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カレート︑P

の建市費跨KW当た
り︶か低下つのこと

さ瓦たGn佳の価緕孟にも一重さ11てわは︑宇偏費の評価にも憎然ひびている︒

一TVAレホートの評価− は︑一翫鱗妬月に佑表
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∬命覧る一怯辺氏道︵爵任︶
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后︵TVA︶か︑世界最大のレ り︑今圓の生VAのフフノー費もこの価

からぬ波収凸及ほしている︒許の経済性

rき筍もkうて︑し㍑か石
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ついては︑匪VAスタノブはト分含理旧

のか註日さ隔り．

のヒモ信きを廃しこ︑一九ヒム灘U臣契
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以火力は全体の一四90︵メーヒゾ三日

ヒQ96か日ヒ仙悟てあ⊃んのに対し︑石 と︑なとの饗構か︑脚了力に臼籍に作用
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コストと几殴つる場へ﹇は︑二

qV㌔のコスト当量の腔3力発し所の

したことも認めら瓦る︒

は︑鯉秤黄て石レ火力に大きく水を隔け

〆ふんていん︒んとんけ剣得色の場含︑
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膏ない︑杉燃
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と蝦熟をこめて

エイ乃キ⁝車命の進行に対処し

けた功楓て︑三十ヒ年には科評

箸︑総念削かつ︑長期的観点に立

の稚採︑国罠凝魚田覇益との調和

如究所設Mと同晦に同所研究員
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になり︑﹇黒勧一鎖か⊃六雨まて

⊂日銀製作所入社QTヒ磯中央

︵11立炉︶の建謎︑臨緊をずか3よ

選局︒JRR−1︑2ヤー1
Rェクーの隻現は不可能C
フT
ロノ
んは朱和ら下垂ほこOは琶⇔︒

難

蚊幻功ゐ乏を銘けている︒

﹁私の秘

か大切︒

かあ⇔

田の方鎖か決まった
もありまぢよ

のんかり︑金体かξの方陶に集

趣噂ぱ晒霞とゴルフ︒ボ尾は

という冠紀
囲ノ気も少々︒眠和二十八町に

凡か子大入と一男二女︒査川県

Y︶

晶しなければ︑外凶に負けてし

出身．なト三戚

︵L

ょうQ口本てはk期にわたる大
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ぬ拭貯嫡究憾醐蛸の研阻隔屍の改
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研究活勧の拡充血伽に
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研莞を充夫夕ることてあるQ第二 る︒このための財改的褒付けとし

は濾合的組織的な研究晒動の方策

究投蟄ρ﹂︑対国民所得比二・五％

秤炭につることを画bよひ民間の についても考慮づへきてある︒

かあれは研錦公務員特例紘の樋疋

を策几し宏施することてある︒
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基準案に満足の意
UN濃
C縮料値下げなど要求
濃縮サービス料金および供給材料

薩ドイツの政府高富︑霜力会 爬の役剛の上で聡慧な地位にあ

とであるといわれている︒カナダ

祉︑原子力機器メーカ1の代獲は るQ西ドイツはかねてかり同国のでは最近︑これまでに全くウラン

てくるウラン割要を満すべく︑ウ ン資源保有国はカナダであると見

の所有権を主張したり︑購入ある

で見られるのと詠じように︑鉱区

芸るヒ月︑同国で将来問題となっ 長期謝掘の駕要毒満すド要なウラに縁のなかった会社が︑アメリカ

ラン購入閾題を討識するため︑カ ており︑これまでにも︑ドイツの

われる︒

いは探鉱などを謝画中であるとい

ーの内数入は窪だ

一方・カナダの
二つの‡要な鉱山
会社︵デニソン・
マインズ祉︑リオ・アルゴム・マ

璽繋臨

八月十三日臨界した西独グントレミンゲン発羅炉
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なつ研﹂いること︑鹸猿 鳳﹇護卜．パブリ︐ク．芋ビ︒

閲で総合的な討議が響けられてき

@西独政府・産業界など代表団を派遣

U購入でカナダと交渉中

ナダを訪問した︒これらのメンバ 核燃料会社とカナダの製造業者の

カナダに滞在中で
鉱出や糖甲所を見
学し︑ウラン生産

インズ社︶はアメリカにおいてウ

業暫と議し合いを行なっている．

ラン擬鉱を行なっているといわれ

ている︒

で︑ヤンキー︑コ不チカノト・ヤ

たろうといっている︒それは︑六

は︑燃料の成型加工のみをGE社
石五聯に下げられたため︑KW11
の保証価格で行なう︒したがっ
漏り○・〇九ミル値下げになり︑

一力二徴三十万ガの喪本費増加分 て︑ウランの調達︑濃諏︑再処理

いる︒

はKWH当り○・〇七ミルとなるは竃立会祉で行なうなどとなって
ので全体として約O・Ω一ミルの

トヤンキー炉受注

GE社︑バーモン

鯉袖書
線型毒忌4と旧判子力

た︒

ベルギー︑二発電

炉の敷地を決定

ベルギーでは二つの蹴力グル：

プ︵EBES︑インターコム︶が

子力発聡所を建設するが︑このほ

それぞれ藍田出力六十万KWの原

れによると︑EBESグループの

ど両発電所の敷地が決定した︒そ

敷地は︑アントワープの北部にあ

予定てある︒

方インターコム︒

るドールで︑一粍七一年に題開の

一にあるテfハングで︑一九七二i

今回のドイツ野馳の訪間は︑カ

この使節団の中には︑科学研究

ら︑三十六万ザはベルギーのベル

十万KW︑BWkに使用する一心
次全休を供給するが︑電力襲撃に

筆海系あみの販．処︑窪によると︑Bw鑑藁蓑環

緩しい

節約になると見ている︒

コールダーホール

豪で麺期されている︒

この両愛鷹炉の入牝締切は九月末

七三葎に運開になる予定︒なお︑

グループの王地は︑リージュの南

鞍のヴォルフガング・フィンヶ氏

一年間礎施されることにな♪た︒

ゴ・ニュークレールから出賛され

炉心用蘇料サイクル費か特製BT 所有権が移った時は︑全て唯力会

海無のあの予層接手の炉雑さ

社とクリーン・マウンテン・パワ

が含まれており︑同賃は︑ドイツ

として必要凝付属機器や

子炉系

役務費を加えたこと︒

一方︑核燃料サービス部門は︑

①燃料サイクル・サービス︵F ンキー︑メイン・ヤンキー︑に次

％︶四︸臼三十山持ゾを追知提供し︑

契約価格は一浴閥で薔十三二二と

る︒

なる︒この十柵ひとからげ式の
を思う簡︑感氏︑5きを柵ないQも

ゼ不ラル︒エレクトリノク︵G られた

料サイクル・コストが約五％下げ

ボイラーの癒格の損起について︑

機器耶︵APED︶長は︑次の三

ジコージ・ホワイトGE社原〜力

と同じ競摸のものである︒プラン

FCsの分掲籍囲は︑露力会社テーッ・パワー祉のモンティセロ

除いて︑燃讐の供絵および圓収

︵再生︶に至る燃料費全体につい

て賓任をもろ︑GEの尊属価格で
W11当り約O・〇ニミル蜜くなる

はできるだけ早く僅p昌⇔のωP団 ントの縄済性など︑できるだけ多

分離費千四十一万三千冠を支払わ

なっている︒

やり方では︑漸増する縄費人件

は実際の行政をよく把握し︑喩

ー祉の二祖で組織する発殿会社

る︒

五年闘実施する予定のこの譜副

の原即製発受謝画に関する連邦政 関係牟得る可能惟をさぐり出すご

民間による恥

CS︶②初期燃料サービス︵IFいで四番騒の会托︶が建設する緊

では︑例えば睡気出力六十万KW S︶⑥燃料製造サービス︵FF切の原子力笹葺所を憂注した︒

新しいハンドブノク︵価格表︶
とくにフェルミ炉において︑ブル

は︑総額四葡八十万談で︑高速炉

らかにしている︒

ナダのウラン生薩業者と艶語的な

なお︑AECはこの聴闘会の際

た総
︒
米上下両院合岡原子力婁貫会︵JCAE︶は︑先に原子力握員会︵AEC︶が提織した修正賃濃

基準案について︑聴闘会を開き︑参考人から隠見を聴取しているが︑︑宏る八月十六日から二田間に
わたって驕かれた薩業界代表︵蹴力会社︑炉メーカー︑燃料製造業者など︶による聴闘会では︑ユナ
となる天然ウランの鐵︵追加分︶

を決窟するための副算の県警とな

利用計画還る

によると︑濃縮度は○︒二菱一二

るデータへ蜜︶を発護した︒それ
縮料金自発蛋するよう主張した︒

融になっており︑旧価格の二千二

買いンソン業事協A誠

第一段階の費用のうち︑一＝十万

のほど同技で

楽観翻泪搬薇贈継

である︒

ここにはこのほか︑＝MoVハン
デグラーフ︑碧＋KVコノク． ○年宋か一九七一庫箭めの予定

クロフト・ウ﹃ルトン二三遡器︑

る︒また原子炉のウランー水素化

ジルコニウム炉心の競りは︑拝謁

四十綱の回転親試属ダずがつけら

照射←アイソトープ生半のため︑

れる︒

なお︑NOKがこの敷地に箪惣

となるたろ・？もいわれている︒

トリアの住罠から公書問瑠懸理出

と唐地元スイスのみならずオース

に反対されている︒

お︑この発電会挫のスポンサーと

ワー筏など五穀が新たに潴わっ

して︑二．

1・イングランド・パ

ス挫が︑建設費理を行なうQな 火力発電所の建設の慧・伊羨明した

イでないため︑エバスコ・サービ

ザとなっている︒契詞はターンキ

で︑KW当りの建設費は蕾六十三 もの︶と同じ三十五刀KWクラス

グハウス挫がベズノーに建設中の

OKの第︸プラント︵ウエスチン

聡所の出力は明らかでないが︑N

上流ローチに予建されている︒発

の両国国境に近く︑ライン渓谷の

ーストリアとリヒテンシュタイン

蕃の源子力発電所

を礁塾するため︑敷地認可壕連邦

スイスの聡力会挺NOKは︑こ

スイスNOK社

の建設を検討申

第二原子力発電所

いるQ

KWかろ六万一千KWに増加して

一疋当りの出力が初期の四万二千

過去十年閤にわたる改良の結渠

留連を行なった︒

日にはエリザベス女王拳︸招いて醗

を達成した︒また五六年孟月十七

臼臨界︑華年八月一襲全出力運賑

一議炉は︑一九五五年五月二十二

着鷺所であるこのコールダホール

を完了した︒漁港最初の商業規上

一場をもって十無間の全出力運癒

ル原子力発空所の一撃炉が︑八月

が所為・運営するコールダーホー

イギリス原子力公祉︵AEA︶

S︶が分担し︑価格は百乃BTU このプラントは電気綴力五十四
万KWのBWRで︑ノーザン・ス運転歴十年を記録
当りの値段で提供される︒
酉六十万がより二酉一工十万が嵩く

の原子炉系では二千四齎九十刀

％を暴礎として九〇％紫で三十四

ている︒このため︑フェルミ炉は

︵EEI︶ 性等を調へることを主な凹的とし

なっているQしかし︑GE裡は燃が所有している期固の資金負担を

トニゥムーウラン酸化物燃料の特

聴闘士でしばしは譲葉となった
段階にわかれており︑それぞれに

試験ができるように改造される︒

米Eε一

のは︑簸近の原子力発電所発注の

ルトニウム利用開発計画を進める

は︑先に三山による高速炉へのプ

イテノド・ニュークリア社︵UNC︶などから二︑三の翼識申し立があったほかは︑度対者はほとん

トの償却費は分離作業費にどのよ

どなくAECの政策に堤成の漱 を 畿 明 し て い る ︒
いくつかの異象申し立の中で簸

も注図ざれたのはUNC社長リチうに折り込球れているかについて
ャード・D ・ ボ ー カ ム 氏 に よ る 発 も A E C に 質 問 し た ︒

算する係数が明認ざれている︒

ことを明らかにしていたが︑この

料サイクル嚢の値下げによって発

急難天然ウランの臓と分離費を引

しては︑﹃CAEから契約解除請て︑灘縮施設の民有化およびその
例えけ濃縮度一％のウラン薗ゾ

急増と栄幽閑愚の増加に関連し

る艘縮のための分離作業残の最筒

O銀の場合の料金をどのように 予備的謝画について︑盗方面から

譜で︑同氏はAECが握早してい 盤塑案に対するその他の推判と

隈度額︵キログラム当り三十が︶

ほとその第

♂はEE工会員会祉か6︑四十七電コスト全体ではこ3／濠でよりK

協会︵APDA︶との契杓で向う
万ザはデトロイト・エジソン祉か

段階が原子動力開発

た︒謹た多くの参考人は︑AEC考人はAECに対して︑濃縮プラる揚含︑天然ウラン︵○︒七二

正墨化するかなどの質闘があっ

激児が出さ3Tたことであった︒参 を持込んで︑銀％濃論百ナを受け

よう要求している︒これは黙料鰻

は画すぎるので二†が位に下げる

くの情報をオープンにするよう要

なければならない︒

提供覆る︒IFSでは︑第一次炉

︵引き渡ざれる濃縮ウランの羅に

醤得することのむ要性を強調し

求し︑産業界が圏発な分離技術を

造業者が経済性にのっとた燃料を
製造できるような技術を習得する

法︶の取り扱いも考窟に入れた酸

よって供給材料の鼠堕決定する方

難事は永年民間

費位布まかない得る位が関の山

蜜として翼に隼要なる施策の方

E︶抵は︑去る六月十四日︑原子 行なうことを決めたが︑このほど

社が責任をもつ︒塞た︑FFs

ている︒豪た嗣氏は︑濃縮プラン

の生麗会往の縫當

であろう︒特に国民福筏の盤と

向をよく判断し︑限︒ある収入

豊原．†カブラント価格喪亦鴻賞し

継子

力発亀所の建設に関し︑ターンキ

た新しい価格表を公表したQそれ 劇薬 の価格は︑聖経の原子力蒸
気発生システムの価格レベルと比

られているが︑一力新しい
イ力式年廃止し︑斯しく定鏡づけ

長︒この間︑昭和三＋六無にけけ

べて醐くなっている︒また︑GE 点を指摘している︒①事業費の値

トの敷地はブラトルポローの南十

ひろは欄の執筆者

蒔のコ不チカノト川西岸が選はれ

⁝

猫︶牲は︑バーモント・ヤンキー

ゼネラル・エレクトリノク︵G

原子刀発電会挫︵セントラル・バ

排試験 薇この菱高箆︑核饗の⁝上りによ︒︑莱鰹﹄﹂摯力
炉専門

礁鐸編鞭灘酒耀曾甜鵬驚謡縮縫難
祝鞍國

最とし

困に売込んだ原子炉のうち三十七

1型は︑GA社がこれ張で世界各 コバルト60照肘装置なども設備ザ プラント建設費は八千△目語が

放射化分析︑R一製造に利用

トリが二型原子炉を購入
ダウ・ケ
ミカル社

アメリカのダウ・ケミカル穫

ク︵GA︑社よO︑トーーが型原子番目のもので︑これ敦では全那研

は︑このほどゼネラル・アトミン

チャンプレイン湖東捧のブライド

代で喰挿してもらいま一β︒

丹羽周夫︵にbか一3お︶日本貯

国璽慣次郎︵たなかしんしろう﹀

て米国

任︶︑

睾

元朝日耳聞礼論説委員︒現仔︑評

時撫園

開発臨

動力炉

六月就

子力研究所瑚桝長︑昭掬一二十九年

礼

掩放射化学研究所に設置される︒

ひろは欄は本男からつぎの三里

㍗ ＠奄露麟轡獺区憶「1議

てい︑9が︑ミドルハリーの近くの 政府に提出した︒この敷地は︑オ

を訪問︒万十五歳︒

U当た⁝り十七・瓢エハ鷹か宿わ十誌ハ︒

ためにも必要なことであると述へ

に従事してきた
なる新しい科学技術の研究聞発

って制約される構関の経論に当 などは到底思いもよらぬことと

予算に対し資剣に大局的判断を

米GE原
社 子炉系は若干値土げ

プラント価格表改正

が︑ニカ年余り．副

冷る︒かといって二︑三の侍定

っともこのためには各省庁大患

に︑政府予勢によ

の省庁にたけ特殊扱いをするこ

49の任感を持つのであ

あろが︑とにかく単年穫胸予算

る︒敵府．宇口幅例外ももちろん

も短期畠圃上も考えられてい

る︒もちろんこ瓦は工期踊町上

は悲壮な

晒固議決する︒この場瀬瀬無役

必要たと判断すれば︑電役会は

る鍬理分析により︑どうしても

は︑内外の経縛情勢等の蟹璽な

脚である︒民間会社の鳴舎なと

今一つは艮期罰陽的予算の闘

する必硬かあるであろう︒

この両薔の予算の考え方に大き

らせられるようになってから︑

とも割拠主麗の強いロ添改府で

知れぬが︑欧州各凹の

疑の程はあやしいかも

べた箏ではないので買

る箏は︑これは深く調

そこで考えさせられ

はむずかしかろう︒

な差異があることを︑つくづく
痛感させられるのである︒

まず第一に予算要求のしかた
である︒ここ数年来行なわれ始
めたことは︑各省げの雪笹度の
予算要或総頷は前年度の決定予
算の王鵠増以上は絶刻に受けつ

遣さ翌られた防聞いた話では︑

科学技術行政調査に派

しかもヨ麟増しの要求を切りき

英騒等ては詳細予讐編成前に︑

けないというやのかたである︒

ざんで︑前年度予粋と大差ない

騰議が論になるところに悶題が

翁華

疎部議長︑科学授二歳？員︑図鑑

用されるのは今肱が初めてであ

究罵であったが︑産茉用として科
ぷ中性子収射化分析と︑鱒寄命の

るQ

炉を購入した︒岡ねはこの原子炉

トレーサー用アイソトープの製池
含エネルギー調区会縛子力部会副

愚子炉は一九六七卑の牛ば女
出力衙MWのこのトリガ・マーク でにミシガン州ミノドランドの岡

脇坂瀦㎜︵わきさかぜいいち︶

よ

舜霜

画小婁q会霞獄長4播めている︒ に利用する六う譜擬している︒熱

たすて須
朝臼徽闘れ礼淑い六十七歳︒

長・会長なと由48駐任︒七十一歳︒

踊発轟会餐︒一驚造船︵株︶社

成翁＝｝＝）♪る暮駐と

昭禰叢十一奪以来捺子力畿灘南

農振・
東烈電カへ樵㌧線子力閲発本部付︒

んへ

まず予算の大網を閣議で決定す
る由︒これでこそ政矯の覚点政

であるとつくづく慰うQ

ぽ

ものにされる場含が多い︒

ン・ワークを宅とす

策が取り入れられた予算がホさ

事であり︑まさに以上申述へた

ルーテ

る省庁の肇務経駿に対しては︑

れる箏となり︑脂溶それ以後の

撃に最も強く左右されるよい例

原子力平和利用の研究閏発の

ある︒

これも分らぬでちないし︑また

れるわけであり︑事実英国など

群細予算編成は非常に篇略化さ

の予勢編成に関係する入歯は盛

如きは︑笑際国採将来の二重要

らも止む卒穏ないこととも思う

国民の血税墨大饗に使う趣厨か

が︑一力これでは国の箪点的政

︵丹羽周央︶

段に少独いそうである︒

、

碑奪＼《

し
播ぺ
ゾハ
ら

）
焔レ
矛
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〆．
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十期日一からげ

一

c一ン⇔◇一Q◇〈一〉

一に

一《〉◇◎◎一

籔は何もできないという脇にも

総；躰勧鞭行

、

力 ーーΨ0

原

出口

一

⑫ばらの勧銀・あなたの銀行．
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三

二
三

力

による食品照射と木材プラスチ

する段取りであるQつぎに経済

巣実などについても評司を申請

なわれている︒グロスターは魚

舵局グロスター技術研究所で行

水産物の照射は内務省断風の水

見ている︒豪た︑三十一曲想国のう

原子力発電を開始するたろうと
発電素的のみのものより大きいサ

急登徽が建設されている︒これは

成功しているQ

型を決麿する王要な要困を︑多く

まん︑AEλは︑その土地固右

の情報とともに獲将することには

イギリスのレ賓⁝トの囲的は︑

イズであるし

ち二十力圏は︑一九七〇年にはま
だ原子力発竃をしないであろう︑

下総ウランよりも線子炉に対する

ADLの調査報㌫と違い︑特にのウランやトリウムを含めた︑そ
れぞれの国の既知のエネルギー資

しかし︑そのうち八力国だけは一

AEAは︑その見喫しについてAは︑できるかぎり︑各国の経．潴
綿価をする際の塾本ルールーは

な盤桑−原子炉の大きさ︑経済

アルゼンチン

?︒

☆

ソ連は︑一九五九年に原子力

第

☆

砕水船レーニン号の建造を完成

☆

．⁝；弓．三三．一︒．︒印．一≡︒．︒一．︒三．一．三．︒：︷≡三︷︒．．︒≡︷一．≡一i三．．三一⁝一．三︷・・麟

邑界の電子続発

㎜霊肉一面にわたって

て無理からぬことであった︒

て︑猿子力砕水船を原子力紛の

を発輝できなかった︒したがっ

㎜子⁝

した︒砕衣給はソ連にとって︑

闇雲㎜これ毒撃
㎜原㎜讐欝濃喝

水原であった︒現在は︑二次炉

瞬を翫海し︑この⊃ち四万再は

黙料交換を行なう豪でに約山鴫万

されんが︑同船は一九幽ハ三奪に

完成後︑ソ豊北撚船隊に漏入

船に選んだことはソ連とし

萌圓をもって終了した︒つづい

が︑従来の砕水船では︑燃料の

融の航路開発に必裳であった

消費か慣しいにめに十分に能力

現仕︑灘証しκ由幽

ロ写は︑一万一千時間以上運

心で嵐擁しているが︑一次炉心

ニ

船体が全長穏三＋四溜・

レーエン号の要務は︑

ン拝した︒

一

レ幅二†七・六厨︑二水ト

ン一力六千ゾ︒磯水薩では最大

速力ナ八ノソト︑厚さ二・耳触

の求海で速力ニノノト︒機関部

は︑三星の加滋水型炉のうレ2

五％濃醐ウランのUO2の揮に

基は予縮用にしてあり︑燃料は

シルカロイ被優してある︒炉心

は直．億一凝︑島さ一︒二毛0熱

出力九刀KWの炉二昆で全二二

七戸四万四千編力を出す︒

南アフリカ

一理な缶炭の供給

一九七〇年以後

で一九七Q年民は嶽子力発電の導

入は城込みうす︒

スウェーデン

はほ＋万hWの原子力発電を追加

チュニジア

きた︒

原子力発亀憩入の

子力尭虚への変更も可能にな2て

含湾水力︑石灰の不足から原

子刀発馬所を心礎としに引力・海

巾︒

オランダ

ドに建設一︐．㊧計画があ⇔Q

⁝九七

一九六四葬

艮重な態昼を織してい．Q︒

〇確以後の原子力鉛竃については

ニュージーランド

に譜幽委員会は原挙力発地の証済

性が成り立にないことを搬仏︒一

発電の開殆に重点が齪かれよう︒

九八○年までは︑水力および地引

一九七〇焦か・り八

KWの炉の建議に踏み切るかもし の発電冨黛が追加されるたろう︒

脱塩の藩臣目灼炉として二十五万

原子力発墨点画はな

︸九六九奪に運転

一九七〇年以

処写ることが露えられる︒

ーーUΩU◎

二番目のトリチウ

麟黛

後の蹴力露要増に陳子力発蹴で対

ユーゴスラビア

海水脱農一重囲的炉を計剛中︒

二つ轡のトリチウム坐蔭炉を建讃

ェンヌ・アトミノク・アトランチ

するため︑グルプマン︒アルゲシ

ィク︵GAAA︶と契約を織ん

だ．セレステンi1と呼はれる最

ルクールで行なわれており︑近く

初のトりチウム出罷炉の建設はマ

完成す．9︒セレステン⁝2も園じ

くマルークールに建設され︑現血

原子炉は血水炉であるが︑四脚

整地作某が行なわれている︑

ていない︒CEAの裏表によると

価格や技術アータは明bかにされ

ここで生民されるトリチウムは㎏

の平和潤用は考えていない︒

アメリカ

◇

箏国的に幽われ︑現在トリチウム

嗣鍔で計算機運転

◇

可能テストを開始

アルゴンヌ研究所の臣紬匿吋研

究炉︵アルゴンヌ・アドバンスト

る制鉢機運転の声紋窪を決定する

・リサーチ・リアクター︶に正す

研究か︑バーンス＆ロー社によっ

二千五鷹万♂の装綴が︑テジタ

て補凶ハわれた︒

ル訓蟄擬によって全部巡転ざれる

か︑﹁W⁝たけ運蔽される炉は︑今

後の研究によ．て決のら蘇るてあ

研究の中心は︑運転の数全性と

ろう．

経済性に躍かれることになろう︑

また︑コンサルタントの琵胡の榮

務は︑市楊と剤癬機設楠の租用可

る︒

能性について調査する予選てあ

攣

AEc︑ 甥号の地

アメリ刀

中海航路矧瀕を許可

命

サバンナ娼は走期宇ーハーホー

ルを行なった後︑七カ一田に保溢

整地であるカルペストンを縫れて

[ヨーケ溢のぶ嗣環眼に七月十

なお︑ファースト・アトミノク

三日甥撮した︒

︵FAST︶は地中海航路でユー

・シノブ・トランスボ⁝ト会社

への立ち寄りが認めうれるぐあろ

ゴスラビア︑チュニ︑ンア︑リビア

うと述へている︑AECと偶語局

しているリジェカ︑チュニス︑ト

は︑FASTが蘭業取引き僧期侍

リポリへの寄贈のための交渉を進

フランス原子力廿︵C起A︶は めることを許可している︒

◇・フランス：◇

ューヨーシ溢で積荷をした後で︻

開始目懐の電気出力十五万kWの いたが︑フィラデルフィア港とニ

アラブ運食

い︒

トルコ

弱されている︒

語なんめ︑海水脱二合の設躍が色

WのBWR発転所をデルタンラン
可軸性が最もあり︑水の不足も梵

発電所に細えて︑さらに︑照万K

トノドワード尿チ力

︵テクペココ踊幽︶の提薫を考慮

する必盛が出てくる︒
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衣脱掘融合プラントの建読詔画

はないか︑政鰐は心証万hWの原

メキシ調

導入も嬉まるたろうσ

していることから︐原子力発磁の

二玉一：＝：胃墨﹇＝圏≡一静臥僧一㎜篇＝鱒一﹄⁝二≡層︸＝二＝＝旺﹂一一胴＝認隻開≡≡＝薗−鵠＝≡一玉髄5

後︑原子力の設備剛含は急激に増
加するもようである︒

はない︒撃力篇婁は増加している

いろいろの面から︑重要な北趣

て︑今回と次回は︑原子刀船を
紹介することにしよう︒

継

藩

♂筆㍗

11＝ 三篇墾＝＝＝＝蚤≡＝＝脚﹃聾胴＝曽

国の現状
第三回ジュネー
ブ会議で︑一九七二隼までに三十

五万KW︑また︑︸九八○年まで チリ 一九五八年まで見込みは

除子力の甜画は尖
行されていない︒将来︑憲力露蒙

デンマーク

に八十五万KWの線子力発電所の たたない︒
建設をするたろうと発衣した︒濠
た︑近々にサン・ニコラスに三†

ことになろう︒

1三十五万KWの駅子力発電噺建の急増で輸入エネルギーにたよる
設の研究を笑行に移す︒

が一厘七〇年の兼までには建設さ

現在︑発箆讃画
盛線の聡蜜な地力をひかえている

アイルランド

ため︑濠た︑原子力発電に対す

れる見込みはない︒

オーストラリアあ灰および水

る︑しっかりした讃幽かない︒た

ギリシャギリシャ堀力会社は
七〇館の中頃に胸二十万KW程度 最初の尿子力発電の導入は一九七

た一つ︑南オーストラリアが一九

パキスタン

には陳子力発電の導入は考えられ

の焦周副幽が倹甜されているQ

ポルトガル雪占︑スペインと

地と見ら3／ている︒

地方のリメイ・タウンが可脂な敷

酎から懐討されており︑パターン

の原子力発電所を建設す．勺提案が

フィリピン＋万〜二＋万KW

ないが︑一九七〇年頃に花来火力

香港数年蘭に二蜀随的プラン
トの可二軸に興味を示していた

現伍︑ブラジルでは
原子力発電を導入するはっきりし

が︑今のところ真子力発雌轟入の

ブラジル

た黙劇はない︒たた︑原子力発電

計画はない︒

電力鵠裳の増大と
椙侍一て二重罠的煩への興味も示

イスラエル

を始めるとすれは︑国滋天然ウラ
ンによる燃塀での原子炉系を選ぶ
ことが港えられる︒一三七五年以

ム生産炉建設開始

KW︑東パキスタンで．一百万KW

一九七川路象でには︑発露︑海水 十年の間は﹁四パキスタンでバ白万

二年以後になると述へているが︑

脚鱗
れない︒

一九七五奪以虜

塩
発電と黒旗できるようになろう︒

オーストリア

の賑子炉受けいれが可能である︒

轟。撫順

九七五年上でに原子力発雌の輝勢

び︑一門的なエネルギー周魍の二

牲の樹惣︑財無上の賜趨︑およ

の甲で予源され
た三士エカ国に

対する触棚のよ

敦た︑レポー

うすである︒

トは︑報告して
いる三十三力国
それぞれにおけ
る駅子力発電の
予慰を︑ある程
度︑網に分析し
ている︒こられ
のうち︑主雲十
力点を除いた二
十一エカ圏を抜溢

して以下に述べ

療

市揚に興淋が注がれている︒AE 源を一覧喪に談とめた︒他の重蟄

つぎのように述へている︒﹁今度

ト

τひう︒

油響耐

にはいると兜られる︒

の原子力響量の見禎りは発電用娘

景を畿ン﹂いる︒

碗。
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まだ水︑火力と競合できず

原子力

AEAは︑どの種娘の原子炉が﹁
建設されるか準予想することにつ

いてはあまり多くを試みていな
い︒しかし︑それぞれの陳子炉市
内において選ぶとみられる種々の

ボアイソトープ会議における林

6わかるように氷材プラスチノ︑

間試験嚇の試作照射木材をみて

クへの朋待は大きい︑

最後に一艘の放射課処理の線

κのはレポート

蜜だ発表されていない︒表にホし

くからいくつかの二重目陶用原子

ある︒

すでに二婁は稼動しているので

つぎに︑木材プラスチノクは
木材にメタクリル酸メチル︑ス

融としてコバルト60︑電子颯遠

躍轍響轡蝶

團

ソクに鍛もカを傾注している︒

採算について報密占は魚の揚禽

圃照嚇を圏橡としに最初の研究

ナレン︑塩ビなどのモノマーを

器の何れが為剥であるかを倹下

250

33 ヵ 国 で 合 計 蟻 醗 肝

脂に︑食品照射には並々ならぬ

葦当り丁三嶺︑果実・野菜

所で︑ハドノク︵タラの一種︶

含浸して放射線照射の下に織工

する指標として照慰対蒙︑エネ

1，500

燃料より原子炉建設重視

野鳩を傾けてい
の場合一樗以下であれば採算が

やカニを鮒象に照射し︑貯蔵力

ロノクウノドな

きせたもので︑現窪ノバウノド︑

ルギー︑線蟹率︑運転保守の雅二

二︑コストなどがあって一概に

は個々の場合に星ついて別々に

放樹線源の技術晦な特徴を含

行なわなけれはならないこと︑

め︑放慰線処理工程が一つの波
照射物質を製造する工程に輸け
る他の操作に及ぼす影響につい
ては樋々の要囚があること﹂な
どのため経済的評価を一般諭と
して扱うのは誤解を揺ぎやすい

Sf）

2，500

先に︑アメリカのアーサー・沿・リトル︵ADL︶祉が世界の僻論ウランの補要を畠るため

マーク︑フランス︑西ドイソ︑イ

る︒これは︑も
とれるとし︑現在照射処理コス

命が闘首の場合⁝二倍︑後者で六

めには新鮮なうちに照射するこ

80

アメリカ以外の自由蹴界の原子力終電藤市揚の調査を行なったが︑続いて今腱︑イギリス原子

︵堆気出力︶になるとすれは︑ユ

ンド︑イタリア︑摂塞︑パキスタ

ちろん羅蜜利用
トはこの範囲内にあるとしてい

どの蘭品名で市

木材プラスチノ

倍になったQこの研究勝は二＋

曲げ強農のような機械的性質が

改喜され︑特に吸湿性が少な

究︵主として食肉︶はナティク

としているのは注目されよう︒

1270QO
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力公祉︵A∬A︶は﹁一九七〇年か6八五年にかけての海外原子力御職の兇燃し﹂と題して︑

％であるが︑︷九七五年には人・

原子力野望鴇揚に重点を置いた︑二葱三含にわたるレポート煙発喪した︒この概階忍ユ4ーク
レォニノクス︒ウィーク誌から紹介する︑

原子力の割合一七・五％に
五％へ︑一九八O年には＋二・五
％へ︑一九八五年には＋七・五％

へと上昇することを予思してい
る︒

レポートは︑アルゼンチン︑ベ

ーゴスラビア逆除いた時には︵A

原子力発電膝懲が四千五百力KW ルギー︑プランル︑カナダ︑デン

もし︑一九八五年にイギリスの

いる︒

晃産圏のユ〜ゴスラビアを含んで

各国︑一九七五年ごろには発電開始
イギリスとアメリカは︑今後一

九八五年までの悶に︑世界全体で
運紙の開始される可能性がある原
子力発電の容崖がどのくらいにな
るか︑ということに関して広く見
解が一致しているG

イス︑アメリカ︑ユーゴスラビ
子炉のみに閃してぢえており︑他

・軍水脱塩はこれら

応用分野のうちで最も撫饗なもの

いない︒

Lによって見積もられた鞠隅には には電気出簗蓄五十万KW以上 の慰用に対しては︑呂えにいれて

三億四千葡二十万KWとなりADア︑の十六力田が一九八五年まで

アを除いてある︶給語砿気出力は

AEAは今回のレポートで︑アDLのレポートではユーゴスラビ ン︑スペイン︑スウェーデン︑ス
メリカ以外の臼由絶界の九〇％に
あたる三十三力国の轟轟答量が一
九八五年までに︑電気能力にして
の頻子力免嘩豊汀なうたろうと述

分が一九ヒ○年から七五牢の闇に

ルト60課源と強力な二十四Me
照射装鳳︵二晶ーメノク社製︶

という祷邪な要
るが︑﹁放射線

2工0

6敗されている︒ 決め難いが﹁照射コストの鼻定

ラ
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る︒謡本でも︑先日の第七圃一7

AEAは︑そhらのうぢの大部である呵能性があハソ︑実際︑はや

つぎに︑AEAは︑その三†三 へている︒

歌誌九チ九洛学KWの原子力発電 いることになる︒
否巌を持つ に U 薫 る た ろ う ︑ と 予

葱している︒A鴛Aが遺び出しκ 力園の全発蟷谷鼻のうち︑原子力
のしめる濁禽は一九七〇年には二

ひらめ︑カキなとの水母物︑

請のほかに膨
化学調査繊しの

Vの繰型加速票ある︶猟なと を備えた漁船が三隻踊画され︑

大な食蕨市揚を

五千ゆ以上の処

報告でも一時間

子力委員会︵AEC︶は放射綴蒋︑バナナ︑玉ねぎなどの野粟

背景に甜要と供

理の揚玉採算圏

五万キ鴨り一のコバルト60の照 獲が増し︑圧縮強腱︑重直静血

難と蒲男に力注ぐ

給を質︑届両纐

内に入るとしつつも︑照射対蒙

射線源逆もち十五万ないし二十

クは外兄上天然

により相当の開きがあることを

の嘉例そのま濠であるが︑耐久

スさせるという

に長郷にバラン

示唆している︒嵩置あることは

五刀ラドの豊栄で魚を一時間当

ているためであ

食晶照射の研究聞発はマサテ︑

点を繭く評価し

ることは聞違い

＼︑変形がないなどのすぐれた

めて許可され︑ついで︑罵鈴碧︑

とが必蟄であるとの見地から︑

その他工蟻用途に過していると

の陵箪研究所︵ここには一三〇

ー︑象貝︑床板︑スポーツ泪具

で︑璽礎研究はM描IT︑応用研るQまた︑貯蔵効果を混めるた 特盤を有するので︑憲砕︑ドア

り一沖法で処理することができ
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早

住友電工が成型加工
﹁日焼させることになっている︒

精度も高く安定した技術
．烈都大学隙子炉実験所︵六阪肘泉南郡熊取駒︑右村灘一

製造研究に着手したのは︑昭和三

住友四目が研究炉用板状燃料の

ナ一年展科学技術庁の原子力平和

所長︶で耐八月二十六田から︑住友電工が煩型加工した第

二次燃料による象穴炉︵KU鶏︑慈出力︸千KW︑軽水減

旧都大学原子か実験所では繍騨
加え︑信頼性の一段と酬い技術を

はこの力法にさるに隅棚の改良︑ご

用工場を建設した︒これまでに原

徴f五酌本の製込能力を為する専

．独大原子炉実鹸所の隣りに年閥四

綜Y化にそなえ︑三十九年七月

祉と技南提携髪償ない︑燃料の早

⁝麓Q釜ハ年に鍵シルハニア

利用補助金の交吋を受けてからで

速冷却プール型原チ炉︶の臨騨実験を行なった結果︑二十

七日午後五時五†分臨界に成功した︒これは︑国内メーカ

ーが成型加工した蘭濃紅板状燃料による初めての臨界で︑

さいきん古河電工がJ8R12用節六次炉心を受注したこ

実験のあと︑特性試験壱つづけ︑
元成している︒

ととともに︑研究炉四四踊躍魔化の瞬進が注照されるQ

その後は︑鑑一次燃料でまた燃焼

研の J M τ R C ︵ 儲 履 試 験 炉 臨 界

％︶は︑米原子力霞員会︵AE 実験 日 置 ︶ ︑ J R R − 2 ︑ 近 畿 大

燃糾摩．購の蘭濃輪ウラン︵九〇

して使っていくと発滅した︒

をさせ裾るものがあるので︑混念
学原子炉なとの板状燃繕の一部を

入り鉱床が大へんという︒立入
り鉱床では山の持主と補償闘題

原山奥丹後探
鉱事何所の人々

ランの胴畠が分かれば︑弄︐鴇に

こでつかえないGこうやった しグリーンタフの中に占めるウ
ら︑次はどうやるのだというは

の期侍かできる︒

つきりした織論が豪たでていな 将来の見血しも明るくなり進出
いし︑ルール勤ない︒

ここでは︑その可能性を追求

で交渉をしなければならないQ

しているわけで埋蔵鮎の発表で

昼間はほとんど留野で︑すべて
原燃が班年発喪する鉱蕪品算

・ての数峯が禺てこなくとも︑こ

はとき一︒り︑み

交渉は佼になってかしとのこ

て奥丹後地ガは薫別扱いで︑現

の場禽も︑これらの婆情によっ

は︑休みの日に

んなでアユ釣り

神地鼠へ舖結す．Φたψπい人が

の英丹後地方のウラン探鉱は悪

と︒よた最近︑この地ゐは取阪

蔭のところ麗縄泣は発致されて

にでかけたりす

集蒙らないで困る田9

るが︑斜影サービスの方はあま
りやらない︒せめての日曜日ぐ

にあ．⑳ウラン品泣は︑

この奥弼後地方は︑ウラン鉱

本所長6語︶ている︒

世界で一書たうつと偽

ーンタフという緑色さ3う灰出

王として西日本にかけて︑グリ

便懸命の努力をつづけている︒

い探館力法を考え榔すために繊

北海道から島根県︑

㌦

昧がある︒現地の人々は︑訴し

第

最簡約二一・一一％て︑

いない︒しかし︑この地みの露点

︵環

さる八共振︑三日には約八十
貫入の玉門家が参捌して︑

らいホノとさせて払いてくれと
つい声がでて家でゴロリ︑ブラ
胃融資豊門査現地討総会

この地力の欝顕やポーリング現

本腺子力学訟主催︶か闘かれ︑

鯨丹田特別扱いの測量計算

不満のヒマもない

ブラするとの由︒この地方では
格別これといって駅
族ぐるみで遊びに行
く脂もないので︑も

2は6テレビを見る

レビは金がかかるそうた︒とい

とのこと︒しかしテ

うのは︑テレビは為線級会に加

けでは全然写らないQそれで︑

のものよりも古い時代のもの

床のはいっている栂霜が人形峠

拐を櫟索したQ

腐腺加入というわけたが︑加入

入しないと︑鼎は憩のアンテナた

料は尽くテレビニ支分の金がか

戸火臨灰が固求﹂た︶が地下を みんなはいそがしすぎて︑不満

のヒマもありませんよ︑とたく

C︶から日本蚊群が貨隔りしたも

つまり鉱廉そのもののあり方が

で︑固く︑変蟄をつけている︒

慮っている︒とくに第三期層の

住友電工が成型加工した疎大炉

添ル以外は全翻楽しめる由Q

ましい感したった．

かるQでも番組の方は皿チャン

中にはグリーンタフの割合が多

製作︑納人していろ︒とくに今度

人形牒とはらがうので︑これま

のであるが︑燃料捧︸木につき磯

ところで︑ボーリング︑トレ

用鋤二次燃料は子傭隣照を含わせ四

の尽大知用螢茨燃科は准無四月

十塞︑MTR坐で︑ウランーアル論ウランは唐六十五鰯含まれてい

写翼は山遵て待機するジープ

ほど四十一年度TY期勲同利用の は怯燃料の拠用にかかるもので︑

ーープロセスの音譜︑反応符器の設

▽放射線適合の反応工学的研究

メンバー八名︑

一射課利網の特殊牲を明らかにす

メンバー十七飴︑

る︒主査は団野皓文氏︵搬磧︶︑

原子動力実験

装置が試饗㌔

臓本銅管︵株︶では︑東凪工業・
一
り涼子三

大学二子二二学研先祈か

訂実験蕪櫨島融蘭翫沸騰ループの

設副︑製作据付工肇の蚕託をうけ

本隼三月に建造工事を終え構貢し

転か終〜したと八月二士二日発喪

たが︑このほど大学鯛の調炉試運

この尚日高日月腕ルーフは︑局

した

温簡比︵最醐凶日三白麗︑八十五

気江︶時における蝿魅孤の魔酔賦

どに使用さ3／るもので︑わが㎎．﹂

趣試験と段子炉44排の腐食試験な

A

という︒価洛は約四千庁円．

最も規正の入きい石蟹薮置である

凍産通信

群

一を開催する︒

いえは・やっぱりというので︑

えは間患いたし・少しは出ると

問かよく蒙る︑全然田ないとい

聴綾羅膿懸細細

にな．た︑

司から三二な研尭活動に入ること一部電力︶に協致し︑原糞力コーナ

一4一

☆爽北原子力懇談会は九月十八
し
日から三日闘︑抽台巾振興長門銀
学研究会︵会長南冨紗山花大教行ビルで﹁第二穂放射線取扱主伍

く︑この中にウランがある︒も

捜︶は︑八月二＋四日の弟二回定厩術者試鷲刀銭を開懸した．

で父無が凡た経験がそのよまこ

七十九件︵うち幻日セのみ八件︶

ンナなどの道づくりのための立

醸留作数三作︑不採択件救十九件

か6八刀にかけて成盤加工され

41年度下半期の共

る︒燃料の許容辮焼度は最大二〇

質摂理が連日︑京大の立ち無いの

岡利用京大炉契験所

マニウムのへ釜をアルミ・一ウムで

もとに実施された︒

たもので︑八月十七日に納入され

た︒成型加τでは全工程にわたっ
︶入っているウ
て素乾︑部温︑頭並製品全数の品

☆ 申部原子力懇談会は九肩二十
例姻先前で︑次の三ワーキング・
日から山ハ日聞︑名占屋松坂屋で開
グル；フの設置を決定し︑九月中鍵さ獲る﹁駅庭徳化展漏︵主鯖申
燃料について︑製造技術が安定し

よって︑あらためて口固される︒

科学技術甘への申︑浦手號の輪果に

一百社を対象

耕肛実態調査へ

憾頻俘数は衛一件て︑採択件故

募集結果を次の逓り発ムした︒

＝8％にちかい収率︵盆では

ていること︑婿慢が遅くほとんと

遠大では︑臨界実験の成功の後

とな﹂ている︒このうち保留件数

％︑つまり一不百四十八・五μ．
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嬉全に被麗圧運し︑艮さ八ナ弛の

蓮

舳
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性の崎い塞である・隻篁竺

地域におけ．勾食糧生麗の園難な事

の手段

科学皮術庁僚子力局技術課興課

踊︑貝嚇コスト菌算なとの只休例

たが・さいきん研屋の原子動力

について険討する︒主査は田畑米
穂氏︵東入︶︑メンバー十五名︒

研究会奪盆で・PR担四望を勇

気すけるような発表があったV

日一蹴タバコを吸う人は七年縮

者は結婚齋より亀甲碗かい︑⁝

入の力が五年寿命か長い︑独身

発酵は︑市街地より田君に佗む

▽放射線化学堰塞の特殊性1一物
足の激騰糸について在来法との比

で︑臨緊に迄した︒この喧騰実験装

置は鼠抽熱出力衝碍で︑民間のも

ーバーしている人鱈約四年短い

ま．Φ︑二五96以北半月俸喧をオ

一が礪メ轟け︑あへ ﹂いる一

のでは日立︑東灘につQ．爵三番

しないことが︑いかにゐ命に影眺楓糖畿驚纏髄一灘駕搬罰鍵痘計諮鶴瀬し︑建屋は大林組︑設訓辞理 射能でたった一万分のヒ焦涛垂込嚢計が懇是．

目のものである︒燃料捧は一・五
％低讃諦ウランで︑全脳て語論九 など▽われわれか臼ご．り気にも十本誉住友電丁が成翌涌工した︒

堤イヒビニー」レ

ぬ

プを禰袴旨盤

果摯力棄護の放纏廻凄曝し・葦化の蟹か農

放射線化学研究会

三ワーキング・ク
ループの設置決定

嬬となっている︒

は︑このたび﹁放射線工渠刺繍笑
︵四十一年三月末現在︶

を実施することになった︒この調
査は放射性同位元素柴たは網羅鰍
発生星置を便用している企嚢丘画
一干四社︑使用していない酸晃八

画六十批を乙舳にして濁査表を

U約二千魂で
住友軽水臨界実験叢羅

臨界に達成
﹁利用の理由⑤放射性同位兀議利用清俊氏︶の住友軽水臨罪実験鼠置の実態沁よひ路来副画ゆ放濫欝欝︸は︑九月一日午後○時四十三分麩生鼠置の実艀およびほ来訓縦⑫放料撫ユ穏九十万本目︵U鋤の瓢は射性同位元素使用鐵および需用予 一万二︑Q九〇・無職︶の妓入

聡

入類の福祉に寄与

態を改爵するため国際関係の緊臓

るしと述へ︑岡シンポジウムの持

子力平和利用におけるR工・放尉

配布し︑実態そ調査するという

隣

月二日となっている︒

次城県東海村外宿にある佗友腺⑤放射線和旧上の問題点㊥旅射黒子織工装喰海研究所︵所鼓一1冨蘭

その俺30余掻類

の活用を高く評価してい

化に大きく寄与しようと強調し

学部門で﹁8王・放射線の作物品

線の亟翠蔓に触れ︑﹁本シンポシ

生代訊した︒同局長はその中で原

ゥムで皇運される振子力の聡殊な

多大の感銘を与えた︒

㎜
た︒次に︑1AEA研究アイソトつ没曇りと意義を強調し出席着に
F態調査﹂

種改良ならびに土壌肥君研究の利

鉱纏罐瀟農業へのR一利川

太平洋学術会議けさる八旦一十

用に関するシンポジウム﹂がIA か11・セリグマン局長の開会挨拶

ープ局植物脅独癒伝謙長Bシガル

二田から三週間︑輿京大学て開か

温Aの後爆伊得て二十三醸から四

た︒このシンポジウムには十三力

柵途は入掬の扇孤丁目に大きな満

主な調査内済は︑①旅子乃関緑

用について関係機閏との交流状況

の研修および留学状況②放射線利

スチロール
セメント

電気化学工業蓼

アセアレンブラノク

留翻魍」

メラミン
ホルマリン
可塑耐

圃隈園團1囲

オξハール
クロロブレン

ビヨルンソン氏︵アイスランド︶

れたが︑気象︑海鮮︑医学︑ 混

口閲︑東大農学郡二号館で開かれ

圓から二百余名が出席して︑①放

溺︑葉月寒土膿学部門ムの潴表風娯

のRーシンボジウムの潴表風娯

九ぞ

ンポジウムと四十の部弦が開催さ

れ︑六十五力園から約入千名の窟

尉線変異と衛額︑②組物・土壌研

汽閏心を払っているQ族兵器の便

われはR王・放射線li

欝
張
醍

学︑水離など十二蔀門で六十のシ

の現模となった︒本会議に提出さ

学斉が箏加し︑取会議として最大

における放射化分析の潤用の三分

れは︑一類が薩面する恐怖には食

用によ．勺人旗挙減の恐怖を別にす

腔を劃一3︑IAEAはこれに特別

に激趣する諸問題︑特に同地域の

野に計二十四灘が提出され︑なご

︻れた論文は胸二千編︑太平洋地域 究におけるR工和用︑③農業研究

住民の繁栄と毫福に腎与する広範

︑醐が行なわれた︒

マあ．袖型難に附する戦いでわれ

獺不足より杢Oいものはないから

やかな薩閥気の中に終始熟心な討

藻ず藁丹進午東大教授が空宰菖

な間懸について錨剣な讃論が行な

を深めるという会議本来の購陶︐足

われ︑同地域の人々の聞の連粥感

な転筆庫に鍮要な武器として鵡加

カーバイド

一ツv㍉一

纏苗
科学的 鼻翼は太平洋学術寒土膿学部門

シンポジウムが脚界︑特に太平洋

を代或して歓迎のあいさつで︑同

も諏

麟

とくに線子関係の分野こは︑慶

窺
滴仁

畔賢

成に大きく審与した︒

生活と産業を化学で結ぶ
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アメリカのテ系シー渓谷闘発局︵TVA︶は︑このほと徴＋力難W二呈の沸騰水型炉允／1

の翻案を慎塾に比較検前した縞巣︑淡定されたもので︑採用された沸騰墨型炉はKW当たり

ト見積りの妥当性を穐信させるに

ノシコンでは︑用語法上難点が

食品照射の蜜全性に関するセ

を示さないことが既伍の動物集

な食畠の照尉が幡ら萄密な効巣

れら二磁順の生物系に対する毒

明数磁の侮会拗の試験では︑こ

のが鶏頭されること︑さ6に五

つに遺仏願効果を下す多敏のも

．⑳︒この聞題については︑糖類 噸鴇の国訴のなかには酢齪のよ

踊画が発議されたが︑道路の重

論じられてきた﹁ホールサム不

いことであった︒

懸制隈など難点もあり︑海外諸

︑芒多︑盤に含むシャムや挑のよう

圏の移動式線源車の発表ωそれ

ス︑米国による穆動回線源車の

﹃りーー再再ーー再
再ー︾再再ーーー舞茸ー再再議ー
ー！ーーーーよー
ーーー 副
燃料捧が語趨になつκ︒フラン に急逝されたのはまことに惜し
が百なわれたことか准固され
うな迩較的下欄な生物に対し

陞窓鐡

カールスルーエ囮隙シンポジ

験で実涯されており︑照酎食h⁝

性の間に必ずしも対応瞬係がみ

ほど冷罵とはみえす︑パイロノス﹂という語の内構として︑人

の越伝的効更はサルやラントを

ウムのはじめに行なわれた米国

ているので︑糖負の食品翼翼に

M王望のゴールドブリス教授の トスケールの照射力式が採用さ間の泊費についての致全性とい

安全性の閾題がのるとす．勺こと

られないことなどが最血わかっ
すであ．Φので︑

用いる試鹸︑頼果にあらわれるは

用される傾向にある︒食品雨霧

の食品照射の現状︵2︶壷

はできない︒しかし問題の重装

う観点に立って︑生物学附毒性

食品密謀の歴史についての講演

響獅選外

のなかで︑放射線段颪の分野に

より下講な生物

嶺これ母乳動物

測定が必蟄であ

r一国際シンポジウム等に出席して提

ドー酒の低温役困の無想が遠く
るが︑エタノー

おけるドイソの先駆的業績︑ブ

ル・ク獄ロベンゼン系の荷動輪三唱字上な6ぴに微生物学上の 胞について得6れた試鹸威積は

うのが妥当てあるとされたQ米 なされている︒このような各生

問慰の三測隅か5安全性を取扱 人間に対して馬射繊がないとみ

60︑二子炉の使用ずひ燃排捧︑

からの鳩論としては︑コバルト

6う︒三春のはう穴な動物試験

性から今蛍＋分誼融すへきであ

カリフォルニアで実際に成功し

が発戎されたQ綴織方法につい

もしくはその細

られた星碇研究が米国て発展さ

たように︑コーロノパではじめ

ては電子線照射の線屋分布︑と

l超V以下の霞子課で五・五

くに果物のような球状体の致面

役曲に浴ける灘量の均一化の問果では箕全性にふれる新しい疑

における艀︽的な解毒漉構の目

日であるとよれている︒

八メガラノト照射した食品は二

︻投稿雨冷

松三晃︶

千弄口峯以内

研究屋︑窯任研究鼠

戸理化学研一所︑枚射轍生物学

の一つとして︑岡えぱ哺乳励物

物糸による試験粘果の崖の原囚

セられている頷岡などが冶られ

題が麗しられたQ食品照射用コ

爽など多数の動物実瞼なとの結

た︒また忌事アイソトープ会義
で食品蝋射が討議されることが

闘点は提起されなかった︒しか

紹介された︒線線に関しては︑

ハルト60線源袋蔭の設罰に多無し︑昨年発表された照射糖惣が 配が．傷えられるQ一方では︑オ

な毒性が誘発されること︑この

ートクレ⁝ブにより糖順に同様

IM⁝6の五種であるが︑逐次田

ノ

炉ゆΦ

幽六六三10七

願影

Oめ

工のρ＜緒

﹂

く親しまれてじ

を決定して︑大きな話題を投げた︒この発注は石炭火力に対する三農︑隔子力に隠する一一推

ていないので︑このことは詫価に

至った少なくとも二つの戯愛な因

R三ガンマ線源と電干加速器の

激出物や厳物の細脳︑昆虫なと

に小す効果に関連した多くの論

︑貝糊した米囲ブルノクヘブン因

立研究所のクール博上か会奪取

原価駅子計算機蟹

マニュアル刊行

このほと原焦電子野島機蜜では

CDC⁝二六〇〇の㍑人目問利用に役立

ス︵礁︶の溺力のもとに原子力議

てbκめ︑伊藤忠塩子d算サービ

原．rカコード資鍵として墜次田骨

算屑のマニュアルの幣備に冶手し

こ琵はCDCての他より供治さ

す．句しとに・︑怯つた︒

さている腺子力コードを︑各方面

の要望に鳳えて邦文マニ議アルを

ド作成法の諾測︑仏説明を行なおう

霧隠し︑d算式の概説と入力力⁝

現在のとこρ兀成しているのは

というものであ．勾︒

71iコ響
ぴ

AIR14K一皿︑AILEEN︑
恒温MP14ST−11︑FOG︑A

行醍巾の予定である︒入手吊望の

闘きは源麗宙子踊舜機窺︵噸駅都

7

−原薩氏寺窒硬りl

紳プΦ

；暮しを

建設費でも石炭火力を下圓り︑紛期十二無聞の発電費か二・三九ミル︵八十六銭︶という画
明的な値段で︑石灰火力との間に○・五一ミルの洗をつけた︒この経漸性比綬の報告書に︑

がもつ設計︑建設の経験を生かす

V資本費ム

さいし考慮に入れ6れた︒

契約者の貴任とされるだろうが︑

得るための指導と擾助などは︑虫

子がある︒一つは︑原子カプラン
これるのほか原子炉の使用ずみ

比較では決だ的な結論はな・＼

ミλ低い・この潤益は年周平均総
農工の差で示すと︑それぞれ塾図
七十万励︑八晋十万ザになる︒

原子力計算用

﹃登口∩Nq貸︵貝∩H口口︵目登口竪臼自臼農自竪臼︵N一∩械自竪臼良自口口︵口∩瞬良四望自費良臼同型︵回目自食自臼臼舜禽︵u臼△賢︵u口∩N良庭負ρ▲

がとほぼ同署てあったが︑原子力利にもとづいて♂算された︐

は石炭火力におけ勺千二臼四十力星金法による償麺と四・圧％の金

子力発電所に必要な送電舳設の資

︵以下一環十数行略︶

V将来コスト▲弟翼

ｯ・果ゑビル内電

中央憾日本橋本晦二一六一四大敗

ヨ

︵び

O憎吋Oげ一Φ讐の誇胃誘一つoq隔弓O

ソ﹁漏O一Φ拶り切Φ

POけO弓諺麟Oじート﹂蒔OQ◎

をρけΦ胃H謬

☆

﹁原子力か石炭か﹂の閲匙の現段階を醸す好箇の資料と思われるので︑以下謙譲醤蝦の﹁各

盲

膿漏答器の設計︑機器や讃系就

ことになった︒

これはタービン︑原子炉︑付薦諸
トの全長接費の胸三分のこに当た

のに廻し︑石炭火力では全困接費
のわすか一四％︵タービン発電機

脇薦禦躯魏舅簾山続め難静魏

ｿ洛︶が固定価狢であったこと

イクルの曝気莱件のため︑タービ

の石炭火力に必要なそれより安

本費は︑カンパーランド︒シティ

︵以下︑﹁払︑の他の考察﹂の部

須

六一﹀塞で照会のこと︒

つづくものを期待される︒7VA
スタッフとコンサルタントの調査
では︑一九八二薙以騒︑核燃料費

は藪下をつずけることが示され
た︒この調査では︑ウランの値上

第二衷から︑BWRは最初の十に成型加工費︑再処理費なとの緻

つとも低いことが分かる︒それは

二年間のエネルギーコストが︑も下が朋侍されている︒

一九六六無出版︶

オールマイティ

う愛称で広

文化を支え

総合保険は

店

大正海上の住宅

口（ス燃罠α傭口（x｛コ燃

コαコαG億一目ロロα⊂羅口（ユ（コα偉｛ユα

琴拓揖U出の二一西搾A5

判

リードする

提案の内谷扁﹁コスト比較扁の草の概塾︵ほぼ全訳︶を紹介する．

二＝乙＝＝＝一＝一＝＝一＝＝＝一鳳一偏一＝■一騨＝一一﹂＝一

錦一一＝一一一一一＝＝＝＝一一＝一＝一齢一＝一榊＝一一曽騙＝一＝＝﹇一

⁝各提案の内容⁝

系統機器などをバノケーンで購入

TX系統にとって原子力は．新
TVAの今日の系統否癒および の設訓およびそれらを梅互に藤脅
させること︑豪たAECの躍可をしいものであるが︑原子力のコス

負祷副画からみて︑新しい二呈の

石炭火力の敷地は︑テネシー贈西
北部のカンバーランド・シティ近

郊が最良とされた︒︵以下数 行
略︶入札は石灰とタービン発竃機

閥︑櫨子炉供給織のコスト保四つ

について行なわれ︑TVAはバブすることによってのみ違成さ3／よ る讃備が︑同定旧格で握倶される
う︒TVAは一九八二年まての期 ︵エスカレーシコン・へ念まない︶
ロノク＆ウでルコノクス製ボイラ

ーと畜干の機器を霞分で選定 し
きで︑燃料を供給するよう要沢し
た︒ゼネラル・エレクトリノクと
ウエスナングハウスの拠案は︑語

石炭火力にくらべて全く十分な額

ないのであ．のから︑この予工費は備については︑源子力も幻炭も紙
験がない︒けっさよく︑すへての

ントの見処りに含まれている予備

である︒もう一つは︑原子カプラ

場合に八青％の年三詑爾凋用率が

資本費年譲は三十症年間の減四一用いられた︒

巴δ芝といえる︒

の大さきである︒こ汽

δo訂當昌09①め︒蟹

m昌︒Φ︶

百十万階二基の沸騰水型

発電原価は入十六銭
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図

聞
た︒タービンはゼネラル︒エレク
トリノク︑ウエスチングハウス︑

ブラウン・ボバリーの三往が 応
に合致した︒

保証つきで︑似燃科を供給すると

下約六癒蕉十万ナである︒四つの

κ︒BWRπ妙蕪︵一九七〇年稼 全出力の顯含のb三所豊舷は年
働︶の切鼠茶燃料費は三千二爵四

ンやボイラー・フィード︒ポンプ
などの機器の保修費が︷五％向に
見秘もられた︒︵以下放行略︶
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機器と燃料に対するTVAの要激

堕結ぶか︑主要機器︑想購入してτ

この十二年間の原子

十七万几千がと製作鮭捗払いの潤

繍灰業者は十帰ないし二十年にわ

力と石炭火力の発電

石とも筑衡し︑その運買見績りも

たる行炭供給を提条した︒輸送巨
思分 二 画 万 ガ で φ 0 ︒ B W R 騙 万

表の通りである︒B 塾︵七 年嫁働︶の弟一炉心暇は

に近いので︑冬盃・のピーク時およ

Fヒ出置掲よぴ二千四街八十一万 は貯戴主思である︒ へ敏筍絡︶

V運転保修費▲石炭火
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！尉り」保険

い︒ブラウンズ・フェリーはハン
にあらわれた傾陶は十二年以後も
ツヴfルとデカトールの負荷中心
て低いのは︑石炭操作および石灰

び一年を通じての平均送電ロス

原子力の運転傑修費が全体とし

燃焼のための設備がないからてあ

は︑カンバーランド・シティの揚

丸セントで︑うろ○・一六セント

る︒このことは︑原ダ†カプラント

禽より少ないQ

滅碕一一費は二千四薔九十四万四

二千八白炉と︑モれぞ拠胸頁五十

の入員︑土として石炭操作および

WRは○・一九ミル︑PWHは金
○人多い︒

ミル／KWi1

り傾向が認められるが︑それ以上

保修の人員の大広減少を可能にし

・一八ミルである︒石炭火力の兇

︵数行絡︶

V原子力保険▲

κりのコストは低くなっている︒

跨りには︑パラダイス発雷所︵六

妓砺擬用は高くても︑熱置単位当

︵以下数行略︶
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初仙格は白万βTU当たり一八・

百炭費に加算された︒石灰の61渡
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バマ州の負爾中心に近いブラウン
ズ・フェリーが選はれた︒︵以下

093
ω2）
発電1りr資イ、費（弼∫、償却費）

産

力

原

oδ9

証朋㈹最終隼の一・○几ミルに低

レ︶などの組違点が調整されん︒

経験が用いられ︑寄量が大きいこ
KW11当たり一・ね七ミルから保

1170

15
送、巳閉配分

〔鴻3）

産歩により︑俵燃料費は無々抵下

▽燃個科費▲猷子力闘術の

1212

14
炎屯所分
の運転保修費の亮積りにも︑設備

数行路︶？VAはターンキイ契約 砲︑原子炉が供給する熟のコスト

1160
ﾙ料費

蕪驚難壁並分︑原文五ぺ志ンーは省略︶

WRの炉心はPWRより余灘にモ
電れよりいくらか高い︒石炭火力 た︒石炭火力は四二三五ナ人を必
︒しかし︑PWRは
力︵KW∬︶を猴匹す．勾ので︑初 はKWH当κり○・一年ミル︑B
要とするが︑これは原子力より約

をこえるストレノチ

礎としており︑定硲

応する正味出力を基

した原子解幽力に対

は︑メ：カーが保証

WRとPWRの数
三他
千二白八十九万四千がと同様の

コスト比較は︑第二

江）初期出1」921M、V、飢入座転6カ月以｝ノJに1，0り3M、yに⊥ン

W︶到選が保証され

王子製紙

1890

下してい．勾QPWRの燃外費は一 パラダイスのコストは︑聖子力

@
50…）

Co王鰻

1ふ17

することが裸証されているので︑

提案した︒最初の十二無は︑プラ

710

@

時腿になるたろう︒

V禽身が馨︑建曝得なうか

@

％5
510

繰

瓢〉滞DDコニ；）；）DDD二P＝）D慧〉漁鶏Σ》エつD鷲〉エ⊃措Σ⊃罵〉Σ⊃Σ）エ⊃罰⊃

几七〇年が一・七八ミル︑最終年

@
@

3，500

@

ｳ味設、li触消費寧

＊

8，916

ユ1．δ6

ドル／KW

石炭火力

＝＝

が一・二五ミルであるQ

t愚猟／｛1』糊，000ノユ，Oひ0

H0，518
Bれ董／k、〜11

P0，558

ﾍにおける発電端出力
@
MW／ユニノ1

グー

2，ど｛｝6

セント／白力敷u

03
コスト比較では四切の運転から一

＝1旧1旧謳11■

九△一年までの碁勢て︑平均化し

フェリイ

奮

i較1

うか6︑尚度利用の
と3，916

P，098

ﾛ言且｝畷子炉出力における
ｭ願端出ノ」
@
湿wノユエ・♪蓬・
ﾛ甜タービン仇九条f 【出

発，L原価

藝萱葺

桑冠したが︑けっきょくTVA ントが墨底負荷用に使われるたろ

ブラウンズ

霧
■聾6齢臨璽」監58脚lLIILl且卜
嘔■医■「551蜀L幽臨■1臣監臨，
l■

と返転が似ている軸囲て仇われ
▼．送電△
第二表が示す
たoBW飛の場之はシングル︒サように︑プラウンズフェリーの原

度（。F）

?，033

1（タービン入口における）」」＝力（ps・a＞温

?，098

気穿…｛

注）
?，G33
@

ユ，117

@

露

ユニ＞1数

力

火

炭

ﾎ

PWR

BWR

2

2
ｭ電端設、1【出力

ヵンバーランドシティ
ブラウン7、フェリイ

@

MW／ユニソト
@

iブラウンボペリ一社）

iwH醤）

iGE掃）

A目

1，㎎9

ユ。，518

建投費

1スl
lトl
lの1

60
2，｝2q

σ】1＞

「【「日犀1「1118

カン球一ラ
ン1㌧テイ

BWR PWR

発電所n味措カー纂r㌃匹｝（重、、

10，558
Bもu／K、〜尼h
」瞬、熱消費率

垂コ垂

1率均）
石炭火力と原子力発継所の発璽原価比較（初期12

裏2

匹5麺1「i監曝艮臨匹1鋼｝臨巴幽111監1■11119蓼匹匡，1151ill■1劉l

襲¶

発聡所主要特性

（6）

第364契署
第三毬郵便物認可

新

業
子

昭和41犀9層ξ5日

↓

へ

w婆
弓

B

㌧㍉㌔卿

原子力委 方 針 を 支 持

う強く要罪するものであり塾すQ

が︑阿時に︑琿々累増する線油輸

のとして︑国隊紋支の面からもそ

入に必要な外賃の節約に資するも

なお︑駒形作次氏は健康上の都

氏も同日付で再任︑発令された︒

合で退任される︒

レー︑ラ・アーゲに滞在︒

薩

ー
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近年情報理論の選歩と二子工学を中心とする科学技術の驚異的な二二とが鮎び

，窯務にも多くの正しい理論や技術が導入さ
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動力炉で経団

電気試験所へ入⇔︑二＋七無電

学科挙疑後︑通彪省工契授術院

昭和十一奪東大工学部糧気工

二三太三郎氏略歴

自の技術をさって自主的に推進す

力部疑になり︑そして今年一月

さらに︑動力炉開発をわが濁独

の惣霧はきわめて火毫い︒

なお経団漣は士一百︑﹁原子動

聴却し︑わが捌一帯奴砺水準の陶

ることは︑外濁技術依侮から漸次

連からも要望

る﹂と遜する要望書提出を決燈し

旭5同ず︑将来の新しい輸繊漸塾の脅

上に裾与すること大であるの誇な

行く人・来る人

村濁葉書︵原子力局︶

再処理分

費でホントネ︒オ・ローズ︑サク

十閥B仏へ出発．占奪四月三十学

折に関す．る妓術取得のため︑九月

西谷郷重氏ハ源轡︶

国は十月五円の予篤︒

するため九月擁七田漉蒸する︒帰

ルウ瓢1の瞭子力開発状況を轟轟

打禽セを行なうが︑その後英︑ノ

よび封NEAと瞭子力開発闘懸で

A鯖十薬総会へ出煽した擬︑仏お

王AE

1月八日班︒叢雲都出身︒

の委鎌として泓躍申︒大八藁筆

られた勒力炉開発臨時摺進本部

なった︒最近では︑独研に設け

燕団の一員として海外謁査を行

て活躍し︑的年︑動力炉澗発調

ング・グループの11ーダーとし

允懇談会だは慨望紙換炉ワーキ

員なども効めている︒動力炉開

︵現樵委員長︶︑放射謀番議会婁

以後原子炉蜜全霊薫掛査会婁員

年搬子力委員会忌門婁員となり

原子力開鎌では︑昭和三十三

聡気試験盤の所長に就任した︒

力炉闘発の闘期的抵遥を演望す

たが︑その全文は次の通り︒

田太憲郎賃の起用を決定し︑同日

炉の研究滲加で国としての天覧的
処盟やハルデン計画参加の助成な

︵キ㌘ンドウ型炉︶等との研究協

華＝一

⁝識

iAーー

△鼠

十九日正午

れております。この全隔ては，現代の積報理論を気際の応用例に晶びつけること
に重点をおいて詳説し，現用のllll報処理技術および機器を解説し，さらに氷羅化
学会，）1（国規格脇会など臨調に国大な粘報を如Ψし提供している団体における実
例をあげて根本的な原鯉と日々の閾題とその解決例を示すことによって，軸搬画
学の研究，隊浸｝舘学の研究そして図占館ての幽魂こたずさわる方々が，あらゆる
澗題に効果的に対処てきるように難かれます。

；︐4

か︐一

万全の協調体制で臨む

成にもつながるものであって︑わ

訴毎欧米先進各園では︑将来の

て欠くことので意ない課題である

原子力発羅捜術の中核をなすもの

を燈燭視し︑その研究開発に巨犠

が濁経溺の将来の発展のぶ盤とし

炉開発の鼠本方針を策定︑ζれに

として︑高溝増殖騨︑薪型転換炉
円本原子力産業会厳は︑九月七日正午から聞かれだ弗七十八麟騨議会ハ五面墾照㌔で︑﹁動力炉開

われわれはかかる観点から︑漫

と穐信ずる︒

て積趣的に推進しているが︑これ

纐蚊艀が動力知開発の罠難業踊を

の囲蟻巻投入︑富蔑の総力をあげ

人動力炉開発事業団︵仮称︶の

に比し我国動力類軸受研究の現状

おいて昭和四十二鋸度から特殊法

企庁︑43田科学妻琴炉︑愛知耐震関聯の各大暉や脳会の両院科学技
足を含む長期麗発路線を設定し︑

発の促進に関する要望﹂を採択し︑嗣九日︑佐膜総理大臣をはじめ︑福田大戴︑三木頑甦︑藤山経

術振腿対策特別露量会︑白丁宛署務調製会など関係競輪へ提鵡し

業としてその研究開発の浸染推進

翠急に確立すると嗣騰に︑闘の無
動力惣の研究開発の推進は︑園

体捌必確立強化し︑所要戴金の確

は大きな立捻れをみせている︒

内エネルギー贅源に秘しく︑海外

ある︒

改刑は九月十慧日の閣議で︑阿

付佐藤総理大臣かろ発令した︒

岬有沢氏は再任︑駒形氏は退任

原子力委員に山田氏発令

を確遷することは需うまでもない

っては︑エネルギーの安定的供給 とられるよう強く襲墾農竃ので

撮簿についても思い切った措躍を

これを績極的に無憂することによ
って所樹の團陶を発黙することと
しているのであります︒

以上の如き経緯からして︑この
基本方針は広く世論の支持する所
となっており︑すでに関係芸体に
おいてもこれを強力に支持する旨
を表明しておられますが︑張本原
子力煮染会議もまた︑この謝惣が
速やかにかつ円滑に実施されるよ

存であり下すので︑政府におかれ

十二田付任期錨了となった原子力
澱および法的手號等については︑

格段の配慮を以って轡処されるよ

となる食品照附甲央研究機構の設

しているが︑とくにこれらの降心

用化への促進万策を考慮すべきと

欝離離鰐酷い輔揖裁縫婆

ましてもこのために必要な予難解

う万全の協翻体制を以って脇む断

崇美度のきわめて嵐いわが厩にと

ん︒これはさる芳月撫子力委員会がし過去ニカ彫にわたる宮．学・
民関係各外の協力のもとに内定し陀﹁動力炉開発の墜本方針﹂を強
く支持するとの立鳩から︑この皿本方針の早急な貝体化と研究開発

て政府が格段の配慮をするよう要囁しだものであり︑その全文は翔

体制の繁雛︑および開発に必盤な予算の欝傑や法的手融き響につい

播の通りである︒一方︑経済測体巡合会も十三日の常任理購会で︑

政麿や関係方画に対して動力炉陥発に関する要望を行なうことを決定︑家たU本学姻会議等からも岡

このような観点から︑原子力委
員会を中心とし関係各界が一体と

豪た単子手芸躍の鴨発がわが圓に
おいて切望されている科学技術の

方を検量し︑こうして得られた結
果に韮ついて原子力婁員会は動力

進など環擁条伴の整備胃成をはか

力闘係の樹立をはかること筆を考
慮すべきであることを野田してい

ることが騙蟄と述へている︒

また食品照射関係では︑その研

コ；ド勝勢懇談会

斡事会二十

葵臨推進委鼠会法令専門蚤員

原産

放射線化学研究会
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趣旨の要望叢が提出されるもようである︒
原赫が提出し紅要望書の全文は
次のとおりである︒

しかるにわが岡は︑原子力開発

発の長期的かつ鍛も効寮陶な在り

なって︑わが厩における勤力炉開

激化が予憾される園瞭競争に澱処

りを果たすのみならず︑今後益々

蜜定︑科学紅藍の顕興︑二業篁盤
すべきわが麟艇業騨の熱血強化に

飛躍的な発展に極めて大きな役翻

の強化をめざして暖国的に越めら

夙に灘嵐知の通りであり濠写︒

大きく貝献ずるものであることは

海外諸固における原子力発電の

れており︑伍来臨賊方式と経済的

開発は．工不ルギー隔要の長賜的

にも涯敵し妓術的にも安全である

と輿図され忙発砥炉の大規趣な爽

長期計画改訂で要望

ビスをはじめ︑RIの囲藪︑放射 ど海外技術交痂への財政的助成

田︑新しい原子力開発襲用k期計 縮︑T11技術の開発などに関し︑ るが︑今後は工業利用︑照射サー

ルギー︵バルカン炉︶︑カナダ

策︑あるいは西独︵増殖炉︶︑ベ

れがあり︑この寒寒闘たる畏期的
展望に立った動力炉闘発謝陶とそ

化分析等について検融をし︑その

の発足においてすでに蓬の立遅

の貝休化なεては︑この立遅れ

全般的な貝体策を検講ずるよう要

他関運砥縄の婦警や田瞭協力の推

用化を産めているほか︑長期胸展

る闘厘増駕炉︑および現在開発し

は今後永久に先迄諾国に太刀打ち

脚韻疋に伴う民間側の要望饗願を

に鱈子獄裏員会が囚定した暴本方

望し︑動刀かの研究開発は︑さき

置が不可欠とを述べている︒

ている動力煙よりも技術約︒経済

できなくなるおそれすらありま

とりまとめ︑同日科学技術二村田

釧に従うよう嬰酷している︒

研究開発の中
心母体設置を

て︑技術薔の派遣や研究開発計醐

るが︑そのほか開発途上國に対し

への援助参加の樋搬等を講ずるよ

による食扁の改誼に街与しつつあ

う要望している︒

究が急速に壁体塩され︑驚期貯蔵

規制の確立をはかるとともに︑実

るが︑陰画は安全性の研究や広的

原子力船

その他国際協力では︑フェルミ

的に優れたものとなる可醸性ある

す︒従って︑在来炉の国醗化促進

原テ力局最艶慶響㌫篭捉出した︒

これは︑昭和薫十六銀二刀に策
走された線子力開発利用長瑚罰幽
の全血的改装︵作業完了は今年末
を屠標︶に対する民謡側の慶畢で

敦た原子力船関係では︑錦一船

あり︑①昆期磁器の対象期聞は昭

の予定工期内の建鷺計画消化と性

雪年醐とする②

同酒幽は閣議決定により︑国策で

日午後塊薩

ウラン問題懇談会

会ニヤ

なお原麗は九月七日︑長期甜無

発話

当面の開発政策で要望
引用炉の開完︑燃料屋敷箏を含ん

能の確保をはかり︑第二船以降は

原子力
内各は四二情勢の処化に即し紀開

あることを明硲にする③同説画の

封討に関する箏狽との関連上か

讃妓制御ゲル

ープニ十一凹午後原蔭

原子動力研究会

原論

クーキング

だ総合開発政鑑を撰定してこれ融

一︑蟹田儲保の促進︒

七凹正午源κ
段階的に進めるへきたとしている

二十日午前掠配︑同⑬十九日午後

グループ①一一十日年後原配︑同②

宛要望隙を提出したが︑その呉俸

蝦蟹翼翼の円俄な連旙︑義戦︒

一︑これら各国μに関連する闘
一︑秩燃繕民絢化の即助尖施︑

的な襖噸欝狽は次の通りである︒

一︑関係諸法令の整備判凱み払

靴促駐篤とつべきである︑の三点

例えば便用痴麩料輸愚麗則など︒

令の寝直し︑新法令の験講など・・

一︑日米艶薬の早期改説︒
讐強調している︒

発政策について︑村田原子力局長

ら︑原子力発鷹に関する鴨島の纐

原子力発戴脚孫でP触核燃群政

大規揆な開允を円滑にするため︑

繍鵜縦断響応遡⇔郎養関係雛行客甦よ

備強地が図られるよう映蝕してい

が︑とくに今後の原子力船開発の

和六十年康での﹂

理︑Puの肩効利用万簾︑0濃る兇糊しに比べ全剥的に榔びてい

新型転回炉讐の将来炉について︑

と共に︑∬綱的視蟹に立った将来

熱

蝉藩郡

潔ジー繍

は一次系遮蔽装躍をプールに入れる華備作藁中︒

ロポ倣子力涯璽会議は九月誉

その研究開発を膨大な茅算で強力

炉の沼劇的な儲究漏狛の援泌は極

わが瞬におけるエネルギー隅給

めて瞥要てあり︑刻下の二階とな
っているのでありますQ

の長朋的安走の同題は︑海外諸隔

に推進し将︶小に繍えていますG

懸に立ち︑独子力発躍の本命であ

原

羅中央研究機構の設立など

産
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雄重点轟き︑A肇響れる添心傑となる舞働傑制の整

ﾞ
スイミングプール聖︶でに現在原子力第一船の＝

簾汚堕

塗青

に比べて一層切曳な問題であり︑
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年度予算要求と
を命懸たということであり︑十年の開発

る︒しかし︑最近各界から表明され田し

繕撫の強化︑外置収立への照照などであ

しめ︑科学技術令破への波及効果︑隊巣

ける役翻り誉倹討する

立試験機関講の呈腱研究分野にお

Φ尿子力鳳柔育成のため︑反湖低

︿その他の促進方策V

︵11︶原研︑図一研究について倹死するQ

に話したも

︿遜礎研究V

費︵約十一億円︶︑原子力

のと兄てよかろう︒

努力かやはり一鳳の

︵聾︶

鎗一船の建造男手︵十二飴

た二見を総台す勺と︑軸力炉開允に対y

戚熟

万千九群鶴円︑別に民闘出

る業愈の︑最も朧・入な期肯は︑わが全開

一筆研究を野禽的に推進する体毛を

動力炉開発
とくに動力炉開允については︑このは

X技術の外田依倉からの脱却︵それはエ

憐期する︒

であり︑少なくとも原チ力委員会の臨

証山を45こなう形勢であり︑殴諭は遠き球 ヵ炉開毒は濠一dしくそのための突繊口

①腺子力の現代社会への影響臓

は次のとおり︒

﹂・コノククロフト卿︵英田原子

②原子力発蹴系こその窯跡的可

制度における稿本描躍︑関税捌道

︵ソ︑趨圏家原子力心用証拠会委

能性隠A・レイプンスキー教授

力公社﹄富勤理事︶

ラズマを対象とした研究を総含陶

の運用等について乃策を倹熟する

▽政層代表代理

㌦オーストリ ⑤原子力センタ⁝における茎捕
逸箆目R・二ール教援︵仏のグル

所生物那次長︶

︵インドのトロンベf腺子力研究

・R・ゴパルーアエンガル博士

①生命研学にh40ける源子力UA

原苧力産業会譲副会長︶

W・ウェブスター博士︵醐米圏

③腺子力発霞の経済性の見通し

員︶

に推進する方策を検討する②核融

1㌧糞策震講ず︒勾︒

︵H︶施設の蜜

緊急叢助﹂など二十二の仮議題が

成物より白川なアイソトープを分・から削除ざれた﹁放射鰍事故鴫の

に︑原動代薫として︑現此溝外頚

シンポジウムへの諭文提出および

日本原子力階芙会議は︑工AE 広に関するシンポシウム﹂を開過
A窮十圃迎常総会のオブザーバー す萄Gこのため線子力届では︑聞

代測定わよび低レベル放射線測竃

ンで﹁放射牲物質を利用しての年

米昏箪月二門から十日までウィー

国際原子力鱗関︵1A起A︶は

ム参加募集一AEA

来春のシンポジウ

ノーブル原子力研究センター所
一＋百から岡二＋盲まで七日二戸局畏村田蒲︑ぼオーストリア大
長︶
の予定で︑王AEA本部のあるオ⁝便山塞饗冨穂購巧

・第十回顯常総会は︑きたる九月二⁝ア火玉広眼露文︑科学技術庁原子

手隙原子力機囲︵工AEA︶の

⁝AEA総会二十一日から

日本代表に朝海氏

全蟻堀留備等に必要な湿気および

︿安全対策﹀

嵭ﾙ購無難鰐雅

︵H︶①超筒皿プ 利資金の磁保︑脱制上や船価償却

ど欝添撒子力産業会議が原．了力委貝公の

ぷルギー供給の霞疋にもつなが．Q︶とい

盛り上がりを見せている︒原子力釜員会
画︵十隼間約千七穏顎当㌦程度の国軍的

︿核融合﹀

力剣を支持する敦離島を出し︑別枠要田

う緑に帰セられ．如のではあるまいか︒動

が見られる︒

処分に関する調査捕究などの新しい分膨

の方剣決定後も︑種々むずかしい闘題か
努力なくしては︑産儀技術の儲立を現状

一層覧千万円︶︑魯処理

施設の詳細設謂費︵五幻七千万円︶など

の実現を政眉に迫ったのを姶の︑縦縞面

動力炉開発︑原子力船︑掬処理施設な
残されていると兄られていただけに︑原

疑心にも保ってhくことが困難な情勢に

資

のほか︑欧州原子力機関のハルデン譜

体連合会︑日本学術会議等も同趣旨の要

昭和四十二薙農政尉予算の概算

醐︑脇町照射冊鞠への参加といった︑照

胡乱

展⁝へ提出されたが︑原子力閃像の験
際協力の眉目な醐進︑放射性物資の海洋

との当盤事憾は︑その方劃決定や予算取
薩など諸団体が意思統一に威瞑したこと
なっているということである︒

⁝旧邸は︑このほど各省か6大蔵省

激語け︸日六山−七億八千六薗万円であっ

増という要求限農雑内に︑目しい聯榮壌

してき
の慧調は大さい︒とくに︑動力炉開発の

し︑距卿施銀として瑚枠要求されるに強

その取下を見ると︑本年度予釣の三制

闘伽囚白押しに並んでおり︑讃画が輯並
得が申し合わせたように

ような大規梗の孤究開発フ嶽ジェクト
も︑自立篇損う蜥勢はすてにひしひしと

κ︒

乃に足踏みした臨卑までとは︑だいぶ趣

も奇異の念をもって見られるほどになっ

た︒そのため︑豊本の長い講論ほ海外で

が︑田蔑経折身観点かるその必要性僧認

迫っており︑動力炉の自暴開発の酒子

つたことは︑こんどの予算夢求の大きな

歎航

豪を翼にしている︒とくに︑動力炉開発

た︒しかし︑㎎十二年端予算要求では︑

議されてきたことは︑簿記陶仏できごと
は︑一口の影響も訥されない︒動力炉開

究．丁零の別穐要＊は︑閣ヤニ書展政崩予

腺イ力発電という皿先端の持術分野に

関係費約三十二佃円が限度律からはみ出

これらの閲登司槽がともかく予算聾求に
といえよう︒

れる所に漕ぎつけたわけである︒

この国民経済的慈属L関して耐︑原了

遺みこ穿れ︑はみ出した分は距離要求さ

樹六十八穏円の童な内訳は︑勤力炉開

特色といえよう︒

う︒

一代表が出席する︑

離する研究について検謎する③ア

今画の総会では︑前回一般談匙

する︒④濃編ウランは︑将来国内

あげられている︒

⁝によっ月見縁りれ莫︒穀時運

坐零帯・行なうことも考えられるの

研究について検訂yる︒

イソトープ吃用いκ小型動力際の

原産からオブ
ザーバー派遣

読振難騰醗賑驚臨蟻聚脆

州全弥の白︑点をなす聞題といってよかろ

@

獣科の再処理の方針について検討

紮軸ウフン響︑フル︐言巳．綴遜9る卿指嫁君義理

た︑総念工不ルギ！故鑑上の酒心墨をは

▲

力業ではすでに劣くのことが函われてき

囮葡盟 蹴

これは︑三十四年以来伸びなやみを続け

V

開のための特殊払人の設立︵一飴円︑圃

■臨一一胴

た原子力予算か︑ようやく第二の膨脹購

胃 配

に民閥韻資五千万円︶︑同じく開晃関鎌

識

核燃料確保に努力

で︑ウラン短編の考蘇方や必要な

これに先立ち政璃は九臼の閣議

研究開発について検討す筍⑤トリ

朝晦

目日本開発同行より出陶︶を出胤

○参加中込みと︑醐文三田瑠込み膳

受け弱けている︒

参加希甲占の申込みを左記の削り

外険省獅悶

両声とも央文一望︑その写し三部

ピーター・A︒モリス留士は︑

舞十二月十目となっているQ

文三部︑英又七酪︑締切り日は本

ことを摺磁する畜は︑捉出部数和

○本博文11嶽子力局から転送yる

＋月＋日︒

語から！1爵冶まで︶︑締切り日は

は狛又三部︑奥文九部︵三鼎五†

O︑而文アブストラクトー1提出正数

で︑締切りUは本組十月夢占o

さサる︒なお陳藍は昭和三四あ年

る岩沢塞一斑︵事務局調査課鋤務

で︑工AEA第十圓総菰へ派遡す
子力糧ワ．班団として欧米に行ってい

▽政府代衷

鉱員を決め︑同日付で発令した︒

渚一郎

る︒国麗燃料︵勧懲襲用︶の照
射試験も薗下寧備されつつある
園際協力ですから︑われわれ

とのこと︒

の伝璽が相手方にも有意蕊であ

ィード・パノクがなされるよ

るよう︑また日本にとってもフ

う

Sennaンa

騒

実施機関のあり鳴る倹討する②原
研︑陳燃︑放医偲の協刀研究とそ

佐々木ざんには︑適役たろう︒

速炉の現状は十恥曝の軽水炉の

と︑抱負を論る一方︑﹁競
獄苗代願力勘で沿覧の佳饗をし

を卒呉︑果㎏に入り︑ご年ほど

シェの任小終え︑同月以来米AE

昨庫十二月米田の凱日μ宇アタノ

Cの運転汝全都長の任にあった

議②九月八田開催︑JPDRにお

カドりニウム，ランタン，ホルミウム，ルテチウム，イノテルビウム，
ツリウム，プラセオジム，テルビウム，イノトりウム，サマリウム，

︿放射性廃写物の処理・処分﹀

力開発協会︶への派燕研究員の

︻写翼は九月⁝二日羽田から発った
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専門部会を設置︑年内に成案
り下穿酌な開墾ろ竹なうりこのκ
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今年審へ岡田に源粟を作成することにしたが︑九月＋一百の驕時
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る⑭再処闘事業のあり方︑および
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W︑ナトリウム黒鉛炉︶の解体作
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た︒現在︑原子炉制郷機構の上部

構造の取りはずしと︑使朋ずみ燃
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のプラントと同型であるといわれ

受けたもの︒燃料は高湊編ウラン

たTVA︵テネシー渓谷闘発局︶ R−1︶で使用する燃料で︑AE

る︒総建畿費は二億五千万がが予

Aのドンレf工場で成型湘工され

ウムで被覆した仮状燃料で︑AE

リ

シューマーズ・パプリノク・パワ

いる︒この発電所の運営警のコン

画を立案中である︒

イギリスのH・L・マーシュ社から

ングランドにあるジレソト・イン

これまで三界鼓大であったのはイ

万がで︑胸雷万キュリーのコバル

購入し陀︒この二二の価格は二月

憶騨眠目のガンマー線殺曲振澱を

PWRの原子力船への応用を研究
してきている︶に依頼する予定で
といわれている︶に予定 饗蚤は同時に急われるρ
で︑濫︑懸璽秀⊥暗める︒トリノ発熱は熱性霧

この発羅炉は︑正味電気至当九

発注された︒

ロール方武を採用するユーラトム

一の結果は弔要であると見ている︒ ダストリーズ独のもので課源の強

のPWR発臓所にとってこの研究

この装瞭は︑ゲーテンバーグの

さは七十五力キ凱リーであった︒

港町から二十五塀ほど離れた島に

庁は︑九月七日原子炉で使用する

㌔！

〜

5之β峯

U5〜R

たもので︑心気出力一万五千KW一万五千KW︵グス
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全出力運転は来高潮ごろの予簿
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西ド
クルノブ穀︑ユーラトム︑ユーリ
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先ごろ︑爾ドイツ・ユーリノヒ
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どの痛論グルーフ轄︑電気出力三

に建設されたλVR識力グループ ノヒ原子力研究施設へKFA︶な定されている︒
のペブル・ベノド炉で学科装荷が

十万KWのトリウム緬溢ガス冷却 でないため︑メーカーは主として

いて契約つる兇込である︒

タ

の費珊

トミソクス︒インターナショナル

ー・ディストリクトと建設者のア

をかけてPWRに関する研究を始

謇ｮの閲︑紺唐二十万

は︑ユ﹂甲トムとの契約で︑向う

イタリア聴力公弦︵ENEL︶

イ

の技術データ収集

ENELでPWR
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暢

る︒

始められてい紀が︑このほど臨界

原子力発服の建没計画はかなり遅

ムで発表される予定である︒

原子炉耶分とタービン発眠機につ

炉の詳細識話逆進めているため︑

リー社とクルノブ桂が急難で︑A この設計に参考となるような運紙

ピノカリング発電所はトロント

終的には八墓で禽計四百万KW︶

合計電気出カ一＝蔵穴十万KW︵九

祉︶は︑先にデラウエア川燭辺に

ア万KW三星で︑二地薫に分けて 十九力唱千KW︵グロス匹菖孟万 千万ががタービン発電機である
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用燃料を供給へ

鋸南アに研究炉
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史した︶の

燃料製造に関して契約調印した︒
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事務局次長にソ連のイワン・ステ

間際上子力記聞︵王AEA︶の

長にツェルドブ氏

1AEA事務局次

ト線源はAEAから供絵される︒

子力公祉︵AEA︶のウ津ンテージ
表︶

ことになった︒︵八月ニヤニ日発

にも仙う肉冠である︒なおコバル

研究所と協力して食晶照射の研究
この発難癖は正味織気出力額六

︑一二冊＝輔 一一一需＝＝ 一一二冊＝

米WH社価格表発表の意思はない
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これは南アフリカ共和国が︑プレ

は︑一括してゼネラル・エレク
イギリス原子力公祉︵A封A︶ 建設され︑初めは医療器貝の殺菌
所︵電匁出力十六万KW︑PWR炉︶
トリンク︵GE︶牡に発注される と︑南アフリカ共和國連堵原子力 に利用するが︑後にはイギリス原

のスペイン最醒の覇業原子力発令

インデアン・ポイントと隅じ型だ

建馨れる︶の旅勇華魁五二聖Kw︶四ループのpwRでが
・︑燃科費は来定となっている︒
設する留発表していたが︑このほ

スペインのマドリード郁外︑ゾ
リタ・デ・ロス︒カ︑スに滋設中

けを始める

では︑近く原
子炉の取り付

が︑この発魅
所の陳子炉圧
力谷器量写轟
11が︑米コン
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ンダ妊のチ㍗
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E︶社は︑まる六月原子力発鴬プ
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原子ヵ産業界に波紋

譜剛で研修した人も多く︑わが
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力二布廃止すると発ぬしたが︑こ
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の東約二十碍のオンタリオ湖岸に

の火力発電所の建設鍬画発衰で︑

月所の完成が遅れるようなことが

れることが予想されている︒な
⁝お・ダグラスポイント議所につ

われている・

あれはオンタリオ水力としては魚
建設されている大型商業原子力発

毘所で︑現在の百乃KWに続い ての心延の原因など詳細な分析絃

に完成する予定であるが︑建設作

を追加していく計画であるが︑こ

一九七〇年に二号炉は一九七一年 て︑さらに徳万し一芸力KW︵鍛
・渠が逓く︑A猛Cしのシンポジウ

にビノカリング発殿町の一暦炉は

大なリスクを負うことになる︒現
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男効計画遅延の可能性も
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集め︑関係者に流僑することであ

といわれる︒電力グループは第七

スウェーデン

世界最大の放射線
照射装置を購入
どニュージャージー州トレントン

プラントについては選択権を取得

このことけ関保各国代表の多
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終えてスペイ
ン陶に輸送さ
瓦た︒この圧
力容器の印皿

︵WH︶組は今後もターンキイカ力フラントの改正価箔表を吟味し

脅担当していん〇四十五歳︒

究所に勤め︑放射線物理挙の研％

式を続け9と述へている︒W11礼
ているが︑離礁としては当分伽賂

ある︒

表を発謝する葱思はないもようで

篇塞源裏西の写染は紫箕であることを保証します。

＊「ロカスメま用逮が広汎て、從来のカンマ線贈射に

建設することに決定したが︑次期発躍謝画にも巌然原子力が組み込まれるものと予想していたカナダ

力は︑張子力発電の運藪経験︑経
カ月も遅れていることがあげられ

原子力産猿界は︑この発表で大きなショノク阜．受けている︒

ギャザコール嬰員長は︑この火
済性の達成︑さらに最も璽要なこ

とはCANDU型発電購が適当て
なおり︑これが鍛気琳業者に十分

の目的は︑トリノ発電所︵電気班

める訓酬を立てている︒この計画

社はA猛Cとの聖約で解体作業計

力＝十七万KW︶を利用してPW

床鴛催方WH一基︑GE酒興

発電炉発注先を決定

力円環所建設決定について﹁この
決定は︑原子力発喉の将末に自信

きれるまでの一つの逃げ道として

建設瑚閥︵四年闇︶で満足に建設
㎜な面一を塚凡得なかったのではな
⁝いかと見られている︒

はないし︑多くの人々が予想して

をなくしたことを慧顕するもので

オンタリオ水力の送受地域は現

火力発仁所建護に踏み切ったもの

るようにビンカリング漂子力発電
在︑年一八％の割禽で鷹力の需要

中︶圭一倍にすることも十分考π

るQ

デラウェア渓谷電力グループ四

の南部のデラウエア州東岸︵敷地

しているが︑取水︑錨水などの必﹁

る︒先頭を切っていると思って

発竸走に狂 勝 つ 薗 信 あ り と い っ

大の関心午呼びフランス︑ソ連

を派遣し︑やろうとしているが

スウェーデンの民間グループが

リノク社︑アトランチfノク・エ がまた決定されていないため 北

声︵フィラデルフィア︒エレクト

部地点

ユーラトムはこのデータの分析

なく結論恕鈷を大言に展開愚来

レクトリノク投︑パブリンク・サ

されている二発電炉の内の⁝つが

ダグラス︒ポイント発嘘所︵電気一れば猛力不足ということも考えら

ノカリング発騒所の原型炉である

その一つの理由として︑このビ
趨一鎖㌫酷脈誹

所︵現在五＋万KW二鑓が建設 と見るむきもある︒
ている﹂と述べている︒

しかし︑一方ではオンタリオ水

さてこの会議の内容について
る実力に一三の髭を偲めざるを

ービス・エレクトリノク＆ガス会

いる国でもレースは激烈でその

た気追に謙 ち た 雰 囲 気 が み な ぎ

鱈からも蟻んに露見かよせられ

捌鴛聞発の主力強化は︑圃内で

等なイタリアのF工AT往︵永年

は出屍の語氏から既に報告され
得ない︒

鱗中哲子炉では先進圃に追い

祉︑デルマーバ・パワー＆ライト

から赫速増烈炉のそれぞれの国

ているが︑その中σ先進五力団

ウエスチングハウス︵W11︶祉に三秀藍になるといわれていニコント〒劣式安︑︑カル．シ
ト線源が使われる︒コバルト60を
るQこの内五千万ががW11社の受︸ム︶を採用した世界最初の大型手
利川した放射線役目口置のうち︑
電所で︑ユーラトムは同じコント
籠分て三千乃がが鳳子炉部分︑二

速炉ではいつの閻にやら％漁国

っと高度の技術の要求される高

所要戴亭謡算〜︑見透し︑開免の

この研究開発が田本の当然の麗

の中へ入っており国際社会では

あった︒わが田も長期的核鍬料

におけ42役割についての発去ガ つけ︑追い越ゼの段階たが︑も

全貌瀞 詳細に報バロして︑曝本の

会合藺日に謡鱒し

血は紙︸癒である︒レースの仁

り︑一艘樹 究 発 表 会 の お 祭 り 気

た︒討雛結果は定弱的に全く貝

は二＋血万ば

Uあり輸送に

鰺欝欝抄脾羅漢韓臓熱血趾

ストロンチウム90，プロメチウム147，その他
×容器は完全に気密

コバルト60が使われています。

Mo＄cow

細鱗1勤

・＝セシウム137，イリジウム192，ツリウム170，

＊カンマ線源としては、4GOOキュリーの放曝能をもつ

全1ソ技術輸出公団欄努玉響寵NAB臣p、），、ビ

制「；含わせは

業
産

ブフ
子
国としてけ米図︑英田︑ソ連︑

齢轡瓢樋瀧剛践

この聡発のいわはレースに塗

務と跳められている様である︒

官鳴を各田に認識ごせにものと

加する遡〜の表構は深刻てあ

烈う︒ところがユーラトムのテ

泣Mー︶は︑

・ストーダー轡士

ら長期的核鰍料飯

と思ったポイントを臼分でやる

愈として﹃鼻の江で勝つ︑これ

終ったといいなが

れに囲連してウラ

ことが最も大切である﹂とロビ

要黛の想泥と︑こ

ーで深諸している︒

わが国の潔予の資は大いに糾

ン起動闇速炉の必

い︑ロンドン会議で漁聡した人

要性ならびに高速
炉開発時期によっ

分以上のも の が 生 れ た と 聞 い て

回と同一で66りなが6︑いや会研究開発の場の用慧と研究開発

︵脇坂獲

ーーーーーーー〜ーー毛茸ーーーーーー二三し等

回転照聯、振子照懸、およひ園毒心収敷唄射を

咽

訪mol⑦購医農ya

rL（，HSNA13LXPORT弼

V／o

全ソ技術輸出公団

ROCUS

O

劣幕ミ

恥曲騒隠謀翠断

鷹ステンレス鋼の二短アンフワレに入れて供給しますb

＊「ロカス」は悪醐箆蕩に照して瀞的昭敏接触照射、

X御請求によリカタログを送骨します。

よる冶療鎚澱に比べてはるかに精躍てサ。
＊「ロカス」は操作が安金かつ完全に行なわれ、
各種の静的、動的照射のパラメーターを日出に
設定できるのが特徴てす。

♪Kガンマ線およひベータ線源の広い範囲

ヂテなうナ；めこ二難二言十されました。

輸出品
ムカンマ線放射原コバルト6G
置1グラム当りの北放射能150キュリーまでで、
放射能総計6，000キュリーまでのもの。

園転一瞬敏ガンマ線治療蓑躍

曹U開S閥A隈X閥R了，，（全ソ技術輸出公団）
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原

瀦灘蟹
＋雷開尭と粟に樋際

隔速増弗 炉 は 原 子 力 発 電 の 本
命であり︑

開発競走の 対 象 に な っ て い る と
いっても巡 ︻ で は な い ︒ 国 際 会
議というと い つ も 感 じ る の で あ

て︑所要温に呂しい彫懲のある

るが︑時に こ の 会 議 は 各 国 が 研

はかる場で あ っ た が ︑ 学 術 を の

いる︒私に は ︑ は る か 海 の 概 ん

議術にたけ旗出効果もあるかも

々の中にはエンリコ・フェルミ

の会議場の 鱗 気 愚 感 じ る こ と が

し㍑ないが︑順材の説明龍けで

没資撫が答を決めそうである︒

できるような気がする︒

簿｝◎）く》《××）くK》◇Qく一◎〈〉◎oく一脚》

……

（ベ

ことを指桶した︒

究成果を出 し あ い 相 ∬ 研 さ ん を

一高速炉開発国際レースー一

りこえて︑ 我 こ そ 匝 界 の 商 弓 懸

紙一重の差

〜

一一

鵬㏄

昭和4、犀9罵課5∈∋
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聞

撮近多数の囎関が︑燃料事情に
ついて外観的な調在を行なってき

いては多分に不確定な事柄が残さ

炉理論を最高に利用することにつ

豪りにも多く復響多岐にわたるた

考えなけれはならない問題は︑あ

簸も適嶺な謝圃とタイミングを

たとえ著干遜った巡方がそれぞれ

にふり返ったものに過ぎないが︑

た︒いわゆる

さらに︑この方法を用いて契

聰しく少ないことが実証され

も︑この調査結果を比職すること

の場合についてなされたとして

し直す継続的な研究グループによ
いう溝蕉消費が測脚さ贈ると調製
給誤払に拳ぎわよく要約されてい

ンド当り十㎡という鰻初からの契

マインズ社は︑一九六八無心でポ

ENEAの画料にある数値を一
約でイギリスに供給し観けている

る︵上魍︶・

の猛積譲について︑HNEAの
見すると︑ホンド当り万がから十

では︑平均単価は五が三壌となる

が︑第二回囲のイギリスとの契約

知の療源は全部でつぎのようにな

予疋である︒

扱っている︒ここに現われている

現在採掘されている天然ウラン

甕醤ではさらに内割を詳細にとり

五炉の仙配単価の範囲内にある既

酉五十万ゾになろう︒線子力燃料

拠騨における殿小限の必要鐵は約

燃料必要量および波路に関する
質問轡がフ牽ーラトム会議の開催

澱に要約された︒

の全んどは︑ボンド当り八が前後

ある︒

九万KWご星︶で︑一男炉の圧力

匿
＾

全ソ技術輸出公団

固

また歓駐日ソ連通商代褒衰置貫ズ滋（447）3291《」

う最初の報膏である︒

降球の八刀︑九刃に欧州原子力

はかなり価値があるようだ︒

フルトでの節二圓フすーラトム会

るQつまり︑強二十二万ゾの確認

の単髄でAECに販斑されてお

つぎに︑法燃料査源が充分か否

かについて公に論議される奪合︑

十蓋がから三十がの鞄幽の鋤格
にある鉱廉は恐らく今後は重襲働

調されてきた︒特に︑染鉱の第一

ほとんど大規模な探鉱の必要が強
より寮い価格でいずれは無畷にウ

年という隼月がかかるという摂実

段階から生耀開始に至るまで︑十

されなくなるたろう︒なぜなら︑

ラン資源が融中から多分得られる

公

Y蝿団

炉でプルトニウムを使用する原子

炉の方法は勿臨のこと︑熟中性子

び減損ウランを利験する篇速増殖

増殖炉︑トリウムサイクル︑およ

できる雪曇牲もあり︑その上高速

最後に︑海中からウランを獲保

代支払等は弾まれていない︒

は地図の作戒︑道路の建設︑徹地

い﹂と述へた︒この費用の数字κ

の試掘冥冥なわなけ九ばならな

用をかけ七千五面万から八千万ぼ

千万がから一廻七千万が襲撃の鍵

トの撮要を求かなうべく︑一騎五

て︑アメリカはその原子カプラン

年一月︑﹁過去の経験に照るし

AECの一次燃料部や長のラフ

遺界最小のX一線装躍で、20αや30σキ篇

憧ード・L・フォークナー既は本

に注慧が払われている︒

ようになり︑ほとんどの揚禽時代
遅れの燃料はつ豪らないものにな
ってし承うからだQ

ある手ホとして受けとられてい

勅激となり︑アメリカではは慧義

ムを生産する再処理施設は︑良い

られない◎薩業規撹でプルトニウ

総のところこのようなきざしはみ

うになることを望んでいるが︑現

産が増大し︑臼的に購入でさるよ

大多額の国はプルトニウムの生

炉研究引画用に発涯されているQ

のうち四面二十∂．凶はすでに隔速

のプルトニウムを允当しておりそ

商業規歓遇灘は将来への農い刺激
てよく過小認価されやすい一つの
要素としてウラン郷製迫の桑戸的

ラン卒．刊溺する増殖炉の可能巌に

な用途がある︒この間題は誠損ウ

ついても惣要な役剛を果す︒増殖
卿からとり塗す減損ウランの生麓
撒と実用増殖炉用の螺揖サイクル
の必要緑のバランろ燃とる努力は
堀在なされていないようである︒

このことは多分今のところ︑少々

いるので︑ウラン供給に関する今

炉理論が可能であろうとみられて

い予篇者が我々に考えさせる程の

後の晃通しについては︑口うるさ

厳しさはどこにも見嶺らないので

◇

インド︑タラプール原子力三門

アメリカ
よらなければなら曰いということ

旬テ不シー州チャタヌガを離れ︑

所の焙り冒用既力説器が︑八月中

◇

タラブールニ函南
の圧力容器を出荷

ぷ意昧している︒ここで問題は︑

インド向けに輸送された︒この発

ダおよび︑酌アフリカとの契約に

いる︒なお︑旺力谷器の麗澱は五

谷器はすでに本穿竃月輸送されて

電所は蹴気出力三十八万KW︵十
いうことであるQAEAは︑カナ

に適当な交渉をいかに行なうかと

保舐された洪絵協走を締結するの

ノパ諸国は︑その燃料を軸入にた

電を行なっている国︑特にヨ！ロ

このことは︑大部分の原子力発

いるQ

低廉なウラン焉万ジ︶を所有して

界のウラン蟹掠の大部分︵良質で

現在︑カナダとアメリカでは邑

輪纒

察の下に轟くことを提案した︒

議でアメリカはこの工場を国際査

ている︒最近のジュネーブ軍編会

でに処理折燃料の引賭しが始家っ

が郡にある再処理施設からもうす

晦泌尚翠であろうが︑46そかれ早 る︒一 ユーヨーク州︑キャサラン

子力経済に寄与する減損ウランの

かれ圏の安全とは別に︑一国の原

愚積をはかるという避難な闘題に
とり組む謝画が立案され掻くては

濃総ウランの価格体系について

ならない︒

の働箔は等比で天然ウランの価格

は︑二〜一一・五％の低濃縮ウラン

一般協定で管理する︒ユーラトム

と濃縮工程のコストで構成される

は一九六七軍器ででウラン郷七十
誘まで鑓溜に響られる保証がなさ
れていて︑これは供給条件の差別
待遇はしないし︑さらに一九六七

いう協定に鼠ついている︒アメリ

集以降は更噺または増額できると

カで豊及しているプラントの現在
鮨力は︑ほぼ奪麓にして卒然ウラ

を除痛すべく︑天然ウラン入手に

講られすぎているというジレンマ

・エンジニアリング祉が製造した

十三万八千躍で︑コンバノシコン

ている︒

ン薫十五万ゾ痘たろうと譜価され

ユーラトムの総務理購︑M・ス 際し現在の布場価格よりも余分に

もの︒

パーク氏の雷によれはアメリカA 支払うことを試みたが結局は失敗
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＊一二性が高度です。

IRA楠・1

インパルスX一線装置

機闘︵ENEA︶およびフランク
に先立ってたされ︑その紬果が会

三組は︑提示されている世界の供

鉱宋︵二〇〇〇無までの総講評薫

︐

り︑この万事は恐らく尖隙のとこ

闘

ろ経蕗価格といえよう︒

の学び鉱脹があり︐この一ろの総

噂

︸

eQ

山は約二薗五十万沖となる〇

に不足する︶とさらに醤十八万ゾ

ず
@
に

ウrラン，自輩量見込

ECはユーラトムに対し五百㎡畷 に終っている︒リォ・アルゴム・

＊輸送が可能です。

これらの別々に行なわれた調査

題産とりあげ︑本無一一刃に刊行さ

は︑燃料の必要

西垣輩
＊

」

長期的なU確保には楽観的

︵ハムも一︶鍵鰍八い心

ナとみなしている︒さらにイギリ
スの必要量がこの数芋に加算され
ると約六〇％の増加となり︑累績
時尺度の左を苔慮にいれれは︑そ
の撒はさらに増えて約穴十五万ゾ
となる︒

この数字は︑西ドイツの11・ク
ロ；ス教擾の三盆でされたユーラ
トムの調査の消算にもとつく数値

に付け塊えアメリカの二十万ゾと

の調査に富閑さ41ており︑次た

いる水銀農薬の残留毒性の研究

水銀分街法は現在問題になって

や調査に常用されていることを
明らかにした︒
このシ︑．ノポジウムの放粥化分

析の部門においては樹帯分析払
としての放矯欝欝指が農業姻究

に農染ルー−チン放射化分析法が

らかとなったのみならず︑さら

米国および日本で醐立さ瓦て酬
究のみならず饗際問題の調査に
も便用されていることが明らか

︑農林省雌儀技術研縄所

になったことは特筆に値する︒

＊

化学那士壌第一翼長

＊

lo

識はともに世界のウラン資源の設

れた﹁フぐーラトムの初期園櫟計

における放射化分折利用﹂と題
し︑わが嗣のこの分野における
進歩を総合的に報搭して︑外国
の学者に感銘を与凡た︒まず特
殊分折としての放嚇化分祈要用

ストロンチウムとバリウムの分

が行なわれた

銅の分折など

申の酵素中の

折︑また茶葉

マンガンの分

エノケル︑コバルト︑
可録
︑量郵
︑蛋
一 に非常に役立っていることが明

折︑あるいは傲鼠雌分としての

︵

上

ことを述べた︒

されていることを述べ︑これら

銀その他の放射化分折法が確立

として銅︑麗鉛︑マンガン︑水

為澱が一〇一丁三八OPP獄と 他方︑すでにルーチン分栃払
た︒これは秋落水田土壌の欝欝
滋の原囚を究明あるいは士壌改

連蔵中の門氷国におけるR工
工業利用﹂は依み︑かわりに︑
﹁太平洋学術会議から﹂を三回
にわたって連許する︒

5

ウラン敷源が充分か毯かについ

必要澱をU308絢三ヤ鷲芳二千

では︑二〇QO無恥での巖小躍の

べていないが︑ユーラトムの予想

田については述

告は将来の躍要

露NEAの報

る︒

れる通りであ

は上の表に示さ

ラトムのデータ

に関するフォー

る︒燃料必要緑

解に一致してく

敬に関しては非

ないしヤ八ヵ月ごとに数敏を調査

ENEAの行なったのは．士一
と一致するのである︒さらにこれ

たQこれはほぼ以前のものを駒単 画﹂に沼蔵された︒

れている︒

編発表されたが︑画業分析にお

ことは知られているが︑縛目は

稲の根が腐って収敬低下一粟す

でね

ける放尉化分析のルーチン手没

秋落水田

放射化分揃の麗楽利用は約十

となりつつあることが明らかに

饗︑ざ︑謡︑爵︑ボ︑ざ︑ぎ︑ざ︑ざ︑ざ︑ぎ︑謡︑︑爵︑ざ︑§︑§︑ざ︑ざ︑建︑ざ︑ざ︑§︑詩︑ざ︑ざ︑ざ︑調︑が

利用には︑従来いわ汽ていた放

無荊から始家っていたが︑その

この研究にマンガ︑ノの放尉化分

テキサスA・M穴学放射化分 析法を応旧した︒同博士は韓剛

なった︒

高譲度分折法としての利用のほ

射化分栃の高感厩を利用し特殊

K瓠を便用して︑秋落水田七壌

ディー博士は︑﹁堤素殺虫荊の

のマンガン濃度を比較掩乱した

と正常な営通水田の土壇洛液中

析研先所のR・14・ウェイネル原子力研究所のトリガ炉MARをあげ︑土壌および植物体中の

効果洌定に対する植物体の唐動

かに︑疲射化分

放射化分折﹂と題し︑柚物体に

析法が農業に広
くルーチン分析

集積される臭

素懇願に由来する農作物食品申

結果︑暫通土壌のマンガンの含

太平洋学術会議の⁝〃惹から

の残留更累について広範な研究

の分債法は主として非骸壌野桁
泓であること串強調し︑この銅
・触鉛分析法は麗作物に対する
鉱工霧海除法の研飛や壌際悶題

1

天然Uの必要量累積茄随汁
二百五十万トンの供給が可能
過玄五年聞に天然ウランの藏出撒が急激に減少して︑一九五七犀の最盛の盤麗撒の四分の一
という最低線になりそうである︒しかしながら︑世界の物思家達は雰常に安価でしかも鶴要を
上口る供給がある今研の状態が︑今後の五年間で終ってし漂うとは思ってはいない︒暴露につ
いていえは︑磨面世騨において︑既知のウラン鉱床の堺蔽澱も採鉱︑生薩能力も推鷺謄要羅に
は充分足りるというわけにはいかないだろう︒なお︑ソ連や中園における資源についてはほと

れは︑今世紀の宋よでの西側世界

う︒つ求り︑多くの専門康達によ

つぎのレいうにいえは十分であろ

め︑ここでは避ける︒ここでは︑

んど未知の豪虫であるQ以下︑ニュークリア．エンジニアリング鉱から︑二〇〇〇年雲でのウ
ランの滞要と供絵について紹介するQ

増殖炉．転換炉の成功が鍵
ポンド当り十五ドル以上は問題外に

鍛初の燃料を供給するか︑また

多くのことが︑増殖炉型および

行なってきており︑現在もなお続
は増殖炉からのプルトニウムを使
なけれは経済的価格でのウラン不

原子力関係の多くの簿要な団体
の照要にはかろうじて供給しうる

けている︒その蝦儒の大多数は︑
用するかのいずれかによって︑よ

足という事態は明らかになるた

紙換炉型の原子炉の成功と原子力

現存する資源の規椰と緑子力時代
り縄済性のある増殖炉の湾え方が
ろうQ

は︑長朋にわたる供給照臨につい
既知の燃群灘源がある︒増殖炉が

の戒長率のいずれについてもはっ
麦持されるようになるまでは︑当

副爾の状勢に負うところが多い︒

方では

て︑熱心に調査︑査定を羅臼窪で

きり︑上致しているが︑
分の間︑従来のデザインを瀬度に

嚇般に成功のうちに採用されたと

今便われている黙料を最も維済陶
補うことが必要となろう︒

してのことであるが︑もしそうで

に利用するため考え拙される原子

9GO

⑱勿
になの得るか習

累の濃度澗定
に素破壊放尉

Cの農業への利用

法の利用繊を左

かが︑この分析

右する悶題とし
化分析による
ルーチン分析

て騰趨されてい

た︒

ンポジウム﹁縫

議の第三ヤ四シ

結果を報㌫した︒

法を禰立したことを報告した︒

業におけるアイ

稟による作栖敗毒に寄与するも
S・C・シム⁝謀士は﹁放射化分 のと期侍される︒

つぎに︑ソウル大学腿学部の

四部として︑放射化分析の腿業

折の使用による

田蕩離離槻は﹁田本の腿業研究
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日本原子力産業会議は九月七日正午から︑東融丸ノ内の日本工
手倶腰部て第七十八測卿窮会︑僧開き︑第二次俺藤内翻の改造で薪

たに就任した原子力開係の薪大臣を招き猷任轡超午撒会擾開催し

わが

た︒一瓢木通酸大臣︑藤山経企庁臣冨は日韓経済閣僚懇談会出蟹騙

備のため欠精したが︑向照科園圃疑冨はこの観て挨拶し︑
国の原子力発掘聞継は十年たって海く念膿がかないつつあるが︑
むしろ遅さに失した感もする︒よた職子カグループは現状の家ま
など︑わが憩の原子刀政策についての所捲を

崩嵩醜し挨拶した︒塞た剛日特幽幽幽した掬沢原子力委貝長代理

噛一2かにしたQなお遍葭大臣欠胤のため︑同省金丸政轟次冨が山

でいいのだろうか

︵属
、

協力を掲膿いしたい︒

金丸通産政務次官の挨拶

灘／．麟

よた金丸逓産省政鵜次官は︑総
合エネルギー政鑑における除子力
発羅の役割りやわか瞬の噺型動力
炉の自童開発方針等について述へ
た後︑次のように挨拶した︒

通麓雀ては漱勾来誌翼翼ネル
ギー調新会に夏子力部会か設け
て鋤慧語詞を進め︑動乱三月に

拠をヨ千−四千万KWとする中

は昭塑へト年度の原子力発電規

閥報告小渇したが︑この膨大な
開発逢成には原子力機器の国薩
化︑原子力発電所の立地確保︑
核燃獅揖保など解決すへき問題

が山積しているQ逓毅省はこの

帰一■＝＝一二；＝＝一器＝鼎一二＝＝＝器︸＝一＝一＝髄一﹁；驕一圏一﹁＝；＝＝凹：＝；圏＝＝冊＝塵一＝曽＝＝

＝F＝：贈一＝二

F

一髄一＝一冊＝＝；＝＝＝

：＝＝鼎

；一；響縣＝

その抱負を瞭勾揚さんの闘は騨

ていろいろとやってみたい﹂と

w︶o

く︒それには臼ぶとの狡術交・珈

な留学生﹂と手ばなしのほめよ

分折の農業利川QRI．伊応出し
余暇は？ときくと︑﹁短かい

よる坐繰と肥賢の闘似︑放射化

噌＝＝冊一一篇＝冊＝＝二一冊＝一冊：階＝冊一一一︻＝＝﹇冊＝柵一曽一冊一＝一冊二謄＝一一開一冊憎＝二

毎年︑田摩には束石アジアの

箇々から
て台待の︸喪石玉の一つである

工AEAフ晶ロー

とよはれる国際原子力機関の留

留学生のなかには日本て封に

したいとつけ掴えた︒

僧盛んにし︑日ぶの指導を期侍

きたい﹂との返事︒文献︑厭みに

滞庄なのでみっちり勉強してゆ

余念がない︐一2しく隠に乗鼠にい

サトウキビの庭肥技術や土州の

学生が何人か嚢ている︒

台湾大学かるきた頼さんとい

胡究の関堀上︑急白の実験も

まり外出もしないそうたQ

る嫁さん壱訪はるくらいで︑あ

﹁窪めて

来日留学生︑楊さんを訪問

まじめな研修生活

の来日てすQダばらしい︒日本

る︒田本の脚蒙け？

っしょにアパートを借りてい

改喪をしょうというもの︒

虫烈都窪区にある山林省農業

技術研究所でRIの農業利用の

研修をうけている︑台湾の楊さ

んと鵯さん︑パキスタンのカー
ンさんらも他の機関で研修中の
七名とともにご
の澱月に来日し

カ月のR本留学

た人たちた︒九

多い︒岐阜の試験場まてでかけ

実験のため即興虫海螢鷺所との

んでい関すよQここでは外人に さん︼これからは放射留分振の
は土爆口は休んでもよいという

住覆がはじ溜るとのことQ

て︑ここで学んにこと︑佃島かし

い︒帰ってから畿懸語そなえ

少ないし︑私の試験所にはな

行く入にろう︒

究者として地味な渦動を厭けて

なくないときくが︑糧さんは研

﹁台目にはRI関係の読備は 省の高冨になってし塾つ人も少

ことにしているが彼は父然休濠
ない︒隠には日曜臼も返上して
実験など瀞一やりにくるしとは揚

さんをあっかる渋谷土壇化学第

豊研究貫長の認Q﹁披は摂徳的

つけた技術も︑ム国に帰れば本

こもヤ6ず︑たた仕捗にうちこ たり︻写翼11凸からFr人鼠か揚

いQ﹁よしめな人で︑酒もたは てRIによる園揚試験を再な︐

には隙研R王研 人はとても祝切﹂と醍想がよ

週闘の施設兄学旅行が禽ま㍑︑

修祈での五無難の呈礎課程と一

来年の一月までワごhそれの機関
で研修奄うける︒

台滋の国立撫楽試験所の楊さ
んは柑鳳︵サトウキビ︶の専門
家︒流暢な罠ぶ請でひかえめに

楊さんのテーマは飛−利用に

彼の研修生酒を諸ってくれた︒

無韻午欝会に引き続いて行なわれ

㊨三校当季の栄国派遣
このうら役員異動は次のとおり
である︒︵カノコ内は唱醍職︶

︻

軍

I

竃
監
匹

睾
濫

纈
蔭

臨

匡

監
些

謳

匹

巳
監

輩
匡
監

且
鵬

犀

I

︷特別研究会開く

東海原子力懇談会

束海原子力懇談会︵会長安川第

一万郎氏︾は︑臼本産業機械工業会
．など七学協致の後援㍗︑九月二十

八︑二十九の向日︑β本原子力鴬

及センターで︑第十一幽門源子炉
建設に関す勺物別個九会︵線子炉

施設の設罰︑施工ノ隔誌．開く︒

一

療⁝塵通鳳侶

弘︑

礒
ーー
☆関西原子力懇談会ω九月二十

二百鳥彪 技術センターで第七圓ア
イソトーフ使用臨関野洛会を大阪
尉立放射線中央酬究崩と行ない︑

R工剃用開発上の諸問題について

襟墜9る︒

討圃委員会を開いた︒

☆中部気振力懇親会は九月九日

☆粟洋リノリューム︵二︑︶11新

︹資凝サービス︼

就艮に越知浦之助船就伍．

放射獅化学調査薗報告轡
咋奪十月か6 カ月岡︑日本原

子力産業会議が派遣した厨調査団

の﹁欧米における放射線三業なら

コノククμフトd加之器の運転 射綴翫学の暴露礪靴②放射線化学

についての報雪特︒内貸は︑①放

びに食品照射の研究開発の現状﹂

体内に投与されたR王の分缶を測

匹
監

国立研究所︑ローレンス放射蕊研

分の付鳳から鳩火︑虜員の運絡で

中︑一MCパルサー妓訟の竃源部 の応粥研究・醗発研究・工業陶生

こと︑①シγiプな影像がえられ

明であるが︑パルサーの島比かス

止側な漂囚は現在のところ︑不

ーー

︵送料共︶︒茅野のむきけ櫨鷹調

の複写︵興文︶︑実費一誓五十円

の発電所と原子力発電所の比較

TVA野卑における石灰火力

TVAレポート

搾︑二白五十円．希望のむきけ原
瓢サービス事手本脳虫で︒

ての戦雲となっている︒六十九

設⑤調三際果と今後の開発につい

麗③食繍照射①空写および照射施
処理はアナログ︑デでジタルの両

定するものであるが︑①データー
なおこれは米国年子力平涌覇川

方が町能︑②測走は贈賄聞で正確

すぐに消防車がかけつけ︑他聞消
追金と協力して俗なっているもの

なR工分布が検温できること︑③ 化醐によ．0消化襲業を雨雲︑四十

ることなど︑多くの物徴をもって

えた部分はケーブル︑アクリル極

などで︑さらにコンデンサーの組

なお︑放射能による汚染はなか

に燃え移っκものと予思されるQ

ったが︑原研では今後︑婆故原囚
究明のため委員会を設け︑調査す

って

という名セリフが飛び出

動力炉開発は線子力の薪

ならぬが︑最近析幹線にあやか

たキーノチフレーズがなくては

は︑大事巣の遂行には気の利い

進された▽マスコミの挺の中で

で︑区民の期侍を集めながら捌

ピノクまでに﹂などの合扇集

﹇時速二白五十試縫﹂一オリン

日課濠で︒

懸盤

熱したものと思われる︒最切に燃

パークしたか︑あるいは掘源が過

早懸盤雰ごろ︑ゴ一喪V

高分子の放化セミナー

原産︑M・ドール教授らを招待

9月30臼

ン︒ソース︵PNS︶繁で︐瓦月八ることになった︒

鎌継炉特酬のパルス・一一ユートロ

円本涼子力研究開脚海研究虜の

原研粟海研究所

PNS室で火災

高速炉特研の

おり製品化が沈国されている︒

投与するR工の照は少なくてよい 三分後に頭火しん︒

で︑強暴度はそのご同工であるQ

︻写斑は左から若杉︑困府︑渋谷
の三氏︼

新しくオートフロ
日スコーフを開発

究員A・シャピロ氏をはじめ内外

した▽遮蔽千七渤信円というの

臼本原勇箋覆射蟹M．下ル恥仏CNRs幹霧
線
学委員会︵委員長・土井止槍住友

三菱陳エ出力工業

の由門

マ︐

フ常任岬璽u矯気箏憶連二会鮒
会鎚潜村親銘▽理箏請北海道爲
力量長密本二次▽旗日︵理罫︶

岡本成太郎▽豊玉役睡日本損害
保険協会会長封瀬趨瓢▽退任
︵常任迎蜜︶汽原武毎

三氏を米国へ派遣
日本原子力平和利用基金
雪裏 輩 鵜 晶 群 ︑ わ 濃 紫 教 停 錦 芋 導 蚕 ︶ の

放嚇課化学に関する要囚︑②照射
米国教脅庁︑国立馴

この藏照は︑隆学函で糠属ω人

化に吊りだすことになった︒

の研號︑③照射によるポリマーの

Fイ竃⁝物性などのテーマを中心に最近の
柵

には米ノースウエスタン大学教擾 線開発課まで︒

餌高議妻開く︒李︑貰る︒監は轟照会は歴婿

含霞鞭

を考える番たが︑

レーズはあり下せんか：⁝︒

高速姻獺炉のうまいキのソチフ

る

は︑新幹線なみの大輔受けのす

そうというのもピノタリVお次

綴ではおさまらないので︑別枠

も︑断幹線なみだし︑蒼い東海道

化学工染会長︶と放射線化学研究

▽酷問先

スデン原子力発麗所︑アルゴンヌ

断︑デト瓢イト教難題員ム汽ドレ

メが3饗し︑①ポリマーの

会︵蕪批・丙宮譲夫集大教授︶は

ポリマーに測するESRのNMの
R太いパイプ︵予鉛要求︶を通
理解を深めるため︑尚驚学枚救録

﹁教皇セン々i所腿︶︑痛杉栄氏︵

漫原子力工業は︑これまで医

療面で使われてきたシンチスキャ

共同で門蘭分子の放射轍化学に関

⁝一

ナーにとって代わる﹁⁝㎜襲オ！ト

するセミナー﹂を九月三十日午

田閻︑米同へ派遣することになっ

フ高田スコープ﹂という新しい滅

崩十時から午後四時半取で︑

た︒

犠購団︑全国照照教師協会︑原子

︒露華の田本都薯タ︐別癖成果の蝦・雌と真言行なわれ

充実し︑其た学校教濤を通じて地

を派国に派濾して面子力教育の実

置を開凝してきたが︑このほど見

域一般住民に対する原子力知識の

情脳焦祝察させてきたが︑今日度も

エンリコ・フ山ルミ搬子力発聡 題しがついたので︑来月から製品

力婁肖会︑米困原子力産榮会識︑

〜

渋谷慨鉦氏︵福玲県救冑婁員会指

豊麗震の藩医緊警︑侶＝震を︑量舌から無芸

究所など︒

u≡＝重三≡≡﹁簡≡一三髄＝三≡≡﹁＝三三＝剛⁝；m＝醐一幽⁝＝三≡一＝三日一≡三三＝盟二≡≡一層三一≡三三⁝：一一⁝≡⁝三≡：一一盟≡三︻＝≡＝鼎三曽三一隔≡≡三一謄三曹一≡二＝三≡一三＝咀≡．

来年麗は原子力棚器国産化拍車

子力開発利用長娚讃働の敗諮④

Φ役回異動②評議員の蚤嘱ゆ原

次の各議題を審騰︑決定した︒

確保に努めるとともに︑海外ウ

動力炉傘張の促進に関する出藍

予蟄描暇を検討している︒︑隙子

のもとで矯毒しなけれはなら

力の開発利用は限︑風閲の協力

ず︑関係業界は従京にもまして
そのハイタリ・アィー奄発揮する

の巾核9として︑現下の課題に

訳う期待する︒また線薩は二間

応えκ洛段の活躍を希望する︒

理翔会

役貝異動など
を決 定

九月七日の風息岬箏会は鷲大距

⑤除子力海外観振団の吹米細工

ラン鶴翼の雛保に鍔めるための

原子力発躍所轄設に必要な蝶金

のための無期低利酎資のほか︑

巾間引鑑をもとに︑さしあたり

口臣1田lllIl田川lllllI田U11旧川尻1川劇蝋川洲11田1111酬m剛11川llI旧ll且旧1旧1川llllIll川1臨111川旧1闘川ll川1川目1511目1照ll

ーサー吉蒙一壱駈一

ていきたいと摂う︒関係獲界の

行政全般にわたって金力︑へ尽し

これらの点も含めて科学技術

るので褥ないかと思う︒

もう少し考えていくところがあ

現状のままでいいのたろうか︒

溝える場舎︑原子力グループは

来の引目の原国力産業の腎成を

㎏は山幽しているが︑とくに醤

その鋤簾解綱再処硬など︑聞

力船で繍成したい︒

実現させ︑コンテナー船は二子

猟船図日本の名にかけて懸隔に

叡た原子力鈴一船の建造は︑

伸ばしていきたい︒

から︑動力炉の麗発磁針や︑これに閲する来牢竃の予舞要求につ
いて現武魂明が行なわれた︒

有雷科技庁畏官の挨拶
有田14狡庁最冨はこの胤での挨
拶で︑除就の歓迎に対して掛謝し

と↑張し

科学技術庁には専

た後︑およそ次のように述べた︒

これまて
任大臣懸おくへきた
ていたが︑皮肉なことに払か兼
任することになった︒かつて私
は国会の嬉掌夜術搬興対顎特別
山野公の切代婁員長もやり︑今
回の科技庁長冨就任は古巣へ帰

麗任して感じたことは︑原電

つたような気がする︒

が惣業運転を始め︑塞た東京︑関

西︑中廊の各電刀会祉の謝画も
只体化されるなど︑＋年κって

これらはむしろ

蠕
駒

動力炉聡発は積︑極的に

計画 遅 き に 失 し た 戚

叢
込虫瞬︶︑国分傾美酒︵三縁甲迎科

…一

爵

罧轟は捗拶ずる管田科技庁畏篇

一

ー

二
漸く怠勲がかないつつあるが︑

遅きに題した越
がすることだQ
隙子力発蟷はわ
が国の将来のエ

ネルギー閲題の
解決︑あるいは

上等の観点から

原子力巌業の向

是昨とも必要な
ことで︑そのた

め新型転艇頬お

の聞発計画が立

よび高連増殖炉

てるれている

が︑本命は後灘
である︒これら
に対しては積極
的にその質劇を

本

京・庁素菖3−4
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資源の開発から
綜合利用まで

丁
丁

業

初の大規模海外派遣
裨k卸齢理会友田千

胸麗麗ワードにおよぶこの職文は︑幾覇塗嚢か

究所理事長の松水脚三顧門氏あてに幡いった︒

粁⁝︑ウがTiカi︒シスラー剛斑よ偽ノ︑働邸力申・央研

ても冨ぱしい知ら亜が︑デトロイト・エシソン

一九六六無八月九灘︑電気購業の醤来にとっ

W︑五十二時間にわたる試齢運厭期間の発生眼

子炉執出力十万K W ︑ 発 電 幾 出 力 二 尊 二 千 K

電所の発生魁力は︑肥力系鞠に価嚇せられ︑源

転譜画の一環として︑八月五日午後四時︑同発

わち︑エンリコ・フ皿ルミ︑原子力発聡所の試遼

二十刀KW︑電気繊力山ハ万五千KW築瀧成する

力懸は約酌万K

時に遠し︑更に涼子僻目出力

力発竃所が︑高山増獺炉により送竃雪一れた堪力

まで試験運転か継靴される鷺を蜘ら赴てきたも

礁設した浦速増殖炉︑エンリコ・フェルミ順子

として今日象で概曝鑑高の碗力を電力系航に供
のであった︒

の実用化をめざした研究隔発が伯
なわれているエンリコ・フェルミ

トリウム系統を実用プラントとし

わが国電力供給量の一興を撹わし

髪もあるので︑純趣増殖炉をして

比し眠れて研究開発に灘評した角

わが国においては︑先進請国に

粟にAPDAへ派遣する段階にな

として約二十瓢の技術者を陳族と

月︑十月中には︑この訓画の一W⁝

的悔言躍も次葉に整い︑今琢九

すなわち電力中央研究酬のエン

食品照附に関するサイペルス
いるが︑この種の国際協力組繊

員とともに研究活動を行なって

て参加各圃かる派遺される研究

ルスドルフの研究施設を供出し

十麗の嵐は品質の保持と経費の

十度の加熱ですむので︑この二

るが︑照射と羅合せるときは万

十股二十分闘の処理が必要であ

来の加蕪たけによる場含には七

GAEは数箔の研究拭︑サイペ綴合せ効祭が姑出されたが︑蕉

ローシソプの提供など︑藷たS に頒熟してから照躬するという

櫨を限短して大同に試験中のも

輔堅果集︵一九六五軍︶︑野醇

製n⁝︵一九六Q年−六一年︶︑

ギ︵一九ム八年︶︑穀類とその

たものは︑シャガイモ︑タマネ

でに下生彪敏の照射が許醗され

にわけて法陶に鰹可される︒す

誌果や大鍛の反応により二殿階

かされて︑照射によりこれらの

抵縞性の生化掌の棚跳成果が生

おいても果実麟においても櫃物

ることで︑例えばジャガイモに

醗研爽が技術醐に生かされてい

一つとしてあげ6れるのは︑基

驕Bソ池の開発映画の話語の

れたもので︑果実︑果汁の放尉

れているが︑・熟懇外

の果汁が研究ざ

フェルミ炉照射孔借用で
な一つの閲題は︑原子炉材職制に

轡の推進に役立てたいと考えてい

わが國に建設される第一月混速炉

炉試作螺糾の照射試験あ行ない︑

これにより︑わが困の国就隔遠

燃料が︑原子炉内において中性子

る︒

原子炉に関する技術開発上璽要

の照射を受けた場合の影饗を解明

鉢︶︑果実とく

やすくならないよう放射課処理

食品が徽混物により損賜を受け

スクワ郎外のパイロソトプラン

技術が考慮されている︒獣たモ

のは肉頓とその製品︵一九六瞬

にイチゴ類︵一

晃︶

るものであり︑漢に二尉孔の霧海

鵡クトへ⑳済する紛めての例とな

ては手署の六規鍵儲乱開発プロジ

への参加については︑わが国とし

庭んできている︒将にE鴛︷踊画

鰻作鰹の只体的諸説搬に2ざ︑鳳 吻の維寒な灘支援により︑昼鳶に
子燃料公祉と打納セて行なってい
るが︑照嚇時期が限るれている噸
よりして︑できる限り旧くこの協
定を成立さぜ実施段階に移りたい

これに必要な経駿として︑AP については︑二子三拝公筏など畷

と考えている︒

は︑すでに照射サービス協定懲峯

送駿等が別途必要である︒

九二後試験費︑照射︵後︶資料輸

にそなんκいと考えている︒

勲いし︑わが田の竃気事果の発展

に︑今後虫y卸す酬声援の穆をお

関餓釜万噸に躍く感謝すると共

などの特殊饗催があっ紀Q

ぴ︑その賜閥は故年間にわたる颪

は︑家族も含め・ハ︑﹄し十・名にお﹇よ

蔚の派遣については︑その人員

施する告辞がある点︑漢κ︑技術

DA編へ支払う緻は五十二・六万 の機隅と醤桜な運絶をとりつつ実
がであるが︑このほかプルトニウ

が提示されており︑㍑二死央研究

ム購入費︑若妻試料土版製作費︑
諏件について︑APDA燗より

することである︒

わが剛においては︑従来熱中牲

用鋼材︑積習燃料体等につき︑国

所においては︑照射試風の設計︑

子炉に漏しては︑その国産原子炉

内原子力メーカーにより︑圏内家

二十四名の派遣団
組織的に研究実務に従事

たは撫外の原子炉小用いての照射
試験が．汀なわれた例は比綬的多い

が︑高聞増勉炉に関しての照尉試

t︑

オールマイティー・という愛称で広

く親しまれています。

㍉

ドルフ謝画は︑一九六四年九月

節約にきわめて為描であるとい

襲撃描鐡
オーストリー涼子力研究協会s としては毘鍬で唯一のものとし

鯨保蔵法を国際協力プログラム

九六四年︶で︑

ト︵コバルト60五万キュリー︶

れらはオ⁝スト

魚介類はまた許

リーの国罠鉱軒

は嬉戯野裏門威用の圖営☆庫の

のである︒一九六五年一月から

艮好であるという︒ソ連のジャ

可されていないが試険の繕果は

研北室︑憲硫研究貨松山

︵理化学研究灰︑放射鍛生物学

慮に短期岡の開発に慮功をおさ

いるG動物実験はすでに五年以

で︑大鰐の輸送ならびに隊暑の
おわりにソ連の食滞照射開発

上汀われて険全性がたしかめら

ト60照樹装躍をはじめ動物試験 後瀬融で一年以上の欝蔵が灯能

強︑照射によ廊糖瀬︑蛋白質な
る︒ENEAはこの訓薩全体の

の国では蔵品食昴は動物誠験の

の状況のある漢し奄のべる︒こ

うかQ

どの戒分変化︑酵趨細胞の生亀

め得た嶽困があるのではなかろ

饗鰯局として参加国闘の連絡と

淋甲批チ炉こ灘してに︑ヤンキー
およびドレスデン漂子力発離藤が

実施揚所となっているが︑エンリ
コ︒フェルミ炉においては︑ウラ
ニウム・プルトニウム鴻禽酸化物
燃科を用いκ高速増殖炉炉心を開
発することになっている︒

一九六五串より一九六九年に誰

るこのEEーフェルミ炉計画の所

国産燃料を試験

麹農甕日貞H一禽轟轟自撰R食撫庭霞良貞鋤Ω出自q隣国日∩N臼良自露銃口自負︵膣∩同旨臼Ω顕爵Ω自∩興與q自霞口︵目庭h貝Ω自自Ωq自爽踊

匿頗を握当し︑工AEAはフェ 学的研先が行われているりとく

各地での贈蔵試験にも成功して

このような一昆当然と思える思

きわめて含理的な体制にあり︑

一隅にあり大石疑沼南の遂得に

いてはこれまで照射した糖水溶

が︑奇くジ誌iスそのものの試 ガイモ︑タマネギ照購の餅可は

液の勅物試験が行われできた

物蟄と謂えられるので先ずこの

験を開巻す．⑳ため大型の灘バル

であり︑虫た化学的にも微生物

物学および農学研究所で六力年

戯陶でとりあけられた︒照射鴨

に必螢な羅働輪が建窯中である

砲廠にも食品照附研究のモデル

盛画として開始されたが︑現蕉

汁の貯戚謎験︑物鰹醐化学陶方

フにある原子頻センター内の生

では欧州讃国のほかに米国︑カ

法による旗海尉槻麹作用の増

世罪で最もはやく実現し︑照射

ナダおよび難庫が参加してい

オーストリーのサイベルスドル

として研究開発しようとす．鵜も

ゼ齢嬉無難饗構

クトとして3ンゴおよびブドー う︒照射ジ∴ースの安全性につ
AおよびIA鷺Aの聞で協定さ

GAE︑欧州原子力機関廻NE
て注目される︒最早のプロジェ

れているが︑欝敗は調翻心階で

⑪辱暑UU讐口彗洲り導尊ロー図∪口h︶ぴ9彰匪V賎口呂客観UHり導9随UOO麺膜︶む醇け鍾HりH︶話UHりけ呂Hり琵︶料︶む9HりH︾鞍璽

て信煽性のあるものとするため︐

めるための研究囲難を効果的に進

へのプルトニウム燃牲炉心の開允

し︑高被斎殿蝉および熱叩性子炉

り︑米繍内外の関係機閥が参加

受けてAPDAにより門出増殖炉

においては︑楚囚EEIの委話を

以上の観点から電力中央研究所

給したことを知るり⁝てきたものであった︒すな

計画は三つの柱で
高速増殖炉実用化へ布石
炉を叩心とする囚際協力に関心を

原子力に関する先進議国において

筒慮増殖炉の実用化の博聞は︑

捲ち︑原子力委員会の賛同も得て
交渉を屯めていんが︑内外の略体

注しており︑艶々と成果をあげて

かしながらしゃっかいなプルトニ
いる︒

一歩一歩と近づいて来ている︒し は︑鋭惣．ての研究一発に努力を傾

ウム炉心を灘出力糖礎で使いこな

さらに渦速重重炉炉心の安全榿磁

二つの譜剛がある︒

た国織協力は技術者の派舐のほか

すため︑謹た冷却材である治融ナ

躍のためや燃料︒材料の開発のた

用してゆく必要があり︑このこと

めるには︑蒋に国際脚力を十分活

は︑原子力委員会の動力炉開発懇

リコ︒フェルミ炉を中心とする国

を照臨しょうというものであり︑

め等︐今後の実用化のためには研

談会︑高遮増殖炉ワーキング・グ

際協力讃画は︑以下の三つの一主よ

った︒今回行なわれることになっ

究開発すべきことが多く残されて

エンリコ・フェルミ炉原子力発
ループ報管轡等においても述へら

いる︒

蹴所においても︑将来の轟速増殖
りなりたっている︒

要経費は︑麓撫約五謝万ガであり
米園ではデト臓イト・エジソン祉
バブコソク濁ワイルコゾクス往な
どが︑氷国外からは︑ベルギーのベ

本騒子刀研⁝究購︑原︒か燃料公社お

派遣すべく脳力会津︑メーカー︑零

あとがき 以上の翫画は今B謹で関係各万

央24闘

中部

☆ 欝欝海上

産
力
子

原
れている点であ．OQ

Pu燃料炉心の開発

炉の突用侮をねらっに研究闘発が

その維についているQすなわち同

EE一の提唱 で 五 ヵ 年 計 画

ぞ力技術者の養成訓隷のための技

をとり︑APDAへの妓術蕎団を
術蕎の派癌については︑団休また

従来原子力技臆の調資また斜殊

フェルミ炉においては︑同炉にお

おいては︑この研究開発謂画の実

験は未だ行なわれた例がなく︑家
ルゴ・ニュクレア祉およびわが国
陀臥弾的に見ても高速中性子によ
の電乙甲畏研究所が参那すること
る照射試験を行ないうる施設は極
になっているQ霊力遅配研究駈に めて少ない︒幸いにもエンリコ︒

◇◇§AV◇
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義蹴所の設計︑建調から今欝獣で

いる ︸ 8 ヨ 琴 男 ︒ ξ 母 O①く？

その技術顧問の役舗を果してきて

技術の庭展途上にある原子力技

瞬がお加しょうとしているハルデ

渦貯︒学

DA︶け︑

国鳥涜︒コ

ざ℃量Φ捧δ諺︒︒09三 二 ︵ A p
ン・プ獄ジェクト等がある︒

施者の一員として参画するため︑

諺︒欝︒・ゴ霞富︵EEI︶の術の研究協発は︑多瀬の資金を襲

離記の附除掴研究⁝⁝兄プロシェ

の派遣瓦書召を避製し︑APDA

し︑かつ︑匿界的に蝿識を結集し

漏ウム燃料の試験が開始される豪 倉が多く︑また長期派遣の場合で

A側においても︑これら二十四萄

測と父ル甲のとこ．O︑今磯APD

盤託を受けてエンリコ︒フェル

人を派遍する場合が多かったQ

も原罫力留挙生惨︑団休でなく個

いて前記KEI謝醒によるプルトは懸人についても一1二ヵ月の揚 よび科挙技術庁より合讃二十四名
での期欄を利用して︑これを活用

その繊頚分として今後三ヵ薙の聞

することとなり︑岡炉を照射施設

クトの例は︑いすれも熱論轡．＋炉

に蔭万が︵内二・五万がは蝋敵性

に罪するものであるが︑汽力甲央

子炉関係︶を分黙しにいと落えて

なければならない瀟が多く各国と

研究所においては︑聞酒増書誌に

も国除協力の体制をとっている︒

関隔る圃謙プロジェクトとしての

ルトニウム炉心を実嗣化すること

わが羅がこの種の山際鰯力に参加

ミ原子力発磁所の原子炉炉心にプ

している例は謹だ少いが︑日本原

霜のの剛員の配属および指導も囚

第一次の派遣を行ない︑十月嗜にはほとんど全駄を派遣すべく藥備を進めている︒

短しκので︑今年九月二十九田に

を全轟受入れることとなり︑おの

電力甲果研究所においては︑続

エリコ・フェルミ炉のような今後箪要な研究開允の行なわれている機関に派難し︑その欝欝内で笑際の業務にたつさわりつつ根織的に乱離を受けることが必豊と考一え︑APDA側よりも原期的了解

性に夢み︑技術薪を一闘として︑

として活用することとし︑同炉の

ラトムにおいて大部分を借用する

照射孔は米麟AECおよびユー速増殆炉研究開発の塗要性と緊急

に開し︑一九六五年より一 瓦 六

この結果︑この留男実施者の一

九年の五年澗にわたり︑研 究 開

ニウム燃群開発譜画に関心を持ち

Aの核データ・センター簿がこれ

風として︑この副噸を進めてゆく

大正海上の住宅・店舖総合保険は

6

子力研究所が参狛している温NE EE工がスポンサーとなるプルト いるQ

へ尖施 背 の 一 員 と し て 参 集 し 得 る 蕉 不 的 兇 漏 し が 響 ら れ た の で ︑ 今 後 ︑ 内 外 の 臭 体 的 詔 搭 置 を 蟹 え ︑ 速 や か に 同 訓 剛 の 正 式 メ ン バ ー に 加 わ り κ い と 考 え て い る ︒ こ の 計 画 は ︑ E E 工 の 提 唱 に よ

交海を進めていたが︑今般縁部雲

：黙り鰹嗣r秀勢一
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かけて︑プルトニウム燃橿炉心を

究開発プロジェクトを一織のみで行うことなく︑掻隣で分担し合って進める万法がとられるようになってきている︒こ41らの側としてほ︑欧州におけるドラゴン・プロジェクトがあり︑暖国原子力研究

に当たるσ濠だ最近では一つの研

本店象京・千代田・丸ノ内

年

発を行ない︑さらにその後腰躍懸

高遮増殖蜘は︑将来の織力供絵の中枢を蔭めるものであるが︑滋罪的にも来だ実用化の途上 に あ り

貯金箱

@
@
@
@
@

エンリコ︑フェルミ原子力発電所

ﾆになっており︑各方颪の注諭を鋤ぴている︐

私のすきな

艮

（6）
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一に

ブ

馬年中に 署 名 ︑ 批 准 へ

上︑リスクはあるものの︑民間厳

における民有化法の成立によって

りについて︑さらに員体陶な補足

して提出した今後の國際協力のあ

の改訂に伴う罠間側の裳墾窮項と

修正を行なった︒

日本政庖の豊原保持洩務が消激し

十分に整備されている︵原子炉等

フェルミ炉やハルデン謝働への研

たこと︑あるいは国内調理体制も

規制法︑鉱莱紘および鉱山保安法

究参加について︑圏としての財政

燃料の入手を希艶するのは当然で
あり︑すでに楽部では昨年八月に

鱗による規制︶ということなどか

社独自の意思で一難炉の建設︑核

核燃料民褐化法案が議会を遡過し

ら︑これを制約する柔件はなくな

原子力委員会に要望している︒

悪陶として核燃料の民鞠化を強く

との

対し原子力委畏会参与会から︑

は①MHD発恥︑海水脱塩兼用原

一応の成果を得ていにが︑これに 子力発電等に関し︑より逝切な海

たけ早期に民為化︽認める

潤としてできる 的助成策を硲立すること︑あるい

その結巣とくに前者については

●

たこともあって︑経済強を加味し

外機関との協力関係の樹立②核働

た自主経営を空嘱しており︑置型

禽の分愉に掲げるフラズマ翻究所

なお原子力委賃会幅さる二月︑

わが麟における核燃料i萄殊核物

っていると霧え

原則的には異存ないが︑敬訂協

研究所の研究協力拡穴への資金的

と︑仏のフかント塾・オ︒ローズ

藻

PWR燃料俸

蕪門

桃兼蜿

纏

簾欝野簿
鷺欝
㎝難

W

でも三十九年に︑原子力魔業界の

定はなるへく長観のものが望家し

醒慮︑および氷︑ソ鯨との協力関

の施策なと︑血塗的・時期的・技

●

などの愈兄がたされていた︒

酌的な噸を考慮して︑積極的に海

ーヨ

●

質︵濃総ウラン︑プルトニウムお

い

てくるが︑國としてはこれらの関

精

●

よびウラン鵬︶の民為化は︑果圏

係の樹立①EN起A︑IAEA︑

連についての力剣を検講しておく

民有化後の問題点⁝
また猷子力委員会はさる二月︑

への竺加と国際陶安全塾鵡禰立へ

WHO︑Fλ0等の食融照射讃画

核燃料民為化後の隠題煮としてお

としては︑米国が最近締結した対

なお海外における同趣瞬の協定

料を確傑していくもようである︒

新協定の改訂によって所要の核燃

協定燭間中の貫体化については︑

膿ラ瀟供給枠を百︑ン以上に拡大
政府は九月十三日の閣議で︑現伍三二所面となっている濃総ウランなと博殊骸物質の民有豊門配電め
る方針で︑日米原子力協定の改訂を行なうこレ幽いを了解した︒同協定の改蒔については︑さしあたり①

濃縮ウランの傑給枠を百ナ以上︵現協竃では二・七ナ︶に二大し︑その有効明間・ゆ＝十年一三十年と
いう長期的なものとすること︑拾よぴ朝儀編ウランの購入契約︑賃濃細更胸箸の当量蒼晴曇民間人︑しす

る・の二点についてその実現を図ろうとするものであり︑原子力委員会としては︑畢急に本格的な対

スペイン︑スイス︑インドおよび

①減損ウラン︑プルトニウムも

英噸原子力協定等にみられ︑婦ス
エーデン協定も成立しつつあろ︒

※交渉を始め︑阜けれは来年口中に新協定の薯猛を終え︑次瑚逓酒類会で批准を求める方剣てある︒

また敬訂の鯖二点は︑濃縮ウラ

しなけれはならないので国として

エネルギ⁝調査会の原子力部会︵

日本フェルミ炉委員会からAP

APDAへ派遮される第一陣

行く人・来る人

こと等となった︒

また濃細ウランの供給煙6百漣以

民有となるが︑国としてこれらの

その対策を考える必蟄がある①便

外諸國の研究聞発謂麟へ参加する

士に払齢し︑藤色鼓体的な謡飼を

ンに関する請契胸当鋸者を民陥入

耕柵技術の胡究開発を行なう必要

必塑があるの民肩化後は二二事業

︒七ゾしか招められておらす︑こ

行協定ては濃縮ウランの供給は二

核燃料の

薦が融ら核燃科の購入資金を調達

わが国の原子力発電開発規模に
もって膨められている振子力発電

とすること︵いわゆる

よそ次の諸点巻あげている︒

ついては︑織力中央協識盆︑日本
のままでは当然この開希を推遣す
所に必要な核燃繕の確保をはかろ

がある②使用済燃料の魯処理およ ・用者の所持する核燃料物鍛は︑平

陳⁝エ﹂力塵鷹共盆議 ︑通間産業爾総へロ

ることが不可熊なので︑同協定を
うとよるものであり︑議なり沐化

罵商化

事業姦の運宮に支臆をきたさない

入れ混誘を為するが︑これが民岡

DAへ派遣される錆一帥︵佐々木

羽田発濃弄する︒

︐一＝

再処理畿葉物

原子力国内事二士藥幹事会

康子動力研究会

＋九臼午前原配

二

茗︶は︑九月二†九臼

M長ほか一

長期計画改訂要望
事項を補足︑修正
原産・国際協力山風会
臼添隙チ力配業会議は九月二十
臼午後一時半から︑虫駅港風築磯

◇

ようにする必要がある︒

︸碧羅保の点か畠際叢の受
設が民間の手て行なわれている以

︶であるが︑発電隣の建

されていない原子力殆出所の︑新

研究開
発およびその体制に関す⇔事項に

核融合分科会︵武田︶

等に聞する簿項について番議する

究の進め方および人材の蛍成詐画

原子力の研究開発に必要な基礎研

基礎研究入材醸成分科会︵武騒︶

び廃棄物のム全管理の聞憩が起つ

改訂して︑協定期間を二十年⊥二
中闘報讐︶が見通しをたて︑それ
ぞれ一九七五年には約四百十万K 十琿という相奮浸期なものとし︑

多

長期計画専門部会設置

W︑約四雷八＋四万KW︑五衙万
千二誓八十万KW︵原涯︶︑麹二

使用済燃料の魯処理など核燃料サ

馨核燃料など入分科会も
構として︑綻倉︑原子力発翫︑原

原子

後原産︑

プラント建設グループ十月三日午

⁝の海外遍力調査会会議範で一 処理クループニ十八日長柵原藍︑
高協力委員会︵至宝迅雲麗長氏︶

画

渉中を念む﹀日本地図︵原子力⁝

日本原子力崖業会誠⁝

雛灘簸
問璽
諜難

煙感孫難
難撚難灘
鱗籔蒸難

ｫ難難

即題難

三菱原子燃料

KW︑また一九八玉年には︑約四

推竃している︒そしてこれらの開

千i四千万KW︵隙子力闘会︶と

腺子力釜盛会︵委員長為田誓一

安全対策分科会︵山田︶

ついて審議す．⇔︒

および放射性廃際物の処理︑処分

を開き︑駄子力開発適用k期

⁝
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日
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来たる十月二十六田の﹁原子 発霞とRI利用の現状と見逸し⁝

︸原藷pR版︵四→ジ︶発
し
㍑
⁝

︵息城︑福晶︑茨城︑東斌︑福⁝
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ゾカの田﹂に︑本紙PR版︵四ぺ
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発に必要な核燃秘の所要量はへ原

子力部会の試算による︶︑主とし

て審議する︒

子力船︑技燃料︑放射線利翔︑碁
硫研究−入材蕊成︑怯融合および

氏︶は九月︸㎜十二日酎て︑隙子力

安全対顕の八分科会を設けて箔議

て軽水炉てまかなうとすれは︑昭

丁重利用長期矧画︵昭和ご一十六卑

⊥の生雌︑放射線の工業・農栄・

に関する研究おぷぴ対策について

R 力施設の安全︑放射隷の陳密防比

イクルの確立に関する雅墳につい

策定︶の改訂作業を行なう﹁長期

を行ない︑必要に応じて各分科会

審議する︒

放射線利用分科会︵武藤︶

五薫七十六ナ︵天然ウラン換算で

和五十年に低濃触ウランで年闇約

副劇専門部会﹂庁設覆した︒

審議する︒

医学利用箸に関する騨項について

の国産化を進めるκめには︑響胴

建設謝画も莫体化され︑関係機器

っている︑一方︑錘子力発電所の

り︑来年度は総額由十二億円とな

このうち原子力闘係では︑薪た

機廻払いと同条件の長期︑露盤の

⁝

嚇
騨

慧繕墾鞭

嚇儲㈱

〜

検磯

約三千八額ゾ︶︑また照和六十年

まん同専湾輝会は︑原子力婁員

の合同器祓も行なうこととした︒

愈が指命す⇔参与︑および専門委

同専門那会は︑九月十二日に原

訂の善本監護に従って︑今年末作

通麗省は九月七日︑総叡少なく
とも一兆円以上の来年度財故投融

に隊子力発電機器の延払い金融と

資の要求概要を明らかにした︒

済の条作で開銀観戦を賀なってお
τ薄しま当・の行

財投︑機器国産化で特別枠も検討

原子力は30億要求

子力委員会が決冠した長期討醐改

業完了を雷除に犠議を進めるか︑

れるもようであり︑旭くその入選

員などおよそ九十名狸艮で構成さ

万二千四罰誘︶となっている︒

には嘱しく約工千二百ナ︵同約一

こんど閤議了解された日乗原子

作業の円滑化を期するため下部機

を終え︑十月三日に甜雲合を開く
予定である︒なお各分科会の審議

事項はおよそ次の通りである︒

各分科会

︵カノコ内は拠当義子力婁貝︶

総合分科会︵角沢︶

して︑日本開発銀行融資による三

および他の癖門部会における冨議

原子力発蹴分科会︵薄木︑山田︶

の象含調整小行なう︒

闇乙窺模︑充霜コスト︑発飽炉型

融資を行なうへきだという観点か

⁝内寄 孟一野翼へ虫海難衡

叛璃穫瀬舗翻
Vセ

川び︑隊子力発電剖画︶︑解説
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三菱原子カ工業株式会社

力協定改訂の中心となる第一点

は︑この開発見通しに対して︑現

瓢ヒ

譲

欝

十下浜が要求計上されたことが詮

ている︒

蜘

雛

羅鷺

一隅麟四囲齢
㎜齢轍凹凹榊輸麟
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三菱化工機株式会社
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T露一鞘鰹難鞠謹聾
および凍子力四竃所の立地等に関

上となったものである．

ら︑こんどの原子力関係の財投削
これまで還翫機の三下いについ

目される︒

原子

ては︑鑑力中央三挫に対して脇毛

原子力船分科会︵西山︶

する事項について番議する︒

万KW以上︑同じく他の六社に対 払いとは別に︑原子力関係の特別

なお三瀬省では︑今後雛亀鑑延
事項について審議す．⇔︒

力第二船以降の開発利用に関する

して︑金潤六・五％︑二†無間返

三菱商事株式会社

羅
しては二十万KW以上のものに対 枠を設けるため︑現在倹討を進め

』7覧、

四

理研の一六〇弗耕サイクqトロンがいよいよ十月より定常運転

核燃料分科会︵脅木︑武圏︶
ウラン資線の確保︑燃料の加工︑

三菱電機株式会社

ー
戯

姻究や特殊R工の製這等に洪される︒写翼は閥装罎の主軸主

三菱重工業株式会社

一
亀
r

を開始する︒これは約二億円で東芝が製作したもので︑核物理の

一料

ノ
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力
子

原

続計を見ても︑ほとんどの

性圓反響墨協会のRI輸入

摺起している．事実︑放躬

酋及の余地が大きいことを

域ごとの法律相談も必要であろう︒

ものの会理化︑弾力酌運用とともに︑地

纏備といえるし︑法規面では︑法規その

みなR王利用を円滑にするための条件の

れい薯︑米について︑照射効果︑安全性

果︑来年度から三力鋸醗画で工ねぎ︑馬

食贔照射専門部会が設躍され︑讐畿の結

が︑わが國でも昨隼末︑原子力飯間会の

来角望粥されるものの茎礎研究︑

また騒分子の放射線禽成反応等将

の建設星園が行なえるようにし︑

に工叢化のパイロノト︒プラント

る諸煎卒あげているが︑その貝体

ともに︑当面もっとも配慮を要す

学の工業的開艶に必要な藷方策と

なお︑同要望轡では︑放射線化

体案を餓すことが困難な聞題もあ

にあたっての調整など︑早急に堤

の実施には︑例えば観測船の使用

一などを行なう方針であるが︑調査

開発は轡界的な水準慣行っているとい穴

放射線化学の分野では︑わが国の研究
た︒とくに︑食品照樹はこれまでの凍︑

健全性などの研究に取組む︺とになっ

さらに将来魑コスト︑多闘的用

る︒

実脳を考慮すへきであるとしてい

中間規模試験研究についてもその

に先行する工業化試験を︑通産省

②︑工灘化の脅成対策一老楽化

①︑原研放射線化学部門の強化

的な要朝璽項は次の通りである︒

て専門部会の構成︑委員などを決

るので︑総合部会での検討を家っ

展 ⁝ 策 鷺 ︶ の 強 豪 備 が すすむにつ

ばならない︒この方法としては長

が中心に調査孫すすめ︑民閥が実

力をたくわえる方向にもっていく
べきだとしている・

一方︑燃料問題班に九月十二日

叫

本調査は学術的な観点に立って

のものであるが︑究極的には核燃

のなので︑当面の調査対象地域に

料の再処理工場建設につながるも

潔萌に地元に相談がなければ協力

は警戒しており︑課査に当っては

摺定されている茨城県の漁民たち

の大型工業開発研究費の交付対象

学に関係講酵昂設け︑また原研に

子力局畏ほか関係方面へ襲望霞

りまとめ︑同日科学技術庁村田鳳

技術の開発③黙思の開発等が肝要

研究の強化推進②工業化のための

ため①研究機関の拡光整備や星礎

の早期実用化への基盤を確立する

准発足させたが︑醐特別婁の粉会

件廃熱の海洋放出調査特別盤員会

藤波葉越︶では八月十九臼︑放射

局がその貝体陶方決として︑各研

搾進ずる旨の方針を決定︑原子力

査研究を図のプロジ鳳クトとして

要であり︑涼子金掻員会がその調

子力開発解説の雑纂驚きわめて廼

い︑その研究連絡楊所と砿て原野

究機関の参加を得て総覧的に行な

協を指定したことに基づくもの
で︑謡講査は純粋に学術的な研究
である︑と各機関の協力を要引し

同特別婁の萎q畏に福氏節雄氏

た︒

れた約胃六十三億六千万円と︑外

内訳けは︑科学技術庁から要求さ

八千円となっているが︑これらの

行為韻約九十二憾千九否四十四万

四百二十穴万千円︑勃興債務負担

求額は︑現金総先約︸臼山ハ十一厚遇㎡†

とくに来無度の原子力関係の要

二千円︑約一二八％の増加である︒

に比べて胸二角五癒四着四十二万

千円となっており︑これは前年麗

は︑約七衝三十八億三百十三万四

これによると来舘農の勲求総額

翼澱の概算要求額を豪とめた︒

四十二庫度の各省庁の科学技術振

耐桝溺甥技術樋灯は︸瓦月十⊥ハ臼︑昭和

来年度科学技術振興費

百六十五億円

原子力関係は

る︒

一艘研究者らのための研修の機会 しかねる︑と強い態度を示してい
をつくる︒

昂提腐したが︑このうち放射線化

と述べ︑このため原研聞崎研究所

黒山会館で開かれた︒

合が九月二＋二日︑東京虎ノ門の

放射性廃液の環境調査へ

学関係では︑原研蘭騎研究所のエ

の強化拡充をはかるとともに︑原

山田さんは昭和十一些瓢月︑

研究に従事︑今年一月所長に就

とが決定された︒総含部会は特別

総合部会と尊門三会を設置するこ

名承諏ざれ︑また下那機構として

技術院︶から要求された放射線三

九万五千円︑それに通麗雀︵工業

患碧落等を含めた胸九千七酉四十

関分担金や岡拠出金︑および海外

︵原安協理事・成践大教授︶が獺 務省から要求された園際冊子力機

任したQ原子力に縁ができたの

委貴会のうち学識経鹸者等で構成

五千六蔚十五万円てある︒

図予防訓測器の検沓法の研究費約

ル・ワールド謎で︑原子力発電

調査の方針︑企画立案等に関する

報告する②軽門部会の行なう作業

臼淡定された総合部会萎質は次の

を統括することを主務とする︒当

左合正雄︵都立大︶︑田島英三

とおり︒

︵立教汰︶︑速水類一郎︵東海

︵再任︶

原子燃料公遠目箏に任命する

江口夷登留．

旬間メモ

期計画改訂作業の塾本方針を決定

幅員会を開き︑原子力開発利用長

九月十二日騙階
泰雄︵東教大︶︑柳下昌男︵原

新畏期計画は六十年までの姿を展

原素力委畏会

憲爾︵放医研︶

研︶︑今井美材︵原燃︶︑塚本

大︶︑桧田餐爽︵藁大︶︑三宅

▽総理府辞令︵九月二十二日︶

し︑①特別婁員会の依頼をうけて
ノカケというから︑わが国の技
術畑で二子力発電を手がけた変
織の人た︒錆総懸ジュネーブ会
議には政府代表纐闘として参加
した︒原子力委員会原子炉安全
審査会の委員︑会長としての活
躍は総名︒﹁日水の原子力盛期
は安全性にシビアなので︑オー
バー・プロテクシコンで声聞に
なっているが︑安全性の研究に
よってゼイ肉がとれ濠すよ﹂と

事項の検討を行ない︑その結巣を

の可能性について航んだのがキ

は︑一九四七年のエレクトリカ

験所に入り︑今日まで一貫して

東大電気工学科を卒業︑電気試

関する安懲性の間勉は︑今後の鳳

チレン高蹟命など還要プロジェク

研や大学等の基礎研究を一難捉糊

原子力安全研計協会︵下灘畏・

トについての中間規模試験を中心

興醒の経過説明があり︑原子力施

躍頭︑藤波理事長から同特別婁
とくに工業化技術の開発詔画に

たさぶろう

を考える必要があり豪すQ﹂

設からの放射性糖液の海洋放出に

やまだ

山田太三郎

原子力委凪になった

ついては︑前期に基礎研究︑後朋

する必要があると要望している︒

に︑線源工学︑化学工学︑あるい

彫
誘聾レ訊ら

炉は輸出の可能性が十分あり思
す︒﹂

山田さんの慧見では︑日本の

ス

火力発電用タービンは︑アメリ
カの図蜘をそのまま写した

では野次馬てしたが︑今度は翻

いう︒動力炉開発懇談会の新型

野次馬しゃなくなりますよ﹂と

だ
紙換炉グループ蝦告轡をまとめ

ケノチ・エンジニアリング

分の意見も実行に画紬するので

ですよ︑と前躍きして﹁これ豪

また本嶺に実記がわかないん

臨

いるが︑さらに今称︑放汀線化学

についてはそれぞれ威果をあげて

はこれらに関連する基礎研究など

⁝

に第一宴会壁隣露き︑核燃料産業⁝
︸噂
政策については総合的にたててい
闘
くことを冒標に︑製錬一濃縮一成 ⁝
型加工i再処理という核燃料サイ

なった︒メンバーは三菱原子力工

クルの問題を検討していくことに

業︑古河照工︑神戸製鍋︑原子燃
料公社︑題自噴業連禽会︑巳本原

たばかりたが︑攻守ところをか
えた原子力婁貴の立場を︑早く

そうだ︒これと同じことが︑い
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望しつつ︑四十一年から五十無策

込むものとし︑年内に成案を作る

で十年闘の員体的推進副画をもり

また奪門部会は総含部会の実働

効果的に進めるために必要な研究

ことにした︒

機関としてのほか︑調査の実施を

実施省間の研究の連絡と共通討識

≧

霧

く

崇美親論甜

RI放射線利用

の長期計
のコバルト60は予想の三倍以上という伸
冷蔵の補助手段であり︑さいきん脚光を

途が期待される化学用原子炉につ

捗種が五年前の予想を上圓り︑琴線学用

浴びているコールド︒チェーンの一環と

ｴ子力姦雄会による原子力開

るが︑諸外圃で噺視されている基礎研死

して︑物価安定方策との関連が重視され

発利用擬期題画︵昭憩ゴ十六年

が︑わが認でも工業化の基盤の培喪のた

喪源問題耕は七月四日の第一圓

期購入契約方式と探鉱騰発方式の

子力発囎会拙︑聡源開発︑原子力

のみこもうと努めている感じ︒

この人にききたいのはやはり
動力炉翻発のことたが︑﹁動力

炉開発は唖火山なので﹂とし

の導入をめぐって起こるかもし

これ やもっとひどいことが︑軽水炉
という気層からたろう

ばらくためらうQやがて
だけは

趣味は切手収集︑碁︑麻雀︑

いう︒

本と肇憎が似ている繭ドイツは

将棋と何でもござれ︒家鳳は久

t氏の持論が江戸ノ子張りの早 れない︑と氏は心配する︒﹁臼
瓢であふれ出した︒﹁原子力開

メーカーが主導権をもって︑輸

⁝

︵M．1︶⁝

子夫人と一男一女︒五十三歳Q

発はエネルギー問題よりも︑マ

ももっとメーカーの側から悶題

ニュファクチュアリング︑輸出 出に力を入れているが︑日本で
の面からやるべきで︑新型懸換

めることになった︒

び方であるが︑工業利用の面では機器メ

めに不可欠である︒この颪では︑懸案に

会含以隆︑庄友鉱山︑日本鉱業︑

二つが湾えられるが︑両方ともや

局︑臼黍量子力産業会講︑穎産省

③︑研究蓄︑技術者の養成−大

いては︑前期中に原型炉の概念設

あると要望している︒

三菱金属鉱業︑原子燃料公社︑地

るべきだ︒つまり︑輸入だけにた

関係各課︒とくに十日に予定され

拡充︒

ーカーあたりから︑賄及が慰つたほど行

るべきであろう︒

かないという声がしはしばきかれる︒

これまでの開発利用状況や将来の臓通し

利罵の分野でも︑強力な国の拍進策が必

よび再処理プラントの稼勤に併行

とするなど︑国の積極的な支援を

要であり︑切子炉の開発利用などの面に

謝をし︑後期にその建設運転に譲

も煙がった総合的な検討と方策の磁立が

手すへきであるとし︑そのほかコ

んで︑各企業のRI寒入を円滑にするた 象た︑民閥で行なう工業化試験に対し

めに︑新しい利用捜術の研縄開発となら

て︑通麗省の弔要大型闘門並兜費卒交付

以上のような展畢から︑RI・放射線

に対する各方面の隙

するなどの︑強力な育成対策が必要であ

茶所の原研への移讐を急ぐへきである︒

つある︒ここでは︑さきに日本原子力産

ンサルティンゲなどの颪に︑犠点がおか

めの各糧ナービス︑法現制の禽理化︑コ

して使用済燃料︑核分裂生成物な

期侍する・

出会議が出した要望澄亭もとに︑RI・

どの開発についても努力すへきで

に糧みこまれたRIの役捌と将来性は無

バルト60など大順調の国産化︑お

放琴線の開発消用における長期的な閤題

な菓かさはないが︑あらゆる産業の工秤

望まれる︒原子力発難や原子力船のよう

視できないものがあり︑酋及のためのコ

食品照射の分野では︑朗配要望欝は食

ろうu

いる︒食品照射医術の萌進は臨界的に目

品照射中央研究機構の設鷹を封ら拙して

質調育所︑漂子力周︑通産省関係

よるのは危険であり︑櫟鉱による

ている原子力部会にまにあうよ

海洋特別委が初会合

る燈胃︑安価なR工の供給︑②民㎜騨子炉

ンサルテfングなどの努力が︑早急に1ー一

による放射化分折︑照射箸のサービス︑

ざ窪しく︑蓋ねぎ︑馬れい響の発奮防止

利閑の伸びは五年削の予覚を上回ってい

の一96覇がRIを利用しているにすぎず③副定サービス︑標繊化令物の供給︑ト

各課︑日本原子力薩業会議の代衷

方法も進める︒③したがって︑海

う︑隅班としては皐憩に現状の問
書見を煮つめるもようである︒

R一利用の工
とくに鉱山局では︑ウラン資源

日本原子力産業会鱗は九月七耳

体化されねばなるまい︒

ベイコンの殺菌などが実用化されている

通薩雀総舎エネルギー調査会の中闘報告は九月中旬ごろには出
る予定であったが︑各部会の結論がまだ出ていないため︑かなり
遅れる見通しである︒しかし原子力部会︵部会長︒松根宗一氏︶
では︑核燃料と立地のニワーキング・グループを設けて検酎を進
めてきたが︑核燃料グループは資源問題班と燃料問題班に分れ︑

嶽とめた︒一方︑燃料問題珊は現在︑闘題を煮つめている段階で

鉱山局のもとで検討してきており︑資源闘題班はこのほど結論を

ワーキング・グループとしての結論は十月に出る予定である︒な
お立鋼グループは︑ほぼ闘題を煮つめおわり︑一応の結論昂得た

がメンバーとなって︑胃回にわた

外ウラン調資を進める︒これには

が︑許細については次の原子力部会に報盗される

り倹討卒醗ねてきたが︑このほど

贅源面の調査と︑山雪がどのよう
な政策をとっているか︑体制面の

結論がほぼ楽とまった︒

結論L一しては次の三点︑つまり

の閾顯はホ来業界がやるべきであ

新しい原子力關発利用長期計画の

調斉が考えられる︒

質︑撮ともきわめて薫しく︑将来

るが︑今のところ業界は鋼などの

業化促進を

の発躍には十分ではない︒しかし

問題を抱えており︑京だ出られな

策定に伴う酒豪側の要望事項をと

原産の要撃醤

もすすめる︒②海外のウラン資源

ウラン資源の埋蔵澱の確諏は今後

①圃内のウラン樽源について は

源の確俣に手をぬいていることは
略塵−
日準の擬失でもあり︑当面︑政府
⁝

当面は政府が中心に調査

海外ウラン探鉱も

先進認団の実情に照らしても︑まだ豪だ

レーサ実験による共悶技術の開発などは

るが︑工業利用の面ではいまだ傘瑠業所

前認の要望魯は︑わが国におけるRI 産の三里欝が脳髄している①閣魔化によ

lえて見よう︒

れ捻はならないこと曇小愛している︒原

が明ろかになりつ

このことは︑今後のRI利用促進のた なっている放尉線高分子研究協会大阪研

れて︑開発利用の一つの掃であるアイソ

川

画

トープ︑放樹線利用の分野についでも︑

ﾃ

いとみている︒しかし︑ウラン資
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近年精報理論の進歩と電子工学を中心とする科学技術の驚異的な発展とが結び
ついて，返報科学が確立され， 演者館業務にも多くの新しい理論や技術が導入さ
れております。この全者ては，現代の雪1㌔報理論を実際の応胴例に結びつけること
に重点をおいて詳説し，現馬の情報処理技術および機器を解説し， さらに米国化
学会，米国規格協会など実際に彪大な情想を処理し擾供している団体における実
例をあげて根本的な原理と種々の問題とその解決例を示すことによって，情報科
学の研究，図審飴学の研究そして園霧館での仕事にたずさわる方々が，あらゆる
問題に効果的に対処てきるように書かれます。

東京瓦斯株式会社

SCIE翼CE

全12巻・第1巻 196了年4月，以後年2巻刊行
定 価 セット ￥168，000各巻蕃14，000
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世界で初めての試みである原子力機器の販売を闘的とした展示会および餅催する技術セノシ
﹄ンーーニュークレノクスー鵬翻が︑九月八一から一壷閥にわたって︑スイスのバーゼル市で開
催された︒ニュークレノクス会畿には︑王十海国から胸千三闇＆の代表が参加し︑講本会︑技

︻がある﹂と述へた︒
剛よりも原子力発衛の二二がゐ

汁罐擁繋
た小型搬子力発電土器︵糧気出力

ー・エンジニアリング征が繊聞し

あった︒またイギリスのフ山アリ

で︑ヨーロノパで初めての公醐で

社の羅虚比力管型庭水炉の模型

ナダ︒ゼネラル・エレクトリノク

展承会で冬日を集めたのは︑カ

異俗冗成する予研であるQ

処理能力幻賄慨十ナといわれ︑来

ト6G三十八万キ必リーを便い最大

発表したQこのプラントはコバル

靴穀物照射装躍を建設中であると

スイス・バ︑ーゼル市で

﹁フランスの覇業罪ほ今や元直な張し︑沈闘された︒求た︑イギリ

ずれも一九七五年葦でに完成する

土量や化学プラントへの熟思に臼

九夷の末野てに二±二の会祉が二

トープ副圃について﹂▽講演﹁

ウラ︑︑ド綴給の状況﹂▽議論﹁原

子力を利用した宇薫講劇﹂﹁燃

料サイクルの経済掴差﹂

二臼曾▽討論会﹁海洋開発におけ

炉メーカー四社に

仕様書提示欝加

オマハ公認電力区は電気出力四

るため︑このほどゼ不ラル・エレ

同市場におけるエネルギー政策の

中で今後原子力元電が重要砿軋割

いたイタリアにおけるウラン探鉱

を占めることから︑蟹躍となッて

＋万KWの隙子力牟階を建設す の推遣・η重持した︒ここて取り上

げられたのは︑コモ湘とガルタ湖

の間のベルガモ市近くと︑トレン

る原子力利用の可能性﹂▽﹁原

ト衛とユーゴスラビア国境との渕

一万誘のウラ㌧．ノがあると見込まれ

の二つの地域で︑このあたりに約

イタリアはこの地域で一九六〇

ている︑

安くなっている︒同格でけ次の五

予逸した十五﹂ニミルよりかなり

税金︑利子などを含めて四羊△日⁝

求た箔年鞠の経費は︑燃料費︑

㎜米AεC︑濃縮工 ため︑中止していた︑しかし蟻近

ズリ⁝河西摩が換品されている︒

年にかなり大かかりなウラン二八

無間には八ミル程度となるたろう

七十万ザで湧めの予田ゆ︵六千三箇

末のもようてある︒豪た︑敷地はミ

書を検討しているか︑入門は九月

様潜を提小した︑現在各社で仕様

リングの四糺に蕪気発生郡分の仕

ス︑コンバノシコン︒エンジニア

子力と大衆IPR計画と大衆のクトリ︑ク︑ウェスプングハウ
ス︑バブコノク茂ウイルコノク

兄方﹂▽講演﹁海洋学と海洋工

学﹂

三日財▽パネル尉諭会﹁隔速増殖

炉日劇ーブラン︑ポリシー諸閾

題﹂

︵この諏スト計

五つの唐の一

柾黷ﾌ響鶉・︒曝した︒

トミノヶ社とのポーツマス・ガス

たが︑このほとクノドイヤー・ア

パニーあるいはトランス・ナシ

コナル・コーボレーシコ︑．ノとい

超音趣の撒大シェノト畿であ

る︒生れかかったばかりの︑臼

本のひよわな除子力産業は︑い

ら︑多数の船︑馬車︑伝送使を

信︑電晶のない時代であるか

は必要たが︑民族資本の棊盤は

いた︒この五人兄弟の一致団結

のは角名な話である︒彼はすぐ

よりも︑数聴閥皐く︑入手した

ールーの勝利を︑イギリス陵辱

の蟹取り資金を盒頷黛付けた

レリi首掘に︑スエズ運河株

て︑触か一日の予告で︑ディス

思子ラrオネルが︑求めに凹し についていない潜生からの︑田

︵田中甑次郎﹀

心の撫工に縫用される︒

一

パリサデス孫子力発羅斯の第一炉

ーマーズ・パワー社から受注し批

同施設は先にCE社がコンシ犀

を建設すると発表した︒

︵︸皐刀六千平三三︑建設凶聞万ザ︶

夏冤成する予定で娩料加工施設

ング︵CE︶社は︑一九六七年の

コンバノシコン・エ︑︑！ジ一﹇アリ

燃料加工施設新設

CE社︑百万ドルで

傲給協定も改正さねた．

びA封￡1台画の各漸騰炉用辮科

一方︑A11C⁝イスラエルおよ

してもらうというもの︒

をA14Cから購入あるいは費濃縮

年問に︑ウラノ獅の頓懸で五十踏

する蟄編ウラン燃繕で︑向う二TT

予定の六つの落子力鬼電所て使用

れはスウェーデンが好愛建設夕る

双追跡短がこのほど粘はれた︒こ

カとスウェ⁝デンとの悶の新しい

濃紹ウラン似給に関するアメリ

で米と協定μ勘刀

濃縮ウラン入手

三農にするためのものである︑

使用するナトリウムマ蕊PPmの

で︑滋な徳用固的はフェルミ炉で

る︒この姻究所の．鼠備はヨ十万4

の筒速増紬炉㎜⁝究罰画に利用され

助で設立され臨11もので︑APDλ

了勅力聞免協盆・︑人PDA︺の援

〃な研先駈が誕生する︒こ4／は厭

放射牲ナトリウムに関する⁝丁

ミ・ンガン州トレントノで近く︑

氷ミシガン州

放射性ナトリウム
研究所が近く誕生

﹁の泌編フラント駆醤男約輌岸延長し している︑

㎜先に︑ユエオン・カーバイド往と ユーラトムもこの擬鉱を強く支持

米猿子力委員会︵AEC︶は︑ 贋の暴説か訪えてきているため︑

ヨーロノパにおいても原子力発蹴

を行な︐たか︑採鉱費か高くつく

と予想している．

述へている︒

万♂︶に反して安くなっていると

なるが︑桝料なとの改琵によって

場の運営契約延長
算には二十難の減譲方法と通常の

同車はこの允電所について期洛

運転時問が現窪の十五ヵ月よりも

同筏け今後︑経費の方に一定と
した以上に良妃であり︑例えばプ

長くなることが予熱さ㌃るとも述

連邦税を仮定している︶

ラントの最高出力はグロスで十八

万五千KW︵ナ標語＋四万二千K

北部イタリアの探

契約によると随宮費は高聞三千二
一力旺昧欝気出力二十万KWの 衝万♂である．

へている︒

ドレスデ︑．一一Uり炉は︑発注時に予

W︶︑κ年闘の臨界状態は三万五
千八爵三十五時闘︵予思差三万一

慰した倦霞原価︵KWH当り七・

・鉱計画を支持団一二

千時閾︶︑止昧総完電億ば四十九億

私がなぜこんな古いことを思

ノ

︸ス●エジソン絵撃じている・
﹃←トあ幽婁員書・共

いだしているかとい允ば︑それ

るQ

に買いさら︐た︒ウエリントン

たところを見はか6って︑一挙

は巳本にとって︑不灯燈な形勢

コンコールデfアは︑事をな た︒散々に売りたたいて暴凄し

和含一致せねはならぬことを示

すにあたって︑翫人の慰鍼が︑

醤罵勝利の報追が︑取引所に鍛

し︑インテグリタスは︑五つの

チ段であった︒

を︑更然と予盛しているからで

とな﹂てきた資本自田化の脇波
ド駅という全体の一鱗成分子で

う名でよはれるような︑アメリ

彼は臣利をつかむ︒悪といやり

なければならぬことを小す︒イ

政団粘といっても︑それには︑

カの二大費水の威力と︑その経

りながら︑しかもロスチセイ乃

応が︑それぞれ独立のt体であ わったのは︑そのあとであり︑

敦徴されているQ獅子とか鷲と

いわは家憲ともいうへき楕神が

ンダストリアは︑いうまでもな

コミ講ニケーションが必裳であ

営戦絡は︑昌日のロスチャイル

ある︒マルチナシコナル︒カン

か︑どの紋草にも︑しはしば見

く︑刻茜勤勉のいましめてあ

る︒ロスチャイルド家が大をな

カといえるが︑これが彼の常套

蔓けられるしるしのほかに︑五

一嫌のぶ酌諏には︑この紋準が したのは︑コミご一ケーシ﹂ン

腕が凡がかれているのが特轍で

る︒今もなわ︑ロスチャイレド

ドを馬顛にたとえれば︑これは

あるQそして紋鷺の標語には︑

コンコールデfア︑インチグリ
タス︑インダストリアというラ
テン語がかかげられている︒

ているとのことである︒二男の

ったいどうなるのか︒国際協力
サロモ︑．ノが︑ナポレオン戦争の

五本の矢は︑五入の兄弟を現

コンコールデでア︑fンテグリ

わしている︒ロスチセイルド家

守らねはならぬし︑陣長さゼね

Hした︒この憎報にもとづい ばならぬ︒田本人の立揚から︑

タス︑インダストリアの職神

いたころに︑汀ーストリア冨廷

ての投機や︑蟻時為劉な最新産

は︑以って馳とすへきではない

あと︑ズノテルニヒの活躍して

から許された紋敵たから︑爵五

と憂やった︒政府や審廷への黛

を現わしたのがこの紋章の図柄

さまロンドン取引所にかけつ

のか︒これは私のように︑翼務

で︑日本でいえは毛利発就の徴

本の財頭人への要望である︒

騰的な故禦と︑その四神におい

ことは︑あまりにも為名であ
ては共通している︒

け︑イギリス強勢を藏り蓉くう

ンドンのネイずンが︑ウー1夕 付もお家芸であり︑ネイザンの

ナボレ汀ン戦争といえは︑ロ

業︑たとえは︑鉄道への投資な

長兄のアムシェル︑二男のサロ

ンはロンドン︑四男のカールは

＋年の歴史をもっている︒

発隊の地フラ︑ノクフルトには︑

篤備して︑最新の情報を互いに

ロスチャイルド家の紋章

ぶの矢を鎚に濁くにぎりしめた

了かしほりにな2て︑三脚され ぶ重晒したからであり︑庚だ魅

瓢には︑ロスチャイルド家の︑

H当り九・八ミルで一九五八年に 七千力K ノであったと述へた︒

ると五年間の平均発亀涼価はKW 五千︑も万kW争む嵯三＋九月 五ミル︶に達したとコモンウエル

積をこのほど公表した︒それによ

｝

＝一二﹁＝脚＝一＝＝卿＝＝＝＝＝＝一＝＝一：＝＝＝コ＝膳＝備＝幽＝一刷曹＝＝＝＝＝：一：一＝＝＝＝：晶︑

そのほかフランス躍力庁︵ED⁝ピッツバーグで米

なり擦え囲な燭摸でスタートする

ｹはウラン桜鱒で︑はじめはか

カーティス氏はこの部員の当麹の

無機物部門の総支紀人R︒C︒

物に関遣るものである︒

探鉱て瓢部門設立

石油会社がウラン開発へ
米ハンブル石

油梢製会社
ハンブル・オイル＆リファイニ
ング祉︵スタンダード難曲会社の
アメリカ凶内における第一のチ掌
理︶は︑このほと二つの噺しい部
門を設けた︒その内の一つは︑石

・︑rルベルグの近くに電気出力

．になろうと述へた︒

︐灰および貝岩油に関するもの︑も が︑醤裏は隠遊的に開発すること

う一つはとくに炭水黙以外の無機

時一閣
イギリスから研究

ルーマニアはこのほどイギリス
から研鴛剛線子炉を購入した︒原
子炉供給占はフェアリー・エンシ
ヲリンゲHぐ傭格q．ヂ万♂と
いわれている．このノェアリー技

たもので︑共丸闘への最初の原子

スウェーデンとの竸争入札で勝つ

への発技はフラ︑．ノス︑西ドボッ︑

個々の刮麟で最も新しい発致

加感謝酊総出力二絃楽万Kw
スイスでは撮近原子力発詔劇

は︑ベルニノシェ・クラフトヘル

公義が調査した原ア力殆躍所市蜀

三劣六千Kwの學羅所を﹇蓮華績を公表
でに九＋力KW︑一九八O年まで

のデータ︵スイスは一九七汽琿脹

過去五年間の発電

KW位になり鍛近イギリス除子力 ク徒︵ヘルン市に電力を供冶︶か 副輸繊であり︑れ頃さ九ている．

が次々と発喪され︑廻設m胃40よひ ものたが︑その紛出力は二百十万

@用原子炉購入訪一η

N︶蓋の呈ル・孟氏は⁝・癌劣堅く全じきる﹂尭 秀KWおよび六万KW︶は海水

縫壁鶴ぽ議論翻鰐鋸

ﾙ読撫網織総

術融論会なとが行なわれ︑家た展爪会には三十ん力國︑二爾四十七社か各瞳原子力鷹器︑模型
などを扱撫した︒

会議は蘭業的なねらいが強かっ
たため︑一遍六四駕に開かれたジ

ュネ⁝ プ 会 議 の よ う な 娠 子 力 の

ー︑仏擁 ベ ラ ン ︑ 加 薩 ル イ ス ︶

大物︵米晦シーボ⁝グ︑英灘ペニ

は寮場しなかった︒開会のセノシ
コンては︑アメリカ︑イギリス︑
フランスの代表が光表糸得ない︑

ラント社はトルコに臥篭最初の逃

原子力雪避9所を輸出できるようにスのニューヶリア・ケミカル・プ 用であるとして人気を集めた︒

N置でに六基完成

した︒アメリカか6は原子力委員 なった︒EDF14は十分経．祷牲

原子炉売込みに対する慈歓ぷ．強調

会へAEC︶のシ﹂ン・パルフレ
イ氏︵ホリフでールド勲下両睨合
同原．1刀茨員艮の代理︶が出品︑
海外か熟一202顧客に聾する農編ウラ

ンの供給政蹟について述へ︑長期
蜜足供織を保就した︒

イギリス原子力公ね︵AEA︶
の原．f炉撮当理瓢ジェームズ・ス

チ晶ワート氏は﹁攻価で豊冨な鴬

ﾙ鰭纏罐趨繍劉恥薄鎮醗鹸
臨界に遷した西独のペブル・ベッド発姻家

に一蔭乃KWの原子力発電駈が建

以下の鉱蔭所桐苗︵従来はストレ⁝

案しU308て瞬間供給門凧ご万睡 モンはウfーン︑ぞ男のネイザ

トレノチ・アウト爵画の敬消を提

九六二奪に発表したウラン謁達ス

羅欝欝聯⁝熱熱騨
設されるというおの︶をはるかに
上回っている︒

ウラ ン資源確保へ
米︑ストレッチ・アウト計画を改訂
アメリカては︑現在大型原子力

おり︑これに対するウラン供盛岡

千五菖万♂を熱してウラン鉱山瀾

…拡

一雌

給に対する産業界の不安に対し
．チ．アウト滋の4婆摯溢 ナポリ︑五男のシャコブはパリ
て︑﹁AECの調査では︑一九六してAECに引き渡してきた︶に に︑それぞれ金融の癌を張♪て
題が︑各方麹で附しられている︒

発を行なう予窟であり︑将来葬︶適

騨鍵魏輪纒
最近開かれた土下灘院合同原子力

暫い肇諾・ている．一

恩賜会︵JCA劉︶の聴聞会では 遜な価格で供給できる﹂といつ保
ができるよう求めるなど︑次々と⁝
一原子力委貝田へAEC︶のG︒肥 証を与えている︒

マテギグ醤繧︑・・ン供蒙た︑倉︒は倒影育︑一
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レポート

0εCD

域内の需要は二倍に

要が一九八○年京でに現在のほほ一一倍に達するであろうと予

をしのぐであろう︒

原子力︑八○年ま
でには競合可能か

に述べている︒

的な仮定に起ついている︑と回議

その予想は現勢的であるが︑楽観

に健全な商業ムードをとっていて

全体の調子は楽観的であり︑完全

この紛工不ルギー・レポートの

〇％に下がると予想されるQ

を向けて︑つぎのように予想して

ては︑原子エネルギーが全電力需

して︑西側ヨーロソバ蕗団におい

るであろう︑と予想しているσそ

全エネルギー舗要蝋の七％に達す

すでに0皿CD圏内においては石では四％以下であるのに対して︑

とんど播き替えられるへき市場は

給の分が下降してきているが︑ほ

北アメリカにおけるエネルギー供

る︒すなわち︑他の0猫GD諸国

では水力発電が非常に露要であ

つぎのように報署している︒日本

入は年か︑上昇するであろう︒北ア

一九八O卑球でに百八偲バーレル

入懸が七十四億バーレルに吊し︑

に佛びることがてきると兇てい
は農本になるQその輸入撒は一九

る︒その魚て世界で簸大の輸入国

態は低いコストの石油の大生嵐地

ようである︒すなわち︑北アメリ

いる︒資源のうちわけは︑つきの

に江配している︒固俸燃料は依然

然ガスの役割が増大していること

レポートは述べているQ
いであろう︑とOECDは結論し
OECDは自白経済における天
ている︒ヨーロノパと臼本におけ

い︵1︶R王製

しかし︑OECD闘内の諮圃は
実︑そこにおける石貨と石灰の状

の隼間売上高は
︵

輸入の大半はカナダからの照

7薔刀ないし二百 射用大勢源コバルト60であるこ
とが国勢澗査局の報告にうかが

していたが︑そろそろ天然ガスが

も澱iロソバの工不ルギ；を支醗

頭角を現わし始めている︒そし

耶分を占め

て︑一九八○年までにヨーロソバ
のエネルギー鼠給の

エネルギー価格に重大な影響をお

ることが賜侍される︑それによリ

SENA発電炉の
フランス︒ベルギー

◆

出力上罫承認さる
◇

ユーラトム閣僚理事会は︑フラ

ンス︑シ晶ーズにあるSENA原
の二十一万KWから二十六万六千

子力発電所に対して設議発電谷撮

KWへの出力上昇を最終的に．那慰

ウエスチングハウス牡のPWR

した︒

であるこのフランスとベルギーの

共同計画のSENA発竃炉は︑現
箏会は︑七月二十八日にS鶏NA

在晃成まじかである︒また︑岡理

闘ll間1日闇日田l111目｝

る︒

龍團に紹介し

蕩えた上で︑冷却水は秘中で沸

めて保守的な見地から安全性を

サバンナ男の原子炉は︑きわ

るとは決していえない︒しか

トの上で通常の船舶に対抗でき

る︒たから︑サバンナ号がコス

実に瓢一倍以上の差金を出してい

く︑通常の舶用機関に比べて︑

醗勢辞囎難灘襲

＝＝一＝︻1二鼎＝榊＝︷鼎＝開篇一僧︷漏︻＝＝一一一＝認譜一一︷濡二齢＝一︷一＝騨＝＝軍

たソ連の原子力

騰させない仕組みになってい

一二鴇﹁賑量邑＝幽開漏＝一＝一一闇＝一一

砕氷鮒レーニン

る︒したがってタービンに送ら

し︑サバンナ号はあらゆる原子

掃に続いて︑今

術水醸から見ても︑一歩後退と

上で一つの顯発点となっている

でΩ降Hて摸氏二醤四十六度がや 炉に対して墓礎附な閥題を内包
っとである︒これは︑当瞳の技 しており︑今後の舶用炉聞発の

れる飽鵜蒸気の温度は四酉六十

回はアメリカの

ご存知の通り︑サバンナ男は

馳界で最初の原子力白船であ

の建設順調に進む

蒸気発生型重水炉

るもようである︒

めの聴聞会が十月末か十一月にな

く予定であったが︑運転許可のた

おり︑九月宋には臨騨にもってい

めの予定より訓画が大分遅れて

一照口11貞ll口II11−IIIIIll闘BII四一llll

一；一︷篇＝一＝一一曹＝一＝＝一曽一

原子力船

原子力商船サバンナ号ち紹介す

1川1一鰯11醐」一Ull田1圓ll1111−1田llll一

む○黛までにOECOは全石油輸

一は輸入された石油である︒一九

る︒しかし︑その消費撚の二脅の

産羅の約三分の一⁝を消蟄してい

Z％震璽﹂いる︒

一葦四年に墨壷毒

油やガスで躍き換えられているの

水力発電に関して︑レポ⁝トは

を増してきている︒

でむしろ︑現在では石炭は承窪

要の四〇％ほどになる可能性があ

レポートはつきのように述へて

る︒

いる︒石炭はヨーロノパ︑および

石油︑四十年は十分
に十分であると懲懲している︒

の必要羅の約五分の一は輸入して
いる︒というのは︑国産の石波は

たのが︑一九六四年には六〇％豪

玉○無ては全必要臓の十％であっ

で上昇している︒
OECD諾国は石油の全浬葭生

らである︒

と比較すると不利であることは明

目立つ輸入エネルギー増加
と犠に増加している競争に審与し

また︑OECDの石炭資源たけ原子エネルギーの役覇の増大
では︑﹁纏えている期間をはるか

らかであり︑豪たそれらの状態は

ギーが︑一九七〇年豪でに﹁完全

る石炭および北アメリカにおける

ってしまう︑とレポートは述べて ギーコストは現在とあ談り変らな

に競争できる﹂ようになると予想

カは二千四酉三十僧ゾ︑ヨーロソ

ギー資源に関して︑原子エネル

している︒そうなれば自然に︑化

工業とも称すへ

造業者RIの主

万が台︑遠隔治

いことはR工工莱の分野でもい

五爵五＋禽のコバルト60治療鼓 カナダ両国の輸出入の関係が強

として︑一九六四駕度では八三％

バOECD諸測は千霊鳥︑そして
石油のような競争状態は︑今後︑

○薙までにその山内で原子力が︑

好転することは期侍されない︒事

石燃料に対する価格の点で妻琴に

現実に悪化するかもしれない︑と

ている他の要因のために︑エネル

ている︒

分であろう︑と懲懲をもって述べ

度では三十隼ないし四十幽間は十

ポートは︑供給が現在の使胴の速

で持っている︑と述べている︒レ

ルをOECD以外の非共麓憲臼玉
より筒価になる﹁傾陶﹂があるか

そのうち約二千五否二＋億バーレ

める割含は一九八O年豪でに約五 在約三千六百億バーレルであり︑

いる Q し た が っ て ︑ 0 皿 C D の 占
メリカでは霞給圏足であるが︑そ
OECDは︑世界の総埋蔵量は現

躍禽でエネルギー濡要が増大して

の割合は減少していよう︒なぜな
OECDは世才の地軸負評が石
それ自身十分な石油資源を持って
らO E C D 以 外 の 諸 国 は よ り 速 い
いるとはいえない︒したがって輸
油に対するすべての要求を満たす

どを着めるに蓋るであろうが︑そ

楽観的な八○年までの予想
経済協力際発機構︵O E C D ︶ は ︑ こ の 七 月 に レ ポ ー ト を
発表したが︑その中で︑ O E C D 圏 内 譜 魍 の 総 エ ネ ル ギ ー 需

測している︒以下︑このレポートの概要をオイル・アンド・
ガス・ジャーナル菰から紹介する・

日本の需要増加率はトップ

の型奉・伴うかもしれない︑すなわ

しかしながら︑増加の割含は逆

ろう︒

0冠CDは︑北アメリカ︑国側そして臼本は一〇％に蕊するであ
ヨーロソバ諸国︑および日本帯含
む二十一の構成諸国からなってい
るQ

九六四年度では石油に換

し︑ヨーロソバも窪た北アメリカ

OE C D 閥 内 に お け る 主な総エ
ち︑日本はヨーロソバぶ追い越
られる

ネルギー需要は︑確実な数値の得

いる︒すなわち︑一九八○薙での

に越えて﹂必要愚がそれ以上にな
OECDは全体として翅界に買 O E C D は ︑ 石 油 以 外 の エ ネ ル

度のレポート﹁エネルギー政籔︑

総エネルギー需国里は︑石濡に換

算して︑二十二僧ゾであった︒今

エネルギー需要は一九八○年豪で
算して約八十二撒ナにのぼり︑一

間題︑および目標﹂の中で︑この

に四十三傲ゾになるであろう︑と

諸国は世界の総辮料消費のほとん

になる︒そして︑OECD圏内の
日本は三十億ジである︒
なる で あ ろ う ︒ O E C D は 一 九 八

九六〇年のそれの二脩半以上の量

総需要灘のうち︑北アメリカは

述へている︒

六〇％︑西ヨーロソバは潔一〇％︑

︑詩︑講︑翁︑ざ︑翁︑．．︑ざ︑ぎ︑ざ︑ブ

は年間千二菖ないし千三二二が

ま産奨体制が漸

な製造業者はA

搬がある︶は銀鍔禧万ないし嵩

える︒このように︑アメリカ︑

六徳乃が台で︑豪た霊として大

擬装殿︵現在胸

学および研究激闘で担われる標

わゆる國際分業を進めているこ

による加工処理は現在開発途上

懸

︵5︶剖測雛類厚さ副などの

業が錨近原子力 ような加工業巻がRIの製造訓 羅製造染者に販売しているQ線 使用されているに過ぎない︒
圃を持っている︒︵2︶加工業 源の主な用途は現在︑ラジオグ

まずR工工

者

周知の通り︑アメリカでは一

冤︑ざ︑ざ︑譜︑ざ︑ ︑ぎ︑ミ︑譜︑ざ︑ざ︑譜︑ボ︑鳶︑爵︑︑．︑壽︑
工業の一部門として成立し︑年

ラフf︑医療ならびに放射線譜 新自己数は年間一五ないし二五

間三千万ないし四千万が台の売

命である︒

標識された医薬品や化合物

るアイソトープの生産を従来の

測用であるが︑将来は加工用照

し︑現在アンチ

源の分野に需要の発展が期待さ

射三論およびアイソトープ電力

％の伸びを課せ︑最近の売上筒

の合成や調製︑戦花月小型一

九六四筆以降︑経済採算のとれ

AEC薗営から民闘企業に移籍上齢であると推定されている︒

二︑中性子源︑発光物質や発光

興味があるのは︑加工製品を

塗料の製造がこれに含まれる放

含むR王および放射性物質の輸

厩の原子力醜業笑態調査によれ

れている︒︵4︶機羅および装櫨

昨年︑原産が行なったこ一十九年

製造業者工業用ガンマ線ラシ

く星盤を確立し

ECで︑オーク

出入の状況であるQ

九懸円でアメリカの概一3六ない 使われ︑年間の舗要は五日万〜

つつある現状で

る︒

リノジ岡立研究所が独占してい

オグラフず控搬

四捗種がGEなば︑この疑雲の売L高はおよそ 射性民薬品は臨脹診断や治療に

と九佳で生産さ

れている︒R王 し八％に過ぎな

ある︒本報告潅

識鳥薫物も同じく五肖万が騒騒

漸次企業化へ向う

では第三茸のR

極万が台である︒研究用および

米国におけるR一工業利用

I工業としてR 罠間の生配会社は九抄である

︵原顔放尉線開発課長

加工処理用のRI照射装置は約 との反映であり注厨されよう︒

にあり︑手術用﹁縫糸﹂の殺菌︑エ

︵3︶線源製造業者線源の除 二薫台が使用されているが照射

の年間需要がある︒

毒や組み分てを得なっている会

チル・ブロマイドやSAS︵微けるRI工業利﹂を掲載致し豪

ォードの核分裂生成物圓早上囑
が︑イソケム乱によって運営さ

源関係で万○万ないし二酉万が

︑加工業︑線源

I機体の製造業 が︑一九六八奪初頭にはハンフ

製造業︑装置および機器製造業

収する討薩であり︑豪たニュー

れ︑核分裂生成物からRIを圓 社は約二十六祉で発光物質小線

末綱一郎︶

の現況が述へられ︑餓後に法規

今團は都禽により﹁米国にお

による規制状況が報告されてい

す︒

樋・

艶

生物分解洗浄剤︶の含成などに

レ；藁幣

ｦ
のものを生聾し︑機器および捜
る︒

皿の

・…

モン妨など三十

碗ク％∠ク％グ％∠ク吻〃％〃％〃％〃物〃物

クリア・フユエル・サービス桂の
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としたが︑地元南厨町などの漁民

関係︑地元民の賛否の声をきき︑

であり︑芦浜では地勢や漁業との

る︒原子力の懲罰利用推進は国策

れが申止されたことは遺憾であ

会︵会長︒一本松無職氏︶の分科

原子力の分野でも︑臼本腺子力学

が見られるシーズンになったが︑

秋もたけなわとなり各地で学会

い人でよくやる﹂と︑目塞の人
運がよい﹂と笑う・

満員の躍車と逆方向になるので

本の男性と紬はれて現在アメリ

原研にいたチュアゾンさんは日

．噌＝鼎篇＝＝＝幣＝謄一≡；一＝ニ＝冊＝冊二二＝＝＝＝＝一＝＝﹁＝三＝二二圃＝＝一＝階二﹁＝曽⁝＝禰≡≡﹁ニ＝；＝︸二＝二需＝＝＝＝＝⁝≡ニ一扁＝≡＝帰二＝＝冊一≡；＝＝＝圏⁝；二＝二幽；鰯＝冊冊＝＝一＝＝﹁＝一＝＝＝驚；一；＝一＝＝＝一一＝＝−

千葉市の郊外にある放射線阪
たちの評︒フィリピンには放医

禽的に研究する所は京だないそ
みたり︑散策やシコノピングを

グナ咲す数会へ・午後は映囑を

研究所ではみんな英語で細し
てくれるので不便はないという

滞ります﹂との返欝︒

留学は今度が初めてで︑当初

みんなとても親切
比国留学生ソリスさんを訪問

の消思を噛してく

を身につけて撮りたいとその捲

線医学研究所の高醇士とともに

に加わった韓國原子力院︑放射

この八月に新しく臨隈研究部

れた・

フェロー

カで研究しているなど︑岡国の

リピン

IAEAフェ
酬のようにRIの国学関係を総 日曜日は午前中︑四谷の聖イ

学総禽研究所では︑フ

のソリスさんが
ロー

楽しんだりするそうで︑﹁で

として研修中︒医学博士

の隅讐きをもったファー・イー
もよく大変気に入っている﹂と

で

も︑買いたいものがいっぱいで

うで︑﹁設備はよいし︑雰囲気

カンヅメ

ここの印象をのべる・

スタン大学医学研究所の生理学
の先生︒二度霞の来日︒昨年の

九月に学会で二週間東京に滞

に

葎︒その時は会議

日本営みる機会も
なかったというQ
ここでは臨濠研
究部の永井博士の

はホームシノクにもかかったと

かり慣れ︑二月までの滞在期間

マス﹂とのこと︒その日本誘は いうQ今では臼本の生濡にすっ

指導で︑RIを利用する診断技 が︑日本語も﹁スコシ︑ハナセ

宿泊先の市ケ谷の束票国際会館

をフルに使ってより多くの技術

ャニングを研修している︒

術︑とくに副腎のシンチ︒スキ

王AEAに貿学を申舗したで習得︒二醤名近い留学生を収

負を遷る︒

IS化作業に妥当な製陶づけを与 については閃眼で磁めた程度で

需﹁禰一囎＝闘一﹁＝＝聞一一開＝＝：＝＝＝＝二一椿冊η

︻漂蕩は研究中のソリスさん︼

けている︒

ソリスさんは研究にみがきをか

スンを設けている︒

岡じ濁から搬近までここにき

蟹する会館では一週四回のレノ

と旧いたそ

会館から研究所象で一聴丁

ていたカブサンさんは婦賀して

時︑豪ず〃日本へ

いるから﹂との弁︒﹁みなさん

半︒コ日のうち三時間も喫驚

原子力婁貫主で法理中Qまた︑

うだ︒﹁臼歯は技術が進歩して

が親切にしてくれるので大助か

で過すことになるが︑往覆とも

調査しの二つに分かれて調査する

墾ついていないのではないか︑な

成果が期得された︒

ど沢山の質問があり今後の研究の

第四回関東地
域例会開かる
日本食品照射研究協議会

歳︒

一

二日間

関西原子力懇談会は︑臼本原

九月二十㎜日午萌十一時

アメリカの二話一

メキシコに︑国立の

原子力博物帽が建設

されることになり︑
殺戴について︵佐藤健二氏罧都立

設するが︑そのなかに原子力科

たはかりだが︑国や市でなく︑民

村に原子力曽及センターができ

寄贈するそうだ▼日本でも東海

三億円にのぼる手持の展示物を

ターには漂子力委員会が十二︑

学館あとを利用し︑原子力セン

・パ；クで聞かれた万黒蓋の科

逆に同市フラノシング・メドウ

ユーヨークのは︑一九六四−五

学センターができるという▼エ

螺

6言︒軸噛

愈

ーーー 黒鍵
麗顎

邦大学大橋病院で死去︒六十六

五分︑粉癌の後高蔵転移のため束

顧問︶

大井上博氏︵三愛原子力工業・

藤関職常務︶

瀕原子力発殿所の建設計醐翫︵伊

設副礁﹂︵吉岡原電鴇務︶︑門関戴冠

く︒講演は﹁原電奉賀発哨所の建

所の饒設計画に関する講蔽会を間

子力学会関西支部との共催で九月
二十六日午後二塒から︑大阪国際
サイエンス・クラブで原子力発躍

☆

原産通信
郵麟

会か開かれる︒

ら三日間懲懲会館で日仏協力委員

虫た同会講終了後︑十月十日か

発な討論が朋待されている︒

放射線化学の工業利用などで︑活

の回析︑質量分折とLE？効果︑

である︒テーマは︑X線︑電子線

て今度の日仏争覇禽となったもの

の研究協力に関する協定が発展し

CEAの間で縞はれた放射線化学

この会識は︑昨年五月に原研と仏

仏放射線化学会識﹂を開催する︒

京都市の京都会館で︑﹁第一回醸

︵CEA︶は十閏つ六日から

臼歯原子力研究所と仏原子力庁

十月六Bから一一百間京都で

初めて日仏放
射線化学会議

ドロォキシトリブトファン︶の研

PI総舎研究所で第四贋関東地域

二十︸日午後こ聴から︑集京都立

十分位に5HTPを江射すると効
例会を開いた︒とくにこの日は︑

RI研︶とヨーロソバにおける医 また︑ニューヨーク市でも︑数

巣が難いということは︑5HTP
ディスポーザブル注射器の放射線
がほぼ間じ時闘でセロトニン︵西

療器貝殺菌の研究︵梅田←司氏

十万♂を投じて科学博物鋸を建

独のランゲンドルフ教授りが差兇

農林雀食糧研︶の二講蔽が行なわ

れたQなお梅田氏の講蔽について

考えられることからして︑結局は
セロトニンによる効果と同⁝をは

は山ハ面参照のことQ

した防護︑韻朔︶に移行することが

ないか︑副俘用がないということ

レンの放躬線気相重禽︵第二導出

射線固相電念︵鋤王開発努︶一−五

室︶翻一ご名︑③トリオキサンの放

葉︑④プラスチソクスの放射線改

外来研究員を募集
原研認崎彌究所からこのほと日

原研隅崎研究所

本原子力麗業会議に対して︑﹁昭

質︵第四開発窄︶瞳曲名︑⑤般類

議会で法案が雛議されている︒

懸
究成鶏も注闘されたが︑照射前二

日本食品照射研究協識会は九月
射線防錘榮剤5HTP︵5ーハイ

さきに新聞紙上をにぎわした放

は︑はっきりした医学約データに
えるものとして期待されてい．筍Q

生物学にいちじるしい充実感が兇

されたが︑とくに導出的な放射性

日本放射線影響学会の大会終る

防護薬剤の成果注目集める

が︑この調査によってわが国の﹂

＝＝幽圏一コ一鼎＝一一＝噌需一二一冊＝¶一謄二鼎一＝需2＝＝凹＝＝輔＝一聯一＝一＝二■一帰艦＝一冒一一一雲一＝＝需＝篇一凹一冊一一鱒一窯一＝二一＝一甲＝＝開＝一一＝曽竃一凹二＝噌置＝＝＝一冊＝＝二＝一＝＝＝一＝

り﹂とソリスさん︒﹁おとなし

閂顧＝騨一酬＝口偏一麗一一＝需＝＝需

原子力工業規
格調査を開始
原鷹アンケート用紙配布
臼本原子力産業会議は︑通産省
工業技術院の婁託により︑本年初

理本放射線影響学会の第八回大

め体系調査部会︵部会長・大撫彰
策大教授︶を設けて原子力工業に

二︑総合職演

られた︒

市の医師会館︑市町村鼠治会館な
ど各会揚に分かれて閲かれたが︑

会は九月十六︑ナ七の両日︑新潟

関︑メーカー︑ユーザーなど約七

とくに今回の大会は﹁放射線影響

てきたが︑このほど関係研究機

難五十側所に対して︑アンケート

全身の展望﹂をテーマとしたシン

おける工業規格の体系調甕を進め

用紙を醗布し慧見を謹とめること

発な質疑出塁のやりとりがあっ

になった︒このアンケートは︑A ポシウムに璽点がおかれ︑終始活
票﹁新たに醇化化すへき品霞噴項

§

発教論文数二薫七十

場所け近畿医学理工学部

期日11十月二十四〜二十七臼

科会

第六園炉物理・炉工学合岡分

博士米AEC︶

の性質︵F・H・スペソディグ

物︑金属の精製および分離︑そ

臨︶▽岡劉希土塑75紫の塩化

に剃る調査しと﹁現行JISの実態た︒豪た研究論文穏四十編が発表

場所薩陳研東海研究所

燃料再処理▽論演闘プル

発衰論文数三十二︑購演五
三日

原燃︶▽廃円物処

トニウム大壁使用上の悶．題点
︵中村康治

郷▽購演悸フソ素およびフソ化

和四十一館度後期における外来研

の放射線殺飴︵第四開発蚤︶睦二

間の力ででき加︒それに展示だ

究員の日当について﹂次の逝り依

⁝課︶匡・二名︑⑦︵研究部︶ほ山田名

名︑⑥線源筑子︵照射施没管理
高隔研が九月一凹付で発表した

騨霊薬

縫節

鋤PRなどに力を入れねはなら

けではすまず︑児学者誘致や移
原産放射線開発課濠たは紬蘭研庶

いたし濠す。

四国聡力︵株︶は九月十穴日高松市丸の内同屑本腐で認著会見

の海上反対デモのため視察虜断念

客観的に調残しようとしたまで

単分科会卒度切りに︑炉物理︒細

会が十月から猿子力化学・化学工

第六回燃料材料分科会

二︑討論会二
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申し込み46よぴ詳細については

頼があった︒

斬編外来研究貝の受入れ三川によ
ると︑①繊詔の二尉線グラフト早

▼

ないのも︑捌檎の違いか⁝：︒

あります。

を行なったが︑この席上︑森田常務は﹁愛媛県北宇狛郡津島町か

た方がよい︑との意見をのべ︑岡

一行は長勘町で︑宮崎三重県聡

で︑このようなことが起きて

物の隙密⁝特に原子力開発に関

朋二目十月二十六〜二十八臼
場所11原研口口研究所
発表論文数七十六︑講澱五︑総合

騨細は日本原子力学会豪で9

欝蔽二

撮︵鵡一重三三︶11三名︑②エチ 務課研究協力係まで︒

御一報次第、資料、各種講習会阻隔、謝算申込轡などをお送り

ら︑原子力発戴所建設候補地として誘致があったので︑予備調査

︑︵凝

瓦︾

♂漏洩

バし

たので︑一行は齊浜視察をあきら

知購︑石封申聡火力部次長から説

原子力平和利用政策はいささかも

工単合同分科会︑燃料材料分科会

連して︵鈴木間左支放医研︶
同位体分離▽原子炉化学

五日第十圓放射化学討鍮会誌

四日

阪大︶▽同目化学工学か

催︑雨雫時プラズマ下学︵口㎜川

睡明

ら放射化学への黙認︵鼻水正

嚇

㍉慧一♂

＼

灘

地下鉄三越蕎q、小伝篤町駅下車

を行なうことに決定した﹂と発表した︒同擁では十月かち予備調

四国聡力としては︑十月以隣に

備調査に乗り艇すことになった︒

査を開始し︑纒済盤︑地盤︑地質︑気惚条伴などを課査検甜する
予定である︒

四国魁力は︑これ豪で昭和五†
二年運転開始を巖標に︑出力三十

㌦

り

ル

黙滋

︑醜讃

戦寮曝︑

︑︾

5︑敏榊

︑ダ
努

備調査を実施したい慧向である︒

︑

測拶ζ

討するが徳島鰹についても今後予

盤︑地質︑気象条件などを調査検

κ万KW級の原子力発電所を建設 予備調査を始めて︑経済性︑地
する副画で︑昭稲三十五無から建
設地の候補地点を選建するため︑

帆上調査をはじめ︑三十七隼から

勘県の日和佐︑海南町など数カ所

実地踏査を進めてきた︒すでに徳

の予備踏査を実施しているが︑地
元漁業綴含の反対などで︑進展が
みられなかった︒

ところが︑さる八月鷲十一日に
愛媛照の野村知堺︑菅県会議長︑

藤箆津晶町晴長らが四国雌力本店
を筋れ︑地元側は全面的に協力す
るので︑ぜひ原子力発離所は津島
町に設澱してほしいとの下縁的な

を行なうことに決定した愛媛県北

地図11熊蝉四鳳電力が予備調査

電力は今度ここ門門町大浜海岸一
宇和郡津島町の近辺︒

衆議院科学技徳振翼対策特別婁

議員は公聴会をひらく必要がある

話︶︑謎浜︵関購︶の両原子力発

去@したのち帰京する︒

ーー

明をきき︑闘町鍵盤協同組A︹の石

後退するものではない︒今後は各

などが陥かれる︒このほど決定し

原子力学ム至催日程とプログラム決まる

禽友次郎組含長ら七漁協の代表か

方面がすみやかに話し禽って︑円

た各分科会の臼秤は次の通り︒

して引揚げた︒

ら﹁漁民の亀活をおびやかす原発

満に民主的に事態を解決するよう

㌣

の設躍には反対する﹂という陳構

希望する︒

駕間ほ十月三〜五日

燃料公社が後援︶

科会︵日本頗子力研究所と原子

第四回原子力化学・化学工学分

み﹂に乗船して芦浜に向かおうと

なお︑中鶴根講員は︑原発建設
には科学的な調査が必要なので︑

廻錨
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鴨
・
．

いよいよ来月から各分科会

謹

五天での記者会見で︑中心根面

と語った︒一行は福井県敦賀︵原

め下船︑車で罵羽観光ホテルへ引

︑石野久勇 揚げた︒

全国各地の原子力発醗開発状況

掘所敷地︑鳥取県人形峠鉱山など

を視察しようと︑衆院が超党派的

ように語ったQ

視察のため︑九月十九日︵月︶正

な調査団をくり出したわけだが︑

らは調査団の統一見解として次の

午すぎ岡県北牟婁郡長島閥町に到

灘浜では一部漁民の実力行使でこ

が原子力発鍛所建設卒論画してい

がみ﹂に粟締して現地に向かおう

漕︑尾鷲灘上保安部の巡掃船﹁も

る三鍮県熊野灘沿岸の芦浜地点を

︵以上祉会︶の四議員は︑中部醗力

︵以上悪難︶︑岡良

皿会の申曲根艇弘︑渡辺美智 雄

難 誤芦浜視察阻止で 見 解

円満に民主的解決を

帯を縦補地点に決定︑いよいよ予

講致希望を表明した︒そこで四鷹

ぐ論

轡を受けたのち︑巡視船﹁も が
した︒しかし漁協側は約魏魏 五

十隻の船団で灘よデモ毒行ない︑

地元民も科学調査にだけは協力し触

。COBOL

隷懇地元は積極的に誘致

巡視船の航行が薗雑な状況となっ

・FORTRAN

聡謡（663）0761〜4

職

東京都中央区日㌻騰本町2−6−4。大阪含岡東京ビル

電子計算機室

・ALGOL・60

日本原子力産業会議
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法的整備と企業牝へ
ン・プラントを礁設し︑ここから凍結珊のサ

司

英国では一九三〇年代に︑故リー博士を中
ルモネラ艶の殺虫︑賑療器貝の放白糠澱菌の

田

心に放射隷殺菌に関する研究が始められ︑一
企業化︑最近では輸入馬閃のサルモネラ菌の

膿繕驚珊霧梅

九四〇年代にはケンブゾノジの低温研究所で

流逝機構の中から効果のある物を取りあげ︑

遅めている米田とは対照的に︑国独園の弓隠

多頷の軍曝予算て食品照射の全の野に研究を

殺蔵へと照射処罫の噺分野を開忘している︒

期の研究成果は︑ハナン博士によってまとめ

の食品照射研究がスタートした︒これらの初

禽品貯蔵のための放射線殺麟︑すなわち現在

られ﹁放厨線による懸口㎜貯蔵の問題点﹁芝して

重点的に研究をすすめる英国の態歴は︑その
独創性と共に吾等の日本の照射研號の範こも

一九五五隼出版され︑すでに古典となってい

るが研究者には必議の淋といわれている︒こ
なるべきものであるう︒

の食用にも回わされている︒染

のような背疑のもとに︑一九六〇奪に臥界で

初めてのパソケイジング・イラディエイシコ

最初は凍結卵で研究
騨では現在︑汚染晶があれは熱

ほんとうに殺薩されたかどうか

聞
ているが︑卯と同じく紙温殺曲法

殺腕固揮後市場に出すことになっ

藁国の照射研究の中心はAEAトの十五分の一で済む︒豪た熱殺
をチェノクする方法がない︒また

なので納変性が起きずにそれが

凶のように殺菌温度の変動による
ベノト用には生因として売る力が

サルモネラ菌の放射線殺菌

蛋臼変性などの失敗もなく︑筒線
憾が為く︑細螺にすると約竃分の

業︵原子力公担︶麗のウオンテイ
ジ研究所であるが︑ここには前述
黛照崩する際生じる副反応︑照射
一にコストが下るので︑業者は渦

慮比 の照射プラントのほか︑一二〇〜五
〇〇〇キ．一リーのコバルト60を持 築といった悪影響もみられなかっ

なかった放射線殺菌法四体に対す

ず︑豪た一艘大衆には知られてい

瓢ラドの9線で処理することに

爆下十五度の凍結馬肉を○・六八

経験ぷ盤かし︑この闘融に取訊み

照射グループは︑削圓の東麓那の

ウオンテイジを中心にする食品

泌殺薩を望まないわけである︒

る鋳路から︑照射滅．佃採聞せず熱

より肉質に悪彫響愚与えずに︑全

け入れる法的整備もなされておら

た︒ところが漫時は照射食品を受

照紺てはケンブリノジの低湿研究
殺菌法による襖縞卯の処理を︑食

サルモネラ百種卒論菌できること

このウオンテイシ研究翫に︑偉品

所とアバヂーンのトリイ研究 駈
品衝生法で決めてし謹つたのは残

としては葎ろく匿界一であろう︒

線塑加速羅があり︑コレヶシコン

力つ照禦が二＋三と︑四M・vの
ツず

原
が︑隈療器貝の殺菌では四国医薬

ガルー肉は約二千ナの輸入録で︑

解力発艦所の建設においても一

雌窓讐甥欝鐸戦報
イアウト決定︑謝画識計・仕嶽

り︑発電所の調査はもち論︑レ

いる倒が多い︒野＋万KW程度に将来多数の原子力艶蹴所用の罵

はトレーラーハウス拳莉用して狭小であり︑入口謹言も隔い為瓢

轡作成︒コンベンシコナルの部

に負けない位に今か6技術面と

＝

作業時間中の仕事の密度は一艘政策颪で大きな努力を払う必要瓢

貫は六覆名程度だそうである︒

の発電所建設で最盛期の工鱗人敷地内傳るためには︑炉の研究篇

なうところもある︒わが麟の電

分の詳細設計︒工事管理談で行

らない︒建設機械類も特に大型

力会社は技術陣の斜月かbいえ に高く︑時間外労働はあまりや があると尽われるQ

ないQこのプラントエンジ一⁝ア

リングであって原子力技術では

ば︑一般的にいっで後者に属す

という訳でもない︒これで所要愛するが︑最後に蓋お世譲に＝

頻る四月中旬から三ヵ月余︑

ルタント会祉が穴いに活躍して

リングの分野で米国ではコンサ

るはずである︒

＝

篇

紙面の都含で技術的内容は割篇

なった米入技師のことに触れた

は︑サンオノフレ︑マリブ︑ド

＝

の述設状況ぷ調枕するため一入

米磁内の代護附な原子力発電駈

いるのが藩立つ︒

旅をした︒避んだ原子力発鱈藤

い︒一般的に彼らは立派な紳士

＝

巖

の工肇笑績をあげていることは

であった︒マネーシャークラス

工駆のマネ；シングが巧妙であ

の人は小生が何について緬をし

メーカーは原子力発電所初期

ることと︑作叢員の強い仕事へ

たがっているかに敏であり相手

の段階では建設部門においても

の灘欲によるものであろう︒工

騙

廓工程は一心的に大きい運れは

設置巻︵感力会祉等︶が発罐

選

レスデン︵第2り3古碑︶︑ナ 所建設において活動する仕撃の

インマイルポイント︑オイスタ

・コンサルタントが発達

嚢米国の原票発電所綾回し

ークリーク︑コネチカノトヤン

キ！の六つで︑訪間脳はそれぞ

力発解由を建設する見込みのな

建設現場はいずれち大容澱の

姿勢を示している・

躍機等の製造・操作に軽念ずる

建没用敷地については︑日本

ことが出来ゐ︒

はこの組禽を通して簡便に雇う

うようで︑労務者の必要なとき

り︑しかも一人旅の小生にとつ

様であった︒三国は初めてであ

の関係をもたないところでも同

＝

＝

庸

㍊

いるのは勇働轟轟のストライキれは将来われわれの会抵と利警＝

をした技師は総じて親切で︑答＝

主導的五爵卒菓していたそうで

である︒これ等の労鋤級合はわ

い羅力会祉によって採用されて

のそれと比鮫すると一般的にそ

弁は獲亭得て適磁であった︒こ

範囲はそれぞれの立場によって

品化するにおよんで︑本来の卜

あるが︑今や原子力発電所が一

灘ことは︑米倒ではコンサルタ

いるようであり︑一方︑強力な

原子力発殿所としては︑酪素て

の条件の良さを決ますには屠6

貧困か︑あるいは持続して原子

ントの発達であろう・彼等は一

あるという即禦をもった︒工事

れない︒わが国の絹へ口は土地が

先ず発鱈所の建設で特筆すべ

般にいわゆるコンサルタント業

技術陣を持ち活動力の大きい鷹

用建物は一般に小さく簡素であ

番影響し︑建設の勲威となって

：︑コンサルタントおよび建設
大工に異なるようである︒いわ

すなわち原子炉︒女ービン・発

ないようたが︑工程の遅れに一

現場など禽計三十余り︑延約酉

ゆるターンキイ契約は技術陣が

れの発電所の争心者︑炉メーカ

五十名の捜術者と対談した︒

が醗のものとは種子がかなり違

務と詳論施てとの両方を遂行出

力三飯は︑自分が運転・管理す

り︑下請業者などの現場事務所

露樫利男︶

︵投稿歓迎千五荷累以内︶

課副長

躍

瓢

＝

瓢

︵中部電力︵株︶原子力土建︻︸

広えしておきたい︒

﹇﹇

来る能力︑炉持ち︑土建工製のみ

る発電所は面分で副画︒設訓ず

ては大きな宰であったことをお

ならず機械︑電知工事等をも行

るのが一番よいとの考えカによ

日本では輸入三等馬面︑カンガ

刀︑ゴム手袋︑カテーテル︑殺艶

スチノク製注射器︑針︑手術用

する委員会
︵Qり︒腎q￠コーヨ昌αq のを初めに︑現在では三二がプラ

ルー肉はほとんとハム・ソーセー

た﹁この諮可串請を︑滋徳に調査

し︑関係当局に諮可印請が爾され

なっているのが威嚇である︒原

を礁鋸した︒これ・52の諌繕輸入肖 る︒この謝画では︑二億五千万円

し︑それらを受理又は拒絶の条件

は全那ロンドン描に入ること︑無

について助・︑一山撮距る機関が設立さ

Bα繁は
︶ 入潔を終えている︒

し︑輸入馬陶カンガルー肉のすべ

で照肘プラントと冷凍倉持を建設

一芳沙︶の照射プラントを建設す てを照射処理して︑貯蔵庫を利用

パウダー︑史に接木鵬の凍結乾燥

間一万二千漣︵将来の処理鮨力は

骨や腸轡衷でも殺徴しているQヨ

解決するために食品照射グループ

張整備にあるわけて︑この問題を

o昌

保健省で作られた照射食品焼制法

れられたこと雀鰻している︒現に

十八臼の下院議会で全面的に受入

日畳は︑この姿員会の勧管を七刃

射処理の制点を十分生かす対象物

湾染されているのであったら︑照

けのもの囲．あるのか︑もし引続き

ると同時に︑貯年の事故が昨年た

る︒国内の紘的聾備を壌憩に進め

欝︑針の一部が日本から輸繊され

われているプラスチソク製の注射

照射プラントが建設中である︒

に操業に入るほか︑イタリアでも

以上に漂刷な6のであるはずであ 独のハンブルクで 社が本年農中

が出され最終的な規制法ができる

したい︒

として取りあげることを十分検凝

できるたけ撒く放熱難処揮法を導

ていることを鶏えると︑わが国も

て︑夷国での食品照射研究の態度

装後殺韻の可能なことから︑従

の連醜化︑製織蟹理の容易さ︑包

て︑その企業化を業界に対して指

殺菌線臆二・五M⁝ラノドを決め

騒

入したいものである︒

はずである︒豪た許町申請を器涛

使い捨て医療器具
勾

現在ヨ⁝ロノパで照応二曲に使

これを棊に再農︑委員会から勧告

案が︑各関係奢に送られており︑

さて︑原子力麓業新聞の八月十

ーロソバ各捌でもこれに習い︑西

しコンスタントに市場に流すこと

ジ原料︑﹂して使用さ耗ており︑そ
になっている︒

のサルモネラ凶による治染は英国

るとポント騰り三円位で殺曲でき

れるべき﹂というものであるQ

ることから貝体案を窪田してい

審査機関設置決る
蘭学の凍結卵の放射駅殺強が実

照射食品の実用化へ前進
現しなかった第一の原野は︑法的

を得心に︑医学︑栄養学︑物理学
と各界からの西門家を集め︑現時
点での照射書㎜に対する考え方を

︵≦o甑自ロσq℃9弓け図

徹底的に検討した︒この委員会

既に三社が企業化︑西独も本年中に
び鴉線都禽糸のような紬殺菌の不

と成果および照射食翻の受入体佃

でもない︒ウオンテギシ研究所で

来法より秀れていることはいうま

いう一連のユ一一iクな刷究を通し 可能なものの放射線欝欝は︑工程

ζれ皆でサルモネラ鹸の殺菌と

OOΩ田端9eP訂O誹︶では全世
歴史︑食品への利用法︑禽最の変

界かり磁料を暴に食品照射研究の

化︑微生物営的考察︑そして安全

の進展を述べたが︑このほかでも

遊

華魁︑応用分野で束とまった山畑

性︵ジ︑︸6一の︒り︒彰Φ昌働︒Q︒︒︶

勧告を行なった︒この餐員会の報

討議し︑結論を出し︑政争に対し

告露は︑日本食品照肘研究協議会

ンテイジの食品照射研究グループ

研究を進め︑使い捨て医療器具の

は食愚照射研究の経脇を璽かして
がいくつか嵐ている︒

が︑外鄙この協力で世界に先駆け

この中で特筆されるのは︑ウオ

の畢で日本語訳となり︑躍に関係

く︒その主厨は︑安全でかつ商益

て企業佑紫でもっていった医療器

者へ配布されているので鮮細は省

な照射食品はこれを認めなけれは

轟して来た︒その結果一九六二年
ならないが︑そのためには﹁特定
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