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なお第︸船の船搾を海洋観測船

も尚い相場ではないと愚う︒サバ

りする︑そのためには別に膨大な

て悪いところを偉したり改嘱した

輸省舳舶局長のほか士原馨貫長ら

英国

毎週定期的入荷！

義瓢⑭監㊤鯉恥翌4畳

与一鳳松氏は欠席︶観戦と︑芥川運

原子力婁農であった︒

この懇談会では結論のようなも

のは出なかったが︑爾贋者の慧見

べきだとするものと︑口数はいく

が︑原子炉を輸入しても早︽やる

本の経療が崩齢する危険もある︒

ラジオアイソトープ

にこだわるかが不思識である︒

⊥僚原子力鰍責長は八月四日午

十億円程度ではどこからっついて

後︑索京芝公園の東京プリンスホ

上原委員長関係長
老に報告して懇談

り方は︑初めてのものを試作しよ

闘発費があてられてある︒このや

うとするさいには大変よいことで

界幾老を招き︑原子力鋤一船建造

べきだとするものの二つに分かれ

らかかってもよいから園産でやる

たことは注屠された︒しかし除子

いずれもやむ昂得ないものとして

力立員会の今回の描雌に対しては

了承した︒

行く人・来る人・

苫米地顕長︵原研原子炉態理郡

JRR14管理課︶パキスタン原

安定供給︑エネルギー源の多様化

跳

講

1A

り亀

ンナ号はこの二食の大きさで百四

億円かかったといわれている︒

十億円であるが︑実際は約百九十

負担するというのでは凶る︒ドイ

の問題点を再検写することになっ

あるQ予測できない甑故を民間で テルに原子力船開発に関係ある各

号は七︑八十偲円とも四十七慰円
ツのようにして改蔑して行くこと

京たドイツのオノトー・ハーン

ともいわれている︒ところがこれ

意見を聞いて懇談した︒当日の出

たいきさつを報僑︑これに対する

こうした事例を＋分謂へたら︑

鵬者は大醗敦︑岡野保次郎︑佐藤

がほんとうの閥発である︒

いう男験識備をつくる﹂ことたと

丸本のやり刀は居然直さねばなら

尚︑橋本清之助︑山彦劣等︵松原

は﹁ある佳様によって︑鳳子力船と

きれている︒たから出来あがった

ｭた謬筍︒当局がか嚇ぜ瓢一ナ六鰹円

?決足の﹁乙三三勘﹂は三重隈
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ら引渡す︑そのあとで誠運転をし

創年度着工を要堅

肚にととめ︑四十〜二度には本船
が契約ならびに着工の運びとなる
よう蒋別の措置を講ずること︒

子炉の臨男実験に参加するため八

ーーー

かった︒それが共議のジュネーブ

たびに安全性の問題で︑国会審議

害補償法の踊定や︑原子炉をおく

はないのではないかQ

・御希望の仕様に特別調製も致します
・カタロク並Tcchnical Bulletiu送付致します

日華叢麟叢 を 総 噸

く︑原子力関係那分で不確定要累
とすることは速攻識論のうえ決定

日本造船工業会が開発関係筋に

たっては︑二子炉を含み︑十分に

②本船の識計ならびに建造にあ
要望遜は前段に豪ずこうしたい

ものである︒

恩田利夫氏︵原研技術郡エレク

月二凹出張︑三十一日帰国︒

トロニクス課︶同上︑八月四日三

1

密︑九日二十四B雪国︒
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崩＋時腺薦

日本原子力平和利用塞金 論文
関係漉援ならびに衷三三八月十七
日午前十時牛強配
開発針皆済風会 古村部会コス
ト・ワーキンググループ十八n三

なく選手を帯してくれた︒原産も

の面からも原子力をやるべきにと

会議以後︑技術︑燃料︑経済のど

の矢面に立たされたことたQ原子 のために︑卑く原子力発鰍鴫亭急ぐ

加害を与えてはいかぬという半面

のたから︑こ

今豪ではいわば務積過程で
ぶ酸に踏んできた

れから起とうという駐には苗積が

役に立つ︒本町に原子力はこれか

らで︑私は葬常な希望をもってい

既報のように本
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る︒︵文費在記者︶

▼おことわり

峯

エ・ア・ブラウン・マクファレン株式会社

町③

E

問題点をさらに検討
に関する更正予算の三瓶四十一疎度計トほ見送

原子力船懇談会を設けて
原子力婁員会は七月二十九日︑原子力購一船
りの形になった︒なお原子力婁貴会は尉圃実施

原子力婁員会の発衷した原子
が多く︑六十一円をかけても康た
されたことであり︑国際胸にも注

口本造船工渠会︵会長佐藤尚
氏︶は八月六日︑原子力第一船の

三内一室爆活用してその育成に役

別の千慮をなされることQ

ら︑必要費用の予算化について格

ことなく︑科学技酌歓興の立揚か

れた既定予算に必ずしもこたわる

についても︑初期において見秋ら

要請されているので︑木船の建造

が麟情から︑政府の俗圃な援助が

⑧新技術の開発については︑わ

立たせるへきであることQ︑

体制を阻志し︑罠閥側の協力休制

ききつ昂黒し︑口︑体醐には次の

に悪影響を及ぼす恐れがあるの

建造促進に関する要望謎を︑科学

に提雌した︒これは﹂七月二十九

で︑開発の実施が中断されること

①今圓の決定は腺焙り船の開発

日︑線子力委員会が同船の建造酒

のないよう十分に配慮つること︒

ように述へている︒

手を者干妊期し︑実施上の門流点

従って概定凝縮による本年肱契

技術庁︑運楡欝︑櫨ぞ力婁員会︑

を再検銘することに決定したの

約ならびに癬工が困難な事鮮とな

臼本原子力舷恥会議などの温田筋

で︑岡船の開発に薄し溜資や技術

が絶灘必要とされる建鴻か6︑婁

ったとしても︑議餌の速かな実施

研究などで協力してきた造船工業
会として︑蛍蟄造融手の独イ力舶
醐殆の現状などを考えてなされた

食︑大屋︑橋本のベテランはかり

って︑原子力も思い通りに置賜な

い︑年に酉人ぐらいは海外に留学

の聖気が強くなった︒とくに燃料

で作ってくれたので︑民間側の悪

ベテランぞろいの
原産が民間まとむ

力には明るい面と同隠に︑入山に

いろの聞題があり︑一朝にして日

経済の面では︑騒際情勢からいろ

正力さんという人は︑〜度に二

は予舞に論難んでいる時は︑法案

があるので︑人類の長い将来の問

原子力発電︵コールダホール︶

委員を負って出席

貧血で倒れた有沢

題と考えてとくに注愈を払った︒

これは予算
ときき︑予騨以外のものには

をもっていっても
か

見向きもしない〇一つ一つばしば
しやってし豪う入で︑や・鶯といっ

くれてもっかまえてしまう︒会議

の輸入を決めるまでのいきさつも

たら必ずやるQ大蔵大臣が何ぽか

中ですからというと︑出口の朝で

号は薙行日を繰下げて十日付けと

婁員の為沢先生が貧血が倒れたの

翻しい思い出だ︒最後には原子力

肖匂は野田いたし蝕すから︑ご了解

いたしまし陀︒なお︑八月十五日

いって︑隣の部屋にすわりこむ︒

で︑翌翌までうかがって︑私がお

下さるようお撫いいたします︒

それだから予算がついたわけでも

もよいから待たしてもらいますと

べきで︑日本ほとそれが必要な国
つは間題をやらない入た︒たとえ

今から蓄しかったと慰うのは災

かった︒

ったことが︑滋在的に大きな力に 陶がすぐにまとめられ︑ホ当に助

生を出せといって︑その通りにや
ンティア精神で︑休みも何もなか

り開くんだという文字盛りのフロ

原子力

こともある︒

ぶって婁貫会に出席してもらった
嶺時は圃会と墨田︵原子力婁と

ある︒
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の建造について審議した結果﹁このさい建造漕
上の問題点を再倹脱するため︑八月五日原子力
船懇談会の設謂をきめたが︑メンバーなどは十

孚を蕾干延嚇し︑開発星本計画の実施工の悶着
点について検討する﹂ことにし︑上原婁貫長の
九田決定する︒

臨監一瓢の建造に関する決定と
原子力蟻渇として確信をもてない

︻関連配事二面にも掲載︼

験謡とともに艶賦した︒この結果原子力第一船

上原婁員長の談諾の概要は次の

われわれは︑

原子力第一船のいまの投引で︑六

▽妹尾社畏の懸

を次のように繁った︒

決定に対し︑七月五田業者の立揚

子力婁員会の第一船建造に関する

妹三二菱原子力工業社琵は︑原

業者の立場から

外国には先例

を切に稻畷している︒

議画を㎜日も県く遂百できること

本讃画を三三しない限りで︑この

べきではないと㎏う︒要するに基

臼されていることなので︑変摩す

の聞題点のあり場所を解明して︑

えはできるだけ技術上と見駈り上

もやむをえないであろうQこのう

ということであれば︑今回の決定

原子力第

通りである・
▽原子力委鼠会発表
一船の建造については︑昭和三十

八舘七月三十一日愚図員会が決燈

設計︑建造︑運凱によって︑わが
圃の海運︑造船弊と原子力澤業界
に凝験を与えることを第⁝の錯的
としており︑その方法として君民
協同︑できるかぎりの園曜を考え
ていたのであるから︑その点を極
力推進する必要があろう︒

この†無をふりかえってみると
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初めは益望的な要素が非醤に強

一多多二一多多ノ多⁝多多〆

原子力周︶と日み義子力塵室糞婆

く︑中隔で油が安くなったので︑

二二

の薫者がしょっちゅう会って問題

多ノ

一つは正力原子力婁員長︑一つは をやめたり︑診与の人選が事前に

を処理していた︒まったく挙国態

一

の敷地が東海に決まる豪でのてん

もれて騒がれたり︑あるいは原研

勢みたいで︑新しい仕事たから各

二多多⁝多多多

であった︒局の入たちは別の建物

原子力婁員︑もう一つが局長の私

やわんやなど︑開発初期らしい画

省との厭擬もあ墓りなく︑惜しみ

二﹀〜

−科学技術庁のバラノクーにいた

やっぱり人材の猟成が急揚だと思

題が一はいあり︑多忙をきηめた︒

多多

ので︑今かり思うとよくあれで化

多多！一

事ができたものたと思うが︑正力

郵醇．講
製 ③

れたが︑立案作業をしながら︑康

マ熟難

子力の方がはるかに大きい問題だ

︑纏覇鑛

昭和ご十九年︑私が緩．激塗翻庁

さんはじめ︑これから類世界卒切

蘭総
の計画部長をしている時に︑原子

と思いつづけたQ

エネルギー全体が楽観ムードにな

力をやら捻ば︑という話がでた︒

原子力開糞というものをや

閣議から帰ってきた長冨の愛知さ
んが

ら一躍銀十六癖円にふやしたこと
であるQそれから国内法︵原研︑

その間ヒントン卿がきて

の闘題

原野蔽など︶の整備にかかった︒

発電は皐期に漕工すべし

が出たり︑湯川きんが原質力罵蕪

電話（561）514｝〜5
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THE：

し︑これにもとづいて同日十月十 第 船の建造を速かに軌道にのせ
ｬ内閣総理大臣および運輸大戯 るへきたと思う︒この脱離は︑
が定めた原子力第一船開発星本計
圏の線にそって︑日本原子力船開
発堺業國が本四一月猛本綴謝を完
了︑造船曝者および引子炉製造隔
番と契約交渉を行なってきた︒

しかしながら︑今般嘱藥団から
提示された船価見償り額は約山ハ十

蝕円であって︑原子力船専門部会
簿の議をへて予算化された弟一同
建造費三十六億円とははなはだし
くかけ離れており︑かつその内容

まれているので︑当園田会は︑こ

には少なからず不確定な要藥が含

のさい原子力錆一船の建造濟手を
着干延期し︑筋認開発塁本月画の

原子力第⁝船

実施上の問題点について検討を鯛

▽上寿蓬蓬畏談

㌦軸、倉㌦

えることとする︒
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の

かい

った︒朝早くから夜おそくまで購 なっていると思う︒
論したが︑今かろ思えば実に面白

糠

らねばならんようだ︒どこにもや

という話だっ

残壕

る所がないから経企庁でやる︑あ
んた引高けてくれ

たG日本には全くない超近代科学

いゼ

の建造を延期しなけれはならなく
なったことはまことに遺憾である
が︑この建造はわが国の原子力開
発にきわめて大きな程程をはたす

のことであり︑困ってし謹つた

灘

撫

が︑そのうちに海外に調査団を送

かった︒

．購

最初の仕事は︑予箪を数億円か

噂

ものであり︑しかも海速︑造船︑

って︑その績果でわが国の追路を
きめようということになった︒そ
れが工十九環の宋に嵐た藤岡調査
団である︒

この囲のメンバーは原子物理︑
工学︑燃料関係など︑理科系の人

が多かったQ私はそうではない人

佐：々木義武氏

蟹
試
饗

原子力産業の発展にも喰要な趣掘

のあるものであることにかんが
み︑関係染界︑学界などの積礪的
な協力をえて皐急に再換附し︑第
一船の建造をできるかぎり早く軌
道にのせる所存である︒

基本計画の範囲で

などを調べてまわった︒各国の開

律︑予算︑研究のあり方︑心構え

間として加わり︑おもに各国の法
運輸省船舶局原子力船管理窟賜

翌年原子力局が内閣におかれ︑

運輸雀関係筋の湾え方

阻健氏は︑これに対する懇輸省翻

発の進展ぶりは大変なものだっ
予鏡と姑隔

の考えを次のように語った︒

初代原子力局畏佐々木義武
初代の局罠になった︒当時は総理

開拓者精神でてんやわんや

大臣窩邸のなかに三部屋もらい︑

原子力局の創設へ
案のため途中から霞本へ呼び返さ
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た︒私は経済自立五力年謝画の立
▽高田管理官の蕗

り額の差が大きすぎるばかりでな
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力

原子力船の
いと見られ︑たれかがその分の支出を負

れる舶用炉については︑三韓原子力は米
を翰入に切りかえたとしても︑それ相応

もちろん︑もっとも困難な部分とみら

りの左がなぜ生じたか︑正
ウエスチ︑．ノグハウス社と技術提携してい

の研究開発費を負担しないわけには行か

りめるため︑船を小型にしてはどうか︑

作経験はないのであって︑メーカー畠身

ス辻も潜水艦はともか2＼商舶用炉の製

ることは禁物である︒ウエスチングハウ

さを軽く見がちである︒育写頁をもらえ

効果を過大に評価し︑下塵化のむずかし

きたわれわれは︑ともすれば披術導入の

ノ

■

めに行くL一この一徹さがこの

ぶれた看には語に行ったり︑慰

研究所のあり方については︑

はよい︑という藩見︒

ると︑効果のある所にやらせれ

という人もあるが︑と水を陶け

璽水炉を醒発にやらしたら︑

人の身上であろうか︒

日本原子力研究所の

しげる

薙

謝理箪畏になった

くさかべ

日下部

戦後は経済安定本部副部長︑

経済安定局長︒そのころ﹁月給

専売局煙草鄙畏をへて策京地方

から原研に対して家だ白紙﹂

ので︑身動きできなかった︒だ

﹁発令になるまで颪秘だった

拶逼︑

熱一

・

大の規模を誇った

睦軍技術研

贅金的にも人員的にも世界叢

た人間が原研に入っても︑原研

なかったのは︑自己の名盤欲に

究所が︑さしたる成果をあげ得

が物価の上昇に遮いっかないし

を変えるわけにはいかぬが︑ス

と龍おきしながら﹁六十になつ

ムースに闘的に向かってすすむ

ら︑

かられて功をあせった結果たが

をはびこ

ようにはしたい規という︒躍源

らせぬように︑﹁まず役員闘︑

個々人の邪心

開発の傍系の懸発機械社長︑開

の間の緊密な連携が必要﹂と説

役員と戟部の間︑幹部と従業畏∴

発起購会畏から原研舳理購長へ
借金がたまる︸方﹂で︑とうと

︸

う退賑金星あてに﹁群僚生酒を

はすでにハンディ十九︒それ以

選腐をむかえて始めたゴルフ

くσ

昭和三隼東大法学部を卒業︑

は全圏煙草販売生活協同組合会

アノサリやめた﹂由︒それから

チコノトした返り咲きであるD

大蔵妻入り︒対満州政策の中枢
機関である対子爵務局の殖崖・

⁝縛経済課長を歴伍したのち︑主謝 長︑醒源開発理事︵玉手以来︶

二人暮し︒二男一女あり︒六十

やめてからはほ

纐纈弥三氏︑

︵HK︶

前はマージャン狂︒欝藁夫人と

をつとめた︒

四蔵︒

局決算課長に復帰︒つづいて国

という︒物人の災豪る

一民貯蓄局特別施設誤長︑神戸海 とんど大蔵の門をくぐったこと
がない

噺へ行くのはきらいだが︑おち

周良一疵▽団鼠

趣辺美轡雄馬︑小宮山璽四郎氏︑

俊離︵以上自︶︑光村＆助︑森
元治郎︵以上社︶

三木轟夫氏

くに原子力発電政策の調査︑②研

視察し︑①ソ連の原子力政策︑と

究所︑クルチャトフ研究所などを

議員団はドゥブナ核物理共同研

ソ連︑東南アジア
へ議員団を派遣
衆議院の科学技術振興対策特別

究活躍の調整と科崇政策の調査

︵予算︑機構︑運営箸︶︑③科離

技術の分野ての協力の推進に関す

る慧兇の交換︑などを行なう予

な46菅野︑岡︑三木の三尊は東

定︒

南アシア各国も訪継し︑原子力発

霞政策の調査を行川う︒

旬闇メモ

▽通産省辞令︵七月三十一臼︶

大臣官房調査課最に︵大臣冨房

付︶告田稔︑魚工業局電機通信機

▽七月二十九田

●

火
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奪灘丁丁糸識騒店繍翻藷家計

れにしてもこの二つの見磧

しい船価はどの辺にあるの
る︒しかし進歩の途上にある原子力技術
ぬてあろう︒

あるいは炉を輸入して建造を急いでは︑

が試験し聞発し︑試行錯誤せねばならぬ

子力船では︑束電炉以上に開発襲素が多

運燭次長をしたが︑艮かったの
は主計局蒔代︒

翻自︶を設け︑それぞれ関連事項

の建造讃幽は︑嗣掬点を慎重に縫 ・騨事は次のとおり︵敬称略︶

一叢までソ連の男子力事祷を視御

染飯会では八月二十八田から九月

懇談会を設置して︑幕本直画の実

から一二十六慮円では建造できない

経済企画彦に出向︵大臣冨房日食

課長に︵大睡官一6付︶醐井敏夫︑

弱弱︶山形冠辞︑大師官房調査統

計部繕理課罠にへ重工業重電機通

原子力委鼠子

岱機課長︶並匡正入

雌原子力弟一船の建進︑東海地区

炉施設の変史にかかわる婆全強︑

原子力施設の地帯轄備︑原研原子

力船懇談会の設蔭などを審議

について審識▽八月五日11原子

燗伽1肇竃竃llllll奮・・1コ巳1阻lln1・雁

担せぬ限り建造はできまい︒仮に舶罵炉

かという究明が︑問題解決
において︑捜術導入に過大な期待をかけ

着工延期について
の開脚であると思われる︒船価の聞きを

が蜀の原子力船の建造が︑と

という意見さえきかれるが︑解決をあせ

は何とかなった在来技術︵庸琴笛術︶の

世界的に沈囲されていたわ

うとう晒碓に粟りあげた︒建

るあまり︑原子力船濁産化の本来の趣旨

場禽とちがい︑未完成晶の原子炉捗術は

安上りな技術導入という考えに慣れて

の最終晃積りは約六十僧円︑その開きが

漁予算三十六億円に対して︑ メーカー郷

彪保証の要求かある限り︑このことは見

部分が多いことは想像にかたくない︒性

第一船燧造の目的は︑わが圏造船巣の

を見失ってはなるまい︒

して︑田子力川州会は来年度予算への計

余りに大きい上に︑不確定璽素も多いと

研究開発μぬきで︑安易に灘入一国
産化というわけにはいかない︒しかもそ

積りのアノブに反映せざる拳得まい︒
この悶題について︑原電東海炉が一つ

世界的地位を原子力船時代にも保持しよ

の研究開発費は企業の負担能力をこえて

う︑というにあり︑そのためにできるだ
の下甑を提供している︒この炉は︑イギ

を再検討することになった︒

け単く第一船を国点してメーカーの実力

上をあきらめ︑基本謝醐実施上の川州点

六十億円という騒積り船価について︑

いる研究開発費の大きさも一つの参考に

いるのである︒西ドイツのオソトー・ハ

なろう︒ともあれ︑わが團造船業の将来

ーン男に︑連邦政胴が注ぎこもうとして

をやり直した結果︑多くの不醸定要素を

であるが︑耐震性などの要求から核設計

生じ︑それが工費の増大を招くことにな

リスですでに経験ある技術を採用したの

ンナ号とレーニン耀しかなく︑舶用炉等

しかし世界的に兇ても︑原子力船はサバ

の製作技術が確立していない現状におい
った︒遺子の轡図とちがいでき上った物

しまぬよう︑望んでおきにい︒

業界も豪たこの大目標の達成に協力を惜

を向上させようというねらいであった．

し建造予算の一二十六胆心は︑原子力船専

ぷ︑買うたけではなくて︑研究開発費等を

メーカー側はどんな角度から見ても駕す

門部会が答申した数掌に四つくもので︑
て︑第一船からの国魔は決して聾易な事

支払わねはならなかったわけである︒原

ぎることはない︑と強調している︒しか

この答申作成には産心界も協力したでは

関係者が過小評価してきたのではあるま

業ではない︒その容易でなさを︑多くの

いか︒

極的に推進するため︑さきの動力

は︑原子力の開発利用をさらに麟

いて︑動力炉開発休制の整備︑核

炉開発懇談会の検尉結果にもとづ

が決定され︑委員琵に衆議院は岡
良一氏︵赴︶︑参議院は秋山長造

について調査をすすめることにな
なエネルギー政搬の観点から必要

燃脳サイクルの夕立など︑総門的

上醜正吉科学技術庁長篇は衆参

つもりであり︑豪た原子力弟一船 両院科学技術振興対策特別委貝会

とされる藁本方劃の確立に努める

つた︒

両院の第一園科学技術寒熱対策特

所信を述べたが︑その巾で当面懲

なお︑第四十九臨時醐会の論難

鑓委員会で科学妓術の振興に関し

れぞれ第⁝据置含が開かれた︒

残︵祉︶が選綴され︑八月四日そ

れそれ七月三十日の本会議で設置

の栄光を守るにふさわしい措置がとら3丁

胎脂予算の根拠になり得るようなもので

ないかという声もあり︑この数字はその

はなかった︑という必見もきかれる︒いず

漏

初会合は十一日に
元朝日新聞主幹田中慎次郎︑

原子力など四部会を設置
政栂は︑さきの逓暢国会で成立した総含エネルギー調査会法を

愛知撲﹁︑纐纐弥寵⁝︑菅

昏々ス社︶
のせるつもりであると述べた︒ ▽理解

属したうえできるたけ早く軌道に □衆議院

▽委貫擾

て︑①科学撲術錘本法と科学技術

煎をおいて努力すべき施策とし

するため議員団を派磁することに

槻本経．焼新聞論説穿幹円城省

なお同日の衆瀧の欝技特では︑

なった︒

野縮太郎︑中曾根康弘︑添田正
﹁動力炉開発に関つる小婁再会﹂ 男︵以上自︶︑石野久男︑田巾

れも科持特需贋︶

派遣議貴はつぎのとおり︵いず

用の推進︑③宇宙儲発の推進︑①

秋山憂造

このほか本来の船価ではないが

施上の悶融点を再検円し︑昭狛四

菅野和太郎氏▽副義援

窮一船の建造に必要な施設︑たと

十二琿麗には建造に遭手できるよ

▽団畏

えは岸壁の築造とか海底のしゅん

うに据進ずるが︑船価の再検討で
一伽三千四十万円︑原子炉関係で 継嗣になる数字は六十偲円ではな

せつといった費用が︑造船関係で

︵社︶▽霞継江島・無

▽婁鼠蝿

裁炎︑原茂︵以上社︶
︵委員長菅野和太郎氏翻塵︶と︑

雀員会﹂︵委員詩霊男里

きる最終的な三鷹りであるとして

二醤三十万円が見積られてある︒

一億⁝千三九十万円︑譜二繊四千 く㎜嵩十六億円で︑どのような理由
これによると︑造船関係︵石川

のかというところがら渚手される

いるものである︒

七月二十九田一面所報の

これに対して隠子力局は︑運輸

の技術部門の振えと︑発注契約の

島播磨分︶では周足部分﹁⁝十六億

さいの営業蔀門の考えにできた大

ように決定したが︑これ

りを︑そのまま予算に計上するこ

もようである︒したがって検講の

とはできないし︑運輸省側でもこ

対象としては︑設引をきめたきい
五白七十万円︑原子炉関係︵三斐

このように不確定要素の多い見積
㎜櫻允事業団は二十六臼︑村田原子

原子力分︶では圃定二分二十四欝

きな隔たり︑前の設副で見立され

省とも連絡しながら検討したが︑

力局長にその晃認り額を五十九億

のままでは腺子力関係部分で砒信

五千九喬七十万円︑不確定部分一

九千九再九十万円と回谷した︒こ

五千八爵六十万円︑二期定那分五

無三千六衝万円︑訓二十七叙九千

れは本来の船価である固定部分と

に点︑物価の変動による船価への

とになろう︒なお︑検討の結果い
ったものである︒

かんでは原子炉の輸入とか︑小型

うといわれている︒

化なども臨題になる可飽性があろ
中にも專門家グループの原子力船

このため原子力委二会は︑今月

原子力委員会のこんどの決定とな

はね返りなどがとりあげられるこ

煩し︑仕様変更や工数︑工費を節

果舳価の鬼積り総額は五十七僧五

やむをえないということになり︑
臥して算出した船価に︑使用後の

千七百六十万円になるが︑ほかに

をもてないということなら延期も

に先だって二本除子力船

錆一船の硬造について︑

原子力委員会は鳳子力

最終見積は五十九億九千余万円

歩み寄りは成らず

原子力平羅利用の推進について

重要総合研究の雄遣︑⑤科学技術

六月こ†八日に公布︑施行したが︑通歴省では︑九日にこの調査

本石炭協会会長麻生太賀吉︑電
気雑業連合会会長木川則一隆︑

臼本隙チ力専業会議副会長目口

評論家中田古知︑電

宗一︑日本瓦斯協会理嘱安西渚
▽臨時委貫

﹁科学投術の量本悶題に聞する 口蜜議院

次郎︑日本工業薪闘社k稲巣 長期計画の簾定︑②二子力平和利
秀三︑腔業経済新聞論説憲幹土

会の設置もありうると見られる︒
気事業連合会硝会長石原武夫︑
冨止製鉄常勝取締役徳永久次︑
石油資撫聞允副社長岡田秀男︑

の国際交流︑をあげた︒

金の凌員全員が決まったので︑初会含を八月十一臼午燦二時間

渥清︑日本開発銀行総裁平田敬

昨

一耶︑日本興業鰻正副頭取正宗

ら︑栗京虎ノ門の国立教育会館で開催する︒この調査会は︑

箔早央︑日本鉄鋼連盟会長稲山

薙︑屠会で設鷹が決議されて生れたもので︑従来の総合エネルギ

1部会ω業覇を引きつぎ︑エネルギーの亥定的合理的な供給砒倶

購冤︑関西疫済同友会幹堺長谷

に関し︑総禽的かつ艮期的な施策についての璽要事項を調査答議
する︒なお︑従来の原子力産業部会は︑この轟査会の原子力部会

川周重︑石拙連盟会長藤下置石

石撒の辮要︑供給分科会や原子力

八月十一田の初会合では調査会

石癌鉱業連盟会長三村起一︑日

として再発足する予走で︑原子力産業酉成に新しい検討の場が用

政策については石炭鉱業籍議会

農

通四脚では︑これ窪で耳門構造
︵会長継村甲午郎氏︶の箒議結果

敷されることになる ︒

密議会の下部機構として於含エネ

発電供給分科会等の各麹分科会を

電員琵の互魔と郡会昆の選任や今

を期待し︑場禽によっては石炭那

設け︑エネルギー政籏を検畠して

後の讐謎方釧︑総含エネルギー部
会各分科会の今後の運営方針など

下界石油会議国内委員会饗務局
長神原難
一

上原長官・科技

、

面九十力円となっている︒この箔

残存価値などを考慮して割り出し

四千七欝万円が考えられている︒

完戒後に穂俵する装備の費堕療

温

曽

開発的嬰泰を含む不二定W聞分に分 謄三品瓢⁝十万㎞円︑謝二十九億穴千

もので︑現時点で業者と契約ので

た付帯特殊設備費などを禽算した
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京都中央区銀座西・日旨3番地1

ルギー部会を設けてその下に石炭

いたが︑今礎さらに突込んだ検討

をすることになり︑この部会を発

が審議されるもようであるQ

経団連嗣会長敏村甲午耶

発審議会会長上床国宍︑凍大名

科学弓術飯翼十三特別委皿会はそ

霞気窯業審議会会長奥旧新三︑

▽婆厩

は次のとおり︵敬称陥︶︒

総含エネルギー調査会の新委員

展的に解消させ︑また産業構造霧

議会三子力産業部会の謝画︑國産

化の両小漫嶽会も獅禽して新しく

総合エネルギー謝萱会が設置され

同調査会では下耶機梅として聡

菅教授梅沢広b︑旋大教擾石牛

たもの︒

禽那会︑濡給部会︑石油部会︑原

紹久︑一騰大掌教山都溜蚤人︑

第四十九臨時国会

ようであるが︑現牲懸愈巾の石災

・・

品
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昨年末ASDAは・ロングアイAに次いで︶のものとなる︒

で実施する予定である︒

巾し出たものである︒ASDAはランドニフイトニング社から二千

となっている︶の面定価格契約を
公社︵ASDA︶は︑ロングアイ

ミルで︑豪たリハ：ヘノド水道

五百KWの醒力をKWH当り＋五

十五万がが学究開発および二二費

ライドサウンドのリバーヘソドに

て菅五十万がを畳込んでいる︒ま

このほかに必要な建設関係鍛とし

ニューヨーク州原子力宇蜜開発

近く増加しており︑イスラエルの

建設する羅気出力二千五穏KW︑

ウラン金履類は昨年に比べて催

十万がをトノブにイギリス︑フラ

海水脱慶一田当り百万昭およびア

イギリス原子力公社︵A氾A︶

ルミニウムとの含金で︑アルミニ

建設開始は一九六六年越じめウムで破覆されている︒これはア

い︒

ニュークレナー社とGE社は同
プロシェクトの発電コストについ

敷地の在来火力と競合できるもの

建設㎜⁝始は一九山脚品ハ無で︑丹X成は

西ドイツの核燃料および増殖炉

用材料のメーカーてあるNUKE

一九六九奪末の予定︒建設墨引は M祉は︑このほど資本金を衝万が

しいパートナーとして迎えた︒

エバスコ・サービス社がGE祉のから百二十五万がに増額すると岡
時に︑REW︵電力企犠依︶を新

入に対する見返りとして原材料を

かはいずれも三〇％近く麗かった

デグノサ縫︑メタルゲゼルシャフ

NUK2M祉の株主はこのほか

祉の六万二千五酉がが加わる︒

持株は︑増資分にマリンクロノト

を先りに乏したもので︑飛WEの

KEM祉との慧猛の不一敏から株

一部門をなす核燃料会祉︶がNU

ユナイテノド・ニュークリア社の

︵NUKEM祉の彌争会祉である

インはAECに対してウラン麟購 これは今蒙でNUKHM祉の株
をもっていたマリンクロソト社

ンは二上丁五％濃縮たが︑スペ

ト社︑ヨーロノパ・リオ︒ティン
ト社がある︒

英原子力公社︑海

水脱塩設備を設計

このほど凍子力を使って一日三千

イギリスの厨学岩と技術者は︑

㊨

万塔の制合いで海水を淡水化する

設備を設讃したと尭喪した︒

この藁箒は︑リズレーの原子力

公祉︵AEA︶糠子炉グループと

ニアリング祉が共嗣で数カ月にわ

一

呈

火

縷︶

謹

フランス原子力庁︵CEA︶と

済燃料英で再処理

仏ベガス炉の使用

ンスが一段と多く︑次いでスウェ

局から初年度は水

彫ずみ燃料を再処理する契約をご

るペガス︵材料試験炉︶からの便

千堵当り三十五彫は︑フランスのカダラノシュにあ
位︑その後向う十

購入したいとの申のほど結んだQこの炉に使用され

NY州原子力
AMF社にプラント発注隼闇は四十五燈で

宇宙開発公社

米︑三重目的炉を建設へ

ーデン︑臼本︑カナダが多く輸入

三鎗圏的をもった

イソトープ生麗の

トリウム金属類は︑龍年︵一九
プラントの原子炉

している

六三年︶多かったカナダ︑イタリ
︵圧力響︑闘ルー

プ型︶︑タービ

アが大子に減少し︑ブラジル︑日
本が増加している︒豪た一般的に
ン発雌機︑多段フラノシュ蒸留装

の燃科使胴瞬免除を申し出たが︑

たA猛Cと内務省高水局に対し︑ し出を受けており︑兇通しは薫るている燃料は︑醐濃瀟ウランとア

被輸出囲はふえているが︑各国別

置の供給者としてAMF祉を選ん各五十万がの財政援助と五力奪問

契約者であるが︑機酎の約半分は

電力会社がNUK
εMに出資晒諺

緩八年廓︑零見美嚢齋離籍

と同じ簸になるといわれている︒

に礎設されている化石燃糾発電所

であるので︑発電コストは︑同地

コストは︑KWH当り一・九ミルであるといわれている︒発電所の

あるのに対し︑この発電藤の燃料

醤費はKWH当り三・四一一ミルで ては明らかにしていないが︑圓じ

スウェーデンでの重油火力の燃

分の一が取り替えられる︒

一一＝＝＝榊＝一一騨一揃二一犀一一＝鱒＝；謄一一一楠一一＝＝一＝一一＝再＝一一一圏一冊一一＝一一一＝一禰一冊一一＝冨■一一＝一＝＝咀﹁一篇＝一＝圏一一一騨P

資金など加えて︑約三百五十万が

AMF社は岡プラントの装置一 受け入れられなかったので︑鰻掴

だ︒

の売上高は低くなっている︒

一方ウラン鉱石類は︑前年輸
入高の多かったカナダ︑スウェー

たは照射され︑アメリカから再輸

︵亜鑓︶を示し機器は検出器︑測

物を金属は︑合金も含んでいる︒

定器︑部品を︑鉱石は精鉱︑化合

炉ではヨーロノパで澱大級のもの

ほとんどがスウェーデンの下請会

下請となって行なう︒燃料のウラ
ASEA祉はこのプラントの主
設嚴悪所は︑ハルチノク海岸の

である︒

オスカーシャムの北爽＋二舜︑シ

社に出される︒疋賂出力関十二万

オゲスタおよび現身建設中のマル

う

R︶の一帰社︵写翼︶は︑貰る六

︵電気出力五十八万KW︑GC

B︶のサイズウエル亡子力発電所

イギリス中央発電庁︵CEG

イギリス︑サイズ
ウエル一号炉臨界

といわれているQ
製造する︒ASEA社はこれ豪で
ては明らかにされていないが︑総

ごケン炉のま契約者をつとめてき

一磁円︶︑建設費はKW留り酉七 ているが︑これらはいずれも魚水

経費は六千七百万が︵約二百四十

十・訟〜が︵約六万二千円︶︒ASE 炉であり︑軽水炉を手がけるのは

このシンプハーブ発電所はこれ

A社に対する契約総額は初期炉心 こんどが初めてである︒
燃料の二壬一聯万がも含めて六千

呂

蕊簿

ウェア︒ウェストガーズ・エンジ

たる研究を行なった後︑隙子力発

電所に連結した淡水佑設備の設置

が可能であることがすでに実翫さ

新設備の勲等工程は︑マルチフ

馨ある︒

圧で蒸発し︑淡水になるという方

この発要所はEEiB＆W⁝
Tシュ蒸溜法で︑吸入されてく
ラソ

る働四欝圏︵トロスフィニス︑ヒ

庫∫（住友銀行支店ビル）

総 額 七 百 万ドル︵嵯︶減
の四十八万六千四酉八†五が︵︸

伸 びるRI︑放射 線 機 器
アメリカの一日燈統計調査局は︑一九六四年における原子力関

本︑イギリス︑フランスが大口で

二︑五％︶を誰誰に︑カナダ︑日

によると総額は︑三千四酉三†四万万壬︸琶四士嵩遼で筋年の四
あるほか︑三界のほとんこの国に

係︵原子炉を除く︶の輸鍬高をまとめ︑このほど公表した︒それ

千菅二十八万一千十胴がに比へて約七薔万がの減少を示してい
輸出されており︑その利用度の高

出されたものも含豪れている・謹

る︒六四年の輸鷹野のうち最も多いものは放射線険出器︑測定

トリウム鉱石男憎は︑一九六三

日本︵一万七菖七†三が︶が最上

頴■一＝一一＝＝齢＝二一頴＝一一一一＝一一襯■一一一一＝

無に比へて︑増減はほとんとなく

式を一士七十五万が︵このうお七

物難︑アイソトープ︑トリウム鉱石醐係︑ウラン金属︑トリウム

香撫︑口重︑魑ドイツ︑イギリ

た︑褻中数照はキュリー濠たは酸

た⑳ドイツも大麟に減少し︑全体

デン︑ベルギーが今圓はゼロ︑ま

金履の順となっており︑ウラン鉱石は二万三頁七十ヨがで最下位

位で︑オランダ︑ブラジル︑西ド

いことがうかがわれる︒

を添している︵別表参照︶︒一九六三鎌の集計と比縫して見ると︑

ス︑カナダなどが主要輸出圏であ
イツがこれに次いでいる︒

羅︑部品関係で千五盈二十八万一千七薔九十五び︑次いで特殊核

放射線機器︑アイソトープ関係の増畑が昌立っており︑ウラン金
り︑フランス︑イタリアは他の部
︻注︼放肘線槻驕︑アイソト⁝
プについては︑一部外篇で製造謹

た︑第四に︑軍第力で一流国に

豪でλKK︵OKAB設立以月
鰐二
の十五日鵬界に達した︒電力網

るものと貼りれている・

重
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名古麗支震

東京都中央区銀墜束一丁昌十霧雨三＝見ビル三階

東京支店

に大きくひびいている︒今回は︑

属を除く︑ウラン︑トリウム鉱石関係は減少している︒豪た︑特

ない︒

門は多にもかかわらず︑一般に少

いる︒

沸騰軽水炉を国産
賦究燃料成型加工も国内で

なるために核兵器を持たなけれ

四菅万がとなっている︒

グループ︶によって計画され︑縦

燃料はニー二・五％濃縮ウラン

に送竃されるのは八月初めの予定

経費46よぴ契約価格は明らかにさ

れていないが︑GE社の価格衷で
はこの規膜︵ターンキイ契約単一

サイクルBWR︶では四千五胃六

一方二弓炉が運転に入るのは一

隔は玉万KWにつたが︑次に六万 であるが︑全出力運転はその約六

Wとなったもの︒このため四十万

KWに上げられ︑最後に四十万K週間後になる見込︒
KWに鱒する認可を近く政肘に申

が便用され︑アメリカかイギリス

レソトおよびシルカロィ被漫は国

講ずる予定である︒

から購入の予定︒醜化ウラン︒ペ

で︑最初の二年間は鋤銀全体の五

GE社が受注した︒この溺画の総

内で行なわれる︒総懸衛徽九十ソ

膣隆r階
ガロナ発電炉は米

GE社が受注鋒

十刀バであるので万千万が︵衝八
十穏円︶位になるたろうといわれ

れてい．筍ものである︒

Wグループによって建設されてい る塩水が蒸気で歎せられ︑一連の

月炉より約六カ月後であり︑送電

資金調違については︑が支払分

るもので︑CEGBの噸子力発電
麗騰を懸るうちに連続的な低い気

スペインの罠間電力グループで

あるニュ！クレナi社が北郡海岸
ツ
のサンタ・マリア︒デ・ガロナに

はワシントン軸出入銀行に惜款を

が始まるのは来年の初めの予冗︒

建設する原子力発田所には︑アメ

ている︒

巾E
し入れ︑残舐︵約三〇％︶は現
リカからB＆W社︑WH社︑G

れぞれ入札していたが︑このほど

社︑イギリスからTNPG︑がそ
地通価支払をGE敏に対して側め 所のうち今年中に発慮が始められ

場大阪・｛1｝吹。早知・横浜。τ1∫川

工

社火阪市北区畿島洪通一ミ亀昌二五番地

本

殊核物資は著しく減少しているのが濫闘される︒

郡門別に見ると︑放射綜測定器
蒋殊核物質は︑咋年と同じく︑

六十一が︵全体の五五％︶が最高

イタリアの八菖四†︷万﹁干四囲

で︑フランス︑ベルギー︑カナダ

ツがトノブでを鷺四万五千五酉三
十九が︵全沐の一九︑八％︶次い

が大部分を占めており︵このヨカ

関係の輪出艦は︑昨年同様西ドイ

スイスの瀬となっている︒この部

その核拡散たが︑核兵器を持

KW︑蒸気流量一時間当り二千穏 供給する予定である︒

ンブバーフ半勘で︑来年のだには

最大の鑑機メーカーであるASE建設作業にとりかかる予定であり

スウ ェ ー デ ン の O K A B ︵ オ ス
するため︑このほどスウェーデン
カーシャム電力グループ︑置目お

A社と契約を結んだ︒炉型はアメ

つ国がふえる可能性は臓に月に

ばならないと考える国がふえそ

を傭うことはしていないと富蕎

社であるスタール・ラーハル祉が

一九七〇年長には運紙に入る見込 ゾのタービンは︑ASEAの子会 なお︑入札懸格は︑GE社のほ

よび公営塩力会社七社から成る︶

第三に原子力平席利用が各国

盆画核実験節玩﹂と﹁核拡散防

増加している︒その理曲のまず

うな傾岡にあることである︒イ

に従って次第に下って

することである︒持たない国が

その点でアメリカにこの考え

プラントの設計など詳細につい

は四十万KW陳子力発振所を建設 リカ型BWRと周じもので︑水型になっている︒

で進んで︑大型原子炉が作られ

ものだ︒

も地下実験くらいはよしておか

持っている大国の方も少なくと

ないと詣にならないということ

止﹂だといわれている︒

第一は︑元来科学技術上の当職

ンドネシアでさえ︑核兵器保湿

るようになったことがある︒豪

酢年十月におこなわれたミシ

は長く秘蟹に保てない

だろう︒

シノピー州での地下核実験﹁サ

そこで大国は核拡散防止を条

の慧図を持つようになってい

術水準の国ならその癖

約で皐急にきめたいと湾え︑い

る︒

志さえ持てば︑数琿で

ったのだが︑これらの案で搬初

おり︑大国でなくても

使うことはないのだから︑持っ

れが︑自分の国が最初に核兵器

十分類盛挙可能になってきたと

に必要なのは︑保有国のそれぞ

止する譲も進められるだろうと

いうことであるQアメリカ原子 ている国が使わないと竃註すれ

二に︑核兵器の開諮︑

いうわけである︒

力婁霊長シ！ボーグ氏は︑いま

生産蟹も︑技術が進む

むのは容易である︒第

ろいろの案が出されるようにな

ということである︒だ

ーモン・ショソト﹂で︑以蔚よ
りもずっと確実に地下核実験を

探知できることがはっきりし
た︒アメリカがこれまで主張し
ていた現地査察の回数も大きく
減らして︑ソ連がいっていた年

ことができそうになってきた︒

間二⊥二回というのに近づける

それにもう一つの霊惣である

ならは︑核兵器の開発は一億が

︵岸田純之助︶

方かないのが︑大変気になる︒

えすれは米ソで地下核安験を停

核拡散の防止は︑い家核兵器を

で分十だといっている︒その昔

は︑旗態はよほど敵善される︒

持っていない国が今後とも持つ

アメリカが二十偲パを使ったの

したがってそのつもりになりさ

核兵器の保有にまで進

からある程度の科学技

アイソトープ関係は︑ベルギー

ている︒

ツ︑スウェーデンは回しく減少し

圃で三二・一％︶錫本︑西ドイ

でカナダ︑イギリス︑フランス︑

門はアイソトープと同じく︑被輸

出圃が大小さまざまであり︑およ

そ九十力国にものぼっている︒昨

葎に比へて激増している困は︑癒

ドィッ︵前年比五四％増︶イギリ

ス︵岡八三％増︶フランス︵同一ご

Ψ二％増︶などヨーロノパ亮進詰

という気を起こさせないように

と比べると大変にやすくなった
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聞

業
産

英中央
発電庁

イギリスの第二次原子力発鷹計画の最初のものであるダンジネスB発聡所は︑入札の結果疑

るその結果は︑世界中の脳力会社

に最も二二的であったザ・ニュー

ら成るチームによって酵価され

した性質のものかどうか

合にも発電所出力を下げ葡必要は
かなけれはならない︒窪た格納容

る間︑圧力容羅の頭部鞍外してお

けれども︑AGRの方がその負荷

も醐い利用率をもつと予想できる

難所の特徽であったようにこれら

静定の
比較

確率度よりもはるかに賜い蔽度で

ことなく耐え得るもので︑通常運

凶

⁝

りぐ

重りが13裏期待されている多くの

る︒兇磧り審査会は︑入札蚕の見

蛮用の節約をはかる上に侍効てあ

にも運転の改薄や工学上の改農が

囚であるとの縞舗を褥た︒この他

力発電所コストを下げる最大の要

も可能であり︑これが今後の原子

出力を二悩にすることが技術約に

に険刮した結果︑両餐とも発躍所

の開発ポテンシャルについて厳密

見横り冨査会は軽水炉とAGR

・八戸安いことが分かる︒

鮎二番圏のBWRよりKW当り八

のAGRの発躍療緬が叢も安価で

評価の結果︑蓑からAPC設副

開発の可能性

麓保険は無当り四十刷り︒

▽保険料麺第灘一働購償保険と財

および材料賢は年当り七十万哩

り○・六四膠▽詰経費謄入件澱

の現在差置︵一九七〇1九つ年
．︒覧．≡三．﹂
所課者の米AEcが錨二次発羅 ⁝ に対する平均禰︶は一田KW滋

＝﹁噛醜踊一騨＝一＝剛雪藺一＝＝＝一＝篇

年コロンブスか

発見したというプェルト・リコ

試験乱塾画でブエルト・ーーコ水

炉はゼネラル・エユークリア

資源公祇と共同婬隠したもの︒

社製︑直接サイクル︑内部核過

に核過熱炉の片力の足︒炉心の

重BWR︒パスフィンダーと共

中心部に一斤八五％没縮ウラン

を使った沸騰部があり︑そのま

わりを過熱部︵三・五％濃縮︶

ィンダーとは逆の配盤に

が囲も仕組みで︑パスフ

怯過熱蜘は︑機構酌に

なっている︒

複維なのと闇発段階にあ

るため工箏も予足より二

無半ほど遅れ︑昨庫四月沸騰郡

が臨界︑十月より過熱部も台め

た運転試験に入ったが︑過熱部

燃料に欠損があり︑その原因究

明にかかると共に出力上昇に対

出力運紙がくり返されている︒

する燃料試験をかねた催止・低

ーマグノノクス炉︑石礎火力との

耐用年数の影響︵喪︶︑発聡原価

なお三選原価に及ぼす負荷灘と

である︒

価は当為〇％低下することが可能

性は優秀で︑ここ五年間で発鷹原

定した︒この場合︑AGRの経済

から︑憩定朋間を今後五年間に限

綴カ一万六千KW︑AECか不確走要索をもとにしていること

らの財政芝之を含めて総建設三

鰍野繰

動燃・←

発聡藤は︑鵬の西海岸にあって

ボーナス︵沸騰水里過熱炉︶

秘四十六刀入︶がある︒

晶︵アメリカの潜治領︑人口二

端に︑一四九一

ｼ〜＝一＝二一一＝一一一凹＝﹁■厘﹂一＝︻開；鰭一＝一開＝二霊＝一＝

アメリ契

この群崩の東

嚇 繍

⑬

表ニニニニヨニニロニロヨカエ

ないものと湾えられた︒

盟の営倉により運転中にプラント
時燃料取替え系によって軽水炉よ

運転特性陛ガス冷却炉も軽水冷
の大部分の所へ接近する方法がな
却炉もともに︑CEGBの鷺力系
り幾分幽い利用率を捉供するよう

燥
AGRは纒れた安全上の特質を
腐し︑今後さらに人口蟹集地点に
建設することが可能になる︒この
ことは冷却材ガス圓路を完全に内
落するプレストレスト・コンクリ

ことによるものである︒またコン

れ︑つまりその蔚々年に発注され

正しい濃縮度がその朗年に鎧荷さ

士千五薗乃がを投入︒
〜

ざ黛

説出力が出るものと考えた︒しか

曽＝1卸＝＝＝一雪＝7柵＝一冨躍聾﹂一扁二冊圏＝茎μ＝＝＝一響■﹂一冊＝

えに炉を鰯止しなければならない

しダンジネスBの敷地は一泊系統

ち﹁≡盟一﹁覧﹂＝ F墨F＝ ㌧＝茎一＝＝；騨蚤一＝＝＝開﹃蚤﹇＝酬＝P薩▼馨一隔＝＝＝冨里鐸潔

ので︑事故の際にも損傷を受けな

という第一の理郎により平均して

地で︑送電線の二高目故障の奨悶

年間十九・五日︑AGRより運転での安定姓の醐からは別皿のある土

に主発電機を安定に保つためにシ

蓋しなけれはならない︒これは費

八月弩﹂︵日本原子力産業会講発

全文については﹁原子力海外箏鱒

卍ント・インダクトを送電線に擾 比較︵表︶をはじめ今度の報告轡

まる罠が少ない︒この結異生ずる

悪い発勘所の羅力で埋め噛せしな

ければならない︒

︵毎分三千回転機何き︶では約三

定されている︒

圓転機付き︶では千二月目Wと想

見穣り条件

▽財政目投資評価の捌引上七・

五％︑建設利息︵五八聞︶五・五

％▽償却目償却期間二十卑︑見

秘り負荷霧七五％︑設計耐用鋸

数三十年︑設醗負荷率八五％▽

ーー

lli員昌V

上騰螺

イギリス

◇

を鵡間︒一行は二週閲の日程で︑

学者の一行は︑このほどイギリス

ニク︒ペトロシャンツ幾とソ連科

ソ一瞬駅原子力婁興長アンドロ

◇

ソ連原子力委員長
︻行AEAを訪問

一加工し︑蛸二回以降の取替ん燃秘壬薔KW︑BWR︵葡分千五葎

残存燃料一1残肴するウラン獅に

姻めた︒

薄してクレジノト尺度を用いた︒

このクレジソトにはキログラム隠

び軽永蝉の叩で最も賓い丁聾PG

左上の表にAPCのAGRおよ
に講関したロストで比較さ3態た︒

使用ずみウラントン罵り六千㌧の

トが加えられている︒これに対し

り二千りのブルトニウムクレジソ

経済性の評価

のBWRに対する経済評価の結果

電力凝滞を生ずるもので︑AGR行︶に掲載する予建︒

燃乱費についてBWRの第一回用がかかるはかりでなく︑柵当な

装蝦燃料はイギリスから輸送した

るのに反し︑AGRの場含は本質

濃縮酸化ウランをアメリカで一型
生じた濁合︑これは褒切られる可

充満されると保崩す．⑩ことは困難

飽に良い安全上の諸鵯性に歓って

敷地選定の自由は今後の穣子力

利用率の損失は常時予備の効率の

いような耐圧性の格納羅で原子炉

ぶと︑兄全内就型で耐漏洩性の麗

このため敷地を都市に近い所に選

を発全に包むことが必要である︒

ート圧力容盤︵CPV︶を使憂した

クリート圧力容器の採用の結果︑

は考えられないこととなった︒原

子炉の安全巌は︑ステンレス鋼
徹覆のセラミノク燃料︵二酸化ウ

わめて厳しい難度上昇に疲労する

増大している︒これらの樗質はき

ラン︶を使期することによっても

そこで燃臼取醤えの最適騰点は︑

下げることになると期待されてい

却用の削籔を窟

圧力欝器と主冷

鮮水かは鋼製

いものであるQ

に活性をもたな

の中では化学的

さえも炭穰ガス

る︒岡様にこの機構は各チセンネ

燃糾サイクルコストを砒実に引き

ヤブリングが行なわれることで に燃料取替えのため鰹ぬされる︒

超過反応度をもたないという場合

ができるが︑酋通︑炉心がもはや

ことによって遅くしたりすること

した夏野で出力を下げて巡癒する

って蕾めたり︑劇烈反応度が減少 冷却材が急に喪失するということ

料を早く炉外へ取り出すことによ

⁝

いので︑傑守や燃料取醤えのため

統の要求に襲わせられるだけの聞

作菜はさらに復雑になるかもしれ

妥全性と敷地

でき︑これが運転特性におよぼす

一つの問題といえは︑無負荷時の

爵に燃料を装荷する原子炉のもう

クが生ずることであろう︒無負篠

臆には︑必要な入力にかなりピー

ないQしたがってこれを実施する

ンネル一本につき一本のスタンド
パイプを配羅して︑負祷時に勧単
に燃料取替えができるようになっ
ており︑ウィンズケ⁝ルでその成

の原子炉毒薬聴期は︑使用由の燃

AGRの燃聯取蝕え機構はチ伽ことであろう︒燃料取酬えのため

螺料賢主サイクルに柔軟盤がない

AGRの特徴

した︒

して評緬することができるように

影響を考えるときは︑金額に換算

い利用率と︑適切な龍脳牲をもっ に長期閻原子蝉を停止させねばな
である︒
雲ガス冷却型︵AGR︶の採用キ淡託したが︑この入札結乗の評価について︑二三中央発電庁
︵CEGB︶は︑かねて予告されていた﹁ダンジネスB発囎所の技術的︑経溺的評価﹂という ているものと判勧された︒ただA らない︒BWRの場倉には放射性
GRだけが負荷時の燃料取替えか の蒸気圓路や給水圓路によりこの

報告謎をこのほど発表した︒報欝轡はアトミノク・パワー・コンストラクシコン︵APC︶社

が提出し成功を収めたAG況と︑ザ・ニュークリア・パワー・グループ︵TNPG︶が米ゼネ

ラル・エリクトリノク︵GE︶社と共同で出した沸騰水型︵BW貧︶の両懸を評衝の澱象にと

司馬性も艮好である﹂と発表し
にとって価催のあるものとなるこ

Bはアトミノク︒ハワー・コンス 式の相対的な利恵を比較するとい

が持たれていたので︑今度CEGとと思う︒さらに二つの原子炉型

た︒この声明については広く関心

り上げている︒以下その要理を紹介する︒

報告書の概要
一九六五無二月一臼イギリス中

第二原子力発電所︒ダンシネスB

クリア・パワー・グループ︵TN
功が立齪されたものである︒これ

見撚り仕様轡はCEGBとに
AよE
り原子炉の利用率がぐっとよ

見積り評価

トラクシコン︵APC︶社が提出うい濠たかってない機会が得られ
央 発 躍 庁 ︵ C E G B ︶は︑ケント
し成功を取めたAGRと︑その次ることになったのである︒

発竃所に対する入札を受けた︒こ

PG︶がアメリカのゼネラル・エ

州タンジネスの海岸に建設予定の

の入札にはイギリス原子 力 公 祉
︵AEA︶が開発した改良ガス冷レクトリノク︵GE︶批と又同で

こに窺い綴告醤を作成した︒

却炉︵AGR︶の概要に暴つく発提出したBWRの評価についてこAの経験豊かな技術潜と科学嵩か くなるとともに︑燃料の割方h・ン
電所のほかに︑アメリカの聞発し

討された︒この

よって見積り価格を考慮せずに検

セクションに分けられ︑専門象に

た沸騰水炉︵BWR︶︑加圧水炉 この報告響の中では︑今度採用 た︒各見繕り仕様懲はおのおのの

発磁コストについて︑現在建難中

︵PWR︶の発電所に 対 し て も 圃
されたダンジネスBの二一による

の最も薪しいマグノソクスのウィ

様に応札が紹められた︒

その後一九六五書誌刀二＋五
ルファ発電所でのコスト︑そして

曝露高い 開発ポテンシャル

田︑下院で鋤力相が次のような声

た︒

明一﹁ダンジネスB発電所には CEGBが入手できる最も安い 燃
が確かめられ
AGRが採用されることになるで料コストの地域にある最新武設餅

あろう︒AGRは経済的︑捜術的の石炭火力発掴所でのコストと比

燃料取替えでBwRしのぐ

AGR

している︒これらはきわめて轟度

えるだけの適切

に標準化して難設されるので破損

▼その設計を支

てさえいれは︑眠力系就の要求に

することはほとんどないであろ

発電所に望籠れることであるが︑

較をしている︒評価は芋落ちなく

ルの患口でガス温度を測定するこ

調翻されて選定すればよいであろ

う︒しかし冷却用配管が破損する

軽水炉の揚禽それが大二分工学酌

い格納容器を用凝するため余訓に

な技術帰属があるかどうか

とを寒紅にしている︒豪た各チャ

う︒だがそれを予測しても︑もし

という可醸盤を度外祝するわけに

安全諸滅置を嶺てにしたものであ

金を使うことになるに違いない︒

▼そこに述へられている性能が確

ンネルの冷却材の流れを負荷時に

予期せぬ運転休止などがあって負

はいかない︒象た炉心が冷却水で

かに得られるかどうか

▽その工学技術はCEGBが要求
調整する装置は︑燃料サイクルに

荷率に予想値からの大醐のズレが

能性があるQ

である︒もし炉心が冷却材で充満

いるのである︒

Vその蜜全上の性質はダンジネス に保持できるようにしている︒

以上のようなわけで︑両原芋炉

されなければ燃料の過熱が趨こる

はイギリスで成型加工することを
ス送風機の施動機駆購方式が仕様

型ともほとんどすへての原子力発

速度制齢に流体繕手を使ったガ

これらの項についてその設計が

欝に明摺されたのは腺子炉の潤用

の敷地に合うものかどうか

最低の基準以下であった揚含に限

率を隅くするためで︑これはコン
パクトな配照を広範闘にわたる自
動制獅の採用とあい漢って︑結局

ここでは便賞上解祈は注文壱とっ

い入札轡の出力である百万乃KW

り︑その不十分な点懸補うための
金額が刮算され︑晃償り価格に重
盗された︒

技術上の騨重重しれらの提案の

人件費を低くすることになろうQ

アメリカ

◇

対する変更︑予定期間にタービン

加炉内謂鐘︑緊急蹴源供給系統に

入しなbればならないことがわか

WRでは取替える炉内魁離州を購

余罰に人颯が著録であること︑B

︒地質学調査をま体とするこの
Rトン叢り一万八千MWD︑るB

ープとする︶平均燃焼度はAG 附センターに建設される自走であ

ザでコロラド弼アンバーの連邦敬

る原子力酬甕所が費珊．八十万六酉

地質学と水文学を山門に研究す

◇

用の研究所建設へ

地質学へのR一利

視祭する︒

BWR輸入関税翻炉心本体一四AEA︵英原子力公社︶の施設を

えするAGRと︑薙欝に︵バソチ 荷燃料一四％▽核燃料コスト罫

輸送と再処理費を設定︒

主な変更煎は圧力容器︑圧力客器

ベースで記述さ3傷ている︒

た入札瀞出力である蔭二十万KW を示した︒

二︑課価はアメリカの賃濃縦によ

で︶燃聯取替えするBWRとでは 五年後における製作費の低下二

入札醤評価に用いられた経済比

る濃縦ウラン価格叢を基礎にし

内の側画しゃへい︑ガス送風機と

燃料取婚えに必要な入力は︑取震

た︒その方法はこのレポートに認

果︑いずれの場合も茎本的には磯 え度数が原子炉二黛の発塩所で一
島の方法は萌もって明らかにされ
かなものであると判励されたQし 掃間にこ1三チセンネルで︑軸方 原子力産業グループに通知され

た︒現在の解析では燃料を伊給す

五％︑柚難ずみ燃料輸送鷺と再

％︑炉心謝測系統二五％︑初装
向にシャフリングするチャンネル

載された解析と次の点忙けが異な

AGRとBWRの主な相違点
取る
替え燃糾狸連就的に燃料取懲
綱整勃APCのAGRに対す
数もこれと同じくらいである︒こ

っている︑

かしながら中には︑燃料温度とか
焼き切れマージンとかいうような

れ豪た人件費は低くなろう︒豪た

る予定のA鶏Aのカーペンハース 復水浄化聾耀であった︒BWRで若干コストの取扱いに窟別が必要
制限因子が︑応れ者できめられ

﹁であった︒

処理躍ウラントン当り六千曜︑
は︵燃料取替え疇に保守を行なう

その瞬発躍所蟄用程AGKには プルトニウムクレジノトキログ

する関心と為用性を増すために行

傑的を完了できるようなタービン

ラム当り二千哩︵全てアイソト

ために︶予備鵠御篠と駆動綾穰︑追

めに爆発羅出力を増大しても商売

なわれ陀もので︑これにより応札

建謬の修正であった︒

設麗力会祉盟11系統取脅え部晶 放射化分析を研究携る︒
利用率調整11BWRは蘇料取替出力薩AGRとBWRは共に▽

設では︑放尉弛トレーサ技術や
WRトノ当り二藍二千MW塘D

上製も響にならないことを応札薔

ない︒

欝の価値の順位を変えるものでは

った︒

に葡もって知らセた︒入札轡は最

これらの簗更は現在の研究に対

ている︒

1風川1圃1「1日口」一口1旧蹟｝臓i1口川口ll馳一目1旧口b麟Illl11口津川旧闇Ill一雨1旧凶川illll闘川1伽蝋1

初引き合い仕様曇の出力に簸も近

って競争を蒋利にするのを防ぐた

ないような大容量にすることによ

一︑不必要でしかも認められてい ト工場の見薫り濃縦コストを用い
た制眼からはみだしてしまうと慰

われるような特殊な設副もあっ

．軽水炉の特徴

︵注︶※←入札額︑齋本造調蟹︑C狂G13直営工箏およびCEた︒APCのAGRでは送風機所
GB捜術斜の含副額︑※※し発電所建設費と建設中の利子の禽謝
要動力を幾分上げる必要があり︑
額を発蹴所電気出力で 除 し た 額 ︑ ☆ ← 発 鷺 除 名 K W 1 1 当 り O ・ 五
同じように①NPGのBWHでは
．
〇五畷は初妓口乞樽とプラントの輸入税を除くとKW11嶺り0・
軽水炉も運紙は簡蝋であろう
○〇六五魔安くなる︒ま加KWH当り0・四八九魔は発雛所麗気 循耀ホンプの答騒を上げる必要が
あると判断されたが︑いずれの腸
が無負荷階に燃料取替えをしてい
出力を衝二十万KW一した場合の換鱒値︒

えることも一つの進歩である︒

タービンには標轟粂件の蒸気が使

妻琴となった技術が倹討された飴

ボーナス発電所

一一

よる炉心織口笛度の変動を最小限

口底的になされたQここに紹介す

捗

鋪

晒

晒
晒
一
鞭

凶
凶

晒

期瀞麟溜

幽L「

ており︑よた将巣の発展に対する

1，100

にも他の炉系よりも明らかに優れ
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力
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影

獅Q7・28日

のとおりQただし①は第︸分科会

なお準備婁員会メンバーはつぎ
てから﹁第六圓原子力薩業笑態調

日本原子力産桑童謡では︑かね
として⁝般に公表され各方薗から

待つ原子力産業﹂と題する報告霞

祉取り扱い高︑樹影状況の各実績

出高︑売上高︑技術握携関係︑闇

を対象とする各社の原子力閲係支

今回の調査は︑昭霜三十九年度

開会のあいさつに立った原動研

五グループの発表が行なわれた︒

るが︑今度の年会ではそのうちの

究会疑大山松次郎氏は︑一隼間調

注目を葉めたが︑とくにこの調査

査翻究を行なってきたが︑その成

結果では民韻塞の原子力関係支

と岡じく昭和四十︑四†一︑四†

ほど鉱工業︑鍛力︑商窪開係で原

出が初めて萌鉱度を下回ったこ

査﹂の藁備を進めていたが︑この

②野木敏男︑②浅田墜二郎︑足
子力の研究・開発・生醜・アイソ

②は第二分科会委員︒

立忠︑雨宮緩夫︑②春蘭石川潔︑

盟によるガンマ線型の測定および

うかに串点をおき︑空醐線嫉測定

この六ふつ化ウランガスは︑

格十四名発表

科学疑術庁は七月二十四日︑錦

七回懸子炉塞任技術者試験の口答

口答試験は十七名の受験串込みに

試験禽格者を発表した︒こんどの

属と獄卒は次のとおりである︒

対して十四名会格したが︑その所

弘毅︑中部塩力大野隆彦︑同順

染ゑ電力友野勝也︑九州電力隈

潅正二︑風都大学ヂ津呂矯彦︑

同薩田薫顕︑日ホ鋼魁上田裕︑

出預︑隙研都甲二郎︑同山下

日立製作所酵木型耐︑岡中村日

轡︑同百井敏瓢︑圓末武雪晴︑

一llI−5ΩUーー

同鈴木一彦

窓

灘

箆

十種以上か畠ているというV切

く親しまれています

留

初の総合発表会

果の発表を広く関連各界の入麺に

他のグループの研究活鋤に恩をむ

きいて頂き︑研究会貫の人々にも

五年度における予想について圓讐

本年はとくに︑

趣旨であると述へた︒

けていたたくことが︑その年会の

を求めている︒

と︑謹たこの減少はR工・放肘線

技術提携の実情も

一着虎雄︑今村弘︑上田麗雄︑大 トープ利用の分野で関連のある対
象会祉約三酉社に
あてて調蒼アンケ

局葱一︑大脇健一︑大杉鉄郎︑①

篭弘毅︑①加藤正炎︑②加藤貞武

わが国の原子力開

もので総建設黄は胸四千万円であ

結果︑人体に影憐を与える畿は測

︵スミヤi法︶を行なった︒この

チリに念蒙れる放射鮨物質の分析

る︒なお工裏は安藤建設の手で十
月末晃成の予定である︒

被曝なかった濃縮

臼米原子力協定に鎚づき︑アメリ

はないことがわかった︒

定されず︑ウランガスによる影響

七月二十七日掛神余川県川崎甫

カから輸入したもので︑同研究所

騰撫
にある核燃温研究室で野際ウラン

ファウランの結晶を背最に︑束

急切論を殆行ずる▽図案はアル

海允三所と王AEAのマークを

が口本除子力船開発喰業団から受

料として︑六ふつ化ウランから二

るという事故が起きたQさいわい 注し︑原子力鋤一船臨界三三用燃
研究従事者には放射能被爆の被鉱

あしらったもの︒金︑だ︑紮︑

ガスがもれ︑阿姻究至内を汚染す

小向東芝町一の東芝申央研究所内

東芝中研で発生

ウランの漏洩事故

原子炉主任合

発も十周半を迎

る時期でもあるので︑これ豪でに

ート用紙を発送し

の回答期隈は九月

の利用への支出減が大きな要因で

も増して︑関係出投の穣極的な協

た︒同アンケート

十五日となってい

あるが︑原子力器材の研究開発生

アンケートの側々の内容は一切厳

力が期侍されている︒なお︑この

木田山砂︑佐々木秋生︑桜田一郎
斎藤信罵︑①佐藤友太郎︑①島津

る︒

状況

秘として慎鎗に取り扱われること

加藤信八郎︑角谷雷三︑鹿取一男

新一︑①志田正二︑杉山徳三︑①

この調査は昭覇三十五年に第一

摺勢の展麗を待っている

産部門でも設備投資が一巡して

になっている︒

この酋及センターは︑本館は叢

選考の上採用された論文について

い飛躍がのぞ燕れ

圏田費︑田寓博︑角田吉雄︑内藤

圃調査を実施して以来各往の協力

にあるとろられること︑今後の支

え︑将来への新し

このうち第﹁翫については︑各
正︑①②中井敏夫︑②浜田秀則︑

によって毎年実施されすでに五運

出見込では茜干の好転が明らかに

第六回 調査用紙を配布

月ごとにそれぞれの関係者に執箪

平︑②松平信孝︑三殿統︑㊤二井

②藤村趣支︑①法貴四郎︑星野孝

をかぞえている︒昨蓮二十八隼を

実態調査

を依愼︑第二都は原子力局の各担

対象として行なわれた第五圃の調

されている︒

餐成と知識の交流普及

当職が関係機関と連絡してとり豪

山齢文男︑②横須買正寿︑吉田徹

進午︑冨川正︑宗像英二︑①主査

査結果は︑本年初﹁情勢の展聞を

璽︑九︑国際協力︑十︑技術者の

原子力十年史の編集進む
今年はわが国の原子力開発がスタート︵昭和三十一卑︑原子力

委員会戦が発足︶してから十年国に当たるので︑原子力局をはじ

め関係機関︑団体の間では︑十月二十六日の原子力の田を中心

に︑特騎講演会︑総含発表会︑一般講演会︑施設公開など十周

無認念行箏を行なう準備を進めている︒またこの牽年問の開発経

鑓成︑印刷の段階に入っている︒

とめに当たり︑すでに原題は全那

郎︑①吉川春寿

京た本文のほかに︑資料︑無表

れも関係機関の協力で正偲を期す

および写奥が収録されるが︑いず

政機構および法令の轄備︑二︑原子

一︑原子力委員翁・行

研究所周囲の民家がウランガスに

関鰹の代蓑で構成する行窮委貴会
るとともに︑抽選されたもので︑

第二部

七︑原子力船の建造

ですすめられており︑原子力の日までには発刊される見込みであ

過をつつった﹁原子力麗 短 縮 館 史 ﹂ の 編 集 b ︑ 関 係 機 関 の 協 力

る︶

十周爺記念行事の搬揃は︑村田

階建て総延坪四焉一坪︒これに二

よる放射能汚染を受けているかと

力予算および民間投資︑一二︑原子

けっきょく全懸五三峰︑B5判の

原了力局長拳委員長とし︑関係機

艦建設会長の穿田の磯︑各参列斎

十六犀の手洗所なとが付設される

によって︑麗麗暮れ以脱すすめら

炉の開発︑四︑核鰍料の開発︑
凱装本となる予定︒なおナ輪虫は
的な役割りが期侍されている日本

書コンクリート造Oて地階とも⁝⁝⁝

わか国の涼子力PR活動の中心 正午終了した︒

り︑来数倍品︑祝電繊露があって

の丁串躍典などののち臨会に入

れてきたが︑次第に行事の内牲が
五︑機器桐料の開発︑六︑アイソ
関係機関︑薄俸から寄賭されるほ

八月七日寅海村で

厳かに普及セ
ンター起工式

固まってきており︑原子力 の 日
トープ・放射線の利用開発︑七︑

原子力酋及センターの起工式が︑

八月七臼午前十一時︑次城

羅へ

の建設地で行なわれた︒建

撮栗海村村松︑殊研字並朝

は改めて二千字の和文︑午二酉字

欝︑

茨城衆象海村の隙研BW蟹臨界実 茶のグラビア圏色刷．額面は十

酸化ウランの霜雪棒を製造して︑

一口から鷹り出さ為る︒殆行枚

円て︑就会開会当日の九月二十

はまったくなく︑康た︑研究釜以

なお︑現醍同研究所では︑科学

験滅瞭に使用する予短のもの︒

外への痛洩もなかったので︑吋近
の一般民家に対し饗気︑水の汚染

狡術庁︑腺研︑原燃︑原船団より

緊

黙

無会に次ぎ鑑二二段に綴る︒これ

手のほかにも︑新聞や雑誌の
工AEA総会將集 で︑チコ

子捗の構造を図案化した切手六
独子力委員会はこのような状況

までこの研究会は九無にわたり活

画偲

策京都中央区八短湖1の3

︵十月二十六日︶から三日閥にわ
か︑一般への市販は行なわない︒

轍徹畢十月二十日まで

その他の覇究開発︑八︑安全印

たり東京芝の東黒プリンスホテル
で開かれる特別記愈講演会︑およ
び総倉＾加翼会を中心に︑地方では

各蔀粕における⁝般講演会︑施設

第七測日本アイソトープ回議は

これまで各機闘が

他施工省安藤建設の代喪霧

定刻痂木魂吋零種太神宮

など約七十名が嵐温した︒

葛の峯糞難響．︑

専門泉の応援をえて︑爵染除去お

による心願もなかったが︑川繭市
衛生捌究所ではユ一百午後事故に

あるQ

よびウランの圃収作業を実施中で

よる影聾調査を開始した︒特に同

これにつづく南丘所建設の詔画も

彫所が完成しようとしているL︶︑

驚
この会講で闘題になった譜点をと

義

りあげたのち︑欧米各国それぞれ

日本原子力腫業会議では︑七月

盛大に原動研定例
硬究会年会開かる
三十U乗京虎ノ門の共済会館で盛

の原子力切争は西ドイツで十庫

数は＝千五衝力士▼世界で最切

一方放射線の利用でも実用化が

酒面に進められている︒

し︑ついでわが演の原子力閣発の

三十九量感における各研究グルー

会のうちに昭和三十九年度原子動

究薫炉冗成し︑物料試験炉の建設

開始されたQ他方新しく二線の研 力研究会足例酬究会年会を開催︑

業利狛の甲聞規模試験が本格的に
と材料︑放射線利胴に関する研究

また各論では︑原子炉︑掛錫料

勤きを説明しているQ

の分野における晒策の進展状況に

開発の成果と安全対鎌︑国際協力

プの活動状況を報告した︒

前に発行され︑以来原子炉や原
るしく充実している︒

の甲で︑前年度に決定した﹁国艦

もの︒

ノク以外にも︑何か卒残したい

が︑切手マニアのストノク・ブ

ソトしたブームが起こりそうだ

動して36り︑炉心設謝︑しゃへい
設罰︑認装制御︑プラント建設︑

動力炉の開発のすすめ方﹂を再検

この紛究聖駕会は王十八緯度の

が始まるなど︑研究施設もいちじ

﹁わが国の腺子濫開発は︑昭和

は次のようにみているQ

が囮の原子力開発の現状について

ついてのべているが︑このうちわ

進み︑放射線化学の分野では︑工

の朋発事業と共通の問題点を検討

蹴長の苅初の残出茂韻白鍵

に対する世界の動向を知るには︑

動力炉腸発︑原子炉安全︑燃料︑

コストの計十グループができてい

再処理・廃棄物処理︑保健物理︑

東京瓦斯株式会社

大正海上の住宅・店

聡合保険は

オールマイティーと

う愛称で広

TOKYO

縷徽 取

鰹いン

詮伊

公開などが予驚されているQ

来年五月十六瞬から十九臼談で︑

総合発蓑会

ーの人選が決定したが︑第一分科
会は講文募集および重層を︑錆二

﹂

舗難業羅響囎

RI会議準備委で決まる

日本都市センターで開催される予

の英文アブストラクトを昭和四十 科学技術庁︑地元沃城県︑
一琿一月三十一巳までに提出する 集海村︑隣接益町村︑その

特別配念講贋会︑原子力秀員長

定であるが︑このための第一回準
よう決訣つたQ

この準備野駆会の委員慶には乗

分科会は展示会︑見学会をそれぞ

岡野理購擾の苅初の機

施設も一応整備されて︑恥しい発

第九回原子力年報を公表
原子力委員会︵委員長上原科学

おり︑煮た集海発館所の営業運転
書始によってわが国も︑原子力発

展段階に入ろうとしているとして

七月一一や親署閣議に蝦答したのち

朧の実直化を迎誹ることになった

た第九回匿の﹁原子力年報﹂を︑

船子急難から発護した︒原子力藁

と述へている︒

報﹂は︑総論と各論とに分かれて

二十九年股の﹁原子力年
め︑箭年作成して公理しているも

いて︑総論では京ず目を海外に向

昭鵜

ので︑笛九籔圏は昭和三＋九年度

けているQそして原子力平和利用

第三園ジュネーブ会議でどのよう

なおこの年報では︑わが国の原

の動きを中心に編まれている︒

原子力開発の動きをあとづけるた

蕎は昭和三十一年度から︑わが国

技術庁長賞︶は︑このほど僅成し

科技庁︑

新発展段階に入る

れ掲癒することになった︒

地関係機関の各代簑︑来賢

例闘に得なってきた成果発衷を会
備委員会が︑八月三田都布センタ

をはじめ︑学界︑酵業国籍の代引

瞬でやろうとする初めての 試 み

画︑開催劃画が讐議された︒

ーで開催︑RI金罎麗繧の基奉謝

が講演︑十月二十六臼︒

で︑十月二十七︑八の両田にわた

公社︑理化学研究欣︑放購線医学
洋レーヨン会罠田代茂樹氏︑副婁

に︑またアイソトープ︑放肘線利

さらに︑二つの分科会のメンバ

り︑口論原子力研究胱︑原子燃料

総禽研究焼︑日本原子力船開発郡

郎氏と製鉄化学工業社長正井省三

員畏には夷隅女子大学長木村健二

一方﹁原子力開発十年虫﹂の編

用の現状沼介︑塵業別アイソトー

また︑論文募集要領では握出論

子力開発について︑これ豪では先

なことが論告され論議されたかを一ゐ

段階に移りつつある︒そして隙 ど︑新段纏への移行を円滑に進め

轍盤纐購賑艶闘黙齢掘羅雛鯉
進諸相の技術郡入とその消化に努

隷脚

｛

倒

膚

産
力

原
業団︑贈本原子力産業会議から︑

氏が︑また︑委員には関係各欝欝

それぞれ数テーマずつ︑含引二十
五テーマくらい発面するQ

準備餐員会の倹討の結果︑第七

から四十四名が就任している︒

陳蔵等が關催︑候補地に大阪︑名

回R工図題は従来のR工会議と変

一般大衆を対象に

古屋︑水戸︑敦劉︑曙山︑仙台︑

るところはないが︑第七回の特徴

一般講演会

札幌︑広励︑薇岡︑嵩松等が上っ

集も︑昨隼暮れから乱塾の中川原

プ・放射線利用状況︑経済効果な

説的発表と討論を行なう値幅発蓑

として内外の専門家を指名して愚

子力局次長を霧員長とする編集委

ンポジウムに顎点が羅かれること

どの特定テーマを設けて行なうシ

十四︑史は印嗣へ

ている︒

本文の構成あ一とることになった︒

員会の手で始められ︑次のような

文の希望者はハガキで本門十月二

になった︒

の再開︑二︑原子力開発の黎明︑

第一部一︑アイソトープ利用

三︑原子力開発体制の整備︑四︑

クト︵源稿用紙に二千鰯︶の提出

帽みることが近璽︒あると考えて︑一勇灘ではわが同暢の商董 るkうに努力しているQ

1…2…〜茎0

0121〜10，

0…11〜1G，

（28｝）
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力してきたが︑いまは国内の研究

一

十日豪でに︑選考和文アブストラ

発電所の建設︑六︑隅崎研および

は同十一月三十日豪でに︑さらに

@

長娚暴本副画の策定︑五︑原子力

アイソトープ・センターの発足︑

灘虚

灘鰯
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いわれている︒犬の実験による
と︑急性の場禽︑肺炎症がおこっ

て四1六週間で死亡する︒プルト

原子力計測に
関する講演会
原子力学会と鷺気学会
拓本腺子力学会︑電気学会の共

離罠︑○三線鰍讃測器智理紛大塚

器膀小玉大組纒％氏︑艦発片岡治
している︒

行なうことになり︑碍修生を募集

の埴硯技術とその応用側なと行な

子撫乳痢︑オートラジオグラフィ

クロオートラジオグラフィの実験

放射線化学の硝究に︑本無九月

に礁点がおかれる︒この申込み締

われるが︑とくにマ〃ロおよびミ

電

瀧内谷は放射線化学の基礎課程︑

巌氏︑○放射線の単位︑橡華

の問題点目東大西野四輪

試老木康行馬︑Q最近および今後 十能臼より岡二十二巴までで︑講

モれそれ受論飽は十五名を予定

なお︑問禽せと申込みは東京都

し︑受講料七千円となっている︒

文象区上鮎士醜町三十一︑口本原

ド

イ

イ

ラ

ド

35分

蕪分予︑低分子︑1．ETなど十三 切り口は直刀末日となっている︒
単億とラジカルイールドの測定︑

ケミカルドオジメトリーなど三＋
二合担の笑験とからなっていて︑
申込み摺切り日は八月二十一口︒

四一局四八八二・四九八二へ︒

電力研兜所R工研修所︑澄詔は九

整備しておく必要がある︒外科手

術による汚染翻傷の除宏は︑それ

20肋

︵入場無料︑来聴歓迎．

R一研修所がこの
秋二課程を開設
いずれも研修生野藥中

欧米の検査法︑管
理方式等の導入も

残存するプルトニウムの危害と

によって生する身体の機能障害と

を︑バランスを湾為して処汗せね

TPA讐は体内のプルトニウムの

ばなろない・濠た︑ED臼JA︑D

△西山荘（常薩太田了iゴ）

鵡ウムは肺内および肺門リンパ腺

︵放臨研松

4分

に多股に儲慨するが︑ここから悪

汚染創傷の検出器傭

以上のほか︑﹁プルトニウムの

フ・カ

催で﹇猷干力讃測の現状と間題
点﹂に関する講議会が九月十八日
午後一時から集義・永田町の日本
蟷傭工栄会講皇で開催される︒紅

田本厭子力謀士所のラゾオアイ

霞と講帥はつぎのとおり︒

○原子力讃測器の概況輩下試升上

ソトープ研磐断では︑三尉線化学

豪た︑オートラジオグラフィの

弥治郎氏︑0放尉駅モ剛建ーーー神

とオートラジオグラフfの研修を塁での悪で・畿馨に駈

研修は︑十月二十日より同二十七

戸工業三輪博秀氏︑○剛性黙認測

傷モニターによる検繊および外

岡理氏︶

できる状態にしておくへきであ

除去に為効であるから︑常隣使用

るプルトニウムの管理方式︑検査

る︒さらに︑欧米で行なわれてい

法等を積極的にとり入れることも

必要であろう︒

55伽2隠閥

性腺睡が発生したという所管が未
だないのは斜日に値する︒

皮膚内または皮下にプルトニウ
ムの不浴物が侵入した場合は︑そ
の取所に長期間とどまり︑そこか

たという蝦告が出されている︒

ら壊死あるいは忠幹腫揚が発生し

以上のほか内分泌系︑坐殖系に

汚染の正確な位置を決める際︑

．醐するシンポジウム﹂︵一九由ハニ

検出し難いので︑特別に設議した

︽胆79血81Y髄ワ蚕！亀響・◎

ても名広の報告があるが︑闘題と

対するプルトニウムの善書につい

録によると︑このような汚染創鰯

薙†月開催︑熊取氏も酬席︶の認

の事故およびその処置例が︑騨細

科手術の結果は︑常に前後の尿分

に報告されている︒

析の結果によって轍認されなけれ
ばならない︒豪た︑汚染創傷の検

プルトニウム取扱い作業が近く

ニターの感度は鷹陥と検出器との

出技術のうちでも︑プルトニウム

コリメータ←駕使用するが︑傷モ

で︑通精の金属性のコリメーター

門おX線︵＋七KeV︶を放黙距
す離が離れると急速に低下するの

滑染の正継な位置と徽を知ること

らの報告は費還な農科となるが︑

開始されるわが国にとって︑これ

ニウム脚はアルフプ線のほかに少

は不適当で︑慰事に薄い被膜をか

は椙当熟練を塑するので︑猟当野

暢モニターが必要であるQプルト

を測定することによって皮内に侵

ぶせて警癬させる必蟄があるた

るので︑このX線に濟目し︑これ

入したプルトニウムを川劇するこ

の陳雀であり︑とりわけ肺および

の少ない群でも鐙胞形成や異常細

事故が起曇たときの取引の体制を

馬蟹に十分の練餌が必要である︒

三︑プルトニウム摂取者︑障署

とが傷モニターの原理となって

緯度がほとんど得られないことを

を使用しないと︑位置決めのよい

いる︒

傷モニターの検出器としては︑

ものが用いられる︒コリメーター

め︑患部の形に自由に成型できる

なるのは骨︑肝臓︑肺および皮轡

い吸入および汚染的傷に観塾す．Φ

皮鱒陳省は笑際に最も起こりやす

ものであって︑とくに注叡を要す
る︒

プルトニウムの休内代謝は複雑
であり︑︐その毒性の解価と捌究に

通園轡型のタリウム活物化ヨゥ化

疋碓な汚染都計が決定したあと

胞の出現などがみられる︒

限にそれぞれ鞭源を付け︑それ

大当汚染および饗故時の保健物理

的対撮偏について︑原燃村野徹氏

ムの窟故聴の鷹急対籏﹂について

の講激があり︑また﹁プルトニウ

出席者による慮宙討論が行なわ

て︑放医研に強い期待が表明され

れ︑とくに箏故時の簿策につい

たQしかし︑プルトニウム噴故を

は︑放鼠研はもとよりとしてむし

含め︑臨急時の医療対策について

ろ地域病院を含めた広範な繋累医

攣急に磁立しおくへ憲であろう︒

療鰭制をこの際稜鰍的に考慮し︑

影

！原塵寅料室便り一

日本三公幽の一つ、観擁の名所

﹁1第五回馳保健安全研究連絡会から

障害評価の体制まず確立
プルトニウムの急性中撮では︑

造血臓器︑特に骨髄がおかされ︑

擢当量を摂取したとき︑または吸

白血球減少疵が趨こるが︑是期に

入の場禽はリンパ粗織が強くおか
される傾向がある︒骨に対する鳥

骨の壊死などをひきおこすが︑ラ

性については︑腿骨作薦の破壊︑

ジウムとは異って骨結品質への侵
入は比較的弱く︑骨髄内膜に強く
沈秘して︑そこの内網系を破壊す

る特徴をもっているQプルトニウ
ムによる骨の無性腫秘の発生は確
実に実証されており︑その雛性は

いる︒

は多くの未解決の唱題が残されて

者の医学的処躍︵放隈研艇取敏之

は︑外科附な処敵を必慶とするか

は︑創傷に伴う庵職からの休内侵

ち︑鍛も麟度が隅いと思われるの

実験によって衛かめている︒

ボ凝︑厚さ一−ニボ耕で︑ベリリ

否かを判定するため︑傷口から皮

ナトリウム︑庭穏二十五一四十五

ウムあるいはアルミニウム窓のも

内に侵入したプルトニウムを建量

ムの箏故は︑むろんわが躍では経

入である︒このようなプルトニウ

ける補助手段に止まるという悲

と相対する反対側に測定器を注

を取付けたのが︑パイプに青酸

このようにR王応用機羅が︑

︵ドーフマン他欝安井豚暦試

○線甲計闘と麗済分翫一︑郡

訳A5判岩波轡謄出肱︶

B5判

○火力開発に関する研究︵開発継︶

25分・

16伽

△傭楽園（水戸市）

4G分

1．6纏
20伽

△冷寒村原子力センター
△大洗海岸（ゴルフ掘、海水瘡場、水族館）
磯節で知られた白砂、響松と波薄の美しさ

さる六月三田放医価で︑プルトニウム保健簑全姻究連絡会

錆一圓のシンポジウムは﹁プル

四月豪でに︑第二圏﹁プルトニウ
ラシウムに比して大きいことが推
定される︒

検出し難いプルト

のが便用されている︒結晶ヨウ化

し︑同時にその深さも測定する︒

れているが︑込み入った工鰹の

観的活用であった︒このことは

早く︑試験的とはいえ︑放尉線

の勇合物が付層するので︑測定

他の利用側所は︑PCP紅唇智利に利燭されているところと

良を迫られる一つの漂園となろ

口囲公隠棲の地、古墳などの史蹟も多い

の第五圃研究集会﹁プルトニウムに関する事故時の緊急対策
シンポジウム﹂が開催された︒このシンポジウムの概愛は後

述するが︑プルトニウム保健安全研究連絡会発足の縦緯とこ
れ豪での活動の大略は次のとおりである︒

今後は実施に移行
わが国における核螺雅再処理副
トニウムのバイオアノセイしと題

討論段階の役割を果たす
醐の遺展に伴って︑プルトニウム

ムの物理的測定扁第三圓﹁グロー

して難癖研で行ない︑その後本年

・アノブされるにいたったが︑周

ブボノクスとグローブ﹂︑および

肝臓に対する影響では︑投身量

ナトリウムの織径は大きなものほ

外科的な処置にあたっては︑特に

プルト凱ウムによ勾事故のう

であるが︑その後の億澱決め竃蹴

どプルトニウム汚染の発見か縛易

氏︶

プルトニウム取扱作業時に起こ

験されていないが︑工A皿A霊催

ターと

りうる事故のうち︑腕あるいは手

侵入プルトニウムによる危害の正

﹁放射増感選の診断および治療に

ニウムの汚染創傷

プルトニウムの吸入の早早︑最

の醗には︑バソクゲラウンド計数

碓な銘緬がきわめて滋要である︒

二︑プルトニウム傷モ一

も聡題となるのは肺の障審であ

指の負鰯がかなり多いが︑傷つい

が多い点で不潔とされている︒

の多い群に黄痕︑腹水︑脂肪変性

り︑肺の線維増殖︑呼吸機能不

た皮陣内のプルトニウムは餐笏に

など肝機能不全が起こり︑投与量

全︑肺がんの発生などがおこると

量合成では︑﹁完全循環﹂方式

どの部分に使用されているのか

︻︶O◎◎◎◎蔓◎◎◎◎ΩΩ◎◎◎◎◎◎霞

こ瑠ま︸三鳳にわたって線図

によって原蚕のロスをなくす独

る︒この役圏の限りにおいて

っている︒

しかし︑現在は生産を中止し

しまったので︑R工機器以外で 不可能という事態になったとい

を取扱うために装羅を敗為して

を機零するための原料であるP 謬ったくその反対の場合とが存

に据えつけられている︒この測

一九論ハ四鉱出版︶

︵火力開発研究会編
一ニニO搾

57鰍2【時闘

三大匙櫻の一つ、久慧川の消流と緑の嵐然美
△北茨城海洋公園（五一海岸、大津溝・二つ岩）
変化に犠む海四線、岡愈天心、野口葡岱讐の旧蹟

磁薇東内旨逓〇二九二八一二三八九

燃料の開発利用の悶題がクローズ

知のようにプルトニウムは人体に

第四訓﹁プルトニウムの蜜全取扱
いにおける衛焦工学的錯要談﹂を

健宏全の立場からいっても︑十分

テfマとし︑原研︑原燃︑三冠原

対する影響がきわめて大きく︑保

あることから︑その安全取扱いお

憤醜な取扱いを必頻とする核種で

なお︑ブルト一一ウム保健安目研

ムを開催してきたQ

究連絡会は一応今剛をもってその

子力においてそれぞれシンポジウ

矯嬰な課糊となってきた︒すでに

役鶴を終了し︑プルトニウム取扱

よび被曝による障冶紳緬の研究︑

昭和三十八球ごろから一那関係蕎

開発の俸制を確立しておくことが

の闘では︑プルトニウムの保健安

て︑今後は単なる研究連絡会の段

いを闘前にひかえた現状に即応し

のトレーサ利用を中心にその利

するというON−OFF式レベ
ル訊で︑上・下限を越えた男爵

分黒蟻に鄭入されるアンモニア

瓢の導入によって︑騎動的に驚

解りにくい程である︒．

までの手殿でつぐなえるので︑

および炭酸ガスの瀦蟹が︑これ

に採用していることで︑知られ

三男のレベル謝はアンモエア

慮の技術を閲発し︑これを系綺

の分離圃収装譲に置かれてあっ

今後瀞発すへき問題点などを紹

ている︒

用範囲︑取扱いに必要な体制︑

介してきたが︑

必要性が薄くなっているしとで

たQこの工程は︑メタン分解に R王機器によるレベルの渦定の 報を発する役醤をはたしてい
より生成した灰酸ガスと生成ア

あり︑これを製返すと︑RI機 は︑五台据えつけられたアラー

一般に化学工場というところ

ンモニアとから︑尿素を製造し

器の信頼渡が低いので︑従来の

は︑原料は簡単な化陶物である
が︑これらを合成して種々な製

た時︑乗反応アンモニアを癬収

射線応剛機躯の
便用現状を見る

品を恕するに必要な渡躍なり︑

輪回から豪た放

ことにしよう︒

手段に頼ることになってしまっ

ム用レベル計は利用の面闘を保
そこで︑装置工

ているともいえる︒

するための分離堪に十マイクロ

暫の青酸水の密度測定に密度謝

この工程にR工機器を最初に たか︑アクリルニトリル製造配

キュリー一帯と五十マイクロキ

尋入したのは︑昭禰三十五年と

工程は複維である︒千工でもメ

一化学工業の例1一

誘導ノズルが問題
業として代表罪

つ東洋側圧千葉

な化学工業の一

工業所︵千工︶

タンガスと習気でアンモニアを
このアンモニアと炭酸ガスで粒

全てコントロール塞に通じ︑懸

た︒これらレベル計の鍛みは︑

CPソーダと尿器の各ホノパー 在することは︑それら機器の改

千曳といえは

を訪ねた︒

茂原箔を中心と

状尿素を︑さらにアンモニアと

隔操作されることになるが︑実

うこともあったそうである︒

する千薬県下の

硫酸で疏安を製齢するという複

際の使用効集は機羅の踊轟ノズ

ュリー二払が据えつけられてい はレベルの義定は不可能という

南土曜ガス田の天然ガス︵推

工程化たどるのが園難に近い︒

雑な臨管が縦横に僚ぴていて︑

ルが大きく響きメーターが大築

う︒

弊害もある6しい︒

壇︶を利用して粒状尿紮︑硫

定メタンガス煙蔵灘二千偲立方

このため︑放射線応用機器とし

定方法は︑ホノパ！の高輪︑下

蜜︑高度化戚および腎化ソーダ

くプレるのでレベルの岡安をつ

△袋田の滝（奨久醤渓谷、ぬ1景、釣り）

茨城県・東海村

議
新

業
産

力
盤盤が強調されていた︒

階から﹁歩を強め︑剛体的な実施

完全には解明され

ら行なわれてきたが︑当初は人闘

究が進められているが︑現在のと

レど生塵していることで︑京た尿 て現在ハ台のレベル醗が利用さ
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ユ◎C。に図Clに淵Clα）K）Cや

全対策に関するグループ研究の必

このような状況のもとに︑三＋

いて︑講演会および研究討脇会が

てない実態と機序

プルトニウムの懸隔の研究は︑

全に関する肘諭会が行な わ れ た

ころその実態と機塵が完封に解明

α）α）◎α）K）K）に）◎
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子

原
の段階へ移行させるべく︑発展的

以下﹁プルトニウムに関する鱗

九隼二月には線研において︑この

故時の緊急対策シンポジウム﹂の

に解消することになった︒

ル編綴力研究所保健物理医学郎リ

分野の専門蟹である英団ハーウェ

スター縛士を招へいし ︑ プ ル ト

開催され︑一方同年五月には︑放

︻︑プルトニウムの魂牲につい

ニウムの傑健物理胸諸傾聴につ 概要を紹介するQ

射線防趣研究協議会より原子力委

続騰の醸懸盤について涼兇の貝申

により︑すでに一九四五隼ごろか

米国箏において主として動物実験

て︵放医研鈴木正氏︶

が行なわれた︒その後七月には原

員に薄し︑プルトニウム傑健安全

燃において︑プルトニウム保健安

ウムとの環性比較が︑中心であっ

に対する羅性がわかっているラジ

た︒しかし︑プルトニウムはラジ

際︑この聞題の垂要性に か ん が

継続的に倹封を重ねていくことが

ウムとかなり化学的特性を異に

み︑広く関係方面によびかけて︑

必要であるとの印食せ が 行 な わ

の他の関係研究者有志によるプル

されたとはいい難い︒

ニウム慮体の真の慰性について襯

えることができないため︑プルト

2／︑これがきっかけとなり︑昨琿 し︑必ずしも好骨性核種とのみ考

九月に原研︑原燃︑放鷹研︑放射

トニウム保健笈全研究連絡会が発

線防護研究協議会︑一二蔓原子力そ

足するにいたった︒
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実施上の聞懸点を検討する
ようなことがあってはなうない︒

このために開発努力が中断される

嚢繋繋鍼襲謹
由染猷プリンスホテル

とき九月一日︑二日︵ともに午前︑午嫉︶
ところ礎京芝公園

わが国の渦速炉計上に関連してエンリコ・フェルミぷ中心
にした講演を聞くため︑喚熱︑中部︑関西三電力会社が︑果困

アトミノクパワー︒ディベロノフメント・アソシエーツ副支

のデトロイト・エジソン挫副祖長ハーベー・氏・ワグアi氏

原子力開発部長ミロン・C・ヒークマ︑︑ノ氏を招いた︒このた

醍人ウ皿イン・11・シェンズ醇士︑デトロイト・エジソン社

め田本原子力画業金議は電気事窯連合会と粟綬して次のプロ

指鄭菖層のか々の卿来馳を歓迎泊る︒

グラムで﹁高速増始炉講議会﹂レ望開くことになった︒とくに
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2、発火し易い金属加工工編

における隅鞍懸計画妊ジェンズ

▽同a午後二時〜五時一同︶

第酉六十八回常任理璽甑

ヨ獲正午原町

第二十回財務婁鼻捻・企画委最

午前十一時牛闘本工黙クラブ
会

疑

六

開奨墨画婁鼠会 吉樗部会コス
ト・クループ研先会三目午前十階
腺産

匪

ワグナー氏らとの打合鷲会
口午前＋時原稿
勲

その禽金等の消火用として開発された脚釣的な金属火災用消火藁剤であります

博士

霞棚1ービークマン氏⑤フェルミ

④エンリコ・フェルミ原子力発

ワゲナー氏

娼彗開発部画1ージェンプ︑酵i︑

メリア・ホール︶

▽九月二日午前十晴〜正午ヘカ

画︐同趣炉開発におけるデkロイ

ト・エジソン仕の役剛到ワヶナ

んけるプルトニウムの役割薩フ

ー氏︑ピークマン氏⑦原子力に

▽三日午後二時〜五時︵回︶

ヴナー氏︑ピークマン氏

炉d画uンェノヅ︑轡弓轍諸外脳 鰹i

介︶ほワゲナi幾⑭米田の尚速

打

六日

i氏︑ピークマン氏︑シェンズ

⑲高速炉の仔来の役鵠1ーワブナ

ンフラワー・ホール︶

料

日

日本原子力産業会議

ルグ氏御同大学︺八月十九目瞭三

昭瀦四＋隼八月

▽九月一日午前十晴〜正午ヘサ

Oあいさつh彦本拠電会長

聖海m⁝究所を訪問︑ワランの中門

のフェルミ謂画の開発体制一掴

部︶八月十七日から十月八田まて

罪

金属火災用糊宋消火剤

一﹂藤十脅漁討議し︑醗・急に瞭挙⊥刀麟醐

すなわちこの会議は当爵獣磐昧

の認識の不足が鞘態された︒

西向陣宮の離立から縞織のベール

るG私は今こそ再転力瘤貫会が果

昂

開発の畏の糸口墨開くよう働まか
けることにしている︒

行く人・来る人
嵯三根醸磁⁝口氏へ隙慮犠務︶九日

十二口から十ヒ臼衷でマニラで開

かれるi︑E入の原子力利用に聞

井上五郎氏︵中那電力会畏︶田

発日来定︒

ルのハイZ︐帯で開かれる匿舜動
力会議国王織行理二会に出貼する
ため︑二十六日出発︒帰国の凹は

鎌照捻氏︵隙蝋理騨︶植松郊滲

また毎まっていない︒

係疑︶再匙理授術の導

氏へ原螂プルトニウム鰍料開発室
設題課第

入その他の撰棄シ島いた逆
英︑独︑仏︑その他ヨーロノパ各

研魔謹理課艮︶ウfiンで開かぬ 国を両聞︑フラズマ物理と制覇怯 導出のメカニズムについての猜報

中騒健太郎氏︵原罪吏海潮蝕所

八月五口帰国した︒

協力にも関連して︑再倹討を要す

船開発箏麩田への呂資亭．含む獄丁

力船開発に関しては︑田本原子力

搬に係わる藪であり︑とくに原子

技術の開発に関する図の絃本的政

もつへきである︒これは多分に新

豪す廼造するという埴靴工轡展を

醗慮を行ない︑経験を爆るために

契約条伴などについても弾力的な

は必要な予算措訟はかりてなく︑

ーテfンゲ・ラボラトリーの性格 中直冶郎氏︵東宗電力瞬結︶とも
ぷ括っものである︒したがって国 に八月三十︑三十一両日イスラユ

ノトー・ハーン号などと岡じフロ

号︑ソ連のレー二︑︐ノ男︑西独のオ

るQ第一船は本来米国のサバンナ する地域研究会議に綴煽する︒田

纒騒国産 炉 の 使 用 が 有 利
B本原子力閥灘会議は八月十八日午後︑山雪糀ノ内の日本
工業クラブで原子力船蚕員会︵墾貸長松瞭身三松氏﹂を開き
原子力嫌一船の建亀閤題について懇談した︒その縞果︑弟一
日の開発は中断しないこと︑搭載原予炉は岡魔とすること︑
縄費目留り増分に対する国の予鱒蟻麗は十分これを晶するこ
と︑などで恥見の一致をみた︒今後はこの考え着を︑近く発
足する原了力委貴会の原子力船懇談会に反映させるよう羅拝
恥ける︒︻関川紀纂二面にも掲載︼

実施上の

の可能性が強いと思われるQ
瓠懸工延期について
間題点検欝のため讃工時覇を湾干

定したことや︑この決定に付随し
四講に癬エのできるような搭置を

わせてこれら各囲の原子幻関帳施

融禽研究の国際会議に参草し︑あ

を楽換した︒

るシンポジウムに出製するため八

櫻

る三λ君臨の核擦過の轄理に関す

なお︑岡田員会は︑近く発足す

月二十二臼出遷したが蟻塚中旬ご

打

鷲

G・C・ワルフ武毎鵬翼カリ 第七十三圓理轟会 九月六臓午

設を浮世凝要する︒

る点であると思われる︒

る原予力船懇懇談会が︑単に船価

ろ帰国する︒

森茂氏︵原研喚海研究駈研箆

見償り領の増大．斡ついて襖討する

はかりでなく︑以上の譜点につい

錘

フすルニァ大学致擾︶F︒A・ビ 慶一時鐘日本工業クラブ

われわれのやの方は嚇に強引で

やっと軌道に乗ったのであった・

あるかの誤解を与えたし︑はなは

園したが︑途中四人で轡毎︑根晒し

口を出すことさえ邪道であるかの

だしきは政治蒙がこうした間題に

ち得ない臼ふの実力と外交の償凶

力附託は政争の門外において超覚

如くいう人さえいkoしかし当時

を送り本物の思子炉を展示すると

こと︑平話利用と学術会議の三輪

派的に長期密画を立てて推進する

かとうかさえ論畿の的で︑観念論

は日本が原子力開発に手をつける

て羽旧にぬいκときに兵編戸明を

則を棊奉繰とし紛禽的な原子力基

に明け暮れていた蒔代であったか

発血した︒それは要するに︑原子

四党の代表者もオ
ブザーバーで出席

本法を作ること︑政痢に研学行政

ら︑もしあの象ま放っておけは決

であった︒

私は当発艦才宛に所属していて

機櫛を整備すると長に瞭子ηの閲

を思い禰らされて︑郷濁したこと

に晒されていた各国の技術が非31 臼由冥の朗巴が男訂︑左派祉会党

危聡関は国家が管霞し官民の排学

いう熱の入れ方たったが︑日本は

のふ村茂聖君︑費派徹会党の松国

致訟さん︑藤岡きん︑駒形さん︑

難麓踵と四覚を代表しすプずーバ

して今田程度の発展も隔られなか

一顧さんらわずか十数名で︑政鴨

公開され︑㎏．＋刀の潤用が人類に

饗の血に隈ってであるかすへて

奴術力を働禽協力させること︑予

の櫃祉に役立てようという人頽の

議は原子力の工大な力を世界人類

ったと思う︒シ皿ネ！ブの国際町

ーとして観測したのてあるが︑か
原f力機帽の創設の荒海となり︑

人し︑研究炉︑実験悪露を完戚さ

ﾄ瞭子力の弔要樽を認議してい 算は三力無闘に三蔚偲円程肱を投

麟放されたこと︑故学的には山際

たものの︑器国かすでに実験炉の

せ金急効刀炉に着晒することみが

欝本の原子力開発十黛の歴吏は

じている︒

敷くのは政治家の任務てあると弾

を見通して︑正しい道にレールを

中にあっても︑世界と田ぶの樗来

あった︒それと岡じように混迷の

英知の所薩であり︑政治の勝利で

段隙を過憲勤力炉に入りつつある

その後約乗逓り超党派て陳弔力

昭和三十一年開発
体制やっと軌道に

状況に驚き︑H本としてこの遅れ その内容であったQ
をとりもとすために思い切った対
策を継しなければならないと考え

懸子力開発については全く超党派

禽同婆鐵会を作り飛騰とも連絡を

た︒そしてわれ等四党代喪は命後

的に協毒する旨を菱喰︑それぞれ

多くの人違の認激の努力にもかか
暮の臨蒔困会で議員提出の形で原

のであると考えていない︒多くの

わらず︑私は決して満足すへきも

とりながら研究卒進め︑この年の

子力茎本法を通韻させ︑また原子

讃すると共に︑鳩山総理や高鍋縄
紮企画庁長官にもその状況を遠州

力婁員会設鷹法や総理府に原子力

た翌三十

罠一致これを支持すべきであると

断な政策を展開すべきであり︑窟

問題は今なお混迷と低頭の中にあ

し︑困内て予駆なと将＊の対策に

願掻的には除イカが輸出産繭の76 党内でその実現をはかることを整
形として登鰯したことなどその憩
幾はきわめて大きかった︒家たイ

ントのバーベ博玄が議長に濾は

の帰泌を侍ってほしいと訴えたこ

糞も前年度に十乱撃面す︸⑳慧一十山ハ億

年蕃の通常国会では予
とたった︒

させ︑わが国の原子力爾発体制は

を確傑︑原研法︑公祉法等も成立

下Fなfを打たぬよう︑われわれ 局を設ける蔽篠を成立させた︒豪

私達はその後欧州無断や米国の

慰う︒

腺．＋炉施設を視察しん月十五日帰

原子力・機械部

開発努力中断避けよ

﹁
I

⁝

この委員会は︑壷︑る七月㎜イ九

二のさい建浩

日︑隔子力委員会か原子砲第︸船
の自用について︑

酒間を召﹁延期し開発募本d画の 砥期遜ることはやむをえないが︑

て︑一部関係嵩の間に駄了炉を輸

要な常備的開発試験などは大いに

とると共に︑既定方針に基づく必

と決

入すれば宏くて畢︵てま︑濠た技

間分コストに

対する励の予算婚置が必要であ

雛予算について

強化する必験があると思われる︒

術晦にも確実なの ．﹂はないかとす

る曲見があッたりしたことから︑

これに対する原芋力産黙罪の考え
方を統一しておくために開かれた
もの︒松廠委員畏から置畳の一つ

④

あったことは︑この会識のために

わたり画期的な慧味をもつもので

私達が図会て予算饗！し癖11して 会議でなく︑政治︑外礎︑経折に

灘澱講鎧慧懸

一つをとりあげてはかり︑次のよ

τ国薩について今回の船価見

うに激見を統一した︒

積O額が︑当初．宇矯灘を遁過して

昭顎二十九年︑日並原子力協定の

初めて原子力予弗を田上したのは

成立︑原子力猛本法の制定が三十

議によって国際協力な通じて原子

れて︑閃会式猿面で︑来るへ謹二

ルギーの解放を予︑目して各国に友

ぎな反軍を滅んだのであるが︑仏
はアジアにおいてさえ役割りを持

カタログ、文献御送りします

3、可燃性をともなう化学、金剛工柵
4、飛行場、航野機工罰、薗励車工矯等

Kerr社製造

John

英国原子力公社開発

●

いン払ネーブに鷹㊧ つた隔人数が︑報 十律以内に核融毒除鳳による工不

追陣も合めると三千入を超えたこ

リカの如きは三筥人以まの畿或田

工・ア・ブラウン・マクフアレン株式会社

輸入元

Chlorlde）はウラン、プルトニウム並にマグネシウム、

Eutectユ。

（7emarv

7E：C

1、原子炉目測斗、ラジオアイソトープの便用工男並に実験室

使用例

原子力：機器
放射謹白機器

いることなとから︑⁝鄙に鯖一心

うかとの慰見があると像えられて

年︑そして除．脚力襲撮会の発足は

力の平和耕旧を開発する方広の操

発原子力頚長中曽根康弘

搭載用原子炉は輸入によったらと

いるが︑この一部意見に対して

か瀦本絵脳力薫染会議や日本瞭子

三十一無で︑∫十一雛にはそのほ

ひ駆り厘対﹃︑あヴ萄︒

③嬉造蟹ならびに建造期間につ

究を霊的として開かれたものであ

第1回ジュネーブ墨摺iの思い出

とによってもわかると思う︒アメ

一3

は︑隠絵界としては次のような点

いで誕生したQいつの時点をとら
えて日本の原チ力開免が始まった

力研究所︑際子躍篠薄組上が相次

場か凸︑鮭朋的にみてきわめて

時とするかは見るにもよるが︑と

舶・海運國としてのわが麟の立

優れた騰質を鳶する原子力船を

にかくあれからもうト年前後もた

①第一船の開発は世罪為数の造

建造し運航するための第一歩と

い出すことは数々あるが︑今から

いては︑現隔点で同〜の開胸条

るが︑当特わが国内では⁝子爾技術

超党派で協力約す

東象郡中央区銀座2の3溌ひ｛ビル鐙翻（561）5141〜5

東芝放射線株式会社難
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ったかと思うと憾無二である︒慰

一部の技術惰馨などについての

ーブで第一回の陳磁力平和和胴囲

ち．

件に皿てば︑輌入炉の方が抵コ

の会議としか認識されていなかっ

康弘切

中麟根

して行なう重要な仕事であり︑

必要な源外との提携は別とし

際会議が開催されて︑私もこれに

うと十律藺の八月には・ンユネ

て︑これはぜひとも園腔によら
なけれは無甑味である︒

訊でもしよう︒

②技術的にみて︑海外の5のと 出席していたのであるから︑その
太刀打ちできる舶用炉卒函騰す

スト︑短朋聞であるとは考えら

た︒しかしこの会蔵が単なる撚学

この会議は篇九圏困連総会の決

れない︒契約方式にもよろう

ることは可能である︒

が︑むしろコスト増︑工期無畏
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濫

原子力平和利用と

原子力

ともいうへき経済祉会が成立

教騰の実需を見聞して︑四緑な示唆を得
てくることを期待したい︒アメリカでは

え︑世翼に眠る造船圃としての地

は︑内海清福︵民祉︶の質闘に答

た︒すなわち︑黎欝団は一二十六億

上昇の原因として次のようにのべ

茶の水女子大理学部教授坂上治郎

炉安全基蛾専門部会の構成員にお

理施設安全籍査轡門部会の専門婁

ではない︒原子力船を黒本が尉力

発電出力も二薬方大きくなった︒

▽船舶

彙

：≧

﹃

憂

、

力利用の漕及によって︑将来は
醗錐祉会

円という予鱗船価をペースとして

饗である︒

教員の塾主的な闘休であるナショナル・
で作．萄ことのために騒讃する贈悟

原子力周調査課長に昇任︵原子

原子力局放射能課長に採胴︵原

力局政策課長補佐︶牧村信之▽

舶叢業剛企画課喪︶雪氷博▽運

淡纏生

輸雀に出向︵原子力局調査課長︶

なお︑これに伴って︑日案原子

力船開発躍業隅の企餌部企画課畏

にはギ田川城失氏︵魚蜘蔀調庶課

︵遮輸省船舶技術研俺仁所飛付兼

長︶が︑調査課長には池村清氏

︵十・六日︶

同所讐理部員搦言忌携塞畏︶が就
任した︒

運航霊場辞ム

︵徳器局次癌船舶検査窟︶▽海上

局卿子力船管瑚冨に久薩閥裕良

保安悸舶翻教術部技術課侵に高田

一Ωーーー

健︵舶翻燭原子力船轡理富﹂

旬間メモ

▽八月鷹日解職開会︑上原

粟議院科学技術振興対策特別委
鼠会

関する︑肋稻壕褻明︑▽八月十一日

科技庁長宮が科学技術振興開発に

ｭに㎜製する闘題を審議︑▽．八月

午前開会︑原子力指継およびギ宙

繕速炉臨饗実験致置の強全曲に関

性に関する原子力婁昌ハ会熟議につ

通産憲総合エネルギー調査会

いて報告かあった︒

八月十﹁臼午後溺会へ目︑会長に敏

村長牛薦氏書選繊し︑今後の進め

Glass Elecもm＆es f◎r Hydrogen and O亡her Catio鷺s：Pri鶏dpes
≧
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れ︑その興醒には多くの
典逓恵が見られた︑今の
位を炎うことは毛無にとってとり

作ったが︑その結果︑総トン数が約

概念設讃を発展させ︑鑓本設漸を

民を追加した︒なお坂上民は再処

すでに﹁九五五班以来︑将来の隙子力の
かえしのつかない損失だと思う︒

することを児通し︑その観点から原子力

採算など癒とかく講議している時

謝観ては︑原子力は三隼
実が翼施されており︑そのためには傘米

発展をみこした教貫の再教湾︑施識の充

サイエンス・テでーチ湖ーズ・アソシエ

豪た︑SOLAS柔約︵一九六〇
金寡確の取り入れによる設剖の変

に坂上氏︵お茶の水女子大︶

原子力委鼠会
王子力婁員会は八月五日︑原子

⁝

は当然のここで・圓全体として⁝

疑代理から勤力炉開発慧訣愈の中

十二日午前開致︑肩沢原子力婁員

再思仏についての経過を恥獄．

が︑気障という狭い視野たけで

援助︑助成しなけ3急ばならぬ

︵カ

無畏としての原子力に対する特殊心理を
掻く見︑中学︑葛校時代から︑アイソト

イション︵NSTA︶が原子力婁殿会やである︒豪た︑西独の原子力船の
遣は︑必要なことた︑先方が十分

とし

ノコ内は田職︶

ープ著の蜜全操作に親し興せることが︑

誤聞の科学群体と寄接に連携して︑務力
を払っている︒資金の豊かなアメリカと

館の海上人命安全条約︶による安

漂子ヵを自然に受け入れさせることにな

トープ工業利用の曽及に備えて︑RI取

更等もあり︑贋業団で推捌した船

ている︒

したがって原子力盤級会は嗣

討︑⑤その他

炉の検認︑⑳長朋蟹金器画の検
さきに建造濟手を管干延期し︑開

となる点を倹酎することにした原

談会の構成メンバーは︑さらに審

溜見を求めることになる︒なお懇
五日︑これを審議するために︑学

議の必要があって︑最終約な決定

懇談会の発足次第これを提添して

識経験著十二︑三冠で構成する原

にはいたらなかった︒

たが︑十九日の驚例引出で︑この
間題点としてとりあげる一項を次

①塁本設計などの再検討︑②現

のように決定した︒

在の見積り旧格に対する船価低

い

安全基準専門委

子力船懇談会の闘催を決定してい

子力姿員会は︑既報のように八月

発基本三二の実印にあたって問題

線子力第一船の建造について︑

原子力船懇談会近く発足

問題点五項を抽出聾

また︑村田原子力局長は︑船価

価は四十二億九千万円葎度となっ

協力してくれるならは︑騒罪実現

艮︶︑平塚正俊︵住友原子力筏
長︶︑弓田七之進︵二士懸機轡
務︶︒

衆議院の科学技術振興対策特別

八月十一田螺藺十時半から閥会さ

減の可鮨性の検討︑櫛輸入戯口

たか

お

れた︒席上︑上原科学技術庁長螺

委員会︵委貫長岡良一氏11祉︶は

きせたい︑と述べ黙認された︒

日本では事構の違う点もあろうが︑琿科
教育を騒の繁蝋の駄礎として顯編してい

でおきたい︒

うな配慮がなされるよう︑関礁巻に鰹ん

っかく得て乗たもの登︑肉効に生かすよ

る所があるに違いない︒求たそ3傷ろのせ

校︶という要求にもつながるたるう︒あ

扱い捜術を︑課国にと〜八れよ︵工費高

実傭奄調査するための落潮蟹の派

るという粛見もあった︒それは︑アイソ

科掌技術庁辞令︵⁝六臼︶

教轡の磯要性を論じたものや︑原爆被災

れていると見られたのは︑一︑二の工業
軸校教団の鹸文に止まった︒この現状逢
改めるには︑教科の横本的な鮎擬戚が必
要という愈見か多かったほか︑受験のた

門から平和利用を連思した生徒が一懸に

る考え方や教再の方泓の点で︑多くの亙

覚教材の不足︑教螢再教脅の必墾などが

渦たないという結果が紹介きれていた

る中学における闘厳で︑原子力という門

異口問弧に闘えられ︑それらが理科教書

性を示して余りがあるとい︑凡よう︒

入選した三氏は︑理科散勲について三

が︑これなども原子力数脅とPRの必蟄

凪募論文のなかには︑広い社宅酌視野
指の経験を物するので︑アメリカの理科

全般︑とくに原子力教欝のための障密に

に立った原子力の細長も見られた︒原子

なっていることが疑雲された︒

めの補習獲誌の覆庄や︑爽験器貝︑視聴

＝劃増加して穴千九西♂︑船内の

け程度に呂てくるだけ

ことが多い現状のようである︒そのせい

で︑それも受験醸舖のために省賄される

の讐物理﹂の終りに串訳

原子力平和利用と

日本田子力平和利用基金か川

理科教育の問題
州していた
に関する論文の入遭

か︑比較胸充嘱した原子力教湾が行なわ

運科敦脅

薔が決まり︑近くアメリカの理科教脅の

視鑛に派遡されることになった︒岡纂金

ったのであるが︑今川は論文募集の形で

は昨年も三人の出校轍貴をアメリカに送

ひろく一曲に門戸を開いた縞果︑全国か
らぞ甫門川こえる熱心な応灘があり︑そ
のなかか分三二が選ばれたわけである︒

応馨論文は︑原脳力に関する教育の現

状が不十分なことを一 様 に 幽 し て い た
が︑岡岬に漁利教膏の全艘に対する現揚
撒師の不満やなやみが期せずして衷明さ

方︑エネルギー消口に伴う公審問

エネルギー供給における

液と天然ガス︵酪︶四︑原子力日
曜関係

原子力発案の雪曇づけとその具体
化︑核燃料喪源の確保と核写料関
連薩巣の脅成︑賑子力機器材料の
量産化の推毘と関係事難の随盤強

給対策︵とくに水力︑原子力︑石

化︒五︑蹴力関係隅力の蜜定供

鍮
る雅力原価の長期安定化対策︒六

炭火力︶の検討︑蹴璽事業におけ

︑都市ガス関係︵賂︶︒

があろうQ園内に産業の払盤が

▽八月四日午節開致︑上原

滲識院科学技術振興対策特別婁
風会

科技球長冨︑除子夏霞園長か科学

嚥､済会灘会議穿て開会︑隙毛

原子炉安全専門審図会

る︒海外の入札で︑価格の最後．

て争議︑原嫡材料試賊炉臨界実験

する始十九部会の報負溜犠につい

Ψ

乳置の制澗捧模擬要55﹄追加の安全

のツメになっていつもーー塞メi

慧んの難に響がもてる・⁝

⁝

一

ところに一議がある︑という晶⁝

刀1がふるわないのは︑こんな

八月十

はチヲ乞獲術的ミをお

技術振興開発に関する醗﹄を表明

それ︑井上率を余分にとってい

・

なく︑世論として醸し出す必要

あることはユーザーの脳力会胤

失

械メーカーと肥得︵製品︶メー

敏
四年ほどいたズキシコから︑

の利益にもなるはずだと瞬つ︒

井
この七四に照ったはかりで︑電

けねばな・12ない・・︑とかつて情 麟内ではユーザーに対して電機

カー両者の知識を一緒に結びつ

高

気︑なかんずく原子力を知りま

⁝癒一
同日流罪が決定された原子力部

なく話す︒

認

三縄︐︑蘭暖壕

メーカーが弱いので︑メーカー

せんで︑勉強しているところで
一す︑と静かに認す高井さんは︑

岡氏は︑申学四年かる浦和高

︑・騨

㍉

簸ぷ傾けた仕慣を︑てろうこと

会の構成員は次の通り︒︵敬称賂︶

原子力部会長
に松根宗一氏

上原畏冨科技特で答弁

原子力船開発で
題の検附︒二︑看炭︵略︶︸ご︑石
調査員の派遣も

握︑エネルギー課税体系のあり

〜雛檎とエネルギー政策の実体一

ー蒲給二戸策定︑海外のエネルギ

睾ζ書⁝；＝；置；レ ︐⁝；；；ζ 窪＝葦髄墨；．⁝⁝茗︒董⁝塁；・；；；；；・：；；⁝⁝⁝⁝＝；・・⁝・；・曇；；・⁝．pp⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．冨饗．⁝躍脚︐圃⁝⁝⁝；ロp 冨⁝7圏⁝聖

会長に植村甲午郎氏

構造における各睡エネルギーの僚

基づいて長期的なエネルギー供給

政策の犠調を明らかにし︑それに

一︑水調査会は総合エネルギー

審鱗の塞本的考え方

である︒

総合需給計画を策定する
通薦湾ω紛合エネルギー調査会は八月十一田年後︑東遠撲ノ門

ついての経酸と法令の説明を紬取した後︑袋員︵本紙朗号所報︶

の悶裏脅♪臨で第一回会合を開催し︑事務嵩より調査会発足に

の互避により護照に敏村願午郎瓜を決定した︒引続いて三木艦長
捌より﹁聡命エネルギー隔離はいかにあるへきか扁の諮問があり
脅後の醐査愈の審議力餅について検講した︒虫た本調査会の下に

毒づけを行なうと斌に︑これに即

慰する故策の塾本的力陶を確立
し︑さらにその線にそって各種溺
エネルギー政策を総懸的に換討す
る︒

二︑濯含工不ルギ⁝政策は経済

都留盤人︵一橋大教授︶︑征宗箔

墾

象北の嵐丘のせいか図立った
懸しては壕いが︑野貰ったさは

耀は夷人と十五歳になる嬢ざん
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業
産

力

原
の政策︑霜囲︑廊繍の三園覆員会と原イか醒瑛部ム晶の染粥をそれ

総愈︑詫給︑血油︑愚子力の四部会登設け︑聡禽エネルギー酪会

ぞれ耀承する︒なお総禽︑鶯曲の鄙念長には為沢広巳氏︑需給部

ﾗ︑藝︑﹁このたび総三

会艮に円城為次郎氏︑頃．†力部公長には松痕 小一氏が四丁した︒

この磁は︑翻す㌻後二時から︑

私も難産の官会長と同じ秋田出

松恨宗⁝︵原酵磯会

長︶▽倭綴土騒清︵心経漸闘論

・身てすよ︑となかなかあいそが

▽部会畏

あるから︑広く各界の留見を臆

説主幹︶︑自証広巳︵東大稻憐救

的︑樵会的および国際的に承要で

し︑禎喰かつ詳細な険討必行な

授︶︑平田敬﹁耶︵開餓総娩︶︑
︑一﹁総合エネルギー那会で︑昭

畢央︵興銀麟頭取︶︑田目許次郎

︑いい︒
う︒

翻四†為年度︑万・→革瞬爆︑編ハ∴丁年

校へ入った秀ゴ︑索大法学都は
昭稲十八年九月の卒業り軍隊か

三十五年東鼠磁泥局総務羅
長︑瓢︑十←へ薙−心月耀融二一撹野茨脚蜘

ない︒入の磯倒は訴く拗るとい

の一二人聾らし︑円満この上なし

う︒趣味はクラシノケ召襯籔賞

というあたの︑エネルギ

箔としてメキシコ大使館へ赴任
⁝年石拳局調整課に移︒︑鰐餓開 した︒ メキシコてはアィリカ

いる

たが︑握力国産化は大恥進んで

︵sK︶

と入はいう︒この十月で囚十四﹂

国膨化とか除子力産戴の育戚

歳︒

⁝の外同支配はいけないと強調

とメキシコで始めたゴルフ︒駅

年名古膠通麗取膳繭課長︑三十

樽プラントなどあ扱ったが︑機

m閃

1鼎lll川川．

会︵部公艮︑蟹沢広巳氏︶の第六 になったので︑総へ呈ネルギー政
策問惣の調査審

っ

薙五力年語圃をやったQ二十八 かδ一部笹櫓していたので雑い

︸た︒④⊃繊耀局に行き︑一一十七

部で議の遷窪寒してい

︵元朝日新聞論説副主幹︶▽臨時
潮凪

度を阿途とする長期工不ルギー需
給一画飛型の作素が進められてい

神原湊︵世評石油会議国内婁員会

ら帰って繭工省入り︑特別餐材
るので︑この成果を酒用し︑阿一

虞務局浸︶︑今井美材︵原話理購

冴原武夫︵徽連酬会長︶︑

審度を臼撮欄とする是期エネルギー

︵原語祉罠︶︑大堀弘︵晩発副総

炎︵原研理工提︶︑一本松珠磯

長︶小川彰︵最鍛専務︶︑月羽周
四︑蒼エネルギー県別鴇議会と

需給訓画を籏織するQ

密接な連絡をとるが︑旗あζれら

社疑︶︑三三優一〜︵臼本療三三歓

になったD東南アジア向けの羅 しているよう︒

論識螢凝蘇
裁︶︑加藤簿見︵関電副祉長︶︑

って調飛審議するよう期侍するQ む郎︵璽賎常務︶︑蒲成迫︵日立

河内武難︵中部犠常務︶︑田中慰

審議内容

エネルギー政策の暴塔田力向にそ

凝議愈が本縄査会で審議倹討した

この日炭耀した

一︑一般的講項

副社畏︶︑妖罵三郎︵蹉副書子力
回調凸会の審議

疑期エネルギ

ら剣は次の通り

浦催されたが︑

れに引き続いて

ー講戴会は︑こ

濾禽エネルギ

た︒

ることとなっ

信ない︑解散す

る﹂漕の答申を

であると考え

術なうのが通嶺

続き同調猷会で

議は︑今後引慧

第1回総合エネルギー調査会で挨拶する植村新会擾

一…

一團

た

展望

厩溝驚議会塗呈ネルギ董ネルギ調査会懸けら3／ること

二

羅通
気薩
逼織
簾整
課藁
畏局
にの
な

τ2）

第330署
鯖三極郵便物違

新

子

昭和40蕉8層25臼

二

二

二

欧州原子

力機関

燃鰐・材料の研究開発進む

罵れる水分によって︑水一黒鉛反

では︑ヘリウムの不純物として含
捲電炉の使絹のための黒鉛照購の

ム磁産の縮小政策によってこのほ

設謙されたG5が開発され︑大型 塵炉Fは︑アメリカのプルトニウ

め︑今年中に仕噴を始める予定た

の経費節減により︑削減されたた

バンナ暑を就航させて嘗藁として

今度AE工L祉の定期航路へ︑サ

航海してきたが︑これは海事局と

ナ号が外国および口内の益を試験

った三つの大きな謝置が︑遅れる の航海を行なう︒これまでサバン

この三つの謝画とは︑ババリア

かもしれないといわれている︒

の補助金を得て建設する十万KW

は休職︑退職︑または帳職となっ

十九人にとどまった︒残りの人々

で民闇が建設する燃料再処理プラ

減速炉︶および政痢の資金援助

リウム冷却︑水酸化シルコニウム

復の畿物輸送に就航する予竃︒

リカと地中海沿岸の航路を隼二往

復運航する謝函である︒またアメ

て七月十六日最初の決定がなさ

子力安全および認司蚕員会によっ

聰聞会の結累に従ったもので︑原

今度の免許の発行は七月七日の

ている︒しかし︑きらに二百六十

共同で︑ライン河上流のフランス

ものとなった︒

有機物炉で米・ユ
ーラトムが協力

窃め共同計画の薄野を結んだもの

ーボ⁝グAEC委貴髭がブラノセ

この最下研究については昨年︑シ

で討畿︒調査される予定である︒

今卑の秋︑この二機関の代表者間

炉開発に関する共岡研究について

ついて折斎いがついていない〇

AECの新しい11WOCR︵重

ルを訪平中に関心を示したもの︒

く関心の対象はユーラトムのOR

水減速為機物冷却炉︶謝画に二つ

研究讃翻︑資金は六千七頁万が︶

GEL計画︵一九六三⊥ハ七三の

いる︒

米︑サバンナ号の

ノク︒シノブ・トランスポート

用炉燃料を供給

米︑近く西独へ舶

米AECはファースト・アトミ である︒

商業運転を認可

究炉については順調に定められて

る熱出力七里KWの轟中性子速研

一方︑もう一つの墨書謝圃であ

だが︑簡政府闘で補助金の支出に

間にわたる勧誘によって︑今奪の

ドイツ政癬は︑フランス側の二年

アメリカ原子力婁貫会︵AE
用の点で西ドイツ側に不満があり
難航しそうであるQフランスと西 C︶とユーラトムとの為機物冷却

万KW黒鉛ガス炉については︑費

側に建設する予定の聡気出力五十

れ︑八月二巳この洩定が最終的な

フランスEDF︵羅力庁︶と西

共同計画難航か

五十万KW仏・独

ントである︒

表では精鉱購入契約は一九六六鉱
末までであったが︑昨隼一月から

かったとしている︒

ウラン鉱の製錬は行なわれていな

なお︑この措置によって従来こ

西ドイツの原子力商船オノト：

けるものと思われる︒AECの発

一所をバナジウム製錬専用に搬岡

によるもの︒岡社はこのあと同製

ると判断したビト争奪からの要請

地方のウラン錨生塵が漸次減少す

ってきたがこんどの打切りはこの

五一隼からウラン鉱の襲錬を行な

られた六つの製錬所の一つで一九

この製鋳所は西部で最初に始め

を打切ったと発喪した︒

なっていたビト鼎社との間の契約

レイク︒シテででウラン製錬を行

C︶は︑このほどユタ州ソルト︒

アメリカ原畢力委貝会︵AE ドイツの況EW︵醒力企業係︶が

錬契約打切る訟

ビト三社とのU製

されるといわれている・

五人目︑ここ二︑ヨカ月中に軽鴨

閥︵一月i十二月︶にアメリカと

今後︑サバンナ層は衝年︑一年

よって網当数の人員解羅が予想さ

ム社の二万KW︑KNK炉︵ナヨ
トーロノパ大陸を紬ぶ航艶を六戸

癒水減速ガス冷却炉︑インタラト

AEIL社の契約で筍なわれた︒

れていたが︑実際は少なく︑今琿

州のバイエルン・ベルケ社か政尉

中に離職した醤七十五人のうち四

このハンフナードの生産縮小に

後草紙昂続けてきたものである︒

十五日に臨界しその

ど運娠を檸篤した︒この炉は一九

発璽炉の評価月鄭料サイクルの

は︑ ㎜言論ハ瓢一1⁝ハ四重は当量八轟一

研究閉発睡滋要論訓の安金性に

は臓白七万七千樗︵麹二十﹁億

での予備陶設謝にすでに支繊した

四五年二月一

実験讃画が鵜始された︒

にトリウム・ウランサイクルの開

調査が広範囲に行なわれた︒とく

晃が集中陶に行なわれ︑トリウ
ム︑天然ウラン︑減鍛ウランと組

れた︒

み合わせるプルトニウムが評価さ
主な技術面では︑燃科の取扱い

ついて︑筒温炉で便用できる燃料
二万一千几︸昭十二岡ノ︵細四十・八禰⁝

なおプロジェクトに為すサ畿文出

の可能性が実舐された︒これはパ
六千円︶︑六四一六勇館は轡二鷲七

でコールド試験でデータを診た︒
円︶が承認された︒

重水ポンド嶺り一照・六五♂とい

金額を失う方がまた賢明であると

ど原子力商船サバンナ弩の薩業運

メリカ原子力委皿会︵AEC︶は

・ハーン号の窃綾荷燃紺としてア

︵FAST︶社に対して︑このほ
癒を認めた免許︵ライセンス︶を

近く諸嬢ウランを供給する︒この

発行した︒この免酔は三曲聞の期
限であるQ

・燃料取替装置

応が照射によって促進されること
が明らかにされた︒

燃料要粟の分野では︑照射試験
の結果︑燐寸な隅温熱処理によっ

スペアーヘノド・アタノ

︵槍のホ先状のふしょく︶の

て︑
ク
現象を完金に防ぐことができるこ
とがわかり︑その結果︑燃料の成

三Bに初めて臨界に達した点が成 型加工の方法が明らかになった︒
と炉心設罰︑熱変換と除力答器の

璽の開発が行なわれ︑コーチrン 全性について評価が行なわれた︒

炉の
ORCDの欧州原子力 膿 関 ︵ E N E A ︶ は ︑ イ ギ リ ス の ウ イ
ン建設が完成し︑昨葎八月二十
フリスに建設︑運転中の高掘ガス冷却試験購︵濃縮ウラン・黒鉛

果としてあげうれている︒その
グをしたウラン粒子燃料の概念に

識罰︑スチ⁝ムサイクル棚伽と安

減速︑黙出力二万KW︶のドラゴン讃画に関する第六次鰯報︵一

ゼロ無力試験が実施された︒

後︑発餓運転にそなえて︑一連の

イロカーボンとシリコンカーバイ

十九万几千鯵︵約三十八億三千万

シリコン・カーバイドの拡散隔

九六照葎四月一日1・六五犀三耳三十一日︶卒一発表した︒とくに今

ドを混禽した層をウラン︒トリウ

報告についての窯な点は次の通

ついて報告が発表されたQ

ム燃料にコーチfングしたもの 円︶︑六五⊥ハ六銀の予鏡として

りである︒

炉心内の各種構成興趣と材料の
ふし2くに関する研究か進んだ︒

黒鉛の分野では︑翻しい防錆で

専門プラントよりも低い認ストで

わせたプラントの方が単独の出水

り︑この肥料と愚水の二審を組合

予備のイン・パイル．鵡しょく試験

審

WD社入札を撤回
第二重水工場振出へ

カナダ

生慶できる兄題しがあることかる

うもので︑この緬格は現＆娘設問

の結論に達したものである︒

いた採掘業事の鉱石は同じ州内の

の製錬所に出荷することになって

モアブのアトラス製錬所に送られ

西ドイツ︑予算削

ることにきめられたQ

KsS︵難聴運輸のための原子力

FAS囎社はアメリカン・エク
ウランはAECとハンブルクのG
スポート・イスブランセン・ライ

KWの雨気を瑛給する発議・脱寝 ビンと多段フラノシュ蒸溜法が使

RCAの両燃料会社が燃料要素に

ドイツNUKEMとフランスCE

加工する予定である︒この燃科は

される︒また契約ては原子力商船

AECから一利四・七五％で黛与

サバンナ暑とオソトi︒ハーン愚

ついても相互に情報を交換するこ

の運転経験︑舶用炉開発の技術に

オノトー・ハーン暑︵緋水準一

とになっている︒

ｳ荊舩体が進水し︑

一九山ハ七難

万五千ゾ︑鉱石専用船︶はすでに

卜

。燃）ド｛格納容器

腱の蝦告は︑今豪でに傳られた結論が要約されており︑ドラゴン

力のある原子力発憤所の建設を進

ことである︒このためすでに評価

めるのに十分な知識と経験を響る

研究と実験作業が︑一一隼以上にわ
たって迄められてきた︒

弁度発喪された第六次年蝦は︑
研究開蝿︑阪子炉の建設およびコ

WD社は慎顎に倹等した結果︑こ
の新プロセス工場の建設は契約土

ダで二番目の磁界製造工揚︵年間

リウム︵WD︶社はカナダ原子力 灘造能力三十ゾ︶の建設・運嘗入

塗の三十一カ月よりも長︵かかる

カナダのウエスタン・デューテ

電炉の葬価について述へている︒

会社 ︵ A E C L ︶ が 募 集 し た カ ナ
徳に応募してさる二月落湿したが

ミノショニング︑原子炉運転︑発

とくに今年次では︑ドラゴン実験

可能牲か出てきているおりでもあ

り︑工期遅延のペナルテfを支払
搬圓したと八月九田AECLから

行くことが先決問題でなくては

のカナダで第一番圏の添水丁揚の

さきごろのWD社の送礼価洛は いった危険を犯すよりは︑これま

れには平頽轡法がある︒今日の

ならない︒大望罠族には十分そ

ある一八・四τ談をも下回るもの

一塁麓劉灘ぜ

用され︑一九七二無までに建設す

三菱原子力工業株式会社

型の発醒所として簸も越当な規模は︑電気出力五ヤー六十万KW
ユユノト亭・躾礎にしたもので︑プレストレスト・コンクリート圧

田が将堪高温ガス冷却黒鉛誠速炉

力容器を使用したものが荷望視されている︒

ドラゴン計画は一九五九隼 四

結はれた協定に基づいて進めうれ

月︑ENEAのヤニ加盟麟の間での概念に基づいて︑同一模で競争
た︒最初は五力年歯︑所要資金総
額壬工蔚六十五万膠の予定で始九
つ﹄凡が︑六二葎に協定は八年間に

熱長され︑壷金も二千五覆万竪に
増頷された︒現在︑この八力隼副
醐は︑余すところ二離間となった
が︑今度の報告では︑さらに協定

を慧畏することが険講されて い
る︒この計藤の鍛終鼠的は︑稿ロ盟

同署はこのほど聖然この提案を

一

これを護持発展させなけれはな

発表されたQ

る︒

らない︒それには民主揮毫で結

いあるいは将来の競争上の不安と

軍備誉持たない日本は︑経済

ことによって世界列強に伍して

構︑圃民全体のレベルを高める

隙子力勝代には負け惜しみのよ

ポンド当り二〇・五♂︑アメリカ

からの輸入価箔こ四・κ訪を大蟷

として注隅されていたもの︒

に

保守革新とか︑また戦前派︑戦

に下田り︑よたAECLの目標で

てこれに代るべき翻力

後派などとやたらに国民感柵の

生産炉F運転停止

ることが可能であることが︑十分

に墓ついて供給されるもので︑西

ンズ︵AE工L︶社の子会粒で︑ 利屠協会︶との間で結はれた協定

とになり︑この甜画のもとに筋述

術会社に下司画を再筆答させるこ

れた︒その後第二期計画として技

委員会によって予備分析が行なわ

リカーイスラエルの禽同訓画検酎

妻／一！多多一！／／／毒ウワシノノづノン／■γンノ彦！！／⁝多グ！多／多多！！多ン

ハンフォードのプルトニワム生

カタリテでソク・コンストラクシ

Nまでに建設可能と結論

二重目的炉で中間報告出す
米ーイスラ
エル含閣委

アメリカーイスラエルの合同計

のカイザー社と王春リティソク社

倹試してきた結果︑今度の甲閥報

が︑技術的︑経済的評価について

いる︒

プラントが可能である︑と述へて

告となったものである︒
プラントには軽水炉︑背圧ター

めてきたが︑このほど中間報告が

一心ガロンの水を生産し︑二十万

衷と豪つた︒この中間報告は︑カ

末ごろ処女航海にでる予遣で︑現

よび海外に溶いて今後肥料の細網

が行なわれている︒

在︑圧力容器︑推進部の組み立て

が大蠣に増加するという予測か

なデータで分析︑奨舐きれた一と

。原子炉内属装置
。使用謹選判輸送装置
・放射性鵬翼物処理装置

将来︑60万Kwで有望

一
力
いかもしれない︒しかしわれわ

力たけでは真の国力とは為えな

日も早く忘れたいと思うだろ
うに聞えるかもしれないが︑中

近ごろジャーナリズムは政冶

蝉蕪鞭
原
う︒しかし阿分三百万を瞑す大
途暴端な箪備はあるいは持たな

の素質はあると私は信ずるQ

・犠贈者を出した太平洋戦争であ

問題はもとより祉会子吉にまで

増進の途を他に求める

対立楽刺激するような譜を使う

は新しい南進八百を採用すること
によるものと伝えろれていたが︑

今圓同社の撤回の理由としてあげ
られているものもこの新製造工程
に関連してのものである︒

すなわち︑A欝Cしの発宏によ
れはWD社が採用するはすであっ

米︑プルトニウム

鋸燭

pたから︑その傷跡はそう簡単 い方が勝つかもしれない︒そし
に解消すべくもない︒

われわれ日本箇民は過宏にお
べきではなかろうか︒

かQ挙園一致などという語は鞍

が︑これが興して正しいだろう

当時この低コストの理由として

質を向上せしめること

るため︑国民の良心に訴えて行

として︑正しい民ま密蝿に徹す

識義といえども︑主蔑主張は別

接タブーかもしれないが︑蔑主

それには国民金体の累

が必要条件である◎今
田平和国魂として慮他
ともに済している諸国
を跳めてみるとその国
民の民度が聞いことは

画検認委貴愈は︑かねてからイス

ど両政醐の代表者からなる合岡検

︵萬橋幸三郎︶

頬もしい隈りである︒

コン社が豪とめたもので︑このほ

た製造工提は三水の除材として通

討裂員会で了承された︒とくに報

動してもらいたいものた・

ラエルにおける水および磁力の二

箏爽である︒濠た蔑密

常の水を利用し︑アンモニアー1水

藍の需嚢のための発聡・脱塩プラ

告欝は︑イスラル向けには︑一臼

任かしておくべきものでなく国

報宿欝は述へているQ

ら︑大愚のアンモニア鍾生玉する

ニアーズ社とフごワデルフfアの ントの建設については︑聖駕アメ

原子力利用による海水脱搬プラ

リフをルニアのカイザー・エンジ

プラントの建設が考えられてお

三菱化工機株式会社

・原子煩シュミレータ
・その他

三菱の原子力プラン

三菱金属鉱業株式会社

いて︑大体十年闘ごとに何かし
ら戦争を体験してきた︒これは
国力がおよそ十年たつと次の戦
争にこたえうるまでに回優して
購備されたのか︑豪た好戦的な
民族で野心憲の隔動にのせられ
たのか︑その辺は後世史家の判

断に任せるとして︑明槍︑大
正︑昭稲にわたり僅か一回紀に

素交換プロセスを用いるもので︑

月初め完成を墨取にこのプラント

この工穫についてはAECLも検
ントの可能性について︑本年十二

済力はこれ豪た異常な発展を示

新しい纏国警に燃える育少年
のグループが︑国の内外におい

罰の結果妥嶺なものとの結論を得

竈義に徹している︒

ところが太平洋戦争に突入し

ないであろう︒

満たない短期間にすばらしい発

て盟んに活躍している実にほほ

の工学的研究と飯能性の研究墨近

﹃本の平和漁法については︑あ

えましい光禦をテレビによって

ている︒しかしながら最近国内お

展をとげたことは世界に類例少

い︒しかし戦争放棄という点で

るいは悶題があるかもしれな

しはしば見せられる︒まことに

して世界注圏の的となってい

衰

三菱商事株式会社

・原子炉制御計装

原手炉実験装置
・臨界実験装羅
・臨界未満実験装置

原子炉附属設備
・原子炉附属研究用装置

・その他

・訓練用原子炉
・研究用原子炉

。放射線監視装置
・ホットラボ

三菱電機撃茎会：社

L

終戦後二十犀の今贋︑B本の経 に酒用するかは︑政治寂だけに

て鯵たんたる敗北を喫したが︑

72

。PWR型船舶用原子炉

唱

は疑淺はないはず︑これを如何

終戦記念日によせて

原子カプラント。原子力設備
・：PWR型原子力発電所

三菱重工業株式会社

剛

民全体が自らの賛任において︑

一

昭知40葺三8箆i25臼
二

子
三三謹垂5｛礎辱勿

第330弩
（3）

すでに16ヵ国で活動

③F・K︒マノキ認ーン︵セネラ いるQ

が︑搬子力平和利用の研究開発に

つ諸種の会盟︑団体︑欄人または

活動している︑あるいは関心をも

聯繋局は︑堺勝局長︵現伍C・

ル・エレクトリノク持幽碧落︑一

も黒鍵になることができる︒会費

政府機関は︑囲内および外隙から

⁝

でニコニニニ

いる︒なお︑A王Fの財源は︑そ

鍛㎡などの職種によって異なって

ーニニ！

一多ジ

〆

も蟹擾な協力関係を保っているこ

ノづ5一︶二認ノニノ玉一

とは周知のことてある︒
王5づ 〆 一

⑭

ぼニはほモドニコニ まニニニコヨロ

漏壷蔀

九五八一六〇年︶︑ゆC・H・ウ ロピンス氏︶は︑窺務部︑嵐版部︑

法律企幽部︑採鉱︒精鉱企離郷︑P

fiハーヘウエスチングハウス． 計劇・技術血圃部︑行政企圃部︑
エレクトリノケ挫腹囲艮︑一九六

整理された業務と︑職臓数一干難

〇1穴二無︶︑⑤L︒H・ロノジR企画部︑図醤箪の各部に分けて 頷はメーカー︑継力︑土木建纂︑
ス︵ペンシルバニア︒エレクトリ
名という小数精鋭主淺をとってい

よるものがわずかである︒

雛収入としては出版物︑展示会に

のほとんどが会費によるもので︑

ノク祉祉長︑一九六二一六四軍︶
る︒

たとえば︑充識した報告轡︑議

鱒W︒ケネス・デービス︵ベクテ

鋸戯︑薙報︑戦緋目録︑公認のた

一九五七︑六〇︑山口一隼に口Ψ木含

AIFと臼本原子力塑礎会議が

ル日嗣鮭長︑嚇瓶六四一登霞︶

めの図瀞および月硝白むとを発行

〆二

岡の原子力会議を開催し︑その後

している出版部はわずかに五人で

の諸氏で︑会長は大メーカーお

る︒

づ王ノ

二†八︑浦人が千五首七である

現在︑会員数は会社︒剛体が三

まかなわれている︒

酉

世界の同毬組

カナダ原子力協会︵CNA︶は︑

カナダ原子力協会

市場開拓に力注ぐ

すでに述へたように︑A亙Fの

般サービスは縛務局が中心となっ

て進められているが︑会員への⁝

A王Fの会長は︑過去十二年間 上幾な活動は︑愛員軸組級によっ

総務局よりなっている︒

理粥会︑財務姿員会︑法律顧闘︑

総務局組織A工Fの組織は︑ よび霞力によって占められてい

笛擬を黒している︒

原子力産業の健全な発展を
原子力薩繁会議という乱民は︑現在十六ヵ国にある︒

篇襲立され黍メ芝冗五〜葦モ◎

曾藁針鱗難難礎稀臆麟蘇愚
二年ごとに交代している︒

に六人が就任しており︑たいたい

では︑の内外の原子力鱒報を蝦道

すなわち︑①W・L・シスラiている︒委員会抵動のほか肇務局
︵デトロイト︒エジソン挫桂長︑

ダストリー﹂の発百︑ゆ各挿報告

一尾石三i五八年︶︑のA︒イドする月預誌﹁二∴ークリア・イン
ルス︵バブコノク＆ウイルコノク
爵の作製︑ゆ特別セミナー・研究
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CNAの組織除子力関係の会

という地位にある︒

九六〇年早月に もつとともに政肘のアドバイザー
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運導者のオンタリオ水力が力

ユーゴスラビアは︑スウ℃ーデ

ンの雌水炉に非常に興味叢爪し︑

鑑嬉織留の代藷が誇・L

⁝

一

炉の建設計画があり︑今年の初め

◇

イギリス

◇

ーがAEAで開発

放射能除去スプレ

に調練を受ける予定である︒

供給されるが︑ソ連で装置のため

った︒

ケニア

◇

へ

則麗懲三蚕

壷

ケニアがXAEA︵岡際醸子力

った︒ケニアの加盟購錆は昨年九

機関︶の九十三笛臼の加盟頃にな

◇

いスプレーが︑イギリスの原子力

面陳子力船の建造を行なわないも

公社︵AEA︶て開発された◎こ櫛の講読によれは︑イギリスは当

イギリス

リーがアフガニスタンへ︑ソ連が

れは︑火災の際に放射性物鷺を入

砂

の着工は延期か

原型原子力船建造

託した︒

メリカ念薄曇︵窪郷国政府︶へ慰

IA避A規定に蕪づき批准欝をア

公で．蟹濾されていたか︑このほど

からX線甚躍とコバルトの装羅が 月ウィーンで滞かれたIA鷺A総

ll一＞Aーー モロノコとパキスタンは︑ソ連

件などに麗して意冤の炎喚を駒な

ASEA托と資金調達︑契約条

アフガニスタンはハンガリーか

けである︒

てきた︒今渡もこれ豪でと岡額の

いる︒ユーゴには・二万五千KW

ーデンの醗水炉について検附して︸

汐髭駅饗鷲㍗如ゴ

社のASEA鮭レ僧訪糊した︒ルi︸

籍
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〇％︶している︒建設躍約酉二

ナダ原子力会社︵所有者︶から蒸

二

連第政府︑州政府︑カナダ原子力

じ︸

長の開鯵︑㊥

二

気を購入発躍︵酢年の利罵率八

P＝

会祉︵AECL︶と三儀に関係を
C

殴立趣雷カナダの燕子力開発

トロントで設立されたQ

二月一二

図遜・資料の

嶋襲撃饗躍

ス社辻長︑⁝瓦貰六一五八駕︶︑

ノ
ザービス︵施

おり︑︸般入

料は冠白して

も自腹で入手

十引堤︵七十七力が︶にのぼる援

なう二二を一尾六二年にたて︑七

助物資の三分の一がこの七三国に

する講演会﹂などを開催してい

会議の議蟹録と月刊酷﹁ニューク

援助であるが︑医学利用のものだ

このようにCNAは封水炉︑核よって醐達され︑控麗が南えられ

る◎

全︑齢PR・出版︑⑦技術︑⑧ウ 四卑十 月︑東斌で﹁通水炉に関
って組織が構潔きれているのは各 ラン︑ゆ財務︑⑩法令︑⑪災群民

社︑団体︑機関︑懸人の運搬によ

瞳︑⑫技術者即成︑⑬R1の岱委

核蝋麟資源︑アイソトープな中心

隅と難聴である︒現在の会員は︑

政策にみられるごとく︑矯水炉︑

に次のような活動圏的をもってい

できる︶︑⑤
螺子力麗の開

員会が運営されている︒

燃料︑R王の市場開拓に力が注が

際会歳と展示会﹂︑

リア・カナダ﹂を発行している︒

一九六三琿五

タワで﹁重水蜘とRIに関する国 れている︒豪た︑細務局では餐毬

一汎ふ要望偏ヰ五月︑オ

憲嬰聡力会世︑メーカー︑教再機

会長はカナダ・ゼネラル・エレ

の会員も騨難している︒

主要活動

る︒

ること︑︵こ︶原子力開発に菰通

健愈な総長を健進ずる裏写をつく

︵一︶原子力発醗とR工秘編の 関が多く︑六十一会員︒外隔か6

催などを田欝
聴携としてい

豪た︑毎薙

る︒

月︑モントリオールで﹁発購炉の

を受ける︒戸口の援助のほかにこ

クトリノク祉会艮のシャン・F・

巡転経験と将来の陥発︑RIに関

会への外国からの滲加は代喪者た

の関心をもつ晦漿翼︑公盈濃蟻︑

マクレイ氏︵一九六〇一現在︶︑

する国際会議﹂︑一九六四無五

土月にはA

IF年次大会 教曹機関︑政府機関︑醐体の閣の

慣務局長はロイ・F・グロス概︒

なおCNAでは圓際会講や展示らコバルト線量と譲︑X線装癒
︵三︶

れを便用でまる医著や技術者の訓

協力関係を援助すること︑

練のために大学醗の学焦も派遡さ

を開鰐して内

の参加のふえることを璽んでい

けでなく︑論文発表やパネル討論
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れる予定である︒

原子力薩業におけ・勺カナダの役剛

≦

アシーン卿︑榔務局長はG・11・
グリーンハルフ氏︒

る︒

月︑トロントで﹁発展する世界の

！多〜

ことになっている︒きらに国際的

現伍︑会員叡は総訓六十一で︑

六︵研究所・団陳︶︑謄助会員τ⁝

一AEA ◇

機器の供給を認可

◇

モロノコとパキスタンに向けてそ

リノトについて多額の財政支出を

たが︑冬構は︑原子力船建溝のメ

の児興しがまだ先のことである

正嶺化する経済性のある賑子力船

ヨウ素胤でさえ除去できる︵ナト

リウムチオ硫酸を化学結含させる

取り除くために使われるもので︑

る︶︒

ため水の中に入れることができ

クライナ︑ソ連の各濁は︑低開発

で︑AEA︑CEGBおきび諸産
国字
に対して放射線診断研究所と

ス瞭子力配業界の新しい組織なの

関係施設の調練のための援助を行

病院の放射線科︑妙工研究所や岱

としている︒

な閻題をかか岬んでいる︒

並との複雑な関係誉調整する閑難

BNFは罠い歴史壕もつイギリー︑ボーランド︑ルーマニア︑ウ

下翫へのダグラス・ジェ〆酌溺

れぞれ那購線上搬用の嚢備を供給

原子力船建造について検封して憲．

よう︒政調は昨黛五月以窯︑環型

IA烈Aの理事会ては︑ハンガ 鍵分三千渚の水が出るすばらし

原皐力二黒に関する情嬢を提供す

理回議の下に会 喫務局では本年一月から内外の

いした場合︑空気中から放射能を

れてある叢鰍等から放射龍が漏え

初代会長はウィリアム・マクフ

会凱によっている︒

後進国向け放射線

態璽

りについての飼墨金議﹂︑︸九六

理点綴の下に調整委員会と事務
叢論解洩の楊をつくること︒

原子力開発お云ぴ薩業についての

！
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局があり︑①経論計函︑⑭触業参

外の瞭子力舷
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配薫会議の伸間入りをしたのであ

にはフriラトムの活動にも参加

・一2BNFとして爆弊各論の啄．憧力ち︑原チ力痒桑罪の見解を逓へる

る︒

しかし︑遜去の業績について謡

︵公益堺攣縮・海外の会組︑団

一般会員四十七︵会社︶︑雌会員

るには楽だ口が潔く︑見るへき成

隅している︒
内における除ア力堰纂および機関

巣はない︒今秋配本て開かれる除

︵一

の悶慰を調弊すること︑︵二︶留

の援触と説諭の場を提供し︑共通

子力展曲輪には︑AEλとの協同 いるQ財臨はすへてこれろ会員の

BNFは︑

子力協会︑原．野離曲噴会議がそ

たわけではなかった︒イギリス原

蝦および謬見の表明のチ融︑ンネル

活動が予定されている︒

設立趣旨

れである︒けれともこれらの組織

の役割りをすること︑︵三︶企業

長議問盤員会︑輸出小委貴会︑展

の発行を開始した︒

る月刊全報﹁BNFフレティン﹂する罰蜘を認めた︒

BNFの線織

示会小歪賃会︑虞携局があって︑

体︶︑個人会員五かろ構成されて

は︑腺︐レ力闘係についての工業

に圃内ねよび囲際的原．＋力分野へ

イギリス原子力産業会議
設立の経緯

的︑寒路的の慧思の酔夢が蔵弱で

あったこと︑35よぴ政痢と腿業界 の参加を喚趨すること︑︵四︶原
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B旧NFい組紙であるの
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る︒
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の反対もあったが︑小組急なが
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充︑横浜圏大助教漫鈴木博眠

量学館綜覧︵三犠狐︶教諭戸井

所で行な︒た
一遡聞の原子

炉実地講習を
最後に︑八月
＋四翔全課彊

この講二会

を終了した︒

汽官大塚誠
激城県立水戸糟繊晶校教諭山騎睡

茄川邸惣工業高校数論永田恭一

入避飯氏は︑の藩校の琿旧教膏

ル編成業務 城正夫
局長安矯義
とくに︑瞭子力に関する韻門︵設

蜘高鮫理q教毅の躍成方法なちび

備︑馳設︑教科潜︶の実情細鷲︑

夫︑理化学

磁水蜜眠の

騒諭会良

に壷格︑現職凶暴の現地灘ゑ︑勲
大学︑闇究藤︑駄子力発駅所等の
原子力搬設絶心τ想鼠的として︑九
月二十日ビ一ろ置り溺一カ月間ミン

講習しする新しい力広囲．︑健施ざれ

つを講蟄課拶におて︑八月は失地

することとなり︑購修生を募集し

十五回の塾礎課復の研修公む開催

トープ撒修所では︑第万＋四・五

における線虫墨は︑X線で一分閥

このへ⁝女トロンのπ期の馳離

であることなとである︒

こと︑二十四時醗連続題娠が胃鮨

子隷をたせる幽動式を採り入れた

六詫間︑印込濫は訓練濃鼠何で放

︑

黄

膏醗

リヤーノブ樽士︵予定︶▽英

士▽米原子力後厄長G・T・

原芋力公社総哉W・ペニー簿

から鮮血に参加する約四衝搭と

︑

典

婆盤景嚢輿

シーボーグ醇士

を盒む発羅嫡の最期的な開発訓

工AEA幹部職員︑在H各国大

また歓迎パーティーは︑県外

日な腺子力藤染喪議億︑来る

齪について講演することになっ

一AEA総会の付帯行事

九月一一十日︑麟隙鳳子力機関へ工

認砿山ハ時か・り七時瓢一十−分豪で︑椿

公便らと愁談す鵜ため︑欝欝午

嘱搦総長のあいきつのほか次の

力委畷長︑エジラント王AEA

AEA︶魚泉総会に出燃する魅ており︑菅源配会畏︑ヒ原原子

に関する臨調講演会﹂と︑源外

▽カナダ線．＋県会筏総裁J・

織ム・二千円︵英立講縞儂代とイ

で受付けます◎饗加登鍛趨は綴

論難難燃課で︑八月三十一日虫

愈捕甲込みはいすれも猿総懸

山荘一．﹂開催し熱すσ

1・︒グレイ博ナ▽仏原子力婁

六講師が講醸し茨了︒

力園政雇代表の﹁原子力開発

嫌棚蕎驚の歓迎パーティー卒崩聞

員長F・ペラン簿士▽インド

き虫ずが︑φ52かしめ参澗蓋の

穂懸力委員畏R・バーパ博士

雛録補をと︸4一ことにし求したQ

この講蔽会は九月二十田午前

▽ソ辻−AEA盛V・エメ
テfi二千円︒

ヤホーン使用実鋭︶︑畝織ハー
十時かろ午郷四時三十分まで︑

日本原子力産業会議

川︑響岡壷ご十∴ハ冨糾L﹂か

増設ぎるケープは引船のJRK 欝本隙子力藤懲会議と臓本保安

原研ホットラ

ボで披露式

なうためのもので︑コンクリート

︵麹一二三面︶で篤〜極糧曳の第

抱区赤坂一ツ木町の三鷹規洛協会

八園放射線取五星徽⁝掻玉翌会昂一闘
く︒

薫

ロ⁝カル・スタノフ

心配は無用

近磯的分

というこ

がW日及していると分︐て︑

たには違いないが︑日添に対す

を離れるとあって︑万全を期し

とになったがV阿めてウーiン

そんな

染

上︑二巴その他も

備︑サービスが冤備している

に︑臼軍では会描のホテルの設

細なもの▽だんたん調へるうろ

ノセンシャー︑窯内曇に艶る詳

工のマイク︑郵便の関醸からメ

を要＊してきた︒その内訳は柵

五十入の

会議の万全の運臓のため

蹄かるくる白四十人のほかに︑

営準備に濠州▽工AEA醐はホ

きて︑外務省と連話しながら設

バレノト氏ほか二人の先遣隊が

丁践14義からはλ・

いよいよ間近になり

︵王氏H義︶総金も

国際原子力機溺

一Y−A一
機器の﹁部分搬入を待つばかりに

成しており・あとは鈴セルの内蔵

現在︑これら施設は九尊近く箔

ケーマ鉛セルがその主なもの︒

八月二十七臼

昨年末慾工した日本原子刀研究なってい．⇔︒実際のモニタリング

篇

・舞非繋擦い・ン∴

多量のガンマ線をしゃへいする

所のホノトラボ増設工事は︑先ほ試験は︑科妓庁の範用許瑚がおり

篇

ﾊ澆

リートでそれぞれ隔離されてい

額嫌蛾繍鮮魚購鵜腋藻嘱羅娘

獣㌍黙鱗

ろ九月藁日までの五日闘︑張旧都

たことでこれをわが囲に活用する

物蓼便ってモニタリンゲ試験を行

以後境港年間栗海発総身燃桝の実

燃祥などの試験の他︑昭稲四や年

協会は共催で︑八週三十田か
2︑3︑4︑JPDRの照射用
ず晶み

はしいことてある︒

方向に持っていく衡為になれは麟

ム瓜を開く九月三十日から

放射線取扱者講習

になりそう︷．︑あるQ

で︑巣海か燃瞬の試験は十月鳳縫

製燃料を使って誠験を始める予冠

監護し錬︑︑八月手吉墨たの︑ρ︑麟懲懲には高肇

昭湘四＋年八月

政猷ヒ野公朝講撫立化会館ホー
ールで翻き︑瀦盟六ヵ困の政麿
代表が︑それぞれの鵬遮増殖炉

で︑アメー−・カでは原子力というも

十・五

で燭二千八蕎平方綴︑昆さ間や七
層︑幡慧

嵐かしていきたい︒とくにわが韻なり大規模なもので︑観設のコン

福擬し︑わが岡の理鱒教督麟プ鵜

るかを蝿ることであり︑この点を

ガン大㌫︑M茎聖︑ヘンリー・フ のがどのように採り入れられてい露式亭宵なう︒増設ケープは全体
申ード高校︑エンリコ・フェルミ

の視覧警は芽ばえはじめたばクリート字ブの罫簿ζ鴇なつ

ヌ剛立研

究断などアメリカの代喪的な賑子

かりであるので︑実際の現場を見

糠子力発瓢瞬︑アルゴ︑．

力施設や渦校を中心に発黙するこ

たものてある︒

ている︒募襲洩綱にレ中ると︑幽幽

ている︒
とになっているQ
入選した竃氏はこもごもつぎの

曲米するのは測めてであるが︑

ことしの参鮒畜籟︑講親馳編春は

期間は嚇∬耀四回卒回十月二十万欝

当り八十レントゲン︑電子線で千
五百レントゲンを示すo

R1・放射線医学
の研修生を募集
放射線医掌総合研究所

は︑この秋︑RI璽物掌犠総二二

言を開講するので軽侮生を聡空し

と放射織利用隆学の二つの短期斎

ている︒両課穫︑︸も研簿副間は十

井擦りでパンタグラフ式にヘノド

讃で送付ナること︒受講の決定け

鷹研所長あてに︑九月二十五日必

月二十五日置ら十二月四口までの

し︑今回納入のものは廉に据附け

ンセンターに三十〜MeVの識を殿転させる方式であるのに対

修費は放鷹研で負掘し︑所出の課

られ︑X線照射器と同じように全 十月虻田よでに通知する︒なお研

繭轄嬬覧撃払縄蘇鴨籔漿

難籍撚鍵辮綿屑⁝

穴川照ノ九ノ一︶の獲威訓紳滞

放射線医学総ムロ研究所︵千葉市

難題凱罪︒轡簾三皇総雛編重

r師将隠編磐羅談議端補薫蒸羅

四十煮︑実響携加者は二十二撚で

あったQ実摺の内乱は︑吸全実 から十﹁月二十田玄で︑恋醒十だ

十五日茨でとなって沿り︑陶阿と

回を十一刀二十九鱈からま耳二

解禅叢炉ぷ廼って︑計測．安全︑

習︑原ア炉亟転の両講瀧ののち︑

も勢土入呉は三十二名︑憂講秘は

環研ラジオアイソ

二︑四穐△蕃へ︒

トープ研修所︑九四一局四八八

上謡士醒町竃

申込轟︑問合せは︑文承眺駒込

一万二千円てある︒

など実轟をσなった︒︵写翼︶原
子炉での実習風東

原研R一転︑基礎
課程の研修生募集
日塞嗣子原拠究所ラシオアイソ

大型医療用ベータトロン
東芝放射線愛知ガンセンターに設置

量用ヘータト獄ンを納入した︒こ

体を醐甑させる方式をとってい

＝

よ・つだ︒

ボに運びこ虫れること尻な憩︒＝ る認隷のズレもどうやらあ︐た

／

申

6

円

佃

f斗学技爾

⊥和郎︑衷大大学院石井保︑私立

金がアメリカ平繍利用墓金と提携
入馬鎧茅献萌︑前綜研灘酒疑菊地

響緩

は︑為葦禁
糧度の妓術蔚
に墜治動力を
虫にして原子
力全般の一般

識を与えるた

の鎚蔽は︑きる昭禰三十七年放射

東芝放漫腺は︑このほと展開ガ

ているものだ

めにん焦開い

ベータトロンと岡一性鮨︑エネル

線除学総禽研號所に納めた同祉の

的︑暴礎的知

が︑今團から

鷲

＝ルとも睡はれる一iに分かれ︑

套隙罷強蕪罫
は六︑七二月

程を勇めたものには滲丁証郷を交

膿嚢紙
クロース簑
上製籍入
【特典コ原子力趨楽新關3カ月分一星

た︒

して︑縁欝火学院の学煮艦留学さ
π士︑東汰潔癖教擬鑓械醐賓︑爽
かったので︑つぎの蒼氏卒癖同作

午力塁諏利薦堀含縄璽橋ホ とし︑応鐸の彊慧に櫨．えることに

泌︑朝日新
男︑簾立簿田川鵬翼教論提谷川忍

した︒

鋼諭説婁犠
博山県立育鱒勘校教諭長井治難︑

i︒ンネ 私立科学技術学園工業高鷲敦諭欝

残辺誠殺

謹之助︑文郡省切讐中簿鞍懸局調

畢ぜ
る欝斉婁呉

各貨よりな

会で行誓わ
れ︑優秀八
編が選舐ざ
わた︒

この八丁
の慈二者に

ついて藤接し︑人物審査と︑とく

凝ぴ

なお︑雲譲覆員会では論文が多

漿薪閲の懸章惰︑東承ηチ瀞ンネ

艘には朝日新進および搬霊力藤

三州

せていたが︑貯無は瀞少年致鷺電
峨鐵揖遇する尚簿単校の教
大曲擬向妨鰹︑線魔副全長松根宗

︑護摩︑

紛藁

・灘

この織果︑を国か︐総数麗薫彗

れた︒

ルのテレビ入ボノトなどで知るさ

聖外固に駆婿滅雌さ蛙ている︒こ

の紬果︑懸
国轡蒸方而
の講濾食や

注Z籔三山

濾じて大h

にPRの効
果懸鵬めた
経験花もと
に︑ことし
は呼子力の
闘発＋周年
を機会17縣︑

原子力平覇

⁝編の脇詰がよびりれ︑諸臣蕎の

ストした紬果︑鷲︑鉱陣母入選者︑π

に旋語㏄押解力と会緬についてテ

呂壕燈作者にしたもので︑痔侮灘

冨山県琿μ教費センター職疑田

宏ず現筏の理鞍教費一般のつろ

ような繊姻山亭のべている︒

中賢︑兵維県興庫℃黒高校致諭井

玉手はつぎのとおりであるQ

みれたが︑そのほかにち会得員︑

戚という呂捲許晒の附心をあつめ

擁し戴から六十ヒ畿︑竪均㎝エー・七

層か・♪応録かあO︑・．﹄た焦告褥も

公務負︑椰．・鷺︑擁融など︑脇広い

・ハ割以ト一は轟尚較搬員に一．恥って礁め

潤用のPR
を全珂臼に
︷瞬高賜す

ることにな
ったので︑

筒貌教員︑

仏く全凶の

数脅に関心をもつちの

教膏蟹騙覇︑その飽隙了力の平稲
利用L一理
誉刈象−﹂して︑去る入月から論文

募緊伊愛施したもので︑立蔀省お

入選した右から極藤、今城、中由の各調薬

㌻か葦曽サヤ篭目7茎9ヤー呼︾㍗吟％サぐ聖訥ツミー身↑盾衛ナ摯㍗9や奪葦︸ぐ聖りぐ㍗︾h〜一惑融量攣慧ーーーゆ一㌢

原産︑原動講習会で実施

王禅寺で初の実習

一網＝一一﹁響 一

九月中旬にアメリカへ派遣

議

業

△
二

行

意魏

雛

聞

業
産

力

原

原子力平和利用と理科教育の論文募集

繰讐齪讐饗蕩薩観劇驚瓢鶏饗騨

難

原子力平和利用と理科教奮の正文幕簾で

る︒このほかの特徴としては︑新

一
好 評 発 浴

一、

しくワンブノシュ方式でX線や聡 付する・

・＝大露孔・

5 0 0

L

定

麹環
藩隔
ギーを出すが︑放隈研のものが天

「

絢・予算
身引など

◇お申し込誇は簸糊器庸力、、日本原子力
愈議サービス慣叢話蔀へ

開発10館
分折、原

ら

岬

600翼

8ホ横2段総

A5判

12

・，

の蚤麺岡ず

難

ｳ

総

ヴーーノー》
㎜｛

翻

離躍
璽醸纈
麟1縄薮趨

昭和40年8月25∈∋

新

子
三潮脚〜便物灘可

第330署
（5）「

武ﾁ︒＝ニ

厨

9

このころ︑市議会では満鰯一

と満期侍した︑というのが地元の

な施設が土岐帯にもてきるように

研究に強い印象層受け︑このよう

現場をシーブで回った︒土岐市の

経験亭討つ塚本係長さんの饗内で

綾地匿へと︑ウラン探鉱十数年の

人形峠︑爵占についで︑こんど集

軍善下りて一時間も山の中を歩か

便利がいい所で︑人形峠のように

てはいない︒﹁ここは全く交通の

蝕があった︒人家からも全然離れ

から膏五十﹄蕊C︑人形峠では深き

地域ではポーリングの深さは七声

ウランの属託を調へている︒この

ーでつり下げて︑カウント測定︑

ングカ法についても考慮︑現薩ワ

人間をできるだけ減らしたボーリ

も人間がいないのて困っている︒

採用讐に漕心︒ウラン採鉱作業に

荷︒一方︑入手不足に灰坑離職者の

由︒将来の櫻も期待できぞうだ︒

ぎて手がつけられないほど

坤びているという︒

く

ざ

び

粘

人形階では十年かかって採鉱

した縞渠では︑下思蕉翁が人形・

が︑これは衷濃地区の一部での鉱

愈古で一一千ゾを轍告されている

ウラン鉱の探鉱が進むにつれて

イギーラインを使用しているが︑

なくてもいいですよ﹂との塚本さ

聞くと︑〃この辺は町に近くて︑

螺料がとうしても必襲になってく

らみても︑昭加五十年ごろには核

供給できるのだと⁝爪了必襲があ

と語る人・

7
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五年出版︶

編⁝

ビシコンを与える

と男らしい藁巣︑

影

︵M・1︶

一九六

︵束京放送

山ハ三一督

O転転放送のあゆみ
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