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土末から本格胸な実験解伍を行な
う予定てある︒

四十論二奪麗予算としては約竃魂

万円︵恥しく約三十八館円︶︑あわ辺て総額ル十五億一千六酉万円の資金が必襲であるとしている︒

と︑悪留なアノブがみられるい

総三二億・黒千九薦万円と比較する

求されてbり︑四十二年炭学芸の

h億円︵債・約四十八纒円︶が塾

この資金扇酬には︑蝋・朱団や関連機関の︸般笹理母乳は落慮されていない︒原子力曇員会では︑この

この内訳けは︑①設田無號費ム
億八千万円︵偵︒四億円︶︑②炉

④蜜全性捌究費一盤ご千万円︵債

ネントの開猛試験費約万侮円︵績

・約一億二千刀円︶︑6ーコンポ⁝

・三僧八千万円︶︑⑥燃耕・材μ

◇圏遷螺殖煙開発

の開発費約四穏七千力跨．

来年艮予算としては総額六十憾
四千力円︵債・約三十八億円︶が
捉案されなが︑四十二年厩．字算の

胸万億七千刀円がある︒

績踊獄多量渦としての現詮化分は

虫な内訳けは︑①実験炉の設譜
魏四億七千万円︑③モノクアノブ

．九磐秀照麩藻関矢㎜

試験ほ炉ホ体当係十億五千万円偵

千力円︑③伝熱︑流動H六億円︑
④臨界実験巨霊八蝕円︵債・∬懲
円︶⑤安全軋翻一瓢三千万円︑⑥
ナトリウム技砺閃係ほ胸︸二蝕円︑

輪帯一郎︵内閣法制繭次長︶も

あるQ︵敬称際︑瀬不同︶

堀三無︵総噸騰総揚副長寝︶︑携

蕊灘
活発なナトリ

講︑魯

馨譜

トリウムの鋼製法の闘亮︑稲藁や

︵摂氏約四自﹇〜一面︸口強︶の液体ナ

ナトリウム︒ループでは︑島温

趣縫本譜胸な活寒山
韓国軍需炉開発の成習のカキを

冨︶︑6一本重仙︵迦確省事務次

冨︶︑谷討粕︵大薩省事務次

たいQためなものはやめるが︑A

用し︑業赫畏託は最大隈に行ない

温酒用できるものはできるたけ利

T汽は現段階では司能性があると

冨︶︑編田津︵文部省蟹務次

寝︶︑今井人材︵原燃珊事長︶

考えているQまた事業団は︑アメ

ー3力争滋藤尭に取り組んでいるN

丹羽爾丈︵線研理事長︶︑石

迫?ユーザーである剛力に対

とすれはいいと考えているQ

珠幾︵原子力委員会参与︶︑土

一︵原子力委員会参与︶︑一轍松

銀連会長︶︑富札Z助︵原颪公

繭工余輩所会頭︶︑田実渉︵全

が必要たし︑国としての︸体とな

た︒しかし︑これには囚家の支援

てもらえるよう木川属氏に蟄請し

いては︑佐藤漸相が伍来の予算娼

千億円︵民間出資を含む︶の資金

開発撃業励は︑今後十年間に約二

庁長冨と僻見し︑勤力炉︒按燃料

十五日苧測九時︑二欝欝創学技術

洋上五耶中部心力会長は二刀こ

い︒この漁業醸の成石は将串の科

活用できるものはすへて活用した

引き受けた以⊥国の総力をあけて

なったというわけた︒この侃噴を

なるへく兼職はさけたい︒しか

たQこれたけ大へんな仕事たから

科学技術允緩のカギを繋るもの

と︒この堺財団の戚沓は︑将来の

政に踏み切ったことは蜘鰐的なこ

三三→貝マザー亀ドーター・テス

などの聞発を騒的としている︒

ム総鼠胸千μ

山から質羅馬鴛

ト・ループ︒システム︵ナトリゥ

試鹸乃iプニ組︑水銀挙動試験ル

マザーループ︑熱日伝達試験ルー

⁝ブ︑ハルブ熱衝蹴試験ループ︑

プ︑論盤議画定ループ︑﹂耶は夏

︵カノコ内は前職︶

○遜輸省に出向させる︵畏籍冨

日村︶

▽科学技術庁辞令︵七月一〜十五

都翻身︑牙十歳︒

iAーー

四月に研究企画宮となったQ象玖

十ヒ奪謡ナ部欝欝長ぷ歴任︑今年

瞬に入所︑三十六難嫉M⁝部長︑一瓢

電気工学科挿櫛︑工技既竃気試験

衝M閏氏nは昭和†論ハ年由八﹄︿工学W⁝

一日封鴇動除子力委員となった︒

なわ朗欧良山田太三鄭氏は八刀

胃風便夫氏の昇格を発令した︒

鑓気試験勘長に同隣研究企画冨・

辿配省は八月一躍︑工業技術薩

工技院

電気試験所長
に百田恒夫氏

空︽溜分折ループなど︒
︵憲発総裁︶︑大出松次郎︵日 ASAのやO方をひとつの不ライ

偏闘失︵開銀総裁︶︑藤波収

本腺子力学会会長︶︑蕉坂血二

ン︒ホテルで初会禽を開く予鷺で

日午後⁝瓢時から前門赤坂のヒルト

光敏弐︵斜学技術会議畿員︶︾

髭︶︑稲出嘉寛︵日本鉄欄連盟

館︶︑木川鴇一隆︵臨事連会

しては︑資金陶︑入材肘に援助し

あり︑以後︑新法人の設立登記に

井上五郎︵科学孜術庁顧閲︶︑

︵経団連会長︶︑足立正︵謄本

必要な一切の梁覇を行なうほか︑

a会長︶o

会艮︶︑尊属友蔵︵彫工鉱業脇

った支援体制が必要た︒これにつ

上瞥次郎︵科学技術庁事務次

致した支援をとるほか国会の

羅にとらわれず︑政府内︑各省庁
の

支扱もできるたけとれるように全

を投じ︑新型転換炉︵距水減迭指

開発事業団開講長を正式に引激受

し︑中部経隣連含糊会長︑万団

ﾒ綴がこのような督学技術行

面的な支援を約象している・

南冷却型炉︑出力規模は約二十万

ｨよそ次のとおり語った︒

TR︑FBRの開角については︑
力協会会長など貢任上今すぐやめ

は醐日付同省を辞職︵八月一日倒

周長として批任︑芥川尉船舶局艮

船舶抜興会理雛長に就任︶した︒

なお佐藤翫は澗日付運輸省船舶
は佐藤総理と出会い︑引き受ける

最終的に責任をと6ないといけな られないものについては︑原剛と

扉参箏冨︶佐藤弐津雌
して並行篤農し︑あわせて核燃科

ためのいろいろな条件について話

いと考えているQ法案の趣旨にそ してやめない考えたQ

院長に繍任の要甜があった折︑私

の開発も行なうというもの︒

した︒帰塁が全面的な協力を約醸

ってやるQ国の総力をあげて︑現
されたため私としても晒われなく

炉建設濠でを国のアロジェクトと

︵繊力規模は約二十刀KW︶の隙型井上氏は記者会見で︑﹁事黙団理

学技術のカギを握るものだ﹂と︑

井上下が新法人で所信表明

宮︶︑竹内寿平︵法務省翼務次

大屋敦︵科学技術総廠問︶︑井

に噺法人の認可申請を行なう予走

規の設定などを行ない︑九二中衛

料公社規穫の児直しと新法人の内

区分経理の住力︑さらには原子燃

沢広巳ハ源子力委員︶︑松擬泳

ウム技術研究

撰．勺6のの︷つとして三園される

⑦d測制剛開発11一億五千力円︑

力円︵債・約八患円︶︑◎しりへ

潜熱潜・材外の聞発翻十三億四千

11八千万円︑⑪核燃科購入費拝九

一諾弼鹸編繋辞狸編賭蟻鍛遡紘蠣矧
五千万円︵債・約二十一億圏千力

億二千力円︵債・約十六蝕円︶︑

玉山帰馬︶は︑この動力炉闘允予篇を冷めて︑全体としての昭粕四十三年度塊子力閃係予鎗概算要求

顧礼之助氏へ原産会疑︶ら＝十四
名の新馬人﹁設立姿員﹂を発令し
た︒

い11四千刀円︑⑩大型機器﹂研究

円︶︑⑬解熱流動実験王覇貰億ゐ

⑫研究調騒費藤八千団円︒

物理研究︵臨外実験﹀貢約十二幻

外の動力炉関係を含わセた動力か開発予算を調整する︒湿雪展の賑︑馳力予算︵原研︑猷燃︑線船団︑

提案をもとにして︑一股臼口理蓋置を加えた鋤力炉・核燃材聞発箏染団︵政膨出資︶関係と︑事業団以

いては画讃丘十四傅八千六百力円︵漬務貝損行為四十八億円︶︑簡趣増殖炉開允には織綾六十億四千

和四十薫無度鋤力炉触発讃幽および．丁鼻概舞簸料﹂を提撮した︒これによると︑新型紙換炉開発につ

危資金羽織について鴇議決定し︑毛嫌二十顯響付で瞭子力委員会︵二階黛進蚤員長︶に鮒して︑﹁昭

動力炉開発隔時雄進塞耶︵議蓑︑月羽周去腺研理肇長︶は︑第三十＝騒本部会議で来年度動力炉渕

離誕原子力委員会へ提出

総額約九十五億円験

東京都港屡新橋1丁圏1猛13号（策聡旧舘内）

罫

H

樫．

動力炉・核燃料開発二業団設立

｣業団は︑設立図的であるA 博翻会長︑電気協会会罠︑日本動

KW饗予定︶および高辿増殖炉 けることを翻答した︒つついて︑

なお︑新法人⁝鋤力炉・穆燃料

である︒

聾
蘭
学技術発展の鍵

新法入が行なう職漁業務の規罷や

同設立裂員は︑来たる八月七

礁二瀬

難鱗構瓢匙︒ム．ル︐フ技術薙付帯機即璽
千万円︵債・約十七絃五千力田一

ぷ渓定すつかその総描け約⁝携帯播円と予烈ごれてい．○︒とくに動力炉開発関係予算については︑最終

うため︑樹沢広巳氏︵隙了力委員︶

野料麗発事業団の没立準備を行な

日発足学定の噺法人−動力炉．上

三二厨信八月一日︑今秋十甥一

新法入の設立委員決まる

井上氏ら二十四氏に

灘麓総掛鞭趣意瀬蔽繊響献翻り防麟

胸な葎つめの段階にあるが︑全体では紛搾約言十三億円の線に洛ちっくものとみられている︒
動力炉開発臨時播旭本棚か提醒
した﹁昭和四十一一難度鋤力炉開允

d画と予算鳳算﹂︵慣業団︑関連

機関の一般管理費なとは含めな

であ．黛

い︶の内欝はおおよ．ご沢のとおり

◇新型転換癖開発
この謝幽は︑原型炉について︑
綴織四十四年展までに設話を終了

に臨罪させよ・72というもの︒この

し︑四十五無鍛冶工︑四十九年匿

研究に着手し︑四十三無度から錨

ため︑四十ご奪度から鑑一次設計

藩嬬ド︑・

灘難︑鐸飛型

@欝離窺暦

二階堂喪冒（右）と会葬する井上五郎民

ノ琴糠噸贈
一、

一、

婁員の氏名︑所属は次のとおりで

い40

灘鰹

攣

一、

二次設d研究ならびに二頑域臨界 井十五跳氏︵科学技術月融聞︶︑

響
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圭綬蕪酸草5895番
（591）6コ2望（｛七）

日本原子力産業離離
発行所
〔君担3｝弩−3月｛？13箪三種郵悸甥認可

騒料一掃器騰鵬

麟購

細

産
フ
ブ

原

準

崩要である︒とくに︑原子力機拐は国際

や試験・検査三二の骸立に資することが
くことは当然の方向であろう︒

脚に集蒙り︑標準化作業に酒用されてゆ

に薄し︑

掘否回答が行なわれた︒

ため

矯の正式

他業種にさきがけて︑原子
しかし︑これらの作業は︑現在それそ

鍛芯にそえない

力工業で切めてこの種の大規
瓦蝦鯛に独立して進められているだけ

胃

蘭品としての性格を持ち︑笑際に奥国製

にそなえ︑指否の態肢を磯回︑再 厚
︸検討してもらいたい というもの

回︑腺脱では︑これろ関連学協会の了解

月一難には石川理艇長が飛島国理

・長に申し入れられたもの︒なね八

二郎蟹から嶺幣の奮総焉

︻で︑ヒ月二十四日︑原幕別の木下

将来の除子力闘舩間代

今回の再慶請は︑この拍蕎圓答

模な体系調鎌か行なわれた理
の凍海発電所で︑耐比谷器に日本日域の
に︑今後原子燈用綱材の三菱化の体系を

露は明らかでないが︑独子力
鋼製が便用された例もあるし︑原子力機

工巣が将来の発展性に弓田み︑濠た技術進

レレ

イ

陳子力工業に関する工業裡塘

標

原子力用鋼材の

c
命桜蓼に町立するためには︑これらの作

のもとに︑関派煮が参加し︑さらに電力

器の国記分業が現失問題となる田も近か

もきわめて大切た︒球たその規格が国際

ど︶との関連調墾をどのように考えるか

歩の學い配業であることがその背艇に

は︑今後の襟摩旧作梨の艇敬二番にわた

⁝化は通群省工業技術院 の 規 格 制

る見雌しを稲寵することにより︑今後原
鉄柱︑機械重電機メーカ⁝なとも加えた

ろう︒国際規格︵例えば浅sME応射な 業が看馬匹に連繋される必雲かある︒今

和三十一年艮から実施され︑今臼まて主
胸な標準として評価され︑国際附に儀威

あることは齋めない︒ともあ㍍この調査

として医療用放射翻且腿関縁︑放射線防

子力関係搾準化のk期生剛そ含押附に雄
る︒

窟に会い︑この折雛再要請してい

嚢

叩性子炉用燃料についてはハル

所有・運営のフェルミ炉で︑熱

米国玉子力委員会︵A鷲C︶ デベロブメント投︵PRDC︶
からプルトニウムニ㎡緒︵一鰯

悟響・ための讐・

られてくるが︑欝欝ではさらに

が︑ウランの代わりに鉛侶便用し

た︒これ6の燃碁は胸六力歯間S

GN祉でハンドリング・テストさ

れた後︑欝浴へ隠り返これるとい

多／／〃／多／影

組

一林⁝芳

㊤大

Cンを製作︑ハルデン炉で

よ残りは保存︶の燃料ピ ．

論詰彫韓聾％

ルミ炉照射用燃科︵第一

行なうQこのため︑フェ

デン炉でそれぞれ照射テストを

当り四十三冠︶が七月十八田羽
細謹浩へ到酒︑二＋四日笠子燃
腓公社東海事業所のプル
トニウム燃閤開発窪へ運

ムは撰本政府が米A温C

ばれた︒このプルトニウ

より購入し腺燃が四や一

の︒これで旅燃のプルト

年農予錦で実りうけたも

がは八本が製作される︒冥
府た閥＋二年展学鎗で発注

吾

第二次︑弟三次のフェルミ濫用

注文をつけたことたそうだQ
氏は︑日本に掲げるナイロン

Hハ大理学那化学科を卒X後︑束

の発明者として肩名︒昭和九犀

う︒

鼠霞に入会︑

定例会議−一七月

株式軍議

︷展⁝定五力年引醐にもとづいて︑昭

護関鍵など衝俘に近い品同調墳について
こととなった︑

丁子力勘曇勝標準化懇談会で検訪を行う

これらの情勢を背酔に︑日本冶接協

づけられることも必蟄である︒

ものと見られていろ︒

進ず・萄土に︑いささかなりとも符与した

腺だでは︑さきに工技臨の委託で原イ

蝉確化ゆ行なわれた︒

ニウムの手持ち量は三・

政のプルよウ全
熱中聖子炉用の混合酸化物燃科

緒は九月⊥旬に日本へ送

を饗作し照射テストを副画して

五が躍︐となったQ隙燃で

会︑日本鉱鋼協会︑臼本機賊勢禽︑火力

エレクトロニクス︑手釦聞発︑プラズマ大

万

の経済発展に役立てようとしてい

万坪︵約鰹ニナニ万平方餅︶を来

さて︑隙子力の安直何を舶保するため
発電技術協会などの測連学協Aムではこれ

るが︑原盛服はこのうちの祠

原子力用痢41は非猷子力無調44と異な 繊ゆ甫は︑同地爆の海岸約四十

には炉心那︑脳力谷器などの移郡分をは

京で誉学技伽庁の委託費︑補助金を受

スの開允にも大きく関建するものた︒原

型加亟器など︑いわゆるヒノグ．サイエン

け米国のパワー・リアクター・

照射燃科を製作する副幽である．
てもらい︑捗桜蓼の交換や補修烹

万平親川︶レ爆分試し

いるが︑嶋感路用燃朴について

り︑種々のシビアなスペノクと条件が禦

工技翫あて咽．U申を循なったが︑この調沓

造︑試験などの罪数を進め︑かなりの実

44など金属44税の品質性龍か保記されは けて︑原子力柵鋼栩の物性︑設訓︑製

じめ︑構造材料としても多く使われる鋼

績をあげている︒すてに欄添裕掻協会で

術水奉を反映するものであり︑今や世界

燃料は︑実隙日本の誤謬力発電所

高崎研究所の
運営委掻畏になった
こうへい

荏レーヨン滋賀工場に勧究獄と
して入社︒十三銀から二十年に
かけて︑も︵ばらナイロンの研

B本陶器︵株冒

︵落穴

名凸屋巾西区則武新町一の一蹴護

究開発に取祖む︒滋賀の研究所
で棊饅奄やり︑腺器の乏しい戦

︶七二〜
時中は軍の要訥もあって︑ここ

代御者幽史

群長に広岡知男氏︵筆軸路昌一氏

︵株︶朝日新醐社
ント工揚を処設︒戦後名古謬と

に滋麗一ゾのパイロノト・プラ

栗田募集ρ株︶

は相献役に︶が就任

原κに入会︑

二一一

電謡縛り変史

飯知の各工揚で工渠化に踏切﹁

花王石鹸︵株︶

棄兄︵四五六︶

た︒この功績によ︑て二十六隼
秘本化学会の化学工業技術賞を

束京都申央墨差本橋鴨喰助二の︸

受疑︒三十顕爵には﹁有機物質

聡謡︵六六三︶一二瓢＝一︒

＠澗

の引解訪糸蓋置等﹂の発明で︑

原子力委鼠会

旬間メモ

購がいる眠Oまちがいあり濠セ

綿農︑三ヤ五年服務取綿種に就

趣蛛は︐階目︑散歩︑ゴルフ︒

7ゆ

二十日開催︑食品照射専門口添綴

霜の処理方釧︑第四画室加欧子力

廠

店
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1

1

郎

林

大

力工業における工業規格の休系を調査し

は瞭子力の分野でももっとも孔用的な⁝

ばならない︒すなわち︑金属封H技術の

坪︵約三・瓢

は︑これらのプルトニウ

般放射線訓学用機鴇︑工柔用親臨︑医四

発展か腺了炉の死命を割するといっても

は際子力鋼46に関し国体呪格WESを設子力用鋼44の標準化は︑わが田の鉄飼技

年展中にも埋めたて︑そこに中央

脚銭器︑高射日勤護用晶およびこれらに

過茜ではない︒ことに︑今後原子力機

検等をhなう原子力船の定発港を

奪

のトノブクラスに躍り掛たわが回の鉄飼

で使用される各種燃科を大きさ︑

辱

技術の枠かここに結集されるものだ︒こ

わ．⇔

と強い態獲であるため︑今

圃の陽蟄融の成り乏きが稲田され

はHWRタイプであるが︑ウラン

われている︒日立が製伶した燃料

PDRメイブで︑天喜ウランが使

住友亀﹂か製作した燃料は︑J

つ製作した．

立︑三認腺子力の三皇が各一本ず

て撰擬した勤ので︑住友電工︑日

形︐闘さ︑重さ︑何鰯品箸につい

飛鳥田甫長は︑撫否圓答の隙に

ている︒

ｮ無縫籏饗讐繊臨撫騰難

テスト用模擬燃料を送る

賑 再処理T⁝場設計で

用地分譲の露要請があっても駄

建設しようというもの︒

魯

C腿鉛獅三無

う︑毒波馨した︒

の惣味からも搾準化作巣は国際的にも大

いて二歳す．勺︒

民聞納の捌先分担のあり方につ

もちろん︑これらの作業も︑い潜めち

家される︑またその技術的な進歩発展は

関連する二三︑認り︑測定︑取掃︑試験

器の田艦化を撫毒するためには︑

に綜準化を愈試したものではないにして

ムを便って︑隔速炉矯と

検査の掻力法の全般にわたり︑①13来噺

品種かつ多頓に纏用される駄研資材であ

も︑従来から晶縫されてきた研九成果

鯉売市揚や各氏の工劫巻建設︑市

たに幽翠化を必蟄とする晶懲事項︑②堀

る原子力測鋼秘の標準化を進め︑生禽︑

定した︒

行規格の活用度︑酋及艮ならびに改短の

設計段階における含理化はもとより︑晶

驚

きく控爵されることだろう︒

レ

が︑今後滋産省の規洛舗竃作漿の長期路

團

質樽能の保記による機器の伝勅耐の向L

．いず多

のアンケートを塾礎に調査したものでち

必蟄の有無などについて︑約二品六十作

る︒

岬閥

ム・

両分科会委員の氏名︑所属は次

画したいので埋立川地の一部を分・

9

から・翌地の描にそぐわない⁝ GN︶抵で第二次契約にちとづ⁝がフランスへ込つれた︒この税擬 の代わりに︵陶器を使う︒三菱腺
子力はPW況用燃昼を製作した

が︑さる七月二十一日飛晶田巾長・ンゴハン・テクニークヌーヘル︵S

のとおりである︒︵敬称略︶

山田太三郎︵原子力委︶

譲してはしい旨申し入れていた

座畏

大山属年︵束工大︶︑大

▽プルトニウム分科会

委姻

鷲憩一︵東大︶今井夫材︵原著︶

勘畏績︵東大︶︑阿部融忠︵原研︶︑

ア幡しの

にかく企業か筑びつくような研

星野孝平
蘭瞬研の運葛三碧会は︑猷研

究擬果を上げることが鋤一た﹂

聖〜儀

理箏長の識溝機関であるが︑擾

と礁る︒こんと侭研にな徹され

し︑嵩崎研が独奏しないように
監視するところ○

この七月に委員長に樗任ま冶
た氏は︑﹁委員のなかでも私は
鑑年少のヵたから︑悪見を︐儲ら

のもどうか・﹂となかなか独唖
たが︒捻はり強く︑網かいことに

氏か委員最に就任してから︑

任︑昨年秋研蜀開允関係の第務

紮緩籔昂を受ける︒三十一奪取

理事短にな冤貝申をしたのはわ

んよと暴く評仙している︒

業界の評価︒﹁高轡型は企業

て︑時期鞭を牽引さ取ること

ずか一回︐放島研の膨紘に関し

ってつけの人たというのが暫

もよく気かつき︑委員長にはう

辻していない︒しかし︑二流理

ｦるQ山嶺あれば進篇もする 学も︑家た工業化の域に獣では

てい．0ので︑思い切った望見が た放高湿てはじ票︵た旗射線化

員は民間代表によって構成され

樋迄

醸7
武岩棚男︵エネ卜占︶︑一二木良平

薄野二郎︵三等原子力工業︶︑三

について討議する︒

馬庵考慮し︑プルトニウムの利川

暫
︵電中研︶︑飯田正弐︵開電︶︑

呵

▼

▽蟹水炉へのプルトニウム耕糊

柴田二三男︵中部眠力︶︑古岡

ｨよび髄速射殖炉でのプルト轟 俊男︵鳳雛︶︑下階武久︵寳河億

について扇議す．曾なお斬型帳換

ムてなく筒濃論ウランでやる場

工︶︑森勧国男︵日立︶

両分科会の粉会禽では︑①今後

含︑ハイゲインブリーダ⁝の場

試㌶が出されている︒

?溜については薯に欝︑

の嫉融の進め方②動力炉開発に必
合︑炉型との回合せなどの粂件を

大山鏡岩︑大蔵恵︸︑今

武藤俊之助︵原子力委︶

井美材︑一本松殊磯︵漂電︶︑垣

▽ウラン醗縮分科会

要なプル ト エ ウ ム 漬 ゆ ウ ラ ン 濃 縮

婁戯

座鎚

甲

ウラン趣縮分科会

一九七五無までに技術的可

花秀武︵東工大︶︑蘭紬洋一︵東

いて

▽ウラン濃総研究の進め方につ

なお両分科会の二藍欄間は次の

搬醜および経．四四評抽に関する資

︐

一

一

も検討していくことになったQ

トニウム分科会︑八局一口にウラン濃編分科会の初会禽を開いた︒

設けたが︑このほど両分研会の委員構成を終え七日二十κ日にプル

機構として﹁ウラン濃漁分科会﹂および﹁プルトニウム分科会﹂レ偲

療子力婁録会の咳蛾桝懇談会︵座瓦為沢広巴氏﹀はさきに︑下部

Pu︑U濃縮の二分野で

年末まで に 一 応 の 結 論

＝ド

Pu2渉ラ鼠が到着

技術会議なとについて答脳︒

年の技術と信用で
産業界に奉仕する

（292）
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京京見
束東鶴
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東京韻〜中

研究の現 状 な ど に つ い て 搬 議 が 行
なわれた︒

とくに今後の審議の進め方につ⁝とおりであるQ

▽超艮期胸な核燃料サイクルの

︵東芝︶︑尚輪失︵電中研︶

法貴四郎︵住友冠工︶︑金⁝価芳郎

工大︶︑中井敏尖︵歌話︶︑鋤泡

から︑このハノク︒アノブとする

試算について目核燃料サイクルに

▽ウラン農論の研究体制につい

正士︵理研︶︑鵜木丈夫︵東電︶︑

ため両分毬会とも膏末までに一応

ついて試算するため︑詔算モデル

て薩国立概関︑特殊法人︑大学︑

め方について討議す・筍︒

の結融を得ることになった︒ま

もよぴインプノト︒デ⁝タ⁝の整

料を得るための祭体的な研究の進

ん︑鋤力炉聞允に必安なプルトニ

備︑プルトニウムとウランのサイ

プルトニウム分科会

ウム最に つ い て は ︑ 腺 予 力 開 允 利

クルの焦る︑各挿炉型と核燃料の

のための所︒小さいものでも︑

理葺となハて︑堀浬に配る︒

なんでもいいから︑工業化へも

︵M・一︶

家庭はスイ夫入と⁝二男二女Q五

某の闘売仇にならん3うにとの 十七戒︒

って行く︒生解れた勇は民闘が 謹た圓薬研の研究漏允が民聞企
引受けて生値に紘ひつける○と

岡山。広晶・福岡。轟イ会

鶴見・＝1

蟹工場

いては︑米年肢予鉢要ふとの関連

用長期読剛で︑骸燃料サイクルの

種類に関する必要な視含せ馬を融
原子力船
畢業団 定係港の建設用地確保で

横浜南に再び要請

確立に対 処 し た 画 婆 鼠 の d 鈴 が で

議する︒

の根岸糖埋立地における腺子力船

▽プルトニウムの利用について

ていないため︑さ6に同長期扇劇

定日潜の建設を認めてくれるよ

をプログラム化した上︑燐塾プル

長石画一郎氏︶は七月一

会覚︶に聾し︑同稲金沢憾冨闘町

薩一九八五駕頃以降の超長期陶プ

付︑横綴︑巾旋・飛馬田︸雄氏︵社

臼本源子力船開発働業醐︵理学

トニウム量についての超鼓期の晃

ルトニウム需給について各種動力

十二臼
炉の開允の進みカおよびその規模

葉京都千代圏撲神田司町2の3

株式会社

4し幌・仙台・横浜・私領屋・神戸

東京・大

翻支 是1

大阪巨砲区禦橋3の75
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旦取近一年閣隅に三︑隔献辞
人件費や拡張費用の増大て
ある︒

甚六︑ロスアノセルス水道雌力

疹んである︒

手長のすルツ︒フイラノト光醸所

輔

謄

一九六九隼卜一月か一し近い〇

エシソン社︑二

⁝今狽のはしめ允ぬご㍍乱勤ので︑

のにな⇔といつQこの炉の開允G

は万力五FkW︑14殖 に近いも

未だ︑敷池も尉甑中てあ⇔Q感用 故巴雇水禽却型の炉て︑砲気壌力

つによ勅と︑たしかに外畷に走み

号機もWH社に

た︶の︶72の一4ζA巧したとこ
時期は〜九ヒO留り巨というu

の高ほ〜より﹄ールかスクラムし

分誰づ勾ことに成功した︒サブ︒

コヒノウ鳳ルス

﹄所かきのめご蜘全に逗紙された ブリ⁝ζ打那にしり汽た切既楓て

κ︒こ九は︑この野山醐厨r力発 てくっついん二弔のサフ ァヒノ

こと詠︑﹂物﹁犀つものてある︒艇遣

か見︐耗ω沙︑uぶったつ︑内命て

一九し六耳以鋒の取り毎凡分につ
いては⁝ノト当りト漉といフ向い

アビ！ブリー勧儀くっついたまウ取

一ニ

コ

唱

一

口っていゆか︑厨．﹂かに帰着⇔報

ての人規手軽水戸に当てはま萄と

爲占の中てλC冠Sか﹁緊急時冷

却系の熟的働鼠﹂の問⑳をと︶あ

けたのは今度か浄めて︒

ドーンレイ炉
再び運転中止
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発国陶けといつことになりうQ

℃場は困際化したらとうかといつ

訂かあれば参加に同むてきる︒ま

ろ︐︒ことに薦独は燃糾供給の保

可能た︒

仏も展を低くす萄ということも

氷晶か臨も工鳩よりも大規模工場

氷展の三工場と競争てきる︒んか

工場受建設つれば︑生麗鳳価でも

は一万一

できる︒これに必婆な人璽ウラノ

媒闘ゑ％磯縮ウラノニ千ト︸製ぬ

一

玉二

エハス凍・

強独のウラノ譲鰍工腸参捌に同調
す和かも知れないといつ見力かあ

の必要性は

る︒またコスト引ドげのためには

ことに為ろつ︒建︑鼠費は工八隠！1

を建蚕すO昌脅は競争か難しく為 は二百力KWの檸子炉か供給ダリ

︑滋肱畿か二

千万が︑仔−議院盛一穏が︑発h所

億万千万がと見行ら一−鴛この

この☆金をES民Oハ欧川−由

エールラノトエ揚五三酒信．︐︶︒

ピー八丁万KW﹄﹂炉にゼ妻砲 触額はヒ十一八十億5となつ︵ヒ

簸厄﹂勺欧川工局の規齪は︑

カーヘノハ⁝ストェ謡ぐ気欝lL けつとフランスの釦概額は一八％

体函誼工局と乙鬼これは失鍼の

踊酒呑赫︶の分担比4に感しご分

す勾発し炉では漁網かとれまいG

か央画の滋画に参序して汰国への

ヤ㎡価なとかあげられ筍︒

リウム炉︑有機物津郎炉の扉発

力紛ナハノナ刀の改疑研究︑ト

るQu本にも鳳了力分跳に積極

的に進出するんめ晦勾︑末京に

いている︒本在はbO国Φ90同

クーノ櫨乱以下一千一㎜爵犠か働

ヒノノノ︵PWR︶の⊥事か魔 エハスコ社にはW 11・カル
となっているハーモノト・ヤノ

んであり︑エハ凶コの︷契赫占

︵HT︶

戟@属ΦゼくくO搾群ノ賢くご○り

冴

寡轟は本社ビル

ヒエールラノトユ場︵凶＋一五レ

灘保

のSENN発駕所の建設︑原了

炉︵A？R︶の三遷︑イタリア

国のま屯﹂幽には︑改良機試騨

こπ朕でに同穀か参憂し九漁ハ

︵BWR︶気調整してい匁︒

欝欝

Wの独子炉に必棄な蹴左製U⊃勾

は軌け戸鶯つもりで66勾uフラノスーユーラームたけてピー八千力k
央田のd幽は︑同酬かEECに

船盟てδれは失現か促進されつた

千誘である︒ど要なし力

ごしゐもあ⑳o

の触洩策は氏仏の既る∫場を拡大

新工場建設

②外国の譲輪ウラノ蕩裳の人受雀

づ萄ゐ鞭てある︒英国の請幽は輝

細加づり隔幾k答ん勾も﹂一つ た核防条約か締結されればノ遷も

濃蜜蜂の大部分雀無8了してい傷

供給してい⑳米旧は︑網間に翻鯉

たか核拡敵訪ユ朱約か締論された

いず汽にしても米田議会け沁縮
ウラノ翰出を止める藤阪るもつ︒

＠

サ⁝ヒノ⁝ス

ノトに醗﹂勺

社は発．しフラ

懸口サ⁝しス
云社て︑この
な⇔ロノサルヲf

発電緒技術を提供
アメリカ

︵厨子炉二塁︶三障

ウラノ同位体分離弓場の建雛妓伽

う勧︒たかノごの伐は絶対舳として

欧川て製患され○凝軸ウラノは

少ないからξの賀舗は亀蟄性焦失

〆

Φo西独の核装鰍に反対していΦ
ソ感は︑薦独か︑カス拡赦技術鷲

う︒経禽陶にも加薬か小さい工場

し肖h一一り瓶襲分国単拡の同位

購合には燃君査74ハに代ってさbに 拝夢総を偉醸して外園に欝金︑他求

廟効為脚〜炉査鼓かnるbh筍こめ仙内甘のものてあ．葡か︑ξの費

僚得することには鼓調てさ轟い︒

ては揃繕か陶くなり︑きれ之艮吊

一九八○年には政治旧役割と果し か伏論さ瓦なけれはなbない︒儒

掘出していりのて行港剛ってい たか厳屯な査兼鱗展か武施され几
る︒失望は一九四二年のケヘノク は岡留か夷んら汽．勺といつ︒

用か向いことと更国か技偏の提倶

フラ／スは口紅かピ畏と脇り雇
編ウラノ幽なヒエールラノト工場て

揺工掛を利用づ・○のてはなく欧川

万K窪分解弔位︶よりも︑は勺か

も

ミ

ウラノの供給か！轟けら登ることに

編ウラノ工蝿の能力六環αの

︸一

なり︒ヒエールラノトェ揚の低薩

刀KG分離噴位かり百三焦ゆ分誰

単位に折摩して一千力kWω局

か

予炉に絶望な重料に旋遠てきわ

尼蚕て 5おζ︑ぷ覧て工堪拡人

よ♪にす勾には二卜獄．りの貞

りゐ力樽やかに台刊たぐ

混行な︶よりは欧川工場に勢韻一

欧川鼠轍ウラノ工場け臥⁝川のし

了力πγ死人麟かり独立さ巳ゆこ

ムと族防鳶潟レ㌦めく勺鴛rで孤V

とかて弱り︒フラノノはユーラト

けた︒たかこれか人現ては致宿陶

していたか︑でのカラゆ蔽瓦勺b

な証Nかなけ㍍はならない︒んか
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松本柵央︶

Cきていないといわぎり之しょ

現総ては︑コんご2いった秘三脚

ちミノ

α・分離噴紅の同位体分離℃場ごは

に大規穣を工揚た︒ヒ出だトカL

ちミちロカもをぐミじユも

て﹁％八餓原r力産業突態題†一年醍は︑わか団の原〜力口

ぱ呆田力窒薩︑奮禽の舞舞薯あ轄鐙

しミ

脳力KWの原︸炉にピ叢る雇如

た︒たか層田に潤て諭14ナる副長 b厩づΦつもりなるば︑讃仏の既 i庁K9分三権砿︶︑フラノスののト乱位．誓それによってrな

隔ては尿子力担滋閣外租カニ〆カ

はまい︒国内用も原イ炉全那に必

として噺しい凝湘ワラ／工場亡建

玉二

業轟内婚は

ノク︑研究騙発︑機器︒材刈の

ノクたけてなく︑エノノエァリ

調肱︑糊し賦︑武運転にい九つま

いう広州なもの︒アメリカてト

ての乱二二な技備を提拠つりこ

ノプクラスといわ九る今Hの黒
目スコ蕉の技術は︑六十余年の

塩竃と︑世界各地にある四h五

馨た︑斑勾笈はヒイムのフラノ

日本てもすてに顔なしみ
も多く︑戦後︑亀跡漏舛︑九

アメリカてはミルストノ弓

一力冴チカの分野ても原研のTKWなみめてい．O︒

PD鼠のほか︑現在は日本独〜

一号炉に診幽してい・筍といっか

力発電の敦h︑果私細川の摂㌧ イノト︵BWR︶︑∬・B・ロ丸応卒u甑罪したQ

同材の取近の夷懸之みると︑

b猷なしみの会仕である︒

では前述の円奉の二屡のほかに

カ一下九酉力KW︶ζ曳托︑ スヘイノのニュークレノール

めてハ4の発電フラ／ト︵総田

仏の参加かZ墨なわけた︒

か恕伸重ると︑米厨企粛甘一部の

協嵐て楽田に対して原チカの秘犠

とになる︒

r列外秋期には⁝隔心オもたなくな しかし外合に尉する致禎的︑慰撫

⑤いまから既存施設産フル込広
してスーノク之構成︑口来の︵給

一

ずか ら農縮︑

︑

は・み㌧
㌔

モノト紙は﹁欧州はみずから濃縮

謁拙

る︒垂穂先丁田ては米国の特d確 的駒未から輸山を止め⇔ことは難

射撃心

製己糠蝦ことは考えCい勺よ︐ 欧州か鳳．＋力発銀て米国の支配か

﹄混緬ウラノ渦農は郷国の硅鰐麗

要な瓦と製辻つるといク考／ては

しい︒したがって一九八O勾よで しごい⇔からであ○︒もっとも藁

ム胴のよつに︑轡尋供愚について

なく︑米副からの画嚢ウラノ蘭人

獲証した企業との競争か激しく

はケヘノク協旭には掬禾さ琵ない

なり︑西独の例かトすようにロイ

でカバーさ耗ることになるたつ

としている蔽もいる︒

㈲央仏の忍事用観潮ウラノ工場

フルアィーの毘取りは有莉に進謹
う︒

討画もあ⑳Q一部の企業は感心分

予炉は一億四予万KWに勉コ．⇔︒

卜禰もの允馬フラノト之イかけ
たλ頴か6のをいっていろ︒

款の

日本の心力業弊とのつきあレ

んてエハスコとなった︒

独立し︑EBSの膨又字にちな 四十瓦年肢には撫外のもの4否 キー︵BWR︶は串叢薄︒開店

瓢ム一︑鼠けたのか︑一九三五勾に

援助つるための中央サーヒス狙

技術︑則致︑経醤なとにわたり

小の砲力会硅に対して第

κ雌力事業ハ喬臨するため︑申

れ︑雌馬ま九初燐の段階にあっ

ト︵総構力て胸＝千二肖乃K
八％を東向︶てあ・萄エレクトリ
川︑中部︑東小︑未にの各亀力
同往帽海外の建設を担当つる
ノク・ドノト＆ノ胤アー君︵E 芝拭の火力︑水力の発︑島厨の建 W︶を数ん︑竃の︐6火力か一
よハスコ︒目4⁝ハーノース打鬼
4に黒して妓揃の掴導ムやり︑ 千即製力KW︑猷〜力か嚇﹁ 白妙 はしめハつの子会社庁もってい
3も︶カ﹁九〇ム有に早く聴き

現孔同打の最大の義目︵九

．民すΦ退寮かあOつ︒欧踊の︑蜜

なくな0かも鱗瓦ない︒したがっ

雀利用して発鵡心用のパ鰍ウラノ
仁製迎眠ることも飯能なこと︒較
正はカーヘノハーストに場の擬鵬

め米国ではさbにウラノ擬編広鰯

に増加づ．勾︒この㍍羨に砿ず⇔た

た02から総嫁ウラノ山友は急遼

力〜妻は︑q一五6︒の周轡て細 雛ウラノ擦子炉か多難建戊さ瓦つ

一九八○彗以陣の欧川に40け燈 よつ︒米国てもその他の国ても男

濃縮ウランの需要も急増

原子炉建設のテンポ

ウラノ工坊ご八千刀KWの寛C炉て壇r炉鯉山かてきるのは︑低開
てい⇔か︑このJ場の製﹂能力は

ルラノーτ鞭て一で万KWの浄叢
炉か応褻とづり炉層製竃総画か険

い︒

﹂ざ瓦てい㊧か︑ごん強酒か多

九八

！﹂回勺塘加⁝ての勾︒痕靴

棚︐勺見趨しん︒これは〃十1一て
価月
ウラノ隻仙用づ勺煽．﹂炉か

離技甫の煽発にβ手していもか政

半か癖禰ウラノ誉杭用す萄ことに

増加分は八で万KWκか︑その大

たろフか︑允心に尺即処用され⇔

ノボの張換炉か建之されなけれは

筍よい︒たた増蛸炉にピ濃なプル
トエウムる生脚す⇔ため天然ウラ
るΦヨいQ
ユ⁝ラトムにわけの擬紬ウラノ

︑

玉

○年に四丁力KW凡こ紋几づ⇔と か建．渓される公∬か大きい︒この

鞭ては

一九八ぬ勾にけし千八誓力XWに

の凝緬ウラノ厚﹂炉か硫レ径〇九勾

五勾間に斬らたにご千八樹力敷W

増難しよブ︒ユーラ⁝ム

一九八06一の凝筋ウラで論の
均痴は魏魏の蚊r︑輪編趣㌧か翫

倶難してくれることに

匁とい♪伝几のことて︑ノ感力綬
輪ウラノ
な瓦は欧田川て偲弁難かててくり︒

めると駄崩は撚君不疋に犯舞bれ

江に米国か億翻ウラノ供給渚蔑

る︒

て︑一九八○電量瞬は三分の一よ

②入然ウラノ均﹂力の融合は歓っ

あOつ︒

わけた︒だかこの数〜については
禾国におけや謎驕ウラ〆の製走
次のκ点ρ哲慮にいれ9ビ蛍かあ
か︑とのよ︐る握口をみせ⇔かは
OつQ
→想団総てあ・勺Q瓦か︑三つの総
ω勾一κ％とい︐漕加毎は︑局す
轄ウラノ工場のつち一つの工揚の
密勺かもしれない︒これは範熟暖
⁝部か民闇に彩ゲされる公鼻は人 房か一般に鑑及す9ごとか条桝て
ぶい︒国か難業難燃綴る譲彗しする

とい︐ことは米国の継継原則k反
つるからてあるQ聖誕堀江企某か

別はこの技伽か外国の手に翫るこ

ベル↓ー

イタリア

製塩もからんて︑外国に有望かど

よつにな勺のは一九九〇鱗以降た

僧か惣条件て行なb瓦⇔とは田ん

鼠間移乳の結果次のよフな変化

ない︒

︵他の田に提供しないこと

即てさることQ

ウ弓ンを製議すべ器か一
七月穴⁝八日屑ロル

ウラノを製意すへきか﹂と論ずる興味深い配票を掲話て
いる．以下にその欧字臓を紹介ずる︒

Oしも一2︵紗⁝川岸揖協力囲瓦墨田な滅といっことたQ

トムハ日当については各国か識仏

Wかし〜力允ししなり︶︒︐ T ラ

しCい・勾﹂鰹によ勺と一九八○年
脚J力発．u肋の臨黒黒纂ほ閥千力

KWと ろ ⇔ ︒ た 崩 こ P 6 十 日修止

︑薄

・2ノ陣し灰かよ
枡で阪鞭て磯のよ︐な不確㌻k判 侶加て一㌧の︒フラノスてはヒエー
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ぴC几 掲 K W の 嬉 臨 耕 の ︶⊃f分

CP目目についで犠甑︑鳴汝δb

の〜の 憾 k W け い 一 力 冶 匂によ
りこいう︒徹掲の雛Aはこの噌ね

こ2に逝く︑架設︑産量心乱 八 F

力kWの︐ぢ半分の︸蝕瓦ヂリK

臓諺

墨
華
墨
難

KWか廓ロさα︑八F弓KWか忠

五主力KWj︑引↑げり㍍︑二怠

澱延々kWか一九八○勾にほ ム 徳

田孤りについてメ勺と現埋り 鈷

燐される〜疋てち勧︒このフち泳

躍これ︑一信LWの一15﹄ 毛 か 史

八撞kWのr

サ裁込タに︑︑㌃詮蟹訟力→てき．匂︒κξ桂あ・＼

れは一九八○仔葺一膏底Wに一ノリノ︑ハフ訊力︶のな度鮎て人 か必蚤とナ勺辮君製虻甜幽とたて

鱗篠謬論デ砺 隔 穣 認 識

口
髭

多
産

力
子

原

自雲
独霧

澆て六r力kW汚・勺といつ 親

と磐心配して開発紐脇を暴猛づる

り︒年一九％瓦と一九八π釘の原

りも小さくな○ことか予想さ耗

箔阿隠をとった︒その代り低漫軸ウ

④増掘力かいつ押︑ノかとれ・勺よつ

爵軸ウラノ工場雀建織するとい︶

ラノ工場の︸那亭蔑聞に移観つる

多

って火力発心所か払允され︑源．脳

①僅球彪秤価格の謂露なとによ

一争瓦口出KWかあOことをビれてはなるまい︒

T し 口 弓 KW

力発駕か予測ほと発鳳しないかも

○角代初鵡に人用化のk階に入・⇔

にな9かツ測は難しい︒

凶独

四日万KW

工日曝KW

高翔ないこと︒

ことを今山することになった︒民

とくにフラノスては入列ワラノの

上に発趣す・⇔かも知れないこと︒

うかは分らない︒民閥企業との契

なる公かか大きい︒

オラノタ

閲移艦の揚合︑供論促近や憾格の

住用か一諾て翫けりれり︒一九八

ゆ米国とユーラトムの占輩以舅

一忌万KW

米国の厨〜力発も所Gすへて凝

＠﹄力消費か予想ほと埋大起

○向ユーラトム六力国て壇J炉の

野望r炉の娠初の熱層＆臼︵運

か予謬てきよう︒

は湯縮ウラノ︐黄かハ︑ることはあ

ろっQ従って一九八○年代目覚で

紅が続に必芸な衣灯ボ︷よりも︑は

協むとい♪見方もあるか︑民閥移

胸てあ耗ぱ政槍十批︑！受けないて

園ことに憂国の㌔趣か予想以上に

薬之ノノを侵2といっことにな

額災さ毒災・てい

る︒罪国とユーラトムの口憂井々

の下たと四千力KWの坤．〜炉か眠 護身に伽ひ⇔かも知れないことQ

は大芦口﹂いあるまいQこの仮疋

三分の一か人艦ウラノとンJj ㍑
服楚されていないか︑お仙．山

一九八

ず︑しかも混緬ウランガか予懲以

多3

〈ル・モント〉紙

Eラノを二二雪旬Qたか肱州︑

フラノス

顧た︐内瞬け次吻剋り︒

−場の藤要盤

7月6〜8日零より

勢子炉を七千な菖万KWと汐足し

凶…μ

う

謝づ筍と繍触ウラノ︑姿は一九八

①脚チ炉と耀科に刈つる訓内需要

て犬用出門に移行しつつあ・勺到

も稽当し︑亭痢俄階から脱皮し

査﹂の魯偏ノ︸産めていました発の﹁欠の猛追聞﹂の切奪殿に

か︑このほと鉱工業︑鰍気噴

り

及でもあ筍こと渚茄43聾して︑輔燃

業︑陶罫関猟の厨子力の研究．

罐開発︒生産・アイノトープ朋用

〜翼翼のあ・萄罫門こ十ゐ四日澱査事項について︑大綱財には従紳

．象として︑アノヶート調査用細民の考ん方を路蝿しています

調査項目を嗣新

この調査の回各脚気は八月三

した︒

か︑看干修正︑追加堰いたし敵

原産︑実態調査用紙を配布

を発送しました︒

この謁査は凱間着朱の腺∫力

口細支出・売上・麗用などの各

岡

に反陽さ重るものてあり黙す︒

力産業の実態として今後の圖爵・

軒肢に40け戸0人嶺につき︑昭和十一田て︑この兜蝦結果は原則

三十四年かり毎週衛企業の協力

いいたします︒

夙係企業の債極的な協力をわ瀬

〜宅層ご実費しているものて︑今

穣こづ⇔ものてあOます︒

〜圓の講査は昭稲四雪一餌度炉仁対
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事連︶︑中井晒夫︵原研︶︑堰島

論蟹︶︑向坊隆︵東大︶︒

障︵原燃︶︑田上慎次郎︵経済詫

山彰︵東大︶︑宗営尚b︵象大︶

原産が原子力
産業セミナー
零本隠子力腔業会議は︑．八月二

にわたり第二圃﹁除子力κ業セミ

十八Bから九星百豪での六日聞

テル会議室で開く︒

ナー﹂を象窟・丸ノ内の丸ノ内ホ
原子力発電所の建設が各地に縛
められている一力︑動力炉・核鰍
再開発事緊団の設立︑原子力開発

卑次大会華備婆員会
原産は本年肢禦業詔画で︑原子
長期計劇の改鵡簿めまぐるしく展

し込み先はR本原子力贈叢会︑融の

し込み薦め切り八月二十一臼︑中
サービス事業本読︵溢啓薪橋一の
一の十三︶︒

にも通矧大臣から欝気罫叢法談四

ド工場に派避︑各丁程での倹査を

KAEAのスプリング・フィール

原電はさる二月に検査員三名をU

行なっていたが︑五月士一百これ

十一二条にもとつく電気工作物の仮

を終了しているQ

使用爵朝が与えられるものとの見

笑上の三三運転に入った︒

原産五グループ

通しで︑東海発電瞬はいよいよ事

今月末に取替

原子力学会が資
源探査現地討論会

燃料が到着

懇談会が初会合

日本原子力産業会議の五グルー

この随身燃料は︑昭和三十八年

出資︑③圃麗筆の問題︑④核燃料

運轡方針︑②原子力第一船の罠間

七月 臓に原雌とUKAEAと民
の有化に伴う閥題等について塞議

でールド工揚から到讃する︒

︵UKA鴛A︶のスプリング・ら
フ原産会長整で初会合を聞き︑①

科がA︐刀下旬︑英殴原子力公祉 プ懇談会は︑七月二十五臼正午か

り出されるが︑この第一次取白土

中に約鰻十ジの使用済み燃料が取

なお腺膿東海発電所では︑今薙

墜ホ除子力学会は八月十八︑十

援でh榮山ハ回資源手管現地劃臨澗A苫﹂

九醸の︸百間︑諏子燃料公社の後

ついて︶で︑講演︵七︶︑現地討

ラン鉱康︵特に壷水ウラン鉱床に

圓のテーマは︑西南β本外帯のウ

を撫犯島県費水脂で開目する︒今

これら開帳の各分野の最新かつ正

数十人が参加する予定Q

論が行なわれ︑この分野の専門家

微な偲識無考てもらおうというも

聞を絨けており︑同セミナーでは

力麓巣全般の蚊撮︑経営問題等を
中心とした慧見発表と討論を行な
う定瑚年次大会を来客開催するこ
の︒

に組織されたもの︒初会合では密
なお︑定員五十人目先酒順︶︑

とにしているが︑その樺備のため

滲加費︵六日聞通し︶一一万円︑申

原子力船の民間出資についてはか

月一回聞催することを決定した︒

ては︑幹窮はおかず︑原由として
棒が瓢薗にわけて送られる︒第一

した︒この結果︑運筆方針につい

測二千三十本は今月末︑第二回二

に煮つめることになったが︑グル

なりの議論がわき︑社長会でさら

間で調印された契約にもとづき送

千二薦八十本は十二月末︑第三圃

られるもので︑六千四膏本の燃料

二千九十本は来膏四月末に一二す

今月宋にも仮使用許可へ

る予定である︒

ついては︑現在︑政府で来年度予

また核燃秘民有化に伴う問題に

われた︒

・

ーカーが使用している研究炉用燃

鱗を組む段階にあるが︑とくにメ

アメリカで民間企業

1ーーーー墨へYA一曾﹁ll−1霧

鯖することになったo

めて特認を設けるように政府に要

るか各メーカーの意児をとり京と

料を貨借りするか︑買取りにす

十一・照賦躍︑．︵いずれも除被覆︶

なお同燃料の製作にあたって︑

一

である︒

二七弛ノ齎で︑ウランの箆燃は約

麟︑内径二︒三七摯演︑長さ七一

ープの闘に考え方の損逼もうかが
リノブ試験︑百％調速器試験︑定

われた︒

この燃料揮一本は︑外径四警

失の各試験のほか︑ガス循環羅ト

格出力試験など︑岡発鑓藤の賞渠

日本康子力戦懲会社︵社長︸本

から欝庁︵逓蔭省︶立ち合いのも

カヤ六万六千KW︶は︑竹刀八日 運転に対処した各櫨の試験が行な

ールダーホ⁝ル改良型炉設置︑出

松煙磯氏︶の東海発電所︵再製コ

初の総合点検終る

に開催方式について蕃畿され︑①

方式は米国の佛にならい田本原子

開催の趣旨は賛成である︑②開催

力学会︵会長大出松次郎氏︶との
共催を岡学会に申し入れ︑それが
不可能の勝事は原魔独慮で開催す

婁員の氏名︑所麟は次のとお

るという結論に達したQ

り︒

一本松珠磯︵原磁︶

通産省ではいま︑これら各種試

田中鷹治郎︵東電︶︑加

験データの解析検融を行なってい

婁凪

っていたが︑岡二十四日︑燃料取

とに岡発羅所初の総金煎検を行な

婁鼠畏

藤養君︵関蟷︶︑河内武雄︵中都

替袋紐のみを残して総理煎検を終

一

るが︑原電では︑早ければ今月中

電力︶︑荘村義難︵聖誕連︶︑内
古閑蟹太郎︵田ホ原子力二業︶︑

了した︒

玉二つ

カー・マギー社との予備折衝終る

なごやかに晩さん会

一心畠⁝

重書武久︵古河慰工︶︑麗井亮太

二玉

今測の総禽点検では︑全盤面悪

玉

駆︑原了炉トリノブ︑所内醗融喪
二

︵漂研︶︑今斉美材︵原燃︶︑大
多 三 玉

郎︵海外電力調査会︶︑阿部滋恋

多玉

据

が借され︑なごやかな雰圏気のう

ブ副ね長夫潔のツヨナラ晩さん会

えない話しまてある︒中止の理

れたQ会社ぐるみ失業という笑

縣購聯継
カナダのエリオノト・レーク地

今則の折衝は七月十三臼︑十四

田本側と米岡力1・マギ⁝性との ちに︑労を不ギらった︒ ︵寡翼︶

域のウラン熟岡探鉱開発に関する

予備折画は︑八刀一日の会談をも

たって行なわれ︑とくに共覇事業

って一応終了した︒同町汝玉時 目︑十八日︑八月一巳の四回にわ

前から米政府の要読でこの秘密

から︑ホテルオークラでは︑口本

て︑双方の考え方を明

を竪く矯っている︒誰かが神経

▽そういえは西ドイツも︑竃薙

砿にすることに磁点が

由はもちろん機鑑保持たろう︒

趨
芝♂為・

騨㌧り講

の可

能性を持つところまで来ている

核拡敬

質すぎるのか︑それとも案外こ

のか︒▽考えてみると︑いまど

の毒心分離払が

おかれた︒

原子力κ業会議憲催のG・H・コ の経冨形態︑経費の分犯等につい

璽磯織留評聾蕩・餐

ぺ・

の分獅昂︑ついて︑臼本

き堂々とこの研究をやるかどう

コブ副祉長は︑経額

提案を行なったが︑日

側の窪張を考虞した新

み側は八月一日の最終

のようだ︒登る一臼の原子力婁

かの詔をしているのは日本たけ

騨健

︒騨

㌫触一

QAD−PR，

一一︒

材料試験炉利用
ど

核拡防︑年次大会委も発足
田本瞭子力掛矧会議の材料試験炉利鴨懇談会︵七月二十八日︶︑三次大会準備委員会︵七月三十一
醸︶︑核拡掛防登闘題祷蜀叢員会︵八月三醸︶が︑それぞれ原麗会長窯で初会合を開いた︒これらは
第八十三回理事会で設欝が承紹された特甥婁員会および懇談会で︑総三時劇婁貫会の下に臨機に設け
られ︑属企蜘装蟹会が取りあげた個々の問題について検討を行なうもの︒な46︑アイソトープ・放射

湾成麺︵日立︶

妹尾三郎︵瓢一菱原子力︶

機︶︑河内斌雄︵巾部電力︶︑艦

原子力︶︑削田七之進︵籍士醒

市警清︵東芝︶︑葛洲紀難︵住友

委鼠

委鼠畏

愛農の氏猛︑所属は次のとおり︒

いての犠議検討を行なうもので︑

の影響︑②銑察︑③平和利用につ

け︑①核拡数防止閾題の動肉とそ

し︑必要に応じて専門研究会を設

る影響を産業界の立場から倹旨

核拡散防止条約がわが国に与え

核拡敵防止問題特別声門会

︵原研︶︒

線利用に関する業種別懇談会︑原子炉閉鋼材標藥化懇談会︑立地問麹特圃委員会が近く︑それぞれ東

は次のとおり︒︵敬称略︶

なお岡懇談会蚕員の概名︑房属

川有葉町の電力懇話会で窃会合を開く予定であるQ
材料試験炉利田⁝懇談会 当日は
談ず審議潜血の検討が行なわれ︑

委澱齋川辰雄︵日本原子力難

力︶

①JM田Rの運営休制︑ ② J M 哩
委鼠畏 平塚正俊︵住友原子
R剥用による経済効果︑⑬笑需豊

の調叢と料金休系のあり方の 検

原子力︶︑新崎正治︵佐友原子

︵古河磁工︶︑横須賀正欝︵銀菱

訂︑両者の開連山︑⑳R・工狂産 業︶︑森島田男︵甲立︶︑田中浩
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はよく一致し︑広劫における激

r玉

診期まで一瓢嫁しなけれは︑

国したのであるσ

力委員会昧学生物学部長ダンハ

朕学部秘記キ㍗ナン博士︑線子
本年四月二十八口︑ABCC
の第十一四凹本側評議会が配慮

鱈教授の応援を

BCCのブルーム悪目は北大牧機関に委ねることを快よく思わ

も追求する必要があるので︑A ら被爆者に関する研究を氷国の

概災麗であるという国民嬢情か

ではない︒法た︑円本でも陳爆

ないたい雪を伝えたのである

後遺証︑巌伝的影讐との関連性

は︑などという議論がないわけ
ータの戚集に必要な時殉まで艦

藻い理解と支持と誉与えている

が︑シーボルグ濠端篤もこれに

得て︑この悶題
嘉事奪度から大

大的にとりあげ
ることなとが報告され︑一望の

一麟

方々である︒そこて私は︑漁聴

れらの宇巻はA8CCの研究に
ク氏の捉案を支持する決議を行

bしする槻会に恵豪れた︒こ 続すへきである﹂というシコノ

で開催され︑導け今後のABCム鄭重等の名士の方々と規しく
Cの研究強膜鱗の討議に捌わる

仏はダーリング所長および米国

機会を与えられた︒その隔圭で

学術会議医学蔀会畏キャナン博

士の要融として︑二月二日にワ

徳懸雛劉縫一
シントンで開催される張協学ま

甲に︑ABCCと鐸本の園蕊予
舞人を表しておられた︒

購⁝学術会議のABCC諮問委
Cに関する懲晃を述へてほしい

六月二日のABCC議問課員
翼駄必ひいた︒
風︑来年度の研究議幽の検討な

会では︑最近の研究成渠の洋

古学技傭A口同雛押委員会に客員

防衛生研究所との闇で謝謝瀞を

員金に出胤して日本側のABC

という猫待を受け︑これが説議

つつある研究︑すなわち︑級点

取り交わして共同実施を行ない

どが終日織斑に行なわれた︒そ

として招紬されABCC研究の
響への最大の慰めとをもたらす

六月四日には︑ダーリング所

者の宥命調戯︑成人健燦調鷹驚

再誰鏑の問髄については︑AB 鴫野性とその継続の必要姓につ

の中で︑聯関による被曝綴蹴の

会で正式に承認されたので︑五
月末︑摂塞を立へてワシントン
に向︵たのである︒

ない人類集団の被曝に関する大

はいすれも︑かつてその例ぷ．み

玉

唯一の道であると薫じているQ

Uに

ワシントンでは︑六刀

斎鎌院長セイツ博士が仏の歓迎

なd画のもとに長期にわんって 国立研為所保健物理部緯よぴ放

規模な追跡調査であハて︑翻密

CCの依頼によりオークリノジ いて説明を加える場面にも立ち
のために梶食会を回して下さハ

多二

医研で溺個に行なった研究穂梁

たので︑ダーリング所長︑田本

二≠一

大便館市瀬科学アタノシェとと 一被蝋入口の大半が猟に漁る
ハ宝玉

多舐

いもあってか︑ABCCの仕堺

近頃は米国でも賢編予算のせ

曝認諾は仇末考えられていたヨ

ｻれがあるのて︑口論側評議 ークの数値の約亮にあたること

それまでの研究が徒％に帰する

二r玉多
一多 多多

、

／1群誘︶と予懲されている︒

勾削から分かってきた臣︒ウラン

rk
玉
多 多多F玉〆多妻 一戸二

もにこれに出離し︑大照頒翼翼

一多多

蘭品位の那分左とれは︑U308のあリカの臼津もついたQいよい らかい︒したがって︑人形隙ては

・万％である︒しかし︑このうち

三三
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産
と大きな反

一雲華 玉二多多一
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ウントの露蝦準発兄︒〃それ日ポ

嚇目ぷ呼んだ︒

にもウランがあるそ

三十一年八月︑地賢調麹が発見
した有甲地城について︑企槌化を

ウ掌ーターマン構士︑源子力婁

、

一一

啓染色休絶含むものがあり︑こ

薩察描懲

R

り

れは被曝線縫とも関連し︑豪た

員長シーボ児グ偉士︑穿術愈議

♪撃

将聖の掠子力発電み天嚢く窟右
．冶質のカギを搾るウラン資源の確

するウラン燃料︑原子力発竃の磁

検討され始めるなと熱発化してき

日陶に探鉱開発︽担当する隙管轄

探鉱のカゲはうすくなってきた

｝

年
出 七
版 八

／

昭
和
四
十
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保をめぐろ動きは︑政罰︑民間で

た◎政附サイドては︑獄子力委員

樗公誓が設勲された︒翌年八月に
は入形眺出張所ができ︑わが国ウ

年から

ランのメノカとして脚光をあびて
いる︒地質調査藤は三十

﹁全国胸かつ組織的な爾査研究

調査で現菰までに二十万平方が凝

︵十二年書画︶を実施︑カーボーン

ようだ︒原子燃料公祉が国内探鉱

ーの磯岩︑砂岩等のなかにしみ込

を進め︑﹁花型岩を猛盤とする堆

燃に︑今秋十月をもって︑動力

んだ形で︶にウランがある︒こ

し判W蝋レr唾…しゅ1塾…レr口重レr■…レ｛W…レr蟻…囲、、…圃…凶蝋レγ犠…し鮒犠…しダ

﹂
プ

子

原
会の核轡総懸理会につづいて︑さ
いきん通笹省総工不の隠子力那会
が︑当簡の曇喚閲題として︑ウラ

重

ン資源鐙保をとり懸け︑急ビノチ
に娩融ル響動していろ︒
︵方︑民閲塗イドでは︑臼ホ源

子力幾猿会議の核粥料問題懇談会

に乗り出してから十無になる︒国

積⁝山中の層状鉱床︵花二王と弟三

の地域を探査︒全田彌カ所以上の

ー傭の鑑気事業連合会では︑核轡

内には︑ウランは芝しいと向われ

紀層の窪い瞬ーー不弊合というー

︑ユーザ

罫耶会を設けて︑長期購入契絢︑

体どれぐらいなのか︒腺

ウラン四一あるいは兆候地の研究

スポ︐卜賀い︑海外探鉱開発の各

るが︑

発には︑すでに三淺金属鉱梁がカ

るが︑これからの見通しはどうだ

炉・核燃群開発肇業団に吸取され

㎏辮が︑三ヤ︻茸度から四十一

三千六百トン

︷埋蔵鉱量約

．鴉川の侍望地域を報借している︒

十地域︑面磧にして一万六千平力

るしと明らかにした︒さらに金国

れが現在︑鞍鼻胸に最も期待でま

て︑米田ワイオミング州て揆鉱を

ナダのリオ︒アルゴム挫と 具 同

開始しているQつづいて︑さいき ろうか︒

ん︑米川のカi・マギ⁝社から︑

昭和ご十九年︑わが瞬最初の原

昭和二十九年に
予備調査を開始

銅六社からなるチ⁝ムが現 地 視

子力予簿が資揚︒この予算に千五

の共阿開発の申し入れがあり︑産

カナダのエリオノト・レーク地域

漿︑電力業界も︑前陶きの婆勢で

百万円のウラン資源調脅費がつい

一5

、

一

いいか審議中︒海外ウラン探秘開

海外開発にも重要な武器に

この聞題に取組むとの態獲を噛す
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確保策の組み含わ露頭どうしたら

か総禽酌な騒地から検
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蜘無水型五十万K
概薫円前後より一一くらい安く

塗国産で葵浜職号機の隣りに
関西駐力︵声原筏撒被長︶は八月織田︑同社の原子力発電二男機を加草藤型︵PWR︶︑電気軸

建設予定の鳳子力発電所︵日31製

八月九日︑晶根県八尋郡三局晦に

中国行力︵桜内乾雄牲長︶は︑

中国電力︑鹿島発
電所の規模を拡大

なる晃込みだ︒
力五や万KWと難簸し︑現在建設中のX颪発織所⁝丹機︵PWR型︑電気椙力三十四万KW︶に隣接

して︑二三四十七隼六月運転開始の書画で設暇すると殆張した︒なお︑この美瀕発電所二号機は︑タ

は︑いずれも輸入炉で︑東電は三

わが国における軽水三無磁炉

ービン辞儀設備︑原子炉鵯の堀嶺部分を国配亀冨筍方剣で︑今後主52約葺となると訪えられる三菱原
子力工巽と︑撰体的な折衝を進めることとしている︒

号機の建設

出力を五十刀KWと決定した理庸

〜号機につづく二号鷹︑曾︑できれ は︑この租度ならば

和四士茸肢の

は八月八議︑昭

原子力覆員会

動向が︑岱章にわけられて聖明に

料︑隙子力胎建造︑核融含研究の

原子力発電︑動力炉⁝⁝発︑核燃

日︑出費金等の募集編綴公聴︵た

事務を銀行に婆託︑②九月十一

報に募集公示し︑出澱金鼓取扱い

場舎は︑その日をもって締切︑す

たし募藥期間内に翼集頷に謁した

昭瓢四十一年度における主な動

記込されている︒

﹁原子力館暫し

いわゆる原子力

きをあげれば次の通りであるQす みやかに公告︶︑⑬九月牽へ欝︑

日︑政瀦出資金の払込申読︑⑤九

付金印込みの締昭り︑④九月十九

臼酷を閣議に報

した斬型動力炉開発謝鋼の只体

刀二↓五日︑政驚黒資金へ二継

以外の孫の出蚤金払込みおよび霧

燈とこれに伴う日雇原子力協力協

化︑および核燃料践為化方釧の決

闘催︑この日をもって︑淺立残員

円︶の払込み︑笛二圃設立駿馨誠

設立認可申麟︑設立の認可︑政購

嚢した︒

定の改定︑使用．湾み燃群再処理工

なわち︑新しい原子力開発覇用長

同年報は︑昭

場建設の貝体化なとわが国におけ

愚行なうこととなっている︒

疑より理瓢罠に設立饗弼の引継選

期誌圃の決驚と︑これを茎本線と

粕四＋一鐸度に

る核燃料政策確立のための動き︑

ため同日発讐公

障子力開発別用

おけるわが回の

あるいは原子力第一齢建造の皿体

告︑了．躯を掲た

たものであり︑

洋汚染調査の開始︑放嚇線審誠会

今圃のテ⁝マは︑原子力発電と

子炉建設特別研究会しを開く︒

第五郎氏︶は︑九月七︑八田に﹁原

東海原子力懇談会︵会長・蟹川

特別研究会

原子炉建設

の動向を認録し

の讐申︑科技庁防災業務訓陶の決

重︑さらには︑三尉性廃棄物の海
内臓は︑従来の八単構成を若干

今回はその第十一回帰︒

増して十四醜とし︑顕子開聞発利

驚などが行なわれた︒

動力炉・骸燃料聞発肇業団の設

用として一つにまとめられていた

この発電所は昭和四十五熱心

なお︑参潴要領は次のとおり︒

︵密蘭費を含む︶︑綿切りは八月

定員三十瑞︑参加費九千八蔚円

十八日︑申し込み先は喰懲都磁区

新一一の一象蹴照館・屑本玉子力

であるが︑宮界︑民闘︑学界から

は︑十月三ナ日から十一月三日ま

で訟ドイソのカールスルーエにお

いて﹁誌速塑物理及び安全難題に

関するシンギンウム﹂を開催す

勘②法的チータ③高速煙臨界笑験

る︒トビノクは①譜田の高速欝欝

⑥その他の島速炉物珊実験︵SE

一運転面④同一理論面⑤同−結論

錦社ては，明渥1月からの癬予，向1明を龍に，ll砂、に入手これるために余裕をも
ってご予約いただくべく，下口己により，1欄外各国の雑記の見本誌を獄示して，皆

く

の献

闘隷篭：細﹃﹇﹁蕪3﹁面鼠論駕﹇一嵩び臥田︸一一三一﹃臨一口﹁三

科学技爾の研究に，終営に，二藍各国の輸誌は，情報源として毒わめて大きな
急味をもって之てちります．

台郎台
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大禦誌速増勲炉の物岬設副︑とな

課まで︒
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JNTR利剛醗談会・W︒G会

二十二繍源騨会長察

二寸四野原曜傷一会議整
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関瀬電力は建設中の凱瓜田耀所

作燐が建設するBWR型田腰炉︶

無機より大熱に網濫化する方針を

ウラン資源の開発︵阜川淳一氏・

・吉河聡工︑石田泰一氏︒羅宇︶

︵纐口脇鰐氏・源燃︑茜村敬三氏

鍵用碕燃料の再処理︵煮松・原

無産︶︑法燃繕の製造と糊懸点

に︑事業囲に吸収される際子燃料

燃︶︑また罵学先では︑除子力普

甕金で設立惣潟申諭が行なわれ

経験により絹盗部分恥慮麗化する

建設計噸が立てら罵る︒

ば美浜以外の薪地点に建設すべ

角した︒

鐙円と民闘出費乃千万濁で︑この

工も昭和四十五鋸となっている︒

本格的な設立準備へ

が鰹加さ3障るので︑昭和四十三年

公批の資本金︵約忌万十工柳窪︶

及センター︑原研︑験燃︑倣毘と

譲たこの日︑設立婁員会雛務局

なっている︒

三月末まての難業翻残本金は︑こ
この日の設立婁嬰黙は︑科学技

が設置さ㍍たが︑螺務引網には村

れらの合計頷みなる◎

じまり︑雷膿一郎仮寮長の司会で

術庁魚田︵代理︶のあいさつでは

られることになった︒

三法入第一圃設立委員会開く
今秋十月に発足する動力嫡・

員会が︑八月七日午後二時から︑

田原子力局長が就卸した︒鋼璽漸

康京ヒルトンホテルで開鯉され︑

核燃料開発窯業団の第一同設51委

る︒つづいて︑事業団設立と陶時

立のための出資金は︑政府繊蟹二

したがって仁心の関茜竃力美浜

の電気出力を︑三十六万KWから エ︑四十九無運転開始の予驚で︑

発醜所二号穫の大洲圃産化謙画

四十六万KW理麗に拡大すると発 今後詳繍な検討をへて設詩および

るため隙子炉設備の窯要設謝およ

は︑これらの計画ならびに今後確

の国麗炉で建設する中國剛力の酒

ウエスチングハウス狸より供給さ

び一部翫要機器︑ならびに獣特は

定する電力各祉の原子力発電計醐

明らかにしているが︑筆立製作所

頽調な進措坐がしているが︑疑近

せ︑溝鼠および堀金の確保をはか

ことができると判断したからであ

の雅熟睡給の動向から︑二男鵜の

る方剣で︑これらの賢体的な嵩画

に大きな示腰を与えるとともに︑

る︒しかし同社では︑万全卒廟す

高樹際始を昭細四十七葎六月と定

は︑今後窪契約者になると考えら

陶との話し合いを進め︑おおむな

雲華の便もきわめてよいなどの条

めたため︑噂ちに肩明でき︑かつ

れる罵憂原子力工業と︑十分銅ち

く︑梧井県晶渡町︑和激鳴県口脇

件から︑夫浜一据機に隣接して本

まく口囲される．

二男

軽水炉重事化への試金石として大

命わせの上で決定されることとな

芦原義唖関西電力社擾談

機を辺†万KWとしたのは︑系

産業会議内東海原子力懇談会︒

るほか︑設立認可日月嬬︑事業団
が発罵するまでの一切の箏務的な

局は︑出資金および寳付金を集め

佳日を行なう︒

でシンポジウム

令説明につづき︑訳立委貴会挽覆

旧業団設立乎読きまでの空な予

鰯隙源子力難関︵IA起A︶で

審議に入り︑設立の経緯および菰

憲国一郎藩閥法制次長が二部され

術庁群務次冨酔爆選任︑つづいて箏

を定めた後︑委員長に黒闇科学技

定は︑①八月二十一日︑出資金お

事薦次官暴雨錘︑婁厩艮代理には

た︒またこの難壁で︑農立華暴

業団圏論見爵︑出終金および欝附

よび霧付金︵総額五千万円︶を冨

総立委難長に井上啓次郎科学技術

灘勝局︵璽務局長︑回田浩原子力

原案通り審議渓足したQ

金面集逸士︑設立準備予算などを

予定で外遊したが︑来年肝予鎌概

撃︶は原躍として斯二人にスライ

るだろう︒

昭和三年九・入工学

ドさせる方釧だが︑一陥変甦もあ

溝成氏略歴

吊機械揖卒後︑癒ちに力立製作所
に入社︑日立工場の工程係員を振
出しに︑日立生酒は三十九年間Q
この三日木︑多賀︑亀育の各工場

iAEAが高速炉
いよいよ塞悔的な設立塑備が進め

局長︶が︑原子力局内に三訂され

＝＝＝＝鱒一一一一＝＝開＝一一需需一＝＝岬凹田＝＝＝＝＝二＝一＝一︻鳳嵩＝＝＝＝＝一＝＝一＝騨＝＝︐＝＝＝一＝＝＝＝層冊：＝﹁の

鱒蝉求時期でもあり副理事長の人

：齢＝＝：＝一騨圏＝＝鼎噌翻一輔＝一＝甲＝

先月二十五籍︑

一︑理箏の人選については未定
新法人−動力蝉︒

の濁りである︒

︑黙劇提就任の受諾り来︑薮

一︑原子燃屑公社の役員︵理

の各﹇名を予定している︒

同氏の剛者会晃の要陵は概要次

選が急がれたもの︒

団の押回長就任を

核燃料開発事業
受合した井上万郎

叢饗
氏︵中耶鍛二会

最︶信︑八月十購

午後一聯かる束凧
港区の中部痛論象

薪法人の副

鼠支社で譲蒼会見

し︑

理事長に滑成雌氏

畿

成委員会

第八圃R・王会議プログラム編⁝

四駕常務2r十六無流露取締役と 合 十八日難産第 会畿蜜

長を匿任︑二十八毎取縮役︑三十

なり︑一昨無副社長に就任した︒

鍛出身︒みハヤ四鵡醗︒

趣味は能︵欝多流の呂手︶︒熊本

F亙身隔と健r｝乏に餐佳する《丑…気調報》

騒動末萩でに二男機の建設に唐手

することとしたものである︒渇
っているが︑輸入部分は黙料およ
び冷節系︑制灘崎の一部となるも

添その儒の勧点については︑今
後既疋方剣にしたがって旧地買収

かつ園趨惣できる規換であるか

統谷野からみて信頼麗が謝く︑

は七〇！八○％に忘するものと兇

のと兄られ︑全設舗の岡産化那分

また︑最近顕子力発電漸が大型

らた︒一頃機の園塵比率は約三
〇％だったが︑二号機は建物を

量れている︒

などの楽備が進められる峯だ︒

化の傾向・舶・示す中にあって︑電気

含めると万分の四が豊明でき︑
環実重出魂鋤一号機といっても

駕支えないQ輸入隔は煩心部と
冷却水ポンプ位のものた︒煎工

号機の初隼

は寡無度末までを園標としてい
る︒発電コストは

一A一人一

東電福島発電所
の建設が本格化
煎涼電力糧赫発電藤第一り機
︵13W紀型︑脚気出力四十万KW︶
は︑昨年から準備工事を始め︑今
卑四月くわ入れ式準行なったか︑

現在は将器︵マイナス︶三←二層

このほど翻理由長︵二入︶の︷入

︵田立製作所動祉 法人の役賛一年を進めているが︑

長︶を要落することて原子力量器

に日立製作所副社艮・清成造詣の

の旨盤上に継碍だ齎工事を突施
中︒八月†バ田には︑木川田牲長

会︑科学技術庁長窟の瓢偲が僑ら

ら舘可を憂ける方針である︒

内識が擬られた︒近く総理大臣か

の碧

定礎

と述へた︒

拝上瓜は十一麟︑約⁝カ月間の

で辮、44年

42年度糠子力白書」を発表

がみずから那狂した

工購が本洛化することとなった︒

外国雑誌展示会

《空気調和》は

確藍溺川聡1き慮夢畷1扁置図引llE娼雄直野『ii「：1
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基礎定業工慕を実施中の策蹴工臨発信所

緑のこ参ぢにしていただくことになりました
この展示会には，1965年から現rfまでに創刊〜≦れた王20誌を中心に，主要な学
術・技臨翻勺700誌を展示する予定てす
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新法人の人事で井上氏が記者会見
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躍難難1謙
手

織盗∴

原子力産業の分野でも

W
副理事長に清成迫氏
ちこみが行なわれ︑いよいよ建設
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蜘

聴

麟
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へ

聞

業
晒

力

原

プルトニウム問題

こととなり︑かくてそのプルトニ

はできるだけ身につけていることの方

は知らなくても︑関蛾のありそうな疫術

したプランがでさるようになった

ついて︑従来の縄意論の馳閥を脱

をどう貼るかはかなりの問題てあるし︑

その憲択は証漕原則に従う︒ウラン価搭

いくのは霞力の実際甫嶺によるのであり

く出来てはいまい︒まず実用炉︑爆建てて

めてR＆Dに繕おうとしているブルト一

するような状綴になる︒高蓬炉開発を含

は︑奪閲約︻踏のプルトニウムが蜘成

例んは︑田本では昭和万十嬉までに

しかしながら︑ことはそんなに蔀禽よ

ればよい︒

と思われている︒

わが瞬の樹二筋用済み燃罧の再処理とそ
ウの量は︑ここ灘分生涯を上圃るが︑五

ウムを如何にすべきかなどの点に

しかし︑ここで本当に大欝なことは何

の絢送に幽するコストとは現時点で妓大
や無ごろ冷境として以後薪積される踊は

が︑よほと乳量である︒

望・霊は嫁繍礎関す寝
であるか︑をもう一度考えてみたいもの

の不溶蟹要素の部覗に入る︒さらに隔凍
・献う大なものとなる︒

がいらしるしい産展を姑豆ていることか

会議の総禽企画婁

郎氏が出聾し︑あいさつをすると

開発箏業団紫綬擬に内定の井上五

とくにこの撒︑鋤力炉・核燃料

立波から人畏をご派趨下さること

入のメンバーとして︑それぞれの

騰本蝕子力藤難一

員会︵膳長●大屋

し︑次のと36り協力を要篤した︒ 官礼之助除鳳会長は︑﹁研法人の

ともに︑日本尿子力麗業会議に対

この井上氏の協力要請に柔して

をおねがいする︑﹂

八月七日午前十一

財刀産業会議には︑格段の配慮を

が製業繋にできる隈りの協力をす

日この驕で︑臼本原子力麗業会議

るQ人材励からも協力したい︒今

って︑助かったような心持ちであ

理艦長を井上灰が引き受けて下さ

お顯い申し上げたい︒ご協力は穆

い篇と述へた︒

制をつくって︑あと押しを進めた

ることをお約束する︒聡く協力体
らうことと︑人を出してもらうこ

口ってこの協力は︑金を出しても

られると思うが︑ざっくばらんに

無理暫として活鞭された日本器

﹁新法人発足に︑実悪のカゲの

敦原産県会飯︶は

時半から︑為楽町
の電力懇課金で︐

第ゐ圃会合望開き
①喫飯試験炉想用
懇談会︵幾員長︒

平塚正俊住友竜

とにつきる9電力に対しては︑不

が︑このほど同素の毎復導通亭完

もの︒ガスは醜輩の内構γ分の︸

国政に凝映するため設けられたも

ので︑当日の講師に東大教援大山

いての話￠きき︑活発な質疑鳳答

三目を翅へ﹁原子力の一一扁につ

が行なわれた︒なおメンバーの互

民︶が代表慨話入に越任され︑今

選により小冨出重四郎代議士︵自

後毎月⁝掴研究会を開催して原子

力︑争魚︑電子工学など︑いわゆ

認諏を深めることとしている︒廓

るビノグ・サイエンスについての

ことが渓まった︒

務踊は円本腺子力産条会議に醒く

﹁改喪塑ガ

四日〜九研と十月三十日〜十一月

ス冷却炉の婦警コース﹂を︑九月

薙田原子力公社は︑

冷却炉の研修コース

英原子力公社がガス

日︑都道旧県会臨で︑第一回研究

⁝

陶

話福井︵ニヨ︶五〇一一

擁井県福男体毛矢一の十の一︑電

福井緬練加工ハ株︸掠薩に入会

多／≠／多／／勿

詳欄は擦配企麟杢豪で︒

︑イギリスのコールダー運転学校︒

二曹の二謝讐︒聞書所は

門

会を翻いた︒これは最近の科学技

いう︒﹁原子刀椰発は︑解街開

を経て︑本年四月研究企劇冨と

⁝

電晶︵二七一︶四四五一

大磯︵六4一瓢＝

二

臼本源逮︵株︑生物研究空電丁

番H々変宙

神奈灘県中郡大磯晦東小磯九三Q

煮

し

㌦

γ

＼

＼

贈

国

＼

文化を支え

についての一考
⁝討が各曝で行なわれているが︑
である︒

炉が何鶏鉾に蘭柴用となりうるかという

子力工業載長︶︑

溜孚てきる技術開発をどんどん童めるこ

業界は力強い暫しを与えるものと

為誌†数怨によろビノ

原子力などビッグ・サイエンスで

国会議員が研究会
国会遜

ダ・サイエンス禍究那覇︑さる肝

い40

の田Qたが︑民はほとんど三子

つね

玉気試験所の

ヒ

力関係にはタノチしなかったと
もも

よくできて︑庸笑に迄んでいる

⁝

所畏になった

温

と思いますよ翫とは外からみた

百田

くなるし︑技術提携たってでき

︐ず鳳匙 ・

黙せんよ﹂と鳶う︒職気誠験駈

学部心気工学科卒巣の後︑すぐ
に鷺気試験所に入所︒はじめは

に使う設備の能率向上の研究に

電気炉︑朝憲摺など電刀を多熱

たずさわったQ二†六年学位を

うけ︑この研究も一段溢がつい
た︒三十娠ごろから︑新機﹇娠

して︑半書体︑1C︵千重回

なり︑八月一日側で所長に就

﹂

五

展⁝原勇発筆めぐる内外の璽
今の考え方というのは︑濡要をはじめ

間迦に誕っては︑捜術の翼付け遊もった

将来の縞遼炉用として多羅に必要とな

はっきりしてきたから︑ここらで全体の

とする環境粂件がこれ績でよりいくらか

ること︑そ．4／が高効な使い方であるζと

思うに︑これ豪での十書毛に お い て
決め畢はないといってよい︒この閾題は︑

たらよいがを霧える時がくるにちがいな

の時そのオブティマムを翻盆．露得する

以下で人体に影勲はなかった︒

つながるものであり︑電気贋災と

歓迎している︒

心嚢

円本博．＋力研究崩虫海姻究所

運転を再開

JRR−2

しては︑この購入方式を速やかに
実施に移すこととする︒
轍短期契樹ーー梗鉱関⁝発︑疑期契

約の補元的役制りを果たすもの︒

◇二面の対策麺骸禁秘の糧来見
通しについては︑なお鼠舞竃要素

が多い︒現段駿では︑すでにd画 ﹂
﹁
の硫定した当面必敷な核鰍料につ
いて︑長期契約により硫傑するこ
とを星本とし︑必要に感じ︑痘媚

工業技術翫電気試験所と︑嚇凡

印象︒

発にくらへて︑初めから体制が

ば︑隙帰で創立七十五爾年を迎

の原子刀関係は︑駁射線︵能︶

購入を斜川する︒

轟

えた実に蕊い研究所た︒現在︑

標鞭︑核融合反応︑源子刀発電

⁝

民間たけでは膏なえない測の碧

◇国の果すべき役割について討

①海外ウラン生羅国のウラン資源 ⁝

羅プロシェクトーー醒HD︵醗

遮は︸昭︸和⁝†締ハ年轟−二月由訟八丁一

法令篤についての調費︑ウラン資

磁挽佑︶発鴬と総懸性能電子踊

る︒﹁さいきん︑資本闇田柄に

算機の研麹開発に取組んでい

そなえて︑欧米先進国との技術

所の一次冷却系図銅損堺故に関

開発︑輪出に関する政策︑協定︑

獅

源確保に対する各国政騰の態度に
一
ついての調査︑②暴露企楽が探鉱
⁝︸
醗禿を掘進する揚へ﹃税網面での
醗慮︑自主など贅金気の援助︑⑬

矯庇が問融になっているが︑国
藍の難しい技術の芽を育てあげ

です﹂と掴負を語る︒実にまし

たいQわれわれの賞侵は大きい する研究の三テーマで来年貰か

て︑研究をはじめるとのことQ

に算入ざれた場会の劇卿につい

めな人たとの印象が強い︒

﹁露本は︑樹冠墨入はどんど

ら︑原子力発煙の深用化に併な 路︶の研究に移る︒三ヤ六糠漬 ⁝p
三菱愈灘︵株︶原虚に入金︑東
って︑原子刀発電所の電力系統 用部最︑三十七年目子嘱目部簸一
駅都中央区日本竜江戸僑﹁の﹁︑
⁝
んやるが︑技術輔出の万は少な

今か6翼際に役立つようなデー 任︒家憾は総子夫人と二一女︒五
︵魑・亙︶

い︒こ瓦からは︑技術輸出がて

十歳︒

タを稜み上げておくことが圏二

＊

らゴ って︑しごく当然のことである︒

瑚想像を鋤いてみようという態度ではな

員会︵委員長・

．︑︑単

る︒しかし︑反画︑この際ビジョンにと

い︒プルトニウムの熱中暫子騨リサイク

懲5
交換
二刀炉⁝JRR⁝2︵CP−
型器にひびがはいり︑約街㍊

入ってくるか︑といった点がビシリと湊

鐙︼甑こぜひ︑ つこ︒

了し八月七臼から第四サイクルの

鉱出業岩を中心とした蝿間による

擬鉱︑開発︑採鉱︑励鋤︑農縮な⁝
⁝
とに関する技術研狗の推進︑民聞
叩⁝
研究開発の一三馬の謂点から︑政一⁝
府は厩間活動が円滑に遂行できる ⁝
⁝

．

術革新隠代に処する認諏を深め︑

矯難獺
慧をえている︒メーカーに対して

本難聴耀腺蹴 川田茂に協力を求めたところ︑鐙

＠年次大野字詰委

の間の関連技術開発としての難中性子炉

も︑核似憾の悶砲が瞥編されたことはな

そこで各面のこの閻題の緯討に除して

郵も決っているし︑やがて避くない時娚

誘の協力も訂している・頚

盤讃齢講轟雛は側鎖の善用に翁
細しない無
技爾血の協力たけでなく︑人的

ないようである︒特殊撫物黙の民怠化方

祉髭︶︑㊥飯拡故防止画題物濁蚕

は知ら耗ているが︑そこへ到達するまで

むろんこれは紬構なことであり︑やっ

蓉ず︑核燃洞は諏子力発源とうらはら

望みたいことを一︑二のべてみよう︒

リサイクルには︑余り眼が戴けられてい

またこれ位不用定な要囚に画ちている︒

て慧護のあることではあろう︒しかし︑

いたろうか？

すぎ︑かつその臨終を決定する諸条件の

考え方の籍理と理論計算だけで得られた

かった︒面罵は行なわれたが間髄か大ま

しできなかったというへ蓉であろう︒
の関係にあり︑できるかぎり長家的ビジ

憂奮響磁いた・

ことを知るべきである︒弔い話が︑在来
らわれすぎて︑理想僚の論議たけに終ら

ルは︑手近に技飛闘発を進める条件が工

箏故を起し︑運紙を厚織していた

馳出力千KW︶は︑先月鰻水漏趨 の箆衣冷翅材が誉れ︑放射性ト

に工業異は白分のプルトニウムをとうし

炉の実際の建設譜画がわかり︑それに続
ないようにすへきである︑熱心な蘭議と

風に︑跳窪の欄鳥路綴の砕の申で手近に

料的そろっていると憩われる︒こういう

ョンが揃かれることは望証しいことであ

型

く新押転換炉のそれも洩謹り︑さらに型

マムな空誉得られたとしても︑もしもそ

紡緻な理論翻算の結果︑照りに万プテイ

この事故は七月十九日︑同炉の

すう靭が今後大きく蝋換することはまず

式もはっき⇔し増殖比︑俵熔時賜ともに

︵所長・中無謀炎押事︑の研究用

ある敦い︒これで継料伊イクルのスター

削った増稲炉が何年に何蕊どういう形で

さてこのことは飼時に︑覆来型炉によ

なのではないたろうか︒

とが︑長期的な臨題の論議に劣らず重要

◇基本的な据え方U今後の甲子 の長期契約による購入︑⑬海外ウ

開孔方式が最も妥覇と考えられる

〜嘩一ξレ ア

綾術を知らなかったとしたら︑それはこ

一

っけいである︒むしろ隙ブティマムの讐

オプティマムかの寮は電子

められれば︑プルトニウムをどうしたら
算鵜に命じ

るプルトニウムの生成撚滅について︑か

炉

訟鵬工潔第二圃小委爵幕開ぐ

ウラン 資源確保で

とくに探鉱三三については︑鉱寓業費を中心とした民間による闘殆方式が最も適当た︒しかし電力と

てやりたい︒現段階では︑まだどhにウエイトをおくかばはっきりしていないが︑弾力陶に考える︒

のウラン資源開元︑長期購入豊野︑頬期購へ契胸の三つの方法があり︑これ6を毒口陶に組み舎わ憂

るか︑電力会辻は︑核燃料購入の実肖的な霊体蕊である︑員体葡なウラン猛庫の磁傑策としては海外

幽する考え方について︑﹁原子力発電の員体化に伴ない︑繊燃轟の若州かつ安定した磁傑が必蟄とな

方について審識した︒とくにこの旧事耀藤博晃鍛員︵関竃副社最︶は︑霞力業界のウラン資源諸諸に

から臨本腰上協会会議整で︑発二回小委員会を開き︑電気翼業連置引のウラン綿上確保に刻する考え

通雌省総禽エネルギー調査会の原子力部会︵翻会長︑松根宗一鳳産翻会長︶は︑八溜四日隼後二時

電気事業連合会の意向を審議

二

なりはっきりした予醐を旨旨ならしめる

リウムガスが大気中に放編された

チfングポイントになるウランの濡璽億

譲おらがないかぎり漸詮虚像でしかない

オプテーマムな像は︑それに肇る捜術の

幅がありすぎて︑目ハ体陶施籏としてチ出

在車︑

幸いにして︑蛇水炉を中心とするいく
つかの実舐ずみの炉型は︑今では

総合企画委で菅原産会長が表明

趨の方向が小されてきたわけである︒

炉と騨はれるまでに成長した︒この

新法入への協力を

きないと︑ノウハウをもら凡な

＼

︑
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モの他30寿h肉類

しては︑安驚確撮の上に︑経．麟性の凋題が磁要であると考える﹂と述へ︑裕およ．℃次のとおり説明を

ラン業薪との短期契胸による購入

が︑霞気箏桑は︑生断物の引取

肖なった︒

力発臨の円 滑 な 笑 施 に 必 要 な 核 燃

の三方法が考えられる︒その組合

懸︑三差なと黛金主の捜出国を二

協力をする︒改肘は︑税舗磁の配

轟の低腋か つ 安 定 し た 磁 課 に あ た

推移ならびに賃術娘鎌の動向に対

り︑無金の調︐蔑などの面で十分な

応して︑経済性を乳嶽して︑弾り

り︑篭気噴策は核燃碁購入の窯体 技︑原出発警ウラン壁の㎜

亙に鑑接な 連 け い を 保 ち つ つ ︑ 鵜

となるとと も に ︑ 他 の 関 連 梁 界 と

ようにはかることが望まれる︒

は︑暑気璽濃漢二会の核轡繕三会

的に併用することが罫ましい︒

①探鉱開発h疑期確保対擬とし

た供露ないし謡愛を保証するとと

が︑原灘とも騒し禽ってまとめた

︵注︶この耽力灘界の考え方

り︑自主陶 に ウ ラ ン 資 翻 を 確 課 す

て琵鉱開殆を積蝉鱈に箆進し︑供

もの︒この考え方に対して︑訟山

鋤長樹契胸ほ需給繭者に安定し

極的に白なうことが望まれる︒

るものとす る ︒ そ の 員 体 無 と し て

ζのん三三︑控鉱闘発の促進にも

もに︑徽格の安冠が刷濤できるQ

外における 捷 鉱 開 発 の 推 追 を は か

は︑①撫外ウラン鉱由のk鉱隔允 給搾の凌だ確保の体捌を確立すへ

スチ貝一ル

電気化学工業株式会社

アセチレンブラ／ク

8

による入手︑②薄外ウラン業惹と︷ きである︒その方法については︑

含愈鹸
塩化ビニール

轡
耀
王子製紙

町簸剤

リートする

署羅むお

メラミン
ホルマリン

；暮しを

カーバイド
轄駅寵蟻

＼

ポバール
クロロブレン

癒

〃

診腰髄業を瓦韓ぶ

f
（2）

第396号
機幽閑郵便物認可

新
子

昭和42年8月15B

艮

業
産

打 網

﹂
弓ノ

原

難

の蒸気允生器および執交換器の試

子力発艦隣の唐画が続々と名乗

アメリカでは︑このところ原

けて原子炉運転技術学校を建設

発鷺所の敷地に︑数零話がをか

受ける︒

後にWH社の原子力郡で鯉幟を

月間笑際の運転経験をつみ︑最

あと︑サクストン発電駈で五ヵ

︵B＆W︶仕は︑顧客の望むど

バブコノク濁ウイルコソクス

署

・

ギー悶題には深い関心を示して

がある︒たから各圏とも工不ル

る発電︑それに太鴎熟︑湖力︑

をはじめ石炭や天然ガスによ

ルギー源の多様化には水力驕発

建設甲で︑やはO誌算機シミ識

レーシコンを考えている︒

納容器内に出た放射醗け凹めて小

問題のリグは取り除かれ︑七月

瓢とA廻Aでは悶っている︒

寒︑還転魯膳した︒

醐

﹁rη卓O剛

閉目引

転

B三日㍗

︵駆鴇︶

考えてある︒

と見積っているが︑設備拶蒼力が

で拍深し︑そのため四覆二卜万が

FRCがウラン抗夫 なお同社はこの研究を三年副幽

の被曝制限公準決定

アメリカの連邦放射線撚議会

ているが︑アルゴンヌとオークリ

担してもらうよう︑協力を要請し

︵F民C︶は︑ウラン抗央の被曝 年間運営費八ヤ万が︑僧他機関に分

制隈の勧告につき︑票決を行なっ

た結果⁝・○ワ⁝キング︒レベル

カリフォルニア火学などが関心を

︵WL︶という制隈案を全会一致 ノジ両国立腰鷹研︑ロチェスタ︑

で連用した︒五月に票決を行なっ

荷量は新記録確実

AECと︑より厳しいO・三WL米本年度のR一出

た時には︑一︒OWLを蛍張した寄せている︒

を烹飽した労働省が翼向から衝突

し︑禦は三対三に剛れてしまっ
米凶の今薙六月までの半年闘の
た︒その後○・ヨWしという制限 R王出荷灘は約二蕎三十万琶とな

ことは碓実である︒

近づき︑今年は新記録を達成する

案には︑JCAEの聴聞会で各方
り︑敗亡 館聞の一蕎六十万㍑に

蔽濟をみたものQ

面から批判が浴びせられ︑今旦の

核穂としては在来のものと変化

主なものは︑コバルト6⑪七＋六万

なく︑携・凡は轟ハ心月︷甲に出荷山⇔れた

米HVE社が未発見
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ない︒入札額は千日目四十六万四

火力発電所では珍らしいことでは

千賭で︑他のヨ挫の入札額よりも

︵二璽︶の半分を担顯している民

安い︒なお︑同証は︑この壁画

ニア・エジソンおよびサ︑．ノシェゴ

闇電力会社︵サザン・カリフすル

一つのタービンを同姓に発注すれ

・ガス＆エレクトリノク︶がもう

引きをするといっているQ

ば︑⁝墓当り二†八万五百♂の僚

西ドイツでは最近プロイセン・

西ドイツで二つの発
電所建設計画に着手

エレクトリカ挫が六十四万KWの

またノルトベスト・クラフトベル

ブエルガノセン原子力発灘所の︑

ケ社とハンブルギノシェ︒エレク

トリチテーッベルケ撞が粟厨で六

十三万KWのシ議タ⁝デ発電所の

謝蜘を発表し︑前畜がAEGとジ

ス一仕に入札を要回していたが︑

ーメンスの民社︑後引がジ！メン

のほど︑プロイセン・エレクト
米LADWPの二こ重

リカ祉ぱAEGに冠注内義を与凡

目的炉タービン契約

の製造が確約されているという︒

理論的には一一四︑一二六番元纂

他の嬢子をぶつσ︑融合さゼる︒

デグラーフを使ってウラン元楽に

研が外国のターじン簗採織したの

落翻した︒アメリカの藍子力発電

グリソシュ︒エレクトリノク社に

炉のタービンの契胸が︑典国イン

胡画している琵電・勝戦こ照圏的

力局︵LADWP︶がボルサ赫に

九月︸田迄には契約が粘ばれる予

た︒またシュターデ発電所の方も

同感はこれら新元素を原子炉︑小

ている︒

本費は七千五凹田麿と犯積もられ

画はそれより唄⁝ニ落月遅く︑甕

千六齎万が︑グエルガノセンの甜

九七二年はじめ三田でコストは八

避であるGシ謡タ〜デ発鷹所は一

型アイソトープ購偲に利配したい

で︑十数MeVのタンデム・バン アメリカのロゲンゼルス水繊電
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はこれが初めてであるが︑在世の

︑
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したが︑岡研究はこれより更に大

批撒け︑医薬鷹︶なとである︒

セシウム餅十万控︵ダウケミカル

クリノシ圃立雛撒け︑薦無用︶︑

スト資ンチウム90三十万牲︵オー

ジニアリング︵HVE︶祉は来発犠︵ブルノクヘブン国立研同け︶

の研究に油聾する︒

見の超ウラン元素を造り繊すため

昨年︸二月︑ソ連は一〇四番元姦

ﾝ

の各編からの豊察員により瞬幌さ

はドレスデンニ号炉の制御室と

することになった︒この学校に

間じものを設置し︑原子炉およ

りをあげているか︑これらの発

び伺羅機器の運転条件︵緊急隣

とる︒

のコースを設ける万法を

身の羅融学校に︑原子力

で︑実際には羅力会祉麟

んな訓練にも応じるという政策

ことがさし迫った間題になって

も含む︶の計算畿シミュレーシ

米国における原子炉
運転技術者の養成

は︑今礎十薙闘に新しく必要に
なる運紙技術嵩の数はハ
千人にのぼるこいう︒原

術者の愛盛にはそれぞれ

子炉製造自訴は︑運転技

ヨンを行なえるようにする︒

コンバソション・エンジニア

独自の計器をもって対処するこ

の内容は︑先ず同祉のワルツ・

ることにしている︒訓練コース

ソト州ウインザーに訓融地設を

ウエスチングハウス︵W11︶ リング︵CE︶縫はコ不クチカ
祉では︑十ヵ月の訓練コースを

とにしている︒

ゼネラル︒エレクトリノク

の運紙技術訓線は︑現在ドレス

︵GE︶挫の姫を買う電力会筏設けて︑原子炉購入者に提供す

デン原子力発電所でひきうけて

t

O

このように原子力発電の開発

おり︑原子刀発電の蘭発もそれ

地熱などによる発電があるの

の二︑三の機器が汚染されたが絡
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れている︒
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七三爺に運開予定で二翌の職子炉
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短信
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をとり入れることに

W11妊が開発した
⁝格納方式
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この方式では格納廠設を大鰐に
小型化でき熾ので︑資本費も非第

う︒

に安くなり︑安全性為蕩いとい

暴説
シガン州ブリノジマンの敷地に建

エレクトリノク社がもっているミ

査察の内容は︑物質サンプルの

設される︒アーキテクト︒エンジ

ニアは︑AEP社のもう一つの子

分析などの測定・検証を行なうも

ウムが生壁される︒

来ている︒ある専門蒙によれ

AEP社がWH社に電所の還転技術暫の露成という

パワー︵入EP︶祉は︑驚万⁝麹十

アメリカン・エレクトリンク︒

ルトの近くに建設する︒AEG社 二基の原子炉を発注
も外田の参加筍桑求めているが︑
現蕉のところスウェーデンの諸機

の開発のため︑一九穴四年のジュ

あったが︑このほどウエスチング

関llAS皿A社︑聡力会社数万
社KWの蔭子力発灘噺を考華中て
および国立のABアトムエネルギ
ーが大きな興味を塾しているとい
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初の燃料国際査察
繭業灘原子力発電断の使用済み
ネーブ十八力麟照縮委員会で米国

ニュークーー ア社の再処理工場て

燃碁梅処理の圏際査察としては初
が提案したものであり︑岡年末に

セノツ州ロウにあるヤンキー原子

ので数週間かかると考えられる︒

試験用燃科が盛観されており︑う

今秋十月﹇臼か

れに取り組んでいるが︑それは

ルギー甕源に乏しいわが團では

し︑経済性や安定性を湾えると

供給刀に櫓対的な安定性が確保
できるし︑豪た璽油火力よりも

世界各濁の原子力勇電箭設鯖容三

麟

原型炉は74年に運開
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験圓路を置くこと︑またドイツに
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訓劇に参加する機関は︑ドイツ
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広の研究施設ぷ設置することで穏
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レールれ︵モル除子力センターも
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オーストリア︑イスラエル︑アル

セルが破裂したため七月二十臼運
道の会社も少なくとも一社は入札

らいよいよスタ
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である︒
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ー発給にやがて限界がやってく

けれはならない立場にある︒た
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英AEAのドーンレ 転業止した︒このキャブセルには
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っている︒
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研究所となっている︒

〇％をドイツ鮒で出し︑残りをオ
ランダ︑ベルギーが負召する︒漂
型炉はドイツに建設される︒研究
開発の分疸については現π現高中

トラブルとは閣係がないという︒

がタービンの他の段に以前起った

箏故の挿鵬は未だ解っていない

びのはいった羽根がある︒
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ﾌ時事故が発見されたもの︒

臨罫後㎜ヵ月でタービン事故
アメリカのサン・オノフル原子

力発鍛所︵PWR︑竃気出力三十 最初コンデンサーに塩水が漏洩
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カー・マギー社がウ
ラン転換工場を建設
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ってはならないと思う︒しか
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淡まり︑前進への大きな推進力
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思うQ
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はいっていることがわかったQこ
ービンヒート・ソークのため澄気
間処理能力五千i〜万漣の六弗化
暴力四万KWで送電し︑轡朝タ⁝ の他にも四枚の羽根にひびがはい
っており︑㎎十九枚が何らかの損 ウラン張換工場を建設する川州で
ビンのオバースビード︒トリノブ
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繍の精鉱の転麺もびきうけるつも
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ニェース﹂より
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アメリカにあいては︑鉄鋼粟がアイソトープや機器を利用するために︑その供絵を行なう薩業の
側に何を求めているか︒またどのようにして積極帥に利用させるかを︑利用港の側からのへた
のがホ稿てある︒国都のちがいはあろうが︑わが國の機器メーカー︑サービス供給歪なとにも
参考となる点か多かろう︒アメリカ原子力学会誌本年三月号所載の野駈から要点を紹介しごみ

なかったり︑また陽子圓路全体の
薄能とな⇔︒

た︒

雪五年問にわたり︑リハブーーノ

縞幼︑振動による欠陥︑部品の劣

﹂礎め︑三熱ゐウこみか

ク・ノプール鮭の製鉄におけ⇔原

あった︒それらの結果は不−にも
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筆者紹介
スヲール社

箆者ズナート・Rストーノ
氏はリハブリノク
︵オハイオ環クリーフラノト︶

の繋駕齢簸て︑鍛去二卜年にハ

スの利層左二三している︒

閣︑赦障磐硬手引なとか必要だ︒

聴し︑利用者がつまく仕雛かでき

るため︑窟分のスタゥフを現婦に

特別な酬紳コースを超洪⁝9る位の るよつ援助することも必要た︒

複推な挫灘を設慨する絹台には︑

江ば樗来の原了力狡術︑織匠の弱

これらヒつの手段に十分注蟹す

ステノブハ五︶ーー放射隷被顧

考んか必要ごあっう︒

い︒

薦は著しく増擁することは疑いな

州や市や菰た工業利田者のスヘノ

闘騒世避けるため︑原争力装置か

原産︑原子動

力研究会開く
が設置されたら︑敗．照菖㌧あとあ

走側研九戸か︑八月十口秤／技衡

餅ん全︵会長大山公次郎氏︸の

日本葦子力謬業会議の卿二丁力

とまての麟鋼心みなけれはなbな

ステノブ︵六︶1撤識力籏磁

慧すへきてあるQ

汚染聞惣か超らないよっとくに注
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紬㍑に手量た︒また放射線○漏
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は︑われりれ霞蛎の隔発と虚器鼓

艮期的にがて樹滅壱拙23ことに
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なる．
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力鼠置佃弧りこむ側のための欝欝
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電靴褒動なと機藩補講の要路に対
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信頼性こそ重要

化︑湿分幻艶の不傭あるいは不面

か︑この鋤の上側力d幽は活発 正な擬噸化と鮫正などを原囚とし

予力の昆用研究を行なってきた

ノ
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まて︒

研修生を募集

アイ

原研R一研修所

目添㎏子力研究所ラノオ

ノトーフ研修断ごは︑本穿十一月

から明年︸月にかけて二翻にわた

り糠硯押樫の研露産実権9る︒
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独噛についても講談さ耗たか嶺口
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原子核特別委員会

素粒子研問題声論議
学術会議
日本学思懸議の原了レ持論表員

︵二大︶

厚子核部門11瀬田昭一

氏︶か八月

会︵委弦長

諏ゐ劇材︵峯大核研︶︑小称rず

専円委員健︵主査

日本隙子力イ会の門中牲子難戦
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西鯨宏忌大︶

大︶︑紬永清二︵鳳大化研︶︑寧
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日本甥傭会議の原

ナ力特別璽
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録会︵坂田委翼長︶円題別陥会燈
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欝欝含壱開くこと〆決定した⇔

るため
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︵主︶ヒつの研充分野は磯のと

ノウム書を開く噴ぶ決めた︒
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わり︑
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鴫度に研究期間の切れりもの︑齢

災ゐ化ぜ︑以上五つ力昭和四囲⁝︸

生心圓の勤響︑ゆ放射緑㌦職︑⑳
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駅︵荻大捗研︶︑振勲去︵大敗雨 価一五〇円迷拝コ○円︶之作成
の無期︑②新委員の戦中︑およひ
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よ2とい︐のか本ノノトウノム開
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滑に便つこと孝妨げるよ肩？怯擁か

研先かなさ江ている︒しかし数字

＠漉癒の曲管︑与体か金繍を摂
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九難わか国最大の放射線量
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東芝製
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鰻作︑納入した︒
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縫筆︑工一
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ト製鉱︶︑中勤Z︵口本鋼夢︶

芦拘醐の研ん臨果

ーーーーソー

ハロノ︑タカセノの三って︑加

出獅名納はノェリファイノ︑ニ
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碗台

し

繍繋

欝・蝶

︐饗鍵

麟卸

豊富な原子カコート
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照射方准の孤史なともてきゆ︒ま
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M︵好岬ノ︑

浴i縫取㎡二重︶︑㎞閨郎a
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︵殊安協︶︑今封
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いて︑日本転紙〆会︑獄鋼協会︑

懸鍮

応用硯究にライナック

れていセ加慮丹は︑誼として闇流
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てエチレ〆︑フロヒレノなと︶に
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竃頗めている︒ニケーブ方式にし

Aケーフはづてに豊年ご成︑研九 れ雲ご目亟．匙はなかったこと︒

契層︑戸口野駆めていんもので︑

たのは︑酌穂対挙と種齢︑の条西下

わか国ては︑濃口菖旧訓虎所に

の導入も竃んである︒

輸けり煎屋臼化〆の中興麗揮試珍

ての研九か乳輪さ一−たらの︒

イ分な．り慮かはりbれケ⁝フはμ
コバルト60線画は︑ヘノノルレ き一 三γの屯コノクリ⁝トのぬ

ξはしめ︑者ゐ隔て日射勅初用か

遼められ C い 筍 か ︑ 名 工 ♂ て も 昭
和工一五弩頃か︐少国にさきがけ

て囲蜜耗︑各b一には董斜喉購司

約瓢∩彦層のものか三i六仁︑円

てR一の工￥利用研出・目口介︑
か各ご︑テレヒ

量

カメラもし甑匹さ

昭勲＝f九七り楽︑和ヒf円介画知 形に慰み込8れている︒一本は和
れていゆほか︑費所にはダて翁か

γ腹田尉芸置︑寂朋磁下灘童一．

投入し︑コバルト60㎜ご万〜鴻り一 千橘ユリーたか︑この中にはマノ

づ称炊にヘレノト化さ往たコバル

實勲︑甲射梅鞍けμ央噛︑

︵十Me︑︶︑賑．﹂ イオノレ鯵切ト60か末粒入こ封入してあ鶯︒

拗式ハノブクラフ川捌L昏︵三 M
つ﹄分アrのクラフトμ蹴合︑低㌔ 射龍のハラノ議︑総Aヴーの過

♂v︶筆！麺及・尺糾績射によ 4か吾︵︑両︑か低いという琵放

情繰吸︐寒戻響の化︑︐劉

不匙告かあるか︑このりrは令体 用沃︑5ゆいは財尉吻飛の研九な

﹀〜︿

どの吻南浜科用紘︑一期へのし強
多

関係各界から総幽で
原慶立地問題特別委が初会合
当nの肖へ畿隔ては︑平田夏ほ島

挨塀︑策艮沼倉に扇ぎ肌き︑同竹

開発﹂畷との溺庫．

訟お︑向口ののム匁凋Cは︑この
ほか究．し所冨地の現状︑聡エイ舅

難論鯨子力囑臥M地碍甚ワーーノ
ク・クルーフ中閥報津︑魯処押騒
隻の田地について門汗占から説明
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った︒まナザ︐閥蜜墳ζしては大騨
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▽敷地飼保について程①当曲の
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含で挨拶する革田繋駕畏
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長い雪の冬を終えて︑街路にマ

ロニエの辮が挑色や白の花 を つ
け︑ライラノクの魯りが劇中にた
だようころには︑公園や街の花〃︑

が一斉にふき漏るように咲きはじ
める︒このころのウィーンは最も
うつくしい︒ウζーンの倉とドナ
ウ河にかこま九たウィ〜ンの街を
歩いているとバロノク風の建物の

楽の旋律が闘こえてくるような感

かげから践ながりのウ﹃iンの苔

じのするところである︒しかし繊
み蝋れてみると︑ウィ〜ンの実し
さは審ばかりではない︒奔の都ウ
ィ〜ンも冬になれは木の繁が落ち
三々か地脱をあらわし道は讐にお
おわれるようになるのたが︑これ

β
貞
⁝芳・

乳児

ノ

ろとくにノ℃ういう感じもな

いQその櫨困の一つは︑大
使餌で私の担当していたの
がきわめて能率陶な国隙原
予測織関であったことにも
よりうQ

た︒後できいたところこの後豪た
回鷺で﹁呆次長は不謹慎な團箆を
流したため首になった﹂というの

Cとになった︒ふりかえってみれ いかと色め趣たったわけである︑
この条約の構想に対してフラン
ス︑中共が不参加の鰻曳を示し︑

ドイツを中心とするユーラトム諸

は︑こういら原子力の化溜の翫た

ながら曝際的な動まをかなり冷静

けでなく︑美しい鹸かな環境にい

に眺められたという点でも撚目で

ってそのλしい国土を守ろうとし

欧團ヨ国と幽欧圏三国との間にあ

激の国になったオーストリアは東

国は︷AEAによらすユーラトムあったQ今や北諏確とほぼ同し颪
の査籔を主張するなとの動きがあ

らわれたことは周知のことであ

ている︒国際政治のとこかに不安

定が生じれば︑そこに霞川の越命

ういう慧味からも小躍の飼際的感

がままこまれるおッCれがある︒そ

準備のもとκ何の不安もなく操
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ば︑この頃から田本の原子力の発
展を背欝として属機関におけるわ

てきたように思われるQ

が国の発嘗力が一型と颪みを象し

・核拡防条約で⁝

る︒私はここで核拡散防止条約そ

をそろえてこの条約を推進しよう

世界の舞台に⁝
その後︑ウィーンの国際原子力

としたことが各国の原子力に澱す

覚は常に鈴敏で︑危険を來然に防

欧州の小国から帰ってみると︑

止し得るものでなければならぬ︒

つい金．山でのくせが出るのであろ

うか︑はたして日本霞体︑繁栄と

安心の上に眠っていていいものた

る︒

ろうかと考えることがしばしばあ

四影

OO昌び一

︵H諺国︾

鋤昌

れた五菌折の放出繊から三〇齎

業に入り環境とも顕露している

ノノづづ

、誰
。膿

⁝日本が理事会⁝

訂議長に選出
にまたき︑次の一年間は︑配本
で田瞭尿子力機闘の理箏会の議長
をつとめることになった︒この機
関の理哨会は全加聾麟約一〇〇ヵ

いるか︑管早上琳会にも叡さる墨

綴関心藤界的な蕃境にのせること

のものについての論議を行なおう
とは思わないが︑今圓米ソが歩調

隈を与えられていて︑圖機開の政

つまり︑核拡敵防応条約によって

の成習に掴らす︑今後ますます蓮
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国のつち二五ヵ国から締戊ホれて

策決定の最も亀粋な藁菰をもって

る写方に大きな変亀をもたらしつ

初から線子力の単稲利用が箪三園

麟国の原子力が全く平和利用に限

つあることを指摘しておきたい︒

になったのは核拡散防止条約であ

ア大使が翌翌瓢議艮にえらはれ︑

的に転用されるのを防ぐための傑

いるQわが国の法隈在オ⁝ストリ る︒もともと︑この機関は設立当

私はそのお手業いをした︒理事瞬

障罫醒・㌦行なうこととされていた

はかったらよいかという閤題を翼

分たちの囚の安全撮障をどうして

られることになると︑それでは臨

の中には︑楽国をはじめとする塾

わけであり︑日本をはじめ二十数
ヵ国は全部ないし一部の原子力施

側グル⁝プとソ連のひまいる窺儲

設を王AEAの轡祭に書たので
剣に考えさせることになった︒す

グループとかあり︑また低圏発園
と先興国とのいわ上る吻北閲馳も

案として伝え6れるところによれ

あるが︑米国とソ達とが合浮した

された︒もしすべての国がこの条

小国としての⁝

要性を増すことであろう︒

の保陳鑑躍部の職員では劉羅手に

鋭い国際感覚
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私のウィーンの憲牢半の聖活
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一Q名の編成で︑七〇ほど水槽

て亙礎的研究が慧欲的に得なわ

を並べて海洋生物の汚染につい

と繋密に連絡︑響報交換等酒発

れており︑王AEA撫洋研なと

海洋壁越についてはフランス

のようだった︒

も資料交換や警報の交流を希望

しており︑わが闘の海洋調査が

國除的にも注闘されてきている

ことを実感をもって休験してき

いるが自身でも気象観測塔と八

国口には拡散盛置は無く海岸か

二多〜︵〆〆

。増

／

法でお引受けいたします。

が酪濱されたそうである︒その経
費も爽颪総会かすっかり終ってみ
たら章段予慰の経費の樺におさま
ったことになり︑蘇尾よく痛濡し

藁京において総会が瑚かれたの
は︑わが田がち．萌うど麟連の分憩

による低開発岡から先進国にきり
かえ昂．行なった頃であり︑量子力

あり︑押早漏においてはこれら東

に麗する冠り︑出界の瞭子力関係

諏南北の異なる主張を調整する必

て躍識されはしめたということで

おける地位というものがあらため

なわら原子力の一段の汝全保障に

いう即象を強く拙えつける効果が

は核保絢圃を除くすへての国に

者の閤に購本が成人期に達したと

は﹁n本は非︑脇に能率的なシステ たカナダの女性外交富マー大使の

あったQ今でも嘱務局の職環から 要があった︒その鴻の議長であっ

巽鯨な議長ぶりに対し︑滅眼議長

胸に颯田することとなれは︑それ

工AEAの保障措磁が及ぶこととある︒この周題は核拡散防壁条約
は果勧な議憂として声名をは健〜

ムをもっている﹂という罫判をき
くし︑会磯で時折集柴る各国の代

ものてある︒しかし果断とはい
え︑法眼畿良は各岡との接触に雰

ζそ二〇名にも満たない亙A皿A

表は﹁二本の滋力﹂について謄っ

ている︒その後︑急速に発展した

に二〇〇人にものぼる国際原子力

負えるものでたぐ︑工AKAの申

査察グル⁝プも廊生するのではな

ニニミ

海洋工コロ冒ン⁝研⁝は口閥一敷地

二

内にあるがCEAに画鈷した旧

二！ミニ

万の潜シェルブ⁝ルから二石が
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て離郷なく操業に入っていた︒

二≧︵二

暢に努力され︑その結果各国代喪

二﹀〜ニニ

隅との閥にも︑事務局幹部との間

ニニニ

わが団の原子力発還の状況からみ

﹀㌧⊆

スから機器類の寄贈三万ドル︑

トが終り手直し中で八月から運

鰭離れ概して環境は艮い︒テス

入っていて予愚外に地道にやっ

一罰に当り調鷲や研究にも刀か
的に人口密度の筒い瞬だけに捌

ている印象を受けた︒保物は安

根拠はこの辺にあると感したQ

が︑その技術的

搭を持っていた

信頼され豪た薗

を持つと同日に

全に関し絶対柘

気放娼には鴨に慎璽だったよう

である︒気象閏係は一二〇蕊の

つのモニタリングステーシコン

豪た管外濁の再処理が穿下的

た︒

精な廻心を示し︑所長から研妙

を持っている︒総人員三八四人

姿を現実にみて︑わが囲の再処

理もこのようになるに違いない

らの礁距離は二毛麿余りであ
るQ海洋モニタリングは予備調

〆

︵原子燃郭公祉安全管理整長

櫨理たけで手いっぱいのようで

の影響は現蕉あ直り微少で測定

たいという甲出もあったので︑

ノさゴ〆

蕩揺ということであったQ

われており︑排気捌水の環境へ

と確信した次第であった︒

〆ノニ〆

一︑二層という薄灸件を兎服し タン半島の突端にあって人口六

ラァーグはノルマンジーの北

鷺以来すべて海躍の協力で行な

に対し倶物娃一一三人で︑燈接の

など強見を求められ︑今後緊密

観測塔を持つCENに依存して 鉢水は海中に澱曲して敷設さ

規総で所長以下スタフ三人総員

工掲の罵上からみると南に四〇

転再開とのことだったが︑マル

モナコが光熟親鍵品目押幾等実

クール文型の経験を生かしての

海鞘四万ドルであるQドイツの 〇層此れた境界線になっている

え︑その陶うにベルギー原研︵C

饅本のコアも鉱って欲しいと依

磯子力安会研究協会の海洋放

ドーー欧州の再処理嚢と海洋調査を見て

弗〜何の不安もなく離業

頓された︒

た︒保物は九〇名で総人興の約
モルは四詰層の所にある︒東万

EN︶が煙なり人品二万薫千の 施設だが補修も多いようだっ

運河の岸に住宅群が並んで見

ニニーノノ

一〇詳拶てオランダであり世界

が鷹に茎建的研究のようで︑ス

観謝船メテオール丹の獲助で拡

おける鷺気汚染評憾に関するシ
ンポジウムへ参加する前の一週

繰出海に嗣体廃葉物を没棄する
ことに対するモナコなどの反灼
が陰の動機となり一九六二年に

！

部イギリス海峡に百したコタン

あった︒

たいといってきた︒

原安協の源特委を通じて行ない

な趣絡をとり資轟交換などをし

所が今後何誉すへきたと思うか

玉AEA撫洋研はフランスが掲特別覆貨会の海洋調査には無

を通して一瞥してみる︒

として幽問先のようす毎﹁窓﹂

報叢は他の隔席者に沿願いする

どを訪聞した︒シンポジウムの

撫洋ラジオエコ環ジー研究所な

ンスのラァーグの再処理工揚と

ロケミノクの再処理工揚︑フラ

能研発港︑ベルギーにあるユー

間︑モナコの工AEA海洋放射 アへのR1の漫透を調べて箔り

タフの一人は海底ボ⁝リングコ

瓶る工AEAの原子力撮襲時に数実験などをしたこともあった

七月三日からウィーンで開か

雌容繍慧

瓢

れは︑埼京総会はまさしく︑重臣

二

にもきわめて緊鱗な関係か生hる

＼

る侮たものであったと思う︒

−AEA東
山尽総ム圏を灘ア
備一︐る

田除際子力機関は︑績連
の上関として十年前に設立
されたのであるが現祝では
鉱員八筒人の大田備になっ
ている︒ちょうど私の赴任
したころ︑六署年の赫会を

H本で開くことに話がきま
O︑一年ほどその確偽に費
したQ雌錦の最申︑一番気
をつかったのG三門の増膿
苺抑えることで︑一時け当

初予想の埴輪をかなO︸嗣
りそうな形勢になり︑事務
局幹部とずい分はげしい議
論になったこともある︒あ
る滞︑事務局毒訪捻たところ友人
が私に局内圓覧をみせるのて読ん

﹁本年的︑融て開催予定のIA猛A

で汚ると︑事務局髭代理の名で

った︑ついては通需の給会のよう

総会は鐸費工の渕難から中出とな

できた︒研究所はモナコの海洋
博物館の一部にあり︑所長以下

で︑

スタフ四︵海洋部一︑化学二︑
生物一︶︑助手八︑事務一
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原
もまたブリューゲルの画のような
素静な北阿の喋わいがある︒

私はかつてのハプスプルグ王朝
の離冨シュンブルが好きでよく臼
本かう来られた方牟繍窯難したも
のだが︑

亙

しかし︑かつての栄葦も今は
夢︑ウでーンは人口七〇Q万のオ
ーストリアの葭邦となったわけで

ン︑モーツァルト︑ベートーベン

あり︑臣民ではあっても︑ハイド

を⁝挙に生みだした時代の酒力は

に準備を切りかえられたし﹂とあ

る︒さすがに一瞬ぎょっとした
が︑大体こちらに絹談もせずに勝
手に中止とは給かしなことだと懸
って考えていると︑友人は﹁今日

は閃月一口さしとにやりと曳つ
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……一四一晒一脚一的………

046！大で℃
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東京都チ代周区丸ノ∫メ31丁飼6羅地

﹁ここはもう何度もいらっしゃ
つたんでしょう﹂
と同情遠じりに言われることがあ

るQまさしく何十同となくここを

訪れたことになるのたが︑それで

も訪れるときは春翼秋冬のちがい

があり︑晴れた日もあれば雨の日

つて東に策爪紅の大半を領有し︑

味わいがある︒とくに︑ここがか

﹁そんなのどかな所から︑急に

見られない︒

てきて調子があわないんじわない

日本のような忙しいところに帰っ

か﹂という心灘をして下さる方も

おさめていたいハプスプルグ家の

あるけれども︑たた今までのとこ

栄箪と哀亡の哀歓のこもっている

をはり南は北イタリアを支醗下に

西は墨帝としてドイツ諸候に威勢

もあって︑訪れるたび毎に叉つた

静かな環境で国際的な動きを

っきせぬ翼峰もあったのである︒

局国際協力課覆

蹴
冨1

糾9医菓・農巣

火薬・

AEA駐在の三年半

ところであるだけに私にとっては

脚……一蜘……一脚……一脚

脚…

…一…
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軽水炉とほぼ同程度

されることを防止する鼠的のもの

蕪間予算わずか五−六千万円︑人

だが︑わが国の研究は最近でも

度は徐々に嵩められる︒

員も現在八名ときわめてささやか

で︑わが園の濃縮技術研究そのも

い︒

のの中止を要賢したものではな

かかる予定で錯三弩機︵約五千万

ら六フソ化ウランでの異験にとり

円︶の出隅を行なっているが︑軸

だ︒い豪原盤では︑四十四薙度か

としているが︑今圓の要講はこの

封技術や回娠筒などの材質にはま

わが国の原子力平和利朋研究は

鷺原則と椙反することになり︑原

当初から麟憲︑厩主︑公開を原則

子力委環会では正式要請をまって

原燃の技術者たちの間には︑金

だ閲題も残されているようだ︒

米国はすでに昭湘三†

きえ懲し豪ねばこの技術でウラン

︻解説

慎重に検酎することとなった︒

五年臨独に阿様の要勲を行なって

く︑いま磯ちにガス拡散法と経済

濃縦はできるという考え方が強

的に太刀打ちできなくとも︑工揚

おり︑寡薙六月には米国の民間企

わが園では照和三十四年に科技

なくてすむという長所がある点が

が小規模でよく︑電力消螢羅が少

業への委距研究を打ち切った︒

げの研究委託費で理研が還心分離

圏の申入れは︑これが核拡散につ

注固されているQ米捌内でも二心

縫の喰径三十撃耕︑長さ一・五

のと考凡られる︒

ながるとの考え方から出ているも

作製︑三十七無これが原茸に移さ

装雛を試作し︑薫十六年二号機を

万六千園転で逓転し

可能という主張もあり︑今回の米

てズ然アルゴンガス中に約○・露

凝︑一分聞

分離法で安い濃緬ウランの製造が

に︑遷心分離法によるウラン濃細

れて酬究が選められている︒この

技術の憎報が洩れることを防止し

遠心分離滅躍は二男機の方で回転

耀の開発などが必要であり︑また

最近︑米国より外務省へ非公式

プルトニウム燃料の成型撫工費

てはしいとの申し入れがあった︒

なりなもので︑O・三一九％のも

注圏される︒

がどのように対処するかが大いに

機が訪れたわけで︑原子力委部会

子力平謝利翔三原則にも大きな危

出力五十万KWの揚含には少なく 委員会で本件を審継したが統〜見

のを○︒一一一三四％に泌めることに

米園の蟄請は︑ウラン濃総技術

成功しているQこの装躍を数多く

燃焼肢が必幾である︒

の情報が︑他国の旧事賦的に紙用

つないでいけは︑アルゴン36の濃

とも︑トン当り一万五千MWDの解を躍る蒙でには語らなかった︒

あるQ燃両度については︑例えば 原子力委員会は八B十七日の定例 を行なっているが︑その成渠はか

％含彫れるアルゴン36の垂垂実験 この問題によって︑わが国の原

を妥当な価格にすることが必要で

るため必要な運転申の燃料数替畿

くすることと︑平均燃焼麗を上げ

件である︒そのために燃焼殿ぷ高

り安くすることが絶対に必裳な条

めに︑A望Rの燃料費を軽水炉よ

の資本費の値上りをカバーするた

②建設鍛が軽水炉を上園るため

燃焼度繭万五千MWD／Tなら
励力炉開発臨時推進本部︵議畏︑丹羽原研理漿長︶は︑さきに原子力メーカi・五グループから提
出された﹁新型転換炉︵A曽R︶原型姫概念設計偏のとりまとめと並行して︑この原型炉の概愈から
想定される笑絹炉について︑その経済獣の検副をすすめていたが︑このほど︑ATR経済性検討小委員
会蝦銭書がまとまり︑同本部会で承認された︒今回のA脚R経済性の検踊では︑賦本原子力眩業会講

た︒その結果︑岡報告書によると︑﹁軽水炉にくらべ︑ATRの建設費は一〇〜二〇％尚くなるが︑

吉村部会で探紺されている軽水炉を対象として︑とくに建設費と発言コストの鑑識について発毛され

される実用炉については︑三十万

燃焼度をトン当り一万五千MWDまで上げられるとすると︑燃料費の値下りから︑軽水炉とほぼ同程
度になるしとしている︒

が対象とされ︑原研に依頼してR

して
KW︑五十万KW︑七十五乃K
Wいる︒

で検討された資糾をその濠談採用

カー五グループ︵鐵立製作所︑鎖

本隼三旦瓢十一日に原子力メー

本原子力事業︑一二菱隙子力工業︑

発電コストに

重点をおく

なお今回の経瘡性倹討で取上げ
とくに︑報告霞によ．萄と︑A偲 られたAτRの機要は次の通り︒

会長は︑放晶捌時代の十葎間の菩

⑦

曝

︒

刀@

織簸

難灘騒鐸

難灘譜

灘難霧鷺

灘臨監欝

Q灘欝

選．

譲

・w岬脚脚脚瞬
勢騨細 一網

＝＝＝＝＝二＝＝卿＝＝＝＝＝一＝一扁＝一一＝＝＝引＝＝＝＝二＝＝＝＝■＝一一＝＝髄＝一＝＝圏＝冊＝＝一冊圏＝縛＝翼＝一＝＝＝一＝＝

労を述へた後︑﹁ち．㎝うど幽門の

無開講蕪謙。

耀脚凹凹脚剛

繍禰欄鱒
麟㈱頃蝉騨鱒

野毛＝一＝＝呂＝

のに撮も必蟄な運転印の燃料取魯

①鋳型謄重水減速沸騰軽水冷二型

え蓑置をいかに開発笑現させるか
トニウム・セルフサステイニング

、

騨㈱㈹糊開国㈱騰嚇。四一鱒．に

軸脚醐繍

ef︵葱定炉心第十五番目ベース

用蹴︑ジルカロイ使用懸等につい

Rの開発はわが脳の技術︑薩業︑

電︑電力の各婁員が中心に︑科技

貝会報告鋤は︑腺研︑瓢発︑原

望Rの経済性を達成するための技

等がある︒今度の経済性検討で︑A 娘を立派な所に嫁へやったよう

②燃料方式匡天然ウラン三農プル

庁︑大学︑原境の闘係専門家らが

だ︒今後ともよく面倒をみていた
カ式とし︑窪溜瓶ウランでも巡転

加わって︑とりまとめたもので︑

央原碑理事長は﹁高崎研ですくす

だきたい﹂とあいさつ︒月羽裏

φ

細勲細網

冨士電機︑住友腺子力工業︶から

は︑﹁便用される燃料の長さに
ては︑各出力閣に謝算が行なわれ

経済に大きな効果を及ぼすが︑そ
れをとのように評仙するかは極め
て難しいので︑今圓の経済性検甜
では︑発電コストに重点がおかれ

術的なクリティカル琳須を明かに
必要に応じて︑五グループから資

く育っているトリオキサンの研究

したことは趣滋深いQまた科学技

今回の経済性検討では︑ATRが術水準の陶上︑産業の振興勧成を

料の点出を求め協力挙得ている︒

切能な甲子を採棚するQ

方式とする︒

③燃料取替鰭運転中に取替可雌な

⑤炉心構造11圧力管式︑クラスタ

究を進めて行く︒原矧が放購翻化

そのま濠︑凍研へ移った桜田一郎

いて︑放高酬大阪研究所所長から

をはかることをと杓栗した︒つづ

にやりやすくするよう予算的措鍛

して進めることになったのは薫轟

学の星提姻究から開発まで︑一貫

ものとして注陽されよう︒

深い扁と述へ︑研究も今まで以上

の披塒パーティが︑八月十七墜午

日本線子力孤究所・大阪研究藤

究所が披露会

原研の大阪研

箏はもとは放凸研で生まれ︑勢は
㊧欝気出力11三十万KW︑五十万
経済性を達成する時期についてふ はじめ︑輸出の可能樵などについ
えたものである︒筒崎研とよくタ
れていないが︑AりeR笑用脚が建 ても検認された煎は︑今後のAT
設されるのは単くて昭和五十⁝五 R原型炉の開発を⁝歩函進させる イアンプしながら︑もっと基礎観

KW︑七十五万KW︒

かにして下げるか︑②燃焼度をい

た問題点としては︑①建設費をい

に応じて再検討が必要であるQ窪

ので︑この経済性検討も薬罐必要

水炉の技術進歩が当然予想される

ー型燃料︑照型とし各出力Ref十五無と囑えられ︑それ窪でに軽
dに驚いたものQ
⑥その他事原子姫系については贈

熱を除くプラント設計はすべて軽

爵炉概念設謝を参考にし︑原了極

水炉に同じとするQ

︵解鋭︶A田8経済姓検討小委 かに上げるか︑③燃焼度を上げる

濤

八月二十八日原産会長

第

﹄m

懲懲を恋べ︑一同乾替で祝った︒

日本放尉総三分子補究協会の大阪

二團会含

核拡激防止問題特別委贔会

処＝謄

函長は︑大いにがんはりたいとの

研究所が原研に移管されたもの

ーで盛大に催された︒この原研大

層で︑二号炉設灘力衝の掘削は

で︑すでに闘観しているが︑今度

後⁝二時から︑大阪科学技術センタ

すでに終っている︒これは一月炉

の纏をもって本格的に原研大阪

っている所が一偏炉建設力駈︶︒

発議所と闘電論拠原子力発竃所を

賀半局で建設中の原早取綴原子力

の伶業が︑二男炉のハソバをかけ

綴カ所︑右側センターポールの立

訪れ︑それぞれ工雛進捗追尋の説

たりする掘削作業によって︑さま

憲査遮絡会議

原薩鯖一会議室

原子勤力研究会

八月葱十蟹

残

提屡されたAT貧原型炉概念設訓 で︑燃焼度︑燃料養荷最︑雲水使

て︑プルトニウム・セルフサス

規模に建設される慰通しのある軽

た︒今回の経済牲検誘では今後大

技術の実証確立に必要とされる最
水炉と比較されたが︑この軽水炉

テイニング方式を実証し碍︑燃差

小の規模﹂となっているので︑雪

気脚力は十七〜二十万KWであっ については昭和西十︸庫度に原本

た︒検認結果によると︑次の条件
の下で軽水炉と同等の経済性が得
られるとしているが︑その主な点
は次のとおりである︒

一〇〜二〇％増程度と考えられる

①A田Rの建設疑は︑軽水騨の

が︑繊来れば一五％増程度におさ

えることが必要であるQそのため
に炉心の璽水︑ジルコニウムの使
隅舐レ僧節減できる核熱水力設謝の

確立をはかるとともに︑極力安働
に入手でまるように二二すること
が必要である︒

で︑八月十一田午消九時大阪属学

美浜見学会

明を聞いたもので︑大阪地区をは

技術センター煎を出発︑現在︑敦

日本原子力麗業会議の関西原チ

じめとする原子力剛係者約三十三

関西原懇で

カ懇談会︵委災長・芦原義重関野

一男炉と二月炉の距離間隔は約酉 阪糊究断は︑本年六月一口付で︑

難聴︶は︑八月十一︑十二日間連

研究願として発足するため︑潮途

⁝兀放高曇瑚購長の田代幾樹策レ

を祝ったもの︒

際饗饗難饗響熱

澗擁蟻纒難懸陰画幽幽灘饗羅紬灘

螂㈱＿漣…〜＿＿

弩顯網田灘

ボ

塗

三菱原子カ工業株式会社

盈7魅

灘技術漏蛎嗣
たげられないように︑荊もピ︐て掘
削されたもの︒

筥菱重工業株式会社

PWR二二体

三菱金属鉱業株式会社

諭嶋幽へ

継㈱一蹴

㈱榊一顧
榊鱒㈱鱒髄
榊糊蝋舗糊
縄㈱磁㈱鰍
榊備榔㎜漁
醐樋口欄一州

調 鱒卿鋤鰯嚇鰍
勧㈱飾齢㈱
一服 糊繍
罫
繭㈱照臨
卜 捌鹸鵜鰍纐

三菱化工機株式会社

三菱原子燃料

三菱商事株式会社

籔四竃螺

調難饗蕪嚢腫ぎ1

岬繍一編惣卿蜘

謙鰹岬
ザ 榊卿脚榊
融？糊一

セラミック燃料
合金燃料
金属燃料
その他燃料

魯

三菱電機株式会社

たQしたがって︑AτKより想定吉村部会と総合エネルギー謁査会

↑

頻

馨露原子力委の対処

人が参加した︒

写翼腫関魔菱浜原子力発聡所の
建設地点翻︵黍前の穴が二号炉設

竃
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記会をか捻た原子力発竃所建設瀬
見学会を開催した︒とくに今圓の
見学会は︑冷房付きの費切りパス

室

ゲ々

振替東亨5895番
（59霊）6篭2！（イ七〉

東京都港区薪橋璽丁鼠1番13号（策羅1目舘内）

日本原子力産業会議
一

開騨鷲藻蹴
噛

︑

聞

霊
産

力
子

楚命購︑その役為り櫓新しい謙子炉にゆ
役制の一つは︑岡民全般に腺子力平和利

発戯撮進の上で果しつつある蟻も大港な

〆
命ツイソトープの鯉造︑妓術者の藤戒︑

ずることとなった︑とりあえず来奪展か

数え︑短期選転訓練に参加した豊本翼二

を知る貴漿なデータを提供することとな

ての︑炉心構造各部の放射線による変化

ることとなれは︑これまたわが国で初め

躍境の良さ︑東海村民の落ちつきなどに

鼠が必ず東海村を誇れ︑発一所の威脊︑

力殆趨所の敷地については︑候補地の住

いま憩連に舗要が増加しつつある話本

籏心して誘致に踏み切った例も多い︒最

るたろう︒

た技術薔は︸国画秤転語四十八名︑高級
さて研究一男炉が触かに現投曇引賦す

十二名︑いわゆる原子炉学校で蓬成され

川1︵熱出力五十KW︶が闘界十 アイソトープの製造は爺闘四颪露語後を
展⁝岡年を迎える︒
わが磁に剴めて〃原子の火μがともっ
たのは昭和三十二年八月二十七臼の皐朝

の影響という悶題については︑もちろん

後まで問題とされている櫓却水の漁業へ

暢炉が事実上営業運転に入った︒東海原

るとき︑同じく東海樗においては発電一

このほか運転時間の三罰は廷同利用に

ぬことではあるが︑釣の雛誌やスポーツ

をあげ︑虫京からイシモチ釣り瑚用ハス

紙がこともなげに好釣り鍋として殊電下

今後の科学的調査の結果にまたねはなら

であるが︑実用炉として拠めての経験で

訓練等にも役立てるため設醸されたもの

子力発二面は石菖のごとく原子力発聡所

利魅して研究回護されたベーパーの数は

提供され︑大学︑産榮騨による実験下竜も

ゆうに千編をこえ︑これによって学位を

大いに麟用され︑この間︑JRR一工を の建設と蓮紙に難ずる経験を積み︑運転

五時二十三分のこと︑この日JRR11黙程四十三名の多きに達している︒
は粘力六ヤ︑︑ゾ曙を網録したが︑それから

兵として︑また陰の力として︑臥々と働憲

＋葎︑この炉はわが岡の原子力研究の先

つづけて来た︒現在までに延べ約七千五
蕗時閥の運転を記録し︑出力累副＋七二

メリカのゼさフ

は︑このほどア

は煽内でも初めてのこと︒今回の

大響錐原子力タービン機器の受注

ン発意機を受注︑製作甲であるが︑

ころでもある︒したがって︑新設

が︑現設備能力に一杯といったと

る︒これは︑現在談での受注磁

本年はややひかえ鼠に受窪してい

ゆ
︸万蕊千八薦KWの原子力タービ万バ千KWを受注しているが︑

ル︒エレクトリ

日立製作漸

ノク︵GE︶往受注により︑さらに生産態勢が拡

から︑原子力発

型BWRの国藍化へ︑一歩醗進ずタービン等の原子力機器︑部愚に

充されることになり︑将果の蕨水

ついては︑国争下髄の形で︑外観

備の拡張等は進めているが︑︷郡

議用大型八＋万

なお︑GE往は腕立への発注と メーカーに発注︑製作させ︸墨画

KW級蒸気ター るものと朋待されている︒

米園内における本年

発注しているQ

技術圃を派遣し︑各号の製造設

ロノパの一流タービンメーカーに

祉は日本の日烹︑東芝およびヨー

︵圓転子とケー 岡時に︑イギリスのAE工祉にも である︒このため︑昨年末︑GE

ビンの虫要部

シングを含む︶

︵解説︶

上半明の原子炉発濫盤は茎数にし

を受注した︒受
注額は約二十億

の発注はその〜耀であるQ

トープ会議以来︑無職と並行して

多一多多！！！！ノ多

祉は唱言七︑総答量約五八五十七

発注蹴に近づいている︒うちGE ている︒今回の譲立︑AE1祉へ

六薗万KWとなり︑昨年一年間の ビンの密要部の加工婁託を訊画し

てニヤ︑飾弓撫千五酉五十万1千 備︑生馴技術を調査し︑穴型ター
は来年六月ごろ

円で︑納入予定

日立は︑さきにパキスタンから

グ！！

償文氏逝広︶

▽定例会議新八
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東京瓦斯株式会社

ノ

学募︑脆撚界との共國利用と︑多方醐で
用の価値と檸子力発徽における笈全性の

といわれてい．⇔︒

らは低罎力量轍による灘練響用炉となる

が運転され︑巨大な発電勝を背娯に竿を

遺憾なくそのつとめ巻渠して来た︒詔録

鞭る釣り人の群れをみれは︑甘口的な危

こうした酬究︸男炉の活躍も︑思えば

ノ

開かれて嚢たもので関係各祉の協

幽品数谷は最新のアイソトープお

MHD発電調盃

よび︑放尉線関下機器・鍬料︑放

二

団報告書を頒布

原薩は昨年夏欧米におけるMH

め︑﹁M11D発電調査団﹂を編成︑

︻D発電の開発状況を調査するた

派巡しましたが︑その報億書がこ

のほど完成しましたので︑次のと

日本原子力口業会議サービス婁

おり笑費頒布致します︒ ︷部
二五〇円︵送料五〇円︶ 串込先

多／≠／多／影

業本部︒

戸上機嫌︵株﹀ 代籔春変更
新社長 戸上⁝畿︵旧尊長 戸上

菓玖都城熱

原産に入会

長谷川長治氏

科研化宇︵株︶

社長

九四六︶二︸一

区本郷嗣込二の二八の八電認︵

．

▽輪蔵院科玉響11八刀十

@旬間メモ

国会

八田聞催︑動力揮聞殆に関する小

原子力婆鰻金

﹇婁員会︵小委員髭︑斎藤蕾三氏・
自民︶の設縫を決定

▽原子

月十七日開催︑来年度の原子力関
係予算概算襲求について審議

TOKYO

︸号炉の
と め

つこれを解決する段

もあり︑鰍震構造をはじめ技術的な諸難

追鑓とを実亡して見せたことであろう︒

題に遡遇し︑一つ

摂は︑いっかは水解するのではないたろ

ては開発の塾礎となる鉱業聯傭闘
趨や鉱床駆輔調査簿の縮果を民閥

牲同位元泰協会および田本原畢力

︵約五〇〇平方緒︶で﹁第八回日

本アイソトープ会議原子力闘係機

同展小会は︑第︸圃日本アイソ

器展示会﹂を開く︒

て︑ホソとしたところで︑この

局長に一一︒籔炭聞題が片付い

八月伺で公蕪事巣局長に就任に

千億円の異常負債の政附貸金に

組んで優勝︑三不通醗穴臣杯を

八月⊥丁六円開催︑核輝料

総合エネルギー診査会

東京都中央区八璽洲1の3

によれば︑JRR−2が勤き出す昭和三訓働と聞くが︑もし将来これが解体され

憾でわが繭の原子力発寒技術布・引き上げ
うか︒

八月二十七日︑原研3RR一 十九卑ごろまでは︑この炉による短涛命

十年間無箏故でさしたる故潭もなく運転
るため大いに役立って来た︒

発電一号炉の発電コストは︑研究開発

に提示し︑必要に慈じ鉱区無の確

だがもう一つ︑この炉の果した役捌と

共に︑その建設︑還転の経験を通じて︑

まこと

追つくりをやった原子力閲発

なった︒

とフルパワーに至らなかったこ

よる肩代わり﹂の抜本鷺策を押

獲得した由︒寒紅は津祢子天人

力で関鎌機器を紹介する︒今回の

ちなみに九日目会挫より出自した技術

費の予想外の増加もあり決して安いとは

保をする︒近い将来︑民間が進出

学禽と其催で︑A︐年十一月十三B 直線照燐製品︑疑品など︒申し込

アイソトープ関係
機器展示会を開催

癌は麺へ一二数＋名に迄し︑彼らが脅後

いえないが︑この原子炉の果すへき役測

できない地敏には︑繍による探鉱

みは日本原子力産業会議サービス

大衆に対して原子力への認紙壕深めきせ

各托の原子力発囎推進の臨接の担い手と

りは今後も多い︒研號一月炉がそうであ

を実思する︒原則として聞発輸入

三業本土まで︑電謡︵五九一︶六

援助し︑また技術面における協力
等による民闘企兼の助成を考慮す
るQ

通産雀の

いのうえ

亮

公益事築局畏になった

井上

の評鱗はい濠も を離れて︑六年になるが︑世界
的にも活気づいてきん原子力四

：︒﹁工

竃︒もう一度勉強してから狸負

謝は原子力た︒これには力を入

不ルギi政策の将来の急きな万

を語りたいと毎うが

れていく︒出果るたけ業界は︑

い﹂と論る︒一つの産業が逸展
して行く遊程で︑とくに秩序が
犬切たというのが氏の持論のよ
うた︒原論刀開発の笠雲の段踏
をふ求えているたけあって︑物

昭掬十穴年三月束穴経済学部

の愚弄は厳しい︒

挙業︒

趣味は園脇四段︑ゴルフ︵ハ
ンディー8︶︒昨年秋︑通産雀の

とで︑完成後もめたあのゴタゴ

し上げたのも氏だ︒たく離しい

資源磁保の具体策について箒議

力部会

羅舌（273）0111

蹴

望⁝

きれて来たからである︒これが藤た国民

三千KW11に達したというが︑遍三日︑ 得た人も多かった︒

五時閣︑定常四†KWの出力 て こ の 誕 績
をつみ上げたことは︑いかにこの原子揮
が瀬調に玉転され続けてきたかを示すも
のだ︒

して忘れてならぬことは︑JRR−2となるであろうことも明らかである︒また

ったように︑発電﹁男炉も︑︸男炉として

スホテル噺臨一階グリーンボール

から同十六日豪で︑赤坂プリン

◇国の果すべき役割り岡とし

捗

蒔f込

日本陳芋力産業会議は日本放五

舗法令の轄備や鮒外約な諸問題など捜術

ては︑必疲に搭じ奨励虚︑補助

山開発に取り組む必要があろう︒

②資金︑税制等の助残丑鉱山業は

︸

⁝
早

その開発確率が極めて低くリスク
の伴なう企業である︒また鉱螂開
発には長期の先行多額投資が必要
だ︒政刑としても︑囲鍛附見地か

循政策課長
昭和三十四年の一月︑原子刀局

﹁原子力融開発も︑僕が藷い

氏が原子力にタノチしなのは

等︶の新設︑税制上の纒遇措綴等
⁝﹁

政策課長に就伍した時︑わが国

船調査団を鵜成して︑海外にも

たしたんた︒このために原子力

行った﹂とのこと︒帰岡三︑原

卜

︑ 灘
昏

・

騎︑例の災筈保障法案も戒臆し

贈

り︑学界︑とくに大蔵蜜とは穴

六年炭政課長に就伍Q

たので石成に移った︒昭湘三十

秩序ある発展をしてもらいた

子力船曹門部会を設置︑この
ても︑災害保際法案︵のちの原

らされましたよ

れていない︒原子力発電鳴代の活 ﹁

子力損竃賠償法︶をつくりあげ

時︑これがないと︑発躍駈がで

へんな折衝をくり返し︑蕎心さ

同じ工不ルギー関係といって

タ問題を︑う豪く解決したのも

と二男一女︒五十月目︒︵鍛1︶

ゴルフ穴金では藤疲技術課長と

氏であるQ菰界を通じて︑氏の 力磁が認められ︑三十九年石炭

も︑斜醗産業の石器間題︒﹁︸
決懸ったQCP−5の工期遅れ

原鍛の一電炉も︑僕のときに

んたんし侍した﹂と語る︒

きないとあって︑業界はもとよ

麹

はん帯きな田鼠は︑なんといっ

島い︒

︷

いろいろと細づくりをや

撫原料確保

積極的施策の確立が必要である︒

な36関浅野業界の資金上の鰯面的

に︑

原子力開発の禦明明だっただけ

◇産簗行政の確立

発化にそなえ︑国としてもこれを ⁝

︸

絵源の確傑簾としては︑気当購入

潮要供絵や函折三等の変動調整に

る二年半をかけた融Q﹁あの当

たことで︑政策課長であったま

⁝
秋十月に動力炉・核燃罫開発事策 ㎜
︸
剛に吸取される︶の立揚から︑海

今勇歪賞は︑隙吋ナ燃料公社︵今 ⁝

積極的に実現され・Φよう望む︒

早憩に確立し政府が助成措置等を

についての麗業行政は家だ戸立さ・

と語る︒その一

援助もあわせて要望する︒

ら︑探鉱助成制度︵補助金︑融資︸

金︑融資鮪の手段で民間活動を

は民聞企業に期署するが︑国とし

である︒

のっとめを十分に果し︑今後の原子力発

うが大きい︒情勢の変化によって

れるところが少なく︑供給の安定
確保がより可能であるり

に立ち︑できる守り早燐に海外鉱

炉の二輪的活劇ち多かった︒たが︑原子力

碓維湛のため大いに役立って疑しいもの

難

原無

誕

このようにして碕究一月炉は十年をへ

ロ

雇

樋口山岨は︑鉱山業界のウラン

一5︑価格の一方的改訂．輸鐵の制

はスポノト購入方響も考える︒

も︑そのモメントとして黒した張電一刃

世翼に岡型炉が六月あるが︑JRR1 た功赦も大きい︒
1の実績を上巴るものは建設時朋の皐い
米国の一猛と︑二十四階間運転を行なっ
ている繭独の一蟻だけという︒

GEが日立製作所に発注

以外の面で将央に向っての間融醸解決に

の

矧産に大きく貢献したことであろう︒

もちろんこのJHR−1は︑小出力な 原子力開発初期の玲階における研究炉の
がらわが囲初の原子炉として︑各種婁験
駅究に使胴され︑照射技術の開発︑短な

4

技術面での協力

資源確保に劇丁る当蘭の発解につ

隈︑嫌止等を徐纒なく冠しめられ

た今井釜員︵不燃︶が︑海外ウラン資源確保について脱明した︒

いて︑概 要 次 の 憩 り 説 明 し た

り説明を行なった︒

外ウラン確保について︑次のとお

黍の必蟹性B国際的に見て︑近い

Φ早期虐
で︐長期契胸のみに依存すること

将来ウランの濡要は極めて莫大な

◇探鉱開罷について

約程海外識者との長期土壁による

は通当ではない︒②柴鉱閲発1ーウ

鰍になることが闇闇され︑これに

契胸︑融資買一億胸︑開発輸入方

る鵬態が生しないとも隈6ないの

購入は︑期闇内の傑給蝋や価格の

ラン埋蔵鉱魚の貧弱な鴎としては

伴なうウラン鉱開発の機運も再び

r

安定は期籍でさるとしても︑過去

長期契約や短瑚契納と創鳩の上︑

開発化の傾向にある︒したがって

式を王体とする︒将来の田口蟄の ﹂
戸当程度は開発輸入で供給する︒ ⁝

安定した供

の経験から・㎎えば︵主として銅鉱

海外資源の探鉱開発による確保は

ます厨難になろう︒髭糊的な観点

海外ウラン鉱眺の獲得は今後ます

◇基本的な溝え方

輸入の実例より︶畏捌間にわたる

絶対に必要である︒梁鉱開発によ

①長期契

隔り価格の変動等によって左右さ

を中心に核燃料委員会を設けて︑開題点を煮つめてきた﹂と述へ︑業界の当面の見解を説明した︒豪

について協力を要請され︑これに鉱出業界の幽翠から積極的に協力することを無芯と考え︑大手会社

ら嫉脳脱軒口に堕大な閥心を嚇せていたが︑とくに昨年︑日本腺子力紅藍会畿から核熱群の開発確保

え方などについて審議した︒とくに︑樋口委員︵日本鉱菜協会︶は﹁鉱山業界では︑国玉的な封地か

鯖から日本鉱娘協会会議蜜で第三圓小委録会誉開き︑非鉄金網錨山業界のウラン贅源確保に関する考

通産借総倉エネルギー調萱会の原子力部会︵部会長︑松根宗一原産副会心︶は︑八月十六日午離十

翻 早期に海外鉱山開 発 を

F▼

れは異扁な国際幣勢の変化がない

◇核燃 斜 の 入 手 方 法
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一方プルトニウム工揚の方は︑

ービスを受けたりしていた︒

ら︑購入したり︑あるいは転換サ

イテノド・ニュークリア社箸か

アルズ＆イクイプメント社︑ユナ

ービス社︑エユークリア．マテリ

祉︑ニュークリア・フユエル・サ

ーと同じように︑カi・マギー

ランについては他の原子炉メーカ

なお︑ 今 濠 で 岡 独 は ︑ 二 酸 化 ウ

るのはこれが初めてである︒

炉のメー カ ー が こ の 分 野 に 進 出 す

少なくと も 一 ゾ ／ 日 と い う ︒ 原 子

宋やペレ ソ ト に 転 換 す る ︒ 規 模 は

た六弗化 ウ ラ ン を 二 酸 化 ウ ラ ン 粉

新型炉都は以前からプルトニウム

工場の瑚能性について調査を続け
ていた︒調査ではプルトニウム処

実験叢規襖

のものであ

ク︵G逸︶とバブコソク＆ウイル

躍等の寒紅か含獣れているQ

この原型炉には︑研究開発費を

Rはかりでなく︑一二つの駅子力グ

米国のウォルベリン雑の原子炉

ルカqイ生産を拡大

ウォルベリン社がジ

を吸収している︒

壬二翼万ドルをリスクの保証とし

ループのうち少なくとも一つはH 約五薗社にアンケートを送った

研究の居睡と方向を見出すにめ︑

ことになっている︒入札にはAG 弧金によるアイソトープ・放射線

て要求するものと兇られている︒

るかも知れぬと予想されている︒

TGR︵高温ガス冷却炉︶で入札す が︑その回答哲通をもとに纂出し

ウエスチングハウス社︑豪たボイ

業者としてCGE社及びカナダ・受けると︑スイス政府に対し約二

ブラウン・ボベリのこの鋤まはス

含め︑約一偬励を鼓すると考えら
ー・メーカーとしてモントリオ
れており︑ESADAでは政隔ラの

イスの﹁国産原子炉の概念﹂を再

は開発のペースを畢めるものとし

と︑語っている︒問社はスイスの

製造鮨力を拡スしょうとする訊圃

ープはみなH﹃コG盆に非常にカを 人当り年間経費が四一六万がと考

シャル・インシュランス糺からの

は約一千五百刀がで︑プルーデン

により軋められているり予定続蟹

が親会誌のカルメソト轟ヘクラ往

万がにな⇔という︒

えられるので︑含計すると約二千

ウオルペリン社の三三わよぴ醤

触資を予定している︒

入れており建設開始の階期は⁝琿

英でプラズマ︑核融

いる︒例えば同社は他の民問各社

シートン︒カルーの発膳所は︑

ていないが︑今度の拡張凹凹では

果の規模については明らかにされ

コニウム被獲材の舗石を賄いうる

現移する世界暦の軽水炉用ジル

英国ではプラズマ物理と核融禽

うになっているが︑CEGBの計
の研究に︑現在︑年間約一千蓄万

いるという︒

発喪された︒同社はこの分析を用

現実的なものである﹂と銘うって

以内でしかも誤差が〜○パーセン

ト以内の淡水コストと尭電コスト

の試算が行なえると語っており︑

豪た︑二垂圏的炉の建設を謝画し

ている各祉がこの報告書を利用す

れは︑特殊な面的を持って行なう

群しい経済調査の必要があるかど

霞﹁原子力による海水脱塊炉から

の淡水の価格﹂を二⊥二ヵ月後に

公籍する予定であるQ

米薩業界のR一・放

射線研究への支出額

もようである︒

なお︑米国ではサンドビソク・

ルカロイ響製造胴揚を建設叩で︑

ークリア祉が閥買主がをかけてジ

その初年度の生産能力は爾三＋万

議会に提案していたもので︑アン

る霞の発譲を行なったことによ

機が予足されているG

ため︑天然ウラン型の原子炉に興

カでは︑大きなウラン鉱脹がある

トの二倍も濁いというQ南アフリ

新式の原子力発臨の予想準用コス

火力発職のコストは︑設認中の最

アフリカのどの地域でも︑現在の

なるだろうと期待されているQ酌

のような動きを推し進めることに

撮される原子力庁の報告魯は︑こ

について準備を進めており︑今年

閉アフリカでは現在判子圏発羅

子力発電を準備

南アフリカで原

る○ヘン技術福はその主な脂身と

して︑原子力発蹴の研究開発が急

速に発展してわり︑とくに英國で

が得られていること︑豪た︑核融

は隅速増殖炉計画に明るい見通し

となどをあげている︒

ずっと運くなるたろう︑というこ

英国ではカルハム研究筋が国際

協力のもとに核融食の研究を約一

千七葡万がの経費で行ない︑蕊年

前に終了したが︑この翻画が決定

されると︑同研究所は大きな打撃

米のCO社が核燃

を受けることになるQ

事携燭長によれは︑階アフリカで

味を示している︒原子力庁のルー

う︒なお周祉はウラン鉱区を持っ

箏について︑入札回し入れの要請

のアーキテクト・エンジニアの注

速甲性子束巽験籏躍︵FFTF︶

スウエスト研発所は八月九臼︑筒

米AECのパシフィノク・ノー

FFTFで入札

AECの研究所が

は一九七五年である︒

最初の漂子力発電所が運開するの

料生産分野に進出

米国のコンチネンタル・オイル

祇がウランの探鉱︑採鉱︑精練な

った︒これは同祉のA・W・ター

ど核燃料の生産に乗出すことにな

キントン独長が言明したもので︑

同社はこの第一段階として︑中

少なくとも十祉にのほる︒甲し入

央研究勝のL・W・コノホ氏をウ 轡を出したQ要請を受けた会祉は

ラン探鉱の離任者に厳命した︒同

FFT罫は熱嵐刀四十万KWの

れの欝欝は九月十八日︒

マイニング社のウラン探鉱の監督

氏は以前ホワイト・キャニオン・

リノチランドに建設される︒下雛

国の石瘤会社の中では六番罵の売

いても結はれる予矯で︑これの甲

熟料︒桝料試験炉でワシントン州

る︒これはスミソニアン・インス

二千万が︑従業貫蕊千二画人を

上爽顧をあげており︑資産十一億

コンチネンタル︒オイル往は米

ティチュ：ションが暗紅四月︑米

される模醸である︒

し入れ要翻は閥一八週間以内に出

をつとめていたQ

国原子力委員会のアイソトープ・

鳶する︒なお昨無九月︑灘ンソリ

ープ・放射線研究に附する支出は

放射線開発に関する蹴間委鼓会の

デーション・コール歓︵石炭会歓︶

ニアの他に懸子力系統の設副につ

けの契約はアーキテクト・エンジ

依頼により︑民闘麓葉罪での自己

年間二千万がに達する兜込みであ

米国の産業界におけるアイソト

ていない︒

っている︒IAEAではこの報採
告算を繰込んでのことであるとい

うかを決足することができると譲

禽が実用化されるのは概迭炉より

がIAEA︵国際原子力機関︶の

かし︑多くの揚合に︑研究の蛮

を許さぬように抜きん出ている

澄しい力があふれて︑池の追従

業体のそれぞれがもつ特色︑す

ものである︑と這われている︒

博を支出しているが︑今後五年間

ートルブール漿電所と呼はれるよ

現在では近くの町の名をとってハ

の援助で行なっているルーセンス

ることを常に考え︑その逆に実験

炉での懲水炉実験の規襖を論少す

軽水炉の推進を蚤く見ている︒

入札は十月二日豪でに行なわれる

二重目的炉の淡水

れる金ての条件を考慮した︑原子

ために作成した報告跡で︑予想さ

力と火力二種類の発雌・脱塩二重

と発電推定コスト
ロンドンのアブライド・リサー

囹掛減の淡水と発墨の推定コスト

習を宙田にさせて欲しいとの声

必要がある︒それには企業体に

が︑﹁蝦終的なものではないが︑

チ︒アンド・エンジニアリング祉

でに開薙者か歩いて見透しが立

のように思う︒慧剣勝負をする

脇負して貧けぬ研究陣の力が漫

ると︑進む途の方向が尾骨さ

なわち自己の開発した独霞の技

ソニー︒W・ペン技術相が了承す

また薯月中であるが︑CEGBで これは原子力公祉︵A猛A︶が スチール祉とユナイテソド︒ニュ

ハートルブールの敷地については

イギリスの中央羅力庁︵C廻G っているQ動力欝では鄭窃近郷の にわたり年間一〇％ずつ削減する

画では楽年建設開始することにな
入札にHTGRも

シートン・カルーの

合研究支出を削減

位畢くなる兆候がでてきている︒

魯従の研究者は四強癌であり︑一

それによると︑岡部門における

艘的には︑商業規模のHTG ではない︒

れていたが︑最近では三つのグル

Rの建設開始は

九六九年と㌦﹈わ

易グループとは︑原子力の動岡に

隅社は他のスイスの毛蚕会社や貿

る︒

ようとする識論も行なわれてい

る︒

ガス冷却炉開発へ
スイスの蔑間会社ブラウン・ボ

カナトムの第一の湿標は︑外国

亜業界を代表する会社であり︑ド

たもので︑公式に発表されたもの

援助が必蟄としているが︑ESAール・ロコモチプ・ワークス社お

び持ち出すことにはならないが︑

疹加するかどうかにかかってい
て歓迎している三二であるQ

の原子力発電所のコンサルタント

ラゴン型原子炉で発電容騒を大き

および海水脱堀用ジルカロイ響の

社をこのようなグループにまとめ

負聴する用轍もあると論ってい

DA臼身が︑建設資金の大部分を よびバブコソク＆ウィルコソクス

この原型炉の設訓捌究で︑G諸

︒
ESADAの契約は︑この原る型

社に協力しているコモンウェルス

約では入札しないと強干している

炉についてG娼祉が他の電力会挫
と結んでいる契約の純臨を遥かに
・エジソン︑デトロイト・エジソ

が︑これもグループ形成への一つ

CGE社は︑今後タ⁝ンキイ契関し︑かなり異なる見解を持って

超えるものであるが︑鳳型炉の建
ン︑デューク︒パワー︑パシフィ

三蹴力会祉およびサウスウエスト

ソク︒ガス＆エレクトリノクの の理慮になっていうと考えら

設は含表れていない︒建投につい

果︑将来の液体金属増姐炉の亮と

コノクス︵B＆W︶の二社であ ての契約は︑今度の研究開発の成
る︒

る︒

なおWH社の爾工場は︑ピノツ おし︑およびAECがこの計剛に原子力協会は︑EsADAの参加
ボベリ社が独力で
月一グ地域に建設される︒

この他にも︑同社の拡張謝画と

﹁カナトムを組織

ペリ仕は四十万KWの高温ガス冷 B︶がシートン・カルーの地に建

して︑ステンレス︒スチールの炉

却炉︵HTG貧︶の研究関野とそ設を予定している眠気出力認二十

ナトムと呼ばれる新しい涼子力グ

・エンジニアリング︑契約獲得︑

中に終える予定で進めており︑将

くした揚合の可能性の調査を今年

リノク祉は︑ニュ⁝ヨーク州のエ

丑万KWの原子力発躍所に対する は躍められるという罠信をもって

上を投じて︑フロリダ州ペンサコ

れに伴う建設を漣邦政尉からの資

金援助を得ないで独力で行なうと

ループを組割した︒このグループ

でも活動する︒

謝画全体の撰進嬬であるが︑国内

来は﹁適当な﹂価格でスイスの営

￡を市揚に出せるようになろう

のさしあたっての仕堅は︑ア顔繋
GE社が E S A D A と 契
約
ンチンの最初の原子力発電断の契

カナトムは︑カナダの原子力闘

力会社に提供できるようになろう

い湾えであるQ

一カ月以内に︑入札を申し入れた 発蓑した︒また二年後にはHTG

カナタの新原子力クループ

内構迩材生庵のにめ︑一千万が以

ーラに工揚を新設する予定であ
る︒同工場は人員三筆名で︑一九
カナダのモントリオール・エン
ジニアリング祉︑サーベイヤ・ネ

十刀KW︶の研究闘発につき三館 約を獲得しようとしているカナダ

係の輸出を振賊することを薗朗と

と語っている︒

六八年操業開始の予定Q

・ゼネラル・エレクトリンク︵C

したより大きなグループへの一段

ニンガー西チェネバート社は︑カ

黙 震

臨でゐ翼万がの契約を結んだ︒こ

G醤︶社と霞本の日立製作所を応

血増殖原型炉開発で

の研究開発には①燃料アセンブリ

アメリカのゼネラル・エレクト

ンバイヤ・ステイト藍子力聞発

号機の注文を

を行くもので︑

ち︑繍いながらも道が出果たよ

研究は︑そんなに虜田に選へる

い青てられていなければなら

＝一篇噌一冊冊＝＝一＝一：＝＝﹁＝＝剛＝＝＝＝一＝圏＝幽＝＝冊一一＝＝需；凹一需＝訟御＝＝＝＝謄＝＝一＝﹁＝﹇＝＝＝＝二；一τ1

しかし同社は第

階と兇られている︒蜘料成型加工

更にその先を行

うな︑体系づけられかけている

ほど︑たくさんあるものでもな

いわゆる研究者の中には︑す

くものは無い笙

甲にある対象を研究題罵に採り

ぬ︒世界的な荒浪が遠慮なく打

出すことこそ︑本当の研究しが

れ︑次に捉われない翻源工央に

術に基く力で発展しようとする

いると︑いかなる計画でも︑二瞭闇

であるから︑創

ち寄せる良由化の時代になった
ので︑ことさらに︑単に幽きを

皿の研究機関といわず総ての研
究機関にとって︑圏から選択の

行く者を児孫って知成期を切抜

く︑使命を廻って立っている額

手し易く︑翻払出果ももてはや

範囲が限られているように思

けようとするのみでは︑その食

きい︒その場含には︑研究に浴
を晃極めて︑その人の薗田な酒

され言いので︑研究者が魅惑さ

う︒露命が与えられて︑ぜひと

為体は必ず先細りになるであろ

あげ勢い傾岡が露本では特に大

動にまかせ︑その成果を期侍す

れ詠いようである︒しかし︑体

も途を開かねはならぬと迫られ

慧の先にユって指導するのは不

るのがよいので︑その人に影響

系のない領域に研究題型染し

て︑守成期の企業体を貼ること

う︒経説のやりくりを上手にし

する研究者は︑一3本の現状では

いを感ずるものであって︑成果

よって途を作る馬体化︑すなわ

以外に︑拠り所はない︒企業体

⁝企業と研究︵二y

恐らく︑いわゆる研究者禰名の

のあがり初めには心持を得難く

ぢ自田な研究が進められる︒勝

ての頃の罫であって︑今後は企

は地域的な拠り駈があったかつ

うち娘名に過ぎぬであろうが︑

負する研究者にも︑そこに皿派

の指轡春が研究の方陶づけを適

ても︑やがてあがった大成果に

な研究の良田がある︒

驚くようになる︒あたかも︑排
他整理をして収獲を増すくふう

切にすることは澱も大切であっ
よりも︑未開発の出野を開拓す

企業体が初めて作られた疇に

い︒その際︑適材適所の人桝配

て︑それに応じて勝負すること

認をして︑科学技術系の人材で

は︑創慧にあふれた指導があっ

を敢て恐れぬ実力ある研究陣の

る方が穴収種を逐には得るに到

たので︑それなればこそ生れ出

確保が企業体の将釆を決める︒

研究系以外に発展しても︑大き

たのである︒その企業体が活気

英二︶

睡田な研究をと︑いわゆる研

るようにQ
ん︑しかもその数が多いことを

︵宗像

ある活動を砒けるには︑緬えず
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周囲で理解セねはなる藪いQ
曜鴨＝一一■一＝三一

究者がよく求めるのを聞く︒し

く揮び得るように世の中が迎

をたのんで途を開かねはなる豪

他巻抜き嵐ようと意気込み勝負

に役立つであろう︒創意を持ち

は︑飼慧の酒動分野の方向づけ

力を持っているような人の助毒

可能である︒創意を発揮する人

痢悪は纂先き

編＝＝＝＝﹁＝＝＝＝＝：一＝＝＝＝＝一一＝＝＝一＝一冒＝富＝＝＝＝＝＝＝一＝鼎＝＝＝冊＝＝層冊︸＝一一襯＝＝二圏輔＝＝幽＝階二＝二一曽需一一＝

援することであり︑カナトムでは

冷却識辿増殆線型炉︵躍気田力三

し雄罎ゆ冷卸桝の状態のモニター

の機微的設計②燃粧滅荷︑取り出
協会︵ESADA︶とナトリウム

るのは︑ゼネラル・エレクトリン

ニウム燃料製造の樋設を持ってい

原子炉のメーカーで現在プルト

る︒

場は

スポークスマンによれは︑このエ

運転箸に癒点がおかれた︒岡祉の

AECのガス拡散工場で濃縦され理技術︑黙料開発︑漁設の設計と

社の核燃料部が建設するもので︑

二酸化 ウ ラ ン 粉 末 の 工 揚 は ︑ 同

末およびプルトニウム燃耕製造の分野に進出ずることになった︒

アメリカのウェスチング・ハウス︵WH︶社が︑二酸化ウラン粉

@

@ピッツバーグ地域を予定地に

h燃料製 造 に も 進 出

O

WH祉の新型炉部によるもので︑
計雄④予備制御浪礁⑤感気発生技

船
庫黙1

@

英国のウィルファ原子力発詰所︵マグノックス炉59万KW二

伊で四番閉の発電
所建設が本決まり
イタリアでは︑四番目の原子力

を経てこのほどやっと本決まりに

発電所の建設が︑一年の空白期間

なり ︑ 導 尿 電 力 庁 ︵ E N E L ︶ に
より笑猫に移されることになっ
た︒この発電所は竃気出力六十万

祉beS聾

@
遜︶︑完成は一九六九年の予足︒
擁w

鞠

∵

＼

、

磁より質を尊んでその少数の人

・

−七＋五万KWで︑ロンバルジア

るQ

地方に設羅されることとなってい

最も優秀な会社
から入札を受けるとたけし

ENELては
数社

か発表しておらす︑貝体的に会祉

の名が判明するには︑三1四ヵ月

ENELでは一九七五無の原子

を即するかも知れない︒

力発蹴容鼠として三二力KWを謝
画しており︑その二型は︑今度の
発電所に使われる︑型が︑全面的
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に採用されると考えられる︒閥番
圏の発耀所の計画が遅れたのは︑

が行なわれたためと見られる︒

その炉型につき︑特に慎蛋な選択

【l11日一口河川川匡【1
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と題するシンポジウムで

〃

〃

〃

〃

思われる︒
〃

九六七年には一〇〇万庶になると

〃

の鼠閥鰍設に滞在させるという讃

〃

保障の研究の名目で二四〇万ザ

ントロール︑査祭手続︑モニター

術を開発し︑評価する研究と並ん

定︑計騨するためのより印度な技

で︑プルトニウムおよびウランの

越兀W

刀牛

言

わが園の使用済み

内讐は計略四つに分けられて

燃騰再処理施設の建おり︑蒙ず海洋における放射性

一万︑放鮒性民庶の海水甲で

関する塀楠が挙げられており︑

雫

㎞

の挙勤については︑この挙励が食物磁鎖を憩しての住民への内 一
．

摂取にも影響するところが天き態調査等の把握とともにそれか
か
いので︑擁水申における放出廃ら生物の艘縮率の抱握を関運さ︑

薩扶況︑住民の食品と消費の実㎞

なく︑源薦生物の放肘性物質の

核越の希駅弘敬の調鷺の必要性

希釈拡酸に影櫟を与繋るたけで都被曝一擁藍生物の分霜︑生

設を一九七〇年頃に

ひかえ︑それに対処す．Φため原で︑これら廃液の放出される現

角

液の化学形の変化の仕万︑その せる一の調頚と︑羅洋の海 ㎞

子力安全研究協会は︑昨奪原子 地の海況の実態把握︑つ濠り現

力委員会の決定に鎚づき︑再処 地観測の頻度を闘めた溝況︑海

長期計画まとむ

再処理雅安全確保

燭

㌔

昭諏四十六年長での五年間の総

贈

・

以上の調査研究は︑今帰から・

ている︒

砂︑漁網轡の汚染による外那被
一
曝の調食との必要性が述へられ

理施設からの避難性鵬液の海洋 流調査と︑染料による払散実験

二二に伴なう周辺環境の安全確

保のために調査研究の企画︑立

秦︑連絡の調整︑懸果のとり衷

とめ等に当づているが︑先般本

調子研究を遂行する上での長三

子力︑水薩気象等の国立試験研

含研究プロジェクトとして︑原

の相異等の実験が必要となるこ

変化に伴なう海産生物の取込み

とが強調され︑含せて︑それら

等の研究を要求している︒

これと協調して︑これら灘液

二画としての第一次マスタープ

の放出口付近の拡散状況の把

また︑生物学的悶題として額約五癒陽程度を襲するものと

るにも役立つ︒その上︑このよう

要する費用とマンパワーを低減す

の必要醜を最小にし︑安全保障に

る︒このような方法とは︑例えば

よりよい方法を開発する必要があ

法な蔽罵に対する物理的な俣証の

見こまれている︒

私は︑訓舞機︑津軽物理学︑計

は︑廃液の海産父贔への移行に

装等の最近の進歩は︑安全保灘実

㎞
●7

究機闘︑穴学︑地元試験研究機

握︑匹敵鮨刀を増す放出口の形

ランを策定したQこれは︑再処

理施設が建設される濠での期闘

き︑模型葵験を行なう必要があ

析法の開発も示されている︒

に︑調葦研究しておくことの事

物学︑物理学等1ごとに蒙と

ることが示されている︒

状およびそのメカニズム等につ

負極のモニタリングのための分 関等の各分甥の専門研究蒼が鵜
鳩
重して調査を進め︑研究費も総
．伊
・

柄を蕎分野一工学︑化学︑生

めだもの︒

の不破定さは非常に大きいので︑

蕾することがあるQ

大澱の核分身性物質が硬知される

知れない︒なぜなら︑現鉦の測避

九五六年以来AECは︑致全

二四〇万ドルを支出

〃

幽がある︒四つの旛設というの
は︑ニュークリア・フユエル・サ
ービス祉がエユーヨーク州ウエス

工揚︑テネシー州アーウィンの同

トバレーにもっている化学蕩処理
有の物質にも適朋できるようにす
を出費して釆た︒この費目に含藪

組瓢を強化したことである︒AE グにあるニュークリア・マテリア

袋羅︑シール綾置︑分析訓器︑お

ニア州のアポロおよびリーチバー れる研銑は︑インベントリー・コ

轍燃料成形加工工揚︑ペンシルバ

ルズ凸イクイプメント社の燃料成

第無には︑笈全保陳を実施する

Cは安全保安・物質管理墨という

よひ非破壊法による個々の分裂盤
同位体の検出︑確偲︑分析の新方

型加工工燃酬︑ミズーリ州ヘマタノ・

内外の安全保灘と査蟹計画に対し

新しい組蝕を設けたが︑これは鳳
トのユナイテノド︒ニュークリア

一

的にこれを手に入れようとするか

社燃料成型加工工場であるQこれ 法等である︒強聴に煽えて︑安全

一：＝一

も知れない︒国内におけるAEC全面的栗源をもち︑窮務総長の薩

一

う一つの理由は︑米鵬では特殊核

ト一一ウムやウランが施設の間で移

＝﹁曽＝

ることである︒

⑳聞題微
一

このところ︑核拡散防止条約にからんで︑安全保冷査察についてさまざまな議論が交わされ

一

の講演で︑査察の自鋤化等︑興味論い寧柄に触れているので︑その概要をここに紹介しよう︒
＝需一＝

委員会は︑核分裂性物質が︑本日
の目櫻は︑より効果的な国際安全

理塾は︑他のAECの部・室や他るいはプルト一一ウムを取り扱って

動されたり︑原子炉の中で燃焼し

発という面で︑われわれに有益な

保隙に墨池した研究として︑プル

物質の所有および蟹理における数
保障体制に対し︑経験と狡術の面

たりする際に︑それらを分析︑測

り︑調整する濃州となるものであ

経験となるだろう︒結果はアメリ

らの旛設は全て高濃縮ウラン︑あ

の闘的でない圏的に転用されない
府の国劇りが急速に変わりつつあ

的かつ効郵的な安全保陳方法の開

の政鰐機関の中でA温Cの安全保 いる︒この常駐壷察は︑より効果

る︒初代蜜長はデルマー・クロウ

属となる︒この安全保灘・物質管

こと︑および︑このような転眉が

障の政策およびプログラムを作

〃

〃

で霧与することができるような強

〃

カ合衆国および世界全体に役立つ

物理的・化学的な搬出の開発等

ソン将躍が決まっている︒

AECはまた︑規制局長のもとものになるに違いない︒逝当な期

の研究に患二〇万ザを費してい

に核物質安全撮隙意を新設した︒

間︵約一無と考えられる︶実擁し

に対処するため︑最近︑原子力委

この部はAECのライセンス保持た後で︑AECは将来どのようなる︒

使用とか︑みだりに手を酬えるこ

電子陶︑奇士的コードやシールの

研究開発の面でわれわれが現証

者の所論する特殊核物質の安全保

て︑その姫設内で起っていること

な方紘はプラントの運娠者にとっ

措置をとるへきかを決定するた

するいくつかの手段を講じた︒私

れた計袋を含めて︶の改善に遡稽

ことなく紙隅さ九ないように保既 緬を強化する検証方法︵自動化さ
い状況に対処するため︑全く新し

するものとはなりえないからであ

齢面している大きな間知は︑新し

最優に︑A猛Cは︑現在の知職 い技術豪たは︑宵い技術の改良が

っている︒

れらの障壁を幾眞にも使用するこ

とを防止する轡綴などである︒こ

め︑この訓画を謬価することにな

がらを知る上での貴鷺な精報源に

濠す第一に︑AECは特殊核物ECに対し︑安全保離規準の開発

組織ぬの変革として最後に︑A

されるたろうと思う︒このような

なるだろう︒

障を讐摂する︒

る︒われわれがやらねばならぬこ

方法により核燃料中の物質のより

し述へてみたい︒

との⁝つとして︑鳳遡上意味のあ

正確な測定を︑より効率的に︑し

安全保障技術

現在までに開発された安全傑陳

た︒ある面々にとって︑安全傑離

技術は︑効果的に運用されてき

特殊核物簸の物理的な剛胆保障

財欧的な利厳を守ることになる︒

な核物書の安全僚障において醇る

留まらず︑政尉や吐最少が︑窩価

とは︑単に安全保隙膚強化するに
るたけの盤の核物質が塞来の鼠約

ことが可能になるだろうQ窪た︑

かもよりわずらわしくなく行なう

〃

必要であるということである︒従

でない昌的に転用されたかどうか

〃

と︑将来にわたり適切なコントロ

来効果的であった物質管理の方法

を碓認するに十分なだけの正碓さ

〃

ールをするに必要な技術との閥の

できるようになり︑またより広範

は︑特殊該物質がより大量に入手

ランスを確塞9るための技術を改皿た検証方法は︑定規的な現揚査察

をもった核燃料サイクルの物質バ

〃

に関する問題について勧告するた

ギ諏ノブを埋めるのに役立つよう

に分布されるようになると︑完全

ム︑U⁝鵬︑濃縦ウランの民有

〃

質についての国内における政策と

めの核物質安金保隙諮樹委員会の

安全保合技術の研究開発を強化し

に適切なものではありえないかも

鮪四に︑もう﹁つの安全傑障搭

の研究費は二薫万冠だったが︑一

鷹として︑A廻Cの常駐査察官を ている︒一九六六年には安全綴陳

察が翼施されてきた︒国内笈全

が認められるQ本葬はじめAE

綿弓薦・嚢蚕糞薪
についてであるため︑参加者は

に︑放蝦蟹隊薬品︑漂識化禽物

との詣であった︒

摘され︑大いに窩御鏡であった

今豪で見落していた点なども指

の仕票に直粘した問題や︑蓉た

原子力特別研究会同行記
催の特別研究会が︑毎回好評を

いわゆる原子力量きんとちが

認者は︑東海原子力懇談会主

博しているので︑八月十五・十

い︑篤学・薬学・化学部門の人

は︑都含のつく購師はみな参加

さらに夕食をかねた懇親会で

ここは昨年三月にコバルト︑六

〇線源を三千控に取り換えた︒

これは一九六一難に綾填した線

源二千犠が半減したためで︑残

った千葉はガンマールームで局

部照射に使用されている由︒

現在十一人の専属の研究員

研究に取り組んでいるQ

が︑不便な環境に欄せす黙々と

午後からはどの研究会でも行

っている原躍・原研・電導公独

羅気通信研究所を兇引した︒

i・フィルド︶にむかった︒こ は︑JRR︑3で金出刀運転甲

たちで︑参加数も十二名と少な

の建屋に入り翼験孔などのすぐ

かったが︑講師が区分の体験を

側まで行ったことた︒入るとき

アイソトー

こは半径薫凝︑照射装鷹を中心

原研での兇学で特鎌すべき
イソトープ技術に印する事にま

に約○・六展の勾配を持ち︑後

して︑ビールを片手に雑談︑ア

で及ぶ広い話題に花が咲き︑中

は若干の不安もあったが︑甲は

主として謂白し︑参加者も自分

には一腐ぶつ人もあり︑全員が

楽園球覇を円形と考えたら︑約

そのうち特

冾ﾉ開かれた︑同研究会を聴

Aη圓のテーマは

講してみた︒

プ・放射線利用

打ち解けて︑なかなか和やかな

の覇とちがって大変涼しく︑爽

カクラブを午蔚八時出発︒東票

の間から︑照りつける翼夏の太

らしきものが︑古巣と新芽の緑

どみられず︑二︑三︑蓉の花

あんえたようであった︒

には聡門外たが︑大きな感銘を

おり︑今回の特別研究会参加者

涼しく︑また静かで整然として

快な空気のもとで朝食をすませ

しているのが印象的であった︒

陽のもと︑淡い黄色と桃色を示

摩節が悪いのか︑花はほとん

三億の面積を持っている︒

て︑最初の見学先である︑大窟

︵γ・A配︶

の醗林省放購線膏樫揚︵ガンマ

翌十六欝の見学会は東海原子

光貴であった︒

研究会の会場

憲た︑特殊核物質の盗胴や非合

る︒

てるのに侵立つと私は思うのであ

非必要な﹁信頼のふん躍気﹂を育

全保障の柔革を成功させるのに是

れた副装は︑世界的な規樫での安

いQ＝葭にして擬えば︑自動化さ

を減らすのに役立つにちがいな

保障の最用に対する潜在的な難儀

要を少なくすることにより︑安全

は生塵する疏遠や施設に近づく必

査察者が核分裂性物質を使用また

となろう︒自動化された謝袋は︑

國内でも国外でも満足すへきもの

方法により︑安全保陳の実施が︑

う︒将来にはこの敬善された検証

的な改革が益々重要になるだろ

するための研究開発や将来の技術

担のかからぬ安全傑障体制を維持

必要性が増すにつれて︑不当な負

を続け︑それに伴って安全保陣の

いる︒しかし︑原子力蔽業が成長

うことを︑今までの経験は示して

と恐れられる理由は何もないとい

すだろうo

とって非冨に大まな進歩をもたろ

鐵されれは︑世界の平和と寮全に

欝裡に紙製さ3■ぬということが撮

それと同じ程度に核分裂物質が秘

ということが保証されているが︑

でに核兵器が不法に便用されない

れに与えてくれるたφつ︒現蕉す

というしっかりした屯集をわれわ

國的への重量が確笑に穐知される

な保障力法を更に開発すれば鷹麟

核物質の安全垂雪のための物理的

り付ける方法が発明された．特殊

：ル装澱ないしは安全ロノクを取

その紬果撫兵器に特嫁なコントロ

模にしかも非常にう凍く開進され

プログラムは︑一九六一年に大規

兵器研究所が行なった研究閲発の

が成功したことである︒AECの

・リンクスと呼ばれるものの開発

ためのパーミノシブ・アクション

米国の核早口の物理的安全促障の

はNA饗0機構に展聞されている

平和脂的の発展を妨げるだろう の問題に関連して私が思い出すの
蓼隔u鐸りuh︶口 昌Uu8u讐凹u−Hu課口Hu爵リMu寄洲uむ臼り善uHりHu琶Muu雌導薯り弓HリHu蟹縫日むMu口む凶︶一がH
uHuu導鐸りHu嫉u﹁⊂

沁沁の特殊核物質を処理する四つ

大で複艦になってくる︒その理髪

雪転の必要と関連して政府は貞伍

〃

響理を詳細に倹強している︒われ

設立を挙げておく︒

裂性物質が噸切に探知されるよう

である︒

どんな面で博打できるかを検論甲

AECは特殊核議長の安全保灘に

このような検討の一環として︑

虜勤化された延慶などの改醤され

われは︑国蒙の安全のために核分

はここでそれらの猶殿について少

員会は圃内の安全保聖訓画を強化

安全保障に影響する状況の変化

〃

〃

力な安全保隙体制を打ちたてるこ

新しい方法が必蟄となってくるG

グ

ボ

〃

り︑将来は大玉の特殊核物質が私

〃

〃

企桑により秋有されるようになる

〃

〃

とであると思うQ

〃

〃

ことである︒こうした変革の状況

〃

関する特別な論闘パ系ルを設躍し

よって構成されており︑ラルフ・

た︒このパ不ルは政葬車の人々に

F・ラム博士が委貫長をつとめ︑
報告潔が五月に発表された︒その

励皆のうぢのいくつかはすでにA

は検討中である︒

ECによって採用さ33︑他のもの

第二に︑AECは核分裂性物質
の保全のため国内の規捌を修正し

て実零してきた数量コントロール

よれば︑AECが契靭関係を通じ

た︒〜九穴四年に成立した法偉に

動果的な国際安金保陣への鍔力と

の一つは︑原子力発躍の急激な成

けるライセンス保持暫の責任につ

Cは特殊核物質の管理と翫騒にお

いての規制を改正したQそれは一

ある醗間企業の尊厳を十分認識す

が戦賂的に大きな価値を有してい

るものである︒しかし特殊核物質

ある︒斜脚によれは︑一九八0年

核物質についてライセンス保持者

着にして訴えは︑政府所指の特殊

一〇万メガワソト︒臼以上の蹴力 るかも知れないし︑犯罪的な分子

に謀されてきたある挫の計鰍につ

るため︑ヤミ布場の間題が発生す

がこれを手に入れようとはかるか

豪でには︑この地球上で一日遇り

長が︑全誤謬のプルトニウム生産

︸九四七年以来二千回以上の査 の対象にはいらないプルトニウ

密接に関運している︒米国内でほ

は︑現在その国際保障皇師をIA 型国内の賓金傑随翫画は︑より

鶏Aに移讐しつつあるQ
原子力の平和利用が発展するに

変化した状況に対応

から︑醐際的あるいは国内的なレ

〃

ベルでの安全保障訓翻を強化する

てきた︒

〃

とを︑ここに強調しておく︒
〃

二九力国で査察を

置のもとにおいている︒米麟 で

て︑五〇以上の施設を安全保障拙

子力機関でも︑二三皇国にお い

上の査察を翼施している︒図際原

は︑加盟六二國の間で六五〇回以

くの逃察を行なった︒ユーラトム

は︑国外二九力国で︑七〇〇園近

一九五八年以来︑原子力委貴会

〃

助によるところが大きいというこ

両院合同原子力委貝会の啓発と援

私は︑AECの安全保障の謝画は

いての交渉にも反映されている︒

灘や︑最近の核払散防止条約につ

と璽裳性は︑三際原子力機関の感

ところである︒また︑この緊急性

により︑くり返し強調されてきた

大統領や︑行政︑司法関係の要入

題の繁急性と置要性は︑これ豪で︑

本的な政策であった︒安全保障閤

は︑国の内外を闘わず︑米圏の晶

め安全保障措躍を麺用するこ と

特殊核物質の箪騨転朋防止のだ

ための技術的な研究・開発を進め

するより効果的な方法を見幽だす

にすれば何十個にも絹嶺する︒も

@

なされた揚禽︑これを確実に検知

ここ何年かにわたって︑原子力

嶋二一＝＝＝一一二＝嘗＝

一

研究所で行った購澱の配録が届いた︒これは

ている︒最近米国の原子力委異会より︑シーボーグ委倒懸がこの問題についてアルゴンヌ国立

@

醗に愛鷹するプルトユウムが生産

一ハ

力

原

@

還の大闘な増加を促進するからで

つれて︑安全保隙の闇題は益々憲
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されるようになる︒これは核兵器
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餐甕

では︸五×一五程激︶︑たいてい

いるσ

術提携して︑いち早くこの分野に

大阪学部付履病院に納入予足︒

月宥森県立中央晒院︑明無三月阪

立病院︑幟晶県立鷹大病院︑なお九

術を塾礎に︑昭和三十八隼に5M

加速讐を納入してきたが︑この技

大︑東大︑三愛難機等に数多くの

んでいる︒

と製作︑販売颪での協力関係を結

象芝鷹気は︑医用機器分野では

ェヤーを分かっているが︑その蟷

ベータートロンで局津製作駈とシ

をもつレー門ダー用マグ不ト冒ン

芝のリニアノクは世界鯖一の実績

リニァノクの開発に面呈した︒東

野の技術を墓に︑二年削から医用

広い原子力︑エレクト嶽ニクス分

ライナノクLASIMを完成し

一カ所から受注製作中である︒

棄芝電気

がんセンターに輸入組み立ての第

十ラド︵距離︸鱗︶︑熊颪臨径二

油化に納入︶次いで純国産医療用

六瓢eV︵コバルトニ万キュYl一型︶を完成︵鍛近同型を三要

eVの工業用ライナソク︵LAS
NELAC一一〇〇六型は出力

薩出し︑昭和三十八年六月︑国立

一号機を納入した︒次いで昭和四
や年九月には︑愛知がんセンター

型を納入︑今日までに同型八機を

に自社製のNELAC1一〇に
〇梱
六当︶︑X線線磁身分三酉五

ンターに納入︑その後国立金沢病

︑腿銃︑照射野三〇X二七拶折︑一二 て︑昭和四十一年四月醒知がんセ

トロン︑加速管はバリアン社か6 院︑冨城県立成人病センターにも

六〇度鳳砥ガントリ型で︑マダネ

て︶愛蠣県文がんセンター︑慶応

で約五千五百万円Q

輸入している︒価恪は標鵡タイプ

騙立がんセンター︵輸入組み立

次の通り納入している︒

病院︑国立札幌病院︑圓立松田病

納入した︒現蕉ある大学柄跣ほか

院︑天野よろず讃談部︑最古晶網
︐︵戦纏藁．馨灘繍

二〇町溜︑

回紙照射16よび一瓢六〇度以下任慧

ニボ屑︑照射勤三〇×

ひと康わり大きく︑X線照射に加

で︑出力もヤ三MeVと他社より

と︑工業贋で多くの経験をもつ加
なお日本躍気はこのほか三〇M LAS−M型は出力6MeV︑
速瞥のよに積み上げらUれたもの
eVのMELAC1四Ω二線
〇鹿型
沼を
三分四〇〇ラド︑焦点甑揺
開発して︑広働穴学陳爆放射能医
学研究所に四十一二年展朱納入する

射に陶く設耽がほどこされぞい

えて＋から＋二MeVの鵬学線照

第一男機は本年久留米大学に納

る︒

入されたが︑その後数台以上の一

のリニアノクと同等程度とし︑輸

模撫であり︑国内価格は六MeV

目︵ないしは引き禽い︶を受けた
グネトロンのみ輸入で︑価格はほ

技徳の特許が申請された模搬Qマ

できるところに特徴があり︑この

下げ︑扉分国穏一千ラドの照射が

た本妓躍は電子線照鮒の論難率を

の角
が︑現在ではNELAC︑一〇
Q度での振子照射ができる︒家
六型による聡子線照射に開発の努
力を集申している︒

三菱重工

なお三蟄雷工は従来から医療機

ほ日庫電気のものと同じ︒

三二愈工業︵名古屋航窒機製作
所︶は︑昭和三ヤ四年ごろより︑

︵ヤ鯨eV︶を始めとして︑東北 一械に多大の実維をもつ島津製作所 である︒

出にも努力をはらう力釧のよう

東大核研のシンクロトロン入射用

については八月三十一日の第一面

多一多多多グ多多！多グ多⁝

原子力勝鷺断の冷

曝書が尾鷺火力で試験的にハマ

たないようた︒わが鷹では中部

の虫V最近は乱獲からか魚族は

チを飼っているが︑成績は良妊

減る一方と聞くが︑もし原子力

は︑PRにもなり立地問題解決

発電所がこんな方颪にも役立て

がイギリスでは︑叢近ようやく

豊富な原子力コード
T・・R猷…酬・・S・一2・GAM−L ZU・・凱 齢（98臨、8ビ．D。肇

、

皆様の計算センター・・てこ利肝さい

9

日本躍気は米国バリアン祉と技

日本電気

ることに開発の題燕が向けられて

射にも十分利用できるよう改良す

クはX写照附とともに︑蟷子線照

鵠塩竃諺嚢霧海彰

国産化で低コストに
コバルト60に比べ優れた性能
㌔

最近における医用リニアノクの増加はめざましく︑とくにこの⁝年︑その傾圓は顕署た︒これは高

性脂の医閉リニアノクが国塵されコストダウンがはかられたため︑従来超蒸器X線源として轡ら使用
されていたコバルト六〇に代って︑大答騰線源としてこれが用いられ始めたからである︒米国バリア

ン社と提携して︑昭和三十八年目この分野に進出した日本囎気に次いで︑ゑ菱鎗工業︑東懲芝浦二三

羅をなるへく少なくして内部に大
の一部か⁝農に照射できるので治

けねばならない︒超轟圧X線︵コ 醸経二気配と小さく︑半経がほと

が︑とくにリニァノクのX線には 漏窺糠から℃れる︒償明瞭な内臓

聰ーーAY︵ーー

同日は︑①JMT鼠の運営体会禽で論議されることとなった︒

日︑除塵第︸会三野で開かれた︒

制︑②JM

JMTR作業グ
ループが会合

価︑㊨凝金体系などについてさら

1R利用による経済藷
日本訓言力魔睡会識の材料試験

熱撚雛
経語評価︑②JMTR運働休制に

に煮つめ︑①JMTR閥用による

ついてのヶプ・グループの設雛を

蝉利用想訣会︵婁一調・平壕π俊
氏疑佳友原子刀︶のワーキング・

決めた︒さらにμ休的な検討項日

開催時期はぶ隼十一月二十珊お

よび二十︷R︑場断は経三二会
裁︑ディレクター二名︑技術唐門

館︑鷲加者はAECLのグレイ紛の上からも一石二島た▽ところ

このための研號が進んで︑今年

ひ

家二〜無名︑臼本醐は原子力委員

が放たれた︒凝果は︑何

一月︑冷却水にドーバーの

と三〜四年ものと同じ位に憲威

らめ

科技炉原子力周幹部︑原研押事艮

押專長である︒岡会議は臼本側と

および動力炉・汐鰍料開発事一団

で立派に衛揚に出せると懸気つ

いている︒Wこんなわけで今年

長ずることが物明︑一年の遮殖

たもので︑議馳としては両団にお

ン尿子力発電所の冷却水へ四万

は判ず手始めに︑ハンタースト

しては十月⁝田に発足する動力炉

ダ新型重水炉の開発状況︑R本の

日紺ロイター通信︶︒V一方︑建

尾が放流されたという︵八月八

ける掠子力開発の進捗状況︑カナ

新長期計画の概要︑ならびに動力

も︑湾内で継走の幻象が冬潟に

設中の藁履敦賀発電所の辺りで

炉・核蝿料開発事業朋の爵画︑陶
図の核燃料政簸︑ならびに核燃料

原需

B納D．など

OPR薮U∈（LP），PERT（Tl納E／COST），

がそ瓦それ医用リニアノクの霞祉開発を終え︑本恪的な生産体制に入った︒今後わが国においては︑

現蕉わが矧 に は ︑ 千 キ ュ 夢 − 以

細溌の照射ができることが必要

医用リエァノクの潜及がいよいよ促進されるものと見ら汽ている︒

上の大型コバ ル ト 六 〇 門 田 装 趾 が

んど解消されたので︑不必要に穏

療効果がよい︒④放射線の焦点が

那以外を癌めない︒⑤電気的にス

で︑謹た骨に短する影鱗を極力さ

コバルトにまじって医療用に加運
バルト︑リニアノクの放射線︶で

イノチするので︑医帥や従業貝を

落二十七台設 諏 さ れ て い る ︒ こ の

器が硬用され 始 め た の は 昭 和 三 十

での照射を増大する胴飼を荷する

は︑ビルドアノブと呼ばれる内部

次のごときすぐれた特質がある︒

︵主として褒爾照射︶に威力を発揮

五年からで︑轟初は晶出線照射

するベータトロンが中心たった︒

嚢灘灘

グループ︵童費︑新附正治氏匡住

同月二十四日まで︑田所は除研東

たが︑本真的に姻めた認しはま

友漂子力︶の初会合が八月十八

究について検話するもので︑IA 以後は︑双みの都合で延期されて

EAに会議開催の招聴を行ないI いたが今秋東京で開催する事に曲

平山達︵昭和電工︶︑伊
藤盤邦︵旭硝子︶︑柿本弘︵佳友

AEAから受諾回讐があり決定し見の一致をみ︑同日の決定となっ

婁鼠

電工︶︑関口米蔵︵三変化成︶︑宵

たもの︒

化学︶︑寄田濾美︵斎河電工︶︑

︵切戸︶︑インドネシブ︑轡麟︑

海研究所︑参無漏は日本︑中国
蔵昇夫︵倉レ︶︑南雲正︵旭化

ら︑同製謎に寄与する専門象とし
て︑オーストラリア︑フランス︑

ドイツ︑臼本︑英国︑米麟︑ソ連
などからの出隅が予定されており

名となっている︒

人員は日本から二十名︑外国三十

いま一つは日加原子力技術会

¥七年︶以来角襟交互に聞か および甲水の鮒給二塁︑将来の協

議で︑これは第一回︵オタワ︒

・移蝿料聞発肇業団と時期を合せ

ンドの十ケ田︑さらにIAEAか

ヴェトナム︑オーストラリア︑イ

たもの︒

田微郎︵住友七学︶︑下島光︵日

和︑話術嶺盃成︑即発体制︑資

︵東洋紡︶︑古岡辻郎︵東レ︶︑窒

今村弘︵箏部南面︶︑小林蕊男

開霰時期は本年十月十九口から

田本原子力産業塾講の〃アイソ

煎に立っての謎論が行なわれた︒

金︑瞥歎鞍及対策など総禽的な観

本原子力弓庭︶︑相根典男︵積水

︵婁嶽長・辮藤辰雄

藪た同日︑韓婁食が設置され︑

成︶︑団野皓文︵原研︶︑小林呂

別懇談会

氏︑昭和躍工︶は十六臼︑東京凋

懇談会の後︑初会禽を開き︑検詞

敏︵原研︶︒

パキスタン︑フィリピン︑タイ︑

トープ・放磁線利贋に関する業種

原産アイソトープ懇談会

開発上の課題摘出

多い︒したがって現在︑リニアノ

要はないが︑設罎をはばむ揚合も

コバルトのように線融取唄えの必

シアルコストが二⊥二面も筒く︑

ルト六〇照射綾瞭に比へるとイニ

しかし反慮︑リニアノクはコバ

①大出力が得られ︵6NeVの
きる︑などである︒

海千撮影ができ︑紗断にも利用で

昨奪七月の調 査 で は ︑ 東 芝 電 気 と
園丁製作所がいぢ軍く国産したヘ
出力でコバルト六〇絢ゴ万キ誌リ

ーに相当︶譲た線載率が高いの

ータトロンが 急 速 に 曽 及 し て 十 五
墨が設澱されていたが︑現筏では
で︑三分四〇〇一万○○ラド︵コ

バルトのゴ倍︶が得られるQ②従

約二十星が稼引している︒

当時わずか 園 田 だ っ た リ ニ ア ノ

済み︑設舖の回転巡が瑚く︑照射

って一回の照射鋳間は一⁝二分で

前詑三社の受注残を加えると約ニ
中詞じ姿勢を保つ恕占の難覇を十

クはこの一年間に十四基にふえ︑

や基となる︒

津

搖M︐
領
．〜／轡

楽町の電力懇語会会議塾で岡会含

項目︑スケシ議ールなどについて

山．疋︑僻心益邦︑柿本弘︑下局光︑

なお幹事会委員は次の通り︒平
氏名︑所詮は次の瀬り︒

小林義男︒

原子力委が今秋開催を決定

二つの国際会議を

欝裏斎藤駁雄

銃口を行なった︒詞響談会委員の

を多いた︒

薫ず︑二重自暴琵が﹁わが国の
アイソトープ・放射繰口授は︑碁

たが︑先遜国なみの開発耕用を図

礎的分野から実用面へ発展してき

このような鋳期に血染種の間に山

るには強力な施策が必要である︒

積する開発利用上の表題点を摘出

原子力覆欝会は八月d七日の定 よび極東における猪子炉センター
から︑科与讃が﹁盤に会し︑研究

し︑員体的鰐薄紫の換剖を行なう

例婁獄会で二つの国形会議を開く

は仮死状態に落ち入るので︑論

ことは︑きわめて慧混深い︒﹂

力関掻のあり方などが用悪されて

に関係する実験野宮︑同地域にお

れ︑臓本ーカナダ柵互の理解︑協

ことを決熱した〇

鉱水で躍殖できたらという踊が

と述へ︑引き続いて岡懇談会の日

おり︑さらに酬かい恋については

・︒

力開係の翻持・陶上に多大の効果

あるとか・

をめげて牽た︒しかし第四回会議

纃嘯ｿ禽携る︒

研兜炉を用いての物躍・化学の研

その他応用コード

株式会
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機
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NECの医用りニアック

稗

へ

瀞

魯

国立金沢病院の三菱雛製リ歳アック
一つはIAEAの研究炉利用尋
ける研究謝幽︑技術悶題︑巾小型
門撰会議で︑これは東南アジアお

㎜今

勤方針などで薗由討翻した︒放射
謙障笹防慮紘など関漣紘規馴の緩
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斗
新
この八月 二 十 七 日 で ︑ 日 本 に 最

私のほかに︑朝田︑毎β︑共同︑

が︑﹁砂山の砂をゆびで掘ったら

役に立たない︒そこで臨時に︑炉

筆者の横顔

昭和三十二年八

河上英瓢一︶幾は︑

月二十七日置J

RR−1が初
めて猷子の火を
ともしたころ︑

すでに新進作蟹として名を馳せ
ていた菊村到茂の籔になったも
のたった︒

受

あれから十露︑ここに中書作

u調光

家三好徹氏がご執筆下さったこ

鎌者の署作﹁黎明の時一

誠売新聞国者と
して水戸支局に
在り︑田夜この取材に蜘ってわ

弔鐘﹂﹁海の沈黙﹂

衡﹂﹁死んだ時代﹂

たが︑第一摺原子炉の臨界を

られた︒
節﹂

︷風は故郷に向う﹂

記念して︑翌日の第一薩を飾っ

その日は︑朝から強烈な陽光が

スピーカーからひびいたQ私たち

﹁臨界に逆しました﹂という声が

年男五時二＋七分︑神原博土の

繕かった︒豆っているだけで︑汗

成功するのがあたり燃え︑とい

った︒

の間から︑ごく闇然に掴手が趨こ

はじけるように照り輝き︑じつに

が全身に吹ま出してきんQ炉箆は

が︑私たちのいるバラノクの物麗

ある︒そのときは︑もし臨界にな

えるのは︑十鰯たっているからで

空気調竪装躍がはたらいていた

人いまれでじつに滲めな状態であ

小屋は窟もなく︑そのよタバコと

平をいわなかったα凄きな意味を

あるいは科学的な慧味は︑問題に

の数も多くなり︑一唇炉の研究的

が掘いていた︒談た︑現在は噛炉

ったQしかし︑私たちは継して不 らなかったらという不安をたれも

もった宝玉が刻々と迫りつつある

ならぬほど小さいかもしれない︒

という自象や︑その瞬闘に立ち会

えるという豫識で︑ひどい8し撮

だが︑それも十年たっているから

1のもつ灘史晦な惣味は︑他のい

である︒あのらっぼけなJRR︶

さに諭えていたのかもしれない︒

さて話法は意図にわけて行なわ

ろう︒それは日本の原子力開発史

な岡題で解決をせ票られている

国6

新高

＼

︑

︑

スペシヂル化粧品

SPE（⊃IAL

鯵資生堂

ノ＿／i削ノ臼DO

れた︒ダ食に一疇聞︑午朗零隠に

どぶっとおしの作莱たった︒

ことが数多くあるが︑ζれらの

こ吏×￠

の遺腫﹂など︒

もな割けてはいられなかった︒鍵

思い繊はなしはこれく6いにす

の象徴なのた︒

膨

働一P9閣

国

QΦ冠巳ゆ雛

︾O︷ドく飾け一〇﹈P

≦H叶〆

気汚染の規漠に応じて十分対鎌

度禽をしらへるにめ︑フィルタ

︐二

ノ

しい美容法に基いた
級品20種のグループ

／．／

た特別詑撫は︑残念ながら暴騰

かかざるを得ない状況に追いこま

午覇四蟹一十分︑最後の注入が

一時闘の休思があったが︑ほとん かなる大難力の炉よりも天きいだ

がいた︒他社の人数も同じような

賞をもらったはかりの菊村到さん

終ったQ地よは衷た漆黒の闘にと

るが︑私が東海村を最後に訪れた

れにといってもよい︒私は漉いた︒

ざされていた︒しかしドレンタン

のは︑昭和説十七年購った︒たか

筋に怠けものたったことが結果的

には幸いして︑この穴切なとき

らその後の変貌ぶりを照らないQ

いかに力を入れていたかが︑わか
っていただけるたろう︒

クに充たされたウラン水浴液の容

hOり

蔓ω笏

O昌NN一十六軽

国の﹁セントリピュタ﹂以上に

を講じているのに態心したQ

を数個の瀞履にストリノブする

ると考えるQたとえばこれらの

研究をもっと撫進ずる必要があ

宮永一郎﹁︶

二一︐垂一

ノ

ノ

ものだった︒これで︑各祉とも︑

原研がわもそのころにはスタソ

量がゼロに近づいたころ︑東の空

かめ︑ついでに︑松林のなかで畳

機会があればそれをこの眼でたし

︵どうも翻慢

がかすかに白んできた︒たれかが

つぎつぎに拾えたQ

に轟ユースバリュウのある械闘を

話めいて甲訳ないが︑醤論にはつ

っかけで私たちはバラソクを出た

﹁夜があけるそしといったのがき

フを充異していて︑い蒙田立の甲
研にいる神原博士を釜畏に︑締原

さて︑注入は朝の九蒔からはじ

きものである︒ご容赦願いたい︶

瓢

蔑をしたいと支えているQ

人疲師の摺導で璽験にとりくん

室燥代理や他の研探鍛把ちが︑外

7
懲じられたことはなかった︒灰邑

藁が︑このときほど異感をもって

原子刀時代の夜明け︑という盃

れそうにということで︑夜を徹し

たったが︑このぶんなら一気にや

だQ仕よげともいうべき磯纐ウラ まったQ最初は二臼にわける予定
ン注入礒の八月二十六日には︑御

京つかに錆びたジャックナイフ． 心苗の物資羅揚が転用されたが︑

大の安川第五郎氏をはじめ︑駒

いばらぎ各薪聞の舘巻が︑やは

これも大同小異であったQ止むを

％

得す︑各祉とも民家を滑りて︑そ

の原子炉建屋の︑のっぺらぼうな

︵Q

ピ一け冒柄φ貫

初の原子の灯がともってから︑
が︑妙に実感的で︑謹承を離れた

て行なうことになった︒カメラマ

壁︑臼っほい砂の道︑かすかに松

ﾕ㊤0

謬二μ葺

が墨てきたぜしという歌の文句

形︑薩心根博士らがのりこんでき

ンは︑観覧者コースの窓に陣取

てが︑かってない鮮かさで私の眼

籟をひびかす松の緑︑それらの全

三冠OσQ弓鋤ヨ

れぞれ妬心の更局を開設した︒

た︒菓海村は睡史はじ漢って以釆

り︑私たちは︑コントロール饗に

OOOヨ℃幽幽①彗

訊売についていえは︑記者三

の︑ひっくりかえるような騒ぎに

り︑馬田のように訪れκ︒私は︑

口ずさんだ︒

寂しさも手低って︑よくこの歌レ僧

入︑カメラマンニ人・無艦係二

今後有力な馬足器となるであろ

にやきつけられた︒

説︑地気汚染の特性としその制

う︒空気湾染の陰間的・時間陶

りとりで︑進捗状況を醤断した︒

取付けたマイクから流れてくるや

ム︑プルトニウムなどによる璽

リング技術と特殊な閥題︑特驚

御︑サンプリング技術︑サンプ

めには︑汚染形成の機構︑生体

が︑空気汚染コントロールのた

一﹂髪︑﹂

135判︑ 一九六七年出版︶

気汚染が︑原子力開発に遺要な

繊するための英国の方法が注国

分布に対して汚染の局焼性を検

力法がフランス

内でのこれらの撃茎など棊礎的

内への摂取・沈君の機構︑生体

から発表され

フィルタ中への粒子の侵入の

最後のパ不ルでも撒摘された
保健物理腰間題を葱激している

の叙射乾臨橦評価のための測定

このシンポジウムで各国とも

の感想とまとめがあった︒

された︒

器︑特殊な聞題で︑最後に各個
ノションの座髭と米国のコーン

るQ

理財論文はパ十九︑そのうち

折柄︑時宜を得たものといえ

5ーー二重重
孝 多雪宝垂一多5⁝手妻

その時朋になると︑さすがに仏

なった︒

W︶︐︐多︐二〜多多一多二

人たった︒記看のなかには︑芥川

人︑これに運娠手二人を加えて九

満十無を迎 え る と い う ︒ 原 子 力 腸
発の初捌に 関 係 し た 人 々 に と っ て
は︑感慨を 禁 じ 褥 な い だ ろ う ︒ じ
しかし︑私を除く他の四人はき
わめて熱心な配省だった︒原子力
のことなら︑箸がころんでもニュ

ースになるという時代だったか
ら︑かれらのうちのだれかがモノ
する記箏が︑新聞に鑛つた︒それも

薩憲懸
﹁原子力操業における脚気汚
染尊爵のための測滝野と致術﹂
に関丁・⇔シンポジウムが去る七

の論文が九つのセノシコンに分

発衷を搬回したが︑極めて多野

月三日から五日間エAEA本部例によってソ連が二2二の論文 氏を交えてパネルが行われ会議
体内被曝モニタリングに関

で開かれた︒

して︑旗射線測定技術や測定器

n歯類測娠欝賛
の研究発表会は従來わりあい頻

生器の発喪がなかったのは残念

研究のため必要な空気汚染の発

はじめに述へたように︑空眠

であった︒

た︒まだ︑サン

での粒子の沈讃を馳力と拡敵に

プリング配曹内

それぞれに︑極めて爽鋼に電気

よるものに分け︑それぞれの陀

ニタリングの麺礎となる呼気汚

繁に行なわれたが︑体四丁腿モ

けて発表された︒谷国の論文数

管長︑配雛径︑流澱などの脚数

多

︑

㍉ ㌧

︑
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︑

1，000円から！，800Fヨまで

︑

、
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編
産
つをいうと私もその一入であっ
て︑あれか ら 十 年 も た っ た か と 愚
うと︑い票 さ ら に 歳 月 の 流 れ の は

そのころ ︑ 私 は 読 売 新 聞 の 記 者

やさを想うのである︒

として︑置 田 の よ う に ︑ 水 戸 か ら
東海秘へ通 っ て い た ︒ 東 海 樽 は 豪

で大まく扱われるのである︒矩竃

三段とか四段とか︑派手な児出し

に水がもれても﹁配置炉工事に事

ろん︑それは事故というほどのも

故偏といったふうに載った︒もち

のではない︒いかなる工購にもつ

活争の戒力はすさまじく︑こうし

きまとう小さな支磁である︒が︑

た望潮が載ると︑馬身の岡禽わせ

した︒

が︑原子力局や逸興本部から殺到

染叢書のみを対象としたシンポ

していることがわかった︒

汚染コントロールの闘題を追求

汚染の問題は一般工業にむしろ

は米十一︑英五︑仏十七︑独

礪と保健物理との協力を緊密に

古くからあり︑この方面の研究

五︑ソ趣五︑印四︑加二︑傍

で求める理論的研究や︑実験が

シウムは初めてではないかと思

詳しい内容は紙面の闘係で別

う︒これは無痛線闘係以外の一

編ずっ

二︑日二︑その他は各

︵原研

することも大いに穴切ではなか

随気汚染評価には膨大なモニタ

価や︑米国Y12のウランによる ろうか？

その他カナダのトリチウム評
したい︒大流嵐率の空気汚染粒

としては次のような事項を特筆

子サイズ・スペクトロメータが

の機会にゆずるが︑曲者の印象

暫もこれに鐵例していたと思わ

いてはは︑いつもの比率で︑参加

れるが︑会揚は満員になる盗

というぐあいで︑仏の十七を除

米魍から発表された︒

般工莱をもふくめると︑例えば
﹁空気浄化金議偏という膨穴な

ているように放射線に特有の問

話玉

︻投輪歓迎千五強字以内︼

題ではないからという織田もあ

多妻⁝彰︵−一垂多一多妻一 妻 一重〜 多妻〜﹂多多玉 垂 一多多多玉 募
宝

リング系が採用されており︑壁

米国から発表された︒これは士

でユ

会・各セノションの内容は概

会舎がアメリカで隔無に行われ

Q。

ろうが︑最近︑沃度︑トリチウ

二

力

原
だひらけて い な く て ︑ 果 て し な く
ひろがる松 林 の 一 角 が ︑ バ リ カ ン
で刈ったように切りひらかれてい

るにすぎな か っ た ︒ 原 研 の 建 物 と
いえば︑フ ァ ン デ グ ラ ⁝ フ の 研 究

錬と来完成のJRR−1職歴 が あ
職務整が工 橡 あ る き り で ︑ 象 瓢 本

るだけだったQあとはバラノクの

へ

癖の建設に従灘していた原研が

㎝凶鵬凶㎜凶㎜凶㎜凶…レ酬凶…1凶…凶…凶㎜囲

︑多委玉多髪玉多募で工多多一

舞舞

@@
@〜

@

層

社から﹁調 子 力 担 当 ﹂ と い う こ と

へきたという気がした︒

で転勤して慧た私は︑謹さに

き地

村役場が ︑ 阿 漕 ケ 浦 の ほ と り に

わの主盟スタソフは︑平田︑松本︑

庄司︑御頭の四人だったが︑か
れらが頭をなやましたのは︑本物
の事故よりも︑こうした活字の上

な松本氏は︑犬と記省は炉室に入

一杯のコ老1で二︑無隠闘ねはの事故だったかもしれない︒短気
り︑それに飽きると︑建設作業を
のぞいたり松林のなかで欝嚢した

私もその櫨の﹁ニェース﹂を知

て︑物議をかもした︒

るべからず︑という紙を貼り出し

ラな造りで ︑ そ こ で 飲 濠 せ る コ ー

フ﹂という歌緩雌が流行していた

りしだ︒そのこる﹁籍び陀ナイ

た︒

一州輔レ凶、…凶㎜し旧

w

凶w購凶

レ｛

嚇、ず犠…、一…レy・、

あって︑三 坪 く ら い の 部 屋 が 詔 者

窒にあてら れ て い た ︒ 木 の ベ ン チ

に四角いテーブルがあるきりで︑

ベンチに 腰 を 下 ろ す と ︑ ズ ボ ン に

砂埃りがへ っ た り 付 籍 し た ︒ バ ス

その瞬間にも立ち会う
「

ヒーが︑敵一の都会的な香りだっ

鯵の前にあ る 食 堂 が 比 較 的 ハ イ カ

へ き地で原子ラリ記者1
＿
＿＿＿＿＿＿一
＿一 一＿＿＿＿一1

（6）

第397号
開綿糧郵便物認山

子

昭和42年8月25日

、

一

