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長期計画を部分改訂へ
と長劉謝劇の部分的手詰

ついで原子力委員会は︑三月三日日本原子力研究所︑原子燃

しをはっきり打ち出していることが雲影される︒

で︑長朋墨画に必襲な改訂を行なう

燃料国産化等に重点

基本計画
原子力委員会は二月二十四日の定例会議で︑昭和四十一無展

の﹁原子力瀦発利用門扉理想﹂と﹁核原料物質探鉱議画﹂を決

定しだ︒塁回訓画は実樋する薯業のほとんどが︑萬俸度から羅

料公祉︑日本原子力船開発事業団の各代表者から︑新二度購業

鍛近の原子力闘発利用

続するものだけに︑新味は乏しいが︑
計画の説明をきいて了承した︒これで原子力予算関係のおもな

おもに試錐藻鉱で既知鉱床の拡

地区︑南濃地区とこれらの周辺で

礎的研究を罠間に委話する︒

門課程六回のコースを開設するQ

加速器建制︑アイソトープ棟など

建察︑園必館︑国国研究棟︑三田

のほか蔦隔地区で薫十万キュリー

加速器︑コバルト60照射施設運転 以上の測温業のための予算支出

ービス翻▽原子炉︑ホノトラボ︑

四億円を副上︑職員は薫三十名の

は約八十四億円︑債務負担行為十

の建設を行なう︒

④施設の運転管理および技術サ

箔澱をとるとともに︑撮境の放射

確保と放射線障密の防止に必要な

線源の外部との共岡窟用を開始︒

▽安全対策H涼子力施設の安全

する︒

一耀

年度原子力開発心像基本誹画と︑

原燃の甥業計画は︑昭和四十一

制のもとに各種の試験研究を実

務に闘廻して腺研との共岡羽毛依

④安全管理ド放射線管理と鉱山

施する︒

発︑四十六年肢に操業開始を予定

プルトニウム燃科の製造技術の開

ル放射性廃液の海中排出に関する

総理の充実をはかる︒なお低レベ

開始に伴い︑プルトニウムの安全

トニウム燃料開発室の本格的操業

の一充化をはかるとともに︑プル

保安に万全を期するため管理体制

することを囲標にしているQおも

⑤核燃料物質の黛与H引続き需

資料収集のため灘強調費をする︒

である︒

億円︑翻転宋定会は六酉八十三名

なおこのための支出予算胸二十

要機闘に核燃料物質を貸与する︒

ルトニウム燃料については︑主と

梅野友夫氏︵原電医務︶岩場進

．行く人・来る人︒

して黙中性子炉用プルトニウムー

②核燃料の生産と技術開発1ープ

核原料物質深集計画参照︒

①核原料物質の開発一1略︑別項

な事項は次のとおりである︒

する再処理工場の鶴翼自画を推進

確にするとともに︑熱中性子炉用

ってウラン資源の実態を軍朋に明

作成され︑探鉱の効率的運営によ

同核原料物質傑鉱謝画に基づいて

原燃︑Pu燃料の開発も

場を推進

二千九名とするQ

増員を行ない年麗末職員建員数を
⑤建設整備玉＞JMTRの製作

姥調査とこれに必要な研究を推進

▽東海地区原子力施設地轡整備

このほか藤壷の研究助成︑科学
技術蒼の醸成訓練の促進︑調査普

︑

ともに︑そ41関連技術に関する星 及活動など必要な搬策を講ずる︒

関する研究姫進の方針を工めると

峯餐

ウラン混合酸置物燃科の製造技術

よる工業化試験袋置の設錆を行な

司氏︵同経理部貝︶華墨発電所の

の開発については︑遠心分離法に

を開発する︒豪たウラン濃縮技術

金属ウランについては︑社外の需

う臨め試験研究を継続する︒豪北

原子力公社と契約調整のため︑二

工纂遅延にともないGEC︑英図
要に応ずるため引続き生塵を行

なう︒
月瓜十八日羽田発糟糠︒中旬帰國
③使用済燃料の再処理11打処理 の予定︒

の研究なとを仏CEAなどと協力

塩素化反応研究︑炉内放射線化学

原研放射線化学は仏と協力で
瞬本原子力研究所の昭涌四十一舵度事繁計幽は︑原子力委員会
の方剣に暴づき動力換開発計麟の貝体化を図るとともに︑放樹線
化学の開発︑アイソトープ事業驚については醍年度事業を継続し︑

再処理T

11圓地鳳に原子力施設が集中して 建設のほか闇遠炉臨郵実験鎧膠
いる特殊察情を考えて︑斬年度に
は遣路の整轍と有課放送施設の設
麗を鴨る︒

▽国際協力糾これまでも行なわ
れている二鐵閥協力と国際原子力
機関︑欧州原乎力機関などを通ず
る多数区間協力を一毫促進し︑さ
らにユーラトムとの協力関係を樹
立するなど協力関係を積極的に推

米鑓や菊園との原子力協力協定

をめぐる内外の犠勢の変化を考慮して︑黒子力発電の規模︑

るQまた国立試験研麗機関は放射

に懲際協力の成果を期する︒

進する︒とくに動力炉の研究開発

とともに︑原子力船に付暢する陸

の蟻酸期限が近く到来するので︑

四十一球肱事業の全答が明らかになった︒

罵燃腿の国二化︑プルトニウム燃

線紬分子化学︑放射緑低分解化学

動力炉附発の方針等につき再検討し︑その検討結果をおりこん

昭和四十一隼獲原子力開発刷
上施設の建設準紬をする︒

殿近の構勢も霧翻してその改訂方

用基本諒画のおもな獅噛は次の 料の研究聞発と使用済燃料再処理

などに関する試験をする︒その他

針を検討し︑所要の改訂交渉を行

引き続き各分離

動悶の向機物質の放射線化学反応

▽放射線利用
の研究を促進するとともに︑原研

に間する研究を助成する︒

増設の建設謙画を錘点的に雄進ず

▽動力炉の開発11近く決定する る︒なお漂子力発電を推進するた

ンの高暮合など四テーマについて

は繊維へのグラフト重合︑エチレ

とおりであるQ

め特殊核物質を民有化する方向

昭和圏十一年度の核原料物質

大と新鉱康の発鬼につとめる︒窪

なう︒

研究開発に関する茎本方針に墜つ
で︑これに必要な鷹内報蟻置と鮒

探鉱計画は︑削鋸度固様おもに

動き出す動力炉開発

▽原子力船の建造11原子力弗一 放肘線化学に関する研究を推進す

欝積嵜地域て行なわれるが︑そ

た奥丹後地区︑覇道衛︑大内地区

なお新年度では︑食品の照尉に

いて︑新塑転嬢炉と筒速増殆炉の
外的義倉の貝体化をはかるQ

巾間言換試験を鑑進ずるほか炉内

調血研究と︑開発の実施謝画を早

を検討し︑すみやかに建造契約が

船潴発蕪本計醐の実地上の問題煎

急に策幽してその推進をはかり︑

と安全性に関する研究を促進す
できるよう︑謡画の推進をはかる

謹た在果型尋入炉の建設︑園産化

る︒これに闘暫して在来型奪入慢

の主要点は次のとおりである︒

︵窟城︶などで化学撲葭をする︒

蘭騎一謹配闘醗穂︽一

V地質調査所の行なう探査本

して行なう︒

ラフト重禽︑エチレン島二会︑ト

各部門におけるまな肇業内灘は次のようなものである︒

▽荊集度完成した焼却袋置を用

平準照射物質三十二項晋等とする

を謝画的に喪成訓融する︒また使

の建設劃画に即応して︑印紙要員

施設の詳細設計作業を進める︒こ
釧24︑金工︑硫黄35ほか十二核種

造はナトリウム24︑カリウム42︑論操業開始を閣途としてその主要

主催アジア勉域第四圃研究炉利用

内藤螢爾氏︵闘研究部︶工A葺A

久保憩子民︵原研燃湛開発部︶

リオキサン亜含︑プラスチノクの

いた放射性廃葉物の処理三無▽R 用済燃料の輸送については海外調

③アイソトープ善業涯▽RI製 工揚の建設については︑四十六無

①動力炉の開発劉▽新型転換炉

改質などについて中間規模試験を

I技術者嚢成のためRI研修所で査を実施し︑国内における輸送上

さらに内容の琳層の充失を図ることが星本力針とされているが︑
掲意︑

は原子力委員会の方釧に猛づき

行なうとともに︑これに磁接蝋黙

鉱量を明らかにする︒

賦存状況の解明に鍔め

倉発︑黒岩︑

佐治谷で試剣操鉱など

工学陶設詔研究およひ海外調査を

した反応工学の研究隅将来中禰規

一般課程八回︑筒級課程二画︑悪 の諸問題を検射する︒これらの業

日本R且会議

第二回竃任委員

−111畳1σ︽一︿一

ン︑台翻身を訪闘する︒

オーストラリア︑タイ︑フィリピ

月二十六日出発三月十三日まで︑

地域の鳳子力箏情調査のため︑二

専門家会議に出漏し︑東回アジア

で鉱床分布範囲の確躍

謙︑炉吻理︑プルトニウム燃料︑

②禽吉地区とその周

模試験化が期待される炭化水鎌の

べき購狽につき内外技術暫と意

ナトーーウム技術なとの研究を組織

的に実施し︑内外での協力関係を

炉内外構造物の騨細設計を海外に

推進する▽JPDR−Hは炉心部

弊㎜船の建造へ町議
解明する︒

迫探鉱で阜期に鉱況を

続けるが︑神愈ては坑

辺荊従来の試釧探鉱を

一

行なう▽高速増殖炉の開発は設

周辺部の探鉱に巫点を

①人形峠地区とその尉辺瓢

ト

繊度は謁査の十分でない一部堆積
審地域で補売的操査を

鉱廉の発見︑その成因

するにとどめ︑ウラン

に関する研究︑珀積型
溝顕鉱床の投査技術尚
上などに関して研究す
る︒そのため岐廓県︑広

を︑北海道南部︑秋田

島県でカーボーン調査

・宮城至境地域︑寓城
県甫部︑新潟県東部︑

験研究勤引続き原研︑船舶技術研

委託換討の上繭終漁副を完了し︑

省会議十八日午後一時辮原匿

会八日午後二時原産︑展示会出品

放射線化学調査団鼠打合せ会

放射線化学研究会 ワーキング
グループ十一日午後一時半一一

十五日午後一毛等原産
東南アジア懇談会 十六日午後

保健物理グル

・癖撫

翻

／輪

醸磯欝轍

弄

灘

轟嚇

蜘

轡

囎

−欝欝

東京芝浦電気株式会祉

見を交換し︑調査を進める︒▽実
⑬東之地区隔月吉鉱

闘発過秤を通じて裾られた効果を

究所など関係機醐の協力をえて︑

②付滞饒上膳設等建設の準備

①旅子力第一船建造の準備睦引

特性および蜜全解耕を継続する▽

④成果の哲及陪引続き第一船の

しゃへい効果実験などを行なう・
を利用する研究︑安全盤研究︑燃

錆一船の碓造契約を縮粘するため

泊船蝋染馴の製渠謝醐は︑原子

床を集中的に試翻探鉱

仕様懲と安全溢血轡を作成する︒

続き必要な細蒼︑検討を行ない︑

料および材料の国産化などを行な

て広く冊擬する︒

普及するため︑年蝦︑隠報に収め

一時原薩

原子霊力研究会

ープ十六臼午後一一原藤︑原子炉
安全グループ十七臼午後一叢除薩

策京都千代田区内韓a町ユー一1

広島梨棄北部などで地
質鉱床概査を異施し︑

策定したもので︑できるたけ早く

在来型導入炉についてはJPDR
力第一船開発塾本語画に二ついて
き実態の確認につとめるほか化学

陸上付帯施設等の捲本設計を行な

④奥翔後地挑購引続

し︑実態を磁認する︒

豪た岐皐県南蒲で物理探鉱など

うとともに気象海象などの状況を

を調査する︒

放射能強度の分布状況

による鉱床調査を行なうほか︑土

子力船付楊陸上施設などの建設雌

に仕様轡︑安全対策君の作戒と歓

数は瞬結同様六十八名とする︒

千万円を計上︑役職員の二度来定

これらのため支出予算約二偬四

コードおよび核デ：タ整備︑しゃ

▽調査研究翻引続
き弟一諾の建遣に関連して開発す

⑧研究開発

調査し安金対当欝を作戊する︒

い︑関漣研究として炉物理実験︑

を演標としている︒

め︑その成果の酋及に努めること

備を行なうとともに研究開発を進

める︒

へい実験︑燃料再処理技術の開発

探鉱などで新鉱床の発見につと

⑤その他纏出雲市縦覧︑窩城県
大内︑岩手︐県花巻などで感量調

②放射線化学の開発−一繊維のグ

などを行なう︒

波高分析器

訟口α儒qく諜儒ζに

岐地区で探査技術の向上等に関し
て研究する︒

V原子燃料公社の行なう探鉱

査︑化学架鉱などで探鉱する︒

翻霞窪i

口認）篇驚導PDm
原子燃料公社は人形陳地区︑禽吉

あらゆる分野で活躍できる

麟欝

憩0チャネルパルス

簿幽三輪
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（代）

501−54ユ1

丁藤】L

副測癖業部へ

お聞い合わせば

新年度核原料物質探鉱計画

東京都港区薪橋望丁目1番13髪｝（東躍旧舘内〉

藤本原子力産業会議
発行所
昭相3！年3月12日鑑三種郵便物認可

ン

探鉱は原燃にバ

鑛欝東京5895番
諾（591）6121（イ七）

購謝離帰劉掌中

聞

進展する海外の

であるが︑フランスは

ー︵臨界実験雄置︶︑マズルカ︵ゼロ田
方が確かにある︒それにしても︑四ドイ

る︒ジャンプして追いつこうという考え

一見わが国の二合に似ているように宛え

この点で︑薩ドイツの立縞や考え方は

力島論議︶︑ラプソディ︵高速増殖実験

ってよい︒フランスの場命も︑ハーモニ

磁識はその遍羅の上に町能になったとい

予窺であり︑アメリカ

ツが数敵前から︑嵩速増殖炉の二瀬儲撹

明年実験炉が完成する

は一九六九年に原型炉
炉︶︑フェニソクス︵同原型炉︶という

高速増殖炉開発
いぶ遅れている︒しかし︑アメリカは発

甜工の翻搬ということで︑このコ園はた

濠ぎれもない黙契である︒その実績の上

に数薦人の研究者を鋤齢してきたことは

簸近︑薩ドイツとイギリスが

ていることは閥知の通りである︒

一貫した論評のもとに︑脅主開発を進め

あいついで筒速増殖原型炉の建
表されたイギリス等の謝闘をいちはやく

FOR謝画に穆面するという︑思い切っ

に︑自分も資金を出してアメリカのSE

設罰爾を発蓑した︒それによる
わが隈の商学増殖炉開発の方釧も︑こ

た国際協力が可能になったのである︒わ

のような蕎濁の開発スケジュール︑ある

が国でもン￥ンピンヴのために聞誤協力

ために順姫炉建設を急ぐという態度はと
いは開発の態度といちじるしくかけはな

弓隠の三園と比倣検回したものの︑その

れたものであってはなるまい︒さ轡ごろ︑

の突績か資金との引きかえでなしに︑ど

が切り札のように押︑口われているが︑齪究

万KWの除烈炉二蕪︵スチ ー ム 冷 却 と ア

ンヌ研究所などで盤礎研究を続けるとい

らず︑当爾フェルミ窩遼実験炉︑アルゴ

動力炉開発懇談会のワーキング・ダルー

と触ドイツは一九六八年に電気出力三十

三年に完成させる予竃であり︑イギリス

トリウム冷却︶の建設を開始し︑一九七

プが娼した綴蓋によると︑実験炉を一九

績がある︒イギリスの為速実験炉︵ドン

は︑いう豪でもなく研究開発の書信の粘
て原型炉を七一一年に漕工して露玉年完成

六八年に薫馨して七一年に発成︑つづい
自主開発を進めるのに︑幻想は禁物で

んな有効な国際協力が可能であろうか︒

各国が原型炉の建設に液手する窪でに

う方釧はかえていない︒

せる副画である︒これらの発豪が汀囲さ

レイ︑一万ゐ千KW︶は一九五九無に臨 という︑先進圏を〃追いかけ追いつく た

をたたちに遭工し︑一九七〇無に完成さ

は蹴気出力二十五万KWの 隙 塑 炉 の 建 設

れるのは︑これまで考えられていた渦聡

界したか︑以来六年冬わたる悲調な運転

現在︑窩速増殖炉の原型炉建設では︑
実施し︑将来の嵩物炉燃料をめざすウラ

の闘に︑辮料や材料の費留な二一試験を
遅れたのでは慧昧がないという︑スケジ

これは︑実用炉の完成が各圏よりあまり

めのぎりぎりのプランが．爪されている︒

り遅れないということが開発の前提条件

を精疑したい︒諸外田に追いつく︑あ謹

きり薫りきった方針が打ち繊されること

ある︒論外の粂件を正祝した上で︑はっ

アンプされた感を与える煎である︒

増殖炉開発のスケジュールが︑スピード

ソ連が一応トノブを行っており︑一九六

ではなく︑試験研究機関の機能を

の実現のために︑現荘の特殊法人

的援助が必要とされる︒従ってこ

政に一元的に曙賑することにもな

き︑主管冠たる科学技術会議の行

審議の対療が科学技術会識のそれ

摂本学術会議については︑その

と密接な関係にあるものが多く︑

分に発揮させ︑研究効準が最

の︑富民鰯力による特殊の研究法

大となるような︑全く新しい構想

前十時半から開かれ︑篠搬血μ学狡術会議委員および参考人の出

行政に関する小婁員会︵小婁員長岡良﹂氏漏社︶は︑三月三日午

流をはかる︒︻方︑科学技術会議

科学技術会議票勝局との三碧の交

政機能を発実して外局とし︑常時

し︑現在の大学学術局は︑学術行

專念ずる端を当風できると同時に

慧務からはなれて臼主的な研究に

体制も整えられ︑冨民の焦同語屠
研究所的な性格のものとすること
ができるσそしてこれらの研號法
人は︑西独のマノクスブランク研

し︑あらゆる分野にわたる研究活

究協会のような連合機構を組織

動の総合性を確保することがで

独立してその職務を行な
という立法の糖神を生かすの

協会プラント安全設割研究詔画部

役員異動については︑寵しく岡

て審議︑いずれも承櫨された︒

くが︑当纐は肇故対策に関連して

要課題の曝葬︑立案を行なってい

り︑今後は開発の進展に伴ない必

縄題点について蝦皆澄を出してお

では︑昨銀十一月に研究の現状と

安全協会︑四十一年度の事業計画

会長山田太三郎氏︵通産省工業技

燃料など委託研究も

術院窺気試験所長︶の上戸麗任が

放尊信有機ヨードの問題などの調

テーマについての共同研究は︑引

豪た︑安全性に関する特二等要

資を悩めていくことになったQ

承認された︒

昭和四十一葭子の箏一月祠とし

き続き専門委員会で︑政府の研究

ては︑原動をはじめ蹴力各社の原
子力発魅所の建設︑再処理施設︑

ったが︑これに関しては軽水炉用

委託費等により実施することにな

原子力船など各号の計画が一暦貝
葉化されつつあるが︑これらの原

懸料の璽故時の損壇挙動︑放射線

糸†力施設の設置に俸う安全性の
壁越に関して︑系統的︑総合的な

仏が行なわれた︒

的態曳などの答巾串項について蝦

三月三日極洋定

旬間メモ

原子力委鍛会

例会識を開き︑原研︑隙鰍︑原船

昭和四十一年民予舞︑事業副画︑

禦業鴎のそれぞれの代表者から︑

承した︒

三月二日

資金雷画について説明を聞き︑了

総理府放射線審議会

な理宙などから＝兀化は園難であ

いアンバランス︑研究費の不足等

て︑物理施設と入的施設との遍し

鄙材料工学研究塞では︑高速炉開

田本原子力研究所の原子炉設計

原

の連続運転開始

後十一月︑十二月に二回にわたり

・ループの据え付けを完了︑その

奪九月に完成︑十一月にはマザー

いる︒すでに︑これまで建屋は昨

他付帯施設を禽む︶が費やされて

に熱搬送する熟交換器の材工研究

反応するので︑ナトリウムから水

研究③水とナトリウムとは激しく

器が熱性盤に耐えられるかの材質

温度蓋に対し︑ナトリウム取扱機

症をあげることができるが︑この

流騒を多くし︑出口・入口の温度

協会の必要性に応じ︑特別委員会

全磐理などの演題については︑同

トニウム燃料取扱い作業の促健安

性懸章の沿岸海洋への放膿︑プル

する甲請も承認された︒なお放射

醐の昭和四＋一鉱度蛋託研究に対

汚染対策の種俵整調蚕研究など政

の開発研究︑放尉牲廃藁物の海洋

塾本的態慶および助成策として①

き︑原子力発電フラント国懸紙の

午後興銀会議室で第四回会含を間

▽国産化小課員会11二月二十コ百

を決定した︒

考え方﹂についての只串内容など

性廃熱物の海洋への処分に覆する

塾準の改正﹂の盤申および﹁放射

﹁放尉線障雷防止に関する妓術的

教青会餌で第二十圃総会を開き︑

る︒この現笑といかに妥協するか

は必ずしも十分とはいえないが漸

あげられるが︑そのつち物理施設

六日間の連繋運紙を行なってい

および構造研究④ナトリウム取り

等を設けてその促進をはかる︒

防投桑剤としての含イオウ化含物

が問題であるが︑比較的雪行容屍

発の〜環として︑ナトリウムの取

この試験ループの完成によっ

る︒

ラグ謝︑水素検出副︶の精度向上

扱い虚器類︵圧力訓︑混融計︑プ

π

と思われる私案として︑①科学技

次整徽されっっあり︑人陶樋没は

り扱いなどを研究しているが︑二

て︑①ナトリウムの化学的活性の

◇篠腺科学技術の発展はその國

税制上の措置を

科学研究助成で

当であると思う︒

科学技術会議に移管されるのが妥

外の研究連絡は︑行政委員会たる

行なっている科学技術に関する内

がよいと思ろ︒また︑学術会議で

う

として

閣に移して︑総理大臣のブレーン

化を機会に︑総理麿の描関から内

従って属学技術会議の行政委員会

服酷夫臼本海製協会会長から︑科学技爾行政の現状および機構な

内には科学技術行政に関する強力

民間からの経済的謝絶の受け入れ

どについて懸見を聴取した︒席上両氏は︑一元化されてない現在

ぶ太いパイプとして役立たせれ
は︑事務機構二本立てによる欠点
はある程笈解消できる︒

次に岡立大学の付澱研究所や各
省庁の試験研究機関など現在の国

術会議の任務に人文科学のみに廉

質︑殿ともに欠くるところが多い︒

月二十八日ナトリウム試験のルー

研究︑とくにナトリウムに対する

ナトリウム試験

わるものを加え︑会講嚇強化して

また研究者は雑用に追われ︑研究

日間の連融運転を闘重した︒

プが完成したので︑岡口から二十

立試験研究機関の最大の欠点とし

行政委凪会に改纏し︑これに対櫨

で︑このままでは霊の持ち腐れに

費の不足をかこっている状態なの

科学と技術をそれぞれ

おりであった︒

◇虫県

明障に定義して︑その間に一線を

引くことはできない︒科学も技術

なる恐れがあるQこれらに対する

この試験ループは︑ナトリウム

羅の除染方法などの研究②ナトリ

安全防貫の研究や︑付薫︑汚染機

うとするものである︒

後実施し︑寝藁炉開発に貢献しよ

の伝写研究︑などの各種研究を今

協調︑発表会など諸行琳の開催な

行︑関連各機関や学協会との連絡

動としては︑調班研究報告瀞の刊

その他昭和四十一年度の双盤活

原子力部会へ答撰することになっ

融︑税制面での助成などを決定し︑

皐期確立でユーザーも協力②命

も広滝の阿的研究の対象であり︑

学技術の行政組織は︑当然単体で

画の員期安定性︑公正妥当な調

ウムは熱血導度が大きく︑嵩逮炉

研

して科学技術庁も改組してその坦

両氏が述へた顧見は概陥次のと

科学技術という一詰であらゆる施

務局とする︒これによって星本計

あることが望ましく︑科学技術庁

用の二種のドーター・ループから

供給用マザー・ループと各種試験

た︒なお同小振はこれで團的を達
度があると慰われるので︑その遅

成︑解散することになった︒

政鰐の措灘には︑紺出癖情から隈

どが粥幽され︑国際協力について

蜀となる︒⑭文部省の内局は溝務

の熱搬送材として利用する揚合︑

整︑研究の霞主蟻などの磯保が讐

なり︑ほぼ︑五千万円へ建屋その

と文部省との二本立てになってい

嘗にはなんらかの形で民闘の経済

る現状は理恵的な姿とはいえな

運踏歌総合エネルギー調査会

策を講ずべきである︒従って︑科

押した︒

ランスは︑研究成果の活用に障霞をきたしていること︑などを指

る必要がある︒窪た基礎︑応用︑開発研究に対する予算のアンバ

関は全く新しい構想で︑窟民協力による特殊な研究法人制目にす

に関する強力な連絡機構を設濃すへきである︒田立の試験研究機

議の任務を強化して行政委員会に改組し︑その中に科掌技術行政

な連絡機構を設罎して︑両三を結

を構じて︑長期にわたり︑搬育の

現職のまま︑あるいは週当な措蹟

によって特に大学教授に為しては

人制度を買える必要がある︒これ

十一

る︒

として落とせないものなら︑閲題はやは

ンーブルト一一ウム混合︑その他の試験轡

り資金の投入いかんにかかってくるので

山県参考入︑機構改革で語る

へ

の科学技痢行政羅瓢は敬翻する必要がある︒そのため科学捗術会

第五十一圓醒会衆議院科学技術振興対鍛特別婁員会の科学技術

ュール電視の観魚がとられた窪目である

八年に三十五万KWの発日・ 海 水 脱 堀 二

はある豪いか︒

価

が︑半面︑この日程で研究開発の窪み上

尾

げが可能かという不安がつ崇豪とう︒

7

上窪わる成績を沿さめている︒原醒炉の

臼

料体はいずれも上蓋囲瞭の平均燃焼度を

AミA

のイギリス︑西ドイツはこれに次ぐもの

物

露団酌挿を完成させる計画である︒萌認

@阿
口

教脊︑高校教脊などの行政挙撹湿
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の両面において活発な歎きを み

年のうちに︑平和利用︑蟹蜜秘用

フランスの原子力産業はここ数

返し受注などによる岡一企業への

目設計の標準化︑同一製品のくり

なわれるようになった︒豪た発属

の三岡や︑ある種の業務協定が行

までは三酉社以上の会社が︑原子

合理化

の圧力がこのよ

園ともなってきたQ

うな輿中化などに拍車をかける原

として

グループは四つにまとめられてい

ープとなったわけである︒

ていなかったし︑で
政府攻撃の好材料となっている

価問題はもちろん国会で野党の

もらろん外国だって物価は上

と論じに考えてよいたろうが︑

るしフランスあたりは大体田露

アメリカは大統領救樽でいう年

伴う早稲田大学の騒ぎは潮騒の

近いが︑先日来の学費値上げに

だろう︒筆著の佳いは畢稲田に

支出が日本の揚含非常に少ない

とえば︑臓子力に対する政府の

いて翻るということである︒た

が物腰の判断をややこしくして

金の値うちが下がるということ

私の＝凹いたいのは︑お

訊たが︑そのころは多すぎてい

ということになる︒誠に憎ない

は︑そのころの腺子力予篇はす

来四天％の物纐上昇ということ

ころから横ばいを続けて∩いる

語ではある︒

近く議会に提案か

改革し︑原チ力委員を現在の五人

急峻がその職を離れたためにそれ

かし昨琿六月︑M・バンディング

構成されることになっている︒し

州火災が発生したため獣心が遅れて

G・テイプ委員︑J・G・パルフ

る︒このような嶽からも政肘は︑

改名で構成されているともいえ

で行なった︒総装荷量は八百四本

要素は二十五本で︑十二人が交代

つた︒最初の田に聴入された燃料

レイ委員︑J．田︒ラメイ委綴の いたが︑このほど燃料装荷が図題

醸子力委員会を霧編成し︑より強

れている︒臨界状態での各種の物

で︑七百本位で臨界になると兇ら

理テストを行なうため︑この作業

力な行政委員会として進めたい意

るQ

な問題をよぶものとみられてい

強い反対もでており︑今後︑大き

︵改良ガス冷却炉︶のライセンス

︒カンパニー︵BBC︶はAGR

西ドイツのブラウン・ボベリー

西独ブラウン社

ス契約で英と交渉

AGRのライセン

れているものである︒

瓢次原子力発償試験餅画で建設さ

なお︑この発芝葺はAECの第

を始めるもようである︒

なければならないため︑近く調査

共同組禽に︑政沿が罰金を支払わ

力利漏菅側のデアリーランド蹴力

Wの電力を引き渡せなければ︑聡

︵AC︶礼が八月中に一万五千K

建設者のアリス・チャルマーズ

同猿子力委撮会︶は︑もし原子炉

このためJCAE︵上下両院合

やく桝料畿入が始められる︒

ュールでは本年八月になってよう

が遅れているため︑現在のスケジ

発成するはずであったが︑工製

況︶は︑彷瑚の予定では昨年中に

発電所︵電気繊力五三KW︑BW

ェノアに建設中のラクロス原子力

アメリカ︑ウィスコンシン州シ

遅延で近く調査へ

米ラクロスの工事

かろといわれている︒

原子力委員会︵JCAE︶からの
が全部終わるまでには六週間はか

の改革に対しては︑上下醐院禽岡

洞ともいわれている︒しかし︑こ

現圧︑AECの委員は︑一九五

米︑原子力委員会機構の改革を検討
アメリカのジョンソン政肘は︑

から三人に減らす考えのようであ

原子力委員会︵AEC︶の機構を 四年原子力法にもとづいて五名で

る︒象た阿らはっきりした決定も

人貝補充にも失敗したため︑現在

以来︑そのポストは空庸となり︑

のうちにその申請を議会に提出す

は︑G・T︒シ：ボーグ委員長︑

行なわれていないが︑ここ数週間

るもよう︒

イギリスのH・S・マーシュ祉

英マーシュ社

放射線照射施設分
野で米市場に進出

祉の一つである︒

を建設するOKA13のメンバー会

︵電気出力四十万KW︑BWR︶

なお同縫は︑オ入力ーシャム

など詳細はまだ決まっていない︒

七五卑には運転する予定たが炉型

る︒一九七〇隼ごろ建設を開始し

原子力になるたろうといわれてい

にするかまだ決めてないが︑多分

一往は石油火力にするか原子力

の海岸に建設される予定である︒

マルメ市の北目︑サルトビノケン

圃を明らかにした︒この発電所は

を設殿する予定︶の発電所建設計

このほど一直万KW︵原子炉四昆

Cの価格では︑グラム穿り一1十 ソト︵南スウェーデン電力︶社は︑

は︑二月一日付でロバルト60の価稽︶に値下げした︒一方︑米AE ベンスカ・クラフトアクチボラゲ

て︑十万キ∴リーまたはそれ以上
の注文に対しては︑キ為りー嶺り

なお少皿の注文−五千キュリー
以下﹂についても︑キュリー嶺り
六十撃壌︵以一瓶は七十五寧︶に値
．下げされた︒

約で行なう︒この研究の日的は︑

ネラル・エレクトリノク社との契

︵エレクトリノク・リサーチ・カ スチングハウス祉ともう一つはゼ

るグループ︶から発荻された︒

パ譜：を通じて︑放射線照射施設
の分野でアメリカの竃楊に進碍し

は︑C・A・アゥフモート＆カン
めるためのものたが︑もしこの研

同社はすでに世界最初の五十万

ょうとしている︒

利用価値の正磁な評価と週報を集

究がうまく進めばその利用を司能

けるプルトニウム燃料サイクルに

チカル・プラスチノク祉のために

療器只消毒施設をジョンソン・エ

研究攻園の細圏は︑軽水炉にお

よる各種経済パラメーターへの影

ストリーズ社にも七十五万キュリ

建設しており︑ジレノト・インダ

は︑この団の主な商業照射施設を

アメリカにおいてマーシュ祉

照射施設も建設中である︒

ン社のために七十五万キ晶リーの

在ハンブルクの閥ドイツ・エチコ

ーのものを建設している︒また現

潤の評価︑種々のプルトニウム利

スウェーデンの電力田螺シドス

南スウェーデン総力

大型原子力発電所
の建設を検討申

される予定である︒

A︵壕子欝欝砿開発協会︶で笑施

却炉︶は︑昨駕二月搭納谷器内で

パワー・コンヌトラクシコン︵A

PC︶と交渉中である︒この交渉

ンハイム事務所で行なわれている

は現在ブラウン・ボベリー祉のマ

ので近く結論に達するものとみら

これ謹で西ドイツの電力会社が

れている︒

AGRを建設するという発表はま

たされてないが︑一九六四年十二

のための子会社を設立し︑ユ⁝ラ

トム穴ヵ国︵とくに頭ドイツ︶に

AG鼠燃料サービスを行なうこと

なお︑ユーラトム諸国内でこれ

を発表している︒

ルギーのみである︒

︵欝気出力四万KW︑筒温ガス冷までにAGRが提案されたのはベ

アメリカのピーチボトム発電炉

米ピーチボトム発
電炉燃料装入始む

いる︒

CL︶と競窺するものとみられて

速増殖炉への利用についても出
月掛英原子力公社︵AEA︶と西
資が検討されており︑近くAPD建設したカナダ原子力会社︵AE ドイツNUKEM紘は︑燃料製造

れるQ家た一躍圃のものとして島

この副画の資金は各自門から出さ

する＋二の淫雨に分かれており︑

電気研究会議は電力会社が代毒

なものであるQ

堀方法の検討および調査などが韮

キューり一のコバルト60による医 契約で︑イギリスのアトミンク・

にしょうというものである︒

熱中佐子炉におけるプルトニウム

ウンシル蒔あらゆる産業で構成す

この研究に関する契約はここ一

二つの研究を開始する︒この研究

ヵ刀以内に繕ばれ︑一飛−一隼半

んできた︒三十︸歳．

るなど陥発初期のころから取り組

・塗

勉

力平和利用調査会の雲門婁員をや

題調費会委員︒芸子力問題は原子

発︑磁際経済担当︶︑安傘俣誘電

田新聞論説紅裏︵原子力︑解宙開

渡辺誠毅︵わたなべ亜いき︶麻

としても尊名︒六十五歳︒

務︑﹁荏子とともに﹂など随筆家

実施するもので︑その一つはウエ

への利用に関するもので︑二月二

誤噸∴欝

日本素子力発眼︵株︶嗣社長︑原

笹森健三︵ささもりけんぞう︶

に携ってきた︒万十一歳︒

原子力蜜艮就任いらい原子力行政

麟︑轟総噸

無騨醗豊平︑

子力局長︑昭和三十年経済企画庁

古河電気工業︵株︶取練役︒前原

臨村武久︵しまむらたけひさ︶

に交代で執筆してもろい豪す︒

﹁ひろば﹂欄は今後つぎの三氏

ひろば欄の執筆者・

十一日アメリカの電気研究会蹴

はいずれもプルトニウムの質素炉

なってプルトニウム利用に関する

アメリカでは電力会社が中心に

米︑電気研究会議が研究委託

軽水炉への聖︑利用

カナダ原子力会設︵AEGL︶キュリー当り四＋埴︵以前は五＋

加AECL
十刀キュリー以上の注文に対して

たはそれ以下一の価洛について︑

ルト60ーグラム当り十キュリー豪

AEGLは︑低馬放射能のコバ四十移となっている︒

して実施された︒

ﾌ価絡を値下げしたことに対況

昨年＋一月︑米AECがロバルト 箭キュリーのコバルト60につい

恪を他下げした︒今度の憾下げは

ての夏子力産業はGCFCN︵グ
ルーブマン・デ・コンストリュク
トールフランセイズ・デ・セント

ている︒

ラールス︒ニュークレールに属し

合涌したSEENとインダトム
のニグループの主なメンバー会祉
は次の通りである︒

シュナイダー社︑

法がよく説明に使われるが︑各

アタリエ・エ・フォルジ・ド・ラ

・バブコソク＆ウイルコノクス祉︑

セイズ︒デ・コンストラクシコン

インダトム績ソシエテ・フラン

リン＆シェラン社︑クールマン社︒

ダストリ︒エレクトリーク社︑メル

たQさらに産業発展の自然の段階 ソシエテ・パリジェン・プル︒ラン

F︶の儒要に対し︑共同あるいは 合併や集中化の指導を行なってき

特殊性に応じて器材の供給を行な
ってきた︒しかしこれらの会社間
では︑集中化と憲門化がすでにあ

る程慶 進 め ら れ て い た Q

たが︑今度の合併によって三グル

このような事態から主要原子力

きくなるにつれて︑発電所建設お

とくに原子力発電所の規毅が大

よび原子炉讐の入札に際して企業

とだった︒私鉄は手回しよく︑さ

きるたけ早く足を洗って撮直し

ドも強い︒そこで春闘のはしり

が︑国罠の側にはあきらめムー

便料のほか沢山あるらしい︒物

ことが予定されているものも郵 ものは滅多にないから困るQ

っさと上ったが︑これから上る 国の物価の変動まで折り込んだ

終生役人︵何とい

ういやな三梨たろ

?警られると績っ

一調う︶・公賞の籍が

たいとは思っていたが︑その後

間二％は怪しくて三％は上がる
だろうというくらいで︑五八隼
以来日本が四五％も上がってい

今年の原子力予算は伊欝比年

るのに︑せいぜい一〇％位た︒

ことたが︑その比八・万％増は

偲円増の百二十六億円余という

大体物価催上がりに見含って実
質緻はいだ︒

ように風に渠って聞こえてきた

たのだとでも思うより仕方のな

今年たけではなく五八年以

し︑早朝からただならぬヘリコ

ことがよく指揃される︒

いものであろうかQわからない

いてはきりがないが︑

こんなことを君いて

る︒

ればと必死のようであ

スァノブで取簾さなけ

値上り分たけでもペー

て不況下とはいえ物価

約の階以上の参加をみ

という物価メーデーは︑B輔条

の生活の設諾について思いをめ

ぐらすオ堂はなかった︒辞めて
一番鶴つたのは家であるQ三際
ながらも宮舎住いで﹁住﹂の苔労

に鈍感であったが︑二＋余年腿

手に入れることのできる時代は

動務の後の退職金で家や土地を

すでに醜くなりにけりで︑物騒
の値上りを痛いほど味わった︒

しかし物緬の問題に無関心な

プターの畜に驚かされもした︒

で︑五卑とか十卑とかの推移を

この場禽は円換算なのドル換算

でに八十億近かったから︑その

ので変だと思ったら国鉄の定期

娠が爾会の審議を気にしている

入なんか︑恐らく昨今はいない

ークレール︶

集中という傾膚がみられるように
S￡ピN︵ソシエテ・デチュー
コバルトの価
力庁︵CEA︶や眼力庁︵E
なD
り︑EDFなどが中心になって ド・エ︒ダントルプリーズ・ニュ
格一部値下げ

せ︑急速に成長しつつある︒これ

プは︑以前から強い結びつきがあり︑近いうちに何らかの動きをみせるものとみられている︒

A︑インダトム︶のうち︑SEENとインダトムが含渇することになった︒謹た残されたニグルー なお︑外国市場に対してはすべ

討さ れ て 慧 た が ︑ こ の ぼど四つの主要陳子力醗業グループ︵SE E N ︑ フ ラ ン ス ・ ア ト ム ︑ G A
クA
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プルトニウムが肉置ざれてから今毎の二月ニや四日でち

ょうど二十五周年︑アメリカではこれを記念して講演会な

どの毒しがあった︒とくにアメリカ原子力婁員会︵AE

玉二三

≠多

一へ

プルトニウム錯見ニや五岡焦を迎えて蔽という

て玉葦

ボタン

の形で仕上

プルトニウムはウラン郷と岡じ

で︑職さは一竪にも獲たない◎

げられ︑丁農ハンバーグの大きさ

は︑一艘に

濠で生産されてきたプルトニウム

中魅子をぶつけていたところ︑ウ
ランのターゲノトに新しい放射能
を障めた時から娩まる︒彼らはこ

ﾙと償じていたが︑一鎌以鷺も は少なく︑ゆっくりしていた︒
︷融められなかった◎そこで一九照 一九四〇年十二月︑科学蒼たち

うに核分裂脅するたろうとの可能

O無の遜︑マクミランは︑P・Eは︑94番麟の元繁もウラン獅のよ
・アペルソンの協力をえて︑二子

ではないかと嘱えていた︒シーポ

の中に入れれば人工的に侮れるの

番号93のネプチユウムが弄りださ 轍に隠勘穿け︑ウラン脚融諏子甥

ヒットラーの

れること嶺誕戯した︒

ーグらは極秘のうちにサイクロト

将来有望なエ

ネルギー源に

れる寸前にあった︒アメリカ︑イ

ンに中性子を撃てることによって

し六〇鱈のサイク羅トロンでウラ

ルギー源として非常に璽要なもの

ニウムは︑われわれの主要なエネ

の大きな二二をになっている︒
プルトニウムは非常に取り扱い

アメリカでは︑饅近︑照鮒木

木材としては︑糖カエデ︑モ

配間五粧が関心を示している︒

できる︑︒したがっ

増殖炉開発と
核燃料生産へ

⑰

評

．画に︑マグノノクス輝の技術誉

遮鎖反応癒おζすために葬常に気

をつける必要淋あることなどの理

とはいえないが︑数々の世騨舘

もので︑その経済性は豪だ十分

のとして︑蹄︸次長圃のオール

現在イギリスには嬢設中のも

の努力の加豪ものといえよう︒

節蜘︶が採嗣されたのもこれら

と呼はれる 雌礎としたAGR︵改良ガス剛

録の樹立と大容騰化︑牲飽向上

〃マグノノクス炉

イギリスが開発したいわゆる

によるコスト引き下げにっとめ

ドペリー︵五十六万KW︶︑ウ

は癌撫されている︒すなわちシ：

樵罫叢大の

てきたイギリス原子力界の鍔力

イルファー︵西万KW︶のほか

ゆサイズウ

却炉︶が還一興である．近く二

︵熱繊力二万KW︑隔温ガス冷

NEAとの共岡目魑のドラゴン

アメリカ

◇

AECは今釘末京でに瞥水増殖

することになったためであるQ

研究開発謝画として薪しく再繊発

殖︵LWB︶讃幽の方尚へ向け︑

になり︑これ濠での戚果竪町水増

ト姫︵Ls8R︶建識計醐が中止

であった大型シード・ブランケノ

ォルニア州と共岡で建設する予電

帯する予定であるQこれはカリフ

揖済済炉の可鮨性を今年兼から饒 一

水炉技術を利用してトリウム増殖

ソビングポート原子力驚臨所の軽

果原子力量舞会︵A罵C︶はシ

◆

の可能牲を検討申

熱中性子増殖炉へ

匹匹一1藍匿弓ーー

麟騰

ている︒

つよううるざいほど四諦を験起し

sGRW鼠︶がある︒家た︑勤 に億するような安傘轍の認鰍癒保

小隻麗に絡されてからも予莇灘段

並が研究盛からA膨Cによる大

た︒その後︑プルトニウムの並

時でさえ雰常に慎蟹に欧り扱われ

ンでほんのわずかつくられていた

プルトエウムは︑サイクロトロ

は︑蹴賛に値するものがある︒ホ

最近わが鰯で新型娠換卿への

⑧ダンジネスA

⑪ウインフり

⑪ウイルファー

＋五万KW

の認速紅型

蜘も建殿さ

れるといわ

れ︑将来炉

の開発も撚

極的に選め

この発鑓

ている︒

所めぐり

は︑次回か

らヨーロノ

パ三陸を勝

換されるもので︑発出機のような

つの異なった金属が剛回路で結合

の可酸性等について倹討するはず

に︑駐流が生じるのである︒SN

し︑ちがっ准趾度で接触するとき

蜜用の蹴気をおこした最初の放射

APの宇宙用発電一三では︑プル

う長い半減朋をもっているからで

ある︒この他灘本的な利点として

は︑プルトニウムはアルファ線を

だすが︑透過力が小さいので︑プ

ルトニウム蹴燃料の発紙袋践のし

⇔へいが容蜀なことである︒

烽｢ると述へている︒現在蹴気

あるものの一つとして考えている

単すぎるが︑一部では町龍性の

えるとか︑便われるとかいうのは

ングポートがこの実験炉として使

であるが︑ある政肘繭嘗はシノピ

増照炉の可能性について開発を進

お曜一のものである︒この疲置は

性アイソトープであり︑現征もな

ホノト︒エ

めているのは︑プルトニウムをエ

はれている︒その後さらに三つの

トニウムは熱避対の
ネルギー費源と考えているからで

いて︑雌蝶を生塵すると岡隠に︑

ある︒またAECは︑増殖炉につSNAP︵小型賄助猫力源︶と呼ンド の低度を保持している︒

プルトニウム脚は原子炉の中で
ウラン蹴から変換してできる︒こ

れ︑現在四つの発電技躍が地球上

に利用された亀田は︑九十鎌とい
SNAP発墨装課が打ち上げら

プルトニウムがこのような撞躍
の覇合︑原子炉の炉心の豪わりを

くの燃料を生塵するものとみて︑

そのために消費する燃料よりも多

空の軌道を獣わっている︒燃料は

ウラン糊でとりまいておくと騨心

現在︑高速増獺炉開発の計画を進

いう豪でもなくプルトニウム鵬で

の核燃料が連鎖反応をおこしたさ
い︑あ隔った中性子がとびだして

めている︒

覧たプルトユウムは︑月探検の

ある︒

きて︑ウラン蹴に吸収される︒こ

宇宙用索晒源へ利用

国家群醐についても璽要な役鼠を

十九田蛍鰍五Bンの熱離気発生妓躍 気発血装躍のプルトニウム蹴は︑

すへきことは︑一九六一年六月二

航鰻宇田局︵NASA︶のアポロ

与えられている︒SNAP蝋電
放射能のため
取扱いが困難
されたプルトニウムのアイソトー

してつみ込掛れ︑それが成功褒に

が︑圏防省の人工衛押の聡力源と

プルトニウム発見春の一人︑シ

は︑LSBRのスポンサーであっ

出力十万KWのシノビングポート

たAECの灘畢原畢炉部門の糟理

下で運営されている︒

怩jWプラント

ルーマニア

◇

ニ基の建設を計画

φ

ルーマニアのA・ビラディナウ

第一副首椙は︑このほどイギリス

子力が利弔された初めてのことで

エウム鵬の整然崩嬢による熱エネ

このような謄躍漉躍は︑プルト

作が必要で︑ごく少愚でも自然に

ている︒さらに取り扱いは避隔操

裂生成物として強い放射能をもっ

で︑化学附にも扱いにくく︑核分

る︒というのはその発晃が裾野

ると述へた︒

建設する謝画で︑楽備を進めてい

五十万KWの原子力発聞所二滋を

は︑次期第五力年副圃で魁気繊力

訪問したが︑そのときルーマニア

と睡んでい のブランドウエル原子力発蹴所を

あった︒この非常に小さな発電装

ルギーが直腰躍気エネルギーに変

たちの悪い元礪

は︑熱を発生する︒この熱は熱電

置は今までに宇窟無間の軌道を五

ソケージは種々の測燈縞果を工め

気を供給するたろう︒豪たそのハ

︵寧宙船が月に残してくる︶に鍛 ーボーグ薄士は︑プルトニウムを

った元黙である︒これは雰常に放

軌道に粟つたことである︒もちろ

プであり︑非常に露寒な融親をも

射醸が強く︑いろんな利用嚇が考

んこの発塗装躍の燃料はプルトニ

気の方法によって電気に変換でき

億膚以上も飛行しており︑原子巨

プルトニウム鵬を刊貢した注目

て地球上へ回収されるたろう︒

る︒

ム蹴からでる比劇的に強い放附線 ウム郷であり︑これは宇憲用に原

えられている︒濃細プルトニウ

計画における実験用パノケージ

プルトニウム燃は︑殿初に発見

晦代よるQ

てきた︒

在運転中のものは一通り訪聞し

格的蘭業発隙を目ざす鯖二次計

いについては︑除墨闇闇鐙で褒鐡

ボーグ博士は︑その処理と取り扱

②チャペルクロス

これらの発秘所のほとんどは

てきたウインフリス︵＋万KW︑

①調；ルダーホール

⑦卜ロスフィニス

⑱オールドペリー

⑭ドンレイ⑪ウインズケールAGR

9ρ

スSG短WR

エル

イント

④ブラッドウエル⑤ハンターストーン⑥ヒンクレーポ

㊨バrクレー

可能性でクローズ・アノブされ

轟講灘

アメリカ原子力蚤貫会︵A謬
C︶は︑プルトニウムをエネルギ
ー源として利用するため︑現在︑
大規欄な圃策を立鍛している︒

ブルト眞ウム欝は核分裂性物質
であり︑連鎖反応によって膨大な
熱エネルギーを放出する︒われわ

ロンを便って︑研究を進めてい

しかしその後も94番囲の元黙の た︒ついに一九閥一年二月二十三

攻撃に驚く

の放射能が原子番号93と94から生

じたものと予想していた︒その

ォルニア大学の化学館三〇七丹塞

後︑ドイツのオソトー︒ハーンら
捜魏は︑シーボーグ︑ケネディ︑

れはこの黙を利用して︑財力を生

ウェールによってバークレイでつ

ガス︑石演などの化石燃料と比較

産することができるが︑プルトニ

は︑一九無九鋸の初め︑ウランが
田から二十四日にかけて︑カリフ

巾牲子を吸収しで二つに捌れるこ

のギルマンホールで︑シYボー ウムからでるエネルギーは石炭︑

ウム一膨は石炭三酉写り分︵貨灘

グらによってプルト鵡ウムが発見

づけられていた︒

されたのである︒しかし羅見され

二十五両分︶のエネルギーをだす

蝿蒔︑挺界の憎勢は醸く︑ヨー

とを夢裡じた︒これがウラン核分

濃縮されたエネル

すれは︑はるかに

このエネルギー

ギーなのであるQ

を石炭と比較して

ロノパはナチに占拠され︑イギリ

たのはブルトエウム鵬で︑短寿命

みると︑プルトニ

スはひとりでナチの攻盤と戦って

ついて︑詳しく研究しはじめた︒
この核分裂こそ︑今邑紀の畿初に

ギリス︑フランスなど各国の科学

︵約90年︶のものであった︒しかことができる︒したがってプルト

お隻アメリカも戦争に誉きこ豪

アメリカのバークレイでは︑マ

である︒もし原予力がなければ㌧

化石燃料はせいぜい二等無以内で

核分裂するプルトニウム脚︵半減

使い尽くされてしまうだろう︒

嵩たちば︑もしヒノトラーが一九

児された︒

裂を利用して︑最箭に原爆遊もつ

期ご万四千舘︶をつくることも発

の春︑マクミランが巻きタバコの

って研究をしていた︒一九王九年 三九年にドイツで発見された核分

クミランらがサイクロトロンを使

のである︒

発見された噺しいエネルギー瀬な

き嬢分裂の現象に

たちはこの驚くべ

その後︑科学穫

た︒

ラン瓢と命名され

おこすウランはウ

も重い︒AECのプラントでこれ厚の頃発見であり︑この核分裂を

てもろい︒電さは鈴やウランより

多

出版物が醗布されたので︑その筆答について以下あら窪し

C︶から

を紹介する︒

f 多多蚤多多墨ーー

今から二十五隼菌︑プルトニウ

まさに歴史を
変えた大発見
ムは︑アメリカのバークレイにあ

るカリフォルニア大学の着い科学

者たちiG・5﹃・シーボーグ︑﹂

る︒

のでその取扱いには注意を要す

トニウムはアルファ放射線を出す

すへての放雛性物質のようにプル

う十分な注愚が必要であるQまた

も思わぬ連鎖反応を起こざないよ

発生するため︑量減の取り扱いに

・W・ケネディ︑A・C・ウェーように核分裂をしてエネルギーを
ル︑通・M・マクミラン︑E ・ セ
グレの五人が主導四幅剛りを果し

た一によって殆兇され︑これ は
まさしく世界の二更を変貌させる
ものであった︒この路発によって
当鰭︑プルトニウムを原子爆弾に
使うため盤塵が進められたが︑戦

燃料の何千倍ものエネルギーを

杉ユニノトによって働いている信

の原理を利胴したものである︒二

ものは不要であるQこれは熱鷹財

争終了後︑平和利用への可能性の

うに艮いものであったが︑現在︑

耀は︑世講中の追跡ステーション

である③木圏がその豪ま残せる

ところ特殊応用︑ベニヤ製品︑

研究が行なわれている︒

聞する︒

ラーによって支配されるだろうと

となると︑まさしく世興はヒノト

の結果︑生馨れるのがプルトユウ

によってい羅たにはっきりと正議

線源を使っても︑豪たどんな組

いる︒用途としては︑建材︑蒙

ビスを実画するためプログラム

屋内建燈が商叢化の口火を切る

しかしこのプルトニウムは︑化石

紙に酸化ウランを塗りつけて︑そ

みたすことが

ム鵬で︑このことを増殖という︒

発見求での畏い撒路は以上のよ

れをサイクロトロンに入れて実験

芽生えっっある原子力騰代にプル

われわれはこの増獺炉に非常に関

に受業されている︒

道が開かれ︑プルトニウムは今後

の危惧を捻いていた︒

てプルト凱ウムは︑特来︑幾世代

心をもっている︒

したところ︑その紙のなかに放射

トニウムは大きな貢献をするであ

ろう︒

もの闘︑主要な役翔りを果すであ

プルトニウム発見の晩史はまず

イタリアのE・フエルミやE・セ 性生漆物ができているのを認め

ろう︒

一九三九隼の後半︑アメリガは

が難しく︑入工的につくられる元

グレらがウラン︵原子番号92︶に た︒マクミランはそれを93瓢闘の 核兵器の研究をはじめたが︑支持
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建築技術の進歩とともに早し

ラなど︑モノマーとしては︑メ

ミ︑白カシ︑スギ︑カバ︑ボブ

なり進んでおり︑商渠化への見

タクリル酸メチル︑辮酸メチ

材プラスチソク僧料の灘発がか

って線源には︑照射特性だけで がってこの点をいかすと︑薦途

通しも明るいとみられているQ

ル︑酢酸ビニル︑アクリル酸エ

⑳湿気に強いなどである︒した

には陳板︑競技掲の塵席︑ベニ

この照射木材ブラスチソクの研

み呈せを便ってもいい︒したが

ヤ屋内繁具︑二丁︑計算尺︑ボ

い秘料の開発が行なわれている

が︑最近︑水材の性質を改良す
決まるのではなく︑むしろ生薩

るため︑放射線による照射木材
能力︑コスト︑線源の入手しや

チル︑スチレン︑メタクリル即

の研究が荘團さ

究は口無蘭から米原子力饗鍛会

じめられ︑開発と評価に矯点を

貝︑廉板︑商業用と工業用の

を作成中である︒一方︑民聞で

ECの援助で︑含浸・照射サー種に分類されて︑この中で今の

ロノキード︒ジョージア社がA 台︑スポーツ用貝︑特殊製品の穴

おいて進められてきた︒現在︑

︵AEC︶と産業界の協力では身イドロジエチルが研究されて

ート用貝などが考えられる︒

すさなどで決められる︒

またやわらかい木材を放射線

期待できる広範囲の用途

照射木材の研究へ

こさせるには︑線醗︵約O・五 照射による璽含で︑かたくして

ところでモノマーに電舎をお

れつつある︒

この照射木材
のプロセスは︑

了然の木材一木
材綴織は多孔質
なので︑空にな
っているところ

一 に 液 体モノ

ものとみられている︒

者が野球のバノト︑ゴルフ用ク

またあるスポーツ用貝製造業

は︑アメーーカン・ノバウノド

高級材料として使用することも

挫︑アメーーカン・二払ークリア

メガラド︶は少なくてよいの

できる︒しかし︑現在市販されて 廿︑ルイジアナ︒ラデイアント

マー︵ビニール

で︑木材への影響は少ない︒そ

祉が今年のはじめ︑コバルト60 ラブを使って照射テストしたと

た後︑これにコ

いるデコラと比べれば︑まだ耐

系︶を含漫させ

バルト60濠たはのため照射木材は︑発の木材と

ころ︑非常に回避な結果を得た

なおわが国の照射木材の研究

ともいわれているQ

は薮林省休業試験場て進められ

だしはじめた︒

豪たいろんな木材とプラスチ

照射純認懲悪躍し︑開発に乗り

ノクの組み禽せについても調査

この点の研究が課題となろう︒
やはり照射木材の商業化で一

燃性の面に欠点があり︑今後︑

番闘題となるのは︑ロストに対

同じように取り扱いが可能で︑

その主な測颪は︑①伸び縮み

な利点がある︒

とくに構造上︑建築学上︑大き

バンデグラーフ

マーを潮懸させるというもの︒

がない⑭曲げに対する強度が大 する羅臼改塵の励であろうQ

AECが民間藤業と協力して︑ このようにプルトニウムは︑宇

索である︒豪た欝鋏のように硬く

サイクロトロ
ンと紙たばこ

｛殆
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常設委︑問題別検討へ
員会が悶題点ごとに随時検罰審議

ど︑渦動四十一琿度の研修課程を︑

穴川四丁閉九番一号︶は︑このほ

放射線医学総禽研究所︵千脳市

遡間︒旧専門学校︑短大等卒業

一1六月上旬から七月下旬京で七

▽第十四團放射線防護短期課程

婆な知識を修得させるもの︒定

化学の分野を研究する揚含に必

の概要はつぎのとおりである・

者を対象とするQ定員三十名︒

以上の学歴ある放肘線防護従薯

▽第十五回放射線防護短期課程

員は＋名︒

七口間︒定貝三十

n十月下旬から十二月中旬まで

銀間六園行なうことになった︒そ

▽第十團放射線利用医学短期譲

▽第十一回放射線

名︒︵前幽参照︶

程艮九月上旬から十月申長髪で

名︒

月中旬凍で穴週間︒定員十六

︵朗出参照︶

面R1生物学基礎医学短 なお︑これらの短期課程は︑い

熟手したが︑引き美き出子力研究

切は五月十五日︑受講料三万円︒

生十五名を募集している︒募集締

回筒級譲程を閲設するので︑研修

三日から七月十六繍まで︑第十三

開発諸機関と密接に協力してコー

発電計画遂行に酒切な立地PR て原子カコードの共同開発蟄備に
方策を検討してその実現をはか

ドライブラリーの充実をはかるQ
これ

機的関連を瓶持する︒

︵3︶技術者の獲成三岳

般にわたっている︒

よ

照射に関する進歩︑経済性など全

ツ︶で開かれる︒テーマは︑食品

日謹てカールスルーエ︵西ドイ

ポジウムが今年六月六日から同十

機構共催の食品照射に関するシン

国際原子力機閥と団連食掃農染

一AεAなどが奮闘で

六月食品照射のシ
ンポジウムを開く

る︒豪た暫設の箪食センターと有

⑦国際協力委員会到とくにIA

発喪論文は内外から

︵5︶付帯購簾

①サービス事業汀原子力開発促

進のためのサービス事業を充実継

②大型高遠霞子囲募機の兵同利

続する︒

麗業騨の計算センターとして充実

率的な焦同利罵をはかり︑原子力

ルニア州では玉璽島を利用した

ではない︒アメリカのカリフす

で薪労しているのは日本だけ

用鰭CDC一一一六〇〇システムの効 ている︾原子力発竃所の敷地

って︑ますます複糀さを増し

櫛繰〜

をおいて運當の力全をはかる︒

技術の圃際交流と麗学協同に磁点

な二三が渋す濠す強められるが︑

達すると予想され︑準国際会議的

約二酉粥︑参加者も一千三衝名に

会議の開催

︵4＞第七團B本アイソトープ

強化してその促進に協力する︒

継続し︑寂た関連学協会と達携を

EA︑米︑英︑仏などとの貝体的 まで実施してきた研鐡酒動を充実
な協力関係の樹立に努めながら︑

東南アジアをふくむ各国への原子
力機器の紹介について胴体的方策
を検討しその促進をはかる︒

次氏︶▽研寵轟轟膳線量測定︑放

発展に努力する︒

ている︾この名画の内谷はロン

ヨーロッパの玄関・・……コペンハーゲン

︑

⑨羽田から北癒をこえてわずか1611｝澗一コペンハー
ゲンからはヨーロソバ・アメリカの各地へひと飛び
です。この此極空路は、5ほsが世界で初めて閥拓
です。この此極空路は、5ほsが世界で初めて閥拓

謁

したものです。
したものです。

﹂

んのように来南アンア・中近東・劃一ロノパを話ぶ

邑

エキゾチソクなコースです。

のコースも島本入エァホステスがお供しよす。何の

学と︑これに関連する生物︑生

のとおりである︒

するが︑出面の還要略識事項は次

①開発計画婁員会上本適度はと

しに立脚し︑現実化さるへき一般

くに原子力発電開発鰍の長期晃通

▽第三圃放射性桑剤短期課程11
四月十八日から

婁員会と協議しながら検討し︑解
で︒放射性医薬

年度は六回の研修開く
適月熱望まユ4

的諮粂件の鎧備について発羅推進

決をはかる︒

六原間︒碁師を対象とする研修

窟用医学短期課程

管理などの従事壱に︑放射課防

で定員十六名︒

一

放医研放射線薬剤課程を皮切りこ

員会と協議しながら︑原子力発議

護の晃地から墓礎理論と副直を

▽第

④放勘線化学委員会11とくに本
年厩は原研醐鵬研究所への研究協
力︑照射食贔の安全性と経済俳に
関する譲問題昂検討して開発促進
をはかる︒

⑤アイソトープ委員会睡とくに
原研アイソトープセンターへの協

力︑放射線障密防止法運用上の問
題点と業極別の効果的な研究馴用

︵2︶調査研究活鋤従来の活

て継続実施するほか︑昨照度から

動はいずれもその重点化をはかっ
⑥PR愛員会11国民全般の厘子

方策などを後戸促進する︒

力平和利用に熱する理解と支持を

駆る効果的なPK方策と︑原子力 瞭干力コード開発懇談会を設置し

射綴潤定器︑トレーサ︑放肘雨測

けり回餌一 H昌のけり篇5ρΦ帯け◎け回O轟

︵臼︒GQ幹の︿Φロ︒肇O昌鴇⇔H幽卜〆凹

中性子水分踊

PRの中心機関としての満都の適 KW︶と臼産⁝億着千万沼の海

レ︶パネル討論

およびガンマ課鴇展詩の利用▽研

に沿った陸地に作るより約︸二千

撃︵邦貨約千三由健円︶海岸繰

よる総工事費は三舷五千七醤爆

趣くなりそうだが︑この訓幽に

工品の構桑費てコストはかなり

いうものVちょっと考えると人

水脱塩プラントを設醸しようと
切化に協力するQ

第十三回高級課程
開設で研修生募集

率的実施の促進をはかる︒

引き続き協力し︑踏査研究の効

②原子力安全研究協会への協力

究法衣u放射線寒熱副測︑施設・

設備︑除染︑放射線化学︑R1の
製造︑放射性同位体の分離︑禅識

二十一B＞騰瑚無難器非破燦検査

化捜物の合成

︵放尉線︶に拾ける情報理諭の応

肘︵厭職工芸巨艦大学金沓仁志

日憲搬子力姐究所のラジオアイ

と名園が出ないものか︒

考え6れている︒日露でももっ

の広いアメリカでもいろいろと
ソトープ研修所︵東蝋都文鳳区駒

万演の節減になるという▽田土
学︵乗大︒物性研本田雅健民︶▽

込ヒ冨士蔚町三一︶で︑瀧月二十

原研R一研修所

研究驚致諺ラシオクラフィ︑分班

氏︶︑阻石における同質元一5噛の化

放射駐馴薦説洲︑トレーケ

−〃25アナだア野州

コード開発・立地PR等も

の含副題六十三編となっている︒

豪た海外参加蒼は十力罵三十四
名︑今回の参加鷹の中では共麗踊
から初参加のハンガリーのほか同
じく初参藤のスウェーデン︑オー
ストラリアの三葉などが従来に鮫

贔の製造︑供絵︑

計画の貝体的推進に必要な凶魔化

門学校以上の革業者と油剤師免

修得させるもので︑大学︑旧専

②発羅推進委員会11開発計画婁

の推進︑核燃科関係の讃闘題︑立

まで六遡間︒R工による茎礎医 は放医研で負担する︒

期課程11九月上旬から十月中旬 ずれも数材費︑実習費など研侮費

発の鰭閤題を審議し︑第一船建造

代準備委員長の経遜報告︑上原
へて口立った点である︒

．発歓会︵仮︶プログラム
四月十九臼▽開会挨拶−一田本化学
公会是イ山田勉氏▽特圃講甑劉半導

学医︑薬学部で開かれるが︑この

詩法︑照誤答罎︑オートラジオク

体による放尉線潤定︵原観阪井英

ムを作成した︒同プロゲラムは運

ほど同発当会幹事会で仮プログラ

営婁員会の承認を得て最終旺に決

発電．脱塩プラントが考えられ

グビーチから九月目沖合に諏蟹

︵6︶協力隠宅

ニ十日▽特別講壇縫GQO信冠8ω
のU本原子力普及センターへの
o暁ピ︒毒国謬Φ村σq楓Q9ヨき︐
幻P鳥固9ひ一〇目 馬OりH昌O謡ω
協一力馴今だから開業する普及セン

り︑これに軽水炉一一基f嗣六十万

酉十五万平方綴の入属島を作

鋤

のP汎事巣もふくめて︑全圏的な

ターに︑台本原子力平相利絹基金

ラフイ
定する︒

この発表会は理工学における同
位殖議と放射線の刊円授術を中心
とした研究︑およびその技爾の呈

い︑瀦係摩羅分野閲の知鹸と技術

礎となる笹野の発表と討論を筍な

の交流を図るのが目的で毎年一
園︑四月に開廷されている︒

今圓の発張会では十四分野︑颪

るが︑このほか﹁半導体による放
射線測定﹂﹁非破壌綻査︵放射線︶

が予期

における楕報理論の源用﹂などの
特別議軽羅︑パネル説へ磁

11昭和四十二隼一月下旬から三

地聞題のほか関係語法令の整備な

評舐をもつものが受講できる︒

た︒今年度は各地方湿糠との連携

計画の笑髄に伴う譜聞題の解決を

原子力指引艮祝辞のほか︑IAE

納め︑ペレノトの両端酪には癒射佑とし

て︑運転条件で内外既に漏しりークタイ

仮プロを作成

第三回RI研究発表会

立製作斯はこのほど︑語誌原子力船

てボリエチレ・．ノ棒を︑そのヒ部にアルミ

トの栂造になっている︑なお燃料俸内

十六編の研究論文尭裁が行なわれ

凶＋﹇学協会共催

臼本放射性嗣屹元素協会︑藏本

学協会共催による第＝聞理工学に
おける同位元婁研究発羨会は︑き

総門事業田で︑原子力第一船の臨界実験

ウールを装てんする︒そして扱鳴管の下

の敵諒と︑扇箱の改齋に役だてるもので

には常照のヘリウムガスを封入してあ

されている︒

：東京・大阪・名古屋。牲幌・福岡

日本原子力麗業会講は三月一日半京丸ノ内の工業クラブで第醤七十二回の常任理事会を開
催したが︑この席上新年度事業計翻案策定の墓盤になる﹁昭和四＋一年度箏業計画の基本方
針について﹂を審議承認した︒これによって作成された新年度の事業謝考案はきたる二十九
日の運事会で審議される予定である︒この基本方針によると量産では︑昭和四十一年は新た
な展開を期した練子力発堪の方向づけが行なわれる無であると考えている︒そのため﹁本年
便の画業笑施にあたっては︑各地方組織との緊密な糖葉のもとに︑次の各項圏に減点をお

てお砂︑以下政策瀬鋤など六つの事窯活動について︑次項のように︑それぞれ重点項團を示

き︑開発訓魑の逮戒に対する産復讐の努力を結集して︑より霧効漕実な運営をはかる﹂とし

串込み緬め切り田は三月十八日

の重要晦期に対処して︑昨年股か

を繁密にし︑次の各項目に重点を

③原子力船婁員会釘原子力船開

どについて解決促進をはかる︒

薪群懲計画墓本羅針の蛮要点は
ら各常設婁鍛血を申心に︑内外の

している︒

次のとおりである︒

より有効酒乱な運営をはかる︒

おき︑薩業界の汽力を結集して︑

続いて京都火学工学部桜田一郎教

A事務局長︑米︑英︑加︑仏の各

はかりその偲進に協力する︒

エネルギー藍絵駅逓しに立脚した

暢勢変化を考慮したうえ︑鍛近の

授および英原子力公社ウォンテー

新段階におけ

る開発摺進の問題点は︑犠設各委

︵1︶政策活勤

わが国の原子力闘発は︑過去十

原子力発駅の役割りを詳価し︑そ

年の突績と三四を土台にして︑次
の十年を築くための新しい飛躍段
の長期的闘発規模を再検射してき

性回位元轟協会︑日本原子力学会

ジ研究所の﹂・パントマン博士

加麿紹介などが予定されている︒

一般の研究発致︑シンポジウム
は墓礎二三︑珊学︑工学︑放射線

ポジウム九十五︑海外提娼論文藁

ミ多Σ多 萎萎玉多多Σ垂玉ノ五重多多玉多一

階を迎えることになるQ原薩はこ

垂玉多多

R亙会議の大綱決まる

と共催する﹁第七圓臼本アイソト

旧時より開会総会︑そのあと引き 背原麗会長の開会あいさつ︑嬢

ープ会議﹂は︑きたる五月十六日

トープ部からの講師による特別講

はじめ米AEC︑IAEAア
ソ力副帥長︑各国フ宇ーラム
国イ
原子

九環︵木︶まで各部門が各会場に

代表者のメノセーシ披露︑海外参

センターで開かれるが︑三月三鯖

ラム婁員会でそのプログラム大綱

分れての研究発喪︑十九日午後四

午後行なわ4τた同RI会議プログ 観︑︸百目の十七臼︵火︶かち十

が淡定した︒これによると鳴会第

化学︑臨薬学︑農学︑生物学︑食
品照射の多発門にわたって行なわ

原子力学会︑六気学盤など四十一

より四口間象京平河町の口本都市

臼本原イ力沈業会議が日本放射

弓七回

纏難論交百六十三編脳

Σ多多玉多一甕玉

り1

一日屈の五月十六日︵月︶は午後 時三十分開会総会となっている︒

開会総会は
安西昭和償工

たる四月十九日よ蔓一百聞乗京大

紐度二・七％の円判形二酸化ウーツ︑︐ノペレ

いる論文は研究発表穴十五︑シン

︵老︶口裏が れるが︑現在事務局に提出されて
議長となり︑

日立製作︑TC

ノト︑今長で五治二士バ層を肉厚○・四

に用いる︑濃禰ウランペレノト而てん戒

アルミ製のトソププラグをビン比めして

端にはエンドプラグが浴接され︑上端は

ド層の低コバルトステンレス鋼鼓側管に

︑模紬燃膳縮十・

A用燃料を製作

本を％成した︒これは原捕の臨罪賢宰装

型燃料格七酉二十六本

と同じ仕様で製作してあるため︑本浴用

あるが︑実際の幽々炉の炉心に使うもの

︻翅翼は田立製作所で完成した臨界
笑験用燃鱒捧︼

る︑

すなわちこの藩命棒は︑ウラン脇の濃

の試作の懸漏も含まれている︒

⑳お好みのコースをS！1Sて飛んでください。いずれ

、

こ出撃由もみりよぜん。

，

⑱H本からのもうひとつのルー｝は南まわり一ごら
⑱H本からのもうひとつのルー｝は南まわり一こら
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還度が必要というわけたが︑その足非は動力炉開

実用化にあまり遅れないためには︑これ位の開発

スケジュールを提案した︒各国における増殖炉の

型炉の建設を完了するという︑予想外に早い開発

低速増殖炉ワーキング・グループは︑十年後に原

既報の通り︑原子力婁嶽会の勤力炉開発懇訟会

ているか︑それによってわが国の鷹速増殖炉開発

題があり︑どのようにそれを解決して行こうとし

後嶺面の圏標である実験炉の建設家でにどんな問

プロジェクトらしい形態を整えて来ているが︑今

雄められ︑三十八年ごろから次鋤に声道にのって

ことにする︒原研の研究は昭甜三十二薙ごろから

究の現状一霊に日本原子力研究所の一を紹介する

国際協力の組み方が問題

発懇談会の今後の審議に待つとして︑ここではわ

五︑ナトリウムによる蒸気発生
器の開発
六︑大容撒ナトリウム︒ポンプ
の開発
七︑燃糾傍増時聞の縮小

八︑プラント全体の設副の簡素
化と儀頓度の肉上
九︑プラント大型化による出力
選たりのコストの低下
もちろんこれらは︑現在世界の
多くの圃がめざしているナトリウ
ム冷却の揚合の開発騒標である︒

鍵

原研は研究開発の一応の休制をと

の結論が繊て︑高速堰殖炉開発の

象せながら︑次第に鐸細な設副を

ラント設計というような順序で進

機械的設計︑しゃへいを工めたプ

材の決定︑燃料取替え機構などの

ナトリウム懸路の設計および構造

う︒つぎに熱設計︑炉心構造設計︑

想定によって︑まず核設計を行な

えられた織的条件とか出力密度の

これを具体的に説明すると︑与

の研究成果の有機的関連を図ろう

ぬ︵原型炉等の箪備も当然龍行す

とのえ︑原子炉設計部のなかの高

ステム・エンジニアリング︒ルー

発を行なうため︑二MW規模のシ る︶が︑その間の開発手順と各分野

を測定することも企画されてい

大方釧が決まれば︑これらの原研

ソブして実験炉の冷却系の技術開

劇性子測定法︑中性子エネルギー

カが注がれ︑ブランケノト内の帝

速炉グループ︑ナトリウム特別研

毒性のあるプルトニウムを取扱う

し︑高速1黙結合型炉心の構成を

る︒これらすべてに臨界実験装綴

し︑水産︑醍林等の方面にも傭

らず︑言為地方の特色を生か

して行なう総門があり︑これは

は︑一時的なものでなく︑継続

漸次原子力赤誠の向上のための

﹁ラジオアイソトープの利用﹂

体的な原子力関連薩業の発遥は

要事業の一つとなるであろう
その紙鳶渉脚異同の甥の必要

った︒

は︑理論ばかりでなく具体的に

企業に実際に利用させるために

を除いては考えられないこと︑

の講麗を充実するとともに︑内

校︑中学の教貝におき︑地方で

子力初電講座﹂は︑対象を高

で新鮮かつバラエティーに冨む

の繰り返しでなく︑タイムリー

設立以来実施されてきた﹁原

設立当初は︑一般の原子力平

性が生じ︑三十九無七月置東北

︵東北原子力懇談会

ことが必要と蕩えている︒

完成させる︒その一サイクルごと

に徐々に問題点を解決して行こう

というのである︒悶題点の解決に

が︑いいかえればこの段階の実質

は原研各研究蜜の協力が必要だ

的な追瀦要員が︑まず原研内に求

この方式は︑わが国で山川に開

められるということでもある︒

発を進めるための為効な手段にな

るだろう︒さきごろ結はれた原研

型炉の情報は含窪れていないが︑

とAEAの協定にも︑実験炉や原

それは要するに︑こういう情報に

な対価を払うか︑そうでなければ

は代償がいるということだ︒週当

研究開発の実績を示して交換で入

手する以外にないのである︒漫面

の過程で芽はえた研究の成果を発

実験炉を自力で建設すること︑そ

の唯一つの道であり︑その実績が

展させて行くことこそ︑膚主開発

あってこそ絡来における本格的な

︵HK︶

国際協力も可能になるといえよ

議⑳

が︑さるにこの計画遊スケールア 向かって粂約されて行かねはなら

んな形で奪瀕するかが大きな問題

られている国際協力を︑どこへど

究室︑プルトニウム特賜研究塞の

ためのグローブ・ボソクスや各種

さらにプルトニウムの研究では

れて来た︒

桜︑減速時間の測定などが研究さ

・スペクトルの測定法︑パルス中

になってくる︒

☆

☆
性子法による拡散定数︑吸収断面

☆
原研の窩速増独炉研究が幽翠つ
たのは昭甜三十二︑三隼ごろのこ

のは三十八年に齪龍増殖炉研究開

機器の設計を行ない︑ナトリウム

とたが︑研究が体系化されてきた

の委鍛会は当面の研究の蚤点とし

難いて中性子スペクトル︑反応度

濃続ウラン九十鮎︵U猫︶を入手

係では︑四十⁝年度予算で二〇％

る︒まず︑嵩速臨界実験装羅の関

は︑以下のように考えられてい

そこで︑原研の研究の次の段階

スパ

こうした輩備ののちに︑今日の

ープの建設準備をすすめてきた︒

験を行なうためのナトリウム・ル

立製作所とともに炉内条件での実

助成金を得て闘発を絨けてきた日

技術の函では三十二薙以来政閥の

発婁員会ができてからである︒こ

て︑実験炉の設計および臨界実験
装着の建設︑冷却梱のナトリウム

ニウム研究の三つを取り上げ︑そ

取扱い技術の醐発︑燃料のプルト

の年の九月には﹁高遠増殖炉研究
開発無記﹂を原子力婁員会に提出

この三十八年ごろまでの研究は

している︒

いわば必要な実験設備を作るため

一番早くから行なわれた炉物理の
研究では︑妻戸実験避躍のための

基礎計算︑プルトニウム燃料を用
いた擾合の臨界実験三蓋の臨界盤

プルトニウム炉心の核天眼など︑

の計算・闘速炉の臨界性の計鋒︑

発課題に関し︑蟹斜な照射︑実験

要するに高巡実験炉の設計に必要
な計騨がつぎつぎに行なわれた︒

ロジェクト・リーダーのもとに集

の研究は一本に統合され単一のプ

豪た︑物理実験の分野では︑臨

ナトリウム・ループでは︑筒温

が活用されるわけた︒

これから択験炉建設の準備に取り

は三菖五十鑓の一一〇％濃縮ウラン

効果などを測定するが︑その次に

かかるという次第だからへ何らか

るQそれにともない研究の規模も

︵摂氏四更度くらい︶のナトリウ 中的な研究開発が始まることにな
ム溶触物の精製法の開発︑腐食や

入簸も年々急速に拡大され︑しか

つづいてプルト鵡ウム四王齢を追

不純物の挙動の解明︑不純物計測

も実験論建設という嶺面の目標に

で実験炉のモンクアンプ試験を︑

加して原型炉のモンクアンプ試験

計の開発などを目的としている

函数実験蓑置の設計および製作か
ら始まって︑臨界実験儘嚴を動か

を︑という風に段階を進め︑必要

界実験装醗用のブランケント指数

する必要があるのは否定できない

すのに必璽な各種測定法の礁立に

る︒

このように最近でに︑かなり

東北主要事業所を対象とする

の翌翌が研究︑教脅方面に注が

会しが下部機構として設立され

アンケートの繕果でも︑かなり

薩会﹂などが東北七梨金般にわ

の企業が研究会の実施を希望し

東北原画力懇談

この協議会は憲として原子力

たって笑施された結果︑懇談会

の基礎は漕実に築かれていっ

力・RI関係施設などの見学会

れているが︑一方直接視鎚に訴

即したものをと飛工の入手方

を横断的に行なっている︒

ており︑関係者を大いに力づけ

会﹂などを行なうものである︒

法︑価格︑取扱方法︑実際の使

以上から昭和悶十一年度の讃

知識の交流と向上を圏的とし︑

会は︑乗北地方の
原子力眺発と利用

た︒

主体で︑知識の交流︑向上が従

特に﹁飛工研究会﹂は︑陣屋会

用例︑メーカーによる機器説明

える方法も智慧蔑であり︑原子

であったころが懇談会の揺鯖期

で立案推進されたもので︑今後

懸としては︑①研究会︑講習

一般に対する原子力のPRが

健進を圏的とし
て︑昭和一二十四年

原産の地方懇談

で︑昭和蹉十七薙︑梨北大学に

会︑②晃学会︑③一般普及PR

に設立された︒

会のうちでは鼠も

いる︒将来はこの研究会がさら

など身近な難題を取り上げて

に主体を置いて︑さらに推進し

の懇談会の事業の中でも︑特に

知識普及から情報交換へ

に発展して︑各企業の相談︑研究

原子核工学科が誕生する醜後に
歳︑餐員長には︑

設立以来︑仙北電
力︵株︶蛙長が組

将来性のあるものである︒これ

最後に一子力関係のP況活動

たいと考えているQ

は東北の産業構造からみて︑男

る︒豪た今後︑工業関係のみな
なると︑懇談会の内容も徐々に

交流︑懲見の鋼整︑②各団体桐

教育に重点が置かれるようにな

今後とも棄北原子力懇談会の密

整備され︑事業も軌道に直り︑

互の連絡提携︑③一般に対する

和利用に対する関心が聞く︑当

容も次第に筒度化したいと計画

が︑その内容は︑たた単に過宏

然︑事業の中心も原子力知識の

しており︑学術講演会とも相京

揮勢樋脇︶

利用できるものであることが必

って若い嚴への浸透を図ってい

要という理由で選ばれたもので
ある︒

地方の学識経験者︑関係機関︑

る﹁原子力平和利用連絡協議

普及PRに躍かれ︑﹁原子力平 ならびに嶺懇談会会員で組織す

瞥張宣侃などである︒

ばしていきたい考えである︒

主な窮業内容は①原子力産業

R一利用促進を図る東北耐過

の揚となることを期待してい

新しく︑嶺年七

﹁原子力初等講塵﹂﹁R工研究 てくれた︒内容は︑主に笑際に

た︒

至りむ口u6H葭りHUuけuu擁︾Hリ鐸︶酵6りけNりけ一りuuMuu暮σ同り鐸︾u口u口NU耗り一uHりむ導製麺︶u詩︶u口uNU口琴り堅

し︑そのための有力な手段と考え

の手段で開発をスピード・アノブ

これに附してわが騰の聞合は︑

データが得られつつある︒

原型炉建設に必要な上議の研究開

の内帯実績をもつものもあって︑

動いており︑中には五︑六年以上

ドンレイ炉︑ソ連のBR151が

ンリコ・フェルミ炉︑イギリスの

験炉ーアメリカのEBR12︑の
エ鵜備作業であった︒たとえは︑

世界ではすでにいくつもの嵩還実

の蘭途を占うことができるたろう︒

設謝の合 理 化

四︑燃 料 取 替 機 構 ︑ 制 御 機 梅 の

三︑燃 料 再 処 理 コ ス ト の 低 下

び材料の 開 発

一 ︑筒灘運転に耐える燃料およ

咽︑蘭 燃 焼 率 に 耐 え る 燃 科 の 開

おこうQ

目橡に進 め ら れ て い る か を あ げ て

増殖炉開 発 が ︑ ど ん な 闘 発 課 題 を

めの闘安 と し て ︑ 世 界 各 国 の 筒 速

簸初に ︑ わ が 国 の 現 状 を 兇 る た

Naループはすでに稼働

臨界実験装置は来年

れわれ自身のスタートラインである高速増殖炉研

鴨

に対する総禽晦な調査︑知識の

されている︒

瀬勲購鍵③

和利用展望会﹂﹁講演会﹂﹁映

原子力PRパンフレットの決定版／

層

実験 炉 建 設 を 目 標 に

鷲

建設中のFCA特研建家、中央が格納窓器

聞

圏

さ

に

産

力

霞
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躍気は文化生活のバロメータ
のびてゆく電気の使用澱
いままでの発贈所
これからの魁力をになう原子力
原子力発電所ができる豪で
発電炉のいろいろ
琶界の原子力発鷺所
日本の原子力発徽
源子力船
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れるのを抑制するようになって
いる︒豪たこの格納答器には不活

コニウムー愛慕憲によって発生す

性ガスを完たし︑願故に伴うジル

っているQ

る水素の燃焼を防止するようにな

③原子炉建物内は︑常聴負圧に

チャコールフィルタから成る非常

っているが︑その約九十％は高さ
酉耕以下となっているので安全性
への影響は少ない︒

ものであるQ

円六

とくに燃料としては︑低濃総二
酸化ウランのペレソトを銘めた実
効髭胸三・七三という︑内外共に
実用凝験の乏しい燃料糠を︑ジル

KW程度になっても国内メーカー
は十分これに応うじるということ
が述へられた︒

求たワtキング︒グループの報

告は隙子力発殿の腸発温を︑昭

行く人・来る人．

G・ハーボットル氏︵工AEA

研究部長︶オースト⁝ブリアで閲か

十六日置京酒︑十七日原研で司跳

れた原子炉利贋会畿の帰途︑三月

︵原鷹経理部次

ーーQUQR−A一

PSコンタりート会議打合せ

する︒

を︑ついで正午から理工会を開催

三月二十九日︑臼本工業クラブ
で︑午鯛十一時から鵬任理事会

二十九日に理事会

十五日の予定︒

月十八日羽田発渡米︑帰国は閣月

委員会︑その他に出番のため︑三

合経済社会理箏会︑科学技術離問

でニューヨークで開かれる国際連

員︶一二月二十二日から四月四日ま

兼璽寛九郎氏︵科学技術会議謎

滞在するため憲十九日出発した︒

研究所給費研究員として穴カ月間

研究貫︶米国ブルノクヘブン園立

水田宏氏︵NAIG総禽研究所

四日渡米︒

笹森醐祉畏の要務を帯ひて三月十

ワシントン輸出入銀行におもむく

炉建設損金借款申請のため︑近く

長︶与謝野騒氏︵同社畏窺︶二響

穐山通太郎民

を訪闘する︒十九日離日の予定Q

の質置分析副に関して東大海洋研

化学の講演をし︑十八日政府寄贈

和四＋五無勢約要＋万KW︑五

日本Rl会醸

展示会出品者会

議十八田午後⁝蒔半除産︑パネル

劇論会打合せ十八日午後＝蒔原
麗︑RI会議荊合辺二十一百午後

産︑パネル譜論会お合冠二十四日

一時峯原研第二会議塞︑パネル討
論会劃合せ＝十一二日午後二時原

午後濤葭原菰
MHD発足シンポジウム打合せ

原子鋤力研究会原子炉安全グ

午第三大手町ビル

ループ†七日午後一点原藤︑創装

制御グループ十七日午後︻暁原

藍︑燃料グループニ十二日午後皿
隠原産︑再処理廃梁物処理グル⁝

講グルーブニ十四日午後一蒔原

プニ十三日午後一三原塵︑遮蔽設

Research・

ガス処理系でろ過され︑引接周辺

豪紀第二小委員会の構成はつぎ

れる︒このため現在考えられてい

薩︑プラント建設グループ一干五
田午後一附合塵

the

of

堀境に放散されるのを防止するよ

なお敦賀発灘所の建設工事は︑
今月末か来月はじめに予建されて
いる最終決定をまって本格的に漕

ス処理系にはガス貯留タンクが設

うになっているが︑この非常用ガ

工され︑昭和四十四隼九月燃料騰

る︒この総工聯鍛は約三百二十四

荷︑凶年十二月％成の予定であ

の揚含はここで濃度を減饗させた
後排気勧より放出させる︒放出は

けられ︑モニターにより異常発見

尚さ約蔭溜の山地上に設けられる

年度一瓢円十銭︑二十無平均一

億円で︑発羅原価はKWH当り初

十銭が兇込亘れている︒

三十㌶の耕気筒から行われるもの

で︑この揚合この地方の逆馬贋

環方式を採用している点は︑わが

原璽二号炉の性能

は︑無聞を通じて約三十五％趨こ

画期的な軽水炉
敦賀地区に建設が予定されてい

騒泌縮ウラン︑軽水減棟軽水冷却

る原醗二一炉は︑米国GE抵製の 圏の軽水動力炉としては函期的な

沸騰水型原子炉で︑同じく米田W
H挫の汽圧水型原子炉とともにす
でに多くの運転経験を聾し︑軽水
炉としての圃有の安金性は高く辞

省︶︑聚幽一郎︵原匹︶︑土升敏

鑑一小委員会の購成はつぎのと

ないが︑要員の訓下葉麹には十分

ぽど副霞遂行の制約要囚にはなら

数はほぼ頁入以下であるから︑さ

穆度になる︒各年便の大学卒増員

年幡羅七千八論人︵同千二二人︶

人︵うち大学卒四衙六十入︶六十

騨員は︑照和四十五年度約千四醤

▽原子力発竃開発に必要な技術

十奪度約五蔭万KW︑五十五年度 ＋七臼正午単産
のとおり︒︵敬称陥︶
▽委貫畏 販雲高︵束大︶▽婁 約一千五衝万KW︑六十年度約三 羅算機講習会 十七臼午後︸時
半原騰電算機察︑二十四日午後一
鼠 m繭輝男︵東大︶︑天野慶之 千五蓄万XWと想定しており︑次
時半原腫噂算叢叢
のように述へている︒
︵齪林雀︶︑川域厳︵厚生糊︶︑
通常纈との連絡会 十八日正午
原産
藤巻正生︵東大︶▽ 編俊治︵厚生省︶︑六野智栄

おり︒︵敬称略︶

▽黍興畏

友太郎︑末綱一郎︑杓原蜜︵農林

︵昭和配業︶︑北尾次郎︑俊藤
罠雄︵厚雫省︶︑浦久保五郎︵厚

晃︵理研︶︑飯塚義助

省︶︑土井敏男︑勢力瞳男︑松山

冨木町明︵厚生省︶︑池田

生省︶︑緒方那安︵大阪射立大︶

番展

北尾次耶︵農紬省︶︑後藤田正

前期開発を促進購讐

︵婁揖長正宗猪早夫氏︶からの

する要があろう︒

る以外の立地方式の可能性を検附
昭撤五十無までの運開量が一千万

﹁当顧の原子力恥曝開発撮に対す 小墾鍛会からの報告では︑かりに

る意見﹂︑忽劇小吉会ワーキン

電話大代表（554）0131

難紀伊國屋書店

振替東京125575

策京芝浦剛気株式会社

安全性は十分に確保

されると縮め︑上原原子力婁貴長にこの留讐毒す

た放射性物質が︑原子炉建物へ漏

正式許可は三月末ごろか
田太三郎幾︶は︑敦賀市に建設予定の日本原子力
ることになった︒今後原子力党員会は︑この答酬

原子力婁舞会の原子炉安全導門審査会︵会琵山 防護樋設を倉めて妥轟であり︑安全性は十分確保

発避︵株︶二号炉の設照に係る安全性について︑
を受けて︑平和利用︑経理的基礎︑讃画的開発利
用などの安全性以外の許可基率について審識した

昨卑十一月以来検討を続け︑豪た岡審査会の第二
十一部会︵部会長内田秀雄束大教授︶からも次々
うえ︑佐曝内競総理大臣あて笛繭を行なうことに

ようである︒

なるが︑最終決定は三月下旬か四月上旬になるも

に報告を受けっっ審講を電ねてきたが︑三月十四
日の第四同会合で︑岡原子炉の安全性に関する全
施設の削画は︑敷地の広さ︑立地条件および日金

カロイ焼な象し材の被獲管に入れ
それを七＼︿七に組みたてた渠禽体

の慮綴サイクル型で︑大熱風力︑

が便用されるが︑その装荷愚はウ
KW︑電気出力三十二万工千KW

豪た︑この炉は熱出力九十七万

価されている︒

質は︑二系統のファン湿分除玄装

納容器から漏れてくる放射性物

保たれており︑また︑再案疇に格

ながるサプレソションチ諜ンバか

む︑ドライウエルおよびそれにつ

ら戚る圧力抑制式の格納容器を識

いる︒

②冷却材喪失慕故や主審気管破

原子炉安全轡門塞査会では︑二

断購故などに対しては︑圧力容器

段階としては鉛一物委員会と同様

ラン約六十一誘である︒

立醗から︑とくに逗子購の核設謝︑

弩炉の審査に当ってわが国独自の

け︑蝦故によって炉心に諮積され

〜一

羅︑暁子用高性躯フィルタ46よぴ 島燃焼麗︑畏罠燃料および強制循

再循環園路などを年金に取りかこ

な審議を行なうことにしている︒

夫︵準研︶︑佐藤友太郎︵雌林
穀物︵米︑小麦︑配合飼赫︶③果

男︵禅焦省︶︑永井隆男︵農林

ヤガイモ︑たまねき︶︑染革類②

実類︵みかん︑りんご︶④魚艮類

鱈︶︑藤井健雄︵千集大︶︑飯隊

粉︑ブロイラー︶などが挙げられ

︵牛豚肉︑ケーシング︑卯︑骨 戯助︵都立RI研︶

︵κら︑よぐろ︑さは︶◎滞醍物

圓会禽は︑三刀九田東京虎ノ門の集洋陶器ビルで開かれ︑瞬回懸

品照射の研究捲効果的に行なうた

両小委員会の構成

ている︒

点の摘出︑とくに従来の研究の進

拝外で行なわれた研究成果のとり

購給関係と経済性の検討を行な

第一小確員会での審議環狽は①

る第二小愛瓜へ薯を設置することを牽めた︒

煎から開発すべき品圏卒限定し︑黛期的な研究捌話方鑑を検討す

上の問題点や貝休餓を検討する第一小委員会と︑わが国独自の観

されているジャガイモ︑たまねぎなどのぞ菜類に購する研究推進

案であった小凝嶽会の設置について検討した結渠︑海外で実寸化

源子力委員会の食品照射尊門部会︵部会長住木津介氏︶の第二

原子力委食品照射専門部会

二小委員会を設置

熱設計および耐麗設謝についての

撃故の発生を来然に防癒する原子

慎重な検討を行ない︑また原子炉

圧力抑制式格納腎器系︑輿常用ガ

炉樫鳶系および炉心スプレー系︑

ス処瑚系なと嚇難聴における災審

防止のための各種の安全防議設備

から十分な検討愚行なったQその

の機能についても︑あらゆる角度

他この炉の平常還転轍における被

ばくの評価や︑さらには﹁陳子炉

立地審査指剣﹂に棊ついて冷却材

襲失認故や空照気管破断事故など

の附載事故︑仮想事故を想竃し︑

入れられる範囲を考えながら︑試

会で検附した結果に麩づき︑第二

う︒これらの検討の結果を専門部

欝欝総価をも行なっている︒

とくに安全性が確聰されたの

験期間や試験規横を検附しようと

行状況と開発研究の領域や流通︑

は︑敷地の広さがおよそ否四十万

する献験研究の範囲について②食

と︑立地条伴も半晶

めの各試験二階の実旛機関と各機

帯がカコウ

密地常であり︑駄子炉設鷹予定地

霊廟で初蔑編成凝費をふくめて三

一連委舞会が対象とする

高圧に於ける固体物理研究の開拓者，著名な研究者の寄稿を集めた，最切の国際会議
論文集です．最萩知見を綜合し，冷後解かれるべき問題点を明らかにした論文及び討
論が収められています．
（Academic， London）

波高分析器

平方耕という広大な地域であるこ

では︑岩盤が地蓑下十凝と比較的

電力側委員から強く要望
の﹁原子力影画の開発規模に件っ

食︸千五薗億円となるが︑それほ

査月中旬までにまとめ︑第二小委

小委員会が
究体制について③各白埴段階毎最

関相互の研究分書などに関する研

子力都会計画小隅員会︵婁貫長田

て考慮すべき事項一経過報告﹂に

ど大きな濁題はないとみられる︒

考慮する必要があろう︒
二十二田午後二時原藍
企画部会・財務婁電猫 二十聾
▽原子力発電開発資金は昭霜四
日正午原動
十五年度六齎九十面出︑六十年度
経営黍風会 二十黛日取二一一
逖Z資億円と試織され︑二十・ 半原慶
五グループ連絡会 二十四日正

に︑第二段階を七月上旬窪でに濠

中憤次郎氏︶は︑三月七日午後︑

ついて検討を進めた︒この中で電

▽原子力発健闘の敷地確保につ

グ・グループ︵主査早川淳一氏︶

価を行なうことについて④既存の

とめるよう予定されている︒この

東京平河町全共連ビル会議塞で第

力彌婁貫から︑長期書面のつちと

通魔省給禽エネルギー調二会原

施設のほかに研究遂行上必要な施

縞果︑第瓢一回聡警部会は五月下

四回題額を開き︑聡力側婁貫から

いては本州中央部に集中するとみ

員金が鑑一段階を五月中旬豪で

また︑この炉の安全防罐施設颪

設について⑤これら研究に要する

旬︑弟四脚は七月上旬︵中隔報告

帯万KW開発は百も軍く実現す られるので︑かなり困難が予想さ

くに昭和四十五隼ごろまでの蘭細

終的にとり濠とめて︑訟含的な評

審謎の日程は︑第

海象も磁していること︑地震につ

雛いこと︑そのほか水理もよく︑

いては全く心削する必襲がないこ

からは︑次のようなことが査にと

卑和学三民予勢額について︑など

すすめ方﹂︑国麓化推遜小萎蟹会

煮出された﹁原子力開発の当面の

小幅員会で検討する甜團以外の研

なお︑

饅螢水薩⁝食品には︑①そ菜類︵韓ン
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となどがあげられているQ

りあげられている︒

原子力委員会への答申期限はヤ一

作成のため︶と予定し︑殿終的に

究計画を検附することになり︑濠

べきことが強調され︑国産化推進

一方︑第一⁝小委員会では︑第一

一系を設け︑再循環回路破断等の

ず第一段階としては藻魚鴉の闇題

月下旬を斑気としている︒

である︒

①琳旧時でも原子姫の織除法が

購故の口触に燃料が崩壇勲で灘熱

完全に行なえるような炉心スプレ

するのを防血できるようになって

一新刊書無案内一

【近藩】

Physics of Solids＆t HigぬPress級res・
Ed． by C〔L Tomlzuka＆RMEInrlck． Ploceedlngs
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【入

索i謹

1963年に刊得され好評のII19h Pressure Physlcs aad℃hemlgtLy，2vols・の編者1こ
より，高圧及び超τ瓢物理と化学の最新h窯果を収める新シリーズが刊行になりましね
広範な廊絹各分野の研究成果と新しい差想，将来の動向を探る論文が収きうられ，2，3
年おきに叢雲されます．

あらゆる分野で活躍できる
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人蔭

への依仔を少なく機の安全性に︑あらためて大きな問題を

になり︑ある意味では︑寝全穐をより多

し︑

〃仮想飯詰

謹で想面して立地慧華

要しまい︒可能な限り工学的な安全装鷹

準の問題にもなるが︑安全猛準に関する

重土山麓におちた英商機の揚合も岡じで

望⁝齢輩画論撃鱗腿肌晦膿勲鵬韓無言鵬翻難籔羅と製影A暴露華客公害の展⁝機 二禦梢ついで簿し・三否炉との関連で考えてみたい・鍵が糎のではないかという懸がありどれはようであ・てはならないことは・病垂

をとり入れて

能化することは︑これをコントロールす

員会が検討︑採択するようにしては︑という慧見︑などがあった︒

この中枢的機関はナショナル・

三︑食金︑人材を有効に利用しその開発の成果をあげるための体

制︵特に中枢機関︑爽施機関について︶をどのように考えるべきか

に国内の各機関の能力を粘為し総力を集め︑予算を璽窮し︑その配

プロジェクトを海進して行くため

などの形を含めて︑公的な必要性についてはほぼ定見

をみ︑具体的には原子力委猫局で現在の行政機構のな

えられる方法を作成し︑そいて検討を行なうことにな以上︑当日の席上では三

つたが︑活発に論議され︑基づき原子力委員会で臭体

項について特に結論は出さ

匪

とりかわされ︑政府翻は①鳶職二

弩炉の諏可は三月宋までに行なう

電撫開発審議会で検討する③昭湘

②電力中央三社分については次の

て颪五十万KWの開発見込みであ

四十五妬には鎖初の高義を上回っ

席上︑佐々木氏がカナダ型魚水

るなどの点を明らかにした︒

炉はどうするのかと質嘉したのに

とれるものであれは︑願力会社が

ある︒このことは︑煎じつめれば安金蓮

尉に提出する原案を作成し︑次國

型炉は濠たそれが確立してない︒

進んで響入する状況たが︑カナダ

る人聞のより島度な能力を要求すること

分を行ない︑外国との折衝を行な

二十四日の懇談会でこれについて

に安全な交通機関と考えられていた航窒

をさためているのは︑考えるたけ考え︑

最終的に審議することとなった︒

果︑原子力塵業がすべての産業のなかで

街路事業に﹂億円

が国で開発するということであれ

は︑開発の孟体と体量を新しく作

豪た佐々木氏が︑原子力行政の

らなければならないと宣えた︒

抜本的な再倹討が必要ではない

予舞計上されたが︑他の民間会祉

か︑豪た今度東海に地謁難錨費が

事故が起った揚禽には行政力を

の謎合はどうなるのか︑そして万

どのように総禽統一するのかなど

質聞したのに附し︑佐藤総理大距

は︑それらの饗は最も大繭なこと

たし最善の努力をつくしたいと所

と思うので︑今後十分に思いをい

信を述へた︒

案議院科学技術振興対策

旬閣メモ

国会

︑核原料物質開発促進臨晦鍋唱法

特別委鼠会⊥二月十田午諮定例会

計画︑岡原子力平和利用研究委託

汐

犯0

7枚入

1ノ

搬eす。匁う．がつねにシャープで・切

醗

ぐ＝

人をこえる犠牲者を出した禦件は︑すで

瀦学的なツメは従来必ずしも十分ではな

うなどの︑かなり強力な能力︑権

蔵し︑荷沢婁員は経済性で採算の
く人問に依存するという颪が強くなる︒

限を持つ必要があるなどの意見が

投けかけた︒

それでもまた起こるかも知れない冨士山

を厳しくする︑あるいは基準を作るとい
最も雛故が少ないという数字が出ている

茨城県①一億五千五買九十三

百十万八千円︵ハ︶四千万円

千酉八十九万二千円︵ロ︶四千八

東海地帯螢備41年度の資金区分なる
科学技術庁原子力濁は︑このほ
ど菓海地区原子力施設の地帯整備
についての事業経費総額︵五力年

jィ†国口②工千七轟−五︸三論ハ千円翻

︵イ︶二千七十五万六千円

東海村①三億九千六颪四十八

イ︶五醤十九万円︵ハ︶四千万円

①二千万円②二千万円

四薫五万四千円
その他

H︵ハ︶二千万円
この予算については︑科学技徳
庁原子力局が昭和圏十一年度予算

もしこれらを技術的︑磨心的にわ

城や羽田空港のような禦故も︑防ごうと

の事故は示したといえよう︒醤いかえれ
う本宋転倒の行き方になっている︒

出て各機関が騒論されたが︑公祉

く︑ある県準でやってみて蜜故がなかっ

いう態度である︒放尉能に関する許谷星

たという実績に頼っているケースが案外
多い︒多くの産業公宙の楊合には︑纂故

これを防ぐため︑さらに機械的な安全装

を

躍が導入される︑機械化や自動化には限
人間

アメリカの統計によると︑ここ数無の

醍があり︑またそれによって

飢空機欝故による死者数は琵行一億六千

万謎麟当たりO・一二入ないし○・三八

われていたが︑これを走行時問当たりに
は︑安全に関する最終買任は悼に人闘の
三つの事故に共通するもう一つの問題

原子力発電や放射線機器が経済柵戸で

藁についても岡じことがいえる︒その結

直すと︑一人の死者が出るまでに航空機
手に委ねられているということである︒
は︑営利上の要求が箏故の誘困になった

活躍する時代になっても︑安全性に関す

が出てから切めてモニターをやり︑基雌

は杓四菅四十万時間︑鉄蹄は約四千万隠
羽田堰港に落ちたカナダ機の場合は︑
と兇られることである︒経済的な為視界

るこの名蒼ある飯統は守りたいものであ

劃除するわけには行かないことを︑今圓

聞で︑航空機の安全性は鉄道の約十分目
二度が低すぎるという催告が管網堪から
飛行︑四二強行︑冨ナ山を児せるための

年度分総額二億五千

計画︶十七億九千九落五万円のう
ち昭和四十

万円の①国負気分②地方公共団体

猟線分︵ロ︶臼蓋市街路鞭二〇五

負担分11︵イ︶豊海村衝路韮漁 万円②四千五買受九万六千︹田目ほ

①十一億六千ヨ颪九十一万

般会計で東海地

で質疑︒参議院科学技術振興対策

について︑核原料物質の窺蔑など

区原子力施設地帯整備事業として

編成に際して︑

月十四日の予算藤野で了解され︑

補助金を要求していたが︑今年一

を開き︑上原科技庁長宮より︑昭

瓶四十一年慶科学技爾行政に間す

特別勢至会⊥二月十日午後委員会

る所儒表明が述へられたが︑その

建設雀所箆の通路整備特別会計の

研︑原燃負担分として三千万円が

送施設に対し国墨田助にかえて原

撃場返還詩題について質疑︒

他原燃再処理工揚や米電水戸射爆

衝路事業に一億円︑東海村有線放

いたが︑その後︑原子力局と地元

月輪臼午後科

▽再処理施設安

全審査専門部会⊥⁝

原子力委鍛会

それぞれ出資されることになって

茨城娯との協議の結果このような
計画がたてられたものである︒

物質の臨界蟹理に関する王AEA

等について審議︑豪た﹁核分裂性

開き︑原燃再三雪颪揚の契約作業

技庁第二会議蜜で第十二圓会合を

子力の総括質疑

衆院予算委で原
衆議院の飴二十二回予騨委員会

員より報告︒▽参与会11三月十一

︵委員長福田一氏U自︶は三月五 シンポジウム﹂に出席した潟瀬婆

一年度の一般会計予算などについ 鎖午後東京プリンス・ホテルで開

日午前十時より開かれ︑昭額四十

木良作氏︵三社︶と佐藤総理︑三

などについて車轍会側より撹醐明

費︑IAEA二月理躯会経過報告

利馬櫟本計圃︑岡核原料物質探鉱

木通産相︑上原科技庁長官︑それ

かれ︑昭和四十一無実原子力開発

に有沢原子力委員らとの闘で︑わ

て総括質疑が行なわれた︒原子力

が国の動力炉關発について質疑が

関係では︑最終日のこの田︑佐々

⁝

し︑意見交換を行なった︒

︸

●

●

。

ステンレλの匁・・

人で︑ほぼ鉄道やバスなみになったとい

一にすぎないことになる︒今同の寧故が

発せられたが︑高度の修正は行なわれ
る︒

炉と両方を並行開諮することは資

異論があり︑衷た新型転換炉の開

金的︑人員的に無理がある︑等の

の建設可能性︑筒速炉へ移行する
ためのプルトニウム生産炉の必要

日立市

国

八千円②一億四千万円艮︵イ︶五

ループの統一見解も出て︑出講

が可能

張には少々批判的︒技術提携先

⁝
からシステム・エンジニアリン
⁝
グを含む包播的な傭報をもらっ
⁝
何の動機から ⁝
ているというが

好意的に 海外メーカーが与え ⁝
⁝
てくれるのか 甘ったれながら
⁝
圃麗化を推進しようとしている
⁝
と首をかしげる︒し ⁝
のでは？

かし︑コールダーホールニ号機 ⁝

︵11K︶

は国薩できるというのが︑正宗 ⁝
⁝
さんの散方でもある︒趣味はハ
⁝
ンディ十藁のゴルフと四段の免
⁝
状を持つ囲碁︒より枝夫人と二 ⁝
勇二女︑五十三歳︒

①穴千二闇七十万円②

聖線分︵ハ︶東海村有線放送施設

邇l葛五万四千円一−︵ロ︶二千

およびその他原子力局負担あっせ

分︵原研︑露探の負担分三千万円

このほか︑濃縮ウランのコスト

および資金区分を明らかにした

ん分指含む︶など︑その実行計爾

すべきたとの黒雲もあった︒

闘的制約があるので︑憤璽に検討

発は高遮増殖炉の洗眼と違い︑聴

性︑などから児て︑天然ウランを
使用する新型紙換炉の開発はやる
べきである︒またそのやり方は︑

ワーキング・グループの原案によ

分折︑煽内での濃縮の点呼性の検

るへまた︑という慧兇︒

これに対し︑同報答蟹の二つの

はメーカーの比滋が大きいから︑

討などの要望︑噺型転換炉の開発

が︑その内訳けは次のとおり︒

醜提︑すなわち燃料サイクル上の

メーカー側からの提案を原子力委

郡下と畠濫開発のもつ懲義につい
て審議がつくされていない︒講速

⁝

⁝⁝

た方がよい︑原子力はコストが

との側についていた︒

筒くっくからだめじゃないかし 簡

お

雨冠ネ調鐙精工慶化推進小委で

さ

円蓋欝をまとめた

い

ことをやらせて闘心を持たせれ

濠さむね

ばよいと感じたのではないか﹂

こんどの小委員会では︑五グ⁝
正宗さんの醤漿を独りれば︑

正宗猪引回
原子力発羅プラントの国産化を

えぬきの産業金融人︒原子力に

が︑

推進することは﹁自明の理﹂で

鰺讃臓継纒鯵灘繕剛︑・︑・

昭和八年︑東大経済学部を卒

が核心に近づいた印象を与えた
門
同型式の二斜照から国産
⁝
という五グループの主 ︸
﹁誰も異存のないところ﹂だ︒

しかし︑ユーザーとメーカー
の当纂者岡士では︑率直な語し
含いがやりにくいという懸愈も
ある︒むしろ窮三者を交え︑ユ

業後︑串本興業銀行に入り︑資

てほしいというメーカー側の希

ーザーも国産化推進に踏み切っ

畢を︑忌日なく駈ける揚が必要

て︑一二十九無副頭取になった生

金︑融彊第

語吟味しながらゆっくり話す︒

る署員会に勒貴されたことで︑

初めて開零したのは︑原産のあ

郡長︑取締役を経
理由です︑と正宗さんは一瓶巴

だった︒それが小廿日晶晶躍の

つ豪り︑驚宗さんの間隔は︑

当疇火力が安くなっていたの

その﹁第三者﹂としての豪とめ
役であった︒﹁原子力に対して

で︑﹁原子力よりは火力をやつ

一

と逡慮なくいう︒

鹸勢

発︵輸入の抑制や輸出の観点をふ ⁝

のは︑当然でもあろう︒

起きてから︑速度の早い電解機の箏故率
低空飛行など︑経済的な要求が安全率を

は必農という懲兇︑などが干た︒

くむ︶などの観点から藩えるべき

銀行が無関心たから︑こういう

入テソレスの鱒1げに初めて成功した薪

崖オ弓森羅レ

ず︑悲劇を招いた︒謹告が嗣かなかった

惣見の大勢はワーキング・グル

二︑わが国の動力炉爽用化は軽

⁝
⁝

霞主開発の発地からこれを所禽す

で︑澱縮ウランを米園のみに依存

選評の革命

疲れ・肩こり・神経痛に9

を灌行キ窪当たりではかるのは︑航聖会

墾動懇癒三点に絞静て太詰肺の審毒響

大勢慢が報告の線に
次回に原子力委が最終案
腺子力委員会の動力炉開発懇談会はいよいよ瓢議の最終段階を迎え︑三月八日午後二蒔から象京プ

リンスホテルで朋いた第十七回会合では︑①窩辿増殖炉実珊化の兄通しとわが国の渕発スケジュー
ル︑②新型転換炉開発の必要性一軽水炉から闘速炉へという濃総ウランコースたけでよいか︑③開発
俸閥︑の一一薫にしぼって討議が行なわれた︒①については︑ワーキング・グループ原案のスケジュー
ルで進むべきたという厭見が大勢を占め︑③では︑現在の行政機構のなかで可能な群体案を︑次回に
原子力婁員会から添すことになったが︑②については依然意見の対立が見られた︒次回は三月二十四
臼の予定で︑鋤力炉開発政策に関する原子力委員会の最終案が提添される︒

ープ報告磐の線で行くこと︑仮に

水炉から薩接高速炉につなぐとい

ジャンプすることも揚縁によって

談会の審議も︑二つのワーキング

海外における臨速炉実用化の三豊

う艘縮ウランのコースだけでよい

べきか

・グループがそれぞれ筒速増殖

より二︑三琿遅れることがあって

とする考え方もあるが︑はたして

一昨奪十月以来︑一年半にわた

炉︑新型転換炉の開発庁画案を報

も︑国主開発の方針は貴くべきこ

って絨けられてきた動力炉開発懇

告したことにより︑二つの讃画案

の最終的な調整︑それぞれの開発

体制︵中枢機関および麗発笑施掘

会合ではこれらについて原子力委

当者︶の闇題にしぼられ︑八段の

員会が三つの設問をし︑各委鍬の

花見を聴取した︒表明された虫な

ることが塑ましいという見解︑先

することの危険性︑濃縮プラント

⁝
それだけでよいと考えるか
と︑などであった◎
⁝
単にエネルギー資源の観点から
また︑ワーキング・グループの
⁝
報告欝で︑実験炉と原型炉の建設
すれば︑諮外国で開発実用化され
⁝
期間が矯なっていることについて
たものを導入すれば足りる︒した
⁝
は︑実験炉は原型炉の完成後も照 がってこの高跳は︑虫として濃縮
⁝
肘試験設備として使われるもので
ウランの旧格や安建供給︑宙主開 ⁝

進諸国の水雌に追いつくには︑蝦

漱見は窟の通りである︒

高速増殖炉の実用化実現の

告欝のスケジュールより政策的に

⁝

速炉の針画をどう関連づけて行く

時期をどのように考え︑日本の岡
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イギリス︑ウインフリスにある
ドラゴン実験動力炉︵熟揖力二万

KW︑筒温ガス冷却炉︶錐写頭目は
このほど最初の燃醤照射試験を終
了した︒この試験は設計萬力で運
転するための経験や各種データを
得るためのもので︑侍殊燃料も同
聴に簡入されたが結果は良好であ
った︒なお︑この計翻は欧州原子

一部として実施しているもの︒

力機図︵ENEA︶の共岡副画の

−国璽﹇i50凸A一八H一

つの発電所を建設しており︑建設

渠者はこれらの経験峯生かして︑

かなりの岡内受注があるものと期

待している︒

米︑NRTS運営

で新会社設立へ

アイダホのN疑TS︵解立原子

炉実験場︶に寂するAEC︵原子

ジェソト・ゼネラル社︑アライド

力乱篭会︶との運嘗契約はエアロ

・ケミカル挫の共同提案に落ちつ

現在契約の下交渉が行なわれて

くもようである︒

いるが︑両社は近く共裏出資によ

る新設会社︵アイダホ・一丁ーク

日から蕪R田Sの試験炉︑再処理

リア・コープ︶を設立し︑七月一

あります。

ン製錬会社から︑一九六三鋸⊥ハ

ユーラトムは︑一九六二年十一月

スが実施できるよう藁備を進めて

装置︑研究費発客受︑促守サービ

イタリアのSENN計画︑一九六
四隼十二月仏・ベルギー共同計画

の詳細が︑このほど両落敗鰐に提

発羅二二画︵眠気出力辛万KW︶

アに共岡で建設する予定の原子力

フランスとスペインがカタロニ

仏・スペイン

子力発電計画進む

力夕口ニァ共局原

万がで五力年契約である︒

・ニークリア挫の契約料は年間百

二千九冨万がであるが︑アイダホ

いる︒これらの年聞の運転疑は約

であるSENA副颪のために︑そ
れぞれアメリカとの問に濃縮ウラ

これらは一九五八年に結んだア

ン燃料契約を結んでいる︒

メリカーユーラトム協定で実施さ
れるため︑今後＝十年闘燃料供給

れた︒

御一報次第、資料、計算申込霧などをお送りいたします。

が継走されていたものの一部︑

藏饗論

千五言霊がの価格で購入しようと

一つを閉鎖して研究を縮小するよ

ン黒鉛減速炭酸ガス冷却型で︑敷

出された・この発出所は天然ウラ

予定されている︒

地は地中海に噛したパンデロスが

米︑ビーチボトム

高温・ガス炉臨界

本シスデムはどなたでもご利用できます。

六年豪で一ポンド当り八諾で購入

U30菖約一万五千一二荷ゾを一九
六七⊥ハ八年に繰り延べ︑これと

七〇年にさらに約一万五千三酉ゾ

同時にその代償として一九六七一

を追加購入するというもの︒

このようにAECは︑一九六七
一七〇年聞に糟糠三万二千五薗ナ

を購ム3るが︑年禰にすると約八

千ナで︑これはAECが欄間一万
七千八百ゾを購入していた一九六

爾にもとづいて購入している乗然

いうもの︒

︸塾轡

降の価格︑濃縮ウランの販売と賃

ウランのストソクパイルの規模に

に五百万KWの原亭力弊鷹を開

上下両院含同原子力委員会︵J

集を始めることを勧告している︒

ターは︑一大学謹たは多くの大学

留にするようユーラトムに申し入

核融合の研究を実暇的に一薔にす

と密擾な連絡をとり︑かつ多くの

伊電力機関︑四号
発電炉近く発注へ

イタリアの電力機闘︵ENE

アメリカのビーチボトム発躍炉

︵殿気出力四万KW︑三献ガス冷

の燃料装荷で臨界に現した︒この

却炉︶は﹁風月三日︑六百八十二本

発鍛炉はフィラデルフィア羅力会

利用のご案内

饗綴撒綴籔楽纐響懇麟懇懇

数年後 に 需 要 増 予 想
一方︑アメリカのウラン確定埋

る︒

原子力発電所発注急増で
過去数カ月に︑アメリカの原歌力鞘甑所の発注はすさまじい勢いで行なわれている︒このような三

山を反映して︑姥月のアメリカヒ下両貯合岡原子力委貫会︵了CA宛︶の聴聞会では︑原子力婁員会
一年のピーク時の約半分である︒

爺の購入衝格について︑ポンド惑
り五・五妙ないし六がと隠鎖って
いる︒したがってこのような値下

貸謝画に影響を与えることになろ

二番嵐の契約は︑ユーラトムと
う︒原子炉運営者は︑ウランを婁

はU308約三十万五千ゾの埋藏
げは︑A8Cによる一九六八無以

い︒したがって一九八O館までに

一月以降八庫分の謂要にも満たな

られているが︑これは一九七一隼

在︑U308十四万五千ゾと見積
一方︑AECは一九六九1七〇

蔵蟹は︑一九六六年一月一日現
︵AEC︶のM・フすークナi隙料物質部艮がウランの需要にそなえて︑国内のウラン資源を開下す
ることが騒要であると述べ︑ウラン摩業界を活発にさせることを要求した︒

アメリカでは現在︑AECのウラン調達ストレンチ・アウト計画にもとづいて︑ウラン薩業の活動水
準を維持する政策がとられているが︑この計画が策窟された一襲の晃瀬し﹁需給関係が好転しはじめ
るのは一九七〇年ごろ﹂は︑かなの早や豪るもようで︑ウラン製紳奨界も雷を覚豪しはじめている︒

告した︒

この雪煙ウランの供給を受ける西

ドイツの聡力会社との闘に結は

発︵雷村部会報告︶するには︑

出費の中で︑アメリカが占める詰

て規定したものである︒これまで

AECから賃借することによって なお︑アメリ刀はウランの需要

現在︑AECは︑ウラン調達ス託濃縮してもらうよりも︑むしろ
トレッチ︒アウト計画︵一九六二

はA泡Cがストレンチ︒アウト計

かなおうとは考えていない︒

れ︑燃料の霊送︑用途などについ

騰要をまかなうことになろう︒も

に対して︑国内の埋蔵毒たけでま

とみられている︒

も影響を与えることになるだろう

ナー部長はJCAEの死闘会で報

ポイント︵七十六万KW︶︑イン がそれぞれ四十五万から七十万K 蚤の確保が必要であるとフォーク
Wクラスの発賢所建設謝画を絹つ

昨年一年間にアメηカでは︑七
つの原子力発蹴所i設備容燈にし デアン・ポイント第二︵八十七万

訟ネーブ会講の発註では一九七〇

子力発艦設備響難は︑第三圃のジ

いで発表している︒アメリカの原

さらに本奪に入って︑メインヤ

て四哲万KW瀞こえる一が発注 さ K W ︶ な ど で あ る ︒
れた︒それらはドレスデン第二
︵七十一万四千KW︶︑コロラドンキー原子力発電会社︑コンシュ

年十一月策定︶にもとづいて︑十

約を結んでいる︒この計画はウラ

社のウラン製鋏企業がAECと契しこのようなことになれば︑これ

年輩でに六百万t七颪万KWにな
るとみられていたが︑その後の進

︵三十三万KW︶︑ブルノクウソ ーマーズ・パワー社︑ウィスコン

ド︵四＋蓄万KW︶︑ミルスト ン シ ン ︒ エ レ ク ト リ ン ク ・ パ ワ ー
展によって一九七〇年豪でには一

万KWに達するものとされてい

・ポイント︵六十万KW︶︑ボ ス 社 ︑ カ ロ ラ イ ナ パ ワ ー 乱 ラ イ ト
トン︵六十万KW︶︑ターキー・ 社︑コモンウエルス・エジソン社

核融合研究を二培に

配二つのカテゴリーのなかのど

社会大衆に向ってPRしなけれ

合は︑過去四隼閥で五〇％がら二

紹和五十琿までのわずか十山間

ちらに属するかは︑窪だつきつ

アメリカの制御核融合に間する

ところで原子一発鷺には︑気

めて考えていないが︑おかしな

ばならぬ機会も多く︑対象の翼

八人委員会︵上下両院禽同原子力

米︑国立符の設置も勧告

欝菓がある︒それは﹁冷却﹂で

数も莫大になる︒その隠﹁冷

〇％に︑研究業績の寄与分は玉O CAE︶の要舗で行なわれたこの結ぶに際して︑アメリカは賃濃縮

却﹂論では︑大衆罵用家はさだ

が完全に実施される一九六九年一

ある︒意地の悪い樽き方ではあ

調査は︑はじめ国内の五つの主要

るが一

委員会内の特別小解毒会︶は︑過

％から藁三％に落ちたことをあげ

ら︑よほどの贋者だと受けとる

めしと豪どうことであろう︒束

去六カ月にわたる内外憎勢分析の

ちは︑﹁悪﹂という字の印象か

﹁原子炉の巾で連鎖反応を起

蹴グラフ昨館の一一月差では次の

月一日京で特別バーター協定を保

﹁この原子炉の中の熟をと

関する国立センターを設立するこ

ること︑およびプラズマ核融合に

癒隅
これに反して︑いずれも興質的に

国に比べて発腿が鈍化しており︑

L︶は︑先に新しい原子力発醗所
の発注を本年申に行なうことを明
らかにしていたが︑このほど四番

厨のものとなる六十万KWの原子
力発精農計圃を調め︑近く発注す

妊のためにゼネラル・アトミノク

会が建設したもので︑二月五日か

一

ら燃料撞入が始められていたもの

で鷺

・COBOL

業
産
フ
プ

原
であろう︒悪太郎や悪難の成長

こして細くなっている核燃料

研究所︵プリンストン︑オークリ

が保翫される︒なお今度の契約を

した︑もっとすごい奴だと思う

ている︒

り熱すのに炭酸ガスを使い象

諸袋羅に対して櫛限をもつ反面︑

バークレー︶のうちの少なくとも

す︒⁝原子炉の中の熱で四衝度

との二点を原子力三曲会に勧告し

画されたものだが︑八人婁員会は

うAECに匿力をかけるために副
しいとし︑現計鯛を活発にするた

た︒

岡八人芸貝会の調杏発表の概要

は強化すべきであると緒論してい

もし現在の予算︵一九六七会計年

団一婦西独KRB発電炉燃料供給で

米と濃縮U購入契約結ぶ

るQ

めに国立センターにふさわしい経

却﹂とは一つもいっていない︒

度の要求は黒星一百六十万謎で︑

︵CTH︶書画は︑世界の他の団験畜を韓部として招くよう一大募

では︑アメリカの核融含の研究

大衆を枳手に︑輝解せしめるに

胡隼度に比べて胃十万談増︶を絨
けるならば︑アメリカがこの分野

と原子力発話に隈っては﹁集
熟﹂というような意陳の藷に羅

で嵐界的に果す面談は急速に二級

は﹁冷却﹂ではだめである︒こ

うべ な る 瀞 O こ こ に は ﹁ 冷

す︒﹂と︒

送りこの熱で蒸気を作り出し豪

くなった炭酸ガスを熱鹿換器に

況く豪で熱せられ豪す︒この熱

保証等の港務は負わない方が望豪

ソジ︑ロスアラモス︑リバ：モァ︑

結巣︑今後五賢宰を通じて︑制御

で縢るものと︑誤解するものも

また同將に玉案された鼠立セン

ような説明がしてある︒

冷却のやり漏しであ

る︒L

蒸気を海水で冷却す

ービンを通過した水

で冷却する︒そしてタ

炭酸ガスを二次冷却材

を︑庚酸ガスで冷却する︒その

しかし︑むかしの﹁態﹂は︑

火火
皿篇μ

却
冷

る◎何のことかよくわ

からぬQ贈通の火力とちがっ
て︑原子力の方は放射能がある

は︑負けてもいい者である︒私

嵐てくるかもしれぬ︒

ので︑冷却のやり通しで麗気が

ども中学生時代の算牛から聞い

さかえたらどうだろう︒

﹁冷却材﹂の用途のそもそも

印した︒最初の契約はアメリカー

たことは︑意味を弾めるために

ユーラトム供給機関は︑茜ドイ

ることになった︒

クラスに転落するであろう︒この

ユーラトムの協力協定下で行なわ

後々の盤聞大衆は︑﹁冷却﹂

ツのグントレミンゲンに建設中の

のはじ躍りは﹁冷却﹂すること

K鶏B面影所︵電気出力二十三万 れるもので︑米原子力委員会︵A 求める予定だが︑在来機器部分は

は︑わざと反語を罵いるとのこ

傾向を救うには︑思い切った弾力

めている︒イタリアではすでに藁

建設契約は発聡所全体について
的な方策を用いるしかないという
いうことになれば︑その熱をと

にあった︒しかし藍子力発鵠と

ラン︵ウラン獅二千掛切を含む︶を

に対して﹁悪﹂と同じような感

とである︒相乎を馬騰にすると

その根拠として︑世騨のCTRラン倶給に黙する二つの処約に醐

じを持つに到るかもしれないか
きには︑わざわざ﹁兜生﹂とい

︵笹森建三︶

七千KW︑BWR︶のための濃縮E
ウC︶から平均二・五％の濃縮ウ 圏内から炭給できるよう難備を進
ら︒

冤解が述べられている︒
り燃すことに酉的がかわった︒

うようなものだQ
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だろう︒

て︑初めて納得する人も多いこ

強いことを意味したのだと聞い

とと思う︒この場合の﹁悪﹂と
は︑また違った意味においてこ

んな慣 用 語 も あ る Q
その一つは﹁怪しからぬ奴﹂
である︒怪︵あや︶しからぬ奴
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原型炉建設は急がず

の盗難の建設費で︑四倍の試験能
力をもつようになると考えられて

﹁経済盤という鯖一群塊に到寄

水炉の分野では︑われわれの仕嚇

するという緊急の嬰請を果した鰹

に加わるべま時蘭に来ていると思

調し︑次のように述べた︒FF里 う︒もし賜違い准ずるならば︑蕾

える時期ではないことをさらに強

Fはこれに代わるものであり︑困 手するのがおそすぎたという閥違
難の度合は講じであるが︑はるか
奪合には短期間に闘櫻に到達でき

いをし紅方がよい︒なぜならこの
止って︑少しゆっくりと全ての副

は完了したと思う︒現在では立ち

り︑自灘資金を縮類だして︑原型

部長が概説した謝画についての見

ホリフィールド婁員長は︑シコウ

発を阻撤しないことを墾む﹂︒

ので︑慎璽かつ控え圏な三更が開

われわれは許しうると考えている

趨菟︐／

転

著§ぎ

密

舞碧

ミニウム粉末の方が商利になる可

はジルコニウムまたは焼縞アル

EAを訪配し︑研究部の工業応

んど網羅されていたようであ

た・とにかく遠近の進歩がほと

れらに償極的に参加し霧与する

ことを強く要望されたのであ
る︒

事実欧米の諸研究機関は正極

的に協力し王AEAの活動ネ盛
り上げているのである︒今日の

RI工業利用技術のめざましい
進歩は筆使協力の所産であるこ

とを再認識すべきであり︑わ
が國としてもこの世界の新構勢
に対処して国際協力の場におい
てすぐれた雀与ができるような
方途を貢ずべきである︒
正夫︶

ぬいてできたオゲス雲脚躍所が

面罵する慧味から︑カナダと岡

一篇千万薫万所︒

箏に至らなかった︒総建設盟約

放射器レベルは比較的低く︑大

購水漏えい義気を起こしたが︑

利胴寧も敏い︒これ談で二回の

か6好調な運転を続けており︑

六鑑年七月臨界Q六四犀三月

が進められた︒

冠Aの手で灘細設議と建設工鋸

護計を決定︑董繭会社AS

勤気局が庫心となって塁

金枕︶︑ストノクホルム

︵半官半民の原子力開発

方︑アトムエネルギー社

敷地作業を開始する︸

利用の研究に蛭類︑翌年

研擁を発展させた動力炉

一九五六年︑これまでの暴礎

胴する二三目的癖︒

熱源︵五万五千KW︶として利

KWの囎力と︑アパート暖房用

発生熱エネルギーは︑一万五千

チャンネルはたて型︶を採翔︑

じ天然ウラン颯圧蟹水型︵燃料

醗

あげた最初の原型発耀所︒炉型

め︑園内技術を結集してつくり

の設計・建設の癬験を糧るた

ここはスウェーデンが発織炉

ある︒

嶋ー三韓︑︒捕期鳩絹馴贈総総甥︒一難酬劉潮騒謡

ぽどさなでゆサ

Jジ

砺．樽．抄駄導

職封鐸．淋3質

磯ぎ．

トソクホルムから南へ十六試ほ

畷暢激鍵

遜電所掌鵬

によい投資である︒イギリスがで
闘を眺めることができるようにな

建設を急がないというAECの方

った︒現時点では︑新しい原型炉の

るから﹂と述へ忙︒

ラメイ原子力婁員は原型矩建設

きるたけ阜く原型炉の建設に讃写
するという計画が蝦道され薦題と

なったが︑AECはわが道を進んを急がないというもう一つの理由

響を与えるものかもしれない︒も

炉に取組むほどの関心をもってい

の運用について述べているのであ

のこの決窟は自分の判断の正しさ
し非常に大きく︑この謂画でリー

る民間企業があるならば︑われわ

釧は正しい︒ただし私は政府獲金

冠着諏するたけのものである︒
ドしている民間機器メーカーの一

れはこれに対してもう少し投資す

は︑産業界の競争状態に深刻な影

﹁われわれが本当に遅れている
社が原型炉の建設を盧ちに始め副

ることもありうる︒ここで無口さ

について︑門原型郷建設の決定

のは︑一つの発掘所ではなく︑産
酸を離進させたいと発語したなら

れた計翻は瀾発を進めるための慣

でいでも︑イギリスの経験を少な

業界の能力である︒われわれは発
ば︑聞題は璽大になろう︒﹂と述

慮な方法であるように愚われる︒

くとも利用できるから︑イギリス

醒所の建設は薩業界の能力向上の
べた︒

改造されたFAR慧丁の完成は
は発羅所建設を急ぎすぎたと思

解を次のように述べた︒

一九七一薙の予定であったが︑F
う︒﹂とショウ部長は述べたQ
FTFも一九七二薙には完成でき 原型炉建設に璽点をおいている
イギリスやドイツが正しい行き方

るであろう︒さらに一々の段階の
高速炉研究に現在利用できる施設
をしているのではないかとの質闘

燃料の研究に集中

は讐えず︑われわれは多くの計画

に対しては︑ショウ部畏は薩接に

は︑エンリコ・フェルミ発鷺所は

て︑不運な結果に終っていること

金出力︵熟畠力二＋万KW︶で において自分の力に余る仕事を企

FARE礎を現在最も緊要とさ
運転しうると考え︑この炉を照射

う金梅的な重餅に対する見解を述

GCR︶からは技術簡の成果をほは︑原子炉開発計画の実行に伴な

蒸することが決定された︒被珊材

能性がある︒HWOCR開発をの
べたのち︑誰々の課題︑HWOC
使雨する原子炉よりも︑ずっと

M︒シコウ原子炉開発技術部長

HWOCRは大型化で有利

あるいは建設予定の施設のなかで

聴聞会の終りにJCAEのCし
︒かしながら︑少数の央敗ならは

鎗一歩であるとの理出で︑しばし

一方︑FFTFは︑FAR窪丁

首万がに上昇することになろう︒

た千七菅万がから少なくとも四千

高速炉開発に関心集まる
アメリカ上下両院合岡原子力婁員会︵JCAE︶の来鋸

二B間にわ加って闘かれた︒とくに︑今回の睡聞会では︑

度民業原子蜻開発日傭に関する雛闘会が二月十六︑十七の

液体金属空乳増殖炉へLMFB獄︶︑一ぢの新型転換炉一
嵩癌ガス冷却炉︵HTGR︶と無水減速角機物冷却炉︵H

は︑液体金属高速増殖蝉につ い
を指摘し︑﹁ガス冷却実験炉︵猛

て︑アルゴンヌ国立研究所︵AN れている羅軟性があり︑かつ燃料

とんど得ていないし︑発開所の運

Rの計爾について謹塾した︒

試験の胤い示力をもつ原子姫にし
L︶に 建 設 の 予 定 で あ っ たFAR

転も行なわれていない︒ハラムも

カ⁝バイド燃料の研究開発に藁

をかけているのには驚くばかり

って︑もう少し膿醸な篠度で競象

体元素分析﹂では各縄分析機器

である︒

ルファ放射面での気体の粘盤の

目のアイソトープ技術﹂ではア

用課長キャメロン驚士と要卜し

オグラフィのほかベータ線によ

について説明を受け︑口本もこ

減少︒R1で生じたプラズマと た︒その折り今後の多くの企画

る玉食度のまた中性子放射化法

加藤

物減遮・有機物冷却炉︶には︑冷

カギと見られているピクア︵有機

は経済上の利点があると主張し

れれぞ百八十万炉︑二箪ニや万が

X︶があって︑※年度予騨にはそ

るようになっている︒このため明

この協定から手を引くことができ

れないならは︑どの参加者でも
大容騰の原子炉建設にHWOCモ
Rスの繋馬爆笑験算︵URT8さE

却材︑減速材の連結処理用のハイ

た︒二︑三の環力会社が口気出力

の全出力運転がこの階荻でに開始
ム実験炉︵EBOR︶︑ロスアラ

に近い原子炉への開発の道は︑シ

増腿炉︵LWBR︶あるいは増殖

ード・ブランケント型以外にはな

この重水型勲中性子増殖炉が液

い︒

である点については︑朔総的に愚

体金曜冷却型闘遼炉に比して窮澗

速増殖炉の方が隅い増願比を旧し

ずっとよく分っており︑照尉およ

うるが︑軽水炉の方が現時点では

現実の嬉笑として軽水炉の方が犠

びその他の閾題点が少なく︑家た

力会社に受け入れられやすいとい

シ⁝ド・プランケノト型増殖蝉の

うこと︒しかし必ずしも実用的な

であり︑費用が少なくてすむとい

開発の方が轟還増照照より郵働単

将来の特定の華魁については︑

うわけではない︒

ンケノト燃料試験用に改遣す為可

シソビングポートをシード・ブラ

シード・ブランケノト研廃55発

能性が検附さ勲ている︒

のうち悪罵五十万がが七月まで

費として承認された二千五衝万が

に支出の予定て︑残り千二藪秀十

万がは来二度に繰越されることに

ーーA一

土定されるかもしれない︒

炉に鍛も過していると現在考えら

定である︒表た大容鰍商業扇原子

ドロ︒クラノカーが設躍される予

ることに関心を持っていることを

れており︑ピーチボトム試験炉お

助は︑議会の承濾した四千七齎三

の建設について︑AECと協力すGR開発に七翼三十万がが呈上さ ロラド原型炉に縛するAECの援

謝炉
上されているQまた改罠H田 破な協定が締緒されるまでは︑コ
三十万KW級のHWOCR原が型

ている︒

強い関心をもっており︑原子炉建

技術諮問パネルが

アメリカ

◇

核物質の査察研究

◇

アメリカ原子力委員会︵AE

パネルは︑像物質の暗事利用に対

った︒なお︑最近︑ニュー々リア

におくことが申請されている︑

社のプラントをIAEAの斉撃下

・フユーエル︒サ：ビス︵NFS︶

侵は︑PSC社は康たこの計画に

JCAEのホリフィールド委員

技術的な問題を研究することにな

千万がのうろ六百万が穆厩が支出
する査察とモニタリングを実施す
されるであろうとGD祉は推定し るため︑再処理プラントについて

EBORの有用性に関する質閲

当てられているQ

用されると波剛えたQ

◇

イギリス ◇

原子力発電所の汚
染除去で塗料発明

BR原型炉︵購気出力五十二万五 は︑このほど原子力発電所に縫用

リノコーバー提督は︑豪ずLS イギリスのグラスゴー塗脳連盟

増殖炉へ応用

SBRは軽水

であろうと発表した︒

UH7REXの隅的は変更
さ隠朋が遅れることを承認する
設の

用として使剛される予だである︒

れ︑麗温実験︵華氏コ千四首度︶

ピーチボトム試験炉の問題点︑

とくに要塞ノンニュークリア試験

破損について報告が行なわれ︑九

千KW︶建設計画を中止させる原 するためのプライマー塗料を発明

料は︑原子炉建屋内の特に溝潔に

した︒PA⁝21と呼ばれるこの塗

月十五日長では全出力連懸は不可

因となった燃料問題について簡単

祉︑パブリノク・サービス・オブ・

アメリカのトリウム資源の持つ

ネラル・ダイナミノクス︵GD︶ 続すべき理由を次のように述へた

ナメルである︒

＋分たえるポリウレタンエ榮珊エ

放射能による汚染除去の処理にも

るもので︑放射線におかされず︑

︒ブランケノト型の研究開発を継 保たねばならない区域で便用され

慰気出力三十万三KWの原型炉 に一般的な説明をした後︑シード

能であることが明らかにされた︒

中に毒気発生欝の過感銘に生じた

C︶の急撃繊躍に関する技術諮悶

十万炉のうちの一千万妙に制限さ

ないQ原型炉建設の一期について

のように述べた︒

％程度利用しうるようになる軽水

コロラド︵PSC︶祉の間に尊ば
潜在エネルギーを究極的には五〇

れ︑この協竃ではピーチ・ボトム
験鰯︵NRTS︶の駿化ベリリウ

これらのなかには圏図解子炉試

れる◎象た今会訓年度末求でに一

よびコロラド音画にも予冷が舗り

れるている騎機材をできるだけ攣

ショウ部長は︑有機物の薪積に

く使用する計画である︒

に対し︑ショウ自記は︑ガス冷部

一九六七会謂年度におけるHW 炉の申性生経訴の改善に減速材に

は明確な報告はなされなかった︒

た闘題点を述べた後︑この発慰所

酉万がが発汗所おび機器予算のな

利点を実差するためにこの炉が使

捧の固着を含め︑ピクアで経験し

いる千二現当がよりもかなり多い

二薫十徳ザにピクア原苧炉の掩営
難を加えたものになるだろうとシ
コウ部長は述へた︒なお発聡を行

簡えている理由について質問した

かに含まれている︒

に突施されてきた斜画もあると次

計画なかには多かれ少なかれ独立

シコウ部長は︑ガス冷却炉の全

HTGR原型炉の建設へ 建設に関する仮協定は︑A鷺C︑ゼ

実験炉成果に依存

のに対し︑ショウ部罠は︑圧力上中

なを
う原型炉の二二設計に対する二
祇がHWOCRを採用すること

G︒ホスマー下院講員が羅力会

能性がある︒

Rは優れた商業用原子炉となる可

もC
のになるもようで︑この額は千
述べたQいずれにしてもHWO

燃料要素が取り出されるたろうと

は数葵月惇止され︑検査のため全 炉研究開発予弊の内訳に示されて

化ベリリウムを使用して︑その
OCR開発資金は︑A温Cの原駿子

より生じたと考えられている制御

賭期三二とみられ︑語は進んでい

明らかにしているが︑現鋳点では

躍購⁝

﹃尊厳uぴ一彰唇酒導導口露華u口uu口u蔭離婁単d暮蔭彰ロロローuりし

に対して︑ショウ部笈は現在の計

同様であるσわれわれは一纏さが

康型炉の建設副画に関する質倉

認では一九六九年に契約を結ぶ必

ょうとすれは︑根本的な設計変更

変更には︑明圓路の追加が含まれ
要があるが︑今は原型矩建設を考

と︑宇戸総用検出器・三瓶小型

の宇憲用としての構造的研究・

る高度の灘定︑へ4︶﹁距離の

電磁汲との相互作用・ロケノト
の盗勢制御系への応用︑︵G1︶

﹁R亙動力発生装縢﹂ではプル
トニウム︑キュリウム︑ポロニ

されたが︑︵工︶﹁放射線測定鷹

︵東京大学教授
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貼

ており︑建設費は講会の承認をえ

験施設 ︵ F F T F ︶ を 七 千五頁万
を行なわなけれはならない︒この

E①炉の代わりに高遠中性子束試

が︵千五百万がの増減がありμう
る︶で建設することになったその
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σ工羅利罵︵放射継化学 つその途次多くの困々のこの方
の安定な回路・半導体検出羅︑

気圏の諸データの測定﹂ではガ

このような情勢のなかで︑本

測定と誘導﹂ではガンマ線によ

私は今回も会舗出席の途次認

近摺を視察する機会を得たので

面の研究機関を歴訪し︑世界の

いえるであろう︒一九六 三 年

ム︑一九六四矩
年二月十万日かち︸こ日間オハイ

る近距離の測冠・ロケノト発射

粟の分析︑︵9︶﹁その他の量 詰の研究機鋒を視察したがIA

︵2︶﹁安全性﹂︑︵3︶﹁大 アルファ線による低原子番弩元

顕著な進歩の段階にはいったと

﹁水理学への応罵﹂工AEAの実感として強調したいことで

第 一郭原子力平

オ州デートン市において﹁宇憲

度の測定・X線瞬間放射法によ

和利用園連国際

ある︒

会議︵シ ⁝ネー

ブ︶︑同類﹁放
射化学的方法の

ウム︑プロメシウムその他によ
る発畿機の方式と用途︑︵11︶

﹁R工熱源による推遜機しで

ンポジウムがアメリカの空者と

の測定﹂では無二力状態でのタ

開発研究への応昭﹂と題するシ

ゥム︑一九六五

獄子力婁貝会の題目憲催で行な

とすでに従来ある技術をこの方

あるQ以上のように︑航空︑宇

く新しいアイディアの推進機で

年﹁工鉱業にお

てのR王と発生機器の検酎︑

︵6︶

﹁放射線源﹂では寧襲用とし 宙観究に二巴な技術の開発研究

ンク内燃牌の羅の測定︑

ておく︒すなわち六や九編の論

器と聡無回路﹂のセノシコンで

︵7︶﹁非破櫻検査﹂ではラジ 面に癒用しただけのものもあっ

て開催された︒私はこれらの謝

Aクラコウパネルなどが引続い

然蚤源の開発への応用﹂IAE文が︑十一のセノションで発襲

ルソーシンポジウム︑隅年﹁天

けるRI応用機われ︑私は招かれてこれに出席

蒋の速度の測定・軟諮陸の誘
蝉︑︵5︶﹁燃料系の諮データ は︑ポロニウム脚を熱源とし全

RI利用と世界の新情勢

宇宙開発への応用

東京シンポジウ

ンマ線後方敬乱法による空気密

あるが︑冒頭に述へたことは私

は含まない︶は︑近年世界的に

R

る︒

実験に使用することが交渉中であ

M・シコウ原子類開発技術部長 経細を次のように報告した・

液体金属高速増殖炉開発へ

基礎研究を重点に

容は次のとおりである︒

因難な部門について羅藷が行なわれた︒以下証言の主な内

WOCR︶︑シード︒ブランケノト炉︵SBR︶の四つのいる︒
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による摩耗の測定︑︵8︶﹁天 り︑またいずれも網当な研究費

オゲスタ発電所

一開
鼈鼡

は︑いくつかを拾いあげてみる

｝

E

際会議のいずれにも出嘉し︑か

驚

吟．

嚇
馬。
・・

器﹂IA封Aワした︒その概要を短かく蝦除し

プルグシンポジ

エAEAザルツ

分析への応薦﹂
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原

測定︵研究発表︶

二千九魯度の高温ガスを発生させ

し︑すぐに鰯口および切除部分を

︵偶を決定電器として考えた場合

〜

②お好みのコースを6！1Sで飛んでください。いずれ
のコースも日不人エァホステスがお供します。何の

発電ダクトを熱したのち︑前記の

優ロモニタ旨意で測定した︒

O・〇四マイクロキュリー︶の約

最近の被曝謬赦には︑原研のも

明した︒

のがあるが︑これは一月二十日︑

課員が︑アイソトープを作るため

同研究所東海研究藤の原子炉響理

セルを炉心に入れる際︑一白素手

金0・五緒を入れたアルミ製カプ

による作業をしたため被曝したも

ル研究センターで一月初め︑ビー

の︒また海外では︑ベルギーのモ

ナス臨界実験装醗を取り扱ってい

報じられている︒

た原子炉技術者が彼曝したことが

●

です。この北極車路は、5遠Sが匿界で初めて開拓

るR工の利用︵シンボシウム︶︑

る燃焼羅の屯営は︑内側にマグネ

対の羅極から日量一KWの電力を ることによって︑書面は一千度に

四十分の一以下であることがわか

故練を誘致することがあってはな

原研R一研修所

59・60回の基礎課
程の受講生を募集

日本原子力研究所ラジオアイソ

と訳されてきたが︑それでは十

したものです。
◎日本からのもうひとつのルートは南まわり
ごら
んのように東由アンア・中近東・ヨーロソバを結ぶ
エキゾチノクなコースてづ。

．h

﹁病院におけるR工取扱施設の悶 軽識燃焼ガスを秒速八蕎厨でダク

シアを張り︑水で強制的に冷却す

し︑長暁間の運転にもたえられる

えたものである︒

これらの三鷹はいすれも露立製
作所が独力で島巡したが︑とくに

事故原因ほぼ判明
原電東海炉対策を検討中

らないので︑その材料︑工程︑土

り︑障憲のおそれはないことが判

ように工央されたQ

測定結果は︑最大許容過負荷澱

トに駐射︑ダクトに取付けた十二

題点﹂︵パネル討論会︶

医南学における液体シ

◇五月十九日

A会揚
ンチレーション・カウンターの効
用性について︵シンポシウム︶︑

﹁曝用放射線謝毛引の現状と将
来﹂︵パネル討論会︶︑﹁医用R
工の現状と将来1特に短半減期低
エネルギ⁝R工について﹂︵パネ
ル討計会︶︑医薬学へ沼待発嚢︶

閉会総会

B会揚賑耗潤滑研究における

が必要であり︑バイブレーション

が考えられている︒しかしこのよ

をできるたけ小さくすることなど

ガスの流れを分散したりする工夫

針葉東海発醗断は︑さきに勲交
R工の利用︵シンポジウム︶︑公
換器内の蒸気もれから娼力上昇試
審調査におけるR工の利用︵シン 験を中止し︑その原因の究明に

の内蹄に仕切板を入れ︑共鳴振動

による故陳に対しては︑熱交換羅

にガスの整流板を入れたり︑網で

つとめていたが︑このほどほぼ判

ポジウム︶︑工学︵招待発表︶︑

明したので︑極力これが対策を検

理学1猟︵招待発墨︶

討している︒すなわち圓社は赦障

イモンカーブス︑冨士鷹機︑川崎

嚢などについては慎蚤に検討する

︵六月二十日から七月十八日ま

トープ研悠所では︑第五†九圃

で︶第六十回︵八月二十二日から

九月九日分で︶の基礎課程の受講

生を募集している︒募集人員は遠

十日豪でとなっている︒

食品の安全性まで含めた翫味に

〇％濃縮板状燃料が使われてい

分慧を尽くしていないというの

の慧味に

ーカ．ン5アナεアノ航空

．h曾

︐ ●

R叉を装備した工業機

オートラジオグラフィ

量工業の各社︑英国の原子力公

ことが必要である︒

もとより︑メーカー側G封C︑サ うな改造のために︑さらに新たな

発見以来︑一丹炉の全スタノブは

社︑申央蹴力庁︵英翻側から来矯

このため原躍は薫月八日から十

したもの約二十名︶東大安藤研究
墜︑その他学識経験者として各電

型まで一本松笠畏︑嵯餓根︑福田

量役らと三日間懸り込みで︑この

この箏故は︑悶研究所の障害闘

るQ今度受注した燃料は初期袋荷 時にあや豪って︑左人さし指先端

答ができるようになっている︒こ

を注射釧で︑四電の作業吊手袋を

食晶としての適性

で︑今後はカナ轡きにした上

ニウム舎金板状燃料で四十本︑そ とおして刺したもので︑鰯は本人

同研究所では︑プルトニウムの

が意識しない穆度であった︒

⑧羽繊から北極をこえてわすか16ily問
コペンハー
ゲンからはヨーロソバ・アメ弓力の斉地へひと飛び

◎

準備委の

常任委

︵シンポジウム︶︑就学︵招徳発

嚢︶︑肥料・麗薬の効率増進に対

放射線化学︵研究発表

◇五月＋八日

するR王の利廻︵パネル討論会︶

A会揚

B会場

・招待発蓑・懇談会︶

C会揚

について︵シンポジウム︶︑廃棄

発表︶

﹁食品照射の笑用化

︵招待発衷︶︑﹁ベータ線厚さ計 物処理︵研究発表︶︑施設︵研究

器︵シンポジウム︶︑基礎共通

の安全性について﹂︵パネル討論

D会揚

に関する諸問題﹂︵パネル認論
会︶︑食品照射︵招待発表・懇談
会︶

力会社のトノプクラスも参加して

両常務︑辻本建設部長ら一号炉の
全スタノブが現地東海村に出張︑

慎墾に原國の究明にあたった︒

その結果この故障は︑①筒速酸

フレノチャー︵GEC︶︑コソク

対策について慧見を交換したが︑

買OHΦのOヨΦ部Ooαoワ︶

たVこの戴藥はたとえは︑照購

という用語の激昧が闘題になっ

食品のホ；ルサムネスという奨

士研究那室畏松岡理氏︵一二十六

フィルタニ側︑かけ算滞︑麟分器

あった︒NA五Gの炉工学研究整 ︵躍濟訓︶二個︑バンド・パス︒

音が入り︑判定・9ることが囲難で

からなっている︒

れは︑今度 の 会 議 で 初 め て の 試 み

日米協竃により輸入された九〇

の他にダミーも含躍れている︒

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

第七回R一会議の仮プロを了承

詰襟相談室を開く

B会場

か﹂︵パネル討論会︶

学一i︵招徳発褒︶

会︶

︵パネル討論会︶︑工学︵懇談

フィーその特長と綴源の製造﹂

化学︵研究発駕︶ ︑R 会︶︑﹁イリジウム︒ラジオグラ

工利用と露子諸弊機︵シンポジウ

C会揚

︑理

指名論交など新企画をもる
日本原子力産業会議︑田本放射性同位元累協会︑日本原子力学会の蜜催する﹁第七圓日本ア
イソトープ会議﹂は五月十六田から四日闇︑束京平河町の臼本都市センターで麗催されるが︑

その輩備委員会第二圓喪心委鎌会が三月八日午後原醍会長室で開かれ︑プログラム案について
検肘した結果︑それを仮プログラムとして承確した︒すでに開催されたプログラム委員会にお
いて︑開会総会︑特別講演︑閉会総会などの大綱が決められたが︑吊篭委員会では研究発表︑

考になるものと期待される︒

加者とくに放射線取扱主伍者の参

シンポジウム︑招待発表︑パネル討論会および懇談会など詳細なスケジュールが決められた︒

今度の会 議 の 特 色 の 一 つ は ︑ 荊
圓に比べシ ン ポ ジ ウ ム を 増 加 し た
アイソトープ会議の仮プログラ
ムはつぎのとおり︒

ことで︑さ ら に シ ン ポ ジ ウ ム の 発
表者を一般 募 集 の ほ か に 指 名 翼 織
◇五月＋六日
ム︶︑測定︵研究吉際︶

D会場ガンマ・フィ⁝ルドの

中に︑赤坂プリンス・ホテルでア

なお︑アイソトープ会識の開催

びに応屠︵シンポジウム︶︑理学

放射化分析の墓礎なら

ジウム︶︑放射化分析の農林遼水

C会揚

ウム︶︑﹁高分子物質の放射線撫

イソトープ関係機器展示会を開催
する︒

！H︵招待発表︶

・のガスの流れがパイプの裂側でう

︵サイモンカーブス︶両技術担当

回とも三十二名︑申込編切は六月
ずまきを起こし︑このため︑パイ

まだはっきりした対鑛を決定する

一Aーー
転によって生ずる膏欝が熱交換羅

プにひずみがおこったこと︑②遼

にいたっていないもようである︒

この発逸機は︑一万八千ガウス

の鷺磁石の間に︑醤二十︑郎V八三十 の中でバイプレーシコンを起こ

である︒

MHD発鍛機の開発は︑現在嵐 このため田立製作所は︑長間間

一方に燃焼器と謡物ノズルを備え ことなどが明らかにされた・

︑郎の長方形の発蹴ダクトをおき︑翫 し︑これがパイプに変化を与えた

分長時間の運転にたえられる発購

運転機の撃発に患し︑昭和露†七

機の闘発が望まれている︒

年調査研究に蔽手したが︑その後

識①のいわゆるカーマン・ボルテ

の改造を進めている︒

界各国で進められているが︑研究

たもの︒実験はます絶対温度一モ

扱い不注意で被曝
語月十日年後︑千葉市穴川にあ

理された食品の栄震や風味が損

われないか︑食品として適嶺で

合に使われる︒つ覆り︑電磁処

あるかをあらわす用諸▽ところ

る科学技術庁放射線医学総合研究

で︑プルトニウムの配分作業中に

線棟内グローブボソクス実験室

所︵所畏塚本憲由氏︶のアルファ

放医研で

櫛撫纒

を能率的に︑そして経済的にする

田立工揚で試作実験を塾ねており

ノクスに対しては︑熱交換器の中

洪闘を集めた︒

住友︑京大炉の二

が漂外でもその語義が必ずしも
住友原子力グループは︑このほ

︸致していない︒IA13Aでは

被曝するという事故がおこった︒

ど取都大学原子炉実験所の第二次

乏びO冨ωoヨ⑦冨①ωの

使っているが︑アメリカでは区

では癖雑音の出力スベクトル密度

炉工期研究蜜が二検出器相関法

9郎αωPhΦけ団と議っている

圃して

歳︶が︑﹁プルトニウムによる内

は熱田力士KWのプール型で︑九 部被曝に関する調致研究﹂に便用

籏荷辮料を受注した︒京大研究炉

次装荷燃料を受注

プルトニウムの取

ため︑大出力で短時間運転するも

度のプロパン燃焼ガスで約二時閤

袋置の構成は︑現在なお開発段

雑鴇解析シンポジウムで発表して

こんど成功したものはその四甲張

原子炉停止反応度測定器
NAi二
G本の検出器の使用で成功
炉の停止の反応度を炉物理実験で

田本原子力醗業︵NA工G︶はの余裕を知ることができること︑
分五二万KWの発臨に成功してい 二本の申性子心鐵器を使って脳性
子の雑音解析を行なう

醤解析には︸本の山畠羅が使われ

階であるが︑中性子検出器二個︑

といわれる︒

向上すること︑などの特徴をもつ

きること︑そのため炉の汝全性が

るし︑英︑仏︑ソ連などでも相嶺

止反臨度測定装縢

の発電機を建設中である︒しかし

ていたが︑必要な炉雑音以外の雑

気試験所が︑数分間一千KW出力 力している︒これまで中性子の雑

の実翔化に務

の成果をえており︑わが国でも眠

原子炉鰹

しては︑昨年米国のアブコ社が数

このうち大出力短時間運転機と

力がなされている︒

壕取り入れて︑実用機完成への努

のの両省が試作され︑梢互の成果

のと︑小出力で長時間鴬唇するも

さらに延長できるものとみて山沿

騨雛＝＝＝識一需一一一一一＝＝諜一﹁一需冒ご二一一＝一一＝一鼎一一＝：需一一一一＝一曽一一一一＝騨一﹁ ＝一＝一＝一＝隔﹁一一卿＝＝騨一一一一一＝一観一一隔呂齢＝一：＝一一一ご一一一 ＝騨一一一：窩一一唱一＝一一：一露一鱒一P一層隔二一＝二一一一一＝一帰一幣一帰一篇＝＝需冒■一一騨一＝＝幽一＝

D会揚生命現象の研究におけ

産学への利用︵シンポジウム︶︑

借

﹁放射線化学の特異反継はある 燈欝命R圭の雌受水塵隠への闇主

工について﹂︵パネル討論会︶︑

A会揚放射線合成︵シンポジ 遺伝日照学研究への利用︵シンポ

◇五月＋七日

開会総会︑特別議演

したことであるQ十二に分けられ
たシンポジ ウ ム に は 八 十 七 編 の 論
文が発装さ れ る が ︑ 放 射 化 分 析 の
塾礎ならび に 応 用 か ら ︑ 理 学 ︑ 工
学︑賑学︑ 農 林 畜 水 麗 学 に 歪 る 利
用分野を綱羅している︒

豪た︑聴色の一つとしてテクニ

カル・サマ リ ー ・ レ ポ ー ト の 発 表

︵臨凍関係︶の四部門で行なわれ

が工学︑理 学 ︑ 放 樹 線 化 学 ︑ 医 学

る︒たとえ ば ︑ 工 学 部 門 で は 放 射
化分析︑ラ ジ オ グ ラ フ ィ な ど 関 係
領域の過去 数 無 に わ た る 秀 れ た 研
究成果や実 用 化 ︑ あ る い は 最 近 の
新しいゐ向 な ど 顕 者 な も の を 総 合
して発表さ れ る ︒ ま た ︑ 蔚 圓 も 行
なわれた懇 談 会 を 拡 大 し ︑ 放 射 線
化学︑工学 ︑ 食 品 照 射 の 分 野 で 非
公式な弦見 の 交 換 が 十 分 行 え る よ

さらに︑四月以隆運施予定の

うに企幽さ れ て い る Q

﹁放射線同位元素簿による放射線

障憲防止に 関 す る 法 犠 ﹂ の 関 係 規

則や監承の 改 正 内 容 に つ い て ︑ 会

議揚内に絹 談 室 を 設 け ︑ 科 学 技 術

長蒔間運転機は︑絶対温殿二千五

燃焼羅︑発墨ダクト壁︑電趣の樗

が炉の騨界状態と未臨界状態とで

による炉雑膏解析の研究を始めた

の導入も鎌子力の登場でたんた

解釈することになったV外来論

V辞轡には健金性︑安全性など
︵電磁流体︶発澱四醤機を使用し

て︑技術的に困難な問題が多いの

料︑冷却構造の耐久性などについ

異なることを利用し︑二本の倹出

毒性を考顧して︑刀全を糊するた

ん罰しくなるようだ︒

︑9プルトエウムの配分作業終了

て︑絶対温度二千九徴凌の軽油燃

器を岡調させることによって︑炉

％金属ウラン八箆は︑住友留気工

め医擬描躍として︑撒さ醤表皮部

す

焼ガスによる六十七分閥の発魁試

が︑長時間耐熱試験のデータを発

のは

を胸五ボ慧切除して汚染部を除去

マイクローマイクロ・アンメータ

功した︒この六十九分間運転とい

験を実施︑一KWの発㌶出力に成 で︑アブコ挫など外国の⁝心機騨

維膏たけを披出することに成功し

立が行なわれる︒

業熊取研究所で合金化︑加工︑組

業務運用な と 奮 般 に つ い て 蟄 疑 応

であり︑念議のプログラムに瓢込

表しているに過ぎない︒したがっ

築験︑末華墨状態における笑験を

燃料と岡田規格のウランーアルミ

まれている 放 射 線 安 全 課 損 幽 官 に

うのは︑燃焼用の酸素供給がボン

行ない︑ホ葎二月アメリカ中性子

昨年末︒臨界状態における

よる招侍発 張 ﹁ 放 射 線 障 ㌫ 防 止 法

コーダーによって︑炉の臨界まで

てMHD発醒機笑用化のκめ︑現たものQこの装置は︑データ・レ

−・その趣旨と運用﹂とともに︑参 から︑将来液体酸素を使用すれば

在はまず小出力でもよいから︑十

ベ四十ぶに制約されたためである

庁原子力局 の 捌 当 官 を 拍 き ︑ 規 制
揚で隔発した艮時闘運転用MHD薗度以上の高温ガスにさらされる

立製作所はこのほど︑日立工

ロ
絶対温度2，900度を達成
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クトに反映され︑その繕漿は次の

ロジェクトの中で悠々と姑礎研究か︒研究薔が偲た成果はプロジェ
懸楽しむという味を知らないので

テーマとなって研究着に戻ってく

その繕果つぶれたとしても研究者

簸後にフランスの属遼炉プロジ

もまた黙して聾すべまであろう︒

ェクトを一つのモデルと想定し聞

売

なかろうかGプロジェクトという

（東京都潜区薪橋1−1一玉3日本原子力簸業会議内）
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お申し込みはE体原子力薩業会識サービス曜業
本部豪たは下詔へ

猶

本のナショナルプロジェクトがで

人員︑予騨についてユ；

鼠・くから星礎研究部門が

も高速炉のための理論腰替窒であ

回読が正常になれば︑その頃には

原子力PRパンフレットの決定版／

輪舞看

む渦中にあったカが塾腿研究の撒発表機関がないのは︑その辺の箏

とを認して兇よう︒フランスが成

きる蒔是非考懸してもらいたいこ

らに荷龍な大勢のテクニシャンに

三︑C鷺Aという圏立系の強力

と人員餐成を切離していること︒

れに相当する磁区が与えられてい

な組織に支えられ︑戦端雀にはそ

四︑二本では原研︑大学︑罠闘

て日揮命令系統が明確なこと︒

本であり︑研究所闘の配蟹轍換が

と力が分敬しているが︑CEA一

五︑

可別なこと︒

ラトムよりの援助があり傘下の協

六︑

力が得られていること︒

しかるに現状はどうであろう

集中的である︒

り︑核物理研究塞で聞題の目打が

こでは理論研究蜜も核物理研究竈

舶わっていたこと︒たとえば︑こ

の副画は朝から晩惑で果して専

いた気上の歯車が回りはじめるこ

て︑実際的な訓画を練り︑地につ

ラル方式による実動部隊が参加し

能沢氏が提唱したいわゆるスパイ

審議機関が生まれ︑そこに原研の

かろうか︒一刻も融く中枢になる

れる体制の組織作りが必要ではな

研︑大学︑財閥の協力が自愛に褥ら

ジェクトを編成するに当っては原

どこの国も岡じことである︒プロ

たが︑人が足りないということは

以上感じたことを鋤片的に述へ

車を回すこと

一刻も早く歯

か︒その大切極まるプロシェクト

であろうか︒忙しい仕漿の合間に

伍の人々によって練られているの

やっとみつけられる点間を頼りに
討議されているのが現状ではなか
ろうか︒籏者はここにプロジェク
トを審議する三寸の解決すべき問

て筆者だけであろうか？プロジ

題を念じるのである︒これは果し

ェクトを鍛摂するに性急であって
はならない︒しかしなぜプロジェ
クト以前にプロジェクトを慧剣に
附講ずる曹任の人々からなる審議
機闘とこれを襲付ける実動の鍋算
部隊が現われないのであろうか︒

プロジェクトになるか否か濠た別

︵実動部隊は︑各メーカーに依頼 とを祈ってやまない︒この曲車の
するとか︑専任の謝箪部員をおく

■

多くの可能性と多くの問馳をはらる︒フランスに学会という冗例の

葡を物諮っていると解してよかろ

︑学識︑入格とも卓抜した振

功した鍵には次のものがあろう︒

も明らかなことである︒難局﹁ブう︒臼本に学会や委舞会が多いの
も間脳の渦より遠く反映するプロ

と質がさらに嬰めるのは誰の圏に

ロジェクトによって研究の唐由が

失われる篇というのは懲りで﹁プジェクトをもたぬ悲劇といっても

二︑プ窺ジェクトに参加してい

の儒頼盤をよせていることQ

る研究者︵エンジエヤとよんでい

導省に恵豪れ︑全員が鱒敬と金纒

ここで鎌者は今一つの矛唇を翻

ロジェクトになるかならないか分あるいは漫っていることかも分ら

摘したい︒ブ窺ジェクトとは今豪

らない訓画によって研究の自宙がない︒
失われる﹂のを恐れているのであ

験を為し︑その案績が買われ参加

る︶は︑すでに他の研究所で相当経

になり︑識力中である︒

子力際離施設の併設ということ

県原子力藤︑梨原子力審議会︑

とかが考えられる︶

頒価了0円（〒10円）

・

た︒この部には︑臨下建設申で来年初めに臨界

る︒もし前吝の富染で恐れ︑いた

来国が利熱すると思われる技術に

で述へたことから分るように︑醤

戸で原子力委員駒形作次氏の講

水戸原子力箏務所︑谷施設など

を懇請された抜てき組である︒さ

としたら︑それはプロジェクトが

対して囲的を絞り︑研究の騒的を

ずらに批罰しているものがあった

何者であるかを謝識していないと

て短弱閤のうちに技術の水難を霊

研究を能率化し︑ある熱熱を限つ

化し︑官民一体力をあわせる即発 よって支えられていること︒研究

滑稽がられても仕方のないことで明確化した上で予璽と人員を紺織

あるQ
逆に考えて懸れは購柄は明確に

なる◎例えばユーラトムのよう

難鞭麺簾耐難罷講談で強力に推進一9る計画

演会︑除子力の歌の発衷実演

原子力罫線と技術煮丁零につ

る現状であるQ

会︑擬内十％節所で講演︑映

除子力利用による県内開業関

の開発がある︒この聞賭は本会

と騒騒な連絡の下に︑今後の活

願

給嚢庸

組織 が 成 功 の 前 提
が予走されている原研の隅速臨界災鹸装置︵F

二

フランス原予力庁︵CEA ︶ 第 四 番 目 の 原 子
CA︶と同種同目的の大型炉心のためのモンク

昭

力研究所カダラノシュに︑C 覚 A ； ユ ー ラ ト ム

蘇解灘霧野本
協岡の醐速炉プロジェクトのあることはよく蟻

・アノブおよび炉物理実験胴の高速聡出力炉
マズルカ がある︒ここではそれらの体験を

ハー
通して感じたことを蓋干戯して見たいと思う︒

られている︒私は撃いこのプロジェクトの職速
炉臨界実験部にあって︑凝逮中性子源炉

の入団および騙界実 験 に ︑ 昭 和 三 ＋

躍されたというニュース誉聞くが

にすることはないのでなかろ︐Z

企築の圓縞︑どのように職いをす

原鍛は王力年にわたる大工事

多年の懸撚であった東海村を

原産が中心となって︑原研蘭

聯問題は特に麗業︑工業方颪に

力だより﹂の発行︑激城放送に

の曲折レ偲経て唐たが︑昨年は照

として多年の懸案であって幾多

ェクト以葡の問題を一刻も早く解

の知急が生家れよう︒今はプロジ

9ボ横組一翼カント入り

B5判

モニー

いは見込みのない濠謹に終ること

が脅たないということの意味とあ

性格を本来もたされているものな

プロジェクト研究とはこのような

﹄プロジェクトは戦い

中しても︑それに投資する決断が

てしまう︒こうして毎無が満ちた

だから脳速炉譜爾をプロジェク

が完成して︑わが国最初の商業

中心とする︑原子力地帯整備闘

いては︑本会内に線子力教導研

に原子力営及センターを建設︑

力をいれているが︑来だ興るべ

大宮のカンマ⁝フィールドは

よる猷子力アワーのほか︑見学

碧任の人々によって十分下され

力などということはそれから後の

決することが急務である︒国際協

た結論として計画が発張され︑そ
れがプロジェクト化されるのであ

語ではなかろうかQ

れば︑多くの研究畜は双手を挙げ

日本原子力平和利用基金

発行

九年十月より一無三カ月ほど墾正する機滋を偲

基礎研究も実らす
カでよくOOプロジェクトは閉鎖

も当然あり得るのである︒アメリ

カダラノシュの現在の状態を一

ないであろうか︒

わ世て解削する必要があるのでは

されたとか××プロジェクトは堕

口にいうと︑現在謹で開発の中核

安定した仏のプロジェクト

をなしていた実験炉ラプソディは

のであるQこれを悲観的にとるか

りぬ気持て繰り返されていく︒こ

次の二更の礎として聞くかは施政

この第一の理由は日本における

うして雲譲苔は憾病になり生半可

予錬のつき方ないしはつけ方にあ

今奪末臨界を搾え虫体が建設郡よ
り遜転部に移っている︒これに伴

つきかね︑そのうちにしぼんでし

専任者と計算部隊が必要

まい︑外註で大々酌になった時あ

者の心一つである︒

お金のない爾には元来向かない

る︒もともと開発研究とは朱知の

すめ︑どういう形で終︑結させる

分野の開拓であって採算の含うよ

ト化するといえは︑これは大変な

いナトリウムの実物大試験や耐久

な予算に猿面犠牲を払うよりは︑

試験などにピリオドが打たれ︑基

わてて後を追うという形になって

うなものは何もない︒将来採舞の
ものの一つであろう︒だから日本

礎研究郡門は解体︑原型炉フェニ

織の必要性など類推すると︑いち

か︑識兇豊かな驚令宮と強力な組
趨こすことは﹁戦い偏を起こすこと

ことである︒よくプロシェクトを
星礎研究に閉じこもることに自己

たといわれるゆえんである︒確か

最低隈の自己満足を満してくれる

に対する投資研究以外の何もので

一憂して日和見主鏡的な結果に終 折衝に疲れ︑ついた環象も中述半

に投入される翼翼な国蟹と人助︑

創立以来八周年

用発蜷に成功している︒

を迎えている本会
は︑照内原子力諸

画︑展示会を開いたり︑照立原

本会がその誘致に特段の努力

題も昨年の調査醗究が紬実を晃

施讃の発展に即臨

究会必設け︑県内工業校に原子

四月から開設の運びになってい

やっているQ

子力館と協力して十・一月二十六

を払った大薩原子力研究楊も︑

て︑予算化にも威功し︑四十

して︑強力な活鋤

JM①Rの工駆がきわめて順調年から道路開発と廟線放送がで
きることになった︒

原子力医学の開発に主力

き安績がない状態である︒

本会の使命である原子力開発

るが︑邸間二十万の見学留が組
織糟及の恩憲に黙することにな

本会として鍛もカをいれてい

県内施設の活躍に協力する茨協

いてPRに鍔めた︒

力講座を職き︑技術面養成は短

を展關してきた

に進み︑すでに底辺部の工覇を

本会はこれ等各施設の活動に

日から十一一月二十七日にわた

が︑その間︑原薩の

完了︑頬袋に上灘部の工事に進

対して︑できうる隈りの協力態

大程度の原子力工業科を作って

力強いバソクアノ

みつつあり︑やがてアイソトー

り︑一カ月宇袖開発展驚会を開

ブがあったことは
申す窪でもない︒

県内原子力諸施

設の状況を概観すると︑原研で

勢を・︑﹂って努力してきたが︑本

．報業として︑原子力医竪蔀門 開発の中心的使命にかんがみ︑

は設備内容の充実に伴って︑人

会独自の立揚から激子力知識の

は以上の他に閻題は山穣してい
ブセンターの工事も開始されよ

酋及については︑機関紙﹁原子

る︒

員も整備され︑琿ごとに発展し

うとしている︒

昭和三十万年創設以来︑関係者

会︑講演︑講習︑展示︑映画会

る︒本会としてはわが六趣子力

て︑現在の研究は大体世界水準

の努力によって設備内容も充実

に達しているといわれているQ
原燃も顧た本来の便命である

し︑研究内容も並々実績向上を

︵疾域原子力編発協議会

躍茄・期している次第である︒

いるが︑目下の重要閤題はプル

の婁託産受けて源子力睡学研究

飯塚巳代次︶

所設立レ￠検討した︒これは財政

原子蝉燃料の研究に打ち込んで

などをたびたび各地で開催して

その他の事傭から現在では︑織

普及につとめている︒

示しつつある︒

原子力闘発十周隼に際して

論的にガンセンターの誘勲︑原

その織の絶設もそれぞれ選展

トニウム分離用魯処理工場の設

を続け︑原峯力のメノカとして

は︑県や各施設と協力して︑水

置である︒関係者の務力と県民
の理解協力によって︑円満なる

名実ともに実績があがりつつあ

いち欝ずけることである︒

もない︒沓見込みをつけ可能性を

の道を警んでしまう︒結局日本の

究者が圏ざとく研究の酊能性を上

研究者は目的の明らかにされたプ

見出すための研究であって︑ある

ってしまう︒日本では第一線の研 端であれは良い結果も繊ず︑また

しまうのである︒研究者は予算の

カダラッシュ研究筋の高漉炉プ自ジェクト風鐙㍊手前が
マズルカ、中央がラプソディ、後方はナトリウムのモノ
ク・アンプ磯豪、右手前は二二のいた高速三界実験部

では︑とにかく外囲の結果に︸講

劇
翌奪の予舞の請求に追いまくられ

ソクスや一千MWe発躍炉実現の
見込みがあるものと思われるもの

ラプソディをプロジェクトの第一

ための新しい組織に編入された︒

訓画とすれば︑現在は興二圏標で

響藤

ある将来謝画の実現にスタートし 葛q自A擁段︵匿甕爽︽餐口自Q嚢︵鑓ρ︵同︻程Ωq良A賛良二手三八聾妻琴良︵見尉甕自三一A貝自臼口良︽翼︵擁臼一自良自白Ω9禽貞自日貝︵口︻憩
たといえよう︒私がカダラノシュ
を表る鷹前にプロシェクトの掴導
衡ブァンドリエス氏がサクレーよ
り来られてスタノブ全員を招集さ
れ︑組繊変更の趣鐵と訓示をされ
一屈の灘纒を鍛まれたのは印象深
いで遂ごとであった︒

プロジェ ク ト と は 一 体 何 で あ ろ

うか？私はカダラノシュ研究所
におけるプ ロ ジ ェ ク ト の 遂 行 を 見
ていて一番強く感じていたことは

がよく実っていく有様であった︒

井目に安記 し て い て 塾 礎 研 究 す 6

この強い印象は滞在中田の一番大

きな疑悶でもあった︒日本では︑

プロジ並クトという闘的を組織が

負わされるとき︑墨礎研究は湿的

研究の儀牲となって追いやられる

という不安感が曙い底流となって

横たわる︒ 私 の プ ロ ジ ェ ク ト よ り
得た印象は 正 に 逆 で プ ロ ジ ェ ク ト

1擁鱒昌昌④

解決を期待している︒
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の中にあってこそ墨礎研究が実る

であろうか︒日本にプロジェクト

ということであった︒これはなぜ
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●

戴気は文化生活のバロメータ
のびてゆく鷹気の使用装
い豪までの発電所
これからの電力をになう原子力
原子力発瞠所ができる豪で
発謡講のいろいろ
世界の原子力発電蕨
葛本の原子力発類
纂子力舶

〈内容〉

（6）

雛348弩
三三繊麟二二豊麗嶽町

新

昭和4「卑3尾「5日

第349号一一
昭歌羅41年3月25日

政府は︑さきに科学技術会議︵議長佐藤首

面の学識経験者らも加えて︑昭和三十五年以

関である科学技術会畿で︑構成婁員に関係方

本法しの制定については︑総理大臣の論問繊

学門生といい︑この科学三山の産

の段際を包含する頗広い概念を科

その研究の周的は何か︑研究當の

闘企業なり︑私人等を規制し︑あ

はないので︑この慧味からは民醐

るいは権利義擶を付与するもので

は直腰紺象にはならないが︑国は

自ら研究所を設け︑研究の脅成︑

促進を図るほかに︑民聞の試験研

ない︒従って︑国の一定の行為の

究を助長する方法も考えねばなら

は︑民間企業︑私人等をも対硬と

対象となるという懲味において

しているといえるQ

鍛後に︑この法案の今後の閥遜
として懸念される慮要な点は︑錆

七条に規定されている︑科学技術

の講査は獣た十分でなく︑さらに

彦科技庁官虜秘轡課員︑餌場野

昭一科技庁科学調査宮︑爽鍋三

貢通論省工技院甜画課長︑土肥

万ゾのウラン鉱を明確にすること

開発工員

博至罠本間亀公団研究学圏都市

全購的な看墨地域の調査で︑約二

ができる見込みであり︑それには

である︒それは近蕪の科学技術の

今後なお十無間を要すると思われ

に関する垂本謝繍の鎌定について

著しい進渉に対処して︑将来わが

ることなどから︑存続期間をさら
に十隼聞︑すなわら昭和五十年三

月ヨ十一臼塞で延長するととも

原産の新事業計画
案などを一致承認

国の科学技曲水準が画期的な同上
をし︑国民経済の安定成艮をきた
すか否かは︑ひとえにこの国本計
画の内答姻何にかかってくるとい

二月二十

企画部会と財務婁員会

臼本原子力慶業会騒は

卲ﾟ後︑原産会長蜜で企鋼部会

と財務委嶽会の禽同会議を開催︑

藤波財務委員長の司会で︑昭和四

予算案を審議したが︑いずれも異

十一無度箏業書画案ならびに収支

畿なく承認した︒これはさきに原

もとづいて細圏を嚢め︑その承認

産各機関にかけて決定した大綱に

をもとめたものである︒

が研究に導塾し︑立派な成果のお

この調査団は︑わが国の研究春

都合で幾分おくれ︑現在のところ

建設総帥懲款申請のための渡米は

ントン輸出入銀行に対する二男炉

笹森建三氏︵隙電副社長︶ワシ

行く人・来る人

さめられるように︑現在の研究環

十日羽田発

境条件を整備するに必要な資料を

宗像英二氏︵原研繁忙︶米国上

四月申旬出発が予定されている︒

応用会議に出脂し︑豪凹内の放射

誌¥八日出発︑三十一日帰圃︒

線化学研究現状を調査するため︑

子力学劇震催RIの大規模製造と

を歴訪︑研究機関の立地灸件︑研

英︑仏︑酋独︑ソ連︑米各国で模

究施設︑補助機能の整彌状況︑共

範的な政府関係の研究機闘や大学

四月十五日まで約一カ月闘︑

うるために派遣されたもの︒

英麟へ向つた︒

属工業顧闘︶が三月一

環境チーム﹂︵団長品秀雄住友金

から派蔵される海外調査団﹁研究

科学技術会議︵議長佐藤首編︶

科学技術会議が

欧米に研究環
境調査団派遣

ためである︒

鉱蒲動などを円滑にしょうとする

て︑地質調査所や原燃の今後の探

っても過諮ではないからであるQ に︑これに伴う関連規定を整備し

とくに原子力関係では︑科学技
術山本計画を鍛定謹たは修正する
際︑原子力委撮会の憩向が反映で
きるように明文化されることが︑
原子力委員会側から希竪されてい
たが︑法案要綱の段階では︑この
点についてはいずれとも明らかに

しかし田本学術会議との関係に

されなかった︒

ついては︑例えば第七粂三項で︑

研究の鳶成に関する長粥三二画の
うち科学に関するものの基本的な
箏項については︑あらかじめ日本
学術会議の一生を徴するものとす
る︑と規定してあるなど︑その関
係をはっきりさせている︒

衆院が延長案可決
核原料開発臨時措置改正

団長と団員の氏名は次のとおり

科学技術の研究推進に役立てる︒

同研究体制などを調査し︑わが国

合せと斬型炉の情報交換︑カナダ

長︶日米技術協力会議その他の郵

萩野谷徹底︵原子力局核燃麟課

内に廃止すると定められてある︒

こんとの改正法熟案が提溺され

﹁核原料物質開発促進臨時措置

たのは︑過去十年間本法によっ

四月七日の予定︒

●

●

●

⁝曳箒

餐灘鵬

難

●

＼

回縷梅る離籍術幕論難罐購泣 −田醒賭

入文科学等は除外を

根︶から答申されに要綱をもとにして︑関係

自民党政調会に修正意見
各雀庁の意見調整を終え︑法制局で科学技術

自然科学のみならず人文・祉会科学をも対象

来五薙余喘璽な審議を続け︑昨無九月には︑

会に提出し︑成立をはかりたい慧向であった
とし︑繍が総禽的長期謝画を策射すへきだな

基本法案として成文化した後︑今回の通常図

が︑臨民党政務爾査会文教部会︵部会畳八木轍

求めていた︒科学技術庁としては︑過宏の審

本学術会議やその他関係方噸に提示︑意見を

議のいきさつからあくまでも政府陳案の窪康

と︑その二本理愈を示した原案を窪とめ︑日

これを削除し︑根本約な練り薩しが必要であ

ことは︑当初の圏的からはずれているため︑

るとの意見がだされ︑法案要綱もかた豪つた
今国会提出をはかりたいもようであり︑嵐民

雄氏︶から︑問払本法案に人文科学を含ませた

現在︑政府としては岡法案の国会提出を濁に

分考慮してこれを積極癩に促誌す

科学技術の憲法ともいうへまこ

酬究に対する態皮はどうか︑研究

月十八日中號本会議で可決され︑

の原子力裏情調査などに愛する要

法の一那を改正する法復円﹂が三

▽団畏
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党内科技特の課整に期待をかけている︒
扁一＝一＝層

るものの二つのカテゴリーがある
が︑岡蒼を科学とし︑後沓を狡術

の科学技術基本法のねらいとする
展を国が拙進ずる勘含に︑圓のと

の行なわれる機関︑場所はどこか

単東大教授︑楠瀬正太郎首都圏

である︒

て︑原燃や地質調査所が日本全国
の約三分の二に桐漫する地域の操

葛山英 務で三月十九日痕米した︒帰園は
鉱概査等を行なった績果︑人形

島秀難V団鍛

たたちに塗臨に送付された︒

現行の核原料物買開発促進臨時
措帰籍は昭和三十一年五月四日胃

い綿犠幽捌…脚環
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足ぶみ状態を続けているQこの﹁科学技術基
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国の役割を規定纏螺

ところは︑科学技術の研究推廻と

のものに文化的醐織あるいは意鏡

るへき態肢として①学理の究明そ

禽︑個々の研究について国がいず

としている︒そして災体的な揚

研究成果の利朋健進に果たすべき

響が総禽的に勘案されて客観的に

次にこの法覆における民間の位

三菱原子燃料

緬

蝋㈱撒嚇

ド・へ1語

＝∴黶＝∴齣ﾋ騨＝一＝一層冊＝＝帰一＝一＝＝＝一一＝圏一一：＝＝＝一；■：＝＝圏隔一＝：一傅一＝＝一一＝＝一一＝＝■＝

国の役割りを明確化することにあ

を認め︑顯がもっぱらその発展の

なされる︒

PWR燃料体

三菱金属鉱業株式会社

れの態度をもって臨むへきかは︑

るが︑この法薬盒般を通じての考

果の肩用性に価鰹を認め︑国が研
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画
産

アメリカにおける発
五大湖かろ北摺火西洋沿岸に︑二捌弱が
の時点までウラン麗灘巻保護するための

増は一九七〇年ごろからと欝欝織れ︑そ

の補行一英文のものも副國︒東海

進を図る︒

科教脅振興と隙子証果脅の拡充促
ている︒

員会や編集婁図会を設けて油離し

が︑科学技術庁では三月いっぱい

日より同法黙の審畿をはじめた

舞︶機械娠興協会技

職員は全那で千九穣五人となる︒

が予定さ3駕ており︑こ汽で科技庁

なお岡研究所の職員は二十一名

らに移ることになっている︒

の研究学顯郡市が冗成すればそち

予定されている疾城梁筑波出ろく

が︑昭和四十三葎ごろ建識開始が

術研究勝の一部を糖りて発足する

区住古町の︵

事務藤は︑とりあえず虫鼠杉並

五十万円が謝上されている︒

四十一駕展の予算として六千六百

後倹講を続けているもので︑昭粕

副闘局内に設立灘備室を設け︑以

は︑昨年七月︑所管となる科技庁

この非金属無機材質払礎研究研

たいもようである︒

に関するPRを取りあげて検酎す 同研究所を四月舗日より発足させ

ルの浮実などを企画︒PR企画婁

この蔀会の審罐スケジュールは

施設の立地環境等を検討

再処理部会が初会合

伽

一1︐﹂1

■一

lL

⁝
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三村勇︵同︶委鼠

原子炉建設特別研究会

四月十四︑十五の両日その第五圏

るに俺って好騨を高めているが︑

ている︒会掲は東海原子力クラブ

を開催するので︑参加煮︑￠勘集し

滞在費︑莞学バス代︑聴講費など︶

で︑参触費一名九千円︵一泊二田の

定員瓢一十名︑申込締切は四刀五日

東海製錬所長︶橋本消之助︵原産

醒︑原研︑原燃を漕回する︒

鯖一日のセミナー後︑第二日は原

鎌田稔︵線燃

代表暢監理禦︶騒本癒南︵放医研

■1し

東海支所長︶吉沢康雄︵集大助教

▽定例会議11十

旬閣メモ

原子力委風会

七日開催︑原研の﹂醜悪一四の安

蘇芳

組

より，高圧及び超筒圧物理と化学の最新成果を収める新シリーズが刊行になりました．
広範な応用各分野の研究成果と新しい着想，将来の動向を探る論文が収められ，2，3

口底を決定︑また原電敦賀発電所

全性に関した函桐の仁川に対する

原子力﹂工s婁員

【入荷】Phy ﾕsb3f聴講諮愚糠1器込。・，。ceed・。g、。…e

Apr1三1965．

証に於ける剛糊噺究の開瀦，擁な研究者の舗を集めた諏初の購蟻

米国原子力発電所の
いわゆるストレンチアウト訓画がとられ

でこの法案の爾決成立野兎込み︑

太平洋沿岸に集まっている︒これらの地

ていたのであるが︑本隼二沼の上下両院

なお︑次園には僚子力立蹴撹進

電設備の年並増加雛は

器に︑燃料コストが颪万B弓じU当たり三

域は電力需要の大港い地域てあると陶

う晃解が出され︑ウラン開発の積袖口が

八鋸分の需要を満たすにも足りないとい

要鷹されるに至っている︑

ウラン資掠の出題は︑アメリカ以外の
囲にもやがて影響を及ぼすに違いない︒

除電レポート

エレクトリカル・ワー

このような傭勢は︑すでにいくつかの

カのメーカー︵GE︑WH︶が受注した︒ がKW程度と推定され︑これに逃する 予期しない欝態を生んでいる︒GE︑W
Hの二大メーカーの他に︑コンバソショ

日本原子力発麗

ルド濫によると一九六

炉運開の遣録︑P8ハウスのパネ ることになっている︒

姻発注ペースで行けば︑現在のアメリカ

倉河落子力芝鼓会では︑さいきんの軽水

発電コストに対する灘舳がこれから推闘

卜移以上の簡燃料地帯で︑現在の瞭子力

ベース︶で︑横はいの状態にあったが︑

○年一六四無は平均胸千営万K︵
W運開

発注急増とその波紋

望⁝回廊籔甥碑肋繍暁
KW︑六七年千八醤万KW︑六八年二千瞳以下の所でも︑石炭火力との比鮫倹討

でき⇔︒もっとも百万BTU漫たり三十 国内のウラン資源燈は︑一九七一爺以降

三颪万KWと慾増している︒工期を考慮

六五葎︑六六年はそれぞれ千一窪田五十万

竃舘の五置酒卜六万KWを大 端 に 更 新 し

屑拾⁝これ萩での最認目録である一九六

たが︑このうち四肖万KWは ア メ リ カ 国
すれは︑六五葎の発注鰍は二千＝︑三薗

をしている例が一︑二冤られる︒

内で発注され︑全体の三分の二はアメリ

削認の除子力発歯答颯の割長は一七︑八

﹂1廟II層

⁝

授︶後膿武男︵談回報鮒社昆︶闘

掛長︵県議会腺子力開発研究会
長︶安雪男︵勝田市長︶根本時之
介︵爽海村畏︶

科技庁設置法改正
法案︑衆院を通過

工業技術院

会1一十七B開催︑原子力用藩と蝋

石詔鴛匹ついて審議︒
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Arlzona，

Tucson，

Conference，

今年の発注はさらにこれを上回るもの

ン・エンジニアリング祉が七＋七万KW

歌城羅原子力審畿会では︑三月

％︑六六年には恐らく三〇％以上に達す

ことに︑軽水炉一辺倒とさえいわれてい

と三思され︑とくにアメリカでは今隼か

審議事禎の①に関しては科学技術

の大型加圧水型を受注したのも︑アメリ

庁︑原子燃料公社箸からの事摺聴

カ製造業界にとっては異変といえよう︒

茨城県庁出納蜜疫蜜で開き︑この

るわけである︒岡岬はこの両黛の原子力

十五日再処理部会の第一圓会意を

追加分を︑せいぜい年閥百ないし百五十

したQ核燃料の再処理は国内の燃 講し︑②に関しては前項Φの謬傭

るわが国の鶏合は︑濃稲ウランのコスト

ら聖回田めにかけて六百万K W 以 上 ︑ 石

聴取︑および学識経験者からの聴

と安走供給について︑必ずしも楽観でき

炭火力と現在比較倹討中のものを禽わせ
ない新高態といってよかろう︒獣た︑大
型軽水炉の実証度をアメリカのブームに

取︑海外における再処理施設の立

取︑関係貰祷の倹甜を四月中に審

しかしもっと大きいのは︑吊舟の酬減で

万KW︑九菖万KWとは大変な違いであ髭面業況不安をうんぬんされていたアメ

料サイクルを磁零する上で必要な

部会の今後の進め方について審画

万KWと予慰していたので︑前節の四百

れる︒アメリカからの報道はこの薪しい

ると︑実に九画万KW近い発 注 が 見 こ ま

いが︑わが国の朗期醤万KWに対する ものであるが︑藻だ陰地的に施設

よって直ちに完全擁するわけには行かな

式および騰蘂吻処理の現況に関す

地越楽︑立地環境︑機能︑処理方
肇ってない︒この状態にある再処

を建設するというところ嶽でには

リカのウラン麗柔が︑逆に増麗を迫られ

の思想が︑いささか色あ

て行ない︑③に関してはこの部会

せて発えはじめたことも簿定できない︒

試験的開発

るような空気になってきたことである︒

現模で行なわれたことを物師っている︒

と形閉し

り在来火力分の源子力への振替えが欄当

すさまじい勢い

ているが︑もしこの勢いが続けば︑燃料

すなわち︑これまでのウラン濡論見題

の理解と支持を謹める効果的PR いくため︑この部会か設けられた

委員の現地視祭︑関係市町村の現

しでは︑丸子力発電の本格化による需要

もので︑審議翼項としては︑①核

東海原子力懇談会の原子炉建設

第五回セミナー

くに再処理施設の推進に織するP

方策を検討し︑傘下の各地力嶽職

況と将来構想に関する慧兇聴取と

る醐査検罰を五月から八月にかけ

Rを懲点的に行なうことになり︑

︑日本練子力平和利用遊金︑踊子力 懲科銀鱗における燃料再処理の雑

理の主題を茨城県の立揚で考えて

科学技．1庁

すでに再処理広報委舞扇︵婁貴誌

匪輩︻

ている・

電発の原子力課は早くから窺

水炉のスタディに手をつけて46

⁝

・

の参加者を募集

原子力局

に関する特劉研究会は︑回を重ね

状況を地域別にみると︑全体の六制強が

つぎに︑これらの発注︵および計画︶

ブームを︑

の購給面などに少なからぬ波紋を投げか
けるものと憩われる︒

金

検討を行なうことにしており︑澱

なお再処理部会の織誠メンバー

する予足である︒

終的には＋二月宋に審議会へ報告
よび計器性の検議⑬東海地区にお

ンターと提携してこれ6の円滑化 は握②再処理施設の性格︑機鮨お
落体

安全研究協会︑日本原子力WU及セ 記および再処理雑業の将来計画の

ている◎

日本原子力船開発纂業団

i監臨﹇匹−欄﹂1劉8

二方義︵茨域大学長︶

地PRについては各職力会祇︑関 ける原子力施設立地の現況および

■

部会長

的に明らかでないが技術内雛をも

じ6一濫■■﹂一犀臨ーヒ匹1一﹂1

趣野恒郎︵国会議員︶

果にもとつく闘題点のまとめ⑤霧

紅5臨■

お

夫

詞部会畏

周辺地域のは搬④①1③の換討結 はつぎのとおり︒︵敬称賂︶

鵬馳

しず

れは︑協力する憩欲は十分︒ス

静

議結果の統合︑を企画しているQ

を図る︒また原子力平和利用楽曲

屑虞塵■i

躍源開発︵株︶の

邑晶

はとくに初・中箒致脅における麗

連機関と働接な協力のもとに推進

匹﹁酢臨艦匿i二三−覇■準一1層匡同一1︻匡匡一轟匹

圃民一般

年報の刊行を予定している︒

一一

原子力課畏になった

もと

タソフは出同者や以前の課舞を

松 本

謹つ

けで︑諮もとりあげようとしな

斎わせて︑六十名ぐらいはそろ

．

いからだ︒しかし︑最初は原研

うという︒

コ

松ポさんは昨秋の動力炉開発

でやっていた動力炉粥発の問題

レ喉置

6協︐

調査囲に瓠わって︑各図を回っ

を︑こんどは園がとり上げてこ

り︑こんどの新盤紙換炉が決謙

てきた︒その印象について﹁ア

曹

十四日開催︑腺電敦賀発電所の安

報告︒▽墜ナ炉安全専門膳査会撹

委員会を通過︑同十七爾の本会議

蕪辞歴日委員会は︑三月二十二

で可決︑参院へ送付された︒
18111︐乙

瀞一一一一一一一一新

の大
科学技術庁は︑既報のように昭

の安全性について汝全審査会から

和四十一年度重点施策の一つとし

国 会
⁝

開催︑新しい夢想の放附線測定部

を決定Q▽放射丁字議全11十五日

は十分磁保されると認め︑報告書

全性について審議し︑施設の安全

年闘四萱儂円の蹴発予算は原型

て科挙技術振興抵盤の強他をとり

機材質星礎研究所﹂を付属機関と

⁝ あげ︑その一環として﹁非金属無

⁝

して設立し︑原子力をはじめ︑宇

▽食品照肘専門部会輔十七日第二

会を作ることを決め︑諸員も内定．

⁝

の研究をすすめることになった︒

宙︑懲子技術尊に閃辿した新材黄

⁝

︸

あった叢叢の役制が・〃原子力

と松本さんは首をかしげ

ものについての分蟄と調査項目お

小委員会を開催︑照射対硬となる

る︒〃健全な民⁝闘ベースは大変

です

にはないというのはおかしな議

力も成り立つQ水力や石炭には

解開発にもって来いだという見

あるわけだが︑襲からいえは︑

びようとしているという晃力も

先細りだから︑原子力で生き延

蹴発については︑水力開発が

メリカや鋤ドイツは政胸とメー

細

．蝿㌦

灘

ときっぱり瞬い

臨本の刀
を侶頼したい

・

こまで来たのたから

の人らしい捉え方であ

雪

い国ですよ﹂という︒開発体制

風発

をめぐって一つの焦点にある

るQ

調査団の団員の闘では﹁田球
は上之と畿諭が多すぎる︒その

切る︒

カーが強いが︑日本は二間の強

聾

熱9囁彰

日本原子力産業会議

り込んだ講演会︑パンフレノト︑

を図る︒とくに鳳子力溝上所の立

蕪勘磁副理事長︶を設けて活動し

より効果的な広報を
次の通り︒

原子力セミナーの開

れたが︑主なところ

原産など原子力九機関で構成
科学捜術庁原子力局では三月十八臼︑原子力関係広報開山推進
原子力局
催︑隙子力の臼の行事︑原子力パ
ンフレノトの刊百を予定している

が騨細は未定であるQ豪た昭和四

布置︒催し物の企画︑開催につい

の嵐鼠など︒資料製作閥係では印

ノシコンがない︒これからは何

くせほんとの技術的なディスカ

に入ったが︑敗戦で応用物理に

そのため今国会に科学技術庁設薬
融かが国家の

理の扁部改正法案を提出していた

︒しかし

11

よび分担をきめた︒

雲霧

1

が︑同法蕪は三月十六日衆院内麗

利益も考えねはいけませんかろ

11111

￥6，960

1965

p．

Intemational

lst

Resea鷲h・

PreSS贋re

Ch・mig￡・y・2・・1・の編者｝ζ

Phy・・cs・・d

P・essu・e

1963年に刊行され好評のHlgh

VoL

Bradley．

S．

R．

by

Ed．

i難High

Advances

藩】

電話大代表（554）0131

電垂耳鳳（292）1111番（大代衷）

梱一一一一一一新刊書御案内一

【近

振替麟エ京125575

東京都千代田区神損司町2の3

連絡会第一圓会含を開催︑関係各構関の現在の広報酒動謝鋸を聞

き︑二子力関係広帳活動鑑本方策やこれらの企画調整など今後の
換討方釧を協議した︒この連絡会は原子力関係各機関の広報関係

十一薙度の世論講査として二子力
平稲利用に関する婚野営及度の調

蒼閥の連絡︑調整竪密化を図ることにより︑広報活動をより効果
的に推進する鼠的で設踏されたもので︑構成メンバーは原研︑原

パブリシテ

査を企画しているQ

ィ活動として取材協力︑放送網の

円本原子力研究所

船団︑石蟹︑臼本原子力麗業会議︑羅事達︑放医研︑科学技術庁
振興局︑回原子力局で︑このほかオブザーバーとして科学技術振

動について︑観た照鵜四十一年畿

ては︑成果講演会と映画の会︑第

翼財団が瓠わっている︒

科学技術庁源子力局では︑原子

の計画について報告するにとど求

利用開発︑スチール写典整備と駕

力関係機関で殴接広報業揚にたず

刷物として年報︑月刊舐〃原研

転じ︑二十二年に卒業︒鹿晶製

松本さんは京大の航空機学科
しへ腐ったという︒議論の多い嬬

作所で機械設引を†年やり︑三

ともいう︒

家鷹は滋子夫人と子供＝人︑

ね

1

出梨県纏身︑四十二歳︵MH︶

年おきに続刊されます．

株式會肚

力

原

臼
5

活動に間する星本方搬に関するこ

の光実︑一九六六卑旅研概要など

かをやりながる汚えよう﹂と銘

でし京うことになるわけだが︑

采は︑メーカーや研究巻が遊ん

ルゴンヌ瞭子炉研修所に留学し

係して現在に操ったQその閥ア

十三葎電発に入篭︑原子力に関
い涼囚は︑体制が棊の問題であ

松本さんによれば︑議論の多

るのに︑眠薬をぐるぐる回るだ

一

郎紀伊國屋書店

支辱

2さわっている闘係蓄を集めて︑原

と②源子力関係広報活動に関する

を︑哀た展示パネルは大・申・小

歯
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つたが︑今後は①原子力関係広報 七回日本アイソトープ公議展示会

企画および漏整に関すること③原

瓠内報の外蔀へ

企画を行なっている︒

原子燃料公社

の配布︑プルトニウム薬科開発塞
への慰設映画の製作など企画︒と

ノ夢日

ユ歪琵…（プく代喪）

店

本

躍子力閃懸広報酒動顛進連紐会を設

誓蹄ヂ蠣鞭二野

子力関係広嬢酒鋤に関する関傾各

起幽の製作にも当るが︑理購琵の

型の各パ不ルを製顕するQその毛

網雲は︑原勇知識奪目及嘉

機関の連繕および協力に関するこ

後の対簾に絞ら

論間機関である広報委員会がその

と㊥その他原子力馴係広報に関す

に当たり︑関係各機開が掘互に連

各機関からの帳告は︑昭和四十

ること︑を検討する︒

0

緊艶愚図ることや︑原子力開係の

昭絡曙︑得なう上で︑なお扇の
広駅活動をより効鰹的に冠遥させ

での活動状況とA

いないところもあるので︑これ謙

一年麗計颪が翼体的に承認されて

機関がそれぞれこれまでの広報活

錆一回会舎では︑各源子力関係

ることを昌陶としている︒
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ジョンソン米大統領は去る二月二日︑国内および陽外に供給する特殊核物質のうち濃総ウランの便
罵欝可謙を拡大すると発表した︒これ豪での使罵許可敏は︑一九六一二年七月三日に発表されたものだ

が︑その後内外の濃縮ウランを利用する原子力発継謝颯が絹当進み︑これらの需要に合わせるよう供

バーされるもので︑販売︑貸与︑

よび将来にわたってその供給がカ

貨極目︑その他の協驚のもとに供
給される︒︵賃貸縮サービスは︑
一九六八無十二月三十一日以降︑

決めるための臨界実験袋置の必要

H︶社が実施するもので︑G温社 リウムボイドとドノブラー係数を
は三十二万五千がで向う一無間︑

三十六万万千冠で陶う†八カ月間

る燃料智慧試験の擁備︒この謝画

は︑このほかすでに運転に入って

いたし達す。

BW民への利用を調査︒WH社は
性の検訂︵3︶フェルミ炉におけ

会社︑ベルゴ・二﹂ークレール祉

が実施するが︑EEIのメンバー

APDA︵三子力発電開発協会︶

PWRへの利用調査を行なう予定 の土弄は三十三万がで︑宅として

◇計画H

である︒

認画1がうまく進めば︑ここで

められたならば︑臨界実験を実施

︵1︶副灰皿でその必要偽が紹

◇讃画W

はGE礼によるビノグ・ロノク・ポ も参加する予定︒
イント発竃炉用酸化プルトニウム

設計︑製造︑照射実験が行なわれ

i酸化ウラン燃料要素︵六コ︶の

諜ルミ炉における照射試験を行な

製造技術の開発︵4︶炉心運転用

う︒︵3︶詳細な炉心三尉と燃料

炉用燃料裳素︵四コ︶の設謝︑製

るQ京たWH社ではヤンキー発竃する︒︵2︶燃料評価のため︑フ

造︑照射実験を行なう︒

る︒料金は︑化学的に発芽止めし

諸設備の輩備と試験︒などとなっ

たものより買ぜ困り数聯渇くなる

一力︑サンロラン・デ・ゾーに

建設中のEDF⁝4は︑順調に工

ごろには臨界に達する予定であ

事が進んでおり︑一九六七年の中

る︒

AGR型原子力発

電所の建設を計画

翻瓢錨

英SSEB

イギリス︑スコノトランドの南

スコノトランド霊力庁︵SSE

B︶︑北スコソトランド水力発電

は︑このほどスコノトランド地域

庁︵NSHEB︶の二電力機関

岬醤四十

凱襯雌闘蒲響

あります。

プルトニウムの商業利用
米︑民間三原子力団体が会合開く
米原子力無業会議︵AIF︶︑ こんどの発表では︑熱中性子炉へ
エジソン六気協会︵君EI︶︑米 のプルトユウム利用に二酉五十

原子力学会︵ANS︶の主催する万が︑筒速増歯炉用プルトニウム

ンープルトニウム混合酸化物燃罫

酉八十万がを投入するほか︑ウラ

プルトニウム静44の商業利用に関 燃料の開発のために五力庫問に四

シントンで開かれた︒

︵フェルミ炉用の新型燃料︶の製

する二日間の会含が三刀一日︑ワ

これは︑プルトニウムを核燃料

造も行なうというものである︒ま

で初めての大きな動きであり︑E たこの高速心用燃料についてはベ

として蘭楽化しようという麗業界

社が参加するといわれている︒
計画の概要は次の通りである︒

ワグナー氏︵デトロイト・エジソ

E王核燃料愛員会愛員長11・A︒ルギーのベルゴ︒ニュークレール

ン社頭仕長︶によって計画概嬰が

◇計画振︵高辿炉への利用︶

︵1︶燃料の予備的設計とハザー ている︒

これは次の園的で実施される︒

◇謝幽1︵熱巾性子炉へのプルト

ゼネラル・エレクトリンク︵G

ニウム利用︶

述べられた︒謙幽の一部は︑すで

に温E亙の霞気研究会議︵エレク

E︶社とウエスチングハウス︵W ド分析︑︵2︶反応に対するナト

まに︑現在アメリカと除子力平

C所有の施設は含まれていない︶

ル︶によって発表されているが︑

あるが︑契約はそれ以削に績ばれ

トリノク︒リサーチ・カウンシ
AECによって実施される予定で

平和利用をさらに葡進させる重婆

この謝画の通珊を受けるものと

万KW︶があり︑いずれもGCR

いるEDF⁝1︵電気出力七難K
W︶︑EDF12︵電気出力二十

O獅監L篭▼一φ▲■▼の一﹂﹁90●︻一

して︑一九六五無十二月目十一日

いる︒

が十分競争できると同辻ではみて

濃縮ウランの原子炉に鮒する利

四力鷹と西ベルリンで︑このうち

和利用協定を緒んでいる圓は三十

用縫囲は︑原子炉妓荷燃料︑燃料

センスをもつ原子炉は︑発電炉十

現在で建設諮可または運転のライ

額は︸億五百万ドル
ユーラトム

ユーラトムは︑このほど〜九六

た︒それによると研究予算総額は
一億五百万訓で︑一九六五年度よ
り︑九爵万ザの猶となっており︑
このうち︑杓斗分にあたる五千齎
五†万談は原子炉開発・建設費と
なってい．⑳︒

に建設する膚二十万KWのAGR

この共裏提案では︑SSEBが

案を行なった︒

Bが新没する揚水発竃所と共に運

発電所の建設を行ない︑NSHE

転する予疋である︒この発電所

に副幽している電気出力

は︑現在SSEBがロンガネノト

仏︑EDF−3臨力KWの火力発亀所の冗成する一

なっている︒

・プラズマ研究講四穏七十万ザと

再処理関係1一画二十万ザ︑核融合

力炉の共回忌噛口八穏七十万ザ︑

子炉及術研究11三薦四十万ザ︑動

十万♂︑舶用炉11衛九十万ザ︑原

型発電所︵六十万KW二甚︶の提
万♂︑ORGEL議劇馴千一一薗三

島序段捌究開発費11千九菖五十

主な研究項目は次の通り︒

型である︒

の冷却・輸送︑再処理京で含まれ

関︶︑ユーラトムとの協定があ

そのほかIAEA︵国際原子力機

ガ

66年度研究予算総

隠事の加工・揺落︑使用ずみ燃料

る可能性はある︶︒

用については︑AECの保随錯置なステノブの一つである︒総省五
十五万♂努のうち三十万述綴は︑

なっている︒この濃縮ウランの使

給するため︑一九五四年原子力法第四十一条b項に従って決定したものである︒
今度の発叢によると︑濃縦ウラ

を受けることになる︒︵この数燈
国内で搾可を受けたユーザーに二

ンの圏内供給は︑これ謹での年間
二十万㎡鰐から三十万㎡鐸︐にふや

り︑国内供給分にはAEC蓮歩で十五万♂繹はアメリカと協力協定

は︑ウラン描の磁で示されてお

これらの物質は︑研究・開発に

を結んでいる国々に供給される︒

琴から二十五万田鰯．に拡大するこ

い︶︒

使用されるものは含豪れていな

すこと︑国外供給は駕間十五万♂

とが示されている︒これらの黛の

酔

決定には︑園務および国防長官の

界実験妓置十七で︑その他に特殊

十六の動力協定が含まれている︒

核物質を刊用できるライセンスが

ている︒謹た︑もしAECに濃縮ウ八︑試験岡岬︑研究炉七十五︑臨
ランを返却する場合は︑供給時の

この大統領発表に関するG・T 使用されるほか︑大部分は低濃総

ウラン獅の蹴から返却聴のウラン

6商八十三ある︒︵これらにはAEる︒

同滋のもとに︑除子力委員会︵A

て利用されるものである︒大統領

獅の撒を差し引いて謝算される︒

明の概要は次の通りであるQ
によるこの些しい決定は︑現在お

︒シーボーグ米原子力委員長の角 ウランの形で発電炉用核燃料とし

で︑総謝の五十万万♂鰯は︑これ

大統領のこの発表は︑生子力の

EC︶ に よ っ て 勧 告 さ ん たもの
謹でより五〇％以上の大編拡大と

一

た時代が去って︑啓録の必要が

場へ

ないほど日常茶飯化したことを

照射ジャガイモ市

まり︑核外交等々︑一日の新聞

豪だ理由はたくさんあるが︑

カナダ︑NP社が初出荷
いたが︑三月初め最初の出荷が行

を消費者に供給する謝画を立てて

カナダ︑モントリオールのニューーフィールド・プロダクト︵NP︶ 祉は︑今春放射線照射シャガイモ

声

の澱は五点り︵一貨車分︶で

と磐

なわれた︒出荷されたジャガイモ

ンマ線により発芽止めした

かれた騰り入りの袋に入れられ︑

トロントの配給業者に引き渡され
た︒

圓祉では︑すぐ引き渡しのでき
る照射ジャガイモのストノク五酉
万ド！をもっており︑製ごろ豪でに

六年度研究予算案を明らかにし

カサ︑核保陳︑核拡散︑核手づ

あらゆる物騒な単語に﹁核﹂の

この程炭にして先へ進もう︒次

挙げねはなるまい︒

字を冠した書菜が氾聞し︑ノサ

の悶題は︑これでよいのかとい

紙上でさえ数えきれないほど︑

ばることになる︒そして私たち

うことである︒そうではあるま

治面や国際面のほとんどが︑こ
新篇祉にいるものも︑軍事︑防

い︒西暦二千錐豪でのエネルギ

必要となるが︑その前羅として

らだとしか思えないQ乱民も蜜

ト躍ント︑モントリオール︑オタ

九七一年以後に運開が予定されて

界今秋定格出力へ

ワなどで販売する予定であるQさ

フランス翫力庁︵EDF︶三石 いるもので︑癬工には濠た一年目

もつ担当国是大臣宛に日出された

拳

灘一報次第、重継、各毬講翻会案内、謝鈴申込欝などをお送り

蜻O嚢饗雛澱懇漫鍛⁝⁝⁝轡 ⁝⁝欝

年間五十五万．
ム

発電用核燃料需要増に対処

に
も

らにこの一

が︑致肘の決疋は︑三月三十一日

らいの時鞠的余裕がある︒
嵐の原子力発電所EDF﹂3︵愚

倍の販売が期待されて

いるが︑昨年のジャガイモの臨機

このほど臨界に達した︒今後運転

が悪かったため︑入手できる量は

試験をへて今回の秋ごろには定格

この提案は二電力機閏の責伍を
気出力四十八万KW︑GCR︶は
照射ジャガイモは︑食卓用のス

の総鯉挙後に延期されるもようで

隈られているQ

トソクとして利用されるほか︑ポ

出力に回するものとみられてい

る︒
る︒EDF13のあるシノンあに

テトチノブやインスタント食品に
するため︑加工業者にも販売され

し

・FORTRA震

業
産

力
子

原
うしたニュースで占められてい
衛︑箪縮といった面の核問題に

ー需絵を考えると︑どうしても
その蒔期には補力需要の半分豪

とばかり︑一臼のばし

発電所の敷地が確保されなけれ

でを王子力発電が受持つことが

にサボってし豪うこと

は︑どんな謝醐をつくっても絵

た膨大な資金を必要とする原子

に描いた餅と等しい︒これ一つ

で起った変化も︑この現象に大

炉遠慮が︑正しい執池上にある

第二に︑しかし︑そ

る︒これは︑むろん︑私たち新

きな関係をもっている︒一つ

のか︑ないのかを知る必要があ

を考えただけでも︑啓環の時代

聞祉にいるものの側にも買任の

は︑一時の原子力ブームが亙っ

る︒ニュースにならない現状

れたけではない︒原

になる︒

でなくてもよかろう﹂

用の方は﹁まあ︑今口

大部分の瞳間をとられ︑平職利

ることも︑稀ではない︒

たが︑そうであるのに︑この
﹁原子力産業新聞﹂に出るよう

なニュースは︑ほとんど一般の

噺聞には載っていないQもっと

正確にいえは︑載らなく な っ

た︒たまに︑原研や放医研など

で欝欝性物質の取扱いを 誤 っ

たことなとが︑挫会面に耀えら

あることだが︑どうもそれだけ

たあと︑かなり長い停滞の時期

が︑蘇り家えなのではない︒ど

は終ったどころか︑実はこれか

ではなさそうだし︑そうなった

スがなくなり︑専門詔著が原子

が続いたことである︒ニュー

子力平和利用の分野

については︑いろいろ理田もあ

うずればよいのか︑みんなで考

れて家庭の話題となる程度であ

りそうに思える︒まず︑そのこ

力だけを廻当してはいられな

とから考えてみたい︒

かQ

い情勢が続いたQもう一つ︑そ える隠逸にきているの岬︑ほない

れでも原子力の平和利用は進

第一に︑この世の甲の動きが

妙なのである︒だから︑核兵器

︵渡辺誠毅︶

｝

電子計算機室

・ALGOI．。60
・COBOI」

日本原子力産業会議

本システムのプログラム器語

口

…

雛…

み︑原子炉がものめずらしかっ

農

本システムはどなたでもご利用できます。

・紀｛慧餐量98K諸（48ビソト）

cεNT端

DATA

本システムの特徴

JAlFCoNTRoL

アジア最大の

集京者巳中央区日本橋本町2−6−4・大阪巌暑東京ビル
羅話（663）0761〜2 地下鉄三越前、小伝馬町駅下車

螺

遜

特に日本原子力産業会議の会羅会社は料金翻引の特典が

・高速の計騨処理能力
・問題処理コストが最低
。豊冨な応用プログラム
。国際的な互換性
。迅速丁寧なサービス

§

原子力と新聞

利用のご案内
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原

ソン蹴気協会︵EE工︶︑アメリカ原子力学

千試躍︐以上のプルトニウムを生薩するだろう

建設中あるいは発注中のものを含め︑年間三

し︑現在国内にある原子力舞艦プラントは︑

ての基礎研究を行なう謝画であ

決を要する工学三面題を残して

業への発展には︑なお畿多の解

平和利用から坐じるプルトニウム
う︒

せて︑現蕉の水型炉へのプルトユ
の供給を上まわるので︑これらの

Cの早速炉燃料醗究︑臨界施設︑

ん︑平和的な核爆発の鞘発のため

⑳

スウ託デ

設したものQ原子炉はG温

M︵約蹉十二慰四千万円︶

ン川辺りにアメリカ流の隙子力

窺有のプルトニウムとウラン鵬濃

展によって︑ウラン鵬の保証価

証黄上げ価格は︑原子力技術の

℃活黶u

ｦ

−二・六％︶である︒

ら購入した濃縮ウラン︵二

国技術の導入によって進

ドイツの原子力開発は︑外

れてきたが︑この発

では燃料を除いて︑

70であったQすでに建

化の比率は八O一九

タノチしてきたAE

G社は︑核過熱の実験ループを

設澱するなど︑軽水炉技術を消

化して︑昨年ブインランドの発

電所建設の入札にも参加してい

臨界は一九六〇年十一月︑六

る︒

二年一月送電が闘始された︒

今後︑この発購所は︑デモンス

トレーシコン計画にもとづいて

の腿発に役立てる酬画である︒

現在礁設申の大型軽水炉︵三豊︶

︷

ク・シテでi・エレクトリノ

ノク＆ガス会釈︑アトランテ

ブリノク・サーヒス・エレク

ーランド州︶の四竃力会社

ニア州︑ニューシャージー州︑

メリカの隣接三州︵ペンシル

◇アメリカ◇

力会社が二原
発電所を計画

よって︑原子炉運嘗者醐が利益

もらうん︑その保眠買上げ方式

無以降では︑これよりかなり

の内最初に建設されるもの

一九七〇薙の末には運開する

であるが︑敷地は球た決まっ

ない︒これらの発堰所は︑石

力にすることも考えられてい

R原子力発電

一刀五千KW︵ペブル・ベノ

語温ガス冷却炉︶は今春臨界

る予定である︒しかし実際に

するのは︑すへてのバルブを

チでングは職温︑為圧︑鵬い

︵バルブ内のプラスチノク︒

速度に耐えられないことが鍛

チェ罰スロバキア ◇

ガン湖の西岸

電所の建設へ

アメリカ

州の湖岸が検討されている︒

マイルの地点または北蔀ミシ

いが︑ミルウすーキーの北六

である︒敷地は墓だ決まって

WのPWRで︑建設叢は六千

発餓所は心気鵬力四補署乃照

ハウス︵WH︶祉を選んだ︒

ため︑建設嶺としてウ凱スチ

の繭岸に原子力発電所を建設

パ7︵WEP︶抄はミシガ

ィスコンシン︒エレクトリノ

◇

雌備されているといってい

にも原子力発健所用地がいく

ア中央燃料局によると︑その

下検言訳である︒チェコスロ

を供給したいとの申し繍があ

KW︵四十．万KW二棊︶の発

原子力発鱈所と同じ型で︑八

方︑ソ連から岡国のノボボロ

設も考えら3エている︒

さらに五ヤカKW発彪所一撚

炉型は一号と同じものであ

に完成する︒出力は當⁝十力K

九六九年遭工の予定で一九七

た第二男巫四所は馬所の近く

却型であるQ

︑天然ウラン重水滅速澱酸ガ

年に完成する︒出力は十万力

ポフニツエに建設中で︑一九

スロバキア眼留ヤスロ日フスケ

る︒第一号原子力発羅所は現

の建設が続々進められる予驚

ェコスロバキアでは線子力発

◇

力発電所建設

々と進められる

︑予楚より遅れるはずであ

かった︶してから行なわれる

旧＝1； 柵瓢1＝齢＝冊冨一＝篇一二冊1＝＝＝＝1鮒一一齢＝；︷幌﹁

どには得られていないので︑

われは︑プルトニウム生産炉

の籔物質を使用して︑その謂

醐なっていると共に︑生脆費

つい陀料金をすでに偲定して

︒その料金は︑含有プルトニ

脚と矧については︑グラム当

︑八十二妙である︒

十三が︑含有ウラン蹴につい

年以降自

受けるようなことはない︒漂子

なるであろうQ

利本位の処理については︑わ

化学量に処理するために︑商

になる予定で︑一九七〇年初

聡コストはKWH嶺り五ミル

ドイツAV8鷹力グループが 運紙を開始ゴる予濯であみ︒

◇・西ドィッ◇

く塵界予定

ラトムの協力で建設中の醗気

墨一＝憎一＝ ︻雇■薦曽＝旧＝需蚤禰﹁二醐＝齢一；＝；＝一圃＝r

が見える︒ここが西ドイツ鍛初

用餓所卒象徴する鋼鉄のドーム

で︑サイクル方式はちがう

計の沸騰水型︵間接サイク

＝一P蛋二一﹁ニ＝﹁︼讃＝鷺二隻＝＝需＝

この発霞所は︑繭ドイツの璽

のカール原子力発鍛所である・

圏＝＝響篇︸＝凱鼎︻¶謄墨＝＝＝＝雪＝冊二曽＝玉一m厘

劉

⁝

縮ウランの保舐買上げ価格が発衷

の増額がもはや必要でないと決

ないが︑ウラン謝濃縮ウランの

された︒このプルトニウムの傑魁

される豪では維持したい︒

電炉からは少量
ルトニウム生産炉で供給
ウムとウラン彿の価格の適用期

走引きして︑ウラン鵬グラム当

運春意が︑この種の核物質を

中に︑前述の刮画が改訂されれ

プルトニウム価格は︑似分裂性

社︑フィラデルフfア・エレ

↓四がと定められた︒これらの

養するか︑便用するか︑または

ルトニウム同位体︵脚と躍を含

開市場へ

ワー＆ライトれ︶は︑二つの

リノク・パワー揺︑デラウエ

ラン鵬およびプルトニウ脚と躍

のAEC認可者に売買するか︑ れは無能ではあるが︑競合的

︑その書卓買上げ面格は︑自動

プルトニウムの生腫源と仙

︑その生産源と形態によって値

ECに譲り渡すかは自由であろ 境をつくり上げようと努めて

︑すべて原子力となるとの晃

︶グラム当り十がと定められ︑

︑もちろん一時附なものであ

が決められるのである︒

︒われわれは︑雰軍慣膠のプ

強いようであるQ

に九〇％ウラン獅を含むウラン

これらの価俗は︑プルトニウム

︒しかしながら︑七〇薄藍に約

ニウムを︑必要な物理形ない

金に比例して調整されよう︒

ウラン瑠がウラン獅の代わりに

八百黒影のプルトニウムがAE

ラン同位体の存凸と・での処理費

燃料として便蒙されるとしん

に譲渡されると予想される︒こ

ラン猫濃総ウラン価格は︑他の

︑その価組とは一体何であるか

の諸馳設を便用することに対

あらゆる努力を震うように人

︶を難設するため醸備中︒

︑われわれが決定しκ後︑設定

轍は︑ドルに換算すれば︑プル

力発碁所︵各九＋乃KW︑軽

れだ︒この保凝価格は現圧のウ

よう︒しかしながら︑このブル

ニウムでは二千五百万がに桐賦

プルトニウム価格は︑おそら

ン麟濃総ウラン料金謝画に國係

由公協市域操作で売賢される

ある︒しだがって︑このプルト

奨励している︒

川一岨1目田U一匹星III聖｝r鋼1口開一圏¶川1瞬1」一川9111」一rlllll鵬一醐撃1川1輩rb一季川撃ll聖｝rlBI題婁監一【11田隆1羅」一lll［11ロー開鑑Hi15維一嘱口竃川撃「｝鳴曜

これらプルトニウムの大部分

ウム・リサイクルの実用化をもた

即時懸盤に応じるためには︑AE は︑AEC筒速増殖炉開発説醐に

のプルトニウムにたよる必要があ

C所荷のプルトニウム出題炉から 使われる︒プルトニウムは︑AE

⁝雌餓鎌

らすであろう︒

プルトニウムを使用するための
凝鮒的な嵩速炉開発罰画には︑今

鍛機メーカーAEG社が米ゼネ海村のJPDRとよく似た

ろう︒こういう理宙により︑AE 原子炉実験︑災験炉および諸種の

田までに約二億妙が支出されてい

に必要であろう︒このうちのなか

H一

層盟

千KW︒燃料は米隊挙力委

ラル︒エレクトリンク︵GE︶ を持っている︒環気出力一

ムは現伍︑その燃料価値よりも︑

ろう︒
ﾟ二三訂−＝一＝＝囲至⁝⁝一一雇i＝

一一

ラン説のAEC買上げ指針が施行 日以降まで延長されることはで ウムは︑また発電炉から売れ

これにより︑プルトニウムとウ

娃と技術提携山僧結び︑鷲一千六百

る︒AECは現在︑一九七〇年度Cからのみ入手可能なプルトニウ 研究双翼のために必要であり︑ま
はるかに窩い籔段がっけられてい

明らかにAECの臨界実験装置に

附の密告下にあった聴代と︑民有

う︒

皆さんは︑プルトニウムがその

鼈鼈

罵八＋予行ξころ︑マ・

までに高迷増殖炉閲発に要する累

要なプルトニウムは︑来年度︑正

必要なもので︑一九七〇年までに

でも誤配可鮨な将来の最大羅は︑

た領域︑つ窪り燃料サイクルの開
味約四千♂躍爵に達すると推饗して

約四千㎡づが使胴されるたろう︒

る︒われわれは︑雰賑箏刊用に必

計額を︑約六億耽と％積ってい
る︒われわれは︑いろんな異なっ

発︑物理学︑構成襲撃闘発︑原子
いる︒一九七〇館展には総謝約一

炉方式の開発について同時に追求

政府ならびに産業界から着干の優

認可されている詰原子炉︑ユーラ

化法案に墓ついてまったく毒言化

あたる時期に︑われわれが現在お
かれていることに気づいている︒

するよう要請している︒AECのこの中閾にあたる賭代に︑われわ

トニウムを︑最大限に民閥鞘膜と

定にもとづいて受け取られるプル

炉康たはイギリスかb︑現荘の協 すると心待される時代との重工に

トムとの共岡訓燈下にある諸鳳子

AECの現奮の丁合は︑制辞で鋲要な躍窮駒価値のためとくに政

核燃料民有化法の線で進む

民問利用最大限に

しているQわれわれは︑ハードウ 万−一万二千㎡づに達するだろ
ェアとソフトウェア︵装躍とその

利用手段︶を築いており︑豪κ︑

の努力によって︑われわれは翼現

秀なタレントを起用している︒こ

可能な原型増殖炉の建設に必要な

経験から大型増殖炉発進所の建設

データを得たいし︑豪た︑この

期待している︒

と運娠の可能性が生まれるものと

めのプルトニウム駕要は︑論じく

概して舎湾では︑放射線化学

時期にすぎない︒よちよち歩け

迎えるには︑なお今後相当の日

があるのか﹂と好奇心的な関心

が多く︑稜極的

数准要するものと見るへきであ

る時期雀経て一入前の児癒期を

にこれと取り組

ろう︒

をもつ縄度の者

む者は少ない︒

放射線化学の不振に反して︑
コバルト60照肘線源を利魅して

化学工業といえ
は﹁触媒化学﹂の旧概念しかな

への利用面は多大の関心が持た
れておの︑全圃的に利用する基

櫃物署虫の殺虫や食二二団団薩

ある︒ある慧味においては︑こ

礎準備を終え︑近く実施の段取

く︑放射線化学反応の機構を理

の新しい領域に入るのは冒険に

りになったことを最後に付して

解する道はなお削途遼還の態が

近いとも言えよう︒米國在住の

拙簗を置くζとにする︒

｝＝

米AECシーボーグ

会︵ANS︶共催の ﹁ 商 業 用 プ ル ト ニ ウ ム 燃

と述べたのち︑現在の懇誠を基にして︑一九

性同位元素研究

る︒黒山蜜の設備は設立後・な

おり︑パイロノト・プラント段階

印国人で放射線化学分野におい

一

委爵畏の講演から

料に関する会議﹂が︑三月一日から製革間ワ

八○年までには琿間隔万1三万㎡綴のプルト

蜜には大学卒の

お田が無いため︑十分とはいえ

の工学データを萄るまでには前

︵台湾経済三連含工業研究所放

冒−

実用化には計画性を
将来︑供給源の考慮が必要

シントンで闘かれた︒とくに同会議ではプル

ニウムが生甦される町鮨性があると示した︒

曲輪長は︑プルトニウムの将来について講演

トニウム利用︑懲中性子炉へのリサイクルと

シーボーグ委員長の購演の主な内容は次の通

アメリカ原弾力麗 業 会 誌 ︵ A I F ︶ ︑ エ ジ

いて政府︑摩業界の脆弱者らによって毒心に
りである︒

燃料を装癒するサクストン炉の運

様な計画には︑一部プルトニウム

嵩速炉における計画的な利用の粗互関係につ

建議された︒閥会議第一日圏︑プルトニウム

発見でノーベル賞を受けたシーボーグ原子力

熱中性子炉へ応用
転がある︒したがって以上の猪計
画は︑姦樋の技術的︑経済的条件

欝欝する際の最良の方法一切兆す

には不十分であるか︑填たは計

る︒

下でプルトニウムを核燃料として
︵P駐T8︶の運紙が含纏れてい

政府と産業界が共同で研究
米原子力婁員会︵AEC ︶ は ︑
るため︑燃料サイクルの全段階に

と︑われわれは︑一種のパラドノ

馨しない場合にのみ︑そのプルト

画された目的にとって技術約に適

熱中懸子炉へのプルトニウム︒リ

ついて︑理論的︑四折鮒︑実験的

クスに直面する︒今後や無二に︑

れは︑六四年八月成立の特殊核物

また典型的なアメリカの軽水炉

諾研究の援助影含んでいる︒︵ト

大騒のプルトニウムの回収撒につ

プルトニウム生腔騨は︑荊述の供

サイクル技術を二進するため︑現

する梢報か萌らかにするため︑プ

において︑プルトニウム燃料に関

リウムの利用についても同じよう

一種のパラド
ックスに直面

在実施中のプルトエウム利用計画

ルトニウム燃料を一部炉心戴罪す

質民侍化法案の線に沿って進むだ

に対して︑本黛と来銀で薫陸六爾

る沸騰水型契験炉︵EBWR︶の
な訓画が実施されている︒︶

給源からの貯藏録が矯要を満たす

万1七酉万励程度を投資してい

いて予測し得るが︑一方︑近い将

以上の語言爾を検聾してみる

る︒この謙翻には︑燃料開発︑燃

を含め︑民間企業の諸成果と禽わ

性急な要求に押されてし豪う傾

化学捜術者及ぴ物理技術者が築

ず︑八穀線照躬申に起る各種の

て第一鰍に立つ者が数人いる

射性同撹元素研究駿二王文賓︶

買上げ価格が︑七〇年十二月三十

ニウムの供給に使用されるだろ された︒六五年三月二十日には︑

運転も含訣れている︒

画に墨ついて資金をたしている同

AECがユーラトムとの六二誤電気協会︵EEI︶による諸開発来に固を向ければ︑平和利用のた

われわれの諸成果は︑エジソン

料サイクル解析︑物理およびその
他関連の研究活動を支えるための
プルトニウム・リサイクル試験炉

のスケールで台湾を測り︑台湾

し種々二二したが︑結果は米囲

︑ざふ
るとしても︑目下放二線化学に

︑ぎ︑爵︑ぶ︑斜︑
従窃する人閥があ象りにも少な

︑ぎ︑ボ︑ぎ︑詩︑ざ︑副︑譜︑

置されていない︒ただ︑放二線

マは台図上木材やバガス中に商 化学反応で生成されたものを測

なわれてきた︒現在の主なテー

︽詩︑ざ︑ボ︑ボ︑§︑詩︑︑ ︑ざ︑譜︑詩︑ボ︑爵︑
台鷺における放射線化学関係

定し︑文献に発表された諸学説

の成果もあげていないのは残念

の研究は︑中小民国経済四三合
機モノマーを漫み込ませ︑ガン

所見を追試する程度でこれ以上

である︒禽湾の放射緯佑学の現

の現状への認識不足から︑豪た

工業研究所︵台湾中央弘長唯︸
マ線誘起による黄会で木材やバ

のこみいった研究はもちろん不

状はなお揺賑の中に磯る乳児の

いためにこの研究にかかる任務

の国立研究機関︑呂本の雨脚省
ガス板の機械的強度を増加して

献を時々兇ては﹁こういうもの

経野不足もあって︑総じて何ら

工業捜術院工業

も黒く応用方面に何らかの見通

可能であるQむしろ︑それより に対する認識が不足で外国の文

は豪ことに薫大である︒

試験噺に相当す
するための塾礎条件の探究と︑

建築材料へ応用する範囲卒拡大

しをつけることについて重継の

る︶一カ所のみ

で行われ︑工A 蕪糖と有機酸とのガンマ線によ

EA援助の下に るエステル化反

研究の四つにしぼり︑醤来は澱

向が強い︒

台湾における放射線化学

現状はなお談叢期

︵ガンマ線誘起︶

グラフト反応

一九六五年三月 応︑および紙の

末建設完成した
三千キ． リーコ

粉のガンマ線によるグラフト反

バルト60照尉実による性質改善
験塁を利用して

応について応用研究の前提とし

三名四計六名が協力して台湾の

フリーラジカル測定に必要なE 途の晃通しがっかないので︑ゆ

しかし︑放射線化学の化学工

る︒同所の放射

進 められてい

環境に即櫨した研究テーマを選

が︑昨石台蕩に帰り︑当局に対

︑ぎ︑ぎ︑ボ︑︑§︑ぎ︑ボ︑︑母︑ぎ︑ぎ︑ざ︑︑愈︑§︑︑ぶ︑爵︑ボ︑︑︑ざ︑翁︑ぎ︑ざ︑ぎ︑詩︑ヂ

くゆくはこの方面にも手をつけ

S鼠機器は経費の関係でまだ設

一幽

，

んで︑すでに一年ほど研究が行

ル発電所
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の発賑電力最を記録した︒この電力徽は︑臼ホの全家雌で使用す

月二＋一日午後三時王十分︑ 初 発 電 を は じ め て か ら 五 千 万 K W 時

燃麟平均燃焼度紺千八菅四十MW

炉出力猛七千七衝三十八MWD︑

闘︑運職日数三戸五十一日︑原子

原子炉運転時間六千二︸臼四十四時

D／T︑発電時間四千八債四十三

逸は︑各種特性試験運転などを行なってきているが︑他の研究炉
を上回る五一・四％の原子炉稼働率を示す運転実禎をあげるまで

経験を得ること②各極の実験およ

運転ならびに保

め番種の醐発研究を行なうこと． 会筏やメーカーからの患向・外来

率爾験などを行ない︑軽衣型励力

保町︑運転の四課に分かれて佳環

従事し︑欝務︑技術・研究開発︑

いる︒現βJPD飛には白一名が

︵将来は圃配製品の特性試験︑涛 研究獄の受入れを容易にしてきて

して建設され︑昭和三十八年十二

炉の困脱化に貰献ずる︶を国的と

田力会社からの派遣職員で調線を

をしているが︑すでにこれ艦でに

すませて帰った者は一エヤニ名︑現

ンクから引き渡しを受けている︒

実際に本格的運転に入ったのは

る︒このことは︑猷電ご努炉以隆

在いる者は五十七各にのほってい

月に建設者ゼネラル︒エレクトリ

四十奪一二月本便用認可の仮免許が

ているので︑これら調維された派

当分重水炉の建設運転が予思され

おりてからであるが︑千時間運転

施しながら︑原子炉稼動率を五一

一方︑メーカー鮒からの削向薔は

遺貫の今後の酒躍が期待される︒

試験を含む各締将性試験鋤転を実

では達成されない︑商業発電炉と

・関％に維持したことは︑研究炉

が研究に従箏しており︑今後の軽

十四名が訓練を終り︑現伍十三名

水炉開発の推進役として大きな力

比較してもかなり蔦い勅率を示し

原子炉運転口数三薗臼余りで原子

たことで注嵐されている︒とくに

ところで︑今後のJPDRは現
運転を続けているが︑五刀十Uか

蕉第二君臣の千時聞連就定格出力

らビーム鑑流取り出しの調整旨し

パルス変調繰返し最大毎秒二十

を製作していた
が︑昨下等に完
成︑望月はしめ
に調整試験をお

えて︑このほど撮終的な納入を

発生韮鐙︵甲州︶は︑従来の方式

すませた︒今度完証したプラズマ

とちがってマイクロ波を利用した
ところに特徴があり︑この装置に
よって鵜灘プラズマの物性的研究
が行なえるといわれているQ
マイクロ波発振羅は出力○・五

㌃曝・

舜櫨
一難

総職

駁衷で耕気されてい

マであること︑とくに露子温度が

ズマを発生できること慣あ．㈲︑と

十万愚子ボルトという越高書プラ

工台の大型十冠油拡紗ポンプ
を便い︑プラズマを発他さセ・Oが︑

雛

ラズマの特働は︑施全臨懸プラズ

周波数岡調器ヤニ個︑島鷹波二

のとおりであるり

二十五メガ艀蟄調する︒空洞共振

三顧値︶を

示アンペア

闘波数は六千四百メガ競を中心に

トロン加隔によって予想ざれるプ

波放電とそれに伴う孟子サ︐dクロ

るが︑ミラー磁鳩の中でマイクロ

揚やカスプ磁場を作ることができ

いろいろな型と大きさのミラー言

の配澱︑結線および電流によって

揚を発生させる︒コイルブロノク

組のコイルブロノクを取付け︑磁

求た︑空華気振舘の圓りにけ＋

る︒

笛万分の一︑

そこでは抽気装置によって水銀警

︵TP−M渡躍︶

ズマ発生装雁

界鷺によるプラ

いたマイクロ詩

ら発注を受けて

ラズマ研究所か

て名古屋大呂プ

︵株︶は︑かね

東京芝浦電気

写爽はMPし一五形線型陽子蒲

一目周波繊力三万OKW︒

この滅霞では︑前段煽速器で五

ていたものであった︒

オン・ビームが︑耳糞系とパンチ

百K電子ボルトまで加速されたイ 速器の本体部分
ャを通過して線形舶速羅に入る
が︑このほか蘭周波電源︑冷却
系︑制御系で構成されている︒前
段加速器はコソククロフト・ワル

周波数癒秒九六〇で︑ビームエネ

トン形︑電圧星流五二Kボルト︑

一〇1五〇︑ザアンペア︵先頭値︶

ルギー五酉K織子ボルト︑同磁流

線形加連雛はアルパレイズ形Q

である︒

長さ麹一⁝・当逃︑内径一鰐の円筒

空胴で︑内都には三十七個の加速
電極を取付けてある︒この円筒空
胴は一三形で︑八︑卵の無酸素銀と

二十ボの鋼板の目口を爆発圧眉し
て製律加工したのち梶械仕上げし
たもの︒これには他のミ菱系諸会
社が協力して倒産化した︒また一二

十七個の加速電極はステンレス鋼
にメノキし︑内部には非富にコン

となろう︒

て︑軽水炉に対する運転経験が積

訓装燃腿の地業︑三菱スウェーシ

ら鋤一回法域点換を実施する他︑

試験が顧調に進展したことと合せ

ったことは︑炉の故障がなく各毬

炉を緊憩厚止した呼数が九回であ

JPDRは①JPDRの建設︑

時間であった︒

て︑その突をあげている︒

び試験により動力用源子山系の特

について笑際の

が︑この故潭以外は顧調に進み︑
JPDR慰︑昭和三十八年 十 月

これら運転経験の密積は︑電力

濠れてきたことを饗している︒

試験︑登用炉への応用などをはじ

〇一⁝・五メガサイクル︑圃安定

成した︒

三ヵ月間呼子炉の運転甲停生した

度〃︐・欝五Kサイクル︑同パル

すン加速器にくらべてはるかに大

ス蟷四〇〇マイクロサイクル︑

て︑昨年π千K電子ボルト︑十ボ

究断で︑線形陽子加速器の闘発を
きいビ⁝ムが得られ︑将来はきわ

アンペアの装置ぷ完成︑十一月か

図標とするものの第一段階とし

進めていたが︑一二月十賀日︑現在

めて広い分裂に耕用できると考

三塞両列はこの技麗が従来のイ

初めてである︒

は鼠高ビーム電流三︑卵アンペア以

え︑昭和三十九川園に通産省鉱工

設に酒手した︒しかし面犠はこれ

業技術試験研究補助金を受け︑建

線形陽子加速羅は︑設刮製作が

六年度に︑科学技術庁の研究婁認

よりさき︑昭和一二十五年度と三十

費を得て基礎研究を進め︑すでに

技徳的にむずかしいばかりでなく

さむところがら世界的にも家た少

装灘が大きいので︑旗設費用がか

表し陀︒

⊥の取り出しに成功していると発

数郊前から伊翔の三碧電機中央研

一二愛露機と一二三章子力工業は︑

三菱線型加速器で初めて

大ビ ー ム 発 生 に 成 功

一度捌御俸軸封系統の故障に一．恥り

の五千万KW時の発電電力鍛を達 概を調へることゆ燃料蟄素の織能

¥六日に初先霞に成功してから 千時間連繊運転試験をへて︑今度

に三十二名を送り出し︑現在五十七名の出向・外来職員をかかえ

に艶っており︑燕た各電力会社から派遣された要員の調融もすで

る概舞踊竃力を十二時閻以上 供 給 し た こ と に な る ︒ 一 方 ︑ J P D

日本孟子力研究所東山酬究所の動力試験炉︵JPDR︶は︑三 この時煎における運紙実績は︑

企業の派遣員総数八十名

稼働率50％余を記録

属

前段撫速器である欝闇K電子ボル

ロフト︒ワル

トのコノクク

トン形を建設

しており︑並
行してイオン
源についての
塾礎的実験と

線形陽子加
速器の基本31
算を進めてい

功したのは︑

パクトな集鞭用四極露磁石がさし

た︒こんど成

エネルギー一

蝉
レ

が励磁している︒以上のほかこの

書函KWの範囲で︑蔑続可変︑また

羅
細

詠

刀K電子ボル こ謹れてあり︑これをパルス溢流

東芝、名大に納入

【妙ぬ騨Ψ

冒

煙三〇一万O 線形加速器部分のおもな霜雪は次

ト︑ビーム禁

プラズマ発生装置

溌

一一

なく︑わが国ではもちろんこれが

叢

轄

難灘

蟹

・盤編疲
臨

晒

灘
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聞

丁
丁

ンプにプラスチノクをうめ込むこ
とによりこの部分で振動エネルギ
ーを吸収することによって解決し
た︒ジルカロイ被響讐の探傷法に
ついては︑超音波毒忌法︵発儒面
を囲醸とし︑焦点に集める︶で深

さO・五ミル︑長さ五ミル迄測定

可能であるが︑ステンレスの土合
は判定が困難である︒エディカレ

同じような禽上世員会の末席を

蕾の醸を禁じ得ないのは︑嶺時

る︒同じように︑陳子炉の安全

それに附する期待が違ってい

それの立揚で安全性の考えカと

討されたことも潤わせ考える

針の主な適髄鞘の簸初として検

われる︒敦賀炉が前醐二つの指

二燃も高くなるはかりでなく︑

える程︑原子炉の安全確認の二

申である︒昨無これらのデモンス

トで行なうべく悔餌①一切①o団巳︒

トレイションをパイロノトプラン

こでの鼠的は治紺塩脇解法による

の耕用による11TR︑ETR勺の
使
臨︒け℃欝轟けが建設された︒こ
用により町能性のある物性の選定

9？≦饗︒法による加工法︑放

再処理︑遠隔操作による勺5￠℃−

と︑EBRl狐による照尉テスト
を試みている︒

われる︒この方法は︑高趣炉燃料

分裂生成物の回収等の仕事が行な

藁物の処理法︵ガラス化する︶︑

P︑021UO2
燃料の再処理

ろう︒

の再処理として将来利用されるだ

︐●

中

日本原子力平和利用基金

（東京都｝甑脳橋1−1−13日本原子力薩三会議内）

㌔良竪臼Ω奏一角自口回n良良一自口αqαΩ貞Ω一貞捷翌翌Ω竪臼一盛口ΩnΩ∩．a爵貞日日口自自舞食∩癖口舞口自自自o
れる︒豪ず私以外の十二名の翼

けがした私ばかりではないだろ

くつかの閤題は今後の滲考とさ

と︑審査の過程で計議された幾

寝業局のスタソフ諸君の熱心な

についての児解と娚侍は︑各国

壁各位と︑原子力局および公益

間で豪た轡門や立場の違う三々

針に一つの方向が示されてきた

二︑高速炉燃糾の開発

−dOの燃料の

↑一

での毎選木曜日に開かれる︒すで

躍子欝欝機室で開催されている

にこれまで三回の講糊会が隙産の

エハ○○シ

ステムの概要②FOR饗RANl

が︑毎回とも①CDC

お申し込みは日本原子力塵業会議サービス卿業
本部または下学へ

違憲鐡
う︒当聴は原子炉の安全とは何

安全評価の大切な分野を占め

かという闘匙を考える例題に東

の閻で︑それぞれ大幅に違って

る蟹大騨故と仮想廓故の想定の

ご討議に感謝するとともに︑豪

いるが︑それは整然であろう︒

もとに行なう事故解析と災害評

た襲撃者である田本原子力発羅
海炉が提供されたことと共に︑

一方器査の指剣として立地審

偲が︑より金理的に綿密に行な

遡産衝原子力発電技術顧悶会

またそれが英炉と米式に近い安

査指針や気象の手びきができた

ということも審査を進める力に

が町能になると思われるので︑

経済牲の高い原子力施設の計画
う物差しができたとしても︑そ

おける研究で噛接積み璽ねてお

くことが大切であると思うQ特

安全評価に必要な賢料は日本に

も紺象によっては拡大あるいは

本の特殊性を考慮に入れた兇解

に日本の安金騨価の鮮細には日

のスケールは経験と共に変更さ

なったと慰う︒しかし基雄とい

にわたる世界における原子炉の

艦籍麟黙鞭蕪逡認

たその謝醐方法において安全で

れる可能性があると思われる︒

全評価とB本の特殊性という一二

ように︑日本でも安全諏価の方

︵株︶のスタソフの皆様のご協

巴の甲に立たされた為もあると

と原子力婁員会原子炉安全尋門

原子炉の安全評価は︑将来の

思う︒何はともあれ︑過去十年

して︑二︑三私の感想を述べる

力と熱悪に謝意を表したい︒

わが国第二号終業発鷹炉である

て︑現在の技術水球を背鰻とし

研究野盗の成果に一部を期難し

審査会第二十一那会と禽同で︑

いたが︑さる三月十四臼にそれ

敦賀炉の安全審査が行なわれて

同線書会の任務を終了した︒ま

ぞれ蝦告轡を提出することで合

とめ役の重費をつとめたものと

ことにする︒

頼性を醐めたことと︑日本の祉

われる︒

限定されるべきものであると思

れるべきであり︑また適用範囲

であると思うので︑当然のこと

り得たことが︑敦賀炉の審査を

会もこれを受けいれる態勢を取

運紙実績が︑発冒用原子炉の儒

を開いたのであるから︑一般に

の慎窺な設計・工事と運転懸緒

ながら︑今後の建設される豪で

あることを確認する一つの鞘断

期待されていたより︑豪た私自

さる十一月八臼に第一回会合

身予想していたより︑かなり早

にも︑原子炉の安全研究が必要

た軽水炉の国産化に備えるため

順調に行なうことができた背暴

は国産化の時が期待されるの

である︒

と方法があると慰われるし︑ま

によって︑はじめて原子炉と罐

であったと遇う︒

で︑敦賀炉の安全評価はそれら

敦賀炉につづいて軽水型発露

い馬堀で審査が終了したといっ

る︒

設の安全が確保されるものであ

のモデルケースとして評熾され

炉がいくつか導入きれ︑いずれ

てよいと思われる︒しかしこの

運撮して起きたが︑航空機安全

蒔た濠たま航空機の大廓赦が

間︑約五十圓の委畷会を開いて

を考えてもへ乗る人︑造る入︑

秀雄︶

敦賀炉の蕃蕉経逓をふりかえ

内田

り︑東海炉がまな板の上にのせ

︵束窟大学教授

た内容は弱閻の短かい捌りには

討識した経過を思うと︑検討し

N頃高速炉燃料試験炉建設

このプログラム

PRT縫における爾出力密度炉なると考えられる︒
心プログラム

三︑懸口○
再処理の開発

CDC三六〇
〇講習会開催
原鷹蹴子計縄簾室
田本隙子力難業会識の露子翫算

図

据藍

られるが︑今後の聞題点は加工費

物︑炭化物︑窒化物と考えられ

メノト燃料の開発を進めている︒
㎝O◎り．︼ヨ5⑦︸矧︶律90．頓噂層

︵CDC︶との比較について講轟

講習の対敏蚕は︑FORTRA

が行なわれる︒

Nl狂またはWによるプログラム

五十名を予定している︒

作成の経験看に限られ︑各回とも

写翼カット入り

頒価70円（

米誌ンフォ
ード研究所

ンプの再訂接が行なわれた︒この

ANLより返送され︑エンドキャ

燃料棒千五臨本のうち約八Q％が

ランク の 帰 住 で あ り ︑ E B W R の

泉

技術の基礎を解析

讐凹潤呂＝織

原燃・プルト一

ウム燃料醐発室

をいかに下げるかということであ

ており︑発難コストを下げる慧瞳

紬連炉燃料テスト炉の建設が︸九

る︒ハンフォードの状況としては

は︑PR饗Rのゴールとして考え 燃料の開発段階としてまず酸化

で糖繊力をあげ︑燃料を溶融状態

ドライビング煮凝として安全性の

六九年にはじめられるので︑その

で操作し︑燃料︑徹撒播の挙動お

鼠的としている︒燃料設計として
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