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竣原子力委動力炉開発の原案示す疑
業鹸蕪置︑実験炉等で墓奉最悪項

核蝉料が民芸となる旨を朗聾すべ

した曹魁として︑凹溶でも騒楽は

慧見もある︒このため︑原子力颪

力を扱う蔀会も設縢すべ澄だとの
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炉型に共通なものについて助成﹂
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研究開発を進めるQ進め方ねワー

進め方はワ⁝キングゲルーブの

申心となって研究開発を進める︒

も助成すべきである︒また轟入炉

とあるが︑異なった紅型について

吸収することも考えており︑通産

設する目穰で︑四十無代後半に実

暇和五十点葉なかばに除型炉を建
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ある︑と述べた︒

総合エネルギー翻

七月発足へ
査会設麗法案成立
通証総は鋤四十六捌会の衆参繭

の焦点となっているおりから︑国
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院でなされた﹁総禽エネルギー政

設躍法饗を提案していたが︑五月
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に心るかどうかは︑

今後の検附に祷つ

AGRの採用 とのへているが︑A

があったが︑それらを拠り販にする濠で

窟句なく軽水炉に優った一翼燗の敷地に

駅闘辺の土地区醸整理写染などを

嬢地域の公園施設用地確傑︑凍海

肩綴放送施識整備︑原子力施設返

究筋の中郡子回折装躍︑田寡懸子

発躍コストが籍鋭石炭火力に翻るという
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常に教則的である︒その教訓は︑われ
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扉︑プルトニウム精製濃縮装醗︑
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間試験鋼線源駆動蜜金装躍︑中盤
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九〇堰子譜騨機による鷹子蹴算郡

に行なわれたが︑一力工B瓢七〇

このほか各棟の研究酒励が酒発

量尋漸てて慰入をはかるとすれは︑ある

東海地区
地帯整備

暫したμ本翫画は︑櫨兀との調整

審議会が中間報告

茨城梨原子力審重臣地帯整備部

を開催し︑儀海地区腺で力施設地

二十五日︑臥城県けで鋤五三那会

︵人口︑土地潤用︑交頑︑農染と

心とする十箭町Nの凋み的データ

洗晦︑集海村など原子力施設を中

の韮本説画は水戸市︑R立伽︑大

会︵部会L長後藤⁝武臨男氏︶は丑一月 が難かしく成案を倶ていない︒こ

議したが︑さし漸り昭季春十一年

帯整弘通ぶぶ幽ハ廉︶について審

め︑一城根茎．一力露麟会︵震員疑

力施設瑚辺の緑地化の翼体的説画

製造灘の虫陀額︑保健施設︑財敗
ロ
など︶に棊ついて︑吏海地区原子へ

度から実現を幽るへ懸もの壱旗と

し︑その実現戊政府へ要砦するこ

渡辺覚造玩︶へ申間報告を提出

なっているおりから巾山さんの

瀦欝縫鰹∵

⁝

た︒

▽原燃

五月三†一

は芳月二十

三沢萸勝氏の後飯に︑国税庁重税

満了で退伍した羅子螺料公弱理獣

六月一臼︑さ慧に総期

後任に麟辻長駆鎖琵平氏を遡任し

一一四年にわたる年次野江で実現
定
時繊直配会後の取灘役会で︑会
の
疑に鉱長和田糧輔氏を︑和田斑の

▽留士蹴機は五月二十八口の

︵東レ硝社疑︶の就任を決定した︒

永巌瓢に代り取編樵広閉魁一郎瓜

一田のだ時殊宏総公で︑取編役蜜

▽日本原子力購鍵

大井上総精緻は獺賜になった．

稲生前副社長は雑談役に︑前月

宣︑尊母凝︑横虚報圧寿︒

一郎︑杉塞一轍︑進藤貞頽︑蓋田

溺葭︑瓜蝦四郎︑窃賀慾一︑足立

錫石田久市﹀巧言役測鎖文薩︑荘

▽会凝関縄長▽祉長妹尾三郎▽冨

で役繍の大臨騰動を決答した︒

日開場の建時〆切総会と取海瀬会

▽三饗原子力工業

湘会社人事湘

強く婁請した︒

知事に報告壕提出し︑その喫現を

緊急を要すると判断し︑畝ちに搬

原子力審謎会委貴長薯辺覚邉氏は

なお︑この中間報告を受取った

る︒

千八御余万開︶と魚鱗られてい

や一億一二千万円︵うち国費七億七

中心とするもので︑経費総額は約

謡︑米国漂子力婁鍛金工iムス研

のヘリウム液化装罎︑北大の超嵩

︵鉄鋼協会︶などであった︒
また納入磁のおもなものには︑

御繍︵原研︶第二次鉄鋼照射賦験

制船覇叢隅の第一船瀬子姫基寮設
のうちに︑fギリス人は三刀KWの漂型 験装齪︵蹴試︶JRR12交換原
の大型炉への飛躍の課題に取編んでいた

もなく︑技術的内答においてもAGRは 炉︵ウインズケール︶から︑六十万KW

のである︒

肥通しが︑中央発蹴庁︵C蔦GB︶から 縄知のように︑英図はガス聖節炉の開

化︵衙二十万KW二鎮︶する町鳶盤や︑

発に窟学して以来︑三つの段階を帽饗し

GRをい︐そう大型 おいてではあるが一というのである︒イ
イギリス炉かアメリカ姫か

公田されている燕からみて︑英則が鍔二

強研の腐食ルーフ︑コバルト60中 圧発生綾櫨などがあった︒

の選択をめぐって︑昨年来世

て韻士︒すなわち︑マグノソクス炉︑改
欺の五街乃KW全部をAGRで行くこと

AG魏の探用はわれわれにとっても非

スのダンジネスB発羅所の入札は︑轟初

界の関心を集めてきたイギリ

不利を予慰窓れた改畏ガス冷却炉 ハAG

は豪ず閥逃いなく︑むしろX活力KWの 良ガス冷却炉︵AGR︶︑嵩温ガス冷却 も︑そして多くの改置畳換炉も︑つぎつ

ースのように︑博しい畦倉紘のナヤンビ

ぎに経獅枕を達戚し︑今度のAGRのケ
炉︵HTGC︶の三段階であり︑そのね

純粋に技徳的なメリ
第二次蕊凶年讃画の閲に禽い︑コスト上

的に晃て闘題が残るに担いない︒炉開を

政府の実現要請へ

R︶の採網という︑
劇的な 結 果 に 終 わ っ
讃画懸を払大する珂能糀さズ出てきたと

決

オンがそのつど登揚するであろう︒これ

鷹史胸な

た︒イギリス人はこれ癒

一高温化による効薬向ぬ一に向けられ

的蟄閃によらず︑

今繊の決燦は︑予懇されたような敵塁

らいは狂来火力なみの燕気条件の濃成i

軽水炉

いってよい︒

勝利を駆歌しているようだが︑
の呼びρでガス冷即炉の本塗にの
とされてお
睡はガス炉を︑ある晴は軽水炉を︑そし

を選ば黛る政治的な一因としては︑AG とは︑さらに錆藁段除︵H讐GC︶とい て濠た魚水炉冷︑と︑その時々の惰勢に左

り︑その点に煎要な慧味がある︒AGR でもライバルの糧水炉に勝ったというこ

ノトの観点から行なわれた

ている︑今その第二殿階であるA磁Rが に対しわれわれが単に 経済轍 だけの物

定とよぴ︑軽水炉に対日るガス冷却炉の

有利

りこんだ軽水炉側として は ︑ 謹 と も に
平尋打ち を食っ爬感を免れ憲い．

ダンジネス鷺は︑いう豪でもなく英酬

決める経新外の原闘は何かについても︑

記され加選択を行なうことになり︑長期

かんなく印口づけたものである︒二無萌

この機会に窮めて考えてみたいものであ

Rが英漂子力公就︵A鷺A︶の開発の轡 う将来をもつガス冷却か路線の強みをい

万薙︑五蕾芳KW︶の最初のものであ 鮎であり︑公耗の存在価値そのものであ
に軽來炉のコストダウンがしきりに広え

る︒

の鵬二次原子力発心訓画︵一九七〇⁝七

る︒AG聡の採用を発表したリー動力頑 ることの他に︑国曜技術の開鞘を旗じる
られた墨時には︑このような結果を予冠

原研の材料試験炉鞍懸羅系︑糖齪
系その他の分担のほか︑巾轍予モ

と道路網その他公共施設の墓ぶ謙
とにした︒

ンサルタントから提出された調汽

補間報管の内餐は︑喚海地区と

鋼誉搬慣したものである︒

資料に雛ついて関係市町村と協畿

大概地区で︑昭和四十一無優から
ウンタ︵東大︶超輔罷発烹識鰍︵阪

洗町の玄肇道路の整備︑索海村の

誉隈ろうとしており︑東海村と大

今山犠議された東海為事源子力

大︑北大︶プルトニウム精製濃縮

の結梁策定したもので︑水戸対地

講レータ︵インド︶ヒ轟ーマンカ 施没地帯瞭備駄本讃画は︑搬がコ

ていたトリチウム㌘ーグノトは獣

が図楚大のもの︒かねて注闘され

尉爆懸堀中無韻に原子力施設を仮

欝織する事添を荻とめたもので︑

化を始めた．

盗躍︵原研︶ベーター課スヘクロ

妓術闘魁諏ては︑電子讃算郷に
よるスイミンヴブール型原子炉の
全荒淫玉転の設謂を二三︑嬢燃糾

蝉灘

く使う︑とは知己の弁である︒

であった影響から︑父譲体をよ

的意味か6︑鋤融所の建設︑資

いが人はよし︑几帳纐で翼二物

初対薗の人には︑とっつきにく

−響dど更 轟．

鹸雛
については東妊・竃三余属と協力⁝
⁝
してウラン転換技術を確立︑ウラ
⁝
ン灘編については原燃へ積撫的な騨

協力をした︒談た工B巖ヒ〇九〇㎝

﹁このポストについて鐵が浅

源開発︑轡門嫁の派遣など一−禄

瞬わ

メータ︵虫大撫研︶一次系事故実

ンデムハンデヴラフ式顔速器はわ

クセラレータ︑乗懸のヤMeVタグマシン︵陳燃︶パワー・マニビ

気試験祈のト八MeVのリニアア ノクロメーター︵蝋大︶スェジン

用機器鳩︒磁期甲の完虞品で︑沼

電鍵と魎心構造︑猿魁東回発煙所

は︑今烈採用のもの︵六十万KW瓢呈︑A しにした労働党内閣の戒立︑轟灘のイポ

︑︑鎌馨獲

する者もなかったが︑〜兄なかずとはず

欲錺︑潮雛︑闘難繰

PC設謝︶が第二次戯劇ひ体の紳瑚設溺 リスの国際収竃の惣化など︑多くの爵誕

簸
鎌鞍

受注は依然頭打ち

材料試験炉建
設で砕
事役を
岬塞四

の戒果を上げた︒

法によ鄭響謙化禽物の豊成法など

経営の合理化︑自立に努力
原子力関儘の響黙三鉱︵佳友殴子力︑縢本除子力︑一⁝盤腺子力︶

は五月中秘から下旬にかけて︑定時株滋綻会を開き︑昭雁三十九隼

るが︑鍛幻あの餓同は濠ぬかれず︑豪た将来の発展に徽えて研鷺開

度の轡撫蝦儀魯憂．承認した︒いずれも受﹂増に努力慈拠捌してい

発の丁田壕はかり︑経済界の不況に応ずるため算剣に経當の合理化

偲万千万円︑孔上高や偲二

いので︑また何もわからない

⁝

一

というが︑ひょっとユーモアを㌦

的なもの濠である︒

だが金体的な慧昧でプロシェ

が︑局の入たちが若々しいのに
は驚いている﹂と外女山らしい

今秋には臼本で謹めて工AE

はさむ閣達な課長である︒

A総会が闘かれるが︑園連局科

クトを設署しても︑その愈義と
紹憩二十翫雛束大法学部法律

就任の弁である︑

学科二難で外受官領事館採用照

題営薗での悪戯の鯨涌はナ分と

学鰍畏大塚博比古民とは同期︒

見た︒生来の読編目なので︑す

臨にパス︑外務冨綴のスタート

タ各欝欝翻︵＝等癬記官︶に勤

をきった︒シアトル︑シ諏︐カル

註疏渚の鋸盤の一翼に

P

⁝

⁝
岬

の御用命は当社へ

薗臼

目田

TEIL（502）41ユ1〜5

辱

曝露青写真株式会社

東京都千代田区丸ノ内2一 ユ8

お待ちしており卜す。なお、価格は従来通りであります。

夫

力
子

原
−

型羅子芋雛機による玉算灘務の愛⁝
舐や研蝿の手弄も曹なった︒研窺⁝
⁝
成果の一つとして原子力関係特隣甲
り
二十譜葎︑実屠鷲壌四件を繊顯し暫
㌦

一

⁝ρ

出勲中の特晒三件が驚録された︒

原電二号炉︑原子

三菱燕子無職渠はここ

力船炉の受注活動
四無間に収入は二五・

三磁蔓藏箋・六倍・

ぐに賑挙力もマスターすみたる

という

う︑と燐待されるが︑﹁除︸ナカ

勝︑海外駐控も五卑以上にのぼ

運鰯⁝に入るとともすると︑激

っている︒賑国後は経済婦技術 かコーディネーシコンとかが︑
協力課を経て︑移住鋤繭査窟溶︑

と意欲十分︒なところをうかが

で奮てやりがいがある﹂
い

識の図面から故けてし激う豪ら

﹁だれでもやること﹂を出ない

趣瞭は広くなんでもというが

参加
歴任したなど︑目本に在鋤中は

わせる︒
して効集

を央わないことが燐要L︒王A とかQ静代夫人と一一女のパパ︒ ．

鍵翻︑熊果を親禽

全然的な観野に立って殖通し

があり︑灘なる表薦的援助

もっぱら低開催国翻係の犠鰯が

でおわってし荻うことが多い．
寛︒

強く技術協力に醐係したこと

い︒﹁協力といっても櫨開発澱

から︑これに附する瀬蝿は厳し

．⁝
︻

EAを遡じて技術協力が闘題に 三十七歳︒

︵11K︶

の工灘近代化を謬るための全体

このだび面木原子力産業会議より第3翻ジュネーブ会議
論文リプリント業務を受託いたしましたので、御用禽を

肉ま墓工矯絋暫t

東京都灘臥響田村町3の12

（2ユ2）53ユユ

G．今期中の成約高は約士一

N尖蜂葱七千七職業万円

千七菌二刀円に澱し当期損

注︒猿子刀船の概蟄な機器︒取り

ムハ

替え鰍斜も供給する︒蒙た︑コン

と躍り︑削期綴越金網嬢讃した損

化度の聖吸納入品︑受注品︑翻究闘発の現況ぷ以下に紹介しよう︒

を図っていることがうかがわれる︒報儒嚇に激とめられた各社の購

五力年計画を終え
基礎的研究に進歩

出殿訓は十π億肝千六響胴幸六万

iク円になった︒今期の響難として

バソシ﹂ン・エンジニアリンゲ社
︵CE︶とユナイテノド・二︐

中央三電力に対しBWR採用を働
きかけて愚だ︒

愚期中の記な曼澄鼎は︑原概の一

人あたり受注機は二︒証簸に成型

のは次のとおりであった︒即ち︑

山

に省六を

信

田

横

取締役社長

。びし・

（無田すお発
振局）るよ 持

興次擬

で瓢一丁炉桂て十謝二特
黙認無会槍玉冨一し用一r一別
鰯 、度の搬月麟a倹六婁

今糊の韻燕は︑総 取 益
約一鱒一千万円に対 し 嶺

住・期損久が葎六千三葎 ＋

研究瞬は四十年中はに槻器据え付

請果嵩を依頼され︑原電二弼炉や

リア批︵UNC︶との技術提携をは︑氷G露Hかろ匹乾と熟に主下
結び︑スでミングプール噛癖発炉

ﾁ・凡た罫讃損失は六触七千黒篇 などの狡術情報を入手した◎東海

九三疎簡となり︑薩期繰越損失金

七十七
けを終る見込み︒

団円となった︒今期申斬

たに琵寂セメント︵株︶が参乃日し︑

轡得と炉樽讐については︑UN 旦料試験鱒の圧力八一︒話測制燭

化ウランの変換・潴工・紺み立て

Cとの妓術契胸により︑低灘纐酸

株烹会就は菰十垢祉となった︒
研鐘満月では︑へ︐榔で鵬一次五

の技術を修得した︒陳．＋炉用糖殊

力年訓幽期間を終了したが︑放附

鋼︑非鍬金属は洪給体制を難え︑

サイクロトロン付属設備︑二大核

損快は十気億六千六百ニヤニ万円 一
ロ
⁝⁝
になった︒
リサ
ρ

㌦
原子力鯖一船の原子姫に対する受
⁝⁝

今期の懸業瀬勤は原蹴二号炉︑

した︒しかし今期の撚蕪渦騨は兜
鼓躍・燃欝・凝射体︒鮭同業議︑
⁝騨
パルス既製子発生熱舩︑エチレン
上隅三億八千七頁十・六万円に対し
⁝
て損失禽ご扁臨八胃六十九万円とな
⁝駈
トン85反応予備試験器嚴︑理研の り︑赫期繰越金懸累計した来処分⁝

線和用︑骸燃料︑炉材料︑闘連機

研の電子シンクロトロン構成綾

幽遺念中間規鐡賦験袋欝︑クリプ

器製樫などの分野で棊礎的研寵閲

ムなどの騰轍金輔︑高薩材︑膿鉛

ビスマス︑カドミウム︑ベリリウ

関連機器の開発顧では︑瞭研の

置︑シンクロ・サイクロトロン薦

発に簿しい遺夢彫一潔げた︒

の研究隔発も進められた︒

放射課利用面の研箆開発では︑

各種け腿測定機器︑艦大のプラズ

用ずみ燃揺処理プール循環系・縄

アセタール樹脂の犠温墳禽法︑β

マ発熊菰躍屠マイクロ波発生蕊 瀞活鋤のほか︑受注したおもなも ．
線倹呂難の開発︑同庶休交換k紘 灘︑鳳船団の蹄一翼銀翼実験用燃

ﾈ務（ユ辞世決

111監川UBl

トおよび臨界実験聾唖など を 受

迢ｾ月担契し
ｯ工：二愚胸て

展望

水補給系・翅水系・水力ラ ビ ノ

纈u親鍵狸封建
任辞の出撃

（大代表）

電話

懲灘（令三は出
雌通
箏財を

講雄編㍉即縄墨
．繕轍蘇璽鶴羅モ

）谷長科断堀堀
Pf敷に技讐口口

灘畢羅灘1輔旬

友
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昭…穏40犀6月5臼

ヨロ

ジュネーブ論交リプリント

篠鶴雛阻
止格癒畿務

設計改善でコスト低減
してから照射後引瀞槻される濠で

成型加工費は大幅値下げ
アメリカのゼネラル︒エレクトリノク︵G猛︶判は︑このほど

痂．あたこの都村舗格は︑オイスタ

込んでいるゆ

GE祉製沸騰水炉︵BW民︶に対する燃凝サイクル価格度公用し の運転費畿の金四丁擬鵡几％と見

表を拡火したもので︑とくに鰍樽戊型加丁駿は︑従求より八一二

た︒これは︑臨年九月同就が允衣した允薦噺および切期炉心価格
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望
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く︑よた炉が大桑になるにしたが
って臨次安価となっている︒

︻烹︼一団はπ刀︑一能κ万︑

によると動力相の確義要贈は次

と発表したが︑その後入った引々

冷却炉︶にすることに決驚した

い．曾

く臼爵を出㌃こと卒瞬うかにして

刀以来の情勢変化にともない回し

以靴であるが︑動力硝は醇窺鵬

CEGBけ︑現胤詳細設剖を決

の還りてある︒

一︑動力糊は中央発電庁︵CE

く︑設訓も優れてお︐︑石︐灰火力

にくらへて安微であ．筍はかりでな

あるQまた︑これ譲でにC廻GB

約ゐ式なとを認るかにする予建で

訓雀冗成した後発職コスト︑饗

二︑AG獄はアメリカ型鰹水炉 て裕りここニカ月以内に繊細設

を受諾した︒

ス型AGRを採用ダべしとの勧告︸ミノク・パワー︒コンストラ〃シ
ーゴン︵APC︶瓢との間で進め

GB︶およびAEAかるのfギ
定す
リるための契約予備気渉をアト

T∬︶︑B弗擁歌プラントの場禽

玄た︑義は蹴凝緬格︵箏／落盤B

騰︑炉織斑択に当ってほ侮ろ敵
冶酌醍慮によるものではなく︑技

カナダ原
子力会社

繍衣炉よO湘O％蟹く︑ダンジネ
スBが発電を開嫡する一九七〇年
の懲懲に3纏いても石尻火力より
一〇％以十霞価となっている○

重水滅速沸騰軽水炉で武算

原型炉はKW当り三百十ドル

五十万︑﹂十賀万︑白万KWのみ 術的認鰍により決定した︒
GEおは︑これろ緬格の決疋に について蝸生長の就晶を氷したQ

ウランの説建︑変換︑引き搬しな

︵ミル／KWH︶を課す︒

︵ミル／KWH︶C四二プラント

際し︑桝聯が民看に移蒼弓るため

国損をが％︑燃科が発壕所に鋳眉

︑ξ流めていハ旨が式に明るかにし

饗新

載

覧蝋

欝駐蒸

簿護
総

プエルトリコ20万
KWは在来火力に

プエルトリコ水資源局は︑二十

︵ウエスチングハウス社︑コンバ

万KW発償所建設のため︑二三祉

ノシコン・エンンニアリング祉︑

ゼネラル・エレクトリノク社︶か

ていたが︑このほどヨト万KW以

らの入札を犠油火力と比鮫倹請し

競へ門性がないとの結節に難し︑二

下では取チカは壌抽火力に比へて

ことを明らかにしたQしかし︑同

十万KW発難所は壌油火力にする

糟ｹ局は︑数年後に建設予溝の

⁝岡発蹴所の鱒二丹機については︑

︸原子力が採用され樹可維強がある

堀の棚究輝発のために㎎暫二十万

イギリスは今後三鋲間に海水脱

に四百万ドル投入

英︑海水脱塩調査

ことをほのめかした⇔

デールにある研究施畿・岡立腺子
炉実験嚇の砲設等の使用緋文払・

ーカノスル帯のワイア・ウェスト

特に
許懲︑櫨術データ︑情報入サに
ル︵CANDU魏幽・八ミ牛︶
ガ⁝ス︵WW︶祉と共同で調施研
関す勺A鷺Cの題常の規則の適

電灘ストそKW紅践⇔閣・四五ミ 究その他の楕熱ついての検閲︑

ないQ藍た同社はこの発電所の発 GE汁が行なッた調査・実生・研 疏勲佃投入する︒これはイギリス除
子力公訴︵A践A︶が中心にニュ

研究開発蟹はこれには念乱れてい

鳥ウィルファー発一所圧力容器ライナー（蓼川工業提供）

沼の坐過量4樋持つ脱塩フラントの

O−A契約に規定したプライス︒
アンダーソン法による無償なと茄一点がおかれる︒一田蟻り胸三千万

一フノシ晶附燕溜⁝演周の紡晒瑠唄について略麗

︑A露Cしの轟麟が宛屋業罪のAE？G昇の套擁ぷぶ9る・．ので︑し髭霞琴

なるものとみている⇔

敷地

ノスの南踏がぬ望罵されている︒

後決画きれるが︑セント・ローレ

ARCLの誠鱗に託れば︑この

NA︶の会合て︑同州のハイド罠貴酬が︵竃気出力ご一管ゐKW︶

で闘かれたカづダ原チ力協会︵C

・リセイジ氏は︑澱近ケベ！ク衛 た︒

カナダのヶベノク州h頼シーン

どに必要な点耳資金に対する金剃

ξ

設計で優ったAGR
タンジ

細ぜ
藩子

衰婁︾

る．︵なお︑これは滋駅馬憾り二
十一・六灌として溺算したもの︶牝

いうとこる莱で軋む︒それぞれ

明るかにしていないが︑繊冗鞭七

型炉の総支出頷かとの位になるか

って癒むを得ず捜術導入すると

の技厨分野で︑産歩の度禽いに

ハイドロ︒ケベノク挫はこの隙

叢近︑私は︑田本の産業・技

謀があるかう︑いよ導入してい

がを見込んでい．鱒㌧

て︑今後の技術關発における政

る対綬には違いがあるか︑方岡

としては︑己のkうな遮凶方を

千七醤ニヤ

的どの段融て政艀が予算上︑除

している︒

あるいは消極的

偵礁というか︑

術開発に対する

電力業卯の新技

うれることは︑

いる段階で慧じ

はじめているが︑これをやって

が強ち効螺的か覗考．乱る課蹴を

か︒負担するリスクが大き過蟹

れはいったいどうしてであ︸ノ2う

には少しもかわっていない︒こ

も︑家た戦後も閥じで︑本質的

大正の時潮にも︑暇禰に入って

ントを聰るごと隠遁している︒

は︑その第一辱機は必ず︑プラ

は︑薪しいものを入れると嶽に

これに対して︑極力染騨たけ

肌である︒

るからであろうか︒家たは︑欝

ともいうへ桑畠

7

︸43という契胸の変型がない限り︑

て激たゆ

におよび脱花王雛をすでに農磁し

はKW当り二白豆・欝納︵二二三
最大の脱駁プラントを薩め︑世界
十閥・蚤が︶︑七十熟万KWでは 凶二季設の便用暮を礁揖することにおける現存の脱搬龍力の七五％
KW漏隔り︸凹七十∴ハ・七が︵二貰が︶ に懸章をぶしているのてへ︐後さ凸

はあ肱り戯要視されていない︒

調費夕るσしかし強豪では原子力

いて二重ばと梅劣にさ劣法を

便用も考灘してい．つが︑熟掘につ

塩プラント．禦か9た二一目的炉の

旗た撒難ては︑さらに日脚磐饒

に焼夷を必要﹂謡︐る5の知﹂思われ

電炉契約まとまる

加︑パキスタン発

っているね︵ ︶戴けCAND
るU
︒

となっており︑約一〇％女鏑とな

の建設費壕ぶす︒

六三〇一A舶用腺．＋炉研號閲発の

祉の王・F・マク￥君最ぱ︑こ

瞭苧力釜彊会に放射襯瀬射木繕プ

ファニチ巖ア祉は︑瓶く臨川州問

腺子炉の建設謂剛孫泊都カラナである駅侵メーカーのスタンレイ・

累バージニア州スタンレイ帝に

製造コストを検討

アン・ゼネラ孕エレケトー−・ク 米︑ノハウッドの

本年一月セ塾ラル・ユレクトリノ
パキスタン原ア力愛ほ☆のH・
ク︵G欝︶召かる提賢きれていた 工・ウスマ轟委疑疑と︑カナデf

に対して原賜的眩耀を植えたQ

黙Cとの薮詞で研甥を選めてきた

講印した
の五月末で期醗切れとなり︑噺隼

山脈一瓢○一A請闘F隔闘︷﹂︸勧契約がこ

五月十七日から羅臼閥ブカレスト

度予算では︑この打切りが決解し

を蟹くするように烹燃したが︑カヨ年のう筋に全氷の駁鳳や郷勝所

ているためGE姓が購独でこの山 パキス㍗ンは︑鴨︑壽嶺たけ⁝蝦用

てす丁め5れる心

ライナ州ハイポイントで開催され

豪た︑岡祉は四二にノースカロ

いる︒

で便われることになろうと述べて

同祉では照⁝射本耕⁝製品は︑二︑

する報既甲へ一73な一︒

ラスチノク合柳晒の戦陣コストに関
で開催された︒

塊を続けるへく従乗頚同追究て便

この讃戯に調達され漏金横は約

この会議には︑二十多病から約

農ざれた︒

た︒豪加工AEAの鷲騒に対して

た家颯展示会で︑ロノ干ード・ジ

は︑二圃間に双務協定を糀ぴ︑そ

研號契約の締結を求
めていたものである︒

つたテーブルを出品したQ

たたし︑A鴛Cはこの条件とし の闘題にあたることに歳るだろ コージア社の照射本材ん用いて伶

て・甥奮藁蓑ぴψ乙 う︒
金︵A扮C︶は︑

米GE社︑六三〇
Aを単独で開発へ
来原芥力媛

を伴わない

この会議には︑約五＋の論文が上 勇補償のみ黒める護葉叢︸苓羨め・蟹まつ

盤︑締金性が討議されたQなお︑

六十︸∴乃がで︑幽賦の方式によッ

薔十奮の再学噺が参測︑放羅課利

万二千KWから十三刀と千KWに

ナダGE鉱は原子炉の繊力を十三

用による険煮力撫についての信頼

ライス・アンタ〜ソン法による腺

用していた諸施設の無筆梗用とフ

壊検査に関するシンボシウムが︑

主催する原写照工学に釦け為非破

のほどパキスタンのeANDU型
囚瞭猷子力機閏へiA㎜A︶の この申詠は︑か捻てGE石がA

査の国際会議開く

lAEA非破壊検ための政府封書巖霞賦使用麟可申請

総懸謄

隊上どの程展の役鵠浮益すこと

樹のあリカ︑つ為り︑技術鷺展

術の発展をやや詳細に分養し

唾を繍えている︒

BLW︶紅型蝉の建．賦詩飼の漉誼
A︶ の 開 発 し た A O R ︵ 改 質 ガ ス
十肝がよりかなり安鋤となってい

︒ケベノク社は︑先にカナダ廠．＋ の建設蜜ほ︑KW当り篇一斗や賭
にW
しており︑一ゐG猛菰は同
砿D︑占冠CANDU一条
呂件L
二二・建設のコスト認算を行な
︵十一73一千六釣鰐︶となつでお
の炉型をアメリカ型軽水看出島り 力会社︵A鶏CL︶が発了した巨
フラントの建一儲についてのAE社の行な詩た授資に対して情報の ︶︒
U︑
lCANDUのKW蟻り雛熟．一
利であるとして駄早力公絃︵A鷺 水滅速沸騰轡水型︵CANDり
CLの発翫によると五十万K響で独薦というレ うなる法で薫蒸され な轟圓篠はクエイトにある輝騨

ネスBAPCと契約交渉へ
雀月二十男日襲酌力輯フレノド
・り⁝氏は下臨で︑イギリス第一⁝

次臨画最朔のなンンネス掃発電藤

よらであ為︒たたし千四至重がの

よりも繋億であるQ

三︑ダンジ不スB以後︸九ヒO が評翻したタンジ不スB発燈所の

ー・クリーク︑ナインマイル︒ポ

発躍コストは六〇ゐKW二鼻︑嶽

〇％の償下げとなっている︒GE耗は︑これら成型崩工費の値下

イント︑ドレスデン螢あ各発電
第二次討剛︵苫鷲刀KW︶昂癒大 四鉾︶位輔．︑あるといわれており︑

集濠でに嬢設される発環所をすべ

げと︑欝料の設計敗忍によるコスト蟻減は︑瞭予力允庵ぷ．火力と
炉に便用する予冠の辮群体四十七

モ

てAG蔑型にするか︑豪た現倉の 動寧騒騒％でO・潤蛤〆︵一団円轟ハ十

競合できる噺しい段階に到座世しめると述へている︒
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1七一卑に籔閲するもの︶︑第二
次炉心︵一Lル隙隙ーヒ六二荷﹀︑
漁雀 次炉心︵一瓦ヒ捨︸i八一焦・

蕪衛︶分について︑それぞれ 原
子炉掛力を五万KW贈欧で五 心 ⁝

1．90

聞
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っていゆとの浩論に砿した︒

短炉としての3﹃汽た臥龍穫渚持

vOCR群雨繕覇川し得凸燃

へ13却材としぐ臼機拗る便用しん

ガイクルにわいごル籍に温き弓融

潔める役阿の再検M﹂嬰毒ぐあ 天然為いし潔漁ウラノを使用ごき
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けなお数茸生白づ．筍こと40よひ加 攣盤拡大のための﹁い一力発しの

か少ないとされた︶か調書さ江⇔

重水冷却材の評価

されないこと︑米圃の窪6風侭に

血︑勧紘を政府に一汀な
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詳密てあり︑これは中蟹〜経瘡と

のようる比匙の凸い黙認の侵用も

て犀転か酊能てあ萄︒冷13ウラノ
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から

とい︶申し出もあ．勺ヒ♪た︒

日本鋼繕ては︑これまてのと
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庭来の薬毒と鞍状について説明し︑このか概念の製版にはカづタの
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て三体化されてわり︑また11WCΦ︒しかし一3rル中ての倉機物の
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姦濫︵滞水コンおーマノト・テベ
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冷︑この概念はほとんと十釘近
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ま謝加原子力協会で講演

入ってからのカフヒル照射実験の

五五〇年氏に

燭炉人験︶施建 米団の再ムわよ
ム長つに継ったのは︑AECの
ECゐ8しカナタ弾子力公評︵A

結果と灘酒ウラノの潤用可能河の

ノカコ正﹈事難所とアルコノヌ国

臨○郵代響事から一九五〇年代の

立研犯所︵ANも︶で題した一九 ラン線子炉に困難．勲業搭雀含めの

一犯欝六年ム︑源子膏土蹴刑口圃

米加て共圖計画へ

てあ念

ノノ轡＋の兄耀ρ一那るに工つたの

Lて岡研究燐長ウ牽ル々一・11・峻と一九五九年初点のJCAFの︐亭選転経験は圧力繕黄侑のため

切期の頃じきかの肖勺︒仏ほAN の二大を承唆したか︑黙はこの示

るQこらにプルトニウム︒リサイ 増加によって︑一触五五葬には正

ECL︶の代止に対して︑天蟹ウひぬ献物技曲の猛礎に貝聾してい

概念に対つ勺闘心

私感封か薫水炉

一︶o

に利用され勺たろ

両国のために十分

m離愁藤bち；には審の 開発の成果は米加
人々に欝ダ萄平珈口旧のための実
臣ヒ無燃蝿なエネルギー黄〃︽琵

つには海嵐かろ尺玉の淡﹂を低纏べ価俗で一般

なUならは︑人々は崩の鴬嬢から曳け願い九負κは次代の入々

戒す筍ための一つの醜掻発展の一段隣こ〜9ものてあっつと﹂り︑
﹁

にこれ渚引紐かなけ琵はなら屯い氏補㌻打つからてのる﹂という

てに知られているよ︶に︑この諏

て血へようとつるものてる萄︒す

刻﹂勺鰹蕩としての迫砿魑につい

ノ㌔〆ノノ大玩潟の静目適引用してu躍る結んだ︒

経済的エネルギー
源としての可能性
この露抽は︑アメリカの頃ぺ三

ものであ勧か︑カブセにおいては

カに沁いては豪く最近始められた

允の現次お﹂○経瀦悶ぼ不ルキー
この原子騨技術の分野の研究は一

愈について︑現花輪での繹遜と開

網と冷却材の組合Uは︑アメリ
焦為機物冷却炉︵HWOCR︶速概

響としての可能雛︑と匁に那塩に

炉︶兆伎︑C銀烈々から既鉄飾

︑母︑ぎ︑§︑翁︑爵︑き︑§︑翁︑詑︑帝︑き︑詑︑§︑譜︑ぶ︑ぶ︑翁︑翁︑翁︑爵︑3︑翁︑ざ︑ぎ︑呼㌧︑⑨︑武
世尊て毎町生閥さ抗勾大磁の

獅旅鴛瓦中にアイソトープを埋

︐て凸の中にこぼれ田たアイノ

泌として︑い床にたまつセ曳留

またい味の侵蝕な鰯町上の行

曇か璃瓦︑／1死過樫て急きな績 ー﹂ノの且て判断している︒

身の漏蓼鳳．昏より︑このため勾内

回炉ては︑L軍巾は千島薄 め込んでおき︑遊鳥の転鍛によ

算用の︐たとりあげる．

肇属の2ち︑樟にξの九五％り 作勺御昼作穿てのアイノトーフ

もの・ゐ勾︒

﹂乞挿めこい筍鉄捌は︑拠熟の
計食ともい騙る

⑦

この扶期の琵

ソトープ︵醸μはコバルト60︶

八酉︑窃の勧工の野羊中にアイ

立ノてい燈︒この利用方訟は肖

になり︑B瓶裏しに継︶大いに没

儀︑癖作対輝54︑塾炉対策のつ考 ⁝フ〆乱って測驚つるみ法もあ

瓦の授紳の氏況之朔勺ことかて

世界水準を抜く研究レベル

高炉に多い利用法

ーフ︽使うことによっご炉﹄慰

恥工hにおいて 一とな萄ことかめる︒アイノー
アイノーーフは
このよつに沼重
してい勲のか︒

口弘ては托勘田
急く昭殖︸二十て

トーフ渚製鉦蜜

年頃かうアイノ

届いてい勺口
叡鋼望ての振円
桝ζ今胴と次回
乱紹 しょつ︒

か︑それなりに口穿への湖昏も

エンリ：コ・フェルミ発電所

＝

凋貴．擾に︑工縫用にで し て 最 後 に は 資 y 彫 に 田 鼠 る こ と よ 炉 迂

μ﹂安一と︑もう

@

臥ず︑翻踊の生戴工程け寒冒

て揃かに入れるコークスの水分

隷

（上）

ぶ多湿調35噂るのにもアイソト 友ぎいちのかある︒

鞭
雛詫

アム

渚デロ低︑厚さの鉱置ノか凡て理

︑ぎ︑§︑翁覧

栖による不紙牌を油へていた︒

き

、

@

作ン︑製鋼作盛︑H廻作．膚に大 め込み︑破尉驚の磁化を回読づ

その博い内カスの流れ︑蕩の

誹戯ク姻一ノ）》〜幽〜

11

思

6
ープか他われている︒従来は人

／疑脚〜轡

▲

⇔ものてあや︒外郭がら旺接に

海タト

@

儒鱒嚇口熱用

ざ︑昏︑ぎ︑ざ︑ぎ︑︑︑︑ざ︑翁︑ぶ︑奪︑ぶ︑ぎ︑翁︑ぎ︑ぎ︑翁︑ぎ︑§︑ぶ︑◎︑翁︑ぎ︑翁︑︑
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@
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聯
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別さhOカ︑今回は﹄ 炉 へ 爾 鉱

燈、

〃
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の援助政策が主題

響
o…剛一

眈

s7暗

認憾の微隊．糧一億DM遊隈度と

と考える︒輸入︑貯蔵は今後も

セリ

﹇⁝

聖運大数授試聴猫武︑三麓除

会長魏京大教擬木杓澱一▽理粥

会畏巨霊幡社艮一本松蛛磯▽劃

選された新盆農は次のとおり

三つの精別認搬が催された︒

ける圃位体分離研究の現状﹂な

髄虫姦千谷利三氏の﹁わが国に

︑岡学会間僚体分離研究蔚門幅

選を得なったQなお総会終了

し︑錘期の満了した役翼半数の

び昭諏照十年度の欝業計画を承

ャゆせ
せサ リリ な
む ロサじの の
河畷のU本漏厳センターで開か
金額がはるので︑羅内外の家一﹁
︑昭和凱十九年騰の事難蝦嘗お
貝︑床糎︑ボードのような醐価2

の中で材料蟹が銘較的小さな剛ρ

なもの︑家たは冗成昂のコスト＝

れることはやむを符ない︒

リ禽嫌占める特別な製贔に隈凸濁

Vしい注入木材謀汐駕ご存知

マーか甲三主させて︑放射融照射

だろうか︒木材にビニル系モノ

ノバウノドの開発が斯しいこ二
ともあって︑今後解明していか一﹇

すると︑モノマーが奮禽し木材
とも縞合にすることよって︑プ

ねばならぬ燕も多い︒例えば化轟

歪な解既による副

譜︑物擢藩

Xチノクと木材の両方の利点

ノバウッド

舞とか︑・バ

磁ウノド︒プラスチノク．アロ

か︑凍た研究闘題は山軽みされ置

と処理する木材の禰勲の選択と滞

躍藩申井敏央︑川晒痘工稚子力

子力研究駈副長伝本一六︑原研

イとも呼ばれているもの︒

二身望月県史︑NA里q総含研

ろうか・り︑醐磁としてお慰見え＝

誘取緬役勘津噺一

部次疑脇坂溝一︑晶津鰻勘所常

究駈翻所長藩林喪心︑東廻技術

奮とブラ糞．あ望はている︒しかし暮辮馨遷

品見塞がノバウノドであり︑別ウソドの製滋に必要な製浩条件島

をなる︒この藺

uる加工木材

徐すことの

でには調髪KWの増強卿の建設
計画している︒これらの訓醐

スルーエにパイロソト・プラン

ら捕ちできるので︑逐語を無視
の管理におかれるものと念え・52

イツも巾・疑期玉璽を持ってい
して魍蘭な政鍛をとっていきた

る︒所胸者

蔑間と思うが︑煕

が︑それによると高速炉は一九
︒全ての燃麟がユーラトムの所

難

・リカや蓮て雛に舞葦ぐあり︑蒲化諾誕にレ軌っ

〇無代末までにニや万KW炉を
になるのは庚対であり︑この鎌

li

︑現夢メリカでは霧饗甲﹂︑モノ了独料かへ︐後寮・＼誉

でない

盛

で決

乏集茎

化 学 肥 赫
その他化単茶頭

る補鱗︑燃糾保障︑響の優遇策
として開発するものであるQ

︑一九八○露濠での十五力無讃

実証ずみ炉に対しては援励を
再処理について1使用ずみ燃料

とられている︒しかし嶽則的に

凡ないことになっており︑今後

説画に含豪れるR8Eースイユーロケミソクで偽処理するが

を建設している他︑超ウラン研

訟業共間の六十万KW軽水姫に 術讃の喪葬が必要なのて︑カー

︸49︒

所では燃料を開発しているQ

二尉援助は与えられない予寵で

KWL︵A湿q製βWR・原
二子懸
力開発畏期議画について一
咳燃料所褐問題について一懲理

れ6に対しては政府かる四千万

DM︑鮫省が一癒DMであり︑ 為謝繍であってはならない︒臨

︶の窟巳負撹分は︑瞬海が八千

メンス製やWR・三億鷲イ万D 75KW級になれば十分軽水姫とと所為者は岡一入でなくてもよ

水炉はい豪の予熱ても三十〜四
千万D瓢︶およびK3WP︵シ

発の現状も含めて

助漉攻餓に闘して懇談が補なわれた︒

酵敏鎖漸冨が鋤鴨︑藤ドイツの愚子力開発について︑と︵に麟の

﹂・プレノチ研究開総担覇鴨続︑W・A・フィンケ経済・菰津．

燕との懇鹸巌を闘催し紀．この会合にはカルテリーリ次窟の他︑

浬えて︑五月二十七撒肥午よ○束惣会館で︑線子力無議腿の代表

冨の紹毒で来田した漁ドイツ騨学研覧嘗W．カルテリーり次鰯を

田本嶽苧力臓業会議では︑さる灘月ニや胴臼鰻知科学技術庁矯

独

P．

Mの援助盗金︵うち千玉磁力D
えてい．勺︒たた冷却樋につい
κ︑︑はドイツ独幽の気心4砥保す

監購轟原鰍瑚事鎌田捻︒

令専門委を新設

趨発蹴推進委に

員二黒二回会へ偏は︑轟轟月鍵田午

日本原子力麗盤凋議の発躍推進

齪さね︑第一同轍禽て設麗され

千代田μ代官町の科学鼓術館で

常任褒資会の瀬動経過報吉と︑

て︑なお険溺すへき歌地が残さ

気購業法敢省偽の改訂にともな

てい．勺ので︑この委員虫に滋令

周婁獄会花設躍す・勧事項が鵬⁝議

れ︑それそれ了承された・．

などの二八ース

照射魚鱗

照射食品と纏いた

一5一λYQ一◎曾一11量垂5

試食公開催

時折りあるV先刃二十一口の

は︑日本

雇誌塗のあとに催された〃照

は初めての詰みで憂知︑隔田

食品試搬ハーテf

ビに紹介されたV卿射ウイス

穴臣もしたつづみを封ち︑テ

トリーがジコニウオーカーに

ー線酒をなめた録艶歌く﹁サ

るといわれていたがそれほど

一輪ざし

もないな偏Vたがウイスキー
昧は

ブレンティング

のような総含された味︑い
ゆる

にさよざ京な風味がでれば︑

るというからV照照された殿

ξき㍉︑リノー

東京・京橋3−4

社

鼈鼈

が研號開発轡︶が与えられた
︑蒸気にす．りかナトリウムにす

するのも︑そう逡くなかろう︒＝
魂︑笈川蹄万郡︑古照確太
理麟︵二万各︶芦原護遠︑一

蜀魔九郎︑川購薦解︑木川田

松珠壌︑大幅弘︑岡野保次郎

隆︑鵜池熊士︑楠瀬熊彦︑禽
塁税︑黒田籔︑後藤武男︑鎚
建⁝二︑激戦鍛二︑関識疑︑千
利⁝瓢︑響鋤献︑早川淳一︑平

配俊︑柚田節税︑松根宗一︑
田濡磐︑鴫野濾夫︑稲騰演輔

辺上略

のった︒

らしい︒外国でも

欝聖職

鑑撚︵小書︶石隙載夫︑繍本

之助

原電一号炉の全燃
料要素の装入終る

発電脂では︑その後も建窯の妓

五月四研臨界に成功した原鷺東

を靴けていたが︑一⁝十八警午鍛

時十分金撒の畿荷侮灘を究了し

チ︐ン不ルに︸チセンネル八本

︒この燃赫の総鰍は＝三四＋八

つ︑謙一刀六千三額八十四本

T論ハ︸鰹♂4置で

︑天然ウランの総錯はナ八一六

の傘議鼓耐で第一段階を終
︑次の鋤二段階では悪子がの
止や余裕︑悶為股応腿の測楚な
のほか︑調翻擁の輕蕉︑チ㍗ン
ルの流徽試験などが実施ざれる

温誠験︑ガスゼクトの撮終験査

︑ついで鯖三段階では炭酸ガス

とが灯なわれるQ

長に一本松社長

レンディングで腕かふるえる

原子力学会聴許を改選
講和騨や年厩の田本鳳子力万尋

能性は大まくなる︒照尉食贔

一つのゴールといえよう︒

会疑茅誠司氏︶第ヒ圏題常総会

五月二十七日午後二時から象京

ま

馳醗

ねイヒヒニ暫間ノレ

き

一

︑五千刀DMの長期クレジノト

一ラ

【で

嘗一

獅畷爆要瞭次のよ羅齢乱闘万沿Mの援

原

力

産

業

聞
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源の開発から
合利用まで

戴解二酸化マンカン

聞

るが︑自動短日圃揚は照帯原産の

線の線量率効果

カイコによる放射

され龍︒

り
設はロノクフェラー即隣からの研⁝うでめる︒ネズミを飼うに的野用
一
究費によって懲てられたものであ
がかかるので大変なことたときか

稲その他の短日蟹細物ーロ照時

させるよう設謡された新しい施設

る緻物II左栽培し︑薗宙に成磐

間の短い冬から巻にかけて開花す

旧館二隅にある変異遺飯研究部

ものだそうである︒

国立遺伝学研究所を訪ねて
集海道線薫島駅かろハスて十
の部長︑松村湾一薄士を訪ね︑い

室の大井は放射線の後方散乱を防

果を発兄した謁は有嶺て︑現び︑
世界てこの閲題がとりあげ・5則れて

ム聾を六ヰキュリーももっている
共鳴装羅︶を備えたい﹂

遺無研ではすてに総合計画が立

てられているが︑β力年引爾では

現行の九部に分子︑生物・物理︑

やセほそったものなど胴腹肇禦に
一よってできセいろいろな甲種の小

てもあく献でその墓礎段階僧ここ

﹁遺伝学の態用薗では︑といっ

このほか︑実験塞ではポロニウ

微細購造の各遺伝研究郡を加え十

ところは数少ないたろう︒

で研究するのたが︑喫然変異によ

十六部門にし︑その中に進化︑細

産がここにある︒

ム︒ベリリウム百ボキ講リーの中

胞質︑動物庶用︑鋤二人頬の各遺

︑いた将来は

これろの負物を線子炉で照聴す
帆子胤︑X線帳壁などがあり各研

家たとの線泌を使ったらよいのか

か︑ガンマ線か中性子源かなど︑

流伝研では遺伝につなが9多く

伝研究部を設けるなどアカデミノ

二部門くらいにする︒

る場合にはガンマ汚染の少ない炉
究部が共通に利用している︒

クな研究が工むとのこと︒家た人

方地

者の夢であろ︶と・︐囲う︒

せる︒これが人為突然変異をやる

今後の抱負を松付さんは﹁放通

研究には夢がある

遺無学の基礎的学問として研究を

らどうだろうかとスバラシイ構想

用の計算センターをここに作った

ここ一二晶の遺黛研は回内よりむ

があふれるQ

家す入類の未知の分野へ進んでい

今後︑入物交流も盛んになり︑ます

しろ外国にその嶺をはせており︑

舘つた賜合と島等佐物を使った場

の大きな課題であるとのこと︒

場合の康簡に同円心的に一日︑逝

変異がどうしておこるのかもまた

して調へて行きたいQまた︑突然
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か3留使て送何する︒

た︒︵11T︶

が︑こ03差をうめるのがこの分野 くことを期熟しなが一3帰詣につい

禽と︑また研究縞果に差がある

一力︑遺伝与の研號に微生物を

進む五力年計画

原の業者は︑ここでカーネーシコ

れた所は放射線

線煎種の実用化と放射隷遺繊学を
年に鞘師で初め

すすめていきたい︒遺伝凶子の本

原子炉主任者
口答試験実施

ンにコバルト60を照射してもら

実験室︒ここの

い︑9という話である︒

い︑歴たの色合いの花を咲かせて

地下には黒や一

て作られたコバ

ﾌ照射二君では五〇キュリーの は解明されているが︑生物・物理

g60のガンマ線照射室がある︒ 質必さぐるのに生化宇の方顧から

このほかカイコ三脚使った放粥線

菖︑盈虚十︑飛競︑一レントゲン

浮授術15は五月二十九日︑第

七月七呂︑科技庁会令室で

覇用の研究では︑環の色や虫の斑

い︒これらの乎だてとして温及や

学二三庁鋤一会議躍で醇

した資箔︑生もつものに対する試
へ
馳で︑七月七日午面十時かる束独
護．関

六日虫て︒所定の受験串込書に受
ェーデン︑繍本ても放鷹研などで 険資烙を献明丁る貸手をそえて︑

の研窮のために︑アメリカやスウ

よた︑﹁RBE︵生物効果比︶ むわれる︒申込み期日は六月二十

が行なわれている﹂

駿の実施について公告した︒この

紋で醸と驚︑瀬．識別でき含⁝糧を

実験
・望ゆる塀 ︑口に離量がそれほど石化

比較的簡尊での42こと︑同

という弘うに疑いこと︑しヵ犠も

ルト60に／＼蝸♪へて斗減期麻﹂三十年 湿度など葱限定した線議率の研究

照射二乗がある︒セシウムはコバ

別竃導シウ藏穿ン轟 さらに進化学の研究にも使いた

試験はさきに行なった筆認試験の

首脳を作ったり突然変異の軍慮的

作ったり︑・蟹以外の槌二季食へる

というふうに醐凹獣をかえて照照場 わかっていないが︑放二線により
る行なえる激う設議されている︒
変雛をおこさゼ遺伝掌のみなるず

いる︒

って品穫改良をする場舎︑X線

がよいのだが︑聖駕の鐵本の炉で

扱うのは他の研究鞭関でやったほ

閲発中てある︒炎然変異を数多く

釜があり︑コバルト60︑三キ晶リ のはほとんどない︒そこでわざわ

は生物学者にとって使用で潤るも
の分野を研究しているが︑

で︑晦子計簿機華設置して瞭ホ中

順遺伝学ては細かい難字を扱うの

ーを線源として蚕を飼凹しながら

特別蚕釜にはガンマ線照射飼育

元の業者との縞びつきも大きい︒

いといわれるが︑ごくわすかでも

うがよい︒突然郵異億方向牲がな

である︒光をしゃ断アるフードは

に國立薩仏研

の尿尿によ

台所

ツ

な悶整にとりくんでいる︒

小麦の実験圃場
本館西側にある実験尉潟は小麦
が一面に膏っている︒ノゲのない

︸しないことなどにし伽のセシウムが

一便われている︒研號瓶設でセシウ 使われているESR︵磁気スピン糠子自局原子炉麗制課に持慰する

嚇盤廃液の放出を制写してい

たり蕩フ以下︶廃液は網羅法で︑

の少ない︵たとえは塩類一潟当

．動力厚が関蝋冨庁と協定し︑放 ・彊おなう︒すなわち塩顕含有率

うに思える︒田子力庁ても放尉

国のそれと幾分似逓っているよ

孜肘能に対す．勧神経質さはわが

かれ勝ちてあると思われる︒

実質が仔わないという譲解に郵

いて︑畠うことたけは派手たが

妻以来の伝統の上にあぐらをか

開発蟹や設備費卒疫じている︒

分には周罪な醍慮と多頷な研究

力のあるゆる分野に膨大な飼家

対抗懲識産むきたしにし︑原子

ンスがアメリカ︑イギリスへの

のレベルが特別高くはないフラ

を槻隊にした努力に︑つみ亜捻
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分余︑ゆるやかな勾醗の坂弟の
ぼったところ
ざブルノクヘブンやオークリノジ
花の不足する二刀ごろに三局近

圧搾察ダエンジンにより作動し︑

ろいろと脱聞亭蘭いた︒

研究所へもっていって照射してく

緯線撒のガンマ線を長時間にわた

住人

は魯用の

愚に出碕しているし︑静岡や小田

力同性か55るとすれば︑自分の好 の遺票護憲が使えるような共同閥

窪た営通のダイヤル梼謝の他にア

籍根連山磐静

るというわけで︑掠研のJRHくω機鍼地区では︑ここで照射し

小規模ガンマフィ
ールドのγ線温室

究駈かある︒

憎一阿れた鰍︒この愈は常に湿護を五

〇％以下に︑そして一定の融度を

る︒とはいえ

食虞

るアンモニアの匂hが㌍をつく︒
毎日の

にある嫡形飼鳥の濁幣制で作られ
る︒一円のメエ諾一が渓まってい

最後に案内さ

ウム解の照射室

コバルト60とセシ

さんは語っていた︒

−1などが好きな時閤に運紙でき たはたか憂準坐け花用の はな麦

ストロダイフル︵特殊の夕泊︶で

って照射できる控源がある︒この

求す鷹内されたところは︑昨年
駅鈴の調飾ができ．勺︒

五月に完成したガンマ山繭察とそ

然変更発生効興が高い﹂という結

きな方向に変異を人為的におこさ

末々の倒け

田島弥太郎簿士が放射線の線撮

くためっきぬけになっている︒

二葎洩に科寧披術庁に初めて棄子

そこからネズミ飼跨念へ︒一二十

のセシウム鰯の照射蕪羅へ中央に
離効果を研究し︑﹁カイコの実験

遺俵学の紘礎研究のため蒋別に俘

↓てハツカネズミを使った放射線 て緩照射のほうが急照射よりも突

力予弗が刮上されたが︑それによ

の蔑照蘭︐益汀なって突鮎変異ぷ趣

こさ遣て品懲の改良をしょうとい

るようなことになれば・9と松N として島字突 阜神力 裁価︑多

連日の由で㌃

を訪

そなえ︑小艇に一日二十時間ほど

つかり洗わ の揮作室︒ここでは四十キ議り一
れ︑時おり雲

聞から冨士の頂きかのぞかれる

磁伝研
うもの︒簡男エ

くあ一

⁝継嗣を天趣中撫ノニ封の高きにした 学の分野からち放射線なと炉留利用

放翁線の線量率効果を研究

突然変異にとり組む−
凝

アコンを施した

七十五平力齎の
潔
輔u︑験

鯖内を半分に区
切り⁝韓小麦︑
パン小麦︑マカ

ロニ小麦なとの七澱蹟の小麦が
植えられ︑一兄︑小四四のガンマ

甲

濁膏ゴは冷霞厨疫置がついてい

フfールドに倒ているQ駅源に最 保？〜な工炎がなされ︑五つの
も近い小遷でこれ潔でに胸六千レ
ントゲン︑鍛謝に遠いもので五菅
レントゲンがあてられている︒信

騨にけ小みのほかに唱なとも使
いたいが︑手魯たため今のところ

日

工瓦口つご︑ こO

小菱たGになっていると翫村さん
︐㌧

て魚紛︑小差︑トウモロコシ︑ビ
々︑︑︑ン川な≧栄餐論出といったぷ

ズミにとってなかなかのもの︒

の︑妙に高くのびたちの︑侍講に

もの︑費に良の輌模轍のあるも

る︒この愛戯け︑廃液が均一に河

特に葱卒ほらい︑廃漿物処理処

鮨による耀境への汚染防止には

射能レベルの中やや高いものは

ホンテネオローズで高レベル

田来民業国であり︑及術配業

ものは単一の維学沈殿法て︑放

塩顎・㌍含み放射能レベルの低い

七乗マイクロ︒キュリー以下に

多段沈殿法で処理しているQ処

放樹性廃液のガラス固化処理の

︑鵬．当た〇十のマイナス

なればよいことになっている︒

理楯液はモニタリングされ河川

は︑網の闘ぷ一張りめぐらした緻

ダンボール原紙

洋紙一般・白板紙

初夏の一田︑聾者は脚弾にその
名立は没るここ
悶した︒

ここ遺伝研は文都省属国の研究
機開として現在︑木瞭均所長のも

とに庶務誰のほかに九つ の 研 究
部︑二十一の研究至︵形 鴇 遺 伝
部︑細胞造広部︑穿薄遺頚部︑生
化学遺伝部︑し用遺伝鵠︑変異遺

であろ︒

いるのは形ぼぬ鼠部と夏畷遺伝部

で︑破嚇線を鰐用した研究をして

野の研究にいどんでいる︒この中

があって︑濾伝寧のいろいろな分

と昨年農鷲没なった集圃造伝部︶

かご 伝部︑入瀬心録部︑激生物磁嵐部
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短臼圃場と承瞬撮室︒ここには稲

つぎに鷹内さねたところは自動

けた損だの捲い桜などが檀えみれ
の系統離物や照査のために二酉余

食費

の協同研究に加わり︑その後ホ

並ならぬ意欲は︑コーロノパ大

貰金・り疫入して闘発ぷ進める並

低レベル放酸性廃液は︑河川
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フランス政驚給費留学生とし
て︑原子カ月ゲルノーブル研究

所の放薄畳幡液処理ゲループに
所鷹して︑約五カ月聞穐液処理

中規模試験が行なわれており︑

陸の旗顕としての実力をハそう

この処理法の実用化の近いこと
が醸ぜられた︒

た蒸発街の濃縮液や︑化学沈殿

密な研究計画でデータを壇み上

ても学びとり得るものが少なく

られつつある成果はわが圃とし

︵瞳子燃料公社葉晦製錬所

ないものと思われる︒

フランス人の合鉱主轟と三輪性
法のスラノシは賠籍ヒ安全な型

アイディアぷ．大切にし︑これを

げてゆく方式ではなく︑むしろ

とする努力にほかならないが︑

に変えるために︑コンクリート

フランスの研究開発の進め方
左除去するための処理として蒸

圭たはアスファルト周化処躍さ

までになるように︑放射性核種

．帳放流するに先た一5上灘規準値 に放流される︒放尉能を濃榮し

軽縫襟雛鋳鉄篇
ンテ不オローズ︑サクレー︑カ

ダラノシ︑の酒量予力研究断を

歴訪し︑関係施調を見学し一⁝百
下旬帰国した︒

フランスの隙子力施設から捌

いる︒経歯的でかつ除飯能率を

きキ奪いている︒このことは住

鳶て︑ものにしてゆくことに瓶

発法と化学沈殿広が探用ざれて

蹉諭潔きて梅威の存在をあま

れる︒

硬頚と放射能レベルに応じた処

上げるという強肩かろ︑濾液の

東京都新宿区角筈3丁目244番地

取締役弓長・金子佐一郎

るしいめず・！2しい名繭の本耗亭づ

ている︒これらは実験材 群 と し
縄革ズ︑︑こ匹の一年庸の

は刈磁八十円︑これ・︶㎏子力予算︐

ネズミが一万匹
現蕉︑ハッカ不ズミによ．帰ホリ

ジーノの故射課誘発突然斐異率の
研究中で︑彊の変異の調査中に一

という︒
は一万

肥する放嚇性核種を含む醜液
は︑その立地条件上大部分は河
川に奴流されている︒この廃液

の腿水による河川の汚血防辻に

の放流にあたコほ︑一艘蔑染

開する法蝿を根処として︑原 理をするために寂ず腿液の分別
り耀寂ないフランス商気殴から
往にしてフランスがキュリー夫
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釜着馨奮青饗舞
賠償法に包含が適当
ll﹂

するにはどのような猶撚をとれは

業員の鳳子力二審補償に万全を期

郡会は昭湘三十七無十月から︑従

の補償は︑賠償法による補償対

原子力事業従業貫の原子力損審

発効見通しを勘案したうえで︑

①ウィーン条約など園際条約の

幸としない︑いわゆる﹁誇なし認
で︑近く解散の運びになるものと

部会に婁ねられることになるの

みられているQ

月末・原子力登霞視察に

衆院科技特海
外調査団派遣

鍵用瞥の笑罰︑発躍蝉の運幅への

獄について輸銀と変勝するため六

垣花秀武氏︵東京工大教授︶米

を訪問して二十田婦固の予定︒

轡熟などとともに︑3PDRの甜月十﹇臼羽田発渡米︑のちカナダ
圃楽初からの澤標であったが︑一

昨駕秋の川霧成功以来長らく蓮紙

表するため︑五月二十九口羽田か

応に関するシンポジウムで醐頭発

国ブルノクヘブンの同位休交換反

閥ではこのプロジェクトの里馬検

を鰹止していた間にも︑関係者の

討が進められていたわけで︑その

沢井定氏︵原研原子蝉識謝部︶

ら渡米︑六月十際翫夕擶国した・

に出席のため三月十一臼羽田発渡

ブリNO・1︶装入は︑五グルートリウムに麗するIAEAパネル

への試作燃料体︵テスト・アセン

欧したが七月一百帰国の予定︒

第一段階ともいうべき現在の炉心

員会︵委員長岡良一氏︶は欧米︑

え︑七月中旬二つのアセンブリが

プ各社ですでにロノドの試作をお

衆議院科学技術振翼附策蒋別委

ソ連︑アジア繕國の原子力群情

難題所の機器輸入代金に関する借

て︑当面の重要課題である便用ず

を確立し︑闘係各大駆の協力拳．え

勘燃料樽処双顕揚の建設︑原子力
麟建造契約の締縞などを巡めると

になる動力炉の開発についても総

ともに︑今後の方岡を定めること

存である︒

力を結集してその解決に努める所
このように原子力の開発利用が
新しい発展への薬嚢を迎凡ようと

⁝

ｵ月一日から新住居嚢示が⁝

㎞ お知らせ

を視察調査するため議圃を派遣す

蹴はその経済性が電油専焼火力に

■．属5掌匿π縮6轟●■嗣4﹂昌属

竃

橘8繧

5

鼻5β

一

●昌霜

i一◎曾lIーー旛

一一や四臼

R1奏楽会幹購会二十九日午

午後一時半一一

原子鋤力研究会 コストグル⁝
プニ十＝田午後 野原薩︑欝袋制

時原醒

ら・

御グープニ十三日一筋十時原薩︑
プラント建設グループニ十四田午

後

ミー斧︑蘂綾漂

う役割りは︑認識にも翻して︑き

するとき︑勝闘群業界が今後にな

原熊のこれ家で原子力平郷利用

わめて大きなものがある︒

開鞘につくした多大の努力には深

く敏慧を蓑するが︑今後もわが国

政府ともどもわが国の原子力開発

原子力麗業騨の申心機関として︑

待する︒

に︑いっそう買献されるように期

各一一新刊書御案内爾〜羅紗

第3回原子力平和利用国際会議（ジュネーブ）

一く

しひ

︐

一斗

一磁

燭

振替東京125575

定制﹂を確立することが望まし

見を行ない︑陳簿あればその閃果

プロジェクトの設定期閥は四十

袋入される予定となっている︒

六薙度宋までとなっているが︑原

る︒期間は六月末か・わ︷力刀余に

岡婁嶽長のほか︑国民党から前田

なるらしく︑予想される問／1は︑

講斜懸勃⁝
つけたいと考えており︑この間の

研では四十五年度には一応めどを

⁝

正男︑小宮山驚四郎︑渡辺美智

予舞貸馬十二憶円︑人舞は平均三

麟︑纐纈弥三の四月︑社会党から

十名程度を児こんでいる︒このう

⁝＋三男畿毘内

対抗できるようになろうとしてい

原産・役員異動などを決定

それに他の3ケ囚語による要約が玉」〜きれます。

い︒鐸原子力委員会はこれに薄し
て︑労働関係法令の改正とその運
用の改醤を要することなので︑こ
の趣癬に従って葦子力局長から労

ことにした︒

働省にはかO︑貝賊塁を撰進する

⑬健康管理就業糊の健縦珍断
と就業後の定期的または臨時灼な

関係を判定して撫後描醒のできる

検査で放二線随密の予灘︑罪期発
セル条約やウィーン条約では︑こ

できるたけ眠く︑この趣旨に従っ

ねばならない︒H原子力婆殿会は

た配録保存に十分の毎夏がとられ

ようにすることに璽点をおく︒窪

れをその対象に含めている︒われ
われも従業員損害を対象外とする
ことによって趨こる不都含を除く

た改鞍手することにした︒

ため︑近い将来発効すると思われ
るウでーン条胸のことも口封して

ム丙擁蜜蜂があげられているが︑

原茂︑三木隠夫の二氏︑罠祉覚か

ち本三度には予節約八千万円を紐

束京都溢区糟重丁早番一
これが三グループに分かれて調査

み︑設引研究︑燃隅鮒発︑熱水力

原産

開発掛羅餐鋤会密村郡会ワー
キンググループ十七B午前九時半

原子力局との連絡会六月＝十
U正午原野

匿易

するもようである︒

心に推進される︒組織は上口のよ

学的な研究︑日算制御の四点を中

一プロジェクト・リーダー務巾心

うに奥田克巳担漫理塞︑一二野田純

に︑調整と設計担当のグループが
動力炉開発謝画郡内におかれる︒

JPDR12プロジェクト墨現
設在
定の約二催の出力密度︵九万K

改造し︑醐出力燃料を平繍して︑

W︑平均出力密風一局当たり四十

西独ミュンヘンで闘かれる第五回

製本原子力研究所は六月十︸日

出力密度を約二倍に改造

原研力鋸舞陀発足

の後の検附は原子力菱蟹補儲尊閣

偏によってその任務を完了し︑そ

専門部会は︑この最終報答轡の提

なお原子力気楽從業貝災協補償

賠償法を改正し︑従業皿損轡を購
償法の贈償目口に含めることが適
轟であると鷺える︒判これに対し
て原子力日舞会はウィ：ン条約な

ど国際協定発効の見通しを勘案
して︑原子力損密賠償法の原子力
困乏に含めるよう改正を考慮する

労災法

としているQしかしこの爽現には
A三無を要するもようである︒
②労災法に関する蘂項

五KW︶を実現しようとするもの

欧州シオス大会に出席のため六月 竺時半原産

の塾本的考え方を改め﹁二塁らし
い生活を當む能力の喪尖豪たは減

し︑奥田克巳氏を別当理駆に︑滋

で︑その閥現在の翼然世襲方式を

慶ミ琴

の日本工業クラブで第七十一面理事会を開き︑儘藤内閣の改遊で

る︒わが国は先避詔國におくれて

特許構報連絡幹瑠会

少﹂を補償するという霧え方にし

井繊純一氏︵原子炉設謝部里芋炉

強制循環に変擬することを含む原

発聡椎進馨鍛会法令蔚門二流
会十七日午後一時半原蕨

て補償の対象を拡大し︑業溺上の

制御研號鼻聾︶をプロジェクト・

午後五時五十五分帰醒の予定︒

十一臼夜羽田から嵐発︑ご十八口

行く人・来る人⁝

放瞬線障轡による不妊娠や流早産

子騨の改鷺︑商畠力燃欄の開発を

木州田一脳室︵東京羅力社侵︶

についても補償する必要がある︒

リーダー︵内定︶として推魍する

斑闘産漿罪と協力して推進する︒

ζの認圃は︑昨秋来順醐に動い

旨︑発護した︒

の内容と病名を群細に差樽してお

謹た為書放励線にさらされる二選

・嚢薦鰍黙ミ多

ている脚力試験炉︵3PD逸︑沸 JPDRを動力炉胴燃料の冊発笹蘇建三氏︵製麺副社長︶敦賀

彪無冠選惣叔︑ア

き︑一定期間以上その藁務に従事

z翁

薪たに就任した原子力㎎係の各大臣を招き︑就任歓迎午食会奄開

原子力の研究開発に灘幽したが︑

なおこのうち役員異動は次のと

▽理購翻全醒銀行協会連合会議

おりである︒︵カノコ内旧役職︶

｝σり

｝P

噸6レワψ

鱒一一・幽

電謡大代表（δ51＞0131

麟紀伊國屋書店

￥闇闇，OGO

セヅト

原子力委 改善措置の推進決定
原子力婁員会は六月十日午後︑原子力瓢錐従楽貫災密
補償騨門部会︵会長我妻栄氏︶かろ挺出きれた闘郡会の
鍛終報密欝を審醒した結果︑この答串の内容を慰甚し︑
その趣露にそった改善を進めるよう︑それぞれ適漫な措
鍛をとることにした︒

よいかを︑二つの小婁畷会を設け
象の甲に含めるべ嚢こと︒

ている︒

るなどして︑十一回にわたの審識
②労災補償に関して補償対穣の

原子力二業従業員災審補償斑門

してきた◎従業員の原子力災蜜に

制度の改善など︑その改藩をは

の疾嫡かどうかについての認定

憾ないようにと国会の付粥決議が
かるべきこと︒

拡大︑補償内容の充実︑業務上

あったほか︑国際粂約の力向とし
③原子力事業従榮舞の健康轡理

ついては︑さきの原子力損讐脳償

ても︑これを一艘第三者のそれと

すなわちその概要と原子力委員

の改善をはかるへ惑こと︒

法今制冒した嶺瞭︑その保獲に遺

岡様に取扱うようになってきてい

次のとおりであるQ

会で決定したこれに対する惜曝は

るので︑倹酎の必要があったもの

こんど握田された尊門獺会の報

である︒

原

子力損驚賠償法では従業貫の業

①賠償法と労災法との関係

力災密の特殊性と原子力醜叢の薄
務上受けた原子力損憲を︑賠償の

告欝は︑こうした立揚から︑原子

対象から除外しているが︑ブラン

饗灘無涯携頻試

騰水型︑熱田力四万五千KW︶を に役立てることは︑原子力発羅の
零

催したQ⁝二木通触相と藤山経企庁艮宮は欠席したが︑上原科鼓庁

六月十五臼の原受理酬会は鷲大
要就任歓迎三食会にひきつづき次

審佐凱実▽相談役︵理雛︶中村

国連の土催によって， 昨年8月31臼から9月9日にかけてジュネーブで開かれ
た第3回原子力平和利用膨面会議で発表された論文・認論がもれなく全16巻にま
とめられ，今年6月から11刀にかけて刊行されます。この会議て使用された護葉
は，英，仏，㌶それにスペイン顧てすが，各論文は発議された言葉て収録され，

放射線機器

した揚含には因巣関係の証明を必
詫

動力炉は総力結集で

〃

鯨誘難上原長官が所信表明

長官はこの席であいさつし︑動力炉の開発には総力瀞繕射して隔

の間麗係者たちの多大の努力で研

本無はちょうど十年になった︒そ

られており︑とくに難壁原子力発

子に努めるなど︑就任以来初めて会漿の前で︑原子力平職軍用に

日本原子力隈業会譲は六月十五口同午後零賑三十分︑一搬馬廻ノ内

対する政策上の所信を明らかにした︒

究驕発体鱗も一望漿備され︑この

一策▽理購薩田本石炭協会鋤簾

の各議題を決定した︒

①役員異動について②工A猛A

秋には日本原子力発艦株式会祉が

兼京総会における原塵の行事に

書太郎▽理那u石漉連盟会長藤

生太賀吉▽掘談役︵理嘔︶萩原

い大きな役踊りをもっとともに︑

ついて③放射線医学利用調査田

岡新癒▽稽駿役︵理事︶上村英

上原豪富はこのあいさつで︑

︵仮称︶ならびに原子力発躍経

輔▽理購疑臼ホ原子力薩業会蹴

鴬綿毛紙に入り︑さらに隅祉の二
号炉をはじめ︑東京︑関西︑物部

営管理調査団︵仮称︶の派適に

雛擶局蝿羅川淳一

今後の弾力なエネルギー源として

の各予想会社でも原子力発蛾所の

ついて④日本埴土力鞍及センタ

将来性が窩く評価されており︑と

建設計醐を巡めようとしている︒

ーの設立について⑤その他

原型の歓迎に醸謝したのち︑次

このような内外の去勢に対処す

のようにのへた︒

先越諸国では僚子力発電噺の建

るため︑關も隙子親閲錯推遊体制

くにわが照のエネルギー政艦上重

設︑原予力齢の建逓を中心に︑原

今臼︑科学技術振興の重要性が

の施策強化が要請されているが︑

子力の開発がますます活発に産め

要な訓義をもっていると恩う︒

中でも原子力は多くの分野で︑科

深く認識され︑これに関する政將

学技術の水口向上にはかり知れな
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糠月3回（5日．15遡．25日）発行、

購騨難読欝欝鵬

聞

一
拝

力
子

原

展㎜府の響で回し︑原子護

隼間万千鋳上鮎転紅対する発電コストは

究︵東工大中野義映教桟︶O瑚温

超筒温プラズマの加熱と制御に関
する研究へ京大林題憲教捜︶Qプ

改造に伴う新政務次宿二す名をき

政尉は六月八日の閣識で︑内閣

常頭取綿役に野瀬正晟氏︑取綿役

⁝

⁝

11琵︻一11

口口口日

V東京芝浦灘気

力鄙門を担当する︑

五月二十八日

の定助株孟総会後の紋藤会で︑会

畏に岩下文下前社長を︑後任社長

五月三十

日の

三前会長は取締役相談役に就任

に土光敏夫氏を遣直した︑石坂餐

▽厩津製作所

定時妹主総会後の取輔役会で︑会

長に論太庸輔朗社長を︑後任社長

▽三菱上瓦五月罪す一日の定

に＝蒲慧氏を選任した︒

率株主総会後の取重役会で会長に

山岡政朝前職長を︑後任祉長に杉

選任した︒

山盤二氏を︑副社髭に草中勉氏を

鋤二十回口六月

旬間メモ

原子力委貫会

て小婁員会︵冴木︑金沢︑覧三氏︶

対する冑木器蟄の侮五慧兇につい

の検討結果巻鴇議︑服終報告港を
まとめた︒

｢艮五臼〃一瓢i六日午後開会︑専

プルトニウム男手部会▽鯖十

▽鋤十七園膀六月九購開催︑前園

門部会の報告警案について笛講︒

に引続いて報摺露案を審議し大筋

鋤力炉醐発懇談会第十圓膝五

がまと蒙った．

月二十八日午後東駅プリンスホテ

罵

﹁鋤力炉闘発の進め方﹂を中心

ルで瀾催︑原子力歯舞会からの

通産衡総合エネルギー部会

に器質検け．

給小委員会愚子力発蹴供給分科会

第三回軸五月六三午後隙薦で開会

今後の作業につき作榮グループを

設けて調査を進めることを決驚︒

お待ちしております。なお、価格は従来通りであります。

に佃俊堆氏︑常任監査役に詠岡光

議院議員堀本賞美氏が就任した︒

義氏を選任した︒佃取締役は原子

科学技術庁と憩藤省は六月十五
日︑科技庁冨罵総務課長式日ヨ碁風

の原子力局次長爽政策課長︑通産

︵カノコ内飾職︶

省官房畏熊谷典文氏の無償副業局

である︒

次慢語三

なお中川前原予力局次罠は通醜

力潜水船の佐世保斎溢の際の放射

瓢葡闘催︑産毛当局よO︑米原子

能調査脅した状況について報儒を

翼翼業立地慧智︑島津煎政策課葺
は通醗雀公難聴業課長に︑豪た︑

▽鋤四回11五刀＋凶日

六月十一臼午後開催︑上原

告轡の説明など徳中心に懇談．

力堺三従二二災害補鎖専門部会報

斬原子力委員長のあいさつ︑原子

五回

捗状況について報告後懇談︒▽第

午後開催︑心力炉開発懇談会の進

参与会

聴取した︒

逓産省の乙竹前企業局次艮は纐維
周長︑本田前企業一課長は通藤省
穏房葉叢課長になった︒寓本前公
燕裏業局長は．勇退した︒

湘⁝会社人事窪川
▽関西電力五月二十八日の定
隠窪窪総会と取口役金で︑新たに

門

原子力麟黒髪粟餓災轡補償専門

贈

のサバンナは箇八十億かかり︑

岡

テルで闘会︑専門部会蝦密轡案に

んでいるようだし︑プラントを

雲臨雲を得ず

部会五月三十冥鑑潮プリンスホ
では優れた人が

やる下灘傭はできている︒今ま

工期も延びた︒原子力第一船を

⁝

界が沈滞してくると︑出資会社

口

︵sK︶⁝

い︑原勇でも豊馨になら㎜

H西

ぬようにしたいという︒

一

3、司1燃性をともなう化盤悪金履工揚

の努力鼠橡を︑海外ですでに採用されて

鵬速添削炉の姻究明発とい
環状プラズマの発生と謝測に関す

プルーブンタイプ炉については貧WE
ラズマにおける頁吸収現象の実験

的研究︵無大三谷健次教授︶Oカ

紫勺㌶ωヨゆといpの①りとの相亙

プス磁揚による超嵩温プラズマの

て閲嘱しているわけである︒

を鋤摩する混迷増殖炉プロジェクトとし

科学技術庁原子力局

一課長︵官房遷客長︶式田敏▽
アイソトープ課長︵研究調整局総

公益事業局長へ官房長︶

目研究課長︶広田志郎
通産鋸

熊谷典文▽官弱長︵大臣墨引付︶

川原英之▽企業周次長︵當膓総務

マ安定化わ一︒よび生成加熱に関する

れを食いつぶしてきたが︑産業

繋 講醗騰落⁝

はないが〃こ割る︒政飛民閣

も渠ではない︒だからいつ豪で

濃度は削回勧密の短簡になった︒

これは妥当であると考える︒

LlH5

その会金等の消火用として開発された画期的な金属火災m消火薬剤であります

カルテリーリ氏の
る研究︵名大山本賢三教捜︶○鷺
子共鳴加熱の研究︵名大南画進教

させることにおくと︑明確にのへている．

この考えにしたがい︑西ドイツは象

KWH当り四・〇一ペニヒ程度とみられ いる設刮まπは開発すみの炉型式を発展

ぼ同水華だが︑じっさいの運転で石炭火

ず大学に研究炉を受入して︑棊礎研究

岡地城の石山火力の四・〇四ペニヒとぽ

力のコストを上回．た鴬合︑その分の九

カールスルーエ鰹の研究センターの建設

と人材蹴成の足固めをしてか6︑つぎに

が︑それぞれにドイツ人ら

〇％を干肉九十億円まで保諾しようとい

う三つの分野を含んでいる

しい論理的な制切り方で︑

うのである︒プルーブンタイプには助成
ペブルベソド炉などの実験炉計画と︑殴

来日にちなんで

その他の躍力会社がすでに四ないし五の
しないというのか西ドイツ政肘の原期で

きた︒その成果が︑現在六つにのぼる新

階をふんで演らの研究闘発を発展させて

長などの幹部の入事異動を発へ貸し

原子力局次長
に式田敬氏

大型発電所へ軽水炉およびガス冷却炉︶

あるのに︑初めて国産する発竃炉には予

型炉の原型炉建設題画と数百人の研究者

建設させようとしているわけである︒

ギー政策上必婆なだけの原子力羅為所を

大渡辺健二教授︶○窩温プラズ

放鍛の高周疫加熟の研究︵大阪市

︵広島大竹山購夫教授＞Q弓︒﹃口の

服波によるプラズマの分光学研究

作目︵阪大山中千代衛教授︶O衡

に初妓荷燃料購入補助金として一一十一一億

五千万円の研究開発費のほか︑勉力業者

第に物をいってくるに迩いないここ数隼

基礎から忌み上げた西ドイツのカが次

は︑実証ずみ炉よりもむしろ新型炉︑高

の動向は︑注目に値いするし︑わが周

しかし西ドイソの大きなポテンシャル

P︶からの長期クレジノトなど掩与えて
速増殖炉に対する研究開発の繭にあると
としても一緒にスタートした西ドイツに

五千万円︑ヨーロノバ 復 興 口 金 ︵ E R
いるが︑とくに興昧を引くのは︑九†飽
いってよい︒西トイツはわが国と同じこ

マの断熟圧縮における放射光およ

の関係の研究︵日大横田昌広教授︶

研究︵東大山田直平教授︶Oプラ

めて発令した︒この結果︑科学技

済協力部憂︶赤沢斑㎝

課長︶両角良酵▽磁工局次畏︵経
︵名大プラズマ研究所罠伏児康治

○プラズマ物理︑核融含の研究

び放射杭子と磁気流体的不縁定性

通産・科技庁人審

あ計画または建設巾で︑その主契約者に

測できないコストアノブが当然起こり得

援︶Oヘリオトロン磁揃における

緊要の代表者とも懇談したが︑同次宮が

はいずれもドイツのメーカーがなってい

政府が開発のけん引車になっている︒

讃つた薩ドイツの原子力開発の近況には

る︒連那敗尉はメーカーに対して十ゴ徳

謝測︵阪大伊藤博教授﹀○のけoo た．うち原子力酬鎌は次のとおり

望 ⁝ 究 離 鰐 ヂ潭粥騨薦

めざましいものがあり︑米︑英︑仏など
るとしてこのような箔澱をとり︑エネル

の謂発先進国とは装た別の日岡で︑われ

西ドイツの開発の内容は︑一昨年五月

われの関心を引くものがある︒

に作られた五力葺翫画の中身に尽きるの

で︑西ドイツはこの謝画に変更の要はな
円を限度として運娠損失を保細する方式
これ以上水をあけられぬようにしたいも

であるが︑咋鉱のジスネーブ会議のあと

いものとみとめ︑臼信をもってこれを推

ろ︑遅れて原子力闘発にスタートしたわ

円︶の掴究課題と抱当者は次のと

のである︑

無冠藁特別部会を設け︑五回にわ

氏︶

科技庁の政務
次官に田川氏

ズマの電磁波輪射の研究︵集教大

術庁の欝欝次富には衆議院議風田

早産は進藤︑堀本両氏

小島醤治教授︶○プラズマ銃︑継

ろう

郎

罵氏と参

川誠一氏︑通鷹省の政務次官には

さぶ

統翫縮織鰻谷器による超高温プラ
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尾

三菱原子力工業
の社畏になった
せの

妹

三

同じく衆議院講員進藤

墨

嚇

〆

警乗の面では厳しく︑摘に流さ

流暢ではないが︑その短躯には⁝

疇雄難嚢靱雌
れることはないし︑決断も阜

今は含併して竃菱重ユになっ
た驚愛池船を︑世界衛数の造紛

誠意が溢れ力が満ちている︒

系各社の期待が集まっているよ

黒の原勇馨の嚢︸

い︒

︵合併朗の社長︶1妹尾︵問じ
く常務︶ラインとして有名な妹
罵さんが三愛鳳子力の総長にな

った︒三蛋獄舎併積極論省たっ

響
たといわれる新社長へは︑三菱

うだ︒

﹁三漫原子力は増資してはそ

会祉に脅て上げた佐藤︵尚︶

一望蒔駅・

詫

ズマの発生および加熱に関す・○研

ラノプストロン設備によるプラズ

特難︵寅北大八田吉典敦授︶0ト

プラズマにおけるイオン汲の分散

︵集北大聞辱知蔭救授︶○磁揚中

○大振脇磁気流体疲に関する研究

おりである︑

次冷却材の定義は︑圧力答

③廃二物一日設備については︑

いという規定を設けることQ

るように施設しなければならな

質を含む流体を安全に処理でき

搬︑これから放出する放射儀物

②逃し弁と破壇板も安金弁と同

うにすること︒

羅のない翼翼にも適用できるよ

①

必霊があろうとしている︒

るが︑なお︑次の諸点は考上する

をおおむね適当であると認めてい

なお︑この答申では︑通麗省案

たって婚議していたQ

けだが︑零時のバルケ原子力田はドイツ

である︒

例をリンデン原子力発電所にとると︑

進している︒語画はプルーブンタイプ炉
の建設︑新八型に関する原型炉の難設︑

勧告に従い法改正を

体負荷鰍の概怠をとり入れねはな

CRPの主厨を十分生かすには身

翫の許容濃度など九項目
放射線審灘会︵会鎚木村健︸伸郎氏︶は六月八臼佐藤首相に︑一

九六二年の照際放射線 防 設 委 員 会 ︵ f C R P ︶ 鋤 告 に つ い て 貝 回
九五八年の勧告を︑その後の研究と らない︒今後十分倹討し︑わが国
の法令にこれをとり入れるように

占を提出した︒1CR P は
実施の経験に昆ついて検罰し︑若干改正して一九六二妬新しく勧
努めることが甲凍しい︒

固体状でない放射性膳炎物の欝
戴に関する規定も設ける︶と︒

④原子炉施設は故法時でも原子
核分目の連鎖反応が無制御では
継続しないものでなければなら
ないという規楚を設けること︒

ては︑﹁次冷却系統の故障や損
壊でおこると想定される最大の

でなければならないという規定

圧力と上窩の温度にたえるもの
蹴一線凧瓢ん黄爵籠詰9り⇔際ブてれを卑・均

を設けること︒

有意面積とは最大許谷組

すべき颪積の大意さをいう

▽注

であると蕩えるQ

てこの結果を反映することが必要

CRP勧告を受け入れるにあたっ ⑤原子炉恪納施設の強度につい

する調査研究をさらに推進し︑工

たわが過慮体でも放射線防護に関

護のための配置などを考慮し︑豪

要な措置︑放尉線作業従事者の防

令の改認や施設︑設備に刻する必

⑨その他この勧告に関連して法

管した︒このため放射細審議会は前脚の勧轡を受け入れたさいの
・よ・つに一CRD乱勧仕山酔⁝別郡ム誠ゆ僧設空し︑さ︸萄二月から山ハ回にわた

って改正点を検謝したが︑その絃羅こんど慧冤をとり謹とめ︑政

掛継濃渡はわが国でも追膿するの

漕の施簸に反映するようにと鼠申したものである︒
この具郎の内容はおよそ次のと
が適蚤であると蕩える︒

︵DE︶などの新しい用認を勧告

⑥線質係数︵QF︶︑駅還三二

おりである︒

①妊娠最初のニカ月間に胚の受

⑧被曝線撫の推定にあたってi

についての勧告は妥当である︒

⑦皮囎の被曝の場合の有慧面積

るのは混乱をおこす黙れがある︒

しているが︑現状で直ちに採罵す

ける叡灘を〜レム来満に す る た

・三レムに制

め︑妊嬢可能館齢の婦人は膜部の
被曝を士二週間に
引し︑妊娠と診断された場合はそ
の後年閲一・五レムを超えないよ
うにすべきであると考える︒

②眼の水晶体の最大許響線湿を

正十四年東大舶用機関科卒後︑

も

⁝

竃ちに三菱乗懸入︒︑以来四十

ハンディ21のゴルフ歴は︑昭

ある程度

の協力が肝心︑という︒また︑

年を造船一筋できた︒禽餌前に

宰い原子勤力の実現にも黎明

和土蜂に始蔽る︒文学ゆかり︸

三大醒機メーカーで

科学研究費補助金︵約三十雛一蝕五

は機枇関係︵原動機︑薩業機

が見えてきた︒道は遠いようだ

鷲灘院主嫌︑騰

千万円︶の交付笛査の結果を発表

が︑将来の鳳標をきめ︑企圃性

妹尾さんの出身は岡山照︑大

したが︑まだ番査が完了辺ず末発

械︶の総元締︑昨年の合併後は

文部雀

核融合研究補助金
交付の審査の結果

的に審議︑その藩論を答串した︒

懸樋となった︒三菱螺子力では

⁝

通産大臣へ答申徽謝鎌

これは通産省で︑償無二業法に基

の地を訪ねるのが近年の趣味で

⁝

がこの虫露は妥当と考える︒

十三週闘につき四レムとしている

放射綴審識会︵会長木村健二耶

づく原子力設備に関する技術韮準

のあるスケシュールの立った経

洋の東西は問わぬ︒六十五歳

先躍の蕾心で︑研究は非常に進

黒く や・てき褒力になら⁝

氏︶は六月八田午後︑東京霞ヶ関

石田久市常務︵昭和三奪東大政

営をしたい︒圏︑稲生などの譜
るう︒平生はきわめて温彫だが

ではいかんが

の嗣立教育会館で第十八回総会を

を定める省令を制定するので︑こ

治学科卒︶を女房役に采配を振

醗撚蒙
かめ一命◎この︸た己の審醐繭ム獣は猿墜刀三子

親方日の丸

④ウランの化学遡性から可溶性

の申の放一線阻宙防止に関する技

文部省は︑先般照和四十豪雪の

経口摂取は二田に一五Q郎綜を超 開き︑さる二月十五日通三大臣か

ウランの吸入は一旦一・五ド鰐︑

ら諮問された﹁凍子圏発耀所にお

術的韮雌について譜照したもので

発電所の障害防止技術基準

えるへきでないという勧告は適当

ける放射線障審の防止に関する技

③ストロンチウム90の最大許容

である︒

衝鍵趣給翻川定について﹂伽僧遺書

EL（502）4111〜5

原子力・機械部

恥京都港区芝田村町3の12

葉猿都中央撚銀座2の3氷井ビル鍛瓢（561）5141〜5

と

日本音写真株式会社

工・ア・ブラウン・マクフアレン株式会社

輸入元

避暑qグ、文献御送りします

4、飛行揚、航聖駕工場、自動廊工場等

隔
一 奪 辮 た に 画 癒 辮 州 壷 に 耽 た 抽 轍 撫聯勧麟駅ゐく

2、発火し易い血鴉加工工騰

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

1、原子炉用醐4、ラジオアイソトープの使用工揚縁に実験室

使用例

の御用命は当社へ

Chlorlde）はウラン、プルトニウム並にマグネシウム、

Eutectic

（Temarv

↑EC

ジュネーブ論文リプリント
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十年間に千二百万
五十万KWの場禽五千二薔七十万

極東市場をもっとも有望視
カナダ原子力協会︵CNA︶の経済引窓洋品会は︑先ごろ開か2／

とし︑現在の賃金︑物価︑設計製

たCNA年会で︑今後二十隼閥︵一九八五隼まで︶の世界の原子 泌︵岡薫千三欝五十万賭︶を基礎

力発蹴設徽鱒磁とそれにともなうウラン鶴羅切および一九七五隼

別裟は野際羅済の現状︑成擬麗な

てカナダが︵一が三酉三十三田U︶
を然す︒

原子力発電の共同
建設計画を進める
西独・スイス
西ドイツの魏EW社︵魁力継難
体︶とスイスのエレクト獄・ワノ

ト社は︑一口の引子力発売所み建
設するための翻し暖いを進めてい
る︑この計蜘では︑一一の国麗に欝

して窪で研究を行なうなどとい
減少することではないかと巡え

額はここ二︑三蓋は横はいか︑

へ

うことは全く考えられないとの

らだということになる反面︑咋

たのは︑企楽減益がよかったか

間民間の研寵没資が旺盛であっ

も︑豪た期闘的にみても︑欧米

の研究と比較して資金的にみて

ら既に十年になるが︑他の分野

原子力の研究開発を始めてか

ている次第であるQ

二︑薫の例外を除いてこの傾向
今のように企榮収益が無くなれ
の例にみるように︑多額の蟹金

ことだ︒そうするとここ数隼

のらち外ではないようだ︒騨細
ば︑研究投資はそれにつれて下

の研究開発には︑櫛当の忍鮒と

と長隼月を必要としているQこ

努力と蟹金が必要だということ

向きになるのではない

一方政府の財政はど

うした新らしい特異な総高分野

うかというに︑本明隼

は論を豪たないが︑しかし昨今
の企業の動向からみて︑従来か

とにかく源子力発置所の建設を

砂面焦眉の急を要することは︑

はなはだ遮慰なことながら︑

ら乏しいといわれている研號闘

婁既︑轡補助驚の資金は会社の揚

なっている研究︑会社に対する

憩ぎ︑それによって響られる有

響で歳入の僻びを期待

人税の減収その他の影

は種々の滅税措蔽や法

だろうか︒

にみて行くと売上げ賜は濁三隅
期に比へて伸びているのに︑収
厳が減少しているから︑勢い経

ろう︒

義の節減を國らざるを得ないだ

経駿のうち従業貫の給与や簡
入金利を切り落すことは不可能
だし︑鳳来の発展と企蜷の底力

しいだろう︒鼠をつけられ幽い

舎と岡様に一般会謝予算からま

形無形の資本で関連する研究開

とはむずかしいだろう︒

のが交際盟とならんで研究蟹だ

かなわれていて︑財政投融資の

発を曳行し︑爽力をつけて行く

発費を従来に増して携出するこ

過田経済界のお偉力の懇駿会

対象とはなっていない︒従って

ようだ︒政府機関が行

を鰐聴する機会があったが︑そ

政府側の研究資金支幽も企業同

ことではないだろうか︒

することはむつかしい

のときの認によっても︑いよい

様余り多きを期喫することはで

いても切りつめることはむずか

をつちかう内都留保の確保につ

よ止むを褥ないとなると研灘澱

きないように患う︒罠閥︑政府

といわれる︒

を削減せざるを得ないし︑齢し

を禽箪したわが国の総研究投籔

れる最初の五暫万♂はほとんどヨ

ラブ巡会共和園は西ドイツと外交

ォルタ・ウルブリヒト共薩党第﹁

一方︑束ドイツは︑さる二月ウ

経済関係の断絶に踏みきった︒

についての交渉も行なわれた︒新

技術の＋封建聞のライセンス協定

なお︑ウエスチングハウス挫と

立大学と協力してエビの照射に簡

とに一致した︒この二一は︑ドレ

子力協定を更新

フランスとソ運は︑このほど原

子力の平瓢利贋に関する協力山門

を更新するための調翻をモスクフ

これによって両願は︑原子力発

で行なつ陀︒

職︑研究炉などについての披術

者︑糞門家の交換および憎報︑斑

発光塗料の安全管

料の交換を今後も続けて行なう︒

理で自説作成日晶

麟際猷子力機関︵IAEA︶と

々と貨東がヤンキー炉の使用ずみ

プラントに帰るの

が帯説月暇田で︑

属﹇

金

門門

⑥

エルドラド桂では︑ウラン金属

るといわれている︒

i五＋キ議リー︶をしゃへいす

れており︑聡羅十五嘩︑コバルト

ので︑独特のデザインがほどこさ

のオンタリオ精錬所で作られたも

のインゴソトは︑ポート・ホープ

そのインゴノトが出萄された︒こ

ァイニング社でなされ︑このほど

のエルドラド・マイニング＆リフ

として利用するこころみがカナダ

減損ウランを放射線のしゃへい

加︑減損U使用し
ゃへい材を製造

訓舞されているQ

原子力センターとの閥て紬ば2／ たプラントの運舩瀞命は篤十卑と

で荊蝕する放射性アイソトープの

る︒豪た協定では腫業︑醗藁︑医学

配給︑さらに科学編の交流にも懲
党が一致した︒しかしながらカイ
ロの束ドイツ大使館のスポークス
マンは︑アラブ連会共和園が輸入
する設備の縄類については協定で

一方︑ウラン鉱石の試掘の経験

は上々に明認されないと語った︒

があるユーゴスうどアの会社が︑

アラブ連含興和讃のためにワジ．
エル・アタチャンとウマ・サフイ
地区の鉱議を開拓していると蝦道
されている︒

加︑パキスタンに

対してウランでは二十五一五〇麟

り︑しゃへいに使う揚些些醤麟に

は密度が萬いので鉛より宿利であ

カナダとパキスタンとの聞で調

五了T口口万ドル融奮闘

印された発三更建設︵串刀十蕪万

で︑隼利

フランス・ソ連原

があるといっているリ

七千KW︑CANDU型︶のでタ
すー
み︑軽蟹︑小型化できる利点
ンキイ契約の醒細がこのほど発蛋
された︒この契約はカナダ政麿が
圖外に資金を融資するものでは最
大の二二である︒
契約金額の内分けは圃定価格契
約六千万炉︵プラント総31は約六
千一瓢衙三二︶で︑外撮支払分を康

かなうために五千箇刀がが偽畝で

タイドローン

ある︒このうち半分は輸患クレシ
ノト保険会祉の

で年利六％︑二十五年聞で返目す
るもの︒残り半分はオタワの対外

一驚外貨臓付け

援している放尉灘防硬の専門婁幽

慧により麓唐る危険を負緻する条

燃隅輪送に使わむ43が︑これは一

ウエルス・エジソ

議尾口一間⁝の巡献簿止

期闇を含め十一カ月闇実絶され

ドレスデンの揚合には︑二つの

る︒

鉄道会社がスタンレー社齪のキ

マスクと貨礁で輸送する予驚で
ある︒

﹂

欧州原子力機関︵ENEA︶が後

援助局︵EAO︶によって撚理さ
れる

○・七％のザービスによる五や隼
閥で返済すればいいものである︒

に噛す．鶯醒窺を作戚した︒

アメリカのドレスデンおよびヤ

項を億気麟灘者側が受け入れるこ

貨金蝿り十飼の燃脳蟄集を噛送で

ミルたけが螺料コストである︒ま

ンキー原子力発濃所からの使用ず

とを要求している︒これは濃決定

きるものである︒輸送スケジュー

ウエスチングハウス冷製キャス

み燃料を二話ーヨーク北部のニュ

のま康になっている鉄道輪送の三

ン祉とハルチモア

ヤンキー発言所からの輸送は︑

B＆0鉄道とエジソン絹との閥 ないことを理論に便用ず 燃料取

るのが隔週木曜日

ルでは︑燃料がプラントを繊発す

︵NFS︶社の再処理プラントへ
審賠償︑至険の断髪に彫響するも
のと見られている︒

ークリア・フユーエル・サービス

所とインヤスのアラブ遮三共蒲圏

スデンにある東ドイツ原子力研究 七ミルで︑このうちKWH濁り一 に使う放附牲発光山科の安全簸理

いないが︑推定では︑KWH当り幽は︑このほど暁醗のダイヤルなど

の設備愚供給する新協驚を結ぶこ 発鱈コストについては発表されて

翻と一瓢園的のために原子力開発

ったが︑このほどアラブ下竪附和

って紛争に拍車をかけることにな

交換協定︑BWRおよび接過熱
欝麗がカイロ発勧間したことによ

薪会社の綴織形成と同暁に技酌

る︒

ーロノパの灘金源から調灘され

︵田中好雄︶

て金利の轟いわが國では惜金を

難額発注は来年にな．⇔児

気出力六十万KWの原子力発慰所 入札は︑今犀の翼ごろが予定さ
を建設しようというもので敷地の
最終酌決定は家たされていない︒

燃料等で合弁会社

会歓の響務取締役は︑グントレミ
西独AEG社︑GEと提携
ンゲン羊雲炉を引当しているイン

ジーメンス社の間でも同緑な訊画

︒B・ホーンバイ氏が当る予驚︒

覆ごろから建物の改造︑機懸の購

エレクトリノク︵GE︶社と提携イム近くの工揚を入賢しており︑

が85る︒

ターナショナルGE社の取締役F

して︑このほど殊ぞ力関係部贔お

入を始め︑一九六六毎兼操業に入

西ドイツ農大の蹴機メーカーA する︒この新会社は︑フランクフ

よび燃料製造のための舎弁金祉を

る予建である︒康た同憂に投入さ

EG赴は︑アメリカのゼネラル・ ルトから十六婿のグロスベルツハ

フランクフルトに定立した︒

ター・バーツ社︵ケルンリアクト

シアトルでカニ・エビなとの甲殻

われる︒その後このうちの一つは

美名は︑ニュークリア・リアク

鷺蟷

ルタイルGmbH︶でAEG社が
五五％︑GE枇が四五％田資

く解決しそうな形

送るための鉄道輸送熱量はようや

ので︑還灘十七樗︑十万ラドで⁝

＆オハイオ︵B＆

使用すみ燃料で契約交渉申

鉄道輸送解決へあと一 歩カラのキャスクが
爵間に欝五十㌣の処理能力をもっ

0︶鍬道の契約は︑時閥の園丁で

ECの指導のもとに開発されたも 勢である︒コモン

の研究に使う予寵である︒
米NUMEC三趣州
三万五千がのこの照射器は︑A

業用照射器を製作

最近アメリカのニュークリア・
マテリアル社から二つの船概み漁

ている︒同漁業局は図無の鰹ごろ

ヤンキー・
ドレスデン

照尉殺薗ハドノク市場進出許町を

五つの鉄道会社の拳を経由する

扱いを拍塾した揚禽︑澄製しなけ

桑が事故時の法律が制足されてい

れはならないだザ？つ◎

8＆0鉄遜と岡様な契約を結ぶ麟 が︑ニューヨーク︒セントラル採

で吏渉された契約では︑束蔀畝道

備を浦々と進めている︒

東ドイツ︑アラブ
連合原子力で協力

の運賃灘の設短と︑鉄道側の不注

する予定である︒

亟ドイツのイスラエルへの兵器

獲漁業局に引き渡されるもので︑

コバルト60を装荷し︑七月ごろ商 FDA︵食品衛生管理局︶に申請あり︑ヤンキー・アトミノク社も

は聞研究所で各々三二キュリーの

羅立研究所へ引き渡された︒これ

欝用照射装磁が︑ブルノクヘブン

では二十薮万KW級とすることが
正式にとり上げられている︒
この新しい議画は︑ドンレイ聞

速増殖炉︵⁝万五千KW︶の経験

○葎代に運転できる薦万KW級の

スター技術研究所でハドノク︵タ

援助︑外交関係の樹立により︑ア

﹁っはマサチュセノツ州のグロー
ラの︸種︶の処理に便う︒もう一

つは︑メキシコ湾でルイジアナ据

60

濠でのCANDU型黙水蝉の世界帯場への進罎などについて予想造技術をもとに雛磁されている︒
した工料を発喪した︒岡婁貫会の報讐は︑重水炉の壷源的纒位性
どを鶯慮して毘穣つたもの︒

能性については︑別表のような予

の総額はそれぞれ＋懲四千六薗万
が︑五癒四千四憎万がで︑口説十
五鱈九千万がであると見縦ってい
る︒

なお︑この羅鈴は︑発徽脂価格

A

万KWが考えられていたが︑現在

繊力は︑書初は欝気出力＋万一酉

十芳が︵隙子炉部二千四衙＋万が︶

として二十万KWの揚含三千酉六

高速増殖原型隠里

E

︵注︶本文中の価格雛轍はすへ

を強醐しており︑豪た灘外への積禰的進畠策を激圓したものと兇ら

この報管によれば︑今後二十隼
想を立てており︑これらに対する

れ注目されている︒

閥︵一九六五一八五隼︶に腿発が
予想さ3tる世界の原剛力発醒設備 醗子炉および何属機器︑在来機器
容羅︵各閣別群細は省略︶
は︑一九六五隼が六薔二十・

八万五千KWであるのに対

九七五年

し〜九七〇琿では二千二葎

八十八万KW︑
では八千五菖六十六万七千

二菅四十万KW︑︷九八五

KW︑一九八○集では二億
庫には 三 億 七 千 酉 六 十 万 K

Wに達するものと国国れ
ている︒︷九八五卑におけ
る原子力発躍設備答羅を地
域プロノク胴にみると︑ア
メリカ三三％︑ユーラトム
鰭醜二〇％︑その他のヨー
ロノパ諸醗二〇％︑ソ連一

〇％︑イギリス七％︑カナ
ダおよび田本四％︑その他

の後進諸躍＝苑︵このう
ち三分の一以上はインド
となろう︶の劉合と推慶している︒

談たこれに必要な天然ウラン酸

化物は三十万一六十二万ゾ で あ
り︑この数字は現蕉蝋られている
繭側諸国の埋蔵臓︵但しボンド当

り＋ガ上一顧三︸塁二＋円以下のも

の︶よりも多いことを指摘してい

は︑設備する炉蟹によって決康る

る︒これらの天然ウラン消 費 愚

が︑初妓碕燃料をウラン酸 化 物

A

ノギリス原子力公社︵AEA︶

英

に換勢比較し加柵禽CANDU烈設計画今秋決定へ

では繊力千KW翻り○・二 四 踏 で

あるのに対し︑他の炉型︵夫然ウ

ギリスにおける新しい高遮増殖炉

ラン・ガス炉︑樫水炉︶では千K のスポークスマンは︑このほどイ

W当り○・八六ナとなっており︑

型二三建設するかどうかは今秋か

CANDU型炉が資源陶に鰹籠搬
で型の嬢設一画について語の︑関門鷹接発露させたもので︑⁝九八
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ナダのケベノク市で開かれたカナゼ原子力協会の第置旧年次総

一

として残されている︒豪た加工︑

動についてさらに翻る必要があ

照騨
照下における有機物冷却材の挙
会で﹁アメリカの窮水減速有機物冷却炉︵HWOCR︶61画と
アメリカ・カナダの協カ一と通して講戯を行なった︒前号では⁝
U

を続けているQ

その地域の扇腹を左右する悶題で

は︑世罪の穴部分の地城において

︑炉建設の時期謹でには全休的な機

前の重厚測麿て揚のある部分を

望薄鋼板がスズメノキ昂きれる

で圧延機をこわす恐れがあるの

に残る可能性があり︑次の工程

くときに先端のプラグが穴の甲

げ圧延藏に米G14製の離み酔が

る︒たとえば熟延出口では庄上

か多ぐリ櫛⁝繊で用しら酒てい

そのほか継園なし鋼轡の製迄

硬度の剛建︵既に欧火では恥骨

正確に守るのが園難なようであ

が︑広い場所を必要とするので

区域の確保があげられている

る︒

あり︑一部においては炉死ぷ渓短
する要素ですら6隔る︒アメリカで

海水脱塩の技術は内揚省の塀水

いるQ

局によって⁝⁝発ざ

れているが︑AE
Cは経済附な原子
力による執源を供
給する部門を握当
している︒
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参考までにわれわれが試蓋した
水のコストを紹介すると

二代の初めに運絋開始する畝出力

酉五十万KWω発躍脱塩二還圏的
プラントで千昭当り三十醇にな
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繭約覆瀞凝のところに︑ピクワ

に見醒閣始︑昨年一月末には全

︵ラメ

衛があり︑その郊外にビクワ原

満足すへ量運転実績

出力運紙と順調に動き︑その後

の

減速冷却型︵OMR︶発羅所でイA13C委臓︶によって︑米頒

坑聴叱早

瀞棚

寧細

ワ

被覆にはアルミニウムを

濃縮ウランで八十五ホ︑

便っている1炉材潤に対

する腐食が少なく︑ウラ

ンやアルミと危険な反応

を起さないのが宥機物の

特長︒これ求での運転で

沐ｭ餓炉試験蝋画により︑ピ

らに多くの研究開発の努力が塾求

クワ市窟躍力委員会が建設した

もの︒炉の製作はアトミノク・

インターナシコナル牲︒

放射線照射の酬﹂

◇

アメリカ

命

︑研究を業界に要請

アメリカ隙子力委員会ハAEC＞

は︑放射翻邸射による海が物の低

に産業膵の参加を裳回している︑

品投菌の只岡研先をすすめるため

︵MPDI︶は︑マサチュセノツ

AECの海旧物開発昭射施戯

り︑経来︑阿業界と政府の八同研

州のグロースター技術研究所にあ

究に漣用される︒この照射施設

ｽ幽界で蹴一のもので︑ユ．i

は︑海鰭物の低温殺歯用に設計さ

今礁

イングランドの海贈物雛の中心地

の三月十七日AECから激可が45

におかれている︑プラント

λECと閥業漁巣局の代表が︑

り︑四月十九田に運転に入った︒

澱近︑ニューイングランド地区の

い︑放射線二尉による海薩物築伽

漁瑛と食晶加工業習の螢人と細会

し張った︑同フラントは︑二雪五

置され︑一時閣嶺り一誘の罰へ剛で

万キュリーのコバルト60線薄が設

◆南アフリカ命

洩事故で炉が停止

陶アフリカの簸鉗の原チ炉サフ

の事故は︑深サニ†一ぼのタンク

れたもので︑この噴故について鳳

からプルトニウムとベリウムか漏

ペリンダハの住民には何ら影響が

子力局長のA︒﹂・ルウ⁝門士は︑

ないと発浅した︒
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界に進したばかりのものてある︒

アリス︒チrルマーズ製︑最貰臨

ターにあり︑睡中炉はアメリカの

ハにある掬アフリカの瞭Y刀セン

SA17AR1ーユは︑ペリンダ

労

SAFAR一の漏

海産物が加工できる

AEAの主要施設全部に及んでい

るため︑多くのプロジェクトがス

ローダウンした︒この闘争には︑

ァリ王︵S氏FARI蝋出力
AEU︑E聖U拳誘む六つ以上の

艘消費者に︑工叢川に︑ま

労働組禽が参加しており︑一万七

KW︶で︑放尉二物黙の漏縄麟故

一を達成するための一つの臆要な

フランス

工場の操熟には阿ら影響はなかっ

われる︒ただしこの汚染もさほど

たが︑化学的な汚染が生じたとい

広馳圏なものでなく︑また負傷し

た槌業員もとくに懸念されるよう

な状態ではないもようである︒

なお︑正式の発表ではふれてい

ないが︑この箏故は放射能による

があり︑六日悶炉が停臣した︐こ

た最後には農業用に提供すること

時間制の蟄求を行なっている︑

千潟の従業μの給与増額と遡四十

われわれには︑次の田代の人々

◆

従業員三名が負傷

濃縮工場の事故で

分な供給を受けることを保証する

責任があるということについて︑

各位は異論はないものと私は確信

フランス原子カ月︵CEA︶は︑

表によると︑この事故ては︑すで

た︑とこのほど発婁した︒この発

名が頻傷してパリの病院に入院し

濃総工場で喰故があり︑従業塁二

五月中旬︑ピェ⁝ルラノトウラン

する︒シコンソン火統領はAEC

次のように述へている︒

宛の伎の玉簡の中でこれについて

﹁・なぜならば︑人々は前の世

代からうけ継いだ資厘は次の唯代

の人々にこれを引き継がなければ

ならない麺務を持つからである﹂

に一部％成して稼働している濃縮
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◇

問題でストを決行

イギリス

ている︒

化カスの漏洩によるものとみられ

イギリス原子力公社︵A15A︶ものではなく︑腐蝕性の強い型鋼

◇

◇

がこれら二つの不可欠の資源の十

発展の陥没階となろう︒

格で

ために将来の斗出副剛についで話

原子力叢員会︵AEC︶の第 場へ送りだすマーケノテfングの

されたこともあった︒

ら︑この型の開発放論がウワサ

放鮒能や熱に比較的弱いことか

優れた負荷感讐特性を示したが

ピ

ク

を︑燃料要素は一︒九％

為機物としてはターフェエル

となった︒

開発計売﹂を支える片方の足

ある︒出力一万一千四百KW︒ 石目の﹁璽水減速有機物冷却炉

ここは︑世界で唯一の有機材

子力発掘所が立っている︒
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前回のエン

メ曝酬秘馨

規模二重属的プラント用熱源を必

使うというところからきている︒

この特徴はBWOCRが圧力魯は
を海水から大量の淡水を低廉な緬

蟄とする琵期認画に適している︒
HWOCRの概念

日面の脱塩の需捜については︑
膏石の商業用発電炉の容服を電気

も曳けないQさらに旺力篠概念は

造・輸送コストの颪からの不利益

制約絶戴けず︑またこの容羅の製

て炉の大きさは圧力容器によって

含せるシステムであり︑したがっ

さなビルディング・プロノクを組

嵐力で覆万KW樫厩にしたものを この概念は知られる通り多くの小
組合せて利用することによって経
済的な多門を供給することが可能
であるが︑なおこれらの炉を脱会
専用にする可能性についても検起
している︒

しかしながらわ3亀われの各毬炉

これ肖体魅力的な特徴である○

運転中の燃料取螢が可能であり︑
概念についての翻価ではHWOC

鳥概念は熱出力三品五十万KWか

脱塩長期計画の目標達成へ
は一九七〇無代のなかばに商業的

されるたろう︒われわれは実際の

この罰画圏標達成のためにはき

に利用可能な技術および経済デー

雅脱雁二屯目的プラントを建設し

経験と経済データを毎るために発

われわれの原子力脱塩長期議働

タを開発することを酪的としてい

て露出が実証され︑将来の予思は

運転する必要がある︒それによっ

る︒最胡の発電援用原型炉とこれ
に関連する研究開発副画から得ら

以上述へた開発への努力は︑決

二つの可能性へ

わけである︒

羅急な基礎の上にたってなされる

れる全ての情報はこの囲墨銀成に

二箇五

助けとなるだろう︒さらに一九七
五ーヒ八年において熟出力

十万KW工妙理的プラントの建設

して容易なものではないだろう︒

千万KWクラスへの外挿の しかしこの達成は懸子力の︸ろの

トは大規模な給水組織に必要な熱

を予選している︒これら各プラン

臨力

資源ネ提供すること︑もつ一つに

る︒われわれはさらに一九七〇年
多づノ！多∠ーンアーンノ〆 ／ノ〆7ノーン7！チ
！グク！グ〆！多！∠−⁝〆多
代のなかばに純雌力三薦五＋万K
で一碧ストを決行した︑これによ
後拶の人々に対する平和口的のた
Wで千堵当り二十−二十万弓を達 ろ一千万KWクラスの中ないし大
って研究は中断されなかったが︑
めの︑三蓋上無尽戴なエネルギー
成することをねらっている︒

瓢蘇灘

難所鎌

ばんでいる地域が多く存在してい

さえ︑水の不足が工叢の発展をは

るQ

は︑三年龍故ケネデr大統鎖によ

脱塩技術一発の必着輯について

恥悶会でもJCAEはこの謂画に

れに対して︑この慰画の遂行に必

AECは本年二月︑バブコノクかなりの関心を示し︑AECはこ
＆ウイルコソクス︵B＆W︶社に

って〜般に啓象されたが︑シコン

対してトリウム脳中樵子一景炉燃
要な技術的な指導および蝋纈を強

童としてHWOCR削画の従来の経過を述へた都分について詳 り︑照射後の冷却材を経済的に再
料サイクルの研究を委託した︒こ

⁝
■
構か立罰されるであろうと強調し

たQ

要性と工業用水
次にわれわれはこの蝉絶無が最

も適していると思われる用遮一1
原子力による脱堀についてふれて
ろたい・

孟子力を海水脱塩に利用するこ
との可能性については多くの政麻

が利用できるかどうかということ

晶ボン社︑M癌9＆W社︑パ
関心がよせられている︒薪鮮な水
シフィノク︒ノースウエスト研究

臨監製鋏所には船舶用等の厚

検出しとり除くためのものであ

スズ附消澱謝三台がとりつけら

立っているようだ︒

同製鉄所でのアイソトープの

堅い制働を必要とするコールド

工程でプラグの検出用としてア

化︶︑各盤上における非金属介在

この他X糠を和用した測定器

ソン大統領によって︑この扱術は

・
生するプロセスも開発しなければ

アメリカおよび全田界の水の開要

謝幽について述べた同委員の講蔽の後半部である︑

黙したが︑今回紹 介 す る の は H W O C R 罰 幽 の 割 愛 と 海 水 脱 塩
の研究は特にトリウムとウラン燃

卒解決する手段として強調されて

増殖鄭と増殖期間︑比雌経済雛を

化する措照がとられており︑原型

ならない︒

麟サイクルに関する11WOCRの

力は燃料要素と圧力綴織合体に関
決溝する要累を調査することに重

しかしながら︑譜諏の主要な努

するものである︒刻贋的な観点か
ら︑われわれは焼

水脱塩計画に最適

ョン・エンジニアリング︵CE︶
祉はこれらの開発過秤における自
宅を撫卜している主要な契約者で

脱塩技術開発の必

諦欝砥次代のパイオニア
点が澱かれている︒もちろんこの

他に原子炉および機器の開発には
獺WOCRは長期的な観点から

心を持っている︒

構造一4としての関

燃料被覆材圧力管

ウム脳髄に対して

AP︶とシルコニ

1五十万KW原型炉最終設欝の準
結アルミ製品︵S

備のための環要段階として︑電気

二重目的炉を開発
われわれの頚水幽遠為織物冷却

出力百万KWの発艦所と熱出力八

炉開発乱世は︑大牲愚の発電炉お

よび核燃料籔源の消 費 を 最 少 限

設計を準備甲である︒

頁三十万KWの発電脱塩炉の参考

われわれはこれが大きな可能

におさえかつ低コスト発電が可能

的プラントの設罰・建設をするた
性︑とくに大規模容門脇において︑

な非常に大答鐙の発電脱堀二極麗

めの技術を得ることを最終の目標

実質的な技術的な開発が必慶で

ルのコスト水藤を達成しうること

一KW狙三・五ミルから照・五ミ
みれば非脇に大きな燃料サイクル

と同晒に詞還のウランから現在の

としている︒しかしながら覇薗の
めやすとしては︑この炉概念を妻

ウランあるいはウランカーバイL

るQしかし豪ずわれわれは二酸化 ナル︵AI︶社およびコンバノシ

あり︑アトミノク・インタナシコ

事会批の醗力供給源としての実用

ことができる可能性を持つ故に還

軽水姫の五宗のエネルギーを褐る

の弾力性をもつことを可能にす

ステムが実薦化されると同時にこ

的な地位に給しあげ︑またこのシ
燃特の技術と経済牲を奨証しなけ

ある︒HWOCR開発訊画の説噺
休局者が関心を持っている牒題で

れはならない︒われわれは一九七

はこのAI・CEチームによって
あり︑磁界の人口の大きな部分に

水・箱機物概念の開発に狐大な黙

うと考えている蹴気出力三十万

隼代の初めに系統に組入れよ
もちろんHWOCR開発が全〇然

恵をもって取組んでいる︒

閲題がないというわけではない︒

︺五十万KWの発禽龍の原型炉に 行なわれ︑蒋定の分野においてデ
ゆち

で惑るようにすること毒囲標とし

参考設計を準備中
重水に関する技術は十分に得てい

していない︒

このうちどれを使うかが濠だ決建

の原子力発灘の利益を＋分に曇霞

われわれは開発努力の焦点が常

る問題があり︑同様に為機物冷却

るけれども︑なおコストを引下げ

ている︑

に鰹擦に陶けられることを確翼な

関連した閥題であるために大きな

らしめるために︑霊気剛力三十万

饗︑ぎ︑翁︑避︑爵︑爵︑§︑§︑ざ︑ざ︑翁︑譜︑ぎ︑ボ︑翁︑ボ︑§︑ざ︑ざ︑翁︑翁︑亭︑︑ぎ︑書︑ざ︑喧妙︑§︑が
⁝プの製鉄業への利用︑とくに
鋼板の製澄工穫で日立製の♪線

で︑アイソトープ墨使った倹繊
13︑ストロンチウム90の笈十︑卵

れてブリキのスズ附遣澱を一番

効桑をあげている︒

圧延工程以降においてアイソト
際さ謝が用いられているが︑こ

キュリーを線源として○一一・

筋圓と雇わせ以上が田本鋼餐

にするようにしているが︑スズ

今回は前回に貌いてアイソト

ープはどのように一二している
れはホノト・ストリノブ・ミル

六四堺凝の軟鋼測定を行なう︒

での製鉄業へのアイソトープ利

が満価なので経済的に大いに役

設澱されヘスズメノキ工覇では

か︑田本二三で
の撮側に設置されたもので︑測

四度は設定値のプラスマイナス

用の概況である︒経済効果につ

器で監視している︒

の応用例等を紹

定範鵬は四1蹉十三︑陸羽︒セシ

○・二％以下と非常によい︒こ

⑧
介しよう︒

ウム五十キュリーを便って鋼板

また貝体的な数字が出
が在来工習とくらべてノ

いては
ない

取扱いについては訓測管理課内

するわけである

・ストリノブ・ミルによる鋼板

イソトープが使われているが︑

物の測定︑などがあげられる︒
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偉大な可能性1すなわち一つには 練工は︑六月二日︑給与改哲悶題

．賊

鐡台

圧凱工程では
鋼片を熱閥圧葱

量産に大きな効果

ンコンタクトの正しい測定︑惣

に十四人のメンバーかち成る商

また職場内では﹁放射線障害

動制箇化などは疇間の矩縮︑材

予防規定﹂を適用して蜜全性に

圧延では厚さ計が大部分

なお現在研究甲のもの︑ある

が︑この圧延鋼

の冷間圧延の連縄自働制御に日

これは鋼に概を突込んで穴をあ
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ための特徴を倉むことになろう︒

や

へ

ヰ

ウ

そ

へへ

機︵ホ．ト・ス

トリング・ミ
ル︶あるいは冷

の厚さ副は︑昭和三轟⊥ハ葎十月

いは比較的阜めに工業化される

にタノチしている︒

に海外の使胴例や︑同業者から

事線班があり︑瓢一直交代で直接

ルー3︒ストリノ を設定値のプラスマイナス一％

の知識などを参考にしてとり入

点で著るしいものがある︒

覇た水江製銀所には︑非常に

以内の糖展で運紬測定できる︒

料費の節減︑機械の維持などの

ブ・ミル︶で必

冊圧難機︵コー

要な豪きに鷹延

板の障さを測ろ

立製のβ線彫さ謝が用いられて

ける図嚢で︑鰯を穴から引ま抜

と想わ泊るものには︑亜鉛雌 対しても十分配慮している︒な

のにアイソトープを利用した彫

いる︒これはブリキ製邉工程

れたものである︒

さ謂が添いられていて︑自動制

で︑コイル状に巻きと︑bれた圧

沼愚の測定とか︑墨黒工程mの お﹁障害防止法規則﹂では管理

御と結びつき大饗生葭に多大の

獅空回覗㌦
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日本製器 材 に 高 い 関 心
拡大の要望雁蜜金不足のため講本

共同研究計画の意向多い
日本原子力研究所は今容中井理窮ほか二名を東南アジア諸国に
へ研修に出したい讃圃があっても
思うようにゆかない︒現在のワク
を拡大するような方向で日本側の

ジア地域会商について罫これまで

め︑原子力局がこの調査を行なっ

和四＋一輪度の経費活劇りのた

措匿をとらねばならないので︑昭

＝

︐劉

け

け

ウ

ほ

り

だ

は

お

れ

れば

智

︵し

非政府瀦機関とシ﹂正式に加鷲

とくに原子力開発十周雲量強行

委員長︑離業界代讃などの認念講

演会が予建されるほか︑原子力翻

発十犀史を編さん︑刊行し︑さら

にポスターやパンフレソトを作成

題準備懇簸会◇十八日第九園

轡関係︶◇十二聞海洋放尉鯉山

原⁝研究題画部会契墨︵報簿

︵五月の動き︶
◇一等 放射線詐害防止

配布することになっている︒

RP連魁萎黒鼠報＝

の影響に関する醐瓢

¥六田の原子力の日に︑原子力

行購委員会が企醐しており︑十月

貫からなる原子力開発十周年懸念

会︶とICRU︵国際放射線単二

噴については︑皇臣および民閲委

CRP︵引際放射線防護婁員寓
位・測定婁員会︶が灘生した︒

幻甲り鋤告を発喪しており︑一九五鵠

︵Hβ轡①訓言僻￠o挿−ICRPは設立後数回にわた嵐

一

も協力して各国の障矢防玲法等躍

とくに︑わが国の障欝防止法需

飴八圃研究婁貝会︵六月に延幾︶

＝から出る放射綜の入射に対する は囲九五八舘の工CRP勧告を濫燃料安全気門婁員会◇二十一日

＝二八銀である︒X線やラジウム

の規制に大いに質癒している︒ユ
工CRPの設立は古く︑一九

ｱとは蒋名である︒

諸費の医療行為に＝ 協⁝
定し︑各層に勧告している よる披曝に開する方面の作業に＝ 安⁝

＝の放購野饗谷線懲

ニならず︑︸般大衆

コ取扱い技術着のみ

訓一度は闘いているはず︒放射線 賀し︑さらに同隼﹁原子放射線雷

謬といえは︑放射線を取扱う人は

＝α困〇一〇σq一〇蝕℃壇︒δΦo訪O口︶六年世界俣健機構︵WHO︶に鷲

bOo§豊麗ω一〇罠︒昌

王CRP

H鑓

ンド︑IAEAからなる委員会の

冒

方針によって進められており︑日

いるQ特に原子炉研修駈について ジェクトの運営はフィリピン︑イ
いえは︑胤級諜秤と技術者獲成の

本はたとえ参加したとしてもこの

も希望が多かった︒

委員会に加わることはできない︒

三回︑バンコク︑マニラ︑ボンベ

＝

ための特殊繰秘が︑一般課程より

⑧技術留報の交換について謄最

から始まって︑インー3ネシア︑縫

国︑タイ︑台流︑フィリピンから

現在第一厚謝画が本鉱一月十五日

研修生が参加しているQ

近日本の論文がしはしば三文で紹

いとされた︒欧文の学会隷は望潮

介されるようになったのは得ばし

的よくゆきわたっているようであ

濃縮Uの希望調査

った︒ただ清華大学の図妻妾では
山本語が通ずるので︑もっと日本

臼氷原子力一般協定に塾つく濃

民間分は原産で取まとめ

う希離であった︒

語の論文なども送ってほしいとい

⑦臼本に原子炉研修センターを

イと開催されてきたが︑今奪は禽

⑨本部度工AEA研究炉利用ア縄ウランの入手には︑政府が予算

ルゴンヌ︑オークリソジ原子炉学

設課する七子について新米圏のア

努力を望むとの要累がなきれたQ

のとおりであるが︑これらの各プ

るいは副画中のプロジェクトは次

e響の闘題を審識する第二繊因 もとに作成されたものである＝

ら日立鰐作所中央研究所田上鴛氏

榮票・大阪

塁塞

本紙溜男五画門喫煙室﹂

の配郡中︑十行囲﹁獲知︑福田両

大駆﹂を﹁獲知︑桜内両大隈﹂と

一A−−
罰正し談ず︒

っているのはい

％増謹でにおさえる︑いわゆる

年︑イ算要求額は荊卑農比三〇

いかにも経営者らしい讐弁▽昨

けないのでよく研究したい︑と

して赤字をし︐

上原さんは︑企業が研究開発を

しているのは困る︑︑﹂の編纂に

ーカーの研究開発が赤字に終始

崩から活発な発言が出たが▽メ

撫難型
で︑オーストリアのウでーンで︑

同で︑本薙十二月穴日から十日豪

用的方法についてのシンポジウム

暑中レベル放尉牲廃葉物処理の実

那蘭催することになり︑参加あ呼
びかけている︒毯加申込みと和英

月十九日︑原麗嗣際課まで︒

文アブストラクトの提繊締切は六

十周年行事などで

との発言に︑上原さんは︑金く

はこれでは謬るQ

ターの設立言過︑醸子力開発十周

で開催され︑B本原子力酋及セン

そは︑A︐年麗のような

算の璽節がやってくる︒来鉱こ

目

ン板

火

テ新

業品材

石楼

慰

営団

一3

〃メ犠κ

垂

撫

派医して︑原子力に関する國際協力について基礎調斉をしたが︑
六月十田紀者剛臆でその成果を明らかにした︒この一行は台湾を
ふりだしに︑フィリピン︑タイ︑インド︑パキスタンを歴訪した

①照附用カプセルの審贈につい

が︑調益の顔自盛討議内容はおおよそ次のとおりである︒

て葺昨無原研からこれらの藩論に
ている︒これは来演群薄に入手を

米大飽餌科学賢良駐在冨モーリス

湾︵台北か新婚︶が正式に開催地

＝際放射鞭総会が一九二八琿に開 が︑その後一九六二鉱の改正勧＝

佼の閉鎖に伴って︑アジア地域に

希盟する分について調査するもの

ロジ凱クトを田本の協力のもとに
として立候補した︒しかしフィリ

贈った照射矯カプセルについて︑
隣際認練センターができることは

糖十團燃料安全

核分裂生成物三二闘二七二
◇ニや六日

第六回プラント

放射線障審防止研究部

第十一回燃料安全専門婁員

頼麗の研究に関する懇談会◇＋

会◇ヤ島田原子炉安全癒設の儒

六購

安全識畠研究捌画部会打命会◇十

会到爵会◇八日

◇一日

︵六三の活動予定︶

専門墾員会

会

◇ご十

進めたいという慧向が明らかにさ

必要がない︑他の分野の講親は

講は無葱味になる︒

閲係がない︑ということでは受

放射性廃棄物処理
実用方法の討論会

︵同上︶

インドを除く各圏の隔子力婁員会

氏との懇談会

︵関東導火線企幽響蝿宰畏付︶駆

岡︑今村罠符︵三漫樹脂畏浜工揚
開発部︶艮同︑松浦茂男︵タキ訟
ン化学驕発研究繰︶11同︑浅野武
︵大日本セルロイド申研︶紅トリ

寸キサンの放縫線闘顯雅禽︑松本

四田

＝催された聴︑この会講で二つの 告の受入れを放射線町議会が貝﹇﹇

蔵主旨調査団︵仮称︶の編成派遣
について︑放射線化学に関する日
米聯門象会議︑などについて協幽
した︒

なお︑原研蔦購導電所の外海研
究員が決まった旨の報告もあった

源工学に関する概兜︑他に三蔑樹

の核物理に関する講義にはいった

立派に鴨ってゆく入々である
が︑原子力は総合技術であるか
ら︑自分の属する分野のことを
知っているだけではダメで︑他
の分野の人たちが︑どう考え︑
どうやっているかを理解できな
ければならない︒しかもこの他

検討

を一二ぶったVまたそろそろ予

賛成︑といい︑ついでに公憾論

この欝習会は孝弟によい機会で

折角の努力を鶏撮してもよさ芒

高い原子力はこれではいけない
っている急藥なども︑今ではそ

二本原子力二二会議の第三圓P

丸打ち制の語も出て︑将来性の

の道の人でなければわからなく

R三岳会は︑六月十日原薩会長室

あるから︑接点を十分理解する

緯会に際丁る達拝藤島の企剛なと

堅蔵念書饗の検討︑1氏EA束触 増︑実証滅 とならないよう︑

磁尉
はかりでなく︑受講者同士の話

原産pR馨鼠会
さえなっている︒しかし原子力

の分野は広く多いのに︑その使

e贈答に！

要︵H本懸子力縦業総合研核化学
國際原子力機関︵IAEA︶と
八臼第八回研究婁貫会▽第八圓理
研究塞︶媛クリプトン85による線 欧州原子力機関︵ENEA︶は共
二会
のとおり︒

が︑氏名︑所属︑研究ヲーマは次

㎜︻

で︑民間産業弊の分は日本殊子力

諏国際機関の設立が決講され︑1 申している︒

ピンあたりではその可能性につい

産業会議調査諜で取扱っており︑

非常に墾ましいとの意見が多かっ

提珊期限は六月二十六日である︒

れた︒

⑩プ撰ジェクトについてπプロ

てあやぶんでいる向惑もあったQ

もう一つの調査団派灘は︑原子

脂より一名が予定されている︒

日本原子力産業会議の結目四二

を実施することになった︒

合いなどでも注諒して効果をあ

琶

本

回弓場

工工
鞍置

本神富

象

03「〜

、

｛｝32

から︑獺本の好意に感謝する厨の

たすことが最も望ましいとされて

つは︑放禦線隊学利用調査団︵仮

力発電経営讐理調査団︵仮称︶

原山寛︵秘水化学巾研放尉鞍課︶

新編成で原動講習会開く

隼度漂陰欝編刀講習会は︑六月十四

次のように訓示した︒

が︑大山民はこのあいきつの中で

三十七名の高級技術者を國的に

日︑棄京都千代田区割裏町の科

罵言の放課緯化学襲員会の繕二

開講式には原産の原子動力研究

皆さんはそれぞれの妓術系統で

学技術館第二会議室で開講式をあ

げて発足したGこの講習会は︑原
産が会員会社から婁託を受けた大
学卒楽麗髪の捜術者に︑原子動力
奄蛍にした原子力全般の﹁般約︑

墓誓約知識奉写え︑原子力産巣の

東京虎ノ門の國立酌膏会鋸で開か

脳会得は穴月十日午後一時半から

のあいさつがあり︑十返等十分か

会長大繊松次路氏と皐川事務周長

野の講養は知っているから闘く

▽1PAプロジェクトー中門子た︒そこで醸本がその幾訓りをは

称︶で︑欧米諸圏における放嚇線

で︑欧米における原子力唱灘所の

翁プラスチソク化工︑佐跡利男

命光器によるインドとの共同謝

コピーによる研究▽ガンマ線ス
利用の疑雲を視察し︑あわせてア

専門調査凶︵仮称︶︑食晶照樹貯

子力研蝿所では田本の県メーカー

膏の理想像などの案があ綴されて

殺融︑放射線医学および核医学教

放射線医学と発電経営管理

原産が二調査団

発盤があった︒濠たフィリピン原

トロンチヨノパー▽放射化分析

幽▽挽王製造▽燃料要轟アセン

②脚本製の器魁について聴一本
またパキスタンでは政府閥の一

に同型のものを発注したというこ

のメーカーのものは非常に少 な
般協力協定の三期締繕を要望する

プリング▽廃災物処理▽ニュー

い︒しかし関心は嵩まっているよ
と共に︑さらに次のような一体曲

とであった︒

うで︑特にフィリピンは日本に対
田本原子力薩藁会畿では二つの

▽研究炉のス々iトアノブ計画 調査団を海外に派聾することを七

な共岡謝図案が添された︒

資金は経済擾励戦金をあてて い

する多額の発注を墾備している︒

ペクトロスコビーによる研究▽

経営︑管理の実情を視察し︑原子

いる︒

について睡各国とも研究炉が運転

中性子澗折実験▽R王製造施設 イソトープ︑放粥細の冬種利薦お

力発鷹の経鴬上の諮聞題︑経済的

ヤニ回理購会で決定した︒その一

され︑R王の利用が口置っている

よび機器の関係の状況についで調

経営管理のあり方および問題点︑

実態︑原芋力発頭の蜜全対籔︑原

が︑今庫は派遣会娃の都禽を考慮

カ月閥にわたって欝痴を動けた

薙︑短月一望事ずつ十月求での五

は三十七呂である︒これ象で総毎

としているもので︑今年の受欝者
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日仏協力や調査
団派遣など協議

して︑六︑七両刀にそれぞれ二週

センターの講師として国内の専門

定である︒またこの筆画には研修

れ︑放射線化学の禰莞協力に関す

間ずつ集中的に講義し︑八隅には

原研は︑この璽勧を質体的に検

るB仏協力について︑放射線化学

原案の放化委鰻会

討した結果︑原子力匹田会︑科捜

とも謂画されている︒
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仏の核融合研究を視察して

陞憲讐
た︒

ることによって国際間の取引き

．

二︑薦㎝の点がそうやってカ

も売れる︒悶題は長期にわたっ

府だろうと民間だろうと認にで

ては寧持ちがある阪り網予が政

ECとして異穿があるとは思え

氷国の燃料業者愚通じようとA

手は外園民闘企業であろうと︑

であOさえずれば︑AECとし
いれば︑実際に現物を斑渡す相

バーされれば︑濃縮ウランと滋

ワシントンにいる間にA鷺C は可能となる︒

夕食を共にした︒気の嫁けぬ友

っていない︒実際に交渉をしな

ものだが貫体杓な群細は別に決

五︑﹁考え方﹂はこのような

ない︒

国際部長M・クラソツァー民と

である︒工場施設を運賦して配

岱二郎

物を売るという立場からする

名大プラズマ璽所内田
ニカ問題をスコノチ＆ソーダの ただしこれには米国がほとんど

と︑長期供給保証はもちろんす

きたい︒地下H本が当颪の綱手

がら実倍に禽うように決めて行

て供給の保証を要求された場禽

ると︑イギリスのリズレーでは

子炉の販路と密接に結びついて

独占的供給圃である︑米屋型原

えども単なる燃料に違いない・

れたその滞在も︑私には決して長

ウラン政策﹂が議題となった︒

さかなにしているうちに﹁盆画

人五人ほどで︑ベトナムやドミ

くなかった︒彼箸に役立つ当面の

アメリカの首府では葉氏九十五

魑が降っていた︑その同じ週に︑

回りしてみ

つけられて︑彼我の差に恵気消沈

手伝いをして︑欝本人の潴用さを

三週間で世界を

し︑そのまま同本の現状昂罪難ず

示そうという努力はせず︑一プロ

共同研究の素地を

昨隼の†一月十七日に羽田をた
て︑世界に通じた自己の境地に満

入︑施設負荷率等から鍔えて買

なのだから阜急に請合いを始め

るが︑同特に材料手配︑鷹力購

捌彗アメリカ自身の立場と事情⁝腓

ト機の発達でいくら世界が狼く

u⁝・三；三・＝濃縮ウラン供給政策について三三側 取り保鉦もしてもらわねば困

度と製の貫騰りだった︒ジェソ

なったといっても︑異なった風

ジュクトの人々と常に共に働いて

上は研究所長まで親しく交際︑も

認舗するほか︑下は累除婦から︑

しくは観察させてもらった結果褐
に総捲方の鍛えを正確に狸握し

土を背鍛とする人間同士がお互
いろいろなことを要約すると次

ある︑機内ウラン産業の利憲関

政府機能とでなければできな

上︑このような相互保証は外園

も迷惑たと思うが︑弩えの筋た

い︒AECが政府機関である以を引用されてはクラノツァー氏

いる︒生産施設はA聡C所有で 縮施設冷蓮摂する限り変わらな

けは閥違いなく聞いたつもりで

夕食の席でおしゃべりしたの

る︒この立場はAECが現有濃たらいいじ心ないか︒

た私の感想は︑おそらく上記世界

建する傾向があった︒︵何も夏蝉

った私は︑ヨーロソバ各繭の核融 るか︑あるいは日本のことを忘れ

合研究の現状をみ︑なかんずくフ

ランスのフ略ンテネオローズ研究

所に丁度三カ月滞在して︑つぶき
にその現状を視察し︑今年三月十

プラズマ研究所に鼎任した︒ち︐伽

五日︑自己の務め先の名古屋大学

のようになる︒

密接に関運している等︑多くの

係を考えねばならない︑軍駕と

合うのはなかなか大変である︒

一周の場含と違ったものであろ

格がある︒第一には特殊核物陰

についてもよく話を聞いてみる

米AECの濃総ウラン供給政策 一︑濃縮ウランには二つの性

うよりは確信である︒

う︒というのが今の私の照じとい

技術部技術

ョンが難かしくなる︒B本でスペ

べると︑予鋸は鑑力が二倍︑研究

今井隆吉︶

過当競争が外因の好辮となってか

者数一・五鱈︑補助嶽数四傭とな

ご課謝長

他方︑放蹴技術の開発に関して

シャリストもしくはスベシ瀞︑リス

のならば︑前謬動力協定の枠内

︵日本原子力発羅

あるQ

特有のもので︑これについては

豪たは政府機関の襲醗きが必要

い︒民間の保工の鳩合には政府

と︑もっともなことばかりなの

政膨閲に動力協驚があってIA

である︒

図題がある︒

現実の実験が必要
だが︑やはりアメリカの立場に

とかが︑はっきりと讐かれてい

EAによる査察とか︑免罰条願 ウランをスポノト買いをしたい

三︑もし誰かがある磁の濃縮

核融合の現今のテーマは︑洋の

いたのもなるほどとうなずけ

なって考えてみないと誤解を招

らないわけではない︒写本は︑一

的構造が︑なぜ育ちにくいか︑オ

発した日仏協力の可能性や︑その

終りに私の艦尾を契機として掛

一九六四無である︒

Aのほうが 九六⁝年︑BSGが

っている︒グループ構戚はDEC
を彼尊がしらないはずはない︒か

ーガニゼーシコンが難かしいか

えって湾入超過を招いていること

ような争いが︑急激な経済の発展

は︑それ卦体翼味ある研究テーマ

は︑日本も岡じ出発点にたってい

であると見湧し︑逸懐く当ブラズの大メーカーのとった態度は︑衛

をもたらすであろうと岡鋳に︑急

うズマ物理の究明こそむしろ本筋るはずである︒しかし︑当野州添

マ研究所の設立を一九六一館に実名大学と孚をくんで︑核良禽とい

になりうる︒それは歴史的な習畏
や毘族性︑教脅制度などによるも
想されないことであったろうか︒

イメージについてのべる︒

いても︑もしいずれかの圃で響工が︑その基本方針のようであっ

のであるが︑今はこの文の趣旨を

現した︒たしかに現在の時点におうバスにのりおくれまいとするの

激な没落を導くことははたして予

九五八銀のジュネーブ会議よりプ

四︑上落詔要件が満たされて

い︒すなわち︑鎧一巴ヨ郎ヨ切と

東西を通じてすこしも違っていな

いうつ豪り外側にいけばいくほど
強くなる磁場の容器を発明しよう
としていること︑数千万度から数
ワ

恰度という温度のプラズマづくり

に︑二度な技術的陥発を奨めたあ
らゆる努力が棒げられていること

は︑行く蘭の予想どおりであっ
た︒しかるに︑ひるがんってわが

フランスについてAヱつ感じた

まとまった仕事を

ネルギーの核融合が成功したときた︒このことは︑今日の横子をみ

私は現在の核融禽は︑漂峯力の

竪ミ

︑懸へ︑

箋

うど四カ月の麗留守していたわけ

このフランス滞在の霞 的 蛙 ろ

である︒

あった︒一つは私が現在プラズマ

合に限ったことではないが︶o琳
日本では︑われわれ核葺合の響門

こえる︒以上のようないくたの悲
観的材料にもかかわらず︑私が今

ことは︑オーガニゼーションの兇

いたとき︑それは極めて突然的な

れば明らかである︒しかるに︑イ

所麗で︑翼の核融含捌翻もしくはギリスのB社は︑掌圧大嘘流パル 事さであった︒このことは︑実は
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研究所で担当してい る B S G 溺
研究所にあり︑その装醗︑進展状

画なる実験訓醒と似た灘圃が上繭

すめ方等についてくわしく調へて

況︑将来計画および謝闘研究のす

くること︑今一つは私のこの滞在

結果を先にのべるならは︑第⁝
実三カ月という鮒間は︑その閥で
家の中で︑もはや常議以下にすら
なっている上記二つのねらいが︑

と思う︒今はパテントの問題はほ

髪際協力では格好のテーマである

とんどなく︑むしろ世罪的に喉知

ーマはいくつもあり︑H仏両国が

を集める没階であって︑共通のテ
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った︒
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核醗合炉の実現ではないという認
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発にのみ鎗点をおき︑今臼その優
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漉きは世界を圧している︒
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それほど叡でに幼樵なわれわれ人

であった︒

核腹合の学闘としての着さの鞘見

ある︒文献の交換はすでに始めて

岡じイメージをもつことは沓易で

おり︑テーマをきめて研究省の交
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楽髪汀なうのも襯題ない︒ただ︑
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少し両岸の実験が進んだ時の方が

日本の国際的評価についてであ

も総人数もほぼ一一・五倍僚である
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100円

産

力
ては罠すぎるというのが常灘とな

ところが︑はじめに冗長と悠わ

っているσ

張って世界申の研究所や大型袋鼠
をみてまわり︑どこにいっても先

類のプラズマに燃する黒蓋を認

を憩早く隈劃して専念し︑採聯の

めないわけにはゆかないからであ用のイグナイ占ン︑開発し︑カ
タログにのせて諸所の要求に応じ
る︒前認プラズマ研究所設立の英
ている︒これらは共に盧呂の目配
てよいであろう︒

断は︑臨く評価されるべきといっ

とれる態勢をつくりあげているわ

このことは︑たとえ彼等と爾じ装

︸慶に柏手国の規織下に入り︑集

よいように思える︒むしろ数人が

場かるみると︑先方の屑の厚さとなぜ自戯の特徴を小型か大型か一

る︒それが前述のごとき技術的差

て聞研究所︑鵠⊆σ⑩二氏招諮の

しあたり︑私の滞仏の猛返りとし

っに定めて︑欧米にまけぬものを

が︑事勝はほとんどパリのCEA子力地強襲備 ﹂の前文五−六行

会へ提出﹂は﹁原子力委員会は︑

茨城県での婁託調査の結渠遊まっ

へ提訴﹂と註﹂正し寓す︒

BSGとDECA︵フランて
ス措で
置を検顕する浜決定し︑国会
BSGに似ている装覆︶とをくら

製贔さす。i匁先がつねにシャープで・切

9イ

翻竃＼

国際協力での格好のテーマニ

方のとっておきのデー タ を み せ
要がある︒事実︑今日の闘鶏で
黒戸糞下鶉ヨ切に関する実験縞果
はないし︑数千万度とおぼしきプ
ラズマの発生を確認した例もさい
ていない︒

この篭伽な現笑の招来を私はし

罎を岡じようにつくって実験して
技術開発は︑日本おとくいの糎

語である︒しかし短かな滞在で私もの準身につけている︒隣人が何

勺壇︒罵9をつくるまではよい
漫然のことながら︑プラズマ核

みても︑まったく別の結果をうる

団として二︑側溝の鞠に集中的に

BSGとDECAとで
融禽は茨だ七︑八年の歳月しか間

下血性のあることを意味し︑又彼

けであるQこの彼我の差をわれわ
れは磁視しないわけにはゆかな

みしていない︒従って若いのは薫

等と岡じデータを得ても︑その背

い戒果をのこすかもしれない︒さ

仕箏をのこすことは︑今までにな
た︒纂空については︑零本のトノ

かに感じられる︒H本のカーメー

が︑テーマを分担することは︑今

い︒研究所における研究讃も︑そ

て外妊の仕廓をデ⁝タの上でしか

く薩線的でψ60って︑深い確実的な 極当然のはずであるが︑日本にい

の知識や経験の藤積は︑迷いもな

探ることのできなかったときは︑

後のプラズマの本質を猛抜く機会

る︒

をしていようと︑たとえ自分と同

は平等にのこっておりそのような

直す時期がきているように思われ

が心痛したことは︑超寺運空や︑

じような曝をしていても面向きも

臣大なデータの蓄積を想い︑心理

どうしてもその褒に隠されている

専門
家が育ちにくい日本
しかしながらかようにして︑聯
聞hの宮己反省から生れた力針の
変難は︑他面いくつかの欠陥挙萎

んだ︒その一つが前述の現象であ
る︒たしかに現在日本に筈ヨ戸ヨ

放電技術の開発のおくれであっ

しない︒偲性の境界が極めて鮮や
のないこと︵近々訊餌されてはい

リσや︑敏千三度のプラズマ

覆実を薗らの手でつくり幽すこと

プレペルは外翻にひけをとらない

爆ヨ

的にかなりの圧迫感を態じ︑憂欝

る︶が結果的にマイナスにならな

いることを藩えるほかに︑その閲

験のないこと︑もしくはおくれて

裾野の広さは磁器にならない︒十

異を編めた上でなおホノとしたの

がとっていて︑研究補助語の数は

であった︒後等の裟照にしても改

作がすすめられているσ

に開発されるべき捜術のひらきを

のマイナス八粟ないしは＋のマイ窺えぬのであろう︒ウイスキーで

は︑実は彼等のプラズマそのもの

先方のほうが多い︒

の意義が認められるわけである︒

早うとき悶題はかなり深踊となっ

ナス九唐臼︒冠彗を至心を︑大型袋

についての知葱が︑大体糖分達と

いかもし3ユないが︑そのような経 という譲をよくきく︑箏偉そうなカーは︑いずれも六薔CCから二 だったことは否めない︒これはな

てくる︒その上さらに後述のよう

いた研究補助習の分際い整い手はメンから原予力豪で照照会社の内

躍で蕃もなく実現していった年老手を諾すのであろうか︒即脇ラー

一鞭は騰ったく灘饗していて︑その

世罪一になる前に︑なぜビールに

臼氷の托会構造を考えると︑核融

に︑スペシャリストの齋ちにくい

極めて印象約であった︒

岡じ次元のものだという認識から
合研究の体制をよ○総合的に考え

，

嘔 r，
扁
僻嶋

岬

」

」

、

馳

い

レ

贈㈲
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スうしンレスのi殴………

7枚入

ク

れ味の譜飾がおどろく程匿くなりました

嵐総総留縫

評ノい、ノひgo

ステンレスの銀付けに初めて成功した縫

子

原

健

フォンテネオローズ研究所の全畏

疲れ・肩こり・神経痛に

剃匁の革命

研究体制を考え直す時期
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船価歩み寄りは困難
うな肇情に対する業膵の忌向に濁

このため楓船事染団は︑このよ

計画の一年繰下げ提案

H本原子力船開発事巣団︵理箏長石川〜郎氏︶は六月十六日︑

して十分な認厭をもになかったこ

事業団

所甦大距である上原科学技術庁長寛と中村運輸相に︑原子力第一

とは遺憾であるとしながらも︑今

現在の職印額で契顕することは
きわめて園婦であるから︑四十
一照度予鈴で債務節如額の敬訂

ｪ昭和三十・i臨ヰ繭ハ月一麗麗した舶

価を墨礎にしてあるものたけに︑

たがって当面の四十一年農鼠舞
要酒田では︑船⁝価幽僧繭ハ十・纏田口と撮

わずか三傘闇で二十四黒円という

原産法令専門婁発足

電気事業法法省令
運用の問題点検討

原子力産業会議の発電雄進婁資

黙して譜上しておき︑．ての磁定

爾と詳翻内訳は︑麗71葺を内定 は獺の増恕をしなければならなく

氏︶は六漏十七ロロ午後原産会識整

会法令専門委員会︵主査吉岡俊男

を＊める︒したがって契約は四

なった理由を︑大戯省を測めとす

定することにしたい︒

してから本年八型離日までに鼻

に契約が成ぬするとして硬造

．﹂ある運輸省とも十分連絡

後の活動方釧について讐磯した︒

としては︑蹴気箏楽法法欝令が七

じて随時開健するか︑当面の問題

その結果︑この委員会は必要に応

月一醸公布されるので︑これに対

する原子力産翼罪の意兄を要望轡

め︑そのうえで当局としてのげ商え

として提出するための作業を開始

振苧力婁員会の動力炉開尭懇談会は六月一一十二日へ火︶

提案奄つのり︑同暁にこれから虚

入ないし開発実施について厩間の

型︑容照︑工期等卒・示してその導

ー側構硯鍛はこの点について︑五

て︑食いちがい卒．晃せた︒メーカ

という提案を行ない︑臨田構成貴

きず︑諸外園との技磁格差は旗す

るというだけでは艦齢化は推進で

り︑﹁民闘の自主的開発に期侍す

ノブの必要を面しない︑と習え

カ︑在来型灘入炉の建設をスピード︒アノブするかどう

業の鼠劇的開発のみに任せたので

からも﹁在束炉の国産化を罠間企

を検討することにし︑目途七月八

間題点および今後派生す．憩問題点

のほか︑公布後の改訂にともなう

は︑法省令の口重についでの倹翫

ので︑委員会で取り上げる一目点

として︑この委員会が倹討するも

の運用の．岱えみて彊︑引高唄がある

欝を提出していたが︑なお公署後

続け︑敏回にわたって当局に要望

業会議が中心になって検討五識を

rの法省令の改訂には隙．噂力産

することに決定した︒

なおこのように予騨が変史され

これについて委員公電は︑電

いろ趣雷の提案露が出た︒

決竃することになろう︒

ので︑改めて競争べ札で発精一を

れは︑殖氾のケースが新しくなる

を吏とめようとしている︒

係者ともつ⁝度倹話してつきつ

し︑際船事業団︑三界その他の関

八岩省

はならないQこのため瞭．＋力局は で二一團を開催︑同専門婁貝会今

る各関係勧に十分納得させなけれ

十一年陛で笑馳され︑請画は︸

スケジ．㎜iルを概貸してみる

またこの場禽︑四十一年肢創め

年延瓦されることになる︒

が謙す醐題になるが︑現覆の契

と︑四十四年宋ごろ原子炉が臨

この揚合債揚旋損行為瀬の弗冗

溺折働では見櫃りに伴う諸条件

る︒

馴して引投しとなる見込みであ

罪になり︑四十五無春ごろに冗

に不明醸な点が多く︑いますぐ
船価の算疋はできない︒よた今
後これらの粂件を明碓にし︑絃
ム計画の設副大網を変史しない

原船事業団の蟄望は以上のと冠

船の発注父渉について経過楽報省︑このままでは契約締結がきわ
勧囲で仕掻と仙緕をさらに検眠

後の方撮として︑⁝応次のように

変吏されるにしても︑さきの建造

りであるが︑このように予翻訳が

げ︑昭和閃十一年醍予算に船価ん一六十恕円として♂上する必要が

れる船働を磁定するには︑なお

十四心懸田口は原．卜﹂寄船専凹U部

し︑現時点で各累減に妥当とさ

予兆慧

ζえられるので︑聞係方面と折衝

数力丹はかかると思われる︒し

のつえ心当な方縦をきめたいと述
べている︒

多と一くr−︻︾γ

中間的結論は次圖へ

陶で︑長期謝画の線は達成できそ

力会磁がプルーブン炉建設に蘇歓

牛後東京芝の廉京プリンスホテルで第十一回会禽を聞

ずる経済的不確定面は︑麟が負挺

グループ共同意見欝を目してお

11−i燃料サイクルに論議集中
き︑前回提示された原子力委員会案︵﹁動力炉開発の遣

丁るという形の推進方策︵米・西

も多凡るといっているのたから︑

うな見趨したし︑国麗化について

め方﹂︶楓対する各構成員の提出意見をめぐって︑さら

独の方式︶毒考慮してはどうか︑

委農会としてはとくにスピードア

癬サイクルの自立体制の確立という朦子力婁貴会の考え

に討論が行なわれた︒とくに論畿が集まったのは︑核燃

かの問題︑斯型転換炉の炉型選定の韮準などで︑堰力測

興すひらいてゆくであろう﹂との

構成貴の核燃料を即時属有化すへきたという意見などが

に晦期がおくれ︑早期団白化の圏

日の野臥会含で貝体的二項を決

え方︑およひ正核燃料について︑

み燃料の団群処理︑歓損ウラン

目標︵ウラン燃料の加工︑便用ず

ここでは当面のことより︑将來の

し︑特段の配慮をもとめた︒

の処遇改論に関する要甲羅を提娼

①大学翫蝦蟹修了蕎について︑上

㎜の埋入をはかること︑

て︑械職に応じた支給区分の適蕪

遇について抜本的かq強力なゐ籏 化をはかるとともに︑支給対象範

⑤民闘等経験者の初任給決定の田

坂岸昇吉氏︵原研保建物理装全

短調川藻に糊員として参加のため

部︶IAEAの原子炉施設敷地選

¥日帰団する︐

罫引十三日韓国におもむいたが︑

岡良一氏︵衆翫科技精蛋員長︶

ソ連の源子炉︑イ︑．ノトその他の乗

南アジア諸田で原子力箏情イ調査

す勾ため七月六日出発︑八月三田
︾弓

一Aームー
マ〜1﹁

嚇hづ冬

湯原︑

アイソトープ婆鼠会幹璽会六

月＝十九口午後〜時牛除撹
開脚推進委簸会 法令曹門委員

会改雀令の要望に関する腸合せ会

菱

商

卜

・使用済燃料輸送装li醍

。臨界失験装置

原子炉附属設備

めて園燃であるかる︑一応の考えとして建迄爵瞳を﹁年繰り下

て慧児あ愛換したが︑⁝干六億円を引上してある建造費をさ6に

あると騰明した︒ぬ子力委貫会は十七Uの足例会で︑これに開し

二十四億円も増韻するには︑大蔵省を初め各関廠筋を納得さセる

日旧註を縮けているQかくてこの建造引剛はいま重大な関頭に立
︻関連記蘂六面にも掲載︼

円︑へ目扁祠編ハ十一億円L﹂なってい

徳円︑への他の部分約二十九億

超過しており︑今後も大望な低減

るか︑．P算額をなお二十五纈円

は鰐待へ．︑きない見通しである︒

原船噂集団では︑このように毘
積り工匠と副上薬舞頷に大きな開

く・一2へて躍境条件の変化したこと

にとりつけるギ獲費や︑臨界手順

出て注盈された︒次回は七刀六日︵火︶の予定で︑噺型

定することにしたQ

へている︒

について次回に最終的に調整した

標に合致しない︒開発すへき炉を

上︑宮門象によるワーキング・グ

転換炉︑筒速増殖炉についてそれぞれワーキング・グループが設

プの数を限定するかの方法で︑投

息子力裂員会ではこれらの譜点

資効薬を込めながら︑国章資金を

国が定めるか︑メーカー・グルー
料は︑諸外国との協定編紬等によ

置される︽とになるもようでレ65る︒

原一泊委員一案の﹁動力炉開発

ループに作漿を移す愈向である︒

に格付けすること︒象た工位等級

にのへるれた﹁国内における核鰍

およびプルトニウムの利罵︶をは

りあえず次の各事項のすみやかな

を立てることが必要であるが︑と

要認雛妓①研究公務員の俸給

．行く人・来る人

圏産化に投入する必要がある﹂と

研究公務員優遇へ
上原科学技ハ⁝⁝鴛薫習は熟野山ール

の定叡奄︑特別研究制度の活用を

科技長官から人事院総裁に要望
ロ︑佐藤人噴翫総裁に研究公務員

料サイクルの確立﹂あるいは﹁核

っきりうたっておきたいのたとの

級職試験甲種含格者レρ壇確とした

つぎに在来型導入炉については

七月一日午後一爵獺郷

P午観三時瞭臆

放射線医学利用鎌継団打合せ会

原子鋤力研究会 跡子炉宏全グ
ルー7ヒ月⁝懲懲剛十時隷配

・ホソトラボ
・その他

炉

・訓練川原づ

にたる審観的に夏山な理幽がなけれはなるないので︑当肇畜は連

つに曰ったとみられているQ
涼舶職業団けさる臼ぼ月︑原子力

第一船の建造発注は石川鋤播鷹虫

での挑楽界の悪同

工業を鋸手先として父劃すること
に決定したが︑

で船体は石掘重工に︑原子炉は蕪

謡原子力丁業に分離してそれぞ
れ折衝することにした︒その結果

り韻を提示したが︑それは原子炉
が純然たる船髄に影響しているほ

1月印旬向判から非公式に兄積 きので趣たのは︑討画立案当聴に
釣三十万倦円︑その他の価洛杓

うものであった︒しかしこの価格
をきめるための試験︑コンテナの

かに2．﹂きあがった原子炉を船体

は︑建造予算額︑十六億円とはあ
原阪ぷ焼鈍する設備の鰻用︑その

¥五懲円︑合討胸七唾億円とい

まりにもかけ離れた数字であるた
め︑その後さ32に折働を続けた紬 他開発藍玉関係の児弄り等に雪隠
があったものと説明している︒

のは民有とし︑虚接または蔭由に

るQこの瓦書巣用に利用され鵜も

購入・処分し得るよう措置するも

り運定な供給をはかることとす

れたので︑このBはそれらの意見

のとする︒

の追め力﹂に対しては︑原研︑隙

をめぐって譲員会側と繕成貴の闇

るへきだと強調された︑

燃を除く全構成員から恩見が出さ

の意見調整がさ凸に続けら3寓︑中

諸外国との協定綿結で供給が下定

これに対し為沢委員艮代理は︑

・しという或現をと
間的結諭は次回にもちこされるこ
とになった︒

この日もっとも議諭が昏々した

燃劉サイクルの自立体制を確立﹂

べ︑核燃料の民有については婁貴

迦正な命題を行なうこと︒

毎心して増加することQ

という部分で︑電力側はじめ各構

いうものであるQ

実現に特段の配慮を払われたいと

のは︑委理会案の1星ホとなる考 するという考えには鎖題がある︑

成員から︑表現の慧味が明確でな

段階的にすずみだい︑と讐えた︒

会も特有の力劃竜出しているが︑

⑲俸給の特別調整額の支給につい

い︑炉型を決める前に燃料を決め

この塑望諮は︑研究公務員の処

ることになる︑とくにリサイクル
の面で経済性誉無視した考えカが

て改心をねなうこと︒

鶴化など︑給与制厩の運用につい

ゆ研究公務呉以外の研究剛係麗事

て引き上げるとともに︑過広の制
度改正なとに伴って生じた不均衡

携︑物に技能三諦の処遇改画伊江

を︑特に中毒騰員の槻観照考噛し

を酵及的巡やかに紀fすること︒

松根構成娯が意見密で︑﹁プルー

ピード・アンプする必要があれ

②所︵場︶艮を原則として指黒影

ブン炉の開発をもし現在以まにス

は︑凶は全般的な環境整伽を勧

際ガイクルにのった国内サイク
ル﹂という考え方をあらわすへき

なうのみで築く︑必曜と溜める卿

出てこないか︑もう少し広く﹁国

ではないか︑などの意見が出さ

{㍉こと︸

れ︑聡力燗提出悪蟷書では﹁核燃

・その他

﹂

h

一

・放射性廃菜物処理装置
・臆面格納容器

三菱原子力工業株式会社

・原子炉シュミレータ

・原子炉i≦lj属装置

三菱化工機株式会社

・臨界二二実験装置

・原子炉1』1聯1，i温

三菱の原子力プラン

・PWR型船舶川1，｝（チ炉

電機株式会社

i

第11回動力炉開発懇談会

・燃ネ1取回装置

原子カプラント・原子力設備

三菱重工業株式会社

・原」な炉附属｛1刀先月ま装置

三菱金属鉱業株式会社

果︑現在では順子炉部分約三十二

建造契約の締結に難航している原子力第一船の横型

原子炉実験装置

。側簸川原子炉

事株式会社

一
一 菱

一

三

三

雛鷺

・放：射線監視装置

一

醸謄

・PWR型原子力発電所

一
嗣

二
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三

づけてきた原子力肇瑛佐染員

昭想子ヒ年以来審議へつ

償か起こりう仰︶という問

ないハメーカー等に対し求

箏欝賓ω求爆幅⁝か瀾⁝映され

課障∴﹂いう特妹もアースぶ・とこ圭で包

きしている︒しかし堤臼ω機翼紐に放射

ついて︑賠償払の適照顧うけるのかよい

けたのち︑その対象外あるいは裏地議に

とちに︑漸しい考え力の導入毎要ゲるの

っ︑その解決には弗識わデータの集績と

かんたんには片附かないものはかりて琢

の予防袖翫漏︵放尉線手縄︶な悶題笠︑

確認された線︐麗曾臼取曼けていることへ

として職理箏に山影久一氏︵電気

役員黙動ては︑石原理寓の留任

バーの協力︑穆加雀求め．勺︒

以卜ωほか︑必硫︑に応じてメン

洋部第一堅艮︶

また︑矢木爆研究委員長が六月

うp2しこ︒
き・瑠氏1

門蚤嶽会石館守三氏︶の申請が認

口二人︵水田庁喫海区水星研海﹁翁専門婁瀬踏⁝一島良績氏︶・ゆ放一

﹇聴禰繍騨糎駐

題かみり︑賑イ刀照黙肖戚
へψ﹂き仰かは︑礼会仮障全体の引きヒリ

で︑先にのへたような牲盆押障全体のす

十八日ω第七回研究費ほ餌鳥りで

望豪れこいた︒

にも関臆してくる鴨題であるたの︑報告
事襲連合会理箏︶が選任されたQ

︿二回の報侶潜風は︑王子顕著＾の民事

書し二戸の﹁みなし認冗制﹂畿はしめ︑

すみ艮へ口との閃連が出てくるわけであ

の観山か弓もこの悶題ω池かなる顛決が

に関する報告書

従業員災害補償

望⁝
⁝

展⁝災占補償曽門那会か報告壷僧

自己の都合にレハリ退任したが︑新

っ︐

て①軽水冷却型動力炉の度ム﹁嫉に

について審議した結果︑その大樋

子力施設警備整備基塞計画報告懲

第六飼部会を開催し︑東海地区原

門襲撃会﹂を紙製的に識費し︑本

ので︑この部会内に﹁緑地薄籔脚

格︑内容舗を検おする必要がある

連して︑広域的綾地から隷地の性

この緑地対策専門霞員会婁員は

関園長︵県議会班員︶耳漏男

次のとおりであるQ
構想とからなっており︑県がコン

︵勝出市長︶川隔豊田︵策海村
長︶鎌田稔︵原桝東海所憂︶橋

サルタントに依頻して調血を行な
った結果をまとめた四海地区雑誌

本酒之助︵原麗代血鴇任珊事︶

放射線取扱主任者

試験の施行を発表

科学技術庁

学技甫庁は六月十山二日︑今秋

蛸一軒と第二種の放射線取扱主任

者試駒を施灯写勺と発表した︒試

験の場所は例年とおり︑東京と大

▽十月六日︵水︶P紳

▽十月八日︵金︶罠

▽第工十一回翻

受理して審議した粘集︑この答申

災密補償専門部会の最終報筏欝を

六月十日開償︑原子力肇業従桀員

原子力襲鼠会

旬閣メモ

化学︑生物学亭含む︶

定技術︑放射線関係の物埋学︑

する法令︑管理技術︵放射線測

工による放射線障害の防止に関

◇第二穗

掌︑斑物学

︵木︶放射線関係の物理学︑化

卿技術︑放射線測定技術▽七日

訟陳告の防止に関する法令︑管

工と放射線発岱鎌瀬による放射

◇第﹇種

十分であるQ

おりで︑開雄時閥は醇日午前九時

なお試験日と試験肩圏は次のと

謹に請求すればよい︒

筒を添えて︑除子力局放射線蜜全

送儲先を記し十円切尋をはった封

艮冨である︒豪た受験申込用紙は

十六円まで︑あて先は科学技術庁

込期間は七月二十七日か・一9八月二

東猷汰学法扇鄙に変更された︒寝

だか︑東芝は冥憩懸㌍冨士一一の

柄巾・通二の十⊥滞日悌四大必ず天仁ハ働Ψ密

︸しい請願箆L亘︑滑鶉氏 阪で︑大阪は昨到と毛様火淀区長
た︒

基本計画まとむ灘

関する研究︵聖π研究蒔瀦差料安

影醤卒笈ほす燃群被覆轡の不全に

の如大な成長へ考﹁︑ると︑それにともな

蟄つ．勾にこの閻題の解決は一朝一夕に

う瓜磁な巌場を安全楓働き易い環現にす

はいかないが︑口隷における隙．＋力紺犠

労次払の石tカの油搾に小れるような提
︑Uをしながら︑一みては目ハ休講閻題につ

放射線障∴の隅題は洩雑でむずかし

一︒2れ︸43如がある︒

う恵味でも︑田民の保健上の凋題として

・勺こと幡．配業自休の星機甲固めるとい

いて︑㎎惣ω所白の指摘に止まったと舅

∵に含め勺よう好償法︽改止三匁こと︑

い︑発土した障∴と位狸員の黛務との肖

ハ成就大数捉︶の就∬が承偲され

なお凶十年度試験研究訓画とし

連航茜ω責任に関ずる7フノ七ル架詞に

ーン儀胸や︑除隔日一

拡調を台わセて︑従麩q損∴を原子力損

艮κに関〜勺ウ

して︑必鼓な法改正の華備を噴すめるこ

出し︑原子力委貝会ではそω趣隠つ尋弔

とになった．

発握した陣∴と築窃との丙雲隠採の目明

処関緑か多くの場禽薄明でき︑妹いという

茨城緑地計画で専門委を設置
罰画中の謡地計画については︑さ

飴欝て一応の結諭がでたが︑基本

間題の解明が今後豪丁濠す竃要と

について決定をみたので︑この二

牢九月密話でに結論卒一出すことに

襟︶

力施設地塁警備墨髭訓劇が添付さ

内に瓜がる原子力施設のプレー

現し卍︑hかははならん︒脅後固

元とも協力して少しずつても誕

野実昭︵県土木薩長︶

児下実孝︵県企圃開発蔀長︶上
隙子力施設地帯における施設の

れている︒

たかし

直正酎躍力餅については︑この蝦

た

式田敬キになぞはいけない毅︑地域

しき

溢血ω協力を得て︑最漕の努力

⁝二十六億の見込みが六十偲を

をそそぎ︑足型成功させたい︒

こえ︑行畦鳴た除子力船問題漏

趣味は笠⊥⁝誓ハンチ・

一船の建造辺約について審議した

二目凹睦山ハ刀十七日⁝開催︑原ツ丁乱刀第

第九弼1一

ほか︑動力炉の聞発について三見
を交擁した︒

￥¥・君田午後聞儲︑地串轡小委員

再処理蛍全専門部会

会の繹社報仏お一−あび艶拭琿安全調

動力炉瞬発懇談会

弟十一脚ほ

蒼賦の概至要霞縦仏罰．恥取︒

六刀二十二日午後果以7リンスホ

丸鯖
二﹂力燃醍から先に
・ニァルで聞催︑

五峯のセた翻力編発の進め

心に︑源子力蛮11会側と各構成員

方﹂に対ヂ勺各徳成員の意見を中

との問で意見調糠墾仔なった︒

一輪

TEL（502）4111〜5

策京都劇鷲薯田村町3の12

周柚川の通り︑昭窟三十山ハ年に成立した

団子力損占賠横法等においては︑いわゆ

いくつかの箪要な勧告がなされている︒

も︑置物な勇愛性をもっていると履われ

i部ヘム﹃以後顧武田力氏︶は論ハ月一二

次城虫原チ力犠議会地蕩膿備蔀

なり︑盛儀四十年渡より放射能測

十五n口に開催される隙子力審議会

十二U︑水戸市大坂町の水尉讃で らに周辺市町村の開発引調箸と関

驚調査委託費の交付を受けて︑海

へ愁殺することになった︒

を免晃した︒ここには欝隼度か

▽委頭

なった︒

洋汚染対策に関する茎礎的調査研

原子燃料公判︵押事目今井美側氏︶は欧月十八目︑各地区鉱山

ろ探燃蟹赫所を設けて調査して

数岸昇占︵端点保健物理安全管

経過と猷子力施設地絹整徽の基本

この報告澄は部会における審議
新設な︶た尋門委殿会のメンバ

究論断なおうとするもの︒

衆驚に縦なう海洋生物放脇能沽染

としての二三かもつであろう︒

托用は︑これらの悶題偲解決する足拙O

る︒報仏劉挑示した﹁昌なし認定制﹂の

曳に二十五レム以上被はくした
︑てv︶楠横ハ

蒙つるとい2たケース︑許容磁以下たが

場含のように︑隙占小出な

がり︑

基本的な閾題牟はしめ︑ゐ命や遺独や胎

を要しない⁝みなし躍定糊﹂の拓用など

︵

︵

児への影響にまて反ぶ障占の馳囲のひろ

ており︑賠償法によって捕償ざれろ第L
から︐拘別鷺

る従藻良損みか賠償の対象かろ除外され

部︷ムてけ撮閏閥題の性

に﹄40かれていたことのほか︑紋粥線障∴ 払の必盟判も毎えていたようたか︑諸般

占にくらへ︑原子力証蟻員か不測な立場

の拝情か6できるたけ現幻法規のわく内
て解決咤はかる三三をとり︑従業員損出

の特殊性から︑労災紘たけてけカバーし

きれなh諏のあることが摺抽されてい
については労災法によって虫ず補償壁受

で

︵

桧碍義塾氏︵東大竪

ーは次のとおり︒

▽委曲畏
の四月一日現君のウラン埋蔵鉱鼠を允丘した︒この発表による

いるか︑玄た鉱撒を勘定できる

解織次長︶︑佐伯誠道︵放医研

三宅泰難︵東教大教課︶

泓雛と瓶疋鉱議4合幽した総量は二四徴一万三千ナである︒この

と︑磁定鉱敏は白一十万六千ゾで︑これにボーリングによる予煽﹂

環境汚染部面⁝研究蜜蝋︶︑敦
露銀周辺の試

①果濃地屡内の中喚線⊥岐津駅
北方て︑弟一︑錆一

ほとの厩果はあげていない︒

闇闇で七十二力・竿ゾの増加となっている︒また東濃地臥で実規

錐探鉱

した結果︑足芸九万ナ︑

懐な鉱広ル禿見︑ム︐後の飛躍的な允展が聴込象れているり

︸

原子力局次畏
兼政策課畏になった

鉱燃は醒勾度と比戯すると東郷地睡のムやL刀血千ナの増加など

将来は東濃地区を重点開発

鉱量は約四百万トン

た︒獣た従渠員損露については︑原子力

有
育
三窪

錆⁝

︵

︵

嘉

心はほとんと通商関係卍︑＼外事

て改幽を進めるようそれぞれの

の内容を誤想し︑その趣霜にそっ

澤寧

また︑王AEA康京総会は関係

ノ軒学技術庁にはいたが︑今

メーカーのやり方もよく見てき

開発ともからめ慎重に進める︒
までは外側からながめていた原

いつ︒

水戸の対地射盤場の登問18のコルフと小唄・家懸㌍
徹︑K︶

夫人と二男一女︒四iκ戴

措磁をとることにしたG▽第二十

子力に︑本格的に取組むことに たという︒原子力も出爾技術導

︑

ﾁ離礁糠

なった︑厳任早た︑会議物議で忙 入が中心なので︑その二心に期

という式囚さんは︑科技庁

しくてあいさつにも翻れない状
ﾔ

長篇冨房総務訳畏から中川中次
長のあとを受けて縄任︑掘分政
搬課長も兼任する︒原子力船︑

待かもてる︒泥鼻さのない︑容灘開発費用の政府負担攣は日本

地轍整禰︑工AEA康蕪紛会な
どが当面の岳な損当テーマ︒

どを経て昭和三d九勾科技庁へ

しに︑環需穏︑戦後通が霞︑群 は勧極細に取綴み︑人の話をよ つたことは悶題て・政冶的臨膝
折寮定本蔀︑外勝顧︑通産貧な くきく︑器用に諭切って行くと が必襲L摺摘Q

きたQ昭狛二十八年から三三ほ

たこともあるQ戦後の曲事の中 の課題は微妙たか︑建設省や地

と︑二鴬霞届冨でタイに曝在し 題︑uめり︑原子力施詑地儲整傭

日本青写真株式会社

東京都中央区八重淵1の3

このたびト1木原子力薄肉会議より第3回ジュネーブ会議
論文リプリント業務を受託いたしましたので、御用命を

東京瓦斯株式会袖：

新

︷

．巾賎詞

酸化ウラン含有総約四十ナの予想
鉱鎌がえろれた︒また土

付近⁝．﹂大現罪な鉱旅を発見した

が︑これは今後飛躍附に発展する

見込みであるから︑将来は揮界
的に汝いといわれるウランにも対
抗できるものとして︑ここに盛点
をおいて開発を求めることになっ
ている︒

門委慮会は︑放射悦物質の海洋投

を設けることとなったが︑この膚

ジュネーブ論文リブ．リント

TOKYO

業

︷

炉の操民話巣の置鼓は次のとおり

県境を越え︑持取里下に京で延
ひるかもしれないもωで︑種馬

海洋汚染対策

．野

事くみ︵齪日日藤波取氏︶は轟長月十・⁝
昭弗†七年九月崇大払学部政
甕
端罰なンェントルマン︑スマ に比へ圧鯛的に尚い︒科妓庁予
り
八日午後二士か6映藤会罠霊て開＝ 治学秤を鄭柔後︑陶工混雑振出
iトだか冷たくはない︒物事に算か本年九・二％ののひに止上

重安協・理慕会 ⁝
⁝
原子力宏を研究協会の第八圓理

⁝ 委の設置承認
捗唄探鉱して︑拍定鉱縫て次の埋
瓶量が凋明した︒

山彦鮒十万ゾ︑酸化ウラン含鳶
磁約九十五ナ︒

歎観穂落翻鋤瀦煎こ⁝
40葬農研究掻動では︑海洋汚染

万八千CPM︵推 いて審議した︒

よた神αの乗る祠四♂質ケ谷の

試轄探測では

冗品にり・鳶％︶の副題体を発見

葡製触後地区て長篇晶位一万分

対策暴碓調査専門委員会︵仮称︶

の＋﹂という縫勢な鰍唄四カ所

した︒

、，l／

産

力

︷

允表によると︑この鉱鎌はいす
である︒

県境地爵︵十二川地区︶で戯戯

万分のゐ以﹂の︑縦折的に

の人形鯨地謡内の岡山県側鳥取

翫偲疋伽脅蝋は白︑一十編刀・ハ千・ソて︑

のものは除かれている︒

投訂した母堂︑鼠知鉱体から北

れも
継が品位のものばか皇．・︑儀贔位

Ψ均晶鮮はヨ刀分の＾輝瓦︑含お

西力価に派生yる新鉱体を発見

て徴八ナであるゆまたこれにボー

績は酢化ウラン︵U308︶にしした︒この鉱体は北鮮に延びて
リングによる．︐想鉱量と鮒定鉱犠

の念向猷は十五ナと

鉱量は⁝．甲刀・轍鮒ナ︑酸化ウーフ︑ノ

で︑平均品位は十力分のム†二︑

る︒

左命﹂した総執は四白補万一一⁝千ゾ

訟白砥ぱ乙千κ十︷ゴとなってい

②倉茜地区内の神倉盟鉱休を⁝

ゼ53れてい一

て︑醜年腱に比較∵・㊧と鉱肌で七
十二力二ぜ雫ゾ︑含為目璽で一一十四ゾ

の増加になっているQそしてこれ

甲各鉱山別に磁佃と上の或の還
り︑萌年麗に比帆した鉱敏増︵カ
ノ善玉は含脅紋の増﹀は人形隊九
ね・蝦蟹︐ン︵⁝∴十一メ︶−果郷ム十一鳳

千ゾ︵四四四ノ︶

力五千ノ︵十一沖滅㌃小圃増益な
し︑央溢圧力
である︐

らhω昭勲．蟹田勾四月以隣の擦
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原子
昭和40年6尾25∈∋

琵琶

の御用命は当社へ

お待ちしております。なお、価格は従来通りであります。

聞

獲繋＠影の叢羅漢歩號

GEが軽水炉に応用
アメリカでコンクリート圧 力 谷 器 ︵ C P V ︶ を 軽 水 力 に 用 い る

メリカが援助する形をとっていた

建設討燗のみであり︑凱としてア

の×・ユーラトム勢望は︑允屯炉

原子炉の大型化にそなえる
ようとしていることは︑全く薪しい動きであり︑隙イ炉の大型

ための開発が選められている ︒ ア メ リ カ が 軽 水 炉 に C P V を 用 い

鳳子

の生配競争をさけてきたが

インドはこれまで中悶と
インドは︑現圧たしかに厭爆を

いQ

のためにでンドの科著茜達は︑ト

ン

リウムをウラン鶴に変換するため

︑

のストノクパイルがあり︑毎年十

には現盗︑プルトニウム胸十♂．伊ノ

している︒さらに次の腱階では︑

︵GA社製︶にはしめて便われるも 爆弾

建設する予冗の高蹴ガス冷却炉
つくる能力を持っていると見られ

二4のプルトニウムができてく にプルトニウムを使う方法花側塾

ようである︒同炉のCPVについ最近︑科学者達は ピースフル．

♂

爆発妓置なら少なくとも六ヵ月と

ていない︒しかし

やったか︑インド政府は平和三三

とにかく中国が二回の楠実験を

原子力譜画の基礎爆料となろう︒

いる︒このウラン鰯はイントの全

ウラン捌尾使用することも考えて

プロセスでプルトニウムの代りに

トリウムハ冒ウラン儲に変える増舶

士は︑インドがひとたび源爆の生

嫉からすれば六ヵ月ごとに核実験

︐が必要で︑現蔵イントの生産

配卒撮めれはわずか⁝軍でつくれ

ているQ原子力委呉艮のバーハ博 るQ核爆㌔にはプルトニウム約五

つくろうという隙見を表明してい

ると論♪ているQ躰棚用の小型咳 ができる訓算であるQ

ポソブ と呼ぶ小鰭核姦商妓勲爵
て︑GA社では︑フランスのCP

V技術を開拓したソシエテ︒デ・
る︒この

ピースフル︒ポノブ

グラン・トラボi祉と妓術提携す

設に使うというものてめるり

幽するために︑あるいは4ムの建

これはインドが核爆発のできる

インド︑平和用の核爆発を考慮
のことQインドは核爆允に必要な 発長期♂画は核燃料としてのトリ

ボノブ

しかし本来のイントの原子力開

証しようとしたものたと見る輝き

ドのケララ擁岸に広がっているモ

ウム研用に同けられている︒イン

能力を持っていることを胆界に実

もある︒ゴンドは平和利用の手製

学薔千人以上が原子力研究に取り

核燃料と頭脳を持ち︑インドの科

きぬ箏実があるちのと江Hされて

・

千諸︶があり︑この周

鵜

ントラル・フロセノケーへ記憶谷

の一口副算灘て︑中央に一台のセ

いる︒

ナザイト鉱には︑五落万ゾのトリ

の考えにはなにか否定で

ピー凶フル︒

︸筋というこれまでの政策牟変え

いるが︑やはりたとえ平和のため

は︑縄料三楽⁝闘︸口六十四本のうち

二二本が取り替えられ︑このうち

米丁ークリ︐ジ国立研究所の浴

米︑溶融塩型実験
用原子炉が臨界

ト鳳ンベイの原子炉︵ClR︶ ウムがあると推定ざれている︒そ

囲んでいる︒

たけにこれを便うのたと強調して

に脅威壕与えることは否篤できな

といっても︑核爆元によって隣国

して燃糾要素を袋入あ0いは取り

械は二十六研の燃料チ瀞︑不ル卒通

九十六本が皿型︵一・八三％濃

一平方弛当り九十五鑑︑摂氏⁝⁝．曲 紺︶︑薔四本が斑一17翌︵二・一二 融煽黒鱗減迭型笑験炉︵MsRE︶

出してできるもので︑原子嫡圧力

澱十一二刀

とスrスのcERN︵欧州瞭予核

米︑南アからのU

以外でち数台しかない︒

無同酬究所︶のみであり︑二子力

バーター輸入申事

BNL︶に︑増

アメリ々は海外︵︑余老農撫物を

大する原子力と関連科学技備の二
世に凝処するため︑コントロール

コンゴからゲイヤモンドをバータ

．データ社製のCDC六六〇〇
輸出して︑南アフリカからウラン︑

CDC六国OQは現在㌦は最ー
大輸入する訓画遂とりやめた．

︵写轟︶な導入することになりた

閣

ノリカのローレ〆ス孜射螺硝三所

〇を所臼しごいるのは︑同じくア

原子力薩関でこのCDし八六〇

ことができ．り︑

て︑同時に多数の閤題を処理する

囲にi台の鋤ザ讃算齪が二言され

一日臨騨に達した︒城出力一万K

が︑四年闘の建設作為の後︑六月
イで徹凌したもの︒現在の炉心に

ム七︑ベリリウム︑ジルコニウム︑

Wのこの炉は︑鰍滑としてリチウ

四％︶で二酸化ウランをジル野暮

現在エルランゲンにあるシーメ

は︑また一九五九無の十月十五日

度で運転申使用できるもの︑

ンス社の耕しい研究センターで試

に初めて臨界に達した時の1躍の

イク

分裂生成物の取り嬉しなとであ

燃特要凶の葱隔保守力式︑ガス沃

信頼殿︑材科の腐食抵玩︑弗化物

の叢蟄画陶は︑構腐朽職の長期的

待卒がけているものである︒集険

ル使絹の填中牲チ増触炉として捌

研がウランートリウム燃口

浴融塩炉概念は︑オークリノジ

ウランの弗化翁融撫が純われる︒

験中で︑臨くカールスルーエで建

農中のMZFR︵重水減速冷却シ
Pルカロイ叢誌燧排のうちの九〇
WR︶に取りつけられる予定︒

なお同質地所はこれまでに約四

％が残2ている︑

著た今年中に建設が始められる

放射性物潰の輸送︵睡上︑海上︑

改訂規則を発行引触

放射性物質の輸送

十一下五千万KWぷ禿電した︒

替え6れる評議をもつ原子炉は服

炉︶にも同様な袋羅をつける予定

予定のAKB︵五戸減遮ガス冷却

二つ﹃あったが︑ごの新しい燃料

鉛ガス冷却炉とカナダ翌煎水炉の

した︒今まで運転時に燃料が取り

ふえる恥の蓄積

るとともに︑SEEE挫とカリフは運河を切り開いたり︑水路を開
ールニア州のラ・シコラにある研

参獅︶

究セ︑．ノターで実験中である︒︵ 時

のことは

原子力平和利

が︑交渉申のCPV讃画は︑フラ

ハンガリーとユーゴはこのほど

ユー︑篇・ハンガリー

用協定で調印

化︑高灘混旺化に対ザる鋼製胤力答盟の阪際を堀服しようという
ンスが開拓した技勧を導入するこ

る︒

画においても新しいケースであ
鳳子力平和実用に関し協力するこ

衣われともみられ︑注廓に魚しょう︒また︑最近のアメリカから

レクトリノク︵GE︶瓠は︑米・ユーラトム研究開発譜画︵一九

の桝報によれは︑このCPVについて︑アメリカのセ憩フル・エ とになるので︑米・ユーラトム副

五八年九月調印︶の4㌢しに︑フランスと共同で開発する坐渉を行
ラードで開かれた両国の遅済︑邪

CPVは現在︑フランスおよひとで合意した︒協定は捷近ベオグ
イギリスのガス捨邦炉のみに使用

なっているとのことである︒

ド州のパブリノク・サービス祉が

学︑技循協力委員会の醐会含で漏

力でその強肢在失わないように保

削された︒

GE辻は現在︑アメリカ腺〜力 永め︑大塑CPVの設訓と製作のされており︑アメリカてはコロラ

ナ訊⁝卜︒エ︒デクイブ

GE社は︑コンクリートが融応

教員会︵AEC︶の資血でCP
Vを開発することである︒
力法
エテ・

を開発しており︑フランスのソシ

運転中の燃料交換

世に郷愁という敷附があるが︑

能にする新しい燃料装術機を開発

鑛蕎水型炉用の装置を開発
凶ドイソのシーメンス挫は︑水

永年住み慣れた土地を離れると

取替え装蹟は濁圧タンク型で璽直

援灘をつけることによってKWK

である︒同抄の児薫りでは︑この

燃桝チ

ネルをもつ水型炉に適朋

できる世界最初のものといえる︒

％は下げられるといっている・

る︒笑験炉の建設費は三白乃競︒

米︑BNLに大型
電子計算機を導入

・

ブン国立姻究所

員会︵A鷺C︶所属のブ乃ノクヘ

九六〇年IAE短 アメリカてはこのほど隙子力舌

トープの工轡型弔について二十五

よた王︑E点では︑先にアイソ

である︒

礎︑囲際輸送にも．魍穿てきるもの

ている︒また︑国内法に対する盛

の関税︑肇故予泌策までカバ⁝し

輸送︑牧射性物賢を取り畏う場合

ホ包妓したものの試験方泌︑貯蔵︑

この改記現隔ては︑破射姓物疑

のである︒

たが︑このほと改融三百されたも

の不都合な点について晦費してい

監礎にその後実際に適用した揚土

によって最閃に免行されたものを

この梶則は︑

︵工曳E︑︶不部から出ざれた︒

ほとウでーンの圃際原子力機関

航空︶に関する改講規則が︑この

当りの晃鍛コストは少なくとも五
ジーメンス紘の譜では︑この鵬

前年度よりも19％増加
英のRl販売高は年間五四〇万ドル
ンターは︑豪もなく運転にはいる

なお︑アマーシ・︑ム放訓化掌セ

特記囲的用のフィクロト嶽ンを便

イギリスのアrソトープとトレ

月末で年間二酉四十万が︑腕律度

っ♂︑中性子欠損アイソトープを洪

ーサ用億合物の量り上げ隔は︑三

に比へて一九らの壇舶となった︒

ソトープ生当用のために護計︑運

一のつち約五五％が八十五力困へ 給すΦ予定たが︑この控騒がアイ
の翰出郷あ萄︒

莫AEAアマーシレム放射化学癒されるのは︑初めての￠と．
センターからの出荷の半分が羅学

米︑ドレスデン燃
料取替え終わる

、ふ

マン︵SEEE︶社と共同で軽護
水する畝紬赦材を開発し︑一方︑

画巻米・ユーラトム議画のもとに

なお︑アメリカはこのCPV謝

製作を行なう罰画である︒

炉︵BWR︶用のCPVを開発
S封
しEE社はテスト容器の設副と
たい趣向のようである︒

こ議剛 の 謝 擦 は ︑ 絢 蹉 十 五 力
がの費川︑一一年六カ月をかけて︑

輌名てあった佐渡は今や銅山に

型炉の燃料取替え中連続運転を可

変貌しつつあった時てある︒戦
きは誰でも程穫の欝こそあれ一

CPVのコードに必蟄なデータを行なおうとしているが︑これ康で

争に突入してから金の必要はな
応その感想を抱くことはやむを

一96A−Q6Aーム

産

くなり︑これに代って銅の要求

何し

の印象は長いわけがない︒にも

学一花生であったが︑尾去沢で

で生れたわたしの長男が出蒔小

螂愁の因︑﹂はいえない︒尾宏沢

しかし年月の長短それ三体は

かろ︒

葎にわたる鷺筐の地であった

けて票w三二焼出されてか・2一十

ろ大言には昭和二十年戦災をう

何がそうさせるのか？

侍まい︒

主上命令が下り︑わたしは大正

そこで国策として南方開拓の

は絶大となった︒

はたいまい月十四円であったと

記憶する︒もちろん繊嫁で象賃

終点臼近であったと

灘羅⁝
プ

子

原
の経嘗にあたることになった︒

ヒ年五月比島ハラカレ地区鍋山

で月五十円であったか・ウ家賃に

ところが赴任の途次南支郷海で

死に〜牛をえて内地に
3一き揚げざるを怨なか

一年闘滞圧して内地に

ったが︑再挙を副り約

帰遡し大宮構究所に勤
かかわうず客年に転心して蟹深
い尾蓋沢が恋しく︑羅虫沢に帰
ると執拗にせが玄れて函つたこ

秘語へ︑残り半分が医離研究も含

一膳ξ摺
トレステン撫子力発大恥魚力

センター所長のW・P・ゲロブ氏

め麗業と研究彫に向けられた︒同

る供給者があり︑競争が激しくな

はアrソトープとトレーサに対す．
㎜
る世界市場には︑現蔭五十卒こえ

註︶を分折調査しκが︑このほど

国からの報帆︵〜九六一丁度集
R︶は三剛力隣

という凝

アイソトー

日

⑨

ーーー﹂

株式會

幡製

罵︶︒入批当時の月給は大学繊

三十％近く払わされて偲罪かっ

居

咽た︒しかし一卑もたたぬうち社 魚鱈攻繋をつけ大洋丸賢件で九
宅がでさて引越したかり実質的
には負担が少なくてすんた︒新
たに建った社宅は︑大帽線戸越
駅の近くで田畑に囲求21た閑静
な土地ではあったが︑鉄下大井

務することになった︒

以上はわたしが三董
琵飯中の場所勤務の閲

愛は環境からくる心理的要因

とを繕えている︒

が郷愁の累をなすものと思うQ
大冨から茅ク騎に移って︑これ

かろ何年生きるかわからない
が︑茅ヶ騎に対する郷愁は他界

ってきていると指摘しているQそ 二十一万KW︑13

これを卜い豪とめ︑

れにもかかわらず麓AEAは︑将の燃梶取り替んのために望月二十
八日から九趨間いが停トしていた

○一︸

来の兇顯しとして集閥

題の蝦厳器を発行した︒

プの工業租用の樫研性
開始した︒へ︐曳の燃彗取り梼えで

が︑κ月一㎜十九田から再ひ燃鍛蟹
いる︒

五％の売り＋げの瑠加卒一期待して

（352）1コτ1；乗こ代二

艦工揚の煤煙には悩玄された︒

ここも一隼足らすで尾張沢鉱︑

醗であるか転々六綱に及ぶ転伍

山に転勤を命ぜられ在勤七年間
に及び︑次は聾野鉱山であった︐

っきものであるが︑会社側は鐸

験爵の手で工費をもって取0運

である︒・ての都度引越し騒ぎは

んでくれるので本人の賃担は少

ここには五年おって昭和五年東

新一砕に及び︑ナ地佳亀を求め

なくてすんた︒ところが今鳳茅

屈本店晶めとなった︒典以在住

てここら辺で根墾おろすかと思

ナ醗に引越すについては晩年の してからのことで今は問題にな

いきや︑劉然として佐渡鉱山転

ことでもあ⇔慮退の身でもある

らない︒

任を命ぜられて妻子帯同赴任し

︵萬橋幸三郎︶

一

たのは昭和十六年八月太平洋戦

詫

ので老人の薔労は物心両面で容
蜀ではなかった︒

宿

多鋼

を

の

窪翻

伊勢丹

新

㊥

転

争勃発の直前であった︒

世漕騒然たる中に金山として

〜

な

第325署
締ーーー

楽じいお買物の散歩道

昭和40犀：6屠25∈∋
新

業

7

第三種郵便物驚｛可

（3）

1構造用關形鋼
H基礎杭用開形鋼

聞

瓢一

謬

米原子力産業
会議セミナー

腺ア力繭船閉発 の に ワ 商 調 戸 と 暮 し 一 概
旧チ2つのは琳与警たへのであ勺か？

な観畷か⊃みC︑い3凶〜力商船の闘光に

率か褥られるわけてあ勺︒コノバ

うなわち︑これによって職い葱働

得るということに起配している︒

下資ムに欝づ勺蝦酬電胴いるへき

経済帆の醤断の熱肇としては凝投

ないとの反論かなされ︑星本的な

もニューヨーケとゲノフラノノス

アメリカノ・ハワイアノ・ライノ

蒼就航さ珪勾こと癒ち几てるり︑

ら極東への航路に四聖の原イ力船

斌算の漁果ては先のイスプライ

船に黒い関心搾︸示してい螢︒

コ間の高速力の漉岸飢路用原︸力

てあ勾と工学されん︒

こ九うのよ張者は鵬速篭工力麟

クトな騨子力船ぽ機眈的にこの種

の業砺によく含致してい勾Qよた
に﹂って集められた劃増運賃機物

ヒノの場含︑三十弓の原ア力船四

によって得つれる収入ぽ︑揃い初

隻は少ない飛組転圧て燃馳に方叫来船論戸

その他にも燃料の重量か非甫に少

しぐなお余りかみ勺と指揃した

期投下資本によ勺支出増をカバー

なく爾馬力当りの載貨能力の増撫

行なわれ．萄ことによって運航費の

をもたらし︑連騰か少ない隻数て

収の増加と︑国際収支の改血に役

これらの高収益か国に対つつ税

来船とほぼ同じ藏岬坐もたらす

迭原譜力船は投下致本に対して在

冠の∬事をつ勺ことかてき勺︒漉

節減かもたらきれ勺という利やか
あるQ
立つことにな勾︒

オん政櫛側にとっての利益は︑

の現金欲海は欧F力給の方か多く

船の醗旧期間を落しての収入トル

R︶と在汰の油たき方式船舶の雀

試算か寓されてい萄︒3なわ緩い

な勾︒

くっかの海外貿易厳烈にめトニ隻

当りの運航篭工金のπ晦負担の減

ご紬航﹂勺余地かある︒アメリカ
ノ・エクスナ⁝卜・イスブラノビ

必要な残蕾痴の齢入減はアメリカ
の国際収支改善にも役立つ︒

てい勺二卜磁級の臼本およびノ連

高速貨物船の時代に備えて

建造には今が好機

ノ・ライノはアメリカの東薄︑片ひ

少壱もたろ争︒さうに油たき船に

の原論力船か十分競合可能な餐偉

濟性の比瞬の研究ては次のよ︶な

最近の瞬騎﹂力捲進方式︵PW か︑鳴接費およひ隠田償選のため

原予力船と在

来船との比較
臥子力舶と在堪の曲たキ一給との

いては二つの騨奉陽なアフローヴ

経済哨な月齢についての胃論にわ

か行なわれた︒その一つは輸送瀬

一つは投資に対︑う勺浸酬てあ稽

物iノ当りのコストてあり︑︾︐

の儲田席者は鰭酒コスト中にぬ
め勺燃4費の議合かきわめて少な

いことをゐげ︑利胴可舵なR＆D

費を原了力推進力式のm発kり

ヒミラーの期間中に幾人かの参

の簡船隊によっても二河のあ．萄程

も︑輸送コスト中て比跨的大きな

割合渚占め旬包捗︑何扱h陽解に

加石かり現在の原子力船建愈の好
機は隠目的江ズープノ・エノド

したがって︑アメリカはすくにも

展か寧われるこヒも予測される︒

超
力に敏感な貨物

アメリカの海運業蕎は現在

物1またそれはコノテナー利用 と︑またそれは傘く輸送コストの

でおり︑したがって外国の海運よ

セノウム蝦︵十卦レrユリ⁝︶を

守︑地表か2一折の醐さて柊酬 はかってい0︒測几には緑源に

い︒また近い浮沈増強か予定され

ぬづ萄ときの凋落の凝翼に﹂っ

銑つた敵乱逃避ノマ緑密旨司と

九た収益ハラノスの囁にふれてい

ご雪の嵐︵野認には饗の水当

要理トキュリーの㍉融左善き︑

器！溢＼ものと︑一儀の尚さに

中蟻づ水分副︵線瀞ラトノー

銭︶渚測勾ちのて︑一種の厚さ

地一ゐ眉のところに紛出緊を麗

日てもあ⇔Q上来は︑現地に劃

る一種のぬきとり緑血法てあ

嵐分か︐久携の石灰のば図画め

勾︒こ3／は2て中下生力と協力
研究な軌けている︒

火力発電所酌池の重出地盤改
艮工罫の改艮効果田遭にも︑水

分副︑淫蛋aか応用ご瓦︑かる
りの葡果壱あωてい⇔︒このほ
か︑中塾＋取分踊巻利用した箪

阿＝

桝闘彌

鉄鋼且蕊の

︑曝難

﹁

一﹁

丁子力船の謝画花虚めてい筍︒ト

﹁

イオ河附にノノヒノクポート発

に耕かある︒

この発戯所はアメリリの原子

輔

k−3もU前に︑︸尾五三軒鼠間

ｮ劃

アユケーノ・ライト社か︑⊥

との協同建設て作ら3傷たものQ

地︑在来機器と︑婁員と芒iの

賛金層提供し︑AECか原子炉

メリカでの発載酬建設の調戯と

力平禰利用の先駆﹂いえる︒ア

船に澄して課している廠しい睨田

一

一一＝

参加だの闘てはまた運航業蒼と

㍍は︑配遼きれるたろうとみった︒

輯

BRの技偽的基礎を作った︒

聞始︶︒改良娠一月としてのS

発難は舜力KW︑本図万運転

は第二炉心てトゐ力KW︵押し

ンケノト部よりなる︒現菰

一r部こ天外ウラノのフラ

W︑九〇％艘縮ウラノのノ

炉心は︑電気出力の六万K

几万し奔運紘に入った第一

ノト型といわれるもの︒一

殿に噂⇔ノード・フラノケ

以俵のPWRとは肉野趣を

設隙したもので︑ヤノヤー

れて魯いて陸唾罵に改良︑

の陶子力発蹴成功に硝激さ

績のあったPWRを︑ノ赴

原予炉は原子力措水嚢て実

して︑よく引合いに田される︒

れは現在でも協力形式の一つと

気左購入する形をとったか︑こ

よび国際的な規甜機関か量子力繭

謄齢一＝

なったAECの発電試農相計画部分四日碁を魚撹︑電力側か．槻

柵

必要てあり︑当画アメリカ原子力

た各毬の闘乱点を強堅す勺ことか

委興会︵AEC︶は︑舶用炉コノ預血条占に対す⇔賠償貢難業袖の

あるか︑世界のいくつかの凶ても

イノては一九ハヒ年の肌航之闘稗

筒速貨物船の新しい鋳代に傭

もし近い将来において適切な舞子

ーiオノーのrベト用施設の無 門魍か田翁力商船の開発にとって

とて強厄の一致亭みた︒現血陸上

大きな蔓物となっているというこ

炉型式の利用についての毎歳かて

の鱗氾乃行なってい押し︑B本も 識弄念も﹂画こ険討中ぐあ勺か︑

に鉱石専用舩オノーー・ハーノ暑

これは卿．﹂力舶の渦洗こ餌汀して

の二つの努力は鍛接には餓びつけ

原子力海洋観測舩の一夏之決定し

炉に対してはフライス・アンタ！

られ筍ことはないか︑墳写に助け

行なわれのこ二にな︸︑oたろう︒こ

メ︑ノルウェー︑スウエーノノも

ソノ出てカバーされてい9醐題は
原斜力船の建愈副驚を持っておリ

合う賑うな方法て関延∫筍ことに

産業界と政府

現白の一つの人さろ悶題は二王

の協力かヤマ

のイニノアテープと至重の解任の

船の葦戸機縁に潤用心能心原．﹂か

罪と協力絵画は曜饗麗側か協力の

しく︑原子力船も影響渚受けるわ

いて︑フライス・アノターソノ法

けてある︒づハノナδの月一イ除

は脾．﹂茎長麟には趨用されないの

て何らかの迦切な財政用俘趣粘置

か早魯に必要とされてい旬︒

このような保獲はブラノセル協

定によって与んられるたろうか︑

これはちともとアメリカか妃浅し

九ちのてあるにかかわうつ︑海軍

い荒い︒翼壁これに氏⇔区々の方

孔タノレイ教授によ︑て薄運猶局

式かノ﹂⁝ノタウノ入﹂二子部の

のために検酎されているか︑一部

後に網題の解決ゐ容易ならしめ萄

についてち論しられた︒そして最

に貞任を持つ入々は斜脚の初期肢

ために︑原子力商船の今銭の開尤

の織縞機関と緊密な協力を行な2

糟に細いて氏ECの規制部その他

ーーーli馬ほり一6一

へきことか論じられたQ

鮒犠編

◇

一AEAの専門

◇ 韓国

家の一行が到着

1︑1︑︑殉門家の一行か韓国の

ノウルにこのほと劉肩﹂た︒一鷲

は韓国砂肝の招毒により︑原．一力

の敷地へ選走つう手助けを直な︶

発匙フラノト︵吾澱卜万万KW︶

一行は韓国側の燦門蒙と一堵に

のか目的である︒

それξれ地酒字︑水文学︑気動ゴ

査づΦ︒宝た技量的解題について

地磁ツ上の状況について敷地ノ調

一九山ハ一二薙に・圭短BAか一諺韓

も調へ⑳︒雌国の腺子力発償彗幽

国へ鞍置さ3馬た予鮪調査雌の綴登

は︑

なわ＝汀は今月の末藪で請寮︐

にもとづいて湛めうれている︒

葡予定︒雌没の艀穂地域としζは

ノウル︵舞紙︶一4ノチコン︵

カンマ線源に使用

砂 カナダ命

すみ鰍糾を研究中

側めぐいろ︒ヵナタのプ

力︑マ転︑として佳用︐

カツ々ては隻用づ与鰍詳わ﹂し

筍捌玩レ

⁝廃窃物

ーノ＼ル漕土ω話㌔ほ︑黛慧

コールリハi障ツr力研萱所の

覇か52取り田ざ馬印伎用プみ弼石

町六カ月間冷却尚照した纏︑低放

射能カノマ線みとしご禰用しよう

ロイ臥撹鮮君未ぱ胸五目九議為リ

というもの︒︑削屈側威後のノ乃ヵ

ーの放射龍囲もち︑処融融設への

一．

〃と暁鶏てきるものといってい

肩てきるのて歯触購能コハルー蘇

遣げ戸口行戻︶ことは原口力入船 芳ウ

てはアメリカかこれイ疵愛し︑関

ことか弥く主張された︒この冠見

振⊥のあるいG曙⁝の丁殴てある 輸運航︑二甑封入もとの賢胤か軸

の参加菖かり︑フラノセル協定は

︵へ禰︶か殉年選定εれた︒
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ノ連はすてに砕水吐レーニノ瑠の

蔓物紛との対口上油たき船の愁造

韮オ

て原子炉の仁韻度︑々全哲︑長期

なO／oへEGはこの施設にレ︒っ

ている︒央飼︑＼ルキー︑オラノ
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された︒またこれらの慧見てはサ

勺として陸L凶型炉の讃︐臨か﹂擬 に海感竹故当局も曳￡Cに灯して
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いずれにしても︑健全な円劇を

椙罫鮒とすへ港対象か明目にされ

海運某界の氏ムは︑産量界と政聴

たご勺削にまこれ2の闘題目含め

してい・徳

の訓紳も戯要な悶題であ9L摺虚 渚求めつつあ0︒これと関領して︑

ハノナ号の罷rによ︐て︑粟組
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口 用選考術に焦点

唯一の鑑戯してい勾限子力繭玉て

ア定されてい今︒
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改に紹介︐⇔串邑子水分踊沁

功してい．勺︒
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ーの見劇旧なh．ろいは︑アメリカ海冠の臨
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海逓の能率と能力竃改壷2るため
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奉腺子力学会の後援て糊口午前十

米原つナ照門委圏貝長など六氏
旨本腺子力κ黛回議はこのほど︑この秋東以て開かれる国際原

子力機闘︵IAEA︶の剛臆附総会に関する付帯角割の︷つとし 断かる午後四身三十分まで開催す
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︵毒
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縦胤茜のための口口てあるかる︑

ンは九月二†麟の講翫倉終．﹂後︑

そのほか行饗弟三のレセプシ謀

∀アメリカ丁子力委負錠

グレ

食品照射懇談会で講演

瀦

ガス論叢炉ウ用とみられてい

＝たコンクリート焦力二三へCP

ナス十戚一秒の麟沁．回時講欲回瞬

︐︶な昌幼率が碍ら瓦︑偶奄踊致は

を採用したことによって︑このよ

葱︑プレストレス︵PS︶工二

墓

．︑と︑撃力発達等々椿奄化︑圧力舞によ．織効﹂
ーー

罵戟柄みなとか︑これまでの是轡

低工争ルギー・べ一㌘綴を高繊度

生︑﹂あるゆ
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︷

目幕放躬性回位元糸協会︑日本

密封線源取扱講習
会の受講者を募集

低いパリスまで拾い出量．⇔︒

i ．

原子力混染公議およひ田水非破壊

諏安全取扱講凹血は七月二十六日

換蒼協会の主欝する第七回猛封灘

か12凶日闘神か川県工熟試験所で

県の後摂によって開催されるの

科学技術15︑通繭κ凝省︑神早川

野洲の対象は第二穂放射課飢伍

で︑受講生を募集している︒

蕎で︑雲集妃員はAコース︵講義

者程度の技術を凹得しようとす・40

のみ︶六十藍のd白二十猛であ

と笑期日︶轟ハ十二︑Bコース︵講厩

線n二二犯選協血調二二究郡九四論ハ

る︒なお︑厩講申込先は日本一嚇
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トけ朗占で三十cPm︑緩者で二

＋︹p㎜の数値にすぎないといわ

穿
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これは︑三十N︵三×十のマイ

い

︒

蜘

芦ノ浜の解決流役立てはさいわ

調査は田翼でも葺しいという︑

沿湧での︑こういう大がかOな

ないことがわかった▽一跨の尭

向さ︑速さにはま詩たく陵化か

なれると︑海択の沼目や・旧れの

から庭は六百ロ︑答は九白管は

たちの▽それによ．つと︑放出綴

9近で擁水蔽農の変化亭一驚し

の協力ル．得て︑冷却水の放出口

その碁主の中部㎏力か聞内隠力

五力KWの火力危由所があり︑

︵わわゼ︶︑ここには出力七十

︐戸ノ浜から酌曲⁝二十颪ロの尾鷲

査縞梨か出た︒調費の潟所は︑

Wこの問粒でさいさん一つの調

がh冒するという駈訟かあるが
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繍碑轟縞織瀞
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輕門調氏団︵仮称︶の粥成派燃袈
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椙当異なるため︑わが闇も独宙の

法的三重ぷσえているが︑囲情で

すでにアメリカでは照射食品に
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照射したものによる実態纏果であ
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の規制もあり︑防除対燕も敷かれ
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とこるが難射食品の五趣輯につ

薄化という誘起姓のものがあり︑

れないならば現自食用してもかま

しかし︑照尉によ．勺危潟の可動

て明らかになっている︒たたしこ

ため必園に織してL那からマニプ
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にす．勾ことにしているQ

浅羽二曹のために開催す

なおこの講演会は内外原子力関
脇者と
るものてあるが︑参加押目は整理の

いる︒

ために登録制へとることになりて
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い︒︸た磁学先の技酌提携の財団

原則として日本入の参加は認めな

で参加者を限定することも匿えら

実軸汀事の鵬．一である憾学血

れている︒
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し︑二本の特徴ある産塒の実蛸を

ないし四コースを選出して実施
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の他の観測向けの廷搬には大嵐な

さいが一戦機である︑一山機から

といえよう．舶用炉は出力ζそ小

仕欝たが︑このシリースはそれに

かり易く説明するのはむずかしい

全署任をもたせるというのは︑原

の国触において︑業者欄に盤鰭の

対して公衆が漠然と抱いている不
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分が五八涙雨たから︑糟体は十九

安になってしまう︒これに匹敵す
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うえ八月十五U突でに本人に通知

ば︑選考委員会で採否を決定した

囚になったと齢られる点は︑国舷

放射線防護短期課
程の研修生を募集

しているものや︑これから従事し

以上に知的におもしろいからで

田本源子力研台所ラシオアイソ

七月三十一日まてに

原研密封線源コー
ス募集締切日延期

もはかられている︒

内に設備されてある宿舎二葉の便

ある︒また濡望者には︑放医研構

研修な自身の負掩する経費も着干

かし見学費︑食費︑光熱費など︑
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うとするもので︑受講椙は旧恵門
学校か短大を卒癒した程度以上の

識と実務上の捜術を習欝させよ
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もいわれている︒

が︑臆績り増の一番大きい原囚と

Oo巨導壇①づ︒鴫に擁する要素

なる︒？ホー原チ炉の場合には︑

ての国事にから︶︑ということに
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したのは昭和三十七年九刀のことたが︑それから三年足ら
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