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たたしたのに対して︑椙田篤泰行

今の原子力無宿会はいわば八条

そ次のようであったσ

もちろん報管は︑総理大憲も尊

機関としての脇間機関である︒

も総理を通じて行政機関の畏に

璽する義務はあるし︑また鋤告

行政機関的な権限はないQ従っ

対してなし得る権限もあるが︑

てそこに強い一品した擢鄭力を

ある︒今後は︑油酸撹豪の趣に

求めることは顧命無理な機構で

当っている科学技術庁で︑異体

理し︑原子力婆員会の姫進方策

的にあがっているデーターを整

についても十分研究したい︒

▽科学技術庁辞令︵四月一臼︶

科学冨議冨に酎照換するρ資隙局

艮︶橘恭︸︑総理用技官︵資源局

長︶に配下瀕する︵科学詮議惣︶

佐々木即︑転興局振興課長に配置

︵資源扇科学調査宮︶小池正忠︑

換し︑長冨厭目の併任恭解除する

︵資腺局響門職︶笹生仁︑工業技

資淑局科学調査官に昇任させる

術院に出向させる︵長富官房伺︶

山本掌雄︑三二を承認する︵総理

︵鴛機材質研究所長︶に採用する

肘技官︶繕多河庸二︑総理附技官

研究冨に餅任す・や1山内俊右︒

無機材質酬究所研號グループ総合

▽粟議院本会議翻①三月

旬間メモ

国会

十七田開催︑科妓庁設躍払の一二

八臼欄催︑撫櫨料物書開発促進臨

改正法律三等を審議可決②三月十

時払置法案等を笛議可決︵この法

▽定例会議鯵①

案は三月三十日の参院木会議で器

原子力姿三会

議可決し︑成立︶

福田行管庁器官語る
懲田篤泰行政管理一面長窟は︑

ついて番議︑ま把昭和四十一年度

三月二十四臼開田︑動力炉開発に

三月二十三日聞かれた衆議院の科

良僻氏︵民社︶の質問に答凡て︑

学技術対策特別裂員会で︑佐々木

の変史について慰議︑岡三の炉心

所の原子炉︵臨界実験長櫨︶設櫨

定③︸諜月三十一日驕催︑国立製作

これは佐々木氏が︑原子力開発

平均最大ボイド鄭を嗣定ボイドに

放医研の業携離塁について審議決

十一薙の凝史の中で︑一番大事な

検討したいと述べ︑胸黒された︒

後期の五︑六町間を無計翻にすご

二〇％︶ことは︑原子炉等規制法

阪り︑三五％に変更する︵従来は

現在の原子力婁賛会のあり方を再

した感があり足踏みをしてし照っ

の諮可無手に過禽すると答申決定

、

裁断したものであるが︑嵩速増殖炉と新

型鉱喚炉の並行開発を決めたほか︑その
実厳機関として昭願囎十二年度をめどに
蒋殊蔽人ぷ薪配すること︑新型転換炉の

薫畜の間でとくに聞かれる︒われわれ聞
早く手をつけねばならない品題が出積し

の秘農実現するかが︑依然今後の闘題と

休飽にどうなるか︑名論の協力二段がど

のバノクアノブによ︐て︑輪重の承譜を

日も

の噺設はその一瓢の解答である︑一感
帳者はこうした批判に㌔心に耳亭傾けね

一つは体制の蘭題であったが︑職妹曲人

こと︑などの緊要な幽谷を含んでいる︒
の︑という識味は︑穂殊法人の内牲が疑

炉型を翫水減鷺沸騰軽水冷劫型に決めた

この大網は婁員会で正式決定の上︑内

てはこれに対する閣議了解をとり︑ナシ

閣総埋大臣に握鳩きれるが︑墾員会とし

いきさつはともかくとして︑やはり関係

のような大蟹業は到底遂行でき臣い︒原

嶺界の大同団結がない隈り︑脚力炉開発

核燃料物質の
保有量を発表

ること︒

って必要に応じて所要の検討をす

の開発についての愈向の結論をま

早くとりつけたいものである︒

して冗されているか6であ⇔︒俸制に関
して各自面から要望きれていたのは︑名

コナル・プロジェクトとして推進したい

方面の協力を可能にし︑プロジェクトに

ない茨大学南扇に一

専門的な立雛から源子力のP

一

一
｝

｝

．㌦EA

たことは︑日本の政治閾題として

カーバイド

ユ95

根本的に考えなおさなければなら
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1

千五衙億円

当っては綱玉に十分の檎報交換を
行なって日増な経験が取得される
よう蕩慮されること︒

▽今後の開発には塘聾すべき慣項
は多いが︑特に昭和五十身以降の
開発については怯燃料駆引を中心

に︑敷地問題等引きつづき問題点

十七条の規定に払づき︑便用者︑
製鋤業者︑騨子炉の誰鷹港および

原子力局
科学技術庁原子力局は三月二十

の解明につとめること︒

▽さらに他の部会の意向︑原子力

もに競争可能となるものと考える

Rについて何か︑と聞くと︑占

の規制力が強く︑照罠に磁接の

国際規制物餐供給当纂国別経口

天然ウラン︵例えば天然酸化ウラ
99弓

四贈︑銀子力斜脚会に昭稲四＋年

︐︐﹇﹃

委員会の増殖炉および新型転鎚炉

一

ごろに出したいとのこと︒学識

−8

経験者としての学艮の立場と︑

県民代蓑としての立場が両立し

︷︑

茨城禦原子力審議会の

ふたかた

再処理郡会畏になった

臼

国際規制物資の使用者から提出さ

z

臨勤
／

向きの姿勢で難問を処理しても

にくい場合も予想されるが︑前

れている︒しかし︑すぐ隣に

らいたいものQ﹁代理などでな

詫

たたし
灯

米軍射爆場があることなどか

く必ず自分が出過す﹂と譜る熟

二方
学銀初めとあって来客の絶え

ら︑施設の卸量に対する地曳の

趣に期待したい︒

脅学を尊下したQこれ家で教室

子力は全く糸人で任に耐えるか

行政の経験が纏いQ

どうか﹂と語る二方さんたが︑

下に﹁現纐塾見せることが︸
番﹂という返事Qそのためにも

ーをう濠く活嫁してほしい︑と

反対慧見が強かった中で︑

原

十年前の原研設羅讃時︑地元の

二方さんは︑原子力関係では国

新しくできる原子力醤及センタ

科学の進歩に遅れるべきでな

子力者発は時代の遡上であり︑

観照をもつ殿知事などの慧見が

らったきりとけんそんするが︑

︵Y・1︶

一

r
趣味の細断は早落削初段をも噌
とかく反映しにくい現状なの

い︒家族は巴夫人︑子息三人と

その後大分腕を上げているらし

逆に注文された︒

ていない︑再処理施設はむずか

い

で︑関係各省庁にも大いに働き

と主張した立場は今も変っ

しい問題たが︑県民に関係の深

かけたいという︒

戸市︑六十歳Q

適齢期の娘さん︸人︑住いは水

いことなのでがんばって取りく

今後のスケジュールは︑那会

みたいという︒

再処理施設の敷勉は︑原子燃

鴨料公社の東海製錬所内に予定さ の報告を奪内︑できれば十一月
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蹴飼をもっている︒溺画の実施に必要な
資金鷺は︑今後十隼閥に約

大筋は小委報告の線

日鋼炉型式は︑﹁応軽水炉をペー

度三千カー四千力KWと予定し︑

五や邸喫五翻転葛︑昭二六や年

発電規 模 は 6 0 年 度 三 − 四 千 万 剛
遡醸省総禽エネルギ⁝調査会原子力部会︵部会長︑松根宗一氏
は︑三月二十八田午後二蒔から臼本開発銀得会議慶で第二回閉の
会脅を開き︑計画小婁員会︑国産化据進小襲員会から捉繊された

スとする︒発電コストは重油火力
に比して初期の時点においては多

方学長な訪

処理部会は県の立場から︑この

態鷹は微妙である︒こんどの再

果︑原子力部会としての中闘報告は大筋において︑さきに決定し

子力発動開発の諸闘題について﹂の現状聴取を行なった︒その結

中間報告の部会としてのとり謹とめと︑科技庁原子力局から﹁原

﹁胸学長からの引きつぎで冨

賀発餓所の経験を後続出山に反映

昭和八無東大文学部卒業︑教

識会のメンバーになり︑地元出

▽核燃料による発電をあらたにエ

させるようにするとともに︑広く

誤射卒究明しようというもの︒

ネルギー甕源として導入すること

少高恩であるが︑年慶の経過とと

昭秘0年下期末（4G．12．3荏）核燃科物質等保有鐙一覧

身ということで再処理篇目をや

ねる︒

の悶題搾申心に論じてい
の問題点に関する部会
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ことQ

当蘭
当面

ぐれているが︑ウラン一回がきわ
めて少ないわが国としては︑﹁核
燃料の低雛かつ安定的な入手﹂お

ついて︑組子力発躍開発のテンポ

よひ﹁ウラン資源の衡効利用﹂に

過程における発淺臓はできるかぎ

関連事業騨に十分裸益するように

らされることになり蒙したQ原

た両小婁顕会の中閲報告をその京家部会としての中間報告とする
こと︒この置旧雨小婁員会とも
ることからして︑部会としても︑
としての態度ということで報告すること︒昭和五十年国隣につい

メーカーが二号機以降虫契約暫と
してその建設を担轟できることを

ならひに規模と剛連づけて長期的

力することが墾ましく︑国産化と

り平楽化されることが開法しいこ

すること︒および各壁画の実施に

＿＠半半醤」

モめ蝕30余署盤類

法でお引受けいたします。

メラミン
ホルマリン
司塑斉1
7セチレンブラノク
スチロール
セメント

荷造りや輸送万端経済的で安全な方

クロロプレン

ぺご相談下さい・

ガパール

ては核燃料閥題ぷ中心に︑今後ひきつづき険訪をすすめることと
なった︒

部会としての中間報犠の内容は

罵標として摺進さるへきこと︒

つぎのとおり︒

▽国産化据進のための嶺面の丞本

十年度までの発注絹が﹁千万KW な政蝦固考えねばならないであろ

解点から検討を加え︑今後根本駒

うこと︒

▽当薗の原子力開発燈は︑昭櫓蓋

メ⁝カーであるが︑国も雑進助成

となっても麟内メーカーとしては

▽当魎の原子力爬羅闇発は隙電敦

的態臓は︑中核となるのは原子力

のために強力な施策を講ずるべき

対処できる休制にあるので︑開発

は園内メーカーが律設の主契者と

▽開発規模は当部会としては昭憩

と︒

であり︑電気事業繧も積極的に協

て行なうことであり︑当面は国内

なって設謙︑製作︑建設を一貫し

石灰露嘉
☆金銚

ご転勤やご転居はお近くの田通支店

塩化ビニーワレ

ア㍉∠轟

診生活と産業を

…

吟

陣
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第350署
第…三種郵便物需用可

子

昭茉04、年4尾58

聞

開
産

力

本のこの種の測窟胎等が今日で

私がこの古い話昂恵い出した

地で闘いた晒はもっともだと思

らね︒﹂以繭ある商祉マンに外

売の儒用を落したち大変ですか

〜カ︑G露筏の職速増殖炉計圃
の胃任者であるカール・コーン民

頃少なくとも二鼓の輝型炉建設を

によると︑GE祉では一九六九年

瀞脚

タ

︵写爽︶はフランス︑シノンの

月十六日より上欄運癒

ト

火

藁﹂

1︑漏DF−2︑EDF13の駅

調子力災電所︑手前からEDF−

に並んでいる︒一番向う側のFD
F⁝3が最近臨界した︒

llーーー昌弓Qーー

の生産を行ないたい慧向で︑原子

ている︒この発唱所は︑灘気出力

力婁員会︵AEC︶に許可を求め

トリンク社医BWRで︑この五三

七万五千KW︑ゼネラル・エレク

てコバルトか生晦する中央発電贋

が許可になれば︑アメリカで初め

となる︒

この計画は︑コンシュマーズ社

︵ニュークリア・ユーティリティ・

と⁝一ユートロン・プロダクト社

実施するもので︑過張二郊闘検討

サfビス社の提携会社︶が共同で

可耳語欝浄AECに提醐している

して漫たもの︒すでに修正運癒詐

標的物質を四月の燃料取り替え時

が︑もし︑終期されれば︑釜初の

禽湾の少ないエネルギー資源か

バルト60は︑一九六七奪の初めに

に装入する予定であり︑最初のコ

が必要になると冤通しているQ

ら考えて︑この新しい雛聡所を原

ソ

連

ウルヤノフスク原

メガキェリー生薩する︒

一五十キュリーのコバルト60を数

取り出す烈畷で︑グラム漫リャ五

不惑でやろうというのが現在検酎

画である︒

考えられており︑協所は台湾の北

所は四十買万KWの規模のものが

R︶けW︑ゴ

電藤︵臓気出力七万KW︑BW

四年臨騨に達していたが︑種々の

に入った︒この雀羅所は︑一九六

ボルガ河騨のウルヤノフスク帯

運転試険浄庁なっていたもの︒

二4一︒メレケスにあるこの発羅

所は︑小都市の蝿力蒲要なら十分

ソ連最初の鋳型サイクルBWRと

満すだけの鐵力をもっているが︑

して建設された実験用原子力発電

断である︒

米︑再びSEFO

Rの建設を許可

※原笹力覆厩会︵AEC︶の一二

人委員会は︑先にゼネラル・エレ

︵職カグループ︶のために難壁中

クトリ．ク︵G琵︶祉がSAEA

であった酸化物燃料隅速増殖実験

許可を︑資金を出して参擁してい

炉︵SEFOR︶の条件付き建設

i四播地三発ビル三階

考えており︑すでにヨ十万KWの
原型炉について︑設計とコストの
評鰻拳行ない︑葉部の総力会壮に

氏は︑これちの研究が震接原型炉

握案な行なっている︒しかし︑圓

建設につながるものではなく︑A

増殖炉︶の進行状況やSEFOR
領

︾

ECのLMFBR︵液体金属鵡速
︵醜化物揮料強談増殖炉︶の成果︑

＋万KWで約六千万がとなってい

建設費︵現花のコスト評価では三

続ける一力︑小規模のプルトニウ

と述べている︒

る︶︑澱力物要の葡ぴなどによる

クロス︑バークレー︑ブラソドゥ

轟

wHに達す鑛騨

スフィニス︑ハンターストン︶は

る︒

のダンジネスλおよびサイズウエ

部が予竃されている︒敗地斑定に

子力発電所が運開
イズウエルは︑磁気出力五十八万

群細な研騨は︑夷もなく︑適嶺な

電に検討されている段階で︑より

コンサルティング・エンジニアリ

ントでRiを生産

ピック目ックポイ

との意向ホ厳えている︒

の解決のため臼本の援助も褐たい

したときには︑椰々の技術的閥題

の設置が適齢であるとの織論に逮

のべているが︑もし原子力墾電所

表をすることは時期尚黛であると

力発電所覇爾について渓定的な発

台湾醗力公司では︑現狂︑除子

なされる︒

アリング会社の飴斑にもとづいて

ムとコンサルティング・エンジニ

ている︒叢々決定はIAEAチー

ング会社に依朝されることになっ

ソ達のウルヤノフスク原子力発

ついてはIAEAから氏名の奪一

年から一九七〇年にかけて各年に
一草ずつ完成の予定︒

また︑台湾電力公司の電力翻発
露ヵ雑訓醐によねば︑一九七＝⁝年

にさらにペースロード用の発殿所

発電所がはじめて
想められたものQ

A封Cの発表に
よると︑この特

この原子力罪電所謝珂は豪だ慎

が行なわれたQ

当チームの派遣を受けて調査研究

KWで世界撮大てある︒

占めている︒AEA︵原子力公 ルも最近遡開しており︑とくにサ

ギリスでの月間発購麓の一四％を

KW11の電力を送癒しており︑イ 一力︑CEGB︵申央発購庁︶ 経済性の煎からみて原子力発電

力を発生した︒現在︑毎月二十鳳

これまでに総詔五醤億KW11の電
いずれも設計出力昂F同わってい されつつある原罫力発電所雄製計

︵設備容細石薗三十八万KW︶は九〇％の利用露寒維持しており︑

にル︑ヒンクレーポイント︑トロ

イギリスの九つの除子力発簾舞

暴発電量玉響億K

ム加工設備の建設も進めている︒

十1⁝︸十蓮華は輕水炉が三春発鍛

分野で主要な地位昂占めると考え
られるため︑嵩連増殖炉が実際の
発議炉として実用化されるのは︑

所︵コールダーホール︑チャペル

一九八芳策以後になると予想して 社︶の発識によれば︑七つの発電
いる︒

日本の援助にも期待
在来型火力発電所を︸暴砂設備で

胎鑛45万Kw発電炉を検討中
台湾電力公司からの槽報によれ

じめる予定となっている︒これら

一ろの火力発艦所の夢解跡汎くは

あり︑さらにこれと同出力規模の
嫡できる原子力発病所の旗没計函

ば︑岡公民は一九七三館に運繊開

を現亦検討中である︒

現在︑同公司では三＋万KWの の三つの火力発醗所は︑一九六八

欧州の五発電炉用濃縮燃料供給で

鶴た︒こん藻 米︑バーター協定を認可
められたのは︑ス

︵堰気出力十五万

ペインのゾリタ

K︶の発醤権が強す解るという理

る西ドイツ原子力研究機蘭︵G

k阪セノン1

繋灘轟三白馨溝纒蘇蜜嚢難

Nに原型炉蕾工可能

政府・電力会社の援助に期待
米原子力委員会︵AEC︶の一九六七会謝隼度原子力予騨に対する吐下両院合同原子力蚤員会︵J の資金卒葛速増殖炉醗発のために

九六加年から七〇隼の聞に醐速増殖原型炉の万宝を開始する用意があ

万がの開発難が必要だが︑W11社発訓画墨管癒するプロジェクト・

も考えているといわれている︒

WH冠はこれ謹でに約三葱万ザ

に︑使m奢欄からいろいろのア

のがあり︑必ずしも濁足に動い

いることを信ずる︒出た数隼前

は世騨でかなりの水藁に遣して

しかし︑WH祉としては︑今後

府の援助に期待している︒またW われている︒

れるよう昏々と継癒しているとい

についても経験とノウハウが響ら

ナトリウム技術︑放射能管理など

計︑燃料サイクルの分野のほか︑

またこれらの燃料の加工︑炉心設

CAE︶の聴聞会は︑三月中旬終了したが︑その最終日にウエスチングハウス︵WH︶礼附社罠のジ 投入しており︑股計︑分析︑調沓を
ョン・W・シンプソン氏は︑
ると発寝し注厨された︒これ豪で〆切増殖炉亦実際に進める激症があると考えられていたのは︑ゼネ

ラル・エレクトリノク︵GE︶社一癬であったが︑聴聞会の終り象でに︑W回礼のほかにアトミノク
ス・インターナショナル︵A工︶祉も関心を審せていることが明らかになり︑嵩速増殖炉に対するメ

というものである︒この計画昂実

ており︑漂型炉の建設実現は両スポンサーの動きにかかっているといえる︒

：カー側の活発獄鋤きが現われはじめた︒しかし︑いずれも自力会社および政鰐による擬助に期待し

シンプソン罠の発表によると︑

は︑プルトニウム母燃料とするナ
は一千万がの資続と同社の施設の

H社では︑闘五の全ての筒黒垂開

トリウム冷却高慧増殖炉で︑一九
搾供毎考えており︑残りをスポン

現在WH︑舞で餅趣しているもの 施するための準備として︑約転千

六九年から七〇隼頃に六千−七千
サーとなる聡力会掩の協力と︑政

マネージメント・グループの設置

万がの讐用で原型炉楽懲設しょう

に慰しく小さな贈物の如きその
イデアを娼し︑メーカー側もよ

で間に合わせるというよりは外

くそれをこなして︑単に圃産品

しかしこの研究噺に凹本から
国品よりも優れ︑使いやすいも

眺めたことであった︒

行っていた原研の筒顧氏に聞く
のになっているということであ

機械をなつかしくも豪た健気に

と︑これら目本から樹贈のサー

灘鑛翻
ベルスドルフの研魔所視駆の案
ベイメーターやスケーラーも躍

ったQくわしくは伺う暇もなく

内を受けて私もこれに参加し

ているわけではないとのこと

た︒ご承鮪の通りここではR工 池やGM管等那品に不足するも またよくわからないが︑私は陰
関係の分析︑測定︑後進困の R

で︑私はそれ萄臨き出してもら

から灘本の灘定器卒隠たい︑ほ

I利用に間するサービス讐を や

帰圓後原産に補充

しいという外圏の人の声も聞い

し

たことがある︒

出力三十五万KW︑PW獄︶の五縮サービスが実施される一九六九

の幹就を裕聰いした︒

近頃こういつたものの輸出は

当十一日︑ヨーロソバの五つの原

BWR︶︑スイスのNOK施
︵す竃
る気
政策墨とっているが︑賃濃

く応じてくれて原産派

とうなっているのだろうかQ

米原子力委員会︵AEC︶は三

雌の平鰍ミノシコン紡

硬注した軽水炉︶で傳沖する濃縮ECから天然ウランと引き替えに に︑バーター赫焉による特別販売

つで︑これによって各藩目算はA 年象での期闘は︑この政策のほか
ーサービスの問題もあり︑こん

子力発日所︵いずれもアメリカが

閥として寄贈されたという後ロ

のは簸近久しぶりに東海村を訪

いつつも何かうなずけないもの

米コンシュマーズ社

曲で取り消したが︑AHCは安全

る︒なお︑燈額については現金別で
契約か躍められるプロジェクト

許可部のSEFORに対する決定

アメリカのコンシュマーズ︒パ
ワー社は︑岡托のビノグ・ロノク

肇業として︑大規模なコバルト60 率採用し︑重器した︒

・ポイント原子力発飛所での付帯

の数には制限があり︑これろ五つ

ラントに対する濃縮ウランの供在
給のところないといっている︒

AECは・外国の原子力発の
鷹ほプ
かにさらに拡大する謝爾は現
山璽正式には販亮契約によって腱

WR︶・西ドイツのK逸B︵職気

ナー︵醒現出ヵ四十四万KW︑B支払うことになっている︒

三千KW︑PWR︶︑ニュークレ

ので︑この五つの

肝入りで日本も数百万円に楓嶺

れて陳瞠︑原研︑原燃の施設を

があった︒大きな翰出も地味な

に実施することを

ウラン燃料をバ1ター協定のもと濃縮ウラン蚤入手できることにな 契約誉実施する話険幽してきたも

欧の際︑工A鶏Aに土 ﹁何分余額も小さいし︑アフタ

車にメーカー各鷲も快

︑ ︑

っている︒

奮窯を巡回しているうちに︑
私は曝本四の測定聡がカタカタ
と小さな書をたてて鋤いている

のに気がついてふと脚をとめ
た︒この研究所がで唐るとき︑

庵

磁力一一十豊万二千KW︑BWR︶

四大販・伊ii欠・暇｝知。第二・〒削i卜：芝浦

脅5678匿餐堅鷺
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VEW︵電気戯力二十五万KW︑

前（住友銀行支店ビル）

駅

屋

古

名

名古歴支店

園三座魏・4

工

社大阪市北区豊鋤浜通一丁霞五七番雌

東京支店東京都中央区劉陳一丁囲

重

消

島

松

壁

なものの二台や三台で大きな蘭

見せていただく機会を得たが︑

贈したが︑これもその一つであ

私は傍に立つ研騨者に機械の

原研の難しいR笠棟︵一那内感

るに違いない︒

調子をたずねたところすはらし

ると思うのだが︒

︵鵬村武久︶

小さなものの蔑み電ねの上に実

くよいと答えた上︑ムユつの同

種の装置蚤指さしてこれはC国 未完成︶での柴田さんのご説明
からである︒

この新しい建物に入れた機械

のものだが故障が多くて因ると
こぼしていた︒私を日本入と児

蕪置はほとんど剛摩品である上

一ひ◇◎Q＜××＝》＜＞O＜＞Q◇く一

本

帆

識がある︒

嶋◎

国
貝

器

する機械裟置を幾闘会社から謝

1AEAの要請に応じ︑ 原 産 の

国

取締役社長

69

ての返瓢ではあったろうが︑誠

視

昭和4「鑓4尾59
新

子
原
題≡i三隅郵便物躍可
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三

業
産

も

ら

げ

越海難論調姫蒲酬桝回〜
ノ

さる三月三十一日のイギリス総選挙は︑ウィルソン労働党政

権の圧勝におわった︒このことはイギリスの科学技術政策の薗

ンブリス︑カルハム︑カーペンハ
ースト︑スプリングフィールド研
究所の仕禦についてあてはまる︒

ハーウエルと

今後の役割り

筒速原型炉︵PFR︶の設置に 今日注解すべきことはハーウェ

いる諮要素について︑不安定に

ならず経済成畏を実際に決定して

郡の方にあてはまっている︒とい

ようになってきた︒しかしこの事

業政策の︸般的寛容化もみられる

間には︑バランスが保たれなけれ

実はハーウェルよりもリズレi本 間題を経済的に処理することとの

きる設備を購入することによって

援助することと︑叢も安く入手で

び力位を付けた工揚または事業

に利用する意聞を論明したが︑そ

轟羅鱗欝欝

灘謡

ライン川沿岸に原

使用されることになっているQ

礎に建設され︑現在運転中の蚤嫡

カールスルi多重的研究炉︵天然ウラン加圧 のJR飛13と似ている︶を茎

R鯉濃籠糠舗一瓢藤勤雑雛桜髪鍛

鰻塚耀謹書葺子力難所憲鎗
麟輸灘響灘一A漿臓器難峯
︸

弱徳購翻離縁陣取け朔難敷脇

晒
賭
劉

M饗落懸照射一二騨醗無謬スト

繰購鑑鍵一舞勲鰭類筋

騨

︸

襲一鶴諜羅蠕鰍鼎御事繍急白麟

パナマが九十五番

だ決定されていない︒

建設開始は一九六二館養臨一

ら注鷺されている︒

闘
囲

ーウェルで大型のハンマーを負う的な研究︑極めて大規漠な計画は関︵工AEA︶のメンバーになり

パナマはこのほど國際原子力開

購九月二＋九冤運営は一囲の加欄龍驚

ことは避けたいものである︒した

引・玉≡三・・1・≡≡・玉＝・套i⁝≡四1≡≡一覧＝＝≡i重・≡≡霊≡：≡墨≡．⁝︷﹄三≡玉︒三．︒墨二嚢︒薪

︸
ける甥力が必要とされている︒そ

がって研究の優先権の問題︑原纐別項闘の綿密な研究と各会社向け

つた︒パナマは一九五六隼十月に

機開で九十五番闘の加盟国にな

の理曲は︑第四条の修正の結果産

ハーウェルが担漫し︑短娚的な個
業界からすみやかな反応があった

いても肩当の判断力が必要となう

が︑おそらくこの区分はどちらの

たが︑その加盟国の資恪がアメリ

あろうと示唆するむきもあろう些した七十ヵ圃の中の一つであっ

けれども︑概して︑庵業界に一方の見積りと経費決定などの闘題がの研究は︑IRDが取扱うべきでIAEAの規約に対して最初に讐
コイや出しゃばりたちであったか

的に足左運んだのはオノチョコチ生じてこようし︑求たどの点につ

事と認識され︑豪た監轡者がその

であろう︒それよりもむしろ︑両

たものである︒

ら︒しかし球た商業的研究およびう︒しかし研究がリスクのある仕機関にとっても満足できないもの力政府の詳可によって効力幕蛋じ

ならない各訓凹について︑その申済的な融から中止するだけの勇気し︑窪た一方が国家に璽︐る環要 再処理で契約結ぶ

の経済的見地から検討しなければ研究業務の費用に率噛であり︑経者が相互間に密援な関連性を保持 ユ三日ケミックと

有用姓と一般価値を決定する厘め

講を受けるにあたっては纈嶺の宙

うに思われる︒

ユーロケミソク︵ENEAに所属

ユーラトム︵欧州原子力機閲︶と

F8︵オランダ︶︑BR12︵べ

だ︒これによってユーロケミノク

りを果すことの方がより妥当のよ
燃料を再処理するため契約卒繕ん

研究分野で政府の代理機関の役謝ルギi︶各研究炉からの使用ずみ

いった産業活動の明らかに特定の

を今後も引続き追求すること︒ま

ハーウェルは原子力発聡の初期の産業界との個劉的な舗負研究作業

ユ⊥アトム ◇

ベルの鋭敏で︑大胆不敵な監督が

制が必饗である︒このことは︑判

う︒

録閲覧権などにわずらわされる恐

◆
必要であり︑京た研究所のレベル

断の欝準がすぐ明白となることを時代と岡じく︑国家の鼠戸と誇り

性を根互に認識しつつ︑IRDが
では担当者に大いに自由載羅を与

があると仮定するならは︑新しい

えながらも︑抜け羅のない大胆な

勢望するのではなく︑薩業界の請を獲得することができるであろた一方では︑船とか騒温磁気学とする臥処理会挫︶は︑このほどH

しかしハ！ウェルは材料の分野

ではないこと誉思いださねばなら

または実施されつつある唯﹂の楊

国家の利益のためにこの施設が十とを認めることは︑この競争が正

将な専門研究番のチームがあり︑計画を対象として競争しているこ

ている︒さらにこの研究所には優

で魔業界の研究が実施できるか︑

ない︒ハーウェルを維持するの

AEC︑東ドイツ

◇西ドイツ◆

一の拡張を計画中

A避GのスポークスマンはA8

Gがカール原子力発電所の近く︑

グロソスベルツハイムに原子力研

向けRI輸出許可

◇．．アメりヵ ◇

アメリカ原子力婁貫会︵AE

C︶は︑東ドイツ向けラジオアイ

のでドイツの指図センタ⁝の一つ

究センターを拡張する予定である

した︒

が出来ることになるだろうと発讃

スのカルバイオムケ祉に対して発

このライセンスは︑ロサンゼル

ス昂発行した︒

ソトープの輸出に関するライセン

一般的総湯的に判断して︑長期

であろう︒

究作業をすることはむしろ不可欠

るので︑両者が補完的な方法で研

である︒両春の技術は類似してい

当化されているだけに遺憾なこと
に研究をするだけでなく︑はっき
りした経済朗な闘的をもって研究

分に活用されている︒IRDは単

をすることができる︒また工RD

は︑感鰯のためでもなければ︑政

い︒本当の理由は︑ハーウェルに

府の施設が神聖であるためでもな

は非常に大切な蓄穣された技術︑

運鴬の慮由がある︒夏RDは︑錯

には民間の組織のみが発揮できる
同様にニューカースルには︑国

資本︑設備があるためである︒

ハーウェルと王RDが同じ研究

鱗騨難織難〜欝灘惣戴難壁

政府と民間の相互関係を

綜した機密保持︑特許使綱料︑認

問題布解決するためにやたらにハ

産業界の協力が K要

現在︑コミュニケーシ翼ンにお

監督が必要とされるのである︒

のためには圏発に関するトソプレ

蹴

残藝醍藝一蒲礎出講死射弩漿畜墾遵鐵難藩論諾暴魏脚総懸研醗

いうること︑豪た他方において

が共通の利益のために作業を行な

は︑罠間無業の利益のためにハー

ルのスタノブをいかに維持してい

ろ醐籔のためにハーウェルの技術

くべきかということよりも︑むし

選業界の敏感さと鵠制力︑市揚

同で開発した設鮪に対するユーザ

に関する優れた現実主義および舎

ーの権利と会社の保全について非
常にすばらしい柔軟性のある態度
をよりょく紳解する必要がある︒

また同時に︑競争入札を実施して
最も安い入札を受諾するというル

い︒この問題については︑イギリ

ールを不注意に採用してはならな

したものを採罵す

スだけで独宙に試み︑製作︑開発

し︑かつゆがめることとなろう︒

曇日である︒また放射線発生袋

所内外の平蘭図

い物が︑政令に規定する能力を

一

窯難騰燕撫羅

ウェル研究所を利用することがか

てはいろいろな意見があるQしか

一方︑この研究所の管理につい

をいかに活用するかにある〇

し研究所がAEAの下に留まるべ

また確実な運蔽と高度の秘用率が
研究所の当該部門に関連して特別
な技術があることを立証している
点にある︒

新政策には公
表性が必要
産業界が修正第四条から利鑓を

る︒

ルについてである︒ここには一九

えって有害になりがちな傾向にあ

四六年鱈工されたイギリスで最も

ついて︑ウィンブリスとドーンレ

イの閥などでひともんちゃくが

で︑どんな意味をもつであろうか︒一隼筋に労働党内関が成立

きたという主張の論拠は︑AEA

した時︑ウィルソン首桐は技術省を斬設し︑それ京で教育科学
古い原子力施設があるが︑このハ

は全くはっきりしないものの磁界
中の諸国の語鞭の中にある︒この
研究所は︑約六千名のスタノフを

設備への大規模な甕本投資との極

擁し︑研究・開発技術と︑建物や

めて戯要で複雑なものを象徴し︑
イギリスの熟練した研究者たちの
かなりの生家となっている︒

べきではない︒
なぜなら︑国際蟹
易をゆがめること
によって︑イギリ

いだろう︒過去数年聞にAEAの的採算の合わない計画について︑

態度がかなり放棄されねばならな

とになるからである︒あ家り経済

得るためには︑A猫Aの伝統的な ス霞身の二黒問題をつくりだすこ

成功を収めた現在では︑将来の開

全体としてそれが国家にとって価

また原子力の間題で解決されてい

ってきており︑産業界に対する商 値があるという獅由で︑資金的に

業に対するはっきりした植字が
子爆弾政策が擦本的に変更される

ハウを単純に導入しすぎると︑か

わねばならないQ研究開発のノウ 商業的態度には大きな変化がおこ

発速度の決定は︑商業面から行な

原子力発電が困難に打ち勝ち︑

変革期にある英原子力公社

鵠政策は過去一年間に実質上大き

な変更もなく︑こ

の研究所は依然軍

需瞳で重要な役纏

りを果している︒

された人材のために非軍装諏の突

つつあり︑研究所の各部門は恐恐

といった非軍事的作巣が実施され

たとえば高速炉用燃料要素の製造

しかしこの研究駈

世界市場進出に期待

ものと予想されにがイギリスの兵

厳しい審査の最初の虫目標となる

得した時︑アルダーマストーンは

労働党政府がはじめて政権を獲

われる︒

んぜん議論の余地がないものと思

諸施設の継綾運嘗については︑ぜ

し原子力発電計画に対するこれら

雀に属していた原子力公社︵AEA︶をここに吸収して︑AE 起きるものとみられていた︒しか

に︑はっきりとした意図を示した

試験炉があって︑これらの安定し

にはPLU雪0とDIOOの材料

ものとなろう︒

どのようなイメージを喚起するか

ーウェルという地名が︑鍛近一体

Aのもつ技術と熟練をイギリスの産業技術全体の進歩向上に役

て︑与えられた問題にガノチリ取り継んでおり︑労働党の勝利

立たせる方針を瓠ち出した︒以来一年︑技術省は形成期を経

科学技術法第四条の規定 に よ り A E A の 藏 動 範 幽 を 拡 大 す る

によって政策は継続されるたろう︒

ことは︑それ鼠身はかんたんなことであったが︑本質的に重要

な慧味を含んだ政冶的拙置であった︒この船泊についてニュー

クリーア︒エンジニアリング誌は︑﹁変革の一図﹂と題する論

説で︑﹁イギリスの披術水準を改善し︑世界市揚における競華

力を維持するために︑A宛Aの技術を活用する意図を量冨する

ことと︑既存の国立研究機関︑とくに調度の防衛機密から商業

用核燃料生厘等々にまでわ た っ て い る A E A の 施 設 の 機 能 を 明

言にすることとは別問題である﹂と主張し︑一日の奥行きの深

さを摺摂している︒

将来の位置と範囲
政肘機関と麗業界との関係という

AEAの責任縄囲については︑ 開発生端方式を確立できるよう

かなり広い範隅から鶉力的に取組

できる新しい政癖機関の設立を発

あり︑その機能は今後占奪にわ
までは︑アルダーマスト〜ンの妥

AEAの研究所には︑原子力産破口を見出そうと懸命に努めてい

表するとみられる経済省刊行予定
たって不変であると期日できるQ
協不可能な問題が残された豪まと

ばならない︒

豪れている︒産業日動に隠擬介入

の白蒸は︑政閥と私企業双方の偵
このような事情は︑ドーンレイ︑

いては︑政府の研究所と仙遊難業

うのはハーウェルでは︑一方にお

るQしかしながら︑イギリスの原

本的な特質を政治的独断で決めず

が山目している︒問題はハーウェ

ないものも多く︑研究すべきこと

使愚者は自由に取扱うことがで

は︑性能︑燭模にかかわらず屈

耀を設躍しょうとする使用者

④使用施設︑貯藏施設および

きる︒つまり何ら冨庁への申講

為するものであることを示す書

政府は︑その購買力をより蒋効

リズレi︑ウィンズケール︑ウィ なるように思える︒

働省の﹁単離放射線口置防止規

に標識をつける個所を示し︑か

円︑醤出の場含千円の収入印紙

面および図面ならびに工揚また

を認麗した露颪
これら轡類を科学技術庁艮窟
宛に提出すれば︑審査の上︑認

の設羅に先がけて作成せねはな

可が下される︒以上がR工機器

らぬ亀節である︒

％〃％〃％〃7％∠ク％グ％∠ク％∠ク％∠ク㌦〃冤グ％∠ク％47％∠ク㌦∠ク％、ク

に︑政府が荷効に利用でき楕密な

則﹂とがある︒労働省関係は労

るにはどのような鰹類が必要で

つ縮尺および方位をつけた平面

用途︑出入口︑管理区域ならび

廃棄施設の各蜜の闇取りおよび

し届出の申謙を必要とする︒許

あろうか︒許可の場含には施行

では実際糾学技術庁に申了す

出の申請が必要である︒

可および届出の区別は額ボキ議

三国の様式第

廃棄施設の霊要部分の縮尺をつ

⑤使用施設︑貯藏施設および

累︒放射線発盤装謹の使用許可
申謂魯﹂に︑届出の揚場には様

の添付が必要︶と翻本五通が必

⑥しゃへい壁その他のしゃへ

けた断面騨細図

要である︒さらに施行規則第二
条に配された次の覆類も必要︒

事業所ないし一

工揚が所有する線源の総蚤の換
算で決められる︒例えば六十．勢

①法人にあっては︑登紀簿の

廃棄載量を中心とし︑縮尺およ

③使用施設︑貯蔵施設および

定使用期間を認撮した欝蘭

②予定使用開始聴期および予

抄本

キュリーの線源を使用した葬破

には詐可申請だけですむが︑同

壊検査綾羅一台を設置する場合

源騒は薪二十界キュリーになる

機纐をもう一倉増設すると︑線

ので魑田を必要とする︑という

は薯業所に隣接する区域の状況

る︒この場含

れも正本一通︵許可の場合四千

式第五の申請蜜に記入する︒そ

﹁放射性同位元

ー以上の場会が届出に該当す

リーで線が引かれ︑百赤キュリ

し︑放射性物質の取扱許可ない

以上になると科学技術庁に対

を必要としない︒しかし︑それ

ざ︑ぎ︑ざ︑ざ︑ざ︑ぶ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ぶ㌧︑ぎ︑翁︑詩︑ぎ︑︑ボ︑ざ︑ぐ猷︑ご︑︑ざ︑ざ︑ざ︑ぎ︑︑ざ︑§︑ざ︑︑

のような場藤に設澱され︑どの

係機器がどのような企業で︑ど

働墓準法に準拠した定期の健康

これまで︑RI・トレーサ関 法︶し︑岡施行規躍などと︑労

百度経済効果があがっているか
診断について明記されているの

トピノクスを交

この密封線源が一個当り百マイ

装入物は金て鰹封線源である︒

クロキュリー以下の場禽には︑

盤同位元素等による放射線隙害
の防止に関する法徳︵障警防止

係法規には科学技術庁の﹁放射

って考慮しなければならない関 るといってよく︑R工機器への

ろトレーサに利用するものであ

あり︑非密封線源は現在のとこ

線源には密封と非密封両線源が

きさであるかによって異なる︒

性物質観線源が︑どの程度の大

颪mCで届出 ・ 許 可 を 区 別

機器の設置手続き

る場含︑機器に袋翼される放射

まず︑機器を設讃しようとす

係について紹介しよう︒

で︑ここでは主に陣害防止法関

を︑その爵々の

えながら記して

これら機器を設

きたが︑今回は

涙するに轟って
関係富庁に対す
る手続をどのよ

を設置する︑つ

覇業所が機器

よう︒

か︑を述へてみ

うにすれはよい

6ク㌦∠ク％〃7％∠ク％〃％〃7％∠ク％〃％〃

まり放射性物質を所巻するに当
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業
産

初めての放射 牝 分 析 法
?染の原因究明にも一役
渠京都立アイソトープ総合研究所

展させたいと期待しているので︑今

廃水による河川の汚染の調査窟で発

糧の実験が行なわれるが︑暢来工場

投入実験が行なわれた︒最初は十

贈間に六二の非放射機トレーサの

の氷川上流約五♂耐の神癒沢で三

日本原子力発射撫式会社︵社長
ずみ計︑振動計などの各総計器を

KWの躍気出力運転冷行なった直 識を一般に与えてきた茨城県立腺

の展ホ館に吸収されることにな

原

通

溝

際

四口第十一回常任幹箏会愚開き︑

☆関西原子力懇嵌会は三月二十

薩◎

信

及センターの設立にともない︑そ

中であるが︑一方英図GECでは︑を生じたので即郵原子炉を鰹止

り︑四月︸臼から休館︑論ハ月一日

子力館は︑財団法人日本源子力曽

し︑その漏淺個漸の発見︑原因の

後︑熟交換聡の一部に蒸気の漏洩

る一月六臼熱交換器の一郡に起つ
同形のモデルを作り︑原電から派

れにはメーカーであるGECおよをもって廃館することとなった︒

究明や対策を倹認してきたが︑こ

テーマと施設の整備謝画などの垂

小林利用開発率備塞長の秘用聞発

委員の

最近の話題﹂があった︒

︵放射線臥学総合研究所曇︑上田
英顛︵東大教授︶︑大脇健一︵神
戸工業取細役︶︑山附文男︵理化
学研究所主任研究員︶︑藤付逆支

︵佐友原子力工巣放射緑研究所
長︶︑後線秀弘︵東北大籔授︶︑

蒼藤信慮︵東大教授︶︑酒井塾簸

棄北放送︵株︶︵社長

本社傭台南︶

︵株︶東溝購築所︵社長

代襲

本社憾古義市︶

︵株︶西部要望店︵辻長

一

宕野千

混織穂

堤消二

一A−A一

原子力は会議が多

本社東証琶

鞠

︵口本立響捜術研究所長︶︑木村
雌二郎︵東京女子大学長︶︑三井
進午︵東大教授︶

ワンゲと出ている︒調査団報告

ろいろんな報省澄か

契室い︑
︒婁﹂あ反
映なのか︑このとこ

蟹

これまで八年間にわたって原子

茨城県立原子力館
四月一日から休館

成はつぎのとおりQたた 力平和利用に対し正しい豚識と知

を難

中問

部会でもこのほど中間報ル

したが︑醐とたまたま

当面

の闘

や石播の部会が家だ報告を出し

るのたから︑という説と︑石油

後も長朋の闘題点の検討は続け

題についてとりまとめたが︑今

ったVこの報告は

とはどういら意昧かが聡題にな

瓢

纂醐

V通塗省の総工不調査会豫子力

小委員会蝦缶︑中篇報省魯々：

一遵ーー墓﹂

日

ベルギー原産代表が

原産を訪問四葉

や誉フト

ベルギーとわが国の閲の産業・科学技術交流促控の
ため一霞巾のベルギー便節団︵団長アルベルト三王幅
殿下︶一行のうち︑ベルギー原子力罷業会議需便理事

ではもう一農兇弄す必嬰か焦じ

ていないので︑その結果いかん

るので︑という説と▽論領のあ

ラストン氏他一名は︑四月一日年後田本原子力早業会

げく︑けっきょくその澗方の慧

なおこの日の会禽にはオブザーバーとしてベルギー

というのもあ

︸誓

し

脚一報次第、資料、各種講画会案内、計時碁申込鰹などをお送り

一本訟製図氏︶は三月薫十日︑さ 取り付け︑この対策の効果を調査

た蒸気の漏洩箏故について︑その

で風洞実験を行なっている︒

逡された研究者も立ち合いのもと

発表によると事故の原魍は熱交

業に依轍して漏洩

士聡機︑川崎重工

遊求める一方︑属

央電力行の専門家

国原子力公掃︑中

びサイモンカーブス社をはじめ英

後の経過を明らかにした︒

原雌ではこの縞果をも含めて︑

五月中に出力上昇

換鵬中の低圧舶噛羅八哲三十二本
中の九本のチュー
ブにひびがはいっ

は︑内部を流れる

たもので︑これ

原電東海炉機器の改造進む

て打禽せた︒▽同二十九日アイソ

新年痩予算および嚢業認幽につい

炭酸ガス等によっ

ヲユーブの検査を行なってきた︒

トープ使用機関連当会て琿化学研

近く鎚終的な縞講をたし︑κ月中

究醗の岡沢氏講撫﹁放射線投嶋の

て発生する音響および渦流にもと

る実験亭行ない︑これらの総合検

また東大日日研究蜜では模型によ
いけば穴月末か七月初めには二業

討には電力会派の火力関係鍛筒権

には出力上昇試験を再開︑舶調に

ものと思われ︑現在︑これの対策

運紙を始めたい意向である︒

つく擬動や熟膨張が関係している

として熱交換器内に擬動亦防ぐ調

あげての努力を続けているQ

原耀豪海発聡駈では︑二月の一

☆策北原子力懇談会ω三月二十

集山植物園︶を開醒予驚︒

穏十八臼放嚇櫨分群会︵名古屋市

原子力展▽四

威者の協力昂一際る職ど田の内外を

節板を取り付け︑チューブの支持

二臼〜一一ナ七日純
多︐多！多︐ミ

☆中部原子力懇談会は三月二十

碧運転開始︽囲標に出力上口を行

！ 多！ノ ミ

し︑隊研外関係者のけである︵敬

二き

称陥︶︒

多ノノ多ノノ ミ 多 多

酒されるか嘩︑検査する方法で︑種

のあいさつのあと︑川上副部長の

いる︒第﹂國婁員会では︑中井理翼

せることを︑その空な使命として

ーの訓圃立川とその実施に反映さ

なろう︒

石川潔︵日本原子力箏業専務取
ﾀ乗北大学で原研動力炉開発謝
種な化型物︵遊園︑トリチウム︑
締鍵︶︑千谷型二︵都立アイソト
繭部長川下翫之氏による﹁勤力炉
マンガン︑鋼︑嵐素︑クロムな ⁝プ総含研究所長︶︑加藤正夫
開発をめぐる最近の諸關題﹂につ
ど︶で実験され︑その成呉は工場
︵乗大教授︶︑横須賀正寿︵一二憂
いての講出会を開濡した︒
墜ナ力工業常務取締役︶︑園田晋
廃水の汚染毒調査 9る手翻りにも
︵昭和電工取国役︶︑塚本憲甫
翻新陰萎麺

求でに︑どの程度泥や浮遊物に吸

多 多多多≧

なってきたが︑一月六田八万三千
二！ノ多！多ミ

部分を改造中である︒これと併行

き

して熱交換器内部には温酵計︑ひ
≧多多！多多

て三度圏︒とくに今回は流磁測定

化作罵の実験ち行なわれる︒これ

行なわれるが︑トレーサの自己浄

この実験は︑六月間で断黙認に

の他稀釈度も測定された︒

測定を行なったのが簸初である

は︑トレーサの投入量が各観測点

計画・立案で初会合

総添附な説明︑柴田製造部次長の

この委員会は①アイソト；プの

アイソトープ研修所の活動状況︑

昨駕二月発足した原研アイソトー

参加している︒

プ・センターの第一回駅員会が︑

な

なお︑アイソトープ・センター

耳のあと︑質疑が行なわれたQ
基本大賢項などについて届識し︑

トープの利用に関する開発研究の

その成果をアイソトープ・センタ

製造に関する玉本的二項②アイソ

で開かれた︒この委員会は︑原研

イソトープ等量級長︶を婁員長と

理事長の諮悶機関で中井理箏︵ア

三月二十五臼正午から東海クラブ

る麓業界の強い要望にもとづいて

B本原子力産業会識を申心とす 線開発課畏がオブザーバーとして

原研

Rーセ ンタi委員会

が︑人工稠密地を流れる河絹で実

知川で束大生産技術研究所が流麗

た実験例は北海道石狩川の支流空

これまで︑放射性物質を投入し

されることになっている︒

巌業会のHTRで照尉され︑分析験したのは隅田川︑神田川に続い

った︒これらの資料は東京原子力

の試料採取数は二百個以上にも上

入︑各観測燕でのポリエチレン瓶

ガン酸カリ三頁鰯をそれぞ3葱投

鰯︑硫酸マンガンニ掛畷︑過マン

五孟鰯︑目脂アンモニアニ十七♂

わたる実験では塊化ナトリウム十

での三個所て採取した︒三日闘に

入︑二千八葛規下流の不老地点ま

と︑四〇㎡鰐の臭化マンガンを投

射性トレーサを試験投入したあ

マイクロキュリーの臭素82の放

協力のもと︑三月二十三田から三日

れている︒

回の実験の成果に大きな期待が持た

は︑乗京都穏都關整備局公憲那の

目︑東京・奥多髄の日四川で︑非放射
性トレーが毎利濁した河川の流量︑

トレーサの拡散︑薗
己浄化作用の実験を

行なったQこの実験

には︑応用物理部
︵部長小林殿敏氏︶

適齢測点

亀

第

第翻羅

予定鳶②

砥髪第1観測﹂
多黒川上流の熟睡川で放射性物
質か虜いる実験は︑科学技術庁の
原子力平和利解研究補助金を受け
て実験遊行なった昭和一二十九琿度

に貌いて二度圏である︒これまで
河川の流鍛測定には放射性物質を
没入していたが︑心門であっても
公審を越す可鮨性があるので︑新

しい方広を嗣発していたQ日額の
実験は︑旅商化分析法を使用する

性物質の臭化アンモニウム︑鎚化

最初のものて︑その方法は非放射

マゲネシウム︑塩化ナトリウムを
投入︑下流の測定地点の水か採取
して︑これを原子炉で照射し︑その

し︑学識経験者︑民間薩業界開係

元素︵奨爽︑ナトリウム︶の放射
能を測定することによって︑測楚

敦賀発澤幅所の計画概要

︵三︶をはじめ︑炉制御︑蜜全

︵九︶︑紺合議演︵二︶︑討論会

ど︑七会場にわかれて︑特別鍔演

量の

力局アイソトープ課艮︑原薩放射

者十五名をもって構成され︑漂子

地点の流玉︑投入物の稀釈麗を測

今回は北多場立奥多離の臼原画

定しようとするもの︒

めにも唐綴な見醒知識の稜み重
捻が必要た︒

と挨拶したが︑このあと象工大

大山学長から︑励力炉開発は︑

A︑Bの影写法を推准ずるという 性︑核燃料など薫百八編の研究論

能性について懇談した︒とくにこの胤上ベルギー側か

蘇を含むということになった︒

議を訪間︑原産主脳と両国の原子刀に関する協力の可
ことよりも︑いずれか一方を集甲

らは︑でき㍍は田英︑日仏なみの政肘聞レベルの協定を

文が発表された︒
やザムムも山周年⁝間の進歩を遂げ︑

的に開発していった方が効果的

結び交流轟．促進したいむねの発富があり注圏された︒

は︑できるだけ謡い暁期に︑確固

に核燃料の開発︑生脆に伴う保健

広げすぎているようにも思われ

たる方剣を立てることが必要だ

昧ではなかろう︒

中間子

原子力にはいろいろな累粒子が

るが︑これだけは疑非とも必蟄

あり︑

敷慶菖脳と轍談ずるラストン疑︸行︼

側からユノペル駐日大駆︑日本側からは駒形︑西村両

測量騰落綱

と安全の閥題︑放射自分折の応用

面︶

し︑基礎的研究がしっかりしてい

が︑隼会は蒔いて︑腺躍灘剛優鵬

なことたし︑今後も鳴けて行き

特にごんどの錆四圓鎌会では︑

このように脅ってきたことを窪

期計画に関する特別講演や︑それ

たQ不慣定要累の多い原子力で 外間題となっている原子力発磁長

みな賦わってきたわけだが︑今

研究論文三百八編を発表
日本陳子力挙会︵会長一本松珠

へ禺4

るが︑多分こんなややこしい愈

は︑一瓢月二十九日から周一二十一日

捲社長︶の謁表麩
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第1観測予定点⑦
・第2観測予定点

などが囲物された︒

までの三日賜︑廉駅法難区大剛出

た︒

初日︑垣76運営総員長の挨拶に

親
不老

の十数私が参加︑講
八回にわたる各種ト

レーサを投入した
が︑非放射性トレー
サを投入して野外で

お︑六月嶽でこの

初めてである︒な一

実聾したのは今回が愈沢谷

諜製

κいQ撫子力の佳事は︑総禽的 なければならないと挨掛があった
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目すへきいくつかの煎要な点がう
かがい知れる︒

軸速炉へつなぐ熟中性子炉は︑
島速炉による発蹴が始められた後

梭鼡繼縺Z年と仮定︶も︑数

で︑改良転換炉はこの期閥の前

十年は運転を続ける必蟄があるの

めているということであるQ

べく謝鯉口である︒このま象進

ると︑今後︑炉や燃淋の供給に

省から研究開発の闘標を極力絞

の繕大や過去の総花投資への反

ヶ；ル︑モル︑マルクール︑オ
イドケミカル社は完全な聴式で

純然たる民間企業の場合は別と

る︒この場含の料金であるが︑

捜贅であろう︒G零露とアラ 引含いが激しくなる可能性があ

をフランスとやったために︑入

っていると聞かされたが︑もっ

から京せて外國かわの再処理の

ークリノジ︑アイダホなどの再
建設するとみられていたが︑豪

手がCEA藤属とあってまともまたはその一部しか算入しない

との閲でいろいろの問題が趨こ

今度︑再処理の詳細設謝契約

て他出の石とすべきか︒

処理関係が中心であった︒

札で競争した他の会挫や関係国

原子力施設の見学はウでンズ

めば︑一九七五年ころ票で過翻
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薩憲讐
パリのホテルで再処琿工場の

騨細腰讃契約の調印を終ったの

して﹁工場を遊ばせるよりは﹂

一般的に見て一九七〇無ころ
た技術的な謝信がないらしい︒

は︑現地隠間で二月二十〜臼午

というので減餓償却を抜きで︑

家では再処理関係は過剰投叢に

もある︒あるいは︑そうかもし

るのではないかと心配する向き

再処理コストについては︑相

荊︷時であった︒二十二臼に外

料金で競争に出ることが考えら

多くの国と取引きし協力し合う

れない︒しかし日本としては︑

れる︒

けれどもこういうことが何時
まで続くかが問題である︒

で︑そういうことがいちいち聞

ところに競争と進歩があるの

なり︑低操業状態を続けるであ

甕審議金の認可がある予定だっ

§各器総灘留

たので︑セレモニー抜きにして

夜半にサインしたのである︒

これで再処理工揚の建設も一

原子力施設の敷地の閤題で

歩萌遇したわけだが︑間題はむ

ろうQウィンズケールや一・C には話してくれないし︑再処理

カ以外は︑多かれ少なかれ気を

は︑広大な土地を有するアメリ

しろこれからである︒

フランスでは原子力庁︵CE ・P︒Pなともまったくの低操 の過程や製品も異なるうえに稼

のではないたろうか︒

平和塵業としての後進性がある

題になるところに原子力産業の

A︶の幹部やサンゴバン社の人 業である︒アメリカのN・F・ 動状況がまちまちで要員の中に

マルクールなども随蒔周到な対

つかわざるを得ないであろう︒

Sの一診工場は間もなく動き撫 は訓練要員もおり︑見た暇な騰

マルクールの見学もしたが︑感 すであろうが︑さらにGE挫 は他の工揚に転用したりしてい

々と話し合う機会もあったし︑

鍬を講じていることには感服す

堀口定義︶

︵原子鄭料公社理駆
るので︑それ霞体の口辺をみて

じたことはサンゴバン祉がCE とアライドケミカル祉が︑それ

アメリカでは︑ヘトナム戦費

るQ
前述のように施設に余裕があ

もほとんど参考にならないQ

ぞれ〜ないしニゾの半乾式工揚

り︑CEAも同社の力をよく強を一九七一葎ころまでに完成す

Aに対して大きな力を持ってお

早くすべきである︒

めた︒これは悶軸ケーブルの心線

性が明らかになってきた︒これは

プルトニウムの取扱い

④廃棄物に閃する画題Q

プルト
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るQ炭化ボロンのn︒α反応を和 ペレ⁝タの批判を入れて改隻され

が流れるのを利用したものであ

る︒しかしウランに比へて︑生物

がいちじるしく賀なったものであ

学的研究や汝全管理の経験の面

からも困難の多い好業である︒保

技術の上からも︑運転管理のうえ

健物理部門を

リスのAEAが最近臥学那門と保

性については︑アメリカがマンハ

製錬撫工で問題となるウランの毒

蕎および作業の管理に関する問題

立地②施設およびその運営ゆ従事

の捌進が必襲である︒

生的迅雷スタノブの強力な充足策

＼

⑲

②羽田から北極をこえてわずか16助闘一コペンハー
ゲンからはヨーロソバ・アメリカの各地へひと飛び
です。この北極盤路は、5ゑSか世界で袖めて闘拓

に

書薪

炉から出るプルトニウムより作り
と︑このつなぎの期間にもその利

②窟立点に逮する豪での総燃料

づ

る︒また反応度の血接測定が行な
用したものも可舵である︒

で︑まだ十分な短見とデーターが

尚温で

われるようになろうQ副袋機とオ

ロ︑キセムベル測走法

得られていない︒わが国は︑主と

四︑炉内掛戸

ペレータとの肩口的な結合がなさ

イ︑無轟圧検出器炉内中性子

もに独喉の安全繕理にともなう観

て実施しているが︑この経験とと

理方式によっ

用いる検出器の測定制限は︑蘭温

れる︒

して外団の知畝と
における紬無抵抗の低下である︒

一．一一一賞二

n

束の測定として外部島圧配源を必

σ一＝一一一 一二＝一需一

曹一隔一回﹁葡

これに対し︑キャムベル法の有効
旧観印一膳曹一山曽輔四一騨一甲

繊班のために︑プルトニウムの灘・

究︑糞い︑より環三婆全⁝

容濃度などのほか︑臨界犠理妓置

性・最大冶否身体負荷鐵・最大壁

の取り扱い︑環境汚染︑個人一

核燃料勲業は鉱山︑化⁝子工業︑

くむ必蟄があるQ

理︑事故時の対簾鱈の燭題ととり

く︑一九六二年の一CRP勧仏で

ンは放射能虜よOも化蒙磁性が強

豊笛な核極の一つといえる︒ウラ

を行なっており︑もっとも矧舐の

ソタン踊剛にさいし︑膨人な研究

一一＝柵胃＝

要としない検幽器が窪国されはし

管理組織の確立を
核燃料開発と保健安全問題
原子燃料公社丸山正倫氏

おける衝理経験も十年に近く︑す

に改められている︒またわが国に

も︑化字毒件を墨碇とした勧告値

の存在比は︑通風︑粉じん︑温慶

らみれは親元桑が重螢であり︑そ

癖金︑金属加工などきわめて幅の

核燃料の開発︑井産にともなう

め︑〜艘宏全衛礁の問題ととも

広い複効な形態をもっているた

保健と安全の闊惣は︑他の揚会と

でに対策が講じられているので︑

て︑すみやかにわが国なりの管理

むずかしい出題として︑坑内にお

ヨーロッパの玄関・一…コペンハーゲン

⁝

鯛
朋
の

駒

⁝
一薦氏の﹁わが国

︸二男学会の醤±馨趨五面所長り書崖蕎山の東整業大学⁝
ﾅ盛大に翻催されたが︑ここでは特励講演の中から︑住友原子力工業永赫勤

うる燃料の贋と等しいとおく︒豪

⁝

⁝ の原子力発磁長溺呼出に関する考察﹂︑北海道大学拙川友三助教捜の﹁最近の原子炉謝控の進 ⁝
馴 捗﹂︑山子燃科公批丸出正倫氏の﹁捗辮料の開殆︑生産に伴う保健と安全の諸闘題﹂の三山を ⁝

開えらんで︑その饗禽獣葛・

改良転換炉は必要
PUの国内リサイクルを
わが国の降来のエネルギー潤要

・永︷島菊一二郎氏

からみた長期発電灘画において︑
た蔦速炉および畝中件子炉による

住友原子土工簗

隙子力発恥が噴要な位置を占める

所肇摂からみると︑墨水炉のよう

点を発揮できる︒

つの式かり満速炉および熟中性チ

刀に鵠しくなるとおけは︑この二

こと︑36よぴウラン燃斜の為効利 発堪出力の職が除イ力発蹴の金出
用の臨から︑できるたけ早く高速

の圓転を甘く︵二年ぐらいに近づ

増殖炉の実那化が望求しい こ と
な改鍵転換炉を将来てきるたけ多

の先端の〜郡をロシウムRhやバ 粘果的に︑交流笑効値を測定する

炉による発電出力が算出される︒

ナシウムVのようなn・β反応を ため倹出器の漏洩抵摘が間題にな

は︑内外の一致した恵見である︒

⑤自立点以降は描速炉で増殖さ

玉

われている︒これに温度補償を組

ニウムはもっとも強い滋穐をもっ
れるプルトニウムは余ることにな

ける︶するように︑陣内態勢を整

づ

③燃料の加工期闇を示すtの影 備すべきであるQ

複野性などから︑ウランとは様損

た核蜷であり︑毒性の強さおよび

く使用した方かよい︒

消去にも役に立つ︒

らない︒またバノクグラウンドの

②そのように罰諒された執中性子

中で心線と被覆笹の闘に微少電流

起こす物質で醗きμりん︑中性子束

炉の出力がゼロになる点として︑

るが︑これはプルトニウムを燃料

は︑技術上における問題点の解決

とする執甲性子炉との組禽せによ

二一多ー
多ニノ

二︑核欝装の半灘化

み禽わせて︑十のマイナス十曽粟

∬︑炉計装の将来核鋤装はオ

①自並点は高速炉開発齪の全層

多

イ︑起動系トランシスターが

ては︑工CRP︵国際放射豫防護実際の管理上の山崎点は比較的少

等に強く影鞭される︒これについ

管理と個人弧理が強調される︒す

に︑内部板頭のための作業環境

の凶難さ︑影稗の複雑さ︑評価の

なく︑その内患も〜慮判明してい

異なり内部級ばくが重裳で︑測定

委員会︶によるラドンの養護諮谷

ペアの範囲でプラスマイナス○︒

〜

電量の値が小さいほど早く架るの

玉

本来電流増幅素子であるため︑検

って解決できる︒

ルトニウムのリサイクルを行な

多

多

響は非扁に大きいので︑国内でプ

二

重三

で︑筒速炉の実用化はできるたけ

ノ多づ一

多

い︑かつできるたけプルトニウム

高遮かの実珊化の時期につ い て

ノニー 二 多一

ない︒入力への漏洩堀流が小・電

目しく︑炉計装に彫いても不安は

圧ドリフトが小などの特長があ
る︒過臨圧に弱いことが欠点であ
る︒安定性が向上し︑これを用い
た三流増纈盟で三度ドリフト摂氏

一︑冗畏系多数決系系に冗長

鳩器からの出力の取り出し方が筒

︷デカードのドリフトにおさえる むずかしさ︑あるいは体内除染の

内部摂取に特有な至難な⁝⁝題が残

るといえる︒しかし︑塾本的には

緻密の設疋ができるよう︑総合的

一つとなっている︒現場の管理の

採鉱採鉱における保健宏全上

スさ

新
自立点が求められるQ
これらの結露から︑綾子力発霞

の見憩しから︑二十〜二十五無声
とみられているが実用化の後にい

轟亀﹂妻〜㌔L辱Lノ多

の長期図画を考察してみると︑注

最近の原子炉計装
薪機種開発で信頼度の向上図る
北海過大学助教擾古川友三氏

度を持たせ︑安全操作を多数決系

入力捻抗増襯器の電圧形から低

が︑その内答が必ずしも明織でな

濃皮の決足力法が採用されている

なわち︑物理測定を主としたいわ

が︑これらの閲一点の鋒究が並行

園当店など︑至難な欄題が多い
対数増編器を得ることが容易にな

して行なわれ︑じっさいの安余要

理が要求されるため︑雨部門を寒

対数ペリ

歎料の総購入量をU30呂の盤で されていない時聞 が生じてい

冷的に運領する必要があり︑イギ

の問題は︑ウラン鉱山の坑内作田

た医学衛生的魯理とが融類した管

ずみ燃料を澱象とするので︑操作

出し︑放射線がきわめて多い使用
必襲性からも︑ICRPの解釈に

ゆる放射線管理と︑人を中心とし
理とその技術的枳拠となる翼翼的

終始してきた従来の態艮をかえ

されている︒

オド系のゆらぎに塾つく誤スクラ

はならない︒

研究が︑相互に協調し合わなけれ

く︑国際的にもむずかしい幣制の
ブルとの整会かとれていれは︑思

ムについては宵くから問題になっ

いて髪型に罪線形素子を用い︑ゆ

即処蝉は強い放射線を
る︒これらの原因は︑設計の誤り

ていたが︑撮近従来の電離箱卒震

らぎと応巻速度の妥協をとる方法

再処理

算出す．頗︒②プルトニウムの加工

置増編器を使わすとも︑相当長距

電子取鼠舞腿嵐短くする努力もな

つ

あ平なを

製織に統禽したよ

験の誤り・試験結果の誤診などで

ス九乗秒も可陀といわれているQ

され︑最近では二十二十のマイナ

とが最も翌回しい︒同時に医学衛

うに︑⁝つの管理温織をつくるこ

けるラドンの悶題がある︒障徳か

ウランの

健安全の立場からみれは︑次のよ

発されている︒

ウランの製照と加工

うな広田な問題を含んでいるQ①

繋れ

E

リコントランシスター︶の進歩は

一

研究が螢蜜される︒

でやばi諏が

業
の燃料としてのプルトニウムをい

かに高議炉を増加できるかは︑そ

かに供給しうるかにかかっている
といってよい︒この講凝では執中
轍子炉から蘇るプルトニウムを︑
球ずプルトニウムブレンドして︑

軽水炉用燃料として利用し︑必要
な時期からその全部を嵩速炉用燃

リフト一月嶺り十︑勢ボルト程度の

一農当り二颪袈ボルト・長時關ド

ものが得られる︒

で全系の試験をす．筍︒連続試験法

は待機系を採用し︑信頼度卒一改撃

対数素子としての半導体接含

も毬・．︑提案され︑定められた周期

発電呂力が全W⁝高遠炉でまかなえ 系の採用・連続試験法・稼働中試

てき勾︒いずれの揚禽も︑冗長系

は︑動作温度の全範囲で︑ほとん

炉副控には正確な測定と繭い信

験法・蟷子装置の半導体化・新機

の共通鄙野・試験不能部分を少な

頼度が要求される︒冗長系多数決

る時までは︑弛中性子炉はウラン

手段の敬蕾や信認度の向上に努め

種の開発などにより︑故障発見の

料にまわして︑その馳臨でできる

瓢のみを螺料として︑高速 炉 に

たけΨく高趣炉を増加し︑尿子力

プルトニウムを供給しながら︑高

に組む方蔽は幽くから採ら瓦︑侶

入力払抗増幅器の霞流形に変わり

三︑対数ペリオド糸

った︒

ど正確に対数特性をとるものが現

くするように努力されている︒

拍笈の解折もなされているが︑実

つつある︒このため︑核分裂計数

ている︒

まず①蘭開炉によって原子力発

除には理論の示すところよりも十

の場禽︑増羅漢の入力抵筑とケー

迷炉とともにそれぞれの発霞を行

電出力が全部豪かなえる時点を自

や〃保護

なうものとして︑長期発電讃画を

立点と呼へば︑この隙立点に辻す

借以上も〃誤スクラム

アンペア〜＋のマイナス三焦アン

るまでに必要な融中性子用ウラン

検講した︒
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発電については︑繕続工購の原暇乗海一号炉︑敦賀一号炉がある

講会で︑昭和四十一郵度の嘱源関発纂本副繭を決定した︒原子力

朗号既報のとおり政癌は四月四日の鵬四十二回堪源開発調整審

欲に礁えたものといえるQ窪た︑国内メーカーとしても︑発躍炉

たことは︑君実に震動俸制を整備してきた両社の︑早期建設の溜

にめ︑決定がもちこされるという観測もあったが︑今回決定をみ

燃科費を含む︶︑KW嶺り建設眼 あると見られている︒関蔭鍛力の

いよいよ礎実なものになったと見られる︒

由万KWの韻画の達成︑本格的な原子力産業の成長の見通しが︑

蚊術の習得︑県期重重化への機会が与えられることになり︑前期

O乗電福島一男炉

煽倉は原嬬敦賀一二炉と同じ三十

経済性の追求をすることは当然考

簸大出力をより大きくするなど︑

請が硬直十一月に出され︑本鉱四

作業卒癒ねており︑認識敦賀の申

謝︑総工費費の減少等のため鍛終

代表常任理事昂訪問︑懇談した︒

きた︒なお氏は四月細田橋本賢愚

原子炉安全郡次長として活躍して

敦賀炉の蕊式認可後に炉型の決定

ことにより約

長富賢を麟与し︑功績かたたえる

し薄書な功績肩あげた者に対して

の一凝行尊として︑糾学技術に関

科学技術庁は毎無科学技術遡間

科学技術功労者

東芝の里山氏

原子力関係で

﹇思惑ひゆうまんかうんた盛照︼

えられる︒

を行い︑遅くとも七月塞でには紹

月來の7式謙可の経遍ネ考えると

画が全般的に遅れたことによる関

可申請が提出されるとみられる︒

一方・集喩電力は原羅の建設承

藤羅力の計爾の遅延の結聚︑関羅

敦賀一階炉︑摺屈一夕炉︑美浜

と同時に建設を進めることになっ

た︒豪た関電の三十二万万千KW

一弩炉の建設が正式に決定された

られたことか一画して卓㌣敦賀一号

なされるわけであり︑霞内各メー

千薫億円の工肇が

に対して四十万KWの建設が偲め

炉と同じ炉型による出力のスケー

カーにおいても㌔今後原子力関係
の染務が本格的になるものとみら

ルアンプ︵岡内における岡一炉型
二弩炉という考え方︶という晃方

制確立のために最終調整を進めて

れ︑各グループとも受注および体
いずれにしても騰殿力会社とも

上に役立てているが︑第八回目で

とともに今後の科学技術水準の向

の関曝など六項口について検討を

機に︑メーカーである米国GE社 て検討を進めていく︒

とくに公聴会が闘かれなかったの

なおこの敦賀炉の器査について

来日した︒

﹂︒マソクール氏が三月二十八日

窟科学アタノシェに就任したW・

新しく米原子力婁員会の東京山

六月︶原子炉安全奪門審照会が発

アタソシェP・A︒モーリス氏の 日士蒔原麓

婁貫会安全運嘗部長に転出した前

米国中事原子力発

−・・

膳

ヨ

二†七日

企画部会・財務下之会

二十一

正午糀理︑一時理事会工業倶楽部

常任駆馳会・理駆会

ム・

七日渡米︒期聞は絢三か月間︒

ーーー

甲所の建設状況調査のため四月十

部剛調査役︶

魔樫利男氏︵中部電力火力建設

は四月二十四日の予定︒

月八瞬午後十時羽田発渡米︑帰国

二号炉建設資金僧三三請のため四

シントン輸出入銀行に対する原電

笹森建三氏︵原羅醐担擬︶ワ

米︑婦国は四月二十四日の予定︒

ため四月七日二曲十時日揃機て渡

月日闘題茄中心とする︶打乾せの

長︶臼米原子力協定改定問題︵再

旨旨昭氏︵原子力局国際協力課

行く人・来る人

とで期袖されている︒

の自動運転にも応用適用さ3寓るこ

り︑この技術は将来原子力発掘所

旋羅の開発は繊界最初のものであ

能にしたが︑この種の全納鋤運転

成功し︑同炉の鼠動安全運転を可

・侮止等浄︑霞目胸に行なうことに

点検・起鋤・鐵力ヒ昇︒出力変更

によって︑研究用賊子炉の超動前

里山氏は︑昨年七月電子謝舞機

自動運転の研究﹂で喪彰される︒

﹁電子計騨機による研究用原子炉

長代理の弓鳴正蔵氏︵49歳︶が︑

浦電気︵株︶中央研究所の開発部

とくに原子力関係でけ︑東京芝

十五名︵十八件︶が発表された︒

ある今年度は埴田︑その該当者二

いる︒

ができる︒

凹型の決驚︑発電出力の増大設

サブグループから意見

水配物関係では︑タラ︑サバ︑

理効果について倹討する︒

度保持と腐敗防比のための照尉処

決を園り︑みかんやリンゴは生鮮

ついては照尉による貯戴方法の解

農産物関係︑とくに米や小麦に

た︒

題点と方策について融見がだされ

ブ・グループから研究拍白上の悶

食品照射専門部会第二墨開かる
原子力委澱会食晶照射魯門那会
の第二小委員会︵小難員艮飯塚広

二万五千KWであるが︑漂賎炉の 民︶の第二回会合は四月八日午

目九万八千三苗円︑瀕初発電原価

鳩含より建設費を安く︑或いは総

発電所崩在地翻福島県双葉郡大

爾羅宇会社の計圃は︑発注求で

︵送電端︶⊥瓢円︒

開かれ︑崩回設澱された四つのサ

後︑束東港稼虎ノ門の発明会館で

平方齎︑発電繕力劉四＋万KW︑

熊町・双菓町︑敬地藁積五二蔚万

建設費をあまり変えないとすれば

費を含む︶︑KW当り建設費翻九

翼劉罫百九士ヅ偲円︵初装荷燃料

マグロなどの伊鮮鼠保仔期闘の延

する︒豪た肉頬︑卯︑飼料などの

万八壬一穏円︑当初発電豫価︵送

この公聰会開催については︑昭

原特鮮度の照尉後の鮮度保持隈界

長を図るため︑適正線皿の決憲・

廊窯十四年二月に原子炉篤規工法

子力発電開発譜調の績極的錐砲の

原子力委員会が首相へ答申
札付で佐藤総珊照臨へ磐申した︒

○関西電力美浜一号炉

総理大醗は︑戯曲省で電気鵬漁法

由溢出関係では︑艮体化するには

毫端︶艮三円︒

発電所所在地−一福井県＝一方郡羨

が改正された際樗帯決議されたも

號対象を選択する必要がある︒そ

実用化の見通しなどからさらに研

ムード︑将来の剛潭化のための単

浜脳明田月・牛地神敷地而一州開山ハゐ一万

︵沸騰水型︑轟カ一二十二万五千K に墨ついて冨議している電気℃作

ついての公聴会が開かれている︒

ので︑同相七刀には東海発徽所に

原子力委員会は四月七日の定例

いても各褒員から︑欧米の状況お

要璽などがあり︑調整審議会にお

平力蛭︑弊朧繊力B當⁝十二万玉千

を下すことになるが︑それは今月

物変更許可の如何を待ち最終決定

会議で︑原電敦賀発電所の原子炉

よび終済轍の観点からみて︑炉の

間炉の設鷹は原子炉等規制法第二

なお次回には今圓の慧兇をとり

の他安金性関係では︑照尉食品の

と正式契約をし︑すでに酒々と進

ことになった︒

まとめ︑さらに研號対象をしぼる

羅帆や栄餐素破壌の悶題等につい
四賦に原子炉安全専門審査会︵会

められている建設諸雌備の本格的

獄子力嬰貝会では︑さる一一一月や

侵山田太王郎疑︶から提出された

な工事に鼓手したい慧向である︒

原熾としては︑二十沼にも予定

軽水型︑運娠開始口昭和四十覧鋸

賊県東海村▽岡高論研ほ算定︑

安全性は十分磁保さ

についての

との報簿串．も含め︑以後︑

平頽利用︑副阿的開発利用︑紐凝

れる

から二十藁日ま

は︑こんどの審査が︑大型炉につ

米原子力嬰二会

マックール氏赴任

駐日アタッシェの

飛騰の技術的能力︑災審詳価など

されている総理大隠の最終洩定を

W︶設躍諮可について冨羅をし︑
KW︑三子炉型式11低濃鼠ウラン

下る﹁錦十一一面邸工学における岡

群罵県群南村▽原燃種海製錬

中旬以降になるもようである︒

いての︑強い発︸︑口がなされている︒

三元素研究発表会﹂や岡公ウ試験

所薩鴇時︑汝城県束海付▽同人

準に適濡しているものと認め︑岡

研究畿関の公開などがそれである

◇公立賦験研究機関

形瞭翻十九田︑岡由県上斉原村

十照隠一項各帰に規定する詐可盆

総総四十一年の科学技術週悶は

が︑後者には次のようなものがあ

十・二月︑完成腫昭和四十六醸九月︑

間と決定したが︑科学技術庁はこ

さきに四月十八凹から嬬薫る一週

る︒︵掲載は機関各︑およびその

総工二曹貯一一一霞二十億円︵初装荷

のほど︑この週間中に実施される

ものがこんどの原子力婁員会盟申

立RI研到二十一臼︑盤m谷区的編綴の薗から審識を進めていた

▽乗鼠都

穴十万のおもな行慣と︑公開され

公⁝⁝臼︑所花塗の融︶︒

躍沢町▽神奈川

で︑横浜市金沢

いては東海炉に次ぐ二度昌のもの

県工試H＋八日 となったものである︒

区富岡町▽大阪断篇放射線巾央

でありデータがあること︑損憲賂

冾ｩら科学技術週間

研聾工十︑一一十一日︑大阪騨堺

償法の成立をみたこと︵藁十六町

力関係は一昨年か

1一†九日︑千巣市穴川▽遺伝研

◇国立試験研究機関▽放医研

市新家町

国公立試験研究機関の公開など
闘を﹁凍子力の日﹂に定めて︑こ

なお四月十八日からは金山主要
都市で十本入りピースの科学技術

獅わ⁝別に十月二十ぬハ

の日を中心に堕点的に番種行事を

¥一日︑北区西力原▽名古豪

謄常時︑三島市谷田▽農捜研11

工技試瑚二十二田︑名古屋甫北

後︸蒔業際薩盤子孫憶機窒

醗子鳥騨機講習会二十一口午

ないが︑科学技術の一端をになう

まで童る一二無闘豪原子力婁貫会の

後任として就任したちので︑これ
足したこと︵四十年十一月︶など

写爽は橋本原産代表常任理譲と
雲壌認愈たばこを売り出す︒

懇談中のマックール氏︵右中央︶

区平手町▽謡曲賎十九日︑文京

からだとみられているQ
区駒込▽原研東海研一1常時︑茨

マソクール氏は先ごろ米原子力
展開しているので︑科学技術週醐

を発衷した︒原子

験研究機閥九＋四

る国立試験研究機関四十︑公立試

おおよそ次のとおりである︒

両電力会社の計爾のあらましは

大型化︑国際化難産の必要性につ

鞍懸術習得に対するメーカー側の

原電二号炉認可へ

の段階で︑より前進する可醗性も

運転開始翻昭家事十五矩十二刀︑

原子炉型式魏低濃総ウラン軽水型

みた背暴には︑通κ省総禽エネル

ﾎ口昭臨相四十論ハ年二月︑焔総工銀

ギー調査会原子力童画における亡

との男方がなされていた︒箆鷺を

ら漕工決建が遅れるのではないか

験を十分に活用するという立場か

定より遅れているため︑白蝋の拝

同敦賀一号炉の申請濾町も当初予

定は︑原覆一零炉の冠成が遅れ︑

今圏の継源開発調整密議会の決

町︑関電炉については︑施行の原電炉との闘に一計の期閲をおく

W︶の計七十二万野千KWが新規着手議蜘に組み入れられた︒出

︵四十万KW︶および関西動力の寝耳一号炉︵三十二万五千K

が︑今回あらたに企業化の兜込みのついた東京鍛力の襯二一号炉

メーカー に早期国産化の機会

発電コストは三円当初

＝＝

繋属の酵しが灘備されている︒す
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万がであるが︑輸鐵入

した量を次々に憲り込んで燃や

が︑ボイラーには発生竃力に応

科は題正な雌を貯蔵してある

大きくなる︒しかし発

調︐犠頷は︑その顧たけ

民有とな汽は費金の

から順次折しい燃珪と取＆えて

燃やしてゆき︑燃えつきたもの

はな塙﹀ない︒そしてしわじわと

尿子炉の中に入れておかなけれ

電では︑燃μは常に一竃儀たけ

いるので︑国としても今後の原

一一脚

吊に上ると仮定している︶に対し

ることができるなどである︒

トは︑果物や垂葉を照射す・ハため

．αるたろうと述へてい

る偽業員は︑原子力閥係三十万
入︑X線技師ご十力人︑その他千
三に︐娩す．勺といわ㍑ている︒これ

︸刀γ﹄イ ︑ 一九・ハ七年麗に十−憎刀励

に必嬰な経費は﹁九晶ハ轟ハ年間に二

であると騒12琵ている︒

仏︑66年度原子力

AC社の原子力部

を統合か米B＆W社

アメリカのハブコノク＆ウでル

コノクス︵B＆W︶抄のトノプレ

ベルの役員とアリス・チ﹃ルマ⁝

ズ︵AC︶社の隙子力部の指導者

ーエル・サービス社に属する可能

性もある︒

ドレスデン用燃料

供給で競争入札

米コモンウエルス社

一九聾し勾宋か一九

アメリカのコモンウエルス・エ

ジソン社は︑

六八年の初めに︑トレステン第一

発寓所で耀うための核燃牲ぷ瞬賊

ノク︵GE︶訓︑ユプでテノド・

するため︑ゼネラル・エレクトリ

︾

薬

口

取締役社長原
安三郎
凍京都干代用区丸ノ内1丁擁6番地

しめた︒とくに与党である社会民

濃縮ウランに執着しなけれはなら

に使われ︑イギリスのH・S・マ

刑に綴告で

に進められてお40り︑羅ごろには政 いる︒これにより記録を必愛とす

る︒

射穂被曝記望診件制農の磁立④各

二議ークリア︵UN︶列︑ハブ

コノク＆ウイルコノクス︵B茂

ノ〃・プロダクト招の四打にく札

W︶a︑ノルベニア・エレクトリ

招請した︑これまでにGEれ︑U

N社はすでに入札ずみで︑B＆

たシルハニア材と組んで入札に参

W雛は現在考忌中といわれる︒よ

アソシェイツ社は︑入札しないも

加する下宿であったヒノトマソ︒

この燃料は︑シルカロイ綾擬の

σ

去る﹃月来のスウェーデン議会

ーシュ社が表出の設計と据え付け

ウェ⁝デンの原子炉研究開発副画

ないだろうQ﹂と述へ︑さらにス 主党に反対する政党は︑口やかま

瓦る予定であるQ

原子力公社︵AEA︶から供給さ

のコハルト60八万五千キュリーは

今議会開会中の認論に46いても を行なう予定である︒康た︑線源

しい批判を行なってきたQ

では︑同国の原子力予騨について

は将来の華客に対して醜水炉と軽

反対派の発三口者は︑マルビケン発

︵職気出力十四刀

電所の核過熱長調

受注した金譲は十五万四千妙で︑

KWの調騰承水フ この隻置建設のためrギリスが

たが︑ランゲ氏は︑刮画の変更や

の会社に目通きれる︒

十力KWに上げる 残りのしゃへい等はオランダ国内

ラントの出力を二
ための袋置︶をとりやめることに

は︑アメリカの縦射炉価格が非粘

とりやめは︑契胸不一行によるペ

ローナが建設申のマルビケン計画

原子力会灘︶予算︑八千工百万ク

予算となっている︒

米源子二二二二︵AEC︶は︑ の基確が瀦星されているかどう

州に放射課徹曝記録制度を作るこ

予算案議会に提出
フラン気政嶋は︑このほと一九
六六年農原子力予算案亭議会に提
出した︒そ瓦によると予算帽額は
四十九億五百万フラン︵⁝二千五百

この内難事副圃は二十七叙．⁝ギ七

千八酉万フラン︵約千五百八十一

ようである︒

可動可燃性毒物が付属しているQ

飛lf型と呼はれ制卿捧のほかに

熱讃︶となっている︒

英︑オランダの照
射プラントを受注

アメリカでも初めてである︒

なお︑発電炉用燃料の競争入焦は

■

倹嘉したが︑その鵬上グンナル
・ランゲ貿易・工繋累は︑スウェ

水炉の両方の受注を町能にしてき

たとも述へた︒

スウェーデン工業相が議会で発言

重水炉路線を守れ

ーデンがこ汽藻で進めてきた璽水

次のような発占算

炉路線串暫るkう

行なった︒﹁出水
炉は聡気出力五十

さなら軽水炉と競争可脂であり︑

万KW以上の大き

あるという利貞がある︒もしわれ

に娠下したため︑各方血から攻撃

ナルティ簿のため結局は高くつく

よって︑予算を議らすよう主張し

われが自分自窃を軽水炉にしばり

さ守るに溌り︑原論炉開発二二に

ことになると答えた︒

スウェーデンの原子炉開発政策

つけるなら︑世界にはアメリカと

対する政敵の詰問委員会を設立せ

とくに燃桝泣択に関して緻通柄が

いうたた一つの販売誘電しかない

CIRENE尉屑はCNENの
第二次五力年副幽︵一九由へ五一山ハ

クラスの朗矯子弟所を目樫とした

原惨毒の建設﹂画も考欝中であ
るG

被曝記録制度を検討

か︑幽最仮穂準の三つをすでに満

との調査を行なっている︒

翻糊二
している州での放射謙翼翼の事例

米︑災害補償法確立のため
放射穏健謎員の瀬切な保誰をはか

とその崖路黒球および処置︑⑲屈

か︑また︑どの程度の費用と副隅

あるいは機構敬革が必要となる

めには︑どのような泓律上の変更

律をA鴛Cの碁蹴に廼合させるた 醤万フラン︑民肇扇蜘二十一侮六

前記講血事填の帳乞おまぴ州の法

七十六債七千二酉六十万円︶で︑
A14Cは︑町年ま刃︑全州に

謡殉かるである︒

従染員補償法で実憾さ量ようとの

に︑放射総従業員の保護を各州の

は︑連邦秘業員補語法を施行せず

AECがこの謝画をはじめたの
めているが︑昨年十二月から︑①

用蒼︑州︑連邦による統一した放

るため︑十一の単電的な基牽を定

各州の従業員補損法において︑こ

督
鰐 築

庁 胸

イギリスはこのほとオランダの

のに陵する調兼躍はARCが負担会社から二十五万キ議リーの鰻射

つたQ各州がこれらの報告をする

を要するかについての質閤状ぷ感

することになっている︒また︑A プラントを受淫した◎このプラン

（ノ、』f㌧ノ、）
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薩垂︑

原型炉建設を準 備 中

以来研究されてきたものたが︑了でに駄礎研駝が大半終了し︑ここ数鑓以内に原型炉建農を始めるも

を建設するため︑予算措罎について倹討を始めているといわれる︒この二丁炉開驚三間は一九五九年

伝えられるところによると︑国営屯力機剛︵ENEL︶は︑この辮型炉の原型炉︵熟出力十万KW︶ て発電コストへの影惣を少なくす

イタリアでは同団独自の緬型炉︵沢熱ウラン甫水減遮甥冷却型︶の開発を薄めているが︑このほと

ENE胤︑産業界が中心に

【

ECはこれらの報告を州劉局やそ は︑張る三月八日︑メリーランド
マルビケン 画予算の配分は︑
スウェーデンの原
ようであり︑その成琵ぶりがバ目されている︒
九年︶の一部として組み入3／られ
ており︑現κ一権六七年十㌃目三
子力予算約20億円 建設面を揖晦するアトムエ不ルギ の他の関係機関に公致する予疋︒ 州にあるAC社の饗緬所で︑AC
薙すること24糧決めた︒
これはC丁RENE討画と呼ラば
ン画水誠速沸騰軽水冷却型︶や
ー駄に四千二百万クローア︑肩首
な26︑A起Cは統一した放射線
社の除子重事猛および職員のB＆
十一口に終了する予疋のCNEN スウェーデン畿会は︑先ごろグ
れているもので︑現肩はENEイ
Lギリスが現在建設中のSG11Wこの決短には︑久のような三つ
玉ーラトムーCIS鷺の藁沓協 ンナル・ランゲ貿弓・工業相が 奄一当する国甥電力庁に四千万ク 捜曝認録俣喬陥磐実施するための法 W社編入について協議した︒
の管轄下に53るセントロ・ナチオ R︵蒸気発牛型重水炉︶と同桜な の覧毛嚢将があげられている︒す
ローナが当てうれる︒アトムエネ 罧を近く上下両院合同陳子力婁員
これについて現胤考えられてい
定のもとに研究開発と原型炉の予
提出した 九︷ハ七二晒謝奪僕︵一九
なわち︑のイタリア曜霊界の能力
概念であるといbれているQ
ナレ・スツデで・エスペリエンツ
ル．＋1汁によると︑聡気出力十四 会に捉出する︒この広律に閲する
る訓幽では︑AC止が塊庄実施し
備設訓を進めている︒
六六隼ヒ月一日から六七毎六月
ェ︵C王SE︶の原子力研兜グルこの概念は︑炉から取り出され
に員も︑資していること︑急イタリ
⊥子万KW︑嵐然循聚直接サイ 融闘会は︑今年のりεろ開かれる
ている隙子力発電事X︵スi︒フ
一方CNEN穏ENELお
よ日び
三十
まで︶原子力予算を承認し
た磯をタービン発電織へ的接鼠養 アの軽水炉中央発屯所︵トリノ︑
穿iルズ︑ラ・クロスの建買賦も含
ープによって研究きれてきたもの
と
み
ら
れ
て
い
る
︒
ク
彫
沸
騰
出
水
型
の
マ
ル
ビ
ケ
ン
発
電
原型炉建設を支院する陛腱界が︑
た︒それによると猿子力爵岡予算
ガリリアーノ︶の建設で得た経験
する力式を採用するもので︑趨交
である︒開発中の原子炉は︑冷却
所
︵
核
過
熟
綾
置
付
加
可
態
︶
ぽ
順
調
こ
の
災
㌫
記
録
力
式
は
︑
州
の
労
働
め
て︶をB＆W討が屑がわりして
﹁
今
年
の
未
か
来
年
に
は
原
型
炉
の
目
許
総角︵困際関係曹は含まず︶は︑
が生か刃ること￥ゆ所水を減速弼
襖器の必要贋がないなとの利点の
に建詩が進められており︑一九六
名災害補蔽婁三余︑粥働鍛禽︑憾
材としての軽水が気・液粥の状態
嚢任をとることになるたろうとい
一億七千五胃五十万クローナ︵約
建設が進められるよう体制を撃備
d炉心を腫過するため︑蝿冷却炉 ため︑イタリア原子力委員会︵C として採用することによってウラ
九年置は蘭病訴娠に入るといわ 用畜組合︑保健業省︑陰師︑魯科 われている︒このほか︑AC社の
しつつあるといbれる︒イタリア 百二十二κ一千三百乃円︶で︑こ
と騒れているが装的にはカナ一NEN︶は携改三三垢がン価格の変動︵CNENは一瓦ヒ
れているQまた同祉のランスタノ 医組禽に回覧きれている︒煮た主
原子力那がユナイテノド・二︐︻i
vはこのほか章程出力万十万KWのうち訪越三口π＋万クローナが
クリア社か︑ニュークリア・フ凶
アトムエ不ルギi紅︵半宿二心の ト・ウラン工揚の試験運気も順調 謂局でも関連政府機関に圃覧して
○革
ダの父NDYBLW︵蒸血けてイタリア警の炉響して
開代の律明にはウラン働格が非

ー

ホンドあたり八がという⁝醍山

灘縮ウランが罠鳶とな31ば︑ ウラン価浴は︑イエローケーキ
従来国から賃描する予運であっ

場鰍洛より高いらのをベースと

貫加工などが認められ︑より旧

力 ︑ーー

産

＝

西ドイツ︑グントレミンゲンに建殴中のKRB発羅所

株 式 ム
旧 社

資生堂ポアン剃

たものを︑当社が敷令を旧旧し

け当山である︒われわれもこの

いイエローケーキを用いること

欝騨灘
ことを予期し︑ワシントン輸出

て購入しなけれはな︐一2ないこと してたてる㍍ていうが︑灘縮の

し誤潔を 招 く む 隊 ち あ り ゃ に 思

が剛能となれは発電原価は更に

な沁燃料の会訓的扱いについ

低下する可能性も考えられる︐

入銀行の紳資打診を行なってき

ウランの金癩は︑現疏

ち沿う四年据辰︑六年

すので︑燃Hは当然渥費として

暇原価は︑側来原価の申に︑国

ゆく︒切山鉾燃誉が全部噺しい

扱bれている︒しかし原子力発

への賃繊柱の支払分として兇込

えている︒

返．憤のクレンノトを考

銀行はこれに対し︑い

のAEC餉洛で約一干て一︐口触れる︒火力発霞所の燃

た︒初装碕燃昏の濃焔

われるの て ︑ 苔 干 こ の 間 の 箏 跨

わが国では︑天然ウランは昭

について補足したいQ

稲三十山ハ年か・0民懲が脚⁝め・52れ

ているが︑濃縄ウラン卒含む特

しかし一昨年アォリカで特弧彼

殊核物質は国物となっているQ

物質の浅側が偲めるれ︑献物原
子力協定上の蹴携が消滅し︑ま

子力発電を積極晦に拷違するう

んでいたものが︑調︐焦簸塗に対

た平ね利用の保障鳩のための︑

えから有効と拷え︑さる二月に

国内雛理体制も十分整猫されて

腺子力委員会から﹁特嵐撫物賀

燈資舜として扱われているので

燃料は東撫発電所の鳩尾も︑固

年位を要する︒そのため切装．何

央通りである︒詔令刈外藪が受

率と租子率に︐hがなけれは従

丁る金刊の萱払とかわO︑賃繊 黙μに取り管えら㍍るのに約五

けられれはかえって職価は低下

たQこれはわれわれ灘気事㌣者
も︑少食としての自国的酒動の

建三︶

面から︑つとに希望していたこ

︵笹森

する︒法た現窪のAECの固縮ある︒

O零

製品きす。扱先がつねにシやPプで・切

本 量

米團インペリアル琶占按婿手許
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原

当ってユーラトムの直接的な役割は︑継隈が

は︑この論理ぷ．受饗して︑これま

と摺摘した︒ユーラトム澱員会

のである︒

や原子力市場が存在するに盤つた

進行を耀け︑ヨーロノパには︑今

に︑多くの産業が原子力の分野で

を紹識していること︑また第三

眺叢を資する璽要催および必要轡

知識と経験牟獲得したこと欝があ
げられる︒しかし︑偉方またヨー

つぎに︑ヨーロノパの艦業界の

でに幾つかの類同発粧炉讃剛︵た

るSENN炉︑SENA炉ほ
おうよ
はび
どういう状況であろうか︒
ロノパの原子力企業のうぢ工めて

とえは︑ユーラトムー米訓醐によ

KRB炉など︶を支持し︑ユーラ結論的にいえば︑士に掲げた頽子
少数のものだけが米英との競争に
鴛抗しうる状態であり︑また原子

契約を締結する︒野茨五力戦飯

昧において︑参加訓画はさほど成

功を収めたとはいい難い︒
ヨーロソバの原子力産業のノウ
ハウ︑三唱および繹営の各面を分
析つることによって︑以下に述べ
る結論が引き出される︒

仏は一切のノ

ウハウを保有

ろ成功しているといえるだろう

参加計画政策は現在までのとこ

冊一一一一一︻

⑳

︑一

謄唱隅一讐層

灘ドイツか

ンダとの国境にほど近い所に

灘錦糠難

炉はすべてかなりの部分アメリカ
およびイギーースの業者が納入した

力企業のうち巷干のものは︑特許

トム内の発電炉建設に刺澱を与え
てきた︒このような過程を経て︑
ものなのである︒

契約濠たはノウハウ交換協定に棊

ユ⁝ラトム内における発竃炉建設
は勢いをもち︑現磁では自立して

ついて取得するアメリカのノウハ

匙︵一九六三駕−一九六八駕︶期

ウに筒度に依存しているという意

共同計画は成功か
にもどすことになっている︒また

仏独の企業のみ長足の進歩
原子炉市場を創設しようと努力
婁員会は研究訓画の枠内でユーラ

ロノパ内でも原子力難業が粥設さ

閤中に支出される費用総額はほぼ

炉部品の研究および開発に関する

トム内の源子力事業会挫と︑実証

して︑ユーラトムはその政策の根

拠を︑ユーラトムも自由貿易を行

れるべきであるという考えにおい

なうへきであるが︑その半面ヨー

た︒この考えは一薗では︑一九六

フランスの踪子力颪業は大型の

て低率の関税率︵原子炉および原

子力庁︵CEA︶の諸研究所で研

最も環要な知識分野はフランス原

一年に踏蹴鞠員会が決定した極め 二千万がに達する︒

子炉蔀昂に対して一〇％︶に反映

か︒謝画は次に述へる範囲で成功

は国衡のフランス愛寵庁︵ED

分伍とアイソトープ饗造用のタ

鳴分構の要求に応じられるよう

化分訴は︑笑購室や工煽での現

んだためである︒近い将璽放肘

ーTターゲノトにヤ〜百KVの間比にするのが最良であること

・ワルトン甲の加速器でチタン

ヨΦ一ゴOq︶

拶︒ごくpコ︒コ五郎簿一網の誘

V中幹子発牛装綴1の開発が進 法 ︵Oo鵠欝昌環︒ド筋鵠︒妻

模の機際1たとえは︑十闘Mo 研嘘総ては連読流休放射化分析

い︒

の読応を刊弔黙るのが最もよ

ために挨的牲覧と実険条件を謝
勢礪を用いて検謎の結果︑照尉
対冶却対d測は一対．八対一の時

亜科水と秒月

している︒フランスの原子力覇業

嘘

圏圏翻脳
念．．

︐

噂筒＝即一需

︑一ρ

儒階脚隔一

■撹曽謄口：

︑

猟子力では比興陶古い胚更を勝

＝＝囲＝

および企業によって級織されてい

再：二＝

卿﹁腎冒﹇隔﹁

︐

一騨麗一謄﹁＝の≧

建設された唯一の発蹴試験炉︒

遅れ︑六二年八月臨界した︒

現在ベルゴニュークレール社

イン謡薩︵スペクトル・シ

と英AEAの共周によるバルケ

フト方式による舶用炉︑

小型炉の開発︶が進行

近く運転試験に入る予

中で︑炉心袋荷も終り

がるプルトニウム燃料の研究も

定︒ベルギーでは篇速炉につな

蜷んで︑バルケイン炉心と同様

燃料の照射試験計画も漕々と進

BRゑによるプルトニウム系

六四年七月末楽での総発電磁

められているQ

方式でノウハウを取醤する能力を

る大会社は他圃の簾楽騨か齢慶換

業的発展に対する障害ともなり侮

以上の状況の下で︑ユーワトム

るのである︒

はヨーロソバの総舎約な会祉の創

設を促進すべきであるか︑それと

宿場を征服するであろうという事

も︑純糠に圏内附な会社が原子力

実をむしろ認冷すへきであるか︑

いるσユーラトムの政策は︑原子

という閻題がしばしば提起されて

ラトム内の地域全体からの入穐︽

炉の運転を企潤する箏業者がユー

るといった類の政鑑である︒場合

募集するようユーラトムが誘糠す

げている︒SENN原子炉の大部

によっては︑この政策は成果ホあ

分はフランス︑西ドイツおよびオ

子炉はWH祉が頬三等順・告ない

ランダが納入し︑またSENA隙

は九千百万KWH︒C温N所フランス︑ベルギーの召書が甲分

千万円︒

一需一需P欄﹁

過ぎない伏況にある︒

一一罰＝一・

ずつ挺殺して納入左行なつ葱︒

ヨーロッパ統A口

は仕様書どおりに︑芸た雁簡に製

頬運転予定業者が︑他国の聡界に

が引違しており︑玄た一国の職イ

笏ではない︒国によって生産鑓攣

しかしながら︑肇態け決して器

轟 会社の創設を

穐・運営︑建設鰻約四十七億四

︑

産業の再編成で
大規模集団に

グループを衛しているが︑これら

因子力事業会社もしくは噴業会ね

い︒これらヨ国はすへて︑国内の

練された技術部門と膚身の研究施

組織の確立された︑かつ嵩度に訓

多額の資金調達源茄看する︑豪た

業騨に対し聖業再編成を行ない︑

フランス

供給する予定である︒

◇

中ごろまでに岡内鷹力綱に羅力を

この発餓試験炉は︑一九六七年の

ている︒雪気出力七一八万KWめ

14は︑工事が予定通り進められ

のフランス最初の静水減速炉EL

フランス︑ブレネリスに律門中

φ

とによって鮮血を期すへ意である

準︑汝全基準赫々の統一を図るこ

およびGKN炉︶以隣の発展の結 ユーラトム全域にわたる生謬暴

︒そ
のR
理由B
から︑ユーラトムは
入︵SENN︑SENAる︑
K

ェスチンゲハウス︵WH︶筏の侵ることも時として起こるのであ

︒エレクトリノク︵GE︶社とウ晶を製作ずる鮨力がないことを知

一九六カ年以隣︑特にゼネラル

るが︑CEAとEDFは︑しはし

は個々の土定分野の響門諸企業と

隙桜に取引を行なっている︒これ

6の饗情か6フランスには大喜喜

説明されるのであるQ

な原子力会社が存在しない理由が

西ドイツの原子力麗業は長足の

果︑原子力事業は大規模でかつ複

︵ウランは別として︶炉心装燭を 雑講緻な箏業であり︑そのためヨ

遣歩を遂げてきた︒若干の会社は

はいずれも現在豪でのところ︑原

設を備える大規模集団に集約化す

そのためユーラトムは源子力産

子炉部品に関する契約︑または臨

さらに︑自身の研究施設を筒す

るよう説得をこころみている︒

は比較するにさほと顕著ではな

っそう重量であるたけでなく︑商

炉は米W11社製PWR︵加圧荷するへきであるQ特静協驚はい

RN︶がある︒この研究所の一 水型︶で︑アメリカのヤンキー

るモル原子力研究センター︵C

琿漕工︑六〇犀に完成したが︑

溢出力一万五酉KW︒一九五七

角を占めているBR13は︑ペやサクストンと類似のもの︒璽

ルギー第三暑炉と呼はれ︑藍子

力際発讃画の第二段階としてB

一﹇厘＝隣﹁

R12︵材料試験炉︶とともに五三補償閥題などで燃料装荷が

＝＝＝︐一

馨齢轟
誧囂ﾚ

F︶の研究所で研究開発されたの

一切のノウハウを保為している︒

されており︑また他面では︑参加

ーロソバの電力箏業者たちが自6 號および開発され︑豪たある理解

している︒すなわち︑第︷に︑ヨ

炭酔ガスー無鉛炉の建設に必要な

の粂件によれば︑燃料要素および

計掘に反映されている︒参加割画

の需要を満足させることのできる

一胴一胴辮僻學

原子力産業を現在さがしつつある

の建設に大いに関与しており︑他

てある︒CEAはEDFの発ト
墨リ
所アル・エンジニヤとして活動

一＝﹁二蟹一

その他の璽要な原子炉部品の製

こと︑第二に︑ユーラトム加盟各

迦

造コストについて︑その部品がヨ

国の政府は自国の領域内に原子力

は主として︑合謝三つのグループ
方EDF肉身はCEAのインダ
ス

コストのうち一部分を瓢力事業者

ーロノパで購入された場合には︑

ーゲノトの難度魯倹還するのに

になるであろう︒たとえは︑鉄

がわかった︒連続流寓系では讐

四︑奨験操作

の流れを同一条件で照尉できる

水︵フノ姦㎝℃眉ヨ︶の二つ

ようにし︑測定器も一輌用意す

罐懸
十秒冷却︶︑O・一九七Mev

i毒罐籠蕎薦魏総轄店群絆‡灘
四所磁 進系様もな認り行、シケ社 が、七璽1圧。

界および臨界宋満集合体もしくは

研究炉に関する契約を獲鶴したに
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米英の域内 進 出 に 対 抗
将来︑統合会社の創設を
不足しているため勧告薔の役剛のみに制限さ

しかしながら︑現在︑原子力産業の創設に

共同体︶は︑ヨーロノパ原子力薩榮の発展促

れること串黍疲なくされてきており︑指導権

一九五八年以降︑ユーラトム︵欧州原子力

わち第〜に︑隙子力粥揚の輔設に貢献したこ

進のため寸派な化事をなし遂げてきた︒すな

いる︒以下に︑ユーラトムの役割に関し︑ユ

は政肘と配業界晦身に握られてきてしまって

ーラトム薩業痒折揖当総務理事11・J・イド

び電力事業占︶に原子力閉業飼設の必要性を

認めさせたこと︑第三に︑多くの匿築各仕に
氏からユーロ・ニュークーー・ア誌に瀞びられた

と︑節二に︑関係諸隅体︵政府︑蔑業界およ

原子力捜術牟轡脇︑させたこと箸をあげること
諭文串 紹介する︒

って有用なものである必襲から︑

談た︑讃癒設がユーラトムにと

いていた︒

隔を聞陶としない事楽冷轍申にお

弔繋で︑高度に複難で︑しかも懸

いった織子力の残業利用にとって

ができよう︒

条約の第万草は︑

内の原子力藤業の発展にとって非

ユーラトム

という理論にもとづいて政鑑
iめてきた︒

る

市場 開 拓 は ボ 順 調
ユーラト ム の 門 的 は ︑ 原 子 力 産

な無件を創生し︑促進することで

業のすみ や か な 硲 ウ と 戒 長 に 必 要

ある︒

関税亭兎除することも条杓申に規

共同虜業は︑㎝切の戯撫︑税おらび

冠された︒心力事異者たちは︑原

ム内の各国および企業は共同事凝

子力発霞も条約中に規定された必

常に萌要な慣業ならば︑ユーラト

要饗業と見なしうるものであり︑

ユーラト ム 条 約 に よ れ ば ︑ ユ ー

ことを定めている︒この乱足の躯

遊実施できる地翫が与えられる

奄日溜も共同事難の資格卒比する

ラトムは︑この口的を達碗するた

嫉熱の設定︑核物質利用の鰍揮︑

めに研究開発︑知識の酋及︑安全

寒を練るに当って︑起草吝たち

きるび月一二十一日︑東兄工議

用いられ︑ついできらに広師開

銅工陽における酸姦の分滑︑石

フノ峨に対して遺択的にする

大学で行なわ瓦た原子力学会の

導体︑生物休試料などの激敬成

と題し︑トロント大学のR・E の稀填の渦沌麗金属︑試藁︑牛

・溝蔽会で﹁放射化分折の応騰﹂

分か分析されたが︑ルーチンに

コソクロフト

・fエルビス氏の特別講敵が行

用いられたことはなかった︒そ

徹嚇子熊層当て弓︵αB︶＝Φも

﹃昭︑射線〃

にその要旨な

なわ㌧た︒次

慌︑プラスチノク工場での触媒

油化学工場での不審物の重富分

奄一喫

のガンマ線を五×五拶屑Z巴

貧
ρ
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は︑核燃料の濃縮玄たは薄処理と

核燃雅の定期附かつ公正な供給保

証などを行なうものとされてい
る︒

さらにユ ⁝ ラ ト ム は 核 西 土 性 物
質の所41梅を有し︑豪た︑原子力
焦同市場を創設することによって
広大な衛場を開拓することとなっ
ている︒飽援に濯築界と閏遜する

で︑ユーラトム委員会は︑原子力

の理由は︑攻射化を聖︑験室︑工

ビーム雌流で一秒翻り三×十の

さ摘る︒申性子出力は範mAの

＋一乗︒

二︑鼠置下図のごとくセノ

お煽︵づり冒︶一ρ○卜∂Oも︒Φo

巨資が用いられる︒

罵勾︵昌い黛︶誘Z刈ωΦO頃軌1︑

流速で流し︑十六秒昭﹂射︵穏︸瓢

三︑核反面＋四MeV中性る︒一分当り二西二十㎎需Wの

トする︒

い︒

桙ﾅ＋幽MVの中性浦宿住債比を一対八人一にすれはよ
場あるいは病院などから灘れた

放射化分併

分祈の一例として飲料水中のフ

響子の利用による連続微鼠元素

本日の膨脹では十四MeV中子によるフノ素の定賢には次の

残悼の分析なと︒

原子力学会特別講演から

放射化分析の応用

昭介する︒

は︑従束原子
力三門で蘭農
の特麟︑論罪技

術として訓用

なかったからてある︒

別の場得て行なわなけれはなら

されてきた
ル⁝チンに用

が︑最近では

しかし︑現在ては数ヵ国で放
嚇化分折の開発が進み︑研究室

いうる成射化
技術のたえざ

シンチレーシコンカウンターで

博︶

oづヨフノ素を五〜一〇％の

踊灘︒これによって百〜〇二︸

る︒ご爪知のごとく北米の都市

このうち二番圏の反応は酸素に

精度で定器できた︒所要時間は

お勾︵⇒愚謬︶房男＝OヨHロ軌÷

階にまで発展している︒これは

ではフ！素を飲料水に加えてお

よる乙○︵ロも︶冨冥の妨警が怖

五〜十分にすぎない︒

ノ糸の放射化分術について述へ
流束の照射装置︵加速器︶が開

原子炉および無筆器の酋及にと

り︑フノ素の迅速定猷と︑その

しく︑藁番団の反鳳は半減期が

お3び工場で広く応用される段

発されたことによって︑遍胴的

もない適嶺な各署授置が客地の

添加管理は亜要な閥題である︒

る進歩と︑聞

でかつアカデミノクな分折技術

実験擦で入子できるようになっ
った︒切期には︑原子層嘱弱気の

として広く応用されるようにな

浜口

（砿．）
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BR−3

ノ

長いのて不魎当︒華燭一番圏

、繭
口

煙疋は鋤蟹走に児出されるたけ

ターゲノト︒プログラム

分野におけ る 直 下 と 投 資 潔 的 に 関
する

画に対する委漫画の見解庫乗獺さ

を定期的に 発 覆 し ︑ 原 子 力 捜 資 訓

せるものと さ れ て お り ︑ ま た ︑ 産
蒸騨は瞭子 力 捜 資 漂 両 の 詳 細 を 委

員会に嬢臥する縄務を負わされて

そこで起 る 疑 鴫 は ユ ー ラ ト ム が

いる︒

欝
》

（3『∂

6繍」

丁目㍉
蔓
、

〆

1β
i

↓↓1↓

一川旧1！マ嵩

鈎…、脚…

＝

この悶題を解決するために私の

！の∠ク物〃〃7％〃％∠ク物〃フ偽みグ％ウ〃％∠クド協〃7

たこと︑さらに実験室的な小感

伸齪葬嚇頃婁㌦⑳

→
謎彗水→

・

艀
ilt｛

一体どの秤渡まで原子力酔業の硝

設に成功したかということであ

康子力市場が存在する

一九五八 年 以 来 ︑ ユ ー ラ ト ム 委

る︒

員会は︑

揚禽にのみ原子力産聡は発展し︑

かつその存在を維持することがで

き︑発電炉の建設に関する決定

一一…一…一…ロー一一…一…ロー1…1一一7
1↓↓↓

14

1胸……………

は︑唱力事業者にのみ鷺洲があ
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四月二十Bに開所式を行なう運びとなった︒今度完成した建物は︑総床面積約千三百平方齎︑鉄

海研究所正門前に鮎子力普及センター見学館を砕設中であったが︑このほど工購が完成︑きなる

筋コンクリートニ階建︵地下一階︶で︑約五薗平方慧の展示室︑映三重などの他︑休憩施設︑案

内所などが設備されている︒似た展示塞には臼本の原馬力施設の分布図︑原子力の原理︑陳子
力発餓の安全性︑隙子力立︑R工︒放射線の利用︑海外の原子力などのパネルや模型で示す原子
炉のしくみ︑原子炉材料の実物などがおかれる︒この晃学館は︑今後わが国原子力PR活動の中
心となって原子力関係機関の児学対策挙整備し︑見学の指導︑原子力平和利用知識の啓発曽及を
行なうため原子力関係者の協力のちとに設立された財団寒入黒本原子力曽及センターの主要学業

題営犠については原研︑原燃︑原

て賄われる予定で︑また今後 の

か︑広く階業鼻からの甥付によっ

噴業連含会ぷ蹟じて拠出されるほ

万円で︑これらは九隙力から愚論

付属設備の総碓設工箏費は約六千

このほと完成した見学館および

らのフランス原子力闘発の現状紹

型︑フランス原子力資料研究藤か

チングハウスねからの原子炉模

ラル︒エレクトリノク瓠︑ウエス

霧幽されたものの他︑累図のゼネ

が出品した展示物が原産を通じて

附かれた英岡博に英国原子力公祇

の中には昨年九i十月東京曙海で

円を碍て総坪数約四酉三十平方麟

承する形で︑同県の補助金一千万

のほかに︑茨城県立漂子力館を継

千胃買平方層の敷地内には兇学館

また原研から有償貸与された五

の一つとなるものである◎

購︑電電公往︑原画および地元関

て︑機関設立離備婁員会が照臨さ

びに産業界︑地充関係者によっ

ト等を作成してはどうか︑などが

うか︑権威のあるPRパンフレソ

のPR資潤を一カ所に集めてはど

出された︒

﹁ふしぎな力﹂が科

学技術映画に入選
原子力業と原研が企画
科学技術庁原子力局および日本

難産通信
へ

見学などが予定されている︒申込

研東海研︑原黙集海製鋤所︑除竃

は直接サービス事業本部よで︒

園で同植物園と東京都立R工総含

から三十日まで名古屋南集山植物

☆中部原子力懇談会は麗麗十日
☆原薩サーヒス無梁本都は四月

︻簾海．原子力セミナーと見学会﹂ 研究所の協力て放射線照射による

二十七日︑二十八日の二図引︑

を開く︒

か翻催する︒会の内容は羅臼助教 水仙花霞公開と講演会︵十八日︶
援都甲搬正氏による﹁原子力の璽

☆﹁ベルギーの産集・科学シン

ポジウム﹂のテキスト︵一部欠口︑2︶

礎﹂︑朝日新聞論説委員渡辺誠搬

希望の方は︑原陛圖漂涙まで︒

いる︒今回募集のものはこの六月

ースで︑期間は一遇間︒講習の内語

六日から斜辺る本年第四同目のコ

はイギリスにおけるガス冷却炉の

開発に関する講演︑燃科要集の設

ての各種研究所見学︑ウインズケ

計・開発・運転実績などに関運し

スト﹂についてなど︑種々の項圏

開かれるが︑この会

磁の進め方はゴ⁝ドン・コンフ

いた：し僻す。

れ︑同無八月財団法人日ホ原子力
豊及センタ⁝が設立登記された︒

この法入は広く原子力平和利用
に関する知識の啓発鞍及を積極約
に行なうとともに︑兇学の指導な

どの効率附な実施と適切な墨焼供
与を遜じて︑兇学勤果の蔦揚を躍
り︑これによって原子力開発諸機

氏による﹁内外の原子力聞発と日
原子力研究所の企爾による映画﹁
ふしぎな力﹂は︑このほと第七圓 本の将来﹂のニセミナーの他︑原

関の運當の円滑化に寄与し︑わが

A︶では︑イギリツ︑国内および海

国の原子力開発と平和耕用の促進

外の政府︑厘業界幹部を対象とし

て︑その後関係者で調査中であっ

たが︑三月三十一田早朝︑岡貨物
がニューヨークにあった旨︑羽田
のノースウエスト航空社会へ入露
があった︒この放射性炭累14の粉

東三気早キュリー︵二二は︑さ
る三月四田羽田に到酒後︑ソース
ウェストの傑税上屋に保管される

関する講習会の参加蒔を環乏して

射性罫書14の所在不明製俘につい た改三聖ガス冷却炉︵AGR︶に

スウエスト機で空輸したはずの放

科学技術映爾に入遺した︒

を視覚胸に映画化したもので︑分
子や原子を赤玉︑自盛たちにおき
かえ︑その鋤きと擬人化した解説

子炉の理論などを平静に脱㎎して

によって放肘線︑原子核分裂︑原

ゆくといったもの︒

行方不明の炭
素14みつかる

ールAGR見学などとなってい

参加申込は直接UKAEAのオ

る︒

マネシャーの3・ステファンソン

ーバーシーズ︒リレイシコンズ●

氏まで︒

一八ーー

ことになっていたが︑その所在が
不明になっていた為の︒

しておこなわれた︒

速増嫡炉の設計と安全性および経

トリウム冷却炉〜○OOMWe高講演はスライドを用い︑﹁安全

田本原子力学会主催による﹁ナ

高速増殖炉の安全性と経済性

コー エン博士が講演

米国オークリノジ研究斯から霞

本放肘性同位元素協会あて︑ノー

に貢献することを圏的としてい

会︑映三会の開催および助成︑機

この映翻は︑腺子力の駄碑死論

学対策が十分整備されていなかっ

子力施設晃学省に対する原子力知

度完成した見学館の運営の他︑原

またこの闘的達成のため︑今

る︒

も円滑に行かず︑昭駆三十八年頃
から関係春聞で見学の効果を鷹め
る謡言機関の設立が検討されてい

ていた︒しかし原電東海発毛所の

関紙︑園欝資料の刊行︑中学︑篇

識厳法︑兇学指導︑講習会︑講演

完成も近づき︑見学看の急増が予

校の課外原子力研究活鋤に対する

たが︑種々の箏情から実現が遅れ

想されることなどから畢急にこの

助成を行なうとしている︒

正門前に完成した晃学館︶

︵写翼はこのほど原研東海研究所

実現を畷る必要に迫られ︑昨年一
月︑原研︑原燃︑羅餓公社︑原鱈
など原子力関係機闘の代表者なら

立地問題などを検討
の二つの診囑

済性﹂についての︑米︑アドバン

資料を中心に懇呈した︒

鳳子力広報活動

第二回広報活動推進連絡会
科学技術庁原子力局は︑四月十

連絡会としては︑原子力の広蝦

二日午後同会議室で鋤二野広報活

擶蝦藻
についての問題点をひとわたり鍛

にわたって詳しいデータとその説

︑それに一九

性の蛙駆﹂︑﹁燃腿サイクル・コ
原子

スト・プロダクツ・オペレ⁝シコ

軍月四日経由免詐が寮付された︒
わが国の原子力研究のメノカで

原子力産業会議でまとめた

動推進連絡会を堅き︑さきに日本

罰した上︑当面とり上げるへき箏

明がなされ︑とくにコストについ

ース︵約＋万深川︑七＋万円︶は

力発魁所立地聞題

ン︑ゼネラルマネジセー︑コーエ

ては現伍の○︒八七ニミルKWH ァレンス形式によるというWこ

なお無学臨を起点とし︑源燃︑

予定となっている︒

の原子力館が上弓中で六月完成の

係機関などの賛助会費て賄われる
与︑国内メ⁝カーから蕎贈された

介展示物︑原研︑原燃か6の貸 原研︑原鷹を一周する見学ハスコ

ことになっている︒

たため︑これらの取扱いが必ずし

わが国PR活動の中心に

一十日に開所式

一

財団法入日本原子力警及センター︵輝窮侵岡野傑次郎氏︶では︑かねて茨城県束海村の原研東

四月一

コ■置

機器︑飛騨などが含まれている︒

柄︑国をはじめ盗機関の間の分撹

ン博士の講顔会は︑四月十二日午

れは︑臼田のゴード・．ノという罷

工家の援助で始めら︑れた︑高

電

瀬同

懇懇

講懸

∠∫＼伝馬Ill∫圧∫ミ下鱗ユ

｛也下葺タ、三≡三飽嵐肖lf、

職舐（663）0761〜2

一一

箆学館に展示される各種展示品

六〇年六月︑イタリアのローマ市

などを決めるのが鋤果的であろう

︵三円十四銭︶が半分に引下げら

指摘したほか︑多くの町能性が示

れるのはそう選くはあるまい︑と

のやり方で︑衝年麗休み中の繭

分子などに関するある研究会畿

校に全貝泊りこんで行なわれる

ていて︑出協者はすへて識長に

もの▽議長が絶対の権隈をもっ

事録など詔録の類は一切ないと

より選ばれ︑プレプリント︑議

いう文字通りの二二討議V特許

などの商業機密も︑勝手に利用

しない慣行になっている由で︑

モラルの規制は強いが︑討論自

体は不クタイもつけない︑くた

Vたまたま第七回アイソトープ

けた琢園気のなかで行なわれる

会議の予稿の印醐や︑一匹の融

ちには︑うらや軽しいような話︒

蠣に追われている事務局の入た

曇δ

翻耐鵡
藏鑛

ある茨城県東海村には︑年々約一一一で開かれた錆五回国際原子力丁零

講堂に約荷名の新進研究者が娼席

後二時から象慰四ツ谷の士木学会

﹁

・アンダーウノド氏が講演した

慧見としては︑スチ⁝ル写真など

で英国原子力公社広報部畏E・H ということになった︒この日の

十万入の見学客が訪れているが︑

これまでは各原子力関係機関の浅

唆された︒

コーエン博士はコロンビア大学

で物理学を修め︑原爆製造のマ

力界の中心的人物の一人であり︑

十年というベテランで︑米国原子

哲学博士︑文学修士の称男を有し
ている︒

AGRに関する講
習会の参加者募集
英原子力公社

イギリス原子力公祉︵UKAE

御一報次第、資赫・各種講習会案内、計算申込醤などをお送り

一

軽水炉の後備防護装置

コバルト60実験室
の建屋完成名目試
通騰雀工業技術院名古響工業技

は原子力を恥いて海水の脱恥の開

ンハノタン訓画の酋脳として同位
術訊盛期へ所長鹿取一男氏︶で︑
このほどコバルト60実験審の要図 休分離に先駆的業績を残し︑現在
が完成した︒

小委員会によって価究が雄遣きれ

千キュリーの照射袋灘をそなえ︑

別研究会︑セーフ・プロジェクト
格︑構成︑運営についての墨黒を

てきたが︑三子力発電の本格的実

魚類に鮒しての無幣な農薬の開発

員称︶を設けるについて︑その性

交換した︒

施段階を迎え︑現窪の体制でほ費

この震験蜜はコバルト60鳳輿五 発をてがけるなど︑腺子力には三

この安全性募集委員会は︑里諺

を︑また︑実験冤を二つ設けて能
率化をはかり︑・入学︑病院などに

など︑憲として低分子化学試験

も広く開放するなど︑放射線セン

ての強力で系統的な研究に多くを
望めないとして︑あらたに原研内

ターとして活躍が期待されてい

用︑規模の点から︑安全性につい

彙対籔として﹁後備安全防護妓

ていこうとするものである︒な

に前記委員会を設け強力に推進し

性物質放⁝⁝の勤止︑抑制などの安

搬﹂の研究開発の有勤性を実験に

炉の事故時の輝料浴緻防止︑放射

より笑鐡しょうとするものQ従来

るQ

の半ばごろと予定されているQ

なお︑本格的な運転開始は今年

は政肘の委話研究費をうけて︑N お︑錆二團準備会は四月二十二田

製罐設躍の鬼通しである︒

AIG︑日立︑三菱等の実験を錯体 に開かれる予定︑四月下旬には婁

あります。

嗣
とする田本源子力産業会議安全特

東京都中央区日本橋雄町2−6−4・大阪北部東京ビル
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日本原子力産業会議

本システムのプログラム雷語

特に日本原子力産業会議の会麟会社は料金割引の特典が

・認速の計算処理能力
・問題処理コストが最低
・豊弱な応用プ窺グラム
・団際的な互換性
・迅速丁寧なサービス
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原研内に安全研究委設置へ
軽水炉の事故暁の安全対策とし
て︑敗膀のセーフ・プロジェクト
に錐づき︑あらたに日本標握力研
究所に設けられる予定の安全性研

鼠虎ノ門の電気ビルで開かれた︒

究委員会の準描会が四月八口︑束

この準備会は︑四十二母麗予鈴
娼置に関感して広益技術庁原子力
局からの要請により︑セ〜フ・プ
ロシェクト小震員会のメンバーを

原研内に﹁安全性研究愛会﹂︵仮

本システムの特徴

本システムはどなたでもご利用できます。
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本会講議事録にゆずることとする
が︑この訓画は単に第一段階にと
ど曇るのではなく︑第二段階とし
て実用大型炉︵ビソグロノクポイ
ント炉︑ヤンキー炉を考えている
模様︶での実証運転試験巻行なう

予定になっている︒このようにU

うことであった︒これに対し現在

を上回り不足であるであろうとい

子炉級プルトニウムの黙要が供給

以上をねらうには天然ウランでは

傭をことにしており︑燃焼度一万

く瞭伝されてきたが最近は少々雛

トニウムリサイクル計醐に力を僧

国瞭協力を講じて欧州鰭国のプル

も行なっているQこの他に多くの

ト謀ウムの炉物理上の挙筋の研究

が数本入れられており︑またプル

れが一九七〇年末まで続くことに

ムを受敗る契約を持っており︑こ

トニウムリサイクルをやり︑つい

うとしている︒CANDUでプ園
ルは一九七〇無代に高巡炉が出来

ソバ簿の施設を撫えると自蔵世界
のプルトニウム燃料加工施設は十

ス・アトラクチブであり︑プル
USAECは濃鼠ウランの見返レり

た︒これらの小窩に田本︑ヨーロ

のこのごとくに焦れつつあること
指に余のあることになる︒各癒設

しているようである︒結論的に英

の能力をもっており︑現状として

なっている︒このプルトニウムを

このように各国とも高驚炉本命

催の熱中姓子炉リサイクル訓劇︑

高庇増髄炉聖画にしても国際的な

る︒今回の会議に出温し︑わが国

協力について打診があるほとであ

としても早闘に開允訓殉を鍛費

湾えた︒

IAEA委託研究

契約に関する募集

︵王AEA︶委託緋究契約に闘す

一九六六年滋の函際原子力機関

る募集要項がまとまり︑同噴務局

請おをとりまとめている︒

から送付されたので原子力局で申

稲究蕃書は︑①放尉性二藍物処

理および関連する環境に閃する研

究︑②倶健物理および放回線防護

⑬放射線生物学︑④照尉による食

力︑工染への利用︑⑥原子炉を含

品保存︑⑳RIの農業︑医学︑水

申請轡提職階切R︻は五月六B︒

む各穂の研究である︒

︐●

中

売

酋國闘舗細図翻團醒

発

ニウム燃料加工設備が雨後のたけ

も追込に値した︒罠間樋設として

の問題さえ見照しがつけば考えよ

ニウムリサイクルも加工コスト
としてUKAEAよリプルトニトウ

社が工場拡張聴完了し現在でも年

明らかに設備過劉であるといえ

の下でプルトニウムリサイクル研

を惑わずプルトエウム燃料の闘発

が︑ARCけあまり厳格瓶蒐磯

に臨界となったWR一一線子炉

とは螺子力の研究開発は科学理

原子力PRパンフレットの決定版／

反映としてか︑米艦内にはプルト

ともペレソト加工︑掘動暁月加工
古くから知られているNUM過C

る︒しかしこの過測設備が逆にプ

一九八O葎代になるのならはプル

まで貯蔵するのが経済的と考え
でPuiThも考えると発藷が点あ

るとするとプルトニウムをその暁

能力を有していることであり︑こ

研究開発用に豪わす計上である

閥一トンのブルトエウム燃料加工

の他にGE社は現踊プルトニウム ルトニウム燃料加工毒の積極性を

トニウムリサイクルを行なっても

った︒特に最近チコークリバi研

ニウム生民炉から補充することを 究所には小規模ながら酸化プルト
ており︑すでにNUMEC社など

が︑それでも不足の場合はプルト

近く滅絶樋設を完成する︒この他

車上を大拡張中であり︑WH社は 引出すという大きな利点にもなっ

ユーラトムはユーラトムi米濁 を与えることはある豪いと判断し

筒遮増殖炉用プルトニウムに影響

はグラム轟り四十三がであるにも

ているようである︒
協定の下とUKAEA−西独協力
SAECのプルトニウム販売価格

琢た不思議なことであるが︑U

鵜えている︒

ニウムのラインを設擁している︒

スの掌上化とそれにつながる臨界

祉︑A工祇がすでに寛々のプルト り︑生塵コスト低下のためプロセ

にNFS社︑UNC社︑B
では
＆次W
期拡張謙爾を考慮甲であ
ニウム施設を運転巾である︒これ

らの他に︑DOW往が大規模のプ管廻方式を旧知のマスコントロー

説をとりながら現実問題としてプ

ルトニウムリサイクルとも紋組ん

かかわ一9ず︑プルトニウム︒クレ 究を行なっており濠た新型転換炉

でいると感じられた︒いずれにし

ルから形状コントロールへと変更

でのプルトニウムリサイクルも訓

ルトニウム施設を持っていること

ジソトはグラム轟り十がである︒

を研究中である︒

が明らかになったのも驚異であっ

ても︑ここ身分続くであろうプル

トニウムの僅少姓と瞬際的に見て

画に入れている︒藪た高速炉はラ

大方のプルトニウム燃料開発方向

研究闘発用プルトニウムの偽少性

フェルミ炉を利用しての研究副画

プソディ⁝炉及び米圃のエンリコ

が進められている︒またドンレー

と嵩価性とは研究開発健涯上の大
きな問題点となりえよう︒家た原

の一致性と開発の緊沼田要性等か

研究開発上の問題

SAECの雛ほみでて︑子ザ
ーである電力会社群が鎖極性瑛示
していることに最近の大きな変億

子餅級プルトニウムの取扱経験と

炉とはユーラトム←米麟←引照の

英国け現在マグノソクス炉の運

らして︑熱中性子炉︑蕩速増殖炉

照射実績は徐々にではあるが集績

間接路線で協力を行なっている︒

オ⁝ド研究所だけではなく罠悶研

されつつある︒これも単にハンフ

芝煮で85ろう︒門番についてはU

扱いに関する経験笑維の少なさの

Puの僅少性と高価性
このようにユーザー翻の稜極性

窪た︑プルトニウム燃料開発に

があるといえる︒

ユーザーが手をのばすことは織中
と︑それを受けてのメーカー︑プ

を要求する野上は親していない

が好調に線照していた︒同炉は

炉兼工学試験盤で現庄は醸出力

四万KWて運転中であるσこの

炉の炉心の半分は米園のAEC
に必要な実験を行ないつつあ

が謄りてHWOCRの取止建設

業界に何等かのリターンがある

産業界か6の申請は︑日本原子力

ているので︑希望者は同歯に問い

蒐書会議国際協力課でとり豪とめ

お申し込みは臼本原子力薩総会譲サービス雛猫
本部または下醐へ

艨@亭

主体は民間に移る
褥鞠脚峯植
筆者は本年三月一日︑瓢日の両日︑米国ワシントンにお
いて︑氷国原子力驚黙会議︑エジソン協会︑米国原子力学

会主催︑米国原子力袋鎌会協蟹の商榮用プルトニウム燃料
に劃する会議が開かれた際︑岡会蹴に臼本代表として出臨
した︒この会識はプルトニウムの発発が行なわれた時から
ち．仙うど二十五隼圏に︑その発冤者であるシーボルグ博士

あ迎え︑しかも平和利用の闘的のために開かれたものてあ

である︒

る︒以下は各国代表との慧児慶拠をとおしての筆煮の繊慰

各国から強い関心
性子炉利用にはとど豪っていない
両嵩とも当面の軽水炉に対するプ

のである︒もちろんUSAECの
獄デューサー側の戴極性とが過剰 SAEC︑民闘の両瀟の立場から

夫る三月の米園における商業用

購入する翻にしても︑AECか

ば多分これより筒く売れるし︑

ようである︒すなわち︑日本がとは日米の今後の友好関係を聖

軍機冷却材を便用している実験

給側としては必ずしも醸本の要

われつつありまたエジソン協会主

謂画されているAGRの初期装荷聞ではこの種の協力が繁密に行な
をプルトニウムで置拠出来るほど
ではない︒しかも萸国は畢期の蕩
途増殖炉需要を期待しているので
当分プルトニウムを貯蔵すること

用を全く無視しているわけではな

になろうQしかし︑熱中性子炉利

米国源子力闘員会を訪問して

いる︒それにつけても両民来臼

つ上に大変役立ったと碓信して

望に応ずるわけには行かぬことは︑二月に来日したレボール︑

論の段階から工学上の問題に移

つた︒すなわち︑単なる憎報交 行してきたということである︒

ような形を望んでいる山子であ

鰐のPRをして下さっていたの

うるようになりたいものであると

く︑AGRにはプルトニウム燃科し︑早く国際協力の一環をにない

つぎに︑近い将来改定昂予想封Cは冤隠処親日ムードに窪ま 伴うような国際協力を切望して
れていたと篇っても過函ではな

いるように感じられた︒マニト
される原子力協定中に設けられ

れはグラム当り十がにしか買っ

バ州ウイニペノグ市の北集六十

色々とこ象かい問題について聾

ら買えばゲラム当り四十三♂と

客であるかぎりは︑田本の嘆求

軽水型心あるいは米閥型炉の顧

五膚にあるホワイトシェル原子
って罠本の現状がAEC職員の

てくれないが︑味見に売り渡せるウラン一一三五の供給枠であるいと思う︒諺記両氏の来ロによ

し合ったが︑そのなかでも軽士

れより安く買えることとなり︑

なるが︑貸間から買えば璃然こ

燃精公筏今井理
璽長にあらため
て愚謝申し上げる照門である︒

−親日ムードの米・加を訪ねて
応の根拠があれは要求の津

卵簾難

眼を通して直接に理解されたこ 力研究所を読響したが︑昨駕末

プルトニウムの今後の供給見

あるものを紹介したいと思う︒

それにし ︑︑︒口 ・
必要とするプルトニウムはいか

に

轄緬誓ウラン供給には好意的−
通しであるが︑罠闘の原子力発

電所の触用済燃料からのプルト
ニウムの圓収が始まるようにな

給を行なわないとの夏本策を考

ればAECはプルトニウムの供本は今後田本で

り︑そのためAECの職質数名
米国に続いてカナダを訪問し

なる同位兀素組成のものであるどおり供給禅を設立する気持が
えているようである︒すなわち

たが︑劇震AECLの国際協力が同研究屠に錆駐しているQ
燃料を再処理してプルトニウム

もあろうし︑その際には三碧餐

今回のAEC訪問に際してに対する態度はカナダ原子力だ 今回の米・加訪閤で態じたこ

近い樗来NFSが民間の使用済か誉明確にする必要がある︒供あるように思われる︒

串回収した場合には︑それを平

側が供給可鮨なプルトニウムの

ワキンジャー爾民が実によく堺
し︑それでも足りない燕には︑

和利用に当てることを第一と

癌慧たけではなく︑現に欧州諸国

ると痛感した︒これは挙に鎌習の

発篇があったが︑衆圏の一致する

わが国も早くその一環をになおう

カナダは今琢でプルトニウムに

これらのプルトニウムも︑多数

には国際的な協力の場が臆要であ

開発訓園も積極性冷示しており︑

ところ︑一九七〇卑塞では研究開

転により︑年間二・五二のプル

FF田F淡箆につながるいわゆる生み出しており︑お互が絹粟作用

発用プルトニウムの罵要︑特に原

究機関でもデータが集められっっ

ルトニウムリサイクル使嗣の実現

開発は急速な発展冷期すことと︑

となって今後プルトニウム燃科の

このようなプルトエウム燃糾開

感じられたQ

ためにエンリコフェルミ蕩速炉の

発をどう考えているかは国際パネ

米蟹外がプルト言ム欝開τレ㎝う︒

このような︑USAECたけるで
と︑それはプルトエウムの供給

ブレーキをかけるものがあるとす

発に対する積極的発展に︑もしも

することになっている︒

プルトニウム炉心への転換を援助

りも︑より急速なテンポて進める

は調速炉開発をUSAEC訓画会よ
議の期適中を通じてひしひしと

設備にもかかわらずよい競争心癒

プルトニウム燃料に関する会議へ
をはかることの重要性をあげると

ている︒これに対し工曽︑︑ ソン協会

高速炉開発シコー路線が二進され

トニウム生産を行なっているが︑

の磁席者は約三酉名の多数をかぞ

ム燃糾開発の璽要性を指摘した︒

岡時に︑高速増殖炉用プルトニウ

あるので︑近い将来には解決がつ

え︑その内には英隙・ユーラトム

解析はすでに︑おのおのG劉︑W

きそうに思える問題ではあろう︒

・カナダ・ベルギー︒ドイツ︒フ
ここ豪でならは︑よく聞かされた

国際的協力が必要

ランス・イタΨア︒スペイン︒日

しない諸蛋も多いと思われるが︑

お経の文句のくりかえしとしか感

た︒日塞代表には難者とプルトニ
現防点ではそれが績極化︑具休化

本と多敏の外国㈹表が混じってい

ウム炉心研究のためにハンフ・ーー

ド研究飯に滞在中であった原研の
しつつあることに今家でと大きな

全く関心を示さなかったかのごと

礼があることを卿解していたたき

ル謎論会に嵐された意見から紹介

平田氏とがあ起った︒出歯麟︑出

炉開発部長シコ⁝博士が政艇浄代

E祉は期間川匂閤︑予算三十二万

H礼の手により進行中であり︑G

月︑予算ゴ一十六万五千トルで第一

発鍵盤潜にしても︑AECに売

︑食自爵画品口口自臼翻負自q良良食目白口口鳶口Ω白鍵良窪自慰臼∩．自口口良貞Ω白白qq良自窓口自負臼自口口q貞自噴q庭霞Q篇

の問題と原子炉級プルトニウム取

なく︑ユーザ⁝側が示す積極性の
たい︒今まではUS八ECのみが
ハンフォ⁝ド研究所か．中心にプル

席者の預ぶれからして︑この会議
が単に盛況てあったというだけで
トニウムリサイクル謝画を押し進

薩紅筆

その例証として︑エジソン協会

燃料加工施設

十指にあまる

ことである︒

にとって甥えられようとしている

うとしており︑民閲の積極的動き

の計幽はUSAECの手を離れよ

めてきていたのであるが︑ちうこ

なく︑プルトニウム燃科に対する

たQその会議のちょうなどについ

関心の強さがひしひしと感般られ

会議篇一円の午萌申はプルトニ

て惣したことをのへる︒

ウム燃料とその裳求膜︑麟際パネ
ル認講食が ︐たれ午後はプルトニ

ウムの供給帆と処理彪力につき討
議があった︒第二日の午前中はプ

後は原子炉燃料としてのプルトニ

の主催する大型繭冒用BWR・P

ルトニウム処距に関する技術︑午

ウムについて発表が行なわれた︒

易し︑またデトロイトエゾソン副

第一日置湯中︑USAEC原W
子Rへのプルトニウムリサイクル

祉長ワグナー氏が電力界挽代表し

ム燃料の耕用について語ったが︑

段階のサーベイワークを行なうこ

てそ3／それの翼地からプルトニウ 五千ドルで︑W11社は期閥十八ヵ

両者は五に異なる立揚をもってい

荻野谷徹︶

︵原子力局核燃得諜長

百一髪型目撃麺ロロロH一杉口むu翼翼りあ
uわo
せる
廼
こF
とを員
引んでいる︒

ダからの原子力の心願の輸出を

u墳uロロローMuリロ

いたってスムtズであったoA

AECが供給するとの溝え方を仕様に合わせて過去謝画を立案 で︑AEC部内での早し舎いは換といった形ではなくて︑カナ
することも必要となろう︒

胤リuローu百口導口σH一σ麺暴け雛一嚢u口

口

圃

とが発蓑された︒これらの詳細な

︸リポートとして刊行される予定の

B5判

頒価70円（〒LIO円）

■圏

u

異なる立場でも同じ意見

彦

内容については︑近くUSAEC もっている︒これは民簡原子力

9ポ横組報徳カント入り

圏

回属

るにもかかわらず非常によくにた

た︒

（葉京都溢区新橋ユー1一ユ3臼本原子力藍簗会畿内）

瞭子：闇闇

日本原子力平和利用基金

発行

松
qq口q砿（誠億ロロq蠣ααα徹α鶯八口αααα（講α篇ζ隠（ユα《認

野

羅気は文化生活のバロメータ
のびてゆく鷹気の使用深
い豪までの発電所
これからの鍛力をになう原子力
原子力発碁所ができるま1で
発欝炉のいろいろ
世界の原子力発磁心
二本の原子力二二

〈内容〉

（6）

麗麓したのに績緊びかれ⁝
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融レ暴霧

五月︑GE社と契約

端の敷地面積穏四十万平召物に設

熱発蜷所は︑福井県敦賀半島北

團

たが︑同法案は四月十五日の参識

を閣議決定︑今国会へ上程してい

握進臨臆箔鐙法の一部改正法案﹂

の広さ︑立地条件および安全防護

性に関する全施設の計爾は︑敷地

施設を含めて妥当であり︑安全性

日その第一回会合を開き︑審査方
針を検討するとともに︑炉物理︑

布されることになった︒

院本会議で可決︑成立し︑近く公

この法律は︑署内の核原科資融

安全性以外の許可茎蟻について審

その性簸上施行の日から十庫以内

隼五月四日に制定されたもので︑

開発を促進するため︑昭鵜三十一

の審査会では︑逐次岡部会の審査

議し︑四月七臼内関総理大臣へ答

に廃止するものとされているが︑

経理的基礎︑謝画的擁発利用など

原子力委貫会は以後︑平和利用

委員浸へ讐串していた︒

は十分磁保されると認め︑原子力

趨機械︑熱材料︑環境︑耐震︑プ

ループを設けて薙べ五十回にわた

ラント鍛力︑安全評価の七つのグ

るム芸曙を開き︑今隼コ万九日に部

状況の報告をもとに検討を紐け︑

申していたのが︑こんどの結果と

政肘はこれまでの調査四獣から︑

会蝦告欝を決定した︒その闘ご回

三月十四日の第四回会黛では二会

なったものである︒

蚕員会︵婁員長関面嫌民︶は︑四月

日本原子力産茉会議の国際協力

ウェー原子力研究筋のヤンセン氏

に入る︒このため今月中旬︑ノル

・行く人・来る人

にしょうとしているものである︒

寮所や原子鰍料公社の活勤を円滑

湿原特の資源調査にあたる地話調

するとともに関連規定を整備し︑

昭五十一年三月三†⁝日まで延長

同法ぶきらに十隼聞︑すなわち昭

綴告轡をもとに︑問原子炉の安全

八ルデン計画参加へ

源躍では東海地区に建設した一

晦協魏産業界が賛意表明

男炉に続いて︑一喜類卒福井懸敦

が来日し︑わが国の岡計画への参

加を勧誘したのがきっかけで︑ま

田出発︑約九カ月間滞在予定︒

・ティームに溶岩のため五月十四

一九六七無

て腰試画図会合を開き︑

二十一日年後議隠から盛期会長霊

た動力炉開発懇談会の決定が新型

ENTURE訓画︶のスタディー

型炉心構造親水減速冷却方式︵V

転換炉に薙水型を逡ぴ︑国際協力 山本彬夫氏︵圓︶ 加G且牡の縦
ジウムの招致開催とENEA︵欧

展国国源子力機関空催の各シンポ

を強くうたっている点からも︑同

十一日内閣総理大臣へその設躍許
可を申請していたが︑同日総理大

計画へわが国も積極的に参加して

凹の参加については︑法たとの機

はというものである︒しかしわが

大塚益比賓氏︵電発二子日課︶

臣はこれ卒原子力婁員会へ譜周し

わが国参加について各聡した︒と

州原子力機関︶ハルデン讃幽への

日本原子力研究所側から脱明があ

米国NUS社主鉱の﹁原

子燃料生理講習会﹂受講並びにW

鵜竿︶

川勝理氏︵関電原子力部第︸課

くにハルデン議画参加については

が江酉される︒
ENEAのハルデン話劇は︑過

全然決まっておらず︑今後の進展

関が参加するかなど群しいことは

審査会へ付託︑致金性に関する審

の審査のため︑十一月一日開かれ
た第三十瓢面審査会で︑委員十三

明した︒

議を依頼していたQ籍査会ではこ り︑産業界としては賛成の意を表

月十九周付これを原子炉安全門門

脳聞楽受けた原子力婁貫会は十

た︒

賀地区に鰹設するため︑昨年十月

一までの審議経緯⁝

皐炉設黒可⁝

燃料装荷は四十四年十月
佐藤総琿大匝は四月二十二臼︑日本原子力発霞会社︵汁長一本紛珠磯氏︶が福井県敦賀地区に建設
予鷺の米爾沸騰水型原子炉の設躍許可︑㌍一決定︑同日饗務当局の科学技術庁より日本原子力発羅会社に

対し醗可雷が渡された︒許可醤の全文は次のとおりである︒

日本原子力発羅︵株︶敷賀発露所の原芋炉の設踵につて
核激隅物質法燃料物質および涼子炉の規制に関する法偉第二碧玉粂第一項の規定に基づき︑昭和
四十館十月十一日付総発第二百二十一号︵昭和四十一年三月十日付総発第三百八十九号︑第三百九十

敦賀発電所の建設許可を受けた

華甲雀は︑昨年十月に原鍛から

電気事業法で

通産省も許可

弩および四月五鐵付総発第関号︑第五号をもって一那讃正︶をもって申舗のあった表認原子炉の設置

原電は︑以後外資法に関する大蔵
贋されるもので︑昭和四十四年聴

を許可する︒

省との折衡をすませ︑五月中旬に

は主建設業者の米国GE辻と正式 衆に燃料器量︑昭和園十五年初め

可申錆について︑醒気事業法に塗

出されていた電気工作物変更の許

づき安全性や緩済性の審議検討を

総工事費は轟三罠二十四億円が

唆工の予定である︒

見込叡れているが︑うち閥○％は

技術聞題調査研究のため十︸日渡

H祉︑GE社における鰍料三飯の

米︒約十九日醐諾在の予定︒

井上乙次郎氏︵科学技術工事狢

次冨︶︑オーストラリア国原子力

◇

●

●

O

●
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灘難

蒙磯 鱒繋
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蕪鍵繋
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嚢蕪鷺
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穐

論懸 馨欝

繍疑瓢

婦
へ

騨徳愚

為
幽

轟響讐嚢
蘂蓼羅癬

鍵幽趣

μ

毒
一一岬蝋
騨琳榊鵬縄一一
噛勘脚榊岬榊
崖
騰脚陣一榊

契約に調印したい考えであるQ

五月中旬以降になるが︑発躍所建

名からなる第二十﹁那会を設照し

ノルウェーで重水沸腕型の建設︑

去八年閥同副薩参加国によって︑

五月中旬に中
間報告を提出
食品照射專門部会第二三婆

委員会および連那酷業科学研究職

ける科学技術の現況視泉のため四

放射線物理那の視衆なと嗣国にお

月二■四日脂発︒帰国は五月七日

嵯峨根遼吉氏︵原電鴇鎌取緬

の予定︒

役︶︑網羅束綿発隠所の勲交換器

に立ち合うため四月六日獲難して

購故に仔う嗅瞭における風洞実験

三菱原子燃料

従って本格的な建設工纂の漕工は

審査を開始したが︑同都会では通

研究を進めてきたもので︑来無一

していたが︑四月二十一日その験

また発電原価は︑KW当り初年 討が完了したのでこれを許可する

産雀の原子力発着技術顧問会と合

外貨払いである・

とともに︑総理大原に附して同炉

設に伴う事務所の新塾工事や斜壁

獲三円十五銭︑二十力年平均で二

月から溶しく三力年プロジェクト

放水路工事︑蒙た社毛や独身寮の

新築工饗なとの猛礎工要は従前通

同審査亭行うことになり十㎝月八

一

の三舞に同意する留報告した・

一

開六十銭となっている︒

藝一

隙子力昌盛会食楽照肘理門都会

の第二小委員会︵委員長飯塚広

ノ門の乗洋脚器ピルで第三圓会命

氏︶は︑四月二†一日午後集京虎

を開き︑前圓残されていた安全性
サブグループから提繊されん照射

いて讐涌した︒

食品の安全性に関する閥題点につ

とくに譲国食品の安金性のパラ
メータについては︑毒性︑発漏性

一Aーー

いたが︑同十七日帰園︒

覆一一需

プラント建設

恥／

噸麟細噸

り続けていくことになっている︒

晴れて竣工式を挙行
日本原子力普及センター
いしたいしと挨拶した︒

繕いて早川揃務理事から︑幽憤

へはじめ約四百名が参列した︒式
は祝詞瀬上の後︑岡野理那長をは

財団法人日本原子力普及センタ
ー︵理膜長︑岡野保次鱒氏︶は︑

羅過罵言が行なわれた︒さらに同

栄蜜価の変化︑微生物学陶問題︑

△霜

二十八日

時共済会鰹

第五十一回原子力蹟難燃繍懇談

二十八田午後

海外市場調査連絡会

会

MHD発瓢シンポジウムに関す

午後一時原産

原子鋤力研究会

る打合せ五月六日午前十一時腺麗

§菱商事株式会社

譲懸燃灘

、

碁

距．一

鍵

職篇篇読
㈱○囲や榊榊
ﾋ轍一一

蕊菱原子カ工業株式会社

じめ関係者が玉ぐしを奉納した︒

センタ：の建設を請負った安藤建
設に圃野理裏長から懸謝状と記愈

誘導放射鮨︑その他︵曾︒冨O
の昌Φ門αqく︑黄雲学陶影獅︶の岡

野の研究状況を謁慮した試案が示

題をとりあげ︑各サブグループ分

なお同第二小委貴会では︑これ

された︒

で金サブ・グループからの照兇が
出そろったわけで︑以後これらの

へ中鷺報告を提出する予定︒

意見をまとめて五月中句ごろ都会

共催看運絡会

議九日午副十時半源産︑展示会出

第七園R一会議

核資源の開発臨時
措置延長法が成立

品暦会議午後一時半瞳濫

グループ五月十一日午後一時原麓

政府はさきに門汐原継物籔開発

』7「監

樫

vう

ﾓ鰍

轟

潤

サ

合金燃料
金属燃料
その他燃料

三菱電機株式会社

セラミック燃料

三菱重工業株式会社

「

四囲輔
麟鵬㎜椰

酬繍蹴
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臨構図嚇
＿
一臥
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蕊菱化工機株式会社

繭磁樫みヂ

馴灘一喝
鰍じ櫛櫛

繍漁

叢

〜壽
ゆ
＿、〜叢
闇闇曝薫

黛菱金属鉱業株式会社

四月二十日正午︑茨城県東海村の

つついて理箏長は﹁原子力の平
った︒同日は科学技術庁長官代理 和利用開発は︑わが繊に欠くこと

品が贈られた︒

より開館の予定︒

瓢藪

岡センターで本館の竣工式を行な

のできない重要な課題であり︑そ

この後︑田川致務薫紙︑岩上茨
城県知事︑粟田茨城県議会蒲畏︑

の促進には︑原子力知識の曽及啓
発がきわめて大切である︒このた

竣工式は鳴竜終了したQ

大屋腺藤融会長等の祝辞が送られ

午後一時二十分からは岡センタ

て当営及センタ⁝の晃学本館が唆

ー一階ホールにて祝宴にうつり︑

び関係各方薦の絶大な支援によっ

回したが︑原子力知識の曽及と原

関係者の認念植樹阜行ない︑岡野
理塾長がくす玉を割り参加者一岡

子力平瀦利用についての質任は当

のと考える︒年闘二十万人に及ぶ

なごやかに今後の発展を祝った︒

センターで十分はたしていけるも

集海村議学者に迦切な便宜をはか

原子力館は七月開館
で東海村の原子力旋設を紹介した
い︒今後とも沓方面の協力をお願

なお原子力館︵展示館︶は七月

り︑当センターの四台の見学ハス

理爾畏

の田川政務次冨︑二上茨城県知事

漁業

一驚・

灘纐一懸盤難欝
写石上は見学本館下は挨拶する岡野

購読糾灘婦塁囎姥鵠

噛

振醤東察5895番
藷茜（591）6121（｛七）

東京都港区新矯1丁昌1番i3号（寧羅旧舘内）
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押

させること︒

受けた放射線蹴簿の副定に嚇し︑

祭醸を派遣することについて知購

それぞれ説明を聞いた後︑海外視
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放射線施設に立入った蕩が

り線燃の再処琿施設計國について

あて答申することを決遣した︒

放射能課長に

原子ヵ局

大町朴氏発令

学技術庁は四月十五日︑大町

榮課技術統轄専門職︶の原子力局

朴氏︵前通営省発墨箏瑛局公益郡

なお鴻放射能課長の縦浄写氏は

放射能課長就任を発令した︒

︵ひゆうまんかうんた塗照︶

科学授術総長窟官房栂になった︒

建設事務所長に

江守健剛氏発令
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鰍料公社の鎌田搬海製錬研所長よ

とが明雌にされた上︑多分その瀬踏が活

観せノターが果たし褥る鍵鰯のの範照な

よぴ放射性同位元暴による脇骨の

か︑騎別研究としては今銀度より

原盤敦賀発躍所

四月三田開催︑一一敦賀発恐山の

最新の光学機器の設計，製作，試験の詳細なデーターを集め，光学機器の製作，選
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W使贋施設響の技術上の猛準

部を必ず測驚するように改める︒

これによると昭禰閥雪一年農の

新規にはじめる鎌結晶寒造解析の

田本原子力発蹴会社は四月二†

二臼︑岡牡が福井服敦賀宙に建設

検出黙に淫する研究︑④有機低分

原子炉設綴許可について繕譲し︑
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放射霧撒率︑粒子束辮度い一︒

ーの今後の酒動には大き歳期
用されることぷ希翻したい︒

測症人体部億を︑原則として胸部

は放射性同位元凶によって汚染さ

射性同位兀素︑放射線発生妓綴又

一律的な規定愈︑欝封されていな 又は腰郡とし︑女子については脚

かし︑搬子力窟用の本洛化の時期を迎凡

ターとしては単なる見学餌的業務におわ

れたのは画期的なことであるから︑セン

事業は予算総額胸二十二纒五千

嵐動化に関する研究など三課題を

慰の︻般的基礎研究山42膏なうほ

万円を謝上して︑橘物病原磁およ

のほか四十数件の補助を研究の申

総合堕煮研究として推進する︒そ

成について上原科学技術庁長官︑

子化倉物の反跳化学反応の研究︑
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由がよせられる︒

杁況の測簸圓数について︑従来の

設騒学者に対するPRで︑一般大衆が対
て︑PR事象に六千万円の投資か行なわ い混融懸橋偉元凝︑鴇封された放

センターの嶺薦の仕丁は︑虫栂村の施

度がある︑というような画題もある︒し

センターの設立は︑日掛謙
子力醗灘会畿の提暇により︑蹴当会筏を

活動に期待する
東海村︵原研削﹀に建設中であ
当になるが︑近い将来︑近県の中︑高校
鑑や教飾壷対象に︑下学の騨びかけや放

ゆ心島・為地晃関懸機闘︑麗灘罪などの

射嶽機器の講轡会︑セミナL憩闘くこと

放射線の総合研究
研究事業としては三四偲一千万

理研︑41年度事業計画決まる
理化学研究所︵理甥長長岡治男

の購染諸魍を演定した︒

氏Yは︑このほと昭和四十一年度 円を予糠計上し︑およそ百八十課

び書物ウイルスに対する生理作用

江守健剛氏を発令した︒

する敦疏発置所の建設事務所凝に

箏業︑それに移転建設h40よびサイ 九つの研究費題は次のとおり︒

中村文部大臣︑橋本富房長冨から

三十七年︑源子力局原子炉規

⑤放白線岡射による食品等の保存
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許可串請轡等の様式を改める︒

手数料等が改められたことに伴な
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入目︑非常口等を閉鎖する錨齪

請および受託研究︵五千万円程

旬間メモ

①核翫剛凸淵に開了︸筍研究︑②百由ハ
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X総分新装認︑分子豊鑑定装躍︑
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皮︶を行なう︒

の欝幽光実と︑研究成鳥の発表︑
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要な措紐をとらせること︒
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田午後開き︑科学技術基本蔽案作
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クロトロンを十刀より運紙闘麗し

行政の魔験を住かして︑という
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主任技術着試験蟻韻試験の結果に
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による外部被曝諏皿の鐸価に関す

又団の監理を損当︒三†九年に

け

万篇時代はグライダー熱にとり

さいころか6飛行機か如きで︑
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多趣昧で何でもやるが︑

の源子力発電所も見てきた︒

ニウム・パネルに出胤し︑央国
や艀処岬施設の厩水による海洋

アル作成︑次害欝務説醐の肉封

ともなう甥故についてのマ一

つかれ︑九大の甑塾工学科に進

はもっぱ

け︑嵌探知クラブとの構報交換

さん︒四十二歳︒

禦麗は頑子夫人と二人の息子

とは知人の弁︒

粘解式には欠かせぬ
存在

もあり︑

一一十醐琿卒業と同時に簡工省

学科に移った︒

増力局入り︑以来通薩省︑資源

んだが︑終戦でやむなく電気工

灘発胸に取り

理だが︑技術者に鰯珍しいなか

求た貝体朗な鑓職をきくのは無

なかの雄弁で︑

をどつするかなど︒漕任早々で
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汚染の悶題︑Rτの大上放論に
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は簡佼時代のクラスメート︒

いる
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すなお
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て春たとはいいがたい︒さいきん日子力
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局を申心に各機関の弘報非難薮の連絡会

タ：がこれから口触する各罪︑各層の見

た活動を展愛してほしい︒従来のわが国

二子力燃設を一巡する兄学バス も 出 さ
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実施を可能にする豊かな泉であるといえ

学者から得られる経験は︑ち懲なPRの
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かは︑センターの運営予算にもよること

センターの生見をどこ求で広げられる

ることも遠隔であろう．

ンターの誕生は︑PRの実施面での有力

という慧図のあらわれであ⁝Φが︑曽及セ

効果的な原子力のPRが行なわ れ る こ と

が⁝懇大きいとされているか︑これから
各地に建設される原子力発電所の予定地
な中心がで回ることぷ意味しており︑今
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口悶︑原子螺料公社の東海製鐘所で日本から約魯十名︑アメリカか

立研︶︑D︒L︒ケラー︵バノテ

電導︑麗含蝋料や四郷輯毒物を含

放射線障害防
止則一部改正

片による損傷給よび核分裂生成ガ

で︑放習性虚位元結等による放射

合には︑窯内に閉じ込められた

第三圓囲米研究協力技術情報交換専門家会議は四月十九コ口ら王 ・E・ルーク︵バノテル・NW 噺たに次のものを加える︒
ら八名の聡門家が参加して開催された︒今回の訟謎では︑提出論文

む燃料およびサーミノト︑高蔽に

薫

が葎†七編︑発喪論文が九十七編︵日本六十七︑アメリカ一二〇︶報
鐵されたが︑とくにセラミノク蝿料の粧本的騒騒の研究では︑わが
国の研究が醐く評緬され︑一右︑セラミノク燃梶の製造加工につい
ては︑アメリカの専門灰によって最新の清報が殆表され︑わが回の
專門隊にとって非扇にね息麓なものと庄目された︒虫た照射および
照射後試験の研號については︑聞氷胸圖とも柵11に妓耐向上に馬与
するところが大きく︑今月いっそうの密擬な酬究協力が約甫さ㍑︑
会議は成功のつちに終わった︒

回口米原子 力 離 業 命 岡 原 イ 力 会 議

おける物畷的性質の灘定︑セラミ

この日氷研究協力会議は︑第二一塁本陶醒買の相関聞餓︑執挙動と

会ウfルソ ン 氏 が ︑ 核 燃 料 に 間 す

スの放出︑野村加工︑照尉箸に関

細岩鼻の防止に関する法津妻戸規

科技庁近く公布

する性質︑田老炉開発におけるセ

則︵昭和三十五卑九月三†日公

縦令︶を決驚︑近く公罪する︒

こんど改正される点は︑およそ

足無掛長冷改めること

﹁放射齪作業従業者﹂および

一

次のような点である︒

者から高遼玉目燃桝と熟申三子炉

れ︑これに概してアメリカ三川加

動力炉開発について発喪が行なわ

また武用原子力婁員からH本の

についてである︒

ニウム需要︑リサイクル燃料など 職︶の一部串改正する蚊令︵総理

ラミノヶの燃料の役溺り︑プルト

ノク系鎌一結品俸の性買︑捗分裂

に際し来日した︑故米原イ力覆︹ハ

る口米会謎の川懲があると提案し

たものが駄獣化されたものであ

る︒とくに繍氷両困の轡門駅の眼

擬討議によって︑両国閻における

セラミソク燃料︵酸亀物および炭

化物系族燃特︶に関する技爾燈報

の交換を行なうのが国的で︑第︸

回会罐は昭和三十八年万月職醐東

海研究所で開かれ︑鎗二園会議は

翌年十月︑米パシフィノク・ノ
ースウエスト・ラボラトリー︵旧

﹁費琿区域随時立入吝﹂の驚義を
新しく︑放射性問位蟻集︑放射線

用燃慰に関する腐読なコメントが
提出された︒

庁︑公益駆業婁貴会︑経済企画
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心に原子炉を移すためには安全

して入口を考える以上は︑都市中

な原子炉によって安全な運転経験

は非常に望豪しい︒もしこのよう

鹸が必要である︒特別な炉の経験

附属するために大型炉の十分目経

も頭上に送罫線を引いたり︑高価

発醗にしても在来型発要所にして

題を解決する︒そして通常原子力

らだ︒原子力発電は大気汚染の問

・アトミソクス社が二編提出する

ど三編︑アメリカからはゼネラル

らはブラウン・ボベリ・クル社な

らは十二絹が出され︑西ドイツか

ことになっている︒

〆

−

ーカーはこのような敷地でも信頼

米オークリッジ研究所

センターを開所

アメリカ原子力委員会︵AE

C︶は︑AECの契約者や産業

ために︑オークリノシ国立研究所

所した︒

にアイソトーツ目弓．﹂ンターを開

一
に︑産業と研究における利M㌦二一

嫡腔一結巴％戦い二

本線に翼向うから挑戦し原子炉メ

一力レンゲル氏はべノク氏の星

そうもないと縞濡した︒

一九六九年豪でに遅転許可になり についての情報の交換を促進する

性についてAECと協塗したが︑界︑科学団体の間でアイソトープ

定の朗に発電炉の都宿設置の可能

アイソトープ情報
の外側に発践所を建設することは

な地下ケーブルを引くような都市

るだろう︒以上のようにペソク氏

実際的でない︒コン・エジソン社

﹁

第ニブラントを建設するという決

はインデアン・ポイントの敷地に

できろようなこれらシステムの島

クが増加しないということが実証

在の人口に対する低レヘル・リス

域に発敢炉を移すことよりも︑現

町能性が瑠註すると蕩えられる地

年先になり︑実質的にハザードの

は︑大型炉の纈荊設置認可は︑赦

が得られるならば︑防護措羅を示

良の必聾があるものとして次のも

を残らず解決する必要がある︒た

すちのとして最高度に利用され

装置の改欝が要求される︒彼は改

のをあげているQ

とえば金属一X覧収︑ロ汎計やコー

いしノ﹁．︐．瀞確立されなければなら
し

ｬ︑1一︑塾＼こ9

湾︷をしなければなら畿いことと︑

でさるしか↓7︑全ズプラン粋の礁

特にEレ簿貞子が塵鑑会識の会員会社は料金割引の特典が

・｛村議な慈用プログラム

御一報次第、資料、各種講習会案内、計算申込盤などをお送り

・遭際的な互換性
・迅速丁蝦なサービス

いた：します。
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．学的安全措置を慎重に
①原子炉の設謝︑冷麺︑運藪の

大型プラントを運転した経験はな

ド︑建設施丁︑角口圧力㍗鷺に目

！

電力遺糞は渠

醗新しい報告が熱引に入れられて

米︑コルドバ一号

いると発写している︒

炉GE社が受注

離藻欄甲

あります．

・高迷の甜算処理能力
・間近処理コストが最低
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地下鉄三越蔚、可

標準必羨いレベルでセノトする必
要がある︒稟賦はシステムやコン
ポーネントに対して他のものより
きびしい標雌化が必要である︒

い︒賂大型フラントを負荷中心に

するしか鴇へ

②現在技術的に不明り︑伽うな点

懲設するという考え方がふえてい

弓力な≧全輩汽の必㍉乱がゐげ

れる︒働一覧∴マ︑咲防疏︑︐q暢に

犀−なこがのけら

るが︑この方屋の切果は︑人々に

諦算であり︑だれも標礁化された

ペック氏AECの見解を表明
虫る三月二十二臼︑ニューヨークで米原芋力学会︵ANS︶のさ催する﹁都市における原子力発亀
所の設羅﹂と卜するシンドシウムか閉かれた︒その馬ナ米腺二重委貫会︵A獄C︶娯制スタノブを代

凸ドρ＝パが必鍵てもるというAECのド肝ズ門らかにした︒蚕

一︑・民∴ノゥ氏は︑尺型舜償癖の郡市月評叫は時期尚阜であり︑こ

︑μ
対するガ啓陶厄陰セρ比量同に増
入さい弔るとはいい評ないQ

心慮は払わないと一面明した︒

ノイ州コルドバの近くに共隅て懸

ガス＆エレクトリノク社は︑イリ

兇憤り髄格は綿八千刀が︵ター

のものである・

の会合では︑契約への新進が相談

のAEA総裁と原子力グループと

ρ

ｷる屋 制 都 赴 へ 岬 ︽ ︑ ノ ァ

れ竈実門︑するhけピ㌧
た電劣会灘側としてはフンソリテユつノト・エンソンdのW・トノハム氏︑メ⁝ヵi側かムはウエス
チングハウス︵W11︶屑趣ナヵ第長5・C・レ︑み▽氏かそわぞ瓦のウ結些†費した︒このほかナタ

であろうと確信しているからでは

するに十分な経験は藩締されてい

なく︑そうでなければならないか

アメリカのコモンウエルス・エ

子力発電所を建設するため︑同年

それぞれ電気出力六十万KWの原 シソン挫とアイオワ・イリノイ・

より倹のしてきたが︑このほどア

ス︵？齋PG︶︑フランス︵アル た︒コルドバ第 と呼はれるこの

噛
弄

一
は︑すでに五千以上の資料が世界
勅
の主な研究所から届いており︑毎

ﾌの影・㌃リガ小口にととDるた 界的に広めることである︒AEC一

調した︒そして彼はWH祉として

期実現を希望

どのような時︑どのような状態で

これらペソク氏の意見に旧し︑

は安全茎準の概念を都市に建設す

られる︒この捜礫の条件として︑

も動作可能でなけれはならないこ

ドンハム氏は︑蹴力会社は都市設

その

張ま人口の多いところへ近づけた

と︑高い信頓度が実証されねばな

ちし規胆︑糧縣中の片髪塑

とすると︑入口全体に対するリス

らないこエ．︑そのシステムが藷鞠の高鐘砂⇔よう圧力︑霧け

るプラントの設計に対して特別の

シュザブルビノツ氏も趣莞達述へた︒
クは増大することになろう︒岡時

されたときそのシステムに対して一る謝画を立てている︒それは安全

デー︒レビ晶−鶴集長ノーマン・カスンズ民︑AEC駅了力安全研究闇発翻画を再検討したS・A・

にもし原理炉を大型化す酒は︑リ

十分な技術が展望されなければな
らない︒9師事いレベルの億頼度を

めの工学陶蜜全措躍の無下性も強

スクの険暦さはいつそう大きくな

して円本的に必要なことは︑大型﹁においてはこれらの事がら嶺検討

るであろう︒このまうにリスクや

後AECの態度や政黄の猛則︑な変安壷嶽躍を盒めた決定的な円い儘

ベノク氏 は ︑ 郡 衛 中 心 に 大 型 発
餓炉イ・建設することに関するAE プラントの設謝︑建設︑運転の経

設に関して翼つのすでに良く認め

Cの盈本陶態展を明らかにし︑今 験てあり︑それにともなう工学的 ない︒ベノク氏は原子力発電所建

そのレベルを考える場合の対象と

発電炉設計等で協力

られている十両を示したQ

は︑炉内核分参生成物を多くす

頼度のシステムの開発牟進めるこ

るQ働設置の標準化は望謹しい

化かないか き り ︑ い か な る 電 力 会

これらが藏足されたときはじめ

①大型億と島黙三度への方向

て都尉に設戯してよいかどうか判
が︑これは現在のところ紙の上の

とである︒

いであろうと述へた︒発即自を都

所の建設跨 す ぐ 許 可 す る こ と は な

竃されることとなろうが︑琳時点

ネスB発電所の設計健設に関して

︵AEG︑シーメンス︶︑イギリラル・エレクトリノク祉に発注し

子力発躍所を建設するため︑ゼネ
メリカ︵GE︑WH︶︑薗ドイツ

で競争しないという廉項は含馴れ

英︑二原子力産業グループ
イギリスのごつの山子力グルー

ろに炉型︑契約者を決定する予定

ンキイ契胸︶︑一九七〇年三月一

日運転開始の予定︒

英︑原子力輸出機

関の設立準備進む

イギリスは京もなく原子力関係

の弾手機関を設立するための準備

ｴ子力グループ︑原子力公社

ぶすすめている︒この機関は︑

設立の契約が遅れていたが︑最近

に租互不偏感が起きるなどのため

として前もって配布された論文に

設立発喪があるもようQ

濤黙原子力産業会議

本システムのプログラム雷語

蟹

室

・ALGOI．・6G

・FOR「fRAN

社にも都 市 中 心 に 大 型 原 子 力 発 四

布中心に 設 瞬 す る と い う 問 題 に 対

ってきた相年万が困っているの
を見るのは︑いやなことなので

むろん︑新聞記省の第一の任
務は︑報道であって批評ではな

ストム︶︑ベルギー︵ACEC︶発環所は︑職気副力七十＝刀五千

KW︵鍛終的には八十万九千K

のノウハウや檎報が得られること

W︶のBWRで︑コモンウエルス

ないと述へている︒象た︑この契

てヒンクレi・ポイントB挽餓所 入札招請と心用欝を送付した︒入

却炉が採用される︶の設計を行な

ﾌドレスデン第二︑襲二と岡型

になり︑TNPGは︑それによっの七つの原子炉製造業者に澱し︑

プであるアトミノク・パワー・コ

れている︒

ンストラクシコン︵APC︶汁と約では︑財政磁束紳はないといわ
ザ・二．一ークリア︒パワー・グル

月績んだ塾本契約によれは︑各種

ープ︵TNPG︶社は四月初め︑ TNPGおよびAPCが本年︵
一ダンジネス2と同儀改良ガス冷 札締切は七月一日で︑八一九月ご
原子力発墨分野で広範圓にわたっ

シンポジウム開催

盲向旧㎜ガスム巾蘭岬帽ゲ雨出際

た懲楓︶によって行なわれている︒

したシンナトム︵特別に設けられ

取り扱いは二つの職事会社で設立

なお︑これら入札に関する事務

である︒

密援な協力︑八人で構成する実行

ベルギーでは二つの電力会社

炉発注で入札招請

ベルギー︑二発電

おうというものである︒

既約の内冠はまた明らかにされ

委員会の設置などが含まれてお

炉型設副に開しての広範なしかも

ていないが︑技術提携はもちろん

り︑委鍛会は今度の最終契約で設

て協力するため契約を縞んだ︒

営業分野の提携も含与れていると

いわれている︒しかしτNPG副けられるはずである︒

支配人S・A・ガリブ氏は︑TN この契約によって丁翼PGは︑

一

五月二十三日qンドンて

および燃料の口海外輸出振興︑交

︵AEA︶で構成され︑原飢炉

渉︑融資箸を取り扱うもので︑二

高渥ガス冷却炉に関する縞際シ
ンポジウムが五月二十篇﹃一

二七月

や七本の十字型制御桝でコントロ

ム歓に封入している︒原子炉はニ

難をペレノト状にしてジルコニウ

PGとAPCが原子力発継所受
現注
在APCが実施しているダンジ ︵EBES︑インターコム︶が︑

中共で原子力商船建造申︵仏難︶
二万トンの沿岸航路船︑64年4月着工

日の幾日ロンドンで開催される︒

︵注︶この情報を裏づける中共

力機影のドラゴン・プロジェクト

十四

このシンポジウムは︑イギリス原
原子炉は一基で︑二碁の酒気発

委員会との典催によるもので︑主

来検討を続けてきた︒し

定方式で設謝されている︒

ールされ︑原子炉系の平均撮度一

生雛︑一朝のタービンをもち︑二

の開発にも関連して︑原解力船が

側の望薄はないが︑原子力山水翫

るQ
クレアー詳の最近簿によれは︑中

つの推進機を騨動ずる︒また帰港

フランスのエネルギー︒ニュ：

脳人民興廻国は︑ 一九判型四二圃囲月

用動力装置も搭載している○

原子炉は鰭出力十八万KWのP計画される可能性は十分考えられ

蕪ついて討論することになろう︒

かし︑グループ聞やAEAとの聞
子力学会︵BNES︶と欧州原子

の原子力沿岸航路船︵コースター︶

から天蒜において︑およそ二万沖

を建造しているといわれる︒同

WRで︑炉心は九十八個の燃桝集 る︒搭載炉が導入によるものか︑

いるが︑そのうちドラゴン凝画か

されているといわれており︑近く

船は畢期完成を闘標にしており︑

拠縮の酵化ウラン八千三蔚八十㎡

含偉で構成され︑燃料は一︒七％

現在︑十七の論文が予定されて

藁千名の集客を＝十三・五図の

国塵かは明らかではない︒

速力で艇航する設副となってい

アジア最大の

本システ却レ航：でもこ利器できます。

ト）
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丁
いQありの豪まの箏実を︑ゆが ある︒だが︑それでも港かねばな
らぬことが︑しばしば起る︒取
材先から懲謝されてばかりいる

めることなく︑納税者である田

譲巻は︑取材は楽だろうが︑笑
は立派な詔嵩とはいえないので

が︑このことは︑取桐先で聞か
されたことそのままを︑ウのみ

ある︒このことは︑取材の対象

民に知らせることにある︒た

るために︑国民の潔い理解と協
にしたり︑ご都含のいいきれい

となる人にもよく理解してもら

スムースに︑正しい軌道に乗纏

麟盗難
原
刀が必要なときだけに︑こうい

わなければならない︒

取材先と新聞説暫とのほんと

り次ぐことを慧聞する

うの関係は︑このような理解の

ごとの説明や寛伝を取

のではない︒﹁岡属八

うコミュニケーシコン不足の状

月﹂の画塾というか︑

﹁紀者の服﹂を通じて 上にだけ築かれるのではない

する対応の仕万からは︑儀頼関

か︒敏遠したり︑ご豪かそうと

た材料の中から︑無実

係もよりよいコミュニケーシコ

というか︑取材して得

とそうでないものとを

かってもらえようが︑それはこ

ンも生れてはこない︒員体的な

の際︑羨し控えておこう︒私の

見分けなければならな

たから︑ときには︑

血いたいことは︑察していただ

例卒びいて説けばもっとよくわ

取材先にとって都禽の揮いこと

けると思うからてあるQ他慧あ

い︒

も欝かねはならない︒新麗譜者

続

態は好ましくない︒どうずれば

聞認者への濃し万であろう︒

よいのか︒一つの出発点は︑新

﹁欝欝薄霧﹂という當葉があ
る︒

勝負の來にとらわれないで︑
ハタから盤面をながめている懸
人は︑ときとして︑頭が熟くな
った対局省より︑鶏醐全体の動

たろうか︒薪聞記者は︑特定分

も人の子である︒いつも顔を禽

渚について翻がきくということ

にくらべると︑多くの揚含︑素

状態をつくることが︑原子力界

っていうのではないQよりょい

にとっても新聞にとっても︑必

せる取材先の人達が︑明らかに

ことなら熱きたくはない︒轡け

要なときだからである︒

当惑するようなことは︑で悟る

ずらわされない自由な立揚で盤

ばたちま豪ち次の取急にさしつ

とか︑業界の利管だとかにはわ

面をながめる﹁懲懲悪闘﹂のそ

かえるだけでなく親しくつき禽

︵渡辺誠毅︶
れに近い︒

人に近い︒たが︑いきがかりだ

野の専門知識でメシを食う入達

原子力と新聞」

用のご案内
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処理に対する開発状況を紹介する︒

共同 事 業 で 再 処 理

﹂

る︒このためには︑抽雌再転烈に
均一な液を送れるよう︑前処理工
場について掘瓢な研究開発が必要
であった︒脱被羅は化学附方法で
えらばれな︒

イオン交換方践は︑原子炉施設

鍛初の交換段階で陰イオン交換
能であり︑糧々の核分裂生成物の

の多くで歯髄な方法として使用可

であることが示された︒

理技術の研究開発が行なわれてい
体を使って︑ウランの分離が行な
晃全分離によって贈蔵上の悶懸を

トで一九六六言様完成の予定であ

設謝された再処現と再加工プラン

とくにトリウム①ウラン燃料胴に

残る︒

とともに交換体に吸屑されたまま

はなく︑セシウムの一部はウラン

元黙がウランから分離されるので

るっこの第一段階では︑すべての

検討された︒核分裂生成物からの

懸クロマトグラフf一の可能性が

て︑赫止相としてTBPを使う潮

クルの実験塞的工程の設謝に除し

ウム卒丁田する︑効果的な一サイ

から純度の筒いウランとプルトニ

オランダ便用ずみ燃料の溶液

処理のため︑イオン交換体による

の疫学的調査︑原料物質の生産

い︒ただし漏水の調査︑こん虫

ランス

ら南フ

前日

加したもの︒︵五六年臨

Wの発電設備は設謝後追

る︒偲気出力一万七千K

数の照射孔をもってい

炉を兼ねているため︑多

ルトニウム生産炉と実験

たG一工は聖気冷却︒プ

鼕磨c＝﹁﹂﹂︻≡コ珊圏雪≡⁝＝︷⁝需二諮﹃︼一≡＝＝一＝一謄＝＝一⁝三認−三＝厳−需謄二瓢＝︷翼：階二置Lコ⁝㎜蕊雁﹁覧1唱濫一呵豪蕊

川

⑳

りぐ

ビニヨンの化西十二⊥二

たG−2︑3はプ

続いて建設され

界︶

も指折りのマルクール原

詩のところにフランスで

子力センターがある︒こ

こは後のEDFシリーズルトニウム生麗・

出力各三万八千K

発鍛兼用炉︵電気

W︶︒冷却材を炭

の基礎となったフランス

酸ガスにしたほ

簸初の国庵動力炉とプル

いる箪事的色彩の濃い原

か︑PSコンクリ

トニウム工揚が置かれて

子力施設︒

改良されている︒五八年

うなど一丁炉より一段と

ート圧力谷器を便
イギリスと同じく︑躍欝

G12︑五九年G13が

この国の動力炉開発は

ルトニウム生産に適した

臨界︑その後は鵬調な稼

黙黙が優先したため︑プ

天然ウラン羅鉛減速ガス

いく分違う︶を取り入れ

水平で︑イギリス型とは

央はプルトニウム工場︑

からG⁝2︑G−3︑中

所有運営︒胚写爽腱は蕊

冷却型︵鰍料チャネルは 励を続けている︒CEA

たことは周知の通り︒

；墾＝曽＝＝一聾一糟一＝＝一−駆門一闇一一一墨一一脚＝二曽︸鰐コ＝諜一月−認幣罵；一﹁﹂算＝篇一一儀

その右がG；1︒

醒

は︑アミン抽気負を用い︑ウラン

り扱える︒プラントの能力は一鑓

はジルカロイ被覆酸化物黙麟脇取

きる︒化学的フローシートの茎本

U／賭だが︑必要に硲じて拡大で

の化学的豪たは機械的脱被覆と溶

は改良ビューレソクス法で︑燃料

の瓢抽出回賂︑後処理ウラン精製

解︑ウランおよびプルトニウム用

ワルシャワのスビ

および付罵の工程からなってい

ポーランド

る︒

ェルク原子力研究所がDBP︵ジ

ユ⁝ロピウムの抽幽についてデー

ブチル︒フヰスフェート︶による

タが得られた︒これは十七種の

盤厩凹目機および水姻申の分醍鎌

稀釈剤中でのDBPの熱力学的酒

数の測定によって求められた︒ま

稀釈剤との相互作罵は︑抽出剤お

た︑ユーロビウムーDBP錨癬と

での水醸績合が大きな役割を果し

よび潮嵐と二⊥二の稀釈剤との闘

チエコスQバキアプラーグの

ていると判明した︒

近くのレズ原子核研究所で︑最

近︑実験規模での液一液抽出︑有

機および無機交換体への吸口・共

フソ化物蒸溜法指含むいろいろな

沈．ラジオコロイドの生成および

液一書抽患については︑ケトン

再処理方法か研究された︒

ル︒シクロヘキサノンを用いた商

が系統的に研究され︑款た︑メチ

完了している︒

流抽出法についても鮮細な研究が

ウリルアミン︵TLA︶の一〇％
は集めて第二圃目のサイクルで糟

はTBP抽出で適嶺な程度まで第三ブチルベンゼン溶液でプルト

を行なう︒第二画のプルトニウム

除染する︒貯蔵に金のかかる中問

抽出には次の二二が考えられた︒

ノルウェーでは︑抽出塔の副舞

製された︒

のために臨監コードDEM王S放
E射牲廃液が大鼠に嵐てくる化学

①プルトニウムの再抽出および覆

崩記再処理プラントでは︑プル

便うとよい結果が得られたQ

ニウムの第一回抽出および逆抽出
ミニウム被覆燃料の機楓的な脱被

代りに︑肘被覆過程で櫛少鰍の固

陰イオン交換サイクルでさらに精

炉および発電炉からの使用ずみ燃

アルミユウムまたはマグネシウム

このプラントは主として純聯な

アメリカ

◇

ークリア⁝社︸社のみとなる︒

属燃料会社はユナイテノド・ニュ

表しているので︑実際に残った金

の縮小または新規受注の停止を発

停

︒アンド・コントロール社も生麗

メンツ社の子会社であるメタルズ

ス社や︑テキサス︒インスツルー

て︑バブコノク・＆・ウィルコソク

シルコア社の閉鎖発喪に先立っ

と︑三月二十八日に発表したQ

ノクスビル工揚を閉鎖し売却する

に対する燃料の生恥設備のあるヒ

生産を申卜して︑研究炉と試験炉

クツ祉は核燃料要素の開発および

バニァ︒エレクトリノク︒プロダ

シルコア社の親会社であるシル

◇

シルコア社が金属
燃料の加工を放棄

lllーハVA一八VIlII一

輪纒
ントの設計計罫冷親しく魅便化し

縮用のシリカゲル塔を通り︑プル

Cを開発して︑ウラン再処理プラ 的前処理用 シルフレノクス の

サーモン

への溶解およひウランとプルトニ

体廃簗物しか出さない

製する︒②プルトニウムは醗酵で

トニウムは︑この塔から隔離して

ている．．

覆︑脱被覆した金属ウランの硝酸

ウムおよび核分裂生成物の分離用

は︑燃焼度約十刀MWD／馳求で方法では︑燃料体の完全な集舎体

再抽出する︒二〇％﹁障﹂Aで

法が提唱されている︒この

をたて型管状炉に入れ︑ジルコニ

圏のプルトニウム抽出を行なった

クス

は○・五爵慾U／蒔で︑運転は普通 照射したジルコニウム合金被覆の

ウムを空気と水蒸気中で摂氏八習

後︑為機溶液から擁酸でプルトニ

スウェーデンで

酸化ウラン燃料処理用に︑一ナ／

度で酸化させる︒酸化ウランは︑

スウェーデン

約三十疇闇連続して行なわれた︒

日の処理能力をもつ再処理プラン

その後で稀硝酸で溶解する︒出て

ウムを颪接洗澱させる︒

ウラン溶液の液一言抽出などの諏

実験の後期には分離塔でのプル

トの設計および経済評価が実搬さ

くる固体の酸化ジルコニウム献血

操作が行なわれた︒抽出塔の翼翼

トニワムの三一π剤として硫酸第一

れた︒この設計の暴本は︑ジルコ

抽出剤を用いた技術が開発され︑

一回

鉄の代りに四樋のウランが使われ

研究開発は積極的

料の再処理技術のノウハウを得る

クチユド類を抽出する際の稀釈剤

ーアルミニウム合金被覆の天伊ま

計がなされた︒

ため︑パイロノト・プラントの設

実際上完全な精製が行なわれたっ

さらに︑抽出剤の組戒および構

の影響︑抽出カスケードの規則性

造の効果︑中性燐有機化禽物でア

および質蝋移動の理論的研究がな

路︑ウランとプルトニウムの圓

生を行なっている︒再循環溶液に

路︑精製水溶液および描出剤の再

チヨソ

を追加すれは︑ステンレス鋼豪た

ブ・アンド・リーチ

理用に設謝されている︒

たは低濃縮金属ウランの湿式再処

リノク核科学研究所とノルウェー

ボリス︒キド

原子力研究所の共同研究で︑研究

ユーゴスラビア

された︒

ムの蕎収率抽出のため︑ある種の

束で照射して得られるプルトニウ

また︑無い岡位元素を萬中性子

は椙当の注葱がはらわれた︒

ソ連は発電炉燃料を再処理
用ずみ燃料を一・一モル

欧⁝ ソ連発躍炉からの使
㎜

東⁝憲p西糖炭講液
でパイロノト・プラント規換によ

は︑ウラン︑プルトニウムおよび

式溶解技術
ネプツニウムを交互に抽繊する回

り処理している︒フローシ⁝ト

1闘lllll川曄1川11−1川ll11」酬旧ほ一1川川圃酬U』qU「鵬II凶1旧ll一川【1111一剛lllll關lll川岬lllllll』qUll川

原子力委員会︶によって湿式再処

る︒これは二つの小規模プラント
われ︑硝酸アルミニウム溶液は︑

る︒

第二段階で木材ぺ！ス昂硫酸化し

紬出法では︑カラムの容醗が小さ

に引き伸ばすのはむずかしいが︑

舎酸化物を処理するように誰謝さ
である︒第四

た︒また︑CENはユーラトムのは︑湿式法によって酸化物︑炭化

へ︒ローヌ河沿いの晦ア

藤難

で進められている︒

は︑パイロノト・プラントで︑再
た陽イオン交換体で最終の分離が

ウランの除染については︑よい結

少なくする︒

処理技術の完成と液体囲収フロー
行なわれる︒セシウムとウランの

ロトンデラにあるPCU田は︑ 溶離剤としてよい結果を示してい

シートの置万化に役立つことが賜

分離は︑稀ぼ鑓蒔Zo㎝；国ZO脚果が得られたが︑クロマトグラフ

？CU箏プラントは︑最職四十 溶液でうまく行なわれ︑二つの元

いという欠煮があった︒この方法

サルジアにあるユーレノクス

待されている︒

素はよく性質の似た硝酸錯堀をつ

串大規模なプラントに適するよう

曇測ノ／日でトリウムーウランの混

くるが︑卑い速度での藩離が可能

れている〇一方︑ユーレノクス．

交換段階では︑木材

プラントは︑践泌纏ウランから天

いる︒

再処理には有利であるといわれて

少撫の天然ウランや濃縮ウランの

れる︒

すでに再処理実施

核分裂生成物が︑それぞれ分離さ

ペースの陽イオン交換休を使って

然ウランの広い範囲の歎料の処理

国際原子力機関

が可能となるよう繋下れている︒
オーストリア

ために︑BRl二で欝欝されたプ物及び黒鉛被覆燃料にも存える

プラント設計計算を簡便化

一九五四年五月皆済し
が検討され︑ユーロケミノクのた

た︒またビューレノクス法の改良

成する廃液の勝義に比へて一桁な

物の燈は︑ジルフレノクス法で生

の後酸化物燃料を硝酸溶解する方

ニウムを筒混酸化で脱被暑し︑そ

讐曽玉一一﹁諏＝欝1＝曽二開＝至一＝齢＝＝︸二二需；隔玉偏圏＝

⁝にあるノルウエーとオラ

欧⁝・ルウ干シェラー

は第＝塔の項部に供給され︑ある

た︒掴取のウランは︑ある場合に

CENで行なわれている研究で ︵IAEA︶との研究契約で︑再

の多い便用ずみ燃料を再処理する

フノ化物蒸溜法の研究計画を始め

していて︑ユーラトムとの契約で

いてのすへての技術的議題に関係

ユーロケミック・プラント
ソバで運転されている原

欧⁝ベルギ主に︒占
⁝

ために罰画 き れ た ユ ！ ロ ケ ミ ン ク
研爽が行なわれた︒

ン交換体の使用は一般に非実用的

に対する不安定さのために︑イオ

コストの点および幽い放射線懸

ルトニウムに開する研究も行なっ

また︑プラントを非常に小型に

る︒

特徴のある方法が提案されてい

再処理プラントの設齪場所とし

ユーロケミノク再処理プラント

ている︒

これによって︑いろいろな工程で

めの瓜一三の実験が行なわれた︒

レもけ

理プラントは順調に運転

﹂﹁旧ンタとの共同による再処

いし二桁小さいっ

にした安い陽イオン交換体につい

法である︒ウランと核￡裂生成物

といわれているが︑承材をペース

からプルトニウムを分離するに

でき︑比較的かんたんにできる利

奪合には中央部に供給された︒最

点のあるフノ化物揮発法も開発さ

初の実験で得られたプルトニウム

のビューレノクス法抽出フローシ

されており︑四年渦にわたりJE 液体の酸度が再処理の効率にかな

などR正による汚染の検査を行

ては作業室と同じ王難による

つぎに漁翌翌準としては︑政

工程における移動状況の調査な

化学的フローソートは︑トリラ

EP炉の使用ずみ燃科老処理し り彩画することがわかり︑プルト

は︑①放射性罵位元素と放射線

こと︒またこの汚染検査警に

令にもとづいて︑非密封線源を

ど︑R工を広範囲に分散移動さ

しかし雰密封線源を使用する

ニウムの二元剤に四価のウランを

て研究した風聴︑再処理の全工程

ユリi︑第二群H物理的半減期際し︑各項霞は細長い一つづり

憲の防止に関する要理技術③物

放射線発生竣置による放射線隣

け︑白蜜の内部の壁などについ

なうのに最も要した覇所に設

て各項目ごとに別々の罵紙に轡

ったが︑5月からは必要に応じ 関する法令②放射牲岡泣元素と

濫礁による放射線離審の防止に

がヨ十日をこえる放尉線を放出

き込むように︑総理府令で改正

する同位元素で︑数量は一マイ
クロキエリー︑第三群郵物理的

け︑湾染の笹葺堅のための放射

線測定器と汚染の除去に必要

便用する場合は︑作業室と汚染

な引墨を備えなければならな

検査蜜を設置しなければならな

せて使用︑その使用が一蒔的で
ある習合は︑これらの施設蕪準

分について︑突起物︑くぼみ︑

揚含︑R1が漏れる可能性が大

は適用されない︒

佳上秘の鼠地などのすき豪が少

きいので︑安全牲管理の面なら

の他汚染されるおそれがある部

作業室は︑内部の壁︑床︑そ

い︒

るものとなっている︒

は︑洗浄設備と更衣設備を設

半減期が三十日以下の放射線を

④化学のうち放射線に関するも

理学のうち放射線に関するもの

される予定である︒

非密封線源の取り扱いについ

放出する問位元素で︑数騒は十

マイクロキュリー︑第四群U水

線取扱主任者︑安全管理上の行

フノ素18︑クロム51︑ゲルマ譜いので︑施設︑予防規定︑放射
ウム71︑タ切ウム躍で︑数鐙

非密封線源の取扱
為纂準が厳しく規定されてい

第﹇種放射線取扱主任者が必要
は百マイクロキュリー︒

憲ず非密封盤外を使爾する揚

ない構造であって︑さらに蓑面

習業所内で定朋的に一カ月に一

る︒

える非密封線源を使用する揚禽

禽には︑第一掻の放射線取扱露

瞥は測定をやらなけれはならな

したがってこれらの数羅をこ

は︑密封線源の場含と恥じ要領

にくく︑かつ腐食しにくい材料

は平滑で︑気体や液体が漫透し

で︑科学技術庁へ使用許可購舗

圧蕎の免状を議する者が必要で
轡を翠霞しなければならない︒

ある︒この主任者資格は︑科学

が次の四群に区分されている︒

いと渓められている︒

ぎ︑ざ︑ミ︑ミ︑詩︑§︑ざ︑ざ︑ぎ︑§卜

蒔通る使罵施設の出入口の付近

一万︑滞染検査室は︑人が常

で仕上げねはならない︒

技術庁が行なう試験に合格した

放射線取扱室κ者の試験科目

著に与えられるもので︑第一毯
線源︑放射線発生薩躍の使用に

式はこれ豪で密鉗線源︑非密封

びアルファ線を放出する同位元

叱■

に︑この交換体を使うのは実際的
CNEN︵イタリア

ートについては︑かなりの研究が

イタ リ ア

行なわれた︒ユi羅ケミソクの特 れている︒

繋争R工のトレーサ利用もふ
えはじめ︑今後さらにその応馬
面が広がることが瑚待されてい

イソトープ︑非密封線源︵例え

る︒今回は密封されていないア

ば河川の流騰測
定に使うコバル

の用紙に醤き墨髭ねばならなか

雫︑ざ︑ざ︑§︑§︑ざ︑§︑ざ︑ぎ︑ざ︑ぎ︑詩︑ざ︑ボ︑翁︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑詩︑ざ︑ぎ︑ざ︑評︑詩︑ぎ︑ざ︑§・

︵CEN︶は︑燃料サノ・クルにつ徴は︑勤王に広範畷に種類の違う

さらにモ ル 原 子 力 研 究 セ ン タ ー

た︒

の再処理活動の直奏な魚点となっ

数黛間ベル ギ ー は ︑ ヨ ー ロ ソ バ で

て︑モルが選はれたために︑ここ

西⁝子炉からの・非常に種類

燃料を受け入れられることであ

み︑パイロソト・プラントが運転されている︒以下に西欧︑北欧諸附での主として技術面からみた再

運転していることはよく知られているが︑西欧︑東欧︑その他の諸醐でも再処理の研究開発がすす

処理は非常に情話な問題となっている︒巌・英・仏・原子力先進国が︑すでに大規僕な再処理工揚を

原子力闘発を進めている圖々およびこれから行なおうとしている各圏にとって︑使用ずみ燃料の再

各国とも国内再処理の方向

改良劣謝が最も有利

、

第一群1ーストロンチウム90およ なおこの使周群可陰陰審の様

素で︑数騒はO・一マイクロキ

G−1、G−2、G−3

4

ト60︶の取り扱 素3︑ベリリウム7︑炭累14︑ては︑R工の漏洩の危険性が多 の⑤生物学のうち放射線に関す
いについて︑﹁放

言性周位元索等
による放射線騨

能の強さに よ

度︑つ豪り放射

その核禰の危険

非密封線源は

に見よう︒

防止法︶を甲心

る法律﹂バ陳害

轡の防止に関す

〃％47％4ク％∠ク％∠ク％67％∠ク物どク㌦∠ク

って︑核種と取扱い数燈の茎粟

伸働伊勝』玩㌦⑯

11川lll剛川II凶11口lll山酬1川1−1111「lllb一1川川1劉111川一川【llll渤一lllほ1脚醐m11｝■IlllUIIb蝋1川B

脚
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三千度を達成

触

︑

開MHD発電の研日葡発進むい
・り噂㍉8〜

慢
えて垂下盤気体とし︑これを腿遡

日立︑東芝も成果きそう

肖 一工醗除子力工業︑一二菱重工業︑三崩躍機︑旭硝子︑一二隠金厩鉱

㎞業のヨ愛系五祉は︑このほど三菱煎工業神芦研究所に典岡設凹し財 で磁揚の申へ流し蹴気エネルギー

㎞撮度三千度における二尉二十時間の長蒔間運転に成功した︵写⁝
えられているもの︒現在米︑莫︑

来の触源として原子力の利用も考

㎞た燃焼型M11D︵鑓磁流体︶発電実験設備で︑匿界で初めて絶対⁝を発生させる発電方法であり︑将

川

一翼︶と四月十三口発嚇した︒
M班D発電ては︑日立製作所が謄写三月︑絶対温度二千九四度口 仏︑ソ各国で開発中で︑わが国で

⁝で六十七分闘︑一KWの発電に成功したが︵既蝦︶︑今度の三菱︑ は三菱︑日立︑東芝をはじめ原研︑

内

磁気試験藤︑東大などで研究鵡・衡
旧グループの成功によって︑わ が 国 の M H D 発 電 は さ ら に 一 歩 前 進 馴

お三凌の突験には嘘極は取付けられなかった︒

照射水仙の花壇を公開
なお十八日に行なわれた誠幽会

叢が行なわれ︑照射水仙は草たけ
が小さく︑根の張り方も少ないの

いは水雲塔などに遍しているので

で家庭の窒内鑑臓用鉢植え︑ある

はないかなど腿味ある報登が行な
われた︒

緻倶遼書止︶

律三

三・

響一︐

三

一一卿・

そのほか︑放射性廃液の沿岸海

洋への放出調査の問題には・特別

る︑という讃圃か決定した︒

委貫会を設けて調査研究を推進す

︑

〆ぐ・

二十五臼脇任理事会︑二王十日総

☆波城原子力開発協議会は四月

会を開き︑四十一年度事業3一闘な

どを決める︒

☆中部原亭力懇談会は五月九日

一奪度事業讃劇などを決める▽五

韓饗会および総会を開らき︑四十

月九日から十四日豪で︑科学セン

ターのナイエンス・カーを利用し
て︑帳外衆嵩山地方の僻地巡園賑

子力PR電動を行なう︒

九月五欝からローマで鵜鰹される

☆原肥サービス曝藁部は今秋

線防灘に関する機器︑訓測器︑写

o費は一W†認一己瀕り由ハヤW小が︒

真︑模型︑図或︑出版物なと︑展

詳細は気配事桑本部京でQ

日本アイソトープ会議に除し︑①

☆ヨ本原子力産業会議は第七團

同会縄への参加②海外参加者との

申込先は原配放射線開発課まで︒

▽法律相談室 始七團欝本アイソ
トープ会議開催のとき︑放射線障

霧防止法関趨規酬法案などの改正

瞭子力掌握生寝が出席して毬々質

に関する法薄野談雛を開設する︒

疑に応ずることになっている︒

ているのは周知のとおり▽先願

黙毒実が響董され
し︑原子力特別婁員会の部会とし
て存続したい旨を要望◎

のソ連での買四番闘の新元素発

での藷Vこのほど名馬雇で初公

見もその一例だが︑これは日本

閲された照射水仙は花の色︑花

弁の大きさは酋通のものと同じ

可愛いらしいもの︒照射嶽によ

だが︑草たけは五分の一ほどの

れ︑昭和四十委託業務︑決算報管

るジルカロイの水索化物の影響に

のとして︑軒水炉の安全性に対す

る︒②日日の研究一日費によるも

て一つの鉢植えにすると︑ちょ

花甲ができるし︑数コとりまぜ

み倉せると︑いろいろ立体的な

ユ

んのようにノ長南アジア・中近♪1いヨーロソバを温ぶ
エキゾチソクなコースです。

このほか境在東京芝山聡気で

避雷屋凝聚旧出物四で今は︑月
では水仙裾捌の照射を担隠した東

名古屋東山植物園で人気呼ぶ
旦臼からわが困難の放射線照照

ぞれの立場で研究取果について発

上側は花壇に弾く水仙

サ 繍二一

弟一回麟際放射糠防護学会に餅設

︻写爽

される技術展示会の出品希望をと

設立によって嶺婁員会の鹿止が決

ニニ

り求とめている︒展示口順は放射

ド軍たけの短いのが照射された水

さい方が照射によるもの︼

仙︑右側は普逓の球根と比較毅小

D購

にあたった中土植物剛域からそれ

蜀の松原両生氏と照肘球根の栽堵

﹁水繊難題﹂が一般公開され人黛 厭都立飛1研究所放琳課植物研究

る︒

原子核特別委贔会︵湊貝長坂田
かねてより設宴磐予尼

折委皿会を邸会として設置するよ

定しているが︑プラズマ核融禽償

＝・

研究センター﹂の構想を貝体化し

事業計画等を決定

け伺けている︒期日は五月五日︑

四十一無度予算として四欝円のA 懇談会ゆ懇談パーティ④施設見学
会の申し込みと報文集の三二を受
上され︑核物理班究事序備小委員

VFサイクロトン雌備調査費が副

会を設置し準備を進めているQ

う豊望が溜されており︑今炭には

究将来譜画を考えると︑重火な決

二

干三分もの︒科学妓術庁

性有機ヨウ銀の生物学附雛響に関

四十一年農事白滝画および同収支

いう▼背たけのちがうものを忌

の駆たけを雪田にかえられると

予算案などについて霧議︑大筋に

⑳H擁く；ひら4）もうこ弄とつのノレー一…ζよi勃まノっ｝フーごら

なえるよう蹴備中である︒

は︑神奈川県川里市にある毛細中
央研究所を申心にして︑昭和三十
五年から研究を続け︑昭和三十八

銀一月︑岡社が独自で開発しこK

W級実験用発餓機で二・七KWの

今度の公開は中郡欝欝盛期二会

離心に闘き入った︒

ぷ呼んでいるが︑十八日には同園
発聡出力を出すことに成功し︑わ
事勝所会限限で照射水仙に関する
が麟M11D発囎の先駆をなした︒
講演会が開かれ︑百名近い賠蜷が

以後岡年中に二士KWに出力上
昇︑現在は酉KW発躍出力に成功
している︒今年四月に入ってから

が都立R工研究所と名古屋霧強
は通麗省のMHD大型発鷹プロジ

仙︵コバルト60翻源︑総線凱三︒

で︑それぞれ七苗二十本の照射水

P8の︸環として実施したもの

ェクトに参加し︑電気試験所とタ 山穏物園の協力で原了力平和利用

イアノブして︑千KW出力実験の
雌轍中である︒

簸た日立製作所では︑今年三月

三〜三・六Krで薫十時聞照尉︶
同社日立工揚で開発したMHD第
と非照尉水仙によって鑑しく立

功している︒

原子力開発無礎研究所の設立案な

や発電ダクト壁︑麗極の材料︑冷

四号発電機を便って︑絶対温度二
なっている︒
㎞した︒現在︑擁外におけるM H D 発 躍 関 係 で は ︑ 米 ア ブ コ 社 の 絶 叩
体的にいうどられた長方形の花壇
千九貢度の軽罰燃焼ガスによる一
㎞対撮殿二千四蕎度︑累積二樹時間の運転実職や数分間隔万KW発川 このMHD発御については︑誌
は訪れる人々の鼠を楽しませてい
KW︑六十七一閲の発霞試験に成
劇電の成功の倒はあるが︑納対温鹿三千展ではその例が少ない︒な
温の長時閤運絋に耐えうる輝醜器

溺立製作所は︑小当力三主闘運

さらに蹴気幽力の持紬時間が延長

ど︑積概的な提黙がなされている

：＝7一．鍾一＝＝甲㌧一＝旧＝7一く一一＝＝p一＝＝＝9

却構造の耐久儀やマノ甲張の超ス
転を藏襟に昭和三十七年掩撃研究

できるものとみて︑装醗の改造を

乙：︐一＝＝＝．一・＝一一＝．一．

ピードが出せる磁場はどうするか

に癬醸したが︑その後同工場で試

絡菱員会から将朱罰剛の一環とし
・て︑中性．世囲折研究の重要恩僧ぢ

え︑甜號施設︑態勢の改西︑訓読

たものである︒

など疲術的に園難な闘題が多く︑

されていた第二核研については︑

昌一氏︶

ク︶発賎は︑石炭や石盤なとの化

て期情されているMHD︵マゲ不石燃料による燃焼ガスに︑セシウ

原子力特別婁鰻会︵委員長坂田

HD野卑実験設磁によって︑出力

¥KWの発雌実験に戚功したが
その後さらに研究を戯ね︑豪た灘

核融合特別委慢会◇︵委員長離

シンポジウムが槻かれる予疋であ

の立案などを国的とする中俳子回

る︒濠た原子力研究酪会より﹁腺

原子力三特委︑将来計画で提案

での議員改選後間もないため︑各

慈をすへき現時点においてこそ当

外調査員の派雌等の結果︑実用化

部︑各悪尉会の活動はまた軌道

墾員会の縦も必要な時期であると

プラズマ研究所の

口から二十三田まで東雇上野の岡

氏︶の鯖四十六圓雄会は四月二十

設立案が加きれた︒これは昨秋の

子力開発棊礎研究所︵仮称︶﹂の

一一・

ってみると︑大気分灘鞘製工程に 総携課獣で︒

▽﹁燃料の開発﹂︵除子力を拓

三老で一

ガンをトレーサーとした勘綾工程

産試作燃料の開発状況を中心に︑

月JPDRへ装樹された第⁝次国

する照臨など︑撃飯時の安全棚卸

原簿協第十一回理事会開く
の解折法について︑薫炉における

さらにJPDR1賢沼画の一環波
と収氏︶の飴十一園罫郭会は︑四

原子力蜜研究全協会︵理事長藤
属鉱および冷銚の溶解速度測建に

▽﹁粉末ポリエチレン﹂は︑イ

月＝十二口午後原産会長蜜で開か について調査︑検謝を馬体化す

ーストマンカラーの一巻で十一分

いて紹介している︒

して識められている燃科開発につ

新作映画

ついて︑など二十四綿であった︒

て︑RIによる潔砂の謹聴︑マン 二子力局と原研が企画し︑昨年九

較︑干拓鰹防疫透水の追跡につい

トレーサーとしてのRI性能の毘 く人々︶は︑イーストマンカラ；

おける混入の○鱒撃動測定︑地予水

三望三

夢に渦40ける問題点については︑経 に分かれて開催された︒

さきの錆四十五園︵臨時︶総会

よって開発を進めてきたが︑今後

にのっていないが︑原子力関係三

三．

今回の発斐会では︑十四分野︑

口本学術会議︵会長輔永振一耶

はこの実験結果をもとにして︑千

会議講義で開かれ︑これ家での経

融合︶から︑43来計画に関連した 総会に提出された﹁大学における

特別委員会︵原子力︑原子核︑核

磐需＝

想し︑以果グループ各独の協力に

時置連続運転を圏標に実用化をは

が行なわれた︒

過蝦告および諮提案について審議

三

篇十六翻の研究論文発嚢︑特別講

一A−A一
難磁鰭懇禦

かっていきたいといっている︒ま

三

理工学における同
位元素研究発表会
百十穴論文が銀翼される
日本放樹亀岡位署錨協会︑日本
原子力学会︑勘分子学会など四十
一学君公共催による第三圃理工学
における同位発護研究発去会は︑
四月卜九厳から三寿閲占象大学隊

済性の考えカ︑田米の協力関係な

学部総合中央館と桑学部記念講堂

間巌渠界の 立 場 に つ い て 憩 見 を ま

どの懇見を交換することにした︒

んにるせたところ︑これでは缶

Ψこれをさる生け花のお師匠さ

くから伝わる奥縄懲も招きかえ

うと生け花のような味が出せる

おいて承羅された︒

は︑①原子力関係施設の安全性研 新規に加圧服型防護服の開発に閥

が必要に掌るのでは︑と心醗顔

関する試験研究など四つのテーマ

もの︒原研醐紬研究所では昨年

する試験研究を︑専門婁貸会を設

だったとか︒

原研無耕で貸し出し

エチレンの試作に成功したが︑そ

究のため︑捗分裂生戚物の放出原

けて実施する︒③広報活鋤の推

演三︑パネル討論二が行なわれ︑

の成果を中心に施設の安全性など

進︑園際協力の促甦などである︒

について︑各專門委饗会で継紬︑

くに男瓦︑RIによるトレーサー 斬作映画﹁燃料の開発﹂と﹁紛織

日から六Rまで︑あまりプロゲラ 連田漁発な早見が交換された︒と

ポリエチレン﹂の二本を完成し︑

マについての研號を継統し︑放射

子炉フールターなど四つのテー

四十一年度勝継計画のあらまし

英⁝一氏︵原研臓附研究所畏︶が予定

ムにとらわれないで︑融血に細論

利用の研魔が進んでおり︑三日間

て紹介した映画である︒

を強調しながら各開発過程につい

九月︑放射瓶照射による粉旅ポリ

されており︑酎講におけるわが

し脅うというもので︑ゴードン・

四肩二十一田から無料で貸し出す

田本原子力研究所は︑このほど

国の方向としては︑中心講題につ

ことになった︒希蝦のむ渚は原研

養

東京・大阪・名古屋。札幌。福岡

κ

や署し磁円トレーサーの発喪が行

二

原産通信

なわれたっその室なテーマをひろ

なおこのハワイ会議は︑五月

原子力将来計画﹂の﹁東海村大学

た今年中には連記闘出力運紙が行

にとって長時鉄馬娠の必要性を憶

物理学︑結晶亭陶研究巡

旨次の報缶があった︒

タジェン共蛋禽など︑現在わが国

＝・三●

隙麗放尉 課 化 学 餐 幽 門 は 四 月 十

で進められている化学反応におけ

昌一︶

罷めている︒

一曹

欝菱電機中央研究彫に設置したM

り︑今後は液体酸素を便用すれば

＝・

八臼午後三 嚇 か ら 猿 陛 会 長 室 で 幹

る㍊闘融︵たとえは化学工業︑経済

学術会議総会開

作実験を電ねてきていたものであ

囎

事会を開き ︑ 下 月 二 凹 か ら ハ ワ イ

る

三斜グループは昭和三十八年︑

二
二

これらに関するデータも少ない〇

チノク・

﹁＝

写翼は発蹴ダクトからの燃焼ガスの畷流
@一＝ 二
一﹁

ハイドロ・タイナミノームやカリウム篤のシート物賀を撫

篭一の大 讐 量 ぬ 接 発 電 力 式 と し

誌

中原懇

コンファレンス形式で進められ

帆

7カ．ン轟7プしどア蕨空

ひ

響1臆強磁・・…耀・で渤・陥
したものです。

⑱．詞田から北臨をこえてだブ1璽か16助問一コペンハー
⑱濁田から北憾をこえてわずカ、1α嚇菖1一コペンハー
ゲンからはヨー獅ノパ・アメリカの各地へひと飛び
ゲンからはヨー獅ノパ・アメリカの各地へひと飛び
です。この北憾ごと路は、Sオ5が世界で初めて開拓

憾か④

蹄

る︒

⑧お虹みのコースをS／16で飛んでください。いずれ
のコースも 本四エアホステスがお供します。何の
ご不自由もありません。

風引
，

一閃

@
@
@幅
障
壽

ルデヒドの璽合③ボリエヲレンブ

化学の工蒸 化 ︶ の 騒 艮 に は ︑ 宗 強

の﹁円卓討論﹂︵テよ・は放射醒

った︒一方︑アメリカ鰯の研究発

か

いて︑①グラフト蟹禽②ホルムア

ヨーロッパの玄関一一コペンハーゲン

ヨーロッパへの近道一一北極空路

一

とめた︒とくに同セミナー撮終日

る日米協力セミナー﹂にのぞむ民

性など︶の見解を述へることにな

智

で開催される﹁放整調化学に関す

ハワイ放化セミナー近づく

鶉議長に宗像武

嚇．

覆ヌ

昭和4「犀4月ゑ5臼
子
鏑…三穰郵便物認可

鍵；352弩
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聞

業
産

力

原

本とアメリカとでは︑伝統的に︑
行政に対する聖子の望遠があり︑

フロー・チャ
日本の長期謂緻であるという蒋微

り翼体的︑鳥撃的になることが考

たけ娠廉に確保するための護政策

る︒これは過去十年に全般的な布

は︑主として外園堀手の交渉にな

てあるから︑これら諸政鍛の実樋

日本の包蔵する捗燃料資源は僅少

もないQ何から何談でまんへんな えら3罵るしと述へたとのことであ 厨標が包A﹇ぎれる︒残念ながら︑
く含まれている艮期讃嘱にもとづ

駒を進める段階にはいるのだとい

陣をおえて︑これからは︑脂点的に

▼●

中

（東京酌琶臥新橋工一1−1：3口も呼子力箆業会幽幽）

ートで是正を
いて︑過三十三に長大な開発戦

討される今傑はきわめて明転な時

ある︒豪た外国二手の交渉でない

外国租手の︑大きな項鼠の一例で

原子力PRパンフレットの決定版／

アメリカの行政学的手法を︑その

線の布陣ができた︒侑灘はできた

ラン資源の開発︑あるいは謹たウ

るQ石繭におけるように︑海外ウ

かった︑といえはいいすぎであろ

朋であり︑原子力産業漸聞などが

ものには︑将釆における低濃縮ウ

ラン分離工場の建設などもふく濠

れよう︒二本の原子力猛本法が︑

ていること︑日本が︑引際査案を

原子力の利用を︑平和圏駒に限っ

進んで受諾していることは︑核燃

お申し込みは日本原子力産業会議サービス購業
本郡豪たは下記へ

私はここで︑原子力行政機構の

う憩味に解してよさそうである︒

が︑開発のための塾本戦略がな

うか︒本紙第三五〇口々︵本年四月

面の門戸をひらいて︑建設的な議

職分聾の人々に︑できるたけ紙

供すべきではないかと考えるQそ

ラン精鉱の艮期購入契約などは︑

してみれば︑長期引画の改訂が検

目日付︶によると︑村田㎏子力局

い︒これでは︑駒の進めようはな

長は︑㎏配常任琿二会で︑今年い

長期詔醐の改荊が予疋されている

れはともかく︑私としては︑たま

っぱいを日標に︑塩子力闇発利用 論を展開し︑改訂案作成の参考に

ことを明らかにし︑その内谷は︑

で︑国民のひとりとして︑発君を

た家書通な紙面をいただいたの

売

縷

ま出三気に日本にとりいれようと
改革などという︑大それたことを
提唱するつもりはない︒せいぜい
のところ︑運用上の改撃が︑はた
して︑どの穆度まで行なえるだろ
うかということに関心をもってい

開発のための矯民の一切の現存す

るだけである︒たとえは︑原子力

一種のフロー・チャートをつく

る組蹴を︑機能的に体系づけて︑

今後の倹謎に求つので︑どのよう

するにあたって︑あらぬ疑いをか

料資源確保のための諸政策を推進

果があろう︒第二の体系は︑核燃

けられるおそれを減殺するのに効

率利勝のための技術開発で︑蒸本

料資源ないしは核燃料物質の高効

的には︑資源は技術の関数てある

という見地に貫かれる︒新型転換

系のなかでの奥型的な曾てある︒

炉︑局速炉の開発などは︑この体

ム燃料の開発なども︑みなこの体

燃料リサイクル研究︑プルトニウ

反応の研究も︑一二に︑この体系

系にふく豪れる︒また二二核融含

先憂後楽が羅本のエネルギー問

にふくまれるQ

ー資源への依存率の︑特来におけ

題−その特徴は︑海外エネルギ

てある︒私たちは︑後の日本劉民

る︑書しい高豪り一の根本態度

て軍務をはたさねはならぬのであ

のために︑いま︑それぞれの分野

る○

第六回原子炉建設
研究会参加者募集

望省は五月二田までに薩接同恕談

する将別研究会をひらく︒参加希

会︵原陛内︶に申し込むよう希望

影

ーーーーll凸ーー

している︒

︐

須

︑目
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国pの弓σq鴫

︾o鉱く旨拓oo

−原産霜窒便り；

○録ゆ︺o弩

諺曾︒ヨお

頒価70円（〒10円）

しても無卿であろうが︑原子力行
政という分野信︑環蔦としての経
験はわずか十無であり︑それだけ

に来開拓の余地の多い領域であ
る︒原子力開発という斬しい酒
は︑窃い皮袋には蟄Oきれないの
であるから︑過玄雪年の縫験を検

討してみることは︑このあたり
で︑どうしても必要たと考えられ
り︑体系内の機能のつながりや︑
流れが︑無駄なく︑有効かつ円舜

許していたたくのである︒

なものになるか︑まだわからない
が︑﹁現生の長期討幽が︑包括的
な決め方であるのに比べて︑かな

資源は技術の関数
重大な核燃料の長期安定
私の考えでは︑羅本の原子力開
発政調は︑核燃料資源︑窪た狭義

開発目標の設定について︑私が

いいたいことは︑目標の設定に

なめ︵要︶として体系化されなけれ

には核螺料物質を︑いわば扇のか

壽

五郎民︶は︑五月十二日と十三日

東海原子力懇談会︵会侵安川鋤

の両欝︑茨城県懸案村の菓海原子

＝

けびΦ

出国O編︑A5判︑四四二蜂︑

℃胃︒σq︑ゆヨの閣 日①①㎝

一九六六卑臨版︶

135判

国

〜

核燃料資源がかなめ
価版を繊して詑の手にもわたるようにすべきで

史﹂は非売贔となっているが︑定価をつけた藻

朝日新聞社社友田中慎次郎
原子力開発初用長期副圃にもとつく開発戦線

それを航むときの立揚は︑田本国民のひとりと

ある︒私はたまた虫配布を受けたけれども︑
るQわが田の原子力行政ないし開

してではなく︑原子力闘発利用と

発体制を︑単なる無休系の問題と

にはたらいているかどうかを︑過
去の実紋にもとづいて験罰し︑運

いう一定の国家闘的を逐行ずるた

れたら︑これを足正するという努

めの︑機能体系としてつかみ颪し

とらわれずに︑近代的な行政穿の

力は︑やってみる仙打ちがありそ

用の磁て︑是正し懲る点が発見さ

照明にさらしでみる︑そういう鍔
うである︒

てみる︑行政法学的な視角たけに

力が必要なのではないかつ

基本戦略はみんなで

蛍されていなけれはならぬという

は︑曙枠の体系が︑圏によって自

はならない︒体系は︑このかなめ

これからは重点的に駒を進める段階

を中心として︑組み立られねはな

一の体系は︑大きく二つにわかれ

い︒このかなめを中心として︑繁

ことを︑心々繰返しているもの

力クラブで第六圃臨子炉建設に関

一﹁

が研費者に求められる絶対の要耀

応まずまずと安直の観究のみちを輔毒すること置
心し豪した︒

︸ご詳聞の会倉で︑購演や質問求であることを︑薄めて痛感し噛〜

じ類した︒互に研究の領域で競

置

みちはイマジニヤリングから爾謬
て︑次のような感思を切実に磁造へと万向づけられねばならぬ

の放射線殺菌をした鳳装品の実けた質問や悪見の開陳に掻し

ケミカル往の菅い研究撞が原稿

理事宗像英二︶

発

は当然のことながり︑極めて広大である︒昨禦

十月に刊行された﹁原子力開発十年史﹂を軌む

国民のひとりとして順子力開発政策についての

してである︒以下しるすことも︑やはり︑日本

と︑過去十特訓に︑日本が展開した開発戦線の

二陣は︑おそろく深さにおいては欠けるところ

があるにしても︑開発利用のあらゆる磁にふれ
私見を申しのべるのが圏的である︒

の行政学が︑初めて学闘的に成立

蝋山政道搏士によれば﹁アメリカ

行政の近代化ということである︒

うが︑ひとくちにいえは︑原子力

など︑数えあげればいくつかあろ

点の明礁化︑費用対効果比の電視

ブ・マネージメント︑冷熱の分節

である︒ボリシイ・ボード︑トノ

したらどうであろうかということ

た長大なものであることがわかる︒この﹁十年

分散 し た 開 発 努 力
の即象も︑やはり同様であり︑多

今こそ目標の体系化が必要
日本の原子力開発政簾を考える
くの入が︑このこと昂二撫に感じ
ているのではないかと思われる︒

場合に︑大 き く わ け て 二 つ の 問 題
がある︒第一は︑いわゆる開発体

は︑もともと︑際子力開発の漫面

闘発55力の分散化という現象

闘発体制のなかで遂行さるへき闘

制の問題で あ り ︑ 第 二 は ︑ 所 与 の
したのは︑公共行政も︑仏企業経

のような体系が禽覚されたのち

ことである︒貝体的な園標は︑そ

の悶題であって︑異体的な政策の

る︒第一の体系には︑核燃脳資

らない︒このかなめがなけれは国

現在までの長期甜圃は︑これを

提示ではない︒また私見の内容

源︑また狭義には核燃料物質を︑

覧としての原子力政策は成立しな

たとえれば︑縷愚生が︑外国の文

な点をふくんでいないことが︑も

は︑平明かつ平凡で︑なんら奇抜

に︑政策化さるへきものである︒

三二があるという考充をつかんた
を︑今後︑どのような視絢で構想
ためである﹂Qすなわち︑近代 すべきかということであるQ現在

答寮のようなもので︑一見馬非の

献や事例を詳細に勉強して偉いた

長朋にわたり︑安定︑かつできる

＝

し特徴というなら特徴である︒

慧である不繍性ガスのアイソト

凝

旺よ
発に極めて脇楯であるが︑欝目した︒陸劉ナテノクの費鋼製が新物質の試特を示しながら説明

ープを使って放射線化学を窟な

食品保荏の放射線化学の説明を

許出願済み︶は︑待に関心をひき

違いないから︑その時にもアイ長々とし豪した︒ハナナの保膏た四十戚に達せぬ艇を︑その才もうとする工央︵すでに外麟特課

は潜水艦が大踊揮に縫われるに

して︑誤信たっぷりでした︒ま

うちどころがない代りに︑これが

の開允沐弼に紺して行なわれてい

陶︑摺学的な大企業経営の心りか
たが︑同晦に︑近代的な行政学の
発展卸うながしたのてあった︒冒

陞憲懸

ソトープ腰刀が寒寒されると発が経済的であるとか︑米薦東部能が十分に発揮されるように住

呂があり︑ボ鷹ニウム一＝○をから西部に輸送するに二十万％箏をさせる住黒みが︑既存の大ました︒粉宋状ポリエチレンの︻﹇

くれ豪した︒結局︑研究協刀と
いう場合には特微を互いに憩駆

凝

大規模試作の成果にも注逃して置

メリカ原子刀学会主催の﹁アイ

しい事だと感銘し醒した︒私も

熱源として開発するもよいζ︑田が腐敗するが︑それを五％程度懸巣の甲にもあるのはうらやま
に建める見とおしもあり︑経済

三十分聞︑癒稿を読み豪した︒間

ソトープの大規嘆生州︑利用に

究省に対して︑かってミスター

ている姿で写︒轟崎研究所の創

スタ！セシウムへ三七にせね化学の工業化の義を馨し︑徴ある輩に綴馨表し舎っ︵晃攣力擁所
新分野を關縛している萄様を︑

側

部錨耀粥鴇塁壁鯉踊躍節電︸

崎研究藤の独慮な成果に注屠ししへ口うという事が根本であり豪＝

的に大きな意蝿があると争いま

う入もありました︒
放射線化学については︑私も

しかし︑包装材料に関する研

オーガスタ原子力会議に出席して

創渣性の必要を痛感

聞いて︑わかり易いのて︑いうした︒

い網縄膿
撮化学でオゾン

､に敵え賭した︒ベルギーの参 学にはコバルト六〇よりもセシ

置か原子力簾業に稜極的でないよ 案も出た一．いうてした︒放瓦窯化 究が大切たといって︑ベーコン などの様子︑観に私が直接に受 賭す︒国際協刀と隈らす︑研究の 局

ﾆ︑四国でも麗日企業がなかな 水の処理をするのがよいとの提

ｩく．悶われるところがらみる を作って︑飲科

の執刀の必要が説かれ豪した︒

と利用に関して︑政艇と旧聞と

会議ではアイソトープの生薩

ガスタで開催され寄した︒

表を招いて︑シコーシア州オー

関する全米謎論会﹂が︑各国代

三月二十一日から三山闘︑ア

化して︑豪とまりがないという恵

る職漁のひとつに開発努力が分散

以下にしるす私見も︑図標の体系

ことは︑開発休制の糊題でもある

行為である限り︑そこには共通の

行なbれる一定の鐵附を遂行する 定するかということであるQ只休 し︑同量に︑零墨訓画の性格に関

見のあることは先述したが︑この

個ん︑の開発努力は︑将来の帯石と

聞発政策を考える上での︑二二

して︑いずれも貴重であるに相違

の問鵬は︑陥発会櫟を︑いかに設

は︑せま く 解 駅 し て ︑ 原 子 力 開 発

営も︑すへて匿大な組織を通じて

行敗と︑その組織ということにし
ないのたが︑政策の矯点が明磁て

ら︑いわは必然的に発生するし︑

する戦練が︑長大であることか

ておく︒開発体制については︑原
なく︑談とまりがなかったことも

開発体制という語蘂は︑ここで

発留標の問題である︒

子力先進諮国に︑そ汽それ競り立
事実であ．萄︒このことは︑開発昌

連した図題でもある︒

ちの由来の栢違があ○︑日本の開
橡の体系化が︑自覚的に︑明確化

的には︑原子力開発利用長期灘画

発体制も︑賑本独嵐のものであ

あるし︑また原子力行政のあり方
とも︑関連があったと思われる︒

されていなかったこととも関連が

開発十年置経過した現時点で︑開

くの問題点があることは︑日塞原

子力産業会議発行の﹁原了力調

発囲棟の体系についても︑源子力

る︒日本の原子力開発露鯖に︑多

わが国の腺子力開発体
行政のあり方についても︑十分に

月︶が︑

査時報﹂第九男︵昭和四十年三

霊園を加えねばならない︒

という論文で列挙している通

りであって︑しかもその足正は︑

制

経営学の手法

であるが︑露人の私には轡門田な

そこで第一に源子力行政の問題

を行政機構に

容矯なことではあるまい︒工記諭
文は﹁開発体制はその範願かひろ
く︑かつ複維であり︑その国のあ
らゆる条作のなかに根をおろして

掩討左加える資箔は求つたくな

いるものであるから︑そのすべて

開発体制という水

い欠点があることも龍しかである

門察になりすきて︑融通がきかな

い︒しかし︑専門家は︑あまり憲

をカバーすることは容易でない﹂

の一角である政府の原子力開

として︑﹁

山

から︑ここでは︑素人らしく︑達

発組織﹂に限って考賦したとしる

が國の原子力開発の全般にわたっ

しているが︑その結論として﹁わ

ウムの万がよいと説を変えた研物を見せてくれ蒙した︒ダウ︒
くことにする︒この私見は︑原子

鴇るとのべ︑原子力委員会の人か ・コバルト六〇たったのに︑ミ なしで︑彼の偉業である放射線 い含っているものの︑他人の特の︑再び強調せねはなりません︒＝

加 加巻がアクチニウム一三七の生
理 産を二年後には始める予驚であ

んでいる﹂と指摘している︒ひら

力行政のあり方を検討する蠣合の

篇らは︑アイソトープ霧力源に

慮のない私晃を述べさせていたた

たくいえは︑あれもこれもと︑手

検討の手広についてである︒

塙使うのは︑将来の宇憲計画の閲 ばならぬと大笑いが起ってい蜜

慣

をひろげたが︑豪と謹りがなく︑

私の考えは︑検射の手法に︑最

であろう︒＋箪畿んだ私な三 新 の 経 箪 の 翻 ・ 磐 ︑ も ・ と 矯

実を結んでいないということなの

日本原子力平和利用基金

発行

9ポ横組写翼カント入り

国

翻二重図磁団闘■圏

電気は文化生漬のバロメータ
のびてゆく電気の使用量
い窪豪での発電齎
これからの三雲をになう原子力
原子力発電所ができるまで
発難炉のいろいろ
世界の原子力発受全
日本の原子力発躍
原子力船

ll囲…囲…レ
舶lll
て︑開発努力が分散する傾肉を生

諾「，
」＝r，
』二ρ
二＝㌦ 譜 鐸 婿 認
，
2置，

需置，

一一
［一
一一

7

〈内容〉

響…囲Y蔑…レ矧W轍困

（6）、

第3ξ52弩
第i三種郵便物認可

新

子

昭和4「犀4月26E∋

