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海洋生態学︑地球物理学︑統計学等の広

じめ︑海洋学︑気穀蔵︑

研究者は保健物理学をは

千芳円︑参加を望まれる

力葎︑研究経費約二億三

ら見て︑こうした海洋への廃水の影響は︑

無も悶粒になっている︒わが国の事情か

流の鰹化︑温度上昇の鞠業への影欝の有

である︒また︑大量の冷田紬縞による潮

提供することがなかなか難しいのが実情

側の懸念に対して︑十分クリアな説明を

研號者の協力︑プ鷹シェクト・リーダー

の不馴れである︒専門の異なる多数の

譜者の一致した努力が望まれている︒鯖

現には︑いくつかの囚難が予想され︑楽

安全研究協会の研究プロジェクトの実

について︑窮業圃は︑専門部会の

一方︑第一船建造費の値上がり

改善されているとはいえ︑原子力

閾題点として︑サバンナ号よりは

簸後に︑安全確保の観点からの

を説明︑跳躍的ズレ︑建造契約に

り価格約五十九億との差額の根拠

鋒押した三十六億円と先般の見懸

イトのものでオファできる︒

提携のもとで︑アノブ︒ツウ・デ

あり︑今の外国メーカーとの技術

望⁝月辞鋤鰹舗驚論評
展⁝究プ鳳ジ・クト訓義禦搬

るわけである︒

範囲にわたっている︒挿接の圏的は︑再
今後の隙子力施設の立地にさいして︑悶
の指尋力︑休制つくりのための国の役創

海洋中における

処理施設の揚合の放出許容胃腔を決める
題になる頻度がきわめて島いものと考え
り︑などのいわは来経験な分野にレール

てきたなどで︑金額的ズレは甚し

っていないので︑設計変更の必要 不確定要素がかなり明らかになっ

術をへースに︑日本向きの国産炉

大きな技術陶困難はない︑導入技

どと違って︑スケール・アノブに

性も生ずる可能性がある︒

いものではないとの見解を述べ

を作ることは比較的容易である︒

するという方針を国として打ち出

炉は︑国内メーカーを蛍契杓者に

スケールにごたわらす︑二度翻の

た︒

一︑原子炉はタービン発躍機な

こと︑測定監視機器の改良等にあるが︑
ら31る︒

を敷かなけれはならない︒隈られた特殊

国産化推進小委嘱贈

一︑燃料の鶏合にとくに必要な

すべきである︒

ことは国内製作品に試験の場を与

し窪
4④

護

σ旬．・ビ∵∵6；

恥

へお

学 7

．．8

亀

ポパール

クロロプレン

メラミン

オルマリン

可櫃剤

所毫開蓉ました。ご和用閑客い

当っての性能保証の闘題︑さらに

選サるように原子力職員会議に要畷守る
原子力発電所の設置をめぐっても︑海洋
もちろん︑この閾題には海岸の地形︑
研究設備を︑いかに有効に共同利絹する

主契約者の地位獲得胴畷渤
みたこの小委員会の審議事項のう

どしてメーカーの実力を鑑成すべ

え︑あるいは政尉が資金を出すな

塩化ビニール

書

奮愈鹸

二翰逝楓川

お近くの臼通実店内

船の安全茎準が必ずしも明確にな

方針を決めた︒この二つの研湿触画は︑同

釧水への地炉焦罠の懸意が表明されてい
海麗億物の芹異など︑ローカルな要田が
かという問脛もある︒

通産省の総禽エネルギ⁝調査会

極左進策に関し︑国産化について

ぢ︑原子力機盟︑材料道念の国産

一︑外田から低利金融が受けら

きである︒

し

ら

め

くことのできない衣武伍のすべてを

R一物質の拡散

協会の破射線障害防止研究謝調部会が過
るので︑この問題の科学陶解明は単に再
多く︑各地域ごとの調査が必要という見
陽の当た

らない研究

に従獣する放射線防護関係

そのほか研究予算の獲得︑

が行なわれることは︑調査の手法を砿立
研究者︑技術蓄の獲成など︑この一つの

の第一回合が︑十一旦二十口の午

原子力部会の田藍化推進小叩員会

ついて総括的な検討が行なわれた

の塾長的考え方や関連する闘題に

れるから外国から買うというのは

避けるへきで︑剛が低利金融の道

を講ずべきである︒

そうです。みなさまの臓猛蜘舌に欠

一は︑プロジェクト研究に対する黙黙春

芸一年にわたり検講してきた障害防止上
処理施設だけでなく︑わが国の原子力開
発金剛の円滑な推論にかかわる性格を粥
ぴている︒

し︑いくつかの翌礎的︑⁝股的知見をも

方もあるが︑一地域で橿糖な科学的調査

の問題点のなかで︑特に緊急を惣すると

忽められたもので︑その一つ﹁沿岸海洋

原子力発電所の場含︑液体廃偽物は撫
研究課題の実施には︑

の

たらすことになろう︒一二垂県でも岡乱塾

距子力開発

的にも少なく︑希釈が野選で︑荊玉帳に

開催され︑笛議を開始した︒

後︑東起虎ノ門の国立教組会館で

一︑ユ⁝ザーとしても国産化推

が︑注隅された発鑑次の通り︒
り正宗猪早央茂︵興銀副頭取︶が︑

進に協力するが信頓性と経済性に

小暇貴長には部会長の指名によ

婁員には田中慎次郎︵元朝日新

石灰無二

しノ

歌いたします。

におけるR王物質の払散と移行﹂の研究
は︑原子力科用の本格化とともに︑国掘
保健上放置できない闘題と考えられる︒

この研究計画の実現を切望したい︒

原子力平涌利弔の維進の足固めとして

がふく謹れているのである︒

縮図といってよいほど︑たくさんの問題

し︑この種の地道な調査研究の鎖み滋裕

ノ浜沿岸海域での調査が藷圃されている

えられているので︑海洋への放出駿藤と

除かれ︑原子力急設が田民生活のなかに

によってのみ︑国民の心配は次第に取り

おいて飲料水なみの諮容濃度レベルに抑

予定される東海村の沿岸海竣勘対象とし

いで︑海洋中の生物による放射能の濃縮

しては厳しすぎるという煮方もあるくら

この研究副画は︑再処理施設が建設を

て︑放出されたRI物 賀 の 海 穴 に よ る 拡
散と海陀生物による濃絹の悶題を中心に

調職した形で受け入れられるようにな

原子力部長こ

カーバでド

を運ぶ

診生継歳徳学で結ぶ

一年中休みなくC臼本全園の隅々潔
で運んでいるのが日本通運です，ど
うぞ命年も大いにこ利用のほどを3∫

窃園閣重囲歴翻留霊一

問題がある︒偏頓牲については
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は悶題にならないといってよいが︑住民

ば

聞論鋭副主幹︶︑加藤主犯︵関鍛
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封娃は入札に勝てば契約の日から

きるたろうと述へている︒またG

四十三一囚十五カ月くらいで建設
できると述へている︒

米ケネディ空港から出荷されたSεNA強盗所用燃料

っているため︑WH社の源子炉二

を行ない︑建識径理面のぬ任を負

分の保蹴を盆に出力の保証をする

という形をとっている︒WH社は

のタービン︑八一十年糊の燃料供

卜

煎（住友銀行：支店ビル）

三ループをもったPWRと︑二つ

取締役社長

カナダではカナダGE社が天然

WH挫は・はじめターン・キイ

給を行なう︒

の入札を行なったが︑ベクテル社

が虫契約者となったため︑同社が

発注すべき原子力炉路︑タービン

ければならなくなった︒

以外の部分は他の会梶と競禦しな

慰階

ヒ阪セノン魯

襟

ウラン重水炉︵出力三十万KW︶
を西ドイツではジーメンス社とA

AEG社はBWR︵出力三十五万

EG仕がそれぞれ参加しており︑

KW︶を提案しているQ謹たスウ
ェーデンのAS鷺A︵鑑機会挫︶
は三十万KWを提案しているが︑

伝えられているが︑いずれもそれ

三図三

火

嘩野

懸〜＾

英︑SGHWR提案
西独︑スウェ ー デンも参加
フィンランドのイマトラン・ボイマ・パワー社は︑同囮甲山の尿子力発電所を建設するため︑去る
以上のほかフランス︑ソ連がこ

社のBWR︵懸隔三十万KW︶︑
詳細は明らかにしていないQ
ゼネラル．アトミンク︵GA︶牡

ついて明らかにしていない︒

が参加しているがGA祉は入札に の入札に興味を濁していることが

軽水炉への匝利用

で英・西独が協力

イギリスと顔ドイツは︑プルト

ニウムが雪害ウランの代りとして

原子力発聡所で使えるかどうか実

験するため︑協力することになっ

A︶の発表によれは︑この実験に

た︒イギリス原子力公社︵AE

ルファ・ヘミi・ウント・メタル

関して匹ドイツのALKEM︵ア

ルギー︶社とAEAで最終的慧見

この実験は爾ドイツのカール原

の一致を見たといわれる︒

WR︶で︑AEAから供給された

う︒この発電所を建設したAEG

プルトニウム燃料の照射壷行な

社が燃桝ピンの製造︑この実験

火網・伊吹・萬鰭・横紙・τi了用・！と望

駅

七月︑閏係機関︑メーカーに対し入札を招請していたが︑十一月十五日の入札締切藤でに五力園から

八つの入札があり︑現在その評価を行なっている︒この入札で注固されるのは︑イギリスからSGH

WR︵蒸気発生電水炉︶が提案されたことのほか︑これまで隔子力臼取プラント輸繊国はアメリカ︑
われている︒

二たは二盈建設するため︑建設醐

十六万KWの原子力発電暫雲不

実となったが︑二身口も年内に発

注が決謹るものと犯られている︒

各発電所の総費用は︑金山︑同
社の行なう敷地開発︑ライセンス

射されたプルトニウム燃料はイギ

に必要な計算を行なう︒その後照

プルトニウムをBWRで照射す

リスへ送られ検査される︒

る実験はヨーロソバで初めてのこ

とで︑熟熟性子炉燃繕としてプル

トニウム燃料の技術的︑経折的町

家性を検討するためのもの︒この

巻行なう︒窪た︑瑠酸処理は両国

実験には西ドイツ政蔚が財政援助

の平和利用協定下で行なわれるQ

スウェーデン高速
炉開発で英と協定

イギリス謙子力公社︵AEA︶

工

古屋

W11社は︑イマトラン・ボイマ ほど只体化したものではないとい

なおこの発三所の評価が終り︑

挫にとっては︑発電所価格とこれ
に対する資金︑フィンランドが建

かし予備軍謂よりは安価でなけれ

のすべての嚢任を負うベクテル社

ばならないといわれているQ
入札は一月に摺請され︑四月目

なお︑繭ドイツ︑フランスも入

ECが落蓋することになろう︒し 札に参加する予定である︒

にともなう賓用︑塁審霧雪費︑第
三炉心燃料費まで含め約一町がと

見られている︒しかしWH祉の受
注分は契約調印されるまで明らか
にされない︒

子力発雅量︵熟出力六万KW︑B

うウエスチングハウス︵W11︶社

締切られる︒WH社のPWRのと
ほ核部分の主星機器の供給を行な
かゼネ・ル︒クレクトリノク︵G

E︶社︑イギリスはアトミンク︒ を選んだ︒
PC︶祉の助ぜ醐でザ・ニュークリ

この発盤所は在来型二基に続い
を憂けている︒しかし初めに鰹設

ア︒パワー・グループ︵TNPポイント第三︑第閥プラントとな

パワー・コンストラクション︵A
これらの二つの発難所は︑ウエ

される発羅馬契約の決定のカギは

ECが実施する公算が大きい︒
その理由は︑①ベルギーの原子
力発羅政策は︑高速炉が経済べ；

社はマイアミの酌約工十五弱︑タ

ベクテル社は発電所の設讃建設

アメリカ︑フロリダ州のフロリ

ダ．パワー＆ライト︵FP＆L︶ ーキー・ポイントの敷地に出力七

スに乗る窪ではPWRで行く方針
をとっているQ②政府は二つの六

＋万KW発電所のうち一つは︑国
内原子力産業を脅戒するため︑ベ

妹煙七〇万KW級一一二基

大型PWR建設へ

コントラクターになっているAC嵩くなる程度なら︑問題なくAC

六千KW︶のベルギー側のサブ・ 入粍が︑他の入札者より五1六％ じて行なわれる︒

現在フランスーベルギーの共同計 十二刀一日に出されたW11祉のG︶が︑AGRを提案する予定で
るもの︒このうち一甚の発注は確
画であるSENA︵嵐力二十六万
見置りであり︑もしACECの
あり︑入札は原子力輸出機関を通

て建設されるもので︑ターキー・

KW涼子力発電所が考えられてお スチングハウス社と提携があり︑
り︑一つは一九六六薙アントワー

国とも経済性の点で︑他の追従う︒

ニウムによって︑混速三江代に

ルギーの業著に受けさす慧向であ
るといわれるG

なうか︑呈礎的な聞発四域や随上

述へている︒

このためGE社は舶用炉を撫ち

っているB＆W とスウェーデンのアトムエネルギ

に供給できるとい

東京都中央区銀墜東一二三十番地三晃ビル三階

名手麗支店名

イギリス︑カナダに限られていたが︑新たに西ドイツ︑スウェーデンが加わり︑さらにフランス︑ソ
連の参加もウワサされており︑ヨーロノパではいよいよ原子力発厳プラントの国際幽趣戦が始京っ陀

年に建設が始まる予定である︒

fンランドのインコーで㎜九六七

られているQ発三三の敷地は繭フ

契約までに四カ月近くかかると見

これを星羅に決めると思われる
社のPW況︵出力三十万KW︶︑ゼ
が︑フィンランドの工業は隊子力

設に関与する範囲が難題であり︑
ったといわれている︒

という印般が強いQ
イマトラン︒ボイマ社に対する
入札は︑儀気出力二十五万⊥二十

豪た︑原子力グループがSGH
ネラル・エレクトリノク︵GE︶ 発電機器の六〇一七〇％は供給で

五万KWの範臨で勃なわれ た ︒ イ W R の 提 案 を 行 な わ な か っ た こ と

ギリスからは原子力公社︵A温 については︑この炉の技術データ

ベルギー来年大型炉入札招請へ

発電所建設計画進む

A︶の原子炉グループが開発申の の詳細の大部分はまたAEAが所

ものを墨礎としたSGHWR︵有
出しているためであるQしかし︑
力三十万KW︶が提案され︑しか もしこの入札に勝てば︑イギリス

はサブ・コントラクターとしての

トはメーカーに契醐させ︑AHA ベルギーでは現在二つの六＋万

⇔今圓はAEA階身が入札に参加で製造される原子炉コンポーネン
している︒

イギリスの三原子力グループも

この入札にAGR︵改良ガス冷却仕肇をするほか燃料再処理を含め
プ地域で︑もう一つはこれより一

た燃料サービスを行なうQ

炉︶の提案を考えたが︑二十五万
⊥二年遅れて︑リーゲの近くに建

が︑ウエスチングハウス︵WH︶ 設される予定である︒

⊥二十万万KW級ではAG汎は経 このほかの提案では︑アメリカ
済的でないため入牝に参加しなか

転換炉が特に重大なのは軽水

代の初朗から中期にかけて︑各に繰の込まれているからであろ

論議に関連して︑新
を許さぬ高連炉の建設に殺到す

動力炉開発計画の

型転換炉という言菓

炉を垂体とぢる国である︒軽泳

よりみて︑鵠要が供給をはる

スムーズに移行することはでき

ニウムを国保できるかない︒わが国はこの求までは軽

伍︑軽水炉とガス炉に釦点を置い

ベルギーではこの二つの大事業

アメリカのゼネラル・エレクト

意票が・その田の原子水炉が毒とな9でうであるが

し︑頃子力推進船を原子炉の陸上

・ラインズ︵AEIL︶社に講が︑同社のジェームズ・ヤング氏

来春まで舶用炉提案せず

の書簡では︑原子力船についての

かのメーカーから予備入札データ

接建造するダイレ

伊・ユーゴ原子力

クト・シノブ方式

実験をセずに︑泊

平和利用協定調印

スウェーデンのこのような協定は

行なう協定に調昂した︒AEAと

初めてで︑内容としては︑研究・

発について情報交換︑共同研究を

を臥せるわけにはいかないと述

社︑CE姓︑WH
ー社は︑このほど渦速炉の研究開
についての提鞘を
技術的︑経済的興国は来年敦で引

へており︑原子力船は汝全性につ

実験炉の設訓︑島影炉に用いる茎

江の三社と歩調

このほどロ⁝マで原子力平和三二

来年のκ以前には行なわないだろ

き続いて行なわれ︑その結論を猛

米GE社
軽水︑ガス方式を検討中
に関する協力協定に調接した︒こ

うと述へている︒

いての不徽冠襲累が多いため︑コ

礎物理︑化学︑炉物理︑嵩迷炉燃

このほとGE社からAEIL
会立を決めると述へている︒
て方

スト嵩になるかもしれないと警告

よた︑方剣決定上の虚要点の⁝

長ウイル氏に宛てた遜簡によると

ブ方式の磁路プラントの研究を行

儲に関する運転経験などである︒

の原子力発電所を訪閾中のユーゴ

耳︑甦㍊の旛に脅︑現

GE縫の舶用炉についての険難 っは︑GEdがダイレクト・シノしている・
休化したものQ

スラビアの科学聴門家によって盆

作成されたものて︑現在イタリア

の協定は一九六〇年の協定を基に

イタリアとユ⁝ゴスラビアは︑

の研究を行なうかどうかであると

リンク︵GE︶祉は︑アメリカン ている︒GE祉は︑今年の秋には プロトタイプを必要とする新型炉

◎＄67

︵菊池正士︶

提案を行ないたいな陶であった

・エクスポート・イスブランセン

きものを繰り入れて︑プルトエ

トで︑たとえばカナ4炉のごと

を実施するため︑一つの電力組織

重大なポイントになつ

がつくられており︑すでにいくつ

炉
てくる︒

の力開発の馨禽ぎる発電識の麗蟹のパ←ン

義

かによ獣わり︑プルト

の生趨澱は純砕に繭巣胸の亮地炉だけではそれからでるブルト

るであろうか5︑プルトニウム

悶がでるが︑蛇足とは
思うが︑この意就に
つい一一．口させていたたきだい︒

いわゆるプルーブンタイプの
炉から高速増殖炉の鴎代へ移行
する間に︑相当の葎月が経過す
るから︑その期闘に︑現在プルー

換

ブンタイプといわれているもの
よりさらに経済性のよい炉がで

転

今移の日本の原子カウムを屠弾子保することをはか

きるたろう︒これ卒一単純に新型

型開発謝画の中で︑誰らなけれは︑数＋穫に輩な
苫境に立つこと必蚕である︒
いまとなっては紙換炉の開発

用隅速炉用のプルトニ

は︑技術導入を主体とするのが

新

ウムは内由マーヶノト

とは︑悔を後世げ平すもととな妥当であろう︒プルトニウムの

で入手可鮨という郷定に立つこ

もいいが︑能率のよいプルトニ

ろう︒カナゲや英匝が新型転換

鷲型であっても昭型であって

本貿にふれていないQ

ウム生産をかねた発電炉が租嶺

炉を特に目視しないのは︑すでないとかいうことは︑これとく

﹁覧ぐ

らべると小さな問題である︒

熟中盤子炉へ再循環するとかし

醗︑高速炉聴代へ移行するため

に帽当星の能率のよい紙拠炉に

︻︻

に不司欠のものであるというこ

＄

しる発蹴が︑弄の発電訊画の中

脚

東京支店
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塀
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場合があるが︑それでは問題の
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とに醗ウも

：本

撫

ポ司高生い型にが炉ノ
（イ欠速産がでふあとl
lンの炉茄 ・あれろ伽・
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i
の条件に見禽っており︑受け

τシ︑︒ト．ポンプや出力撫の

実証ずみの

のものであることを求め

のイ

実躍ずみの設

および金利︑特別の設備およびア
メリカで生産された材料に関する

嚢

複雑だった建

・キイ方式︑あるいはメーカーが

土木工肇︑建設工事および設備供

霊契約者となる方式とちがって︑
ダンジネスB発電所でAGRが
運転に入る一九七〇年謹でには︑

原子炉十墜のうち四捲は︑ダンジ

わせるので︑そのため主契約霧の

ノトが運紙に入るであろう︒この メンバー会抵に下請け作業を行な

少なくとも美星以上のBWRユニ 給なとの主な作業は︑主契約者の
一方︑BWRの設3一は︑イギリ
スの要請により︑
条件に応ずるためにオイスタ

ー︒クリークの型に合わせた︒そ

削

に複製な契約の構成は︑総窪費つ

証験と鋭く対立するものである︒

るが︑これはアメリカにおける

がコスト筒であると翌翌されてい

コストよりもBW汎プラントの方

酌同規模の薦炭火カプラントの

る︒

手当を詔騨に入れていることにな

豪りリスクと不慮の箏曲に対する

難嚢鰻惣貞献麗は低いのであ︒鯨︒しの尋つ

れは︑広範にわたる開発と蹴気欝

AGRは政治的選択

AGR対BW院

BWRとの比較評価に反論
融採用されたAGRは︑定格出 ノト建設に調整して︶に比較する ジュールは長くなることが明らか

1職匿と鞭熱菰暴論麟婆瀦。蓼乱畷漁1
⑳

ヒンクレイ

ン四壁詳穆を含んだウラン酸化物

却の厚さで︑現乱の匿弊の標継に

といわれている︒この鉱脹は﹂ハ

に新しいウラン鉱床が允垣ざれた

ーゴスラビアのズレトボ川の渓欝

ユーゴからの報道によると︑ユ

床が発見される

焦しいウラン鉱

れる予定であるQ

薫水動力知胴発計画のために便わ

される︒なお︑この嫡はスイ入の

PC︶社が中央発魔庁︵CEG ペレノトで︑某郊末には引潅渡

二十葬

ろ北ウェールズ地力に︑

こトロスフ〜ニスはスノードニ

ア国立公辺内にあり︑シーズン

B︶から曼眩して蕪幽した︒ζ

ニスがある︒

には魚つりやボート遊びでにぎ

蘭水力発電所用貯水池として驚

この原解力発野糞はイギリス

わう観光地︒そのため廟然の撒

られたという人遵湖トロスフィ

渡ってウエー

で五番厨のもの︑アトミンク︒

パワー・コンストラグシ灘ン︵A 観をそこなわないことが発註所

葦登の︸つの条件であったとい

われている︒

W︒原鱈東灘発一所とほ

機四機をもち︑聡出力五十万K

のであると乏しられている︒

よって保証される経緬轍のあるも

原子炉︵GCR︶三星︑発魁

いる︒冷却水は湖から取

力増加を検討中

ガロナ発電所の出

とんど同じ設譜になって

って裕り︑緋水による温

麗上昇を押えるため湖を

スペインのニュークレ〜ナー挫

一巡するよう工丈されて

いるが︑ある程度の三農

が︑サンタ・マリア・デ・ガロナ

ニュークレーナー祉が出力壇を提

を採用することになっていたが︑

紹力三十万KWてG聡社の鴛WR

に建設する腺γ乱発竃勝は︑鍛気

︸昇によって︑かえって

マス の餐殖を促進

しているという謡もある︒

暑機は本年一月︑一一億万は

建設訥可申赫の最終日を一カ月延

案しているため︑スペイン政崩は

三月より送鍛を始めているが︑

四月には出力⁝竿百万KWに達

テインメントカ式と原子炉建設の

法の違いによるものである︒コン

するような隅國がなかったと否定

牝の評価で︑AGRの方をも利に

ジ歪の入札で申詐れ蒼w匙スの投資とナシヂル．インタレ
会商斜子力委員会︶でP︒スポー
ン氏は・BwRのコストはこれと丁二・トについて濠に蚤・れストの観戦かろみると︑今瓜の入

GE社︑研究炉関

ント建設許可申請

米原子力委鋤会︵A罰C︶は︑

正味魏魏出力五十㎎万九千二薦K
る︒こ31についてGE蛙の原子力
Wの原子力発慰所の建設解可を求

イギリスのフェアリー・エンシ

試験炉用燃料供給

AEAがスイスの

めている︒

機電量︵APED︶総支配人ショ

皿牲を仮帯して︑BWR方式にプレ
を電力会れ岡け動力炉業務に集

に決めた︒

海水脱塩・発電プ

ラント開発に注目

オーストうりアでは︑このほど

謬論会が開かれ︑この席上︑儲困

国土驕発省の予算見積りに園する

スター婁員長は︑一九七〇無蛮で

原干力飾罫会のフィリング・バク

で原子力発懲が在来型発霞所と競

にオーストラリアのほとんどの州

が考えている鈍†万一四十力KW

含できるようになり︑現召︑岡圃

ニi︑メルボルン︑アデレード地

原子力発電所の敷地としてGンド

域が欝欝であると述へた⇔球た二

トも笑現するだろうとも述べた︒

十年以内に海水戦艦・発電プラン

18M︻四〇︻型

電子計算機を導入

国際原子力機関︵IAEAV

BM一四〇一型電子説訊問を灘入

は︑ウィーンの本部にこのほどI

したQIA皿Aは同機関で発行し

採用すると︑RWRの方が︑A部
G門では︑趨業界は将来の需要を

たが︑このほどこの炉の燃料供給

遮邦研究所向けの試験炉を受注し

・インフォメイシコン︒プロセ

留報および記録についてゼネラル

ことに決購ったQ契約価格は七万 おり︑将来︑この練子譜算機は︑

を原子力公社︵AEA︶が行なうシング・システムの開発を進めて

活躍する︒

原子力摺報センターの搬紬として

いると述へている︒

GBとAEAの朝政尉機関によ
しかしGR社としては今後も研 五千鯵で︑燃料はスプリングフィ
?難戦籏陛管藷禽騒で
行なわ彊ものであ
備炉関鎌の機器の製造は続ける予
ールドで製瀧透れる五％流麗ウラ

も競争力のある会打で遣められて

Rよりも現在の総蟹工費は安くな 上回る受江能力があり︑授術開発

中させるためのものであり︑この

期し十一月三†口までとすること

し︑発鍛所としては買時最悪出

力たったQ総建設費約六薫九十

ミルストン・ポイ

鐘円Q

ラント価洛よりも約四二％の増加

一千二覆万が︵KW当り置七＋七凍りアメリカのこれに匹敵するプ

トのコストの三Q％以内でできる一らに強遡3るものである︒

匹敵でき49近代的石炭火カプランた原価刮算の技術における差をさ

が︶であった︒次の最も近かった

のでイギリスより約二五％から三

コネチカノト州ミルストン︒ポイ

この串請は︑コネチカソト・ラ

−1−lAvムームVl−il
lに
l建設される原子力発電所の
ント

するのはむずかしい︒

建迄許可嘩舗をこのほど受けた︒

比較では︑たとえは同じ範囲のも

圧力容器の技

術評価は疑問

鮒驚

ラーの多分は︑この定格出力のプ

開発した概念にもとづいたもの

で︑定格掛力齎五万KWで︑胸二 ラントに対してアメリカで三三さ

のことはダンジネスB発殿所にお

薗万が︵KW当り二二四 れた価格とほぼ隅じであった︒こ

けるブラントコストの差が︑アメ

極五壬

る︒これを同じ定格出力に調整す

十が︶であったと掘告されてい

利用率調整でAGR有利に

ト・コンクリート翫刀山流が︑圧

ては︑BWRの方が続済的に不利力抑制コンテイソメントを採用し

運転浴湯に必要な予備品につい

六・五％総発鱈コストが低い煎一点から余り緬値がないと思う︒

で︑AGRの方が削回になった︒
利罵率の評価は︑大きな要國で

あ・た・BwRと他の水嚢は実一で蓉と評悟れた・制鯉驕た鶏WRの設諭よOも隅くならなージ・ホワイト氏は︑このαE社
CEGBの設計の必璽条件は︑
質童言羅馬による運縫蝉麟︑炉内モ植字︑タービン建 ⁝いという緬瞼をだすのは疑わし の試験炉︑研究炉︑教脅炉関採濾

方誘驚では・露間の燃叢蕪に課され垂れらの謀

、

ニアリング社は︑さきごろスイス たものや闘機開で受けたすべての

屋のスペースについてもBWRの⁝い・しかとの考な蕊の覇 業細小の方針は︑APEDの能力
が付け加えた条件のためにプラン

り替えが実舐されている・このこ

の実績がある⑪燃料取替え装羅と
よって供給され︑すべての建設着

トコストが︑アメリカでのコスト

れわれは︑AGRに対して高い発

⑨簸後にイギリスの騨価は︑C

イギリスは︑8W鼠のコストに るのであろうQ

翻毎無視したものであった︒

は︑七緻KWHにおよぶBW8
のレスト・コンクリート技術を
スト
篭︑設備のすえ付けおよびプラン

比して︑運賑経験にも制電でき

とはAGRの新しい王覇蔓礎と対今憲での運転経験にもとづいた申
なったことを悪浮しているQ

艦漁利胴総説求めた菰礎を疑聞に

溢して現在︑運蔽中および設31建
示したアメリカで建設される問一

コストよりも驚くつき︑建設スケ

建設コストは︑アメリカにおける

利用躍の比較は鍛も難しい︒わ

る︒

規横のプラント価格︵二重のユニ

り颪山山鵡一がは︑ρUE社が備⁝格表で てみると︑護備のすえ付けおよび

⑤8WKプラント価格のKW当
イギリスの条件について翻査し

が供給することになっていたQ

ト設備の残りの部分は︑τNPGより約一二％から︸五％豪で高く

命罵り璽ハ＋九が︶であった︒原
実質上︑アメリカの棚躍に比較す
⁝子力ボイラーの設備は・GE社に
ると窩くついた︒それはイギリス

札額は︑約一億穴千八醤万が︵K

定格浮力百四万八千KWに対し入

︵TNPG︶が入札したもので︑

イト・アンド・パワー社︑ハート
ると杓三〇％の開きがでることは
リカで騒積られたコストよりも幽
フォードエレクトリノク︒ライト
⑲絢フラトンのコンテイソメン
たしかなことであるQ他の入札者
か
っ
た
こ
と
︑
四
二
％
の
増
加
は
プ
ラ
ト方式は遜惑とされた︒しかし都
社︑ウエスタン・マサチ﹂ーセノ
にはAG飛のコストの方が筒くな ントコストの残りによるものであ
係の事業を縮小へ
⑦BWRの評価に加算された思う︒また運紙串の燃料五指えの
ツ．エレクトリノク社︑ミルスト
るだろうとさえ感じちれていた
資本費および利用躍調整ρと クレジ．トは︑毎葎の発電断耀狩 心に設躍つるための技術陶な保障
ったことを激篤している︒この差
アメリカからこのほど伝えられ
赴﹁
ン︒ポイント・カンパニーによっ
のである︒
譜経費 は︑BWRの低コストのために必要な換費や運転中の燃一は︑RWRのフラントコスト恕な轟るところによるとゼネラル・エレ
翼がでた要困は︑金利についてで
て提出されたもので︑ウォーター
④BWRは︑イギリスのザ・ニある︒
巻湘殺し︑このためBWRより約料取替え張罎の複雑性といった関
一くするものであった︒しかし十分 クトリノク︵GE︶社は研究炉関係
フォードの五齎エーカーの敷地に
置データでもって︑プレストレス
の箏業を縮小しつつあ⁝49といわれ

ュークリア︒パワー・グループ

生産性と作業
方法にも差異

運転実績認められず

AGRの入札は︑岡じくAEA
のる︒総価格のうち原挙カボイ
であ

昨舘十月︑JCA猛︵米上下両院ことを示した︒この立場は︑ダン皿る︒AGRの技術に約するイギリ．定である︒

寸ンジーの北約百四十試のとこ

ルズへ︒スウ

瞬難翻醐

一方︑燃料物贋に関する輸入税

δ％異くなることが藩された︒
WRと嘱望的に園圃ず．けの設癬麓難墾簾醗
計
入れられた︒

の採用については︑解価で羅めら

節された︒

塾 トレ・チ．アウト︶のような設飽輸入税がBWRのコス・揺垢

AGRの設灘は︑現雀遜転中の可能性︑壁体された炉心性能︵ス
出力論難七千KWの原型炉を

鷹庁︵CEGB︶のダンジネスB発受所に対する入札で︑改良型ガス冷却炉︵AGR︶が斑ば ユニノトのサイズまでに外挿され
れなかった︒われわれの隠見で

の出力六十万KWのダンジネスBの改良やこれによる原予騨コスト

たものである︒原型︑炉で得た経験

アメリカのゼネラル・エレクトリノク︵G鷺︶社は︑本環五月に行なわれたイギリス中央発

れたことにつき︑これ桑政治的な潔択であるとする見解をこのほど各方面に二布した︒この見

設契約の方式

WRの方が実質上︑AGRの選択プラント建設に対するイギリス
のコンソーシャムのやり方は︑現

明らかに猛本的な︑技術的な不安
と考えら

の場含に

は︑これらの設詔改良の結果︑B

の︷における

実証された

があったと判断された︒たとえは

解は︑GE挫の器騰水炉︵BWR︶とAGRとの披術的︑経済的比較評簡にもとつくもので︑ の範翔を越えた設備の進歩には︑

設訓

としてプラントは︑

②イギリスは︑入札の必要条件

瀞麓濃いことであった︒

りも最も欝欝されたことは大へん

︑寸法上の闘題を引き起こし
BWRと採用されたAGRのも
申︶錆
た︒
が︑他のAGRやPWRの入札
よ

G紀の性鮨レベルにおいてさえ 揚は改憲されるはずであった︒
のTNPGによって提出されκ

れていたものよりも技術的リスク 在︑アメリカで建設中の原子力発
対する背越を示し︑GE社として ふし． くおよび照尉の範関では︑
黒鉛の野性は︑︵より筒度のA は少なくなっており︑BWRの立電所についてとら江ているターン
の評価を示すことにする︒

前零丁糺に敗れたアメリカ側騨メーカーの︑鍛初の災体的翫応として注門さ翻る︒

設計改良は無視さる
この評働は︑イギリス以外の地

のイギリス側の評価に対して 実がある︒

商の
資愚行なってきたという箏
こんどGE社が AGR騒1
3穐W

関係方面へ二布した︒

粛え・親なヲンあ蕃をどついて為旧きなウエイト炉僧

畷醐駐煮麺搬暴唖舗蒲儲獅原縫灌胸懸

調査部長のG・﹂・スタザキス姦 層では︑アメリカの会牲によって

行な・告メントは・駐の垂

R

＝＝

与えろものではない︒﹂
た︒この騨価によってAGRとB
力二十万KW濠でのBWR数熱に
CEGBのダンジネスB鑓 羅 所

AGR鮒BWR

﹁ ダ ン ジ ネ ス B 発 電所の入牝で

胃なわれた
謹価は︑イギリス烈日のC露Gギ
Bリスの三面に対するコメント

藤勇公張合A︶の磯阯過冷七月の間・ダンジ委B

や

墾

力薔ご†万KWで︑入札額は二億 とKW当り約四†六がの増加︑つ であった︒これは生麓牲と雑業方

が竹なったものである︒たしかに﹁裏書所の入札についてCEGBの

その旧注れ磐である奮か萎れてか綜︑・バ︑繊
が︑われわれの慧見では︑イギリ⁝果についていろんな惣見が高聞紙

騒魏監鱗鍋翻雛誌婦麓註鷹世襲馳
簗あであると謬つ︒すなわ諌が︑︐しの建を蓮分署
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調査は納得の上で

月十五日︑携浜地

③漁業賜発轡農朴換開発⑤観光闘

なお潔本食品照射研究協議会は
食品照射やこれに関連する学術と

鎖︑その他人工放書性核種の移行

ず2虫とめにして︑それぞれの方法などが取り上げられており︑

で︑①研究会︑講書会の開催②昂

産業の振興を図ろうとするもの

ったのち︑同じ傾向のものを数量

体に関する調査研究の報告などの
刷物の測行齢プロジェクト研究の

若い7レソシェな伊勢丹の撒りもの

まこころをこめた贈りもの

5クリスマスセール
@歳暮大寛出し

出てきていることが注固された︒

磯心な討論が行なわれた︒

発表者を中心に︑参加蚕によってこれに関する解世やアルファ放樹

発表の中心はこれまでと同軸︑

りむむ

㊥鷹
︶

会民などの新望薄を互選し︑四十

四年一月まで圧塑二年の活鋤をは

bひド＼しり毒同け

じめる︒

原産の電子計算
代張から︑核燃楼や原子力発蹴所

鱒機︵米園コント嶽iル・データ

導入穿ることになった大催踊子諸

日本原子力二業会犠が米国から

門

の安全性の多趣などの研究発表が

往のCDCl三六〇〇システム︶

機︑搬入を完了
会歳﹂を開催することになり︑展

ンでは︑舶用炉︑放射性廃焚物の

予定されているが︑技術セソショ

なお餅催の技術会議では︑各田

約八十三円︶︒

当り九十スイス湯︵︻スイ7漏は

NΦ覧働昌αなお展示費は一平方層

O顕−偽OOOしdPoo①︸

陶旧り蔵 MWgd局謬口鋤轡蝕⑩り博

寵遇

⑤内外の関係学会︑その他関係諸

補体との協力︑などの窮業を行な

推進④委託研究および調費の受託

う︒また局務所は東京都江集区深

また中共の第二回核実験による

が︑気象研究厨や放医研などから

川浜園町の農林雀食糧研究所内に

の他の食品などの放射能汚染を追放附説降下物についての間貸結果
及した研究調査であったが︑健来
報告されたことも︑この発表会の

︻写翼は設立総会であいさつする
住木氏︼

原子力関係圏際
展示会へ出品を
来秋スイスて開催
スイス産黙博覧会では来無九月
八日から聞十四日まで︑スイスの
ハセルにおいて﹁謙子力産巣に関

を呼びかけている︒

ー機で︑繋路日本＼送られてきた

弟二日は海上保安庁水路部背戸疫

放射能テリの測定﹂など三ヤ五金

嵐俊次氏ら六名の﹁高空における

第一日は防衛庁技術研究本部五十

桑原武夫現嗣会罠︵獄大人文科学

永狐一鄭現会長︵火教大教捜︶︑

七期会員として選ばれたのは︑朝

発表によると︑こんど新しく第

中央選挙蟹理会から発表された︒

員︶らが当選した︒

明千集大腐敗研所長︵以上新会

授︑三宅泰麺束教大教捜︑宮木高

所長︵元会員︶︑絵雛抽夫乗大数

上現会員︶︑伏見康治名大プラ研

中研所長︑後藤以紀明大教授︵以

夫東大教授︑星合疋槍日立製作所

を％了した︒なお同穰は︑来△二

ームーー

月には本洛殊動を聞始する予定︒

原酒東海発電所の

瓶㈱篁運転・間近に

というので︑全国

団の原子力発電の最
実績

からの見学者が引きも切らない

盛況▽敷地選定か難補している

いるそうだ︒四日の土曜日にも

三重県か6は延二千入に及んで

敦買とψ島から関卜者の見学が

原子力発置所をなぜ

あったがV偲島のは五入の町長

というのと︑旧業へ

僻地に作るのか︑危険たからで

行で︑

金

貸

示会への出品と技術会議への目釘

する第一回覧際展示会および技術

ヒU呼顎︑
ノブ費

空︑陸︑海洋︑上水道︑農作物そ

扱われていたのに︑今圓は食物辿コつの特翼性といえよう︒

射食晶の国用化に陶って研究蕾を

おかれた︒

はおもに放射能のレベル調査が取

会長に住木馬介氏
日本食品照射協議会が発足
の実用化促進を目的とした﹁日本

はじめ関係省と共に一生懸命がん

この設立総会で住木会長は︑照

食品照磁研究協議会﹂は︑十一月

はりたい︑と就任のあいさつを述

わが腱おける自慰罵書型

二十六B午後一能︑食口㎜照射関係
べた︒

また副会長には天野磁之氏︵農

の研究者をはじめ関係者三四五＋
名が列陥して︑束蕪神田の学士会

と二国二郎氏︵大阪大学麗業科学

林省梁海区水口研究所保蔵部長︶

住木口介氏︵理化学研究所翻迎事

館で設立誌会を開き︑初代会長に

放肘嫁星学総合側妻所で﹁節七図

研究所長︶が就任した︒昭和四十

手萎の運転に対するm脳子謝鈴機の

ミネアポリス市から勝別チャータ

は︑さる十一月＝十一田汝︑米国

科用と資科分頬︑など十三項囲に

が︑嗣二十七田︑腺藍の電子議算

処理︑原子力工学および一子力発

スイス麗業博覧会審務局康で殴接

きさ︑揚所などに関する希虫を︑

わたり論議される︒

展示会については允急コマの大

に問い禽わせること︒問い合わせ

?阪大産業科側郷長︑江上不二

郎氏ら六名の﹁佐隔日︑横須賀港

二豫九名︵疋員二百十名︶であ

醐究所最︶︑為山兼孝名大教授ら

原子力塒別委員︶は七競連続当選

の影讐の刻削が質問の中心▼二

はないか

へ帰ってどう説明するかとなる

く政治の信胴の悶題ですよ︑

なか納得してくれない︒けっき

とガイタンしていた：︒

︐

部

慧 門

O

流

㊧

機釜︵東京都中央区日本橋二一六

−四大阪合同三一ビル︶への搬入

田昌一名大教授︑福局螢一氏︑矢

開催などがあげられているQ

ェクト研究の立案︑定側研究会の

白書︑文献リストの発行︑プ獄シ

事業謝幽には︑食贔照射に関する

年度︵昭和四十二軍三月京で︶の

長︶を決め︑第一歩を貼みだし
た︒

設立総会では︑雌備委員長あい

会長あいさつなどが行なわれた︒

および予算案の審議︑役員選出︑

さつ︑経過報告に次いで︑会則案

関係民間機関などに委託して行な

朝永氏ら二百九欝
口本学術会遜︵会長朝永振一耶

木栄千代田化工建設嗣社長︑二国

B本学

氏︶の第七四四会員の顔ぶれが決

欝会員の選挙終わる

まり︑十一月三十揃日本学術会戯

術会議

したがって発表論文数は︑損二

の海水︑海底上の全へータ放射

なお坂田昌一氏︵現学術会議原

が︑予算の擁力的運用をはかると

子力当別引書長︶︑福島要一氏︵同

ら希塾されていたが︑法案要綱の

であり︑藤岡撫夫現埼玉大学長は

線の管理をしていることを説明

いうかんしんの煎については︑九

され︑平和な現場の作業状況を

段階では︑この点については開ら

こんどの選挙は︑七部門に分か

亟三滋に安全授置を設け︑放射

れて二魯七十二名が立候補したの

洛選した︒

ず︑今回の法案要綱からは姿を消

な46︑この基本法のはらいとす は盛り込窪れていたにもかかわら

月下旬に発表された姑本法原案に

るところは︑科学技術の研究擢進

かにされなかった︒

一り︑このうち原子力関係では︑坂

能﹂など三十一編が発表された︒

そしてこれらの論文は報告がおわ

基本法案要綱まとまる

次期国会で成立へ
科学
技術

錫の

鷲迫っているが︑わが

目関約三十で六十六編にのぼり︑

ものである︒

で︑これまでも毎年実施している

に関する研究成果の総倉発表会

の放射能の調査研究と︑その対策

った・昭和三＋九葎度〜四＋葎聖

機関︑関係都血四二衛蛋研究所︑

学を除く全臨の関係国立試験研究

この允衷会は科学技芸庁が︑大

いた︒

放射能調壺麟究成果発表会﹂を開

や六の両日︑千巣市穴用四丁團の

科学技術庁は十一月二十五︑ニ

科技庁主催で

表会開かる

放射能調査発

ことになると島られる︒

十五年度の冠成閣糠が蕾干ずれる

になり︑今後題調にはこんでも四

段階で約一年のおくれをとること

中電は東竃︑関電に比較して調査

県知事は遺憾の意を表明
巾部躍力は︑原子力発竃所の建設予聖地︵三重県度会郡南島町

のほどほぼ終わった旨︑十一月二十三日明らかにした︒これに対

と紀勢町に豪たがる芦浜地区の約三百三十万平方好︶の買収をこ

し︑熊懸灘沿岸隔発構轡をすでに発喪し︑これによって地元側
の協調を得ようとしていた三癒県当扇は︑田中知事談として︑県

に達絡もなく中部腰回が用地買収左行なったことに対し︑四国の
慧を表明︑県としてはあく豪で独自の調査にもとづいて︑建設を

説⁝

三薦県は十

発を推進しようとしている︒また

本学術会期講黛で闘争︑会長︑翻

来隼一月二十田に薦垂上野の二
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認めるかどうかを決定すると一︑口明した︒

県へなんの連絡もなしに︑中部

地元は中電に抗議
中部竃力の加藤副社艮が謂者会
電力が青地を買収したことははな

はた遺憾である︒同社へは強く管

見において明らかにしたところに

よれば︑

噴態を避けるため努力して渚た

橘した︒県としては︑このレ仙うな

は︑酢年七月芦浜地区を建設予定
が︑地元レ︸績し合いさえできない

ｯ社の線子力発電所建山配麟画

地として荏式に決定して以来︑南

のともいえよう︒しかし柵地費収

島町の漁難紐合などの強い反対にという状態がこの結異を招いたも
あって・一年数カ月の間晒櫃に乗

置引職撫鍵 謝 謝 勲 賑 羅
望があったので・局獅牟幽幽修るもとづいて︑建設を認めるかどう

予定の一年お

かを決める方針である︒

解⁝

には用地買収以外にないと判駄

し・ゑ重県には箏後承諾を得る形
くれで完成へ

地元住民も融外に冷都てはある

中部電力の用地買収に対しては

で中電単独で用地買収を進め︑わ
ずか一カ月でほとんど完了した︒
ヮ精ｿ格は一二．一ご平方贋織り

⁝ 斎 五 ＋ ⊥ 薔 六 ＋ 阿 で総画二二が︑蒲欝の翼組含は圏発建設

ち入り調査家でにはまだ時間がか

を行なっている︒この情勢から立

一一十七日にも中蒔塞社に薄し抗識

憾露千万門ていどであり︑十一月にいぜん強硬な反対態幾を示し︑
}ご臼現在までに九五％が買収

ずみ と な っ て い る ︒

ﾜた︑畝接交渉した理 由 に

がΦ難峨を続ける用地買収の解淡一

の糸口をつけること⑭土地ブロー一区の発電所建設と闘連し︑輯野灘
㎝
力iの動きがでてきたこと囎腺予沿洋開発建想を発蓑し︑事業費六

町の町罠選挙が来年二月に行なわ

来年〜月には県の熊野灘沿岸開発

力発竃所誘致に賛成している紀勢一十七恕円での道路開発②港湾開発

ってもと思って決行したもの︒

れることなどから︑多少波風があ

に対し︑学術会議の資格審査を経

みて︑安心した鎌子だが︑地元

していることは注国されるQ

と︑やはり頭がイタイらしい▼

団の投調りを明確化することにあ

と研究成果の利用健進に果すへき

が投禦したもので︑二十七日から

た有権者†四万三千一二百三十六名

え︑法制局で成文化したのち︑来

μ学の発展の墨盤爵

また︑臼本学術会議との関係に

しないはずた︑といってもなか

安全なものでなければ倒が鳴禽

総理大臣の絡問機関である科学

ついては︑

管理会総会で硲定したもの︒

開票を行ない︑三十田の中央選挙

調資の中間嬢告が行なわれる予定

N県当局に鮒しては道麗的

り︑自然科学のみならず︑人文︑

成に関する撃項についてはあらか

ることになった︒

じめ日本学術会議の惣見を微する

年二月ごろ開会中の国会に提出す

合的かつ長期的な計画を策定すへ

社会科学昂も対象として︑国が総

技術会議︵議長佐言口相︶は十二

この鑑本法制定については︑原

眉一日午前︑戯相官邸で蛸十二圓

子力関係の科学技術棊本訓画を策

態麗で進みたい慧向である︒

本会蹴糸蘭き︑昭和三十六年から

なので︑それを機にはっ回りした

⁝重め十・もあるレ

反対地元罠の中には一蔀にはあ

うであり︑ 蕃議していた﹁科学技術棊本法﹂

もの

衆の了解と地元民の説得につとめ

るが︑了解巻得る衷では糟密調蒼

を行 な わ な い Q

きこと︑科学と技術との区別をや

せている︒

なお新会員による臨時総会は︑

定京たは修正するさい︑原子力婁

など霊要な諸点が含深れている

め研究そのものを対象としたこと

として︑関係をはっきりさ

の法案要綱を決竃︑藍田爵絹に筈

文化されることが︑岡委員会側か

嶽会の意向が反映できるように明
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⁝

紫る鱗響蝋と総繍と勧鱈とを版め

ソ連でこのテーマのシンポジウム

駕はアメリカで︑一九七Q傘には

のコースも日本入エアホステスがお供します。何の

ρ
一九六八

た源稿ができあがったのである︒

◎

堵

エキゾチソクなコースで凱、

欝講を行ない︑ 三文で八千論卸量越一ルケービノチ教室から︑

層に科閲し得る鱒能牲を理論的に

テーマが予足きれている︒参加お

●お好みのコースをSASて飛んでください。いずれ

る︒狂気性〒検層法・この右法一 もっと低い原子器号の元集の検

琵出しつつある︒

MHD発電会議で

来年七月開催するため

参加者と論文募集

国際原子力機開では︑経済協力

開発機構︵OECD︶と共催で来

ストリアのザルツプルグでMHD

年七月圏日から間八日まで︑オー

開催することになり︑参加と講義

発電に醐する髪際シンポジウムを

このシンポジウムでは︑MHD

の藤集を行なっている︒

発飛に要する燃腿の物躍的盤貿︑

動力への叫喚過程の研究︑M荘D

発電の液体金属コンバータなど九

よび論文提出の申し込み締切りは

十二月十四日︒原産国際課豪でQ

︸九六二年九月差ニューキャソス

なおこんどのシンポジウムは︑

ル︑一九六四年七月のパリ開催に

縦いて三圓目である︒

影

けびΦ

ご①90

したもので弧
②il本からのも）ひとつのルー1は趣錠わり
ごら
んのように東南アノア・中近東・ヨーロソバを晶ぶ

らの研究︵私が代って講強した︶

編発送された︒これはさらに︑

蹴はこれに賛成したことをつけ加

を開催することの提案があり︑一

る遮中轡子を使った放鋤化分析

けげΦ

②羽田から北極をこえてわずか16111間
コペンハー
ゲンからは二一ロソバ・アメリカの各地へひと飛び
です。この北癒空路は、S，1 Sか田界で初めて開拓

で︑ヶリプトン85のベータ線によ はソ連から九編とアメリカから一
る方法である︒さらに擬業中の連

使用用分析機器︑②襲験寮および

その富谷は︑①英験簗および野外

ユ

日米科学委員会の主催で︑さる

エネルギー変換に関する会臓は

の田図雌臼講融会﹂を開催する︒

ネルギー変換に関する米囲視察聞

田区代官町の群学技術館で﹁エ

二月十五日午後一時から康京千代

ギー変換懇話会は共同蜜催で︑十

日本科挙技術振興財団とエネル

十五日︑科学技術館で

エネルギー変換視
察団の報告講演会

マ

えてお知らせしておきたい︒

る論文が八編あり︑ロ本からは大

ソトープ装備機器︑③天然ガンマ

野外議題に用いるそれ以外のアイ

③中舞子放射化法︑④中性子寿命
野が高精度のガンマ敬乱叩繊展罰

①nln法︑②nーガンマ法︑ このほか求分書・鴇度刮に関す

の研究ぷ発表し︑彼はまた仏野に

広が︑厚さ淵や粍度副に関して数
法の四揮墳に分けられる︒この最

代って︑地層の部分的収縮の測

貌測定に謝算畿を組み含わせた方

編允衷された︒

後の方法は︑申憐子発生答から瞬

およびガンマーガンマ検層︑ゆ中

閣的に放射された申牲子が︑拡散

日干検層︑⑤機器のもっとも澗当

な組み合わせ便用法︑⑤追跡子

︸が︑仏︸人は︑一︸十五田からクラ 西堂︑などがその概要である︒天

法︑⑰総拓︑⑧王AE五に対する

一コウにおいて器護るパネル討 然資搾三二という仕溺の馳囲は︑

シンポジウムは盛会慶に終わった

探査︑分析︑倹層︑採鉱︑採・仙︑

十月二十工日の夕刻おそく︑この

選鉱︑二選︑原料調整などを包括

が周囲の地固莱件の影継り炉鏡敏に

受けるという原理にも←ついてい

論会に出肥ずへく︑響日事務局で

量る豪での爵閥−討数曲線の形状

して数ミリ秒の閥に自然d数値に 定広とその観測紬果を発表した︒

核科学が地質
調査へ進出
地域︒採鉱︒採痴に関しては︑
第六から第九セソシコンで二十七
る︒中性子機層法は︑中穫子緑の

鷹慰したハスに十二凶の代婁の人

討論の結論をlA
EAの活動昌標に

している︒

ほか前詔の叢近開発された小形尭

ったのである︒

九月十六︑十七の両日︑米囲ボ
前述のまと豪つた竹輪は︑IA ストン市で開催されたもので︑わ

二︵爽大教授︶ら八名が二二︑エ

EA拍自爆によってよく雄こうさ が国からは半騨を代長して向坊二
れ︑各国代表が校閲した上で出版

しく述へる紙面をもてないことは

原子炉中の熱中陽子による夢反

o協
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参加した︒豪た︑加藤装置は同国クラコウにお
⁝

⁝
編の論文が発表された︒はじめに
アメリカのティトルとソ遮のアレ
クセーエフの総論的講演がなされ

た︒このよろ薮学岡を澱近Z5？ 生彩ル用いて行なわれている︑さ
げ即擁08℃上砂

．・は︑

各国代表が討論会

に用いられるが︑六ーランド

辻と同広し︑広い平野の続く三酉
o︒︒とよんでおらに︑雅ガンマーガンマ法はウラ
ンなどの高搬旧藩胃の元講の検層 魯の道婬毒南へ轟一時閲近くも走

り︑その内覧は︑捗科学的方法
によって地殻の岩石中の化孕組
成や地層の瞥質を調へる学闘と疋
蓋したらよいであろう︒これを行
なうためには萩ず試掘孔を掘り︑

ネルギー変換研究について米圏の
この分野の研究はあ選り多くはな

一AEA工業課の今後の活動図標状をつぶさに視察してきたもの・

趣意であるが︑この鷺要な化購を

される予定である︒この内餐を詳

いが︑皆さんのご協力卒得てまと

資源開発へのR一利用で

︵ゼ︒αqσqきαQVμ午行なうのである︒クラコウは凸の凶都で︑慰しく

め上げることができ︑一応形を整

計藩荏鋪写して︑いわゆる検脳

応用部寄縛する瓢強熱余大学があ

鹸かな摂都てあ・萄．ここに倖暮学

科学者と討論を行なったが︑かた

京ず化学曲玉︑伊上へる方法ル天

ネルギーは︑その同位体に固為

しくなるQつ豪り﹀＼＞o睡・ ベクトルで︑徽斑不純物として

サイクロトロン︑ライナノク︑

法が研窺されているQこのほか

わら︑米剛におけるこの分野の現

工すると︑1融然放射能楡︑層法︑

の強さは︑放射性原子の数に比

の値をもっているので︑賦料か

いる元素が何であるかをも細る

ノ︿＼づOとなり︑この関係か 認純度アルミニウム中に奮象れ

おり︑元素によっては十のマイ

応がもっとも営通に利用されて

ベータトロンなどの加趨器を用
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けるパ尭ル討論会門天熱資諏の聞発におけるア

概翌である︒

E下プ の 題 に ・ 鯉 蛋 下 は そ の ⁝

ワルソー市におい て ︑ 岡 際 原 子 力 機 関 セ 催 の

⁝﹁幾におけるア・ソ←落欝﹂・題
ｷるシンポジウムが開催され︑わが国からは東
⁝遠大学教授の加藤正夷弓ぷほじめとする五氏が

日本から五論文提出
綜

成が一定であることが醜提であ

鉱工業でのRI利用機器
よう︒しかしこの短かい文章で
り︑中性子放射化法は組成分折も

﹁鉱工漿におけるアイソト︸プ
は︑到純全体を警くことができな
装 備 機 器 ︵ 勾 鉛 eo筋08℃の摩
可能であるが︑高価であることが

︸コ

剛詳α鴬︒αけ弓︐ いことをあらかしめお断りしてお
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クトルを応用した分析法はアメリ

難点である︒メスパウアー・スペ

低原ツ丁番ロ写㎜奇霊系

このパネルでまとめた線に沿って

精韓の収集・報道を行なうほか︑

とし︑この技術の一層の開発・利

ランス︑オランダ︑スウェーデン︑

ギリス三名︑ポーランド五名︑フ

用を国連加盟鴎に勧誘するために
そのテーマは﹁天然資源の問発

謬ることができた︒パネルの出胤

におけるアイソトープの歳用﹂で

省はアメリカ四駅︑ソ連三名︑イ

この方法が凹いられるが︑間接に

てパネルが行なわれた︒

為用鉱畷物の操査の亭がかりとな

り︑その会議鰯て聖日闘にわたっ

メノキ厨の厚さの連続測定に関す

測に関しては︑軸鉛メノキ鋼板の

の天然の放射枇鉱物の搾査は当然

ビソキー︑イギリスのヶレイトン

うのが勧告のあらましである︒

援助︑指導をも行なうべし︑とい

ウラン︑トリウム︑カリウムなど

およびフランスのマジョリナの総

ソトープ︑日本各一名であった︒

西独︑デンマーク︑凹連︑ユーリ

つぎに生鰭工業における応用計

カから一編出ただけに止まった︒

論的代蓑撫鋭が行なわ3エた︒とく

ーキングペーパー亭提繊しておか

あって︑各代表は︑あらかじめワ
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儀終日にはポーランド代表のエ

る鋤へ同も多い︒とくに石油の探査

︐︑多影多多

五ロ闘まったく休みなしの至心な

に箱幼である︒また地殻変動の履

・多多

ねばならなかった︒わが団では︑

るものが工編あり︑フランスの研

多

究は︑トリチウムの鵠鋤輻射線に

．

にクレイトンの論文は︑この力面

多多

の最近の進歩をよくまとめたもの

．

歴の研究の手段ともなりつつあ

であった︒第二から第五のセソシ

例するので︑薫還のわからない

︵ラシオアイソトープ︶の放尉能 同位体か一9放出されるγ細のエ

を定滝するのに︑放射化分析を

ら放出されるγ線のエネルギー

れている微蹴元素や不畑物元素

最近いろいろな材料中に含ま

多ζ ︑ 孝 二︐ 孝

よるものであり︑他の一編は三輪

第︸セソシコンでは︑ソ連のサ

の分析も実用化

︿窓口αQΦOd置唄ω冒ω︶﹂ときにい︒
λ︶シンポジウムが︑十月十八日か

題 す る 園 際 原 子 力機関︵！AE
ら羅臼踊︑ボーランド隅ワルソー

帯の文化冨殿︵勺p揮︒ズニ艮ニ
リ︿︶において開催された︒この
建物は︑ワルソー市の申心地にそ
びえ立っており︑いくつかの会議
揚のほか展小鳩・図轡餌などかあ
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コンの前半までは︑放射線による
元素分団に関うるものであり︑と

くに︑頻光X線分析が七輔も台ま

元素の試料があるとき︑これと

標準試料をつくってこれらを同

同じ元素蚕羅W︒のわかった がわかると︑もともと存更して

応朋する研究が行なわれてお

るいは産業の分

り︑いろいろな学悶の分野︑あ

図は原子炉中の麟中性子で放

ことができる︒

原子炉からとり出したときの試

暁に原子炉中で放射化すれば︑

献をするもの

野で︑穴きな買

と予想されてい

︵純度九九・九九％︶のγ線ス

射化した蕩純度アルミニウム

加速器利用も可能

の比は︑それらの煎温の比に駈

料と襖輩試料との破鍋鮨の強さ
るG

いろいろな元
素の原子核に︑

のような粒子を

中性子や亜陽子

ているクローム︑アンチモン︑

ウ

スカンジウムからできる雲際性

一一射化分析︵その一︶一
反応がおこり︑

ら来知試料の蹟愚Wを知ること

あてると諏子核

その結果多くの

ができる︒

ナス十二梁鰯︵十兆分の一鶴︶

子ができる︒そ

同位体のそれぞれに︑固篇のエ

楊合放射性の原

放射化した食料の害獣能を測

棚

攣

いて︑策陽子︑X線などによる
核反応を利用した放射化分析を

多多多雪︑

︵都立R浬研寵所小林隅敏︶

行なうことも可能である︒
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り ︑ そ の 他 は P AS︵℃o貯訂α
の購務局・研究璽 に 使 わ れ て い
る．この宮殿は︑ソ連かわ蜀贈さ
れたものであり︑その外観はモス
れており︑このなかには︑日本か
ら今村らのセメント原桝中の鉄・
ケイ暴・アルミニウムの迅速分析
長躍︑および榎本のプロメシウム
を用いた高精度の分祈法の二編が
ある︒これらの方法は︑携帯用分
析妓躍として鉱石などの里長分析
に︑まセ工場における連騰分祈に
用いることが主なねらいである︒
また︑アルフ︸ノ綴でX線を認起す

ることによる低原子藩りの元素分

すべ

・塩素など弟誘むガスの分析の可

折が実用化されたことや︑イオウ

きことであろう︒

能性かボされたことは︑汁

法のうち︑石炭中の灰分の分折に

して︑生成する
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うに仏には思えた︒

各麟から提餓された論文は六ナ
編︑場加者は駒三西名であった︒

このうちわが国からの提出論文は
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今村︑大野︑擾本︑森の四氏であ
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ばれる小型の加点雛が市販きれ

る︒最近︑中盤子発生装烈とよ
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放射化分析には︑いろいろな
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になり︑原子炉設置点で︑さきの十

五カ所︶④零物︵十一坪半︶①そ

道路︵約四面八十凝︶⑬釜礎︵十

鎧地︵約六三四†平方凝︶②取付

平歴軽愚

急いでいるが︑現窺のところ手腕

璽面ないし譜面会禽して作勢を

ので︑ヒつの分科食にわかれ︑毎

バーが多くへ田上の内容も膨大な

万円の設計料に網当する分を十四

画はその第一次分として三億五千

四千万円の設讃料を期するが︑今

るには三十一ヵ月の日賦と十二億

な点は︑全部の騨細雨認を完了す

このたび重重の合煎徳脇κおも

さしあたり偲規繭了の婁員から十

ることがあるので︑これに備えて

よって聴別の出門知識を必裳とす

の結果︑間審査会は二百の内容に

日その後任について雛議した︒そ

るので︑原子力盤殿会は十二刀九

たし濠す︒いうまでもなく︑

これは︑ひごろ原子力平和利
用の研究開発に従麟している
入が︸堂に由緒って新郊のあいさつを交換し

山雨の懇親を深めようとするものであり濠す

から︑関係者はどなたも嵐由に参加でき豪

⁝二

二一づ

一づ

轄謁

一冒開

膚＝

隔＝

圃＝

叩︵火力または原子力の二薗六十

多 玉 多

す︒どうぞご雇用なくおいで下さい︒

一二

子燃料試髄所研究員︶フランスの

甲野啓一氏︵隙聖画擁製錬藤原

の予定︒

月十悪発渡英したが︑帰困は年兼

R訓練﹂ースに参加するため十二

長︶英国原子力公祉の錦一団AG

片山三郎民︵古河臨工原子力課

行く人・来る人

れているもののようである︒

蜜全性が醤査される揚合を需慮さ

ったQこの二名は近く鳳子力船の

つの空席を碓保しておくことにな

九名たけ奄再任することにし︑二

艶本原子力慶当会三

昭和四十年十二月

六一〜二癒︶です︒

京ビル内︵電鮎山ハ山鳩三続〇七

橋本町二⊥パー閥大阪含薄束

す︒場所は東京都中央区日本

￥¥日から業麟を開始し関

局に電子罰算機翌を斬塾し︑

日本原子力産業会講の購務

お知らせ

ししなけれはならないような点は

いうもの︒これは現関原燃には︑

任期満了の安全審盃白玉

多

へ

出ていない︒

この関係の予鐸として約四億円の

力刀で完了するように契約すると

炉物理関嫁︑熱機械鴎係︑環麗関

債拐負撹行為額⁝がめるたけなの

なお妬二十一部会の七分科会は

係︑燃材層関係︑炉物理・燃材料

で︑これが志ま嶺てとなったもの

なおこれによって今月中に醐田

である︒

がすみ︑引高ま残服の契約が継統
して締結されれば︑昭和四十三年
麗ごろ全部の設計を終わるので︑

残るところは正式心惑たけになっ

帷子力螢員会の原子炉千石尊門

多

なお︑この小婁賃会はさらに︑

ホンテネオ嶽ーズ研究所に約十力

錯三回共催薔連

刀間留学冨勾ため十二月十五日腐
発する︒

R一会議懸盤

難処瑚酷梁物

一時限雌︑プラント建設グループ

産︑保健物理グルーブニ十臼年隅

ニ十二日午後一驚騒騒

二十五日号は休刊

川獺のように︑この十二月十五

二︑一一一面にコ年の回窺﹂を蒋照

日娼を昭禰四や無の最終弓とし︑

は休刊し︑新隼り︵一刀互日辱︶

し濠した︒したがって二十五日刀

￥18，000

館に必備の轟といえますのて，ご購読をおすすめ致します。
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Analyslsが全15巻の予定て，家年初めから毎年3巻の予定で刊行され始めます。
第1巻から3為まては，化学の諸分野て広く使われている一般的技術について詳述
され，第4巻からは，製品個別および各原材料別に，元素，化合物，混合物をもふく
め記述されます。あらゆる分野の工業技術者，それに大学図議i館，鼓編輯係麹門図書
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係︵放瞬轍︑気象︶プラント閃

︒熱機楓をとり濠とめた幽囚関
係︑耐腱関係鱈である︒

詳細設計契約
に両者が合意

とができ︑訓画ど諮り確和四十六

その後の建設に三力年を見秘るこ
隙子燃併公社では︑建設二塁中

理能力をもつ再処理プラントが運

離中ごろには︑一日○・七飯の処

原燃の再処理工場計画

の使柵ずみ燃特再処理二丁の群細

会十三名の委員で

ン祉に依頼の交渉をしていたが︑

設計について︑かねて仏サンゴバ

転を開始できることになる︒

毎週二〜三回ずつ作築

たQこのため十一月二十二日来臼

讐査会は︑三十薇の婁貴中二十一

子力委員会線子炉安全尋門審査会

なわれているが︑婁員は二班に分

第二十一部会の十三磁の婁員で行

して折上していたサンゴハン拙の

十九名を再任内定

かれて十一月二十七田と十二月五

名が十二月二十三日任期を渦了す

このほど最終的に慧貼が一致し︑

盛梱幅二号炉の安全審査は同下旅

安全審査は七分科

を来年三月までに建設する︒

鉄澱プレハブの禦務所酉八十二坪

建設私務所新設工事

は終わるヤ定である︒

建設費三分の一を米輸銀に
臼本原子力発電では九月中ヤ日同祉敦置発竃所に米GE祉の沸騰水型操用を凋めてから︑本社と現
地で駄々建設酪備を屯めているが︑建設費三百二＋偲円の約三分の一についてワシントンの輸出入銀
行から融彊を受けるため︑十二月十四臓︑蝋体附な予佛折丁に笹藏副祉長を派遣した︒一方同炉の安
全毒査も陳子力委員会の源子炉安全専門審査会で︑急ピノチに進められている︒
最近電力中央協議会に提幽された各日の発日訓隅によると︑昭和五十年度豪でに各祉が蒲二塁驚の

原子力発電所は︑麹ニや益︑轟力一千万KWをこえるといわれ︑昨無の僑寓を・きく上田っており︑

ζの情勢のトソブを切る原竃
字縛表面から下方へ重曲に約＋噛

束京織力︑関西電力の体制盤儲と驚歎って︑ここ数ヵ月の急霰な原子力発電秘極化が注騒される︒

敦賀霧雨駈の現地の建設鵬備状
癖の竪穴を掘り︑その底部からほ
の他の工雛は︑敷地艶地の表面依

況は︑原日本祉への報省による

上げのほか全部完了︒来年一月来

日帰賑した︒

二髪二萎ーノ多 玉

後一時まで︑購携局で開催い

ゲルシュ契約担当虫役は十二月五
ま虻この二十一部会は合繊メン

﹁

日現地を祝察した︒

づ

われた︒この報告麟は原子力発羅

万KWを含む︶に達している旨の 絡会議十一 月二十三日午削欝欝原
産︑RI会議括任委員会二十三日
の検甜︑核燃料の儒給などの実葡 紹介後︑集聡︑閏鷺の灘徽状況が

の経済性︑原子力農博の開発規模

原品や中央三浮力の建識訓圃の具

原子総力研究会

報告された︒とくに関電は︑燃料

次いで各聴力会社の原子力発慰
小願掛長には郡会長の指名で︑

午後一時半懸鯛

と兇通し︑聞題点などを調査︑と

おり︑来年五月の電源開発調整審

の協力を出て注文の鵬備を進めて 処理グループ十七日午後一時原
阜川小委員会と田中小委員会は緊

囚十五年十二月濤戚を予定してお

謙会の謙を経て︑十二月に渚工︑

や誕約の進め方などについて原鷹

密に連絡しながら作業を進めるこ

り︑炉型は軽水炉と決めた︒窪

しを立てようとするもので︑今後

その一環として︑原子力入幕供給

とにした︒また計画小藩貝会は︑

臨画として︑各祉が電力中央協議

体陶進め方なども検罰し︑一月中

を年内に田行いたしょす︒

耐
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工業分析百科辞典

一

りまとめ︑原子力発蠣の供給見通

原子力消長︶平塚正俊︵住友原子

た︑最近纈井県と道路拡蠣の契約

酬会長︶大堀弘︵躍発剛総裁︶田

力祉長︶小川彰︵長銀専務︶節線

小蚕員去の作染の前提として取り

もてき︑整備はほぼ冠了している

慰麗省の総合エネルギー調査会

ノ門團立教胃会館で開かれ︑昭和

泰︵世界石拙会講田内委員会堺務

なうことにした︒

上げた讃条件の再戦謎を早急に行

中鷹治郎︵東中常務︶今井桑材

蚕十五隼に麗業禽理化審面会原子

局長︶の諸氏が就任したが︑第一

原子力部会爆睡小婁員会の第一回

力産業郡会で策定した原子力発電

回小委員会には小耳員以外の隷子

叡ず総含エネルギー調査会諮給

会に提出した非公式資麟を総聾す

力部会姿鍛も嵐馨した︒

部会の原子力発酵供給小田幡会で

旬ころには長朋計劇の貝鞍合壁甜

めた︒

田巾慎次郎氏︵発朝日新聞論説副

ると︑昭和五十年度までの讃工分

直

作成中の綴寒極について︑早川同

︵興銀翻頭取︶石原武夫︵蹴連 小吏員艮から中劇的な説明が行な 墜二十鮎一千二薗二十四万一千K

に入る︒

窺幹︶が︑委員には正宗獺皐夫

との帳簿があった︒

開発の雄進と認整などの審講を始

︵原理理堺長︶瀬藤象二︵日本

1暉1

長期見通しの再検詞︑漂子力発電

会倉が︑十二月六日午後︑東琴脚

■■塵

受電開始を予足している︒

4誕

藁

来春も五日事務局で
日本原子力勲業会識は︑毎年白
蝦に原子力関係蚕の名刑交換会を
開いており産すが︑来年も︸月五

多玉

日︵水︶午前十一時三十分から午

二

▲

ぼ束西二方向にそれぞれ監督の横

この掘削はほとんど冗了して︑餐

激地内水田排水工策敷地区域
髄＝

一＝

■＝

〜萎 一

π，

と︑大要左の通りである︒

子炉識躍点付近の塾礎看盤の状態
種テストの藁備中である︒

内平たん鄙の大半約四万五千平方

づ
φ 二面
玉

十二月墨差でに
一多多一

写

基礎岩盤調査工購鉛一次11原 穴を掘って糧盤状態を調査する︒

を精査するため︑曜処最約︸日脚†μ期

取付道路工事県道の浦底終端

耕水工瑠を十月完了した︒

競は水田のため︑これを発地する

の十字薄を掘った︒この工瑠は四

当分を含も延長約五葱七†齎の道

から発電齎敷地内の構内遁路取付

敦烈市松蜀に建

て地層の働醐がきわめて明磁にな
路を改良構築する工那︵県遺と阿

種測撒は十月発了した︒

設する社亀などの敷地に関する各

用地測回書購

十卑九月終わったが︑これによっ

り︑安全であることがいっそう明
じ塾員で六・五弼の砂利道︶を十

Φ敷地

らかになった︒

長田用変慮所新屋工藩

構築物社宅関係地髪三三工雛

社塔朋地などの地質欄賓は実施中

冷却水路︑岸璽︑淡水取水地点︑

敷蛇伐採工寧

の淡水取水地点を残し完了した︒

二

＝

原子力部会計画小委発足

小委員長に田中氏

多

参加自由

難紀伊國屋書店

響胴魏贈鑑

東芝放射線株式会社魏霧鶯響禦磐

≡．，≡≡≡
…≡
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…翻

弔
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複雑な工業分析法を広く詳しく集大成する

原子力機器
放射線機器

月冤成した︒

原累日駕発蹴剛建殴激地の華備工寮進行状況＝11月末撮影

鵠㎜

聾

輩

田

第二次隠正式滋工を控えてさら
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聞
新

彰塾︾

が︑了しい十年の野

霧．

⁝響旧識鱒
日本︑欧州原子力
機関へ準加盟なる
▽一日︑武汝践光氏︵前科技ケ
宮房秘渥課艮︶︑原子力局次長に就

任▽除船饗業団︑原子力第一船の
入札を造船七社に裳講▽東北腺チ

力懇畿会︑東北七県のRI潮脚調
費結果を発表

▽一百中部竃力副社長の三田

▽＋口腔築斜画会議︑引回へ

▽十一日

米AECと英AE

原子力発電政策の磁立を致塑
A︑高速炉の技術情報交擾協定を
政厨︑欧州隔子力機

更惰

︵二月二十三日OECD理囎会て

▽十二口

罠雄氏逝広
▽四日 冨士電機﹁天然ウラン

関︵温NEA︶に藁加盟を決冠

六翼長禽聞⁝催

黒鉛炉に関する捉島﹂を公表▽麗
染構造番議会除子力麗業部会の第

原論︑紬井県敦賀市に

▽二十一日

嫌研︑狙線改正に

▽十九日 鴛・サエランドEN
EA事務局艮来田

脆業笑態調査の報告盤を公表

平職利用P㍑センターと襲催C︑
原子力講演会開健︵申電ホール︶
▽十八日 原匹︑鋤五圓原子力

．小認︶
︑
▽五日 恥融開発扇掛笛議会︑
新電力長期同轍を決定︑原子力は
▽十五U 第三圓原イ力就禽シ
四十五無熱までに憤三十七万KW ンポシウム開かる︵学士会館︶
の温潤設備を元成する
▽十轟ハ日 中原懇︑山・部頻 †力

▽八日
連絡癬を開設▽米︑ドレスデン第

二発電所建設にGE社が受注

一AEA総会︑東京で開催
無の決議聚を妹択︑エクランド
事固唾艮を再選して議禦を終っ
た︒その間︑ソ連などから枚兵

麗使用弊止および全面軍縮に関

十三日

軽羅識＝盤

葦子力恒業部会に

葡川島播膳︑原

十和

▽十九日電源開発調難冨︑四

錦部を新設
▽十七日
通歌口の総合エネ
ルギ；調査会法案︑衆院で可決
︵六月⁝日参院可決︶威翻する
▽十八日 日本源子力価及セン
ター設立発起人会

▽十﹂ハ阿口

︵ハマゴムホール︶

の放射線化学に関する講演会開催

▽十二日 衆院︑科技物に動力
炉潴発小委︵委員長管野和太郎
氏︶を設躍▽参院︑原子炉等規制
法の敏正法案を可決︑成立する
▽十四田 P︒レベソク氏の仏

瀦灘雛．毫

川澄

よる新人箏を允令
現行拙のもとでは持てぬと統一見
▽二十三日腺産の鍵層協力委
解をたす
に日米︑日仏両協力鄙会を設置
▽十六田 島村武久民︵前原子
▽二十四U 通艦省︑配構旧宅
力局長︶古河碓工の欄間に就任
エネ部会の第一晒罵給小臣を開催
▽二十日 第二回理工学におけ
し︑原子力発蹴供給分14会︵分科 る同位元素研究発表会開かる︵東

▽一

▽二十∴ハn口 脚木原 十三刀酬†心諏の筒

講画︑園麗化の二小委を設置

荻城県除子力審議

◇

●

■

O

●

に

鴫

癌響

譲織灘螺
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驚難蟄．皆

叢繍錘嚢

PWR燃料体

壱逡翼長轟
転換期の 苦 悩 と 芽 ば え
動き出した原子力発電計画
開発十周卑を迎えた一九六五年の原子力界は︑次の新しい十年に向かって大きな曲線を幽こ

うとし︑そのための体制整轍の努力と薔悩に終始した︒

転換期とよぶにふさわしいできごとはいろいろとあったが︑中でも昨年から始められた動力

七月の中割結論︑ワーキング・グループによる検討︑海外赫査園の派遣をへて︑審議はようや

携開発懇談会の審議は︑次の＋年︑あるいは二＋年の開発のレールを敷く璽要な仕事であった︒

基本広の自主開発の情神に戻ろう

く大鵬めに近づき︑来年はその結論をもとに長燭計画の改訂が予想されている︒十周年認愈購

演会で編綴原子力婁員が呼びかけた

饗理念として打ち樹てられるかどうかの山場に毘し韻っている︒

腺鍛集海淵が試験発鷹に成功し︑いくたの障魯を克膨して︑鴬条西境閥近かにこぎつけたこ

する決議案が出されたが︑英な

原電︑爽海発電所

漏人︶▽第山空調河果京囲一際団地山小h巾︑晴

勇水陸迷腐機物冷却炉︵HWOC▽一一十一日

を設蹟▽米AECと加AEC海
Lで︑
闘催

どから︑これはIAEAの権限会昆早川淳一民︶など十一分科会
り︑結局両案とも犠歳を延肥す

外の間題たとす．⇔反対撮案があ

で保障娼罐改訂案が謹められる
▽二十六日 政暦︑青木均一︑

ることになった︒メンバーのう

議長︵向う

ち七里国を改選した新理欝会の

武藤俊之助両氏の腺．†力委就任を

で燃料装入を開始
R︶の開発で研究協定調印
▽二十五目IAEA︑理事会▽二十二日 聚院︑原子炉嬬規
制法の敬正活量を可決▽原研︑材
料試験炉の起工式

員会を設けて審融を進め︑一九

c警行政薙潔の二四

法眼在オーストリア大便が選出

隼間︶には日本の

六六年度予算案︑保障措娯新現

は伍朋満了︶

十年度懸源開発棊本訓画を決定︑
原チカでは原電二廃炉が組み入れ
られた
▽二十日 古河電工武山媛究所
が完成披欝
▽二十一日 原産︑第十二回通

試食試飲会も開かる

常総会を闘催︑照射食品等を巖示︑

▽二十二日中部の原子力利選

▽一一十五日

言開かる︵伊勢会館︶

用を決定

会地鼠整輪部会︵部会長後藤武男
氏︶︑中山報奨を熱し︑政履へ実
現を襲請▽英︑ダンジネスB発電
所に改良ガス冷却炉︵AG況︶採

︵案︶を提示▽原電一号炉︑全燃

▽二＋七日カルテリーリ函独
科学研究省次嵐︑わが鼠原子力崖
業葬と懇談︵東京会館︶▽原子力
忍会︑第七回影取詮会を開催
▽二十八日 隙子力委︑動力
炉懇談会で動力炉開発の噛め方

料の装入を完了▽隙子力酋及セン

▽ヨ十日 野物︑米W11社と同
GE社へ鋤二発電所の兇讃り依頼
書を発送

騰雛騰藤

鱒講
讐Y聯

勲騰綴灘鵜飼灘嚥撒憾灘鞭

欝欝錘藩
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錘嚢峯
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?響欝

搬曝鐸

蕪蕪零

鞠轍覇購糊淵嚥侭琳燃調戯一一㎜繍欄鞍

とも特配すべきであるσ同時に︑厭聡二号炉の炉型が決豪り︑それにつれて各員力会社の体制

整備︑発電溜霞における原子力のウエイトの増大︑特殊核物質民有化の方針決定など︑電力側

の原子力発鷹所建設気構えがにわかに圓票ってきた︒もはや前燐酉刀KWの試験的開発の域を

こえ︑本格朗な原子力発電時代の到来がひしひしと醸じられる︒

施設の充実とともに︑研究開狛の芽もようやく吹きはじめ︑動力試験炉の国脱燃料装荷試験︑

材料試験姫圃麓の進行︑原研高蘭研究藤の研究成果︑フランスとの研究協力などが進展した︒

原研の各研究姫や蕪大の関西研艶炉が順調に動き︑各毬の契験研究が軌道にのってきたことも

無視できない︒アイソトープ刺用の分野でも︑放射線化学を愁心に︑研究開発体制を整える大

きな動きが見られた〇

された︒

発令︵石川〜郎︑兼三界九郎画境

則などを承塾したほか︑海水脱

談会が初会禽

▽二十八田原麗の食晶照射懇

でに中綴答申を通薩大臣へ提出す

速炉分科会で米︑英︑ソが揚州発
表▽遁一二の総禽エネ部会︑総合
エネルギー政策について来年秋ま
受償▽ユーラトム︑原子力発電の

襲知科技庁艮冨︑衆

議川協定に調印

事を開始
▽十四日

ることを決定
虫︑M弟一回申央原子力

▽十五目通配省︑原研の動力 ターゲソト・プログラムを報告▽
試験炉︵JPD汎﹀の運転を愛慕米︑ナインマイルポイントの本工
▽十六日

鷹業会議︵BNF︶年次総会

睨科技特で源子力推進の自衛艦は

東海炉︑営業運転間近に
を待って︑無末を囲標に営業運

パキスタンのアリ博士

三菱原子燃料

一方︑過搬周の悩みというへき現象もいくつか見られた︒再処理工揚の建設予熱の難航︑原

電溶∵：渥障・舳諦．晒溜 ．謙浸り

溜糠欝滑磁

原研︑材料試験炉
発注で五αと調印

▽十七日 放射線答議会︑運輸
大当へ原子力船の放射線押韻防止
に闘する技循盈琿の制定を答申▽

わか国最初の営条用

原子力発電所1日本原 転の準備を進めることになっ

東工大の原チ炉工学研究所︵駈長
武田栄一氏﹀が開所式
▽二十二目 原子力学会︑四聯

子力発電の東海発雌所

け︑総工費も約四薗五十伽円と

建設経蔽を生かすことが各方面

万六千KW︶は︑十一月十日午 が︑今後はこの蕃難の多かった

千KW︑電気出力十六 当初予算をはるかに上回った

型︑執出力五十八万五

︵天然ウランガス冷却 建設に讃手して以来五年余をか

た︒出発臥所は三十五年一月に

円蚤の設雌を決定

原研︑材料試験炉

▽二十三日 佐膝尚造工会長は
原子力船建造で原船禦巣団と為川
晶播幽狐工が秘画に入ると発表
▽三十一日

の発注で五グループと調印

盤説話灘溜噸︑蹴

削零露瓢十五分願望の初発電に

から期痔されている︒

六万六千KWの全出力運転後に

GECからの引き劃しは︑十 タ〜理那長に岡野保次郎氏就任

成功した︒この歪力は同四十分

圧同調の後︑暁の関東一円に流

もようである︒

なるので雪嶺中ごろ以降となる

虫地銭三浦変電焼に送られ︑電

されか．が︑以後なお試験発電を

エジソン協会総会で﹁今や判子力

▽米︑シーボーグAEC委員長は

繰り運し︑通艦省の仮便用勘可

螺憲嚇蕪獄編

▽七日

は成年に達す﹂と講演

科技庁長官︑原子力婁

原子力委員長に
上原正吉氏就任
▽三日

︵三面へつづく︶

員長に上鳳正吉氏就任

原研と仏CEA︑放射

究会︵会長雨宮綾夫氏︶が発足

▽十日

線審学の研究協力協定に調印

三菱商事株式会社

一号炉が臨界した英のサイズウェル発躍所

鴨F u

高o〔
嘔｝

所にAGRを採用 猿麗を無難▽原麗︑放尉線化学研
▽一日 除虫︑機構を改革▽加
とパキスタン︑発電炉契約成る
▽四口 照影︑東海発電差構界

幽【■L

乎力鞠一瓢論旨の行き話豪りなど︑その根底には︑開発に対する国の姿勢の詩題が横たわって

いるように見える︒

九月に葉京で開かれた国際原子力機関の第九回総会は︑認念すべき十周忌の隼をさらに色ど

西堀栄三耶氏︑腺船

一二建造見積り仕様欝からバウス

窮業団の理事に就圧
▽一日除船事業団の源子力第
▽十三日原産の猿チ力船委員
一船建造の指冬七社による競争入
会︵松戸毎三松委員長︶が初会命
で各社とも醇退
▽捨子力委︑JRR12の最大札出
▽二臼 原船事実団は原子力錆

▽十一日

った︒来たるへき十母は︑わが国鼠身の施設の充実︑開発体制の整備を足場に︑より張出を増

電干機徹工榮会と日本

科技庁︑四十年越原チ

力予算政周隊案を発ぬ︑総額齎十

▽九臼

法敬虚で蟄盟欝提出

子力委員長なとへ放射線正書防止

竃気機械工業会が科技庁長冨︑腺

▽七日

した圏際協力を軸として展閣するものと憩われる︒

p継郷糊
関霞︑原子力発電所繊

ラスタi︑電鈴機など除外し︑魯
度入札するも釜据総寒川▽関原

Aの活動について講甑︵工業倶楽
部︶

▽五日鳳子力学会の四十館度

松本遠離賃︵日立︶︑しゃ徹研究
用原子炉の国麓化掩延で功労賞を

▽ヤニ厨科学技術避闘始語る

燃料合弁会社設立契約結ぶ
▽十ロカ︻でノガム博士来日

初会貧▽英AEAと伊SNAM
社ンジネスB発電
ダ

衷明▽米︑核燃料民廊化の揚合の 四十竪結事業討野馳藪る
プルトニウムとUi鵠の買い戻 ▽八口 原子力局︑三十九年度
し価格と期限︵一九七一年一月一
下期の核燃料保有猛を発喪
▽九日 通産省︑総禽エネルギ
ー部会の独子力発電供紛分科会が

伊と加︑原子力平和

▽十日原子力姿︑四十無論の

会を開催︵茨城総禽欝欝訓練所︶

▽八田原産︑線源取扱い講選

所︶

日︶決踊る▽中腺懇︑放射線利用
促進会議を開催︵名吉屋繭工会議

代理︑衆院で3一画竃馬甜の悪霊を 館会開かる︵駅都大学︶▽放賑研

▽三口 漫知原子力委員長︑委
貝長代理に箱沢広巳瓜を指名
▽四臼 角沢広巳瞭子力委員長

原子力学会︑四
十年度年会開催

ランド起NEA事務局長︑ENE

調査会設罎法案を決定▽H・サエ

連絡懇鹸会開催︵大阪科字技術セ
ンター︶▽政肘︑総合工不ルギi

原配のPR委貝会 懇︑第三圓アイソトープ便用機関

力定箒運転認可
▽十四田 原配のアイソトープ
委舞会︵安西正夫昏惑長︶が初会

▽十九日

︵加田恒輔藻貝長︶が初会倉

▽二十日 茨城県勝田市議会︑
燃料再処理工掲事蹟で反対決議
▽二十一田原脹の国除協力委
員会︵飛躍長委員k︶が初会合

▽二十二Rインド︑トロンベ
イの再処理プラントが元成
▽二十五日 衆院︵岡良一氏健
社︶︑参胱︵村尾血雄毒口民社︶
の科技特三三髭決まる▽原麗の開
発謝癬委員会︵胃木均一委員長︶
が初会禽

原駈の放射線化学

▽二十六日 原麗の腺子力発雌
推進婁舞会︵井上五郎婁員長︶が
▽二十七日

初会合

婁員会︵土井正治委員是︶が初会

▽十一日

瞭研のJRR1原4
子力開発利胴素本副画を決定
︵しゃ蔽研究用原子炉︶が臨画

▽二十八日

三菱重：工業株式会社

鷺艦隊蕪
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▽五日

関電︑原子力発電
所推進会議を設置
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三菱原子カ工業株式会社

禽

醸
薯
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難菱化工機株式会社

進会騰を設躍

策海発躍所が試験初発躍に成功した瞬間

慰一瓢

合

三菱金属鉱業株式会社
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三種郵便物認可

子

由禾040矩「2房「5臼

聞

業

︵二面からつづく︶

原電敦賀︑BWRに決定
駕聞にわたって鰻雁に鞭弓を瓶

館﹀▽面罵︑一へ難壁出席者歓遡

出発▽線酵︑懸子力開発に関3㊧
精別書演会昂騨御︵桑豚文化会

命▽源燃︑機構改馳で押鉱部と
で箭慈勝義演会な囲鯉︵乗颪プリ

醐発部を統合▽庵運と原好は共催

Wに拡大

第二次鳴子力発露国画を八乙川h

ル︶▽曳︑鄭群政勲白竹を公式︑

南総会隔ド柵︵東払ブリノス†テ
解

IA鷺A第九同雌

で八十六口間趣紙運瓢左冤了
▽一忌日 諏子力平旧刊詩論金

月
原子力開発十年史

▽臓卜一日

﹁猷．†力闘日和用と理三三瞥﹂の

など二卜八名強含▽旨旨︑愈産省
へ電気議場法に賦し要唄結を提申

総金の二本直衣︵明擁沽一郎氏︶
▽二卜bハ日⁝

腺曜の派毒︷﹂働h町

τ・エクラノー氏︑

了出発絃癖謂査剛︵刷k川隔人溜
▽二雪雲U

氏︶か出発

輸入を承認

1㍉E曳総会て事朔総長に再選さ
h勺▽通郎省︑㎏鉦の慧γ 賀矯

氏か熟

▽二卜八日IAE瓠覇琿二会
か窃会合︑機疑に滋眼W筆

出されり▽政野︑昭雛の放射熱化

E瓠のBWRを操用と発張▽1駈

陳鑓︑ご野蒜は汰G

紛賦γ利用湖査圃︵団畏足立町

央画博覧倦︵晴海︶

▽一二i口

亭に関漸騰技伽導入︽偲可

▽十一ハロ

に提出

笛︑技術協発に醐承資金の大蔚投
入を述へている▽原a︑一号炉の
認置豹可申類書毒血曜省︑科技庁

ζ塾監

一元力炉m即発認飯岡

乙Σし︑亀零

t塾

峯

＝零罵塾ノ亀3●

雫鰹

︸し含亀男

し零も皐鴇

3臨︑

轟

の

かん︑石川鶴播鷹碗工と三詑原仰︑

了▼
八口
礁に乗上げた原子プ
超

塗亀・ノ篭♪亀聾tτ

▽二i欄 噂了力Ψ和刊用二期 鷺Yノ連代衣の響撫会︵れ華技而 門讃会︵部会長山田大一二郎氏︶が
ら調査戴告把娼・0
の二毛3る理科教鼓︑米国撹察に 館︶▽趣了力委のプルトニウム専

▽ヤヒロ

御霊事業局長に輔任

民︶か出発▽藤波恒維民︑通三省

▽卜六口綜腔の羅灘づ・勺放射

像鷹晶置規贈か質疑される

▽卜日政肛︑IAEA第九圓▽㎜一州四H 一へEA総会ご嫉

験炉運紙に入る︵二卜四日臨膵︶

▽九口臨機燃赫拭何の動力試

オ決窪

放緩学︑放射艀化学︶の欧米派遣

原配︑一二調査団へ発雌︑

会達聞催︵椿山孔︶

視壁団か呂発︵険疲︶

▽六口

〆スγテル︶

源子力姿︑束海磁

ラトリーのル成自画武

▽二トヒH緯研︑rノトラ零

子力闘︐鵬地区の地帰㎏磐を三二

▽＝卜六臼

禍引き継ぎを決め︑懸故を決定

▽二卜四日 第九圓厨子力曜業
部会吃開き︑総工3詞丑会への業

燭伽︵PWR︶について約ニカ 羅文人選占︵三四︶を発表

は九月瓶卜貰︑闘餐の

Rの方かだ難度の点てム干隈く

けぐきた織興︑現砺点てはB

口本原子力発照︑樵︶

破出始薦所に佳用噴る

Rに決翻

炉卿〆氷田ピ汽ラル．
認レクトリノク︵G鷺︶ れているとして︑猪

抵の沸聡水炉︵BW し新もの︒
函可難燃︑増資︑アメリカ輸出

▽三野日口本㌧酌会義の莇ノ

入銀行からクレ︒ノノー伊ぢ方の

その援呼電ては︑原子炉蛯青

爵鴛てはムる三十八町五刀︑

W︶に決宛した．

▽十四日動力炉開発懇乱国の
繋口

ニワーキノク・クループから中閂

▽原螂︑乗凝搾鉱事務所︵隣艮
佐藤づ而氏︶か浦所

げ

膿所の入札紬果についてAGRと結倉鼠か当千

十

▽一口原子力船懇談会か初会

社のBWRを採用

原電二紅炉︑Gε

九︑月

BWRの罪価を発衷

▽爽CEGB︑タノノイスB発
▽十五目 太海甘材長に根本瞬

︵船額約胃玉卜三徳円︶

係予算の群眞要求を大畿省に提出

▽赫技庁︑四卜一年度原子力関

▽一二卜一日 政解︑日米研究用
物殊核物資の充買協定戒立と発表

か︑これによって中央三ねの源

交ゆなど︑鎖鎌偏ム遣めている

︵鐸用田ることに決

敦賀発電所の鞠子炉に︑米国の
軽水炉

離船⁝箏璽匝︑科技

陳曜︑三卜加年度原

動研町金漆瞬結︵μ折会館︶

▽ヨト日

第﹁融の肩工砥期を発表

鹿原子力館報を公云
▽二卜九n 原子力委︑原子刀

πに第﹁船繰虹の原纐見積りは約
六十億円と圓讐
▽二トヒロ 科技症︑三雲九段

▽二卜六日

子炉工q技磯鶏試験含格蒼を発云

ノクハウス︵WH︶五の加比水 の勤きざ兄鎌継めふう︒

め︑G娼君の13WRとウエス子
ヂ力戦鷺蝋画も宴速に疑体化へ

▽︸ご口原研の動力誤賦炉︑遣
紙千時間全力運転を終了

▽四日騨研の二ち炉︑峨水の
漏洩て巡蔭を僻且
▽六日 勤力炉開発懇談会か中
問結晶離す︑ニワーキノク．クル
ープの浸置決定▽文飾省︑四一釘
度の私立大ツ研先尭鰍助成補助金
︵総額約卜億円︶の醗分決驚
▽八日源．﹂力委︑暫碁試駄炉

と決定▽仏︑ブレバトムか米に子

▽印︑三号炉は︑CANDU型

長批魏笠

費算三十ハ穏円に対して猶男山

．﹂力に対して折歯したか︑建造

の最終発積り胸六卜億円と大き

︸翰の建白延齢を決定︑八月に

なトーノブ叢生した︒このため
バ
属〜力婁員会はヒ刀︑原イ力第︵
な︐ていたか︑課界の契靭総辞

は㎏ア力船懇談会を設躍し悶題

F

懇という最弱の簿態にふつかり

緑を再検品つることになり︑十
． ㎏子力舶箏y団は︑㎜月一目︑
月に調査課か西独︑米︑爽に派湿
︑︸括発71ゐ致による彩筆入札を

．・暇僻にのり柄げごし︸︶た︒

霧灘
︵剛長丹羽周夫氏︶か出発

▽十九日置匹研︑高附総て工期

偏一ハる

▽二黒日

明永振一鄭氏︑亘

口本∫鰯会議厨弓

ア叫磁力予の研発てノーヘル二心
受員▽原燃︑再処理工掃の口細と

▽二卜一日

スタ原子炉か全出力運転に入る

スウェーテノのオゲ

術小委を誌倶︑舶用かの囲鯉化に

成功と発表▽呼〜力船懇談会に技

▽百米A醤︒︑ウラノ湿編 緑照射の粉末ボリエブレノ製滋に

の完成と記念行事
東海地区

▽二日米AEc︑呼子力商船ノクトノ︶か来田

の地帯麓を盗縫燦謙雌警．拡

原子力量︑

ｪ・月

の謹撰轡を徹躍
▽卜四口原燃︑意見櫨区て有望
蓬蓬翻理事長に日下

魑左発見と舞衣
▽卜六口

動力炉開発懇談会の

イスの一弓炉︑氷WH握か受注

層層氏︵前猛発理箏︶か就任▽ス
▽ヒ圧日
ニワーキノグ・クループ︵新型転
換炉︑商毒坦殖薄︶の磐員決象．筍

▽線研の腰回炉︵しゃへい試賦

▽四日総エイ調査会の諏給部

▽三U 米国で驚一回海水脱趣
国際会溝開かる

日本ぬ麟⁝工業会︵会髭一会︵邪会長円城鵡次郎氏︶か初ム訟

ツ乱闘卜︑︑の繭業主菰を鷲町
▽五口 綜．飴力妥︑原子力二幅
▽漁ハ日

談会の認澱を決定

佐藤1／氏︶︑原子力第一船の建厄日
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氏︶は累祝ナ研究所建︑沌筆画を発
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▽﹄﹂ハ日

‡亀3亀︑〜竃

炉の女全繕査醐偲始め為▽加︑WR

氏︶を︑翼敏▽島掃若久氏︑占河嚇

工取締没に就任
▽三r日 円本与伽会議の噺ヒ
期会員感挙おb萄︵薪会員二酉九
侶︶▽総合ユf副査会翻子力部会

の国詰化推進小委︵小義員k正瓢
財況入氏︶か初会今

@十二月

朱し︑本店に原﹂力開

東電︑原子力技術
開発研究所を設置
▽一目

捷置︑婦．﹂力課冷掬．﹂力雅とし︑

発本浦︵本施k田中撃黒氏︶を

自仁研先婦選のため東結敬仏力開

発研究癬︵所長褐木丈人氏﹀設駈

任▽科﹂技向会話︵議長

▽原登︑敦賀建認口囲事務所を開
︑疑▽爵L数機︑娠子力部長に蒔巾
利夫汎

佐藤白鷺︶︑科ノ﹂日歯星本払案要

糊まとζる
▽二口 原﹂力委︑子下と央A
鷺Aのバ辻匁に関づる協疋ぷ承認
▽原﹂力船懇機会技虚無委︑朗鹿

−1︵電水融遷臼梶物喬却炉︶運 紘の改止に関す・勾政︑眉令を軸足 化の技耐的端野て報告帯嵐つ▽原
▽二十六口漂子力の口︑二割 転を同始
︵i九H公締︑二重Hより凱施︶敦協︑二研究油画の推進を原子力
養鰻蒋騎溝翫会︵東山プリノペ
▽二目 隙〜力覆脚．＋炉安全赫
▽﹁八五娠イ力磐︑食品照臨 委など関係筋颪へ要肇すると湊λ
rテル︶ほか各地て多彩な行事▽ 磐亨門発会酪傘黛伏猛国辱氏︶︑
瀞山回会︑悩瞬を量定
▽二卜一日晦子力愛の食癌日
H

▽

一ーバロ

H蚕食一⁝照嶋研高

11月に開所した厚蝉プルトニウム研究關発室

▽ 八 口 放 射 線 審 溝 会 ︑ IC獄
P勧告で佐藤首絹に棊申▽m 川 政
一一︑科技庁の政務次自に就任
▽卜汽 原．︐力委の災憲補償鰹

附部会︵部会長齢凝朱氏︶︑原子

訓剛ξ設こし︑簡略鬼肥氏か摂当
鐸事と な る
▽十四B 原離の腺イ動力響習
会㈱まる▽拠︑ブラノドウエル発

㌦断 ︵ 峨 気 出 〃 ギ 万 K W ︶の亙
AEA費遅受け入れぶ淡定
▽卜五臼 科技庁議了医局次k
に式剛 敏 氏 が 就 仔
▽トヒ臼 石川﹁郎紛鋤箏難訓

R︑内気⁝⁝力三卜二刀五千K

▽十一目樽酬︑JPDR一頁

9
力事黙従凝嶽の災＾楠償で川副瀞
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理事髭は拘ヂ力磐︑科技庁︑運輸
借に対し︑夢j力第一船の船価雀
τハ十鰹円と雛fし︑四十一茸蔑予
雛で処理し陀い︑︸このため契胸を

四十一年度に行ないたいと覆告︑
摺爪を求めた︒

▽卜八目難燃︑ウラノ資源 の
琿戒鹸脅発表▽賑女難︑海難汚染
離策駄礎謂壷鰹門委搾一難置

る

朱之︑魁子コ鍛機

炉︶か魑園圃千kWに焦づ
▽二卜一口
ていの自動化に成功したと発叢
▽二卜三口 政群︑仏と隙子力

聾

五大ニュース

原産が選んだ

上下瞭了力愛員疑に々全嘉汽爆気
▽二郵一口 無産か蝉入つる蹴
射専門耶会か初会合
象予引左報焦
ア講ぶ機︵CDG二六〇〇ノステ
▽二H 砥の鍛勲︑邦羽原酬理 ム︶か雪田に到贋
罫題画︑紳醒同仁茜は纏二等以よ
▽二卜三n 巾電︑μ疲で娩塩

▽ト一H総エイ漏汽会の線チ

力b会︵山ム︑た樵根羽蕉︶か初⁝丁幾獄︵会授零本・潮介氏︶︑幌罪さ

幽幽旅尉嶽化ゆ禽

ﾙ離織詰

鎗発墨拙紬船鹸レ緯驕バ㌶獣融羅歳
▽一二H

ハ致捻F谷樹甥伐︶か発足

りであゆ︒

⑦明憾博⊥︑ノーヘル最を受瓜

⑥悔．計わ開発十日年氾︵﹂行璽

⑧題出差︑聡工犀野糞会を蕊瞬

ゆ康肥︑関㌔なとで猷子力任転

機ず直入

所建帆の休鰯要旨か進凪

⑯原口︑人熈離
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▽iム日 ノ﹁ノ⁝ノノー︑一饗
㎜f九口 関購︑人擬紳デ力
麺の入Wに果︑茄なと汽力績二審 三江蔚建礎三編所︵麟鼠福本省二
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動力炉開発懇談会
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▽十 九
ヒ欝欝妓庁昆i︑佐
騨人事翫総裁に研究公総員の処遇
改魯て 愛 望 嚇 を 提 寓
▽二卜擬態 獣城只賑γ力賊難
会︵会長渡辺亮魚氏︶︑地翰賂細
駄本彗画挙渓聴し︑矧饗に離職▽
英︑ イスウエル百炉灘界
▽て十八H 政解︑総合工才ル
洩一調︽会紘篭公衛▽浮子力搾業
五グル⁝フ自鞠︑疋羅炉阿鯉化で
原丁力 霞 と 懇 談
▽謡卜九臼 科妓庁︑鳳暦β度
の厚τ力平加調用研究盛菖蟹と同
開先楠 助 余 の 交 誓 決 窺 圏 発 戎
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新腰気事業払施行

が中間報告を出す
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政用︑海洋賠讃法施行令の改止へ口

慮決驚︑十一月一日かり夷施と紘

資本3酌毒手の

ム▽恥．可力開発卜発電かル蔵

▽二十ヒロ

十一月
原電︑東海発電所
の試験発電に成功
長内田秀確氏︶ぶ蔓置︑尿雌〜ノ

▽一日 原ぞ繋駕︑騨．r心馳争
璽円歯黒会に第一卜一部会︵％倉
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された︒搭載炉噛入論も台顕し
研鷹協力て書陶交換
語雀仏SGN社へ発沼つると発五
妃進の硬望瀞亡関係筋に提綿
▽ヒ日 原了力委︑動力炉門訴
の
▽二十四口 科技后︑第七回跨
▽二丈一日卿研の材料試験却
行な たか︑燃出し二天か死琵 ているか︑陛業翼は国産力業を轟
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四十穿度上期禾の挟燃単物画師有 懲曝実験台置か臨界
レム羅︑をの揺随猿隈︑約に切り 嬬くよつユ張している︒
▽二十五11

の

四卜四同船会始まる
嘯P1名
熱型ば禦地の大聖を賢収と発表
▽ニや几臼 月本﹂帽会議︑科
∀隙目 線雛︑鳳撫発ほ崩か試
▽二iむ口 科奴月︑四卜下肢
3長期f画第一次κ力向彗剛の蚊歓免猛て臨功▽放射駄津難会︑遷 三等技侑功力菖∬十ゴ氏の褒薮仏
呼曜事様局ては︑胴駈の燈り五
瞼人一へ放射鮒拗猟の蹴争輸感騒
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16への勧告搾淡疋
大ニュース凶一疋したか︑六位以
▽ ご十H 綜な︑氷GP判にこ 灘篤擁敗申▽難論娠研︑東掘炉 麹篇筑︵歎鐸褒質︶︑山鯨文男氏
下に入っ掘工なでき﹂とは次の通
燃料モニタリノクで契尉結ふ
︵秘経褒鷲︶の両氏
姻炉については︑薪十年代トは瓢 号旗の発／1内 小鷺ぷ父
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▽卜幅口通曜省の総含エイル 醸を発表
ヤー澗査会︵会民懸甘糟κ点出︶
▽十
福力腺．野力平霜利用展
か初会合︑原子力部会︵部会k松 開かる︵稻封県民会紹︶
根積一貫︶なと四部女脇詰
▽十一日 趨慰留︑産構岱技伽
▽止一 臼 央のドノレイ高感炉 郭会︵部会長堀蔑路氏﹀か中間撮
@

̲左よとめた︒この縞重ては︑

ころに翻型薦み偲建設する桑か示＝

S立︑勤力炉の目む陶M発か弘さ耗た︒鴎発の問題点について開

臨鰯内におけ．萄核μ料サイクルの

動力炉の醐発については︑在に海擁漏糞詰か孤遣された︒

脚調され︑捗鰍君罠右化の方餌もは︑二つのワーヤノク・クルー謂
＝示された︒
フかさ6に検詩をつつけ︑ヤ月魑

＝聖羅入撮引して翻の努
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簗欝鑑轟魔羅毬愁勢鰻憲懸蠣繊畿

般設計基準 案 示 す

い︑異話ではあるか予期される経

一次冷却系の損傷をともなわな

べての定常的およひ非定踊的な源

欝命期間を通して︑予想されるす

子炉の運転力式に︑適応するよう
設副されなければならない︒この

多翁講
採︾鷲

贈想榔裡脚繭騨

直写爽︶は︑西ドイツの原子力

船オノトーハーンロ如に設鷹する原

で輸送するところ︒この容器は欄

子炉容器卒牌ライン河からキールま

スチングハウス︵WH︶社に鮒し︑

一11ーー霜︽VAーー

干約二百誘︑陥さ十四層てある︒

たらさない設計上の田力超過状態

う依頼したイ︑．〆デア︑．ノ・ポイント

建設に必要な準備作W蓼僧進めるよ

方式には︑被覆の癒要な損傷をも

がふくまれる︒被覆のない︑球た

の最大反応度価値︑あるいは反
大な損鰯をおこし得る反応度の変

AC社はこの提案から手を引くこ

九冨七＋九万八

エアロシェソト︒ゼ不プル・コー
プ︑ゼ不ラル・ダイナ︑︑︑ノクの二

礼で争われることになった︒

岡理箏会が諒印したW11社との

一億八酉万診︑一九六七年6完成

契約ではターン︒キイ隠隠で恋額

この発電所は葱刀KWの大型P

する予楚である︒

WRたが両舷出力は八十七・⁝瓢万

KWとなっている︒建設許可申請

ミルになる予定で︑ニューヨーク

は近く提出さ3τ︑灘唱コストは五

ミル安い︒なお︑第ニブラン

市イースト・リバーの石︐︽火力よ

り

て建没される︒

このAC社の提案撤回に関連し トは第︸プラントの北側に隣接し
て︑同社は原子力機器関係唄業を

米WRグレイス社

これを習定している︒

コン・エジソン社

去る十月アメリカのW・R・グ

レイス樵は︑原子力婁員会︵AE

C︶に対し︑ガス遷心分離法によ

ンスを申請していたが︑このほど

る少量のウラン濃裕実験のライセ

λECから詐可された︒これは去

︵GE＞社が詐可されたものと受

る七月ゼネラル・エレクトリンク

腰のものである︒

原子力平和利用協
巾士ロ
パキスタン
定富糸
糸
デンマーク

のほど原罫力平和利用に関して双

パキスタンとデンマークは︑こ

務協定を績んだ︒パキスタン原子

力委員会の発爽によれば︑協定は

ニューヨーク州のコンソリデー

百万KW計画を承認

炉実験藤︵NRTS︶の運営者と
して︑アリスチャルマーズ︵人C︶

提案の語が進められていたが︑提

㎝月二十三日︑完に同社からウエ

テノド・エシソン抵の理事会は十

キスタンの科学者にデンマークの

結はれたもので︑これによってパ

デンマーク原子力委員会との閥で

までの広鯖な技術開発苺囲漂とし

七薗万が︵九％︶︑その他の削画

派閥原子力発聡謝画の中で比重

スでデンマークから入手てきるよ

か︑原子力関係の材料が商業べ！

一薇一畜万㎡︵八％︶となってい て進められている︒

AECが広範囲に渡って開発をの最も大きいものはナトリウム冷

ホーナス発電所設

うになる︑

金援助でプエルトリコ水資源局が

米原子力媛員会へAEC︶の資

計出力に到達げ肱誹
酉三万が︑亜水

百四十六万が︑
ガス冷却炉千二

でPWR二千八

却炉でミ干五菖ミ十八万が︑次い
じ

?計年度財務報告を公表

セント

マ

進めている原子炉開発関係費を見

る︒

第二発竃所副纐を駅認した︒

は穴のある燃料は︑捗分裂生成物

圏標で︑設謂されなければならな

をコントロールできるという同じ

い︒︵以下数行陥︶

ロセスの不規則な脈動や口過的な
応度が挿入される度含いは︑機械

とを明らかにした︒

獲準七制御雛獲たは鰯醐要素

現象が起き得ないか︑起きてもた

な鯨いに︑保たれねばなちない︒

化︵過渡現象︶がおころないよう

千がて︑荊年度

麟

遠心分離の実験へ

中止するのではないかというウワ

謹たAECは原則としてヨーロ

サが流れているが︑AC征は強く

からはこの協竃について何ら正式

ノパ兵同量内の電力会社からのバ

八三酸化ウラン約千ゾの供給勘求

より約一億七千

このため︑すでに申詰のあった

的または電気的な制胸システムの

︵以下省陥︶

単一の越こり得る不二作動によっ
て︑︸次冷却系の複傷や辮料の量

れなければならない︒

塁粘気被膨燃料は︑その設計

だちに抑えられるように︑設溶き

軽水炉の経験を基礎に作成
米原子力委員会︵AEC︶は︑十一月二十二日︑原子力発購プラントの建設鉾可申請に対する評価
の膿購となる輔般設計墨準寮を公簿し︑これについて伸子力潔業界︑関係省に意見の録申を求めた︒

展さすため︑薩業界からの漕見の

米とバーター濃縮希望
の申し込みな受けていないとAE

欧州の
三電力

天然Uの見積を依頼

この昆蠣はAECの規制部スタノフと原子炉安全諮問萎員会︵ACRS︶が協議し︑作成したもので
原子炉系︑構成要購︑構造について設計を進めるための茎藁凄示している︒これはA起Cが設訓韮聴
について書面にした最初のもので︑これまでの安全審査はケース・パイ・ケースで行なわれてきた︒

聴取︑申舗や原子炉機器製造につ

暇機のトリノビングや︑原子炉再

過的な事故︑たとえはタービン発

AECは︑この猛巖をきらに発 盤楽弓 原子炉は︑燃科破損や

かれており︑設備三項鼠︑原子炉

いての説明会を闘くよう計画して

この基聴築は一⁝十七の項目にわ

十三項日︑工学的安全性七項臣︑

いる︒また︑越躍項澱については

っている︒これは主に軽水炉につ

ヨーロソバではミつの蹴カグル

Cは報じている︒

は認めているようである︒

ン製造業者に漏して発鑓所に使う

ープがアメリカ絵含めた天然ウラ

つ解説小出す予定であるσ 循環ポンプに対する動力の喪失に

に重して︑通応できるように設謝

なおこの基準は︑AECが実施しよって起こる楚繕状態からの偏簡

︸つ

放射能コントロール四項闘から成

いての縄験にもとづいているが︑

これらの大門分は他の炉型に獅迦

A冠Cはスペインのゾリタ︵Pーターの依頼は︑ユーラトムを通
WR︶︑西ドイツのリンデン︵Bして行ない︑その堺務処理は各国

めており︑一九六七年の初めに最

万織・な．一﹂

フェローシノブが与えられるほ

宦刀r︑物理研究費こ億三千 ヒート︑デザリネーションに至る

米原子力委員会︵AEC︶が提案縞切話︵十月二十二田︶の前日

の運営提案を撤回

妓ーアライド・ケミカル社の其同
AC社︑NRT＄

一隊i隅

R︑米GE社製︶発躍所第一炉心
用として五十五1六十ナの八三酸
化ウランの供絵を求めていたが︑

来年の初め︑アメリカのアトラス
・ミ不ラルズ社から供給される予
定である︒しかしこの価格は明ら
かにされていない︒

他のニグループは︑三十五万K

脚︵PWR︑WH社製︶発躍暫を
建設中のスイスのNOK慮干八 米面子力援員鼠︵AEC︶は︑
六四年七月一B一六五緬六月三十

万KW︵PWR︑ジーメンスこ
社のほど一九六五会論年高︵一九
内︶発電所の所筒暫であるケルン

日︶の財務報告冷発表した︒

それによると︑一九六五会謝無

︒クラフト・ベルケ・オーブリソ

ものである︒オーブリノヒハイム

建設したボーナス原子力発電藤

︵核過鱗部内蔵BWR︶は︑この

炉八百六十六万

いる︒この内

ほど設讃繊力の一万七モ五酉KW

祉の見積り依慣は約千三酉ナ昂粟

に到達した︒これは全出力運転を

てみると︑昨年の五億六千酉万が メ︑BWR七百﹁二十六万が︑有機物

億四千四十三万二千ゾで︑技術開

報告では︑原子炉開発費のうち︑十 京た原子炉研究開発費の円転は一

よりも二千五酉万が少ないが︑同 炉こ百四十七万がとなっている︒

八％は︑民間原子力発寒計画に使

で︑核兵羅開発︒製四則係費が一

の三〇％を占め︑次いで核物質関

番多く︑七億六千贈習万ザで全体

豪たオランダの電撃グルーブと

発︑安全性︑改良型のR＆Dに使 れたもので︑運転試験が終れば︑

入したい上席である︒

係費
NOKは︑AECの賃濃縮が始
論五億七千百万が︵二二％︶︑

われたと述へている︒この齢画の

験に入る予定である︒

設訓出力で六カ月閥の連統運転試

進めるための試験運転巾に達成さ

る前の一九六九年謹でにAECと原子炉開発費ヨ億三千六百万鱒が

年中頃から一九八三薙まで分劉購

初の引き渡しをしてほしいという

原子炉開発費は嗣＝

ROKの入札招請は︑七卑間で断の運営費総額は︑二＋五億六千

ヒハイム挫である︒

遜募集していたアイダホ国∬原子

建設中の躍増出力万力KW︵BW
ナ︵BWR︶についても原則的にうである︒

している︒

その内の﹁つは︑オランダのG WR︶については︑すでにバータ 闘の双務協鰹よりも︑米⁝ユーラ

ウランの入札または見績のを蟹志

原干炉は︑燃料破損あ

KNグループで︑ウードワードに ー協驚か︐認めており︑また︑ガロ

されていなけれはならない・

次冷却系の損傷あもたら

茎立万
るいは

れ庶罠が口気を暴発に使え︑安

トム協定下で実施したい慧向のよ

す可能性のある︑出力あるいはプ

こたつ︑電気毛布も使ってみた

左の通りである︒

基藁案の原子炉に腿する口分は

竣すちのである︒

ド作成のための長期出居の一部を

用できるとA泡Cは見ており︑詳 ている原子炉の星準︑標準︑コー
細設計の諏価のための追加の璽準
とくに通嚇でない励地と環境粂件
に目するもの︑新型炉に対するも
のが︑必要であるとしている︒

が感心しない︒

そこで豪気灘三唱︵一・二序

十五度を保ち︑夜間はそれに六

え︑中廊︸を利用して一家を二

すなわち千謎カロリー︶羅位う

畳の洋間︑四畳半の和室を加

十玉農に保つことができた︒も

空気を吸って暖め︑下に吹くよ

っとも燈間の来審のため︑洋間 ことにした︒天井にある暖かい
にはウインド型のクーラーを置

つ︒無価な凄気を節約するため︑

うに取り付け︑最低十度に保

自動温度調節器によって︑潔夜

いている︒

した︒石炭︑煉炭も使

暖罵には砦からいろいろ苦労

とちがって和風木造であるから
冷罵も暖国も困難である︒鉱筋

は︑暖罵は一畳あたり一一百五十

るようにしてある︒

㎡カロリー︑冷虜もふしぎに大

拾て楊がない︒ガス

て︑まず満足なものと

なって赤外線型ができ

体これと同じ位である︒寝室暖

口えること

なった︒石油ストーブ

罵として羅気を便う場合は︑一

実験縞果として︻

が発達して︑経費が二

であるから︑四彊半で二酉ワノ

蓋ワノトが八薫六十♂カロリー

ト︑六畳で一念ワノト︑八畳で

眠できるようになることを希望

っと安い発魁ができて︑われわ

の上界しか保てない︒もっとも

一・二がワノトとして︑約五度

っているのは外国製である︒

これ一台で六畳と八畳の間は

った︒ただし︑残念ながら今使

分の︼ですむようにな

は五千瀞カロリーに

ったが今ではその炭の 筆写が下ったら︑スイノチが入

アパートに住む人もふえてきた
が︑豪だ蜜だ日本人は﹁軒の家
に住みたい︒
先日の輔日薪闘の調査でも︑

邦外に住み︑灘のある独立家屋
の希望が最大多数だった︒それ
を鉄筋建てするには︑経済上の
四阿と木と柱と蟹︑それに緻側
は拾てがたい︒来だしである︒

数年荊からいろいろ考え工夫

ではいかないが︑とにかく一応

十八度目保てる︒もっとも六畳

いる︒内側は全郡アスベスト跨

尺五寸︑四箇ワノト︶を置いて

の方には切りごたつ︵三尺X四

快適な冷暖房の中に住んでい

冷罵はファン︒クーラー一台

する︒

る︒

︵三千謎カロリー︑・八十ワソ

りした︒最も茜心したのは︑八

経済的な魔力生産から︑プロセス

われた︒
︵二一％︶となっている︒謙た︑

核原料物質の調達は︼醸六千万が

る

すくれ
あたそ

う
︽

製

翔描
総額は九千八酉十二万七千メで︑

バーター協定を結びたい慧向であ
るが︑一方︑オーブリノヒハイム

還しい力
ま鉄鋼です

商品券遣

一

をして︑現在では欧米なみと豪

わが家の暖冷房

為』禽

ノ

トポンプ︶を六畳と八畳に共通

晶出本広三郎︶

D日本をつ

（】

W
に設置したQこの二間は大体二 畳の方の就寝暁の曖房である︒
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海外からも参加申込

事務局では会識の実質的内容を

むよう謝画している︒

さらに充実するため種々腐心して
おり︑関係斎の忌弾のない助語を

は︑一月三十一日までに︑田本放

制御棒駆動装置を国産化

炉内と同じ蘭温十日水中での特性

製作したものたか︑このほど原子

三菱原子力と三菱電機が共同で
⁝二褻竃機とミ麹原子力工業は十

制脚棒駆動綾置は︑原子炉の出

試験を好成績に完了した︒

二月十日︑両社共同で開発してい
た軽水炉用〃ラノチ式磁気シャノ
の馴魔化に

つかさどる虫要な出置であるが︑

力調整や緊急時に原子炉の拶止を

ク形制御梶駆動袋躍

竃十八年度腺子力平和常用研究補

成功したと発現した︒これは昭加

この種の原子カプラント魯用の虫

なお三菱竜郷ではこの袋躍に水

したのはわが国では最初である︒

要機器で︑実条件での試験に成功

のほかにシンポジウムが開かれた

取扱っており︑発表論文六十三編

放射線の影糟について広い分野を

研究発註会を開催した︒岡学会は

であった︒なお︑シンボシウムの

が︑参加省約九百名で非常に盤会

圧作鋤機構やスプリングバンクを
組禽せた原子力船用のものの脇発

原子力局︑四十︸

射性ヨウ素の葱義﹂であった︒

テーマは﹁原子力聞発における放

も副画ゆであるが︑この駆動蕪躍

①完全密封型たから一次冷却水

のおもか特艮は次のとおり︒

年度留学生を募集

の洩れば全然ない︒②機構部分

が全て圧力ハウジング中にあ

施した︒対岸には爆頭を建設中で

して︑他の地点の関連調査もして

九州電力の赤羽杜長は陳燐に対

事︑千谷︑村野の両氏を囲んで懇

北電力空脳︑橋本当事代表常任理

て︑東北原子力美装会の役員︑東

なお︑この日︑講激会に先立っ

内定した︒

十二月九溝︑原

一九六五年も終り

懸灘舗

一八ームU一

子炉安全専門審査会委員の後任を

したのち︑近く任期羊渦了する原

について安全鑑査することを決定

研の軒水臨界実険装罎の一部饗史

原子力婁最会

旬間メモ

定︒詳細は原産国際課謹で︒

田︑第二次試験は二月五日の予

三︑申込け轟切りは明館一月十二

障害防止などで︑研修期聞は一

理︑炉工学︑燃料︑材叫︑RI︑

この留隼生の研修分野は︑核物

とが必雲である︒

ので︑志望者は早急に連絡するこ

まとめ推偽することになっている

望姦は日本原子力証業会議でとり

を募集している︒麗業界からの志

四十一年便原子力関昧一艘留学生

科学技術書見子力局ては︑紹和

り︑その外部に設けられた難磁

当面の埋標は五薫踏級︑将来は一

いるので︑今お篭んはできないが

助金の交伺を受け︑伊丹細作所で

コイル群の磁力腺がハウジング
を貫通して内部機構を作動させ
る特殊な綾殿である︒⑬コイル
の電流が断たれればとんな状態
でも確実にスクラム動作が趨こ
る︒④高撮蘭圧水中で常に安定
した動作を保つ︒⑤磁力による

連続ステノブモーションなの
で︑設建引抜き遠度を越えて反

刀漣級の外航船を入港さ掘る議噸

のべたQな46九冠雪力の剖蜘では談会か開かれ︑橋本氏から︑最近

地元の熱題は決して忘れない︑と

応度の異精挿入は起こらない︒

である︒通産繍の低開発地域指定

所を心冒する予定である︒

照霜四十六年鼓ごろ︑涼子力発電

を受けており︑原子力允纏所の設

いというはらいである︒

この芝葺会は善本上子力κ業会

に開催された︒

十凹︑仙台市の繭工会聞所て盛大

潔としての記念講演会が︑ヤニ月

隙子力闘発十周年記念行事の一

仙台で十周年
の記念講演会

置を皮切りに︑工業開発を進めた

市町村議会議長による川陛総含開

︑

／罵

ジ

︿ 憶
・W

﹂

圏一度に何枚も複写できます
函文字は鮮轡｝で消えません

襲んでいる︒

理工学でのR
一研究発表会
四月十九日から三目間
日露放射性同位元素協会など関

会﹂が︑明葎四月十九田から三日

工学における同位元素研究発表

の総合的な発表と討論に亜点をお

の開発利用についての知識や経験

どのR工会議では︑RIや放射線係学協会の共催による﹁第三回理

学会の分化重目にかんがみ︑こん

国内応募はすでに百三十
錆七圃日本アイソトープ会議は口無五月十六日から四日

間︑張京で脚催されるQ日本原子力産業会議は準備委員会
︵委員長︑田代茂樹東レ会貸︶を設け︑鋭慧その寧備を進
めているが︑十一月末現在で研窮発蓑やシンポジウムを禽
樹︑束論で閲催される︒

この発表会は︑理学︑工学路門

き︑とくに産業利用の推追︑科学
技術の国際交流や腫学協同の緊密

応用分野における研究発表を行な

における放射性同位元素の弦碇と

せて︑百三十三編の国内応募があり︑逸湾が巡められてい
る︒また海外からは︑英のパノトマン博士をはじめ︑米︑

第二分得会︵審査︑石川潔日本
うもので︑技術部面へ重点が置か

化に審与しようとしているものQ

憲せられている︒なお︑最近におけ．⑳この分野の学会の分

原子力事某専務︶では︑関連機器
れている︒

線照射による工業中閥製品︑照射
射盟同位元素協会へ申込むことか

なお︑この発褻会での発致論文

食品︑育稀植物などの展示をする
必要である︒

発電所誘致を陳情

など︑種々の新しい構想も盛り込

るが︑今回はとくに︑内外の放射

の展示会を中心に検副を進めてい

加︑仏︑IAEAなどから窩名な科学者の参加の申し出も
㍍傾向にかんがみ︑こんどの会議は論合的な発表と討論に
通点をおくが︑会議の華備や追めカにも種々の新しい試み

が欄えられているQ

尊して募集するシンポジウムに重

佃予め㌦凪

が設けるれ薬備を進めているが︑
点をおき︑とくに権威者による指

一口・答れb口占管は︑①一アーマ

鋤一分霧会︵主管︑山隣文男押研

かでも﹁公害調費におけるRエ利

名券集力式を初めて採用した︒な

蹴備置員会には︑二つの分科会

ま任研究員︶では︑論文募葉︑シ

用﹂のシンポジウムは︑現在公寝

川内市が九州電力などへ

発期成会︑薩摩郡町議二会︑議艮

盤山海炉︑敦賀炉︑除子力船︑

象3kく5峯1、2611〈ノ、fk虻毫〉

．

T工」1

罷ゆご
論会の構成︑内外権戯石による招

きたけに注臼される︒②理学︑工

問題が判会的関心弟囲めていると

原子力殆電所の汝全性等につい
ては︑市長︑帯議が東海村を視緊

会︑川内労働組禽評歳会︑擦爽組

動力炉開平懇訣会︶をえらんた

ー原姻の体資改出︑ジ．一不−・ブ

がVこれを玄年の五入ニュース

会議︑源子力発駅計画皿体化︑

；に比へると︑その聞の拍拶が

関西炉臨界︑他用ずみ燃料政策

はっきりわかるVこれを海外に

のAGR採用と謡画の八百万K

求めれば︑今年のトノブは純減

東j」瀞中央」く銀1｝唾3〜4

翻予開を省きムダをなくします

十條製紙株式会社

」〃一拡ン・ペイ呈一

製品脅す。縄目がつねにシヤμプで・切

ンポシウム課題の決定︑パネル認

質的内審について審議してきた︒

は︑かねて原子力発電所の誘致を一内挿原子力引引所柄致促進期成会

待発表会なと︑主として会議の笑

では︑最近の研究開発の進展や顕

学︑放射線化学︑賑薬学の霊棚門

鹿鴛県川内尭たい︶市iたが︑さる＋二月二︑三の曹︑川

ポシウムを合旭︸臼三十三編の国内

十一月目現在で︑研究発表︑シン

した結果︑不安はないとしており

万坪︵市有地十五万坪︑民杓地十

川内川河口左岸︵欝田︶の胸三十

合鵠も原子力熱雲駈誘致を支塾し

開係書ほとの獣心さは感じられな
の原寵の活動状尻︑千谷氏からは
放射線照射効果︑村野氏から︑各

かVドレスデン︑イ︑︑ノデアンポ

W︵六年聞︶への払大という所

へ大型化したのも今年の特幽︒

イントの︸胃︑4機が八十万KW台

での削劇︑発江が相ついで報じ

ギー︑フーンラント等の中小国

肌に感しられ．筍ようになろう︒

ぜ。

業
産

︵会長堀之内武彦市会議長︶から

肘記の二言雌進娚成会は爾工会議

希望し︑各種の調査を行なってさ

所︑農業協同組合︑公幾会連絡協

君な成果についての総禽発表︵テ

九州臨写および九州題薦局に︑鳳

五万坪︶で︑周辺︸♂焼以内に

地域あげての訪致運動である︒

含しているほか︑関係市町村長︑

度省が原子力発電断立地調査を笑

に︑FDAの読酊の問題や消甑者

ころそれ程必要に迫られてない⊥
医欝品の消毒は︑欧米とも完全

ボードは一尺×一尺×一寸︶︒

人家はなく︑昭繍三十九年度に通

同布が敷地に予定しているのは

子力発電所を同市海岸地区に設躍

応雰があり︑国下郡門ごとに選考

sなうQこれは︑今回初めての
試みであるが︑参加着︑とくに海

議会︑育年団体連絡公議会箒を包

クニカル・サマリー︒レポート︶

外参加者が︑わが国の剛建利用の

隔

チノクフィルム︑化粧鉄板塗装の

食品関保は︑実用化試験は欝欝

かった︒カナダではこの九月から

の啓象不徹底なとの関係で︑改刑

可が近い将来に得られそうもない

進んでいるか︑一般的には法的許

に実矧化されているといえる︒

ウノド・プラスチノクスはヨー

キ胃﹇アリング︑臭化エチル︑医照

ロノパではほとんど行なわれてい

会社でスパウトレス・ポテト左室

︻写翼は懇談会の情況︼

国と臼本の誓学開発面への財政投

のがヨーロノパの実情︒デンマー

めたか︑すでに千二闇じのシセかて開かれたもので︑束献都立Rー 資︑なのど紹介があり︑懇談した︒

議東北隙子力懇談会の︸翫によ﹂
クはグリーンランドで消費される

イモが照射を受けつつあるQまた赫合研究所長下谷利三氏の﹁アイ
な棊礎研究が進められているQオ ぎが照臆された︒

﹁サハンナ号﹂の映画が
上映され︑東北電力の関弱者加鯉は

所で︑第七翻総会なるびに第八園

その他スペイン︑スイス︑ベル

く︑茎礎研究には欧米どこでも柵な力﹂︑

解説鍛村野賢哉既の﹁葡飴開発と
ないが︑墨では原子力婁質会の強

ーストリアも積極的である︒一方

子力発電時代の到来が落す癒す

られたV来年は内外ともに︑原

殺鼠には︑この装羅で告干の玉ねソトープと仏辻の住活﹂とNHK
がヨーロノパで櫨じられたが︑米

来では原子力委員会が熱心で︑多

憲歯氏︶は十二月十︑十一両日︑

放射線影響学会
が発表会を開催
ジニア大学楽中心に研究が進んで

力なハノクアノブでウエストバー

当にカを入れている︒将来性を考

⁝三聖五十名が参加した︒

日本放射線影讐学会︵会長塚本

ではそれが一段とクローズアンプ

額の金を出し︑それによって大学

千葉市の日本放射細医学総A口研究

原子力﹂の講鋲︑46よび﹁ふしぎ
され︑最近︑工業撲算の線で一つ

おり︑謹厳耗性のすぐれたものが

ところに期待が持たれ勺︒

えると︑奮い研究者を集めているじめ︑蘭控教師︑一般学生など約

全体刷的には囲新しい為のはな

の技術附手泓として成り立つもの

研究所などでも盛んに研究が進め

英では実用化よりも微生物学的

ジのガイモの照射を検討中︒

ニュー・フfールド・プロダケト

家た︑小規模にしてもパイロノ

険

自動車
られているが︑戻閤では︑今のと

ステンレスの目付けに初めて成功した新

試験中の軽水炉用制御棒駆動
装躍（やぐら内の白い円筒部）

得られている︒ノバウノド︵蘭品

欧米では食贔照射の実用試験進む

日本の工業化に強い関心

品の殺菌︑聡察被覆などある︒

するよう陳覚した︒

を進めている︒また︑海 外 か ら

断のパノトマン博士︑アメリカの

は︑イギリスのウオンテイジ研究

ノートルダム大学のハミル蜘綬ら

するのがねらい︒③パネル討論会

大勢四一把握するのに役立てようと

㌃本

嘗臨編

層雲類も丁や衣服も汚れません

米團インベリァル祇と技編堤携

資生堂ボアン剃

ヲ
ブ

雷
困︑闘隙除子力機関などから茗名
や懇談会を従来より多くし︑最近

をはじめ︑カナダ︑フランス︑中

な科学技術者が参加する旨の連絡

。。。1川内漣

されているものには︑架橋プラス

F

、・一．》凶一

N蒙艶

9噸畷。

ト的なものを試みようとする動き

いて︑再三質闘を受けた︒

げ摩郡・Z

ワ￠P

纏縫一

剃侭の革命
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噂●

ステンレス，の匁・一・

つ豪り︑R工や放射線に関する
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の闘題点を総合的に解明する︒
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暁
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碧

今園の会議の星本方針として注

さきに日ホ原子力産業会議が派
遣した放射線化学調査団の帰国報

告が︑±万八日の原虚蝉 嚇 線 化
学委貴会で︑団長船岡正男氏︵旭

硝子研究所長︶から行なわれた︒

調査団は十月十日から四†五田

間にわたり︑米︑英︑加︑源独︑ベル

ギー︑デンマーク等の研究崩︑工

とくに解じられたことは︑海外で

揚など荘十五カ所小歴訪したが︑

は日本の放射線化学の現状︑とく

纏滋

なちゃってみようという気運にな

女全運転搾の旗

画一

があった︒

懇馨

蔽零
葦難

に工業化への臨殉に関心が深く豚

｢議題一聯
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置畳騎研の工業規縫試験 箸 に つ

れ味の嘉愈がおどろく程発くなりました

♂

，ず，

へ

リ

ずもノ

の
ド

まつ白な紙です
重ねてお書きに
なればそのまま
美しいコピイが
できあがります

鴇

画期的な60％割引き
ニッサンSDプラン

昭和40年「2尾「5∈囲

子
喝讐…三毬璽ユ；便学勿建琶可
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寄

成熟した原子力産業

▼

︑

燃料斜の経済性分析に注目
フォーラム大会

︶は︑十

力学会︵ANS︶との第九回冬撃金蓮会議も傍

またフォーラム大会と少時に︑アメリカ原子

ある鷹度の政鍛会禽であったと翻されている︒

され︑今豪でのように窟儀的ではなく鋸実味の

アメリカ線子力薩業会譲︵AIF︶の第＋二 大会では 原子力薩業が戚熟した ことが強調
藍無次大会︵一称

フで一⁝フム大会で酎畿された主なテーマは﹁海

ラトン・パーク・ホテルで開催された︒今度の

催され︑約二千五薇入にのぼる二二的な出席醤

一月十ユ日から十八日濠で︑ワシントンのシェ

水脱塩への原子力の便翻り﹂﹁宇憲闇発の必襲
を嵩めた︒

アメリカ嚢子聖哲員会︵A鴛C︶の鷺・B・

牲と隙子力鰐溺の可 能 性 扁 ﹁ 原 子 力 の 工 業 利
トレンメル産梁蔀罠の﹁一九六五年の原子力産

用﹂﹁核燃料の経済樵とその鏡争﹂﹁国際開発
と甜蜘﹂﹁原子力の舶舶騨用﹂﹁原子炉燭制の

に対する虫要な供給源がでまたこ

プラウシェア路盤では︑核爆発

とは︑藪裳なステソブである◎

巻罠閥にやらせることになり︑類
しくプラウシ墨ア響門会社が設立

鎚期掛者と騰間投資について
は︑慰謝鼠膨化の密画が発籔され
たが︑これは競争力のある猿子力

罪は︑フォーラムを通じて賃灘縮 隅

蕊渠を粉威するために行なわれた ⁝
ものである︒概禍化法の実樋は︑
り
雰常に薫襲な間題であって︑薩業⁝輔

醸
曝

O

曜膨

妻琴ー憲

東︷儘力の原子力野
宿研究所畏になった

鵜木

うの き

丈夫

たけ お

﹁■圏−闘顧﹁一﹁﹁5﹁暫

﹁

﹁犀

瑠■彫■

研究所はゼロからのスタート

だが︑原子力発煙の糧が家か

ころであり︑さいわい精鋭のス

れ︑ようやく勢が出かかったと

に入祉し︑以後日発︑東躍をζ

いう︒今は所長のほか︑霊査二

を発揮で儲る場駈にしたい︑と

じめな窪しぶり︑運筆の誓い応

う︒藤藻が四十八歳の菅さ︑ま

員の数ぢふくらんでいくだろ

少数精鋭だが︑仕羅とともに所

人︑翻主査一人で︑鶏入だけの

身も勉強して︑若い三々の能力

凍京聡力が除子力開発本部を

おして主に火力建設︑火力設計

タノブもいてくれるので︑私自

おき︑いよいよ原子力講論所の

し︑この絵が巧妙な写纂複蟹に

分析を行なって銀の仔在を確認

になったと述へ︑三味のある発雷
をした︒

ウォーレン氏は︑燃料のバーン
・アノブは︑燃料コストの唯一の

鍛も璽要なパラメータと総めら
れていること准示したのち︑逆に

スト構成分として︑燃料加工蟹︑

バーン・アノブに影響されないコ

輸迭蟹︑悪処瑚賢︑原子炉燃料の
政府かわの賃貸溜料︑運転籔本金
の金利をあげた︒

敏子爽人と二男

女︒

︵MH︶

薄

毎分析する掘含︑談ずます重要に

な拓今圓の大会では︑核兵器の

なってくるのである篇と述べた︒

拡散について熱心に酎論が行なわ

れ︑最近の世界憎勢の反映もあっ

て多くの冷上が集まった︒

英国原子刀学会

高速増殖炉会議
開催で論文募集

英国原子力学会では︑来年五月

匹

重

望

︑

ぴ

〜

団

㌃

巳

写

−〃ル57．タ・どア紡垂

て︑凄然ガスの気韻を増大させる
のクライテリアについて批判と提

畑を歩潅︑脈子力にはこんどが

喉

贈

覇撫押鵜
︑

警ぶりなど︑苫い研究蕾のよ二

7

筆癖に本腰を入れた感じだが︑

薪機構のなかでとくに鼠を引く
のは︑原子力開発研究所が生蒙
れたことだろう︒〃一樽炉建設
のためだけでなく︑将寒の原子

始めて︒この間︑鶴川第二火力

鳶てて行くにふさわしい︒

食談掘手として︑新しいものを

こと

として犯麗馴学への応用が有望

：東京。大阪・名古屋。札幌。福岡

された︒核爆発の商業利用とし

ために核騨発について酎画が進め

より︑発聡炉用核燃斜の資金調達

黙を行なってきた︒まん罷廟化に ∵

また灘離脱堀︑隙子力船書画︑
では︑民出投資に新しい町脂性が

7

られている︒

宇窃謝爾︑法律の分野でも︑督し
う豪れてくるが︑麗業界はこの仕
餌を食毒受けるへきである︒さら

い進歩がみられた︒

研究闘発における共岡研究が︑

羅済調壷をやる

長︑火力瀟次長を歴任︑漿油層

建設所機餓悪露︑火力部建桑課

という初代研

濃縮プラントの繭業運転も町能に

十難までに五温︵ほかに原子力

長鵜宗さんの説明だが︑昭和五

力発蹴全般にわたる技術調査・

進められているが︑これは政府−
なろう︒このため民有化法が実施

AEC︑研究漸︑罠閥麓業の間でに濃縮ウランの民聞痛要のために

されるまでに罠閥と晒蝋の共岡研

所長から除子力へ来たわけ︒火

タバロは全然やらない◎王族は

交通窺輔では︑となげく︒酒︑

〃歩くこと︑歩きながら考える

趣味は無趣味︑しいていえば

民闘の共閥研究によって原子力薦

焼の横浜火力︵十七万万千KW

力建設の護になると熱弁になり

視繋れている︒かつてナポレオ

だが︑さいきんの東照の

いる蝦購として︑その達成に万

技術腱らしい⁝微さをうかがわ

鵜家さんは昭和十四隼に東大

生成する放射性即位体の半減

せる︒

全の体制を布いたといえよう︒

讃欝欝万KWに近い一を決めて 五基︑三＋五葉KWを懲欄干︶

藻たは火力を三曲︶濟工一出力

業の分餅で︑アメリカが抱界のリ

は蔑間投資を促進させる準備を行

究の機会は多くなろうし︑座業界

⁝

ーダ！シソプを獲得することが闘
的である︒そのために︑今無は︑

A慧C︑研究藤︑原子力麓業界の なわなければならない︒

を膿めるために︑フォーラムもA

原子力発躍について一般の理解

フ油ーラムは︑太材ブラスチノ

関係が改難し陀年であった︒

機械工学科を卒業︑田本発送慰

期が短かい揚含には︑照射︑測

で﹁高潔増殖炉園際会畿﹂を開催

十七日から同十九田謹でロンドン

するのて︑参加と餓文の提出櫛要

曜

サービス祉F・H・ウォーレン会鍵の﹁燃料サ

ECも新しく計画をつくり︑原子

撒撒のハフニウムから半減期十

これらの構成分は︑最近提餌さ
れた大型軽水炉では︑第一炉心燃

ド

業﹂の講演とニュークリア・ユティリィティ・

ク材︑核兵羅の分割︵プロリフェ

九秒の放酎性同位体がで灘るの

よる偽作である町能穐が強いこ

岬

⑳日寧からのもうひとつのルートは南まわり一一ごら
んのように東甫アジア・ゆ近東・ヨーロソバを結ぶ
エキゾチソクなコースです。
⑪お好みのコースをS五βで飛んでください。いずれ
の翻一スも口本人エアホステスがお供します。河の

の

のほか︑イギリス原子力公社から﹁イギリスの
イクルと経済性﹂の発表からその内容について

力の利点を鋭難してきた︒

．

レーシコン︶︑安全性などの政府

燃料サイクルと経済性

最適バーンアップへ
ウォーレン既

サぐクルの管理は︑技術的な考

クルについて発表必行ない︑燃料

で︑この放射能を測定すること

ンの遺鍵の放手箒分析が行なわ

国α

O︼ρΦ雪P臣Oゆ一

団露

隅p島

︵瓢①辱琶餌

一九六五奪

⑳羽田から北極をこえてわずか1磯問一一一コペン炉心
⑳羽田から北極をこえてわずか16貼問一一一コペン炉心
ゲンからはヨーロソバ・アメリカの各地へひと張び
ゲンからはヨーロソバ・アメリカの各地へひと張ぴ
です。この北嬢霊芝は、ε躍3が世界で初めて房｝緬
です。この北極染路は、ε113が世界で初めて槻緬
コ
噛 ｝ ノハー隠r撫
したものです。

浮鞭畷

趨翔﹂﹁繭際査察の産繋薇における悶題﹂など

爵画﹂工A罰Aのエ ク ラ ン ド 鱗 務 総 喪 か ら ﹁ 核
要雷を紹介する︒

と罠間の共通の関心雛であるテー

が行なわれた︒一方︑蔑閥と研究

燃瞬サイクルの経済性の分跳

によって︑鍛初から試料中に含

定などの翼翼を機械的に薗鋤化

料コストの約五五％︑第二炉心燃

末日︒原麗闘難燃で受け付けてい

参煽登録の編め切りは来薙一月

請している︒

ヤンキー発耀所とドレスデン発駅

料コストの照五％になっている︒

る．参麹蟹は二十五蝉︒

げられている︒

妓術および隅速炉工単︑などがあ

速炉物瑚▽燃料技術▽ナトリウム

速炉漂型および動力炉の設餅▽職

炉の地位▽篇速炉の運転経験▽凝

エネルギー罰醐における窩速増烈

なおこの会譲のテーマには︑▽

所の訳合は︑第一炉心燃料コスト
の約八O％であった︒
さらにパ：ン・アノブ脅上げる
ことによってコスト徽低減させる
のに羅翼翼業者がいかにしている
かという質悶に対して︑ウォーレ
ン氏は﹁その讐えは︑平衡状縷で
の炉心燃料のバーン・アノブは︑

易

一原産資料室便り一

Oh

﹈︶①罵けりOoαΦ

8fpo7つ〇一αQ冤

OU⑩三戸鋤

○丙冒二一Oけげヨ⑩り内50鴇︒型

とくにPWRでいわゆる経済胸な
鍛麺のバーン・アンプに現在近づ
いているという響実によっても分
る︒すなわちこれ以上バーン・アソ

フ巻上げることによってコストの

インベントリー擬の方がバーン・

低減愚はかろうとしても︑ウラン

000︸①⇒O①

︒讐Φ諺笛B5判九三二騨
患版︶

回づけΦ弓

アノブよりも醐くっくのである︒

の特磁というものが︑燃料の盤鮨

経済的な要因と弾力購蜷者の方式

腱

物質の國際査察﹂が発心された︒とくに今圃の
賃濃縮の謂画の進展などをあげた

所の闘では︑たとえばオークリソ

マについてセミナーを開き︑討講

ラジオ・アイソトープの分野で

のち︑さらに次のようにのべた︒

は︑政府はアイソトープ盆濫から

剃九六五年を回顧

実質的な進歩の年
トレンメル氏

ジ国立研究所とニュークリア・フ

・11・ウォーレン氏は︑燃料サイ 観点からの分析が行なわれるよう

ィ・サービス︵NUS︶社堂長黙
Fよりも︑むしろ ビジネス の

ユエル・サービス社が︑最初の罠 で︑ニュークリア・ユテでリテ

一爺間の最も注闘を集めたで淺ご 正式に浮を引くことになり︑また
ととして︑原子炉受注の二︑三社
ワシントンのリノチモンドにある

トレンメル茂は︑一九六五醸を

への鰹中︑核災器の拡散と保障描
イソケムプラントの劇画が還体的

放縦化分析の特徴としては︑

で︑放附化した試料の翼翼能を

〜

欝

ぺ

瓶躰

輝

榔

総鞭誰鱗翫熱る軒軽
季 重多多〜一 身多多 一髪多 一更多多一多醐

こ不碁1由もありよせん。、

ザ

帥

三

業
産
あ○︑談た競熟のために実質的に

賑子力嬉涙にとっての楽観の卑で

麗の闘題︑AECの法制手続き︑ になり︑発論証SNAP装置などいて研究をした︒

闘化学再処理プラントの建設につ

進歩した奪でφ 9と規定し︑この

鴨多蓼︐．多多勿多う︐多多多孝ニヲ多蓼︐二多多多︑︑．多多︐．二多多〃多︐多多多蒙二．多ξ︑︑乾臨汐多多︑．多彩多多．︑︑多諺多多．︐多多〃多︑ニニ多多多︑フ多多多￠．一話

分析線展の高いこと︑非破壊的
まれているその元講の撒をきめ

豊

㌔

画

力

原
職迅速分析の町能なことをあげ

ー轡．一

まボ

とを讃明した︒写翼はこの鋳問

このような方法を用いて︑い

小型の中性子発生袋醗では︑

っそう難解な分析を行なうこと
︑

れて多鷺のヒ紮が検掘され︑ナ

いのは︑放射線
ん石中の構成四丁の分折や︑半

離離中で加速した撫陽子をトリ

が可鮨になる︒最近では中性子

することが望ましい︒一力竃子

測楚器により藩
導休中の微瓢不純物の定羅など

チウム・ターゲソトにあてて︑

その憲ま寒星すれば︑ハフニウ

ることができる︒

わめて少騒の放
が行なわれて嚢た︒轟純農アル

十四MeVの遡中性子を発生さ発生装烈と聡子謝算機を餌引し

燃蘭
囲

@論難
触．訓

嚇

メ榊

計算機を利用して︑ガンマ線ス

鮒性同位体の狩
ミニウム中に奮豪れる不堅物元

として行なう場合に爽用される

において多数の分析を流れ作業

ており︑この方法は︑将来工揚

化分析を行なうことが研究され

て︑まったく懲動化された放附

ペクトルの解析を行なえば・い

在を検知するこ

せるが︑この遡中性子で酸素を

譜

・

！

ムを竃訂することができる︒

ることがでまる︒分析態獲が醐

S醗
網羅
とができるため

犯罪科学へも応用

子束密度の大き

な原子炉中で艮

羅の定磁では︑およそ四十稠類

11放射化 分 析 ︵ そ の 二 ︶ 1 1

化した後︑少漁

時間試器を放蔚

ものと予想される︒

顎陽子ートリチウム型︵Dl
T型︶中性子発生装羅としては

衝撰すると半減期七︒三五秒の

携帯式のものも市販されている

程度の元聡が定懸されているQ

で試料を十秒ないし三十秒聞声

ので︑近い将来には鉱晦の現場

ずつのいろいろ

一緒に灘解し︑ 昨常に短かい放射姓隅位体が生

嚢化してガンマ源スペクトロメ

で鉱石の磁位を調べたり︑鋳物

放射性核種がつくられる︒そこ

成される場含には︑矩鋳闘の放

ータで測建すれば︑微徽の酸索

工掘では群塊︵インゴソト︶の

原子核聞応の繕集︑半誠期の

これを化豪的な

られる︒たとえばジルコエウム

射化によって大灘な放鮒能が響

偽析を調べたりするのにも利用

な元蟹を加えて

方法で分離すれ

を非破壌晦に定騒することがで

；

βへ

奪・護を響け・た・讐奮画勢熱
淺る︒この方法を用いて︑金箸

る元漿から︑生成した放射魅陶

することがでまよう︒

嚢

放心化分析の嵐変りな応燭爾

の酸化皮膜中の酸禦などの定鰍

二二多

多 二葉

十秒ないし一分閥放射化する

二 多

噸幽驚

ヨーロッパの玄関一一コペンハーゲン

ヨー回ッパへの近道…一北極空路

4

位体でも加えだその元葉の蜜艶

季ち

裟
二

㍉♂

蜘

▲
が行なわれている︒

ノ多

％参

蝋鞭

篇
と︑不純物として含窪れている

ノ多多ζ⁝

，

である︒熟中牲

一べ羅糠嚢彬w、敷解儲

金属を原挙炉中の熱中盤子で数

き

は︑きわめて徽蹴に含楽れてい

イ申ぴゆ僻白蜜灘

岡位体と一緒に分 離 さ れ る の

鰍，

@

︑︐

̲

隅一蜘

蜘獣糠w

蝋、・・・…蝋、・・

一蝋醜…蝋㎞…蝋軸・
蝋畑一蝋

＼

〈6＞

塞340遷｝
鯖≡三種郵便物

新
子

昭和40銀「2尾「5日

