号

︑

②

48，211

592，373

8，85圭

民間試験研究助成

315，000

325，000

3王5，GOO

0

62，531

T09，851

918，776
S96，089
500，468

1，100

1，621

一
45，086

49β12

5，720

放射能調査研究

101，478

14亀435

118，831

17，353

38，600

239，9硅1

28，960
Q55，0GO

Q16，893 ｸ

発躍所の立地調査

5，800

5，800

廃棄物の処理

亀600

0

0

猿子力i委員会

29，455

32，234

3工，076

減

4，700 減

9，219，448

9，310，826

6，722，王81

@12，671，⑪30 P6，498，謎0 P5，294，100

Q，623，070

なおこのほか象二目区地帯整備鍛として18，920万円が建設省に訂上された

原研関係は91億
七千九百万円︶︒これは大洗に建

ノ

慮

マルチチャネル形
パルス波高分析器

円Q原研蔑崎研究駈の中潤規模試

験癒設などの整備をはかるととも

に︑各研究プロジェクトを推進さ

るため︑設備の拡充程度にとどま

の禍禽はこれ濠での施設を利胴す

照射の研究が実施されるが︑原研

せる︒とくに四十二無匿から宣旨

JPDR改造費など
日本隙子力研究所の昭和四十二

た隅速炉燃料試料の照射後試験等

設され︑麟内および海外で照射し

▽大洗取水工礁質薩九千五蕾万

る予定︒

れらに必要な開発研究を行なうこ

⑲鰻

（561）5141−5

︵要求頗九十九億七千四菖万円︶

を行なうもの︒

㎝▽蔑速嫡繍界爽験綾南用燃料一

このほか︑大阪にある日本放射

円︒

約二倍の出力蟹度を実現し︑露出

とが浅漏される︒

に穿1一ビノレ・

駕度予箕は九十一億三千八百万円

と債務賃撹三十億薫千六酉二十万
円が調められた︒蚤点項圏として

改遊副画︑識皇朝臨界実験装鷹︵F 一搬の臨界は今年五月上旬に予定さ

るため︑この予騨五千三蕎万円が

▽動力炉開発関係薩七億五千百

濾められた︒

円︶︒建設工堺は最終段階に入

燃料の照切揚をつくりそのため

千八酉万円︒

〃

東京都中央区銀座

；舌

は︑材料試験炉の建設︑JPDR ｶ円︵五億九千酉万円︶︒同二

癖美然ウラン︵約＋二．九
究など︑もりだくさんの研究開
1一を購入するためのものである︒

ゾ︶と二身ウラン︵約十五謎鰯︶

り本無前半に大部分の機器据付

に︑現在自然二三方式のものを強

〃

OO

マクファレン株式会社

197等

Hg

盾

∩乙

工・ア・プラウ

TI町L

彊琶

線識分子研究協会を原研に吸収す
CA︶の運転︑放二線化学の研 ︸れているが︑この予騨はFCA屑

発については動力炉開発瑞業団と

発が推進される︒とくに動力炉関

研は本年一月に商総懸プロジェク

万円︵十一億九千八酉万円︶︒原
▽JPD8改造費醤二億五千二
百万円︵＋三流日読万円︶︒この

タイァノブして推進されるものと

力炉開勢離業団の方針にそって︑

期縛されている︒来年農予騨の霊

いて︑軽水炉燃料の国産化技術を

けを完了︑後半には各系統別の機

る︒

鰯循環方式に改造するものであ

高遠異獣偏の設訓︑建設およびこ
確立するため︑現在のJPDRの

能テストを終え︑来年三月には待

一億七千五酉万円︶︑付帯陸上施

発費一二千六酉万円︑粟︹ハ︵五人︶

円︵五億八千三萱万円︶︑研究開

設建設費訓士地購入代九千九衝万
▽操鉱費月⁝億八千二爾六万五

訓練費蕩七十万円︑一般管理費一

なおこのうち国庫債務負撫行為

億五千万円︑予備雅四街万円Q

大藏省と折衡甲である︒

額については未決短であり︑い深

第二研究費建設など

放医研は約七億円

放射線区学総目研究所関係では

四名増澱の要求に対し︑約六億九

総額旧徳千五置十二刀三千円︑十

認められた︒その主なものとして

千︸臼二幅1﹄ハ︸刀九千円︑ 二名増︹界が

二十日午前原産

原子船脚研究会

原子炉安全グ

原子力発躍擁立地蒔盃団打合会

脚一＝

設費約四千六葛刀円などがあるQ

費約千九頁万円︑鯖二研究棟の建

千六蔚万円︑アイソトープ棟改造

は︑源洋調査水槽関係の経費約二

設計費として六千六百万円︵この

猟総ゾの将殊貨物運搬船︑漂子炉

わが国の漂子刀第一船︵八千三

原子力船に十億円野上

N建造完成へ

いた︒

うち債務負担五千六酉万円︶がつ

される︒このほか︑ウラン灘縮の

られ︑識速炉用燃料の開発が弱待

炉關副司業団の関係予舞︶が躍め

円︵このうち一懸六衝万円が動力

炉開発関係予騨に一億二千四菖万

なお︑鷲規予算としては︑動力

円︑設備費千五欝九十万円︶︒

経費二億蕊千四菖二十六万五千

二億五千十六万五千円︵内わけは

▽プルトニウム燃料の開発費一1

査蟹の五百四十万円が認められた

千円︒このうち海外ウラン喪源調

費千七胃万円があるQ

された︒残りの予算には海洋調査

▽α1γケープh一凝集︵五億 ▽放射線化学踊一億七壬一頁万

なお原子力婁員会は︑この大型

ほぼ要求額どおり
原子燃料公社の予算

▽ハルデン謝画への参加費11四

望の螂界が競待される︒

動力炉の研究開発については︑

三〜四卑毎にチェソク︑アンド・

プロジェクトの推進にあたっては

大型唖ループなど高速炉は二十︻億

その中核的組織となる特殊法人−

の︒

があるとの観点から措置されたも

にくらべなお詳細に検討する必要

は︑その開発計圃が︑高速増殖炉

の研究開発費が少顕であったの

こんどの薄舞編成で︑新型転換炉

レビューする方針である︒とくに

鋤力炉賄発礁業団︵仮称︶の設立が

数次の折衝で見送られながらも

またこの薄弱業団が必要とする関

最終段階の臨階閣議で聰められ︑

二橘︑

係経費総額約十六億九濁万円︵二
十五億九千四酉万円︶役員

三論四十玉名が認められた︒

︿動力炉開発二業団﹀設立経
鑓のほか轟速増殖炉および新型松

婚四千三百刀円︵五億二千四衝万

換炉の讐理運営費等として︑約四

円︶を言上︒ほかに民間出資五千
原子燃料公社の昭和四十一年度

三億七千万円︵要求額二十ヨ憾七

予算は叢終的な査定の結果︑二十
・ループの建設や臨界粟験用燃料

千三落万円︶とほとんど奨められ

︿窩速増殖炉﹀大型ナトリウム

万円︒

の購入盟簿として︑約十一億三千

た︒来年度予算の主な内わけは次
のとおりであるQ

四酉万円︵二十五慾九千四颪万
円︶を溺上︒

▽使罵ずみ燃料再処琿施設賛11 熱捨書三万六千KW︶の建造は︑

政附出資が七億ゐ千二酉万円︑民

設計研究を含

五億八千七酉二十八万三千円︒再

間出資が二鯨五千芳円i︵四十七

︿新型転換炉﹀

む禰報購入費や安全性その他研究

処理工場の詳綱設謝費は総額十三

今画幅予算として総瀬約十億円一
費︵會コンポーネントの霞託研究

億円であるが︑四十一葎度で第一

ループ十四日午後翅鞘︑罰妓制郵
次契約が終了︒つづいて昨薙末第

ループニ十二B午後撒藤︒

憾五千八煮万円︶が認められた︒

盟︶および臨界実験袋田の建設

二徴万賜︵凶十

グループ十五田午後鬼門︑燃料グ
鋤一船建造費七億

この内わけけ次の通りである︒

費︵民翻のものを改造する︶と

二郎間に九癒円︶が縞

二次契絢︵

CE：NTRE

εMICAL

係︶

十二婿九千四否十万円︵ほかに国確二日負担行為額約九十三纒千八十
恫Z千円一1以下いずれもカソコ内の金額は藍建償務負担行為額を示
す︶で︑蔚無涯にくらべ総額約＝十六偲二千鷺百七万円︵六十七億二

その他︑使用済辮料再処理施設

長途に群細設謝が異施されること
になったほか︑材糾試験炉建設で
約二十四億三千万円が計上され︑

60

10，398

慨2，…迅8，〔漣5

ｸ
燃料物質購入等

Hg203，

蔭屡︑．
原籍丑継馬政癒案船尾織騨
︑

691，269

669，968

Bulleti11及その他資料送付致します

・．︐べ

715，123

583，519

Se75，

五三億円︵科技庁関

四則058

国立試験研究機関

一

㌔！︑

総額﹈
動力炉法人や原子力船建造も

放紺線医学研究駈

カ園圃久Technical

政府は二月二十八日午後の︵予算︶閣議で︑昭和四十二無心予算の政府薬を決定した︒科学技術庁闘係︵総額絢二百四十三億六

524，000
S43，GOO

その他1131」125，S35，：P32，

千万円︑国庫債務負撮行為額約七十二億七千万円︶のうち︑キくに原子力の平三三用に関する予算額は︑別衷のとおり総額約酉五

524，GOO
S43，000

トの設鷹を決難しているので︑動
予籔はJPDR一病謝画にもとづ

逖Z︸臼万円︵六億薫千︷ハ蔚万

▽億料試験炉の建設健二十四偲

に庶汗・つ予・騨論難一丁傭脚九百⁝万円が

590，000
V50，000

なものは次のとおりであるQ

千二百十八万千円︶︑二〇・七％の大酬増額である︒これは特輯法人

ｭで総瀬約←1山ハ謄九穏万円 含凹田削間出資五㎡†〒刀円︵二十山力価悶九千剛閥

一意力炉開発事業団︵仮称︶の新設が惣められるなど︑動力炉の研究

百万円︶︑および原子力第一船難造やそれに伴なう予算約七三盃千二
酉万円︵㎎十七鱈五千七置八十五万円︶など大型予節の新規副上や︑

原研の予騨が騒嘩債務負担行論告冷奮み初めて総額齎億円を喫饗した

誹上され︑わが国独自の立揚から

る方釧である︒

こんど決刷った四十二年度予騨

の艘計について約五億八千七百万

0

動力炉開発で総額十六億円︵金現︶

ことなどからである︒なお政府はこの予郵案を︑近く閣舗決定した後︑今特別国会へ提出し︑六月中旬ごろまでに国会の承認を得

の政綱嬢をみると︑動力炉開発環
かつて経験したことのない大型プ

円が調められ︑四十穴年度完成を

った︒

目隠︵仮称︶の新設や原子力第一

ロジェクトが正式に推進されるこ

また︑発澄船価や契約方眼︑あ

とになつ陀︒

船の建遣など︑その題点施鍛のほ
とんど︵約八劇︶が認められてお
り︑久方ぶりに前隼度より大間の

るいは性能保頴や民闘出資等の季
題で迂余曲折したわが国の原子力

増額となった︒

第一船建造閤題は︑建造蟄胸七億

球た国際協力推進からENEAの

とくに動力炉の麗麗について

@573，000

動力炉覇業団（仮称）

共同詩業参加で︑新しく荒められ

は︑その中核的組織となる開門法

4，757，850

@752，000

一一

ばれ︑来無度予郷に五餓円が謝上

お問い合わせば掛測事業部へ
凍京都中央区銀座西4−3数帯屋橋密士ビル

567−0511（代）

た食昂照射の研究など約三億千五

6，027，000
H，259，000

4，757，85⑪

179，000

@

THE
RADIC
公認代理膚

東京芝浦継筑株式会社

円のほか付帯陸上施設蟹約九千八

原子力船事業団

56，000 減

欄
して︑約一二鰍五千九禰万円を謝
上︒

oo

人一1動力炉驕懸盤業団︵仮称︶

Q，376，000

りCではC14400種丁γ伽7π200種を常時在庫してい

100チャネル形

酉万円が認められたことは注圏さ

Qβ73，000

3，036，200
X，138，000

日以内で入手で

あらゆる分野で活躍できる

葎万円が認められ︑本洛的な契約

996

74，061

放身重線審議会
原 子 力 局

諭

が︑原燃敬組を前提に澱終段階の

ユ，436

90，407

討

＝

れる︒

銘6

63，683

合

A

一一

㎜開

20，600

から建造酒手への体制ができあが

墳
901，000
@ 1，898，000

246，445

ユ8，000

4，379

ｰ子燃料公祉

57，480

23，048
44，092

@

672，331

X，974，⑪00

核

償

845，000

@8，064，0GO

俄
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二階堂原子力委凪畏
技術…萄資質向上

理化学研究研

478，000

3，（漣3，477

婁

42奪度要求 政府案決定

前年慶予算

項
審

1，623，600
P，074，000

債1，402，600

欝本原子力研究所

箭年比増

政治折衡で設立を認められ︑それ

（債は翻剛償秘負組行為額、単位）

東京都港区新橋1丁鼠1番13号（四二IB舘内）

日本原子力産業会議
発4予所
ε召和31燦3月12B第三種郵便物認可
・

昭和42年度原子力予算政府案事項別懇表

披替東京5895番
言舌（59雀）6121（代）

一
一第381

日召零042鋸…3月5

』財。懸濁3潔く5日．151ヨ．25Ei）発行
儲口圭賜晶三三三三

るという全体の方動から︑かかる

ー︑慰霊会社︑学識窪験者の参蜘

原話はもちろんのこと︑メーカ
動力炉開発は︑縣法人によって

炉の詳細設計をやった結果から︑

究開発は大いにやのなさい︒原型
ということとなったが︑止むを褥

て︑原子燃瀦公役が発展的に改組

にはこの堺業翻こそ一溺処理しや

塵業界の褻望におこたえするの

如実えは︑第一船の船価決定が嘱

には︑迂猷曲折はあったが︑結局

こんどの第一船建造予算化京で

ていない︒

決定に蹟み切った際際はわかる

すぎたのではないかと思う︒不確

すい場所ではないかと思う︒つい
ては燃料関係の来解決の誤聞は実

ぬことだと憩う︒

私としてはむしろこの際︑前向

されれば︑予算はたし象しょうQ

で十分たと思ったのが間逼いの原

定要素も多かった頃︑紙上の調査

立派な腺型炉が礁設できると判断

際上スムーズに解決されてゆくよ

因たったのではないだろうか︒箏

十月末ぐらいになりそうである︒

きに考え直すべきだと思ってい

うに特に考えるべきたと思う︒

総轄されるが︑この組紬の発足は
今から原型炉のために予算をだす
るQというのは尿子力開発も十隼

ョナル︒プロジェクトを遂行でき

したがって動力炉開発事業団に計
ことを約束するのは罵ります﹂と

があってこそ︑総力をあげてナシ

るのた︒せっかく存在する原子燃
上された来年度予算は︑購業団発

業団が予銀雪価と見積り船価でジ

な新らしい問題に画一的公式を過
てばめたことが︑かなりの閥題を

料公報を解体することになったの

なお︑動力炉剛発盛業団には民

が︑一蘭では︑原子力という特異

残したことも事実である︒

閥出資があるので︑それが動力炉

何はともあれ︑第一船建造が決

レンマにおちいったのも事笑た︒

をたったのたから︑大聖的に兇

洲発以外の目悶に流れはせぬかと

ると色々考え類すべき変化が生じ

の窮であるが㌔経理区分を明確に

いうのが大蔵省の考え方のよう

ている︒いつれは手を下すべき事

して懸念なくやることはむしろや

だ︒然し原型炉の繋駕のための講

柄であるともいえるのであって︑

さしいことUはないかと慰ってい

もしている次第である︒

ヨ

﹁

力したい︒

原子燃凝公社としては︑以上と

ついて関与しないことになってい

り︑現状では鯖二船以降の鰹造に

プロトタイプを作るのが團的であ

ただ第一船は︑実用船としての

は無関係に四十二年度予算はもち

の今後の気運を盛りあげてゆきた

るが︑これを機会に原子力融建造

らっているQしたがって㌔現在の

憩っている︒

蒔︑第二

ないと思うQわが國の第一船建造

究開発の体制を整えなければなら

船以隣の建造についても︑早く研

状と臼本の将来を考え

い︒豪た世界の原子力齢開発の現

公社業務遂行上伺の支障もないと

ロ
ロ
原子力船醐癸塵室団

︸四劫一氏
i−Ilーー﹂
隔れているという説もあるようだ

会社が主契約奮となり︑造船会社

をわけて契胸したが︑本来は造船

は随慧契約方式をとり︑炉と船体
が︑どんな禦巣にも晦翻した研究

原子燃羽繕仕に研究附性格も含

ったからには︑期待にそうよう努

匪福におどろいているわけでもな

足窪でに使えないので︑八カ月︑へ

凌

髪欝

強く肇講もしているし︑偬められ

る︒

たをすれは一戸近く研究開発が遅

洲．轟

い︒ただこの際における公社社舞

ことは結構なことである︒

惣

撫︑灘ダ

．笏携饗

一今井美材氏

﹂

れる可能性がある︒そのために︑

どのような欝欝を講ずるかが大き

しかし︑こんどの働力炉開発予
算は不十分︒十六億円の予算で︑

な間題だ︒組織づくりにも︑半年

習︑設計︑研究は大いにやらなけ
ればなるまいQ

十分な活躍ができるかどうか問題

五人を決めて︑早く動力炉開発幽

はかかるので︑せめて蒼脳者四︑

黙黙⁝

幅に削減されたので︑第一年度は

掾E

晦推進本部の仕饗を受けついでも

らいたい︒

勿霧

た︒とくに新型転換炉の予鉢が大

ろくなことができない︒非悟に残

念である︒訣た︑現將煎でも︑は
原子燃料公社の仕麟の大半は︑

新箏業団に吸収されるが︑研究開

っきりと遅れている翻速増殖炉の

開発に対しても︑こんな予鉢では

拙

の身分保証などは凝営者としては

は遺憾だが特殊法人が発足できる

これを最も効果ある体制にまで
仕上げ︑罷みを残さないことが今
後の課題である︒

関係者の労を多とすると共に︑

﹂

今後のために一層の英知を望みた

﹈

﹂

一丹羽@周夫些

一螺子力研究所一

い︒

﹁

∴㌧／

口へ丸＼︾マ

曝︾杜漏〆艶

〆汽

動力炉開発事業団の碁本附趣罎
発部門は原研に移したらという考

動力炉開発 計 画 は ︑ 関 係 者 一 同

て︑原研は法律の上から︑何でも

ゐ

の二年半に及ぶ審議検討の結果で

できるようになっているから︑原

なお︑蝋型転換炉の予算が大爾

蒔

・

輪 錘蹴︑旧縁一︑

轟講調墜︑

磁

は︑

初年度から十分なことができ豪せ

巨大粒子加磁器の建設決定など︑
んよと一

新しい再処理方武の開発は顕燃と

鋤いたいQ一購に藷うな えもあるようである︒たとえば︑

あげてやるんた

原研が協力し合って研究している

あるが︑その異施体制としては︑

研が中心になってやればいいじゃ

きであると思う︒とにかく︑来狂

に減らされたことについては﹁研

という趣哲で原

注園すへきものがある︒

とは〃轟轟の日本の鋤段飾燃料と

ら︑今銀度の予錘について思うこ

た臓装費が罫定できないため︑船

建造に憲手できるものと思うQた

政治折衡の最 後 段 階 で ︑ 鋤 力 炉 開

ないかという議論もあったらし

たずに︑単年度的にしかつけら汽

度予騨は︑長期的な視野の上にた

部とに分離するというようなこと
は起こるよい︒

詳細設捌契約などあるが︑秋には

今後は舶用炉の安全審査申請や

子力委員会の決定した方釧であ

わが麟で隙子力船を造ろうとい

発肇業団を瓢 設 し 原 子 燃 料 公 社 を

い︒しかし︑この大事業は原研た

という量要性を︑政府︑行

これに包摂 す る と い う 地 す べ り 的

けでできるものではない︒漂研︑

いない︒それ故︑研蟻通門と禦業

る︒この組織をつくる段墜におい

う話がでてから︑かれこれ十年近

動力炉開発は麟家の総力を

︑ビ〜

動力炉闘発芋蔓風の発足につい

謹た︑この購無益に燃料部門が

もこれを通してよい経験を得れば

♪今語

てはいう豪でもないことだが︑産

ている︒

価が上がるのではないかと心象し

や試験がある︒たた禦娘團晒と隠

く︾

もので︑原研に入れた方が含理胸

兼界の強い支抽の下に︑原子力委

くになると思うが︑ようやく今年

舐義があると思うのだが・：︒

ρ

いう大間題を解決すべき質要なこ

どこかの鉱山会社にやらせたらど

だとも思う︒一方︑探鉱部醜は︑

組み込逸れたというのは︑動力炉

結しないような研究は金然やって

〆

政当局はもっと認識して考えるべ

とだ

員会の渉定にもとづいて進められ

度から嬢造窟手の運びになり大変

船の改議詔幽による川遊決定や︑

あり︑このほかにも︑原子力第一

く︑動力炉驕 発 動 画 の 自 空 推 進 で

認れている︒ そ れ は い う ま で も な

て︑極めて盤要な考え方が盛り込

業の将来の力 向 を 示 聞 す る の と し

の曙光を晃せはじめた原子力産

一銀園にしてようやく本格的開発

今回の予算 案 に は ︑ 開 発 漕 手 十

このほどようやく決まった︒

の経過を迫った来二度予算案が︑

至らず︑斬日 持 ち 越 し と い う 異 倒

黒い霧蟹赦 で 年 内 成 立 を 見 る に

111ili一し

職力耀副
﹁

二
二
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力

うかと思うが︑どうたろう︒

たことであるQただ里並団実現の 開発と不可分の燃料サイクルの儲

措縢をとるこ と と な っ た Q
公祉︑窮業 団 な ど は 極 力 整 理 す

てきたという感じで︑ありがたく

が︑どうやら最近は理解が深まっ

手段としては︑品々蓼傭もあっ

円︑激賞加判器の基礎研究および

思っています．談た尊大加速灘と

肱が撒附であるとすれは︑この点

藩ばしい︒

三︑中魯根簸弘︑禰井勇︑渡辺美

▽理蕊・小宮山墾四目︑斎藤懲

矢野細也
これは工業技鮒院から要求された

▽放射糠測走費11八買六十万円 ▽委貫畏

もので︑放射線障害予防検定用貝

で通勤省と外紙省に原子力関聯予

おりである︒

秋田大助︑荒木万寿

算として謙上されたものは次のと

▽委鼠

智雄︑石野久勇︑三木磁夫︑内海清

衆院・科技特を設置

後︑今国会初の委鐵会を嫁き︑委

が︑同特別委員会は二十一磁午

旬間メモ

の設置が見送られた︒

なお参議院の科技特は今圃会で

森本蛸︑山内広︑予々木良作Q

加藤勘十︑松潮穏義︑半幅正一︑

正行︑村上信二郎︑和揃俊二郎︑

夫︑俊々木義観︑世耕政陵︑藤罵

央︑池田清志︑岡本茂︑椎木鉄
IAEAに対する二挺金約八千

外務省

経費である︒

通義歯
▽原子力発鍛所施設倹査費目三
百五十二万二千円︒この予算は︑

賀発電所︑象羅福勘発醒所︑関羅

委貫長に矢野絢也疑

万円︑および拠出金一千八百万円

美浜発電所などの施載倹査に割当

衆議院の科学技術癒興対策特別

二十︸万円︵ただし石油簿葱情調

▽海外ウラン資源謂査費一1蕊酉 婆員会は二月十七日設盟された

てられる︒

査費のなかに計上された︶︒この

梁議院科学技術振興対策特別委

る

灘

すくれ
あたそ

難しい力

㊥
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京都神戸。i覇F1【・広島・隣1松・北九州・維潤

子

につけられた︒この巨大加速羅︵プ

スだけでなく︑小さなものでも熱

いう圏に見えるビノグ・サイエン

建設準備研究に五億円が束大核研

ロトン・シンクロトロン︶は︑学
術会議が政肘にその建設を勧告し
たもので︑傘備費という登臨で予
算がついたことは墨粒子研究所の

けでなく︑薩業界の方々にも︑よ

検査︑さらに現在工瑞中の原電敦

@磁 JPDR︑原躍象海発電所の定期
謹められ︑さし薫り来年度は初薙

礎科学金体への卿解も深めていた

り一翻のご理解とご協力をいたた

た︒この結果委員長には矢野絢虚

茂︵公明党︶11︵ひゆうまんかう 員会 二月一⁝十︸日開催︑掛員長

貝長および理欝の互選を行なっ

畏に矢野絢也氏︵公明党︶を選出

および理裏の互選を行ない︑第二

予算は新規のもので︑総合エネル

二菖万円襲求されていた︒最終的

んた養照︶が︑象た語漏には小宮

ギー政策の推進に関する宗室で千

には予算が閥分の一に減らされた

定例会議11二月

山範四郎氏︵自民党︶ら八名が遡

鋸度原子力関係予騨について審至

二十三日︑三月二臼開催︑四十二

原子力籍甚会

ことによって︑調査馳駅も減少さ

出された︒

員会委員の悪名は次の通り︒

衆議院科学技術振興薄霞特別委

れ︑カナダ︑アメリカ︵できれは
南米のブラジル談で︶の程展と予
恵される︒

東京支唐 策京都千代田区神田錦町一丁目九番地
営難所札1睨・仙台・横浜・赫i醐。名古犀・冨1！1

」

ー原ーー髪〃ーーー勿一9髪多菱菱一〃一杉ウ47萎多杉〃947舞髪〃ーー霧

?詰 研 へ 五 億 円

大学関係の設備拡充費も
文部省の昭和四十二年度予算査定頷は約六千二醤三十億円で荊奪麗比二藍億円増︑一四・八％の増

建設が正式に認められたことを慧

ﾀ轍
度として︑横転研究を完了し︑敷

だきたいと祓う︒こんご政治蒙た

味する︒この建設は五田富謝画で

科の新設が認められ旧七帝大に原子力工学が撮そろったほか︑乗京大学の格子力工学科の研究施設が

地の調査︑加速器の最終設計・電
磁石など蔽罎の一都の試作が行な

高間繕持斎が五︑穴十億円という

原子力関係予算
京子力関係予算には︑科学技術

さらに各霜が独畠で要求するもの

庁から㎜揺要求するもののほか︑

があるが︑昭和四十二駕度予糞蝿

一

錬

竹

取締役社長

加率である︒このうち原子力関係としては︑北海蓋大学に原子工学科︑九州大学に応用原子核工学

認められるなど︑大学における原子力の基礎研究に一鳳の明るい児通しがえられた︒このほか巨大加

われる︒加速羅は陽子を四叉偲童

きたい︒

速賭をもつ素粒子研究所建設のための輩備研究嚢が五億円鰍められ︵要求は八億円︶︑原子核物理に

子畷に加速するものであり︑その

朋報をもたらした︒

設し︑局速中性子源炉の設置も計

科学研究費補助金は四十一億九

大きなもので︑完成すれば世界で

合唱は五億五千万円︒また注鼠さ

まず学部学科等の拡充整備に十

総建設費は約

千力円︵要求五十五億円︶で前年

通産省︑外務省の

画されている︒

究施設の建設計画が認められたこ

度比四偲円の増である︒

一薔偬円︑完成後の

一億九千万円︒このうち北海道大 れるのは︑東京大学原子力工学研

が予矩されており︑原研東海研究

とで︑これは沃城県東海村に設置

学工学都に原子工学科︵定員四十

工学科︵岡︶の学科新設が認められ

基礎科学の研究には︑あまり金が

名︶︑九州大学工学部に応用原予核

また特別研究離業の推進として

三番闘の大きさのものとなるQ

四十七億八千万円のうち︑科学衛

かからないというのが通愈でした

これまで
できる研究旛設を設けようという

所の礫放研究室をも並行的に副用

揆およびロケソト観測に三十四億

朝永振﹇郎博士の謡

工学科が翫そろったことになる︒

たQこれに よ り 旧 七 帝 大 に 一 子 力

もので︑三年計團で研究施設を建
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するところを脱明したもようであ

力会社の会長 を 招 き 技 術 網 の 愈 隠

述べていたが︑二月三日︑三原子

の再検討を考慮中であると議会で

技術相は糾月初め︑原子力産業

ていないし︑技術相の謝画を進め

コントロールするかはまだ淡まっ

発羅炉設謝粗織をどこの灘関が

ている︒

を中止したために起きたと晃られ

蒔のようなターン・キイ契約方式

魔業界からの精蝦によると︑再

♂勤

この謝画には︑設計作業に機動

方が強い︒

i部分を製造する二︑三の小グル 機測である動力省は︑今のところ

びになっていたもの︒

がつかず︑今回の発表までのびの

矩成するのは来隼の切めの予鈴で

う同工揚を拡張甲であるQこれが

動したり︑新野薄をコアに充塒す

画をイギリス産業界の要求にかみ

塁礎を麗いだセラミソクス研究詔

セン・エレクトラ祉︑ノルPベス

れらの格納犠漿は︑TVA︵二繋︶

ング︵CE︶祉は同祉のボイラー 炉格納容雛の製作を璽注した︒こ

および関連機器生産部を窮業都

発電試験に成功

米ビーチボトム

圧力抑制窯も取りつけられる︒

・デ・ガロナ発電所用のもので︑

ーソン氏︶とインダストリアル・

︵部長︑ハワード・M︒ウィンタ およびスペインのサンタ・マリア

放射線医薬品分

割するという組融かえを行なっ

購業部は︑腺子力と化石燃料に

た︒

ではない︒そして制矧された核

の利用であって︑爆発力の利屠

ば米團のプラウ

うのは︑たとえ

平和的利用とい

については︑将来︑その臼給の

る︒塞た原子炉用の濃縮ウラン

大道をめざして歩むへきであ

べきである︒日本はこの天下の

も︑いずれ実用化が可能になる

可能であろうし︑その他の利用

和利用と戯事利用との︑いわは

はない︒ウラン濃縮技術は︑平

したがって懲力で開発するほか

社はこれ豪でにも岡研究炉の鋤一

を受注する見込みである︑CWH

MW︑磧究炉︶の第三炉心の製作

イスのD10RI肥︵熱出力二十

ウス︵CWH︶制は︑このほどス

カナディアン・ウェスチングハ

研究炉燃料を製作

加WH社︑スイスの

月七臼再び停比した︒

さらにテストをするため︑この二

炉は全劇力運紙へもって俘く前に

ロ︒キ．一リi︶︒ピーチ・ボトム

の主要ループから合目三十マイク

ムの漏洩は少なかった︵11TGR

て千二酉五十麗に上昇し︑ヘリゥ

で難氏六百二十度から炉嫌通過し

ヘリウム温度は熊気取りいれ口

紙を達曝して軌遣にのった︒

全部気出力四万KWの三〇％の運

千度︑蒸気降千四穏五十℃の一で定

よる蒸気発生系の両方の技術︑焦
ピーチ・ボトム徐解力発電がは
産︑敗h売を扱うことになるだろ さる﹂月二十七日︑蒸気温度躯氏

新しいインダストリアル・グル

う︒

ープは工業用ボイラー︑舶用ボイ

ラー︑致交艇器︑空気浄化装置︑

け持つ︒

その他志気発生器以外のもの塑受

GE社から原子炉

格納容器を受注

ピソツバーグ鉄綱会社

ピソツバーグ・ヂス・モインズ

の細小︑あるいはサービスの掘

題でもある︒核爆発の平和制用

エレクトリノク社から瓢ろの逗子

得ない︒それなら︑どの国もみ

コンバノション・エンジニアリ

米CE社︑機構改革へ 鉄鋼会長は︑このほどゼネラル・

な帯刀した万がよいか︑つ豪り

ておいて然るへきである︒

供などは︑アメリカなどに任せ

原子力平和利用の主要な局

うにした方がよいかといえは︑

文明の定義でもかえない限り︑

べきものは︑制御された核反応

面︑ないし果実の大道ともいう

みんな核兵黙を勝手に持てるよ

廃刀召へ向

これには賛成いたしかねる︒ど

かって︑世界中が一歩一歩前進

んなに困難でも︑

するのが︑文明の要舗であろ

反応のなかには︑核分裂反応と

シェア譜爾など

必要を生ずるかもしれないか

核融倉反応の一ぢがふく蒙れる

を撮すものであ

ら︑考慮に入れておかねばなら

ら︑このことも︑い蒙のうちか

下田発畠にいわゆる核爆発の

う︒

とすれば︑それはどのような点

﹂mの要段は︑坐職利罵

のうち︑大土木

ろう︒この計画

を持ち︑その他の国は︑いっさ

かもしれない︒しかし︑これら

接点であり︑この辺のところに︑

ない︒ウラン泌縮は︑核兵器製

いそのような権利をみとめられ

は原子力平和利用の〜局面︑す

ったら︑そうではなかった︒核

下田発5がふれているのかと思

作業などへの利

ないのだから︑徳川時代の武士

なわち核爆発の利用であって︑

らの技術導入は期待でまない︒

と平民とのちがいのようなもの

その意義をいたずらに過大に謹

造技術につながるから︑外麟か

である︒それも徳川時代には︑

拡散防止条約と原子力平繍利用

やろうと思えば

平民でも名字繕刀を許される齎

価し︑この道︑つまり水爆製造

ら︑ウラン濃縮技術の国際的な

との関連について発藷するのな

用は︑現在でも

がいたが︑核兵器の場合は︑こ

の道がふさがれれは︑原子力平

扱い方についてこそ述べるべき

和利用の将来に︑難しい不利を

生ずるとみなすのは︑身のほど

刀令︑つまり全図軍縮と核兵器
禁止が笑現しない隈り︑この悪

れも御法度であるQ世界的な騰

製迄し︑保萄し︑醗澱する権利

有国は︑核兵器を研究改良し︑

不公平な条約はない︒核兵器保

えば︑そもそも︑この条約ほど

不公平という見地からだけい

うにつきる︒

し拒まれるのは︑不公平だとい

核兵器を関連していない国に対

のための核爆発技術の開発が︑

下田発

が行なわれている︒

に関してであるかについて議講

るか︑いないか︑ふくんでいる

の道をはばむ要素をふくんでい

ハン氏︑指導︶の二つの部門に分

グループ︵ジェームズ︒L・ケレ 格納容器にはドライウエルのほか

︒ネルソン総支配入によれは︑人

リン化建物は︑同社のカールソン

元素備と捌で標舐化したインシュ

究市揚に加わっだ︒ヨウ雍の同位

インシュリンの関発で再び化学研

．二弓一ークリア社は︑標識化した

いていたアメリカのケンブリノジ

放直線医薬鍼の製造から黍を引

米︑ケンブリソジ社

野に再び進出

鶴野

これらの謝画は両方とも一九六

ーウェル研究所に罪破目検査セン

合せて行くことである︒

体か59取られる血清のインシュリ

ンのレベルを決定する蒔のラジオ

イムノアソセイのために適嶺であ
る︒

ラジオイムノアノセイの技術は

十年康えからあっ陀が︑この化合

トドイノチェ・クラフトベルケ

たものである︒

ユーラトム婁員会は︑このほど

たわれている︒

核兵器拡散防止

指腺︑関税問題への配慮などがっ

物は︑以前は嗣平安で作られてい

アクション・プログラム

諜次計鷹で

る︒第三次五力年説圃の推進の方

里としては︑①ユーラトム︒セン

ターにおける研究︑②国際訊画へ
の滲加︑③産芸界との協力があげ

られているQ男体的には︵イ︶OR

このライセンス協定は︑かなり

原子力の平布測用

璽聯灘糖

は三億がが必要であると見てい

が︑大ざっぱに見て第

予算額については明示していない

を発表した︒この報告艦は詳細な

なる

次五力無研究計圃の推進の搬針と

一九六八年一月一日から囎る第三 用︑原型炉の建設への資金援助︑

は︑製造技術の改善︑原子炉の刊

ユーラトム委︑活動計画で発表

第三次五力年計画の目標

の設置を承認した︒

ターとセラミソクス研究センター

によると奥国技晶相はAEAのハ業騨と十分に協力して行き︑広く

リスのセラミソクス研究協会や産

ックス研究センターの匿的はイギ

実か6起っている︒家た︑セラミ

で焦点が絞られていないという禦

しているのにイギリスではそこま

く実用化でまる国立研究所を設立

ッパ諸賊ではすでに最新技術を広

たものである︒圏立田破壌検査セ
ンターの必要性は︑多くのヨーロ

︵AG魏︶から出てくる使用ずみ五無の料学技術法の下に立てられ

画で採用された改良ガス冷却炉

鷹気出力百三十万KW︵AG燃
R糾を再処理するため︑隼間ゴ薔
の秋から始められるが︑建設契約

一璽︶のこの発鷺所の建設は今無 ゾの酸化物燃料が再処理できるよ

型の正武発表はまだ行われていな

い︒C冠GBのスポークスマンにある︒
よると契約省はザ・ニュークリア

画を発表したが︑今後五年閥にイ

るのに用いられることになってい

さる二月六田発表されたところ

英︑ハーウェルに非破
壊検査センター設置へ

・パワーグループ︵田NPG︶に
なるだろうといわれており︑最終
的な契約粂項の決憲はこれかり行
なわれる見込である︒完成は一九
七二年の予驚︒

英EE社︑高速炉用
摂氏四膏度の液体ナトリウム中

燃料装荷装置を製作

動力省︑ヒンクレ
で動作する燃料装荷雄罎がスコソ
トランドのドーンレイに建設中の

一Bの建設許可

力のあるTNPGや設立して間も イギリス動力省は二月初め︑申

納品きれる︒この装置は︑炉の内

いるヒンクレ！・ポイントB原子 リソシュ・エレクトリンク社から

ないNDCでは反対しており︑難央発聡庁︵C猫GB︶が謝画して蕩速原型炉︵PF逸︶用にイング
航が予想されるが︑捜術士として

を設けることによって発羅嬉を標
ープに分かれるのではないか︑豪

再処理契約を交渉中

る︒

ギリスが開発しなけれはならない

R︵二街五十万KW︶の技術ライした︒C録GBは一爺前にこの計部で燃料サブ・アセンブリーを移

はsGHWR♀万KW︶力︑
P
発電
所F
の建設を︑最終的に許可
センスを姫否することによって強
制するよう準備中であるといわれ

輩化し︑凝規原子力発購所の入札

た︑政府機関であるAEAが︑フ なお︑イギリスの原子力二業グ

発鷹容愚について大藏省との折合
る︒これ に 対 し ︑ C E G B の 所 掌

の際に必要な贅金を軽減しようと

態脱をはっきりさせていない︒

いうものである︒技術省によれ

英AEA︑米電力会社数社と
イギリス原子刀公社︵AEA︶するため︑アメリカとの民間二鼠

GEL原型炉の開発を一二隼で完成

︵ロ︶醤蝦炉に

AEAはンターの高中件子馬試験炉へ千二

ワシントンで協議中であるQアメ する︒イタリアのイスプラ研究セ

間馬足を再検講ずる必要があり︑

リカ政購轟富によると

酉万が出資する︒

ついてはフランスとの聞題があり

できそうなので︑アメリカの電気

会祉と再処理契約を交渉甲であ 多分二馬溜協罵に暴ついて再処理
二月二十二日アトミソクス・インターナショナルからAEC向 シコン︵NDC︶の三原子力会祉
る︒AEAは二月初め︑生颪グルはできるが︑再処理物質のアメリ
カへの返測はできないだろう

炉︑ペブルベッド炉︑オソトー．

はっきりしていないが︑ドラゴン

クリア︒デザイン凸コンストラク

ーグループ︵τNPG︶︑ニュー再処理プラントの能刀に余ゆうが

AS8Aと︑過去において競争し
PC︶︑ザ・ニュークリア・パワ は︑鉱張工郡甲のウインズケール
てきたように︑今後も入孔の指蝉

EGBが胴囲次原峯力発電計画の的地位をもつのではないかとの見

これらの出 蜜 の 主 な 原 鵬 は ︑ C

といわれる︒

って入札費が五十万縷軽減される

ば︑この階画を実施することによ

ィンランド︑ギリシャ︑ルーマニ
ループは一臨蕉初めから再編成さ
アなどでアメリカのゼネラル・エ
れ
︑一庫灘で現在のアトミノク・
︸レクトリノク社︑スウェーデンの
パワーコンストラクションズ︵A

チームを統一し︑車一の設謝組織 綴成の結果︑今後は阪子力ボイラ

らばらに組織していた発聡炉設計

ると晃られている︒
社︑中タ発殿庁︵CEGB︶がば

子力公祇︵A鶏A︶︑三原子力会 るためには多くの交灘が必要であ

るQ技術相の 考 え は ︑ こ れ ま で 原

っており︑難航している︒しかし技術租は︑半強制的な再編成を強行する積りであり︑今後の動きが注目される︒

した・これは︑産榮合理化と︑発電炉の設置の樫準化断割るために計画されたものだが︑三社のうち二祉は現状では硬対の奨揚をと

イギリスのアンソニー・ウェジウノド・ベン技術根は二月三日目三原子力会社の会長を幽き︑原子力産業の再編成について︑志野

技術省︑原子炉の標準化めざず

小グループに再編成か

鼈

と
ープの繭渠謙長カニングスビイ・

述べている︒

二期にわたって交渉か続けられて

社︑フランクフルト箭賞心力の各

てきた︒両祉は特にマンハイム近

知るずでもあり︑行嚢過ぎた議
専横

は免がれ

阻での大圏の

ノルウェーで原

ノルスク・ハイドロ社

子力発電を検討

し建醗スケジ議ールは朱鐙．

電所の建設を絵紺中である︒しか

に電気出力五十万KWの腺子力発

ポルトガル領北部のミノi河河騨

ロエステ社は︑スペイン北鵡部︑

ザス︒エレクトリカス・デル・ノ

スペインの民間電力会社フェル

スペイン

民間電力会社が原子
力発電所を検討中

か検討中である︒

原子力発電所が建設できるかどう

いて職気嵐力五十万KWクラスの

七〇年代の申頃︑ノルウェーに46

グループ︶原子力姻究所は︑一九

ロ祉︵ノルウェーで二番鼠の陀業

ノルウェーのノルスク・ハイド

澄︒

・ホープの工揚で製作される予

るこの聾心はオンタリオ州ポート

天然ウラン雪雲五†本で構成され

および第二炉心を製作している︒

ゆ◇◎Q◎Q◇QOく蹴◇◎ρつ一◇◎Q◇◎◇Qつつ◇◎￠Qρく一

｡噌嗣

に生れ変り︑現在に至っている︒

アルディ氏を団長とする一チーム

奪計画への提案で国譲しいもの

ユーラトムが実施する次の五力

援助などがうたわれている︒

AEAのウインズケール再処理 ハーンへの支援︑核融合研究への
プラントは現径でも霊代二千五薦

を送り︑アメリカの電力臣事数社
と交渉甲であるが︑訪窒素刀会祉

ゾの蓋然ウランを再処理できる能

一方A皿Aは︑この契約を突現 力があるが︑第二次原子力発魅謝

の名前は明らかにしていない︒

AGRでライセンス協定
ブラウン・ボベリー社︑西独での販売権得る
九六八禦豪で西ドイツにおけるA る能力のあるAGRについて検討

GRの独6的敗売権を得ることにしだ︒

における興作に関してライセンス

ズ鮭と改畏ガス冷却炉の西ドイツ

きており︑その問両社は︑西ドイ

くのBASF化掌工揚への薫気の

藤下の噸

子

原

；

鶴朧

けに出荷された工学試験炉用燃料要素

第381霧

西ドイツ・ブラウン・ボベリー
冠はこのほどイギリスのアトミン

なる︒

協足を紹んだ︒この総社の協疋に

ツの鮮涜状瀞下でのAGRの経済電電磁器が溺静心の竃気出力六十

ブラウン︒ボベリーは︑プロイ
ク・パワー・コンストラクション

はライセンス訂可者であるイギリ

万KW原子力発汗所の入札に期僧
コンサルタントおよび技術鰯力皆

侠給と六十万KWの電力を発炸す

ス原子力公祉︵AEA︶が両社の件と詳醐設計などについて研究し

として加わっている︒この協疋に

で

をかけている︒

よつでブラウン・ボベリー批は︷

＿＿一一一㈱一脚鱒
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跡継献ざれる独仏の共伺原子核研究
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壽死1

彼らによってジュネーブで紹介さ

ランス側は︑すでに一九六四年に

キング・グループにおいては︑フ

両教授を長とする原子炉設計ワー

闘運において考え出されかつ漁備
性子束原子炉︵HFBR︶で不可

新型式の鍵験ーアメリカの蕩中

質献ずるものである︒原子炉は︑

ギー領域における原子核物理学に

ている︒同時に研究所は低エネル

画の㎝つを固体物理の部門におい

ルスー工原子力研究所︑GfK︶ある︒この研究所は︑蜀点的な諭

が︑他の研究所における震験との

おける原子炉試験は大きな都分

とになっている︒グルノーブルに

研究所と内容盤寓な協力をするこ

の部門の仕禦をしているすべての

超えて全ヨーロソバで固体物理学

こ
三グループ
々 分れて研究

冒月十五臼︑酋ドィッ

テンベルク博土およびフランスの

科学研究梢ゲルハルト・シュトル

ξ﹂二多二一 多多玉多多 一 多二 玉二 多 一二
九六六年十

供給することになっている︒そのほか︑ハンフ

蟹でに＝天皐鉾の・亨・ケーキ訟

多一多多

アメリカの巻

K叢同技術発券﹂を溢出した︒添 ︑ 多二 玉 多多一 多多玉 多多て工多多 亙 ノ

れた︑減速材と冷却材に軽水を使

され︑他の測定によって補足され

蔑中性子束原子炉についての鴛瓦

⑬

について︑フランスグループは璽

さきの︑0鴛CDの欧州原子力昂騰に︑固体研究に利撫するため
用する低減速圧力タンク型原子炉

能な実験一に最良の条件を与え

消化される︒多くの礎験は最初に

重標識トレーサー法で工程解析

二と非放射性のシアン化金の二

から十八日︶とプラーグ︵二十

一

形がフランス側によって︑蚤水掃

画は︑対者との共問によって得ら

ラン・ペルフィソテ氏臨席のもと

科学研究︑原子力︑皇考闘題掘ア

報告欝に掲げられている双方の訓

の段階では︑もはや西ドイツの変

れたものと晃るへきである︒今日

多くの書込をした︒

一九六六年十月︑プロジェクト

掛減遮炉の変形についてもさらに

グループは最終報告﹁高中性子東

凍聯の変形が西ドイツによって処

業段階に引き読いて︑双方の副画

理され︑代替されていた最初の作

が窟査され︑その後一九六六無に

機関︵ENEA︶の枠内におけるの中性子束原子炉を興黙して建
の設計を蜀ねて持ち出すことがで
るものであるように設計されてい

の実現が不可能になり︑ユーラム
トもまた︑第二次研究計画として

程解撤と反応機梅に関するもの トレーサー利用は豪だ不十分で

した二つの内容を含んでいる︒

関係がなけれはならない︒

これに関幽して︑グルノーブル
で一時的に作業をしている客員グ

ループには霜要な愈義があるQ原

ザ︑純益は萌年度の三劉たらず

潮年度の約一志減の五千五酉万

の決算では下向し︑売上げ蔑が

節ΦO

となったが︑鍛近のアメリカで
の原子力発囎三連概発注ブーム
で︑業績回復を凄しているよう
だ︒

陣葎七月︑コモンウェルス・

＼

で︑アメリカに特殊金属会社を設立し︵UNC

玉

玉二多二一多多

昏

少−

脚 ア

︑︑︐嘱

噸爵

多多一多多

融

玉多箋一多多

玉多

法上の会社形式の潔択は︑一般に

多！二〜多多

所しの名称を冠し︑研究施設串グ

f3

誓・

エジソン社からドレスデンー弓炉の鋤蕊炉心

を︑同炉の製作省であるGEを押さえて︑受注

し注扇された︒謹た︑岡鱈力会社とは長期にわ

たる二酸化ウランの供給契約を結んだ︒さら

に︑スウェーデンのサンドビク鉄鋼会社と共同

〆

が五十響出資︶ジルカロイチューブの襲造にの

りだすなど昨年は同社の活発な動きがみられ

た︒一方︑覆にはアメリカの大手三島聲本であ

るシティサービス筏の傘下に入るかとのエユー

ダ

スも流れたが︑結局︑この譲はUNCの株虫総
会でご破算になった︒

ところで︑AECとの関係では︑ストレンチ

一多

・アウト自画で契約を結び︑今年から一九七〇
戸萎多一多多

会社は﹁マノクス・フォン・ラウ

け純粋な熟中性子の高密度束を︑

この原子炉の目的は︑できるだ

円働で︑球形の蚤水タンク︵反射

さが八十ないし酉狸齎の直立中空

炉心は︑外径が約︸二十些溜︑高

し二十五蓼銃の鱒囲内に非常に賜

炉心／反射材の境界面の十ない

出さなければならなかった︒その

て補償を与弱るための解決策を見

より著しい収入を得ることに薄し

その国の官衛に納入すべき諸税に

状況によって会社とその従業員が

っているところのパートナーが︑

して︑その領域に会社が本社を持

たがって︑岡権の原則の維持に際

特権と翻由は許されていない︒し

国際法上の施設に俣舐されている

的町能にするのである︒しかし︑

式は研究所の膚主的な作業を比較

ための先例である︒麗択された形

る国際的な研究計画を実行する

国際法上の施設の形式が持ってい

る装躍や約二千度に達する装置を

低温冷却︶程度にすることができ

ルノ：ブルに瓢いている︒この民

多一多烈

璽舞智．彗①く︑︒ρg9凹同・メ⁝

郷群鶴灘難 鰍麟無難雛鷺

子炉作業の三分のこ窟では︑これ

らの人々が実行しているというこ
とである︒客員グループに属する
入々のグルノーブル滞在を五卑以
内とし︑かつその元の所属研究所
との連絡を保つことに慧が用いら
れた︒

このような方法でもまたグルノ
ーブルにおける成果は他の無断に

おける研究と教訓に薩接役立っ
た︒この関係で︑ミューニノヒに
グルノーブルにおける学術的な作
業の補助と楽備のためと︑西ドイ
ツの大学研究所およびその他の研
究所との協岡作業のために︑十人
以下の科勘署が活動する研究所の
外郭機関が飼設された︒

両国の合弁
会社として
研究所の運営は民法上のフラン
ス︑面ドイツの含弁会社であるQ

聚成者は︑西ドイツ科学研究雀

一P

︵O①ロ霞Φ

︵五〇％︶ならびにフランス側の

CEAとCRS
α⑩

Qり9Φ昌￠⇒の鐸Φ︶

窯P酔同O口9一
げΦ擁︒冨Φ

︵それぞれ二五％︶である︒合弁 エ聴ポール・ランジュバン研究

高度の安全性確保

る︒これらの装麗は︑実鹸の際に

取りつけることが予定されてい

低圧力の璽水反射瀕の中で発生さ

材容器︶がそれを取り巻いてい

い熱中性子東が得られる︒この範

低圧重水反射材で高中性子束発生

せることにある︒反射平内の圧力

る︒このタンクの建径は二︒五層

囲内には︑炉心からの朝憲にな

で

が低いことによって案験施設の容

である︒燃料は高濃縮Uである︒

る速い中性學束は比較的少ない︒

この温度の中性子を利用すること

易な設置と高産の安全性が得られ

原子炉はコンクリートの遮蔽を持

により︑しかも上から下へ冷却さ

を可能にするのである︒

るのである︒反射面の中では最大

および斜に走っている溝が遮蔽を

の中性 った皿の中にある︒円性状の水平 炉心には萬圧で軽水あるいは蚤水

の規定に抵触することなしに会社

他︑計画に融賊する政府が会社法

Hα×HOぴロ＼§駅の

芋束が得られるはずである︒その

二十六日︑霊水型で約三十八日間

要があった︒未解決点の討議は一

に影響力を持つことを保証する必

れる︒運紙サイクルは軽水型で約

である︒

貫通して︑反射材容器の高中性子

ニ薗六十麗︵液体水繁の四度︑極

鮒材申には局部的に摂氏マイナス

ためには︑炉心の出力は軽水冷却

璽水冷延滞炉では五︒四五五万K

型炉にあっては五・六六万KW︑ 束領域で終っている︒さらに︑反

Wであることが必要である︒

さらに︑会社から納められた諸

を調達することになっている︒

よびその他の支繊を考慮し各半額

よび運営に関連して収める賭税お

の領域において合弁会社の施設お

の分担金は︑両国政府により︑そ

が使用する義務を有している︒こ

五酉万ドイツ・マルクを合弁会社

クを︑窟た︑運営費として年三千

合誹一億︸二弔二菅万ドイツ・マル

原子炉および研究所建設のために

両国政艇は政府閲協定によって

に解明された︒

原子炉の冷却材としての軽水と

設し︑かつ運営する件に関して原

無圧力のタンクが用いられたQ西 たQHFBRは一九六六無以降よ
運り小さな康子炉について行なわ

きた︒反射材には璽水を満たした

れる必要がある︒したがって︑グ

葛中性子策謙子炉を提案すること

一九六五年に三つのワーキング

水理学または工学への利用が本

であり︑磨耗・潤溝関係が六 あるが︑これを盛んにするのは

第三の脱文は私のものであって

と流目・各反応槽申の羅解液の

用いて行なわれた︒いずれも好
評を縛したものであるが︑蘭紀
二論文は非放射性トレーサー法
が用いられており︑この他にも
二編あったが︑この非凝鮒性ト
レーサー・放射化分析法に関し
て非常に活発な討議が展開され

たことは私として欣快であっ
た︒というのは黛本では以削か
らこの方法が行なわれており︑

その慧味では先進国であったの
である︒私はこれら三論文を一

入で講演し︑また盤長も務めた
︵藁京大学生薩技術研究所

ので大奮闘であった︒

形ともフランスの変形ともいうこ

は密接な共同作繋に到翻し︑晒ド
撫

醗水の比較に関するCEA︑Gとf
はできないのである︒

則的な含慧に達した︒建設地はグ

ドイツ側は︑最善の解決法を見出
転中で︑グルノーブルの原子炉と

ルノーブルのマソクス︒フォン・

を断暫したのちの⁝九六四卑︑当
時の独仏恩研究室︑すなわち︑レ
ンツおよびパレフスキー両大隠は
第＝薗シュネーブ原子力会講の会

来の閉的を達しつつあることを

編⁝︑贅擁壁⁝発閲四三がぬハ編︑総説 ソトープ技術がとけ込んでその

編︑公審調査・防止関係が囎 工鉱業のそれぞれの分野にアイ

昨年十一月ウィーン︵十四臼

一臼から二十五巳︶で開催され 慧糊し︑またそれぞれの分野に

︽ざ︑詩︑ざ︑ざ︑ざ︑ぎ︑ボ︑ぎ︑ざ︑詩︑§︑ざ︑ざ︑詩︑ざ︑§︑§︑ぎ︑§︑詩︑ざ︑ボ︑詩︑爵︑ぶ︑詩︑ざ瘍

た二つの工AEAシンポジウムおける専門技術の発展とそれか

滞留蒔闘・個々の躍解口内の液

ける購解液の金工程の循環逮度

スゥイク氏が鉱工業の分野で常 よび便利な機器の開発とであ

ることと僑二度の萬い測定器お
まず工AEA工業応園課のベ

その他が六編であった︒

用されているトレーサー技術 る︒そのためには国家の強力な

与していることを慧棄する︒

ら結果する経済効果に大きく寄

大規摸なニソケル聡解工擾にお

に出席したので︑本欄で二回に
わたってその大要を紹介するこ
ここに付議しておきたいこと

水

は︑これらの会議は非常に芸園

とにする︒削者

は第二回の

の流動図形などを測定したもの

唱所の煙突から流

て︑一つは火力発

論文は一ご編であっ

ている︒わが国から提出された

︶

@仕出する響くに亜
離ガスの慶嘉

私がしらべて八つの例を圓窪し 民ら︵昭鑑︶の論文はニトリル

で︑これらはすべて廠一二四を

の世界的サーべ一を行なった繕 政策と指慰が必要であると述へ
果の説明があった︒その種類は

水理学とRIの利用

うが︑日本から出席したのは私

理学におけるR な慧味をもったものであると思

工

であ

り︑後者は

工の利用

業と地球物理に

二つの一AEA諺か
蝋ら

査に摺闘して行な
酉を越えているが︑縄欝として われた伸佐・天野氏ら︵忌中
は︑物質移勤︵流速・流鰍・滞 研︶の研究であって放射性の佛

ただ一人であった︒

最初にプラーグのシンポジウ

留︶︑混合︑容積︑垂簾・滑染 酸コバルトをトレサーとしこれ

て︑あとで放射化分析を行な

ムはトレサー利用に限定され︑

どの測定に分類されるQ

物の分散︑換気︑磨耗︑腐食な を周辺の多くの場所で捕集し
工業と蟹源開発における

これは一昨無ワルソーで開催さ
れた

ておいたのである︒彼が強調し の晶出塔における十数秒間のガ

う方法を用いた︒第二の平山
に遠慮するものであった︒醸出

ていたことは︑世界的にみても スの流動を玲−八五で追跡した

この調査には色本も協力し︑

十六編が化学

その帯数以上の﹇

された論文は総数四十七編で︑

アイソトープ利用機羅の応用

桝

イツグループは軽水減遠炉の変形

固体研究にも重点
他の機関と密接な関係を

ルノーブルの予定で︑所長とし常

大体転じレベルの中盤子束を持っ

ラウエ門ポール︒ランジュバン研

グルノーブル研究所は︑フラン

にドイツの科学者を一人麗さ︑計
すべく甥即し︑二者択一の結果︑

ている︒この原子疾は利用のため

究所と他の大学の研究および研究

グルノーブルの轟中性子束原子

圃︑投資および経當の器襲は双方
軍水によって減遼されかつ冷却さ

に二箇ないし三酉人の研究者を必

ス︑西ドイツおよびさらにそれを

が均箏に負担することになってい
れる低減速圧力タンク型原子炉の

センターとの蘭には非常に緊密な

六四年度から計画

た︒

要とする︒

CEA︶およびペソクルツ︵カー炉は基礎研究に使罵されるもので

ドートレイ︵フランス原子力庁︑

問題に関するものが各一である︒

設謝︑実験設備および団扇上の諸

・グループが組織された︒原子炉

急．掴：属

開発計画をした︒軽水減薫炉の変

究所の溺限︑組織および原子炉の圏的の概要を示したものである︒

に関する独仏の政府闘協建に調印した︒以下は︑副画の経紳︑研

九日グルノーブルにおいて︑高中性子束原子炉研究所の共岡設置

びフランス科学損アラン・ペルフィソテ氏は︑一九六七無一月十

西ドイツ科学研究相ゲルハルト・シュトルテンベルク博士およ

グルノーブルに設置の予定

高中 性 子 束 炉 を 建 設

Eρ

お け る R Iのト

レーサー利用9

であった︒

豪ず両方のシ

ンポジウムに共

通して特美的で

あったことは︑

いわゆるアイソ

トープ屋よりもそれぞれの応罵

出席していたことである︒これ
は広くアイソトープの滋要性が

加藤正夫︶

騨欝：欝養老

D6

認識され多くの専門察がこの技

教授

ニュークリア

ゆモ

工鉱業におけるアイソトープの 研究と活性炭の全工程をP1三

ユナイテッド・

核1；

ドゆ

工業と金属製錬工巣における工

は常に西ドイツの科学者である︒

る︒社長︵学術指響︑環務盤理︶

社長および会計検査掌上会であ

研究所の機関は︑営養委員会︑

社長は西ドイ
ツの科学者

︸致した︒

して五一％を支払うことに意見が

九％だけを︑フランスはこれに対

ためには︑藪ドイツは運営費の四

の所得税は算入されない︒補整の

倉越した︒しかし︑会社の研究員

やり方で︑算入することについて

る政府の分担金中に加えるという

らを特定の方法により会祉に対す

払われる支出を︑とりわけ︑それ

社に対する供給と給付に関して支

税およびその他の隻出ならびに会

…一輔囲脚酬レー一柵一…圃…レ〔…日

から出されるであろう︒

る︒謝画掴導者代理は西ドイツ側

導巻が置かれることになってい

のためには︑フランス側の計画指

隈られている︒計画と建設の段階

協定の期間は差し当り十三年に

部門で働いている科学者である︒

ループの指導藍その他固体物理の

になろう︒それらは両国の研究グ

崎は二十名以内の成員を持つこと

議会の成員を任命する︒この野

会は︑また祉長に驚嘆する科学罫

理と定顎の厳守を監擁する︒婁員

要である︒委員会は一般に購務管

務正理上の決定にはその同葱が必

方針を決定する︒とくに聡要な禦

であるQ委貴会は螺務管理の〜般

成っている︒各委員の権隈は岡等

管理委員会は十二名の婆貴から

ヤー・ライプニソツ氏であるQ

理学都長誓学博士ハインツ︒マイ

初代社長はミュンヘン工科大学物

…

灘

バ

〜

●．
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分野でこの技術が磨き上げられ

てくソたるりグ％∠ク％〃％∠ク％〃％∠ク％∠ク％∠ク％∠クのののA十）月

術に習熟してきたことであって

@

力

原

欝lll㈱無難鵜⑪1鰍箋

分野における専門家がより多く

％∠ク％∠ク％グ％∠ク％∠ク％∠ク％〃「％4ク％∠ク％∠ク％〃％4ク％〃％∠ク％∠ク％∠ク％、グ勿

一

1演
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三

三

力

一

購入 代 金 の 七 割 を
重電機延払い制度と一本化で
通産省は昭諏四十二矩臓予算要求で︑原子力発電機器国産化を推進させるため︑財政投融資計麗に

よる﹁原子力発艦機器国産化融資﹂制度の新設を要求していたが︑大黒省との最終的折衝の結果︑機

器購入代金の頭金をふくめ融資比率七〇％︵要求は八O％︶の開銀二言が軽められた︒しかし︑制度
の新設は認められず︑これまでの璽電機延払い制度と﹈本化された︒このため四二蕉麗予定では堕

蹴延払い融資ワクは酉十瓢癒円︵要求では膏二十億円︑うち原子力十二億円であった︶が確保され︑
このワク内で原子力発醒機羅の国薩化融獲が操作されることになった︒また︑原子力発羅︵株︶の敦

強く要盟されていたものである

度﹂は︑日本 聡 機 工 業 会 な ど か ら

﹁原子力発 懸 機 器 国 産 化 融 資 制

桐当︵腺子炉八十億円︑タ⁝ビン

ので︑国鮭化部分は颪二十濁偲円

者となるものと￥想されているも

は︑初めて国内メーカーが烹契約

力が建設する予足の原子力発聡所

では︑契約もはっきりしていなか

れた︵四十一年度予錘襲求の時点

原子団発電所の建設工事が開始さ

で︑ワクを変更し四重一館度から

触資ワクのうち十四億円が余るの

賀発電崩に対する財政投融蟹︵十八億円︶が認められた︒

じく︑鷹力会社に対して融資する

日本脈子力発電会往に対する融

円が融資されることになった︒

った︶象電と関竃に対して︑九億

が︑これは聡織機鍾払い鰯硬と間

と発鐙機四十四蝕円と譲足︶と予

るものとみられていた︒しかし︑

A﹃①原子力炉本体︑原子炉冷却 想され︑一〇〇％融蚤の対欽とな

もの︒原子力発羅プラントの場

系設備︑燃料設備︑廃葉物設備︑

日本学術会議の隙子力特別婁雨

研東海研究駈における共同利用研

を立鑛申である︒その概要は︑原

響研究との関頭を強めた飴照次案

④現在五函立大学で学郡での炉工

学は予算的に羅められていない︒

ない︒⑧原研共岡利鎌には公私大

射線影響の研究は両輪の一つとな

もっと少ない︒原子力利用では放

り︑国の研究費で五％︑民間では

て︑①共同利用研究センターの強

ら︑緊急に実現すべき具体案とし

最後に伏見康治長期計画委員か

べられた︒第二次案の内答は①大

るべきものである︑との不渦が述

設躍するなど︑大学における原子

大学に教曹贋小型原子炉を逐次

化拡充②原子力工学科をもつ主要

るが︑科学技術茎本法などの影響 ギー核物理と原子力研究︑中儀子

案︶を策定し︑政府へ勧告してい

る旨の発蚕やR工利用︑低エネル 後これらの点を中心に煮つめてい

いた①リグニンが単に豪ざったの

﹁リグニンが璽含している﹄

ことをつきとめたというのが現状

り︑

一Aーー

で今後の期伯が大きい︒

懸

とい

翻撚

中間規模試験

という名称を

い概愈であるとしている▽こ

東京都「映臥二本橋本町2−6−4。大阪禽剛掠ビル

五日︑東京大学医学部図欝館会畿
学を教えているが︑いずれも翼験

学に三＋講座を増加②文部省の特

題がある②共同和用研のあり方を

で繋るものは学術会議で騰愛して

てそれぞれ見解が発装された︒

回折の研究の必要性︑などについ

製から炉心プラズマはあと十焦位

ほしい︑との要望が文都省から出

でその実現がおくれている︒一般

か︑などに問題があるとされ︑今

の潟え方として︑﹁さきに原子力

に放射線影響都門は冷遇されてお

か︑②完全にグラフトされたもの

蒸解するが︑このとき紙の主要成

をアルカリ︑亜硫酸ソーダなどで

の関係で︑

う外国にない独特の名称が生織

れたことは為名Vこの中間規模

とは一体何を指すのかは︑放射

いところであった▽今圓︑長期

線化学圃係者の間でも異論の多

計圃の改訂に際して︑原研では

開発試験

発諺

この由緒ある名称を廃して︑今

後は

使うという︒この開発試験は︑

高崎研では従来のいわゆる中間

れは鷹騎研の実力が向上したの

工業化試験の一部なども含む広

規漠試験を童体に︑応報研先や

では︑リグニンを利用して︑成形

・鑑二野容騒98K語（48ピント）

特に日本原子力塵業会議の会属会社は料金劇引の特典が

・局遮の謝算処理能力
。悶題処理コストが最低
・豊冨な応用プログラム
・国際的な互換性
・迅速丁騨なサービス

御一報次第、資料、各毬講習会案内、聖算申込欝などをお送り

麟購纏臨

いた：し覆す。

晒︵坂田塁婁慶長︶は二月二†

究を強化拡充し︑工学の方面も

いので︑小規模でも破墨屠原子炉

炉をもっておらず︑実習ができな

室において原子力研究将来計画に
とり入れていくこと︑京都大学原

ついてのシンポジウムを開催し︑

子炉実験所に従来のサービス郡門

四月末に闘かれる学術会議の総会

を共同利罵研の性格をもつものに

研究の中核とすることも考える必

改組し︑共同研究︑プロジェクト

力工学科の充爽③既設の研究機関

だけでなく︑研究部門を設けるこ

研究所は考えない

する③特に大きな

織的に行なえるようにす︸黛など

要がある④R王の製造︑利用を組

点で意淺が深いのでこれを恒久化

と︑原研大洗のMJ㌍R︵材巌根将来計働を作成する方針であり︑

利用研ができる

しかし討論に入ってから①将来

った︒

の事項を考慮している旨説明があ

が︑原子力の共同

ときは影響都門を

である︑などであ

含めることが必要

研究をどのように取り入れていく

もっと検討すべきだ⑬放射線影響

原子力将来計画シンポジウム

大学に教育炉を

が必要であるQこれらを勘案して 定研究は多方面からの参加という

て意見を交した︒

に提案すべき将来墨画などについ

学術会議ではこれまでにも︑原
子力科学の研究︑教蕎について︑
大学を中心とした将来謝虚の大綱
を礎示しているが︑原子力委員会
が新郷子力堅雪副画を謹とめつつ
ある現瞳点において︑軍急に大学
における原子力科学の研究教育体

で実現するかも知れないが︑実用

き方︑総花陶にするか︑などに問
であるしと説明したQ

今年中に第四次案をまとめる予定

化はまだ先のことである︒研究の

計画に取り入れる方法一合点のお

験炉︶の照射孔︑ホノト・ラボを

つぎに放射線影響部会の本城衛

推進は原子力婁員会に娚待してい

る︒

確保すること︑などである﹂との

次

次郎部会長が立ち︑これまで五力

翻を拡ゐ塾備することが必要であ

じて︑その内餐を検討し︑員体化

り︑今圓のシンポジウムなどを通

説明があった︒濠た﹁将来の問題

年謝画から成る将来計画︵第一

このほか︑核融合部会の森茂幹

をはかろうというものである︒

ぞれ大きな将来計画があり︑調理

点として①衡大学︑各分野にそれ

無期は藪ず︑原子力開発星礎研

開発櫨礎研究所設立案などから成

いため︑発展すべき分野も発展し

ている︒②中性子圃折装躍が少な

究六会の向坊隆部会長から縄部会

る将来謝辞第三次案を学術会議総

の能否線澱では重合させるのに足

くことになった︒

会に報告したが︑現在は放射線影

りなかったのでこのための費用三

一︼鴨胴︼﹃＝︼＝圏ヨ＝

百万円が諏められた︒

﹁︼

セミナーの対象も会社関係の幹都

開かれた最初のもの︒したがって

リグニンは剣無爵で三〇％︑広

︼冒

に優秀な成果に点状や長金を与え

の人を対象に︑毎濱︑原子力分野

葉樹で二Q％含まれているといわ

コ︐曽︼冒

研究者︑技術者の励みにしようと

の極威省が講義を行なうという方

曹︼﹁騨︼曽乙︼；

いうもので︑このため今年中に田

式がとられた︒講義の後は︑懇談

れている︒パルプをつくるとき︑

の︼・

本原子力学会賞黒金として五否万

木をきざんでチソプにして︑これ

晴︼

円を囲標額に︑一人嶺り二千円以

晃のやりとりも行なわれた︒

会がもたれ︑かなりつつ込んだ意

嵩一一70購︼＝葡︼︐曾︼

上の募金を藁京都の許可をうけ翻

第一圓原子力産業セミナーの各

か一この判別ができるようにな

始した︒なお同学会では創立十周

講師とその演題は次のとおりであ

黛
年紀念購業のため実行幽幽会︵婁

︵ヘミセルローズをふくむ︶と︑リ

このリグニンが︑現在パルプ会社

液︶に多雌に含纏れており︑公審

︵パルプ工場からでるまつ黒い廃

黒液

課題︵村田浩原子力局長︶︑岡十

の悩みの種になっている

四日11原子力開発の現状と今後の グニン︑有機酸などに分かれる︒

用まで︵犬山彰東大教授︶︑問十

った︒二月十三日睦核分裂から利 分︵パルプ︶になるセルローズ

奥長山田太三郎氏︶を発足︑細金
の募集を芋始めに沓種の二念雄心
の準備に乗り出した︒

原産セミナー開く
二月十三日から東京で

五日薩総合エネルギ⁝政策と原子

同十六日降原子燃料の現状と今後

防止の上からも︑ニグニンの利用

一回原子力産業セミナー﹂は︑二 力発織︵一本松珠磯原電社長︶︑

田本原子力産業会議主催の﹁第

月十・三日から六日間︑東京千代田

の見通し︵今井羨楯原燃理購長︶︑

これまで︑リグニンの耕鋤方法

区平河町の藤本都市センターで開

︵塚本惣甫放医研所長︶︑同十八

同十七日11放射線利用と現代医学 研究が望まれている︒

臓劉R工・放射線の工業利溺︵宗 としては︑その墓ま燃すこと︵燃

熱心に葺を傾けていた︒とくに今

催され︑連日ニや五名の聴講巻が

回のセミナーは︑これ蓉で東海原

DATA CEN7ER

電器蹴
離隔闘
しゃすく安定性の繕い︵とくに熱

たが︑ここ大阪工業技術院試験所

使用することなどが考えられてい

料として︶︑土壊の改良のために
像英二原研理專︶

セミナーとはちがい︑東京都内で

子力施設の見学と合わせた原子力

リグニン利用の研究

して︑実用化への推進

で︑工業化試験獣でをいわは

認知

プラスチ

安定性のいい︶高分子

にカを入れようとするもので︑

大阪工業技術院試験所で進む

酬染みの名称の引退は︑ちょっ

への開発をねらっている︒

ノマー︵ここではスチレン︑メチ

これはリグニンにスチレン系メ

ック

大阪工業技術院試験所では︑放

チル・メタ・アタリレートのモー

と淋しいが︑灘崎研の評価の磯

ニンの﹁放射線照射によるグラフ

マーを加えて︑ガンマ線で照隠し

えよう︒

上には必要な〃衣がえ

ル・メタ・マクリレート︶とリグ

てグラフト箪合させるもの︒この

マに盤礎研究を進めているが︑と

ト縫合﹂の研究が注圏されいる︒

擾含︑研究では難しいといわれて

射鰍の高分子化学への利用をテー

くにさいきん︑バルブ工揚の廃液

に二酉七†万円︑さらにこれまで

来年展予騨では︑この研究のため

ともい

の利用

リグニン

からでてくる

地下鉄三越前、小俵馬町駅下車

鍛語（663）0761〜4

雪

学術会議特別委

研究の一環として︑ビユール・モ

・FOR望RAN

ム曇孟
日本原子力産業
コ冥肩我

：本システムのブ員グラム欝語

本システムはどなたでもご利用できます。

本システムの特徴

JA墓FCONTROL

アジア最大の

《

利用のご案内

電子計算機室

。ALGOL・60

・COBOL
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都
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「

毎月3回（51ヨ．15日。25日，発行

は︑運転資金の過不足調整のため

原産原 子 力 委 員 を 招 き 懇 談
仏器山子刀脆納会誠は︑昭繍四三輩展政府缶子力予算案の一頭にともない︑動二五開発事業団︵仮

る呈本書針を明儲にしなければな
と︒

堺極簿の甲西な福野を持たせるこ

所嬰資金については︑

新事業団の業務遂行に

技術発展に即鎖しつつプロジェク

的魯理方法を駆便して︑流動的な

ことになった︒この調査団は︑鉱

卒得て︑北米へ調査団を派遣する

あたっては︑OR手法などの科挙 すめるため︑日本鉱業協会の協力

K・M社からの提案

遣ということになったもの︒

の紹論をえて︑こんどの調査団派

資料を得ることが必要である︑と

この費用は最低論万が︵期閲一年

び鉱最適定のための試難を笑施Q

▽鋤一段階は地憤学的調査およ

で灘るよう待遇︑身分箸の褒Nけ 発をやるへきかどうかを検罰する

半︶から最二六衝万が︵雪間四

カー・マギー社と又問で探鉱・開

成し︑今月殊派燈される予定で︑

業界と原子燃科公社の関係者で構

少躍精銑の人材が新意

トみ磯動的に運営することQ
︵チ︶

ための必要な詳維致料を入手し︑

業団に没入され︑その巣拐に専念

間社と予備的な話禽いをする︒

システム︒エンジニアリングは事

託︑語負に46いては︑原則として

かけは︑昨隼十一月︑カー・マギ

壷照を派朝することになったきっ

日本原子力旺業会議がこんど調

督を抵当する︒階本側は探鉱と埋

つ︑態同開発刮画の経鴬と技術監

とこれまでの成果を提供し︑か

漸事染団の業務の委

業団側において頁任を持ら︑価額

ー社から隙子燃料公社に対して︑

蔵量磁走に螢する現地費用分を負

︵リ︶

を十分酎慮すること︒

にづいては︑魍d原価穂儂万式をつ

同社がカナダの汀ンタリオ州エリ

とにより︑搬配されるU308の

素万︑日本欄は六〇％を縦資するこ

経営と技術監醤を担嶺する︒一

要資金の四〇％を出資し︑一切の

言としては︑カー・マギー社は必

二階が残功してから実施するQ詳

無︶と見積られるが︑これは錯一

閥二年置から六千万．が︵期間三

建設で︑この費用は四千万が︵携

▽第二段階は採鉱・製錬施畿の

この淵画を酬退できる︒

投資効果が満足で漕ない揚禽は︑

最低二酉万がを支浮した後︑もし

は︑カi・マギー祉は保冶鉱区権⁝

6ぬくこと︒また工栄所ね罹は︑

年︶と見秋られる︒条件として

圏内産子の振興の立石か6処理す オノト︒レーク地域に鉱区樒を取

担するよう要齢しているが︑分担

原産の核燃料問題懇談会︵座長・

よび塊燃によって構成されている

二毛メーカー等の聞係麓楽代表お

から︑電力︑非鉄金属六社︑原子

点から霧えるへき問髄であること

もんたいは︑広くわが幅全体の観

てきたことによる︒しかし︑この

発を進める激陶はないかとね診し

ン地帯において︑共同で雛鉱・濫

銘した約三万五千エーカ：のウラ
ること︒

なお︑次四十三年風の予算捕課
の狐蟄性にかんがみ︑鷲事業団発
足豪での間の本プロジェクトの推
進体制を羅急にかためること︑な

らびに薪盛業団設立に伴って生
ずる芸子刀開発体制の再編成につ
いては︑将来の展望に立って慎重
に検講されることをあわせて要訣
する︒

松根宗一原産醜会長︶に諮ること

とし︑その検討を求めたQその紬
果︑さいきん︑岡懇談会では︑①

いてよく聞き︑日本としてこれに

進める考えを除外していない︒

日本以外の相手とこの共岡計幽を

なお︑カ；・マギ⁝祉Uとして
マギー祇白脳部とさらによく話会
って︑岡社の剖幽の詳細内餐につ は︑これはオソファーではなく︑

をする必塑があること︑②カT・ 半分を引取ることができる︒

実際に鉱業関係者による現地調査

と︑カナダのエリオソト・レーク

参加する価値があるかを判断する

産業界︑海外ウラン確保に本腰

共同探鉱で調査団

︵ト︶

にすること︒

けるという︑嬉本的考え方を明傲

二段階にいたれは斑隅の協刀を受

政府が費任を持ち︑原型炉建設巡

研究開発段階に関しては全面的に

︵へ︶

るよう措麗すること︒

を果した後には実質約に解消でき

︵ホ︶

こと︒

の描入金制度などの細川をはかる

懇談の煽上︑涯某界側から出さ
らない︒そのため新箏茶鴎︵とく

新二業団は所与の任麟

称︶が新設されることになったのに対して︑三月六醸電三界︑一二月八田原子刀産染五グループとそれ
ぞれ懇談︑三月九聞原子力婁鼓を招き︑同ぶ茶団に対する酷業界の考え方を儀え︑毬々懇談し奮処力
を要坐した︒その主旨はω人材が＊められやすい体制②盾蟄資金の確保と弾力的磁石⑤新型・腿速両
炉の原型炉にいた・⇔出襟の明示などである︒

れた要蜜滋兇は次のとおりである
に動力炉開発部門︶道上法には︑

こと︒

︵ハ︶

爾には︑繭型炉の外型炉にいたる

新堺町団の工業無本計

求め得られるよう特例を設ける

できるたけ関連配業界から人材が

役貝の選任については

動力炉開発プロシェクトを︑国
次の讃点を考慮して立案措賢され

ー

︵ロ︶

家の総刀を結集して︑願主的計画
たい︒

一一

︵イ︶新肇業団の代表省には関

二一

はその甲枢機関として︑急激な技

圏闇

かえ︑これに予舞の立楽・執行︑人
輔一騨

連各界の蟄望を濃いうる人物をむ

的に完迷するためには︑斬事業団

一

術発展に対癒しつつ︑機動的能率

一一一輔一胴

的に賞任をもって事業慈行にあた
7一︐讐噂一一曜一

隅襟を明凝することQ
所要資金の確保と︑そ

謡本原子力産業会識はこのほ

開発について予備酷な論合いをす

地域におけるウランの共同操業・

巳
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肚業と健康に漆仕する《空気調租》

︵二︶

ど︑アメリカ最大のウラン鉱業会

原魁更海炉の定朋検費離備およ

ライン︑L・H・アレン︵GEC︶

枇の一つであるカー・マギー社

原子力公社︑中央電力庁︑プラン

び技術的悶題対鎌のお禽せのため

ドウェル発電所︑ダンジネス発言

今月二十二日来日︑一一

引引滞在

所▽スウェーデンーーアトメ不ルギ

する︒

一一需

ー社︑オゲスタ発聡所▽米蔽子

﹁

ニ十一⁝日午後原藍

原子勤力研究会

③二十七臼午後原産

放射線化学研究会 ワーキング
グループ①二十四田午後原蔭︑同

も午前腺麗

二十田︑二士

八日午後原産
原子力発難所立地調査団打合会

原子カコード開発懇談会

四日午後尿麓

核燃料問題懇談会

ム置

力委員会︑原子力産巣鴨畿︑ボス
トン・エジソン社︑オイスター︒
クリーク発電所︑モンティセロ発
電所︑パシフィソク・ガス︒アン
ド・エレクトリンク社︑ロスアン
ゼルス二水近電力局︑マリブ発電

除子力会社︑オンタリオ・ハイド

所︑サン・オノフレ発電所▽加巨

ロ祉︑ピソカリング発議所︒

●行く人・来る人

一

嵩月二十五日号は︑都

おことわり
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電言舌（255）8211大代蓼ミ

本社東京都千代田区神田駿，可台4−2

の弾力的運用を可飽ならしめるた
め︑たとえは︑閣議レベルでの予
算抑の決尼︑継縦予算制︑あるい

立地調査団を派遣
原産︑欧米諸国の発電所を中心に
石沢俊雄︵北海道霞力奈井江火力
発堪所建設所長︶板愈盗郎︵臼ホ原

シンポジウムには︑この作業グル

子力発電技術部安全犠理課長︶伊

二本原子力産業一戸は︑欧米蔽

ープの中播報告︵論叢十月︶をも

NA允罎所▽伊一−電力げ︑

三日間︶に出肺のため蕊月十九日

P︒丁︒フレッチャー︑H・ク㎝．

農察する︒帰捌は四月八洲予驚．

〈ご予約受付中〉
レファレンスワークに必須のガイドブック
ゴ

タカサゴの《空気調和》は

サバンナ号来日か
原子力委︑歓迎の方針固める
原子力委賞会は露月九臼︑米の二子力量船サバンナ月︵コ万千八

酉閥十総山︑加歴水翌原子炉一熱出力八万KW︶の日本密潜閥題
について犠議し︑国論は得なかったが︑歓迎するとの方針を固め

これは︑先月国璽国政撫から︑サバンナ男退役膀の最後の航海と

た︒

して太平洋就航を行なうがその際日本への路港︵六月初旬︶を幻診
してきたため︑運輸繍や科学技術庁を中心に︑安金性や損窃賠償な

とにした論文︵非上中隙子聡警蹴

どの問題を検謎しているもので︑同船の鴇溢は︑わが国の腺子力第

国における原子力発電所立地の現

藤喬也︵指輪電力用地那潤査役︶

状︑および箔対策を調査するため

無二田昇︵関繭無力火限支祉付︶

一船建造の予算がつき︑本格化した直後たけに注囲されている︒

課長﹁日本における踪子力発電所

川上享〜︵臼本尿子力麗面会犠調

﹁原子力発三所立地調査囲し︵圃

ているほか︑科学技術庁︑腰強露

査課長︶肥磁器冶︵北睡電力東凧

立地の現状と鼠講﹂︶が提撮され

子力研究所からも論文二編が出て

畏石井寒中耶尊覧原子力推進都次

査団は四月一三に羽田から空路出

支社技術課付︶小野京︵東鼠蹴力

原子力開発研鐘所逮査︶鋼橋慮

いる︒

駅のメンバー︑および主な野業

︵償力中果研究所技術研究所土木

二︵中国亀力原子力捌進部聖子力

第二部構造第二研究憲是︶豊島凱

調査課浸︶

一︑メンバー▽団艮石井久▽避

先は以下の堪りである︒

難都甲泰正︵蝿叩大学原子力工学

一﹃訪悶先▽仏11源子力庁︑憂 原子力委員会主催の﹁低エソクス

米麗テキ
科助教授︶香田昭︵通蘭産業省議

︑E
ガンマ綜源の利用に関するシ
世庁︑EDFーエ・2・3︑藤S

加藤正夫氏︵爽大︶
出席したのち︑欧米各国の予予力

叢購親局原子力発電課課長捕佐︶

サス州オースチンで開かれる米国
騨係政飛機関︑原子力発電所を歴

高編進︵科学技術庁原子力局調査
課課是補佐︶▽団貝藤原良治︵電

中〜プリソヒハイム発継所▽英翻

輔

ガリ ンポジウム﹂ ︵箪月二十七田から
ルギー論査会原子力部会で︑昨年

リアーノ発電所▽西独罰科学研究

原霧︵四圃堪力建設部土木課灘長︶

︵孫北電力火力那厭子力課長︶石 借︑二ーダーアイヒバソバ発電嚢

源開発火力部副調査役︶幡和也

けつぐもので︑四月のウィーン・

プをおいて検討してき把作業を受

七月以来立地ワーキング・グルー

この調査剛は︑早産省総禽工不

訪し︑五月六経に鼎劇する︒

と立地に55するシンポジウム﹂に

主催の﹁原子力発羅駈の格納答器

ィーンで開かれる国際原子力機関

発し︑三日からオーストリアのウ

長︶を派遣することになった︒調

なお馬子上山鍛会はこの日︑機船の日本寄溢を認めるとの態度
を固め龍が︑なお
この購に関しては
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の発足が︑蛭子賜料公選の改

ことになった︒穣た︑箏欝醐
はそれが︑薄営の葬弾力盤なるものの右

な期待がもたれたにも掬わらず︑今呂で

て︑旗本鼠由化を迎える臼玉の進路にて

まらない︒政府は鎌瀬な審脳会簿を設け

からであって︑悶題は猿峯力分野にとど

豊島箔置について繁備検討を進め

う︒な紡諏子力魔徽アタソシェの

の運絡ならびに意騒調野を行な

再開発に役立つフ穿ーラム石部閥

と協力し効果的に肴なう︒

用叢血︑膚ホ原子力警及センター

ついていえはへとくに新塑癒拠炉につい

が︑問題はまたこれからであろ︒予蟄に

民閲の役翔︒分掘についても隙則的な霧

とではあるが︑捌究酷烈におけろ政痢と

用のために︑実理予算や借入金も鰍めら

必要であろう︒無度にまたがる甕金の運

発工務牟頴醐麹に懲理するなどの画趣も

大阪商工会講所会頓帯川忍

術庁顧聞荊田正勇︒

力翼長大内三郎▽多年11科学技

以喪▽評講貴会慰議長目四国羅

▽顧周︵評議口無翻削掛︶中川

甥

▽顧聞︵下摺︶小田原大造▽理

︵カノコ内は旧任︶

原立役凪畏動

らして︑この問題を究明すべきではある
豪いか︒

あろう︒その閃がいずれにあるにせよ︑
この非弾力性に対する不信感や尖望が︑

認に擬せられているのはどうしたことで

寧埴闘の今後に大きな環術を

親よること︑きれたのも︑

灘したことは否めない︒
さて︑新法入の長には︑除子力界の与

昭和四十二年度の政肘予算案
原子ヵ開発での政網と民間との全面附協

層合理的に輝解され︑受け入れら

域被金および因罠全般にさらに︸

地

要するに︑政肝は一応︑箏業剛の設立

し︑新法人の長には︑予算︑拳蟹の執行に

磁を撹いう一叢物ぷ得なければならない

六︑PR寝業の組織的案施

る︒

が決まり︑原子力関係は総額約

を思うとき︑今圓の動力炉開発の噺法人

れる科学的環実に払つく説明冷行

力にいかに水をさしてまたことか︒これ

関する大幅な樺限を与えるべきであろ

ない︑各層に対し漫風力をもった

亦露めたが︑万難ぷ排してこのプロジ鑑

設立に議題られろ原子力翼の購侍は︑絶

PR慣奨を︑各地ゐ組織︑平頽利

クト嶺撮進ずるという穂轟的姿勢にはほ

くらべ二〇・七％増と︑久ぴさに総予算
ど遠い︒原子力関係着は︑予騨の臨画要

発展変転が隣まぐるしい︒これに機動陶

う︒また際子力のような噺按術は︑その

買五十二億九千万円︑前年度に

の伸び徳上まわる顕湾な増加をみせた︒

愚う︒

対に製切られてはならないものであると

て︶︑次の四七一亡国の予鯨確保が計画
え方が︑豪た確立を見ていない︒この問題

れねはなるまい︒そして︑各界か銑為書

かく一つの突破口を開くことができた

求というような非猫手没によって︑とも

など︑近鋸にない進展が猛られたが︑別

の死命を制するといえようし︑大縄模な
の払本は︑すでに岡際的な當識となって
な人材がこの斬法人に馳せ参じたときは

分のものとすることができるのではなか

れたものの︑初年度約四十五餌六イ万円

まい︒罠闘の出資割舎や契約方式︑赤字

十万KW②炉心醐さ六や触齎の陰

それによると実験炉は①熱出力

蝉分科会︵主査︑三島良績東大教

齢除町方武は当初は空冷とするが

円柱⑤出力三度一愚漫り究菅KW

ナトリウム枝術︑無気鞘生器の開

晶
遼増量炉定験炉の今後四年聞の貝

都から岡分科会に議闘された

授︶は一一︑月七日︑昨年十二月に本

動力炉開発臨隠推遙本部の高速

高速実験炉で分科会が答串

熱出力は十万KW

内腎的にも難航をつづけた原子力船の建

の児力をすれば︑これらの野案の最終的

研究開発ぷ行なえるような
いるように︑研究開発の一切の遥任を国

じめて︑各界の腺子力開発の機鮨が︑贋

造悶題の解決︑動力炉聞発事横目の発足

な解決が︑予算頭脳のどたん揚で︑政治

の笑現が当醐の叢重要な課趣となった︒
がもち︑罠間薩業騨は適正な原生補償方

全体の大潅なハーモニーを形成しえて︑

に即感ずるには︑0獄手法によって︑闘

的に行なわれたため︑貝体的な問題の大

残意なことに︑原子力関係の従来の特
式のもとで︑その捜術的贈山上あげて開

先進鰯の芋茎炉と競難しうる将来炉を臼

またこれに関連して︑いい古されたこ

部分が今後に残されたといえる︒

猟法人は︑運営の弾力性・酵箪の画で評
発に協力すうということでなければなる

の導入により︑公祉や凶立欄関よのも︑

精機法人

の予算要求に対して︑わずか十六欝円が

判が書んはしくない︒ヤ年蔚︑民聞課金

励力炉開発麟業団はその設立を認めら

纏められたに止まった︒その上︑開発所
要資金︑とくに源型炉の建設費について

ようにする︑となっている︒建設

発が逸めぱ︑その誠験にも使える
に関して
の答串を豪とめ︑本部斡事会︵阿

スケジュールは四十二年慶申に詳

体約な研究罰画の立案

細設弟︑踏注仕様雷を作成︑四十
薫年度中頃に摺餌︑四十六隼度末

た︒

に完工︑というペースは変ってい

都滋忠代表幹事︶．㌍通じ提出し

これは昨無八月︑幹照会が推進

ないようであるが︑四十二年度予

を廃刊して︑新たに﹁冊子力資

本部へ愛愛した動力炉開発畏期欝

算で動力炉闘騰関係が要求四十五

五︑国際協力の充案欝国の原
子力難関︑フォーラム答と協力

の共闘親爺企爾または其陶研究活

ある︒
．

灘薙め・全体識が遅延す

新巌

とはいうが︑将来卍画

引くことになる︒近くの

動に捗爆し︑あるいはわが国の霞
1

ている

都市米子地区にも大いに期待し

もと

部畏になった

や謹

中國躍力原子力推進

みつ お
三 男
は︑プロペラの役囲た︒この一

い︑それから瀬戸内海へもって

本
あいさつ京わりで上京したと

風をになって︑大いに蓋いもの

これれば﹂というのが︑矯の難

山

ころをすばやくインタビューし

を引張って行かなければ⁝⁝﹂

原子力発電所を理解してもら

も考えれば︑﹁まず山陰側騨で

た︒﹁全く予期していなかっだ

残っているQ﹁豪ず︑日常の営

地で︑放射能には根強い反感も

本店のある広赫は原爆の被災

いである︒

鹿晶町を第一候補地点として発

中国軍力は昨隼＋一月局根梨

と抱擁を取る︒

表したが︑地元は大へん好意

下地をつくってから︑この地点

巣活動で︑原子力PRによって

十二年京大土木学科を卒業後︑

て︑二十六年の電力再編成で中

います﹂と熱心に語る︒なにし

て行くことがいいやり方たと思

はどうですかというふうにもつ

ろ︑い唐なり︑草野球の応援団

に歩んできたよしQ

だが︑讐ぼうからは︑その道を

物を発てみんことには話しにな

畏になったようなもので︑﹁実

に行くつもりです﹂︒

り豪せんQ四月にアメリカへ兇

的︒舐はスムーズに進んでいる

て︑これにそって発電所も設躍

中心地が瀬戸内海沿岸にあっ

い︒大人しくてスマートな動じ

岡出支唐長から︑転進部罠に

よし︒同社の自慢の一つは︑工業

なった罠は︑支店長階代には付

だ︒

渡ってきだ人とは想像がっかな

土木一筋

店艮となる豪で二十五罪証

髭面力へ謡講︒三＋七軒広騰支

宇治川聡気︑日本発送鷹をへ

はじめたところですよ﹂Q曙和

ので︑ボツボツ原子力の勉強を

彪一

に対し十六億円しか蒼驚され

今後四奪間にわたる︑より二型な

ついて次の二つを企類する︒イ︑

船建造詔醐の員体化に関込する諸

問題を麓業の立場より検討する︒

豪た第二船以降の開発詔翻の立案

一

について調査する︒

地域暖潤など原子力の新利朋狡術

スケジュール覆面体化したもので

爾のうち︑高遡壌麟炉について︑

料﹂︵仮称︶を潤行ずる︒

ラン燃料を中心に︑米國から専
門寂を招き五月染京で開催︶ロ︑

プルトニウムに関するシンポジ
ウム⑤原子力船開発の促進一第一

し開発上における恩体的闘題ごと

発電用燃賢問題セミナー︵濃縮ウ

この二本の考え方が明確になっていない

ろうか︒

としての発足に大き

受注などの閥題がたえないのも︑すべて

法人

弾力的嶽羅営が可能であるというので︑

原研の特殊

は︑三︑四鉱後のチェソク・アンド・レ
ビューによって︑その可凶が決められる

来春年次大会を開催
総合企画委と特別委で運営

勢
船の経済性での験罰組織について

に関し舶用炉の宙主閲発と原子力

日本原子力蕨業会講は三月十蓬日正午︑東京丸ノ内の日本工業倶唯一で第八十一回理事会を聞き︑

関連機関と協力し適切な描澱を行

会議を驕催する︒

四月から原子
力資料を発行

．︑

．

曹
﹁
簿を適確に調在しで︑その傭報を

する問題点の調斉︑原子力に関す

談会で引懸靴まウラン資源確保閥

響

温還に提供する︒遠た原子力関連

し︑開発方策および将来の兇通し

わたる一般酌三論墨常時分析検討

ける難航力開発の技術︑経済繭に

三︑調査研究の強化内外にお

．

なうQ⑥鯖八回日本アイソトープ

①昭和四十二葬麗事業斜圃ならびに同収支予算撚②総合企画委員会の設羅⑬原子力発羅所立地醐査団

の派遣など︑六謙案をいずれも謡講承関した︒とくに﹁窮業計画案﹂は︑さきに原魔強化特別婁員

から検慣する総合企圃委員会︑および霊幽間題を機勤的に処卿する特別委貴会を設置し︑原子力発電

会から讐購された隙産の今後の強化拡允方策に墓ついて立案されたもので︑原産の活勤を総合的立嚇

PR事粟を還点的効率的に行なうことにしている︒むおこの灘業計颪案は︑来たる五月二十三臼の第

をはじめ︑原子力船︑R工・放射隷属欄の聞発政策を績極的に推進するほか︑調査研究や国際協力︑

う︒②国産化の促進iこれに必要
な機器の開発︑製造︑販売に伴う

要間題別に十玉〜二十の騰別委員
会を設け︑政策審謙にあたる︒③

笑際的な問題の処理をはかる一
方︑繊金や税壁間題処理の検酎を

来春第一回年次大会を開く︒原子
力開発の進展に伴い関連二業︑と

る水葬試験研究機関の設澱調宵な

脆業の実態闘乱︑鞘町所立地に関
会等によって国産化に関連する諸

どの特別調査のほか︑海水脱堪や

行なう軍記た随員五グループ懇談

口題の遍切な処理について検罰す

くに︑水産業との関連が大灘いの
で︑両者による検討会を設ける︒

る︒③捗燃料問題一核燃料闘顯懇

二等について活動を行なうが︑そ

察麗は奮子央人と二男一女Q五

趣味はゴルフ︑二段の将棋︒
されてきたので

十五歳︒

送羅隷が短か

き合う人がほとんど五十代だっ

くていい

︵M・工︶

どの原子力発聡所は日本海側に

ことた︒ところがこん

中はかりで置くらっていきます

たが︑こんどは二十代の若い連

P

建設されるので︑長い送囎線を
辱 ︐

よという︒﹁推進部は船でいえ

また人員︑嶽金儲醐︑および貝

るのではないかとの懸癒もある︒

は︑予騨の削減および近隼の研究

体的な燗際協力の進め方について

い︑という現状を不満とし︑分

開発餓画が葺式に淡定されていな

な考え方を述べたに止まった︒

科金としての口試は豊ず︑麩ホ的

予算配分で

若干の変動

原子力婁員会は一県警九日︑新特

殊法人−勤力炉開欝欝業団︵仮

公祉の改組の問題など︑郵力類開

称︶の発足とそれに伴う原子燃料

発像制を中心に再度︑讃評四十二

数整理を行なった︒

年度の原子力関係予蝋政府鑛の猷

この結果︑さきに決竃した政府

予算鑓のうち︑諸本原子力研究

聞発寧業団︵仮称︶関係で蓉干の

所︑原子燃料公彊︑および鋤力炉

これは︑原燃に副上した予箕の

変動が生じた︒

足予窯の動力炉開発那業麟に移し

うち︑下半期分を今秋十月から発

たこと︑および療研予算のうちα

1︸ケープ総設関係として議上し

管億七千九衝万陽︶を岡事業団に

た約一億円︵圃前船脇魚廻行為額

このほか原子力自分として語録

移したことなどである︒

●

︑

●

◇墾

これは三十改組に伴う岡公社の資

爾万円が原燃分から移されたが︑

薩課鋤に係わる終費である︒

なおこれで動力炉開発購業事の

予鯨は︑さ愚の政府査箆累口承四

億四千三菖万円︵岡五億二千四酉

万円︶が大幅増額され︑含謝総額

五千九苺万円︶となった︒

三

胸十喧螺七千九蒼万円︵岡十一億

▽定例会騒

旬間メモ

原子力委鼠壁

︵爆撃︑周炉の照射孔増設︶②西

月九日開催︑①京大炉の設澱変更

一船開発基本謝画の改訂④昭湘四

独科学研究齋の紹へい③漂子力第

十二年度原子力予簾政府案⑤サバ

一︹月十日開催︑昭

ンナ号の日本霧港︑について審

識︒▽謬与会

繍四十二隼度原子力予騨政府案を

た︒

申心に各婁環から意見を聴取し

O

o

@原

三菱原子力工業株式会社

十閥回顯常総会で正式決定きれるが︑その内響の概要は以下の通りである︒

・事業計画蕨要︶⁝
ｬ発政策の推進①原子力 開 発

改策は圃策として強力に実施され

ることが必要なので︑適切な連絡

組織によって禺会︑原子力 委 貸

①鋤力

二︑原子力産粟の確立

員会は︑実

炉開発罰画の翫進一原子力委
将来炉の計画⁝的な研究開発を国

よび原子力開発機関等との繋密な

会︑関係行政官庁︑地方自治休お

達携をはかる︒塞た原子力関係者

の他関連の重要テーマについての

紅炉の岡薩化促滋と

堀互の意題疎通をはかるため押倒

のプロジェクトとして堆進ずる

国内鵬偶﹂と﹁原子力海外脚憎﹂

刊への移行嬉備を進め︑﹁原子力．

﹁原子力塵業噺聞﹂は旬刊から避

報︑臨版の改憲向上化のため︑

四︑傭報疲料の効果的提供広

的な懇話会箸を設ける︒②原子力

満蝦蜷料を版案分折し︑わが国の
とるべ蓉措灘の総合酌な検酎を行

と決竃し︑その爽濁策と目して鋤
力炉闘発事鑑団︵仮称︶の設鷹が

なう︒㈱原子力開発に関するセミ

開発政策の把進に寵喚界の 総 慧
が反映されるよう︑新たに総会的

決められたが︑さらに藤叢罪の鍔

ナー等の開催一嶺臓核燃隅開発に

観点から開発政策層検討す る 総

力を集中して必要な措鷹を行な

三菱化工機株式会社

子燃料

川1川川lll

禽企劇婁員会を躍くが︑同蒔に璽

三菱電機株式会社

PWR燃糾体

三菱金属鉱業株式会社

金属燃料
その他燃料

三菱商事株式会社

セラミック燃料
合金燃料
嵐

@
@

三菱重工業株式会社

展望
幽、

構…

（2）
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ソ駝
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1

閃 隔績 ず

と

発令されたQこれ康で規制局は規

討してきたが︑このほど完了し︑

かねてより規制局の機構改革同罪検

変更部周の業務籠四

るたろうと述べている︒

び運転許可がスムーズに行なわれ

の改革によって発聡炉の建設およ

を行なう中心的な部局となり︑こ

放射線防護塾図部︵郡長フォル

蒙黙総総

撃兼蜩蜉盾撃券M1蟻1

はすでにゼネラル︒エレクトリ

リスタル・リバー︵フロリダ州︶

零しており︑現在提案されている

原子炉11B＆W社製PWRい
︵く霞
つかの概念のうちの一つある

社翻ギルバート・アソシェイ

ツ︒建設費h不明︒運開−一一九

採罵するのはこれが初めて︒こ
れら全てが発成すれば︑同祉の

七二年︒

ック敷地薩ポイント・ビー

ウィスコンシン︒エレクトリ

発瑠設備のうち三〇％が原子力

となるQ
ウィス篇ンシン羅・刀グループ

しい原子力発電所の発注を発表し

と禽計十韮︵PWR八星︑BW貧
眠力会社の舞岡出蚤で建設する

に入って発注されたものを加える

三万一千KWを数えている︒今年

千万が︒運醐11一九七二無︒三

建設会社ほ夫疋︒総建設費11八

発想炉はベイリー・ポイントニ

七一葎︒同社はすでに同じ規模

費ほ五千七面罵が︒運開腱一九

敷絶旨ク

ソ連ストロンチウム
障害の治療法を発見

ソ連の医学專門家のビクト：ル

・クニズニコフ氏はストロンチウ

∵郊︒

エアロシェソト・ゼネラル社

は︑出カ一Wの水中で便帰できる

ムを燃料とする︶を製作すること

アイソト；プ電源︵スト獄ンチウ

によって︑アイソト⁝ブ鷹源の簡

業生産の分野に進出した︒この装

遡ルニア州サン・ラモンにあるエ

綴はURIPSと呼はれ︑カリフ

へいとするこの繊切は︑山農八買

売あるいは賃貸されるQ鉛をしゃ

りで︑サン・ラモンでの引き疲し

する新しい方法︵治糠法︶を発見

れまで知られていなかったフソ素

ている︒

西独︑燃料再処理

工場の建設を開始

・四ドイツのファ︒フベルケ●ヘヒ

ｪ利用される予驚︒

は︑いず肌も燃料としてコバルト

する認躍である︒これるの濫齪に

クル変換法を利用した綾躍を開禿

り︑さらに有機物のランキンサイ

の同様な袋躍を開発する予定てあ

社は今後数ゾワソトから五W程度

万七千がである︒エアロジェソト

ものは蚤臆は約半分で︑同じく一

る︒減損ウランをし心へいとした

価格は︑燃凝共一万一一千がであ

た後︑この結果を発表したが︑飲

悶氏は千伽以上の勤物笑験をし

ものである︒

する︶を利用することを発見した

の特性︵人間の新陳代謝を活発化

した︒同氏はこの方法として︑こ

ム90が人体に及ぼす葱影響を除去 エロジ凱ソト社の独子力部門て販

チ︒嬢子炉翻WH祉製PWR

ベイ︒鳳子炉睦WH社製PWR
電気出力四十五力四千KW︶︒

敷地1ーミシガン湖岸かクレイス

ている︒最近発表のあった躍力羅

が︑このための新会社は設立し

︵熱気観力五や一一力七千KW︶︒ 契駒方式健ターン・キイ︒建設

漢はコモンウエルス・エジソン

二猛︶七酉四十八万︸千KWであ

敷地1ー

料水中のフソ素含欝欝が異なる地

域の二万四千人についても笑験し

力八十力KW︶︒建設費約一億

子炉qC温仕鰻PWR︵電気出 ︵電気出力五十万KW︶︒懲設

フロリダ・パワー

考概念として選ぶ予足Q

しているが︑W11社のPWR気
を出力八十五力KW︶︒建設会 いはいくつか縄み食せたものを参

ンク社から五茎の発電炉を購入

羅瓢謄睡徽籠噂蒙米F米馳掃墨肉厚標き鮎蹴
P難離離鍵ll麟購難箋縮朧灘雌器F君麗ギ欝轍㌶難翻蘇三聖蒲轟轟腿二丁 腎響三惑ま喋磁議

ム︒原子炉nG且社製BWR

ロング・アイルランドショーハ

ロング・アイランド

の発電炉を発注しており︑この
廿︑ウィスコンシン電カグループ

のQ

号炉︵選択撃つき︶となるも
通り︒

コモンウェルス

あるリ

るが︑これはその内の一墨闘で

︵ウィスコンシン・パブリンク・

サービス社︑ウィスコンシン・パ
ワー＆ライト批︑マディソン・ガ

ガン湖隣かイリノイ河畔︒原子

メイン・ヤンキー敷地翻メ
ス＆エレクトリノク往︶︑メイン

炉11WH社製PWR︑電気出
イ力
ン州ベイリー・ポイント︒原
百十力KW心魂︵一角は選択権

識費翻一猛につき一億が以上︒

搬八千五ねゐが︒鞭開藤一九七

つ潅︶︑建設会社U未庫︒総建

磁開睦

灌︒運開一1一九七二年︒

リダ・パワー

ング・アイランド・ライテ

尾七二︑七三年︒岡祉

廿の爪鼠で︑潔択撫つきのものも

ング

・エレクトリンク・パワー祉︑ロ

︑ウ︑8スコンシン

・ヤンキー原子力発澱会租︑フロ

心地1ーミシ

ない︒合引二墓が謝画されてい

含めると禽謝七島︑出力五戸⁝二十

診
P1麟欝欝lll羅欝鐸1確矯翻縫窮鰻総大発短篇緩臓卜絵釧
る︒以下各電力会社の計画は次の

アメリカの移築会社は続々と新

米︑本年すでに七百万KWに

広がる原子力発電

特別な聞題の検討③運営グループ

術グループ裡許可申請で遭遇する う︒

プH原子炉の建設・運転許可②技

モーリス茂︶①原子炉月輪グルー褻糞媛単三

婆簿総轄舞灘製錬翫ト伊
葦…櫟講難擁薄藍

し定五♂揚の建ル社石ヒ

、なめA器の

眠のの不C揚ら転

扁罵 縢團国

ll萎輪サ

郡︑材料許可部︑翼翼炉許可部の

原子炉暴準部︵部罠エドソン・
ケイス氏︶①安盒茎準の開発と勧

が︑隅改革の絃

果︑安全茎鞘部が廃止され︑原子

則の提案④安全に対する論理局へ

に対する甚鵬と摺導⑬施設許可規

のアドバイス⑤原子炉安全研究聞

欝②原子炉および他の原子力施設

た︒濠た原子炉杵可部は業務範囲

発計剛に対する調整⑥麸準に対す

炉遠駆部︑放射線防護塾工部が薪

ループ⑲原子炉運営グループに分

許可関係式については︑これ康で

レスト・ウエスタン氏︶①放射線

る他部局との連絡︒

州鷲鼻関口部に属していた強制機

原子炉欝可都︵郡長ピーター︒

対する基薯

②原子炉以外での核物質の利用に

防護に関する保健安全茎蠣の開発

規鰯局艮ハロルド・プライスに

的には変化していない︒

能が規制部に移されたほかは塁獣

かれたQ材料許可部︑滉制郡︑州

が①原子炉討劇グループ②技術グ

設された結果︑合計六部となっ

五部に分れていた

制部︑州許可関係部︑安全塁準

米原子力委員会︵AEC︶は︑可処理︑安全韮鵬の開発︑標準化

米AEC︑原子炉許認可制度確立

規制局が機構改革

1謙識総醐釈隔舗辮1頭礁齢カミ鰹2「譜難聴

よると︑薪しい機構は︑諏誤射磐
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N・エンジニアリング誌が批判
イギリスの原子力麓業界はここのところ原子力離業界再編成の波で大揺れの状態にある︒こ

の再執成は塵業合理化と発鷹野の擬鵬化を計るためにA・W・ベン技術椙が監事したもので︑
半強制的な再耀成を強行する積りであるため︑灘業界では︑これに反対の立場を取っているこ

とかb︑詔画を進めて行くためには多くの交渉が必要であると見ている︒そこで︑つ誉に︑二

市場に製品を賑心することの翼糀

曼入れる状態になっていない世界

凱ークリア︒エンジニアリング舘から蕩編に対する一つの見方を紹介するQ

市場開拓の困難示す
な園難さを反映しているのかも知

成である﹂という点に恵見の一魏
いるQ

現在でも︑再編成が話題となって

れない︒誕界の市揚の機が熟した

大きな拙版所の廊下やエレベー

いてのみらしい︒

が見られるのは︑困難な時期にお

再編は十年来の悩みの種
ターでかわされるセールスマンの

の十年間︑しばしば再灘成悶題に

イギリスの腺子力燦染界は︑こ

のない考えカらしい︶を検討する

よび製造チ：ムという古い︑乱咲

販売機陶として働く単一の設計お

薦を被った英国翌原子炉の喉一の

新鐙案︵イギリス源子力庁の仮

会詣を聞いていると︑礒実に売込

なっていることに難かされる︒だ

む力法についての先見が班常に異

千億円クラスの製品を販売する懇

悩まされて来た︒これは︑価格が

るかも知れないが︑本当の知識を

も知れないし︑あるいは︑製品を

払って来たこと誉示しているのか

切な方式を見つけることに努力を

リスの最齋の再繍成についてに︑

おくことが遭嶺と憩われる︒イギ

前に︑現在の構成を明らかにして

っており︑釣台の見解は遜切であ

れでもこの問題に対する解答を持

いる︒﹁必要なことは完全な再編

持っていないという糎念を持って

漉関係が多く︑ダムの漏れ・地

困における石油の探査ならびに

る 代 褒 講翫に
験法が興味深いものであったQ

法によるピストンリング磨難試

用のシンポジウムについてのへ

る水の循環︑底質の追跡とその

実際には衆陀開らかにされていな

孚を引きつつあ獅G罵やWHではリカにおいてさえも︑その技術を

・建設の全ての薗で︑競争二手に

いて澱も価値ある財籏は︑轡門的

ある︒設讃一技術−建殺会社にお

ス・アンド・ヒルのような会祉で

ほどでもない︒アメリカの競争損

と思われるかもしれないが︑それ

る︒この見解は︑一犯突飛なもの

亮り込むことがで罵るはずであ

なる︵あるいは暦日とも競争する

な製
く︑
いが︑TNPGとNDCは︑
造ベクテル︑エバスコ︑ギプ

立罰になると叢張しているという

手は︑大型の注文に絡ずるため

な経験と名葡である︒イギリスの

べきかも知れない︶という形であ
に︑すでに精油賊栄の肇鼻を薗子

かであるQ藁つのグループは︑ア

語は︑最畢遡漫でないことは明ら

三つのグループとも︑職客の希璽

ながら︑技術的能力に関しては︑

いった印象を与えている︒しかし

ては︑頭文字の混乱した組含せと

とに不満ねないはずである9

認な世界市場に技術を壷り込むこ

社も︑連含体との瀾係埠起て︑追

に︑イギリスの原子炉部品製造会

れば︑ずっと答拐である︒さら

ら軽水蝉への転換は︑これに比べ

力産業へ配転しており︑AGRか

り︑これに現得の形態のAPCが連含体は︑奪門的な経験は敬かに
窃しているが︑しはしは組織変更

メリカで用いられている術語で蓑

する型式の建設に対する藥備を行

体︵OOβωO詳三二︶という用を行なっているため︑名前につい

多くの分野で競争に加わる︒連合

であり︑これらグループのアメリ
なえば︑盤界申のどこでも︑アメ

要を技術胸な歩みは︑達舎体が競

イギリスにおける二つの最も薫

標
という爵壌については︑十八

れ︑翼剣に検討すべきである︒標

画に関連していることを考慮に入

ヵ月おきに発注される千徳円の謂

輩化

に勝った︒流行語になっている

きさを一画にすることにより竸争

慰われる︒第一のケースはオ⁝ル

われ︸主qたが︑恥一︸﹁三九や㎞

一二四一を用いた研究も発癌さ
れた︒窟た地下水に宙然に含ま

変化を測定して流入と流幽の二
合を知る研究もあったが︑朗述
のように︑水爆の影響を＋分に
考慮しなければならない︒蓑二

の流羅測定に関してはとくに新

水すなわち口語・人工水路など

提案はなかった︒私としてはこ
の測定に必要な櫃拡散の研究の
出ることを期待していたが︑一

編も出なかったQ
以上に述べたように︑諸外国
においては︑地下水に関する応
用研究が非常に多く︑水資源の

加藤正夫﹀

注藩すべきである︒原子力庁がか
つて熱債達特性の値に確信に持っ

ャンネル武径の最瀬化︑標雌化に

ていた隠には︑ガス圧力およびチ

の進歩は︑ダンジネスBからビン

ヨ

一︐多︑づ一

疇
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！カー霧三位︒集金は三

干七色万談︒おもな子会社は
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⁝九五七難に建設した︵以来︑

． 一

ヅ♂
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♂一義

⁝九六六臨戦ま

でに金隠罪で建識譜画中のものを含めると異相

を受注︶︒その

11祉の原子力部門の酒

答盤にして千九十四︒八万K

後︑竜子力発電が進み

動は躍遮の︸路を週．てきたが︑殊予力発臓壌

梨が融業化しているため︑恥年万月回社は電力

部門︑核燃揖肇業部門︑改二王開発琳柔部門と

ユし陀部凹に組紙がえし︑PWRツラント環業

二業グループの隙子力驚電雲凝協門を三つの独

ものもある︒醤業分野は広く︑避機はもちろん

した︒改良耳聞発二業雲門では特に嵩速炉の開

竺十三社あり︑その中には放送会社など異色な

輸出用機械︑海羅や海洋に関するもの︑さらに

発を縫先する︒さらに隙子力︒事実

であろう︒

非難をやめて統︸した方針を

ス原子ヵ研洗所では隙子力潜水・水上艦艇五十

プには七部門があり︑その一つであるペソティ

六隻の原子炉を設謂開発した︒理在︑同母甕駈

ではエンタプライズ刀の八暴分の据進力を二漂

子炉で出す㌘母用の炉を作ろうという甜剛があ

一

UP

￠

多ニピ㍉

の諺

多多

一

加AECL︑コバ

ル穿六〇を生産

カナダ原子力会社︵A鶏CL︶

が二業規模のコバルト60の供給の

一歩を踏み出した︒

米AEC依存を断ち切る悪味深い

ダグラス・ポイント原子力路蹴

所︵醒議力二＋万KW︶は昨床

薔六の燃料チセネルのうち

十一月に臨界に達したが︑この炉

の四つにコバルトを装填してあっ

には一

た︒このほどこれを取り出すこと

になったもので︑AECLの篇業

コバルト60を取り出すか・﹇えない．

生麓グループは︑どれだけ多くの

が︑外部の観測者は合議薔万キュ

ソ連漂子力専門象グループは二

月ユーゴスラビアを訪問︑昨奪ユ

とづいて丸岡に原子力発電所を建

ーゴスラビアが行なった提寮にも

この原子力発極所はおそら♂︑マケ

設する可能性について検討した︒

ドエァ地方に碓設されることにな

︸？つσ現在︑ソ連とユーゴスラビ

アの蔚門家はこの建設勘糊の技術

ソ連︑金属溶接用電

的︑証済的側面について灘在巾︒

このほどソ遮のSUMY工揚

子線装置を工業化

の主導権をとるへきであり︑ベク

れた最強の機関として︑閣題解決

原子力庁は︑この論争における優

し合うことをやめるへきである︒

売を撮めることが可能となろう︒

療大企バと同様に︑名声により繭

的に認められており︑アメリカの

う︒というのは︑この各前は国際

子力庁と呼ぶのが最もよいであろ

関で逗むとするならば︑これを原

ることになった︒この原子炉はG

め︑実験の墨壷を完了︑関鎖され

銭sR︵核過納実験炉︶は二月初

・センターに設讃されていた宛V

トリノク︵GE︶社原子力テスト

リーザントンのゼネラル・エレク

アメリカ︑カリフォルニア州プ

り︑解決の兇込みの少ないことは

大きく憲与してきたQ

阪

︵ウクライナ︶で︑きわめて謝火

性の強い金属を浴朝するための二

子線発生袋置が工業雄麗に移され

た︒同工場では醗子顕微鏡や躍子

テルによって行なわれたギリシャ

E社とESADA︵偶力会歓の
のグ
チュコト弗騰に建設申の二子力

酒瓶

これは︑つぎのような原理で僅

オートメ設備が製造されている︒

動ずる︒エレクトロンが典空綴で

レクトロンが漕無用の簿象物に衝

腐速度に加速される︒この捌速エ

突すると運動エネルギーが熱に襲

か︒技術棺に提出される仲裁のた

への入札やAGRの設計研究のよもちろん︑原子力庁は親切な方蔽

ループ︶が核過熱炉の研號のため 発電所︵躍気出力四万八千KW︶

玉多

ソ連︑発電炉建設
調査でユーゴ訪悶

る︒また︑原子力ロケノト灘瑚であるNERV リーは超えるものとみている︒

A実験訓画毎完了した経験もある︒

日本では三麗絵子力工業が捜術提携している

挫長はD・C・バ⁝ンハム氏︒役員二十一

℃一捗θωびβ弓穐げ

c◎Q碧Φ芝9く︒Φ

名︒順従桀只放は六四年の時点で十一万三千六

雛轡冠Φり

面八十蛋︒本礼所在地

ーノ♂

米︑核過熱実験

鮒騰

写翼はWHリアクター・エバリュエーション

一 ヨジ

・センターで

多5玉二多多

一の設計機関の大きさおよび含理

化の聞趨は︑特に瞠騨ペースでの

競争を湾える場合︑軽祝すべきで

めの離見に不一致が冤られる限

うな最近の業務の取扱いについて

に建設したもので︑一九穴一二年末

換され︑篇温が発生する︒この設

確実である︒理訴は︑人あるいは

Rのライセンスの更新拒沓はもち らは︑困難でかつ流動している大

もう少し配慮すべきであるoAGけれはならないであろう︒なぜな

研究のほか現在研究が始められて

に運転闘始して以来︑各毬の舐験

炉を閉鎖

政党ということではなく︑この論

声を維持するに十分な力を現状で

ろんのこと︑SGHWRや蕩速規
増模な国際雅な藺席において︑名

はない︒もしイギリスが単㎝の機

争に対する鋤三巻の解決策が関係

殖炉に関するライセンスの癒否に

ある︒

は原子力庁は有していないからで

万謝されている︒

住宅地への器気倣給ができるよう

のための罐力と︑北川シベリアの

鉛︑水銀などを含有する鉱眉採鉱

は︑原子炉四位を備えており︑金︑

シア紙によ︸9と︑ソ連がシベリア

モスクワのソビエトスカヤ・ロ

リアの新設発電所

原子炉四民もつシベ

い部品を隅速灘で摺接てきる︒

備は自動的に制御され︑謂常に瞳

者にとって好豪しいものであるこ

よる強制は︑不名蕾な行詰りをも

案が生誉れる機会があるであろう

のであるQ際子力庁と連合体は︑

とは決してないという根本的なも

たらすだけであろう︒

で︑連合体の最良の頭脳を集めな

あらゆるレベルにおいて︑食違い

いる蒸気冷却隅逮増殖炉の研究に
をなくし︑両売の尖敗を互に非難

この議論に対する好費しい解決

5宙グルー

航空隊跳にも手をのばしている︒会社の擬構は

許グループ︑原子力・防衛午窃グルー

グループ組懸になっており︑気力免

プなど六グループがある︒原子力発聡
は難力禦業グループに属す︒

ウエスチングハウス・エレクトリン

ク・コーポレーシコン︵WH社︶が原

子力麗業に進出した雁史は露く︑一九

三六葎にさかのぼる︒この年に斑聞最

力の分野における研究を開姐し︑ウラ

初の加速珊慣を設乱し︑これにより原子

ン原子の二目分裂現象の発発などの鎗
要な業績をあげている︒

第二次大職後︑原子力平和利用の研究が再開

無の十二月誕界最初の原子

多

襟準化という粛纂は︑ある底心

多二一

され︑一九四八年原極力郡が組紬さ4亀た︒その

力潜水臓ノーテラス月網の
原肉冠を︑一九五㎎奪には

男用の原型炉を受注するな

原子力三三エンタプライズ

ど謡歌鵬艇用原子炉の部門

におけるW11社の活動は極
めて顕媛である︒一方︑一

玉池

九五三無にAECとの契約
に基づいて米誌初のシッビ

r﹂﹂ノ ニニ

ングポート原子力発躍所を
細蟹 玉多 多剣玉鼻糞

クレーポイントBまでの少し長い

対する強い要請があった︒AGR
の一般的な数値は︑すでにかなり
闇闇化されている︒構成機器の詳
細設題が残されているが︑この分
野は鞍術の進歩を鴬に期待しうる

所であろうQドレスデンニ号贈か

，

間に期待されるBWRの群細設計期聞におけるAGRの進歩と岡じ懐疑的に取扱う必要があるが︑単

らブラウンズ︒フェリー豪での朋

処齟ｲ

一 ⑭

APCは︑調理要素バンドルの大

のケ⁝スはダンジネスBであり︑

芝

現すれば︑設計一斗術−建設会社

カでの競争相手は︑この分野から

標準化を阻む競争
これは︑製実を示す証拠は多く

英︑海外輸出になお不安
はないとしても︑イギリスの現状

ている問題は︑一二つのグループー を無視したことであったという箏

であるdずである︒現在検射され 争のため中央発辮庁の腋格な仕横

準化の希望は︑マグノノクス炉の

反応であるが︑振子を反対の方向
ドベリーであり︑TNPGは︑プ

原子力公牲︵AEA︶を含めれ実から競争の議論が始まるものと
ば四つ一がともに商売を行なえ

レストレス圧力容器の設削によ

種々な設謝に対する極めて嵐然な

る余地があるか習か︑茨た大規模

り︑受淺の暇番を狂わした︒第二

が興味深いものであった︒底質
の調査研究では︑その移動の機

もののほか︑二︑

度の測定に関する

濁分布ならびに濃

構・騒的追跡法・垂直方向の懸

︶

σ三の暫い駿へ
の標識法が提案さ
れた︒
奪代測定関係ではトリチウム

手捜

︵東京大学生雲海術研窮押

たので鋼鐵する︒

へきことは多いが︑紙漁も尽き

かがうかがわれる︒な36述べる

・C一十四・0一十八などのア 確保がいかに恥要な閻題である
イソトープを用いたものが多く
十一諭文にのぼった︒

地下水の鼓や交轡速度の測建
にもいくつかの浴しい方法が提
案された︒これらの研究にはト

?るいはαi五一EDTA︒

リチウム・工一一一三・励一八

P六〇シアン酸カリなどが使

に余り強烈に振らないように十分

争に好ましいか薔かである︒

化︑合理化︑標準化が古い型の競

くのデータによって示し︑これ

はならなくなっていることを多

り︑Dや01＋八を用いなけれれるトリチウムの濃醍の時間的

験による撹乱によって鯉川とな

追跡することは︑い豪や水爆翼

な︑トリチウムによって循環を
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さて︑工場現揚における製造 など多くの範翻にわたってい

磨耗・潤滑に関する六編の論
採油への応用が算大な経済効果

贋の調炎瓶どであった︒米ソ両

では︑簸初にスエーデンのリュ
文もこの分野の飛朝飯用の進歩

た︒

物質の流動に

工程の轡理と解析のセソション

ングレン博士の

を挙げていることに汗留する必

靴いた四編の化

る︒鑓出語文数は四十七編であ

つぎに水理学におけるRI鰐 らの水気象学亡妻用を鮮論した

蜷がある︒

をよくホしたものであり︑とく

〃
公害調益への利罵は工揚細水の

と題す にソ遵が捉撫した踊陽子放射化

闘するパラメーター布語凱する
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用幽
学工学理論の展

るが大別すると︑自然界におけ

標識法︑地質および水の年代測

鎌から

水理学とRIの利用

開にRIを効渠希釈に関するものが三編で︑こ

ためのRIの利旧価値

鮒
的に用いた論文

が発爽され︑そ

のきわめて慾度

の島いこと︑選

二つの一A旺A

定︑地下水と地下構造︑水の地

こと︑ほとんど

隅測定の可能な

ロセスに応用可 規模の大きさと公害対策への染

のユニソト・プ

葉な提案を打濡している点で優

のうちデンマークの論文が実験

能なことなどが

れたものであった︒

下分散と漏洩︒表面水の三聖詰

強調された︒二

スエーデンの国際気象研究所

論︑その他である︒

長エリクソンの代表謂級は自然

煙憲隅顯に関しては︑大野・仲

かもアクティヴァブル・トレ：

佐両義の織機が一編だけで︑し

十六編の論文が関係する工業分

などの冶金工業︑ガラス・セメ

で多くの興味をひいた︒

サー淡を那いて成功している点 界の論断環に織するものである

野は︑鋲鋼および非鉄金魚製練

ント・肥料などの無機化 学 工

やって輝しい成功を収めたよう

が︑かつてアメリカのリビーが

業︑石濾化学・紙パルプ・合成

地球物理に関するものは︑採

門

…麟

匙

扁
闇
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瞳

と共同で検講してきたが︑今回︑

究を開始する万針を明らかにした︒
甲圏蹴刀は︑四十五年十月漕工

四十九総・度先占で撤刀三十盃万K 全霊約な羅産化万針を明らかに

採用を正武に決摩した︒

今日の炉型湛窟は︑一般の予想

し︑判型については沸騰水型炉の

郡脇島町を建設侯補地点に決完し
より軍く発教されたが︑その闘由

Wの原子刀発電所の訓圃を発蓑し

て以来︑内郡体制準がためて糞た
として︑沸騰水型の方が切期疫資

ており︑昨年十一月︑島櫛県八束

が︑今銀二月には簾子力推琶W⁝
ｲ課調︶を発足させ︑さらにこ が安上がりであること︑甲国駐力

調査を開始していた︒

の三月から︑現痢における寛入り

はかるためであり︑近くGE社へ

の技術陣の有効的な活那︑養成を

ている︒謹た︑全面的騨虻伽ので

作所に特命で発注したい懲向であ

ワ輸銀借款︑関電三

る︒

高崎研究所の
三号加速器

といわれ︑鑑筒加速勲賞はマイ醐

フランスのトゥールス大学で開か

第で︑蹴子線とγ線との中品の⁝

輌報交換︑今後の研究促進の塁調

境放射報防設の調嶽研究に関する

力開発機構︶域内各園における環

れている︒これはOECD︵経済協

透過度をねらったものである︒一

統一など脚偲ねらいとするものでわ

亥香淳・撃擁は約乙

田本原子力研究所満騎研究断

食昂︑木材︑粉寒の照尉研究︑放⁝

が国から嚢子力安全研究協会︵藤

照では︑研究棟の前に︑第三霧重
罰速羅暗闘規模瓢験棟を鷺設中で

⁝あるが豊麗はほぼ完成し︑現 この雄厭は可搬式にも改良でき⁝

性廃液の海洋放出重要特別婁員会

波収理事罠︶の桧山麗夫氏︵放射

上線殺鼠などに利回されるが︑︷

ので︑将来の活躍が瑚待され⁝

るように設計︑試作されている矧

放外線障害防止法ならびに関係
法令は昭和三十二︑三十五の三皇

改正されたが︑アイソト：ブ放射

に制定され︑その間︸厘にわたり

用の増加︑応用餓測機器の技術的

綜の利鵬︑物にルーチンな工業利

べて智観条件には可成りの帰化レ僧

安金性の向上など︑制定当時に比

ー︑午後胃時半から︶︒

ムエ

いて懇談する︒︵科学疲術センタ

隠線研究と諸子の現状と将来につ

会で応用物越学会のメンバーと放

七臼︑原子力の夕へ産学交流懇談

☆関西原子力懇談会は三月二十

子力施設見学会を開催する◎

一二十三日︶には映薄型︑地元原

開催▽科学技術週闘︵四月十七日

十名程度を対象に葉海予見学会を

田︑十六臼に宮城県下の経嘗薔三

協識会婁員会を覇催▽四月十五

三R︑役員会および平和利用連絡

☆策北原子力懇談会は三月二十

@鷺蹴

原産通一侶

方法論︑などとなっている︒

点㈱入気管理など環境管畷の一般

の汚染諮容蔓準など社会経済圏観

ける放射鮮核織の移行②生活環境

会議の内容は①陵士︑海洋にお

墾員︑蛸壷緻授︶が出席した︒

︸在︑三畳加速器︵写翼︶の据付

る︒製作は束琴海蒲醒築株︶︒一

⁝けが行なわれている︒

ﾆくにこの三男加速器は・工

⁝業用X線褒麗としては世界最大

輝炎︵放医

︵建藻研︶︑蟄山晃︵理研︶瓢弄
進午︵一こ︑錫ブ︶︑N上悠紀錐︵原

生じている︒その結果︑法令の規

日本放射性同位元謙協会︵会長・

界一の一躍国の臼本としては︑

厩か6贋手の運びとなつ加響琶

研︶︑椰軍配昭︵通陛鴬︶出口彦

茅誠司氏︶でG猷産と協力して法

犬︶︑佐々木秋建︵放同協︶︑雄

ﾞ糠
造技術の水準睦火竹薫︵八編製

いわれる実用化時代には︑鳥非

遅すぎる感もあるが︑十庫後と

い個所も出てきているので︑脅圓

制内各にも事態の進展に登臨しな

鉱︶働原子炉川穴鍛鋼鋼製造上

令問題潔門蛋員会︑午設置︑全面的

之︵束大︶

の⁝凹題八U小野ゐ窟作︵目本製

藤友太郎︵農林省︶︑柴旧艮移

一昭室︶で行なわれるが︑そのテ

各製革演はA会嚇︵二甥館二十

；マと講牌は次のとおり︒

とも世罪一の伝統を旧りたいも

な法令の見直し層行ない︑穐討の

のΨ折りしも︑米醐の原子力蘭

結果必要によっては鳳子力委員会

齢サバンナ号が六月に来田する

術日薄田冤︵三思市田︶①鍬鋼

などに勧告要望することに⁝なっ

という報がある︒組子力船建色

鋼︶の厚子炉罵圏谷器の製作我

材群の照射脆化

た︒襲員長は藤弁止一氏︵建設欝

の聖画概要11堕罪顯錐︵東電︶

第一日▽乗録毒力福島涼チ刀

第三限▽原チ刀調川施設のブ

塁︑当院︑田立研究機閃︑民衆蔵

建築研究断転炉観究部長︶で︑大

亀

轡ゲ死

灘

いたします。

簡で機器購入契約をも発了した︒

︵i︶海外招酪予定麿

炉鋼佛三十五︵八︶︑原ぞ力機器

乗翻岡．堕潤た︵関撫︶▽高達炉

ラントエンジニアリンダと熱歓

▽関西無力人浜田電所の請醐概

についてωわが煽における高辻

いずれ昆学鱈も弱允られよう▽

さて︑船の磁副もPRには火切

のP飛には格好の掘会であり︑

なものたが︑磁界各国の原子力

業界から選出さ㍑た委員八名て講
戒建設︶▽原チ刀弼川に挿ける

成され︑碧羅障害防止法の言条霧

は一八一九費にはじめて大西洋

船の舶詞を繋ると︑サバンナ男

緩11良又︵阪穴︶鱒動刀炉の場 議か6始め︑云為語法令との謬

拝︶① 艘にわたり︑︸応四十一一無肢来を
の場へ目n嫁絹甲子男︵一︑i

横漸した・蓋気舶の各朗︑ソ連の

と臼本最初の除子力船の名誉

知れた入の者蘭Wこの伝でいく

リコ・フェルミ号は︑いわずと

レー訊ン耀︑諏ドイツのオソト

闘標に検討作親を進めている︒

ー・ハーン帰︑イタリアのエン

台11加農園止︵原霞︶ゆ崩辻器 論︑法令の解釈など︑溌制体系全

最迦プログラム艮佐藤孝軍▽品

放射線防護国際会議
へ桧山氏派遣蕨霧︶
原子力平和利用開発に伴う羅境

は︑締盟丸か湯川丸とでるなろ

放射繰防幽に閥する田際会騒が三

翻木樗蒲貼︵賦穴炉︶⑳未冠H 月十四日一十六際象で︑フランス

うか︒

藩．瞬臓

謡穏機の樫鳥由蝸號炉の場合跨

設説翻岡島暢夫︑鷹取博之︵穴

臨罪実除．臓弘田実弥︵原研︶②

尚速炉浦免の悶題点罰撫沢止雄
︵原研︶▽核燃料取扱いヒの以
全と保健の冶口題ゆ続用．擁鮮料

︑t︶②生田施調のム

輸送に謁ける安令と問題点瞳町
田忠司︵

衆性製織旧搾︵原賜︶ゆ核燃耕

論会固体検出器の最近の進歩
と閲題点の検隔絶製造罰高潔誠

一︵象芝︶②闇路闘熊原忠士

放談線防護協会の鱗虫︑欧捌原子

︵原捕︶②ユーザ⁝の立場から

力機関︵E翼旦A︶の後援により

関口信忠︵放製品︶

・迅遮丁購なサービス

第八回日本アイソトープ会議

含の星礎共通技術で公募する︒

設などR工・放射線を俺用する場

準備委員長に安西昭電社長決定
第八浦臼本アイソトープ会議は
本館十一月ま一一鐵から四田間︑集

﹁放射線

化学研究における測定技術﹂など

︵2︶シンポジウム

ターで開催されるが︑一ご月十︸田

京千代田区平銀町の臼本蔀窃セン

十四のテーマにより公曝し︑一目

︵3︶パネル掌編会﹁食品照

K募集とする︒

の原理即事会で﹁第八同日本アイ

長に安藪甫夫昭和電工︵株︶翼

題﹂など九作で指名による︒

射の実醗化に関する纂礎的諾醐

ソトープ会議漁備霞員会﹂の撮員

究所瓢任構究員がそれぞれ描絵

長︑醐職員長に山輪文男押化学研

A︑アメリカ︑ソ連など一機関

日塞㎏子刀学会︵一本松荒磯訟

・構造二十︵十七︶︑怯燃料八十

に欺少したものは三子炉物理七十

放射線障害防止関係

製
︵原研︶︑品川陸明︵原子力学

IAE

れに︒

・十鎌継国から四十一穫

し︑霞員三十七名も蕉式に覆鋼さ

騨酬については線所放射線開発

なお︑準備覆員会の艦．員は次の

課あて照会のことQ

鵡備罎員会は群隼十二刀二十臼

り山鋤翻委員長を座長に︑審議を

一応の発足をし︑過玄三同にわた

関建議刀はかねてから︑岡祉養

千三百万ドルを契約

た空な慣項は概ね次のとおりであ

進めてきたが︑これ謹でに決定し
とおりQ

款について︑ワシントン輸川入銀

▽三論餅聡叛西∬乗︵昭亀判長︶

酬囎獄︶▽婁蚤−一麻隼末離︵康駅

十一月十一頁︵臼︶ ▽副婁鐡畏軸・山附文男︵理丁霊飯

から四口臨︵弟七回日本核医学

j期日

る︒

浜鳳子刀発電所建設費金の一部価

行と交渉を覆めていたが︑三月九
田︵日本時間十日︶岡凝脂会議室
において︑リンダー総裁と苫村清

野皓文︵犀︑篭﹂り︶︑永

も技術者を派遣することを決楚し

友原．＋刀︶︑人塚巌︵揮研︶︑穴

英郎︵島津製作︶︑罵齢遼雄︵住

獄︶︑西坦鷺︵農技胡︶︑野口照

嚇万︑炉畷の決驚および園噸化

︵二︶舗文募集鼠算希響習は︑

GE抗の 沸 騰 水 獺 を 日 立 製 作所 針は︑GE社と田立製作所の技術 なっ た Q 輸 銀 か b の 備 款 は ︑ 機
鍵より一臼繰り上げ59れた︶

久︵日ホ費鉱︶︑長谷川資︵第一

会︶下図光︵NA工G︶︑圃田沼法令検討作業進む

器︑役務︑燃料︑成型加工費の二

六月二十日窪でに︑選考のため

奈川工試︶︑岡褥誠三︵斌穴︶︑

腺響比盲︵外属雀︶︑犬野明︵紳

化学凝品︶︑平山逮︵昭和竃工︶

農ス︶︑飯尾顎宏︵山犬︶︑上下

千八衙八十刀八千炉︵璽一覆七千

のアブストラクト︵千二薫字程

箆弘毅︵千璽大︶︑轟轟正夫︵東

会総会との関係で会期は当初予

八十万円︶︒核燃料の紙誌濃縦

度︶を振醒事務局あてに送冷す

広償ム郎︵怨技甘︶︑藤乃正一

ьﾐ長との間で花式に調印冷行

席のもとに盛穴な開館扱欝祝壁塗

分四極五十刀が︵十六億三千万

穴︶︑小林昌敏︵腺研︶︑小轟蝿

に関する物理︑化学︑蟹全取扱

長︶の照和四十二年滋雨は四月五

五︵三十二︶︑同位休分離十四

九︵山蛭︶︑陳噸十刀施設0︵一二︶︑

︵昭和霞工︶田猟米穂︵象大︶団

を開縫した︒第一展示館は核燃

ること⑪

と︑WH社の二四水型を三笠電機 提携を甲掛にし陀もので︑この技

料︑原子炉︑R王放射線関係一 円︶︑訓一一ギ三衝三十八万八千が

原子力展示館
が完成
般の楓理︑模酬を︑第二展帰館は
るQ

︵首十九織九千八十八万円︶であ

男︵火洋納︶︑斎藤仏房︵象大︶

策海村普及センターに
R王の糾用開発関係を展承︵写翼︶

しており︑瞭子刀PHに穴いに樹 なお︑関西亀労は置月九日︑ウ

田本原子刀巽及センター︵岡野
傑次郡理事長︶は恥海村の同敷地

エスチングハウス︵WH︶祉との い︑測足︑腱棄物処理︑遮蔽︑施

与することが期膏されている︒

︵1︶研究発表R工︒山隠線佐伯誠遺︵旗医研︶桜捧溌︵大阪

︵三︶応募乱文の躁題

問題については︑かねてから米圏

術提携が葺式に決亘れは︑鼎立製
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山国戯刀︵独畏︑桜内蝿雄氏︶は三月十一田︑同社が昭和四十坂影野に潜識する原子力発盤所の炉

予定地鹿島では立入り調査を開始
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くらたたいてもこわれないほど強い合成樹脂をつくりだす﹁トリオ

て粉末ポリエチレンを製造する﹁エチレンの電鉄﹂oかなづちでい

の感じをださせる﹁繊瓶のグラフト距含﹂︒放射線を当て

ではいう︒レーヨンや木綿にスチレンを重合して含成繊絋

難戦灘藤織麟
灘・

にも強いプラスチソクを開発しようとする﹁グラステックスの放射

キサンの固相亟会﹂o塩化ビニールに放射線を照射して熟にも衝激

︐

騒鑑

をめざす鋳二期整備訓画へ︒小答

て﹁プラスチソクスの放射線改

五万キュリーのコバルト60を便っ
器から︑現在︑毎時四十〜蓄♂綴
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線改質﹂︒民間との共同研究によるこれらの開発試験は第一期整備
認画︵蘭学研設立に際し︑昭鵜一二十七年九月一瓢策定︶にそって開

パイロソト試験

始︒四十二隼度で終了するが︑ベンチスケールの成果は上々︒いよ
いよ本格的な
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臼の一日︑島附研を訪13てみた︒︵写爽は凝バルト試験棟︶

鮨

すくすく育つ放射線化学
放射線電合の掲会︑粉末ポリエ

施設も︑一直五謎躍︐の山分反応

チレンができるので︑そのまま製

の連靴照射式のパイロソト・プラ

が

質﹂に取紐んでいる︒塩化ビエ⁝

流棚コーティング

品の被覆

ントを建設中︒濠た第四開発肇で

い﹂点にまだ問題があり︑この

かし﹁ぬれ強度と紡績性がよくな

羅︵謀堂廊電子畷︑十五KW︶に は世界最大の国魔工業用X線縢装

分傭いしゃへいにつつまれた加速

だ︒

改良に取り組んでいるのが現状

磁力では世界鍛大のもの︒曜年＋

究プロジェクトはまだ決っていな

おどろくQこれは最初の闘産製で が据付け中た︒これ厚揚航する研

ここではトリオキサンの固損霊合
が行なわれているQ

はじめられるとの声も聞かれたG

低分子の研究

も進められ

なく

蚕繭研では︑隅分子はかりでは
よって翫合すると︑衡機物であり

原料のトリオキサンを放附線に

ノド・プラスチソクの闘発などが

い由︒食品照射︑放射線殺曲︑ウ

いるが値段が罪常に轟い︒ところ

これは女性の下薙などに使われて

ス﹂という特殊なゴム糸がある︒

術尋入している﹁スパンデソク

臼本が米国のデュポン社から技

獅ｩら運紙開始したはかりだ︒

鷺響加速器棟がほぼ二成Qここに

に強いプラスチソクが生蒙れてく

やっている︒低瀞に︑熱に︑衝激

一号加速羅標へ︒

るのももうすぐだと期待しながら

ぬれ強度と紡
績性の改良へ
繊維のグラフト璽合

ここでは一号加遼雛︵二酉二

ているし︑禍源工学も活躍甲Q

の一環でもあり︑昨年約七血目月

繊維のグラフト蜀合は田仏協力

た︒これからは物性テストをはじ

遮器を使っての予備試験は終っ

ることで意蝿深い︒墨描から応

になったのは︑基礎部門を強化す

高分子研究協会が移心されること

る︒このため原研にごんど︑田本

︵耐熱性を

輕

農

ら帰途についた︒︵M・二野︶

用へさらに進むことを樹翻しなが

めたいという︒現在︑一バソチ当

安定化

便いよいですよと施設課の人の雲

および放射線化学に関する一AE

京でウィーンにおいて﹁放射線原
せれは︑中間無縫試験ができると

集通り︑処理能力も一時間稼働さ

は︑本年四月十七臼から二十一日

つくってテスト申Q二男加速器は ☆国際醸子力機関︵IAEA︶

品を開発するため︑まずシートを

こと︒﹁鉄より強くてかたい﹂製

改良すること︶が大きな閻題との

ているが︑

ンを生嘱して︑その性質をしらべ

り約二十♂螺のポリオキシメテレ

蜜が損嶺しているQすでに一穆加 ずつ段階を踏んでこそ生まれてく

放射線化学工業の発展は︑基礎

ロソト試験一工業化試験と︑一歩
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ながら︑アルミニウムのような金

で照射してセルローズに還含さゼ 属に絹熱するポリオキシメチレン
ると弾性をもった糸ができるQ第 ができるというもの︒この研究に

仏︑十KW︶の電子線を利用し が︑アクリル酸エステルを電子線
て︑レーヨンや木綿のような天然
セルローズ系繊維に合成繊維の総

ー実験でかなりいい性質の糸がで

一開発蜜では︑欝血程度のビーカ は十二人︵目脂通人︶の第三開発
きたので︑もう少し鰍昂多くして

監を加えること一﹁繊維のグラフ

ト灘会﹂の開発試験を進めてい

試験をはじめたいという︒安い人
絹を便えは︑かなり経瘡性のある

る◎第一開発窺は約士二人の研究

現在一バソチ嶺り二十露ンの煮

糸ができ︑スパンデノクスと同じ

貫︑疑間からはただ一人という︒

込規模試験装鍛をフルに使って実

は鼻繋の専門会挫に薩州して製品

用試験を進めているQできた繊維 ように使えそうだ︒

試験を異施中︒四十二館度には連

由︒

ー の製造へ

安定化ポリマ

が参加︒協力はう塞くいっている

続式婁q一腰をつくるための設欝 震︑仏サクレー研から実習に︸人
とのことQ

データーをとる準備を考えている
スチレン壱セル燦ーズに愛鳥さ
せた場合︑風禽︵感触︶梁色性︑
光沢︑熱セント性︵アイロンをか

トリオキサンの巡合

ル系とポリエチレン系の樹脂を対

けたとま折り蘭がとれにくい︶な

象に十二人の研騎員︵うち民悶が

ニノー一

5王F一

一二

認をしていることである︒水産

現在︑日本でも漁業者のこの

て︑国民の理解を高めている︒

以荊に︑天然色の映画をつくっ

フランスでは擁洋紅嵐をする

物についての基準は農林省がつ

していることも︑日本が参考に

究所が熱心にこの方面の研究を

と深まりつつあるけれども︑な

問題に対する理解は︑だんだん

いる︒それには︑一つは地方的

かなか解けない闇題をのこして
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二十五日までに謙産国際課康で︒

Aパネル﹂を開催︒柵罫醤は三月
研究棟︵一階箏務棟︶の前には

いう︒今後の期待が大きい︒
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いろいろな分野の学暫闘の慧
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見の調整がよくできているこ
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で感心したのは︑塾藁をきめる
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委員会のほかに︑日本でいうと

ていることなども︑うらやまし

とQ役所間の協調がう濠くいっ

一一二55 一

二考加速器棟に入ってみると︑

一二
二5

と︑英米の経験を組み合わせた

るが︑実験窪から得られた知識

原子力局︑農林省︑雌生雀の祖

f王二

ビキニ堺件等時は︑日本も調

当官と︑発難や原燃の幽門象で

二∫一〜づ

査船をたびたび罪して海洋調査

ように事実によって批判される

流蝋が︑海洋投簗実施後にどの

一一ノノニ5玉

や生物の放射能測走をやって︑

会議をつくり︑各自がモニター

5二一

研究炉があるのかと思わせるほど
一

がきく一いい結果がでている︒し
一二

どがよく︑ウオソシュ＆ウ晶ア

＃ニニ〜5

は︑第一唱加速盟からでる電子線

玉

独自の知見をふやしていった

かという点で︑なかなか興味が

した結露を持ち憲って現状の確

鵬憲鐡

﹂一げ一一二

を照射してポリエチレンの開発も

可鮨︒わが国のポリエチレン律産

三人︶︒蜘化ビ了ルにコバルト

赦は四十万ゾにも達し︑紛末ポリ
エチレンの用途は広い︒田界でも

スをグラフトさせるわけだが︑粉

照射しながら︑プダジェンガ

末を扱うので︑技術的には大へん

照射ポリエチレンを一度に数漣つ

くれる籏羅をもっている所はな
難しい︒しかし︑成型加工する

が︑その後は全くレベルの低い

あった︒

景達を訪ね︑最近の知見を得る

いことだと思った︒

一月十日夜羽田をたって︑原

モ一一タリングの継続にす署ず︑

事利用をやっているところは︑

とにかく︑定本とらがつた軍

子力周放射能課の中鍋氏がウィ

研究による新知晃は︑わずかに
ーンのIA8Aの会識︑小生が
実験豊内の佳堺で少しずつ得ら
ローマのFAOの会議に出席す

しい︒操艦もまた国衆として受

くっていることも︑その水藤研

け入れて︑政鰐を倦頓している

ずいぶん更始に対する態度が厳
英国は海洋投石をやって十数

れていったにすぎなかった︒

犀の経験挙もち︑アメリカにつ

るついでに︑その窟えの数日を

設による海洋汚染の問題の専門

使って︑英国と仏国の原子力旛

﹂

︑正しい知 識のPR活動を

な蜜傭もあるが︑根本的には︑

国金体としての問題が残ってい

には地方的︑他には全国的の問

た︑これの解決の努力も︑一つ

それから︑三民に対するPR ︵東大饅学部教授 桧山轟夫︶
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群馬県高崎帯の郊外の︑旧瞼軍

火薬廠の跡を整備した敷地内 に
は︑ドーム催のコバルト試験棟︑
一男加速器棟︑一 月加遠棟︑完成

萩近い一ご男加速器棟︑R工工与賦

験棟︑研究橡︵一階事務棟︶がた
ちならひ︑すっかり本栴的な研究
所の姿となった︒

粉末ポリの連
続取出し成功
く︑宗像所長が渡米したときも︑

もこわれない製品ができる︒一二︑

と︑どんなにかなづちでたたいて

待参した粉末ポリが取り会いにな

しかし︑放射線通合の場禽﹁エ

四二のうちには工業化にしたいと

ったそうだ︒

チレンといっしょに第二成分︵液

所長の怠気込みも穴へんなものQ

た︒

業化へつながるだろうと感じられ

研日量たち︒これが一番挫く︑工

力をあげていそいでいますよ﹂と

刀的︒チームワークもいいし︑全

﹁所内外の資金援助もあって協

体︶をいれるので︑この成分の選
び万が犬きな間題だ﹂とのこと︒

工業化への見
通しは明るい
グラステックスの改質
おとなりの第四開発篭では︑約

ことができた︒

その詳しい科学技術上の報告

は劉に原子力安全研究協会で印

る︒たとえば︑食品の放射能総

懸命の冷却水の水温や海流へ

り︑これによって︑放射能に対

もに改められていかなくてはな

する神経過敏も︑豪た鈍感もと

は︑まさに全国的に必要であ

かい︑数理陶な運営をやってい

とにかく︑＋分な調査研究の

うらやましいのは︑なかなか

く一これが︑瞬本にも必要なこ

うえにたって︑正しい基雌をつ

役所翻の連絡がよく︑法律化さ

とを餓じた︒
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轡三三ーー海洋汚染問題にたいする構 仏の態度をみて長し

懸の閥題などがそうである︒ま
し︑英国などでは漁業者の反対

いる屡域もあった︒

の影響のため︑漁業を禁止して

してよいことと思った︒

のために︑設鍛個所を変更した

という態炭のようである︒しか

ところもあり︑あまりさからっ

いで多くのデータをもってい

はじめは国際盤論をはばかっ

て騒ぎをおこすということは避

言で印象をのべれば︑ビキニ膿

刷にしてもらってあるが︑ひと

たのか︑自画がなかったのか︑

けているようであるQ

れた基準にしたがって︑合理的
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