鈎

早急に計画着手へ

科技特

衆義院

梶j

と質疑したのじ対し︑佐藤首相は

動力炉開発計画には賛成たが︑長燐的なものであるため政府の対策は︑

資金的には大丈炎た◎詩題は入材の確保であり︑各部門の協力体翻をつ

の協力は十分に得られると思う
か︒

佐藤首相開発蟹金の投スが必

通酵省総禽エネルギー調齊会 ゑ合を開欝するが︑岡部会では小

面緊急を要するものとして︑とく

あるが︑原チ力問題については当

燃料窩要動向と日本の所要澱を期

最近の世界情勢の変化に暇なう核

にウラン確保の閤題を取の上げ︑

総台エネルギー調査会はさる二

討する予驚である︒

調臓会を設けてこれら諸二二を怜

︵植討甲年郎霊湯︶は︑山口月蕊†

月二十購に融A呈ネルギト政策の

口︑第耗圃総台部会を開き︑今後

の同調費会の進め方について審議

って︑長期契胸︑

様である︒したが

の方蟄を沁める模

握した上︑わが国

し︑①エネルギー価俗および課税
のあり方︑②核燃

八月末に中間報告

璃確保の方策︑⑧
ガス体燃料供給体

せるへきか︑寂た海外資源醸保は

よる確保策をどのト・うに組み合わ

海外操鯉開発零に
樹立と込行に目する墨本的な考え

どういう形でやるへきか︑そのた

核燃料確保で総合エネルギー調査会

することになった︒とくに核燃料

申︶を提出しているが︑いくつか

方を明らかにした角印︵第一次答

に獄点をおき検討

制のあり方の三点

確保については︑馬子力部会が八

ととなっている︒

ついても豊郷案をとり談とめるこ

めの政鰐の役蘇り︵援助︶などに

月沫ごろ中間報告とり次とめ墨圏

要問懸が残されていた︒この

でこれろの間題を審騙する屠櫻で

ため岡調査会は今後約一驚がかり

途に︑資源確保の進め方︑国の助成

め腺子力酪会は七月六日に第一圃

措蹟導について審議する︒このた

政府の基本的な力釧

や鐵金︑人材微保をとうするか︒

触はあるか︒地裏側と十分交渉し

にはまた不十分な点があるよう

もっと出盗したいが︑その使い方

参考人︵原燃理禦長︶は要旨次の

易し二階窮科技庁長官︑今井美樗

と籔疑蒙嘉した︒これに

吉園氏出発を問じにした沼本

いたい

建設童画のおしつけはやめてもら

佐藤二相

科学技爾会議でも検

髪！ノー！Z！多一興！アノ7！！ノ！ーノ7ノノ！！！！！∠Z∠∠！ーー老
佐藤首相

からは逸脱していない︒張扇の要

がドイツに水をあけられた︒鋤力

紺している︒資金は国家財政から

力したいが︑一日も曳く灘醐がス

うことはどうかと思う︒各面で気

請もある︒

では心配だ︒この点原子力委員会

が︑現在のように派醐があったの

たQしかし現状ではまた︑大切な ように答弁した︒

需給毒毒しについては︑昭頽五十

約ニゾとの見通しが予想され︑こ

行なわれ︑原産独自の問題を今後

再処理の各分野にわたって審議が

効刹用︑④加工環業︑⑤渡縮︑⑥

覆員会の核燃料懇談会との四品を

った︒とくに︑同懇談会は原子力

取り上げて検討して行くことにな

の照の差をどうするかに論議が集

この結果︑きらに煮つめた審議

して﹁プルトニウム分科会﹂を設

を畢急に行なうため︑下部組織と

蒲の諸糊題について︑①資源の確

回墨黒を翔誕︑核燃料に関する漫

脅闘いたと述べた︒

したらいいのではないかとの曲見

とし︑残りの分はスボノト蟹いに

約と探鉱開発をそれぞれ各四〇％

雀の話によれは︑同国では購入契

電犠揚︶は︑濁ドイツの科学研究

説明があった︒田中直治郎氏︵東

ために事体案を検討中であるとの

現在︑イエローケーキの買付けの

たQ謙た電力側より︑九腸力では

長期買轟けの方が重点だ﹂と述べ

のは難しいQしかし︑短期的にね

かということについて結論を出す

あるが︑ど5らにウエイトをおく

﹁長期患付けと探鉱開発の方撮が

河内武雄氏︵中鱈副社長︶は︑

さけて検討を進めるべきだとの慧
躍することになり︑聖誕懲一婁災
︵東大教授︶を中心に︑その人週 兇が出された︒
席上︑ウラン確保策について︑
を進めることになった︒

覧た同室の懇談会では︑ウラン

次圃再度その進め力の大層につい

濃縮の研究開晃についても蕃識︑

て讐議した上︑﹁分層会﹂が設け
ら至ることになった︒

なお次鯉は七月十一聞︑岡所で
行なわれる予定である︒

日本腺子力塵業会議の核燃料問

保︑②核燃料の民有化とロ米原子

京だ直接交渉した

希明．がある限

東海村に建設したい︒

会幸︑十一日とも午前原産

十四

原子力発総懸立地調査団打合せ

鐵午荊教鞭会館

第二回放射線化学研究会

ホテル

脳力牒畏会議士盲午前観光

会十八日午後原麗

ー︑工学部門パネル難論会打含せ

委員会十一日午後日本都衛センタ

第八圓アイソトープ金議踏齢

﹁＝簡

一武田栄﹁︵再任︶

付︶原子力委員会委員に任命する

▽総理府辞ムπ︵六月二十四日

技術斤第︸会蹴鍵で行なわれる︒

日午前霧隠から懸魚霞ケ関の科学

贅格をもつ者に対して七月二十五

者で︑科学技術庁長官の指定した

さきに行なった鎌甜試験の会格

者の口頭試験

原子炉主任技術

り

区を選んでいる︒

海村のほか︑青森梨および中那地

所はないが︑野上塗盆等により菓

今井蜜考人

おしつけは絶対にやらない︒

しA口いたい︒建設計画の一方的な

地については地元側とも十分に豪

海村は有力候補地の一つだ︒建設

建設は濠た確驚していないが︑聚

二階堂蝿富原燃の再処理工鍋

炉開発計画で︑今後二十年閻に二

に積極灼に鋤いてもらう︒

タートできるよう皐く法案混合し

と讐弁︑動力炉開発計画に対する政腿の積極的な姿勢山伊宣した︒

新法人は原燃の改組統

ものにどしどし繊資できる段階で

東海村に

はない︒

希望がある限り

ング・サイエンスに対処した依制

千億円では少なすぎる︒政府はビ

ミ木︵醤︶氏首根は新法入設

てほしい︒鴨

立の際︑政尉の方針かbその蹴粋

科技特内に小婁貝会

要だが︑それだけでかたつく間題

全体の原子力開発体量について︑

を設け︑新法人や総合的なわが醸

石野氏

合によって設立されることになっ
ではない︒この誹画遂行のために

な設立を羅めなかった︒しかし濃

はどことどこを候補地として調蒼

確鰹していないときいたが︑原燃

再処理工場で今井理事長が答弁
濠た同田の科技特の鯖上︑石野

ようとしており︑新法人より摺糠

境衛生金融公離は縄糠に新設ざれ

は官民の総力績藥が大切た︒鴇間
の協力についでは︑これが不禦気

か︒

氏は原子燃料公社の再処理工剛建

か︒束海村以外に検心する用

されるかの印象がある︒卵円の方

し．

針が濠とまっていないのではない

佐藤首相

立地問題はまだ

熟する必要はあると思うが︑刮画

設問臆について
か︒

プルトニウムの長燐的有効利用

年までの諮嚢が約五ナであり︑こ

申した︒
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それぞれ轡入きれると考えた解

二︵四十銀八月七日付︶磁プルト

料が出され︑これら昂中心に審議

ニウム三冠の見通し︵予想︶の資
した同韻談会の密議禦項のうち︑

については︑その筒速瑠殖炉発織

れに鮒し︑それ豪でに軽承炉瞭か

とくに︑③の点のプルト一⁝ウム

を行なった︒

や斬型転換炉発聡への利用につい

ら鷹威されるブルト端ウムの難ぱ

ウラン確保策など検討
の試算︵プルトニウムの利屑方法

題懇談会︵座長︑松級原油土会

力豊郷徽甜︑⑬プルトニウムの腐

原産︑核燃料問題懇談会が
が到なった季重の輸入ウラン資撒

長︶は︑翌月二十九日午後二時︑

原了謹製から①核燃緋濡給兄通し

いるが︑同日の第二圃会合では︑

用について懇講ずることになって

笑剛化球での閥の准来型炉での利

ての畏期兄湘し︑およびこれらの

面用方鐵尋中心に審議を畏めた︒

とくにプルトニウムの長期的禰膨

第二鴎会合蚤開き︑初会嘗て決走

日︑東惣平河町の唱歌連会議墾で

︵塵長有沢広巳氏︶は六月二十七 合︶②プルトニウム卿門部会の無

原子力擾員会の敏黙料懇談会

j燃料問題懇談会第二回会合

R分科会設置を決定

口＝＝一＝駕＝一

のチェソクや現段階でこれを行な

小説員会を設けて倹

チェソクするようにしてはどう

られるか︒

概法入は原子力基本
になりどうしょうもないというこ

佐藤首相
法に魅ついて設立されるものであ
とはないと思う︒

これをもとド讃醐の短縮化がはか

分差資命と添材が必嬰だ︒また︑

石野砥この甜澗遂行のため十

る︒核燃料は民有化するが︑隅象

守れる︒

管理の精神は原子力基本法慣十分

石野氏動力炉開発刮画にはわ

︑訊金的には大丈夫

れわれも積極的に蟹成するQしか られるへきだと論うが︒
佐藤欝相

だ︒悶題は入材の確保である︒各

しこの謝闘が二十年にわたる長捌
的なものであるため腰オレが懸急

部門の協力体制を作る必要がある

灘醐案や政策の実旛運営など糀鋳

たが︑核燃特国家管卿の幣神は守

石野氏

要暫は次のとおりである︒

軍門特における空な質疑答弁の

を通してほしい

くる必要がある︒小塗畏会の設縢は現段階ではどうかと思う︒各面で努力したいが︑一難も早く計画がスタートできるよう歎く法爽

チ墨ノクしてはどうか

腰オレが懸念される︒またわが國の原子力聞発体制欄新強化のため︑科技長内に小委員会を設け計爾立爽や政策の奨施運脚など常賭

案に対する政府の見解をただしたQ席上︑とくκ石野氏が

の一部改正薬﹂および﹁動力炉・核燃料闘発揮業団法案﹂について審譲︑石野久男︑三木靱炎︵鷲会︶︑吉田之久︵幾社︶の各氏が岡法

衆議院の科学技術振興溝搬特別委饗会︵脚質長矢野絢也氏11公明︶は六月二十七田午後︑佐藤首枳の繊席を求めて﹁原子力基本法

小委で体制の刷新強化検討を︵石野氏︶

（佐
東京窺ノ内の工業倶楽部で︑鑓五
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あらゆる分野で活躍できる

100 チャネル形

白

業

力

原

高崎研究所の
その後㎜究所の幣備も進み︑

できない︒

協力は切り離して考えることが

続取草しできるまでに筒める必要があ

ステムエンジニアリングに結びつけて連

％︶を改憲し︑バノチ式の製造捜術をシ

には版率の低さ︵姦来琿肝法の

れるならは︑徒らに惧れてばかりいる必

でお万いがプラスになるやの方が掃えら

ていることでもあり︑米国との共岡研究

が圃で開発した技術も︑特齢梅を確傑し

〜二

また叢近︑前罷放箔協大阪研究

今後に期待する
もともと放尉線化学の研究は︑工業化

要もないだろう︒

﹁開発試験﹂に移行した島騎研の今後の

る︒この段階こそ﹁中間児玉試験﹂から

の暴礎部門有担当するなど︑わが国にお

ENEAの原子力コード資料
談会︑東北原子力懇談会

原産電算⁝機室などでサービス
今回︑田本原子力㌶渠会髄が欧

州原子力機関︵ENEA︶の原子 なお︑原子力コード資科の内餐

い︒

面倒や無駄をはぶいている︒参加

ダ︑デンマーク︑ノルウェー︑ス

国は英︑仏︑西独︑伊︑オラン

ウェーデンなど十三ヵ国で︑累国

ードを擬供している︒日本もすで

も特別参加してアルゴンヌ研のコ

に＋件のコードを提出し︑毎葎激

なお日本では︑原研︑原価︑原

十件のコードを入手している︒

ーに登録されており︑イスプラ
加盟したが︑その下都機構である

約一千万円はすべて政艀の負撹で

しているQ票た掠隼の加盟分担金

原研の赤沼氏が職員となって参加

銅

郎蔵

瀬井

猪新

小坂・花岡・柵原・亦金・騨山・尼1陥・片

駈かここに吸収されて︑応用放射線化学

等についての詳細は︑原給電子忌

＝の六の四大阪合岡ビル︵六六

算機室︵染ゑ都中央区日本橋薄紅

カコードライブラリーに登録が諏

交流にぬ接参加できるようになっ

められ︑源子力計算コードの国際

に結びつけることが餓終の目的ではある
が︑その基礎となる研究を細み上げ︑技

研究課題であらねばなるまい︒

伝えられるところでは︑米国からはブ

たので︑コードアブストラクトな

術水準を窪め︑この分野における国際胸

ど同ライブラリーから送付される

いて階由に閲覧できるよう配分す

原子力コードライブラリーでは︑

︵注︶昨年わが圏はENEAに︵伊︶の岡ライブラリー事務周には

ることとなった︒

各氏から聡糞機コ⁝ドの供出を受

多／≠／多／影

ピス二業本部覇一〇六一

申込七月十五日までに原流サー

あるQ

けてこれを海布し︑コ⁝ド開発の

ナーと見学の会

東海原子力セミ

原産資料整︑原濠飛子計算機墜︑

理化︑経済効果などの聞題点串煮

発・技術省の餐成︑工程蟹理の合

関白原子力懇談会︑中郡原子力懇
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⁝

律縞目放射線利用関

⁝係者の立揚から条を追って懇

五％を達成したσ照射済燃潴の最

＝隔＝ニ＝＝瓢＝一＝牌＝二一＝2＝一＝＝＝齢二＝＝芦＝旧二：冊＝＝＝扁＝＝＝一騰瓢＝謄＝一一＝＝＝一一開一営一鼎＝＝嘗：＝

能も研究︑製造︑サービスなどと

1騨

分野ではアボソト社に次いで第二

米ウラン鉱夫の被

備としてとっておく予斌である︒

所では︑閉鎖後装カ月面は予備設

ンヌ国立研究所にあるが︑岡研究

う︒この炉はイリノイ州のアルゴ

︒ノースウエスト研究所が行な

位にランクされており︑メドトー

られた︒

の西方九マイルのところにある︒

ドの町に位置し︑ブリノジトン欝

最近アメリカで問題になってい

曝規制案に修正案
米AECのEBW

る︑ウラン鉱央の放射線被曝に聞

して︑五月にW・ビルツ労働是官
米AECの沸騰水型実験炉︵E

R︑十一年目に閉鎖

こしていたが︑このほとビルツ長

月をもって閉鎖された︒AECは されるというので大論争を巻き越

BWR︶は︑十一年にわたって運の発車した被曝規舗案は︑もしこ

官は規舗案に次のような修正を加

になっている︒招謂されている霊

この炉を便ってプルトニウム・リ

の地下ウラン坊が閉鎖を心機なく

力発電所でアトランティソク︒シ

サイクルの実験を行なってきた

れが強行実癒されると︑ほとんと

ティー︒エレクトリノク社と協同

冠の運転費を節約するため︑六

している会社は含んでいるQベイ

転を統けてきたが︑郊聞困十四万

九七二年秋に運開予定のベイサイ

チ．ボトム及びバーリントン原子

ド発蹴所の三子炉とタービン発電

えた︒

予足をたてることはできず︑AE Cとの契胸には︑親会社による保

が︑これも予定よりも二年旧く

大きく増加したのは︑国民が勤

このように︑工業生産撒が︑

を呼んでいるが︑そうしたなか

技術の再検討だといろいろ論畿

業の体質照照た︑あるいは販尭

近︑国里間の技術環境がきびし

はげしさを増してくると︑それ

れないが︑国際闘の技術競争に

の淫欲も筒まってきた︒いまこ

りも錘体化しつつあるし︑民間

⁝

⁝

⁝

てくるたろうQそれに加えて最 プロジ鵬クト開発の研究体制作 ⁝

たけでは立ち打ちできなくなっ

そ衆知を集めて科学技術振興に

⁝

本りより﹁ひろは﹂欄を次の方

がたハ執筆順︶に交代で容秘して

加藤博見︵かとうひろみ︶氏

いたたくことになりました︒

閃西電

力株式会

．曜浄・製繭難

＋五年＋

二︑この制振には︑享徳的な強制

︒OWLという数慾を受け入れる︒

一月一田からとし︑それ豪でに︸

う制限竜笑施するのは︸九六九年

KWでプルトニウムの燃焼度二・ 三WL︵ワーキング・レベル︶とい

の改良および市立で藍殺褒草懸受

村野賢哉︵むらのけんや︶氏

く︒工学博士︒五十九歳︒

三︑この鰯限が遡用されるのは︑

NHK力を持たせないQ

坑夫の側から訴えがあった騰合の

理工学都電気工学科革︒欧米にお

科鋭産業那長︒昭和二十一年畢大

のいくものではないとしている︒

か響くはなっているが︑また渦足

は︑改訂薗のものよりは︑いくら

リフィールド議員やプライス議員

これに対し︑JCAE委員のホ

みとする︒

ける原子力︑写宙隔発などの取材

．

フランスとスペインで共同建設

敷地掘削で合意書

ノ輝婁

四＋八万KW︶の敷地掘削に必要

するハンデロス発電所︵電気出力

祉崩社長

︑齢

鉄株式会

＼誓璽︑

パンデロス発電所

を主として︑海外出張数回に及

︑藁

正夫︵ゆがわ漢さお︶幾

嶽

伽

ジニアは︑フランスの三郷企業達

淺川

︸月山任︶︑電気三業連一会原子 ぶ︒四＋五歳︒

力闘発対策会畿一二長︑馬力炉關

発臨時推進本鄙委員︑昭和瓢一年京

大工学部電気工学科卒︒六⊥工こ歳︒

英二︵むねかたえいじ︶氏

ミング鉄鎌員︑金属学会副会長︑

月就任︶︒日本学術会議会員︑デ

る︒この炉は︑ガス黒鉛型の天然

合体の一つであるSOCIAであ

の間で調印された︒このプロジェ

鉄鋼協会会長箸を肝任︒輸出表

な禽慧占が︑二国の離業グループ

︵気重三

喬理旗

彰︑監綬褒蔦︑製鉄功労賞零を受

︵昭和三

＋七年四

く︒大正十万年集大工学郡冶金学

宗像

日本原

月就任︶︑隔崎研究所⁝長︑昭和六年

科革︒六十三歳︒

終りごろの予定Q

ウラン炉で︑臨界は﹁九七N隼の

クトの突契約アーキテクト・エン

乗大工学部応用化学科卒︑元旭化

＋七薙五

成工犠常務︑ベンベルグ工難技術

子力研究

｡までの規制案にあったO・

サイド毒筆所の敷地はストウ・ク

勉で︑しかも握界の新技術をよ

で︑戴近︑贈主技術開発の壕要

くなり︑従来のように︑技術料

⁝

終了した︒霊BWRは熱出力七万

機をゼネラル︒エレクトリノク

Cにペースを合わせているQ原型 舐条狼が倉議れている︒
放射線顯射された食肉は︑冷蔵

期間に商業規模︵慾気出力百万K て︑A封Cの資金援助に曲るとこ 庫なしで数カ月からほとんど一年

で︑最終的には︑他の眠力会祉の

︵GE︶社に発注した︒規模は電リークがデラウェア湾に注ぐ河口
龍上︑昧寛上ほとんど変化しない

気出力で五＋万i璽ハ万五千KWのユユージャージー州のベイサイ
相手を追いかける立場にあるが︑

⁝

⁝

く消化して技術水準の高揚につ

性を強調されたしたのは︑けた

を払ったたけでは外国技術の導

磐・

茄藤博見︶
篇＝コ旧＝＝幽一＝一＝＝一二一隔＝雪二脚＝一二一二＝ニ＝一二﹁瓢コ＝＝哺＝一＝＝＝＝一一二二一コ＝一＝＝＝一二＝＝＝篇＝＝需＝■一＝＝＝＝＝：一二＝一一＝幽耳＝＝一二冊＝＝＝写＝一纈＝轄鼎一＝︸＝＝＝コ圏ζ＝＝＝一一隔一コ＝騨﹁

ひろば執筆者・

W︶の炉が建設できるが︑これは ろが大きい︒問社は︑Aワの処競争 位貯蔵することができ︑しかも衛

B＆W社は一九七八隼−八○年の炉についても︑他の会社に比べ

の技術的基盤を確立し︑一九七六

力会社の中には︑少なくともピ⁝

・参加貝合によって決定されること

ビスなる新しいセクションも設け

終的な科学的評価はパシフィソク

同製薬会赴が受け持っていた放

たメドト：ブ︒カストマー・サー

射性医薬品に関する販売謝画の機

共に新しい部に移される予定Q豪

のほど放射性医薬贔部を諭しく設

プという名で販売している︒

定︒スクイプ社は放射性医薬品の

ル・ニューメロフ博士がなる予

性薬品剛係に取り艦んできにパウ

には︑スクイブ社で十七隼闘放射

局︵FDA︶の許可が得られれる︒

今展の計画では︑ハム︑チキン︑

生物学と医療

処理される予足で︑食口㎜衛生管理

種類の肉がパイ潮ットプラントで

ットプラント

食肉貯蔵パイロ

ウラン鉱山の放射線測定81測器
の技術開発が︑さっぱり進捗して

AECが契約会社を発衷 は︑一般のマーケノトでも市販さ
米転子力委員会︵AEC︶は六

放射性医薬
品部を新設
米スクイブ製漿会社
アメリカのスクイブ＆サンズ社

けた︒この放粥性医薬品路の部長

の子
会ー
社スクイブ寡占会祉は︑こ
IRRADOCOはアイソ
ト

CO︶を選んだと発表した︒

イテソドフード祉︵IRRADO

第一の契約会社としてイラディエ

協力して︑設副︑建設︑運転する

貯戯パイロソトプラントを政府と

月十三臼︑放射線照射による食肉

いないと指摘し︑AECはこの毬
の仕堺のため︑何らかの追加費血
が必要なら︑要求を出すようにと
勧めている︒

B＆W社が援助要請
といっているQ康加一九八○奪代

冷却高速炉開発で電力会社に
アメリカのハブコノク凸ウィル

マーチン・マリエソタ社︑ユ一風

プス社︑アレン・プ瓜ダクツ社︑

調査を始めて36り︑今夏の終りご 社︶の四社が共同戯資して設立し

繋
同パイ嶽ノト・プラントを建設す

ベイサイド発電所用

アメリカのアトランティソク・

炉をGE社に発注

B＆W社はすでに原型姫の設謝 ーヤル社︵前のU・S・ラバ⁝

りかかれるたろうという︒

コノクス︵B＆W︶仕は︑ナトリ の後半には︑髄ゲイン増殖炉にと
ウム冷却の高速増殖炉の開発につ

き︑電力会社の蟹金的援助を求め
ている︒同祉の訓劇はゼネラル・

︵ナトリウム︶︑アトミクス・イ W増殖炉の設謝調査も近く始め

るという提案を行なっているQ同
一九六七隼から原型

る︒同社は

︑

ンターナショナル︵ナトリウム︶︑

祉はAECの指定する最低隼闘処
理能力西万㌧のプラントについて

炉建設溢手の一九七二無までに︑
この増殖炉副画に一千万がの出費

ゼネラル・アトミクス︵ガス︶の

各社に続き︑民間会社では五こ

で︑ここ二年以内に運転を開始し

十祉と競争した結果選ばれたもの
岡社は致金的な余裕のなさもあ

を要すると纏えているQ

好評発売中

覆

となっている︒

するよう勧曝している︒この話劇

プラウシェア

年までに聡気出力三十万−五十万

口である︒計幽の闘橡は⁝九七二
JCAEは︑核爆発テストをは

覇鑑11臨ll匹雪1匡1騙曜8濫己「ll犀【1匹1コ1蓼匡監覇匡監1匹1鵬匹巳監

隼にそれを運用することである◎

KWの原型炉に遭手するについて って︑A泡Cの計畷の先を越したようというもの︒但し岡祉とAE シティ；︒エレクトリノク社は一

［

霧
義

趣常賢

に行なわれる傾岡に皇嗣してい

炉やエネルギー変換技術の開発費

寧窟用及び地上用の小焼模原子

められた︒

る︒JCAEは深た︑大二上桀薦に関しては︑変艶なく寒国通り鋸
発電瞬の長期にわたる信叡性の必
要を強重しており︑AEC︑電力会
祉及び八議電力委員会が寒烏で︑

ら醤四十万がを削り︑他から削っ

たもので︑下請会社二社と共に︑
箏故による地域的な霞力不足が起 に関しては︑JCAEは大編の変 激Nトリノク︵ナトリウム・ ろには︑炉型を潔び︑概愈設訓を
蒸気︶︑ウエスチングハウス社 開港する予矩である︒また酉万K ペンシルバユア州アレンタウンに
更を加えた︒SNへP18計麹水か
こらぬよう確保する方鍛をたてよ

の耳環に耐えるエンジンの塾腱と

することができるかどうかを決定

Nには六千万Kwに
捌も増えている︒これに伴い︑一

ユーラトム内の原子力発電容量
欧州原子力共岡体︵ユーラト
九八○年康でには︑上狛団的の

を出したが︑その中で︑一九八O

⁝

＝＝鼎圏≡＝コ＝＝＝ニ二日＝幽≡＝＝一二＝曽＝二二＝冊＝冊≡︸＝＝＝F＝榊＝＝＝＝＝＝＝＝柵；：≡﹃＝＝一二≡一≡＝＝＝＝＝扁＝＝＝補＝一＝二榊＝＝口＝＝＝＝隔＝置＝＝川開；＝一＝＝一＝凹＝三＝需噌＝二三＝≡二一⁝＝︻謄≡冊一＝＝＝＝＝r

引条件をきびしくし︑技術掻差

本の産菜技術は︑これ謹での改⁝

からくる議了の覆利駒を論持し

もったワールド︒エンタープラ

もちろん︑書本にも立派な狡

褒型技術から一歩進んだ自虫独⁝

自由化ですぐれた科学技徳を
本の工業水準は

イズが︑やがて臣大な資本を背

術を輸出し成功している例は少

⁝

こんにち︑臼

殴界のトノブ・

景に日本市揚をねらって侵入

なくないが︑しかし一般的にみ

⁝

ことにあると思う︒

クラスにある︒

してくるたろう︒本土で田本の

ると︑これ豪での技術は輸入技

飼型技術へと脱皮する必要牲が

的な農主溝技術の開発力をもつ

圧倒的な地歩を

企業が︑外国企業と対等の条件

術を改良し発展させた︑いわゆ

痛感される︒それには外国にく

⁝

占める造船をはじめ︑鉄鋼︑化

のもとで対決する新局面を迎え

ことは面定できないと思う︒こ

ることになるわけだQだから世 る改鎚型技術が軸になっている

ていこうとする態度が強まって

繊︑電力︑セメント︑自動車な

間では︑こうした外国資本の攻

らべて極めて少ないといわれて

︑縦樋総溺否⁝

の三位以内にあり︑アメリカで

ど︑いずれも生産量は自由嵐界

巳＝

ウラン濃縮工揚の建 多分低ゲイン増微炉になるたろう

増額し︑こ れ を 新 兵 器 の 試 験 ・ 闘
とユーラトム三日会は

卑のユーラトム内の原子力発電容

岡位体分離能力は手一杯になって

年までに︑現在の主旨空義圃家の

により︑ユーラトムは︑﹂九八O

設が必要

発にあてることにしている︒

鰍を六千万KWと見稜もってい 主張している︒ここ数蜜月の調査

．慧

5CAEは︑咋奪と厨じよう に
る︒これは昨無の予想に比へて五

原子炉撃発

大容鮭の

へECの追求に乏し千∬葭万が ム︶は︑六月＋六日十圓閣の無報

兵器

嶽本費を豪わせと勧告している︒

するプロジ ェ ク ト に 運 営 費 な い し

なっている 鉱 山 の 放 射 線 防 護 に 閃

原料物質の 狽 国 か ら ︑ 澱 近 悶 題 に

いっている︒まんJC︑Eは︑核

額の埋め合 わ せ ば で き る 壊 す た と

資金をやり 繰 り す れ は 十 分 こ の 減

A皿では核原料物質の願固の中で 逸VA翻−炉が︑重嬰な解照飛行 ン開発に当てることとしている︒

五万がを五十万が減毒した︒JC 原子力ロケソト議幽では︑NE た分も合わせて一二酉万がを熱イオ

につきAHCが蟄逸していた七十と勧告している︒

探鉱援助の 中 で ︑ 資 線 調 査 計 画

罪代糾物質

この勧告麟 の 霊 な 内 見 は 次 の 磁 り

は千万魯万がもの増頷があった︒

多少削られて い る が ︑ 兵 器 化 麗 に

ている︒平 和 利 用 副 幽 に つ い て は

の潮からくらべて︑幾分多くなっ

発電所の原子力への移行が大規襖 するため より徹底的な解析 を
JCAEで勧告しκ搬は︑開 講

万三千談が

度の予算として︑二十五鯨三百七万六干誘を罷めるよう勧告した︒このうち二十一億六千四百八十四

六月二十日アメリカの上下両院原子藩邸同委黄会︵JCA巳︶は原子力襲凪会︵AεC︶の一九六八年

兵器生産は千五百万ドルの増額へ

総額 二 十 五 億 ド ル

6

騰蟄

しまうと考えるに至ったわけであ
る︒

六ギ万KWの内訳は︑ドイツニ
千薫田万KW︑フランス千七酉刀

KW︑イ タ リ ア 千 二 藷 万 K W ︑ ベ

れまではそれでよかったかもし

⁝

勢にそなえて酷業再編成た︑企

いる研究費の増加︑それから研

⁝

すらそのずば抜けた上昇力に警

戒するほど︑醸購の工業水雌
は︑世界の手ごわい競争相手に

究規模の払大︑共同研究の擢進

とめてまたからだといえようQ

し当然のことであると慰う︒自

全力をつくすべきときであると

技術発展への道

しかしこれからはどうたろうQ

磁化に強くなるには経済力の強

入がむずかしくなってきてい

なっている︒

懸案の資本臨由化も︑いよいよ

化もさることながら︑そのキメ

る︒技術交換た︑経営参加だ︑

織韓繍繍

間近に追ってきたし︑邑界の技

手となるのは何といっても技

あるいは製品の販売制隈だと取

力︑菱餅︑脱霧術など董⁝

術水準も一層の筒度化が予想さ

術︑つ翻り纒秀な︑しかも撃剣
＝塞＝一曇＝髄＝一＝＝＝一一二＝

…、

設

力

原
磯
澄︑

・き細

ひ醗
れる︒

●

ルギー四酉万KW︑オランダニ穏
万KWとな︐ている︒
ユーラトムは︑今後も大容量濃
総施設についての技術的︑贅金的
主題をいかに解決するかにつき検
討を続けると護っているQ豪た︑

只言胸方法としヂは︑フランス
のピユールラノトの拡散欝欝かあ
るいはイギリスのカーペンハース

スが共圃帯揚に加盟できればの詔

トの工揚︵勿論それ荻でにイギリ

abeS懇

▼

だが︶を拡張するのが一番葛能盤
があろうと考えている︒

・．酬㌫1

艦

鬼

鰯

ピエールラットのガス拡轍工場

撫1

掘

糠長話︑

寒離

濁騨縛網鯉麟

エ…

塾
80

外
短
信

鑛素

鍮

礁

11鵬1監摩鵬【脂1輻111翻1匹【1監引1匹曜1匹臨1鵬匹鵬1監1鑑監「匡i1匡匡艦「ll「
酢「幽「匡「卍「，II匡睾Ill「1Il11蔭匹11圏1「匹1匹覇1匡51「圏「1睾1翼1睾II鵬艦1監翻蓼ll撃臨1「【11■【11匡111匡蓼顎摩覇11匡18覇1匹91｝1摩1匹1「1睾匹11監iじ匹置匡111

昭和42年目7月5日

新
産

子
第三種郵便物

第392号
（3）

瓢
艮

総額約三 億 一
千万円︵咋年同額︶

僚子三局

新規研究は四

ウ素の閤題に盤点をおいた研究を

淡の論題が多い︒ここでは右機ヨ

る墓礎無料を得るQ

し︑同中間熟交換羅の設計に関す

ていないので︑単急に研究に癬手

千円︒

究h蔽核予防会︑二街六十一万五

麗埃沈癬状態解明に関する齪験研

ウム被覆讐の爽用化に役立てる︒

▽簿肉燃料後獲麟端栓の抵抗溶

接法に関する試験研究睡盲河電気

⑪放射線ラジカル情合速度の線

抵抗溶接法による薄肉燃料破獲

行ない︑安全解析上必要な資料を
▽放射性廃葉物海洋放田に関す

鷺率依存性に対する齪素の影鼎に

の検討を行ない︑設計に必要な墨

る模擬拶故実験を虫とした安全性

二多二一

多多〜ノ︐二︐︐

ンブリー製作に晒する試験研究

古河電気工業︑四蕾ニヤニ万円︒

グリノド・アセンブリーをジル

カロイで製作する掲命の諸条件を

▽ジルカロイ那樗の加工に関す

る試験研究1一住友湿気工業︑四薫

八十八万二千円︒

ジル三三イとジルカロイおよび

馬
韮 術開発の尖兵
⁝アメリカ⁝

一貫したコンサルタント

ない︑制御瞳駆動哀躍︑燃料慶換

む野囲気巾において作動猷験を行

︵スペイン︶︑ドンなど六︒その

エンジニアリング︑設計なども

他中止となったがFAR廻丁の

手がけた︒

コンサルタントとは原子力の

なお世話にも応じます︑という

揺騰から星揚︵？︶謹で︑どん

︵FY︶

器Obσ鄭ω財

qQ幻嵩労撒餌昌O短冊壱OO℃

⑩心一同のqω︾

子力発鷺所工購︼

︻写翼はインドのタラプ；ル原

09難聴

ｯ①⑩び

本社所在地は

を燃する︒

イギリスなど海外に九つの支店

米国に五つの支庸とカナダ︑

のが現実のようた︒

まる︒叫九五五卑︑PG茂Eな算コードーNUFUEL⁝を作

ど聡夏霞祉と共にNPGを結成成︑原子姫運転中︑燃料サイク

ル各段階における燃料の叢逝管

では胸九一二％が線子力産業五グル

究蚕誌費では約丘○％︑同補助金

憲た誕辰度の除子力平憩利用研

委託蟹と補助金

五αに約六⁝％

光体を開発する︒

即知できるフィルムおよび立体感

線鮎分布を色の変化で表添し︑

11大阪胴︑酉一一一十九刀九千円

ド・グラフィーに関す．匁試験緋究

▽カラー・ラシオゲラフィール

燃料の開発に役立てる︒

の関係を検討し︑今後の動力炉用

炭化ウラン燃料の組成と軋能と

工業︑二爾五十六万二千円

関する熱礎陶試験研究11住皮電気

▽炭化ウラン燃料の性能評舗に

燃料の製造技術を碓立する︒

造研究を行ない︑寿命の長い擾状

粉宋冶金払による板状燃料の製

二酉六十七万二千円

関する試験研究翻古河電気工業︑

▽板状燃料の粉末冶金製鷺法に

甕料を得る︒

作し︑聡気および熱設譜に必裟な

られる平板型議暮電磁ホンプを試

電磁ポンプのなかで窟望と考え

千円

11棄京芝浦電気︑二酉八十四刀八

認導殿磁ポンプに関する試験研究

▽液体金属ナトリウム用平板蟹

役立てる︒

醒際などの諾否製造技術の確立に

ない︑ジルカロイ那桝の製造技術

▽液体金属ナトリウム冷却型高

の確立に役立てる︒

遠炉制酬捧駆勤控躍︑燃料交換装

置の機構部品に関する試験研究艮

券台屋

粥炉︶︑チョーク・リバー︑パ

ロ︑デ置ク・パワー︵一︑二

ァリングーーハラム︑モンティセ

で︒

る︒務臆希望蓋は︑漂雌企圃墜法

学︑放射線化学に漏して行なわれ

スペクトロメトリ：︑③放射化

議論は①核物理②中性子回折と

イツに続いて今度が第π鳳︒

マニラ︑ボンベイ︑ルーカス・ハ

を対象としており︑バンコノク︑

および穐東の陰子力旛設の孫学帽

で開催される︒これは東南アジア

二十四日まで水戸文化センター

贋聯閂家物識﹂が十月十九日より

工AEAま催による﹁研究炉利

十月十九日より水戸て

利用専門家会議

一AEAの研究炉

大学︑地方公郷団休である︒

なお︑残る三九飯70余は学協会︑

干上濠わっている︒

なるが︑これは最近三一四年を為

この二つを合わせると約六一％と

▽建設11EBR−1▽エンジニ ープ構成会社に交付されている︒

イント三︑四号炉︑タラプール

イント・ビーチ︑ターキイ・ポ

トリウム液中ま把はその霊気淋偲含

部描について︑高温の液体金属ナ

なとの斑動七分に川いられる機一

制三日駆動二重︑燃料交換装躍

罠士当機製造︑九三八万七千円︒

⑳⑧

▽ジルカロイ・グリノド・アセ

立てる︒

工業︑二薔五十万七千円︒

原子

管端栓の溶接条件について検討し

被覆材料との反応性に関する試験

礎資料を選る︒

ーー

ウムへの製造技術を開発︑バナジ

二

の選定・手配︑経済性報告癒︑

形の遺定・設計はもちろん︑燃料

ハザードレポートなど︑一切禽

横瀕・米子に凱通

得る︒

る生物学陶化学的試験研究

関する試験研究薩大阪府︑二衝五

研究ほ三鍵金属鉱業︑五菖八十四

￠多一幅

現在問祉は十億がにのぼるB

従業員は約一万人︒

ART酎画ーサンフランシスコ
一暢の聖・海・地上・地下唄切
の交通網を整備する計選一のほ

アルプス繊腰送独籔など︑軒並

を完成したのちの都分的なコン

財の面倒をみるほか︑予輪設計

か︑コロンビア河水力発電所︑

る︒

み億が単位の工頂を抱えてい

サルタントにも応ずる︒

商品美

とくに燃料管理には独自の計 キスタン▽予備農謝睦ゾリタ
四六年︑EBR11の蓮設に始

同祉の王子力への進出は一九

東京・大阪・京都・弐

▽液体金属ナトリウム幽趣熱交
力安全研究協会︑七蕾九万五口千

換羅に関する試験研究uヨ菱原子

淋肉燃料棒の製造技術の確立に役

円︒

利用に関する試験研究11大阪府︑

⑪ペルス状放射線の門川鯵よぴ

十四万二千円︒

力工業︑一千九衙三十四万七千
海産魚介類への放射性核種の濃
縮率を実験酌に究明すると共に︑

園の鶴亀炉開発プロジェクトの

円︒

⑬生体等価熱蛍光野鴨議に関す

二百九十万七千円Q

る試験研究11松下鵠器産業︑九衝

化学陶挙動を解明し︑さらに迅速

一環として建設が予習されている 闘題となる核毬の海水中における

かつ簡易な分析法を確立するため

笑転炉には金属ナトリウム巾腿熱
交換雛を必要とするが︑これに関

▽改褒型ガス冷却炉の安全性に

検討し︑その製造技術の確立に役

関する試験研究U脳士咄機製造︑

新規交付は十件五

四丁二万三千円︒

⑦高欝度安定化編炭化ウラン燃

立てる︒

料の製迩および炉外評価に関する

八頁五ナ九万九千円︒

安全上の閲題点である炉心の耐

万七千円︒

▽金属バナジウムの製造に関す

七万二千円︒

る試験研究艮諸本碍子︑八頂四十

⑨軽水炉滞燃料集合体の嵩掘鶴

関する賦験研究到佐友電気工業︑

ノ多二一

原子力にお
けるベクテル

酸化バナジウムから金壷バナジ

び沸腕水ループによる流水突袖に

七百三十一万円

二多ノノー

⑩放射腺利罵による体内臓器の
玉

⑲

買ﾓ結︑饗の

に大きな役割

齋技術の開発

磁覆 離

を果している︒

ベクテル︒コーポレーシ謹ン
は一八九八年︑ステファン・D

立し︑各産業界プラントの設計

・ベクテルが建築頓挫として設

二r

⑧U︵N︑C︶系核燃料物螢と震的検討および原子炉モデルによ 異種金属との縮合技術の開発を行

六十九万二千円︒

試験研究腱一二菱原子乱刀工業︑論ハ衝

養鶏五干万円︶補助

の星礎資料を得る︒

応の圏標としているが︑

円︒

する試験研究は従来何も行なわれ

．研究補助金⁝
①制鶴板箸価反手度のパルス法
による測定および解析に関する誠

験研究d鰹本原子力堺業︑二胃五
＋九万八千円︒

②臨界未満度実験装置によるバ
⁝ナブルポイズンの反応蔑効果に
関する試験研究一−︑⁝隠匿原子力工

加工技術に関する試験研究闘三菱

重工業︑一千一穫四十八万六千

日本碍

④燃料被覆管用ベリリウム合金

円︒

の開発に関する試験研究
子︑八号六十八万︸千円︒

⑤ジルカロイ歯肉燃料被覆管の
製造および藷性質改轡に関する試

万二千円︒

験研究u神戸製鋼萌︑一千九十︼

⑥加圧水炉用改良型燃料集合体
の製遣に関する試験研究11三後涼
子力工業︑一千七百六十九万藁千

の秋を

・工箏によって発展してきた︒

現社長スチーブ．D︒ベクテル

は三代圏で︑前雲気S・D・ベ
クテルが会長︒とくに戦後の発
展は目ざ嘉しく︑遍去十年間で

企業規僕は二傍になった︒昨隼

の売上轟は約油化が程撹と拙定 内外十二の原子力発蹴プラント

手がけてきた︒またアイダホや

総計艦気出力六落万KW以上を 理について解箸を与える︒
中の第一位︒受注の五〇％が海

NFSなどの再築理工揚の設計アリング︑建設を行なったもの

▽主契約者となってエンジニ
外からであり︑日本でも現在帝

建設︑海水脱塩︑海中・人工島

▽エンジニアリングおよび建設

ポイント︑フンボルト・ペイ︑

薩ドレスデン︑パレサデス︑ポ

ビーチボトム︑サン︒オノフレ

コンサルタントとしてのベク

のプラント設澱の研究など新技

テル社は︑主意覇者となって炉

術の撃発に余裕がない︒

るということは︑岡社への信頓

舗負っている︒ごれら内外を含

度を現わしているといえよう︒

め九五％がターンキイ契約であ

1ーバレシトス︑ビノグ︒ロソク

国石油︑日本昏眠のプラントを

され︑米国の建築会社約四百祉

お買物の楽しさを
麗上げる

斗技庁

敬辮高速炉︑海洋調査に重点
科学技術庁原峯力局は六月三十日︑昭和四十二隼度の厭子力平諏利絹研究婁話盟および同補助金交付の讐査結果を発表し︑七月一
日から交付を始めた︒うち雲門費は三十六件の串蔀に対して十七件一環六千五焉万円︑補助金は三十七件の出挙に対して二十三伴一

警秀円で︑総国璽秀勢円か交讐れる︒これは崔度高額であるが︑盆懸とくに交伺籔姦らし研究の充実と
縢点陶な維進が図られ陀︒内答附には︑婁託費で今週度新規に交付される﹁放射性廃棄物の海洋放出に関する生物学的化学的試験研
究﹂︵嶽子力安全研究協会︶︑﹁液体金属ナトリウム巾閥熱交換器に関する試験研究﹂︵一二菱原子力工業︶︑補助金で﹁金属バナジ
ウムの製造に関する誠験研究﹂︵臼本碍子︶などが︑原子力発餓開発と水巌業との関係あるいは高速増殖炉開発の一環として注臣さ

発生器に関する試験研究睡日本造

れるが︑豪た﹁改良型ガス冷却炉︵AGR︶の安金性に関する試験硝究﹂︵窟士蹴機製造︶に対し捕鋤金が交付されるのも日日される︒
欝設副法に闘する試験翻靴ぜ日本

件︑約六千万円

畷和四十 工 無 調 の 掠 子 力 平 和 朋
船研究協会︑一千六欝九十七万円︒

に関する試験研究釧日本槻械学

▽軽水型動力弼における狗機ヨ

③原子炉用圧力容露の特殊調質

業︑一千三万八千円︒

び安全上必要な実価試験のつち︑

使用済燃料輸送凶器の事故およ

会︑一千六葡五十五刀円Q

動に関する試験研究脛近畿大学︑

の安金設謝星準の作成および安全

壌故時の試験を行ない︑キャスク

崩壊瀬瀬螢に関する平常時および

⑪重汚染区域内作業用加序型防

ウ素の生成機構に関する試験研究

主部に必嚢な資料を得る︒

⑪透過型ベータ線際み計の蜜全

劉原子力安全研究協会︑一千五瀟

全研究協会︑二穏七十六万工千円︒

護服に関する試験研究雁原子力安

百九十万乃三千円︒

⑩沿岸における出頬性物質の挙

▽使用済燃料輸送容器の熱除去

円︒

機械学会︑一千四悟四十一万二千

する試験研究陛荏原製作所︑二酉

⑨放射性スラノジの圃形化に関

出村の試験研究融阿︑受謁者︑金

大学︑酉六十四万二千円︒

プラーに関する試験研究ほ単稲田

い施設に46ける個人用ダストサン 五十八万玉千円︒

④核源料および核燃料物質取扱

用研究上謁費および同研究袖助金

額︑ならびに瓢羽黒究の概要は次

のとおりで あ る Q

研究委託選一
⑤原子炉パルス運紙による反応

ｻ作所︑一千﹁薔九十刀円︒

展肇故現象に関する試験研究鰭田

⑥峨水撒雛型発羅用原子炉の解

析詠価に黙する研究鍾川崎癒工
三三工業会︑四百三十四万四千円︒

動力蝉の致金解析を行なうには

万円︒

性に関する試験研究翻日本雛機刮

⑬馬鈴薯︑玉葱および米の化学
的︑生化学的︑微生物学的分野に

おける照射効果に関する試験研號 核分裂生成物の放出率を糖度よく
腱B本放附性因位元素協会︑由ハ唐 推定することが必襲であるが︑核

分裂生成物の挙動については来解

一九六九薙に国除入札を求める謝 員会で提案されるものとみられ

発雌所は含計嘔気出力五十九万K

画を鍵示しているQこれでゾリタ る︒開催鋳期としては一九六九年

唱一調レーレ醐囲㎜凶㎜w一一一燗レー凶㎜一一備囲懸口閉

①原子炉 一 次 冷 男 系 紀 管 の 構 造
設訊棊準に 関 す る 試 験 研 號 三 日 本

②源子琴 曲 力 容 器 胴 鋼 阪 お よ び

綴接協会︑一千六胃十二万一千円︒

その麟接部 の 欠 陥 と 非 破 壊 検 査 鎌
⑦原子力発電謝醐における炉灘

業︑一千四薔六万五千円︒

1順鯛に建設が進められている原躍敦賀発罐所（6月末搬影）

フ
ブ
との対応性 な ら び に そ れ ら の 欠 陥

と燃料サークルに関する研究翻住

が機械的強 度 に お よ ぼ す 影 響 に 関
する試験研究㍑田本溶接協会︑一
友独子力工業︑首三十七万二千円︒

⑧軽水舶用炉心内装貫流式熊気

千百一 万六千田口︒

㊨原子炉 否 羅 お よ び 二 心 系 の 耐
八十五万六千円︒

麟騰馨

フランス︑インド︑ソ連︑イギリ

一九七〇年になる公騨が大きい︒

ス︑米国の七力感で構成されてい

Wになるが︑さらに六十玉万KW
なお現在建設申の同社のゾリタ

るが︑竹園代表のラビ・コロンビ

ゾリタ発電所に四十

五万kW炉を追加

ーは︑ウエスチングハウス社が請

同襲二会はブラジル︑カナダ︑

スペインの電力会祉ユニオン・

負い今秋完成の予窯であったが︑

に増凡る可能性もある︒

エレクトリカ・マドリレナ独は現

年開催にかなり稜極意であるとみ

ア大学教授は︑これら諸国は六九

在建設中のソリタ原子力発哨所

五カ月の遅廷が予定されている︒

第四回ジュネーブ会

ている︒最終決定は園連総会で行

なお︑昨秋バーゼルで開かれた

なわれる︒

第四回ジュネーブ会議目尻連主

議の開催機運高まる

︵PW R ︑ 餓 心 霊 力 十 四 万 K W ︶
に︑電気資力四＋五万KWの原子
炉を追加することを計圃してい
る︒

九六九年十月六日から十一日豪で

ニュークレノクス66の第二臨が一

開かれる予讃なので第四圓ジュネ

催による腺子力平和利用に関する

ている︒この鋤きは主要国が後押

園際会継目の開催の機運が高まっ

ーブ会譲が同年開催されるとなれ

これは咋年のマドリードの羅力

加率はスペイン一であり︑急拠

消費薫が一四％の増加で︑その増

ししているもので︑正式には七月
の謝趨となったものである︒同祉

は株主に対し︑この四十万KWを 八日に開かれる国連の科学心月委 ば︑それに近い時期になろう︒

げ、㎜レ州購凶、w胆

、

レ呂w嚇一

購凶
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喜 プが建設

翻獄難解徽薮馨遜
三菱グル
世界有数の規模と出力
東北大寧が総工費十三億七千ゐ円を投じて昭和三ナ八臼から建設を進めてきた既子ライナノク研究
施設がこのほど網羅︑七月一日午尉十時から︑仙台斎犠沢の漏大学理学郡長男原子核理学研究施設内
で開所弐が挙行された︒式は照隠苑央東京大螺教援ら関係寧胸一二孫届が参列して盛大に行なわれ︑山

雄義〜東北穴学理学那長のあいさつにつづ趣本川弘一繭大学長の式辞︑木村一治施設長の経遍報告が
あり︑文部省腿野審議官︑集大鳳子核研究所綿谷教授︑漏野催台葡長︑棚沢乗鞍大学工学部長から祝
辞が述へられ︑感謝状の贈畢が行なわ耽た︒

開いて︑原子力墾員武藤俊之助象大嶺営教授の記念講演︵源子物理学にもける鐙近の動向︶があり

三艶電機な ど 三 三 旅 子 力 ク ル ー プ

この施設は東北大学を中心に︑

で︑電子加速のほか陽羅子献︑ガ

五方向のビ⁝ム取り出しが可能

種の電被石蕪置を備えて三系統︑

トロンを除いてすへて固体化され

イストロンパルサーは水累サイラ

また放射電流密度が高い︑④クラ

疋午から祝賀会︑映画余が得なわれた︒

が協力して 磁 設 し た も の で ︑ 最 窩
た︑などがうたわれている︒

施設の概要

ビーム五唖KW︑最蕩加速ユネル ンマ線の発生ターケソトも備えら

きる︶装置各耶の特翻としては︑

ギー三田MeV︑加速部六十M川︑れ︑データは蹴子謝算機と働結で
装躍全長蝕 凝 と ︑ 国 内 で は 群 を 抜
▽建駅総甲圏積寒約四︑六〇〇平

汲のクライストロン五本を用いて

いて大きく︑これと同国以上のも 規模の大きざのほか︑①世界二大
のは米スタンフ・ード大学︑仏オ

全ピーク鐵力UMW以上が得られ⁝卜騰・〇五厨▽加速器本体目

方折︑最大しゃへい彫蚤コンクリ

ルセイ研究所なと叡裏るほどしか
る︑②加速犠の単位畏が二耕と艮
ラストロン蜜U︵地上︶幅六層︑

の買上げ︶を蔽んでいるが︑エス

トノクパイル契約︵年間千五薔ゾ

！ブンタイプの原子炉の建設およ

と︑電中研技術研究所では︑プル

トープ静竃除去鼠讃︑⑤謝転借︑⑥

いて︑とくに①立地と放射線安全

び運転に関する技術的な問題につ

に米本国では︑商務省より全米の

関係機器メーカーに案内状が発送原子炉計装機器および補助妓灘︑

カレーション条項については︑労

アメリカ商務省では︑第八回目

本アイソトープ会議と時を興じく

務費と材料費を考慮していると伝

め原子力発電技術研究蜜は︑燐

処理の諸闘題誉研究する︒このた

所の運用︑制懲︑⑤放射性廃艶物

機盟の構造︑運転︑保守︑④発電

姓︑②建設技術︑③原子力発膿用

された模様で︑とくにアイソトー⑦放射線防護装羅︑機器︑⑧廃乗

えられている︒

ープ利用︶生物︑徽生物に対する

▽︵生物学の研究︒アイソト

大のウラン埋蔵瓢︵U308換算

デニソン・マインズ姓は繊界最

中心に調査研究してきたが︑さい

として︑在来の水︑火力発燧技術を

って︑各識力会社から腺子力発電

きん︑原子力発電の実罵化に伴な

憩増し︑原子力発電関連技術の研

所建設に闘する依頓調管︑研究が

究が大きな比盛を占めるにいたっ

力研究部門の強化に乗り出してき

たため︑今爺度からいよいよ原子

なお︑電力莱界の全研究費は年

たものであるQ

聞約三十億円といわれているが︑

電力会社より支出された胞中研の

このうち三分の二の二十億円は九

である霞力業弾の械極的な協力を

仕事でもあり︑ウランのユーザ；

名が葉結して潮途を祝った▽十

力局︑原燃︑原研の精鋭三十余

長代理候補の背頭で乾杯︒原子

結︑積極的に

製

一冤
一
翼
リ

東京都千代田区大手町2〜4

日京で︑東京溜池のUSトレード プ︑放射線に関連する機器の展示物処理用機器︑⑨アイソトープ発
殿機︵陵上川︶⑩放射線化学籔置

電中研が当面の
研究課題を決定

標は︑▽︵原子核・原子力研究︶

大線魚照射・瞬聞照射︑広範な分

ポンド当の＋が以下の底曲世界の

関係費で︑残りのヤ億円は九電力

と魁発が直接使用するものであ

一9Uり疑UQO◎一

る︒

ビル五踏に︑さきほど原燃銀座

分竪というのが誕生した︒W中

身はいわずと知れた動力炉・核

まだ法案が国会審講申とあって

燃料開発箏巣団の設立口口窪︑

候補も偶然来あわせ﹄致団

うの途中たったらしい村田室憂

に迭り込んでいた︵この闘十月か

三愛鉱業をはじめ︑石炭業界の

必要としているのが現状であるQ

年間に二千億円をも穐蝕する大

が顔合わせ▽銀プ

省総禽工塔ルギi調壷会の横村甲

くにウラン資源の確保は歴鍬的な

乗り潟そうというものである︒と

ルパワーによる試験運転を行な

ら約工カ月閥補修嶽検のため炉を

なお︑三菱鉱業では︑現在︑カ

ゃんのように︑流行ばかり追い

かけるわけには行かぬぞと︑一

蹴ぐっと緊張の蘭もち︒

化学を遇じてあらゆる産業に奉仕する

して︑本無十一月十三年夏ら十八

センターにおいて﹁原子力平和利 品口は次のものが予定されてい

放射化学用品︑弧

なお・usトレ

分折機器

も各研究部門の室煤十五人が兼

長颪属の研究叢として︑スタソフ

に開催

薬晶︑⑪放射化学

R一会議と同時期

電力中央研究所技術研究解は本

任︑これに五人の研究員が加わっ

ードセンターは東

て構成されているQ

究室︵窯最︑畑野正技研巖所長︶

バンコノクに設けられており︑集 を設催したが︑このほど鎖国の研

年四月︑新しく原子力発電技術研

京のセンターは胸懸展示面積約八

ルト︑ミラー︑ストノクホルム︑

ソトープ︑放射線冒用機器ならび

以のほかロンドン︑フランクフ

に材料︵医学︑農学利瑠機器を含

①加速器および伺属磁︑②アイ

るQ

臼本療子力産業会識に橋本代山遊

三ゐ平力B法

原子核による羅子線の弾性及び非

野にわたるアイソトープの利用︑

埋蔵難六十九万ゾに対し︑同工は

力を有しているが︑将来一日当り
九千〜一万踏に拡張する話画であ
る︒三農は現庄カナダ政府とのス

石炭業界からも参加

躍中研技術研究所はこれまで憲

任理事を訪れて︑本展示会渕催に
む︶︑③放射線測定器︑④アイソ

弾性散乱︒単色︑連続ガンマ線に

その他︑となっているが︑近い讐

敬は年閻約壬㎜酋誘である︒調製

ヤ五万ナ︶を持ち︑U308の生産

とくに一行は︑臼本側に対し︑
ウラン貸源開発て 大槻︵三菱鉱業︶社長が表明

欝欝騰騨

究課鋤を決定した︒これによる

囲して協力方を要請したが︑すで
リ

は︑共同開発に応じてもいいとの

る︒また田本側の悪心によって

り決める用意があると強調してい

究︶迅速分析法・微瓢分析法の闘

▽︵化学の研究・物性物理の研

究︒原子炉集含体の特性研究︒

射設備︑放射纏化学用フード︑ホ

開翻して製吊を取り出すまでに

考え憂示している︒しかし︑採鉱

中性子田鰻による固体物性の研

投入することになろうとの悪児を

は︑八年闘の期間と多額の資金を

ソトケーブ︑一〇二四︒四〇〇︒
二五六チャンネル波高分栃器︑ベ

究︒

究︑超軟X線による團体一纏の研

よる核反憲粒子の分折︒核数乱に

来︑他の大学に対しても公開貸与

なおこの施旋による露な研究圏

対する聡子線と陽練子線の比較測

が行われる方針であるQ

ランの供給について説明を行なっ

長期契約にはタイミングが重要で

た︒

マインズ社のコスティノク齪祉長

艸丁．場は現在一日当り六千ゾの能

放射アイソトープの核分光学陶研

昨銀十二旦灘井物藤と総代理店

来日したDM社副社長らが

ウラ ン供給で説明

定︒中性子飛行時間分析︒陽電子

示した︒

ータ線ガンマ鯨分析装隈その他︒

発︑ホノトアトム化学の研究︑

盤︑職子線発敬照射設備︑頭直照

域分析電磁﹁石軽羅︑気送管操作

ソツ所長および同村岡館長村は︑

センターの︑リチャード︒カー二

のUSトレード

とを決めた︒

展﹂を差響るζ アメリカ原子力機器展示会

性子飛行時間分析設備11地下金長

延最六〇駁▽天井篤厚M蠕

育＋吾暴

生のための機盟

︵地下︶幅六義︑延長六〇厨▽ク

なく︑とく に ビ ー ム 翫 力 の 大 き さ

栢精渡士二便と高い︑③澱大放

は櫃界でも第一1二位のものであ く ︑ 工 作 精 腰 ± ニ ミ ク ロ ン ︑ 位

射電疵八A︑幸ns︵一億分の

虹﹀中

ホ袋置は 多 く の 物 理 ︑ 化 学 ︑ 住

る︒

一五〇溜トンネル▽総予算翻約十

秒︶と短かいパルス幟か得られ︑

三億七︑OOO万円▽加速袋課1契
1約を縞んだカナダのデニソン・
00万円▽建物私設ほ約六国五︑ ら一行三人がこのほど来日した

ある︒デニソンマインズ廿として

約五億コ口研究装罎薩二懸二︑○

が︑滞在中︑各霞力会廿︑通産省︑

OOO万円︒

雑音の多い世の中︑のんびりし

ひっそりとした幕明けΨとかく

ていては箏が運はぬとあってか

ては︑困内実については発展の兇

の一つとして技術的にもウラン探

込みがないので︑

某月某国︑内輪たけの〃準備作

三菱鉱業の大槻文平社長は︑六

月二十B︑将来の海外ウラン資撫

渠グループ

での︸部翠雲承認が与えられた︒

し︑この問題を同調査会でも取り

午郎会長︑通産省の石炭局長に鮒

石炭再建策〃
開発には石炭業界としても是非参

が利用できるとして︑この方蘭に

鉱開発とよく似た石灰開発の技術

以後同発電所は原子力発電による

月には通産省から＋二万万千KW 加したいとの毬藻を表明し︑通産

が︑臼本側と畢急に畏期契約を取

の安定供給能力には限度がある
慰気贋業連合会などを訪閾し︑ウ

科学技術庁︑日本原子力産業会識︑

主な設備睦散乱聡子線分折装
鐙︑中性子飛行蒔手分折設備︑広

東海囎臨界に

わが国初の撃力を乗京電力の胃内
日本原子力発鷹会社︵鮭艮一本

い︑きらに通薩翁の検益を受けた

各社長は︑さいきん︑海外のウラ

ナダへ石炭調査のため技術者を派

命をもつこの準佛笙︑窓外を流

事業を︑うまく軌道に乗せる便

と挨拶︑武寮議
松珠磯氏︶の南海発電所︵英国コ

鮮麗︶が︑今無四月や八日螺子炉

ン資源開発について話し耀いを行

中心にカi・マギー祉とのカナダ 遣しているほか︑欽鉱石について

上げるように進詳した〇

ールダーホール改鋳型炉設躍︑出

上︑待望の本格的な営業運転を聞

なったが︑現在︑黒鉱金属六祉が
十島初発竃に成功したが︑習四十

原電葉海発電所は︷昨隼十一月

力士ハ刀六千KW︶は︑このほど 聾する方針であるQ
同発電所の検査を完了︑原子炉を
起動していたが六月二十九日午後

将來︑ウランはエネルギーの中心

れるミニスカートの可愛い乎ち

は約八隼朗から南米のチリで開発

一年﹁月︑嘗業運転開始を前に緊 W11の運転卒行なったが五月に聞における共問開発が興行中のとき
かれた凍罐の決鏑役員会ではその

となるものであり︑石炭業界とし

し︑年間五十i六十万ゾの鉄鉱石

急節止技躍の故障や熟交換器の蒸

し約十八億九千万円の料金収入が

販売電力灘四癩六千万KWHに対までやろうというものではないQ を八幡製鉱に納入しているQ
あったことを明らかにしている︒

でもあり︑非鉄業騨を押しのけて

盈のタービンを交互にフルパワー

気漏漉環故が起き︑炉を侮止し
岡発電所は今後︑約一カ月間負

動︑七月から連続運転に入り︑九

た◎しかし六月には原子炉を再起
荷艦断白痴やトリソプ試験などフ

で運転した︒

三時八分臨界に達し︑七月四日二

なおこの炉はすでに合劉六億k

いたもの︒

感電

！難癖璽
を繋止︑最終的な検査を行なって

近くフルパワー運転でテスト

いつの時代にも馨しい三越

！
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繊界の主要な海運國における原子力船開発のすう勢は︑その海運合致化のために︑あるいは船舶
技術革新のため隙子力船の建造を急いでいる︒私たちが住む家を必要とするように︑この原子力船

料の一時貯蔵レ盤行なう貯玉歩が設

港溝駿働などを想漏した原子力

歩︑燃料サ イ ク ル 費 の 低 下 お よ び

﹁方︑今後の隔週炉技術の進

されている︒

乗下船などが行なわれる︒しかし

や物簸の補給︑あるいは乗組員の

係留すへき岸壁があり︑保船補修

ように︑運航休止中の原子力船を

足りる︒そこでは實通の港と岡じ

搭載されるほか︑万︸の衝突事故

大変重い原子炉とその恋蔽設備が

が︑原子力舩にはご存知のように

濠た特別な設備とは雷えない

る︶といわれるものである︒

サービス・サイトとも彫ばれてい

原子力船の定係沿︵母港あるいは

器の実物大模型をおき︑﹁般人に

一︵模擬電子謝算機︶や原子炉機

た︑原子炉技術雀の島国し易い地

域が必要であるQ
そのほか︑万々が一の事故に備
え︑芝葺地からある程度の距離が
あることも必要である︵胸葎メー

す︶し︑原子力船を沖禽へ引き出

トルもあればよいといわれていま
はこれらの三唱以上のものにも耐

ており︑とくに穏要部分について

取りつけられるので︑ζれで港外

は惣油だきの補助ボイラーが必ず

で僚子炉の臓簸中で︵今年末臨界

ールのホバルト・フ訟ルケ造船所

時︑原子炉に華故でもあったらど

では︑原子力船が入港している

発確所よりも︑我々周辺住民にと

この点は陸上で移動しない原子力

によ︶て退避することもできる︒

罠声号を趨工し︑イタリアでは昨

海軍工緻で醸子力識雇航路珊客船

その他︑中共は三卜九年棄津の

に達する予楚︶である︒

うするか︒我々は科学者を信じて

へ出ることも町能たし︑豪た曳船

えられるということ耀あるQ

サバンナ男の定係溢があるガル

る場所であることも必要である︒

すために曳船の雌備が単急にで昂

ペストン市︑オノト・ハーン腎の
いる︒だから原子力紛の腺子炉に

衝突によろ海難など不慮の箏故が

し︑万々が一にも放射線の漏洩や

る︒原子力船も研究開発が実を緬

を醒めるようになるといわれてい

く建設される物鴬所全体の約斗分

ギーと共岡で陸上原型炉の研究開

査検討を進めている︒央困はベル

欧諸国でも大型タンカ⁝などの調

ー︑スエーデン︑デンマークの北

手できる段階にきておりノルウェ

世界の先進国では陸上における

趨った描合はどうするか︒もちろ

の澄係港がその囲の玄関となって

てれへ
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撫設で

常時接近

いよう配慮しながら燃料の勤き
をフ濤ローすることに凋める︒

であっても

ールのコピーをもらい参考とす

取換時の沓察と︑定精運転時の

であろう︒軽水炉の帳合︑白幕

今圓はこれζれの詔録を冤たい

する︒沓緊冨の到讃の際︑まず

多！

！

一〆多多！

の揚禽︑封閣を切って炉の蓋を
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すすめるが︑鶴翼所の入達もし

らく雑談を交わしながら仕禦を
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造のが向を明らかにしている︒

発を進め︑フランスも線子力齢建

び︑原子力商船時代が来れば︑こ

活躍することだろう︒

害を及ぼさないような癬勢が整え
られている︒すなわち原子力船に

んそんな描命にも周辺住民には被

船エンリコ・フェルミ男を建造す

事故など起ろうはずはないと思

ランダでは陵上原型炉の建設に漕

る躊明らかにしている︒また︑オ

っては︑ド仏り蜜全であるといえ 蕉︑今後三−蓋世以内に燃料補給

も︑このような条件の所に設置さ

臓装を行なっているキール造船所

いう事故は起るはずがないQしか 原子力発電所は︑近い将爽︑新し

う︒豪してや原子炉の爆発などと

る︒

れている︒︵別図工照︶

安全論議は無用
原子力委が徹底的に審査
ら取り田された核燃料驚は︑放樹

の燃料交換作業巾でも︑原子炉か

轍を遜さない鉄と鉛で作られた湿

ではここで︑我々が最も心配し
ている原子力船および定係洛の安

ソ連では湶子力砕水船レーニン

全確保はどうなっているのか︑調

なお最後に︑世翼の虫蟄海運国

⁝世界の原子力船開発の動向⁝

嘩までクレーンで移される︒従っ

に入れ紬えられた上︑所建の貯蔵

男を昭和三ナ四年に完成︑ソ連北

田繕︵キ￥スクと呼ばれている︶

原子力委員会は︑原子力般はも

方経済開発のための北海継民商船

べてみよう︒

ちろん定型潜の藩電設も︑三二原

観してみよう︒

における原子力船開発の動向を概

いるほか︑三十九隼にはさらに二

長などに大きな役劇りを果にして

隊の迅懲誘導︑職緯度への航路延

てわれわれには何ら国憲を及ぼす

謹ず米固では︑昭和三十七矩五

ことはない︒

その上騰沼隈の周辺には放射線

子炉等規制法と解ばれている法律

，亀
の
脚，．「

に墓づき︑徹底的な審査を行な
う︒さらにこの審査結果について

ンナ男を竣工させて以来︑実験航

月に貨客船︵現窟は貨物船︶サバ

隻の砕水離建造︵うち一隻は四十

の荷無愁調へる測定所が何日所に

けられているQまた︑どこの国の 海︑欧州諸国篤への親毒訪悶を行

六年に輩成予々︶を明らかにし︑

も配殿され︑三時厳恥な監視が響

なっているQまた最近︑二一三隻

葦た︑捕鯨船隊の燃料補給鮒とし

1く①弓

は︑内閣総理大箆がその安全性を

全かどうかについては何ら心酪す

上州港でもその波罫設︑設備は細

の島迷コンテナー船逢極東航郵に

ての原子力タンカーを設南してい

確認した上許可するのたから︑安

る必要はない︒

心の注懲と鍛尚の技術で建設さ

就航させる計醐を発表しているほ

一轡O弓一①の

版︶

削にも述べたように︑黄麻洛で

れ︑濠た建設されることになって

るとも伝えるれている︒

ノ〆

0︾Oけ困く同一匂Q Oh

は原子力船が動力源として使う新

か︑沿岸警備隊の次期砕水舩や漁

西独では鉱石運搬船オノト・ハ
業局の溢水調査船が原子力疽邉装

一

ーン号か三十九年に進水︑現在キ
〆！！多ノ〆

開りている閥その討近に祷泊し
て︑とまた豪誌了し︑燕た燃料

一二ノ多多一

いる︒たとえは関東大震災程麗の

多多一二ノ多！ノ

翌翌︑詔録の保持︑報佑の提

保障措撮闇度の叩身は︑設説

多多︶〜尺多

地震や債勢灘台風ほどの台風が来

一多

しい核燃料と︑使い古した使用済

ノ ノ

み燃料の交換を行なうことがその

二

蔭を搭醸する刮画をもっている︒
ーノ

私の烹な撮嶺はアメリカとメキ

理下においているが︑そのうち

！多多一多ノ〆多多

襲しても大丈夫なように設謝され
一多

大きな役罰りの一つであるが︑こ
多多一多ノ多多

躁憲懸

臼本の東海村︵近く管理下にお

る︒

燃料のソーン三尊焼麗の謝算︑

指細に関しては謬及するのをさ

﹀〜︵ 多ノ多多⁝〆ノ 多ノ多一多

うことである︒
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口にいえ
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生活を

証券のある

とや査察の内容には︑1AEA

は︑職業査察官の考えているこ

そのときの慧じを

チャンスを持ったことがある︒

技術的事項に関して議論をする

だ豪ユーラトム恥曝官の人達と

よく騒題にのぼるが︑私もたま

最近ユーラトムの査察の謡が

あった︒

たびたびの訪問も楽しいもので

することもなく︑友人ができて

宮も嫌がられたり敬遽されたり

ることとなる︒思ったほど査緊

クや烈鎌など謹豪の能率を上げ

ばらくすると膚分達のオフィス
シコであった︒これは十人位の 出︑買被の四つに大別しうる 取換作雪中は︑コンテナーの
ブロフェノショナルの同僚が各が︑十八万KW程殿の発電所に中︑便用漸燃腿貯蔵池︑制糊回 にひまあげて独り認録のチェソ

が鴬通で︑査纂に嶺っては訓蒙

難勲佃巡って作業の邪魔にならな

国を分駕し含ってカントリー・

籍理報告︑運転報告の口答が実

なると︑報告は毎刀提出するの

一九六四年四月からウィーン

いるためである︒

オフィサーと呼ぶ方式をとって

際の施設の運転と合致しているそのため発言所から燃斜番響を

にある国際梅子力機闘の保障嵩

このうちアメリカのヤンキー

置賓察局に動務していたがこの
ほど一二年の圧燭を終え︑帰国し

て癬かされた履獄響には︑海外

やイギリスのブラノドウ轟ル︑ ことを確話する訳である︒大型 所載した燃料取換作業スケジュ
た・1AEA職員となるに際し

かれる晃込︶の

中難癖鄭
であるが︑私は
・シールドに封印をする等によ

アメリカを分握させられたおか実際には︑謙子炉のミノサイル

霧雪醗の数字との比較確躍︑使

雛湿糠黙認懸

隔張が多いかも知れないが健隷

総懸獣
上の理由その他で飛行機の旅行

項臣があったのを憶えている

げで︑軽水型動力炉の運転及び

って燃料の取換のなかったこと

レコーダーチャ
が︑この三無間を振返ってみる

管理の痴話を知ることがでまた

に支障はないか︑という質問の

と︑全くよく出張をしたもので

用済燃料の数のチェソク等を行
なうわけで︑暫通これらの作業

ート箸のレビュー︑熟出力及び

ある︒葺察の実塘︑保障措澱細

を保障し︑杏傑の圓数は減らし
ており︑平均年に三〜四回程贋

のは曜外の引せであった︒蘭引
下魚害として知りえた知識には

困協定の交渉︑会畿出席簿で合

けたいが︑支障のない即座で漂

メリカ諸国等に出かけたQこれ 機糖保持の資任があり︑査察のというのが過張二︑叢年の実体に発恥所で一日ないし二日を要

訊七十数目アメリカ︑ラテンア

一〇〇臼余りに及ぶ︒

は奪聞平均になおすと四圓︑

一多！！ 多

に触れることとしたい︒

子力発電所の保障描躍及び査漿 萱擬の二つに大別できる︒覇者 旨︑奇話者に話してそれらの提
現在IAEAは二十七力国二

〆多多〆

1イー15

足腰の痛み・疲れ目（灘）・便秘

にとっても幾非とも必要なものは母港−定係港である︒今画は︑その原子力船定係港とは何か︑概
観してみよう︒

のか︑特劉の立地条件が必璽なの

地域の繁栄にも一役

原子力船時代の玄関
現在の世 猟 に お け る 海 超 動 向 か

料交譲施設など特別に設計された

けられる︒またこのほか︑この燃

獄子力船の驚係港といっても︑
陸上施設が必要となってくるが︑

かどうかを調べてみょう︒

う勢は意外に早く︑五銀後には⁝こ

館通の港とほとんど変りはない︒

船の輸送コ ヌ ト の 書 算 結 渠 に よ れ
その定量港も原子力船の潜である
に対しても原子炉や関連機盟に露

といえは事

は︑十年後 に は 三 〇 ノ ノ ト の 高 速
が故に︑薄通の翼壁や貨客紛の出

大な損傷を受けないよう︑二璽に

公開するという計画もあるようで

多一

六〇の織子炉施設を保障措置蟹

5ミリ錠の25ミリ錠・50ミ1；錠

新型庸性ビタミン剤

らみて船舶 の 高 連 化 ︑ 大 型 化 の す

○ノノトの 高 速 貨 物 船 が ︑ さ ら に
それを端的に叢現すれば

コンテナー船および五〇万トンの

入りする港とは幾分翼なった施

これらの施設の設けられる揚所が

齢の出入りする潜た

除子力

汰タンカー が 出 現 す る も の と 予 想

今後十年以 内 に は 万 ○ 刀 ト ン の 罠

巨大タンカーにおいて︑在来船と
設︑設備︑灸件が必要となってく

装も行なうためこう呼ばれてい

岡船が挺岸する騨装岸壁︵初期臓

鍍通の船よりも深くなっており︑

いる︒そのため原子力船の吃水は

るため原子力船自体が即くなって

も慧董にも簑全対籔がほどこされ

十分競禽しうると考えられてい
る︒

すなわち︑原子力船は原子動力

核燃料交換装
置などを設置

る︒

それでは︑ こ れ ら の 兇 通 し の も と
に各誌で開発中の原了力船にとっ

て是非とも 必 要 な ﹁ 原 子 ヵ 船 走 係

以上なけれはならないといわれて
いる︒この意味からは︑定係港は

この要求を満たすような場所が最
適とい戸 ハよう︒

また定係譜の立地条件となる他
の大きな蟄囚として︑これは欝通
の貨物船でも同じことだが︑将来
の原子力商船時代に備えて︑海運
貿易のやり易い所︑すなわち後背

の科益が大きい場所でなければ原

地が十分に発達しており︑笑母上

子力船の運航上︑不経済た︒と同

えて︑付近に露華な造船所のある

時に︑原子力船の補修や点検に備

して原子力船の定係港を難設しょ

発一業団が︑第一船の建造と並行

ある︒ここが原子力船センターと

場虜が選はれなくてはならず︑ま

うとしているが︑岡事業団ではこ

して発展するのが楽しみだ︒
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し︑そこに舶用炉用シミュレータ

な憎節勘髭

をその推進力としているため︑核 る︶は︑遡常︑水濃が八メートル

湛﹂とは何か︒どんな設備を持

幅「1

ち︑どんな役割りを果たすのか︒

原子力船セ
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婁

ける原了力の研究︑開発および
利幅全般にわたって︑これに取
り組む呈本的企勢に係る重軍事
原子力行政にたずさわる我々と

項を網羅しているものであり︑

しては︑今後この国常決識の趣

休の協力体制が必螢た︒とりあえ

・9．f︸f零e

．︒ρ監︐9・・．．・薯・t3覧︐ワ監．
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豪た︑当面の侭子力発電の大

力に推冠すへきである︒

力な擢進をはかるため︑原子力

睡塀厨三︻覆 扇﹃鼠﹇一﹇三画亙︻≡一三匝臥一一一三一蘇7臥璽．三＝羅璽警琴

材料科学工学の百論陣典

・jt亀〜し7・f．f亀・含㌔

ヨ︑動力炉開発は︑きわめて

蹄分が在来型炉によるものであ

発は︑その安全性を確保するた

とともに︑施設が適切に酎置さ

め︑内部体制を十分に整鏑する

委員会を浸む各畿灘の権眠︑機

六︑政肘は︑原子力政鎌の強

れよう配慮すべきである︒

四︑政府は︐核燃科サイクル

㌔ρ・

新法

ついて①新法人は職速増触炉の開

れぞれの立揚から︑新法入法案に

︵七月十口伺︶

M・・隅・躍聖1濯・門・1幽1・・譜面・・新刊書誌案内縄・…蹄Ill・1閥躍・・騙・闘M
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﹁︑動力炉および核燃料の開

ロシェクトであるので︑政府

広範な分野にわたる大規摸なプ

よび園産化については︑特没の

は︑エネルギー政策の拍進︑科

て新しい運営方式によって関係

は︑新事業醐がその申核体とし

発ならびに原子力犀栄の樹立

学技術の振翼鱗の見地から園家

ることにかんがみ︑その建設お

的にきわめて亟要な課題であ

されることなく還期にわたり強

万︑動力炉給よぴ核燃料の閲

配慮を払うべきである︒

もってその総ヵを織集しうるよ

るQよって政鰐は︑これを蚤要 各機関の総合的活用をはかり︑
囮策として経済の変動難に左右

う︑特別の配慮を払うへきであ

婬簿漁議

二︑筒速堰殖炉および新型転

力に推追すへ意である︒

換炉の開発は︑長期的かつ磯期

の確立をはかるため︑天然ウラ

をはかるべ憲てある︒

能鮒を再検討し︑抜本的な改鞘

る︒

鱒︑これに必要な資金および入

ンおよび濃縮ウランの確保︑再

的な困簾であるQ従って二尉
材の確保のために強力な施策を

処理施設の建白玄翁愛冠の開発

．．⁝．．尊畢7・・︒．9し事

臼虫陶な開発をはかるべきであ

♪＝号

と述へた︒

と述へた︒

の充実と人材豊成で十分な配慮が

人と挙挙との関係では︑白書研究

続いて大山彰集大教捜が

人に協力したい

今後コンサ乃タントとしてb新法

︑ご︑ぐ︒ζ塾9器．．＝5

講ずるとともに︑つとめてその

利用政策を騒の嚢任のもとに強
㌔・零噸φご曾α・・﹄︒亀♪

る︒

・ζ．・塾9φし塾9し亀夢乳噛︐・監♪t9ζ︒．・＝鯨．ζ︑f︐し．ψ亀︸亀9・二︒ご塾

軽水炉も並行翻発されるためこの

㌧ご︸

し︑その円滑な遂行を期した

副画に全人材を没入することはで

︒零零・亀〜

い︒な諮村継決議の第五項に︑

原子力開発はいまビノ

なおこのほか呈出墨引︵電労

必餐た

連︶︑水船縫昌︵原燃労組︶︑鶴

たものたが︑その運葛では①既存

源の碓傑は圏が総力をあげて欝処

力的な酎分を行なうこと⑪海外資

せる︵外務妾誕官︶川局芳郎︻ひ

原子力局国際協力課長に転任さ

▽科学技術庁辞令︵無刀五日付︶

要望した︒

をもてるよう運饗すること︑なと

すべきた①新法人は労働者が慧欲

か︑澱象は何かを暢に念頭におい

使い︑メーカーは輸出配業として

するというのでなく︑ユーザーが

際︑単に一つの新型動力炉を建設

ておかねはならない︒またこの

こと②来来に洵って︑相手は何 発に主力をおくこと②予算幽で弾

機関の過まの業績を正しく生かす

問題だQ噺払入の設立は時宜を褐 尾昭︵腺研労組︶の各参毎入もそ

国際競争力に打ち勝てるかとうか

の建設を技術導入たけでやっても

グ︒ビスネスに入りっっある︒炉

垣花氏

柔軟な運営にある︒

きない︒図法入成功のカギはその
羅切に酎盟されるよう雌塾すへ

安全姓確保の晃地から︑施設が

しとあるが︑この中には︑一般
的にいって︑施設が過度に集中
しないようにとの趣旨も含まれ
ているものと解しているQ

することもよいだろう︒最初に研
究開発請画を劉定傷することはよ
くない︒チェノク＆レビュ⁝しな
がら進める方が妨果附だ︒

劔木文絹動力炉開発再誕に要
する鳳子力関係技術者は︑さらに

なお各界参考入からの露見馳取

いくのたというぐらいの気迫で進
めてもらいたいQ

計画の前半で衙五†名︑後半で四

種五十名が必要だ︒腺子力婁員会

問

ゆうまんかうんた塗照︸

Codd

W

Dljkhoff／L

風烈

引鉄響いて小冨山鎗四郎氏︵自

旨にそって鋭慧努力したい︒と
くに新広人が行なう島速増殖炉
および新型転換炉の開発は︑長

ず今無の予算は謝上したが︑さら
に長旧事な資金の確保については

とも相談の上︑謝画遂行に聞に禽

後︑大屋︑加藤︑浦戊の各参考人

官房秘瀞課長に配縦換する︵幽

▽
二木霞夫両氏の質疑

は石野久男︑

幽局訓醐課葺︶柚林総懸

︵官房川州認長︶槻井ぬ晴

灘幽局q華調脊冨に醗置換する

新酬転換炉の開発は︑閥達増殖

に答え概襲次のように答弁した︒

炉開発までの中間型として︑あ

︵団子力局綴り†磯鶏発機閃監理

讃幽局﹂醜調長に醗置換する

るいは適適料資源多様化の観点
から必定た︒民間協力け景気の

寝︶則寓御文

変動があっても今後師弟くらい
は政尉の態度が変るない限り大

︵幅出無難︶山野正壁

源子力局線チ力開発機閃猛理官

原γ力過断脅課長に転任さ翻る

に鷺洲配する︵回周調査課長︶牧

丈央た︒田への詩賦は自重のほ

る︒人材磁傑については︑現体

かに新法人運営の．柔軟彊であ

制を十分に組織的に活用する︒

主灘連絡会議

：

村俗∠︒な緯カノコ内は鎌瀬︒

原子鋤力研究会

ワ

なおリスクは企業の負担すへき
ものは当然負担するQ

よた︑このほか︑一本松珠議

全：巻揃予約概価￥90，720

画

部修正 と 付 帯 決 議
莉結入︑十月二日発足へ
・原子力蚤貝艮ね︑採決終了後物
別に発茜を求め︑付滞決畿につい

衆議院の科学技術振翼嚇鎌特駒筆激会︵墾員最矢野絢也氏月公明︶は七月六田︑敵府提出の﹁原子
力塾本法の一鄙改正法案﹂および﹁動力炉・核鄭料開発恥業囲法案﹂の両蜜を摂決︑岡者は原案通

馨るとともに︑核辮料閲発関係の

民︶が四派を代虚し︑同法稟に乱

この付帯決議は︑わが園にお

て要旨次のように述へた︒

した︒な臨御法案は︑七月ゴ田午後開かれた楽議二本ゑ議で町決され︑曇日参議院へ送付された

り︑後者は霞罠︑社会︑民幻︑公明四派の無蓋握嬢により修正の血︑付帯決議をつけ流場一敏で町決

が︑お議院でも七月†四日の本会繭で掬蔽業レ営可決した︒この両法案は︑わが田独自の宣揚で新塑転

換炉および高速増伽炉を開発し︑あわせて核洋料の開発をも行なおうとする顧法人−動力炉・怯燃料
開発纂業団の性格を驚めたもので︑同法人は十刀︸日発足の予走である︒
衆畿院の科技騎は七月六日午面

蒙務についても菰本詐團に従って

揚一致で可決した︒

十時半から開かれ︑﹁原子力蒸敢

する︵第二十一二灸および第二十五

笑胞されなけれはならないものと
する付報決議案︵別軸︶を提案︑

炉・怯燃料開発螺漿団法案﹂の駒
これも満場一致で可決した︒

クトであり︑これに必得な資金

期間にわたる幽期的なプロシェ

帯決議で所儒表明

および人海の確保には十分酎轡

二階堂長官が付

案を三章︑同科技物はこれと︑修

なお︑一一階累進科学妓備嚇衰鶏

⁝︑学界等から大鍵敦踪旺鵬会

とともに︑酷業界︑徳力︑メーカ

長︑加藤樽兄関電副妓長︑瘤成麹

もっと倹討したい︒薪坐転換炉の

わが旧における開発の恵規は︑m

臼立副祉長︑垣花秀武乗工大教授
6参考人十二氏を招き︑鋼法案に

よいものが餌来れは︑これを郵入
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なお衆議院の科字技術振興対策

水田蔵相︑劔木交相が答弁

資金︑入赫確保で努力

正部分を除いた政府源蜜を一括轟

社会︑罵抄︑公明四派の共同修丑

条︶なとの同法鍵に対する自民︑

法の︸部歌正法案﹂および﹁励力

法案を一括して遜題としたっ

冒顕︑矢野委驚怖か両法集に対
する質疑終了亭主告︑曲らに探決
に移った︒

まず︑﹁原子力碁露法の一部改
正払蜜賦を政府原案通り可決︒就
いて﹁動力炉・核燃料開発箏業団
法案﹂の採決に入ったが︑席上︑

石野久男氏︵瓢会︶は︑①新法人
の設立闘的に︑平諏利用に限るこ

特別委員会は七月万日︑水田大

と︑融烹的な開孔を行なうことを

のπ命は鳳子力簑員会の岡恵を必

明肥すること︵第一条︶②理事長

蔵︑琴芝文部の黒氏臨を招き︑
﹁動力炉・核燃繕繍亮事業団法
案﹂に対アる政用の畿勢をたたす

うよう努力するQ

民総力を縞集すへき時である・こ

蕉来卿はもちろん新型勒力炉に冨

協力は政府の姿勢次第み
各鼻参霧人の意姑は概愛次の通

産業界

柔軟な運営期待︵銘鴛︶

㎜対する各界の意兄を聴取した︒と 就技術の島揚にあり︑冊外でより

⁝くに歯茎玉成両氏は〃民聞協力

と述へ︑動力炉開

ｭらいは政焔の態展が変らない

τ・餐の鐡かあそも今治
巡り大丈人た

発説幽に対する栂歓を示した︒
席上︑石野久男氏︵擦会︶ぐ﹂動

りである︒

に協力を軸しむものではないが︑

の超大型フロシェクト露量のため

次の⁝一点を要望したい︒①最高貢

動力炉活発踊麟で鯖も
大事なのは鼎立料の開発である・

桜者には電任者を＆ふこと②新法

大腿氏

一型転換炉開発に対する敗脳の姿勢 このたび政痢が新法入善設立し︑

窃繍鷲鰐魅二陣

一憂ただすことに噴点をおいて買疑 薪型動力炉を良霊聞発しようとし

て︑委認染務や各種委員会など付

人はこの凝鯛遂行の申核体とし

巨奉の企業規模は小さ

入弼や愚拙を十分油画すること︒

罵成疑

く︑職強では十分な成累を46げ得 電祉艮︑藤波収亀発詮裁はそれぞ

二†日午後線腫︑プラント建設グ
ループニ十五口午後塊麗︑胃処理

原瓢︒

廃東物処理ゲループ一一十七日午後
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に絹巌に他を圧迫する︒しかしヤ
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三十年の長期契約で

ワダ ≡叢

スウェーデンのOKG電力会社と
アメリカ原子力姿繍ハ会へAEC︶は︑山ハ月二十二露︑スウェーデ 会祉のグループがこの原子力兆電

ンの躍力会社OKG社ヘオスカーシャムフェルケソツ・クラフトグ⁝所の運転のため設立した民間会
ルップA魯4と︑最初の臓艘縮サービスの契約を窪んだ︒

クトリノク＆ガス刻の計醐は︑躍

も洪給する︒擬製は︑一号機︵二

j擦が﹂九七四年四刀の予定︒

男機と岡型︶が一九七二薙署月︑

動力炉の建設は申止

仏︑二番目の重水減速

ークレオニクス社と契約した︒こ

ング社︑インダストリアル・ニュ

ある︒予備調査として︑熱出力十

するものである︒

して下されるというQすなわち

サービス︵NFS︶社がニューヨ

⁝︑ニュークリア︒フユエル︒

︵機糖扱いではない︶にもEN 当り五万⊥一十万立方凝生塵する

イソトープ装置の町能性︑騨価︑

のため三社は︑年末を償礫にア

概念設計の研究で競争することに

子力発霞所てあるEL−4︵電気なる︒契約価悩は不明たが︑研究
出力八景KW︶は昨年睡界してお のために使った費用はAECが農

いことになった︒最初の爺水型原

力炉を︑今後二⊥黒年は建設しな

フランスは二番醐の野水減速動

万−四十万KWで︑飲料水を 日
三︑AECの液体遠心分離訓画

ている蘭業用再処理施設では︑

ーク州ウェスト・バレーにもつ

どんな型の燃料でも取り扱える

原モ炉についてその可難壁を倹訂

立方慧当り二十培︑大規模のもの

するQ水の儒段は小閥模のもので

TXのものは︑ブラウンズ・ 往が参加する可能性について︑
民間で選心分離法の開発をして

米AECが熱処理

わけではないこと

議し合いが行なわれている︒

レクトリノク社︵アライド・ケミ

では十三膨になる︒

フェリー発電所⁝＝号磯で︑一︑ご

驕g豊つの盆ゼネラル．エ

碍機と雛型︵グロス出力百十五万

二千KW︶究眠原価は︑簸近の原

気出力が八＋万KWのBW鼠て建
設費は一億一ぼ千万がQ敷地は現在

り隅く︑二・七玉ミルと兄歓もら

業から手を引くと発宣したが︑こ

年六％三十日︑￠以って︑再処理三

を始めるのを跡臨さ煮るかも知

ることは︑他の会社がこの事業

脊になるための蔽習をしている

戊果てある︒それを熱るには研

は︑勝負して肋てるような研究

新企業を磁す県となるもの

参考として足らぬものを補足し

︵現象︶に階示を受けて︑油川を

果はあがらない︒実ぼする黙理

いもので︑肪負の時に求められ

るが︑貰剣勝負の掲では通らな

少くとも望茨しく︑その暁に

があるときに日本に十の発明が

仮定すれば︑臥翼中に衝の発明

力針を決めて研究を始める人が

いて研究の流行の趨勢を始り︑

を沢山晃たり︑学会の梅島を聞

に弱いのが日本の現状ではない

は誌く見えるが︑勝負する研究

な研究省が多いので︑科学水灘

燃料等小穂に限られていた︒

州アクロン・プラント︵シームレ

ス・チ謡！プを製造している︶

は︑塞年初め︑年間獲造畢羅六十

万冨から哲二十万ぼに増加したば

万碍鞍加し︑合計蔭八十万碍にす

かりたが︑九月濠でにさらに六十

る予定である︒

また︑ウエスト︒バージニア州

パーカースバーグのシルコエウム

・スポンジ製造能力も難來までに

約四〇％増加する予定である︒

ジャマイカの原子力
発電所設置は有望

ジャマイカ故府の電力資源調践

素員会の謹告によると︑今後十年

以内にシ融マイカで嬢子力発電所

を設鷹するみとおしは有望であ

プロジニ巴クトを打ち禺さねばなら

ぬほど衛望なものではないという

︵GA︶とW・獄・グレイス社

米国のゼネラル︒アトミノク

ロジェノチ社かり酸化ウラン製造

は︑最近イタリアのSNAM・プ

段階として︑引きつづき露水炉の

冷却型炉と︑高遠増殖炉との中心

で︑微小球状酸佑燃料を製造する

プルトユウムに通用てきるもの

の製造方法はウラン︑トリウム︑

GA︑グレイス祉は霜囲で柵めて

ためのものである︒これによって

研究を続けるという︒

賃濃縮開始に備えA
εCが新施設を設置

プロジェノチ社からライセンスな

ー

の食糧問題﹂についての調杏澱告

穴月下旬︑七齎圷にのぼる﹁釦界

米園の大統領科学語間委難会は

将来の食糧危機に照
射食品利用は悲観的

燃料製造の研究ぷ肴なっている︒

ビス︵NFS︶掩と同社研究部で

ニュークリア・フ濡iエル・

なお︑グレイス社は︑子会社の

受けるζとになる︒

米AECは︑一九六九琿の賃濃

縮の灘始に備えて︑オークリソジ

およびポーツマスのガス拡散工賜

の機欝領域の外部に︑濃縮六弗化

のための施設を設燃した︒困内外

ウランのサンプリングおよび計澱

の罠間会社は︑今後希累があれ

サンプリングおよび計撒が出来る

は︑自分の転けとる激論ウランの

ようになる︒

欝を刊行した︒これは近い将累予

なおバデ．一ーカの拡散工場につ

いては︑さしあたりこのような講

想される食撮危臨への諸対鍛につ

食品については﹁近い将来の食晶

めあげたものであるQとくに照肘

いて︑各万面の直門蟹七人がまと

画はない︒

ベルギーのモル原子力センター

モル原子力センター
でキュリウムが漏洩

ない﹂としている︒また照射によ

しいような経漬魁達成の見込みは

え技術的に可能であっても︑日ぼ

夏たないであろう﹂とし︑﹁たと

保存対策としては︑たいして没に

にある偲料試適炉8R−2で六月

十六日︑キ晶リウムが冷却材中に

漏粘し︑二人の技術者がアルフ噂ノ

凶ドイツのカールスルーエに送ら

線の被曝をうけた︒二人に酸ちに

欧州欝欝徹子抜酬究機閃へCE

バプル・チエンバー

い籠鼓ポ豪破損構議麩難業型

羅瀦籏騒騒零露謡罐蝦雛勲締騰

る︒ジャマイカは︑滋界第一のボ

ーキサイト輸鐵飼であり︑アルミ

プについても︑今後数鉱で︑主要

血解国の︸つになると思われる︒

したことによるものて︑他に数名

ランス︑麹ドイツの共同プロジェ

飛N︶の評議会は︑CE疑N︑フ

が被曝したが診断の後に臨放され

に除渠された︒

た︒炉は拶止され︑建屋は岡臼中

竃刀資源謁甕委員会の報告欝

ソトープ装置を開発するため︑テ

亜硫酸ガろ総懸娼するためのアイ

火力発電所の煙突から歌話される

力協定の調印も囎めたQ

加迷器の窟胴につき︑ソ遵との鰯

の七琢鎌脚幅予ボルトのセルフコフ

ブル・チェンバーは︑ぬ往三・五

ンバーの磁懲懲紐可したQこのバ

璽硫酸ガス検出
R一装置を開発

クトとして︑大型のハブル・チェ

びアルカン托のもっている工場は

米原子力委員会ハAEC︶は︑凝︑体積三十立刀凝で︑世界ても

は︑これらの工鳩による工業難燃

キサス︒エユークリア祉︑ニュー

また同評講会は︑果薙運開予走

最大級のものであるu

力の贈加を考慮して︑原子発鷺の

クリア・スペース＆エンシニアリ

している︒

可醗虹を鎌継に総懸するよう勧告

湯を建設予定している︒家た︑現

百十万ゾの能力をもつ︒

万沙︑アルコア社が八十ゐゾの工

であるほか︑リビアi社が四十四

万万イゾのアルミナ丁揚を建茂中

ナコンダの乱筏は規往卑麗八十六

レイノルズ︑カイザー樽よぴア

ただし︑CEAは黒劔減速ガスのためのライセンスを受けた︒こ

なお︑餓近数カ月のAECの再結論に達したQ

れぬこと

原子力脱塩施設建設

れている︒
れているQこれはTVAが岡時に

建設理数を発表した璽鳳十万KW

な決定は︑次の三つの要因を勘案

ECの購員の灘によれば︑鍛終的 燃料や︑アメリカの熱闘研究炉の

ついては︑今後の検討に待つQA 処理は︑輸入のアルミ轟ウム禽金

ばす雷発喪した︒十月一日以後に

のほど︑燐隈を九月三十臼まで延

イタリア

に企業連国体を結成
イタリアの主要会社数祉が︑政
府とイタリア原子力婁員金︵C蕪

月ニ

や七・二十八日に行なわれた﹁第

連合体を結成する︒これは

アンドレオノティ巌業糧の発表し

十工回ローマ原子力会議嬬の彫上

たものである︒連含体を構成して

ー︒メタルズ︵アメリカン・メ
Mプロジェノチ︑SORINのィ各

謀圃のそれぞれの画帳術と交換

︵発明︒新製晶など︶に頼って るから︑田本人が外国から技術

て︑脇負する心構えで研究すれ

るものは椙手より抜きん出た力

は日本は世界水環にある︒研本

一九六九一七〇年までに︑斬しい

子力関係機器の値上がりで︑①︑
二︑AECが手を引くと︑この分り︑敷地はもう一基岡型のもの 掘することになっている︒
十万万KWの石炭火力発殿設備を
二号機の二・三九ミル／KWHよカル社と共同︶については︑詞
野
は
N
F
S
社
の
独
占
に
な
る
こ
と
米二社がプロジェッ
事
業
の
申
止
を
延
期
を建設する介地がある︒しかし原
下︑AECとの間で折働が行なわ 米AECは︑一九五七年に︑庫三︑半面︑AECが再処理を続け
子力庁︵CEA︶は︑この炉型は チ社からライセンス
もつミリヶン発電所の敷地で︑カ

ユが湖の集岸にあるQなお︑ター

ビン三和機もGE社がつくる︑巡
麗は一九七盆年十月の予定︒

力蒸気洪給系統と十年間の辮料を

GE祉は︑一億四モ万がの原子

社Qなお︑契約の調印は︑A践C
の石炭火力の発電原徳とち順うど
ノーザン︒ステイツ︒パワー祇
のワシントンの蟹空所で︑OKG
同じになるG
の五十八力KWの炉は︑プレイリ
一事務総長ホリングスワース氏との

襲︑建露天暮で︑

あ謁は︑三衣の鯖にわ⁝Aきは道途聞中︑u﹂壼
宴mの響零することになると

社長のギムシュテノト氏とA鷺C ー・アイランド原子力発聞所の二

しているオスカーシ㍗ム線．†力発

E餌︶の協力を得て︑中規模の原

黙
亭力脱堀塘設の建設のため︑企業

AECの作業に吸収

の一つである︒

米εN社などの濃縮法観究を
エレクトロ・ニュークレオニク

ス︵EN︶独とW︒R︒グレイス契約内堀の詳細は︑明らかにさ

れていないが︑AECは次の一工点 いるのは︑フfアノト︑ボンフリ

ロイ管製造を増加

米ASM社がジルカ 圃によると︑圓祉のニューヨーク

祉が行なってきたガス遠心分離法

を発表している︒

タル・クライマノクス祉の一事業

ー二︒パロジ・デルフィーノ︑モ

によるウラン濃縮の研究開発を︑

米国アマノクス・スペシャルテ

の作業に吸収するという契約が︑

藩︒

仕事は蘇間一丁万⁝三十力励の

AEC薗身が進めている機甲扱い 一︑EN社が自費で行なっていたンテカチー二到エジソン︑S翼A

六月二十九購AECとEN社の附
規模であったが︑今慶結ばれた

覆材としてのジルカロイ讐の製造

てきた況OVIと睡ばれる形式で能力を増燃するもようである︒d

と協力して一九六四駕以来開発し

結局︑それに頼る企業は議にも

起す際に︑技術輸入が常識であ

・．隙黒1

たるものであり︑OKG征の舷癒
みの蟻にして約十ゾを︑低濃縮ウ

⁝のウランの供給肥ついては︑ユタ

スカーシャム発議所の一次炉心用

供給する︒
予想されている︒AECの職厘
員謂
のされた︒・たギムシ︑・ア
電所︵BWR︑電気出力四 十 力 K
W11祉は︑タービン発償鵬と講料
．ト氏によれは︑OKG祉は︑オ

W︶の一次装荷燃料および︑取魯見績もりによ4／は︑澱濃縮料金は

う︒この契約は︑賑年ヤニ刀AE

燃料に使われる濃縮ウランの供給 総謂で約四千π酉万がになるとい
に関するものである︒この山颪に

⁝グ社と契約している︒

愚は︑基数にして二十︑総答撫

米国上半期の原子炉発注攣

昨年一年分に近づく

OKG拡はスウェーデンの竃力

によっているo

よりOKG廿は一・几ぬハ九年︸月一Cの作戎した賃櫻縮サ；ビス星撃 ﹂コンストラクシコン＆マイニン

臼より供給を受けることになる

が︑荒馨鈍する雀の燃遇
は︑二時に調印された直接販苑契
約により供給される︒

この契約は次の二点で画期陶な
ものてある︒

一︑こ九は︑米AECが︑酬内外六月の後半になって工一iヨー

全休ではなく︑藍島の機器に関

二︑作業はガス遠心分離施設の

特購な例外は

の文畝の内谷を知って︑それに

に過ぎぬと心得て欲しい︒既有

とらわれず︑実在する頁理︵現

し禽うか︑互に補足し禽って新

て︑従来のような技術輸入でな

象︶に教えられて︑自からの塗

種術をまとめ上げるように作っ

く︑新しい型の技術の生み出し

を開払しょうとする時に︑勝負

できるという結巣として競含も

祉の乱立を導き諾すQ

かたで︑新企業を作り糊し得る

する研究が行なわれて︑仙山的

田本では従来︑解しく企業を

であろう︒その揚合には︑欧米

な研究成果があがる︒例えば︑

起り易く︑利輔の少ない麗業公
の一流の産業会
桂は欧米の一流
の醗業会社に較

の紬い収益率の企業と同ド度の

文献を晃ながら研究するつもり

圃として︑日本

巳＝＝＝＝＝二二髄二一＝＝≡＝＝≡需髄＝＝二謄一＝扇＝冊工皿＝ニ＝二岬＝＝＝＝二二二一＝一撃＝輔＝＝＝噂＝＝襯＝︐＝噌＝﹇＝＝一瓢＝＝：冊＝謄＝凹＝二＝騨＝＝一二＝＝一＝＝＝一：＝＝＝瞠＝＝一＝鴛一二騨＝＝甲＝＝＝＝＝＝盟−＝一一一＝＝＝＝＝＝二需＝＝︸r

解止映画により影響を曼ける会社

の会娃や︑ピサ大学︑CN鶏N鵠と︑同社は原子力盲愛所胴燃斜被

部︶が鍛近罵ったところによる

ク︒ステイツ︒エレクトリノク＆

近づいている︒このようなベース

パワー社がウエステfングハウス は︑昨年の発注状況の予想以上の

たろうとしていた大方の予想を全

ない程度であるQ

炉は︑連倉体の厳加会社が︑他

を通じてはしめて結んだ震濃総
ガス祉がセネラル︒エレクトリノ

で調印されにoEN社は︑AH契C
約では︑それよりいくらか少

契約であり︑一紘六四薙の騎殊

雀はしめ︑ノーザン・ステイツ・

クρG起4社に原子炉を発注したの 注巌︑二十㎜墓千七二十万KWに 帯によるウラン濃編の研究開発の

︵グロス︶は千五樹五十万i千六

骸物質民倉化法で認めら江た賃

衝万KWとなり︑昨年︷年闘の発 が三月に発表した渓闘の遠心分離

濃縮が実際に．遡用されたはじめ

てのケースであること︒

くくつがえすものである︒

が
激G
さE
に比し︑本隼はかなり減る
二︑この前駆は︑米AECが特殊 ︵W11︶証に︑またTVA急
これらにより︑扁小町⁝罵より六月

社にそれぞれ猿子炉を発注した︒

ニューヨーク・ステイツ・エレ

核物質の供給について︑外國の

までの半慰女の発蹴用原子炉発注

民閥機関と結んか痕初の契約で
あること︒︵拙悪豪でのこの媚
〜

で︑日本人も能力があれば外瞬

利潤の緊かな駕業会祉が︑日本

で実験している人は︑実は演轡

った︒白老化の時代になったの

て。ゆ

G、

｝

@

の協定はすへて政府問ペースで

へて︑薦上利益率が数分の一と

に出かけて企染がしゃすくなっ

にも第くなるであろう︒

を追っているのみで︑勉強家の

をしているのであって︑入の後

たと睡蒔に︑欧米入も脳力次第

企業と研究︵︸︶

輸入をして新しい仕喫をするの

兜の万謝つけかまわめて大切で

は︑人の先を歩くことになって

ように見えても本当の研究の成

生豪ているからだと︑私は割り

がむつかしくなる︒慰界中に科

ある︒従来︑田本の研究を志す

で日本に来て無雑かしゃすくな

、袖P。s、n

A
@
@

｛

今年中に臨界予定のSEFOR︵酸化物燃科窩速実験炉︶

いう低さである︒講書者にいろ
いろないい訳はあろうけれど︑

とに角︑福本の企業の収益性が
低いのが一般である︒その原認

う訟にでもできる手段に頼って

は︑臨本の企業は勤勉努力とい

生きており︑欧米の一流の企業

切っている︒勤勉務力は美徳で

学技術の研究に関係する人口が

あって脅成︵準備・演剖︶時代

隠は多いけれど︑拠翻するよう

創造の成果があがる︒研究番人

怩?って︑環本に十力あると

私はかねて案じている︒参考岩

に大いに増んで奨励すへきてあ

である︒勤勉努力は︑多少の差

であろうか︒

＝＝齢；＝一一扁一＝＝一一＝一一＝＝一画＝冊一2＝陶＝二冨＝唱＝■＝一＝一胴＝凹輔需＝＝＝冊二＝＝＝一一圏一口

︵宗像英二︶

多いようで︑そんな人々は研究
＝ヨ一＝＝＝噌一＝＝閂＝＝＝

に十の新技術が生れれば︑欧米
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一い

はあっても誰にもてきるので︑

「団

産

……

人々の心構えに闘題があると︑

は他を抜き出した飛躍した創意

川川川1重唄［llllll111旧1田田11川ll翻川幅川田田【llll川rIl川11m旧il111U職川目11田lllll用11111軌匡1目1旧1川11田母川111川目旧lll階

1熱a墨書

@

結はれてきた﹀

㎞一

一

力

原
ド

外
短
信

111蓼ll匪16811監護11111匡1塵犀5蓼1111且1「11匡犀11「1「趨81摩ε81一目謳1111膨1「雷1「匡鵬1騙111犀111輻lllll霧雪覇1匠峯1「匡8「曜犀覇IlI庫駈1出監塵8曜1睾霧1匡111「11廷臣1犀「8L匡匡1「撃「1「【翻1「蔭11雷1蜀1撃且ll騙11輩llI「lll匡8蓼1

昭和42年7月葉5El

終

業
子
三ヨ灘郵便物溜酊

第393号
（3）

垂
簾

業
産

力

宙π門部△諏

をはかり︑順次得られた成果の総
禽胸な評緬とり獣とめ︑法規制検
討のための資料の整備︑謝際協力

ことが重要であり︑この轟能を行

促遜などの体制を明磁にしておく

ないうる適期な組織を設けておく

ことが必要であるQ
①研究

研究景象として扁隠

撚研究推進上の興休策

画

別表斜照③各機関の俊割り硅

なうためには︑既存の町究機関の

麟難論纏灘馴螺評廟欝魏講鶴鱗縦聾髄

員を中心に︑議員や尊門委員約二

これらの櫓講検討は︑篠原童議

確立するために始められたもの︒

滑に行なわれるよう︑その万策を

合理的な趨携のもとに︑研究が陽

剛︑大学︑麗道界︑特殊法源等の

勢に鮒処して︑関係国公立研究機

究が増加しているが︑これらの情

極的に推進しなけれはならない研

館庁が総禽約組織的な凹地から績

仁に役夏つ研究開発など︑測係各

礎研究③中小企業の技術開発力強

な冥鑑②企巣がとりあげにくい昆

聞企娘の貝担能力をこえる大量模

民福長の増進をはかるため︑①民

これは︑近年︑薩業の発展や醸

リンスホテルで初会含を開いたQ

り七月四強乗取溢臨瓠坂の菰坂プ

ついて答騒検討を行なうことにな

本年末までに結論

研究の連携方策で検討

一として確定したQ②研究年次謡 関︑大学︑産巣界鰹の連携万策に

③RI研修所は︑四二二年度に

池︶が示された︒

開設十周薙を迎えるので︑これを

め︑本館末には結論を出す力劃で

十名で構成された第一部会ですす

麟騰
仏で陽子加速器計

画の規模を縮小

フランスは︑第五次王力年計幽

纔Z六i七〇年︶の主塾計臨
の一つである四首五十億電子畷の

必要があるが︑さらに次の機能を

た共同利燭施設誉皐急に設擁する

びそれらに必要な綴設備をそなえ

解明して収率および比放射能の鈍

研究するもので︑反跳現象機構を

いろいろなターゲノト系について

た際の反跳原子の化学的挙動を︑

射ループを使用し︑低温で照射し

博士を囲む懇談会を開く︒

P・ツバイフェル︵N妻Φ篇巴︶

筒会館で︑米園ミシガン大学教挫

上の連絡調整︵ロ︶食品照射の閲

台湾からは︑数年前より麟立清

ことを臼的としているσ

いアイソトープの製造法を見出す

である︒参掴膚出︒

カにおける輸送理論研究の現駄﹂

同懇談会のテーマは︑﹁アメリ

置が霞まれる︒︵イ︶研究開発実施

為する﹁食品照射センターしの設

発研究︵パイロノトブラント規模

華大学のプール型旅子炉念MW︑ り︑原子炉理粛の魯門歎として書

ガン火脚の鳳子力工学部教授てあ

なおッバイフェル簿士は︑ミシ

の試験研究︑共同剛発研究︑照射

技術の徹立と照射星準の設定︶

GE製︶で星礎研究を行なってい 名である︒氏は七月二十六日から

澱本原子力学会

ツバイフェル博
士を囲む懇談会

きれている︒

から〜ミリワノトの馳臨のアイソ

趣営委員会は︑一マイクロワノト

のものを冤成し︑それを一九七三

九七〇年談でに二酉三十億電子哺

ドイツの八力酎が協力して開発す

トガル︑スペイン︑スウェーデン︑

マーク︑フランス︑ドイツ︑ポル

枕H会議所一︵仙ム山市︷果二番丁八

三Q名︑会員暑⁝議千円︑揚所時仙

日到九月十一呂−十三日︑入員昌

主催二線薦東北猷チ力懇談金︑期

第二種

放射線取扱主任者受験謹習会11

︻仙台︼

会議所︶

力懇談会︵中蝕入池三四の一蘭工

七月宋口︑申込先薩三門中口㎏チ

員六〇名︑会費艮九千円︑〆切績

三四工業研究所︵突験あり﹀︑人

田薩八月＋四目i＋九欝︑揚所艮

主催ほ三三甲酪三子力懇設会︑期

第一種︑第⁝一三

放射稼取扱主任者受験講習会11

霧塗屋︼

区遡町一ノ一一八科技セン々一︶

込先麹娠陛関蘭二子力懇謎会︵幽

比放射能のP132︑0−51が製造

費賛九千円︑〆測睦七月末日︑申

は大難姻︶︑疑獄u一二〇磁︑会

繊塵大阪科難技酌センター︵実験

日観八月二十一日一二十六欝︑揚

主催一1原配関西厭︑†力懇談会︑鋤

第一種曇葎

放尉線取扱主俊者愛駿講摺会B

︹大阪︼

器費ビル︶電九四七一三四括7一斑

安川晶協会︵文覚賦小日向四の六

〆切ほ七月辛目︑申込先ほ目本保

人員一−一五〇名︑会費鏑〜万円︑

ノ二野折耳飾︵実醤は放臥研︶︑

八月十四u一十九日︑場所11虎

主催錆猷産︑保汝用品協会︑期口

種対象

放射線取扱技研者謂開会昌鎗一

︻衷呂

講翻会が開かれる︒

れに備えて砦地で次のごとく畳験

扱主任者試験が実施されるが︑こ

十月四Uか・b六n口談で放射線取

者受験講習会

放射線取扱主任

五日聞所用のため来疑される︒

︵ハ︶食晶以外の品自の照射開発

研究〇一︶委託照射︵ホ︶警衛者

の獲成︵へ︶食贔照射についての

の体制B今後︑食品照射研究を円

翼翼および摺報交換︒⑤研究推進

﹁食晶照射推進委員会﹂︵仮称︶

溺に実施していくため︑新たに

一進︑研究成果の評価などを行な

̲撮艮︵マノ・ナス難論獺郷︶て隣

葎朗より反跳効果を珊用し︑固休

提案によるもの︒除研としても数

なお︑この研究は浦帳職掌偶の

離測定などの実験を行なうQ

に︑鍛将調整︑試料照射︑化繊分

開発部と協力して八月末をH途

涼酬のアイソトープ製造那︑燃料

た緊錫浴凶報載り訟顯が来Hし︑

禽

を設け︑研究計幽の検討︑研究推

丁つ︒

ある︒艮体附な趣討賢填は次のと

おり︒

①稔倉附隠宅的酬究を掩進ずる

にあたっての田公立研蜘機関︑大

学︑麗ズ界︑特殊菰入国の役割り

と分担＠翼翼の万法⑬予算および

予鱗制厩④傾究混融の弾力化︵研

究者︑研究蟹︶⑤工兼所舞踏︑ノ

ウハウ︑姻炎解文なと飢究誠果の

取り扱い⑥研究整理のあり万⑦そ

の他︒

なお次回は八月下伺に開き︑下

部機構となる各日の魯阿路会を設

ける予定である︒

日・台で初の

国際共同研究

わが国︵理研︶と台湾︵清単大

学︶との簡で初めての︑国際共同

説究疑偶温照射による反跳源子の

化学的挙動請がIAEAの資金援

口本線子力学会︵会長大田松次

という予算の枠内に収めるために

年までに二千億ガをかけて関百五

命のアイソトープ電源で︑体内厭

ると殆糊した︒これは小型て長寿

え込みの心鳳ペースメ⁝カ⁝や︑

億送︑時訓嬬の電源として通して

いるとζえられているQ

欧州嶽子力機関︵ENEA︶の

電源で国際協力

小型アイソトープ

方をとっているG

十億電子嘘に払張するという考え

︵CEA︶の現在ではとりあず一トープ電融をオーストリア︑デン

とられた描躍である︒源子力比

窒素温及︵マイナス一八○殴︶照 後⁝時半から東京虎ノ陽の国立数

耶幾︶は︑来たる七月二十七日午
この研究は︑JRH−2の液休

助によって開始された︒

盛大…羨ll∫∫2〜4電話束熱911局372！蚤（代教）

対象の選驚

肺

原子力委

的な研究計画を立てて円爵な避難

←

輔

薦璽 鼎一 一輔

一
輪
曹

鴨

こととした︒これは二千七衙万が

垂線1煉罵簾

総合センター設 立 を

研究日進⊥の問題点︐およひ研究

先決である︒さらに各研究対象の

科学技
術会議

を拍迄するに当っては︑溜的とす

この搭申は︑同功門鄙玄が一婚
維進の只休策について悔議を翫け

る効果を敵る﹁照射効果に闘する

郊十一月十八日設躍されて以来︑
研究しと︑照射食品の﹁健全牲お

科学技術会講︵議最・佐藤穏

てきたものであり︑答申内容の主
よび蜜金牲の研究﹂とを並行して

儂先脱もわが国の特殊性を十分考
点からは米︑凶︑りんご︑みかん
慮のうえ︑決定す診きであるQ③ などの果実類︑たら︑さば︑家ぐ

織斑機構として錦一小委員会︵小

行なう必要があるが︑わが圃の現 開発実施に当って︑離度毎に全体

損︶はこのほど︑閾として鑑進す

な蟄旨は次の通りであるい

状は晒行的であり︑晶質鯨に総合

研鑓眺発の推奨11網記の総倉研究 ろ︑生がきなとの熱介類︑輪入肉︑

遊撃長︒勝溢蕉生東大工授︶およ
⁝震品照射の慧義と現汰

胸に研鞠開発を諭達することが不

R夏センター委

蜷?源の国産化のための巌鯖︑

四十一年度に開始したイリジウム
醜線量とコバルト60針状線源など

①R工の製造についてはRI箏

の量りである︒

可欠である︒そのため﹁食腸照射
審調査のための騒髪の放射化分
原研
センタ⁝しを設立し︑各機闘協力
析︑④イリジウム魏のラジオグラ
のもとに農学︑生物肇︑医学︑工
フィ線上の試作︑⑤酒匂川上流川
三部門の現状報告と計画を審議
学なと広範な分野の研號を雲隠的
西地域におけるダム建設のための
紛舎的に紬集させる必要がある︒
副本原子力研究所のアイソト〜
業部製造部から︑四十三年獲の計
地盤調査︵本年七月中旬実施の予
②研箆対塁のア越1一従来研究諸が プセンター婁貸会︵援員長．中井
画案が承され︑コバルト60大線源
定︶などとなっている︒また四十
個々に得なつてきた研究対象をと
敏弐氏︶は︑七月四田午後一時半
の生巌に備え︑飴一期生薩施設の
度の二型としては︑①公園調
りあげるというのではなく︑国と
建設と人員の堂成︑とくにJRR
から錨四混合舎を開催し︑基本的
査におけるR王︑放購線利用︑②
して薫璽な附象を決定することが
事項について審議したQ当撮はセ 13によるコバルト60甲線源の生工程鶴理とくにオ⁝トメーシコン
︻写声上は原子力第一船定係港の ンターを構成する㎜二部門の現状報 産と高出力大型原子炉による大宰
に
対するR工および放射線利用︑
完成予想図封有から︵前︶薪撮燃
藤の一部生産をはじめ︑コバルト
③放射線の動力への応用︵RI魑
僅と讃醐が中心で︑その概要は次
糾貯蔵権︑廃棄物処理棟︵後︶動

臼玉︑下は定係港誘電施設︼

力棟︑放射線管理糠︑購務棟︑P

ノ

特殊小線源を充実する︒化学ケー

計幽しており︑技術的には半導体
検出器利用と︑測定技術の混度化
勘但ねらっている︒家た四十二年度

から魯門コース﹁工笑利用﹂を設
けた︒

なお︑アイソトープセンター委
員会は︑珊本原子力産業会議など
語言の婁員六名を加えて︑年二圃
開催され︑アイソトープセンター
を形成する原研の三部門の調整を

その他の品目

■需

襯

一

降

晶墨

需魅

ﾆまと，雑穀等

別に︑食品の成分変化︑栄薙価︑
変激︑臭気などの質的変化ととも
に健全性および安全性籠を調べる

ては︑︵イ︶食品照射を実用化す

必要があるが︑昂臼の選定につい

葡

契機に玉響の転石︑機賂の聾新を

プによる﹁FPよりの短寿命R工
の製造開発しを主体とする施設の

整備をはかる︑などの諸点が明ら
かにされた︒

②R1利用開発室︵大洗︶で
は︑五力邸畠画を伶成して積極的
に票業を行う力率が添されたが︑
現状はかなりの遅れがめるとの説
明がな諏dれた︒四十二年晶押詰現在

までのサービスは︑①東京都三田

はかると共に︑一心の要望をその
運営に反映させる吉城をもつもの

さば，鶏肉，かんらん

備

陽子加速器の副幽を規模縮小する

瓦

特に生鮮
「

一

ご，ブロイラー等

一

一刀
一

凹

広範な分野の砺究を結集して
原子力雲員会の食加照射昏門部会︵部会長・住木諭介理酬酔興翼長﹀は︑七月五日わが繍における食品照射研銑の推進方策につい

のとして︑多くの昂闘に先がけて

るための先物的役使りを果たすも

てとりまとめ︑飼旧鳳チ刀変城跡へ讐申した︒この答申は︑1食品照射の甘嵐および現状︑嚢酬究推潮上の間題点︑旧研究甜進上の
員体策の三唄潔を不文とし︑その他臆外における滉発品欝や品鱈溺の岡題点などが掃加されている︒その内谷は︑従釆のわが国にお

窯現の見証しもあるわが凶で羅縦

もの︵ロ︶利用価値が局く︑豪た

実用化される可能性の鼓も大きい

ける食品照射の研號か︑その照射劫果の健金性および蜜全惧で駿行的であり︑今後は品團ごとに総合附な酬究開発を越めることが不

の欠との観点から︑﹁食品照射センター﹂を戯立し︑各機関協力のもとk無学︑生物学︑工学などの広闊な分野の照応を61画陶総禽

娩果の評価なとをげなうへ潔であるとしている︒また罰劇当初の照射紺象品團としては︑馬鈴泡︑込ねぎ︑および米︑麦︑りんご︑

な品闘︑豪たは照射されて輸入さ

的に粘集さ翌る必要があるとし︑このため︑泳子刀蛮員会に漸たに﹁食品照射推進委員会﹂を設幽し︑研究61画の検討︑二選︑研究

みかんなとの果実焔︑たら︑さはなとの魚介瀬︑肉類を選疋している︒なお照射研究の館次副翻は立案されているが︑これに伴う資

れる可能盤の大きいもの︑を考慮
すへきである︒︵イ︶の観点から

盆的な製Nけについてはふ瓦ていない︒

凵F

べき研究に関する団公立研究機

は馬鈴碧︑蓬ねぎを︑︵ロ︶の観

米，たら，ソーセージ

ソーセ⁝ジなどの肉類を対象昂出

鈍研究推進上の問題点①総譜

︵酪︶

び第二小委員会︵小妥獄長︒飯塚

感興開発の必要輕討食品照射研究

ーグー！ーー

広象筆致授︶を設け︑二一館半に
／紮

わたり︑わが国における食品照射

〜

晶目別研究年次計画
である︒

茂

照

藤

長

Krr線倣（率），品質轍状効果など

一一

酎S桝および安全性の研究

・＝

1濁

←

基礎県遡分野
i含包装材，欄搬術）

H料贔に
ﾂいては
H品照鮒
Zンター
生がき，浅草のり，り

己q
麟

口

鱒
鮒

一一

一翻
「欄

麦，まぐろ，豚肉，輸
?肉，みかん辱

一

一一

一

漁灰

子

原

歴

地域下水道の漏水謝査︑②北海道
︒秋田県の鉱山における漏水調査
の謝繊検討︵添年度突施の予定︶︑

⑬新潟県阿賀野川痂域の水銀公

原産︑磁北原子刀懇談会

九︶磁二三⁝九一二一︑申込先翻

ムロ

……

一

国

高密研究

馬鈴薯，玉ねぎ

照奪搬関
5玉

年度 42 43 覗 45 46 47 48 49 50
〟@冒

←

魚肉ソーセージ，牛肉
｢ちご，水産加工品等
（】

＼

ふ
喜劇
3
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三

業

六特溺委などを設剛直

凹本原子力産巣会議の線子動力
研究会︵会長大田松次郎︶氏は︑八

同

礼に新篇屋き完成した︒

て来たが︑本卑五月にはぞ驚衝牟

人が二つ以⊥のグループに参

加する揚舎は︑一グループニ万円

なお四＋一口度

ン・コンビ←ーターを発護するな

成功︑この右にはダイリューショ

バウワー測定装魔などの笑用化に

バンクグラウンド測定装猿︑メス

この塗就は業界にさきがけて低

岡で麗倉的な琴海研究︑裕寧日換

︵申込締切り七月

の研究会は七月を

ど︑新しい妓術の開発必モノトー

もって終了する

束臼︶

となっている︒

を行なうもの︒

研究グループは①蜘料②療子猛

新規会員を募集中

原産原子動力研究会

月から開始する昭和四十二年麗定

員を募災してい

例研究会の新規会

る︒この研究会は

これまてはメーカー測の慧見をと
りまとめる強力な組織かなかった

原産会員公祉の

合発表翻源子動力儲究会憲凝望究

し

財

また過日の天津︵中共︶に@
おけ 皿

も活発だ︒

冤などに威力を発揮し︑対米輸出

の発見︑外紹による深部欠陳の発

附発した超膿波診断装鷹が︑ガン

医用電子機器部門では︑同社が

ている︒

署の信強を獲得したと強気をみせ

されていた分野でも︑完全に騰コ塵

上が行なわれ︑従来海外興品に押

としているが︑最近においては液

致全⑬コスト④保健安全⑤プラン

が︑姻究威果の総

から擢轟されたものと︑研究会の

五階会議箏で行なわれるQ︵次 タ︑シンチスキャナなどの性能圃

会年会11は︑八月十日科学技術飽 体シンシテレーシコン・カウン

技術吝で︑所属琵

が︑猿子力発電の笑用化に伴な
い︑メーカーの立場から櫨子力醗

ト建設ゆ遮蔽設沼⑦野州漣廃習物

孝▽同擢九州電力馬長瓦林澱▽監

④再構椎︑敷地越疋︑核燃料の
供給︑便用ずみ燃料の処理︑魚子
揮発聡の建設を規制する法規讐を
課へること︒

したがって一行は︑わが国では
電力会社が原子力発電秋の導入に
どのような方払炉架とったか︑また

シンチレーション・カウンタ︑ラ

る艶本市にも中絶綴の要舗で液体

ジオ薄漏クロマトグラフ︑オート

ウェルが出羅さ33た︒

／

倉

＼

＼

王子製紙

発を掘進するための連絡協調組紙

処理⑧詩妓制轟の八つで参加費は

口り詳報︶

大学︑官け︑研究所などの参撫者

名一グループ年間二刀二千円︑

各グループ霊査がとくに．小輩した

が会員となって向こう一年聞︑共

田実灘▽悶担日本船難協会会館服

驚μ臼本開発銀行総裁石原周夫

ることをうたっており︑このた

泌正とする原子力発瞠のユニノト

査する︒

ノ7望！！！！！／！！ノZ！！ノノ！グ■多〆ーノノ！！！！∠！！イノンノン7！ノ！Z！∠〆∠！！！！ノー多⁝

部元三▽岡樋石鹸辿盟会髭禁田博

め︑委員会を設けて︑開催方式︑

竹本原子力グルーツ闘獄本原子

合︑どこのメ⁝カーが︑どういう

将来欝本が潰際入札に参加する工
②歯肉のものに対する開発の阯

について︑弔電︑康厳︑関堪︑五

設備を担当することができるか等

サイズを決定することQ

運転費を猿舞する︒

史陶経過および光霜所の資本費と

なお︑わが国では放射釈機器︑

医糠電子機器メーカーが各十数社

では︑終話に輸撫も行なわれるよ

あり︑それぞれ腎徴もあって最近

伽盤

＿OOL『【P一

が必蟄となったもので︑ここで煮
撃った慧見はかなり強く叢濃の政

策議動に反映するものと燐循され
ている︒同懇談会のメンバーは次
のとおりである︒

佐友原子カグループ羅住友独子
力工業楽照長・鷺洲紀雄

世銀調査団が来日

虫で︑米ソ共同による核拡散防止

テーマ︑運営講について企幽しよ

ビカリィ技殉担当官︑アドバイザ

らなる原子力発電調査団が︑七月

であるQ

グル〜プを訪悶して嗣査する予定

庁総裁︶︑U・フィニツの三滝か

③利率︑償却期⁝閥︑両両率など

を調

原子力発電のコストを算出するた
グラウンド︒ルール

︵奪翼は展承会場︶

うになった︒

七月論ハ欝正午か

ーー0◎一

リートする

実用化迎え各分野で大きく前進
難本綴子力配墜会議は七月六円正年︑火駅丸ノ内の口添工繁倶券鄙で︑鋤八十三圓理事為ム巻欄き︑

①役員野動︑②六つの門別ゑ鍛会と懇談会の設置︑⑬猿子力天グルーフ懇談会の三筆講について︑答

訪承認したQとくにこの日︑立地閥鵬物別蚕鍛会︑アイソトープ・放配線珊用に関する二二別懇談
会︑材料試蔽炉利用懇談会︑壕子力用鋼肩の樗遊化懇談会︑核拡徴防止悶題特別委員会︑年次大会準
備委員会の新設のほか︑原子力五グループ葱談会の畿羅が決荻り︑原子力闘発の実用化を迎えて︑各
分野での活動が大きく前進することになった︒なお︑議事終了後︑別項所菰のごとく懐配会長から特
別に招かれた二階堂肩幅技術庁長富︑石川源子力船開発事巣団秘事長︑横孤疑代諾篤によって原子力
錦﹁原子力グル！プ蹄劉士響胴

条胸勤案の痴出が予想されるが︑

うというもの︒委員は電力︑メー ヵ事業薄摂取編役・内宵閑無太耶

ーのヒントン卿︵潜心旧中央発聡

弟一船閲灘についての懇談が行なわれた︒

立地悶惣特 別 委 員 会 ︑ ア イ ソ ト

これがわが国に与える影糟を配業

三菱原子力グループ薩竃愛猿子

集懲原子力グループー−獄立製作

ープ・放尉線 利 用 に 関 す る 集 種 別

界の猿揚から十分検討し︑敗府・

カー︑学識三下斉︑蚊履関係者

原産役鼠異動︵カノコ内は旧

︵オブザーバー︶で構威される予 力工業常務取締役・石田慰撫
定であるが︑とくに藍子力関係学

最近軽銀の忌事会では︑泄界の

めの

放射線測定器など
日本無線医理学研究所が展示会

見る委員長﹂との賛醇を受け︑

；暮しを

く親しまれてい

製邉副筏長・前田七之進

懇談会︵轟爾 の 対 象 と し て ︑ 化 学

関連機関に対し︑その結果を反映

原子力発電の実態を中心に

・繊鞠工米における讐談会か設
させることになったもので︑この

所副祉髭・溺成辿

置︶︑材璃試 験 炉 利 用 懇 談 会 ︑ 原

ため物別蚤員会では︑必要に慾じ

黒子力開発の現状を調査すること

九目来日した︒

を決定し︑まず︑欧米︑揃本など

ては専門研究会を設け︑①捗鉱防

役佐藤幽▽闘薩九州鍛力会長赤羽

▽織悶︵理箏︶貸三嚢額工栄相談

喜捻▽同︵熱裏︶睡平田敬一郎▽

任︶

原子力五グループ懇談会燵原子

画を進めることになっているQ

力開発の笑用化を迎え︑原子力二

協会等とは密接に連絡し含って翫

載︶で趣霞︑ 内 答 嬉 を 決 定 し ︑ ま
について籍議検劃の予足であるQ

③平頽利用核爆発に門する箔醐題

問働の動同とその影響︑の斉象︑

次大会準備畏 員 会 は 岡 じ く 総 合 企

員会︵原子力 配 奨 新 聞 三 九 ⁝ 号 所

世界銀行から貸付審轡蔀のM・

ては︑さる七刀三購の総合企画委

子力用鋼材の 糟 準 化 懇 談 会 に つ い

昭和42年7月壌5E！
た核拡散防止 悶 題 牲 別 委 員 会 と 年

の先進飼園を編箱することになっ

し︑一九七七徳までの間に設眠を

①電力供給系統の大きさ善検嚇

たQ空な調査墳円は次の通り︒

虐康▽同誓三菱禰油楓長蔽麟佑蚕

中久兵衛▽岡ほ口本郵船石間児玉

産化の推進︑助成鑑など広葉な産

▽理事翻病田銀術協会連合会会長

相談役︵理事︶B三井銀行士風田

年度寧業副融で︑原子力薩業全般

るために設けられたものである︒

業政策の三思と具体化を押し進め

少々テレ気味に﹁いまや政麿と

という愛称で広

年次大会準備婁麟会11原薩の本 業の企業的茎盤を湾成強化し︑磁

の政搬︑経嘗間題管を中心とした

糠蕪螺
コン・カウンタ︑噸型式のバノク

係機器としては液体シンチレーシ

関達して︑﹁超箔

オールマイティ

画委員会で設 躍 が 追 媚 要 請 さ れ た
もので︑この 口 の 理 事 会 で そ れ ぞ

慧兄允去と討論を行なう定期年次

日本無線医理学研究所︵社長持
田信男氏︶では︑七刀六日から三

原子力船や廻係

たが︑李家氏は

暇をさいて轟けつけ

波による鎧部外鰯

に追いつき追いこさねは：⁝﹂

麓業界が︑総力を挙げて先進国

定係洛閲題で横浜各界の代表十

＊

店舗総合厘毛寅は

産

三
核拡散防止問題特別委鹸会郭近
大会︵弟一國︶を来卑昏に開催す

グラウンド放射能自動測定装置︑

たWその直前の十時五十分︑衆

蹟臨︑東京宥楽町の東京交通会館

シンチレーシコン・スキャナな

魅の安全牲について︑驚羅感情は

ど二十数種が展示され︑連口来揚
と述へた︒

び医用懸子機器の展示会︵展示爾
詠懐だ

必ずしもよくないQもっとPRが十二階において放射線測定器およ

放射線測定袋躍︑医用雷門線関

の診断﹂について

るや菅さんから︑﹁近来殴れに

はかりとて︑さすがにほっとし

や定係湛の安全性に論議が集中︑

口論無線医理学

闘題では﹁一落も播く定職潜が

葺名も編煽とあって︑原子力船

と力説▽ところがこの理塒会︑

研號所は︑昭和二

と低姿勢▽再処理打揚の立地闘

運発展を準えて地元が協力を﹂
遺出賛の子会社で

強化も話題に上るなど︑原子力

題もくすぶり︑原子力委員会の

決定されるよう︑二十犀先の海

二十九年より放射

陵療器部門を織工

線部門に進鵬︑三

して設立された全

十五隼田本無線の

た︒

の講演が行なわれ

た装糟︒菅会長の隣りに前席す

睨科技特で凄業国法案が通った

市側から績極的に意見が出された

の主力製品である

暫で賑わったか︑展添会闘催期間

て補足説明を行なったが︑さらに

が︑例えば①サバンナ男の入港拒

簸た︑同製の山郭会には寡蒙孝

超巻波診断控置に

中︑特設漸漸では︑臥耶鍛子装四
橋本代表常任理事ら掠鎌継脳と横

わが国の原子力第一船はいよい

山県怨央翫︵日本擁事協会会長︶

否は安全性に関して市民感情を害

らはすぐ広勧︑長崎を連想するな

氏︵繊浜蘭工会磯所会頭︶︑岡部

なお岡懇談会には︑科学技術庁

大臣は当分気の安家る隠はなさ

と

十篇

は︑カゲの聯︒

そうだが

二階賞さんなら

場用い︑磁極的な

傑から現祇名

経蟷方針で発展し

文化を支え

大正海上の住宅

@
@
@
@
@
勅淘四葉平方厨︶を開いた︒

なお同日︑理事会の金日程終了
統いて︑石川一郎猟船脳理事長

浜窮関係者との除子力船定係熟に

後︑別舅で二会最︑大屋嗣会長︑

がこれまでの経緯について︑また

関する懇談会が開かれた︒

るよう心からお翻いする︒

大戦敦原荏嗣会長︑井上啓次郎科

原産理紅潮の議事終了後︑この

二階堂長官︑原子力船で語る

一日も早く定係港を

れ正式に没置が決定さねた．

くジュネーブの十八ヵ岡箪縮委員

鑛鯉
写爽は理事会て挨拶する二階堂畏

聾

☆

日特別出胤した二階磁進科学技術
庁長冨が︑﹁わが国の原子力鑑一

技庁璽務次官が関漉法規等につい

よ今年から嬢造贋手のはこびと

術に追い越されないよう︸刻も早

は造船業鼻の立禍から︑

岡懇談会ではもっぱら腺子力船

ついて要旨次のごとく挨拶した︒

船慰造聞継﹂︵とくに定係礁︶に

なった︒しかし定係洛の建設地

している②﹁腺子﹂という肖葉か

たい

どの点から︑当局のPR不足では

と述へ︑原子力第⁝船の建

海外技
が決まらないため︑碓堀越胸が

く原子力船の建造技術を身につけ
堺市磯子地縛を有力候忌地とし

造麗進を要望した︒

出土ない状態た︒定係措には横

て交渉しているが︑現段陪では
その諾否が明確でない︒もし契

から井上当務愚亭︑式田原子総局
次長︑原舩団かわ甘利難論理事︑

た︒

胸がのびれは︑予鏡も梗えない

高氏︵横療船内賦役業協会会長︶︑

ないかとの意見が大勢を占めてい

性は券藻できるし︑窺も﹇背蕩箒藩置麗
牧野繁欝欝

た︒

︵横浜有蘭滋街連倉会会長︶ら横 西堀理撫︵安全担当︶が出席し

保金協議会会長︶

し誠に遺憾た︑原子力船の汝聞

耳っているQ十年〜二十年先の
海運買易を考えて⁝田も早く嶽

子力舩定係沿の無題が解決され 浜賓関係蒔十五名が特別招循され

轡鱒

四生欝詫爆癒・

・鳳盤騰講
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覆開放射線高分子研兜励会大阪研究所が︑六月一珊付
で口案楓子力藩邸所に移鴛され﹁原爆莇附酬究所大阪研

がある︒研究窪は︑五つで︑それ

第一研究塞︵木村毅一票大教授

ぞれの研究テーマは次のとおり︒

銭貸︶は︑放附線化学の回議過程

究虜﹂として生まれかわった︒戦後︑外囲物語の頻出を

防衛するために発足した−通称放蘭酬は︑蹴触特許も

と の研究︑第二研究窺︵桜田一郎京
大名目教擾指導︶は凝分子の放射

JARRP

して︑その磁を高め︑いまその使命を終えて︑わが圃放

約西端をこえ︑世界の族射線化学界に
線グラフトおよび論難隔分子の放
射線照射に関する研究︑第三研究

尉線化学のメノカとして躍進する尚隔観究所の傘下に入

り︑無用放射線化学の茎黒雲究を拠即することとなった︒ ﹁大阪

塞︵岡恒誠

ついてみると︑出纐数︵囲内︑東

つた︒これまでのような関鵬と関

﹁口本の放射線化学は〜本にな

今︑放齪研の使命︑特製田瀬に松井元階高研劇務輝事は語る︑

京と大阪命わせ︶は徴十六件で︑

繕燈擦籔柑縮嚢瑠磯灘綿籠撚

こと︒さわに︑外国へ出顯された⁝究をしっかりやってもらう・外来

蝋引当会ホルムアルデヒドの霞合一の入事交流もやりたい﹂と尿搬理

鷺は手八件悪難は①放⁝雛員の枠護けるし・欝研と

射線灘合反応に関する研究︑第四

テル系転合体のグラフト極合耽の

リオキサンの重合力法④ポリエス

禽体の製造力泓③放尉線によるト

業か参加したいとの申し入れもあ

が沼開放粗漏の下︑島隔研へ米企

致本の膚一図もスタートし︑わ

饗の期爵はスきい︒

研究聾︵広田釦欝欝大鎌授擬導︶

②ホルムアルデヒドの延分了距螢

斯でさらに発展させたい﹂とは訳嫌理事の紀弔︒これまで︑とか
は低分子の放射線力解に関する研
究︑錯五研究窪︵仁田勇阪大名山

6る．

は高く︑鞭脇の海外流出がとやか

が蒔隔姻で糾はされ︑そして工業

化へ︑これに追加特謹とノウハウ

をつける︒それがどんなにか︑
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鋤雛q

∩︶弓70

−原産費科室綴りーー

い︒

露講雛織した

このように放筒研のつんた業績

る鱗焦口・刀法の万件︶で

ルの無水マレでンぼ共存下におけ

改良6れた製造方法⑤環状エーテ るとのこと︒大阪湿て登謙れた勇

によって︸本化される︒八月十七日の開所式を醐に︑これ濠でた

コバルト60蝋射装﹃
ト︒プラント

による開発讃験へと︑島騎研の設

験成功が︑パイロ

くそろいにくかった関西︑関東の足並みも古塁研の原研への移管

京大教授指導︶は放

研究肪では︑圃的研究をやるが︑ここで発生した芽は︑晶起掛跳

続現を

機場歩

垂酢

っている︒

放射報に関する鶏SR的研究とな

桜町指導︶は無機・貢機化合物の

どって譜た放偽研の足跡を中心に︑原研大涙網究所をスケソチし

の移讐が正式に決触った︒

実なQとくに﹁轟維のグラフト薫

立のキノカケをつくったことも口

れて工業化へ商かうのだ︒菰礎研

さらに発展して︑舳霜融で開発さ

﹁ここで行なわれた蛙礎研究が︑

開放経済下で

こと︒

かれた研究員も四︑五人いるとの

く爵われる丸み7たが︑突は放高研
禽﹂については︑桜田博士を中心
に︑バンデグラーフ牟使って纂罷 からも︑米国の研究所へ隔敵て招
研究をつみあげた結果︑衛隔研の
鉛一目淫酒に引きつがれ︑スケー
ルアノブして﹁セルローズへのス
チレングラフト重倉しの中縄規模
試験が進んでいる︒またコバルト

使用した岡村博士らの﹁トリ
オキサンの放慰線冥目﹂研穽は︑

ーノ

究から輿用化へ達する凍でしんぼ

二多

蘭附研第藁開発窪で︑圓じく中間

二一

う強く結たねばならない︒常に世

二

規綬試験︑佃実施中︒法た小ルムア

多一

建物の下の地盤は︑地震で断焔

多 〜玉書

鼻をリードするまでの研鈍を原研

〜

ルデヒドの放直線箪含の研究は︑

二

で茎礎あっての研究が薦要だ﹂と
一

で積諏的にやってほしい︒あくゑ

多

究所で開発さ汽ている︒
！

住友原子力に引きつが汽て霊塚研

一

たがって学者もAECも︑地盤のためその蒙濠ドラフトとして

一 5一
多5

二 多一 玉二
〆ヨ

金次4

璽して﹂二

多一多プ

︸︑四〇〇寧ま

部安全籔理課︵秋野

︻投稿歓迎
で︼

一多脳 玉 多

門生活と産業を瓦学で結ぶ

糧
・蕪
事セ

冠
てみト勢︶り

に密接な協力によって︑これを行

一

雪

一㎜

謄蟻鍵蝋一・藁
瀕番

一瞭W︑

購
放高研時代︑各研究室の研究殿

の外に右民間目礼から日豊された

はご︑蕊名で構成していたが︑こ

外来硝究員が加わり︑昭和三十四︑

五年のビ⁝ク時には︑外来研究員
約四十名に達した◎たが︑それ以

ではわすか︸人になったG

後次第に減少︑五月一嵩十一日現在

この届の研究費は︑約五十祉が
毎年朗資量る分挺金五千刀円︵人
件費込み︶でまかなわれていた︒

目ざましい研

一

のビーカースケ〜ルの実

究成果の数々
放高

一多

第二・鎚一百国に全文の修正加

多

果的には日・栄・英・伊・加・ 報告であったが︑とにかく多数

三多多

その弛30傘種類

電話「齊隣」（．2ノー㊧

一

訂〔｝

銭ユ昌薦大阪（4⑪D一大f覧1231

伽島臣二卜町南了［1ギ〜｝一町τ㌧円1番地

辞〔蜜都千代籏ヨ区有張概言

セメント

︑鍔鯵誌︑醜翻
の構想であった︒故友臨博士は︑
原研大阪研究所は︑この壁代研

放高研大阪研
究所を引つぐ
大阪研究所をそっくりそのま櫛引

西に初めて窓口をもつことにもな

きついたものであるが︑独酬か関

り︑放射隷分野のdならず広くR
1分野のサービスも行なわれると
聞く︒現在︑敷地面積約万衙坪︑
人員十五名︵他に身動嘱誌︑外来
研究員︶︑主な滅躍としては︑バ

ンデグラーフ加連器︵二MeV︶

一

なっていることを示した︒

ついての解説︑二本および米国

は︑地震・地盤・断層︒津波に

における源子力施設の耐震設議

に考慮すへき慣項の解説︑将軍

の現状︑腺子力施設の耐震設d

ての勧告とからなっているQ

行なわれるへき研究箏項につい

現蔭日本ては︑羅力会往・メ

り︑修菅聖霊のコメントを作成

トとしてまとめあげられ

中であり︑これが豪と衷り次第

いでこのドラフトを検剤中であ
のまま採得されたが︑内顧のほ

ーカーの人たちを交え十入ぐら

とんどは︑米国の四人の歯面と

は源子炉施設の耐震設引としてた︒このドラフトの國次は日

のみではないであろう︒

多多 玉

いる︒︵二本継子力発耀・技術

英固のAEAから繊謝した一名IA猛Aに込付することにして

い︑との感を深くしたのは講者

米点における原子力施設の耐

震閲題の闘心は︑義訓方法の如とによって設かれた︒予定され
何にあるのではなくして︑むした三日闘のうち第一日高は約二

が︑日本の現状を画した耶分を

ろ断嗣の件にあり︑原子力発羅虚名の参加著が執黛に当った
所の建設に当って︑特にカリフ

多二一

㌘ルニアなど西部では︑岩子炉除いて︑蔚記五緒の英語無人が

スチロール

電気化学工業株式会社

アセチレンブラノク

なわねはならない﹂というのがそ

桜田一郎け士が発明したビニロン
を工業化した人で︑当時倉レは︑
大原社琵以丁社運をかけてビニロ

ンの闘発にあたっていた︒そこ
で︑友成民は︑後羅にあたる王代
茂樹氏︵束レ会長・当時日本化繊
協会理事長︶に︑放筒研設立につ
いて温蝋をとってくれと頼んだ︒
これをうけて田代氏らは︑政府の
金をあてにしないで︑民閥の手で

設出すべきだと田本化繊協会に提

一︐

纂卒行い︑会畿で二回詠み上げ

米濁からは八名醒度が来9す

が滲加した︒

と嬉本のオブザーバー約十万名 踊について︑笑質的な研究を行Qうことを荊提としているQし 討論も行なわれたが︑貼澗切れ

チリi・台湾の七力期三十二名 の研究者が原子娩施設の耐震設部分が相刈的にズレてしまうと

ーーー

コバルト60︵τキュリー︶照尉

一⁝

薩察描懸

づ

錨黙黙綴編壁

案し︑その協力で三岡研究所設鐙

は田代氏が就任したQ

に簗つたわけてある︒初代会長に

大阪は︑もともと化纐業界の地
盤︑放局研の研究所はます酉島設
置に治ち贋き︑化学︑パルプ︑繊
維︑ゴムなと各業界から純民闘資

廻る六月十二Hから一興間に

AEC尉係の外に︑ウエステあ
fり︑研究の成果を示すという ているため︑血膿と次元の相迩

ハネルの最終的な成果

合わなかった︒

は四＋搾以上に及ぶリコ

リコメンデイシコンの内容

一方米国側の論文は一︑二のがいつ何フfート動くかという 即刷されてし謹つた︒
刑後援による︑擦ぞ炉施設の耐

ングハウスグループやGEグル
ようなものは見当らなかった︒ があり︑没﹂方法の確立のため

ると伝えられていたが︑学嶺・ 簡外を除いては抽象的な評諭でことに思考のウエイトが躍かれ
わたって三AEA黒黒︑11本政

心構踊に関yるパ不ルが︑芝の

ープからも参加者があり十四嶺 精に実験的研究について述へた

r﹂ーノ

メンデ．シ．ンのドラフ

・．．・

た︒当初一AEAは︑このパ不 の多敏となり︑湯添側のパ⊥ア ものは全く無く︑米国において識の曲車は︑日︒米間ではかみ

には研究が嚥蟄であるという認

東飛プリンスホテルで劉かれ

ルは紺肢設認に関するリコメン

・．目・米会議の威深し−

妻

メラミン
孝ルマリン
可塑瀞1

㎝

の災体的研究は行なわれていな本気で険山したものがほぼそ

ーAEA耐震設計パネル：
ーシパント十二橘より多くなっ

久田代表のペーパーを除いて

﹁玉

ポハール

署罵二懸盤1

クロ目プレン

撰蓬

附醐法人U本 放 射 潔 高 分 子 研 究
協会は︑昭和三十一年†二月︑紬
績︑化緻︑化掌工業など民縄艦蟄
会社麹五十社と︑大学︑冨公私立
研究纏関の協力で生まれ︑わが日
で最初に放樹課化学の研究にタソ
チした械関たσ尿乎力平和利用の

が注囲され︑とくにこの儒究は︑

幕あけと34に ︑ 放 射 隷 化 学 の 研 究

原子炉がなくと も ︑ 敏 磁 器 答 に よ
る放射譲が朋摺できるので︑原研
が嶺嘱原子炉たけの研究をやるの
なら︑他に放射線唐門の鰐號斬が
あってもよかろうという考え方も
あっ陀からた︒

放翻研は ︑ 団 策 的 と い う よ り

ディシコンの作成のみに限ると
の憩向を持っていたが︑口本の

張し︑のめの斎言間はペーパー

聴門駁の情報交換の漫要性を主

のプレゼンテfシコンに︑次い

発表論文数は日本が十一編︑

てし至った︒

米国が九編︑命乞とイタリアが

二日閣でリコメンディシコン

の作成︑最後の士躍日は象海村

で

の見学というスケシュールをた

て︑工AEAと交渉し王AE
Aぞれ一編で︑欝本の論文
それ
各国からの出漁者は一名とし︑

の報告であり︑︸那の論文は地

は︑理論的濠たは実験胸な研究

の合慧を得た︒童た王AEAはは︑全体のサーベイを蝦涌した

日・米から庸子のオブザーバー

重多多二 一〆多 多一 多多︷ノ 多

震動そのものの挙鋤についての

が参加し︑転調力国から総数二

二

十名程度を予想していたが︑結
多
一多
雪多一
︑﹂

22」】

恥三都中央区銀瞳τi…四丁藩4岱地
兵庫県尼蘭帯常光背光町1丁工員母地
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エ
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塩化ヒニール

紳崎鑑艶虚構認含翻：

産

力

原

が誕生した︒ところが︑通産省か

金三億二千刀円を集めて財団法人

らは全囲を対象にした機開︑母との

禦劉があり︑その縮果︑大阪研究
所が旺鮮川重に三卜三年五月︑束

ュぷン祇の﹁センイまたはフfル 術の自立も失なうことになりかね

は︑企業に役立つように設課され

た︒このため︑大阪の敷地一都を

なったが︑このころ簾駅研究所

売り払ったりして︑財政難をおぎ

研の資金ぐりも曲しくなってき

出て︑放筒研設立の直擾のキノカ

四年勝議庁八雲によると放射線高 としての放識研を設回しようとの

数二十四件の う ち ︑ 笑 に 外 田 か ら

ケをつくった︒

分子化学関係で公告された特詐件 強い要望がこぞって関係榮界から

出願された特 許 は 二 十 二 件 も 占 め

吸収された◎たまた豪放論研も︑
十年間にほぼその罎的を訂したと

は︑高附研の発足を機会に原研に

きでもあり︑大阪研究所もこのあ

とくに︑放蘭研の設羅にあたっ

けたが︑﹁この仕事は︑筒分子麗

九縛士らが中心に︑政蔚に働きか

たりで政府に引きついでもらった

ては︑倉敷レーヨンの故友成九十

わが厨闘係者を毒常にあわてさせ

らーーという意見も出されるよう

ていたというQこれらのなかに

たQそこで︑ ﹁ わ が 回 も 早 く ︑ 放

子放射線化学に関心をもつ学春と

業界と放射緻高分子あるいは偽分

は︑基本的特詫も含豪れて46り︑

果を物許の形にして浴かぬと︑手

射線化学の研 究 を は じ め ︑ そ の 成

になり︑四＋二年農予鎌で原研へ

VCl防錆紙

海外特許の侵
入に対抗して
わが田の原子 力 開 発 の フ タ か 開

いた当時︑隠隠線償寧の分野で
は︑仏のガントル︒ナシコナル・

鼠研創所が葦原駒込に三ナ三廻十

ムの変性法﹂︑米G弱社の電子線 ない﹂との意晃が膿され︑群外の

た研究所で︑その線にそって前脳

⁝月にそれぞれ開所した︒

特諮遣出を防衛するためにはわが

二年瀦から繕済界の不況で︑放晶

のごと蚤研究を続けて港たが︑約

フfノクの﹁クラフト虫合﹂︑米デ

ド・ラ︒ルシエルシュ・シャティ

外特許の違出はめざ蒙しかった︒

照射四品の物 論 な と を は し め ︐ 海

碍することた︒このため研究機関

国で麹ら研究をやって特許権走取

放高珊十年の歩みをふまえ

放高劒大阪研 究 所 設 立 当 時 ︑ 三 十

した原研大阪硯究莇

が全國的に打って一丸となり︑量

アー

田

磯

も足もでなくなる︒国としての妓
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八月上旬 に 設 立 委 設 置
人の役・駅員人禁および組紙の決

う副理外凝︑海事の任命など新法

人事︑委託規程など難問山積
今後十年間に約二千億円のぬ金を鼓入︑わが国独鼠の立揚から新型転換炉および筒速目殖炉を国の

劇﹂の鍛驚などがあるほか︑獅法

炉開発星学方針﹂や﹁岡塁本計

臣︑通疏大臣の協議による﹁動力

定︑あるいは科技庁最冨︑大畷大

プロシェクトとして並行開発し︑あわせて砿燃糾の三囲も行なおうとする新法人−動力炉．核燃料開
発事楽団法はさるヒ月牽罠の衆院本会議︑同畦四日の参院本会議で可決︑成立したが︑これに伴い政

学技術庁はこれにそなえて近く︑庁内に斯払人の﹁設立準備婁員会﹂を設け︑事業鼠録晃雷や出資金

痢は二十日︑同法を肱律動七十三耀て公布した︒この新法人は十月一日に発足する予溝であるが︑肩

募集要領の作成なとその設立準働を行ない︑九κ中旬︑薪法人の認可申舗を行なう方剣である︒

労を多としながらも幾多の園難に

別国会の籍議等を通じ︑闘係者の

という政胸の方針や︑第竃十五特

昨無来︑法人の新設は認めない

の設立盒記手続きを順次攣急に鴛

や嵐資金の織論策など主に新法人

会合が胴かれ︑璽業凶暴見忍作成

り︑鄭ければ八月士旬にもその初

約二十名で構成されるもようであ

この叢員会は︑関係各界の代張

聞いて行なう藍事の任命と︑理凄

任磯および原子力委員会の意晃を

員会の岡意を得て行なう理箏長の

すなわち︑瀧理大園が原子力委

ものとする準備などである︒

動力炉予算は

講し新法入との統ム圃をスムーズな

の諸規程はとうなっているか再検

うするか︑さらには猿子螺料公筏

人運営上の間題として︑委緬巣携
備塾勝と蟹行し︑新尋人発足まで
焼程や区分経理の方式をとうアる
一に終えねばならない多くの麟難な
か︑また︑今薙度の事業謝剛立案
検討箏項が山積しているQ
や実得予算の幽思と囲りふりをと

遭趨してきた新法人も︑いよいよ

なっていく力劉である︒

︐

あり︑濠た申部経済界発展には中

日本刀博協会麟会長などの要職に

ジェクト遂行に必要な資金確保に

隠婆畏会を闘き︑動力炉開発プ資

原子力委員会は︑七月十七臼臨

別枠で 原ヵ婁

心愚な役割を果しているので︑公

握界銀行から派遣されたM・ビ

この結禦︑同プロジェクト遂行
に必蛮な予算要球は︑従来のよう

よらず特別扱いにすることを決

原産︑ヨーロッ

から紙面に三三︐る︒饗罐憩

麟

鄭鶴舞薙轍驚藪．徳灘
郵齢蘇紡縢艘醗穆

に確保していくかを検討している

匂襲鞍謬繍訪魏一謹︑鵡讐噸
ラン罵給およびコストの晃通し

馬力会社の震え方を蓉とめて提出

小委員会メンバー

︵原野︶︑田中懐次郎︵元朝日新

聞︶︑士屋漏︵産経斬聞︶︑荘村

義雄︵濫漫煙︶︑今芥巣材︵原

燃︶︑田中慮治郎︵東雌︶︑加藤

博晃︵関電︶︑樋口難離︵日本鉱

量器二郎︵瓢一撃原子力︶︑一本松

業協会︶︑鈴木奮照︵岡和鉱業︶︑

殊磯︵原蹴︶︑佐藤邦郎︵三菱金

属︶︑平塚正俊︵住友原子力︶︒

原子燃料公社

管理職の異動発令

原子燃料公社︵三碧長今顎欠楼

氏︶は七月二十欝︑管理磁の異動

を発令した︒主なものは次の通り

︵カノコ内は朗職︶

▽本社調査役︵人形隙出張所

である︒

艮︶櫛島民覚▽探鉱開発都次長兼

一▽人形峠出張藤畏︵人形陳出

所長︵探鉱開発那蟹理諜長︶申樗

面にたって進められた︒韻銀融資

の機械の入手に

き︑襲櫨聴取したQこの結果︑と

ついては︑麗麗

として罎際入札

規模は比較的小さいので︑原子力

アドバイスを与えるわけで︑一行

本の能力を傭っておき︑後進国に

大きさに

︵昭和電工︶

譜︑原眠下臥発鍛所︒

見学目放瞬線爵種揚︑原研︑原

化学︶森下諦一一

新晋︵麗技研︶︑長靴川賢︵第一

臼時翻八刀十五︑十六日
場所11東海村︑建員H三十名
会費膝宿泊費共九千八百円
認師目ふ響岩央︵放医研︶︑西

なったもの︒

たが︑好評のため二度目の開蟹と

る︒この楓究会は去る六月行われ

どの後擾で︑糠配研究会を開催す

会︑東部試織協会︑化学工業会な

五郎氏︶は︑日本医帥会︑薬剤師

集海原子力懇談会︵会畏安川第

放射性医薬品︑標識
化合物の特別研究会

世銀調査団が離日

へ輸出する盛合︑型銀としてはB

本が原子力発電プラントを後遣国

融資対象になるが︑世銀としては

うな大型化のすう勢では︑メーカ

允鍛を採博するにしても︑今のよ

きよう︒しかし懸垂がたくさんあ

▼

●

●

0

欝欝二

盤質露鶏

階繧

@原

●

PWR燃キ凹凹

に増加枠を設ける鱈の一般力針に

定︑為沢氏ら原子力委員は七月二

この践を伝えた︒これに渕し佐藤

十日蒼相冨邸に佐藤菖相を訪ね︑

別枠での予騨確保については砥答

滋掘は︑十分承知した鴇を笛弁︑

を避けた︒

鉱業甥憎調査︑③わが国の進出の

要の珂能性がどれくらいあるかが

松根宗一

︵八月美田︶はこの点を中心に検

したい﹂との慧見が出され︑次回

▽撫外ウラン資源確保の貝体鎌

可能姓

▽資源肩劉地域の胴査絃①ウラ が︑この委員会でも九二力会社の
通産省総A呈 ン賦存状況重三︑②資源禰圏国の 嘱え方が参囑になろうQ次國には
系ルギ⁝調査会

︵部会長︑松根

の原子力部会

0含

連合会では︑このほど︑原子力開

席上︑加藤蚤員から﹁電気窮業

の助成策と体制

のあリカ︑②探鉱開発に対する国

保についての政府および国の機関

▽国の役捌り糾①ウラン資撫確

保についての政策現状見通し︒

り方︑⑦主要国におけるウラン確

めて︶︑⑤共蓋購入︑⑥備薪のあ

と引取り︵海外における弛鉱4

づけ︑③傑鉱聞発の主体︑④開発

ポノト購入および探鉱開発の簸置

け公原産副会 11①ウラン資源︑②雲壌契約︑ス 討することになった︒
長︶では︑ウラ
ン資源の確保方
策について八月
禾に中間報管を
とりまとめるた

め︑小舅員会
︵松根委員長︶

を設けて検討す
ることになり︑周小気員会の初公
合が七月二十日午後二時︑二本鉱

委員会では︑今後の潤め方につい

発対策会議を設けていろいろと考

業協会会識塞で開催された︒同小

て笛識した結果︑次の通り讐議壌

いては︑これから原子力発雌を推

えている︒とくにウラン閥題につ

▽ウラン儒絵の児通し翻①濡絵

進する上からも重要で︑どのよう

狽を決定しκσ

見通し︑②臓器ま装国におけるウ

︸行は︑日本のユーサi︑メー

弓＝＝＝≡＝騨＝＝⁝＝＝一＝＝＝＝三＝＝＝簡一＝＝輔三一＝≡一＝＝：一≡＝一：瞬＝一＝≡瞬凹轄＝＝騨＝三幣＝＝＝一＝＝≡謄霧＝＝＝＝＝≡≡圏≡一＝≡＝二陶

ついて審難したQ

れるものと見られる︒

二階蛍科技庁蔑官訟

升上氏か

けの立場への乾瓢は特別に悪酒さ

なお︑井上瑛は中電会長のほか

6

長が蕊理入臣の認可をうけて行な

だすことになり︑没立準伽盃員会

なおこのほか︑これらの設立錐

その実堀へ月糠的な鋤﹇歩を踏み

が設けられることになった︒

井上民が理事長に
同日正午︑申部

佐藤総理の要請を内諾
井よ五郎鶏談
電力東烈支社で記際会鬼した醐氏

労上1郎中部灘力会長は︑七月
二十一日二階堂科技月艮官から動
は

管理課長︶天沼振▽凍濃探鉱禦務

海事業所原子舩料試験所長兼講究

範▽意吉出張所長︵雨避探鉱事務
業のための要撮養成︑安全性︑敷

ドバイザーのヒントン卿︑U・フ 行ない︑①ユーザー側の経験︵社

と伝えられている︒

関心をもっていることが示された

管理課長︵世吉出張所長︶東郷文

地選定︑在央火力と経済件比較

頴一

カー︑官庁の担愚吝と連日会談を 大きな課題で︑これは標準化以前

ィニノツの三氏からなる原子力発

等の諸終回について︶︑②メーカ

今図の調益は︑画面の国や会社

張所鉱務課長︶小林雄吉︒

カリィ点葉審査部技術鐙当冨︑ア

羅調査凶は︑七月十九β離日し

に利益を与えるような意味合いは

岡澗査団の圏的

で︑三＋五万KW級のララントに 所長︶色面学而▽冶金都次長︵東
ては︑この入でなけれはならない

られるたろう︒この入避は私とし

たが︑滞在中︑一行は猷亀︑東

ーの輸出能力︵設計製作に関する

金然なく︑あくまで国際機関の立

の尚題κ﹂というのが大方の意発

◇聖
の就伍では︑松水翁︑木川田東恥

と思っていた嚴．心任者た︒井上氏

電︑関電︑原子力玉グループ︑科

齋監督要風の養成等に終点を腿

詰聞題︶︑③監督官庁の組細と検

社長の協力も大きかった︒理堺長
以外の人毛は改めて井上氏と相談

力発電の佛発状況築について醗査

技庁︑通就絹を訪れ︑田本の原子

今後は予算を合理的にこなゼるよ
うな運営体制を考えてほしい︒

は︑今後約十年の

ろまで︶に︑後進瞳

くにメーカーの反応は豪ち談ちで

制度がとられて
邦電力に入る︒昭和二十六年中電

が原子力発電を
あったが︑﹁後進国の電力需要の

練貫を兼務︑また経団連常任理

としての日本の能力︑落々を調へ

機盟類のポシブル・サプライヤー

いる︒醤来︑日
社長︑昭涌三十六年中電金長︒この

らの原子力発塔プラントが糧銀の

採用することになった揚合︑これ

日本メーカーの意欲に感銘

放送︑猶志麗テレビ塔など数社の

間大嗣憂心︑集海士鉱︑中部田本

れ︑乗大蹴気工学11革︒虚ちに集 間︵︸九七七年ご

井上氏略歴明治三十八隼の生

した︒

するが︑たいたい一任している︒

って全く新しい技術の際発を行な らは来週早々正式受諾の画答が得

新事巣穴は他の箏楽団とちが

力炉・核燃料開発事業醐の理製長
就任を懇語されたが︑＝十二日午

上からも画劇的な試みである︒し

うもので︑わが国の科学技術政策

たがって︑予算措置はもちろんで

れ︑魯ぴ理堪長就任を強く装請さ
れた︒井上氏は斬しい動力炉開発

あるが︑国の機関︑学界︑隈業界

削︑佐藤総理大臣から私邸に招か

の進め方などについて総理と話し

の﹁総力体﹂の結成がなくては鍔

離︑陳麗中那原子力懇談会門守長︑

が日本の猿子力メーカーの技術水

科学技術振興室隅副会最︑担界動

いて︑この調査は︑米︑英︑独︑

れば醗産化できるであろうが︑鴨

風倒四
蕪轟鍵

騨

饗酒糟

騨謙

懸料擢擶塁騰〉誰

慮蠣
合った結果︑理事長に就任するこ

趣旨のことを仏藤総理とも話し合

端や開発への積極的な悪欲に強く

吉成坊を晃ないたろう︒こういう

感銘した点もあり︑わが国の実力

顕もあり人望も隔く︑電力業界︑

の理聖会︵二E︶の決定にもとづ 決の力法として︑ある規模以下の

ることになったものQすでに世銀 ー傭にとって矛盾がある︒この解

とを内諾した︒岡氏は学究肌の

会長︑中部経済隊舎会長等々の公

仏︑冊レで行Nなわれ︑臼︷小は論ハ番賦

標躍化

職も多い︑とくに原子力開発につ

になっている︒

ったと簡く詳価されよう︒

ったが︑内閣が資任巻もって国を 力会議国内委員会議長︑骸気協会
挙げての協力体制を作るからと強

三子力産晃界︑学界なとからも協

力の得られる人栖と児られるの

く嬰請された︒会社の内部ともは

いては十隼のキャリアを有してい
る︒

鱗靴師⁝灘田
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すれは安くで

で︑圃濫動力炉開発の賑要性を認

するつもりだ

と語った︒
氏の活躍が期侍される︒

識して押蜜長縄任に鈷み切った岡

｝

に｝月3圃（5B．15目。25日，発f3

曙騨

器
陛

業
産
ブ
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原

ている︒しかし︑殉精礁法人の協力は︑

等︑今後館山的に検誕を要する聡件も多

要求もあり︑また翻発リスク負拠の問題

人材の獲麟

適切に行なわれるかにかかるものと考え

は︑つまるところ事業田の運営がいかに

国麗馳力炉開発が軌道に乗るかどうか

み︑各界からの協力体鯖が朝立されて︑

以上のごとき間題点が〜つ一つ解決を

かろう︒

よほど糖接な漣携と弾力性のある運動に
侯たねは︑擢わぬ破綻冷招く守れもある︒

闘されたことは︑港わめて印療

衆院科技鱒における与野党議

深いことたった︒

瞥金磁保は大丈央だが︑闘題は

嶽金と人材については︑佐藤首損みず

の論議挙通じて︑原子力関係以外の門灯

からが

員の間土︑零綿入の意見などに

発の上での悶題点は︑六項目にわたる付

当周者にも︑ナシコナル・プロジェクト

動力炉・穣燃嚇闇発欝漿m法 よって明らかにされた動力炉・核諾約開

事 業団法の成立

動力炉・核燃料開発

c
帯決議として明詔されたが︑動力炉開発

強い︒佐藤首相もこの大物理事艮引き出

ウ

談会﹂︵塵長・

の﹁核燃料懇

原子力婁員会

ラン濃縮の研究開発については①

を得ることにしているが︑うちウ

ついて翼翼︑今年中に一応の結論

核燃料蔑有化に伴う拙置などに

有効利用︑ウラン濃縮の研鑓開発︑

子力婁員を中心に︑軍急に人選を

会﹂を設けることになり︑武藤原

下部紐織として﹁ウラン濃総分科

さらに煮つめた険罐を行なうため

1を中心に審議が進められたが︑

なおさきに決疋された齋原子力

進めることになったQ

有沢広巳氏︶は

今後の濃縮ウランの濡要増大に対

七月＋一田︑感
触千代田区平河

のみ依存することは盟乱しくない

処し︑将来ともその需要を海外に

開発豊川長期謝画では︑わが国で

箋で第三回会合

町の全共連会議

るために必要な各方式の技術的可

採用すべきウラン濃鞠方筑を定め

料を昭撫五ナ奪豪でに得ることを

人性および経済的評価に関する資

入手の多様化をはからねばならな
いなどの観点から︑わが国におけ

②核燃溜サイクルの確立と核燃料

るウラン濃縮研究の進め方や研究

わが凶における
ウラン濃縮の研

心分離法と亀学分離法についての

麟途に︑従来から行なっている遽

を開き︑とくに

究開発を中心に

している︒

推濫体制について検討することに

研究側発必継続するほか︑気体拡

審議を行なっ

同職の第三圓会合では︑除子力

た︒

同懇談会は海

情を讃している︒たとえ安全性が

轡定が一方的たったことも市民感

力関連産業界および各観究機関か

この線動酬は各確力会祉︑原子

うことにしているQ

源船剛が舟溢建設課希碧したハ

の核燃料概説政策とウラン濃縮﹂

局から出された資料1﹁アメリカ 散払についても調査︑研究を行な

弁上蓋堺長の下に︑新膿業圃が弾力的

地銀理立地は︑とくに︑繊浜宙の

理︑顔子炉聡慧︑コストなどの譜

ら海年会員を募り︑輝料︑再処

いる︒こうして昨年八月宋︑原子

とが拒否の鋤一の理説と磁られて

る︒

からはっきりと断る﹂と篇明しい

けて戯広い知識の交流・摂取︑協

テーマごとにグループ研究会を設

か注屠される．
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と答弁している︒科捜特て

体制の上での聞題点は︑さらに戯体的に
られる︒

入の必要桃も認められたようであるが︑

虹挙により井上晒蝋氏が三門り︑織力界

永安左衛門氏︑実力者木川田束雛廿罠の

民話の協力の悶胸に関しては︑浦成
しに際しては︑予鐸措置はもとより︑園

外ウラン資源の

たとえ経済的な変動があってもメーカ⁝

あり方︑R＆Dのリスク醒価︑契約方武︑

な学芸方式を磁駕し︑とくに機務管理の

しても︑経済的に利益がないのだ

傑翫され︑再度申入れがあったと

確保方策︑プルトニウムの長期的

電力とし

綴済無難を高めるために誘画され

総力体〃の核として︑

会﹂はその成果を会員相互︑蓉た

型発霜欧の実用化︑新慣業馴の発

足などの段階を灘え︑各グループ

がどのような取組み方をしている

多／z〃／影／影

藤愈躍隷︵株︶猛居表些細史︑

東大生産技術研究所

住履表示

乗ゑ那技東区木揚一の五の一

菱史︑東駅都忘匠六本大七の二二

日

本ニュークリア︒フユエル

の解り

康以都中央屡鍮座幽六の二銀塩類

薗︵株︶線泥入会︑社最田中俊央氏︑

中場ビル︵五七二︶八三一六

旬間メモ

七刀十三日開催︑来年度原子力関

繧予算︑動力炉開発擬古本部の活

動侵入鳩について讐議②七月十七

日臨時委員会聞催︑動力炉腿発関

係予算の儲保について籍講︒

丁代田区神田錨町一丁阿職務地

⁝が国会の笛講をへて七 月 十 閥 日
成立した︒これで国配動力炉聞

の罎要性があらためて認議され︑資金投

科技特ではとくに原子力墾無会の強化
しかし人心の磯保には︑学界︑産業界の

粛にして理事長には︑電力界の長軸松

は次の諸点が挙げられる︒

強力なバンクアンプなくしては︑鮒底そ

︵臼立嗣祉畏︶︑加藤︵閥電髪抵長︶両

て盤えることを確点したときく︒

を挙げての協力体制を内閣の貴任におい

てはナショナル・プロジェクトへの協力

側が尋を引くことはない躍︒

たもので︑その趣旨に合わないこ

学界︑腫業界の

広く拶曾速各罪に帳興しようという

Q

国際協力のむずかし
さを痛感した

は蕾労︑

数ある原子力局の課長の甲で
機械屋は異色の存在︑局内に一
風を吹き込むだろうQ
調査担蟻者は地味な人が多い

o無趣味と

調かな綜糸と機敏さは好感がも

か︑この人は全く明るい︒キメ

信条は〃積極性

たれている︒

いうが︑囲唇︵二段︶ゴルフ何
でもゴサれ︒麻僅は商称名人︒

の弁Q㌔

でハンディ22は上達度が悪い・

しかし︑ゴルフ天団マニラ帰り

慧友

酒は飲まぬか︑隈の揚もちは

とは

⁝ 原芋力黍餓会▽定例会議u①
毘田谷区玉灘用賀町の冨舎に

う振いとの評Q

集智枝夫人と一男一女の幽人容
らし︒出身は広晶県の江闘島︒

︵Y︒田︶

〜

／

c

発の勲閥休となる新法入がいよいよ十月
一臼発足キ自辻に︑貝休的な設ぬ準鋤の

が強く要請されたほか︑事業団の通嘗に

段階に入った︒

関しては①事果団と原研の関係︑蕪雑の

の協力︑の三点に心事が郷中したか︑こ

氏が滲霧入として︑

動力炉・柊燃料開発事議団は︑周傭の
通り政舶からの出資金約千六叢億円三味
の園附を果すことはでき碧い︒

れらは新法人の混線を執遊に乗せるた

は必要であり︑閥が藁本姿勢を貫く限り

︵A孚R︶の翻究聞発を行ない︑原型炉建
議激でをその主なる使命と丁るものであ

る︒

めに梁さねばWならぬ偲⁝聯繋 要な酬課懸︸で中の

の強い協力体制が示されたことは誠に心

礎に︑高速増殖炉︵F13R︶︑薪型転捜炉 明轍化︑②甕金︑人材の学窓︑㈹民臨と

るが︑その蜜装は必ずしも答易なもので

ついては︑動力炉開発臨時鮒⁝湿本部職長

予習の便い方︑あるいは入浴登用などに

国産動力炉の陥発

はあ︸47調い︒心かろ戚功を衙るものた︒

の丹羽原研理翼幾がしばしは言明してい

新しい藩え方をもって臨み︑国の機関︑

事業酬と源研との関係および役重りに

露点的にこれを行なった禦畿翫科学技術

るように︑原醐の動力炉開発の機能を動

欝莱団沈の国A奮議のうちでも︑澱も

振興対簾特雛委賎会ては︑艶麗動力炉開

員し︑FBRのための実験炉は従来の経 の成果をまって定めたい と︑きわめて

は撰しまぬが︑新しい炉の採用は購業醐

れを支持するがゆえに︑その只依策につ

発の必襲聾を与野鑓が一則して認め︑こ

力強くナシコナルブロジェクトの上進に

明快な二面を行なっている︒

一無論は会員蔵七十八名︑八グル

日本量子力産業会議の原子動力

ープで捌究を重ねてきた︒﹁三

研究会︵大寓松次郎会長︶定例研

もの︒同時に﹁研究成果報告轡﹂

八月十日︑科技当て

﹁原子力齢は繭船として惣造され

なお飛鳥田二二は本問題に関し

醜九時罪から東京千代田区の科学

究会四ナ一日目隼会が八月十日午

︵約山ハ︸日搾︑頒餌千五︸臼円︶申蛍も

摺いたとしても︑別に横浜の発展

三士ハ年穂懸省の古型へ帰っ

罰臼の年会では︑大規模な田園

技術館で開かれるQ︵一口自由︶ 刊行する︒
写

た︒とくに昨秋︑マルコス大統

●

領来日の際調印された﹁甲小企

磁︒

蘭命尽機械器湿土置所に入所︑

たが︑王十八年から約三奪靴程

業技術開発センター﹂の設立に

原子力局の

やまのまさと

山野正登

調査螺畏になった

に役立つとは思えない︒鍛補地の

るものではないし︑母港を横浜に

回答がなされた︒

から胸十一カ月で︑正式に拒否の

同の調査研究を行なうもので四十

ととなろうが︑ATR︑FBRの原型炉 しかし︑田津鋤力炉開発に当曲もっと

亭求め

うものである︒

原子力は全く素人で：：

力船駕撚設灘の申入れが行われて

緯から原研が中心となって引き受けるこ

刷の強い洩蝋

搾ることを期等したい︒

あり︑このためわが国の現状に遊

た︒三十憲隼防衛庁藪備局航空

時に︑ロノキードかグラマンか

職闘機の生産計画に従鱗した︒

⁝と饗魯なが㌣〃今欝より 機課に移り︑F一Q四ジェノト
と抱負

方にだいぶしぼられた

ハ現参院議員﹂らとともに〃先生

で繍会でも論議が白熱︑源田氏

視野を広く︑国蝦鯛な立場から
の調蚕も必要でしょう
を語る︒
氏はこの七月︑通瓢貧竹馬村
から就任したはかり︒調管課は
原子力平湘利用に閃する配管企
圃や翫賞畳料の作成︑関係機関
との漣絡協調が主な仕事たが︑
地域住民の不安を払拭するよう

と激歓ある弁︒

PRの鷺及にも磧鞭的に取り
組みたい

これ豪で役人ケ活の大半を航

塵一筋間工作機械や光学機械の

技術アタノシェとして比圃に赴

ﾄ飼大学に残ったが︑二十四年 機のことになると話もはずむ︒

@体霧島卒後︑技術研究生とし 空機関係一筋できた為か︑飛行

昭瀦二十二薙象入工学部航空

原動研の年会

いてはさまざまの潤砲点を指摘し︑これ
が達成のために
も蛋要なメーカー側の協力に関しては︑

▼﹁ 腰 滑︐噂■ 顧脚■頓騨︐ ︐︐暫駒■●圏 ︐脚開■ 冒弼ロ胴胤︐刷暫P﹁．翼員

り︑たとえ原子力船が安全なもの

売市日の分割建設が淡まってお

した三三の型式︑研究開発の体制

編廷

でも市民感情にそぐわない︑とい

プラズマの体系陶砿究の分野では

原子力開発利用長期副幽でも︑

わが園では昭憩二十年頃から小

などその推進方策を暖雨に検討す

・

〃プラズマ物理に関す︸垂礎研究

の充実をはかるとともに︑按融禽

を明確な二二とする総合的な研號

規模な星礎研究が始められたが︑

開発を順次訓幽的に推進すべきで

その後︑各方面で核融合研究の進

なお研究開発資金も︑海外兜蟹

とうたつている︒

る必要がある

詔国が年間米国約八十億円︑英国

行なわれた結果︑三十八年六月︑

名古屋大学に共同利運研究所一

われ︑一方わが国ではブラ研の年

約四や億円︑西独約六十億円とい

三工︒五億円︽含んで合謝約三億

﹁プラズマ研究燐﹂が設立され︑

総合的なプロジェクト隔心を進め

円という乏しさであるQ

高温プラズマ研究センターとして

ている︒

しかし︑わが團の研究開発は︑

麺

鯵

んど行なわれていない現状で︑新

明碓な闘的とする研究騨発はほと

成果をおさめているが︑核融合を

瑚賢口﹁P冒﹁■切置 U・瞳

は密実共に事業団が中間となり︑これに

濃δ氏︵腺霞副祉長︶︑伏発康治

●

ると共に︑政用の積権的な施策ハ敬請︑

ム岡
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軽水炉の翻産幣串成という極めて切実な

薗

除観が民聞とともに協力することとなっ

爾

餌せて原子力開発体制強化の必痩屑・か強

目

A繊 琴＝ ＝u
襯ム

部会長に菊池正士民

なおこの核融合専門部会はさる

氏︵名入プラ酬所長︶ら十八名で

め力や研究休捌等に関する検詞が

来年四月中旬に中間報告
原干瓢委員会の核附禽碧門那会は︑七月十一口κ後⁝時半か
ら東京堤ノ門の鈎済会飼で初会金を弱き︑郡会長のπ選および

ーピンチ︑ヒーム入射︑トーラスな

五月に設置されたもので︑騨鰍根

挟融合の研究は︑

構成されている︒

横浜南長が拒否圏答
原子力第一船の母港設置で
よる正式拒古の圓答を範なった︒

拒舎の理由は︑①旅子力船の幻

行政指轟を気当︒二十七年酒藤

四十三歳Q
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発言役社長

強電広告株式会社

男萎核燃料懇談会が第三回会合

任︑背比経噛済協力にも頁献し

茨城県・栃木獄・轟轟二

ラン濃縮分科会㌔

雀璽工局航窒機武吐出にかわっ

篇

TEL（584）0251（大代叢）｝

東京都港匿赤坂2丁爵1番38号

今後の岱灘スヶシュールなとについて審議した︒

この脈果︑部虫長に菊池正士氏
︵東京理科大学長︶を選出︑今後 どわが田で開発すへき初期秘温プ

技傭陶な諸問題を検討するため︑

ラズマ発生装躍の型式や規模など

来年四月かゐ月までに中問報佐

小肥録会を設けることにした︒

の欝議スケジュールについては︑

をとりまとめることになった︒と

しい原子力開発利用長期亀鑑で︑

くに後者嶺︑ききに淡足された新

股からフロシ山クト硝究に滑卜す

暇狛四十四年

ることを日逐にその準備を進める

必要がある と述へられているこ
廿兄m 核融舎に関する研究開発
とから逆33︑この昆鰐訓醐遂行に縮はすでに昭和手五畿

飛鳥田繊浜桝目は︑七月二十一

から米︑英︑仏︑西独︑ソ

逸篤で進められ︑昭和五十隼代削

口午後︑日本原子力船開発事業団

角陸

り︑その議剛拙遙は斬長期議画に

半には零出力俵融合炉の︑また同

問に合うよう娼置されたものであ

うたわれた﹁隊子力断定総合研

に殆環がない②鳳騨団の而賦する

溢が横浜に設置されても︑経済的

地点から約七面冒の近くに中央卸

︵騨礪長石絹一郎氏︶に対し︑原

子力船の母港設齪の要請について

機や奪代には核融会動力実験炉の

は﹁貴轡にそえない﹂旨︑文懲に

札幌・継【台・回暦・1」i｝ll［〜1・稲灘筆ま・鴇山
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究しの一つとして︑剛のプロジェ

いる︒

開尭をめざして研究が続けられて
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七十 の 基 準 を 選 定

っている︑原子炉施設のための星

していたが︑このほど︑アトランチ

間からの提案を募集︑四更か鳳嘱

ノク・リノチフィールド社が契約

契麹といわれ

を猿得した︒契約は︑いわゆる
コスト・プラス

術上︑設踊上のサービスおよびコ

炉の原型炉概建設副において︑技

なおコモンウェルス・アソシェ

ばそのようになるかも知れない︒

幽はないが︑設謝基準が確定すれ

いう悪条件があり︑開発にはかな

いる︵約二千♂︶上︑砂汝の中と

イのコトヌー搭︶から選く離れて

岡社がW11社に人員を派灘する計 ぐ挺罪でも胸数の鉱山である︒

いて︑シーメンス祉のPWRとA
薬品箏業鉱大のため︑ヨーロノバ

二母の予足である︒建設契約につ

十万KWの発声所で完成は﹁九七

社プロイセン・エレクトラがブェ

他の三社の提案は︑ダウ・ケミ

ンサルティングを鴛なう︒つま

イツ社は原子力発堪開発協会︵A

現地には資本金六千万渇の仏・

もう﹂つはノルトベストドイチ

ミカル︒ワークス社は︑放射性昧

ント社を吸収して以来この分謄の

は昨年ニュークリア・コンサルタ

ギノシェ・エレクトリナテーツベ

ェ・クラフトベルケ抵とハンブル

五〇％︶が設立され︑試験繕鋤工

るQ入札はジーメンス社たけから

フランスのある製出会社と共同出

のパートナーをさがしているQ
社名は明らかにしていないが︑

生産が閣倍になっており︑球閥魯

場を一九七〇隼に完成︑次いで一

まれる自働力は約六千人という︒

み︒

の発電所二つ建設

西ドイツではここしばらくの間

蓑に際し︑シ愚トールテンベルク

科学根は︑フランスやイギリスに

マリンクロノト祉は昨年︑セン

ヘヒスト社など数社と交渉中︒

現在西ドイツのファーブペルケ︒

中だが︑まだ縞論を得ていない︒

をとっているようてあるが︑結局

比し︑ドイツの腺子力訂画は遅れ

画に注ぎこ罷れるという好ましい

クリア・リサーチ・ケミカルズ祉

ウム

傭報公開

の条項に従い︑公開され

行した籍蚊手続き法の

人︸人の畷の内谷が︑七月四日発

に移す麟画を進めている︒

また︑JCAEの壁貫であるシ

主張したが否決された︒

コン・アンダーソン議員は︑︸方

で平海圏附のプラウシェア核爆発

ながら︑団内では研究・開発を頂

を外国に提供すると約束してお淺

統領を批判した︒JCABの勧笛

a⁝じは鶉を九月繕う叢で

︵SS封B︶に認司を与兀た︒SS

につ牽南スコノトランド電力庁

ンB織子力発電所の建設副岡実施

イギリス政府は︑ハンタ⁝スト

所建設計画が認可

SSEBの新発電

く推進するよう童類していたQ

忠でも平勲園的赦舩発をもっと速

米AhCの赤恥における委貴一

終票決の記録を発表

AEC行政措置の最極的にやらないということて︑入

で動く兄込である︒

込まれ︑哩奪閻はその決濠の状態

ので外科手術によって弥内に埋め

い心臓に電気的に刺激を与えるも

織を熱源とするこの装縦は︑悪

る︒アイソトープのプルト一

﹁
間︑設副の評油を行なう予定であ 器の三舞七百三十三万がを削れと

A烈C幅この技躍を使って数カ月中なっていたニイ億臨子ボルト加速

O露紅﹄了邑▼■一h■の一三℃己1﹂F

検甜中であるが︑今後この分野で

の減損ウランの需要が増すのでは

ないかと予憩している︒岡社は昨

年二︑ヨのテストを行なった結果

ビスマスより減損ウランの方が触

媒効果が良いことがわかっており

ていることからこの三曲の研究を

談た︑最近ではビスマスが不足し

の擦則

胴の認録をより多く公擁するため

ることになったQこの払律は︑改

行なっているものQ

同社はすでに小会社を生じて二

っくられたもので︑各離開の最終

払ークリァ・マテリアル︒イクイ

ノブメント冠から減損ウランの供

採決における各鎌入の致の謁録を

〜般人が犯ることができるように

給を受ける契約を結んでおり︑ま

た報設のプラントでは減損ウラン

でまるようになる︒

八年度予算を承認

米下院︑AEC六

あり︑イギリスの嵩ろの原子力グ

ループはすでに入札を終えてい

るQSSEBでは今月中に﹃式接

この発電麟は︑双了型︑継気出

蝋を始めることにしている︒

契約額は＝億凶千︸二両エハ十刀ガi

却炉で︑一九七三無完散の予定︒

力胃二十五万KWの改良型ガス冷

ンのAEC公文井窒で見ることが

際の撮終票決の記録は︑ワシント

AEC℃行なうすべての行政猫

を原料としたカタリスト21という 定められている︒

触媒03生羅を開始している︒

アイソトープ利用の
心臓ペースメーカー

米圃ニュークリア・マテリアル

叢三会︵AEC︶との契約で︑ア

・イクイノプメント社は︑腺子力

六八会計奪度予算として陶院原子

るといわれており︑SSLBでは

米国議会下院は︑A封Cの一九 二億臨千七百八可万がの範画にな

心臓ペースメーカーを開発中であ

通り二十五億がを偲めた︒審畿中

発罷腺簡をKWR懸り五・二五︑痔
力禽同魏魏金︵JCAE︶の勧告

たシコン・コニや識賛が︑難題に

・ポイントBに比へ七％安い︑

これといった闘争もなかった︒た れは︑簸近発注されたヒンクレイ

；五・三七︐舟と計算している︒こ

るが︑このほど最初のモデルを完

位の大きさで︑鍛気を発生する︒

この蓑蔽は︑小型夏越カミソリ

成し︑AECに引き渡したQ

イソトープをエネルギー源とする

が︑さらに昨年買い取った二一ー

れていなかったが︑最近穴十万K

トルイスの工揚を二侶に拡大した

W級の発麗所二つの建設計醐があ

は在来炉の援助に使われるはずだ

良嶽なもので︑深さも三〇一四〇

のオルランド工揚もセントルイス

に

な立揚しかとりえない人たちが

った政隠の欝金が高速増殖炉の覇

弼である︒この膨大な鉱石は︑ア

結果を生んでいると説明した︒

原子力発電所建設の発爽が行なわ

資による販売転業について︑交渉

とる︒正式決定は帝年中の兇込

揚を建設する予定である︒つぎこ

九七三年旗でには︑本格的精錬工

ルケ社がu削晒している竃気出力六 万が以上の売上がある︒このため
十㎎万KWの原子炉で︑ハンブル 同社は︑放射哲医薬ロ㎜の販売︵で
ク近郊のシ鉱ターデに建設され きれば生気︶を行なうヨーロノパ

ニジェールの合弁会社︵五〇％i

アメリカのマリンクロノト・グ

カル社のマグネシウム工揚︑エア

り︑格納施設や二次系統の設畠お

米マリンクロット社
が欧州に進出を希望

ロジェノト起シェネフル社の廃集

よび燃料取扱い法の研究開発につ

EG社のBWRが競争しているのQ
パートナーを求めている︒同社

る程︑安驚性が良いという原則

はやり厚葉

宇磁開発などの組織を考凡る

なるのもこのためであろう︒

るQ＝兀化が

一の作物たけで構成されている のよいように単純化しようとす
体系の揚合︑その均衡を保つこ

プロイセン・エレノトリカの発

フランスはこの鉱山と国内埋蔵

薫∬万ナとを禽わせ︑嶺分の間の

﹁思慮を欠い

が︑生態学者たちの間にようや

とは牟難の業である︒﹂

ルガノセンに建設する電気繊力六

を結んでいるアイソケム社からこ

物取扱施設のほか︑現在運転契約

いての援助という従来のアtキテ PDA︶の会鍛で︑フェルミ炉のア りの囚難をともなうと思われる︒

しかし︑この地駈は港︵ダオメ

のレドノクス化学処理工揚を購入

ーキテクト・エンジエアである︒

しようという申し入れがあった︒

九五四妬であるが︑それ以

議定書に調印し優先権を獲得

仏癒エウランを確保

つとめることになる︒さしあたり

クト︒エンジニアのような役割を

なお︑この施設運営のための会
社としてアトランチノク・リノチ
フィ！ルド︒ハンフォード祉が設
立された︒

WH社の高速増殖

るもので︑ご千四頁力がに加えて
年間七十五万がの手数料が支払わ

炉開発計画に参加

のは

ルのアマニ︒ディオリ大統無は︑

必蒙ウラン醜を獺保した︒

来︑アセリソク鉱山に金属ウラン
七月五13フランスのドゴール大統 にして約六千ゾ︑マダウエラに六

︹パリ松本駐在貫発︼ニジェー

であるコモンウェルス・アソシェ

六五年に発見されたアルリノト鉱

た利盟主蔑がい

く碓立されはじめている︒森や

これは臼然の探設について︑

西独で60万KW級
領との会談後﹁ニジェールのウラ

︵W11︶娃の職速増殖炉開発謝画に
ン鉱開発に関する仏・ニジェール

山は︑金属ウランにして約五万沸

千七竃ゾが貫文された︒また一九

イツ社は︑ウ侃スチングハウス

アメリカのコンサルタント会社

米アソシェイツ祉

れる︒AECは︑提案を検討する
に嶺り︑主として技術的能力と︑
トリ・シティース地域の経済多操

化に嶽することの二条件に璽颪を
羅いた︒アトランチノク・リノチ
フィールド祉の経済多様化案は︑

間の議定讐が七月中に調印される

ランス陶けに優先的に輸酬され︑

祉が謡画において果たす役翔は︑

加わることになった︒しかし︑岡

やはりこの瞬画に撫わっている四

の同怠を必蟄とする﹂と述べた︒

寒帰に輸撫する時はフランス二割

いついで発表されたQ

ことになったQこのウラン鉱はフ という膨大な埋蔵量をもつとい
う︒しかも品位は○・二五という

つの電力会陰とはかなり違ったも

つでもそうであ

海にすむさ籏ざ談な生物群が互

ストン・ベイツの嶺著﹃森と海

いるのは凶つたことたと思う︒

／ての考え万の根本を説いたマー 兼合にも︑どうもこうした単縄

の生態賑︵岡田籔明訳︑時贋新

特にビノグサイエンスなどと
いう新技術の開発を規摩する分

潜︶から横用した一文である︒

単純化について

楡性こそ︑より蟹逸した附発が

ると懸うのである︒

一つはハノーバーの国営霞力会

ルレノトという狼い地区に集中し
ており︑アメリカのコロラドにつ

りに減擬ウランを使胴することを

ルな口口触媒としてビスマスの代

ル祉は昧奪以爽︑アクリル論トリ

オハイオ︒スタンダード・オイ

罠好な減損ウラ
ンの触媒効果

繋

エジェールでウラン探鉱を始めた

フランス原子力庁︵CEA︶が

のになると思われる︒

祉は︑ナトリウム冷却のこの増殖

コモンウェルス・アソシェイツ

千がをこの地域の大学のための教

いる︒

習セミナーに選てることになって

十五万がを牛飼育揚︑三十七力五

プラント︑街路がを磯発泓入︑ヒ

に︑また颪二十五万沿を食肉包装

胃三碧がを休憩所および集会所

これらの土研は︑AECが行な

ると考えられている︒

には全ての型の発磁炉に適用でき

水炉を対象としているが︑墨本的

れている︒これらは︑主として軽

時炉心冷却系統関係に五つがさか

十九の茎華が含まれ︑とくに緊急

工学的安全防護に重点置く
アメリカ原子力下知ハ会︵AEC︶は︑一九六五一十㎜月に原子

的安富防護④放躬能天理という四

一次案は①施設②原子炉③工学

る︒

炉の設轡憂蕊嚢をつくって︑各界の慧見を聴取していたか︑七月
十臼その改訂案を発表した︒

これは﹁ 原 子 力 発 電 所 建 設 認 可
のための一般設計盤準﹂と呼ばれ

るもので︑原子力発眠所建設の
つの大きな項圏にわけられていた
が︑改韻案ではそれがさらに舞体

長期的な計画の一環として開発さ

準規格およびコードの整備という

なるよう作成されたものである︒

躍可申舗湛 を つ く る 除 の 置 引 き と

一次案が二十七項鼠の墓準か6 的となり︑①発電駈の総合的必要
れたものであるり

条件②分裂生成物防護のための多

なっていた の に 対 し ︑ 改 訂 案 は 七
なお改訂案については︑九月十

行なわれるが︑援終的に決定され

性⑤放射能管理⑥原子炉冷却44圧 日まで一艘コメントの受け付けが

理④防議系統の猛頼性と試験可能

十項圏の星準をもつが︑AECて頚構進⑬雪白制御および放射線管
は何ら新しい要求が伺け加えられ

力の限界値⑦工学的安全防護補縢
る削にも︑暫定の手引きとして荷
用であろうと鶏待されている︒

ーノーー

るように︑園先

ある物定の個体群からみれば邪

いに揮制し合う複雑な関係は︑

とはできても︑究極陶には損失

魔ものとしか思われないかもし

は利錘を異にする人たち

と敗北を蜜ねく︒

己

や︑葉分とはちがった考え方に

捌待できるのではなかろうかQ

野において︑その開発組織の多
したがって直接には︑富然の

＝兀化とは︑そうした多様性

こそ︑全体系の安定と連翫を保

据苗に刻する警告であり︑公害

の上に立って調帳をはかること

あるQ得するたけでなく︑時に

問題︑地吸開発などを考える場

ち︑したがってまた特竃の個体

禽の教訓であるが︑わたくし

だと思うのである︒

である︒

は︑これをさらに祉会の組織︑

群の存続を助けているものなの

国際闘の機構︑研雛開発組織な

それがとくに強く要求される︒

ちょうど国家の健康が長い圏

間と他の自然界との関係では︑

でみると︑多様な経済制度によ

人闘が生物圏岡体に測える変

生物圏の健慶は︑多様な生態組

えてして人間は︑尉分の都合
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︵村野賢哉︶

化は︑単純化の方陶に傾きやす

ってささえられているように︑

な︑そして危険な世界である︒

どにも共通する原理を含んでい

い︒能率的ではあろうが︑陰盤

は損もしなければならないQ入

ついて多少の考慮を払うべきで

れない︒しかし︑その那魔もの

めざめた臼

の利蕉をえるこ

既≡鮒：＝≡≡＝≡︻≡＝＝謄≡三≡＝髄三＝⁝＝ミ≡認⁝﹁＝≡≡三一養三謄⁝＝⁝三三＝≡凹曽三蓋三＝≡≡一日＝≡≡＝曹三三＝一一＝二＝≡≡≡三一＝三≡＝≡＝⁝冊＝≡墜＝≡冊≡≡鳳胴≡三r

コト

た訳ではないと欝っている︒改菌

りなっている︒このうち⑦には二

ハブ

や凶般駄

ブ翌ジエリア

案には︑二 十 の グ ル ー プ あ る い は

でまとめた堂上がとりいれられて

個入によるコメントや︑アメリカ ⑧燃料および廃葉物の貯蔵施設⑲
原子力塵業会識︵A工F︶の会合 発電所の撲出・漏洩物︑の九二頃よ

、ぐ〜
、覧

織によって保持されている︒単

繍
囎黒1

読

霊
いる︒また一次案は原子炉安全識

ドーンレイ運転再開

ラ

生物共岡体は複雑であればあ

短
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問委鍼会︵ACRS︶と協力 の う

フ

ll

訴

リ

Lジ・刑
タウア

漠
r

lq騨1

ノ、
ノ、

え俸成され た が ︑ 今 麗 の 改 訂 察 に

︵霞気当力一万瓢ギ五斎KW︶の

漏洩の修繕は行なわずに
イギリス原子力公社︵AEA︶

運転再開を決定した︒なお︑黒鉛

棚・㍉

l

もAC逸Sの慧見が反映されてい
工学

に重点を亡いている

は︑ドーンレイ胤鷹増憩実験炉

遮蔽体の内部の一次冷却材回路に

アゼリツク

＿勲
身酬
ツ k
マ

る︒それは特に︑改割案が

的蜜全防護

ことによってもわかることであ

▼

力

原

6月一4日臨界したサンオノフレ発竃所︵PW院42万8干KW︶おこった少量のナトリウム漏洩の
修繕は行なわない︒また︑漏洩の
正確な個所も解っていない︒

ドーンレイ炉は五月から運転無

止されていた︒AEAでは︑この
漏洩は極めて微麓であり︑危険は

ないと 冨 っ て い る Q A E A で は 炉
の下多にキャソチボノトを備えつ
け︑洩れたナトリウムを集めて取

アルジェリア

営＝一＝一＝＝＝一＝一＝＝＝＝＝幽柳＝＝二二一＝雛＝一一鱒一＝■一一＝鞠一＝＝

㎜E

フコス
9

り除く計画である︒洩れが急に広
がる可能性については︑そのよう

なことは間題にならないとAEA
では述へている︒

現在圓炉では酉におよぶ試験が
行なわれているが︑今方の運転聾

ので︑試験計画には影響はなかっ

止が保守のための運転停止たった

ハンフォードの化学

たという︒

処理施設の運転契約
米AECは︑ハンフォードの化
学処理施設の運転契約につ潅︑民
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一九六四焦の第三圓ジュネーブ会議以来︑燈堺各国で凹子力による海水脱塩プラントが墨隈
されてきている︒ソ運ではすでに大型プラントが建設中てあり︑アメリカでもカリフォルニア

︵ASgA︶が計画中のサーフサイド・プロジェクト︵発蹴︑海水脱塩︑アイソトープ生座の

でポルサ・チカ・プqジエクトが進行中である︒ここではニューヨーク州原子刀宇宙開発公社

歴

通常は掠人された旗謹であるが︑

るようになっている︒ホルダーは

あり︑制御棒と黒闇の操作ができ

円筒状の試料取り伺けホ乃ダーが

三羅目的プラント︶について︑簸近到糾した資糾から紹介してみよう︒

ヶーフサイドプラ

イランドの北ヵ︑ロ

敷地ントは東響ツグア
．
ングアイランド鴻に血し︑リバー

した時には炉心から引き出す︒他

キセノンが麟讃して反応慶が低下

：⁝●：．：：

日齋二曲

部はプラントの翼水の流れに入 ！で爽質的に凝縮される︒このプ
る︒塩水のうち附設とならなかっ

螢窺鞠顯吻簗慕

脱塩系統 昭の多重効

玉

王

二

玉

玉二多

〜

玉

q

かねて穴魏魏速砲子撰算機C

際研に一組しか保響されていな

︑

麗麗子詔騨機塾に保管を依頼し

るが︑原麗電子議算機護ではこ

これ簿の資料は約七十作であ

トは︑国会図濫館や漂歴などに

Cリポートやユーラトムリポー

れを整理保管し︑原紙の象豪で

DC三六〇〇の共周利用および い︒これ鵠の資料のうち︑AE てきたものであるQ

いる源産殿子器算機縁では︑こ

漂子壷コードの整備を捲翻して

も整備されているので容易に入

なう︒希望の向

@穿きサ壱ス書

貸出しあるいは

ENEAコードマニュ@産量による撹

のたび原研撮算センターおよび

関係者の依頼に

より︑E醤EA

の資料をサービス

叩果区日本橋本町二の六の閥︑

きは原麓電子謝算機罫︵乗摩都

アル

原研に依傾するより外に万法か

手できるが︑それ以外の資料は

撃n器皿ハ一︶塞で照冷駕これた

大阪A口詩東某ビル内︑蹴謡六六

入を行なうこととなったQ

ENEAの原子力コードライ
なかった︒そこで関係者の要望

ブラリーから送られてくるコ⁝

などの翻費が奮まれているQ

ニター︑フィルムハソシ︑通信費

饗

器︑臨界実験装置︑聡子劉算出

襲費援助により進められてい

心炉の一つで︑AECの研窮熊が圏でも立教大と武蔵工大に設

はトリガ炉について伊藤思︵株︶

○口Φ切oo習㊥

ツ州のオくくO﹁一︵

いQ

九万ソ︶を限展として一

して毎年千引当り⁝序増額してい

O内四十二円六十三餓︶串．限醍と

三円二十銭︶で︑四十五独︵ナ当

千摺参り三十五壌︵ゾ当り州⁝⁝十

っている︒契約価格は︑例二番は

こう二十五薙間購入することにな

揃当り資万引︵薦七八五踏︶を回

︵約＝一

水道局が︑年悶土掘六F晋白が沼

水に養しては︑リハーヘノド・

水及び電力の販売

妻！一！グ多ノーー〆グ多！！

ゼロノクスで複写し︑これを原

もあり︑原研はこれ等の資脳を

し︑貸忠しや実鷺斑燭きサービ

ルの語義を保管

〒ドマニュァ

︑

多一〆一多一づ！多多ーノーー！！薯︑

流％が第二効果の最終凝縮段階で 脚

た部分は︑何段も三段も遡過して

得られる︒このようにして得られ

果・多段フ
いく内に温度が下り︑第一効果の
ラノシ叢四番罎︵MEMS︶

勇

セネラル・

紛工費二千五蔚力がを投じて

あるQ

建設したカリフォルニア州サン

職名のスタノフを掩し︑発鍛お

ジェゴの原子力部︵写翼︶は千八

よびエネルギー交換に関する改

っている︒ここには約酉五十の
研究事と図欝館︑技術情報セン

ターがあり設備も研究炉︑加速

七〇％以上は政股機関に納入す

等々あらゆるものがそろってい

る︒縞温ガス冷却動力試験炉の
含︑箋註発懲︑海水脱堪など新
ピーチボトム︵四万KW︶は昨 捜術にも意欲的︒日本との関係

高

現在電力会社と共岡で巨万KW

闘滋ガスをベースとしており︑

一方研究炉の分野では同絹の

の概愈愚草が進行申︒

るという箪事伯の強い会社︑事

る︒また麟地内には浸闘でも最

隼五月臨界となり試験運転中で

が臼本代琿店︒

資本金三十五万が︑売上十四

億七千万が︑全従難賃数八万四

本朴⁝所在地

千六薫人︵一九六五年︶︒︵M一︶

吻①一Φ壇 ℃一9N鋤

2曾曜

こうというものである︒しかし︑

一定の価格となるG

四†競落になれは最終契約庫康で

供給される水は︑米困公衆衛生

サービス︑州法︑各獺規馴讐の茎

電力はロング・アイランド︒ラ

準に合致する飲料水である︒

イティング社が基底負荷ベースで

ルである︒

KW︑舗格は︑KWH嶺り十万ミ

なっている︒購入電力は二千五丙

向こう二十五無間購入することに

N、NN＼N＼＼、、＼、＼N、、＼、N、＼＼

、、＼、＼、、、、、、＼、＼、＼、、、＼N＼＼N、N、、NNNN、＼、＼＼、N、＼＼＼N、、、x

を用いているQこの系統は基本 最終段まで蒸発されずに通過する

た翼水は海水加熱難を通過するこ

求た第二効果から田てくる泌縮

第一効果の最終段を通過した燈
水は第二効巣の第一段に放出され

された堀水は同様に海水加熟器を

的には第一効果と呼はれる二つ

の八段フラソシュ・モシュール
る︒藥二効果も第一効果と同じよ

通り︑余熟をすてて海へ戻される

職

と第二効果と呼はれる二つの六段

を流れる駆水は第一効果の余熱で

うな方法で運転される︒第二効果

とにより冷却される︒

フラノシュ︒モジュール︑コンデ

取入海水は︑塩水加熱に入る劇

二 玉

⑳

リノク・ボート祉の設立された
一八九九年を指し︑一九五二銀

ガス炉を開発
潅

アメリカ

閲発したトリガ炉を邦界各国に

業部門は︑ノーテラス号をはじ

カ︑ジョン・﹂・ホプキンス研

大級の墓礎・砥用科学のメノ

最大級の研究センター持つ

聞発している︒胤遡炉はやはり

ドマニュアル類は︑わが圃では

＼一4つ多一4萎

W

ンサー︑海水加熱装盟で構成され

り︑各没で減圧されながら蒸気化

塩水は四つの塩水加熱難を通る

ている︒

し︑脱塊プラント・コンデンサー

で炭酸ガスにして取り出す︒この

換する︒そしてデアエレーター

険︑補修材料︑予備部品︑環境モ

爽水を処理する化学薬晶︑損害保

第二効果の叢論段は脱騙プラン

けでなく海水中に溶けている酸素

プロセスは炎酸ガスを取り出すだ

できる︒

やその他の気体も取り除くことが

ビンに送られ︑ここでタービン駆

した熟気はタービン・コンデンサ

人︑その内訳は︑所長︑シフト開

子炉運転者︑四技術暫︑二入の保

院嵩四交代の人の四人︑四人の原

健物理遜譲者︑補修挺当者︑箏務

＋万妙︒
▽予備費艮七万妙︒

一

だが︑笑はゼ

は︑偲体となっているエレクト

部の孫称た︒この会祉の創立

ナミノクス︵GD︶社の原子力 良システムの開発・製造を行な

ネラル・ダイ

その他の項瀦には︑海水および

員各一人となっている︒

圃

ノ多

従業員銀金の見積は︑全数十七

▽合討11七や万㎡︒

む︶

品︑予紬部品︑サービス等を含

▽その他︵保険︑補給晶︑化学藁

動に莉用されるQタービンを通過

この段を通過する蒸気は密接ター

トコンデンサーには結論されず︑

重炭酸イオンを炭口酸イオンに紙

葉氏一一酉四十四度に執せられてお

八酉げく圧力十八︒七Pslaで
る︒流入ロの病垂は○・一％以下

発電力系繕のタービンに供給され

で︑排三口の半分は八・五％以下

である9タービンは圓転数町分灘

多段水平スブリノト蟹で︑長さ＋

千六看護転︑繊力三千五徴KWの

掘格︑予描費など︑豪だいくつか

に移される︒

に次の朗処理が行なわれるQすな
⁝⁝
わち︑海水中に硫酸が注入され︑

られる︒第一効果の初漁を内W⁝は

︸鷺︑綴九㍑︑高き六縣のもの ことにより︑原子炉冷却材から熟
である︒タービンは︑Y紺禽︑三 をうばって華氏一一召六十度に上げ
損六十綴の発聡機を駆動する︒発

もに枝分れした醤を通り︑第一段

蹴機は三千五薦KWの出力がある 低圧であり︑塊水の一差を瞬閥附
が︑このうら︑千KWは施所内で に蒸気にする︒この蒸気はいくつ
消費されるため︑正昧の出力は二

千五鈎KWである︒発電機の発生 の脱塩プラント・コンデンサ！へ
電圧は四千衙穴やKWであるが隣 流れるQ蒸気はここで凝細され︑

の送電々圧に上げられる︒

接の昇圧トランスで二三三千KW

年聞の運転費はおよそ次の通り

の不確驚分が残されている︒

▽燃料サイクル費⊥二十五万が︒

出一

必

った︒︵祉長ロージャー・ルイ

合併によって現牲侶GD祉とな

ス氏︶

創立以來鳴水艦︑航空彊︑ミ
サイルなと箪需関係に従恥して

め︑数十隻の漂子力潜水臨を懲

売込んでおり︵三十胃蕊︶︑わ

造した造船部︑超琶速ジ吊ノト

あるが︑これをさらにスケール

躍されているQそのほか核融

爆撃機B158を聞発した航空機
究所があり︑南カリフォルニア

・アノブした大型原型炉の建設

この系のものに翫点が罎かれで

の一大原子力研究センターを形

いるようで︑騨鉛マトリノクス

鄙のほか宇宙︑戦術ミサイル︑

原子力部の活動の騨顕は︑高

も始京っている︒蜘科の關発も

温ガス炉の開発であろう︒これ

成している︒

鉱物・建材︑藪業機械︑圧縮ガ

は効率の農い経済的な発雌炉の

ルコニウム会含なとを積堀的に

螺料︑酸化ベリウム︑水紫化ジ

事業の多角化のため新設された

開発を臣指したいわゆる改良軸

よびカナダ含せて十二ヵ所︶が

スの合謝九部門︵工場は国内お

躍子︑原子力の六部門を柱に︑

きたことから︑現在でも製晶の

二二鷺

ヘソドとサウスオールドの二つの

の炉内試料は圧力響の間のホルダ
ーに羅かれる︒

炉心設講は炉内のアイソトープ
試斜をつねに迅速に引き翻せるよ
うになっているが︑これは二奪の

運転費運転費はできるた

サーフサイドの

耗や分裂生成物の懸讃に対する処

炉心寿命の間の核分裂性物質の油

▽従業員の賃金︵給料︑福利厚生

である︒

羅のためである︒試科の取り出し

に立って見積られた︒しかし︑運

け現突陶なベース

．．

は︑原子炉の運転癒中断せずにで

紙要蟻︑その構成︑運営近によっ

躍を含む一1十八万が︒

て調達されるへき44斜や補給晶の
ノ

﹇︸

u一

き9が︑これは圧力徹とプールと
いう取り禽せによるはかりでなく
個々の試科の反応麗への影響が小

制御棒はナ六本で︑銀︒インジ

さいことにもよる︒

ウム・カドミウムから成り︑その
各々の反応度の値は約○・八％で
ある︒

瞭子炉は広範囲のアイソトープ
を岡時にでも順を追ってでも生魔

することができO︒反難度係数の
機織により︑初期の炉内試料装荷
愚は例えばコバルトならは四十七

トと同じたけ中性子を吸収す．爺

が鰐︑他の物質ならはこのコバル

が装荷可能であるQ
すでにのへたように︑この原子

運転中に取り雌せるようになって
いる︒炉心寿命である胸懸の終り
では初蓑荷試料の約三分の一が炉

この康子炉では反射体領域でも

内に残ることになる︒

アイソトープが生産できるほか︑

騙探饗
野水加量器

ノ

町の境界に位置する︒敷地はニュ

ーヨーク州 瞭 子 力 ・ 宇 宙 隔 発 公 彊
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七・八八平 力 酵 ︶ と そ の 周 辺 の 十
七餌11︵約六八︑七九四・〇七平
方層︶である︒これは半径千読に
わ﹂凡る非居任区域を形成し︑十四

以内に建設が予想される鶉の一路
となる︒

源了炉はオープ

原子炉ン・プール驚力管
型で︑定格典出力

三万五千七懲KWの設訓であり︑
炉心は八十四本の汗馬範中を流れ
る加げ水によって冷却される︒一

燃料佑の麗にあるアイソトープ試

炉制欄は︑十六本の制御橡と︑

力遜転が朋待できる︒

炉の設謝では︑燃料燃焼に伴う反
T︑負荷箪九〇〇470で二年間の全出
応度低下を補うため︑雪曇郡分を

とって燃焼度一万五千MWD／

五亘である︒炉心寿命は控凡主に

七劉︑︑三重炉心執径は四十二︒六

次冷却衣の汗力はぞOOPsla
〇九メ︶︑炉心入口︑出口温曳は

流敏一3鋤分ヒ千四百渚︵二八︑○

それぞれ華 氏 二 二 六 十 度 ︑ 二 霞 九
十度である ︒ 冷 却 水 ね プ ー ル に 隣

る︒

製する四つ の 藤 水 加 熱 器 を 得 曝 す

炉心は深 さ 三 十 嫁 の プ ー ル 内 に
設置され︑畝径三・九兆のジルカロ

イ旺力価が マ ト リ ノ ク ス 状 に 配 列
され︑隣捜する管の中心を結んで
できる三角形の一辺は四・一ご宛で

ある︒八十四本の各々の駈力闘に

は︑在来の ペ レ ノ ト と 同 じ 設 議 の

ジルカ瓢イ被覆ピン状熱特休が収
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二郷五十
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伸収にかかろうという隅浜地点︵福
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綷S爽浜町︶地元から積極的に
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が強 ︑︑論ハ門月には町内為力者八名

が︑できれば誘致したいとの空気

正式な申し入れば受けていない

鋤践でも遍地としてあげていた︒

などで︑かねてから問地帯は紙上

沿岸漁業は行なわれていないーー

写︑

繊露

篇＝昌

中

部

勝一ぼ

二一＝用

彌讐ご

﹁柵＝︐

日島町にある胸蔚万平力麟の候

︸＝＝

需ニコ

ニ＝；

三＝三冠2二︻＝＝三7

︐三＝ρ

ρ二＝ρ留守
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いわれているり各町とも礎業と漁

内浦町︵岡県珠洲︵ずす︶郡︶二人

七掬︑贋横雪八・三六平方四二Q

約一乃二千三酉人︑世欝数詞二千

麟︒志賀町︵岡県羽咋郡︶聴人目

源の取かえができる︵従来ヘソド

照射至内においてごく短時閻で線

あるので紺染の心配がないQ豪た

醐
六〇をカプセルに入れて酒碧して

北陵重力では︑これら四候補地

着︑画秋五ヤ三・六七平方︑㎡癖︒

し︶郡︶11人ロ一刀六千五着四十 口約一万六齎入︑世帯旧約二千四

⑥アクセサリーが鷺冨で︑使用

三時闇で取かえが可能になった︒

時閲を魅したが︑この型では二〜

いたので︑わが鴎では︸週聞位の

をとり外してホノトラボに運んで

穴水町︵石川県︶鳳要︵ふは

おりである︒

八十二・八平方♂桝︒三皇町︵団

六人︑握帯数約三千四荷︑面秘露

で壷れけ年内に一地点にしほりた
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千キュリー︑照射野一〇×一〇穆

なお︑この製置の出力は線源四

がきわめて便和である︒

県羽咋︵はくい︶郡︶即人口約

い蔵向である︒

乃四千五蕾人︑世帯数三千二画五
十八︑撚穂磁二十四︒九五平方♂

わが国最大の隷飢照射装置

六・︸レントゲンであるが︑課源

赫︑距離八○汽／団川で︸分当たり六

︑凡ている︒また照射野の最大箆○

卸量は九千五蔵キ訊リーまでを備

×三〇郵貯から最少三×鰹聖二二

じて輸入されたもの︑

蔵丸穏飯田︵株︶を通

諱j︑外科溺イメージ透視装

価格は菰羅︑多日︑挙内テレビ
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で変化できる︒
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た個牲の鋳主たった︒どういう
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①照射騨離が八十彗凝と索く︑
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のはさる罫日ごろ︒七刀万口︑中

浜岡町に原子力発険所建設の話

たことがある︒

在︑中電の 芦 浜 地 点 ︵ 三 門 県 度 会
電の加藤乙三郎副鉱長は﹁地元か

郡瀕岡町佐倉地点が大きくクロー

補地点の一 つ と し て ︑ 静 岡 県 小 笠

郡紀勢︑南島澗町にまたがる︶
七月九︑十日︑葉撫村をつぶさに

はいる﹂ことを明らかにしたQ申 砲学した︒視察団の大方の印象で

が︑地一75の強い山沿で略礁に廻り ら申し入れかあれは直ちに調益に
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とろう︑など削岡灘の慧見がでて

よかった﹂という舗を率直に受け

長の﹁原子力発電駈が建設されて

ものではない︑②戸口村の根本村

は︑①撫子力発眠所は別に野間な

上げている折でもあり︑浜冊町の

として遣んだ理由は︑①人口蟹穫

電が浜岡町を建設候補地点の︸つ

浜岡町︵ 河 原 臨 町 長 ︶ は ︑ 遠 州

今後の動きが漆圏されている︒
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転換期告げる労 作
各国の研究とも比較して
食晶照射研究のナシコナル・プロシェクトともいうべきものが︑すでにホ隼四月に発足し︑国内の

年度の研究睡郷がたてられたもので

大学︑研究機関での共同研究が層々とすすめられている︒これは昨年七月五日に原子力裂員会に召出
された︑食醸照射専団那余の中雑損荘︐醤にそって︑暫簿的に第

あるが︑本鋸の七月四日には最終的な報鱈慰が提出された︒この報告慰には︑皇子力委員会の要請に
よって食品照射脇門部会が︑一八七カ月をかけて審議の縞災︑二十年先の将来を兇越したうえで向う
十日閥の醗本食騒照射研究の骨子となるへくまとめたものである︒今ここに機会を弩えられたので各

な作業は︑すべて彼鱗生身でおこ

ないかつ研究をすすめているQ必

馬

た鍛近間題になっている低線鰍照

謁と最低とか︑最高とその二倍愚

指針を与えるものである︒新た

照射を考える揚代にこの報答書は

さわる者にとって︑日本での食品

われわれ食品照射の研究にたず

なかろうか︒

であるから︑除いて然るへきでは

物分布の問題とは根本的に違うの

成分とか地域的なことによる微生

の元素の問題で︑品積による特殊

定説になっている︒これは食晶中

及ぼす誘導放射能はできないのが

て︑かつ実験的にも人体に影響を

は︑あらゆる粂件︑可能性を考え

V以下のエネルギーの放射隷で

同じく安全盤の閤題で︑五簾E

のであろう︒

といった考え方をしたらどんなも

を調べる恵味でも︑適正線量の最

こなわれていることになるのであ

ら同時に飼料の安全性の検討もお

には動物が使潮されるのであるか

二三はどうなのか︑安全性の試験

も触れていないが︑照射食撮との

照射飼料のことについては⁝蒜

みたい︒

足と思われる点︑疑問点に触れて

細部ではあるが二︑三の説明不

再び報告書の
内容に触れて

胴としても皐く設躍されなければ

射と残留微生物に関連した安全性

議会は昨隼七月に照射食贔を禁止

ならない︒

でも︑またデモンストレーション

は︑黒虫による被宮勲︑被審地

した︒同時に難癖照射研究に関係

ろうが︒

安全性の動物試験に使われる飼
料の照射線懸について何か規定す

べきではないだろうか︒例えばア

メリカでは殺菌を臨的とする揚倉

♂
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食騒の三尉コストを郷出するうえ

域︑被害時期︑現在進められてい

のないメンバー︵食昂照射の教育

意ユ

冨

w

をおこなう紙繊の内語が成謬ぷ檸

る氷の集中懲理︑将来おこなわれ

をうけた前輿のメンバーを中心

多

轟

豊Techaologyの後継版ともいうべきもので，諮者が纂7版の改定を藁備中に死去した

推進と︑研究域果の評価と豪とめ

る流通機構の影戯との結びつきを

に︶婁貝会卒構成して霧杏機関と

︐三 一︐︒ ︒ r玉

工学技術の進歩にともない利用材料の研究も著るしい成果をあげております・
この百科衷典は，オランダて6版を亜ね定評ある」．F． Van Oss・恥cyclopedla
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る第一の鍵であろう︒各食甜を最

には研究技術の面では問題はない

も適切な研究機軸に婁託したから

帽ずで︑あとは方向づけと露標を
早めるためのバノクアノブが必硬
なのである︒

次に法的規制の拶備として︑審
斉機関の粗織池りと諾成が必要で
はないかと思う︒イギリスでは絢

N給︑作調グループの調蒼結果

調へていかなけれはならないだろ

している︒日本でも︑当分は安全

ある︒例えば米︑変についてなら

らに詳細な横付けが欲しいもので

う︒決して︑被害が大きいこと︑

性の試験をチェ！クしながら︑準

亭政府に筈申し︑それに星ついて

が多いことといった護現で打切ら

損栃率がきわめて筒いこと︑闘題

であるQ

本葬鰯にならなかったことは残念

E七九と玉・万八Mラノド︑その
な転換期を知らせるこの労作が︑

ラスするといった比較的島三日を

他の揚合でもこれに適正線滋をプ

関に移行するよう組織作りが必要

澱後に照射センターの三二であ

正線蚤の最混とその＋倍殿の二線

とっているQイギリスでは一応適

であろう︒

るが︑これがなければ十王謝画の

澱を採用している︒こうしてみる

ーター墨得てこそ︑経済効果も予
想できるし︑選定理由︑選驚麟位

進展も驚えられず︑必要不可欠な

と︑日本がこれから同じ食品の安

舞
も明らかになろう︒また何を︑ど

いては議論も多いところであろう

ものである︒その性格・垂垂につ

三
こで︑どんな状態で︑どれたけ照

問題研究会裾

彰 一

一原産試料室便り！
射し︑せの効果はどの狸度であれ

のトレースでは無意味ではないか

一︐
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全牲を試験する場禽︑外圏の実験

f玉︒飼︒

r︸垂

が︑いずれにしても照尉プラント
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は研究推進のためばかりではなく

は十分かといった更休的な研號臼

多︐一︒．

照射効率︑照射方法の二型から蟻

覇︑昭和四十工年出版︶

食品についてこのような詳鯛なデ

れるものではないと思う︒個々の

備がととのったら︑これを審脊機

一

と思う︒穴を埋めるためにも︑ま
rユげ︐

鵡述のような業務に加えて研究
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で︑危険もメ淺いQ

食品照射推進
の三つの鍵
簸も懲要な闘題は対象品目の選
定であろう︒向う十葦間のタイム
テーブルが流動陶なものであり︑

しなけれはならないことは蝦鶴翼

カナダは原子力公社がアメリカ

に当って再度検討する際には︑さ

隼度角に全体的な研究画龍を検討

にも述べられている︒そこで輿施

扱ってもらうのが一番早逝なので

での原了力委員会の役罰りを果し

エにもその傾向がある︒

会の二つの研究計画があるが︑特
ある︒むろん塾礎研號も部卜して

葺一．姜ζユ︐︐ 髪一ψ萎〜

あるが︑しかし逆に魯んは総花的

イプのものと・．﹇えるG意欲胸でも 標もできるはずである︒

力委員会のプロジ皿クトに近いタ

盛られた内容は︑アメリカの原子

こうしてみると今圓の報告轡に

ている︒

おこなわなけれはならない︒こう

イギリスでは実用面での食晶照

でなければならない︒

固は全ての面でかなり強力なもの

式をとるなら︑その中心となる口

したアメリカの隙子力婁員会の方

殊醤蝦の箪の計緻を除き︑原子力

層の研甕プロジェクトと比較しながら︑訊後の感想を懲き並べてみたい︒

報佑書の内容は︑本墾工九三勢
に詳しいので省絡するが︑一こと

圏的に︑最短距離を麗指す典型的

委員会の謝飼は広範臨な実用化を

方︑③研究対象︑⑧総舎研究の核
な例といえよう︒照射研究の対象

で濠凡ばまず①総合研究のすすめ

となる同紙について︑わが翔の食
として取り士げられた食暴は︑そ
の食器の取扱いになれた大学・研

スタノフは僅か四−五入である

品クループが中心に動いている︒

っている︒こうして成果のあがっ 嚇研究はウオンティジ研究所の食

究搬関に委託して照射研究を行な

たものについては︑ハイロノト．

が︑今罎の報告撚に示されたよう

プラントをそれぞれの専門研究機
関に俳露している︒サバンナの穀
類照射装概︵醍務省・贈穀害虫研︶︑

つであるが︑
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品照射研究のあり方を示している
次にこのフィロソフィーに茎つい
て総合研究謝鑛のタイムテーブル
を作成し︑共同研究での分担を定

センターの罫体案と中心組繊の議

め︑さらにその推進に必要な照射

羅を要望しているが︑これは食品

ともいえよう︒

照射研究のビシコンを示したもの

範藷吻二丁課騒

縫黙懸懇灘雛

ある︒困難な研究には外部から

その着隻な業績は受難の通りで

れて︑常時一つか一

然的に取り上げるテーマもしぼら

これは生の食品をそれぞ瓦食品

一究終了と黒塗に解散する︵小麦の

照射研究がその〜例である︶

エの原子力研究所に食贔照射耶門

西ドイツは新設のカールスルー

を併置したが︑スタノフは連邦食
磁保護研究所の一部布中心に新し

く構成された︒こういつた食難事

そこに主力をおいた場禽ある範鱒

肘を心門とする研究機関ができて

内で焦点をしほり︑販点胸に研究

あろう︒しかし次々に出てくる全

を進めるには能率ち罠く合理的で

然性質の異った対象物を同定の研
究員でカバーしていくことは園難

に亜点が傾き甥い︒カールスルー

なことで︑ややもすると基礎研究

毒 ため，オランダおよびイギリスの研究者，技術名がその資料をもとに，全文英語にて 監
鼠 新たに分担して執託するものです・刊行は1968年なかばから1972年のおよそ4年間に 窪
竃 わたってなされます。
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材料科学工学の百科事典
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原

として取扱うことが︑いかに困難

もあり︑濠た他の研究機闘とタイ

プロジェクト先ーダ⁝を呼ぶこと

装櫨スワイ大︶がその例である︒

さて︑海外の食品照射研號のす

る︐米は米の︑ジfガイモはジャガ

なことかということを示してい

パンデグラフによるジャガイモの照射テスト

ーイモの専門家にその照嚇研究を取 アノブしなければならないが︑研
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譲鞭黒総総懸磐噸糠懸盤羅

れぞれ一長一短がある︒
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編輯難鍮︐
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アメリカでは︑躍と原子力婁員

すめ方を翻ると︑千注万別で︑そ

アメリカ型の
プロジェクト
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