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を申請する︒一二炉の安全審査に

第二蓑の遡りである︒一九六〇年

え︑原電二号炉はG四恩の今年五

来年度科技振興費
研究調整局概算要求発表
鳥学技術庁研究調整局は十月一

炉の開発状況を調査するため十月

振藤茂氏︵原劇職処理準備窺︶

十六日羽田駆溢から出発する︒

の詳細設謝に開する調査のためイ

日昭和㎎十︸無度科学妓術振興費 坂愈敏雅整商︶再処理躍備施設
の概勢要求について発表したが︑
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原子鋤力研究会 原子炉安全グ

五窺午前十時日本工業クラブ
開発猷画委展会 吉村部会専門

後十時羽田空港
発躍推進委員会 ︑吊任委員会十

一時半臼本都市センター
放射線化学調査団出発 十日午

R一会識第︻分科会

放射線化学研究会 ワーキング
ヴループ六臼午後一時ネ原産

重三十分日本工業クラブ

削十時東部プリンスホテル
牽周年詑念座談会 六日午後五

第一六九回常任理駆会

テル

日午削八時三十分東京プリンスホ

十月六

は九月二十四田︑坂倉氏は十月五

ゴバンに出張していたが︑佐藤氏

ギリスのNCPとフランスのサン

︵単位千円︑カノコ内は前卑

日それぞれ帰国した︒
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比増ならびに悩率︶

た︒

各償庁甥内訳は次のとおりであっ

ソクウソドで︑WH祉は久しぶり

番屠の受注である︒

優勢であったが︑その後GE縫が らの両社の受注はすでに七基を数

以降しはらくはW11社のPWR
にが
受注している︒今年に入ってか

ストダウンと樹まってアメリカ禁

大型炉に蚤点をしぼり︑大蟷なコ

内の受注を警・歪分のブル

やるへきたと謎いて︑非士爵盤の
矢断に立たされたが︑けっき︐恥

剛高︵四円五十
餓︶泣なら︑将来のためにやるへ

く︑石炭より

きだということになった︒

動力問題への寄与
そのころ︑アメリカは素質はも

にどんな密与をしているだろう

至ったわけだが︑原子力は今週で

コールダーホールは山が轟つた

ろ︑というような空気であった︒

きるか︑やれるものならやって見

る

というそんなバカなことがで

か︒十犀削に四円ぐらいであった

のたともいわれるQその艶味では

在来火力が︑蓄労の結果だが石炭

てきている︒原子力は石炭と匹敵

は三円︑油は二円五十銭位に下っ

のリアクシ翼ンは単かったが︑イ

天裕であった︒これに対する日本

た︒アメリカ辺りでは原子力に含

ルの線豪で来ていなかったQ最初 してそれをフオローアノブしてき

ではどんどん箏を進めて腺子炉を

原子力の進め方は￥い︒イタリア

は国の性質が進うからで︑麟本の

遅く始めて先に注文したQこれ

タリアもすぐとびつき︑日本より

する薫円ぐらいになった︒つ隣
り︑エネルギー界の非常な変化が

わせて石炭の値段を下げている︒

っていたが︑またコールダーホー あったわけで︑原子力は息を切ら

のシノピングホート灘電所は

原子力があることがエネルギー問
と悪口をいわれた︒金罵

題の好転をもたらしており︑蹴気

が解決されねはならないし︑どん

が︑薦本ては初めにすへての問融

注文しても国民から苫情が出ない
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虐てドエライことをしているよう

腋の弱い入蘭がヨロイ︑カブトを

なもの

代を値上げしない大きな理由にな

について多少批判を受けるかもし

われわれは︑タイミングの前後

なるのであろう︒︵立証粍脂玉︶

たのか︑本当に批判されることに

やった仕箏がよかったのか悪かっ

もう＋無もたってみて︑私らの

てはならない︑という風である︒

れないが︑現実に舎わせて最善の

開発につらい国情

の人が利益を得ているのた・

っているといえる︒それだけ一般 な理論的な濃墨にも説明できなく

ウランの代りに酸化ウランを使う
ようになってから成功し︑ヤンキ
ー︑ドレスデンが順調に動いて︑

アメリカは急速に発展したQ今で

り豪で来たので︑われわれは英︑
米の二つをやろうとしている︒
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第一順位で交渉進む
月間卒亭絆しており︑初年度の口
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実証度に重点おいて選定
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発鷹︵株︶ができたのは驚くべき

て︑原子力発駅をやるといったの

図で見てほしい︒正力さんが初め
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たのがイタリアで︑臼田も一九五

うになったQすぐ追いかけてやっ

ことであった︒その進め方につい

︐蜘象として混じめに論訟されるよ
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ては︑正力さんが大港な影響力を
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にジャンプした時︑ニュアンスが
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ごろのスローダウンー箏実はそう
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ると判断したので︑この段階では
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た︒その結果両餐では万月曜日そ

という点を重くみて検討したの
で︑将来は箏禰の変化もあろう
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名実ともに第︸人者︒フランスは

隙瑠ではその後四ヵ月聞贈答を騨

細慎趣に換話出価し︑その結果炉日

取締役会にはかったのであった︒

しかし搬雌ではこの決定に関し

某エネルギーをどうするかが大問

て︑﹁3WRや？WRを含む軽的
水にエネルギーに困った年で︑将

炉の評価については︑絢一年半も

ら無限に安いエネルギー源が得ら

題であった︒その聴に︑原子力な

れるというので︑浬界中が大変な

て隔単に印乙をつけることはでき

騒ぎになり︑わからぬものだから

検討したが︑それぞれ特長があっ

的︑繕済的に︑わが騒で導入する

いいタイミングをはかって︑ジュ

余議に期待が大きかった︒国連は

なかった︒そのためいずれも技術

発畿炉として十分であるとの砿捨
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なわれ︑それから一︑二庫は日本

この会識で大変な機密公開が行

ては︑まずあらかじめこれに必要

の両型炉を評価比較するにあたっ

な多くの置屋について︑基準と

懸命になった︒

般には︑原子力

なる尺麗や臨調を隠隠に定めてお

さな受け取りカをされ︑これで式
食佐も改革されるというし︑イス

はマジノク・パワーだという大げ

にはまず経済辞価にウエイトをお

ラエルの如きは砂漠を沃土にする

の認圃場較に公正を目した︒それ

き︑さらに実証の麗合いなど技徳

んた︑という熱の入れ方であっ

き︑これによってその見積り内容

評価ぷ考慮したが︑両者の性能は
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にされていない︒
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値引きを求のることになろうとい

は一応のめやすにすぎないから︑

総建設費は杓三百二十億円で︑さ
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またコンサルタントの蝦告や︑そ
の他の疫料などで︑技術陶︑経済
的にはもちろん︑その他のあらゆ
る側画からも研究検討してきた︒
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具体化する東 海 地 区 の
地帯整備計画

たわけであるが︑長鋸の承事であった

地

とが矛盾する場舎が多いわけである︒束

からのこうした条件と︑地域開発の要求
三％︑カナダニ・八六％に次いで

フランス五︒四九％︑中呈露・八

全な軍縮についての条約をつくる

園際管理のもとで︑全般的かつ完

理学研究所長のフェルナンド・ヘ

キア科学アカデミー傘員で生物物

ルチソク教擾が決定した︒

七年︑慰子力婁貫会に騨門部会が謹生し

ための描躍と額し合いを支持する

原子力施設の受け入れに
国本の二・五〇％は八位となり︑

はじめ地元の布町村が︑

海村はその矛盾度の轟い方のケースであ

いている︒潮年度のわが国の分担

機関で検附すべ蓉このような間質

ら︑総会は翻遅のより適当な政治

という潴盟国の希墾を認めなが

田ウィーンで關催される︒

なお新理聯会のメンバーは次の

された︒これに対してインドの代

ことを決定すべまたとの勘案がな

カナダ︑チリ︑コロンビア︑

ア︑オーストリア︑ブラジル︑

アルゼンチン︑オーストラリ

を工AEAが処理する権限のないとおりである︒

率は二・〇九％であった︒

ソの核禁提案
は審議を延期

チェコスロバキア︑フランス︑

表は︑多数のアジア︑アフリカ謡

ガーナ︑インド︑田本︑鱒圃︑

国を代表して発召︑本件の審議を

十分開会︑軍縮に関する決墨型が

二十八日の総会は午荊十一瞳三

次回の理斑会は来年二月二十二

つたといえよう︒

が︑地元の要求との閲には︑な

帯整備

原子力センター

さいし
イタリアは一

定でともかく具体化へ㎜歩を踏み出した

からではなく︑十分な安全讐査をへては

る部分が多く残されていることへの一種

・二九％で九位に続

お大きな婦たりがあるものの︑今回の決

という地域開発構想を描いたのがそもそ
ことの意義は大きい︒

いるが︑なお不確定な︑研究陥登を要す

安全性の面からのこうした条件は︑現

にふさわしい軍術作り

鳳子力婁員会はさ る 八 月 二
専門部会の経過を振返ってみると︑

望⁝
もの発端であって︑昭涌灘十四薙︑中魑

もっともむずかしかったのは整徽の対象
地域を決める論拠︵熱準︶であった︒胸
のマージンである︒捜術の進歩とともに

二挺

十六日︑茨城隈東 海 地 区 の 原

只体化促進の試みもなされたが実現を見

根二子力婁蚤長の嶺聴︑車独立法による

るに証らなかった︒

騒主な敷地鉢準があれば︑安全性の側か
このマージンは当然小さくなって行く︒

現実の

⁝
子力施設地楊艶働 閥 題 に つ い

しかしその後︑東海村における原子力
ら一定の線が引けるわけであるが︑わが

進するための厚身を講じ︑③全般

あるものと認められた︒

見が述べられたが︑結局全員壷格

査について︑ソ連などから一部意

この日は濠た儒僅状婁颯会の審

また︑旧メンバーによる理勝

カ︑ユーゴスラビア

アラブ遮含︑イギリス︑アメリ

ン︑タイ︑チご一ジア︑ソ巡︑

卜

英国

毎週定期的入荷

在の原子力施設に対する

展⁝

て決定を下し遊吟の整備︑緑地の靴保︑

広鞭施設の獲備を︑昭和四十五年度まで

に完了のめどで実施することにした︒こ

関係施設の拡大川向が顕贅となるに及

的かつ完全な畢縮ならびに核兵器

激山県に園生︑昭和十二無外務

省に入り︑ドイツ︑ソ連︑アメ

リカの外交宮を歴任した︒ウィ

外務省欧局畏であった︒

ーンの現在のポストにつく荊は

東海村村長に根本

時之三三が当選

⁝次城県策海村の村長雪掻は九月

を破り︑新村長に返り咲いた︒

果︑根本隠之介氏が前村長川臨氏

旬間メモ

粟議院科学技術振興対策特溺委

無論予算の概算要求などについて

鼠落▽九月十一日︑科捜庁の来

説明を聴取︒▽十月四日︑海外調

▽九月十六臼定

CENTRE

RADIOCHEMICAL

の決議は︑原子力婁貫会の専門部会の答
先進国では現にそうであり︑ソ連のペト

オランダ︑パキスタン︑ボルト

翻の﹁原子炉立地蕃査指針﹂は︑い謹だ

ロシャンツ氏も原産の巡演会で︑発羅炉

延期せよと提隠し︑アメリカもこ

び︑施讃周辺の安全牲と地元の発展との

の都市近郊への建設を認めるように︑星

討議された︒その一つは︑ソ連な

申︵昭麹瓢十九爺十二層目と︑茨倣梁が
定性的な規薄しか示すに至っていない︒

①無条件に核兵器の使用を放棄し

ガル︑南アフリカ︑スウェーデ

けっきょく︑地帯整備部会はある種の仮

準がゆるめられたと漂った︒われわれは

②該兵器使絹禁止協定の結論を促

れに感謝する︑と蟹成し︑一般的

調整の必要性が痛醸されるに逐ったた

想事故を理毒して︑その場合に飾容でき
その辺に︑立地壁塗の先行きの明るさを
見ることができるわけであるが︑東海地

ど十一力国の提案で︑全加盟国は

μ学拶術斤からの婆舐により謹厳作成し

設け︑棄海村とその周辺衛町村の整備に

め︑B本原子力産業会講は特別一員会を

る人口分布にもとづき︑都市副画を策定

な蟹成を褥た︒

た岡地区の整備計画を呈本 と し た も の

ついて検酎を加えた︒この結巣は︑東海

区の地鵡整備聯業の維進には︑なお関係

⁝

原子力委畏会

蓋団が帰国輔佐︒

ーを内定︒▽九月三十日足例会1ー

例会口勤力炉開発陰雨団のメンバ

プルトニウム尊門部愈報告魯の処

る原子炉安全専門審査会の報告に

理︑JRR−4の〜耶変更に関す

通産小佐総合エネルギー調二会

ついて藩議︒

第二回巨九月二十八日午魏︑虎ノ

門共済会館で開催︑エネルギー薦

業の現状と間題点につき答識︒室

BuHeもi！1送付致します

カタロク並Technical

で︑総塩業鍛は約†八億円︑國は必要な
助戚を行なうことになっている︒科学技

よりも規制薗が強すぎるという批判を浴

したのであるが︑器議過程では地域開発

き︑総会でテークノートされた新

会は同日午蒲巾最後の会議を開

地鼠の道路︑緑地などの整備方針ととも

次いで各国代表が感謝演説し︑

に︑原子力施設への転用を予定しての︑

の禁止︑破腰の製し合いを成功さ

術庁はこの線にそって昭瀦四十一目口予

蕎の協力で解決されねはならない幾名の

輔国譲畏が日本謡で﹁サヨナラ﹂

算にとりあえず二億七千万円の概騨器求
びたこともあった︒

と述へて閉会のあいさつをしたの

課に入り︑以来電力行政一筋に

▽法眼新議長h明治四十三年和

た︒

保隙箔睡規則を最終的に承認し

せるよう︑方法を講ずるために援

人口彬度の高い日本では︑安全性の面

ち︑閉会冒藷をして八日間の全日
程を終了した︒

日本の羅力会社は箋力もあり

慧欲もある︑開発忌避があって
も力に岱じてやる必要があろう

出身は山梨還︑昭和十五奪に乗

生きてきている︒その間経済安

た方である︒人柄はまことに温

十五日に行なわれ︑即購開票の結

工AEAの新雲離会は︑九月二ーストリア大使兼工AEA臼本

新理事会メンバーが初会合

議長に法眼日本代表

挺出した別の決議案では︑有効な

謹た︑イギリスなど十ニカ国の

間題が残されていると思われる︒

米軍水戸射爆撃揚の返還促進の要望とし
てまとめられた︒これを受けて昭和蕊十

を行なった︒

東海地区の地髪整備の聞題は︑茨城眼

がなくなるというので反対が出

＝一響一一一一

▽アフリカ中葉1ーチュニジア▽

た︒結局妥協案をつくり︑予箪の

蟹二一一認−一一一二冊F開基一二一屠＝鼎一

東ヨーロノパーーユーゴスラビア

二三讃上論とアラブ連合の修正案

ことになり︑総会は理購会に対

11韓国▽その他︵地域は彫上さ を十分検計し︑理麟会に報告する

▽爾アジアーーパキスタン▽極東

れないが現実には西欧から交代
で出ている︶1ーオーストリア

ニカ琿予算に含むことを検酎する

し︑現行の月賦予騨からのずれを

ようにとの決瓢をした︒

た︒また副舗長にはコロンビア原

代表代理の法眼実作氏を選出し

来年度予算は今
年比で十一％増

国の構成国が決定したので︑問日

十八巴総会終了と間時に二十五力

子力研究所専務理鵬のトリオ・A

分繋累はアメリカの三τ九一

午後束殊プリンスホテルで初会合

雄

ないという︒

％︑ソ連の一三︑四四％︑ドイツ

工AEAの予騨に開μつる一連の なお一九六六館度予算の加盟園
講題は︑ニや七臼から二十八田に
かけて討瓢された︒

通産省公益邸藁局の
技術畏になった

波 憤

大電気学科を繊て︑慰気庁技手

いけない︒一弩炉は︑われわれ

厚で部内の受けは良い︒

内の石炭︑石抽︑ガス︑多力︑原

御希望の仕様に特別調製も致します

波高分析器

勒きせようとするものである︒

との協力︑共岡プロジェクトの促

四

に通産省へ滞って施設課長をし

から二十無に商工省導通局施設

健所にとっても︑金社にも︑学

力会社の謝爾員体化のキノカケ

趣味はゴルフ︑昔やった譲は

取︒

子力などの研管局長から説明を聴

㎜

100チャネルパルス

ラジオアイソ

の

SOURCES

GAMMA・NEUTRON

輔
導
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九刀二十一日から東京芝公蟹の東京プリンスホテルで開催され

醍

・マルランダ博士とチェコスロバ

その緬果︑一九六六年度の予算

麟

藤

ふじ なみ つね

お

を開き︑合議畏に︑わが国の私党
としては二二一千衝二十二万二千

う︑と所信を明らかにした︒

もいけない︑現実に即した調馬

たが︑原子力でも発欝機などは

原子力以箭の経鷹をみると︑

点をみつけて行きたいという︒

旛設課の担当なので︑縁があっ
た︒

これからさらに緻が深く
なるわけでよろしくお顧いし豪

定本部︑経済審講庁︑稗寧技術
と腰が低い︒

省にも良い経験となった︒二辱
す

にはなろうが︑燃料政策という

宝生流︑窩貴子夫人と子供は三

炉のめどがついたことで︑各躍庁と︑新しいところを回ってき
輪炉の炉型決定があり︑たまた

大問題が残っている︒コ弩姫の

原子力局にいたころ︑原羅一

ま今度一一暑炉に関係するめぐり

経済牲についてはもう少し進ん

︵SK︶

は︑議論も船頭も多かったが︑

でみないと本滋のことはわから人︑四十八歳︒

合わせになった︒一丁炉の蒔

これは膿情が分らなかったせい

︑

六・六八％︑イギリス六・五〇％︑

もあり得る︒豪た︑世界的箪縮は

して︑二十八日午後罵蒔五十分閉会した︒講題は主として年次報

た国際原子力機関︵工AEA︶第九回通常総会は︑撚目程を議了 進活動の進展に応じて憲離の改訂

四

がが承認され︑うち二衝万がが任⁝・
慧拠出金で濠かなえることになつ

彪必⁝

が単なる競争意職でもわれもわ

︑

れもということはない︒燭悪闘

％を増加している︒三一拠出金は

もある︒新しいものの闘発に問

らその蟻備をしなくてはならな

題が出てくるのは確然の詣で︑

⁝

人だ︒料学技術庁が昭和三十一

これを皆が力を合せてやらねば題愚かんたんに濁り切ろうとす

総会終了康でに︑四十ニカ国から

年にできた隠︑通鷹省から出岡

ならぬ︒足を引っ張り合っては

この人は原子力に関係の深い

して管理課長︑娩制課長をやり︑

⁝

原子力機関管理官を兼務したり

合理百七万四千六衝六十七がが醤

約されたが︑これは削無の総会で
の
四十力国から拠出された額よりも 鷲

るのは無理︑メーカーのせのび
約八万が減少しているためエクラ ⁝

次いで総会は︑核物質と施設の
驚事穂首拡散を防止するための︑

了知︵テークノート︶した︒
は︑予定された拠出金額が不足す
このほか︑米国の提出した︑海 ることのないようにとうったえた⁝細
⁝艸
水の淡水化に関する加盟国のIA またイギリス︑南アフリカ︑オ
⁝潤
うンダの三国から︑予騨は憲離に
EAとの協力︑もしくは工A猛A
⁝
したがって二年遅とに計上するよ ⁝
による組互の協力促逮についての

うにとの提案があって︑委停会で
︸
討弄したが︑蟹田諸国は賛成︑ソ 一

決書案が満揚一致で承認された︒
これは海水脱塩に麗する各国の摺

転圏は反対した︒これに対してア ⁝

会も一年おきにし︑これによって

情を︑毎盛土務局に提幽すること

二十七日の午後は︑第七回総会

よという二野がが出された・しか︸

節減された金で低開発国を援助せ ﹂

ラブ運合から予算ばかりでなく総 ⁝

で選出された理郡圃︵七力圃︶の

をきめるものであるσ

任期満了に伴う改選が行なわれ次

韓選．㌃

している︒原研︑原燃の設立簗

い︒軍備拡張の中止は原墨力平和

機関には工A8Aが適巌であるかた︒この予算額は当年度よりヤ一

だろうが︑この国際管理を行なう

圃際青翠に伴なう核軍縮で始儲る

告︑予讃醐孫などであったが︑特殊な綴織としては長年懸案とさ

関する難題がアメリカ堤出の腕競寮採決で醜面に大きく押しださ

れて港た驚顔瞳猶癒規則が最終的に決闘したこと︑海水淡水化に

れてきたことなどが注扇された︒またソ連など十⁝力国から核禁
や軍縮に閲する湊蒸熱が出され︑イギリスなど十ニ露国からは︑

明目の任期四年閥を継続して勤め

このため新総長は就任あいさつ

難局にも入っていた︒三十五蕪

工A猛Aの保陣措躍制度改正案を ンド事務総長は︑少なくとも来無 ⁝

これはIAEAの処理できる権隈外の難題であることを決蹴すべ 利用の促進に役立つことになろ
さだとの提鍵がなされ︑結局両案ともに懸盤を延期するというこ

ものがなく︑平静に進行したことは︑この会識が通常総会という

とで甥態が収拾された︒このように全会期を通じて山場といった

一つのセレモニーであったことにもよるが︑会講関係巻︑とくに
開催團日ホの努力がみのったものとして祝榴されてもよいであろ

う︒なお次回第十圓は来無九月二十一田︵火︶ウィーンで醐催さ
れることになった︒

エクランド氏再選
般演説を二十

海水脱塩で満場一致の決議

各国 代 表 に よ る

に立ち︑海水の淡水化︑地域セン

四日に終了した王AEA総会は︑ ることになった︒

され︑豪ず満楊一致でエクランド

休日あけの二十七日︵月︶に再開

その精舞舞箏圃以外は発醤の機会 螺

しトルコ︑ルーマニアなどから︑ ⁝⁝

▽ラテンアメリカ

の国が新理禦麟に漫遣した︒

コロンビア
どを強調したのち︑国連専門機関

r鵡i胆m纏241

あらゆる分野で活躍できる
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▼

次回は来年九月ウィーンで

新保障措置など採択

四
囲
ターや理論物理センターの援助な

鷹鍵鑓鍵肇

丁頂】L501−541ユ（代）

，

電話（561）5141〜5

東京都中央区銀座2の3米井ビル

康京都千代田区内ヰ町1−1

エ・ア・ブラウン・マクファレン株式会社

計測潔業部へ

お問い装わせは

THE

東京芝浦王気株式会社

△

（2）
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糊三

ンマーク原子力婁員会︑フィンラ

研究所︵ハルデン炉所鵜暫︶︑デ

んのように象南アジア・中近東・ヨ一調ノパを司11・1ご

英︑ダ︑．ノジネスA

です。この北極空路は、5滋Sが選界で初めて開拓

輸出が︑アメリカにとって宥籏で

ンド原子力婁農会︑オランダ原子

ゲンからはヨー・ロソバ・アメリカの目地へひと飛び

︻号炉送電開始

ムエネルギー社︑スイス政癌︑イ

炉センター︑スウェーデンのアト

イギリス中央漁燈所︵CEG
︵ケント州︑電気撮力五十五万K

B︶のダンシネスA際子力発戴萌

新ハルヂン劇画の露な匿約は︑

ギリスAEAが参加している︒

●羽田から北極をこえてわずか16助問一コペンハー

ないとAECが醤聾した漏禽は︑
輸繊許驚が幽されないことも修正
規躍の中に入れることが要求され
ている︒

W黒鉛・ガス炉︶の一号炉は︑去

沸騰水化学の実験研號掲よぴ動力

燃料要素の長闘試験︑原子炉内の

である︒

・センター設置へ

放射線化学データ

アメリカのノートルダム大学放

射線研疵所にこのほど放射線化学

するデータの収集︑評価を行うも

ショナル・ビューロー・オブ・ス

ので原子力委員会︵AEC︶とナ

二

●日本からのもうひとつのルー1は南まわり一ごら

塾

峯

東京・大阪・名古屋・札幌・橿岡

る九月二十一日より全圃毒力網に

G︵原子力グループ︶が設剖建設

︵写爽毒照︶

炉の炉心で使用される羅員の開発

これはCEGBで嘱業を始めた

送電を開始した︒

のほど原子力平廊利用開発に関す

を行なったQなお︑二号炉の燃料

ようである︒

ど︶によって起こる化学反応に関

ファ線︑ベータ線︑ガンマ線な

とになった︒これは放射線︵アル

デ：タ・センターが設讃されるこ
﹁一A−A￥一ll一
なっている︒

①アイソトープおよび放射線の

事業を実施して欲しい︒

利点分野でAECは積蠣的に共同

②線画の導入について借款ある

タンダードの援助によって設躍さ

このセンターは︑将来放射繰化

れるものである︒

学データについて寝際的にも沈臼

されるものとなるたろうといわれ

ている︒最初のうちは窪に化学反

スイス︑一号発電

ーの収集︑評価を行なう◎

炉の建設始まる

スイス第一暦原子力発電所︵聡

気出力三十五万KW︑PW賦︶の

︵GE︶祉は︑恥奪永尿．†力委員

，

核物質輸出に許可制
インド・ユーゴ

原子力平和利
用で協定結ぶ

政艇間ベースで行なわれているた
る協定を織んだ︒この協定の内容

装荷も舶調に進んでいるので︑︑

対外協力協定の改正も必要
アメリカでは昨年八月︑核燃測の民為化を規定した改ザ原子力
め︑この愚図間縄走の改正よたは

は証に科学者︑技講者︑研究装

四番圏の線子力発電所で︑田NP

払が騒会を通過したが︑それにともなって原子力釜員会︵A欝C︶
明文化が︑民為化の下での輸出が
置︑情報の交換を行なう予疋であ

インドとユーゴスラビアは︑こ

規珊の修正が検討されている︒これは︑特殊蘇物質の所有︑輸

るが︑アイソトープや材料陶係の

ここ数遍間中に送電を醐始するも

るとしている︒

項もあって内容については公表さ

革まる以醜に実施されるべきであ

機器から研究所や原子力発電所の
建設などにも協力を拡齢する︒

深い成功となる︒というのは共趾

れていない︒

③これらの機羅を利用するに当

い︒

これらの金蔵は︑AECのアイいはレンタル制を確立して欲し

国はその保障惜置の段階をまだ踏

人︑輸出に関する許総可の権限を︑A封Cに初めて付塚しょうと

これらの要求に加えて︑協力協
驚のもとで申請された特殊物質の

ーAEA査察下で実施

離輸出統制を緩和
コ罰ム

んでいないからである︒アメリカ

NA①0︵北大西洋条約機構︶ 鳳条件は︑取引き先がIAHAにが
よIA君Aの制展を支持しているソトープ放論線開発計画にほとん
どが好激的であり︑現在の利用度

って障警となっている⁝艘民衆の

一九六九

会︵AEC︶に対し︑窩速実験用

sEFORは︑熱出力二万K

大型プルトニウムーウラン炉の運

されているが電力生腫はせず専ら

田される︒

転特轍︑蜜全性誉調べるために利

三7．ナεア』瞭．塗

ーカ・二

辱るもので︑このために規鮒鎗五十条︑第七十条︑第雌十五条︑
鈴画四十条について︑修正が諭画されている︒このうち第七十条

冠で処理されてきたもので︑修比にともない︑従来の双務協建の

の特殊核物質の海外輸出に関する部分は︑これ象で専ら政騨闘瞭

改正と︑AECの新しい 許 認 可 潅 隈 の 悶 題 が ク ロ ー ズ ア ノ ブ さ れ
ることになる︒

除になった特建一子炉の再調糞手

AECは︑昨無戚立した新原子物蟹﹂︑鈴穏十玉条﹁許鰐声翻免

続﹂︑笛菅四十条﹁購政撮護請求

のは︑戯接にアメリカ外聖政策の

の傾びが無三−五％であるのが︑

る査禦下でその施設をオープンし

の十四三園と日本で線織されてい

鯖一葦襟に関係があり︑駅子力落

は搬年響ごろから嫡め︑

べズノーで始められた︒この発露

建設が︑このほどバーゲン近くの

アメリカのウエスチングハウス社

が建設するもので︑一九六九年完

とスイスのブラウン・ボベリi社

成予走となっているQ

炉の建設を許可隊㎝

高速案験用酸化物

SAEA︵アメリカ繭部および

中南地械の掘間電力会礼十毛社で

百六十万が︶に西ドイツの産業グ

新ハルデン誹画︵三年間に予騨三

設酌可申講を行なっていたが︑こ

酸化物燃料炉︵SEFOR︶の建
新しく参加したグループには瀬

ループが参詣することになった︒

ENEA︵欧州原乎力機関︶の
構成︶とゼネラルエレクトリノク

デン計画に参加

西独産業界︑ハル

KWH当り五ミルになるもよう︒

なおこの発電研の発羅コストは

認可競れるだろうとみている︒

器︑秘工学的安全拙聡をほとこせは

敷地を認めており︑才気な格納容

会︶はマイルストン・ポイントの

ACR＄︵原子炉安全講問委員所はNOK︵亀日金祉︶の要請で

設にかかる予楚である︒

毒忌には運転が始められるよう建

応生成物ゆ物理特性などのデータ

ある︒AECは現在これらの調査

なPRを実浅して欲しい︑などで

AECの援助で︑ここ五年以内に根拠のない恐怖心をとり除くよう

る対ソ共陀醐輸出統制婁員会︵C なければならないというもの︒し

Aの傑障勢浜によってカバーされ

かしCOCOMの決定は︑掛
IのA
OCOM︶は︑これまでの共麗園に
急E
増を阻止することである︒

トンポイント受注
アメリカのコネチカノト・ライ
ト趣パワー社︑ハートフォード・
エレクトリノク・ライト社︑ウェ
スタン・マサナユセノツ社の三社
は今年の齢︑コネチカノト州マイ
ルストン・ポイントに電気出力六

十万KW級の除子力発鷹所善建設
する瀞向雀明らかにしたが︑この
ほどゼネラル・エレクトリノク社
と︑設謝︑設備︑建設の全てを行
なうターン・キイ契約を結んだ︒

三十四億円︶で︑費用はすべて三

のと期徳されている︒勲地の作業

猛Cに対して次のような提案を行 をしている︒

また︑これら企業の代表は︑A を広く政策にとり入れるため検討

告している︒

報告によれば︑COCOMの十
方五一二〇％位伸びるたろうと報
策は︑すでにイギリスの稗田力機

瞬からルーマニアは︑アメリカあ

ラントを買付けることを醐在しは

アイソトープ・放射線の醗業利用

問計画には︑ノルウェー原子力

五万購に増加する予定である︒

帰

力法によって︑特殊核物質︵ウラ
ン㎜︑ウラン獅︑プルトニウム︶
と禰償協定﹂である︒

質の輸出申請に関して規定したも

この中で第七十条は︑特殊核物

の独占に終止糊を打たれたが︑新
たにこれらの物質の翻転︑輸入︑

輸出に関する許偲可権隈をもつこ

とになり︑A鴛Cの特殊核物質に のであり︑こんどの修正でAEC濁する核物質と施設の輸出統制に

た取引きを浮動舳に認めるという

とくにCOCOMは︑ある粂こ
件とを駄大していない︒これ敦で

しい契約が行なわれている︒一年

器メーカーとルーマニアの醐で新

ついて緩麹9る政鎌を採用した︒

の輸出験止項轡に例外を設けると

岡協泄の下で行なうかどうかを決
においてソ連プロノクに対する除

いう要求から行なわれたもので︑

は︑該燃料物質の輸拙を現行の三

走する権利の付与が要求されてい
子炉と燃料の輪田禁止について︑

対する笹理は弱まるものではない

る︒

COCOM宙身の利点と考凡らる
れいはイギリスのメーカーから少
Mの方策は︑漁場一致による賛成

肇た現在︑特殊核物質の輸出が

に足りない面を補発させること

じめた︒この取引きの見込みにつ

ている︒そしてすへてのCOCO
なくとも一国の大型原子力発電プ
フォードにしろ︑ライト兄弟に

で行なわれる︒

COCOMの方撮を支持していい
ては︑イギリスの新聞で広く議

で考えた制度であるQL
﹁研究所の数については︑一

しろ︑その発明は一つの披閲的

醗されたことであるが︑イギリス

強命︵ホール︒テクニカル・ラ

るアメリカの主な酎的は︑過玄三

涼子力機器供給者とルーマニア代

米GE︑マイルス

撰圏

例外を設けることを決めた︒その

ともいわれている︒

こんどの辮正で影響を臨ける条
項は︑第五や粂﹁生趨および施設
利用の蘇町﹂︑第七十条﹁特殊核

蝉白糠

年置わたって重襲さを増してきた

般の空気として一カ所集中論が

たQ私は二議一・アイデアを選 やはり強かったけれども︑私は

イフ︶の終らないうちにで憲

一方︑ル⁝マニアとフランスの

政策と調和して︑IAEAの保障
表の隅で謡し含いが行なわれた︒
措置制度の採用を促進することで

ﾍ蘇別々に設立して掘互に競
争さセたカがよいと考えた︒結

ぶぶ準として︑技術的生命を考
え︑その次に金がかかるかどう

ラノブ︒ブノクの中から面際そ
うな紀箏を転載させていただい

醐でもいくつかの予備的な話し合

いる︒

あった︒したがってソ連プロノク

このほどアイソトープおよび放射

が入っている︒この参加によって

W︑
力用土趣増殖炉として設剖
フト︵AEG︶社とNUKE
M動社

エレクトリチテート・ゲゼルシャ

ドイツのシーメンス・シュンケル
祖が負押する︒このGE社のBW
のほどAEC落子炉望事W⁝から静
トベルクAG社︑アルゲマイネ︒ 可された︒
汎は基本的にはオイスター・クリ

ーク︑ナインマイル・ポイントと

で︑AECの果すべき役購のを検同じであり︑圧力抑調方式が採用

て︑アメリカの鳳子力国画の中

を防げている．共通の問題につい

性物質を蟹業に実際に取の入れてを伸ばすため︑これら企業の利器
いるユーザーについて調査を行な

った︒それによれば︑アイソトー

される︒

来年灘ごろ蜜でには餅可されるも

建設欝可申請奄議す予定であり︑

AECはアメリカの企業︵ユi 三電力会挫は十月にはA澱Cに 新ハルデン計圃の予価は三二七十

附する甕料とするものである︒

プおよび放射線の使用撫は︑ここ
五輪以内に枳嶺直増撫するものと

見られている︒

開輪補講薪け鵬遍羅糧肋難融騨聯

圃

、

したものです。

◎

漕

米原子力婁員会︵AEC︶は︑ユリi氏が実施したこの調査は︑ 契約価格は六千五薗万が︵二千

米産業界︑R一利用調査で報告

五年以内に20％増見込む

け入れを決定すれば︑これは融義

果としてよかったと思ってい

﹁すでに他国で開発された技

かを判断することとし

﹁近代馬食に裕いて

術があるのに︑なぜそれにもか

て最終の費を果したいと思う︒

は大型のプロジ訟クト

かわらず棊礎研究を長年月かけ

の園々がIAEAの保隙措概の夏
いが行なわれていると餓えられて

がややもすれば鶴由な

てやって行くのかというと︑こ

つ豪でたっても塗立できず︑ま

研究ぷ索縛しがちで︑

た将来とも協品等の碑文に応ず

究

た︒じかし私は一つの

ることもできなくなることを恐

うした面に力を入れないで︑他

試みとして︑研究者と披術著お

国にのβ頓っていたのでは︑い

よび行政冨の三人に﹂よるトロ

れているからだ︒京た同じよう

ることは私の図も同様

る︒﹂

﹁青天のアイデア︵ブルー︒

スカイ︒アイデア︶からものに
なりそうなプロジェクトを選定
するには隠間の星川を考えねば
ならない︒たとえアイデアがよ
くても︑技術的に解決するため
に要する隠間が闇闇だ︒このた

ュー・アイデアを選定しなけれ

く凋断のできる︑立派な人がニ

イカカ式を採用して研究断の運

めには︑技術も知っており︑よ

ばならない︒もし判断が家ちが

へ田中好雄︶

同受配花と次るものだ︒﹂

テソプが異なると発展次第で︑

は研寵者は研究のみを︑技術蓄

な技術に見えても基礎研究のス

は技術のみを︑行政官は予算の

営をやってもるっている︒これ

﹁大型の環要研囎開発プロジ

は〜種の合議制だが︑私の国で

ェクトは長館月を要し︑ピラミ

みを尊門としているので︑お互

ったら︑止めどもなく違った方

ッド践に蟹用がかかる︒しかし

向へ進んでしまう︒﹂

その調整に戴しんでい

ている︒﹂

一一

エキゾチソクなコースです。
●お好みのコースをS／1Sで飛んでください。いすれ
のコースも貰本人エアホステスがお供します。何の
ご不自由もありません。
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は︑本紙および一般糎聞紙上を総会期闘巾にぎあわした新保

力しないよう確保するいわゆる核払散の防止てある︒今回

的は︑周知のとおり平和利用の原子力開発か︑軍士厨的を助

陳娼躍規則の探択であった︒工AEAの保障措舩制圧の鼠

田際原子力機関︵IAEA︶総会のハイライトは︑新しい保

九月二十一鶏より二十九日まて東駅て開催された第九回

障娼罎規則の貝輪的内谷について解説をしてみよう︒︵日本

原子力発電社長室企醐副主査下出俊次︶

ことを規定したが一九六一年にょ

保障搭躍協定の

処理施設への保隙措躍を避けると
いう実際上の考慮によるものであ

現定は︑個々の

る︒豪た保障描盈の適用されてい

かし適用施設の出力による制覇を

引用された限度において法約狗栗

借履実施の条件および方法を麟前

る物質は︑いう豪でもなくIAE

発効と同形に︑かつ︑その協竃に

ことになる︒

にとどまらず︑藺業動力炉への適

ぶものではなかった︒同時にこの
に決定するための資料

ない︵第二十八項︶︒

くに二重の間題は︑未だに十分解

ずるのが︑適罵手続きであり︑と

この両面が最も員体的な対立を生

的な聞との二つをもっているが︑

周知のごとく︑政治的な面と技術

接うけた隔含には︑工AEAとの

れ︑その中にこの規則の漂殿や手

間には岡時に保障搭置協建が結は

続が焼定されるが︵第十五狼a︶

協定中に規定された二圃聞の開陳

明されたとはいえない︒

箏国もより適切な錨置を作るよう

経験の累積により︑王AEAも当

い︒功をあせって不完全な荻ま︑

に努力していかなくてはならな

この規則が理屈だけで強行される

と無用のトラブルがおこり︑将來

に闘題をなげかける恐れがあるの

−1−AYームーー

で蟹重な運用が望豪れる︒

鮒購

◇ インドネシア

命

アメリカとの平和
協定の期限切れる

十磁で切れた︒このためアメリカ

碁原子力平和垂足の期限が九月二

アメリカとインドネシアの五力
によって行なわれる︒すなわち︑

異体的片影方法は︑四つの手段

設計の承認︑認録の傑持︑報儀の

でいえば国内規制法の範囲で十分

とができる︵第四十一項︶︒

にも機関は︑報告書を要求するこ

になっている︒︵錆五十項︶︑工A

で︵第四十八項︶この点では実際

とはほとんどないであろう︒

EAは常駐代表査纂を望んでいる に原子炉の運転に支障を来たすこ

が︑一国の主権園家の中にこのよ

経験乏しい一

は︑インドネシアがアメリカの援

ついて工AEAの査穿を受け入れ

助で建設した小型研究用原子炉に

一方︑アメリカはスカルノ大統

ねはならないというものである︒

に︑インドネシアに対しては蟹事

領のマレーシアの対決政策のため

援助計画をとりやめているがアメ

いては正式にすすめたい趣向を爪

リカとしては︑平和援助鼎雌につ

している︒アメリカの消患筋では

ノでは︑原子鰻弾の開

インー3ネシアの小型原子炉と濃

縮ウラン五

ルノの政策には︑原子力平和澗用

発はできないと児ているが︑スカ

といっても不安をおおいかくせな

ECNC︑百万K

いものがあると紙えられている︒

アメリカ

◇

W高速炉の設計へ

◇

アメリカのイースト・セントラ

C︶一中西部諸州の＋四の罠閲躍

ル・ニュークリア・コープ︵ECN

以上が新保隙措置規則の概略で

AEAに不安

うな査察宮が監視のため犠駐する

ことは︑従来全く国際的に藺例の

れば零点がどうしても逃せられな

ミノク︵GAV社と典同で爾万K

力会祉で構成一はゼネラル・アト

Wの発践用ガス冷却高運壇殖炉の

あるが︑以上述べたようにこの規

設誹研究を行なうと発表した︒

の銀資源を開発すためのもので︑

設謝者によって﹁シルバー・スヌ

この新しい装澱は中性子放射化

ーパー﹂と名付けられている︒

分析の原理が採用きれており︑装

◇

原子力を利用した銀探査饅概の

子を放射化し︑放射線測定器で測

置かろ亙る中性子が︑地下の銀原

アメリカ

テストがアメリカの地質調査所の

これは地下にねむっている来開発 る仕組みになっている︒

科学者によって試みられている︒

◆

査装置をテスト中

中性子利用の銀探

日軍が初めてであるので︑諮毬の

いということはないので︑今後と

11510蛎20253035404検
5査
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質を含んでいる施

ソク︑︵第四十九項︶となってい

設でおこなわれている運転のチェ

験が乏しく︑また動力炉の場合は

則もまた実施された揚合の実際経

訓測︑試料採取による物質の数量

報告の監査︑︵B︶実際の検査︑

通常蒼禦は︑︵A︶記録および

具体性を欠く
通常査察方式

も問題となろう︒

ないことであり︑また常駐しなけ

きの申し出を行なった︒その条件

の延長について︑このほど条件村

る︒しかしこれらの表現は必ずし

はヘインドネシアに対して同協電

を愈味するであろうし︵サイトに

も巨体的ではないので︑豊察宮の

提出︑査察である︒以下この四つ

まず機関は︑効果的に保障措置

う︒

ずっと矯駐する︶ある場合には︑

裁黒の範囲は大嚢く︑この点で実

について少し勝細に述べてみよ

惜置を王AEAに筒代わりさせる
ケースである︵第十五項嬬︶︒
この場合には︑その当勝国に工A

EAを含めた三者協定の申できめ
6れる︒これは︑通常移縷協定と
よばれている︒こうした貝体的協

いてよい︵第三＋四項︶︒

報欝遵も記録と同じく︑計黒報

際上紛争がおこらぬよう双方が注

ら新しい規則には︑査漿窟は職分

らず︑地域的な︵工AEAの総務蔽を要するであろう︒しかしなが

予手なしに査察官の※ることを慧

所に置くことを激塗する︒このど

︵第三十九項︶︑英語で提出され 味する︒豪た必ずしもサイトにお
る︵第三十八項︶︒しかし鱗故が

で施設を運紙したり︑施設の運転

告露と運転報告欝の二つであり

起ったり︑物質が減失した場合に

れを採るかは部局理肇会で決める
運転記録であり︵鄭三十五項︶︑

間ある︒また日本語で備えられて

9鎧ゴヨΦ︒︒という霊粟が実際上

査察において持つ意味は︑この言

葉自体はすでに憲鍛の中にもあり
ながらまだ確定されていない︒あ

とはできない冨の規定が入ったの

は弓隠の通常報告轡のほか︑特別

項︶oこれは︑たとえは日本から

報告欝を提出しなくてはならない

員に特別の隅田を命じたりするこ
のフ†ームは翼なるが︑日本の例

これらは︑個々の施設によってそ

ことができず︑個別の保陳措躍協
英︑米に勤力炉罵燃科の再処理の

次に必要な湿録は︑濁飛認録と

ているかをみるわけであるQ

ェノクができるような設計になっ

えられているか︑査察によってチ

しく行なわれる認賭がちゃんと備

その主な目的は︑物質の劃嶽で正

くてはならない︵第三十二項︶︒

遅滞なく︑検討の結果を通知しな

において最小限度のものであり︑

はあくまで保陣娼搬が必要な範囲

討する︵第㎜識十狽︶oしかしこれ

を実施するために施設の設謝を検

鐸9冠価の諺GQ舷ΦΦヨ⑩詳けという

定︑すなわち規珊にいうooρ剛Φσq−

個別協定によってこの規則の内谷
は実現されていくわけである︒

る︒象た免除のほか停止という制
度が設けられており︑処理︑再処
理︑試験︑研究のために国内︑国

この工AEAによる傑障織鐙は

まつ王AEAから物狐の提供を直政治面と技術
面が常に対立

A保障描置の貝体例をあげると︑

ここで現色とられている工AE Aの合憲なくして他国へ移転でき

力をもつ

廃止したことは︑単に黛的な変聾

胴によって契約変更をもたらすと
して︑規期全般の再検説が要求さ
れ︑一瞬間の検討の結果︑今回の
新保障措烈規則となって採択され
たわけである︒

三者協定の移
管方式で実施

現購は︑二年後に再検討される旨
役翻をはたすと同時に︑他方〃理事

この鎌継の塾本的な性格は︑新
されることとなり︑実体としては
もっとも多いケースは︑南無の双
規則第㎝二墳にあるごとく︑一方で
研究炉とか実験炉とかが対雛であ
務協定︑すなわち︑日米︑日英︑
ったので︑各国の関心をさほどよ は︑ 加盟国がIAEAによる保陳要害等の原子力平和利用のための

の規定が二藍れていた︵旧第五項︶

会および堺務総長が︑保陣娼罎に

としての

︵日氷動力協定下の保障措娯は︑

決の方法をすみやかに決定するた

らない事枳︑およびその焼定の解

この旧呪則の下で三A起Aに移管 関連する協定に規定しなければな
された︶

一九六三年すなわち二無後に︑

この出力糊膜による適用制限撤廃

として定められたもの

文のごとくその豪豪の形で効力を

であり︑この規定自体が条約の条

採択され︑その結果︑旧梶則はあ
糊するものではない︒したがって

めの指針

らゆる穣順と出力規摸の原子炉へ

第五項にいうように︑この演説の

案︵いわゆるΦ図けΦロωろロ︶が

めの保障拙置を一A13Aが行なう

商艦栗炉へ適用拡大
機闘の改剖保障措畷制度

この薪保障娼醒規則は︑正坐に

は
諺σQΦNFO罵りむq目Φ＜円Oう
⑩q
やくその事体的爽施に必要な鮭

適用することが可熊となった︒し

︾αq①づ︒緒︒伽︒り9hΦσq察9蟹α．ω︶

︵↓げ①

INFIRC／26である︒これが
う保障絡置の原瑚︑遜用手続につ

閥停止できるし︵第二十四項︶︑

髭と岡一議の縫囲において一定期

外に移転されている間︑ほぼ免除

いるが︑両者の実質的差違は︑ほ

対象下においているのと異なって

ず︑その物質の叩で窪たはその物

が機関にあることに

︵900のも︒ω舞￡︒嵩

なる︒しかしこの︾ooΦωω舞 る揚倉には︑犠駐代表による査察

ゴぎΦの︶

てきる権利

常駐査察には疑問
原子炉の場合︑報告書提出の回
数は︑査察の回数と同様の棊躍に
よっており︑最小限年二回︑最大

︵第四十二項︶︒このほか建設中 定の中で実際の手続を足めるよう
婆託した揚合に︑その期間︑英︑

の量を増加せしめうる︵第二十五

顧た代薔物質の堤供によって︑そ

露文潜の構成は︑大きく四部に

の義務として︑この保離措置の適

質の使用によって生産されたもの
阻害しないよう

って︑軍事利屠と同居している再

る物質は︑単に一AEAや他国か米は代替物質を提溢することによ

次に機関の保障搭置が適用され

核物質は孫子
の代まで適用

とんどない︒

わかれ︑1総論︑駆三惑措羅が適

経済性と安全性の面を重視

商業機密の順守

文怨を掴す︒そこで豪づこの文欝

呼ばれ︑IAEAによって今回
則 IAEAの保障拙灘

{Φ鋤鴬9吋O．も︒oo鴇ωけ⑩ヨ︶と
霊的規則を作成した︒これが旧規

︵臼JPΦ

十万KW以上の原子炉施設に限定

機関と当事国の理解が必要

核拡散の防止めざす

（4）
採択されたGC︵皿︶／ 蹴 と い う

れるまでの経緯をかんたんにふり
いて諸樫の論議がたたかわされ︑

︵αoo虚ヨΦ罫け︶が今回採択さ 定められる蒙てには︑瀧関の行な

返ってみよう︒

は︑箪事利用転庸防止のた ぬく限りその通用対象は︑熱出力

一九五六年に制走さ耗たIAE結局︑田規則で採られた顕則を貫
A拶

義となっている︒

用される場合︑脚その手続︑W定

損ず総論においては︑この保障

れており︑旧規則と対比してみる

措置規則の目的と一般原則が示さ

と最も注意深く改められているこ

園の経済的︑技術的翼壁を

にも適用されるから︑いわゆる孫

ら提供される物質そのものに限ら
とがわかる︒すなわち︑IAEA

にしなけれはな

子の代まで永久に保隊措躍がかか

用は

原子力

らず︵第九項︶︑さらに

ることとなる︵第十九項e︶︒こ
を二三し

活動の経済性と安全性

れは旧規則では﹁幾限りであっ

項︶︒その基藁は︑第五十七項に

10
11
12
いつでも近づ
くことが出来

た方法で行なわれなければならな

少避の物質と小焼髄の施設は適用

よれば下表の周りである︒なおこ

年間最大可能紙
薩臓

た︒

設や運転の侮止を璽回してはなら

免除ができる︵第二十一項︶︒す

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

の確認︑︵C︶讃測機雛と運転特
下5101520253035喋045505560上
性のチェノク査含む原子炉施設の
以〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜以

（核物質の舶当選）

いとしている︵第十項︶︒その紹

し︵第十一項︶︑〃商業機

限十二圃となっている︵第五十五

をまもらなけれはならない

しかしながら︑この保湿描置は

ない

果︑いかなる場合も漂子炉の〃建

密

の回数は必ずしも絶対的なもので
はなく︑再処理施設の荷無︑諸子
炉の性格と掻によって増減しうる

（b）年聞の処理力
（c）特殊核物質の

回数
倣目当を含む）

なわち主なものとしては︑一が鰐

︵濃縮度により計算方式明示︶︑

天然ウランなら十ゾ︑トリウムな
︵第四十七項︑五十八項︶︒

保陣描罎中最も問題となるのは

（a）施設内の叢闘

︵第十二項︑士二項︶︒工AEA
以下のプルトニウムとウラン猫

あり︑施設はその物質の軍事利用

ち二十ゾ豪では免除きれる︒また

の保障措鷹の硬磁原則は核物質で

転用防止を阻止するのに必要な範

きないか︑凱出力三千KW以下の 査察であるが︑年十二圓以上の場

プルトニウムが年酉綴以下しかで

原子炉︵第八十二項︶が免除され

いつでも近づくことが

る︒このことは︑双務協定下のそ

合︑表の

れが物質︑舳設︑設備と並列して

核物質量と盃察回数表

、、、
N、N、、＼＼、N

N
、x

︻九月二十四日棄京︼IAEAを通してアメリカからウルグアイ囲という物質中心主義となってい
へ供給される核物質の保障措置協定が調印されるへ写翼は左から

ウルグアイ代鼓︑エクランド箏務総長︑氷AECの代表︶

年間足期査察
の藤島團数
いつれか最大のも
のを墨準とする

oり

、NNN

N
、
N
、、、Y
、、x、、N
、N
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原子力産業における技術の進歩は︑とくに薯しいものがあり︑政省令がこのような技術の進歩に遅

けられたいこと

異なった特殊性を有している︑段

建設製作経験が少ない③火力とは

実態に即応して弾力的に行なうよ

彊など︶を考慮して︑建設運転の一

査の時期の燃料取替麗麗による調

副︑凝材料の響胴︑発電所定期検

M讐と増蟷器︑発振器︑

構造は︑超小型G

の強さを知らせる︒

続音を発して︑放射線

以上二︑三を貝体的に実現するためと︑新政省令が隠間的制約の

七月一日より正式に施行された新

階であることから︑羅気那業法施

する技術基雌を定める省令︑および関係告示の運用に当って︑原子力発電の開発を健進ずる方向で実

電気窮欝法政省令︑とくにこのう

行規則︑発襲用原子力施設に関す

にあたっては︑原研︑原燃の共岡研究のもとに︑内外との協力を密にして︑計画的に進めるへ

画についてはこの懇談会の紙論を

置されたので︑同炉による利用計

ちの原子力に関する紅雀令の運用

ラブで︑土木︑建築︑設備などの

止のための画路などかmち構成されているが︑

装磁すると自励的に水銀スイノチ

ているので︑放射線強度に応じて

／

中

●

【特典】原子力塵簗；新聞3カ月分贈呈

るようにネオンランプが装備され

光を発するようにもなっている︒

英フォーラムの原
子力調査団が来璃

チュウ

円

業

力

原

蟹

議

△
訟

産

イギリス原子力脆莱会謎︵フォ

ーラム︶では︑東承・晴海で英脳

産簗博聡会を開催している晴期に

イギリス原乎力製嫡調査団を派選

子炉を中心とするわ嘱国の原子力

することとなり︑十月四日から原

リイ・エンジニアリング社専携取

搬設を見学する︒隅強襲は︑フェア

締役技術止長？・﹂・ダンクトン疑

︵ニュークリア・ケミカル・プラ

を園長とし︑E・G・スパルダi

︵フレミング・インステ

ント社専務︶︑A・W・シコンス

ン︵フェアリイ・エンジニアリン

ト社尋務︶︑S・P・ドナルドソ

グ敏販売部長︶︑J・W︒ヒノチ

ロング社放螺線︒原子力工学部副

コノク︵ビノカース・アームスト

ク・オルガニゼーシコン原子核工

部長︶︑﹂︒D・アーシイ︵ラン

学讐理市場調査部長︶の謝八名で

一行は︑原子力発醒︑原研︑原

構成されている︒

ち︑メーカーおよび国立研究機関

燃︵それぞれ東海村︶を晃学のの

一Aーー5曜一

を見学する︒

れも刈羽で︑なんと合訓したら

ころが︑七種類の燃料要素はど

燃科要素など副七点である▽と

尊閣︑AGRの模型︑漏差した

ことになった▼英国原子力施設

原子力鍍及センターに密罪する

部分の実物︑パネルなどを日本

A︶は会朔終了後︑展示した大

めていたが︑原子力公社︵AE

の模型を掘付け︑窪俵にこれ努

ス冷却炉︵AGR︶

懸撫赫
が働いて動作を開始する仕組とな

︾

いることがわかり︑糞つた方の

ウランが几衝七十留も含翻れて

讐及センターはビノクリ▽規酬

は関係宮庁へ届けでて︑使臼玉

によると︑核燃料の三百撃以上

可を桿る必要があるとかで︑一

時原研に保管を依槻したが▽来

示の際は︑研究機関なみの核燃

容完成の自宅センタービルに展

クロース装

00

5
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子

本

行

発

口表紙

上製箱入

8ポ横2段組

600鯉

A5判

禾を
まず熱中性子炉手用

ム価値などについて各毬の資料を

について︑几月十日通庵省公益環

⁝

編造し︑わが国のプルトニウム利

して蘇中性子炉での利用について

待つこととして審纐愚保留︑空と

の他肇業所がグラフト欝欝合を企

三︑日進月歩している技術を政雀令に速やかに反映されたいこと︸

項碍は合副二十五となった︒これ

ている︒

業化する場合の再婁施権について

が︑この部門の研究としては不適

は︑従来保健物理部門に含まれて

当ということになり︑新しく独立

原子炉建設の特別
研究会会員を募集
策海原子力懇談会

建設開係省のための﹁原子炉建設

響潮懸および雑蕎防

用に閃する問題点について審識を

−

進めた︒そしてこの闘︑プルトニ

一

作物の溶接に関する技術基華を竃める省令︑発鷹剛核燃料物質に関

る技術基躍を定める省令︑躍気工

う配慮されたい︒

産がこの裳望を行なったのは︑原子力発鷹が①現在開発途上にあ

をとりまとめたものである︒緬論の概要は次のようになっている︒

業罵に対し要望轡を提出した︒原

その後わが圃のプルトニウム利

︵原研i内藤泰爾氏︑乗北大一平 募集を行なっているQ

審騒を簸めていたので︑その結果

象として試撫した︒

ウムの価値について︑軽水炉を対

秋季分科会始まる

論文募集の締切は来年の一月八

もの︒

した﹁項目を設けることになった

放射線化学で初の技術導入

東海原子力懇醗会︵会長安川第
五郎氏︶は︑十月二十一︑二の両

もので︑その内容はイオン化放射

に関する特別研究会﹂を開催する

昭躍CNRSとグラフト共重合で日︑茨城県東海村のホテル東海ク
政府は九月二十八日の外資審畿

線の同権照射法︑前照射法︑およ

る・これは一泊こ臼の臼樫で︑セ

擶帳は︑難燃線強度に応じ変化

っている︒

し︑たとえば時間蝸り︑一︑ジレン

RSの現在所腐している特酔六件 加輩は宿泊羅︑見学バス代︑聴召

昭籟聡工はこれによって︑CN ミナーと見学会を催すもので︑参

共鍛含に閲するものである︒

マーおよびコポリマーのグラフト ので︑参加者三十名を募集してい

び蔚二者の改良照射法によるポリ
このうち原子力関係では︑今年二

会で技術擾助契約︵二十一件︶等

ーセンター︶1金属燃料︑酸化物 午後二藍から東京港区の観光ホテ

月に昭和羅工︵株︶から串撰した

数十件の外資馳駆を認町したが︑

ルで年金の実行婁員会︵委員畏壇

甲種の技術導入も含濠れている︒

料などで一名八千円︑申込み締切

料取扱那嘉島の手絨き愚とるこ
とになりそうだ︒

跡

業

力

原
野賢一氏︶

炉化学︑総合偽善1﹁プルトニウ 文の研究項囲が二十四であった

▽十一月四al燃料再処理︑原子

境︵気象︑海洋︑生態学を含む︶

が︑来年度からは薪しく放射飽環

いた気象︑海洋︑生態学等の研究

ムの化学﹂︵原研−石篠富太郎

も無し含いの用意がある︑と述べ

で除子力燃料材料分科会︵研究発

氏︶総合舗子嚢﹁パイルドシメト

なお造査三回の年会では発喪論

日となっている︒

円本原子力学会が霊催する秋扇

刀四︑五日には東京新宿の土末麟

残七十五編︑講演⁝二編︶を︑十一

原子力化掌・化学工学分科会

慣例の分科会は︑十月四日に開か

リi﹂︵東工大−単川宗八三図︶

原子力学会炉工学など三部門

れた第五團魎物理・鯖三回炉工学
開園講蟻で原子力化蓼・化学工学

原子力学会の年会

も行なわれた︒濠た最終日のA四 燃料︑総合協演1﹁︸⁝酸化ウラン

花秀武乗工大教授︶を開︑き︑昭

日本原子力学会では九月十四日

の部門昂通倒し︑発表論文の研究

の含同分科会を皮切りに十一月五

総総鰯飯斑﹁燃料サイクル﹂︵原

燃−植松邦彦氏︶▽十一月五日

分科会︵研究発装二十三編︑諭演
三編︶を開催する︒仮プログラム

1同位休分離︑灘棄物処理

原子力燃料材料分科会
▽十月二十四口︵於凍北大金材研︶

▽十月二十五日︵於日立ファミリ

尉︑B会翻⁝冷節材︑被獲材

来年から放射
能環境も追加

の概要はおよそ次のとおり◎

口まで各分科絵が開催される︒

鋤五回炉物理・鯖三圓炉工学舎
両分科会は十月四日から同七日荻
で線研の後援で原研凍海研究所で

開かれ︑酉二十編の研究発喪 と

テスト﹂をはじめ十編の総舎講演

﹁集海発鍛所のコミノショニング A会場⁝燃料要累︑燃料検査︑昭＾

が行なわれたが︑﹁炉物理と炉設

の納伝轟目偏︵東芝−西島寅次

訓をつなぐものしと題する討論会

氏︶総含譜演M﹁核燃料の結晶構 和四十一年度議会を来年三月三十

ランス場立中央科学研究所︵CN と︑今後契約期間中に取得する特

臼から岡四月二日まで四日間東京

トゲンで︑一分闘に約十回の断続

造﹂︵三男原子カー打越肇氏︶と

りは十月十六日︑諏早漏勝率幽四東

圏黒区大周山の棄京工業大学鋤蕊

いう鳴禽に変る︒ま沼目でもわか

RS︶からイオン化放射線による 詐を日本で独占的に爽施すること

十六B︵嗣︶；

▽十刀一

懇親会

なお照和聡工の関係者は︑磁本

ができるようになる︒

富︑十︑ゾレントゲンで街三十圃と

新館で開催することを決定︑二十

1
躍霞舌

海原子力懇談会で受付ける︒

炭化物と他化合物︑総食講演殖

共欝合に関する技術援助を受ける

ポリマーとコポリマーのグラフト

昭和賎工の甲種技術憩入は︑フ

会﹂も行なわれ盛会たった︒

二では﹁第二回原子力コード発表

豪た原子力学会では引き臨き︑

十月二十四田から問二十六日まで

仙台の束北火学金属材料研究所と

五項團の研究課題について論文の

充実した内容、豊富な資料・関係者必携の書

剛

@
@
@
@
﹁原子炉用高温桝料の問題颪﹂

丸ノ

東京

◇お串し込みは蝦窃：欝店か・日本原子力灌業
会議サービス事業本部へ

◆おもな内蓉◇写翼でみる原子力開発196青年、科学技術
小史をかねた欝細な原子力駕i羨、わが国原子力開発10年
の回顯、叢近の国内・海外源子力構勢の展望と分析、原
子力の箪群利用、圃内・海外の原子力関係機関・大学●
会祉・団体一覧、各国の丁子炉一覧表、法令・条約・予算
その他原子力関係の蜀要巌料、内外関係者癌簿、索引など

◆特 色◇ 今無はわが国が原子力開発に諮嘱してから
10年。そこで本年版では面懸に「原子力開発10駕の風月」
をかかげてその圓顯と展望を行ない、濠た昨年開かれた
鯖3回原子力平和利用麟際会識の配録を特集したほか、
正確な喪料。統計類の充実、内外の原子力摘勢の体系的
●総禽惣な展望と分折などを籏点に編集

@
@
@

日立ファミリーセンターの二会禍

私のすきな
貯金箱

好評発売

世界の原子力事情をこの年鑑で．ク
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ト博士の見解によれは︑こんどの
国際原子力機関︵IA E A ︶ の
るいは先進国が自主的に申し出た

先進国が他国に援助した分か︑あ

来日省の大半にとって日本は未

研の神品のなかで︑査察が語題に

35分

でに以荊から検討ざれていたこと

57伽2聴簡

の対象に含めること︑などを提案

25分

隠処理施設のパイロソト・プラン

トであった︒このプラントを若い

ド

イ

イ

ド

16翻

タ

日本三公園の一つ、観梅の名所

なっている折柄注自されたのは︑

勤勉さ︑生活水準と技術語調の践

力で設計建設したことは︑日本の

数人の研究者が中核になって︑自

はっきり打ち出した例㈱い豪まで

になく︑窪たこの催しは工AEA

であることを示すのに役立った︑

が︑その本質において技術的機関

各困代表が日本へ来る楽しみの

という慧見もある︒

一つは︑監本の原子力開発をリー

ドしている旧知の入たちに会える

ている人たちもおれは︑中には藤

ことであった︒その櫃びをもらし

に︑驚きと失望をもらす人たちも

本の擶尋嗣の交代がはげしいこと

あった︒誌会の舞台製での人の交

流から︑この総会の本当の成果

︵K︶

が︑やがて笑ってくることも期待
されよう︒

ーー1甘一1導ーー

第十二回高級課

程の研修生募集

原研アイソトープ研修所

日本原子力研究所のラジオアイ

ソト⁝プ研終所では︑第＋二回の

4分

知の国であった︒彼らが異口同音

終った﹂という人もある︒なるほ

さへの驚きである︒ことに夜間の

もてる技術水準の高さを示すもの

力産業会議が開催した﹁原子力開

のR1・ニュートラリゼータを

高級課程の研修を︑十一月一日か

ら十二月二十五日豪で開くことに

なり︑研修生を募集している︒こ

の研修は︑アイソトープ技術暫と

して高度の技術を用いて︑アイソ

・／

婆0分

で︑新味はない﹂との評もあり︑

ど︑そのとおりかもしれないが︑

い今日︑俵田もなく︑夜を日につ

仕事がほとんど他国では見られな

と受けとられたようである︒

栄の秘密がここにひそんでいると

発に関する特別講演会﹂は︑来田

総会が始豪る醜日に︑日本原子

いで行なわれている建設工禦は深

見た人も多い︒この建設工纂のほ

外人の間では好評であったQそれ

い印象をあたえ︑戦後の日本の繁

か︑衝にあふれた国産自鋤草︑新

は各国の開発賀任者が︑これほど

採用しているQ今後瓢無閥に設

一堂に会して︑近国の開発計画を

幹線︑それに秋藁原駅付近のエレ
クトロエクスのはんらんが︑一様

に強烈な印象を刻みつけたよう
だ︒なんの資源ももたぬ敗戦国

こっていようとは︑予想外であっ

が︑これほどの生活技術水準をほ

たのだろう︒

では緻粧が滞黙すると︑通常の

な困難が生じている︒繊維工業

麗されるR工・ニェートラリゼ

なる予定である︒

鷺欝

難撫

い

した︒

何回となく引用されて﹁ユニバ；

原爆被災国である日本を会揚にし

認者会見でこうのべた︒一1﹁い

生産工程の働きが妨害される︒

！タは︑綴蓋工業と印醐業だけ

金属那にへばりつき︑糸切れが

トープの利用逢図るように︑また

その面での指導的立場に立てる知

ており︑内容は葦礎課程修了程度

識︑経験を与えることを目的とし

の知識を基として︑専攻により工

学︑生物︑化学の三系に分けて講

〇％を実験に︑残りを講義にあて

義︑実験を行なう︒その比率は七

る予定となっている︒

鋼謹

﹁謡本はただ会商を貸しただけに にもらしていたのは︑その能率と

サル﹂という煮乾は︑総会議揚の

たため︑軍製転用抑制の聞題に︑

まの費察制度のもとで原子力の技

九月二十四日には東海村の癒設

ったが︑参加者はいちように日本

見学が行なわれ︑多数の参加があ

その反面︑原子力予輩の僅少さと

の獲得︑さらに薪生産技術の発

Riの利用は極く懸通のことと る特別な物理的性質をもつ材腿

したがって帯電した綴組は互い

をとってみても︑銀千五胃台に
焼結から圧薙板の生産にいたる

多くなり︑蒔には火災の原盤と

利用されているが︑バンカー︑

および天然ガスの箏業で大いに

スキソプ・ホイスタi︑トラノ

学工業においても多くの可能性

篇万円︑駒込み締切は十月二十

なお︑翼集人員は十五名︑受講

躍

この担案は︑各国代蓑によって

な手順を酒造ねてゆくことが︑鼠

の移娠登録制はノルウェー代蓑な
とくに注慧が集中し︑技術的︑翼

流行語みたいになったし︑核燃料

は一般演説のなかで︑IAEAの
ど数力国に支持され︑再処理工協
体的な措置を㎝歩進めることに役

表団の見解で︑法眼晋作代表代理

を査察する件については︑エクラ
立ったとすれば︑それは︵フェン

下の急務だ﹂というのが︑臼本代

査察制度をできる限り鷲遍的︵ユ
ンド事務総畏が再選後の就任蔽説

献であったといってよいだろう︒

界平和に対する︑なにがしかの貢

ト博士の霜露にもかかわらず︶世

ニバーサル︶なものにすること︑

この三つの提案については﹁す

勒した︒

核物質の国際的移転をIAEAにで﹁近い将来︑実現したい﹂と胸
通報豪たは登録する制度を確立す
ること︑核黙料再処理工場を査察

多い施設に少い職員

と︑フェント博士は残念がるの

耀繊細鑑郵鎖縫錨縮課轟識蝶舞魏ゆ

の関発規模の大きさと︑多様さに

これに従事する人々の数が少ない

感銘をうけていたという︒しかし
報告簿の賦述は︑英語が母国語の

ことも特長的で︑ある署名な代表

殊に︑日本側秘轡による手紙︑

た︒

秘書にとってもむずかしい仕購で

めて躍職する機会となったようで

違はれ︑心配されていた嘱難など
きた代蓑たちや︑IAEAの事務

あるのに︑これらが万鑓とどこお

ある︒会議灘体は実にスムーズに

は全く趨らレなかったといってよ

りなく行ったという︒ただ細部に

は〃これほど多糖な施設を持ち︑

以外で關かれた最初の総会であっ

い︒過蝿取圓のシュネーブ会識の

その大半が国薩である研究所をみ

た︒世界の七十一与国からやって

職員の目に束京総会はどつ映じた

経験から︑國連の会場以外の場所

おいては︑フランス語︑ロシア語

EA胃体が注醒すべき問題であろ ない研究所も珍しい と塩田訪問

なっているところもあるほどQ

展に関慰した複雑な問題を解決

に反発しあい︑もつれ︑機械の
な利用を行なっているが︑もっ

多くの段階で実用化されてきて

もなる︒

クなどの充填厩の管硬や︑ベル

ない︒

RIつ豪りR工︒ニュートラがある︒つ豪り︑強力な放射線

日︒申込先は文京臥駒込上世士前

料

町三一ラジオアイソトープ研修所

へ︒

九四一濁四八八二︑四九八二番

感

風圏墨綴灘副鍵覇懸綴
ハイライ ト は査察問

束京三会ては︑後半の軍事転用抑

なっている︒かりに査察対象以外

分についてしか査察しないことに

繁

広報那噺聞主任ポール︒フェント
荊という消極面に注意が焚下しす

朝日新聞科学部木村

博士は︑乗京総会がすっかり終っ

のところで︑どれだけ核兵器の研

ぎて︑前半の平和利用促泥という
積極面に対しては︑あまり関心が

逃されるわけだ︒

究開発挙進めていても︑それは見

だが︑掛界㎎一の原爆微炎国であ
術援助をすることは︑各国の核兵

ソ連代表ペトロシャンツ氏は︑

しかし︑かれは一つの不満を胸
る日本の報道関係嵩としては︑ど
器の㎎発指助けてやるようなもの

です﹂

﹁バランスがくずれていたよう

払われなかったようだという︒

たあとで︑こういつた︒

﹁こんなに多勢の新聞配者やカ
メラマンが集まったのは︑これ豪
で九回の年次聡会を通じて初めて
のことでした︒驚くほど活気に満

にいだいていた︒それは︑新書や
うしても曲事転用の抑制に園がむ

だ・なぜなら︑工AEAから平和束京総会は︑本部所在のウィーン

日本のエネルギーに驚く

テレビ︒ラジオ・報道が︑あ蒙り
くし︑そのうえ︑ソ巡代表が核兵
利用のための核燃料を十分に得ら

ちた紛会でした﹂

に汝全幅隊措置改定問題に力点を
器禁止決議案を駆馳︑各国代表も

国際原子力機関︵工AEA︶の

罰きすぎたということたった︒

か︑東京の日本の印象は︑どうで

が会議場になるケース︑とくに忌

一艘伽説で︑多かれ少なかれ︑こ れるなら︑霞国産の核燃料は平和

というわけで︑ソ連は核兵器禁

外人からきいた謡をまとめて見よ

あったか︑総会の期間中に多くの

以外の囲的︑つまり核兵器に剛予

臨決蹴案を田したのたが︑日本代

たことはないが︑同時に︑これほ

てることができるからだ﹂

表団は︑このソ連湊議案に対して

タイプの調達などの点で︑困難牲

使ったようだが︑これらはすべて

これら機器が使われている魔業

金属工業の分野では︑選鉱︑

するために用いられているQ

子力開発に関す

ぱら技術工程の制微と自動化を

いる︒授入原料の動砦を点検す

鳥−応用濾⁝器は︑鉱業︑石油

る特別講演会﹂

闘的とするものが多い︒だが︑

くの方法があるが︑どれも完全

帯鷺を除去するためには︑多

の講師として出

なものではない︒一般に帯餓は

席した︒ソ連原

子力利用国家委

トコンベヤの材料の存在などに

静電気除去に利用
員会議長A・

完全に除去できず︑作業員は︑

ついて管理するのに使用されて

蟹・ペトロシャ

し︑また工場内には賢用のかか
るため二十五の高炉で︑耐火物

ソ連のR一工業利用の現状
質の題概を検査するために蹉十

る人工的な環境を作らざるをえ

機械の速度を下げざるをえない
ンツ氏の講演か

スコビノク・カウント・インパ

最近では欄報処理にスペクトロ

放射線の応用については︑化

いる︒

の利用︑とくに

二の溶鉱炉で︑R1機器は使わ

ら放射線・R工

工業利用の部分

ルス方式の採用が目立ってきて

源の利嗣によって︑運転指標を

を抜射して紹介

リゼータを照影気除芸に応訂す
れている︒また圧延工場には約

をかえることができる︒

改良し︑多くの窟機材料の性質

野で︑八十の企業が八百五十台

館には︑各産業のいろいろな分

取除くことができる︒一九六四

ることにより︑これらの欠陥を
いるQ

三選台の隈さ計が据付けられて

いるQ
冶金の分野では資源の拡大︑

しよう︒

ソ連も自由諸国に劣らず︑放

鳳燦による静蹴気の発生に関
連して産業のある部門では璽大

︑ざ︑ミ︑爵︑ぎ︑§︑ざ︑爵︑爵︑ざ︑譜︑ぎ︑ぎ︑爵︑ボ︑ざ︑ざ︑§︑譜︑§︑シ

工業上の新しい分野で必要とす

程の自動化︑金属の質の改良︑

射線・R︷計測機器は多数生産 機械の生麿能力の拡大︑生産工

され︑利用度も増してきてい
る︒そこで節業のある部門では

〃︑ざ︑ボ︑翁︑爵︑譜︑ざ︑

1．6肋
20纏

△東二村原子力センター
△＝た洗海岸（ゴルフ場、海水浴楊、水族館）
磯節で知られた：白砂、口渇と波涛の美しさ
△｛皆楽園（水戸市）

20肋

瀞

灘

躍歪活束窟直通02928−2389

ブ・ガ

ラ

55纏2隠聞

茨城県・東海村

﹁安全撮障︑つまり獲察の閥題
の閲題にふれたので︑いきおい︑
は︑ I A E A に と っ て は︑ほんの

！それは︑当然のなりゆきであっ

一部の倖璽にすぎません︒本部事 報道の力点はそこに置かれた︒一

務局の奪門職嶽二落六十人 の う
総会の論講通じて明らかにな

た︒

いという事実が︑そのことを明ら

ち︑査察担当嵩は十閥人にすぎな

語風俗の異なる日本での総会とあ

贋にとって︑加盟国臼本の実質に

う︒

各園の代衷と工AEAの事務職 って︑禦務局は必要以上に神経を がみられたが︑これらは将来工A ど施設の周りで働いている人が少

う︒

﹁ソ遮決講案のような︑亜なる

ったことは︑IA皿Aの査察制度
反対の鱒度をとった︒
アソビールでは核兵器禁止は決し

杞蔓に帰した︒それはすべて日

の盤想をもらしていた︒数ある原

身をもって触れたことは︑機関と

は︑金属・冶金業︑鯉紙︵繊維︶

今回は︑国際原子力機闘の東

さる九月二十賦に東京上野の文

業︑石油・天然ガス業と地点的

京総会に来日し︑総会に先だつ

開催された﹁原

化会館ホールで

グ︑§︑ぎ︑ミ︑ざ︑詩︑ぎ︑ぎ︑§︑詩︑ざ︑ざ︑ざ︑詩︑詩︑ざ︑爵︑詳︑詩︑ご︑ざ︑詩︑ざ︑ボ︑詩︑ぎ︑ざ︑ガ

この壷察制度では︑工AEAやて実現しない︒一歩一歩︑技術的

だ︑ということたった︒

工AEAの隠的は︑腺子力の平が︑抜け道たらけの不完全なもの

かに示しています﹂

和朋用を促進し︑その技術の軍事
紙紺を抑制することだが︑フ鵡ン

潔w︒︑

織︑

〃％4ク％グ％ク％〃㌦グ％∠ク％〃ア物∠ク％4

厨葛i

四㎜
口犀

題

儲ゆ伊欝離隔⑱

△袋国の滝（奥久慈渓谷、温熱、釣り）
三大名灘の一つ、久慈川の導流と緑の自然美
△北茨城海洋公園（五浦海岸、大津湾・二つ岩）
変化に慮む海岸線、岡禽天心、野口雨憎の史蹟
△西山荘（常陸太田市）
光二三隠楼の地、古墳などの史蹟も多い

難灘

雛砲

一AεA総会 で の ソ 連 代 褒 の 一 般 演 鋭
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P講演と総合発表会東

叩胴十月一

@ 礪

力

子

旧里

本

日

（代）

591−5481

京

東

京司︑日立金井秘︑明鍛倉西付佳寿雄諸氏︒▽核燃料関係︵二十八日午前︑午後︑A会揚︶最近のウラン探

どなたでもいら

陶かって全力をあげて行き︑その

というふうになれば︑

懲殴丹羽周夫

象野疋占Er巷区漸橋1丁麟1番13男

自

一方県民のために︑午後一晴から 月三βまで︑嵩校生を無料で科学

っしゃい

ことについては

世界の足並につい

山川協力もやり易くなろう︒

て行けるかの岐路

またこの十年の闘に︑東海村が

原意力の総含センターに成長して

ているが︑これがほんとうにでき

きた︒また地鶴整備の聞題が残っ

上ると︑世界にほこるセンタ；に

なるたろう︒友末前知駆をはじめ

旨上諭知事︑茨城県の入たちが非

対の人か多い時に︑敷地を提供し

常によくやってくれ︑庶子力に反

豪た罠間機開として︑はた豪た

て協力してくれた︒

蛮民の座絡機関として︑原薦︵日

本原子力麓業会議︶もいい役圏を

できたのたが︑官罠一体でやって

果たした︒正力さんの思いつきで

ができるようになったのも︑

フ頃ーラ

行く上に非常な貢献をした︒この

ム

ごろ外国でつぎつぎに

ったのたろうと憩う︒しかしこれ

米国や日本の原産がよい先例にな

な時で︑B本が遅れてしまうか世

また将米の核鮮料に対する政策

界に伍して行けるかの岐れ路だ︒

だろう︒豪す顕す冨民相携えて︑

も次の十爺には立てる必要がある

原子刀の娩究開発を軽めるように

もって行かなくてはなるまい︒

脚

＝

に伴う放射線防護の煎蟄課題目

広鵬罰中国暴力が火力発雌協会

館に招待する︒

多ノ多

原子炉の新しい開発は︑とても一

大体原子力の利用は︑今申した

本号は8ページ

縄

嚇

十六日を中心に︑関係団体の協力による各種行事が聴⁝全認縷疑れる︒これは暴重力産曇議︑美原⁝一子力発電会社などの民聞機関や︑科学技術庁︑茨城県︑原

査状況と将来の展望翻華墨門田
腺子力安全姻究協会田島英一二氏

と記載で︑十一月十日広島帯で講

い﹂を聞催する︒これは一般から

茨城会館で﹁原子力の歌のつど

演と映画の会を開催する︒

福岡罰九州耀力の主催で＋月二

入選一席︑佳作二席の表彰後︑入
選作は東逸平氏桶作︑耕田良男氏

十七田正午福岡市鷹気ビルで講演

募潔した原子力昔頭の発表会で︑

作曲︑膝間紋陰萎氏の振村けでお

学に依難している︒

と映画の会を開く︒講師は九州大

玉

国だけではで慧ない仕欝で︑藍本

動力源としてのエネルギーとラジ

かれる︒エネルギー︵動力輝︶の

》

◎呂

原子ヵ開発十周無を懸念して︑しことしは﹁原子力の日﹂

長央氏ほか九項︒発表者は原綿
ほか四損︒発表吝は放興研江藤

郎︑原研牧野臨文諸氏◎

秀雄︑同江上信雄︑同旨藤懸

瀬戸口宏︑三菱高僑修一郎︑原
子力安全姻究協会三赫良績︑原

茨城は講演︑放送︑原子力音頭発表会燈

大阪は講演と映画︑展示会

燃安久津英男︑同中村巌壁︑腺

地方

況中継する︒

カ所で講演と映画の会を開く︒

四国到十一月中に徳島市など四

圏見えする︒これは茨城放送が実

ンタi八噸大ホールロビーQ講演 力開発十周無を圓織しての﹁詑念

福井馴十月十日から十九臼康で

和界磁展箆会を開く︒主催は福豊

福井宿の福井隈民会館で原子力平

西︑北睦両差力と原羅︒
三二5

楽と福井康子力懇談会︒後援は関

づ多づ玉二

腺子力知議の曽及に努めている︒
玉

移動へ不ル展と講蔽や映画により

玉二多二

の会は次のとおりである︒

多

磁のこ臼悶開くが︑講演と映溺

誓
多φ
二

づ
ーノ

ジ

のマンパワーや経済力たけではで

る︒っ豪り︑特に動力炉としての

きぬから︑国際協力でやってい

花を咲かせ︑尖を縞ぴつつある時

關発してきた過去の炉が︑みんな

開発はむずかしくなるので︑ふん

オアイソトープの利胴の二つに分

今までのところは先進圏もいろ

開発は何しろ金がかかるから︑知

四︑五両曲に収録し蒙した︒なお

雲﹂に開する座談会を行ない︑

＝

⑫＝
十周年記念に多彩な行事㎞

研︑原燃など十二関係機闘で構成した原子力開発十周隼記

念行騰婁員会で企画したもので︑そのおもな催しには︑認

念特別欝演会︑総合発護会︑一般講演会︑愛念パーティー︑

雑鈷による広帳活動︑各種施設の公開などが予定されてお

パンフレソトやポスターの作成︑テレビ︒ラジオ・新闘・

り︑昨隅隅から編さんを進めてきた原子力開発十年史も︑
原子力の日までに刊行される︒

火阪11原子力の臼︑関曲では際 普及さ翌ようとするものQ
産関西原子力懇談会が﹁講演と映

座談会﹂を放送するが︑これはま

本松殊壌︑巨峯協出崎文男諸氏︒

醸の会﹂ならびに﹁放樹勢罵書展

と映画の会は十月二十三郎幕無圏

だ時日が決定していない︒

発衷巻は猷燃今井凱材︑勘考一

◇技術セッション▽原子炉関
承会﹂を開催する︒これは原子力

肘線利用展示会は二曲と翌ニや七

蒔薫十分から照騰三十分衷で︑放

原子力開発十周年配念行事の一

係︵二十七田午後︶原子力船開
平諏利用の実憎を︑講演︑映画︑

環として開催される﹁詔念特別講
演会﹂は︑十月一⁝十六日午後二謄

発の現湿と技術的問胞二二原離
展添によってやさしく解説しなが

このほか茨城放送を通じて原子

から四四まで︑原子力関係者と一

詩業団山口博氏ほか八項︒この

会場はいずれも大阪科学技術セ

般人を対集に︑東京駅港区芝公園

発表者は除研田村鉄男︑同平山

般大衆に正確な知識を

二で玉多

範囲ができて補う必要はあるが︑

はないように愚う︒今は︑各国の

箏に取り沮んでくれたことで︑ア

らないが︑日本の科学技術の土台

も他の國々と共闘してやらねはな
や等しい経済的な炉︑それに原子

だ︒これからはそれら炉の天綴畏
クのホプキンス祉長や︑カリフォ

協力してやらねばならない︒

どしをしめて︑金をかけて︑皆で

なでやり遂げよう

一度きめたらみん

れてしまうことになるだろうQ

ともと金の足りない田本は一番遅

協力も平箸の立揚でできぬし︑も

ヤ

長だというものをもたねば︑圃際

しても︑何か一つこれが日本の特

だけだ︒自分の知識︑技術︑経験
からは︑なまじっかな金では何も
を磨くことがまず必要た︒これか
できないから腺脱の協力も大変た
夙らやる新型紙換炉や為速増殖炉に が︑これからの十館は非常に大事

に入れてもりってもバカにさ肌る

がしっかりしていなくぐは︑仲闘

だ︒炉にしても船にしても︑フレ

なる廊齪が出るかわからないもの

新しい佳離を尉発するにはいか

何か﹇つ日本の特
長だというものを

っそうむずかしくなるだろう︒．

力船もやるようになり︑曙発はい

朔氏

キシブルな予騨構造をもたなけれ
ば開発はやれないし︑これから必
要な予鉾は今宮でのオーダーじゃ
すまない︑位取りが違うというこ

れをとり返してはいないが︑荻あ

とになるだろう︒これかりの研究

まあたと患う︒今までの十年よ

過急十葎を瀕ると︑豪だ十分遅

奏石

瀦

なくすよう啓発に努めてくれたQ

子力災簿に対する大衆の恐怖心を

して一部の学者の反対を押え︑原

んだり︑原子力博覧会を闘いたり

ルニア大学のローレンス博士を呼

メリカからゼネラル・ダイナミノ

力さんが︑最も新しい原子力の仕

い仕窮を欝てることの大好きな総

ってくれたこと︒その次には新し プリンシプルで馨しく間違った点

いって実行され︑最初の補説もと

多づ玉 ゴ φ 一 多亙ニニ診 ︷ノ づ多 玉二 ニニ三多 つづ玉二

心とする

玉

なお十月一日から梁下の各地で

ホールで行なわれる︒演題と講師

一萎

ら︑原子力について︑塵業界を中

の束⁝駅プリンスホテル・カメリア

多

冨士恥機穴原良

省一︑岡村室進︑東大内田秀雄︑

多玉

三二葡田光雄

は次のとおりである︒

▽原子力開四十周年を遡えて11
科学捜術庁罠窟上原正舌氏
▽隊子力開発のスタートを騨み

⑨

たのは︑中呂根︑朗田︑松萌︑志

鰯難懸⁝

先進瞬から見て十五勢位の遅れ方

ねばならぬということになったが

て気がつき︑早く遷れをとり奥さ

いて演説をしてから︑日本も初め

ー大統緻が原子力の平和利用につ

一九五三年十二月にアイゼンハワ 村婦らの議員さん方が欧米の原子

田本の原子力嗣発のスタートは

灘

▽わが麟科学技術の将来の展望

てーー衆議院議員中胴飼康弘氏

睦科学技術会識議貫茅誠司矯
▽原子力開発をめぐる諸腰題1一

原産副会長松根宗一氏
▽わが踵原子力開発のあり四目
原子力委員有沢広巳氏
窪た総含発表会は翌二十七臼と
二十八日の二日置︑午蔚は十時か

三十分まで︑同じ巣京プリンスホ

であった︒私は一九五四年の春︑
臼本航空のアメリカへの初乗入れ
に無口し︑サンフランシスコの憲
に泊っていた時︑嵯峨根さんに誘
われてカリフォルニア大学のバー

いたが︑このベバトロンの建設費

いろ教えてくれたが︑これから先

識があってもなかなか大変な仕勝

十月ニや五日号は休温し幽す︒

も

…胤

甲

■

喧

幸

r

詔

電

（代）

262一一一6211

蘇

東

麗…

罷

ら正午京で︑午後は二時から五鼎

ッシコンと技術セノションにわか

テルで開催される︒内容は一般セ

関係︑燃料関係︑核撒含︑プラズ

れ︑技術セノシコンは豪た原子炉

マ︑RI利用︑放尉綜陳害防止なクレー研究所を訪ね︑初めて猿子
力の施設をみた︒嵯織根さんはそ

研︑原燃︑原船出業団︑放医研︑

が約一千万が︑そのほかこの研究

は霞分で開発をやって行かねばな

利用の方は︑実験躍も大したこと

だ︒しかしラジオアイソトープの

﹁原子力開発十年の回勲と展
昭和三十一年と三十六年の長期

ちろん星点国にしても︑自分の圃

らないことが多くなると思うQも

蘇蜜刀開発十周年を記念して︑

試幽︵原子力開発利用長期計画︶

り︑むしろこれから先の十鉱の方

を今ふりかえって見ても︑新しい

が大変た︒

開発は趨党派的にやるへきだと

力闘発の模様を見て懸り︑原子カ

プルトエウム研究施設

原蓬子燃料公蓄社
塵賑今井美材
東京二千代田臥平河町2丁鼠7番地

．

一八撫麟翻菰〜

どになっているが︑一般︑技術両
セノシコンの発表数は合甜三十四

理研︑原歴︑放同協︑原子力安全

所には原子炉や大きなX線発生装

いう大型加速鴇の建設を手伝って

のころこの研究所でベバトロンと

研究協会︑原子力局︒プログラム

置などがあり︑そのスケールの大

項目である︒なお参加織関は原

の大罪は次のとおりである︒

きさに私はびっくりした︒

力関発にとって非常に仕含せだっ

ちょうどそのころ︑田本の原子

◇一般セッション︵二十七日午
前︶原研の開発体制について一1
原研日下部滋氏ほか三項︒この

．

》吻蜘蝋醐脚晦嚇

彊

二藍

総

AFC

漁◎

誤

櫓

ぶ

予算もケタがちがってくる

@
@
@
@
@
@

磯

今後の十年が大変

薗

0

♂

謹

郎
一
川
暴i翻鱗罐石

＝

4

一

一

幽

原燃挫

膨謹1

骨。蔭匹1」
，lg51「
5【1■臨

lU1監
嚇象1徊

111料

8日h
11匹1圏」1

rlllI
1匠藍1監■
｝1犀ll憂

振替東京5895番
（591）6121（代）

鯨都港区新橋蒙了目1番13号（東矧臼舘内）

日本原子力産業会議
発行所
昭犯31年3月12Eヨ第三種郵1苗掬認可

購酬離開幹骨綿

闘旧

侮月3回（5日．15臼．25日）発行

昭掬40年10月15日

聞

業
産
フ
プ

原

輸送︑廃葉物処理など︑むずかしい悶題

再処理工場建設︑使馬ずみ燃賢の貯蔵と

策の金体は京だ圏京っていない︒懸嬢の

海製為所鵬霊任研究貝小呆益通

智識禅笥支所長島史期︑激燃穣

長井上力︑日守製作所中央研究

では不発に終ったようだが︑この間題に

国艇化比率亭引き上げる甥力も二男炉

カーにとっても堕しい持久戦が続いた︒

すれば︑＝干＝万五千KW 今圓の湊定はそうした鍵い 国勢痔ち

これからの安全審査にパス

にようやく終止符を打ったわけで︑これ
が由引している︒

の本格化に向かうことが予想される︒謹

カナダやノンドやフランスや︑天然ウラ

線のスタートとして特徴づけられよう︒

炉型決定は︑日本における濃総ウラン路

ている例がよく醐かれる︒わが国では原

税が原子力機器や辮料の田産化を促進し

またドイツなどの大憲．諸国でも︑紬入関

にはかなりの関税分が謝上されていた︒

とっており︑沸騰水型︑加慌水型︵PWR︶

今回の決定に至る豪での期閥はある慧

わが隙の放射継化学の研究は︑

は研究会的な性格を持たせ︑大学

がら︑関係欝務を工めるが︑最初

アイソトープ研究所長︶が︑醐会

通り進んでいる︒圧力抑制方式

︵建設期間四十ニカ月︶を予定

学技術の進渉︑発展に

︵一件一千万円秤度で︑研究

龍脳構門島度化のための

托術開発力の強化のため︑政紛支

各印した︒この答申は︑わが国の

中間報岱を藪とめ︑三木通手相に

技術開発力の強化方策﹂について

開き︑

事︶は十月十〜日︑第五回会禽を

術部会︵部会長堀縄路電中研理

通配省の捉業構造膳議会醜業技

技術開発に国家資
金の大幅投入を

璽菅五十万円が覧給される．

したもので︑金メダルおよ0一嗣員

に貢献大なるもの︑を嬉麟対蟄と

技術上州繋累悶題を解決し技術界

明をしてその効果が大なるもの④

電要な発見をしたもの③重要な発

学術上の墨績顯哲なもの②学術上

科学技術欝は︑親子力分野で①

外は無条件︶

の縄過および成果の報告の甲乙以

る︒

額一伽円以内の助成金が支給され

プを雄撚対敷としたもので︑総

会会蝋の研究者またはそのグルー

れる研究を行なっている原子力学

貿献ずるところが大きいと考えら

わが国の

礎研究に従幽し︑その研究成渠が︑

研究助成金は︑原子力分野の暴

︵米眠だけ︶︑原研総務部外燭 いま藻集している︒
課唖蝉禿央︵団長秘轡︶

ここ数無関連各学会や業界におい

や凹公立試験所および会掃研究所

初代会長には千谷利三氏

て︑数多くの研究者によって選め

ささやかに発足し︑休制が整い︑

などの研究者のみを対象として

の横の連絡が必ずしも十分でな

軌道に粟れば業竪の賛同も得よ

られてきたが︑これまでは研究者

く︑また海外との鵠報交換にも円
滑を欠くことが考く︑研究省の紺

講書韓鍵甕坐
長には雨宮綾夫︵東大工学部教

繊化が期待されていたQこのほど

放射線化学に関する物琿︑化学お

の両氏が就任するもようである︒

授︶︑桜型郎︵京大工学部教授︶

よびその他の分野の研究署を組織
体とした﹁日本放射糠佑学会﹂を

鼠お茶の水の二本化学会講堂で発

作ることになり︑十一月ヤ三日東

会式を開く運びになった︒

東レ硬究助成金の
受贈希望者を公募

でに一一穣万KWをこえ︑スペイ

アの免許を︑豪た連邦政府から

出の飛躍的増加と︑濠業界の研究

開発への供給が図られなけれはな

らないとし︑田として大日フロジ

ェクト研塊開発の体制を早目に磁

﹁兆すべきだ︑と指摘している︒
なお︑同部会はこの日の会合で

M11D発振など六つの大型プロジ

通崖徹が四十一年麗の予騨要求に

ェクトを奮めたことも了泓した︒

十二七日定例会

旬間メモ

原子力婁総会

畿を開き︑動力炉開発調費圃の海

外派遣について最終的に決定︑輸

出貿易範理令の一部改正に関する

蛸八回11

︵

茅

司

取締役会長安川長ずL郎

原電二三三の
の軽水炉が日本で︑耐麗設
からはむしろ速いテンポで︑原子力発魅

たそうなるように︑適切な環境整備の手

ン山道を固く守っている諸国に比へて︑

子力に限らず︑斬規産業の設備臓器に対

動力炉開発調査団
二十氏が欧米へ

放射一線化学△本設立へ

プ

謝をふくめて︑初めて
ループン

の認定を受けることとなる点

に︑今回の決定の大きな慧義がある︒同

炉型決定について

川十日︑同社の敦 鋸 発 雌 所 の 炉 型

わが国の行き方の違いは明らかであろ
して免税娼躍がとられているのだが︑ζ

上昇必殺の準備は総て元了するの

この学会は︑本無六月に関乗︑

原子力学会
日本原子力学会では束洋レーヨ

ン︑日承からの嘱望も一二つた︒

保建物卿学者のライセンス桑得

原子力演劇会糞諏

蝦告を受けた︒

十月八R午後鋲京プリンスホテル

告欝︑工AEA第九圓総会︑につ

で開催︑プルトニウム専門部会報

建三

下智副社艮笹森

望⁝呆原勇議はさる九月三
展⁝について・峯ネラ孕エレク
関して一例をあげて兇よう︒融きごろの

においては︑GE祉のBWRを鯖一順位いで建設される可能姓が︑いっそう明確

定したと発表した︒発蓑文は︑

甑で侵かった︒滋強が濁り炉の建設を決
う︒わが国では燃凝政策が炉型のあとか
の根底には産業振興に対する考えカの相

ダンジネスBの入札で︑軽水炉のコスト

が打たれねばならない︒

の澗炉型ともわが圃に導入するに十分適
めてから四年九カ月︑留画の訂細頻発護
らついて行く形たが︑この不名誉は早く
違があるように思える︒

いろいろの条件から考えて︑二月炉の

じ軽水炉同士の比較であることから︑B

トリノク社の沸騰水型炉︵8WR︶を選 WRが選はれたこと麹体にはきほどの廠

当なものであるとして︑あとに続く国璽
してからでも二年以上になる︒嶺籾の謝
清算しなけれはなるまい︒必要に迫られ
これは一例にすぎぬが︑複雑な穂掛を

呼がなく︑むしろこんごBもPも︑相つ

力会社の議画への配慮を見せている︒

画では三十九年四月漕エとされていたか
て電力翻が︑核燃料の罵有化と将来にお

調路するには︑思い切った施策が必嚢で

﹁現時点

両炉暇の翼税懲の内容や︑この決定に
ら約二年の遅れである︒最愛には乗海一

ける再処理民営の態度を明らかにした

聯4

原ぞ力委員会は十月七日︑この

が諸豪り︑離調委員会を設けて発

ン科学換興会︵会擾辛島浅彦幾︶

関西地域の放割線化学研究茜も詮

足への郵備を細めていたもので︑

の昭和㎎十年度研究助成金および

十六田から胸一カ月聞欧米に派遣

串叢終的に決定した︒その結果︑

紙本における放射線化学研究各の

科学技術賃の受糟候補省を公肇・

する動力炉開発調査団のメンバー

既報十六傷のほかに次の四氏が逼

代衷的な紐紙休として厩存の関連

も好調に稼動南﹂︑Wンヤーシイ・

所は五十万KWをこえ︑いずれ

識考のうん錐蒸することになり︑

加された︒

学協会などと密援な連絡卒﹂とりな

日本GE社の原子力部門

通那省公嘉事諸軍原子力発電礫

譲砂
γ
0

セントラル︑ナイアガラ︒モホ
ーク︑タラプールなど颪八十万

の化学処理などをやった︒その

が活気に満ちているのに驚いた

日本のメーカーや蘭学の援助︑

原鷹の理解ある態度には深く感

逓産憲総合エネルギー調盃会

いて報告を聴取し︑懇談．

室で開催︑エネルギー薩業の現状

・第一二園匹十月五日午後通産省借麟

と問題点︑とくに石炭悶題につい

て石炭妻琴から説明を聴取︒

羅（20工）6631

τ聡

全

になったといってよかろう︒

至る豪での検雛の鐸過は公表されていな
開炉のコストアノブ︑工程の遅延なども

あり︑関係爵の触目と協力が望濠れる︒

轟︐0

で︑近くこの出力士昇試験が開始
される︒出力上昇試験は︑原子炉
内にある聖気を除童︑炭酸ガスを

注入した後︑所内ボイラによる
一次冷却材の加熱から逐次原子炉
出力をナ昇させ︑その間にタ：ビ
ン発装機を送磁網に並訂して発電
を開始する︒これと同時に原子炉
関係やタービン発叢機関係の各毬
就験を行なうが︑初期簸大⁝⁝力の

販亮担崩取締役の

D・P・イーブライト

KW近くが建設中︑今弊になっ

間︑五一葺にはワシントン州か

てから米口内だけでの二塁です

ラル︒エレクトリノク挫の販売

これは︑BWRが経済性︑信頼
性︑安全性で信用を得ている何

らプロフェショナル・エンジニ

ノハの出先で原子力販兜都門を

の設割の実証笈には確償をもて

よりの証左であり︑原電二母炉

る︒建設経験は特に大切だが︑

担当︑西ドイツのKRBプラン
一こんだ実績がある︒そつがな

六二鎌十二月契約のKRBプラ

という︒以来東京外反をエンジ

もフンボルトで実際ずみで︑安

ントは来年五月のフルロード

コイしてきたが︑もっと長くいた︒五六年サンノゼへ移の︑設

ジュネーブへ派遣され︑ヨー
ロソバ市揚で酒躍した︒

我々の尉信や設謝のほか︑

全盤に不安はない︑という︒

イープライト茂は出身のワシ

尽くしたい︑と愛想がよい︒

ため︑原子力平和利用のためにじてマーケソトに従堺︒その後

て︑臼本の公益事業︵慰力︶の3をやり︑それから商事部に紙

日本へ来て見て︑とくに爽京

く︑嫁侶にあふれた櫨じ︒

臨ト三＋三万七千KW︶を売り

年朗に日本へ来る簡は︑ヨーロ

戦線をうけもつ一人目ある︒二

世界鑑大の国際蟷機艶本ゼネ炉運転︑燃料照射理諭︑ウラン

盗

約十二万KWでの述続運転亦雲施
する︒この聞さらに主務宮庁の立

会検厳を受けるが︑頽調に行け

し︑野業運転開始は十二月初旬と

ば・メーカーからの発電所引渡

な︸⇔見榊乱しであ︸Φ︒なお︑十←ハ剛刀

六千KWの全出力運転は明番の予
︻写轟は粟海発一所︼

二号炉の設置

定である︒

く工作物の設麗に関するもの︑後

よし︒ワシントン

受注確実になった叢叢二暑炉

謝している

については︑一番茎礎になって 州出身︑爺齢は推定にまかせる

︵SK︶

と笑っているが五十には間があ

たエンジニア︒一九四七鶴GE

いるドレスデン第一をはじめ︑

ントン大学で化学工学を斑讃し

社が運営を引き受けたハンフォ

DRなど運癒口幅二六葎の発醒

ード研究所︵AEC所荷︶に入SENN︑ビノグ・ロノク︑
吟ぼ
そP
う︒
り︑以来九年間︑原子炉技術︑

纐

として交渉に入る扁という慎壁な蓑現を

いので︑決定についての立入った物腰は
が︑メーカーや凹の立場を患えた燃料政

＝﹇

延を豪ねいた﹁つの原囚となった
ものである︒なお︑この間には制
鋤枢概評や緊急塒淳止装置の改造
と調弊が背なわれた︒豪たこのト
レーリング・リードの取付け作業
の賑い闘を絢って︑常温常圧の状

態で︑燃料取換機B母機の機能試
験も突施された︒

ついで九月九日からは炭酸ガス
嵩温試験運紙にとりかかった︒こ

許可を申請

状態に近い条伴でも行なわれた︒

に羅力を供給するためのものであ

者は関亟︑北陸︑中部一二電力会社

一

からんで︑原電は苦境に立たされ︑メー

︐轟

ネル流愚試験を実施した︒この試

の試験は原子蝉一次回路に灰酸ガ
スを允満してボイラの蒸気で摂氏

日本原子力髭蹴
日本原子力発電︵殊︶は十月十

許可申請轡を︑通産省と科学技術

で加圧してできるだけ運瓢状酵に

櫨能の磯認を行なったものであ

庁に提8！した︒通産省に提出した

一日︑敦賀発起所の建設に必要な

り︑これは鐵力上昇試験に入る嗣

分は羅気工作物戦史許可中条盗と

供給関係変史論可申請猫である

これでコミノショニング試験は全

る︒また科学捜術庁への分は原子

部終了したので︑騒下原子炉〜次

機B号機の機能試験は︑この運転 が︑前者は躍気工作物規定に基づ

に終了した︒また上巴の歎料取換

の亜要な試験であるが︑十月六日

近い条件で︑原子炉付属諸機雛の

墨画護凛で加熟し︑運紙圧力ま

これで最後のナストである出力

ひかえねはならないが︑採用された炉が

購4

出力上昇試験を開始

験は炉心の燃料チャンネル孔に羽

であり︑建設の蝦終段階で工期遅

年内には待望の営業運転へ
臓本三子力発鴬︵株︶が︑臼本で最初の実用規模原子力発日所
として︑茨城猟東海村に建設中の東海発電所︵磯気出力十六万六

に僧手して以寒︑幾多の障冨に遭遇しながらも︑関係霧のたゆみ

千KW︑コールダーホール改良型︶は︑昭和三十五駕一月︑工事

ない努力により︑建設℃釈の大半を終了し︑十月中40からは︑総
ての試験の簾終段階のテストである出力上昇試験を開始する︒こ

の試験は原芋炉出力を逐次切期騒大出力の十二万KW謹で上昇さ
せ︑この問ターどン発堪機を送躍網に組み入れるとともに︑窟庁
検鍛も行なわれる予定で︑噸調に進めば十二月初旬には待望の憐

四月二十一日螺料の装入を開始

業運紙に入る憾通しである︒

し︑玉月四凹臨膵に達した束源炉

根車式の空気流撒譜を取付けて︑

燈を測定し︑所定の流目分布にな

各燃料チャンネルを流れる口気流

は︑詞月二十八日謝一万六壬二団

了︑七月二十日から五日閥チャン

っているかどうかを羅諏調整した

ものである︒そしてその翌日二十
六日からは︑六十六本の燃料要素

の取付け作業を開始︑九月八臼こ

にトレーリング・リード型一目対

線の中間につなぎ国ののる型の熱

れを完了した︒これは︑初め引顔

このつぎ目の絶縁物が放射能のた

暇対を取付ける予定であった所︑

回路内の炭酸ガスを完全に空気と

炉設躍許可申舗艦である︒

いて原子炉の安全審査を行なう︒

原子力婁員会はこの申請に塾つ

躍き換凡︑内部に係員が入って︑

施している︒

原子炉とガス圓路の最終検査を実

め絶縁不良を起こすことがわか

グ．リード型に取替えられたもの

り︑途中つぎ霞なしのトレーリン
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十銀翼を迎え︑昭和四十五年楽で

産がたったからである︒

鳳子力局は十月七田︑昭和四十

原子力局

保有量を発表

核燃料物質の

の原睡臥コードが入手できる蹴上

との糟報交換活動卒通じて︑磁界

の圃鷹大型錘子計算機冷看護な条

ことになったQ

件で共岡剥胴できるよう推進する

か来銀早々と見られている︒

利用が実施され畔詮町期は︑本館宋

ための細目を作成中である︒共同

機閲︵EN慧A︶などの国際組織 なお︑原産では現在共岡利用の

協力が活発で︑とくに欧州原子力

に酉憲十七万KWの原子力発聡の 原子力平諏幽門の分野では国除
実現が予欝されているし︑また東

が発期し︑原子力関係の謝算を実

方︑海外でも近館急連に議算捜術

は急増することが考えられる〇一

子力発鑑所の設計︑その他の駕要

にひかえているおりから︑今後原

業巖勇羅所・︒緩開始を騎

産

力
際に二子計算機でおこなうプログ
ラム︵原子力コード﹀が数多く作

戊されているので︑わが国として
隼上期末︵六月薫十日現在︶の核

国産初の鑛加速器

の繍立埴幹病院をはじめ︑公私立

んセンターの実績に墓づき︑各地

の大病醜よりの引禽いも急激に増
加︑すでに数台の受注も決定して
おり︑その製作準働に万全を期し
ている︒

千万円︒

ータを除いた照射本俸たけで約五

このリニアノクの価格はコリメ
術提携により︑三十八卑五月︑汰

同祉は︑米国バリアン祉との妓

た・

愛知県立がんセンターに納入し

､知癌センタ！へ納入

獄本誌気︵株︶は︑このほど三
国塗家の鷹療用線型加速器︵リニ
アソク︶を完成し︑九月二十七日

鄙分の部昂を輸入して︑東京平地

B・S︒エメリヤーノブ醇士は来

ソ連原子力算用困家委貴会副議長

京大からヒューマ

臼を記意して︑濱書﹁秩津料の冶

た︒

︵A5版四薔五十搾︑ロシア
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金学ーウラン・トリウム・プルト

ンカウンタを受注
三菱原子力
三艶際子力工業はこのほど︑駅

都大学弱属病院のヒ4iマンカウ
ンタ受注に臨謝した︒これは膨甕

びたいもの・︒

まで開かれる

続けた︑あの苦労と功績をしの

占領蟹やアメリカの学者に訴え

イソトープの輸入再開のために

研究が厚止されていた中で︑ア

て︑仁繕さんが︑一切の原子力

原子力開発十周年を祝うに当っ

ものつぐないをしたというが▽

が︑先生の田筆を訪れてせめて

のがしたV愚編した湯川博士ら

るという千載一遇のチャンスを

士の郷黒の岡由で学会か開かれ

轡士の方は誰も気が伺かす︑縛

祝う特別講演があったが︑焦秘

は長岡牛太期轡士の集融樹高を

に当るという話か出た︾学会で

無は故仁山博士の生詑七十五卑

れた物理学会で誰いうとなく今

さる十一隈から隔山大学で瀦か

という花やかさだが▽た求た豪

と勘りのつどい

原子力の数

MHB型と呼び︑さる﹃月巣大に ︸111匹らAームーーー1

の場所に対してきわめて細かく罰
りうることであるという︒

であり︑水戸では

聯細鱗

納入したものと岡型である︒納期
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ンカウンタのおもな特長は︑エリ

悟万円である︒なおこのヒューマ

本

銭内

は来無一二月宋口︑価格は龍一二千七

の園立ガンセンター向けに医療用

V︑線量薄湿愈一喫五十ラド以上
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かというと︑田本提子力発躍会社のπり炉が動き繊すし︑
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コルダ

石
嵯

峨

﹂
根

遼
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が日本へ来ることになった︒それ

してよこしたので︑ヒントンさん

ら︑さっそくヒントンさんを推騰

日本のエネルギー事情を説明した

来たロイドという黙料担当枳に︑

さんの所へ行って︑いつ濠でも赤

ても黒字にならない︒それで安川

傑眠がないし︑普通の買値じもと

雪気をいくらで買ってくれるかの

みても黒字にならない︒もちろん

をし豪したが︑どう経済計算して

の炉を入れられるかどうかの議論

嵯峨根差ってから原研で︑こ

せをしてから帰りました・

るだろや￠いうので︑大体の打配

り違った結果をもって帰っても困

織§︑§︑§︑詩︑ボ︑翁︑翁︑ざ︑爵︑ジ

を見て確信

ークレi研究藤で研究に従饗︶を
児せんかといって︑ごらんになっ

た︒これが石川さんが原子力つい
たしょっぱなたとおっしゃる︒そ

の次に石川さんが来られた時に

そういう風にして原臨が

一番初めに困ったのは︑

した︒そういういきさつが︸つあ

前碩地口というものは︑機械

トプレスして︑浴接するためにエ
石謂腺研でJPDRを入れる

う一辺鵡虚しですよ︒

けれはわれわれは失敗だから︑も

を瀬れば﹁アガリ﹂だし︑通らな

んで︑その考えが今度︑安全審査

送ってくるのを︑神戸製鋼でホソ

たことです︒向こうからだんだん

セル︵圧力石器︶の板がわるかっ

豪すが︑つ濠づ糞の始法りはペソ

ので︑﹂休こわしてるのか︑作っ

が灘かったですね︒私は口が轡い

よそでやれという謡になり︑職厚

る臆見に行ったら︑やはり歩留り

解しています︒その奥の方のこと

るような凝算が出たんだと僕は了

が勘定に入って︑初めて黒字にな

トロールが窒くだろう︑というの

はり協力協定を考えたらどうか

ても鱈唾那分が多いのだから︑や

ベルを知らない野南ろう︑買うにし

にならないので︑原研の責任で実

た時はたれも地震のことでお軌き

嵯峨根石川ミソシコンが帰っ

誼往なら鷺気の値段も虜分のコン

はよく知りませんが⁝・Q

と︑二︑三主聞議論をして︑よう

行予鈴を急に切りかえて︑エキス

心のレストレイン

題になったのは炉

ト︵編め上げ︶で

す︒いろいろやっ

の︑あの蜂の囲み

た宋に︑六角型

つ

たいな構迄が黒鈴

の膨脹と収縮のど

ちらにも耐えると

いうことが分った

わけです︒

只只根株海量

で実際にやって見

ると︑一力断に固

まらないで︑非常にユニフォーム

に伸び編みし卸すね︒一番運のわ

いて捜したのですが︑擾氏二樹農

るいケースを一牛懸命副騨してお

でもそうならなかった︒非輻にい

い設副ですよ︒

前爾黒給串積むのも大変たろ

うと思ったのですが︑案外楽でし
たね︒

嵯繊根あれは削るのがうまか

て︑こんなものは浴接しても不完

た︒それで味原︑安藤両先生のご

れども︑鉄板のおかげもあったの

接技術か大変うまいといわれたけ

のゐが多かった︒私のところは藩

嵯餓根

あとでヨーロソバ亦歩

だと思い謁すよ︒

う求いんだな︑という人が鵬分い

くと︑田本はとんでもないものが

前田浴接の不良は四％紀でし

家した︒鉄阪と洛鍍のことです︒

一等国の猛残りなんで

円本は造船魍たから・︒

とでし．晒う︒

た︒イギリスでは思いもよらぬこ

石川

嵯戦根

前岡切めはイギリスに教わり

すね︒

てやったのだが︑溶接学佼を現揚

いろんなモソクアノブで︑洛接工

のそばに縢いて︑一︸カ月か属力湾

ーを飲みすぎたとか︑ダンスで夜

いそうですは︒蔚の晩にウィスキ

嵯餓根職工さんのモラルがい

を練習させ伸した︒

小さいから︑日本でいい物ができ

嵯蛾根物もスペソクも違うか

らそうかんたんではない︒しかし

日本が将来かなり聖旨になる近所

石川

田本製鋼樫渡の按術をも

だ︑とはいえます︒

ょう︒

・︒

護国野球のビノチ漣一の撫楽

メなんたそうですが

みたいなものらしいです︒たから

なことあ考国法した︑

宥宿舎の雛理についても︑いろん

嵯髭根これは︑まったく私の

いと︑研究はでき印せん︒

多脳7勇ウンー4

ればね︒JPDRも日本製鋼でし

っていれはでき翻すよ︒やるとな

ふかししたとかいうと︑野田はダ

るでしょう捻︒

司会鰹水炉のべソセルは形も

かったでし．伽う︒

リコメンドし陀ので︑向こうち助

ので跳信があった︒もう⁝度強く

ので︑僕は初めから日本製鋼さん

といった︒その結果がああなった

り椴初は英騨のを翰入して便え︑

るとどうなるか分らぬから︑やは

確かにいいけれども︑大撒生塵す

たのですが︑向こうさんはあれは

ら便ったらどうたとりコメンドし

国へ送り︑倹査の縞興がいいか

出しておいた︒そのうち一枚を英

鯛さんへ一二枚サンプルオーダーを

るじゃないかということで日本製

もともとあの飲疲は臼烹でやれ

本側で不災にしたわけです︒

全にしかいかないというので︑日

意見もうかがい︑皆さんが集まっ

ハンターストンて洛接をやってい

便ったのかどうか知りませんか︑

葡国英図ではああいう鉄機を

しこみをしたことがあるのです︒

構造あるいは構蘂物にどういうこ

時も︑GEは地震の演題をそれほ ソジ・カノトしたら︑切断面にハ

NPPCの社長に会って︑技術協
ことを見せてから︑初めて翼釧に

そうしたら︑そんな余爵なことを

で︑向こうにはほとんと営識がな

とを考えればいいのか︑という点

てるのかと滋つた位︑ランニング

田中原鱈ができた考え方のな

やく分ってもらい耀した︒それか

パートにお願いしてスタートを切

なってきた︒

しないで掩の庁のものを買えとい

イドロジェン︒クラノクが笛てき

って︑原研でやれなければどこか 力をしないかと︑非常に庸突な申

う︒それで︑お前は円本の工業レ

ど宣えていませんでした︒

かには︑今お話の原研と腺電の関

ら︑しばらく文語していたのです

その鯖︑いろいろやった末にキイ
を使ったらどうたという案が出て
きたので︑地震悪趣は臓本と英国

アメリカの轡水炉の場合

の31同設計ですよ︒

司会

も︑耐霞問題はそれ楢癒にありま
すか︒

嵯餓根ありますが︑英国炉ほ

アメリカの場合は太平洋

どのことはありません︒

司会

も考えているわけでし︑眺う︒

が地震地帯たから︑当然胸こうで

嵯融根考えていますが︑向こ

前田途申で聞

かった︒

係があったと思うが︑電力会社の

てきましたQそれでけっき．伽く︑

G猛Cの方へ話を振鼓えて行っ
耐震盤の閲題は初めから

たわけです︒

司会

根ていたわけですね︒

引きついだことを覚えています︒

が︑五七年になって冊NPGは例 った︒そのうち除電ができたので

今までの話はお断りだと︑㌫っ

たので︑二嬬年長はで潅ないから

のイタリア︵ラナナ発電所︶を取っ

申にはやはり誤記でやろうじゃな
いかという考え方が相出にあって
あの会社を作る所へ行っ九わけで
す︒

嵯蛾三三名な河野さんと正力
さんの醗争ですね︒正力さんは業
繋を唱え︑河野さんは囲蛍を唱え
て︑けっき︑山く民鴬八部︑隅盤二

部というような形に一応落構いた
わけですよ︒それが︑妙な性格の

い物す︒

原飛がで嚢た⁝つの丁田になって

焦

うの瀬りでいいはずだと思って

カが当りにならないものだから︑

が金然違うのです︒それでアメリ

嵯峨根ええ︑︑石川ミノシコ

持って行った時に︑いろいろと弁

謁へてみると︑建築上の考え方

明したわけですよ︒われわれが一

ンの報害が⁝⁝ていて︑スペノクを

それで私どもも多少そういうこ

番蕎労したのは︑地震を一回も経

日本で考えの違う蹉つの学者グル

コンが出る前にイギリスへ行き︑

で削ってもらったが︑何十酎積ん

ったのでし．伽う︒あれはフランス

渡し︑アメリカも似たようなヨつ

前濁その他にもいろいろあり

︑ザ醗のオーダーですよ︒

だ上を揮でても感じない程度で︑

てきた︒その蟹味では︑磁界に対
するある畝味の穏献になっている

で︑科学技術振興の費用串．出す︒

！グ／

罵なり︑愚な政党なりが︑そうい

／グ／

ます︒し．︒っぱなから全翻店をひ

て︑どうやつなり教育注文ができ

個人的な考えですが︑蝿的にいっ

るようになるかが間題でし︑︑う︒

振興というのでなくて︑ζ︒2した

今の桝金制度その他︑金謂などの

らある程度の教轡注文がで漕て︑

田中岡盤ですね︒こんど臼本

がないように思われ目すが︒

う一つのフィロソフィをもたなけ

ろげても︑トテモだめです︒

日本の仁術力は戦争の遣

用だった︒平願たけで進んでいる

った︒溜水艦や航塞丁字用の原子

石川

三

封

れば︑艮い冒で亮て日本の立つ瀬

所は︑とうとう遅れをとってしま

炉を一生懸命やってるベティスの

予騨にくらべると︑GEとWHを

韓﹄ゐ

ができれば予箪傷に対して︑大腰

くっつけた研軍費の予算が︑現在

ですらベティスの＋分の一しかな

省も耳卒傾けるということになる

イド・リアクタと難いてあった︒

ないし四つの考え方の左をそろえ

ープの平均侮を作ってアメリカに
うものかを説明することで︑これ

く映画をもって行って︑こうい

申しこんだわけですが︑笑はそれ

︐

は最後康で不可能でした︒けっき

司会大分おくれましたが︑原

教育注文を出せる体制を

！ノ！多

う風にこわれてしまうんだという
たときに︑今のTNPG︑当時の

多一
二号炉は試作入れぬ

蝋傘に私が大屋ミノシコンで行っ

以穂にもいきさつがあって︑蕊†

GECに技術協力をやらないかと験してない人に︑地震とはとうい

とを考えていたので︑安川ミソシ

思いますが︒

ループさんにもあったんたろうと

地震を理解させるのに一苦労

・GECへ急きょ契約変更

字の累襲になり濠すよと報焦し毒

になり︑早く石川ミソシコン出

は︑日本ても原子力平和利用惣門

ろ︑という謂になったわけです︒

司会

前田

英国の会陰と︼緒に仕事をした経
験がなかったことです︒ドイツの

で︑似たようなものだろうと思っ

会社とは荊かち関係があったん

たんですが︑やはり雰常に気質が
違い卜すね︒誤解されることが多
くて︑最初は鵠し合っただけでは
仕事がスムースに進まず︑打含わ

︵それも葺合せて︶ということを

始めてから︑あ凍り行き違いが超
こらなくなった︒それで私は向こ

うの連中に対して︑H本で三聖を

いQそういう面から潟えて︑モト

産がやはり相嶺に物を雷っている

きている︒たから︑軍に羅学技術

これはつ解り︑臼露にないのは

もいいけれど︑全蘭的なモトは田

ト﹂がいくつかつかめて︑それか

それで田田さんの問われる﹁モ

勘定は︑それができないようにで
モトたといらことです︒日本で後

本はだめなんです︒たた日本の得

でしょう︒厳本の原子刀畢算は衝

でも科学技術基本法を作って︑や

で作ったものは非常にいいが︑モ

億円かそこら︑ドイツでは約五罵

蟷一廻炉はいつ動き出すか︒

嵯餓根最終のテストを今やっ

トを作る体制がないと︑日本は

とい叫つことでしょう︒

ろうという気構えらしいが︑それ
ているからいよいよ大丈央です︒

慧なものがいくつかある︒さっき

︐︐灘醸石
今月の終りに電気がチコロチコロ

いつ豪でもりードができぬ︒モト
は︑アメリカで全部仕込まれてき

前田私どもある研︑蜜駕さん

う注憩がずい分ありましたねQ

れに勝間を引張られ窪したから︑

するとどうしても試作になり︑そ

と綿出などの面にも弱い︒

り上げて行くことで︑それがない

言ってやり豪した︒

インドを了解しないと因るぞ︑と

嵯繊根イギリスと初めてつき

というのは︑ある概念亭々分で作
て︑イギリスなんかなつち︑仇らん

や一本松さんに呼ばれて︑瞬薩部

カニズムたとか︑穴のある所がい

転用が非常にある︒日本にはそう

嵯峨根よそは軍事予算の平窟

億円ということですが︑その灘分

くようにでまるか◎壇箏利用の塒

ら職階し甲︑目当の淺文に入って仔

にはいつでも数育注文がついてい

でもいいからもっと金を注ぎこん

でほしいし︑曹の時代を考えれば

いうフィードがない︒

のなかの割合が低いが︑箪琳費を

関係もあるし︑原子力の考え方を

やれそうに思う︒これには人の

食いこんで︑カメラやトランジス
タやテープレコーダのように︑こ

ふやした所であ溜り激味がない︑

大礁でし．恥う︒やはり金を使わな

領会人の羅にも漫透させることが

烈本の軍事賢は国家予算

れはみんなパウダーからスタート

に︑蕾雛軍鐙を出したような意味

ということもあるので︑その代り

難二刀
食いこむしかないような無がして

したのだから︑それと同じように

司会

くらも分っているQそういう所へ

出た溶接とか︑制御縫の細かいメ
うです︒新しい特長を入れようと

出て︑営業運転は十二月になりそ

するんたから︑オリエンタル・マ

溶接技術は抜群

あうのはほんとに大丈夫か︑とい

おいもあって︑今からふりかえっ

とおっしゃるので︑大いに困った

とζろがこの大屋グループの方

です︒

時に︑産三会磯の方が見えたわけ

いねという請になりかかっていた

ほかの蔀分は結講いいかも知れな

は地震対策は全然ダメだが︑その

う語になりましてね︒イギリス炉

見て︑これ位ならできるぜ︑とい

おられたが︑コールダーホ！ルを

っておられた一本松さんも入って せたことはあとで記鉱にとどめる

は︑軽水頬でなければダメだとい

へ行きました・ミノションの中に

う一つあるからと︑帰りにカナダ

ダダをこねて︑天然ウラン炉がも

なということでしたが︑私たけは

英国炉だけ見ろ︑他のものは見る

嵯峨根石川ミソシコンの方は

川ミノションと一緒になった︒

ヨ：ロノパへわたりロンドンで石

できて︑それから前田さんの方の
ミソシコンというのが同こうへ行
った︒アメリカ︑カナダを趨って こ螢労が始詰ったわけですね︒

界からも︑薩業会議の主催で大屋

は確か三十一年で︑岡じころ経済

前装石川ミソシコンが出たの

調査会というのができて︑いろい

を入れて︑最初のうちは墓礎もな

その紬果が︑原研にど・Bう炉

すかというような額もした︒

われ︑なかなかう豪いじゃないで

ろ案を練っているがどうだとい

がイギリスへ昌を陶けたきっかけ

英国で合流した両調査団
司会叢初に騨峨網きんから︑

十年の鶴蕾心をふりかえって託て

僕はしょっちゅう神代

頂け家せんか︒

嵯峨根
の時代の原子力という驚熱を使う
んですが︑神代のしょっぱなはあ
れだよと︑石川ざんがよく篇われ
るのは︑昭湘瓜十九舘に日本航空
が初めてサンフランシスコへ乗り
入れた碍︑石川さんが桑ってこら

峨擬氏はカリフォルニア大学のバ
いから︑大学のやることも豪あや
んなさい︑しかし必ず藤業に磁製
することをやりなさい︑という︑

踊

今から考えてもなかなか畏い勧倍
昂頂いて︑一生騒命やった覚えが

しかし実際やってみると実にむ

あります︒

ずかしいし︑予箪の説明をする隠
にう窪く行かない︒ぺーシソクな
ものは予騨がスースー遡るが︑ど
うやって海砂に颪結するように持
ちこむかで︑暫労した覚えがあり
塞す︒その後原研自体は︑基礎研

てみて果たしてどちらが艮かった
のでしょうか︒

もそういう態じをもっていたが︑

嵯峨根原研をやってる特は私
二落掛では試作を入れ突せん︒

実際に中に入って十隼鋤いてみる

今の纒験のお語は非常に

分を相畿に作ろうというようなお

一社だけでは困るから︑窟士躍機 大欝だと思うが︑英岡のある雛鉱

ュ・デザイン︒ジャパニーズ・メ 種類のものは︑蟹事捗術の平和紙

と︑残念ながら原子力発聡という
という勧誘があった︒これは各グ

の方でも働きかけてみてはどうか

が策曾遊のことを︑ブリティソシ

山田
蔽があり︑票た陶うのメーカーが

究をもっとやれというようないき

潔

ことを鎚えています︒しかし実物

型も淡してわるくないということ

前田両方のミソションがあ求

でしたね︒

職工のモラルは最高

グ％∠ク％4ク％∠ク％∠ク％〃
隔〃％

飯

をごらんになった結果︑イギリス

一方僕が原研に入る荊の三十一
葎の答に︑アメリカばかりから物

ｫいてもおかしいのじゃない
か︑というので︑た萩た窟日本に

国氏

％ク％〃ア％∠ク％〃7吻〃吻∠ク％〃％

れて︑お醜の研鋭所︵注n漫時嵯

賦 ・ 瓦 弛隠漕嚢

壕繋蹴
申㌧

ぶご
・爵謡妬︑穣

4避海％
．融壕臥㌔†
︑︑一塁魂結

ヵぬへ
ヘ
ぴ

1前

〃》㌦

ﾚ雛影幽《
嵯餓内帯

の

蟹顎ノ）壕

1
卒・

（4）

第335署
第三穣郵便物認可

子
昭和40蕉『℃陽「6∈ヨ

聞
新

業
産

力

原

鍵

秘㌦萄
饗．回国働

馨
嚢
麹繧

プルーブンの新解釈
運転実績なくても導入へ
するのは︑値段の落着いた物を買
も灘ってくるが︑日本の状態はむ

嵯峨根

ったものを注文するという考え方
でやってきた︒しかし︑今度面罵

て︑仕様欝をかき︑メーカーと折

向こうの状態によって一醤一樋し

とが考えられた︒たから計劇も︑

にたとえは五千億円くらい使うの

の開発が必裳だ︑蹴力はそのため

増えるわけではないが︑欄顯一轍

衷くやっても︑そう収入が何傭に

決められている︒いくら経口をう

濁中蹴気購叢の料金は政瞬で

い︒契約豪での二無間の先行の悪

衝して一二十王万KW京で買えたと 味は大きいです︒

いえません︒鼠分の賞

た︑ということが盤えませんか︒

嵯賊根

て︑田本くらい計画が変動してい

れを駕婁尿のために︑研究のため

すれは懸濁がいくらか増える︒こ

る国はないと思うQ

圧で謳いたいと︑いえないような

嵯峨根炉の契約までにはいく

角度になっている所が間題です︒

つもの段階があり窪してね︒一応

国としては︑平和利用を澱く発

の経験を便って注文すれば非常に

ているなら︑それなりにはっきり

いうことQわれわれの場禽は︑こ

われわれがピノク・アノブしょう

万五千K

Rをやるとしても︑メーカーとの

楽なわけです︒仮にこんどはPW コントラクトの最後まで行くと︑

原子力婁員会の範照ではなく︑料

さんで注文された薫十一

ない︒これは除躍さんにしてみれ

金婁員会に近いあたりの聞題らし

Wは︑アメリカでも凍だ轟いてい

は︑相当に滴水の鍛台から飛び下

した旗印を出して︑それによって

です︒爽海の時にはむしろパイオ
ニアの仕膿がうんと大まく︑エコ
ノミイが少なかったが︑こん度の
二号炉では︑エコノミイに楓漫墨
点をおいてい冷す︒われわれが一
番自信がないのは︑田本に入れた
とき︑日本のためにどこでどれた

のです︒この不磁定さについて

けみられるかが︑やっぱりこわい

も︑パイオニアの仕事が非犠に大

比鞍的近い将来の間題に︑沸点を
おかざるを得ないことになる︒そ

献を腕んだり︑行って晃たりした

置竃8

奪

■零lIlI■1■1臼lI■π置

一

・

向坊 政府にいろんな圧力をか

数字を出して︑蹴力としてどうし

薫要性とか︑その他いろいろんな

炉郷入についてうんと研究しなけ

ーカーが今の状態では函る︑在来

琵っていく︒蒲田さんの方け︑メ

にくらへてこんなことでは困ると

われだったら︑大学の状態が外曲

けるべきたと思う︒たとえばわれ

うち︑何剛かは在楽炉の導入に︑

てもこれを︵高輪矩を︶やる必要

向坊圃混生活における羅力の

何剛かは将来煙の開発に︑とふり

がある︑十年の麗に何千億円の投

鷹力会期は仔来の電力のこと巻闇

ればということで駈力をかける︒

考えられなけれは︑どうどうめぐ

蛋尋や．勺必要がある︑という議誰

懇談会で体鯛の話が出る

﹁一

亀

屹8零

4

電

■

ε

臼

■■媚￠一

いう説を豪ず唱えてもらいたいと

講講してもらえはよいので︑そう

い豪の湾え方としては︑

けてやるへきだ︑その金をこちら

いうようにもっていく︒こういう

で出すから税金を豪けてくれ︑と

長期的に晃た要求を出して︑それ

をもとにして政府が挑本方針−旗

てくるわけでし︑砧う︒政沿にたた

印iを作って︑初めて政策がてま

政策を決めうといっても決められ

司会三＋無−三＋一爆ごるの

るとは思え嘱せんQ

いう沸き立ち方ではいけないが︑

別の意味でもう少しドライブを起

原子カプームで沸き立った︑ああ

すという︑そういう恵昧の声卒あ

完全に研究に属するものは政府が

のですが︑その辺豪では竃力会祉

いうことがないと︑陶坊さんが欝

げて︑政尉なり政党なりを押すと

いか︒今はそういう時期たと酬い

われたことにはならないのではな

蒙ことに賛成です︒最

初のブームの疇は︑かいもく様チ

嵯峨根

ます︒

が分らないでお祭りをやったが︑

・今は︑晶晶会社の

ンジガラメにおさえられている︒

せるということと︑もう一つ大き

田中原子力に対して金を呂さ

る︒今はいいチャンスですよ︒

どうやろうという紙換期にきてい

整っているし︑このさいどこへ︑

ことが分っている︒役者はかなり

今ではどうやればどうなるという

他のものはやつちゃいかんと︑ガ

れなけれは

力愈社がやりなさい︑と昌ってく

爾がやるけれども︑ここからは躍

うなセンスでどこからどこ装では

嵯峨野向坊さんがいわれたよ

がぎせいを払ってもよいと思う︒

の︑たとえば今の一暑炉は調いも

やった方がよい︒実用に痩うも

田申

思う︒

れば︑増殖炉をこのくらい金をか

りになってくるという気がし謹

椙当力を入れた政策が出

を展開できないだろうか︒それを

前田

て来なけれは︑亀の子がつさぎの

後を追いかけるようなことが︑最

後まで続くような気がしますね︒

もった人が︑別の正力さんみたい

将来の問題について椙蟻の熱憐を

な入がでてきてやらないと︑今の

向坊

ままでは先へ進まないと思う︒

と︑皆さんはすぐ近い方の謡に移

られる︒とりあえず新型転換炉を

作るならば︑それをどういう体制

で作るかという闘題になるQとこ

年先を考えて︑田本として動力炉

を開発していくための体制という

いか︒

蹴力会社に期待したいのだが︑

■lllI

眼力の将来を考えたら腐速増殖炉

誰が認めるかは国会なり何なりで

す︒

曳けるQそうした政策が一番先に

のもとで引張り出して灘たお金の

に使うことはできますp

相漫な予舞を出すことが京ず大鵬

経験碧褥られたというお舗桑ごつか

がいましたが︑将※の問題になる

いが︑よく分りません︒

としていた相当のパイオニアの仕

写しないでもよいということで

もう一つは一AEAです︒しかし家た品題はあります︒

れも一つの当然の道たと思うが︑

ろが私はそうは思わないので︑体
遠い将来のことを考えると︑それ

今後工AEAが相嶺大きな供給春

い絃果になっている︒純経済的間

1﹁

ことが種になって︑いろいろなこ
嘘1■5︐1■雷−雷1■1曜唱1一■艦−屑Il■

題として考えぎるを簿ないから︑

制というのはもっと二十年か三十

と︑田本ではいつも蚊策がなかな

たけで進んだのではやはりいけな

ことでし︐仙う︒それをこの際もう

す︒今豪では工A猛Aから濃総ウ

か決家らない︒その一つの理由

いのではないか︒

少し蕩え戯してもよいのではな

ランぶ質うと寒かったのですが︑

は︑外国では︑現在でも軍那利用

原子力の開発というと︑発呼だ

向坊今日は僕の出る欝じゃな

針を確立せよ
になるポシビリティをもってい豪

が一つのしんになって推進され

けしか考えられない︒そうすると

そうすると︑泌縮ウラン

いと選湿していたが︑ちょっと違
った見方で話をしてみたい︒日本
で原子力闘発が行なわれて︑いい

日本には何もないから︑外国の文

で︑経済的に不利を背負っている

司会

の供給もいくらか多角化がすすむ

苔ほど天然ウランに固

ということですね︒

嵯峨根

だけでなく︑旗印をにっきりしな

ている︒田本はそうではないの

■

すQ

開発の基本方

ではないだろうか︒そういう旗印

事がもうすんでおり︑次にやる人

はないし︑どの範囲を注文するか
も非常に見当がつけやすい︒磁騰

氏
ラ
直
く
中
田

掠電二男炉が動き出す時

のリスクはかなり減っているわけ

折爵や注文の鴨方は変わるもので

れでシマノタと思ったら設計にコ
レクシコンがきく︵間に合う︶よう

司会

慧蛛があり求す︒

点で︑線電さんには非常に大きな

がたんだんできてくる︒そういう

の範隈をどの位にするかも︑判断

鴇離鷹鵜

って糞て︑約一年間運転して︑そ

る間に前に注文したものができ上

建設期間が長いので︑建設してい

うことでしたが︑原子力の揚禽は

概実績があったものを入れるとい

っている︒それでわれわれが苦労 AGRが出てきた︒軽水炉とは計りたような粋なんですよQ
嵯蛾根 今謹ではちゃんと︑一
算の仕方が違うし︑諾了や何かで

にすすめたい︒いまちょうど原三
おうと思ってもなかなかおちつか
しろ英国に近いので︑アメリカ類

司会この辺で認を現在の暗点

二号炉の舗がすすんでおり︑鷺力
ないことです︒

が良いからといって︑必ずしもす

三祉の計醐もあって︑アメリカの
ある会社は︑大体これでスタン

ダードができましたQというの ぐ取っつくわけには行かない︑と

軽水炉の使われる蒔期が当分続く
ものと見た場合︑軽水娩の国産化

アメリカでは今七十万K

いう事績もあります︒

で︑どこ票でそのスタンダードを

田中
Wの炉を注文してい窮すが︑過玄
なもの︑というのがわれわれの酬

向こうが七十万KWにしたからと えているプルーブンの定義です︒

電力会社と導電との距離︑つまり

いって︑こちらもすぐ七＋万KW 司会そこでうかがいたいのは
というわけには行かない︒火力の

は︑その得度のリスクはとれます

きい︒たから︑あとの電力会社

よ︑と判断できるときにおやりに

揚含は︑ヨi﹂ロソバで十五万K 原票がどの位の経験を積んだら︑

隠闇をおくことになり倒すか︒

かす時期と︑実際にはどのくらい

期と竃力会社が最初の導入炉を動

働いていた時に︑われわれは六万

W︑アメリカでは一雫万KW級が仮に同じ型の軽水炉を入れて兄る

なれはよい︒一勇炉の電気が餌る

で待つ会祉もある︒競争梱手が強

趣く時期よりも注文する

時期でしょうねQ仮に一緒だとし 京で待たなければいかぬという議

田中

くない孕り︑古いのを使つとけ︑

渦業政策で︑下るもの卒・下げない

下る余地が見える︒しかしそこは

際にのぞいてみると︑まだ柑当に

いよ︑というご議論もあるが︑実

ってくる︒これ以上値段は下らな の火力発駕駈の経験からしても︑

ちこたえるれないで︑どんどん変

もちこたえるかを党ていると︑も

の物標といった︑あるショート．
ガセ

懸盤
ヨ擁．劒

︐司
レンジの薗標ですが︑そうゆうも

いう間題がありますか︒

のを具体的に溝えてみると︑どう

蕉蕊鱗鵜んと考㎜

六千KWかり始めた慮あ時の保

軽水炉の値段が信用で

ということもあるが︑相手さえ強

嵯蛾根

田中線電さん︵二号炉︶がこ

論は必ずしも成りたたぬでしょ

れ談でくるのに闘将かかってい

ますね︒それでは原電の慧味がな

考えるの方がずっと進んでいる︒

守附な考え方にくらへると︑今の

う︒

余地があり饗す︒一方困ガス炉は

いかというと︑私はそうは思わな

ければ︑軽水炉は豪だ相当に下る

これ萩ではアメリカで大体一年使

奪るようになったかどうか︑まだ

ガス炉で︑マグノノクスのあとに

るが︑菱えるのは手続きだけの問

﹁覧2＝≡一＝聾＝≡＝一至一＝こ柵醤至＝＝＝塞璽＝嚇＝＝目玉≡＝國﹁F蚤一一≡＝闇﹁︼≡＝⁝聾胃

る︒その固にご喋かく調へられ

分り家せんが︑メ⁝カーのいう値

電力としては民間勝為を

題で︑精神はもう商取引というこ
とです︒聡力としてはあくまで民

︵笑︶
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段は年々急激なスピードで安くな

司会
要望しているわけでし． う︒

これは羅力としては非常

に強い要望で︑昨奪の馨くらい豪

司会軽水炉を使う揚含の燃料

輪中

くると︑燃淋サイクルの問題を国
ではぼんやりしていたのですが︑

蒋でやって行きたい︒

全体として考えなけれはならない

それは︑過玄に失敗したことの︑

身から出たサビもあるが︑いつ豪

の長期蜜定飯給の間題は︑やはり

膨大な投資をする計顧もでき萩

何かの契約を結ぶわけですか︒

ですが︑代用品の城を出ないこと

のことから︑いろいろ考えて議論

再処理施設やアメリカでの民二化

いか︒同じような憩味で︑善処理

イクルと切り離しては考えられな

スクにならぬPu

ある範囲豪で積立てておいて︑蹴

でもそうでは︑メーカーさんに響

リ

力会社の共通の買圧において︑や

すQもっともその揚含︑投資に見

をした︒その結果原子力発躍は︑

知れないが︑総総ウランが入らな

れるものはやらせるのでなければ

嵯峨根この聞題には二つのケ

い︒プルトニウムを縄速炉ができ

はとうしても聞くなる︒たから今

いという事態でこれが構えるとい

必要です︒そういうPRを︑柚子

を多く作って︑慣れさせることが

ってもらう︒そのためには皐く姫

いのは︑一般の大衆に原子力を分

で︑教欝注文を画せる道を開けな

司会原醗がパイオニプの愈味

嵯賊根これから先は使う方の

のではないか︑という所です︒

うこともあるので︑ある程度︑こ

くし︑メーカーさんが爵たない︒

再処理工揚は作らなけれ

うな気がしますQ
司会

そうですが︑それを一体

ばならないでし．︑う︒

山函

のプルトニウム踊画というもの

合った秤度のゲインしかないかも

ができましたといって醤んでいた

再処理工場の建設が先決
司会プルトニウムがた謹って

のでは意昧がない︒濃縮ウランが

劇の判断ですQこれからはかなり

ついていろいろ磁われているよ ければいけないとしても︑もって

何とか黒く敏腎注文が

ご軽覚長蒔間ありがとう一

押すべきだと思います︒

まって訣ず考え︑それかる政㈹を

でるような体制を︑民間の人が災

嵯峨根

にやって行かなければいけない︒

ヵ産業会朧などで力を入れて地道

いか︒今の段階で政騰綴資をふや

せはできるわけですか︒

嵯戯根磁力会祉がその気にな

エコノミノで行くわけですが︑ウ

ランの揚合にも︑イエローケーキ

いという人がいれば︑いつでもで

って︑その程度の出資は差支えな

も︑燃料費にいくらも憐かないの

の値段が二十ガ︑三十がになって
使えますよ︑というものです︒実

田

@麟氏

は︑使いなさいということではな

るかも知れませんが︑発電コスト

は相当大鰍にやらねばならぬQそ 大きく軽水炉の導入訓画を立てる

化石燃桝に醤来おきか伊んるために

のこと︒第二は︑一つの炉を買う

協合の燃料供給のアシュアランス

は確かです︒国際収支の赤穿はへ

る豪でためておくという考え方も

のためにはどうしても︑燃料の自

本誌によい燃料なら︑工揚を作る

ースでしてねQプルトニウムを賀

いけ豪せん︒

工揚なしで︑プルトニウムの利冊

あり︑鰐水炉にも一度入れるとい

面取引ができなけれはまずい︑と

いくということからいえは︑プル

まっているから属望費たけですむ

って下さいというお願いはしませ

の技術を闘発しておくことはよい

を嘱えるのも︑どうも櫻がなさそ

レンドして便うとかカスケード方

う考え方もある︒減損ウランをブ

トニウムの廟議利用の開発を︑ど

離が作るか︑だれが金を出すかと

倶給の保障がなくて買うはずがな

いう閲題になるわけです︒

人が︑炉のライフタイムに対する

つもりにならなくてはいけない︒

いうことになった︒さきほどいわ

いと思いますが︑どうですかQ

うしても一難懸命やらねはならな

れた核燃料サイクルについては︑

いという轟轟︒ひところはアメリ

式でやるとかの悶題もあり︑なか

なか闘題がむずかしくなり 豪 す

圃内で露給膚足の論もあるし︑カ

山国プルトニウムの闘題はや

が︑日本では新規投資なので︑朝

一年忌ど蔚から︑山塞

ただアメリカ辺りでは箪事用で始

繊的にみてダメで︑議論にな6 ましたが︑さいきんでは供給の多

はり︑再処理難燃が俘在するとい

やつばりこれは経済ベ

カに追従するのはどうかといわれ

角化も近くなるし︑アメリカから

ん︑威力会社が自分で費任をもつ

嵯餓根

スケード方式もあるが︑これは合

だけのサイクルを︑しょっぱなか

ぬ︒しかし︑国内に核燃料を確保

としても︑たいしたリスクではあ

り︑ずっと楽だといえますQ

行き方があるでしょう︒

が見んでいますから︑ものすごく

た方がず⊃とよさそうだというの

根本的には政府が決めな

向坊

きます︒

になる︒それたけの投資が本豫に

プルトニウム専門邸会で
は︑軽水炉への利用を争えたわけ

山雪

で︑プルトニウムは少し簾経断的

できるのかどうかという所まで︑

にデメリソトがあっても︑ヒモが

濃綱工揚を作るという考えをもっ

考えてみないといけないのではな

際に使われるかどうかは︑私には

ている︒日本にもそうい・つ考え方

何ともいえないが︑高学頭に便っ

が必要なのではないか︒供絵の道

います︒

と考えてくれ︑という舐でした︒

ランの競争絹芽が一つできるのだ

り豪せん︑という所までもう来て

大きくなった時のサイクルを︑考

の取引きもよいといっている︒

W︵英国の働二次訓画︶で灘分の り︑屍台輪擾ゆすぶるような問題

職濡雪麟．

ら︑どうのこうのという議瞼があ

AGRにしても︑たった五百万K
窃といわれたり園粕といわれた

う前編があり撫せんとねQ英圏の 風が非常にむずかしくなって︑属

田中この間イギリスへ行った

はどういうことならやれるという

ら︑アメリカたけでなく︑濃総ウ

弛いがきています︒

有であろうと国為であろうと︑賃

す．萄という考え方はまた豪たある

世界の視野においてのサイクル︑

濃編は遭逢にやるし︑醜聞どうし

と思い直す︒アメリカは田本が罠

できて︑プルトニウムの撒が帽畿

あるいはある程撹大きな発電所が

く︑ここまで技術を進めておけば

ースしかない︒それは︑国として

し︑や卒蘭発するという問題もサ

きたいQ原子力発鑓が本格化して

この辺で将来の方へ厳を追めて頂

親会また謡もつき談せんが︑

二十年先に備える体制を

ドライブ掛ける時期

㌔・3総鰹鰯聡︑

灘

り議したが︑これはおかしいので

嵯酸 根

が︑いかがでしょう︒

氏

坊

向

難盤
さらい年には動力協定が改訂され

えればよいはずですQ

@
@
@
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蟻近︑西ドイツの原子力開発はかなり酒発に進みはじめて
いる︒この十月一日康でフランクフルトで開かれたフナーラ
トム会議では︑西ドイツの発喪が非常な注囲を集めた︒また
このほどカールスルーエ原子力研究センター︑科学技術省︑
腺子力産巣界は︑窩速増殖炉の開発副醐のスピードアンブを

要望した︒西ドイツ の 原 子 力 濫 業 グ ル ー プ は さ き ご ろ E N E

力開発についてニュークリア・エンジニアリング誌九月丹の

Aのハルデン計画に参舶することを決めた︒西ドイツの除石

論調かろ紹介するQ

＝c圏三二≡＝＝一＝≡冊響≡＝＝≡⁝認≡≡三＝階≡二≡一三＝≡≡≡隔﹇﹇≡隔脚＝：基三＝＝＝＝﹂

繭ドイツのスタート
的な原子力開発のために用慧され

スピードをとるものである︒平漁

塵

原・
研究に学術的な莞香をそえたので
ある︒京た技術看の経験を積んだ
実用的な技術と大きな製造塵業の
支持を手に入れることけ難しくな
かった︒大規模な産業界口の関心

余裕を与えたし︑これらの施設は

は︑塵業界自身の研究施設を持つ

国象的努力に対して有用な頁献を
するだけの十分な力があった・

地域的活動は
州政府が推進
原子力関係の製造業者は︑園の
いたるところに見られ︑地域的な
活動は強力な州政府によって推進

雄進および小型炉に附する夢が徐

考え方には︑繭ドイツは同調して

徐に消えつつあるという悲観的な

されている︒潜在的な将来の買手
園際協力に鮒する考え方は貰側で

行ないたいとはしているものの︑

証ずみタイプが目印れる場合でさ

⑱

：＝1＝＝一側心霊一二一二玉門︷
二
﹇；
＝ 1＝＝＝冒一玉

P＝一一一一︷簿一二︸一柵箋一一輔一一＝P雪二＝一一＝︷一＝＝

電所の一つに数えられるもの︒

GB︶が建設した最盛の簡業発

ここの発電所は︑ブラノドウ

ル型︵二墓︑総出力二十七万五

千KW︶だが︑運転時娼川州爵

炉型はもちろんコールダーホー

された第⁝次原子力発電謝幽に

エルととちに︑一九五五年作成

バークレーの町がある︒

前圓のチャ 垂ハン川呵閏に面したところに

覧︼︒三＝一蛋三≡．玉．．

⁝

⁝灘鞭

﹁罵

的プラント︵臓気出力二十五万K

域に設羅する発電・脱塩の二藍闘

は容量十五〜二十万KWて〜臼当

電所の敷地の険詰︵このプラント

イギリス

オーストラリア

◇

隔

四

は︑十分に見込めるが︑強力な単

の燈影会社は何箸かの形の協力な

ツの原子力関連今社の特別の璽要

え︑きわめて艮好である︒西ドイ

いる︒原子炉からタコの足のよ

したがって︑中島発電了︵CE えができる煎が大いに進歩して

うにのびる一次冷卸回路︵へ本︶

毒する︒

を通して上気母発生︑発

TNPGの設謝で︑五

七卑建設漕醸したが︑一

多くの設翫変史が生じたため︑

男声︑六二無三月︸積り

建設費は影初予定した緻を大

必要としない増徽炉に藻っしぐら

ている﹀などが含盛れている︒

り七千沼の真水の製造庵臣轍とし

命

イギリスはフィリピンに対して

子力機器ぶξえた︒この魏器は閲

六刀ベノ︵二六酉万万円︶摂坐の原

もなくマニラに到讃の予定である

が︑イギリスの原子力確電所で使

ると発鼓されている︒

用されているものと岡じものであ

一九七〇年代に原
☆

子力発電の利用へ

オーストラリアのキャンベラ市

で開かれた浮力会社の会含で︑同

ことに注園︑原子力発躍コストの

の発露に競争できるようになった

と述べた︒とくに

の亟ドイツの開発ではナトリウム

ことになろう

奪豪でに薩ドイツは金発電の三分

建設が最も注閉されている︒

冷却炉と再処琿テストプラントの

会

力
子

本

日

︐

川

配賦避

饗蕊

驚．旨為

−繍繍

国構謹論

田：本1票子力研究研内

一の粗手灘関がないので︑大部分 ある︒ユーラトムとの開係は︑実

しには︑この客用のかかる原子力

糞は︑自国の領域をこえて進んで

計画を援助してゆくほどの大企
業ではない︒しかしながら同時に

成のチャンスを与えている︒SE

いく︑窟望な原子力グループの結

をとる程度の力をもっているので

炉︶副画へのユーラトムの参加も

FOR︵織速実験用酸化物鷲料

少なくとも一つのグループが先導

で一つの刺激を与えている︒京た

て行なわれたものである・

西ドイツのイニシアティブによっ

競争的要素を国家のシステムの中

そこでは入札を招饗しこれ冷．要価

とと︑コールダーホ⁝ル

気に大石化を捻らったこ

の経学蒲積に件い︑燃

元釜日か一無近く遅れに︒

料被覆︑黒羽猫造などに

の強調ぷ一わき道にそらしたわけで

薪しい原．＋炉々イブに踏する技術

無八月

︵み一一

はない︒次の飛鋸は︑九型の瑚池

炉臨界︶

現在︑濁の技術をこれに思えるた

旺力の上昇による経済性改暫も

幅に上回ったが︑冷却拐温農︑

かなり大きかったという︒ぬハニ

めに止しい力向に向けるへきであ

年より丸鋼︑毎無胸十四億KW

るとの弓張がなきれているQ家た

でに現蔽の最火容量のこ一三倍の

そうであっても︑阻の電力網はす

はKWH漫り杓五鍔三十三域︒

Hを送畦している︒発電コスト

一iF ＝齢二戸三二㎜＝＝㎜聾課＝＝＝一落鵠＝二＝﹁璽暑﹂＝＝7

に血スピードで進むことも﹁つの

W︑九千九十万ジ︶を提窪してい

エイツ挫は︑ギリシャのアテネ地⁝舶火力との価格の比較︑原子力発

解決であろう︒しかし燃嚇サイク

は︑この二承騒的プラントにかな

るが︑ギリシセ敢雇の尋塵世員会

り好熱憩もっているようである︒

同委員会では現在︑白子力に経
験のある会祉によってここ四カ月
以内に三三的研究を行なうことを
提購している︒

この研究では︑向こう数無問に
わたるアテネの水の消費屋︑長期

実証ずみ

炉は十分

および盤景的供論悶題の解決︑重

褒︑現伍の

＝㌧
ぶ＝禰一 扁一＝騨響・
一＝一隅一︐青り

φ

ルに肉する諾罪な解毒が茨す貯な

エ

一＝＝一r＼一

カールスルーエ原子力センター

■：一二響一〜

アメリカのギルバート・アソシ

命ギリシャ φ

発電・脱塩プラン
トの建設を考慮申

＝一＝7＼け㌧

イプによって代わるであろうと述

O年後は筒速増舶炉と曲水炉のタ

のK・リノツ教授け︑輕水炉やガ 竸争できるものであるが︑一九八
ス黒鉛炉の実証ずみ炉よりも改良
型原子炉の闘発︑とくに薫水炉と

ドイツ原子力二業会議会長のウ

べた︒

フィリピンに対し
て原子力機器供給
われなければならないであろう︒

らないのであろう︒濃施ウランを

ユニノトを受け入れられるのであ
る︒次の没階では何笛かの危険が

きな驚きである︒推票するに動力

一＝一＝︐一

用炉心は︑海外からこなければな
＝一一W一▼一顧謄二＝＝一

国内でできるだけ多くの製造を
〜o一開一﹇﹇一凹㍉一

フォーラ塾ム会議終る

注目を集めた西独

龍購鋤

見られるのであろう︒もしBW沢
をさらに進めることがでまるなら

究現を痔っていることは癒値ある

議されていないこと︑および自軍

︵醐灘ガス冷却炉︶のテーマにつ

洞二＝贋さ≡＝三﹁︸≡F酬F二蚤葺＝三︑二 C＝柵茎＝＝F欝開営雪；戸二＝﹁︸＝二諜

炉に同ってとられるたろう︒康た

化学に関する伝縫的な屹力は︑

型高速炉へ

次の飛躍は大

する会社の形成の過程で︑一︑二
の有泪な繊細の実験が行なわれて
いる︒入手できる資金と原子力の
新しさによる余分の資金の間にギ
由ノブがあると兇込まれた揚合に

規定が交渉擶の財政難をおぎなっ

は︑地方あるいは難燃的な助成の

た︒

として選はれている︒オノト：・
ハ；ン月を建設する決定は︑ユー
ラトムの擬助によって支持されて

おける導引的な地位は︑イギリス

ば︑髪癖熱とよりよい蒸気襲爵の

および日本が原子力船についてこ

ことであるQ大型の天然ウラン︒

おり︑繭ドイツの世界の海運弊に

て耳払とはならないところで三度

れを麺期するという否定的な決定

いない︒経済性が他の要累によっ

の工業閑寂においては︑局地的な

供給に対して長期に敏存してゆく

い︒また濃編ウランの外蔀からの
の建邉計圃のない︵訳注︑その後

問題がある︒

をしたこと︑アメリカに原子力船

ガス冷却炉も除外されてはいな

勤カユニソトとして多くの応用面

られがちである︒また現在︑多く

アメリカは為速原子力貨物船の建

があるという喰実がしばしば忘れ

の原子一型について︑その建設に

造串決定︶ことからその地位が改
善されている︒

燃料供給の周題について公に論

あたってそれ以下では経済陶では

の段階牽でに進め脚50れている︒こ なくなるサイズの下方の限展があ

いて行なわれているが︑増殖炉に

しようと期待しており︑またこれ
第二回

調速繕殖炉について強調し︑﹁も
総理四百二十万KWであるが︑一 し困難な技術悶題が解かれるなら

第二圓フォーラトム会議は九月

オーストラリアの麗業は︑一九
原子炉をさらに建設するが︑来葎

としている︒他の嫌々では︑孤立

1川一1川1｝1田1111一川川｝1川11跨垢ql川111』欄illll口1−1川川一旦韻1｝1目ll｝曜mlm馴1「1川lb嗣ll噺川1111｝「1

園のJ・D・アンソニー内務相は
速増慰事が使用されるだろう﹂と

六十万KWの建設作黒を始める︒

オーストラリアの心力会祉は︑イ

一九八○隼ごろまでに大規模な嵩 インナノカー教授は﹁西ドイツは

述べた︒また同教授は﹁イギリス

これらは政府の援助はほとんどな

ギリスにおける少子力発電が在来

するであろうとの報告が行なわれ

は︑次の十五年でフランスと癒ド

ものである﹂と述べた︒家た最近

く︑コマーシャールベースによる

九八○年鑑でには四千万KWに達

た︒

イツによって原子力生産のリード

二十九日から十月一日豪で西ドイ

会議では主にウラン資源︑燃料

を追い込されるたろう︒二〇〇〇

ツのフランクフルトで闘催され︑

要素︑原子力発電所の炉型︑送灘

した社会︑大規模な産業プラント

参加じた︒今回の会議ではヨー

網における原子力発躍︑ヨーロソ

七〇雌代に原子力尭電を利用する

ロソバの原子力は確実な地歩を凡

機会はあったが︑これらは最適な 加盟国の十四民国から約九月入が
サイズが上昇していくうちに消え

ており︑原子力発羅が象すます増

交通機関などに発電機を建設する

トによるバリヤーに注締してゆく

が払われていないことは︑最も大

における濃灘について格別の努力

小型炉で舶用

として受け取られている︒

積極的な国際

に関する独自の鮨力串あげること

開艶につながっている︶

ができる︒︵家たこれは核過熱の

騒騒な研究開発が11曽GC炉
R 開発に期待︐

原子力の将曳に対するビジコン

通じると考えられる場合のほか

西ドイツは︑コンパクトな動力

は︑産臨界の鋭敏かつ為鮨なリー

は︑買τGC殺以外に斬しい改良 にあたってももちろん原子力コス

ユニノトを広麗囲にわたって生産

おり︑この将来を形成する力も彼

タ⁝︶に対する必要牲は冤られて

型原子炉︵アドバンスト．リアク

ダーの顕脳の中にえがかれてきて

等の手の中にある︒この 箏 実 に

え方をはかるのによりよい指針を

原子炉のサイズは︑ドイツの考

いない︒

は︑繭難的なイニシアテーブがと

りやすいという利点があった︒政

府の介入は穏便で㌫愈に満ちたも

のであった︒大きな力を も っ た

年盛︑競争力があるとしたらこれ

去ったのである︒小型炉が特別の

の二を︑四十越後はほとんど全部

て舐力の選択には柔軟性が示され

バにおける原子力の将来について

が原子力になるであろう﹂と発

ており︑これらはすべてケースで

発喪が行なわれた︒とくに報告で

とと︑醸たこれを必要ともしてい

加していることが示された︒現

は西ドイツが注目されていた︒

ないという一ろの点は︑急撹のあ

在︑十四の撫盟国では運慰事︑建

＋万KW以下の小規模の原子炉の は興味のあることである︒

設中︑計画中の原子力発電容還は

低減について期待している︒

また小型原子炉の分野では︑桑

る堅実である︒平和的開発は︑そ

﹁原子力難戦会﹂が存在しないこ 与えている︒プロトタイプからし

㎜一

子力舶用据進がとくに検討の対象

範囲をカバーしている︒

原子力における先進翻発国では

協力の考え方

れにはたとえばAEG挫のBW
Rいうことがあたり酬えのこと
ると

る︒突証ずみ炉のタイプは工業化

することが大へん難しいからであ

い概愈の炉型ぷ．今日の削颪に一入

炉の成功裡の開発の後では︑新し

いえよう︒とくに確立された水型

とは︑ある意味で幸いであったと

範囲の原子炉型を選んだというこ

西ドイツがそのスタートで広い

高温ガス冷却
炉を研究開発

産業界から将来のビジョン

広範囲に炉型を選択

あり︑豪たそれらは原子力の熱礎

その本質において学問的なもので

なければならなかった﹁頭脳﹂は

の遅れについてうんぬ

んするのはよそう︒何

故ならこの遅れはすで

にとりもどされている

々が傾訓できる時間や

からである︒多くの人

欝力にくらへて︑広範四にわたり

すぎるとともに野心卜すぎ6と考
えられていたこの国の厭子力謝醐
は︑縮小されるどころか依然とし
てその達戒への道売掛んでいる︒

西ドイツは過去一鶴關︑どの国よ
りも多くの発電所慮発注すること
によって︑除子力の突用盤萎みと
め︑原子力に対する忠越㌍京した
のである︒

しかし︑ドイツの鳳子力醒業の
力愚磯く謝価し︑他の国ハ︑で存窪
した 夢滞的な 要圃をうまく避け

えたことをたたえるのは 簡 単 だ
が︑い豪だトイツの道は選く︑木質

たらすこともありうると い え よ

的な残艮が成長のための蕾痛をも

う︒

必要性がない

原子力委員会

3，貫置「1聖署，「卍卍「書聖「

れに付随する兵羅の追求というも
のがない揚禽︑異なったコースと

591−548」（1タ）蜜5g）

電置汚（501）4970〜9
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欝も公表されることになってお

いて︑近く研究を始める︒

ける麗速増殆騨建設の可能性につ

虫る九月一一十八日鶴界に撰した西ドイツのMZFR

り︑発電計画の検討結果も公認さ

昨奪︑政艇は一九七〇1七五年

終り豪でには全体の研究が完成す

ランド社が加わっており︑今年の

は︑チご一ジアとイタリアには共

がチ議一

ジアに東灘された︒イタ

サルベノティ教揮は両国のある地

リア原子力委員会副婁員長のC・

域を産業化するには原子力が非常

に役立つものになろうと述べた︒

オーストリア

三企業︑原子力発
電所建設を考慮

︵ユナイテノド・メタル・ウワ：

オーストリアの三つの大童業

ン・ウワーク︑ユナイテノド・オ

クス︑オーストリアン・ニトロゲ

ルウワーク︶は長期計画の一環と

ーストリアン・アイアン＆スチー

いるといわれる︒これらの会社

して原子力発蹴所の建設を考えて

であるかという質闘に対して︑明

巫要な役劇りが強調された︒約衝

換を行なうという点で国際会巌の

る各研究所の閲で︑自宙な悩報交

・曲・1，・i・

喋一ゴ隔戸一峯秦一一㌔ξヨーヨぎ︑一ξヨ妻言β誓一一一一ゴ
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⑦AECは濃縮製品が国内鈴鰍
施設で便胴される揚合には隅外曲
れよう︒

の六蔭間に原子力発電否騒五爵叩刀

危険度の閾題︑除子炉の規模と設

ついて撫明したことなどから刺激

ウス︵WH︶祉が増殖炉の進歩に 通点があり︑昨藻イタリアの代蓑
されたも．ようである︒現在︑顔
ドイツには二つの増殖炉プロトタ

ており︑増殖炉研兜開発の政府国

ルスルーエ研究所から配業界に移

安について︑かなりの予算をカー

スビードアノブの結果︑現在の目
標である一九八○年よりもかなり

早く菅万KWの増殖炉が発成され
るたろうといわれているQ

高速炉建設の可能
性で研究始める

いる︒

おり︑誓事灘大の五つの蟹工業プ

は︑北部オ⁝ストリアに藥中して

契約で︑一⁝ユーイングランドにお

会社は︑へECとの三法七千がの ラントを落紙︑大電力を消盟して

雑な解笛を奪える前にいろいろな

編におよぶ論文では︑実験におけ
菊池正士︵きくちせいし︶物理

変圧器関係︶︑六十歳︒

︻奎ヨ9

層一一ヨ一夢ぜ薗轟

一目ーヲ㌔一一脇

雛箔憲繍罐

この研究にはジャクソン＆モー

ウランの賛濃編は行なわないもの

除表することが国内ウランκ業育

とされよう︒この制限は︑これを

畏したが︑最近のロンドンでは︑

KWの発蹴所を建設する副圃を発 る予定である︒この研究の囲的

は︑ニューイングランドに高還増

Cが判断した揚含には除宏されよ

れることになろうともっぱららの

この田標は八穫万KWに引上げら 殖炉が必要かどうか調へること︑

︻注︼賃濃縮とは︑取引先がA

た︑AECがプルトニウムの買い

計︑敷地の選定などである︒ま

戻し期闘を一九七九年旗で引き延

うわさである︒中央発電斤のS・

一を庁なうなど注隔さ嘗ている︒

ブラウン総裁もテレビインタビ話

の周慰も険討される︒

ばしたときのプルトニウムの価値

一AEA

専門家一行がチュ
ニジア政府訪問

IAEA︵囲際原子力樽関︶の

−

専門象一行がチュニジア政府の要

請でこのほど岡濁を訪闘︑原子力

アメリカの含同袋員会︵JCAラントの敷地について調査した︒

発聡と翼水を生薩する二還闘的プ

との契約者を除いて︑デー々を

E︶の馳聞会でゼネラルエルクリ

附は︑一九七〇遊底でに圃民所得

ろられている︒イギリス労働宛政

に経済成艮を榊鋼激⁝する新しい計

を二五％に引き上げることを鱈標

米ホリヨーク社

すべてのエネルギ〜海に関する自

を検鎌継であると発或したQ近く

ルギーを得るには謹だまた短時隅

ラズマの閉じ込める時間が︑エネ
ということであった︒

プラズマ蕪躍を使ってまだ兜服さ

カルハム会講では︑世界申にあ

いる︒

このことは工AEAによっても であり︑今後の研究が朋待されて

ならない

添された逓りで︑核融合炉を発懸
IAEA窯騨の錆二戸プラズマ

英力ルハム研で

核融合に関する第
二回国際会議開く

だ豪た大きな問題が亮服されねは

⁝七五年の第二次原．＋力発電61画 アメリカのホリヨーク水力餓気

画を公表したが︑この際一九七Q

窪た発購と一画の問題について

得られる六一のチームであっだ︒

の観点か

ンク︵GE︶持とウエスチングハ

得られる情報に

開驚を行なっている唯一のチーム

虫た現物︑独自の遠心分離の研究

濃縮ウラン拡散防止

なってきたが︑照年︑AECはとしても知られている︒

近づくことがで

発二郎をバレシトスで集中的に行

きる読響πを縛て︑π式に禽岡闘

弊から空張された︒これは最近︑

研究所︑科学研究省︑原子力産業

とこのほどカールスルーエ原子刀

っとスピード・アノブするように

西ドイツの触殖炉開三野爾をも

西独原子三界

スピード化を主張

増殖炉開発計画の

濃縮ウランを引渡し︑その麟縮作

ECに激損ウラン︑天然ウラン︑

う︑以上となっている︒

成をさ豪たげるものでないとAE

している選心分離の研究開発から

業に対価を支払って︑核分裂性物
質︵ウラン獅︶を必要な濃縮度で

業は契約に棊ついて行なわれる

絹当
⑥AECに対し︑またはAE
C量受けるものである︒この聡

正を加えたのち上下禽同原子力虫員会︵JCAE︶に提出︑倹罰 により引渡される物質は︑確定し

た︒この鑑離は九十U聞︑一般慧兇の聴取に削摩され︑適嶺な修
が︑二子炉燃料卿造に広く利用さ
れると考えられている︒

GEにライセンス

ンの形体をとるたろう︒

されるが︑これが成立すればAECは一二六几年一月一田よりA た仕様瀞に含致する六フノ化ウラ

よって決まるたろう︒

当りの料余はAECの決定価格に

によって決豪り︑分離作業の単位

旦Cのガス拡赦プラントを利用して︑民荷ウランの賃濃縮を実施
することになる︒

この塁蠣の主要項目は次の通り

①契約期間は三十年濠での特定

である︒

③分離作業の灘位嶺りの駿用限
アメリカのゼネラルユレクトリ

米AEC︑ガス遠心分離法実験で

期間とし︑対外契約のげ編物闘は

ソク︵GE︶社は︑原子力委員会

法によるウラン濃縮実験の翼廊を
ついてくわしく述べている︒

︵AEC︶に対し︑ガス逃心分離
施される予定であり︑実施方法に

物内の六衝四十平方婦の地域で実

は︑実験はサン・ノゼの回社の建

る場合の増加額にしたがって個々

度額は︑鷹力躍や人件費が上昇す

の増加額に対する盤薄としての︸

の契約で定めることになろう︒こ

漏力斜走の溺間内でなければなら
ない︒

②濃縮費用は︑すへての取引先
に簿しく迦用されるものであり︑

九六五年七月一日現在の鍛用限度

圏㎜総譜
計画の拡大を検討
英政府
イギリスの第二次搬．†力発電討

でAG況が勝耕を得たことによっ

AECの遠心分離のデータに近醐は︑ダンジネスB発電所の入札 すというものである︒したがって

新聞集京本捻伍勤︒科学部認者と

河田武︵かわいたけし︶鍔日

六歳︒

年六月退臓した︒理学博土︑六十

本原苧力研究所理事長となり︑昨

カル︵AC︶制は︑AECが援G
助E−AC研究チームが︑Aて
E
︑C
発電規模が大きくなるものと

﹁ひろは﹂欄は今後三ヵ月間つ

・ひろば欄の執筆者

ます︒

ぎの三毛に交代で執簸してもらい

山本広三郎︵やまちとひろさぶ
ろう︶籍士罐機製造︵株︶原子力

調

饗・ 塾
態薦繍灘囎

れねばならない研究が残されてお

どが発喪され︑多くの翼験が公養

る鷹度の技術︑現象の測定方法な

用にコントロールすることが可能

十人の尋門家が集蹴り︑熱心に論

り︑不安定である︒しかしステラ

物理と核融禽に燃す描欝欝会議が

文の発喪︑ディスカノシコンが行

レ；ター︑トロコマク︑ゼータな

先月︑イギリスのカルハム研究所

なわれた︒しかし今展の会識の︸

どの絶頂を梗交した実験では︑プ

で開催された︒世界から約二酋七

核融合が発電器用

道

して昭和二†九年以来麗として原

のように動力化されるまでは︑ま

応の結論は︑

践蔵工大漁港︑工学博士︵電力用

子力問題を撫当︑現在社会部勤

ぜ
学者︒阪大理学部教授︑東大争働

務︑三十九歳．

された︒
愚蛙声任︒昭和⁝瓢十四館六月より嘉

線観翻所長兼原子核研究所最など

部長︑錆一原子力グループ芳心︑

寂た︑新らしい陰画が考えられ

イプ︵ガス冷却とスチーム冷却︶

する全祉が独禽で得た情報につい
て他社に凝しても利用できるよう

第二次原子力発電

諮可プログラムから除外し︑新し

公衣される予定の別表に茎つく︒

び工作の点での感想を質聞して

九六二奪の春

GEが遠心分離のデーター螢調 にするというもの︒

の難局であったといわれている︒

対処しなけれはならなかった最初

い︒家たGEの娑求は︑AECの
が下で避心分離のデータを附発

については公けに脱明していな

を考えなかった理由や今展の決定

求めていたが︑七月付でAECか AECは︑これまでライセンスら︑遠心分離のデータを附近の

達があった︒このライセンスには

産贔で閻に合わせたことは周知

るのか︑これははっまりした翠

みたが︑紳士のエチケノトであ

が副画されている︒

ら岡社に対し少張のウランについ

遠心分離爽験のためにウラン獅二

法で︑それを英圏が理解したこ

の輿実である︒現在英国炉を圃

い規則を発表した︒これは新規瑚

この別数はAECに引き渡すウラ額は分離作業でキログラム単位嶺

④取引先は︑灘細の三脚物とし

て二年後にライセンスを出す冒通

て生じた減損ウランを受けとるか

り三十がとされている︒

ン製錨の単位蔽に対して支払うへ

脳の分桁騨価によって︑濃縮ウラ

どうかの選択権を有し︑引き渡さ

ン︵傑給材︶の羅と︑念有ウラン

慧漣縮盟用とを嚢示することにな

れる減損ウランの評価はAECが所有できることが承されている︒

酉五十グラムをどのような形でも

ろう︒この費用は︑個々の濃縮を
指定する︒

には︑主要部分はそれぞれの圓

とは︑われわれが英園GECと

なぜわれわれと提携したのか︑

産で作るとして入手できないも

ごろでありGEとアライド・ケミ づくことが出来なくなった嶺時は

GEのライセンス申請によれ 査しはじめたのは

において製作し︑英鼠は技術と

英園が発行したAGRの赤本

ろいのものであろう︒

コールダーホール物請で訊ん

力容盟の灘さから決

協力した簗年間の︑大きな成果

とあるのは︑ほんとに適切な方

特殊部分46よび燃料を供給する

るが︑われわれのそ

定したという謡であ

夷圃で製作し裕る圧

だのは︑最初のガス圧や容羅を

上であるという懲45ができた︒

謙技術京でも︑われわれの方が

技術で︑製造技術は︑そして設

行なうに要する分離作業の単位数

たが︑その間おかげでたくさん
の経験を得ることができた︒そ

自

の︸つではないかと感ずる︒

われわれは︑今圃来田した英

れは決して英国に劣

っていなかったQレ

国入に︑莫因炉は田本尚きであ

してもらえば︑耐震構造設引は

ントゲン写翼で調へ

英国人のそれよりは

日本で行なって作る︑と提案し

る︑AGRも核データさえ説明

るかに大きかった︒

した軽水炉について︑技術およ

た︒ついでに︑後らが今圓比較

た溶接の禽格窺も︑

材料の煎もしかり

と

の経験と︑GEC︑UPCから
聞いた改良ガス冷却煩 ︵ A G
R︶の設剖から判断して︑これ
らの英出国は田本の工業水回に
全く適したものといえる︒菓海

ないため︑見峯違いをしたこと

市の建設も︑はじめはのみこめ

もあったが︑作って発てむずか

で︑圧力容器の鉄坂を急糞ふ国

日本は英国で作るより立派にで

った︒来臼した英人技師にも︑

しくてで意ないという所はなか

きたではないか︑と識われたこ

黛が得られなかった⑪

のは︑蝉心グラファイトと燕気

一

とがしばしばであった︒われわ

へ山本広三郊︶
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婁 ら，このたび，工業分析に関する新しい百科辞典が出版されることになりました．
：≧ 諸工業におけるすべての原材糾・中間生成物および最終製品についての化学的分析
豆銀について，現在広く行なわれている，あるいは，腸発途上にあるあらゆる方法が集
監 大成されるものてす．第1巻から第3巻まては，分析化学の一般的テクニソクについ
毒 て解説され，第4巻以降の各巻て上述の分析が詳説されることになっています．
各巻およそ700ペーシで，来為から順次出版される予定てす・

原子力機器
放射線機器

Technologyなど，すぐれた化学工業関係の百科計典を出版しているhtersclenceか

藷

全15巻（予定）．各巻約700ページ．全巻予約概価：各巻蕃14・000
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社会科学も対象に
なけれはならない︒

たり︑必要な施策を総合的に講じ

①科学技術に関する研究︵開発
を含み︑以下﹁研究﹂という︶の
推進を間ることQ
②研究に必要な施設設備の整備

︵折本計圃︶

︻第二蟻

るときは︑これを修正しなけれは

に検討を加え︑必要があると認め

共岡研究︑研究癒設設備の共同利

推進を図るため︑研究嵩の交流︑

第十六条国は︑研究者箸がそ

︵研究薔箸の侍遇︶

科学技術上本翫画等︼

︵国際協力を含む︒以下同じ︶の

の含有濫についてチェソクして

て発熱撒︑豊麗︑比灘︑イオウ

さえある︒また公害の原因にも
なるという︒

になったところを︑ある藁晶
︵塩化バリウム︶でキャノチす

かかっていた︒そのために購入

RIを応用したイオウ分の測 るというもので︑七−十時間も
定は︑課源のトリチウムから出

課への報告も遅れ困っていた

油のカロリーは水素の撒にだい
たい比例するので︑水素撒を定

ここの中性子水分削は中罐の

量すれば発熱燈もわかる︒

アイディアで開発︑東芝が製作

油のサンプルを入れ︑その中に

こから発生するX線を甜算する が︑RIを利用することによっ した︒この方法は容器の中へ璽

るβ線をある含属に当てて︑そ

て約三十分蘭で検査てきるよう

づいて断熱式熟翫劃で測定一重

︻第六薙

蠣報流通の円磁化等︼

繁＋七条国は︑鱒報の流通の

︵情報流通の円冊化︶

円滑化を測るため︑憎報機関の整

を購ずるものとする︒

備︑捕報技術の開発等必要な施策

第十八条

国は︑科学技術知識

︵科学技術知識の醤及啓発︶

の普及啓発を図り︑国民一般の科

学技術についての正しい理解を餐

普及啓発行事の実施等必要な施策

うため︑曽及啓発施設設備の整備︑

︻第七灘

国際交流の推進︼

を講ずるものとする︒

第十九条

国は︑研究者尊の国

︵国際交流の推進︶

際交流︑国隙共同研究︑情報の圃

際交流等の推進に必要な施籔を論

︻第八箪

民間の努力の奉書︼

ずるものとする︒

素躍を行なう等必要な施策を講ず

︻第九箪

行政組織︼

るものとするQ

第二十一条

国は科学技術に註

︵冴政組織の整備等︶

する国の欧策の鼠標を達成するた

運慰の改轡に努めるものとする︒

めに︑行政組織の箆備および行政

第二十工条国の科学技術に関

︵科学技術会議︶

する聡合的かつ計画的な施策の策

定およびその実施の推進に資する

ため︑総理府に科学技術会議︵仮

二︑科学技術会議︵仮称︶の粗

称︶を蔽く︒

B5判

九八

A

？●

型

劇

画

頒価400円（〒共）

⑧科学技術に関する国際交流

ことができるよう必要な施策を講

の職猫にふさわしい待遇を受ける

︻第四躍研究の成果の利用の
促進等︼

第十三条国は︑科学研究の成

︵研究成果の発表︶

果の発蓑の重要性にかんがみて︑

これを推進するため必要な旛策を
講ずるものとするQ

ずるものとする︒

用等の推進に必要な施策を講ずる

遂行を確保するため︑国の予籔に

第＋二条国は︑研究の適切な

︵研究予騨の弾力性等の確保︶

ならない︒

四︑政府は︑第一項の規定によ

一︑政府は第二条の施

り基本洋画を策定し︑または萌項

鯖七条

め科学技術に関する上本訊画︵以

策を総会的かつ議劇的に講ずるた

の現定により基本計噂42修正しよ

轍進を論ること︒

⑨前各暑に掲げるもののほか科

うとするときは︑科学技術会議

ものとする︒

学技術の水準の向上に必要な事

なければならない︒

下﹁塾本訊画﹂という︶を籔饗し

的︑継続的に使用されうるよう必

二︑国は︑麟学技術がその諸分

項︒

二︑塾本馬画は︑次の各項に掲
ない︒なお︑第二項○号および鋤

要な旛策を講ずるものとする︶

関し︑研究に要する経蟄が弾力

野を通じて調和のとれた発展を遂
げる事項について定めるものとす

○号に掲げる事項については︑あ
らかしめ日本学術会鍛の意見を徴

︵仮称︶の議を経なければなら

げるように考慮して解脱の施策を
る︒

講じなければならない︒

するものとする︒

ゐ︑政府は︑飴︸項の規定によ
り謡本計画を定め︑または第三項
の規定により星本計画を修正した
ときは︑その要旨を公表しなけれ

ばならないQ

第＋四条国は︑研究の成果の

︵研究成果の利用の健進︶

利用を促進するため︑これの企業

政燈は︑欝年︑韮本副
覇に星づき科学技術に関する実施

第八条

︵実施計画︶

の効果その他の科学技術に関する

︻第五箪
び待遇︼

︵研究省等の確保︶

研究者等の確保およ

化︑曽及等必要な施策を講ずるも

の有機的連けいを

のとする︒

引画を作成しなけれはならない︒

諸分野

研究資金等の確保

動向を勘策して︑毎無︑塾本叢林

府が科学技術に関して講じた堀鍛

三︑政府は研究の成果および政

に必要な票項︒

④その他科学技術に謝する施策
を暮雪的かつ醗画的に融ずるため

にめの長期胸春画︒

⑧大規模研究施設設備の搬器の

的議幽︒

②訓一側究の二進のための長鯛

①研究茎盤の確立のための長期
三︑国は︑科学の発展の猛盤の
脅成を特に考慮して鋤一項の施策 碧画︒
を講じなけれはならない︒

第三雪国は︑献血の樋策を講

︵研究嵩の自主性の贈轍等︶

ずるにあたっては︑研究者の自主
性を鰹塾し︑その駕意を十分生か
しうるように配慮しなけれはなら

︵地方公共団休の施策︶

ない︒

第四条地方公共団体は︑国の
施策に準じて施策を議ずるように
努めなけれはならない︒
︵財政上の目遣等︶

第五条政府は︑第二条の施籔
を実施するに必要な法制上の措置

政府は︑晦隼国会に︑

的に行なわれよ

もの︒蛍油巾のイオウ分が多け

プローブを通して課源と検酒器

油のサンプルに電圧をかけ発火

別に魚鱗で定める︒

纏︑運営および儀阪については︑

易

一原巖貸料室便り一

○原子力政籔に提篇−産業計颪会

︵産業配点増分編

議第十四次レコメと〒ションー

経済往来社膿版︶

○麓業別答査星準︵特暫庁編

跨

5判発明協会出版︶

力

日

産業会議

子

長期計画の策定を義務づけ
総理大臣の同罪機関である科学技術会議︵議長︑佐藤繭根︶
の科学技術星本法分科会︵主査︑茅誠司氏︶は︑このほど︑

わが園の科学技術振興の塁本理念を示した﹁科学技術塾本法﹂

の原案を豪とめ︑九月二十二随に棄京で蘭催された日本学術

会譲の科学研究墓本法特剛委澱会︵婁員長︑石井照久東大教

授︶に提示意見を求めるとともに公表した︒科学技術会議と

充実等研究環境の艶徽を図るこ
と︒

③研究に関する態勢の整備を図
ること︒

④研究の成果の荊用の促進を図
ることQ
⑤研究嵩およびその補助省なら

びに披術蓄および技能者︵以下
﹁研究三等﹂という︶の確保およ

公共団体以外の者が行なう科学技

第六条

︵年次報告︶

うとしている︒

いる︒この検収結果で璽油の値

れば︑X線の吸収が穴になるか になり︑大野に改善されたQ

を組み禽わして抽隠するという

ベリリウムを線源に使用して︑

これ豪では﹂1S規格にもと

ものである︒

発生する速中性子が水素によっ

測定する一をしていたが︑大へ
ん長く蒔間がかかった︒しかし

させて燃焼による熱を温度講で

中性子水分謝を利用するように

て減速され︑熟中性子に変換す

素量をわり冠すものである︒

里油は炭素︑水素と約三〇470の なってからは短時闘で測定でき

出器でカウントして亜西中の水

る現象を硫気し︑熱中性子を検

ている︒この方法はラジウムー

箪濾の発熱量の測定が行なわれ

次に中性子水分計を使用した

ら︑その吸収度を測定すればよ

いわけである︒

この力法は︑豊漁のサンプル
が入った容盟の上に検出器︑下
には線源を設臆する︒線源から

るようになり︑これ謹でのよう

いずれもO・一以下で酸素︑窒 に個入誤差も少なくなり︑効果

イオウから成り︑灰分︑水分は

は大きく今後︑中頃以外でも塞

の膜︶を適して︑重油に放射さ

す謹す層用されるようになると

放射線が容器の底︵ベリリウム

素も微量である︒イオウの発熱

期待されている︒

従来は﹂工S規格のボンブ法 鷺はキログラム蘇り二千二酉㎡
糟︑炭素八千百謎招︑水素三葉

れるわけである︒

によって測定していた︒これは

四千㎡留である︒したがって懲

圏は︑国および地方

︵諸分野の連けい︶

展に即応し︑必要とされる研究者

術の水雌の向上に資する自主的な

﹁糟綴﹂という︶の流通の円滑化
を図ることQ

政府が科学技術に関して講じた施

とくに︑ここが

段が決豪るので︑これは大箏な

て火力発田所の金属部品︵とく

璽滴を燃やしてイオウが酸化物

繁二十条

第十条国は︑研究の推進を図

上を図るため︑長螺的見遡しに繕

等を確保し︑およびその能力の向

︵民間の努力の助長︶

︻第三童研究の推進︼

るにあたっては︑科学技術の請分

第十五条国は︑科学技術の進
︵研究国境の整備︶

野の為機増派けいを図らなければ

保︑税制上および金融上の必要な

努力を助長するため︑書置の確

を講ずるとともに︑財政上の裏村

第九染

ついて学校教脅︑研修︑吉成訓練

び待遇の適正化を図ること︒

に即応し︑研究施設設備の充実︑

ならない︒

講ずるものとする︒

等の充実を行なう等必要な施策を

けをしなければならない︒

研究補助機姥の強化等研究環境の

鯖十一条国は︑研究の効率的

︵研究の効率的推進︶

◎科学技術に関する擁報︵以下

⑦科学技術に関する知識︵以下

ものとする︒

整備のための必要な施搬を講ずる

ならない︒

田は︑科学技爾の遣展

﹁科学技術知識﹂という︶の畔編 策に関する報告を提出しなけれは
啓発の促進を漏ること︒

きくひびくので︑購入にあたっ

火力発電所の効率︑コストに大

利用について見よう︒ここ中電

ては︑編密な検査が必要であ

今圓は申郡魁力におけるR工

︑ざ︑詩︑詩︑ざ︑詩︑ざ︑§︑ボ︑メ︑調︑爵︑ざ︑ざ︑ボ︑ざ︑＄︑詳︑詩︑譜︑︑爵︑ざ︑ざ︑譜︑ぎ︑ざ︑§︑§・

では最近︑総合技術研究所が開

所して︑R1の闘発研究も意欲 る︒そのために倹収項圏があっ

めざしている重

閤題である︒

これ豪でイオウ分の測定が一

重油の分析に応用する魏

測定の時間も短縮

油中のイオウ分
の測定と蚤油の
発熟黛の測定へ

のRI利用を中
心に︑紹介し
中部電力には

よう︒

番長く蒋間がかかっていたが︑

璽油の中にイオウ分が多愚に

ことになった︒

カ所1四日市火 R工の聯用によって解決される

火力発電所が四

力︑尾鷲火力︑新

含謹れておれは︑亜硫酸ガスが

名黙屋火力︑知

多火力︵火力発犠量．トは＋

ンカーから︑あるいは石油コン

八基︶1あるが︑璽油が毒血タ 出たり︑イオウの酸化物ができ

に空気予熟器︶をふし︑

くさせ

ビナートをへて︑毎日送りこま

るなど︑発羅を不能にすること

◆お申し込みは日本原子力産業会議
サービス贈工業本部へ

i喫．寄iカナタ階子難儀琵総裁ジェームズ・L。グレイ縛士▽「フランスにおける原子力発電所の開発
状況」フランス原子力庁澱筒長官フランシス・ペラン下土▽「原子力と瀧灘の発展」インド原子力委員会

しては︑目本学術会議をはじめ各方面の意兇をきいた上︑十
一月中には最終案を取り家とめて佐藤繭相に警申し︑政府提

案の形で通常国会での成立を図りたいとしている︒

国の役割りを明確化
ができる︒したがって国は︑その

国は︑科学技術の研究を推進す

施策を行なうにあたっては︑詳虚

この基本法のねらいは︑科学技

るにあたっては︑優秀な人材の確

にこれを尊還し︑これを生かすこ

ならず人文︑往会科学をも対象と

保を図り︑独劇性と合理性が曽墜

進に果たすへき国の役覇り冷萌確

して︑国が総禽的長期国劇を策定

術の研究推進と研究成果の利用促

すべきこと︑予算の弾力的運用を

される祉会環境を作り︑自然科

とを本旨としなければならない︒

はかること︑孤学と技術の区別を
学︑人文・社会科学の各長門の調

化することにあり︑豊国科崇のみ

やめ研號そのものを対象としたこ

らない︒

和のとれた発展に野めなければな

政策の圏顯は︑科学技術が経済︑

鋸一条国の科学技術に関する

︵国の政策の風標︶

︻第一童総則︼

律を制定する︒

の政策の隅樗を示すためにこの法

賞務を明らかにするとともに︑そ

ここに︑科学技術に関する国の

努力しなければならない︒

確立に真に寄与丁るよう秋極的に

人類文化の向上および世界平和の

民経済の発展︑国践福祉の言言︑

利用を促遣するにあたっては︑国

国は︑勉学技術の研究の成果の

と︑など幾多の重聾な点かふく肥

蹴と韻学技術会議の関係︑総禽調

れている︒が︑〜方馬購本学術会

整の850方などについては︑必ず
しも明瞭でない点ぷ指摘する岡き

もあるQ
以下に︑闘法案︵兼定稲︶全文
を掲載し参考に供しよう︒

法案の全文
科学および技術は︑文化国家の

︻置文︼

形成と発展に不可欠の幽幽てあり

人類の橿祉の増進と文化の岡上の

て︑わが国が︑その繁栄を娚し︑

すべき三朔な便命にかんがみ︑科

社会および人類文化において果た

学の健金な発展の基盤を爵成する
とともに︑社会の要舗にこたえて
技監の研究および利用を促進し︑
もってわが国における科学技術の
水鵡を向上せしめることにあるも

︵国の施策︶

のとする︒

一︑圏は︑前条の目標

れているQ堕濾の良し悪しは︑

1｛1月20El発行予定

：・……・・．▽概観「各国原子力開発の現状」東京大学教援向坊隆▽「カナダにおける原子力発電の将来」
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ム。G・ペニー博土▽「アメリカにおける民關原子力発電詮1画の現状と将士アメリカ原子力委員会婁員

発行

婁員長ホミ・3・バーバ博＝ヒ▽「ソ連における原子力平和利用の概要」ソ連原子ブコ重用園家i委員会講長ア
ンドロニク・M・ペトロシャンツ氏▽rイギリスにおける原子力開発」イギリス1票子ソヲ公粧総裁ウィリア
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構
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限定出版（日本語版）

海外主要国の現状と計画を本書から！！
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畏クレン。Ψ・シーボーグ縛士

茎礎をなすものである︒したがっ

かつ翻際社会に寄与するために︑

わが醐の科学技術を潤い理想のも

われら国民の負わなければならな

とに灘英に進展せしめることは︑

い当然の貫務である︒

自然︑入文・祉会の分野におけ

る諸科学の研究は︑本来︑科学に

べきものであり︑科学技術の進展

内在す．⇔自律性に墨ついて発展す

第二条

を達成するため︑次の各層に掲げ

は︑その研究にたずさわるものの

る襲項につき︑その政策全般にわ

曝

＝

＝

＝

醐
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窟主附な活動を積み霊ねることに

物〃％∠ク勿∠ク％∠ク㌦〃％∠ク％∠ク％∠ク％∠ク％47物∠ク吻，4ク％∠ク％〃7物グ物〃

（8）
よって初めて︑これを期すること

％∠ク㌦∠ク物グ冤〃「％∠ク％∠ク％〃「％∠ク％〃％∠ク％〃％〃㌦〃隔〃冤〃％∠ク

一

一

、、、、
、N、、、、＼、
㎜

、、㎜、
、＼、、、
、
、x、、×

第335署
第三種郵便物認可

子

稿和40年肖O層「6臼

