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あげている例︑業曝す︒

漂砂移動の調査については成果を

中性子による核反応はd・t反

応による中性子発生器などの酋及

によって銅中の酸糸の測定なと利

︵理研・山鶴文男︶

用の範曝砿書しく広げている︒

桜田

繊維のグラフト璽合に関ずる

二︑三の問題

放射線グラフトに関する研究は

この数喧広く行なわれ︑グラフト

食品の販宛許可の申融が種々の食

の最も簡単な孚段である︒今後の

な尊覧であり︑グラフト重合はそ

荒切特殊綱謙まで

者をかこむ討繍会の好評などに︑この方

る分野が大半を占めるに塗ったことも︑
た︒魔睡会議としては︑運営上に改☆を

研究の総爵化にはいろいろな面かあ

参加者をひろげる余地が︑少なからずあ

五月二十日︑科技序で
属学技術庁は四月三十日︑三菱
聡機株式会祉が茨城県東海村に設

三十︑ガ竪︑濃稲ウラン︒軽水減速

癒する研出小弱震︵畿力
冷却型︶の設醗を昭窟三十七年八

社の三国漫画の中止に伴い︑原子

月十五日終浅したが︑その後の同

七シウム撒︑プロメシウム瑠︑セ

ウム90を熱撫として︑敏十万Cの

リウム阻・︵︑作っている︒漸くて外

部に放射線の出ない越薬用として

が園難となったことを明らかにし

イギリスにおいては最も曽及し

琴生産されているQ

プルトニウム協が有用で年に数♂

た︒②四月二寸七日午後閤催︑原

たR工のユ業利用は︑製品の管理

虫光X線の利用は急激に増加の

面においてである︒

セメント印のカルシウム含鼠の測

緻向にあり︑合金中の元桑の決定

から饗膚聴取︒＠四月二十八日午

炉女織留ぬ訟長︑誉田原子力局長

﹂︒L・パントマン

番議︑有沢除子力委員︑山田原子

子力拙本法の付常決議等に関して

長冨から肇蝦を恥取︑今国会上程

炉の設躍許可を取り消すことにな
国会 梁議院科技特巨①四月二
一つたので︑これに関する聴聞会を
十一日朝曇開催︑科学技術星本法
五月二十臼午前十七半より科学三
案の作成経穴について︑上原肩技
一術庁弟ヨ会議室で開催すると欝示 げ長寓︑中村文郡大臣︑稿本冨麗

このため聴聞会に出席して意兇

した︒

を述へようとする利害閲口入は︑
五月十三日までに科学技術庁原子

宛︑氏名︑職業︑住所および述へ

力局長︵千代田＆霞ヶ関三ノ四︶

ようとする激兇の遠遊を記載した

国産赦術の汚成と発展について塚

▽例会謎11①

二重二5二〜

定なとはその例である︒

前科学技術行政小委員会レ僧開催︑

原子力委風会

餓原研理事らから懲見聴取︒

四月二十八日午後開催︑動力炉の
する日米研究賜力専門家会謡︑田

即発︑第一嵩回セラミノク燃料に関

糠であった︒

グラフト率︑グラフト効率を甜算

せ︑ホモポリマー焔抽出し︑その

りであり︑繊麟にクラフト反応さ

顎禽二等は︑今︑緒についたはか

はでていない︒纐維へのグラフト

されているが︑よだ決矩的な粘果

RIの大量便用を促進させるた された繊推の性質もある程度試験

られる汎工の仙悟を下

めに︑その躍附に用い

げたQまた国内の民聞
盒染との競争をしない

中止した︒放射線による食驚歎仔

品についてなされ︑一部は許可さ

鳶ご用命・お問会せ1まノ艦内稔販亮代理焦「●ステンレス

おいて︑理工学などの産染利朋に慮揺す

学︑放菱縫化学︑農学
主催団体の性格馬からして当然の鎖向と
り︑また四月以降貫通部および接

いえないが︑各轡門領域別に︑シンポジ

り︑すへての面について万全であるとは

梅用さを今後も維持して行くには︑今回

て良好な粂件の下では職い精度で

態合沐の発心と︑AEGのポリエ 曲れるものと期待しているQ

高てす。

に︑その憾用醗噸も工

などの産黛利屑の分野
饗する恵も多いが︑わか国のメーカーが

しかしその半面︑アイソトープ利用に

あるが︑騰内参三者にとっても︑問題点
の会議に崩勇が小されたような︑脱皮へ

炭の摺給養画︑電力・都市ガスの

行なわれている︒油頁岩︑蚤元

E・巳︒ファウラ冨
﹂・L︒ブルーム

1手におひきうけしましょう

R一会議の開
に寄 せて
いえよう

閏係する学会も次第に分化し︑研究発表
ウム形式による発表か多くなったことは
一束︑わが國でのアイソトープ利用の

の系統的整理に役立つであろう︒運営k
の努力が必要であろう︒その場禽忘れて

輸入炉で打開できるかどうかを検

討するためにとられた諸蹟であ

ち︑さきに捉出された三養原力子

り︑同義業団は︑この結果を待

工業の児積り善書とも比較検討

安達次郎氏

公益局長に

㌣踏炉蓬・たい喬曜蕃を提出するよう晃でいる．
るQそして採用炉が決定すれは昭一
一

茜＋二徒予楚計七︑国訴

︸

迦甦省は四月二十五矯︑寅辻次
期氏︵蘭東京迎産局長︑元公益事

なお周塩湯団は︑原研東海研究

所の軽水臨界実験綾謄︵哩CA︶

一

内原爺炉の現杁など壱審議した︒
！ニノニ〜亀ノつづ 多玉二 二

は原子力変員会支援の下で名しく

ではRIと放射嶽の利用開生謝矯

♂・F︒キャ二日ン 中性子を油井ロギングに用いる

鉱に為用であるQ

進択性γ・ンログは褒75素の操⁝ 前受のRI三一以後︑アメリカ

亙二 ｾノニノづ多書 づニニ玉

業局次長︶の栄福饗業局長就任を
二

を使用して臨罪実験を行なってい
玉二多ノ多〜二

鉱物学源關発における放射性

一AEA

同位元素の利用

その範幽を広げ︑増緻した予算に

発素の検畠に役立っている︒

分析法としてX瞭戯光分析が鉱

ても︑他の政肘機関に浴いても同

ついたQn．ン黛素︑鉄︑︒葱題れた︒．﹂㊤Gとは樋おい

方法は進み︑この理論づけも緒に

鉱物弧源開発においては︑探
鉱︑試掘孔のロギング︑採鉱︑製

討幽部詞査役︵課錠門戸︶11遠 ギーに関す始筆舎的な政策および

需給計幽︑原子力の研究・開発・

る︒

業︑石炭等の採鉱に役立ってい

世界

レヘルの掃質ておつくりください。ブランドに

にひろかり︑会議の発

が︑わが騨における ア イ ソ ト
の嫉会が多くなったので︑アイソトープ
認められる︒謹た︑各領域にわたる総禽
研先は︑この会議を圏傑にスケジュール

薮も多彩になってきた．

ープ・放射綴珊用の鴬及に大きな霞献を
会議の愚繕︑役割についても再検討が要
討論をおこなうパ率ル討論会六増えてい
が糧まれた例が多く︑メーカーやユーザ

第七回日本アイソープ目附の

してきたことは多苫を嬰しないが︑発養
望されるに至った︒このため︑例圓の会
る︒理学なとの四部門で︑テクニカル・
ーの設備投資もこの会議と間じ尚期で増

開幕が聞知に迫った︒この会議

された今囲の会議内谷を詣ると︑さいき

議以後︑主依団沐や準舗婁員会におい
サマリー・レ水ートか発表されるのも︑
加する傾向か兇られた︒こうした会議の

結果が反映されており︑罰しい会議の超
ろしきを得れば︑こうした総禽化の方向
ならないのは︑この会識か鄭なる学会で

るように思われる︒

んの諸種の窮情を反映して︑従来の性格
て︑かなり突っこんだ検討が行なわれた
盧接には海外参加者を対恕にした企画て

洛を作り鐵そうという融図が航みとれ
は︑将来この会議の物磁となるかも罵れ

なく︑学会の性格を一部にもちながら

計君およひ兄積書の提出依頼は︑
さきに発注船働の謡し禽い露難か

三菱炉計画取
消しで聴聞会

から脱皮しようと努力していることがう
ようである︒

開催されたあと︑ほぼ一年半に一回の間

る︒とくにめたつのは次の瓢つの傾向で
ない︑

刻能沢正雄

ら足踏み状態となっている原子力

只として︑冷罵に発展している︒

錬と各方曲でR1は最も有用な道 ンガンなどよく中性子を吸収する

訓画を立案すること②エネルギー

ことになっているQ

翼翼などについての饗務を行なう

銅振書寒式会養エノ蹴韮責，踏京2アO−9571ま尤【ま本手ま銅振販

塞 認管i轟塵彫認
制賦認⑨：

謹13

餓鋼ビル｝電睡・東欺

翔声繕臼」田商鬼ノ角1の1

，絵

かがわれる︑

隔で回を聞けてきた︒当初はアイソトー

あろう︒一つは︑各郡門の研究の総感化

罰を果たすことであろう︒

から︑総合的な偶究討議の場としての役

今圓の会議皿谷には︑これらの検索の

プ・放射線の利用範訓が限られていたた

をはかろうという企図であり︑いま一つ

は初参加の麟もあること︑これらの参加

者や発張諭文かふえたこと︑そのなかに

いてこの方針の成葉化を急ぐとと

総エネ政策課が発足

﹁昨隼十月ボーランドのクラコウで

Dnー

開かれたこの方画の技
術の滋渉に幽す．Φバネ

会議

る︒その他宗スバウアー効果の錫

山の岩謁︑識繕いられてい藪捲従．㎡﹂究のRあ生蕃

特別講演要旨
ルに提出された情報に

天然放射性物質の為彫な蚤換と

もとついて込へる︒

に関する墨蹟および計劇の総会調

簸新の奮ノノミァ・ミルでつくります。化学的耐久力・

蓼1

この会議は︑昭和三十一年に鋤一圓が

め︑発表者もごく一部の専門駅たけで︑

は︑この会議が細瞭会議の畳絡㌍濃くし

のために紐瓢の一部口止を自なっ
もに︑さし当り四十一年炭に発足

選一船建造謝画の行き請まりを︑

も︑配業利用の捲濫をはかるという爆発

そのテーマも理学︑生物学︑王学などの

たことである︒厳た︑熊鷹倫文の内谷に

日本原子力船煽発熱染団︵理議

原子力船炉

積り遅れるか

B＆W社の見

国際楠葉への方向も︑海外かOの参加

プ利用に関す．り研先開発の遺展ととも

分蜂に偏していた︒その後︑アイソトー

本部に動力炉調醗部

長・石川一郎氏︶け︑さる一月二十

九口︑同職業団で建濃しようとし
ている腺子愚弟﹁船誤載炉の緩補

禿部長兼動力炉開発副醐耶伺11 痂設計と見穣Oを依慣する契胸巻

たことは︑甑年原子力黍員会が派

させる予定の準備川漁について︑

黒血会に関することであるQ

通産省︑初代課長に田中芳秋氏
遜溢省は四月二十五日岡省繊齢

したがって総合エネルギー政鍛

し旧て職にウランとカリウムの探

課の阻紙は給抽珊︑調整班︑原子

課kに寒晒富房笛識冨田中芳秋耳 力班に分かれて︑工不ルギーに囲

鉱︑鉱石の倹定にそれから出るγ

堀エネルギ⁝政策学を元足させ︑

する総含政策と副幽の立案︑エネ

法の一議を改正し︑大臣富房に総

である・

として氷凶B＆W祉のCNSG
炉以降発濫の手緬きをとる予定︸
四月

び見積り

結んでいたが︑同予傭設謝書およ

をあげ︑四月末日を期限にその予
11浜田光雄V東撫研究所燃属開

娯究艦長兼動力炉閥亮謝嘲部付

高速・新型両炉の開発めざす
ロ本原子ヵ研究所は五月一巳︑動力炉開発の実施休制レ偲整備す
るため︑組紙の一翻を改正し︑こ3エに伴2人噴異動遊完令したQ

上田隆瓢

︑これまて東海研究虜に置かれていた動力炉

こんどの組織改正

発部新鯉転換単簡翼長兼動力炉

輸出手醜きが起れているため︑遅

の提出は︑米国政嗣の

開発陶画W⁝を廃止し︑高逮増難炉と厳型転換炉の開発の実施に関

▽果海研究所動力炉開

する5一麟沿よび総緬に関する業務を掌握するために︑源研本部に

開発認幽耶倒︵副主任研究員︶

11井沢定▽來海研究所動力開発 延しているが近々到心の予定︒

動力炉開川副画都を設置したことと︑束源概雨露の隔子炉設計都

の名称を動力炉開発部と改 め ︑ 業 務 内 灘 に つ い て 新 た に J P D R

遣した動力炉開允調丘団の酬長と

その性絡︑撫戒なとの検訂を進め

この米B＆W祇に対する予備設

部高達増舶編纂懇望長兼動力炉

して海外語国の動力炉開発状況を

ているが︑今回の改組はこれらの

ｭ条臨酪付︵醗主任研究員︶

l縫の開発に関する栄勝を動力炉開発訓画部から移聞したことて
あ．Φり求た同開完那に研究那から嬉戯センターを移し付躍した︒

つぶさに視祭した丹羽旧事髭が︑

外部の動きに即癒して︑尿研内部

︵案︶をうち出し︑その後ψき続

各国耐け床の動力炉について嵐主

の沐制を㌣円したものとして注目

この遜♪に︑腺研が勤力炉開発

開発をめざし︑疑期的野剣を礁立
されよう︒

▽動力炉開発謝円盤旧事勝取揚

新しく設置された総へロエネルギ

糸任命した︒

入饗猛動は次の逓りてある︒

して掩遣している体釧を見︑わが

淡勢の必要性を痛感したことと︑

け理事・阿那滋忠▽火海研究所

国の動力炉開発に対する積越的な

獣た原研独自の星本方釧によるも

動力炉開発部艮兼動力炉開発計

アメリカにおける鷺一と放射

鉱石への利用ノ・農応のべ込 ︑滅菌法は研究段階から開発段階 し︑悠能を測定することは︑この

のでもあるとざれている︒

藤雄三▽岡支部調査役︵課長徳

聾に関すること⑤総舎エネルギー

羅漢研究に一︐刷り決定的な結論が褐

れた︒放射線化与方面での関心は

リウム鉱石の撰査と分析への応罵

ては︑原子力委員会が三月末︑今

遇︶H平田譲▽同部︵謙長代理

ノ・7ロギングは搬度決定とし などについて述べる︒

後の動力炉灘発の進め方につ い

徳遇︶口武井満男▽東海研究所

︑一会往の新しい二黒のグラフト

線の利用關発計画の現状

線を測る方法は逗展している︒
ルギー需給計醐の詞整︑田鰻・石

て︑昭和四十二年厩をめどに 特

i政野守の業赫内谷は︑①エネル 油製島・天然ガスの需給剤剛︑石

殊法認を新設す○︑などの方 釧

ここに並んだビルから，主筆針まで。健界のトップ・

霊〔｝

働ハ幡製鐵

二本二黒

ステンレスとして最

物理的一門・茄工性・・どのAでも

夢を育てる

藤bしを豊かに

幕

幽部次長裡天野昇﹀動力炉開発

「

㎜

あなたの働きを織しく

展望
現在わが田の動力炉開発に開し

ノ

霊

を運ぶ

……
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臼
・鵠
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智7
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笛ヒ圓ほ本アイソトープ会議には蕊十玉呂の海外箏加蓋か監置愛れ︑隠江てはトカ国︵オースト
ラリア︑カナタ︑フラノス︑ハ

か湧参加て︑とくにハノカリーはμ阪圏から初めての参加として71日される．まん今回の合議ては

リス︑アメリカ︶およひ一機関︵1︑LA︶︑このつちハノカリー︑スウェーテノのニカ国噛今回

︑P・難ずノ簿一か夕最氏理として出訂する︒このほかアメリカかるの参加占は全量十九名︑

とくにアメリカ障了力ダ会︵駈NS︶か閥接的にてはあるか種々の協力産行なっており︑会識には
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このなかにほ今削て鷲回臼 の S A ゴ ー ル ド フ ー 1 凶
転化デに関﹁る口米協刀セミナー一の成果
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礎酬究所放尉線化デ部艮︒アルヒ

析謙難技街揖坐雛痂農︑16カリフ
：ルニア﹂八ノr︑理︑﹂搾⊥︒物理

化〆専攻︒一九一ヒ年猛れ︒
発ム．荊文﹁狸掛捜査ての彼射離

離翫の死用におけつ新しい発肱﹂

WH・ハミル

調用の瑚状と将来﹂

謙

ヒルマノ

こ趣気勲

アイノーープ研先よ任︒

婚ム論文門捗丈換ーヲルリウム

カユスム︑放射献化評︒

と婁無二分野︑自重化学k応メ

化デ摩攻︒一九二八年盈れ︒

ブルノクリノ大ノ江業︑理艶稗士
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オノ大・革︑理ゴ冑﹂．自機化ナ

フリーズ

ゼrラル・アトミノル蒼放射化分

フールニア欝欝人子￥︒応用化評

塒購冠撫テーマ﹁アメリカにお

専攻︒一九二四奪∬れ︒

A

けQアイノトーブ・放射闇闇発の
現状﹂
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し
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JWアービノJr

りーハーマノ

1の潤型
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ユニオノ・カーバイト抗益濯ぶ画
部︒ノ﹂ノスゴフキノス大v・碩︒

モ

撚馬宿

発表論難﹁種種RIの生田﹂

佑影工苫専攻︒一九工三年生㍍︒

麟

欝欝錨
β・マノクィンタイア
ウェスタノ・リツープ大〆厨禅晒
医≠部生物物理イ泡手提︒ウェフ

革︑理〆博十︐物琿﹂恥攻︒一九

タノ︒リガープ大！︑エール大！

二〇葺謬れ︒
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ノユリアーノ

挙卒︑理㌢轡⊥︑
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カリフ︐をラ木ぜ化イ教﹃︑ウ
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コールトブリス

おけるRIの潤筆﹂
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ノ工邪大膳

マサヲr七ノノ乱騰大花学教

素鑓癒又﹁恰姪抽出にわけ⇔R

︻フィリピノ︼

銭M カプサノ
フfリヒ〆涼総力委員会研修所誌

マス大ピ峯︑旗士︒専門分野は
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稽ム釘又﹁ホノト

ノルハーマノ

の産歩︑
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アトム化ヂ

メリーラノー大∫受講勢望酪教

桟︒コロノピア尺了￥︑理亭博

士︒吻理化デ壽攻︒一九二二犀生

れ︒

滋語論又﹁水わよびタノクステ

ノのフゴーノースラフによ萄矯

守の吸収︑k射ん3び翰送﹂
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トラrアノクレ研虎所

スタネノト
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トレフース研化酒害孟
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氏︑ヲ．rケ大／化島殿技フル

九一ヒ窺盈㍍︑

ノクリノエ拝入ゴゲ︑理∫誓⊥︑

物理化〆穿攻︑

空授酬九分野︑筒分﹂の破尉諏

スヲレノの尺購線久

暦．允去論文のテーマは州ールム
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の側壁︑盆地と産染利用へのコノ

u﹂所尾農♂辱円頓︒カノリス

川立入﹂卒︑理〆轡士︑︾門分野

1一壇．一九＝一難生れ︒

主要言論分野︑ヒ漫−肥料一滴

物の関任に関づ勺研学︒

発孟禽文﹁米国ての肥吻研んに

おけるRIの層用﹂
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織︑ロヶ〆セルス寮H運入局民王

ノ〃ヘニア友︑﹂江︒白扇化ノわよ

気先寧臨海4傷﹂研妃工任︒へ〆
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品

Uπ化ノ﹂準攻︒一九〇九年生㍍︒
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J F

発に掲げ・萄アイソーープの澗川﹂

特磁㎡奴テーマ﹁鯉物資貯の開

れ︒

よひ放・恥攻︒一九二九年4ま

冨︒グラスゴー大学肇︑物理！﹄

国際沖﹂力闘二二務局︸至嘱絡

所RI耶長．オノクスフ憧iド大

亭牟︑押︑J空論．一九一九茸生
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れ︒蒋捌講演テーマ﹁R工の熱論

ローズ
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威についての放射恥の利用ぬと︑
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︻イキリス︼

衙研光所の6活動﹂
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♂︒現直
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畷
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蔑

管鷺

灘鱒麟

狛ム甜文﹁汰㌔r︵の研究bよ
照射d画よ仔︒キノヶストノ・ク
fーノく大♂革︑エプ修﹂︑樗理 ひ那黙用掃バアイソ；ーフ・プロ
﹂増レ︑一九二下町認れ︒

瀞

闔獅ｪ

欝難翼

殆表宕又一カナタにわける一口

︻フラノス︼

曙射の堺況﹂
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日添原子力研究所て原子炉山霧お
よひ原子力機器に関づ命研修箋請

却

φシ

ユニサーヲ社戸大〆研箆醜紺﹂支
配人野州三役︒二轟一
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丑h︒
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繍轡

㍍︒鳶式宥文﹁γ励起＼駄によ⇔
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︻カナダ︼

臼E
トロノト大デ化Ψ工学およひ応用

ェロー︒〜九二七生れ︒申子力関

化争寵教授︒カナ々化労研究所フ

驚繍

κ専門分野．ゆ中翅〜二尉化分析︑

速中姓＋反応︑イオノ交挿わよひ

y﹁最近の法的奴

獄死セノター枚嚇線死用筆論調︒
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一野寒露
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う︒主なものを紹介すると︑つぎ
の通りである︒

三

てみてその窪し悪しがわかり︑改
迭もするので︑そのような経験の

以上のほかに廃水処理法︵二

発喪が望まれる︒

喪がある︒数は例奪に比へ少ない

モェター︑利用機墨関係は五編
星礎部門でないし︑康た十分な討

る︒これらのうちR工の応用は︑

︵四編︶︑その他︵二二︶があ

編︶︑除染︵三編︶︑R工の応用

で︑厚さ副の砥礎資糾となるデー

発表するか︑あるいは取り止める

論もできかねるので︑他の部門で

へきたと考える︒︵理研・大塚巌︶

る︒

電子顕微鏡と計算機の利用
錦一Bは有機樺識化砿

とれた連鎖である﹂とい

無数の化学反礁の調和の

工の利用﹂︑﹁生命とは

み方・分醜および代謝の動的観顕

とアイソトープを凋用してとりこ

代謝阻宙物質についての囚果関係

謝調節に関与したシステムおよび

﹁生命現象におけるR に閃する十一の論文と︑生体の代

数多いトピックとテーマ

生命の神秘に挑む

瓢

われているが︑これは正

酸系効果の解明にコムギを用いた

放炉心効果における鮒蔽効果と

研究︵松村翫︶︑水仙やグラシオ

を燭能にしている八論文である︒

この生命現象の解明とは

をついた一山東でもある︒

錆綜したライフサイクル

ラスに放射線を照射して観農用花

に生物学の命慰そのもの

に豪つわる連鎖反応を︑ 一つづつ

きの価値を蘭めようと題嚇したも

︻

解きほどくことにあるわけで︑そ

の田力な手11として︑RIは欠か
の︵飯塚茂助氏︶開口㎜の放尉線処

それからR工利用と電子離算機

物の平成やRIの製造 ︑

生物学部門として今田とりあげ

効果を亡しくする︵山蘭氏︶研

理には食塩の添狽が大きく殺曲
せないものである︒

究や︑放射線の突然変異議発効果

ピーカーにより展瞬される︒い談

RIの精製分離と十二 の利用のシンボシウムが四人のス

をこのみに処理して︑実際衿随へ

編の発表が行なわれる・

た十九の願文よりなる本シンポシ

応用する︵河合氏︶など匹粟への

や田子計算機は測だ器の為機的な

ーマに分けられる︒すなわち︑生

トルの解折︑放慰化分析︑実時閾

一環とさえなり︑ガンマ線スペク ウムは︑おおきくみると二つのテ

中でも司り一⑩誘︒げ＄によ

る小型サイクロトロンの

R工製造放肘化分桁への

放射線応用画の拡大を意図してい
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立︵緬物・動物・昆虫・四鏡︶に
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新しい利用法を示唆することが期
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データ処理などと多くの可能性と

成分︵蛋白質・核酸・酵素︶に対

利用や≦つ涜ωによる核

する放射線購書のメカニズムを分

て魚介叛の岱染機構の解明に効果

変換にともなう化学効果

二日囲は放射化分析の韮礎なら

がみられている︵高幡氏︶︒蛋

午後は急速に発展しつつあるメ

侍されている︒
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などは興味をよぶことであろう・
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氏︑小川氏︑轡原民︶も生命の神
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烈農大・魅生表雄︶

肥効試験の現状を紹介するQ
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医学の現状分折についてテクニカ

ほか︑算千藥大教授からわが麟撫

ルサマリー報告として発談され
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デル実演⑧ユニバーサルカウンタ

⑱蝦Mサ；ベイメータ⑲シンチレ ネル波筒分振器②放射線計測器モ

額

金地の専用チャネルをスイノチ

る︒②水銀期︑鵬︑ヨウ礁凶︑

ウンド除去國路を内零してい

で任慈に選へる︒⑬ハイクゲラ

るQ︻写翼中手前の三つの装羅

がトランジス式ラジオ・アイソ

トープ・レノグラフ︼

放射性医薬品

第一化学棊品の

第一佑学榮品が出激するM・A

コープパネル⑪矢羽プリソク冷

類豊滝露

重出器ゆ隅増纏器⑦運星箱式線量

鑑点で加熟し︑酒嘱な大ききハ五

をヨード捌でラベルした後︑等

十一百五十ミクロン︶に凝災きせ

器⑩アイソトープ・パワー・ゼ不

の毒細血蟹を通過セず︑肺に鞭択

たもので︑門脈内に注入すると肺

率計⑧ア漏マルカウンタ⑨同測定

レータ

①源子核懸

◇利康商購①自記液体シンチレ

◇露士写翼フイルム

フ液体乳荊サンプル④オートラジ

乾板サンプル⑤オ！トラシオグラ

板サンプル②オートラシオグラフ
◇日本無線

ーション・スペクトロメータ

夏フォト・ボード⑦ホノトセル屠

・スキャナ②R工動態機能検査綾

オグラフ写莫⑤電子顕微鋭フィル

◇横河霜機製作所

①シンチレーション

灘③液体シンチレーション・カウ

ムサンプル⑥レンドゲンフィルム

讃②XlYレコーダ

龍である︒

が得られ︑肺梗羅などの診断が町

ーで走査すると肺のシンチグラム

的に集窪るので︑シンチスキセナ
ンタ④トリオソルブ摂取雛測定器

アルペーパー

サンプル⑦クイノクインダストリ

①躍上型認録

ランジスタ式γ線スヘクトロメi

⑤ラジオ薄層クロマトグラフ㊨ト

顕微鏡フォト︒ボード

やへい窓パネル⑤放罫線用ペリス 離粕サーベイメータ⑳GM管・比 ④BF3カウンタ⑤半郵体放射線・A一工捌は人血清アルブミン

ーション・サーベイメータ⑳竃離

続使洞に謝え︑最高の安聖麗と信

硫の標式化合物

返して行ないたい場含︑測定前

③任慧の試料群の測定をくり

段階に切り綾え可能︒

三Q︑五〇︑一〇〇〇PMの五 ム︑炭素︑リンなとの三種高岡
ベル固定︵ト

る︒除虫計数灘は一〇︑二〇︑

ウンドの自動減算︑チセネルレ

罵炭策14以外の

諺

リチウム︑炭素
14︑トリチウム
＋炭素14︶およ

シオの自動演算▽測定効率︵ハ

び可変▽謝数制御方式

ノクグラウンド︶

炭桑14で九
作制御方式手勤︑全自動︑グル

表示徳による集中選猟表山▽操

ダイナポノトR王研究阪は︑放

〇％︵二〇CPm︶︑トリチウ

シンチレーション︒カウンタしS

①外部線三法︵セシウム麟︑1

11は次のような特微かある︒

誤キュリー︶により謝数効率の

決定嶺線源

にふれること

なく自動的に

行なうことが

できるQこれ

は内部線源

ス波為分栃器は原子力︑放射灘︑

チレーシコン︒カウンタLSGi

C一五〇憂︼

射性医療品を中心に七〇種に及ぶ

ープ受動空送り▽測定サイク

バンクグラ

︻写翼は液体

ムで陽○％︵三〇CPm︶▽恒
診療用標載亀含物を製造してい

る︶▽データ処理

島沸﹂sG111

ョン・カウンタ

液体シンチレーシ

常温︒

ルー︑二︑三︑四︑五郷お

◇日策原子工業

ソトープ︒レノグラム②ウエル型

▼畠

シンチレーション訓数心計③十進

♂

法スケーラー④ハンドブノトクロ
スモニタ⁝⑤小形放論敵検出器⑪

きないものであり︑同位元素の葛

法︑チャネル

放射線の狡全告理に欠くことので

光電子増催管を用いた同時部数

析および飛瓶的に発展しつつある

速度分析︑中性子エネルギーの分

ションサーベイメータ⑩躍離抽サ

ータ⑨トランシスタ式シンチレー

華ち︐ 多多多 ち︐孝二．．多多 ︑．︐裟・．． 多多多一︑

析方式独立した五チャネル波

らべて試料が

島津製作所が開発した液体シン

温槽温度

よび連続︵測定圓数表示︶▽校

ネル数の選択可能④チ轟ネルレ

自動︵外部標準線源によ

に羅き︑安定性とS／N比を筒め

圧ならびに増穂度調整を不要に

シオの霞動演熱記録⑤光電子増

正

京た検出部は一定温度︵鴇温︶下

ている︒さらに︑外部線源による

し︑トリチウム︑炭素14︑ダブル

倍管保誰族置を採用⑬グループ

分析など各種の放購線分折に使用

投影式

核種用▽分析レ

纏騎．認

B本無線医
理学概究所

液体シンチ・カウ
ンタ

ALOKALSCl五
〇ネ一
嵩
チャ
ルレ
シオとハンクグラウン

①各チャネルの独立②スケール

どを刊題して種々利用できる︒

・カウンタは︑国麗初の独立した

オーバーの自動魚期③記録チャ

三チー︐ネル液体シンチレーシコン

五チャネル小匙分析雛︵内一一チャ

る︒

ドの減算が難動的に滋養記鉱でき

パルス波高分析器

ネルがβ線源分析旧︶を採罵︑琵

トレーサ試料の分離測定をセレク

測定が任意⑦バノクグラウンド

化されたマルチ・チャネル型パル

タの切添えで行ない︑エネルギー

の鼠動減算⑧集中表示方式の採

ス波高分析器で放射線のエネルギ

・ベルのダイアル調整を必要とし

ー分析︑短寿命測定︑メスハウア

①小形︑可搬形で取扱いが便利

用

35︑鉄⁝59︶

①ドラフトチ

の除染

偽振動餐山型微少物流電位計⁝T

きる謹での写真パネル④粉未ポリ

多多二︑︑多多

・レシオ法にく

二本の

ない︒

することができる︒

｛」
席
一 一
一精特 ｛
ら耀

方式▽同聴時間ωO×μO占秒▽分

︹仕様︼▽測定方式

で︑局安定︒②パルス波醐分祈

サンプルチェンジ諏一は二百五

．

し︑グループ測定も可能であろ︒

︵各種プログラムに従い︶作動

十佃の試料を簡単なボタン操作で

⑬データ移行︑データの補数化

部がプラグイン・ユニノト形式

が可能であり︑バンクグラウン

であるので各種の測定が可鮨︒

ール︵二樹五ヤ︑串︶○・七秒と

・−彦ク多

①放射性隆藁

︵ヨウ紫1麟︑金−堺︑クロムー ーベイメータ⑪積算線懸謝⑪指示

◇第︻化学薬品

一薫

多％多多ち吉書 ・・多多孝毛多多多 ・・ 多

し︑ペンの走行速度はフルスケ

︵二・玉雰︶という蕩感度を有

本装蝦は︑完全にトランジスタ

東芝の

析器NDl＝ハ六〇型置

横河電機の
自動卓上形記録計
この罷能勢は︑プロセス用のE
況形霞動平衡認録計の製遣技術と

験︑研究窒専用に設讃した自働平

その牲能を十分に生かして︑実

衡型の41上謁録計︒つぎのような

の変換器を備えているので︑ほと

鉱ができる︒②十︑欝欝／一臣

︻写翼は二〇〇チャ＊ル波高分

呼

の記録が可鮨︒④二信号入力コ

して設翫してあるので笹贋上毬

機器を中心に︑あわせてこれらの開削利用に関する機器︑パネ

三菱電機二〇〇チ

ャネル波高分析器
この装罎 は 原 子 正 閏 係 の 研 究 実

験︑放射化 分 析 化 学 ︑ ト レ ー サ 実
験︑放射線 医 学 な ど の 分 野 で ︑ 放
射線のエネルギースペクトルの測

憲黛礁．．／
やい蝉郵︑蕊

織離塁
定︑半減期翻足のために捜用され
るほか電子工学その他の分野で︑

んどの物理︑化孕現象などの測定

優れた利点と︑用途に応じた各種

︻特撫︼Φオールトランジス

データ分析にも便用できる︒

タ式に設 ぷ さ れ て お り ︑ 小 型 経
紀録ができるQ

多ク多毛・

◇大阪蹴波

①盧水ゆ鉱水累⑪箆

①ジノタフリiDDシ﹂ンカウンタLSG一一一

下︶測定ができ︑とくに必要な

硫酸Φ重硝酸

◇昭和羅工

①オールトランシスタ式で︑

靴で油費 竃 力 が 少 な く ﹄ 頒 度 も
難い︒ゆ 多 機 能 ︑ 種 済 性 を め ざ

液体シンチレーシ

負蒔物性比例増幅盟①十進上速ス

L比例壇軸器⑭低難口瑠縮器ゆ過

形チャーシャリーダi⑪沢ケノト
ケーラー⑤繭甑安定化地源HT ◇杉蜘元節理器製作所 ①PRG51︑リンi32︶③標識化懸物︵炭

パルス加算回路を通用している

チェンバー⑭フィルムバソジ・ケ
I一〇ム鞭同H田i一〇八⑦グリホモジナイザー②PRGパラゴン素i14︑水亭一3︑ヨウ素i撒︑

場舎は低温槽も渇加できる︒②

のでカウント数が多く二撒獲の

カウンタ
睦神戸工業翻
介離が誓易︒餅モシュール方式

ョン

神戸工業が放射線耳翼における

ペソト③透明摺含硝子総只

◇千代圏保安用品

ヨウ素一価︑水銀i鵬︑イオウー ース︑他

を採用しているので研究日的に

線②イラノクス収縮チューブ⑤イ

ノドチェンバiGIC一四

長年の㎡験 を 生 か し て 開 発 し た 液

◇住及上気工業
バウア効果測麿器ゆ手動墾メスバ

ラノクスチューブ㍉フfルムおよ

◇千代田メインテナンス

①ラジオ︒アイ

応じた粗み謡わせができるQ① ◇京都金子工業①戦勲櫛型メス

チャ一
不ルレシオ法︑外部線国法
SL茄︑GSL面︑9L

ウァ効果測定器⑤上蓋課検出器系

殺超ずみ粟生材料⑦加速器写冥豪

〇〇Bゆ戚俸シンチレ⁝シコン鮒 ◇ダイナボット・ラジオァイノト

に関する写夏

κはモデル

定妓置GSL一一六三①液休シン ープ研究所 ①放購性医心品︑橡

①二一〇MC 装醗HDAi一Q六i一②メス
バ本原子力研究所 ①馴産ラジ
◇日

①R工走斉診断 GM説数管
◇東京芝浦蹴気

◇タケダ理研工業

ンチレーシコン測定＆置用燃蟻妓

R八四B麟電磁絶型放射線検出器 器④一〇〇チャネル・パルス波等

溺⁝TR一六五A一五⑤マイクロ チ・フロ⁝カウンタ⑫GM脚数器 ル⑤放導線磁含による中閥燭模試

エチレンができるまでの線画パネ

・マゴクロ・アンメータ⑤他一〜

ンタル醗叩閉嵐分折羅⑤蚤光ガラス線竃馬㊨シン

体検出器およびプリアンプ

⑧トランジスタ式GMサーべ4メ験製晶︵粉末ポリエチレン︑撒

◇鰯灘製作所の液体シンチレー

動灘馬装躍ATS一︷ハ一〇鋤単騨 lTP仙五〇餉W研腿分酬甥ア

搬⑦ウェル型シンナレーション自

二〇〇チセネル・パルス波高分析 プセル類ゆ粉来ポリエチレンがで

ョン測定装麗FC一一一⑥上訴シ周波数カウンタ﹃﹃R1三一八九B ウァ効果測定蔑置RE一一一〇⑬ オアイソトープの製迄②照射用カ

五三⑤フローセル型シンチレーシ

チレーシコン測定妓ほGSL一一 識化張物︑および関連観品

▼

①イラノクス心

体シンチレ ー シ ョ ン 測 定 装 罎 ︵ G

盤のGSL1鶏シリーズでも◇
サ神戸工業 ①囚OOチャネルエ びテープ①包菰ハノクおよび紙⑤

が臼動的に行なわれる︒◎普及

燃唐琴

i一㊥蜘サ

繧

働魯嚇瀞

ェンバー

揃シリーズ︶は︑次のような特徴

。・碍謙脳。鵜唱購灘粥卿罫、
宰

ヒ
賦k1

、緬鹸

＝錠

をもち︑各方囲で広く刊用されて

鋤
風

不ルギi・スペクトロメータANイラノクス製品︑応用刺狩㎜ゆ照射

夷＼

ンプルが岡時に二十鰍装讃でき

いる︒

㌦1議

一四〇〇④一〇〇チャ不ルエ不ル

し黄

るので連続胸に能率よく測定で

・轟幅1：

①独物 の 喧 流 結 田 方 気 と 勘 速 同

璽鞭輪翻
ぬ

命

脚

肉

ふ．．

ﾋ滅
＾麟

静

義強数 回 路 に よ り 熱 雑 君 が 非 需

鶴
轡懸轡遊麟ノン蟻軸i
・卿恥

きる︒︻写轟はGSし1聡︼ ギー・スペクトロメータAN一一

鍵

恥融岡

に少な く 常 献 ︵ 摂 氏 ニ ナ 五 度 眼

一

き

鱒1．
i 二黒麟働鐙謡磯蟹
い即p
ギ

繋無
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AC社︑炉部門を放棄

て原子力発雑所の嬢設事業の将来について分析しκ紬果︑将来︑この分野で利益を上げることができ

発艶炉および核燃料事業から完全に手を引くと帰一澱した︒この発表の中で浅C社は︑

は︑同社としては三つ臼のもので

いる︒ラ︒クロス原子力発電所

万二千KW︶の二つを完成させて

原子力発電所︵BWR暇気出力六

原 子力部︑B＆ W 社 と 統 合 か
アメリカの強要な原子炉メーカーの一つであるアリス・チ瀞︐ルマーズ︵AC︶祉は︑玄る三月宋︑

と︑原子力分野から手を引いた

髭期にわたっ

るようになる窪でには︑さらに多くの赤字を続けなければならない
あるQ

誌から麗日国といはれるが︑今

は考えることである︒陛無界は

発電を論ずる場舎︑語でも一応

たがこの閥題はおよそ原子力

はあるまい．たた︑その前提とし

トナーを見離すことも不可能で

もあるたろうし︑絹手隣にパー

民間難論で︑これに爽O出す所

う︒政府が道さえつけるならは

職︾

護した岡じ火ささの石炭火力発懸

ことになっている︒A鷺Cが送封

ついては紀入されていないが︑多

所より安く︑姫の建設費はKWあ した媒簡には︑A封Cの謬潴分に

たり颪三十八泌になる︒これはさ

分照射装罎の線源や建設について

CDC六四〇〇シ

出資するとみられている⑪

のBWRてあるイリノイ州のコル

きごろやはり売り出されたGE祉

ドバ一月発電所︵電気出力八十万

βる

CERN ③

ステムを発注する

φ

欧州†三力岡が鎚同で運窟

スイス︒ジュネーブ︶

では︑大型霞子謙算機の壇強をは

研究機織⁝

機瀦であるCERN︵欧州原チ畝

ヨーロソバ最大の療子核物即研鷹

九千KW︶におけるKWあたり九

十九ドルと比較すると少々聞い︒

φ

ビッグ・qック炉で

アメリカ

の㏄生産開始許可

φ

コンシューマーズ・パワー社が

ビノグ●ロソク・ポイント発電所

EDF13で
電のコバルトの生霊開始に関しA

コントロール・データ祉の趨汰型

かるため︑きたる七月にアメリカ

隠する︒C泡RNではすでに六四

電子計算機六四〇〇システムを設

奪一月に︑同じくコントロール・

3

ECの許司を取った︒ビング︒ロ

ソクは四月九臼燃料補給のため閉

換えるかを決定したらすぐにコバ

データ社の六六〇〇システム嶺樫

鎖ざれ︑螺瓢要素をどれだけ入れ

ルト標陶金属の銑鱗を始めること

AC社が原子力分野から手を引

主な理山を述へている︒これによってAC挫の原子力部がどのように解散されるか︑また︑どの会社
に統合するかが卑語されCいる︒

になっている︒この後︑漏洩郷制

いたといっても︑原子力発電所の

では需要の規喫が拡大している

すでに何度も政府に醒して﹁長

西独︑AG監を導入か

り︑ユーラトム諸国︵とくに西ド

の小会祉の設立契約が結はれてお

アメリカ

③
果商冠省から公去された原子力

命

原子力脱塩プラン
トが最も経済的

謄にわたった︒

となっている︒

との競争が可能となった︒

ルで発庄したと玄る照月八日に発
一肩した︒用地はミ不ソタ州モンテ

一イセロ︵人口千四百七十七入︶の

㎜ち・うど藷・ミネアポ呉の北

皿うてある︒それは︑ターンキー契

西三十五マイルに決められるもよ

運転停止時に行なわれるo

予定磐あるが︑摘娼は正正な炉の
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前AEC委員︑ジコン・H・ウ
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に対する径業界の関心度を知るた

二つのア．イソトープ実験フラント

米原愛器委環会︵AEC︶は︑

命
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琶なり・譲工婁桔GE社

︵BNF︶の年次大公で︑元原子

力公征︵AEA︶鰹務理事レオナ

ン．ステイツ辻の第二号原子力発
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リスの原子力繭船についてその概
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いる
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子力舩欝憤会は︑現在軸馬力二万
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鶉

各会辻は山鼠十・日以内憧﹄門凹直鳳3︸⑩
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く︑土木工事を行う訓鋼︶

︵俵爆発によ．勺陣地の掘き

︻写翼︼はスクーナ韻醐

員として︑資難してきたQ

ーーA一

た︑AECの一処議門愛疑会の一

の研究部門の指導者であ濃始よ

および八万の二つのコンテナー船

・プラスチソク舎阪製造工場の建

φ

設・運妖に関するものである︒

ノーザン・ステイツ筏のひかえ霞

力発電所は周じモンティセロに建

ているQこの目標は当藤最奥の概 な発電コスト調査によれば︑隙子

京たは鉱石運搬船の極61︑曾行なっ

が養長動め

琴述へた︒．炉︑れによる・︑同卿藩髪る︒霧︑窪の塗熟

増勉一重魔および経済性の6項

プ設計︑熱中性子増殖炉︑欧州

再処理︑実験計闘︑プロトタイ

ヨ
捗燃料特性︑核燃料加工および

英独シンポジウムで具体化

ランクフルトで︑イギリス︑西ド

イツ︶にAG一尉群サービス牟行

盤によるAGR用響胴製造のため
イツ両原子力産濃会議の総︑催によ

なうこと卒発表していることかる
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藤ドイツにAGRが導入される可
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概念冷装丁するため︑政刑から援
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アメリカ
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命

ノーザン・ステイツ電力会社は

E︶社に︑正味雄気出力五十四万

WH騙り︑四・〇五ミルであるの ゼネラル●エレクトリンク︵G

るQまた︑発電のほうは火力がK

二十一・九壌になるといわれてい

十三聯に対し︑原子カプラントは

ば︑火カプラントの千濯当たり三

いても評価している︒調査によれ

り南カリフ耀ルニア州の敷地につ

ベクテル社が行なったものであ

員会︶と内務省塩水局のために︑
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一循五千万沼の汽水を製造する︶
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海水脱塩プラントの調査による
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ったもようである︒
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り︑近く結諭に達するものと見ら
れている︒

これまで西ドイツの殿力会祉が

畿題は晦遮増殖炉の工襲的見難

れた︒
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かったが︑こんどのシンポジウム
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建設に必蒙な在来耶分の供給は今

リーンダルにある原子力部工揚

から国内鉱による産銅は濡給の

期にわたる安定した核燃科の供

て︑そうして将たウラン穫源と

義

後も行なってゆくもようでる︒

AC社が線子力分野から手怨引 止して他社︵多分ハブコノク＆ウ

およそ三分の一で︑過半は鉱

国内の原子力発電所が必要とす

一二＝一蛋＝

〇ンリーズ竃子譜算鵬を持つこと

は︑同社が永年興瞭をもってきて

二本が海外で探鉱し︑投資

石︑電気銅︑故轍など︑何らか

給﹂を建言し懇請している︒欝

る核燃料とを結びつける工央が

踊一冊＝塾曽＝F＝齢一︸一

訂しており︑これで二台の六〇〇

イルコノクス社︶に眉がわりさせ

国内資源がない︒将来の発電融

し閲発した鉱山からの鉱石入手

の形 で 輸 入 に 頼 っ て い る Q

ことではない︒しかし︑その解
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として細以上の職要性な持つ︒

は二等胸安定し︑かつ低廉であ

ーヂシア眼路にからむザンビア

酷の銅供給不安定などの旗界的

甑賢路問題の露なりが然らしめ

たものである︒

しかし︑問題は価洛もさるこ

一面︑銅は戦路物質てもある

国の原子力政鎧そのものである

旧

試験に纏いて︑五月九鼎には運娠

なお︑AC社が発職炉および核

いる燃料億池の開発にふり向けら

AC糺はこれ豪でにエルクリバ 燃料の箏業から手を引いたことに

れる可燈牲が強い︒

ー原子力発碓所︵BWR磁気出力よって︑アメリカの発電炉メーカ

λC紐のメリーランド州ベセス

るもようである︒

AC礼は現在︑ラ・クロス羽子 ダにある原子力那事務漸は︑同祉

かったことからも期られていκ︒

験場の運営契約の入乳に参加しな

が必要とする他の事染のために便
力発鍵 所 ︵ B W R 鑑 気 椙 力五万K
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としても由々しき一大事となっ
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たわけである︒
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るという箏実であるQ口触資に

建設も不可能ではあるまいから
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ている︒
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寒明契絢拳重む団も多い︒日本

れは︑ここにも銅の教訓がある︒

これは銅が国際商品といわれ

璽要件に唱いて何十借
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てアメリカをはじめ各圏は故綱

瘡まないのではないだろうか︒
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えようQ本紙にとっても痛い所

おける豪しい開発﹂

イノ簿ナの﹁放嚇化分析の分野に

▽十四円午後二時︑VPク

図露蝉毒エ

ム尿子の浸応﹂

携所H土木学会

S・ロウラノド博まの

イカ⁝博士の﹁アイノトープ惰報

▽十三日年後二時︑PSヘ りVこ画人の机には本紙ものっ

プ会議﹂の出﹄者趣蔽塁塞煽伽︒

目皿源一†力華会は五月十三︑十

少しでも迎解したいと憩っても
5月一3臼と14日 忙しいこ一人は 今の時氏にご

会議出席者講演会

の緯占会を開く︒悶郎U時は前者

は爺聾している︒

か︑翫年から新しく一遍岡の坤子

力窯業含議の原子力平和利用μ金

b︑この実員再教齊は︑ロ本原子 炉実占かもうけられた︒な遭の日

雨飛の後︑君芋技術豊原子カ

第51回原子力事情連絡懇談会開かる

動力炉開発の講演謹鯉

秤d六刀十環円から一一卜五口まて

る︒また貯年八月︑わか国から暇

の目的とも一致するところかあ

本原予力薩莱会議のあっせんで︑

原研︑卿辮︑日立製作所の技術者
り︑学校緻育にもける原子力朔識

るものてあるQ

ところてAPDAはエンリロ・普及の役立つ顧てル冨に注目され

三名か派雌されている︒

フェルミの運紘に鰹して︑ベルキ

錆五十一画助チ力箏情降格懇臥

会は四月ご十八口午後東4虎ノ門 月︑謡本原子力嫁先所か難詰し

った口駕厨子力轍︐及センターにつ

いて︑ξれ︸これ説明かあったの

原産通信

として脱施う勧ための︑良い提

CENτER

DA・rA

電中研に 委 員 会 塾 盛 直

速僧殖炉についての国騨協力を穫

予鱗狛緯はとられなかったか︑筒

米国へ研修団の派遣も決定
このほと﹄気蒼某辻合 会 ︵ 会 員 ︑ 木 川 田 一 難 峯 煮 k ︶
において扇かれた九し力君L会は︑葛辻即知炉の捕究罐允
ーおよひイノドと研究協力釜結ん

四十︻隼度原子動
力講習会の開催

の共の会鯉て行なわれ︑雨バ十名

から曝轟活動︵今先展の事業剖幽

融業本部ては︑六月十罫日か6の か綴眺した︒脚本好子力競業会議
へ五幻問にわた︶て︑四十一年レ

と収支ツ露︶と︑このたひ竣工な

この聴講会ぱ大学卒節度の技伽

原一ナ動力論拠口を懸開く︒

者相対焚として︑原︸動力九〜係

翫源同歯基本議画と踵子力発雌隔

た︑眺画﹁臥昌の開発一原子力を

療

︾醐

鞭北

轍
原チ力発見r最︶の︑﹁勤力炉粥

ち︑月上力氏︵趨跨坐公虹事業局

筏中 r ︾ん︑年々追展﹂．筍源子力μ

発竈めくO鼠近のκ同題﹂と二つ

に惇子力全般の一媛的︑早τめ州

累の﹄級技砺蕗と論り得る隣地亡

発について説明したのち︑霊力炉

月⊥氏はこの心拠で︑今釘展の

てすてに九團にわた⊃一騨欝ご

拓く人々一﹂かω公搬さ汽た︒

Oもの︒昭和罪源⁝奇以来こ耗よ

つくつこと︑弓門的としてbなb瓦 る㎡翫か罪なわhた︒

枕︑六﹁日名近くか所定のコーヌ之

同発︑捗昌昌の玉眼︑敷地の磁
保︑樽処理の目題︑原子力発屯の

の斑身︒十一；年に卒業しぐ介画

庁︵のちの企画院︶に入り︑翌

年満州にbたって㍉鉄詞介邦︒
二十ぎ年に殉国して経．隣霞定本

部に入った︒μ来︑経漸企画ね

伝執︑シンホシウム

修了している︒

薄澱の内へは︑炉物理︑慶づ勤

お

した︒

力︑11撮カス購韻い︑擁工デ︑諭 祀訴風︑など多くの脳胞点を指節

まさ

エ＊ルキー産業研究所
の初代所蝿に就任した

こか

男

のための蔓礎チータ僅そ・Oえて

どうかてすよ

︵K・K︶

教脅画嚢策一会錘蟻

＼

耀

野搭㌻ζ

地下鉱三1廊前、小鋳㍉町駅下環

羅脳（663）G761〜2

極的に盗めていこうとしている◎
でい筍︒また認諾︑研究協力とは

別にAPDAはユ⁝ラトムとの観 庫産 6月一3日から五週間

こうした時期における著聞業界の
隠炉瑠殉炉に対ゾる穣撰的な動き

︶の︒

口本原子力三業冷議のサーヒス

て照射に55団る契碧を進めていた

照射テストゐ実施継る

のうち五カ所を貿占めて︑独口の

はユーラトムか照射孔二十五ヵ所

か︑話か獣とまった︒この要約で

は︑溜敦深いものてあり︑孜府篤
においても本日︑国か中心となって
行なう凹際協力に罠賜か醜溜評ρ示

る︒

してくれたものとして獄燃してい

教育研にR亙室
予算不足で︑そろわぬ設備

σ

齢拶
醍

ささ

正

調む局越昌昌長︑響査課長︑総

坂

幽にキ〜ノづし︑よく弊賞して

今叢記周参想膏などを歴任︒経

向
洗ノ門ヒル五階の︸垂︒五月

おいて︑問題か起きた時に穏兇

．樋白書の起訴も数回手かけてい

￥はの発足をめざして設立面詰

︑

ど素雪設備は全然なく︑3た今奪 測絹醐︑炉君祥︑捗響料︑放尉緑

しかし同研究塾には叡た義殿な

い億

単位て研修を道けるようになって

究室は駁餐能力鵜二十名︑四十名

ここてはd可申詩ていどの放尉能
︸
の粥いP工佃便画して︑初渉胸な

長循u準か尋問的瞬靭なとにより
十分一腰かつくし代なか♪たこと
と技循の進輩︑瓠会慮勢の揺移に
ともなった一疋かビ要なことなと

鮮鍔幽

u力申央研究所︵理事垣︑訟永友二歳円

では︑昨覇十二月︑会員欠恥浅

により①技四日喚を臼ま旧に駈時

る︒満鉱時代に濁らん炭を調査

田出身とあって︑工不ルキーに

各業弊てもいOいりな高儀煮も したことちあり︑灰鉱の陶大牟

工才ルキーの3円家は多いし︑

メ顯UるようにしたいというQ

さんはゆったりした応祷プリ︒

いく︑源子力と石油の酒盗も碍

旨要予測もやりたい︑よずそ
とする工不ルキー調杏団に同行

来間魑になるたろうから︑今か

け関係か深いてすn︑と笑つ︒

し︑報告欝の取り菖とめに古％

氏かこの塵事にとひこむきっ

したことQまた︑四身のエイル

かけは︑一貯年の有沢既を都政

究所の没日らしく︑所長の陶器

活気かある中にも︑紐の長い研

中で︑来訪者か函崔絶九ない︒

…「

を促進うるため︑

の開発休網卒検﹂︸︐る力到懸円めるとともに︑隔辻増殖炉

肖本厨子力拓盆から虫ハレ⁝コ
氏︵象北大教授︶の﹁セラミノク

のみり方について検はつることお

遜査側卜すること②民闘維奨基準

慈猛︑致君等を提出づることを園

よひ③関俘官庁よりの語間に噂し

会は水力︑火力︑原子力をはしめ

的として設嵐されたもの︒隅黒髭

ヒつの功円委員A調をもつことにな

り︑原子力功円委員金︵主査︑編

船影嗣に幽君か集めるのは︑こ

後︒そ初以上は大さくし獣せ

研究所はいい入か再られるか

っているか︑各業界にわたって らフすローします︑とのことQ

んとか始めててしをう一たから

ん︑という︒

キー経瘡研究所の瓢噴か︑小粒
なから関併業界に擢められたこ

バノクアノブしてくれる業界も

夫人と一男一女Q

趣瞬はスホーノ︒家庭は黙子

園秤B四十人削
とか︑こんとの研究所誕生を促

行油︑躍力︑カス︑石炭︑石播
一口にいモは︑脚結エマル

したという︒

両方にわたっていろ・ζつた︒

キi情堰致料センターというの 化学︑鉄鋼など︑供給と諸費の
か︑尚坂さんの考える研駒所の

ボ晒雪嶺

氏︶内に︑﹁籍辻増殖炉委員会︵仮称︶﹂る新くし︑今後

研究のための研修団︵和十一ハ名︶ぶ氷国へ派拶3ることを

決めた︒

ろ︐らえている︒季た︑一フトロイト

し力業膵はかれてより︑当面は㎜皿海増轍炉技宙の習膏に努めること
軽水炉を建認し︑ この後は﹄冠増

月二十二肖来日し︑青本薫丁昆前池

︒エノノノれのノスラー会レは五

しては︑軋冶的に為刊ノりは朝用
k等碍係ど︑と雪し合︐ことか予憂

殖炉挙贈仕用3る︑蕾塑臥換炉に骨

する︑といつμ氷的ノリハ々鉱小

いかなされることにろっている︒

していたか︑社L会にみける閏忌 きれており︑研侮mについて蒸留
増殖炉秀員会の新︐呪の庚生は︑亀

こhまて手薄となっていた中学 棚究︑鎌足失鰐なと理η敦員の再

肖を兀実さセリため︑喫瓦都か建

校︑凹駅亭校理科系教員のP工教 教脅る行なうことか圏的で︑各研

よしこのほと元属した都立鞭脅老

番絵﹂していく考んであ勺︒

的な委員分として今感の開竜休養

は︑罵中研としてい︑これな悔毎

﹁高蓬増殖炉委員会﹂について

たものとい／る︒

力染野の考ノ方のπ産野休化 し

研修団派現については︑翫窺氷

㎏子力委員会は︑みきに動力炉

響番地︶の所内に密閉扇影室と毒

先所︵嘘払部属鼠賦丁目限⁝丁冒

デトロイト︒エノノノ牲のワクナ

i二野最と浮水均一痕h朗会 齪 隔

黛決め︑四ヤニ年庄ノ目途に特殊

開山の疋め方についての珪本方劉

ノ君ザ弧興弦︵会長︑田代戊耕氏︶

ス核燃祥巾の核分製／1底分物の風

鑑閉蘭形毫の一室か設けられた︒

エノリコ・フェルミκ馬炉の暇尉
叛人そ新喪し薪型抄換炉︑商返増

の隅し合いにより︑9︸ψ52れて出︵た

孔の提供の箔をし中研か母体とな

いる︒原了当局においても今年は

って契層を紬ひ︑昭射鎚刑矯によ 殖炉の開発搾進めていこ︶として
る輔先冷中心に技循者化派尼し臣

研究助成金を授与

へ推珍んしていた﹁イオノ父換柱

聴に関つ萄政硯的研究﹂に延し︑

馬広く漏壷研先つ

る倹㎡︵風SMn皿−原子炉昏㌫
1の適用︶について︑㌘児の交換

！

虹大経済学部有沢ゼミナール
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東レ科学振興会

無泳動毒続分離装麗の研究﹂は︑

松永記舎君ず翠蓋貼mから治万円

イオン交換運続分離装置の研究に

このほと同振興会から研先助成金

か授与されている︒

電気技術墓準調査
委員会が発足する

を授与された︒

イオノ交換樹脂はつくれた分離

．Cの連航分離装置の研究は乗欝欝

荊として広く用いられているか︑

臼窒口気協会
日本慧然搦ゴへ会長︑井上五郎

の状態てある︒・Cこて銘工大の旭

化氏らは︑イオノ交換払と嫌気泳

路の変盤に凪ずりため︑竪臼施設

の倹け︵︑SMr巫−原力炉合擬

田節贋原干力安全研飛協会隔務理

分離装諏之財︑耀したものて︑現在

の技術翻腰許

⁝の適用︶について②冶擾に関す
︵委員長︑崩﹄肖平氏︶をこ

同調査委目A・幽は︑矯年ヒ月の新 をづることにるつた︒

のほと新しく淀幽した︒

会﹂

動法な総懸諾わせ︑同位14の逆航 氏4は︑電名技侮の庶︾︑社会暦 事︶は当面︑気嚢雀から踏周のあ
った①血展剖算︑44料等について

は︑ての冨脱漏究をリプワムの同

るため﹁電気技勧鰭躯鋼査委員

位体分留について行なっている︒
この研先は便協．彷蝿朴の再処理

でき○ので注目さ江ていつQ

に継続す勺分齢フロセスにも想屠

性格Q団際的な動ぎを早く︑豊
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建設進む材料試験炉
霜に引越し︑四十三葎三月宋の定

将来は動力炉開発センターへ
日本原子力研號所は︑茨城県大洗町に﹁研究場﹂を闘設し︑
常運転晩には二百名の研究員と八

けはこうであった︒原研の組織に

伐が悪を得たりと話してくれたわ

研究揚

という
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連から米国へ返礼がありそうな

つくられたとき︑メンデレエフ

からはじまるとして︑これに属

るQしたがって︑周期表でいえ

気がするが︑何と命名されるで
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用い︑どんな璽い高師粒子をぶ
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JMTRの発注力式について器
もKW︑︑燃科には演二度九十％の 原子力委員会はこの三月にわが
いろいろな講論があった︒しかし

康とめた︒これによると昭和四十

て︑JM饗R返上論も出る始末︒

険に利用できる餓中性子東は単位

それが熱讃に生き伸びて︑建設の

面積当たり毎秒三×十の十四乗

三十二︑三綱ごろ︑メーカーの
間には材料試験炉早期建設の要望

完成後の肝脳の便を考えて︑メー
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原子炉を作るための源子

12である程度の試験ができると は︑

られている通りである︒五グルー

殖炉については隙研はすでに基礎

発を進めようとしている︒高速増

研青柴始めており︑実験炉の第二

墨絵実験日課本体の機能試験︑麟

安全諜価を中心とした設謝研究︑

次概念設計︑実屑規模大型炉心の

を求めてみた︒大洗研究揚け海岸
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な研究貴をもつ原葡が中心的役踊

なものになるにせよ︑多くの俊秀
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ぴ︑それぞれNA工G・JMがT
床R
に大きく口を開けていた︒

工拶引揚には小さな小屋がならあって︑中にはカナル竈に続く溝
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っていることが︑継対に必要であ 現在は設謝の撮終段階に入ってい

幹事会祉をおく方式がとられたが

って︑コンソルテイアムを作り︑
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麿︑地下深さニや薫摺の建家はさ

と︑直三隅十二畷︑三七混さ二十

たされる︒工欝現場へ行ってみる

ン工事をしているような錯箆をも
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材料試験炉の建設工事は︑那務
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道や筒速道路も設けられる予定で
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切り開いたものであり︑二㍉ロ競以
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は﹁原子炉を作るための原子炉﹂であり︑原子炉国麓のために
不可欠なものである︒同研究揚は今後︑原研の動力炉開発の隔
心となる予走であり︑それはとりもなおさず日本の動力炉開発
の一大研究揚となることを慧
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二千七酉＋万円を支払ったといわ

って訟蒔間である︒東蝋の北東颪
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であるわけは
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管理謬携所までは浸さ八百五十屑
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く︑研究

である︒語呂も字
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海部落は千名たらずで︑研究場周
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東海研究所が手ぜまになった現

四十名程硬である︒しかし︑四十
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して開かれ︑まず原産会長萱礼之

詰諏電工社長笈西正夫氏を議長と
をあげて頂きたい︒

終始酒発な討論をし︑十分な成果
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︻写爽は開場のテープを切る菅原

五十点の新製品に毘入っていた︒

産会畏︼
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パーティーを闘催した︒

三哲名を沼塾して会慢空催の懇親

A会場ホールに内外参加者およそ

が開かれ転凡十六日午後四聴半か噺b
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口本原子力善業会畿では︑左詑のとおり﹁CDC三六〇〇講劉⁝
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○の概略︵五月二十︑ニナ七

RΨRAN講潤会に撫えて︑ 経験者

旬回五十名

叫

⑥開催場所および駅し込み原

る︒︵ロ︶入身および設備両拳に

コμ＝

二十＝一日午後工業倶楽那

開発計画・発電推進合同委国会

原子動力講習会

二十四日午前︵十時︶工業倶楽部

4，000

長P︒ユエ氏︑萸原子力公吐総裁

W・G・ペニー氏︑英隙了力産業
会識会長G・W・ラビー氏︑米原
子力婁員会委員畏G︒m■．シ：ボ
ーグ氏︑米諏子力産粟会議会長K
︒デービス氏︑圃際原子力機関箏

ノセージ披露︑海外参加者六十名

務総長S・エクランド氏からのメ

の紹介が行なわれた︒

上原原子力委員長

がR一会議へ祝辞
上原原子力釜員長は︑万月十六
臼︑第七回日本アイソトープ会議

の開会総会で︑この会議を通じて
参加嵩各位が研究の成果誉発甕し

期待するとの祝辞を述へた︒

調会﹂を園襲いたします︒

@CDC三六〇〇講習会

繍①目的原圧のCDC三六〇〇六月＋七日︶

wXシステム蕎利用の ③受講対象 ALGOL又はC
臨

ついで議長を東京大学の宗窟尚

イソトープ開発部﹂︒L・ブルー

行氏に代わり︑米原子力委資会ア

︵掠圓一時半一五時︶

⑤定員

?薙にAL8L装び
︒キスト︑参加確評
④テ
A期日

大

︵東京都中央

︵ホ︶プラント

区綴本輪本町ニー六一四

︵A︶CDC三六〇Q簾A
き計算機窒
暇子
@Oしの概略︵六月三︑十︑二

阪鶴岡ピル内︶
{四巳︵B︶CDC三六〇

鷹二野

無科

︸便纂図るため・集のFo OBOLでのプ鷹グラム作成
午後一時五十分から行なわれたが

郎競

まず東京女子大の氷村健二郎氏が

プ・放射線の開発の現状﹂を講演

議畏になって京都大学桜田

の﹁繊維のグラフト二合に関する

したのち︑国際原子力機関研究ア
イソトープ局﹂・キャメロン氏が

︵内容については前号塗照︶

の利用﹂について講演したQ

の万全を期する︒

引渡し後の保証期闘を従来火力よ

一義の趣雷に沿いGE祉への一括

りも延長せしめる︒︵へ︶安全第

原子炉型式口軽水減刑軽水冷却低

頼性の高いものが得られる揚合は

発注方式をとったが︑安全性︑儘

東京電力︵株︶は五月十一口︑

拙励幅GE社に対し一括発注

東電は沸騰水型採用

向﹂と題する二講演があった︒

工学冒用における欝欝の新しい傾

J・L・パノトマン氏の﹁R王の ﹁鉱物資源におけるアイソトープ

すンテーシ研究所アイソトープ部

二︑三の間懸﹂︑英原子力公社ウ

∵B2講雲を行隻

ム氏が﹁米図におけるアイソトー

開会総会につづく特別講演会は

キャメロン氏ら特別講演

・ペラン氏︑広原子力技術協会会

サード氏︑仏原子力庁最高長宮F 多大の成果がおさめられるように

氏︑加原子力協会会最J・C・ラ 技術の交流をはかることによって

原子力会社町域﹂・L・グレイ 窪い︑討論を女え憐報を交換し︑

茂樹氏の経過報告があった後︑瀦

ついで貧工会議藁備釜員長田代

◇

ター講堂で滞会総会を開き︑約千

日本アイソトープ会議は︑昭三
新十一年以来︑圓を瞭ねるごとに
充実した内谷のものとなり︑わが
国におけるアイソトープ・放射線
の研究開発︑とくにその生麗分野

への利用麗発や関連技術知識の團

際交流に大きく寄与してきたこと

とくに本会議の憩養と重要性を

は鯉同慶にたえません︒

認識され︑多数の圏々から六十名
におよぶ専門駅の御出席をえたこ
とは︑ホ会議の権威と二相的性格

礼申し上げ京す︒アイソトープ・

をさらに商めるものとして彫くお

放二線開発利旧の癒襲性に鑑み︑

◇

助氏が空難聴を代表して挨拶した

四口間の鰹をあけたQ開会総会は

三酉名の参加する準圏鎌継会講の

c﹂は︑五月十山ハ日午後一晦一旦

燃腰警

会長あいさつ

共催の﹁錆七圓日本アイソトープ

鐘義
＾灘議

第七圃B本アイソトレプ会議の
開会総会て挨拶する膏原産会雪

§一華三重一︑㌦一葦卿ーーー︾

業者に工箏を請負わせること︒

ー

十三回通常総会︒懇親パーティ

1△蕉

一ΩりQ∩厳QUQムー

わたる安全については万全を期す

争に︑米国GE︵ゼネラル・エレ 炉熱出力臼買二十一・三竿KW とともに︑下請人の通知義務︑現

濃縮ウラン沸騰水型︵ジェソト・

また︑機関は①アイソトープ利

このメノセージの中で︑機関が

同社が福鋤楽大熊町︑双胎町に建
用の評価と醐屡説画の樹立につい

業利用のあらゆる分野に対しても

加盟國に対し︑アイソトープの工

クトリノク︶社のBWR︵軽水沸 ︵将来璽瓢十八万KW︶③発羅場費任者︵外国メーカ側︶常駐義
ま
所出力ほ四十万KW︵将来四十六 務︑等を仕．様書において規定す

であります︒

この分野における私たちの仕事

ての援助︑②轟練︑情報と旛設の

騰水型︶を採用するとともに︑本

る量契約醤において確約せしめる

の重燕は︑たとえその結果に即効

提供︑③情報交換の組織艦︑④研

館建物を含む主要機器をG皿社に 万KW︶④ウラン装荷撒湘約八十 る︒︵ハ︶型式︑規M模︑．仕様に

ポンプ使罵の強制循環型︶②原子

性が期持されなくても︑特に釧餓

ることは特に意筑のあることと存

風騒を与えていることを申し上げ

設予篶の福島原子力発醒所勢一戦

と病気に鮒オる戦いのように︑そ

加盟国におけるアイソトープの種

究契約を締結することなどにより

c正年工業倶楽協

ついてはGE社において既に受 第頁七十五園常任理事会 二十
五翼圃転︑五頁二＋五MVA⑥冷注実績を為し︑実鉦性のある信

ゾ⑤タービン発機工鮭五十競︑千

却ループ数憤2となっている︒

一叢発注し︑土木工事は国内建設

喪した︒

業者に鷹接兇留りを落磐したと発

全基準に十分適合することはもち

二︶日米両国政府で磁立された安

頓度の高い機雛を選定した︒︵

酬はアイソトープ

安全性に重点

利用計燭の可能性

じ窪す︒燭えば機

の結果に鮒する必要性が最も的掻

実り多き成果を期待

的と考えられる︑そのような場禽
のアイソトープ利

簸れて参り門一

務総擾エクラ ン ド 氏 か ら メ ッ セ ー ジ 〜

岡社では今後五月中に土木工禦

ループニ十五日午後原宿︑コスト

ープニ十照日午後原隈︑コストグ

の現場説明を終え︑六月から土木

ろんであるが︑亜に耐震設計︑貿

サブグループー︑瓠二十六日午蔚

について鋤告し︑

東電は今回の発注に甕り特に次

％負荷の遮断晦における炉緊急停

原鉱︑計器制獅グループニ十六日

他の地域で行なわれてきた閣連の

のような点に配慮した︒︵イ︶古

止を避ける籏羅の追加︑訓第用復

たな利用雀促進してい話すが︑た

機関では現在︑

解可申請︑電気工作物変更竪町申

金第一の立揚から主要機器︑設備

用の難燃に漸次置きかえつつあり

この意味で︑私は配本アイソト

ならびに関連建物についてはGE 水器の設殿︑放射性ガス屑排気塔

その重点をアイソトープの工業尉

機関はウィーン︑サイベルスド

舗︑を行ない︑本年ヤニ月に正式

工事に漕工︑七月には原子炉設鷹
饗す︒この領域では︑琢しい方法

懸工し︑昭和四十五年十二月に工

ープニ十七日午後隊醗︒

午後原艦︑再処理廃縞物処理グル

ープ会議の虫催巻があげてこられ

の燭さ︑放射性ガス貯留タンクの

た継続酌かつ選り多き成果を特に

遍撫等各面にわたりいっそう安全

ルフならびにモナコにあるそれ自

社に一揺発注し︑岡祉の全編伍で

身の研究断で多くの研究を進めて

業運転を開始する予溝である⑪

の生泓水準の向上に対して︑きわ

舳く騨価し︑本会識の成功を心か

が焦産の手段ならびに低闘発地域

ら期徳しており催す︒㎏へ要旨︶

今回のGE社への発注内容は① 完全な発語所の引渡しを行なわせ

アイソトープの学用に関するもの

おりますが︑この立哨は主として
であり催す︒

蓼巴1
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臼本原子力産業会議
発行所
鶏3撫3月12El箪三瀬郵便物認可

口41年5月20日
昭オ

開照門鷲礪1撚行

聞
碧ム

業
主
﹂
ブ

W〜︑6いまでは境為製造設備でこなし得

ビンの製作経験をもっており︑五十々K

上の︑気組みと体制か兄られるのは当然

り炉に対しても単なる誠験開発という以

粛工ザる譜測であることからいえは︑︸

原子力究癒義民閥に婁ほている

める二とを考慮ずべきである．

して緊密な有機的協力休鋼を固

限のもとに嘔知ド一集めて臼趣増嵩

きである︒原子力裂員会はその翫

いて掩誘を加えること鵡考慮了へ

の点から累増や器差のあり方につ

十七日に最終案を作成したもの︒

見左科学技術庁が調郵︑今年三月

会講︑軍術会議︑衆院科技特配の慧

からの舗約で︑長期胸諸点にたつ

シェクトを設定し︑必嚢な予算猶

炉︑および新型転換炉の聞発フロ

人文・社会科学を含めることは当

贈戴鄙会長︶から︑同順黍法案に

団﹂の欧米滋田派遣について検痛

より﹁プルトニウム救急既療調査

科学技術庁原子力局は︑か捻て

する保健宏全書理の陶士に役立て

わが臨のプルトニウム取扱いに関

関連する語閻題の実情を調査し︑

全篇理︑とくに救急処置とこれに

派零して︑プルトニウムの保健蜜

成立していたが︑岡法律け四月鵬

刀十五欝の参議院本会議で可決︑

の一部を改正する法律は︑さる長

核原料物質開発促進臨時損躍法

核資源開発臨時措
置法の改正を公布

メンバー団擾睡熊取敏之氏
︵放医研︶団謹選海原正三疑︵隙
燃︶︑思川良康氏︵︸⁝菱原子力︶︑

科技庁人慕

原研理事に宗
像英二氏再任

科学技術げは四月二十八口︑宗

像英二氏の日本御子力研究所理事

涼像氏は引き続き︑原研高隔研

再任︵低捌四年︶︽発令した︒

究挺豪理曝として麗任する︒

究所における放射線化学の闘発研

衆議院科技醤翻①五月十

旬簡メモ

国会

田午後直弟︑置換地域における

得学調告に関する俘について︑慧

見勘取②五月十二口午前闘綴︑動

五月十一蕎定例

古港が提出されたが︑これを了駅︑

力炉開発に閃する小委員会から報

厘子力浦風会

探択した︒

会講か一口︑プルトニウム孜急医

療調査mの派誰︑衆開院蒋技特の

動力炉開発に関する小委員会蝦㌫

て審欝︑

および中共の第三同核実験につい

の﹁エ

正︼五月十巳付本紙七画

ひゆうまんかうんた

︻訂

の

ネルギー麓業研先駈の初代研長に

ルギー経済研究所の⁝扁でありま

弼任した陶坂正男﹂は﹁日本エネ

イ。

●治療には1日25〜200雛9㊤無熱嚇統性の新型活性ピタミソ遡

立場をとり ︑ G N 鍵 と
のターン・キで耀靭を
るといわれているが︑それにしても今園
わが瞬の尉合︑企業の羅併的観点

自主的開滝にとって好ましくない

ところが陶民覚文教蔀会︵八木

粘ぶこととしたか︑こ
であろう．その鈷底には︑軽水炉の実阻

い︒

に薄する両院の勝闘があ．るといってよ

の直桜受バはスきな飛躍であ．っに謹いな

滋の分狸W⁝分についても括辱さび︑場合

い︑閃霞はウエスチンゲハウス社に︑三

汽は同社か︑胃り炉の

懲設を円滑にしょうとの酎慮とみられ

安全運転の尖頼によって︑以後の允電炉

発注と今後の問題
さきの原電敦霞炉の設瞭認可に

政府としては今後も調整工作を

靴け︑今年十二刀から嘉事る次期

していたが︑万月十二門．ての派燧

殴りたい慧向である︒

通精国会へ同法案を提出︑湯立を

期間︑訪閤先︑調査事項おkびメ

十二日法律第五十照努で公布され

⁝曽
を養pて︑薪しいもの穴蔵発し

︵原研︶︑皆川洋二氏︵東芝︶︑

藤田稔氏︵原研︶︑堀剛治郎民

米團釧ノースウエスト

フランス聾

西独ーーカールスルー工研究所
万月二十八口から六曲月二

政府︑次期国会成立へ努・刀

科技基本法の
見送りきまる

＋四日旗で︒

期間

ー

フォントネオローズ隔子力センタ

翻ハーウェル研究所

ン研究所︑保健安全研究所亡弟

所︑鳳子力委員会︑ブルノクヘブ

ス研究所︑オ⁝ク・リノジ研究

研究所︑ユタ大学︑ロス・アラモ

訪問先

由中和氏︵原子力局︶

ていくには︑猛礎研究のときの

︸

心構えが大事︒侮か役立つもの
をつくるのたという精神が必要
た︒たんに目先のものだけにと
∴
うわれず長い置ていきたい﹂と
．⁝
る々しい一．悶集がでる︒

⁝

⁝
照和十八年阪大理学部卒業Q
⁝⁝
翌舘海軍技術研究所に入って火
曽⁝
二方係の仕屡をした︒戦優は︑
赫根県立松江女子専門学校の講
帥︑俣遼筒讐学佼の教授嘱託を
経て︑二十四館阪大助教授て理 ⁝

浸透圧に55する実

学部勤務︵物学第四譜堂︶︒二
十八年には

で学雄を得ている︒
趣味はテニス︑花いじり︑圏⁝叫

験式

各︑お酒も好きで︑飲むと談論

政府は十日の鑑識で︑科学技術
星本法案を今国会への提出を見送
ることを正式に決定したQ

すので訂正いたし豪す︒

翻竃

東電炉・関電炉の

c

⁝つづいて︑関藺電力と東獄蹴力が

展⁝それぞれ一男炉の発症を決定し︑

これ左削除し根本的な練り直しが

初の日的からはずれているとし︑

必要であると異議か出され会期を

置を講じ︑その実施に蟻って︑融

いずれにせよ︑このような本洛的建設

考慮ずべきである︒

ような方向覆取る厄険もある︒従

一襲のこれまでの飴援な関係と信

あげ︑匿の責任においてこれを転

たが︑

瞼な性龍保謀の凝監置とらせることとし

るための政経の怒罵も︑遅滞を許されな

期の釦来にともない︑建設を円滑に慰め

る︒

て死それをこのような契約

って動力炉閲発は田策としてとり 合によって帽薪特殊払人の設立を

頼愚が︑一一一薪

両社の決竃はもとより強立のものてあ
るが︑一方は安全性に対する強い関心を

で清工される見憩しとなった︒

無内に三熱の大型原子力発電所が絹つい

くなった︑上灘の国馴化闘題のほか︑険

政府は同法案の今国会への提出を

燃料の颪にも悶題が多い︑仮に︑原子燃

國臨蹴力は予糠泌り︑米ウエスチング

研究と実用雨のギ山︑ノZ僧うめ

断愈したものである︒

延長しても調犠の易通しが立たず

力式に．福み切らせたものといえよう︒こ

群公征か建設了るはずの︑再処埋施設の

六︑動力炉の自営勲業発を湛め

の方式のメリノトとして︑従来の懲電機

完成かおくれたらどうなるか．また︑濃

リビングポリマーの研究をわ

るようにしたい﹂のが飯塚さん

い入という晶︒三根梨安来市の

風発で︑歌をうたったり︑明る

出身︒四十六歳︒三園は登嚢子

夫人と三男︒︵M・1︶

同法案は自然科学︑人文・社会

科学の振騨をはかるため科学技術

た︒

ンバーが決まり︑発表された︒

における医療体制−隊療方釧およ

①プルトニウム事故

用の研究開発は︑諏研︑原燃にお

敷従箏嵩との協力体制など一②プ

び躍療暴準︑保健物騨関係者と医

稠査聯邦

ける研究施設の整備もほほ終り︑

わが国にhPけるプルトニウム利

ようというもの︒

科技庁派遮のPu救急医療調査団

今月末欧米へ出発

るためには︑国際協力の緊密化

示し︑他力は国石化に対づる協力の姿勢

田口におけ．りような︑助成融資を憂け易

縮ウランの供給は︑もっぱらアメリカに

卒車回に検謎する必要かある︒

︻重てある主力炉の開発のた

の技術水躍を職め健全な原子力発

ハウス社の煽翫水型︵三十四万KW︶を をおち出したことは︑電力索話俸の腺子

関電炉と東膿炉は︑ほぼ巳時の唐工︑

くな．9ことがまず考えられる︒

保して︑鐙濃漁を婁託するのか︑など︒

依仔するのか︑それとも天燃ウランを胤

果的撫至言体系を国内に持たなく

め︑理論的︑蘇礎的研究傭制の

四︑わが国の科学政策の葡萄な

罵閤殆は緊螢と思われるのでわが

てはならない︒②新型転撫炉の早

国としては︑この機会に天然ウラ

近く相当量のプルトニウムを使組

ルトニウム欝故における医療処羅

充窯と整備を期すべきてある

1救急処雌︑合筆検査など1轍プ

ン亜目炉に対して積換的な関心を

した本紀的な研究が聞始されよう

ルトニウム取扱暫の傑護貝㊥放射

五︑鋤力炉の研究開発は原研の

としているが︑これらに先だち︑

総安全管理者および医療従事謂の

示すへきてある︑⑬ウランも礁年

救急医療の確立舟図り︑あわせて

激要な任務の﹇つてある︒しか

事後の医癩体制を拡充する必要が

竃揚の顛回を小しつつあることか

鑑み︑場合によっては所要の体

しながら動力炉關発の経書性に

より海外における操鉱︑情蝕に乱

ある︒

が国で初めて手がけており︑ア

の抱負︒墓礎の甲から芽をみつ

叢成

制を整傭し︑同時に国内の関係

国立君寵機関と︑会征の現揚と

メリカのノートルダム大学留学

け︑中小企業や業界の人が先行

このため欧米先進圓へ調査団を
企藁もまたそれぞれ任務を分担

都立アイソトープ総合研究所の

資隙の国保についても︑その対策

糞等蹴ノ

力論文は︑挺郭的にも筒く評働
されている︒

この研究所け部政に役だてる

を育てながら︑軌︑瓢にのせた人

の中腿に立つものとして︑棊礎

時代︑ハートン教授の下でメタ

できるようなものへ︒一たか

役を果たしている︒

会でもカゲの力となって︑薩婆

なったり︑よた購本甲尉線子羊

尉研究協議会の発足の推選力と

矯に欝く︑所外ては日本食晶照

人という評判Q出城の偏頼は非

空しく︑京しめて二間感の強い

．た研究所に千δ氏の旗いた糧 ことが闘胸であるが︑﹁大学︑

ンタノチもスムーズ○何もなか

理学那罠︶のまな弟子で︑ハト

崩所長の千谷二士︵城西大学

κ

藏・

nl匡1︸︸﹁−﹁匹1

する技術協力︑或いは海外ウラン

6︑わが国としては︑M内はもと

進し︑かつ関連江業をも振興しそ

力発電に二つる考え方を︑蜴的に反映し

圓一の工鵜となり︑はしなくも加肥水型

した憂期日画を策定すべきであ

とともに︑原子力婁鰻会の運営

採罵し︑わが麟における加登水型の一讐

スでは︑三瀬とウエスチングハウスとの

たものといってよかろう︒閏電炉のケー

と沸騰水塑がその／4価を脱う形となっ
これらの政鎌．方針の決定は︑すてに足

てある歌国の剛民感情も十分考醸

る︒その前進拠点としての新型

電の拍追をはかることが必罰たし

機となったが︑タービン発電機について

絵接な提携関係などから︑今回のような

た．両社とものめての炉であり︑試験的
もとに迫っている問題である︒

これまでのヤ年とは︑開発のテンポが

しなけれはな59ないとしている︒

転換炉は﹇九七五年に爽用化し

を刷新しなくてはならない︒

け三菱原子力への発掩を決め︑曝塑化の

ん式をとり儲る条俘があ．たものと考凡

一方の東泉電力は︑これも予想通り米
うれる．

開発に争いないか︑両嫉の経営に初めて

允電炉が組みこ濠れる点で︑先6の原電

麹劣熊購の三＋照万KWタービン
といえは︑織気条章02関帳から︑火力用

この報告では前文で︑本腰仏に

以下各損の概略は次のとおり︑

得る二途のもとに︑その開奨に

①霊肉の乏しいわが歴にとって

ノールの放射線分解の研究をし

ら︑

﹁常に暴礎からつみあげ力

たが︑とくにパートンUメシヅ

寒露す。賊がつねにシャープで・切

藝輪

ステンレスの匁付けに切めて戯功した薮

▼o

●。

。

ステンレスの匁…

田の積撫的援助は当然必要た︑こ

尉進として江罵されている︒

ゼ鄙ラル・エレクトリノク牲の沸騰水型
︵四十万KW︶を採用した︒講型炉とし
て除電敦賀につづく曲り機であるが︑通

まるで途ってきたことを︑十分認識する

関してその鼓体的な撰進方策およ

二︑エネルギー政策としては供

とり組むべきであり︑自主的な

原子力発恥触行なうにあたって

は燃料サrクルの磁立が脂要であ

必塾があろう︒

炉とは到った駄味会いがある︑求た︑澗

層紅−

3る可

こととなり︑日本中密田の動力炉
メーカーの市場として提倶

ひ所蟄の予鱒鍋雌については原子

給の安置とコストの適正化か必

燃科サイクルの確立に意をもち

各国で低腋なコストで笥子力発電

る︒族燃料入黍の多様化︑有効利

︻一一︻輔＝︻︐認一嘗一戸

五＋力KWに近い麗誕のものに椙漉す

︵小蛋員長・籏野和太

礁性をはらんでいる︒従ってわが
国の国力炉開発は︑門内技術の造

力婁鼓会はじめ政肘が専門技術的

須の条件てあるが︑このために

うべきである︒

対応するため︑総合エネルギー政

ができたとして︑これを無訓剛に

︻︐

力の点では賑電炉卒がなり上圓．た︒こ

鴻薮−

順義院
科技特

層藍言胃︻腎隔︻−嘗︻噌

社とも一年︑ないし二年おきに後続炉を

夢τ輔

る︒三愛昼二十五力K
＝■ピ︐

噂証＝

■﹁︻覧讐︐︻暫3︻楠

級の火力用ター

の決定に当たって︑東霞は安全牲第一の

∋

原子力委方針を支持

会﹂

は︑同

の轍勲︽団．㊧︑一震性のある臼主

成と国内における撫燃瞬

イクル

論婁員公が関係各分野や学会などの参懸人から瀬見鮎㌦求めたり︑

的開発の方餌〜持2て対処すへき
てあ ． 勾 ︐

騨は︑︹九八要素代には爽周化

三︑動力蜘の添命たる隅速増漿

へきかなど︑六狽閤にわけて図面の重袈悶題を指摘しているが︑

をみんとしている︐従ってわが
国の薗董的開発計爾もこれを鍛

な見地をも考慮し︑嚢任をもって

は動力炉の自主的闘発を推進す

終墓標とし︑核燃料政策よ一貫

錨殿すへまである︑と述へ政肝の

ることが当面の課題である︒

策においては原子刀発躍の璽要性

用に徴愚用い︑かつ︑薄処理事業

飛躍的なエネルギーの禰要増加に

まず第一に︑将来に予想される

態及を積極陶に幾携づけている︒

持しいてることはほ日される︒

この報仙がさきに源子力委員会てまとめられた方増を全繭的に支

発体制の銘備充笑︑厨際協力と原子力歪員愈の運営はいかにある

の報㌫などを参考にして険零した結果かとり嵐とめられたもので
︑将来のエネルギー政策や核燃科政策などにおける長期消画︑開

また猿圧など閃除諸団沐の公覇資科︑あるいは猟ア士力蚕員会関隊

提出したが︑本委員会もこれを了承︑採択した︒この報彗

郎氏︶は︑このほとその報㌫書を作成︑五刀十二田の本委員会に

醗された﹁動力炉開尭に関す．萄小委

鎌畿院鎌瀬技術振興鴛策騎別援員会︵蚕纏長・原戊氏︶内に設

資源確保を早期に検討せよ

一

嵐空性を捨てて安易に導入︑︐るよ

け

L，

を高く騨価すべきことを指揃︑そ

助す

漏

ランなどの財用を含め総舎的︑効
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蕨
曽
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力
子
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野仏EDFへ第五
計次
画で政策変更か

い︒またペンディングされた提案

も五つはしめ出されているQAEれた五つと比べて受け入れられな

を受けており︑このうち少なくと

米原子力委員会︵AEC︶はさる︶の明磁なバーター読扁の提案
る三月十一田︑海外の五つの原子

︵今は除外されている︶が認可さ

力発電所︵西ドイツのグントレミ

AECいものであるとも述へていない︒

提築されているもののうち︵現

いたため︑多くのサンプリング︑

従来は小さいロノドで取り出して

フノ化ウラン取り出しに当って︑

たためであるQ

ウムやコバルトの大量注文があっ

験用およびプロセス照射用のセシ

ントを発表しているQ

在は打切られているが︶には︑ユー

ナ谷器︵シリンダー︶で取り出せ

ラトムがこれまでAECと父渉を分折が必要であったが︑今後は十

るようになったため︑胸四〇％の

った︒例えば十ニゾの出荷の楊合

転に入る予定のこのプラントは︑

妙になる︒

千四薔ガであったのが︑四千石百

になろう︒

はここ二i三カ月先には十万㎡彗

改訂手数料は四月五田付連邦登

以上の発注があると見ている︒

録で発表したが︑小シリンダーの

利用暫に対しては少し捌轟になっ

AEC︑アイソト

ている︒

iブ販売高を発表

米原子力委員会︵AEC︶は︑

鎗二回目のアイソトープ販売高を

封入手数料引下げ

AEC︑濃縮Uの五無度におけるAECのアイソト

発表した︒それによると︑一九六
それより一−二年遅れる︒ゼネラ

米原子力二藍会︵AEC︶のガより八十九増測︶となっており︑

そのうち六菖四十八は国内の顧客

3，533，098

ウィンズケール再処

算は一億四千万ドル

は︑燃料費のある賢愚の節絹が期

て濃縮ウランを使う発電炉運営者

法懲頗のみがAECとは無関係に
AECから引き築いたいくつかの イギリス原子力公社︵AEA︶

εA
インドではここ一年ばかりの間

場の改造作業にとりかかった︒こ

ガス拡散工揚からのガス状の六

臨写

燃料も取り扱えるように農嚇㌍改

ケール再処理工揚に新たに醍化物

料のみを再処理してきたウインズ

れは︑これまで天然ウラン団匪燃

は︑最近ウインズケール蒋処理工
ン紛争などによるルピーの下洛︑

悪い縫済状態とインドーパキスタ

日

トのヘノド・エンドの追鰍の必襲

造するもので︑昨年より嗣プラン

改造後は酸化物燃料処騨能力年

性が提案されていたものである︒

万がであるといわれる︒冠成は一

成︶︒謹た政府はCANDU用燃

れる予定である︵一九七〇輝完

とされている︒イギリスで実際に

料が到棄したところ︼

ズケール再処理工場に使用ずみ燃

︹写翼は英中央発躍庁からウイン

ることになろう︒

で外国炉の燃揖再処遡を引き受け

AEA生肛グループは︑そ九豪

が完成するのは一九七〇雄であり

ンジネスB発電所であるが︑これ

り早く完戎さすことも可能である

データの評価が今年の末か来年の

でてくるのは︑酉二十万KWのダ

酸化物燃料を再処理する必要性が

九六八年で︑必塾な場禽はそれよ

闘三醤ゾで︑その費用は四千㎝茜

撫へ．
初め豪でに完了することは期待さ

料要素を窪給するため︑近く製迭

トについての全般的作業は来館ま

よう最優先されるはずである︒

れない︒利息を含めた建設価格は
GE︑AEA等の入札を除外

スウェーデンのASEA︑それ
並べた・これらの計画の基礎の上

ノク社︑西ドイツのシーメンス︑

工場の建設を認可する見込みであ

誤算需要に闘に禽うよう単やめら

水生薦プラントの作業は︑CAN

㍉

需へ︑鞭

ー数が飛躍的に増大したのは︑実

英A

AECが六五年度に生麗したア 理工場の改造開始

に売られている︒

2，632，G13

罠間会祉で生麗された︒総キュリ

った︒このにめ︑原子炉燃料とし イソトープは酉六十一﹁毬類で︑書

および封入手数料が引き下げとな

ープ販売先は︑八颪十〜︵朗矩度

ル・エレクトリノク︵GE︶社と

ス拡散工場から取り出す濃縮ウラ

ウエスチングハウス︵WH︶社の
入札は原子力たけであり︑明らか

あった︒

にWH社のほうが低緬洛の入札で ン︵六フノ化ウラン︶の取り扱い

1，875，1ユ8

待できる︒

インドの原子力予

1，663，477

ンゲンー1KRB︑阿りンデン情C
Vはこの行為については

読けてきたオランダのドードワー

ただ︑外国で謝幽されているも

ド︵建設中︶があり︑この発日炉

っそう強調されている︒

11，980

DU型原子炉を便う中央発電勝の

昨卑提案された奪産二置ゾの重

五薫万が以上増加している︒

惚円︶で︑瞬年度の予算より四千

子力予算は一喫四千万が︵五齎四

から始まる一九六六会訓無度の原

とりもどすようであるQ四月

活動が沈滞していたが︑再び勢を

外貨準備高の不足により原子力の
TVA︑百万KW原

子力発電を検討中

原子力発灘瓢業であり︑AECで

AECから濃縮ウランを購入する 濃縮ウランの主な民間の顯客は

る︒このため一九六八無に蘭業運

U308を買うよう手配ずみであ
これまで取り扱い︑封入価格は七

カのアトラスミネラルズ社から

を運堂3るGKNはすでにアメリコスト低下が期待できるようにな

EW︑スペインのゾリタ︑岡ガロ のバーター詔卿には制限があり︑

其他は69年以降の賃濃縮で

バーターは五発電炉だけ

ナ艮ニュークレナー︑スイスのN 正式の濃縮燃麟入手方法はAECののうら︑まだ建設に入っていな

OK︶からのバーター協定による
猛暑ウラン入手精望を受け入れ︑
その他の計画中の発露所について

い発随所については初声籍燃風
との児解以上

からの購入による

は躍めないという方斜を明らかに
したが︑これについてニュークリ

の金部ではないにしても大部分は

て入手可能になるという二曲から

一九六九黛に覇気る賃濃縮によっ か︑イギリスに供給を求めること

の説明はしなかっ忙︒

外国の原子炉運営者がこのこと

ア・インダストリー濫は次のよう
に報じている︒

一再的に受け入れないというコメ

に完成する予定である︒ジ㍗ドグ

胴︶がブジェー︵ブジェー11︶

1六七無の闘は︑ユーラトムに対
して簾館の支出が僧近くになり︑

れた︒報告は︑昨卑家に藁備され
たものであるが︑つい莞ごろまで

国内の全原子力研究費と同簿にな
った︒

公表されなかったものである︒

これに対して︑西ドイツのユー

アメリカのテ不シー峡谷開発公

P，159，829

◆

国内業者の競争入札で
濃縮ウランの採用も考慮
この競争入札によって設計建設費
フランス軸力庁︵EDF︶は︑これまでEDFが実施してきた第四次五力年祭画︵一九六一薙⁝一己

料政策に関するものである︒すな

七Q駕家でにEDF−4型︑イン︵注︶この￡DFの政策変璽は 電装躍一式と燃料について行なっ

ダ鉱山にある日麗千ナのウラン鉱

れている︒これも一九六九年初め

カ型︑璽水炉︑PW魏︵ベルギー EDFの原子力発灘那落の膨脹やた︶について行なわれており︑入

れ︑ここ四カ月以内に運紙に入

精錬工場はスピード・アノブさ

た入札︵原子力︑石炭火力とも発

その閥︑EDFi4型を基礎が
と︑今後は︑GAAAグループと
カ炉の開発によって︑他の灘縮ウ

札虚夢の粂件では第一一プラントは

る︒またインドの三つの中央発雅

わち︑濃縮ウランを使用するイン

きたSOC︷Aラン炉系と競争する方向に向けよ

原子力産業の統禽︑合理化の推進

選択権︵キャンセルされる場合

原子力グループによる競争入札

したインカ炉︵濃縮ウランを便 蛾近合 併 し て で

︵インダトムーSEEN︶の二う大
というものであるが︑これは将 との共同計画︶の経蔵︑惰報を舐

役をつとめてきたことから︑ある

所建設謝画のスケジュールには変

ている︒このため︑EDFは一九い競争を起こすものと見られる︒

AECは最近十以上︵この中にを了解していることも︑謝画打切
の節減を図る意向のようである︒
三無︶の完了および第五次五力年二目の実施について︑近く発表すると兇られているが︑この計画決
ノ
鯖二は︑EDF炉の二本附な燃は諏められた五つも含まれてい りに対しての理由づけもしていな
定に際し︑①競争入札の実施②EDF炉への灘網ウランの恢用など政簸上職要な変化が含窪れるとい
われている︒

第四次訓麺に続く第五次酎薦
繹黹n六年−七〇爺︶では︑サ

ることになり︑一九七一年に始配

のものは一九七〇奪豪でに商業運

もある︶つきとなっている︒最初

る予定のEDFi4i11︵醒
に建
気設出
され︑続いて同じ敷地に二

ン・薫ラン・デ︒ゾーに建設され
来のフランスの原子力市揚に大き

程度予想されていたものである︒

力発鍛騰聡の開発に努力しなけ

それによれは︑イタリアはユー

ラトムへの密漁は西ドイツ国内の

ラトムの下で広く行なってきた共
同研究を削減しつつあり︑ユーラ

全原子力研究農の二〇⊥

ヵで躍気出力百万KWの発電所を

しているが︑六月一日までに績論

星建設するため検愛

潔白が喪明しているボ均衡は︑イ

を出すもようである︒

一璽または一

た旧り墨て陀け得ていず︑フラン

タリアがユーラトム契約に損寵し

愛はない︒

る第六次計礪では叢叢の閥で激し

スや西ドイツがその割り当て以上

ればならぬのは︑もちろんであ

トムの原子力研究訓蜘への憲与が

相当し︑フランスではたった一〇

紙に入る予定で︑二番日のものは

な変化をもたらすことが予想され

に対して適用するか︑黒鉛ガス炉

︵原型炉を慰めた全プロジェクト

W︶が一九一ハ九年に漕工する予定

についてたけ適胴するかはEDF

力五十四万五千KW︶のほか ︑ こ 面 炉 ︵ 堅 気 出 力 酉 1 落 一 一 十 万 K
れにいくらか改良を加えた二つの
である︒

明︶を行なうもようである︒これ

徳での聞︑毎年千二酉万がでイタ

分担金の不均衡に強い不満

伊︑黒竹政策を非難

炉をライン河騨のフェルセンハイ

についてはフェルセンハイム一入

がコメントを拒卜しているため不

る︒その一つは︑原子炉製酪業者

な二つの環項が含まれる予定であ

この醗幽の決定には政策上重要

センハイム一弩炉は来年建設が始

ムに建設する予定である︒フェル

められ︑すでにこのための予騨も
やフランスースペインの三岡計圃

EDF自身が建設を担当してきたとなるといわれている︒EDFは ユーラトム政策に対する鋭い批

︵五十万KW︶の入札に際し明らか

との契胸に関するものであるQこ

謝上されている︒豪た二号炉はし

である︒

に糧ていることによってさらにい

時代から︑今やカメラといえば

るが︑それと同晴に︑否それ以

フランスや西ドイツに比べてはる

％である︑と不満を訴えている︒

五％に 共τVA︶は︑原子力か石炭火

かに大きな覇含をしめている︑と

これは︑イタリアのユーラトム

@830，857

澱初の入札を土台にして八千万ド

これらの異義は四月初めに求め
に対する支呂が一九五八−山ハニ彰

Q3438
り︑一九六九年の噛めに完成する

フィンランドの殿力公社は計画

フィン
ランド

1964，65隼鹿におけるAεCのRI売り上げ
ルから一億一千万ドルの聞に眉を

欝赫三社にしぼる

虫落している︒

ーーー
よそ五〇％と同等であるところが

日本製︑となっているのが世界

上に︑燃料開発に精力を集申す

わが国では︑船頭ばかり多く

ってイタリア政府から報告にさ らまているQそのうえ︑一九六三

リア国内の全原子力研究費のおお

るよりは︑消費燃料で儲ける方

薔億円にもなる︒建設蟹で儲け

ル・ファンファーニ︑サインによ

ていつにかわらぬコダソクの被

の実状だ︒カメラから稼ぐ外貨

臼本窯から考えてみる︒原子

がよほど賢明である︒

収入には︑おおいに敬慧を表す

カメラといえはうイカという

管の美しさに牒あり︒

の窮を懐かしく思い出す︒そし

判がイタリア外務大臣アミント；

れより一隼遅れて建設さ3／る予定 れまでの原子力評論所の建設では

黙黙嚇
原
エバスコに行く︒コルキューン

す豪せてから︑ダウンタウンの

社長その他に会った︒わが社の

べきである︒天然ウランの国内

工はもとより︑核燃料の有効利

賦存に恵まれないだけ︑成型朋

用をはかるため︑再処理からプ

ねらいは半永久消・費
財たるカメラよりも︑

るものであるがーコダノクの

純消費財のフィルムに

ルトニウム抽出に焦点を含わせ

てくれた先方の姪醐習三人に対

焦点をあてている︒あ

ねばならぬ︒石油では外国から

敦賀発難所の建設費は鷲百二

て︑議講やあげ足とりに明け奔

馬髭を繰り返してはならぬ︒

燃料についても︑同じ轍を踏む

退社時閤になったのでぷらぶ

十三懸円である︒そのうちドル

れてくる秘潤は永続陶だ︒

た︒純消費物から生ま

ノクの発明販売を初め 搾取されっ放しのわが国が︑核

まっさえ最近はコダパ

串込需作成について綴夜健糊し

﹁歌歴伎﹂で昼食を共にする︒

する醸謝の葱味で︑日本料 理

それから開銀さんと細鱗さんに
諸敬︒パン・アメ︒ピルに回っ
て丸胤さんに表敬︑罰じビルの
三井さんに責敬と同疇に打合わ

ら歩きながらグランド︒セント

ている簡に︑核燃科の資源や製

れて︑各界の羅張りにこだわっ

された電気出力薫十力〜三十五万
メリカ側が純聯に儲ける分はい

ラルの地下広場へ行くQそして 部分は萱二十億円︒この中でア

プロジェクト報告によると︑新

例の正纐の嵩い場所に︑コダノ

KW原子力発電所に闘⁝3る最初のに︑イギリス原子力公社︵AE に立つ現地通貨支払いは千五薫万
くらか︑見漫がつくたろう︒と

入札をしたことが兜週発表され り︑そのうち六薄紅ドルから千五
︵WH︶社と西ドノツのABGてと

で始めない︒年麗血十ナのジルコ
入札に避はれた三等によって提

た︒

酉万ドルはフィンランドの工業機

カナダGE社布．選んだQ

ニウムプラントは現在進行中で︑

鍔一段階で除外されたのはアメ

リカのGE社とゼネラル・アトミ 出された追加の技術データと商事

五〇％の拡大ができるよう設訓さ

羅会彊が贈け負った︒

競争入札にウエスチングハウス

造︑再生技術は︑濁際資本の系

クの鮮麗な広告を児上げる〇四

列下に懸々と組み込まれて行き

しく提案されている再処理プラン
ころが核燃料費は年間平均概算

つつあることを︑銘胴せねばな

@617，248

欝1

米AεC

A︶であった︒康た︑ソ連が遅れ ドルから二千五鍛造ドルの闘にな

鋸前︑究井二弩ボイラーおよび

二十億円︒二十毎間で四蕾億

らぬのだ︒

︵笹森建三︶

横須賀三︑差響発蹴森羅款で約

に耐用薙数を三十奪とすれば六

ヵ月間︑横田霜と二人で交渉 跨︒オイスター・クリークなみ
やら箱詰やらをやっていたとき

1，756，021

@343，ε69
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@467，835
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P09，806
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脇匿論叢纏第臨海硬張公選

各事業が揃って前進
RI利用活動にも積極的

池のヨーロノパでの生虻の可鱈性に閏顧る研

に関する六ヵ無輪編の開始︑アイソトープ電

よびドラゴ︑．γ灘画の進展︑果実の輔翼線照射

欧州原子力機闘︵ENEA︶の第七次無報 ラリーの最初の一奪間の運営︑ハルデン︑お
纔Z五奪九月に終る︶によれは︑同誌度

処矧施設の事実上の完成︑サクレー︵フラン
究︑日本の瞬聯関への舶盟などが述へられて

の活動の主な特徴として︑ユーロケミノク再

ス︶の中正子データ・センター﹁およびイス
いる︒以下その概要瀞紹介する︒

経験︑受け取ったパ

ノケージの︸料．︑アメリカ全体に醍布され︑ま
カ

発電炉の設計
研究も進む

グラムとアルゴンヌ・コードセン
他の計醐で︑もともと決まって

た逆にアメリカからは十八のプロ

送られる︒二議ーズ・レターのほか

ターから二十二のプログラムを受
いた期日がのはされることになり

状態などを配賊して質閾書と共に

ライブラリーでは最新のプログラ
け取った︒この両流の関係はオ⁝
そうなのはウインフリス︵イギリ

初にめにも擶流したようにアメ

ヨーロソバでヘアイソトープ躍源

⑭

前臨のフラ

力発電所のあるラチナの隣に讃

︷九六棒肥の霞力国有化によ

つた︒

の所有煮のSIMEAが︑発蹴

L︶の所轄となっているが︑元

って今は圏営電力機関︵温NE

ギー資源に忠まれていないこと

イタリアでは︑天然のエネル

く︒

﹂＝一一＝臨一一﹁濡＝＝﹁一﹁＝髄解＝僧︷篇一一＝謄一1＝鼎＝＝榊︷＝＝朧一一謄雪：僧一憎＝一三一＝鱒一一＝︷一一齢謄＝齢帽璽一羅一m一一一1＝曽＝＝捲︷認＝幽＝隔雪冊瞥

@

ば人閥の血意中の微羅成分につ

ラ

ロノバでの生熊の可能性などにつ

いて調賓を行なった︒

食品照射計画
で契約調印

また放射敵照射による食品の保

○年に提出され︑食品照射研究グ

存に⁝冒す︸勺実際的な閣四題が一九論ハ

隼のこと︒蘭業規模の発電所と

しては比較的吉い︒

炉は天然ウラン黒鉛減連炭酸

ガス冷却の典型的なイギリス

型︒そのころ建設申たったイギ

ルに改良を加え︑単果炉として

リス中央発羅庁のプラノドウエ

は嶺時鍛島の出力︵ニや万K

W︶に設謝されているQ五八年

素適︑まる四年かかって山脚一一銀

十二月臨界した︒翌年五月から

の送鷺開始いらい順調に稼励︑

約六千万が︒

ス向け海路輸送されたQ建設費

が近くのアンチオ泡からイギリ

は第一炉心の一白使用ずみ鯵拠

アメリカ

傘

ンサルティングサービスを行なう

灘全量処理︑汚染浄化およびコ

や

ス専門会社が発足

廃棄物処理サービ

達しているQ

咋無十月三十一日に最初の臨界に

命

宇宙開発用R一電

フランス

池の研究を推進

φ

フランスは手薗開発計画に切め

その副懸はフ5ンスの人工衛鉦

ン酸駐を燃揖とした十一∵省Wの

計爾で使うストロンチウム・チタ

まだ︑契約金額は決驚されてい

寧宙用電力源二茎の関発である︒

ないが︑研究開発契杓はフランス

政懸の機関であるザ・センター︒

ペイシ蒔︑ルズによって︑大手のエ

ナシコナル・ドゥエツーデス・ス

レクトロニクスメーカーであるC

SFと国国機関てあるSNEC簾

原型装置は醸聡変換鐘羅として

Aに与えろれた︒

ゲルマニウム・シリコン印金を便

うことになろう︒しかし︑廻約者

側はストロンチウムをアメリカか

万キューリーのストロンチウム90

ら得ることができるQ

命

をマルクールとシノンの療子炉か

ドラゴン炉︑初め

ENεA

て設計出力に達す

や

プロジェクトの︸つであるドラゴ

運転試験と多方面にわたるテスト

出力︵熱出力一万KW︶状態ての

に達していたが︑本郊一月京で娠

TGR︶で︑一九六四年八月臨界

た︒この炉は高温ガス冷却型︵H

出力︵熱出力二三KW︶に逮し

る︶は四月一⁝十四田︑初めて識訓

リス原子力施設内に設躍されてい

ン炉︵雨イングランド︑ウインフ
研究の中心になろう︒HFBRは

炉中最大のもの一はこの分野での

子東をもつ11FB8一研究用原子欧州原子力機関︵NENA︶の

たり一六×十の十五栗個の中性

力四万KWで毎秒一平方センチあ

ていない︒フランスは︑四万一五

三十一億KW11︒今年の一月目 ら得るか国四品を使うかまだきめ

昨琿十一月までの総発電慧は約

てアイソトープを利用する︒

もあって︑原子力発電には比較

ークリア・パワー・プラント社

所建設のため︑イギリスのニュ

的な方法が計算機の餅用によっ

いてマンガン︑コバルトなどの

ルーフによって討議されてきた︒

果実と果実ジュースの照射に関し

てザイベルスドルフ︵ウィーン︶の

ザイル

を進めるため︑S

耀力研究所で笑施する

である︒京た︑シューロビノツ氏

る︒

原子炉は本隼二月およびご︸月に

での凝験からコントロール・瓢ノ

わたって運転が停止され︑これま

ドの取り替えなど部分的な修正が

四カ月間全韻力運転試験を実地す

ドラゴン炉は︑アメリカのピ：

ることである︒

チ・ボートム発畿炉と四二のもの

る︒

ウム・カーバイド︶を使用してい

IA︶の設立に活躍した保険マン 燃料︵ウラン・カーバイド︑トリ

学技師で原子力保険協会︵NEL でありヘリウム冷却︑セラミノク

任となり︑ボールディング氏は化

あったことから︑原子力部門の電

孤スローズ原子力会祉の副社長で

ーフィー氏は以前︑アライド・ク

ューロビノツ氏であるQ課長のマ ールによれば初装荷燃料で向こう

︒ボールディング氏︑ワレン．シ 行なわれた︒今後の逓転スケジュ

ーフィー氏︑劉社長のジェームズ

闘︵IAEA︶の漏で契約調印が

行なわれた︒六年麗に及ぶこの計

装には︑少なくとも加盟六条麟の

這い科学者が期待を寄せている︒

一﹀一D◎一

麟騰纒

◇

HFBRが完成

ブルックヘフンの

◇・アメリカ

完成し︑メーカーから引き渡され

はマーケノティングの専門家であ
子炉︵HFBR︶が四月二十二獺

ブルノクヘプンの蕩中性子乗原

この︸こ人は︑社長のシコン・マ

経験者三人によって設立された︒

このほどアメリカのこの分野での
立所︶︑ENEA︑国際腺子力機

をが
続けてきた︒
GAE︵オーストリアの隙子力研ATCORと呼はれる専門公社

スドルフ副臓

原

た︒建設費壬一百五十乃が︑熟出

＝酬＝﹁墨＝一＝冨F﹁塾﹂認＝＝＝蚕欄＝＝＝一茎漏＝＝凹一﹁−訂＝＝＝墨髄＝冊＝＝聾窮；＝曽一﹁墨詞＝一欄一一一1一瓢一一髄﹇P玉闘＝＝一二墨鵠＝

S︶︑ドラゴン︑ユーロケミソク
なとが︑現在のアイソトープによ
宙船開発機構︵ELDO︶︑ヨー

てますます開発されつつある︒

なっているが︑銅管らの力法で
は検出できなかった元素も放射
化分析ては容易に検出できて︑

バナジウムなどの濃度が非常に

銅︑マンガン︑亜鉛︑セレン︑

広い範囲にわたって変動するこ

り三十分ないし一悪聞の照射で

の手からパラフィンテストによ

つつあり︑ピストル発射容疑者

犯罪捜査の面でも臨用が進み

とが判明した︒

と輸入契約に調印したのは五八

的早くから閃心があり︑世界に

︸穐

＝＝漏＝玉F

豪もなく猛NEAの共同計画とし てきた︒すなわち︑アイソトープ

の分野でいくらかの活鋤を行なっ

葛出力レベルにおける蒸気圧の急

からのエネルギーとO出しに詳し

が︑よだ最高の状態であるので︑

とばすと︑イタリア最初の原子 先がけて導入炉の建設に踏み切

諜難所難繍

ムのアブストラクトをのせた冊子
クリノシにあるアメリカ放射線し
ス︶にあるドラゴン島温ガス冷却
炉である︒ドラゴン訂画に参羽し

ゃへい電報センターとの闘を発展

を発行するほか︑加盟麟の役に立
つ議野機施設の認噴を盛り込んだ
させ︑集められたしゃへいデータ

同様の冊子を発行する︒

をのばす力劃で進められている︒

いでは一九六七年ご月までの期臼

関心を示している︒現在の話し合

と試験に関する継続誹画にとくに

ているほとんとの国は︑燃料開発

てきつつあるQ

ENEλと米原子力委員会の協から利益を得ることが可能となっ
力協定によって︑ヨー湿ノパの資

実験炉計画は順調

達眺してきたQ現在では︑将来こ

︵熟出力二万KW︶の四分の丁蟹

原子炉は今期間において設計出力

くの過央を減少させ︑源子炉は二

の型の発煙炉が︑冷却ガスからの

滲加各国ドラゴン炉の継続計画に関心
ハルデン計画の第二炉心の燃焼
十七カ月閲順鞘の利園田七五％を

作ってきた綾置を必要としなくな

殿は副圃期聞の終り萩でに兄穣り

ハルデン炉は今のところ世界で

分裂孕成物除去のために苦心して

半分となった︒電水漏えい閤題は

寿命︵およそ四千MWD／驚︶の磁潤した︒
ムがライブラリーに掘出された

害心の沸騰蜀水型︵HBWR︶で
るだろう︒謄気出力五十万⁝︷磁壁

の伝達を進める事業を行なってい

あり︑計圃捌間中はほとんど連縦

年の末には設計が始められるよう

大幅に解決され︑きびしい鳴声と

た︒およそ＋万鏑の蒸気が附近の

的に︸万七千KWで運転してき 研究が進められており︑一九六六

が︑そのうち四百や五は大型謝算

できた︒また運転を停止するほど

晦以下の漏出率におさえることが

議画されているQ

機のものであった︒これらはフォ
算野狐の特別

パルプおよび製紙工場に供給され

メリカからのプログラムを集め︑

の畠集で瞥かれており取り扱うの

ートランあるいは

ではなかったが︑燃将被網の欠陥

る︒ここではヨー窺ソバおよびア

ライブラリー・エユーズレターに

定期陶にアブストラクトおよび

に簡単であるQ提出されたプログ

た︒本年十二月竃十一日で当距の

万KWの発眠炉への綴の広い設計

よって詳細を流している︒またこ
によって減速物質がやわらかい核

年半の運転を行なうことになる

リカのSNAP箱膳に対応して︑
謬論は満了となり︑HBWRは七

メインテナンスを通じて五十鰐／

ブラ︵イタリフ︶の咳﹂算プログラム・ライブ

再処理工場は
事実上完成
モル研究所︵ベルギー︶のユーロ

ケミノク再処理プラントは一九六

六年中ごろ運転開始できるよう渚
ラムのうちこ薦十二はアメリカか

経験が得られた︒

二衝八十以上のプロ

分裂生成物による汚染効果などの

同年野中に

グラム・パノケージの依娘があ

ヨーロノパ衛髭星雲会議︵CET
てENEA︑ユーラトムから多く

り︑この期聞中ずっと渦されてい

てさらに向こう三無間︵一九穴七

の専門家が集まり︑ヨーロノパ宇

さらに︑すでに観緊されていた

らのものであった︒

する装置があり︑もし利朋溜から

されたプラグラムの試験や区分を

々と進められているQ再処理のた こにはパンチカードやテープに印
めの多くの契趨がすでに結ばれて
おり︑三差でに掘当灘の燃料が貯
の要求があれば助篇や援助を与え

激な変化によって引き起される減

である︒

鋸−六九年まで︶継続されるはず

ることができる︒ざっと九十の二
た︒そしておよそ二営七十二の原

さは自動制御袋置の発成によって

速物質中での急灘な沸騰の不安定

ントはもともと天然求たは低濃縮

水池に入れられているQこのプラ

ナ発電所

ソバ宇宙研究機構︵ESRO︶︑
る発電袋羅に対する必要轡︑ヨー

︵五％︶燃桝を取り扱うよう予容 業所があり︑それぞれ連讃係がい

へてのプログラム・パノケ！ジに

子力プログラムが採用された︒す

解決された︒安全圓路の改良は多

てプログラム︒ライブラリーと接

ついて︑暇遇した隠題︑碍られた

一例としてフノ素の分析に当

関連してゴフマン氏らがX線蛍

することができる〇

素1
⁝ル型のTRIGA−1型原
子6は半減期が短かすぎて化学

濃度は健康に亜綱な関係がある

生辮による場禽の生成核種︑窒

操作の余裕がないが︑酸素16 たって︑フノ素19︵n︑α︶窒 ついには完全なオートメーショ

例である︒原子炉では新しいブ

館で開かれた日本康子力学会主

炉がとくに放嚇野分構に適した

さる五月十四日︑国立数脊会

％︑ざ︑ざ︑調︑ざ︑．就︑§︑ぎ︑ボ︑︐︑︑ボ︑§︑調︑ざ︑ボ︑ぎ︑ざ︑︑き︑ざ︑ぎ︑詩︑ざ︑ボ︑詩︑ぎ︑ざ︑ぎ︑翁︑詩︑詳︑爵︑ぎ︑ぎ成

本旨度は六酉九十九のプログラ

触を保っているQ

縮︵九藁％︶燃料も扱えるように

されていたが︑実験炉からの高濃

するため一九六四年修正すること

ユーロケミノクはまた︑アイソ

に決定した︒

トープによる電力源に関する討論
会にも参加し︑とくに捗分裂盈成

もので︑圓転試料棚を有し︑こ

ると生成核種は半減期二・〇七

が︑両反応のシキイ偵に差があ

ことが知られている︒これらに

トミノク社の放射化分析計画技

催の特別講演会で︑ゼネラルア

︵γ︑n︶酸累15反応を利用す素超による分析は酸素16︵n︑ ン化をめざすことになろう︒
P︶窒素16反応の妨憲を受ける 三︑新しい慮泣面 放射化分
析の感肢の筒いことは周知のこ

術担当取締役V れに同隣に多数の試科を収め︑

分で放射化後に茨面をエソチン

るので︑中性子エネルギ←爆適

光分看で非常に広範な研究を行

試村棚の醐転によって︑全部の

グする余裕ができるから︑白面

分折法では不可能である︒

度の隠い分析は他の通常の化学

イクログラムで︑これよりも感

素の感度の中央点は千分の︼マ

での分析ができるQ七十五種元

マイナス七桑マイクログラムま

ウムやジスプロシウムでは十の

ある︒最も感度の莇いユーロピ

五種の元素の微量分析が可能で

子束で一時閥照射によって七十

とであるが︑十の十藁乗の中性

・P・グィン氏

試轟に対し中性子束が同じにな

なしに分析できる︒

放射化分析の進歩

サイクロトロンでは小型で比

の﹁放射化分冊

また一物間に約十園の割合で

嶺に選び︑共存する酸素の妨害

最近の進歩﹂と

パルスを与えることができる︒

の酸累の記聞が可能になる︒

題する購演が行

パルスの持続時間は数ミリ秒に

る︒

なわれた︒その

すぎないが︑出力は八千MWに

の分野における

裳旨次の通り︒

米グィン氏の特別講演から
放射能測定器の面ではゲルマ

ってガンマ線スペクトロメトリ

ニウム半導体検団器の開発によ

放射分析は費用のかさむ難点

バリウム︑アンチモンなどが検

グ物㍑ク
％グ％∠ク％∠ク％∠ク％〃％∠ク％〃％∠ク％グ㍗シ．ζク％グ％〃勿∠ク％

物から得られるネプツニウム謝と
プルトニウム蹴の抽出の可能性に
いて研究を行なっている︒

核データ・セ
ンターが活躍
サクレーの中性子データ・セン
ターは中性子データの集収とデー
タを広く利用さすための基礎的な
仕事を行なっており︑ヨ一戸ノパ

もなるので︑中盤子束は十の十

七粟以上にも及ぶQそこで十秒

本望はおもに
機腸の進歩︑費

較的安価︑しかも菖マイクロア
ンペアという大ビーム電流のも

以下の短露命核種に対しては感
度が十価ないし千催も島くなり

しい技術︑応用
諏の三つについ

のが闘発されるに盤つたQサイ

があるとされているが︑産業界

出容易である︒その他毛髪︑土

ーにおける分解能が非常によく

における酸素の分析などは純機

クロトロンからの荷電日子によ

有利である︒

加速器では躍子リニアノクを

てお話する︒

一︑装羅︑機

ガンマ線スペクトルの曲折に満

犯罪に関してアヘンの洲定など

壌︑塗料などの測定︑また麻薬

も研究されている︒
博︶

もより経済的な分析法となる︒
生物学︑医学面でも盛んに利

︵集京大学教授

三日

用されるようになった︒たとえ

器分析技術によって迅速でしか

縄機器分析

す盛んになっている︒

二︑新しい技術

一見1111田【内開lB匹甕，II一嗣田川r−qmillll｝曙湘1星II−1川1恥｛1川川垂騨剛1川口1【廟醐直川一「1駈1川11b唄

二一1ほIUIIb｛口IIllll一暇【11U1

一

速度聡子計算機の使用がますま

なったことが指摘される︒豪た
術も開発され︑たとえば炭累12 点があるが︑適当なターゲソト

る直接の放射化分析は懇々の難

︵γ︑n︶炭素11による放射化に対する荷電位子反応によって

の分析でも十四MeV中性子発子をつくり︑これをう豪く利用

鴨定のエネルギーをもった中性

改良され︑この装甲と純機器分

くに酸素の分析など︑そのよい

ます発す盛んになってきたQと 分桁の感度は良好である︒酸素

類法を磐田せて工業的な応用が

器︑十四MeV中性子発生器が用いる光核反応による放射化分

欝翻鱗ロ晒用⑳
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鳳ムビア大学のCINDA セ ン タ

の大部分のセンターはもとよりコ

ーとブルソクヘブン田上研究所の

シグマセンターと密援な逃絡をと

C

として印刷発 行 さ

ってい る ︒ こ れ ら の デ ⁝ タ は

工NDA塒

れ︑ 一九山ハ七奪七月にはヨーロノ

パとアメリカの関係鶯に配布され

た︒

猛NEA核計算プログラム・ラ

の計鋒プログラムと利用暫との闘

イブラリーは︑これらオリジナル

％〃物〃7％∠グ依シ∠ク％〃％グ％プ％∠ク％∠グ％∠ク物〃協〃％4ク％グ％〃7
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聞

KW︶の正式契約毒︑同社蜜用窪窪︑一本松社長
羅の進出がク白iズアノブされて

百二億濁︶となっており︑国産機

炉圧力容器誉搬入し︑翌四十四年
三欝円が予驚されているが︑その

敦賀発竃所の総工疑は三百二十

菖

闘二；

二＝；

二＝閲二﹁

懸工

長︶︑土光敏夫氏︵束芝社長︶一

謙た原電では職制改蛸も考えら

昨隼九月︑瞭敵か欧米に派

いたし豪す。

なお灘酒役は全澱再圧のもよう︒

れており︑六月はじめにはすでに

含

って︑薪組織を発足させたい意向

成案のできあがった僧業方針に従

である︒

原

薩◎︑

☆歓曜サービス嘆業本葺では第

学会︑架左認の要須で実施する︒

七回隣本アイソトープ会議施設兄

実施目五刀二十日︑集合は当

B本原子力研究所高矯研究所見
学

放射線医学総合研究所見学実

日午圃九時三十分原藤正面玄関朗

前九時線曜薦麹玄関両

施日五月二十一R︑集禽は当日午

一十三臼︑二十四口

選局地区原子力関係施設見学

早j︑集合は二十三日午凶十

尖鼠日五月

一時三ナ分離鰹線水戸駅降車口︑

申込はぬ接瞭雇塗ービス事業本

☆

部求で︵電詔五九︸一六一二一︶

惑した放射線猛学利用規郵硝の報

は庫接サービス饗豊本韻まで︵残

儒欝ができ上った︑ご溺望のむき

一八一守一ill一

部僅少︶

闘聾鑑

癒鯉

注は︑アメリカ以外ではたし

と呼んでいる︾〜隼に蹉盤の発

あります。

款篶基準む叩

税︑同瑚杉轡一︑閻福田勝治の五

さらに六月十潔百から十八田まで

パリで開催されるP︒S・コンク
リート会議に出属し︑このあと現

が︑この会議繊席のほか英・仏・

地で解散することになっている

西独・伊︒スイス・スウェーデン

．S．コンクリートを使用して現

・デンマークを鹿茸︑主としてP

難糠
在建設が進められている大型原子

力発鵡所の建設状溌などを視塾す
る︒灘査団の構成メンバーは次の

団長村上窺彦︑顯問岡晶暢夫

通りである︒

濃潔曝

みればいろいろと35蟹の事蝦が

かに珍しいが︑われわれにして

あり︑やっとスタートに漕ぎつ

見方も違うが︑惰帳入手もなか

けたと．聞いたいところ▽三三は

なか阜いW東電一華炉について

があるが︑外圏ではやはり報遁

か︒大臣の﹁車中談﹂というの

御一報次第、資4斗、各種講理会案内、謝鈴巾込艦などをお送り

原羅が︑米園軽水型原子力発電

新取締役五名内定

氏が退任されることになり︑薪し

原電六月から新組織を考慮
搬電は五月十日昭和四十無展の

く取締侵五名が選出されることに
なったが︑その候補蕎として次の

開催畢定の第九圓定時株虫総会に

諸氏が内定している︒︵カノコ内

決算役舞ム笹偲開き︑五月三十一日

付議する事項を次のように決定し

大神正現︵原電顕欝役︶︑駒井

は現職︶

た︒

①昭和四野郎蔑決算状況

兵衛氏︵東露姉騎火力建設所

健一郎茂︵日立社長︶︑鈴木小

②取締役および臨酸役改選の作
このうち役嶽磁路については︑

艮︶︑関魂艮氏︵三菱電機会

取緬役で十七名が再任︑取締役石
坂選一一︑岡石原武央︑同倉田虫

P・S・C調査団21日出発
〇一便で英国ロンドン嗣げ紹発す

原産さらにMHD等三調査団を予定
日本原子力産業会議派遣のP・

刀二十日から出力︸万KWの長時

から倒力工昇テストをはじめ︑五

間遣蔽による本絡的な照射テスト

れた燃料棒が取りだされ︑冷却さ

舟橋功男︵竹中工務

︵大成建設技術研究所第五研究踊

扇︶︑団員

庸技術研究所主任研究員︶︑後藤
吉郎︵原研廼設業務課艮︶︑名井
透︵鹿島建設原子力籔酬日課疑︶︑

いている︒GEと国内メーカー

発状況を視察︶や放熱線防護関係

・西独・オランダのMHD発電開 たと報じているが果たしてどう

定している︒

調脊邸︑薪聞関係調叢Mなどを予

も気楽たということであろう︒
掌︑源子炉工学︑独子炉柑料学

子核構器工学︑応用鳳子核物理

本システムはどなたでもご利用でき翻す。

所の建設方針に払づき四輪を進め

裡井鍛敦

米GE社およ

蹴源開発調整審議会で

ワシントン輸銀と工事

ワシントン輸鰻と鈴

賃繊し︑住友電工︑宵河電工︑三

せたもの・各仕一一本ずつ試作し合

場行なう予定である︒その結果︑

れたのちホノト・ラボで検査され

れた︒燃料雛は︑MTR型で︑十八月上旬ごろに︑これらの照射さ
長九十二・四穆の四伯形に成型加

七杓の翻構い板伏ウラン禽金を首

ることになっている・残り三本の

荷される予定になっている︒

ールされた後︑十月初めごろに綾

原研では︑JRR12の燃科燃
に料は︑詞炉が九月にオーバーホ
ついて︑瓜一十九年度から国麗侮謝

画をすすめており︑嶺初︑飴七次

ことoGE筏に発注するが︑東

外電が報じたのは四月目ごろの

電は正式契約まで公表しないだ

大蛎大明︵闘西電力建没那土木課

吉川剛央︵大林組工務部長︶

設建築本酪讃61部構造第一課長︶︑ ろう︑とていねいな注聯豪でつ

藷部主任技師︶︑山田武︵大成建

長︶︑太田昭三︵清水建設構造設

なお︑原研のJPDRには︑動
力節用の忌門燃料が装荷され︑現

る︒

在︑照射テストが実施されてい

名大に原子核工学科

あとMHD発電調査団︵六月下旬 ことも慰いているVまた関電炉

との協定︑燃料含弁会祉設立の
工学部に新たに原子核工学科をも

D発電会議出席のほか英︒米・仏

から約一ヵ月︑ザルツブルグMH については︑W∬祉の入札鋤格

なお︑敵麗では今度の調査団の

本システムの特徴

てきた経過は次のとおりである︒

昭和三十七無十一月

氷G錦部お

賀市浦底に建設予定地を決定

昭麹嵩十八隼五月

昭和四十隼一月

よびWH社に予備見積の提撫要請

岡五月

びW11社に正式見積依頓

周六月

墨画承認︒両社より見積欝提出

同九月炉型をG猛社の沸騰水

資金蕪雑で第一次予備折爾

原子炉設羅および電気

供給設備の変更等の許可申講を総

同十月

型に決定

理︑遜産両大駆に提出︒発注内示

岡十二月

昭頚四十一無三月目原子購蜜金

二次予備折衝

る︒

三日から工十七日豪で槻かれるP

S・コンクリート謄躍団︵署長︑
同四月 総理大臣より原子炉礎
九州鋼弦コンタりート︵株︶冨務
ダ
置許可Q艶麗大距より羅気設備変 取締役 付上警醒氏︶は︑五月二

．C．コンクリート会議に出席︑

碧門審査会が原子力婁に念慮讐申

十一日午後十時三十分葉の日軌四

に三十−四十億円が必要となって

トン輸出入銀行よりの三門毒期待

更許蕨Qワシントン輸銀に正式借

二＝＝

︻写翼はあいさつする橋本隙

燃料から藁葺晶を使用するという
溜画であった︒

第六次燃凝まではアメリカのバ

ブコノク＆ウイルコソクス︵B＆
W︶社の重三晶加工したものが袋
荷されることになっていたが最近

めると発表しており︑錆六次燃料

うけ︑次の講座を開設することに

名﹄屋大学では四十一年度より

はっくらないということである︒

子嫉化学︑原子核計測工学︑放射

なった︒放射線物性工学︑応罵原

がGEのそれより一〇％安かっ

このため蘭薩化がいそがれること

このあと岡炉は︑五月十八口

る︒

ストの成果が︑雰鵠に注目され 線蜜全工学︑放射体応用工学︑原

になった時でもあり︑今圓のテ

B＆W祉は︑板状古事の製揮をや

三縄血副はロンドンで五月二十

しているようである︒

図で初めて試作された板状の九〇

三︑轟1⁝四︑十︷ハ﹇口にわ％凡って無曲何

この試作燃聯権は︑昨年秋︑米

された︒

謝六本で︑このうち一二本が袋荷さ

J魏死一2CP−5型︶に︑わ愛
が呼子力工業の三社に成型加工さ

R本原子力研究所東海研窮齎の

JRR−
高2
濃縮Uで初めて

国産燃料三本を装荷

くるが︑これらについてはワシン

書をGE社に手交

いる核燃料については︑現時点で

が︑核燃瞬の民箱化が実現した場

ら賃貸を受けることになつでいる

は球六分弄罠の金利で臼ホ政府か

また︑契約が後まわしとなって

きた︒

賀発電断︵猿子炉は沸謄水型︑出力三十二万五千

機器の国産比率は五五％
田ホ原子力発電株式会祉 ︵ 射 長 ︑ 一 本 松 珠 磯
罠︶は五月闇廻日午前十一回目口囲ゼネラル・エ

レクトリノク︵G冠︶挫拾よぴゼネラル・エレク 水よご井物産柑長︑七光東芝議長︑三夏R立灘社

とで行なった︒

発電購の建設工箏に男手するわけ
十月に燃料鐙荷を開始することに

めになるものと思われる︒

トリノク・テクニカル︒サービス牲︵GETS長
C︑それにステでールG猛訓二藍鑓王立含いのも
O︶との閻で︑同社が禰男県敦賀市に盤設する教

これによって︑GEπは正式に に論却水諮左発成︑聞九月に原子

である が ︑ 工 事 の ギ 嚢 皿 秤 は ︑

る︒発画所廼設に要する資命訟

一干三緑野の調逆については︑齎
億円の増資によるほか︑ワシント

ン輸出入鍛行およびGE祉のクレ
ジノトによる苞八億円を期待して
おり︑残余の葡十王億円は田添開
発同行はじめ国内の市中銀行から
の蒙り入れを予定している︒

タービンは0置

二＝一

隙子力委員会︵AEC︶から金属工したものであるQ

二＝幽鞘：＝曽w二＝︻

移と麟産晶であり︑置旧顎の麟薩

：；︐ρ二鼎；

ウランの形でU餅蘭約二・三♂努
二＝需

比率は裕よそ五十五％︵邦貨で胸

中工窃店︑葭水羅は東京芝油露気

灘立製作所︑原子炉格納容器は竹

製品であるが︑原子炉圧力容器は

はじめタービン発船機はGE紐の ％磯翻ウラン撚科捧三本が㌶月十

そして︑監置杓によれば葦子炉

圧力容器は臼立

一二＝

である◎従ってその場禽にはさら

うち今尚のGE摂および︑日本国

禽には︑玉璽が殆接貼入する予定

なっている︒従って︑発聡所の完

幽一＝一

との契胸金緻は二塁二間円であ

寧年九刀に整地を︑同士一月に岸

二＝F

内の工廓串臨けもつGE？SCO

圏二7

成は昭和四十四年末か四十五掛切

F二日

聖認岸を完成︑昭和四十三年三月
ぜ

︑

鞭
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ま
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地城に耀ける賑子力開允促進のた

子力発電所建設謂餌の促進②放射

開脚＝

日本原子力犀業会議中部原子力

めの問題︑施鍬を調秀倹淋し︑康

線利用開発の促進と脅成ゆ教青機

一瓢＝

懇談会︵覆員長︑封上五郎氏︶は

子力覇業の獄興︑職子力点用の向

関と研究機関の整備促進

二︻＝

・a月几口︑名古屋蘭工会議所で委

上をはかる囲陶で︑漏しく﹁罰画

▽専門知識の出職向上と腸発郵

委鍵会﹂を設けたことである︒一

近上の開題点の解

▽手刷との連け

い強化

向上普及

中部原子力懇談会総会開かる

計画委員会を設置

獄会を瞬き①暇粕四十濃度肇築報

舜案⑪役員改選等
を審議決定した︒

織笠終了後︑こ

の日嵩隔した橋本

▽設立十周無行事の実施

▽原子力知識の

用の両分科会を統会して︑﹁開発

なお当日は︑中原懇原子力平篇

方︑これ京での原子炉と放射線耕

轡門分科会﹂とした︒

利用PRセンターの麗鋸会も開催
された︒

｝

蜘踊騨央区β本礪本阿丁2−6−4・大阪冠雪東京ビル

・COBOL

電子計算機室

。FO民TRAN
● ALGO王」 ・60

日本原子力産業会議

本システムのプログラム響誘

通信

CεNTER

DATA

JA婁ドCON了総OL

アジア最大の

駿｝に日本原子力塵盛会畿の会鼠会社は料金割引の特典が

・認憶魯愚98K語｛48ビット）
。嵩速の謝算処理能力
・問題処理コストが照低
哩1｝堵な応用プログラム
・隣際麹な互換性
。迅速丁聡なサービス

》糖脚肌㎜

・麟響町｝可圏
、

欝⑭昭和四十一年腱饗還瀦醐︑予

．開＝＝

写翼は契約罹に霧名する一本松原蜷社畏

昭涌四十一年越事総計爾の骨子
は次のとおO︒

5畔
鼻

x脚

琳轡

明

灘禰のご案内

覆大

鎚購1騨

繍

嵩速電子言詮

厭魅貸口

原産代表犠伍理熱

雛

（一

昭和4隠謀…5尾208
鱗芽種郵便物認可

鍔薄354署

産

力
子

原

とざされた文
化性と創造性
サイエンス

田曝こ
⁝げε3

科学レベル向上のために・大いに

﹁これからの世の中は︑原子力

活躍しているという︒

かりです︒先生や父にきいても︑

と科学についてわからないことは

こんどのPR巡業は︑中部圏学 の陞の申です︒わたしもいろいろ
技術傭蝦センターの
カー
なかなかピンとこない点はかりで

を使って︑飛騨局鳴を中心

に鞍阜楽吉城郡宵川︑栃尾︑叛原

っともっと︑原子力の力をもって

陸にも︑空にも︑海にも利用し

すので︑よろしく︒これからは︑も

準憩で約一㎜蒔問のところ︑田本ア

て︑毯界一の日本になりたいもの

などに対して行なわれた︒飛騨高

ルプスと白山火山脈の間に開けた
です︒第二の湯川簿士は︑わたし

山は︑名吉崖から高山線に乗って

人口五万余の町で︑飛騒地方の経

たらにおまかせ下さい◎それに
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っと積極的に果たすことた︒

じめ原子力について正しい教育︑

か︑新しい忽吹を見いだした︒

再教薄をうけたいという希望に何

﹁原子力の安全性たって︑説明
するにも︑わたしたち自身謙識不

現状はどんなだろうか︑たと

︑

このように住民にとって直接関係

﹁もし原子力を利用して︑もっ

のあることなら関心も葛いわけ︒

と良い粂件の脊茜ができたら﹂と

ても︑成長するには四十年かかる

えは中部原子力平和利用PRセ いう優林組合の人の謡︒﹁植林し
ンタ⁝の予騨は︑奪間三十八万

て︑二十奪ぐらいでできるように

円︑今度のようなPRには一遍間 が︑これを何とか放射線を当て
で約五万円はかかるという︒﹁予

難した様子で女の子

余り詳しい磯明に無

る人々に知識着及をはかってやる

ことですね︒やはり︑学生にPR

︐

影
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りそうだ︒︵M︒1記︶

くなることたろうという結論にな

の営及︑R工利用の健進もより早

しい知識をもっていれば︑原子力

やはり︑地域社会の指郡価が新

た人は︑こんな語をしていた︒

なったら﹂という人り東海村を訪
Hがいいところですよ﹂と平岡さ れ︑ガンマーフィールドをみてき

算不足です︒せいぜい年二回のP

る機会や揚所がないでしよう﹂と

いいのか︑こ3←について︑﹁P鷺

んは語る︒では︑一体どうしたら

の主力は産業界の利益になるよう

の語︒こんな問魎は︑ここ僻地だ

足であって︑また身近に勉強す

技術がさかんに進められている︒

罠間︶が在体となって︑PR絶も うえ︑秋ごろに取り入れるという

・♂ゴ躍．．＝響一戸螺㌔冨課塙岬

﹁一般の手鞠徴と創造性がおくれ クラスの人︑新卒の計画配露がす

らいいのですがね⁝﹂と︒この

︑鷺で

決された︒

すみ︑これでやっと先生不足が解

の円lilliil懸灘1欝1苗

ている︒とくに愉しい文化にふれ

実験塾が設けられたことを思いだ

ll︵可圏なと事てり肖れそに成気子渉カエ

させんといかん﹂と語るような環

先生がR一の

︒で国

くいくらお金をもらってももうこ

彼は運転手もかねている︒とにか

境で︑通学距離三・四馬纏の生徒

しながら︑先生たちが︑鼠王をは

的な面はなく︑村全体︑まことに

の声︒

蚤出すという話に〃すごいなあ

四月に象京都の籔育研究所にRI もっと地域指
導層の啓発を

りごりですよという篇粟がでる︒

再教育を望む

醸をこ鴛て栃属の部落につく︒

乏しい接触の機会

ていた︒科学技術悩蝦センターの
技師さんの説明で︑ガヤガヤして

この栃尾には温泉がふんだんに

質素で︑豪た裕福なとこNうらし

いたのが︑いっせいにシーンと龍

わいていて︑民宿の家が多い︒しか

カニの生態︑プラネタリウムに
つついて︑ラジオ・

い︒さらに林業︑農業とつづく

たちがヒソヒソ語︒

がいい﹂という︒したがって︑産

するよりも︑産業界にPRした方

なことから︑たとえは︑木材のR

が︑大人たちは︑全然︑原子力の

しかし︑理科の先生

i利用による水分測定など︑こう

平和利用については何のことたか

が︑終ってから﹁R

アイソトープ利用の

サノパリわからず︑考えてみる人

業界︑中小企業を対象にしたPR

映画がはじ蒙ったQ

なんて︑想像もできないところで

工利用は大へんおも

のが現実の難題のようだ︒

は金もそんなにかからないという

いう方面に対して︑院接関係のあ

すよ︑という先生の説明Q

めて知ったものが多

しろかった︒全く切

たときなどよくはん乱するとのこ

繍響一己

繍

か凡って子供たちの方が︑テレ

せてPRをしょうとするのはまち

急心をやっている人の手を休家
た﹂と感喚の

翼︒

ち．仙っびり知っている︒﹁PR不 くて︑再認識しまし
鷺です︒もっとこんな機会がほし

がっているのではないか︑やはり

この点︑原子力とは関係しない

とになるQ

でも︑﹁原子力やR

秘ではウエイトを

いです﹂と乗剣な先生の愚葉に耳

かけていません︒か

内容︑利払のあるものをというこ

つい︑四︑五隼前までは︑この

が傾く︒やはり︑こんな地道なP I利用について︑理

講堂で熱心に聞く生徒

ビや雑誌などで︑原子力の偉力を

と︑そのため砂防工箏の仕購が多

る浦田川は︑華中縦蒲にみまわれ

番多く︑栃尾小中学校の瞬壱流れ

い︒職業は︑土木・土建関係が一

かえって子供の方が新知識

小さな講堂には中学猛が集まっ

はざらであるQ

う科学情報センターの古田技齢︒
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し︑曽通の観光地のような非憂事
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済︑文化の中心地となっている︒
町は︑い豪もなお城下町の面影を
とどめ︑古い格子の町並が碁盤の
圏のように広がり︑山山には数多
くの神牲仏閣が並んでいるところ
が京部に似ている︒濠た旧林資源

の盟かな飛騨地力の本材の一大集

激地として知ちれ︑これにともな

幹産業となっている︒

は︑申部科

う木製品工業がさかんで︑市の基
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これからの餓力をになう原亭力
原茅力量羅所ができるまで
発電炉のいろいろ
世界の原子力発電所
随本の原子力発蹴
原子力鋤

〈内容〉

館との共同肇業として︑企画製作

した移動科学数艶の役國をする大

型劇動車・全長約八耀︑蟷二・四
層︑範蟻七踏の車には︑理科の実
験道具︑科学映爾︑簡易プラネタ
リュウムなどの設備があり︑齊少
銀の科学技術教脊と一般の人々の
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蕎
運

告︑承認したが︑会長に食礼之助﹂

の結畢︑鷺餌楓氏から哩

した︒次いで押噴会査円き︑互選

ノ

ノ

△鳳

羅門

揃通話総会

会社が大型原子力発霞虜の建設に

究開発に粥力している︒民間電力

しつつ︑源子力関係の諾施搬を維

ネルギー調査会の犠議紬果を尊重

潰畢するなど︑ようやくその成梁

の中心となる動力炉の開発に努力

硲立を図ってゆくとともに実証炉

自主的な核燃掴サイクルの確立を

◇

催︑総会に付議写る議餐を衆終的

◇

を喧ねて行きたい︒このため紙型

進してbく所存である︒しかし︑

通駈省としては︑今後︑総含エ

転漢炉︑藺遠増触炉の自憲尉な開

なお原子力渕発の削途には︑国産

を見るに到ったことは露はしい︒

発を図ることを口的としてかねて

さらには開発体制の鎧備の悶二

化問題︑立地聞題︑撫燃科問題︑

三＝

一日午痢原圧

安全特別研究会

日本における

五月二

認

五月三十

セーフプロジ

原子力局との運総会

▲ム

li奮一△一−

ンへ行く︒

五月二十万日羽田発コペンハーゲ

のハルデン副司会議へ出胤のため

十七Hから始まる欧州憾子力機関

三井顧純一氏澄原研︑

え六月十八日現地解散の予定︒

ドン嘆け鷹発︑欧州での調査を終

五月二十一日牛後十時牛︑英ロン

リート冨一脈一役︶ら団員九名は

課長村上主事氏︵九州鋼弦コンク

P・S・コンクリート調歪団

五日来目︑ヨ図無イ日離日した︒

将来のウラン需蟄調査のため五月

マイン蛮社社長︶

﹂・ドリュー氏︵蜘デニソン・

行く人・来る人

解決に努力了る虜仔であり塗す︒

については︑一層積工的な方向で

が出雲しているので︑これらの点

等︑幾多の解決を饗3へき問題点

より厘業饗︑単界の協力を得て︑

半はに実験炉︑．両後半に原型炉の

なお高速堀鑓炉は︑四十年代の

幹事の人選を急いでいる︒

させたい瀞向であり︑いま麦員︑

本部を早ければ六月一目にも発足

国でも冨民一俸となって︑その研

る︒このような状況に鑑み︑わが

唄物性は明るい見顕しになってい

は︑欝覚ましく︑達子力発露所の

近年︑先進諸固の懸子力開発

通産大臣挨拶

怠と協力を期侍する︒

く敏憩を表すとともに︑寿陵の熱

に大きな霞献をしてきたことに深

疲しとして︑わが国の線子力開発

の中掘として︑また冨民損互の輪

た日本原子力雌業会議が︑配業界

本日︑鈴十三回通徳総会を迎え

協力のもとで擢進を園りたい︒

近くその側頭力鎖を決定し︑人民

開発のあり方を検討してきたが︑

の国就化を錐進ずるが︑醤に今後

期し︑便用ずみ燃材の再処理箏業

◇

ピ三

のわか団における原子力闇発利用

に答議し︑決定した︒

原子力委員長挨拶
原子力委員会は︑隙子力の開発
利用をめぐる内外の情蟄発化に対
処して新たな発展の鮭ホ的な方向
づけを和なうため︑近く聖子力開
発利用長期麟画の改定に着手する

が︑民間虻業界の礁任と役割り

謹た︑さきに二子力委員会は︑

は︸層筒まることが予Uされる︒

核燃雅民臼化の方針を固めたが︑

騨

軍

楓村甲午郎︑穴屋敦︑ さらに工不ルギー故策の貼地から

憶礼之助

と論りである︵敬称略︶

・なわ斯たに湊豪した役疑は次の

Ψ会長
Wv副会畏
堀緬︑野掛い色

橋本清之助

戸原嵐重︑石原武

▽代表懲懲理事

W常任総懸

央︑一本松珠確︑大嘱弘︑木崩
田一隆︑駒刀健一郎︑関渡長︑
瀬藤象二︑蕩城元︑平繍正俊︑堀
毬禎三︑繊出題凱︑掬難燃輔

常任理事会開催
日本除子力戦業会議は五月二十
齠﨎ｳ午︑臼本工黙クラブで湖か
れた第士一轍通鴇総会に先立ち︑
同所で第一七五圃常撮理事会神鶴開

動力炉開発の基本方針内定

原研に臨時推進本部

あり家す︒

にこたえたいと念醐するもので

最潜の力策を実施し︑十分期待

ため︑役員一同が一致協力して

おける合盛の新券弥に附会する

会畿設立の層的であり︑鼠近に

︵写翼下は懇親パーティー︶

次いで賞会昆が理箏会の承認を
えて︑代表犠任蝉事︑犠κ理事︑

顧悶︑詳議二会正蘭議琵︑柑腋役

このあと大屋嗣会長が︑役員門

の委嘱をはかり︑了．小された︒

ます︒毫毛力開発の貝二化を促

あることを痛感するものであり

に選一され︑その︑q任の重火で

含員各位の紅摺挙により︑役員

9伊じた︒

長安川第万郎氏の畷告と36り．駅認 口ムして次のようて三江のあいさ

名︑監償候補訴玉名を︑選ぢ愛員

?で淡定した鯉饗候補者六十・

役員選俘は蔽ず十八名の選考委

両大臣から挨拶

また全日程終了後︑同クラブ別欝で謬悦パーティー些聞いた︒

﹁筒速増殖型炉の闘発と国際協力﹂について特別講演企行なったQ︻騨細は六画参照M

おり代訊した︒なお総会終了後引き続いて︑泳国デトロイトエシソン社会畏のW．L・シスラ⁝氏が

たが︑両大臣が所用のため︑肖沢原子力墾員長代珊および山本通藍省箏務次冨が︑乱暴︵要旨︶のと

認期を引き継ぎU任となった︒靴いて︑士㎏湶子力婁員長および三木通睡大臣の来朝あいさつに移っ

次いで第四僻議漿役員金膿仔期満了につレ芯選任の件を醤議︑湊定したが︑新役員は会琵以下全員が

支予算嘱承認の作︒③定款中一部変更の件︒

①昭和四十年既業務報告ならびに岡坂支決算案承認の件︒②暇和四十一年麗事業甜画ならびに隅収

善開催︑鴬会長があいさつの後謡長となり︑橋本代表縫製理事の説明で次の三園黙を可決承認した︒

日本原子力厘議会議は五月一一十三臼午後一時半︑集京丸ノ内の日ポ工業クラブて第■

㌘輩シスラー氏が特瑚講演

会長．下灘役員が重任

一
進ずることは︑﹇融原子力麓業

び墨水減感灰酸ガス冷却型炉の二

契約を行なう一方︑国内では核燃
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氏︑副会長には植村甲午耶︑大璽一

⁝

聯・堀薪・松櫻泳︻の各民が砥︸

誓れた・

礎哉にそれぞれ君手することと

髪型を開発尉観としていた新蝦転

議kにして︑線燃理嘱長を盒け︑

料サイクルの遺髪を図るなと所装

猟講は原研が百なう︒

原子力委員会は五月十八日臨鋳

臨力靴墨︑メーカー︑学界審の字

叢駐留

㈱

洗脳

の敬謙あるいは海外との長期探鉱
委員会を隔⁝き︑かねて検討を就け

薫炉の長葱について︑こんどの原

縞経験着の中か6雪人以内が選ば 拙躍を誘することとしている︒
京たプルトニウムについては︑

麓︑勇処理廃葉物処理クループ六

査連緬会議ゐ月三↓一日午後原

p

三菱原子力工業株式会社

し︑核燃料については︑国際協定

ていたわが国の動力炉開発の熱本

ず藺者を開発鮒硬としたことは︑

子力喪員会が内定した方研で︑ま

れ︑少数梢鋭で終歳が進められる

昭和五十無を笑覧化の口辻に︑腺

月三日午後隙鉱

︵原子力発電翻発協会︶は五月ニ

即し︑本郷幽が実徳に移され︑

づき︑本契約を司及的畢かに調

型置難鶴瀬

幽門

なおこの炎員会は原研理箏長を

こんど内定した力針はさきに原子

方釧を内定しに︒それによると︑

天然ウランが便用できること︑軽

ようであるが︑腺子力委員や駅子

研︑鳳燃が申心になって研究開発

定例嫡究会憲
水減量冷却型炉の活用が可能であ

力局長も随時審識に参画できる︒

や四王︑局速増殖炉およびプルト

①本計画大綱の日本側代蓑機開

豊菱原子燃料

難

黙

三菱化工機株式会社

＾

原子刀コード開発懇談会 六月
卲ﾟ後原産会議罷
力婁員会が勤力炉開苑懇談会に承

ること︑また資本費低減の可能性

間︑高速堀殖炉および新型転髄炉

ニウムの研究開発に関する協力計

②APDAは本協力讃團にもと もって筒連増殖炉の早嗣開発が

は電力中央研究所とする

気協会のプルトニウム刮画に参

⑬慮力中央研究所はエジソン聡

電中研とAPDAが合意

速かに甥犬約論調印へ
高速増殖炉と
プルトニウム

原芋引力研究会
した案を正式に決めたもので︑特

をもっていること等が繋囚とみら

発臨時拍進本耶﹂︵仮称︶は︑講

を進めていく︒

に園新しい点はないが︑新型転換

れ︑開発スケジュールでは︑四十

読四十工年度設置を国途に検創さ

原子力委艮会は︑この臨時推進
型炉を開発薄象とすることとなっ

年代の半ばに原型炉の建設に漕手

炉は︑まず慮水減趣沸睡軽水冷却

ており︑炭餓ガス冷却酬炉も揚含

また動力炉開発のための新しい

猿研内に設けられる﹁動力炉開

することになっている︒

体制がで港る蒙での準備組紬とし

れている動力炉開発の新しい体制

ていることを示している︒

によっては登場する可能性が残っ

て︑﹁動力炉開発臨時拍進本郡﹂

文轡をもって碓降した︒
電力中央研究駈と米国APDA

開発の貝体的なスケジュールの策

画の一般約事項について禽激に進

︵特殊法人︶が搬立するまでの

融子力茨員会としては︑この動

置することなどが只佑化されκQ

定や設d要目の設定︑剛際協力の

し︑R本側謬木均一氏︵臆離京盟

加する︒な樽以降これらにもと
力炉開発方測について︑六月︷甲に

開発に必要な諸業根を百なう斡建

実施方法︑酬鋤踊躍の兇積りなど

るものである︒

成功褒に進展することを期離す

確認された︸般的な合慧那項は

正式決澄し︑七月頃は閥議決定に

スラー氏︵APDA会長︶の閥で の実施を全面的に支援する

づき︑照尉ならびに技術陽派遣
力肋筋︶︑APDA側W・L・シ

次のとおりであるQ

持ち込み︑来幾度の予算豊求に聞

する覆鼓︑斡事をもって構戊され

上関であり︑原子力竣員会が俊嘱
露水滅逮沸騰経水冷却型炉およ

島菱商事株式会社

孟
に合わせたい蝋向であろ︒
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丁

核燃料産業と

るが︑各瞬の曙染捷術の醜盤︑軍雛利贋

な違いである︒この憂いが︑塵簗形成の

③これらの諮品題の解決の必要

井博︑今井美鋤︑植松滑︑小田

野焦︑稲山辮冤︑井上英熈︑今

原大造︑大山松次郎︑澗野保次

地点確保はきわめて黙々てあろ

でゆくためには︑対策を提起して

点を脇灘地域に求めるとすれば︑

う︒河川あるいは湖水利用によっ

さ滋たが︑燃料閾題︑敷地閻題が

市︑田口連

桜内乾雄︑滑水康雄︑鈴木寧

坂壇二郎︑児張忠康︑停藤尚︑

郎︑岡松成太郎︑河禽良成︑小

に利用されているので︑そ3先に隣

開発推進上鍛電撃であるとの見解

これに対し︑各委員は審議をか

おく必要があるQ

糠力を及ぼし得る立揚にあることは︑指
接した立地は暮易には達せられな

以上のような核敷科残業の特質からみ

い︒したがって敷地問題について

討方法を答議することにした︒

に賛意を謝し︑今後︑貝素的に検

壁次︑中山素平︑永野重雄︑丹

久兵衛ハ新任︶︑土升正治︑中島

究︵東北大

後藤秀弘︶

茨城票再処理部会

勝田市から意見
訟城県源子力番議会の再処理部
二方養氏︶

｡岡佑腐︑本田弘敏︑松下

早川淳⁝︑平井覧一郎︑広田涛

▽監膿

金井久兵衛︑工藤昭四

壱離︑松原与三松

足立正︑β木均一︑石

郎︑田巾徳次郎︑瀕口巌根︑平

田敏一郎

郎︑石坂泰三︑石田礼助︑

▽顧問

稲垣平太郎︑力上天郎︑宇佐棄

川

田利三郎︑鹿島守之助︑縄井剛︑

澗︑小櫛緬一︑大細田梯二︑太

e地正士︑倉田童税︑久留

兼難簸川耶︑茅誠司︑川北禎

島秀三郎︑小景幸久︑小林中︑

認︑赫田兵蔵︑正力松太郎︑高

後藤文央︑佐藤嘉一郎︑桜井俊

杉雷一︑筒橋乖三郎︑土光敏

深造︑藤波収︑太田親男︑松永

炎︑原安三郎︑藤井崇治︑藤井

安左衛凹︑向井忠瞬︑村山長挙︑

▼相談役

甘利昂⁝︑石松正

安川第五郎︑山際正道︑吉田儲太

温︑岡田俊媚︑岡部楠男︑木村

鉄︑井上鷲︑岩俊凱実︑内海灌

醤吉︑岸本通智︑日下部滋︑後

里井連三郎︑新海英一︑宗宮尚

藤澱男︑駒形作次︑嵯峨機遼吉

栄︑二重︑

3・780《

纏籍謬（細叢毫

である︒

て︑内陸に地点ぷ

性をPRし︑解決の糸口をつかん

からないが︑少なくとも簸終駕要省の曲

も︑河川︑湖水ともすでに各目的

上にどういう影響を及ぼすかは︑まだ分

それぞれ異なるので︑核購村誌染の型を

動岡に無浮心であり得ず︑豪たこれに影

淵就業が︑再処理をふくむ秩機甲産業の

とのからみ合い︑隈籏管礫の程度などが

も︑阜急に貝体化を

い︒しかし︑民有化に絢かっているアメ

今の段階で一般化することはむず圃かし

リカの場禽がホすように︑この析配賦の
摘されよう︒

慣業をも諺握することで︑決把的な力を
も十分倹甜しなければならない︒

〇一万円︶原子炉︵三﹁八万円︶

内における過痩朗沸騰熱伝導の研

中央三祉が行なうことになろう︒

瀬子力関係の配分は次の通り︒

会︵郡会長沃城大学長

は︑五月十七属次城県庁で第三回
会合を開き︑東撫周辺地域の将来
溝想および再処理工場の安全性に

露悪︑堀武芳︑森署五郎︑森田

行︑窩井亮大郎︑尚太幹夫︑原

辺覚造

藷男︑卿満憂節︑山県鼠央︑田

河田重︑北川

V騨講楓会議蝿足立正同色

議擾

事会で決定される︒

中糾以良︒なお評議員は次回理

五月十七日瞬時

旬間メモ

原子力委員会

委員会を開催︑動力炉開発の盈本

して︑特殊法人を設け︑新凋二男

蓋

Vol．2

これらは い ず れ
検討すへきだと考え

つけられるも蝋のから取り上げると榊いう

中核は成椴加工業であり︑それが再処理

て︑個々の施鎌のウユイト︑か果がどう
て︑核燃科磁保のための諸誤解がそれぞ
れどのような意昧と効果をもつものであ

油団省は五月十四蹟︑四十一年

核燃料︑材料︵五六九万円︶核融

に原子力関係の研究費補助金が減

究︵京穴

も

その脇合薫祉とも少なくとも一ニー

物理︵二︑三九二万円︶化学︵四

の中には︑すでに総合エネルギ

集細蟹辺地域の将来構想につい

ついて箒議した︒

ては︑東海繕村長︑勝田衛企圃延

長が︑また金着について恥曝振興
署務所長からそれぞれ説明があっ

たが︑勝田市側から︑再処理施設
の設罎は︑従来弼伽を巾心として
主張されている尉爆場返還要求の

ている地帯整伽を先得させるへき

動きと矛癒する︑嶽た現在拍糊し

羽周炎︑野淵三瓶︑野村宋一︑

もとうとしている寒きは︑汀閣す︑へきで

ある︒この新魔渠がさらに︑ウラン鉱山
るかを︑十分考えてみたいものである︒

︹つの見方かちす

検謎が必饗であろう︒

あるが︑このような発展の型は︑石油産

をも傘下に奴めようとするかは未知数で

度科学研究費補助金の交付審査の

虫な研究題謄は次の通り︒

万円︶︒

九六万円︶R工評定︵︸二︑〇九二

一四九万円︶放射線障審︵四︑五

含︵四三二万陽︶魏工利目︵三︑

億四千九面五十万驚で若年展比約

今年麗の原子力関係の二分は一

増︶の配分が決定した︒

万円︵前々度比約薫億六千万円

紬果を発露︑総額三十七億三十七

髞阨ｶ部省科学研究補助金

原子力関係は減少

であり︑相万にどう関連︸りるかの総禽的

二︑田代茂樹︑田中

のでなく︑臨休の山山拝サイクルにとっ

求めようとして

られるが個々の施策をバラバラに︑手の

資源の確保

ﾗ繍騰蝶

ある︒

本年三塚︑通薩省除子力産制部会が出

画いて︑それを実現するための力策とし

れは︑将来の核鰍料酷業の83るへき姿を

した中閥報告によれば︑昭加六十無欲ま

での原子力発電開発容騒はき千刀〜四千

度榮が仮に再処理のかんを欠いた揚合︑

A憲の屯に触れれば︑わが図の核歎料

万KW︑岡しく核燃科所警鷺は 天 然 ウ ラ
業の場含に︑櫨油採取撫から成長して︑

ては︑それ布核撚瞬麗蟻一その中核の戒

て︑位置すける必要があるということに

わが醍の核甦科腔業は濠たほとんど朗
また︑核燃科の成型加工犠は励力炉と
型加工業一にどう結びつけるかが︑当然

ン換鈴胸十一万鋤と兄憐もられ︑宕わめ

炉の闇闇については︑円氷除子力協定の
メの段階で︑κ染として未確立の状態に
の技術的関豊がふかく︑炉の製造栄と燃
重要な閲鵬になる︒さらに︑さいきん徴

それはきわめてひ弱な魔業となるてあろ

一酌による磁保が考えられるが︑それだ
あるが︑海外ではすでに︑核燃科産業の
肩の成昭加工業とは︑那業的に不可分な

えられ．筍杁科禽弁会社の構想が︑わが圏

精製巣をその支醗下におく形にすすんた

けで楽観するわけには行かないのて︑盗
全貌かかなり明らかになりつつある︒こ
形で発展しっっある︒そのぬ︑動力炉の

の撲燃料﹁産業﹂の出発点として︑二目

もなろつ︒

方面から種々の方策か提楽されている︒
のκ業分野はウランの採掘︑製鋤かろ︑

購入者︑つま⇔核蝋料の餅終隔要黄が特

な慧琵を帯びていることは︑多藁伊嚢し

て膨大な壁てある︒当諏建設される軒水

国内ウラン療の探査の強化︑ウラ︑．ノ麗
濃輸︑戒型加工︑使丁 荷み炉躾の再半田︑

麿の産業に限られているのも︑多くの白

う︒濠た海外のウラン資源の盈保に関し

三国からの長瑚購入望約︑あるいは海外
物効成分の再使用︵ブレンディンゲ愚含

一千三酉万円の減︑補助金総額に O原子炉による放射効果の総含的

近藤正春︶O放射

定研究のうち核融合の分野が一段

少の傾向にあるのは︑今年度は特

による盆属材料及び燃料の放射線

ウムの累積温も四トゾ近くなり四

五カ所の地点が必輕となりこの地

ー政策上の原子力の位置づけが

のよう

であるなどの発論かあった︒

原産の新役員
日︑日本二子力庁繋会議の新役員

して鵡速増殖炉は昭和四十三年に

炉は昭和閣十四年に母型炉を︑そ

一齎所報のと46り︑青月二十三 方針を内定し︑自主開発を主眼と

が決定したが︑淫事︑監事︑顧縄︑

実験炉︑昭和四十七年に原翌炉を

・蓼
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それとは︑かなり異聞なものである︒

鉱山への開山投資︑圏内再処那の山立︑
ないであっう︒

研究︵都立大

一％の減となっている︒このよう 核種とその応用に関する化学飽研

占める比率は四︒四％て前年度二

落したことと︑原子力は新しい闘

損傷︵菓北大

盗川孝信︶○原子炉

核分裂性生成物は六十年までに

二︑廃棄物処理の問題

発ではなくなり︑ある程度の充足

膨大な価値愚の効率晦使用の検討

聰

煮を鞠客にもつ石油吐栄の椙合との大き

低減傾向からたけでは予想し旧い

政策諜初代課畏になった

逓商産簗衝定食エネルギー

﹁残念ながら︑わが国は新し

浮きぼりになっているようだ︒

い技術は輸入にたよっているQ

秋

よし あき

業務課長補佐︑一瓢ナ七鋸同局闘

その方が畢いことは早いが︑根

−1駿ア

なか

麺田遊大事宮罵に総含エネル

発謝画課長として︑潮力行政に

べったものになり︑トノプレベ

がついていないために︑うわす

田 申 芳

た

ギー政策課が発足して約︸カ

力はズブの螺人の慮︒

タノチした経験があるが︑原子

根なし草

なものだ﹂とチコノピリ批判︒

ないのては

の下を纏えるものが発達してい

ルの技術水準は発達したが︑そ

思って訪問したが︑田中きんに

誌

原子力はよく分からないとい

月︒そろそろ落ち蒲いたころと

面会する豪で三圓のすれ違い︒

それほど多忙で問題が晦積して

﹁いろいろ悶題が多いのです

いる︒

とにかく蒸磁の技術がおくれて

二十二年爽穴法学W⁝挙戦後︑商

r

工省に入る︒昨年十一月算置宮

桜弁彰︶○原研二間炉
約二十八踏︑颪億キュリーに達し

を示してお○︑基礎作りのめどが

における今後の態力拡張の場合で

ハ︑再処理およびプルトニウム問

好嘉しくない︒

再処理が必要な翠嵐⁝済燃料は六

十年で千二穏ゾに達する︒一口︷

ホ︑敷地問題

が必要である︒
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む再加工︶などの多くの段階を罷んでい

発盤推進委員会︵委鍛艮︑井上五郎疑︶は︑71月二十四日午蔚十
面をもっている︒したがって﹁長

る︒

陽千万KWの発鷹所の大部分は ついたという事病によるものであ

億賭近くの価格に損当する︒この

二工場溺愛となろう︒プルトニ

トン礫展の再処罰工場が少なくと

その処理は環大な闘題である︒

も︑米墨依存が大になり︑取引上

且■7■U．︐︐︐圏■■脚■︐︐︐旨︸﹁

時から日本工業擬楽部において禽同愛員会を開催し︑村田原子力

期見逸し﹂の策定の後には︑羅足

ンポ︑ウランの箪饗上の観点卒考

が︑とにかくエネルギτ調査会

いるが︑日本人は頭がいいのた

いながb︑﹁今の頭釘炉を︑エ

からやれはやれるのたと語るQ

ネルギーの安定供給の上から燈

贋審議官として聡合エネルギー

氏名は次のとおり．へ敏称略︶
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ーーん一5ーー

ともに︑開発副画・発電捕山中委画会の四十一年展における笛議

に必要な方策を貝沐的に検討して

については小川彰発霞措憎愛員

翼下が十分目能とはいえない︒さ

てね

ことが勇要た︒まずこれには園
うのが省内の詩賦である︒
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︵M・工︶
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く親しまれています

産

力

原

事項について話し合った︒その結果︑両委員会の四十一年慶審議

いく必要があろう︒

③長期胸にみた原子力開発上の
主要聞題点を﹁見通し﹂で明らか

換の拍足鏡︵昭和六十第展までに約四千二摺万KW＞を実現させ
るに必蟄な諸条俘を明確化し︑その諸条件の弊備に必裳な力策を

にされた数値愚利胴して整理づれ
は︑

が︑燃碁問題︑敷地悶題の衝要性

らに園際資本によるウラン資源確

●

VoL

☆

鍮

魔化率をできるたけ︑蔦めるた

鎌繕

怖

題
度◎温和な人︑家じめな人とい

西

貝体的に倹即する必饗があるとし︑とくに燃料問題および敬地悶
題に関しては︑これを中心に今後員休的な対撮の倹討方法を智．磯

含岡委員会は村田原子力局長

を強講し冨議慣項とすることを提

することに決定した︒

が︑五月十八日原子力委員会が内

案した︒小斑委員の提鷺要旨は以

イ︑撹界の原子力発電所の建設テ

ついて﹂の内容およびその凝緯に

艮期買付契約締縞の藤岡等を考翻

保の動訴︑フランスのカナダとの
の原歴で作翻した﹁除子圏発塩

下のとおりであるQ

ロ︑ウラン濠稲の不蜜定性

ぞれ四千万一一首KW︑三千万〜四 ランは約二丁五胃ゾである︒これ

六十年における必要4．鳳低濃縮ウ

侵︑井上発電雄進委員爵から閣十

¥％に当り︑不可能に近く米国

千万KWとしているが︑これらの は現在米国の濃縮能力七千ゾの杓

肢の轄議事項を晶しあつた︒これ︸推定値は予測可鮨な最良な雄定値

籍度の讐議経過を聰取︑四十一年

一二

鰐

薗樫は︑昨年麗原脱等て壊定した琵期稲置の源ぞ力発電の開発規

、

定した﹁動力炉開発の払本方郵に

ついて︑つづいて︑勝波公益饗業

は

局技術長が︑総エネ縄査会原子力

報
告

れば︑安心できない闘題である︒

の
中

の長期見通し﹂および総エネ調査
1昌1

配業那会の中陥報告を中心に講

演した︒

業

昭和六十年豪での開発規模をそれ

陥
会

一一一軸

〜一留一μ

躍…
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二

・

專−一鑛英原子力

一基で出力一 一百万Kw

基礎に算出︒藁︑プルトニウムの

は三景万KW聞速鱗殖炉謝厳を

ければならない︶〇二︑燃料費

N着工︑発電原価M・ミル

イギリス原子力公祉︵A辺A︶︑岡原子力学会︵BNES︶共催の高速増殖炉に関する国際堤脚が︑

十九力国︵中共も五十の代蓑を送っている︶から直写入以上の代嚢者を集め︑五月十七日から三田聞
ロンドンで閥催された︒この会講では三三炉に関するあらゆる分野の講文言蓑と子葉が行なわれた
価値はゼロと仮定している︒︵し
かしここではインベントリー費︑

れているが︑プルトニウムの価格

増頚利得︑燃凝賢利子などが含豪
炉その他機器の製造費には︑特別

が︑同グループはこの研究の発露

の引き下げが可能であるといわれ

度をプラス︒マイナス一〇％の範

がグラム当り二十八ザまで変動し
た場合でも発躍コストへの影響は

な揚合は螺えず︑蟹通に製造でき

このコスト分析は︑鑑にAEAる揚含を想定しているQ

ている︒

の設計とコスト分折は︑これ豪でに例がないだけに注圏きれた︒

が︑なかでもイギリスの三原子力グループが提墨した二菅万KW︵原子璽塞︶の瀞速増穂二季鷹所

三原子力グループが行なったコ
スト分折の結果は別褻の通りで︑
これには一九七三年を建設屡標と

14
57

5．6

負荷率に対する調整
電力会社の負担するその他出屠
燃 料 巽

トの低減が期待できる︒以上がコ

と建設することによって発聡コス

四︑一つの発蹴所だけでなく次々

ことによって︑KWH当り二・八水口建設費等も含む︒

げられており︑これらを実現する

として冷却系と燃料系の改善があ

このほか今後開発して行くもの

多数の人材を必要と

の︑そのときどきの利害より

電要なことは︑個々の業界

地費︑コンサルタント料︑取水銚

伊四号炉の襟進める
サール社は大手の医療機器会社

を求める予定であるQ

GE︑W現
H地
社 加11と共同で
イタリアの国嘗懸力機関︵EN イセンス契約は窪だ結ばれていな

EL︶は先に︑灘気艇力六十万K い︒

することを明らかにしたが︑この

と六十万1六十五万KW嶽子力発

フィアノト祉は︑これまでWH社

社とライセンス契約を継んでいる

ていなかった︒﹁方ニュークリア

一方ウエスチングハウス︵WH︶ で︑今京では原子力に関心を持っ

イタリア四番闘の原子力発電所を

羅所の設計研究を実徳しており︑

Wの原子力発電所を本年中に発注

めぐって︑アメリカおよびイタリ

今度の入札をねらっているものの

な閾題は起らないようである︒と

ファローの爾約三十塀のところに

プラントはニューヨーク州バソ

米︑世界最初の原
子力発電船が進水

器製造会社の申でが最大の取引き

いうのは︑ニュークリア・シカゴ

を再処理するため︑NFS社のた十四日に初めて進水した︒電気出

あり︑雛膿炉からの使用ずみ燃料

河碇泊地に向ってアラバマ︒シソ

のためバージニア州のポトマノク

このスターギス号は炉心取りつけ

取りつけられることになっている

力一万KWの発蹴炉MHi王Aが

世界最初の原子力発躍船が四月

を行なっていると一般に嘱えられ

大きな囲的が医療胴エレクトロニ

社によると︑両社にとって合併の

めにベクテル社が建設したもので

ている︒この会社はまたアイソト

クスの新しい分野を開発すること

再処理工腸︑鵬翼物タンク場︑埋

み燃料の受け入れおよび貯蔵所︑

ある︒このプラントには︑使用ず

ア・シカゴ社はサール祉の支祉と

没揚がある︒

現在の謝画では︑ニュークリ

に羅かれているからである︒

ープの主要な販売会社でもある︒

昨年︑アボノト研究所との合併
の謙画があったが︑法務省により

がアイソトープ製造界を独占して

して︑あるいは子会社として活動

阻止された︒理曲は含併した会社

し豪う恐れがあったためであっ

レイス祉とアメリカン・マシン︒

アンド・ファウンドリi社の共臥

発した︒

のアラバマ州モービル造船所を出

なお︑NFS社は︑W・獄・グ
プビルディング＆ドライドノグ砒

することになろう︒

覧

価格は初めはポンドあたり二十・

九薙中ごろ運転を開始︑輩水の

られている︒プラントは︑一九パ

水を供給する契約に入るものとみ

RMA

工

き︑軍事用または災三二用に重力

を供給出来るQMH−IAは︑四

二領域炉心で︑ステンレス被覆し

・六五％および四・〇七％淡緬の

た二酸化ウランを使用する曽通の

PWRであって︑一万三千八衛ボ

発電炉の熱効果規

祉がフランス原子力庁︵CEA︶作した第三番目の陰子炉である︒

大のものであり︑マーチン祉が製

がある︒これは軍馬用としては最

サイクルで八千八十三KWの出力

豪た墜万一千五酉ボルト︑五＋

がサクレー研究所で発成 ルト︑六十サイクルで︷万KW︑

用した簸籾の移動罵照射装置

このほど︑セシウム一三七を使

置が完成披露さる

仏で移動用照射装

ている︒

CGE祇と十二年半に五千ゾの霊 ニューヨーク州から土地を描重し すれば︑世界のどの潜にも洩航で

カナダ原子力会祉︵AECL︶所
は穐になるもの︒またNFS社は MH1工Aは種々の試鹸に合格

菅ゾの製造能力を有する︒蜜た︑

た︒今回は晃たところ︑そのよう

米︑ハンフォード
発電所が運転開始
アメリカのワシントン州ハンフ
ォ！ドにあるニュー・プロダクシ

十穴賭︑平均一八・一五がになる

ョン・リアクター︵NPR︶は︑五♂︑最終的にはポンドあたり
四月八臼から発電を開始した︒こ

のNPRは︑プルトニウム生産とだろう︒建設費が一億ザにるるも

源をもっているが四十万キュリー

のとみられているCGEプラントした︒これは＋七万キュリーの線

三万KWの発電機二茎をそなえて は工重湿度混化水素交換方式を使

発盤を行なう二手目的炉で︑四十

まで使用可能であるQ

米︑民間再処理プ

との緊密な連繋の下に完成したも

本装置は︑サンゴバン新技術会

いるが︑現在二十万KWの低出力 うことになり︑敷地の選定を六月

ラントに運転許可

のでマルクール工場︵将来はラ・

栄原子力委二会︵AEC︶はア

で運転している︒八十万KWの本 までに行なう予定である︒
格的商業運転に入るのは九月中ご
ろの予定︒

加︑第二重水工場

アーグ工揚も共に︶において照射

ずみ燃料を再処理する賭に抽出分

た︒罫WS襲員のクラレンス・F

ついても規制するよう強く要懸し

る熱の影響が蛍なものである︶に

発嚢中から放出される冷却水によ

に対し︑発電炉の熱効果︵原子力
は

W＄︶は原子力婁員会︵AEC︶

ワイルド・ライフ︒サービス︵F

アメリカ内務省のフィソシ昆＆

米内山雀

制でAECに要望

ト運転許可紅を出した︒この許可

はCGE社が建設 メリカで最初の民間再処理プラン
カナダ・ゼネラル・エレクトリ

離したものからセシウム一三七を

IRMA

経済的な融通しが立つとのこと︒

取り出し︑利用することによって

全露澱三ヤ七ナの

実験場所を移動し得るようにトレ

ーラーの上に乗せられている︒

社︵ASDA︶に対して出された

ニューヨーク州際子射乳盗開発公

︵NF§社と土地所有者である

ークリア・フユーエル・サービス

ノク︵CGE︶筏は璽水製造プラ
証はプラントの所禽者であるニュ
ントの碓設とそのための資金提鍍

に関する契約交渉を行なっていた

可が下りた︒

が︑先ごろカナダ政府からその許

ものであるQ

舶眉炉計醐の開発作業に向けられ

そのプラントは︑年間四菖−五

常に運転されているQこれ京でに

ているQ訓画では現在陸♪原型炉 してLFRのオソシレータで測定長ハロルド︒L・プライス氏に慰

され︑三・一％と三・八％濃縮燃

るQ

簡を送り︑次のように係えてい

反応効果がHFRでの照射と前後・パウツク氏は︑A漏Cの規制郡
出した出力は二丁五酉二十二万一

︵RCN︶の活動報告によると︑千KWDである︒RCNの原子
建設
炉のための申請がオランダ当碕

桝を利心した一⁝須域炉心を使用し

染︶に対しても規制する徽隈と二

はサーマル・ポリューシコン︵熟汚

ト原子濫発鷺断について︑へEC

＋五万KWのミルストン・ポイン

計と岡様の形状寸法に謝画され

更をもっていると信じる◎もし︑

中牲子源LFRとして使用されAECがその儀限をもたないとざ

ので来臨界濾設が取り付けられ︑

た︒これは分折処理に使贋しない

クリトーの炉心はネロ計画の設

現在塗壁されている醒気胆力五

たクリトー炉でその効果が測定さ

五年の春完成した新しい照射孔の

トとアイドホーベンで進められて

おり︑ポンプと鰯御棒駆動装置の

れた︒

建設はまた決まっていない︒

にはおよそ八苗六十名︵そのうち

く増加した︒ループの一つは有機

取り付けによって利用価伯が憂し

ペソテンにあるRCNの主要施設には新しい二つのループと一九六

四︸口︷ハ十・圃一名が専門技術⁝者︶が⁝甥

物冷却において冷却材温度摂氏薫

年度︑RCNの主な活動

らに窪張するならば︑このことを

司法雀にただすべきであると考え

開発契約がオランダ産業界との闇

のホーカー・シデリーユ議ノトで

の燃群照射のためにあてられる予

で被擾すること︑可燃性動物を入

で︑酸化ウラン燃料をジルカロイ

リーまでのアイソトープが扱える

によって公式に開所した颪爵キュ

に対し︑規制するのに必要な懸限

憲見︶を支持するならは︑へEC

︵この蟹隈はAECにないとする
あるQ三番圏のクリトー炉は実際 定である︒一方ドラゴン計画のた

門と化学研究室の拡張など書しい

LSO研究所である︒また物理郡を与えるための立法描醗を講ずべ

きであるとしている︒

では大部分物理学と冶命学の研究

れることが行なわれている︒ここ

払轡髪墳しぐ︑5Q汀敏塗難勿り亥 押月培督蹟り広長鉱其も一丁詮つ㌦こ︒

めの黒鉛の照酎作業はまだ即行中

熔隔猛

はネロ舶媒質計画のための臨界集

1了竜ま一二鍾野ハソード縫斑

合体である︒

︽ソ一r／り尋補班ま穂霧かま器ユ

である︒

ペソテン研究所での増築拡張工

に結はれている︒ペソテンでの作

六四奪十二月にベルンハルト殿下

事で最も沈図すべきものは︑一九 る︒もし司法省がAECの見解

る︒

蕾二十度での圧力谷器の飲サンプ
れており︑熱出力二万KWのOR

業は孟に原子蝉炉心に関するもの

5
6

トである︒LFRは熱出力十K
るW
︒もう一つのループはネロ誹画

NL型のプール・タンク・ユニソ ルを照射するのに使用されてい

所有され︑RCNによって運転さ

霞
舟 用炉開発 に集中攻

葎三十二名が技師および科学者︑

毒している︒

る︒同社はベルギーのAECC
︵フランスーベルギー三岡甜画S

ペソテン研究所には三つの原子

水力学と執伝達の研究がデルフ

に捉出できる段階にある◎しかし

家でのオランダ原子力センター

一九六四年七月から六五年六月

・シカゴ社はアメリカの放射線機
アのメーカーの閥で︑共同入札の

一つである︒

下鵬備が進められている︒

その一つはアメリカのゼネラル

エレクトリンク︵GE︶社を中心 現在ある程度はっきりした動き
を見せているのはこの二つたが︑
このほかモンテカチー一社︵化学
所︵電気出力十五万KW︑BWR︶

とする鋤きで︑ガリリアーノ発電

︵国魂の薩業金融復翼会社︶グルー

建設当蒋から関係のあるIRI製造会津︶を中心とする動きがあ
プ聡下の会祉で進められている︒
このグループの中心会祉はアンサ

喪した︒爾社の経営陣は禽側を承

R︶は現在︑ユーラトムによって

ENAのベルギー側主嬰下語会
炉があり︑高中性子染炉︵HF
社︶と協力協足を結んでおり︑謙

求でGE祉の主要下請会社となっ たフィアソト社と関係をもってい

ルド社︵造船︑距機械︶で︑これ

欝糊置

のと見ている︒︵注︶別蓑で※は
設計費︑プロジェクト轡理サービ

＋五二KW︑一九七〇無発成予 れている︒一︑耐罵年数二十館︑
スト分析の孟な条件となっている

ス費︑金融費贋︑傑険料︑臨時費

資本難利率七・五％︑運転時燃料

さしい︑だが︑果して日本の原

し︑圏の生恥にとって大切なプ

も︑国家︑国民の利害を優位に

る︒

鴛列㌶サール社が吸収へ

てきた︒しかしG錨祉との聞のラ

231

等を含む︒※※は土地代︑敷地整

取替を行なう場合の負荷率七五

基をそなえて い る ︶ を 想 定 し て い

る︒発蹴コストはKWH当り三︒定︶の設謝と︑原型炉から得られ

％︑

で推進し続ける必要を確認し︑

︵運転時燃料風雪を行なわな

る建設経験を基礎としており︑今

ないできた︒むしろ︑ある場含
ゆるがぬ謝圃と体翻とを固めて

炉二三の基本方針の中で︑賜速

畢力界が︑原研を国の研究︑閉

きだけシリをたたいておいて︑
あとは知らぬというようなとこ

の仕麟は︑ 改 府 研 究 機 関 に あ り

ロジェクトである︒むしろ︑民

おき直すことであろう︒その観

3．4

発囎コスト（ミル／KWH）

ミルの発蹴コストが期待できるも

総研殴費

後閥発する必要のある主なものは

囲にあると見ている︒

1

9．4
154．4

電力会社の戯接漿燃

四ミルとなっ て い る が ︑ 今 後 さ ら

一〇％程度であると見ている︶

霊45

プラント建殴費

に闘難が進め ば ︑ 現 在 の 改 良 ガ ス

コスト分析亭軽めるに当って︑

入札補格穰

い星合は停止期間中他の発醒所で

が建設計画を発嚢したナトリウム

した職速期殖型原子力発聡所︵電

13
建設期間の利子（入札佃1格の10％）

冷却炉︵AGR︶よりも一・ニミ この原型婿で開発されるものと仮

このほか多くの仮定条件が引用さ

3．0
7．1

発蹴された聡力コストな考慮しな

気出力酉四・六万KWの原子炉二 冷却嵩速了殖原型炉︵電気蹴力二
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定して騨出されている︒また原子

には︑国家機関の短所と民間機
かかることは︑さらに大切であ
る︒

関の不利を結合した︑きわめて
あいまいな﹁合いの子﹂の姿を

れそれの利 点 ︑ 秘 所 を 生 か す 通
増殖炉と新型転換炉昂蘭発する

発の中心的実施機関として︑璽

原子力研究所を叱るのは︑や

当な仕組み と し て 考 え ら れ た も
ため︑京たも﹁特殊法人﹂を新

塁した︒駅子力委員会は︑動力

のであろう︒

てきただろうか︒芋どもに逝当

視し︑これを膏てる努力を尽し

なオモチャをあてがっておい

鹸に徴するかぎり︑それにどう

いう形を与え︑どう運

て︑大入の技術は外から蟹い急

設するというが︑これまでの経

書するかについては︑

ぐという態度をとらなかっただ

ちなきを期さねはなる

籏い︒

これは︑長期にわた

ろうかσ船の近業面もつくると

十分ふりかえって︑誤

原子力の研究︑開発の場合︑

のある︑し か も 採 算 を 度 外 視 し
たものであ る よ う な 場 合 に ︑ 国
家が︑孫の 代 を 考 え た 長 期 の 観
点から︑主 要 な 買 任 を ひ 蓉 う け
ることが窺 要 で あ ろ う ︒ 園 民 の
税金を使う と い う 観 点 に 立 っ て

の非能率

間の資金的︑技術的協力も必要

点から︑賞任のもてる計画をつ

って多数の国蒙資金と ろがなかったか︑どうか︒

がちな

であろう︒﹁特殊法人﹂に担嶺

ていきたい︒そうでないと︑せ

くったら︑みんなでこれを育て

寺
辱

ことにそれ が ︑ 新 し い ︑ 独 自 性

ル安い⁝三八ミルまで発電コスト

ー

二

力
子

原

・
ナトリウム関係補助機器
その他の補助機器
燃料取扱袋置
制御関係機器

ノ﹄︾ゴL諏胆ビ受文秘︶炉OLl珂﹄P一葦瓦r竃騎η亀︐9﹄羽翼コC︑監藍り氏刃伽

@拶

も︑このよ う な 書 蹟 体 制 が 豊 豪

におち入っ て は 困 る ︒ 劣 れ た 人

させることが麺当だとしても︑

●

@

10．8
25．4
38．4
28．7
4．2
14．7

建屋、土木工事

ドルノKW
資 本 費
〜次冷却回路（倉一次熱交換器〉
二次冷却回路とボイラー
発電プラント、蒸気系パイプ、コンデンサ等

子会社として医療機器分野で活躍
アメリカ︑イリノイ州スコキエ

ア

@

商雛規模増殖四馬電所のコスト分析

のG・D︒サール祉はニュークリ 認し︑エユークリア・シカゴ祉は

@

しいと与え ら れ る ︒ し か し ︑ そ

材を集める 点 で も ︑ 研 究 活 動 が

はじめにはっきりさせておかね

親方際の丸

機動陶であ る 点 で も ︑ 民 間 企 業

たいっか︑信磨問われることに

っかくの新﹁特殊法人しも︑ま
繁文縛礼の弊が機動力を殺すの

なるQ国憲にとっても不幸では

ばならぬことがたくさんある︒

の長所がと り 入 れ ら れ て よ い の

である︒

を排除することもその一つであ

ないか︒

︵渡辺誠毅︶

ろう︒独霞の開発を製鉄的な形

【

針

73
法人
殊

合

一

T欝朧
瓢

@

昭和4、僅5欝25臼
聞

新
第三種郵便物岬

山355署
で（3）、

聞

講難論迎薙畢力船螺

経済性の見通し難

国

当分特殊船で運航テス
ト

世界の諸国が原子力船開発に駅手して以来約十年の歳月慈経過し淀︒各圃ともその躍かれた

立場に即した体制で︑源子力船開発を行なおうと駕力してはいるが︑最近の情勢は︑原子力船

ている︵3︶建造は約二語七十七

性能はサバンナ暑に比し数段優っ

記で舶用炉を握供できるし︑その

メーカーは樵鮨保舐および圃驚強

なった後︑次期原子力船奉考えた

の原子力船に対する構想が明瞭に

に努め︑その開発期間中に海運界

設をまず行ない舶用炉価格の低減

ラントの奮機器の献験装澱の建

足並みがそろわず︑諭筆が続けら

子力船開発について関係者の閥で

る︒以上のとおりアメリカでは原

力針を不鮮明のまま据移してい

騰は︑原チ力船翻発計画に対する

をAE王L社が負担し︑残額は政 いとしている︒これに対して︵商
七の両年度は︑合一・八億円の驚

れている︒このため一九六六︑六

難

億円を焦込み︑このうち百八偬円

務省海饗局︶は︑一九六五年ボイ

府の建造袖助金に期待する︒

極的に原子力船建造謝画を考え︑

るにおよんで︑薗向きの姿勢で積
ない状態である︒これに対して渡

選奨はほとんど雫をつけられてい

このような動きに対してAECド氏が商務省の運輸握当職富にな くほどすくない予算で︑原子力船
の見解は次のとおりである︒︵1︶

原子力船の運航饗にとって盈要な

臼冨9のゴ℃方式による儘造謝 蟹から非難の声も即きているが︑
が︑アメリカ海遣界の意向を示す

に次期原子力船建造に踏みきると

第一船オノト・ハーン考の設計に

原子力船輸出への意気ごみ
西ドイツの原子力船闘

陸上隙子力発電所は︑大型プラン

政肝︑北部沿岸四州および造紛・

船は一九六四年に進水した後︑現

約四十六・八億円で発注した︒同
造船舶舶自認︵GKSS︶が︑連邦

ついで同船の船下︑原子炉ぶ癒額

酒手し︑一九六二年︑六三年と枳

トの揚含在来プラントと競禽でき

在船休ギ敦冷温めている︒原子炉

イタリアに

；＝ 算ざ亀澗醤＝篇認1一酔一朧寵瓢i柵

るQ一九六︸二年六月五臼臨興︒

答器は写真のように球型で︑内

一九六四郎一月送電開始︒格納

％低熱縮ウラン四十六・四トン

蕊㍑︑鵜さ三十五・七同であ

部にある圧力響器は鍔径一一・

電気出力＋五感KW︒二二

炉と類似している︒

葺冨転層＝︷一＝＝旧濡−一＝＝雛一1一門＝一旧＝﹁竃篭＝＝二蕩至訂＝＝欝一璽盟：謄＝＝﹁■■一冨＝＝一−二附剛＝＝1

⑮

辮

ウラン︑形状はペレノト型︒制

識響

る︒建設費約二馬脳づ八議円︒

を燃料要素とし︑材質は二酸化

ノ

リ発

リ

ガ

轡飛懲五

戸

るQ蘭回のラ 麹鋸は炉の下部から捜入され

チナ︵イギリス型のGCR︶発
職所にひきつ環き今回はアメリ

カ型のBWRをご案内する︒
ラチナ原子力発電所からさら

方式を採用していてドレスデン

い二重サイクル︑強制循環運紙

炉はGE祉製で負荷応酬がよ

L︶の所轄になっている︒

によって国営磯力機関︵EN猛

チナと岡様に現在は羅力圃有化

SENNであったが︑これもう

この発当所のもとの所有者は

て建設された︒

業および一つの罠間企業によっ

力隼壁画でいつれも二つの公企

イタリアの発魁所は鯖一次五

発早事がある︒

で二番匿のガリリアーノ原子力

るガリリァーノ建仁にイタリア

AE工L社のみが行なった提案 に南へ下るとナポリの北を流れ

のは原子炉プラントの容積および

にした︒この計画作成のために︑

磁準積極的に推進する態度庫萌白

現在この価格はあ豪りにも購い︒

盈澱ではなく︑その価格である︒

を設解したが︑この婁貝会はほと

は考えられない︒

︵2︶アメリカ商船界が在来船で当 海事罵およびAECは常設婁貫会とは考えられず︑アメリカが単解

面している問題︑たとえば外国と
んど開催されず︑したがって海肇

讐は原子力船でも解決されないは

おり︑この機会を回すると原子力 大なエネルギー賜要からくる明確

虫⁝
オ ロ

⁝発は︑その実施機関とし

に挽回したい︒以上の意見に騨遷

海運業界の協力によって設立され

西⁝て一九五隠道力利用

る段階となったか︑その出力は商
してA E I L 社 は ︑ 海 事 局 に 三 隻

たことに謀議る︒設立以来GKS関係工事としては︑格納容器の搭

に対する市場が明白でない︒︵轟︶

積極的な開発研究

の競合︑補助金の劉含︑労鋤箏構

隊場建邉種航して馬子力舩の経濟
かりか︑むしろ複帷になる可能性

船で船隊配認む機会は数年到来し

もある︒︵3︶民闘発露分野では膨

ない︵4︶アメリカ海運界の改 ような三雲がない︒従って舶田野

アメリカは︑代替船の時期にきて

的テスト覆行ないたい︵3︶現在

テストであったが︑次は原子力船

貯

開羅途上の一つの試練期といえる︒ここで世界の原子力船開発の現況酔佃見渡すためにキ要各国

の原子力船建遺窪たは建造計画状況を紹介する︒

各界 の 足 並 揃 わ ず
@かたまらない舶用炉の市場
ている︒このレ︑うな経過をたどっ

の商業航路に貨物船として就航し

零な原子力船に期待し︑アメリカ

な圏標があるが︑海運界にはこの

て米閏は︑第一舶神璽建造︑運航し

手すべきである︵伽弓ooθ︒ワプも

の原r力貨物船を建造し︑極東航 船に適用できるものではないし︑

米⁝てから・ステーッマリン

拷を一九六二年に完成し

てきたが︑これに伴い当然次期原
の世界海運界における劣勢を一挙

⁝

社および︑ ア メ リ カ ン ・ 〆 ク ス ポ
峯力船建這の議論が持ち上ってい

国⁝アメリカは︑サバンナ

ート︒イスブランセン・ラインズ

内および欧州航路に就航させた︒
方式︶と輩識する人々は︑その底流

＝一魑篇一Im糞一愕一訟−一＝一罫篇玉槻コ＝篇一盟誕一門寓＝1二㎜＝一瓢三一＝鱈

いる本副鰹は︑従來のPW残に水

UO2囚縛中にバーナブルポイゾ

ジェソトによる内部再循礫力式︑

ンの袋入︑二次回路過熱方式鰹を

採用し︑コンパクト︑畏寿命の炉

心を開発することを圏的としてい

ソト特性試験︑ハーナブルポイ

る︒このための臨騨実験︑水・・．翫

ゾンに関する実験等を実施し︑現

在プロトタイプ建設に齋手てきる

一つ一つ薦みあげての開発酬究

段階蒙で到進した︒雄礎研究から

は︑大いに見習うべき点がある

ら︑CNSG等の一体型舶用炉を

が︑サバンナ弩タイプの原子炉か

開発しているアメリカに︑今後果

して飯していける日がくるのか問

ソ連は︑一九五九年レーニン弩

題である︒

たQ以釆同船は北極海において砕

を完成し︑北極海船隊に編入諏︑層せ

十万出に達し︑そのうち水海

氷業務に従乏し︑全航海距離G︑

一空ハ＝一葎第一㎜

鑓の

は︑六万♂でのべ三醤隻の二曲を

誘導した︒

についているQ一九六五年︑日本

燃料交鎚を行ない︑現在陽び任務

原子力麗業会議主思の会議に沿い

て︑ソ連原子力国家婁員盆ペトロ

る︒以上のへた柄勢のもとにイギ シアンツ議長は︑現在ソ連が一隻

隻＝＝瓢＝1一﹇＝㎜一齢一−瓢一二嘗器■璽臨﹂

B＆W社がサバンナ号の経験を活 荻た各機誰はユートラム傘下の

五年﹁鳳子力船の将来﹂と題する ち

リス原子力敵業会蹴等は︑一九六 の原子力礫水船を諸画し︑そのう

一鳳聯＝玉牌一一㎜一曽篇茎一＝篇冊一

竃である︒家た︑一九六七年就航

かして設謝した﹁体型のPWR︵各工場に発注された︒これ遊考え

るQ次期懸子力船建造を直ちに転
︵AE王L︶社に委託して︑ 国

この間︑本 舶 は 四 ＋ 三 の 港 を 魏 悶
路に就航させる握案昂一行なった︒

懸圏標に︑一九六五年から乗員訓

六五年からAE工L社の子会祉で メリカは︑原子力船の分野におけ

をもって秘極的に原子力船開発研

海中には部分沸騰をおこさせ︑今

は︑欧州主要国で共例して一隻
CNSG1工︶であるが︑実験れ航

は少なくなりましたが︒弓手室

間される方もおり︑第ヨロ罠に
て︑障害防止法では除外されて

あり卜した︒またこれに関連し

日曝線図の測定を行なう義務が

白鴎立入者となり︑健康診断や

ト等大庭源の使用︶それほと厳

例もあ隔りますし︑︵特にコバル

サービス塘地への依存度を少なく

なこと等の兇地から鉱石船とし︑

ないこと︵三︶構造が藍蝋で廉樋

能なこと︵二︶火災の危険性の少

その代償として︑得られた技術楠

ら約十四・四億円の資金を受け︑

のである︒本船は︑ユーラトムか

が︑今後の原子力船弓場といかに

する睡気ごみが随所にうかがえる

ぷ計画し︑その葱欲にみるへきも 力産業を禽園の輸出産業にセんと

後の舶用炉開発の資料を得ること

結びつけてゆくかに問題がありそ

ある︒ともかく西ドイツは︑原子

の原子力船建造経験毎得る意味も

での討論はナンセンスであり︑イ

やアカデミノクな研究や︑凌員会

研究が限膵に達したとして︑もは

際イギリスにおける原子力船聞発 である︒

シンポシウムを開催したQ術論の 定であると講蔽したが鮮細は不明

するかの決定を行なう時期にきて

いるとの恵宛がのへられた︒この

見解がイギリスの現在におかれて

いる立場を如実に物語っていると

晃られる︒

◇

受けた︒この発電所は電気出力五

マペ・癖か急票馨

いる共同原子力発確謝画がこのほ

スペインとフランスが検請して

③ フランス︑スペイン

力発電計画仮承認

検討中の共同原子

篤薦一

か︑あるいは原子力船研究を放棄 細はわかっていない︒

ハ

ギリスは現在涼子力船を建造する ていると伝えているQソ連岡様群

トンの原子力沿岸航路舶を建造し

九六四年から天津において約㌦万

外国諒の最近号は︑中共が︑一

する圏的で盧船に撚税交換袋鳳を

うである︒

の時日を要するものと考えられ

るから︑本尊の開発にはなお梢当

タイブの建設に葦手する予定であ

これら実験の績果によってプ羅ト

報を提供することになっており︑

は︑除子力艦の技術に期侍し︑た

共同研究も資金源
して選定したのはスペクトルシフ

る︒イギリスが最も肩望な炉型と

だ舶羅炉の研究のみを裂けてい

ト型のバルケインである︒この開

ら︑これに幽する膨大な政肝支出

見通しは︑い虫だ薄口られないか

済的に運編可能な原子力紛建造の

しばあった︒しかし

実験を畿ける一方嵐力実験をベル

た臨界実験妓灘によって似将性の

る︒本炉の墓本設副および物理研

研究契約を結び開発をすすめてい

了した︒一九七二無を就航の国繰

子力センター︵CEN︶に設置し炉搭戯の原子力撒荷船の設副を完

究は︑ほとんど完了し︑モルの殊

としているが︑その兇積建造費が

すすめ︑一九六五年沸騰水型原子

デンは︑共同して原子力船研究を

そ⁝ルウずおよびスウテ

ユーラトムとこれについて響約し 機聞︶七五％︑フランス側︵電力

の開発部画を冥施し︑一九バ一年

る︒

の見惜しは甚π窪いもようであ インの地中海岸ホスビタレノトが

喪した︒したがって建造資金謝画

︵GCR︶の改良型︒敷地はスペ

エーデンはこの計翻から退くと発 十万KWでフランスのEDF−4

原型炉建設の段階へ
子力舶および舶屑炉について見秘

の⁝って自舶ともに詳すイ

他⁝

オランダ

り設麟を検討した︒その簡議按に

のベルゴ・エユークレールと共同

発のために︑一九六二年ベルギー

は計上できないとして原子力船建

予定以上に高額となったため︑ス
ギーのBRi3で実施している︒

た︒通称NERO計画といわれ庁
て︶二五％となっている︒

ン側︵二民閥鍛力会禎と公慧眠力

CN︶は︑一九五八年以来舶用炉 なお︑発電所の所闇闇はスペイ

予定である︒
オランダの原子炉セン々1︵R

予定されておの二九七〇矩完成の

造を延期する旨の決定を行なっ

九六五隼︑経

た︒現在イギリスの原子力紛開発

北欧の造船海運国をも
に踏みきると思われる発一山もしば

おいて関係大臣から原子力船建造

英⁝馨し・現象で数回原

⁝卑から原子力船の開発に

国⁝イギリスは︑冗五五

膨大な政府支出で計画延期

炉の研究のみ続行

搭載した︒原子炉は︑アメリカの

一隻は︑一九七一年に進水予

あるFAST挫が︑同船をチ ャ ー
る優位を今後も確保したい︵2︶ は︑岡寸法の六隻の在来船に匹敵 臼話黛診ご℃方式より︑舶用炉

練を開始した︒本船の船種は︵一︶

験蟻離︑材科試験k置︑振動幾等苺 透いうちに圧力容器を搬入する予

載および二次燃蔽工事をすませ︑

に次の慧見がある︒︵1︶世界に
同社はこれについて次の猛解をも

Sは︑スイミングプール︑臨界実

し︑十万万青馬摂津に航海した︒

先駅けてサバンナ号を開発したア

鶴船の重合にはさらに固定式から

その後に定 期 検 査 を 行 な い ︑ 一 九

所

醐
電

喫水を変化させて種々の実験が可

移動式になるハンディキャノブが

i舞舷賢曇藤鵜擁蕪戴桑霧ぞ磁織嚇
究をすすめている︒これとともに︑

する︵2︶現在のアメリカ原子炉

っている︒︵1︶一二隻の原子力舩 ある︒以上の見解からAECは︑ 次々に製作し︑約三百人の従業員

｝出川ロー剛lm掛」一1IIIII匹1−II1川il幽一1藍川田一幽rllllllll齢帽11川lll−1川11監1一【1酬1目㍑鱈11曜II職工闘1川川1細川縫111」一1111111旧【

のプロトタイプまたは原子カプ

サバンナ号は︑原子力船の技術陶

第七園の田本アイソトープ会

㌦∠ク％∠ク％〃％〃㌦∠グ％∠ク％〃％∠ク％〃％〃7％〃％∠ク％〃7％〃ア物〃％〃

〃︑ぎ︑詩︑§︑ざ︑ざ︑翁︑ざ︑ぎ︑詩︑ ︑ぎ︑ ︑避︑母︑ぎ︑︑3︑調︑ぎ︑母︑︑︑ざ︑ ︑§︑譜︑ぎ︑︑ざ︑調︑調︑

ターし︑現 在 は ア メ リ カ と 欧 州 閥

騒において︑放射線障雪防止法

ありますQこの従事者の範囲 しい規制︑佃しなくても安全が保
たれると思う使用法︵たとえは

いる捗依料物質︵ウ弓ン︑トリ

や︑測定力法︑それに放射線蟹

トリヲウム技備のガスクロマト

を開設している十一時から二酷

理の貝体的な閥題などについて

および関連法律に関する法律相

豪した︒放嚇性同位元素を使用

質問や椙談の内容は大きく分

止広の改正も行なわれたのです

グラフ︶もあります︒このヒう

す︒法令は︑その性質上︑慈

が︑今後︑アイソトープの使用

される方は︑その便用予定数澱 は︑附象となる事業所によって

便用日岡を申請するか︑または

掘的豊懸晦な認載ですので︑現

方広が変化するにつれて︑放射

けて三毬類のものがありまし

既にご承知のように︑本年四

届出毎行なわなければなりませ

場にあてはめるには︑覆々の聞

線敷理の方法も変化していか捻

な晦代の流れに応じて︑隙害防

月と五月にわたり︑放射線障害

ん︒この際の轡式が欄当複雑て

題がててまいり京す︒この種の

今圓の法王柵談蟹の催しが︑

放射線管理と放射線部曲防止

ております︒なお︑今後も障害

すと︑アイソトープが非常じ多

防止法については︑遠慮なく嶺

るならば︑非常に幸いだと思っ
線管理︑安全響理上も従来とは

に︑いささかなりとも寄与され

異なる配慮が必要となってきた

課塞で疑問点をお問い合わせ下

様な使用力法をされてきたとい

ことなとが感じられます︒最近

粟原弘善︶

︵原子力局放射線安全課

さい︒

抵移をみても︑特に民間工場︑

のアイソトープ使用慣業所数の

うこと︑それに伴なって︑放射

これらの質問をまとめてみ上

ばならないものと思います︒

それぞれ特嬰性のある問題で

防止法の政令︑府令および告示

放射線管理に新配慮が必要
盛況だったR1会議 の 法 律 相 談 室
題が多数質間されました︒
越後の稀類の質問としてはア

すのでこれに関する貝体的な問

イソトープを使用している旧業

の改正がありました︒そこでこ

トープ忘勝申請の様式が大著に

蔚令の別納についているアイソ

所または工鳩の放射線取扱主任

の改正の趣露︑改正点︑特に︑

みえましたので

変わりよしたので︑それらの点

数の方が面談に

成功ではな い

種々の問題に関するものです︒

放話線作某に従曝している看

した︒

についての質悶がかなりあり謹 者等の方からのもので管鯉上の

かと思っています︒第一 日︑

次の揮類の質問としては︑ア

は︑法律上の定護に従って二尉

事解所での使用が多くなってお

第二日前はそれぞれ十名︑僧越す

イソトープ使用黙認の轡式への

線俘業従事毒︑または聾理区域 泌瓶な管理者要すると思われる

り

方が来られました︒一人で一蒔

記入上の問題についてのものが

ざ︑§︑§︑ぎ︑§︑ざ︑翁︑ぎ︑ざ︑ざ︑ボ︑§︑爵︑ぎ︑︑ボ︑翁︑爵︑ぎ︑ざ︑ミ草︑ざ︑ざ︑ざ︑翁︑ミ︑ざ︑爵

ります︒それに稀なって︑より

間以上も種々の闘題について質

，々まそい

質問もかなり多くあり濠した︒

に応じて︑科学技術庁長官あて

ウム等︶についての質悶もあり

五月や七日から

が︑結論からい

れたものである

回初めて設けら

この試みは今

す︒

て い た た き藪

を右干述へさせ

︑ので︑その感想

日目出席し た

十九日豪で 三

，∠ク物4ク吻∠ク4勧グ％∠ク％〃物∠ク％グ勿、∠ク％∠クれ法

うと︑かなり多

た︒

まで結回雪員でした︒

開関い園、
か立ての！
、田

｝轟貌騒ぞ

訣竪が開かれた︒再選官として

グ％〃％、グ％〃η伽グ％〃7％∠ク％4ク％〃％∠ク％4ク％∠ブ％∠ク％∠ク％グ％〃％∠ク
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現状調査にワーキン

ググループを設置
原安協

茅氏の閉会挨拶
第七回日本アイソトープ会議は

◇食品照射部門懇談会◇

心に討講され︑与えられた六十分

閾題について︑かなり専門的に熱

ム氏が︑アメリカは︑およそ隔年

五項目にわたった︒①ではブルー

示唆され注圏された︒

を癒に驚る高にあることが一

放射綜化学の懇談会は︑五月十

◇放射線化学懇談会◇

食品照射部門では︑パネル罰論

おきにR王・放射線の工業利用に

会︑招待発表に引き統いて海外参

ている︒最近ADL祉に委託して八日A会場で行なわれた︒メイン

関する大規模な実態調査を行なっ

はまたたくまに過ぎた︒

四潮繋の会朋を終え本日ここに成
海外参加者の食気照射に対する

スピーカ⁝はW・H・ハミル撮

明るい兇通しは︑摂ホにおける今

で︑

談会を持った︒海外から予定され

行なった調査では︑約七万がの経

加者をメインスピーカーとして懇

費を要したQこの結果は近く原産

ばしい︒この会畿の薫つの控⊥①

望を与えたといえる︒

後の食品照射の実用化に大いに希

功褒に閉会式をもてたことは︑欝

ン博士︑ローズ御零︵英︶︑ゴー

たマノキーン茂︵加︶︑パノトマ

の発表が行な

で翻訳されるので参考になろうと

ーガニノク・ガラスの利用

けるイオン種の研究について︑オ

麗麗通信

をそそるものが多かったQ

とがかなりめいりょうにされ興味

つづき︑今までわからなかったこ

て懇談会では非常に活発な討論が

は固定するというもの︒したがっ

て︑それらの化学種を覆雌あるい

え︑その73子スペクトルによっ

他の活性化学種をそこにっかま

し︑そこに生ずるイオン糧または

固化させ︑これに放射線を照射

かして︑液体チ︐．累の繊麗に冷却

冶機溶媒の中に適当なる治質をと

非常に注目を集めた︒この研究は

余り研究している人が少ないのて

べたQとくにこの分野は︑日本で

を述

発曝し︑②では︑蟹封線源の揚禽

るが︑トレーサー使用の場合に

は︑ある条件のもとに︑自室編制

RIの工業瀦屑の翼態調査②規制 技術︑経験が認められる場合に

放射線化学

詰み集め︑海外参加者が醸心に加

から四日闘︑主として教門員を対

所︑原子燃碁公社︑原電集海発電

象とした康猟村の日本原子力研究

脂および農林省放射鰺む子孫の祝

一D∩一U◎−

識見学会を実施︒

先日の臼曜日︑たま

で火災がおきる▽ピストルの弾

の射ち合いとなり︑それがもと

イがプラントに沿路︑ピストル

心していると︑やがて敵のスパ

子力海水脱城が豊場したかと感

雷雲る︾子日の話にもついに原

引水脱塩で砂上を礁概する話で

榊獅羅禦
制者や取扱霊伍省備からは︑厚さ

わっていた︒

題があるとの題見Qしたがって規 回が二回厨であったが︑罪犠に面

謝について︑放購線取扱主任者を
取り外すのは︑まだまた時期尚早

い意見がてた︒

食品照射に関心集まる

実鹸化で深い討論
第四ほ臣

第四日目の十九日のA会場ては

放射線化学の初期過程にお

る研究に蓮痔ををおく③国際的な

◇工学部門懇談会ぐ
工学部門の鰹談会は︑加藤正夫

ひざ交え議論百出
⁝海外参加者との懇談会⁝

マン︑ブルーム︑キャメロンなら

は︑二心とも三面と比へ大編に緩

各国とも概ね日本と岡じ方岡であ

びにエルワル各氏をメインスピー

とが包揺使用の場合を広範に認め

和している︒たとえは︑反復便用

乗大生産研教授を導師に︑パント

討議された︒豪た日本における安

滲加して行なわれた︒討講のテ⁝

カーに︑内外の心門家三十数名が

強腰方策⑭Rーテクニノ〃など十

であるという語であった︒

特に︑アメリカては︑使罵粥の

規制を弾力的に運営している︒

全性の研究について質閤があり︑

マは︑艇もって工学忌門の幹事会

的諸恋題︑照酎臭等の腿味ある諸

ほか熟帯薩果物の殺虫︑微生物学

われ︑工業への応用面が筒興り︑

一方︑イリシウムのラジオグラ

つた︒

B会揚の﹁β線摩さ副﹂のパネ

れ︑しゃへいも簡単とのことであ

も便利で︑写翼がシャープにと

フfの発表が注罵卒望めた︒イリ

ル罰論では︑使用者側からもっと

とが示されたQ

茎礎面は︑より藻くなっているこ

み︑非破壌法は︑破壌法よりも帰

規制串縷翻してほしい︑使用者お

ジウムを使照したカが︑X線より ☆東北原子力懇談会は出形嬢教
務婁員会との只欝て五月二十五日
心で︑精度もよく︑米などは一粒

利用の分野は︑予想外に研究が進

放射化分折の農林畜水産学への

えていると圓答がなされたQその を甲心にまとめられたもので︑①

来鋸度から馬鈴響︑玉蕾などを溝

日本でも国のプログラムとして︑

線溶が良いか︑経済的観点からも

ついて説明があり︑どのタイプの

射線源が紹介され︑臼本の現状に

まず米原子力委員会の食品用放

スカノションがなされたQ

諸周題について活発なフリーディ

士︵理研︶の司会で︑食品照射の

ロス博士︵氷︶の七名と︑松山博

マーサ博士︵俳︶︑ブルーム氏︑

ルドブリス博士︵米︶に加えて︑

猛硯と応用の連絡②産業に礁結す

交流一は︑きわめて謂い効率で成
功したと信じます︒とくに襲い酬
究四達か腿外からのお客様辻と嵩
語の不禽由をのりこえて︑世心に

こばしい煎であります︒

討論しあったことは︑とくによろ

ームーA一

なしていることが示された︒とく

術水準があがってきた︒窪たこれ

にトリチウムの灘定法はかなり技

まで余り積極的でなかった大手メ

めたことが関心を引いたQ

ーカーがこの分野にカを入ればじ

C会揚では︑最近の科学進歩に
よる新しい発表が園をみはらせた

が︑なかでも﹁R窪利胴と鷺子謝

リーとして翼味がもたれた︒

転機扁の発表は︑陣期的にもタイム

一方︑犯罪捜査への放射化分析
の利用が︑米︑舶から報告され︑
実用例の紹介などかなり翼味をそ

そり︑わが園関係着に多大な添唆
を与えた︒

ンド民の﹁ホノトアトム化学﹂が

った︒

第三震幅

関心を集めたQ

D会揚の﹁γフfールドの遺伝 ごとに測れるようになったQ

づ≠5玉ニノ 二一

求た十八日には︑関係省およそ

D会場の生命現象の分野は︑今

との意見がでた︒とくにメーカー

C会腸の招爵発露では︑ローラ

一

は

第三日園のナ八日︑A会場で 耐敗牲はいいが︑耐火性にまだ間

側からは機器について︑鮒震性と

よびメーカー鍵からは︑取扱証任

多

で意見溢れる

者を厚さ計について外してほしい

多玉二多ノニー

二千名昂乗馬晶川の高輪プリンス

ノ

ベータ湿雪さ計
ンポジウムでは︑花木類の放射線

脊種学研究への利用﹂に関するシ

！〆

ら二十八名の永年二一讃︵二十年

関︑電ヵ︑メーカー︑冨庁なと二

が内定し︑幹窮には大学︑研究機

ホテルに招き︑盛大な寵念祝賀パ

以上︶の蓑彰亭行なった︒

士二〜四名て構成するが︑詳綱は

ーティーを開いた︒
る︒

来月の嗣部会で正式に決定され

て︑虫査に大山形氏︵集大教槻︶

ワーキンググループの構成とし

玉ニゴノニ￥ノニ5多一

原子力汝全研究協会のプラント
安全嫡究謝画部会︹部会長山田太
三郎氏︶は五月十一瓠午後難産会

議軍で第九圓の農会レ蔚難し︑s

化︑醗巣化となると︑多少悲観的

類焼して︑ついに原子炉は制御

もっといけない︒火災は次第に

「

五月十六日から粟京千代田区平河町の日本都市センターで

多〆！づ一≠5二

た十圓にわたる交換教勝論歌会な

になちざるを綴ないというのが︑

不能となり︑大爆発を起すWそ

がたちのぼる︒何ともあと

署轡

蓬

憂︑∵

V

電子計算機室

しヨぜしし

玉

どを開催するほか︑しゃへい実験

利罵﹂のシンポジウムがあった︒

大方の見方てあったようだ︒一

してなんと例の巨大な

まりいたたけないが︑その後が

とくに鍛近︑この分野では︑放射

方︑外国ではコストが低くなった

味の葱い結末にねわったV原爆

雲

丸ぐらいで火災がおきるのもあ

D会場ては︑食逃照射の発喪

能のないものをトレーサに便用し

など︑十分経済的にペイできるよ

医学闘係の発表が行なわれ︑B仙

て︑あとからサンプルをつか豪え

うになったという海外参加者の発

腸では︑﹁編綴調費におけるR工 が︑関心を集めたが︑やはり実用

て︑放射化分析しようという研究

きのこ

が多くなってきたことは︑新しい

ていたが︑たかが子供むけテレ

ひ騰

にもわかっていることたと思っ

ビ︑ではす蓑され壊い︒

大

と原子炉のちがい≦bいは︑誰
の 国はまたそうはいかぬということ

表に目をみはったが︑やはりわが

施設

傾向である︒

つぎに︑C会場では

これからの課題となった︒

研究発蛋で︑原研からRI製造闘 で︑とくに安金性のもんたいは︑
係の施設についてかなりおもしろ

高速電子言

じイじニしぞぎじし

講継講謝爾縫驚難惣
で行なわれ︑茅日本放射牲同位元素協会畏が閉会のあいさつ

躾鯉嚢蔽鮪三無診鎌網藤隆
≡＝

日自

高度の技術を
こなした研究

⁝一一三＝一三≡謄一一一囎三噂

要
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風景を以下にひろってみた︒

二一

日本原子力学会︵会最一鞭松総

五月十九日満十周弊を迎えた駆

5月19日科技庁

A17Eプロシェクトの成果報佑︑
満十周年の記
念式典を挙行
原掛の安全研究謝幽︑四十一年度

活動副画︑などについて響議し︑

ト安全施設に関する講究現状調査

学技術庁は︑岡巳午前十時から細

今無煙の活動計幽として﹁プラン

ワーキンゲグルーブ﹂設躍薬を添

宮官房︶︑成田胃治氏︵原子力

さつをしたあと︑小林貞雄氏︵長

意式典を開催し︑上原長官があい

局︶︑田宮茂文氏︵多子力陳謝出

このワーキンググルーブは︑当

認した︒

面は跳水炉を︸眼とした原子炉の

陳管理冨室︶︑内田信之氏︵同︶︑

写翼は配念パーティの風璽

ゴ

憩

毒

駈

琵一

乱

艶一蓬孟ヒ

地下鉄三越前、小伝馬晦駅下車

電話（663）0761〜2

予定である旨の発嵩があり︑満場拙手の2りに響を閉じた︒

食騒照射など産染利用に慮結する
分野の発叢に通点をおいたこと︒

③国際協力の推進をはかり︑会

第一
十七日のA会場は︑放射鰍合成

の膨響についての発表が多かっ

のシンポジウムと放棄課化学部門

〆多ノニ三二

ると花弁に赤い斑点があらわれ︑

を強化し︑産学協同︑根互の協力

ピL〜

各会揚︵ARCD︶の宏な一間
係の発表で︑ここては各会社の研

ものの狡術や研究成果の発表︒メ

二

とても美しくなったとの発喪もあ

のパネル討論︑B会場は︑測定関 た︒チュ⁝リソプに放射線を当て

総合化をはかったこと︒

ノ

懸氏︶の第八回通常総会が︑五刀

研究轡門委員会なと三つの響門婁
員会を設置する︒

出田太︑二郎︵電気試

新らたに選任された俘員は次の
通りである︒

▽副会長

神懸豊三︵田立巾

︵癸︶品川睦男︵阪大︶西野治

増烈炉の安全性なども倹賞してい

後備致良工私説縢を︑機智は高速

研︶葦野光男︵明堪舎︶蝋田圃

験所︶▽理講

今年度の事業計圃として︑第四

︵東駅︶長谷川蕉魁︵早大︶宗豫

噺井英次民へ水芦原子力事務所︶

英二︵原研︶▽監審山崎久一︵中

が催された︒

任券行なったあと︑映圃と講演会

の任期満了にともなう新役員の選

講鋼︑同予算などぷ承認し︑役員

告︑同郷支決算︑四ナ一年展謬開

いて行なわれ︑四十年度事饗報

育A甑館で︑鱗誕ハ圓圃評議嶽ム瓢に引続

二十三日午後東京虎ノ門の国立教

日本原子力学会︑役員を改選

第八回通常総 会 開 か る

玉

②とくに理工学︑放射線化学︑

究省たちが写でに蔦度の技術をこ

推進に寄局したこと︒

④星礎と応用の両部門の連けい

議の国際馬料格ぷ強めたこと︒

閉会総会であいさつする茅放同協会畏

ーカーとユーザーの慧見交換など

的なもの︑とくに中間領域にある

①各領域にわたる幽礎的︑共通

たQ

会議は︑次の四点に罰点がおかれ

今度の第 七 圃 日 本 ア イ ソ ト ー プ

盤

翻醗軸麟1繊騨

回原子力化学・化学工学分科会

くもようである︒

アイソトープ会議

し
し
ドも
l

、l

聖

l

4

｝彊4

罎li
︵十月︶など三つの分総会レ零議 央磁力協議会︶

．

・COBOL

熱．

賦滋瀟

御一報次鯖、資料、各種講遡会案内、景箕申込鰹などをお送り

跡

・ALGOL・60

み∴県 箋

あります。

基

日本原子力産業会議

本システムのプログラム醤語

いたします。

鱗舞糊轡鱗参糊難

・FORTRAN

㍉、㌧無薯

特に日本原子力藤樂会議の会員会社は狩金野引の特典が

・高遮の計算処理能力
・問題処理コストが最低
・豊寓な応用プログラム
・麟際的な互換性
・迅速丁肇なサービス

本システムはどなたでもご利用できます。

ト〉

●盲縞餐撒98K毒悪（48ビソ

束京都申央区日本橋本町2−6−4・大阪合同東京ビル
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照射 孔 一 本 を 提 供

隔
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日︑日本工業倶楽部

エネルギー を フ ル に 別 用 で き ︑ 燃

筒遠増殖炉ではウラニウムのもつ

エネルギーしか供給できないが︑

会の一． ︒あたり十ドルという価格

なる︒これは最近の巌原子力党員

ルトニウムを塗滋していることに

國の職業用発電炉は胸十万鑑のプ

て約一億ドルである︒従って三論

離婁懸
会購の内容は回を題ねるに従

されたこと︑これらの人々が多

の積極的参加の働きかけをすべ

︵4︶法撫相隈窯に法規改正の る︒︵3︶束幽アジア各醐から
直後でもあり十分活用されたQ

た予算で会畿の成果をあげるた

以上要約してみると︑限られ

方交通でなく︑相互交流の実を

頼されたQ私は必ずしも適任と かった︒RIの研究開発が日本 と斑められた︒従来のような一

もの一つが行なわれ︑日本醐参

雪ーマルなもの三つ︑非公式な

ようである︒︵6︶懇談会はフ

である︒私見としては︑次回は一

めには︑発表論文をしぼるべき

ョンはシンポジウム︑招待発

利用の近歩が顕醒にみられたこ

むを得豪い︒︵3︶総舎発表は

あったが経費その他の点から止

礎・応用の両颪にわたってRI 血肝の揚としては手ぜ嶽の慰は

め細かい配慮を考えるべきであ

間が少ない︒︵2︶外容へのき

まりすぎている︒特に割講の賭

供したい︒︵1︶時間割りがつ

次に蓋干の苫裁を呈して参考に

の三跡ない翻慧剣を事務周まで

力が必要であろう︒一般の方々

結梠蜿ｶ教授・加藤正央投稿歓迎︼千五穏字以内︶〜

てフェルミ炉に三つの照射孔を確

期紐織であるが自身の議醐用とし

り大きな熱出力が褥られている︒

る︒現在まで︑他のどの増殖炉よ

炉は世界叢大の高速増殖炉であ

エンリコ・フェルミ発職用原子

良の設備である︒EEIのプルト分の購入を考慮してもよい︑と一．㎝

の正確な照尉デ⁝タを与える︑最

東環境におけるプルトエウム燃料

七〇無代初期までは︑晶速中性子

特性によって︑フ徽ルミ炉は一九

が容笏である︒炉設副及び炉物理

本は炉への挿入︑照射後の取出し

ジソン社は︑その韻繍の設計開発

なわれるであろう︒デトロイトエ

と︑フェルミ炉への串焼試験が行

可能となり︑またしばらくする

は︑一九七〇年までには技術的に

に移すだろう︒

した・P況DCはこの計鰯を実行んでおり豪す︒ま虻この肇は酸

月︑双方の代蓑の間で仮素意に達

化物混禽燃昌の開発罰画と︑里子

数年閥にわたって︑PRDC︑炉照射施設の角効利用における協

は︑㌶十ご薗吻門課習篠懸線源コ

原研ラジオアイソトープ研修所

原研R一研修所

密封線源コース
の研修生を募集

APDA及びユーラトム︵欧州原力を拡大する襲困となろう︒
広範囲の儒報の交換が︑非公式的

−が成功褒に完成したなら︑炉心郡 子力機関︶の閥で︑密接な協力と

くらかの技術を提供謙る事によっ
て︑フェルミ炉での照射が可能と
なるたろう︑というものたった︒

月十五臼曳受講総藻七千円

録鞍懸験はアイソトープ・放尉

線に織する講識および実験が理解

わない︒講議瀬谷は︑糖三線源の

現在︑APDAがユ⊥ワトムのできる素縫のあるもの︒掌脱は問

零本的な知瀞︑取扱︑応用を回附

設議してあるQ現在の二〇六の燃

いる︒フェルミ炉の出射孔の一つ

私辻はまた他の副齪を期待して

西蟻力がW11社のPW汎を導入す︾も舞一HQQ〜曽導お①①︵︸轡一

染双電力がGE祖のBWRを︑関ヨ一〇

間の班解と協力であるQ私は最近

今後最も必蒙とされるのは国際

圏謬暁O弓ヨ9けドO臣遷拷OびO昌1
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（東厭都港区新橋1−1−13目本原子力産業会議内）

って充実しているが︑特に今回 くのセノションに出腐して日本

さが海外参加者の注囲をひいた

ともに充実していた︒価格の安

︵5︶展示会も前園に比し質猷 きである︒

に寓むコメントを述べられたこ

側の発蓑に稜極的に妙華し示唆

とで︑これで会識の成果は一段

の土壌に漸く定験し︑実質的な
あげえたことは否定できない︒

表︑パネル討論︑懇篤の四つと

し︑発表時聞は講論を含めて鰹

し︑会揚も二つくらいに減ら

十分くらいに延ばすべきたと考

関心が持たれているたけに︑内

の茅放射継同位元素協会会長の

初めての試みであったが︑特に

ールは︑ベルギーで二十九の会祉

保している︒ヘルゴ・ニュ⁝クレ

照影設備として︑高い離岩密度︑

原子力婁舞会とユーラトムとの陶

になされてまたが︑これはまた柴
業用軽水炉へのプルトニウム護描

ニウム燃料の開発計醐により︑商 明してきた︒

て︑あなた方との密援な関係を善

から成る団体であるが︑この溺画

萎れた中性子策レベルなど︑漏れ

大いに欝んでいるQ

に努養するであろう︒副本でもこ

た特性を為している︒実験用の標

を所窃︑藍紙している非嘗試の会

のプルトニウム燃脳の謝画に参潴

遮炉技術の交換に関するとりきめ
の一環でもあった︒

燃・材料の照射が主

研修期隅11八月一日⁝十日︑募

ユーラトムとAPDAの聞でのース研修生を募集している︒

ユーラトムはAPDAと技術交換交渉は昨年未総論に達し︑それは
力婁員会が開発︑麓遷した鍬料︑

APDAかユーラトムに対し︑い 蒙人員⊥二十二名︑締切日ほ七
一九六三年︑PRDCは米原子
の熱出力をめざして︑出力上昇申

樗料の照射を協岡訓画でやった方

フェルミ炉は︑現在二〇〇MW

一〇

であり︑今年来には敷弾力

て︑P祝DCは必要なライセンス

MWのレベル卒自爆とする︒私達 がよいと勧告した︒その一環とし

を得て︑炉内での照尉実験をやる

論難標本を照射する為の︑フェル

の茎礎計磯に階隠できること茄崩

ミ炉内の四つの照射孔を確保する

研修を行なう︒

とし
おり︑実験に重点をおいて
べく︑PRDCとAPDAの
間てで

b材糾照尉に利硝司能であるQ

日本との協力推進

非公式な交渉ののち︑今年の二

交渉がもたれている︒他の照鮒孔
米原子力委当会とPRDCの問の

このフェルミ炉使用に関する︑

というのである︒

碧しており︑これは一九六八無の
三月まで続けられる予定である︒

炉内でのナトリウムの入口温度は
華氏四万○度︑出口温度は五七〇
度となるたろう︒

暴礎扇画では︑燃料は二〇〇M

瞬集含体の︑最大限の有効利用が

を︑田本が使用できると︑あなた

ることを知り︑うれしく思い豪

−原颪癒科室便り・i

可龍となるたろう︒来年の一月に

ぴとするところである︒もし私刑

方にお勧めできることは︑私の冨

す︒デトロイト社では︑エンリコ

ぴである︒

は炉内への試験用燃料が装妙され

がこういう方法であなた方にサー

・フェルミ発雌施設の開発につい

Wにおける燃焼度愚上回るように

るはずである︒

ビスでき︑そして良き協力者が得

◇6げ①らQH像Hp℃9昌︑qω・

このようなプルトニウム燃料の

られるなら︑私達の豪にとない癌

お申し込みは日本原子力鷹鑑会講サービス磁藁
縄郡豪たは下紀へ

発衷の研究開冤の成梨は︑全般

進国のレベルに達するものが多

は思わないが︑雌備婁斌の一人
成果をあげてきていることは︑

般の研究発表を中止し︑セソシ

として若午の自己批判もかね︑

独者からは今後この形式のもの

て篇礫幽

を拡大せよと

以下思いつく豪豪に会識の還

次元で酎鍮が行

つた大きな要因

なえるようにな岬

である︒特に今

見学会は内外と

線に関する唯一の総合会議とし

もに好欝で︑特に海外参加者 える︒今や本会議はRI・放射

︵1︶認識の準備は従来に比し は︑現場での科学技術著との討

写全般について雪見を述へる︒

一︑蟄琵

璽巳の経験で割物を考え︑筒い

対する建設的な慧兇をのべるこ

とが︑その圧を全うするゆえん

今次悪阻は三煎に還点を置い

と考え︑敢て鎗をとったQ

回の如く応用面が置視されたこ

容の允実と運営の改轡に︷腰努

とはよろこばしい︒私は人閥の

て内外に高く評価され︑多大の

慮体の運営もまずまずであっ

連繋強化②無業利用に直結する

論で︑会講では得られなかった

たQ︵2︶都市センターは花笠 本会議のよかった点であるが︑

非常によく行なわれたし︑会講

いる︒この意味で理工学など蔓

発展する傾向にあると確信して

生活に密挿した学問ほど︑進歩

これらの眠的違成のため繊々の

あいさつにもあったように︑そ

とは︑心強い眼りである︒

海外参加著には好詳であった︒

お戯せ頂ければ掌＆である︒

今回特に印象の強かった点は

ものと考えてよいと思う︒

ないまでも相当程度に達成した

の目的は酉パーセントとはいわ

諸外国の一流科学者が多数参撫

ものを糧たようである︒以上は

企画がもりこ豪れた︒閉会式で

分野の贋視③国際協力の推進︒

て運嘗された︒①基礎と憲用の

嚢羅緯一

その将来のあり方︑内容などに

を終って︑総評を韓くように依

第七園B本アイソトープ会議 的に水準が鵬く︑もう一息で先

v〜一へv㌔一ρ

DC︶はフェルミ発電所の核施設 を望んでいることを知って︑私は

る︒発徽用原子蜻開発協会︵PR

この極の燃料の完成を圏ざしてい

設謂と製造︑及び照射から成り︑

⁝

におけつ改艮プルトニウム燃碍の

この研究開発辮画は︑フTルミ炉

完成した非営利会員組織である︒

ェルミ発蹴所の初聡実験を設計︑

る︒この A P D A は エ ン リ コ ・ フ

PDA︶によって藁備されてい

発の提案が︑原子力発電協会︵A

ルトニウムー酸化ウラン燃料の附

このEEIの要望に対して︑プ

めている︒

めの︑研究瀦発計画への参加を求

商事心用の燃料として使用するた

フェルミ炉へ参加を歓迎
日本原子力産業会議では五月二十瓢

で開催された原穫第十三回通常総会に︑来日中の米国のデ

トロイト・エジソン鑑力会社会長︑ウオーカー．L．シス
ラー氏を招いて講演会を行なった︒同氏は﹁高遮増殖炉
の開発と国際協力﹂と題する購演において︑高趣増娘炉開
発の世界の摺勢とエンリコ・フェルミ炉を中心とする釆国
の開発状況を述べ︑日米両国闘の人事交流を期質するとと

慧があり︑謹たその利用を希望する旨を蓑明した︒以下間

もに︑フェルミ炉の照射孔の一つを日本の利隔に供する用

氏欝戯の概要である︒

高速増殖炉は経済的
燃料費はKWH当り○・三〜O・七ミル
ている︒その代り他の経費は︑高

で引下げられるであろうと予想し

逮炉将鳶の燃料サイクルによる節

エネルギー資源の保存︑低廉な

鐵遮増殖炉を早く開発しようとい

発露価格の達 成 な ど の 見 地 か ら ︑

約で︑かなり少なくなるはずであ

ムを軽水炉にも職辿炉にも利用す

近い将来を肥ると︑プルトニウ

る︒

う気運が世騨 的 に 高 ま っ て い る ︒

豪国内で確保できるウラニウム
の澱は︑米原子力委貝会の刮算に
よると︑現在の軽水炉では経済性

を考慮すると︑僅かO・一乃至○ る為の技術を︑十分に開発せねば

料を再生できることからして︑二
から計蔚して︑約十億ドルの投資

ら︶
なの
い︒一九八二銀求でに︑米
・五Q二Qは10の18粟Btなu

七〇一四六 〇 Q の 供 給 が 酊 能 で あ
を慰翻するQ実際にはその数量に

大規模の 局 速 増 殖 炉 は ︑ ど の 在
増殖炉が実用化する豪でには︑軽

もなるであろう︒年比約十％とし

る⇔これは驚くへき繕加率であ

来炉よりも渇れた経．祷件を傑駈す

水炉におけるプルトニウム利用の

る︒

る︒少し前 に 米 原 子 力 委 員 会 は 比

しい︒

鰹の暴礎として一〇〇〇MW筒速 ための技術を開発することが離ま

旺E一はPU

9
増殖炉研究 を 四 社 に 求 め た ︒ そ れ
5
2 によると︑ 二 野 の ウ ラ ン の 爾 格 か

利用に二計画

エジソン鍛気協会︵EE工︶で

は一KWHあたり○・三IO ︒ 七

屠 ら見て︑全 総 脳 サ イ ク ル の コ ス ト

5
年 ミルになる︒現在の軽水炉では︑

ムを利用するための︑二つの研

は︑大規模な軽水炉にプルトニウ

最善のもの で も 一 K W 貝 あ た り 一

4 ミルとなり ︑ 一 九 九 〇 妬 家 で で も

プルトニウム利用てあり︑他の一

つはGE社による沸騰水型炉への

究︑開発削繍を行なっている︒一

﹁

たかたか一 ミ ル に 引 下 げ ら れ る に
すぎない︒

つはW11社の加圧水型炉へのそれ

醐逮炉が 十 分 に 開 発 さ れ る ま て
は︑熱中盤 子 炉 に 比 へ て 日 計 費 は

開発謝画に加えて︑フェルミ炉は

原子力PRパンフレットの決定版／

コ
霧＝」

である︒

他の計画にも利用される︒

図

墨

さらに︑EEIでは会員会社

頒価70円（〒10円）

膠Lワ

に・E亭蓬のプル・言ム墾
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かなり剛筒 と な る で あ ろ う 〇 一 九
八○隼代濠 で に は ︑ 資 本 盟 は 熱 中
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躍気は文化生活のバロメータ
のびてゆく鍛気の使用騒
い塞豪での発会所
これからの羅力をになう原子力
原子力発電所ができるまで
発電炉のいろいろ
世界の原子力発隙所
日本の原子力発躍
原子力船
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