は︑要旨次のような共同意見拳属

補の場合は薩獲界との共屈研究であるところがら︑研究

た上で導入の採否を決めること︑

および技術的安定性の冤通し串得

武田原子力

委員の意見

向きに大型炉について検賞するこ

がOEAの研究者によって行なわれているのに対し︑原 にとちない︑池国との協力も実現するてあろう︒今回の

日は和田婁員︵代理前田 七 之 進

慧見がほぼ一致しているが︑この

氏︶か蘇︑改良とか国産化という
ことが正しく理解されていないと
して︑その頚馨性がふたたび強調
された︒

岡氏は日本で本圃に蜜心して使
膏る︑しかも経漕牲の順い実用炉

されても東西の戦略的な構嚇に
は一向に変化がない︒一つは運

に役立ち︑燃料照射その他の試験
見のとりまとめ﹂と大俸同じで︑

府の援助は閑歎だが︑新型南丘炉

施設が共用できる③疑藩炉への政

表明された武田原子力磐貫の月見

隻湘炉の改良研究には︑その成果

一鳳子力局がまとめた﹁中間的慧

やらなければできない︒国として

は動力炉閏発の鰭条件︑従来の諏

前回︵四月十三日︶の懇談会で

縄発すべき導入炉の炉型式をきめ

搬手段の開発が遅れているか

した核燃料をなるべく有効に利用

なるかもしれない︒

ら︑兵盟としての腐効酢を確黙

衛塑を打ち上げるのは︑中国に

の研究開発には全額政府餓資が可

距離弾道ミサイルをや
能④隙研の施設の相当部分が活用

かて生産し︑あるいは長距離

一般的な存荘

に疑問卒蓑明︒

ご︑新型転換炉
の大部分を海外に依存せねばなら

発経過と反猫につづいて︑核燃料

いずれにしても︑広範な偉材

その悶産化達成のため国が助成す

でき︑施設を茸いに縞ぴつけて生

の霊草から紐みあげる中国の技

灘義としては︑上詔の諸理晦のほ

ミサイルまでを窪薩して︑それ

か︑U魏−Th系燃料により織中かすことが可能︑などをあげる〇

こうした徽見は︑実は一九四

に熟核弾頭を鑑別することがあ

ぬこと︑アメリカからしか入手で

九年ソ連がはじめて核実験をや

いったことである︒

きない濃縮ウランにのみ依存せ

三︑風速増殖炉現状ではどの

するまでには時閥がかかる︑と

べ︑罵薩化のために必要な改良研

ではっきりさせてもらいたいとの

方向にとういう速度で研究開発を

術開発のテンポに注蓋していく
ろれる点︑トリウムの資源的騒通

樵子増殖炉にすることが可能とみ

するため︑軽水炉1顎水炉のカス たのち︑わが国としてその開発に

いL︵二月十八日︑マクナマラ 必要があると思われる︒

度購入

ず︑天然ウラン炉の斜用誉考える

ず足もとを固めていぐ必要がある

瀬藤番員かい59もメーカーの共通の のが望閉しいこと︑蜜た

究の環体例卒あげた︒これに対し

の褥ないと考える理山は金くな

るという考え方を︑陳子力罪澱会

は︑日添入の手と脚本入の捜術で

とは不可糖に近い︒今のところプ

原覇が聡か21ている︒こ汽は︑今後本格化するきみられ

の開発の進め方について︑各雲員の考え方が
かなり只体附になり︑問題点の漸在がはっき

に開き︑さら

これに対し狛田覆貴は︑新型転

墾された︒

威ある機閲で処縛すること︑が要

傾久的には各界の意見準．入れる権

型武の選定には小罪員会序設け︑

の棊盤・生固めておくこと︑また二

力実験炉を建設して茎礎から技術

研究開発段階の嫡については︑動

に闘題点卒煮つめる︒

複様てある︒次圓は五月十一

委貫会では海外への調野田派遣を考えている

りしてきたのて︑これ尋解明するため隙子同

ことが指摘された︒

田中導貝︵集躍︶

から︑新型轍換炉坐〜つに分類し

新型転換炉

}｝

るわが国の国際協力にと り ︑ 良 き 先 例 と し て 認 舗 さ れ

隙皐力局がまと

∴鼡

ことぷ麟ってやまない︒

で第八同会へ煩を開き︑蘭瀦に長明さh︑た澱田

いて︑者婁貸の犯解がのへら2tたか︑在来型

隙子力婁員および廻羽原秘琿事長の融雪に続

導入炉︑新型転換炉︑蘭遮増殖炉のそれぞ勲

孤

国産化の重要性を強調

高速炉開楽機関を
メーカ
︷

臼只

このB蓑明された各播貫の主な

響題

▲

すでに実剛化に近ずきっっあるC 換炉の一つを日本に当てはめて︑
めた﹁中間的愈発のとり豪とめ﹂
月十九日︶の線に︑各団員の λNDU型等については︑経済性どれが農いかを︷一一⁝無で結論す

在来製灘入炉

藪見は次の顯りである︒

一瓢

協力から強まれる特許およびノー・ハウの取扱いをめぐ

よう︒

⊃
一

金の勤力炉闇発懇談会は︑四q

ｷ｝

二十七日守後二飴から東兄虎ノ門の撮管会館

源子力婁

言
、

「
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短

策海発躍所建毅曝務所を設円した当時の敷地11昭瀦

郵縣…

三十五年二月基礎工購を始めた

罪

基礎工蔑を始めて約ニカ月後の原子炉建物敷地地な
らし雛昭和三十五卑照臨ごろの進行状況

亀懸

．難癖藻

跳︑等熱
醗．・器宿

原子炉建物の上からのぞいた炉心部腫ベルト2ま
一十五日︶

陣後になった燃料取換機の揚付け縫昭職四十犀三月

・鱒

譲〆

̲叢幌戴

琴
せ

十三日︶

海水取水管の沈殴作業に成功

譜響

︵昭和三十七年六月一

審慰
舐︑

．幅

▽十一月

完ア︒

金八↓偲円︶

一口勃資本金十慮円で発足︒議 ▽二月十八日11渠海建設謹聴務 ▽五月十五日膿第二暑発電所の

︻昭和三十二年︼

▽五刃三十一日d蔑同盟冷却胴

東灘群口所禦務

購業計画を発出

▽六月十二瞬

水賂工鐵完戚︒

▽二月二十日量取締役禽で発聡

二男炉の建設を正式に決驚︒

所建物完成︒

▽二月二十五欝口第蕊次増蟹完

▽一月十

七日到訪英調査麟本隊出発︒

︻昭職三十三年︼

長に難燃第五郎氏鵬任︒

▽二月十九日釧英の三メーカー

大手町ビルに事務所を移癒Q

▽四月十一日ほ旧師晦ビルから

に兇積灘の提出を求めるQ

▽六月九日訓東海発躍藤起工式

工麟の旛行認司を受く︒

ると発表Q▽第一回東海発囎所

黒鉛素何をフランスから輸入す

▽鷺月二十八田薩東灘一響姫の

▽八月ニや九日11東海発蹴所工

契約に調印︒

▽七月十一田nAEAとの轡斜

羅所工特一部艶出認可を受くQ

▽六月二十六臼腱鋤三圓象海発

本館黙成︒

▽穴月二十一日翻建設候補地の

グループA露工︑EE︑G了
E︵C
費庫金四十懲円︶

茨城県東撫村で諸弓張を開始︒

▽三月†

EEのテンダー倹附開始︒

▽九月三十日腱敦賀地点の用地

▽十二月十日睡東海発蹴所工膿

▽一月二

一部施行躍可第五回印請︒

︻昭和三十九露︼

▽＋一月一日

資完了︵籔本

子炉圧力答上段力テスト完了︒

▽一月二十八臼睡東海発竃所原

行認司第轟ハ回申請︒

麗︒

雌備連絡璽設

▽一一月二十八日1一東海発躍所工

海発電所の運紙出隅提出︒

▽一月三十一口ほ関係窟庁に東

了︵資本金胃管円︶

▽蕊月十四願望岡第八上申講︒

購一部施行越可第七回巾器︒

七三貯工醸資

滞︒

▽十二月二十

五田君東海発

篤所工里部

回申舗︒

施行諏可第二

︻昭和三＋

七隼︼▽並

鍛所工事一部施行認可を捌く︒

▽五月十五日11※海発電所工覆

圧力容器丙﹂

一部施行躍可第九回申肋︒

▽七月六二ほ鳳子栢

▽・几門月賦ユハ円﹇匡諺発鍛所㎜尿管

の黒鉛傾込み作業完了Q

炉プレ︒コミソショニング荊

庄力容雛建設

▽九月二十二口巨原子蝉一次冷

＋圓謡講︒

の仮契約に調印︒

取水鋼密の海中沈畿発了Q

▽六月二十三田U復水羅論却用

石地点の調査を発表︒

▽一月十九

日薩第二発電所の呼称を﹁敦賀

︹昭和四十年︼

初期銭臼田燃料輸送完了︒

▽九月二十九臼降薙海難躍所の

却圓路厨口試験完了︒

開始︒

垂雪唇炉の 始︒▽閥上円鱗一部施行認町第

刀二十六日聴

▽一篇月二論−四胃口U描粥穴七山禦海一発

金餓圃を改

▽＋一月ニナ

11第二鎖題所 ▽一月二十・九R門薩鰭箆ハ次監護幽兀

金六ナ億円︶

日11第四次増 十二日11束擁発置所工駆一部施

▽＋月二＋八

▽十月二日到霧与盆設騒︒

れを了承︒

に発注するとのGECの串し入買収を完了︒

答器支持台の鉄板を日本製鋼所

▽八
▽八月一日1−GEC︑AEI
︑月一日11東海︸暑炉の圧力 堺一部施行躍可第四回申請︒

︻昭和三十四年︼

六日h政尉に糊気箏業許可三鼎

と涼子炉設縢許町申請を提繊︒

▽四月三田11GECと仮契約︒

契約を締結︒

▽四月八日薩AEAと技術擾助

ル細謹型発霜炉の概襲発聾︵発

▽四月十∴蟹田Hコールダーホー

電原価一KW11闘円九十八銭︶

完了へ糞本薫二十懸円︶

▽七月十五臼到第一次の増壷を

翻コールダーホー

ル改良型発醒炉の安全性に関す

▽七月三十阿

る公聴会を開く︒

▽九月十五田薩水戸連絡欧欝欝

▽九月二十六日跡耐震検討のた

めの調査囲を英国に派遡︒

▽十二月十四日腫電気肇業経営

▽十二月二十二日11G廻Cとコ

と原子炉設置の鳳町を輝く︒

▽二月一

ールダーホール改良型発繊炉の

︻昭和三十五駕︼

購入契約に疋式調印︒

日翻集海錨画所建設鵡備事務所
を開設︒

▽二月二十二日劉原子炉建物の

▽六月五臼卸第二愚炉の建設地

工事開始︒

磁所工撫一部施行認可を受く︒

︵喪本金葡二十億円︶▽GE被

▽一月三十臼目第七次躍層完了

建設予定地に敦蟹地点を決定Q

とW冠社に敦賀発彪所の正積徴

設準備事務所を東海建設所に昇

▽十二月一日目第二男発電所雌

に一本松珠磯氏を選任︒

中検査合格誰の交付を画く︒▽

▽四月二十田11東海発電所工礁

▽二月八日11敦賀運絡所開設︒

▽十一月二十七日11臨暁株主総 収諮を提示︒

▽十日〃二十六日艮集海発露所工

了︵資本金三十癒円︶

付を受く︒

同上燃群雄入前検査合洛斑の交

▽

月二

験使用悪可を受くQ▽隅上一号

▽四月二﹁一日目虫必発瓢所試

縮のため米国に調査鰯を派遣︒

︻昭和三十八年︼

腹一部旛行躍可鯖三回申舗︒

▽十月三十日11原チ炉建物の塾 ▽十二月二十日H東海発雌所工

一月蕊十

一日珊懸猛物運搬吊施設工箪 十八日11第五圓憎資完了︵資本 炉の燃料装入開始︒

︻昭和三・†六年﹈

礎工事を冗了︒

事一部施行認可第〜圓磯回︒

▽七月二十五日n錆二次増蟻完 会で定款の一部を改蕉◎新社畏

格Q▽ロンドン堺務所騒騒Q

ラクトに調印Q▽東海発電所建 ▽十一月九臼馴鯖コ自発醒所の

料に関しヘノズ・オブ・コント

▽七月五日親AEAと発電剛燃▽七月二十五日11第二圓禦源発 発電所﹂に決定︒

▽七月一襲日慶水誰冷却用水路

▽薫月七日1−A温Aと燃料購入として三里浜を断念︑丹生︑立

鎗礎工購に繊手︒

三創立7年半・原電の歩んだ道ミ

c煽
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聞
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婁

ウェールズ州海購サービス局の共

資源に危険性がないという満足な

求めていたが︑セイロンは︑漁簗

ヨ

同による砂の移動調査︵写翼︶の

綾織

としては署番黛のもので︑すでに

は︑マーシ．一叢はAHAの放三浦

◇

◆

万円︶租当を売込もうと懸命であ
る︒

放射性トレーサの
セイ轟ン

海洋投入を拒否
命

インドは︑セイロンとの国境に

◇・イギリス；◇

イギリス︑ハーウエルにある原

子力公社︵AEA︶の原子力研究

は︑フィルム・バソジの改艮型を

施設と︑放射線防護サービス部

開発した︒現在放射線取扱い作業

は︑総被曝線懸の測走はできる

看が使っているフィルム・バソジ

用で新分野開拓へ

現在︑米AECのアイソトープ

屠で二つの新しい分野を開発しよ

開発部︵DID︶では︑R王の利

その一つはD工Dが内務省との

うとしているQ

難問で︑三ヵ年計圃で開発を進め

ようとしているR工利用による水

タービンを嵩速度で逓過する水

力タービンの挫能試験の一方法︒

不正確で︑費用がかかり︑その上

流の遠度盛測屯する現在の方法は

とするが︑R工下レーサを利用す

少なくとも二日の運娠停止塗必要

る方薮によれは︑タービン悌比の

間ほほ一％の向上が見込象れ︑こ

必要がないのて発蟷機稼動率で矩

れをダムにおける山繭量に換算し

もう一つは海底の沈澱物の密匿

た揚合かなりの節約を意味するっ

と厚さを測足する機器で︑これは

薔雰キュリ︑のセシウム一三七を

く親しまれています

利用しても採算に禽うと玉璽して

鶏閃雷写しているが︑鋳墾轟照磐フン︐は︑工書ン祉

している︒

オーストラリア

バルト60昂蟹玉雲叢︵財閥千三十

結論が出る豪で酔鼓しないと発問

リオ州ピーターポロー︑スコノト
◇

東京国際見本市で
アイソトープ亮込

一コマが人闘をひいている︒

ニューヨーク州サマービル︑テキ

射鶏閃の販売を認め︑これ豪での
ランドのエデ〜ンバラに建設して
四月十六日かち東京山海で開か

リア原子力委員会からアイソトー

ウェイ浅︵アイソトープ販売部

現在使用しているものより広いビ

ルトを入手できる︒また︑このプ

学センターから逝当な価格でコバ

ため︑旅射性トレーサを海中に投

長︶とジ3ン・A・プレイ氏の二 なっているボーク海峡を調査写る

ームを発生させる加速器が作れな

ラントに最初に必要な量は約四千

糟報が岡騰に認録される︒この独

入する北画を髭めているが︑セイ
が︑人体にさまざまな影響を与え
ロン側はこれを拓否した︒これは
るエネルギー樫別による被曝線澱
浅瀬の多いマナール湾を深くする
は測建できない︒この新しいバソ
ことによって︑インド所蒋の大型
シはとくにこの点を改良したもの
舶舶の航行を笹鮨にし︐偽うという
で︑ち．oうつがいをもった機械的
計画︵現在はゼイロン島を面って
設計がなされている︒
いるので︑約三哲碍の遠圓りとな
感光板はフィルタ式で三枚璽ね
っている︶の簡掘となるものであ 合せて便用するもので︑異なった

スチノクなどが使われるQ

ドミウム・鉛︑デュロール︑プラ

特のフィルタには︑すず・鉛︑カ
イロン北蔀のポイント・ペドロの

インドはこの金的のために︑セ

といわれている︒

沖含にアイソトープ投入の群可を

対してドレスデン第二原子力発鷺

る︒第二夏鳶所仕様の主塾項昌は

シングル・サイクル

語語二千KW︵正味武力は前述︶︑

次の預りである︒総畿気出力七＋

原子炉型式

強利循環沸騰水型︑炉心ジル言
非再熱型千

米AEC︑R一利

パネルを展示しているが︑とくに

して出力では三・五倍たが︑大き

この発竃所は第一発羅所と比較

千六百万ザでGE祉が受注した︒

なおこの第二発躍所の建設は七

のになるわけである︒

原子力婁員会とニュー・サウス・

入が来日している︒会罰では雪翼

い渡合︑ガンマ線源が選ばれるだ
ろう︒窪た︑︷圃分で十五万⁝二

コン社は一キュリー当り六ナ五爵

キュリーであり︑爾ドイツ・エチ

︵封入料は騒騒ず︶を寛払うこと

十気万・．ドの照射になるだろうと

になるだろうといっている︒

いっている︒

この施設は︑バージニア州のリ

放射能汚染除去

ソチモンドに建設される予定で︑

建設蟹は約五十万がと見積られて

に携帯用シャワ
英AEA

ドレスデン

イギリス原子力公社︵AEA︶ 第二発電所建
ハーウ濫ル研究所の技術陣によっ
設許可を申請
て︑このほどグラス・ファイバー

製のポータブル・シャワ・キ瀞ビ

四月十籔日︑シカゴのコモンウ

ェルス・エジソン社は︑氏ECにさは全体で一・五借に止ってお
出口付近に設縢することによっ

所︵正味語気出力七十一万玉千K 力発端所拝謝以後の披術改良がか

りまたオイスター・クリーク原子
て︑人体の汚染除虫をかなり容易

W︶の建設諮酒精罰を提出した︒

なり取り入れられているといわれ
会岩蓼は結論の末京でには建設許

これが実現すれは︑既存の原子力

にすることができる︒このシャワ

猛撃所に例設されゑ原子力発蹴所

はやや狭いが通鵠必要とされるす

豪たこの裟躍は放豊能以外の百

として︑アメリカでは初めてのも

可がおりるものと糊撮しているが

利欲可能である︒

選物質を取扱う他の産業分野にも

べての機能を備えている︒

このシ由ワを放射能汚染区域の

ネノトが設計された︒

フィルム・バッジ
の改良型を開発

同又質会は︑今度の兇本市でコ

いる︒

チルパノク︵冷凍品︶の味と全然
いる︒一方マーシュ祉は︑イギリ

食品衛生管理局︵FDA︶が照サス州サン・アンジェ璋︑オンタ

変らがないことを認定すれは︑丁

ソ︑．ノ祉の他の子会社やジレソト・

鶏肉の冷凍保存に
放射線利用を計画
米の家齎生塵粟者
アメリカでは︑蟹玉生産業者が
鶏閃の回診保存可能期間をのばす
ため︑放射線の利用を訓画してい
るとのことである︒

実漁しょうと考えているのはホ
リ・ファ！ムズ・ボルトリ・イン
いるQ

西独︑エチコン社が建設

医療用ゆ照射施設

ダストリ社で︑週当り約菖万羽の

れている国際見本市にオーストラ

ス原子力公社︵AEA︶から︑こ
のような施設に対する建設免許を

壮は週当り五千羽の鶏閃を照射で
きる設備を重くことになろう︒

た豪談で照射できるが︑放嚇線源
インダストリー祉に放射線加工施

受けて碧︑シコンソン＆シコン プのセールスにジェイ・J︒ホロ

ス等のあらゆる炭化水素燃料施設
を何にするかは豪た決まっていな

鶏肉は︑ポリエチレンで琶接し

の設引︑建設︑逓転︑および原子

影響は受けないが︑この契約のイ

＆ションソン社の子会遇︶は︑二

このほどイギリスのマーシュ祉に

照射極設を建設することを決め︑

Fイツ．エチコン祉︵ジコンソン 十万七千訓の費馬で︑コバルト60
なお︑SNAM社は︑液体︑ガ

西ドイツのハンブルクにある繭

この建設契約についぞAEA

販売︑再処理ガービスなとを行なう含弁会社の設立を決定︑イタ

〜方︑A鴛Aは︑鰻近ラチナ発

タリア側の業務は斬会社に移され

ニニコ

しかし︑放射線機器メーカーが

設を建設した経験をもっている︒

鷹炉︵電気量力二＋万KW︑黒鉛

ナに設置する予定であり︑また燃

ココニ

いる︒

いといわれているQ

窪た︑再処理施設については︑

を考慮して︑建設するもようであ
り︑イギリスでは︑この蒔期を七

クレアリ祉で︑主な業務は︑イタ

ガス冷却炉︶の使論ずみ燃料の再

⁝十五年先と見込んでいる︒

ラン酸化物燃料の生産︑販亮を行
処理契約を行なったが︑この薪会

料再処理サービスなどの業務も︑

ENIの他の芋会社のあるタラモ社設立によってその内容には何ら

なう予定であるQ燃料生産部は︑

リアにおける天然ウラン拾よびウ

社名は︑コンバシビリ・ニュー

設立酔可を受けた︒

イタリアおよびイギリス政府から

と︑それに投資するだけの経済性
ある S N A M 祉 と の 間 で 結ばれ︑

油専売会社︵EN工︶の子会社で イタリアの原子力発電容墨の贈加

契約は︑四月九臼イタリアの石

を積極的に進めている︒

サービス社︶を西ドイツに設立しており︑燃料分野ての海外進鐵

加工︑再処理サービスなどを行なう同醸な会蝕︵ニュ⁝クリア︒

ロソバ地域を対象とした 改 良 ガ ス 冷 却 炉 ︵ A G R ︶ 胴 燃 料 の 成 型

リアのSNAM社と契約を選んだ︒A封Aは︑昨年＋二月︑ヨー力発羅プラントの嬢設も行なって

イギリス漂子力公社︵AEA︶は︑イタリアに核燃科の生薩︑

天然︑ 酸 化 カ ラ 燃 料 の 製 造 販 売

再処理は当分英国で

△

はじめはAEAの施設を利用してるものと見られている︒
奨施する予定である︒
のニごコ

⁝

発注した︒

この施設は︑縫冬至や医療平貝
の照射のために使われるもので︑

来薙の初めには運紙に入れるよう

西ドイツ・エチコン社のこの放

計画している︒

置イ被覆︑タービン

ナインマイルポイ
ント本工事を開始

ダグラス・ポイン

線源として利用するものである︒

ト工事順調に進む

カナダで最初の実用規模原子刀

う愛称で広

△

ー≡三一＝︒︒一．：︒一≧一．．．≡≧一三≡．一︒鷹
鳳 ⑳ パスフ
ジ
ラスカ州に入ると︑麹都リンカと並んで︑出力七万五千鰭の原

もちろん原子力婆舞会の藁筆

はナトリウム黒鉛型︵SGR︶

ーンの南爾三＋二♂齎のところ子力発鑓所が瞳っている︒炉型

にハラムの村がある︒
ここの発霞所はコンシュマー

ズ・パワー︒デイストリクト謝画の一部で︑かつて臼米合
同会議︵昭和無十六犀︶のさい

短魍的にも長期的にも有墾な炉

約十二・一五ミル／KWH︑トロ
・ニミル／K

る︒

米︑N・モホーク社
ナイアガラ・モホーク電刀のナ
暑機が六月 イン・マイル・ポイント原子力発

︵軍学五十玉高KW︶

五番邑のダンジ

CEGBの第

WHとなってい

スフィニスー約十

A

一丹機が五月ごろ︑一

海鱗ト
短噛
フ⁝タ

ハークレイー約十四︒一五ミル となる予定である︑

エルー約ヤニ・五ミル／KWH︑力は叢終的には七†九万三千KW

なおこの第二発善所の瓦味鷺気出

▽ヒンクレイ・ポイント︵容撒 贔近︑CEGBが見穂つた四発
八蔚rPm︒

りもかなり乏かった◇

方︑ブラノドウエルも公称定格よ ネス

オールマイティーと

」

歓の所有︒石炭火力のユニソト

として紹介されたもの︒

イギリス中央発蹴庁︵CEG

なおトロスフィニス発難所の

B︶は︑三月三十一日豪での過宏五＋万KW︶一五千三薫万KW絶H
所の究磁コストは︑ブラノドウ
一年聞にわたる聴器用原子力発罵

暑機は︑公称定格︵二十五万K

で運転した︒二号機は︑このほど

W︶よりも高い三＋八尋五千KW／KWH︑ヒンクレイポイントー

所の発聡嚴をこのほどまとめて報

乱した︒
この商業原子力発羅所は︑同庁

が建設したブランドウエル︑バー許可を受けたばかりである︒一
クレイ︑トロス

▽ブラノドウエル︵容騒三十万

英CEG原
B子力発電の実績を公表

フゴヌ・ピン 好調に運転する四発電所
クレイポイント
の四つの発購所
である︒発墨醗は次の通り

KW︶1＋八億七壬瓢晦冥KWこ
Hれらの四つの原子力発電所が

発電所︵電異出力二十万KW︶の
W︶建設に関しては先般AECの

坐具︵電気出刀五十二万五千K 発電所であるダグラス・ポイント

成︑本年初めに騙界︑来無なかはに

工堺は順調に進められ︑本年末完

に臨界になる予定であり︑爾機と

蜜全・認可委貴会が仮令可の決定

も二︑三ヵ月のうちに送竈を開始
することになろうと岡報億韓は述

は全霊刀運転が予走されている︒

慈行なったが︑会社はこれに茎づ
き四月十二田本工箪を開令した︒

べている︒

送電系統に電力を送ったのは一九
▽バークレイ︵容認ニや七万五

千KW︶一十四億千二蹴上KW六
H二館で︑六四年までにバークレ
イとブラノドウエルの両発走所は

聡合保険は

繋

ま本社：策東・京橋3−4

緬上

☆

この炉のねらいは︑ナトリウ

ム冷却による蕎蔽と燃料
の長嵜命実現たが︑ナト
リウム技術の習得は轟然
瀬瀬炉へもつながる︒燃
料は驚・六％濃縮ウラン
ーモリブデン合金︵ステ
ンレス鋼被覆︶で︑炭化
ウラン燃料もテスト中︒

中性子経済が比較的わるくナ
トリウムが酸化して逓路の閉餐
を起こす︑などが欠点とされて
いたが︑山上三年発電成功後︑減

ている︒建設はアトミンク・イ

速材響の故陳で運転が一樹っ

ンターナショナル社Q

▽トロスフィニス︵容鰍五十万

KW︶⊥讐千蓄万KW約
H七十億KWHを発電した︒

甲

大正海上の住宅・店

粥望

隔 鍛襯

金
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ジ日本原子力見学センタ¶櫨︑発足岱
︸

今月下旬に設立総会
織

の建物こ︑約千三百ニや平方航

持つ約八百平方瑠︵一嘗四＋坪︶

館︑洗颪所︑レストハウスなどを

三百三十平方薪︵酉坪︶の黒血

懸爪平方摺︵二十坪︶の禦溝隠︑

いて︑鉄筋コンクリート造O約一興

日本原子刀研究所葡が予定されて

なお降職場所には東本村珂松の

鱗業を実樋する︒

冤学効果遊高めるための関連諸

運営を円瀬にするための事業や

東海の見学効果を高める
日本原子刀曜業会議のきもいりで︑茨城県東海村に設∬躍
備を進めていた﹁財団法人日本原境刀見学センタ︑︵仮称︶

蝋

﹂設∬準備婁員会は︑四月ヤー麗日正午策海村のホテル東海ク 職

ラブて開会︑発起人ならびに四隣入隅五十名と︑設皿趣葱轡

案その他准決足した︒このため五月下旬には発起人盆ならび 熈
に設立総会を開蓉︑設立に必要な銅藍の軍項を正式に決足し 跳
轄
論
識を凶及し︑その安全性を平易

たうえ︑いよいよ発星の段どOとなる︒

この兇 学 セ ン タ ︸ は ︑ 既 報 の よ
に解明する︒

繊︑簡易食堂などあるレストハ

③見学薪のために休憩所︑売

うに︑犀間二十万人を超す策海地

いっそう筒める一方︑わが国の原
︵四酉坪︶の駅車場などが証言さ

れており︑八月には業務が乙娘で

ている︒

⁝

一

きるよう︑王地に暦工が予定され

関係各機関の最高責任者など

発起人・賛成人は51名

⑤その他︑原子刀開発詔機関の

遍に努める︒

画会などで原子刀知識の啓藤三

④出版広報︑講演会︑その他映

ウスを設ける﹂

区賑子刀 施 設 見 学 看 の 見 掌 効 果 を

子刀PR活励の甲心的役劉絶果 た
すため︑関係諸麟関が密接に協刀
して設豆されることになつπもの

で︑設立輩備婁員会の構患による
と︑その噴業としてはつぎのよう
な駆項が考慮されている︒

①積極 的 に 全 国 か ら 東 海 原 子 刀
樋設の 見 学 廻 田 誘 致 す る と と も
に︑原 子 刀 開 発 の 必 要 な こ と を

原叩†上二線酬識塗婁︹隅長︶一戸隙漉蚤︑

懸︑科掌技術飯三差本部長田へ幾

丹羽醐央︑療薦代表常任卿事輪本

樹︑前原轡理事長嵩僑ヰ三郎︑掃

涜之助︑電気通信研究所長畢坂宥

原子力竣員有沢広巴︑源薩中部原

聾艮一本丘珠騨︑原轡昇任長今井

雄︑史北亀力祉罠︵原産東北原子

立RI総合掴究所鳥千谷利三︑四

美材︑茨城県知噴岩上一一郎︑原産

子力懇談会団員長井上五郎︑羅気

瑚会長大屋敦︑平和通用盛粧號琳
力懇談会委澱畏︶平井冤一郎︑住

国畿力坤畏中川以艮︑原秘理事長

岡野保次郎︑北海道堪力社侵岡松
友原子力τ業什長平塚正俊︑雅力

事業連合会副会畏石原武夫︑原鑓

成太郎︑大黒臨畏加藤酒︑北陣躍

司︑東海村長川重義膠︑農林省放

議貝兼漿寛九郎︑筋菓大学艮茅誠

渚︑水戸爵長山本寺夘︑策海原子

所会頭碧雲亮一︑原子力局長村田

薩副会長松浪宗一︑水戸商工会議

藤波肢︑二目大学長二方正蔑︑原

力71長金井久兵衛︑科学技術会議 中研理窮隔昭節巻︑舞舞協理事長

射線脅種場長河原清︑康京電力社

社長横山涌央︑双発総裁古田硲

力懇談会長安川第五郎︑中部蹴力

長木川田一隆︑前原研理事長菊池

助︑日立製作所社長駒井健一郎︑

正士︑茨城県議会議長倉田辰之

ナ蹴機社長へ原藍PR委員長︶和

太︑東海村議会議長吉村正男︑冨

田恒輔︑茨城県原子力審議会婁員

原子力館運鴇協議会長後藤武男︑

学協会副会長清水安磨︑原産会長

畏︶獲辺覚造

長︵原書茨城原子力開発協議会 一

中国電力鉱長桜内乾雄︑日本理化

藤象二︑三菱原子力工業社長関思

別できないことが難点であろう

晃ではクラノクが発生しても判

ホタ甲状になっているし︑圧力

ーサを利用する与段がある︒こ

うずればよいかGそれにはトレ

リで腐食し易いとか︑圧力がか

気を送り込むパイプは︑アルカ

収二二へ通ず⇔パイプや釜に蒸

さらに︑蒸解釜からの爽液回

いであろうかQ

める以上の効果があるQそれは

超V口波︑非破壌検査の欠点を埋

この力法は目で磁かめるとか︑

た個所を測定羅で櫟知できる︒

ーサ奄選へば︑クラノヶを起し

ロールに巻きつ

ける直前のとこ
ろに︑障さ謝を

11製紙工業の場合−一

状のパルプはストノクインレソ

戸＝⁝．

⁝

＝一糟一陽艸︑一

欝二

ている・乾式法に・パイロソト⁝

およびンルコニウムとその禽金の

開倣する︒内谷は物理冶金︑腐食

．一謝巴・←・飛軒書絵 ム織余㎝について扁のシン訓燃ンワム勘熔

幽﹁

甲する向は︑アブストラクトを五

プ・ン・難所にあるが︑重 放嚇線効堅である︒論文提出を希

理藪照照鰯魁

ともない︑再処理なふくむ燃料旧

号縮謎欝化﹂

胃億円︑昭和四十五年ごろ稼励

難航している︒

7＝需＝嘗 一

国諺︒℃Φ弩胃団ヨ9昌

五月＋三・＋四日に︑第七圓を五

ミナーと見学の会﹂は︑第六回を

している︒また︑門東海原子力セ

五月二十目締切りで受講著を募集

度は六月十四日から開設するので

鋤力暴挙会を開いてきたが︑本年

術者誉琵成するため︑九回の原子

田本原子力産業会議は原子力技

原産︑二講習会
の参加者を募集

氏宛

一工場

カナダAEC1︑︑チョークリバ

う︒

リ・ク社麓計減のものが第応 月十五日まで左記に提出するよ

炉から取り出したばかりの燃 規模では米ゼネラル・エレクト．

料は放射能が強烈なので︑数力
月水につけて放射鮨牟減蓑させ
⁝てから化学処押する︒荻ず外側

処

本では原子燃料公社が処理量一

再

物︵ガス︶にする︵乾式法︶か

ースーのものを黙認中Q建設費

臼0・七ゾーーゾ蒲後が採算べ

：＾

の被覆をとり除き︵前処理︶︑

中身を溶液にする

して︑プルトニウムや減損ウラ

⁝︵湿式法︶か弗化

⁝ンのような有効成分と核分諸生
ｨを分離する︒

一

傾に応じて見積帯を提出したが︑

営一＝一﹁寧一

解締麟舘難論慰

蜴ｮ法には沈澱法︑溶媒抽出

M法︵ビューレノクス法︑ルテノ
クス法︑レドノクス法︶などあ

＝一

るが︑在来の再処理工場の大部
一一

と︑関電一暑炉に触れ︑讃期中の

イタリア原子力興業会議主催で

ジウムを開催ずる

伊︑動力炉シンポ

ﾖ︒

ービス嚇業木部︵五九一局六一二

申し込み先は︑いずれも原点サ

三＋万KW軽水炉は︑発躍原価K ビトロ社はNCPに協力すると圓月一︷十日・一一十一日に開催する︒

技術会社とし︑英国原子力公社の
協力をうるとともにフレーザー社

に日本の溝水建設があたることに

に︷部の仕粥を分担させ︑この下

力をうることにしている︒

なり︑米国からはビトロ社から協

されり

9ことになり︑賑脆へもオブ

動力炉関係のシンポシウムが開催

と・NCPは千代田化工を国内の

上無二社のプロポーザルによる

WH当りニ三八＋三円の試擁縞果 答してきた︒

また︑永髭菊三郎氏も講演した︒

を得たと発表した︒

詳細設計出そろう

数値を示していると説明したあ

れた軽水炉のコストが予想以下の

各国発電所を一覧し︑最近公茨さ

背礼之助︑日本原子力三業判長瀬

関電炉三円弱
原子力淀江懇談会︵大阪︶

日本原子力塵業会騒の関西原子
力懇談会と日本原子力単語との二
村による︑原子力発囎の技術的︑

経済的間題に関する懇談会は︑四
月二十八日午後︑大阪科学技術セ

海外三社が回答
原子燃料公祉は︑かねて再処理

・ケミカル・プラント社︵NCP

原燃再処理工場

と︑講演︑討論が行なわれた︒

工場の祥細設副の見積りを︑ビト

一英︶の三社に依差していたが︑

ンターで開催︑多数の出席者のも

浄ず木村毅一氏の開会拶挨のの

ロ・インターナショナル社︵米︶

﹁た︒ついでこの日塒に出隠した衆
．議院科単技術振興対策特別委員会

が︑テーマは﹁実謹ずろ動力炉概

た︒詳細は原産の国際課で分る

念の進展と原型炉の段階にある概

念の実用的可能性に関するシンポ

の潮田︑イタリアのローマ

c開催

ジウム﹂で︑六月二十四・二十五

一A−AV匪甚ーー1一

される︒

めるわけにもいかぬとあって▽

士の都合て結婚式の門取Oを皐

親会も予定されて晶40り︑当入同

たわけだが︑四日には祝賀の懇

いたV日本人の器用き尋訂明し

になり︑スケシュールに穴が空

定の四日より数日草く隔界博前

三聖入に一回の故障もなく︑予

ぶる順調で︑三千百二十本の燃

が▼やってみると︑作業はすご

慮に入れたスケジュールたった

リーブの破損が起こることも考

経験から︑鼠入作獲中に罪鉛ス

櫛熱熱
の岡委員長ら各委貴と原子力開発
に関して懇談した︒

︻写糞は第七十﹇回理工会︼

5月22鏑から伊勢
会館で原子力展
中郡原子力平禰利用PRセンタ
ーでは︑ゐ月一一十二日から六月二

日目での十ご日間︑三四県伊勢市
駅劇の伊勢会館において︑一般へ
の除子力の二葉を目的とする展覧
会を︑一二重県︑同蘭工会議所曇日

会︑中部覧力の後援で開催する︒

ジルコニウムのシ

折からの旗のVH毒ききながら︑

現場の花むごたち︵技術陣︶は

はやる胸墾おさ岬んで二日の休日

ンポジウム妹塾醐
アメリカ電気化学協会は︑本年

をすごしたとか

︒

帯て︑﹁ジルコニウム掲よびその

らびに収支武舞案②第十一一回通常

き︑①昭和三十九難度購業報告な

クラブで第七†一國理螺会を開

七日午後︑東京丸ノ内の日本工業

日本原子力雌業会議は四月二十

原塵理餌会終る

事業報告など

SGNとNCPの二二は原燃の依

も一部の協力を受ける︒

協力を受け︑ユーロケミノクから

術︑施設︑その他の面で全函的に

技術会挫とし︑鳳子力庁から技

ザーバーの参加を呼びかけてき
ル祉︵SGNl仏︶エユークリア
豪たSGN社は︑日本揮発抽を

硅学技術庁長富獲得揆⁝︑衆議

ち︑﹁原口力発鷹の経済性﹂につ

締切臼の四月ニや田までにそれぞ

︸

財団法人日本原子力兇学センタ
陵議員赤城外蝕︑九州聡力汁長赤

サンゴバン・テクニノク・ヌーベ

⁝：⁝

三見学者の案内と指璽准ずるσ

ーの発起入と賛成人五十一名︵

いて講演した関鷹販田〒美氏は︑

広く理 解 さ せ る た め ︑ 原 子 刀 施

②見学 館 を 建 設 ︑ 実 用 模 型 ︑ 実
羽訴治︑関西権力社畏︵原産関西

繊維ヘパルプ︶とリグニンを分

カリ︶︑蒸気を送り込んで木悩

といえはいえる︒

つぎに︑木材はチノブという

がかかっているので︑中の状態

かっているのでクランクを起し

工程の解析︵最瀬条作の求明︶

トに導かれる︒この後は最初に

れ回笛があったQこれによると︑

予定︶はつぎの諸氏でちる︒

るたろう︒一％か二％材料費が

っている工場もぽつぽつ増えて が省けるし︑材料費の節減にな

ルカリに溶かされたチノブは︑

ける役目を治る︒釜の中ではア

︑ざ︑ざ︑詩︑ぎ︑ぎ︑§︑詩︑ざ︑ざ︑詩︑調︑ざ︑ぎ︑ぎ︑ボ︑︑帖

物︑機 賠 ︑ 映 画 な ど て 原 子 刀 知

㍗︑ざ︑§︑ざ︑ボ︑爵︑ざ︑ざ︑ボ︑詩︑詩︑
いる︒製紙の工程には︑この

大きい︒

安くなるとしても︑その効果は

製紙工業1といっても︑生産
される紙の種類はさまざ豪だが

えそうな部分がたくさんある︒

ほかにもアイソトープ機器を使

現に研究中のものや︑すでに利

縦紅斑︑横一弄．︑高さ五．堺ほど

れで三豊釜に入る圧力パイプの

では︑クラノクの発見にはど

用状況︑利用の可能性を紹介し

用されている︵らしい︶ものの

を知ることはむずかしい︒こん

易い︒管が削れたり︑腐食落ち

ができるからた︒

線工が紘をたたいて︑その響き

のである︒こう兇てくると︑ア

紹介した工秤を経て抄紙となる

蒸照臨から取出されたボタ醤

の品質桑落すことを最小隈に止

ていた︒それが非破壌検査法に

を聞いて汝全であるか串．碓かめ

@
@
@

十月ニューヨーク・ハソファロー

︾

㌔

譜

糾
ぷ町噌陣

嘲

槻

一

したが︑いずれもこ3／を．駅悪し

日本青写真株式会社

@

@
@
@
@
@
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パ

膣V

⇔

仁 齢成

総会の開催︑その他について審議

TEL（502，41三1〜5

京都港区菱田村町3の鴛

てみよう︒

蟹紙業て現に

の木片にきざ京れ︑チノプサイ

A讐を拾ってみる︒

例として︑抄紙ができ上るま

するとか︑つまったOすると︑

他われている代

なところにもレベル謝が俺えな

表的な機器は厚

ハノチ門システムがとられてい

至る所に使えそう

での工秤をとり上げよう︒紙の

るQチノプサイ口中の一バノチ

の予防策として︑これ濠では三

爆発の危険斡さえでてくる︒そ

パルプの製造に影響しないトレ

さ酎である︒服

原料はいうまてもなく太材であ

の重門眠を⁝簿にしておくこと

めるのたが︑水分の含家れ貝合

でチノプサイロに質蹄計を置い

めるために必笈なことだ︒そこ

〃

④ 物

用幽

瓢に入れられる︒ここからチノ

もれは容易に発冤できそうた︒

地のように長く

る︒山元からトランクや貨導で

は︑蒸解釜で薬液のロスや製品

ブを蒸解釜に移す工程ては普通

据えつけてある

運ばれた本材は︑軍均の太さを

男にして︑パル

が分からないから︑不泥儲にな

イソートブ機器は手近かな工程

る︒仮に中惟子水分謝のような

よって探知てきるそうたQたた

に使えるようである︒

ためのストノクインレノト︵そ

たらどうであろうか︒

蒸解釜はチノブ︑癩液︵アル

放購線三口による故障個所の発

プをワイヤの上に薄く流し出す

一定にするための臼動舗翻をや の閂方が即座に分かって︑手間

ものが他えたら︑木桐そのもの

醐

のが曽通の便い

測O︑電さを計算して儂没亦決

つながった紙を

た障さを億気信

一一

方︒ここて測っ

，〃％〃7％4ク％〃物〃7％〃物∠ク％

の調節弁︶に送り︑紙の障さを

伸びゆ《涙確ジ臣覗
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の御用命は当社へ

このたび臼木原子力産業会議より第3回ジュネーブ会議

第二計理工学における即位元素研鈍発表会

︸

・◆

の最終環に︑﹁計測と制御iRI装備機

警

帖

ﾖ係が四四％亦膚め︑鉄︑非鉄︑

訓離のその整難いことであ㎜紙パルプ︑濡などが各δ⊥

族の占める翻含は︑一九一δ年

米墨の全エネルギー帝揚で石

ると長さ一睡もあるが︑車爾を

閥を往復する︒こんな列車にな

積繊港や遠隅地にある発鷹所の

よぶ石炭を積んで︑礎鉱の石炭

し酉三十両の貨車が七千沙にお

晦業にとって︑悩みの穫であ

であることは勤ちうんで︑石炭

天然ガスや重抽が石炭の強敵

じて顯客に送ることである︒

て石炭のエネルギー卒芝蝦を通

エネルギーに変えるのではなく

家︑鉄道で火力発蹴所へ送って

掘の出される禍炭が︑新式凹凸

社のインデアンヘノド炭鉱から

その証拠として問社長は︑岡

っている︒

トの点で原子力に勝てるしとい

ない︒われわれはここ漫分コス

げで夜も眠られぬということは

電気幕業の石炭消鼓楽は一九四

業だと轡門嫁はいっている︒

るのは︑公益箏業である塩気事

研究が進められている︒

の新方法発見のための大規漠な

六蕉の六千九葎万ゾが︑六蹉琿

くらもあり︑これが大郡分の地

塵蔑の二僖に達するものと予想

は石炭であるといい︑一九八○

引き下げたGみているが︑一方 年までにはこ恥が七五％に達す

＼！メラミン

説艮

の三分の二から︑今日ではたっ

でき︑他の別撫を待避すること

切り離さずに石炭の稜み下しが

の碁石炭消鞭懸の半分以上を占

域で︑原子力との翼の競争働格

隙子力が新たに現われた石族

使館ニューズ︒レターより︶

るものとみている︒︵在日米大

これからすると︑値段が鷹いか

から︵九件︶などであった︒

ら使用しないとか︑強度不足だか

舞1蜘ブレン

鷺解

た五分の一に下っているが︑石

るQたとえば︑碗独は弗常に安 列環で運んで︑百万BTU当たには二億九石万ナにふえ︑米国

めた︒

い遮賃で北東海岸に海路輸送て

の競華者であることも闘違いな

政騨機関や紅霞石炭築界では︑

雑であるなど愚挙げたところもあ

送︑コークス鯉口︑燃焼の面で

る︒

ら使わないというのが乙訓二十七

＼王子製紙

石炭にとって叢も醤来瞥のあ

炭業界の舶脳部は︑親心に石炭

なく走行を縦ける︒したがっ

bゴ四聯以下で売られていると

が面万BTU轟たりニャ七曜以 米園鉱山局では︑石炭の舗要

照った︒石炭ケ産業轡は︑石炭

きるのに対し︑石旋をこの地方

轟三三＝：・・三≡・・意欲的なアメリカの石炭産業≡袖

肌⁝原子力に対抗し活発な動き⁝匪

輸選費の引下げによって石炭の
販売価格を引き下げ︑エネルギ

罪す機会をねらっている︒

ー市場における照日の地位を取

て輸迭時間を短縮することがで

している︒問局では︑避気節業

コート︒トンと︑六四琿の総生

は一九八○奪には九億四千万シ

き︑従来の八摂間を二田閣に短

となるものと見ている︒

下で配給できるところは他にい

タイアノブして︑石炭揮賃の引

へ鉄道て運ぶとなると︑非常に

羅近鉄通会社と石炭距業界が

下げに士力しているので︑多く
編し︑輸送盟を石剛簡約した例

高くつく︒

茨鉱所在地にあろ発欝所から

い︒しかし北アメリカ石茨金廻

ｪ消⁝費した全⁝燃料の約山ハ四％

の地平で石炭の瓢嚢を刺激して
さえある︒

齬p列車と石炭スラリー︵徴 ヨ十八万ゆ以上の紹薩圧騒流を

封長ヘンリー・G︒シュミノト 石炭の新しい利用法︑採掘︑輸

溺炭生産諜嶺は︑石炭帯場を

いる︒炭鉱かわ︑市場への石炭

送ることは︑石炭輔送費を引下

灰は﹁われわれは原子力のおか

た理田脅件数罰に見ると︑試みに

何故使用しないか

石炭専購劉車ぴ︑七十両ない

鉱大する羅善の方法は︑炭緬の

粉炭に水を混ぜたもの︶・パイ

いσつまり石炭を原料の姿のま

げるいま一つの軍段と考えてい

輸送卦の新しい技術閣発には石

プラインがある︒

便用したが︑成績がよくなかった

使用しない理曲を多い翻に挙げ

は概鮨︑値段為検討したことがあ

伴あるが︑これらはいずれも一度

使用の可能懲があるとみてよい︒

メーカーへの要望

メーカーおよび商社に対する要

望は︑大きく分けて︑故陳に関す

るもの︑概能向士に関するものが

多い◎軟能︑信頼性筒上を墾む件

数は全体の拳数に達し︑アフタ⁝

五分︑その他便用法を簡単にとか

サービスの向上を望むものが二割

る︒とくに掘度︑湿度に対する対

緬格を安くなどが要望さ3■てい

リフトの減少とか三岡に際して細

策︑良い部類を使用すること︑ド

か︑彰々三体的な素懐が挙げられ

部まで気をつけて行なうようにと

●文化を支え、慕しをり一ドする

使用機種の六割は陽べ祝調
診 線 反射形は90％ が 外 国 製
会主催の

．︐

﹁プラスチノクの測定に最も多く男

玉％に当る台激を示しているが︑

を一般のものと涌しよらに取扱っ

ので︵†件一以下のカノコ数寧は

手れているのは二毛たは藻
％と霊鳥的に多い︒ここて汁隅さ

ているものが多いが︑開発途♪の

件数︶︑一二直な使用で所期の圏

需≡三：幽⁝⁝一＝⁝＝胴＝戸＝≡：≡＝一≡；胴＝榊＝＝喘闘≡酬議：≡＝三一：≡＝需F≡＝＝＝≡＝＝＝

が必要で︑一外

日本式炉

アフターサービスについては︑

ている︒

定期点検をして欲しいという要望

かったのは︑価格を安くするとい

が多かったのに反して︑案外少な

いものであれば︑少々闘くてもよ

うことで︑糖度がよく信頼性の高

いということであろうか︒その他

の内容は︑規格の統⁝︑試験片の

付属︑納期の短縮︵輸入品の揚

る︒

化学染晶
アセチレンブラ

♂

囎さる四月二畜吉三昼癸医帰藝じ開讐れた果務性同位元野毛ど四＋薫．協蝶

轟講鰹繋 欝欝灘

略

全図七百四十六の逸工取扱い事業
り︑また使用機灘購では傘呼数五

用していないという事業所数が︑

・︒管畢●1辱ワ．．

所を対象として実聡した︒アンケ
翼四＋七台︶の三分の二秤度が陛

れることは︑レベル讃の隻体の九

もの︵霜よび図薩化されていない

護い測標がないこと︑ぜーカ

もの︶は︑メーカーあるいは商往

ると︑必輕がないから︵薗八十四

︸間塞聾していることで︑操業上︑

俘︶他に適当な方法があるから

四％︑颪六十一一台が連統二十四時

要性がなくなったか︐り︵山ハ︶︑憺

使用をやめた理由

附を達したから︵九︶︑使用の必

i数が多いことなどに頓閃してい

︵八七％︶覆糠星毒魚 いる︒

使用核糧はほとんどコバルト60 実用化されていること断蟹浴して

：

ンというものを学んだ︑個々の

＝曹

原躍東海炉建設を撹当した

政沿への諺文は？との問い

には大切なちのだという︒

綜子力フラントのような総忌物

の購装冷讃のようなものたが︑

灘化の点かろチェ︐クする︑船

二三を︑総含経済誓︑垂訓の円

利

とし

窟士躍機東海興醒所畏の

市

たかいち

高

へ出てかるに三物︑鰻雛︑溶接

働組合の婁員畏をやったことも

などの原材部門を鮭川した︒労

ー政策の確立

には

独立国としてのエネルギ
ある︒東海建設の資優者に引張

国による支配かろ離脱すること

り出されたのは︑溶接技術に明
西X

つき遍いこすには

が墨本と恥い切る︒外願へ追い

を繋ぐよりも︑かつて罵が魔源

うに︑原平力発羅所建設に思い

開発に多額の資金桑投入したよ

もいるG強引なほど芯の強い反

二段の碁︑将堪麻雀︑トラ

価格の低下などが行なわれれば︑

︵五十伴︶︑瞭段が商いから︵十 ると思われるので︑性能の向上︑

指してい蒙りや暴いであるτ件︶︑鍵が歪だからへ＋作︶

頼盤に乏しい︑法的規制が当初予

に依存するこころが多い︒

るQ

︵薔八十四台︶で占めろれている 下のプラスチノケの測定にはほか

さ罰︵菅八ナ九台︶︑レベル讃

ート回収羅は︑企業で八三％︑国

この調査は︑懸療機関を除いた

亀︒・

蝶聴講曇備機蕪雑㌦

聞
ことである︒

機種別の利用状況
一︑犀さ計障き副にはベータ
ガンマ両懸の透鋸形と反射形とが

ゐ彫

隠隠から石駕四︑東海置鼓設

新しい会柑でより会い世

に挺身して惑た窩市六んの勝馬
は一

帯の瞭購さ・ハ︑自分の澱任だけ

認︑㌦遷︑︐

r；・︽

m界

禽︶︑図面をつけることなどであ

四

業

瞥鮨および儲訪露の不足などに
よる中止槍数がかなりの数にのぼ

監護妙
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信頼性の蘭いもの壕つくるように

多かったのがケープ取コネケ々部

は徹底的に遂行するが︑総門駒
穂極的に豪とまっていこうとし

工璽着や下請け業者など十勲託

ない英囲人︑それに原醒の敵営

幽玄㌻ぴ

がら学ぶことがよい︑無二傍円

切って資金を投入し︑建設しな

1といかに るいことにもよろうが︑人をま

力ある根性を買われた声見る人

とめで引張って行くという餅得

ろかる鍵澱現場にへばりつい

画︑細かく神経毎使うことも忘

ンプから︑ハンデf20のゴル

一層＝＝り＝一一＝一二ニ＝﹁一一一一一一

い︒四や九歳︒︵SK︶
二一一﹁一二﹁一︐一﹁一一＝一︸一一甥一一ニコ一一一﹁一一一二一一一二一一一一炉＝一一一一一一＝︸一一一一一二

ここの建設でプロジェクショ
一；﹁一一﹁一一

7

度・奮などの奪G穀が八六︻

多い機械関係の故障
計器製作に機械技術老も参画を

上︶のは︑すへて二†四川岡運指

してもらいたいものである︒

分の故際で︑とりにずしの少ない

は︑故障が多すぎるので︑部品の

か数える麟騒騒が︑それぞれの

とまったことです

立雛から一歩ふみ出してよくま

松林を切り閃いたはかOのこ

も醸悩深そう︒

て︑瓢末な工場隔て︑若い入た

れないというが︑とかく乱れ勝

フ︑テユスと勝負事は大好き︑

も出せばよかろう︑という︒

ちと独身寮にがんばってきた◎

自励車で象慮にもサービスとい

一＝

う︑軍幽玄入と二女は横浜ず謹

は︑馬市さんの努力が大きく物

二一一

を君っているようだ︒

ちな工購を乗G切ってきた鰹に

一一

一一監

署務さんぱ昭和十石隼策大機

﹁

械科苺出て面恥蹴総入り︑初め
は兵器の設計脅したが︑戦後四

一コ一

駕ほど材料の研究をやり︑現協
一二一一﹁一一一一一一 一二 二一一 一一一一二一コ一一懸隔

」・．L坦

あるが︑利用台数別ではへ⁝タ透
過形がその八割引百五十憲台の多
きにのぼっている︒これと供応し
て使用核糧もストロンチウム90︑

二位で

タリウム鋭などのべ⁝㌘核毬の調
用が多く︑コハルト60は第

あるかは別喪の通り弔あるσ故離 麗が甲心となって設溺したようで

職蜂懸者酬縁醸塑翻離ド魏要脚察

ある︒ここでとくに沖囲されるこ

とは︑ガンマ線反射四二＋台のう
ち十八台までが外照製で︑それも

である︒しかし︑このような︑特殊

操業のものてあるが︑直川の甲に

騒が・・に多い︵二＋高跳あるが・三皇響・議して︑
一社の日曜で西められていること
な例を除くと︑使用中の機種のへ

は照子管の劣化︑福池の消耗によ

の政障回数は相当創引かれるσ

るものも倉見れているので︑堤際

二六関係の政際の内訳で慧外に

三％弱が圃篤口㎜である︒

卿さ訓の使用方法としては︑障

選択ぷ来ちがえたか︑あるいは使

と考えられるこれら機毬に勧で
によって千潔影響である︒これら

故瞭側帯・も機樫

敵黙で目につくものけ機械関係

二︑故瞳個所

ものは︑わずか竃％と案外に少な

どがあるが︑鼠動制佛に便用した

さの指示︑認録および自動鵠御な

く︑指示︵七十五台︶︑紀録︵稼

にかなOの数が便馬され︑歴史の

わち︑障ご訓とかレベル計のよう

よる率が犬寒くなってくる︒すな

が︑密鷹計その他はメーカーにた

たは商社にたよる件数は少ない

って点検されており︑ぜーカ⁝豪

澱象たは一方謝器の膚守要員によ

レベル計は︑大部分放購線関係愛

行なわなけれはならない︒阻ざ謙︑

ない以上︑た21かによって修理を

三︑修理・点検故陳が皆無で

用法がわるいかではなかろうか︒
︵駆勅凝躍︑その他︶の醒障で︑
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それぞれ二〇％に達していること

二十六台︶︑驚報その他︵一干五

方︑畔さ訓の轡類によって便胴蔽

台︶で大那分を占めている︒一

が異なるが︑連続使用が署十四台
︵六〇％強︶︑随国使罵が六十九
台︵二七％弱︶となった〇

二︑レベル針レベル訓の使用
法は︑検出盟と放射源の配照で種
々の形式が考えられるが︑実際は

数縄に止まり︑そのうちでも四苦

形のものが約半数昂占めている︒

と検腐盟を同一平面上に配躍する

吉いものは︑それろ誹測量の管理

夫お

産

簗翫の結果︑注目されることは

合せると八四％になる︒
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駅馬3回（5日．15日．25日）獅
1部12円（送累斗共）i

1年分前金400円，

購蹴i糾

炉の実用盤が証明されたのと︑原

あり︑総含的な科学技術の開発で

震など各方面からの研究が必要で

原子力開発は︑海洋︑・気象︑地

術の速報を︑ニカ月に一回ぐらい

このほか放射線化学に圏する技

−めてゆこうということになった︒

が︑㍗てれまで文灘出を谷復して煮つ

財務部長︵調査役︶藤江幸平▽

▽総務部笈︵調査役︶中村宏▽

竪建設壌務所長︶理藩鎌田稔

金鶴艇難プルトニウム研蝿腿発

もっと必饗である︒

子炉の眺発では増殖炉の開発が一

ているが︑これは右来の熱中性子

応の露標だからであるゆ

胴長とイルシュCEA事務総理のることになっているが︑その錆一
回委貴会が十日から十四日驚午ま

品︑醸造酒などを次のように展示

射して得た植物の変毬や︑保存食

するため準備している︒

▽都立R工総合研究所のチュー
リノブ▽醗乱頭ガンマーフィル

豪た原燃は五月十四日︑三沢英

勝理箪が任期満了になったので︑

務取扱の理那神山貞二氏が兼任す

開発部長環務取扱は︑探鉱部長邸

ることになった︒

⁝行く人・来る人

轡木均︻氏︵原子力委皿V米圏

エジソン舷気協会の招待で年次総

会に出席したが︑五月八臼帰圃︒

井上五郎氏︵中郡馬力会費︶編

木原子力婁員と岡じ用勝で渡米し

関義戦疑︵箋菱原子力工業社

ていたが五月十日滞園︒

長︶アメリカとカナダに社用で出

五時五十分羽田帰巡の予定︒

張しているが︑五月二十九日午後

原礼之助氏︵原研研究部付︶国

務局に再勤務するため五月十四日

際原子力機関の専門滋員として服

今井隆吉氏︵原電技術部第二課

撫発．数年間滞在する︒

醐畏︶一号炉と二号炉の燃料関係

ン︑英︑米を歴訪して六月二田帰

の用務で五月十二日出発︒ウィ⁝

団の予定︒

lAーー
蓬

一〒T一

害村部会二十

原子力国内事鷹禰藥会議十八

午後一時半原産

発電推進委畏難燃鵬会二十日

きつづき午後二時から通常総会

纏午後︸時半日本工業クラブ︑ひ

鱗叩︻占ハ五同一常任慧会

蓬

ドのキク︑松︑杉︑ヒイラギな

の原材料など▽醸造酒

料開発塾と改称して轡理︑設謝︑

署名で行なわれたものである︒

原燃が大幅に機構を改革

原子燃料公社は五月一日機構

田弥平

冶金部長︵渠海製錬所次長︶浅

胴発すればよいというものではな

5月21日原産

お検討することになった︒

あるといえる︒業間に何KWを 発行したらという話も出たが︑な

の開発に力を注いでいるが︑これ

篇用するかにある︒

く︑隈られた燃料をいかにうまく

現在︑各國が競ってこの増殖炉

は資源論とか科学技術振興の推進

英国が原霊力製図で苦労してい

力としての原子力といった立揚か

るのは︑在来型炉の実用性のみに

通常総会開く

結果からでは高速増磁炉は原料蟹

らたと患われる︒これまでの研究

注目して︑次の研究への駆礎がな

照射した植物や食贔展示

の面では採箕に合うものであるこ

業クラブで第十一一回通常総会を開

催︑①照和三十九爺度業務報皆な

四十年度事簗讃画ならびに収支予

らびに収支決箕案承認の件②昭和

研究機関へ移ってゆくといった方

鍛含とトリオキサンの放射線璽台
とは一慰とりあげて︑協力するこ

豪た︑原子力開発には安全性と

とがあげられている︒

か経済性とかについては十分考慮

原研とCEAの研究協力協定は で鳳疏会長量で開催された︒これ

応用物理化学研究部長P・レベソ

試作学課を新設したこと︑保蜜︑

再処理施設の建設に重点をおく

謂画の実施︑③職親の相互黙黙な

の一部を改正するとともに︑これ

理墜を設けたことなどである︒

このように︑原論が大幅に機構
を改正したことは︑昭和四十年度

であるが︑プルト諜ウム燃料の開

予騨でもうかがい知られるところ

朋発計画委艮会

日午萌十一時源薦

再処理廃葉物

…・…・・……￥10，800
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原子力の全般を検討
に満たない状態た︒こういつたこ

臨時国会で一応の結論へ
衆議院の科学技術振興対策特別婁員会︵裂翼三岡良一残口乞︶

一日午後二時︑東京夷ノ内日本工

一国の経済はその国の科学技術

日本原子力産業会議は五月二十

とが将来の原子力附発にとって隊

原子力騙馬を科学技術全般の振興

おざりにされていたからではない

は五月十二日︑岡特別婁質会に﹁動力炉開発に関する小委員会﹂
害にならないよう十分に生辰する
の開発糧度如何によるといわれて

開発といった藤本的態度で進めて

だろうか︒政府はわが国における

を設けることを決定した︒この小豊川会は︑動力炉開発の進め方
いる︒こういつた意昧からも︑政
もらいたい︒

とが証明されている︒

を中心に︑日本の原子力全般にわたって調査検討するために設け

必要があるe
立花昭氏 動力炉開発について
府の科学技術振翼のための投彊は

られたもので︑原子力婁員会の鋤力炉開発懇農会や通産省の原子
は︑高速増殖炉の開発が長囲され

て︑晴宜に適したものとみられている︒

力産業部会で動力炉の開発や国産化が検討されているおりからと

算案承認の件を付議︑終了後懇親

▽委小鴨11曹野和太郎︵自︶

法た︒予算的にみると︑現在の西

パーティを開く︒

▽委凪ほ佐々木義置︑中隔根康

独では鍋初予算の叢叢近くが欝上

とに決定した︒なお今回の委員会

米︑変︑舶貝︑翰産品︑その他

ど▽食糧研究所の果樹︑野菜︑

二研究に起点をおき︑次いで国の

日仏研究協定が発効

弘︑荊田正男︑福井勇︑小宮由
されているのに対して︑わが国で

子力庁︵CEA︶の研究協力協定は放射線グラフト箪合と闇相盈倉

では︑双方とも醐題点を持ち帰っ

この小婁員会は

璽四郎︑渡辺美智雄︑石野久
は︑出初予算が横はい状態であ

豪たこの協定には︑協力の闘駒

て検隠したうえ︑必要があれは今

しなければならないが︑国全体が

既報のように原研とCEAが︑放には原研から宗像理鎮︑漁田総鰯

なお当日余揚には︑放射線を照

男︑岡良一︑田中武夫︑原茂︑

る︒原子力驕発にはとくに多額の
が︑玉月や田午前原産会長峯で一

を円滑に達成するため︑連絡委鍛

も考える︶▽わが国の総禽エネル

実偶︵必要があれば導門家の派遣

原子力早発についての正しい諏識

長の三氏︑CEAからはサクレイ

部畏︑岡村腐繭研究所第三開発塞

開発が始まってから十隼になる

ク︑放射線利用研究議長﹂・R・

のは︑総務部を総務部︵総務︑人

に二分して八割にしたこと︑再処

発と再処理施設の建設に璽点をお

したものである︒

セーフプロジ

叢クト斡鎮撫十七日午後一時半原

安全特別研究会

七日午朗十時原産

き︑強力な開発体制を整えようと

なお従来理漿に委嘱していた部

産︑セーフプロジェクト欝欝員会

長︑所長などを解嘱し︑新たに任

命するなど関係人那を決定した

原子動力研究会

ニ十八日午後一纏原産

午後一難原薩︑翫笈制欝クループ

舅

@

第一回連絡委員会も開く

三木善央︑内海潤諾氏
資金が必要であり︑騰代と研究の
名を交換して効力を発生した︒こ

会を設けて両者の調整にあたらせ

多かった︒しかし繊維のグラフト

で構成され︑▽原子力分野の研
流れにそった合理的な投資をやら
の署名交換は︑邦文︑仏文のそれ

り︑さしあたりこの協力テーマに

究閣発における原子力発電の位置
ねはならない︒

ギー政策における原子力発鍛の評

を持つこと︑また研究者や技術者

選び︑①蒲報の交換︑②共同研究

射線化学の分野で特定のテ；マを

日本原子力研究所とフランス原

づけ▽各国における原子力発電の

価▽わが圖における動力炉開発の

の養成などは蝉急に解決せねばな

秋ごろ再び連絡委員会を開催する

墓本的諸闘題︵原研のあり方︑原

らない問題である︒日本で原子力

ぞれ一一通を正文とし︑丹羽腺研理

子力発醗俸制などの調査を進め︑

子燃料の罷給など︶▽わが国の原

参議院議員選挙後の臨聴国会中に

どで協力しようとするものであ

纂︑労政︑導襲職調︶と財務部

いて黒しあったが︑双方とも切め

理準備整に計画誤と設学課を新設

安全関係を総揺させるため安全蟹

が︑研究者︑技術者の数は一万人

この委附会では協定欝の解駅に

た︒この機構改正のうちおもなも

ついて双方の思想統︸をはかるた

ンの三氏が出席した︒

ピュイグ︑産業開発部C・ルモァ に伴う人望を決定して発令し

は一応の績爾をだす方針である︒

初の会合で二
参考人を招く
このため五月土一種午蘭十一謄

ての経験であるため︑内容的には

したこと︑束海製錬競プルトニ

︵経理︑財務︑核燃科︑調達四課︶

相互の研究についてそれぞれの立

ウム研究開発察をプルトニウム南

めの硲認と︑共同研究テーマにつ

揚を確認したという桿度のものが

無藩法改正成立藷針臨

二十五口午後

欝欝原産

が︑こんど発令されたもののうち

処理グループ十九田午後一鞭原

おもなものは次のとおりである︒
︵カノコ内は旧職︶

司を受けなければならないことに

午後一時原産︑プラント建設グル

産︑原子炉安全グループニ十四日

し︑その手続きなどを定めたもの

▽調査塞︑総務部︑財務部関係

ープニ十六臼午後︸時原産︑動力

参議院は五月十二B午前﹁核出

を婁嘱︵総務都長︶理事藤村露

炉開発グループニ十七日午後一時

瞬物贋︑核燃料物質及び原子炉の

任▽探鉱部長事務取扱︵探鉱部

準備塾関係を璽購︑東海製錬所

けが

三十分からその第一團小委員会を
開き︑原子力分野の研究開発にお
ける原子力発魁の位灘づけについ
て参考入の向坊諒闇︵東大教授︶

立花昭氏︵日本原子力発二会野田

が︑両参二人の意見の概要は次の

長州副主査︶かろ藩見を聞いた

二本の原子力開発は

とおりであった︒

向坊田田

エネルギーの開発および国議技術
の振翼開発という二つの悪味があ

これについて衆議漆科捜特は︑

長︶理聯神山黄二▽開発部長窮

である︒

さきに本案を可決したさい原子力

規制に関する法篠の一部を改正す

る法律案﹂を可決して成立させ

開発に関する三項の付帯薄紅をつ

原産︑企画婁員会二十⊥西日正午原

でも審議の過程で要墓された︒し

畏離務取扱︵葉海難銚所畏兼治
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した蕩え方がでてこない︒
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わが国は原子力開発を原研︑原

り︑遅れを取りもどそうと努力し

燃︑原研にしぼって︑能率的にや

ているが︑西欧とくに西独におけ
る原子炉開発は︑最初は大学の騒

日仏協力協定の第1回連絡士風会であいさつするレベック代表
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一一東海炉の
形無形の収穫ははかり知れぬものがある
といえよう︒

東海炉の終験は︑国藩化の蜘でも多く

こそ︑肝襲であると懸われる︒

の示唆を髭供している︒建設昂揖晒した

3

1

︐

−

﹁

﹁じ︒■−

﹁

︐

山田︑荒川爾婁鍛の慧猪の饗晒

て注鼠された︒

は次の遡りである︒

をうつこと︑を虫難したい︒

然ウランの入手に関して皐期に手

すすめること︑長期的観点から天

は︑蟹成しかねる︒

の選択にまで及ぶという響え方に

ついて危難し︑その懸念から炉型

放 医 研

外来四獣空きまる

放射線薩学総合研究所の昭島四

＋奪度外来研究員︵七名﹀がこの

ほどき食った︒その研究藤題︑研

究期闘︑氏名は次のとおり︒

▽プルトニウムの写物吸入実験方

法に関する研究11︵一二︶武蔵工

大井上武一郎︑︵一年︶千藁大松

りにも鍮点が多く︑謹だ特別の組

研究訓︵三カ月︶至重大中川直哉一

における麿機物質の讐雑Rによる

ﾅ︶東大野千徳害▽溶液中

本湘雄▽抗体薩生誘導の機構目

織や体鋼を作って開発プロジェク

⁝二︑薪型帳換炉については︑余

分開発をやっても︑これらはすで

大今道友則▽海洋プランクトン︑

の検詣11︵六カ月︶日本獣医藩産

標としての﹁血中セルトニン羅﹂

海洋維戴物への放射盤核種の移行

H︵六カ月︶旗大薮村親八朗▽放

両方から︑はさみ打ち式に攻めて

なお︑高速増殖炉を最も先に必

︵六カ月︶葉大遠藤浩良

附線陳宙に対する趣物の研究睦

旬間メ毛

後開含︑原子力発醒に関する問題

農会

五月十二日午後一二半

田七之進氏などから斑傭を聴取▽

開会︑富力炉附発小産貫道の設置

窮二十回

よび科学技術振興に闘する長期計

を決定︑次いで科学技術棊本法お

画の算定婆心経過について参考人

とにかく大型炉を作ってみるこ

やむを得家いが︑とにかく︑自

とが第一で︑下学も技術提携も

動力頗の国産化については︑

だ︒安いウラン資源の騒的限界に

一致を見ることはきわめて国難 について滲考人の山醗久 氏︑前

第十九回11四月二十八日午

返しが多分に含まれており︑過去

衆議院科学技術振興対策特別委

のいきさつが示すように︑憩冤の

開発前門部会における講論のくり

は︑現在の議論に三卑朗の動力炉

と懇われる︒新型転換炉について

漁阪の予算を充鋤する必要がある

府は今すぐにも国の購書が零す鮎

実の建議がきわめて不十分で︑政

要とするへき困は日本だという事

行く程度に止めてよい︒

力と長期的な増殖炉の開発促進の

▽放射線繰害に関する生物学的指

トとして進める段階ではないσ毘

きち

吉

原子力委貫会

から小差を聴取︒

の運営方針を審議︑原子力産品部

四月二十六日午後開会︑各分科会
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お待ちしております。なお、価格は従来通りであり臥す。

しかしながら反諏で︑東海炉に対する

一︑政府は高い政治

国田委鼠新型転換蝉について
荒川委艮

第︸グループが︑より大型の発圏割の設

︐

まさ

政

分の手を汚してやることが技術

月二十二日開会︑武蔵工大炉の施

▽糖十五画馴照
をのばす根本︒晦計やカメラな

ら一メーカーの手にも負える

設変更を支曄なしと警申するに決

承した︒▽第十七回11五月十三薫

ス原子力庁との研究協定調印に了

轟縄の説明を聞き︑原研とフラン

ウラン資源の兇通しについて事務

定︒▽第ナ六團n五月六日開会︑

が︑原子力ではそうはいかな

て上げることが必要だと力説す

い︒為政指が手を引っぱり︑欝

な赤字は出せないので︑一つ一

るQ営利会社である限り︑極端
なので︑こう

風会︑動力炉開発の進め方につい

原子力産榮部会11㎎月二十三日午

貴会を設けることとなった︒

摩

第や五回総合エネルギー部会封

ても国内技術を利用してほしい
ものという︒

自動準の運転はプロ級だが︑ ﹁⁝

来嚢

っている︒五＋一歳︒︵sK︶
一

ゴルフはまだそこまでは︑とい
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雇陣七隈攣レ豊

土壊改良剤（ネニサンソ）

臨界に際して
とよばれる新玉型が生まれる
世間の風愚りは強い︒原子炉捜術が日進

東海型

躍念に暴ついて画期的な増殖炉の

一一︑在来型炉の轟入︑その国記

は︑先に国簡動力炉の炉型を決め

月歩するなかで︑碧海型は濠つたく義旗

化と改良は腰間ベースで進め︑弓

謝︑見繁りを行なえるようになり︑改罠

ことになった︒安全響査の要求で︑英羅

望⁝無囎酔罵議翻紹
試験︑製造試験への慧鍬を見せているこ

この型は取りつき易いからすで

研究闘発雲底を策定し︑実質的な

化したという批判もあり︑建設澱の萬騰︑

﹁

る︒

に海外でも開発を進めているので

られなかったという蔚例があり︑

では使われていない燃料温度測驚猛齪の
とは︑一号機の下煮解験がメーカーを成

展⁝命と翻り・璽だけで綾の
工期の遅延に対しても世間の声はきびし
長させ︑国産化の聡通しがどのように嵐

兇通しを︑現実の量産製造と︑それによ

﹁

もと

本

研究炉の国産化で表彰された
日立製作所の原子力開発部畏
まつ

松

松本さんは栃木県の出身︑昭

面の協力が大切

し当り短期的な在来型炉の改良努

に海外の研究開発に禽豪れていて

トタイプ炉の難設空体は最終

を決めることがむずかしい︒それ

高遼炉の開発は︑記すぐ貝層策

使用潜に近い機関がよいと愚う︒

プ

しかしもしやることになったら︑

効果が上がらないのではないか︒

ない︒仮に原研案にしたがって部

が国ではほとんど検附されてい

の整備に専念するのが適当であ

国際協力のもとに︑原画の速かな

追加なども行なわれており︑日本で番え
い︒そのことが関係者を必要以上に憤狐

るメーカ；のいっそうの成縫につなげて

これで一通り各婆舞の慧蜀が四

弩はその促追のための環脱と条件

理ずめのむずかしさを示してい

成功をうんぬんするのはまだ阜いが︑五

にさせる傾向が見られるようだが︑その
気持は分かろとしても︑原電設立の趣旨︑

つくし︑問題点も煮つ豪つたので

あり︑今からでは追いつけ京い︒

実施にのり出す必要がある︒

る炉にするための蕃心が多かった︒

束海炉のもつ実験病柊格からいって︑

将来の計圃については︑原子力

くらいだからわが國が今から始め
ても追いつく臥龍牲がある︒合理

により︑ある分野では世界水雌を

的なショート・カノトを進むこと

在来型炉は炉型を囲が績極的に

抜けるであろう︒

決めるのではないなら︑園の援助

いては︑再処理施設の報備とウラ

武田委員の溜兇に近い︒燃料につ

︐

︒頚⁝認・

ン濃縮に鮒する研究開発を強力に

畏代理は単なる漂子力姿道会決定

炉﹁58欄

κ

に科学技術庁艮宮から装彰され

和十三年東大機械を出て︑日立

た松本さんは

原子力は一人や

ている︒

田立マンらしい気はくがあふれ

原研のJRK−4をほじめ︑いるつもり︑という︒いかにも

塾

でなく︑國の方針にしたいとのべ

本編末ごろとみられる︒萄沢餐員

って懇談会の最終鞘論が出るのは は今の程度ということになろう︒

に殖期されることになり︑したが

め︑今秋の国際原子力機関総会後

調査団は︑曝前の噸備が必要なた

月ごろ派遣を考えていた海外への

て審識することになった︒また六

員会の考え方を示し︑これについ

戸山︵五月二十八臼︶は原了力婁

開発に六三ルビー︵約四百五十億
円︶が必襲だが︑これらは米加な
どからの措款によろう︒また一九
七〇年渋での発電所建設副醐をも

食品の殺虫︑保存に利用すること

月に第︸競工甥が完成する︒

裁田団員のいうトリウム増殖もわ

るQ

無にわたり︑さまざまな閥難奉兎服して
まるかの好箇の垂垂である︒しかしこの

といわれているが︑さきにのへたような

国内メーカーの圏産部分は約八十億円

炉の新視性︑英園製晶の不良による変更

進めうれてきた詔工学が一つに総含され

の慧麗は引く評価される︒

いけない要因が存在している︒政府も蔑
闘も︑この一二を明らかにし︑適切な方

躍醸にすべての経験を公開することが望
まれているのではある荻いか︒失敗があ
策を講じるため︑腹をわって舐しA口う必

設謝︑製作の眉代りなどから︑単なる下
請という以上の潰重な経験があったもの

要があろう︒輸入の発偲炉がつぎつぎに

東海姫はコールダーホール〃改良型
といわれるように︑英雌でプルーブンに

いことであり︑家たその原眠は当雛省の
建つだけでは︑外貨の節胸も塘物語にお

ろとしても初めての建醗ではやむを得な

問題というより︑原子力発電建設の進め
わってしまう恐れがあるからである︒

と思われる︒安全客査や大型機器の輸送

ション︑工程管理などすべての面で︑
方というような改策の面にもつながって

通関︑原子炉特物のクリーン・コンディ

構造および中空燃料の採用であって︑こ
原子力発囎所の建設が初めて縄験され︑

た︒その鞘端は耐震のための新しい犠剛

九により燃料や制御撫の配置も変わった
いるので︑今回の経験をいかに今後に生

なったものそのままの導 入 で は な か っ

ため︑イギリス原子力公社︵AEA︶は 今後の建設への軌道が敷かれたわけであ

力機器に関心を示し︑購入については商調ベー

消極的な目見をのべた︒

かすかの前陶きの附諭が行なわれること

パキスタン
スで行ないたいと述べ︑鵜本代蓑醐任理購もで

濠た︑同氏はパキスタンの原子力開発の現状

濠た︑東パキスタンの鷹力の八

きる限り協力したいと答えた︒

が来田し︑六
と将来について︑現在五力年謝爾があり︑凍西

○％︑水力が騒購な西パキスタン

から原子炉技

月中旬窪での
面パキスタンに瓢つの原子力発滞留を建設しよ

では三〇％をそれぞれ原子力発蹴

とに次には圖産炉でやりたい︒

予定で研で
うとしていること︑将来は開発叢として約四脚

術麿一行九名

万がの申入れをしている︒

り︑原蹴とメーカーの双方にとって︑荷

緯

回ったく薪しい核副算コードを開発し︑

臨講騨

罫
研修に励んで

でまかなう予定である︒

︵写翼はアリ博⊥エ︶

が計國されている︒とくに果の輸

ーのコバルトの照躬装畷をそなえ

出洛であるカラチには五爵キュリ

地西両パキスタンに二つの原子力

たパイロノトプラントを㎝年以内
に建設し︑米につく蝦象虫の殺虫
を自動的に行なえるようにする︒

研究胴原子炉の陽薩化に蟹献し

アイソトープの利胴はIAEAと た功緻で︑先般の科学技術週閥

なお工業︑礫業︑鷹学における

しており︑土木工琳にはパキスタ

の協力で研究が進められているQ

パキスタンの離塁ラワルピンジー

その他研究開発については︑東

ン国内のメーカーが下塵けとして

トリンク批が建設することに決定

カナディアン・ゼネラル・エレク

西パキスタンの発墓所はすでに

発電所を建設する薬毒がある︒

次に五力薄謝画であるが︑現在

である︒

一方︑アイソトープについては

五十轍円程度必要であるが︑米加の協力が得ら

を述べた︒

れる見込︑五薙後には国商炉を持ちたい︑など

いるが︑岡チ

ームの団長アリ澱士は五月七日原産を訪聞︑橋

本代斐常任理欝と縢談した︒同氏は日本の原子

聯は原藤としてできるだけの協力

日本の原子力機器に関心
四月十八日来日したパキスタン

その後︑同博士はパキスタンの

をすることを約束した︒

り︑同隅原子力委員のアリ簿士は
原子力開発の現状と将来について

の原子炉技術蓋チームの圃長であ

五月七購︑原産の橋本代表常任理
およそ次の如く語った︒

化をめさす

五年後の国産

膿を訪間︑慧談した︒

同チームの来日の囲約は七月完
成の涯パキスタンの原子力研究所

乗パキスタンに建殼つる発出所

参加する︒

と交渉中で︑聲金面がととのえば

二人でできるものではなく︑研

パキスタンの原子力駆情

入嶺り直間

ものであり︑その研究所の研究炉
の血魔鼠も少なく︑

つの仕麟で大きな赤を出さなく

後開会︑今後の進め方で協議した

第八圓
か予備実験などが必要となる︑

通産衝産業構造審議会

て禦肩当厨の説明を聞いた︒

設計課長から原子力翻長になり

結果︑謝圃︑国産化推進のこ小委

ねばならないが︑部分的試作と

るのでもわかるように︑研究炉

てほしいし︑多少の閣険になっ

ある程度この面の蟹用も考慮し曹⁝

のだから︑輸入より国産を

無離隔蝶理羅灘
になった︒設重留ちの技術屋ら
しく︑技術面にはこまかく神経

∴

原子力に身を投じた︒昭和三十

る

考えてもらいたい︒実験し易い

は疑聞ですよ︒兜

炉にすることも国産が窟利で︑
〃舶来上等

騎

が︑後はサノパリしている︒
ぞ

を使うウルサ型︑ズバズバ盤う

帖

方の資金関係などで陳蜜はあろ

鴬

うが︑輪出も可能な力をもって
︾

藤制課に〒三の・・ブルが﹇︑．

＼

では世界のレベルまで行ってい

五万KWの材料試験蜻を作れ へ入朴︑昭和三十 舘化学量楓

いう総合技術面の蓑彰に
名前が嵐るのは汗顔の撚り

僕の

究︑設訓︑現場でのあらゆる方

ている︑

パキスタンは廃置物処理︑エレ

なお︑同国の原子力婁員長のウ

てすむ価格で受注したい︒また

スマニ博士も六月初めに来aが予

速増殖炉の附発に鵬翼をおくべき

する瀞見をきいた︒両婁員とも萬

次々と新しいことを試みて行か

と
ついては外国への長燭借款に依存

五十−六十KW猛である︒地理的 契約の段階に入ろう︒この資金に

クトロニクス︑RI︑再処理など には国が二つに分かれ︑資源も少

調査団派遣は十月に

原子力委が意見

いう︒

次

定されている︒

ートによれは︑東パキスタンにお

回

するわけで︑目下アメリカに二千

政府はウスマエ陳予力婆員長を

ない︒

ギリスなどから輪入しているが︑

長とする動力委員会を設回した

の機器をアメリカ︑西ドイツ︑イ

日日の機器についても勉強をした

会祉愚実際に見て豪わることを希

いては在来の発隙よりも原予力に

いと罐O︑これらを製造している が︑同覆員会が最近提出したレポ

璽している︒

動力炉
開発懇

会は︑薫月十一日午後二蒋から葉

よる方が現在においても経済的で
ある︒パキスタンは石炭︑石油も

京薯の東窟プリンスホテルで第九

またパキスタンが︑わが国から

機器を購入する揚合は協症による

スト見積りもタービンなどを含め

ほとんど輸入しているが︑このコ

婁員から動力炉開髭の進め方に対

ものでなしに商業ペースで行ない

原子力援盛会の動力炉開発懇談

たいと述べた︒

であると主幾し︑疑型紙鍵揮に嫁

（［

発雌所塵成への光耀な一歩を印したこと

剛

パキスタンは後進国であり電力 についてはウエスチングハウス社 に建設中の原子力研究所はこの七
は原研にあるJRR14とよく似

にそなえて︑わが圃に研修にきた

＝
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大型高速炉で前進

ソ

行家の話によると︑中近東から

アジア・アフリカ地域で最近

い蟹行きになってきたようだ︶

楓つぎ︑これに対して︑国際カ

うが予定されている︒

アメリカのニュークリア・マテ

豪で制御棒に二⊥二のトラブルが

とを強調しているQ

会による熱申性子炉用リサイクル
燃料としてウランとプルトニウム

開発するための三三年計闘で︑も

米︑NUM藏C社及びジルコニウムの混合酸化物を

燃料研究開発で二
つの契約を獲得

は︑正味魁運脚力二万五千KWまた同社は︑アメリカでこのほど

で︑VAK社所有のカール︵鋤刀

原油を輸送してくるわが国向け

とみに進展しつつあるナショナ

ルテルの側も︑すでに設定ずみ

﹂

軍

醗＋四・七穆で︑ステンレス鋼の

堪化物のペレソト状にして入れた

円簡型のカプセルの甲にセシウム

に詰めトラノクで運び︑ニューヨ

もの︒蚤鰍一万五千耀のキャスク

DR−2の使用済

ークからは船稜で運ぶ︒

燃料は英で再処理

デンマーク原子力委員会とイギ

リス原子力公社︵AEA︶は︑デ

︵材料試験炉︑熱出力五千KWタ

ンマークのリゾーにあるDR−2

ンク型︶の使朋ずみ燃料を再処理

たる契約を結んだQ

するため︑このほど五力浅間にわ

DR−2用燃料は︑為濃縮ウラ

ン・アルミニウム合金︑アルミニ

ウム被擾で︑アメリカから供給さ

AEGから実施許可を褐ている︒

れたものだが︑AEAはすでに米

ランド北郡のAEAドンレイエ揚

︵約三酉五十億円︶で︑KW量り この陵用ずみ燃料は︑スコソト

所の総経費は︑約五億クローナ

二二は1967年完成予定のフランスEL−4、天
装置の製造に関し︑このほど契約
した︒マルビケン発鍛炉の建讃計

指摘しているQ
建設契約によれば︑マルビケン

て一九六八年五月一日までに運転

約は︑昨年国家電力庁とAS践A発蹴所は当所の予定より一年遅れ
社の間で緒ばれており︑過熱袋置
だけが残されていたもの︒

この発魑炉は︑沸騰一水型で︑

出力を二十万KWに増加しようと

この二社の共

研画所︑ジルコニウム・チューブ

西独の原子力予算
は千四百万ドル増
西ドイツ政尉は︑連邦科学雀の
一九六五年度原子力研究開発予算
として九千七菖四十五万が︵約三
百五十懲円︶を割当てた︒これは
昨年より千四箇十万がの増加とな
っている︒

このほか政府は︑ユーラトムに
二千八落三十万が︑ユーロケミソ
クに酉四十七万五千が︑欧州原子

千がを支出する︒

センターを新設

ソ連はウリヤノフスクのボルガ

川の近くに原子力研究センターを

にはソ連原子力委貴会の原子炉研

建設すると発表し︑このセンター

究所が移される予驚である︒

居た原子炉研究所のSM−2型

性子ビームを発生した︒これは発

炉がこのほど三界で最も強力な中

電炉を研究している科学者や設計

者にはこれまでの櫻雑な問題の解

決に必要とされていたものであ

に使う金属の型を解決するものに

る︒原子炉木工や執交換羅の外板

ン燃料の獲郷にも︑いろんな基本

役立つとされている︒また超ウラ

的科学的研究のためにも使用でき

原子炉には︑内部が観察できる

るG

ソ連の原子力の町といわれてい

上げることができる︒

でき︑鍛大圧力は数酉戴圧にまで

上士度から数千度豪での高田窪で

れる︒このうらいくつかは︑摂慨

チャネルがあって研究がおこなわ

いろんな型をした二十一個の実験

特別の潜墾鏡が設課されており︑

力機関︵ENEA︶に二十二万五

米︑フランスにセ
フランス向けセシウム獅︵五二
〇キ蕊リー︶の大幣出荷がアメリ

りやすい食贔の照酎に便用するも

用原子炉が建設中で︑七万KW

蹴所が運開しており︑MIR研究

ニ：ク・ノウペレス︵大型ガラス るメルケスでは︑すでに原子力発

たQこれは︑サン・ゴバン・テク

行なう計画︵たとえは︑ダグラス カのオークリノジから行なわれ

ハンフォード地域で村暢的事業を

あるいは共同で

から二祉は単独シウムを大量出荷

だ理由は︑これ

同士憲ん

試験に入るよう予定されている︒

凝鐸
＆D契約を獲得した︒その一つは 料に関する契約である︒

いうものである︒マルビケン発電

紙開始後過熱装罎をつけ加えて︑

リアル＆エクイソプメント︵NU う一つはAECとの葛速増配炉罵
鍛気脚力十四万KWであるが︑運

米・ユーラトム研究開発禽同理專

ルトニウム生燈心の経済性改轡な

米原子力婁員会︵AEC︶は︑ル研究所によるパシフィソク・ノ 営︑などでこのほか欝金問題︑プ
さ惑にハンフォードのプルトニウ ースウエスト研究所︵元ハンフォ

一九四六年以来データ処理業務の実樋などであ

DA・UN社の共同運営にきまる

ンフォードの恥生産炉

ード研究所︶の運営︑ホボケン社どの研究開発の貨圧が課せられて
ム生産炉とこれに関連する燃料製
の放射線防護サービス業務の実 いる︒また︑近く運転が開始され
造施設の運嘗について提案募集を
施︑マーチン・マリェノタ社とU る予定の生二皮は︑現在の段階で
行なっていたが︑このほど八社の
s・ラバー社の共同による分裂生は引き渡されないが︑後日爾祉に
うちから︑ダグラス・エアクラフ
成物再生設備の建設・運転︑コンよる新会社が設立されれば引き渡
ト︵DA︶社とユナイテソド・ニ
ピ3！タ・サイエンス社の謂算・ されるもようである︒

ュ1クリア︵U
N︶社の共同提
案を選ぶことに

これらハンフ

決めた︒

お！ドの施設は︑

営をつづける予篤である︒

ゼネラル・エレクトリノク︵G皿︶ るQ京た︑GE祉も⁝那設備の運
社が遮嘗してきたものであるが︑

のハンフォード地域の欝業拡大方

ト

藁﹂

団団

火

妙術工

いな

伝技施

し実

古新誠

社

株

建
島
鹿

卿

あり︑運転が中止︑現在再び運転

曽

マルビケンの云過
熱装置契約なる

ヘド
響削轟灘

継がれる共同事業の内餐は︑①五爵揚の建設など︶があり︑AEC 化学メーカーの子会祉︶が︑変わ

昨隼AECとGE社は︑これらの
新たに決まったこの二社に引き製造胴揚︑プルトニウム燃料製造
施設を分割契約化することを決め

すでに四つの榑縁またはグループ つのプルトニウム生辰炉の運紙②

帥

の沸騰水型原子炉が運紙墨備中で

ある︒

璽

一方︑アメリカのエンリコ︒フ

でに三甫四十五万九千KWHの電

ている︒この炉も照射施設として

とにより燃焼度も鐵︒丑％に上っ

片が滅入されている︒

運紙を始めたバレシトス核過熱実

遣して詳解的に協力している︒

然ウラン璽水害速炭酸ガス冷却型（四面参照）

ェルミ萬遠隔は︑現在低出力運転 が始められる段階にある︒これま
の最終段階で︑すでに原子力委質

会︵AHC︶に対し六万九千K力W
を発生している︒
ドンレイ高速炉は︑一九六三隼

っている︒全出力運転は今年の夏 七月以肇万五千KWの全出力運

までの出力上昇の酔可申請を行な

もかかわらず︑発電所利用率ぬハ○

藪を続けており︑実験炉であるに

また︑フェルミ炉については︑

％に達している︒また︑燃料のウ

ごろになる見込みである︒

将来︑発躍と磁性子照射の両方に
ランの濃縮度を四五％から七四％

た︒

よって初めて発表され注冒され

E・L︒アレクサンダーソン氏に に上げ︑ニオビウム被覆にするこ

利用する計画が︑建設を担嶺した

カスピ海の北棄シェブチェンコで

は︑昨年十月から今年の三月初め

実験屠増殖炉︵EBR1丑︶の要求があり︑現在八十五の賦験

進められており︑ほとんど完了し

また︑敷地の一発作業は︑現在

脱塩もやるBN 三五〇
四月 瓢−六日から 二日聞︑一アトロイト帯で︑米原子力学会︵A

NS︶の虫催する筒速炉技術に関する会合が︑十力国から二菅七
十五名の専門象を集めて開催された︒この会合では︑アメリカか

ら︑エンリコ・フ轟ルミ︑ E B R 一 孤 ︑ イ ギ リ ス か ら ド ン レ イ 萬
ている︒このプラントの完成と運
転開始は一九六八一一九六九無ご

核過熱炉の建設で契約結ぶ

験炉にも三否万がの財政援助をす

ツ政府が負担する︒

のものとは全く別なものであるこ

るとともに︑かなりの研究員愚派

西ドイツの原子力翻究機関︵G

＆D副画にも参加︑協力している︒

西ドイツ︑建設費は全額政府負担

新しく開発されるこのプラント

編臨

今度演義されるセシウム餅は重

針と禽致するものであるとAEC のである︒

鷲狸︑保嘗③燃糾製造施設の運は述べているQ

運転休止になった原子炉に対する

重

清

島

松

速炉の技術的紹介および将来の利用計画などが報告された︒ま

一五〇︶計圃が発衷され︑他の国には同様な溜工例がな

たソ連からは︑すでに工事に取りかかっている大型鳥速増殖炉
︵BN⊥
いだけに︑注目を集めた︒

る︒

このソ遡のBN⊥二五〇は昨年 かなり安価であるといわれてい
出力については︑発鷺のみの場

の第三圃ジュネーブ会議でも発表
されたものだが︑今圓の会合で︑

水を製造しようというものであ

覧

の建設費は二千五萱クローナ︵約
スウェーデン
0・D・カザコフスキー氏︵B餌合は︑電気出力三＋五万KW︑ FK︶は︑かねて副画していた核 このプラントの建設に当るAE しかし︑西ドイツ達邦科学省の
で再処理される︒A皿Aは各種燃
十七万万千円︶となっている︒こ
1灘五〇担嶺︶は︑この謝画につ 脱塩を行なう腸禽恩︑＋醜聞KW 過黙内蔵BWR︵通称HDR︶
G祉
をは︑米ゼネラル・エレクトリ 舗では︑このHDRに試験的に使 スウェーデンのABアトムエネ
料の魯処理を行なっているが︑ア
ンク︵GE︶祉とライセンス協定われる核過熱用燃料の設計は︑A ルギー祇︵政府と魔榮界が共著で れについてスウェーデンのある新
いての経済性︑技術的内容などを
の醒力と毎躊千二酉ゾの蒸気を発
建設するため︑原子炉製造業者で
メリカの燃料を再処理するのは︑
所有する原子力開発組織︶とAS 聞は︑外国の設備を騨入すれば︑
紹介している︒
を結んでおり︑GE社の遠目熟REG祉独自のものであり︑GE社
生︑一日当り 万二千立方齎の翼 あるA鶏G社と契約を縞んだ︒
今圓が初めてである︒
丑A社︵眼機工業会社︶は︑マル 建設費でKW当り千クローナ近く
のコスト・ダウンになるだろうと
ソ連︑原子力研究
ビケン発鍛炉につけられる二四纐

海水脱城も行なう一驚圏的のこ

燃料には︑酸化ウラン︑酸化ウ

のプラントは︑建設疑KW嶺り二 るQ

葎四十ルーブル︵九力六千円︶︑
試験炉︶の近くに建設される予定

使われ︑燃焼度も五％が期待され

発躍コストはKWH当り○・六三 ラン︒酸化プルトニウム混合物が
謙ペノク︵二円五十二銭︶となっ

の抽槽船の航路近辺には︑國籍

リズムについては︑その性格や

．不ルギー環境に︑どのような影

響を与えるだろうか︒

ベトナムの動乱は︑ご承知の

によって賄って

の油田からの生麺を急ぐととも

MEC＞社は最近二つの大きなR
酸化ウラン・酸化プルトニウム燃

である︒プラントの所有はGFK

ており︑現在ソ連で塵紙されてい

ている︒ソ連では小型原型炉︵B で︑運転は西ドイツ筆力企業体R

のタンカールートが影響を受け

う︒また猷画の資金は全額西ドイ

R1五︶ですでに六％の燃焼霞を WEとバイエルン・ベルクが行な

上の方はどうか︒これも鍛近東

詔録しているといわれる︒

る二つの大型商業用発躍炉︵ノボ
ボロネジ︑ベロヤルスク︶よりも

インドシナ半雄

木明のジヒンク

現実面への影響について幾多の

ないとは︑だれしも断続できな

大︑あるいは鍛近

が数多く周遊

論議がなされているQ現状では

南アジアを視察して帰国した銀

とみにはげしくな

し︑戦乱の地を

勢のおもむくところ︑国内外国

における動乱の拡

りつつあるナショ

擶睡の間にしな

資本に対する薗国権益の過大な

ナリズムの傾向は︑わが国のエ

がら航行してい

とおりの状況で多欝を要しない

婁例も少なくない︒とりわけ石

要求や︑さらに発展して接収の

日本の石油は

油利権に対しては︑期聞の縮小

いることは︑こ

に︑さらには︑石油からの資本

近東からの輸入

れまた周知のこ

や︑ロイアリティの瑠額要求が

ﾌ多くを中

るという︒

が︑最近のワシントンからの満
報によれは︑ソ連はすでに畿勇
軍を楓当数送り込んでおり︑兵

地対空ミサイルを︑現在ハノ

とである︒そし

甲

それらは︑バソテル・メモリア

が契胸に成功している︒

社大飯市北区堂島浜通一竃つ沼二五番地

本

場火販ゆ｝吹・高夘・横浜。了11川

・南ベトナム

・イントネノア

ブラ詩ル

・

γンカボール

電話二二（281）大代6311

支京都中央区入蚤，淵5丁冒3番地

守之助

島

取締役社長

雛
桜

工

店札幌・仙台・横訴・名古屋・大阪・広島・四国・九州

二二1出張所

器としては︑サムと称せられる

イ︑ハイフォン周辺に配置する
とともに空対空ミサイルが北箪
のミグ蝿に搭載されつつあると

逃避が圏られているといわれ
るインドシナ半勘の聖と海は︑

展いかんによるが︑石油の安定︑

る︒いずれのケースも今後の発

てその航路に当

速のミグニ十一が四十機以上配

戦乱の鋤機や鑑非は別に論ずる

つの悪材料であることは確かな

低廉な供給という面からみて︸

のことだ︒また海南晶には超音

属され︑空対窒ミサイルが問様

として︑現実には︑はなはだ面白

ようだ︒ へ顕申好雄︶

一
くない方岡に発展しつつある︒
︵何らかの潅つかけで︑わが国へ

に搭戴されている由︒これらの

エネルギー問題

難セノン

式 ム
雷

連

ミサイルは栄躍のものと比較し

インドシナ半島の動乱と

策窟支店凍京翻映区銀座取一二鼠十番地三晃ビル三階
名古歴支店名古屋駅補（健三友銀了テ支店ビノレ）

叉
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鹿

長

ム
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て覇程麗以上のものらしい︒擁
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有利な黒鉛炉
フランスは︑このほどユーラトムの濃縮ウラ

︐燃料有効利用めざす

重水炉の組合せ
ある︒

ここに紹介するのはCEA原子炉建設部長貧

の

・シャルル︑インダトム祉長紀・ジブラ両氏

ン偏癒傾岡を批難する覚轡を提出し︑欧州独自
の蝉型の開発を主張したことでも知られるよう

と題する論文︵ニュークリア・エンジニアリン

EL−4とフランスの重水・ガス路線

に︑愚初より一貫して天然ウラン・黒餅減速炉
の開発を進めているが︑これとならんで︑フラ

子経済が良好てウラン獅と間縄度にプルトニウ

醤衛効利用の観点から︑新しい炉型として中性

殖炉の留用化達成濠での中闘段階における核燃

簸も少なく︑フランスの短朔︑中期総画におけ

ス炉が撒水炉および聞乱離と維舎された蹴合か

を各毬炉型の預金せで試即した場合︑黒鉛・ガ

て二〇QO無における天然ウランの累檀使用鷺

ンス原子力庁︵CEA︶は一九五八年︑濃州増 グ誌五月男︶の抄訳である︒同論文は結論とし

ムを郷やせる効率の嵩い箪水炉の雨露を決定し

た︒この結果︑CEAは一丸六二館天然ウラン る広義の 経済価値 と 供給の傑離 という

いと述へている︒

︵少なくともフランスでは︶と

利用が限定されたものであった

り︑またその近い将来における

・璽水減速・ガス冷却炉ELi4︵逸気出力八 重要な観点からみて︑窺水炉の持つ愈義は大き
芳KW︶の建設を決 定 し ︑ 現 在 建 設 が 進 行 巾 で

この決定に当っては約薫卑半に

研究に一千万ドル支出
フランスにとって最初の轟水動

体積の減少を可能にするとともに

建設はCEAとEDFが分担

マルクール原子力発転所からシノンまでのガス冷却に関する豊冨な経験はこのEL⁝4に利削できる︒将来この二つの炉型は柑互に

助け合うことになるだろう︒

⑤

アメリカ西 イ州に入る︒ここドレスデン がある︒力発電蟹品濃鞘ボ炎鰻願い勲灘濫鞍掛糠審謬⇔簸の露約八＋蔚のところにあた初めての箒撰鍵毒

窪た寧で三＋分ほどのと

湖癌群と車原

︵聞接サイクル︑鍛門出力二

る︒

りく

地帯のイリノ ころにアルゴンヌ国立研究所十一万KW︶︒一九五九年十

入った︒建設引金は全額民間

月臨界︑翌無八月嘗業運転に

資本で五千酉乃ザ︑研究開発

インダストリアル・アーキテ

の契約受注者に対する所有着・運

このようにしてELi4にク
恕ト
し として設識著︑建設着その他

は

ては重水とガスが選ばれた︒完成

業務内容は設計業務を調整し︑人

転省の唯一の代間者であってその

トン当り一万MWDオーダーの職
燃焼展で天然ウランの使用するた
の晩にはガス出口温度摂氏四薫七

ているが︑朗者は原子炉︑一次系

で調整して行くことである︒

設計圃卒蒔間衷通りに鍛良の技術

などフランスで薯えられている謄種の原子炉型によって墨されるべき役創の短期的および中期的予測が可能である︒天然ウランの使用量を試算

一九八○年から二〇QO身に簗

る二十年間に原子力発電器騒が十

倍になるという鴎提︵これはアメ

測よりは低圏である︶のもとに芙

リカあるいはユーラトムの長期予

穣使用量を試騨すると

然ウランの二〇〇〇年における紫

二万五千誘

◇無鉛／ガス炉のみの場合は三十

◇黒鉛／ガス炉が高速増殖炉を除

十九万五千ゾ

いて箪水炉のみと組み合わぶれ

た掲合

職速増殖炉のみと組み含わされ

◇黒鉛／ガス炉が重水炉を除いて

た華墨十四万ゾ

速増殖炉と組み禽わされた嚇

◇黒鉛／ガス炉が蛋水炉および窟

合︑＋一万ゾ

以上の結巣は天然資源の保序に関

持つ璽要性をいかなる議謙よりも

する著長の解決に対して珊水炉の

翼に葎在するということも蕎定鵬

よく添しており︑長期的な問題が

来ないだろう︒しかしフランスに

画の定義づけに際してコストとい

おいては︑短期的および中期酌計

EL14建設の圏的は一つの新
よる建設によって必然的にもたら

もかなり荷利な値と考えられるo

レソトの瞳径︑被擬蓑面温度︑燃料

ELi5は冷却ガス圧力︑酸化ペ
うことでは表現することの幽来な

されるコスト低下を考慮しなくて

五千⊥一万MWDになるだろう︒ れる種々のコストは商業ペースに

しい炉型の技術的塁礎を確圃たる

くの憲三都分を含んでおり︑また

門の要求など多くの關題点を提趨

簸も大きい改良はチャンネル嶺り
Fで考えてじるEL⁝5は十分謂

じ猛礎特性を有するものになろう
ものではない︒一方C封AとED

で︑この原子炉型の系統は資本投

に根本的還要性を画いているの

持つものと確信している︒

て罵水ーガス炉は有盟な将来魅を

饗すことである︒CEAと過DろF
う︒われわれはこの二面におい

的価値を実証されねばならないだ

器はここで初めて翼の経済的価値

の行なった最近の計算によると黒

ために燃料東中の酸化ピンの数を
ーボ・プロワ⊥二基︑主タービン

鉛・ガス炉︑題水炉︑高逮増殖炉

この発電所はフィンランド颪撫

の測定が行なわれることになろ

放射線を利用したこの装躍の特

に建設される予定であるが︑艦業

岸のロウマ市の北部のアライネン

ンド地ガの蹴力禰要を十分にみた

化の進んだ人口過密の南フィンラ

でに決め︑四︑五日で完戒︑建設

発電所の発注は︑一九六八無燕

され︑環境部欝が実施されてい櫛︒

トラン・ブオイマ社によって設驚

すでに敷地顯落エーカーがイマ

すものといわれている⇔

にだまされることがない︒窪たこ

初めての商業湿原

れている︒

芸術品などの検査に適するといわ

の方法は非破壊であるので︑特に

り︑金に似せた金属︑かえ玉など

なく︑その盤も捌議する能力があ

う︒大容猛炎蹴所に関して予想さ

アメり力・◇

長は︑金の存在を擬知するだけで

の決定が行なわれている︒

現在工瓢はコンテイソメントと
建議はほとんど完成している︒本

ワi︑原子炉重炭酸ガス回路︑銅

字中には熟交換欝︑ターボ・プロ

◆

税関のために金の
探知装置を開発

麟懲㎝

の中間段階で蒸気をすてる︑など

パーヒート蒸気の送り込ま3亀るタ ぐらい一1になるだろうが︑沓機

い出力を持つものーー三十万KW 平均聡艶出力一千KWを達成する 下︑価格︑試用性などの面で縫済

するが︑これらには独自の鮎交換

内温度などについて遇し14と岡 繊 と 供給の保存 ということ

経沸価

しなければならない炭酸ガス回路

れは経済性の異鉦を試みるための

多くの実験機器を騎している︒こ

いものまでをも含めた
あるいは非膳に大きいガス循環長

は高温・高圧バルブおよびダクト

熱出力二十四万KWの熱を除却 ものにすることにある︒それは多

基の熟睡軍器により冷却される︒

海水はべソセル内に五十五度で

め反応度の限界を大きくすること

札招詰手続︑応銘の評価・選択︑

建設はCEAとフランス躍力詠 ．その決定に対する推薦︑発注︑受

回路および取扱機懸について︑後

ス被覆の極微泌縮酸化ウランで︑

第二回以隣はベリリウム被獲の天
然ウランとなる︒数多くのテスト
および炉外テストは技術的︑冶金

り︑一方から燃料が日頃され他方

年はじめごろの予定︒

貴金属である金の測定︑擦知を

行なう装躍が︑このほど米原子力

委貝会との契約で驕発された︒

子力発電所を計画

この原子力発囎駈は︑今日の醐

費は五千万がと兄積られていみ︒

原子力発蹴所︵発醒容嶽三十万K 全体の発電容磁の約一〇％の蟷力

フィンランドが初めての商業用

これはアメリカの税関のために

トン当り竃気出力で五千KW︑量 くる荷物の中の金を探知しようと

◆ フィンランド ◇

水トン当り二千KWで︑推定燃焼 いうもの︒開発したのは米マサチ

作られたもので︑外国から入って
この原子炉型系統の技術的︑経

度は天然ウランでトン当り一万M

一・O％の微濃縮でトン当り一万となっている︒

WDに近づき︑あるいは○・九一 ランジスタ化した蹴池式携帯装躍
る︒期待される比出力はウラン︑

めることを保翫するものと思われ

って発表された︒

マトラン・ブオイマ・オイ社によ

二悩の規模となろう︒

ランドで一番大きい水力発鍛所の

ュセノツ州の峨気工業会祉で︑ト W︶を建設するだろうと︑臨嘗イ を併給し︑イマトラにあるフメン
の原子力激暑中に環要な位躍を占

済的性繕は︑五無以内にフランス

怩jWで経済性を立証

から燃料の取出しが行なわれる︒

EL5への自信

部の完成は現在のところ一九六七

ﾂの燃料取替室につき嵐てお 鍋回路の組立作業が町能で︑全

接含されている︒窪た延艮部分は

延長部に炭酸ガス循環チューブが

側二方向に延長されており︑この

なおチャンネルはべノセルの外

の使胴も予測されている︒

将来は低銅含指ジルコニウム合金

た照射試験は期待通りであった︒

エ︑ペガスの各原子炉で行なわれ

器を持つ一芳ープ配腰︑高汲スー
験は全部終了し︑ELi3︑シロ

学的問題の解決方法を示した︒試

入り︑六十五度で出るがこれは蕊

を可籠にしている︒冷却材として十五度ないし五二度︑効率三三％

ど明瞭ではなく︑還水︑軽水︑有

炭酸ガスの使用については朗養ほ達成が期待されている︒

がすでにいくつか存在し︑または

機物を使用する癒水減速の隙型炉︵EDF︶の両者によって監懸され 入︑検査︑現場監督など全体の建

近々存在することになることが知

この組織のおかげで︑フランス

実際的な縄験に大きく滲直するこ

の原子力産業は建設から運転まで

ている◎この分担方法はマルクー

とができるのであるQ

ベリリウム被覆燃料を開発

中性子経済が良好

ル炉建設ですでに実績を持ってい

られている︒しかしフランスの検響は水−蒸気圓路および発羅プラ
ントについてそれぞれ費伍を持つ

計では︑炉心内にガスが存在する

中

をそれほど損うも

ことは中性子的観点からみて

磯子バランス

のでないこと︑熟伝逮の観点から

みても筒圧ガスは液体の揚合と同
じオーダーの比出力をもたらすこ

EL14はすでに述へたようになり近い︒原子炉の炉心および璽

とが判明した︒また技術的にみた

場含には︑ガスを使用すること

重水減速で圧力八四七十PSIの水はステンレス鋼のペソセルに格

つ︒通常ガス冷却を採用した場九十PS王︑四百五十五度Cから九本のピンで構成され︑強制循環

本の燃料を含み︑各燃料要素は十

納される︒各燃料チャンネルは九

は︑かなり大きな資本支繊で︑ま

︵2︶ガス冷却による高い効率と たもれや甥故の原礪となる外部被高温炭酸ガス︵出口温度四苗七十

いう垂垂の状態

れ︑一千万が以上が支癩された︒
通水の嵩い三曲鮨力の組合せに

力炉であるEL−4は現在ブリタわたり各毬の研究と昌昌が行なわ
ニー地方モンダレでその建設が進

よるこの炉概念の有望性

五−五菖度C︶で蒸気条件は九魯

決定に亜つた大きな理由としては

圧璽水回路が不要になる利点を持

二年六月CEAによって行なわ
次の撃つのものがあげられる︒

行中である︒建設の決定は一九六

究︑実験および運転によって得

︵3︶新しい型式の原子炉の研合には導水と外気との．接触はな 千二営PSI四齎九十度Cの範囲旋酸ガスによって冷却される︒

1閑話計があるからこのような

サの方は︑三島油化でエチレ

っかけである︒

油と昭和四日市石油の精製工揚

という説

ン︑スチレンモノマーなどの生

明から︑いかに蟹要な役鮒を果

工程が可能となった

へ︑中近東からはるはる海上蘭

産原料にされてから︑三菱系の

液面計としては︑フラノシュ

はプロピレンを萬温︑高圧︑触

燈されてくる原油である︒

塔の外部側面に︑鉛容器に入れ

あるいはシンチレーション管︶

器に入れられた検幽器︵GM管

付けられ︑その反対側に保謹容

られたコバルト六〇線源が取り

アセトンに分離するフラノシュ

ノシュ塔内は︑上部が気相︑下

堪というものがある︒このフラ

部が腐蝕牲触媒を含んだ一月で
ある︒

そこで触媒を含んだ液根が気

との

信頼性があり︑

液面計は卸量とも日立製を使
用しており︑

十分な効果を上げている

経済効

代るへき方
ので︑その

大きいが︑これに
法がない

燃料の第一圓装薪分はステンレ

︵1︶原子力の持つポテンシャル

一で蒸気の質は在来火力のそれにか

がいまた大部分未知の分野にあ

い︒

した︒

れ︑同母七月その基礎工禦に恕慰

今回は︑技術戴早蒔代の最先
端を行く石油化学工業での液面

斜の利用状況を紹介しょう︒

工程中には︑エチレンあるい

子馬︑§︑ざ︑ぎ︑ざ︑詩︑ざ︑ざ︑ざ︑ミ︑§︑ざ︑譜︑ざ︑§︑§︑譜︑§︑ぎ︑§︑ざ︑詩︑ざ︑ざ︑爵︑ぎ︑ざ︑鰯

原

しているかがわかる︒

大協石油の干起製油所では︑

ゴムなどに送られている︒

成︑無札江戸川化学︑日本合成

三五モンサント化成︑三菱化 媒でアセトアルデヒドあるいは

わが国柳の石演︑羅力︑石油

おり︑この生腐を嵩置して︑中

原漉を長男やナフサに納製して

さて︑アイソトープを利訂し

ビナートの建設
部電力四日帯火力発蹴所は︑六

化学の一大コン

⑤
が︑藻電動四

日市地区で始め まハ万KWの羅気を発電してい た液面計が使われているのは︑
ここの

のエ

る︒また︑大協和石油化学は︑

チレンからアセトアルデヒドの

大協和石油化学

られたのは︑昭

ナフサから中間原料のエチレ

が設畷されているだけの極めて
簡単なもの︒液颪の変化は検幽

根を押し上げて︑次の工程に流
れこまないよう液面をコントロ

器からコントロール室に電気的

アセトン︒M工BKおよびM
触I
媒を含む状態にあるので︑従

製造工程中と︑プロピレンから

に送られ︑自動制御される︒

ールする必要がある︒

フラノシュ塔は︑ステンレス

ン︑プロピレン︑塗料︑可禦剤

四日市コンビナートを見る

石油化学と液面計

和⁝二十ご年のこ

とである︒今
日︑伊勢灘に臨
む四日市の臨海
地内には︑銀色

あるいはチタン製で︑内部は二

の原料となるブタノールおよび

の大きな石油タ
ンクや化学反応

百−三百度︑数百気圧︑腐蝕牲

塔が林立し︑赤

BCの製造工程中︑

効なコントロール機器として利

ない︒このためRI液面翫が有 万円をかけており︑金額的には

ことである︒また液面掛関係の

合成樹脂︑合成繊維︑フィルム

のエチレンからポリエチレ

三菱油 来の機械的あるいは鷹磁気的液

白だんだらの綱

ンの製造工程中である︒

出

設備には︑両社とも総額数千
を生産している︒

などの原料となるアセトンなど

面コントロールの方法は役立た

ら︑白い煙をは

両社ともこの工程は︑西独か

ら技術導入した︒その時︑R1 用されたわけである︒

一方︑昭和四日市石油の四日
市製酒所で納製された重油は︑

液副肝の使用を仕様轡で示され

軽挙︑このプラントでのRI 果は計り知れない というのが
中部電力三二火力発露所︵三十

四万一千KW︶に送られ︑ナフ た︒これがR工液面計利用のき 液顧激は︑莉社の技術薔の R 関係者の欝である︒

30

産
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模様の煙突か

このわが国最大の石油化学コ

ならんでいる︒

き出している火力発羅所が立ち

伸びゆ伊細腰華華

ンビナートの活動源は︑大協石

一一
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業

が設計︑鯉 作 ︑ 調 整 を 隅 代 り し た

齬H

▼

た例や︑黒鉛そのものは大澱艦産

で︑日本製鋼の岡灘贔に切りか凡

ーユ祉から輸入した鋼板がダメ

ている︒そのほか︑英国のコルビ

の骸計騨の知識であった︒耐腱設

界実験館田による研究と︑東海炉

る︒この設計の下地は︑武山の臨

圃の原子炉主任技術者の荷資格者

けたものが十三名あるので︑わが

五十万KWの大型ガス冷却炉であ あるQしかしこのほかに濾定を受

計したのが︑このほど発蓑された

は︑現在蕾三十名である︒

ち隠頭試験の合格者は百十七名で

製備がないため海外から輸入した

辻良夫︵住友電

眠雛︶今井健︵東芝︶撰藤錘邦

工︶大偶滋男︵三

内容別にグループ粗織を識けず全

もシリーズ形式にする︑必要に応

戸化成︶黒田敏彦

︵旭硝子︶高橋良明︵横瀕ゴム︶

じてサプグループも設け︑蜜た会

誠次郎︵昭和鷹工︶西沢千父︵三

川公史︵東芝︶讐

︵棄大︶団野眺文

︵東大︶田畑米穂欝・

努︵東大︶渡引力

︵都立大︶藤原鎖

︵東大︶近藤正器

I研︶平川浩正

飯塚義助︵都R

とおり︒

なお主査は次の

井正︵宇部興産︶

灘1羅ii鰹llll灘羅

開お レ3一＝評︐嵩＝∵＝﹂留・謬μぼ＝．雷∫∴儒・ご・讃岬 ＝筈㌦盛；挙饗し安壊生で国

十八日

第九回燃料安全専門委員
一会◇二十一田

化の進め方の方針を得ようとする

出し︑今るの研究開発やその実用

て︑食赫照射に関する間題点を摘

め︑関係者との意見の交換を通じ

なかったきらいがあった︒このた

発体制なり︑政策が確立されてい

れた﹁箏故賭における核分裂生成

と︑さきごろオークリソジで醗か

収支決騨報告を行なった︒このあ

昭秘薫十九年肢染務報告ならびに

虎ノ門の国立教肴会館で謝かれ︑

那会は四月二十四日午朗十時から

原子力安全研究協会の第七回理

先生

をかこん

大体これでよろしいが

と先生から逆

急ぐなとい

とやんわり切り返して︑ウルサ

にやれという意味でし．伽うね

は︑急がなくちゃならんが慎盤

たいが︑あなたの雷われるの

われれば眉の荷が軽くてありが

側がダメを押すと

発は急がないように︑と婁賃の

に声がかかる▽改良転換炸の開

算がとれますか

本藍にいいですか︑これで予

と婁貫が賃戒しそうになると︑

案に

とりもしばしはV局が出した試

で︑ゼミナールよろしくのやり

長代理の三沢

る論証︑という騨判だが︑委員

珍しい盤り上りのあ

カ月になる︒近ごろ

がはじまってから八

動力炉開発懇談会

一

第八園研究婁貴会

ない︒そこで︑わが国で実用化す

ス氏との懇談会◇二十四日核分

▽米大使朗科学繊当選在富モーリ

に実親化の可能性を示したにすぎ

ろう︒

現状の紹介︑国公立試験研究機関

また︑この会含で食品照射鯨蔵

るためには独自の開発が必要にな
日本原子力難業会議の放法線化

における概要︑行政蘭からの整え

原産で初めての会舎となった︒

物の放散と放嵐に関する国際会

裂生成物放漫問題懇談会

学婁鍛会では︑四月二十八日年壮

が説明されたQなお︑次回の懇談﹁

専門調査団︵仮称︶の派週要領案

この会合で蔵見の発表︑討論は

難解協理事会終る

会閥催は五月の中旬の予定︒

の検討が行なわれた︒

﹁食晶照射に関する懇談会﹂を開

句

型の婁璽連を巧みにりードして

力三嘆簸岡紘藁饗笈発

田本原子力薩繋会鱗︑田本原子

準備で懇轟雛

第七回R一会議の

方について報告講演を行なった︒

最近の原子力の安全性議題の考え

業技術院電気試験伽羅力部長︶が

ほぼ次のようであった︒

議会が発足し︑沓研究機関相互の

現を綴るために︑食癌照射研窮協

わる研究者を集め︑懸盤食品の実

さらに昨隼二月食品照射にたずさ

の方面で研究が進められている︒

良︶︑園芸食糧︵発芽抑舗︶など

造食陥︵円熟化︶︑般順︵品質改

日水における食品照射の研究は
十五の研究グループによって︑醗

畿﹂に出席した山田太三郎民︵工

おり︑国としての一貫した研究開

研究は︑学術的な調査に鋸盤って

これ豪で︑わが国の食品照射の

方︑食品衛生管理上の問題点など

開発体制︑政策の︻貫性を検討

初の食品照射懇談会開く

li
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二時単より原産会議蜜において︑

催︑製酪の放射線照射に関して︑

灘

．嫌樋

に
階撫

文雄盆一思レ︶申達無・

文宏︵田立︶井手灘欄

︵三島油化︶原

含は原則として源月一回開催する
が︑池宜セミナーも開く︑ことと

豊︵日東理

研究会会員は次のとおり︒

なった︒

藤原譲︵愈レ︶広瀬

化学︶瀬川晃︵住友原子力︶小林
義男︵東洋紡︶外川勉︵東芝放射

菱原子力︶千藁霧郎︵日本原子力

@

体墨まとめたものとし︑研究内法

わかれてグラフト稲合︑放射線化
学反癒︑線源工学などの工業化の
ための悶題点を取り上げ調査研究
を進め︑報告轡をとりまとめて一
隻所期の国国は達せられた︒これ

化学技術齎の二成と振腿陥発とく

らの研究活鋤は︑わが閣の放鮒線

は︑五月七 田 午 後 一 時 半 か ら 東 京

脳炎︵丸紐石油︶松顧正次︵三遍

線︶関川溝四郎︵三井化学︶山本

江戸川化学︶泉孝幸︵東亜燃料︶
篠原鰹央︵東洋レ︶武安俊彦︵第

こんどの第二回コースでは︑放

一原子力︶松本昭︑寺川彰︑山本

射線化学に幽するトピノクスを巾

郡業︶大井頽彦︵東洋蔑圧︶大浜

の︒

關︑改めて行なうことになったも

のと期待され︑本蕪四月よリニ年

にその実用化に大きく寄尋するも

圃コース︶の第一圃会衡︻写爽︼

した﹁放射線化学研究会﹂︵第二

会の下部機構として本隼二月設養

するために 原 涯 が 放 射 線 化 学 委 貫

る鵠査研究と︑その技術潜を獲威

わが囲の放一線化学開発に点す

跳躍新方針で第二回コース

シリーズ型式で検討

たとえは︑工事の最後の段階で

設計︑製作 を 経 験 し て い る Q

麗炉のほとんどの部分について︑

ケースが多 か っ た の で ︑ 実 際 は 発

＝

虎ノ門の教 育 会 餌 で 闘 講 式 を 兼 ね

て礪かれ︑今後の運営について慧

見の交換を行なった︒

髭会式で は ︑ 放 射 線 化 学 剛 婁 員

長の杉山鯉三氏と雨営綾夫研究会

畏の挨拶があり︑続いて集工大志

心とする翻厳研究︑放樹線工学の

博︵旭化戒︶轡田広雄︵東亜合成

鉾
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聞

業
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力

原
フランスの原子力研究︑放射線
化学などについての関心が最近筒
蜜り︑昨春の訪仏原峯力使節団の
派遣︑原研︵窩繭研︶ヘフランス
原子力庁からの研究者の派還など
日仏間の原子力研究に関する協力
は緊密になりつつあるように愚わ
れる︒鎌響は︑最近フランス原子
力庁に胸六カ月にわたり滞在し︑

放射線化学および原子力特旨の異
燗について二品する機会を得たの
で︑その間に見聞したことを御紹

介したいと愚う︒

重要な存在．
⁝ブレバトム．
フランスの放射線化学の実偶に

たいと思う︒

フランスの原子力特詳を語るに
轟って︑窪ず忘れてならないのは

ブレバトムの存摂である︒これ

ンスにおける原子力関係文献の中
心センタ⁝となっている開係もあ
り︑それとの緊密な協力の下に︑

特許文献のみを分堅し︑フランス

特許を初めとする各国の原子力
特許を収集し︑前記図轡館内にも
分室ぷ一持ち︑原子力庁の研究員や

︸般人を対象として︑特許文献の

いる︒さらにユーラトムとも協力

貸糊しなどの柄報提供を行なって

が︑われわれはさらに英国に3曳

熱しながら行なったが︑三段階
きて五刀

二日からいよいよ臨

瓦月上旬より舶次出力を上昇し

礎城鼓踪の励作試験等愚経て︑

篇比炭酸ガス野剛気巾での各毬

ルに装壊し︑制獅榛を順次引抜

界準備にかかり︑三九〇チャネ

て︑杓十二万KWで営業機転に

十﹃末頃には︑各硬試験亭終え

ャネル数は三九五と予想された

までのカウント数からの騙界チ

いて行き︑最後の制卿棒は㎝本

よる予測との差を分析し︑その

ける瞭界の数の実績とコードに

ので四月三十巴に三八四チャネ

陞鞍懸
結果東海炉の最小臨界チャ不ル

松楽長の手で引抜かれ︑冒顧に

め三鷹のBF3カウンターを炉国実用炉の最初の火か灯ったの

従来世界各鰯の発躍炉は︑認

六千KWに感ずる予定である︒

機械装置のささいな障管で︑円

多い．東海炉もこの種の障害で

滑な運転開始を妨げられた例が

燃料装填が若干遅延准余儀なく

料婁素を一本ずつ精密に外観検

イプを通じて釣下げ︑人力によ

査した上滑巾によりスタンドパ

原子炉内への燃料装填は︑燃

入り︑来年春野には簸格十六万

ル家でを装填したσ

心中心部より移動した所︑その

も述べた通り︑五月四臼︑わが

蛙づき第一段階の装填チセネル

数は三四二と鍛愛した︒これに

数として︑絶対に臨界に遠しな

影響が予想外に大きく︑これを

その直後次段の測定準備のた

本圏の燃料を装入し

東海発躍所では︑去る四月二

いという観点かb一五六︵一中中

＋︸日明

心の十三スタンドパイプのチャ

てから十四日図の五月四日午後
一蒔八分︑待望の原子の火が灯

である︒

った︒その蒔の臨界燃料チャネ
ル数は三八七︑全チャネル数の

⁝営業運転成功へさらに努力⁝
調・・三・≡：原竃の東海原子炉︑臨界に達す≡・㍉

に到達し︑原子炉は巖生しに︒

か図りがにいが︑最滋を尽して

今後も如何なる障占に遭遇する

されたが︑幸い今圓臨界の段階

補正すると臨界チャネル数は三

なく︑極めて頽調である︒現在

を通じ︑燃桝破損事故は一件も

ネル数に相当︶を選び︑予驚通

は臨界よりやや大きい炉心で種

り行なわれる︒今日まで全作染

この過程はよく知られている

予想値と一致し瓦︒この間予想

達することを怠得する次第であ

轟に当り︑発蹴所完成に無蓋到

八七と撤定され︑コードによる

毬の物理溺定が耀われているが

り四月二十四田その装填を完了

十三田からはいよいよ全燃料装

した︒この装填に当って安全

臨界チャネル数が上下すること

拠金を確認しながら数段階に分

に内心一憂一響するところがあ

通りいわゆる臨界接近法により

てみよう︒

して︑欧粥のみならず央︑氷を初

Z餌

約一九％であった︒次に臨界に

Φ一一〇

めとする他の翼々の特許速報業務

Hb篇湿も︒け冠

いたる燃料籏樹の経過をたどっ

ΦけΦ

をも行ない︑原子力工業所窟権︵℃
婦O り

9の9導①︶と称写る雑誌を発行し

てその成馨霊艘に繁く知らせる

で発行されている国内および英米
などにより安全の確保に留激し

吉岡俊男︶

︵日本原子力発羅会社
部長

技術部

難︑中性子︑炭酸ガスモニター

は終了する畠物である︒その後

る︒

けて装荷してゆく方法である︒

圧で一−ニチャネルは変ってく

ったが︑この値はまた気温や気 荷の没階に入り︑ほぼ五月中に

英国型炉の核設謝は多くの実験

を基として修正されたP／80と たことはもちろんである︒
続く業界蓉での燃料装峡は︑

臭覚熱御職蟷対の取付け︑嵩品

も︑炉心特性の測定︑燃料品度

いうコードで行なわれており︑

である︒

るのであるから︑原子炉は複雑

みで六万円︑講義たけでは四万

て六段階に分けカウント数を測

になる濠では嵐纈内容が公關され

円︑実習のみで二万五千円である︒

最小臨界チャネル数を鼠糠とし

封の上で提出され︑陸︑海︑空の

ないという特許界の常識を破った

これによる東海炉の臨界チャ

これらの特許出顯に嶺っては前

三軍から派遣された三名の技術貰

ネル数の予想は張八七である

も︑その特飾課に︑十数名の技術

詑のブルバトムを経由して行なわ

取扱いをうけている︒

は︑欧州ぬ旧習照によって設立さ

いるように見うけられた︒また

の技徳文献などもかなり提示して

れた出願は︑秘密特諮となり︑特

いる︒ここで国防上必蟄と判励さ

封できないような制度がとられて

によるものであっても公開が雛庶

自後八カ月間は︑二女出願餐窃身

採用しているが︑出願内容は︑出

は︑特許はいわゆる無審査主義を

されている︒

爵庁内でも特に﹁︑二名の阪られ
た入の目にしかふれることを解さ

フランスにおいて原子力特詳

いるのであるが︑この御紹介に当

は︑大体犠上のように取扱われて

れない︒原子力関係の特許八丁の

前罷三羅の技術瀟による判定と二

取扱いは︑それらとは異なるが︑

って医者の個人的興味のある点に
係披術者が加わり︑彼の摘出した

わびすると共に︑もしこの一文で

かたよりすぎた感しがある点をお

七に第四の技術者として敵子力関

原子力関係蒋押出勲は︑ただちに

謂賢の何らかの御参考になれは塁
っており︑出願公告あるいは特許 外の醤ぴと思う︒

ユーラトムに報告されることにな

原産原子動力講習会開催
たのを︑ニカ月に四週間としたこ

五月二十日まで受講者募集
倉本漂子力負業会識は︑原子力

嘱影

膠原嚢響匝

五月二十日由込ろを輝切る︒

開講すろもので︑受講料三万円︑

工学︑註物︑化学の⁝二系に分けて

程修了程度の知識をもとにして︑

な技術青を凌成するため︑基礎翻

修は︑アイソトープ利用の溜導的

の研修生を募集している︒この研

四日から．八週閲開講する蔦級課程

込上冨士萌町三一︶は︑五月二十

ソトープ研修所︵東京都文京匿駒

田本原子力研究所のラジオアイ

指灘的な技術者養成

高級課程開催

原研R−研修所

局六＝＝︵代表︶へ︒

覇業会議サービス事業本部五九一

申込み︑回合せは︑日本猿子力

者を擁し︑物理︑化学︑技術の三

がそれぞれ国防に関係なしと判断

れ︑オランダのハーグにある爾際

なおつけ加えると︑フランスで

れることはもちろんである︒

限りでは発見することが出来ず残

特許協会︵工IB︶に調査を依頼 この調査結果に対して︑費任をお

するまでは︑特酔庁の職貝でも開

班に分かれ︑それぞれ研究者と協
力して︑新技術艶48よりよく保護す

るために努力している︒原子力庁

究成果は必ず特許課にも報告さ

念な事であった︒日仏間の原子力

な調査とはいえないといいながら

う義務はないとのことで︑完金

OO自9の⑩99δ舞姥︒恥
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ルヘ

努力をしている︒この維誌は︑原産

の原子力特許速報を一つにまとめ

たようなものであって︑独自の特
許需要表によって分類した各国の
原子力特許について︑そのデータ

國面などを原文で藍玉し︑さらに

と共に韮要な特許舗求の範囲︑

の英訳を追認する形式をとってい

その原文が英語でない場合に︑そ

の藷から合成された造語である
る︒これは欧州各国には︑統一さ

は︑フランス語の特許と原子力と

が︑正式には︑フランス原子力応

ているためと湾えられ︑統一欧州

英語が共通語としての役割を果し

れた芝葺が存在していないため︑

組織の略称である︒これは︑一九

用特許管理会赴と呼ばれる︸つの

五八年にフランス原子力庁とフラ

⁝文献の調査
⁝は一IBで．

して英語が採用されているのと同

れ︑特餅課において特許出願する

査文献は︑系統的に調査されるも

においては︑研究着の行なった研

れたもので︑潤営企業たると私企
様の傾陶と霧えられる︒ここで速

か否かを決定する制度がとられて

のとしては︑ドイツ︑米圏︑ベル

純量法菓案による公用語の一つと

業であるとを問わず︑フランス入
報される特終の内には︑日本の原

いる︒家たその特許の価値の判定

ンス電力庁の協力によって硝立さ

による特旨のすべてについて管理
子力特許も漫然紹介されていると

なお前認瀦際特許協会による調

することを内的としている︒この

の各園の特杵文

ダおよびスイス

ブルグ︑オラン

ギー︑英国︑フランス︑ルクセン

の話であったが︑筆者の調査した

日本の技術紹介希望

献があるが︑必
ずしも特許文献

研究協力が緊密になりつつある今

して先ずフランス特許庁に出願

して行なっている︒これは原則と

ではなく︑一般

に限られるもの

日︑この画での協力にも十分に力

特許は鉦

下主華饗

のための公知文献の調査について

機能は︑大別すると二つに分けら
れる︒一つは特
許出願の代理で
あり︑他の一つ
はドキュメンテ

⁝シヨ ンであ
ては︑一書にし

る︒前巻につい

フランス原子力庁の出願を始め︑

様の仕鵬をしているのであるが︑

を注がれ︑日本の良い技術の紹介

ていえは︑ 一般の特許事務所と同

フランス圏のすべての原子力特許

てたことであって︑この結果これ

と︑新たに一週間分を実習に振当

のフランスだけでなく諸外国への

技術者を養成するため昭和三十三

し︑一応先願権を確保してから調

年から九回にわたり原子動力講習

をして頂きたいものだと念じてい

も︑かなり橋渡しているようであ

出置を一切代行しているため︑原

講習会は六月十四日から二十六

豪での罐習課厨は原子動力を中心

査昂儀諭し︑その結果を検討し

ることになったので︑五月二十日

会を胴いてきたが︑本年度は内容

る︒豪たこれは先方も岡様のよう

て︑特許出願を取り下げるか︑フ

⁝出願後八カ月

︵一九六四年出版

った︒

子力と特許との両画に遁げいの深

で︑聾者が会ったこの方面の蟹任

ランスだけの保護に止まるか︑他

日までの囚週間で講義課程を終

三二跨︶

なお︑講翼会費は講畿・察習込

二
え︑八月十六臼から九月紺日豪で

︵Oのご明りρ一国一

今回の請習会の敬正点は︑従来

A五判

の三週間のうちの一週闘で原子炉

Q①昌⑩耀p鑓鐸σq

︵瞬O℃o貯︒げ習

技術者に隙子離力を主とした原子

の︒け巨︒答鴇

びOO疑μり①心

○の灯手函幹︒ヨ

力全般の一般的︑苦難的知識を修

会舘会社の技術職員で︑大学卒か

実地講習をする︒受講資狢は原巌

日豪でと︑七月十二購から︸午落

ス工業所有襯周において︑原子力

つくろうとするもの︒

得させ︑高級技術著となる蝋画を

五カ月間に五週間の講義をしてき

この講習会は︑大学卒業程度の

に再編成された︒

い技術者が認り︑たとえば原子力

者の一人は︑何とかして速く正確

締切りで受購者を募集している︒

を一新して六月十三日から開設す

庁の出願の場合には︑原子力庁の

は公開禁止●

関係の特欝出願は他の出願と区別

わち︑フランスには國囲物詐の制

田本の特群庁に相当するフラン

他国への出願を欧州だけに止める

された取扱いをうけている︒すな

度があり︑すべての特許出願は密

規性の程度と発明の璽要度から︑

かなど︑数段階に分かれたランク

うである︒

に応じて出願国を決定しているよ

周程度の者である︒

か︑その保護馳囲をさらに拡げる

っている︒この調査結果による新

圃への出願をも行うかの決定を行
くしたいと語っていたことからも

に田本の原子力特許の現状をはあ
な嘱台には発明者をも混えて十分

特許課の技術吝遜としさらに必要

察せられる︒

フランス原子力庁自体において

する特許課

．技術を保護

に討論を行ない︑より良く保護さ

ドキュメンテーションについて

る︒

って︑すでに詳細に調査きれ︑そ れる八一を得るように努力してい

ついては︑酬述の訪仏使節薗によ

の報告欝が発表になっている の

は︑原子力庁のサクレイ原子力研

で︑ここでさらに蛇足をつけ足す

仏原子力庁サクレイ原子力研究所の一部

究所内にある中央暮露館が︑フラ

●筋肉痛・疲れ昌・硬秘・夜尿症・難聴・心臓病にも
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この3うにわが掘の原子力開発
にはできる限りの努力が払われて

口取丸

ノ内の凹添工業クラブで開催した二本原子力聖業会議の通常総会
いるが︑さらに矯しい発展への娠

弾の今後の幾刷りが︑これまでに

機を迎えるについては︑民聞産業

間双ヵの努力と協力が必要てあると︑掠子力餐員会や通淳欝の推

になろうとしている︒このkうに

油轡焼火力発撹と競合できるまで

も米国で開発された概水嬢ぱ︑嬢

経済性の向上に努めており︑甲で

原子力発電については各団とも

力倭農会でもより高次の宣場から

の雄進がはかりれているが︑原子

も学界︑κ議環など指中心に︑そ

とくに動力炉の開発にはこれまで

その解湊につとめる所為であろ︒

する閲糠について翼翼を結集し︑

桜内顯産相あいさつ

審議結果をま
ち所要施策を

とを燐託するQ

原子力齎呆の発展に寄りされるこ・

るが︑勲わくば今後ともいっそう

の鍔力に嚇しては深く故慧を表す

蛇毒な役下りをはたしてきたQそ

子力開発の中心的蠕動械関として

力甦業蛮議は設立捷軍だ業界の原

が予思されるのである︒日露原子

もましてきわめて大きくなること

その進期は膚しく︑筒遠増殖蜘な

秋癒的にそ0呉鉢化遵はかろう

将寒の開発力鋳彫きめるとともに
原子力発蹴は大型雄羊蕨による

に鮒して騰り知れない箱望を抱か

動果的な聞発が巌面の屠煙である

刊用を積極的に雑進ずるため︑動

に対処して︑さうに鳳子力の開孔

わが国の動力炉開発の指釧を凡た

を交拠しているが︑これによって

の権威と塾知を輿め︑廻国に窟見

響黒蟻

また偽幅癩︑勢螺麟の国警．磁挨濾の

る︒3．

た昨年八月発疋した罷業構

輸註してもろいたいと考えてい
となっている閲題点の追求とその

る聯碩▽R王利用の発襲のあい賂

に対する任意拠綴金︑勲閉会Q

選出︑⑳一九六六年度一般晃金

次澱欝︑麟職螢茸金婁疑徐への

一
閥題なともあるので︑これらにつ

打開策の検討▽見学会の開催︑な

もらっているので︑これらの審議

①R工の輸入配分およひ輸送業

演会︑講習会の⁝開群Q

ゆR王に閃する研號発表会︑講

ど憂実施する︒

迄審議会原子力慶襲首脳でも︑現

や原電の索濾発電所の経験︑要撃

いと考えている︒しかし原子力発

編異︑職業って所要の癒策卒講じた

いるQついては腺麟の動力試験膏 在線子力産業の諸縁題を答議して

の外国狡術の導入︑閃内技術の鳶

W・カルテ￥リ民茜独君学

行く人・来る人︒

いて通切な慰撫胸処理が望まれ℃

成などで︑今後の開発に効果的な

研究省印篇︶原子力駿員会の招侍
て孟刀二十四日御薩七時五十分来

◎RIに闘するサービス業務▽ 日︑三十日象で滞翻する︒ ︵本紙

務の実塘︒

者の十分な努力と協力が裟す虫ず

ギー隷敬の測定▽標謙化堅物の貯

電の開発という大風業には︑関係

迦産省は今国会に総禽エネルギ

で︑関連事業の方々にもそれぞれ

上靴な時期であると思われるの

推進をはかりたい︒

⁝調斉会法案覆捉出しているが︑

る認蔽会の素地▽研先発長会の開

容器の籔備を爲なう︒

施するが︑補助饗業として廃藩物

吻放尉性路漿物の集碕難業を実

殖忌中なとを儲なう︒

倹酎︑ならびに関係方面に逸し懲

法令︑暴圧斉の地位向上に関する

を行なう▽参蕃となる賛謄︑関係

員会の任命︑⑥騰関への加盟申

報告︶④三三疫選出︑⑤一破婁

的には会議飴一Bに開かれる一般

び報強Q⑪鄭十蹴総会の開催

硬喰云におけ⇔一般職討議およ

闘康

一

六月群舞午後一時

放射線化学研究△竃

工へ⁝︑議所

一日午鋤一時原産

後一時原藪︑炉心設譜グループ†

嚇原配︑燃叫グループ六月十日午

引戦制遡グループニ雪八日午後一

ループ華臨月二十七臼午後︸時原麓

月︸日午後一時掠癖
原子動力研究会 動力炉開発グ

阿へ口せ〜驚ハ

中部氏子力懇談会委鍛会 五月
¥一醸牛酪一踊三十分名占屋繭

Y原遅

躍鳳雌︑斡瑚・．罫ハ月二q午後一時

R一二鼠会

一時序勉学技術館

灘隅鷹塩鱈進姿偏災ム調 一覧月四Uん十秘晒

一月目科学技術館︑斎村部血んガ
ニ十七U午藺十時隷駕

關四灘計画壷井繍ハム調 轟ハ月︸勝算硲後

カルテリーり氏との懇談会
月二十七口正午東ゑA醸

五

A・G・マドソク氏︵英国ケン
ブリノジ大学放射化単研先擁エ任
教援︶醸研R−自修所の節六画戯
際訓課コース日羽として来目して
いたが五月二士百帰国した︒

たが︑六月九日覧る︒

製造配分▽囚雌RIの精製配分▽ 樫照駿無涯︵放甑餅継電衛疏捕
発部第三研究室長︶ウでーンの医
原子炉による照射サービス仲介︒
学および生物学におけるR王試料
ゆ放射線取扱主箭者耶会の活動
測定技術に関するンンポジウムに
▽鯖六画総会を十一月関西で開題 出鮎後︑放射磐炭系測定轡識の調
▽講習会︑主任者懇談会︑見学会 査をするため五月二十二口謝発し

て六月五麟由出驚つるり

課長︶駐トルコ大使紹議事君とし

三組水素︑炭素14なとの低工不ル 三月十五鎖りに詳細既報︑︸
武田実践︵醜原子力局凶際協力

その成立ぶまって舗海盆を発足き

する︒

蔵▽模倣課源︑ヨウ系︑比較線源の

しての原子力発電政策についても

せ︑総禽工邦ルギi政鑑の一環と の立蝿でいっそうの配慮をお膿い

新事業計醐きまる
沽動▽特に関心をもたれる︑ある

放同母第十二回通常総会
日本豊麗性分紘元黙協会︵会長

催▽文献調㍍と抄録簾︑題目築の

マと間八W議論会︑内外研兜者によ

いは推進を必蟄とする聞賭をテー

総会を開き︑昭憩二†九年度肇随

刊行▽捜撰者の澄成︑調紳に関す

鼠本県の学十会館て嬉十二圓鷺常

茅誠司氏︶は五月ニや聾唖午後兎

と決算︑昭和四十年度事葉瀦画と

5るが︑その聖餐は

ことしの弗九圃田二線子力機関

仮議題は22項劇礎錨

予緯を．艦認︑原砧理罫長丹羽凋
憂国を蝉環に選任した︒昭和四十

の鰐瓶郵轟で

郊麗の饗触角圃はほとんと削年度

顯制総会は︑鴎報のように九月二

請︑⑦事務融畏の講説︑⑲議事

①RI岡係資料の取集︑敗鮪鞭

次のと隔りであるQ

②RIの調査研究と利用闇発患 十一日午後三時か6︑乗取芝の束

へき離項の劇激て︑⑲翔軒裏の

の採択おふび最初に討磯される

隣的とぎる各三会︵二丁学部会︑

鼠プリンス・ホテルて開畿される

愛員会で決定されるが︑仮義臆は

口︑⑬親饗盆委臓の選議︑⑬一

決驚︑⑩一九六四−六五年度の

これに先だって箏誘総鼠が押翼金

九六六年瑛の予算︑⑪一九︷ハ六

保障措鰍︑⑬一九六四年の決

と協説して約成するもので︑今回

①開会︑②議疫選出︑ゆ郷九回

鄭︑⑫悔の国際懸隔との関連︑

年度の加盟囚拠出金の尺庶︑⑮

総A．べの代頭団の魚任︵睡臥状

⑬饗務総長任命︑的職業酒糟年

∩V∩§U一撮一︶

馨族ダンジネスB発電所に

AG盆の採用決定

委員会の任命︑﹄任状総員会の

は次の二十二壕国である︒

た︒遍舘総会の討議戯題は︑最終

が︑その轟轟題がこのほときまっ

公社のナ分転48協瞬が必要である︒ 心学・生物学部会︑医学漏会︶の

が︑これには開発を笑施する聡力

としてい勾このため睡年弱から

力炉の聞允︑挽用︑一み燃料再処理

うえ︑さらに二本嗣策として渓定

繊子力婁殿会てはこうした47カ 照門炉聞発懇談会と諺けて各方面

せている︒

ど︑阿寒の町龍性は︑原子力発躍

愛知科技庁長官のあいさつ．

山積問題の解決へ

原子力開発の発展に寄嚇するレト︶に期待すると述へた︒

遣方釧を明・一2かにし︑さらに原子力葭垣顎がそhそれの照影で︑

．勺原子力発隙への期待を述へ︑その開発卒療進ずるには政町︑民

に出席してあいさつした︒両大臣はこのあいさつで︑将来に導け

愛幅科学技術月長官と桜内適翫椙は五月＝十一日午拠︑

動力炉開発の基本国策を

開発推進に総力結集

脚一

工場の懲設︑原子力弗﹁船の建造

政

ついで別釜で懇親パーティを闇い

為ちろん︑海外跨場に対するイギ

一日午後二時︑東限丸ノ内の日本 たが︑会場には既報のように︑放
イギリスの第二次孫子力発電鶴

してけ︑同国の正子力軟・購クルー

無線順調で突然変異したチューリ
前通糀総会を

工業クラブで麹や一

︵AEA︶が︑一九五七無の第﹁

なお︑AGRは爽原子力公紘

が津固さ蹴る︒

スB発露所に対し︑同田中央発霞 が︑現在までの報池み．総賦すろと

W︶の撮初のものであるダンシネ 喬譜七つの見積りが出されていた

リス炉の再進出なと︑今後の展聞
存食品や洋酒︑和酒などの試食︑

ングなとの乗物を展示したり︑保 瀬︵︸九七〇t七五年︑五酉万K プから︑アメリカ型寝水炉左含む
会長の議長︑摘餌代表篇任理事の

甘︵CEGB︶が改良ガス冷却炉ユツイテノド︒パワー・カンパニ

ケールの除型炉︵霞気欝力二万八

常任理遮断も日本原子力麗業

試飲なとがあった︒

ンドンではすでに大分削から公然

られている︶が︑コストの点で︑

①反乱三十九薙度差勝報注な6

説明で次の二議案を駅架した︒

びに収交決算案承認の件

ラブで開いた通常総会に先だち︑

切盛は万月二十一日︑田ぶ工懲ク

の秘醗とされていたか︑五月二十

の採用をもたらしたといえよう︒

千K

︶の罠如な運転綴錦が今園

︵電気出力六十万KW二瀬と繊え発を進めてきたもので︑ウインズ
③暇和四十年農工爵菜畑ならび

午後一時藁や分から同所で第一六

をおさえたものと見られ︑蜷二次

当初有利を伝えられていた軽水炉

ーへUPC︶の提案したAG
次d
R幽策定の時か6︑︸翻して開
︵AGR︶奉採用することは︑ロ
に収支予雛案承認の件

五凹卯後三時の英下院で動力相か

ダンシぷス8発織所の入凡に対 粛画の今後の発注に対する影響は

らこの旨が公証された︒

五回富任理照会を閲催︑総愈画集
を最終的に憲議して決凝した︒

この議事終了後︑とくに出席し
た畷矧昌学技粛軍長椙と桜内通藍
大駆が別願のよつにあいさっし︑

こ

爵

の
く

と

壷

〜 ＼

／

O

レー

｝

糊

繭疇

閃き︑菅会長のあいさつ後大屋副

原産の通常総会に畠照してあいさつする愛無科学技術庁畏搬
出その左は桜内通摩用、右は左から鶯、大屋、橋本諸氏舞

ご

偏陣隠

■竃

原産第十二回通常総会開く

欝灘
喰郵

日本原子通産二会謙は五刀二十

原産パーティの照射展示経

顎

念び疲纈の留警譲蔓k〜い毒そいる・

轡

麓
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麩
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本原子力産業会議
日

発行所
醗穂3；鶯3月128節三種郵陶物。こ司

体力 気力
づ

聞

業
産

力

も︑小くまれている︒

ての疑問篭解こうとして訪れる地一代喪

電所の候補地点から︑汝を性などについ

には多数の中︑高校佐のほか︑腿ナ力発

は︑きらに増加が予輩される︒そのなか

c 貯葎から綴本除子力虻勢論調 講でに年閲二十一入をこ尻ているが︑今
秋に予定ざれる振瓢象海発露所の完戚後
が中心になって設立準備か進め

足によせて

日本原子力普及センターの

⁝

展⁝られていた﹁果撃力景セ
ンター︵仮称︶﹂は︑五月十八日の鰐一
鳳発起人会で正式名盤を﹁財団法人臼本

原子力鰭及センター﹂と決定し︑い体調

な設立に向って第﹁歩をふみ出した︑

PRの努刀か︑警報センターの誕宅によ
って枕一されることか期岱される点に大

マロ旋セノター︸は︑果瞬村を凶れる
訊究︵都同人森脇火五郎紗撹︶○

による高温化ぢ︑光化鳥︑放尉隷

懲薦教擾︶飛鍔時悶型押徴分析訓

そしてその鵡一圓は︑群ヰ瓦月

関係擬囲からも参加している︒

化学の研究︵東大疋m強教授︶○ 七日放医個て﹁プルトニウムのパ

瞬下物溺愛物と．ての掘環過程の化

学的研究︵東激大三宅蕉稽無援︶

κ︵几火磯矢彰教授︶

橡反応に伴なう内W⁝D画換愚チの研 イオアノセイに閣一3るシ︑︐ノボンウ

学的な北明賊

なPRの力法について︑
○大粒チ放尉粥降ド物に関する研

多敏ω見り︸口との嬢脾の㎡馳から︑わ効

することが可肱てあり︑広た当焦そのこ

究︵噺溺大小出誠太郡教授︶O放

＆な轍混かある︑

つまり﹁酋及センター扁の愚麗は︑単
とか期侍されよっ︒そこにば全国各地の

かし現実に陳．ナカ発亀所の電設か姶旧ろ

れらの兇国者に鮒するPRの目星聾に漕 り︑ある悪昧ではそれて足りていた︒し

になれは︑これは世男てち珍しい例にな

原敷で﹁クローブボノク凶につい

源側で﹁物理駒測定について﹂︑

て﹂︑銭菱原子力工巣て﹁衛生工

学的な日長について﹂をテーマと

こんとの第五団は﹁プルトニウ

して開かれている︒

ムに関する勝故時の緊三略瓢﹂を

テーマにしたものであるが︑講臓

①プルトニウムの毒性について

と講隙は次のとおりである︒

聴放鷹枡鈴木正②ブルトユウム

るプルトニウムの検綴妓三二放

の傷口モニターと病鞭糊におけ

医研松岡理響プルト麟ウムの鐵

臥襯熊数敏之錨プルト講ウムの

取汚︑障瀞嚇の蔽償酌蟻鰍経放

大野湾糠難㌫ぴ縷赦鍵の探健物

炉からのエネルギー三山を隠的と

磁進展さセるための三鷹

が開欝される︒︽の遡絡搬緑︑プ

プルトニウム保郵安全酬熊遡藤勲

掌が設けられたのも︑忘憂発⁝⁝

電の磁要肇瓦之レ﹂促追する繍

するのが解的○

⁝⁝

よう︑將︑腿讐︑僧ブ．シ払⁝・

・

⁝・

ユ

第二十一回睦五月十三臼午

五

月十一百午後一時三十分開会︑除

原子力船安全慕華響胴部禽

て駅務嶺局の報繕をきいた．

ち中餓の第二團怯爆究実験につい

め方︑その他について討議したの

二十日午後剛会︑動力炉開発の進

原子力委譲会嶋†八回︑五刀

花昭民へ鶴亀︶か6憩見を闘いた︒

て毯考人の詞坊峰武︵丁零︶と立

ける猷子力発電の位躍づけについ

闘念︑隙子力分野の研究聞捨にお

帯一驚薩玉月十︷二日午鵤十一時弩

鋤力炉開発に関する小委最聯

参考入から饗情愚鼠取

関する件について大菰省など隔係

前十時才開会︑国睡技術の開発に

厩会

案識陵科学技術振典対策特別婁

旬閣メモ

便浬参謬翫として赴任ゆ5一る︒

省照褥な．たが︑ト掛コ阻搾大

した︒なお前課長武田堤氏は外務

原チカ局国隊協力課長転任を発令

省中要塞移荘局調査篇中山昭氏の

学技術月は五月十六口︑外脇

武田前紅熱は外務纈へ

課長に中山昭氏

一原子力局国際協力

江島の叡越中論

鵡ウムの醗改騨り緊急対策︒出

擬的⁝対嬢野曝燃樗晦⁝徹酌フルト

の隔欠櫨饒壷響ないぬ濁弟穂震が

放隷漿馨饗旧年藷管

放鷹研・勲鹸金

故時の緊急対策

Puに関する事

鵠欝歌繍親．山決識し紀．

蟻纏Y擾の取建玉搬で代表敬輔役

目鷲礫の醇κ晦日旧した︒濠た総

︑擁掩裁﹀獅趣任と︑任鰐満了四

賦居壕馬漕電話汗管︶古田磁心氏

氏の取繍役磁任︑この後任として

を開き︑告田悌⁝馬筏と横井鰍治

十⁝口本社で第八園定時株乱聡会

農本原子力発服︵牲﹀は五月二

原義・第八園株主総会

役員異動など

見込み︒

円︺は︑乙十八日頃に弛衣される

射線の蕉物窪溜における線質効果

O宇血線による粟粒子の研究︵大

反応の研究︵憶想野上燃⁝藪授︶

一つの研究機関に研

阪脂立大波御銭致授︶

▽機関研究

究置として所属するものが︑単独
であるいは共同して特魯ある研究

するMHD発磁の櫨礎研究︵工大 ルトニウムの傑懸蜜傘に童心管め

部の第一回報審汽㌔︑漁ハ耀螺⁝寝懲渦灘

．劇︵献大湯川秀樹敷授︶O旅．p核

較的大規罪な酬號○緊粒子の理

門的な立雛から共同して汀なう比

の研究課題について︑それぞれ山

▽総合研究多数の研挽畜が瞬

信徳牧漫︶

る放射駅の遺伝的影響︵東及田申

北人飯野三郎教授︶○細胞におけ

X綴照射の影響に関する研究︵東

授︶○先天股脱日蔭に対する反復

綴の彫懲の研究︵東大桧山親夫致

研究︵東大松浦二郎教授︶O放鮒

放罫線の酬融に対する初期効果の

一尉贋の影瀦︵層研津膠旭氏︶○

附文男氏︶O中枢神経鰹に対する

入二三のα放尉体の定盤︵琿研山

の鰍究︵賦大四テ湘綱彦教授︶O 係の研箆鐙配分︵瓢一千雛一 十万

ム﹂として発足したか︑その後は

なる展㎜小や見学者伊ービスという以上

うとする今日の段階では︑原．†力二歳の

ともに︑購ぶの霧雨な薄目のもとでの田

る︒培に誕生した原子目安ム一捌先協会と

と︵に鶏冠研號には引き論難研
究鎌が旨く配分されている︒

放射線影響放射線の生物作灘
・身体的串簿・濾伝学的影響・防

瞳︑放粥艇の除染と騨鋼︑放射性
密雲物の醐定・音物循環︑人体の

Q
突然変異生成における放射線の線

被曝隷鱗等に関する上磯研號

臓軍効果の研覚︵巡伝研田鋤弥太

る研究︵東北大松平近毅致援︶○

つ人遠の闘いてい為糠強隷で︑放

○払子

人類環境における放酎姓元素の循

橘藤難教授︶Q同位俸の反応工学

わ たろう

⁝

環の研究︵東大桧山漏丈教授︶○

の

和太郎

ばということになった︒小爆心

販研のほかに隙醗︑醸燃その他の

かん

野

梁議院科技特の動力炉開発
小鈴鰍会の酒器痩になった

への応用に関する硝究︵名大森田

紐

︑

@
熱
解
@獣
3

放射線による集団の遺伝的随密の

郎翫︶O水掛生物と二尉能に関す

なお︑特別研究のうろ拡融合闘

B民かる綜子力の受け入れについてのな

日したのが︑今回の麟塞鳳子力漕旋セン

敷地樹辺佐民に対するもっと直接的な︑

される︒このため続．冶介翻鷲には

か・49提繊された計画の調整を竹な

鍛隊開発露が躍かれ︑関係各省加

議盆で決定された讃幽の枠内で建

う︒漁齢省などの獲省庁は︑この審

設魯に関し諮悪呵蒸務を勧なう︒
審議会の構成は︑金玉に俊藤．口

椙︑委員は田中大蔵︑塩類磯林︑

桜内逓慰︑小出建汐︑山武臼治の
各大臣︑磯橋経済企画庁瓦官︑小

島経圃連嗣会長︑閥片口本電力調

罠︑粕田死乗嵐教育大教授で︑閲

一

薦．躍

菅

縦帆が人生の撚本であれは 界に志した︒追放解醗で学騨︑
政界にカムバノク︑昭駄三十二

で︑石福に頼り過ぎているが︑

U先のことしか考えないの⁝⁝

こそ︑沼本憲義とか激騰憲挺と

年には科技特の婁貫長をやり︑

敗たという入もいるが︑これに

東海のコールターホールが失

という︒

はいらんというのはおかしい︑

瓦間は霞分でやるから政醐援助

予力発雌は政栂がやるへきで︑

⁝⁝

かいうイデオ瓢ギイが生れてい

いてもっと考葬⑳へきたし︑慮

気メ

揖

増田陰身が総含ユネルギーにつ

暁

等

一

︾

れば︑経済の亜愛牲が失われ︑ 情椀祭にも行った︒三十四駕に

組

懸払

︐

偲第ご土嚢内閣で国務大竃経済 は反対で︑外国の材料を硬うこ

賦

とから始まコ﹂︑勉強﹄﹂

鳶

るのてあり︑篇学捜術が発展す ヨーロノバ︑米︑加の原華力礁

イデオロギイ問題は消炎する
し︑もしマルクスが原子力時氏
に生雛ていたとすれば︑あのよ

という嫌嫌さんは︑大正九

うな聾本諒は懲かなかったと思

う

年駅大舞鶴を雌て海外留学︑昭
和七年さ十七畿て︑経演史て轡

企画庁疑富をやり︑コロンボ会

産の炉を作らにあいかん

国⁝⁝
士男愚とった︒大阪藺大教授か

議へは日本調製として出席し︑

翫離顯覇旗鐘

が︑

ら昭稲†年大阪経済大学教捜と

甫北道題にも明るい︒

昨年のジ汲挙ーブ会蹴へ愚漉

なり︑今もその購にある︒蕉門

したが︑この前行ったジュネー

へまだ︑といい切る︒

の箸轡もいくつかあり︑学究占

ブ会議で遅れていると思った国

愛媛県出身︑選挙区は大阪

楼で仕事に打込め．筍大臣を作る

らしく蹴に誠讃G燃強は欠かさ

が︑今農口本より巡んでいるの

日

日

岡
多
開

に︑一子力瓶進のためのPR活揃の撫か

うことは︑決してかんたんでない冶趨勢

って︑それhにいかに一口えていくかとい

でき勾という蝦にしはらねよ︐︒PRに 豪なましい疑問かもちこまれるわωてあ

ついては従来とも多くの努力が払わ
れ︑ま起多くのことが雷われてきた︒し
かしこれまでの13民は︑いわは不特定多 な一群てあろう︒もし﹁淵︑受口ン々1﹂

故の国民を対象とする一三的なPRであ が︑乗海付の見学サービス機閲というこ

ターの曲想である︒曽及センターO︑象

生活の利告に直結したPRが必蟄になっ

﹁酉闘億一見にしかず﹂というが︑ζ

三者にある各機関の協力帝得て黒目粗織

隙子力の平庭利用を促進ずるために︑

てある二とはいうまでもないが︑誠城県

田疑の三子力に対臓勾知識の同上が戴幾

的︑科学的︑体系的な犯学の欝遡と︑適
子力殆電諏胤の耳払いの役麟を期侍した

とにとどま6ず︑全国の原子力PKの中

いわゆる原子カセンターは︑猷子力知識

ており︑そのためP飛の方法が口亭的に
いものてある3

心機関としての役目りそ巣たし得るよう

言及のための実物正写施設としての灘護

切な便寛の供与を考えていみが︑これ謹
究明され捻はならなくなっている︒

東海村の原隙︑原研︑粗目を中心とぎる

を惜ひるに訟﹂ている︒東海村をあれる
で各機関が個々バラバラに愕なって謙た

勲三十九年度以降四十五年展末まてに杓三千

見学鍔の数は年々増加の一達をたどり︑

政刑はヨ月＋

万K

の懲源開発を冠成するという畏期畷標

九日午後︑大漁
に基づいて︑塞年度の鍛濠開発計幽を定めた
ものであり︑発艦設備の継続工欝は千蒼四＋

省特別会議冥で

四万KW︑新滉工謬は約二醤七十万KWであ

豊ご十九嗣電淘

開発調繁審議
る︒連子力は本無封元成ジ建の原電染海発償

現開発地点として組み入れ6れた︒

所に引き続き︑鷲に問責の敦綴発蹴所が新

会︵会疑佐藤着

翻四十年泥の償

旧︶愚開き︑昭

費会委員長︑軸橋糀中研頗聞︑中
山興銀頭取︑平田開銀総裁︑福田

係各欝の局疑が幹嚇となって構成

東大名鑑教員︑松原日立進船会

が行なう開発地点︑規醗︑方式を疋

窮︑改良工箏︶と堪源開発︵株︶

されている．

源關発訓劇︵発蹴設備︑送変配百工

めるもので同時に資金訓画も冨議

総額約三三・五億円
晦走研究︑追奪研究︑褥関研究︑

万円以上のうち蛍な．勺研究︶

担坐蚕は次のとおり︵醗分金二西

▽特定研究学術的または警護的
要請の強い研究分野︑爆逮暮し︑そ

響︑核融合︑災憲科学︑超職届物

ない︒

を犯て︑弼先生と何とか考えね

︵SK︶一

昭和十七年衆議翫議員になっ

区︒六＋飛︒
たか︑戦緩追放イ．受け︸時実業

＄☆

：H基礎杭用閣形鋼

株式會

左

⑨ 入

東京都亭央区八露渕1の3

本を礎

の

乱

1構造用關形鋼

T◎KYO

猷開発鎮本瀦醐虜決定した︒ この講幽は︑昭

四万KW︑火力二十二地点ご籍四

約二圏七十万KW

原画敦賀も組入れ
新規の
蓄工は
糠子力ではぶ無農冗成予定の除
二十万

KW︶︑継続工償は水力︑火力︑

鍛輔果灘一柵朋一甥ハ十山ハ一力みハ千K 万．四千KW︑線子力一地点

W︶に引醜き︑阿山の敦環一期一
口︵脆論雪力KW︶が新開発地点と 原チカ4合せて一千一街四十四万

又都省はこのほど昭瀦四十二度

各燧研究︑海外学術調査および試

40年
文部省科学研究補助金
度の
科学研究費補助金の交付審ぬの粘

隙研究の山ハ響類があ皿勺︒

KW︒これに対する所要資金は︑

果懸早書︑総額三土皿一偲四千百七

して組入れられている︒この敦賀

︵ワシントン輸出入浪負か6の機 十尾鰹円︵うち発電部門は一千九

十万円の配分をきめた︒これによ

薪規︑継醜台せて総噺四千二画九

款九十偲円僧含8︶︑KW滋り建 臼八十四懸円︶となっている︒こ

ると今隼度の科学研究蟄の予算総

発蹴勝の建設蟻金は二酉八卜億円

の譜画の慨規滑工では水力に比へ

額は︑前年展に比へ竃偲九千四翼

原子力関係の主な研究テーマと

設蟹 は 願 力

火力のうち石灰火力は十七万五千

火力がH倒的に多く︑しかもこの

白円︵⁝嶺五十

九爵︶︑運開は四十四齢十月の予

千

定とごれているQ審議会では︑原

KW︵乗亀川附︶のみで︑他の二 七十刀円の増高で増加率は︸三・

が遅過さると

聡敦賀の

白万KW近くがすへて重痴韓焼と 四％てあるQ

黛上り

の批判もあったQまた︑敦賀に聰

れぞれの分野の毒炎を年次的︑耳

学藷の遜憲すること㌍甲唾鵠塗すき﹂醤的とする

この科学研究蟹6︑わが園の科
策が黙急問題となってきており︑

?発的に計画する基礎研究のう

理︑がん︑ウでルス︑脳︑六気汚
とくに環要なものを取りあげそれ

染・水霞汚濁なとの分野があり︑

一ち︑わが国の科学の現状に即して

研號て︑AA地域研究︑放尉線形

擦とする研究費であって︑研究者
秋に開催が予定されている激議会

東滝横浜は着丁が俣留され︑この

く関戴︑束竃の81画も報告された なっていることが特徴で︑公権対

が︑今後の原子力発戯開発に当っ

ては︑揚嶺り的でなく︑佑制︑型

式︑規模を明確化して行なうへき

で検討される︒

この電漁開発調整響議会は︑昭

たとの溜見が述へられた︒

なお︑今圓決定をみた開発讃幽

和ご十ヒ牢に制定された阻源開発

潔卜 鍵翌週に口熱つき︑福田ごとに︑戴

藩織鱒紮渠礪馨抑難咀放射線影秘法融
の新規漕工は三十ル地点二繭六十

鴨

1121〜10
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取力を供給する予定である︒

KW︶は現在建設中で︑幽思には

鵠チコーク・リパ⁝研究所のジ
ソ速麟家腺峯η婁舞会嬰黛喪の 刀＋力KW︶は㎝恥隼遼聞した︒
コージ・ボン博士を長とするこの アンドラニク．ペトロシャンツ氏また︑二零機︵蹴気出力二†万

︒トラウドに執凝し︑原子力発罷

は︑ソビエト︒パブリケーシコン

と述へているQ

いかという不安について︑ペトロ

なお︑放禦二陣︸物か︑土壌︑

で︑今度の新洗剤生塵プラントは

水の汚染が喪蘭化しているため

嘘男︑非分曝露洗趨による澗川︑用

今や原子刀発聡所は︑大都

三十万KW隙子力発電所を建設す

は︑地中海岸のカステロン地方に

子力利用電力プールのメンバー︶

力会社でスペインのCNUSA原

リカ．イスハ訟コ〜ラ冠︵野間餓

スペインのハイドロ・エレクト

の建設を計画集

地中海岸に発電所

設されることになるたろう︒

な紛題となっているイギリスに建

最近飲腰水中の洗剤の罹渣が大き

野葉︑水悉湧写しているのではな

シャンツ氏は︑危険がないことが
証明されていると述へた︒これは

る︒

水力にあるところで当然難讃され

市といったような亀力鵠要が高い

いる︒

ないかぎりこの認画の紹町は撃ち

がいないものと猛られている︑今

としては︑ゾリタ︑ガロナに次い

回巾請されたものは︑殉業発電炉

溝型は︑PWR︑BWR︑黒鉛

でスペインで三番圏のもの︒

卜

の

菱

三社

社 社 社

社 社 灘三

三

三

一二 三

三

・その他

σ

構成されることになっている︒

ノボボロ不ジ原子刀工躍所︵電

いて非常に安全で

聡所は︑運転につ

ソ連の原子刀筆

れている︒

よるものと説開さ

によOやめになったという那契に

気出刀二十一万KW︶は︑最近︑ 明らかに楡爆実験がモスクワ条約

か︑現在建設中である︒

薪しい搬子力発露所は︑機脂が

とくにペトロシ瀞︑ンツ幾は︑

乃熾した

もざ易に鐙測で潔るQ

イキリス最初の教

いたがこのほど臨饗に賎した︒

方︑スペインとポルトガルが

でまかなうという︒

手や五＋万KW重三蹴所

グアジアナ州に建設しようという

められている︒

は︑現在運宮婁貴会を綴織して進

@原

・原子炉附属装置
・使用済燃料鹸送装置
・放射性廃棄物処理装置
・燃判格納容器

設計グループは五十名の技術者で

原子力発電所︵謝騰水型︑電気繊

ラントの可陀性な研幸するため︑

この研究契約には三十四万訓が

万KWの筒速増殖炉を︸九八O年このほど補綴契杓を縞んだ︒

電力を生産する最胡の電気出力百

代の初めに運転開始する弓鳴であ

ている︒なお︑この三十引力ジの

コン社は放愚闘虜から仕礪を始め

力一平方インチ狩り二千四揖躍︑

研究費は︑イスラエルが五〇％︑

にも触われるものて︑教禽訓夏用

に使われるほか︑争生の運転訓挾

て︑翌翌撒の申偲．ナ源として霊験

ゼ不ラル︒エレクトリノク祉覧

この㎏．†炉は︑ブリティノシュ

育用原子炉が臨界
る︒﹂
支出さh今年の†月に完成する無
ガス炉から園際入札により遭択す
艶気出力銀十五力KWの原型炉 足で33る︑づでにカイザー社とこ
イングランド南部サリー州のシ
る予定であるが︑今後に残される
は︑ウラン︒プルトニウム燃樽︑
の研究契約の下請け会社である米
ルウノドにあるインペリアル・カ
炉型を選びたいもようである︒こ
増殖率約丁二︑ナトリウム冷 カタリティノク・コンストラクシ
レノジでは︑致脅訓擁用腺子炉コ
のプラントのために使われる金額
ンソートー1︵由KW︶を建設して
は五千万誘で機器の三〇％は囲内
却︑炉艇口温度融氏千二二度︑圧

蒸気温度華氏千五十度と考えられ

内務省塩水局︵OSW︶二五％︑

圏懸濁

AEC二五％負恕する︒

ている︒

アメリカの高速増殖炉闘発灘画

圏樽が示されていた︒その瀦画で

発部長F・ビノトマン氏によって

ではイギリス凝則のものである︒

・原子炉シュミレータ

一

総長補雄次長A・V・ウエイデン

民は︑AECの高速増勉炉謝発謎

・臨界未満実験装置

・原子炉制御。垂雪

〇

工学は︑今や晃全に産芙として開

W︶を来年建設したいと考え︑A 連は燃料の不足と

きれていない︒したがって燃料が
豊蟹でない地区では︑原子刀発磁
所の建．眠がさけ6れないものにな

機︵鷺気化力三十六万五千KW︶ あ・筍と実際の経験で趾明されてい

ソ連原子力委員長トラウド誌で轟
孕る

原子力発電は新段階へ

の原型炉︵鷺気出力二＋五二K きていると述べている︒また︑ソ 中央ロシアに電刀を似給し︑二刀

ク祉は︑このCANDU−発
BさL
れW
た︑独嘉した分野になって

一方︑カナダのハイドロケペノ

来年原型炉を建設か
CANDUより10％安価
親整寝編

ECL交と渉しているといわれて
いる
カ ナ ダ 瞭 子 力 会 被 ︵AEC11︶は五月五日︑AECLは従 來 の C A N D U ︵ 芙 然 ウ ラ ン 凱 水
減︒速電

その一群の研究聞発についての協
力協定が結ばれている︒

第二次原子力五力
年計画予算決まる

N︶の弟二次五力年踊画予燈︑稔

この第二次五力年踊画は︑今奪

が︑このほど議会で承認された︒

の一月から始まっており︑初年麗

ていた徽水インベントリイ費が節

た︑従来の炉の大きな欠点とされ

再検トリチウムの危険盤がないな

減きれ︑冷却水の漏えいによる放

卸隼約四千万談︑四︑五山匿は︑

は︑藁千七芭臭剥︑二︑三年度は

っている︒

五千二百万ザずつ当てることにな

どのいくつかの利点をもっている

ので︑縄済性のびならず技術的に
も穐利とされているものである︒

N越は原型炉の設計へ
炉分科会て︑アメリカ原子力委員

米AECの高速炉副画は大型化

なったのは近代のことではない

ってもらうことのできるように

いうことを︑他動的に人から誰

ところが老人の生命を護ると

ある︒

た米漂子力学会︵ANS︶の閥速会︵AEC︶の鳳子炉開発部事務は︑﹁九六︸二年に当時の原子炉開

去る四月デトロイト市で開かれ

ずしも広範謝にまた平等に分配は

︵AEA︶との間には電水婿と︑ガスの保存が︑必

水冷却謄力讐型11参稽図下︶の改良型原型輝CANDUiBLW︵天然ウラン蚤水減磁軽水沸な
騰樽
型︑AECLと英原子力公社
いが︑石氏︑石油︑
艮参蕩図上︶を回訓するため︑斬しく設計グループを設けたと発表した︒同社の滅礎研究によれば︑

堀在︑オンタリオハイドロ祉が建設中のダグラスポイント発電所︵電気繊力二十万KW︶よりも資本

を駆動するものである︒

費で約︸○％低くなるといわれている︒艘縮ウラン便用の英剛のSG11WR︵蒸気発生型重水炉︶と
似た撫造のこの炉の今後の冠展が注目さ3／ている︒

こんど新しく設計されるCANが︑冷却材を矯水から軽水にかえ

計二猷四千万が︵八甲臼六十・四臨田U︶

りつつあると掴僻してい．り︒
よく︑強調に稼動しておりこれま
．帰へきものたと確娠を持ってジ圓う るためこのほど麗業爲に巾印し
イ タ リ ア
た︒特に予期しないζとが起こら
イタゾア原子力婁鍛会︵CNE ウラル地区にあるベロヤルスク でに靭七鳳ム千万KW11の電刀をことができる ︑︸華氏は励んで

可能となり︑蒸気発生装瞭︵熱交

このκめ︑隣接サイクル方武が

換期︶の必要性がなくなる︒燕

DU−HLWは︑天然ウランをた
燃軽水冷却方式捲採用しており︑
て発生する蒸気で︑霞接タービン

炉内の軽水が沸騰することによっ

篇塑⁝一〜一

起する遡轡箏故の防止対策につ

や︑虫た登山ブームによって獄

いては︑総理自ら累先して︑そ

とおりである︒日常の交通箏故

葺があるかと思え

の絶滅を期する熱慧鵡薪聞は蝦

歳はとりたくな

ば︑日生慧はする

地名があるが︑これなどは伺名

現にある地方に姥捨山という

でしょうかQ

とこ・Oで老人側からいわしむ

い︒

な映躍楢山節の遺跡かもしれな

そうしてみれば︑総記大臣向

生をうけ︑また今回の叙勲の恩

らが人命辱磁を説く世の中に余

命にも潜したということは︑文

の一つたと私は思

璽の線にそった書論

如きも確かに人命悪

れは︑生存者叙勲の

る︒

じているが誠に縞構なことであ

もの加︑とささや

に間進いない︒私なども歳桑と

も長寿は人燭の本能であること

ったお陰で筒齢者の﹁人に加え
られ︑今春行なわれた生存者叙

勲の栄誉にあずかるrとができ

て︑身に余る栄光とい う 他 な

字通り身に余る光学といわずし

う︒何んとなれば昔

は人生七十歳豪て生

り夢揚にいたる人生は極めて長

人命尊重といっても︑揺寵よ

て何んといえ嘉しナう︒

きることが古来稀な
りという意味かどう

かは知らないが︑古稀と呼ぶ︒

る︒しかし所詮わが身を護る自

た社会政策の改善も了然起こ

一夕の努力によって到達でさる い︒その間医学の進歩あり︑ま

さらに欝が米講に簗っては一朝

ものではない︒

動的貰剣さが根本であることを

長寿は確かに遺転体質という
こともあるが︑個々の些命が自

︵高橋撃三郎︶

もらいたい︒

今の青少年認醤にとくに考えて

・臨界タこ験装置

原子炉附属設備

原手炉実験装置

・研究用原子炉

一終

らを護る人命単璽の糖神に御騒

・訓練川原子炉
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を想い比べて︑全く別人の感が

と︑今回の式場における温容と

などで答弁する特の厳然たる姿

接触があったので︑隷理が国会

総理の科学捜術庁長富時代隙接

って行なわれたが︑さきに私は

認の伝達式は佐藤総理の手によ

冨中における勲灘ならびに勲
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電力供給源の一部門に
?ＡEC︑シーボーグ委員長が講演．⁝
五月四日︑フロリダ州マイアミビーチで闘かれたエジソン電気協会

の第三十三回犀次総会で︑米原子力婁興会︵AEC︶の婆員長クレン

の葉会に参加した聡力黙界︑原子力懸巣算の代表に対して﹁公正な判

・T・シーボーグ博士は﹁今や原子力は成年に達した﹂と顧説し︑こ

断をエネルギーの選択に与え︑嘱に新しい技術の纐用と運転ゐ式を知
り︑ユーザーへのサービス改暫に努力してほしい︸こと愚強調し︑ま

たAECの今後の原四望の開発國襟についてホ唆した︒肥土興長の演

子力蒲要が︑鉱業︑濃縮その他原

麗に依存することなく︑罠悶の除

われわれは︑初めてその雲離露里

与える窃露な換畿であった︒今や

欠な効率とコストの低減に刺激を

に競合できる原子力の遠成に不可

麓険の簸高隈度の設定は︑経済的

に無業の負握する財政的な澱圧と

要な役割を果したが︑これと岡様

運紙経験は原子力開発において蜀

の発展︑豪たいくつかの原子蝉の

していた︒すなわち

えることであり︑次のことを蟹溶

能にするような﹂方向に指針を与

る大きなエネルギー源の利用を可

トリウムの親物質中に潜甑してい

し︑援助すること﹂であり﹁U蹴

力の成畏しつつある利嗣を助成

よれは︑われわれの図櫻は﹁原子

くことが適当であろう︒鞍懸管に

の園櫻に関する報告を再びひもと

るアメリカの指導的立掘を維持

じて撹界での原子力分野におけ

と︑友邦源外論園への援助を通

四︑翻内の強力な原子力発忍受画

は増殖炉を閤発すること︒

はかるため改良転換炉︑さらに

に転幽し︑核燃料の完全利罵を

三︑核燃料親物質を核分裂性物質

業の卑期確立︒

行くぼ立︑かつ発展的漂子力無

二隼のABCの大統領宛報儀欝中二︑開発擬の引受け分を漸識して

9ぐ

シカゴ市か
らミシガン湖

入江の東側幽

ソグ獄ソクポイントにこ

口にあたる羅逸︑ ミシガン州ビ

の発墨所は建設されてい
る︒

コンシュマーズ・パワ

蹴炉試験計薩に応勢︑G

ー社がAECの第三次発

であった︒そして今日までに漂

して行くこと︒

によるプラントの建設を確実に

子力麗築界および醒力業騨の協力

が建設を撹当︑⁝九六三

E社の設副でベクテル社

ｻ在鰻も経済性のある蜘型武

な役捌を果すことが期徳されるこ
することにより︑経済的な除子

により釜初の二つは鹸照よく遂行

子力関連産業を維持する上に磁襲

とを見田した︒

力をデモンストレーシコンす

いるが︑われわれは︑最初から平

れ︑今もなおその印象は残されて

らない︒

ば︑さらに発展が遺求されねばな

給の主役を演ずるものであるなら

知られているようにウランを用

て行く︒

分けて︑多少黒雲されて遜行され

しつつあり︑これは二つの段階に

という︒

るわけでこれらの炉を﹁増殖炉﹂

接的に︑発全に燃やすことができ

できると私は確信している︒

炉は沸騰水型で︑蝋︼サイク

っているQ

無無月より実験運紙に入

る︒

第三の目標へ進行

されてきたと儲じている︒

民闘企業に政府が関与すること

世界での指導
的立場を維持

熟期になる隠にはわれわれは何を

を嵐来るだけ少くするという政策

説要旨は次の通り︒

おいて他の発躍方式とともに発展
期待し侭るのか？︷般に樗果を予

器と線源を近くに醍躍してタン

る︒

ルはもとより練歯磨のチューブ

力会社の研究開発の㎜ため閣に囲使

ばならない︒いま鍛も興味を捲っ
ているのは障壁ガス冷却炉︑璽怨
減速荷機物冷却および大型のシー

三つのうちどの型が鍛も広く利用

ド・ブランケノト炉である︒この

が︑さらに開発が選めば︑各樋の

されるようになるかは解らない

て︑ここで御られた成果は大型

を導入したのもこの鱒がはじめ

理するため︑プ瓢セス計鯨機

研究開発蟹を含むAECからの

七蓉万ザは全額艦力会社負担︒

糧というなりたち︑建設號二千

ランペレノト︑ステンレス鋼被

肉醤は三︒二％濃縮︑酸化ウ

発躍炉の設訓に用いられてい

援助約四薗二十万が︒

用される︒原子炉のデータを処

る︒

めの運転讐しては猛約三欝乱

のうち運紙収入が百七十六万四千

十五万がが計上されているが︑こ

が︑海事局の補助が約罵七十九万

なお︑これにより一時予定され

三千がであるQ

ていた極東方面への親糧航海は禦

φ

実上とりやめになるわけである︒

オー．︑トラリア

設に核爆発を利用

鉄鉱石積出港の建

φ

先ごろワシント︑︑！を訪門したオ

コート氏は︑ここ⁝瓢年以内に︑核

ーストラリアの鎌脚悩チ︐ルス・

爆発か鍬鉱石積出港を懲設するた

回氏によれは︑臓開発の平棚粗

めに利用されるたろうと諸︐た︒

で略︶う恐くいっており︑原早力霞

用は実験段階としては︑アメリカ

⑱

わ思われの計画に大変興味を⁝小し

◇・イギリス

安全管理の守衛に

繕衛

カキ︑マス︑海轟がイギリスの

かんによっては一九八○隼代に運

され︑AEAのハーウエル原子力原子力発羅所の安全偏理の

装薬︵R王PPLE︶として知て
ら︑このほど王立衛坐協会の無会w

ストボーンの衛盤専門家によン

の便鳳をしていることが︑イー

研究所て順調に稼動している︒

れ︑放狗獣同位元素のストロンチ

これはH工発蹴パルス付き小型

戴に入る︒この大容灘プラ︑︑ノトに

発電一工襲用繊細釧網原子炉の低

ウム90を利碧したものでこれが放

よって世界の各地で数十銀後には

諏スト運帳が可彪になるものと考

たとえば︑ブラノドウエル馳蹴

で発表された︒
えられる︒

マ時代からカキの漁網として宥磁

所のあるブラノクウ寸ータはロー

であるが︑カキには︑唖鉛を二4五

この熱をテルル化ビスマスの熱隙

以上︑私は現在A猛Cの努力が 射盤崩壌するとき熱を発生する︒

対によって夕嵐に変換する装蟹で

れによって発電所の脆臓物中に盒

万倍に濃編させる能力があり︑こ

縄乱せによってより経済鮒に引禽⁝払われている分野について述べて

ある︒この小型の豊海は︑燃料を

まれる日日65遊調へて鵡容隈度が

あることでめることは灘を待たな

り︑とくに長い期閥︑手か加えず

ハーケレイ発罐所では︑マスの

わかった︒

ているので︑河床に沈でんした泥

住むセバーン川に廃彙物を拷繊し

所に適しているQこのような条目

にその濠蓑で使えるので辺ひな掘

のより多少醐︵つくが︑十分競禽

のために決められている一定

いる︒

ー

線量によってコントロールされて

宮

を考慮すると値段の方は在来のも

暑の三力郊用船契約を締ぴ︑イギ

回就航させる訓團である︒このた

R王を利用したイギリスで初め リスへ毎薙六圓︑地中海へ毎葎二

◇イギリス・◇

たQそして津いにもそれがわれわ

原子力は成殺し︑成卑に達し

エネルギーに
公正な判断を

補給しないで約十年閥の寿命があ

われわれは経済的な転換炉と増

トリウム糊︑プルトニウム魏︑ウ
ラン鵬の種々の組合せが考えられ
よう︒京た商業用素子騨建設翫画
に嶺っては第一に経済性を考懸し
なくてはならないが︑これは他の
．勺か否かにかかっている︒

醒刀僕給源と︑原子力が競合重罪

い︒

うようになろう︒議た騎射の組命⁝ きたが︑これるは努力するに価僚
せとしてはウラン獅︑ウラン鵬︑
を餓良の改良型紙換炉とするかに

たは低増殖ではあるがより開発し
やすい技術によって︑将来︑より
阪難な大規榎の︑経済的︑高増混
系を隔発する豪で隠間をかせがね

が︑これで良好な結果が得られれ

﹁原浮力による当分披出し技術閉 騒のものの建設に窟工し︑漏易い㎞ ての実験用発蹴機がこのほど開発

降犀九月AECは大統領に対してば一九七Q無代中頃にさらに大容

に興味が特たれるようになった︒

畏会のフラウシェアのメンハーも

ル強制楯環方式の聡気嚢前浪万

するものであると考える︒

五千KW︒出力密度の増大︑燃

のためにとられた最近の翠雲は︑

蹴を捗分業蟹物贋に蔽換してウラ

昨琿の核燃料民萄化法であり︑現

ン蹴をプルト一一ウム蹴に︑トリウ

う鴛象の〒つつ費腫と蟻本的な特性

測する漏禽には︑その予測を行な

しかしながらわれわれはその叢

絶えず増大して行く羅力黙要に

な努力を次の段階︑すなわち劉の

癒ずるためには︑種々の困難な問

て︑⁝入の人闘が社会において正

カキ︑マス︑海草が

ている︒

轟な地位を難︑往診の仕事を分抵

料鍔命の延長︑燃料費の低減な

和利用の夢を持っており︑政府の

原子力が豊臨かつ経済的な醒力

いた軽水炉の開発と利用を納ける

写する型のものが︑便用件数の

が大きく変化するので︑ある一

のような企業に利旧されている

使用法で一番多いのは透過獺

であろうかQ

てあることは前述したが︑この

この種レベル計は測足しょう

ン︑粉石ケンの包などの充嫌を

の充翼特撰︑さらに丸薬のビ

もう一つ特徴のあるレベル訓

撒が︑いながらにして測れる︒

と同時に︑AEC︑G8社︑醒

どの課題で岡炉は当分の乱発鱈

確かに原子力発鍛は人類の将束
独占から腰間の協力︑そして完全

供絵の約束を果すことを保証する

﹁増殖炉﹂の欄発1に田刀を興窪 裂性のウラン蹴とトリウム説を閲

ここでは豪た︑消費された以上

ム蹴をウラン鵬に原子核変換すれ

在民閥企叢が政府に依存している

題があることはいうまでもない
原子力の起源やその受け継いで

型の原子炉の開発に向けつつあ

を理解するのが角効である︒

できるようになり︑かつ社会人と
が︑将釆の翫画作成に当って︑羅

ば翼果なエネルギーが響られる︒

して平等な待逓を受け︑新たに与
持っている資産についてはここで
べての腎年に一騒の丁寧と経験が

の核分裂強物質を生産する原子炉

国国界は明らかに原子力発艦にい
多くを述へる必要はないと思う︒

り︑この炉の闘的は低価格な核燃
のはガス拡散工場によるウラン濃
縦のみである︒しかしながb︑す 料蟹源のストレンチに資する形式

えられた権務に必然的に伴なう質

原子力の持つ巨大なエネルギーの

必要なように︑隙子力もアメリカ

を開発することが可能で︑非核分

こてうの関心を持ちつつあること

最初の公開は不乱な形でもたらさ

のもとである︒われわれは第三の

を意陳ずる︒しかし以上のような

任をも果しうる蒔期に達したこと
は明らかである︒

圏標1すなわち﹁改良賑換蝉﹂と

懲味および・社会へ新たに導入され

および世界の将来における継力供

の繁鎌に欝欝な賛献をなし湿る状
に罠萄のプラントへの移行は急速

のにA温Cはどのような方向に進 ならば︑核燃料蟹源は還からず︑

た動力源ということでは︑蹴子力

すなわら原子力追丁は︑その経
態になっていると思われるが︑こ
に進展し︑非常な成功をおさめて

楽聖も成葬に親したということが

済性︑全設備容量において一応の
のような隠点において︑将釆を考

んでいるのたろうか？

半分を占めた︑という縞講をた

ク内の液体の冶無で散乱強度が

これな改良したのが線源等感

︵上︶がると︑ランプがつくと

疋水準以下︵上︶に水面が下

た液俸について

ビッグ日ックポィント発電所
殖炉を翻発するために︑鍛初に何

改良型転換炉
に努力を集中

章章に達したというばか り で な
いる︒

ともう一つの豊密な資源トリウム

固渇してし窪う︒しかしウラン糊

えてみるのも荻た愚義のあること

この質閥に讐岬んるには︑一九六

く︑ここ数卑の間に鷹刀供給源の

簸近数年闘における原子力技術

醜とガンマ線の強さは艶離の二

変るのを利用したレベル訓であ

ついて努力を日中している︒われ

乗に反比例することを潤黙した

る︒水鹿によってガンマ線強度

している︒これが透過型であ

湿たは流入範と灘定メータ

ーを取村けるなとで監視してい

力

が欠点といえばいえようが︒

ば︑腐食し易いとか︑粘度の高

を一晦線に酎総固定して測定す

度型︒タンク内または外に線源

過酷な条伴を持つ液体といえ

もの︒梼度があ濠り幽くないの

餐︑詩︑ぎ︑ざ︑ざ︑謹撰帰︑§︑§︑建︑翁︑§︑爵︑ざ︑詩︑§︑ざ︑ぎ︑ざ︑ざ︑詩︑ざハ翁︑§︑ざ︑ボ︑ぎ♪
蔚圓では︑レベル謙が実際に
石油コンビナートの一角を築く

石抽化学会社に使用されている

い液体か挙げら紅︑溶融金属や

ということは︑RI機器の最大

では︑これらのレベル剖がど

ガラスもそれに含めることがで

か︑露動附に注入︵緋出︶バル

ル訓があるのげ︑㌔

るもので︑広い範囲にわたって

大の長所が徹測

とするタンクに加工をしなくて

OFF型レベル譜といえよう︒ 炉の附中の融解した金属のレベ

ている機器︒すなわち︑ON− 園定型の利用例としては︑浴鉱

るなど自動制外に多く利用され

一二の感度で測れることが朔点 ブから液体が注入︵耕出︶され

宅物に頃合しな
いで測れる点に
あることは承し
たが︑レベル議
の場禽はそのこ

調べるときに蜜で︑利用されて

もよい︑とい利点を持っている

以上のタンクの液画はこの方法

の便用法は積弊甜であろう︒検

先に放同協がRI装備機器利 が︑大きな圧力タンク︑約二餅

である︐

では測驚不可能である︒と胃時

の騎徴を生かしたもので︑これ

いような過酷な 数考案さ31ているが︑要略四脚 用状況のアンケートを行なった

に水位の絶対値が測れず︑その

ら用途に含わせたレベル讃は多

時に︑レベル溺の使用法には検

出羅の韻数率を送信機で猛地の

とから︑従来の

出器と放射線源との配躍で種々

ために他の手段が必璽になるこ

いる︒

まず︑従来の力法で窪きかえ

の型式が考えられるが︑実際は

受信機に送れば遠くの山の積雪

類に分けられよう︒

られるフロート型︒これは線源

とが欠薫といえばいえよう︒

条作を与えられ

も利罵できることてある︒礒来

搾出と製出器を同一平面上に配

数繊に止豪り︑そのうちでも︑

この点︑タンクの慮徳が大き

に検田器を据付ける方法で︑水

を液融に浮かせ︑タンクの上離

ゐ法では測れな

レベル計の種類と利用分野

丸薬の充填検査に

にRI謡器の最 きよう︒これらの液体を測れる

あろうか︒すて

うな種類のレベ

例を挙げたが︑ては実際どのよ

⑥

るのが通例で85ろう︒

われはこれらの増殖炉に近い︑ま

一部となる磁利を得︑この分野に と思う︒すなわち斜子力発醒が成

平和利用へ

軍需依存から

通常は人間に関する衷現 で あ っ

﹁成卑に縛する﹂ということは

B…

し揚含には散乱型がよい︒検用

％∠ク％4ク％∠ク吻グ％4フ偽4ク／傷〃短ク碗ク吻∠ク％∠ク％〃物・〃吻∠ク物

力

…．…

パスを取付けてレベルを測ると

伸びゆく罫確ツ懸盤優角
法ては浮子を入れるとか︑バイ

@
@
@
@

％グ％
％
％∠ク％47％〃％〃％〃％グ％〃物〃短ク％〃％〃％
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5月31日に講演会

模型︑実物など多数
伊勢市
熾峯力利門醒グは︑一一療県郁勢市伊勢会熊において五月二十二日から開かれ

申蔀陳幽幽平和箱用PRセンタ⊥瓢厳睡眠懇談会のす催で︑電萌県︑ぞ自県臨工会議所連舎会︑中

部属力の後撰に毒勺

た︒開会武には︑．⁝曜県照会議昌ぶ一はしめ︑地回関係涛︑爆盒めて約二葎懲がち簗し︑P飛セン々1闘

蝿鄭罠鈴木鍵雄飛のあいざつののち︑冨騎仁旧離犠旧知箏がテープを切った︒約二首解の溜場には原

旨のあいさつがあった︒

した展麗会であるとの意見が多か

蟹爪場には︑東海発罵所︵コー

ったQ

ルダーホール改褻型︶︑動力試験

したいといっている︒

なお︑この展示会は六月二凹ま

で開驚されるが︑五月三十一臼
︵月︶には薩業劃画会議廟任援員

離

@
＝

吐駐

4

町︑h隠．

ηq

hM

輸鞠

送に際して︑発踊を防止するこ蝉

が︑五月十．八日法⁝眠駐オーストリ

口論織子力霊泉夕露のきもいり

艀
現在照射食品に対する醐素点壽

失用はい玄たしであるゆ

置および種rの発毛抑網︑審生虫にまで及んでいるが︑これらの茸
篇や昆虫の投虫などに効果がある
箒として︑食品の長期貯蔽の研究

醤に力が注がれた︒
としては︑昧︑見みの問瞳︑毒犀
ユ この結果︑昭翻ぎ十・ハ無カナ就物買︵発ガン物簸︶のユ成︑3

ア大使とU・ゴスワミ王AEA事

て︑設立憾歯︑冷語めていた猛雑輩

@i

一

一 一

一 一

一 l

t ！

i l

ーー

岬
一 一

的事策二二の一部として鰹門．駅二

虎ノ門勲︑硫公鋸て︑日本原子力発

喉約三h名蚤集め︑東鼠出ノ門の

電会社矧越一

名と留学生二十我の派手費︑三二
丁合訓二万妙︵七礁二十力円︶を

同﹂と題ナ．り講脱会を開催した︒

力驚電の開允の覗肱と将東の動

松琢機氏の﹁原子

に必要六施設と役務奄提供するこ

訳篤して拍輪することにした︒

開く次回発雄人会まてに高殿者︑旧

な︑一9この磁決定した役職越鳥委

力二目茎長シー調いーゲ氏の﹁矯耀多力

は成年に辻す﹂という講襖の内容
︵四面参照︶憩皮切りに︑腺子力
免恥の二二の現竃屋述へ︑将來に
向︐ては認速増殖別の開発なと現
乱の癬罪のユ藩ルギ！壌情からほ

後五時すぎ散へみした︒

石川島播磨重工が

原子力船部を新設

石川島三鷹重工業は五月十六田

船狛廓業部の中に原子力船部を新

設︑妓術開発本部開発軍長筒木敏

た︒石川島桔晦鉱工業け現在日ホ

太郎氏を部長に発令して発足し

原子力船開発睾業団の原子力鱗一

船の建迩費の亮積⇔を行なってい

の受江活勅と受擁後02建遁諦画︑

るが︑この独子力船出は原子力舶

他部と︒連絡調撃なと押当する︒

東海漂子力倶楽部

の株主総会開かる

東海腺子力量無部は∫刀ニヤー1

鳳哩♪長yで弟六回株∫総ム∵四一⁝囲

き︑昭釦⁝十九年農の理剛猛報告殴

など哩承認した︒この璽告によれ

溺めて帆守に鼠し︑ご徴四十六万

は︑ホテル東薄ヶラフは創三身堪

ゐ千余円の純鳶重安﹂︑こねぶ藻

万八千余⁝円に

越欠損盆に光当したので穆期織越

誠少した︒またこの三皇でκ期満

欠損金は二二六十

同二侶の憲任か信なbれたか︑取

了の取緬多血員十二懲と猛唐役

擁役伊消毛質氏に代って岡凶七∠

たほかはいずれ︾賠仕とな︑た︒

進氏︵鴇卜霞鰭由婿︺が達伍され

ーーq㌢ーー
挙催し︑ヤンキーとトレスヂ︑ノげ郎

子力発覆所の運転経験︑その他が

ρ技術輻入ペー

︵蔭η開発

共同偶先︸鍵田のために災日した

人が

り︑なかなか勘相しそうもない

へーヌ︶とは寓偽に八白して裕

ス︶と〃鯖ぼ亜用

都来上等

ているようたが︑明．欝以来の

会合や催しも開かれ

糊臨漸鰯

なわ︑同氏の講醸終了後端画会

丁力允鍛の朽壱州を力説した．

協議訟との懇談会も開僥され︑午

︻交換されたが︑虫た食品昭麗麗究

とで不良品搾鍛小限に止めよう漏
とするものQ
潔

富

一方︑アメリカでは躍川食糧﹁

儒た植物の成長過秤を放射贋同位の長期白石という考えから︑べ月

これぷ訟．﹂嬉測の繊をでなかっ

炉︵3P勤R︶︑加圧水型炉︵堀
P義黒氏の﹁凹本のエネルギー問
一元素︵飛1︶で︑解析できると

薦つたQ

⁝・・．洛さずにすむ﹂偏いう常

その後︑突烈変異食一日叩扉⁝船別といわれるり麟度を躍
⁝⁝

p分野を広げていったが娯葉類強みは柑橘類︑㌫圧品︑魚影頚艀

潔の主旨改鎚などに利

間

置替える．丁定てある局

装曹ﾌ代設的なトビノクスであは活用食糧の大半を野離食品に熔

召いうことは︑初期の原．†力平和もえられていて︑降来の讃画で＝

ーコン︵缶品︶︑小麦に許可が漂

WR︶︑ドレスデン︵BWR︶題
のについて﹂と放射線医学総合推

氏の﹁日子力施設と環境衛生﹂の

発識所の他︑コバルト60照射幾羅 究筋環境汚染部研究蜜長佐伯誠道
や原子力船の模型も見られ︑家た

塔で︑六月五日か・り十五臓まで︑

親いて︑餐古屋巾の名古屋テレビ

から一週聞伊勢蛮館のぼ覧会に引

力懇三会は︑さきの万月二十二鐵

日本原子力竜業余議の中部原ヂ

展覧会を開く中原懇

名古屋テレビ塔で

ることになっている︒

3PDR︑東海炉の燃料の実物︑講演会を一二磁商工会議所で開催す
黒鉛やベリリウムなとの原子炉材
糾も展示きれてい顧︑oQまた展覧会

と閥時に原子力映癬︵不思議な

も常時上映され︑多数の観心を呼

力︑除子力と日本︑RIの利照︶

んでいる︒

中部原子力軍加利用PRセンタ

において︑すでに激回闘催してき

表は︑摺報︑慧児︑経験および爽

覇次長との閥て話がきまったQこ

一A鱒二Aの主催で

ン㌘一は︑洋刀十八日午胃病鍼会

員九各は次の冶氏である︒

ヒ聴︑ざれた︒

仏の放射線化学の
現状と将来で講演
仏使節圃良レベソク氏

フランス偲代割田の団長P・レベ
ノン氏を岨えて︑日も転子力κ染

てすま5れるかV消費誓活から

乱していたなとは︑㌢た気い詔

口仏協疋ハ故射線化字にわける

負轟の放射縛化学委員会では﹁フ

聞発の現状とけ来−門仏協力に期

い㍉のらしく︑姻一所などか設

安心1の感見は鉄かなか抜けな

しみ込んだ欄来⊥鱗−舶来﹄︑oら

を東り

黎3るもの﹂と題する講蔽へ蒜を︑

了はらしい外申

▽圃産化を説く二重ある官場の

ランスにわける放射線化学の研究

五月十四日午後二時牛か6︑ハマ

品だとつい検査か新入りになる

備や機籔を買う場禽でも︑国醒

礫︑粥池正士︑丹勘周夫︑欄本

︹六面詳

なことから原子力発電所の麟二

ということちあ筍らしい▽そん

ってはならないはずなのだが

化が︑むずかしいというのであ

およそ六十・名か出織したこの鞍

ライドをまじえて︑ユーモアに冨

懸会でのレへ／ヶ氏の講蔽は︑ス

細記寒藝照︶

ゴムホールで開瀕した︒

現状と将来で講演

原子力発電開発の

渡辺懸造

消之助︑松根宗一︑和田恒輔︑

藤波収︑耐45壕裁大︑一本松鉄

︸本松判長は︑五月四日目腺ぎ

交出するし︑日本敗府はセミナー

とになった︒

日本原手力普及センター

敗蔚は7ンア︑中近更︑アフリ

長峯に六十余呂が出心して護立発

五月＋八嚴設立発起人会で名称決る

誌講整および削衡について最昆の

域における原子力情報の海渠︑善

のために︑放射性撚艶物処理に関

カ沁よひヨーロノパ議国の留学生

起人会を闘き︑難曲︑生財厳法人目

燃が︑瞭子力PR活動の田本に紡

げる憲に含︑かんが鋲塾
区鳳子漁礁設兜掌穫の見学効果を
篭めることによって︑わが国の隙

てようとしているものであるか

子力開発と平和利禦の促進に役だ

ら︑見学センターでは璽嶺を欠く

発起人会では橘本原藤代凝常

と考えるれたためである︒

任麗欝の設立趣旨と経過を説明し
たあいさつののち︑源子力安全研

して識撚憩審講︑まず①設立趣慧

究協会琿事昆藤波収縛を議事に推

設立発起人代表に橋本海之助氏を

醤と②憲村δ為を承認︑ついで㈱

一

R王・町域線利用を中心としたP ＝ダ改府は照搬ジャガイモに対 放射態の誘起︑栄護藤の假壌なご
R展馳血を開鍵する︒
＝し︑田弾て胡めての実用冶可をどがあり︑今優解明していかね茸

遍の悶題を交換し︑図淋館のサー

のセミナーは今秋東豪て開かれる

子力小蝉解してもら︐︶ために努力

ビパ改躍について棚汗しようとい

国際源子力機関総会の後で︑十月

たか︑今後もとしどし開催し︑原

うもの．箏捌国は︑汀ーストラリア

四陰から二古塁︑茨城県東海村の

^えている︒これは長期間の輸はならぬことが多い︒

ビルマ︑セイロン︑中華民謡︑

原研施設で開催されるものであ

技術楼助認画︵鶏P﹁﹃A︶の地域 の総会終了後︑午二一聴一がら馳

インド︑インド不シア︑韓圃︑マ

このあと︑鯵集蒼は各会嚇の展

AEC資料寄託図
憲館東京研究会議
十㎜月八日から五日闇
国立掴会図擦館およびアメリカ
原子力喪疑三幅催の﹁アジア太平

レーシア︑二︐一ーシランド︑パキ

る︒

ナム︑日本︑アメリカの十五力国

汀地域AEC資望富託図瀞膨張無
研究会．磯﹂が︑A︐隼の秋十一月八

日から五8悶にわたって東張で開

廃棄物処理のセミ

である︒

かれ為 こ と に な っ た Q A E C 獲 料
霧鐘雪暮館の研究余磯は︑過去に
四闘開かれているが︑アジア地域
で開かれるのは済めててある︒こ

力法冷亮出し︑この地叱における

心際子力競及七ンターとして発歴

ナーを原研で開く

科離技酌の発展に粘りすることで

圃除田干力機聞と議し禽っていた

するセミナーを開鍵することで︑

・撫

することぷ旧きめた︒これはこの難

あり︑このために︑アメリカ撫子

疲浴解炉なと︑お
もな施設はすでに

いるが︑一部申槻

据伺けをおわって

研究所から移紙す
るものも冶干ある
ので︑実際旨旨の

なるものとみ6れ

絵まるのは六月に

る︒なお鳳子力研
究に関しては︑こ

︻写爽

研究癬でも継続し

れ豪でど拾り論拠

て行なう︒

．蕩

力委貫会ならびに斎託凹瀞鋸の代

の会議の同的は︑アジア太平洋地

このため︑工A封Aは国趣拡・入

スタン︑フィリピン︑タイ︑ベト

示門門駕見て回ったが︑4一常に発笑

便した

一助として︑このたび展監置を開 ーでは︑この種の展面会は各地区

芋力をより卿解してもるうための

子力関係鰻藩沁kぴパネルなど七十数点が陳列され︑餓心な観覧藷の屡聖とめた︒
や病期で利罵される例が多く︑ま

が計朗きれている磯階なので︑隙

駄華力が口脇盤浩にかか建ぬも た申臨地力に涼評願解櫨所の建設

開会に当り︑鮪木駄駄輝臨︑は︑

のになって賜うつあり︑実賦工場

氏︑所員は二十一名の研究ほと事

は古河蹴工武山研

選任したのち︑④膝波議長の撮磁

の討議か行なわれ︑沽発な慧児が

んだ議であっ北︒その綴織欝欝と

卜

り

ブ

り

本青写真株式会社
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原爆黒松社鰻

お待ちしており窪す。なお、価格は従来通りであります。

一

火力発魍綾術協黛は五畿十八臼

このたび日本原子力三業会議より第3回ジュネーブ会議
論文リプリント業勝を受託いたしましたので、境川命を

産

R臨界実験蕪置用燃料と廠．ナ力齢

携系職員︒原子燃料公祉から供絵

究所の全鰻︼

㎝で九搬の役臓選考婁辱ハ設け︑二

L（502）4111〜5

刃｛者汽長【罫芝田イ寸田」3の12

力

原

燃料の国産めぎす

はわが国災入規模を幅．而るちの︒

ｽもので︑この陣のものとして

古河電工武山研が開所式
右脚黙工が鵬葬秋から︑賊須賀

粕武宙に建設していた諸山研団団

室︑級覆継立軍︑襯織冤のほかに

た︒総工費約︷︑団円︑橡越聯加工

ト平隊建は清水胸脚の〜て活威し

画積⁝千二酉平方駐のコンクリー

が完成したので︑軒月二十11午後 敷地 二千四魯．瞠イニ平カバ︒建家
同所に鴇庁︑学騨︑曜無弊の剛卜

河磁工はかねてかみ︑線酬の撫曳

網国配化刮画にしたがって研究開

臨界実験幾澱用燃料を麟産するこ

されるウランで︑国配蛾嚇繋榮を

究を選めてきたが︑こんどJMT鱗理事務釜がある︒所長は田中沽

とになったので︑乗玖大昏町にあ

試作する︒

甲十八日午後一時蕪十分かろ瞭離で

の御仁齢は当社へ

ム株式会社

横浜

ン

ジ血ネーブ論交

露澗■コ

る中央研究所だけでは奪ぜ京にな

焼結炉︑粉末戒型ブレス︑繊周

第3回

i

｝【

＝＝

勢会館における原子力利回展の会霧風

一［

一｝

16
31

一

府
占鷲五十者を招いて披露した︒凸

第322署
り︑この中研の分璽として設醗さ

げ

昭和40鐸5庵25臼
新

子
第蹉種郵便物認可

（5）

聞

業
産
フ
プ

子

原
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翼
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献三
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れりけいけけコけけコリけけけけけハほロロけハけけロけけけりぼけりけけけロリけ

⁝⁝

扁
亀

﹁ r 一 ⁝ 一 ・ ・ 一・・ーーー註P・レベック 氏 の 講 演 か ら 一 ・

の食器との舐度ガを魎亀甲で測定
いる放射寵対簾躍部は︑このほど

フやールアウトの調査を続けて
の地下核実験をしたあとでは再び

κ︒それが本年一月†五日にソ連

臼常食から摂取したストロンチ

少している︒

態だったが︑前半に比較すると減

ストロンチウム90の東熟の月間 度は︑咋薙後半は大体横ばいの状
降下雛は︑酵鋸各から次第に減少

の後再び減少している︒京た昨年

一

中のストロンチウム90は︑昨銀後

り横ばい状態てある︒これら食品

水のストロンチウム90は従果どお

七一八月にはやや減少した︒水圏

六月に過玄の叢嵩値になったが︑

一隼間の降下占算蟹は八︒六堺キ ウム90の全国平均値は︑昨奪五一
ュリーで︑一昨年一駕闘の一九・

放射能対策本部第二十三圓発表

月間降下量は次第に減少

平均では五五．がキュリーであっ

ュリー︵輪島︶になったが︑全国

は澱高一平方♂めたり四七七夢キ

一時的に増加し︑その月闘拙下蟹 し陀が︑十月にはやや増掬し︑そ

放射線工不ルギーの吸収外と外側

晶中に岱讃されているストロンチ

に降下した雨水の全放附能や︑食

続き︑昨無十月から本年三月豪で

結果を発蔓した︒これは荊圓に引

等の成射能汚染について﹂の調査

一九六鼎四年M以来原 第二十三圃圏の﹁環境および食品

子四強シロエで正常に作動してい

するもので︑

ユーラトムと

いる線議訓も開発された︒

る︒このほかシクロヘキサンを用

三︑工業的な研究

の研究が説画された⑪凍子田中て

の契約にもとづいて︑白機冷却材
ろ求れにしか照射を必要としない
ウムなとについて調筏した結果で

ｨキュリーに比較すると半分以 半から金型的にやや減少の傾向を
下になっている︒なお昨年十二月

と食品の放嚇磁水準の調査を継続

見せているが︑なお全国的に環境

た︒しかしこれらの値は︑放官能

難表の概要11附水の全判尉能は 鮒策本部でとりきめている緊急甑

よでの総降下積算燈は︷ハニ・六︑勢

のである︒

あるが︑その概要は次のようなも

態の第︸段階︵一平方♂あたり二︑

究所の研蹄によって︑才ルゲル謝
昨年十月中瀬が核実験をした擬で

ると︑はるかに低い︒

五〇Q勢キュリー以上︶に比較す キュリーであった︒

ことを発見した︒

欧州興問休の体制下における食品

放鮒腺貯蔵における轟性の悶題︑

の許可の法的規制の問題︑魚頬の

冒する懇談が汀なわれ︑食晶照射

は架橋二⊥一〇％傾度がよい酒邑

CNRS研究所では︑このほか
照射に関する共同研究休制一日間

性を与える︒

ゅうに入る︒塩塾性染糾に対して

導性がよく半熟体ポリマーの範ち

する︒

は一時的に増加したが︑十一月︑

画の場合よりも低い癬度で動作す

十二月には求たもとのようになつ

ィン曲のような溢媒昂冷えておい

牛乳中のストロンチウム90の漢

る原．†炉に用いることのできる低

よく精製されたものはターフェニ

リルニトリルの顎脚が加速される

睡な冷却材が発兇された︒

とがわかり︑一方フランス石油研

って放射線熱分解の現象のあるこ

ターフェニルを照射することによ

十ナ以内の極撒で大容灘の可動型

・トレーラの最大鎖載凱である四

ム溜を用いることによって︑セミ

目的でつくられたもので︑セシウ

人々に︑照射の技術を習熟さゼる

三囲轟驚小林昌敏
臼本原子力研究所渦臨研究所とフランス漂子力闘との閲に﹁放

射線化学における顛同研究﹂を行なう協定を結ぶため来日したフ

ランス儲使節瀬田畏P ・ レ ベ ノ ウ 氏 の 講 演 会 が ︑ 購 庫 原 子 力 産

黙会議王催で︑万月十四日午後二時三十分からハマゴム・ホール
で開催された︒この講激は︑フランスにおける放射線化学の最近
の照射装躍を実現することができ

網子力研究所で試験を行なってい

各地の巡回に先立って︑サクレi 工業的な実験ψ42行なっているが︑ は圃相では砥為しないが︑パラフ

最近フェナントレンについての

理解が生当れるであろうしと臼仏

た︒現在このトラノクはフランス

闘の協同研児のとりまめの慧義を

の概況をのへたもので︑集京都立アイソトープ緯舎研究所応用物
獺部長小休昌敏氏が還訳したQ
講演の開始に先立ち︑放射線化

学婁旺盛を代翻して薫︑婁樹脂株式

照射時の温魔をはかると摂氏

て低温で照射すると血含する︒光

マイナス酉六十度であって︑熱し

ル同儀放同線に紺して耐久性のあ

学顕遺恩︑X喬

ゃへい壁愚入れることによって︑

エチレンとの架瓶の研究も行なっ

ロニトリルとポリテトラフル台網
温度は生成物質の変体点に当るた

放射献合戚の研究では︑放射線

ている︒

は滋として誠覇の改良に努力して

会した︒

原研で密封線源コ
ース専門課程募集

日本原子力姻究所のR王研修所

は︑八月四日から十八日まで塾図

る︒受講犠七千円︑七月二卜閃口

られた︒

が︑この弓成物はPVCよりも准にす．勺ことができた︒

基礎研究の必要性を強調
・溺撫終了後︑田本側の参会省か

早くも田仏協力の第一歩をふみ出

解説を行なった後︑P・レベノク ら多くの質疑︑溺論が提臓ざれ︑
氏はその講演を終るに嶺って今後

た︒ぶ頬提出縄め切りが六月八日

り︑日本へも参加桑睡びかけてま

となっているので︑参加弟望蓋は

厳庫腺子力職業会購の中部原子
力懇談会は︑これ萩で孫秋に二圓

識をもつもの︒

礎課桿終了程麗のRIに関する知

1原産賃料窒便り一
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藏翼璽三編

一九六四年出版

○雌気饗規︐ハの解説︵通蘭窪嫌搬公

A五判︶

フ鍔

中鳴露訳

A五絹

二五

○科挙と国蟹︵テーフレ・レイコ

㎞ズ2︶

四悪難海大離更明研先所シリ

暦げΦ

OO−

菊Φ鋤O轡Oり

辱勺︒超Φ弓︒りけ拶￠O轟脚男②唱整

OUo瓢σqすω℃o同鐸け2餌O一〇ρ︐

酔O

冴α︿HωO弓♂

O八け

OQ鋤団Φδく

醗O けげ㊦ ﹀けO一

︼∪Φoα日σqP

OO誹け目O︸

謬寓5戸けけΦ①

圃

響一〇国昌O憎αq寓

￠O簿円αくO一

ン昌巴蜜︒り誘

OΦωo＝℃當︒書く︒一悼諺oo縁
一鳥Φ⇒け

B五判

扁

︑玲

O一①⇔門 ℃O♂く−
①回．勺一9即け

︼∪μ︿一もQ一〇箒

︵︸諒Oじ−ツ漏

今度六月・九日か6磁田間︑ニパー

ブループリント

一九六響⁝無︶

究所編

四一八山ハ峰︶

〜九六五︵中国酬

ティー議六十稽準︸派遣することに

マフィールドである．

電東海発噛．廟︑線研報酬01︑ガン ○新中国奪鑑

なった︒姑学寓所は日本原子力発

の集擁猛学会を臼玉しているが︑

ので研修生．；十二名を際出してい

とポリ馴化ビニー彬︵PVC︶の速器を用いて放射線によるラテノ

堕し込みを瀬切る．応募資格は星

線隙コースの瞭門課程を開胸する
は工業化研寵を3一画している︒ア

えることによって所要線騰を半分

したが︑この研究ではボロンー0の

対して汝定な政岨合物が綴られる

架橋によってPVCよりも温度にクスの加硫を研究し︑増感荊を願
するイオン化密度の影響について

クリロニトライトの固相墳会に対

巨大分子系の研究では︑電子加

はしめた︒

架工の悶題に継して謙．r力斤て によるパラフィンの酸化の研究を

である︒

めに噴賑しくない反応がおこるの

瓜マイナス酉四十度になり︑この

スチレン十アクリロニトリルとP 題など核心昂うく窺要点が射議さ

さらに二十展だけ温度が上目する

向教捜の研究筆では︑醗櫓にわ

VCとの架橋︑スチレン十アクリ れ︑盛会のうちに午後五時すき散

果︑モノマーが小

さな揃状で過飽和
になっていること
がわかったので︑

ることがわかった︒GRS︵ブタ乳状での磁禽の悶題にとりくんで

ける碗合の問罵ともとりくんでお

ことがわかった︒つ謹り温度は摂

折でしらべた結

る︒M・アダニー氏のつくった工

つい噂︑フランス

強調した︒

に謁ける放射線化

会話据長杉山徳⁝二会良代理があい

し︑とくに二仏両国の技術協力の

さつを行ない︑レペノク氏を紹介

﹁低廉な冷却材を発見一華・
場処理の会社では︑はしめ一・五

民間で照射施設の建設盛ん一・

乱暴 とくに幾閻企染が大港な努

一︑照射施設の

四隅を行なった︒

要活つぎのような

亭の現伏について

ついて強調した︒

面にわける同氏の山脚な役割りに

ついでにレベノッ氏の講蔽に入
ったが︑同氏は冒顕にまず﹁一九
六二年に沼田聞の最初の接触が行

久牲
たが︑C・S・F社製の6M
eがあり二×十の八乗L二×十

いる︒

のリヨン鰍予力勝用センターで

なわれ︑その当時か32放射譲化学 力を百なっている︒M・ビ㌔ル氏 MeVのダイナミトロン桑うかっジエンースチレン︶はもっとも耐
における両国の協力が効果胸であ

の八棄ラドの触四で他用すること
V︵ターゲノト徽力NKW︶のう
ができる︒ポリウレタンは十の九

は︑現酔八隅キュリーのコバルト

乗ラドまで︑シラソプ︵oり昌冨℃︶

は高潮て十の八乗ラドまで便眉す
ることが可能である︒

ガラス状の損に

釈︑原子炉心の放射線などが贋い

︵N・α︶鹿慮で得られるアルフ
閉のガスの影響の研先も行なわ
驚
れ︑テフロン系およびFEPの最 師・線・四十四MeVのアルファ フランスの現状について以上の

覆した彪線の過波特穐に対する周

ってポリエチレンなどの絶嫉被 サクレー研膳所て田畑教援か研勒

原．畜力片と各種真菜との協力によ

り︑一方H・B・N・P・C社で
いる︒たとえはビニールビリジン

ることが予緩き汽ていた︒

ﾕmいた照射長躍ぷ備えてお イナノクを設置した︒昨年十一月

O︑鑑近ではコンベアをつけて中 のM・アぎ薫陸の急死によりこ

その後協力無制について倹討さ
れた粘製︑昨年の窩本便円田の来
間試験あ行な．ている︒

の金社瀦体も解散したが︑鍛近サ
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裂調物胃の幽幽制翻についてのシ

ノクホルムで開催さ㍍ることにな

ら五臼濠で︑スウェーデンのスト

用︶⑱R1利削︵カンマ線︑アイ ンポジウム﹂が本鋒十⁝月一日か
ソトープ動力︶の仮フロ〃ラムが
予定さ汽ている︑

中原懇︑六十名の
東海見学会開く

諺一二Φ鐸曽の〇二一プ09肘O一一P2細は原颯の国際課まで︒

ピ9び．早めに鞭絡をとる必蟄がある︑詳

な沿︑申込み︑お問い倉せは以

マでナス甲凹垢十六燥げ叫裕け︸勺アウ

のようなある瞳のビニール化含物

彗まてに提出するよう弟即し

営業品三

店店

本支

鯉・鮪

ぜ︑

網

1

よって口語や思考の植墜炉ご・．へた

難

楽的規模の照射施設の諸元をきめ
るための研究を行なう目的で施設
がつくられ︑﹁方原子炉の照射ル
ープの技徳も開発されている︒こ
れらの化事の一部は︑ユーラトム

から投資されているオルゲル︵O

ANS主催のR一討論会
来年3月20日からオーガスタで
ーマはいまた揃定し転11ものてはな

アメリカ賑了力ギ会︵ANS＞ ている︒この会含で取りあげるテ
乱欝で︑サバンナ・リバー餌究所

RGE﹂︶蔓質に繕びついたもの
てあり︑別の一部は原子炉中で消
失き3／るガンマ線エネルギ⁝ぷ莉

用する目胸てフランス石痴研究所

サクレー原子力三儀所では︑は

が実施しているものてある︒

いが︑①RI生が︑

︵米︑煽︑欧

じめにベルギーの原子炉BR−2と同学会アイソトープ・放射線那

︵放射線源としての原子炉外蔀グ

調が︶⑧瞭子炉のR工の凹田無用

三分襲生成物の化学処理と線脚の

R王の化学処理と線撫の調蕗︑

州のR三生園︑中雛子暇射による
大規浮嚢玩と利用㌦に関噂る金米

日目造されるコバルト60五万キュ とか後援急勾﹁放射糠同位九系の
り一の照瞬設備をつくることにな

ったが︑この心置では試砂へ六メ 討論会が︑ 一九六六年一瓢月一一十日

スタて聞斜される︑

より肝日閥︑シコージア州オーガ

文のアブフヘトラケトを本年十﹇月

ANSては︑この黛禽の捉出論 ル：プの利用︑化学用原子炉の尉

ことがてきる︒
原．†炉ノ一使って

月

酢

…「

瓢

欝嘱

ハマゴム・ホールて講演中のP・レベソク氏

1

．痴灘

：轡型選手

巨人駅

霊共株式金智

態麟

ノ

繋

ガ・ラド毎時の日取率で照射する

二︑線鑑測定

のターフェニルの照射実墾．﹂︑噺
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