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電は在来型発鷺と幽暗可能にな

まくなった︒今田では︑原子力発

国文協力はむろん濫用するにし

れば︑恐らく引過ではある潔い︒

本が宮主的に開発したものでなけ

なるたろうが︑日本駒なもの︑日
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転換炉の建設が必要になるかも知
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部で国内的燃料サイクルが行なわ
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発猷を績極的に進める必要がある
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感せざるを綴ないが︑何もなかっ

しば闘かれた︒これはある程度揺

発揮され︑原子力鉱本法にいう臨

原子力発電の大きな爾億が十金に
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このようなことは︑日準のエネ

が︑委鱗金に対しては一貫した開

ても︑欝本には︑日本として窩憲

的な分野に中心をおく研究網羅を

ナシコナル︒プロジェクトの遂行

愚初の精神に立戻ることになるQ

の冠歩を遂げている︒いま原子力
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休口窄件が熟してきたといえる︒

プルーブン炉については︑今日

霊的開発の葱味︑原子力購買罎の

上っていた︒原子力基本法もその

段階は十鋸をもって終ったのてあ

るという基塞線が︑大きく浮かび

納神のもとに作られ︑原子力婁再
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り︑日本の禽空的研究ぷ行なう虫

会もその線で設畷されたと考え6

基本法の精神に戻ろう
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に大きな魅力ぷ感じたのもそれが

成することによって︑その闘的を

た︒この考え方に同闘する向きが

て︑その面からの開発を穣極的に

るのであるから︑余程よく考え
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て軌道にのるであろう︒こうした原子力

いるし︑高速増殖炉等の研究開発もやが

が進むものと予慰されて

のに続いて︑その国産化

貸入︑建設が本格化する

るソルーブンタイツ炉の

を考慮した結果といわれるが︑アジアで

や︑世界の原子力機関における使用実績

六〇〇で︑原子力コードの黒磯的互換性

にのり出したことは︑以上のような原子

たコードの日本での便用には︑同クラス

えよう︒竿入される計算機はCDG三 黍続きをすすめている︒海外で開発され

力界の呵勢にいち早く対処したものとい

であるが︑これも共同で実施して︑誰で

の筆算磯による多少の手直し作業が必要

力機関のコ：ド・ライブラリーに訟加の

ためであり︑現に日本政府も︑欧州原子

癌三十分日航機で羽田空然から出

名は先発︶は︑十月十六日午後性

名︵団長丹羽原研理雛畏︑団員旧

査する動力炉開発調査団︸行十七

だてるため︑海外の開発実情を調

中旬帰国の予定である︒

カナダの関係機関を歴訪︑十一月

：ロソバ緒国ならびにアメリカ︑

発した︒同調団団は胸一カ月聞ヨ

のである︒現地は鳥取布の東方約

トゲンの放射能異常を発毘したも

癬︶の双盤で︑毎時O・一︑ザレン

と一般会謝の二本立ての線で合慧
したように伝えられたが︑予騨折

その加工︑使用ができないように
したものである︒

この保険契約はやはり民間保険
プールで引受けることになるが︑

衝に入ってふたたび難航している
もので︑騨務当局闘の話し合いで

保険料金は一般的にみて濃縮ウラ

開係予算では︑瞬年度の債携負担

倒はみるが︑国の予算でまかなう

であるから︑財政投融資などの面

いるが︑明るい見通しはまた立っ

予算でと関係者は熱心に努力して

を目障し︑この設謝費はぜひ国の ⁝

り︑四十一無度予算案には九億円 ⁝

十七B新旧初会会を開き︑今後の

縣蠣矧技術小委員会を設置
原子力婁員会の原子力懸懇訟会

用炉採用についての問題点を順次
検討することになったが︑全部の

審議方針を審議した結果︑国産舶

議了にはなお両ゴ薗の審議を必要

で第二回会合を開き︑同懇談会に
技術小委員会を設置することにし

とするもようである︒この審議の

は︑十月十九日午後国立教膏会館

た︒原子力船揺動会としては︑舶

結果は＋一月下旬開催の第三回懇
談会に報告されるが︑海外調査団

用炉に国産を採用する結合︑その

いてもあらかじめ審議しておくこ

の収集した資料を併せて参考に︑

技術的な闇題点とその見通しにつ

とが必要となったので︑この技術

いよいよ本格的な審議に入る︒
したものである︒

小委員会を設けて検印することに

兵庫県浜坂町で新
ウラン鉱床を発見

小委員会の構成は武藤原子力委
員を響民とし︑委員には懇談会メ

原子燃糾公社

計麿ほどの所で︑行政的には兵磁

に注ぐ大層川上流の︑海岸から十

品位は分折後でなければはっき

県美方郡浜坂町に所属しているQ

︵人形峠の数十分の一︶と考えて

りしないが︑源燃では万分単位

いるらしく︑あまり高品位とはい
えない︒

原電十五億を増資
して百三十五億へ

臼本原子力発電︵株︶は十月二

十六日本社で取締役会を開き︑敦

てるため︑十五億円を増資するこ

賀発憤所建設工事資金の蔀にあ

とに決定した︒

なお原曲はこの増資で贅本金が

百三十五億円になる︒

原子力局

米へ派遣のプルト
ニウム技術者募集

出︑山陰地区の雪国県で人形峠型

さる昭和三十六綜に開催された日

技術者を募集している︒これは︑

ルトニウムリサイクル関係の轡門

原子燃料公社倉吉出張所は︑こ

ンバーから東大教授安藤良夫︑原

のウラン鉱床が発見されたことを

研顯閻菊池正士︑原継常務暁峨根

の委員として︑原研動力払験炉引

明らかにした︒姦臣出張所ではか

除子力局は︑米国に派遣するプ

詰部第二課石塚儲︑運輸省船舶技

のほど集熱本社に山猫報告を提

術研究所機関開発部第二部長一色

ねて同地区の地賢構造が人形峠に

遼告の三雲︑ほかに尊三聖として

尚次︑束大助教授都甲泰正︑原電

倒ているので︑蕎望と思われる地

︑

派遣され︑今回で第四人目に湯る︒

から中村康治氏がハンフォードに

米AEC駐日代表

年の任期を終え︑十一月下旬帰国

A・モーリス氏は︑このほど︑二

米圃原子力表員会組重代喪P・

モーリス氏︑帰国
は︑早急にやらねはならないこ

なった地帯艶備計画について

することになった︒同氏は帰国後

ることになっている︒後任未定︒

はAECの運輯安全部長に就任す

れるへきことだ︑といい切る︒

人口一万六千人の村に︑これか

とで金面的に国家によってなさ

原子力委でやっと本決豪りに

ことも頭の凄い問題のようだ︒

一般の産業施設を誘致しにくい

には︑関連の工場はできるが︑

お46う照来雨︵てるぎ履卸第三紀 からは坂田肇氏︑平四穣氏︑原燃

に七ついて実現したもので︑原研

のウィルソン米原子力委員の提案

米原子力産業含圏原子動力会識で
技術部技術第一課蘇山文彦の四叉

点を操顕していたが︑花巨岩を

すけ

このため技術小委員会は十月二

を依嘱し︑謝八名である︒

茨城県東海野村喪に

ときの

根本時之介

もと

かえり咲いた

は

発展した
それは皆さんの

た東海村のことを
というのは︑

となかなか

も有名になってはいるが︑名た

錯覚じゃないですか︒世界胸に

けで実なしですよ

労働力の
半分を三業に︑残りを幽艶力施

▽十屠十四日擁

て事務当局から説明を闘いた︒

促進をはかるに必要な專項につい

十一日蔭食品照慰に関する研究の

について報告を受けた︒▽十月二

③笥子力開発十周年三怠仔事など

算の改酌︑②科学技術猛本法案︑

開発事業団の昭狛四十年度躍可予

の説明を聞いたのち︑①原子力融

核燃料の罠有化に関する事務轟局

原子力委盛会

旬閣メモ

らどんな地域社会作りがすすむ

設にふりむけたい

か期待は大きいが︑

村長たったことがあるQ就任当
時は︑原研の敷地がその前蕪に

根本さんは今年六十五歳︒趣

ダンな佼愈が見えていた︒

る︒役場の窓からは建設中のモ

という辺り

決定したはかりで︑懇命の発電

孚きびしい︒実際きいてみる

にも︑東海村の変貌が感じられ
受け入れてよいものやら素入

⁝難勝無熱籏撃騨

もくもく
と働くことだけですが︑猟をや

ときけは︑
しい︒一億の収入に対して︑幼

り家す

味は？

稚園︑保育所を伶れとか︑道路

んと嫁入り前の娘さんが繭脂を

は・入変ら

の粟窪とかで︑結局その十倍も

経営︒東海村商工会講齎会長Q

︵HT︶

との返肇︒家では奥さ

二十悩もの仕事が要求されると

騨じ︑危いこともなかろうという と︑村の

と当時を語りながら︑

のて︑議会も満揚一致で可決し
豪した

あたり家えの蕎労をした窟で

という︒

日本の原子力センターとなっ いう︒それに原子力施設の回り

です
⁝

やりくり

駈誘致の話が始まったころ︒

村と合毒して象擁村となる︶の

め︑それ碧色にも石神村︵村松

から三士ハ鉱までの一期をつと

初登楊ではない︒一二十二年九月

村長となったこの人は原子力に

川瞬氏のあとを受け︑九月に

諺薦戸㌶

動力炉開亮の払本方儲位窟に役

動力炉開発調
査団が出発

ているものである︒

うのは︑最低の臨界羅と考えられ

なおプルトニウムの五酉鰯とい

られている︒

ンよりも幾分高くなるものと考え

は解決が非常に困難な状態になっ
ているもののようである︒

こんご薬室設詔の契杓が締結さ

黷ﾍ︑サンゴバン社に設計料が
支払われることになる︒原燃では
最初鼠えられた十三億円よりは低
減されているとはいっているが︑
この予算についてもまだ見通しが

し︑大蔵省欄では︑原子力発億が

行為緻の使い残り約四億円がある

ことはできないとしているのであ

ていない︒

って︑一撃業所で五菅鰐以上のプ

力事業者は︑原子力損害脳償責任

政冊は十月二十六日の元口で︑

施行令﹂の一部を改正する政令を

保険の契杓とか︑原子力損害賂償

﹁原子力損宙の賠償に関する法偉

決定︑十一月十日から実施するこ

講じなければならなくなる︒

これはわが国でもプルトニウム

二三契約康たは三訂なとの措搬を

加し︑プルトニウムやその化合物

の本曇的な研究が始まることにな

条と第二粂にそれぞれ第三号を追

などで︑プルトニウムの量が壁土

り︑十一月下旬には米国から隠里

恕するなどのこともあるので︑こ

に一・五㎡鰐のプルトニウムが到

うした賠償拙置をとらなければ︑

したりする原子力事業者は︑原子

いことにしたものである︒したが

力賠償措置を講じなければならな

鰐を越えるものを加工したり便用

とにした︒これは同施行令の第一

ルトニウムを取扱うこれらの原子

損害賠償法施行令を改正

Puも法対象へ包含

くされており︑一時︑財政投融資

る︒昨年末からの悶題で論議はつ

一環である再処理プラントも事業 が︑これは凍縞されたままであ

民當で進められている以上︑その

へきであるといっているのに対 立っていない︒四十年度の再処理

から︑当然田の㎜般予算で措罎す

トは研究開発のためのものである

瀦購予算折衝は依 然 難 航
鳳子燃料公社は︑十月二十一臼︑使用ずみ燃料再処理工場の重

量設謝は︑フランスのサンゴハン・テクニソク・ヌーベル︵SG

した︒一方︑詳細設謝費については大蔵省との予騨折衝が就けら

N︶社に依鼓するため︑同社と交渉を進めることになったと発蓑

に契約条件をつめながら︑技術上

説明している︒そして今後はさら

いたので︑この方にきめたのだと

れているが︑依然難航が伝えられる︒

この再処理施設は︑さきに原燃
でフランスのサンゴバン祉とイギ
リスのニュークリア・ケミカル・

ごろになり︑さらに建設に三年か

費すと︑完了するのは四十三年申

る︒すなわちこの設計に二年半を

かからなけれはならないことにな

うしても来年日々には設謝にとり

計画を進めているが︑それにはど

無中ごろには運轍開始の段取りで

ゾの処理能力をもち︑昭和四十六

この再処理施設は︑一日○・七

としている︒

には正式に契約を締結する予定だ

プラント︵NCP︶社で提出したからも十分話し合ったうえ︑年内
見積り霊を険難した結果︑価格引
下げのため︑両社に再検謝を求め
ていたものであり︑そのため両社
は︑期日の九月二十日までにそれ

ぞれ再び提出したので︑ 原 燃 で
は︑その内容について︑技術︑価

格︑その他の契約粂件など︑いろ

いろな観点から慎艶に倹黙し︑こ

のほど右のように決定したもので

ある︒

この決定について原燃では︑サ

省側との闘で︑歩み寄りをみせて

方が︑依然原子力委貝二日と大蔵

れに引合う予算描鷹に対する考え

ところが︑懸念されるのは︑こ

る︒

ンゴバン社もNCP社も︑ともにかるとちょうど計画どおりにな

再処理工揚の設計建設には豊圃な

経験をもっているので︑技術上の

催頓性などに関する限りでは︑ど

ただサンゴバン社の四更 り の 方

ちらに決めても悶題はなかった︒

原子力委員会側では再処理プラン

㍉

や
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原子力コード

科学技術副籏を行なうため

とが酊能でもあり︑重要なことであろ

も窟由に利用できる形に整備しておくこ

7

十五瀞層ほどの山の中で︑日本海

の聡子訓算機は鍛近に棄って
は最大の設備が原子力界の共同利用に供

整備の重要性
⁝

二一⁝

されることの慧義は大きく︑コードの開

われ︑すでにかなりの成果をあげてきて

子力研究所や原子力学会などの手で行な

､日

国産炉採用に備え

謝鈴を必要とし︑大型届龍の霞難解算機

発電の進展は︑必然的に複礫︑潤曳な讃

発にもこれが酒朋されることを期侮した

原子力コードは近年ますます大規模化

これらの仕謬は︑これ豪でにも日本原

う︒

処理能力が習 し く 向 上 し て お

W⁝

に対する副算需要が︑急速にふえてくる

り︑世界各国の原峯力機関は貌々と高牲

能の鷹子謡算勘を採鴨して二号機能の充
ものと予想される︒輸入炉を利用して国

し︑内谷も複雑になっているので︑一つ

い︒

実につとめている︒しかし︑設備の充実

も︑電子謝算機の駆使が必要であって︑

いるのであるが︑今回さらに産業界がコ

塵化の試験研究を行なうような場合に

のコードの開発にも多大の経費とマンパ

は︑羅子訓算機を便用して原子力関係の
たとえは胸入発電炉に圏産敷秘を袋入す
ード開発の璽要性に気づき︑その開発努

にもまして各国が努力を集中しているの

謝箕を行なうのに不可欠な謝算アログラ
ワーの投入が必要である︒できるだけ国
力を拡大強化する態勢を打ち出したわけ

る場合︑もしメ；カー保証が外されれ
内での開発努力の穏複をさけて︑共岡開

の塾備に関する協力体制がいっそう前進

は︑運転に必要な核計算を日本側の手で

ム︑すなわち原子力コ ー ド の 開 発 で あ
る︒

することが里豪れる︒欧米諸国で︑コー

で︑これが機酵となって︑原力力コード

ドの国際交流が酒屋化しているのもその

発により︑統一的︑効果的に鍔力を集中

このほど日本原子力麓業会議が大型電
することを搬っておきたい︒

行なわねはならない事態が起きてくる︒

る簡勢は︑かなり差し迫っているといえ
子計算機を設落し︑原子力コードの開発

わが国でも︑コードの開発を必要とす

る︒ここ数年のうちに︑各電力会批によ

i ▲・繍 巴
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仏サンゴバンに決る

圏

が︑NCP社のものにくらべて︑ いないことである︒というのは︑
原燃の仕様や予算などに合致して
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ぎ 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
蓋
諾工業におけるすべての原材料・中藍生成物および最終製晶についてめ化学的分析
蓑法について，現在広く行なわれている，あるいは，開発途上にあるあらゆる方法が集
〜 大成されるものです．第1巻から第3巻まては，分析化学の一般的テクニノクについ
雪て解説され，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。
く 各巻およそ700ページで，来春から順次出版される予定です．
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翼箋資慕巻薔姦戴
六年間で入百万KW
牢が運翻厨標であり︑予傭的堕民

建設スケジュールでは︸九七〇

動力省燃料政策白書で発表
イギリス動力省は九月二十一日﹁燃鴉政籏臼轡﹂を発張したが

ﾌ中で︑酌隼故府が発表した第二次原．＋力発電譜画を五懲万K

Wから八酉万KWに払大すること卒萌らかにした︒これにはダン によれは︑原型炉の初娚炉心は星

郊間に毎年五十万KWの発露所を

原子力センターにある13R13建
に設︶のうちの一つである︒

にまに虫があっちこっちに落ち

まに裸かになりかかり︑風の謙

纂毒︾

スペクトル・シフト方式を採毒し

発のために行なっているもので︑

たコンパクトな炉心設副になって︸
⁝
おり︑ここ数々月以内に運転が始

カナタ︑百万KW

運開予定となっている︒

計画の建設に着手

カナダのオンタリオハイド上社

がト鳳ントの東方ピカリングに建

始疑った︒一九七〇彰に運転が開

KW二基︶の親達工事がこのほど

設する原子力発電所︵出力五十万

一YAーー
まる予定︒

塀合︑アメリカの技術会拡はおそ
らく町能性研究を申請するであろ

ダで最大の副画であり︑カナダ漂

始される予定のこの発電厭はカナ

設される︒炉はダゲラスポイント

子力会社︵AECL︶によって建

すでにアメリカとイスラエルは

う︒

ルのために一口に一当ガロンの水

と同型の天然ウラン三水型で︑初

合同研究を進めており︑イスラエ

を生産できるプラント︵出力二十

・エンシニアーズとカタリテfク

R・ストライク氏は﹁この発電所

オンタリオハイドロ欝血長のW・

この斬しいプラントについて︑

万KW申語︶について︑カイザー 装両燃糾は二璽二十ニナである︒

・コンストラヶション挫がこの可

連邦政肘︑州政麻が共同で負組す

で︑オンタリオ水力電気委員会︑

万博︵九薗五十七偲六千万円︶

この二二の費用は二偲六千六齎

るだろう﹂と述へている︒

の石炭火力発電所と同じ程度にな

は現在ナ！ニアに建設中の同容撒

能就研究を行なっている︒

KWのこの発電所は︑サン・ロラ
になる予定てある︒八1±一カ月 葎運転が開始される予定で︑建設

にわたる踏査調鑑が︑IAEAの
費は七憾五千五箇万フラン︵約五
心五十一叙円︶となっている︒

これはまた︑一疋七〇年︑七一

指名による委員長と幹箏およびア
メリカとメキシコの代表四人ずつ

無ころの電力消費が一千六葎三十

イント︵KWH轟り五・七ミル︶

南ア連邦︑ウラン

ミルくらいになると見預られてい

よりも一・九四︑・ル蜜い三・八六

る︒

の販売高年々減少

南アフリカ避娼原子力委員会が

出した鯖八次無報によれば︑臨夏

中における同脳のウラン酸化物の

売上げは︑三千七強三十五沖で約

一蒼万円︶となっている︒寒川が

五千八覆万け︑︵二酉九十二隙三千

九六四年は九蔵六十

江別調査

癒KW鷺︶であるとの予想のもと

によって百なわれるf定であ 億KW11︵

のメンバーからなる
団

る︒アメリカのメンバーは内務省

ウラン酸化物の生憎を始めて以

来︑これ豪でに総最五万二千穏八

六〇年の六千野団三十七・一♂を

十圏誘の売上げがあったが︑一九

最高に年与︑減少す．勺伽向にあると

は次の通りとなっている︒

︵午後﹀国際査厚の訳恥血にお 報告している．なお年臓一直売高

へ午前︶国際開允および議劇

よびその競へ門▽十一月山Lハ目

力年計働︵一九論豊山ハi七Q年の五

三人︑AEC一人である︒もしこに作成されたフランスの第五次五
の調査結梁が好豪しいものである

月15日から4日闘

米原融通12圓フォ
ーラム大会を開催

靴と隙子力利用の可能蟹︑源子

事

商

菱

卜

︐

手原原霜露放権
原．．．．．．

用達判

炉炉炉済性格

燃廃艦

属料案容

計装輸勿器

・その他

︵細腰︶は︑ベルギー︑モルの

新しいバルケイン炉心を挿入して

からもらったのたが︑

て来て︑つつじやバラにつくの

へ午
割︸障水引駆における隙子日力

ける問臆▽†一月十七購

力の工楽二巴︹非動力︶▽十一

これらのウラン酸化物は主とし

・原子炉シュミレータ

子炉附属装置

スト・ガス条数工場を鍛画約三％
の低濃縮ウラン生醗用に改毒を始

エンドのための方蔽が考えられて

給する新しい資金源を設けること

ト建設のために低金利の資金を供

この六月には実に柔し

で擁朝つぶすのに蕾労したが︑

累原子力西果会議の主催する鈴

一方︑この発電所に先だって建

める計画であるQこれが完成する

ベルギーのバルケイン・シンジケ・ iI︵EDF14︶は一九六八年

炉心は滑一つの漉編燃寒露域をも

1トが舶用炉および小型動力炉開

いるところ︒これは︑英AEAと設されているサン・ロラン・デゾ

懸盤︑

の費用として二千八酉万が俺かか

ったもので︑最初は炉のナトリウ
マグノノクス炉噺尋者と同様にヨ

て︑輸送も含めた完全な再処理サ

い︑﹁水不足は輿界で最も緊急な

アメリカとメキシコは︑合同で

である︒

問題の一つである︒この水野触に

て新鮮な水を供給し︑水不足を緩

幅む世界のすみずみの国々に対し

カリフ﹁ルニア州のメキシコ湾に

このほど︑パリの葡約穏六十♂層︑

サン・ロラン・デゾーに新しい二

ために両国の間で研究協定が絃ば

子力発蹴所を難沖する︵来年漕
鉢物は瀟鯛なので手を田さな

く咲いたQそんなわけ

これもまた楽しいものである︒

ントンのシ三ツトン・パーク・ホ

の役割︵午後︶陸宙開発の必要

テルで開かれる．開催期闘中の仮

五日から十八日承で四凹間︑ワシ

十二圓フ穿ーラム大会は十皿月十

出庫罠ごろ運開予定のダグラスポ

フランス鍛力士︵EDF︶は︑ る︒同プラントの発電コストは︑

ゾー第2を建設へ

仏︑サンロランデ

鐙糊濁

ジ︵D・ホーニグ博士代読︶ゑ45な の提案の鹿な円的は︑脱騙プラン

いる︒豪たAEAでは︑AGRや

ム冷却桐出口温艮は簸高摸氏五齎

められる︒

ービスの実施を望んでいるQ

また水ーナトリウム熱

¥h度︑最終的には六酉度に高 ーロノパの冠水炉全戸省に対し

交換器が健われる︒

来年からAEAはカーペンハー

第一回海水脱塩会議終る

和するために科学と技術を実らせ

ることが必要である﹂と述へ︑こ 大型二重隔的の原子力発電・脱塩
ウヶiタi︒フ憶ア・ プラントを滞発し︑アリゾナ州と
カリフすルニア州およびメキシコ
を提唱し︑
ピース・プログラム

のために

のソノラ州とバシセ州に衣を供給

いことにしていたのだが︑近断

で︑あれやこれやをい

シロヒトリも一匹一匹見ると

とにした︒種類もぐっと制限し

する予燈であると発長された︒こ

も︑約二十聡類の小無謬で入れ

れたが︑IAEAも協定の当壌醐
ン・デゾー韮と呼ばれ︑一尾六九

れると︑全郡で二百株を越える

乏き︐．うのある虫で︑つぶすの

工︶と発凝した︒艶気出力五十万
ると六十株はあろう︒格︑さざ

の酒屋さんの憲入が田無の粥の

んか︑の類を主体にした︒平凡

上に︑中央に十犀ばかりのパノ

がかわいそうなくらいであっ

て︑つつじ︑さつき︑綴︑さざ

の大型プラントの開発を研究する

んかもそれぞれ十五株くらい︑

友の会の会長さんて足非やって

れたので︑二十鉢ばかり軒下に

さっきは新種が空で苗木ばかり

その他バラはつるバラが鷹の

並んでいるQ今まさにほころば

ごらんなさいとこの春に苗をく

三力をかこっており︑曽通のが

んとしている︒

たが瓢一十株はある︒

︶

ヨンソン米大統領が開会メノセi 国際的撚金の創立ぷ擁関した︒こ

科観ず∬臼が参加したQ㎜開A誤式では韓ン

十五力国から千五胃名の技術者や

各国から千五百名の専門家が参加
鈴一回海水脱燃に関す・り圃際会

議は十月三日から九陰豪でアメリ
カのワシントンで開催され︑約六

灘
なってし豪つた︒鷹

かが知れているけれど︑それで

るQさらに二坪ばかり

三十探芝生をきって櫃わってい

といっても五十坪たらずで︑た

も春夏秋冬に追い画されるよう

並末があり︑この麗それがアメ

景の前の通りにプラタナスの

にいそがしい︒去年の十月に脚

の池があり︑その中に

リカシロヒトリにやられ全滅し

だけどもなかなか趣のあるもの

テーンゲ・グリーン裳がいの芝

た︒駅は田無の東大原子嫉研究

牟−前︶原子炉冤制

て十一の生酔業者によって金の鉱

：用済燃料輸送装置

には豊艶かかると思われるが︑こ

るものと犯ている︒ダンジネスB
発電四望濃縮ウランはちぢろんこ

の工場で生配されるが︑成型加

である︒またこの工場は最終的に

エは︸九六八年ごろ冠成する予定

二業機構に入れられる︒

は︑今年の初め設立したAEAの
AEAのウインズケール再処理

に改造する副画も進められている

プラントを低濃縮ウラン発亀所用

へAGR︶が勝樹を得たことが朝激となっており︑エネルギー拙 トニウムーウラン酸化物である
が︑これは一九六八年ごろ完成の

本的にはステンレス鋼扱覆のプル

が︑カーバイド燃特も損当最含罵

シ不スB発電所︵すでに庸工している︶の入札で改良ガス冷却炉

問会議が最近動力省に提帰した勧僅が大きく嘆映しているものと

ー近くのファース・クライドが考

閧ﾅある︒現在暫しいヘノド・

れることが疹慮さ耗ている︒

表していた︒

しい政策を検討中である旨最近発

みら れ て い る Q
酢奪四月動力繍は︑第二次原軸

力発電毒剛︵一九七Q⁝七五無の

この訓画を六〇％近く拡大するこ

また︑エネルギー劇画会議でも

隙子必発灘所を建設することを明
とを購力省に勧告しており︑今回

六鋸問︶として総斜五月報K W の

ちかにし︑本無五月その第一号允
の発長が各方面から待たれていた

A冠 もの︒これによって一九七〇年以

聡所となるダンジネスB発竃所の

炉型として英原子力公社

な数字ではなく︑今後拡大する可

この八蒼万KWの容磁は︑最終的

建設していくもようである・なお

A︶の 開 発 し た A G R を 採用する
降は幻年一つずつ原子力発魅所を
ことに決めた︒

この際第ご次副画の発電規模鉱
大がうわさされ︑労働党政府も︑
一九七〇年までに国民所得を二五 能性もあるといわれている︒
％引き上げることを囲標とした斬

繋騰工場の改造考慮

騨

で︑CE哉BのゼンシネスBと同

英AEA第二 次 計 画 に 対 処 し て
アメリカの搬争力猷業会議︵A

IF︶の撫関蕊ニュークリア・イ 掻な二甚の原子炉を備えたものと

降のイギリスにおける原子力発魁
えられており︑大型揚水プラント

ンダストリーは︑ダンジネスB以 なる盛込が強い︒敷地はグラスゴ

訓醐の動向について︑原子力公乱

本的な櫨え込みを終えて︑この

はすいれん三部と花菖

た︒その余波が家にも及んで︑

である︒初心讃の悪いくせで櫨

疵雑ぶりはこ想僚に難くないで

生が残してあるのたから︑その

月十八日

の二二︑以上とな．ている︒な

泥から取り虚されにちのである︒

三菱原子力工業株式会社

繧

リプロゲラムの主なテーマは次の
通り︒

お嶺原熱にも轟轟があった︒

．子炉制御計装

三菱化コニ機株式会社

欝

▽十一月十五日︵午後︶原チカ

・臨界実験装置
・臨界未満実験装置

三菱の原子力プラン

議灘！

の腰用客用︑撫燃料の経済性お

炉附属設備
子炉附属研究用装置

三菱金属鉱業株式会社

︵AEA︶︑中央発霞庁︵CとE
共G
に運転す萄説画であるQSS

蒲の鉢が五十ばかりあ

＊南や一本市に出かけるとつい

所の正門の前の繊ですかろ同好

る︒この76菖蒲は国入 豪ず裏の柿の木があっという

あれもほしい︑これもめすうし

あろつ︒撰人が鳳たか︑植木屋

二本ゐ剣として伍木に限るこ

いで︑植える場所も巧えずに貿

の力々に稲ついでに36立寄りご

今はその準備にいそがしい︒

現われるのは来年というわけで

喚を楽しんだが︑努力のかいの

B︶︑酌スコノトランド電力庁 EBはこのAGR灘画を来爺の巾 春から秋にかけていちおう花や
︵SS廻B︶に情報を求めたQご
そろ豪でに決定し︑一九七一年に

しかしこの訓画が事笑上イギリス

の結果︑C鶏GB︑SSEB運両
電硝止したいもようである︒
転を

力庁からマグノノクス発蔭所につ

いての報橘があったほか︑SSEで二番凹のものとなるかどうか

に次ぐ二番闘のAGR型発電所殖によるとされている︒

Bでは︑CEG8のダンシ不は
ス︑
BC冠GBの話劇の進展いかん

一＋血万KW︶建農の

設の用恵があること︑AEAから AB氏では︑高速増蝦原型炉
︵霞気萬力

政府認可があ瓦ば︑来蒋には廼設

高遮原型炉建設︑ガス鉱散プラン

乗た敷地についての最終的決定は

トの改造による濃総ウラン燃村の

への再処理ツービスを積極的に実

しておらず︑現κウインズケー

さんの西木服かわからないとこ

r

ってし豪って優でつめこむのに

ぐ

教示顯いたい︒︵菊池正士ノ
C

ぼすのも無理はない︒

：射性当面物処理装置

原子炉実験装置

・その他

式会社

・訓練用原子炉
研究用原子炉

機株式会社

電

一
一 鍵

・燃料取替装置・

原子カプラント・原子力設備

三菱重工業株式会社

。放射線監視装置
。ホットラボ

一
一

●

株

圖

に着手したい忽向である︒しかし

施する留向であること必明らかに

ル︑ウインフリス︒ヒース︑北画

︵

一｛乏

Ψア

拾労してし楽う︒つつしたけで
﹃d﹂qj

み
四
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四
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今日このごろ

・PWR型原子力発一所
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一

ント
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四 ハ

ントントント

Q

生醒際制の儒立︑ヨーロノパ請環

している︒

られている︒

ノトランドのドンレイが考え
SSEBがゲ弓えているAGス
Rコ型

九九 九九瓦

・

発電所 は 鍛 気 出 力 葡 二 十 万KW
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六六六
四
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聞

業
曝

力

雲

核燃料政策の拡充へ

JCAEの
聴聞会から

格契胸で倶する用趣がある︒

に開発国が比鮫的小規模の電力系
統で︑核プラントを翼に競合でき

ルギー・レベルに至る広範な中牲

も応用でき︑一中粧子から高エネ

＆⁝船建造計画に取組んでき

W⁝とんど孤軍轟謀勇

社⁝B＆W社が最近までほ

関連してWH社は︑ダウ︒ケミカ 今日の軽水炉からゴールである筒

は︑同社のR・ハリソン氏の黒蓋

B⁝ただけに今猶の聴聞会で

⑲

P−断＝＝譜一茎﹇＝二一＝1認

一

⁝原無

AECが援助を拒んだ︒したがっ

の政驚誓湯は不要﹂という理博で

唱隻贈︻糟＝槻＝蛋＝憎篇＝曽︻暖■﹂＝幅一：瓢︸＝四牌

＝F玉﹇脳＝一曽：雪＝＝＝二亀

すでにイギリス蚊周は︑ブラ

・パワー・プラント祉Q

ノドウエルに対してIA

EAの査察の受け入れを

決定して36り︑査察下に

おかれる原子炉では世界

最大のものとなる︒

ここブラノクウかータ

ーはローマ時代からカキ

の漁揚として為名である

が︑発電所から出る放射

性廃棄物に含まれる亜鉛65をカ

キが濃瀟するので︑その縮瞳65

原子力発

を分析すると許谷限度も分ると

の役目を果た

あって︑最近カキが

電所の安全管理

って発表され話題をまいた︒

していることが衛生専門家によ

一碧炉は一九六一年八月︑二

号炉が六一輩四月に運開した︒

発電コストは約四円六十六銭︒

二

ていた侮学フラントと千四百荘十

人の従業員は一九六五年十二月

建設が含まれている︒予算七十万

郊宋に完成の予定てある︒炉に入

ザの窒気冷却ユニノトは一九六六

ンは王AEAによって倶給きれる

れる二十三⁝十五♂繁の濃縮ウラ

コーラル王はフランスとユーラ

ことになっている︒

の一部であるフランスのハーモ漏

トムのラプソデf晶速増殖炉踊姻

1と似たものになろう︒

EDF12のター

フランス

命

ビン一部設計変更

◆

フランス矯力げ︵ED12＞がシ

ノンに建設したEDF−2︵GC

R︑回気出力二十万KW＞は︑本

年二月宋より送電を始めている

ると︑タ；ビンに︸部農副変更を

が︑最近のEDFからの発喪によ

カ月ほど遅れるといっている︒現

行なうため︑全出力運癒け四−六

︵飽和蒸気︶のローター・エロー

在一つタービンの主として低U部

ジョン巻防ぐため設計三更が加え

また現在第二のタービンは十二

られている︒

最初の運転試験が終れば補擁され

万KWで運転しているが︑これも

る予箆である︒これについてED

スイス

スイスては最近ンユネープ︷．・開

◇

発電所建設を討議

第三番目の原子力

あると述へている︒

十一口をもってイソケム祉に移さ

十一月十日から臨樫のアイソトー

プ︵ストロンチウム90︑セシウム

捌︑プロメシウム槻︑セリウム泌︶

の値下けと蟻による伯引きぷ爽施

これはイソケム祉の新設フラン

するΩ

ソケム社︵マーチン・マリエノタ

て燕趣増殖炉の研究に入る︒この

進められた臨界実験臨画に基づい

二⁝七三年までに運転︑聖始め．勺蕉

討議された︒これは︑ローヌ河に

十万KWの原子力発電所の建設が

第三無二のものとなる︒

の二十万万KWに次いでス4スで

現在WH社がはらっているBKW

なったNOKの三十五万KWと︑

は︑先にWH社が建設することに

もしこの計画の実施が決定すれ

である︒

検討されていないし︑炉蝦ち米決

というものだが︑康た貝体的には

めの方策であると五EGは述へて 沿ったフェルボイスに建設しよう

アイソトープの利用を工大するた

トが運転に入る︸三道八︑年までに

壷

が︑囚難にぶつかった主な原囚で

Fでは︑フランスではこの醐のタ
このため︑従爽GE就が運猛し ービンを長い間作らなかったこと

とに関して契約した︒

再生︒！1入7ラントを建設ナるこ

の黙思資金による核分饗生成物の

で運転することおよび︑八百万談

化学フラントを年閥二月四百万訓

C︑海翼周・国防省の王者による は︑十月十一日︑ハンフォードの

つを必界面項として指摘したQ

高速炉の研究
開発を検討中

EEIの代理として︑

E⁝コモンウェルス・エジソ

な部門が買献ずるたろう︒

かれた公営電力の会禽で︑一九七

れることになった︒蒙たAECは

ド氏が発心したQEEIは︑本年

て主思を立てるつもりであると報

告し︑次の二点を明らかにしたQ

一︑フェルミ炉を用い竃力会社

と炉メーカーが共同で難事壇勲炉

いう非公式の申し入れを二五中︒

二︑ヤンキ⁝とドレスデンーで

のプルトニウム・リサイクルも考

慮しているが︑配業界のいろいろ

いる︒

◇

いよいよ高速増殖

スペイン

炉の研究に入る

◆

スペインは高速増殖炉の直慶の

経験を護るためにフンタ・デ・エ

−YAーー

ン﹂

外蕃蟹

梅臣

φ

イソケム社︑化学
プラントの運転へ

アメリカ

在とU・S・ラバー社の子会社︶

米原子力委員会︵五EC︶とイ ネルギ：︒二圃一ークリアによって

ゆ

タのユアン研掩所にあるコーラル

総電気出力三十万KW︒中繊麗

一翼一一聾門篇二﹇＝﹁﹁■﹂一＝m一柵＝﹁■層倉一＝醗一

塁上のものではなくてむしろ法律

童画にはマドリードの郊外︑ユン

ス州のプラノクウ橘ーター耀河

鴬庁︵CEGB︶がバークレー 王と呼はれるゼP娼力ユニノトの

ほぼ同じで︑あらゆる点が類似

発鍛所と同時に建設し︑規模も

ロにこの発循所がある︒

ブラノドウエル発電所は原子

しており︑運転中に燃料取替え

炉二星︵発霞機は六含︶からな

り︑コールダーホール型︵天然

鋤規

一ユークリア

ができる︒設刮は

翻

難蝋

ウラン黒鉛減速ガス冷却︶で︑

難糟︐

前回のバー

蝶

魁欝騨鍵・

難・鱗

W級のプラントをKW当り面三十

る︒ただしこれらの金頷は聞発の

子スペクトルで運転できる亮込

速増殖炉に纏る進化の浴すしに煮

が辛らつであった︒

技術の使用認可︑ドイツに辮料と

たっているからこのように非常に

人口の中心におく必要がある︒大

してもらうなら︑原子力発電所を

てB＆W祉は︸九六三年衰にAE
Cの資金援助が打切られてから︑

型発電所奉．人口の中心地における

二二
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四衝万KWになるという予讃を行 供するのと同様な﹂性能保記と価
なった︒

望として最も関心を持っているの

プルトニウムー1WH社︑商業用 改艮型原子炉目WH挫が長期展 るようにするには︑十⊥二十万K
原子炉て生麗されるプルトニウム

開発ナることが必安であると述へ

1百六十万〆のターンキイ価洛で

は︑液体金属冷却増殖炉と超臨界

た︒

は金額にして︵もし価洛が現在の

野では﹁正規の棊礎﹂の上にたっ

水準に保たれれば︶︑AEC市場加圧水型炉の概念だが︑増殖炉分
が無嫁証になる年の一九七一年に

り︑ドイソではAECとこの種の努力によリプルトニウムが経僧的
みである︒臨翼加圧技術こそは︑

一チ万が︑七七隼に四千万ザ︑八O た別の事法にも当たりをつけてい
孤軍奮闘で原
︸43︒超臨界炉は︑韓水にも寄島に
年には一億が以上になるとしてい
子力船に取紐

ECに対する隊子力発竃系統設副 らなけれは実現できない︒これに

契胸を膿んだ︒取決め内灘は︑A にウラン獅と競合できるようにな

固まった各社の開発計画
聞会は︑さる八月頃︑十一日目二日目聞催され︑これに

出序した民闘原子力会社の代表から︑原子力産業界の諸
ル社との共同燃料協定が今年初め

属望な溢すじは隅なく開擢される

問題とその将来について趾議が行なわれた︒とくに今回

の発嘉は︑従来のようにjCAEだけでなくAECに財 部品を製造する共有の自限会社ケ
に渦了︑その後化学恵処理とプル

一九六四年窮め︑B＆W社の商

ルンレアクタータイレ祉の設立︑

る鼠往の研究藤建設を淡定した︒

NSG︶に関するR＆Dに対し﹁閥

船用総合順子力蒸気発生喪置︵C

Cから燃凝・部口㎜製造技術認司の

施設は熟中性子炉︒高速炉双方に

來豪でに電気出力六十．万KW炉の

創⁝騨醒維硬砕蟻

細慣務所︶と呼ばれる噺組織との

整を図る︒

やユーラトムの計画とも連絡︑調

ブラッドウエル発電所

≧一＝一一一＝一一一≡＝一i一一一﹁甜≡1閉一＝＝＝︷ヨニ≡1≡≡篇−崩﹁一精篇＝一≡一一≡冨玉露滞≡＝＝至ヨ一＝補正⁝三一一1一一一≡＝至絹

きたQ同社は今日までにCNSG

CNSGには自社の資金を費して

用が可能である︒WH社は認返商

国外取引11海外への源子炉漁り

障を麓業界はもう開発ずるである

の毎す．勺撤子炉・黙料製造の供給

込みについて︑WH社は︑自劉で に対して政府援助なしで早馬が以

oる︒

約衙二十万♂を追加支出す．磁瓶得

上をかけた︒今後二年閥にさらに

船用︵速力三十碍︶七力五千馬力

発電プラントの輸出見込みが一九

能力は明磁な賛産である︒またア

し︑同社の電力会社向け強奪力発

動カプラントの設副研究を完了

ついて高没の原子炉技術を提供で

て・

AECの新たな商船開発についる︒このため碁会・海運業の保護

七五年豪で設置される分として二
十⁝五十九哲あり︑五⁝ヤ億がの

ては︑AECの謝幽変更の軋格とと一律入港袋件の確立を可能に

上・経済上のもので35ると見てい 原子力船開発での緊密な協力の四

すみの系統ならびに部品たけを星

原子力舳設が海外市場へ出ていく

の出現を早めるための立法翼長︑

し︑経済的刺激により原子力商船

聡プラントで余すところなく経験

る﹂と示した︒

としたこのようなプラントが実用

爾は再編成せざ．勾を得ない︒商船

鰭闘が公女され次第同社の誘発謝
同氏は政約に対し︑アメリカの

い臼に開発されれば︑これへのプ

に︑増殖炉へのプルトニウム供給
質的に霞鳳した度含によって︑運

ーー⁝
﹁話手国海運策が原子力船により

贋首の開拓螢成功させるには︑A 原子力船運転に書する国際協定︑

アメリカを脅かすという理由か

ECと産業界が一九五四年の原子

黙諾がこの取引で競舎できるよう

力法の精神と惹図とを矯りながら

として浩動す⇔︒プロジェクト計

ルトニウム供給炉になる︒もし蘭

炉となる︒たとえ施稀なウラン鉱

による燃料胃処理プラントの設謝

設．副︑

一一︑AECは各国立研究所に適誤訳力再万KWの設計をそれぞれ

E⁝ン祉理事艮のH・ウf
ーラトム鰭囚が輸入す・の原子力施

であることが分かった︒WH社に に低金潤の艮朔貸付を行ない︑ユ
は﹁中性子からスクリュ⁝謹で最

ら偏技術を熱型政府と交換す勺出

これが技術的に実現可能で経済的

W⁝七〇矩黄人勢

ければならない︒本当の問題は挾

協力のための共通出撃ど再建しな

い利用の道が開けている変換遍在

織はAECと眠接連洛絶とるチ㍗の炉としてHWOCRの成功に大

理の面では︑スケシュ⁝ル作成と

遮増殖炉開発が遅れれば︑ウラン

Rについて︑もし高速増殖炉が謡

きな趨侍卒がけている︒HWOC

職務割当てを含めて基本爵画を雄

燃糾再処理騰GE社が考えてい な提露を行なった︒
ど電気出力三＋万KWの飽和蒸気 C⁝ 緒に発﹁︑惜し︑HWOの
C他の支持グループがプロジェク
一︑AECは原子力塵染への実BWRの設訓を完了した︒また年 ． ⁝R︵魚水有機物冷却炉︶ トに投ずる支椙に剛比を持つ︒

床が発見されても︑低鰍料コスト

転契杓煮の選定に重点をおくQ

一九六六奪中ごろ豪でに殿
作u業は一九山ハ論公ヰ︷甲続勘︾りれ︑運

躍冨の

問の単独契約を申し入れた︒

のR＆D訓鋼をやってはどうかと

増殖炉︑脱媒︑その他見込みのあり

社⁝全拡の︒．スタ出

CRの開発へ

協同でHWO 会報・AEC催報の連絡センター

ンネルてあり︑あらゆる報告3・

の全揃動馳囲にわたろう︒この混

HPOの佳箏は全プロシェクト 両祉は︑憾速増烈炉の前後に広

設に関税をかけないよう働きかけ

の設副に加えて︑藺業用際子力発

ることを塾請した︒同氏はさら

H⁝力義電容灘について一九

万馬力の舶用プラント︑偲研究し︑

的なことを晃出した︒さらに十一

と予想︒

きることももう一つの資産であ

原子力炉の建設ができない繍への

ント建設に必要な技術は︑今日利

原子力商船11繭船用核推進プラ ようにする炉系統と工学陶安全傑

なろう︒

敷地翻原子力昌昌の本然の技術

何与となっている︒

業酌に利用す．勺まではCNSGへ

である︒このような全邑界の受け

障措置を全盟暴が受け入れること

EA︵国瞭原子力機闘︶の窒全保 燃料要素の製造設備をもつものと

て︑ホワイト氏の難解は︑﹁一A 要する機能を備え適当な原型炉用

核兵器の増大翻この問題につい

使えるプルトニウム燃料の55発に 的︑経済的長所を一般火器に理解

へきである︒

トニウム燃料製造の両方を研究す
およびこの共有会社にGEとAE

しても慧見を闘いてもらおうというもので︑ごく身近な

閾題にもふれ︑興味深いものであった︒その中でもGE

社は核過熱炉とナトリウム冷却および燕気漏却の㍊速増

殖炉を︑W11社は超臨界加圧水型炉と液体金履冷却の増

殖炉を︑A1社とCE挫は協同で距水減速有機物冷却炉

には引潮けること②燃料製造業螢

メリカ畷業界が認可供与協定に棊

核燃回目G旦社は︑AECに入
対れを実現するのにアメリカ政府

炉の開発を行なっているQ

却型および欝気冷却型の尚遠増殖

的なものとしては︑ナトリウム冷

を開発している点が注闘された︒

同聴聞会で瓢器を行なった主な

会社と証人は次の通りである︒
︵概要を紹介︶

ゼネラル・エレクトリンク︵G

して次のような要求励磁三つ出し

E︶社UG︒ホワイト原子力機器し︑その賃濃縮激暑準草案に関連
部民支配人︑ウエスチングハウス

あてるウラン・イエローケーキを

た︒①六フノ化ウランへの転換に
︵WH︶礼暖﹂・W ・ シ ン プ ソ ン
測祉長︑バブコソク＆ウイルコソ

ソン剛批長︑アリス・チャルマー

紙陸生が民問施設に不向きな場含
ク ス ︵ B ＆ W ︶ 礼 睦R︒H．ハリ

デンーからプルトニウムを回収す

をもっと獲得するため手を打つ︒

四︑アメリヵーユーラトムのR

そうな研究も肖費で続けている︒

三︑AECの四二炉95発契約電
巻の発展に徽え︑核過勲炉︑職速

ことの可延性を検討してみる︒

合の﹁慎斜な決定﹂︑およびAE 津津でに原子力発電の成長につい

社⁝

シンプソン氏は︑原子

超臨界加圧水
型炉を有望視

ホワイト氏は︑EEIが為速増

なう賃濃縮あっ旋を認めること︒

ズ︵AC︶社9H・C・ニノケが
ル炉運転者へのサービスとして行
鳳子力緊要支配入︑アトミノクス

・インターナシコナル︵A1︶社

W・11・ジン副社．畏︑エジソン との必要性を最近強調したことに

劉C・スター社長︑コンバノショ 殖炉闘発の間に熱中姓子炉てプル
ン・エンジニアリング︵CE︶桂 トニウム・リサイクルを行なうこ

︐

ることを申入れたことを明らかに

アにある心労のプルトニウム燃料

した︒またGE社はカリフォルニ

社⁝同社は今口までGE社

将来に備え独
自で研究開発

KW︑七五年に千九暫−三千四百 適設謝の完全な核推進プラント﹂
電気協会︵EE工︶11H︒ウォ閏
ー詳し︑GE社がEEIに対して
繭業用BWRに使えるようトレス刀KW︑八○年に四同字西⁝八千 を﹁都心発電プラントに対して瑞
ぐ

核過熱炉と高
速炉を開発中
社⁝ホワイト氏は原 子 力 発

E⁝瓢の伸びについて一九七 施設を拡張する盆画であり︑この

を最近行なつな︒

きらに技術開発の主要な嬉準を

が重要なファクターである脱娠な

ウラン保有轍が底をつく逡い将来

設定す．燈のみでなく︑研究腐渠と

はどうすべきかについて次のよう

は競合力のある産業を玉成するに

△n⁝大半を占められているこ C祉とイタリアのテルニ挫がBW
とから︑AC社のH・ニノケル氏R容器の現場製作技術開発の提案

G⁝Q年までに二璽ハ＋七万 開発畠画でAECに対して︑繭業 C⁝とWH祉に動力炉取引の＆D謡画を継続する︒その中でA
KW︑七五隼までに七酉四十四万 級プルトニウムを使って欲しい︑

KW︑八○無までに千二衝五十万 開発罰圏に使うプルトニウムの入

KW︑積算稼動強気娼力は八O年手先の産業界に対して助二罪与え

てとくに系統の一軸化と炉心出力

将来の見通し11AC社はこのほ E⁝とCE蕉のW．ジン氏退
はし︑AI娃︑CE社ならびにそ郷資源保存の役回を果たす︒安い

プラント設訓に関するあらゆる技

どへの利用にも最も魅力的な炉で

豪で八千七百三十二刀KWになる て欲しい︑と依頓した︒

であろうと予思した︒

終える予篤である︒現在︑AC社 A七厘とCE舷は︑AECに術
対構
し報の分折にもあたる︒このほ

ある︒

GE社は︑BWRの改良につる
い年当り三胃ナのフノ化物揮発法

團外取引11GE社が昨年中に海
任の炉メーカーを濁当てて︑これ

は盤気出力三＋万1⁝四十万KWてHPO︵すなわち11WO
刮ループ︑たとえばカナダ
かC
他R
のグ
に

程度の炉については価格見積りを

行なう胴激ができているQ大型炉

社⁝苗画を鶯嚇するκめに面

炉開発の仕事を受持

外の鴬力箏業に対して行なった入

に専念できるようにする

札は︑三盈万KWを越えた︒直接 たせ︑研究所臨俸が さらに進ん
だ仕丁

吊離鑓
協督棄

瀕

曇

取引のほかに認可による取引もあ

難癖灘

＝＝＝

考えである︒このBWR改農の成転は七〇年初めの予定︒

密度の増加に璽点をおき開発する

果として燃料の性能と過熟系に自

信を得るために︑さらに十八カ月
にわたって実験用捗過熟炉で経験
を鐙ねたいとしている︒豪た長期

i言掛鍵盤轍訟轟講

アΣ

アメリカ上下繭院禽同源子力委員会︵JCAE︶の聴

◎（α◎◎α

一

一

≡
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五十余人で分担執筆
舞と民間支出︑原子炉︑核燃料︑

関係九機関が編纂に協力
十周館記念行事の一つとして︑昨年暮以来一年にわたり関係機

放射線の利用︑核融含その他︑の

中連機器・材料︑アイソトープ・

用︑放射綴障轡防止などにつき︑

子力映画の上映も行なわれた○な

ろいろ﹂について講演があり︑原

稲田名憐教授の﹁放射線刊用のい

川原産事勝罵長の﹁原子力開発†

十名をこえる一般聴衆を前に︑早

で講演と映画の会があり︑黒鍵五

して勧告することを決めたが︑こ

画第一次五力製造画﹂昂政府に懸

で検討を続けてきた﹁科学長期謝

従来から是朋研究訊画調査婁員会

また科学研究の紺合灘画として

行なわれたものであるQまたこの

部興座︑東洋レーヨンと協力して

工︑愈敷レイヨン︑畳畳化成︑宇

学︑東洋高圧︑住友化学︑昭秘匿

すなわち︑丸善石濾︑三無石油化

なおこの闘発研究は愚闇九曜︑

っている︒

三十篇の論文発喪が行なわれた︒

年の歩みと今後の方向﹂︑長谷川

の星本となる艮期筆画については

（東京都三二新橋エー1−13日本原子力産黎会講内）

程が単純である等多くの特長をも

予想をこえる多数の聴講者が参加
お︑同日正午には在阪関係嵩約穏

九大教授の﹁原子力平和利用の

なお検品の余地があるとして今総

︐O

中

売

本部または下詔へ

九州11十月二十七田午後︑福岡 反映せしめることに努力する︒

し︑きbめて盛大であったが︑こ
名で認念パーティが開かれ︑放肘

の上映も行なわれた︒

現状﹂の講演があり︑原智力映画

で︑日本原子力事業が納入した︒

林料試験炉臨界

原研紅海研究所

実験装置が臨界

原研の材弧試験日臨界実験口置

すめていたが二十一百午後五時五

は︑十月はじめから臨界嘆備をす

今後は︑コ月いっぱい標華炉心

十二分無蜜臨界に達した︒

特性試験拳行ない三月はしめから

各櫨の実需をすすめる︒

第五十五回基礎課

原研アイソトープ研修所

程の受講生を募集

日本鳳子力長先所ラジオアイソ

トー州研侮所では︑第五十五圓

ている︒研侮期閲は十一月二十九

熱碇課程の受講生筆名を再募集し

日から十二月二十五日謹て︑追加

千円︒中込みは象欝欝文京区駒込

募集人員は四名︑受鏑料は一万二

原子力PRパンフレッ1・の決定版／

燃料︑核叢叢︑R工と放酎線利 原子力開発i今後の方向扁と阪大

れは内容が多方面にわたり︑かつ

を博した︒

なった︒

プラントの設備費は二千五酉万円

線照射食品の試食試飲があり巨弾

という形が一般に待望さ

学術会議総会終る

の無電委員会なとで学士会議側の

菱

総

舎発表

発質していたことにもよるが︑

れていた証左とみることができ︑
今後の発表形式に一つの示礎を与

原子力の歌と踊

えているようだ︒

初日の二十七麟には鷲尾に究立

意兇の連絡︑統一をはかってき

原研材料

議の運営審議会に一任することに

◇原子力特別委鼠会

のとおりである︒

搬粉末ポリエチレン

︵罐詰九四〜一四八八二︑四九八

上冨士前町三一の原研R工研修所

ーーーーi且八∀Aーー

二︶へ十一月一一十日まで︒

配布した﹁原子力醐

具体的な提案をふくんでいるこ

発長期話劇試案﹂は︑いろいろ

Vたとえは︑蕉来型導入炉の国

とで︑汗圏ぷ濡ぴているようだ

入︑三号践で初めて国内メーカ

産化について︑一︑二弓桟は輸

ー準主面約者に︑という火力よ

いるしVセミ・プルーブンのA

りず♪と襖血な線を打ち出して

磁融されれば冒り構を発電にや

GRやCANDUも︑経済性が

らの動力炉開発懇談会などで建

頒価7G円（干10円，

田の十月二十六日に冠成し︑編さん委員会から原子力開発に寄与

共に全圏的数同講競を行なった︒

科学技術基本法案を了承
臼本学術会磯︵会長朝永倣一耶

また︑科学技術会議でまとめた

りの発表会など
氏︶の第四十四回農会は︑十月二

学術会議としては科学研究構本法

それぞれ開発︑安全三三︑国際協

話演会と原子力の畝︵別図参照︶

十七日から同二十九日球での三口

特別委員会と学術行政小委員会と

茨城薩十月ニや五臼︑水戸市で

と踊りの発表会が催されに︒誇演
二乗以上野の日本学術会議講堂で

かれ︑駒形二子力羨員が︑原子力

ち︑糊口振一鄭会kのノーベル物

た︒学術会議としては︑この原案

﹁科学技術暴本法案﹂について︑

会は︑同日年磁自治会館て︑約藺
開鰹された︒

刀︑技術者日成と知識の交流三皇
の十項目について認無し︑一環的
価値が高いとみられる︒

五十脅の自治外関係省を集めて隔

開発の現況と将来について講演

には︑さきに勧告した学術会議の

全国各地で多
彩な記念行事
﹁原子力開発十周年詔念特別講

手により祝怠を表した︒

考え方がかなりとり上げられてお

理学蟹受賞に塾して全員起立で掴

次いで行なわれた会長の経過報

り︑蔵本的に異議はないが︑科学

会では政府への勧答決定に豊ら

し︑引続いて詔愈パーティがあっ

北海避h十月二十二日午後︑十

告では科学技術棊本法︑国議学術

研究が技術研究と同じような規舗

た︒

会﹂は︑延へ千名をこえる多敏が
周年記念の﹁講演と映画の会﹂が

坐痂︑科W乎者の侍転漕薔閲題など

ヨ︑東承で開催された﹁総合発疑

珍旧し︑各機関共催によるこの種
札幌で開かれ︑電気︑建築︑土木

ず︑この後の措瞭について学術会

演会﹂に続いて︑二十七︑八の諏

催しとして︑黒糖藻いものであっ

を受けないよう配慮すること︑そ

の建設刮画﹂を︑スライドなども
混え︑約二時間にわたり講演し︑
聴衆に多大の感銘を与えた︒

大阪11▽﹁聞殆進む放射線利用 試験炉の大学研究者による共同利

チレンの製造に成功したので︑十

原研高崎研が製造に成功
除目高陶研究所では︑かねて放

は撲氏三十二度の常温と圧力四胃

月十九日発表した︒こんどの実験

力利用長期謝画を倹離したQ

射線によるエチレン還合の研究を

ル︑写莫︑実物が各論展示され千

進めていたが︑このほど内容積＋

プラズマ

て十万八千キュリーのコバルト60

気圧の申で︑エチレンガスに対し

◇核融合特別委奥会

や核融雪の分曲における国学交流

拐の反応器をもつ中間規模試験装

ないから純度が非常に高いこと︑

エチレンは︑触媒や溶媒を便屠し

放購線によって製迄されたポリ

界最初のことであるという︒

れたような規摸で成功したのは世

装置で︑こんど高醗研究所で試ら

連では二聯といういずれも小規模

われたが︑米国では○・五重︑ソ

な研究は︑これ謹で外国でも行な

ン昂得たものである︒この墓礎的

集六衙七十二樗の粉朱ポリエチレ

を線源に︑五晴間の連続照射の結

櫛雑劇欝
躍を本管的に運転し︑粉末ポリエ

鷹社長︶︑R工の開発︵山隔放鳥

講演と映画の会は二十六日午後︑

され︑涯村原子力委員の﹁日本の

ない︒質の慧いのには教えてもし

台︑物理は一〇％省しか選択して

葦

科為手の允実に齪い関心をもち︑

学の一流教煮たちが︑高校での理

蓬弓

も盛んになってきつつあり︑中堅

三百名に上る参観者があった︒▽

なお︑二十七日午後と二十八日

場に分れて開催され︑原子炉︑核

は技術セノションで︑A︑B二会 五百五十名の多数が参加して開催

原子力闘係の翻予言脊て︑一番

象を語ったQ

レベル引上げを期待していたの

日本のように全体のレベルアノブ

ようがないということらしいが︑

関係する人につぶさに訴えて行き

杯やりたいQ微力ながら︑我々の

たい︒個人としては難しいが︑大
学受験にすごく影響されている理

豪た︑その製造法も比較的低温

直を呼びそうだ︒

っきりした形は初めて︒これか
で︑筒圧法にくらべると圧力も低

玉35判

團

閣の協力で編きんされてきた﹁原子力聞発十年虫﹂が︑原子力の

した闘係団体や個人に購買された︒でき上った本はB5想約五哲
育︑蚕紙はクロース絞の彊華本で︑内容は二十育にわたる写輿十
年虫︑総論︑第一部︑第二部︑資料︑年表に分れ︑開発史よとく

治郎氏はじめ関係機関の代表者ら十六氏が執籔︑それぞれのでき

に鎗罪な那項を甲心に叙述された第一部は︑編さん顧問の菅田蒲

れて修正するという︑労をいとわ

ごとの慧味を︑今曝の臓物から見直そうとする努刀がうかがわれ
る︒

十年虫の編さんは科学妓術庁原
子力局︑犠庫原子力薩業会議︑日
できよった十年史は︑その第一

ない措躍がとられた︒

部で︑アイソトープ利用の再開︑

本陳子力研究所︑原子燃料公祉︑
日本原子力舶開発製業団︑放射線
原子力開発の黎明︑原子力開発体
制の整備︵原研︑原燃︑放医研︑

隊学総合研究所︑日本原子力学
会︑放射性同位元素協会︑臼本原

状況全般について帳告があった︒

ーチ︷は六悪名をこえる多数が参

今春の弟四十三回総会以後の漬動

原酵︑五グループ︑学会の発足︶

会し盛況をきわめた︒

原餓の感剛取賦役が﹁敦賀発電所

子力発電血社の九機関が網さん裂
原子力発聡駈の建設︑高騎研究所

用で二野を害したことや原子力利

たQまた︑二十六日夕刻の詔念パ 関係の専門家約百七十名を朗に︑

員金︵婁員艮巾川理一郎原子力局
およひアイソトープ︒センターの

般セノションでは︑康研の開発体

贋に関する小遺墨会を設罎し隙子

の他学術会議の定めている科学研

次畏︶を維総して︑昨年十二月か
発足︑原子力船の建造という七つ

制︵田下部原研嗣睡電導︶︑核燃

展﹂は二十六︑七賦の両日︑大阪

開発削期︵三十二年⊥一一十五年︶

究韮本法案の考え方をなお十分に

ら始められた︒はじめに十琿史の
の往を立て︑それぞれの背撮と経

科学技術センターで開催︑パネ

料︑蕪表の作成と︑原子力の日蓉

原子力開発閥用長期計画を樹立

そのうち原ヂ力関係はおよそ次

構成︑主要項闘の決定︑つづいて
瀞をのべている︒康た︑首田氏が

力発電の推進について︵一本松原

料闘発︵今井原燃理鵬長︶︑原子

でに完成をめざして︑休みない討

して開発の推進をはかった開発

田本池子力平稲利用基金と田本
原子力阯業会議が米櫃へ派湿した

技術者の煮凝について努力すると

協常務理瑛︶の講演があった︒

総合発蓑会の二十七日午前の一

各項園ごとに約五十氏に対し執筆

過を三つの曄期に区分し︑昭和二

執翻した総論では︑この十無の経

十九年から三十一年に至る闘発の

を依頓︑隙稿が集まると編さん顧

準備期︑

悶の借田氏を甲心に︑窮務局でそ
の整理︑内容の修正依頼︑開発発

もとづいて体制の整備につとめた

応敷かれた開発計画に

ほか︶からエピソードの取材︑資

足当爵の指導者十氏︵石川一郎氏

論と編集作業が続けられた︒執鱗

れぞれ特艮づけているQ

後園︵〜二十六矩以降︶として︑そ

一

とあって︑校正の段階でも著者校

者が多いうえ︑後也に残る十矩史

は︑累累の置かれた立場もあろう

を串ざしているのとは大部趣きが

印象に残ったことは︑大学受験に
左右されない教育が︑余齢のある

が︑国民的な盛り上りというよう

ンター伊藤和産氏︑大阪冊立成城

理科教鎖一行三韓︵尚知県教膏セ

やり方︵︸クラスニヤ⊥二十名程
工高今城光醇氏︑都立戸山隅申山

米国派遣三氏の帰国談

この度の見聞をもとに︑せい一

らがつ︒

教員の再教禽は︑文部省の罰画

なものを感じた︒

厩

面和利
用基金

受験勉強のない高校教育

日塞では五十名が標準︶で︑

雄一氏︶は︑一ヵ月の視蟹旅行を

しかも非溶に立派な実験施設へ公

日︑日本を離

終り︑十月ニイニ日羽田楽︑無禦

一行は九月二十

帰悶した︒

め︑国立研究所︵アルゴンヌとブ

れて以来︑米AEC︑文部省卒初

科嵩置を何とかしたい︒しかし︑

保証を︑といった貝命▽魁力の

に全米の関係団体が︑それぞれの

らせたい︑その揚合政府の損失
私立にかかわらず立派たった︶を

粉末で糧られること︑分子量があ
ルソクヘブン︶︑大学四︑斑校十

立揚として︑予慧された所とい
のエリート数膏を豪ねする必要は

尚旧教肴については米国式の︷部

る鷹囲内で自由に変えられ︑しか
模の大きいこと︑謝画の緻密なこ

分跡で積極的に協力していた︒規

もその分布がきわめてシャープで
学佼の高学年から︑分子・原子の

使用して︑一貫した教沁形態︵小

あるなどの特畏をもっている︒

えばそれ豪でだが︑こういうは
ない︒なお︑製本でも小学校あた
ュラムに参加すると署員のサラリ りから原子とか分子にもっと固を

く︑触媒や溶媒を用いないから工

9ホ横紐写買カバ・入り

困
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第二部調法偉と機構︑原子力予

本長期信用銀行
可能にすることが心要たろう︒

米国の薩使では化学は二〇％

ーが上るということも知った︒

日本原子力平和利用基金

発行

丁正…）L（211）5111（大fq蓼…）

本店／東毛引千代田区大手町1−1

＝
正や各機関の意見を大弓にとり入

期間1年無童名利回り年6分2厘余
向けさせ︑中学で原子力の説明を

とには驚いたが︑再教育のカリキ

おける理科教育のあり方︑理科下

概念を与えることから始まる︶の

二などを訪問し︑とくに︑高使に

面施設︑理科教員の再教欝などを

豪た︑大学や大研究所の施設が

もとで行なわれていたことたQ

遜めて大規模なのに驚いたが︑大

調査してきたもの︒帰為した一行

しながり︑次のようにこもごも印

は︑田荘両図関係者の醜慮に感謝

ﾞ調面一翻開園闘醐黒具脚

い

職

お申し込みはE｝本原子力蔑業会議リーービス肇業

麗

㌶．

簾
恥甲

一

螺
鳳隔

10月25田水戸市で発護された 原子
力の歌 のメロディーと蹴詞（1番）

発

電気は文化鷹峯のバ環メータ
のびてゆく電気の使用澱
いま豪での発聡所
これからの脚力をになう原子力
原子力発躍所ができるまで
発電炉のいろいろ
嵐界の原子力発電藤
日本の原子力発躍
原子力船

圃【

〈内容〉
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原
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げ；

鳳臨

国策

窪

て器放器をる価率放う

ているし︑再処理施設を発蹴所付

︑嚢ミ羅繍毒繍轄鱗菖叢蕨蜘ミ鍵盤黙鞭撰1

帯識備化するにはコストにも悶魍

︑のげがにるに住ルるる反

くか︑禽弁会社あるいは長期契約

その留保にどういう手を打ってお

P難譲鞭lll纏1灘1議ll難︳

場からいうと︑安全で既済的なも
鼠後に・中共はしゃにむに原爆

協力が必要だろう︒ユーザーの立

ほしいG

くない︒早く國益することが︑寂

はまか辺てほしいQ

の技術力をもっており︑将来中共

わりまわってユーザーの利益にも

また︑田本の研究には欄性とか

プルトニウム燃料は瓢性などの

が残っている︒

処潤など解決すべき琴芝は多い︒

を考えるへき時期であろう︒徹濃

ため藁薦加工が必要で︑このため

ハンブルに行きたい︒政治の分野

のを入れるには米︑英から輸入す

るが︑将来は田本としてもやらね

縮ウランもアメリカから買ってい

では照であるが︑日塞は聖洞にな

への池を進んでいる︒これを対岸

つ蔽でもそれでは岡として望まし

るのが︑汚毒は楽な方法だが︑い

作ってきたQ翼学技術維進は外国

嵩高性が必要で︑いろんなイデー

の火災視することなく︑一つの研

し︑師承死活がノーベル麟ん受け

これからの閾題として︑鼎談饗

究課題として捕えるへきだ︒胴濁

っている︒日本はこれは政党中心

でどんどん試作すべきた・炉も技

いるQ統禽の可沿は問題だが︑発 は濁蔑に申訳ない︒個盤と独創性

との協力も考えるべまであろう︒

経済性嶺考えることが燃料サイク

今後の原子力の発展の姿を考え

して︑トラブルが起減ているが︑

顧子力馬飛所の敷地決定にさい

動充てん泓はプルトニウム燃料の

燃がウラン燃料で開話してきた振

という一は二〇％程度である︒原

軍士は十年来︑探鉱に努力した

する︒

るという考え方は燃粋園二化に反

昧している︒燃料が炉にれい属す

のは米大メーカーの独占体制を意

ル・パノケージ・システムという

うれる可能性がある︒米のシング

日本では︑軍期に技術の独立が褥

燃料製造業は確立していないが︑

の自立が不可欠である︒評註では

産化には︑資源濁題のほか︑技術

のである︒したがって︑核燃料困

術であり︑精密加工贔のようなも

燃料というものは資源プラス技

ある︒

製造にも応用し得るので検酎中で

これは大衆によく理解させること

再白血バソチ間の施設の洗浄費が

円だが︑実際の燃料処理費には︑

理露霜料金は一ナ当り八百五十万

動を開始する︒米NFS社の再処

予足遡り行けば昭諏四山−六黛に稼

燃料公祉の蒋処琿プラントは︑

は注概される︒

1炉ヘブルトニウムを入れる計画

二手必要ではないか︒

ると︑アドバンスト・タイプもや
が大事で︑原子力婁員会のような
らねはならないQそのためには恐 所が先頭に立って︑地元に安心感
らく一千億円オーダーの金と人の
を与えるような組織を作ることも
疑成が必要で︑政府の思い切った

ってみねは判らぬ﹂というもので

のコストァソプー加工ペナルティ

術者も増えてもイミテーシコンで

あるものに金をつけるのにやぶさ

でやらねはいかんと思い︑米の合

嘱えたが実現せず︑科学技術会議

かではない︒憲た︑人材二成には

アメリカのメーカ；に注文する

してくれる︒口本でもそういう方

と︑アメリカの輸繊入銀行が金融

援助措躍を要する︒長期的にみて
〜

国産化には技術の自立を

海外資源の確保を

法が蓉干はあるが足りない︒敦た

なる︒

いか︑またこのためには敬地周題︑

注が増えればよくなるのではな

った︒正力さんの雄進力を見落し

原子力機雛︑燃料は輸出のかせぎ
孚になる可能性をもっている︒ま
た最近の国際精勢では︑鷺油の海
外からの輸入は必ずしも安定して
いるといえないが︑巨峯燃料の揚
合は︑撚料サイクルを考えること
で︑圏内で全部再生薩できるよう
になるというメリノトがある︒寂

＝需＝一一一闇＝＝一縣＝胴二一＝

卒中楓にすえようということにな

という程度のもの︒これからは一

里油は輸入してもやすだけだが

＝＝＝冒＝＝膚＝需＝＝＝二＝罵＝幽一＝＝＝＝冊＝＝目引禦＝一＝＝冊＝＝﹇＝暫二一＝＝一＝＝一＝凹需一＝閉＝曽轄隔騨＝＝柳一一＝；＝需＝一：贈＝凹＝一一一冊＝一一＝︸＝＝＝冊一一一曽一層＝一一一＝＝一一需一一＝一＝＝漏＝一＝﹂一讐二＝＝一一一＝

ウラ ン確保の時期
国産化に国として協力を

代嵩?松根宗一氏
な経済問題として︑殿も現直なも

つの方剣にもとつき︑西分の尾で

原子力の闘題は︑日本の身近か︒の経験︑知識を吸収し︑消化した

のの﹁つであることがだんだんは

な閥題となろう︒圃糖化の一つの
職安は︑⁝無機は海外か一︒輸入す

るが二男機は園藤でやることで︑

劇かけされるので︑鳩合によって

予想されており︑嵩遮炉への利用

プルトニウムが曲縦されることが

はビューレソクス法だが︑GE社 を持っているか︑濠た今後どのく

はない︒

が十分な資源が確保されたとはい

えない︒今後の十年を考えると︑
とすれは排繋すべきものではある

が本命だが︑熱中盤子炉への薬用

である︒

らい持ち得るか考えてみたいもの

ルといえるが︑この点で︑民閥企

は三〇％も捌高になる︒多極の燃

料をプールするとか︑製鼠編格

幽い︒インドや米圃にみるように

の計醐一混含精禽法のようなもの

の乾式法やアライド・ケミカル社

る︒われわれはどのくらいウラン

原子炉パターンやサイクルの決

で︑乗懸で肴なわれているヤンキ

︑とくに商業的利用一を図るべき

︵たとえば純度︶を下げるとかす 海外資源の確保を考慮すべきであ
い︑しかも受注が少ない︒持ち亡

定には︑嵐ら︑その國の経済力や

れば蜜くなる︒豪た︑現在の醗画
万年が購榮としての根修ができて

技術力︑資金︑資源︑入材を背後

しの状態が続いており︑ここ四︑

して相覇協力する必要があろう︒

それには龍職機メーカーの努力に

ばならぬたろう︒

業会挫の採算の下馬がある︒五グ

た︑へ︐郵赫三つも大きなプレゼン
トがあッた︒大へん嘉はしい︒
暇附和二一i山ハ年にダレスが対a平

平儀約の譲に来た時︑民間凱響機
の鰍為諮可と帰婿科学の莉用研究

を制限しないことを特に雪 囲 し
た︒その後︑駐恨さんなど に 教
わり︑原子力利騰は国策でやらD
はならぬと椴り︑そのために劔細

鱗をとる以外にないと思った︒た
激た嚥予算修翫の機会があり︑留
禰二十九隼に初めて激子力予算が
野立した︒中贈根は札東で脱吝の
ほほをたたいたといわれたが︑そ

んなことをいったことはな い の
で︑この機会に身分を明かしてお
きたい︒

だ油と問じことにしないために
ない︒これからの二十年︑石抽と

っきりしてきた︒今までしばしば立った原子力開発でなけれはなら
いわれたエネルギー悶題という立

材氏

篶つた︒当時︑政鍛課の介入は越

美
原子力が僧用されていくのがB本

井

場ももちろんだが︑原子力の発展

の状態であろう︒アメリカのよう

日本で昭撤四十八年には︑約一

Aフ

権だといわれたが︑あちこち児て

により日本の産業や貿易の構造が

ゾ︑五十五年には士ニナ︵一章十

原子燃料公社理無畏

歩いた︒同行は畑田︵自由党︶︑

かわり︑原子力を申心とした蔭業に︑原子力発電コストが⁝円五十

業の臼出度を束縛するという向き

がとすると四醤六十八億円︶もの

は︑いわゆる国強化が今後の大き

松醐︵盲社︶︑志村︵逓社︶の三

が新しく生家れることが︑将来の銭ということにな︸空し︑重油は♂

もあるが︑燃料サイクルは︑全体

において決めるへきもので︑﹁や

入たが︑笠会にも出ず︑ショーも

ことでなくかなり身近かなことと当たり讐千円か算千済門中でない

としても通正有効な燃料利用開発

原子女系全体のパターンの中で

貼ず︑日本の原子力研究体制で毎

ては今日まで研究に多くの金を使

またねばならない︒メーカーとし

る︒石油と原子力の比較には︑さ

期に日家でもそういう事態がおこ
十四近い研さんをへているのに比

らに公憲︑輸送︑貯蔵などの問題

園が原子兵器からスタートし︑三

べれば︑わが鎧の原子力界︑薩業

して︑磁要性をもってきた︒兜進と対抗できない︒そう鋤くない時

に諫と叡つた︒とかぐケンカばか

界の努力は豪ず謹ずの出来栄えたがあるが︑石炭でおきたようなま

り︑大がかりに超覚派でやること

れが初めだと思う︒磁本の政鎗史

りしている政商が一致したのはこ

晩激論をした︒三原則にのっと

昭諏三十年目ジュネーブ会議へ

P重職1麟箋塁

ぎ

くるむずかしい騰期なので︑国と

糧

サービス覇織部へ

＝
＝瓢
?

ずいことになりぬよう︑今から対

日本原子力産業 会議

発行
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しかし︑今までの十駕は先避圃一策を考える必要があろう︒

と思う︒
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これが果して良かったかどうかは

◇お串し込みは日本原子力産業会識
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．東滋発電所い試験窮謝儀成蛎

来月初め十二万Kwへ

簗備作業に入った︒この作墨は四

て現楊指揮にあたり︑十一月一日

は︼本松社長と福田鯖務が出向い

いよいよ熟交換器からの蒸気を

五分には一万KWにあがったので

した︒ついで八臼午前十一時三十

七日午傍十暁五分二千KWに上齢

を始めたので次第に出力を上げ・

会副会長︶に呼ばれて︑新しくで

次長の石原さん︵現場気事業連含

ろうか︒﹁あれからもう十年﹂で

て︑思い上りとでもいうへきであ

使い走りに過ぎなかった私にとっ

轣@．﹂といわれて︑私から脱
明しなければならぬことも多かっ

島

を協議したが︑一本松祉長の裁断

ついで十藁臼から二十四日まで

丹羽周夫氏︵原研理事長︶動力

た︒しかしもしあの時︑茨然ウラン

の賑子を見ながら進むことになっ

来性があるかを︑的破に溶着でき

3，800垂

ζ馴lllMr・葦｛ll川lh，、、II蒔

本にしぼっているのに対し︑アメ

8

あの原案が実現し

ていたらと感無量

炉開発調査団長として欧米諸園を

だなかったので︑ふなれな箏務当

のだから︑協力してやろうという

る人間は日本にも短界にも居ない

藝

h
ヘゲき

いた︒

イプをフラソシングし︑蒸気源と

し︑定出力で数日閥継娩する︒京

リカはいろんな型の驕発奄やって

なるタンクの純水を補充したQこ

たタービン発問機丁台の約十二時

れるが︑このさいは五Q％運転と

のため一たん炉の出力を下げた

から考えても︑これから追いかけ

私ども窮務嶺局は︑日本の国力
なお原覆では︑あらゆる藁備を

悶農荷運転脅して特性試験その他

に上げた︒こうして十臼午前零時

べきで︑いろいろの型を研究する

るには一本にしぼった行き方をす

つくったが︑将来どちらが傷科に

にしぼって行こうと考えて原案を

のは無理たから︑天然ウラン一本

整えて︑仮便用許可の年内獲得は

ている︒

二十四分には炉の熱出力が三万九

二十五分待望

ノクを始めた︒これは発生羅力を

歴磁したが︑任務を終丸て十一月

U行く人・来る人

東畿の送聡系統に編入するには周

のは早謝たとして沿決され︑両方

なるかわか6ぬのに一本にしぼる

波数や三層を同調しなければなら

だけにしぼっていたら︑その方塔

ずっとレペルアノブしていただろ

での日本の原子力研究は︑今より

十四田団員諸氏と粟に帰国︒

室︶安福蕾太郎氏︵同建設部︶ヨ

づいていたかも知れぬと思う︒ど

うし︑日本的なhき方が翼成に近

関貞雄氏︵原研ホノトラボ蟹理

ーロソバ諸団でアルファ・ガンマ

いにせよ︑少なくとも原子力薩某

ち6がよかったかは何ともいえな

・ケープ設請に関する各稻技術を

†一日帰囲︒

調査するため十一月一凹嵩発︑二

開発推進には人間

関係が非常に大事

十指やってきてつくづく慰うこ

い悶題の推進には︑人間関係が罪

とは︑こういうむずかしい︑大き

常に大郭だということである︒知

局が原案をつくらねはならなかっ

たとえは︑本曇にどの型の炉が将

識と理論だけでも事は進まないQ

た︒その案は︑三十一爺の九月に

い︒イギリスでもフランスでも︑

考え方がないと︑仕禦は進窪な

ような一流の人の報酬としてはい

でやられて困ったことを鈷えてい

一同大築いの中に私だけが蘭くら かにもお野末ではないかと︑眠会

内定の形で発表されたが︑かんた

ってあわてて﹁大臣からどうぞ﹂

る︒産業界のすべての要職をなげ
とお返ししたこともあった︒

国の方針が立てられたら︑研究者

んにいうと

も技術者もその方向に足並みをそ

うって来られた石川さんからも︑

殖炉である︒

①将来の究極的な闘発臨標は増
一級の委員ということにはしてお

て進んでいる︒学岡陶︑個人的薄

ろえ︑自国の行き方をほこりにし

地からは︑よその国でもすへての

②増殖炉の盛代になるまでは日

に開発することにして必要な研

ないと思うのに︑

人の意見が一致することはあり罪

度方剣がき早

究体制を整えるQ

いてくれよ︑といわれて恐縮した

最初の長期計画は
事務当局が作った

ると皆欝んでこれに協力してい

十周無認念の講演会で三沢さん

ではあるまいか〇

ったあとまでも批判が多すぎるの

ルギー対策としては︑外圓から
こんな手違いで御迷惑はかけた

③そこに塗る豪での当館のエネ

本に最も適した動力炉を四竃的

そのうちに︑いわゆる原子力三

発表になったが︑為沢︑石川︑藤

紙

岡︑湯川という顔ぶれは︑実は私

@灘

鼠

の大筋は︑その後数回の副画の改

る︒B本では蔽論が多くて︑きま

訂にもかかわらず︑今日でも生き

という三点であり︑この考え方
の方々の榔努力でもあり︑また就

炉を乱入する︒

任された方々の原子力開発に対す

が︑このような立派な顔ぶれを集

ども事務炉心が考えていたより︑

め得たことは︑正力さんを初め上

はるかに喪いクラスの方々であっ

一構一
州
跨

こともあるQ

俸給の顔はいくらでもいいが︑第

力さんは例によって私を促され︑

ろうと愚うと感旨旨である︒

ーーー川VA−AりIil一﹁の1
様根は︑今とは全く進っていた

第七回R一会議第二分科会 十
一面間後の一暁三十五分にはつい
一月二十五月午後一暁半隊麗
に予定の一万KWに達した︒そし 原子動力研究会 再処理・廃棄
物処理グループ十九日午後一時原
麗︑保健物理グルーブニ十黒円午

原産

建設グループ一干六日午後一蒔半

後〜時非原産︑コスト︒グループ
ニ十五日午後一時源産︑プラント
螺止されたのであった︒

十騰間にわたる連続運転となって

めて午前十︷爵三十八分濠で︑約

たため︑最初のスケジュールを改

てこの紬果がきわめて好爾であっ

分三千KW︑四＋三分騰千KW︑

しかし電力は次第に上り︑四十一

度︑電気出力二千KWであった︒

万二千KW︑ガス温度摂氏三百五

る︒この晦︑原子炉の熱出力は五

力が市中に送り出されたのであ

わが麟撫切の原子力による営業電

課長の手でスイノチが入れられ︑

ないからである︒四十分土屋運転

これと岡三に乗電との阿期チェ

の電力が発生したのであるQ

度となった︒そして

KWに達し︑ガス温度は摂氏三百

千KWに︑二＋五分には四万五千 必ず実現するつもりであるといっ

が︑午後六時二十分再び上昇︑タ

第二回屠の出力上昇試験が行なわ

る︒このため現地薗脳会議で︑こ

の蕎種試験をする︒

で慎臆に対処することになり︑パ

しかしこの時︑熱交換器のパイ
の京ま試験を継続するか︑この鉄

ービンの圓懸巡度を予定の三千圓

鼓ゴ

プから︑蒸気の中に一千万分の三
サビを洗い流して万全を期するか

きていることを意味するものであ

程度の鉄イオンを検出した︒これ

きる状態になった︒

五万KWと上昇︑完全に発鍛ので はバイブの中に微臓の鉄サビがで

営業運転は年末から開始
わが圃最初の営業用原子力発醒所一日本原子力発躍︵紙︶の東

海発鷹所︵躍気繊力＋六万六千KW︶は︑＋一月＋日午前嬉難

円に流された︒

＋五分二千KWの発鍛に成功した︒この卵労は岡四＋分電三冬ヶ
浦変羅所に送られ︑東鷺の送電嶽で早院の関東

ついで一時三十五分圏標の一万KWに上昇︑この京ま十一聴露十
八分豪で連砒運転した︒今後なお試験発電と試験中止を繰返す

が︑＋二月初めの第四回巖には柳溺撮大騰力の＋二二KWに到
達︑一たん停止するが︑十五日ごろから︑魯び上昇させる︒かく
て通産総の仮使用許可を豪って年末ごろから正式の営業運転に入

め︑同夜八時三十三分臨界に達し

全出力運転後になるので来年中ごろよりも遅れるもようである︒

る手はずである︒しかしGECからの引渡しは十六万六千KWの

この団力士昇試験は初期最大出

力十二万KWの一〇％ほぼ一万Kた︒明けて六日目午後引導二十四

田まで統けられたが︑この聞に一

Wを屠櫻にしたもので︑凍熟から 分から熱患力を発生して炉が運紙

切のす趣間串密閉︑冷却材の炭酸

万一千KW︑九日識量九時十五分

午後六時乱万五千KW︑岡七時四

タービンに送り込むことになり︑

こうして五日午前十一暁十五分

ガろ僧充てんした︒

から静かに制御捧の引上げを始

事事力塞の署長を引受ける

轡さんのお詔をうかがうにつけ︑

上程した昭和三十無には︑上述の

法が成立して原子力委員の人選が

剛三＝㎜二葺︷藁一＝一一三三＝㎜﹁＝ξ鷺ご一二一三＝二三＝三一︻﹁二篇一三三三凱︻冒一一ご︻三二E＝三＝︻一三二三；三一三三一讐三二＝一＝三齢二一満山一三三二＝＝三一＝一＝二＝二三琶算一三一一ヨ三︻三＝巴︸二三一7・二一三二二︻一二三三︻謂三三瓢一三＝三三三三

⑪

かったというような感じをかみし

懸灘⁝灘懇耀
昭和三十年初夏のある日︑当時

きた

内命を受けた︒そのころ私

めることが多いQそれは皆さんの

よう

ある時はなつかしく︑またある隠

経済企総懸に勤務していた私は︑

ので間く辞呈したが︑ぜひやれと

は原子力のゲの字も知らなかった

ろと多い︒

はほろ粘く思い紹すこともいろい

いう話なので︑酒任省が出るまで

通り私は経済企画庁に所属してお

腺子力委貝鞍設置法箸を団会に

が︑とうとう十年闇も原子力の畑

り︑その是窟は筒野さんであった

のつなぎのつもりで61受けたの

十年たって一心原子力の仕慣を

は賛成で︑慎電に講論を尽して︑

に

これからでも

進むべき道がきめ6れたら︑みん

のお護を伺ったが

ラン系統で行くか︑それとも爾者

天然ウラン系統で進むか︑濃網ウ

ていると思う︒

長期謝画についても思い起すこ

うにお碧いしたい︒

なで力を合わせて開発を進めるよ

る御決慧を物語るもので︑日本の

が︑岡会では正力園務損が担当さ

とが沢山ある︒第一回の長期謝醐

の併罵で行くかの悶題であった︒

たQそのため︑あらかじめきめて
離れた今日ふりかえってみると︑

れからみて非常に低いという結果

カナダやイギリスは開発圏膿を一

新しい計画のもとに出京そう

れるという異例の決定があって︑

になった︒報酬は当時の額で七万

見をまとめて行くという体制が豪

作成の蒔は︑多くの専門家の翻瓢

当時大きな問題となったのは︑

私の毎日は本嶺に原チカがすへて

つも私がお供を命ぜられた︒議員

正力さんが照会に繊あれる時はい

委員等につぐものだったが︑この

たが︑ある時など︑議員か59大臣 数千円︑それでも最高の国家公蜜

ために挙せであった︒

であり︑全力を尽して悔いる所は

としての所見をきかれたのに︑正

おいた委員の報酬額は︑この顔ぶ

ないはずなのに︑それでもなおす

の質問が細かい詔になると︑正力

妻
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原子力委員会発足
がして︑あの時ああしておけばよ

で御君公するきっかけになった︒
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営粟用電力の試送に成功した東海発爾所の制御三
座っているのが土屋運転課長、その後列左から川畑
漸長、一本松征鎚、纈田常務、スミスGEC総支配人

振薔東京5895番
（591）6121（｛七）

東京都港区薪橋1丁頚1番13号（東躍旧舘内）

日本原子力産業会臨

発行所
昭租31誉3月12〔3第三経郵便物認可

日月3圓（5目．15田．25臼）発行

購謝離掘高点鉗摘

髄腔

聞

業
産

有沢原子力委員の

わか国か原子力幕本泓を馴

⁝いる︒

の気象に分けて次のように述へて
いること︒

現度がこれと同等以上のものを用

審査が懇待されているので︑部会

姫の安全蜜査を担嶽する︒迅速な

の胸にひびくものがあるが︑考えてみれ

決定する虫でには︑なおいろいろと曲折

わが国は逸興かかって︑ようや．・燃料政

国の開発の進め方につい
ば︑わが麟の原子力開発は十無醗に︑臼

策が陽の圏を見ようとしている︐政餓が

て︑この欄会に根締から

田閤く6いで同軸全体の説明を聞

は早急に轟轟を始めるが︑切め二

▽想定箪桑時用の気象

なお払倣の計騨には二重奥国気

析のために想定した箏故による影

象局法を採用しており︑これを

があろうが︑諭四馬尽くして決定した以

塞全解

て︑歩み斑したはずであった︒にもかか
会善

主︑民主︑公開の三面則ぷ根本精神とし

﹂⊥は︑原子力罪卒購あげて原子力委

ろう︒このような欺省と
わらず今改めて︑早本法の糀神に戻ろう

考え駕すことか必費であ

展甲の囑勢は︑原子力の臼に開かれた記

響の贈爵は︑おそらくこれれり悪

採用して当分董支えないと考え

が︑十一月二＋ヒ日には第一圃の

分れて作業を薦めることになる

いた後︑い︵つかの小グループに

厭︑例えば一望貯留著の放出管理

・

川臨止て︵燃料︶気象協小軍書

︵機械︶阪大吹田徳雄︵撫物

男︵気象︶監中研後藤清太郎

理︶胤大都甲泰正︵炉工学︶建

研表俊一郎︵地麗︶建研久田俊

彦︵建漿︶原研弘田実弥︵炉物

理︶原研牧野直文︵保健物理︶

通産省に技術顧問

東大三野艮績︵炉材料︶

⑥

池醗省は︑原子力発電所の技術

犠査のため︑各専門分野から学識

の慧見をきいて処理することに

験者を技術顧問として委嘱し︑そ

し︑そのメンバーに︑前記原子炉

安血三門径査会の第二十一部会の

原電︑GE社と

委員十三名を委嘱した︒

正式交渉を開始

さる九月三十日︑敦賀発電所の

︵GE︶娃の沸騰水蜘︵BWR︶

炉に米ゼネラル・エレクトリノク

同社の一本松社長かリソダノGE

卒遭定した原電は︑十月三ヤ日︑

したQこれに凝してG14雌からは

ジャパン社長に発注内示澄を交響

十二日正式に受諾する旨の串し出

があり︑両仕は掘血に正式の構手

方として交窪を進めることになつ
た︒

▽第十五回国連放躬

掌委員会口本政尉代表塚

内閣辞令

亜鉛・鉛・銅及二次品化成品

呼びかけに応えよう
胡孟⁝

平常運

▽平常運転愛用の気象

る︒

ﾖなワ？Qのでおる︒これに用い

なお蜜群籍査会の錆二十一部会

現地調査をする︒

いことにはならないという考え方

を考慮すること︒

尋

十爺泣になるが︑海外では高く
買われている︒グループがない

いても全体に行きわたらぬきら

のて︑海外の情報か個人には届

いがあり︑極の二四も必ずしも

よくないQ学黛の各でやれば海
外との交流もやり易い︒初めは
ざさやかに出発し︑体制が脳ま
ったら業罪の協力も得て膏きた
い︑と初代放射線化学会長は籔
重な弁︒

寧憲由︵放射線医学総目研究所

線影掛

大学散塔

長︶▽同代表代理田島奥三︵立教

三井金属鉱業

八ノク・アノブす．⇔協力の態勢を膿漏た

い︒大切なのは︑捗絶島政織が単に原子

は︑何を譜観するであろうか︒それは

という貯びかけが必要になったというの

一る気象菱件は︑次の諸点を考翻し 転時の気体騰新繭放患による影響

ていた︒

の年闘積算線巌について倹副する

の評価は︑一艘に周辺燈視区域外

意物別難敵会の講演にも︑強くあらわh

力の内部の要囚たけでなく︑も﹂と広

①想定事故に上る放尉性物質放

て選ぶへきである︒

地縫に遭讃すること︒

◎累常運転時の気体健合物放嵐

こと︒窪た仮想事敵の場合には鷹

た気敦状態の出現墨を参蕩とする

としぞう

利三

簸

同位体てくらした一生で一番
大きな仕蟹は﹁酸素の原子澱が

ｾったのをぶち腰したこと﹂
で︑文化勲諏くらいくれてもい
いと笑う︒現在︑質鎌分析学会

旬閻メモ

原子力黍貫会▽＋月二＋八日

②原子炉安全専門爵査会婁員の任

11①緋学技術熱本法築について︑

防鑓塗料（ジンキー）
土壊改良剤（ネエサンソ）

画し原子力平和利用の研究開

充を依格的 に 開 婚 し て か 6 ︑
今日まで︑わが国が基本胸な開発の路線
い︑全経済的︑全エネルギー的な側廊か

の態度で維移し

擾員十三名は次のとおりである︒

らきためられDはならない︑ということ

模様見

伊締めずに︑世罪各同の開発の進展を見

︵カノコ内は専門︶

ながら︑いわは

庫

会畏になった

たに

放射線化学会の

ち

千谷

︵前原無理蔀長︶や赤堀︵現阪
大学長︶とよくのんで歩いた

雲

︑

という珍しい学会の会昆でもあ
る︒

山が好きだが︑今は魏科の別
荘にこもり薪を切り︑炉辺で酒

命について︑を審議︒▽十一月四

臼控科学技術莫本法案について讐
議した︒

人工違乱砂利（メサライト）
軽羅骨材（三井パーライト）

⁝

員は

診

原子力の第︸團海外

という︒昭和二十八年に部立大
へ築︑今年四月︑私立の城西大
学理学昂罠︒三十四年からは初

矯

鉱

︑磁磯
黒囎

報献

代の都立アイソトープ総禽垂死

所長︒

安定同位体研究の融分けて︑

プをとってきた同氏が放嚇線化

ずっとこの道のりーゼーシノ

学の分鮪に入ったのは自然の成

︵SK︶

社長高林敏巳

展⁝
この日の講殻のなかで︑自沢療子力援

方劃に一霞牲か欠けていたという素質

もはや十年になる︒そのことを記念する

各種の一臼獣が︑．療子力の口﹂︵十月＝

過汰において原子力婁員会の開殆

十六臼︶を中心に全国各地で行なわれ︑

載撫解礎
っし︐・に

海外の酵嶺な学者
がぺこぺこするので︑皆びっく

は︑テレビや論結会には欠か世
ない人になっている︒

災は大正十四年東大化掌解卒
侵︑理研を経て︑大阪の塩見理
化学研究所入り︒ドイツへ二年

り行き卍︑﹂あり︑弟子にもRI隅 やくむのが楽しみ︒一男一女は

¥凶歳︒岬丹簿Q

かたづき︑炎人との二藍馨し︒

ほと留学して阪大理学坐雛の︒

写本の放射線化掌け始まって

係者が多いという︒

−

菊池

ここに二十年くらいいて物理化

・

学をやったが︑その頃は

東大内田秀雄︵炉工学睦部会

ものである︒これに用いる気象資

であろう︒

出の様楓︑例えば放出の防さ︑放

てきたことと︑関係かないであろうか︒

は︑目受セざるを得ない

ことを率直に

原子力開発十年史も関係機関の協力で絹

長︶放阯研伊沢正実︵保健物

綜鷺こり炉の発注内一際︑再処理施設の

料は次の諸点を考慮し︑現地に関

角沢委員のいう﹁国内的講料サイク

①気体騰棄物放患の状態︑例え

出の蹴醜時間等を驚晒すること︒

認めるととbに︑今田で臆
足設悶題︑瞭子力船鍵造の難航︑大品に

象と丁．萄ものであるので︑公衆の

わが凶が自

さんされたが︑この十年間︑田本の原子

きている動力炉開発懇談会の爵議など︑

居住す．勾地域に着便すること︒

理︶乗大大山彰︵炉工学︶撒研

ル﹂は一つの考えカである︒これにはも

わが国の原子力開発は明らかに﹁つの山

する一力年以上の期閲に及ぶ観測

正的酬究を百なう主心的築件が熟してき

虫であるうが︑ともかくこのような

力な反対論もあり︑宅非の慧見はさまざ

ゆ脚韻重鎖時の評価は公衆を対

力を担ってまた人々には非常な感慨であ
とのへている．回婁員はまた︑圏内

資揖にもとつくへきである︒

た
轡

的魁騰サイクルの劒立と︑新馴転換炉や

¥録の努力て敬意を表したい︒

ろう︒擬多の曹条件をのりこえてきた風

ば煙突の高さ簸を考慮すること︒

場にんしかかっている︒

ゆ原子力委員会が渓輸した撫子

昌政策

炉立地審査指針にkれば︑想定事

ここで新しい

高池増殖炉の白主的開驚の必要帆を強洞
出発をしよう︒始めようではないか

故として璽大鐘塩瀬kび仮想饗故 周辺斜視区域外の工合の屠住する
の発生を仮定し︑両者の場合につ

の服本が︑もっと早い時期に磁

しかし︑世難の原子力開発は休みなく
立されねはならなかったことは︑大てい

いう為沢委員の異例の呼びかけに︑わ㍑

われは今口までに培ってきた力をもっ

するため︑山田岡答査会長あてに

②平常運転聴の評緬の場合にも

の人が繕罰していよう︒どの国の原子力

開発を兇ても︑拠巖に轡群政策があっ

いて評価す勺ことになっている︒

と

削円しており︑源子力翼電の実用化がす

し︑この態肢こそ欝欝団坐本法にいう
白主 の精神に立ち戻ることである
と︑激子ヵ婁員会の決憩をひれきした︒

て︑力強︵垢5なければなるまい︒

でに現実のものとなった段階において︑
われわれの努力がどれたけの実を結んで
て︑そこから開允が呂発しているのに︑

送付することにした︒これで受認

大事故の揚重には三楽用い6れ に関し施設測において講ずる措

この訴ずには︑われわれ原子力関懸者

一＝

きたかを顧み︑試行錯誤の多かったわが
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国産化小昼興会の凝議至難とし

炉通話塾蟻専門龍公は任務を終了

た紬果︑原子炉安全笛査の滲著に

ては︑Φ原子力機難・材料・魁料

灼敦となる︒

の国産化拍迄策として︑濡要の動

敦賀炉の審査開始
この﹁気優手引﹂は斬しく研究

の設羅をきめた︒この耶金は東大

したので近く解散する︒

業の動両︑国産化のテンポなど国

したものではなく︑今後の3考と

原子力婁員会の原子炉汝等専門

数課内田秀雄氏茄蔀会長とする十

向や技術進捗の見通しと除ぞ上司

肱化の蕪本的募え方毎検討する

す．勺ため︑大型線干炉の安眠解職

審農会︵部会長乞田太三郎氏渡米

三磁の構臨で︑日本原子力猫徽

二月目標に検討開始

が︑当否化推進に関しては︑轡入

で取扱った繹験から︑気象に関す

不在のため代理同劾睡氏︶は︑十

霞継第21部会を設置して

技術︑耐震技術︑燃料加℃技爾な

る事項をとりまとめたもので︑思

計画・国産化の二小委を設置

どの技術開允の撰進︑あるいは︑

告雲を﹁原子炉安全解析のための

︵探︶が敦賀地点に建設する二黒

渚慮︑困民経済的考慮も加える︒

詰範囲の拡大など製作経験の允

気象手引﹂としてとりまとめ︑こ

一月一日同精査会に節ニや一部会

通配省の総合工払ルギi調萱会銀子力部会rW⁝会艮︑松根冗一口

を倹講ずるが︑これには︑前期開

．

定事謝謝用の三四と平常運転時用

蔭契欝欝になる諌での過秤での下

日本長期信川銀行講堂で第一阿会禽を開催した︒通訳省の所畳と

発没階での原電と中央一二竃力会仕

の問題等も審議するQ豪た︑②原

実︑プラント餐量や型式の橡擁化

＾り

﹂

ゆ原．距力発電の開発の雄遣と調整

いうことにこたわるず︑仏く猷予ヵ問慰ぷ極討したいとの松儂那

の建設罰画の見休的近め方︑新型

原子力委員蛮の原子炉安全爵号

のほど上線腺子力一員琵に提出し

東京都申央区日本橋宰町2の1／1

本店

吹付塗装材（ケニテソクス）

建材部門

伸銅。ダイカスト・研削材

地金部門
加工部門

｝

…で一

本原子力鰐業会議嗣会琵︶は︑十一月十一11午後︑東ゑ大手町の

会長のあいさつの後︑総合エネルギー調査会の冨議経過︑原子力

転換炉と高速増殖炉の開殆のあり

子力機器︑材料および燃料メーカ

理染の現状と悶鞠⁝卿︑旧腺子力搾難部会︑田総禽エネルギー那会

ノ﹂

ーのあり方とその鮎盤強化策とし

二一

ゐ︑望都の役撚り︑原子力発要所

ては︑原子力酎黛における樋門

需給小喋賢会原子力発亀供給分科会の状況︑なとの報告があり︑

敷地の癩保︑などが問題となる◎

化︑投資効率の向上その他の協調

調査団に参加し︑後に放射線刊

〃醐鵯学校で同級の藤岡とい

原．＋力部会の審議の進め方を協議した◎この紬果︑

③核燃料鰹保︑これには国内資源

撮︑鈷礎強化のために必要な資

用専門視擦団を引き連れて欧米

⁝

揖進の二小愛員公を設け︑明年二月までに︑蔀会としてのとり荻

の開発︑銭入燃料の硲保︑海外資

金︑税制等の助成策が問脳として

を謡った︒

醐と国津化

とめ初僧行なうことになった︒︻写轟はあいさつする松根部会畏︼

源の開発︑特殊核物質の所為方式

台まれる︒

るQ

に関する問聰などが含至れる︒①

この目決定された同部会の審議

核燃君サイクルの硲立について

なお︑訓綱小袋員会は十二刀六

塞本方針この三会は︑工法工

千谷さんは︑安定同位体の研究

と笑う果駄浅草生れの

では世界陶に四温︒専大を出な

りした
三十日にそれぞれ第一圃会読を開

がら︑庶罠の大学

日︑逆産化捕追至愛員会は十一月

の再処理︑プルトニウムと誠損ウ

部会としては明年二月頃までに検

き雷議巻進めることになったが︑

的な工不ルギi供給購造における は︑新三一の加工︑使用ずみ燃料

原子力の位置づけの団員と︑これ

ランの創用︑ズ縮ウラン隣淳化の

卒薩

可能甦︑海外の核燃祥市鳩の動き

した反肩鎖神の主でもあるが︑

宙門W⁝会︵郡風脚伏昆康治氏︶は︑

た︒竜子力零雨公はこれを鴇議し

報告書にとりまとめ鐸璽難
しの再検謎誉行なうが︑その際は

さる二月から気象に関する事狽

視野が広く︑話上手の千βさん

討結果をとりまとめる︒

阪大

いて審議するが︑原子力委員会の

とそれへの感応猿︑なとが審議の

針画小黍風会の犠議肇碩として

や需絵鄙会と密接に連総をとる︒

は︑①繊予力発屯琵期晒画の倹
尉︑すなわち昭和三十五年十一一刀

に配巣台理化冨議会原．r力帯崇部

安全審査用気象を

基本方鉗を曹屯し︑かつ総合三会

に即応する政策の基本的方向につ

・

．

不ルギー政策の越調に冶つた長期

声

勢

の混めカは大よそ次の 通 り で あ

︑ル

ψ

癒油火力との比較︵発電コスト︑欝

について冨議していたが︑この報

会で策足した娠イ力免慮長期見通

料備蓄︑所要外貨︑所襲資金など︶︑

…

…
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聞

業

コン

エ

ジソン肇

大型百万KwPWRで

︸八九︸嵩奪︑マサテユーセノ

ッ州スプリングフィールドの体

ガ

㊥お灯みのコースをS五Sて飛んでください。いずれ
のコースも日本人エアホステスがお供します。何の

二遍閥の含宿紬遡たけで︑この

メリカ人の身にしめついたもの

青館で生談れたこの競技は︑ア

大会に臨んだ︒

ソ連やブラジルが︑前のロ⁝

になっているσメージャー・リ

轟

んのように東南アジア・中近康・ヨーロソバを縞ぶ
エキゾチノクなコースです。

聖

0口水からのもうひとつのルー1は南まわり一こら
㊥欝本からのもうひとつのルー1は南♂わり一ごら

原子力十周年を祝

マ大会以来︑ナシコナル・チー

うパーチ♂一に出席

して︑訟と一卑曲の

ムを作って︑ほとんど同じメン

︑

ゲンからはヨーロノパ・アメリカの各地へひと飛ひ

墨磨㎏
オリンピノクを思い

やってい・筍程の曽及率を考えれ

る︑シュートす

る︑ドリブルするといった呈礎

技術をマスターしているか︑否

ールをパスす

と趣

かが︑こうも灘⁝うものたとは・

んどこそは：・

を︑足もとにも窃せつ

気込んできπソ連など

けずに︑破り訟つたの

それにつけても︑わが圃の科

：O

ざるを得ない︒学術会議は最近

部門の業務を拡大

アメリカのバブコノク＆ウイル

コノクス︵B蕊W︶社の線子力開

バーグ︶に新たにプルトニウム処

発センター︵バージニア州リンチ

理研究所を増設す．獅ことによって

のプルト一︻ラム研究所では霊とし

業務を拡大することににつた︒こ

B＆W性の燃料サイクル蔀門の

て実験炉用燃料棒を製造する︒

投資額は︑この噺しい研究所も加

で丁。この北極空路は、5／18が世界で初めて開払
で丁。この北極3と路は、乏∫ノ1δが世蹄で初めて聖霊
したものです。
したものです。

この契約のもとに︑PSCCは
めの費用として︑四千五薦八十万

出した︒あの劇的な

ーグのプロ野球の名逡那たちが

一人残らず高校時代この競技を

バーで︑終始練習を続けてきた
のとは︑全く附照的だった︒

やり

閉会式は︑ある仕箪を︑

という感慨と

お

である︒

う名伯楽アイバ・コー

に勧笥したが︑たかがスポーツ

現学長期副画五重三灘画を政府

学技術に対する姿勢を思い出さ

チの︑実に巧みなコーチ術が大

でさえ︑亙礎技術の優劣か勝負

子力利用協定締結
ソ連とイタリアはこのほと原子
力の平和利用に関する協力協定を
結んだ．この協定の期間は三年聞
で︑主として︑代表篇の交硬︑科
学者の相ム訪問︑原子物理分籔︑
情嬢︑機器の交換なとを行なう︒

オゲスタ発電炉は
全出力で運転以勘九

ている︒このリンチバーグのセン

えて烹強六十万妙であるといわれ

の關発であり︑設㎡︑開発︑製

万KW︶は九月十日 ターの窪裳戴勝は︑燃撰サイクル

スウェーデンのオゲスタ発電藤

︵電気出力

から運転を再開していたが湿る十

る仕翼を一力噺でできる能力のあ

⑧羽田から北極をこえてわずかユ6｝1｝岡一コペンハー

敷地︑プラントの所有︒建設のた

がを支出するQGA社は︑研究開

加工および運転後八年間KW11当

発︑二二︑建設作業︑燃料の成型

り丁六ミルの固篤価格で燃料の
というホノとした醤ぴ

ば︑それも無趣のない晶ではあ

とげた

練習をしたたけのアメ

しかし︑たった二週闘の合宿

供給とサービスを行なう︒

も

だった︒

これには︑ローチ麗

きな力を見せたことはいう豪で

を支輪するのだ︒科学技術搬翼

五十無におよぼうとい

の成績を残したアメリカのバス

もないことだった︒しかし︑

六回連続優勝︑七十八二二無敗

ケノトボール・チームの強烈な

それにもまして︑それぞれの選

で︑本洛的に︑藻礎麟学の充実

が叫はれて久しいが︑このへん

全繍からピノク・アノブした

の優勢さが︑あつかって力あっ

に︑本腰を入れねはならない隠

手の身についていた︑墓礎技研

機であろう︒

愈選び出したこのチーム︒あら

い︒

たことを憲れるわけにはいかな

武︶

ゆる大学︑実業団チームからの

︵湾合

益せ集めのチ⁝ムたが︑ほんの

九＋六人の選手の申から＋二入

印票を忘れることはできない︒

えは︑圧側的な強さを示して︑

ところで︑オリンピノクとい

祝

念日にしなければならない

めの︑新たなる決灘を固める詔

うに︑自盗的開発をはじめるた

同時に︑為沢氏が呼びかけたよ

う十銀たったか

十周年目の原子力の臼は︑

A泡Cは︑省議伽業︑GA吐の を革嚢に現わしたものたった︒
研究開発︑初袋荷燃鱒の成型加

る︒しかし︑それにしても︑ボ

三千がに値する燃料を無料で提供

詞
時期に運転に入る石旋火力副帥癬

にAGRについては原子炉のサイKWHとなっている︒

期待できることが激さ31加︒とく

KWH︑SELN王八億千九酉
万B＆W社︑燃料
米
と発出コストの点で同じくらいに

ズを大きくしたり︑技術遠耳によ

した第十一次年報を公表したが︑

と述へているσ

って大いに競争でき︑約二〇％衷

A鷺Aは改良ガス冷却炉 で発職コストを下げることが明王

同報害芽は︑一年閥の心心とし

て︑

︵AGR︶を開発した︒今後AでG
きる︒

イタリア・ソ連原

なるであろう

六四年四月〜日から六五年三月三

期に来たと述へている︒また一九

その甲で原子力発羅コストは転換

は︑康子炉開発計画について概観

リカ・チームが︑

こ

工︑原子炉の特別な構造部分の製
造について援助することになって

いる︒AECはすでにこの費用と

いて研究︑醐発︑設罰︑建設︑運

このプラントは︑AECの血斑

する︒

利用と巴鴨的な重力生産を臨的と

娠換炉山口の一つで︑有切な燃得

している︒

リウムが使われる︒敷地は未だ決

て循なう︒なお︑この申請書はA

イギリス原子力公社︵AEA︶ 刮されてきたが今後発璽所は

英AEA︑第十一次年報で報告

原子力発躍コストの転換期

を運開一一としている︒

まっていないが︑一九七︸年の末

子炉の燃料としては︑ウラン⁝ト

転を行なうというものである︒原

もので︑蟷気出力三十三万KWの 讃上している︒このほかA8C
嵩掘ガス冷却炉︵HTGK︶につ
は︑GA祉に対して六百四十四刀

ソク︵GA︶社の間で轟印されたして隣千八十六万三千がの予算を

W照隠が詳細設計受ける
アメリカのコンソリデイテノド・エンジン社︵二．﹁ヨーク州︶は世界最大の衝刀KW原子力発電

所の建設を進めるため︑ウエスチングハウス︵WK︶鉱に対し︑建設に必要な攣備作呆を娘めるよう

依翻した︒この発聡所はインデアン・ポイントの敷地に建設される予斌のもので︑岡社のインデアン
︒ポイント発罎所に次ぐ鋤ニブラントとなるもの︒この酬画の最終的決倒は謹だされていないが︑コ
ン・エジソン社としては︑一九六九隼蒙でに遮駄を開始︐9る穴型発電軌の建設を滝えており︑今圓の

WH社への依被は︑時間の短縮の激昧から正式の最終決溝に先だって率備作業串遺めるためのもので
あり︑建設はほぼ確実とみられている︒

EGの規網局および原子炉安全諮

力歪貝会︵A猛C︶に建設諮二八訂建設はW11杜が主契約蓋となっ

ユーヨーク州ロチェスターから約

請瀞を提出した︒この発電胱は二

米源子力鍛員会rARC︶は︑十たQこの契約は︑パブリノク・サ

十︻日汝での期間︑現叢浬転居あ

ド︵PSCC︶とゼ不ラル・アト︑︑︑

一月一臼・政艀・民間の鶴岡原子 ービス︒カンパニー・オブ・コロラ
力発鍛所建設訓綱の契約を行なつ

と効異的に使用できる方式卒一開発

燃具をもっ
の発服勝あるいは他の炉型方武に

Rに鮎つく原子力発転所は︑伍来

することに注慧が払われねはなら

さらにA湿Aは︑
力発電所は︑マグノソクス型で設

るいは建設中のガス冷却無毒原子

ストの安い墓彫負荷発寒を行なう

よる原子力発堅陣よりは︑発鍛コ

と述へている︒これには︑

子炉万式の開発も躊まれている︒

蹴気を供給できるような小型の原

であろう︒六四1六五無間の遣歩 船の推進力としても︑また極地に

と述へ︑今後発

の確立であった

は︑技術的な改痩に払つく経済性

蹴コストの低減については大いに

近くすえつけにかかる︒

出力に達した︒この加圧重水炉は

月二十日熱出力六万五千KWの全 造︑サービスに璽る豪でのあらゆ
凋SELN一︑二十

二万五千⁝⁝を記録

フランス︑G13

るただ一つの民閲施設である︒

は好成績で運転申

フランスのマルクールにある原

子力庁︵CEA︶のG13は︑過

運転を再開してか6︑十一圃︵合

︸

｝

現在WH祉はコン・エシ ソ ン 鉱

没詣に入っており︑すでに農博機

との仮契約のもとに発鍛勝の騨細

間委獄会︵ACR5︶で乱調露さ

格納容器はテネシー州ナuタヌカ設されるもので︑炉︵PWR︶の設れ︑聴聞会にかけ6れる予驚︒

器の発注を行なっている︒原子炉十六再離れたオンタリオ湖購に建

撹の南フずラデルフfアの称揚

で︑それぞれ製造される︒
激たWH社は︑インデア ン ．
ポイント第二発電所の建設．讐理
・サービスを行なう会餐としてユ

ナイテノド・エンシニアーズ＆コ
ラ

A

ない

使用済燃料輸送で
貨物船チャーター
英AE

イギリス原子力公図︵AEA︶
は︑このほどイタリアから便用ず

の貨物麟遊チ￥iターした︒この

三生一筆

み燃口を輸送yるため︑九〇〇ゾ

船は五十ナのフラスコ︵便用ずみ
燃料を入れる答器︶を一度に六細

一方スウェーデン科掌アカデミ

ソプで運紙しているoCEAの最

去一年關以上ほとんどノン・スト

ELの所有している三つの発電贋 ︵電気出力四十万KW︶に脱出袋灘 近の発表によると︑昨年八月十闘

Wに達したと発表したQまたEN
する予定のシンプバーブ轟四所

イツB＆W拙とインタラトム往に れ豪での媛美浜力二十二万野千K の昭力グループと市単蹴力が建設

がこれ豪で発渇した聡力は総説五

一か257タ・∬ア紛塞

O

諺窺総州饗溺 高温が ス炉開発へ
産 百刀 K W 発 躍 勝 用 タ ー ビンはWH
GA・PCSS契約調印

︐
プ

原
ンストラクターズ・オブ・フ

デルフでア︵UE︶とすで に 契 約
亭行なっており︑閥祉は大 型 P W
Rの下雌備を進めている︒
コン︒エジソン祉は原子炉格納︸
容器︑炉心︑その他のパラメータ

いないが︑炉心は︑最近の W H 祉

についての醒細は明らかに し て

の繭業用発罵炉︵ケミカルシム︑

獄ノド︒クラスター・コントロー

日よりアトムエネルギー社

L︶によれば︑S温しNI原子力
ている︒

九月

オットーハーン号
の原子炉容器完成

PWR︶は去る十月二十山ハロ︑こーの罪報によれは︑スウェーデン

発電所︵電気出力二十七万KW︑

運ぶことができるもの︒

ラチナ発電所︵電気撫力二十万K

西ドイツの原子力商船オノトー

イタリアの国営電力庁︵ENEから国営際会庁に運転が移管され
W︶の便用ずみ燃料再処響契約

暁球︑イタリアとイギリスは︑

を結んでおり︑AEAのウインズ・ハーン写の建設に漫っているド
ケール再処理プラントで再処理す

がこのほどクルソフ・ゲループに

ることになっているQこの契約は よれば︑岡船用の原子炉宏皿谷器

よって完戚︑近くライン凋からロ

をつけることが湾えられていると
の蒋処理として大がかりなもの︒

五街万糠にのほるもので︑動力換

照臨繊麗用翠九十九・八％で順調

に選噂していると述へている︒

計十八暁間︶の郷止はあったが︑
その内︑ラチナが三十餓六千四主

十五億八千六蔵万KWRであり︑ ほのめかしている︒この発確所は
する可能性もあるというもの︒
動KWH︑sE§＋七億三衝に万

ソテルダムを経てキール謹で運は
れることになった︒この谷器は虫

輸送は︑今銀の十二月から始め

磁約二十診︑轟さ十四酵のもので

現在設削段階にあり︑二蟹単層炉

来無の七月謹でに六往復すること

東京・大阪・名吉屋。札幌・福岡

嚇

になっている︒

ヨーロッパの玄関一一コペンハーゲン

ッパへの近道一一北極空路

基礎科学の充実

＝＝

建設中のナインマイルポイント発躍動（随気出力50万KW）

こ不自顧もありよぜん。

一一
一

ル力式︶となるものと見られてお

り︑岡社が訓画していたレーベン
スウノドとは塾本的に更る設計の
ものとなろうといわれている︒

45万KW発電所の
建設許可を申請
ロチェスター・ガス＆麗力

三五

アメリカのロチェスター・ガス
＆エレクトリノク社は︑十

田正味窩気撮力四十五万K W の 陳

子力発戴所を建設するため︑原子

齢総
織
織戴
瓢
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ヨー
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︐＝一＝一一闘＝鼎＝＝＝＝讐一輔開＝一＝一＝一儒一一＝補一一一＝一＝観幽一一一卿＝＝■＝＝■冊＝＝一＝＝ニ＝＝＝帰＝一肩＝一側胴謄一＝一鱒＝一一隔︸

⁝
ベルギーは小国でありながら︑欧米先進騨の猿子力開発と
⁝
ピソタリ歩調を労わせて認んでいる︒とくにベルギーでは︑
⁝
塵業界が図の指導的な役割りを果しており︑研究炉と発竃炉⁝

の設計︑建設においても︑さらに核燃料の伐濫︑再処理の研⁝

究︑高迭炉の開発など幅広く積極的に活動している︒豪たべ⁝

ルギーは輸出照でもあって除干力配札に対する考えカは︑わ⁝

一二昌＝；＝＝一＝凹＝一＝ニ：：脚＝卿一

⁝
⁝

が国の学ぶ点もあろう︒ここにベルギーの原子力開発の概況⁝
︵ニュークリア・エンジニアリング肱十 ⁝

について紹介する︒

一月号より︶

コ闘＝一＝冊＝ ＝ニニ︻＝＝鴨＝冊＝＝鴫＝二一＝＝二一＝刷匙＝＝咀＝ニ＝＝一瞬＝一闇＝

拙と同様に原子力発電所の購入斎

働いてきたすべての関係機関や会

ろう︒比較的小国ではあるが︑ベ

一浮力会社の翼味をおこさせるだ

ベルギーの隙子力開発は︑各国
ルギーは非常に届くから原子力醐

精密技術の長
い伝統をもつ
の開発テンポと翼蟹に歩調を合わ

のダンジネスB允会所に対して中 はかなりの努力が払われてきた︒

せて巡んでいるQ最近︑イギリス 発を手がけ︑原子力塵業のために

央発電庁︵C皿GB︶が探呈したAベルギーでは︑鮭業界が国の藍子

の白轡への関心についても例外で

の生醒︑燃料肇素の炉心の製作︑

発電用童子炉の設訓建設︑P燃料

果している︒とくに研究用および

GRに関する技術的︑経済的騨価 力讃画における支配的な役割りを

はない︒この臼欝はこれ豪で外国

再処理の実絶においても指淳酌な

ルギーは伝統的に注発な輸出国で
あり︑一方︑この三無に盛技術者
の強力なチームがこの分野に関心
を示した︒

すすんだプル
塾ニウム研究

てきたが︑これらの会社や団体が

ア︑協会の発足によって聞か豪っ

きた︒ウランからプルトニウムへ

研究センターで活発に続けられて

九五六奪にはじ象り︑モルにある

建設を予想して︑十五の会戦がベ

とである︒可能性のある轟薫炉の

望圏は︑掲速増殖炉を熟矧するこ

最後にベルギーの主な屠的の四

る︒

ふえすぎたことに対して︑瞳々多

で転入された炉心計籔がはじまっ

の変換の研究とプルトニウム燃料

り翼味のある点も見られる︒繊年

−3で一九六四年には︑プルトニ BRy￠結成している︒ベルゴニュ

た︒ベルギーの第一号発電炉BR ルギー渦速炉産業グループ︵GI

現在︑ベルギーの活動にはかな

すきるという慧兇もある︒

かなりの資金が研究のために支出
ウム濃縮燃料︵○・九六％プルト

ニウムと二酸化ウラン︶が装入さ 来︑こ2τに関心を示しており︑ア

ークーレ：ル社は︑一九六．久年以

されているが︑ほとんとのプロジ
毘クトは原子力魔業の増強を目的

ウランが利用できるようになり

メリカのデト瓢イトの近くにある

定を縞んだ︒このグループは︑ア

メリカのニグループと共同研究協

マーケノトの事情が訂せばすぐに

れ︑試験研究が行なわれた︒

建設順にベルギーの原子力施設

としているQ

について分類してみると︑京ず弟

発電炉におけるプロトタイプ道義

トムの研究にも参閲している︒

た技術者は高速炉に関するユーラ

ために証業界の技術着を派遣︑ま

ブラノドウ

〜瞬＝ぼ＝曜︷一

隔二＝開一一寓一；＝玉嘗＝；

i

嘱

は唯一の蘭業発電所︒原子炉︵G

スで三番蔭︑スコソトランドで

次懸盤のもとに建設したイギリ

二一一闇口玉一＝＝＝一一＝冊＝扁＝玉；一＝齢瓢一一一墜＝＝響7

ど南下したところに発電所の調

なだらかな海岸線を約七躍層ほ

え総出力三十万KW︒燃料要素

CR︶一一よ︑発羅機一二塁をそな

灘

にま

発聡還は十六億八千万KWH︒

用箪八○％︑摩年二月豪での総

力を上回る記録を達成︑平均利

成績は良好で︑いずれも定格出

二月︑二男機は同年七目︶後の

しかし運開︵一号機は六四年

スで一番宣い発電所となった︒

総墾ハ百三十叙円に達しイギリ

り︑当切の予定を大幅に上回り

る研究開発費の増大によ

木遊撃盟や燈心変更によ

完成した︒建設費も︑土

七隼かかってようやく

働争議のため工期が遅れ

たび露なる設題変更や労

一九五七年清工以来︑

ECが建設したQ

微︒原蟷棄海発電所と岡じ．＼G

ることなどがこの炉の大きな特

ンド電力庁︵SSEB︶が第一に黒鉛スリ⁝ブを採用︑燃料取
織嚢
り替ノ機が圧力縛盟の下那にあ

ζの発電所は︑南スコノトラ

圧地ハンターストンがある︒

ラーグズの町から南北にのびる

閥︸一曽F噂茎隔

．麟㍗母艦

／

⑳

＝玉一二＝謄；至一一一脚一二

したアメリカ勧力闘発協会︵AP

エンリコ・フェルミ筒迷炉を建設

るパイロノトプラントの施設の玉

C︶の二つで︑ここでいく人かの

DA︶と発議炉開発会批︵PRD

一番目にバルケイン炉︵PWR︶ウランからプルト一一ウムを化雌す
をあけねばならない︒この炉はベ

られている︒

顔が進められるように計画もたて

技害者が墓礎的な経験を身につけ

ルギ；が設回し︑イギリスとベル

ベルゴニ晶ークレール社とフラ

テストと同様に謁中性子來炉にお

つのプラントはアメリカのウエス

この悶題は思いつきのままにしか

七万年までに八酉五万KW︑八O 殴れらのベルギーの原子力発電

二つの嬢子炉について比較研究を

である︒

なことがあれば注文もできるわけ

の息子炉のほうが利益になるよう

怠味ではなく︑発庄をする時︑他

他の原子炉を設置できないという

がある︒しかしこれはベルギーが

には︑非常に難しい技術的な転換

答えられない︒しかしながら選択

近︑幽霊で剛催されたIAEA総
郊までに一千万KWの発想設備が 所がとのようなタイプになるか︑

七〇薙豪でに六百四十玉出KW︑

を行なうには主な要囚はある︒ま

したが︑これはベルギーがこの炉

常に興味が持たれることである︒

直接利用するわけではないが︑非

満足してきた国が将来︑芳十万K

年に約三百四十五万KWにのぼ されたワーキングプライスをもっ
襲なプラントが予定され︑七〇年

ギーの電力供給会社が増大する電

よれば︑温速に規期的に増大し

電力消費は︑過去数年閻の次送に

まず第一に︑ペルギ⁝における

のである︒

開発され︑進んでいくことによる

る発電ユニノトのサイズがさらに

は︑送竃網に送りこむことのでき

ギーの温気の大型原子力発霞所

てきたことは臆要なことである︒

炉でベルギーが経験を身につけ

これに関して︑アメリカの軽水

備を自由⁝に便うことができる︒

ことは考えられない︒人間と設

げることが考えられている︒

隠子力発電所の聖駕のワクまで広

力酬究が行なわれているが︑大型

協定の範囲で︑非常に重要な楡子

金を磁かめたり︑投下資本を回収

資金調達する時に実除に単音な資

もとづいてアメリカ除チヵ委員会

炉に関する羽冠が結ばれ︑それに

ダとの間に喰水減速・有機物冷却

の処置については︑フランスが共

同市場︵E猛︒︶をボイコ．トし

ているために少なくとも今炉の朱

までには解決されそうもないと低

えられている︒

マルビケン発電ブ

スウェーデン

◇

ラントの予算要求

命

スウェーデンのABアトムエネ

ルギー社はマルビケン発電プラン

に来年度予騨に四千二欝万クロー

ト︵電気出力二十万KW︶のにめ

まに岡社は︑外国での研究による

ネ︵約八月四千万円︶拳嚢求した︒

性が高まったことを発遊したが︑

新しい経験について核過熱の可能

現在︑この分野では米AECと協

一方︑マルビケンの最初の燃料

同研究を進めている︒

要素は︑来年から生産が娘象る予

定で︑これは天然ウランにな．仙で

一九六六−六七年滋

あろう︒ま陀濃繍ウランを露めん

予算で始まる予定で︑最終酌な引

燃料装荷は︑

◆

米︑西独︑伊の原

渡しは一九六八年とされている︒

﹂

ノルウェー

子力情報を利用へ

◆

ノルウェーは今後︑アメリカ︑

R11の半分をかりる予定であ イタリアの原子力研究虜C聾E

阪ドイツ︑イタリアの原子炉に関
冷却炉︶訓圏に関連のある技術テ
するあらゆる憎報を利用すること
ストを実施するためにこのホワイ
トシェル原子力研究センターのW になるたろうと雷われる︒

トの経験庫得ることと︑プラント

ラントの一定費墨低減さすためベ

をできるたけ強力なものにし︑プ

ース・ロード︵呈底負荷︶用の発

の費用で︑カナダGE社によって のほど協定を結び︑三力琢の原子

る︒W比11は約千四営五十万炉Nはノルウェー原子力研究所とこ

カナダ ◇

なおこのホワイトシ笛ル原子力

研究センターは︑ウィニペソグ市

の北東約六十五塀のピナワに設躍

されている︒

φ

イスラエルと共同
研究協定を交渉申

ユーラトム

炉の概念に関心を示している︒

たQム産の協定ではとくに︑EN

ン計画の更水沸騰水炉でイタ夢ア

EA︵欧州原子力機関︶のハルデ

が関発したウラン燃料襲購を照鮒

る︒イタリア︑アメリカ︑西ドイ

テストすることが規定されてい

︵約三脚億円︶を研號費用として

ツは合せて四諦三千万クローネ

欝託しており︑今後研究のワクも

られている︒

大きく広がっていくだろうと伝え

ヨルタンとジャマ

一A巳A

㊥

イカが加盟で95国

φ

戦一のもので︑他のカナダの原子

終的にユーラトムの閣僚理学会で

学蒼の交換が規定されており︑最

照射化学︑アイソトープ癒用︑科

盟国は95力国になる．

ことになり︑これでJAEAの纐

ヨルダンとジャマイカが加盟する

IAE五︵国際源チカ機関︶に

炉はいずれも薦水患遠で冷却材に

その決定をみるQしかしこの協定

こんとの協定では櫨子炉物理︑

る︒この二刀にはアメリカとカナ

は亜水あるいは軽水を便回してい

の型の螺子炉としてはカナダでは

炉研究計画に参加することになっ

躍に激子力を使用す・鶯ことには︑

ーーーAーーー

ゆ

却炉が運転を開始

△Ψ

研究協定についてこのほど交渉を

イスラエルとユーラトムは共同

ターでこのほとマニトバの第一号

はじめた・イスルラエルはとくに

のホワイトシェル原子力研究セン

炉が運転に入った︒この原子炉は

禺力二万五千KW︶として知られ 能性を研究するという観点で︑オ

ホワイトシェル⁝1︵WR−1︑執
脱温プラントの熱源としてその可

ており︑為機物を冷却材に︑激速

ベルギーは面方の炉の輸入者なの
である︒

た会社の申し出である︒またベル
ギーの薩業界がそのようなプラン

ろうQ
第一一の理由として︑一九七〇年

トの建設に積極的な参加をしない

Wのプラントの建設を引受けるこ
とはおとろくべきことである︒こ

から八○無の間に設置されるベル

力罵要に対処できるように原子力

た︒ベルギーの発電設備容量は一

ルゲル︵重水減速︑有機物冷却︶

次の十無に設置される発魁プラ

のような進展には二つの大きな要

を利謝することはますます明らか

材として血水を使用している︒こ

ントについて︑濠た正磁な罪質は

園がある︒

になってきている︒このことは最

現在イギリスとベルギーの双務
行なわれていないけれども︑ベル

までに運転に入るであろう︒

建設されたものである︒

非常に詳細な計鉢が必要である︒

可欠な問題であるQ払子カプラン は︑HWOCR︵勇水筆逮荷機物

することができるということも不

−︑開⁝＝開玉一＝胴三一︷1≡≡二︸最≡蚤＝一＝二一−≡三＝L⁝＝謄＝﹁篭且脚≡5墨＝三・二〜一三隔≡i≡三＝墾；三・・

ギーが共岡で建設したもので︑司
変減趣方武による制御の利用され

基の嵩辻実験炉の建設と組立ての

は︑フランスのカダラノシュの二

ンスのC起Nとの認画には三つの たQまたベルゴニュークレール挫

六二無︑イギリス原子力公差︵A プログラムがあり︑それは無料加

ている点が注饅されている︒︸九

猛A︶は︑ベルギーの会社の連禽 工の技術に関する冶金学の研究︑

ける燃料サンプルの照射︑物理学

︵コンソーシャム︶であるバル

の協定を績んだ︒漫蒔このために

である︒

体

ベルギーには技徳鍵撲によって新
しい会社が設立された︒この原子

各国とも共同

炉は二万KWから五万KWを発

3プラント︵幽力一万五酉KW︑

で高速炉開発
次の恥要な他の研究分野では︑

電するが︑電力論要がかなり少な
く在来燃料が乏しい国に更して半

ている︒

チングハウス社の原子炉を設羅し

PWR︶が現在︑ベルギーの電力

る︒

会戦によって順調に運転されてい

照射ずみ燃料の乾式法による爵処

は主としてフノ喫水累によるもの

可能性が研究されているQAEA
理の聞発が行なわれている︒これ

分のコストで輸出するためにその

との共同のもとで船舶摺進用への

民間会礼は阜くから原子力の鍛

の聡饗性を認めたが︑これには︑

要性を理解したし︑公共儀関もそ

今後は︑経済的な面での回収の

F︶との共同研究で出力二十六万 間題がます蓉すシビア；になって

現在︑フランス聡力庁︵ED
りかすがでないという租点があ

で︑湿式法に対して︑ほとんど残

核燃料の分野では︑プルトニウ

六千KWのPWRをフランスのく
シる︒運転コストをできるだけ低

研究脇発も行なわれている︒

る︒そのためとくに高濃総燃料を

ヨーロソバの購力供治に澱する腺

ムの研究がすすんでいる︒この研

子力への依存度が尚まってきたこ

発馬炉では︑モルにあるBRi

発電炉の運転
経験に実績

にも副発されている︒ちなみにベ 率ン︒シンジケートと共同研究

ためはかりではなく︑輸出のため

まったわけであるが︑園内欝要の

業という新しい分野の野臥がはじ

つの里要な嬰圏により︑撫子力家

業の置であるということ︒この二

圏であることと強力な非鉄金属顧

術による長い艦業の伝統をもった

主な要因は︑ベルギーが猜密技

たのにはいくつかの要囚がある︒

ベルギーが原子力⁝⁝発に踏み切っ

役割りを果している︒このように

各国と共同研究を進める

産業界が指導的役割

癖

のライセンスを使ってきた原子炉

巳h

一

しし一剛川

L

鼎一嘱
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（4り
建設者︑瞭子力技術開発のために

とも起因している︒原子力に対す

話ーズに建設中である︒これら二 く維持する一方︑次期の弗電所の

あるタイプから他のタイプに進む

使用した原子炉のために有弼であ

炉の選定には

究はベルゴニュークレール祉で一

九六〇年で四薗三十二万二千KW

る開心は︑会祉︑コンソーシイ

近く︑大型発電所

であった︒もし電力需要が過去と

ろう︒一つはアメリカのPWR型 レラ氏によって述べられた︒AG 火部分は︑たしかに年閤七千時間

会でベルギーの電力会髭の﹂・エ

以上︑全負荷で電力を生噛するこ

ず錆一に経済性の問題でこの計醐

同じ圃合で増加していくならば︑

Rの場合は︑コンパクトで運転中

九七〇奪に約薫八十五万KW︑七 をにてることが必裳である︒その

とになるが︑この星底負荷は︑一

重水減速有⁝機物冷

頭隠
が甜画されており︑来房中に発注

る︒

に燃料装入のできる点が切札であ

経済性が第一

黙羅

CEGBは︑AGRとBカW
R掛の
ナダ
子力会社︵A避CL︶
に入るというものである︒豪たハ

され︑一九七〇無か七一奪に運転

近い将来︑ベルギーには数塾

ハンターストン発電所

一
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現在まで出力十二万五千KWで 五年に約二様四十五万KW︑八○ 量感︑職一の磁突な申し出は保齪

必要になろう・これらの発電所の

。〆

】

の原子力発電所が建設されるであ

轡鱒戦馬

ヨ

イの近くとブルゲスの近くにも蚤

欝，

コワ

イギリスのAGRにも関心

建

力

原

BR13の全艇
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国産は技術的に可能

捜入されている︒

れを受け入れるとの趣鷺の条願が
驚理購長丹羽周夫
陶に解決を要する岡趨がある︒ま

体慮経碕的に藻とめるのにも工学

力機関では八監︶に分けている︒

おり︑この罷別を三翫︵国際原干

ど少撒に制限されるようになって

箏
︷驚
一f
触・
一二一
いては︑造船所はGK＄Sの卑入 束洋レーヨン会長田ミ
fることが困難な問題てあり︑全 群別をつくり︑選性の強いものほ

約価賂は四竃万円てある︒

にわたって継続される予定で︑契

このフロシェクトは今後五百年

照尉された燃曇り二聖誕である︒

二菱蘭事d長 たこの逆滲法での海水脱編の三カ

噴位︵超は五〇磁籠u一噴僚はこ

また外部線騒は航上機の場合四〇

長内ヶ陶樫五郎︑
月以上のデータはないが︑王水の

タはある︑

求た同期間日に謬論琴師機鵠の
展承会もあ⊃た︒

放射性物質の航空
輸送基準等で答申
放射線審畿会
放射線審議会︵会艮木村健二郎
氏︶は十一刀十日︑中村運輸大臣
に︑放尉性物質の航空輸送亀準等

レム︶となっている︒

東海炉燃料モニタ
原露と原研

リングで契約結ぶ
日本原子力研究所は十一月十日

A︷︶と東海発践所用燃料要素の

午後︑陸田付けで日本源子力発呼

照射後試験契約を締績したと発表

した︒この契約は※海発躍癖の宏

支えないもの︑隔縁えるとの結論に

出される破損燃料要素︑その疑い

泰は︑除則として運転切期に取り

照射後試験の対線になる燃料要

海外の放射線亀学の

などの講蔽や広撤・技術損

原

ーーvーーー1

を．軸頃．Φ︑なお一艘墾田費は無料︒

せるもの︑十二月二†日申し込み

要な穂礎矧識と実諾持術を習得さ

従事するものに︑放射線防識に必

学力レ伊持ち︑放射線関係の蒸務に

嚇専門学校や短大餐業程農以上の

名玉募集している︒この課程は︑

⁝鯖饗す．おで︑嘉雛生三＋

て︑第十三回奴尉線め護短樹課程

︸月三十︸臼から蕊月十八臼豪

放射線駆字総禽研鴛所は︑来旨

放医研

程の研修生を募集

放射線防護短期課

談も催される︒

近況

研剛野氏の

〃R工慮利用する電子漁徽鏡

介︑東慧睡科曲科大学水平教授の

の後︑Rエセンターの構想の紹

総会は中井敏央会疑のあいさつ

第二団総画を同爵で開催する︒

午前や時から︑同研修厨卒業生の

トープ研侮所では︑士一月十一⁝田

日本陳子力研究癬ラジ†アイソ

原研R一研修所

卒業生の第二
回総会を開催

◇勲二等瑞宝箪鮮元東北電力祉

3炉メーカーに対しては蒸気柔

十分の一秤度の濃度のカン衣齪造

州奉遷団長木下又三郎︑経団連

についての答巾を提出した︒

航空輸送基準の禁制品にはこれ

ったが︑実隙には圖際腺子力機関

まで放射牲物質は含まれていなか

の楚めた輸送規則に準拠した国際
的星雌に制約さ携ていた︒こんど

景制晶とし︑こん包︑外部臨画な

良に役だてるため︑実除の運転条

全性を譲価す・筍一方︑経療姓の改

俘下で燃価した燃料が︑物理的︑

きるようにするため︑昨年十月こ
の麺漕を審議会に蝕評したのてあ

化学量にどのように性質が変期す

どの棊準に禽うものたけを輸送で

運輸省では︑放射聾物質レハ薪たに

ん勉から一齎離れて州時問に一︑嚇

花モ石齢社長補島正璽︑一一一手稲

理事小泉ネ久︑ゼ不ラル物覗社

誓ノ ヲ訟

についてはイ年ぐらいきでのデー

住清彦︑ゴ蔓原子力会長関蝿長

工業会長寝昏深造︑飯野海運会

ついて︑違約金何きの保訊を求め

作︑バーンアノブ︑引渡し時幾に

るが︑造四所に対しては船逮箸の
長俣野健納

◇勲三箸瑞宝輩訓束邦ガス瓢長

塗装

長後藤武男︑味の素望談役通画

易会理事岡揚た行︑猷城新聞社

力工灘帽談役稲生光古︑口本貿

◇勲三等旭日中綬箪11三姫原子

保舐を求めていない︒

4二二構成は別喪の通り︒翰

ー・ハーン暑に心用されている︒

関鎌者は次のとおりである︒
◇勲一等生霊魔一1経団連副会長

◇勲二簿日日璽光灘u日本原子

長中尾†唯︑元関西電力踊祉長

蔵︑日本鉱業卿問岡部楠勇︑本

石黒英一︑中外製病判長h野十

力祉長軸藤縄二︑田本白船会長

二髭駐機会長高杉

政狩は十一刀三日︑昭和四十年

詑尾新畳︑東洋葛圧会長石毛郁

雅⁝

三局新一︑元

を受けるもの三十名を発喪した︒

治︑都民銀行頭取工藤昭四郎︑

翻

うち勲三等以上に見せられた腺腫

柔．︸綿工KF

秋の叙勲者千七薗翫十五磁と賜杯

上は高杉氏ら25名

原癬関係の勲三等以

叙勲者決まる

の中には︑炉に関係する事項につ

いな い ︒ 邉 船 所 と G K S S の 契 約
腐振興のための免税措躍がオノト

舞 船速の保証は求め な い
一名は︑西ドイツ︑イギリス︑ア

原子力第一船建造の行牽詰寂りを打開するため︑科学技術斤か
ら派潰されていた調査聞の一循

会に提海

メリカにおける鮮水畷舶用炉の開発現況鴬を視塵して︑さる十月
∴十八日帰国したが︑このほどその報省書を原子力愛
した︒一行の醐緊目的は第一舶圖配の技術的酊能性︑および舶甲
炉輸入の樫済挑を明らかにするにあったが︑岡産については︑技

痢的にけ行けるという縞論 を 得 て お り ︑ 勲 用 炉 ︵ C N S G ⁝ ﹂ ︶
の価格については︑米バプコノク乱ウイルコノクス︵B轟W︶社

は早急に原子力船懇談会を開いて︑この韓撫書にもとづき︑第一

から︑かなり搭頼できる数字を鴛たもようである︒原子力委旦会

船の建造方釧を検講ずる予定である︒

罎に琶たの箔竪文︵！ひYビ︒の撰朗︑呆の凹

世界的に高い関心竸

難原産国際協力委で報告
会議では九十77粥の研究美文が 水のコストは一立方緕当り三＋1

った︒審議会はワ℃の後放射性物致

百二十円となっている︒

脱塩のゐ法には︑原子力によら

発去されたが︑その内訳けは︑

嚢網研究八︑逆滲透五︑轟溜二

ない在来法もある︑その中で将来

の鼠紙条伴を見出そうと逸るもの

るかを試験し︑励力炉として鍛磁

長︺の第五回会禽は十一月九日午

二︑脚気繋駕十︑太陽熱

航空輸送特別部会︵邦会長融脇安

十︑冷凍

氏︶を融けて検品していたが︑十

聾艀羅蜻羅鋤

形式的には︑キール造舶所

取りまとめるB＆Wインタラトム

が主契胸指であり︑その下の類を

1

する部分は概要左の通りである︒

ン号の契絢形轡︑船価構礁箸に算

懸盤轡のうち︑オノトi・ハー

資料が添付されている◎

祉の恵見︑建設スケシュール簿の

J
霊卸．醒品利眉の可能帆に関するB＆W
学技術厚腺子ソ
ー︐
；雨露発難関
喰野
冨︶︑島栄占︵円本螺子力船開発饗
熟団原．＋炉W⁝聞免課長︶加藤職︵同

原子炉陥開発課員︶の麗麗で︑さる

十月晶Hから十月二十八日京で︑

．⁝国をまわり︑亜ドイツで建造中

殉ドイソ︑イギリス︑アメリカの

の妻子力散磯船酒ノトー・ハーン
の開免讃画︑船引構成︑契約関

有票とみられる逆六法は︑フラス

後一転半から腺配会長冤で開か

れ︑①国際瞭チ刀機関︵−AE による︽三五︑脱塩一般八︑海水

かけ真水彫．鴛如方法であるが︑こ

テソクの膜を題して強大な三二を

である︒

翻したので︑この躊答申したもの

のある燃料ならびに試験のために

撫難題

の方法では四十一颪気比︵瞭鷲の

この量準はR工の灘盤によって

矯

ために製作したもので︑電気抵抗

陶難な部分の応力状況を調査する

作のため︑理論面だけでは確翻が

とも︑兄議しの違いを晃せつけ

の免緊結殿か週用されているこ

に︑輸出振翼のための輸撫物へ

いうVそのオノトー・ハーン号

JMTK用の圧力容器の設謝︑製船価のバラ積め船にしたのだと

線式釜計を用いて応力測定を行な

力船事業団1GKSS雀は︑七

られるようたV西ドイツの原子

隼も前から五千KWのプール型

っている︒

炉をもって︑十分な研究醐発を

モデル試験では︑今豪でに一次

カート部︑炉心支持郡等の測定

冷却水ノズル蹄︑圧力容羅藁薦ス

の保証は要求してい

やってきているが︑それでもな
船瀬

を完了し︑現当は内圧試験申であ

ない︒第一舶の建造1国劇1が

お

ということであろう：⁝o

安易な気持ではやれない仕那だ

なお︑全ステンレス鋼製の圧力

る︒

何となるもよう︒

容器森の原研納入は再来年の如

一

一が十口の総会で︑この星雌で巌 てある︒

膵行事紬IAEA第九同通協法
絶五︑海水脱嵐の経碕帆十︑原〜

A＞の衛漆塗逓鴇総会に伴なう擦 中における腐食四︑スケール防止

力による二中目的炉六︑その他心・

えうるブラスチノヶのフfルムを

一となっている︒口水からも竃気 濃度によ．て異なる︶の脆力に耐
透析による擁水からの濃編カン水

われた︒

る点が多い▽西ドイツにも当初

ちこのほど縮尺三分の一のモデル

海洋観測船のアイディアがあっ

圧力容器モデル鵜

圧力容器の製作搾完了し︑応力解

発表論文によるとアメリカでは

愛
︑藏
ひ

講

石川島播磨が製作を完了

たそうたが︑これは最も船価が

現σ︑AECI内務省iメトロポ

析やその他の資料庵得るため︑染

日本氏蚕団員として出席した角田

ソ遅ではカスピ海およびバクー

@

私螂晶轟鋤
麟醤

簡くなるので︑実験船胸要素を

京深川の同社第三工場で各槻試験

リタン水道局が協同でカリフ牽ル

多くとり入れながら︑しかも低

占熱氏︵原κ放射線化学量員食副

ニア州に十五乃−七十五万KW大 石川島播融懲工業︵株︶では︑
モR︶用の圧力馨蔓注してい を行なっている︒
ごのモデルは︑同社が受庄した
さきに原研かる材料試験炉︵JM一たが︑圧力容器本体の襲作に先立
磁口的炉を建識するため緊結を巡

6︑r催図の米国をはしめ︑英︑ 磯芸子力発電・脱懸プラントの二
ソ連なと反照国はもとよハソ︑六十・

概要はおよそ次のとおりである︒

発電所で在来幽溜法による脱塩が

隔

螺欝麟

D籔

徳島県阿南市難孟畠町古田重臣地

社と︑特礁設備を行なうパウル︒

（差勺49．4f・Lバ三≡1）

嵩上

東京都中央区銀座束4丁目4番地

鳳の調汽および︑これに巴載され

が︑実資陶には迄船瓶海隙子力利

シントンで開催された第一固海水

十月蹴日か一52同九日虫で米図ワ の製造など四編の研究発表が行な

て各関係占から報告があった︒

ウム①口仏︑欝英協力関係につい

罵金社︵GKSS︶が一一マ臼とぬ掻
会⑪鵜一同海水脱塩三雲シンポシ
交灘を行なっている︒原子炉室と

（承勺47．5翫3円）

委嫉長︑旭翼成常轟取縮役︶か

圧力昭から千κ白名に逮する多数

めているが︑この炉でのコスト誠

一円八餓︶︑水のコストは千ガロ

騨では発慮コストは約三ミル︵約
文驚表︑討講が活発に行なわれ︑

ン捲り二十下面ント︵約七十九

の関係茜が参加し︑九十五編の論

樺弾的な関心の高綴りを反映して

このシンボシウムは米内破帽お

行なわれていて︑水のコストは前

円4とされているQ

よび国務省の共催で開催され︑全

議が︻立方目11当り甫六十円︑後者

いた︑との報熱があったが︑その

劇的に旗鴇に絡謁の蕩い会議で︑

が八ヤー九十円といわれている︒

染たクウェイトの脱堀プラント

初目には圃搦長田︑療脚力委員長
らも出上した︑湿た脱塩に関する

・綴・

兵庫県尼崎市常光吉元町ユ丁重11番地

る舶用炉CNSGlJについてハ
︑マー社が下甜会社になっている
・ての製造元の米琵＆W往を打診す
ることに重点をおいて視潤した︒

提出された報告潜は颪独︑英国

撃力註︑AMF牡︑詣原三蕩罐︑あ甥撰工縁︑︒

1．3f・L∫「1］）

力

原
契約をしてげなう︒

力船図無故冠機関︑米B＆W丹︑天§が亭を︑︒︒て瀦所歯
サバンナリ燃料交換施設︑の盛却

0。9帰一）
（華勺

やり︑造船所は積極的に参岡して
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船
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∴
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務
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ス
ン

セ
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大正海上の住宅・店

総合保険は

オールマイティーと

う愛称で広

に投ぜられた資金は約十億円︑試

起する人も多いだろう︒この装置

ができるという大変こったもの

合わせ︑三階の荘園整で還隔運転

Pu精製系の陶認開始へ
正門から

で︑これにはずいぶん春心が払わ

あるいて＋
験獲置としては大きすぎるくらい
分︒JPD
れたという︒

浴解槽では濠ず苛性ソーダでア

ルミニウム被穫をとかして除去

し︑ウランは硝酸で水溶液にす

ン処理できるというような処理能

る︒研究妓置であるから年閻何ト

力ではないが︑一日で五十鑑のウ

る四人を含めて︑三十人が研究に

ここには現在︑原燃から来てい

の連続だった︒

ってきた道は︑一口にいって蕎難

Rへ通ずる 立派なものだが︑今日までにたど
道路の一角
に日本原子
力研究所燃

料開発部の
従晒している︒原研発足以来︑中

ウラン水溶液はさらに抽出塔

ランを溶かすことができる︒

核となって活躍してきたリーダー
の青地さんから説明をきいた︒

ステンレス製

され︑内寸が四・六回川×七︒六

・七層のコンクリートでしゃへい

再癌程厩に濃縮されてから隣のプ

精製濃縮の建屋に送られ七十から

粗製のものだから︑プルトニウム

ル十個が並び︑数や犠程度の放射

ある︒この建膠の中央には分析セ

安全に蟹理分析を行なうところで

操作技術の開発は圃個に独良に進

の分野である高放射線下の綾置︑

かわらず︑日本にとって澱も来知

が具体化した現在では︑その運転

なわれる︒原燃の再処理工場建設

らは研究煮派遺のみといろ形で行

は原研側か施設を提供し︑原燃か

は放射性レベルが一ヂ尉当り一群

して浴媒抽撮法による再処理工程

関係の声繕設備を建設し︑手段と

工学用ホノトケーブと分析︑廃液

今年九月︑双力の理箏クラスか

よう︒

蕊︑原燃からの研寳の数は増え

要員やスタソフの毅成などのた

齎︑偽さが十慧のもので︑天井以

める必要があり︑このため汎用の

・挫以下のものは廃翼翼処理場に

らなる共画委員会が発足し︑高速

再黒黒試験からでる放射性廃液

性物質を取扱える︒

てくるプルトニウムは胸一芸鰯︒

には全工程で約四週間︒そしてで

のうち最も懲要で出題の多い溶解

炉︑燃料など六項鼠についての包

四百難の使用ずみ燃料の処理

のステンレス鋼の醒管が走り︑さ

一たが︑実際には廃液の貯蔵タンク 送られるが︑それ以上のものは笈

と抽出の工程をとりあげて︑必要

播共同研究副画が討議され︑研究

ルトニウム研究棟で使用される︒

ながら化け物の手足のよう︒この

燭貯蔵施設で貯戯する︒この施設

ことにとど罵った︒

最小規榎の工学試験をするという

が張ってある︒ケープ内には無数

ケープにはしゃへい窓︑マニピュ
の能力や人員の關係で三︑四無に

の規模は予舞上の理由から便用ず

外のところはすべてステンレス鋼

レータなどはなく︑内部の妓躍の
三ゾの処理をするだけで︑したが

って半年に一回くらいの標紙をす み燃料三ゾの処理に見合う廃葉物

運転は制鯉整で行なわれる︒ケー
プ内の装置は全部ステンレス鋼製

休制の再検討がなされている︒再

処理の問題もこの中で考えなおす

十七無には︑原研におけ

るプルトニウムの研究開発計画に

豪た一一

ために試験の圓数も制隈されると

を貯蔵することになったが︑その

分析施設は試験の際に各工程か

ことになった・

るということになるという︒

もとづいてプルトニウム開発実験

で︑万一漏洩事故があっても谷易
に除染できるようになっている︒

いうのは奇妙にきこえる︒

なって︑機器︑謝装︑分析などに

櫻水湾液から後の転換工程やプル

のプルトニウム圓収謝幽には︑精

今後の予定は抽出分離系につい

や認識の向上に大きく貢献した︒

設計︑建設はメーカーの経験獲得

るが︑施設は完成し︑また施設の

てはその改農エ肇が今月から始ま

ト嶋ウム液の処理設傭が含まれて

他の研究計画に組みこまれた︒

いたが︑翌年には予算の関係から

初の計爾からは大きく変ってはい

でに黒々の燈勢の変化に応じて嶺

原研の再処理試験計画はこれま

などを︑遠隔操作その他によって

らでてくる商放射性試料やα試料

蟄ができ︑これ豪での訓画には入

パイプなどがあったが︑先のコー

関する操作技爾や経験をうること

ド試験も豪もなく始豪る︒廃液の

り︑プルトニウム精製系のコール

ところが︑三十三年後半から三

的研究についての共回研究契約が

妃抽愛念による燃料再処理の工学

開始することになった︒

返し︑四十二年にはホノト試験を

計画が立案された請書は掛本に

っていなかったプルトニウムの糟
製濃縮装躍が加えられた︒この暁

原研が発足した当暁の再処理試

大きく変わった研究方針

口
Pu回収・斗
力輪μわる

なかには赤い印がつけられている

ルド試験︵放射性をもたない物質
を使って行なうテスト︶の結果取
り除いたり︑手直ししたりする倒
所だそうで︑その工蟹は今月から
始められる︒

験副翻はこれ談でに二つの大きな
変更にあっている︒

抽出塔で分解されたウランの水

十四年にかけて原予力ブームの管

全系にわだるコールド試験をくり

貯蔵施設もほぼ完成した︒来年は

の事業化に資することを当画の蹟

一丁十六年二月︑原燃との閥に溶

で︑これを再び使うために精製回

研究開発をすることはこのように

話をきいているうちに︑自力で

では〜日約八十簸のウランを抽出

の一種で化学的にきわめて安定

問題があり︑コストの点でなか

工業化には︑線源や生産工程に

しかし︑照射ポリエチレンの

が期待されていたQ

係秘戦やフィルムとして実用化

品からハム︑ソーセージなどの

い︶︑熱収縮チューブ︵電気部

菌でき︑一一週間位は腐敗しな

ム状の袋で︑九十五度で別熱殺

︵ウドンなどを包装するフィル

用テープ︑のほか食品麓叢胴袋

ており︑躍線︑電気絶緻・防食

はまだ豪たコスト面ρ曽通のポ

樹ポリエチレン製品は︑現状で

このようにして生龍された照

れ︑制御機器を通して物にチェ

ら数十メガラドの範囲で行なわ

籔品の目的により数メカラドか

に当っている︒濠た本窯線撒は

三二︶で︑広

る方餅︑原研の内外をとわない協

力などが伴わなければ成しとげら

原子炉に醤属した工揚というの

れないと思ったQ

が︑この施設での研究成果や経験

が再処理の理思であるときいた

がこれから建設されるであろうい

あろう︒

︵H田︶

くつかの工腸に役立つ日がくるで

影

一ΩUQーー

中

傷

頒価400円（〒共）

匪

力

日

産業会議

子

自主開発の茨の道

囎
機場歩
三四を
⑫
再処理試験研究施設が建つ︒すぐ
隣にはプルトニウム研究棟︒見晒

しのよい丘の上の建物 か ら は 原
燃︑原魁の施設が発渡せる︒

遠隔操作で安
全に管理分析

って︵霊媒抽出法︶フィノション

装鷹を試作する甜画がすすめられ

へ︒30％TBPという浴媒をつか

おける再処理の購業化の特期が戴

で容易な除染
溶液は濃度が低いので︑蒸発かん

ていた︒

この九月︑IAE A 虫 取 総 会 に
禺席した各困代喪が兼海村を見学

プロダクト︵撒分裂生残物︶︑ウ

ら︑胡画も原燃の再処理工場など

くくるものと考えられていたか

を目的として︑JH鼠13の痩用
原燃との共同
ずみ燃料を対象とした再処理試験
委員会が発足

施設は浴解抽出関係︑プルトニ

た一度使った溶媒は汚れているの

にかけて数十悩に漉縮される︒豪

した時︑たくさんの原研の施設の
ラン︑プルトニウムにそれぞれ抽

なかでも︑この再処理試験施設が
液関係の四部門からなっている︒

ウム糖製濃縮関係︑分析関係︑廃

とくに注口をひいたという︒プル
ここでの再処理試験は次のよう

出分離する一二つの塔がある︒ここ

トニウムの作れる施設が隙研のな

結はれ︑原器から毎年何名かの研

が出向して研究を行なってき

足とともにそれまでの楽観論も修
正され︑再処理の必要性は兜のこ

附としていた︒そして世界的に研

達が本当にわかってくれているの

大変なものだがこのことを上の人

究開発が進んでいる溶媒抽臨法に

収されるが︑原研と藤永田造船が

り︑これまで八名が出向し原燃の

た︒現在揚名の協力研究員がお

開発した傾斜管型抽出装羅や︑禦

の訓闘はここで再検罰された︒つ

とという見方が強くなって︑初期

これらの播解︑抽出分躍などの

できる︒

羽箒的な研究や︑筒放射線下にお

よる燃料の再処理披舩についての

だろうかとも思った︒そして大き

なプラスチノクスとして知ら

なかむずかしいと考えられてい

リエヲレンの二
る︶︑フールムなど︑すでに他

が︑ポリエチレン縫体は安価で

く利用されるに至っていない

な開発謝胸をすすめるには確圃た

陽処埋鵬翁面に帰った︒共同研究

われている︒

贈り再処理の着工化のいかんにか

大で発明した上下動撹辞装置が使

けるプロセスの総含的な換討を行

尉性物質取扱軍におさめられてい

抽出されたプルトニウム沿液は

妓搬は︑ホソトケーブという高放

る︻写翼︼︒このケープは厚さ一

れ︑各種容器︑一気・機械那贔

た︒住友電工では︑この点の研

洛糠クーシングとして使われ︑

ポリエチレンは島分子化合物

などで日常親し京れている︒し

究を重ね︑巳新畑機と共醗で︑

る︒

︑§︑§︑詩︑ぎさ︑§︑§︑ぎ︑§︑ざ︑ぶ︑ざ︑爵︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑爵︑ぎ︑ボ︑ご︑ざ︑ざ︑ざ︑︑譜︑ざ︑ざ︑爵︑グ
わが岡で放尉線照射ポリエチ
レンの生産を行なっているのは

かし︑物理的特性︵特に耐熱性

独特の設計をほどこしたNS 加熟すると一定の径に収縮す

ノクするようになっている︒

や機械的特性︶︑耐曇声性に限

の工場で製造・加工されたもの

一原論癒糾室便り一

スの原子力特許を取り扱っている

▽フランスから特許儒報フラン

された各囲の原子力特離の嘆約を

ブレバトムでは︑フランスで公告

二圏発行しているが︑原鞭てはブ

渇幽した原子力特欝情報誌を毎月

レバトムの協力により︑問説を窯

◆お串し込みは日本原子力麗業会畿

､概観「各国原子力開発の現状」象遠大学教残向坊1鋭▽rカナダにおける源子力発蹴の将来」

66頁

9ポ横組

B5判

lAEA東京総会記念特別講演集

本原

発行

フランス原子力庁最筒長官フランシス・ペラン博ナ▽「原子力と麗業の允1ノ￡」インド原子力婁員会
1ホミ・J・バーバ博士▽「ソ遡における源子力卑和初用の概劇ソ連原子力系U用げ隠倭貴会議憂ア
［ニク・M・ペトロシャンツ氏▽fイギリスにおける鳳子力開発」イギリス原子力公祉総裁ウイリア
・ペニー簿士▽rアメリカにおける民間原子力発璽謝圃の現杁と督中」アメリカ原子力墾員会援員

聞
新

島
約荷五十日の冷却期間をおいた

に行なわれる︒

ルミニウム被覆の家ま六本ずつ横

便用ずみ燃科を三つに分割し︑ア

究κの鋲で︑畠山で設罰され建設

かにあった︑それも塾い数人の研

晃学者を驚嘩させたのである︒

猛のキャスクに入れ︑施設に運

されたものだった︑ということが

この再処理試験国璽は︑同じく
ぶQそのキャスクをウ二等ーピソ
圃 配 で 作 ら れ た J RR−3の使用
トに入れ︑キャスクから燃料を取
り出した上︑搬入装置で治解構に

ずみ燃料の一部誉便って︑燃料再
処理の工学的研究をすることと︑

の三社であるが︑今圓はこの分

積水化学︑臼立化成︑化友魁工

野の研究に早く

度があるため使用範囲も限られ

コスト引下げ期待

強き下げが期待されている︒住

量生産化によりかなりのコスト

友電工の場合は︑現在住産され

あるため︑照射方法の改良︑大

この工場の主要製贔である畿

ているもの全郡が売れれば採算

ている︒

線の場禽の連続照射工程を見て

に会うところ濠できており︑将

を照射してイランクス製品化し

型静躍加速装置︵コノククロフ

みると︑ドラムに巻いた被獲羅

幾踏を生産する住友電工

線を
2MeV︑10資︑フラノト
で彫いコンクリート壁をくり

果は数台の照射捜置を導入して

ト︒ウオルトンの改良型で繊力

ぬいた小遣︵満さ三層位の所︶

さらに生配を拡大する謝画もあ
に肥子線照肘ポリエチレンの研

期的に入敵することになった︒

響△

限定出版（日本語版）

海外主：要国の現状と計画を本書から！！

ホ
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原
送る︒この搬入装置は水平︑亜

らできていて︑チェ；ンコンベア

飽︑横送り︑圏紙︑投下の各号か

鶴放射線︸での操作技術の開発を

めざしているQといえば︑原子力
自虫
とリミノトスイソチをうまく組み

から手をつけ︑

独自の設謝によ
る照射袋置を聞

発するととも
に︑すでに工業
規模の生薩に入

ていた︒

原子力の平和利用が進むにつ

に照射しながら︸方の孔から取

を通して照顧塞へ送一3︑連貌的

ルト60画面えてはいるが︑安全

るという︒窪た細源としてコバ

れて放射線照射ポリエチレン

を開発︑本年五月より関西炉に

り出す仕組みになっていて︑二

︵NO・9︶から一九六五矩九月

なお︑原麗には一九六四年五月

︵NO・18︶豪でがそろっている︒

ン。T・シーボーグ博士

っている住友電

工の場合を紹介

住友垂下では

しようQ

昭箱三十王隼ご

隣接した同社熊取研究藤で本格

ろから大阪の中

の放射線を照射し︑分子間に架

的な工業生山︵月産三冠ゾ︶を

︵ポリエチレンに轟エネルギー 連続澄格な大線騒が得られる︶

概藍鼠を起こさせる︶の研究が

央研究所を中心

各方面でさかんに行なわれるよ

性やコストの面でなかなか脳み

究を始め︑薫年前から小規模な

切れないようである︒

人の係員が制捌機器︑内部の状

態を直る−甲V︑巻取部の調整

行なっている︒

ここでは照財叩合のみ実臆し

うになって︑その性能が眩しく
の蘭口m名で帯販してい 向上することがわかり︑躍気無

がら生産を始めており︑
ノクス
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象にとりあげることが適当である
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︑戸︹採シ︑

見↑
挿滋魅

餌も

冨︐︹

灘産省工業技術院総務蔀長剛井

役蜜橋鼠男︑原子力局艮村田浩

究所長宗像英二︑日酒製粉取締

衛生部長冨木澗明︑原研隔繭研

巻正生︑厚生省予防衛生研食品

箏脇縄艮直壁局︑東大助教授藤

淳︸︑襲林省農林水樋技術会議

長中繭一郎︑原颪購務局長畢川

放射線処理の実用化を遣める陀

水産業や食品工業などの各分野で

から一歩前進して︑瓜く国内農勘

元的機関の必要性と︑従来の研究

こんど対海外関係での統一した一

ら活発な研究活動を進めてきた︒

りができて︑共に連絡をとりなが

九壕には関西地区の研二者の集家

なが感じて来ていると思う︒

らぬという考えは︑調査団のみん

しても檀嶺力を入れてやらねばな

ものが採用されようが︑いずれに

される炉型は幽艶の実蝦にあった

罵身の狭い思いがしに︒将来關発

画も翼績も持っていないことで︑

ありながら動力炉の自発に何の謝

に︑m年二月関東地区の︑また岡 国がこのようなエネルギー噴彌に

の︒初代再三には住木翠霞氏︵理

る︒わが圓の食晶照射に関する研

なお﹁食昂照射の現状と静来﹂

質した入は紫綬褒草の都立R王総

った︒このうち原畢力関係から受

平河町全典連ビルで無口式を行な

十五日午前十時︑東京都千代田区

氏の褒身受震者を発費したが︑二

四十年度の科学妓楼功労者五十三

科学技術庁は十一矧十三日電燈

千谷氏と幽崎氏に褒躍

原子力関係は二氏

孟士︑日大教捜鍾理信一

研爾理欝長︶︑謂会長には天野慶

の協議会を設けることになったも

め︑食品照射研究者が結集してこ

日本食品照射研究協墾四

之︵農林省集海区水産研保蔵部

初代会長に住木理
総髪理事長就任か
﹁日本食島照射研勾協議会扁の

メンバーは次のとおり︒

阪大名淫教授潮田常三郎︑東大

黙黙総会は︑十山月二・†六臼午後

一蹴︑東京神田学士会館で開かれ 長︶︑二団二郎ハ阪大雌業科学研

教捜飯塚広︑厚生省官房科学技

究はすでに約二十の機関て行なわ

術参事宮大磯敏烈︑麗林省窟房
畏大口駿一︑黒本冷蔵抵長大村

︵理研松山晃氏︶﹁食品照射の経

炎所長﹀の両氏が就任のもよう︒

鉱二郎︑東大教授桜井芳人︑文

れてきたが︑その研先成果の検

合研究所長千谷利三氏と︑難綬褒

堰出直昭氏︵原研除子炉設計

議に出胤後︑各国の原子炉施設を

見摂するため十一月二十B田発︑

◇

O

●

O

鱗

籍

熱

難欝

ユ

が
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PWR燃料体

鋤灘駿鄙

原子力委に専門部会

ことになったのであるが︑このよ
か︑その他照射技術や経済性など

は武藤豊玉である︒なお内定した

研究者も一丸︑協議会結成
食品照樹の研究が︑わが国でも田程にのぼろうとしている︒原子力婁員会は十一月十八日の
定例会議で︑問婁員会に﹁食品照肘専門部会﹂を設け︑早急にこの研究拍進の大綱を検討させ
ることになったが︑一方国内の食品照射研究関係者は︑二十六日東京神田の学士会館で﹁日本

最近わが国では国民所得の向上
うにしてわが國の各界におこつ忙

部雀大学学術局長信託清︑理姻

R1研飯塚麗助氏︶の特燐講演︑

済性と照射食品の安全性﹂︵都

箪の理研主任研一員山隔文雄氏で
あった︒

は慮水ガス冷却炉で実験してお

に出発したが︑十二月一日帰国の

る︒イギリスはAGR系統で進め

アメリカでは︑研究段階のもの

インド︑タイ︑フィリピン︑中国

を腱撫して十二月四日帰国する︒

﹂・R・ピュイグ博士︵仏サク

欝墾

薦

一一

食品照射研究協議会﹄の設立総会を開ま︑食贔照射の実用化促進慈はかることになった︒

につれて︑食焦活が漸次改哲され
食品照射に関する研究一眠の気運

の共同研残体制の強化をはかり︑

討︑海外情勢の謙譲な把握︑国内

十二編の研究論文発表がある︒

副理那長仔無論介︑科技庁資源

食品照射の研究を姫進ずるため

局長橘恭一︑厚生省環境衛生岡
長館林宣央︑経企げ国浅生活局

り︑EL14を訓画申で︑被覆は
ていることや︑朧業界との結びつ

予定︒

六日︑個入溝溜見だがと前羅丸し

は政府がやっているが︑人は劇毒

行く人・来る人

放射線影響杜主導貝会に︑改噴代

英三氏︵立大教授︶第十五回国連

塚本山蔓氏︵放医傍所長︶晶出

象的で︑CANDUがあと一年で
できるので︑さらに五十万KW級
のものにとりかかる計画をもって
いる︒このほか還水沸騰軽水冷却

という印象を強く受けた︒そのほ

独自にベリリウムで研究してい

型の謝画ももっている︒フランス

かでは︑開発の鉱礎になっている

るため︑十一月十三日ジュネーブ

当に力を入れてやらねはならない

研究に力を入れ︑柵当効果をあげ

表ならびに代表代理として出席す

欧米の新型転換炉と窩速増殖炉

で︑同行の置安原子力局次長は十

という印象を強く受けたもよう

発譲渡団の月羽団艮ら本隊は︑十

力萎員会から派遣された動力炉開

の開発状況を視察するため︑原子

簸動力炉開発調査を語る

肩身狭い日本の実情

年で愚論を罪す︒担墨原子力申訳

進をはかるべく︑一年半ないし二

体制を整備し︑計颪的に研究の促

について︑総体的な油揚から研究

つつある︒しかし食品の供給体制
は︑いよいよ近くこの研究を本洛
的に脚光の巾に登場さゼるものと

がこれにともなわないので︑輸送

や貯蔵のさいにおこる腐敗︑虫
みられるkうになった︒

部会﹂は二十氏のメンバーを内定︑

腺予力婁員会の﹁食毒照射露玉

十二月早々発足

専門部会の構
成員は二十名

害︑発芽などの損密は軽視できな
い状態になっている︒世界各国で
もこうした事態に対処するため︑

放射線照射によって保荏性を向上
し︑食品の流通を安定させる方法
は︑畢くから研究されていたが︑

この保存法には照射による有山南
発令に必要な手続き中であるが︑

る︒原子力婁員会はこの功門食余

部会長は婁員の互遭で決疋され

に﹁食品照射研究の推進方策﹂に

きを深く考えてやっていることな

高鷲襟脚炉の開発は︑カナダを

堺業者やメーカーから出て翼質的

︵SG狂WR︶を進めている︒
除けば各国とも相当に力を入れて

にやっている︒そしてでき上った

部︶国際原子力機関主催の国恥会

て︑各国の動力炉開発湿熱の掌篇

どが注憩を引いた︒

ると同時に︑蒸気発生型重水炉
さ︑国際協力︑顧業罫との密接な

いる︒中でも一番累くできそうな

ものはどしどし民間に移し︑最大

協力ぶりなどに飼い感銘をうけた

のはイギリスで︑アメリカはやや

月二十四日原

レー研究所︶日仏協窯の第一回派
遣研究員として十

三菱原子燃料

成物の聞題などもあって︑一時進
展がおくれていた︒けれどもその
後研究は着々成果を収め︑現在で

はこの剛成物の抑制方法ばかりで

た︒一行は全員の帰欄を待って︑

⁝月十四日羽田鳶口航機で帰国し

初旬公禽を開き︑①飢窺捌進上の

報告欝の作成をいそぐが︑各国の

ついて諮問するが︑部会は十一耳

隠題点と②研究雄進の一体策を縮

歴訪した各酎では︑いずれも動

おくれているようだ︒西独は雰常

と︑要旨次のように語った︒

力炉の開発についてはっきりした

隈にメーカーの力を使ってゆこう

三菱商事株式会社

㎝脚…輔四一
騨醐糊脚棚脚

簾

なく︑殺葭︑殺虫︑発芽抑制︑さ

らには食品の加工澱性の向上︑隙

料の改質など︑慶︑愉︑水薩業の

開発の進展ぶりから︑わが騰も相

方剣を立ててやっていた︒またこ

に特色ある研究方法で︑政府と産

研筒蘭研究所に無道︑五カ月閥滞

地震小婁旦会

源子炉安全グ

時際就

田

三菱化工機株式会社

罵鵬

馬

三菱金属鉱業株式会社

議し︑どのような食品牟・照射の対

の開発については各国とも礎盤協

としている︒

P・フォージェラス博士︵仏G

在の予定︒

EA放肘化学工学課憂︶便用ずみ

燃料再処理試験施設の始勤試験な

農の聡業謝顧としてはとりあえ

各国をみて感じたことは︑わが

業界が協力してやっている︒

新型夢解炉ではカナダが最も印

力を慧識し︑そのための賛料や人
材の交流を考えながらやっている

相互の連絡と研究発展に

計画されている︒

十一月二十

六日午後八時ニや五分羽田頑の日

放射線化掌調査団

二十四日まで滞幽する︒

B原研栗海研究所に来訪︑十二月

ず会員名簿の作成︑会報の発行が

なお︑日本放射線化学会は放射

どで技術指導のため十一月二十ヨ
はおよそ五箇入の放胆線化学者が

士︸百日本放射線化学会を結成
日本における放射線化学研究書

いるらしい︒

の墓礎的ならびに応吊的研究の発

相互に連絡をはかり︑放射線化学

線化学に関する各分野の研究者が
の組織体﹁揖本放射線化学会﹂は

多数の学者が一堂に会し︑意見の

知恵

三人寄れば文珠の
十一月十三日午前十一隠︑関係書

といわれるが︑このように
約二着名が列席して︑東京お茶の

航機で帰撫する︒

穂＋時原産

ループ幹堺打念せ会十二月ニロ午

原子脳力研究会

十二月三日峯後一

安全特別研究会

ーーλ一
研究発表会︑討論会︑講演会および

展に曝露しようとするもので︑⑳

女換を行なうことは談ことに時宜
水の日塞化学不仁賞で発会式を醐

歩 会には多数の中堅研究者がいる

研究所内においだ︒

文京区駒込上窟士懇懇三一理化学

内外の関連学協会との連絡︑など

なお副会長には雨注綾央︵東大

し︑これからの世界的な発展が期

講習会等の開催②14行物の発行③

き︑初代会艮に千谷利三民︵都R を得たものと思われる︒幸い当学
I総合研究所長︶を決め︑第
を踏みだした︒

工教授︶︑桜田一郎︵京大工教

の箏業を行なう︒箏務所は東灘都

千谷会畏は﹁臓本の放射線化学

擾︶の爾氏が就圧し︑昭湘四十年

待される﹂とのへた︒

の研究も戦後十庫続いてようやく

この発会式であいさつに立った

結実してきたようだ︒現在日本に

』【▲
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日本放射線化学会の設立総会であいさつする千谷二二

食置工業のあらゆる面で放射線の

利用が進み︑すでに米︑英馬ソ連

などでは︑一部の食品について実

類化が始められている︒

わが国でもこの食贔照附に関す

る研究は︑大学︑園公立試験研究

機関︑民間などの各分野で行なわ

れているが︑これらは必ずしも副

爾的に進められているとはいい難
い︒したがってこのような現状に
対処するためには︑食贔の放射線

いて︑総合的な立場から研究体制

照射に関する研究上の問題点につ

を整備し︑計画囎に促進する必要
がある︒原子力委員会の食品照射
專門部会設置は︑こうしたわが国
の現状から鰻も有効に研究の推進

一方国内における食品照尉研究

を図ろうとしているものである︒

の関係番たちは︑基礎とか応朋と
かの研究分野にはこだわらず︑広
く相互の運絡を緊密にするため︑

田本食品照射研究協議会を設立し

三菱電機株式会社
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て︑その研究の実用化を促進する
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闘旧

跡
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高

放射線化学の
たり放購線化学会か発足をみたことは︑

両畜とも臨接葉先にたずさわる嵩の︑い

の一⁝つの協轟会が生まれたわけであるが
きの手数料をきめた︒

子炉についての許可申譲をすると

②馬子力船の勲等届は六十日荊

警その他を添付させる︒

家た原子炉の設置︑運伝等に関

檸泊場所など一定の箏項を認黙し

休系も磁立に向かっている．この時に事

わば同幻的な集まりであり︑この分野の
する規則の一部を改がする総理府

間産臨界の強い要唱に慮
韻先聖に知識︑経舗の相左交流ω場想与
払底発展を黙る上で︑十分強力な欝欝と

廠業会議を中心とす．筍罠

えて︑一二十七年に日本欧
え︑海外の研究者との縫報交換の窓口を

︵二圓図からは二十日萌︶までに

子力目先所三二研究所が

た欝類を提出させる︒

研究開発体制の脚
州立
令の内容は︑おおむ惚次のような

際胸にもこの榔の学会は切めてであり︑
速に進んでいるので︑単に研究のみなら

ように︑海外における食品照射刺用が急

子炉についての許可申請には︑一

①外国の原子力船に設下した原

旗にようやく定癒しつつあるが︑これを

このように︑放射線化学はわが隣の土

射研究は．農林省︑大学︑理研など二十

く発足す登旬のである︒わが国の食品照

名の協議会が合殉して︑名灸ともに新し

速に進展することを期侍したい︒

されている食品照射の実用化が︑今後急

る︒放射綴化学のなかでもとくに君望祝

推礁体制が︑⁝挙に整備されることとな

郡会が設置される予定であり︑宮民選の

は除則として全てを報告させる︒

①原子炉名官内で発生した肇故

の措置を通知する︒

と認めた場合は︑運輸大臣に所要

③総理懸隔が保安上必襲がある

はいいがたかった︒

研兜開発のいっそつの捌進と︑堺田化の

九六〇年にとりきめた海上人命安

ものである︒

の豊麗のためにきわめて追縄か深い︒国

鼎立することとなり︑今後の放尉線化学

心に︑中聞規換試験を行なって貴亟な成

ず︑受理の農・治・水産業︑食品早業な

新協誘会の設凱趣慧にうたわれている

のクラフト箪合などの簗別なテーマ小巾

発足︑大線源を駆便して︑もっぱら繊維

果をあげてきん︒さいきん︑エチレンの
貼礎固めに大きく罷越す．勺ことが期侍さ

⁝ 連する一 つの学術研究隅体が

望⁝さいきん︑股慰化学編

た︒一つは︑十一月十三日に発会式を行
高重禽による新品犠のポリエチレン製凸

全翼翼︵ソラス条約︶の蜜全説明

展⁝ほ罎尚しくして・回し

なった日本放射線化学会であり︑他はこ
どの開連分野における実用化促進のため

わが囲の放目線化学の酬究開鮎がその

余の園公立試験韻究機関を巾心に行なわ

原干力委員会にも︑近く食品照射専門

である︒

両協議会の禽同︑一本化が実現したもの

れる︒

昨年一万設立された関東地区の︑ついで

一方の﹁口本食品照射研先協議会﹂は

に成功し︑束た近くトリオキサンの固相

引合に関する本格附試験を開始するな

九月に別個に組織された関西地区の︑同

諸についたのは昭憩二十九年ごろて︑三
支える

れてきており︑その崩究成果の相互の検

学技術会議で倹討している科学技

原子力委貝会はさきに︑薗下科

胸が反映できるかが懸念されたも

力関係に対する原子力委員会の意

欝鋤科学技術基本法案に注文

委員会の同意禮を

の二十六日に発足予走の臼本食品照射研

究協議会である︒これらの動きは︑原子

価されている︒

ど︑その独薗の研究は世界陶にも高く評

や一年に化学︑繊紺︑ゴムなと関連薩業

でもトノブ・クラスにある︒豪た大学な

憩増して現在四善人の多きを数・て︑世界

承すものとしても︑四囲されている︒

力の学術分野がます聞す分化する方向を

の総舐にbとついて発足しに放射線高分

学技術者の数も︑このヤ年歯に

子研究協会か切期の没階における増進鴎

のである︒

本年度の民間出資

原子力船開発購業団

は三千七百万円に

日本原子力船開尭事胡乱は︑昭

稲四十年度の民問出資金が三千七

に調達できるよう︑目下関係各弊

醤万円にきまったので︑年末まで

原船団の本年度予算は︑初め現

萄力斎の了解をもとめている︒

金分九二七千刀円︑うち民間出資

が︑その後興一船の発注ゆきつ焦

金二億三千八颪万円になっていた

この開係の政府出資金胸六億円が

りから建造謡画が延期になって︑

間出資金も前野のように訂正され

たな上げになった︒したがって民

ることになったものである︒

AGRの訓練コー
て︑関係方画と話し合いを進めて

務冨庁はともに科学技術庁である

科学技術会議も原子力委鍛会も事

ガス冷却炉︶の第一圓訓練コース

これに対して事勝当局からは︑

術三二法案について息児を交換し

いる︒すなわち原子力委員会で

から︑原案で調艶できるとの溜見

たが︑その後この結果にもとづい

添賞しなけれはならない︒1など は︑新しく制寓される塾本法の規

を開催することになり︑田本原子

もの︒科学技術払本法案の定めよ

どう反映させるかを考慮している

明文化した方がよいとの慧見が多

とするということを︑はっきりと

いては義子力婁員会の同想を必要

バーランドで開かれる︒詳細は原

二月十二日から十七日燕で英カン

の上級職員を対象として︑本年十

てきた︒このコースは理訴と政肘

英国原子力公ねはAGR︵改良

英原子力公社

りこんた新協定を成立させ︑新協

を規定したほか︑変更許可申請漕

では不十分たから︑星本法そのも

がのべら3傷たが︑しかしこれだけ

スへの参加者募集

定によって二摺炉用燃糾の取懲手

定によって原子力関係の昆本葺画

申請には総理厨令で定めた書類を

討や︑共周研究体制の強化のため︑上認

委員会

多

のの中に︑原子力関係の事項につ

とし︑また規制法の規制対象事業

うとしているところによると︑政

い︑これに原子力委員会の恵向を

薔から阪定的に微収する報欝事横

定の蜜顎について報告させること

②外田の腺子力船運航者にも一

の内答を定めた︒

などが策定あるいは修止されるさ

箏者として民間人の参加を可能に

二︑当事者の範囲拡大︵契胸当

定の削除

一︑核燃料に関する権原留保規

の改訂にあたっては

紐きをすすめる方針である︒協定

力醸業会議へ参加の睡びかけをし

で︑それ豪でに罠有化の方釧を融

どの魯門講陰も次第に充実し︑その学問

役割り卿果たした︒ついで︑臼本原子力

雍

来春までに方針決定
日米原子力協定の改訂も

かった︒

うである︒

ヤニ月上旬ごろにできあがるもよ

疎騨霧謝一班鐸橘

産国際課まで︒

策定︑修正するには︑科学技術会

府が科学技術に関する星本引画を

ているが︑この燭定だけで︑原子

議の議を経なければならないとし

なお科学技術韮本法案の要項は

力的に黒めることができるよう

を改め︑事故についての報欝は弾

③外因の原子力船に設躍した原

プ課長の市酬輝雄氏は︑十一月一

畷﹂h﹁鳶窃葦ぎ㌦羅︸一彰ミ＝葦鰹夢触嘱一ξ一一§＝ミ鴨．≦一一襲︸ミ一．≦隅夢儀晒・謡ミ§ミh三疇

藷

働ハ幡製鐵

に︑その範凶を広げた︒

9

学アタノシェとして

円付で翌翌塞出陶になったが︑在

米大使館付

︸︑

上山⑨1認テ壽b■レ翼

三︑濃縮ウラン供給枠の拡大
四︑濃編ウランの供給俣舐

東海炉の経験をその豪ま軽水
炉に生かすことは難しいが︑発

十九円羽田墨縄平した︒

︸

売部特恐銅潔まで

する︶

化についてはこれらの閣識了解の

五︑激損ウラン︑プルトニウム

初発蹴に成功したB本原子力
発電︵株︶策海建設所畏の

曽

▽十一月十一日

旬間メモ

原子力婁最会

睡食口㎜照射専門部会の設置と原子

いて答議したのち︑田宮原子力開

炉安全量準轡門部会の報簿轡につ

発機関讐理官から海外の軽衣璽舶

戸

︑

｝ご用轟．お問合せはノ国内凝販売代理膚・久チンレス

したがって︑主用群全部の罠有

魑轍をいそぐことになった︒民有化については剛力業界の要望も
変蔵が必嚢とされるわけである︒

臨勤

は共通した面が多い︑申轡根さ

眠所全体としての建設の聞題に

を

を聞いた︒▽十一月十八臼11食品

用炉開発現状に関する調査の報笛

照射肺門部会の設置を洩定︑武安

原子力局次長から︑動力炉開発調

第九早月

鋼板構式会社／蜜語。薄す270−9571まえは＊社鋼板販

ている︒

あり︑動力炉開発讐談会の中間結論︵本鐸六月︶において︑すで

また︑黒田二暑炉の建設スケジュ

山ハ︑申文払いに㎜噂す︸Φ故府保翫

り

理

地についた検討

やらねは︑という︒窪た︑英のA

を出して

GRも進んでおり︑ガス炉再認
詔の時代も来ようQその蒔には
今慶の経験は大いに役立つだろ

原子力委貫会参与会

査書の帰国報密を聞いた︒

謝です。

原子力婁員会ては︑隙電二電炉が懸盤される来年三月ごろをめ

に罠為の方向が打ち出されているが︑その実施に当っては︑核燃

ールに合わせ︑酒間予定の明年三

整

せい

開いてはどうかQ契約とか国際

畑

一〜十六年束京電力と氏名は変っ

入孔の経読︑技術的闘鶏など範

川
営巣運転までもう一躍にこぎ

ても︑土木建築の設謝一筋に歩

囲は広い︑官庁の人や国内の下

かわばた

つけ︑最後の仕上げに忙しい川

んできた︒三十二年原研へ来て

んもいったそうたが︑検討会を

畑さんを︑海の見える原鷹の所

15では建設室長をやった︒そ

長室に訪ねた︒昭和三十五年にJRR−1の出血に関係︑C翫
Pのメーカーさんも入れ︑資料
所長になってから五年︑より合
い所帯の建設現場で︑とかく起
こりがちなトラブルを押え︑こ
冤
の歴史だった︑と述

こまで濠とめ上げた苦労は
容と忍耐

う︑とガス炉への愛酋は深い︒

最新のセンンミァ・ミルてつくり家す。化攣紀｝鵡久力●

どに︑特殊騒物質の民萄化の方釧を明らかにするよう︑闘題点の

科の所為方式に闘する閣議了解︵昭粕三＋三環十月および三十六

七︑免責規定の整儲

に関する規定の整備

蕉九月一の変蓼︑日米協力協定の敬訂をはじめ︑燃料の供給保

などの問題かある︒このうち︑

出る予定の動力炉開発懇談会の結

プルトユウム等の取扱いは︑近く

は︑二畳炉の燃料購入契約締結が

論に関連があるものとみられる︒

日米原子力協楚の改訂について

ち胤す予定である︒

四＋三年三月ごろと予想されるの

をひろげたもので︑改正法の施行

擬する︒

十⁝月十二日午後開催︑特殊核物

質の民有化について︑原子力船懇

談会について︑得学技術貸本法案

の気象手引について︑などを審講︒

について︑原子炉安全解析のため

鯖一回睦十一月†一日

通産雀総合エネルギー調査会原
子力部会

開催︑答議の進め方を協議し︑計

画と国書化撰進の二業委盛会を設
け︑来館二月までに部会としての
取り叡とめを行なうこととした︒

1手におひきうけしましょう
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鍛

産

力

原

核燃料の所衡形態については︑

改正規制法を実施
政癖は十一月十六日の閣議で︑

期日を定めた政令ならびに規制法

孟葉や考え方の逢う英国人と
の協岡作聴には︑双方にいい分

その曹労もどうやらゴールイ
ン間近︑〃いまはコンベンショ

があろう︑ざっくばらんに話す

のころコールダーホールの耐腱
ナルな部分を一つ一つ調整して問題をやる内藤委員会ができ︑

ルフ歴は十年︑ホールインワン

趣味は油絵︒ハンディ25のゴ

機会がほしい︑ともいう︒

東海建設所長になった︵東躍は

電へも綴向︑建設部長代理から

いるところです︒先のことは分幹事をつとめた︒これが縁で原
からないが︑炉の力は間違いあ
と自僑の程を語る︒

の経験あり︒東京住いの蒙族は

夫人と三男〇六十二歳︒

一二十四年退社︶oこの間三±二

︵SK︶

）、鐸

2r費4旧

礪窟

7ぞ｝，節儒子f識区蔚「内工の謬じ離課ビル》電膳

月ごろ象でに︑民有化の方釧を打

証︑嗣薩化︑プルトニウム等の取扱いなどにわたる広範な検討を
慶するので︑原子力発電謙画の貝体化に歩調を合わせて︑措鍛を
急ぐことになったもの︒

日米原子力協定による制約があっ

この闘題を検討している原子力 ︑ウ︵経過措鷹等︶

デメリノトについては︑その対処

周では︑核燃料罠磁化にもとなう

力委員会において︑①核燃料物質

たので︑昭和

二＋三無四月︑原子

で︑次の諸点の検討を要するとし

は︑しはらくの間は原則として民

し︑内外における諸条件が勢うに

紙子炉等規制法の改正に関する政

施行令の一部を改正する政令と原

改正する政令のおもな内需は次の

りません

氏の出身は鹿審尋購︑大正十

．入り︑昭和十四葎臼本発送電︑四年には耐震設計調査で訪英︒

ステンレスとして鰻

どの虐でも

狗理的精度・煎工性

茂射針まで。世界のトノブ・

ビルから

ここに笠んだ

世界

レベルの材翼ておつくりくたさい。ブランドは

麟

方針を明らかにする必要があるの

ている︐

電設備の露量二等︶

従い︑民間の所為を考慮する︑こ

令︑附会．ぜ豊里︑十九日公布︑二

子炉の設置︑運転規則を改正する

外国原子力船も法対象へ

二︑燃料加工メーカーの育成

とが淡定され︑同学＋月圏議了解

十日から笑施した︒山子炉箸規制

総理騰令とである︒

間にその所有を認めない︑②たた

︵合弁会社設立の闇二等︶

となった︒そののち︑原子力損憲

の規制を内容としたもので︑さる

法の改正は︑箪臓以外の量子力船

一︑田産技術の確立︵孫子力発

三︑減損ウラン︑プルトニウム

賠儀制度をはじめ諸規制が艶備さ

五月二十二日公布︑六カ月以内に

とおりである︒

①外国の原子力船に設置した原

施行することになっていた︒

このうち規制法施行令の一部を

四︑プルトニウムの使用に関す

の取扱い

を受けた者に限り︑特殊核物質

﹁原子炉等規制法に規定する許可

れたのにともない︑三＋六年九月

る規制箸︑安全性の問題

五︑燃料購入資金の 手 鉾

こんどの政令︑府令は︑この改

子炉についての諮可は︑わが國の

︵濃縮ウラン︑プルトニウムおよ

正法の施行期日を十一月二十日と

六︑支払いに関する政府保証の

びウラン蹴︶以外の核燃料物質に

けれはならないQそしてこの酔可

警

》》

》u

曽

夢を猛てる

暮bしを鎧かに

あなたの働きを幽しく

1苓命

薦

：
畳
，

ρ

宙墾姦築病難︑羅峯に婆川︑︑︑．ションで︑季
取扱い

水域に立ち寄る舶舶ごとに受けな
定めるとともに︑事故報告の範囲

ついてその所荷を諏める﹂ことが したものと︑施行に必要な手絨を
婁鍛会で決竃され︑閣議了解され

七︑研究炉用燃料等の取扱い

臨

矧

静

八︑糀設瞬子炉胴燃料簿の取扱
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暇
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輸出新機関の設立へ

ス︵WK︶社の万社に対し灘北招

跡購

雛畷灘

糠麟職

㊥お好みのコースをSASで飛んでください。いずれ

る︒しかし︑契約価格は明らかに

今後さらに出荷される予定であ

乙

ユ

んのように東南アジア・中近束・ヨーロソバを結ぶ
エキゾチソクなコースです。

されていない︒

コバルトをガンマ線源として︑

るが︑西ドイツではこれら全ての

役菌のためのプラント︵現在建設

ブラウン＆カンパニーの隊亀山臭

巾︶で便う予足である︒

炉燃料一部到着

仏︑SENA発電

フランスとベルギーがフランス

のシューズに建設している電気出

力二十六万六千KW︑SENA原

源子力委員会︵AEC︶から出荷

子力発地所用濃鞠ウラン燃料が米

今圓鼎荷されたものはS封NA

され︑このほと到湾した︒

十四本の燃料要素と︑原子炉の鵜

プラントの初雪炉心の一腰で︑二

・口．・ド・フォロワーである︒残

御を助ける十二本のコントロール

りの出荷はここ二︑三カ月闘に行

この原チ炉全休︵ω期炉心︶

なわれる予定であるQ

の濃縮ウラン燃科価格は︑千首六

三九四ナ︑三・三五％濃縮十二︒

十万がで︑二・九五％艘粥十四・

七一ニナとなっている︒この燃料

七＝一ナ︑三・七五％濃縮十二・

契約のもとに実施さ3／︑原子炉と

はユーラトムとAECの長期供給

燃45要素はウエスチングハウス社

したものです。

雨曇避

．騨落

薩閥一琶七十万が︑放射性物資・

ﾍ︑BNLストリノブとして知
なかっな末完成燃料要目・制御棒
られている裸のま豪の値段で引き

スと濃総ウラン変換による収入11

R工竜車酉二十刀が︑照射ツービ

また一尾六四年中の正味受注蕩

最近ユーゴスラビアとカナダ・

入でカナタと交渉

ユーゴ︑発電炉購

源として特別に設計されたもの︒

に関する琵礎物理のための中性チ

二百五十万ぜで︑御負の構造︑盤質

子炉は︑執通力閣万KWへ建設費千

月三十一臼臨界に達したQこの原

ーム研究炉︵HFBR︶が去る十

研究所︵BNL︶の高中帆子象ビ

アメリカのブルノクヘブン鷹立

のHFBRが臨界

米ブルックヘブン

ーラトムの常習下に置かれるQ

で製造されている︒また︑これら
が︑︸次答器・タンクー1＝下六十
の特殊核物質と機器はユーラトム
万．か︑原了弗制御用補助機器μ千
顎メリカの協雇のもとにユ
七樹十万が︑熱交換器・冷却器臓

．制御榛超九千二薗四十万が︑織
簡単微されなかっκ燃料要素・制

佛棒n八百二十万が︑炉心麟辿物
薩白二十力がとなっている・なお
放射線測定装置関係は挙年末発表
される予走である︒

一緊︸縄
英︑大量のコハル
トを西独に出荷

イギリス除．r力公社︵AEA︶ゼネラルエレクトリノク社との間

られているQ一方ユーゴスラビア

所の賜入について話し合いが進め

のCANDU型重水炉による召電

はこのほど大難のコバルト6G で電気出力二＋五力−三＋万KW
︵三頭キ︐ヴー︶を西ドイツに輸

たままフェリーボートで運ばれ

出した︒出荷は陣屋から車に果せ

渉しているものようである︒

二十万KW沸騰重水炉について交

た・AEAはこれまで外国との競はスウェーデンのASEA祉とも
の契約を西ドイツから履けてい

＠日本からのもうひとつのルー1は南まわりーごら

大型発電炉購入で
米コンシュマーズ社

請をしていたが︑十月末AC社を

電機に至る京で

ボイラし部から燃科︑タービン発

在来型1ーコモンウエルス・アソシ

が︑キュリー愚り五十・彦か︐り論ハ

渡され︑価格は購入敬にもよる

千二薗力冠となっている︒このほ
ハ原子炉物質︵冷却材︑減燦材︑
一九六一年に設けられたAECの

十五膨の範囲になる︒

えるための徒歩の池も残して老

六胃六十万パ︑直桜には出荷され

●羽田から北極をこえてわずか16助問一コペンハー

五社に入札を招請
アメリカのコンシュマーズ・パ
ワー・カンパニーは︑一九七〇卑
に懸隔を開始する六十万一七十万

建設するため︑アリスチャルマー

KWの発電所を在来型か原子力で

ズ︵AC︶社︑バブコノク＆ウイル

コノクス︵B＆W︶社︑コンバノ

シコン・エンジニアリング︵C

業界では︑二つのグループが︑こ

れているというもので︑原子力産

除く四牲から応札があった︒

EA駅子炉グループのシェムス・ での合併を望んでいるといわれて

受けていないことから︑一般の観

ェイツ社︶が︑建設面のアシスタ
ントとして協力している︒

測は︑この実現を疑問視する置き

建設会社︵原子力1ーベクテル社︑
方のTNPGは最近新しい契約を

へ︑CEGβ技術部のエリノク︒ しかしAPCは︑ダンジネスBもので︑現在その評価を行なって
S・ ブ ー ス 氏 は A E A に そ れ ぞ れ
発電所で説導権をとっており︑一
いる︒また︑この入札には二つの

橘して行なった

C・C・ステワート氏はC鷲Gお8
り︑その動きを注視している︒

ているといわれるQこの繕果︑A かわらず︑TNPGは厳密な意味入札は︑原子力︑伍来型ともに

れ談で同等の立場ではないにもか

ノプレベルでの予備交渉が進めら ク︵GE︶社︑ウエスチングハウ

る︒これは雪NPGとAPCの
冠︶
ト社︑ゼネラル・エレクトリノ

金融条件の緩和を検討中
最近のイギリス原子力界では︑ダンジネスB発艦所の炉型決定にともない︑各方面でAGR︵改良
ガス冷却炉︶を中心とした動きが心立っている︒とくに政府︑金融機関︑原子力産業グループの藺

出金融に関する凋題であり︑現行

これらの検討の中心議題は︑門

である︒

ターとしての役割りを果たす予定

で︑イギリス製出電炉の海外翰幽のための新しい組織の設立︑輸出金融の戯作緩和の検討が始められ

たことが注目される︒

第一の動きは︑イギリス政府︑
金融グループ︑三原子力グループ
の欄で︑イギリス製発躍炉の海外
紬出を進めるための新しい緻織の
の二十五年延へ払い︑固定金利二
非常勤理事として就任する予定︒

設立を検討しているといわれる︒

これはAGRやSGHWR
︵
五・
玉蒸
％プラス保証料という条件
また一方︑イギリスの三原子力

するため︑原子炉︑燃科供給︑資

気発生羅水炉︶の海外市場を拡大
をもっと緩和すべきで︑これには
グループのうちのアトミノク︒パ

と中央発蹴15︵CHGB︶との閥
Cに
︶社とザ・ニュークリア︒パワ

もう一つの動きは︑近くAEA ワー・コンストラクション︵AP が多い︒

政府の協力が必要とされている︒

金面の交渉を︑一つの機関を窓口
として実施しようというもので︑

コバルト60一部値下げへ

価格などの煎で応じ切れない場禽

ト︑ホノトラポ装躍︑しゃへいな

政策は︑コバルト60の藺三焦雇者 度尉材㌔特殊炉のコンポーネン

米原子力委員会︵AEC︶は︑ 十万キュリーで︑一キュリー当り

にのみ供給する予走であった︒将

るならば︑十万キュリー以下の少

力容器・タンクー1千五薦九十万
豪た英園の片田書で偶然会っ

遥万が︑磁接出荷ざれた燃料蒙系

この釈しい政策は︑コバルト60 二千七出六卜万が︑ハルブー1六百

量販売はやらない︒

どの夏越も含まれている︒
四十嘘で販売する︒侃価梅では︑

ーで一キュリー漏り五十聯︒

︵2︶新髄脳では佑放射能の最
筒限度が現κのグラム凝り一二十キ

生産者から手ごろな価格で得られ

ガンマ線源として臥桑門や工業方

一九六里村九

のであり︑アメリカの企棊が零丁

ュリーから四＋五キュリーに拡大 の艦業利用を促進させるためのも

される︒グラム当り三十キ4リー

総額二億六千万ドル
米の原子力機器出荷高
一九六四年中の出荷局の隠微は

である︒

前年に比へて鳳子炉および闘連機

している︒

ど⁝九六四年中の国内︑政府讃機

が︑原子炉椚御用補助機器目千八

米商三省統計調査局は︑ごのほ

関︑海外輸出ぷ・含めκ原子力魔日

器はふえているが︑放射線源およ

中でまた先がわからなくなり︑

を発致したQこれはアメリカの隙 びR王︑放紺線照射サーゼスは大 哲三卜三冠︑執交換器・冷却器臓

力冠︑隙幅下に便用〜るかま泥は

三千八汗万が︑ハルブ飛九百工通

いてもらいたい︒還鷹を過ぎて

工に鴻少している︒燕た同士中の

たわが園アルプスの開拓者ケル

正味受注赫は昨郊とほぼ同じで約

雨も隆ってきた︒七つ岩の辺り

：トをもとにまとめ陀もので︑総

子ヵ関係の菖七十六社からのレポ

ビン老に金つたのは︑原子力

からの山登りのお陰であると考

に困む不思議な縁であった︒同

原γ炉11ぢ酉八ヤ万が︑〜次圧

出磁心︵放射線計測装置を除く︶

︵64年︶

ム当り一キュリーから十五キ凶リ から四十五キュリ⁝の範聞で︑A 術揚で竸争できるよう請画された
一
一萩でのものを設け︑鼓低注文量﹁ECのみから供絵されるコバルト ものである︒

︵エ︶薪価格では比放射能グラ

次の二点が大きく改説されるQ

目に決められた追追の価梅のうち

角効となるもので︑

の聡しい訓画は十二月十八日から

ﾌ価格改訂を計画している︒こ までとし︑最低注文騒十万キュリ

来もAECは︑コバルト60が蘭の
業駐なものは︑原子炉n穏十万

がその晴の顧客の条件︑生猷量︑

ヵ研究センターの璽水有機物研究炉（WR−1）建屋

比放射能グラム嶺り三十キュリー

米︑Rlの産業利用促進めざす

写爽は最近運転を始めたカナダのホワイトシェル原子
誠＿絹・ザ
陥一

亜に広く利用されているコバルト

ー・ グ ル ー プ ︵ T N P G ︶ の 含 併
聞題がロンドンで話題になってい

スに苅する部厚い市警を見せて

もので︑政府が中心になって進め

原子力公社︵A廻A︶と三グルー 親密な附けいが実現されるという
プは︑この機関のサブコントラク

くたどりつくと︑何もないこと

ァの建設に︑一人は現在南極調

くれた︒思子の一入はウイルフ

ある︒

があった︒いわゆる豪ぼろしで

査隊に参加しているとのことだ

万卑削東海の建設を始めた

った︒

ついに日が暮れて野宿と決め

シルエノトの欝士山が園の前に

た︒雨が上って月が出て︑黒い

子力婁員の某氏に偶然行会った

隼︑奥草津白根の山小屋で現原

た︒一生忘られないのは三峰縦

の選臥えが聞こえる︒瞳には近

時は小生は蟹族つれだった︒今

浮かんだ︒どこからか狽か山犬

くのすすきの茂みからごそごそ

館はドライブウェイが開通して

走の遭難の臆い出である︒︸高

防衛庁官をつとめた自民党の某
と怪しい嶽がする︒一晩まんじ

入学の麗︑同行は同級生で先に

代議±であった︒なにしろ元気

同じ白根を越えて志賀高原へ泊

とたろう︒リフトやロープウエ

ったQ侮と日本の山も変ったこ

家を児つけて︑二人と

から︑ようやく炭焼の

も署日窪でぐっすりと

るが欧州アルプス地区以上の開

イ︑それは冬を楽しむためであ

小鷹もブルーハードによるド

発ぶりである︒

鼠つた︒当時はこの山

軸者が出たもので︑必

禽いや武甲出ですら遭

してはロノククライミングでは

山

り

りもしなかったが︑夜が明けて

いっぱいの爺頃である◎

当晦参諜本都の五万分の﹁の

秩父から青梅に出るルートであ

地図で画線を引いて五十♂㌶︑

つた︒朝五時に出発すれば夕方
五蒋に到溝する勘定だった︒三
繰神祉の大広間で一夜ノミにせ

会社に入ってからは無琿な山

ないワンダーフバーゲルの梢神

ライブ旅行であったが︑臼分と

に陶かったが︑この白岩にかか

行きはしなくなったが︑社用で

を提唱したい︑国民宿引も数が

死の経験だったQ

る前で途を失った︒畢い炭焼き

に登ることもてきた︒

欧州へ留学して本場のアルプス

められた翌臼︑白轡をこえ蟹取

の人に案内されて雲取への途を

盤

要嚢および制御捧の完成品11五千 争が激しいにもかかのらず柑遇照

施設に直桜出荷された原子炉燃尋

まだまた元気であるのは温い蒔

で一気に下った︒下るには下っ

︵山本広三郎︶

二億がにのぼっている︒
えている︒

額二億六千九十万がに達し︑影野

たが育梅には出ない︒密林のな

ふえてきたが︑楽しむより嚢た

途中京で行ったが︑もみの密林

潔

氏は明治末︑年長く布教師とし

この発蚕と岡蒋に明らかにされ
た出荷項闘の空砿心のは次の遡り

ーカ．ン、謹ナどアノ腕空
東京・大阪・名古屋・札幌・高閣

ii撚i

かでは︑光のさし方で小屋が見
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二重目的炉の開発へ

ンバソシコン・エンシニアリング

ノク・インターナシコナル牲とコ

ト後
の概念について研究を申請して
11WOCRが一九七〇年代の

でに多くの会社も単一圏的プラン
子炉概念は11WOCRである︒

トとして鼓も為岩手されている原

も行なわれている︒しかしこれに

水炉について大型化の可能性研究

立研究所が閲発している︒また軽

わ脂
れた︒これには在来の軽水炉
ECのHWOCR謝画ではな︑

闘的プラントの捜術設講研究が行
炉となるとAECはみている︒A

採用される最も競争力のある腺子

半には︑大型脱堀プラントとして
唱一でにベクテル祉によって単一

おり︑AECも期待しているQ

ても灘密な研究を進めている︒す

社︑筒嵩置タイプをアルゴンヌ国

は塵業界との連携が黒馬の能力︑

﹂滞＝二皿︸1

漏︑発電たけを行なう毎十万−五

八道に運転させることを臼標にし

単一目胸プラントは二い罵胸プ

が期徳できる︒

ことによってかなりのコスト低減

イキリス

朗回のハン

玉

＝一脚＝一璽謄：闇＝一一一＝用；＝刷一一＝＝学瓢玉＝識＝＝︷＝冊＝；一﹁璽−﹂口

のもので各国かり注闘を集め

星でマグノノクス型︑発破機六

れた四番目のもの︒原子炉は二

次発罷謝画にもとづいて建設さ

いいほど建設の必要条件にかな

この発止所は︑例外といって

はKW当た〇三百八十八が︒

？W腺．劣グルLフで︑建設費

た︒設酬建設はE鶏−−B＆Wi

台が設置され︑総電気出力は五

この発電所は︑イギリス第一

舜の所にこの発躍所がある︒

一二＝＝︷戸＝＝＝柵玉一＝＝齢篇1；一＝一＝一＝＝帽＝

⑳

脱塩の技術には自信

なうことについて極限が拡張さ

原子力以外の分野の研究聞発を行

設計研究では︑原子炉を朝用して

細な碕究が行なわれている︒この

プラントの設畠ぷ曽作成︑さらに詳

ら日薩三千沼の水ぷ壕藤す．筍脱塩

B

発電

画にもとづいて共同研究卒行なっ

六台からなる︶に蒸気を供給する

二櫛力摺の水昂．侮慶するユニノト

一緻二千五齎万瑠の水申釜麓し︑

約四十．万−六十万KWの発醒を行

の可脂性研究を行なっている︒

なう二囁昌的プラントについてそ

イスラエルのプロジェクトに対

ィクの可能性研究第一段階では二

するアメリカのカイザーカタリテ

十万KWの竃力と臼産一億渚の水

これには雷気繊力酉二十五万KW

を生麗するプラントが示された︒

の軽水炉の採用が考えられた︒

一九七一駕に初運転︑一九七二年

イスラエルのプロジェクトは︑

の中頃豪でに繭巣運娠を開始する

合

目擦である〇一方︑イスラエルー

によって得られた知識

アメリカの豊岡研究協定には

岡の努力

国朽︑に対して利用できる

ことが

と経験は︑水不足に悩むすべての

規定さ31ている︒

アラブ連含ーアメリカ

アラブ連合共和国とアメリカ政

府の要請に上り︑躍気出力十五万

KWの設備容疑を持ち︑日産五齎

ント建設に関する研究に一九六四

二重の水卒生麓する二振風晦プラ

年十一月︑IAEAからオブザー

トは農業研究センターで利用され

チュニジアーアメリカ

る︒

チご一ジアとアメリカ政尉の要

メキシコとアメリカとの謝で縞

メキシコーアメリカ

設が考えられている︒

産酒蔵力落の水を生産する︶の建

ト︵電気出力五万一七万KW︑日

ジアでは原子力二璽昌的プラン

国際協力に参加している︒チュニ

るもの︒一方︑WW社はAEA四
と十七万五千KWの背圧女iビン
石により一九六四薙十二月︑1A
を他用︑MSFプラント︵日産千
EAかるオブザーバーが同国間の

ている︒このためイギリスの敷地

予定である︒

脱塩技術を追める政府の三力年計

で建設および運転を基礎として見

各国間の国際協力が進む

一AEA︑オブザーバーとして参加

壊に関する国除協力が進められて

援助のもとに加盟国間で︑海水脱

ること︑両凶が膨催した専門象の

による大型脱塩プラントについて
告︑その例文躍をIAEAに与え

る虎口の内容についてコピー︑報

にもくついて︑1AEAは原子力

1AEA︵国際原子力機関︶の
Aに移廿され︑周国間で交換され ばれた総論脱堀に関する研究協定

いる︒イスラエル︑アラブ連合共

府機開を網羅する大規模な描画を

政府はAEA︑陛業界︑大学︑政

教習熱出力前壷KWのユニノトに 発明され︑開発されたものである︒

を派述できることなどが規定して

会合にIAEAからオブザーバー
この研究では︑カリフ†ルニアの

ャ︑ペルー︑トルコが工AEAに

その他の国々ではチリ︑ギリシ

れることになっている︒

供給するプラントについて検射さ

ナ地域の乾燥地帯に葉水と電気を

低地域︑カリフすルニアとアリゾ

闘研究を進めており︑またソ連と

いる︒すでに繭田間では︑技術者

チームの交換が行なわれた︒

イスラエルーアメリカ

もとづいて撫廠の再三が行なわれ

ている︒さらにさる十月ワシント

イスラエルとアメリカの間には

幽たり四十四膨を期待している︒

関す．㊧共同研究協定を結んだ︒こ

リカは︑原子力による撫水藻塊に

スラエルにおけ勾魁力および水の

している︒この合同チームは︑イ

ーリリア・パワーグループ︵TN の協定は一九六五年一月︑IAE欝要について検討しており︑鼠産

プラントの原子力部分はサ・ニュ

エル〜アメリカ合同チームに参加

守がオブザーバーとして︑イスラ

いて関心を示している︒

リアも原子力による海水脱塩につ

豪た最近︑インド︑オーストラ

た︒

ントに関するアドバイスを要舗し

対して単一あるいは二撫閉的プラ
が結はれており︑1AEAの奪門

海水外堀に関する合岡計画の協建

ンでは︑アメリカとメキシコとの

ソ連ーアメリ力

闘で海水脱颯に関する共同研究協
踊建設するというもので︑四十万K
︸Wの電力を盤麗・日産ヒ千二画万 定が高ばれた︒

jWH当たり五︑︑ル︑一ガロン 一九六四年十一月︑ソ連とアメ

τの水垂蕨す季定・コストは

技術的︑経緕附研究に参回するが

和図︑チュニシアがアメリカと共

一た︒庭イギリぞは・這鵠

なり努力が払われている︑

プラントの経済誓研究についてか

発︑慰設︑運転については︑世界

た︒

において中心的な役割を汝じてき

イギリスは脱塩プラントの開一ントの経済暢の研究が行なわれ

エストガース︵WW︶社が設副す六十が妙である︒このプラントは

SF癬溜ユニノトはワイヤー・ウ が︑鋤年の運転コストは二千四菖

PG︶コンソーシアムが設講︑M積られた資本費は︑八千六百万

星＝三≡隻≡F＝＝1㎜圏≡三︻置＝≡コニ⁝Fニ＝1曽＝＝≡一≡≡＝墨≡≡：︷﹂套≡一覧︸一＝＝L＝Rヨニ重三≡＝墨曽謄バーが参加している︒このプラン

居機は四月目

盛典は︑一号機は本丸二月︑二

の説画よりも杓一年遅瓦︑運転

新しいQこの贋故のために最切

家が柵談善うけたことはまた耳

ため国中のガス・タービン轡門

発兇され︑大事故を未然に防ぐ

ンゲの時︑ガス循珊系の故障が

なわれた︒コミノショニ

わたって埋立て工事が行

用できるように広範囲に

取水設備などが両方で使

所を見越して︑冷却水の

レイボイント

末に始求り︑将来ヒンク

建設工箏は一九七五年

のいい所︒

土姓の点からは全く格好

り︑人口密麗が低く︑安

に近・＼炭坑地からは離れてお

ブリノシウー1舞⁝の北西約八 十万KWQ建設当時は障界最大 っており︑電力謁要の高い地域

原難所一︸鷹嚇

限界︑菌的を確定するため原子炉

十万KWの原型炉を一九七〇年代 Wの量．トがAEcのシカゴ運

の炉心を使用した熱出力四十万K

開発にとって非常に蜀要である︒
これらの研究の第一段階は︑設
ている︒この原型炉の開発によっ

転局で実験された︒

罰制限があるかどうかを決疋する

ラントよりも水の猛麗コストは高

二億五千万⊥

ニノトから生麗される水のコスト

を嘉島することが示された︒各ユ

の原イ炉が日薩一痙一酋万沼の水

の求を櫨産し︑出力九十上万KW

KWの原子輝が日蔭三千四十万堵

る研究∵は︑熟出力五十二万五チ

︸方︑ヘロヤルスク乙子炉によ

識され三門墨一ゾで85る︒

れている︒

水プラントに軽水炉の利用も考えら

なお五一十五年の間に二虫目的

る二璽目的プラントの原型炉を運

冷冷の水を生越す

けて結了力三百五ナ万KW︑日産 いと見られているが︑大型化する

て一九七〇年代尺玉から後期にか

コストの問題を評価すること︑第

i階は購力と水を生産する二臆

転させることである︒

を生噂するプラントについ

AECは︑単一団二つまり
たけ

大型プラント建設へ

現在︑大型の発電︒脱堀プラン

ある︒

W︑海水脱塩口産百万沼およびア 目的プラントを運転するための原
子炉概念について調査することで

込み一︑﹂ある︒

トをナ分に引き下げることができ
ると示されている︒
二

千頁七十万昭の水41生産する出力 は千沼当り五十樗になろう︒

ソ連は︑ドン川の沿岸に日産

海水脱堀を行なうと同騎に︑増

建設中であるが︑ここの原子炉は

三十五刀KWのプラントを磁越中

AECは︑二重目酌プラントにカザスタンに大型原三智発電所を

ソ連では︑現在カスピ海沿湾西

HWOCRを ソ連小規模プラントは稼働

は一九轟念公牛棚⁝め︑山ハ八年幽刀成日勘

してAMF刊を選んだ︒建設開始

段フラノシュ蒸留妓羅の炭給者と

ループ型︶︑タービン発電機︑多

たプラントの原子炉︵圧力管︑開

イソトープ生産の三孫闘的をもっ

ドに建設する電気出カニ千五菖K

アイランドサウンドのリバーヘノ

醐発公掩︵ASDA︶は︑ロングことおよび腺子炉の大型化による

最近二筋ーヨーク州原子力宇宙

術的無能性を砥齢した︒

世界的に高い関心集まる
昨年のジュネーブ会議で一子力による海水脱塩の開発
がクローズ・アノブされた︒ソ連てはすでに大型プラン

トが建設中であり︑アメリカでは昌下司能性の研究が進

められている︒最近︑イギリスも欧子力をふくむ海水脱

塩について︑葱欲的に開発を進めることになった︒さる

十月三才から一週闘アメリカのワシントンで開かれた

﹁第﹂掻海水脱嵐に卜する国際シンポシウムしには︑六

十一力岡から千七一名の代理が参加し︑各国の開発状況

について報ハロが行なわれた︒とくに今回は︑原子力によ

る下女・脱籔の二頒目的プラントの開発について注圏

が集球つた︒ここ に ア メ リ カ ︑ ソ 連 ︑ イ ギ リ ス ︑ 王 A E

Aの活動について紹介しよう︒

可能性研究進める
Cと内務省は昨年蓑から二爺闘的

アメリカ内務省とAEC協力 最も有望視
アメリカでは︑一九七〇郊代の
ているが︑この目的は①一九七〇

利用できる原子炉開発副画左進め

であるが︑さらに将来︑U産一二

プラントの研究をはじめた︒これ

殖炉としても使用される︒引当︒

中期豪でに大型脱塩プラントの経

脱嵐・増殖用プラントであり︑⁝

はMWDが一九七Q年に補給用 水
無代夏期までに中聞規模および大

済的︑技術的な可能乾について実

水を生麗するプラントを想定して

AEA中心に開発

規慢の発聡・脱簿董目的プラン

六千力沼の水在生童し︑蔭三十万

源として必要とする大工二部閣的

九六八隼よでに建設は完了する予

証することを鳳標に内務省と米A
トのエネルギー源として︑経瘡的

いで建設諭醐をたっている︒

KWの発電・p行なつプラントにつ

プラントに関するもの︒この特別

足であるが︑原子炉は日雌︸千万

泡Cは海水脱顯の研究開発と原型

昭の水を生書することになってい

研究は澱力十五万一七十五万K
済的データか響準備すること②短陰

な駆ゴ炉方式について技術的︑経

炉のプラント建設謝画を進めてい

認圃を補足するものであり︑家た

る︒この計画はAEC七二炉闘発W︑日産万千万−一億五千万沼の

最近︑ソ連は小型有機吻冷却炉

イギリ藁勇公社︵含Aご にしてイギリスの海水脱塩の研究
﹁ARBUS﹂準底篭の脱豊

れ︑薩業界︑石門家などの援助に

最近︑AEAと厘業界は海水か

よって海水脱塩の披術開発を進め

水と竃力を生藍する二虫鼠的ブラ

学技術法の定めるところにより︑

開発は︑AEAにその責任が与え

スピ海の水を脱壇した︵日記約千

にべロヤルスク型︵黒鉛減志沸騰

ることになった︒

︷︑ARBUS﹂炉は耀気出力七

発表した︒

は︑簸新技術の喬成を促辺する政

る︒まk現在︑西カザスタンのカ

に海水脱塩及術の大規模な研究が

一﹂〜ジニ〜

られている︒

間の脱塩鶴要に対して二二規模の

ある︒

現σ︑A郵Cは原子炉の大型化 勒しい町ができている︒このよう
について研究亭進めており︑筒温

ノーr

ニニ多r

百五十KWで︑可搬式発電所とし

ターで述転中である︒現在︑水だ

アウトコンデンシング・サイクル

けを生産するプラントとして出力

て約一年半︑メレケス原子力セン

これらの方法は未だ研究室陶
ト引下げが可能であるといわれて
ている︒

ついて研究が行なわれている︒こ

承濾した︒これは三二からなり︑

旧した謡扇圃的プラントの建設攣
ラントに原子力を利用した場合と

れらのプラントから生産される水

第一はフラノシュ蒸溜をいっそう

際シンポジウムては︑AG況を佳 アメリカの間には共同研究協定に

在来型発電プラントを利用する揚

は日産八十万昭︑醤六卜万昭およ

工程は現庄行なわれているものの

最近器発法脱顯装置の発展にと

合とでは︑プラントへの資本費︑

び三頁二十万渚になる静定で︑各

主幹であるが︑これはイギリスで

もない︑海水脱塩と三編生産を行

燃料費︑などで原子力が指利とさ

機物冷却ユニノトおよび二重臼的

なうニー5目的プラントの研究が︑

れている︒原子力利用二三團的プ

発電されるというものである︒

大型ユニノトからは千五爵KWが 開発すること︑第二はフラノシュ

べき方法の研究である︒このよう

ARBUS型プラントは︑
る陸
こと︑第三は脱塩にとり麺わる
上︑海上︑寝違輸遂用として︑設

ヒンクレイポイント発電所
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プラントとして和機物冷却黒鉛減

水の蒸気圧より低圧に保って蒸発

主としてアメリカ︑イギリス︑ソ

ラントでは︑罷躍コストを逓常値

が一艘に溝えられておりバンク︒

円位になると推定されている︒

立方慧︵○・一諜ハ濯︶嶺り約三十

蒸溜と原子カプラントを結びつけ

におさえた膚合︑水のコストは一

プレノシ㍗i・サイクルとパス・

ノシュ蒸溜門崎を組合わセる方法

火力あるいは原子力発羅所とフラ
規模としては︑これらを数段組合

冷凍法などが知られており︑実用

締論難難癖瓢
させるフラノシュ蒸発法︑電界を

連などて実施ざれている︒これは

各国の研究によれは二重囲的プ

一万五千KWと出力三万KWの有
多段式フラノシュ蒸溜へMb12︶ ワシントンで開かれた帰一圓田

で︑プラントの大型化によりコス

の二通りがある︒

一

使用について研究していることを

水冷却咳唾執炉︶σ無鉛−水炉の
試算によると︑大型原子炉を用い

ガス冷却炉︵HTGCR︶をゼこ
ネの小さな町で行なわれているQ

二二 二 多 一

四十基近くのプラントが運転ある

二野

物冷却炉︵HWOCR︶をアトれ
ミば︑電力と海水脱堰両方のコス

多ニニー︐一
︐多
二！

ている代表的な方法に外部から熱

いは建設中である︒

府の方剣にそって︑一九六五年科

進めている︒豪たMWDプラント エネルギー源必準備すること︑で

内務省によって提案される蒸溜式

︐︐︐︐づ︐︐王多︐︐づ︐玉

在来法との技術的比較
イギリス︑イスラエルで特にさか

原子力︑大型化で経済的に有利
海水から十分を除張し︑真水を

謖雷ｹプラントに採用するため

ニノトに使用することと︑大型の

については本年末に最終胸な報古
が行なわれるが︑ベクテル社は︑

ﾑ瑠︶巨水を叢要な供給とする

脱塩プロセスの聞発と試験を実施
するものである︒内務省には塩水

局︵OSW︶があって︑ここが中原子炉二塁の電気出力百八十万K
W︑日産一億五千刀遮の水を生産

心にAECと協力して研究開発を
行なっている︒

運娠︑所有︶に対写る人工島の技

する二墳目的プラント︵MWDがラルアトミノク社︑園内減速脅機
過去一年間︑AECと内務省は

原子力による発電・脱塩二盈屠的

について研究を進めてきた︒

プラントの経済的︑技術的可能性

一九六照年︑フロリダ・キーズ

の研究では五爵KWの電 力 と 語 意

耳掻沼の水を生益する小型原子力

を加えて水分を落々させる蒸溜

︒脱塊プラントが︑この地域の需 とり81す手段として︑塀在知られ んで︑面喰世界巾で約三＋カ所︑

要に対して可能であるという結論

を糧た︒

慰五千万沼の容磁のフラ

ン交漁樹脂によるイオン交雛法︑

かけて分麟する盤解透析法︑イオ

執出力二十万−酉五や万KWの 法︑蒸発塞の内部を加執された海

颪万1

熱患力を持つ除子炉と︑日面千五

ソシュ蒸溜プラントを口器わした

発竃・脱堀プラントについて技術

的︑経済的閾題が検討された︒
次に南カリフォルニアのメトロ

わせて行なう︒

リクト︵MWD︶の協力で︑AE海水着堀の研晩は︑アメリカ︑

一

一

一

三
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要に応じて最大二十六万二千語豪

ネアポリス論から特別チャーター礒で︑十一月一一十一田午後十時

アクセス・タイムはO・七マイク

ル︒タイムは一・石マイクロ秒︑

ロ秒という島速データ処理能力を

東京口も橋の大阪合詞ビルニ階の原産猷算機室に設羅される︒コ
ータの多申処岬が谷易︑⑤隙子力

機器との連洛が町能で︑入爾力デ

もつ︑④嬰冨な蝦上の多数の周辺

ントロール・チータ社から山名の技師が同機で来日しており︑直

放射線応用の機器も多敏展示され

束⁝夙晒海で認測工業展が開かれ

R⊥機器の出品も

第十一回計測
工業展開かる

れており感量が期待きれているQ

との互換性がある︑などがあげら

に開催しているもので︑本年で十

は︑昨無後半以隣はほぼ横ばいで

歩﹂で︑とくに①シグマ︒センタ

演題は﹁原画炉物理の最近の進

軟ぺ⁝タコースの受講生を次の裳

ム90の摂取黛の全国平均値は︑昨 ；について︑②離水炉の炉物理の

ある︒日常食からのストロンチウ

現状︑⑬oり⑩轡菖①Ωoロのq筒漣増

罫線応用の工業謝測雛としては神

牽鷺畿など金国七十八祉から約一二千五酉点が出癖されているが︑放

戸工業︑日立︑東芝︑赫津製作
年末には黒瀬と比較してやや増加

日本原子力早業会議と遍照原子

は︑米醒ブルソクヘブン燭立研究
所の磯子炉理論グループのリーダ

iとして長らく指導的役割りを果
たしているQ
豪た座長は象大教授大山彰氏で
あるQ

研修⁝捌闘は第五十六

誌¥二日︑第五十七回が二月二

回が昭和四十一年一月十七日から

暴礎課程

領で募集している︒

所︑安藤電気︑大愈電気︑横河電

力学会は共催で︑十二月八日午後

原研R一研修所

基礎課程と軟ベー
タコース生を募集
日本隙子力酬先所のラジオアイ
ソトープ側修所では︑艮礎課程と

期聞は昭和四

︒

阪合同ビルに設綴されるが︑機
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力産業会議田際課法で︒

文提出や参頒については臼取原子

がプログラムに組まれている︒論

トープと新型原子炉︑のニテーマ

原子炉と燃排サイクル︑②アイソ

この会議の核化学部門では︑①

る予建である︒

ギーの首都ブラノセルで開催され

九月ナ田より二十一日まで︑ベル

催による第一二十︷ハ圃会載が︑明葎

圃際工巣億学会鹸鴇談委員会主

明年九月ブランセルて

第三十六回国際工
業化学会議を開催

九四一一四八八二︑四九△

ジオアイソト⁝ブ観修所．鱈話は

京区駒込上腿士前町一二十一腺研ラ

いずれも些し込み先は塵鼠都文

一月＋日︒

は七千円︑申し込み．帥切りは明年

まで︑募集人鍛はヤ五壇︑受講料

十一年一月一一十四田から二月五日

軟ベータコース

は添薙†二月二十菰田︒

一回一万二千円︒中し込み緬切り

源集人員は各三十一⁝名︑受講料は

十一日から三月十九日の二回で︑

総懸などについて講演する予定Q

氏︶は︑十二月九︑十両日その第二

圓を開くQ申し込み締切りは十二

懇談会で受け付ける︒参加費は一

月二日︑取置肇揚局内東海原子力

泊二日の宿泊費︑見学ハス代︑難

塁塞などを含んで一名八千円Q定
員三＋呂︒

積算値は一平方♂あたり一・九ザ

二時から東京千代田区平河町の田

なおシャノク︒チ㍗ーニノク氏

を示している︒

第二回原子炉建設
特別研究会を開催

機製作所︑一二菱電機などかる厚さ

多数の製品が出磁され︑またその

謝︑一画計︑響度詔︑水分踊など

利用などの紹介のパ不ルなども展

源産会員の建設関係看のため︑

十二月九︑十日・策海て

なおこの展示会は十一月二十六

さきに﹁鳳子炉建設に関する特別

示され︑注闘を集めていた︒

購豪で麗かれ︑およそ二万器千人

研究会偏を開催して好訴をえた東

︵福岡︶に達したが︑響月はほぼ

海原子力懇訣会︵会長安川第五郎

の入場者が予竃されている︒﹇写
翼はその展示会︼

放射鮨対激本部はこのほど全国

産裏写局長︑神髄原研建設W即次

スケジ﹂ールは第一日︑早川原

一月から七月豪での鉱水や︑空中 は︑放射能対策本部でとりきめた

長︑用畑涼電東撫建設所長その他

平第の値に降った︒しかしこの値

緊急事態第一段階の月間降下敏

十三力勝の気象観測所で測足した

のチリなとから得た四境の全放肘

の講薦と映劇︑第二日は原研︑原

キュリーで︑昨年同期間の単三・

本都市センター別館でシャノク・

十二月八日都市センターて

シグマ・センター
についての講演会

燃︑原電の犯学となっている︒

︵二千万百亦キ山リー以上︶に比

ロンチウム90の量などの調査結果較するとはるかに低い値てある︒

脂︑食品の中に含まれているスト

▽・ストロンチウム90の染承の

月間降下醍は冬撃には減少した

を発表した︒これによると︑全放
尉能の降下猛は次笛に減少してい

が︑三︑四月に再びやや増加し

程度である︒

チ￥ーニノク氏の講敵会を醗催す

六ボキュリーに比鮫すると約半分

トロンチウム90は横はいの傾岡を た︒なお本犀一月から四月濠での

るが︑食品の中に含濠れているス

添していると︑概要次のように述

雨水の全放射能は︑本二王

へている︒

▽

月の中共の核実験後一賄的に増加

▽・雫乳と飲料水の中に含康れ

るストロンチウム90の全国平均値 るQ

り︑特徴は︑いかなる照射条件で

あたり最減四徽五十六ドキュリー

し︑五月の月闘降下澱は一平方賦

今回は沖電気︑臼立︑束芝︑鈷

も照射窪の模様変えを行なう必要

一國をむかえるQ

食品中の翫は横ばい轍羅簸

降下量は漸減傾向

が発堕しており︑王BM系コード

コードを初めとするソフトウエア

た例は︑きわめて珍しいことであ

受けたり︑出発風繋もテレビで放

な給︑このシステムの特徴とし

送されるなど注冒をあびた︒

ては︑①多雪処理能力をもつ高遮
ている︒

レベルのもの︒わが臨ではもちろ

大谷量のCDC主三二○○型を主 この展示会は︑難本電気副用器
機とし︑さらに入出力処理の衛星
讃算機として三二〇〇型を配した

つものである︒

運はれてきたものは︑こん包総

ある︑②主謝算機の羅憶容螢は必

工業会が︑喰矧と大阪で晒駕ごと

んのこと︑集洋一のスケールをも

きさ︑引算速度ともに︑世界最聞

数の周辺妓置からなるもので︑大

︵記憶容縫一︸力論ハ千娠㎜︶おレひび多

櫛機としてCDC一一藁一〇〇型の職員が︑テレビインタビューを

︵記憶響頓九力八千語︶︑衛饗冠 は︑引き取りに行った伊藤忠藺事

羽田としてはCDC⊥一⁝六〇〇型り︑出発地ミネアポリス空港で

〇システムは︑回心となる恥子議

こんど導入されたCDC三六〇がチャーター機で一度に空輸され

ある︒︻写翼は羽田に到魑した計算機︼

ちに整輪に着手し︑明年二月には本格晦に稼鋤を開始する予定で

るための一遍として尋入されるもので︑通閃手靴きのすみ次第︑

蟹江罪の討幹需要に恩処するため︑大型話鈴礎の共同利用に供す

五十二分︑羽田へ到籍した︒これは︑増大する傾向にある原子力

コントロ⁝ル・デ⁝？台のCDC三六〇〇システムーが︑凹凹ミ で拡張できる︑⑬メモリ・サイク

陰本原子力溝業食議か米倒から灘入する大型臓子謝鱒機−米国

日本橋・大阪合同ビルに設置

本格稼働は来年二月

華
大規模なデ⁝タ処理システムで

銅メノキをしたものであるが︑こ

がないという点であるQ

う大きなもの▽箆内の蹴度を︸

械の占有頑禎たけで鷺苔坪とい

取一男氏︶では︑このほど放射線

名越屋工業技徳試験食︵所長鹿

潮齢臨監難牒配醗懸
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転には六十サイクルと四薦サイ

した交流︵五十サイクル︶を一

クルの電源が必要なため︑受電

度虞流に難し︑物別な変流機を

ある大阪入が︑旗幟にも日本橋

遡して供給するVこれを聞いた

本町︑大阪台同ビΨというのが

六十サイクル︵関西︶を

あるところがら︑早のみこみし
て︑

益すのか

とけげんな顔をした

受電して︑また穴十サイク乃に

日本橋の上に︑必ず

東獄〃を

とかV臓子引櫛残整では︑今後
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数酉六十二︑総壌縫三十蓋沙に達

ト・ワルトン形で︑これと線形加

て聞発した技術であるという︒

のメノキの方法は非常な閣難をし

櫛麟

高周波の線形陽子加速器

遠羅との連絡部である集束系には

これ豪でに半導体や金属表面の

ムの捕獲効疑を職めているQそし

は分析用磁石︑ファラデfカノブ 変化をカラー写臭で見ることがで

定にするため︑外気とは泌璽に

てこの綾羅の本体である線形加速

き︑現在は主として︑ポリエチレ

でそのエネルギーや墨流強度を測

臼両社は数年前から刮画していた

照射中の被照嚇物の変態のようす

侶で︑同じく内蔵した三十五ボ麟

ースも作るというV副錠総の運

しゃ断され︑児学者のためのコ

驚鷲︑

物性変艇の測定を行なっているQ

︵約十の愚察ラド／詩程度︶での

ンなど高分チ材料の強い放慰線下

定されるが︑その運転はいずれも
制御室から遠隔操作されるQ

い円磁壁胴であるが︑その空胴の
内部には三十六個の加速彫極があ
る︒これはステンレス鋼に数︑卵の

微小変態連続測定装置

が昨年度に通藤省鉱工業技術試験

カメラ︑もしくはシネカメラで撮

名古屋工業技術試験所で完成

研究補助金の交付を受け︑尼二郷

が観察できる﹁微小変態連繊測定

影することができると岡購に︑工

して︑照射紀勢から観察できる︒

つけることにしたという︒

店大阪市東区本町四丁目二七番地

一一

器は長さ三・八層︑内四一鮮の長

ここで加途されたイオンビーム

巾腿にパンチャーがあって︑ビー

三菱原子力と三菱電機が共同開発
れ︑全長十㌶という大がかりな綾

子であるに5ゆかわらず︑その適

煽速器は︑五つの部分で構旗さ

ルト︑ビーム電流十ボ・アンペア

度はきわめて蘭い︒まず線形測速

一二菱原子力工業と三愛蹴機は共

の線形陽子加速器を開発した︒こ

は︑五頁㎡ボルトのコノククロフ

欝に陽子流を入射する前段加速器

同で︑このほど出力五百万蹴子ボ

白い電圧を使わなくとも加速でき

れは高周波加速器であるために︑

しかもプロトンビームがきわめ
て多瓢にとれるので︑原子焦実験
に慕いるほか工業その他の分籔で

の三菱斑機中央研究所で闇発した

この転置の開発は︑磁農試節四

装置﹂を完成した︒

も広く糧来性がある︒このため羅

ものである︒この樫の加速器はビ

・

ームの漁が非常に多いので︑欧乗

業用テレビてさらに二十倍に拡大
進められていたもので︑内蔵する

部長の堀三陽残らを中心に研究が
繭く評鍼されているという︒

操作は︑すべて爆隔操作であ欝臨四
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成
ランスの高速炉プロジェクトは

の原稔が掲載されているので︑こ

日本原子力学会誌にもわれわれ

には︑深く感謝している︒

の際に示されたフランス側の好意

非常に幸いであったし︑また︑そ

を身をもって体験し響たことは︑

接することができ︑プロジェクト

あり︑われわれは多くの専門家に

るため︑理解把握する上に便利で

当研究藤で集中的に行なわれてい
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⁝購辞編 馨 藷 馨 鞘 鶴 繕 勤 ⁝

していたもので︑以下は︑その間に見聞したフランスにおける
⁝認速炉驕発の現状てある︒

q

⁝

⁝の繹糠隷課鹸懸魚瞬蕊
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ユーラトムと協力
こでは筒達炉プロジェクトの全容
につ港簡単にご紹介しておこう︒

よる各繍実験は二者に鍛も印象的

O無代の中切に甫水炉を書入︑さ である︒突物大モンク︒アンブに

るが︑一九六七無束までに全容が

難壁は︑今容始まったばかりであ

られている︒原形炉フェニノクス

型︑化学部︑原子炉建設部箸が参

にして︑プルトニウム部︑播金

ドリエ氏である︒この中核を中心

樽一躍して遂行されている︒

暇接関連し︑筒逮難訓画全休は塗

確立され︑﹂九六八年にきらにそ

五︑十︶︑玉響炉研究︵四十二︑

つの課︑すなわち︑液体金属︵十

加している︒物理研究部内は︑四

ディであるが︑それにより餐われ

クトの根幹をなしたものはラプソ

従来フランスの高櫨炉プロジェ

らに一九八二葎に醐速炉発電所を
であったものの一つである・

第この臨界実験関係は︑今年八
の駐細が検討され︑一九六九年か

各課内のエンジニアと︑テクニシ

る︒︵かっこ内は家臣九月現在の

の漿果︑現在においては︑その煮浸

まで繰り了えされて行なわれ︑そ

研究課にいたが︑野本氏は︑醐至

原形炉を作るべき確点に劉難し

W娯設のため︑最もよい経験を褥

高牲子臨界実験謙に属している︒

ているが︑近い将来︑カダラソシ

ーモニーでは︑しゃへい実験︑指

モノク・アンプ実験に供され︑ハ

ェニノクス炉心の物理的︑工学的

からである︒一方マズルカは︑フ

原子炉運転繰は︑ラプソディ運癒

数実験等の茎礎的実験が行なわれ

ュに集談る予定である︒京た︑

のためのもので︑現在では︑その

るとともにマズルカのための人爵

ニゼイションが明目であり運嘗計

く印象的であったことは︑オーガ

上述の嘆実に加えて筆者に︑強

とになる︒

大多数はモノク・アノブ実験に従

り︑筒速炉研究︑液体金属課で︑

レスキi氏が︑その長になること 主体は︑原子炉運転課に移ってお

さらに︑節一次大戦後独立を圓

および各省に多くの原子科学・

は︑ポーランド科学院・各大学

ラコウに開設された︒今日で

述へたのは︑正にこの点にかか

れた指導者選のもとに云々4と

偏している︒私が前文に

に享受することになるのだと公

ん切り離されたものでなく︑互に

復してからは︑この閑の原子力

技術研究ならびに教育機関を有

リーダーは︑その部長であるバン

科学は︑世界の一流国に値して

し︑その総数は四首にもおよん

のためのセンターが薪たに設けら

て述へることにしよう︒

イソトープ利用に焦点を合わせ

大戦によりクラコウ帯以外の研

発展していった︒しかし第二次

このような笑績があればこ

に近いズデーテンおよびカルパ

国に変革されている︒南側園境

は︑第二次大戦後間もなく原子

・冶金大学があるが︑ここに

よう︒クラコウには国立の鉱山

れているのである︒﹈例を述へ

パネルが何圃もこの国で開催さ

そ︑王AEAのシンポシウムや

塘のなかで再開されたが︑財政

チや山房地帯には︑鉄ならびに

この圃の原子力政策は︑原子動

けることである︒したがって︑

留に麓出することからもうなず

非鉱鉱石︑さらに石炭︑石油を盟

原子核物理研究所の全面的協力

鋤︑合金︑物性にいたる豪で︑

理︑選鉱︑選炭︑前⁝処理︑製

の撲査から検屑︑分析︑粗鉱処

科学畳用学部が創設され︑鉱床

討論会に出席し

の研究用原子炉と環陽子エネル

・医学への芯用・開発研究に轡

一九五五年ソ連から二千KW イソトープの資源・工業・農業

られている︒この硝始巻であり

劣らない内容のある研究が進め

た︒その闘︑ポ

なく︑彼女の指導と援助によっ

画が緻密かつ動的で︑国際協力が

強力かつ有効に行なわれているこ

米差に比べて遅くスタートした

にもかかわらず︑原形炉建設期に

あるフランスの筒速炉プロジェク

は︑彼等と伯仲の実力に達しつつ

トのありかたは︑日本にとっても

思われる︒

きわめて示唆に欝んでいるように

わが国も有効

現在︑田本の陛鳳雛プロジェク

な国際協力を

トが本格化しようとしている時︑

いるが︑カダラソシュをその一つ

国際協力の亜要性が︑さけばれて

の霧台として考えた揚含︑既述の

あろう︒私は︑電力中央研究所の

意味においても︑非常に有慧蔑で

三木氏︑原子力研究所の弘田氏と

十月にヨーロノパの窩速炉施設を

訪れたが︑その時に︑ダニエール

訪遣した際︑再度カダラノシュを

氏やザレスキー氏の語った次の罵

菓を忘れることができない︒﹁日

し︑この遅れを︑むしろうまく利

本は確かに︑遅れている︒しか

か﹂︒

帯することができるのではない

中

鷹

頒 価400円（〒共）

導入し︑最終的には墨壷炉による
発電という訓劇であったが︑原子
月二十五日に小形商速中性子源炉
ハーモニーが臨界に辻した︒ハー ら建設開始︑ 一九七二館六月に臨

力庁や電力庁の人達の謡を総合す
ると︑現蕉は︑脂水炉に対する下

た豊川な経験同列にしてフィリエ

！ルが綿密な謝画のもとに展開さ

モニーは出力二KW︑炉心寸法ヤ 界が予定されている︒出力は︑現

設副が進められている︒フェニノ

来定であり︑二つの場合について

万KW発聡炉の検討が︑AからG

四十二︶︑原子炉迅転︵八︑四十

士はうすれ︑ガス・グラファイト

マズルカは︑最大六千㍊豪での炉 は二十五万KWのいずれになるか 九︑二十一︶の課から成ってい

ニ・三田︑掴認証である︒臨界妓置

れている︒すなわち︑躍気出力百

から岨縦筒速炉に進む公算が非常

在電気出力十二万五千KW︑また 五︶︑窩速起工干臨騨実験︵十

に人きい︒腺子力開発プログラム
心を模擬できる装置であるが︑現

G豪での形が検討されてきてお るよう決定されたとのことであ

フ3ントネ︒オ・ローズで行なっ るよう設計されるへきものである

ユウムは︑ド・ゴール大統領の命 液体金属課は︑その基礎実験を︑

た︒なぜならは︑原形炉は蕾万K

ャンの数である︶虚者は︑鳥速炉 点が洗い出され︑その解決のため

在建設中で︑一九六七無隈笹が予

との協力説画は考えられていな

クスについては現在︑ユーラトム

している︒

W発鍛所の心気である︒耀気出力

形炉フェ︒ニノクスおよび百万K い︒なおフェニノクス用のプルト

第三のフィリエール刮画は︑原

定されている︒

は︑窩速炉一本にしほられようと

フランスの蕩速炉プロジェクト
は︑三つのラインにそって進めら
れている︒第一は︑ラプソディ副
画︑第二は︑臨界実験︑第三はフ

ィ謝画は︑一九五七年のサクレー

り︑現在11についての議算が始め

ィリエ⁝ル月送である︒ラプソデ 外夷KWについてはすでにAからにより︑フランスのものを使用す

研究所における実験炉訓画の立案

各計画に深い関連
カダラッシュで集中的に

る︒

から始まる︒一九五九卑概念設副
をおわり︑一九山ハ一年に設置甲所

がカダラノシュに決短された︒一

フェニノクス計画のためには︑

になっている・ここでは︑ご参考

獲成と技術確立の役掌りを果すこ

実物大のモノク・アノブ試賊が行

力庁と陛業界との協力が行なわれ

従来よりもはるかに火規模な原子

でいる︒ラプソディ関係の雪裏の

なわれている︒ラプソディは現

フィリエール筆画︑筒趣中性子臨

事し︑将来に備えて︑経験をつん

る応用︑原子炉開発センターで

在︑建屋の大半は完成し︑一九六

までに︑従来の綴織および人員を

れ︑フランス窩迷炉葬の実力者ザ

あることで︑現在ユ⊥フトムとの

ることが必要であるので︑現伍︑

九六二年以降︑カダラノシュ内で

はカダラノシュ研究所において︑

協力による高速炉プロジェクト︑

七年一月の臨騨が鋤彫されてい

研究所の主要圏的は︑薩業に冷す

集中的に行なわれている︒当研究

フランスの原子力プログラム

フランスの窩連炉プロシェクト

所は︑フランスにおける第四番目
および︑潜水艦用原子炉の開発を

原子力計画は
内閣から発表

の嚴も新しい研究センターである

界実験課で︑ハーモニー︑マズル
カの仕事を行なっている︒

箇単に詔しておこう︒高速炉プロ
ジェクトの中核は︑物理研究部で

蔦速炉プロジェクトのための幣紙
は︑発展的再編成中である︒

る︒当訓画が︑ユーラトムとの協
力のもとに行なわれていることは

と︑有能で経験距冨なテクニシャ

は︑内閣直属の︑原子力プログラ
ムに関する委員会により発表され

有名であるが︑その協力は一九六

中心に︑付随する基礎研究をも含

ており︑現在は天然ウラン・ガス

とともに︑鍛も大規模喉構想によ
っている︒マルセーユから胸七十 めて︑その活動は︑今や世界の有

・グラファイト形を考え︑一九七

上述の三つのラインは︑もちろ

力な原子力センターの一つとして

あり︑したがって︑プロシェクト

注目を集めつつある︒三者と日本

パリに︑コオーディネイシコン

五♂蛭北上した地点︑途中︑南仏

ンが数多くいること等である︒

ンドの生んだマリヤ・スコロド

関︵1AEA︶主催の﹁工業と まず想起されるのは︑ポーラ

ワルソーにおける圃際原子力機

ブスカ・キュリー夫入の令名と

でいる︒

七年まで︑その後については来定

プロバンス地力の美しい膚然の起

︽ぎ︑ざ︑評︑詩︑詩︑ざ︑譜︑§︑ぎ︑ぎ︑爵︑§︑詩︑ざ︑ボ︑§︑詩︑さ︑ざ︑ざ︑ざ︑ご︑ざ︑ぎ︑詩︑ご︑ざ︽

地下資源開発におけるアイソト

究所はすべて︑砲煙の間に壊滅

ボーランドは元来農業国とし

すぐ

ープ装備機器﹂と題するシンポ

その蝿き業績とである︒彼女の

し芸つた︒戦後︑すぐれた指導

て知られていたが︑今日では六

今秋十二十八日から五日聞︑

原子力研究所の野本氏とは︑日仏

て︑当研究所の筒速炉プロジェク

原子力協力プログラムの一環とし

ひとにぎり程のサン・ポ：ル・レ
トに滲加した︒︵野本氏はなお在

て︑デュランス河にそって進み︑

ズ・デュランスの蔀落をすぎると
仏中で︑来薙一刀帰国の予定︶フ

伏と曲どりをながめながら︑やが

京もなく︑研究所に到達する︒当

ジウム︑および

生きた時代は︑ポーランドがド

割以上が工業人口となり︑工業

ってきているのである︒

二十五日から五

アイソトープ応用の研究が︑廃

者達のもとに︑心礎原子科学・

曹ﾉ分割されて独立を失って

イツ︑ロシア︑オーストリアの

然資源の開発

力の実用化は将来の問題とし

タ得て︑今やアメリカ︑ソ連に

におけるアイソ

難のため小縄撰なものであっ

て︑韮礎的原子科学の研究とア

トープの利用﹂

敷でパリに移り住み︑その大都

た︒

カ所の研究機関

原子力委員でもあるミエソービ
これを始めるに当
ンが贈られることになって︑大

ギー＋三MeVのサイクロトロ型を概くという考え方に腱かれ

と私に述懐

加藤正夫︶

されたことであった︒

捌があったのです

っては︑政府︑学界に大きな抵

ノチ教擾は

て︑すでに一九一二年︑当時な

規模な原子科学研究筋︵工N 経済的利益は︑すでに今日まで

ているQそれによって得られた

を見学する機会

ポーランドの原子力事情
ーランドの原子

であったが︑零落を騰れること

分の業績もパリでなされたもの

と題するパネル

交歓し︑豪た数

力界の要人達と

基礎的研究に重点

EA霊催の﹁天 いた︒疲女はその生涯を閉じる

での同じく工A

日間︑クラコウ

を得た︒

ワルソーに︑放射能研究所が鮒

おロシア阜帝の支配下にあった
前記のシンポジウムとパネル

た金聾と同等にすでに回収され
は︑彼女の躬子であったベルテ

立されたのであるQこの研究所 R︶がワルソーに︑豪た翌年原 に渕家がこれらの研究に支出し

︵小照大学教授

︑3︑ざ︑§︑ざ︑β㌻︑ぶ︑ざレ

子核物理研究所︵1NP︶がクており︑今後はその利益を大い

子力婁員会が発足し︑さらに原

に関しては︑別に述へることと

Vュタインにより主催され︑

し︑ここでは︑ポーランドにお
ける原子力瑞柵を主として︑ア

業

産

力

本

日

原 子

発行

ム・G・ペニー博士▽rアメリカにおける民間鳳子力発躍詔闘の現状と将剰アメリカ原子力叢員会委員

弘
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＝､概観「各国原子力開発の現状」束京大学教捜向坊隆▽「カナダにおける原子力発電の栂来」
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IAEA東京総会記念特別講演集
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△曇室ε
コ客面我

長グレン・？・シーボーグ博士

サービス事業本部へ

状況」フランス原子力庁最筒長宮フランシス。ペラン博士▽「原子力と薦業の発展」インド原子力婁員会
婁貫長ホミ・」・バーバ博士▽「ソ連における原子力平和利用の概要」ソ連原子力利朋囲家駿員会議長ア
ンドロニク・M。ペトロシャンツ氏▽「イギリスにおける原子力開発」イギリス原子力公社総裁ウィリア

◆お申し込みは日本原子力産業会
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海外主要国の現状と計画を本書から！！
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