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針とすることを明らかにし︑園産
講ずる︒

謙を婁けるなどのような助成銘を
技術の公開

郵入捜術の上に国

用での遍切な配趣も希望する︒

KWの源子力発電所建設を閏の力一メーカー聞の簗者協定で政府の保︷藤化促進を阻害するので︑法の運

化のための問題点解決に必要な資

寡助成を受けて狡術改良をした場

以上にのべた諸方策のうち︑試

禽︑蘭罷機密以外は公開する︒

作瀕発費︑危険負担費への助成金

一二︑建設される喫諦炉で︑国内

国が試作開発費または危険負担費

制度は︑日ホの襲仔法令下では実

メーカーによる設誹製竹に対し︑

を助成する総轄を作り︑これに応

現にかなりの田難はあるが︑原子

地帯整備で地元が
二つの報告書作成

茨城聡知嘉賂問機関など

原子力施設地暢整備について︑

れた︒すなわち次城梨知甥の諮闘

澱近地元で二つの報佑書が作成さ

疲辺覚造氏︶は由ハ月二一十・五日︑水

機関歌城梨原子力軍議会︵委員長

戸市で開催した節三同齢豊里で岡

難離

H ：MICAL CENTRE：

捧的には次の三力策の実現に努力

一︑口本の特殊事情に逝製した
募したユーザー・メーカーグル：

力のような新技術をわが囲に定飯

男氏︶でまとめた﹁東海地駆原子

会の地帯郵備部会︵部会長後藤武

方東海

力施設地帯整備一本説醐﹂を答誠

決定し知恥へ報告した︒

職iBuHeti11送付致：します

金ル助照することぶ希望する︒員

プラントの設訓建設のため次の開

ーザーが進んで国内技術を採用し

プに集中的に助成金を黛付し︑ユ

な助戚か必要で︑現行法令にこた

︵委員長川爾政一氏︶は独庸の調査

村議会の地帯整備調査二野月影会

研究を報班一義に作成し︑轟ハ徽月二十

別調製も致します

カタロク並Te

きれたい︒

雑踏にち駕籠する︒Φ安令に間す

わることなく︑黒本的斬施策の実

では館何ともなし難く︑田の強力

させるためには︑民圓のみの努力

が選び申請するが︑一プラント漫

マはユーザー︒メーカ⁝ゲループ

懸る遁を講じる︒試作開発のテー

発研究は︑田が研究壁画を策噛し

る開発研究②国配語弊の照射脳性
誠験⑱技術導入によっては解決で

り数卜健円程度の助成が必要であ

るQこれは米︑肉叢の例にならう 施を望む︒

西独︑伊における実証炉

さらにこの統一贈見には︑付録
として

地帯整備については︑昨年十二

四日の村議会に二三司決された︒

毎週定期的入荷

英国

御希望の仕様

国がリスク負担を

を編める只俸簸小・切指する︒

警部以上に重点・へおき︑先ず足元

拝方首脳︑原子力委と懇談
猶子力渥業五グループの滴脳瀬藤円本原子ヵ事業社長︑情成田

二︑国産難渋鴇用鉱のための照

きない問題点の豪富と開発研究賦

射試験︑実用舐験に︑原研施設

の射
であ
︵JMTR︑JPDR︶のも照
料るが︑日本の重機械開発

を添付

挙力委貫会は茨城県からの報告を

から答申瀞が捉出されており︑一

月に原子力婆員会の地葺整備部会
三竿の高騰桑招くようなことも国

にしている︒原子力局も本年の墜

まって今後の猶躍を渓定すること

Y︑千へ田レントゲン社長小野 要テーマの一つとしてこの間綱を

援山下久雄︑東京医大教授岡本十

明を聴取すると共に︑関係各省庁

とり上げており︑茨城蝦か6の説

岡法政雀令のうち︑原子力に関

︹この法の規制を蔓ける︒

議広罵柄院放射線科臥長万味誠︑

嗣会長︶訪ソ視艦齢に参加後ソ趣

山田明氏︵福井県王子力懇談会

行く人・来る人⁝

との打合セを開始している︒

蕪馬︑横浜市大救授伊康乙正︑都

関東瀬伝病院放射線科部長吉村克

子力発電所技術硅車︑三無に関す

俊諸氏など塗三内二十名の参加が

しては︑竃気事業法施行規則︑隙

二輪︑関係吉示などがあるが︑腺

る技術三更︑原子力発㎏所燃科体

内疋している︒

一行は三月二十口羽田を出発︑

子力分野では技術の二歩が早いの

二十二口から二十八日康で︑ロー

で︑療．†力発電促進に逆効果を与

えないよう︑弾力的壕二塁が唱ま

と欧米各園の原子力施設を視上す

マで開催される国瞭放射線牛会に
出席したのち︑三十万田聞の予定

れている︒

るため七月十四日出元する︒

ルアーラへ祇編集次長︶外拐借の

S・ガラル氏︵アラブ連合国ア

でイタリア︑スイス︑西独︑フラ
ンス︑でギリス︑スウェーデン︑

欝欝果海欝欝所を見学した．

招きで来日しているか︑七月一日

k国立研究所︶六月二十八︑九

R．E．ポーランド氏ヘアルゴ

閥田︑原研央冊酬難所て中性子実

一Aーー

七月七日正

験に関する技術指導をした︑

細鱗︑

通巌雀との連絡会
午原涯

発蹴推戴委鼠会 法令専門委員
会八日午後一時勝肚

八日

放射線化学婁贔会 第四回二月
委員会九日午前十時原産

十二日

第三回放射線化学研究会
午後一時端又済会館

第一六七回常任欝欝会
〒犀原証

開発難燃委最会 古村部会建設
コストに関する羽繕せ会十四日午

魯処理娩彙物
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MA・NEUTRON

立製随所副牡長︑妹罵三鼎原配力工業社長︑前日冨士電機製造専

原子力技術の輸出商酵素として︑

繭ドイツ︑イタリアなどでは︑

渡会を訪問し︑槍沢広巳氏ほか全土員と︑二本原子力船業会議の

務︑平塚住友原子力工業社長の万氏は︑六月二＋八R原子力委

松根齪会長︑橋本代表常任理慣をまじズ︑ききに万グループの統

多緻の国笈援助が与えられてお
り︑ロホのみが民間企業の努力に

経済と電気熟案の現状に即娠す

て立法されたものであり︑剛気便

導入に表する国蟹助成

金減免措諏を講じ︑必要によ﹂て

眞体的に述へている︒

し︑各発語所に対する倒の励成を

るためφ雨域運営促進②使用者へ

電気贋黙についての法律は︑昭

用者の保灘と渋気事業の健全獄発

気の他用者との利益の調整をはか

これ以外にも︑たとえは汝全性

委ねられる時は︑国際競争力の面

は海外での照射試験にも助峨噸

検査基購を作り︑工期の延6一や建

を敵視するあまり︑過度の規制や

制農と難じ趣旨のものであるQ

で︑極めて不利な事轡になること

た国論燃糾の笑刷炉での実用献験

る︒潔た灘区的謡講研究の究了し

国産化への国家助成の興体策

には︑たとえは政階︑ユーサー︑

牟蔓達するものである︒

先ず初めに︑七醤万−瓦齎五十万

一Yり06ムーY

二極・七月︑鋤四﹇十一ハ剛ムムで成立

電気事業法発効騨聡警
した電気墨壷法は︑猛省政省令が

湘六年の旧電気事業法以来︑昭和

展を図ろうとする堺業法であると

化するおそれすらある︒弾子力虞

り︑電気施設の保安確傑を二身と

ル経由田十月二十山ハ円偽麗麗凶す 勺O

アメリカ警の各地を歴訪︑ホノル

ーマの学会に出胤謙るため同調査

よた放医研所長豚本綴由氏はロ
ーカーの鰹凹塞で編成されること

床面積約千三魯二十三平難燃︵四
徴四十一坪︶鉱筋コンクリート造

八坪︶の鉄筋コンクリート︑プロ

りの本餓と約八十六平力凝︵二十
ノク積み混構造の手洗所を建設す

原子動力研究会

前＋時源産

処理クル！ブ七B午後一時原麗︑
保健物理クループ九時午後一時腺
一時娘座

齢︑刮妓制御グループ十四日午後

ラジオアイソ

の

一意見として原鴨脚委員会に提冠した﹁実証炉国薩化に対する剛
尿四戒について﹂の趣旨を説明︑懇談したQ
隙子力委曲会の動力炉開発懇談会は︑今後の動力炉開発の進め

実証炉の臨産化に紺してとくに圃家助成の必要があるとするメー

カについて近く︑﹁中間紬論﹂を出．てうとしているさいなので︑

カ⁝測の騒響誉改めて強調したものとして荘鼠される︒

の努力にはおのずかり限界があり

轡の努力をPくしているが︑罠閥
この面での国の積極的な助成の疑

動力炉闘発懇訣会には︑メーカ

っており︑実訊炉の飼麗化に対し

⁝側から瀬藤︑前田の両氏が加わ

要姓を痛感しているQ
もし今にして強力な図撤助成に

て麟の助成が必要なことぶ折にふ
れて強調してきたが︑霞網会の空

六月十κHに公布され︑七月一日 のサービス向上㈱事礎と保安呪制

二十四年の旧公益瑠業令にヨるま

ので︑当然︑原．＋力発電もすべて

同時に︑保安法の性格をももつも

の勧桑︑含理化などの見地に醜っ

額の外貨が掩繊するはかりでな

で︑電気薫染の規制により︑地域

より施臼された︒

く︑原識力分野での國内技術と朔

的独占羨門である電気学業者と電

単の骨盤強化︑殴際競華力養成の

してきたが︑新法はさらに︑欄本

し︑田本が外国メーカーの衛煽と

ためにも︑実灘炉国産技術育成に

H本原子力瞭莱会議がこの秋欧

阿と難行するが︑挙像終了後も行
動を惣にするかとうかはまだきま
っていない︒

このため原麓では団の構成に努

になっていたものであるQ

九月二十日羽田から出発

放医調査団は20名

国議術との絡鳶はます談ず細大

の輸入に終始し︑辮繕駿ゐ一含め多

なけれは︑今後当分の問︑外国炉

よる実翫寒国麗化の促追がなされ

逮増殖炉にウエイトがおかれる傾

気は実証炉よりも新型転換炉︑高

の統一見解が捉出されることにな

向にあるため︑改めて五グループ

ったものとみられ︑発囎炉の国名
化が一般の思隙以上に困難をとも
なうもの弔あり︑その推進は一企
巣の醒力ぷ．こえる弧があることが

強調されている︒原子力婁賛会に

︵要旨︶はつ堀の通りである︒

提撫された五グループの統一意見

⁝

米に派遣する﹁放射線脈常利取調

力していたが︑このほど東霞医科

資団﹂の編成と派遣要領がおおむ
ねきまった︒この調査団は既報の

皮射線緩学における口本の研究肇

なお隙産としては︑この機会に

情と團内の関係機器開免事情など

歯μ火騰勢足立平氏をはじめ︑札
決定︑欧米秘儀で放射線医学耕用﹁観臥大教授牟田信義︑放図研医務

を調蔭して︑これを各国に繍介す

ように六月十五口の瞭艦理蟹会で

の実情やR王︑放射線の各種馴用課長田鰻瑛少︑ガン研主任研究員

ることも考えているQ

を

な暮に機聾状況を罎調査悪難︑國立ガ・・芽張

悉無︑腺電劇社長笹森建三︑原

原研琿事楠勲熊彦

子力館運営協議会長後糠武男

外工事などをきめたもの9総建設

生工廓︑竃気︑排気設備工事︑屋
事務局口早用撰

月一口徳論︑十月末冗成の予定Q

鷺絢四千万円︑安藤建設の罫でヒ

るほか︑これに伺解する給排水衛

濠た建設書画は概念黙認によれ

原燃副理事長盟島臥︑廉海原．＋

ば︑茨城隈乗海呼付松宰白蝦︵線

力懇談公常任蝉蟹瓢旧巌︑無産

▽精務理事

研葺門前︶に︑地階とも肝階建て︑

するため︑放翼壁際学齢と畿器メ射線診療部長講壇洋一郎︑慶大教

建設計画の概念設計決定

唾研副理職長嶽田

マクファレン株式会社

ブラウン

ア
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普及センター初の理事会を開く
財圃紘人日本原．†力曽及センタ

月二十五日午後源流会長筆で嚇一

ー︵理購長岡野保次耶氏︶は︑ぬ日

回理事会を開き︑同センターの運
営と建識譜画について審議したが
剛押事長と常務理事はそれぞれ次

▽副輝事長

のように決慰した︒

、ノ

⁝羅炉疑化に蓼る国靱
・助成について︵要醤︶

実鉦炉国塵化の憲磯と必要性
わが圃では︑昭和五十五葎謹でに

七強万−几萄五十乃KWの原子力
発服開発が暫だされており︑大部
分濯いわゆる実誰炉になると兇ら
れている︒この健証炉は圏内メー
カーが海外メーカーから技術を導
入して建設するが︑安全性や耐震

設dなどでの厳しい蟄求に耐える
離歌が欝欝で︑ロ本の至剛にもっ
とも通したプラントを作るには安
全や耐震についてなお多くの研究

ザーの儒頼を縛るには︑機器の

開発が必要︑一方圓齢韻へのユー

試作研究による信憤性の実証が必

耕昆嗣の外国戦金に対質する命融

要︑また隅擢化比累の向上には低

条餌の達成に︑メーカーとして最

上の配慮も必蒙．あるQこれら諸

二刀
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三型のワクをこえる

ースがあった︒

の炉型は互いに競繁し︑添いの成果鳳摂

R同けである点か驚異に値い 取し旨いなから︑急謹な迫捗をとげてい

力九十五気践︑ガス炉はX卜気圧秤農︶

改良ガス冷却炉︶ というP

た︒闘編の次代の炉である

AGR
る最巾であって︑大酬な兄方をすれは︑
歯型の絹壁は解謝する方向に向かってい

八万KW胤．U水炉ハ不ープリノヒハイ るとさえいえるし︑献体が一つの発難如

︐︑穀との技術提携によって︑すでに二十

やEL14量水激漣カスする︒ノーメノス抵はウエスチングハウ
冷却炉︶にち謂われ︑さい

きんではアメリカでも︑ゼネラル・アト
持術として絶展しつつあるという醸が議

ム︶の主契約蕎になるほとの健力を蕩ん

ミノクス社がフランスか6技術寒入し

術薩誕愛竜竜前︑一⁝一画厘振掛万二

気︑︑一由十四万三千円

化ウラン紘．γの製造目束以芝浦電

象了転用劣黛の覆下鞍要イナパ︐ク筆る震度二酸
千円

発墨工業︑二霞四十万三千円

燃麟製造の基礎的試験研究日古河

一②軽水冷却型動力炉用制御捧の親 ㈹脇温ガス冷却型動力炉用分散型

＝千円

・造腱佐三唱細工染︑三石ヒ＋七万

含

．五αに善事〇％

︐

また︑委託蟹では五〇︒四％︑

補助金では七一％が原子力産業五

グループの構成会社に交付されて

⑬UN︑UC系核燃料物質の製造いる︒この二つを禽わせると六〇

・四％になるが︑これは昨年が五

③軽水冷却型動力炉用燐料月山体

の紐ひ立﹂加工および特性U住友 および招餌の側管的試験研究二三

ン︒タイブレ化既買血伽恥し︑多様な授術

い︒炉型を固定したものと兄︑ブループ

から︑この線を五グループの占め

九％︑一昨砕もほほ同様であった

て︑胸仕か建設する11TGRへ高温カスでい為が︑こんどの再転中鰍料理換に

走尊属工業︑三園五十四万二千円

冷届炉﹀に意おうとしている︒GE挫が は︑アメリカと改州の臥臨技術を総禽し
電気二懲︑希薄四十万八千円

なお︑残る三八％余が学協会︑

るウェートとみることもできる︒

的可能性に屠をふさぐことは︑敵に戒め

日曜ロ﹁

蔵 衝

N度鉱工業研

究補助金交付

通

通薩雀の目口四十年度鉱工業扱

億四千七強万円︶の交付が隔月二

術誠験研究術助金︵交付総懸は七

原子力関係で採択された研究︑

十一日に決まった︒

万気圧︶押出し加工

制名︑金額は次のとおり︒

①超識圧︵一

業︑八酉二十万円︒

装臆の試作研究睦三菱原子力工

空領域で安全なスパノタイオンに

②放射線︵β線︶を利用し超融真

二＋万円

関する研究h日本翼窒技術︑四姓

戯橘温︵摂氏三千度︶加熱装麗に

関する糠蝦研究11三菱原子力工

業︑四薗七十万円

④中瞥子を講掛した新抗井検図法

㎝

銅銀鉱

気金焼

電鉛脱

郎二

瀬

猪高

ホ社來求都千代田区丸の内1の工鉄鋼ビル

箏業所秋田・柵照。赤金・岡山。鷹附・片上

発電炉技術の進歩
u落せない二．

壷口さいきんの鍵のなかに見
展⁝その；は・アメリカのゼネ
ラル・エレクトリンク社が沸騰水炉罵の

コンプリート肝魂谷器︵CPV︶を開発 こんとCPVに酒臼したのは︑軽水炉の ょうという泌戯かうかかわ4／︑先進国に

一蔓瞭．rウラン燃料体の評価胴三塾原子力

⑫ハーナブルボイズン入り二酸化

集命体の組み立礼加工11

①加比水型動力炉用無側板式山科

シーメンスはさいきん︑人員千五白人

るへきであろう︒

ンの水素添撫反応及び工難的水素

一露﹁﹃H日日

大学︑地方公鎚団体ということに

の原子力研究職毎冗飯したといわれ︑わ

工業︑露百三十山ハ万一千円

れわれはその底刀に驚くほかないのであ

L刀工業︑四由一ハ十・万丁†降口

も︑こうした戯良の努力を指∫

ものといってよかろう︒

欧州化

⑱愈機化含物の新トリチウム標識

としては大型化のための当然の技術的帰

作が悶蝋になった結果であ︑て︑GE祉 ラトム年報にうたわれた〃軽水炉技術の

法開発u大阪箭︑菖十九万五千円 なる︒

製にぷさわしい︒今年のユー

イツ人の

追いつく自偏をかねが捻賞明してきにド

大型化にともない︑スチール製比力谷器

ツのンーメンス社が水型炉用︵PWR︶ の板厚が西南をこえるに至り︑谷器の製

しようとする動き︑もう一つは︑西ドイ

一ースてある︒二つはもちろん互いに無

級み立﹂加工および梅幟忌門療芝

◎謝騰水型動刀炉用郷料集禽体の

〃CPVはガス炉専用

タリ﹂キルン内原料の脅

るが︑ここに至0にはシーメンス白身の

結であろうが︑

鰯口

働放射性トレーサ泓境ぴ放射化劣

化寮属への応用馴東泉原子力産業

︐巨匹

開発11石油資源開発︑三街万円︒

牲鍛鋼材に関する研究︵日本製鋼

⑤大型比黙認器用の超肉隈畏溶接

所︶一千が円

原子力局政策

課長に成田氏

通涯雀から転任

科学技術片は六月二†八日︑原

子力罵政策課銭に逓擢省璽工業局

浮動隼課長成m為治飛の転証卒発

政餓課長餌任は解除になった︒

令した︑したがって式田局二二の

離塁メモ

七月一照応一⁝十

硫化鉄鉱

の運転中陰料妓麗麗串蘭発したという二

関係なで唐ごとでみるが︑異なった凹型

⑪軽水冷錦型動力炉用薄層燃撹陣

浦郎女︑四白

減法を吊いた河川水質汚濁濁査法

宰都興

ゐ十二乃四千円

睦東京都︑一一画六十熟万九千円

角および発てん率の測定

⑦カス冷却型効乃炉川ヘリンゲボ

⑳放射線による屯合反応機構薩日
⑧原．卜炉宏奄圃路の信舶度11監本 本放射線高分子研究協会︑百八十
四万七千円

よる実験的解川目岡︑五白三万円

幽原子炉放射絃利用によるエチレ

⑩焼損蝋流索に対する冷蟹効果健

㊥制伽叡導価反応度のパルス法に

隙イ力事業︑⁝一百几十八乃八千円

工業︑四強二十九万ム千円

ーン式口繕要素の製造一日河卍気

倣痩占の沿接11口立製作所︑四画

万円

娠かあ．たことも疑いない︒メーカーの

努力とともに︑西ドイツ政胴の適切な施

︵五面の記翼参照︶

．補助金は実証炉．

ξ臭＋募九爵

これらのニュースは︑允電炉技術かい

珪盤か脆弱なところに︑動力炉開発の路

また来完成で︑濾しく流動している箏鷹
を端的にボしている︒賢承炉やガス炉が
線を敷︵ことはむずかしいのである︒

スといえよう︒

と思いこんでいた人には︑憩外な二一i

経済性を辻芸したといっても︑それはま

る︑

の問の技術の交流を小す点で撲通してい

CPVは間知のように︑天淋ウラン炉 一方︑シーメンス社か開発したという
た

には程遠い︒これる

魁淋妓向鵜は︑粕糖機械ともいえるむず
安定した技能

における大量田力答器の必要かる闘発さ
かしい妓術て︑とくにごんどのは炉内圧

た︒

＞U本機械牛会のバーンアウト 研究協会の申詰 ︸件も揮択され
機構に関する試験研先睦これは水
冷却劃動力炉の熱設罰で偏調度の

の国産化などへ．

⑳大出力織子雪加運器の発生する

H除子力︑三霞七十一万八千円 研究所︑七衝四十九乃一千円
⑪二酸化ウラン燃料の照頭目日立

大阪府︑樹六十一万九千円

放射線の測驚法に伴なう諸問題墜︑

．ロ

で民閾へ出たいというような話

で役所勤めをしたのちは︑父の

が出たとま︑広田さんは定年家

跡ぷ乞いで村長にでもなるよと

﹁ロハルト60の四目はともか

いったとか︑知入の弁である︒

く今後は短半減期のRiがどの
力藤にどのように利用されるか
を調査するかが必要で︑驚帆的

なものてないもの﹂と困就R1

勝負艇はやろず︑酒も飲豪な

推進には意徽的てあるQ

芝居︑ゴルフ．楓織子大人が熱烈

原子力婁欧州

三回定例会議︽開き︑原研︑運輸

︵憲十尾調度のヌ脇︶継果につい

原鋤団の昭和四や年臓業務監理

酸

電気亜

硫

40

て︑購鎌当属から報葛を愚いた︒
﹂伽111匹⁝t

μ

高い設戯を行なうため︑ハーンア

去彪力の突然な喪失︶の原固艦究
研究費補助金の思付試験研號題
闘︑補助粥業者︑鯖助金鎖なとは

製作所︑一み千二面一二十四刀円

⑳放射線に慰し非破壊性の放射線

⑫源子炉浮力谷器用高張力鋼の中
妻．＋照射h貝本鉄鋼協会三千万円

丁五年に解除される虫で各工鳴

串入れや学理箏務に薄遣︑﹁二

の後逓商化学燭油脂製品課を八

数縫の決定︶毒霞いていた﹂そ

に対する物資の醜給券へ剖当て
ていき・κい︒殊研のアイソトー

浦佐を満て鴛技庁研究潤整流総

なクリスチャンのため︑神式と

いQしいて趣駄といえは映画︑

合二尉澱畏になっている︒

年ほど納め︑有機化亭第二課長

⁝プ蟹業部も湿しいが︑噂業茄の

サイドからの意見を醇饗した
い﹂など︑誠実な入である︒

昭和二十二年華北大化商工黛

ピソードかある︒二男一女の

じ﹁ヒヒ筆匪奮︻顎

父︒四＋四歳︒

洋式の縞婚式をあげたというエ

品課を八爺の長きにわたり在勤

門

HK︶

一貫して通解咄てやってき
が摺寓する属闘会社の兵器用彊

したのは珍しい︒これも広田
いユー︻﹁

鵬11

が︑終戦処理夢員としてGRQたわけてあるが︑とくに曲脂製

君を醜業し蘭工省入りをした

材︵硫酸︑ソーダ︑染特など︶

﹁監諺ε監＝5顕﹁華

1

ウト現象︵収得体表爾からの熱除

明し︑．ての転頼戴を評価しようと

するもの︒昨隼度からやる予定た

ら飴十まではいずれも賢愚ずみ原

ったが受託蔭がなく︑ことし初め 次の通りである︒このうち錆⁝か
てスタートした︒

ア炉を園離職するためのもので︑

﹃−Hロほ

学工業︑一様八十一万八千円

しゃへい罵カラスの開発聴込本光

け

ロ

⑪油物瑚実験m川多元パラメータ解

日巨﹁臥

︻−

ほかに燃麟照射︑絹料照躬︑燃

目隠一護既u

文二十二万五千円
樋門隠隠ーー団一

ほ嫉M

クル軒水冷却型舶舶用原子炉の解

︑一−旨旨ーー随ロ

料︑RI潤用などに関する誠験 析装置の試作目松下電気彪黙︑四

闘

研究がとりあげられている︒
詮

ある︒アイソトープ課の今年の
課題には︑アイソトープ・セン
ターの予算の船体化︑高購研の
プロジ漏クトの設定︑照射食吊

魯門部会の設置など仕肇は山肺
皿みされているが︑Rエセンター
︸については﹁当初の計画を守っ

に関係する化学装騨類の保存︑

︷鹸響羅備曙嘲麟蕪戯雛
▽口立製作︑所の液体血属ナトリ

限り︑知謙の吸収に大わらわで

えて広田さんは研究機関を飛び

ウム用機械ポンプに関する試験研
究11藏速増殖炉の冷却穏として除
熱能力のすぐれた液休金属ナトリ
ウムの大容鼠循環装暇として遠心
ポンプを開発するもの︒工として
原研でやるが︑これまで輸入で手
がけていた田立が︑ことし塞洛的

▽田本電気計測擬工業会の透過

に開発にスタートするもの︒

型ベータi線厚さ則の安全に関す
る試験研究一1放射線障密防止の観

点から線源部の笈全性について碁
礎的な籔料卒鴇ようこするものた
が︑これによって︑現伍の安全法
規を緩和することができれは︑將
来は放射線利用の発展に大きな頁
献壱することになろうと期轟され
るものであるひ

なお研究会出費では原子力笈全

昭和四十一灘度予騨要求を控

Y月9

ンテグラル型式の舶用炉を想定

凱︑駄設説を実施してその適否を

し︑このプラント概略設訓︑核設

析に関する試験研究ほ軽水冷却イ

▽臓本造船研究協会の間接ツィ

一．

れたもので︑英︑仏両国で使用されてき

総額約二億入千万円
㎜⑫液休金属ナトリウム用機械式ポ

⑪放射轍廃幣物の海洋投環処分に

翻土木学会︑五自八万一千円

⑪放射性廃着物の海拝投粟用唇器

⁝ギ円

7プ凸豊作阪ヒ薩＋藍碧

窟調︑七穏五＋九万五千円

試験研究は内容の充実へ
乱離技術庁は六月二十九日︑昭和四十無渡の原干力平小利朋研
囎倭託澱と闘研究補助金の交付決定を発喪︑七月一日付けで実施
した︒この婁謡費は二十五件の申請に対して二十件︸懸四千四醤

磁六十万円︑溢二億八壬一薔五十万円で︑本年度の予感訓士鶴一一．

九十万円︑補助金は三十七件の串譜に対して二十㎎件一躍三千八

鰐千五衝万円の九〇％であるが︑これは大蔵省の要請で一〇％を

よりも二十旦一四％余懲減少しているが︑これは研究課題が無々

妹幽して決定したためである︒また串覇件数は前年展の八十二件

よる放酎能掛灘後の海水中におけ
検附し︑研究開発の基礎的な資料
る放射能の挙動および分布11近畿 ぷ得ようとするもので︑これ豪で

新規研究は四件帽
父9の決定した酬究鍛認費は︑

重力画から蟹望されていた︒

ひきしめられていることと︑経済界の不況を反映したものらしい

網元累の除去ほ単稲田大学︑二酉

⑪盤景煮物銅鉱由のラドンと．ての

九千円

イ力安全研究協会︑三重漏十二万

⑱放射線齢密防護藥剤の開発巨凍

一1五島脅拠会︑西二十二万七千円

⑰放射蟹核種体外耕泄猛瓶の開允

処理45隠指川県︑禽十五万四イ円

⑯不欝煙獣類究含む放射性廃道物

馴社厭製作所︑強七十八万八千円

⑮泡沫分離法での放川劇廃液処理

大学︑白七十一万五千円

故時における笈全防護施設の哨効

が︑内奮的にはかえって充笑していると関係漫局ではみている︒

直間四十年度原子力平和利用研
性評価瞳日立製作所︑一千二菖三

本原子力事業︑一千一一爵六十一万

ーおよび圧力闇闇装置の機能R日

︸⑦軽水冷却型動力炉の炉心スプレ

十九万一二千円

究爆糺費の交付試験研究題圏︑受
舐薔︑叢託盟の金額などは次のと
おOである︒

および支持スカート取付部の構造

①原子炉圧力答器のノズル取付部

④賂納容器スブレ！によるヨウ累

四千円

ぶ機械学会︑千五融十五万一千円

びに冷却材喪欠噴故時のブロータ

およびヨウ累化一物の水洗効果並

強慶とその耕科の高応力疲労碍忍

よるぜい化並びにノズル取付郡の

ウンH三菱原子力工業︑一千二七

②腺子姫圧力容器の製造熱履鷹に

放射線検査肖日本浴接協a︑四頁

¥万四千円
⑳透過型ベータ線厚さ詔の笈全蟹

H立製作函︑︸千八面四十八万三

劇撫過題塑発霞用原子炉の解折1−

念︑六国二十万円

千円

＋万一千円

①鰐水冷却型動力炉の安全艦に影

軸・鵬比出力黒鉛敵達人酸ガス冷却

ゆハーンアウト機構一1日本機絨学

響を及ぼす購掴被覆管の不全縫原

型発電用除子炉の総会解析11窟士

九＋五万七千円

子力蛍全研究協会︑千七乃鍮千円

大部分継続研究であるが︑新規の

翻田本確気罰測器工業会︑鷹直二

⑤除子炉灘設の地麗時の振勧鴨性

⑪間嬢サイクル軽水冷却漕船舶用

亀機製造︑八廊六十四万一千円

研究では次のようなものがある︒

万八千円

諄日本建築学会︑一千五万一千円

原子炉の解折ほ副本野曝研究巌

㊥薩水冷却型原子炉冷却材喪失事

齢謄 @二

…

開

需

曽

営

……

口＝
畠

曽
曹陶

一

昌唱

…．
P
嘔

営魑曽＝
曹
曽

一二

門一 一

…｝
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小型輸出用に有望
建設費はKw当り二五〇ドル

といわれてきたが︑現盗建設中の原型炉ぷもとにした3スト誠騨では建設鷺KW当り

四％︶を使用しているが︑X然ウ

るり②この原型炉は徽拶縮︵一︒

ラン型に設罰す．Φことも呵能てあ

るQ像冷却材の沸騰野水は︑減速
材の役論りちするので︑重水が少

ンパクトになる︒③置接サイクル

欺くてすむ︒①全体の大きさがコ

型が可能で︑謄本費が安くてす

も可能である︒⑦炉心溝造部は工

む︒ゆ渾絋時職階取替え︑核過蝋

万がの保証阿樺が月一されれは︑

が作成された︒六六駕臓では一一薦

−氏呂浅の一九六六年度予鱒繋

一A匠A︑六山ハ年
度予算案を作成

られている︒

乙川化がはか5れる︑などがあげ

イギリス原子力公社︵A露A︶が開発中のSGHWR電水減速H力杓型弾発4炉︶は︑建設場
費製
︑作が可能であり︑建設灘務の
発電コストがかなり安価であり︑小型発電プラントとして︑轡弊伽場でアメリカ塑軽水蝉と十分競争

槍出掛

で干る可簡斡があるといわれている︒この炉は鍛初AEAと漸業ウループがコスト試算ぷ行なった時
から
︸薔万士等⁝贋へ十六がで︑これを＋分霊つけろものである︒A鷺Aでは線贋炉のこ奪間の運転威
購いかんによっては︑一粍ヒ署年家でにさらにこの酬の発償炉の建設も考えているちょうであり︑カ
ナダでも同系の旧型炉設紺跡閥暫したおりから㍉今後の成果は注円に偵する︒

む︶な捜幽して開発しているこの
一荷二︑十一が︑また出力二十五万 るように二二卒近めている︒

AEλがウインフリスで総謝 費 の 価 箔 凝 か ら 十 万 K W ︵ B W R ︶
に興味左瀕しており︑繊力十﹃万
九二 六％増の支出が劔待され
の建設費串引用すると︑KW繊一3KWまでのSGHWRな受注でき
る︑予臼玉頷は一千葎五十六万ザ

約四千万穏万が︵研究開発費も含
になる予定︒各田の劇り嶺拠⁝⁝金

ぜとなっており︑小型炉では十分
兇られている︒

経盟だけで八荷七十八万七千♂と

語ザと掛算されているが︑磁員の

からの取入は八戸六十四万六千五

SGHWR腺型炉︵電気患力十
七万
千KWのイタリアのS覚しNIAEAによると︑SGHWR方
を纂礎に設讃したもので︑軽済的
鴨済が良いため趣料盟が安緬とな

ので中轡子畷収が少なく︑中層軽

KW︶磯AEAの水型炉の研発
究電所︵PWR︶では二徴三十九式の宅な特微け①電水減速である
縄禽し得るとこるまできている︒

の銀本ルール︵耐用郵数∵十年︑

な動力発塗設締と海水脱塊への応

的てあるQ現在土木丁事が終って
発電断朝増璽し五％︑潤子率七・

一方発艦コストは︑中墜発電庁

原苧炉の据えつけに取りかかって
蓋％︶でい〜・み一KWH騰り七・一一

用の暗鮨概を研究するのが主な国

おり︑〜九六八無までに送雌あ︒開
ミル債⁝であり︑鰯用年数︑言霊率

米の民間原子力賠償保険

旗補限度を二割増

始する予 驚 て あ る Q

評

㍉

伊︑ラチナ発電炉
コ
で追加燃料を購入

の今度の聴聞会で滋な質悶事項と

ラチナ発毛炉からの使用ずみ燃料

術に闘する属除蚕簸会を設立し

たQこの回しい覆郵会の叢叢は︑

から選ばれ︑原子姫蜜全妓備に関

OECD加盟国︑ユーラトム墾簸

議など4行な︸・

する調☆︑儀国の研％譜画への助

英サイズウエル一
弩炉燃料装入開始

イギリスの廻ElBべWiTW

原子力ループがサブrIヶに建設

は︑四町間の建設作業の後このほ

中のサイズウエル原解力発聡所

ど第一男炉の燃残誼入ル感めた︒

中央発電庁が運転するこの発躍所

は︑電気韻力五十八万KW︵二十

月以内に︑一一号炉は一九六六薙の

九刀KW二基︶で︑矧暢炉が三カ

なh−o︑同グループは︑サイズウェ

初めに運転を始める予定である︒

PC︶祉は︑八浜一田付でG・ブどの原イ力発羅所よりも大容騰で

原子力平和利用で

あるといっている︒

パワー・コンストラクシコン︵A ル発電所のタービン発磁機は他の
二播囲の加盟圃となった︒阿幽の

シみムの一つであるアトミノヶ・
際凍予力機関︵IAEA︶の九十

加盟申請は︑助年九月ウィーンで

ラウン氏を面批の技術部長に迎え
開かれたIAEA総会で悪町され

のヤンキー㎏子力発電所から最初
の使用ずみ欝料の輸送が行なわれ

ばれ︑野市池に入れられた後︑中

ンに入れられた︒ここでプラント
が趣紙を始める今年の十二月か一

ヤンキー発星型には現在鯖三次

月ごろよで睡蔵されるQ

炉心豪での岐用ずみ燃料が貯えら

?用︑十本用︶の燃繕輸送キ
￥スクで運はれる︒

ス畠却炉酬係の買任者で︑一九五

︵改良型ガス冷却炉︶原型蝉の主
任技術蓄に籏命されて以来︑ずっ

ブラジルとポルトガルは︑この

関する協力協驚を潤んだ︒この協

および原畢力のエネルギー利綿に

減遡ガス冷却器︶の一号炉は六月

所︵躍気出力五十五万KW︑黒鉛

イギリスのダンジネAス塩町

一号炉臨界に達す

英︑ダンジネスA

内容である︒

原子力開発訓画の推進などが主な

定の内容は︑μ学者の交換︑共同

とAGKの仕箏に携ってきた人で
ある︒

高臨

日韓構

三酉ジの撫桝塾喉の装入は約一週

十六B臨界に達した︒天然ウラン

間前から行なわれたQ全燃暦の装

入後鼠運娠のテストが行なわれ︑

約ニカ罵後に発艦をはじめる華走
である︒

また二胃炉は︑三拝の終りごろ

㊨

なっており︑この発電醗が完全に

AGHが送聡系統に撫力を送りはじめるの
に麟駅的職関心にもなっている

の成功にはブラウン氏の高い鮨力

PCチームにかなりの力をリメる
もの㌔見ている︒

巴NEA︑原子炉

照射装置を製作中

米移動用コバルト

アメリカのロノキード・シ﹂ー

ジア捻は︑ビトロ︒エンシニアリ

／ゲ江が氏Ecとの契樹で製作γ

の下請を臼駁うことにな︐た︒

る移動用コバルト60果駁順轡薩

一時闇は千彦の果実斑処理する嘘

この装置は︑最大二卜万トラで

嶽会は︑このほと原ダ炉の牧野授

錫A︵欧州除了ね蝿関︺の謬籍甚

れ・萄︑

で︑々リフール

ア曳挙に麹入レ︑胃

OECDの半臨櫨擢てある鷺偽N
かおろ︒弛戒は今年の九月ごろ

安全委員会を設置

は今年の終りごろになる予定︒

玉筆するかはAEAの関心と同様

い豪イギリスでは︑

中である︒

庁︵CEGB︶とか式契約を梵疹
から燃料の鶴入をはじめることに

ることに内定し︑現薩︑引受発官

で︑最初の商業用AGRを雑讃す

ジネスB発膿所の競争入目の勝巻

APCは︑さ懸に導電したダン

あ㊨
は︑λEAの施設で鴇処理される た︒燃料は二十三ゾキャスクで運
ことになっているが︑プルトニウ

下る予だであり︑現在蘇究を行な

の燃村要素を取り結して︑空芝カ
ムはENEL所有の発電所で痩用

ノている︒
一フチナ発m慢言は一九山ハ一一一年十二

月に発癒を始めており︑今年の六

電炉のために四酒息の天然ウラン

なろう︒またJCAEのチェノト
炉燃料要素の契約が︷九六一無十

方ドレスデンからの輸送も近
く始められるもようである︒

部長にブラウン氏

ﾌ廠毒炉の含頭に暮してかへ㌃
︸爵たつなろ︶∴冠られている︒

など︑向氏の賢動は少なかっずA

にもかかっているともほのめかす

かけた︒なお︑この人卿の黒醸誠

￡A陛察生罷け入れるように呼び

また他の国々もこのように工λ

でキリスの原子力課業コンソー

一AEA新加盟国 英APCの新技術 とも懲われている◎八EAは︑こ

れの追尋となるもの︒

・ホリフfiルド愛員長は︑醸険 二月行われており︑今世の分はこ
プールは政鰐の賠償法の魎長と至
鐡励声で填補頷をふやすの
が胸滞であろうと︑希望を表明し

精に

にキプロス共和国

糞

キプロス艮諸国は︑このほど幽

子摘発如露の轍子炉へ脂気出力∴

犠下におか煽る繊麗．．︸︐3し￥〜へ

右下算爽．

4渓短した︒これは工AE鳳の幽れか㌔綴るれる薮 が︑これと同

擁騒KW︑燃鮎消毒醍幣ス鴻浦

fギリスは︑ブラノトウェル瞭 制度にk．筍汽軽へ受け人ねること 途ガス冷却炉の︽緊によって︑そ

英ブラッドウエル発電所が受入れ

三十万KW炉が査察下に

ている︒

窪︑更原子力公社︵AEA︶のガ 協定結ぶ灯物糠が脇

ていたもので︑最近1λEAの規ることになった︒ブラウン氏は現
則に叢つく批准爵串テメリ二合衆

界興国の民間膚処理プラントに六

サービス︵NFS4社が建設中の世

アロ⁝にニュークリア・フユエル

アメリカニ議iヨーク州バノブ

使用すみ燃料到着

NFSプラントに 七年︑ウィンズケールのAGRほど原子力卑禰利罵の紀めの研究

麟に欝涌した︒

イタリアの欄営徳力庁︵ENE
L︶は︑轟ハ局十・八臼門︑電気山出議刀二

十万KWフチナ発薦炉︵黒鉛ガス
冷却型︶用燃料論難ぶきらにヒ千
布購入のためイギリス二子力公祉
︵λEA︶と契約を結んだ︒
この口強肇累の契約価格は蔭万

なるQAECはこの報管を罠澗像

今礎絶無内に民閥傑険は政肘の

綴の国母予阜をほかのところに

彗

ビで︑天然ウラン八十ゾに娼醸
罠間による原子力賠直別任保険

をそれぞれ一∴十鷲︑八○％と仮定

険会制のプールであるNEL王A

この墨型炉をもとに鍛近行なっ

たコスト剖騨では︑出力十万KW すると︑六・八ミル秤度になる︒
の限度額は現在の六千万がから七

賠償金に伐わるものと鵜待で憲︑

惣況ば︑も﹂とずっと役にたつ

細

月十Lハn口︑マサチボユセノツ州ロゥ
し︑二十勉KW11の出力を田すも

で建設費KW嶺り二酉五士丁二 瞳黙界の中てとくにアトミノク

とMAELUから受けた︒これは

って︑絶対の必要から採用され

く新しい可能性を開いたのてあ

その螺二二の範囲については︑ソ

笹力据遣臨鮒を持っているアご

分勤がいくらてちあるというこ

㌔・

の︒現行の契約条項のもとでは︑

千二酉心力 に増旧額され︑ 一九﹂ハ山ハ

原子炉とは規模が違うから︑発

ある︒発羅屑の原子蝉と舶屠の

ているのである︒以ヒ艦船の方

ライス・アンダーソン法の宥効期

万船少ない︒

さまに提窯されていた額より三酉

胃内膚とは酬の讃澗で推進する

はこれに反して︑絶対に必要と

限︵一九六七年八月一院︶牟あと

一

︵λPC︶祉はSG11WR年に
一非
月冨
﹂冠かろ算用できるように

・パワー・コンストラクシコン

百六十六 疏 ︵ 初 期 炉 心 含 豪 ず ︶

で︑たとえば昨年発表したG E 祉

ことも藩構である◎しかし︑そ

いうζとはない︒そこでアメー三

リカ囲︑・も火部分は原子力麟水騨

とも暮れてまなろないたろう︒

蕪

k

ヤ年延長する真黒に関する上下画 月十五日で二十究億KWH以卜発
院迫町原子力委貝公︵JCAE︶電した︒なお︑λEλはうチナ発 れているが︑これらは︑二睡頬

軸でも︑い豪ある試験的な嚢母︑

巡洋艦︑フリゲート艦のほか

発に一つの明確な方釧
があっていいこともた

は︑大騒に続けてつくる予鷹が

れにしても︑日杢︑あ動力炉醐

しかである︒舶用炉︑動

盤するに急ぐことはないので

ない⑪平届利用の原子力船サバ

ある︒仕業団ができたかる︑とら

力炉︑しわへい実験炉

れているのはどうした

ンナは︑ややもて余し気味なの

わけなのであろうか︒

しても原予力船をしぬにむに作

といったものが︑それ

第一︑滋障的に見て

︐59ねはなろぬということ

は周繍の通りてある◎

原子力船牟急ぐ肇情は

い︒事晒はもっと働漉彊嶺も︑

ぞればらばらに頴幽さ

血く為窪していない︒

て堪えた方がいいQこれほどの

であ．儲aこれは酸ふがいらない

︶な

いちはんたくさんの隙

という霞囲．︑鴇撫があるがゐ︑嬬

横〜媛・米子に薮通

昭剰〕4⑦葬7月5臼

璽騰難
メーカー側の見績りは六十億円
と二十四慮円も闘きがある︒そ
こで計爾を一年繰り下げて必要
なたけの予轡を副上するとか︑
その他いろいろの講磯策が考え
られて い る あ し い ︒

しかし外かろ見ていて︑ 一 番
不思議なことは︑日ぶでは 潮 上
に据える動力用原子蝉でさえ︑

囚ぽのものは豪たで慧てい な い

し︑ ﹄ 画 さ え も 確 竃 し な いの

に︑その前に園艦の動力炉 で 隊
チ力船を作ろうとしていること

犠てある︒これは羅とういう℃

︶うろん︑困臨動力炉の綴劉

ン夙なのた・つうかψ

鱒
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寒の嵯溢犠ノ近っで竃鶏約．隔全

㈱一一〜ひζ

お買物の窯しさを艦上げる

賄

κ 曜︶に乾しご夏A赫Aの僅鴨置 きな絶設ごあ・都︒
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一

同祉は二四⁝ヨーク市のど纂

ク市の北町六十六が︑ハドソン

三≡︐一三≡徊ーー謎

魑一︸一一一圏一

鋸中にすでに原子炉を三三けられ

船の建造工芸は順調に進み︑六四

暑は一九六四年轟三月進水したが︑

ここは一九五四年の原子力法

所がある︒

やく蔑間建設の名乗りを

法公布と同時に︑いちは

どで酒工がおくれ六二年

あげたもの︒護謝変更な

臨界︑六三隼運聞︒B＆

W社製の加圧水型︑燃料

ンとトリウムの混禽物︑

には九三％の高濃縮ウラ

鋼齪とコンクリートの二

重洛納額器︑磁油過熱器

付きで二十石窯五千K

れる制御捧︑と見ていく

W︑そして下から挿入さ

と︑いくらか㌫典的にな

った当時の檎熟がよくわ

かる︒

アメリカでのトリウム炉の先

駆といえるが︑今のところトリ

F心から低濃論酸化ウラン燃

ウム燃料は醐価につくので︑第

ｦ控嘗謝⇔≡三L

なわれている︒オソトi・ハーン

｢隔齢 一一；一一一脚 一一＝堺＝一

力発躍には熱心で︑ニューヨー

ので狗名たが︑むかしから原子

原子力発聡所を熱てようとした

中︵レーベンスウノド︶に最近

一﹁謄；響

シ・ビング

3黒鉛減速ガス冷却炉︑シューズ だニニニゴ

のはコンソリデイテソド・エジ

璽水炉がそれである︒

ノヒハイム両原子力発羅所は一九

薩独のリンデンおよびオーブリ

る︒
フランスの燃料
製造会社二社は園
内市揚の贈要をま
かなうことができ
たが︑軽水炉が優
勢畳占める他の諸国においては状

一

炉の建設を合理的に行なえる水雌

廻一鼎一開＝F

アメリカにおいてもこの蝉型に

に達している︒

対する閏心がふた加ぴ轟求ってお

のもとに強制循耀加澤水蝉か由っ

ト・アンサルド・グループの協力

さらに︑ユーラトムとフfアソ

り︑このことは将来この分野t研 る段階に逮しているQ
究および産業の爾面一について︑

墨礎卒提供するものである︒

五常ナのなンカ⁝を建造する訊
ORGEL研究の成榮の一つたは

務卒一開始した一九六〇郊ヒ月から

ユーラトムの供給局は︑その業

現するものと考えられている︒

トリウムiU聡の便柵が︑U脇荏溺が︑ ︷九六ヒ年の中ごろには突

吻麟羅縫襲

一六五年のなかは豪でに︑域内に

くの潜薩的利撃払持つORGEL

対して特殊改分農性物犠舟総計で

三億一千二薔九十万君絹当供給す

繍ウラン立春をアメリカに蟹存し

鴫ほ懸独占的地位にある︒アメリ

ており︑アメリカは自由主属国間

カ瞭子力委員会は一妬ヒ○鋸宋ま

で自由主鋭国の蒲要にこたえるの

ことを明らかにしたけれども︑そ

に十分なU珊の供編能力を肩する

の時点以降においては噛しい濃編

能力が自由諸照の需要を滴たすた

ユーラトム委員会はこの分野に

めに要求されるたろう︒

おける共同体のでニシアティブの

可能性について検討斑行なうべき

であると遭えている︒これによっ

て共嗣体の第三国への依存度は大

ン屑の建造と運航のための四つの︷

現在コーロノパ共重体はその撰鼎すれば不可能なことではない︒

米国依存の脱却へ

のよらなプラントは駒岡休内の藤

編に減少するものと考えられ︑こ

グループの契約のもとに研㎎が行⁝

西独の原子力船オノトi・ハー る竪約を循なった︒

もっとも嘱目されるものである︒

いて行なわれており︑すてに技術

鮒聯層
ベルギー向けに
重水十トンを輸出
インド

φ

トル・シフト運藍掌︑験に使用する

所や墜ゴ力発囎フラントの計画と

W︶雀今年の八月ごろかるスペク とになっている︒逸庵昌Ψ︑は儲口

に還水が使用される︒

ある︑また二琿の間にさらに㎜乃

この東トイツの最初の原子姫は

KWに上げる謝画も進めている︑

ソ連から傲絵されたもので一九稲

ヒ年に遷開︒二蚤鶴の研究炉︵ア

ルゴノート型︑熱出力十KW︶と

究が集中的に行なわれて︑暴礎固

共にアイソトープの生艦と調査補

研寵に利犀されている︒

体物理学の悶題や中性子初理学の

◇ 一AEA ◇

次期事務局長にエ
クランド氏が再選

王AEA理購会は次期禦務局笠

一致で可窪した︒この指犠はム︐秋

にS・エクランド氏の再選を轟描

九月︑集京で開かれる第九闘︷A

エクランド賃は︑鼻毛の1浅E

EA総会で︑乱悪される．

︵アメリカ︑

一九五七隼一よハ一

A窮務局長を務めたS・コール氏

先︶の後序暖け継いだが︑嗣氏の

一九一一年スウェーデンのキル

陥歴は次の通りである．

業︑二子物理学者︵陰子炉轡門

一−ナで生まれ︑ウプゲラ大学卒

学および行故における摺禅陶

家︶︒同氏はスウェーデンでは

ポスト経験︑図際寺町ルヂンと

ハワイ向果実照射

ドラゴン両諸藩筋手がりた︒

◇

アメリカ

◇

器の製造業者決定

米搬子力婁協会︵AEC︶はハ

ワづ配の玉壷果実の保浄に使用誤

ついて四十七挫に畳躍愚求めギい

るコバルト60照射器の設謝観護に

ア・マテリアル・エクでノブメン

たが︑十二祉の中から凱こ一々リ

食品照射に関す

スペイン

◇

ト︵NUM置C︶雛が選はれた︒

愈

る委員会を設置

ペインは︑このほと食甜照尉ス

に関する委負会を設けた︑この壁

ン・デ・シ⁝ルハ研靴所︑7︑ノタ

織会は関俸閣縦︑転職騰関︑訊ア

ル鶏十二名の遜員て揚成する︒こ

・デ・工堺ルギアニ＝ークレー

圏的は︑放紛紛鰻射によ．萄食晶贈

んど設けられた新しいヴループの

与の開允を助威つるもの︒手初め

ンターのコバルト60︵一万キスリ

にモンクロナにある原子力研究セ

ー︶で什縦ル船め︑年三処躍能力

ノトプラントの可能性︑モノテク

五乃誘︵十玉万キュリー︶パイロ

ロナ静置の出力増ρ十万キてり

弛出力を四千KWに上げる予覧て ー︶獄とぷ一研究丁る︒

ク型︑熱出力一⁝千KW︶は︑近く

る墨型の研究弔原子炉へ軽水タン

東トイソのローゼンドルフにあ

◆東ドイツφ

ローゼンドルフの
研究炉が出力上昇

計興ある︒このため8R−3炉建設の援助も循なう予定である︑

インドとベルギーの協定は︑一

のために結はれたもの叫︑︑情報の

交換︑科学者︑技術者の交流卒ほ

じめ︑掘互にアイソトープ︑核物

賛︑その他の避伺爆供給し合うこ
BR3ハ電気出力＋刀胃千K

ハルヶイン墾炉の開発のために︑

ペル潔一はとくに現在墨画中の

定に撚ついて職業きれるもの︒

ーとインドと63問で弼鮎された協 月三十日︑原子力平舶利用の開発

この溜水ほ︑今年の一月ヘルギ

簿に詰められ︑輸工みされた︑

トワープ㎞けに四十七個のドラム

れた重衣十踏分て︑このほどアン

のナンカル穏火プラントで牛王さ

髪宕朔嫉隻髪穏珍3髪勿臼彰形8狩2畳影う雰移霧拶諺階名髪ウ勇ウク55〃臼酵8勿多⇔8名一名な髪名〃筋党杉髪解諺形形〃弩42形8葬ア

業の技術的︑財蚊陶能力をもって
的な開発の水雌は近い将来に原型

用原子婿としての利用可能性につ

炉の工業用蒸気一華用︑当盤腕塊

る︒この研究はORGEL型笥炉
子系は︑現符研究中のちのの中で

の後‡には臨界に達する予定であ

騨譜儲政商瓢短簡

初使贋した徹灘絶U獅に麗替え
ORGEL重水減速掬織物冷轟却

業によって達成きれたQ

メリカの協力協竃に塾つく廷隅作

の作業の大部分はユーラトムとア

⁝ロノパ型の可能性を磯目したGこ アメリカとヨーロソバが協力する

罰面の諸成果は︑この重要のヨー

二一＝一圏一

激化しつつある外国との競争に対
にあるフランス・ベルギー協同計

ソン社︒

族照の組禽せの利用などの悶題

⑩

構造と活動力を持たねばならな
処すると同時に︑世界市漏におい

画によるSENA・PWR︑繭独

の検査︑返物の艶長課程と肥料

陥れの速さを知って妓殻を改良

以上のように︑トレーサの利

一一

⁝

い︒すでにある程度薩業的な挑戦
ても競争でき豪るような豆蔦与え

㎝九六六年中に五

況は異っている︒ユーラトム委興

ンとも︶が鍛も弊急の懸盤であ

プラントが運転へ
域内二．﹂は一九六六年中に五つの

り︑公共機闘︑電気饗業潜および

出しているのて︑移動伊薦が知

の関係などの感田面も持♪てい

する指郵を与えることである︒

朝躍撰襯聯薪雲

に答えるための進歩がなされてお

しかしながゐ︑域内の欝欝力睡

ず︑これらの分野は今綬︑強化促

3される堀機愚十分に利

ヨーロノパの基盤の上にたった

新しい原子カプラントが謹転に入

会は燃得の製造︵瀞縮︑天然ウラ

原子力産業の輿中化の促匙と分散

独KRBのグントレミンゲン紳賢き問題であると考えている︒

製造業菅の協力によって解決すへ

れはヨーロノバの玉子力二業に対

笑験たけでなく他の測定手没を

れ︑また核種の固有放射線の礒

る︒

化学・石油箸の工場においては

係の研究契約が締繕された︒この

して︑ヨーロノパにおいて次第に︸水炉︑フランスシノンのEDF； 一九六四年中に十八の軽水炉関

のはわが国はかりではない︒世

使用する︑いいかえれば一連の

燭︑エネルギー︑十滅期で羅坐

といえは︑芋に入るものだけで

や短十減期R王の暮雪︑試料の

工響籔理に︑また直接聾理趣の

搬工業の工程解析手段として

用は地妹てあり︑取扱いには十

この羅力需要を豪かなっている

ンスのプレ誤りスにあるEL14

轟

カールスルーエのM7FR︑フラ

よびユートラム計画に対する加盟

またユーラトム加盟国押早雪お

加盟国間の調和へ

ることになるだろう︒

り︑フランスの原子力産業は・あ
る濁舎には盧国の原芋野鶏設計醐

一九六三無から始まったユーラトムの第二次研究五力帯計醐は︑現濱∫でに第三無鷹に入っ
一一六四年に建設が決定された

＝一：一＝＝憎＝＝＝＝：＝＝一＝二騙＝＝＝椚；齢：＝＝開＝＝︼目算鉱冨胴二＝＝講曽＝︻＝＝二需＝＝＝

ているが︑このほどユーラトムでは第二隼度である一九六四犀の寓瑛活動について第八次酒淫⁝
発蹴炉関係のすべての機器は︑共

陣

⁝

⁝

のための全施設を脅給し得た︒

⁝
を公表した︒以下同仁報の目ぼしい争点についてひろってみた︒

川

⁝
六八隼に運転開始が予驚されてい
るが︑これらはほとんどすべてヨ

各嗣の原ぞ力政策の調箱も緊要な
ことである︒ユーラトム婁貴会は

ーロノパ齪一難独の産学による一

同鉢独幽のもので求かなわれるこ
三つのヨ；ロノパ共解体の婁員会
になろうQ

一隔一＝篇＝胴＝；＝胴一艀一齢一二＝＝＝＝＝脚篇＝＝翻﹁＝＝＝P＝一一︑

の併合がユーラトムの活動を強化

其同体城内の原子力産難は現在

：一一二一㎜＝＝一二一剛喝闇一＝闘＝＝冊＝讐二︻＝一一纂罐＝曽雛＝酬＝

ないし建設中で︑これに建設決定
灘はある分野一とくに燃桝鎚素の

実用規模の軽水型原子力発聡所を

一＝認一二：＝＝一一瓢：二二円﹁ 一胴＝：；二＝＝＝二二P

各贋閥に政策瞼争が活発に行なわれた︒ユーラトムは軽水炉など実
の殴階のものを加えると︑この数
するだろうということを聡信して

供給することができるが︑なお多

三等万KWの原子力発囎所が還拡 とになろう︒

誕ずみ王系でなくヨーロノパ独自の炉系に鐙点を羅くべきであり︑
いる︒館⁝の寒寒襲餓会が︑研究

一九六四気中におけるユーラトムは細工の修平をめぐって︑加盟

また各加盟鼠個別の研究に対する援助よりも共岡研究に璽点を躍く
分野での協同︑聖霊原素の供給︑

達する︒

薩業政策︑エネルギー政策などを

たとえは燃科要素製造がそれであ

進させる必験がある︒

り︑虫た一那ではあるが炉心謝郵

一九山ハ四脚中の域内冨におけ︸⇔原
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いえ︑現場で便用する時には設

に書淫化した恥王撫混入して︑

破訓化・樫識化の力法︑母嬢鶏

このようにトレ：サ利門の経

装置内の流動状況をトレースし

改歯に大きな成果ぷあげてい

分な6一画と安行が必要であるが

◇

アシアから茜ヨーロノパへ籾め
て原子力技術による牛薦物が出荷
されるという︒この出荷はインド

一…一…！一／…

…

一一…一…

一

／︑ぶ︑ぎ︑ぎ︑§︑詩︑遥︑ざ︑ミ︑ぎ︑ボ︑ボ︑§︑翁︑憲︑ぎ︑詩︑§︑翁︑譜︑謡︑翁︑ぶ︑び︑詩︑ぎ︑ぎ︑ぎ
利用は︑霊に厚さ酬︑液面譜︑

おいても題しことかいえる︒古

用するという︑いわは間接的な

これ嶽で舞いたアイソト⁝プ

水分讃などアイソトープ機懇に
い資排てあるが︑アメリカの場

隔済効果を示すことが曽通て︑

設けることが凶難てあったこと

掬期の二三．・のトレーサ角用

ついてであった︒これら機器は
へ口でもアイソトープ租用礒津が

⑩
よび逃去がワこれに続き︑トレー

も一躍となろう︒

ﾌなかはを占め︑研究︑製造お その経済の梨を蟹走する駄演を

の繹済励果も旧
ザは叢下位である︒虫たイギリ

く週期きれ︑そ

い︒枇計から見
ス︑フランスにおいてち減して

霜今後も開発せねばならぬ授術

の開発が逡んでいる．しかしな

の開発はトレーサとしての臓彊

備や妓烈序再評するので︑十分
な縄入は必要であろうし︑この

の改燈に集胸されるであろう︒

ため短半減期のトレーサを採用
するとかも二三てある︒

々なところで地味に使われてい

各パートごとに線挙る︑測定し︑

この縣︑紀1の新核縄の製造

フランスでは︑トレーサの節約

る︒とくに工業トレーサの刊用

トレーサの利用といえは工程

と訓上されてい

ったという報ねロまてある︒

緻は全体の五％程曳にすぎなか

課題が多いトレーサ利用

大きな潜在的効果

しかし︑トレーサ利弔は︑暢

て︑わが麟の一

九六一無畜にお

プエ謝利用の推

けるアイソトー

定飾胸頷は︑＋

D〜十 八 億 円

る︒その内訳で

済効果か少ないのは︑実際の生

もアイソトープ
利用機器が六五

が技っている︒

％︑ラシオグラ

たり︑不器物の挙動や触媒の役

庄来の年法で解明されなかった

い数字である︒

フ︐︑が二五％を占めており︑

剛りなと反隠題購を解明するた

事二布琿解させてくれる岡岬と

る︒

トレー斬の翠色は︑放射性核

めに利用されているし︑一瞬に

ぼ齎に斡結した開発が遅れてい

トレーサのみ牟弓田して丁秤を

種としてその岡掩体と馨し化学

ることも一叢であろうし︑また

改魅し多大の経研ψ果ぷ．おさめ

して︑酒在胸な効黙は大きい︒

トレーサ鰐罵は一〇％にすぎな

このようにトレーサ利用の飾

はダムや河川の流職剛定︑洩漏

インディアン・ポイント発電所

一一

9L7

的性篁画一示す勉に常暁放射線を
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＝雛

●

は︑化学工業度代表とする技

一一

たという例か少な〜＼トレーサ

檸びゆ伊欝淋覗㌦

約額か十体に占める製含で低い

【

Ψτ

事実各詮業て広
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長期間運転でも安全
国産燃料關発に明るい期待

﹁
からみて閻鴉とな．燈キズの縛類と

とに♪ら脚勲︒．てこで︑寓蔽時の宏黛盤

にすることである．

竹ない︑喫騰億の醇徽塗櫛︑醗魯か

瓢

を判断する上で︑多くの示唆を与

鰹度偲決める叉岡研兜生辱ない︑

ことがH灼でψつ︑

この角展から解語誤覆借の倹査益

の効力試犠︵ロ国内茜染耕除荊の

鑑︑とくに︵イ︶外部照射防護薬剤

究︑働防識蹟胡の効力に関する研

の実験︑伊賃なう︒

この研究は東大教授・原子力安

⁝島艮績翫を中心にして進め

全研究協会燃料宏全専門愛員会委
員長

られる︑

ゴ昏眠％煮G黒賦彗化研所艮・

原子力汝全霊究協会放尉親障審幽

氏である︒

趣檎珊霞門委員二手員長白館山ユ

第十二回原子炉研
修所入所者を募集

本芦屋力研究所の原子炉研修

所︵茨城県東海詞︶は︑唖1／から

と一般課禦の︵釣

ハ三月閲︶の研

第十二回の隔級山雪︵約一年前︶

修を笑施するので︑高級課程八名

と一般課稼三十二各の入所希望着

＄☆

．と変りがなく︑入所中込潜は両酸

一憲集ン﹂いる︒耀轟儲図

ﾅ︑所要箏墳亦記入して七月二

程とも岡研修所に備えつけてある

．十一日までに送付すれはよいが︑

・墨継先は次のとおりである︒

は文部省大学学術局研究助戚

畏間企業関係と公私立研蜀機関
㎜ 関係は擁護研修所︑盛大学関係

局研究振興課

課︑園立研究機関関係は除子力

日︑援辛気は遺愛課程が三十万

なお選考臨戦の発表は九月一

電証は東海局二一二一︵代装︶

円︑一般課程は十万万円り照会

内線三〇四︑四二八番である︒

一A−Aーー
湛放射線防謹藥剤の開発に関する

合物について合成とか効力試験を

うものQ

ス人の力の入れヵも分ろうとい

たわけたが︑︑日岡展へのrギリ

ーには無くも海外の友入ができ

合えねは懸栄です▽沸及センタ

に興味あるPRの問題で討論し

の理箏さんカが来訪され︑互い

この秋の英国展に曽及センター

ます︑という祝福につづいて・・

がう豪く叢叢にのることを祈り

こしたもの▽この醜洵きの讃画

担当驚悸アンダーウノド氏がよ

立の多事をみて︑AEAのPR

れた臼本鳳子力渡及センター設

ン︵原産発行︶五月月に紹介き

つは︑アトムズ・イン・ジャパ

冨から原藍あての手紙▽もう一

ンスを出したいという特許担愚

つは展示贔について製造ライセ

から展箆会のPRがしきり▽一

櫛隷
る障ぶの冶効な防護鞭荊の開発を

この試験研號蝕放尉纏照射によ

陸連研究

幼力試賊ーー等の実験をhなうい

雌花硲点縛るためのデータ目土る

このため①人π内画キズ加工孟

険

不均一性の影鞭に関する側究︑等

当擬借の耐圧強さにおよほす平均

にしようという二 編肉の影艶に関了る研究︑O郷目

のム全話伊種々の角農から調へ7 置の試作︑ω二二骸疑艦の購1一甑
＝
て法現制沸護成する括硯チータ
さにわよいす内︑外諏キズわよび
：⁝：

壽

線源あどのため二

．； ︐

封
・︑画線の振動二一
験︑働撃試験のほか︑疏水︷二

わが国ではその取扱いに放射 次の場愛と︶︑蹴農︑餐な謡
どの群々の角塁かる︑放射混か一﹇

なる点は︑特許授ム孟耳塞に新規

このため︑φ防黙認荊の合成研

＝

9

扱えるように閣議正シ﹂ほし遭

えたし︑さらに︑今移導入ホれる

＝

赤国

⁝一

＝黒用のゲージング綴鵠・厚さ

＝として窟溶するものの総称︒エ

＝なく︑鵡博論器に艦結して線線

厨
いという襲甲か出された︒
軽水炉の設計データのチェノク資 篇
二
＝
こんど︑際子力塁砦研究二戸
料として舞立つことが予悪されて
＝放尉牲アイソトープ︑危︑トレ 耗費の交付テーマになりた﹁透
いるQ
＝
ニーサのように裸の攣家使うので 過形ベータ線厚さ副の汝毫性に
今綴のJPD8の剖画は︑約ニ
＝
関する試験論究﹂は︑糖封線鯨

カ月間運転を鰹止し︑ガンマ・プ

ローベ試験に誤る炉心内出力分布
の測定︑制御瓢の振励によって炉
濡扇︑液面請︑水分

＝沼など︶はすへ

患力がいかに変化するかの独子か

ーへを鴛なって︑炉心内出力分布

茨城県菓海村の円奪原子力研究所の動力誠騒騒へ3PDR︶は七 運転後動議についてガンマ・ブロ
月三睡︑五月ニヤ＝臼か12開始された連続千時間全出力艇転ぷ一終
出ヵ︑振動自験︵パイルオシレータ

期保修を行なって︑几月上句出力
躍線取扱謁任者の轡格へ第二種︶

驍ﾆして︑今架の仙め農本毒気 出格化し︑メーカー4現観する＝

l利用の曽及レ架遅らせる囚であ

ﾓ測偏師会なとから︑強き十キ

篇

ことによぞ塞挺えるよう＝

ずみで︑蕪荷が待たれている︒こ

性能を示すかを眠験するために照
瞬される︒

この結果に墓ついて︑初期疲荷
めることになっている︒
燃得の取鞍え時に順次JPDR−

H用国葱燃料に縢換えていく予定

安全砒保上翫要な閥題であるが︑

すほどのものは︑噴故時の燃料の

で蹟覆低の耐焦強さに影鞭を及ぼ

の表血キス︑内曲キズ︑編晦叛ど

性を検附する場合に︑螺聾被覆極

で︑四十六無未には強制ザ下用園⁝一軽水冷却型動力炉の安全性に影
コ
膿燃料によって熱謝力癒二簡に嵩一瞬をおよぼす燃雨雫盤管の不全に
閲穿る試験研究
この研究は︑鰐水動力炉の安全

で︑国藤製造の燃桝がとのような 梨ついげ﹂は︑馨のな鴇馨

るGE製燃料と仕様が岡一のもの ＝ユリー以下の線源伽鯉櫛える鐵難 になることを購侍している︒ 一﹇

の燃料はこれまで炉心に入ってい

は︑すでに五グループが分担製作

る・それによって・谷器遮蔽箋

ところで︑JPDR用国配燃料
コが必襲であるが︑これはR工工 もれる町能性の有無署しらへ写

自転を再開することにしている︒

＝備している︒

鴨て雪田獅噛売芸

ムが倣損したことに承り一〜二年
に一圃はダイアフラムを取替・メる

の縄込み︶︑悶庫燃料の盛絢︑疋

鵡愛験的に求め・勺こと㈲JPDR

DH⁝Hプロジェクトの遂行に明るい期待を梼たせた︒この千瞳 I狂と鰹接な関係覆もつ饗柄とし

了︑強制循躍による出力ヒ鋸︑国雌燃繕の開発を口橡とするJP

が得られたが︑千時調全欝力運転

こ瓦ら闘標を満足する運転突績

計團を進めること︑である︒

燃繕開発剖画の一環としての照射

ひに責賛の鐙度宗げ・

閥全出力運輔によって︑JPD獄は原子圏発置所として十分浸期 て︑疑期間最高出力で遡蝋するこ
40ことが実証され︑またスクラム弁のダ

イアフラムの解命がわかったなど︑陶叢ペースで運転される曹水

にわたる運紙に耐えられ

型発電蝉に㌔多くの技術的示唆があったとみるれ．稽

汐影の寿命を解明
閥十一分後に起こっている︒しか

﹂pDRの千臨監繧擬二分︑蕃薇後奢口置臨の結果︑スクラム弁のダイアフラ
は︑七月ご籍午後六時︑予建の遜
し︑六月二十購奇前︒瓢睡にあらた

必蟄があること︑そのほかにはB

三十五分に発億機毎伍幽し︑以後

のけ︑今後のプロシェクト溢竹に

なる点がなかったことを立証した

めて験子炉必起動ざせ︑午後二時

絆三月軋鵬一一三
間にわたる試鹸を終了した︒五月

五月二十二ほかろ開婚された連

順調に定格出力で運献した︒

WRの長期にわたる運転で問題と

二十二醗年前⁝．⁝時五十分に原子炉

原安協の二研究に委託金
ぬ

燃料被覆管と放射線防護薬剤で

たからといって過圏晶質ぷ求める

：二

ことは被覆鱈の製造加工泓止まり

科学技術庁ではこ颪所報のよう︸発表したが︑その中には原子力汝

を下げ︑鰍料のコストぷ．上げるこ

器請画の燃料設説コードの妥嶺性

原1
子力平三才用研究委託螢およ⁝全研究協会が今年度に行なう二つ
ヤπKWを鼠標とするJPDにR
び研究費金の育毒の董竺の藤璽も含まれている・

は︑平均無力密展リノトル嶺り四

焼農で各種の特繭紬銀糸得たこと

長期聞の勧出力運転︑燃料の隔燃

PDRに代表される軽水型原子力 とくに千時闘漣野選転によって

続千時閲全粥力運蝋の購的は①J 大きな期待を与えた︒

を起動︑聞臼午後八時に発電機に
併入以来の達統運転である︒

瘤測量にわたる諜に耐え

千時聞連続運転に入ってかろJ

PDRは噸調に稼動したが︑幽霊
こりれるかとうかの実港艮臨空
をおとしたのは︑二︑三の実験の

鉱を行なう鳩合の問題点の解明の

五菅KW︶以下にしたのと︑スク 長暁閥運転で生弓るトラブルの傾

ため定格患力︵聡気圏カ一万二千

向と頻度の調斉が挙げられ︑その

＝≡二＝＝≡＝＝三＝P二＝二＝≡≡≡：旧⁝二＝＝三＝二：＝

また︑ユ！一フトムは軍費繭神曲趨

もう一つわが国の特許制臓と異

に出願された原子力薬用を厨的と

際特諮協会が行ない︑最終的悪見

性指審期することで︑ハーグの困

る︑と見なセる︒

する特請の内答について報佑を受

電、孟（211）一2361

σ

あろう︒

嵩

脱脂大豆・レチシン。苛性ソーダ・晒粉。液

体塩累・各種アミノ酸類・懸物食（「⊇一ンフ
レーク」隣一ンフqスト」「シ晶ガーポン」）他

営業晶目

︾

電饗舌（281）0111〜10，012i〜10，112ト峯O

東堀錦中央区八璽洲1の3

本支

店店

棄照都中央区宝1町歪の7鱈語（567）7斜1（大代表）

東京瓦斯株式会社

噌k⑳素志k詳報被

OKYO

「味の剰・「ハイ・ミー」・「アジシオ」・エス
サン篇ンス。「味液」・サラタ油・天ぷら油・
ごま油・コーンサラダ油。クノールスープ。
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を公表31ることにしていることで 目的としたものであり︑各醜の化

が月がらた法産なを物性フ。こかに慮りれ

ラム弁のダイアフラムの破 損 で

運続千鋳間全出力運転に成功したJPPR

一一

三冊萎＝三＝≡⁝＝≡：噺謄≡≡＝＝柵隔＝開＝＝＝＝＝：一＝≡＝＝≡＝＝≡＝二一＝＝＝ヨ冨胃：ニニ＝＝＝＝≡三昌＝≡㎜二

鮒酉）力

ける買務があり︑各園の公表前で

、国の

な櫃含
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産

被曝前に体内に投与
放射線の有害作用を軽減
共に必要佐の轟まると兇られているものであるQ
この藁罰の研究︑一目の現状と︑今後の見目しな

鱈稲閥十難度の原子力平諏利用研廃委託費の一
つとして︑原子力安全研究協会へ魏魏された放射

員会委員の赤据氏の解説を描済する︒︵五画参照︶

どについて︑搬安協の放射課障囲防畿楽匠専門委

ホ年三月二士二日付の日刊紙

らかである︒太陽の活動期には︑

め︑費わめて危険であることは明

よって生ずるプロトンの放射のた

のといえよう︒

る楽荊として︑重要性を帯びるも

療薬が︑それぞれ開発を必愛とす

キレート荊など︑⑬に関しては治

防藁剤︑②に薄してはキャリア︑

多数にのぼっているρ

この方法に関する実験報告例は︑

髄移植が最も有勘と斎えられ︑

スウェーデンの国防研究所放射線

⁝移植が最良⁝
原子力を安全︑かつ為勤に釈用
するためには︑その危険戦を十分
考慮した上︑以上述べた三磁の薬

物臓器成分も試みられ︑骨髄︑
碑臓︑肝臓︑胞腺などのホモシェ

にほ・んどふれ藝か・たが︑一

の努力を纏けて研究を行なってい

鰐配した各種簾剤に関して︑毎日

多兇られる︒

従来︑放躬線生物学の研究に

放射線陣害がきわめて複雑︑多

ることを晦し上げておきたい︒

は︑種々の生物が使用されている
が︑藁剤の効力試験には︑農終的
に人類への推定資料とするため︑

プロテクタ

診

扁般に哺乳動物が用い6れてお 様性であると同時に︑放鰍線に対

り︑それぞれの系統の放射細醸受

しかしマウスには租々の系統があ

るが︑また現在において︑入間に

部分が多いことも目張と考えられ

ら蘂物の反応機作などに来解決の

たは治療荊と生体との反応︑これ

する生体の反応

性の蕩尽︑反応の均一性なども異

薬物は開発されていない︒この点

対して安心して使用し懸る有効な

に関し︑私達は微力ながら努力を

なっており︑これらを倹引した上

が設定されなけれはならない点に

航け︑一隣るその醸の寒くくるこ

ードが選別できるようになってい

ホールに検索剣を通して所望のカ

る︒

なようであるが︑一つのカードを

した︒この原子炉カードは︑IA ンバー︒ホールに死闘釧を通さな

﹁原子炉カード﹂をこのほど発行 取り出すのに︑何度もコード・ナ

は︑かねてから率備中であった

国際原題力機関︵IAEA︶で この原子炉カードは︑一見便利

一AピAで原子姫カード発行

とを希望するものである︒

その随難性が存在している︒

でスタンダードとなる効力試験法

上マウスによる実験が最も多い︒

ネート︵70き︒σQ㊦謬9⑩︶り
が︑特に澱用︑その敢扱いの便宜
一応有効とされている︒

日本で白血球⁝
⁝増加薬を発見⁝
血球減少症に対して︑その白血球

さらに︑放附線陳審に基づく白

楽︶の研究イ健難し︑突朋に供し

を同復︑増加させる物質の研究も

と考える︒

実用に供し得る薬物は︑一︑二

て︑わが国で報告されている︒

しかしながら︑いわゆる放射線

が白血球を増加させる薬物とし

陳簿の治療藁として安全︑かつ広

の詳灘な内容不明の外砿を除き︑

燭に関してはその街輯︑および化

範駆に便用される較物については

現伍のところ残念ながら︶マ防薬

学的不笈定性などの点から︑骨休

現状では謹だ完全には明らかにさ

情報急増の対処に

かなり広範囲に行なわれ︑サリバ
紙面の都合上︑私甚の研究部に
バロチンA︑マリナマイシンなど おける放射線防護薬荊の研究内容

曇る継物の鵬発に努力すへきもの

剤︵予防︑キレートおよび治療

また陳密治療の圏的で︑各縄動

のようなときに賦組員を保護する

に︑ソビエト・一
生物部長ンσZΦ一のO詳薄士談とし

ない間題は︑放射線に塾つく障窪

ﾃには骨髄．

無に二︑一ご圃の爆発があるが︑こ

には︑峡茶豪たは他の若干の材料
の厚さ十聖代の創が必要であるQ
各種の化学葵刑を使用して︑プロ
トン放射鰺に紺する人体の抵抗力
を︑本質的に高める実験に成功し
たが︑これは電要な防護法の一つ
となるであろう︒﹂

しかし同報逝は︑この化学薬剤
の名称や便用方法︵服用︑注鮒な
ど︶は︑何も明らかにしていない

ソ辻の索餅アンシボン氏はウすス
て︑同虜において人体に遭濾し得

また最近共同通信ニュースは︑

ので不急である︒

ホード一再の飛行について︑人体
る引摺な放射譲防護典剤の開発に

試験においてその為効性を示すに

に通用し得る状態に鋼らず︑動物

れていない︒

．生物学的な試⁝

るので朔用茜はそれぞれ何らかの

噸倒であり︑そのため時間もかか

EAが一九五九年以来︑万回にわ ければならないので︑そうとうに

レヶトリー﹂に代るべきもので︑

たって発行してきた﹁隙子炉ダイ

選

凄

㍉

㌧

ざ雪ぎ

》、

照

装

C

線防護薬剤の研究は︑放射線による陣魯の防獲薬

．防護物質の研⁝

獣た︑自覚的な障害が検出きれ
を写鐵線から保遜する各種の方法
成功した癬を儀えている︒

とど豪っている現状で︑これに鳳

へきものと舞う・

じた臨床的酬究も併行してげなう

験法の確立を㎝

写翼は原子力炉カード

内容はカード・システムなのぐ

工喪を要する︒

の変更などの情嬢に対処するため

急速に増加する原子炉の数や性能

線子炉カードは︑パンチカード

に考えられたもの︒

システムで︑瞳名︑炉名称︑炉
型︑平均典巾馬子染︑燃料︑冷却

コード・ナンバーが与えられて霜

材︑減速材︑現状なとに︑それぞれ

り︑このコード・ナンバーを用い

リーズ踊算機が︑従来のIBMうと︑従来は蜘物理︑プラント

ると︵これは主として型込に・40 〇〇シリーズおよび山脚OOOシでありて︑原子力技術の面でい

従来の腺子炉ダイレクトリーより

芝

聞喫0廠各30入轍働錠●散∴輪

剤の開発を圏的としたもので原子力利用の進展と

原子力の開発およびその平抽刹

るまでには︑かなり艮糊にわたる
を紹介したが︑その中で化学薬剤
これ︐一9外型の真偽は別として

ユースとして︑

の防止と障憲の軽滅化であろう︒

躁急もあり︑その障害の油引に
を便う方法が︑成功を収めている
も︑髭弾各圃において︑これらケ

究開発を早く⁝

すなわち放射線障憲の原悶とし
は︑多くの研究すべき分野︑問題
ことを明らかにし︑つぎのように

用に葛桜に関連して︑わたくしど

ては︑原子炉などの不 測 の 饗 故
が残されている︒したがって障憲
述へたと儀えている︒

放射性核種の体内摂取に起困ず

る三密の防護桑荊︵主として践D

大きな問題となることは︑防艘桑

TA系キレート剤︶による排泄促 放射線防護薬剤の研究に際し︑
も兄られ︑その腐効性も認められ

旭に関しては︑人体に迦用した例

的試験法が︑確立されなければな

剤の効力を決定するための生物学

ンダードとして︑効力潤定に便用

らないことである︒しかるにスタ

ているが︑為効薬罐の作用機淳︑

多くの問題点を残している︒

その実用化などに関しては︑また

できる生物学的試験法がいまた確
立されていないため︑各園の研究

者により間じ梨物の効力につい

った︒これは科学技術の発展に

り短時閥で遂行されるようにな

設

がわかるていどであるから︑原子

却材︑熱および筒速中性子束など

勘所︑製作者︑飼料︑減速材︑冷

蠣．禁って炉型・讐・

◎て︑臓なった結果を示す躍起が多 て︑カードのコード・ナンバー・

は米国のコントロール︒データ

先がけをなした計算機メーカー

い︑熱水力などの問題について

のコートに総舎化して︑大型累

薄託

帆

、

卿

摂鵬選手

巨入

竃共株式会掛

も人勲として考慮しなくてになら

や︑核爆充などに基づく︑旗射性
を何らかの方法で防閲することが

ミカルプ瓢テクタの研究が行なわ

物簸の休内摂取に由来する内韻被

しつつある現状と考えられる◎

﹁地球磁場の限界を越えて︑入
れ︑そろそろ実用化の段階に到達
戸
間が飛行す．萄場禽︑太陽の燃発に

人体に適用できる薬剤を
原子力を有効に利用するために
・は化学的防磁︵ケミカルプロテク

して化学的潮水による除染︑体外

以上のへたことる︑放射線防謹

障宮の原囚として︑①外部照射

甑荊の面から慶約すると︑放射線 ターの逝肛︶︑②に関しては工と

放射線障密の治療に関する研究

方法として厩器移植があるが︑現

もある租農の死亡が抑えられ︑延

され︑さらにシスティンを分子中孤の三つが当外考えられ︑これ

これからということであるQ

?げるならば︑①に対しては予 状では実用的でなく︑騒乱では彊

については︑古くから行なわれた

と︑敵死凱以上のX線を照嚇して

システィンをマウスにξえておく

を含むアミノ酸︑システでンで︑

果を示した履兜陶な化島物は硫黄

鋳携霧警して︑その璽

れる︒

の一党︑開発がクローズアノブき

曝によるも02と︑線了力潤用に伴 きわめて大切で︑放射線防護物質
う各種の放射線．僧外から照尉きれ

る︑いわゆる外部被曝による災凶
を搭えなければならない︒

機器等の誤用︐

が障害の因に
これら内那︑外部の級騨による

にへ凶む生休活性物質であるグルタ

が備なわれなければならない︒

への総門促進︑⑬については治療

た核種を化学的力法︑たとえば放

チオンにも陽搬な効果が聴めら

これら防腫方法に対応する薬剤

︵破曝︶鋤内部照射︵被曝︶⑲内

命率が増大することは︑℃9暮ら

射償ヨウ累の場含は非放射性のヨ

つぐ世騨第二位の副算機保有国

の牙城に食い込んでいるのが注

それぞれコードがつくられ個々

祉︵CDC︶であり︑その三〇変革をもたらさざるを得ないの

ける話であるが︶︑晒者の脚湯

圏されている︒一方︑世界の溺

算機で一挙に計刑してしまう

である︒

炉ダイレクトリーとの伍胴が必要

現伍︑線子炉力！トは至急凶十

枚発行ざれているが︑一九六六鉱

葦

響

︑
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㌧襲 ノ

r蕊

贅星蟹ポアン剃
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0治療には1日25〜200㎎●織嚇饒挫の耀活性ビ奴ソ凶

れ味の露爾がおどろく程重くなりました

隙憲防止に関する手没は嬰なって

ウ素︑そのほか抗甲状腺剤の魎用
れ︑ある種の化学物質を被曝萌に

ところで︑過去二十瞬間の駅

机して大いに進出し︑前認識置

は実に象微的であって︑原風力

埠機業界に圧倒的に優勢を山め

子力と訓算機の二歩の跡をたど

盆数のうち国産機は五蓄三十七

分野からの要求が訓算機の大型

昨年度は国醗機が輸入機に対

となったことを示している︒

禽︑面六十＝億

化︑輝国化をうながし︑寂た譜

で五千台以上の受注をマークし

リーズを発表し︑すでに各分野

てい叩筍−BM雷り︑酢郊慧忽ハ○シ に処理きれていたものを︑一つ

︑刷御︑動特性︑しゃへ
で︑台数で七一％︑金額では

二千五着万円

四七％為しめるにいたってい

甲・・三・≡≡・国内外で伸展する電子計算機三㍉

翫⁝原子力開発に大きな効験＝一⁝晒

ている︒この他︑RCAスペクという力同に進んでいる︒この
ような総含化された大きな計算

うことにより︑原子力発躍所の

を迅速に多数回くり返えし行な

トラ七〇︑ハネウェル理学〇〇
シリーズなどの新型機の受注が

管機の追歩が原子力を発展させ

本格化しており︑従来のタイプ

．⇔︒このことは輸入飲俘から国

讃算灘の中枢ともいうへ騨中央

たといえるQ皿近では︑とくに

までには約八白枚となる︒丸しい

される予定である︒カードの大き

カードと刮止カードは銀二圓発行

は一組二十が︒限雌では調査課に

さは髄二十弓炉︑縦十惣．凝︑価格

膨

ステンレスの撫付けに初めて成功した新

36り︑前者に婿しては︑体内に入っ の大きな功績で︸九五〇年に発生外耶照臨︵級曝︶による障害の発

などが行われ︑︑また放射盤血属

説

特に39薙農の︸年酒にわが国

人口の急増がうかがえる︒

ぶりと電子品欝機に関心をもつ

たということも︑国産機の躍追

各製品に︑入場者五力種を集め

弊擬シ﹂一における圏薩六杜の

で開催された第三圓臼秘露子譜
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らの防熱建議として︑①に対して

核種ストロンチウム︑プルトニウ
密な作用を軽減しうることが︑実

投与することにより︑放射線の有

防護薬使用か︒

宇宙飛テこξも
・
一

験的に明らかにされた︒

ム︑ウランなどの体外錯泄剤とし
ては︑各懸金属に対するキレート
荊の便用が考えられている︒
鮫憲外部破曝については︑放射
線をぬ接披曝しないことが︑最良

ステーンの脱炭酸された形の野禽

一九丑一年に︑ロコ90ゆらは︑シ

であるが︑古くはX線技術茜にみ

の防護方法であることはもちろん

られる放樹線障露や︑X線による

︵MEA︶︵通協システアミ ン

物︑一マルカプトエチルアミン

という︶︑および三二ルカプトプ

で設置された電子踊算機は七酉

庇へ急テンポで伸びている証拠

最遍設剖も︑より嵩度に清蟹に

沿i︶
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ロビルアミン︵MPA︶などがシス

であるが︑金瀬的には昨銀度の

の菌舜機市場は店じまいの様帽

五十九台︑全額にして三翫四十
認め︑これらの報枯以後現在に至

処欝機の設踊思想に漏しい改革

六億六千七酉万円を数え︑その

ム撒逆線源とするγ緑発生妓卿︑

るまσ︑多くのSH岸N112基を 紬果40年蕪月末現在のわが国総 実譲からみてもまた五〇％に達
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ハンデクラフ︑リニアソク︑ベー

る︒かかる鍛近の海外の趨勢に

あ糊？つ︒

糞動

勃に汀目しなけれはならないで

ぴ鐘

一

和

ま麓駿の㎜掌る藤化蕩が禽成され・ぞ

かくて話算機の能力はこの

行なえるようになってきてい

肇￠

を呈している︒

窯

がなされつつあり︑隔度の同時

設置台赦は千八蕾四十台︑暴風
十二億六千九白七十九力円とな

︷篭艇溝︑・

創行処理機溝と大寄賦の詔憶籔

の防誰効果が検融されてきた︒こ

沸・

していない︒これは園酌訓鈎機

窩いアイソトープなとを一度調用

れら一関の化禽物を総称して︑ケ

つた︒この数字は西独の千四百
六十︑責ムー4卒一大き・＼引離し累国に

塾

が土として中型︑小型︑超小型

すれば︑かならず程度の比こそあ

と解んでいる︒

へ

一︑一一年度しく改変しつつあっ

峯

頻

て︑より大きな複雑搾謂舞がよ
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動瓢演堺鐵誰誰鐘鼓態態

新型転換炉の炉型など
プは︑中立系構成員四疑︵大山︑

ニグループで 今後專門的に検討
原子力委員会の動力炉開発三三会は︑七月六日︵火︶午後︑山
向坊︑山田︑荒川︶が加わり︑約

婬心の一門象で構成されるはず

脚プリンスホテルで第士薗会合をひらき︑﹁動力炉聞発の進め

方について﹂1中間段階における〜︵阪子力委員会案︶をめぐ
で︑検討事項として左の諸点が指
示されているQ

を痛めるに嶺っての︶

計び入員︑⑤間門点︵研究開発

方︑④研究開発に要する贅金お

定︑儲研究開発の貝体的な進め

の検甜︑⑭倹64対象炉型の逡

に繕つく猫型決定に必勝な饗項

ための諸崩提︵五項厨−後山︶

究開発に要する資金および人

体的な研究開発の進め方︑⑬研

につき︑その大要の倹討︑②員

添された研究開発の遣め方︵案︶

二︑高速増殖輝

あけられているQ

およびB案を検討すること︑が

いては︑巾開結論に示されたA

るか︑凍子炉の部分で説明の足

鄙分ではかなりはっきりしてい

うだというのではなく︑船体の

しかしこれは全耶にわたってそ

しいということなのである︒

もう一度明確な根拠串熱してほ

それらの不十分な点について︑

しなければ判断できないから︑

えてもらわないという湯治洋才主

知識は教えてもらうが︑精神は教

ら出発したという慧昧で︶技術的

悪い先生だから︵原子兵器開発か

のである・原子力の先生はみんな

の自主的空体的立場をいっている

②自虫の原期の自主は日本国民

顔をしただけである︒

そんなことはいわなかったような

り上ってきたときに︑武谷さんは

①中閥結譲に

なお︑母型選定のための萌提と
しては︑①その経済性が帰来型

また原船事業団の甘利専務理事

四無隣にというものもあるので

にこれが必要となるのは︑三︑

設備が必要であり︑しかも現実

娘子力船の建造には特別の付借

で物がきめられたりしてはどうな

主眼であった︒上の方の人の専断

究所の民主的運鴬ということが

誓いた私の二藍りでは︑原子力研

⑧民密の原則の民主は︑離日を

る防暑堤のつもりであった︒政績

るかわからないという危恨に対す

から独立したアメリカの原子力婁

員愚なる行政婁員会の制度なとも

の﹁関西研蹄用原子炉﹂の立地問

私の念頭にあった︒しかしその後
術の媒入に闘する悪務で七月十五

民の一塒的興窟状態における反対

題で︑私はこの﹁民主の三期﹂の

に対して︑私はこの原則によって

ために蕾しめられるのである︒住
堀越禎三氏︵原産鴇任理事︶日

日漉米︑口蓋馳設を歴訪して八月

本ウジミナス挫長としての要務で

その筋夜私はてんてん反側して

段階では︑猿子力に関する特許は

項がいくつか含めてあった︒ある

してはならないといったような条

た覚えはないQしたがってウでの年

中懸根さんたちと虚接に交旧し

えている︒

いさがられて汗冷流したことを覚

て︑蘭業秘密はとうなるのだと食

った︒たとえは公開の原則に対し

成立は決して円措なものではなか

に進めということになった︒その

れ︑これ卒美嚢として原子力研究

紛会で︑原子力三源則が決議さ

その年の四月の日本学術会謙の

霞じょう自縛された︒

が︑配途バリ︑ロンドンに立ち寄

会議を銀台にして︑何とか黒本の

眠られなかったQ過蜜ニカ館学術

ゲループニ十三田午後一時自愛

原子撃力研究会プラント建設

撫原

って七月十九日帰一する︒

ーーー

六月二十六日ブラジルに獲つた

六日帰環する︒

鎌田稔氏︵原由押箏︶再処理技

行く人・来る人

のがあるようだQ

説明資料が不足たとみられたも

義である︒

りないものが多い︒

グループは七月中旬に発足し︑

は︑主として大当囲について説

は十二日つきのように額した︒

員︑④闘題点︒

導入炉に比し有利となる可能性
九月初旬に開催される動力炉開発

圃の調査事項決定に資したのち︑

をもつこと︑②核燃凝の効灘的

軽利用の多鎌化をはかりうるこ

さらに作業愚つづけ︑調査団の帰

懇談会に問題点を蝦告︑海外講査

と︑④将来熱中性子増殖炉への

国報告毒とり入れた上︑十㎝月一

利用をはかりうること︑③核燃

発展の可能性が大きいこと︑⑤

谷不明なものの積算根拠Q③原

いての見解︒②積騨がなく︑内

題当と思われるものの措麗につ

の本来船価に轟入することが不

明をもとめたのであるという︒

研究95発の貝塚陶な進め方につ ぱいに報告警提出を園標とする︒

これはメーカー縄の見積り船価が

子力第一船窓碧雲の必須条俸で
ある濁流についての費任範囲と

当蒔穴十一催円になっていて︑今
後も大津な低減は期篠できないか

その貫体陶内容︒

は次のように説明している︒

なおこれについて科学老心庁で
そのため原子力局は︑

らというものであった︒

望月近

を納褐させる根拠が薄弱である

くかかってこの内容を倹渋したが

明しているので︑中昧の詳細を

つまり原船事業団の船価説明
との不適当と愚われるしゅんせつ

知るには資料が不足である︒そ

これには︑本来魚価に算入するこ

原船箏一団はさきに上原科学技

費や︑積算根拠がなく内容のはっ

の船価が適当であるかどうか

きりしない原子炉欝欝費などがあ
り︑そのうえギ袋の磯況分揮も関

術庁琵官と中村擁輸梱に︑一応の

げ︑昭和四十一頒展予算に六や偲

は︑その算出の根拠がはっきり

藤岡さんに電報乱打って渉意を

κ︒一白後に︑弟子の結姻式の

を尽くしてきたのか︑葺くすれば

原子力研究を前同きにしようと手

たりした︒

号しようとして︑後で物礪を醸し

れているのを知って︑大変ありが

の中に鷲

ポレオンが上濁してしまったと知

である︒会議が踊っている間にナ

な6ないQこの方はしかし八力虚 ことになりかねなくなっているの

こういう物議を醸しそうなものは

しかしさすが輔永さんである︒

謹ずいことが起った︒原子核特別

たく眠った︒しかしその後非常に

おきたい︒

露原則について少し注を付けて

げることに決定した︒

ったとき︑会議を踊らせていた人 しては﹁三原則﹂たけをうたい上

つきものだから機密を否走する灸

私の三原則の一つは相当偶抜まに

との産物なのであろうが︑これで

て︑皆さんが興奮状態にあったこ

研究所が住民の反対運動に出あっ

たのであるQこれは田無の原子核

ないというとりきめをしてしまっ

究所には原子核研究者を送りこ求

﹁切捨てて︑原子核特別委員会と 委員会が︑新しくできる原子力研
て頂くことになった︒また康唱道

輸して岡僚の永宮教援に代役をし

原則が曲りなりに採用さ

お仲入ぷうとめることになってい

研究者と政冶駅と正面衝突という

︵？︶の恐にできた原子力星本法

たのを更際になって断らなければ

一ケ日とめないという条項をそう

喚起すると周晦に︑上京を洩平し

び上った︒

専一

らかでないので︑次のぞ項思の説

魯

円として剖上することを求めた︒

考えとして述造刮画を一年繰り下

盤で同幽することを求めた︒

と︑改めて七月十六巳までに︑文

発注船価変更は︑客観的に第三者

川日本原子力船開発野業団理事長
ド
に公文階ぷ送り︑原子力第一船の

村田原子力局長は七月十日︑石

原子力局事業団に公文書で

船価の根拠を質問

嘉？ーフ

︻︑新型転換炉①炉型選定の

ーーーーー

って︑鍛後の意見聴取をおこなった︒この結果︑この中間結論に
もとづいて専門晦な検討作業卒行なう二つのワーキンゲグループ
︵薪型転換炉および筒速増烈炉︶母発足させることとなったが︑

グループは十月初めから約一カ月問編首予竃の海外調査団の報告
もとり入れ︑開発すへき新型転換炉の炉型︑開発スケジュール︑
国際協力のあり方︑資金および人員篶について︑十一月一ぱいに
報告囎を出す予定で︑原子力覆員会はこれ卒受けて最終的な動力

あるという修正煮毘が出たので︑

なった︒

この点け表現が修正されるこレ﹂に

炉闘発方釧桑酒めることとなる︒

懇談会は原研︑原螺︑篤業界︑
学界の代表十四氏をメンバーに昨

無十月二十九日発足して以来︑約

新型転換炉と高速増殖炉

バーは約十薬

八ヵ月閲に圭圓の書．憎いてグループメン

T鞍懸轄難酪

てある︒

審議は在来型導入炉・裁転換摯力養奈示した﹁動力炉
炉・難増魏の蔀門について開発の進め方し︵申諭旨︶隻
繕論にもとづいて貝沐的な検討を

行なわれ・とくに豊遷論禦は六面所説射りであ︑操︑この
集中︑鑑後求で電力沿よびメーカ
すすめる二つのワーキンゲグルー

①

治

線の切符を入手するのが面劉なご

た︒けんか別れ布綴織するには︑

人が頭にくることは明らかであっ

条件をつけて通す以外に道はなか

件が︑腺子力舞器化への最大のと

Φ公開の原則は︑軍事に秘密は
私は夜おそくまでかかって﹁原

った︒

子力憲蕉藁案﹂を轡いた︒もちろ

主の原則とは︑私の腹積りでは︑

の
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ー傭構成員から強い修正意見が出
たが︑中闘結論ては武田原子力委
員および日本原子力研究所側の悪

今年は︑わが国が原子力聞

のであった︒それが打開も∬開︑

欝総灘響鎌懇灘

見に代喪される新型転換炉開発の

国内

毒途中か・書無として麟違3く琴越
鷺場した蒋沢原子力委獄の
における骸燃科サイクルの確立

こ

見
犬
イ

反対運動もやるような核研究春を

なったのである︒というのは︑民
失はこれは私のオリジナリチで

原子力研究所に引きこむための条

りでになると考えたのである︒

定して研究開発利用して行くへき

武谷三男きんが﹁改造﹂というそ

はない︒ち．仙うどそれより一年前

ん原子力をあく豪て平和利用に限

隈慰するための貝体的条件をうた

を強調したものであるが︑平和に

して原研は︑豪さに鳳子力研究を

件でもあったのであるから︑こう

滞京では茅さんと藤岡さんが中

ろであった︒

の後廃刊になった雑訟で︑この条
い上げたものである︒それは現在

暫根代議士その他に会見していろ

カタqゲ、文献御送りします

4、飛δ揚、航空機工揚、自動車工場簿
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菱スタートしてから＋衝・ 露者たちの辱ないところで︑
の考え方などが鑓碓になったもの 一
階

とみられる・灘滋の干て︑定当り︑各樋蘇あ鷺営⁝

⁝⁝ヤ年を窒﹂の議憲思︑⁝

奄ﾋがい︑開発の手拓︑⁝⁝

雛灘講蒲柳潔癖雛凱⁝
メーカー側副成貴が終始主張し

される︒

献鵬鰐顎鯨筆
⁝九五四年二月朱日新聞で︑芋
派会談の結果︑原子炉築造のため

眺鵜螺灘鯉継⁝⁝
塚な表現毒とるに董つたが︑なお
窪本的には︑導入ベースで民間が

たという記事を晃たとき︑文字通

二千五酉万円が組孕れ
で閤題が残っていると晃られる︒

り私はあっと声をあげた︒数日補

瀦主的に措進ずるという観点なのの予騨二億

図内に

饗難

た︑と私は考えている︒

多くを確保できず︑非常な損をし

要事するのにふさわしい研究者の
である︒たたその後原子核研究者

研究を始めようと握案しているの

の中で原子力研究反滑の白毛が盛

件をつけることによって︑原子力

とを主張したものである︒たとえ

もっと灸件も多く︑立ち入ったこ

ば︑原子力施設に外国壷本姦導入

いろ畿論を戦わせたらしいG綴本 伝えられている﹁竃原則﹂よりは
学術会議では︑胡永振一罵さんが

醸騒舞鹸解職懸軍

全く新しい周面が展開されようと

しているのである◎私は本当にと

工・ア・ブラウン・マクワアレン株式会社

1丁目826番1也

3、可燃性をともなう化学、金属工揚
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原

来年度予算の
て偏し︑多いことである︒予算が少ない

は︑折角の予舞を便い切れなかった︑醐

督米瀦画の検討作蒸をすすめてき
立急︵史甘心

沿・︑東大︶上田英難︵東大︵足

集黒面会では門エネルギー利用

瀬川正男︵通陛省︶

R︷酬︶払田丘二︵乗工大︶

二幅五三︵﹂︑曽＼勾︐フ︶販塚駕助︵都

鱒囲が広すぎるという声が強い︒

っているが︑一部にはこの霊題の

における将来の問題﹂が補導とな

右衛門︵北スマトラ鉛管開発︶

るからである︒鳳子力唱員

︵放医醜︶漿亀正論へ東北大﹀

で︑現凱では原子力の弼用部面の

このため岡小委員傘ぞは第一回

公へ口卒毛／3五日竿後象京上野の学 とくに将来の聞題という文題はあ

険討審議体制が不十分であると偲

する小委員会を設置してこの不備

い将来の好題に限るへきだとの見

豪りにも漠然としているので︑近

舐され︑あらたに原子力利弔に関

医大︶永井粛党

の開発や防護を中心としたもの

たが︑この露顕は主として腺子力

るのはいささか無理があろう︒地道なよ

況のもとで︑源子力予鱒の飛躍を期祷刷

年年多重の繰越額が発生するといつ状

れは︑なおさらその感か謀い．

の予算が年々鬼嘱に飛躍してゆくの跡冤

究開発を瀞画通O磁実に逐行ずる力がな
かった︑ということにもなる︒鵬トイソ

うだが︑澱も多かった昭稲三十闘︑五年

では便い残しが多いというのは矛盾のよ

でいるのは︑この要求に応
ごろには︑繰越額と不用額の讃がそれぞ

とか︑足りないとかいわれながら︑一方

えようとするものであり︑原子力予節の
れ三十二四にも及んでいるほどで︑当時

会か本年一ぽいをめどに動

璽無度の予鎌要或作業がは
多年の凱41ちが破られるかどうかの断絶
の原子力予算六十数億円に比べて驚くへ

酬究朋用津制について播零した︒

集京部会には六十韓国から胸ぜ†

術会議で開きアイソトープの教育

また︑同小委員会では医学︑琳

五酉人の参加が予定されている

の識置が決豪つた︒

工学︑農学・生物学および放射線

を補なうこととなり︑このほどそ

小監員会のメンバー各氏は次の

童蒙方面のワーキンググループを

蟹が強調された︒

田局弥太郎︵遺仏研︶

とおりである︒ヘカノコ内は所属︶

▽委風畏

ー関採の癬際機関などからの食毒

設け︑それそ31の部門での原子力 が︑この醜政調勧誘詞やエ不ルギ
利用の博来引醐を九月ごろ法でに

晦鵯文男ρ押酬︶乙川春

樹︵重大︶池田艮生︵東教大︶

も予憶されている︒

▽懇鍛

まとめるよう作業を進めている︒

はる

農試盤の耀のむずか雲
石目は劉分安いから︑

さを︑つぶさに艀験しているわ
けだ︒

．勺へきでし︑．う

⁝

⁝

というあたり︑

原予力もあせらず︑じつくOや︑

この人ならではの一葉た︒
さいきんは自動阜謙琵として

劇由化対簸で茜労した︒二日寧
⁝⁝
は国の保護で出発しながら︑長 ⁝⁝
一⁝
いことかかってようやく窮由化
論
できるまでに成長した︑原子力
．⁝
も育ちかけている籔ゲ病の芽をつ

⁝

会議終了後には関乗︑関亜︑九

献やレセプシコ︑．ノの予定もある︒

州方面の産策施設や観光地壕クル

なお︑今獲の集爪部会では胸一

ープに分れて姑学する︒

億三千万円の経費が見込まれてい

るが︑三千万円は会費︑政勧補助

は民間の雌撮となるもよう︒

等で調達するが︑べりの約一悪円

原産の常任理事会

田本原子力渡業会孫は七月十二

U会長︑大

口M午後︑原貯会長室で第着論ハ十七

回常任理事会を開き︑

屋︑松恨両副会良も出融︑次の各

①綾子二野機およびコードの共

議題巻．徴塗した︒

同慶用聞発について︑②第七回

日ぷアイソトープ会議の開催に一

ついて︑③放射娯医学利用澗か⁝

蹴

団の派蔭について︑④IAEA

束砥詮会の開催について︑⑤そ
の他︑

七月八日第二十

旬間メモ

原子力婁最会

四闘箆例会議を開き︑猿怨讐海捌

酋絹の静間に対する熱申を決定︑

究異材讐試験炉の安全性に関する

第六圃1一七月九日午後

ぷ噸いた︒

IA13A東承総会の輩備状況につ
謬与会

いて饗務当周の報d

開催︑昭繍四十論及隙子力平廟利

用襲託質および研究費補助金︑昭

ぶさぬよう︑今後何十年の呈盤

会期巾︑内外営脳による特別講

嫡藤正炎ハ東大︶三井進午︵東
大︶松け溝ニへ遺伝研︶丸尾文

馨繍東京部会の準備を推進

眠目委員会委員は次のとおり︒

︵カノコ内は所幅︶

賀古・石残協全︶為沢広巳︵東

ぎ

旨付につき転告口︑原子力第一歩

和四十無農放射能測定調警遺託要

︸

を作る鋳たろう︑という︒自動

⁝

車の鐸験も国巌化などの悶題に 瓢
生かしてもらいたいもの︒課長

第十二回11

㊧

量

叢
互
氣
電

も

＼

鰍肺

〈大代…楚｝

力炉開発政策の策走を覆い

じまり︑各機関の概算講＊は
がかかっているといえよう︒また︑再処
き額である︒近年は次鞘に減少している
り︑内谷の明揃なプロシュクトがふえ︑

うであるが︑原子力予鋳の増加はやは

積算根拠のしっかりした予鱒要求が行な
われるようになってゆくという躯本的な
進捗に期︐制するほかあるまい︒ある酬究

は︑攻簸戸当者牟一︐逢わセ︑あやまちを犯

のような予舜磁保のむずかしい時には︑

イソトープ他用循簾器血挽欝欝習

から五日闘の予寡︑﹂東鼠プリン

ム回部会︶は︑明黛秋の＋月十六員会もおかれる︒

スホテルで開縫されるか︑こ瓦に

先だち日本国内蚤員会ではその藁▽委白日井上五郎︵中部亀力︶

議の成功を期するため︑このほど

㎏田猟︵宝玉︶崖岡鮎占︵石室

大︶宕下文箏︵電璽丁叢会︶芦

備および運冨の目体化をはかり会▽委翼育大均一︵東電︶淋生太

強化して虫猟部会組燕委員会瀞薪⁝

ル千春ハ電連︶田中酌治郎︵爽

﹂赫︶蜜魅一衡喚説大計

従来の東芝部余準備委員血を拡大︸

たに還した︒

この組繍委員会は染厭部へも潮倶

とし

寿

Y凝

動力炉開発懇談会

七月六口午後開禦︑樹威員の癒兇

無

囎役社長浅野延秋

編成に当って

すでに原子力婁員会に出そろ
迎施設や原子力船の難航も︑見方によっ
てはこうした過渡期の軸みのあらわれで
繰越しやバ概述の発生は︑何らかの轡

設予鈴は︑墓詣

界の不記かbかなりの財愚難か予椙きれ
あって︑国や民間の役割り︑助成の方法

との反映と見てよい︒昭租二十四︑五坪

昧でd画の児こみ違いや曲れがあったこ

ワたという︒来隼貰の

る上︑瞭子力関係には魯処理施設や原亭

ているものといえる︒

なと必めぐって︑新しい考え方が試され

が︑激た少ないとはいえない︒

σ︑予糠要水の荊途は例溜以上に厳しい

さ辺ることになる

ジ晶クトの設定と費用の償鎌をしなけ瓦

や二子力舶か遅れれば︑それはやはり繰

の二佐のμれの反映である︒再処理エ場

当時のそれは︑JRR−2や動力試験炉者は 研究蓬自身がしっかりしたプロ

η舶のような難悶犠も び か え て い る の

畷子力．宇算の増額は︑原子力関撚者に

越し額譜となって予磐面に投影されよ

とり悲撫のようなものであるが︑ヒにの
へた経済傭勢の厳しさからいっても︑そ

蹟年あたりから︑原子力開発の転換期

の実現に唄い期凸をもつことはできな
う︒もちろん︑研究開発は

これに上ると︑原子炉敷地周辺

髪大︑四百六十六刀円⑳放射能

組織委員会を設置

では甲状腺︵成人︶け最隔二五レ

白動測党致置薩昭和大︑二穏二十

たいものである︒

研先蓄のみならず︑この占粟をかみしめ

ムで指針のめやすよりも十分小さ

四刀円⑪LBCi22型低価ノック

長坂田畠一氏︶ではかね

桝界動力会議の象工部金︵㌶十日するため斜向︑財務などの小委

い︒寂た隻身に対しても︑二身の

ラ︑〆ド島忠能荊定装畷11関西臥大

会︵蟹

日審学公会議の瞭子力特澗蚤員

装本学術会講

小委を設置

原子力利用で

戯五＋二万円

めやすを越える地点は原子炉から
三熱摺以内で低入口地帯にはいっ
ていることになる︒

総額は約浸透
文部徳︑私大に研究補助金
文部省の昭和四十年濫仏立大学
研究設備助成補助金︵総纈九億九

千四菖四十万万円4の配分が七月

た

田

治

てより大学における原子力の研究
螺欝欝鐸U鷲腰魑臨︶一羅総総讐需ザ

なり

成

原子力局政策躁畏になった

および放射線影観研究についての

勢
⁝欝六下七爾瓦十六万円︶

■

覧

見るか6にフフイトの溢れた り︒ここで翫気料金の値上げ悶
題にぶつかり︑おかげで電力界

騨b

誹風転出で︑所霧優増計画の石

ついで三十三年からの経済食

に知り合いが多いという︒

原子ヵ

除イ

と

タンクのような体から

率直な印硬かとび撮す︒

山積しているのにびっくり

船や地目整備や︑大きな悶題が

漣

内訳は二十四MeVへータト

六日決まつ忙︒

︵醗分趣

ロン︵日大︶なと職殊設備十八件

とγ線註測研究設備︵武蔵工大︶

など一月設備千七十七件︵配分額
七僧二千山ハ百四十九万円︶となっ

ており補鋤率は購入籔格の三分の
二以内︑補助金の一件嶺りの平均
配分額は九十一万千円となってい

⁝⁝

原子力関係ておもなものは次の

る︒

とおり︵補助額窩万円以上︶

課長にピノタリといえそう︒

てきた経麗は︑今の賄期の政策

論︑電気とエネルギー畑を歩い

めてだが︑逓麓時代に石炭︑極

カのことが分らないので隠り出
鶏
①一⁝十四MeVベータトロンー1臼♂す という逓り︑内子力ははし

⁝

大︑千三酉二十万円②コバルト60
瓢
大駅即歯妓鷹および付属雄置麹東

女医大︑千箪薦十三万円③放射化

∵
一

炭部門を担影︵エネルギー担曲

で︑人の面倒をよく見るという︒

という知人の評である︒庶民的

を膏ない︑中間結

山梨梨

神奈川県

●ρ

6のと憩りねはならない︒

ということがいわれ繊したか︑予鱗葡に

い︒こ3／に関浬して︑考えてみたいこと

もあるわけてあるが︑厳しい児力をすれ

の多いbのであり︑財蚊制度の不備な画

といったが︑こんと

もかなりこのことが反敵しつつある︒つ

がある︒それは︑原子力予算の年やの親

観測資料などから判断して安定度

A︑風評辞とした︒

で愚薄した燃料寝業の二間と︑一

学研究設備薩武庫川女大︑千七衝

計画官﹂︒三十万年にはふたたび

によっ一瓢正された﹁動力炉謬説

調鞠

めぐり愈磁

⁝

建造契胸閲題について二野墾談︒

成田さんは昭称十八年︑束汰

通痩省に帰って︑閑日局開発課

趣味の易は初段︒弼轡︑マー

の進めカ﹂︵原子力螢貫会案︶を

になっても緯ぶるところがない
法学部を卒業︑大学院一葉のの

長になり︑国滞陣鞠︑天然ガス

る︒寡鷹は租代夫人と⁝男︑胃

ジャンは少し︒酒は相当にいけ翫

■

｛584）

Tεし

3萸京都，整区赤坂，留，t亀町35

不傾定置素〃

まり︑本格的な開発段階の到来にともな

麟額葛よぴ不用頷か︑他の分野にくらへ

︐
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閥魁であり︑とくにプルトニウムの馳中性．＋炉への潤用の必襲翫

この報㌫によ撹は︑㎏子力霞員

このような改艮には限展があ
り︑今優漸しく建設きれる発開所

改艮が必蟄となってくるたろう︒

プルトニウムを繭黛謹書か用蝿罫
の設訓け︑これらの醐題を十分杉

止する一九ヒ一直一月一日よでに

として潤用丁ることを扱備的に可
慮しなけわはならないたろうと主

会がプルトニウムの買い戻し︽中

龍にしなければ︑醤来燃得ナイク

ムを絃戚することになッた︒この

って︑両社で統︷管理方式のチー Wあるいはそれ以上の大型プラン とえば中性子線を利用した分訴機

めたが︑この講画卒愛施するに当

米嗣一社︑重水・有機物炉の開発で
アメリカのアトミノクス・イン

︵1︶執中哲．＋炉ヘウラン強化 ターナシ﹂ナル︵氏1︶社とコン

滋な悶題は次の通りである︒

この報告の中で検討されている

ルコストがKW旦嶺り○・三⁝O張している・
為と警 告 し て い る Q

・五三ミル程度の増加が予慰され

この闘題を解決するためには︑

ハノシコン・エンジニアリング

中轡．﹂やガンマ糠のし殉へいの豊

はバシフでノク・ノースウエスト ・冷却炉︶を只同開発すること舟決

熱中甑．r炉へのプルトニウムの測 のために使うプルトニウムは︑ク

建設牢舗が出された米ドレスデン第2の完成予想図

なお︑両社は今年の初め浅EC に理戯する鉱石の繭用価値の評繊
︵CE︶社は︑先にA露Cとの契
堅しい綴織の法的性格は末だ凹め
と．二十三カ月糊の契約︵CE祉は があり︑同局の沁淳採鉱の瀞門尿
約て11WOCR︵弔水識趣為機
・物
一9れていないが︑人工社とCE社

求から燃科取扱致置や取扱いゐ仏

遅れており︑追いつくまでに七

葦

ーハ年を要すると発凝して︑セ

さは何とも汗鹸の釜りである︒

十分兄通し欝なかった胱みの浅

に梁せることが日標

に応用される域に達すると︑そ

用の微畢︑そして最近はアンリ

⁝・バードと呼はれる静止繭星

の開発に成功したQ

打士げの目凹となるロケノト

の閾に讐えて︑玉渥と

でやるのたと問われても︑やっ

しかしながらこのような打上

力におけるコンバータ論餅もや

ましている昨今ではある︒鳳子

海底資源探査機器
の開発で契約蛛倣
海戚にある鉱物か画収する手助
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入旗が初めて人工

鷺客思
ンセイシ認一ンを・．あき起こしたも

で︑宇笛聖閻の学術的

こで初めて人類の福祉に密与す

人順初の子忌遊泳も同様で︑

年後の今日絢国はほとんど關を

データの集積や解析は

る効果が大きく出てくるたろ

のたった︒

接して芋宙空澗における遊泳に

やや従属した醸があっ

う︒科学技術の開発研炎といっ

解団探求への努力を結凹し︑ヒ

礁差した︒しかもこの間に通信

たため︑浅はかにも私

たものは大なり小なりこうした

用の衛星や航海用あるいは気象

は︑多少の聴間的ずれ

額殉が多いようた︒

カギ屋の炬火大会の如しなと冗

てみた上でなけれは二軸に答え

ど在米中て︑米国はバンガード

の層圃後テルスターやリレー衛

げ捜術の進歩が︑昭和三ヤ五年

の濃終的決喧はまた出されて

AEAか考げんているこの瞭型炉
酬

ーーーーむ下ない屡トンレイ憩鍔鳴が

︵田中好雄︶

やこれに近い論講のようた︒

と呼信れる科学衛起を宇宙局で

れ︑さらにプーリー・バードと

墨のような麹信田に実用化さ

関発中であったが︑ソ連のスプ

ートニノクに先を越され︑関係

著はいささか階たんたる炎情で

冨
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新しい技術・誠実な施工

Q

古い伝統

鐙糊圏

など気にすへきことで

の開発はそれぞれ別の醐的で戦

犠扱術の進歩はめ慣ぐるしいと

談を飛ばしていい気になってい

るれないと答えるより仕方がな

後いち皐く漕予されたことでは

いって過論ではないようだ︒昭

たものだ︒

あるが︑それにしても戦後の科

稲三十二年といえは私がら．伊う

コンバータ論争
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インド政層原子力隔は本薙三月︑一九六四一六五無を対州とする無報卸伊発喪した︒以下同年⁝

このうち原子力機器︒システム

コンポーネントを開発したQ

中にも各毬のエレクトロニクス・

ンのプロセス諸条件の襟串化が完

ントでのセラミノク状二酸化ウラ

を続けており︑ハイロノト・フラ

要な金属ウランを供給すべく努力

れることになっているが︑取替に

期装荷燃料はアメリカかう供給さ

た︒タラプール原子力発電断の初

トの運転開始のために加工され

燃料冥冥とプルトニウム・プラン

ベイのC工Rおよびザリナ姻に必ソを含腐する燃料要素がC1飛の

の握当課は放射化分析および医療
了して︑冷しい金属ウラン生産プ

開発︑生業に毒見しており︑昨年

用にガンマ線カウンタを開発し︑
あたってはその成型加工をインド

また原子炉二二課では原子炉に

トリウム開発
と増殖炉研究

いる︒

側で行なわれることが要求されて

酸化ジルコニウム・プロジニク

ラントの設甜も終り︑入札が招譜

却鐵躍などの長認の蛋艦に濟手し
トでは甲性子を吸収するハフニウ

されている︒

た︒制御機器およびシステムの抵
ムを駿豆ない酸化シルコニウム・

コンポーネント撹当課は整流器︑

当課は原子炉制郷システムおよび

り︑重水再濃鞭プラントでは昨葎

プラントの建設が計画されてお

ツェナー・ダイオード︑熱電気冷

これに関連した機鵠の闘発を集中

関する各種の技術開発が行なわれ

能力二強ゾの銀水プラントの建設

再濃縮された︒蒙た現蕉︑薙聞生薩

ム資源を利用する葛速増殖炉の研

は次いでインドのぼう大なトリウ

ための研究が開始され︑この研究

ているが︑実験用瑚転炉の準備の

のため細事君および敷地の選定に

なわれている︒

という観点かる行

り43トリウムの便用

の発躍副爾に掲げ

研究も特にインド

型加圧重水炉へP∬WR︶の設謝

究にひきつがれるQスウェーデン

ボロン生産用のパイロ．ノト︒フ

関して倹削が行なわれている︒

一寧甲に七薗二十五孟ゼ︑の璽水が

的に行なっているQ
家た竃子工学生産部は﹁年上に

約鑛は三四八十万ルピー︵約七十

生産した︒これによる外貨節

千七貨瓢十の機賜と罵十の材二部

いてはトン当り平均千五魯MWD
の出力をぶした︒さらにこの炉は
況−硅嵯炉として︑巴界的にも大
きなものであり︑五白ヒ十以上の
サンプルが照射された︒戯化トリ
ウムと金属トリウムのロノドが︑

ラン︑ンスダ化したポータブル・ガ

九万八千妙︶にのぼった︒またト

この炉が臨界に達した時に装入さ

けている︒分離で十四の実験用照

れたがこれは現κもなお照射率一続

射孔が各種の研先

国内で各種機器を自給へ

再処理プラント完成

いるが︑独中駐〜

総画に使用されて

アラブ連合の科∵

13のなかの一つは

生物学グループ
のなかでは生化学および食品技術

蕗によって人間の
イガー・カウンタやガンマ隷スペ

ラントが撫梨ん備品し︑数魚緒の

脳綴織に離する照射効渠の研究の

的変化︑核酸代謝︑葉酸化合物代
謝︑アミノ酸同化︑抗癌性化合物︑

部が中滋性肝臓瞭憲による生化学

クト鎌脚ータち生産中てある︒
ボロンが強雨きれた︒
﹁
放購線安全に関する尚更は保健

の科挙者によって使用された︒

︸の稼動順調

再処理プラン

ため便用きれ︑もう一つはカナダ

て喪好な成績をおきめている︒こ

物理耶の活量によって︑肇わめ

学を担当する二つの部がある︒

バ
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のは廟名で︑大型炉としては世

ウス製︶の典型︒その実績を

6は加圧水型︵ウエスチングハ

い所︒この山の手にヤンキー原が沸騰水型のメノカなら︑こち

地︑冬はスキー場と大へん美し弊で初めてのこと︒ドレスデン

ここの骸気出力は十五万五千

子力発電所がある︒

誰にも見せます というPR

りが盛んな上︑抽水を流

池ではボート遊び︑魚釣

水を取っているが︑その

脂加鞭難業震蛎

関︵IAEA︶の査察をうけたが行き届いて︑ソ連のフルシチ

KW︑昨露十一月国際原子力機

@言書

簸耀獅

の下流にはスプリングフ

しているコネチカノト川

ィールド等の大都会があ

って︑水通の水を取入れ

ているという︒欝本では

考えられぬ神経である︒

この発電駈は二函ーイングラ

ンドの電力会筏十娃が榮まって

五千万球で硬設した︒燃料は

三︒四％の濃縮の二酸化ウラン

ペレノトにステンレス鋼被糧し

たもの︒近く第四炉心︵四・一

ヤンキー・アトミンク・エレク

％濃縮︶が入る︒炉の運営者は

トリノク社︒

トリウム燃料には︑一般にウラン

ちこたえることがで測る︒さらに

︐ ＝＝ 一 二＝＝ 一＼ 一一＝； 轟BH月ζ ＝一昌＝ 一曹一＝

工賢が始めうれた︒また各種のイ

燃料よりも物理的にも技術的にも

ラジセスタi︑ノ原子力驚当所韻 の原子炉を設無して患力を二優に

点から長期的ないわゆる 高速

ウランの不経済的な使用といった

最近の娠子炉開発では︑むしろ

待性がある︒

ンド製機器の絶用の吋能性の険討

当該発屯所は当初電気出力二十

が追められている︒

＝＝一一 〜一．＝＝＝ 一

て︑コンフリート工事がかなり進

タービン建屋の極礎掘削を冗了し

ミル︶と見込馨れている︒現び工
渠実の脱水照影などの研究を行な
っており︑このほかに生物学と医 事は瀬調に進ん〜．﹂おり︑原イ炉︑
ごとであったプルトニウム︒プラ

﹁九六四隼中の最も大虎なでき

ントの建設は一九六一年の三月に

する二二が提出されてお○︑現在

万KWてあるが︑さらにもう一熱

画は︑一汗六四第四月二十七日カ

書算て検討中である・ご＋万KW 炉 の開発にその努力が向けられ

んでいる︒

ナダとの閥に三千七加餐㎡の椙款

元成時の発電コストは一KWH当ている︒これには原子炉捜術の撤

が︑トリウム転換炉といった改幾

底陶な改革が必要とされている

ための契約が米GE社およびイン 協定が成立し︑また二つの技術援

建設︑嘉納︑調糠などに関してA と見込よれている︒

り一∵六四パイサへ五・五ミル︶
間で一九六四館五月八田に調那さ

ECLと︑もう

主螢建家の允注がすでに行なわ

アリング祉と一も締結された︒

工AEAは最近︑ウィーンのI 会畿には︑十五力国と二国際機

マドラス州カルパカムに四十万

る罰藤が副画委興会で承課されて

〃トリウム熱串性子増殖炉

に灘

を蒐集し︑センターとしての町制

りを果すべきてあるという意見が

でて︑ワーキンググループを作っ

てトリウム技術と利用について定

期的に検討することになった︒

タノカ⁝を運航させる髭期副蜘は

この副画はアラスカの石油資隙の

大いに緬値があるといっている︒

粥発︑アメリカとヨーロゾパ東海

岸側に石腐市場のゐ要を開発づ．勺

弊子力推進溢水タンカーは化極

などの経済事情によるもの︒

の浮巨群の下ぷ通過して北水洋の

三子力推進主水タンカーに間し

輸送を灯なうものでるる︒

ては︑同局スタノブは一九八○町

謹てにアラスカが毎年︑原拙二千

五巨万ゆ︵羅︶を生麓できそうた

ーについてアメリカの石油三牲が

と論調っている︒またこのタンカ

アを出し︑一九王八三にその唾能

一眠局と共同で数露肘にアイディ

性と設計がゼネラル・ゲイナ隔︑︑ノ

ク批によって研究された︒その粘

◇

は技術的な醗点から醇能である︒

論では潜水タンカーの建設と運転

◇ イギリス

アメリカの原子炉
長時間記録を破る

撮近︑アメリカの原子炉連続畏

時闘運転新配録樹立︵AECのも

NAP18実験炉の二毛丸日間の

子力公社︵AEA︶は明確な続譜

運紙︶の主張に対してイギリス線

数字を示してこれに鮒印してい

のは氏ECも謙めているようにチ

る︒すなわち人Eλの熊張という

年十暦か

ャペルクロスの二男炉︵勉旧力よ

ら一九六三卑七月にかけて一一︸臼ゐ

十四万KW︶は一ん六一

ルダーホールの四鰯炉︵熱出力二

十王田間の連続運転を溜録︑コー

士二万五千KW︶が一九六二無ヒ

て二醤一一

十一田隔を記賦．また改

月から一几六一嵩年一刀までにかけ

十還から今黛の五月までに順調な

良型ガス冷却炉︵AGR︶が廼邸

IAEAの保障措

遥転ぷ続けたというもの︒

ゆ

スウェーデン

砂

置の適用を考慮申

スウ畿iデンが今秋九屑︑噴鼠

て開かれるエ践E人農会において

原子炉の管押協だに調印するとこ

このため工AEAは各種の壷料

KWの鯖三冠屠の発電所を建嘱す 達する日も近い︒

おり︑現二二臆で検謎中である︒

で生醗できる︒かなりの澱が︑こ

核分裂物

として利点

うとして熟心である︒︶

②トリウムはとくに

質に変換で謀る物質

③トリウムとウランの組合せに

がある︒

◇

アメリカ ◇

原子力推進潜水タ
ン欝気の運航計画

は要請しないと付け加えている︐

嗣で生嚇するウランに間する管理

ろう﹂と通知している︒しかし庸

トを王氏E人の蟹理にまかせ乃た

継備を進めており︑原了炉プラン

いことと掘製した協疋に調附する

プルトニウム串距溺瞬附に鍵わな

﹁輸入したウランから焦瓢されゐ

はウィ：ンのIAEλホ郡に︑

明らかにした︒スウェーテノ政溺

はどストソクホルムの恥威筋が
一QUQ舞U◎臼6Aの一

撃饗

︵後脚国のブラジ

れによって核燃糾物質卒．懲懲でき

IAEA本部で熱心に討論 るようになる︒

トリウム燃料が将来有望

一KWK当り約三パイサ︵六・一二
れ︑十一一月二十九日には基礎掘削

が予足されており︑発孔コストは

W︑一九穴八彰十月に黛出力運命

電所は正味砲気出力三十八万K 関してモントリオール・エンジニ

つは在来機器に その他の線子好発蹴所としては 型がこれかりしだいに開発され︑
れ︑六月十九臼発効した︒この発

ド法人のIGE社とインド鮒との助契約1 つは原イ炉の設甜︑

タラプール二子力発忍所建設の

子力発電計画

着々と進む原
癖工きれ︑一九六四年の初めに完
成した︒各部分のテストと試運転

れ︑穴四舞の三月三†一日目照射

は一九六三年の十月頃から始めら

轡料ロノトが浴解設備にはこひこ
まれた︒その後張照射︑およびわ
ずかに照射さ㍍た燃科て運転を行
なった後︑八月十八日フルに照射
された燃料が導入された︒これ以
隣設備は満足すべき状態で稼動し
おり︑プルトニウムは沌枠な状態
で分離されている︒一九六五無一

月二十二日にはシャストリ首絹の
出席のもとに開所式が行なわれた
このプルトニウム・プラントの
大きな特徴は︑機器︑樗憐の入手

ウランよりも経済的に利屠可能

の利用布促進するにめにも主要な

研究を通してIAEAがトリウム

ル︑インー3︑アラブ連合がとくに

て豊窟な賦存蹴を持つ核燃欝除料

AEA本部で発餓炉におけるトリ関から四十五名の参加者とオブザ

トリウムの豊蟹な鉱床を利用しよ

の制胸壁てきわめて短期間に建設

であるトリウムは︑世界の核燃料

握出される勧告には︑玉膚協力と

ヨーロノバにおいてユーロケミノ

を完了したことで︑その建設鰻も

冶金グループの原子燃料部は研

役罰を果すへきたと示唆してい

究炉および動力炉屑燃料の開発生

る︒

含む︶︑従属ウラン・プラントお

面布担当しており︑燃料要畿成型

トの騒減を約束している︒

よび付属鄙品買空説と懸盤ユニノ

よび酸化ジルコニウム︒プロジェ

鴬唇覆増加し︑原子力発鷹のコス

ど星難路翻の却圧を行なった︒

よって︑比較的に安価なウランの

トプラスチノク・シンチレータな

貯えが︑ウランだけを核燃料とし

Jき︑そこから原子力推進潜水

アラスカで核爆発の瀦用による港

アメリカ海事局のスタソフは︑

て使うよりも畏く︵晴間的に︶持

ーバーが簾まり︑トリウムの主な

なった︒工AEA工務総長に近く ①トリウムは南開で︑低コスト

ウムの測薦について討諭会︵議長
する三つの課にわかれている︒こ

達成した︒その間金事ウラン十五

はインドのH・セスナ博士︶を行

電子℃学グループの売子工学部

の金属ウラン・プラントはトロン

加工施設はその第五琿慶の運紙を
は原子力開発に必要な貼子機物の

…儲
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⁝

⁝

⁝報の枳目を追ってトロンベイ研究所を中心とする一九六四年中のインドの原子力開発の諸活動⁝
︵以下岡欝欝の概要︶

KW︑プール型︶が一日二十四時

高の輝競度で照射きれたものにつ

三F︻三﹇一回三三≡三・・二≡一・二三・三≡≡≡・二三・・三・：≡三・・≡一二．≡≡≡．≡一≡三．三．＝︒．．＝三︒三≡≡三．．：三．畑

⁝のあとをたぐってみよう︒
単三箋︻一

同年報は浄文において一﹁昨年のハイライトはトロンペイ原子力

学占︑技術者にレO

・建設された︒ここは一九六四無のω期に完成し︑C王

ことであった︒このプラントはすへてインドの

研究所のプルトニウム・フラントの完成運転弘一開所式が行なわれた

って設

Rからの螺併が七月 一 日 に 搬 入 さ れ ︑ そ れ 以 後 融 調 に 稼 働 し て い
る︒これによりインドは︑吏︑米︑仏︑ソに次いでプルトニウム．
フラントを持つ銑五番日の因にな﹂たわけである﹂と述へている︒

トロンベイ原子力研究所
間の運帳を行なっており︑核分裂

幅広い研究開発へ
箋

一九六四蕉艇の％研究所の総人

ス機器霜よぴ有織物冷却伺の照尉

のモードの研究︑エレクトロニク

年間で千し十三が増出した︒この

損失︑フfルム・ハイソのモニタ

員は七千一一白ヒ十九名で︑昨年一

うち科学および一国関係スタノフ

亀なとに職養しでいる︒

民の燃橿被覆の損傷投繍方広の開

リング︑旗射化分祈︑原．†炉運転

これδの人員は物押︑電ぞ工学︑

の増加はヒ樹十六人であった︒

ユ学︑誓言学︑生物学︑放尉線防

玄た畝出力四力KWの弼科試験
天然ウラン三水型の研究炉ザリ

炉CIRも令出力運転串続けてい

の部の放尉線災憲曹理舞当課は溶

ナは危険率および緑野炉ノイズの

ープに分かれきらにこの下に全部

識籍理竣員会︑行政樵珊のヒグル

足すへま実績あ永し︑そのうち最

るが︑そのウラン燃乱言ノドも満

しくできたプルトニウム・プラン

トに関するしゃへいおよびフfル
タ研究班を新たに設罎した︒この
ほか当部には入体被曝測定︑大気
モエタリングな行なう担当課があ

ータブル・ヒューマン・カウンタ

り︑また筒造成性子モニターやポ

材としては内側の三丁七チ由ンネ

など業務に必慶な機器の生庵も行

放射線防護讐理那はを国地域に
わたっての放射線災憲管理の資錘
な負っているが︑豪たその業務に

は薬燃学︑放射線安全︑計装︑教
喬訓点などがふくまれているQ

重水プラント
の建設を検討
技術グル⁝プは土木建築︑化学
技術︑技術サービス︑プルトニウ
ム・プラント︑廃二物処脚︑その

一…一…一…一…一…一…一一

クト︑距水︑嘉定同位元纂と生産

ユグダウラン凸面プロジェクトを 下鮎っている︒

︸が建甦要したコスト憲奮

脳菰蚊術は壷宴りに鉱石採禰酬︵いンや叫ア

他の六つの酪にわかれている︒化

織
．終、

一「

利点について次の点を決定した◎

また技術物理鄙では真壁ポンプお

三魚核分裂の研究が行なわれた︒

誘導されたウラン獅のこ磁および

よび高工不乃ギー中層子によって

フ加遮妓醗を便用して熱中織子お

住および五・五逆eVハンデグラ

子法物理てはアプサラの蝿中性子

物理ゲルーブについてみると︑原

の活動について概観すると︑まず

次に一瓦器四年申の掻ヴループ

成果が上がる
グループ研究

グなとが使われることになろう︒

ャンネルには45機物︑弗騰水︑フを なっている︒

ψに罵水が使われ︑外面の十八チ

酸化ウラン燃料が装荷され︑冷却

ではプルトニウムを肖甚した天然

実験が計職されている︒この食置

型動力炉の物理設品研究のための

ンペでに建設が予定されている原

属の照射が億なわれた︒またトロ

研究に使用さ3／︑よた各稀の金

団円か〜．㌔はアプサラ︵熱出力千

二十五の斎部が設置されている︒
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︸

︑鴨亀︳畿

H本鳳子力産業会話のあっせんで︑アメリカ

馴▼旧貼

︸＝

層

て設副されたものであるが︑技術・重三の函で

エンリコ︒フェルミ発電所にプルトニウムの研

階であるQしかしこの研究協定は︑わが国が筒

たたず︑現蕉濃縮ウラン燃摺で試験している段

運転が遷れ︑謹たプルトニウムの碓保で三途が
のAPDA︵原子力発電開発協会︶が所蒼富筍

聡を圏的として︑原研︑原燃︑田立製作所から
各
の協定が最初であるという点からも︑大きな意

速炉技術を開発する上でも︑獣た︑民闘会社と

名の技術者か派遣されることになり︑この

ほど正式な人選が議とまり︑八月末豪でに出発

⁝

醤

﹂

＝

発した水鍛ジLノト式の貝イオン
煽についての独飼的な研究成果を

された

負イオン瀞

︑

負イオ

一男︑怒田利男︑金線飾朗の五 採用したもの︒装搬は瞼補に連紬

術者は各米地頭︑平田実穂︑佐藤

までに先発隊が繊発する︒派遣技
また研究協力とは別にAPDA

玉 多

委員長から︑臼露とパキスタンと

際︑パキスタンのウスマニ原子力

きに加速をつつけ︑繭速部通巡に

蔓換され︑正イオン加速部で下向

米のハイボルテージ徳のみが製品

なお︑この濫罎は束芝以外では

より二部のエネルギーを得る︒

のが︑その発蠕であった︒

の間の原子力協力協定の瓢が出た

その後︑ウスマニ小聖長から︑

は十︸醗︵約三御没︶︒

愚さ十四醗︑内翻緬縁毒性の隅さ

奥行五緒︑浅力タンクは痘径三騎

きさは︑高さ二十芳麟︑横編五耕

価搭は約一審八千万円︒装磁の大

原研理議長宛に︑PARRの臨界
化に域駕した磁大複雑な簸鷹で︑
に際して技術者を派遺してほしい

キスタンの臨界捜術要貫の獲戒も
依頼してきたので︑先方の技術省
十名を添庫四月から梱包忌月にわ

＝

一一

新会員
募集中

除子力騎詐情嬢サービスを行な

②米國原子力特許速報︵月刊︶

①国内原子力待許遮報︵月二回︶

のいたし豪す︒

ご窟用者には左記潤行物をお届

い︑好認を得ていますが︑七月

ゆ英麟原子力將許速報︵月刊︶

度初め︵七局︶に次の代金卒前

◇購試適は集闇予約制とし︑年

文・月刊︶

⑳仏・爾独顧子力特許蘭引︵︐央

の内室の充突を図るとともに︑

の原子力特酌速撮を加えて︑そ

三万五千円︑⁝⁝組以上

納することになっています︒

﹁組ごとに㎝万八千円

一糧

は陳薩サーどス密業本W⁝まで︒

◇本サービスに関するお二念せ

写︑賢講申シ．のあっせん︑除子

力特許情報巡絡懇談会の開催な

日本原子力産業会議

四十年度原動難儀

濾した大学︑鱈斥︑研先所壕どか

の検討整備に関する力研などが学

う捗断面積の語論桑折とか組定敬

サービス奮鑑本部

中心に技術の習得に当6せてい

らの参加占が会員になρて﹇磯間

二ーゴニ

このため鴛加の晦込論は各テー
マ・グループごとに受伺けるが︑

同

ら昭和四十無目の聖旨を始めるの

込むこともできる︒参加費は

名

人で二つ以上のグループに巾
で︑参加慕治暦卜している︒この

二一 一

なお︑この鴇別恥門婁員会は協

まもるもの︒

羅であるが︑叢員は隙嗣として一

翠蔓には面隠光耀氏︵藁葺︶が

住交代︑戒果の蝦告も行なう︒

また︑これに関連して七月中に

決定した︑

ほ鳳子力コ⁝ト特別燦霧雪員会も

一Q−UOA一
発足する土建︒

り︑︑三原．＋力公祖︑

とくにハーーウェルてはη﹂肌を上

央会話能力

げるまてになった︾閲題になる
のは︑訪聞薪の

の不足で︑先方の担当占か秘対

に國り果て︑汰変な時岡のロス

になるというので︑さいきん公

田ぶ式典論の発昌やアクセント

V庄英大使餌ではとりあえず︑

社から改ドロ方の申入れがあった

円ずつになる︒申込先は合本原子一
﹇

これも一種の塵勲⁝です

が英国式とはかなり誓う魚鞄42あ
げて︑

と託しい弁解を

分属し︑①央寸話堪能②鰹門分

したがV今後は由問者を四つに

たたけ．萄はず

原子力学会︑シグ
マ特別委を設置

から︑届きなれれは哩解してい

口本原子力学会はこのほどの理

嗣切る．

力淳業会議原子動力課︑七月末日

了る揚合は︑一グループ一乃石イ

櫛閃耀雛

一人が一ろ以上のグループに参脚

︸グループ年上⁝万七千円で︑同

観究会は源瓢会員田口の長良蔭で
所唾罠から撞廊されたものと︑研
究会の各グルーフ主査がとくに承

ーガゴ多雪二

多

後は試験ぷ続け︑一応故障個所の

っている︒

大きさ︑秤度を確認することにな

しかし運甑再開の騎途について
は︑瓜︐後の調査喋徳って判明する

一一一一【一仁熈

⑦

野での更冶討論可能③通訳同伴

る︒そこで︑原研としては今後の

チータセンター︵仮称︶の運営方

磁を発揮し始めようとしている核

この離別専門留口会信原酬で機

力盲官センターを没属するわけ

いっている▼更国に日本版蔭子

るかを先方に予め明小してはと

④施設のみ兄学︑のいずれであ
一し見られている︒この除因として 水癌の工水濃度小闇チェノクしたと

末と見ている︒

対策に手を打つ一応の闘灘を七月

きは十分ご汁瓢を

にもいくまいから︑訪英する向

の韮山牟決めた︒

ころによると︑何ら濃度硬化が認

針の思議とその巽施を促進させた

疹会で﹁シグマ特別轡門憂貝会﹂

は︑アルミニウムタンクの讃接四

められなかったことから︑故障掻

り︑賑研シグマ研究婁貴会が行な

質のものではなく︑その準備と作

所が放射線損傷必起こしたか︑あ

所は重水タンクの上辺指示リング

同和帯副画にそって定為運転を実
施していたが︑六月下旬から重水

付近と考えられている︒さるに今

・︒

藩と一緒に蒸発したか︑などが考

るいは炉内の熱によってヘリウム

繋に相当の時間がかかる模様であ

でみることから︑簡単に臨せる性

ことであるが︑故障個所が炉心内

界の勲望に添うものであるようけ

た︒さらに︑巨多四月には中罫浬

コ

すでに窮水の液面を上下さセて軽

炎換を実施するもの︒

銚岡で総合的な調査砧先︑摺報の

て日本からの技術者派遣が懇望さ

噴らの束南アジア視察の際︑墳ね

れ︑今國の派遣が決定したもの︒

国産ハンデを納入

田本原子力職業︵株︶が東燃大
学獺掌部から受兆し︑東烈芝油電
氣︵株︶て製翻していたわが醗最

初の﹁十MeVタンデム形ハンデ
ヴラフ加雌器﹂が完成し︑便用が
醐始さhた︒
この式置は︑蒲︑日．﹂かこれ燕での

製作経験に加えて︑今回薪たに聞
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原研としてはなるへく早く撮発さ

は八月上旬に騰界に達するので︑

で︑現在建設申であるが︑予定で

PARRはアメリカのAMFれ︑製

郎氏︶は︑さらに発擁して八月か

研究血一例研究会︵会長大山松次

例研究会生を募集
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ざしており浸す︒本サービスの

どにより︑サービスの向上をめ

原子力特諮の資料・明酬露の複

従来から行なってい獣す︑内外

新たにフランスおよび西ドイツ

本年度は日︑米︑英についで

を募集いたし萩ぎ︒

からの新年度にあたり新児会員

原産では昭泊三十五年以来︑

讐

田黍挿子力陀楽会議の団子動力

たり︑原研康海研のJRR−4を

旺一

で︑第六サイクルの越転を中止し

月末までに対策を立てる
JRR⁝七2

重水の漏洩で運転を停止

らかの形て軽水槽に漏洩したもの
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は︑ユーラトムとの間で照射の交

託てある︒

パキスタンが臨翼実験の要貫を
正イオン加巡部μの

入っている︒この契約はユーラト

タンク内部の負イオン孤家塾で加

際原子力機関︵工A瓶A︶を通じ 負イオン瞭で作られた負イオンが

要請してきたのは︑日本轟轟が国

巡され︑さらに途中で正イオンに

難を数える︒歌た︑λ王﹂はわが

国曜一の英文源子力膚総記とし

会員に彩数愛読されている︒

ミングプール型・熱繊力五千K
W︶の麟罪実験に原研技術者五名
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炉内には多数の綴接個所やパノ

たもの︒

藤のJRR12︵九〇％灘縮ウラ七月五日現在での軽水中の温水

キングがあるのて︑漏洩館澱の確

ン燃凝︑戯水減速・冷癬型研究

垂水がアルミニウムタンクを題し

炉︑掘力一万KW︶は︑運野中に 七十影の炉心タンク内の勇水が何
て熱しゃ蔽系の軽水中に漏洩して

の運転を鰯止し︑原因の調査に刷

り出 し た ︒ J R R − 2 は ︑ 五 月 中
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とヘリウムの漏れが急増したの

旬から七月末票で六サイクルの協
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ムが現在予定されている孤樹孔二

てパキスタンに寄贈した照尉カプ

はフ埴ーラムが協定濫事霜として

四豚

ン加遮那

十五カ所のうち五カ所を買占めて

セルを︑原研職舞が問国に蒔けた

加入しているが︑インドの場禽は
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三期分からなる︒タンク頂上耶の

るもの叫︑ある︒

今秋乗疎で開縫ざれる第九回国

A−Jの九月特二号で

ズガイドを収録

原子力バイヤー

独薩の照射実験を突施しようとす

できあがっており︑最終的交渉に

渉が進行中で︑現在契約の草鎚が

一需扁

フェルミで研究に従箏するが︑交
従来わが圏の研究者が派遣される

めての原子カバイヤーズ・ガイド

備申であるが︑その巾にわが国轡

この原子力バイヤーズ・ガイド
は︑原子力関係留置を約百六十秘

ケート調査したうえで︑品目別会

れる米政痢の規則を矯ること︑構
いる︒ し か し ︑ そ の 後 A PDAと

撒子力婁員会がその任に当ってい

ゆH

との要請弘毅が届いた︒同隠にパ

隙原子力機関︵IAEA︶紛会を

換轟簡によると︑技術害派遣後に

ころがない︒今度決まった三名は

際の協定書と大筋において変ると

味を持っている︒

派遣技術著は︑涼研の原子炉設

協定が結はれた場合でも研野者に

すゐQエンリコ・フ皿ルミ炉は高逮増勲炉とし
詔饗して︑原土では月刊英文品﹁ア

酬蔀島島腰物揮研究室平川庭弘︑

その協定が通用させることになっ

APDAが提案した協定濫は︑トムズ・イン・ジャパン︵A王

原燃のプルトニウム研究踊発室安

撮低慰事薙闘を闘限としてAP を収録して︑わが国の原子力麗業

﹂︶﹂の塒別弓︵九月発行︶ぷ準

孫子追朗︑日立製作所甲研証禅曲
ているので︑従来の研究

派遣と

支繊山本正昭の三氏である︒

DAの技術者と専門グループを構 を海外に紹黙する︒

フェルミの運転に際し研究協力開

に分書して︑約二醤五十社にアン
ところでAPDAはエンリコ・

小している協定模様である︒

条項には︑高速増殖炉技術の分野

APDAより提

何ら待遇は変ることがないと見ら

エンリコ・フェルミ発電所への
技術磁撚遣は︑原産が昨無四月に
日庫新聞協会の﹁欧米の源子力琳

嫡視緊詞者団﹂を派薦した際︑A

PDAから︑エンリコ・フェルミで研究開発計画に鎚饗してきた技

・ベノト纈会挫一

係をすでにベルギーおよびインド
術者び︑APDAで決められた規
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則葬號きおよびAPDAに遡用さ
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との慧兄があっκのに端あ発して

に技術者を曼入れる用激がある︑

報交換についてはできる限り嵩速

米民闘会冠との研究協定はAPDて︑海外の源子力槻関および撫外

る︒そこでわが飼のフ幡ーラムと

AIJは昭秘三十二年以来発行

増鑓炉に関嚇る科学︑技術︑経新
が︑A P D A 鮒 の 受 入 れ 協定轡の

原触との闘で文酸の交換があった

炉の設副︑運転︑継潟ナイ〃ルや報

性の情報を交換し︑これには同型

日

を続け︑今秋の特別弓をもって酉

たいわが国の懲陶が強いので︑派

口本原子力研究研では聴パキス

原研︑パキスタンに技術者派遣

臨界実験の応援に

Aとしては＝番園の協定になる︒

交渉で一閥広範隈な惰報交換とし

遣技砺着02決定後も撫者の慧兄が 露膚の無制限提供を含むことを規
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員は諭謝協定なしにエンリコ ・

十に辻している︒
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⁝慨し・必要研究開発書なう・

一署において実施するものとする︒

τれ・の研究開発は・罐翁

なお・特褄饗の所募蓬
⁝ついては︑民有化する方針て早急

蓋

あると考える︒

しい︒

つ翠嵐詰国においても︑なお研究

炉への発展の記号性が大きく︑か

て研究開発を進めるものとする︒

増殖炉の暴寧的事墳に重点をおい

にまつこととする︒

開発体制については︑今後の険討

研究聞発にあたっては︑憂期の

原子力学会秋の分
科会発表論文募集
田本原子力学会では︑次のよう
に昭稲沼十年度秋の分科会発蓑論
文を募集している︒

▽第五醜貌物理︑第三回炉工学合

開発の進展につれて︑嵐範囲に

た化学工渠や舶金工業への慾用

の課題となるものだろう︒ま

削闘︑R1のトレ⁝サ利用が 的測定などは︑今後の工場実施

操作あるいはサンプリングに対

般従箏巻が行なう装躍の運紙︑

線作業従事巻が中心となり︑一

取扱いを十分習得している放射

アイソトープに対する知識とか

ことを︑実旛に究だって周到に

上なんら支陣のないようにする

と︑またトレーサ実験後も操業

やその程度を簸小限に押えるこ

とができないので︑汚染の鰯飯

を組織してトレーサ実験の講査

用グループ︑分折グループなど

を行なっているが︑別にR1利

の課に分けて︑ルーチンな業務

機早成︑余属窯業︑為分子など

とくに工場照隠においては︑

ーサで検査する工合には︑全て

これらの実験では︑常に甲央

三十圓以上行なっている︒

者の集中化︑綿密な実験謝画に

国際原子力機関︵IAEA︶で

IAEA・廃棄物処理て

韓国派遣員を募集

原子力学会︵五九一−五四八一︶

目潜区噺橋一丁国〜番十三垢日本

なお論文印込みと閥い合わ葉先

締め切り︒

学会図齊館︑○八月五臼︵沫︶

科会π〇十一月置〜六日︑○土木

▽第三回原子力化学・化学工学分

五日︵木ノ廓め切り︒

立フ一・ミリーセンタi︑○八月

〇十月二十五〜二十七田︑○日

ては︑再処理施設および使屠済燃

開眼の途上にある一炉型をとりあ
げて︑その研究開発卒行なうもの

国立試験講究機閥︑原研および公

研究開発期間と多額の研究費の投
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料の輸送にかかわる隅題を含め︑

わが国の将来事情に基づき︑かつ
技術噸入によっては解決できない

筏において行なうほか︑譲地鶏始

入を要し︑かつ多方面の協力を必

と冨⇔︒

および安全性に関する研究開発に

の交付によって民間において百な

ものについて研究謝幽を策定し︑

︵1︶在来型導入炉

ついて︑必麗な建蔽を講ずへきで

心となって擁進ずるものとする︒

要とすることにかんがみ︑国が申

在Ψ型導入炉は︑撒外てすでに

これを効心的に捲進ずるため︑日

冊欲海㎜⁝究所︑〇七月十日︵土

▽窮五回原子力燃料材科分科会一1

︶誉めのり︒

同分科会口〇十月四〜七臼︑○原

られるが︑ワーキンググループに

その巨体胸な進め方について

ング等の研薙に対し︑必要な助成

おいて︑そのレ葎的な進め力亭繕

は︑たと・．んば次のごとき案が考え

率行なう︒

京た級覆材︑ウランブレンディ

来研究協力等国際協力を行なう︒

う︒同工画の実施にあたっては︑

実詔されたものであり︑わが国に

すへきであると考える︒

促混ずるため︑所要の娼澱卒険討

蝿料に関する研究開発について

で︑その則．鑑化および改良は︑主

として︑麓梁原の開発に期凸する

は︑メーカーおよひユーザーが共

入によって行なうものであるの

おbる聞允は︑メーカーが技術導 における在来塑糠入炉の国聴化を

あると考える︒さらに︑初期段階

高速炉は実験炉等から

増殖につながる新型転換炉を

には︑各塑式の炉について︑次の

動力炉を自製的に闘発するため

︷二︶鋤力炉の開発

一とする︒

ることが必襲である︒
⁝にその旦型物措塚9．検討するもの

一夏墾を選定し︑

⁝いのて︑国産化についての力劉を ること︑および

@核燃料国内サイクルを確立
一面所蝦のとおり︑隙子力委員会の動力炉開発懇談会
は︑昨無十月以来十二圓にわたる簡凹凹絨けてきたが︑
このほど﹁動力炉開墾の進め方について﹂一応の中間結
論をとりまとめた︒これは引きつづきワー上︑ノググルー

国の方郵

ブの尋で悶題点がつめられ︑今年朱までに餓終方釧とし
て醸目するはずで︑為沢蛮ほ疑代理か
たい︵墾員会決定でなく︸しご明しているように︑今後
の開発の方向を決める虫趣な暫礒を蕩ぴている．ここに
は︑七月六日︵火︶の最終懇談会に捉︑不された蚤員会案

測用を葡なうことか必要である︒

減損ウランおよひプルトニウムの

にこ丸らに61き続・︑適当な時期に

霰弾を田内において行ない︑さら

蝿料の加工および使用済燃特の再

揃立するためには︑周期にウラン

川内における核燃群サイクルを

俣をはかるちのとする︒

の岨．﹂︑国際協定の改講鱈によ⇔磁

不鯛はほとんとないと考えられる

の闘海外く供冶を仏白することの

の総立勘掲賦するが︑一部表唄の修正かある兄込みであ
る︒

正常な経済成長を
一︑纂本となる彰え方
わが国耗．揖の正鴇な恥展レ曾霜拝

yるには︑ほ廉で︑かつ労定した
エネルギー炉絆の磁保をはかる必

卿子力発灘は︑その倶給の安定

蟄かある︒

性︑経済柏岡上の見とおし︑およ

繧ﾌわが贋艦譜の成長游重え得

び外貨い撹上の為利性からみて︑

ウラノ魁料の加工鱒装について
が︑政用としては︑主として燃村

翼︵︶．◎◎◎Ωδ当δ図◎◎δ邑◎◎◎◎δ邑◎◎◎◎鍾

耐︑甲冑において自空冷にその辮
立がはかられることを期偽する︒

なお︑在兼甲專入炉の螺料加工事
黙については︑当面政崩は加工技
術の開允に狙点些沿いて助成し︑

なっていくであろうし︑今後の

で︑他藩プロセスの随感の一助

は︑これら用途昂複合した手段

や実施を立案し︑各工場のサー

必要であること

調査︑酬齢する必要があるわけ

課題として色々な核懸の開発が

して極力放射線のしゃ蔽︑汚染

陳ず︑本社の技術部門たとえ

となり得よう︒

では︑ここでトレーサ凋用を

を示した︒事突

しかし︑魏工をトレーサとし

ば研究開発部とか現場担当嵩か

ビスにあたっているQ
て実際に現腸で使用する揚合に

蜀点的に開発し︑実施にあたっ

である︒

サ利用の軍器は

現在でもトレー

は︑いくつかの制約がある︒そ

ら工警に関する聞題が掛趨され

の対策を講ずるようにすること

工業利用の醐た

て強力な体制卒藪く昭和鷺工の

としてトレーサ利用が臼力な手

る︒この問題の解決の道の噺つ

が大切である︒

けをとっても︑

よう︒同社は化学工業界の大手

段であると鞠断された場含には

絶理方法空山にとって紹介し

トレーサ実施体制の一本化を

メーカーてある以上に︑トレー

綿密な調査が必要
い︒

非銅に用途が多

液体や気体の

て活動するわけである︒もち論

中研のグループが前面にでてき

実施する現場とは十分情報を密

サ利用昂活発に行なっている会

サ技術がわが濁に奪入された聡

にしながら実験謝圃を策定し︑

社としても為名であるQトレー
の主な職は︑放射懇をし為蔽す

動させる︑いいかえると原料か

察三十二年ごろには早くもその

いうことに遜る︒

あわせて現場での指郡をとると

アイソトープを広範囲に分散移
流速の測定︑漏

ることと︑汚染防止の対策に万

ら最終製品に至るまでのプロセ

研究に漕手していたといわれ︑

流れ方︑工臨︒

洩検杏︑地下水

全を期する必要があることであ

†でに現在裟でに大きな実験を

や表麹水底質な

へ﹃分散が行なわれるかをトレ

ス全体で︑いかなる原料の配
る︒

の工程にアイソトープを移動さ

工場でトレーサを利用する場

との移動の観測

合には︑放射線作業従事者に隈

せるのが普通であるが︑生産工

よる安全牲の磁保の上で︑大い

などは︑トレーサのある程展
初期の利勝と呼べないことも

らず︑一般の作業省も奨験にあ

研究所が枢軸となって酒動して

このことは︑放射線作業従謬
ないが︑鳳耗・潤滑の研究︑吸

加することがしばしばある︒そ
漕・吸収などの表面現象︑亀学

に役立っている機構であろう︒

は︑麗一物処理の分野で専門家を

韓国に派燃することにしたが︑こ

のほど原産にその募集取まとめの

この要錆によると︑韓国のソウ

要請があった︒

ルにある原子力硝究所において︑

物処理問題についての韓国人技術

廃璽物処理施設の建設援助と廃葉

者の訓練に従箏する渦級技術者で

英汽聞の堪妙な入を鶉価している︒

IA君A軍部に中請瀞の提出を里

期間は六カ月︒八月十五日柴でに

んでいるので︑原藤の募集編切日

なお︑派遣申込みおよび問合せ

は七月宋日求でである︒

本紙謝男︵六月十五日

は日本原子力配業会鍍岡際課へ︒

▽訂正

醸定的であるというのは

確定的でないというのは

して﹂文中の四段鼠右から十二行

付︶六面﹁仏の核融禽研究を視察

鳳

の誤りでした︒

は

も

o

簗⁝鯛
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張京都千代田区大手爾2〜4

る為力なエネルギー醇であり︑そ
の開発利用の瀞義については︑園
論のないところである︒

源子力発電の裏用化は︑終済舜
則にの．とり進められるへきもの
国曜蝿料の実用化の促進︽はかる

仲用済轡判の再処理について

ものとする︒

は︑13来は民間において実施され

において行なうものとする︒

ることキ期偽するが︑当面は公社

プルトニウムについては︑篇辻
増軸炉による本格尚利用が司能と

利用をはかるものと写る︒

なるまでは︑征来塑轡入炉等への

このための研究開発は︑原研お

が︑このう一5︑在茅型導入炉への

よひ公社が中心となって得奪う

利用技術に関する研究について
は︑昭和五十年左実用化の目途と

また︑h記のほか︑将来新酒式

し推進する︒

の群処鋼捜術の笑用化ち予想され
るので︑これに必要な再処理捜術
に関する研究開驚を行なう︒また

いる︒ここの錬成は︑無機︑有

こで作業を行なうに当たっては

場は施設の稼動を停止きせるこ

反応機構︑混尋物や拡散の定皿

︑▽Q◎◎◎◎◎◎Ω◎◎◎◎◎◎◎◎σ骨︵︶φ◎◎戴

薪大手町ビルヂング

産
フ
プ

原
である︒また︑その開発利用を選
めるにあたっては︑わが国のおか
れた環境に即し︑そのエネルギー
涼としての為甜牲を凱二三にいか

すよう努めることが望豪しい︒そ
のため︑じ辮料の安定供給と妨マ
的利用をはかるための︑田内にお
ける核敷料サイクルの磁立︑およ
び動力炉の園窯的開発に努めるへ
きであり︑園圃としても︑その畢
期実現を期するため︑必要な施顎

を講し︑今後積舞的にその摺進懸

はかる必装があると考える︒この

擾含︑原子力に闘魂する科学技術

不可欠であること卒一考慮すへきで

水継の向上と︑産業秘盤の強化が

ある︒

燃料加工は国内で
二︑動力炉醐発の進め方

内供給を行ないうることが望豪し
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日仏正式に書簡交換

の交換でということになっていた

年而に辛労と繕んだように︑菖簡

二＝

脚一口隔

一＝

一一唱

があるとき︑両日政府の承認を条
件として︑わが国の当局︑企業ま

または研究所との間で藍建にとり

たは研究所こ︑仏原子力庁︑企業

きめを行なうものである︒

東京総会に原

案▽放射線事故の際の緊急援助

関癒軍6A2の訂正罎コンゴ提小林興正

行く人・来る人⁝
聖誕︻氏︵衆院得技士委員長︶

七

一一や八日

食晶照射に関する懇談会

正午原蟻

九田年報一階半原産

二十

八月三

放射線医学利用調査罰打合せ会

¥一日午後二時原産
第四回国際協力委墨会
日午後一時原産

開発計画委艮会吉村部会コス

コスト・グルー

ト・ワーギンググループ研究会五
日午前＋時原産
原子力研究会

例研究会年会三十日弓削十時共済

プ七月二十九日午後一時原産︑定

会鋸

・囲圃

先生にはる

という手紙を

歩にびっくりして︑

かに敬意を議する

φ構

ったが︑岡じ縞論が出たので︑は

くれた︒そのあと鯖感想査団を送

じめてイギリス型の購入を決めた
わけである︒

英国の対円感情が

にわかに好転する

五十KW︑八千万円の試験炉は

たしかに卜いが︑いくら安くても

尊意のとれないものは︑決して

十億円ても︑採算さえとれるもの

蜜いものではない︒たとえ百五

いうのが私の考・．んであった︒豪

ならは︑むしろこの方が安い︑と

ポールにおける虐澱なとで︑日本

た︑イギリス人は職華中のシンガ

本二三は︑今無がわが国の原

臼本人に好書を示すようになった

テルのエレベータボーイまてが

入が大きらいであったが︑原子力

原子力開発や年の

つ正縫な資糾︑統説顛の一三の

望を行なったほか︑実務に役立

私にに原子力のくわしい知識は
轟ハ︸講習︑厚表紙﹂γロ⁝ス綾卜一製

万の人を殺したその力によって︑

ない︒たた私が考凡たのは︑弼や

という︒

発電所を買うことになったら︑ホ

日本鳳子力産業会議編集の昭

で︑冒頭に

子力開発十隼にも当りますの

購入申込は最寄書店か原産へ

雛＝

原子力局との連絡会

月二十七日午後一時牛原薩

放射線化学研究会打合せ会

予短を早めて七月二十五日帰国︒

査していたが︑国会に出胤のため︑

乗爾アジア諸国の原子力温情を調

なお機関癒章6A2は後任理噴
国の選出に関する条項である︒

原研副理事長
に日下部滋氏
七月十六日発令
政府は・七月十∴ハR﹇︑日本除子力

研究所の副理事畏に前羅源開発理

した︒

事日下部滋氏を決定︑十七日発令

明治三

二無＝︸月

日東京痢に生

日下部副理爾長略歴
十三年九月二十
まる︑六十四歳0昭涌

東大法学部政治科を出て︑四月

大蔵省に入り︑十万年九月主
計燭決算調長︒のち神戸海運局

瀦隣十年版﹁原子力奪鑑﹂が完

監理部長︑東京地方雪隠局長︑

成し︑い豪発売甲です︒例年ど

産の代表招待
東京地方経済蜜定局長なとを歴

iAEAから廉売薫煙草部長︑二十四無八月

おりA5判︑八ボ横二段縄めで 風雪 をかかげてその回頒と展

凶際宿望力機関事務総長ジグバ

任したが二十七年九月晶相漏発

⁝ド・エクランド氏は︑このほど

−−楓事︑三十一年九月金碧膿とな

允実︑内外原子力情勢の体系
この年鑑で原配は︑八冊を世

石炭︑石油︵に代るもの︶ができ

日本原子力塵業会議に書簡を寄

篇入り︑竃働は一千万画円︒

附︑総合的な展望と分揖︑など

る︒よた︸二十七年五月には灘発

に送ったことになり求すが︑そ

るようになれば︑これほと日本に

せ︑九月二十一日午前＋一時四十

発工箏会長に就任︒同年五月電

に茜心を払っており隠す︒

！

！！

昭和四＋隼七月

！！！ーノ

一
⁝！︐げノ

〆！

！

一ぱ

サービス灘業本部

！！！

円の発電炉ならソロバンにあうよ

の慧見を銑斥してヒントンと約束
した︒この時には嵯峨根遼古簿士
に立会ってもらったが︑ヒントン

それから私は︑闘西毘力の一本

なり︑何か原干炉ができたという

てあったQ今田︑爽海村が立派に

とって必要なものはない︑石炭︑

石油が不等密な笑本ては原子力の

の闘︑型式や収畿内谷に郷隼改

機厭社長︑三十八年一月には開

五で開かれる第九回聡会に︑原説
代喪のオブザーバー一名を出酷さ

購入邸込ゐは︑最雷の酵店か

源開驚理論を録任したQ

五分から東京の東匁プリンス水テ

進するように努力するというもの

凱本原子力得業会議ナービス二

一多・

しております︒

薄を瓠えており︑腺子力年喪や

多多二一・多萎二

学者もやって来て︑とにかく実験

多多多一

炉で試験せいといったが︑一方の

一

なり︑時の経圃連会長の石川一郎

椙談して︑R米原子力平和利用博 もかく私に初代の原子力艦齢長に

多多

日本原子力産業会議

科技庁辞令︵7月20日︶▽原子 扇子炉表などは常に完ペキを期
力周梱究振興課長︵同局放射能課

この招議状には総会の仮議題を添

せるようにと招侍してき忙︒なお

えてあるが︑これに・・仏ると既報仮

長︶友田千年▽原子力局放射磁課

平届利用以外にない︑ということ

②專門真の交換︑③研究薔と技

識題二十二項目のほかに次の三議

一多
多多

覧会を開催することにし︑約二球

氏をホテルに呼んで︑甲曾齪代議

！

瀬本部虫で︵電工六一一二︶Q

術薔の捷成︑④原子力平和利用

〆多多多﹀≧

薦省出向︹原子力局酬売徹騨謹長︶

長仇缶︵團局次長︶戯女撚光▽通

一

▽一九六五年肢の機闘予算▽機

題が追加されているQ

！多一一 二

そしてこれろの協力を進めるに

の促進に役だつその他の翫画

①科学と技術士の情報の交換︑

である︒すなわち︑

力協力を︑現行法令の籍園内で増

は︑それぞれの計画について必要

情報と入の交換等進める
甲府は七月二十三日夜︑萩原二仏大俺とフランスのリュセ外
務省政務局長が︑臼本時間の午後十一時三ヤ分︑パリて原子力平
漁利用のための︑日仏両團聞の協力に関する君簡を正式に交換し
たと発表した︒この碧簡の内容は︑石子力平和篇用に関する研究
の分野で︑日仏両国が科学技術について情嬢や港門象を交換した
り︑撒究明や技術者の養成などに関して協力することをとりきめ
たものであるが︑これを実施するさいには︑その都度関係習の間

こんど日仏両国政痢間で潔簡の

が︑こんと耕名外柏の訪仏を機会

で必要な粂配る窺めることになっている︒

交換により発足した原子力平和利

に︑両囚政幻聞で協力に関する合

意をみたものであり︑その内容

硝の椙互協力は︑さる昭和一二十七

は︑刈方の当事者が薗記の團的を

鰯十一月︑東京で開催された日仏

である︒この会議は日本原子力薩

一一﹁一

達成するため︑次の分野での原子

原子力技術会議に四竃発するもの

桑会議とフランス原子力技術協会
が聖催した︑民闇ペースの会議で
あったが︑これによって諏主催団

一隔髄一一

体にはそれぞ九日仏協力委員会が
ﾅ

隙

目原産︑仏側へ祝電⁝
@日仏協力の馨魎交換で

甲

則田本原子力産激分離の橋本代甲
⁝喪協任理事は七月二十三B︑
噛原子力の相万協力に閃する田華

m仏政肘の轡観交換について︑串

にわたって全国ナ授受所でやり︑

士と一緒に︑原予力委員になるよ

懸灘 響 澱 織 懸 騨

︐・パスカル氏に祝霞を送︶た︒膿

随フランス顕子ヵ圧総祷長﹄M目

同時に日本テレビと読売新聞を通

うに口説いたQしかし氏はなかな うになるといったので︑私は学嵩

お願いいたし籍す︒

すから︑ご了承下さるように

このため十五日煽は休刊し謹

げて︑十㎝日といたし熟す︒

五日男は臨階に発行日を礫下

収録遊事の都含で︑次月八月

次号は八月十︸鼠

と思う︒︵文賞在記者︶

︑

一Aーー

っており︑もっと作らにゃいかん

ストは石炭と競争できるようにな

決めたのである︒原子力発磁のコ

流す以外にないと思い︑爽海柑に

流すものたから︑太平洋の流れに

といった︒しかし︑原子力は灘も

いうことで︑横須賀においてくれ

た︒ことに学者は︑東京に近いと

から瞭いてくれといってきたもの

束海村に決める蒔には︑数カ所

らぬ原子力発電所

もっと作らねはな

も心からよろこんでいる︒

る︒やったのはあなた方たが︑私

ような時には必ず私を呼んでくれ

触
ヒントン卿は十万KW︑衝五十鱈

日本は石炭︑為抽のない圃であ一束取の臼比谷公会宴では聴衆が入

じて︑徹底的な嘗伝︑啓発活動を

るQ石炭は藻い所では多少腐るけ

りきれず︑場外にスピーカーをお

弟二回日仏会議︑原産の訪仏調査

か承知しなかったが︑とうとう会

れども︑たかが知れている︒つ濠

くり返した︒これによって繍民

団派濾など︑一連の民間活動て次

くれた︒

の話をきいて︑モの場で買うこと
に決めた︒たたし条件は︑調査団
をイギリスに送って︑イギリスの
みでなく︑日本でもソロバンにあ
うことを硫かめた上た︑といった
ら︑ヒントンはソロバンにあい濠
すよといった︒

イギリス型反対の
人を呼んで確かめようと思い︑ピ

はイギリス型はダメだというてい

松珠機需務を説きつけて︑あなた

一本松氏を英国へ
ントン卿を招こうとした︒ところ

るが︑そのあなたが行って

よ
いといって反対したので︑読売新

い

った︒そうしたらイギリス型の進

ということになれば間違いな
闘から四界五十万円ほど出させて

うど︑アメリカの

かろうから︑と無理に行ってもら
そのころち︑

ヒントン卿に来てもらった︒

が政鰐はあまり魯ばず︑予算がな

でいるようたから︑イギリスから

かし私は︑イギリスが湯宿に滝ん

子力委員会でもこれを決めた︒し

炉を買おうという藤見が強く︑原

五＋KW︑八千万円の実験用原子

当時わが国では︑アメリカから

して発電炉を約束

学者の意見を排斥

長をやめて︑原子力委嶽になって

ね﹂と高い返す︷幕もあったQと

りして﹁原子力というのは何か

なるといったので︑首租がびっく

艮富はいやた︑原子力担当大伊に

離十一月︶︒しかし私は︑防衛庁

をやらんかといわれた︵昭和ゴ子

閣入りをすすめられ︑防衛庁疑冨

そのころ私は︑鳩由盗汗から内

継臨惣、纒

膿三曽二二：鱒 ＝三嘗一≡：三胴二

一二

は︑原子力平和利用の必要をよう

になる前から︑日本の将来はどう

初代原子力国議正力松太郎
私はさらに︑アメリカ大使館と

1川IIi曲ii【山Ul｛1日；騨111旧i鵜ll！llllm【；1｛lIlμUi日！【H【lIi；川llIlIIIIl鋸1馴iii；i口凹

設匿され︑ついでパー1て開かれた

胴

やく知ったわけであるQ

しても除子力の力によって敗う以

ている︒私は初代の独子力委員罠

力関係の轡門家︑技術者︑留学坐

外にないと思っていた︒凹本は︑

り励力源については碧落に不足し

の交流︑猜報の交換などが行なわ

た︒したがって両国聞には︑原子

れ︑本年臨月には日本原子力研究

母子爆弾のために二十取万の人命

それで私は︑原子力濫水搬ノ⁝

英国炉の購入がきまるまで
いたほどの盛況であった︒

正力松太郎氏

第に協力の態勢が整えられていっ

所と仏原子力庁との協力協定も成

な失なった団であり︑剛民は原子
力に恐れをなしている︒しかし恐

立するにいたった︒

このように両岡闘の協力気運が

ろしいものたけれども︑それを平

れ︑昨年三月仏原子力庁のルノー

テラス号を建造したゼネラル・ダ

のとOきめによる協力が要望さ 和利用する以外にないとだえたQ

高齢るにつれて︑必然的に政府閥

渉外部長からわが国にこの申し

したローレンス博士︑米原子力委

イナミノクス新社長蛇会長のボブ

入しようというものではなく︑研

員会のハフスタノト糟士の一行を

キンス氏︑ノーベル物理賞を受賞

究についての協力縦運を促進す

で平和朋用の講演会を開いたが︑

よんで︵昭甜三十無︶転封︑大阪

フランスから核輝料や原子炉を購

るために蕩えるへきで︑一般の原

入れがあったQしかしこの協力は

子力協定ではない︒そのため︑六

ヒントン卿を招く

一撒

旧

噛
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回復に

バーモント書論法を応用したrグロモ
ント」oグロンサンに大燈の純良蜂蜜

配含した大型「内服スタミナ液」です。

とリンゴ酸及び各種のビタミンなどを

疲労圓復に、二臼酔に好適です。

拳馨

聞

業
産

力

原

残した点の一つである︒メーカー側構成
については残りの妊娠期聞につき

は管理区域の随階立入溜が二十五

モの他︑放射線作業従聯者また

蹴︶植松邦彦︵原燃︶沢井竃︵原

青木成文︵象工大︶蒲田﹃美︵関

︵鑑誠︶葭木一郎︵三菱原子力︶

の一つといえる︒立ち遅れをカバーする

していたことから兇て︑問題を残した点

とんどが新型転換炉の研究開発を疑問視

そのほか︑電力側構成臭の要甲で︑撫

bれることを期幽したい︒

今後通帰省の部会等でさらに検註が行な

かにかかっている︒この点については︑

値賀崎︵賀佐︶など三地区
通言 原子力発電所の立地調査

発表したが︑これによるとこんど

の原子力発亀所立地意業の地点を

県日諏佐町周辺地区の実地調嶽が

憾︑島縦県益田市周辺地区︑徳劫

閥辺地区︑石川県窟束虫喰辺地

なお︑一昨年には秋声県能代宙

力円が冤込黙れている︒

甚しく棚驚風行なう予定地域は毒

通詞省はこのほど昭和匹十年度

言県玄滋町値賀隔周辺地区︑山形

長島史郎︵日立︶杉本朝雄︵庄友

︵凍蜷︶松本静夫︵電発︶水野脇

金属︶杉本栄三︵原研︶鈴木範雄

駒形作次︵原子

己︵中篇︶璽月博治︵川臨聰工︶

▽話調増蕪炉

吉岡俊男︵原醒︶

郎︵策懸︶石井久︵申魁︶尾池英

力婁員︶大山彰︵東大︶田中欝次

夫︵関電︶河原減二︵田立︶志村

研︶立花昭︵隙電︶中村康治︵原

吉久︵日回本道気︶武井︐満男︵原

聞題点︑海外調査醐への要望など

その他化学叢品

本季土：策寡●京老喬3−4

一・三レム︑妊娠と診断された後

じめ︑プルトニウムの畝中性子澗用︑ウ
鍋の主張で︑初溺没階の隙脆化を助零す

レム以上被曝した場含における措

国内における核燃科サイゥルの確立

ため︑①実験出費贈を霜略し︑②残され
鄭塀民需化の畢期実施かうたわれたこと

二郎︵一二盤原子力︶鮨沢正雄︵原

燃︶永田稲夫︵二士惣髪︶長沼辰

業︶脇坂溝一︵束躍︶

の高望増殖炉ワーキング・ヴル⁝

会議室で初会合を開き︑検甜の進

原子力婁舞食の動力炉闘発懇談

なったが︑ワ⁝キング・ゲループの

て暴露作業誉進めることにした︒

結論は一応や一月ごろを目標にし

旬閣メモ

原子力婁鼠会 七月＋五臼錆二
十五圃定例会議酋開き︑今後の核
原祥物筑の繰鉱について鴇議した

が淡だにいたらす︑のち事覧一局

から夏子力第一融の丁幾船価悶題

原子炉安全奪門審査会七月二

の経融に闘する報古イぎいた︒

日開会︑①塾側東晦丁稚漉原子炉

︵材料試験炉の設羅︶の濃繋る湊

施設の変曳に採る安至盤について

定︑②JPDRにパィルオノシレ

て冨議︑⑬原研牛均買臨罪実験装

ーターの設澱に耀う安金性につい

置の三無袋置に伴う安全性の笛査

ソーダ菓品

の確立に鍔めること︑いま
ラン黒総︑警告体の困産などの推進が︑
一レムを許容被曝線瓢とすること

は︑菊沢氏か倭農科代理に指名されて以

た特定テーマを集中研究する︑という案

表される予定︒

また昨薙は後難県東通村周辺地

行なわれたが︑この結果は近く発

われるが︑この他欺無脱に一部朱

区︑島隣県江津宿周辺地区︑山口

結論は十一月ごろ

悪路佐町問辺地区︑鵠騎裾前牟田

鷺であった山口︑酵晒物果の該瓢

県長門拍周辺地区︑慶媛県津島町

姫子力凌員会動力炉開発懇談会

︵爽大︶諾林良一︵田本原子力事

地区についても気象状況の調査を

閥辺地鳳︑鹿児晶県川内市周辺地

研︶三木良平︵留中研︶三島良績

竹なう︒

区の実地調査が行なわれた︒

この調査は︑通産貧か︑従兼行

プは︑七月十九日午後μ学技術庁

なっていた雲上調査のみではその
実態がつかめず県や気象協会に委
訂して地賃︑気象状況なとについ

会は七層や九日打禽せ会脅開き︑

いっぱいにプロシェクトの賊子︑

め方を審議した︒その結果︑八月
比調査を行なおうとするもので︑

てボーリング︑電気探査などの実

紹梱三†八年度から毎釦行なわれ

たうえ︑海外調蒼団の報告と結果

をきめ︑九月上旬に方向づけ愚し

鰍薄様グル歩

構成員きまる

町闘辺地区であり︑十月から行な

研︶塩窟広海︵日本原子力事業︶

休酌には

来︑国会はしめ多くの場所でその必硬性

置も考慮することになっているQ

るという字句がはいったか︑日

内容は︑ワーキング・グループによって

会側もその調整に撚労した︒中間結論の

を強調してきたものて︑わが国のエネル
など︑多くの痕要な内覧が盛られている

を追加しようとするものてある︒

この原鵬によってはかられるわけで︑原

﹁の期の輪入墨に対する触致・あっせ
ん﹂しか示されておらず︑これでは輸入

さらに聞題点を強めるわけであるが︑わ

も出ているが︑実績ゼロか6の出発︑プ

が︑ホ欄でたひたび指摘してきたよう

施行規則銘二十条2の一項ロに
は︑放射線蟻およひ粒子東蹴度の
時悶積分駈の測定はもっとも大量
に被曝覧るおそ痢のある人休部位

ブの結論を︑十一刀までに出すこ

をとりいれたワーキング・ゲルー

キンゲ︒グループの構戚について

電焼の嬢設計画とは一応勢離し

に決定した︒ヘカノコ内は所属︶

審議した結果︑それぞ3／次のよう

ているQこれは貝休的な原子力発 新型紙換炉と島速増殖炉の両ワ⁝

て︑今後数薙間に課査を行なう予

と詔されているが︑妊甑司膨晦齢

走の胸二十地蒔についてのサンプ

の翁人の整合はとくに腹部の測定
も行なうこととし︑謹た告示第十

また鷲型転換炉ワーキング・グ

こにし作業を進めることとした︒

引の内答を確定するまてにはいた

技術庁会議釜て開会されたが︑検

ル⁝プの切会合は二十日午後科学

武田学一︵瞭子
ル調血の一環として実施される︒

力委員︶向洋隆︵張大

▽新型転換炉

条に妊娠可能年齢の鍋人にあって

経費の予算総薇として書協八十

．

出田太一二郎

は︑腹部について耐力巧につき

再編成て闘西電力量務になっ

てとりあけ・5闇れた各種の資科につ

⁝

いてデースカノシコンすることに

らなかった︒そのためまずこ3／ま

一

原糞力発電の創立には︑当時の

た︒ついで三十二年十一月巳‡

き

にたいと考凡ていたそうた︒

王のような入柄の甲にこのよ

憂人央入との閤には二児9長

うな情糠が学んでいる︒

⁝

は︑ぜひこれを建設してか・一2死

瞬に原子σ力発電を知ってから

いたものを見ると︑十何年か

ったものではないらしい︒最近

は︑原電に入ッてから燃えあが

するひたむきにさ．ん見える熱惣

しかし︑氏の原子ヵ発躍に対

て二代懸の罹長になったゆ

ヰ十一月︑凌川氏のあとを受け

㌢て副社長として入廿︑冤十七

関西電力d最大田虫氏の強い抵

日本原子力学会の

た虫

珠磯

会擾になった

いっぼんまつ

一本松

明冶三十四年四刀丁十九口︑

紙晶県嵌入町に血まれた︒父温

レ

け専門極よ．あったというが︑

歯

気局に入り︑電勝課畏に翼濃し

男康勲氏欝穴︶は︑東大を撮て阪

大を出て関西耀力に勤務してい

急職鉄に︑次男幹鞭氏︵二八︶け早・

開削陀亀に参加した︒そして二

る︒なお氏は昭和竃十四年に藍

を決定した︒

∴ のために第二＋碁会愚設けること

塩化ビニール

⁝つは動力炉の嚇鑑的開発
を返めることであり︑その

ものと期待されよう︒

子鰍料公社の語格にも一本筋金がはいる

が国の動力炉開発の暴本力向は︑この中
ギー箏摺を執知する為沢氏としては︑ウ
ロシェクト研先の来経験︑バノク・デー

に︑この呈本改策の畠画化︑人員︑弧

の鄭重にも見られるように︑国産化閾題

闘結諭によってほぼ定康つたものと考え
ランの鵜質︵再処理ープルトニウム利用
タの不足などの条件を考えると︑外国に

金︑休鋼の満つけいがんに︑この政策の

が窟時出入する出入口には薗動響
報装置を設け︑象たその田入口の
際には科技庁罠腐が決める穏類の

艶

﹂黙喝

なことである︒このような状況

にあって︑原子力挙会は地道な

勉強と努力卒三八し︑ひたすら
に塁硯の砒立に努めるへ肇たと

い︒大正十四年田部稲叢工学部

ことから出た徴説かも知れな

これは氏が囲菖の七段てある

編．盆

者や関係者の実輔惣識が不十分

る国策政鑑の樹立にあたる巌事

してその第二は︑原子力に関す

努力の集滅が不十分なこと︑そ

﹁われわれの反省すべ医弗一は

痙

論 為一

玉石の設備茄一設けること奄第十二

四︑立入り黙蕪益置を設ける︒

条に追加しようとするもの︒

密封きれた放逸性問位元素窪た

翫

は放対線発生装置を門内で使用し ⁝
﹁
ない場合に︑高芝繋地域に人が立

入る危険を除くため︑ある線畢を
越えた場所にム蟹立ち入ら弔ない
搭澱を講ずる制眠条願を追加しよ
うとするものである︒

︸

孕

五︑君技庁長押が︑放尉性物質
の使用省︑販売業蒼敦たは論於業

者に対し︑報告徴駁できることは
興行令孫四十二条に明詔されてい
るが︑この蝦告徴収の施行規則を

一本松日本原子力学会長は就

碧う︒f﹂
伍にあたって︑学会の役割りを

本松氏は︑

こう説明しているQ学会長︑つ 瓢気工学欝を算出して大阪市電
象り学者としての

たが︑聖職十七郊で退職︑昭諏

が︑氏は電気工学を鰹攻した工

十一妬取縞役︑二十二年犠務に

縛褒雌を獲与ざれた︒︵Z︶

一本松氏の陰にかくれてし寂う 十七駕酵電導踊令で設立された

ともすれば日本原子力発電娃長

学樽士で︑その論文は﹁大都市

昇進したが︑のち二十六年竈力
田力系統刮画論﹂

ノを

動力炉開発懇談会の
中間結論について
な燃置を講ずる︑としている︒この二点

のために必要

昨年の秋以 来 審 議 ぷ う づ け

早期実現

胡匹⁝
繧ﾆも取られかねない甑が気かかりで

た力釧を

中間繍論は新訓転換炉にウエイトを付い

の核心は麟麗一号機に対する性能保誕に

一方︑動力炉の冑穿的閲発の面では︑

的な考え力であり︑各構成貴から強い懸

あり︑そのリスクを国か負担するかどう

は︑婁員幡鎌が漫初からもっていた塁本

念や浸対が資明され︑修正がなされたに

トをしぼっている︒これは︑構成員のほ

中性子増殖炉への発展の町能性にポイン

てきた漂子力叢凪会の動力炉

一展⁝開発懇鹸会が ︑ 今 後 の 動 力 炉

もかかわら翌ともかくその線則が中闘結

⁝

開発の進め方について一応穐論︑を出し

論に生き残ったことほ︑縦貫会側の固い

ある︒さいきんの原子力船発症︵國薩︶

た︒懇談会の審識は前後十二圓に及んだ

られる︒

のツイクル︶を生かして︑蝿料経済の商
虞功轡に追いつくには︑その実施体制や

死活がかけ6れていることを︑改めて強

ち出し︑その炉咽選定では︑執

が︑関係各機関や電力︑メーカーの考え

中閥職論の大きな特徴は︑その﹁塾本
立をはかろうとする悲撫のようなものと

欝金の罰でよほど思い意2た箔置が必要

信へ晶を．反映するものといってよかろう︒

酌な考え力﹂の箪で︑政編の果たすへき
いえる︒その実傍弼では︑経済性の原則
調して36きたい︒

方にはかなり大きな隔たりがあり︑婁員

役蹴が明確にされた点にある．その一つ
たと思わ3／る︒

鼠謹で使用できるように改めよう

二︑使用場所の㎜時的粟興一越

とするものである︒

出たけで済むよう勉㎜糸広げる︒

これ豪で︑届出だけで無用施設
を変更てきるのは施行令第八条第
二墳に明認されている屠的に隈ら
れていたが︑この目的に積甲溜眠の

調寮︑含水級の調査なとを追加し
ようとするものである︒

屋外使用にも
新しい道を
ご︑使用施設の十二を弾めよう

の国陛化も︑悶題を

に矛曝する心配もないではないが︑当路

叙光塗料については︑時罰の文

とする︒

放射豪雄些撞羅を使用する婆で人

封された放射誓同位元素︑承たは

さ一一2に⑬十キ4ηiを越える密

とするもの鴫ある︒

る方法も︑この条文に隷り込もう

することから︑適薦な距離蚤設け

放射線が距離によって大きく減衰

設けることが規定されているが︑

在来型導入炉

は︑核燃料の安定供冶と効率的利用満ほ

箏盤などに塗布する夜光塗料に含

その廓項として①艶容された値

設けようとする︒

便用施設はその主要構迄部等を

審を受けた薔がまたは障審ぷ一受け

を越えて被曝した掲出②放縫線障 ⁝

①施行令第十二条第二項には︑

もり込む︒

行き詰まりている再処理問題の展開ぷほ

時認協会︑大日ホシンロイヒおよ

出れる放射帆物質の硫が

耐火構造とし︑不燃材腰て造るこ

るおそれのある者が発生した場舎 ⁝

︑

と︑と規定されているが︑更に建
築物のない場含にも便用施設の主

を追加しkうとするものてある︒

③圃体状の放射性物質を海洋に投 ⁝
脾
⁝
署した場合④許容された無亭麺え 卿
⁝
て放射性物質を放澱した場合など
⁝
﹁
﹁
六︑一九山ハニ館ICRD←勧告を

尋考慮している︒

化学肥料

合金鉄者狸

電解金属製品

電解二酸化マンガン

僧㌢贔口

裾、

かるため︑国内にハ40ける捗塗料サイクル

髪
一一監

簗一

規制緩和の方向へ

び根本物殊化掌の⁝雷が連名で関

を放馴する同佃元素の数三等ぷ一定

︵帖示︶第一条によって

現在の一律規捌の例外として端正

ICRP勧告を受け入れ
科学技術庁原子力局では︑﹁放射性同位元素欝による放射課障
審の防止に関する法律施伯令および施行堀則﹂︵障偽防止法施行
令および施行規則︶の改正について︑各力賑から提患された要望
霧の内餐を弩輸した上︑改叱肇墾ハ極附していたが︑このほど改
正の方針をほぼ藪とめた︒この改蕉は︑各要望酵に組載されてい
る要望事填のうち︑実現影野な事納をとりあげて要望に鼠戸えるこ

と︑臨けの施行令および施行規期のうち︑実線に劉していない面

があるので︑これを 禽 騨 化 さ せ る こ と ︑ お よ び 唱 九 六 ご 年 I C R
P拗出塒その他放射線防灘に関する麟際的規準か呼幽しわが国の規
則にとり入れることを隠的としている︒改旺塗が寂とまれば︑放
射線幽議会にかけた上施行されることになる︒

係溢省に提撮して以来︑欝本瞭子

める件

些設ける︒

力置業念議︑日野原子力研究焼︑

奮封されたものについては一律強

改正の蟄望3は︑殖年七刀日本

日本罰測工業会および電子機器工

放射線

業会︑口本非三図検査協会も︑満旨

マイクロキ．︸り一以下と規網され

てはラジウムが多く用いられてい

②削矢螢ご項①には絨礫線敬を

てしゃへい壁その優しりへい物を

許瑞線簸以下にゆさえる手段とし

銀ゑま
興

③

噸摩』§67。欝5鯛

欝

盤鐵

圏艮酋匡2・4

Z

ているQ健来この放尉彊物質とし 嚢な部分を不鄭材料で造ること︑

止法施行令および施背規則の改正

たが︑澱近トリチウム︑プロメシ

これら愛剴ユにこたえて︑障害防

れそれ個々に提出している︒

墨しょうとする虫な職は︑つぎの

ゥム辱が列用されてさているの
唄︑ 夜光塗料に関する例外規定一で︑案晶性が継保できる限度で︑

資源の開発から
綜合利用まで

就

▲
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工学的安全性に重点
都市・近郊設置を目標に
さき頃行なわれた米原子力学会︵ANS︶の会 点を急くへきかの検討を始めたといわれる︒すな
占で︑原子力叢員会︵AEC︶のスワルトアウトわちその第一番罵は原子炉の開発と規制の熱型が

ことを考えており︑個々の実際例

ランセビールは含有率工五％のウ

シ・デ・マイン・ウラン︒デ・フ
し︑将来のための新しい供給源を

ために将来の見通しについて調査

ける実験が現下︑つづけられてい

り︑炉心に申性子フラノクスを設

フランスにおける急冷のウラン

術仕様に関する文同作業などがA 舗鉱の坐産蟹は白縮千五蕾四＋ゾ

ウラン方トリウムについてマダ

は︑

一

︵UCX︶には燃料要素が手で挿

六琿濠でには完成し︑チェノクア

入できるoUHTREXは一九六

このプロシェクトの国的は︑改

ウトの準錨が行なわれる︒

︸九六三年と六四年の聞︑

一％に増召した

畏炉型開発のための蕩掘ガス冷却

が︑はっきりし
た数字は分から

である︒摂動千三哲十六度︵草氏

炉方式に関するデータをとること

フランス︑昨年は総計千五百トン

ないと付け加え

二千四薗度︶の血温時における燃

られている︒＝百つにおよぶ報管

科要素など左研究する︒藪たこの

り扱われた︒

報告によるとCEAは数年前には︑昨隼の総額予算が五十一億五

：＝＝

る︒

醒＝＝︻

一

一：： ㍉旺稿

の移動用食品照三二概の入札が行

このほとAECが所肩する予定

置の入札行なう

米︑移動用照射装

待さ4重ている︒

る改良型炉方式に誤用できると期

HD発電のようなぬ接発聡に対す

五十懸認49が期待されると藷ってい 実験によって羅られたデータはM

千七衝万漏︑に達し︑六五年には約

決めた政策︑①世界市場で受け入

ガスカルのCEAの生鹿臓は二二れられている価絡でウラン千五百

︑

ゾを購入するか生麗するか②採掘

一梶一﹇句論＝

されている鉱山の延畏を保証する

＝﹁﹁＝

二酉十ナであった︒ガボンにある
一

十ゾに連し︑民間企業の生蔑量は

一個口縛ρ一一

ること卒．納霊しているABアトム

ボベリ社は七月十六臼︑スイス鍛

＝一＝朝

交換の交渉および管理︑フランス

エネルギー社のハリー・ブリニル

︵WH︶社とスイスのブラウン．

原子力技術広報センターとしての

∴ワイツェリノシェ・クラフトベ

大の潮力会祉ノルド︒オスト．シ
ある︒

ソン氏によって提案されたもので

一

るQUHTREXの臨界実験袋醗

リカ原子力産業会議との原子炉技

ス

フランスの物三会辻ブレバトム
は︑このほどアメリカに子会批を

機能を発揮する︒
ブレバトムは︑フランス原子力

斤︵CEA︶︑フランス臓力庁 この協楚の内の二つはB11WK
ルケ︵NOK︶社から電気摂力三なわれたが︑ニューシfジイ州の

装置は重書十七ゾで三二キュリー

番安い入札を行なった︒この照射

クに事務所を持ち︑アメリカにお

の特誓管理を行なっている︒

これはスイス最初の商業用原子

のコバルト60を装荷するものQ最

UNRC︶社からAECに引き渡

近︑二．一ークレア・マテリアル︵N

力発死所となるもので︑アール河

建設される予定である︒

ムエネルギー紘が水型炉で得た経

建設工学の面をABアトムエ不ル

テリ〜リ氏は︑建設鷺に鐘億二

不死日であったので︑タキシー

トに飴三国が参加するという町能

喰研究炉串開発することになろう
運転費については博愛の当慣国の
と発表したQまたこのプロシェク 間で等分に分担されることになる

千万疹︵酉八億円︶が見積られ︑

の旅行シーズンに当ったので︑

腐したことを思い嵐す︒

ドを黒の晶襟に仕立て隙して博

億五千万円︶になる予竃であると

イタリアとスヘインは︑このほ

ン原子力協定結ぶ

イタリア・スペイ

ラノクに積むことを落えている◎

袋蹟をト窺ール湧船の代わりにト

る︒なお︑今度AECはこの一尉

一九六九末日でに簡業ベースでの 羅と丈U的には全く同じものであ

臨界集合体の据え
付け終る麗驕綿腰
ロが
スアラモス科学研究所︵L
BWRについてはASEA徒

別の開語研究に当る︒

ー琶が炉物理や桝緋工学などの特

祉が設計を︑ABアトムエネルギ

運継に入る予定になっているQ
作業が訓画さ託ており︑ASEA

十万KW吸の原子力発羅所の設計

B狂WRに関しては︑二十一六 炉型は脚雌水型へPWR︶で︑ された二つの船積ひ沖業亀裂樹装

である︒

痂域のバーゲン近くのべズノーに
験をASEA社に利用さ世ること

が︑第三番厨のものは︑ABアト

設を受注したと発表した︒

ばれるこの子会祉は︑ニューヨー

ける特許長場の調査︑ライセンス

二会社が協定結ぶ
アトムエネルギー社は︑共同で軽

スウェーデン開発の合理化ねらう
スウェーデンの原子力排日を坦

水炉︶の協力に関するものである

︵EDF︶︑民間二子力関係会鉱
十五万KW原子力発羅所の設謂建 プロセス︒エクイブメント牲が一
︵沸騰魚水炉︶︑BWR露騰軽

設立した︒ブレバトムUS氏と呼

の結果︑フランスのウランの保為

必CEAに引き渡した︒さらにプ つづけてきたと述へている︒研究

ECの敷地選定に関する脱閥との に達したとフランス原子力庁︵C ラン金属四衛四十ジのウ5ン械鉱 発見することを鼠的とす吻やーーを

協力の好例であり︑さらにAECEA︶がこのほど発表したQ
ラントではウラン糟鉱の千⁝二首十

万年の見通しに関して︑CEAはゾと金属鉱石七十 一万五鈴沙が取

すなわち一九六四鉱の実績と六

いかにして達成するか︑またいか
平均含箱率﹁・

としては原子炉の工学的安全性を

にして購故の結果を最小限にとど

十二万ナを抽出

ウラン精鉱の生産量を報告

さ6には圧力抑制法に匹敵するよ
し︑民間企業は

一六％の鉱一石七

うな新しい酒懲が提嬢されるよう
平均含有率三・二五％の鉱石約五

めるかの情帳を傳るための協力︑

に薩業側を刺激することである︒

のもとに資金的な援助卒行なうこ

窪たAECは安全性R＆D契節
約三千ゾを採掘したと報告した︒
とも考えている︒

いっそう努力し︑蜜た敷地選定問題に関してAE

第二番臣は原子力機器の正式な規格詰論発する

原子炉部長補佐は︑原子力発電衝の敷地選定の問

大きな比通を占めつつあり︑これに関する薪しい

ためにAECが磧鷹的な役酌を果すというもの︒

題が最近におけるAECの原子炉安宅計画の中でC内部でよりょく僻見調弊を行なうというもの・

アプローチが漆討されつつあることを明らかにし

を貢して規格を発展させ︑統制的

ン

フ

ブレバトム︑アメ
リカに子会社設立

な方法でこれを処理することは非

ラ

たが︑このほど黛えられた・︑﹂ころによると︑AE 第三番目はAECの原子力麓業との協力を緊密化

開発の炉概愈の機器および工学的

以上のことに関してAEC当局炉関発部は高速増殖炉のような未

常にぼう大なもので実際的てはな

圃に澱する援助を強化するといワものである︒

Cは人口の集中した都術あるいはその近郊に大容 し︑民間産業の原子力の安全性に則するR＆D謝
撒の原子力発四所を設置することを認めることを

にAECはスタノブに憎して︑こ汝全性の研究卒行ない︑実証済炉

が発表したところによると︑すで

の機罷および安全轡に寄与するこ

ねらいとしたミつの温帯山沿について︑とれに董

の図的辻成のため機能・人員をと

C総額問ウィリアム・ミノチェル

るためこのほと三部かろなる協定
を紀んだ・この協定の鼠的は︑開

ピードアノブをはかることにkり

評

遇する二大会証ASEAと水
A炉B
および寒水炉を捌発・製造す

産三界との協力AEC豪雪の

いと考えている︒

とが期侍されている︒

線子炉機開および建設関

数名の人員亭・派趨することによっ

る︑タキシードなど考えたこと

疑の主宰するパネルの招集︑アメ

毎撮新聞の映画製

てこの分野における虫靱権をとる

多一

当晴欧州諮團は第︸次大戦の

国内はもとより海外輸出に豪いて

発費の三二および障子炉製造のス

はあいにく冬孕茄天のため舶中

余波な16静謹らず︑磁幣価値は

ギー祉が螺料の照射試験なとをス
チュードビク研究施設のホノトセ

夜会の催しもなく夕食時タキシ

ルを愛用してhなう︒

も優位にたとうというものであ

分野で外国と競合できるようにな

る︒これはスウェーデンが輸出の

士も少なく︑気は楽であった○

れることに決心した︒おかげで

してバリで々キシードを買い入

欧州大顎の旅は︑爵候もよし

大西洋上でも﹁等舶客として

円が強かったので︑私は意を決

いたるところ風光明媚皿．︑畏めて

臼本田の体面を汚さずにすんた

の︒この会談はフランスとドイソ

の海外旅行でもあるので十分羽

の原子炉百政機関の聞で行なわれ

ている定期的な三二の一つであ

子束研究炉開発へ

る︒

し往蒔のトランクの践からその

フランス原子力庁︵CEA︶はれた周時発喪では︑H・W・カル

四十館後の今讐転居騒ぎに際
で楽しい想い出の槻は

タキシードの遺骸がひ8っこり

フランスと西ドイツが会同で南フ

．仏家共同で高中性

欝糊燭
が︑さてその後のタキシードの
ゆくえはどうなったろうQ

をのばして快適な旅を耽けたQ

ードなど着込ん㎡︑食箪につく紳

もなかったQ大西群を渡るとき さセられた︒

家なけれはなるないのかと考え

Cは米国規格協会その他の機関に 三藥および手口に関するもとAE

係の煽格の闘発に関しては︑AE 説明するところによれは︑許誌二

規格

のように霧編成するかの捉棄を行
なうよう摺承しており︑この詳細
が報出鋤されるのは約ニカ月後にな

なお︑削述の三つの分曲におけ

る見込である︒

この閲

る捕進運動の内谷は次のようなも

A巳C内部体勢の強化

のである︒

慰に関連してA温Cではす で に ニ
カ月ほと前︑︸艘謡聞委員会に対
してシコセブ・りーバーマン氏の
もとに行なわれている原子炉安全

R＆D訓画の詳細検討を百 な う よ
う肇請している︒これはまた完了
していないが︑おそらくこの副画
の虜点は宅要機器の保全の改畏︑

猿写炉の耐用期閤を通しての主要

仕事上の勉強はもとよ

つきない︒

出てきたので驚いたQ考えてみ

ランスのグルノーブルで轟中件子

一方︑西ドイツのボンで行なわ
帰途米属ての仕事が

ると戦時中物資欠乏の折柄でも

は多い︒

嚢藁船甲洋ヒ生酒を楽しむ連中

が︑無毛髪ご劇薬酉万場︵三十一

十五臼横浜を鐵目したので︑国

ことを望んでいる︒

ヨーロノパ大陸旅行中いたる

タキシ⁝ドが労働服に化けた話

世が変れば贔も変るもので︑

両国とも研究への参加受け入れに

﹁ど原子力の科辱︑投殉分野で互に

での取り決めでは︑原子炉の研究

協力するため協定を結んだ︒協定

開発︑設讃建設についての悟報交

換︑原子力発慮所の安全無題︑原

炉の海水脱搬への応用などが盒ま

子力積進艦船︑ウラン探査︑線子

航路標識用電源米

れている︒

マーチン社が製作

沖合の海底から石油とガスを探

讃する施設に取りつける航路標識

に電気を供給ワる瞭子力発電装醗

で無人運転に入った︒

が︑このほとはじめてメキシコ海

HTREXのコールド臨界用燃メ
料リカのマーチン社が製作しフィ

泣スアラモス科学研究所は︑U 年閥である︒通雨四千六暫i︑ア

を輝聯としたもので設謝轟命は五

ウム90︵二三二十五♂キュリー︶

︵電気出力六十竪︶︑ストロンヲ

ASL︶にあるUHTREこ
Xの
︵発
超霞装躍はSNAP17F
のように船中でさわぐわけには

ところで日本人曲社の連中その

述へた︒

偽かないし︑私としては処女航

スイス︑︻号発電

た︒

ついては纂朝に話し禽うことで憩
高温実験湘清子炉︶の炉心と反射
この新しい笥子炉の最初の管理
者にはミュンヘンのH・マイエル 材に臨界集合体が据え伺けられ
見が一先した︒この原子炉計画に

関する協定は︑このほとパリで開

︵西ドイツ科学研究一次犠︶とロ

かれたH・W・カルーテリーリ氏

レイプニノツ氏が就伍の予定︒

はあまり聞かない︒畏い人生に

性についても考慮されているが︑

民として臼本入は服喪中で外入

しては︑今までにもりーバーマン

残っていたので再度二

り︑人情風俗にも触れ

．二麺在職中単身で社命により世

酌宏全性の開発に置かれることに

界各国鉱業視察に出かけたとき

一iヨークに引返したが︑憂季 あり︑戦災にあったりして衣料

機器の耐久性の尖証︑薪しい工学

氏を委貴長とする闘発・規制連絡

のことであるQら︐小うど大正天

なろうQまた内部の連絡調整に醐

委員会がこれを行なっているが︑

曝がおかくれになった十二月二

時は昭和二黛夏であったが︑

ているので︑同委員会は安全謂画

現状では情蝦交換のみにとどまっ

曽

他から大鷲洋上での一箸船客の

宸ﾈ生活ぶりを吹聴され︑は はいろいろのことはあるもん

撫でもあったので慎豪しく船中
生酒を送った︒

米大陸上随後は︑職業柄山函

油会社の油田で運転中である︒

リノプス石油会社のカーマギー石

ト

・媚こi格納容器

譜＝

i嫁魏汰

めた運転淳警吏の効果を測交した

装入を決めているが︑ボロンを話

。その他

＝

の策定において癒盤な慶舗を果す

またジコン・クロフォード氏を

長とする原子力機盟グルーブはそ

の業務の並煎を機器の保全と工掌

的安全性に置くことを通じて蜜全

性のR＆D計画に緊冨に協力する
ことが予思され︑家たこれら二つ
のグループの間にあって︑ミルト

アズリカのウエスチンゲハウス

ベール・イルノシュ氏︵CEA行炉はWH社が受注
政長官︶との会談でまと萩つたも

・訓練用原子炉

鴎

ン・シコウ部畏のもとにある原子

。放射性廃書物処理装置

三菱原子力工業株式会社

・原子炉附属研究用装置

・その他

・原子炉制御計装
・原子炉附属装置
。使用済燃料輸送装置

三菱化工機株式会社

原手炉附属設備

遍株式会社

剛
一 菱 商

一

三菱の原子力プラン

・研究用原子炉

原子炉実験装置
・臨界実験装置
。臨界未満実験装置
・原子炉シュミレータ

三菱金属鉱業株式会社

・放射線監視装置
・ホットラボ

《

・PWR型原子力発電所
。PWR型船舶用原子炉

三菱電機株式会：幾

・燃料取替装置

原子カプラント・原子力設備

三菱重工業株式会社

＝

タキシード
41

、

巳

講

｝

｛沼i和40鐸7月25臼
三
第三種郵便物認可

第328号
（3）「

聞
新

旧
産

力

原

ダ

雪

ている改良癒換炉に関する圃際シンポジウムが︑さる六月二十四

炉︑マグノノクス炉など翅翼ずみ炉と最近クローズアノブしてき

進展と原型炉の段階にある概念の契用的可能性

と題して︑軽水

実駈ずる原子動力炉概愈の

ン型︵チュ⁝ブ・イン・シェル型︶

ドバンス型と目されているレンタ

ナダは竪型の炉を考え︑燃料はア

上げることがまず狽われるが︑カ

力二度分布を平日化し︑燃焼率を

井

加︵沸騰水冷 却︶︑伊︵融．綱︶に注目
盟罐鋤興趣 澤

日と二十五日の一百間ローマにおいて翻催された︒この国隙シン

イタリア原學力闘業会講の主依で

ポジウムには︑世界各地約二十激越から⁝二齎秘近くが参会し︑ア

を用い︑はっきり萌者の開発方向

メリカ︑イギリス︑フランス︑カナダ︑ドイツ︑スウェーデン︑

いる︒このため一九七

係の碍究は軽水炉に関係したもの

力︑WH社の超臨弊炉区画SCO

振当性廃型物や核分裂生成物の

多ζ 多多

処理に冷凍乾沿法ぷ碕用人る二年

二︑ ノ多多一︑

側管型鳳子炉一︒カロライナ懸

小規漠たが︑類型は鑓水

表面の視寛検査のみで十分であり

ることに決甦った︒これは木材！

麗備と要貴の訓隷をはじめたいと

に藍子力発聡所建設のために敷地

うとするA露Cの訓画のカギとな 期待している︒しかし炉型の選択

は期祷できず︑

については一九六八︑九年までに

である︒致肛はこのプロジェクト

の間︑契約交渉の時に決める予定

一九山ハ九−七〇年

の行なうコンサルテイションや︑

るものであり︑最窩四万冠が同祉

時閤雛位の照射サービス︑プラス

国◇

ゾリタ原子力発電

ろうと児蘭︐ている︒

φ

スペイン

所で起工式を挙行

月かるはじま

澱近U建M社はアメリカの輸出

ころになると期待されている︒

か磐使・つが︑運聞は︸九・ハヒ年の﹀秋

イ炉︵PWR︶︑灘細ウフノ燃料

スチングハウス︵W亘︶祉製の腺

この発電所は︑アメリカのウエ

予建︒

．r力殆電所の興起︑運繕践になる

の私冨電力会社で︑岡園最初の鰍

か発馨した︒UEM社はスペ属ン

ノク・マトリレーナ︵UEM︑・れ

なわれたとユユオン・エしクトリ

っていたが︑発霞所の起工式が鷲

﹂事は事実上この一一

所︵電気繊力十五ゐKW・の建設

タ・デ・ロス・カネス線．〜力発竃

照十五鱒の所に設躍されるソリ

スペインのマドリートから康へ

③

の現地通貸支出が必要となるであ

が︵ 雌十・四籟製血千︷ハ颪剛刀円︶椙⁝撤

纒四千万円︶の繊猷︑九蔚山ハ十万

のために三千四酉力妙︵萄二↓二

チノクの注入などを逃めるために

連劇

を開発

アイソトープ電源

使用される︒

ベータ2

ゆソ

を開発した︒これは放射牲物

べ

を開発しており︑モスク

は︑ストロンチウ

にくらべてコンパクトで︑気

◇韓

九七〇葎濠でに躍郵出

れ︑二週閲にわたる丁子力発躍所

鰯機関︶から蔚管網の一行が渡

の敷地醐鍛をすすめていたが︑こ

款を恩められたが︑こ3儒は妓置と

◇

スウェーデン

オゲスタ発電所で
重水漏えいの事故

◇

政府の要麟で王AEA︵計器掠干朔装衛燃料の覆用にあてうれる︒

設したい蔽岡である︒先月︑韓国

力十五万KWの原子力発電所を建 入斜行から二千四慰五イ万ボの仏

韓国は

原子力発電所建設

一九七〇年まてに

信できる︒

測定して厳大六薗謎凝の疑離に送

圧︑気温︑風力︑降雨魁︑日照を

ー

いうもの・この装醗は ベータ

う十年閥は一定の出力が出冠ると

ム90を蝉科として便っており︑向

ベータ2

動させている︒

ワ郊外の鳳ボノト気象観公所で稼

ー絶美

している︒ソ連は昨年すでに

力してこの上野のシリーズを開発

置で︑罰研究所では他の機閃と協

質の崩壊熟を直擾電流に変える装

2

詩纏磁鐙

冷却減遠の圧力管型へW

ﾐ製︶で︑アメリカで

は発躍矩として切めての
もの︒

低濃縦ウランを堅型U

犀ず圧力管内で燃焼さすところは

天然ウランを鯵つお隣りのカナ

二型主水炉と対照的︒放射線旗

鵡を防止するため炉心は地下に

地上部はステンレス鋼の外側を

薄いコンクリート壁で保識して

いるのもこの炉の西畑の一つ︒

建設費︵全額企業負担︶は千九

はAECから免除されている︒

徴五十力妙︒遺水︑燃科使用程

一＝ ；i＝
二＝冨二＝ ＝＝二質覧亘三＝＝一一＝＝憎コ︸一≡一一＝τ蚤篇＝＝＝観

閻でhなわれたQ冷凍乾双務は︑

内齢検査の必要がない︒

開発も行なう諾画である︒

アメリカ

照射木材の普及宜
伝にロッキード社

◇

◇

燥法を九成した後︑適蟻な谷器の

なお︑レイボルド社では冷凍乾

貰い隔同義が乾燥食糧の製造に利
用してきたものであるが︑こ31を
無限写ることによって放射性廃棄
物の処理轍ル減じ︑溝藏庫のスペ

多

ースを節約しようというものであ
る︒

二

プラスチソク禽板の商業化を認ろ

一一＝F＝﹁璽鍵5酬一＝＝崩一1﹁置；二襯︷P＝一齢＝髄蚤二；潔；1開二；纂一一＝ご＝＝5

所と仲よく肩をならべている

力・ガス会社の水力︑火力発短

︵昨年十二月運開︶o

ビアの南約葱八十浮︑ブロード
川沿いのパシコールに建設され

南カロライナ辮へ︒州都コロン

草原地帯が経緯に陶って麺ぴる

一＝罵﹁屡■濁二二＝ご﹁璽■﹂一p＝＝＝一；刷＝囎＝﹁璽■潟鷲一＝㎜雛︷：罷＝一厘︷

とした︵EURAECレポート関

羅当職編鯉

を臨掴して︑服ン博をへ．ドとし
た設権工学部がトロントに組織さ
れた︒

この型式炉の間題点は︑正鵠運
転下での安定性と︑冷却材そう失

画に四つの鷹力会挫が共同で応

募し︑将来の大型炉への開発と

カロライナズ・バージニア・圧

たこの発肝所は通称CVTR⁝ A耳Cの錆三次発鷺試験計

料時定数が約十五秒と醇6れたの ラトム共同研究の一つになってお

電は副次的であるため︑出力も

発躍を扇凶として建設した︒発

に限られる︶本説爾に允思したと

り︑その研究焦点は炉物理では理

了解される︒な43この引画はユー

論解析と実験︑炉工学では炉心執

事故に対する安全性であるが︑前

で十分制御可鮨の見通してあり︑

除去実験︑燃牲襲素開発︑材料腐

着についてのアナコン遠賀では燃

後聞については被凝材温度が華氏

食︑それに難燃準︺蜜全性で︑炉

重引過麟何きで一万七千KWと

二〇〇〇慶になるには緊急停止後

は櫛型燃料︵環状なと︶を考慮し
ている︒

国際規模にな

ラトに建設する三十三万KWのH

TGRの概要︵発電費は四・五ミル

／KW11と予櫻︶と千KWプラン

に建設費低下のため軽水炉で一厭な

墨需＝胴二瓢L二一＝一齢一1＝葛働＝一1＝

sP

分隔心があるようである︒なおこ

トリ教授は

テムのモジ訊ラ⁝︵冨︒α三碧︶

われつつあるようにパーソやシス

化に努め︑燃科テストでは二＋万

も困際的規僕で考慮されてきた感

また︑もう一つの利点は︑粉永

ムと西ドfッのレイボルド・ホノ にするため︑曽漁の状態では口器

閲の醐究契約がこのほどユ〜ラト

T聡⁝Rには誠速付に前水を移継

．多髪多 ︐︐多多

ホハキrム・アンラーゲン祉の の内部が聡食されることがなく︑

を深くした︒

MWD／7の燃焼率でも異常ない

び腺．計力闘発の国情と胆界層勢な

多多多ノ

米腺チ力委瓠会︵AEC︺は︑ のほど調査がおわった︒その絃

ストノクホルムの近くにあるオ

の天然ウラン三ゾの購入の際には

メリカとの双務協定にもとつく保

さるに一九六三年には︑田本とア

海洋学用原子力潜
水艇の建造で議論

アメリカ

◇

6れた︒韓国政府としては腐爺中

スリとウォーラエリの地声があげ

ルギー社は蝦じている︒

漏えいがあったとABアトムエネ

力五千KW虫水炉︶でまた唖水の

るDR−3︵プルート型︑避縮一AEAの管理を受け︑保陳借躍黒射木材iブラスチノク禽板︵ノ 渠︑建設予定の敷地九カ所のつち
材料試験炉に適用きれる予定であ

随措置が工AEAに移管されたの 慮ノキードジコーシア社が実則す

︸蕃凶に一AEAに移籍され︑ア
Iメリカと原子力の罠間利用に関

◇

現在︑アメリカでは水産業およ

び海洋学研究のための原子力潜水

方ハエンジとフザンの近辺コング

ゲスタ腺子多発催所ハ域氣痢⁝力轟ハ

定を結んでいる国ーーアルゼンチ

イギリスに移される特殊核物質に

る︒さ6にデンマークで生産され

るため民間会社の参加を求めてい

ン︑灘ンゴ︑フィンランド︑メ

今麗の移蟹によってIAEAの
ラエルの三園について見ると︑デ

本で︑主として東海村にある原躍

AEAの撮随三殿を受けるのは日する協力協定を結び桐頁に傑随拙

たが︑このほど六祉のうちから︑

キシコ︑ノルウェー︑パキスタ

である︒

ンマークは一九六〇年五月︑イギ

一摺や︵黒鉛激速ガス冷却︑出力 猛Aに今麗二藍されるわけで︑工

Oアメリカとの双勝協定を締結 EAへこの双務協定による安全 ＋六万六千KW︶である︒これは AEAに移管される双務協定ては舵を建造するという識論が︑この

閤題について三年闇の険討を続け

いはその他の研究用に繭当であ

︻督の﹁この艇の原理は水産馬みる

た層R11に関するりっTパー提

しかしながら岡局は︑この計姻

同厨の考えている研究用溝水艇

る﹂という証儀もなされている︒

巡力を持ち︑無群を追跡てき船鹸

の仕横は深度約三掻層で二＋移の

がウダル内務畏廊の二成にもかか

この潜水艇の建造費がほぼ四予万⁝

困難に薩面している︒というのは

わらず︑予騨獲得の面でかなりの一

ある︒

デミーの手で近く完成する予定で

愛と上種の慧が平削アカ﹁方では蟹で蟹が研究に整し
イギリスとの双務協鐙のもとで

ついても保瞭措灘の苅象になる・

○その他王A珍Aと保墨描躍の協 U璽水冷却炉︑照出力一万KW一 の適用を受けた鍛初の陶である・

バウソー3︶を泥業界に漁況∬拡す 鍛も有望な地点としてソウ沙の北

し︑工AEAに移目きれた愛重 翼建はコペンハーゲンのリゾにあ

二言多
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どを考えると︑イタリアにとって

している発表が園についた︒

紬集か得られたと発表した︒一

らを研究開発することのみを屠的

最も適した力法であること

熱熱鋼

とし︑炉の建設は考えていない︒

を繰

しかしこの型式炉の建設は上記の

；

一＝曽瓢︸＝

約六秒要す・⇔と評仙されたので十

の開発にはケペノク水力電気会社
が関心を示しており︑豪たイギリ

ハブリノク・ガ⁝ビス・オブ・コロ

すると︑GAのデ・ホフマン賢士が

このほか気づいた点を少し列画

ス代褒もSGHWR︵電水減速圧った燃料開発

できる町能性を述へていた︒

にこの型式炉に焚然ウランが使用

︵五十万KWの概念設訓では出口
力讐型熟気舞生類︶を説明する際
水蒸気璽量比は六〇％︶を採って

五万KWのプロトタイプ炉の名勝

スペイン︑ユーラトム︑オーストリアおよひイタリアの各国から
麟二十一編の論文︵ソ連は斎堂出︶が発表きれた︒この口際シン
年に二十

ボシウムの会報は後田イタリア原子力麓奨会議より発行きれる予
定であるが︑私は寧いこのシンポジウムに出席する機会を与えら

財汐CIRENE計画
ちろん国隙協力が必要であるが︑

五％が期待できると述べるととも

CIRENE31殉は乗外ウ
アラ
のン
発表者︑CISEのミルベス
トでは将来紙撚比○・九︑難効率四
を用いた重水減速軽水︵沸騰︑フ

線チカの開発においてイタリアの

この炉の開発にはも

オノグ︶冷却炉を対象とした肘究

ように先進国のすぐ次に位する圃
にとっては︑先進囲との協力はな

四千万円︶と約筥五十人︵半数は

ノブ︶を投入して行なってい
︵AECL︶からのCAス
NタD
Ui

このような開発方法は︑国力およ

かなか難しいことが多いことと︑

研究詔画で約九三万が︵〜二十二億

語であるが︑この型式炉の岡惣点

軽水冷却型︶開発とイタリアの

の内答は物鯖する箏晒も少なく︑

がほとんどてあった︒たたオーク

たいたい私達が瓢知していること

︑ 棄物処理に冷凍
返し力説していた︒CIRENな
EおSG11WRの燃料開発に廃
乾燥法の利用研究
RXを利用していると述べ︑材君
要れたCISEのフーゲ冷却研究

く︑錦二回ジュネーブ会議に発表

多多

に端を発し︑それが米AECーユ影験炉や実験炉などの使用や和絹

二二多5−．参

移衝としてその勅力が及ぶことに

ン︑アメリカ︑ユーゴー

リスと合子力平和利用の促進と開

イスラエルは一九五五年七月に

今度のデンマーク︑B塞︑イス

六になり︑保障欝躍の適濡を受け

織理に移される双務協驚の数は十

発の協力協驚を結んだ︒今度工A

醗の管理を行なってきたが︑IA
る国は二十一力国になる︒

よるものである︒

φ西ドイツ砲

イギリスは霞黒鼠身の樗料試験費

・リノジ国立研究所︵ORNL︶ 研究結果や亮通しが良ければ切め

ぞ多多

末︶できる見通しである︒イタリ

の謝夕露炉︵MSR︶およびイギてふみきられることになっている
が︑この決定は近い将来︵今年

リスのダンシネスが六月に騙騨に
尊したので︑アメリカ︑イギリス
とも論文発表の際強く引用してい

たのが耳に残ったQしたがって以

ないことを籔理する保母措躍下に

デンマーク︑穣本

一二協定がIAEAへ
保障措置受入れ︑2ーカ国に

下CANDU⁝BLWとCIRE
NEの各議面を中心に述べたい︒

のほかにBR13︑ハルデン︑N

計働は最近趣に患てきたのではな

CI盆EN逸訓画以外︑発喪論 文

や冷罵なあるいは暴礎的なことが

BLW︵天然ウラン丁零減速沸騰

る︒そして一九六七年に冗了の露

故もあってか︑カナダ原子力公社

不ーブ会議以後余り間がなかった

このシンポジウムは螢二圓ジュ

表によるパネルが行なわれた︒

の説明があり︑最後に撃力会祉代

かろ各々行なっている原子炉開発

れたので︑その拠様︑しに屈噺しい事について以下報告する︒

国際シンポジウムの概要
このシンポジウムはイタリア源
．計力委鉄会ならびに原子力醍饗公

議の瞬会罠サルベノチ教授による
線子炉踊発状況とその発通しにつ
いての展望という講演により簿が
落とざれた︒

セノション︵六月二十四掴

少なかった新
しい論文発表
弟
午平中︶はアメリカ︑イギリス︑
フランス︑カナダ︑ユーラトムお
よひスペインの頽に各︵原子力委
員会あるいは政斑︶代表からそれ
ぞれの国における頃子力開発状況
と政策の発衣があり︵この願陛は

る︶︑午後の鶏ニセノシコンはア

三野二三発進渉の舶という醸があ

メリカおよびカナダの猿子労関係

会社︑ゼ不ラルエレク ト リ ノ ク

闘型
かれた理饗会では︑デンマー
カナタは従来のCANDU

る讃備︑原材料に対しても︑追加
先月ウィーンのIAEA本部で

加のCAND
U−BLW型

︵WH︶社︑ゼネラルアトミノク

︵GE︶社︑ウエスチングハウス

︵GA︶社︑アトミノスインター

ケ＆ウイルコソクス︵B畿W︶ の改畏型としてかねてから三筆と

おくことが認められた︒これはイ

ク︑
ス然
ラエ
1イ天
ウル︑田本における核
ナショナル︵AI︶社︑アリスチ ︵CANDUiPHW型1
︒ルマーズ︵AC︶社︑バブコノラン重水減速重水冷却圧力管型︶ 物質と施設が軍饗圏的に利用され

基礎研究をしていた重水減速沸

握︑カナダゼネラルエレクトリノ

ギリ
B
スL
とデンマークおよび日本と
ク︵CGE︶琶の各柱から現状と騰軽水冷却型︵CANDUi
のそれぞれの双務協定︑アメリカ

日本で最初の発聡所で︑1AEA
十三番目のものになる・主とし

の轡理下におかれる十万KW以上 て工R逸−工︵プール型︑熱田 てきた内務雀水落爾によって提超

力五千KW︶研究炉に保瞳措麗が されている︒潜水艇がこれらの研

撮臨拙醗を受けるが︑これはス

し︑IAEAに移響された煽月
保陳か移笹されることによって

このほどゼネラル・ダイナミノク

究に適しているという研究蝦告が

安全取縄措麗が一AEAに移管さ アルゼンチン︑オーストラリ

の大型炉では︑ヤンキー炉につい

ほどイスラエルのN・シムロンエ

適用されるといわれている︒この

会社︑インダトム︵1NDA少T
なくした出口水蒸気亜鷺比を高

で一蕃圏のものという︒︵しかし

で︑これがかなり大きな額である

せることができるというもの︒な

四名の乗細員と七名の科学暫舟渠

五千メを支出している︒

ことは岡岡全体の年間予罫が大体

が近くになるとみられているから︸ の展跳整でもこれを観顎でき ⁝十

カンジナビアでは三二目の

イギリスのブラノドウェルの三†

ことからも想像できる︒しかし一

お同局はこれまでこの関係に七万

の手によって発成したが︑この研

の︶日ホは︸九五八年︑研究薬用

た︒

この新しい三者閣の保灘懲置移翅

国に
ア︑台湾︑ギリシャ︑イラン︑

なる︒また昨奪の二月に面罵躍き

れたことにより遂行される︒

イスラエル︑日本︑ノルウ．一

葡傘

用する岡として一番囲となろう︒

れ︑修正された保障措躍制度を適

驚を締結

i︑フィリピン︑ポルトガル︑

協走によって今後新たに提供され

○イギリスとの双務協

の新しいIAEAとの協定が︑原 南アフリカ︑タイ︑南ベトナム
れる︶をこ藤めに行なって炉内出

協定と露われているが︑これはこ

SE凸報︑研究︑実験センター︶

A K E W 社 ︑ そ れ に イタリア︵C
中I
の燃料取り替え︵二方向が盟ま

OM︶︑プラウンボバリイ︵Bくして燃料バーンアノブ︵燃焼
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P︶挫︑シーメンス祉︑ASEA祉︑
胴できるようにすることと︑運紙

この薫協定はいわゆる

W型︶の本田的開発にふみきった︒
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万KW炉は叢大で︑⁝⁝審目のも AEA駐在颯がこの協定に調印しス社のエレ7トリノク・ボート部 三千万ないし一二千五否刀がである

率︶
を上げ︑また天然ウランが使
BC︶社︑クルソブ︵KRU
P

開発垂耳などを︑第二日目の午朝

CV丁R発電所

定

とイスラエルとの双務協定による
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業界と再折衝指示
来年度予算計上は錘︑理か
面本原子力船開発事業団理鋸長石川⁝郎氏は︑きる七月可口栂田原子力馬長から公文讐で照会のあ
りた﹁腰干力鋤一旦の船価審査に必蟹なぎ事墳﹂について︑十六田午後万時一瓢イ分圓答した︒その結
集当局の鑓閤としていたかなりの部分は明らかになったが︑なお相当の陥分書不明の窪目残っている
ので︑再び事業園に対し︑さらに十分柚憂し︑その結果が案者側の引受けられる駒のかについても折

明細を添信したQ

ついては︑別に現在の船価内訳

②内容不明な価格の積騨根拠に

とすへきであると考えるQ

経費など︶は企業の製造聞接費

川紬掻磨の原子力部新設︑その

へ︑プロジェクトチーム蟹︵石

のものは口︑ハの方式による︒

価としては副上しない︒その他

予算として認めない訳にはゆかな

握拠がはっきりしてさえおれば︑

関してであり︑したがって積算の

頷についてではなく︑その内器に

積算根拠のはっきりしている駿闘

分がある︒購局の仕訳によると︑

原子炉醐係でまだ槻嶺に不明な品

②の船価積算根拠には︑おもに

なるだろうと現局ではみている︒

く比粥になるとみられ︑一般謝謝

かなりむずかしいので︑けっき︑

研究開発部分をきりはなすことは

艶聞題にしているのは騒積Oの金 をつけてもよい としているが︑

は四十数億円であった︒当局のい

と財投の双方で家かなわれる可鮨

かい出した︒大蔵欝側は

から︑折衝は歩み競りの方向に陶

し︑・れが大豪側の蔑徳て㎝

罫魍購編欝薦葱

③冥目の賀伍馳闘とその具体酌

性が大きい︒財投を受け入れるこ

接合に騨入されるものは特に三一除かれる金緻は︑四億数千万円に

な一答は︑︸︒⁝菱源子力工業から

いと考えているかのようである︒

とになれば︑燃料公社法の改正が

があるのなら︑その部分には予算

必要になる︒

原燃は︑熱処理工場の建設につ
いては国際入札毎行なう著えで︑

詳細設計には︑棄経験な会社︵た
とえは国内メーカー︶でも︑モれ

示すよう要寒している︒謹た︑昧

を晃ご建設がで握るたけの佳様を

昭和照十年七月

募集申

新会員
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ら同五臼窪で璃取県貞伯郡三朝町

学撮陰茎究所の後目で八月三日か
式であるが︑皇子炉の特瞥試験κ

っている︒平物出力を一千KWに

﹁プロトアクチエウムおよび

ラノ同位体の地球化麟ご︵幣参斎

る噺しい問勲点偏であるが︑﹁ウ

﹁入形隙亀城のウラン鉱広に閃す

現地訂論会︑想開催する︑テーマは

けは原研が聾持つという行式蚤と

♪た同炉の契約は︑ターンキー方
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掠混では昭和二十五蕉以来︑

α學力碁韓サ占ス︑得な舗黙孔欝戴︵刀二圓︶

︒

︒い︑好評を以ていますが︑七月
む
Oからの新年度にあたり漸規会員 ②米囚猷子力精欲速報︵月刊＞ O

O

む

繭ご藩鷲配慮以上鳳
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文・月円︶
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む
O催などにより︑サービスの二上 ◇本業ヒスに関するお問合せO

む

篇解櫨製難工

O内外原子力特許の資科・明繍諮 製することになってい癒す．

む

欝欝助鱗騰簑婿て

研究開発

の手で作ることの必要性を強調O

添伺一瞬のように堰口があった
またののギ且磯任に関する報憲
は︑ド旨として徐子炉に関ぼ筍二

ので︑これで明確になったもの
と誓える︒
分は〜二愛凍．＋力工蟻が争般的に責

いては石川島播暦が費任ぷ負うと

任を負い♪ての他の寮内一般につ

これに対する原子力燭側の恵向
はほほ次のようなものであると考
えられている︒

いうものであるが︑当局はこれに

しているかとうかを明らかにする

い舎わせが寒ており︑ム．後調蕨し

燃には現在アメーーカの無期から闘

た上囲．﹂応孔に煽声るかどうかを決

めることになった︒

︑尿量か特性試験の一
環として筍なノたものである︑
今後は︑菖抜庁の笈全爵鳶ハ受

上げたの

カ一千KWを記録

けることになるか︑その蕊になっ

JRRl四が熱出
孤城鰯網離樗の日本限子力三盛

化学灼意昧﹂

トリウム同位作の書聖と・ての地球

所のJRR一四︵スイミンゲプー て妬めて二＋四時間狸鉱︑原酬へ・次︶
目団︑運輸省舩一審醸︑原捌の共
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業で

と予測し

ンが大きくなる︒このため一撮

くなればなるほど︑エロージコ

の地域の住民に十分科学的な安

蕊難襲論難璽
い︒

協調が必要であることを摺塾した
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は気をつけるように

コンクリート構造物の欠陥個朔

されている︒ダム︑水路などの

性の塗料を翼にぬっておいて︑

コンで測聾するQ

工料のはげる澱をシンチレーシ

全性を啓蒙する必要性があるわ

許さないほどであるっ

子力発電設備になればなおさらの

は︑醜いテンポで沼へ進む電気那

KWであったが︑このうちタービ く余裕などは賜ったくなかったと

シング利用が年々ふえ︑中小企

た所︑ある職工さんが瞳撫球が

R工の利用は︑主としてゲー

業にも営及し︑回しい経済効果

減ったと病院へかけつけるなど

最適な運転条件を決定すること

をあげて実用段

の検出に︑トレーサ利用による

ために必要となる︒この調査に

が︑タービンの効率をよくする

論われている︒

っか知識を持っていると不安愚 漏水の追跡が行なわれたことも
をいだいて使用が困難になると

難しいトレーサ利用
地元民の十分な啓蒙が必要

トレーサ利用が役に立つ︒放射

ある︒またダムの地盤の軟弔さ

階にはいったと

しかしトレー
サ利用の方はま
たまだ遅れてい
る︒今後︑トレ
ーサ利用の用途
は非精に多いと
晃られているが

でも︑RIが灘過する工程全般 した︒

秤度酸性になっているかを謁斉

いっそうの努力が注がれるべき

ーサ罵RIの開発にも︑さらに

であろう︒

光囲公隠機の地、古墳などの史蹟も多い

1．6肋
20渤

△東海村原子力センター
△大洗海岸（二fルフ揚、海水浴漏、水族館）
磯節で知られた白砂、宵松と波涛の奨しさ

20長労

△西由荘（常陸太田市）
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たことである︒三十九鋸度の電源

であり︑独富の捜術を開発してい

業者に追いついていくのがやっと

利
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開発謝繁々議会において︑理工が
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第二の間題点は︑メーカーの研

ことであろう︒

ントである蒸気タービンの低圧撮

受注の減少にな
やむメーカー側

認められた火力設備は二酉四十芳

究開発蟹飲と能力を減退させてい

終段長翼の開発には︑実襟に畏翼

こういつた長断が考えられる一

韻少が機羅の大墨黒化に伴って︑

と技術提亭亭君ない︑それによっ

を回転させ試験する設備が必要て

方では︑いくつかの二極点が内在

る︒火力発唯機器の輸入と国麗の

に安全転置が必要になるわけだ

なく︑地元民との利益は一致
糖理者がこほしていた︒とうも

が︑海洋や河川にトレーサを流

一つの工勘内のトレーサ利用

危険物としての観念がR工懸想 か︑蓑た別に商い酸性厘布示す

すこうした調壷の揚含にも︑そ

から漏水した側副を調査すると
現実には応用し

ムに流入するか︑この結果どの

磁泉場近くの水が︑どの程度ゲ

した例なと多く知られている︒

トレーサに便われる飛1の放
きれないような

のガンになっているようだ︒

河川の白塗の刷澄にトレーサが

海岸における漂砂の移動や︑

場面にもぶちあ

たっているQそ

利用きれていることは周知の通

けで︑関係者の努力が必要に

の原因と望薄を

水力発羅の揚禽︑タービンの

さ滑・ろう︒

翼︵ランナーブレード︶が水泡

しかし地元民の利益になる場

なる︒

りで︑その闘的にもいろいろの

わが困は原爆の被災国という

こともあってか︑R工の銚用に 場台があるが︑たとえば最近多

のためにハチの巣のようにえぐ

二歪な方法で︑はたしてう談くい

建議雛鰐口二

W︑十七万五千KWが屑工きれ て国産化をはかることを余饒なく

あるほか︑一つの形の翼を試験す

一つの長追が完成する象では滋通 している︒すなわち︑一つは︸号

ンベースで酉五十五万KWもが輸 いえる︒したがって︑捜術は欧米
でもこのテスト必二︑一二圃は繰り

機輸入によるメーカーの仕慣鍛の

ることである︒メ；カーとして

わが囲の在来火力の技術はここ

た︒そして翌琿には二十万KW級 されたのてあり︑ここに一暑機輸

るのに数千万円から一億円を要し

関係を難度別︑懸潮間に示すと別

大騒ぎしたことがある︒な豪じ
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この戴源開発の過程において特

表︵容暴別の単位はMW︶のとお

られているので︑岬．㌔きるだけ効率

大きな影讐を持つようになってき

数葬︑主として米園からの製品輸
入︑二塁機以降無産という開発の

の超臨界圧火カプラントの設澱が

W︑わよび関麺電力四十五万KW

力六十万KW︑中部電力五十万K

開発調弊審議会において︑集京毘

らヤ年余︑三†九年度には︑電源

器が大猟撒化の澱みをはしめてか

おこの間︑繍入規制を通じて圃内
融工されるほとの激しい勢いてあ
った︒このようにして戦後火力機 技術の向上に役立たない購器の輸

が摺工され︑その三︑四年後の王

開発方式によって得られた経験と
教罰が︑原子力開発に遡っても当

戦後におけるわが国の慰源開発

然生かされなけれはならない︒

の急増はまことに答しく︑とくに
灘源開発健進法が制定され︑電源
開発謝画に墨ついて大鰯な投資が
認められるまでになった︒

ユーザーの設備資
金の不足も︻因に

六︑七隼頃からは︑景気変動によ

行なわれるようになった昭和二十

ポて増え︑三十八郊度には王否十

特色の第三け︑これらの設備の

る増滅はあるにしても激しいテン

万KW︑三十九隼度には一三田四十

徴酌なことは︑第一は水力と火力

りであり︑ほとんどのユニノト容

って諫かなわれていることであ

刀KWの運転開鯵磐みるまでに成 容蟹の増大がすべて輸入機器によ

の地位が完全に入れ替 わ り ︑ 火

磁で例外なく︑一号機は一台もし

疑してきた︑

力が開発の中心となったことであ

くは数台が輸入されている︒日本
の欝気事業巻は︑政術の監督下に

発魔設備のユニノト容羅が織しい

地域独占を許された私企業であ

る︒第二は︑この閲において火力

である︒すなわぢ︑昭和二十八年

テンゼで大容量化していったこと

大懸盤化への目火を切ったが︑翌

度に七万五千KW機が窟工され︑ り︑企業としての採算を強く求め

くなってきた揚水発蟷所の建設
ついてまた㍉なりの恐怖感を持
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