︑

一・

研究を生かして設計と調査を実施

四十六隼

民聞の研究を助成するQ降約寒寒

③再処理施設の設置

漕手する︒謹た在来型灘入炉につ

㈱國際協力の進推

約二億二千

原子炉研修所︑

利用のほか︑海外に留学住を派遣

RI研修藤︑放医研養成訓練部の

⑨人材の獲成

万円◎

関する研究に龍点をおき補助金を

在来型導入

六千万円︵約四千万円︶︒

︵二面詔慣参照︶

前田に引

動力炉開発鰍を新

設するほか︑水戸原子力慣務所の

する︒また国謙協力措進のため科

鋸務増大などで職員ヤニ名を増員

放射線隙欝

⑪原子力関係機関

▽原研蹄二

学アタソシェを所要の増員する︒

万円のうち改斑出資約九十四億一

千万円︵十八偲一千万円︶▽三熱

酉名を増員するQ約九十七億八千

封五十七名増員Q約二十三蝕九千

研︑紫雲などで︑また民闘企業に

な研究を進めるとともに︑水戸原

万円のうち政鰐出資約二十三懲三

対する委託費の交付を通じて必要

については蔚年度に引続き放医

の防止と原子力施設の安全の硲保

⑦安全対策の強化

験研號を中心に委託費を交幽す

⑩原子力局

する︒日置一億一翠万円Q

炉の国睡化に必要な国力炉燃料に

ゆ昆間研究の助成

いては圃産化を促進するため︑J 度先成を目標に︑前置度に引続き
億一千万円︵五九懸円︶

④粟海地区地帯整備

泌路の整

PD飛の改遡︑試験研究筆工蟹や 主工程の詳細設謙をする︒ロ靭五

の研究卒遭める︒そしてこれらの

補助金の交付なとで安全性と燃料

二号七千万円Q

⑤放射線利用の促進

職蘭研究駈の放尉課試鹸施設を整

続き線研のアイソトープ事業部と

備するとともに︑農業︑医学など
の分野の放射線利用に害し︑国立

る︒膠約四癒一千万円︒

交付するとともに︑在来型導入炉
研究に必要な当惑試験炉を二親謝 備︑宥勲爵迷施設の設置なとの礁
爾にそって建設する︒h約三十八 染に必鼓な補助措置をする︒11約 の安全性と幽遠増殖炉に関する試

建造契

億四千万円︵約十七億八千万円︶︒

②原子力第一船の建造
約の締紬を蓋干延期することにし

費を説上したほか必要な試験研究

たが︑一応建造に必要琵小限の経

をするQ

試験研究機聞なとで研究し︑球た

設計費ならびに研究開

発費約一億円︒

約九億円︒

化する︒

増員︒約七纈円▽国立試験捌究機

約一鯨九千万円▽放賑研一1十七名

11約二億六千万円のうち政府出資

千万円︵約玉江円︶▽原船起業団

子力慣務所の放嚇能監視染務を強

また放射偲降下物の人体に与え

約一貫二千

る永続的影響を溝えて環境放樹能
の調査を強化する︒

関薩約群議三千万円▽理研到サイ

それぞれの協定を結ばなければな

め方について説明︑出席メンバー

から活発な贋疑があった︒婁員会

入舶用炉を搭載する場合︑民間繊

としては︑第一舳見聰り価格︑輸

資をふくむ長期資金講画︑などを

て︑できれば年度内に建造を軌道

検討し︑二月來までに結論を出し

にのせたい題向である︒懇談会の

束大教授安藤良央︑原野副会侵

メンバーは左の通り︒

大屋敦．乗大教授大山彰︑原産理

事岡野保次郎︑源研顧問菊池正

士︑原電常務嵯鰍機遼蕊︑田本

窮杉本朔雄︑朝日新聞社友田中

造船工業ム黙長佐藤尚︑一難原研理

慎次郎︑原癬理頂・原子力船婁

員長松原与三松︑日本海禦協会

訊

スレおノ

英国

霧

CENTRE：

薙叢嚢霧舞薙議灘搬

科学技術庁は八月三十一日午拶︑同庁の三三案に包括して昭

五年計画東海施設地帯整備へ

総額は百五十三億円
田
⁝

し︑窩速増殖炉については山冠臨

奪度の原子力麗係予箪概算要求を大気省に擾出した︒

⁝和四十

界実験装認の建設を継続するほか
大型ナトリウム︒ループの建設に

甲この原子力関係は百五士二億一壬蓄二十二万円︵ほかに国麗旧

闘霧負響為額二高閣九壬ハ畠万円乳下力・コ内の叢m

おける再処理体制を磁立するため

さらに原子力船の入沿に貰えて

二講論ひ†万田U︵約四千刀円︶

クロトロンなどの建設を含めて三

万円︒

四徹万円︒

密要溢樹辺の調査を始める︒睦約

明年二月に結論を

原子力船懇談会が初会合

初めに有沢曇員長代理があいさ

スホテルでその初会合を開いたQ

つ︑担当の西村︑武藤芝山員を紹

陳子力婁員会は︑行き話蒙った

早く国造にのせるため︑源子力船

原子力第一船の難造をできるたけ

介したのち︑薩村委員が座長とな

政府は八月三十一日︑日米爾国

らなかったが︑これからは共通の

って︑原子力局からこれまての経

懇談会を設躍し︑九月一口︵水︶

緯︑ついで委員会から懇談会の進

午後二時から東涼芝の葉駅プリン

一

軍に研究用特殊核物質の売買に関

殊核物質の必要な場合は︑総羅約

韮本協定をきめておき︑研究用特

臼米研器用特殊核物質売買協定

政冊はかねて︑研究に便用する灌

十難を一応のめやすとして︑簡単

する協定が成立したと発表した・

縮ウランなど特殊核物質購入のさ

したものである︒つまり賃黛借に

な契約轡たけで入手できるように

ついて締結されたいわゆるブラン

いの手続きを簡易化するため︑米

ケノト協定の購入版である︒

国原子力婁員会と協定編結の交渉

後四時三十分ワシントンで︑在米

なおこれまで日米間には特殊核

をしていたが︑現地時間三十日午

大使館の鶴見公使と︑米国原子力

物賢の入手に関して賃貸惜協定が

り︑このうち売買協定の三件︵う

七件︑売買協定が三件結ばれてお

委員会のクラノツア国際鄙獲の閥

この協定は︑昭和三十三年難名

で調印されたものである︒

敏太郎

ち一

▽おことわり△

長山県晟央︑爽大名蕾教授脇村
された日米原子力一般協定に基づ

の燃料用︶はいずれもそれぞれの

合で﹁あれからもう十年偏は二

件は研究用︑一件はJPDR
いて締結されたもので︑これ豪で

協定に雑芸された特定の原子力施

瀬に掲載し豪した︒

収録演芸の都
は原研その他各大学や民間会社の

設で使用される特殊核物質の売買

Buliet｛11送付致します

カタログ並Technical

叫はいずれも儂務負握行為額︶で︑削年度予箪額よりも憲十五億㎞

昭和四十⁝調度の原子力開係予
の再処理施設の建設と︑茨城票東

15，677

6

ラジオアイソトープ

の

一門千四衝六十四万円を増額している︒しかし来年度の浄業にはh
⁝茨城県束海地臥の原子力施設地帯の聯癩に着手するほか︑とく一
脚にとりたてて示すようなものはない︒すなわちこの騨項別要求川

騨見積りは︑まず原子力発醒の璽
海地区原子力施設地帯の園丁をと

即額は別甕のとおりである︒

要性を考えて︑極力エネルギー供

卿一圃

噺＝

15，677

契約書だけで入手

一㌃
画一訟
＝脚
議ある世論をおち立て︑これを周知し︑
⁝⁝⁝

藷

﹁原子力魔業新聞﹂は

実現せしめること﹂をその俣勝としたの
であります︒

以来今田まて︑

この創刊の趣旨を守り︑つねにわが国の

難
一＝

墜＋力開発を前進させるという大局的兜
地から︑公正にして客観的な報道に努め

てきました︒

⁝⁝⁝

今日︑開発の進展にともない︑開講の
⁝臨
＝一
課題はます談ず多岐にわたり︑本紙は増
ページによって便命の達成にいかんなき

⁝⁝⁝

雛皿
一＝

を期しており豪すが︑今後とも読者各位

として禽てて下さるよう

5，800
印一胴

玉1，778

を対象としたものであった︒

御希望の仕様に特別調製も致します

波高分析器

2，600

SOURCES

MA・NEUTRON

犯0チャネルパルス

73，633

のこ鞭櫨により︑本紙を文字通り︑原子
公器

お願いいたし京す︒

11，9487372

原子力施設で研究に使胴する特殊

竸韮

造について︑茎本計圃実施上の問

わが国の原子力開
発の胎動が始まった
はかりであり︑關発
の態勢を速かにとと
のえるために︑海外
無謬の把握︑関係機

れた時期でありました︒本紙はその必要

力翼の

薩業新闘﹂と改題して岡会議に引き継が

11，777，574

228，875

2，996，045
15，312，222

核物質を購入するには︑その都度

量㊤i服亜翻21囎

あらゆる分野で活躍できる

53，600

鵬田m一諾

199，881

2，996，045
15，512，103

夕トに科学域馬齢輯センタ

りあげ︑さらに原子力第一船の建

題点を十分検附し︑各界の協力を

1，491

1，059
168，636

（外数）
⑯原子力局の一般行政

し︑この見地から核燃料の安定供
給と効率的な利用をはかるため︑

得て︑できるだけ母く執道に乗せ

30，801

900
委員会

絵の自立体制を確立することと

園内における燃料サイクルの確立

すなわち来年度の原子力関係予

るなどを︑重点潔項としている︒

算概算要求のおもな事項をあげる

推進することにした︒そしてこれ

と︑動刀炉の自主的隣晃を強刀に

と次のとおりである︒

26，745

⑮放嚇線盛議会

453，715

⑪理fヒ学研究所 横

219，693

⑩旋尉能調査研究

45，641

⑧源子力妓術者海外諏遺
⑨廃塗物処理旧業の助成

813，256

⑦核鰍料物賞の購入鴬 横

48G，000

⑥試験研究の補助、委託

爵

n旦

央区銀座2の3米井ビル電1話（561）5141〜5

璽京都千代田区内ぐ町1一一1
①EL 501−5411（代♪

を実施するには︑新型紙工炉と醐

321，750

本紙餌租のころは

道と︑匝論の喚起に大きな役翻りをはた
してきました︒

0
⑤国立機関の試験姻究 横

RADIOCHEMICAL

THE：

東京芝浦躍気株式会社

203，556

5，017，603
22，268，79G

針

170，798

｛鑓エ，447，094

合

速増殖炉の研究開発を團のプロジ

発の実施謝圃立案︑研究開発体制

①動力炉の研究開発動力炉開

と施設の幣備に重点をおき︑必要

ェクトとして各界協刀で進め︑ま

も︑その建設と国薩化を促進する

た海外で開発された在来型導入炉

転換炉についてはこれ京での調査

な研究を推進する︒すなわち新型

そのほかこの難度では︑国内に

驚 灘

（横は国簾憤務負担行為論、単位千円）

関の鱗接な連絡︑世論の結集が必要とさ

毒

⑬原子力施設地帯整備

730，728
410，000
246，445
559，658
45，651
2，600
121，727
38，600
267，598
5，800
271，069
36，471
1，491
旧川石

…

1，845，148

1，966，000

昭湘四＋年九月

幽繊

糟

酬

舶

㎝

191，000
697，554

⑭1歌子ブJ発電所立地調血

715，000
525，823
57，270
583，519
315，000
383，454
269，120
38，489
2，600
103，002
56，000
396，940
5，800

⑭原子力

暇

901，000

2，334，00G

940，000
796，783

償）田本原子力船事業団
④放射線医学総会研究所

231，556

計

9，4G8，000

1，370，000
3，387，000
｛黄

②原子鰍料公礼

5，017，603
22，065，234
｛葦疑1，4∠17，094

調整額

要求額
前年度
項

舗：

政
行
省
⑰各

昭和41年度原子力予算概算要求事項別総表

一

期韓魏菅 礼之助
ｺ和三十駕九弓に︑故小坂順造脅が主

宰していた原子力平和利用調査会の鷹関
紙として﹁隈子力新
聞﹂が刊行されてか

．■口

にこたえ︑輔刊の趣濤にもある通り﹁良

子力魔業会議の創設とともに︑﹁原子力

が︑翌年三月日本原

迎｛

399，000

難

ことにした︒

≡

一＝

■龍脳

國＝

⁝

幽＝

弱

ら︑今月でちょうど

当時は曜︸の聯門月

≡ 満十年になります︒

尉＝

ノ

お

1，8ユ0，000

弱

鞠

鼎幽

｝

脚

…繍 F蠕

冊

…

凋1？

熱灘

ア ・ブラウン・マクファレン株式会社

工

言i測窮業部へ

；お問い合わ珍は

㌻刊ジ

①日本原子力研究所憐 U，ぎ㍊8、鰯8；8各8

臨

、

冨

ぐ
｝㌔
・

菅原産会畏

覧ぐ

刊紙として活躍した
≡

罷

へ

創，

＝．れ︑以来一貫して内外の原子力天為の報

個＝

野隅＼

≡≡

藁

c

駆
噌…

≡≡
謂…

輩

叢
一詔

購翻礫三塁囎こ驕

、

振替策京5895番
誕（59篭）6遷2葛（｛七〉
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新
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∴熱讃纈粛

東海 地 区 欝 励 地 帯 整 備 を 選 一 顯
︑

来年度から着手︵難

放送施設にはきらに住罠口々の受

その他県市町村の地元負担︑有線

めの一億円などであるが︑工事は

地域の購入費︑有線放送設璽のた

画︑一二矩で冠題する阿字ケ蒲緑地

漕手する分の道路三本の三庫裏

円が計上された︒これは共奪度に

四十一年度予算案では二二七千万

五年計画で総額十八億円
鳳子力蚤澱会は八月ニや六日︑懸案の茨城県爽海地区原子力旛

るが︑これは輿海村役場に交換台
蒲者偽担などが充蝸さ諸る︒

岐昂県比岐南に乗濃鞭鉱饗務所を

調査祁長ρ調査役︶小島一郎▽

鴫発丁重家柄取扱︶神山ぬご▽

艦鐘箏︑ 控二部良事携取扱堆一省七階の一筆に設けた︒

ので

総の下の力持ち

的な存

探鉱翻発部次長︵調査繁長︶金
レーさんの先発隊五人か来日して

レノガi氏︑グヴラスさん︑ベズ されたスタノブが毎夜縄くまで総

ほどバレノト氏︑ヘロルド氏︑ド

摺︑人事︑薄墨︑公報など総金下

参噴欝を申心に関係機関から派遣

した︒なおこれと同時に電気人箏
沢⁝姐▽奥丹後探鉱箏務所長藤

≧︑

ノ

ミ

〆

ヘノ＼〆︑

一AEA東京総会華備蘂務局

ニノ
ミ

ノ

ミ

課を中心として臨時繍成されたも
〆︶〜

の二倍に上っている︒

ということである︒

什欝︑机などの備品については
外務省のものではまかないきれず

㎡＼ノ
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人から一万六千人に・小えた︒この

剛商林︵現在地︶もみてもらい︑

皿が硯察に来たとき︑県では別の
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た︒私はそれ豪で村松同の村長を

である︒

究所とはドエライものなんだ︑と
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てはというので︑駅の応援奄得て

れらの投資は学校の鉄筋化昂ほし
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東京都高等学校視聰覚教育研究

経歴

必要なことである︒

れてそれらを解説してやることは

い認那をスクラノブし︑おりにふ

まらず︑時々刻々と世に出る薪し

史的な内答のものを紹介するに止

薪聞配嘆の利用においては︑歴

ることは荷効であると信ずる︒

呼び起こして︑一厨の理解を深め

子力関係への開心を高め︑翼味を

授業に視聴蛍教材を利用して原

三︑おわりに

って解説した︒

路や現状について︑新聞紀禦を追

そして︑原子力関係の発展の経

利用の貝体例を知った︒

ソトープの利周﹂で︑いろいろな

スライド﹁原子炉の綴﹂﹁アイ

③スライド︑新聞認事の利用

力﹂を映写した︒

うえで︑十六︑郎映爾﹁原子と原子

かなりしっかりした知識を褥た

②＋六ボ映画の利用

ーテストを行なった︒

子力教窒しを与え︑簡単なペーパ

して︑小二子﹁わたくしたちの原

濠ず畢始めに︑慶休みの読物と

①小柵子の利用

学習方法をとった︒

二︑設備

人の観測が主体とな

るものなどは︑クラブ活動で研究

もの︑一人

実験が時問的に手間どるような

五︑クラブ活動の充実

以上の内容を大証に取り入れるきないような内容を盛る︒

ものを設躍したい︒GM潜窟綾醒

ために︑各高校には少くとも次の

鵜校程度でできる物理実験とし

けられていない︒

て︑次のような内容を取り入れた

ツェン検蹴器︑ウィルソン甥倫︑

GMサーベイメーター︑ローリノ

い︒減哀曲線・吸収曲線の作成︑
逆二乗の法則︑放射能雨の測定︑

した成果や問題点は是雰互いに連

六︑研究の連絡

するのに絶好の主題となる︒

原子力の平和利用および高校段

三︑醐銑本

拡散霧粕Q

霧箱による飛跡︑原子核乾阪によ

化学教材としては︑化学平衡の

る飛跡など︒

階でできる各種霊験に関し︑教科

論を歴任Q四十九歳Q

経歴乗京物理学校革︑高校教

連絡できる組織が必要であるQ

開を設置し︑各県は豪た全国にも

密以外に醐読本として利嗣できる慰したい︒そのため各県に連絡機
ものを刊行するのがよい︒
四︑教材映画
原子力の平和利用や各糧の実験
について︑視聴鎚教材として映爾一

も︑嵩校の初期に原子構造を学ぶ
とき︑原子核に結びつけて原子力
に関する内容を以削のように取り
入れてやりたいものである︒

二︑原子力への関心をいかに窩
めるか

．聖U欄

回511﹁

原子力に関しては実験が取り入

11睡99

れられないので︑生徒の翼味と開

信望も際いというが︑歴史の新

への局内の評価は驚く若い人の

しい原子力局を役所らしく固め

l
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編長
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σ

本社葉窟都千代田区丸の内1の1鉄鋼ビル

覇藁所秋園・柵康・赤金。岡山・尼崎。片上

原子論的物の見方を
薫1
れを亟恵的に体系づける︒窮三に

るために︑教蟹玉谷を整理し︑そ

生物教材としては︑生化学トレ

の理解︒

の検出︑半減期の測定と地質無代

地学教材としては︑放射性鉱物

現象の理解は︑もっと実験を霊ん

それは今窪での学校が躍かれて
いた立場から見て止むを得ないも

ほとんど変っていないといえる︒

高知県理科教育センター伊
▼原子力を理科教育に取り入れ
るに当って
一︑腺子力に関する啓難

についても︑もっと多くの実験を

わけのものでもないQしかし︑そ すべきである︒隊子の世界の理解

たはトレーサなど︒

行ない︑窩校程度でできる実験と

原理理解︑化学結合上の担体︑家

れが翼に現代祉会の要求するもの

その展開を高校の教科内容の主体

じ︑実鉦的に把握するように指導

わが国の一会狼い国土の中で品川

人類にとって死活の悶題であり︑

乏しい科学技術教曹は基礎学力

であったかどうかは疑麗である︒

のがあり︑衷たそれがすべて悪い

を轟め︑発展を期するために新し

ーサ︑突然変異や殺歯の研究等︒

︾◎◎象

視聴覚教育で立体的に学習
一m＝＝㎜玉一一一憎一柵＝雪曽轟一一諜謄−一層一＝一一一︸齢一咀

n﹂h

ゆき

という印象も

井

エネルギー源の発見と利用は︑

いエネルギー源を開発していくこ

▼どのように取り入れるべきか

とすればよいのである︒

一︑教科内容

−一二＝︻二至一一一鼎一一二塁一一一＝＝一霊一＝＝罹＝茎二＝篇一一L

都立戸山高校中山雄

911睡瞳﹁巳圓隅

のぶ

お役人的

▽

へ

弼

に対づる響凡近を変える必要があ
る︒大切なことは︑塾礎の知識で

窩校﹁物理B﹂の内容︵指鄭要
領︶について原子︑原子核の項を

lI悶一日

むら

時に

ようとする努力が︑周の外では

調査課としては︑人員不足だ

与凡ているようだ︒

が︑単に内外の惰報を伝えるだ

けでなく︑政策につながる墜礎

卿

とは︑民族の駈要な躁題である︒

はなく︑塾礎的な物の見方︑考え

理科教青で考慮されなければな
見ると︑原子模型︑原子核の電荷

よれば︑三年の後期に学習する︒

まった︒それも︑物理の教科醤に

網

このために化学の授業において

準拠して授業が進められている

ユ零−圓鎚M月

科学技術庁聴手薬局の

U

が︑こと陳子力に関する限りにお
いては︑大泰な後退であると思わ

れてならないQ原子力関係の内容

181奮

は︑完全に物理の分野に移ってし

識勤

豪き

舗査繰畏になった

牧村信之

際協力課譲畏補佐︑原子力開雛
機関賠理官補佐︑政策課艮補佐
を二潮位ずつ歴任した︒原子力

費料ができ上って行く調査︑た

できる隅査課が期待されている

とえば︑長講謝画改訂の準偏の

と思う︑と抱負を語る︒調査課

も連携を深め︑PR面の努力も

が︑今までより︑箏務ベースで

は原産との憲口にもなっている

局が生れたのが三十旧年一月だ

灘
尿工大窯業科革の工学士︑松風

したいという︒

鳥や麻後もやるが︑カモにさ

から︑村田局長︑田冨監理宮︑
萩野谷撲燃課畏らと共に︑局は

りたが︑暇も金もないという︒

れるだけ︒ゴルフは始めたばか

の男の子との一二人暮し︒この十

好物は酒︒寒鷹は生れたばかり

政策課の課長補佐には局内の

えぬきの︸人といえる︒

して指導の役割りが課せ・一足れて

︵SK︶

補佐以下の薄い人の総元編めと

月で四十歳になる︒

に四年近くおり︑その閥一年ほ

いる︒氏が巧みに︑局内の窒気

成課︵今の研究振興課の報身︶

十﹁年四月原子力局へきて︑助

化学局窯業課に席を認いた︒三

たが︑すぐやめて重工省入り︑

工業という碍子メーカーに入っ

牧村氏は昭和一一士二年三月東

りは識に柔らかい︒

たら引かないと人はいうが︑漫

と慎通な構え︑頑固で言い出し

ると勝手なことはいえ目せん

新米課長ですから・三皇にな

氏が今度調査課長になった︒

酒器した政策課課艮補俊の牧柑

実質的とりまとめの中心として

動力炉開発懇談会闘係翼務の

躍

広謎高等師範物理化学科

一
し炉工学を勉強したQ次いで国 をよとめて︑引ばってきたこと

ど襲爵バーミンガム大学へ留学

蝿

この大きな期待を荷って原子力

段階に入ったQこれに対し︑無知 力である︒

は開発され︑それはすでに利稲の

らない点は︑鯖一に現代は分子論
と質懸︵漂峯番弓︑質量数等︶︑

から起ってくる懇怖や不安は取除
的︑原子論的な物の見方を要求し

ｻ学でも原子力の学習を

博

昭和三十八錐から本腰灘要領に

光

物理学の系統化の角度は︑分子

視する方法である︒

論的観点に立つことである︒この
方向に従えば︑気体論︑液体︑闘体

の諸性質︑轟現象エネルギー︑分

子原子などを統一的に述へられ
る︒物理の学習内容のこのような
系統化は︑知識の体系化︑科学的
思考の訓練に寮与するであろう︒
五︑原子力平和利用は案験から
新しい欝象に敏感である生徒の
翼味と関心を引き出し︑盛りあげ

ば実験はすぐできる︒激貝は畢許

るのは実験である︒やる気があれ

にあるもので結構役に立ち︑霞搾
もできる︒フィルム︑検蹴階︑霧
箱︑ガイガー響さえあれは︑定澱
も︑減使も︑エネルギーも︑物質
摺互作用も測定できる︒線源は白
マイクロキュリー豪で︑いくつで

経歴

極放射線取扱主任沓︑大阪尉原

卒︒中・高校教諭を歴任︒第一

湿土歳︒

子科学技術教曹研究会婁員長︒

縄

かれねはならない︒そのために︑

求ず榮一に原子力開発の惣養につ
原子核の変換︑放射能となってお
り︑実験的教材はほとんど手がつ

ている︒第二にその要求に応じて

理科教荷における観察︑実験︑授

行動などの贅質を養成するのは︑

二︑理科教曹の現状と反雀

る︒

業を逓じて獲得されるものであ

酬︑原子力平和利用と国民教奮

そ篇学技術のための必須の土壌で

して無毒のものではなく︑大衆こ

一国の科学技術と国民大衆は決

大阪府立成城工業高校今

教師の鰹．情熱が第一

原子構造や漂子核の世界を理解す

いて啓蟹し︑歴た放射線利用上に
も安全な領域があることを示さね
はならぬ︒

二︑安全措躍について
原子力を完全に人闘のものとす
るためには︑放射線の隙雷の開題
を兜服しなけれはならない︒放射
線を取扱う以上は︑その笈全性と
共に危険性について十分な知議を
持たせねはならず︑このような点
について万全を期して教爵される
必蟄がある︒このことは教冑課樹
の編戒の上にも関係があるが︑取
なければならない︒原子力に対す

新しい科学教筒︑殊に原子力と
いったものを導入して脅成してい

人つまり教師である︒知識あり︑

くために︑何よりも必要なものは

教育的瘤黙をもった人を得れば︑
何はなくてもその成果は賜待でき
る︒しかし現実の教育の掲が大き

い負担を教師に果しているため
に︑研究のために十分な力を剛く
ことができないのが実偶である︒

三︑今後の理耕教育はいかにあ
るべきか

科学技術振翼の要講に答凡︑原

には︑理科教子の理念に立罠って

子力平和利胴の開発を進めるため

原子力教脅を見つめなけれはなら

ないQ縞論的には近代物理学を受 も便ってよい︒研究心たけが生徒

四︑系統学習とは

と教師を削進させてくれるQ

祉会に紺してどのような鍵購を果

物理教科掛ないしは物理教膏プ瓢

系統掌習はその指導において体

嘗

圏

回

扱う実験も初めは臨く安全な実験
る客観輔勢の掴握や将来に対する

響︑ノ

洞嬢は︑国民大衆の良識と為政嵩

憾

三︑軍側訳程の編成

から入ることが必要である︒

＾嘩

晦灘

︾
瀦

轟

の認識と努力によって相互的にな

れた︒その度短に単位数や履修学

される︒

戦後の教育課程は︑数回改鵠さ

松根二二劃闇闇から欝状、間隔晶を受ける伊藤和義氏

一、

すかを理解し︑それぞれの立揚か
ら新しい進歩をうけ入れ︑それと

グラムの作成︑核変換や放射線に

らない判断︑慧見と饗実のちが

系的に整理された原理や法則を堕

ことであるQ社会生業において偏 関する実験の憩入が必要である︒

調和していく国民大衆を教黙する

い︑客観的なものから羅議をひき
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城

入れるための新しい観点に立った

理科敏蕎の理念は︑科学や技術が

邊と良識をもつ人間像を欝成する

一般教膏の一環である︒鐙かな教

理科数育は広い国民厨に対する

無

隼など制度上の変蛸はなされてき
たが︑鯉口の教冑内容そのものは

・織
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三氏の論文はいずれも、原子
論的な物の児方、実験および視
聴覚教脅、教師の情熱の重要な
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層畳は一九五九年五月二＋六日︒最初︑ホ部はカールスルーエにおかれた

ノ

ドイツ原子力産業会議

脂三開

イタリア原子力魔業会議︵FI

一九五八年は第二園ジュネ⁝ブ会議が開かれた隼で︑イタリアはSENN︑

S工MEA︑SBLN工の各原子力髭餓所建設謙画が案際に軌道に乗りはじめた︒
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イ高速炉

このほか多くの酸化物あるいは
る︶を開発中の炉型の中でも最も

︵鷺水減速為機物冷却炉を建設す

【特典】原子力塵錐新聞3カ月分贈呈

唖孕

議

ユーラトムは︑オルゲル謂画

カーバイド燃料が︑鳥鍋動力炉南

ム委員会は︑加盟罵がオルゲル原

積極的に進めているが︑ユーラト

?癖妻罵．藤磐影響窪黙黙蓬蓬美霧羅墾皐雷門塗櫃蓋i

は最大五・四％に達した︒

には︑燃焼度七％に逢したものも

島揖として拭験されているが︑中

型炉の建設に罵業界とも協同し

査祭のための装入︑取り繊しが容

とえば蜘設副の変更によって燃料

増掴させるものではないこと︒た

一方︑委員会は︑ユーラトムの

と見たからである︒

用で謙るように開発すべきである

ムがオルゲルの技術を闘業的に採

決定したという点から︑ユーラト

有機物冷却炉︶の開発を進めると

とづいて︑HWOCR︵壌水滅巡

会︵AEC︶が灘水脱堀謝画にも

た︒これは︑アメリカ原子力婁照

いう提案を閣僚押導会に提出し

て︑もっと稜駆的に参加しようと

あるといわれている︒

スペインに子会社

を設立遷御ズ

ドに子会社を設立した︒この薪会

は︑このほどスペインのマドリー

総発電量一億二千万KWH
あげ︑一方では発電コストを下げ

イギリス瞭子力公社︵AEA︶が建設したドンレイ発願試験炉 焼便の達成は︑高速炉の利用度を

アメリカのバーンズ＆ロウ琶
・醐蔵壇殆型︑電氣出力一万五千KW︶は︑鋤一次達続運紙試験
社は︑原子力︑在来火力発囎所︑

るものであるとして︑歓迎されて

解蔚定器関無の職員を響く︒しか

化学︑一般産業プラント︑航空︑

合燃料をヒ十七本クラスターにし
プラントになる娃ろうといわれて

し最も薫煎が置かれるのは︑脱堀

圭た︑ウランープルトニウム混

いる︒

w十几凹から八十一口閻︶に続いて第二次連続型紙戯験を五

月十九凹から笑絶していたが︑ムる八月十三田︑八十六日間の運
転を完了した︒この醐雌炉︵一九五瓦年賠界︶はもともと︑窩速

た実験用サブ・アセンブリ︵将来

なお︑この新会社の管理はすへ
てアメリカで行なわれる︒

易になり︑自動化された走査︑検
出装醗は燃料の燃焼度その他撫子

る有力な手段となり︑謹た燃料要

炉の運癒データをモニタリングす

から出燕される内容をチエノクす

嚢中の物質を確認し︑再処狸施設

る遡切な手段となるというもので

求たこの会合においては技術曲

ある︒

放尉性同位元紫の金売上聞は二
期に比へて三〇％増加︑輪出醐は

冒

榛

会

業

産

力

子

原

本

曽

r

Ψ

P

●

炉の八型として将来炉開発のために建設きれたものたが︑現在は
アメリカのエンリコフェルミ炉と阿様︑燃糾試験炉︑材桝試験炉

の︶の平均燃焼度は最初の評説日

の窩速炉刑三三として開発中のも
いる︒

港い︒

としての役磁も果たしつつあり︑その戚果に期待するところは大

供給︶に連しているQ

査察の簡単化など

議する句合を持っていると述べて

ﾚ窒騰幸獣姦を舗享畏讐鯵需婁講堂羅暴勇鰯器量疑皐遵電離1

g趨託縮占諺欝携雛甜茎蟻唐輪は原騨碑物騒㍑苓北動態

曜

曹

卜

「P

隣曾糊

，

骨

圏隠齢騨

腎

廓腎P

騨縛縛

印

1，500回

定価

E川

600頁

2段組

8ポ横

キ奮」

5

日

行

発

五％に為しており︑あるもの
AKAからの報欝によると︑ドKWH︵うち八千九偽万KW標
hのを
ンレイ醐遮炉が第二次運輯期閥中
今回の運紙試験で得られた霊な

MWDに逮している︒謹た幽幽初成果は︑蝕出力六万四千KW︑電

楼纏政府と産業界が討論

昭和二十七年で︑日本テレビ︑

◇お申し込みは簸樹欝店か、臼本原子力産業
会識サービス箏業本部へ

戦特 色◇ 今奪はわが国が原子力開発に鶯手してから ◇おもな内容φ写翼でみる原子力開発1964年、科学技術
10館。そこで本年版では胃頭に「原子力開発10無の風雪」 小史をかねた群細な原子力年i長、わが國原子力開発10年
をかかげてその回顧と展望を行ない、また購年開かれた の回題芝、簸近の［蜀内・海外原子力情勢の展望と分折、除
第3回標子力平和利合資際会識の記￡糞を特集したほか、 子力の躍環利用、国内・海タトの原子力関係機関・大学●
正筆な賓揖・統建1順の充突、内外の原子力簡勢の体系的 会祉・団体一覧、各薗の腺子炉一予讃、法禽 棄約 予算
・総禽的な展望と分祈などを重点に編集
その他原子力闘係の鐙要甕料、内外関係諸名簿、索引など

に発鮎した総熱鐙は四千九酉三十

WHであり︑そのうち王千六雪山 劃したことであり︑求た︑標確金

めからの発生電力磁は五千酉万K 気聞力〜万五千KWの全嵐力に到

間塵叢によるセミナーを開催し

庁の北郡電力網に送電された︒

KWHはスコノトランド水力発電属燃料画素の燃焼度が一・八％に

た︒

の効果改毒についての民間原子力

発電所の所有者である十羅力会社

アメリカ原子力産藁会講︵A工

一力炉内にいくつか技入された

との共催で︑プルトニウムおよび

F︶は︑八月初めヤンキー原子力 塵榮の協力に圧して政府および民

またこの炉が初めて発霞した一
試験燃昇鼓累は︑燃焼農三・四％

慮したこともあげられている︒

九六二隼十月置らの総発生 熱 鷺

薩業の間に効果的かつ永続約な醇H

難な闘題についても討講を行なっ

係を確立するかというきわめて囲

な面で監察に関係する政府機関と

る︒すなわち比鞍的小さな設訓の

今渡の会合で意見の一致卒みた

変艶︑モニタリング機器の開発お

主なものは次のようなものであ
みても︑薩長的にみれば腿味深

もなったテレビ一つ採りあげて

﹃あるといわれている︒この轟燃 ウラン燭の箪箏転用に対する髄察

は︑二万六千五樹MWDであり︑ に達しており︑照尉後試験も三好
発生した醒力は︑一億二千八爵b

次松鹸工の嵩柳教職が笑験に成

以上の査緊に濁する産業界の参

た︒

功したが︑その後の発展は営外
にふるわず戦前はついに実用化

を示す実験玉野に成功してか

蒋されている︒

フランス原子力庁︵CEA︶は スケシュールに従って順調に進

仏︒εA年報アイソトープの輸出伸びる

順調に進む発電炉の建設

ラントの供給黄側には阿ら負擁を

の選戚については耀一会窪石やプ

加と政厨・民間巌業の協力につい
単化でき︑また効果陶なものにな
し褥ることQさらにこれらの闘的 ては十一月のA工F隼次総会の議
題としてとりあげられることが賜

う認技などによって査察はより簡

よび現在の技術二二で十分間に含

第二次大戦の勃発にともない各

ら︑それが広く⁝般に口受され

その一つは︑実用化の可龍牲

い多くの外邦を示している︒

国ともテレビ放送を中断しもつ

る求でに人闘の角効な挫会的ラ

NHKその他欄次いで放送局が の断画で取りあげられるという

一四キュリ

ー︶︑コロイド状の金製︵二一六

ー︶︑セシウム撒︵ニニ○キュリ

わけは︑沃素職︵五一

いるQ家た実質的には︑すべての 四五％までに伸びた︒売上げの内

としたガス冷却黒読響速型となろ

新しい発電所は天然ウランを燃料

うと帳汗している︒以下膿告の概

ー︶︑コバルト60︵五六︑△三

キュリー︶︑燐32︵八八キュリ
最近の発輪番について︑作業は

愛は次の通りである︒

世界の原子力事情をこの年鑑で〃

塁

上製箱入

ク。一ス蓑

煙表紙

ﾂ、」

聞
菊の

業
産

力

原
ペースになるが︑この方の曽剛
はらレーダーに動垣され︑これ

する圭でには至らなかった︒

率は一〇〇％に近い︒薪註的に

いし四十年かかっているという

ことであるQその二つは新奇な

イフタイムに相当する三十年な

発明に不特定多数がどの程肢関

ことは論間周蜘の通りである︒

職後テレど放送は再

が戦眺中脳漁のきめ手となった

開されたが︑田本では

こ十年の闘に欧米四国を階段的

なお実験段階で︑昭和

のミは実用化に鰍み切り得るの

定︑EDFi4は一九六八年に完

行︑EDF19は来年に発日予

は︑つぎつぎと新しさを追い

このほど﹁一九六凶重慶年報﹂を

研究が再開され︑実験

公羨したが︑報告は︑五力門田麟

放送とあい家って無線

二十㎜年からRHKでしめるかとい︶ことであり︑そ

心と興味を承すか︑または更せ

みてわが国のテレビ蟹及雛はこ

に追い抜いて今や世鼻の﹁︑二

縄掛によれば︑実用的なテレ

をあら．てうまでに発展した︒

ビジョンを発明したのは爽画人

であったが︑昭十四琿にはロン

ジョン・ベアード氏で昭諏元年

巻ではなくして︑陶然のことな

機器メーカ1の研究が 続ける本性を持つ研究者︑技術

ドンBBC放送が︑そして昭稲

六年には米國コロンビアのW2 進められていた︒画捌的な発展

にもとづいて︑政府が二酉五†万

開始し︑ついで争闘ナニ年には

そして少なくともこの三つの

成が期待されている︒

がらむしろ別の立揚にある人の

英国ではジコージ六世の賊冠式

荻って高恨の花であった受像機

開謹され︑視穂率の上昇とあい

︵田中好雄︶

って初めて貝現し得るといえよ
うQ

−四丁万KWの原子力発電所を建

XA周が︑それぞれ実験放送を を遂げるきっかけとなったのは

を中証し︑米国では放送局数が

要素がタイミングよくからみ舎

勇気と決断によって︑ある閣発

ヤハ局にも選していたという︒

の盛況を黒するに至ったわけで

器の値段も急遜に低下し︑今日

ことである︒

このよ．？砿英米の進展ぶりに

ある︒今日では家鷹の必霜蔽と

比較して︑日本では英国に選れ
ることわずか三年の照隠三無に

好評発売中！

需

充実した内容、豊富な資料・関係者必携の書

コは員

ノこてのシタ

。ら

、な縞か麗

に建

と同と発K：
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︑ミ

そして三無間に三百億円の予箪
を︑という威勢の畏い掛け声︒あ
あ許多かりし良き時代よ︑といい
たくなる︒

第二号には︑米フォーラム大会
主輪認︵電発︒川村泰治氏︶が出て

い立ちを物語る輔禦といえよう︒

あったというのも︑平和利照の生
議に繊た三豊の報告講演の内容が

この辱ではまた︑ジュネーブ会
している︒

すためにいったことたろう︑と聴

左衛門氏と︑原子力発償資料調査

て協力をたのんだ︒そして二月三

会会長安川第五郎氏などを訪通し

︒

発端は一月十八日の月例懇駿会

ると

に正力国務相が招かれたことにあ

その時の原子刀発癌は全発融融の

れについて渡辺誠毅氏

璽水︑黒鉛︑天然ウランが大部分

炉の発成が一奪薦められた紐果︑

のコスト目標はKW当り六ミル︑ 訓育が本決まりになり︑国産原子

をさいていだ止力さんは︑﹁これ

えているとのへたのに対し︑これ

計画として民閥連絡会の設置を考

の橋本浦之助氏が︑調査会の事業

ることが渓聞した︒

力麓業会議の結成を正式に提唄す

氏を招待して説明会を開き︑原子

その基礎の上に研究を積み上げて

から京ず手をつけて頂いて︑徽次

となった・つまり︑自分の考えて

の原．†力委員会にはかられること

断を与えることになり︑同論午後

が正力構想に拍坤をかけ︑最終判

借捺したいような標題︒

子力屡業新聞

原

と改犠し︑以後原

そして︑わが線子力新聞は

長は菅礼之助氏︒

直江原子力澄業会議の誕生︒会

開催となる︒

本工業クラブで創立発趨人総会の

そして︑三月一日午後二時︑日

原案作成に量ることになった︒

て︑設立趣玉書︑定畝川州などの

松縦︑岡松の四人がとくに選ばれ

備委員に切りかえ︑二本︑堀越︑

協議したが︑出席省を員を設立革

三一郎氏を抱し︑縮成の段取りを

このあと︑歴長に蔭繭会頭藤山

菅氏を会長と
して原産誕生

臼には︑懸樋官邸に民閻代表五十八

国に原子炉を発りこむのに︑原子

六〇％︑イギリスでは新火力の七

いる・こ

輸入に決まったという雲隠が出て

国内では︑政府側の原子炉建設

力法の規定がじゃまになる﹂と産

ミルが恩標︑といった数字を紹介

こそ重罰の構想と一致するもので

GE社のマソキューン氏が﹁外 出ており︑阿鄙滋忠氏がアメリカ

業界の考えを代弁したり︑ノルウ

しているのはいささか隔世の態︒
︵原子灰欄︶が︑﹁すへて国内で

いくということで進んで頂きた

いたことが︑小型ではあるがすで

し︑二十四日に調査会会短・電源

ました︒

面にその関派詔堺を特集いたし

十間話を記遇して︑本零はこの

たこともあったが︑結局はいっか

暁に態風が等し友したように見え

これは田励用紙の紙質片点と岡時

立一要素認念号からであったが︑

なかった︒またこれとは反対に︑新

法れていた意見たったので実現し

種郵便物にならないということを

徹し︑翫者から︑原薩新聞にはこ

的には遅れても︑記事の正確さに

弱点を補うためには︑たとえ隠閻

速報性を欠くことであるが︑この

．騰灘

慰︑＾晒癬

磯

ド

イ

イ

ラ

ド

辮

翻

村航

茨

議

日本三公園の一つ、観梅の名所

った︒この年上︑調査会毎任理事

ーブ会堂ではずいぶん切盛づけら
朝日新聞の田中慎次郡氏の鼎朝湿

ェーのランダース氏が﹁ジュネ

れたが︑一カ月たった今では次第

あり実現策についてぜひ相談した
い﹂と話本氏に告げた︒こえて二

造るよりは︑安田り競争の外磁
を買う方がはるかに手っ

取り畢そうな傭勢がはっきりして

十日に︑正力さんは︑橋本氏のほ

は︑調査会の成立の趣蹟や活動の

力を蟄請した︒これに対し橋本氏

き︑その構想を論って績極的な協

楓村誌年郎︵経団連︶の両氏を招

か︑奮礼之助︵電気事業連直会︶

を引く︒

きた﹂と欝欝を発しているのが目

〃商品

も出ているが︑潤氏は特派貴の先

へ行ったらしく︑インドのバーバ

盤︵原子力の︶としてジュネーブ

に幻滅感がわいてくる﹂と皮肉り
﹁双務協定に・よる六二︑二〇％濃

縮ウランでは発電謝画は立てられ
博士の発語

核融会は二十年以内

ない﹂ときめつけたり︑アメリカ
を引いて︑

これは多分︑各国の一個を引き出

に平和利用が可能だ

の実態がよく分かる︒

のてこ入れで動き幽した平和利用

開発スピードアップ論
月田の原子力新聞は︑五課目で

いしとあく康で慎重︒渠たしてど

に脊伍していることを知り︑構想

実情を詳細に説明したので︑これ

原子力委員罠の正力松太郎氏が豊

無を越した︒そしていよいよ初代

ちらが艮かったかは︑後阻の史塞

正力委員長の登場で原産設立へ

癒する︒一月十八日の月例懇談会

が欝判ずるたろうQ

この号では乏くも﹁諭説﹂欄が

第二号から論
説欄も加わる

日本の

という今でもそのまま

で︑正力さんと伏見ざんの一⁝人が

遜かに原子力政

原子力研究が濃縮ウランから出発

細しているが︑その二見は寂った

あらわれたが︑

することになったのは︑最初の段

策を示せ

階としてはやむを得ぬが︑安易な

開発総裁小坂顔造氏を勝闘︑協力

琵の異動に伴って︑幾度か新聞の

の文ゆナを即塾しておかねはならな

に断行されたものであった︒この

う諄いてあるからと︑侶頓される

4分

霊

駒

け腸勺・・：o

剣を代えて鋤となし⁝

スト 目 標 六 − 七

牌翻
本紙もいつの間にか満十三を迎えた︒昭和三十年九月に

⁝本紙が回れ誌の名は〃下灘新闘 ︒鰹撃力平和

ﾌ原子力産業の成長とともに雰んできたわけだが︑ヤ年闘

?用調査会に入れられた︒それから今臼まで︑本紙は日本

⁝のい京︑鮒鷺当疇のとしこみを繰りながら︑開発の生ま生

⁝窪しい漿再録・て畢・︒
くる︒平稲莉用調査会はいち早く
米フォーラムに加入し︑大会に代
蓑を送ったわけだ︒ワシントンの
ホテルの会場には八千点もの原子
力展読があって︑マニピュレータ

この号には︑政府鰯の利用準備
でどんなに研究者の労力が軽減さ

に人気が集まっていた︒この機械

示されている︒

平和利閉の発端がここにはっきり

夢の多い良き時代
本紙出生の日は昭瀦三十年九月
二十五日一︒灘刊暑の勢一強には

調査会の活動ぶりち紹介され︑例

綱刊

をはじめ︑経企庁昆富嵩碕

正力さんの登掲とともに︑掠産

肱の機関紙として活躍を続けるこ
設立のいわゆる止力構想が顔を出

とになる︒

く対照的た︒正力さんは﹁アメリ

と本瓢はμ憶いている︒

カが三年でやれるものなら︑膏雨

とし︑

を要録︑ついで二十五日に松永安

の新聞認灘は富まなくとも原子力

原涯新聞の創間

の予告が出る張でに発展した︒そ

こんとは非犠に個性が強くなった

すへきだ︒そのためには︑︸度他

界のことはなんでもわかるように

おことわり

実現に強い麟信を得たのであろう

泌実な計画を煮

途はとかく臨立縞を欠く結果にな
り易い

つくづく入の生命を守るに

す︒

の急速調の設立職漁をたどって見

ので︑ともすれば詔製の見出しが

かくて︑碁子力委員の致成を得
より︼隼遅れたものを取り返して

の方は﹁できるたけ塾礎的な仕事

大いに論じているのに︑伏見さん

潤したのにその届けが膿ていない

負けてしょう︒そこで初めは四段

の設立

てることはもちろん︑その実施の

五日号︶には︑三月一田楡睡設立

構想1である︒第六号︵二月二十 た正力さんは直ちに行鋤を起こ

ん取材の道も削げてきた︒そして

という注惣た︒調べてみるとこの

原子力薩業会議所

金を惜しまぬ国とそれを見過ごさ

い︑原子力発竃スピードアンプを

五年でできないはすはない﹂とい

と︑

れ︑健康が守られるかを考える

の騨

父親である小坂順造会畏の

がズ

る︒

の﹁原子炉築造謝勘案﹂が出てい

之助濁氏の お祝いの↓口藁

いわく︑湯沸し型一星︵熱出力

五十KW︶を三十一年度中に完

ゆく気構えなしに︑際物斎いに飛

剣をかえて鋤となし︑鎗

総合的な運びに腰をすえてやって

とある︒

と讐下し

ーシ多4シーン

ているのは共感をよぷ︒

びつくことのないよう

ざるをえない国との蓮を懲じた

の名文句

が︑日本文で会場にかかげられて

をかえて鰍となし：：

いわく︑CPi5型一基を三＋

成︒

大型実験炉︵天然ウラン鎗水型︶

方は前無四月︑発行日を二十蓋目

大きく扱うへきだとする悪兇︑こ

紙で報道した謡郡でも滋慮なしに

ぞれ特色ある允縛した紙面を作っ

で四段兇出しは限度を越すものた

見出しをつけてみたが︑この紙面

現在は︑着いスタノブたちがそれ

接近したので一回休刊したが︑腿

から五臼に変史したさい発行日が

し︑霜野が他の新聞で熟知した灘

れとは反対に併藁紙として製作

童たそのころの思い出にはこん

一面は現在の体裁に落幽いた︒

斑すことには気がつかず︑そ という慧晃が郡内から出て︑結局

て而途を明るくしてくれている︒

の窪ま託してきたものと罰明し

箏は簡単に小さく扱い︑本紙は本

もこの鼠由勤務で︑饗務局の綱紀

月十五口号で︑郵便局から︑郵送

この閥に新聞製作の仕嘆は︑製

な田Ψ事もある︒昭盈二十二妬二

た︒しかし重ね重ねの迩反とあっ

う︑といったものだった︒それで

霧〃
原

が的刊されて︑この九

を乱さないように︑毎日定時には
出勤したから︑当分は時間をもて

に出してある新聞は郵便法に違反

可を取り消されて

原口の機関紙であることをはっき

性格が講議された︒その︸つに︑

がよいとする毒見などがあって︑

紙独宮の記事に力を入れて扱う方

も文句はいわない

納まるところに立ら返って︑原産

という一札を入れ

った6第三極の認 移管され︑その指導者である郡課

馬連顕官門の所管から翻査部門に
㌔ご亀・監暑8㌔ρ覧︒﹃

て︑今後薄びこのようなことがあ
亀ζt8㌔・

が

へ

縞
へ

ことがなかったと思う︒

新聞本沫の星本線からは脱線する

いのたが認可を受けた当時の握当

記郡を特圃扱いをしてはいけない

聞は公雛であるから︑原産関係の

25分

16翻

35分

20融だ

東京幽通〇二九二八一二三

達之助︑魁気肇業連合会会艮官礼

ラリ並んでいる︒

小坂会長のあいさつには︑昭稲
二十八隼ごろから蹴力経済研究所
に︑原子力平瀦利幣についての先

いわく︑熱出力一万KWの国産

二年農中に完成︒

を三十四年度に一基完戎︒

子力総業の開発は各界の総合力の

遣園の実憎を調査させたこと︑原

ので︑財界︑学界︑急論界の銀有

そのほかに文部省窯として︑三

上においてこそ実現し得るという

十三年度に湯沸し四一塾︑水泳ブ
子力新聞

﹁腺子力嚇業薪聞﹂の朗身

難題雛

力者の参加を乞い︑平憩利用謁査

鞭

会が設立されたこと︑などのいき

へ

月で満縦距になるという︒この原
子力新聞は︑前旬の翌年昭禰三十

し

い

︑

しているから全乳引取れという逓
♪㌔ζ・8㌔ζ3監︑ζ︑ζ︑f︑8㌔8㌔︷竃ご︸6㌔ご含・零塾ζ︑

ところがその年の八月︑第一回

一無三訂謡本原子力神業会議の発 あ豪したことを認渇している︒
足と同鋳に原産に引維がれて現在

日本アイソトープ

誤

W開発推進の足跡

伊

りさせるため

った橋本冨掌理考を訪聞した︒そ どはあへこへに向うハチマキで︑

者がうっかりしてこれを落したの

瞳のデザインは字面も小さいし︑

55纏2瞬間

続県・東海

聞

業
産

力
子

原
蓮

ール型︵千KW︶一基を大学に設

ノ

・や

／

さつがのへられ︑産業界における

無難漁§糠纒懸．
茜

罵健．

囎

の題号となり︑第三種郵便物の認

二年新容からは月

に月二回︑翌三十

会議の瀬踏を機会
潔斎が本紙の編集を担当したの

可を受けた︒

はこの年の七月であったQその誤

健

という態度を紙面に打出すへきで

わが原厘は・：

てやっとかんへん

ただ本紙の摘みは旬刊紙である

してもらった︒

あるという二見があったQしかし

いために︑ニュースの生命である

ことと︑独鶴の配達機構をもたな

レ

︷
三回発行というこ

これは︑源子力麓業新聞が第三種

老記者の見たそのころ
載読廊新館抵で定年を迎え︑同誌

郵倥物であること︑機関紙は第三

になってし窪つ

受ける感じも業かなものであった

・こtの竃辱ノ︑︐亀︑8㌦の・

拍ヨ十一奪三月五日付けの原産劇

聞しの匙号を横欝きにしたのは昭

いう

毎夜九時︑十時まで勤務ご旨煮と

を︑その後も気づかない激まに踏

新闘になるべきではなかろうかと

冊ノ亀﹁ノ罵︑・亀︑9亀呈9鴇ひ告＝・乳篭8︒

とになったGけれ

知がきた︒第三種郵便物の新聞紙

のころの本紙はタブロイド判四ペ

鰻していたのである︒陳謝したう

そのはか︑単車紙として編集

が︑翌三十三舘一月五B付けから という慧兇もあった︒

︑

どもニュ：スのは

は︑芸風の顕に第三種郵便物躍呵

・︑ρ乳嚇ノ亀等．監＝8㌦鯵

の記事犠遠写鐸会に蠣託として籍

いるルートは持たないし︑世間か

・●ζ♪ミ♪亀︑︒し聾

をおいていたが︑島橋副社領から

らキャノチする触角もない︒こん

ージ︑月一回の発行だったから︑

詑者クラブ科学紀者会が︑入会葺

た︒しかしそのうち科学技術庁の

し︑原野新聞だけを見ておれば他

﹁原子力二業新

で︑二二原麗に︑当隠事務局長た

行く気がないかと踊があったの

隠届仕事としていかにも手ごろに

えゴム印を調軽し︑巷い人たちが

現在の字体に改められた︒しかし

は︑さらに即製を強めるために︑

自由勤務

見えるものたった︒したがって勤

格のない原産新聞のために規約を

総がかりで押した︒

︵佐藤為治郎︶

改正し︑会友という療格を設けて

考えている︒

務は出退勤とも日田︑ただし出勤

まで迎えてくれたなどで︑だんだ

ところがまもなく︑こんどは図

の代り給穏ではなく争灘をあげよ

57纏2時間

△袋国の滝（奥久蕃深谷、温蝋、釣り）
三大名灘の一つ、久蓄川の清流と緑の自然美
△北茨城海洋公園（五浦海彫、大津泌、二つ岩）
変化に冨む灘岸線、岡倉天心、野口雨情の史丁丁
△西山鞍（常陵太田市）
光窩公隠棲の地、古墳などの史蹟も多い

響

．躍
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40分
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△東海村原子力センター
△大洗海岸（ゴルフ場、褥水浴場、水族館）
磯節で知られた白砂、胃松と波游の美しさ
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毎月3回（5日．15Eヨ25【ヨ〉発行

、

蕪悲褻
金の営業予籏約三百万妙である

は通常予鎌約八百万鍵︑任慧拠出

れていないので︑上程見会わせと

理堺会での検討かまだ十分つくさ

協定の締粘に関する議題陀けは︑

の襲急援助に関する条件を定めた

ある︒へ五面の特集頭韻参照︶憲

もの︒わが国と米国の共同提案で

Aの保隙措麗が適用されるという

後コレージュ・ド・フランス原子

中は米コロンビア大各課教授︑戦

範卒︒ソルボンヌ大学教授︑大戦

漂子炉も︑関係国の要謂でIAE▽フランシス・ベラン疵11嵩等師

士︒一九〇︸館生︒

プ委瓜長︒敏学総覧︑菌然科学博

1、原子炉用辮料、ラジオアイソトープの使用工揚並に実験室

一一巽曇﹃亀扁一︻棄夢

工・ア・ブラウン・マクフアレン株式会社

一﹇ヨ︸巽一﹁﹁毒韮騨暫㌦謂聯

3、可燃性をともなう化需二、金蝿工掲

翼

二十万が︵二・五％︶喰黙予騨五

新事務総長の任命はエクランド現

A︶原子蝉翻発協力餅高グルー

員︒欧州原子力闘発機関︵ENE

年よりフランス頻子力庁最羅婁

離第六条A・2の改正は理聯会の 分子物理学教授を歴任︒一九五一

その他新保罫描麗規則は︑工A 理箏困選出に関する手続きの改正

なるもようである︒

が︑わが国の分撹金は通常叢叢約

渠凧総会にはこれら遡常議題の

EAかその重要な任務の一つとす についてコンゴ︵レオ沢ルトビ

箏務総長︵スウユーデン︶の再選

二一7．一毒巽一一冒﹁一一︻一冨ヨ7㌦﹇＝一義﹁一r

原子力・機械部

万がである︵特集語学五蒲参照︶

ほか︑噺保障描醗規則の採択︑放
る核物質などの治罰紙誌を防止す

新しい規則であるが︑これが採択

ル︶の提案を審議するもの︑窪た

射線肇故のさいの緊急援助︑憲灘

の任命などが予定されていたが︑

第六条A・2の改正︑新箏務総長 るための保障搭綴の実施に関する

▽ホミ・J・バーバ氏1ーケンブリ

九館下︒

長︑理学博士︑醤比翼士︒一九〇

委貫長︒飴一回ン晶ネーブ会議識

枢教授を兼はているインド原芋力

子力研究所長︑タタ撚礎研究所長

原子力庁長宮︑トロンペイ国立原

ソジ大学輩︵一九四〇︶︒インド

されれば︑熱出力十万KW以上の を承認しようとするものである︒

周匝学課噴痴鴇野口泣男

協力引跡冨井撮再試︑外売省騰連

務宮林知日︑聾隔月原子力局国際

力課長中山昭︑外猫糞大胞工房凄

局撫四馬課長萩野谷徹︑同国際協

このつち第二の放射線事故のさい

わが代表は朝海氏
岐庁原子力局砂村田浩︑

代表代理︑顧問︑随員など28名発令
文七︑

松根翻会に決る

ンツ氏臼機械工学功門泉︑重桟

▽アンドロニク・M・ペトロシャ

械生虻人聾婁貴会委員︑て作機繊

九〇六年生︒

一八ーー

Kerr社製造

John

二十一日から入日間
初めてウィーン以外の地で
隣際懸子力機軸︵IA鴛A︶の第九圓総会は︑きたる九月二十一日から八口間の客足で︑
東烈芝公園廉取プリンスホテルで開催される︑二会か本部断在地のウでーンを離れて開かれ
るのは始めてであり︑約御五＋名にのほる機関二極局員をはじめ︑加盟九十三芸園および関
保国際機関の代表が参集する︒総会議昆には開催圏である霊水の政肘代表朝海沽一郎氏が選

関︑各鳳代表の一般演騰︑理事会の卑次報告︑つづいて一品六五隼度予算案をふくむ通日議
政肘は九刀十三︑朝海外務省融

在オーストリア大便輯参事官小水

間の政用代表以下1AbA第外
九曲省圓連周参事窟松井佐七郎︑
回総会に出偏する代表代理︑轍

lAEA総会の原産代表
日本原子力腿業会議は︑二十一

一九山ハニ年

よりソ連原子力科用国家婁鼓会議

ンh野芝︒

長︒ソ遊隷子力担当大騰︒レーニ

ンドン大卒︒樹大助教旨︑供給

▽ウィリアム・G・ぺ二一氏1ーロ

ーマストン研究所長二九五三︶

四無総裁に旙任Q理寧博士︑長上

を歴任後A猛A副総鋤から一九六

年生︒

博士︒英国学士院会員︑一九〇九

カリフ申刈ルニア大卒業︵︸九三

▽グレン︒T︒シーポーク氏臼

四︶Q岡大教授︑ローレンス放射

線研究麟次最を歴任︒この闘マン

ニア大学総長から一九六﹁年原子

ハソタン謝画に滲加Qカリフォル

力婁貴長︒超ウラン元素の発見で

生︒

本号は8ページ

して︑朝霧八野としました︒

カタログ、文献御送りします

4、飛行掲、幽幽機工場、日動車工田圃

はれる予定で︑ヨルダンの新颯壬申鋳を．小恕したのち︑エクランド事務総長はじめ関係機

題と新保障損凝規期なとの塒別議題を非議する︒IAEA伽立以来︑田本は理喰眠として活
躍しており︑また日本原．†力腿業会議が民岡M体として1点封A曜一の諮悶的地位を認めら

問︑鴎員なと次の二十八氏を決

卜占翫議員中曲

一の民間団体で︑これ塞でも総会

達醐地位を与尋bれている世界帷

ごとに代套︵派遣している︒

AEA幹部職員︑斎碍各国大使︑

趣味聾かなムードのうちに開催さ

▽カナダ原子力倉往総裁J・L 公便を筆じえ︑午後六時より田本
・グレイ博士

れる︒

六講師の紹介︐

▽フランス原子力庁最縄長官F
︒ペラン博士

ソ連はペトロシ

為名︑ノーベル化学鏑︑エンリコ

▽インド原子力婁員長H・バ：

▽ジェームズ・し・グレイ氏匡サ

ャンツ氏に決る
▽ソ連腺子領導乱闘家婁慣政議

ョーク・リバー酬画盤珊局長︶を

船難︑函背子究会議科学禰佐︵チ

九一三年生︒

いたので︑湿りはこの解説を特集

社︵AECL︶に入り︑一九五八 一AEA東鼠電離の滞会が近づ

歴任︑一九五二無カナダ原子力会

法学博士︒垣下博士︒一九幅二年

・フ凱ルミ賞与寅養︒理学搏至︒

クランド酌士のあいさつののち︑

唐ｫ八﹀︒復興飯給霧研発開発

スカノチバン大学田荘工学科革
▽イギリス原子力公祉総裁W・

長A・M︒ペトロシ躍ンツ氏

バ博士

◇午後の部

伍産人民委昌ひ勢麗圧︒

日から開鮭ざ㍑る一AEA黄九回

焦麓人民委員会第一露記︑タンク
俣康弱︑同腿田正男︑回籍野和太

として劇会長松根球一概を︑象た

物問として石除武夫︵電運嗣会

総会のオブザーバーに︑原麗代表

長︶︑大堀弘︵蹴出副総裁︶︑堀

郎︑同岡艮一︑参議院議員秋山長

員

越禎瓢㌘経団連鴇任理事︶ら三常

嚇蟹︑除子力委員有沢広巳︑

同西村熊鎌︑同駒形作次︑原研理

外藩雀国連局科

線子力工業会長・源産固瞭協力委

服︑外携省参与蝉職恨遼吉︑ゴ︑隆

▽政府代蓑随風

環長関疫長

学課長大塚博兆出︑耳技ほ諏子力

任主事を出煽させる︒綜歴は昭和
借兵器研究局長︑原子力公筏︵A
薦十五年六月以来王A鱈λから四 EA︶原子兵器挺轟理箏兼アルダ

謂長丹羽糊夫︑涼電社長一本松野

池︑衆議翫議貴内海清︑ち競肌議

▽政府代表顧問

螢本雄︑東大工学部教青頭坊峰︑
幾加原子力局次長式田敬

外務省脇塞

定して元令した︒

▽政府代表

朝海沼一郎

▽政府代衷代理

駐オーストリア

が︑今回は一昨年選出された田力

大使法眼晋作︑外携盗国連局長星

単数ずつ︑任期二年で選出される

のうちの十ニカ懸は総会ごとに約

定なとがある︒輝箏園二十五力国

薬の承認︑加盟困の分握血比率決

お輝全国の選出︑事業議画と予算

IAEA総会の通物議題にはな

のへるかが注口されるっ

ぐって︑各眠かどのような見解を

やIA温Aのその他の役踊りをめ

増膿のすう勢のなかで︑傑障措瞭

れているなど︑IAEAと聞本の闘鰍は犠撮なものがあり︑赫会の凍駅開催の懲漏は内外で
割く評甑きれている︒

︹新保障規則一採択へ
各国代表の一般演説に注目
この一般襖蕊は各膨代表がそれ

会の奪次報告なとに入る︒

には︑拠界の線子力界のトノプレ
ぞれの滋彊を明らかにするもので

総会に参加する各圃代表のなか

ベルの入々が多数おり︑エクラン

深刻な図際蛸勢や︑核燃洋上の済

器の撚散をともなっている最近の

ドーAEA事務総昆が十五臼に空会議の中心とも昆られるが︑核兵
のペトロシャンツ独．P力平和利田

固が改選される︒家た新年凌工臨

長期的な開発計顧ならびにその見

午前十時置ら開催されるこの講

通しに関して発蛋するものQ

演会では︑まず日本除子力産業会

議会長欝欝Z助氏が窪混書誉代表

ペニー鱒士

▽アメリカ源子力婁員長G・T

もので︑加︑仏︑印︑ソ︑夷︑泳

一方︑格山荘に設けられる歓迎

正論氏︑工AEA箏務総長S・エ ・シーボーグ博士

て︑国務大隠・原子力覆眼長島原

◇午前の部
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原

工A罵A東京総会に綴融する六力国政府代長を迎えて︑日本原

二十日原産の主催で開く

㌔主要六力国政府代表の講演会︐

瓢誘導＝鋸≡⁝≡︻⁝＝≡葺一

問慰左提起している除．r力発電の

路勤冶するの書初め︑同し日ソ漣

ナダ原子力会社のグレイ総裁とア

圃家委員会議長が離で横浜に︑カ

メリカ原子力歩員会のシーボーグ

委貴長は十八臼鎌路で︑イギリス

原子力公挫のペニー総裁は＋九日

空路で︑それぞれ到虐する︒

会議は十七日の理事会︵非公

闘︶につづいて︑二十一日から総

会に入り︑同日へ前十一時四十五

分︑乗京プリンスホテルのプロビ

子力開発に関する特別講演会

子力酵難会議絃九月二十沼︑上野公纈東承文化会館ホールで

の講演会とパーチr⁝には︑ほぼ六識五十名が参据†る予驚で︑

一AEλ総会への海外参燗省の歓迎パーティーも開かれ⁝る︒こ

を開催する︒また同日格山荘では

会により総会議長を選出する︵前

デンスホールで開会︑仮議長の司

予驚︶oこのあと仙任状婁員会の

者か山⁝儲する︒

国内原子力藤疑関係嵩のほか︑海外の大公便を含むiAEA参加 してあいさつするQそれに続い

述の瓶り朝灘冠水町長が選はれる

メンバーを避繊していったん聞会

係︶と第二委照会︵仔政︒広律関

し︑第一委員会︵予算・事疑関

この講掛会は︑厭子力委葭会︑

各政府代政の講蟹に入るQ講溝者
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ずである︒続いてIAEA事務総
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原

出にあったことはいう
ということかてきよう︒

臼本は平鵜のためのよき先例をおいた
の弾力的な糠穂のために一つの範例を

て︑その利害を経験的に整理し︑今後

国と受鎖国の間の︑仲介嵩としての役

べきである︒またこのような協力活動

いう日常機能の轡憂をいっそう重視す

A封Aのこの分野における役割りか雲

も簗史が予想されている︒これらの発

しており︑また核物質の所有の形態に

に︑核物籔の利用の規模が格没に払大

界の課題の一つである低開発諾田にお

はこのような活動を通じて︑今日の阻

り︑その利胴か多角化してき口た箏実

裟た︑隠子力開発の規模がひろか

に︑広汎な嘩佃開いてきた︒1人EA きいと考えられる︒

墓雌と手続きの擶立卒幽趣している︒

︵日湾製粉中央研究所長︶▽幹箏

丁揚ブドウ心技帥長村︶▽団風

己︵昭躍研究開発部−民望中︶︑

IAEA関連行事
いて︑三下外務省を申心に関係省

会掲未定︶

▽黄冊代表宅催轡食会︵日義︑

︵二十ぞ研︑弗顧ホテル︶

政簡は1五LAの火京総会につ ▽米趣づ二二貝瓦誼催昼食会

庁や艀業界と協力して躍備中であ

茗︶

九月九日定例会

九月一日牛後

報爾後︑冨議の進め方を検討︒

村原子力委員か座長になり︑経過

東京プリンスホテルで初会合︑西

療潮力船懇談会

発懇談会について膳議した︒

議一1王AEA東京総会︑動力炉開

原子力委皿会

旬間メモ

ープの設計︑実験補助︵西名︶

⑦第二研究室一炉内照射妓置のル

験機器の運転︵︸

⑥第︸研究窪一題的臆礎研究︑実

に関する線源工学︵二名︶

⑤照射施設管理量一演迷器︑R三

④グラステックスの加工︵四名︶

⑧トリオキサン放射線璽含︵四二︶

作業主伍者など︵玉名︶

②エチレンの腐至重含！甲種機械

①繊維のグラフト璽合︵四名︶

史時期はいずれも十月︒

究の募集入員は次の通り︑入所希

プロジェクトおよび憲な関連掘

射線開発課で受けつけている︒

巾込みは九月末日まで原産の放

をも訟めて募集している︒

者︑実験補助者および特殊資烙壱

くに今回は研究員のほか運転補助

る外来研究員を選集している︑と

では昭和四十年度後半以降におけ

田本原子力研究餅尚瞬棚究所

原研・高崎研究所

外来研究員募集

プリンスホテル︶

レセプション︵工十八購︑東京

▽国際原子力機関事務綻長煮催

六口︶

▽ローマ広鐸庁ヒ催ミサ︵一一十

四獄︑日ソ辿大使龍︶

▽ソ連空催レセプシコン︵二十

るが︑この機会に世界各国の代表
が日本の原子力開発の現状を認諏

五爾茨城県血海悩の猿研︑尿鰍︑

できるように︑会期中の九月二十

かることにした︒

原電の皇子力施設見争の便宣レ蟹は

豪た日本除子力簾業会議では︑
この機会に臓罪の除干力罪の虜う
勢を蹴民に漕及する阿的で︑九月
二＋日会議穆加の各国代表による

このほかにもこの総会に伴なう
次の行賢か予定されている︒

政府∫催レセブシ3ン︵二十一

▽日本へ外絹・源子力愛員会︶

▽アルゼンチン︑ブラシル︑刀

日︑ホテル・ニューオータニ︶

イ臼同主催レセプシコン︵二十

ナダ︑ナリi︑泳国︑ウルグ噂ノ

二日︑巣ゑプリンスホテル︶

ンポ計幽弱務局長としてセイロ

近のカシミールにも兇るように

めた︑ともいわれている︒三十ルでは政扮的にむずかしいの

⁝

ゴルフは上達しないが︑水泳
十三銀︶︑翌無の第三回総会には得慧︒五十二歳︒︵SK︶

．麟

㎡

禦

．

この分野てのIAEAの橘動は単な する予定︒

︵宇部翼産中奥研究所第七部昆︶︑

石川晃︵住友化学本社付︶︑今村弘

佐々木理霧．＋︵中立栄蜜研究所技

船岡正男︵観硝子取締役

剛舞の氏名は次の選り

官微生物研究鎧長︶

▽団畏

る伸介菌としててはなく︑各懸の協力

る面では︑1AEAは摺報の交換︵憲るてあろう︒こ一■らの低開発地域で

日長︶︑冨野付鑑︵電顕醜業上尾

今村元︵三霜露子力研究所伊丹虚

と供与を行なう当翼者としての眺力の

は︑除子力闘発への心手かその昼活と

しかし︑IAEAをめぐる欝勢にふすことができるであろう︒

までもないが︑それは

は︑腺子力の分野でも︑平和の畷域で

文化に直接的な幼銀をもたらすことに

同暁に︑この擬関を遇

も一九五七無以来多くの状況変化がみ
駆第八条︶︑物質の揚伏︵第九条︶︑

詔敷すれば︑IA起Aの行なう情報の

農を果たすことにより︑各国における

際連合およびその安金保障理箏会の甑

は︑それらの安全性をめぐる体系的な

原子力開発と獅用のための地域的な

安全性の儲保は︑各国においてますま

団野磯目︵原醐高崎覚書︶︑溝水正

じて平和のための協力

られる︒なかでも原子力の軍事刈用の

Aの認画︹嶋十一条︶などの機能を与

役務︑設備︑施設︵第イ粂︶︑一AE

の困難に逢讃している︒また平騙利用

保隙箔躍を払げる努力は︑いっそう

能に結びつけられていることを︑明ら
ける経済底長の促進に責献している︒

協力機構が作られ︑多矯的な活動を行

なことを小している︒

短とモの遜用にわいて︑国際連含の権

箋橋正男

国際原芋力機関︑IAE の体制を築き上げようという慧図にも
面では核兵器の所有国の側における榔

研究所長︶▽劇団畏

とづいていた︒そのことは一九五三年

制の努力と︑一部の後発国への所鵜の

鉱大によって︑充実させることかでき

A︶の東駅総会が開かれる
以来︑主に国際達倉の場でくり返し表

次に︑平和刊用それ嵐身を紳張きせ

に当り︑会議の威功を心か

使命と日本の立場

国際原子力機関の

望⁝
展⁝

その第十二条で︑保障鍋置についてI

工AEAの役割りへの期侍庁曽起して 払散が重なってすすみ︑IAEAのえられているが︑工AEAは主に援助 交拠と 学者︑専門家の父流︑調紳と

ら纐うとともに︑IA起人の創設以来 明きれた軍瀟と核兵器の禁止における

の活動の跡をふりかえり︑激動する慰

待される役制りや日本の立場などにつ

二二勢のなかで︑IAEAの今後に期 みれば明らかであろう︒機関の面費は
申子力の研究開発とその成果の刊用

に八十一力国の会議によって採択され

展は︑傑障唱齪の適周と蘭業的利漸の

において︑日本が担重し得る頑域は大

AEAの行使︸3る機能を刻め︑豪た工 の画でも︑笥子力発電の本格化ととも

たものである︒田本は十八力國の簡関
かにしている︒

玉AEムの憲草は︑ 一 九 五 七 館 十 月

いて考えてみたい︒

醐設準備委貴会に加わり︑ひ意貌き理

上詔の天然ウランに対して︑保障娼綴

た先進的地域に限られており︑低開発

議︑協力すること亭定めているが︑こ

隈ある嚇関および関係轡門機関と協

くる︑1八EAは︑安全性の硅準の設

す深く社会と福祉の聞耳につながって

を五AEAに移織することにより︑1用の機会をいっそう拡大すへきであ

くつかの条件によって阻まれている︒

地域ではこうした協力体制の実現がい

た役剛りを果たすには︑保障繕綬の適

れるへきであるが︑そのためには現実

り︑A員その必要と激麗はより強調さ

べき細田の変化であるか︑それらは談

1氏EAが︑平和のために期背され なうようになったことも最近の特ゑす

日本は︑︷AEAから供与を受けた 保護との閥に︑少なからぬ調鐙が必要

EAの創設とその後の 運 営 に 薩 拶 の 寄
の適用を求めたのみでなく︑瞬米︑田

譲会の胤を占めること に よ っ て ︑ I A

与を果たしてきた︒目本の原子力開発

ので︑国産隔り炉の閏期捗荷用天然ウ

浅EAの軍和的役劇りへの期侍が十二

はlAE義の誕生と前後して始まった 英︑臼加の双務協定における傑障条項

分に実現する機会を捉供した︒もちろ

のような國際的露華の設定という活励

ラン地金の一部を王氏 E A か ら 伊 給 ざ

しかし︑開発への漕手を促し︑利胴妓

れたほか︑翻発のその後の発展にも多
の保障幽門の適用をよくこれらの状況

こたえるものとなるであろう︒

はIAEAに寄せられ陀期侍に大きく

ん︑双務協定における三障襲順の移管

只体化は急がれてよい︒

術の尋入を進める七でも︑地域賎構の

講演会を聞催する︒

の変化に対応させなけれはならない︒

は︑摩炉の化鵡梨や化曜﹂照需後の藩法︑霧流震

十二間︑米︑加︑英︑仏︑西独︑

さしちろう

は代表代理をつとめた︒その後
い

ンにいたから・いわゆる南北闘
の研究用濃編ウランの受入れ問が深い︒

艀任したが︑たまた謙米国かる題や東酌アジアの事檎には造詣

松井佐七郎

まつ

一AεA東京総会雛

令︑許可塾準など︶︑籍二上懸︑工

く

会議の蹴備は万尋ナ塚嘉
︵国連局科学課長︶がやってく

題にぶつかり︑腐者たらと大部

原子力平和利用でのアジアと
やりあった︒このことか︑岡氏の協力は︑︸般に民度も魔業レ

人

れて旗すから左うちわです

敗冶的な情勢からも︑前途は容

ベルも低い上︑マレーシアや叢

や物で細かい支度は大変です

が︑豪あ︑フィシカルへ︑6準備は を外蓋慣随一の原子力通たうし

OKでづ

易でない︑彼唱12のいうことをよ

と松井氏は早口でキ

ましたという感しは全くない︒

︑㌔︑王AEλを肴成し︑これを甲

⁝
︸
︸
外携省に入り︑ワシントン︑中

三年五月国際連累局の翻設で切

原子力のことは︑バイラテラ

きた︑という︒

︵きき︑ロングサイトで行くへ

ビキビしている︒お轟くとり∵

氏の出身は冨山県︑昭和十年
の東京外語英語部貿笏科箪︑暇

米︑ポルトガル︑ドイツを経て

心にして行きたい︑今の査察制

ような憩所をおさえることが必

それからオーストリアに駐在度も完全でなく︑再処理工場の

代科学課長になったQ

し︑鋤二圓シ

戦後三︑四奪は食糧問題で櫻林
欝のお手伝い︑その間園隠米媛

た︑王AEAの第二回総会︵三

召本心総代蓑随貫として︑ま

︸ネーブ会議には

会講へも行った︒ブラジルへ出

要たろう︑という︒
たが二十八奪に帰国︒国際協力
局︵国連局の前身︶の各誤長を

⁝

オーストリアで終戦を迎えた︒

和十五年外交官試験に合凝して

⁝

タf駐仕を経て︑二年ほどコロ

デンマーク︑ベルギーなどを訪閲

この調査団は十月上旬より約四

との組み合わせ講︶塔がある︒

醐︑縄療俳︑汽来の食品処卿方法

ゲン科︶

や食品照射の開発政策に役立たせ

面務局畏・外務参纂宮

業胸照尉袋件の楡討︵麟話線嚴︑

無害性と風味性︑前認司関係︵法

財蔵の研究開発状颪︑照射趣贔の

隙子炉の概念設蹴︑食晶の照射や

について慧隠の交換を行なう田的
で九月二十六購から胸四十日臨︑

米︑加︑爽︑仏︑併︑スイス︑西
独などを訪賜丁る︒

団貫の氏名は次の通り
川端太郎︵中鞭幅津支店楚︶︑小

．

配業との関連やPRのあ6方など・

径理など︶︑経済的見通し︑一般．

︵運営管理のあり方︑保安や勢務

し︑原子力発電の運営⊥の認間題

欧米諸囲の原子力の実情を視察

原子力発躍所翻査団

営︑労務管理など

安全対策や運

日本は最四の全面的な波適用国とし

大の撲助を憂けている︒

には︑果たし餌ないものであるから︑

工AEA捌設の隠的か︑原子力の分 は︑鰻助国と受葦国の理解と協力なし
野における向幼な国際協力の手段の創

発電・放医学・放射線化
学

郎︵国立砺センター放射糠診療霊

生︵放医研医務課長︶︑梅壇洋一

夫︵崩研主脳研究員︶︑田口瑛

尾病院放雛線科医長︶︑尾内能

九月下旬から相ついで出発
臼本原子力覇業会鱗は︑九月六日午後一二半かり灘京丸ノ内の
臼本工業但楽部で第七十三園国事会を開催︑来日中のデトロイト
・エジソン社剛社艮ワグナー授の高速増殖炉についての講演に引

長︶︑吉付兜鍵︵関東逓儲病院放
射線科肺長︶▽団貫

き続き︑①原塵の昭稲四十犀幽艶搬の実施︑偏冤顯し②原子力第一

代田保安罵品瞭携取締役︶︑石口

荒川昌︵千

舶建造聞題︵原暖の原子力舩委貴会の豪とめた慧見︶③原子力関

泉昇︵竹申工務店原子力本部設計 ⁝
凍子力部次艮︶︑坂本全︵興餓饗

計画鄙是︶︑鵠本省三︵関霞工搦箪

業調査第三錬長︶︑柴田悌二郎︵東

鯵三︵鼓阜県立医科大教授︶︑償

屋啓︵大分赤十察病院放無線μ部

放射線化学調査団

化学用原子炉
や食品照射を

明︵四魑塩火力那隙子力課長﹀

北撫火力耶原子力課長︶︑重本俊

室︶︑冨村利矯︵金沢大医助教授︶︑

牟田信蔑︵化縄医大教授︶︑中塚
次郎︵票都腐立賑大︶︑小野餌馬
︵千代田レントゲン社長︶︑閥本十

二郎︵率京医科大教授︶︑大谷蝦
男︵医師一一一一童鍛立大講師︶︑諏訪

偏蕎︵日坐病院副院長﹀︑田口光

雄︵三盤県立大病院放射線科公

騨

索出正︵横浜市立大医教授︶︑壽

係調査画の派磁④原子力平和利用理科教育論文募集の経過⑤工A
EA東京総会関運事項︵一面所報︶ゆ臼本原子力暫及センター設

摺を視察し︑アイソトープや放射

立経過︑などについて審議猟認したQ
原子力剛係調査圃としては︑放

状況等についても調査3．るのが目

線の各種の利用および爬羅の開発

的で九月二十日から約四十田闘︑

射線医学利用調査団︵仮称︶︑原

査団の三調査団の派遣が 決 定 さ

果︑英︑独︑仏︑スイス︑スウに

子力発電所調鍛団︑放射線化学調

れ︑いずれも近く禺発するが︑そ

〜デン等を訪問するが︑九月ニや

る︒

放射線学会への出席も予定してい

五日からローマで開催される国際

の目的︑訪問地︑朋間︑醐員など

は次の通り︒

Rl医学利用

子︶︑滝内政治郎︵レントゲン技

ようとするもの︒生な調査堺項に 憎

の研究開発︑とくに工業化の推進

欧米諸国の放射線化学の開発状 ⁝
況を視象し︑わが國の放射線化学．

田坂清一︵国立中野療灘所レソト

大医付属病院中央レントゲン部︶︑

術下瓦学校授︶︑滝沢正臣︵僑州
出下久雄︵慶大

足立正︵虫京医科歯科大

五味誠へ都立広

ゆロ

土

氣
電
光
東

糊所岬

東芝放射線株式会社魏護欝些事譜讐瓢嬰・盤4282

胆川

棄京都千代田区西神田工丁闘8番地
電謡東京（292）ゴくず覧表2111
仙台 白河 共議（丸の内） 横浜 静岡名古屋冨山大阪福岡

札

団鍛は次の通り︵以下敬称階︶

援教授︶▽幹曝

践教授︶▽副用畏

▽団畏

放射線医学利用調査國︵仮称︶

の実情を視察
欧米諸国の放射線医学耕用の実

心騨

羅拶

原子力機器
放射線機器

互事株式會
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作に成功し
たので栄国
に送り︑ウ
ハウス祉の

エスチング

協力で︑ペ
ンシルバニ

金属鉱業が︑その後の加工転職は

A凍子力℃黙が担顯した︒

開会は豪す︑樹木均﹁廉電会長

対策星礎調︽専門覆員会▽十三日

扱われておった︒日本人は原子力

ており︑肖本のようにエネルギー

篭池がすでにコマーシ諏ルに乗っ

ずれた︒ヒントンさんは︑原子力

い︒とこれは当晴の慰英大鮎の大

を鶯八十度娠回さした一・しいってよ

が協力するということが対日感傭

が発嬉したはかりのころであった

群議ある科学の一面だが︑これを

ると︑原子力は理論的には非常に

第二圓プルトニウム燃料取扱

悶種馬でなかなか世論の協力が得

大局的に公憲という難題からい

︵除々︶︑共ない︵伴ない︶︑

︵響門︶︑体整︵体制︶︑除々

後をよみ返さないとち♂つと見

蚤をかしげていたが︑応際薔は

虹
糸

林芳

の大

四日鐸放射線随密

会

ーー︻ームーー

際課五九一局六一二一へ魯へ︒

月末まてに田本原子力艇難会議国

この大会への参伽希堪菖は︑九

の招詠状かきた︒

り︑日本原子力産灘会議にも滲加

二回年次大会を開課することにな

凱ラトンパ；ク・ホテルで︑第十

十五日から隙日閥ワシントン9シ

米フ躍ーラムでは︑本年十一月

への参加者を募集

米フォーラム大会

十五同系拝安全導門褒

究訓幽諾会幹事会▽二十八日冒第

十︑二十一ロロ放射線際害防止研

ィルタ問題に関する懇談会▽二

全霊門委鍛会▽十九ロー1賑子炉フ
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際に蕪製し︑十月几日かる運紙を

八日11第二

の浮紋を考えるべきしゃないんだ

五鋸 な い し ヒ 無 の 間 に 3PDRの

が︑ヒントンさんは非常な愚書を

?▽十四日

聾第七圃放射線随審恥丘研究引趨

︵八

と題して

のあいさつがあり︑つづいて︐フ

ナー氏︼

川

七月の動き

る︒︻写翼は原書理駆会でのワグ

コンポーネントの開発があげられ

を発った協合の熱交換器︑その他

発とか︑冷却材としてナトリウム

が︑とくにプルトニウム燃料の開

る︒また駅難な点はたくさんある

ナトリウムを酬うということであ

冷却材について一致した点は︑

た︒

何を使うか︑を中心に見て回っ

速増殖炉の開発状況︑冷却秘には

来日する前に欧州を歴訪し︑職

通りである︒

行なったが︑要旨はおよそつぎの

が出醸し︑筒速炉に関する講演を

三團琿窮会にはワグナー氏ら三品

一方︑九月六日の欝欝の鏑七十

颪淫心﹀

ワグナー疑の購激に入った︒

ェルミ屠画の開発体制

開始して笠年閥炉内で矩粥される

なおこの燃料休は瓦月十五口実一はずである︒

盛会の高速炉講演会
デ・エジソン祉幹部を迎えて

．撫A・ワグナー氏︑岡三

?媛諾騒賄璽鰯幽幽ウ鋒㍑麗懲Pヴ
警・

ピークマン撮および原子

轟・藍原子力開発課昆M．C．

力開発会祇︵APDA︶

劇総支配人W・H︒シェ
ンス氏を迎えて撚綱増殉
炉繊細会を開いた︒

離演会には︑日本顕子
力発屯礼疑一本松殊磯氏
をはしめ︑電気事業︑原
予力κ業関係蒼約三縄名
が隼織り︑エンリコ・フ
論エルミ︷藺速増殖炉をはじ

｢ブルト言ム燃牲擬
▽十二隣ーー第一圓海洋汚染

原⁝蚤の魁塞騒鰻会

力さんの強い言出で︑円本のあら

という偏兇をもっておったように

そのほか思い出はいろいろとあ

と考え︑独学したわけであって︑

映子力の実態をつかむ必要がある

から日本ても火いにやれというこ

もっておったQ正力さんのことだ 工業化する段になると︑放射能の

は︑反響をよんで全国から三百

えは︑原子力こそエネルギー源と

点︶といった員命▼擢尊︵川

岡規偉︵周期律︶︑次点︵時

ている︒わが国でも十数年後には︑

蔚万KWという大廟力になってき 益︶︑鎌参︵質賛︶などは︑前

ては余り神経質に考えないで︑進

てある︒

ほとんど
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⊥一つの国産燃料装荷試験蹴る

夏向鰯

ストン療子

ア州のサク

炉で試験す
ることにな
った︒この

燃料体は加

庵水型へP

WR︶動力
用原子炉の
ためのもの
だが︑材料
は米園から

し︑これ卒曽二酸化ウランに転換し
た・2況ペレノトに成型加工︑約四
十一一13♂必燃料極に封入し︑澱虻

の溶嬢引抜管のステンレス鋼魑を

めとする得界の蔦遼炉開
発の現状の講演を熱心に
聴取していた︒

ゆる暉瑛が﹁休になり︑民間の総

問題が鴫饗な所ではぜひやるへし

るが︑十薙後の今臼から考えてみ

おこがましくも産業人のための原

られない︒しかし湾え方によると︑

余編の応募があり︑蹉編の入選

して集中的に開発すへきだという

は一行一一十九撚の大人数になり︑

ようということになったが︑これ

当がつかぬ▼終戦荊後のころ︑

みたいものであ彫る︒︵文改在詔

鍛晶大阪（941）861番（大代表）

JPDRに二体を

WDぐらいになるものと考えられ

ているQそして照射試験の終了後

はかーブ内で解体し︑空としてセ

グメントの外観と内部の変化を詳
細に調へ︑その絃果は次の段階で
十分に趣たてうれるはずである︒

ステンレス被

覆の燃料要素

六・七％濃縮六鵜亀ウランを輸入

翻り そ れ ぞ れ 二 千 M W D ︑ 三 千 M

射するが︑その闘の燃焼率はトン

今後は約︸葎悶これを炉内で照

除いて約一千六颪万円であった︒

三菱は米サクストン炉で
圃配の瞭高炉燃緋の炉内装荷試験が︑国内と海外の原子

炉で始められた︒㎜つ は ︑ 原 研 の 動 力 試 験 炉 ︵ J P D R ︶

製作し︑線研が組立てたもの︒もう一つは︑響要原子力工

に九月几日蔽碕された濁酢辮料︸．体で︑汽グループが共同

クストン炉に猛尚︵九月十陰日︶するものである︒

岡曜品にどのような︑21があるかを

二酸化ウランへの転換作業嫉一︑塾

この工程のうち六番化ウランか凸

被灰掻にしたものであるQそして

属鉱業と︑猟子燃料集合体の照産

ご︑塾原子力τ業はかねてゴ菱金

化に努力していたが︑このほど試

力を結集して原子力闘発を進める

思う︒ある激味では︑嘘業人かこ

んだ︒今から考えれば英国も訓画

ということを︑正力さんに吹きこ
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べきであるというので︑豊本原子

ける恐れがあったので︑産業人も

れに関与すれば︑世論の庚対卒受

やしくも峰黙に関係あるものは銀

輪にもあ．筍が︑日本のように︑い

子力数窯というような小さな入門

とになって︑石川一郎氏を朋長と

瞳子力の公審は施設でもってごく

作も決まったが▽ある器査関係

櫛繍⁝鞭
ているのは︑外剛には例がない︒

行でも牛命保険でも黛客語網羅し

膚を潜いて刊行したこともある︒

する役所のグループを英躍に派適

は非鴇に範

せまい籍囲に抑制できるが︑他の

の誤用がかなり目立ったそうだ

者の詔では︑全艘を通じて漢字

石蝋や石油による公i

園が広大で︑これを抑制すること

らうよう強い要請があった︒

るG

が禦を追って田難になってきてい

すると同時に︑除薩にもこれにな

第一回使節団が
欧米視察に出発

氏のあっせんで︑シカゴで開かれ

ので︑その兆候が外園でも現れて

▼たとえは習知︵周知︶︑専間
た象た鼠原薩でも︑アメリカ原

業界の有力な団館で︑原子力の利

る氷原薩の大会への出席をかねた

またようであり︑一瓢位五十万一
れぷ橋本氏が砕石していた︒その

原子力発蹴が火力を勢占する暁代

に多かったせいか︑とこの入は

初中等教育を受けた著が応募暫

副会長に畝織されたQもちろん慮 子力産楽会講の会長W・シスラー

用に興昧をもち研究していた溜が

使節団を派趣することになってい

んにふれた者ということで︑私が

る時には︑蹴一の︑原子力の片り

そういういきさつかろ原盤ができ

の実態を独学で

産業人も原子力

線子力開発は電力に密接な関係が

あるというので︑痕猛電力礼長で
あった菅礼之助氏が原産の会長に

たので︑これをイギ﹂スにも陶け

州︶︑環響︵環境︶︑一役︵腐
心とした団体でもやっており︑そ

絶無ではなかった︒電源開発を中

橋本氏に私が行って何回もたのみ

無量の指轡者も多数加わった︒そ

テンポの小さな変化︑動撮につい

が来るにちがいないので︑開発の

その当時豪で︑私は戦後の浪人

指名さ3エた︒

のの蝉瑚にも興味をもち︑それが

派であったが︑隙予力というも

ようやく隙瓢の欝血局長を受諾し

の団長に私が指掘されコールダー

⑦
全く新しいぢ面に応用されるよう

ホールを児てふたわけである︒当

そうして原産が出発した︒たま

時イギリスの封円感情は相閣にわ

蔭︶

店

支

業単独の訓画で︑岡社製の猷鱗体を累ペンシルバニア州サ

五ク防プが共同製作
日塞醸子力研究所では︑JPDが︑このようにGE製のセグメン

て︑曜裳騨の協力のもとに閣酵燃

知るためであるQそしてこの試

Rによる研號開発踊幽の一離とし トを謹ぜて使ったのは︑輸入品と

科慌体の誠作を進めていたが︑
このほど冠成︑瓦月几日午萌十時 作に駿した時口は約ニカ奪︑費用
三十分からJPD紀に鼓尚浄．始め
は核燃餌物雛入手のための経澱を
午後一時三十分冗γした︒
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力藤購会議ができたことは︑ご承

この籔荷試験は︑JPDRl飛
と一．偽はれる署段階かろ成る田圃の

知の論りである︒嗣種の組織が外

難訓葉叢繍
田本でも発意することになったわ

きっかけになって︑葦子力行政が

している少数の人たちがいたが︑

野さんが舗していた︒

昭梱二十圧頬︑時の経済免画庁

いうものに興昧を感じて︑藤岡博
士を団長とする原子力澗斉団を欧

であ︸熊々木縄武氏が日本r黙儂

米に派艦したが︑その閲殿の︸人

粟部で帰国報仕口をされたことがあ

ているのは︑凹本の掠子力はまだ

る︒その鋳の話で私のm禦に残っ

した︑というひとことである︒

チョンマゲ時代たという感を深く

日本でも大戦の前から︑仁科博

占領蟹によって原子力の研究が鉄

士のもとで原子力の理論的研究を

先のジルカロイ管につめて燃料セ

焼結してペレノトを製造しこれを

止され︑加速難︵サイクロトロ

蜘っておって︑平和刹用のことは

大

長官蝿知揆︸氏が原子力の将来と

展望 の 段 階 で ︑ J P D R 一∬では

次圓配

改造︑筒繊力密度燃料の開発をめ

今圓装荷を完了した鯖

ざしている︒

試作燃料では︑まず製迭開発上多
くの課題をもつジルカロイ管にで

る阿的で︑神戸製鋼所と住友禽属

きるたけ多くの凹嘩晶を使 用 す

工業の納入した十一本と︑米圃品
の酉三本が便用された︒また濃編
ウラン験料は米国から六弗化ウラ
ンとして輸入したが︑これを酸化
ウラン粉未とする紙換加工は三要

金贋鉱業と佗友金属鉱山で担当し

グメントにする過程は占河鍛工︑

ン︶は品川沖に沈められてし濠つ

た︒そしてこの酸化ウラン粉未を

日立製作所︑三饗原子力工業︑住

た︒そういうことと︑摂附︑広島に

燃料休を構成す．萄金只頬その他は

学膵ですら手をつける者がなかっ

おける瞭爆の総∴たけを口本人は

友慰工︑東芝露気のいわゆる燃料

すへて田産としたが︑滋として住

てもらうという一幕もあった︒

た盛ニや一葺の蒐に吏原子力公証

が来て︑原籍力発鑓の開発にB英

るかったが︑田本の富民の視察団

ていたので︑原子力の大筋のこと

になるという洩とした予感をもっ

を一人て勉強した︒当暁原子力の

のクリストファー︒ヒントン卿夫

だかろ気掛り

は︑あの人の性賂で︑原子力を円

妻が︑漏路さんの懇請で日本をあ

先生

セゲメント酉十四本に︑GE製の 欧米の事情をみてきて︑原子力の

利用は隙搬の関係で︑とくに左が
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注したかのように思えたQその正 か﹂た学蒲の間では禁句のように

初代の源子男望鍛昆の正力さん

けである︒

大雪敦氏
原薩副会畏

敦
屋
原産副会畏

利罵を凹本でも等閑視してはいけ

かった︒それを藤岡博士の一行が

た︒また手をつけることができな
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ないということ卒嬢告し︑それが

こうして閃内で製作された燃科

ヒントン卿来日で発電所建設に拍車
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牟握供してもよいとの提案を行な

あれは︑その機関にソ連も核燃料

側が蛍塾したことは先にのべた

止協定が必要であると︑当初ソ運

あった︒そのためには核兵器の禁

ることをいかにして防止するかで

れた機物質が軍事罠的に転用され

つた︒ここでソ連のブルガーニン は︑まず鯖一にこの機関に洪出さ

國︵現在は二十五力国︶に増加す

たQけっき︑

て︑インドその他が強硬に反対し

厳が軽視されるおそれがあるとし

が︑受益国の比蜀が小さくその利

含計十山ハカ国が予定されていた

ﾜ蓬益田の三グルま︑

原子力国際機関が設澱されるので

する核物質が箪箏国的に利用され

るとともに︑先進五大国︑地域代
表五力国︑激料繊給圏ニカ国︑技
術供与国一力国︑憂益国脚力国か
ら選出されることとなった︒︵理

そして第三番日は︑機関設立時

華国については五面の表を毒照︶

においてすでに存在していた二国

の取り扱いの弓懸であった︒この

間双覇協定︑とくにその傑障条頓

閥題は︑IAEAによる保聞拙置
の実施体制が整備されるまで︑双
務協定に依存することとなり︑最

近になって︑IAEAへの移鴛の
闘題が脳程に上ってきているQ

保障措置が一

AEAの本質
かくして一九五六年の几月二十
日︑ニューヨークの国連本部で八

ご奪︶十月一田から二十三日豪で

備を進め︑一九五七隼︵昭和三十
十一力剛によるIAEAの設立会
議が開かれ︑ついで二刀＝十六日

国が選評され︵現理盛岡とは品触

3⁝

燃料の供出が︑それだけ軍事一平

謝の弧用として想義があったこ

木質があるわけであり︑この点愚

わが国のIAEAの設立に関し

みてみることにしよう︒

ての震献は︑一九五五年八刃ジュ

ネーブで開かれた第一圏原子力利

用国際会議で︑国際原子力機関の

い︑各国代謝に深い感銘を与えた

翠期設立を嬰奨する演説を行な

のに始まり︑愈雛川開後の設立鵜

備作業にも顧極的に参加し︑その

ころである︒IA猛A設立後も

熟恵と二二は多くの國の閉めると

与を行なっている︒すなわちわが

その事築活動に対し少なからぬ慰

団を参舶せしめるとともに︑当初

国は毎年の総会には積極的に代表

より現薩に搾るまで二乗を畿表す

撫され︑

方一九六Q無︵㎜順騙

二

る技術最先進国として議事剛に選

十五年︶には民間の日添原ア力醗

ての地位を認められ︑

圏の罠閻

業会議がIAEAの協議囲体とし

機関が会議に繊補する先例を開い

で開催されることは︑従来これが

た︒また今回の第九回総会が東京

ていることからみて︑画期的なこ

継続してウィーンで開催きれてき

しかしわが国の貢献は蟻に以上

とといわねはならない︒

のような一般的抽象的な衙にとど

ま6す︑一九五九年の第二鳳総会

％炉︵J盆R13＞のための天然

購入する懲向を表明し︑1AEA

があること︑の二点に工A澱Aの ウラン三ゾをIAEAを通じて

ながるという逆の結果を招く恐れ

り︑王AEAの綱設が核払散につにおいては︑わが国蟻初の囎曜研

EA憲章の調印式が行なわれた︒ 第一号の並倉が開催されたQこの 紙用されないための録識がない阪

には同じくニューヨークで︑IA オーストリアのウf〜ンにおいて と︑しかしそれがふたたぴ軍事に

要の批准数を得て正式に発効する

の異動がある︶︑また米ソその他

この憲蠣は翌年七月二十垢Hに所 総会では日本を含む二十三の理饗

こととなった︒球たこの聞︑国連

低開発国の技
術援助が中心

∬0︑WMOなとの諸機関と協力
の初めまでに魏魏︑コンゴ︑フィ

近における最も江厨すべき励牽と

な協力を行なっている⑪しかし鰻

語研究︑財政の各劣野でも穂極約

った︒

障轡となることが懸念されるに猛

た原子力圃際機関の縄設に大きな

の瓢事凹的を助長するような方法

ならびに﹁機関の堤助がいずれか

よび増大するよう努力すること﹂

に薄する難燃力の質献を背進しお

び行政分野における由門装甲二百

饗務総長のもとに科学技術およ

される︒ウfーンにある業務局は

麟で︑理機会は二十五軍国で構成

び警務局から成り︑総会は全撫盟

機関の組織は総会︑理事会およ

性騨億のため専門家卒派遺してい

について助力を百ない︑萩た亥全

うとともに︑膜子炉︑燃料の入畢

の予備的騨価に関して援助を行な

の低開発圏に対して︑原子力需要

および原子力発電の分野では多く

動の現状についてみると︑隙子炉

約を結び︑また臨時訓練コースを

び凹際的な研究機関と研究委託契

助および訓練の分野て︑各国およ

このほか譜活動としては技術援

を過嘉している︒

炉について保障摺酸へ五面謬照︶

国と協定を締結し︑三十三の原子

し︑研究闘的のための少量の核物

質の供給が多くの国に対して行な

Dか凹ば一九山ハ一二年九月︑日米鳳子

凄あげ捻ばならない︒すなわちわ

力協定に基づく録懸隔雌をIAE

Aに移類するための三者協定を締

フに査研究所︑モナコに海洋放尉

持っているほか︑サイヘルスドル

ならって十六の双盤協疋のIA抱

となったものであり︑現左これに

AEAに移三つるためのき壷がけ

元的な査擦体制の

確立は︑設立の撲本理愈の一つで

AEAによる

あることからみて︑今後なおこの

突現にはかなり困難が予想される

とはいえ︑わが国の果した役剛り

と考えられるのである︒

ここでわが剛とIAEAの関係を

の歴史および現況をみてきたが︑

︵YI︶

以上︑IAEAを中心としてそ
はきわめて暴騰箆なものであった

集める日本

各国の注目を

の分析業務等を行なっている︒

各種R工の鎌継配布および核物質 A移盛か決定している︒そしてI

能研究所を有しており︑主として

ィーンの本部に小規襖か研究所を 結したが︑これは二幅問協定を一
﹇

機閏独自の嫡究施設としてはウ

われている︒

しては保障蜘置制度に対する協力

ンランド︑メキシコ︑パキスタ

して農業︑水理学︑臥篭︑工業の各

また二本の往の一つである規制

分野で各毬活動を行なっている︒

活動では︑まず傑健と宏全分野で

機関は﹁入命お一．いび財癌に対す

の塁藥﹂を作威するなど放射線被

る危険を最小にするための安全上

行ない︑京た羅事転層防止のため

曝からの無識について︑の活動を

憎勢はしかし︑大国間の難し禽

で任用されないことを雁保ナるこ

五十九名︑一般職三四穏二十四名

燃料を供給するとりきめを締結

ン︑ユーゴに対して原子炉豪たは

援助訓画による専門家の派遡︑釜

歩を踏み出したわけである︒以上 よび︑その後の情勤変化のなかで
に各国の関心を集める貢献をし
の経蔚からいって︑IAE或の骸のIAEAの地位は理解てきない
た︒象た研修生の受け入れ︑技術

して︑IA劉Aはその浩動の第一 忘れるとIAEAの任務や活動お
の核物籔供給機関としての役訓り

とIAEAとの間には︑連携に関
七力国からの核物蹟の提儀が渓附
雲離調印に続いて︑日水をふく

する協定が結ばれている︒

ついての経費はこれらの便用料な

和綴用を促遣する﹂ことにあるこ

アイゾトーブ部

蔭桐は︑もし適当な条件のもとに

って︑歩み留りの慧思を示した︒

が︑ソ遮はその後核兵器の禁止に

障理欝会の下におくことを童聾
した︒しかしそうなると︑当然拒
否擬の問題が発生するため︑アメ

子力機関の悪趣草案は︑急きょそ

と︑もし躍事瀦用への転用という

ないような保瞳措置を講じるこ

勢力関係は娯本的に変化した︒こ

遡知するというこ
とで妥協が成立し
た︒

諾の問題をあくまで国連自身の間

機関の運営を左右する理事困の梅

く理噴圓を二十露量

この拍上会談のニカ月後には︑潴

当のソ連は︑この提案ではプール
のために供棄した核二藍が平和團
年時の国連総会で決議された第一

国際原子力機闘︵王AEA︶とは何か︒この疑問に答えるためには︑IAEAの設立の経堂⁝

圓の原子力平和利用ジュネーブ会

かえて︑この機関︑僧国連の安全保

いう理宙で反対し︑提案の前提と

的にたけ便用される傑証がないと

謹が開かれ︑ここでもふたたびソ

⁝
⁝

して隙水源の禁止協定の綿結を主

の内容の改訂を行なうことにな

っきょくこの問題は︑機関の握供

リカ側はこれに強硬に反対し︑け

り︑新たにソ連︑チェコスロバキ

によって作成が進められて音た原

そこで︑アメリカ中心の八力国

逃側の協調の愈図が確認されたQ

をたどるのが最も適当であろう︒一艘にこの機関の設立は︑一九五三無十二月︑閨連総会にお

ー

驚けられたが︑岡鋸六月︑ソ連が

米ソ両国の交渉は翌五四年豪で

張した︒

㎜

⁝けるア美ワ桑大統二塁がき・かけにな・たといわれている・貌われは工登Aの⁝

劇＝＝＝≡≡＝⁝＝＝障騨二冊⁝≡甲≡≡＝圏欝ヨニ≡＝＝≡＝＝一≡≡≡：＝＝＝三﹁＝＝＝≡⁝≡＝二≡二︸⁝≡：＝二三需︸≡謄＝ニニ≡＝扁＝≡ヨ曽二一

さらに璽ご年八月には︑アメリカ

を開始するに及んで︑アメリカと

世界で切めての工業嗣原子力発羅

しては平和祠用の分野でそれ以上

ア︑インー3︑ブラジルの四面を加 ような三保理領会の謹限に属する

より遅れることわずか九カ月で水

遅れをとらないため︑問互譲ソ連

えた十ニカ国によって︑五十六年

爆実験も行ない︑原子力をめぐる

のことは当然︑核独占を基軸とし
の参撫しないま豪原子力圃際機関

話下りを顧味した

問題が生じたら︑それを安保理に

たそれまでのアメリカ外交の行き

雪どけ 共存の産物

が︑その駕のムソ
連はスタ〜リン独

で︑満場一致臓器の決定をみるに

利用の分野に役握りを限定するこ

題として切りはなし︑機開は平和

ク纂以来米ソ対立

至った︒

郷の問題であった︒当初の草案で

む躍備委員会が総会を陥催する蝦

そしてこの機関の活動財源は行
政費については加盟各圃に剛り当
てられる分担金︑物質︑施高等関
盟については︑陳加盟国は︑滋章
以下︑IAEAの獣的︑組織︑

どの収入︑為業予算は三一の拠謝

係経費および物質︑施綬鱒提供に

が興場のため開放されてから九十

とはすでに明らかであるが︑IA 豊門機関の加盟胴であると否とを

称賛を得たけれども︑直ち

いを求める臓界各国の強い世論を

てこの断的を達照するための広範

と﹂の二つを規定している︒そし

この新しい提案は各国の

騨陶｝

肝紳一一一P一一膵

蕪砺顕界｝一」層

会骸鮮務郁

予算会聾部

⁝籍霊・・理解す重壁・の提鷺の婆でさかのぼ・て書ととした槍⁝

バルーク案が発端
発織関﹂の設立を勧告した︒この

初めに国連に提出︑国連総会はこ

機関の趣旨には︑原子力平和利

周知のように︑人間の年による

うきわめて不尊な形で登場した︒

用の陥発もうたわれていたが︑本

の採集を入れて︑﹁国際原子力聞

一九四五妬に初めて腺爆を完成

来の営的は線爆の国際管理にあっ

核分裂連釧反応は︑﹁原爆﹂とい

したアメリカは︑職後 そ の 製 造

たし︑それは群実上︑アメリカの
裁を清勢していわ

ての同盟眠であるイギリスやフラ

ゆる

に阿する機働保持を強化し︑かっ

原爆独古を惣味するものであった

の飛脚問題であった原水爆の象止

つ法り工A鶏A

から︑米ソの慧見が激しく対立し

二月から新たな作業を開始︑四月

あるいはその拡散防止︑つまり黙

は︑墨田のバルー

ンスにもその秘密あ萌かさなかっ

微笑外交を展開し
の設立を決意︑英︑加︑仏︑白︑

には二︑三の闘題を留保したたけ

低開発国への援助に実績

た︒それによってアメリカは捗兵
て実現をみるに艶らず︑原子力闘
はじめたので︑西欧側の結束にも

簸︑南ア︑ポルトガルの諸騨によ
びかけて︑籔章草案の侮成に戴手

軍縮問題はあ

の

器の独占︑軍事上の優位の維持を
題はその後しばらく俸滞状態が税
ゆるみを生じ︑的を失ったアメリ
カとしては︑急速に態度を処て画

ン三四鰐を提供するという声明が

ことになったわけである︒
鵡二に︑十一⁝力国会議で最も多

つけた︒この総会で機関の性洛や

規胸総会︵ニューヨーク︶にこぎ

は擾助供与劉︑原料供給国︑各地域

は⁝九五六鋸九月二十二Bか6の く石間を費したのは︑璽実上この

以上のような曲折をへて︑機関

とによって︑初めて陽の厨を兇る

した︒三際原子力機関に濃縮ウラ

こういう田弊情勢のなかで驚

内では︑原子力法の上編敢正を行

くまで国連へ

す必要に迫うれた︒

響どけ

企図したわけであるが︑一方では
いた︒

一九四九年差弁り︑ソ連が第一

その独膏の破れる臼がいっかは来
ることを予干して︑躍事利用の抑

メリカによる核独占が破られた︒

回の重爆実験を行なったため︑ア

︵バルーク案︶を︑一九四六年の

制を闘的とする売子力国際構琿察

たバミューダ会識であり︑

ない︑平和和用の開発に民開摩業

一月︶である︒同時にアメリカ園

出されたのもこのころ︵五四年十

ここでお膳立てされ︑圖運

もに︑海外に対しては双務協定愚

界を広く笏加させる道を開くとと

ハワー提唱のぬ前に開かれ

かれたのが︑かのアイゼン

総会にもちこまれたのが他

運営をめぐって問題になったこと

現在︑93力国が加盟
末ｱ局は約七百名で運営
活動についても︑鴇草に照しなが

金および筋項使用料収入輝の剰余

は罪しい原子力法による双務協定
の網を拡大し︑一方のソ連もこれ

購以内に署各した罰連または轡門

ため︑米ソ両国をかなめとする二

EA感章第二条は︑これについて 間わず︑理事会の勧告に基づいて

金で賄われる︒︵別表予算表謬照︶

ら紹介しておこう︒

つの爾彫の国際協力体制が出現︑

で︑その他の加盟圏は圏連または

機関の加盟で批准灘を霧医した國
IAEAの膨的が﹁原子力の単

互いに競争するという嫡勢になっ

に対する原子力援助を縦極化した

に対抗して︑中共および葬欧諸国

一九五五年に入ると︑アメリカ

八十一国で憲
章草案を決定

を提供できる体樹をつくった︒

績んで︑原子炉︑黙劇︑彙報など

ならぬ扇子力国際プール案
︵アイク提案︶であった︒

このプール璽には国際原子
力機関の設置のほか︑米ソ
の協力︑彬六器縮減などが

わめて大きな期待と支持が

うたわれ︑多くの剛からき

よせられた︒というのも米
ソ両陣営の核箪備競争によ
ってもたらされる恐るべき
結果について︑匿騨各圏が
翼剣に纒乱していたからで
あり︑このような習餓なく

に実現の激烈にのったわけ

見習として展開し︑五五郊の七

IAEAが行なっている寧業活の保障措置については現蕉十八力

ではなかった︒アメリカは

たと思われる︒

ソ辿がこの提察に加わる 月︑ついに勢二次大戦後はじめて

る︒またアイソトープ部門ではI ㎜訳し︑また副子力潮泡および咳

総会が承認した国となっている︒

会濟夢．論窒

LO︑FAO︑UNE物
S質C
O
︑鰯W
の供
絵業
では︑一九六四年

﹁全世界の平稠︑爆健および繁栄

理事会

員︶を擁している︒︵機構減塩照︶

た︒そしてこのことは︑ご兀化し

しては︑今口のIAEAの

国際原子力機関事務局の機構
盤六準縄士一名︵一九六五漏洩定

ュネーブ会談が実現することにな 定されている︒またこの機関の加

﹁主要国の一って次げれば の︑米英仏ソ四大国海幕によるジ
なうない﹂としていたが︑
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コスタリカ
キプロス

雑
残

次第に商業べ！スに近づき︑

伍来燃料との経済性の競争が
可能となってきている︒保障

措置窓身もしたがって︑建年
の理論的命題から脱皮して徐
徐に現実的日岡として成長す
≡

監視が機関の役割
記録︑報告︑査察の三段階

〔・1・業乎勢∫〕

318，0QO
50，QOO
75，000
517，000

任 忌 拠出金
特別任歯周山金

ターテーングポイントであり︑情勢が変わったからとて︑こ

蒸
ることが要求されつつあるQ
この事を十分認識しないと︑

軍事転用防止と核拡散の防止
＝脚

≡≡

2，000，000

290，000
50，0QO

会に通告して鶏魚な措置をとるこ

コロンビア
：
コンコ（レ湾ボルトビル）1

聞
は単なる沿題目に終ってしま
う危険さえある︒窮口の仕噴は政治的要請と技術︑仔折的現
実の閥でいかにして艮休的な妥協を児殺すかという努力てあ

ここでIAEAの保障錨置自俸
とは国遮の仕事なのである︒

2，000，000

てしま︐た︒一九君三年︑もはや

：
1
；
セイロン
チリ
中蘂民国

業
り︑二十世紀の偉大な産物の一つである﹁国際協力のための
機関﹂こそは︑まさにそのような﹁双脚﹂のための場である

憲革に定められた保障指訳は第

1，394，578
40，816
45，109
72，168

かのぼってみると︑一九四六年麟

1

オランタ
ニユージーラント
ニカラグア
ナイシェリア
ノルウェー

i
カンボシァ

｝

7，713，000
225，000

置毒IAEAに移鱈する時にも同
ばフランスのごとくIAEA二足
きわめて悪い︒たとえば十山ハ万K にくらへ︑机上の原子力理論には

；

10，401，000

221，500

極なことが適用できる・現官︑主

1

どノレマ

ニ巴ロツ＝コ

カメル＿ン

カナタ

マリー
メキシコ
モナコ

1
臼ロシア

㎜
7，220，000

262，S89

収
雑

子力機関の没酬りは戯事転用が行

1ルクセンブルク
uラシル

i山鉾案）
6，／59，522

入

加盟国分担金

っていることが甜認され︑避止の が蓋附内の葭子力施設や物質を進

の︼つでありながらIAEAは安 一に工AEA正身が供嬉した核物
るのは陰に陽にこの蘭の反対が強

を考えてみよう︒国連の豊門機関

〔一般予算〕

1965年農
i確定予算〉

とになっている︒すなわち国際原

オーストリア

リビア
：
V1㌃リビア

レバノン

；
xルキー

産
よって餓理することによって︑睡

といえよう︒︵日本原子力発電技術那第二課副長今井隆密5

軍事転用防止
臥雛の製造と痩葵貝一激止しようと

〔経常予算〕

1964年度

i実；績）

アイゼンハワー大統領の﹁原子

するものて︑これは当時の米ソの

i予玉案）

1963年度

入
収

核独占国でなくなったアメリカは

の絶対条件

国際原子力機関の無良心予算（単位ドル）

子力国際範理案﹂︵いわゆるバル

アルゼンチン

パキスタン

連原子力委員会に提出された﹁原

｝
アルバニア

リベリア

力平和潤用声明﹂によって新しい

1クウェート

ーク案︶に劉達する︒核物質から

アフガニスタン

日本

道を示し厘︒すなわち遭際騰関の

1アイボリー・コースト

原子力技術豪でを国際的な機関に

会｝塞出（ウ1しクァ・1，スイス，ルーマニア．コンゴ

ーラント）

1
マダガスカル
1
uルガリア

」
・ケニア
オー：ストラリア

1
韓凶
聖
アルンエリア

（1965王葬8月毒見在〉
力鐸盟国一覧表

力

原
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蕪
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c
c

鱗
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σ

ξ
︸72

共通問題討議の場に

二子力腔業会議をみる．蕎国原駈を概観してもわかるよ

うに︑この掻の組織は共通して除子力平和利用の促進と

隙子力鰹業界のために為効な活動をしている︒したがっ

非常に

て︑各国の原産は︑麟際曲な傭報交換や共通問題につい

憲た︑賦本の原塵の酒鋤については︑一様に

ての討議を累んでいる︒

すばらしい組紙で︑孫要な役矧りを果していると思う

との銘価を霧せている︒なお︑以上三測にわたって紹介

した圓々のほかに︑オーストリア︑デンマーク︑ルクセ

属・

＝ド

と異なっている︒世界の原子力蕊

灘会議の中でも財政上の補助を国

家から受けているのは︑ドイツと

演及︵中学校での講義︑モル原子

などを霊な活動の目附としてい

力研究所の艶学を行なっている︶

のところ輔報・PR活動が主で︑

⑯

︐蹴・

難㎎

跨子力発車
リスの原子力発磁所といえは︑

しているイギリスに来た︒イギ

五月には第一讐炉の遜転を開始

な園難があったが︑一九万六葎

蹄か︸血由ハ輿論−二月︑一血八年瓢一月︑

した︒続いて第二︑三︑四隅炉

呼子炉はわが国の東海炉の原

五八薙十二月に完成した︒

酸ガス冷却型︵GCR︶で︑一
懸当りの才気撃力は四万五守K

型である天然ウラン黒鉛減速炭

W︒発艦所は精時ほぼ簸高出力

薩灘洋の田園の中に︑

気が白璽となってたな

を維持している︒燃料はスケジ

ホール物請

鍬然活況を呈する︒現荘までに

が︑この時保筍も実施するので

ュール停止によって交換する

という本まで

畑物機器部においてであった︒

蓄干の無敵が起こったがすべて

コールダーホール発電瞬は︑

生んだ為名な

る︒イギリス

にとっては︑出力増加︑負衛率

きな刺激を与えたが︑イギリス

向上︑熱耕取換え時閥の短評︑

世界各圃の掛盤力発祥説画に大

トニウム生醗

竃所は︑プル

と発蹴を兼ねた軍箏色

一州のこの発

発翫所があ

コールダー

る︒ここに

びいている風蟹がみえ

巨大な冷却癒から水蒸

闘︐イング5ンドのほぼ中央部

ロンドンより汽車で約八州

鋳ずれないわけにはゆかない︒

談ずコールダーホール発日所を

1F茎酬＝闇篇＝︷篇﹇＝僧＝箋篇一ニニ膚︷﹂P二；＝開一＝＝曽帰＝一二：一＝︐︻覧．﹂曽＝贈＝＝︷＝闇＝脚二一葺一＝＝＝僻茎：＝曽二戸冨竃量＝＝ニ一一−唱＝＝；﹇﹂

灘織

野際的な会議・展示会としては

る︒

①米・ベルギー原子力シンポジ
ウム︵一九五七第︑ブラノセル︶

②フラノセル国際展示会︵一九五
八年︶が開かれたQ

ベルギー原子力開発協会︵BE

レ嗣川11川一日犀ほUi−ll川1臼｝・川【m−r婁1i髭1川一剛叫川隠咽輩11監111−1川川b−ill【匹睾1聖｝隅111川11」■『Il11監U一幅口川1監1」一

認原子

LGTCA燈OM︶は︑現在窪で
出版物は﹁会報一︵隔月︶︑原子
力無鑑︑原子力庁年嬢が発行され
ている︒

推進する鳳体となることと望んで

械子力庁︑原子力研

究所︑政時欄関と密接に連絡をと
おり︑原子力醜業の専門グループ

主要活鋤

ベルギー︑万ランダである︒

り︑①岡内外組織と原子力に関す

と考えているようである︒

との結合が検肘されるへきである

同協会は︑将来は原子力窯業を

門康のための講瓶会・セミナー︑

の交換を行なっている︒

揃本直子力鷹業会議とは出版物

る学報および出版物の交換︑偽専

公衆のための展示会・映圃激の開

燃料要素の開発のための道貝と

︵隔月︶︑﹁アトム・プレス・サ

ービス﹂︵隔月︶︑蕎会議の識瞬

SAAEは︑スイスの原子力開

録を発行している︒

発状況をみてもわかるように︑そ

へのサービスに厳底しているよう

れほど活発とはいえないが︑食興

塵一1ーーδ一UO臼◎守晋1一塵重響

にみられる︒

第二重水工場建設
◆

カ ナダ・◆

にDP社が候補に

カナダの鋤二勇水工場︵無藤一ご

スタン︒デェーテリウムへWD︶

衙ゾ︶の建設は今田の初め︑ウェ

祉に決建していたが︑さきごろ圃

ダイナミノク・パワー︵DP︶托

社が入札を沢蟹したため︑噺たに

ダイナミノク・パワー往は︑W

の名が浮かびあがっている・

Dれに次いで二番目の低価格入札

徳島県阿南市豊益町吉田1番地

｝

催︑⑬学佼における原子力知識の

なった︒現在はプルトニウムの

束京都申央区銀座東4丁自4番地

癖

ンブルグ︑ノルウェー︑ポルトガルにも同様な組瓢があ

の濃いものとして︑一

生瀧よOも発醒と運転訓練︑燃

力会社︶に対ツるψ水尭却価格を

蒔であり︑λECL︵カナダ源子

スペイン ◆

、

一

黶@

各国聞の相互協力を希望

△
呂冒一一：一一輔＝一＝：一＝＝＝﹁一＝扁＝一脚輔＝＝胴一＝胃一一一贈＝一＝一一＝＝一雲＝一：＝＝一一嘗：一一＝翻：＝口＝＝開＝

さ酒た◎世騨最初の大

瀬照鮒施設としての役劉りが大

九盈⁝羅に建設が計画

きい︒

画二十八店︶で捉傑しょうという

ポンド当り十六カナダが︵四千三

て︑問プラントを契杓期間三十一

もので︑すでにラマー批と契約し

カ月四千五白万期で建設するため

U精錬設備建設で

A温Cしと炎捗申︶

◆

産業界に入札招請

スペインは現伍︑練子力に関す

定しているが︑ポルトガルとの国

るさまざ法な讃醐を実施または予

境近くに埋蔵され︑全く見捨て6

よって陳．†力鹿業を鉱大しょうと

れているウランを開発することに

最近︑政雁が発表したウラン玉

いう働きがあらわれている︒

こ四カ月聞以内に民間営業からの

簾設備に対する入梶招請には︑こ

ている︒

入札が行なわれることが期侍され

邑響馨雛罵質躍98蓼翼8

題に関して会齋を行ない︑現蕉流

の砕水船の代替建造に際し︑陳子

鎌継備隊はその所属下にある拓蔓

いることが明らかにされたQしか

力を操験することに関心をもって

の難題をかかえていることも伝え

し︑この解題では予騨吻でかなり

心二二尼崎市常光寺元町ユ丁目11番地

四

るけれども︑詳細な禰報が得られていないのでやむをえ

ず省賂した︒

コ◎σ◎σ◎αく＝

技術開発の推進役

鵠︑建設途此には種々

L＿庇イ

の岱関係嶺局は︑八月初めこの闇

レ棚量臨．5巳ほ奪纈．曝5量・●■薯﹁量曜犀●︐置冒瓢●冨竃貫置匿89匿脚

規模三子濫発躍崩のた

海タト
ちれている︒

命 神崎鑑縣薩株式会議

本
祉
神崎工場
窟岡工場

（3）

スペイン原子力産業会議

，，，帰一r川，孕ll一庫三川層一蝦1111日1＝晒11111川｛照1川」一畷輩mllll一璃1奮mほ一rl口UU輻｝唄山川』嗣

1川1，一剛｝1穿rlη一，311闇一嗣

コールダーホール発電所

一

㎜

今回はベルギー︑スペイン︑オランダ︑スイス各困の

）。αCIK）K）◎に

PR畿活動が中心

礁繋騨

（6）

第332葵墾
第三三稀郵便物認

新
子

昭和40葺三9尾「5臼

聞

業
産

力

原

f盛へひジ

げ︑・ゴ︑﹂気．︑応r狸．一．露き：︑∵︑矯・雛㌦︑ア塾降ぬ

廉︑甥檬溢姿漂鋤類独止続樋鱒

近く下院で最終決定

で上げることを希望している︒こ

力損色保険の填補額を一偲励にま

とになるたろうとjCAE報告の
解載が発生しないことを期待して
いる︒しかし原子力魔業の発展に

ぎCAEの実力者クレイグ・ホ つれてこのような問題について十

掃引を結んでいた︒

ス・アンダーソン法の期闘砥長の

ICAEとしては︑プライス︒

スマi共和党下院議員は︑プライ 分検謎する必要があるしと述へた

アンダーソン法の延畏無間の終了
までに同法の評価を行なうが︑修

閻題で︑原子力禦故による被害者
逆保識するという点から︑現行の

二

蝋錆

ろうGいわれている︒

曾
へ写翼︶は最近昌昌〜ヨーク原

子力＋鴇開発局が米義MF祉に発
注した発電︵二千五禰KW︶︑脱
生産をけなう三玉高的7︑ラント．

塩︵一臼島影壌︶︑アイソトープ

した︒とくに命度︑原子炉の輸出
禁止について侮正され︑共産園の
田がある条俘にもとづいて︑イギ

しかしこの条件は︑翰画する揚含

子炉を輸入てきるようになった︒

このWH祉の受注は︑過去にお リスから民聞の研究用と発竃用原
ける間往の連続受注︵サンオノフ
レ︑ハダムネソク︑マリブ︑現筏

このハラム原子力発電所︵電気

発喪した︒

冷却黒鎗炉として知られているも

出力七万五千KW︶はナトリウム

にナトリウムを距用する卍巴増殖

れまでの運転経駿によって冷却材

炉の閲発に多くの功果があったと

近くCANDU

している︒

型発電炉建設へ

加ハイドロケベック社

カナダのハイドロ・ケベソ々社

は︑先にカナダ原子力会社︵A旦

を暇気出力二十五万KW琵磁所に

九七〜年十二

採用することにし︑一九六七年一

月﹁日建設膚工︑

設もここ︸年以内に始めるもよう

てたが︑従来のC入製DU炉の建

月運転開始を隠標とした副画を立

／

中

︸

CL︶が設詞を始めたCANDU

−BLW︵虫水職速弗騰軽水型︶

受取る国はIAEAの保障措鷹の
ンスウノト︶ろGE紘が破ったよ 採腸な認めることである︒甕って

はキ廿ンセルとなっているレーベ

で停止しているが︑義ECは︑こ

一九六六鉱麿工︑六八年亮威の予 ので︑昨卑九月から冷却管の故障
電たが︑こ3τが冠成すれはアメリ

まき

カで初めての原子力討議並屋工揚
がおめみえすることになる︒
閥と中共向けの輸出について︑輸

正についても考癒することになろ
うと磯明しており︑今後に残る問

の年報で密計輸送に関する修正の

﹁現行のプライス・アンダーソン 必要性を報告するもようであり︑

は︑大隠事な原子力毒言の後︑

湿たこれらの闘題について政府と

ほと輪田黙止晶醸のリストを僻．正

出禁止品目を決めていたが︑この

における填補と国際海礁保唾iの

現在残されている問題−輸送時

題になろう︒

訴訟手貌−州裁当所での鼠穴購償

ィな賜償を行なえるよう何らかの

訴訟が長ひく一についてスピーデ

改正︑法的措瞭を講ずるよう蝦示

らされることになるQさらにJCしており︑大きな期待が冒せうれ

補償額は約四億八千六酉万がに減

JCAE政府補償 額 を 修 正
原子力災鰹蒲償に闘するプライス・アンダーソン法を一九六七

駕八月一Bからさらに十 年 延 長 丁 る 法 案 が ︑ こ の ほ ど 上 院 を 通

のチェノト︒ホリフーールド委員艮は︑すでに下院運営委員会に

法の画筆と行政システムがいかに
鷹業界が集岡で倹討すへきである

と︑TCAEは述へている︒

効果的に遜朋されるか判断する機
会が全然なかったが︑そのような

支持している国に題しτ︑N問の

うに︑絹内でのGE祉の連続受注 蘭務省は︑IAE人の課陣措麗を

偲左用と発電用原子炉の輸出許可

︵オイスター・クリーク︑ナイン

マイルポイント︑ドレスデン第

て当㎝輸嵩詐曜を二刀としている

を超めることになった︒この段階

これは︑建設期聞を短かくする

である︒

ことによって五樹万談近く経費の

なり︑ハイドロケベノク社とAE

舘減が三浦できることが明らかと

ものたが︑敷地についてはまた決

ウラン精錬工場運

転試験に入る振動湘

ルギ一士かランスタドに建設中の

ウラン精錬工揚の湿式化学処理部

のωめから開始されており︑現在

た︒他の品分の試験は︑すでに今隼

分がこのほど巡構試験を開始し

の設訓は存κしていない︒ほとん

今度AEIL社が依頼したの
できるような磁蟻な改良型舶用炉

これら一連の還転試験は講義の

●

円

価

定

︐

團

議

日

力
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露
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子
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A5判

過︑下院に上程された︒上下繭院舎同隙子力婁員会︵JCAE︶ AEは一九七五年目でに民間原子 ていた︒この点についてJCAE
二点については︑AECが来年麗

法案の採決を求めて沿り︑下院の決定は近いうちに行なわれるも
のようにして民闘保険が政肘補償

界にとっても元全な信用を得るこ

に寒きかえられていくことが産業

ようである︒一方︑現行のプライス・アンダーソン法延長に対し
て大きな反対を示してきた石炭業界は︑下院でこの法ぴを修正し

を偲めており︑岡法の成立は確定的てあると見られている︒
所の発毛コスト︑各往の五二価格
については究良されていないQ

二︑ボストン︒エシソン︶を破っ

ン﹁一マーズ・パブリノク・パワー

所運転に関してネブラスカのコン

C＞はこのほとハラム原子力発羅

アメリカ隔子力委員会︵AE まっていない︒

の運転契約打切る

米AEC︑ハラム C﹂の幹部が同意したことによる

た罫引であるといわれている︒

ルーマニアはすでにはりきりとし

ド︑ルーマニアの国々てあるが︑

国はチュコス幽幽キア︑ポーラン

たものとして庄圃されているQ
なお︑同社はこの敷地にゼネラ
ル・アトミノク紘と共岡で建設す

．4ギリス︑共産圏

悶鴨醐

として建設するものである︒

月撤回したため︑こ33に代るもの

W︵高温ガス冷却炉︶ノを本年二

る予定であった堀気出力二十万K

RG＆E社は︑今年の十一月に

り︑山蔓が予短通りおりれば︑来
年六月﹁日には建設を開始する予

・アソーシエイソ社が建設を口綿
する︒

WH社は︑原子炉︑熱交換器︑

キイ塑約で供給する予定である︒

営電力浄業体︶との間に結んでい

・デfストリクト︵CPPDI公
スウェーデンのABアトムエ不

へも原子炉を輸出

また燃科には現在のWH社の標
WH祉が最低価格の入札を行な 準型で︑炉心は低濃緬ウランが三

いう見方をしているQ

ったことは明一82かだが︑この発露 頒域になったものか採用されるだ

る契胸を月ちきることになったと

ルコノクス︵B＆W︶握︑コンハ は︑耕水分標高一千ナ︑速力三十

子炉メーカーのハブコノク＆ウイ

一

イギリス商務雀はこれ潔でソ連

アメリカの原子力船開発をめぐ
る動きは︑先ごろ予鋒腎に対して

どのメーカーは︑舶用炉概念を持

のところ好成績をおさめている︒

ソシコン・エンジニアリング︵C 碍あるいはそれ以上の達力を持つ

摩妻紙
クロース装
上製箱入
【特典1原子力産業新聞3カ月分贈呈

堕
脳

たり︑あるいは撤同させるたけの十分な支持を受けていないこと

怩jw発電炉建設

であるが︑民閥の原子力費任保険

非扁に廠しいものがあ

といっていたが︑今圓の岡社

の石炭火力を打ちまかすたろうと

は︑穏万BTU鎖り二十五・五樗 ︻次炉心の〜速のセノトをターン

の発表によると︑WH祉のPWポ
Rンプ︑タービン発電機および第

る

の競誰に

ロバート︒E・ジーナ社長は︑原 副手する予定であり︑ギルベート

＆エレクトリノク︵RG＆E︶社 この入札に当ってRG茂E祉の驚である︒敷地の準備はすぐにも

め︑原子炉俄論者四社と石蚤火力

の国際警護体制を作っていこう

アメリカ原子力委臓会︵へ鷺C︶

七月置で実施されるが︑当蜘の化

学処理部分の運紙譜幽では︑十一

充実した内容、豊富な資料・関係者必携の書

本

行

発

マC A 聡 は 兜 月 ︑ プ ラ イス・7
して︑政府の補滋額は五徳がで︑
七革八月一日︶を延長する法案に
の填︑補癩を増額することによって

民間保臨陳による焼補額が六千万が

ついて︑Φ隙子力発電所と化石燃
論式の補偏分を減頷しょうという

ンズーソン法の為効期譲︵一九六

料発蹴所の競争から生まれる公共
ものである︒現在︑旧任保険︵原

暦墨継PWRを採用 は建設許醇申請をする計画であ

への利益︑②現在および将来に対
子力損害賠償保険︶は︑属閲保険

た︒ ︵蕊祉か感粍︶

する払本陶な恥しい工拳ルギー源
は︑ニューヨーク州ブルソクウノ
会社のプールであるNEL工Aと

アメリカのロチェスター・カス

を開発する︑という二点を塾礎と

ドの敷地に四十π万KWの発躍属 子力発電は現段階では石炭火力と
MAELによって引き受けられて

調蓬暫としての建設業者三祉対に

を原子力か在来火力で建設するた

九六パ年一月一日から七千四百万

ICAEはプライス・アンダールは︑現在六千万がの垣補頷を一
して入粍を招請していたが︑この

いるが︑この原子力損害保険プー

ソン法の琶長ぷ承認したが︑岡法

♂に増額することを申し出てい

理の話し禽いが矧連原子力委員

のPWRを採用することに決足し

る︒従ってTCAEの修正にほ
よどウエスチングハウス︵WH︶社
るとプライス・アンダーソン法の

することはてきそうにない︒

会で行なわれた︒それが失敗に

躍しG核大圏のねらいである﹁ 終って︑平和哨用の面たけに限

園際原ア力機関の﹁保隙措

の中で最も重要なも
骸拡激防止﹂を原子炉の査察と

描躍﹂であるQ一九 いう現実の手続きによって︑実

というので作ろれたのが国際原

六一年のドキ﹂メントの後で︑

ってはいるけれども十分な早計
猛︶祉︑セ不ラル・エレクトリノ

船に対して︑利用率七〇％が可能

が握出した原子力船研究開発五ヵ

ク︵GE︶投︑ウエスチングハウ で︑AECが甲屋性をナェノクす諸職を持っていない︑と述べてい

子力機関だった︒したがって︑

年落雪︵一九六七一七一︑要求額

月までに全答鼠の三〇％を︑その

この機関による原子力蕾理の発

後来無の四月談でに四〇％に家で

協定にかわる効果があ

二三が改良型概念の設謝につい

ストについて慧兇を求めたもので

上り︑このころから金出力運転に入る予定である︑

して︑現窪︑般に便用できる舶用

七千ん酉万がに対して︑海事周の

る︒

舶用炉の見積五社ご依頼

て︑舶剛炉への利用が可能であり︑採算と性能の保鉦ができる原

力針決定侍ちが広えられており︑

展にB本が積鰍的に頁献ずるこ

ンの国際原子力機関か

う︒とくにワシントンでは︾脚達原子力船をすぐに建造する計

近く阿らかの決筐が下されるもよ

るともいえるQ

保障措置の適屠を十万KW以上 ら︑この﹁保障措耀﹂は︑軍縮
に豪で拡張されることが 詣 豪
り︑本年二月に理事会で決定さ

である︒

れたものが︑廃曲になるの措某は︑漣はウラ慮ほめら丑﹂よい芝之であ

ス︵WH︶乱︑ユナイテノド・二 ることを条件に︑軸馬力七万1八 る︒しかし︑この主張とは反対
ユークリア︵UN︶祉の万祉に対 万の舶用炉四茎の建造︑早雪︑テ
に︑少なくともメーカーのうらで

質的に達成してしまうわけたか

って︑で煽るところがら原子力

のの一つは︑﹁幽囚

総会にだされる議題

国際原子力槻関の

行法では︑﹁簸大前定甥故﹂に慶

すなわちこの修正のねらいは現

について一点の変更を加えた︒

した︒

して正当であること拳．正式に承隠

45

薩州の齋を を う け ︑ 今 な も の と な る た め に は 葎 が あ

好評 発 売

世界の原子力事情をこの年鑑で〃

｝．

ジ ・ 干 ブ で の 惣 高 羅 障 ら 鍵 い 入 れ で保犠しかし・それ禁廷に有驚暴露で︑アメリカは西側魑

き

火力にすると発話している︒

◇お寒し込みは口器齋盾か、日本隈子力産業
会議ツービス事議述部へ

会議・団体一魔、各団の原子炉一合…菱、法令・条約・予算
その他原子力関係の矯要費ゼ1、内外開緑賓名簿・索引など

●総合的な辰：甲と分折などを漿点に纈集

置

◇おもな内容φ委嘱でみる原子力開発1964駕、科学技術
小史をかねた一重な原子力奪表、わが醗原子力開発10無
の回訓、最近の醒内・海外原子力傭勢の展望と分折、駅
子力の箪瑠利用、国内・海外の原子力関係機関・大単

◇特 艶命 今年はわが国が原子力開発に着手してから
10年。そこで本年版では口頭に「原子力開発10年の凧雪」
をかかげてその圓惣と展望を行ない、寂た昨年閥かれた
第3圃漂子力平和窟用国際会議の二目を特集したほか、
正確な資料・統計願の充実、内外の原子力情勢の体系的

昭和40矩9月∋15臼
新

子
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バ
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業
産

は︑三面齎報のと

定ウラン埋蔵照と米州における原
子力の開発謝顛によれば︑低廉な
ウランが早急に欠乏するという危
険牲かある︒実跨︑もしも軽水炉
よりも有効にウランを利嗣できる
経済性のあるプラントが聞発され
なかったならば︑原子力発戴の燃
料費が愛盛に筒くなり︑アメリカ
の諏子力時代は二千隼卒喬たずに
終りとなろう︒

転換粥の低い蟹水炉では︑ウラ

度しか利用で意ないので︑もっと

ンの全エネルギーのわずか一％程

薦効に燃概を利用する炉型の開発
に錺力が払われねばならない︒そ

火力の無々低下するコストに十分

れら二型は︑他の炉型式や︑在来
サイクルにしても燃料サイクルコ

しても︑ウランニ三三ートリウム
は︑隅速増殖類が安全運転できる

と予想される︒安全牲について

を買上げ︑エンリコ︒フェルミ

料開発のためにプルトニウム燃料

一九六一年麗土地の人々の喫会を

持って説明を行なった︒

裸主に理解を求め︑墨画の管理者

DE祇のこれらのP逸活動は︑

いる︒

ていると考える︒

国家的な原子刀発魔開発に役立っ

四︑デトqイト・エジソン社の

諸外国からの留学生の受け入れに

DE社は多年にわたり請外国か

ついて

らの訪問者︑留学蛋遊受け入れ︑

中になしたに事︑協刀について深

このほか︑留学生の派遣圓とし

く感謝したい︒

ス︑ギリシャ︑メキシコなどがあ

ては︑イタリア︑スイス︑フラン

五︑APOAの国際協力につい

る・

APDAはPRDC︑DE社の

みでなく米原子力婁員会︵AE

機関と緊密な協刀棒制にあり︑同

軸謝謝際的にも協刀を進めてい

要重殺成についてもAPDAの

る︒

参加会社のみで凝く︑国際的な協

ランス六入︑スイスニ人︑インド

定に塾づき︑ベルギー十二人︑フ

八人︑パキスタン穴人の留学生を

受け入れている︒この契約は双方

奨に金醜堰受なしである︒APD

露語以r働いてほしい②五力年以

Aの受け入れ粂件としては︑①ニ

上の験子刀の経験のあること③英

︶蹟
美岩吏

551し規2艮壱間

︵EF︶炉で照射笑験する計画を DE祉の無報︑乖報を難じて︑

よかった

2碍間

には第に必要な最新情報を願えて
DE祉の役割りは︑EF発電所

の工場の電導課長も使ってみて

研究開発の協御回制の例として

誘の刀が十分あること︑である・

57ん〃

もっているo

はじめて翼価がわかるし︑もう

25分

確醤を持っている︒

螺料が長期間保存できるという

た縄済画や補翼究理の面ばかり

使ってみると︑今まで考えてい

少し広く取り入れられてもいい

16纏

ストが低いということである⑪冷

利遊のほかに︑経済上︑政策まの

でなく︑失敗が少ないこと︑茄

C間には︑構報交換︑凱要技術警

英量子力公社︵A君A︶ PRD

4G分

対抗できるものであることを約東

とにより︑高い熱効率を得ること

却材として液体金属を使用するこ

・

の建設経験のみでなく︑その運蠣
を題して経済的な隅逮増殖炉剛発

三︑エンリコ・フェルミ発醗所

の可能性を堤証することにある︒

原子力発電に対する公衆の受け

建設に関連したPR活動

入れ方は①原子力の特異桃に興味
②経済的な発慰源としての翼味︑

般に考えられているような放射

工櫻やその他の機械的な改良︑

せや相談にくる人も多いが︑や

はずだ︒うろの会社にも問い降

があり︑EF発置所の醗界にAE

を必要な時鰐に絹互援助する書影

Aの技術畜が参加し︑AEAの燃

料非破壊試験にはPRDC捜術省

脚本に対しても田刀を凹めたい

が立ち会うなどがなされている︒

4，分

20鰍

経済陶に魅力のある条伴でウラ
観点かわ︑世界のどの翻ても嵩速

ム燃料便用の醐速炉の燃料費はK 炉の開発がます聞す盛んになって

が可能である︒大容愚プルトニウ

る︒

贅源を保存することを溝凝してい

の各電力会社も︑長期附にウラン

W11あたりO・五一一・○ミルと撮くることは期待できる︒アメリカ
定されている︒将来は資本費や運
転維持費も︑他のエネルギーと競
禽できるのに十分なだけ低下する

ナトリウム開発も

EF発電所の塊合︑労粗の股対 偶報︑技術の交揆を通じて国際協

から始まる︒

隠本からの留学生については八

刀に努めている︒

人々のDE社に対する従来からの 力年間に六人がDE祉豪たはAP

したが︑周辺の人々との関係は︑

があって法的手続きに五力葎を要

取得︑安全解析に必要な期間を工

留学牛蔓け入れについて︑一本に

DA︑PRDCで荊練拳駆けた︒

儘頼によって︑建設に理解と支持

要員餐成には︑DE祉としても を受けている︒

程上毘込まねばならない︒

敗矯機関の規制を考慮して︑敷地

デ・エジソン社の役割り
高速炉關登におけるデトロイト
・エジソン社の役割リ

一︑エンリコ・フェルミ発麗所
について

から感謝の藷藥を受けるが︑DH

来てこれらの留学生派遣元の人々

DE社のPRは一九五四年代か
ら始められており︑二十八人の特

社としても︑これらの人力の訓練

F発叡断のPRぷ行なったが︑特

二︑無期的な原子力工＊ルギi 別講評を査成し︑斜子終発澱︑E

長期的な原子力エネルギ；開発 に法規闇魎には注進した︒

開髭について

である︒

要があり︑AECとの協力も必襲このほか種々な離離手段によって

減によってアスファルトが厚く

昭和一瓢十六鋸に一台翻を設卜

線に対する不二感も全くないと

効果が少なく︑反対に障けれは

こと︑在渠機羅に隅性罐の瀦測

欠陥の原因追求の閣やすとなる

を藷ってくれた︒

と希望する︒

1．6肋

するものでなければならない︒

ン喪源を霧効に利胴するという三
韓のために︑炉型は次の四つの特

性をもつ必要性がある︒すなわ
ち︑

A︑熟効事が高いこと
B︑燃料転換率の高いこと

C︑鍵三熱が合理的であること

D︑運帳上安全であること

これらの条件を了べて満足し︑

ているのが薩遼増口早である︒こ

利用の大曜な改蕾の可能牲をもっ

の見解は︑現在アメリカをはじめ
英︑仏︑独︑ベルギーなど世騨の

でなく︑DE社の研究所がしゃへ

てきた︒

研会
究所︑大学で書成を行なっ
APDA︑PRDCの主圏
参立加

い材としての黒鉛の特盤︑冷却材

社として︑経済的︑人的協力のみ

の接分裂性物質たけでなく︑親物

品位のナトリウム製造︑経済的な

燃料制用の大欄な敬蕾は︑天然

尋門家の葱見となっている︒

これにより︑資源的により轡窟な

質の利用によってもたらされた︒

Iの核燃料開発訓画への参加を考 が建てられ除予炉建屋︑燃料榛︑

について︑DE祉の将来の役捌り EF発雌所敷地には多くの見督

制御棒⁝情動装置等が門展一命され︑山ハ

として︑高速増殖炉開発計画︑EE 蒼か訪れており︑敷地内にPR館

カ無間に二十万入が盛れている︒

のような技術開発で︑原子炉系都

えている︒嶺然これらの罰画は︑

蒸気黙読器の開発を行なった︒こ

陥には避難な品質管理基準が必蟄

産業界がそれぞれ協力分撮する必

びトリウムーの利馬を可能として
いる︒これら親物質は核燃料艇源

薪しいプロジェクトを考える

であることがあき︑一9かになった︒

急冷な親物質ーウランニ三八およ

の九九％以上を代表するもので

概念︑経済︑技術開発︑要員訓

ある︒

筒速増殖炉の経済的ポテンシ瀞︑

DE祉は現在︑プルトニウム燃 放尉併脆質物の放出については︑

PR滅動を行なっており︑とくに

ルを達成するための鍵は︑プルト

二八サイクルに 題を十分考慮すべきである︒特に

款︑畿営管理︑法語に関連する隅

ニウム⁝ウランニ

測定器の纒差は士一％以内

ようになったことも強みだとい

で︑加工紙メーカーとしては精

うQ
また豪神戸工業で放射線を利用

密すぎるほどのしろもの︑安全

闘題と取り組んでいたため︑た
たが接漕材と防水の役混をする

耳にし︑きっそく線談に行った

した厚さ罰を作っていること壱

がれない︒同社では日ごろこの

・ルトの粘度や紙

このように工程はしごく簡単
紙︵茶︑食塩︑肥料︑薬品機楓

のテンシ﹂ン︵引っぱり︶の加

液状のアスフ

計るよう取りつけられているQ

部品︑縮気丈貝などの三州用に

この工場では主にターボリン

︵従業賃八十五人︶︒

C︶の財政援助を通してABC詰
駆︵峯︵y嚢Ω◎嚢Ω◎バ︶g︵図バ︶8︵yバ︶．︵︾◎＾︵yバ︶◎Ωバ︶憾
これ藪でにも紹介した瀬り︑

アイソトープ利用噺測器は︑簸

使われる︶を製造しているQタ
ーボリン紙は︑クラフト紙︵褐

なったり︑導くなったりするた

したが︑現在では㎎台のベータ

度の貰い腱孟がされており︑一
色クラフトバルブを原糾とした

め︑塗村騒のコントロールが非

という︒

強靭な紙︶二枚にブローンアス

いう︒

このようにアイソトープ機器

線厚さ議︵タリウム蹴︑四ナ︑勢
一台約百六十万円︶

犠にむずかしい︒薄ければ防水

が城力を発揮しているQ実際に を灘入している企業は 使って

キュリー︑

ファルトをはさんで︑了度サン

中小企業にも普及

不実済でもあり︑豪たヶラフト

という駈が多く︑こ

ドイノチ状に貼り帰せたもので

紙にアスファルトが浸透して勉

合理化に熱心な恵和商工

ルから常状に流れ出るクラフト

製造工程は加τ機の一力のロー

ではないか

がい踏み切れない会祉が多いの

はり中小企業では縄価なこと︑

活動するようになったなど目に

聡が入ってきたため︑作簗資も

見えない利点も多い︒また︑顧

装磁を汚染するおそれが生じて

従来は少し厚圏に塗って︑専

瓶の背繭に︑一蘭にアスファル

ら熟練者のカンにたよっていた

規制がきびしいことなどであん
ト紙を連続的に貼付冷却し︑唐

客に対しては︑梢畢の希墾する

厚さ訓を中心に非常に含瑚的に

墨のローラーに製品として巻き

が︑これでは品質を﹁定にで潅

製品を単管をもって受注で煙る

くる︒

取る仕組み︒アイソトープ利用

ないし︑どうしてもムダはまぬ

トか塾付したもう一つのクラフ

は︑大阪布でも叢北端蔀︑索淀

厚さ詔はこの巻き取りの慮葡を

と中小企業の悩み

川区上斯圧服にある第三工掘

35分

20凡規

安全運転には確信
加速増轍炉講演会

DE社の二氏が現状を報告
日本原子力薦業会講と醗気肇業連禽会とが輩催した
おり聴衆三置旧伊ごす巌況であった︒講壁画ては八つの講演があったが︑その中の二つ︑すな

ルユニノト覆数塾発聡駈︑岡

エネルギーコストの低下と燃料

︵APDA︑PRDC︑デトロイト・エジソン挫の組繰と賀務︑高遡

わち第一穫圏の簸初にデトロイト・エシソン社副社畏H・A・ワグナー氏によって発表された

嵩速増殖炉の必要性

じ設計の繰返し使用および技術改

きるかという点である︒現在の推

︵広報活鋤南画︑園際協力︶

炉の必要性︶と︑第二日目のH・A・ワグナー氏と同廿原子力濫発君長M・C・ピークマン氏
鵜遡炉開発におけるデトロイト・エジソン社の役割り

の概要をつぎに紹介する︒

による

鰭︑

ノ灘

すなわち︑プラント投資額︑運用

軽水炉は大容戴化︑マルティブ

る︒

資金︵投資の返済︑減価償却︑

させる可能性がおおいにある︒今
後十万年閲は︑軽水炉が全米のほ

良によって︑きらに経済牲を向上

により︑現筏濠で経済陶に競合で

とんどの地織で在来火力発電所と

事である︒技術上︑羅済上の四子

きる炉型は軽水減速型にかぎられ

うQ

てきた︒六十⁝七十万KWのフラ 竸含できるような発展がみられよ

しかしながら︑考慮せねばなら

ント建設蟹は在来燃料を使 っ た
陶容轍の発餓藤の建設籔に近づい

て

一〜

◎◎◎Ω◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎曾八目︶6◎σ⇔◎◎◎ぐ
一つはウラン鉱がいつまで利用で

ぬ電磁な晒子はほかにある︒その

［

ζ）に）◎◎K）C倣）◎に）℃K）◎◎

蟻篭
三三

ていると報じられている︒これは
過婁二︑二年になされた諾展であ

◎

力

原

原子力︑火力を間わず発電コス

増殖炉の必要性について

低い燃料サイクル費

臨1瀦醗，ノ咽
税︑傑険花含む︶︑巡厭費︑負荷

トは四つの憲囚子て淡定されるQ

高速増殖炉講演会の会場識策京プリンスホテル

70

（8＞

第332碧
第三糧郵便物

子

昭和40年9月胃5∈ヨ

」

一第333号一一
昭和40年9月25日

鱒：月3回（5日．15日．25日）発

隔

齊O一＝葺譜二ご諜一一二ξ一⁝三ぞ三三一三ド

難聴密漁無筆￡羅蒲馨

く三界全体の共通闘心事であることをホしたものといえよう︒総会は九月二十一日から八日腿審

のるわが協で動九圓を嗣催した︒これは原子力の平和刈用が︑ひとり先進国はかりでなく︑ひろ

国際原子刀機関︵工AEA︶の館次憩会は︑ことし初めて本部所在地を離れ︑アジアの一国で

限りの鋲献をおし議ない二七て

平和利用の研究闘発に︑できる

途上にあるアジア諸国の隙子力

機関と協力し︑各国とくに闘発

七十一国︑三百四十名西加

議長にわが朝海代表
6

鞭
欝

灘
幡を続け︑理事会で．堺題した二十︑二議鴇と︑数件の決議案などを繭了したのち︑二十八日閉会の
．マ篤である︒

開会式は二十一日午前十一時四
丁五分︑架以芝公園の惣京プリン
スホテルのプロビデンスホールで

原子力機関の標野をかかげた式場

荘厳に幣をあけた︒野面頷く圓際

は︑煽盟九や一嵩力国中の七十一ヵ

国︑ならびに国連とその専門機関

閻凝関の代表七名︑非政府機関の

六機関の代表三頁十五名︑政荊

代表十四名︑計約篤菅四十名のほ
か︑会議関係者︑報道関係者で満

して︑前総会の議長︑オランダの

員になった︒誠長田には仮議長と

職灘

をもってお賜りになることを愈
顯する︒

明

この新保瞠拙躍規則は第七園総

タンの二團が彙明した︒

会の決議に塾づき︑理那会とその

討して作成したものであるが︑二

下部縄織である再検討委員会が検

ほとんど決定的である︒その纏果︑

十七日の総会で了承されることは

総会虚後の二十八日の理事会でk

また十万がの追撫を求める一九

式に承認される︒

四万がの経常費と二禰四十七力が

六五年度予騨案ならびに八種七十

の一般基金を含む一九六六年展の

予騨案を笛議する第一委員会は二

学的多数で掠択が決籍した︒

十四日午後開会︑各案いずれも圧

二十︸日の一般婁鰻会

緊急援助と憲章改
正の二議題は削除

助︶を削除する︒

九六六年

②総会の閉会臼は九月二十八日

③次回の樋常総会は

とする︒

九月二十日ウィーンで開く︒

措置を調理する蛋任を︑工AEA

本号は8ページ

の紀壌

ーAE去東ゑ赫会と〃原子力聞

允に関する塒別講醸会

を収録す萄ため︑本号は臨時に

男会詔羅を特集しました︒

八ぺ？ジとし︑四面と五曲に戯

・その他

朝海新議長を選任
これで曙会式をおわり︑ただち
に次の議題議畏選挙に移った︒こ
んどの総会はウィーンを離れて開

ってこれに関する削例はないが︑

かれた最初のものであり︑したが

他の国際会議の場合のように招請
国政府の代幾が総会議長となるこ
とには︑米︑ソを含む主要理凄国
閥で意見が一致していた︒このた

リアとボーランドの両代表が賛成

めタイ国代表の指名︑オーストラ

一耶氏が滴場の拍手を浴びて当

演説をして︑わが国の代贅朝海渚

越︑次のようにあいさつしに︒

第九回総会が︑全国罠と政府が

ろ用いられるべきだという億念

あることを強調したい︒なお私

をもっているアジアの一国で開

十九︵放射課箏鎌継の緊急援

①仮議題の十八︵憲恥改正︶と

一般委員会は︑二十一日次の諸
思事を進め︑成功のうちにおわ

催されたという礪実は︑王AE

・ひとしく原子力は平和利用にの

ることを祈るとともに︑診撫各

Aの道におかれにい窪一っの詔

は︑この総会がとどこおりなく

位が原子力平和利胴の分野で行

念碑として︑その成功の舌兆と

騨項を決定した︒

の実情を親しく見聞し︑同時に

なるであろう︒

なわれているわが困の研究開発

わが渇についての染しい思い出

運営の体制を整備

IAEA十七罠総会︑

前の理事会を開く

工AEA理寓会は九月十七日東

マイカとヨルダンニ誤爆の加盟申

京プリンスホテルで開会︑①ジャ

舗は︑集京総会にこれを承認する

って決められてある核臨監と施設

よう勧告す．⇔②日加協力協定によ

も︑録障措麗麗胴手懸きが設定き

らなる燃料供給協定の承認Bこの

AEA︑米国︑ウルグアイ↓二者か
れている議題てあるが︑九月二十

ウルグアイに賃資しされた特殊核

協定は米国から工AEAを通じて

に移蟹了翰協定を承認する︒㈱工

四日の第二委員会でこれが採択さ

れる新保細蟹蔽規則の成立は︑こ

れ︑総会に熱論を勧告することに

んどの東斌総会でもとくに注囲さ

十万KW以上の癒子炉に対して の軍事転瞬を防止yるための保障

二十四日の各委艮会で

新保障措置と
予算案を採択

撃は二面に掲戯した︒

一般顧説が行なわれたが︑この認

総会第一日午後の議事
弟一日午後の愈会は三時二十
分開会︑信任状委員会に︑オース

員会の婁員長にノルウェーが決定

婁員長にはアルゼンチン︑第二委

地任したQこの麗麗第﹁姿員会の

︵行政︑法律関係︶の両委員長を

︵予籔︑購業関係︶と飴二品鐵会

鰻を選堅したのち︑第一委員会

連︑アメリカ︑ウルグアイの九力

イラン︑ポーランド︑タイ︑ソ

箱駐代表H・F・エシコスイエ大 トラリア︑コロンビア︑イラク︑
便がつき︑開会寛醤ののち全員起
立して世界平和のために一分悶の

蹴転を捧げたが︑この中には諸
外困の外交富に票じって︑わが

冨︑原塵代表松根副会鎚らも見ら

躍の佐藤海損や上原科学技術庁長

れた・

ついでエシコスイエ仮議長が工

AEAの浪動経過を報告したのちした︒ついで八名の副議長を選出
したが︑これはアルゼンチンの雄
薦︑オランダの賛成で︑異議なく

描置管理に関す．勾ものであるほな

物貝のプルトニウムに対する俣障

コストグルー

ど七狽目の議題を冨議したQ

なった︒この委員会の採決では︑

が反対し︑ナイジェリアとパキス

賃成五十四に対してインドネシア

原子勤力研究会

二晩原塵

プ九月三十日午後一纏難産︑路子

九月三十日︑†

炉安全クループ十月羅臼午後一纏
原型
工学部門打禽せ

出発計画委鼠会 害村部会建設
費コスト打禽せ会九月一十九日午
日本陰−会議

前＋時原薩
二十九鰭午前十時綴織︑基礎共通
四海セミナー

部門幻合せ︸二十日午後〜時斗原鵬

十月一塁臨調

月一日ホテル東障クラブ
法令奪門委黄会 十月一日中後

食品照射懇談会

二隠原醜

商

隅

ト

ρ

・原子炉附属装置
・使用済燃料輸送装置
・放射性廃某物処理装置
・燃羽格納容器

三菱原子力工業株式会社

佐藤首相が大要次のように歓迎の
あいさつを述へた︒

ンド︑イラン︑ルーマニア︑ソ

ブラシル︑コンゴ︑フランス︑イ

連︑アメリカに決定した︒

佐藤首相あいさつ
原子力の持つ巨大なエネルギー

か行なわれたが︑これは議長と八

次に一六婁員会の構成国選出

を︑入類の破減のためにではな
く︑平和瞬的に利用し︑入類の
福祉と繁栄に貢献させようとす

命︑ユーゴを加えた十五名とする

にカナダ︑イギリス︑アラブ連

るIA且Aの諸事業は︑われわ名の謝歳長︑二名の嬰貴畏のほか
れに明るい酷望を与えるもので
ある︒

ことに決定︑引統き新加盟園とし
てヨルダンとジャマイカの両国を

わが国は一九五七年機関創立以
来︑原子力平郷利用の気霜と︑

駅認︒引驚きエクランド事務総長

フー技術援助局長の演説があっ

の無次蝦告と国連代表ビクター・

た︒なお第二田から第三口紅では

これが藻駆心用の防∬という機

協力をしてきたが︑私はこの機

一

三菱金属鉱業株式会社

三菱の原子力プラン

・原子炉制御1、卜装

・原子炉シュミレータ
・その他

三菱化工機株式会社

ダ

関本来の伍栃に対して蹴転的な

会に改めてわが国が今後とも同

脚

・原子炉llll属朝究用装置

・臨界尖験駒組
・臨界未渦尖験装置

原子炉附属設備

原子炉実験装置

●研究用原子炉

事株式会社

一
縣

。訓練用原子炉

麗 繊

機株式会社

・PWR型原子力発電所
・PWR型船舶用原子炉

一

網

一

聖二＝望一三︻三一三一三三丑︻纂一笹一⁝一﹇一＝融

国際原子力機関東京総会の剛会式で歓迎のあいさつをする佐藤首相

・燃料取替装置

原手カプラント。原子力設備

三菱重工業株式会社

・放射線監視装置
。ホットラボ

瞠
一

P。ボルトン総会理窮円陣務部畏秘雷
Sエクランド講務総畏、
その後ろは左から＝H．Fエショスイエ仮議擾、

振替東京5895番
謡（59η6121（代）
東京都港区新橋1丁屡1番著3号（東電禰舘内）
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聞
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こ

嵩

顯
あることが望豪しいQしたがって たとえはエンリコ・フェルミ炉

方式︒B案は夷側杖段階を省略し

ルミ腺子力発電所︑アルゴンヌ

腺子力委員会︑エンリコフェ

ウインフリス研究所▽アメリカ

開発本部︑ドンレイ研究所・

仏原子カ月最勝髭冨ペラン酌ま︑

来鳳子力委員艮シーボーグ轡士︑

外出隅者ら亭蝦侍したQ参加青は

子力槻関の乗京総会に来日した海

でレセプシコンを闘口き︑国除原

日午後六階︑東京小石川の椿山荘

玉本原子力学会︵会期一本松珠

学会が懇談会
と講演会開催

口午副十時から東京平河町の日本

漉氏︶では原研と共催で九月三十

それにソ池のペトロシrンツ博士 都市センターで国際原子力礪関の

十月初旬完成︑送電を開始せんと

燃蒋聞題もト分考慮に入れ︑国策

性や経縛性はもちろんであるが︑

現せねはならない︒黒垂の悶題が

色気な慧味からいって足非とも実

次に前記した国士化の問題は︑

員会等の活動を報告︑審識した︒

田節離成隈大教授︶を開催し︑婁

館で第九回研究委員会︵室員長櫃

し︑しかも

れはおそらく贋手象でに今後数年

は余りにも時がかかりすぎる︒そ

次にこれを園巌化するというので

ト部会長福田節雄成隈大教授の研

矢木栄氏の後任に決定したプラン

については︑去る六月の類聚会で

おそれもあるので︑私見として

るを侍たねはならないこととなる

は委員長︶の設置を決めた︒

縞果︑次の四百婁員会︵カソコ内

ゲンからはヨーロソバ・アメリカの各地へひと飛び
ゲンからはヨーロソバ・アメリカの各地へひと飛び
です。この北亟釜路け、S 1Sが匿界て初めて開拓
です。この北亟釜路け、S滋Sが匿界て初めて開拓

㌔

⑧羽田から北極をこえてわすか1鍋問一コペンハー
⑧羽田から北極をこえてわすか1鍋問一コペンハー

能の一部にユニーク・ポイントの

より46遷り廻れないこと︒以上の 階へ進もうこする方式である︒当

リソジ研究所︑どーチボトム原

研究所︑原子炉試験場︑オーク

子炉▽カナダーーチョークリバ1

原子力安全研究協会は九月十七

原安元・研究委二会

委託研究二件
の報告書承認

鰍および荷囎分布﹂

ー誘趨核分裂における￡裂片の質

﹁低エネルギーおよび高エネルギ

士の講演会を開催する︒テーマは

日本化学会講堂でL・ヤソフ．一罎

学会との共催で︑果京おゑノ水の

また要田午後二時からは日本化

め連絡するよう望んでいる︒

では︑この懇談会参加希望者は予

て懇談会を開催する︒なお宇会

に捜儲口目上の諸問題⁝﹂につい

き︑﹁国際原子力槻関の酒動1特

博士︵オーストリア︶の亀入ぷ招

︵ソ連︶と同趣蝦部P・フ馬ント

繋勝局次艮G・ヤゴーシン博士

ス冷却︑スチーム冷却は︑険譜の

御魂のシシ舞いに興る添えるな

関係糠︑隙麗役員なと胸毛闇名で︑

幹部職員︑蔭口各国大公使︑国内

など海外からの総会出席省︑機関

韻電力常務︶︑脚蘭武田栄一

欝籔

蟻麟欝

購

卑翼は

すこぶる廃会であった︒

十分も超過して歓談するほとで︑

口癬造︵関窺︶︑沢井定︵原

レセプションでのシシ舞い︶

盛会だった原

山田太ヨ郎︵掘試︶の各民．

︵電発︶里月黙認︵川崎磁工︶︑

虎沢吐瓢︵原研︶︑松本静央

子力局︶︑那復連猿︵原露︶︑

︵三王隙子力︶︑武安疵光︵原

．鱒木範蟹︵東竃︶︑妹尾三郎

研︶︑芯淘古久︵臼本電気︶︑

︵原燃︶︑大山彰︵虫大︶︑川

︵副子力委昌C︑圃員石田泰﹁ と︑予定の七時⁝二十分小きらに三

理翼長︶︑副圓長河内武甲︵中

団長丹羽綱夫︵原研

研究所

◇訪問先▽西独目μ学研究

チーセ研究所︑カサナア研究訴

◇構阪餓

対象から除外したQ

︵米︶を便用して隼贋に実電化没

蟻点について︑倹註を続ける︒ガ

グループでは今後この両方式の黒

実証騨の運娠開始の時期が讃外国

としてA︑B両案を作った︒

蔚提にもとづき︑闘発のパターン

A案は従来の飾棚案小室干修正
したもので︑早期に実験炉を建設
し︑腺型炉︑実証炉の段階へ移る

団長に丹羽周夫民
が︑さらにワーキング・グループ

動力炉出発は十月十六日
調査団
今圓派雌の決澄した動力炉闘発
の二二も入れ調整される︒

調絞翻の訪問先と髄威メンバー

要な海外の実情を説駕するもの

スルー工研究所Vイタリア三原

雀︑ユーリノヒ研究所︑カ：ル

は次のように内定している︒

で︑十月十穴日か6約一カ月闘︑

殖炉の研究開発の進め方決定に必

欧米諸国を既訪する︒

炉開亮状況②新型転喚炉と繭超増

▽フランス闘欧州鳳チ力機関︑

産の泓歓迎会
U本線子力厘黙会議は九月二十

右仮調印までに三箪三カ月余塾費

しており︑除眠二号炉も見上り謹

的に見ていずれの颪かるも推奨で

日午後︑三無虎ノ門の闘立教育会

したわけたが︑この間における各

倹討の段階を終え︑近く発注の運

決豪ってか12先づ一基を輸入し︑

限られるとい♪場含は︑田蟹百年

プラント安金設計研擁計画部会

関係者の努力は実に涙ぐましいも

きるものでなければならない︒た

いて設置せらるる予定の炉も敷地

一獄︑関門︑巾蹄の各眠力会吐にお こえば農縮ウランたけを燃拠と

びにならんとしている︒また東

の斜脚を終り︑またはまさに終ら

たいと思う︒

この間昭和三十一藪愚管には︑

ての供給先が特定国に

購本原子力慶業会議が発足し︑蕾

を点するであろうQメーカーグル 究婁員会委員長就任に伴う部会長

は︑政府が国策陶見地から実薫炉

核分裂蝕戚物の放出に関する小

小婁員会︵竹越勢氏一蹴試︶︑

の後任に︑田田太三郎氏︵口試蹴

の大諾から考えて適当てないとい

わが国のエネルギー費源からい

の蘭業用動力炉を︑メーカーをし

ープとしてはもちろんそれ豪でに

んとする段階にあり︑昭和四十五

えは︑現状の豪ま搬移するとせは

て国座化セしむるような何らかの

で今後の進め方について協議した

年までに開発予定の蟹万KWは実 えるのではなかろうか︒

特殊燃料で石油

今より十年後には資源の七五％以

原子炉フィルタ閾題に関する小

委員会︵三浦良蔽氏11集大︶︑

力部長︶の就任を決定した︒つい

え︑原子力平和利用慣業の開発︑

現の晃願しほぼ確実といえるQ

上を石油に依興せねばならない︒

う︒動力炉開発懇談会席上でもし

措置を考えていただきたいと思

再処理ガスの安全愛想小婁貴会

委員会︵内田秀姐氏11東穴︶︑

若干の止駆はあるであろうが︑大

会長のもとに︑充実した愚答糸整

促進︑広報等︑あらゆる諏にわた

これには資金流出ということのほ

ばしば話題になったか︑国麓化に

︵山本冤氏h康大︶

専門委貫会からは︑昭和鉱⁝十九年

竃

監

気

ノ抄．ン5メしどア7航鍵

繍

には藤澗曲夫氏を団罠とする日

か霧事の際認めて危険であり︑か

け典大な金がいるので︑政府が必

燃羅安全と放射線防護薬剤の両

部分は大きな陣容を鑑して時の誕

昭和四十六年以降黙座せらるべ

つ安定を欠くという意味で原子力

要な研究費ぷ一支幽し︑これを発成

の轍ふまぬよう

き原子力発鑑については︑その炉

圓策としてもその力画へ推進せら

せしむるような蟻置壱とられるよ

度の騒技庁からの委託共同研究に

炉型は国家的に推

てもしはしば論議せられたが︑紬

敵せず︑動力炉開発懇談会におい

この隙子力発霞

し︑調査殴ひ42組織して黙認各国に 殆電の急務が強調せ6れており︑

論を嵐さぬ窪ま一応会合憩中止

れてい．勺のたが︑

原子力発電の将来は極めて明る

う望冶たい︒

奨できるものを

り極めて櫓力的な努力を傾け︑こ

おける原子力発電の状況をつぶさ

に絶対必要な燃料が特殊燃繕で︑

型動力炉用燃科被覆蟹の安全性に

東京・大阪。名古屋・札幌・福岡

選定に珊の条件魎煽

加篤を通し原型炉建設︶が望まし
い︒

エンリコ炉の

利用も検討
の臨黙を︑諸外国で開発される紬
殖炉の開発体制︑蟄金︑人材︑政

原子力庁︑ガダラノシ．︸研究

子力委員会︑イスブラ研究所︑

躍増獺炉に匹敵し偲る炉をわが国
慰と民間の没測りゆ斯型転換炉と

所︑サクレイ棚究所ワイギリス

論山郭項は海外における①動力

で開発すろことに羅く︒それは︑

轟達増鮪炉の開発司画の災施状況

門原子力公祉︑リズレ⁝炉工学

開発

システムとしての設副がわが国で

や悶題点︑などが予定されている

縄速増穂炉︵大山昌昌︶

方針︑とくに庸型転換炉と紬速瑠

にA案︵海外のプロジェクト参 案血団は臼本の動力炉開発の呈本

い点から携え︑畢期実用化のため

また撫外のスケジュールが担当早

研型転換炉の秘点を生かすため︑

とるQ燃料所要猛が少ないという

高 速 炉開発にはA︑B 落 籍
原子力委員会の動力炉開発急訊会は九月十四灘へ水︶窪旋二時か

ろ︑東獄芝の東賦プリンスホテルで第⁝．薗会へ胃をひらき︑新塑転

趣炉および島逮増殖炉のワーキング・ゲループからそ31それ甲画報

街魯きくと共に︑十月甲旬かろ欧米に派︐辱Oれる動力炉開殆調査団

の進め力について︑実験炉段階を省陥する方式︵A案︶をよいとし

の調査力僻纂について険試した︒甲間蝦占では︑窟型転換炉の闘発

ている脚︑︐旧速増殖解．面ついても︑瞬俵の方式が考えろれているこ

と︑よた新型転換炉の炉型鵡定がむずかしいので︑藩たな藺提桑件
を轡入した点︑なとが注阿される︒なお︑原子力委疑会は十六陰︑
調査団のメンバー士ハ鑑︵M長は日本頃子力研究所の丹羽理事長︶
と︑轟血事項の大筋も渓驚した︒

細網型︵ロ︶炭酸ガス冷却型
︵ハ︶お瀧物冷却型

ぶ最切の海外原子刀調纈憩が派

麟

とに原子力発墨の推鑑に関しては

に麟査研究した上︑最後的に結蕊

供給が特定羅に限られているとい

原子力発電所安全施設の儒傾度

非常な負献をなし︑現在のごとき

を出そうということになってい

﹁冷却材喪失那故事における軽水

ついての報告轡二件︑すなわち︑

︑臨なって︑原子力発鍍推進の悪麗 る︒冨氏一致協力︑ぬ悟を新たに

防護鑓剤に関する試験研究﹂が報

窮する試験研究﹂と﹁放多線隙轡

型につき必ずしも関係者の難解一

体制を整え得るに絶ったことは特

る︒このこと自沐には私ももちろ

く為望である︒しかしそこへたど

へ竃

筆せねばならない︒とくに陳鉦

うのては︑有壌の際の危険は石膏

羅難潔

は融外の同磁団体︑または組織

ん賛威で十分慎亜に険討した上で

の大副に応えたいものてある︒

してこの園難を斑服し︑国家百年

したものです。

違

砂

二つのワ⁝ キ ン ク ・ グ ル ー プ は
動力類開発懇談会の叩間粘繭が出
二︑高緑ガス甑15却炉

性に関する各 炉 型 闘 の 溢 異 は 小 さ

趨せられ︑翌年一刀には米国かる

せられたのであったが︑除子力の

のがあり︑心かりなる敬意を粋げ
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い︒燃桟の効 率 陶 利 用 に 聞 し て は

謎縮ウラン供与等の対日敬子力援

平和利用︑とくに原子力発難の問

原子力発竃開発方式についても

髄の原餓が英国メーカーに晃積り

U本において原子力平和利用の 改夏型原子炉の導入を決高し︑骨

糊簗灘灘．繋藩
み

結論のA︑B潤案のう5︑A案を
可能であり︑少なくとも性能︑機

開発の進め力については︑中間

た七月叩句以来︑それぞれ八回の
会禽をひらいて︑噺型紙換炉およ
び勘逗増殖炉の海外における間発

状況︑開発体制︑各炉狸式の精
撒︑臼ぶにおける開発の現状︑今

後の問題点な ど に つ い て 倹 由 を 舞
ねてきたもので︑各グループの取
りまとめに当った山田および大山

間輻茜があった︒

構成員から︑概要つぎのような沼

ことが論ぜられるようになったの
は︑昭稲ニナ六年サンフランシス
コ講粕灸祠調印後のことと解して

在来三間kり 洛 段 の 優 位 性 必 も ち

助の慧慰衣示かなされ︑続いて昭

よいと思う︒昭和二十八年十二月

とくにトリウ ム 弊 縫 用 し た 炉 型 が

経済

まさっている が ︑ わ が 国 の 稔 燃 淑

し︑正力松太郎氏が委員長に圧命

和三十一隼に原子力委員会が発足

額型転換炉 へ 山 田 報 皆 ︶

三水炉と高温
ガス冷却炉を

の優劣をつけがたく︑これを炉型

所襲轍の観点 か ら は ︑ 炉 型 相 互 間

ム利用の点も︑対頭としてとり上

選定の条件に は で き な い ︒ ト リ ウ

題が本式にとり上げろれるように

以上の理血 に よ り ︑ 中 間 結 論 が

いろいろ謎論はあったが︑藷局政

なったのはこの晦点からであるQ

げた炉型はすべて縄網蒔翫なので

差がつけられない︒

示した朗提条 件 以 外 に ︑ ① 炉 の 主

府関係二期︑民闘八剛の鷹資をも

と常に連絡壱密接にし︑情報の聖

は・．俗くなるのではなかろうか︒識

書の提出を求め︑臨煎謁査の宋︑

りつく家での道は険しく困難であ
たん決めた炉型は︑最初の一墨は

菅は深く易いをここに致し︑線型

た︒これが現在の日本原子力発蹴

縞論受出すべきたと思うが︑いっ

の場合こ何ら変りないということ

別としても第二猛罵か凸はこれを

職︑会議の開催薯に絶大な努力を

詩魔化することを考えなけれはな

レクトリ ノ ク 社 ︵ B G E C ︶ と の
払い︑搬子力事業の推進に鋲熱し
つつあることは忘れてならないこ

昭和三十四年四月英ゼネラル・エ

とである︒今やわが国においては

マ力婁員会は︑茨城駅東海柑・生発

ある︒

間に購入仮奨約を締縞した次第で

決定のことに当ってもらいたい︒

告され︑承羅された︒

うない︒炉型ぷ勉める際は︑安全

株式会祉︵原翫︶である︒一力原

って新盆社を創立することになっ

要構成要素の 工 業 煽 膜 化 が で き る

こと︑②開発が比︐較的答笏なも

簸灘購蝿難欝

周知のごとく原亀東濾発霞所が

ベースによる技粥導入に依存され

へ原子力調査団を派還し︑その

電所の敷地として選走︑また英国

原子力婁員会が発足してから︑

で開発を考慮すへき炉型をつぎの

報告に塾づき︑コールダーホール

ようにしぼったQ
一︑重水滅速炉︵イ︶沸騰軽水

資

い

⑦

＠日ホ：からのもうひとつのルートは南まわり一ごら
④rl太からの軋弓ひとつのルートほ畜えわり一ごA
んのように東翫アジア・中解同・ヨーロ／パ琶晶ぷ
エキゾチソクなコースです。
⑧お蔑みのコースを8滋Sで飛んでください。いうれ
のコースも［1木入エアホステスがお供します。何の
ご不自由もありません。

一一
齢

」1亘圭；曝

田
禾i』
麗士羅機会畏

ないこと︑憂 含 せ 考 感 し ︑ わ が 国

の︑③鳳子炉 シ ス テ ム と し て 藺 業

官民一致協力国家の大計に応えよ

ヨーロッパの玄関・一…コペンハーゲン

ッパへの近道・一…北極空路

ヨー嗣 回
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団

、

藩

ロのニコ

軽水・重水炉が目標

親
ニコロののコドロド コ

カナダ高速炉は当面やらない
一＝＝一一＝＝旧一輔＝一一＝

ランを効果的に︑また効率よく燃

冷却する重水減速型︵CANDも
U満たすであろう︒晦処理しなく

期の目標を達成した・加涯虫水で

カナダは︑その線〜力開発の初
を事実にするという病期的目標を

またエネルギー下線の利用可能暢

カナダの原子力開発が︑凝然ウ

やす能力のある車水減速︑水冷却

−PHW︶は︑現α辛万KWて
谷も︑天然ウランの燃焼農がトン

漸殖炉の必要性でさえ︑豪だ認め

れわれが理解する限りでは︑勘気

のトリウム系統をプルトニウムで

系統の研究に使わ酒る硬ろう︒こ

ンが装構されているが︑トリウム

裕がないとわれわれは結論してい

ては︑その開発副画をもつほど余

なわれている︒高速増殖炉につい

われはアメリカとユーラトムにお

れることになった︒しかし︑われ

ら沸騰軽水冷却力式の方が選択さ

問題点がより少ないこと︑などか

人員上の制隈と︑開発上の園難な

豪た耐照射性も強くなる︒予患さ

よる中空格子の破壊が避けられ︑

て︑相対的に高い外側のガス圧に

ンを一％加えると︑燃に強くなっ

出力を出せる︒ウランにモリブデ

は全然影欝を与えないから

破断しても︑それは原子炉霞体に

ノ玉

二

玉二

多一

玉

5

シ〜

⁝噴ニノ 〆監

が判明している︒

フランスの電力謬檎は︑一九八

五年に三二MWHを火力で補充し

の検討によれば︑この年には二割

なけれはならない︒工業的可麗性

できる︒そのような考慮かb︑フ

ランス政府は一九六六一七〇無の

閾に好無五†万KWの原子力発端

所を瘤工させ︑終りの二奪にはこ

4に熱塾した二割炉︑ロ⁝ヌ旧識

のペースを二倍に写る︒EDF−

がかんたんになった︒しかしその

るために副画されたもので︑十分

コストの厳密な舞定が可能であ

実証されたPSコンクリートの便 ーラン︒デ・ゾi︵シノンの上流 うな蒸気の再加熱をするには︑蒸

加圧炭酸ガスによって外鮒だけで
きるたろうQ

フランス炉が懸濁マグノノクス

のである︒この中空燃料はウラン

る結果になると考えられている︒

出力の薯しい増加が町能とされて

けっきょく︑EDF−4の発電コいる︒

した天然ウラン漏水炉が建設され

段階には︑インドの条件に最も適

わたり継続して必要とされるだろ

醗に依存する限界があること︑し

う︑ということに注意する必要あ

たがって第︸段階の炉は数†年に

ブを与えるので︑ウランの最も経

る︒熱甲性子炉のみの鳴含︑隔速

よう︒この炉は最大のバーンアノ

済的な利胴ができ︑ラシャスタン

こすと︑ウランの消費を三分の一

がある︒このためフランスでは︑

・程度に減らす方式を開発する必勲

この実験炉は︑ステンレス・スチ

一那はベリリウム被覆の試験燃料

ール被覆︑低綱開ウランを用い︑

を含んでいる︒ベリリウム被漫の

︸なる・

引合は天然ウランの使閉が可能に

原子力発繕は︑娼麟資弓田にみ

ム利用をも含めた場合︑の三つに

とはできない︒しかし︑高闇闇湘

れは︑世界中で大規模に行なうと

て︑岡田的には増間断によらなけ

四十万KWもこの型に決まった︒

ついて︑天然ウラン所用腿を引野

炉︵ラプソデで炉︑出力一万K

は現在︑ユーラトムと葉同で実験

の開発は絶対的である︒フランス

のような国にとって︑高速増嫡炉

を輸入に俊存したくないフランス

窟濃網ウランや︑プルトニウム

窟にならないからである︒

増殖炉の方が︑一次発電所より山

は︑ウラン価格が隔くならないと

故年後であろう︒その理由の⁝つ

炉が商業ベースに果るのは︑丁十

してみると︑少なくとも今世紀の

来豪では︑トリウム利用のサイク

が︑その後のものでは多分沸騰鯉

水が使われよう︒この閻題は総懸

ルは高速炉のサイクルに比へて特

別優れてはいない︒この燃料サイ

分けられねはならないという結果

発の努力は︑まず第一に渇連炉に

が出る︒トリウムへの切り換え

は︑長期開発記画の〜部でなりれ

使って︑より多く礪速炉を設課す

るためのプルトニウムを増殖する

は︑トリウムは畏くて原子力発艦

一九八O年豪でに

ばならない︒

の約一〇％の寄与に止まるたろ

W︶の開発を進めており︑これに

るウラン鵬を︑トリウムから増殖

は︑隙子力発電の四〇彩以上の寄

建設が企画されることになろう︒

続いて︑†一二十万KWの増惣解

う︒しかし︑今世紀の終り豪でに

いろいろ検討してみると︑第二

第三の段階の娩で論難される蹴力

澱には︑第一段階の炉の全設備容

与ができるたろう︒

するかのいずれかである︒

ートリウム熱中性子増殖炉に入れ

か︑あるいは第三段階のウラン鵬

う︒っ票り︑このプルトニウムを

ムを使う萬速炉に考慮が払われよ

一段階の炉で作られたプルトニウ クルの研究から・インドにおける開

発電炉建設の第二段階では︑第

討されている︒

冷却材は最初のいくつかは薫水だ

の四十万KWに融き︑マドラスの 炉との儲躍の場合︑さ6にトリウ

14︶レ鯉採用することに決めた︒

F14は確実に進歩を示してい
出力八万KWの鑑水減速炉︵EL

る︒なぜなら︑圧力三冬の外にあ

一方安全性の観点からは︑ED

う︒

が︑豪あ大体岡じ位になるであろ

の
2︵二十万Kの構造である︒EDFi3︑4
ス
トは︑EDF13より少し安ウ
いランの価格が上る可脳性巻見

また少なくとも一つの薪しい発羅

六十万KWのユニノトの追尋を︑

鳳子力発問所にそれぞれ五十万1

七一−七五年︶において︑三つの

峯力省は第五次五力年謝画︵一九

以上三つの発鷹所に続いて︑原

完成が期待されている︒

の部分て欝られた経済性を相殺す

慮径の大きいウラン管から成り︑

一九六四年運開︶

最も棚零する点は︑燃料要黙
シノンでEDF11︵七万K炉
Wと︑

の経験をもとに︑ロワ；ル河附の

フランス鷺力庁は︑マルクール

万KW級の実現が可能になったQ 九六八年運開︶にも正羅に趨罵で

一を圧力容器内に戻さねばならぬ
罵により︑EDFやAGRて地
五点
や︶に建設中のEDF14︵気

わめて臼望な新型燃料をテストす
半面︑EDF−3でやっているよ

に決豪っているが︑この後者はま

．侶保持する必裳がなくなり︑製作 の五や万KW一点炉の漕工が勢で

ガス中に鷹かれているから︑高圧

熱交換器は︑大体諭し圧力の灰酸

である︒つ叢り冷却ガス勘ーブと

のに対し︑後者では中にあること

つの送風機が圧力容賑の外にある

相避点は︑二者では熱交換器と二

EDF−3と4との間の唯一の

の化石黙料輸入分を三分の開削威

MWHの原子誘発羅が訓戒できる
当り三千五酉MWDをこえることとされ︑これによって電力生国用

た照射実験によると︑燃焼度はジ

︒

られない︒しかし筒速増殖炉が︑
る︒

アメリカで進められている新型

壱訓ることは必然と思われる︒た

ダの計画に復元させるであろう︒

ることが判明すれば︑直ちにカナ

って特に興味がある︒この霊水減 心をもっており︑それが優れてい

転換炉一画の一つは︑カナダにと

た炉の一つであるが︑資金および

多二一

れる三主条件と同じ条件で行なっ

濃縮して︑われわれの資源の利用

ヨ

ロニのロニニコココニココ

一＝罵一＝＝一一一＝＝ニ一画

いるQインドの入口約四億七千万 は一・二ペアス︵九十銭︶と見積

インドでは国薩核燃料の最善の

所の建設を考えている︒

利用がはかられている︒経済的に

千ジが確器されており︑探鉱が進

採取できるウラン蟹源はすでに数

トリウムは徴界蝦大の埋蔵臓があ

むとともにさらにふえつつある︒

に墜礎をおく原子力発電設備を増
加させるたろう︒

なく︑内心も冷却されるので︑比

が︑これは複雑で高価すぎて︑他

る︒このコスト訓騨は︑サン︒ロ

の証な特性を奥備しており︑発罵

毎年五十万KWを増設
フランス

cしたEDF

玉 多づ

ける廟機材冷却の語画に大きな関

位︑あるいはそれ以上に低廉な魑

鏑するには︑好疑しい冷却材は多

だ︑トリウムーウラン鰯系統を腸

優れた転換炉型式のものと耀し

われはそれを受け入れるであろ

一

沸騰恵水方式に改進する翼翼が行

分弗騰重水となるので︑NPDを速蒋機材冷却炉はカナダが研究し

力を発生するようになれは︑われ

われわれはこのような見解でか

うQ

なり孤立していることを知ってい
る︒しかしわれわれは︑原子力闘

現在カナダは篇速増殖炉の開発

て進んできた︒

発全体においても︑かなり孤立し

覇り九千一一万MWDであること

要がない︒ウランの需要は発電谷
に力を入れないが︑他の国々での
開発に注闘しており︑それが成功

の取出しと再袋面の袋置を貝備し

でいることと︑運転中の燃料嚢素

るに違いないが︑ウラン資源は豊

天然ウラン・黒鉛戴巡︒加圧炭

大部分がインドの歎源で礁設され

酸ガス冷却炉による発電の最訓の

腰であり︑ウランの足りないこと
の歩を進めねはならなくなるかも

がわかれば︑ウランは発見される

すれば︑嶺然この分野にわれわれ

蝦肘を供給され灯る型式になろう

十二乗ゾ︶と大洋の中に存在する

ていることである︒マルクールで

成功は︑マルクールの双生児炉G
＼

ー資源の陰暗確保の必要牲を無視

にわたる次の段階は︑冷却材を加

ウランとトリウムの資源によって

表から一飯以内にウランニ×十の

してはいないが︑それは地際︵地

知れない︒われわれは︑エネルギ

い探鉱の努力をした者はたれもい

CANDUIPHW方式
袖
もで
のと
わ瓦
れわれは磁偏している︒
はこのみ式にホ要な改良を加えよ
ないのである◎

圧垂水から沸脇曹水︵BLW︶には︑われわれは︑核融合のような

応し得ると考えている︒トン勝り

より長期にわたる将来について

うとしている︒今後しないし十年

の厨機必達成した今U︑われわれ 現にカナダでは︑過去十年醐新し

としている︒

で建設中で35り︑インドの舶用は 磁の増加にともなって憩辻にふえ

谷羅のものがインドとパキスタン

縫の石炭火力と曲桜の競争を行な
を考えると︑ウランの供給が早期
っている︒これと同し炉塑式で小 に足らなくなることを心陀する必

屋のものか設置されており︑同冨

方式に隈聾した狭い道にそって進

んでいることに灘して︑われわれ

もって︑炉内に生まれた中租．†を

最も幼果的に潤川するよう努めて
次の工事ルギー活線が︑少なくと

硬

よって建設単価と汚毒費の低減︑

変えることで︑この新しい力式に

四鰯以上含む爽岩や花闘轡からの

建設されているカナダの原子力発

という饗尖が示す電力増mの大き もられている︒験子力発墨所のこ

そのように︑源子力の大規唐戸

これらの撃情を湾癒した上で︑

十餓︶ないしそれ以上であり︑一

はすへて第四次五山畠壁画の終

子で︑爾端からモリブデン一％合

W︑六六年細帯︶の建設に漕手し

12およびG13によるもので︑
W︑六五年運開︶3︵四十八万K燃料要黙は︑中空シリンダーの格
かかるが︑その場合の原燃料物質

両炉の建設が娘豪つたのは︑英国

なものによって将来に備えるへき

た︒このうぢEDF−3は︑新鋭
金の金属天然ウランを充塩したも

今田︑原子力の主な利摺は実力

の低燃料費は︑建讃盟の職さを相

する︒ヨーロソバでは全エネルギ

用が不可温であるとしても︑すぐ

イントはかなり大きな原子力発聡

り小さい︒しかしその庫々の増加

○︒六四ペアス︵四十八銭︶︑縫縮

方CANDU型原子力発覧所で発
は電所の建設が決まった︒これら

インドの原子力発躍謝画の第一

で︑ゾ当り六MWを少し上回る比 る喚一の部分である蕉気ループが

に至るものと思われるQこの炉は 滋度が摂氏五衝九十度をこえない

知られる以前であった︒G−2︑ 火力発番所との競争力を貝備する

炉︵二刀KW︶は︑現在天然ウラ PSコンクリート容膿．﹄収容され ほとんど完礪に近いフランス炉系

CANDU−P11W型
3のの
最も
N型P
枠的
D
な技術的特良は︑

こえぬであろう︒

のコールダーホールの鉱本概念が
の洪給費罵はKW11曇りニミルを

えないQわれわれは現在利用可能 回収には︑多分ポンド遜り酉が位

も数世紀の間に必要になるとは考

薪型転換

電所は︑慣弾で最畏の

らされるはずである︒この力式を

したがって発毛線価の低蹟がもた

となった︒このような中性子

経誘の漫い原子炉は︑辮料サイク

炉

4

たと考えている︒今後三十五鉱あ

七一年に展開3．る一⁝十五力KWの るいは五十年先の工不ルギー洪給

実証するわれわれの嗣標は︑一九

発電所におかれている︒︵一九六

リニコニニ日嗣ニのニニ

の形においてであるが︑電力のエ

な必要性は︑猿子力にうんと依存

段して余りがあり︑聡発駕費にお

一一層一一一冒

ネルギー全体に占める割ムロは︑工

しなけれは満たせない︒

：の杓四〇％が︑その利用前に聡

目の崩の浮苔における原子力利用

かんで決まってくるQインドでは ブール発電所は十九万KWの沸騰

に上っている︒したがってインド

り︑九％以上含有の鉱石約五万ナ

の核燃料政策はウランの最大限利

進んでいる︒ラナ・ブラタブ・サ
ガールに近いラシャスタン原子力

用と︑可及的速かにトリウムに転

水炉が激騰で︑建設はすでに相当

西地方について︑蟷力供給コスト

換相
すか
ること︑でなければならな
二十万KWのCANDU型二

発鷹所も各論が始詠った︒ここは

石炭を五頁マイルも運搬しなけれ

の騨細な比較検討をした︒これら

ばならない西海岸︑幽幽地方︑北

の地方の石灰火力の燃青黛は︑K

WH騰り︑二・四画面ス︵一円八 6威っている︒最近︑東灘岸のマ い︒ウラン獅ートリウム増殖炉の

は︑凶民所得の増加より数価の尚

ドラス州に︑四十万KWの岡横な 経済性開発は︑トリウム利用のみ

率を示しており︑この傾向は面識

り︑つ探り〜九七一年三月までに

にもわたって縦くものと見られて

ウランを使うタラプール発置所で

ドでは今日︑その血合が一〇％よ

気またはガスに変換されるQイン

潔く

罰盃にのり点したQ西海岸のタラ

いて石灰火力と附語できる︒

業発展の進行とともに苔しく増加

鼈齠ｷ一一一一＝一＝

インド第二段階は高速増殖炉

CANDU型で行く

うとすべきではない︒とにかくわ

の問題を︑今日の知識て解決しよ

鰐能性をもっているだけてなく︑

る︒それは単にウラン転換炉への

ヒ年麿工︶

これらの発一所は堵臨の電力の

F・ペラン博士
の程度は︑在来火力との競争力い

懸

「原子：力開発に関する特別講演会」の会場

トリウム・サイクルによる増触炉

隠
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来憩がある︒
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日本二子力曉業会議は9月20Ei、国際原子力鶴関の集京総会に来日したアメ l
I 1
リカ、イギリス、ソ連、フランス、カナダ、インドの虫要6力圃政府代貰者を
迎え、上勝公園文ILム館ホールでr瞭子プ謂｝1発に関する時別講演会」を開催し ロ1
た。このように世界各国から、原子力行政の賀任ある1徽者を一堂に集めて開1
コ
く講融会は、わが困はμ1めててあるはかりでなく、海外でも珍しいことである。1
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を掲載する。

ベラン酌士＝フランス原子力庁最舳長冨、慰NEA原子炉開発協力最簡グルー

羨授塩w・G・ペ画引牡躍イギリス原子力公社総裁・爽圃掌士院会員・G

脱塩もする高速発電炉
Rコロリロコロリ ロ

る︒ウリヤノブ州のメレケスで
なり︑原子力発臨所の規制が改引

関する方法を統一することが必要
なった︒

加速器は︑ドブナに建設されたシ

が建設中である︒

トリウムの利用を敗善するという

て大きな期待をかけていることを

ることは︑政府がこの開発に薄し

蔭業もすでに暇迷増殖炉開発のた

である︒

討されているが︑これは軽水炉の

フェルミ発醒所の艦齢によって多

ないが︑EB812︑エンリロ・

いては眼られた運転経験しか持た

蟄は急遮な鰹びを劃し︑この急増

世界的な傾向でもあろう︒

める可能性が考えられる︒これは

れている︒

されたものを開発す和余地が残さ

鰹KW︑全発脇餐蟹の五〇％を占 蟹全性︑稲頼性の点でさらに改善

改良転漢炉開発二千をも進めてい

庁画と同轍に︑蔑閥協力のもとに

安全かつ汚染を生ずることなく供

ラントが経済的に信額性を特ち︑

であるが︑自分が進みつつある方

て検酎が行なわれているとのこと

会か設鍛され︑これらの点につい

磁本においても動力炉開発懇談

貢献するものと患われる︒

最近の關発は︑増殖炉の開発にも

ト炉を含むこれら改良転換炉系の

冷備品へ大型シード︒プランケン

る︒船霊ガス冷裁炉︑盤水有機物

気︑ガスのような高速増烈炉系に

もちろんナトリウム以外の燃

料の開発が行なわれている︒

は︑よりすぐれたプルトニウム燃

における燃拝サイクル開発研究で

めとする国立および暫間研究施設

たアルゴンヌ国立研究所をはじ

の開発に重点がおかれている︒乾

・コンポーネントおよびシステム

の開発︑識速炉物理ナトリウム

も餌設されてh40り︑燃秘サイクル

験用緩速炉で︑燃醤処理プラント

EBR−2はナトリウム冷却実

くの経験を得つつある︒

満足すへ意義転麗験の轟然の帰繕

しかしわれわれは︑是期的には

経．硫的な触殖炉の開発が必蟄であ

ることを十分諏議しており︑この

堰殖炉系の開発が今後われわれが

財政・技備両霞で績極的な努力を

り︑経済性は十分に評価された︒

力は新しい供給源として大きくク

する電力需要を揮うために︑原子

給する穴量の電力は︑すべての国

検討は腐鮨義であるQ

向の足非を礒めるには︑この傾の

タイン以来今頃謹で綬けられ︑笑

一周す勺冷却材の研究も行なって
アメリカの商速増殖炉開発は︑
一九四六年運張に入ったクレメン いるが︑とくに圓体燃科︑液体金属
冷却簡迷増殖炉系について努力が

の睡業の発展に大きく慰燦をもた

われわれが︸九六二年に大統領

らすものであろう︒そしてこの大
灘の低コストの電力は︑とくに経

示するOのであるが︑︸方︑亀岡

縦御七三融合については︑大規

炉による十二の中央発電所が運転

ことであった︒

ンクロトロンであったが︑ソ連政

れているが︑まだ実罵陶な成果を

模な研究が多くの研究藤で行なわ

線墨力発電の開発にともなって

であると思う︒

府によって祉会主義国察の科学養

ユコニニニにのニニコロ

二＝一一＝昌二＝一一剛

現在アメリカにおいては︑鼻水

が共岡利罵できるように合陶原峯

現在までのところ︑増割田につ

めに一絃がの支繊を行なっている

物理学︑放二郷化学やその他の関

中︑十のプラントが建設中で︑さ

核物理︑蘭および低エネルギーの

生む段階には入っていない︒

の都合で雀略された︒︶

︵アイソトープについては隠間

らに沓電力会社によって想設が倹

原子動力への利用⁝舶用原子炉

ニニニニ

4一冊＝＝＝一一

アメリカ民闇協力で開発推進

増殖炉に二億ドル支出

一嘗＝＝＝一1＝﹁一＝一曽玉目一一＝一一一一噂一＝胴＝噂−一＝一回一一一−嘗需＝一一＝要脚＝一需＝﹁1＝＝﹁＝一1；二篇一罹一

百僧エレクトロンボルトの加遠羅

の開発について︑ソ連はすでに推

力を示した︒レ⁝ニン昼は無限大

この成果によってソ連影身は︑

われわれは尚利得の増殖炉開発

払おうとしている霞標である︒

黙子力発議所と大都術との距離は

北極海用の原予力砕水船をさらに

核燃料費源の有効窟矯︑経請盤︑

的ないし四分の一に︑発廟所周辺

想定される︒一一〇〇〇爺には約七

の放射能蟹理区域の広さはこない

最近におけるアメリカの電力陥

う︒

験のために吊いうれることになろ

唱九五八年におけるアメリカの

ローズアンプされてきた︒

で︑由ハ万罵力である︒陳子動力装

とになろう︒

設剖され︑粟瓢貨もかなり減るこ

ソ連は︑原子力を利用した直撞

このように将来の原子力発電プ

二隻建仁することを映めた︒最初

＼各瞳で建設さ

次に原子力発電所の経済性につ

の船は﹁九七一年に巡杢﹂る予定

また大型原子力発恥所の識副︑

建設の他に︑運搬と組立てが答易
いて︑残々はとか

ょうとびるが︑国によって経済問

なり︑本当の経済分析はできな

中1
されている︒この国陶とす萄
験用増殖炉NO・1︵EB集R

に対して旬なった民肝脳子力薙瑠
腺子力発電プラントの容量は︑僅

ってきわめて価偵のあるものとな の坐食的な検討においては︑原子

階に入ったいくつかの成果を納

1︶によって増勉が翼鉦された︒

済開発が煙れている後進諸国にと

出力千五口KWの猿子力発電所 靴紐り方法や︑発電コストの認鋒

か六万KWであったが︑一九六五 ろ一3またこれによって世界の安 力発電の嶺面の臣標は艦齢の価格

い︒申央諸臣廿は︑μンシネスB としている︒

三︑設訓は極獲の安金性を特色

で︑燃料の二人の使い方が可能︒

AGRは︑初期のマグノノクス 二︑運転中に燃料取蟻凡が可能

考え方を打ちだしていないし︑少

高速中性子炉の方が紙換炉よりも

鷹丈短は豫郵できると考えられ

すれば︑

九七〇隼代には蘭冷罵

うらに豚型円建讃が開始されると

してイギリスは豪たはつきりした

証明す筍必要がある︒紙換炉に関

ドロマクネチノク転写の正しさを

ている︒

広の研究︑という鷺蔀か削画され

際協力讃麟との密接な関係を十分

唱力開発計画と原子炉分野での国

われわれはアメーーカに46ける独

増殖炉までに拡張されている9

術の開発画での騒際協力は︑嵩磁

以上が期侍され．筍Q漢た原子力長

プルトニウム燃科︑壇蛸月一∴一

KW︑ナトリウム冷却︑ウランー

と思われ︑この炉は露気無肥薩乃

速壇殖炉の建設に関心を示すもの

年三には口業弊が経済的な笑用嵩

予建てある︒これにより︸九八○

冷昂原型増殖プラント毒口励す．勾

初めにはヨ十五万KWの液体金属

民閲の協力亭簿て︑一九七〇無題

である︒そしてこの粗画のもとに

る捜術の溜欝のための隅一・開国

る︑そして経済的な運転を行なえ

の建設および安全かつ下腿盤のあ

ところは高速増殖炉発電プラント
め︑多くの君学的研究金灯なって

われわれが一九一ハ五伽誤認年度堅い

方法か劉なっており︑自分勝手な

でに尚速増殖炉開発に二億賭の支

は︑トラノクの上に組み立てδれ

の商い地敏での競争力の辿成であ
とになろう︒

る︒次の圃標か経済性の達成︑な

原子炉熱イオン変換破防が建設さ

きたQ﹁ロマシュカ﹂と睡はれる 熊末には題画万KWに達する予 定と平和に魚心な寄もを行なうこ
定で︑現血建設中あるいは謝劇中

ことである︒したがって国際原子

経㎡評価が行なわれているという

出を行ない︑

現在︑アメリカの発電用原子炉

としている︒最悪の想驚票故と兇

っても︑燃料の過熟を起すことは 炉が最も有利であると諺ドんるが︑

ずっと皐く︑経済的にしかるへく

なくともイギリスの条件内では︑

これに代えるものとしてガス冷却

位躍を占めるであろうQ

高速炉にはナトリウム冷却認速

ない︒また燃料にセラミノクを箆

または臨画超過スチーム冷却の町

込まれる補助回路からの滅圧が起

一九六六隼度は四千

の開発により︑ウラン鵬および一万がの政府支出麗模を予清してい

らびに改良帳拠炉および増殖炉
在運霧中で︑⁝万暁閥の運転を行

のものを考慮すると一九七〇年に

て原子力発羅胱の経㎡性の講論に

である︒この燃料は摂氏六颪五十

たセラミノク燃揖を硬囲すること

一七画度のガス繊口温度になるよ

うことで︑正慶戦乱温度に比べ︑

小型ρ舶用︶炉について

曜性も無視できない︒

これ豪でのところ握出された舶

て現在のところ原型炉に要する費

と見なせられないこと︑したが．

一生六七年に運開され

デザリネーション

を下した︒

朋の支出を見あわせるという決断

原型炉は︑

価の将来嶺絹東している︒

低濃総燃料︑低建設費︑低発盤単

つ圧力脅型沸騰水型炉であって︑

る︒同定は核過熱の開発馳設をも

出力十万KWの蒸気発生重水炉の 溺正系は︑どれも凝済的な拙進力

ウインフリスに設置される電気

はるかに隅い紐度にもたえられ

このような有刹な条件があるの

るようになっている︒

で︑今後は発蹴所の設置地点を︑

より入口集密地の近くに建設てき
留Vすへきことは︑AGRは寿
るであろう︒

原子力開発プログラムについて

一九六五無の科学技術法により

れわれが憲として開発に努力し

AEAは原子力以外の分野の研究

にAGRを選んだわけであるが︑

の設訓に負うところが多いが︑マ

われわれの命題である︒

にして進むべきであるというのが

の進歩と塁本的物質の交腱を前提．

た研踊︐種済的な誘因およひ科学

口際協力は目附でよく均衡のとれ一

原子力発聡調幽の闇発面における

れわれの希望であり信念である︒

たし︑今後も︐Sれを続けるのがわ

ための援助という面に注がねてき

でも世界のエネルギー舗肇部賄う

原子力発恥聞発への努力はこれ承

認識してh40り︑掻済的競争力ある

ドラゴン炉の翼味ある特徴とし

開発卒する権限が拡張され︑最ω

ては︑ヘリウムガス冷却︑鱗状被

覆獣料︑黒鉛減速︑比較的高温︑

発が取上げられた︒承偬された大

のアーマとして脱貌プラントの開

⁝澄をわずか越えるたけで︑もし 学蔭と技殉者が直接参加している

設蟹は︑建設中の利慧︑発電所の

の磁麗は今上のスチーム使用条款

規模なプログラムによると︑現在

転換の可能が性あげられる︒こ

六十万KW二基からな・勺か︑総建 ると︑発屯原価はKW嶺り○・四 ているのは︑六菖入近い吻門科

ダンシネスBつまりAG況は︑らぬことである︒これが達成され

る︒

は電量五十万KWに漏するものと 闘発議画は︑初湖の段階であり︑

コロコニ

にかえて︑ステンレス鋼で被覆し

力礪関︵IAEA︶の協力によっ
れ︑モスクワの原子力研究所で現

ており︑とんな時でも動力源の必

ヘニこニコロニニョニニロ

う設計され︑その結果︑小型の
炉心とホイラーで周じ出力が出せ
る︒しかし中帆子吸収断面禎がマ

五％という保管的な思定のもとで

グノソクスより大きいので︑低濃

も︑イギリスの現行の基七洋跨火

カ月間に︶を辻成したu建設費は︸れ憲で歌ー
エゴカ発艦の単幽の討鼻に

丁円からウイルファの約十万三千

命ヨ十薙として設認され︑負荷率

繕燃μが便われる︒

円に下ウ︑織効率は二四％から三

るであろうということである︒

力尭霞所のコストを一五％下魚わ

にして互男KWのマヴノ︐ク バークレイのKW選り約十八万五 使ってきた寿命二十年︑負荷灘七

あノ

三％へ増服した︒その織果︑第一

一方︑一九七〇年一七五年に電

うとしている︒

在来火力と豊門てきるものになろ

次d画の終りの避つの発電所は︑

ロ不ジ原子力発電所か碧海を開

斧

づ夢

ス型原子炉を建設する第﹇次原子

べ職ヤルスクとノボボロネシの

両癒チ力発駈所は︑三選な運転成

績嶺上げており︑九月二十日現

筏︑発躍駄は総副十三循KWHに

増設知事が行なわれており︑ベロ

遼している︒また新しい原子炉の

多くの努力る熱料要素の開発1そ

のフラソシュ蒸留技術のいっそ︶

AGRの醐点はつぎの三点であの製造方法と照射性鮨の改潔一に

湾をやや下幽ると予思される︒

固有経費を含めて︑KW当り杓七 負荷率を八二％にす．萄とO・三八 隅速炉の開発てある︒われわれは

ボイラーとはプレストレス・コン

のマグノノクス炉と同様︑炉心と

力網に組込まれる第二次原子力発

は︑アメリカ軽水炉と改良ガス冷

ふりあてている︒ABAは葡業用に適合し︑ボイラーの寸法︑価屠

の開発︑フラノシ晶蒸留に代るプ

ろう︒

を小さくす・⇔のに約用である︒し

ラントの絡びつけ︑遠謀に代る方

ウイルファ発日所が濡紙に入るこ

しかし将来のためによO餓罪なこ

融速炉の経験を得るため︑原型炉

には︑．刀スタービンめるいはハイ

かし︑この開発をさらに進める
とで先γする︒これらのマグノノ

とは︑ダンジネスのAGRは︑こグノネシウム含金金概ウラン燃揖

町機に椙隣する蒸気条伴をもつ〇

クス発電所は︑すへて讃画調を上

ズ同炉は現在のκ来発言所で

間もなく政府に出されよう︒近い

便崩中03最近型筒能率タ！ビ︑．ノ経 の建設を考えており︑この案件は

回り︑九Q％をこえる負荷準へ六

が︑一九六八⁝九年に秦野KWの GRに決まったことは出た聞酷し 簡便な設副と秀れた安全性を特徴

一九六七一八奪にオールドベ︑8リ却炉︵AGR︶と競争の結果︑A
クリート内部にとりまとめら31︑

以上が運転に入る︒この副諏は︑

馬も一九穴冠露豪でに一一酉万KW に懸設されるが︑ここの隙子炉に

ヤルスク発露駈は三十力KW︑ノ

では現在︑商速増殖炉の建設が進

カスピ海沿嶽の西カザフスタン

に改蕾されている︒

澗原子が発聡所の経済招醸は非常

た改良の成果がとり入れられて︑

らに新しい研究と技術開発から得

炉には︑これまでの運転経験︑さ

な．勾予定である︒この新しい原子

万八千円と見込まれている︒最近

㌔

七万％以上の可品性を持たねばな

始︑出力は二十一万KWである︒

でギリスは︑十年蘭に再発磁照

一嗣曽轄＝圏＝幽冊騨一脚騨篇一＝圏剛﹁一冊一＝

イギリス 転換炉よりも高速炉

AGRの勝利で自信

荒説所の撮撫性︑女全性︑性鮨の

浮子力開発にともなって組子力

要な嚇所に移動できる︒

﹁丁週s13﹂と呼はれる聡気 いQすなわち国によって建設費の 発償の研魏では︑技術的に実用段

て飛︷13機＼も運搬できる︒

五十KWの小型原子炉で︑分解し 題に対するアプローチの方法も異

向機冷却材を用いた浮気出力七蔚

発されている︒﹁ARBUS﹂れは
た同種の原子力発艦所と毘較し 置は二塁の原子炉からなるように

にてきる可動式原子力発高所が闘

撫麟畿

し三分の︸に引き下げられた︒

所が建設中であり︑新しい技術試

は︑熱娼力六万KWの翻懐炉実験 きれた︒たとえは十万KW以上の の距離を航海菩Φことが可能とな

最近までソ連の簸も強力な粒子

力研究所に密贈された︒豪た現在

る︒レーニン号は

連科学の鉢礎学問が進み︑塾礎研

確実性についての研究が談ずます

の状態の申を航海︑七年間のうち

成され︑その後︑北極海の複雑な氷

進駆動力に二子炉を用いた砕氷船

追んできた︒これまで人口密集地

黶″箞鼈鼬

ソ連都市周辺に発電所設置へ
められており︑これは同時に発魅

域は︑放射糠危険地域とされ︑原子

セルプコフの近くに世界最火の七

と海水脱癌の二つを行なう大型原

究も十分に行なわれている︒

祉会の発展にとって主紬となる

子力発頭所としても注日されてい

九五几無に冗

ものは︑困民経済の分野で広範曲

レーニン号を七年閥運転してい

に等化を進めることである︒この

の一回たけであった︒在来融と比

燃撰を取り換えたのは一九六三無

較しても議論の余地もない長所を

力発電所は建設できないように規

究によって人口密度の隅い地域や

制されていた︒しかし蜜全性の研

ソ連の高速炉開発の研究は︑技

約一・五である︒

開発がある意味ては︑不利な条伴
におかれているとも︐口え．勺が︑猿

子力発電の研究開殆は大規漠に行

︸なわれている︒

オブニンスクで寸書最切の電気

出力五千KWの原子力発胞所が運

開してからすでに十一母︑現在で

いる︒すなわち一九五八年にはシ

は多数の隙子力発出所が運転して

ベリアの原子力発電所が隊動を開

始︑設副出力の六十力KWを上わ

一九六圏年四月には︑ウラルの

康わってい．○︒

ベロヤルスク原子力発箪所が運紙

を開始Qこの覇気炉は出力十万K

Wで︑繊過熱により高条件の蒸気

を供給しており︑また新鋭発語設

備が使用されている︒

@
@
@
@
@
@
@「

耐面と経済面か5行なわhてい 都宙の閣外にも建設できるように 持ろ︑北極海の航海には大きな威

qシャンツ氏

っている︒このためソ連の原子力

源︑さらに無尽戯の水力負掠をも

炭︑天然ガス︑石鎚の臣大な資

用の在来燃料資源に恵至れ︑石

A・M・ペト

る︒この聞速炉の核燃醇増殖率は

ロ

ためソ連は発電力の増大に大きな

ﾍ縛

努力を払っている︒ソ連は︑聞応

鼈鼈

さらに一九穴四年十月︑ノボボ

G・丁・シー

ボーグ博士

一鴨

3

峨譜國の第一号炉は︑ダンジネス

驚騨

墨

トロンペイ国立源子力研究漸長、タ詠口礎研究所鼓煎数投。A。Mのペトロシ

㈱「ハ鍬
ボボロネシ発頭所は六十万KWに 力発聡迂拙を策定したが︑この羅

W・G・ペニー博士

醐
醐
プ委鍛長。∬・」・バーハ1専士＝インド原子力委員長、イント源子力灯長冨、

繍レ蜻獅
翫〜一「ん【一η一一一軸側〜ル仰か〜職鞭

蹴
隣
繍
凹

A

曜丁鯉＿卿詑㍗か躍〜一μ灘〜黛
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繭
嗣

覧

繭
四
ャンツ博士＝ソ連言ギ子力利用［劃球委員会議長、ソ連臨子ブ滋［1当大臣、レーニン
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リ＝Z・フェノレミ止野江…蓋蓋。

・田9シーボーク簿士＝アメリカ鞍置力i委員会婁員長、ノーベル化学鍛、エン

三
新

業
産

Nまでに二 四隻
いる︒しかし船の建造数は︑披終

海事局来年度予算要求へ
アメリカでは︑高出殿子力船の建造をめぐって︑米噸子力委貴

よると二箆に減らされるかもしれ

方︑ワシントンの兄解では︑いず
の三人である︒

発郎長︑1・ホフマン舶用炉郡罠

第一船は七〇年度末あるいは七

れの醐船隊も経済性に会うもので

二月度初めに進水する予定であ

はないとしているが︑ボイド次宮
は︑アメリカは

の間隔で追水す．勾ものと闘待され

り︑つづいて次の船も三i六カ月

簡明すべきた

ドを失なってはいけない︑と強澗
ている︒船はコンテナー化された

サバンナ男の建造で獲得したリ；

している︒

政府がこの貨物船を建造写るに

に自動化される予驚である︒

海窮局とA8Cは︑禽岡訓画を貨物を独力で荷扱いができるよう
立てるために六人からなる特溺研
究グループ奄すでに設齪した︒こ

路の選択などをとのように行なう

の禽同31画のメンバーは︑薄禦局 あたって︑船会糺︑造船会社︑航

富の籍別工匠L・ホフマン氏︑原

側からニコラス・ジコンソン繊理

子力討画委員長のD・L︒クソク アメリカン・エクスポート・イス

如かどうか駄兄対立し︑論争がつづいていたが︑このはど恵見が

会︵AEC︶と海箏局は︑建造31画が技術的︑経済的に可能であ的に選はれた踊速船の賀易航路に

ないと協られている︒ア凶リカー

氏︑崩サバンナ合同グループのL ブランセン︒ラインズ︵AEI

かはまたはつきりしていないが︑

極爽貿易のような長期航路は四隻

︸戚︑⁝九七一一七二年の元威予定で速力二十八i三十二移の原

子力鵡速貨物船二箆ありいは四 隻 を 畑 野 す る こ と に な っ た ︒ A E

ゆ

桑丸 し︑

躍付

翻の一理︑﹂あり︑アメリカのアル

肉

ゴンヌ国笠研究所の筒耳甲盤子炉

再翻〜り︑︑︑娯澱な

しの揚含約二％︑再熱装置付きの

は原子力ボイラーで︑再執控羅な

いるといわれているo

この皇籍の改訂についてGE社

プラントが掘業番始める個癖に︑

キ﹂リーとくらべて大幅に増加し

れる予足であり︑前年度の五十万

こと︑値上げになったものは︑建

ポンプのような設計改哲が進んだ

が︶を要求し

は八月二十五日臨界に堅した︒こ

︵本舘度は千二落

ン炉の建設費として八醤二十万が

のほかに︑現在建設中のマルビケ

同社は来年度の運営費二千万が

万がが必要であるというもの︒

炉の研究のために五力田聞に六首

所が建設する予冗の商速増殖実験

〇無代の朗半にストゥドビク研究

行なった︒それによると︑一九七

進するため︑兼琢度予鈴の二八を

に対し︑尚速増殖炉開発刮画を推

聞︶はこのほとスウェーデン政肘

ー社︵政肘糖理下の腺子力開発機

スウェーデンのアトムエネルギ

で予算要求縮縫刀

高速増殖炉の開発

て有なわれ本雑七月に完成した︒

弼歯悟になるかもしれない︒

水力発電には水︑火力発電に

ウラン鵬であることは
周知の趣Oである︒

とは核燃繕政策上きわめて意

は︑燃料サイクル技術によって

幽篇一一

︐

こんどの要求は︑これまで主に

幽響一一

一

儲口一一r囲齢

酔一一＝嘗

曽一闘7嘗︐

一一

同祉にとっては噺しい路線が打繊
酎a@

されたと掘る聞きが多い︒しか

し︑スウェーデンとしては︑すで

に筒速炉の研究はスタートしてお

速ゼロ出力炉や五・五MeVハン

り︑主にストゥドビク研究所で高

・デ・グラフ加速器を便って認識

らにいくつかのキャスクを準備す

輸出先としてけ︑

を建投書て︑職員四中人︵うち技

納︶が昨年運開︑次の二＋万画面

KW︵黒鉛減縮沸騰水冷却︑核過

の建設を飾すたろうと語った︒

臼

日

岡
多
開

米NFS社︑燃料

中性子物理の研究を紙けてきた︒

輸送事業も始める

アメリカのエユークリア・フユ

このほとスタンレー社から︑使用

ーエル︒サービス︵NFS︶拙は

を輸送する特別な鉄迅用貨車を購

ずみの燃科嬢送字キャスクとこれ

入︑翰送分野の專業も始めること

ャスクは︑多くの燃群要系を収納

になった︒現在ある七十ニナのキ

がとられている︒

するたけの谷黛があり︑水冷方式

このキャスクは︑すでにトレス

輸送している︒NFS祉では︑さ

英︑ラプソディ用

る爆縮を立て℃いる︒

燃料チューブ供給

モリブデン含有ステンレス鋼で

できた一万本の燃料チューブが︑

ンスCEAに供給された︒これは

イギリスのバーミンガムからフラ

験炉に使用されるもの︒供給会社

カダラソシヱのラプソディ問速実

はアクセンとポロソコ杜で胃薬は

れて︑ヨーロソバ大陸方鷹企業と

過去二年間の強力な扇売が鰍めら

このほか両社は︑ラプソディ副

のはげしい競争に鵬つたもの︒

爾の次の段階︵これまでより厚い

の燃科チューブも約束されている

チューブを便う予定︶の千八三滝

日本経済視察団一

といわれているQ

行腿舞発電所視察

行は︑九月初めウ

植村甲午榔疑を瞳長とする田本

ラルのベロヤルスク原子力発電所

経済剛節馴の

大型発電所が建設

を視察した︒ここは一星頃の十万

されるところで︑

でAE△蓄明

英︑AGRの輸出に努力
E・レビュー誌

主脚技師のポリス・イワーノフ氏

しかもAGRの方師は酉七十入︶が従為している︒
京た︑AEAは八月二十七日付が経済的であると考えられる地
ところによると︑原子炉の新シス

ク州のNFS再処理プラント濠で

建設は昨館の初めCEAによっデンの便用写み燃雅をニューヨー

と類似のものである︒

所の嘱へ口は再熟装置なして四％︑

場含0・五％それぞれ安くなって

一力繭業用アイソトープとして

九六六蔓質再度

ている︒

のコバルト60の需要はとんどん増 二瀬装置44きで二・七％高くなっ
噴勝所によると

放射姓物質の配疑利用を促進させ

では︑敏下げされたのはシェソト

ていたウラン郷をフルト晶ウム

ﾉ山州琶山膚十守刀キTユリーが生虚さ

して一般化されているが︑配済

設労働者の賃上げ︑材科︑衡多難
羅の値上りによるものたと説明し

ている︒

もらろんこれらすべてのコバル

ており︑発電コストは︑最近発類

るためのらのである︒
こんど値下げが計画されている

トが年度内に稼業所に引き譲され

に蔽硬つることによって︑これ

アイソトープは︑ストロンチウム

した栄誉製造費︑燃料サイクルロ

仏︑ハーモニー高

れるといっているQ

速中性子炉臨界
フランス︑カダラノシェのハー

米GE社︑原子炉
アメリカのゼネラル・エレクト

等の価格表を改訂

み6れている︒

鍛︑セシウム鋭で︑AECとイソ以上は政府機関て使われるものと

れる︶は︑ωストロンチウム90︑

の日子炉はユーラトムとフランス

一一＝

ている︒

原子力発賑所および原子力ボイラ

原子力庁︵CEA︶の共同謝画で重水炉の開発を行なってきている

リノク︵GE︶社は昨年発表した モニー︵局速中性子源用腺子炉︶

より実馴した︒︵右下表参照︶

曹二＝ρ噌

あるラプソデノ上線増殖炉開発謝

ーの外憂表を改訂し︑九月十三日

それによると値下げになったの

二﹇一＝騨

ラインの設計を行なっていること

一讐一＝

に距点を置くようになったといわ
イギリス中央発案庁︵CEG

を明らかにしており︑海外輸拙は

二朝口曽

B︶は︑先にダンジネスB発露所 れており︑ある非公式なユ∴ース

かなり稜極的に進められるもうよ

一二＝

この外国売込の努力

二曹戸＝

によれは︑

である︒

堺一響一一齢

目移︑⑤セリウム拠︑二十渉キュ

の入札に関する技爾的︑経済的分

は精力的に押し進められるだろ

曽＝＝

リi濠でキュリー瓢り二がであっ

析を発表したが︑この報告の内線

＝二一一

たのが︑写ガキ訊リーまでキ議リ

は六力国語に翻沢され︑

．

就深い︒特にB輩のごとき核燃

一当り五十確︑大山の場合キュリ

部以上が耳輪各飼

触ウランと並旧できるというこ

肩資源に油女れない国において

一当り十五膨︑④セシウム織︑二

に郵送されたとい

瓦衝九十三は不活性の

現在熱中性子炉として実用化

十♂キュリーまでキ議リi蝿り一

われている︒

い将来侮増どころか︑何ヒ悩︑

されている英矧式コールダーホ

がであったのが︑五㎡キュリー謹

現在イギリスで考えられている

は石炭または石油がいるように

無価億なウラン溜から貴鎌なプ
ール型や栄国式BWRまたはP

ともいわれている︒

鳳子力発電には捗黙揖が必要で

WRはいずれもラウン獅による ルトニウムを人工陶に増殖する

では同じく五十醇︑大餓の場合は

う

あることはいうまでもない︒今

ルギー政鍛上からも簡く課価さ

ことができたな6ば日本のエネ

⁝万五千

のところ核燃桝としてウランが

ものであるから︑ウランの核燃

すぐれているので︑医療衛生機関

は︑この発鍛所の安全性は非常に

最近伝えられる
碍としての利用率はきわめて低

域︑たとえはアメリカ︑ベルギ
エレクトリカル・レビュ

テムの開発と燃緋供給に対する磁

ついて輸出も考慮に入れてアウト いる︒

の雑鉢

利をもっているAEA︵原子力公ー で︑礁力三十刀1二醤四十万 一︑西ドイツ︑イタリア︑スペイ

この四つのアイソトープは︑現
在オークリノジ図立研究所とマー

十︼∵五膨となっている︒

実用化されているが︑この金属

︵高橋舞三郎︶

れなけれはならない︒

Rを賞讃するとともに︑田園輸出

ンに
︑日本︑南米などがあげられて
社︶は︑噺聞︑公告を通してAG KWの一連のAGRのシリーズ

が近く各都市にこのような発蹴所

チン挫によって製造されている

十移︑大鈴の場合キュリー当り二

107．3

も地下資源であるからその埋賊

五がキェリーまでキュリー当り五

キュリー当り玉㎡であったものが

メシウム瑚︑二十㎡キュリーまで

場合キュリー当り二十培︑＠プロ

がてあったのが五十醸に︑大量の

五㎡キュリー康でキュリー当り二

ヲ

を問わす丁べての利用者に返用さ

新しい価格︵これは国内︑外国

実施される︒

ケム社の契内が成立一カ月後から

90︑プロメシウム班︑セリウム るとはかぎらないが︑この内半分

をウラン溺と同等の価値ある核
燃穏として原子炉に考量でまる

てその医用価値は認めるれてき
たが︑鼓近は平和利用の面でも
︑面く評紬され︑盾々その研究が
噛馴しつつあることを先艘東窟
で開かれた高遼増殖炉議撫会に

て発表されたことは一大期報と

おいて︑米国の専門家辻によっ

原子力の平館利用上プルトニ

いわなけれはならない︒

ウムは蘭速目に使用するのが舎
理的かもしれないが中間段階と

9ふ2

い︒もちろん世界の学春︑技術

して熟中性子炉にも︑従来の濃

ストの引き下げにより全く柵殺さ

性かつ晃て無限ではない︒ウラ

技術4開発したのである︒

って繰り逗し︑何毘でも利用し
だるところにミソがある︒すな
わち増殖なる現象をとらえてこ

れぷ慮用するのでなけ
れは意義がない︒
ウラン命罵中怯分観

欝であるが︑その滋は

に役立つものはウラン

わずかに千分の七しか

P01．8

が︑後者はイソケム社のプラント

開鉄ぎ岸

會慰

書

110a

90．8
X9．2

家等はこの事笑を等閑に付して

含求れておらず残余の

824

20．3
22．1
24．6
26．8
Q8．9
31．Q

表

工8．Q

20．4
22．5
24．7
26．9
Q9．0
31．0

が完成次第この新プラントに業務

二人︑AEC側か L︶社がこの刮画に関心を示して

工事携次長︑M︒シコウ原子炉開

らは﹂・スワルトアウト原子炉挺

75．ユ

1δ．1

50
60
70
80
X0
100

が移されることになっている︒

・スリガー民の

が坐ましいと臨われている︒一

た北大西洋には二隻による繭船隊

73．2

ンもその分布は今のところ隈ら

ソケム琵が契約を三宅予定のハン

5δ．丘

3L8
1GG

いる︒一方完全なターンキイ襲爵

cはすでに原子力船研究開発五力年副画︵兀六七t七犀︑肇 による商船隊が最も望ましく︑ま
して予算の承認を求める予澄てあ⇔G
で︑アメリカが摺環附地位を姓立

R亘を大幅値下げ

＊韻七千塩酉万妙︶を提出しており︑近かく海事局も予鼻局に対

この決定 に あ た っ て 繭 務 翁 の ア
すへきであるという蘭務省︑海箏

海事局が予算局に対して︑一九

ラン・S・ ボ イ ド 担 当 次 旛 は ︑ 海

力船の建造ができる一囲．﹂廊繋な役

六七年度予算に算入するために間

局の決定を億えた︒

儲りを果した︒同次富は九月一
もなく提出予定の原子力船国造副
四つの砲曖なアイソトープの価格

一局の認定 露 な 立 場 1 す ぐ に 瞭 子

鐵︑団子力課員の四及と印加し︑
画は︑四隻建造に総鎖︻億⁝千万

の大幅値下けを疎画しているQこ フすードの分裂生成物および鴛入

米Aεcストロンチウムなど四種

原解力船をてきるたけ単く磁賦す

i︷紬﹄千万ゆの提用を猛込んで

※原子力委員会︵AEC︶は︑れはここ数週間以内にAECとイ加しており︑サバンナリバー運営

ることに上ノて腺熱力曲船の分曲

〜門鑑鰻につい嘉

56．9
b3．3

Q0．δ

雄には自ら隈度がある︒石炭や

飴日

ま

プルトニウムは従来辻三とし

に心細い惑はするが︑石炭や石
癩のごとく一肢たきつきりで消

れているから蛮掠的に見て磁か

と十年後には擬利て死親禽副 簸
失するものではなく︑いわゆる

資本主菰泥．脚下において租潤

遺或は嶺然のことてあるが︑ 同

燃繕サイクルと称する技働によ

増丁るか み バ カ に な ら な い ︒

噛繊櫨難

フ
プ

子

原
時に増殖についても今少し糞 剣
乙取組んでもぶいはず卍︑㌔ある︒

増勉という語は観念として は
よくわか．Φが︑さて凝体輻に何

を致味す る か ︑ 例 を 瞭 子 力 に つ
いて考えてみよう︒利鑓では十

年即せいぜい侶増するに逝き な
いが︑綜子力の世罪では︑増殖

ユ07．0

し

製

電

霞舌
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葡撫は地球上その分布広く︑コ

客

東京瓦斯株爵会社

工場 発電所 ：
般舶 機械 鉄薯
音種基礎杭
，

3b．9
47．5
T6．7
bT．1
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?＆１

おくはずはなく︑無魎値とされ

薦途・橋梁地下

8L3

35．4
45．6
T4．4
U2．5
V0．2
V8．8
ﾂ7．1
95．2

ストも匿いからエネルギー源と

1構二造濫訴形鋼
：H基礎杭用筆三越

TOKYO

67．0

12．5

ﾋ一
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の

X0．6
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P8．4

40
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によってエネルギーの増加は 近

殖

馬

昭莉40廷9尾25臼

聞

業
産

力

亜燃醤工巣は︑共調整究によって

痔田縄一︵隔子増設請部兼動力
扁︑敬造グループ酎主進︵動力

九月十三臼封で奥田理翼が依頬

試験炉綴理部第四課長︶

雌伍したので︑JPD飛⁝聾の担

炉開発刮闘W⁝︑主伍研究員︶

プロジェクト・リーダー代理

屯網中のイオウ分を測定する分折

甲羅叡一︵動力試験炉管理部第

耶︵灘崎研究所第二研究至長代

分定格出力に目した︒なお︑同炉

機に餌写し︑二十七田や一時五十

三︑オートラジオグラフ・8に

閥︑放射綴合域

ついて

④低分子︵テ獄メリゼーシ認

ン︑附加反応︑齪霞反応︑ハロ

ゲン化反応︑水素添加︑無機合

含む︶

ソ連代表団の

講演会を開く

九月三十日に科学技術総て

／

中

IAEA簾東総会に来B中のソ

連主脳藷による門ソ連の核物理学

と転調染閤開発について﹂の講翫

象疎都千代孤蘇代冨町のμ難技磁

会が︑九月三十日牛後一時から︑

講演会は母日新聞社が科掌技術

館六贈一第四会識鞭て酬⁝催される︒

振興財園︑原産催の後援で行なう

ャンツ・ソ池原子力耐照国象委員

ものだが源子力関係ではペトロシ

会議長がソ連の涼子力利用につい

●

腰表紙
クロース装
上製箱入
【特爽】原子力産業瓢聞3カ月分田田

原子力委は原子力

船でCNSGの調査
の宍施テストが渦紀な聴度︑機鮨

刀誠験炉討議那課長氏理冷遇︶

ﾛ民代理︶︑小山内正夫︵動 当岬肇は鱗下酪男氏となったQ

議ぶ蘭発していたが︑試作一男機

品化することにな↓た︒

を解したので︑蹴出欽を無限に製

グループ・りーダー麗讃グル

国産燃料装荷の﹂

ープ森島淳好︵掠子諸職経路懸

六︑R−を装備した工業機器

五︑公憲調査におけるR1の

と︶

このサルフプ・アナライザーの

日本原子力研㌶所の動力試験炉

成など︶⑧尚分子︵虫合反懸な

時徴は︑噴油申のイオウ分ぷ緑野

五托研號嶽︶黙群開発グルー

︵JPDR︶は︑九月九日錦一前
利用

七︑生命現象の研究における

PDR運転に入る

連晒して測定できることである︒

プ武谷消磁︵研究炉硫理部ホ

の礎備をしていたか︑二十照日午

理︶︑訂算機制佛グループ瞭旧

は十二月宋まで連醗運転一篇な

る︒

一方鴇シンポジウムの応募論文

況工の利用︵放射謀生物学をも

脳産燃料の装荷をおえ︑運転即始

離︵原子炉農野路︑副電任研究

う︒

した︑午綬九時二十九分には発電

員︶︑炉内計装グル⁝プ望月患

量︶流動誠験グループ霞繭弥三

一︵原子炉設副部︑嗣丈任研究 寵五時十五分︑原子炉が隔弊に達

員︶熱水力試験クループ鋳飼嫉

ソト・ラボ柵理室︑瀦主葎研究

その他︑重油の腰変の講貰が圏漸

ﾂ蕪

R−会議の募集要領決る

が宅催する第七回写本アイソトー

蜥行

でソ連の第一月撫子力発電所の所

て︑臼ロシア昌学アカデミ⁝会員

長だったクラウン総士が鳳子力発

呼の物理学的および技爾曲諸隠題

ミー会員のストリジヘク氏が島速

について︑ウクライァμ学アカデ

中性子の副測についてスライドを

一QUQーー
便用して講演写る︒

円

議

業

カ

日

原

△

一方︑鳳子力委三会の原子力船
懇訣会は︑原子力鯖一紛の建造壱
できるたけ早く軌道にのセるため
の険44資料を堰集する必要か6︑
海外のとくにアメリカ︑曲ドイツ
における遡用炉の性能︑鱗洛︑わ

が田が田暇することになった揚合
の讃賜髄ξ調査させ．萄海外調査員

か派艦することになった︒

この調査員は︑腺子力局原子力
開発畿聞監理冨田冨茂文氏を長と

闘発嘱業団の原子炉酪開発課長石

するもので︑調ぬ員には原子力舳

栄古氏︑詞課主伍技齢囎藤豊氏が

決虫っているQ予定では十月三日
から同二＋八田まて︑繭ドイツの

造田船舶原子力量用協会︵GKS
S︶︑キール造舶所︑アメリカの

プ倉議は︑昭加四十〜年五月十六

る揚禽の各野門領域に共通する最
近の羅礎となる研究あるいは技術

に叢点を置いたものとなってい

シンポジウムは七テーマに分類
U本原子力雌業会議︑日本放甥

ことも特徴であるといわ九る︒

が︑このための論文募集裳綱がこ

の日本都市センターで開催される

日かりナ九日までの四悪間︑康無

・オイル中のイオウ分柵もできる

と分離してあること︑h40よぴガス 線同霞兀素協会︑口本鈍子力学会

は防爆構造にしてあり︑討数回路

が換めて醤鴇であること︑纏出部

換時とアイソトープの減鼠の補正

B＆W独︵C入SG⁝蹴を調査的
のに行なえること︑GM管の交
ため︶などぶ沙門する予定︒

連続測定が可能な
硫黄分析計を開発
北爆羅機と東亜燃料て
昭和三ヤん無から北辰蹴機と束

柳下理事が担当に

のほとまと濠つた︒

それによると︑研究発喪用の応

ゃへいおよび施設などの他︑アイ

蜜全取扱︑測定︑羅慰物処理︑し

よび築三線に関する物理・化学︑

募諭又の課題は︑アイソトープお

JPDRi皿計画のリーダー決る
薪を決短し︑允表した︒この結果

三

鶴勲縛端凍

覧会か開かれている

ﾊ色出駿州晴海では英国博

▼一思たけの展小に三つの建物

を便って︑総額百億円といわれ

質

産

恊D鍵澱羅羅簸懸
へ

皮切りは放医学チーム

花視禦する原子力発電所醐鋤団が出発する︒政

原子力発慰所の簑走対策︑遡営︑劣勝讐理など

論交入選の三教諭も米国へ
秋たけなわともなると︑瞭子力関係の行事や

の実構調査に田撚監理鴇な団長とする三氏を十

肘関係でち除子力船懇談会が欧米護国の舶用炉

血含が活発化し︑それにあわせて海外への踊四
二も︑ぞくぞく出発して酬厚曳︒すでに日本原子

月三口視察に向わゼる予定であり︑4︑小た動力炉

力麗無会識派遣で︑九月十九日放射線匿学利用

調庶鴎︵翻長足立川鋲︶二十二各か︑R王隊学

に︑十月・†六日調査國︵三磁撃照︶︑細出す︒

側発懇談会ても娠趣弾︑尚速炉の開発体制主査

の諭文勢集

調薦の三囲麗鑛にわもむいたのをはじめ︑翌日
原子力平稲利用と理鶴教脅

煽子力眺業会議で︑先に理科鍬育

なお呂発にさきだって一行は二
十ロ︑束藩祖野公園の東京文墨会

日本原チ力研究瞬では︑九月二

十一濁︑動力試験重日JPDR︑担当珊慣︑プロシェクト︒リーダ

館で開催された原魔の﹁原子力閣
発に関す勺特別講演会﹂に上原μ

露気門力一万二千六荷KW︶を昭 ー以不︑この計磁のリーダーはす

プロジェクト︒リーダー

り︒蒼生照︶

うに配慮されている・

④蛍全管理汝金管理について
は塒間その他の関係で十分調査で
きなかった︒再処理施設の臨界防
止については︑米︑央︑仏で多少

GR︶の売りこみをダメ押しす

団も来て︑改艮ガス冷製炉︵A

るというVかってのヒントン卿

00

5

定価 L

600買

8ボ横2段組

A5封

子

本

行

驚

で当櫨した︸二教臨剛か出発︑さ・り一﹂二十上ハRには

野間から今秋に欧米へ諏燧する
に関すつ論文を曝集して避定した

族︑知友その他の関係蓄が多数見

で一ヵ弩間︑米国内の原子力施設

送った︒十月二十二理帰国する豪

と理讐教育の現状挙視察するQ

所蟄経蕊二酉三十償レ僧かけた英

英国博開かる

甜圏十三年度から強制預禦力武に

へて決心したことになる︒今度発

学技術庁艮冨と原産幹蔀善訪恕し

するが︑このためのプ聡シェクト

令施
されたリfダーは以下のとお ソトープならびに旗射綴︑僧利用す
敬熾し︑JPDR11一讃画を実

・り：ダi︑グル：ブリーダー十

また同心午後二時には︑文部省

てあいさつした︒

さつをし︑文櫃の激励を受けた︒

に申杓文組覆訪問して渡米のあい

サービス挫工腸では靱処理旛設だ
けが単独で建識されている︒
これろ大嵐の低レベル廃液霧︸放

出する再処理臆断の選定には︑と
くに隙御伽施設の選窟と軋った考
え方や立地麸準が転出し・凡なかっ

用︵インジケータなど︶◎その

二︑放油化分折

ソトランド軍翼翼のクワイ河マ

ーチに栗って︑十年前の﹁夢よ

もう一度﹂というところか︑

充実した内容、豊富な資料・関係者必携の書

には

こ豊川醐のうちの一つ︑放嚇線融
三鑑の米国猟遣理科教脅関係齎は

山隅鮫教諭中山難一の三氏で︑橋

業上顎教諭今城光幣︑東京都一戸

ンター伊藤秘．蕊︑大阪府立旗城工

発したQて口は高知県理秘教麿セ

から呂飢臨でデトロイトに向け出

九月二十一田午削十陵︑羽田空港

学利用調査鴎一行二十二猛は托刀
十九日午後十二防三十分號のスイ
ス肌㌘麟でカイロへ向けて出覚し

〜行赫九局二十二日︑ローマで

た︒

醐俺される国際放尉線字会への出
陥を皮切りに約四十口間︑救米藷

開発状況を視隣し︑十月二十四日

国の放醤線語学利用やR王横器の 本代表駆動哩事ほか原趨懸員︑家

さらに︑ 旧 端 太 上 高 琵 以 下 穴 名

帰麟の予驚︒

の原子力発電所調査圃は︑九月二
十穴日午後十時に羽田・留出発︑源

で欧※諸醐卒視祭するほか︑フラ

子圏発蹴級営総理といろ広い立揚

国階覧会は︑九月十七日より東回
の晴海で閲飛されたが︑原子力関

ンクフルトで開催されるフ‡ーラ
トム大会に原産代表として雌幽す

である︒入口には

きな再叡駈立て︑他を圧する勢い

係の展示場に︑二号館の中央に大

価本納子 力 平 和 利 用 基 金 と 眠 本

購野

四型が据えられて

ともきわめて広い区域を綿密に調

他分離精製に関連した応用

薬学的応用

◇お申し込みは嚴梅瀞応か、刷本原子力喉業
会議サービス環渠本部へ

◆おもな内貸φ写絵でみる原子力際発1964年、窟学技術
小史をかねた群細な原子力年致、わが国原子力開発10年
の回轍、最近の酸内・海外原子力情勢の展望と分折、猷
子力の箪難利用、国内・海外の源子力関係機関・大学
会祉・団体一覧、各国の原子炉一箆教、法令・叢約・予算
その他原子力伊1係の題璽資料、内外閃緑者名簿、猿引など

◇特 色◆ 今無はわが国が原子力開発に薫醸してから
10年。そこで本年版では冒頭にr原子力開発10年の嵐雪」
をかかげてその回顎と懸盤を行ない、康た昨犀隈かれた
錦3回原子力平和利用国際会議の懸盤を特集したほか、
正確な資料・統謬1順の充実、内外の原子力蒲勢の体系蘭
・総禽的な展望と分所などを穏点に編集

る予走である︒

丁
模型が飾られてい

敷地基準は炉施設と同様

噸調 査 団 報 告 出 る

AGRを型どった
るほか︑日展添揚
には︑第一次原子
力発電計画で難設
されているマグノ

分▽原子力公往のペニー総哉も

関に展示されて︑英国の輸出の

る大翫出晶だが︑鳳子力は壷玄

利用

丁子力輪業会議の編成した視察

来ているし︑十月に入ると爽園

されている︒

外部樵曝︑内部被鞭の浜島は原干

⑧分離粉製メカ晶ズム解明への

については︑次の各テーマに分類

炉など他の繋留と鴨にかわった点

鳳朋⑬分離糟製プロセスへの応

階で険製する粗織をもっている︒

とハンフォード工場はプルトニウ

ているが︑とくに廃液の揚含はそ

気︑廃液はどζでも環唖に放出し

はなかった︒魔棄物の処分にとも

形式に違いはあるが︑予め設刮段

ム生薩膿業所内に︑アイダホ工腸

なう墨譜のモニタリングは各施設

⑧廃棄物の放出低レベルの騰

た︒

教授周胎正雄氏瀞団長とする悪名

は原早炉実験猫内に︑求たウイン

なわち海岸では海洋に︑内陸で河

れぞれの施設で異なっている︒す

マルケール工場

の置土団を海外に派遣したが︑こ

ズケール工場はロ⁝ルダーホール

Φ激地の選定

のほとその調査報岩書がまと瞠っ

発躍所の︑ユーロ；ケミノク工編

や黙料要素の緬尺

た︒この調査団は約一カ月間欧米

いる︒とくに︑イ

川に近い所ではこれに︑敷地が広

査して安全をたしかめている︒そ

一︑分離鏑製におけるRIの 第一線にすえようとの園構え十

驚怖て十三カ所の再処理施識や監

ギリスが力を入れ

Rの機構をわかり

壇戸籍透浮しているQ敷地環境の して環擁のモニタリングについて
理施設は岡研窺所敷地内に建設さ

は逝当な第三者的機関が独立に試

射技術︑ターゲノト︑容器など

大でしかも地下水位の低い覇合は
蛯､に組立てられ 地の実際︑②試験放旗の考え方︑

特殊性を十分調豊服薬したうえ

凝を採取して分湿し︑襲撃の安全

心内部が見通せる

れているし︑カールスルーエの施

で︑施設と敷地内外の人に対し︑

っている︒

以来の大拙りな商戦たが︑スコ

ているので︑AG 実施方法および試験結果の評価と

設は罰研究所に隣接して設置が予
やすくしている︒

てある畿大群容線醗卒繍えないよ

⑥放射化分析の塁礎技術︵照
対策︑㈱安全受理の突際︑などに

弟奮む︶⑬放射化分析の闘床医
覇と鼻ユiークリア・フユエル︒

に関し落語をもってその任にあた
次のとおりである︒

国際的あるいは国内的に定められ

って考慮すへさ安全上の囚子と立 れの隣接地に︑オークリノシ再処

はベルギー鳳子力研究所のそれぞ

鳳子翠蔓員会は四月来︑部立大

耐惜

本店 象京都千低、田区内幸町乳のi
電話 （59η
335工 4161 6261

＠

ているAGRは炉
督機関牟訪問︑①敷地選定にあた

ソクス炉のパネル

圏恋勧業銀
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世界の原子力事情をこの年鑑で！

一…

ついて調査したQ報告餅の概要は 定されている︒そしてラアーグ工
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聞

土
産

力

恍ﾘの広大な原野

染ぱ於燵戦に入っている︒

に頼る方法から︑もっ

と科学的に糟密な凄気が饗求さ

〃カン

えは特色であろうQ透過放肘線

漣艇されてり勾点が特色とい

て︑つぎのような疑問をよく葺

れていたおり︑会祉幹部が爾ド

の︸に激らせる実質的な動果を

実際労働力の削減にも効果が

あげるに簗っているσ

あったことは明白で︑現在放射

イツを視察して︑現在使用して

燦取扱虫仕者の資格を持ってい

を竃流にかえ︑増脳し︑相懸蟄

る人は一入いるが︑線源の入れ

流羅を焦してレコーダーに躍録

いる厚さ讃を見つけ︑さっそく

唐えは静岡大学に︑精練した嚇

要が安定した会社である︒ここ

させるが︑同時に舗濠指添田に

購入したという︒その仙洛は︑

にするG﹁RI機甲の効果はよ方面に輸出している︑非寓に舗

の漁燈にプロメシウム瑚のベー
も接続して︑抄紙のμさを決め

く知っているし︑実際に使って

タ線厚さ謡四台が据付けられて

みたいと思う

が︑高価な上︑取

千四爾七十四万円と蘭油ではあ

た故隙もなく︑現伍では岡辻齪

く必要もなくなっている︒

め当工場で特闘なスタソフを置

しかし︑本装躍が西独製であ

が高柚麗であるといわれてはい

扱いの便莉さ︑精度なとの点て

るが︑国産晶に比べ耐久性︑取

手に手間とる欠点があるにはあ

るため故陳した勘含に部品の入

つまり運転生産中の製晶を毎日

たが︑やはり従来の抜取り倹査

購入した下座は︑この厚さ射

となっているQ

晶を左右す．萄獣でに重要な機器

ったが︑以後六年余り︑たいし 食は神角工業に砥醜しているた

る調節弁にフィードバンクし︑

んのは︑昭和三十四郊四月目︑

当工揃かこの淳さ説を設置し

西独製の厚さ計を使う羅菰

運転は自動制御で

一駕のμさを保たせている︒

いる︒

中小企業には不

うか﹂︒

遍当ではなかろ

そこで今回は

比敷的小規模

な企業で︑RI
の紙の出来る工程と異なると

このようにRI機器の郡入は

倒れているという接てある︒

サンプルを抽出検糞する方法を

豪つたく成功であったが︑その

ているところは︑豪た珍しいこ

製には︑コンサルタントとの恵

製紙工揃で︑RI機器を使用し 三十分：一時閥に一回の割りで

餅用していた︒しかし︑本盛豚

←激田←脱水←離合組料調艶←

ろであった︒この種の紙の製造

けで︑選別←裁断←洗鎌←叩解

抄瓢←仕上の徽で製贔が涯聖す

見の調整︑検討が十分行なわれ

た琳災を見逃すわけにはいかな

への揺緻感は︑時を追うごとに

減した以上に︑尚機の据付け以

融まり︑穂神的労力の負担を軽
○・Ω二四︑ザ︶を超えることは

決められた厚さ︵O・〇二九〜

たた︑四台の団旗測驚ベータ

は︑蔭本工業規格︵﹂工S︶に

線遇雌形厚さ計は︑自動制働で

も特嚢であるとはいえない︒

として︑雷門川

みた︒

⊂の会社の生協鹸は︑巻タバ

いう特笛を掩つ会筏である︒贅

コ用紙︵ライスペーパ︶だけと

本金千二後万円︑銀闘生麓高は

る︒ここでの厚さ話の便用方法

製組を西窮して

諒している働 ろはないQ原料に麻を用いるた

機器の使用に旗

ライスペーパの型造は︑酋血

扱いが面倒で︑

公祉に納め︑一二制を東南アジア

中小頚業ではRI機器につい 三千六首ナで︑七蹄は日本店売

℃蔓Ω◎Ω◎Ω蔓◎Ω◎◎◎バ︶⇒蔓蔓◎◎◎◎σ

調査勝次長の佐乃︑木さんに案内

をいただいて現掲を車で走る︒第
二次ボーリングのやぐら︑三十二
早退の平屓な地︑そして海岸︑こ

角を児央ってしまうだろう︒

現地に四簸族が躍り住んでいる︒

PRは石なわなかったというQ束ドめいた謡がある︒現在導爆から

もしれない︑という心配もつき談

には︑いつどんな時にくずれるか

い︒

たが︑この地も

躍も特別やっていない︒たた近々

二家族は大熊に︑ご家族は双紮に

とう︒発電炉の成り立ちや放射性

諮されないQそのため従来の 削にくらべ︑原料の撹失を三分

うけたのたろつ︒井月川残はざら

両町で螺子力映霞の上映謝劇はあ

る︒

それぞれ籍をおいているそうであ

しかし︑こうした索朴な信頼感

ズにしている要圃であろう︒

に﹁ここは県から倣開題地域振興

るそうだ︒どれをみても績極的な
一環として原子力尭躍胱の防敢を PRとはいえそうもない︒

の指だぜっけている︒地域開発の

用地の支払いもほぼ完了し︑

からQ早くも名称をめぐっての争 だG反対かあるからPRをすると

けで︑発母船の正式な名祢はこれ

太平洋に麟す⑳海岸灘は㎜⁝北に

堂︑海︑陸上での調査も最終段階

は思様と県聡社長の木川田氏︵禰

入る︒集電の謡では十月ごろ豪で

はじめいよいよ建護躍備の段階に

串中で会った地紋の空婦は﹁と

のPRが必要

なろう︒雇用の増大︑人隠の増加

の間窟資産税が地元に入るように

きい︒発電所が冠成すれは︑多額

理解した上のことではないから

廃梨物の処理のことなどを︑十分

一直課に走り︑埋の上から見渡す 考えたわけで︑県からの紬もあり

に入り︑この九月で︸応終了する

と呼ぶだ

それに主力しょうということに

福踊地点

なって土地提供の協力を申入れ

島室温身︶との隔であったよう

にスペソクを濠とめその後外国へ

にかく︑ひらけていいだ帽がな﹂

なと︑貧しかった村にとっては大

祉内では

この田は改もわたやかσ冷却水は

と賢い観測船か浮んでいるたけ9

て︑原子力発電のPRはやはり必

いうのでなく︑長い将来を溝え

は段丘鍛工厨て地表下約三十鏡に

いのかまえもうかがえるとか︒

詳聞選挙があって地盤か強固てあ

見込である︒今後は遁路の整備︑

この褥から取ることになってい

た︒﹂

る上に︑過去に大き砿地襲の馬引

だ︒県として両町の開発をはかる

見積り依頼をし︑来年九月ごろに

地は末開地なので発竃欣ができる

と答えた︒またある町民は﹁この

い視野に立って地域開発の耐画を

変な変化が起こる︒町当局が︑広

産渠都宿に害せる人々の夢は大

要たと思われた︒

ため︑原子力発廻航讃澱をベース

とのこと︒

として他の薄葉をも発展させるた
めに︑まれにみる好適地である大

わたしらは何もわから

行けば・

ことによって少しでも聞発されて
され︑今︑砂ぼこりをあげている

息のあったものとなり︑住民の四

すすめれば︑集鑑の謂画も地元と

そして匝大な原野も懸仏と獲備

は安全醤蝦を受けることになろう

まん県側では﹁発墨肋設櫨の詰

将来を考えて
る︒

建設物資の輸送︑織の建設などを

らなく氣喰状況も良好で用地とし

これ窪での醐査によれば︑地質

乗北の冷η許酬

ご◎◎◎◎◎◎◎◎◎Ω一◎一蔓◎蔓◎察

調邑がなされ︑敷地内部の謁美作

査︑気象観測︑地震調査賦どの異

輸送調査︑地下水や地表水の調

の臆雛物の輸送苧授㎡する魚鐵物

地蟄調査︑綾嵩ずけ燃繕や建設中

グ︑蝉性薮試験︑海底地蟄などの

滋画調倉︑地形測凱︑ポーリン

調査は順調に進み︑これまでに

いる︒

との交差の逃口として仕畢をして

設醸のにめの藤調査︑観測や地元

他現地採用の人遣がここで発日勝

地元の協力で著々と整備
広漠たる原野︒三十二㌶の気象観測塔︒

口

凍新しい調査所の建物︒試掘作業のエンジ
ンの冨︑ここ禰島地点に︑日本で三門閉の
⁝

⁝

鳳子力発電醗が建詑ご耗ようとしている︒
東鰹電力は︑昨庫十一月この地に二某の発

ﾄいる︒秋日稲︑作業は進む︒

翫所の建設を鬼︸し︑A鍵の調査が行なわ

訥査はすでに最 終 段 階 へ

この地け戦時中は海箪の赤トン

だ︒

も付近にリスがよってきたそう

原野にひびく試掘エンジンの音
惣鱈線︑平駅か︸一3北へ鮒五十が

麟のところに大野とい・︸駅があ

る︒︒︒行︒か︑﹂ま︒ぬ尖肇
ボ幕地に︑幽幽は国土謝画脳髄が
幡船難麗議斜壁払謬
曾うけ壽謹書

敷地の一隅に建つ新しい儲物

ている︒

厨の観測倦がκち︑試掘作巣のエ
こか燕子力発地航の敷地として自
の臓大蛮東京確力原子力発櫃所の んだことちあった︒今でも所々に
ンジンの音がこだまするQこれら 羽の矢をたてられκのは当然のよ
敷地があるQ一級国遣六男綴 か ら 颯 田 の 跡 や コ ン ク リ ー ト の 残 ガ イ
がなかったらこの広い原野では方
うに思われる︒
へ
がみられ当時のおもかげをとどめ
あたりはうっ︾てうとしに喰原と

松林︒広い敷地．生ぬうようにして
は︑昨年十一月︑本店の原子力発

に福島澗査所として設けられ︑こ

ここぴ㌫︑艮者報原と呼ばれ︑タ露傘備婁貴塗が発足した時︑現地

何本かの小費がつくられている︒

の三月に先成したはかりである︒

芝地の八五％必糖囚にもつ大熊

からも設寒鯛の陳畑田つけ︑こう

ないですが︑でも原子力謹選所た

熊︑詮議への茄敏を霧凡たQ両町

といって別に危いこともないんじ

町の揚超︑発竃所の建設が庄民の

も塾請している︒論文提出串込み

ることになり︑わが国からの鶴加

に関するシンポジウム﹂を聞催す

風

ド

イ

イ

ブ・ガ

ラ

ド

搾

35分

ｫ

ヌキや狐などが出漫したという︒

この地が原テ力発電町の敷地の

町は人口胸七十五白人︑麗業か王

敷地へ通ずるこの五癖の町遼も近

あろう︒

極的な協力も必蟄とされてくるで

くを走る脳道なみに立派に蹴雄さ

ゃないですか︒東電さんがやるん

して公祉が中心となって買収の交

ですから﹂とこの人は恥凧電力と

廃棄物の海洋投棄

︵HT︶
大熊町と双集町とは隣り近所で

れることになるたろう︒

渉が始まった﹂ということであ
る︒

いう大会祉に対する絶対的な儘頼

生活に一たとえば漁業とか蔑殖業

三大名擬の一つ、久慧川の清流と緑の自然美

の

現在でもこの山野にはリス︑狐が

では好遡の場瞬である︒海抜約三

候補地としてぬ楊したのは毒公式

妻壁莱でそれも火焼漠雪辱ではな

れている程度︒働くところわ少な

ありながら元来あ曇り交流が盛ん

という名から一日も早

をよせていたか︑土地の人々は
低開地

ではない︒大蕪は隣りの罵岡町
と︑双藥は坐礁町との庄来が多

継嗣丁子力機開では来年五月十

すれば他方がおさまらずという工

福島は狛拍爬や只見川の開発以

合で東電は両町への利鑓のバラン

っても何かと争纒戦をするそうで

県では二子畳鰯要所の安全性に

でに科学技術庁原子力局まで︒

および参加覇蟄蔭は九月鷺十臼濠

﹁放尉牲廃上物の海洋等への投葉

ついて地虫代表にかんたんな説明

に一さほど影欝を及ほきないよう

日本三公園の一つ、観梅の名所

蹴

稲井駈臓以下十二名の祇員とその

積極的な産業誘致

には昭和三十五年ごろのことで︑

い︒これといった工撮もなく︑食

容易にはこんだ用地買収

そのころ祉鋭がひモかに現地の調

闘がこれをとりあげて嶺地か撮有

いので稚く藤で罎橡3に行く人も

造を行なったQ麗牛には地廻の新 料品製造︑木材加工などが行なわ

力な篠舗地であると報しんQ

このよつに用地取得には価格の

東電によせる
絶対的な信頼

来︑東電とはなじみ灘いQ県罠の 六田から二十臼蒙でウィーンで

一億円Q双藁町とて穴同小異︒

蝕頼櫨もそんなところがらきてい

あゆという︒町の年賜の逢妻は約

ある︒数字の上では粥地の八十五

るのかもしれない︒大熊︑双集両

県の開発公社か中心となって用

当局の蹟にもあ⇔ように︑漂予力

％を大照が︑残りを双築が薄恥に

地貿収はわずか半年で冠了︑昨銀

大照町の企測開尭墜畏の井戸川

丸忍所という理幽での郡民からの

おさめているわけたが︑一方に偏

来年五月・一AεA
氏に羽口きくと﹁穴部分が農榮

瓶対は一部の革新欝力を除いては

でシンポジウム
十一月二十七田︑最経的に妥結し

で︑漁鳩はわずか⑪隣の冨悶陶と

ほとんとなかったそうである︒

い︒だから︑駄予力尭電所をめぐ
た︒重い予定地内には一輯の人家

冨顯憩娘組倉を作っているが︑組

をした程及たといい︑町役場も二

スの調整に特別の配慮をしている

女渉が一番大変であったという県

もなかった︒買収働格は輝めたり

合員もわすか四十八名︒野景蘭も

役擶の玄関の人口には特別災蜜

く脱皮したいということらしい︒

．含めて︶四二円で総罰

水田は千円︑畑は八樹円︑山林原

五十八工ハ万坪て弼一・九憶円り

野︵立物

少ない︒まん海曲なと量質bなく

所為の四十万坪と残りは薔八人の

ようであるQ現にこんなエピソ： に思われることも︑掛團をスムi

4分

融

住み︑今隼補め調査所を建築申に

bK）に）σ一α）K）K）に）雄

会に対して特別に機A菖を設けての

光閣公隠棲の地、古墳などの史蹟も多い

20鱈

△事由荘（犠陸太田市）

55纏2隠間

△北茨城海洋公園（五浦海岸、大津泌、二つ岩）

57肋2蒔間

△袋国の滝（奨久整渓谷、温泉、面り）

25分

16隔

△儲楽園（水戸市）

40分

1．6劒
20肋

△策海村原子力センター
△大洗海岸（ゴルフ湯、海水浴場、水族餓）
磯節で知られた白砂、覆公と波涛の美しさ

瓢

も︸試 鱗 入 っ た と こ ろ た ︒

万一イの（＝）OK＝）ゆK＝）○（K＝＞0◎K＝）り（（〉る8みで

鰐策添部という癒板ひかかってい

へ

礁⑰磐妻婁

土地は西武の堤氏の国土61劇興榮 魚狽κけの襯榮であるり

地主か6である︒

変化に冨む海摩線、岡禽天心、野口雨蓋の史蹟

2928−2389

3／

屑鐸

口皿

一鳳
嗣旧

理
洋に面した東京二二原子力発三崩の敷地

・東海村

◎◎◎K＝）ゆK＝）り◎◎◎◎αK）
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