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専門部会設置を熟案
の急蕊な技術的進歩を毘込んで

設置許可基準の作成めざし
原子力軽愚会の原子炉施設安傘悶題懇談会︵座長・山田太三郎源子ヵ委員︶は︑八月二十二日︑そ
も︑これに十分対処で壼る安全幽

会に答申したQこの検討は︑ますます増大する躍力各祉の軽水発蹴炉甦

の報倍際をとり濠とめて擾
査の星礎的騎馬の策驚が可能とな

れる軽水炉について︑現蟻集で

めに︑当分発羅炉の主流と湾えら

能率向上と串舗蕎の安全設計のた

ってきた︒そこで安全審蒼業務の

設に対し︑安全審査の鼠離化︑効率化のための強い要請があり︑その第一藩主として行なわれたも
の︒報告欝は指郵作成のための各櫨問題覆解析し︑款らに検酎を深めるため﹁原子炉蜜金茎駆石門部

可のための一般設謝指針案L誤謬
同懇談会の蝦管轡は︑軽水炉な

の安全審沓経験や︑米国康子力
委員会が発表した﹁原子力発躍所

▽薪型動力炉に関する安全魔羅

についでの検酎が必要︒

について①筒型増殖館︑新型転

現段階で軽水炉と同程慶の羅査指

換炉はまだ覇発途上にあるので︑

針を設定するのは好凍しくない︒
しかし摺針のあり方について検討
を始めておくのは︑この検財で得
る知識が︑それぞれの階点での安
全窟査で有効なものと憩われる︒
②﹁原子炉立地欝査指針﹂はウラ
ン炉だけに適朋される︒しかし新
型勤力炉がいよいよ建設段階を迎

えようとしている現在︑プルト

八月＋四日の塞

福井県訟会は

認むことになったもの︒

発電地域薮興撚︵反駄︶の制定を

て︑次の四煎を骨子とする原子力

①原子力発磁所などを設躍する

会議で︑原子力

掲合の解可に際し︑知窮の慧発を

踊躍所の設羅に
関する線子力発

珊くこと︒

③翻が実施する源子力発羅の安

電認発地野臥興

全性確認状況を︑地方灘治体へ逮

蔽︵仮称︶の制
定と聡達質業に

絡︑公開すること︒

関連窮榮および防災体制の確立に

細原子力発畿所周辺の環境塾備

対する特別財政

艶する﹁原子力

隅率補助︑起贋︑利子補給などの

関する二輪羅絹の蟹備について︑

描鷹の翼施を要

助成に関する慈

撒など︑薪型動力炉のための指剣

となる︑プルトニウムのめやす線

現行法では岩子力旛設の設躍およ

等について一切の費任があるが︑

健廉および福祉の傑持︑織域關発

地方自治体は地域佐民の安全︑

にもとづいて科学技術庁︑通産

④原子力発誤答の送電端におけ

特別の財制搭麗を講ずること︒

安全確保と地域

見轡﹂を採択し

の畢期検討の実施が必要︒③新型

れた︒

省︑溝治省など関係窟庁へ握出さ

のための気象手引き﹂は︑施設設

地審査捲劃﹂︑﹁漂子炉安全強電

原子力委員会が決めた﹁原子炉立

査掴剣鍛定の検討が必要︒②概に

婁員会に﹁漂子炉安全碁灘斑門部

る調査二乗が必要であり︑原子力

を反映しつつ︑黒門的に掘り下げ

原子力覆員会に︑関係各界の纒見

二を進める必要がある︒このため

今後貝体的な閾題解決のための三

方以上のような結論に基づき︑

会の審査能累の陶上のため︑ワ；

討が必要︒⑭原子炉安全専門審査

今後とも調査研究の実魔で鋭慧検

ついての実翫資料の整備のため︑

応じて︑安全騨価上の懲要購項に

の再検討が必要︒②技術の進展に

の原子炉般鐙鉾可申舗轡配載瑞項

なるよう︑萌配専門部会で︑現行

故の範醗︑魏数の推移過程など畷

敢評価で璽大要故︑仮想罹患で購

地選士上の鳳則などについて︑鵬

を行なう︒現行の立地審査条件︑立

な︑安全論纂射影野鶏策定の検尉

た各要素相互間の蜜全霊傑に必要

について︑原子炉構成各璽索︑豪

︵仮称︶﹂の審尋購項は︑軽水炉

また﹁原子騨安全基準専門部会

なお︑この葱見響は地方禽治法

引供給を虚構すること︒

る発生無力を地域開発のために劉

動力炉の安全確保で︑今後の技術

いことになっている︒したがっ

び運営については何等関与できな

た︒

上の諸闘題解明に応じて︑趣切な

ニウム炉の立地辞価の上で必要

措置が必要であるが︑現行の窟査

腋や変更にあたっては審査擶針と

キング・グル：プの設讃︑纂務局の

な指針の検溺を行なう︒豪たプル

故解析手段など安全評飯上の必要

制度慮体の改変の必饗はないQ

して︑豪た設置讃にとっても立地

会︵仮称︶﹂を設激すべきであ

強化など補佐機構の鑛備が翼翼︒

くに今後の問題としては︑プルト

称︶﹂の設置を提察している︒と

ニウムを燃特とぎる炉について
は︑立地評価の上でもさらに検討

概蟄は次の通り︒

が必褻と指摘されている︒報告の

してζの別会社が臼本側の一つ

にもとづいてやったもので︑田本

は︑昨銀の艮期契約の際の一条項

と語った︒﹁契約の内容について

韓国内ウラン慧の共同操鉱を希

動轡撃業圓の神山理購︵五置滲照︶

韓圏は最近︑原子力発醒開発に

勘歓的で︑日本との構報交換や︑

明艮をつくる技術の東芝

明治百無・東芝の歴兜

鱒鰹讐＼

継継職・

藤獅鞠輸︒

｝

会﹂の設躍を提案している︒
従来︑原子力発隙所の宏全審査
去したが︑わが羅においても同様

ついての見解をのべ︑この貝体的

らびに薪型炉の蜜全設謂と答査に

選定上の指針として極めて有益で

る︒①原子炉施設の安全上重要な

あり方などについて︑さらに二二

㊥原子癖雄設周辺の放射線監視の

の憲口となって︑カーマギー社

側は電力会祉だけだが︑鉱山業界

難している︒鍋島長嘗は︑韓国側

醒罷

〆≦

れて来たものである︒

は︑蹴地については﹁原子炉立地

新型引力炉の安全審査についての

な措畷が望濠れると粟に︑新しく

あった︒しかし立地審査指顧につ

全審査が必要である︒このため設

変更が行なわれる掲合は︑再度安

▽今微における閤題処理の進め

いては︑将来にそなえて︑岡指針

建設躍可のための一般設計摺針

▽軽水炉に関する蜜全設讃につ

策調製に得た難識︑経験を十分に

﹁原子炉安全茎藁専門部会︵仮 寮﹂などを彦考にして︑今後の審

いて①発鷹用原子炉施設の実用

韓は昨年慕に韓国の金隠衡科学技

ら五自慰で訪韓する︒問長富の訪

鍋島科技庁長官は︑九月薫田か

鍋島長官が
韓国を訪問

検討をも行なう︑と述べている︒

トニウムの翻価上のめやす線醗の

化に伴って︑設計工の共通性の増

のではなかろうか︒

一義
たら︑国本圏内に別会社を設立

が必要︒

織り込み︑その適用上脇要な事項

多ーノ！一

豪た田中激治郎東電常務は﹁デ

置変更解可申諮の手続きが必要と

大が発込謹れる︒したがって今後

検謝と専門的な掘り下げのため︑

びに機難の安全犠査については︑

考え方も確立する必要に迫られて

審査撚針﹂があったが︑設誹なら

審査にたずさわる人々の学識と経
いる︒

子力援員会に綴子炉語勢不全間臆

こうした隠勢から逆臣二月︑原

験に頼る傾陶が強かった︒

最近米国においては︑輻そうす
る発蹴所の安全審査の輔翼化のた

めA鷺Cが﹁原子力発電所建設認 懇談会が設照され︑検討が瓠えら

の基礎コンタりート︼

︻塚翼はほほ完了した圧力容器

六〇％︑サイト進捗率は五二％︒

れている︒総総進捗躍は七月末で

機餌据え付け工購が盛んに進めら

棒駆動機構︑熟交換器など各毬の

箏が四分の重罪了し︑現在︑擬御

鎚騨コンフリート工類など土木工

◆藝 φ 一 0 一

敦賀発電所で⁝機

器据付が最高潮
原単二蟹発電藤の建設網野は︑
一部匠力響器つり込みが遅れてい

る︒

るが︑全般的には順蘭に進んでい

コンクリート建腱︑圧力答器の

海外ウラン開発会社の構想

する︒これにはカーマギー社の

ニソン社とのウラン共岡探鉱翻発
について﹂述へ︑現在契約欝のド

了解を得て︑九電力︑非鉄六社
以外からの彊本参加も願い︑こ

ラフトの作成中で︑数日中にそれ

以外とも豊岡開発を進めること

の技術的な協力をお願いすること

田中麗治郎束蹴常務の報告につ

﹁海外ウラン探鉱開発体制に開す

づき︑荘村義雄灘禦遮翻会長が

る考ん方について﹂氏の個人的な
兇解を述へ注霞された︒その慧発
の概要は次のとおりである︒

わが魍における海外でのウラン

医薬学部門二日年後輪薩︑

第九回痛感アイソトープ会議打

度＼声

原産核燃懇で荘村氏が発言

の会社がカーマギー社と共側開

が︑莫本的な闘三体圃制になる

にもなろう︒恩象地区はコロラド

ム祉との揚合︶︑③九餓力会

のではなかろうか︑といって︑

うほか︑科学授術傭蝦センター︑

とカナダのBC地区たが︑後継に 首脳とこれらの点について照し禽

臼本原子力産業会議の核燃料懇

この方式以外はいけないという

原子力研究所等を一間の予建︒

術処長官が来田の際招罰を受けて

必要はない︒雰輪講業界が一社

ついてはデ社が現在予備探査の段

発をすることが考えられるQそ がデ社から巌くことになっている

豪たは数社共同で︑海外ウラン

設定となろう︒探鉱期間は本年か

階で︑今葎中に結果が出れば鉱区

のデニソン社との揚禽︶のヨつ

業暫と共同領置を行なう等の方

社ll海外の鉱山会社︵カナダ

式だってあっていい︒灘外での

万がを絶対こえない約束になって

ら六力量間で探鉱費は年蘭曲七や

畏︶は︑・八月二†田午後二時から

共岡探鉱圏発の申し入れがあろ

ウラン資源の開発は︑日本では

おり︑双方で折半する︒採鉱薄能

生物学部門露田午後陳産︑工学部

合せ

談会︵座斑・松根宗一原産酬会

う︒したがって︑日本側として

豪だ緒についたはかりだ︒ある

な段階になれば︑五〇対五〇の難

門四郷午荊賑魔︑主萱会合四日正

午原藍︒

お問い合わせば計測購脚部へ
虫京都巾央区銀座西4−3数婿腿概冨士ビル

濫

東京芝浦電気株式会社

いたもの︒

は︑國内に︑一つと限ることは

方式を観愈的にきめて︑この方

解会祉をつくり︑鷲会社の役員も

の方式で進められている︒しか

探鉱開発については︑現在①醒

ないが︑海外ウラン資源量炎会

式でなけれはいけないときめて

半数ずつにする﹂と同氏は脱明し

東京丸ノ内の工業倶楽部で︑第九

駅手仕と鉱山会娃一⁝海外ウラ

社があれば︑折衝にも都禽がい

かかるのは無理だ︒いろいろな

た︒

マルチチャネル形
パルス波高分析器

㍉

〃

800

し︑今後も海外の他の会社から

ン鉱山会社︵米園力；マギー社

いQそこで︑現在進めているカ

がてあるへき方式が生れてぐ︑る

方式がでてきているうちに︑や

r

冒

洞会含を開いた︒とくにこの臼︑

との揚禽︶︑②日本の﹁鉱山曇

で︑揆鉱に成功した段階になつ

ーマギー社との共岡探鉱開発

繍

囎

あらゆる分野で活躍できる

原子力発電地域振興法の制定で

属鉱業とカナダのリオアルゴ
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余にわたって襲えて來た源子炉技術が︑

国薩動力炉開発の現段階を支えている︒

着からみて︸臼も繁いことが要求ざれ︑

動力炉開発は檸型炉の建設たけが騎的で

だがここで︑われわれが最も関

う馨れがある︒

はない︒それを発展させ実用化し︑ひい

不当に遅れる揚含は開発の奥義さえ損な

ては輸礁産業として伸ばして行くところ

心を持つのは︑これらを通じて臨

高速炉開発については︑いま世界の原

に圏襟があるはずである︒そのためには

主技術開発に政嗣財政嶺局がどの
ような認識を示すかということで

炉の技術附発にその目標を定め︑わが園

子力先進国か期せずしてナトリウム冷却

♂

〜

お

鵬
放射線育種場長

品種改良で︑圧目される

てきたが︑これからは脂に見え

肉眼でわかるところで進められ

重視して︑嚴種改畏をやってい

ぬところ︑つまりタンパク質を

を

竜野得三

たつの とくぞう

σ

︐煮饗

く︒この揚禽︑とくに放射線利

穀物に偏よっている︒そこでタ

さる八月十石田から三日間︑

曾和十二卑三月吏大農学部遺

用が有動﹂と強気た︒

問題解決の上からも窮肇︒とく

験所に入り︑戦時申の十八無︑

伝脊種学科挙︑叢林省の農事試

水戸に海外の轡門家臣三十名を ンパク分を増やすことが︑食料
迎え︑初の﹁放射線突然変蟹膨

に米を髪型とする田本人にとっ

の品極改良にタノチ︒終戦後︑

は︑従来の大メシ食いも鑑正さ

三＋奪同局渡及教膏課長・三⁝

郎に円し研究企薯となる︒r

十七無腿林省の負業改鍵周研究

原子力PR

小委が発足

懸醸連

電気窮業連合会は︑原子力関係

PR小委貫会︵主査・佐藤紀中部

開発対策会議の下部機構として設

電力原峯力推進部次長︶を原子力

置し︑八月二十日午後一聴単から

恥

噛ノ

メ

騨慧

火

睡難

名古麗市中村区笹鵬瞬1（柱友銀行駅削支店ビル）

原子力予算の

ある︒国産動力炉開発は︑すでに策定さ

炉開発と並んで︑技術のポテンシャルを
際シンポジウム﹂が開かれた︒

て︑高タンパクのお米ができれ

一膏引揚長の篭野さん︒蝉ネクタ

幽民政府に二年間留日された︒

︵日支禽弁︶に移り︑西門で綿

大東蝕省の難北産業科学研究所

この運當を指撮したのが放肘線

イ螢で連日の大蕉闘︒

二割︑世界には放射線蕾種に

ニヤニ奪饅箏試験所に復職し︑

よって実用化された新口一種がご
．十近くある︒二本にはライデン

るが︑これらはすべて働種揚の

﹁これから日本の米は︑羅よ

れるでしょう﹂と︑竜野さん︒

関東葉出腿業試験所に勤務︒二

ガンマフィールドでつくられた

︵大登︶とレイメイ︵米︶があ

もの︒とくにレイメイは今薙米

萄種揚畏に就任︒

趣味は囲碁︑石集めと筆画︑

パクで︑さらに収黛の蕩いイネ

作日本一の栄与を挺い︑このシ り質に進むべきた︒つまり︑食 ヤ五年象海近畿機業試験所の畑
輔ンポジウムでもたいへん注圏さ 味と栄糞価Q食味もよく高タン 作部畏をへて︑昨無十月放射線

スケノチ︑音渠豊玉︒家鷹は髭

れた︒

つかめたというのが現状﹂と語

の品轡への手がかりが放瞬線で

また賢母︑農タンパクのお米
ができたとの発表で︑育轡場に

▽海外ウラン資源馳発の促進擁

︵M・←

枝子夫入と二女︒五十五歳︒
とくに﹁今までの晶種改濃は

る揚長の顔は明るい︒

関心が集まっている︒﹁入間の
食生活はデンプンを蛍雪とする

炉メーカー︑核燃料加工メーカ騰却を調めるとともに︑今年度か
一︑燃料被覆管メーカーの国蔭機ら新たに二子力機隠製造設簾につ

器製造のため︑攣聾する製造機いても四分の一の特別償却を認め

四十圏年度から︑金属鉱物探鉱促

ることとする︒
司書融資︒来年度に十六億五千万

械設備︑建屋︑付属設備に対する

円の融資ワクを要求するが︑融資

比率は五〇％となっている︒な進箏業団による探鉱融資の対象鉱
種として︑新たにウランの追加指

子力平和利用について︑正しく理

識︑理解を国民一般に広めて︑原

電力会社の原発サイト周辺にマイ

祉大阪市北区裳灘漢逓ユ丁昌57番地

考え方について

れた暴本計画に基．つき︑高速実験炉が昭

高めるところにも努力が集中されねばな

は︑日本掠子力研究所における上腿︑応

放射線利用︑核融禽研究などに璽る新

され︑これに伴って︑趨々高圧送

翻を整備する︒

お︑核燃料加工廓業に対しては︑

の一般枠であり︑通種土は来年度動力炉開発に要する財源の円滑な

る︒しかし︑これは金利八・二％対する民間出資の税制優遇娼躍魏

くに今年五月の米国原子力潜水艦

解させることにネライがある︒と

同婁員会は︑原子力の正しい知

初会合を開催したQ

しなけれはならない︒このため際

はこれをさらに低利の融資とし確保を留るため︑四＋四年度では

▽動力炉︒核燃料開発旧業団に

陽十三年度の財政投融資計画で約定を図ることとする︒

子炉メーカーが投下する試験設備

民間出資瀬の一定比率を準摘金と

三遷円の開銀融資が諏められてい

の費用は多額にのほり賃撞が大き

て︑懸子力薩業背成のための融資

して囲み立て︑出資額に損失が生

る︒そこで︑電力業界としても︑

ナス面の影響があらわれつつあ

﹁原子力発蟷駈の安全性について

原子力発竃を円滑に逸めるため︑

は悶題がない﹂とのPRを徹底さ

て︑岡小堂員会では︑まず有識菅

せることになったもの︒したがっ

向けの基礎資料をつくることにな

った︒メンバーは佐藤主査のほ

＠澗

か︑九鷺力と原竃の各擾当者十名

多／グ

東京支店東廻都申央区銀座東1丁麹10番地三晃ビル3階

@
望⁝ 昭和四＋四無度原子力関係予
⁝郷の概鉾要求粟が︑ 八 月 お わ り
いる︒いま少し実証的な研究成果を偲れ

の設謝︑国花もかなり大きく評価されて

らないのは当然である︒

四十九年に臨界を鼠機として詳細設捌段
は︑きわめて有利な立掲での国際協岡研

和四十七胴囲に︑新型転換炉原型炉が同

階にあるが︑これに対する必要経費約二

展⁝の原子力婁員会で決定され︑九
月初めから大戴省に説明されるが︑今圓
の予騨編成に識する原子力界の関心はと
究参加が可能と蕩えられる︒

最近におけるきびしい国際経済題境の
胴技術研究の光実であろう︒動力炉開発

この動力炉開発と並んで一蹴な闘題

百九優円︵簾務負担行為八二蓄三十五億
円︶の要求が予定されている︒これはも
中で︑い豪や技術はます謹す資本との結

くに大きい︒

ちろん︑それぞれの原子炉建設につなが
のほかにも︑わが鷹の原子力開発促進の

わが国の原子力は開発十余無をへて︑
ようやく自密開発路線を確立し︑動力炉
合を強め︑戦後わが園が導入技術によっ

炉の開発は︑いわはわが国の死活の闇題

力船への対臨︑高温ガス炉の検討から︑

は多い︒例えば在来炉の開発による原子

ために行なわなければならぬ研究テーマ

むべくもない︒こうした情勢に照らし︑

て技術藤新をなしとげたような条件は塾

るものではあるが︑厳頑な趣味では︑チ

ということができよう︒

ェソク＆レビューを前にした研究閲発費

・核燃料開発遡業団の動力炉開発を軸
に︑大きく発展を示そうとしている︒し
かし霊山度予算のあり万が︑その健進に

A田R︑FBRに要する研究開発犠将来のエネルギーを背負うであろう動力
しい技術は︑原研の広範な研究からその

は︑建設費を含めてそれぞれ約六萱億
でもある︒このような認識に立てば︑動

きわめて重大な影糟を与えると湾えられ

円︑約千一蓄五十鱈円と兇積られている
芽が伸びて来るはずである︒

るからだ︒

概箪要求では︑璽点購填として①鋤力
力開発費の現隠点における充実がいかに

であることを撮摘するに止めておこう︒

路線を進めるう洗できわめて蜀装な要搬

者︑技術巻の不足を補うことが︑豊国開発

をたどりつつある原研の研究蟹と︑科学

この際は横ばいないしは実典的に下降線

るかはしばしば撮摘されている︒しかし

て︑原研の規模がいかに小さなものであ

わが国の國力︑国際的な地位からみ

が︑とくに四十五年獲にそのピークを迎

えるATRの試作研究費を含む開発費 簗要であるかがうかがえよう︒
わが国の予蝉は従来ともすれば
に与えられる傾向があった︒したが

マンパワーを圧迫するという皮肉をくり

トを立て︑このためにかえって研究費︑

するために︑次々と新らしいプロジェク

って研究機関は予塩焼模を翻持し︑拡大

の

も

炉開糖︑②原子力第︸船の建造︑⑬蒋処

は︑削年度︵四十簗年度︶予算がかなり

理施設の建設︑④ウラン濃縮︑⑤プルト
ニウムの熱申性子利用︑⑥人形陳鉱山の
削減されていたことからみても︑全額が

闘められなければなるまい︒R＆Dはい

採鉱︑精錬︑⑦材料試験炉 の 驚 蒲 ︑ 運
転︑⑧在来型炉の研究開発︑⑨放射線の

くり返しである︒葛いかえれば︑金と聴

つの揚舎でもトライ・アンド・エラーの

間の積み蚤ねということができよう︒A

利用︑⑩放射能調査︑⑪核融合の研究︑

れも今後の原子力麗発推進に欠くことの

⑫PRの強化︑があげられ て い る ︒ い ず
返して来た︒だが︑帯にして原研が十年

対する国の検査体制の拡充を図

避線の連けい強化箸広域運営の撹

・璽窟窟g膿璽薩膠B6胃曜鳳騨璽鵬犀■電脚算﹁塵9■星貰璽暫豊彫竃曜巳蔭置臓醒霧躍箕贈胃

る︒︵必要纒費は来無度約千五頁

くる︒これを一驚積極的に撹擁し

進が従来にも豪して必要となって

竃模原子力発煙設備の設躍が予懲

い将来︑一基贈進KWを超える大 ていくこととし︑それに必要な体

⑦羅力広域運営の拡充強化れ近

万円︶

竃鋼薩茸鍵冒蟹﹇暫冒魑傭●臨監階層■．匿暉・鴛μ︹・置膨置露薗劇■眞置暫置．讐暫猛8翼鋼喜魔翼

りeRのタイムスケジュールは︑内外の膠

撃望鵬風夏翼圏曜■犀π翼竃8墨●臓翼曹冒魑暉寡冨犀隠冒冨畢曜■翼編●蟹冒畦置賀璽離陰

で意ない罵要問題であろう︒

﹂

開銀融資枠の充実へ

機器国産化へ積極策
原子力機器と核燃料颯エ設備の

い︒そこでこの試験設備投資に対

制度へ一本化する方針である︒

▽原子力機器の国産化の促進

国塵化を推進するため︑従来の原

して︑金型ハ・五％の開銀融資を

による俊世保放射能甥件以来︑各

子力発羅機器延払いに対する開銀

はかろうというもの︒開脚比率は

た駆備金は税法上損金算入を認め

授失に当てることとし︑積み立て
含理化機械等の特瀦償却制度の対

る雌備金制魔の新設を翻ることと

二＋薙聞の貸付期間となってい

資比率は七〇％︑金利六︒五％︑

て︑国産一旗機の三分の一の特別する︒

象として︑原子力発耀機器につい

の適用11積税特別描躍法に基づく

③合理化機械等の特圃償却制度じた際︑これを取りくずしてその

子力機器実舐試験設備︑原子力機

融資のほか︑四十閥妬度からは原

七〇％で︑来年度は八億五千万円

燃料加工設備に対する融簸1一原子

②原子力機器製造設備および該

の融資ワクが要求される︒

器製造設備および核燃料加工設備
など原子力座業に対して︑一括し

産省はこの新規の﹁原子力産業爵

て低利融整を行なうQつまり︑逓
⑤原子力発眠の安全性に関する

成のための融資鰯度﹂︵金利六・

来年度は五十七億円

今年慶は︑五†四億円の融資ワ

るQ

で構成されている︒

場伊吹。高知・大阪。横浜。宙川・蓬浦。堺。下漆

工

社店場

本馬工
翻幽園

鶴見・王寺・羽島・袋井・郡山

名古麗支店

東京。大阪・九州・名古屋

盧

蒲

勘

松

駿締役搬

@
@くス雲離式帽裡

本

東京都申央区銀座西6−3

子

原

め︑四十四年度から︑これに対す

いう公共的性格を有しているた

1一廃調物処即旛設は︑公害防止と

理施設に関する輩出資産税の免税

④原子力発鍛影写肘性廃粟物処

めに︑効率的な方策を行なう︒

鞭謡開発損失準備金制度の新設も
遡雀産の総含エネルギー調査会原子力部会︵部会長．松想沓
原鷹劇会畏︶は︑八月二十日午前十時から全共運ビル第一会議璽
で︑第八回会会を開き︑当面の原子力関係蔀点旛策等について︑

の推進︑原子力機盟の国産化の推進︑海外ウラン資源開発の促進

審議した︒通薩省から細面の璽点施籔として︑原子力発聡所設置

等の施策が説明された︒とくに新規には原子力発電開発損学理備

績み立て︑税法上これを損失に算

手玉普及1一原子力発蹴の円滑な鍬

五％︶として︑絢二十五億円の閥

る圃定資産税の免税描置の新設を

その主な点は次のとおり︒

入することを認めるとり？もの︒

進を図るため︑圃民一般︑とくに

銀融資枠を確保するため︑大蔵雀

金制度と原子力産業膏成のための關銀酌資が打ち臨されているこ

▽原 子 力 発 醒 所 設 闘 の 推 進

四十閤野壷は三十団円稗度の駆備

原畢力発囎所立地地点の地元住民

と折衝する予窺である︒

図る︒

①原子力発鷺聞発損炎準備金制

金積み立てが濾められる予定で

の理解が必要で︑国の立場からパ

電力向け融資の枠確保へ

来年度の対象となるものは︑関

代表者変

懸パッキン
翻ガスケット
闘保温保冷材及び工事
羅住宅用断熱材／ホームマット
圏石綿紡織品
國テフロン下愚

@@

とが注国される︒

度の斬設H原子力発魁所はようや

ある︒

①原子力機器の実翫牲試験設備
②原子力発燧所立地地点の調資

ンフレノト︑講演会等によるきめ

事に関する工事蟹の増加︑工事期

く実用化に入った段階で︑建設工

クが確保されている︒

通薩衛は昭和四†四年渡予騨概

とになった︒

循環ポンプ︑謝装機器︑バルブ類

聡の美浜一無機︑二屠機︑東購の

塾︑薪祉長は仙石変残に︵前社長

こまかなP鼠活動を行なう︒︵必 については︑制御篠駆動装羅︑再

この原子力発羅機器国産化融資

福島一面機︑二男機のほか︑新し

大原総一郎氏は蔽広︶︒

隅四十二年度末までに二十地点の

騨要求で︑財政投融贅計画による

は︑量魁機延払い剃度のいっかん

機か予想されている︒

く関蹴の三暑機と中蹴の浜周一本

闘の延長または運開後の燦故によ

などの試験設備が対象︒これら機

原子力発細論器国産化融資のため

た電力会社に対する開銀融資︒融

として︑四十二年度から諏められ

要経躍は来年度は約一千万円︶

に︑五＋七億円の關銀融資ワク確

調査が終了︑四十三鋸度と四や四

器の国産化のためには油常の原子

保をめざし︑大蔵雀と折衝するこ

る操業の陣止等により︑当初はか

力発羅プラントと岡じ状況下での

愈激レイヨン︵株︶

隼の技術と信用で
灌業界に奉仕する

：＝＝噂＝
＝＝＝＝
．：．＝
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甲 騨＝孕
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用一嘱6
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7巾
実規模試験をへて︑信頼性を確諒

⑤原子力発職所の保安・監督体

電所の増設に伴って︑その設備に

に検討を湘えると共に︑原子力発

制の強化聾安全基藥についてさら
③原子力発電所運転員の獲成

︵来無度必要縫費は約︸千万円︶

技術暫の羅的確保と質的向上のた

隼度はそれぞれ閥地点を予定︒

ため︑四十四年度では工欝費の一

なりの経済的損失を受けることが

定比率をあらかしめ準輸金として

予想される︒この損失を重量する

・

吟
隠
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﹃

硫効果をもつ触喫は広池車の耕気

になったことはウランが研究しつ

た新しい用途まで研究されるよう

げる効果はない◎しかしこういつ

おりである︒

みせている︒離業の概要は次のと

で劒璋同期レ︒．がなり上回る翻びを

舶用タービンもスタル・ラバル

める︒

同祉製造二分はその三分の二を繭

顧は千五百万談である−

万ノ︶ジラント・爆震襲麹

臓万♂︵闘奪同期は一

ウランの原子癬辱は92で慮蓮 されている︒さらにウランはガラ

がきわめて良く知られている事実

くされ︑その物理的︑化思懸性質

る︒

年岡三は一億九千九間万が︶であ

難症福は二億二千九葎万が︵前

グループその他部門では︑スタ

している︒

る︒工業用タービンの藁注も増大

部門で︑眸奪に引き融き好調であ

八濁五十六名は労務者︑職員は一

千膚八十バ嶺︶で︑うち一万圧千

万三千九十三名︵昨年末は三万蕊

今年上単期宋︑同声は原子炉︑

スカンジナビア・グラスファイバ

ル冷凍︑エレクトロ・カツパー︑

るQ

万難千二爾三十七残となってい

グル⁝プの販売鑛は二三四千三

ーの受注増が目立っている︒

核燃鴉をはじめて︑タービン発電

けた︒この受注額はヒ千万がで︑

機を二三園とする発蓬を國鴬電力

ラ論ウムの取扱いは︑鉛と同じく

いるのである︒

ついての漸たな研究原案を作成

に提出される︒FDAが承認すれ

は︑予算を決定し︑研究のすすめ

この分析器は重さが十五壌︵約

できる︒

ので︑合金や溶液中の元素も分析

金︑銀その他の元素を分析するも

射性岡位元素を利嗣して鉱眉申の

と︑このほど発藁した︒これは放

帯に便利なX線分析羅を開発し虻

歯慨竪團瞳聡擁▼M樋隈轡麟▼丞▲隣厨囲自▲擬麟嚇隅△踊園囹馴

＼電︑一

︒メ皇軍コ︒ニュークリア視と︑

ー発生の同位元素から発生するX

GE托も︑今春に︑アンサルド 手・八♂綴︶以下で︑低エネルギ

建設された︒

繋麹信徽樵

している︒原案は︑八月︑FDA

庁のリンガル原子力発要所から受

もっとも現在の段階ではこうい

米︑細雪衛生管理局

照射処理ベーコ
ンの許可を取消

嫉燃料の生顔コストを大傭に引下

った屠途は滋が阪定されたもので らい手軽なことが明らかになって

今無上期兼現在︑仇業員敷は三

スまたはセト物の染料として利用

よかろう︒岡位元素獅を失ったウ

を襲書きするものとして注屠して

皿

鯉三千八衝・

ないかという研究が進められてい
ガスの汚染度引下げに利用が研究

できるし︑レンズの光学効率磨上

経同性が低いので・ほかに用途が一罪を取除くことができる︒この脱

る︒

は一八・七七と鮒︵一一・四︶よ

げることに役立つQ

学において慧が小さいオモリとし

りもはるかに高い︒そこで機械工

て使用できる︒航空機工業や宇蜜

いる︒ま紀質醗が蕩いので放射龍

開幕ではすでにかなり使用されて

からの遮弊壁としても覇所をとら

る︒

な趣旨の翼味深い詑三楽掲げてい

最近号はこれに関連して次のよう

園のケミカル・プロセシング誌の

発見研究が進められているが︑英

鞠罐繋欝軽羅織懸灘
明るい研究の見通し
核融合炉の設計に大きな寄与
▽・：原子力発雌所で天然ウラ

が使用さ護るようになった︒

が義塾なのでモリブデンとの合金

ないで刊用できる︒単独では価絡

ンまたは濃縮ウランを核轡料とし
て使用した場合その中のウラン揚
の醗が減ってゆく︒また濃縮工編
でウランを濃縮すると︑︸方でウ

伊の燃料工場が最

初の燃料を出荷

決走されていない︒

原材料の工業分析︑管理に臨網で

まる︒豪た︑経石︑粉未︑液状の

この分析鵠は︑石炭中の硫黄分

いずれにも使罵できる︒

中の金や銀︑原セメント材申のカ

と灰分︑銅鉱中の鋸と畝分︑精鉱

される︒米遺路周は︑油入瀞のセ

利拝することに関心を示してい

他の工業甜層面は現在研究巾だ

るQ

{八GeV鍛賑が運転中であ

は現在︑ジュネーブのマイリンで

に加盟申込みを行なった︒欧州で

子ボルト︶粒子加逮羅の建設計画

府は欧州の瓢置GeV︵三千億義メントの現場鋼桁にこの分析羅を

N︶の発嚢によれば︑イタリア政

欧州合綴原子核研究前︵CE鼠 ルシウムと鉄分磁の決驚にも癒用

伊︑三酉GeV加
速器計画に参加

野︑工揚︑研究所での地質探査︑

BWR罵燃料および機器の製造を線を使う︒手で持ち運びでき︑原

するため︑下請会社としてファブ

二七万五千KW︑PWR発醗所設
燃立を発表している︒燃料成型加

ーレン工揚は︑トリノの羅気出力

燃胴を製造するイタリア鍛初のコ

しかし︑今圓のFDAの処躍に サルギァにある原子力発電駈用

解決されるとみている︒

の闇題も︑照射即諾の改轡により

陸璽のラルフ・スユi段は︑さ

ード・S・ジコセブソンは︑食品

方をきめる︒

融解金属の脱酸に利嗣てまるし︑

照鮒討画に関するJCAE小窯員
らに楽観的で︑食叢雲肘の間題は

陵廓の食品照尉笑験所長エドワ

ると同時に︑他方では郷が減る︒

その可塑性を蔦めるのに役立つQ

ウランと銅︑鳳ノケルの命儀は

岡泣元素鰯が少くなったウランは

会の席上で︑食編衛生魑理局︵F 大部分が解淡されており︑来解決

ラン獅を多灘に望む核燃料ができ

ンの利用研究進む

謹たウランは触媒としてエノケル

るベーコンのヵン品めの詐可を取

り消すと通瞑してきた國報告し

より食品照射に対する測待がそこ

料として︑七月に始めて燃麟の引

なわれたことはいなめない︒とく

ていた照射処理食贔会社の誹國に

に閃の照射工揚を建設しようとし

たq
それは︑動物実験例が少ないこ

疲しをおこなった︒燃双は四十本

リカチオエイ・二話ークリア社の

と︑照射食品の非栄獲盤があるこ

与えた彫響は大きいとみられる︒

イ氏は食陥三章の将来につき楽

昨葎鰹︑WH社とイタリアのフィ

アソトおよびブレダの二三により

の二鴛原子霧しては﹂

工一夏の敷地は鍛終的には︑象だ
と︑それに臼内隙︑照粥の危惧の

事業成績好調なA

た︒たがCEAと罠麗会社共同で
行なっているウラノトリアナイト
鉱の操掘は続けられた︵イエ糠ー
ケーキで生薩麟三酉や五ナ︶︒こ

燃料ペレノトおよび被覆材は米

の燃科要素から成っており︑UO

可能性が多いことを理由としてい

SEAグループ 炉2心約用で十あ三るゾ︒を含むもので︑第二次
FDAのこのような理的にもか

るものである︒

スウェーデン
参社︑仏ウラン欝欝と興同でカナ

観しており︑現在︑陸田は︑AE プは︑本年上半期の琳業報管をこ

スウェーデンのASEAグルー
国から輸入された︒コーレンは︑
ダのサスカチワンで探鉱を行なっ

Cの援助を得て︑照射鞍瓦ハムに

の広さ︑深さを進めて行く段階

の一である︒また発振と蒸気の

よる計画が︑最も大型な夕日例

企業の賀任において原子炉技術

第蕪に寵遇となることは︑エ

に来ているのではなかろうか︒

る︒あるいは米圏に依存するこ

慮れる可能性もなしとしないQ

耳翼青黛幾・ては︑ダ

となく圃期的に安い濃縮法が生

総じて燃料サイクル系の関連弓

ネルギーの有効利用に関するこ

ズ・パワー社との契約によって︑

ウ・ケミカルとコンシューマー

る︒

次に問題となるのは︑ウラン

造は︑曝本の現状ては蒙た未熟

子炉コンブレノクスの構想であ

とである︒すなわち︑多園山原

考えなければならないことであ

のほど発残したが︑岡祉は受注額
ている︒

アフリカ以外ではCEAはモクかわらず︑ジョセブソン翫やラメ

の採掘も閥もなく打切られる︒

ノク実験所に澱し︑照尉殺聰によ

DA︶が︑七月五臼︑躍のナテ

再製理工揚で濃縮して核鄭料サイ

クルに含められるQしかし同泣元 以上の効薬を上げることができ
緊聯がほとんどゼロのウランが残

る︒酸化ウランをアルミニウムに

のコスト引下げの一つの方法とし

メ・セネガル・モリタエアで探鉱

{七舞った︵ウラン無籍を行な・ている︒

鑑算︶︒哲い繰の魔はウマダが秀ルでソ上フスム紮

は予症亘り昨葎三月で打切ろ携

るQこういつたウランの再処理は 添加して使用するとナフサ中の硫

﹇パリ松本駐在鼠︶フランスの一方︑コンゴ・カメルーンとガボン

フランスのウラン鉱生産高

六七年は一千二百トン

て使用済み核燃料の新しい用途の

︻パリ⁝松本吟唱帖風︼原子力発達

英雛が報道

廃棄濃度以下のウラ

篇だった︒

運と米国の論文はそれぞれ約三十

二十四鰍の爾文が握出された︒ソ

科学薯が滲舶し︑ヤ四力園から着

国際原子力機関︵IAEA︶主催による﹁プラズマ物理と搬融点 二会畿には十九力圏︑四百人の

ソ連のノボシビルスクで閲催されたが︑発表奮の研究推進兇燃しは

研究に関する籔⁝薗國際会畿﹂は八月一日から七日敦での七沼間︑

概ね明るく︑核融合炉の設計開始にも十分な幣報が凡られたと関係
着は報じている︒

L・A・アルツモヴィノチ︵ソ
M・トロシェリー︵フランス︶

い◎

は暴礎現象に関する理論研究と実
験作業の結果を蝦干した︒卿論研

遮−学士院会員︶はプラズマ格納

究は前圏会議に提出したものより

装躍の密閉系統︑すなわちステラ
レ⁝ター︑マルティボール装盈︑

少なかったが︑実験条件の墾際的

軸対称装置について述べ︑またソ
連のトカスクに関し報組した︒彼

波︑乱流麟︑波とミクロ不安定

た︒彼は非衝契拡散︑葬衝突衝購

推進でその画格に変化が見られ

るという感想を述べた︒警開系統

は︑実験計画が堅実さに欠けてい

によるか︑磁気鏡によるかのどち

渠などの茎礎現象について鮮細に

性︑漂流不安定性および罪綜型勤

えておらず︑碁聖的な協力活動が
述べた︒繕論として︑彼は︑岡会

らが風いかについては未だ結論を

要請されると彼は述べている︒

蟹要な進展をみせたと述べた︒

く︑環象の一般的理解についても

し大きな成果をあげたばかりでな 垂釣二十九ゾ︑六七奪に一千二落

s・J・ブーフスバウム︵米 議がアラズマの磁気閉じ込めに関 ウラン鉱生産撒は︸九六六年に一 の境界塊域︑北カメルーン︑ダホ
国︶は開放系統をアスト灘ン計画
に関滅して報告した︒彼は︑磁気
鏡は実験秘料として良釘で︑プラ

めとして︑野蟹な科学データが藥 に進んでいる︒

ラン劇震期轟握．げ︑瀬調行な・ていたモザナイト鉱の駆

きたと述べた︒レーザー発礁プラ
められ︑融禽炉の設訓開始が可能

ブトカー︵ソ連︑盛廼︶はまと

ズマは︑彼の葱児では︑豪だ懲核
となったと述べた︒

ズマ不蜜定性の各種の研究がで

研究の適嶺な特性を捲っていな

の濃紬である︒現状では︑蟹甥

であり︑有効な披術が確立して

れている二穏目的原子炉が︑欧

が可能になるのが塁塞レいこと

工業により接近した多目的操業

反懇を携演せしめるとか︑化野

簸礎的催質の解明に大きく質献ず

るものと期待されている︒

今圃のイタリアの鎌継は︑ベル

目のものである︒イギリスは︑財

政上の理由で不滲加を褻明してお

り︑そのため懲懲は鎌継縮小して

発足せざるを得ない檎況にある︒

ル︑モリブデン︑バナジウムの各

荷騒︑ウラン︑鉛︑璽鉛︑ニッケ

鉱石巾の含有愚決定に利用するこ

日本醸子力旧染会議は︑九月

遭定されることになっているが︑

会

の

を葺く︒開催要領は次のと

原難敦賀︑関稽芙浜の毘学

十九︑二十日の両三︑第三圓鼠

少くとも二十平方㎡層の薦讃を要

▽期B 九月十九︑二十日

おり︒

▽滋茄費

▽定鼠五＋名

参加申し込みは︑九月間Bま

一万円

イス・フラン︵約千五百億円︶と

米腱原子力垂葉会は︑重織で携

線鉱石分析器を開設

嚢︶まで︒

詣漿京︵玉九一︶六＝一一︵代

三原簾・サ：ビス事業本部︑鷹

米AECが携帯用X でに策窟都詰墜噺喬一の一の十

若午低減されるたろうQ

見込豪れているが︑謝画の縮小で

である︒鎌継の総費用は十八億ス

する︒燐遼器の麟径は二千四衝駁

加速器の建設敷地は今難末頃に

敦賀・美浜見学会募集

続く︑C勤RN加盟国として四番とも期待されている︒

ギー︑フランス︑オーストリアに

ム︑モリブデン︑タングステン禽

AEC︑OSW︑MWDの協力に
が︑鉄鋼中のバナジウム︑ク嶽
るが︑三三GeV加速器は物質の
嫁迎的で莫大な資金で建設され

いない︒しかし︑われわれが従

雛灘竺鋼擁 蜷

た米桧のウラン濃綿設備に依存

らの代取的謝幽はいつれも栄国

米諸麟で計醸されている︒これ

である︒︵纂者は旭化成工業株

i鉱山その他の鉱脈の研究探鉱が

一

﹁

聞

産

力

原
トqントの東に建野中のビカリング発艦所

している︒このことは国策的に

と共に蘂醜鰹
しも異論のないことと思う︒問

難璃菱凱

とガボン南部で撫鉱を締けてい

諾例のコピーであってはならな

漏えられるべきであるが︑上瀦

来︑当然多國的原子炉の建設が

わが国においても︑近い将

その計圃が進められている︒

摩している化学工業産業は︑こ

る︒これらのうち︑最も実現に

大難題であるとか︑象たは逆に

かも安い原子力エネルギーを得

題はとのようにして確実に︑し

発は昨 無 決 ま り ︑ S O M A 王 R

化学工業に接近した操業で

多目的原子炉の夢

るエジェールのアルリノト鉱山開

るかにある︒ここにこの問題の

第

槻略を考えてみたい︒

︵エール鉱鴫会祉ーニシェール政

府︑C慧A︑モクタ︑仏ウラン鉱

と闘蒔に︑海水より工業埋ない

の問題は辮料であるウラ

社が疹加︶が設立された︒現葎採

近い謝画としては︑原子力発霜

し他の無類を併蒸することと

い︒国憐に含致した企醐が必要

ンの難題である︒石油と岡様

の方響で大いに質献すべ意であ

か︑あるいは原子炉内での化学

雄

掘癒設と震製鋤パイロノト・プラ

に︑わが国のウラン鉱の産出は
大したことでもあるまいとか︑

蒸気の供給とそれぞれ組含わさ

と海水の淡水化濠たはプロセス

吉
ントの建設が進められており︑一

極めて少い︒すべて外国依存で

に存在する︒

り︑またあらゆる可能癌もここ

田
九七三隼から少くとも薙一千ナ

あり︑しかも一部の団に偏して

ことであるが︑わが園でも纒縮

各方藤から多々羅ぜられている

角
︵含有雛︶のウラン鉱が採掘され

いて︑石油と同じく︑国際的大

設備を持つへきであると愚う︒

けれはならないということであ

術が︑わが國に豫成されていな

においてなされすでに原子力産

式会蝕常覇取締役︑旭ダウ株式

である︒例えば︑灘水の淡水化

る予定︒濠たニシエール北部で探

費本にその供給を独占されるお

例えば︑栄職型の軽水炉を対象

る︒このためには︑原子炉メーカ

業会譲の刊行物で紹介されてい

会社導務取締役︶

ていることは︑わが園も翼剣に

の原子力公図が︑海水中のウラ とした揚舎の核燃料の濃纐は︑
ンをチタン化合物に選択的に吸 琿購紹のように高度の濃縮を必

ーのみならず原子炉周辺の関連

る︑原子力発羅と海水の淡水化

第二の問題は有効な原子炉技

鉱が鷲なわれている︒

それもある︒ここ数来来︑英国

CEAと舐ワラン鉱祉共同で進め

織せしめる方法を︑開罷研究し 要としないので︑それだけに安

職業の技術を確立して︑個々の

中央アフリカ豊野国ではムバト

らhている︒経済性の研究も行な

い濃縮技術の開発が考えられ

CEAはこのほかガボン沿岸地

われている．
膚
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ス氏の論文から

﹈ロ︒︑ミカエリ

︑窃︑L凸ρ密趣︑少融参．

醸纏幾勲
ハひメ躍︾・〆鵠 ゾ軽＾瞬宮

の障害とく

原子炉開発の多様化にも貢献
比べればそれほど大回ではなかろ
う︒それにフランスのピエ⁝ルラ
ソト工場が特来少量の高濃縮ウラ

鍛近の発電炉無難ブ⁝ムに対して︑ヨーロノパではその濃縮ウラン燃料確保のもんだいが大きくク
ローズアノブされている︒とくにヨーロソバでは現葎︑英国とフランスが濃縮工漏を持っているが︑
ンを欝欝用に供給することも不可

体に参加した暁には︑カーペン

能とはいえないし︑英国が共同

それが果して︑平和利用の需要をみたせるたろうか︒欧州共同体のハンス・ミ語義リス理購長はこの

難題について﹁欧州共同体にウラン灘職工揚は必要か﹂と題して︑﹁ユーラトム﹂一九六八琿三月尋
ハ：スト工場がその帰日を撹うこ

安を感じさせる︒この不安は︑米
の国もこの鰯報を大蝦に公開する

ハウを入手することであるが︑ど

予想されるウラン濃縮コストは

とにもなろう︒

園当局が現檸する濃縮工揚の一部
一二鰐分離単位曇り三十がで米国

のには＋分であろ・3しかし毎薙

る軽水炉の年間必要量をまかなう

何舗かは慧つと原子炉建設会社で

た︒そうなると︑所有番11その 技師と礁設者の両再主をかねて受

て拍車をかけられることになっ

工揚の未公開部分について︑建設

擾指導を受けて︑単独企業が濃縮

の工︑揚規漠で︑付帯施護︑発電

ている三％濃縮ウラン無間二千ゾ

にきめられている︒現在考えられ

一つの方法は︑餉述の一圃から鳳 のそれは今薙の一月以来二十六が

用意はない︒この困難に打ち勝つ

は新しい濃縮工揚を建設する賀任

を罠間企業に移し︑また罠闘企業

に論文を発饗した︒以下その概要を紹介する︒

濃縮ウランの

需要と供給
現在の米国における濃縮工揚の

新しく建設される動力炉に必要な

あろうllの
縮工鰯の建設に関しては︑各加盟

能力は︑全体で十偬KWHに達す をも付与きれるという瞬実によっ

ウラン量を謙算にいれると︑つま
ウラン販売政策に影響を及ぼすと
国が独自に謝画するのは全く問題

濃縮加工が必要である︒

ことは不可能ではない︒その額

ら︑共問体が必要な資金を集める

麗温ガス炉絹の高濃縮ウランも同

同体外の国に頼らざるを得ない︒

ウラン︵十五ないし融点％︶は共

体三三工場の存在は︑欧州の原亭

畷韓翻羅嬬﹁お藪翻鋤鍬口繕

二十五日は﹁新璽動力炉の自主開

建畏は三十人︑参加資は一万二

所などを見学する︒

力繭巣を濃縦ウランの供給に東縛

されることなく最も好ましい型に

発︵禽本昌昭藩臣動燃漁業駆﹂

盟国を全く捌止する必要はない︒

の承認を必要とするが︑何も非加

輪出の際に更に大きなカとなるの

とは国内の原子力市揚のみならず

東海原子力懇談会

炉建設の特別研究会

のあと︑懇親会がある︒

談会豪で︒

筒市耕央既睡鯖i電機︶篇の講謡本原子力野業会議内東海原子力懇

疑醤藁韮︑沖田鉄弥氏11MAPI︑葉京都潜区新橋一の一の十三︑日

﹁在来鯉動力炉の闘発︵稲粟栄治千円︑串込みは九月十照璃豪でに

発展させるたろうし︑また世界帯

ていた拘束を解くことになろう︒

場への展開に抜き難い陳魯となっ

いずれにしても澗位体分離工揚

の建設は︑原子力の分野における

共同体の衆来に関して極めて璽要

る詳細な分析を必要とする︒完全

な意義をもつから︑各分門におけ

な調査分析のために必要な資材を

投入し︑欠くべからざる鄙増の協

っては︑二二体自体を否定するこ

力を動員すべきである︒それを怠

に量要な鍵となるウラン同位体分

とにもなるし︑原子力二業の発展

るかという点である︒共同体自体

厳密な意味では︑ユーラトム集約

ることになってしまうたろう︒

離工揚を利用する機会をも否定す

力をつけて来てはいるものの単独

霧海言託力懇七会は来たる九月

であって︑欧州の聖子炉建設会社

二十五︑二十六の殉日︑茨滅県東

＝瓢一一幽一＝＝一酬＝月一＝一冊一＝

海村の東海原子力クラブで﹁原子

＝

原子力関係の検査は︑設讃段

ている︒

か︑EL14︑シノンHと皿︑

ついては︑研究・実験炉のほ

フランス國内の扇子瀟瀟設に

の原子力船オノト︒ハーン響の

として活蹴した︒さらに︑西独

原子炉施設の安全性と信望性の

一の船級協 したがって︑その内答は︑①翻

ビュジェイーなどの発電炉に対
予備研究では︑飯野がGKSS

と雷えは︑

造中の構作物の畏螢︑③構造寸

料が規格にあっているか︑②製

ーキンゲグル⁝プの一メンバー

会︒臼本海

チェソクが星本となっている︒

喰協会とよく似ている︒その仕

︵原子力庁︶尚けのテスト・ル

ープ等があるQ

ン︑スウェーデン︑スイス︑米

オランダ︑イタリア︑スペイ

一方︑BV社は︑陸上の原子 園際分野では︑BVは藤独︑

いる︒

経験は︑非常に高く評価されて

のために検査を行なったQこの する実績がある︒さらにCEA
が

事は︑船舶︑航空機︑陸上の各
検査

いる︒船舶鄙には材料強度と実

V本部の技術部門がタノチして

プラント等の第三者

の安全問題から︑建造用機材と

施設検査に進出

ている︒その主なものとして

カブラント鰐について︑理論お

のユーロケミノクの設備に関す

ラトムのESSORやベルギー

ある︒とくに鍛近︑BVは〒

タなどの原子力星羅プラントが

タ・マリア︒デ︒ガロナ︑ゾリ

は︑シューズ︑ベズノウ︑サン

国などでもサ⁝ベイを引きうけ

⁝フランス⁝

から土木工事︑澱近では原子力

野は広くなってきている︒

蟹本金は八否六十万八千フラ
ン︑難解の総売上げ高は一九六

よび実験の研究を行なってい

七年で︑原子力閥係が約酉万が

世界には︑BVのような船級 灘軍・魔業用材科の検査部は原

る︒その主なものとしては︑織

験研究を扱う特珊な部があり︑

子力関係の材料と設備の讐理に

交換羅の振動研究︑格納饗器の

果のBV社の袋はBUR

を果しているQ

る讐理と検査で︑大きな役翻り

協会が米国︑葬国︑ソ連︑日

いる︒一方︑固社の研究所で

対する特別サービスを実施して

走︑過振性の特別研究︵ラプソ

研究︑格納弾器の強度と漏洩縦

ド・サンヌビーユ

BV社の会畏はH・デニス︒

ESSO測標︶︑パイプ系統O
の VERITA︒KO昼︒

検査︵シューズ︑ラプソディ︑

アにもあって︑これらは国際船

本︑西独︑ノルウェー︑イタリ

にタソチしている︒

を行なう三部門が︑原子力研究

をみると︑米国の原子力商船サ

・コンクリート容器の碍究等︒

種設備の研號︑プレストレスト

雪雲をさけるための燕子力闘各

写翼はBV社が検査したラプ

一面臼包

刈α一己︾国一〇り

住所は呂；⑩エ2コ出

バンナ男の安全性に関する技術
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ソディ発璽跳

ObO刈10◎O！蒔O

とくに最近︑關社は︑原子力の

騨価について︑ユーラトムのワ

OO凋⑩hO冠榊

利用によって生じる多くの安全

BV祉の原子力船関係の轟 ディ︑マズルカ︶︑地震による

性問題に関する研究にタソチし

ループに分かれ︑各国にある︒

メリカ︑アジア︑アフリカのグ

検査オフィスはヨーロノパ︑ア

級協会をつくっている︒8Vの は︑化学︑物理︑機械のテスト

であった︒

原子力船の安全性評価も

旛設の検査へと︑岡祉の活動分

立された会社︒その後︑航豊機

機羅の管理と検査を肥馬に︑設

中心︒一八八二鋸︑船舶の運航

この原子力関係の仕事は︑B

法の検査など︒

フランス唯

ス︵BV︶ 階で︑原子力抵進商船や陸上の

ウ・ベリタ

ビュウロ

一戸＝一一一一罰＝＝＝一一凹一＝コ＝一響一一四一冨幽一＝一一二塞＝＝雪＝＝二一﹇コ需＝隔二瓢一＝＝一二一一＝露一

となろう︒さらに共岡外内の同位

の枠内での共同企業ということに

なろうが︑﹁原子力画業の開発に

とって塁本的な瓢要轡をもつも
の﹂という見準からすれはさした

に︑欧米でも加盟田のなかで︑公
共体による源接的な経済活動を搬
止している圏があれば︑その持ち
株を自国内の遡嶺な企榮に肩代り
させることもできよう︒その他公
共休のいかんにかかわらず︑電力
会祉や原子炉建設会社︑燃料要累
加工会挫あるいは天然ウラン生産

よう︒つまり加盟国は自国の参加

会祉が共同で所宥する例もあり得

条件の総棚内で︑濃縮工場の共岡

間で懲脂に選択すればよいことに

国有方式から仏約会礼方式謹での

なる︒

産業経済
上の影響
共岡体内における同位体分難工
場の建設と運営は︑産業経済の分
野にかなりの影響を及ぼすことに

渠をもたらし︑特に技術的に進ん

なろうQ大規模な投資は波及的効

でいる都門︵冶金︑工学︑セラミ

ニクス︶がその恩恵にあずかる︒

ソクス︑化学︑醗気︑エレクトロ

さらに︑安定かつ自主産業とし

要にこたえるためにも絶好の機会

所有者としてこのような蚤要かつ

カーペンハースト漉縮工場（イギリス）
の主要な切り施であった海外の儒

大規模な事業に追手・運営して行
くのに必要な法胸権限と鮨力を持
ち︑かつ迅速に政治力を発揮する
ことができるかどうかは疑閥の余

一致するかどうかである︒

現在のところ米国の濃縮工場 と

は︑共同体加盟六力試がすべての

程度罠有に移す謝画がある︒同様

地があるQもう一つの悶題は︑例 る再論もなかろう︒
楽圏では現存の土窯施設をある
たり飯豊したりする権限が与えら

えばユーラトムが動力炉を建設し

灘億がとされている︒

にあたって︑どのような法律上の

そうなると予想される方式は共

いずれにしても大規模ウラン濃

同体に謙せられている任務と濃総

れていないことから湾えても︑共

力が必要条件である︒

悶題点が予想されるだろうか︒窪

一体加盟各国によって設立される

工揚の所有暫になるということが

濃縮方式

ず第一にそのような施設が︑ユー

会社組轍ということになる︒また

と経済性

ラトムではなくて欧州共岡体が所

会社自体の枠を広げるには加盟隅

このような欧州分離工楊の建設

運営上の問題

所︑建設蟹︑運転蟹まで凹めて十

り一九八○薙までに動力炉建設の
いう危険が生ずる︒これらの理由
外のことで︑反対に多数国間の協

界から倹討する必要がある︒

有者になるという形式で可能であ

米国・ソ連・英国およびフラン
スにおける濃縮工場はガス拡散方

他の方式も開発される可能性を充

式をとっている︒遠心分離法その

匿下礫設が謝爾されている濃縮工

様である︒しかし必要とされる高

⑮

鐡

注することである︒

増加率を十五％としてその分の濃
から︑他に満足すべき代案がない

が下膳

縮ウランを確保すると︑現在の米

おもわく

国内のウラン濃縮工揚の能力は︑

とすれは︑延岡体内に同位体分離

ら一九八○薙における留年圏を除

一億四千万KW分しかない ︒ だ か
工場を建設する可能性を繊々の角
いた世界の必要懸を米国の三徳設
だけでは満すことができない︒こ

建設のため
の基本条件
共岡体内にウラン濃縮工揚を建

の偉人から判断すると︑羅要の二

設するといういかなる決定も次の

分にはらんでいるが︑産業上の観

ペースにのると断濫せざるを得な

薙間に建設される原子炉が必要と
する鰍料は︑その主体が低濃縮ウ

揚とが︑欧州其同体が必要とする

蝶類の合戦断に鋤年投資している

ての原子炉工業が︑自からあるい
はその関連企業から総勢に俣講付
の燃料サイクル・サ⁝ビスを瀬棚
に提供できるようになる︒このこ

旧ll

編
産

力
子

原
ないことになる︒英国のカーペン
三要素できまる︒

分の一から三分の二しか供給でき

ハ⁝ストやフランスのピエールラ

を建設するという激図は︑共通の

いのが現状である︒

政治的饗素1ーウラン濃縮工場 点からは︑ガス拡散法だけが経済

るいは増設されたとしてもこの不

エネルギー政策の概念に固有のも

ントの能力も現在の規模では︑あ

足分をうめることには到らない︒

のであるというにとどめておこ

共同体内で今後十五ないし二十

一方ユーラトム内の原子力発電

経済的要巽一1この工場に対す

所は一九八O年には六千万KWにうQ
達する計颪で︑これに要するウラ

ランであるから︑談ず考えられる

濃縮工場は︑比較的低い濃縮度1

る投資額は︑影野体がこれ象で経

一万六千ゾ︑このうち八千ないし 験したことのないほどの莫大な額

う︒そうなると高速四囲の巾濃縮

t忍ないし四％ーーのものとなろ

ンは天然ウランで一万一千ないし

ースで運営されるようになるな

恫Z千ゾが軽水炉用燃料として となる︒しかしこの聖画が経済ベ

濃縮ウランをまかなう曜一の供給

ので︑豊岡体外に八尾するとして

中濃縮ウランの量は極めて少ない

も︑葛灘縮工揚を難塾することに

額にほぼ見養うものである︒

技術的語素ーー工場碓設のため

ともなう政治閾題や莫大な経賢に

灘である︒しかしどんなに米国の

約束や保証があったところで︑米

ンスだけが現在保要しているノー

の必須条件は︑米國︑英国︑フラ

一子う

へ

国に金錘的に繊存することは︑共

ピエールラット濃縮工場（フランス）
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力

約十時間の照射実施
成功すれば世界初の事例

米鰯の平庭利用塁金が共催で︑五
年前から行なってきたもので︑今

論文募集を行なった︒命計一四四

回は昭和四十年に次いで二度闘の

篇の感鋒論文のうち︑八月十三日
の第一回審査会で入寮九篇︵うち
一篇は緯距︶が選出された︒そし
て八月二十日午前十時から菓京︒

とよばれ︑すで

子禅門の束京原子力産業研究所で行なわれた︒この療法は
丸ノ内の日本工業倶楽部で開かれ

ホゥ紫中性子捕捉療法

わが国初の試みである原子炉を使った脳しゅようの治蟹が︑八月二十日午後零碍十分置ら︑川崎市

に一九六〇隼から米国で延六十六例の治擬が行なわれ︑すべて失敗していた︒今回の治擦が成功すれ

た第二回審査会で︑茂田︑小野

ば︑医旧猿子炉の必要性が︑クロ

習のやり方︑などを視察し︑わが

る︒遵邦政府所有地はステイク

ン保団地とに分れ︑復雑であ

盛合がある︒インデアン俣護地

も地蓑椛と共に私為されている

ンデアン都踊に話をさせねはな

内での探鉱は政府を通して︑イ

オミング州を中心︶は次のとお

︵くい打ち︶することによっ

との素謡について︵とくにワイ

て︑クレイム︵鉱区︶の取糧が

ても︑ステイクによりクレイム

らない︒遮邦政府所有地であっ

が設定されると︑その後は州の

讐轄となり︑州の鉱渠法に従わ

スの照射損鰯︵阪大︑舞馬源次郎

用の現状と将来︵講師二瀬︶﹂︑

匹︑という結果がでた︒このほ

五︑謝装四︑材料七︑運転保守

製造品目

釦

ぜ曝焔鈴

鞍︑轡

欝

（67｝6972

動燃禦業団の神山寅二理事は

一般的に米国各州とも速邦政

り〇

石油資本の進出に脅威
神山動燃理事が核燃懇で報告

含は︑州政尉に対して焼定され

ねはならない︒生薩に入った揚

制は︑従来にない規襖のものだけ

同﹁軽水型勤力炉からの廃藁物の

と安全盤︵原研︑霊地誓男氏︶﹂

講演﹁原研再処理嵐験施設の概要

日︑五ナ穴件の発嚢のほか︑特別

学分科会が︑十一月四︑五日の両

雄氏︶﹂など︒また化学・化学工

ム炭化物について︵阪大︑佐野忠

氏︶﹂︑同﹁ウラン・プルト轟ウ
たとしても︑関係官庁との折衝に

能となり︑素粒子研究所の建設計

山間を要し︑来年産溜工も不可

画は︑さらに一年遅れる晃通しと
なった︒

原産放化潮

の翼

岡﹁使用済み核燃料の輸送に話す

マグナトロン

原薩の核燃懇で︑﹁米団におけ

国以外のオーストラリアやアフ
できる︒州政府所有池は鉱区の

の箪は州によって製なる︒

たロイヤリティを支払うが︑そ

設定はできない︒賃儀りするこ

とによって︑地表権と共に鉱業

う︒米国における鉱業法と士地

素研問題︑十

月末に結論か
学審総会開く
蒋三十分から

学術審議会︵芽誠司会長︶は︑
八月二十︸日午後

回圃の総会を泣き︑素粒子研究に

束票︒虎ノ門の共済会館で第†一

関する研究所の設立難題について

譜闇題︵荏原製作所︑角谷省三

なお︑炉物理・炉工学分科会に

氏︶﹂などを行なうことを決めた︒

見学会を実施
八月十二円︻︑原産放二線化学研

周縁の会合では︑同審議会学術

検討した︒

研究体制特別婁員会で︑素粒子研

究会主催の原研蕩鷲研究所見学会

ーーー守一

走︒

決っているが︑特燐講演などは未

日の両日︑京都大学で開くことは

ついては︑十一月二十一︑二十二

究所の管理運営のあり方について

が開かれた︒

十一時五十五分︑賜購駅東口に

の最終案を十月朱濠でに豪とめ︑

素粒子研究への最終的な態度はそ

で︑高崎研究所に払った︒

二重省二十五人が集合︑大型バス

研究所構内の緑の中に︑事務

同審講会は︑昨年九月文都繍の

のあとで決めることになった︒

諮問機関として発足︑五つの諮問

棟︑研究棟︑コバルト60試験棟︑

同開発のための二間規模試験プ

研究会

績を調べたら︑発蜷所の設誹施

末から異施した

▽ところで︑岡懇談会が四十年

の定員はいっぱいになるようだ

と︑幡が広く︑だいたい三十名

加者も社長さんから係長級豪で

を押える企画にあるらしい▽参

と見学を奨施︑一応のポイント

でおりこんで短時日にセミナー

しほり︑かなり専門的な内容豪

その秘密は︑参加対象を極端に

が︑いつ謹でも強気は曇凡ぬV

櫛難読
弩加速器棟などが

ラントが並び︑撮影禁止の個所が

各照射施設とも民間企業との共

並ぶ︒

一号︑一一暑︑一一

購書について検討していたもので
あるが︑この素粒子研究所問題も

その一つ︒建設費だけで三二偬

従来の純基礎研究機関に比へ巨費

多かったが︑その金内容が見学で

円︑年間の運営蟹が約六十億円と

り合いがとれない︑などの反対の

た︒

き︑参加者全員満州の様子だっ

を要し︑他の暴礎研究分野との均

予驚がのびていたもの︒

の間に討論会が行なわれた︒

なお施設見学後︑現地技術者と

恵見が娼て︑昭和圏十三年度趨工

学術研究体制特別委員会がまと
めている︑素粒子研究所の研究体

秋の分科会きまる
原子力学会十一月初旬関西で
和四ナ三庫秋の分科会﹂の論文募

かアイソトープが五テーマで翻

工七︑土木建設五︑鉄工︒機械

集を行なうなど︑同分科会の開催

る問題点︵京大︑桂山幸典氏︶﹂

ころに産業界の関心が深いかが

九回Vこれをみると︑どんなと

B本原峯力学会は︑かねて﹁昭 か︑特別講演﹁プルト一 ウムの利

準備を進めていたが︑このほど核

シンポジウム﹁プルトニウム燃料

わかっておもしろい︒こういう

鯉）4850
島｛43｝1532

るウラン探鉱に闘する調杏纏果

について﹂報告した︒その概要

は次のとおりである︒

最近︑ガルフ︑コノコなど石

油会社の進出がめざましく︑皇

府の鉱業法が各回されるが︑鉱

府の蟹轄であり︑しかも土地そ

み私有されている揚含と鉱業権

権を得る︒私整地には地薮権の

業権に関する問題はすべて州政

のウランへの進出は確実で︑将

府所有地︑私製地︑インデア

のものが連邦政府所有地︑州政

ている︒とにかく国際石油資本

リカ箸へも進賑する扇画を進め

来︑かなりの脅威を承すだろ

︵以上石原産業︶︑米林滋︵古河

︵帯

鉱業︶︑河薦慶四郎︵科技庁︶︑

石松誠之助︵原産︶二二顎

国石油︶︑神谷菱郎︵網羅︶︒
︻写爽はウラン分析の実習︼

に︑十月末にその報告が承認され
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蔵高校︶︑小林光雄︵上卿謄立焼

野高校︶︑名号溝治︵静岡鍛立浜

津中央職校︶︑楠見醤男︵都立北

藤枝垂聞校︶︒

名三校︶︑津久弁通雄︵静閥興立

なお米騒派週の内定した三和の

とおり︒ ︵敬称賂︶

氏名︑および入賞者の氏名は次の

れている︒

この他に原子力施設の見学も含蒙

ための参考にしょうというもの︒

国での効果的な原子力教鳶実施の

日本原子力平和利薦塞金は︑源

B本山子力平和利用基金

員三氏を決定

米国派遣理科教

ーズアノブされるだろう︒

米国の理科教贋の原子力への再履

科教跨︑とくに原子力教齎︑また

米園闘校での実験を中心とした運

を出発︒約︸カ月米国に滞撫し︑

この三人は︑九月二十一日羽田

めた︒

ば︑世界で初めてのことである︒鍛近︑わが国の核医学界でも︑医療用原子炉の必要性が多くさけば

胴原子炉の中性子束は︑十の十四

山︑翼壁民ら三笠の米国派遣を決

したがって︑この画法のポイン

れている折から︑その成果が注目されている︒

ように︑桐当短かい照射ですむ︒

縦位で︑米圏の例も見てもわかる

脳しゅようの照射は︑川燭奮闘

の覆立教冑訓練用原子炉︵H田 素化合物を集中させるかにあり︑
ホウ

治療の成否が兇全にわかるのは

禅壽にある同研究所︵τAIC︶ トは︑脳しゅよう部にいかにホウ

R︑スイミングプ；ル型頁KW︶ 栄国の失敗もホウ粟化会物がしゅ
梱滋先きのことだが︑この

開発が行なわれていたが︑搬野轟

が成功すれ

巽中性子捕捉擦法

よう部に集中できず︑血液中にも

立ち︑田AICは︑東大医学部脳多妻に含まれたことが︑原囚の一
わが園でも︑このしゅよう部の

つにあげられている︒

を使用して行なわれた︒これに先

神経外科の佐野圭貫教授︑岡放射
線科の宮川正教授らの依頼で︑七

嗣図的変更許可を求め︑七月三十
製藁の協力でこれの開発に成功し

月十八臼原子力裂納会にH饗R使 みに集まる特殊なホウ黙化合物の

日その変更が諏められていた︒

治療に踏み切ったもの︒しかしわ
が国には医用原子炉がなく︑また

は︑

窮箭に特殊なホウ巽化含物を憩者

今度使用したH田Rは中性子葉が

〃ホウ素中性子捕捉療法

に注入︑脳しゅよう郡に集申させ

茂田文彦︵兵鷹隈守

写翼は入賞看の観護式︑中央右

米国派澱

門晦西門校︶︑小野山邦子︵秋田

㈱は女性初の渡米が内定した小野

蕉高校理科教員を米国に派窮して

と︑リチウム7に変るQこのリチ は中帆子束約十の八栗︵衝KW運 きたが︑今年は茂田︑小野山︑買

照立秋田南高校︶︑翼壁蕩央︵広

たホウ素10に中性子線を照射する 十の十二渠と低く︑同日の照尉で

壁の三氏の派遣を︑八月二十日決

ウム7から過るα線でガン細胞を 転︶で約十幽間の照射を要した︒

もあり︑講

藤崎達雄︵東京︒私立武

討諭会

小池日次︑相原安津
︵以上三井鉱山︶︑八木

夫︑菅仁憲︑曽根勇︒吉

第一回

次のとおり︒︵敬称略︶

なお第一回︑第二圓の参加暫は

を行なった︒

師︑参一嵩ともに熱心に質疑応答

約二時間の

入賞

出さん

ウラ

儀之助︑矢高磨瑳夫︵以
上三襲鉱業︶︑欝蘭英二
︵佗友石炭鉱鉱業︶南

敬︑中村講︵以上田鉄
鉱巣︶烏居車︑阿部秀来
︵以上同和鉱業︶︑橋摩

コ金属鉱業︶︑佐伯宏︑高橋一

量照立福山工業高校︶

いま核医学界が主張している医

これは︑日本の平磯利用基金と

第二回ウラン
セミナー開く
回にひきつ

日本原子力崖業会議は︑八月五
日から九沼までの第

入形峠繊張所で︑第二回の

を開催

での五日間︑岡山県の動燃禦業団

づき︑八月十九日から二十薫日ま

ン鉱業技術研修セミナー
した︒

同セミナーは︑原子力発電が実
罵化を迎えようとし︑低廉︑安定
な核燃料資源磁保のための海外櫟

燃料・炉材料︑保健物理︑化学・

取り扱い施設における保健安全技

諏（93DgO58

電話人

玉取ホ域東区濾生響2一蘇X村上ビル｝

大販蛍譲斎

置慧話広

広島暫業所広｛茜rfr審」見町1−16（膏蕗商会内）
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名占な巾北山志賀町4−61

名古品営叢所

槙

了（253）8脳一9

匡書話豪

東予邸丁代田区外神隈1−52（鈴るヒル）

手土

、

、弩話

｛華県拍rllF呵田｝【中之台1055

千葉工堵

○ステンレス材に対して応力，三間腐食に
よる影響がありません。

爵

ら

浩治︵庄友金属鉱山︶︑物

部長進︵三井金属鉱山︶

木村四郎︵田

消水洗一︵石原鷹業︶︒
第一一圃

化学工学の三分科会の特別講演の

企画に入が集詣るのにも︑原子

じられる︒

力の実縮化蒔代がひしひしと醸

術の開発﹂など︒核燃料・炉材料

月二︑四日の二日閥に九＋一件の

分科会が︑煎じく近醗大学で十一

今年の秋の分科会では︑保健物

発表のほか︑特配講演﹁ステンレ

テーマ︑講演者などを決めた︒

の二田間に二十二件の藤縄のほ

理が︑近畿大学でヤ一月一︑二鼠

欝鏡

本

熱褥ll

（150PPM以下）（50PPM以｝）

（8PPM以D保証

総 栄進化学株式会社

〆

唖秘3

O低塩素分・低弗素分・低硫黄分

｝∫

騨粥＼ヤ

鉱か注目されて曇ている︒この期
にあたり鉱山関係会社等から︑ウ
ラン鉱業技術の研修を園約とした
セミナ⁝開催の申し入れがあった

鉄鉱業︶︑角田吉雄︵旭

雀︶︑墨譜一郎︑大串融

化成︶︑平塚懊夫︵通薩

ため開催されたもの︒

去る八月五日から九田までの五

武︑戸屋翼一郎︵以上三

︵以上同和鉱業︶︑古徳

日間に第一回の岡セミナーが開か

までの講議︑爽習のほか︑夕食後

3■︑午消八時四十分から午後五時

鰍礎
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原子力機器用・染色浸透探傷剤

防衛庁・米極東空軍認定贔メーカー
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探傷前処理トリクレン装置
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破壌しょうというもの︒

照射野に運びこまれる患
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コ

い巨大科学では︑その研究関奨に多数の優秀な瀦学技術看を必要とするばかりてなく︑次々に

昏

轟人材養成︑教宵馴緯が璽要な問題として取上げられはじめているが︑原子力のように間口の広い
い

嚼ﾝされる大型賭施殴の設謝・製作・越転・保守なとにも多数のよく馴練された技術者が必要轟

バ

︷だ︒現筏原研原子炉研修所に次いで︑原魔でも運転要戯の馴練が鯛始され︑その他にもさまざM
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雲級諜程は原子力の中の特定の

易ρ亀り

︷

押悪畿馴欝豪立てられている︒こうした塞の磐︑原響はどんな方針で︑どんな製

る︒

分野で活躍する研究著︑象たは斑
級技術者を養成するコ⁝スで年閥
定員八名︑現在研修中の麿を含め
て五十一名の参加嵩があった︒派
邊元としては大学や研究機関が多

般課穆と共に丁子力全般

い︒期間は一力庫で︑はじめの三
カ月は
についての講義を受け︑後の九カ
月は窮攻テーマに応じて葉海研究
所内の研究墜に配属されて研究に
従達することになっている︒

茎礎課程は原研職興のうち原子
炉等の現編に勤務する工業隅校卒
程展の響を対象とするコースで一
回穴週間︑郭通二目︑各三十二名
で行なう︒原子力に関する塁礎的
学課の講蕊と︑放樹線課灘などの
二二を内容とし︑今譲でに十三回
実撫し三障九十三名を教回した︒

ものであるが︑実際には三分の一

なおこれは漂淫雨鍛を対象とする

近くは外来研究費である︒きらに

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

所内に設置され︑輩として原子炉

PDRの改造三紋のため本年度は

社員が参加し龍︒このコースはJ

するもので︑張十八名の毘力会社

霧
擁写

％影

犠

養
傷籍

舞

修㌦癖

〃

政策︑羅際側勢︑原子力船︑関係

所外からの糞門蟹を迎えて原子力
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

特典に恥じぬ内容

が︑四十二隼麗から摩込みが急増

したので︑とりあえず隅画名まで

ム

必露なことは蟻然であるが︑一

TEL．棄憲〈5塩1＞2611〈人代表〉

灘︑躍気︑機械︑金属︑止木︑物

毒

東京都中央区銀座東3〜4

ら驚貫誉四十＆に引上げたが下期

弼

謹O胃一

曝ごO筥び

闇闇問を省きムダをなくします

受入れることとし︑四十三蕪度か

な盛況が続きそうで三下対策に頭

影

O門

︾け○ヨ一〇

︵篤Φ擁ぴΦ擁θ

國轡類も手や衣服も汚れません

鍛後の﹁カ月余はそれぞれの将

を悩譲しているが︑鍛初に述へた

確保すべきことを述べ︑これに

ノ

法規壕の特別欝義が続く︒

この課程は僅か六カ月の短いも

ように矯要に対する受入れ能力の

かに︑東醗︑関羅箋も独臨の技術

このような大口購藁家の自景供給

者洋装説圃があると闘いている︒

副瞬も大変結構であるが︑一方に

おいて認尿全体としての総禽詞画

嚇

の分豊饒隈や盤命の明確化などの

およびこれにもとずく各研修機関

Ψ影

貞弓げ⑩

一原産窺糾室便り1

措磁が強く望孕れる︒

0

瓢

けげΦ丙昌α

であると摺縛して︑ヨーロソバ

取口︵？︶をいうむきもあるほ

・バイ・コントラクト﹂を逓じ

璽識する従来の価億基準からの

対する助成は︑経済原剛のみを

あらゆる複写瑠1務に1

理︑化学等の聯門技術着の方が瀬

のではあるが︑内容は極めて充実

絶対数が不足している現状では何

予想では明琿も明後奪もこのよう

ては原子炉主任技術者獄験の口筈

している︒この課程修了者に離し

か抜本的な離策が必要であろう︒

入所の隠には﹁原子力のゲの字

毒薬臨躍の研修所が発足したほ

試験受験資格が与えられるという
特典があるが︑現行の内容はこの
特典に恥じないものと膿負してい
る︒蛮興今年謹での原子炉主審技
術春試験の雛詔試験合格省二欝三

も知り豪せん﹂と心細そうな顔を

ところが昨騒騒︑新たな悩みが

9鐸α

二一蕊野︑A5判︑一

芝餌弓

噸Φ窃

開α

九六六年出版︶

の学生をイライラさせていた

どである︒

て︑科学階級が政府の判断決定

みなされるへきではないとも主

※

来の業務に関連したテーマを選ん

分は五十名を越える肉込みとなり

次の一カ月単ほどは原子炉実習

調整に大分蕊労させられた︒現有

当な黒酒も多い︒また原子力船粟

で研究窪談たは原子炉の戦乱等に

である︒四名一班で十紐に編成さ

およびその他の炉工学実習の期間

配属されて実毯を行うことになっ

組鍛などのように商船大学卒藁者

れた研修生のほぼ半数が東海門内

の施設では日課内容を低下させな

る︒残りの半数は燃料や伝黙等の

い隈り四十名がぎりぎりの線でこ

ている︒原子炉実習や現揚実習の

れ以上はどうにもならない︒今の

は今鋸申に閉鎖されるため次回か

各毬の炉物理実験や炉を莉贋した

初期にはメーカーや篤学などが多

炉工学実裂であるが次々に全部の

カ月の全課程を終ることになる︒

の小型研究用原子炉︵曲論では﹂ 期間も次々に競限の迫るレポート
貧R三鷺流識していたが︑この炉 提出に追われて︑あわただしい六

でなければならない掘禽もあり得
る◎このように大学で原子力を専
攻しなかった研究者・技術蕾が原
子力の分野で鋤くために必要な原
平力総含知識を与凡ることがこの

月︑紫蘭二回︑現在では短園の定

子炉の鋤特性を自ら体験すること

実験を行う︒この実験の中には原

コースの闘陥である︒一回六カ ら4号炉を使帯する︶に行なって

質四十＆で笑澄している︒今塞で

かったが︑凶畳築ごろから聡警関

班が交暫して原子炉および炉工学

を闘的とした運転実習も含まれ

の参加巻総数は五百九名に帰し︑

係が急増し︑澱近では三分の二が

の全コースを終えるようになって

その内容は上図のとおりである◎

羅力で占められている︒

いる︒

四月および十月に開講するが︑

の修ア者である︒

十四名のうち五十四私はこの課程

初めの三カ月は午前申難事と演

していた研修生が︑僅か半年後に

教窒風漫

翌︑午後は茎礎的実験︵原子力技

は一人崩の原子力技術者としての

若い技術者でも悲鳴

術者に必要な蹴子響回路と放尉線

自﹄に満ちて︑それぞれの派遣元

鑑じた︒前の図に見られるように

へ帰って行かれる姿を兇ることが

若い技術暫でも鞍懸をあげるほど

四十一年腹までは三十二名の定貫

私たちの最大の窟ぴである︒

猛烈にしぼられる限々が続き︑こ

で若干余裕がある程度であった

の理栄部や工学部を出たはかりの

果を持っている︒講幾の終期には

が︑ビッグ・サイエンスービソ

茎本的発明や発見を受け入れ開

によりまかなわれていることに

グ・テクノロジィービノグ︒イ

のから蒙り合いである︒露間二

︵ーー
フェデラリズ

より生ずる政嗣と大学︑民閣研

メスティニ博士は︑科学疇代

で︑平均無齢も三十歳と勢い︒

小生が力を入れたセミナ；

究所との野合を

においてアメリカ社会が必要と

五〇億ドル︵九兆田Uに上る研 発する技術の取り士げ方の閾題

リノク・ポリシイ・セミナーで︑

は︑サイエンス・エンド・パブ

ンダストリイという一遮のテー

究開発縫製の六〇％が政府支出

小生が学んだハーバード・ケ

ム・バイ・コントラクト

り︑その比率も三Q％近い︒

ネディ・スクールは︑一九三〇

プライス学長をはじめスクール

として

年にリソタワー氏の憲付金を墓

マを念頭において︑原子力の科

する祉会態度は︑変化を世の常

になっていることを指摘する︒

とらえ︑これが技術開発の偲体

学技術の脅て方を考えるとき︑
ータス学長︑科学更のメンデル

してゆくことであると述べた︒

態として受け入れ︑これに適応

博士のリレー講義で︑二蒔間の

に翻る段階で次第に大きな役劉

張し︑さすがは科学の国とウナ

われわれからみれば嶺然と愚わ

その璽要性と特殊性を十分に考

・オブ・エンジニアリングのブル

また︑この﹁フェデラリズム

と感じた︒象
代社会の塁盤

た︑科学が︑現

罠をはじめ経済学のガルブレイ

うち前帯が講義︑後半がディス

りと発薫鞭を獲得してきている

としての地位を

ス︑政治学のノイシュタノトな

カノシコンに覆り当てられた︒

との指摘も興味ある所である︒

ハーバード・ケネディに学ぶ

科学行政の真髄をーー

ゾーン教授︑薬学のメスティエ

級嘗僚の育成を目的として設立
され︑ケネディ大統領磁殺後︑

のである︒岡スクールは︑ハー

その＆にちなんで改名されたも

バード文科系の英知が集ってい
るといわれるリノタワ⁝・セン

慮すべきである

に︑行政と政治との間を結ぶ騰

外画人も磁界各国から来てお

灘繰慧

れが研修生の実力養成に火きた効

る︒原子炉繊麗等の四丁では大学

謙測が主体である︶が行なわれ

漁 37
算 36

門㍉簾
既譲欝

︑鍵

玉

〃

工学科馬溜身の出門科学披術者が

原子力の分野には大学の原子力

たいくらいだ︒

味ではむしろ総禽課程とでも敬め

ピュラーコースではない︒その嫌

ルコースの愈味であって決してポ

沼くようであるが︑暗れはゼネラ

＆があ叢り適当でなく闇々誤解を

課程である︒この一般縢程という

原子炉研修藤の中核業覇は一般

中核となる︸般課程

であろう︒

胃

躁窓鐡

醗力 会 社 箸 の 要 望 に よ り J P D R
による運転実地灘練と組禽わせた
コースを二回実卜した︒これは六
芦間の基礎課程終了後︑六カ月闘

に醗擾関係のある妓術番を整成す

﹃PDRの現場で運転実習に参加

る業務を靴けている︒現在︑調弦

市
ホ

原

幸

原研の原子炉砥修所は東海研究

野臥での訓練コース

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

に至6ないのではないかと思われ 爺︶の驚つがある︒
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﹀練が案施されているか︑研修所畏の柿原幸二氏に報告してもらった︒
や8︑

昭和三＋一爺に臼本原子力研舞

所が発足した轟暁は鳳子力に関す
胤勲職や経験のある岩は曹無の状

鎧い︑経験も鞍積されるにつれ︑

態だった︒しかし︑追々に 纏 が

外部からこれを利耶・吸収 し た
いという希望が出︑外寒研究贋等
の形になって実現しに︒現在まで
に原研で外来研究賛およびこれに

類し た 方 式 で 鑛 か 得 た 人は奮
名を越えている︒
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

国内の養成訓練体制
組織的・体系鮒な教膏訓練機闘

としては原研のラジオアイ ソ ト
ープ研修鮨が三十一二年に発足し︑

原子炉研修厭︵三十購年︶放鷹研
餐成訓練部︵三＋五年︶が次々に

学には三＋二年に原子力関係大学

殴けられん︒一方︑東大箸の五大

院が︑家た京大︵三十三年︶︑東
大︵三十五年︶箸に原子力工学科
等が設けられた︒このように三十
五︑六年頃には一応の教衛訓練の
形が囲った︒原子力開発利胴長期
針鯛によれば原子力関係科学技術
暫の無間聾成必要数は現在で約千
五露名︑五年後には三千名以上と
冤込まれているが︑大学の定畏は
学部・大学院を金部あわせて四蕾

余︑原子炉研修所が酉五十稲︑放

中止 し て い る が ︑ J P D R の 運 転
＋石駕︶塾礎盤糧︵箪十八 が平常に誕れば再開︑強化きれる

ど単に学界の第一入者であるば

プライス学長は︑その著﹁政

メンデルゾ：ン教授は︑科学
史の上からみて︑脆史としての

國文宇は鮮明で消えません

スチロ卿ル
セメント

十條製紙株式会社

その他30四種叛

課程︵三十四年附設︶︑一鍛課程
︵一

かりでなく︑実際の政治のデシ

ィソク︒エステイト﹂により︑

府と科学﹂︑﹁サイエンティフ

ターに本提を躍き︑プライス学

ジョン・メイキング・プロセス

ブルータス学長は︑アメリカ

らされた︒

にアドバイザーとして蚤要な役

と直増との閥にあるといわれる

翻りを果たしている人達が揃っ

技術格差︵テクノロジィ︒ギャ

体系的であると履目した︒臣額

ソプ︶それが幻想にしか過ぎ 現代科学の最大の特色は︑より
ず︑実際のギャソプはむしろ︑

アセチレンブラノク
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この分野における第一人麿と闘
ている︒

プライス学長のテーマは︑ア
メリカにおける政府と科学界と

ポハール

囲一度に何枚も複写できます

メラミン
ぷルマリン
可塑剤

10

学生は大部分パブリノク・ア

クロロブレン
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ム20

ドミ鵡ストレーションの経験者

誰【化ヒぎニール

爵

愈・・

ノ㎞露噸ン・ぺ」ず量一

矯双概説
倉金鎚

硯修所はす竃に千名を送り出ず

卿 ￠盟

カーバイド

当分は満員の盛況

叩麟
茄・。

されている人だ︒

」

臨
原研・原子
炉研修所畏

一般繰程夢加数一覧裏
〈×〉◎◇〈一ノ♪〈〉〈〉（一く×××》◎◎《一《X＞◎〈》◇0〈〉◇

まつ白な紙です
重ねてお轡きに
なればそのまま
遍しいコピイが
できあがります

影生活と産業を

五十名ほど︑R王研修所が三穏名

吟研が闘乱ニや名で全隊含謝して

も千名に達していない︒しかもR

1関係のように比較的獲成が容易

な面で帽ほぼ要雛に近い成績が得

られているのに対し︑磁接原子炉

に関係する方面や︑骸蜘料︑麗葉

物処理など蟹成の餓しい面での立

遅れが著しい︒特にこれから大羅

の技術者が要求される発電炉運転
関係が遅れ︑三無五月に臼本原子
力発燈株式会松の棄海研修所が発

数が七†名では当分要求卒満すに

足したが︑これも隼闘受入れ可能

JRR−1の爽習

凪

い

（6）
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原子力は百八十七億
円︑ほかに阻投妻入三十四億八千

動力炉は別途に追加要求
科学技術庁︵長窟鍋島獣紹茂︶は八月薫十一臼︑総額約二資九十一億円︑対日雌農比二照・九％増
百五や一万一一千円︶②入二野採鉱

原船磯

︵債論ハ億四㎡ヤ一二十・万円︶②食品照

と繁備二十一億瓢㎜千︸臼七十∴ハ万円

◆大河博士が機翼
頭脳の海外断崖として注鼠さ品
ている核融含量完の第一人者︑大
河千弘氏︵ガルフ︒ゼネラル・ア
トミソクス挫︶は︑八月二十八日

滞日中︑原子力婁員会︑通薩

力とぬグループ︶等との会合およ

省︑原鷹のほか︑原産酋脳︵三鷹

ーピルスク︶に泓席の後︑称暇て臼
本へ立ち織ったもの︒

び︑東森源子力旛設の視察等を行

大河氏は滞在中︑臼本の核吐合
関係者らと懇談を璽ねていに︒と

ない︑九月九日離日の予定︒

ト︵CW︶社が建設した︑プール

なおタイには米力iチス・ライ

くに氏は帰米を前に本説韻吝の質

型︑黙出力千KWの研究炉が塞

問に讐え︑﹁核融合炉が13来でき

とか︑麗巣の全体のレベルによっ

るとしても︑それはその醗の技術

あるQ

調費圃綴の氏名は次の通り︒

て決まる︒現段階は︑世界各国の
研究が良由に交流している状態で

︵ヤンヒi電力庁副総裁︶▽団鰻

▽団畏K・シンドバナンダ氏

P︒バ去ノルク氏︵ヤンヒー鱈

あり︑どの国が彫れた研究をした

力庁企纏部長︶︑P・パンスリー

としても︑力のある国はその研究
を︑ただちに役立たせることがで

7隔一

女史︵予選局鍛︶︒

済開発局員︶︑P・ニタヤンクル

部長︶︑V・シリポングセ氏︵経

氏︵原子力平和利用局原子炉運紙

きる状態だ︒日本の研究にも各国

タイ国の﹁原子力発鷺調脊団﹂

タイ国原子力発
電調査団が来日

一臼から開かれた王AEA主催の
が期待を寄せている﹂と語った︒

工︑米国へ帰国した︒氏は︑八月

七懸二

第三圓核演合国際会議︵於ノボシ

◇国立機関の駄験研究

に属するもの︑食品照射やがん対

壬薫二十四万万千円馨各省所蟹
策など︒

八万九千円︵債一億二千七藪一万

額八十二万一一千円︵偵一億二千七
︵償四鎧戸門千六薦万円︶鋤核磁禽 百一万四千円︶②核融倉研究三千

射共同剥利田⁝施設一億四千孟ハ︸日曝鰐

子力軍臨寄港調査蹴千二二七や万

婆員会三千九首五十七万七千円②

四酉七十八乃七千円︶野①原子力

ている︒しかし最近のエネルギー

もの︒

合十

へじ

ロ

ロぼロヒェヒコユココロ

日年後妻産

さロじごじロほほほヨヨユ

⁝発行臼変更

ﾌお知らせ

︸

⁝

﹁原子力産業新聞﹂は礎

⁝来︑毎週月曜日付で発行して⁝

⁝

閣きましたが︑都舎により本屠⁝

脚︐︐圏ロ■曜露冨冨貰隔

︸

⁝

⁝から︑発行日を毎遷木曜臼付⁝

轡

B本原子力産業会議

一に変璽し博す︒

@

ゴ■8犀﹁︻﹁■1︐瞑﹁聾︻﹁8幽﹁1闘零竃．曜．51

ランから二酸化ウランへの転換加

とくに阪状黙料の成型加工につ

検討が進められることになった︒

による合弁会社IJ簾Fは︑原竃鉱山︶の許可については︑引繍き

立−東芝⁝米国GE社の共同出資 工箏桑︵三菱金属鉱業︑住友金属

燃科の加工に粟りだす︒﹁方︑日

多

を歴訪の後︑わが国にも立ち寄る

行なおうというもので・欧米諮国

羅の購入などについて予め調査を

出力規摸や経済性あるいは関連機

の可能性を検討するために︑その

こんどの調査駆は︑原子力発電

二落五十六万円⑬サイクロトロン 三雲の仰びに歯応して原子力発聡
の研究一億三千八再万円
一億四衝︷ハ十⊥ハ石刀七千円
◇安全対策の強化 二億千画ハ
開発の可能性にも蓮華的な姿勢を
◇その他原子力行政費等 二億
十六万千凶具①放射能測定載量箔
みせている︒
一億苫罪証首二十九万九千円②原 二千三種一二十四万九千円倉憤パ千
三千円③大阪原子力箏悪所の設欧

四十一万円︵債六千閥酉七十八万

核燃料物質の購入箸一億二千七酉
八日

三否八ヤ万万九千円
◇放射線医学上含研究所

圏六十一一一万九千円

NFを許可

敦賀鞘躍所および東電橘圏発躍藤

の研究を助成してきたが︑こんど

工足業を開始する︒

一こ口簸F

︵BWR︶の燃料の成型加工を
証を懸低し︑四十五年︸月から加
行なう︒

はY神三川蟻横須賀市に籾期颪四一
＋ゾ︑将來は四営ゾの工楊を新設

等の需要総懸薔本に対し︑三社の

計画︵申舗︶では合訓九薗本が予

建されて騰り︑将来の需要見通し

で許可が延ばされた︒現在︑湧産

省と科技片で協議が進められてお

が雌されるもようである︒

り︑近々︑この点についても結論

また低凝縮ウランの転換加工に

ソチ式の小轟轟な研究が進められ

ついては︑こ3／豪で︑いわゆるバ

てきにが︑これを工揚規模での連

護﹁≡﹇三濡叢㎎﹁歪寵涜響三＝

竹

中

砥糞美三塁＝一一一一一藻§︻＝一一一藁一一＝一一一一一一一一籔摺一ロ＝一漏⁝載川間三＝一一一一一一︸一叢一隅瓢籏軍一二一一一一一一一一一一幽幽⁝≡﹇﹇一一一一一一霧灘一≡一一一一爺欝

密

劃一妻鶏雪＝一嘗㎜璽讐叢論竃一廻婁望7一一竃︸警§蓄＝蓮襯

いては︑当面︑JMT8や窟大慶

の取り替え燃料から受注の方針︒
両社の計画によれば︑三菱原子
力工業は︑歌城県東海村に約二十

②原子力

こんどの諮可について︑原子力

の諮可によりわが織では初めて︑

最近︑わが圏の原子力発電開発
謝劇が翼体化し︑それらに要する

始める予定である︒強震の建設費
は約二十⊥ハ億円O

の余地があり︑糧当の甥閲は従来

続運転にきりかえるにはまだ研究

の﹁使用許可﹂で研究を統けてい

核酬料加工購業については︑昨

コロニロコココロヨヨ

購電力盤約十四億KWHを認録し R量機械工業懇談会部会長会

◇原子力研究の助成 ＝ 億千五 が︑九月五日︑来日する︒
◇日本原子力研究所 再十一穏
第九回RI会議第二回蹴備委
タイ国は︑水︑火力を中心に電
邇ｵ百万円︵償二十四億ぞ千落 酉万円一1委託費および補助金
◇理化学研究所 二億六菖閥十
員会九日午後田本都市センター
四十万円︶一1①耕料試験炉の運転
源⁝開発 僧進め︑ 一九ぬハ五隼鴫木現在
立地問題懇談会十β午後鷹力
四千円︶薪①R王笑験橡建設五千 で総発躍要三五＋六万KW︑総噸 懇議会

万二苧円︶

S吊刀田N︵構似十6樋一七一†衝︸一十山二

目園への政府幽資金二十四偲八千

◇原子力第一船の建造

四万ヒ千円︒

七千円⑱鷹匠採鉱一懸七千哲五十

製鋤設備の増強一腰三審九十七乃

の昭頼四十四無農科学技術鉱腿に伴う予算概騨要求を大野雀へ提出した︒とくに原子力平霜利用の促
進については総額百八十七億三千八薔五十⁝瓢万七千円︵債六十五縛八蟹二十九万円︶で︑前年度比三
十六億四千六買八十二万八千円︵績三十八億七千六十一万千円︶の増額要求となっている︒しかしこの
中には︑科学技術庁が来年展の撒点施餓とした新型動力炉の開発および宇窃開発関係の予算は含まれ

の充実︑材料試験炉の運転開始と

的な採鉱製練のための人形隙設備

求されるもようである︒

総理肘から追煎の形で大蔵省へ要

れらは︑家憲翻発関係とあわせて

が嚢求されているもようたが︑こ

億円︵ほかに蟹篇負損行為かある︶

ては︑事業ベースで総追約二頁十

なお︑新型動力炉の開発につい

子力瑠務所の新設も要求されてい
るQ

ていない︒これらは現在︑霞民党および隠題部内で調整が進められており︑軍ければ今月中旬頃にも

科学技術庁は︑来年度予騨要求

大蔵雀へ追加要求されるもようである︒

の重点施策として新型錫力炉の闘

して内容がさらに充実され共問利

その整備︑腺子力特定総合研究と

通掘進の四本柱をたてている︒

雛︑宇憲開発︑海洋空発︑週報流

PF 動 物 ︵ 特 定 の 菌 を も た ぬ も

核融含の研究︑放医研におけるS

A薗︑財政法に茎づき大蔵省へ 解施設を新設する食品照射および
概騨要求されたのは︑動力炉開発

の︶飼膏難雨晒の建設および臨撫

および宇憲開覧関係分を除いたも
の︒このうちとくに原子力闘係で

実験場の整備等かあるQこのほか

求韻はおよそ次の通りである︒

注霞されるものとしては︑一犀隠

最近増えてきた関繭燭明の8工施

原子力関係の主な輿項別概念肇

で本格的な漕手へと移川する使用

﹂

留単︑国内研修経至愚がある︒

八千六百八万二千円11①SPF七
実千円︶

三菱と

︵蟹二十懲⁝二千七落六十七万イ

の建設二型六千三十三瓦四千円

七億六千七百刀円︵債二十四懸四

設の酌躍可窮務を行なう大阪原

長︑内閣総理大臣︑外務大臣に

千八十七万千円︶日①再処罫旛設

済み燃料再処理施設の建設︑本格

対し表敬するとともに︑科学狡

なおこのほか︑試験研究機関の
地動物飼膏照射施設五千四首五十
恊迚 ②臨海実験揚の竪備千六 製材餐成として︑隙子力関係海外

◇動力炉・核燃料蘭発症果団へ
の出費︵核轡斜課発鄙門︶ 二十

ドイツ連邦共和圏のG・スト

術庁長官︑文具大臣︑科学技術

用燃料の加工事榮を行なうものの

離核燃料の加工事業で
俊藤総理大臣は八月三十日︑わが圏における核燃料の加工撃業

五億円を投入して初朔︵四十五黛

開発の現

婁貴会は一昨年秋から五畿検討を

核燃料の国産化が実現するわけ︒

ﾇ11原子力関係1一次長︶︑に
Hついて討議する予定である︒

研究用も近く結論
なわ︑研究炉用板状継嗣の威型

くことになった︒

加工︵三愛原子力工舞︒古紺蜷
り諭え羽撃︑黒皮切りに︑PWR用 工︑佑及電←︶沿よび六フノ化ウ

ヨ≡獲三蘇⁝三一㎜濡調

札税・仙台・横浜・静岡・名古爆・寓山

」

とに単独で︑閃電美浜発竃厨の取
こんど講可されたのは︑動力鱒

営業所

篇

許可申請をしていた︒

京都・神戸・岡lll・広1；み・局松・北九州。掘岡

大阪市象区本町四丁目二七番地

西独のス科学研究相が来日

ルテンベルロク科学研究椙︵写

9月14日から原子力開発等で討議

翼︶が︑九月十四霞来日する︒

原産首脳等と会談し︑彌園圃に

会識議員︑原子力翠蔓会婁員︑

篇学技術

おける①

ス科学研究掘は︑鍋錫科学技

三の科学

術庁長官の招きに臨じ︑日独両

技術交疏

みであり︑両社はそれぞれ芝饗原

よび両国

状と将束

行なってきたが︑八月二十七欝︑

葬暮謹でに瓢菱原子力工業︑JN 核燃料の撒は︑P型︑B型をあわ し︑赴けれぱ来年十月から堺業を

政策一般

の親善適

③宇憲瞬

両社の讃画︵動力炉用燃料の轟轟

F︑三生金属鉱業︑古河電気工 せて昭和∬十年に約丑営ジ︑五十

子力工業が軽水加圧水型炉︵PW 七月一四十七年度︶に蕎ゾ︑将来

はかるた

発の現状

堺業のみ︶が原子炉等焼制法の許

五年に約千ゾ︑六十年には約二千

の健進お

め来日す

と将来④

ゾ程度が必要と兇通されている︒

ア︒フユエルー1JNF11︵祉長帝橋溜氏︶の両祇を酔可したQ

るもの︒

国際協力

集︑住友金属鉱山︑住友電気工業

これらに対し一モ愛原子力闘漿は︑

について︑三菱原子力工業︵社長去春三耶氏︶と日本ニュークリ

同相に

可塾準に適合しているものと認

米国WH祉から螺醒した技伽をも
に︑試作研究を進め︑細面も原子
力研究委託費や補助金卍︑㍉民田企業

象獄都千代田区神田錦町一丁目九番地

本
店
東京支店

…

…

R︶︑JNFが軽水沸騰水型炉 ︵四＋八琿慶以降︶はこ醤ゾの認 ともあわせ︑矯給バランスの点

は科学研

︵宮主開発と国際協力等︶など

していたQわが国の原子力母業界 の六社が︑動力炉用および研究姫

め︑この旨を同日総理大冊へ答細

ンの癒換加工について︑それぞれ

罵燃料の加工あるいは低磯縮ウラ

究省からG・シュスタ⁝氏︵第

lH・ハンスシルド氏︵渉外調 このほか︑わが国の塩煙的な造

はかねて︑核燃料国産化を国標に
なう︒

なお︑離日は九月二十黛臼の
予定である︒

難竹中工務店

冨

氏
河

大

導入技術の消化につとめるととも

氏︵大臣秘響宮︶の三博士が随

同旨掘は滞在中︑衆疹両院譲

行して︵る︒
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㎜一

整部長︶︑H・ヘンドリノクス 船工場や囎機工場等の視察も行

一二

購読料半年分前金 800円
望年分葡金雇500円

1都35円（泌料…褄）

鴨

振欝東京5895番
藷舌（591）612蓄（｛℃）

束京都港区新橋1丁霞三番捻暑（策聡β館内）
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圓
原子炉格納容器用に

＝
4
﹁﹇

属

外へ逃さないようにすることであ

蟹が大縄に節約され︑より安全な

することができる︒そのため建設

とができ︑しかもその高さを憂く

﹁かり憾入する楊含でもまた仙祉か このアイス洛納馨疑力式を採用し

たことにな黛濃初にこの方式を

二巫の原子力発徽所である︒

くに建融き汽．心出力百十了KWの

計画のうちのヶノチ副画の地点を

B︶はこのほど︑核爆発平和騨用

胸部州際原子力婁員会︵SlN

計画の地点を提供

米S−NB︑ケッチ

レ

マ︒

WH祉は発注の理由として︑ド

る︒

とをあげている︒米国内の壬メー

果然ガス贈爵届を作る実験であ

粒として核燃発を測罵し︑地下の

チ引醐は︑プラウシェア計國の一

ノクヤード社が退園内業嘗より六 引歌所提供したと発表した︒ケノ

カーのうち︑バブコノク＆ウィル

ヵ月早く圧力裕留を納入できるこ

オランダのロノテルダム・ドノ

ルバニア州︑スプロウル州の所肖

によ勺と︑S工賛Bはケンタノキ

サービス徳︵刮幽の共同再開社︶

コロンビア・ガス︒システム・

なった︒

林は・地冗保守派の反対で中廊と

る︒当初の認幽地点κつたペンシ

のような大型三三容囎の製迫継設

チンクハゥス︵W11︶幾から︑衝 コソクス社とコンバソシ聾ン・エ

の製造を受注した︒米園メーカー

ンダ最初の毛羽用鳳暴力難り所建

子力コンソーシヤの一員で︑オラ

ドノクヤード祉はオランダの旗

受持っている︒

したセコーヤ㌃雌所用であるのは

いる︒岡幾が雲路した圧力贋︑鴇の

した︒コロンビア︒ガス蝕はこれ

メリーランドの各州の地点を握供

かにしないが︑TVAが最近発注設では︑WH祉と共周入札をして ー︑バ⁝シニア︑西バージニア︑

この圧力審器は︑隠係者は明ら

てである︒

量器を発注したのは︑これが初め

が盤外メーカーに大型原子炉圧力

万KW級のPW況用庇力馨器＝茎
ンジニアリングれたけが︑現在こ

クヤード朝はこのほど︑米ウェス

大型圧力容器を受注

オランダ︑米国から

織

採用したのは︑アメリカン磁力会
挫の子金額であるインディアナ・

の原子力発覧所にこの力式症鋏用

アイソ・ニュークレアー社が︑奪

として四十力がを投入することに

理施設の敷地として︑このほど選

間八万五千がの賃借料金で向う十

試験覇︵シエネクタディ北那︶を

定した︒建設費は︸欝二十万がが兇
五無量運賞する︒

なっており︑ガンマー社の子歌登

込まれている︒

ガンマー︒プロセス社の放出線処

際発罵︵ASPA︶は︑モールタ
放射線源に四十万が︑運転資本費

米ニューヨーク州漂子力・宇雷一る一方︑ガンマー・プロセス社は

米︑ガンマー・プロセス社が

放射線処理施設を建設

でに全部で四蒸の原子力発電︑駈が

する予疋である︒その鵜呆これま

した出力歯十二万四千KWの二払 ガン州のセイント・ジコセブの近

TVAでは︑WR社に最訴晃ミ汀
シガン戴二会鮭によって︑ミシ

・納轡器短採用することができる︒

霧慾騰緯顕韓器

発心めぱよいことになった︒

たものを︑わずかに十ないし十五

に入れておかなければならなかっ

り四十ないし六十ビの圧力を謝騨

により︑従来だと蟻高一平方形当

電力会社に広く実施権を
ウエスチングハウス︵WH︶社は八月二十八田︑原子力発鑓所
を建酸しようとする鐵力会社に︑目下特評申請中のアイスコンデ

原子力発躍所の大型格納容器の

ンサ付原子炉格納容器方式の実施権を与えるだろうと発蓑した◎

﹁この方武は原子力発鷹所の大

るが︑アイスコンデンサ付の際子

きさを五〇％以上も小さくするこ

回合だと︑約七十万がかかる計算

炉格納容器方式では︑格納響器壁

したがって格納容羅の構造上の大

翻的は︑原子炉が正常に作動しな

である︒しかしこの方式のもつ利

原子力発藤織の建設が可能とな

きさによってコストがき濠ってく

点は︑発羅所の建設費を数百万が
に接して何百万とい・泉の小塊耀

るが︑倒えは酉万KWの発蹴所の い非常の時に放出される蒸気を︑

も安いものにし︑しかも絡納容器

らの地点と︑他にペンシルハユア
は︑一讐機が一九七罫奪︑二暑機

のエユークレノール陶けにGE祉

うち鍛大規槌のものは︑スペイン

して︑岡地が獲業界︑医薬品市銀

が七四r幅麟の予定である︒ドソ が建設中の四十六万KWのRW州
Rの地点と誉調董中であ．Φ︒岡社
は二ヵ月位のうちに地燕を決定

ASDAは︑敬聴選定の理由明
とらかな模様である︒同発電所
に近いことをあけている︒同工揚

整地は十月から開始され︑操業

開始は来無九月の予楚である︒操
WH社はWH系の原子炉ではな

は化学製品︑プラスチノク︑鷹療

る︒

業初期は五十万キューリー︑その

のであるQこの方式は簡単でしか

後は二衙万キ轟一り一の放射線源

うめ込んだ冷凍隔壁部を設けたも

くても︑このアイスコンデンサ付

．︑多多多

・︑多二

は︑従来の役職りはもとより︑今

ている︒したがって︑艦齢として

いうような界欝気はなくなってき

ない︒感気窮業全休についても現

れに酒旗かけをしなかったのでは

しては原電の立場に三軒して︑こ

なかったことに零しては︑電発と

蚤灘氏︶は八月三十田︑鍋勘料学説

議藁曇︵餐．二条魏藍蝋の馨も畢べき
である〃等と讐申した︒

多多多︑︐多多多・

；︐

多多ζ

容器の海外発注謝画を持っていな
多多

ノ行なう予定である︒

−多門 多多
い︒発明の遡源化に当たっても︑

国出窓に嘱する﹄．矯などを立て藩

③學期に発見された発明の内外

要な議費を樗助下へきである︒

特許幽．照査の週延が大きなネノクと

られる結果になった例も少なくな

︑多多・二．︑

る発明概動を対蒙とした㌔明奨励

圏各地域の発明奨励機閃に発明相

するよう撮導・援助するため︑全

放射線被曝の遺伝自警に開して

ルム・バソジ︑ボケソト線黛訓な

は︑被曝灘蕪の測定で従来はフィ

る程度以上の被曝を受けると︑翼

どを使記していたが︑染魯体があ

⑤公共的に︑その冥施ム一侃濫す

る必襲がある︒

牽るよう︑現行の補助金︑曾増額す

燗権の大型化に対処することがで

④発明の実緬化について︑試験

える制度を設けろ必冥がある︒

施策について︑その現瓶と問題点

こんどの答申はその弊あ除くた

なっている︒

約十二万件の西独や約九万件の氷

談整︵仮称︶を設け︑発明鼎談業

①アイデアが優れた発明に発展

め次のような施策をあげている︒

れら多くの発明考察は全般的には

側料準提供するなどの便窟を間る

者が十分濡用できるよう︑研究用

②既存の開放研究没備は︑発明

務を拡充強化する必要がある︒

個人の雪明等も︑これを一目てるた

れた発明が陽の圏をみずに終わっ

要に応じて財嚢し︑田はこれに必

必要がある︒設備のない地域は必

⁝4ーン！
第十二圓国際遺
伝学会議開かる
﹁錆十二圓圃際遺伝学会議﹂が
八月二十田から二十八日までの九
日問︑東京・芝の乗京プリンスホ

こと門閥用すれば︑従来より正確

常染色体の瑠加が二蘂に比例する

の圃復に闘する研究の欝欝もあ

なデータが得られることや︑隈害

こんどの会畿には︑四十八力

し︑動物の組織煮繭性の固題︑放

の研壌

いる

り︑これらは︑簸返下火になって

との関辿から注圏された︒

放射緑臆雷防塁薬

選管への影響などについて︑特別

射線被曝の遺賢素潜︑宇密環境の

国︑約千八胃人の研究職が参加

テルで胴かれた︒

衝篇の発表が行なわれた︒

てしまい︑外國技術に市場を押え

めの資力に欠ける場舎が多く︑優

特杵庁の拒納査定を受けている︒

玉石覗鴻であり︑その半影以上が

國等を上図っている︒しかし︑こ

出願件数は年聞二十万件前後で︑

わが国の特許および実用新触︑︵の

方質の指剣を増している︒

を分析し︑簸近の幽幽に対処する

えたもので霊として假人などによ

・髪多多 ・；

の六ヵ月後に引渡すといってい

クマード社は一層機用圧力容器を
用のものである︒なお︑GE祉︑
し︑今蕉中にその地点の騨細評檎
一九七一葎初頭に︑一勉犠用をそ B茂W制︑CE胤とも現在︑職力

格納容器の設置のための工事と装

も広い範懸にわたって棚機の黙除

．︑多・

する︒

うに︑原子炉建屋の瑚さを低くす

；︐︐多多多二

とである︒つ豪り読癖炉をWH社 が礁設難として七十七万が負極す
︑︐多髪
多多

y写翼は懇談会のもよう︼

べ︑参加者との酎論に入った︒

の治ゆ率も岡上して宗ていると述

る︒またこれによって︑軍期ガン

代謝ということに変って来てい

たものから︑がん細胞のせん滅︑

治撚形態も従来の切除を中心とし

の紐み合せによって︑

法等の進渉や他の療法

明し︑鍛近の放射線擦

台目について簡単に説

その状況および同所︑

世界のがんの種類と

塚本氏は講演の中で

演した︒

よび醤来﹂について講

線診断と治療のη状お

鮪氏が︑﹁がんの放射

ンター病院擾の糠本懸

口Bは︑国立ガンセ

；

ることも可能﹂︑と陶禎のPWR玄部を形成しており︑もれた蒸気

︑多多・；

その結果このアイスコンデンサ

多多・三多多

撚勲響〜等

聯潔

の放射

彦多

を所穿ると予想され︑ASDA
用機器︑化糀品︑酵累などを処理

ーン氏は説明している︒

多多・

・・

プラント部長のセオドール・スタ

蓼二

慧痴源聡糞 雌 練 墨 男 に 巻 出

がん

線治療で討論
日本孟子力薩業会議は八月二十

第七回原産三皇優
あり︑もし何らかの申し入れかあ

九日午後二時から︑集京・丸ノ内

多多づ

羅を提供する用意があるというこ

がもたらす唐金盤をさらに窩め︑

帆盤｝

をすべて急速に捕獲してし窪う︒

榮学的にも魅力ある建築となるよ

1繍

講演八︑シンポジゥムニ十五︑掴

馬瀬照照

聾隣難

⁝翫嚢藍鷺⁝麹蓑藝蹴蕪申馨繋

趨

栄棟京都文京澱驕4丁目1翻8号

取締血気押本

延秋

電気工事の総合企業

ｭ電所からコンセントまで

ﾃ岡県ノ内窟士川以東

短
信

侍講漬二十のほか︑一般講演約翻

̲奈川夢，い山梨県

産

力

九電力側もほぼ了解
藤波総裁が記者会見で語る
蹴源關菟株式会社の総裁に再任された藤渡収氏は︑八月ニャ九

やるかどうかの問題については︑
はっきりとワクを設けるような獄

というような

い考えはない︒九電力会樵から︑

この炉はとうだ

話しがあれは︑よく蓋し合って対
処する︒濠た動燃鼻面団との関係

れば︑なにも断わる硬由はない︒

の田本工叢倶楽部で︑第七圃原子

については︑どちらも政府機関で

なお藤波総裁は艶暫団の質悶に

讐え︑AτRの予備調査に参加し 力産業懇立会を開いた︒

積も︑九羅力の首脳郡とより一

このなかで躍発の活用を︑薪しい

在︑新しい展闘が態じられるが︑

t彩鍵趨珈巷た齢臆顧激雛疑饗魏
発明相談窮を設け︑塞た︑発明笑︻ための発明奨励の越本方策﹂に答

E蛎㌧都埼1咳，撃了燃【

（大代表i）／テレソクス272−2081

HEL（812）S］．■1

昂 勧

TE：L（5 84）0251（大代表）｝

兼ﾞ都港区赤坂2丁霞1番38号

田植暫会毘を行ない﹁九蹴力会社との謡し舎いを深めながら︑啓
発が行なうにふさわしい姿で︑出子力聞発を行なって行きたい﹂
と語った︒玉響は昭和二十七年電源開発促進法によって設立され

大規模水力発蹴所の建設を主目的に活醒して来たが︑水力醗発地
点もほとんどなくなり︑鍛近は国の政策に基づく石炭火力発羅所
の建設等を手がけて来た︒今回の原子力部門への進田が疑現すれ
ば︑その性格からみても︑原子力発電の新しい分野において︑特
殊な役割りを果たし編るものと冤られる︒なお電発は︑昨年八月
の行政管理墾員会の報告で﹁整理すへき政府機関﹂にあげられ︑
その去就が注目されていた︒

これ叡 で ︑ 羅 発 が 原 子 力 発 羅 を

腫︑密接に話し禽いを深めなが

発明の奨励策で答申

やること に つ い て ︑ 口 に す る こ と

ら︑薪しい原子力発贈開発の閲題

藤波氏の配者会鬼のもようは︑

はちょっ と 問 題 が あ る よ う な 空 気

みとおしのなかで︑考えてほし

およそ次のとおり︒

だった︒ が ︑ 鍛 近 ︑ 九 羅 力 会 社 の

について︑手がつけられるよう︑

実施化補助金の増額など

首脳をは じ め ︑ 通 産 雀 の 開 係 者 と

電発が新璽継換炉や︑軽水炉を

い︑と語った︒

と

Q城県棚・夢∴君概論

α関東電気工事株式会社

製

武会載
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た︒一行は九月十二日帰閣予足︒

なお︑談城蝦の地元では︑現
在︑動燃の再処理施設の建設をめ

ぐって勝韻帝や漁連闘係者の間
に︑強い庚短運動がある︒とくに
最近︑鍋勘科技庁長宮が八月七前
付で︑岩上二郎岡県知甥に対して

いて﹂の第二次圓答の内谷が︑余

回擾した﹁核燃料再処理施設につ

団が八月十

二田︑再処理樋設の安

りにも簡単であること︑動燃二業

沸運の合理化︑スピード化のπ
め︑各国はいま原子力齢の建造を

伴が網当に異っている︒原子炉主

うだが︑運輸省と科技庁は将来の

﹁陸上炉と船舶搭載炉r難転は袋 うことで陥しが靴められているよ

二窟の盗欝は必駆ないというのが

黒組畏の資格堕どうするか︑検討

階子力船駒代にそなえて︑いま︑

技術暫免状布︑もっという︑いわ憧

といって必ずしも原子力船の運航

任技術嵩試験にパスしているから

一力︑日本の謁含はどうか︑現

が可鮨とは下巻ない︒海技免状に

九六〇年の海上における入命の蜜

国際的にはSOL︑S解約︵一

申である︒

趣旨のようである︒

状では︑原子力船粟野嬢の療二条

門えて︑原子力という新しい技術

には第一舩が実験航溝の後︑就航

迄めており︑わが醐も瑚十七湿度

する予定である︒しかし︑原子力
作を定めた法的組拠は何もなく︑

の︑原子力船にりいては第八章に

全のための圃際条約︶があるもの

蜜全性讐についての遊里規程があ

ればよいのではないか︒米隣や洒

た㌧L運輸雷は勲舶運航︑群技庁は に対する十分な教習課程を僻了す

として︑賑チ刀船運航磯任巻の資

にある︒と同時に︑落体胸な問題

m係國内法の見唯しも必蟄な塒朋

第一船運航までに十分検討を

原子力船乗組員の資格条件

船の乗務員の資格灸件をどうする

かは︑各凶でまちまち︑わが照の
鵜含もまだ明搾化されていない︒

は船舶海鍛法で規定された海技免

米劉の貨物船サバンナ号の爽轡員

原子炉運紙の立揚からそれぞれの

溶う︒

独もこの方向に進んでいる﹂と

たわが罰は︑この条約に難拠して

資糖を魅する著が必要であると主

ろのみQ一昨隼この論約に野名し

り︑西独の鉱石運搬船オソト︒ハ

を黙憲きする陰嚢が塊定されてお

張︑いわゆる二織の資絡テストに

状に鳳子炉運転主任技術考の資格

た者か︑原子炉還転の一般教一口を

⁝逡︒d㌧竃霞碧婁︒冠−

⁝ユートが蟻近沁表した﹁層9

・

レクトリノク・インステrチ・

錨七号としてエジソン・エ
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いても︑検講が要溺されている︒

格条件る合む粟携臓の資格等につ

ーン号の揚蓋は︑海技免状を持っ

わが国の第一船乗組員は︑とり

っている︒この礁︑非川次郎氏 あえず︑ベテラン舩梁りに原子力

習得︵C6免状か与えられる︶すれ パスしなければならない立敵にな
ばよいことになっている︒いずれ

︵原碕裏爾運航華触震︶は︑

の知恩茄ダタキ込み︑運航を行な

も︑海技免状のほかに原子炉主任

の純色尋で相当の申し込みがきて

ータ！ーー！葦葺！一多一！
み試餌を酬渡す漢で一切の作染は

かが．曇れ︑璽けから欝望は︑駿馨の醤︑沓半弓

薩蚤松友道︵高嫡研管理課長︶︑

なお︑この報二百は搬子力

闘

．

門

部

属

門

部
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参

門 門
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部

さく岩機・その他産業機械

再処 理 施 設 を 視 察
設置問題の審議推進へ
ようとしているにもかかわらず︑

櫨を洩め︑予算を掛上して実要し

関係大臣もしくは関係省庁の中に

茨城累議会派遮の原子力旛設調査団︵薗長・愈田辰之助岡議会
再処理調査特別婁員会婁興長︶は八月二十九臼午後や晴︑羽田か

は毅然たる態度で︑説得しようと

らヨーロソバへ向け出発した︒この調査団は︑さる四月累議会の
なかに設躍された再処理調査特別婁貫会が︑動燃購業団の再処理
する瞬響きの姿勢にかけているの
全冨畳を総理大駆に提出したが︑
地元と囎蔚に桐訣がなかったこと

はいけない︒この度の朋の報告に
よって一つの転機をもたらせるこ
等を理由に︑地元ではかなりの不

副識⁝誌面晃民︑謝無機甥御一直

仙田蟹男︵放射線安全協会常任理

⁝内曇は経済甘︑FBRプログ

⁝ラムの評価︑FBR技傭︑徽

⁝

⁝気瑞懲讃の参加など︒

円本原子力濠業会議

去る五月︑はなばな

発綴を祈りたいもの︒

楢原良一郎

社社

長

施設建設について審談を進め︑この間題に対して適切な判断を下

党︶各貫の超覚派で︑眼からは角

すため︑とくに海外の再処理施設を調査することに至ったもの︒

茨城隈講会は︑四月の熈舗会で
とを硬醤してやまない﹂とあいさ

江充氏︑鷺力系統の自醐化と儒頼

宗鎌英二▽毫髪理購到杉本仙市

役員は次の通り︒▽理購畏一1

いる︒

照射料金は︑一×十の六業ラノ

すへて同協会が行なう︒

他−同︶︑プラント建設グループ
︵コンテインメントシステムとモ

の立地問題について1岡島暢夫 ドを照射したときの照射料金を墓

︵研究概要1角谷省征茂︑百処理 る︒たとえは濾崩釧の揚合︑一ケ

試斜面薮の大きさが︑原研麗蘭研

∬§コ﹂舞行し手・⁝

︵元原研臨葉物処理編長︶▽理乱

についてi扇棚正男氏︑使用済燃 ース当たり約四百五十円︑注射簡

窮︶︑田畑米穂︵東大助教授︶︑

準にし︑綜捻の増減によってかわ

は同じく約四葎円となっている︒

氏︶︑再処理廃棄物処理グループ

料の輸送問題1燭柳弘氏︶︑保健

皐川淳一︵原産理堺︶︑村越駿一

のベルトコンベアに取りつけてあ

@

・資料でも紹介する予箆です︒

たい

東京都千代田鷺丸の内2の8

本

十久助開発滲事が岡行した︒

信感をもっているようだ︒このよ
うな聯輝に際して︑こんどの調査

つした︒

これに対して︑野田団長は﹁わ
団がどのような翫臭を持って帰る

での報告が聖霊される︒

か︑九月十四日から始まる県議会

れわれは臼紙の立野で︑十分よく
調査し︑蛉凶後︑口叩のみなさん
へその羅果を報告したい﹂と述べ

原動研年会開く
研究成果を報告

照射試斜の大きさについては照射
康民︑災皇家﹂一張山礁道浅︑保

る薄粥照射容響︵一九〇×慧QO 協転子禽理那疑︶︑欝田賢二︵群

︵灘研三宅郡次長︶▽監二目三

安全グループ︵健譲管理一黒川良

灘戸一井上武一郎氏︑鏑神衛生−

︵群編懸薩隔市線貫町一二三三︑

ては財団法人養子線照射振翼協会

なお串し込みの手続き等につい

隅米三購︵日塞アイソトープ照射

鈴木豆州支氏︶︑燃料グループ

×二八Q卵麿︶に奴容でき︑一個 馬県放射線化学工業研究会会長︶︒

ている︒しかし︑爆発物︑発火物

の導出は十五㎡鰐以下を正則とし

︵研究概蝉⁝鋳木弘茂氏︑璽照射

のものは受けつけない︒以上の塁

サブ・グループ報告−久保田正

保男氏︑軽水嫡サブ・グルーブー

氏︑トリヤサブ・グループi広瀬

︻螺翼は懇談会のもよう︼

金

FESm⊥︵タカフ

ェスト︶の呼び名がついた▽タ

どTAKA

ポリオキシメチレンに︑このほ

櫛騒難事
に相談する︒すでに間鐸興協会に

準にはずれるものについては個々

原磧蔦崎研究所内︶濠で︒

森谷淵氏︶︑コストグループ︵未
トー醐橋実氏︶︒

来塵業としての除子力とそのコス

高校理科教師が
バント氏と懇談

という

闘い

だが︑フェス

窩

トはドイツ語の

カは毒口の

溜は名詞にするとお祝い︑お祭

て︑スケジュール的なこと︑教欝

合

再処理翻査特別婁貴会を設離し︑

八月二十九聞の羽田飛行場に

数のほか︑動燃事業阿から今井醐

は︑月羽喬四郎衆講院畿員︑中村

理灘長らが見送りにかけつけた︒

た﹁再処理施設反対決議﹂をタナ

設設澱について︑白紙の態度で会

岡梨職会 が 昭 和 三 十 九 年 に 採 択 し

議を箪ねてまたが︑さらに今回︑
とくに中村議員は﹁私も昨驚欧

響四郎滲議院講員︑地元関係艦多

海外譲岡の購憎を調管し︑地元側

外へ行って出て閥いてなるほどと

州の原子力旛設を視察したが︑海

約百名が参加︑

その中で同氏は﹁各国とも蒋来に
備え︑島袖瑚41炉関発に垂心に取

ひき靴戴岱クループから級呂の

なお原産では︑岡臼の研究成果

を

昭覇四十
二離農建例研究会庫会報膏欝

の発喪をとり旗とめた

臼本扇子力軍和利屠脳金は︑八
珊二十六田正午から東窟・新橋の

同日は︑黒虫に渡米した十二人

バルに通しる気味があるV岡

り︑航しなど︑英語のフェスチ

と鞭撫との関連︑政府︑産業界お

ン

チ

化

上げにし ︑ 動 燃 獲 漿 面 の 再 処 理 旛

断を下すことになった︒このため
知ったことは︑安全盤に万全の対

として︑ 同 癒 設 に 対 す る 適 切 な 判

﹁原子力施設調寮齪﹂がヨーロノ
鑛をたてていることだった︒それ

ンダ︑ベルギー︑繭ドイツ︑イギ

日本原子力前業会識は九月二日
で︑大丈夫たとの自信を持って帰
って嚢たが︑さて国内では原子力 東原・竹嬬の科学技術館で︑第五

パへ派礪さ酒︑デンマーク︑オラ

リス︑フランス︑イタリアの原芋

の樗来は必ずしも疑観を酢さない

り縦んでいる︒しかし隅速炉開発

ものがある︒つまりプルト議ウム

究会﹂年会を闘いた︒

平瓢利用そく原爆という耀え方︑

この研究会は︑原子力発出畏期

チールのスウェリングの門題が解

鵬への転㌔零と︑ステンレス・ス

映さゼた技術的諸闘題の検罰のた

決されなければならない﹂と述へ

計画に関して︑慶業界の要舗を反

回臼の﹁原子動力研究会・定例研

力施設︑とくに魯処理施設を題点

がぐらついて︑反対の理由ももっ

反対の陳柄を受けると︑その自磁

あるいは地元茨城蝦の再処理工場

ともだと変ってしまう掲舎があ

愈田町 畏 の ほ か ︑ 圃 員 は 謙 遜 浸

に視察する︒

安一郎︑出沼浅吉︵以上二間党︶︑

翻婁烈畏︑鬼沢資造︑下条蕉離︑

め︑原理会町会祉および関係機関

また憎報交換を図り︑源子力発電

代護が繊て︑次のテーマで昭和四

注目された︒

雲州に嵜与しようというもの︒難

行なった︒

十二駕度の研究成果の報告講演を

の技徳者が共同で︑総合的調査︑

事三十一年に原動研が発足︑卑会

し込みは︑原産︒産欝開発課難話

遮蔽設計グループ︵研究概要1 作成頒航する︒定価千六甫円︑申

が始振ったのは三十九年からで︑
昨年議でに四圃開いて寒た︒

大鵬正畢氏︶︑﹂装制御グループ

形容詞︑トリオキサンの固細重

同潤は︑約毒心が出胤し午朗九

一濠で︒

合からできる間いものという懇

︵五九一︶六＝

ント疑︵垂垂ミシガン州クラン・

︵研究れ愛−伊丹潔茂︑醐逮炉の

第一ホテルで︑フロイド・W・バ
時半からの開会あいさつの中で︑

のプロジェクトに初めから参加

味からたろう▽名付け親は︑こ

大筆松次郎原動研会長は︑﹁原動

ブルノクスク：ルの科挙部畏︶

した第三開発窺昆代理の伊藤彰

研のコバルト60γ糠照離施設︵鋤 め来駕したのを機会に開いたも

のうち十人の教師のほか︑今鋸九

村︑林両博士の発明が︑多くの

フェストな名称Vだが︑この潮

マシメでおカタイ人柄らしく︑

派趨した十二人の高校卿科救師と

この懇謙会は︑バント氏がわが

彦さん︵ダイセルから強賊︶︑

研発足以来︑原子力巌業の技術向

射を開始することになった︒

艶麗灘鱗でξ
のため︑鷺気慣業︑鉱工業や関連

山⇔り勾論湖月轟⊥ 日漁師泣された財隣

の懇談会を開いた︒

と︑嗣熱金が過表四年閥に米厩に

よび教師の教脊に対す︸鋸え方な

上と︑関連分野の桑門知識の露及

研児機関などの名分野の轡門禦を
中心に知識交流︑調査研究を行な

の︒バント氏は過去＋二入の救師

月二十一田渡米する蔑田︑小野

どの調唐である﹂と述べた︒

宗像英二群論卿饗長︶は︑八月二

二ヶ：プ︶を結膜するが︑照附は

が渡米した時の爽腰上の世論人

入園の努力て開発されたもの︑

闘の醐校理科教薄の現状調査のた
プからぼう大な蝦告がある︒これ

十八日付で原研との聞で融騎研究

オ曜︵隔馨曜︶︑鑓曜︑祝休日

翼翼教薄視察の感想などについて

山︑翼壁の王氏も加わり︑米国の

團協会の照附施設は︑原研高騎

をもとに今後とも大いに勉強墨轟

所の梅設専用に関する賃貸借契約

で︑同氏は町上﹁今圓来日の目的

ってきた︒今度の年会も八グル！ 法人放射線照射振興協会︵理鋸長

けて欲しい﹂とのへた︒

は︑昨隼蔽での派灘謝醐につい懇

許可と照射料金の騨定置準の認可

射の炎件などによってそのいつれ

内の固驚照附で︑齪特の図心︑照

﹁タカフェスト﹂らしく〃めで

アを籠課する移鋤照射と︑ケープ
が︑去る七月の欧米諸軍視察鞘池

臼︶からいよいよ本格的に霞話照

がおりたので︑九月七日︵土曜

談した︒

ができ︑八月三十B付でH王使胴 などに行なうQ照嚇方法はコンベ

亭中心に特閾講戯︵最近の海外に

このあと山田太三郎原子力婁員

おける原子力開苑﹀を行なった︒

電

発

械

機
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学
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酸

酸

硫

硫化日

銀

金

●

聞

業

力
子

原
る︒とにかく︑日菰では︑丁丁発
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原子動力研究会第五回年会会場

鈴木傾︑立原勝男︵以上︑祉会
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門

えん

あった︒

誘発と選抜に対しきわめて有撹で

の鳶成﹂では薪品種

ての説明があり︑注園をあつめ

商成経過と醗業＋の諸特認につい

という品目の藁の形質一

改良鞘ヅー

た︒これらについて若干群細に罷

ミガエジ

すと︑桑の揚合には︑

と名づけられて一九六六舘に政痢

を向上するために︑一九五六年に
ガンマー線による突然変異誘起が

された︒このことは穀類の嚴種改

が急激に増加し︑

良に力を入れている国々に対し

登録品種となってから︑栽培面積

米作日本一〃を射止めてその多

試みられ︑刻みの深い原品種の集

事性が白められている︒原酪種

も注園に価し︑濤発な質疑応答を

て︑明るい療料を提会した点から
離業騰性をもっているが︑やや長

フジミノリ

は︑優れた数々の

形が全く変化して無難となり︑同

なって多収な変異系統の翼成に成

聴に葉の厚さを豪して葉柄が短く

の有華華である︒

功し︑日本各地で適応性を検討中

の場含は︑

呼んだことも当然てあった︒

レイメイ

駆すぎて︑耐肥性に不充分な点が

水稲

三間にわた

があり︑一了三の衛星系統が写奥
により紹介されて︑一

る晃表議議が終了したQ午後から
は︑農林省放射線胃轡場の見学を
行ない︑籏護と研究内容の説明を

おける作物の放尉線鳶種﹂のなか

であったが︑二日聞の酎議内容を

このように︑少々欲張った日程

アジアに希望

米の改良で

うけて聞会した︒

で︑スカラシヤマグノーザ氏のマ

この発笈に続いて﹁イタリアに

数々の実用贔種改良
かくする圏的で︸九五九琿にガン

ヵ獄二小菱の放射線爵羅の成果が

の纂丈たけを短

た

推察されたので︑跨成途よにあっ

マー線による突然変異酋種が灘始

フジミノリ

が︑その愁義が大きいので墨ねて

既に各方面に紹介されてはいる

譜述することにする︒この品糧

された︒ヱの績果︑親のもつ擾擾

7

膨

康安籍望事り一

剛

まことに心強いものがあったQ

系統が濤成されつつある現状は︑

髪

︵通鮭

︵o国≧一三七搾︑B5判︑

0勾餌でで○コ︾昌巨￠ΦH一Φ＄

一九六八年鷹版︶

○田本のエネルギー問題

省輪︑一八〜搾︑A5牧︑一九
六八年出塁

樗がなく︑今から溝えると無駄

8︑WHなどのメーカーが一蒼 ︵DBA︶としてかなり仮想的である︒旅行者として町を歩い

だ軽水炉で憲まれていたのは︑

全側の評価を行なって来た︒た

全く知識が乏しく︑ずいぶん安

っていた︒事故解析についても

る︒当晩は︑軽水炉も燃料に慮

研究開発費については︑各国

よく似ているということであ

ともかなり頭を痛めているが︑

あることを感じさせられた︒

あるが︑GEを中心とした実験 ず︑とくに安全解析のやり方に

⁝HとFHRMIの二堪のみ
でし︑も騒解が一致しておら
必ず

な︵？︶くふうをいろいろと行な

米国で現存するのは︑EB魏 どの語問題についても︑各国て

炉SEFORが完成闘近かでつ
あいては︑米国は従来の軽水炉 とくに米園では︑ベトナム戦争

ている限り︑ベトナム戦争を肌

の圧迫をかなり受けているよう

な大破故を想定しているのに籍

に感じることはほとんどなく︑

の手菰を隙盤し︑設四切購故
と二人で︑高速炉の安全性研究

に高速炉の開発に本格的に取組

し︑ヨーロノパ各旧では︑もっ

り︑さらに︑各国立酬究所︑G

の現状講査のため約五十欝閻に

と現宍的な事故を対象として研

も︑もっともと

よりも憲まれているのは︑世界

あったことである︒醐難治が何

である︒さらに︑熱中牲子炉に

各圓の努力が傾注されている点

よるものであるにしろ︑原子炉

感しるが︑現実

いようである︒

ことであろうQこれらをよりど

に対する経験が諮績されている

ころ
︑ナトリウム技術をはじ
で︑STEP・LOFTを
はにじ

研究の面においても全く同じ

軽水炉の安全性

はなかなか厳し

争を戦っている﹂という批評

﹁アメリカは片手でベトナム戦 水の取扱いに関し充分の経験が
じを受けた︒

み始めたところであるという感

究を行なっているのが対照的で

各闘ともナトリウム技術とか

ある︒

繁藺の高速炉開発を見るU

安全解析に差異ーー〜

これらの請国では︑すでに実

その関連研究施設を訪問した︒

れぞれドーンレイ︑ラプソディ

まずイギリスとフランスはそ

象を二︑三述へてみたい︒

に譲るとして︑ここではその印

その碧門的内容は正式の報告轡

わたり欧米各国の圏速炉および

今回︑動燃事業団の川蝉修氏

薩憲縫

継騨勅灘線瑚纏攣

﹁二倍体および簡数体エンバク

先進的な方法が紹介された︒

に誘趨された変異について﹂のア
メリカのフライ氏の逸気では︑死

学物質による突然変異誘起には︑

蝋体エンバクに対する放射線と化

単独処理する楊合よりも傾用した

力説され︑さらにアメリカのガー

方がはるかに勧農的であることが

ドナー氏による﹁撮的形質の突然
変異﹂では︑累代照射によって収
磁などのような盈的形質の改良が

可能であるとの冤解が発表され
た︒

注目された
わが国の研究
第二日鼠は︑突然変異利用によ
る実用的な品糧改良に焦点を合わ
せて討識が続けられた︒

まず日本の閥氏から﹁桑の突然
変異の適応性﹂について放射線で
誘起された円翼の変異系統の多軸

いて︑錘原氏の﹁イネの新上種

性と広域適応性が紹介きれ︑引続

シンポジウム会場

かレイメイ

めることが出来たことは︑生催看側として大きなよろこびで

な研究発受および酎論が行なわれ︑数々の盤璽な農桑をおさ

者︑約百名の国内研究者が︸賞に会して畏時間にわたり熱心

国々︑開発途上の国々を禽めて十二力国二十数名の海外研究

蕊露露難纏癒織懸購．惣磯灘韓
国際遺伝蛍会の關催に先立って﹁突然変異育種の境況﹂と

題する国際シンポジウムが︑八月十五︑十六日︑水戸市で開

催された︒今回は︑わが国で行なわれる国際シンポジウムと

しては七回霞たったが︑育種に関しては初めてのことであっ

た︒幸いにスウェーデン︑アメリカ︑ソ連などの研究歴の畏い

原子力の平和利罵は︑わが国の

係について研究し︑小変や

体の構成と突然変異の誘起との関

鷲灘単離

みならず︑世界の福祉に大きな役

割りを果たしてきたが︑なかでも

食糧生産への賛献ははかり知れな
いものがある︒その一つとして︑放

射線などで誘起された人為突然変
異を︑作物の品糧改良へ利用する
試みがあり︑多くの優良撮種が放
射線によって腿生し︑入類の食生
活を難かにして惑た︒この分野の

ロソバ︑アメリカで研究が進めら

研究は︑第二次世界大戦直後ヨ⁝

れたが︑わが国では戦後の混乱の
ためやや立ちおくれて近々十周余
りの経験しかもっていない︒一九
六〇年に︑腿林省放射線二種揚が
設立され︑ガンマーフィルドを利
用しての齎種研究が始められると

た場合よりも︑突然変異膏種を庸

ており︑鍛も進んでいるイギリ

証炉の穆写翼も何枚かでき上っ

の実験炉をすでに運紙している
ため︑萬速炉の早期実用化に︑

決してゆくことが︑篇速炉の早

めとした難關題を︑一つずつ解

隅速炉技術の各分野に十分解決

進められている︒しかし反面︑

商業機密とのけじめをどうする

が︑他方将来の競争に備えて︑

の磁要なことを強調していだ

発に深い関心を示し︑国際協力

原子力工学科教授都甲黎正︶
十何年か前の︑EBWR︑シソ

島破姫開発の現状は︑ちょうど

さて︑全般的な印象としては

干五百宇以内︼

︵幽幽大学工学部

︻投稿徴迎

露

1イ｝15

すぐ︑一九六一犀から毎琿国内の

シンポジウムを開いて研蟻に努め

研究者による放射線脅種に開する

てきた︒その間に︑諸外国での研
究も急速に進展し︑各地で成果が

綴ぜられるに至ったので︑こ の
際︑広い視野に立ってお互いに葡
報を交換し︑問題点を討翻して研

冒頭︑スウェーデンで放射線を

効に魎嗣出来ることが︑理論的に

かなりの窟儀を有している︒ド

め︑各︐翫爾損当者から︑繰返

リウム冷却熟中性子炉として運

されていない岡題が残されてい

ビングポートなどが動きはじめ

くされている実情を耳にしたQ 期実用化のための課題であろ

し︑計画の縮小・遅延を余緩な

転し︑ナトリウム技術の経験を

るのが現状である︒燃料のスエ

る蘭の軽水炉の研究開範状況に

では一九七一年完成を目指し 事故解析の手法などについて
イツもSEFOR計圃に参ス加
し︑さらにKNK炉︵最初ナト て︑PFRの醒際工堺が順調には︑他国で行われている研究開

穫んでから職速炉に変換︶の建

も聞かれ︑鞍櫃協力にも限界の

かという問題を不安視する意兇

う︒

設を進めており︑高速炉開発が

リング︑ナトリウム沸騰︑燃料

疲れ・肩こり・筋肉痛・神経痛

、、
、、
Nw、N

破損の伝掘︑ナトリウム技術な
じた︒

足腰の癌み・疲れ昌（調節障審）・便秘

、

、NNw、、、へw

、、、、

、
N

完全に遣道に粟っているのを感

瞠瑠嬰謹診｝鳳騨

氏
野
龍

以w

A萎Ψ67・ーー

5種ビ：タミンを加えた強力型

産

力

原
究方向を関確にすることは︑はな
はだ意義通いものと考え︑多くの
方々の協力を得て国際的なシンポ

ジウムを 持 っ た わ け で あ る Q

進んだ基礎研究
ばく

などのような癌数性の作物

基礎的な研究発表に露点をおいて

では︑蟹滋の二倍体の作物を用い

もちいて世界て初めて大菱の経済

も実険的にも明らかであることを

﹁放射線と化学物質による突然

の先駆暫であるグスタフソン疑に︻強調した︒

圏毬の含声に成功した放射線雷秘

よる﹁二借体作物蔭櫻における五

為突然変異の利用﹂と題する研究⁝変異勘発効果を変更する認要因﹂

発表ではスウェーデンでの入為突⁝について︑国際原子力機闘︵︷A
り

然変異育種研究の現況と口㎜種敗良一EA︶の︑︑︑カエルセン氏の各種鍵

への利用法か︑いくつかの箏例に然変駅誘発物質の作用機嬉の細胞

ついて讐された・当盤㍊き夢約な藁に引続き・放射軽種

部摘・封の雇用﹂によって︑変異の

剛

螺

三

薫

麟寸寸龍 辛

進められた︒

シンポジウムは︑第一日圏には

レイメイ、に人気
多収穫米

︸
午後五時迄の長時闘にわたって大 場の山川氏により﹁突然変異セク

褒されたが︑その襲田は次のよう

5ミリ錠・25ミリ錠・50ミリ錠

熱型盾性ビタミン剤

国際水準にきた旧本

論文が吾 国 の 研 署 に よ ・ て 鑑宇拡大のための放射線による内

一
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保障措置適踊は乎等に

葬核保有

国会議

罷醗早期に検討を
ジュネーブで開かれている非核叙有図会講は︑九や四ヵ国が参加︑三日から一般討論を醸けている
が︑わが囮の代表鶴岡千偲氏︵懸逮大便︶は九月六田の本会纐で演説︑①罪核保有凶の安全保隊ゆ核

力平和利罵の捉追に劃する都分の

果として︑非該保有融は︑これら

せて︑⑳核舞器等の製黒総翫の結

粥を入訴できなくなる誓れがあ

から生ずる技術︑ノウ・ハウ︑鰐

萄国が核兵器等の問瓦製沁の過穆

羅製造鎌止の態果として︑男雛保

ちれるべきである④核爆究の平和

術冬葱臨ら開発する臓会を濯う︒

て︑捗興器等の開発から生ずる技

する壽蛇皮を紋表することによっ

人類櫃祉への多大な影糟を費える

を解決するには記聞ぷ愛するが︑

うらん期にあり︑関述の問題全て

る︒核爆発の平和的利用はまたよ

べ差別されてはならないことであ

て︑非核保商国が核傑三三にくら

ら生ずる利鑑にあずかるに当たっ

第二は︑捗懸畿の平和的剥摺か

握することが必要である︒と同時

くに特殊技物霊の流れを葺館に鑓

が有効であるためには核物質︑と

しい慣態︑ゼもたらしたQ保睡錨搬

陳描躍下におくことによって︑新

非核保有国の核熱料サイクルを保

ることになっている︒この翼翼は

対して擬隊措認を強行晦に適齢す

その管轄下にある全ての核物質に

る︒NP田の下では︑国際原子力

と︑核公営国も非核撮有困も飼際

に必襲なことは︑傑踏襲縢の適用

し︑正漫な代農として与えられる

原子力畿関の中で︑これに関する

が︑それを受ける国の纒済や技術

機関は非核保有国の領域内または

議闘題の検罰を全期に開始すべき

約の荊文第二項の煽定は︑保欝措

の発麗を附妻せぬことである︒条

第三は︑保芸濃蟹の閾題であ

である︒

べきである︒

へのアクセスは︑非核保衛團に対

ある︒従って︑このような技陰欝

蟹縮⑭原子力平憩利用の窯点を中心にとりあげ︑その垂垂を明らかにした︒

とくに原子力平和利用の促追に

の開発製造の邉狸から生ずる技

る︒このことから︑平和制用の分

第一に︑抄欝欝およひ核爆発義

ついては︑核兵躍不拡散条約︵N 概嚢︵夢厨︶てある︒

術︑ノゥ・ハウ︑情報等を入孚で

野で核兵認濁と舜謝儀蹴圓との閥

Pτ︶の主要閥題点とからみあわ

での格差は引々開くことになる︒

きなくなり︑絡局︑平和利用分野

酌利摺は︑核保窟国と非核保温国

これは凋条約が潴盟困に魚掴ゼし

に現在ある格差が蓋与︑奨くなる恐

とで戴別してはならない⑧雪稜措

める獄牲である︒この犠牲は︑該

れが生じる︒非核保工儘は核に関

躍の適用は︑平等であり︑それを

爆唖聾艘製造の灘伍的能力を9し

の技術等は蕉嶺な代償としてξえ

受ける圃の経欝や技術の発展を隠

従って非核保有圃に対し︑これら

審するものであってはならない︑

保窃国にとっては︑大きなもので

ながらこの珂能性を放葉した非核

以下は同氏の演説のうち︑原子

と強調した︒

比率は下津樵が五︸％︑二野一iク

いる︒

リア︒シカゴ社が四九％となって

政府︑住友電工の
技術奪入など認可
放射線生馴羅の製造・販売を行な

および濤産技術が対象となってい

巡入は︑炉心設詐︑燃料管理技術

繊受入れ国の負撞を轡減するため
の努力のあらわれであり︑この原

条約が罪核保有瞬の産業．一対して

則が誠意をもって冥施されれば︑

かける大きな貨挺を軽滅写るであ
ろう︒

された︒

なお︑代衷随貝には科技庁原
子自局圓際協力課長川島鍔郎氏︑
外務省国運周科学二二矢田部際二

断路科Wぼ振勧庁琵 るため必要な措置をとることが望

明治百年・東芝の歴史

明日をつくる技術の東芝

離しい︑③科学技術蝦報および専

朋賦する︑③韓圃におけるウラン

協は︑九月三遍から

悶︑金研学技徳処長

﹁カ；ボーン・ラジオメトリソク

貸減分布の効曝的調嶽のための

聯弾

機器利

計測部会

腿瀬

五日豪て緯劃を訪 門簸の交換による︑瓢互の協力を
胃と摺韓両到の科学

実現するよう努力する︑などが含

・サーベイ﹂の網互協力が阜期に

技術発展のための協

を交換したが︑五田︑

＋九日牛虜原配

飛一機器工業懇談会

用クループ十八日解織原薩

R一土木建設業欝欝講

十八臼正午果京プリンスホテル

西独科掌研究大臣との午餐会

際会禽十七瞬午龍原産

原子炉多圏的利用鯛査國

＝徊

激励して会必閾じた︒

を惜備ないと︑新首脳の門出を

るととも︑そのための必要な支援

体制をとられることを強く期待す

って藤信をもって使命に遇進ずる

理馳憂中心に全研號巻が︸体とな

蓑明され︑粉しい原研の首脳が︑

ち︑菅三厩等から全面的な支捲が

これに関辿して種々懇談のの

いるしとのべた︒

流できるようになることと考えて

的に撃て︑大学︑畏認と活発に交

は︑意欲ある有能な研究者を謝醐

れにつけても︑最も大切なこと

る存蕉になるよう翼力したい︒そ

冷研究についても国民の儒頼をう

射線化学等はもちろん︑今後は安

果必生んでいきたい︒核融禽︑放

獣さわしい分野の研艶で漕実に成

に協力しつつ︑﹁方原研は霞らに

て︑﹁鋤力炉麗藷については動燃

事長は今後の原研の方針につい

蓑犠難聴購らが出賭した︒宗鎌理

岡野鞍及センター理臨長︑橋本代

長︑大屋︑松根︑堀臨各副会津︑

て︑懇談した︒原魔からは曹会

つき原研新菅脳陣の所儲を㈱い

れた︒

がB本を訪露するよう沼舗がなさ

に懲見の一致をみ︑次回は金畏嘗

応じてこの撚の会談を行なうこと

なお︑両閣僚は︑今後も必要に

京れている︒

力健近について慧見

この会談に際して
の五項圏からなる共

長︑村田副三二長をはじめ亭役員
を豪ねき︑今後の原研の役剛等に

理事国選挙など
一AεA総会議題
今次総会には加盟国のうち胸七
十五力圃が出綿の予定であるか︑

が予定されている︒

総会の主要議題としては次のもの

十九日午

担界フォーラム大会対策鰻会お

よび娩鞍懸第一回会合

①⁝艘討論︑ゆよび押喰ム・報皆︑

②理碧再選挙︑ゆ一九六九難燃．r

便用済燃凝

後日本工策倶襲耶

爺雛竿後原旺

輸送問融ψ⁝口随員会道路グループ

核燃糾閏題懇談会

算および⁝九六九一一九ヒ四算旋

プログラム︑①一九六ヒ続騰決
灘宮大沢弘之氏︑同藤本芳男氏の

奪および分担ひ

算︑︾一九六九年麗わ口盟国の処唱

品︑在オーストリア大便紹一篤露

同コミュニケが発美

その内餐は︑①爾西の﹁科学技

︑ノスホテルで︑原研の寮歎理箏

腺産は︑九月二田正午総懸ブリ

宗像隈研理欝畏が語る

発な交流を

民間との活

るのが三二逓産大蓬︼

︻写翼は懇談会の会場︑挨拶ず

囲気であった．

と語り︑蟄談は終始なごやかな雰

産省として一生懸命にやりたい﹂

椎名大臣は﹁全く賛成であり︑通

これらの産染鼻の要望に紺して

れてほしいしと述べた︒

しても︑もっと開銀激資に力を入

く︑条件もシビヤーだ︒遜藤省と

の融資に比べると︑余りにも少な

は︑米騒のワシントン輸繊入銀行

術澗報センター﹂の関係を強化す

NPτに関する︑もう一つの距⁝
要な間題は︑保障描躍が平繍に適

ある︒日本代表欄は︑鑓際原子力

用されねばならないということで

で︑非核保庸国が賃う遼務は︑同

機関との閥に縮糖される協定の下

一甚纏に拙つくものであることが
必裳であると鷺える評

椎名通産大
臣らと懇談
原産筥脳︑藻年魔予算で

日案原子力薬嚢金融は九月三日

名通駐大距︑熊谷魏弊務次官︑調

正午︑凍京プリンスホテルで︑椎

角窩麗長︑井上公雌駆謎局長ちを
迎え︑原子力の諸闘題について︑
懇談した︒

蕾会鰻のあいさつにつづき︑推

上から原子力発電聞発にカを入れ

磁大臣は﹁総合エネルギ；敢策の

たい﹂と塗った︒

とくに原子力産業界の達見とし
て︑松槻副会長が︑来年度予鋒欄
成にあたっては原子力発眠開発を

蟹通産省として笑現

塗込陶に促進させるため︑税鋼面
からの助繊策

してほしいと述べ︑とくに原子力
発蟷損気華備金制度と鋤力炉・接

が繕開発駕巣翻への民間出三菱備

歴たとくにメーカーへの麗銀融

た︒

でも険討︑撹糊することを要望し

利用について述べ︑これを逝産省

近の傾向として︑除子炉の多屠陶

▽住及鍛工のU蕪Cからの狡術 金の新設を強調した︒さらに︑最

う新舎弁会社﹁時津サール︒イン

九十万乃が︑︵顧金五†五万が︑

る︒期聞はヤ五年︑対価は一聴金

政府は九月五日の外贅審議会で

ストルメンツ﹂の設立と技術導

共同研究開発致四十万が︑五隼分

入︑および軍属懲工の米国ユナイ
テノド・ユユークリァ・コーポレ

子力工業会長が﹁日本の零細伜

贅の拡充について︑関堀長三菱原

原子力は情報や人を交換

麗名が︑嗣縫︑辞命された︒

@鹿

（｛七）

海外出張筋0インドネシア・マレーシア・インド・ビルマ・中華罠国

〃

日韓で科学技術協力

ーー多ーーー髪
ある︒

ーシコン︵UNC︶からの軽水炉燃翻仏︶︑ロイヤルティ五一四％で
料に関する技術導入漏葱町した︒
▽島津サール︒インストルメン

謡本代表に新関践

一A

忽諸から第十二回総会
EA
第†雪曇逓鴇総会は︑果たる九月

・トリァ大便館の議論冨・秘熊踊氏

璽器。東京（404）大代33i1

567−051］・

店①札幌・仙台・横浜・名古麗・大阪・広鵬・四国・九州

TE王」

社。東京都港区元赤坂霊一2−7

解

脚謂

．

−ーーVA一八一

ツ挫は資本金筆八百万円で︑繊資

皇太子ご若妻が関
電・美浜をご晃学
墨太予ご夫遵は︑九月六日午朗十

二雪四磁から一週麗ウィーンで開

第二＋黒回再臨国体にご出席の

時︑関西羅力が建設中の気浜原子

かれるが︑敗忘は九月六日︑これ

国隣原挙力機聞︵工A猛A︶の を任命した︒

力発魁齎工撫現楊をご見学になっ

に掲毒する日本政府代表にオース

旋︑側建設所長らの霧丙で︑PR トリア国警齢・特命全姫大使の研

た︒ご夫婁は鷲原社長︑加藤副社

まわられた︒

鹿鵬守之助

お闘い合わせば尉測事業部へ
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充 実 に ついて
総理尉広報墨はさきごろ︑

﹁原子力平和利薦に関する世薦

えなかろう
目へ体陶な旅子力立地の解決に当

っても︑しはしは安全性か悶題とされて

懸じて︑趨切な資麟が遅瀞なく与えられ

が澱も璽裳である．嬢舐と関心ω段陪に

とくに安全性に対する疑悶に臨え︑地

PRの命後の考え方ではなかろうか︒

る休制を砒立することこそか︑立地対搬

住幾︑学4︑生紘に一一天罰されている︑

別途十分倹謎されるべきことであるが︑

学生︑生徒に対する原子力教育の問題は

艘と望事地域への叢も有物なPR

るためには︑単に物理的安全磐ω解説に

域社会への影響についての不安壱解消す

は何であろうか︒腺子力の安全牲への不

すれば︑圓民心理再造の変革のために何

信が︑蒲紀のごとき理由に鞭つくものと

国罠

か得にくいケースが多い︒それは︑過云

来たが︑この解髪には︑十分なPRか行

における紛争解決や公嵩闘題の処理鰹を

なわれているにもかかわらず︑その信頗

よると︑大半の人々が原子力利用の有用

⁝展⁝調査﹂を実施した︒その絃巣に

性を認識︑将果隠子力発電が涯倒陶な地

とがで滋る︒最も効果的なマス・メディ

選ぶことによってより翼実性を高めるこ

を担糊する者が︑どこ豪で自結をもって

要て凹める︒

を持つかを︑十分納噛せしめることが澁

のような姿て原子力施設とかかわり合い

とどまらず︑国の賓任と︑地域銑会がど

通じて︑国民の閤に経験的に懸穣されて

未知の領域て拡大され︑箏態をエスカレ

アがTV︑新聞︑雑認︑ラジオなどであ

安全性をハ⁝れるかは︑またその謎溶けに

一股国醗を対穣とするPRは︑媒体を

をなすべきかは明らかであろう︒

位をぬめること卒予想して︑原子力開発
きた行政機闘への不信が︑原子力という

ートさせているとも解釈で憲よう︒過幾

ることは︑世論調査の結果からも明らか

しかし︑こと安全性の総懸に閃しては

の促進に縫慧を讃している︒

の佐世保における原潜放射能閲題に対す

だ︒種馬べんを費やしたパンフレソトの

あえて一毫蛇足を加えるならば︑PR

このように︑原子力の安全性に対する

も︑その

る原子力婁貫会および科学技術庁の鮒癒

全く逆の盗が承されている︒

樋端な不信は何に根ざすも の で あ ろ う
側と撲ることができる︒

か︒しばしば搬摘されるのは︑わが国の

よるところが大きい︒原子力施設設罎

とである︒科学抜術庁ならびに煮繭三業

るPRは︑燃料が豊冨かつ多彩でなくて

のではない︒とくに立地候補地域に対す

て︑窟民が有機的な遮携によりPRの効

に関するμ学的デ⁝タの集積を粟盤とし

れらの点がよく検討され︑とくに安全姓

新らしいPRの展灘に際し︑もう一獲こ

9る︒

雀におけるPR畢鯨の強化︑原子力広蝦
配布されるとすれば︑たち謹ちその効果

はならない︒しかし︑これらが無鎌髭に

が︑PR努力の結果を黍ざく左右

賞任に任ずる臨の碓搭と︑澱然たる態辰

連絡協議会の活動の活発化等︑積極的な

たが︑無慮のPR努力が不要たという

藷の努力もさることながら︑安全僻深の

効果が︑︸度の配窮や放送に及ばないこ

においても︑原子力零墨に関するPRの とを湾えれば︑原子力PR謎語者の転帰

しかし︑昨今ようやく︑政麿関係簾関

磁かに前詔調盗でも︑原子力という語艇

開始されよ・？こしているのは膨ぶべきこ

重要性が羅識され︑その舞舞約な活動が

特翼な綴織に蟹つく特鯨な国民醸糟た︒

から︑際水爆︑広厨︑長酌︑原潜︑核実

戦術は大きな転換を余儀なくされよう．

験︑放射能などを連騰する習が多い︒

腐用粒が認議されている今B︑そのこと

姿勢が随所に兇られるが︑この際政臆︑

う︒

は減少するだろうことも知る必要があろ

しかし︑大部分の人々に原子力利用の

響しつづけているとは催じ難い︒おそら

蒸飯を総合してのPRのあり方を再検附

．勺︶

果を最大憂欝にまで発揮したいものであ

だけが蜜全幅議定の要悶として︑なお影

してみる必要がありはしないだろうか︒

第一8回原産・総
合企画委開く

病院に難詰申紛失したもので︑線

麺鼠会社から松坂帯の済生金松坂

この金山は辰己巡送が第一化学

盤学狡酌けに粗揖があった︒

九月一一霞︑急轡畑として鮎送申

日本原子力麗業会議は九月馬田

の駅尉鑑医二品﹁金魏﹂が運送中

鵬必伶成しようとしていること︑

ガンをトレーサーに使った方法の

に紛失した︑と第一化学藁品から

髪座庁．小温疏水秘剛の研究に韓篤
太一工業倶楽部で︑第十八画総A口企 しようとしていることなど関係窟一

子力ワク﹂を設け戯汽的にユ⁝ザ

罷職驕縛髪が虹

ー︑メーカーへの渤成を行なうと

施設の勲閥移行の悶題︑立地問題

1政策課長大永愚作氏︑科技庁原
懇談会の設置などを寝議した︒

子力局欧二心艮牟国口道央罠か

讐︒一たん鎖荷下しをし

敬は讐︑

ら︑昭和四十四年度原子力関係予

述へた︒このワクについては︑尿
一九六穴無に設羅さ

に関しては︑

子力発電延仏い融資五十七倦円︑

ものと思われていたが︑九月三日

さ抗た︒

︒五簿円︑原子炉製二選備および 昼︑同療琵所由内の林の中で発見

原子力機器実習性誠験謎備融戴八

た困立中野嬢雌所構内で紛失した
あった︒

とくに大永総エネ政策礫罠は開

ることになったという経轡があ

入れ︑さらにアルミニウム衝に封

これも﹁漂子炉﹂として取扱bれ れ︑それを厚さ五︑鴨川の鉛答羅に

鍛融戴の拡充について︑原子力関⁝ 核蝦騰加工設⁝衡に対する融灘十六

二
煮

盤騨．

㊧大
もので︑炉心は内径約二・二鮮︑

この金丹は︑アンプルに入れら

識さ約三凝のステンレス製円篇型

ていたが︑発見薦︑ダンボールは

入︑その上をダンボール循で囲っ
この問題に隙接タノチする科技

ていた︒しかし金離の入った衝は

開封され︑警世物は近くに散乱し

る︒

性については︑すでに原子力婁員

庁原子力局は︑わが月原子力滞発

開封されずに題詞ぎわのベンチの

タンクに組み込蒙れる︒その安全

会の顕子炉安全家門審議会が︑

立て﹂および﹁当禦蒼能力﹂等

との績鹸を出している︒

史上窃めてのケースであり︑﹁中

壷金

か︑却下するかを決める︒

を＋分に冨査のうえ︑受羅する

下にころがっていた︒︵なお︑金

行政不服熊狩法に基づく︑こん

嗣地に原子炉を作らないという約

どの異畿申立ては︑三翌総懸ヵが

︵濃縮ウラン軽水減達型︑総
出力二無勢︶の設畷許可行政処分

七や七人が暇議申立てを総狸大饗

治会︑二丁国町内会の住罠千八薇

置される大冨市北袋町一丁臼東自

した原子炉には﹁臨界実験装躍﹂

いては︑当聴︑翠蔓原子力が約束

る︑などの四顧醤︒約束進反につ

束を破った︑安全性⁝に疑問があ

衛磯会はさきに︑MCF設躍を承 ︵株︶北硬総機製作所 鑑羅議

もようである︒なお埼玉県の調帯

裁判所への訴訟提起も考えている

却下された場倉︑同地の住民は

諺／多彩

儲の半減期はこ・ヒ臼︶

について︑九月五日︑同波置が設

F

運騎た竃菱臨界実験装躍一1MC

さる七月十田に総理大臣から諮

大宮市北袋町罠

異議の申立て

MCF設置で

いて検燃すべきたとの悪児が出て

入手したので︑臼本への彰響につ

討婁員会がまとめた報告を隙産が

れた米AEC罠間移行のための換算要求の聡藍項扇について説明が

米国ウラ︑．ノ濃編施設の属賜移行

係として金利六・万％の﹁鷹力・原

午後三隠から︑※厭・丸ノ内の日
し︑マンガンは放射化の醸農はい

マ

爾委員会を開き︑豪剛ウラン濃縮

実験を行なったことがある︒しか

潟蝋の腿無難験駈の依轍で︑マン

は︑昨卑︑京大原子短笑験翫が新

このような放射化分析について

属の聞に十分浸慶するに足る搭櫨が︑ほ

三

利用開発室が

c講

くは︑原子力に閲する正確な知識が︑囲

原研盈

いが︑大気上のゴミなどやイネの
翼自身にマンガンがあるので︑そ

ったといわれている︒今圓の実験

いい実験紬果を蹴るのに園難であ

のバノクグランドが趨く︑糟度の

らべ︑齪度の蔦い農藁をまくの

の場合︑ユーロピウムを湿った

が醐い︑在鞭の疑い饅薬散布にく

ヘリコプター用新装置のテストに
田本原子力研艶所のRI耕庵朋発箏︵牛林畠敏備長︶は︑特殊

で︑勅果が畏く︑経済盤︑防除の

も︑放射悠後の半減郷はユーロピ

が︑これはマンガンが入っていて
源研紀工利用開発窺が担嶺する

バンクグラウンドが減嚢してし藤

ウムの方が長いので︑マンガンの

効果等がすぐれている︒

放射化分構の方法は︑カスミン

ある︒

ってから︑毛子できる点に特長が

︵農薬︶にユーロピウムを微騒に

混ぜた溶液を敵布した後︑イネの
葉に附許したユーロピウムを原子
炉の中で︑放射化すると︑ユーロ

散布蕪灘のテスト中
嘱ψ

蝋

に行なった︒

郎

林

大

二二東京（292）■111番（大鑑表）
札幌・仙台・横浜・名古展・神芦
醗山・広勘・福岡・高松

子

原
法人麗灘機械化研艶所の依頓で︑九月乱鳳早朝六聴から︑埼下県
大菖市にある曙研究所附属饅場で実旙きれたヘリコプタ⁝による

行なわれているが︑この場含︑単

農凝散布としては虫に紛寒散布が

これ叡で︑ヘリコプターによる

羅を分折撮当した︒

腰薬散布爽験の勤梁をたしかめるため︑放射化分析の資料サンプ

リングを行なったQ
この実験は︑麗難機械の開発改
獲を進めている農欝機械化研究翫
がこのほど﹁ヘリコプタ⁝徽鍬散
布装躍﹂という漸装灘を開燃した

ピウム㎜駕となり︑これを定鰍分

非常に階厩が諾い︒測定資料とし

析するというもの︒この分析法は

僚蘭積の敬布量は十習嶺り甘雨・
醍薬自身かなり薄く︑ヘリコプタ

ては︑ろ紙とイネの猟を使う︒ろ

ーには衙二十拐豪で積まなけれは
ならない︒このため︑ヘリコプタ

紙は︑イネの藥に予めサンプリン

場四地区から合壁約二千欄が採取

グの醐所として設定され︑賦験農
化研究断が開発した﹁ヘリコプタ

された︒濠たイネの葉は約五薫個

かった︒しかし︑こんど麗黙機微

ーの離眉陸が多く︑散布圓数も多

ー微蝕散布妓認﹂は︑罷さく慢気

が採取された︒原じ逸−莉用閣発

一四一︒

男藩吏︑噺甚男滝京︵七五九㌧四

支

矯

ので︑実際にヘリコプターに塔載

して︑鴻榮の試験農場で効渠テス

六十町歩で︑農薬敏縮面贋は四†

トが実施されたもの︒試験臥域は

この勅漿テストでは︑麗藁がど

町歩であった︒

の辺濠で作物に衡効に附着 し た

か︑流されたか︵公憲︶等を澗査

を利屠して︑濃縮した農薬療奄構

承認した◎

認︑県識会も九月七田ての設置を

東京都千代田賦袖田司町2の3
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になったのが︑原研R王朋用開発 状に豪くもので︑十層当りに穏c 室では3RR13を便って放肘化

九月の原子炉等規制法改正案で︑

MCFは魚鋤的な炉物理実験︑ は縮まれてなかったが︑銀十六無
動力炉の設計確認実験等を行なう
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するが︑この分析を実施すること

が出る予定︒

田

本

み移

cを散布すれば足りる︒利点とし 分析を実塘するが︑十月ごろ結興
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ル・トレーサによる濃蘂散布の徽
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三

業
産

：︑︑款 ︑

f斗コ⊆﹃f一
行なわれ最近完了した削幽は︑改
は︑締蟷な安企騨疑のために七千
た︒

被覆に技術上の罐問鷺を髭強させ

は一九六九−七〇年に燃料が濡荷

されるQ回取されたプルトニウム

ぜ
らかとなった︒ESCRの蝶本貨・汽に必要な高護戴圧は獣畷更．バの ーロケミノク溶解獅工場で処響

フェニソクス

て使罵される︒

されるカダラノシェの原脳碕速炉

万がとなり︑四確聞のプラント運

長欝命燃料の鷲動についてのデ

との囹的をもっていた︒そして︑
転費︑僧含め十無甜鵡のコスト累謝

良型原子炉の甲劇開発を助成する

この改良型原子炉は現行の原子炉

他方フランスは酌アフリカから

についてより甑実な保証を得る必

出すには長弥命燃料要素の可能性

料の確保搬は︑フランスの灘要を

を結んでいる︒こういつた核燃

役入生活を終えると暫く大

二括の五識を決めた︒まだ経済惟

に疑問があるとして反対する仏猛

DF︵電力庁︶の蔵向にもかか

膚しているわけた◎これは軍事利

わらずフランス国麓の炉型に執

柵の分野で純図産で進むことを迫

られ成功してきたのだから平稲利

考えカである︒ドゴール大統領は

用でも純国産を優先させるという

輸入技術に依存することは圃雲上

原子一発畿でも輸入濃縮ウランや

また第二雛代の炉型の選択はいず

好ましくないという㍗見てある︒

ではないから急ぐことはないとい

れも縄済性が議明されているわけ

う酎慮もある︒

ENEA︑海洋投

棄の報告書を発表

OECDの欧州原子力機閲︵E

の夏実施された放射性圃体廃葉物

NEA︶はこのほど︑一九六七年

圓騒

の海洋投葉に関する報告誰を豪と

めた︒この海洋投葉は︑第

ス︑オランダ︑繭ドイツ︑イギリス

の麟除実験で︑ベルギー︑フラン

の五ヵ国が参加した︒約三齎キュ

リーのα放射能と約八千キュリー

の深海五千麿のところに沈められ

頂九十五ジ︒この放射性固休廃彙

たもの︒慶葉物の総動燃は一万八

1手におひきうけしましょう

漏話のセンンミア・ミルてつくります。化掌的謝久力・

属てす。

マ7賦翼〈§＞1認1幽薩レ認

棚下幡製鐵

一

炉認3

米 A EC
占撃噸事㌘ス社囁語勲等曝書串レ畠
ビ

億二千七落万がとなるQス型 ーターを集めることがこの計画の

内的であったが︑この計酸の梱当
のFSCRの資本コストは臨擾循

は

ストを現行の熟転換炉のコスト以

が隅になると計騨された︒電力コ

な量昂占めるESCR計画にのウ
りランの輸入を決めた秘冨協力
環型BW獄よりもKW重り二十五

の鋤産物であるプルトニウムをさ

電力コストを︸げることを期待し

らに効果的に便い︑それによって

ている︒

九七〇年代には岡型の

藺業旧発餓炉を運賑することを墨

ナダの碗水炉型も研究開発すべき

WR型︶︑英国のAGR型炉︑カ

型の濃縮ウラン炉︵PWR型とB

ール委員会の鍔一次報告緯は米国

ている︒政府に提出されたクチュ

の炉型については決溝をためらっ

しかしフランス虜体の第二世代

されている︒

で唐る地位を確立する恵園だと解

要があるということが周グループ 充足し︑さらに有珊な条件で輸出
下に下げるためには︑FSCR用
によって縮論づけられた︒この保
燃料蟄素の寿命を＋万MWD／T

発が必要である︒

証を得るには目当な凋閥の研究開

阪に行っていたが︑三十九葎に

葎吏﹂﹁原研十焦更﹂矯が漏つ

いで発刊されが﹁源燃十年
史偏は遂に世に出なかった︒動
燃の名が世間に通用する頃には

のβ一γ放酎能が鋼蔽とコンクリ

原鰍の名は忘れられて行くかも

漂燃のはたした役割と︑先入迂

知れない︒原子力の草分時代に

ートの餐器に瓢められ︑東大西洋
い闘に詳しく誰残しておきたい

の普労の詔録は資料の散逸しな

ものである︒漂燃の事縫を引纒

物の薄遇処分については一九六五

ENEAの特圃研究によって︑追

世界

レベルの材質ておつくりくたさい。フラントは

︑

チンは同条約がさる六月に三池総

えた主要自力瞬の︸つであった︒

会で承謂きれた際に投票を差し控

米国政府が︑氷国の軽水型原子
炉メーカーに対しアチユカ発電所

しかし︑蒸気冷却型闊速蝉開発

斑としていた︒

噸切な熟伝導とタービンサイク

とする必要がある︒

する見通しである︒ことにニジェ

ン含有膿で︑約二二ゾと発積ら

ールのアルリソト鉱山は埋蔵ウラ

れ︑一九七〇葎から丁年二齎ナ︒

㎡爵二覇で採掘できる皿で

鰯髄からわれわれの生きている

棄懲に帰ると聞もなく原子燃料

された︒蕾︑内務翁を握選した

者に引渡しておいた︒報酬が出

はフェノセンハイムに黒鉛ガス炉

定だQガボン︵埋蔵量六千ゾ︶︑ だと梶幸している︒しかし政尉

七三奪から一千ゾが供給される予

開発きれることになろ

中央アフリカ共狛国︵岡五千ゾ︶
の鉱由も

鉱

う︒これらはいずれもウラン精

あるっこのほかペシ不がモクタと

間に内務雀の歴史を編集してお

公祉の監事に就任した︒これま

算﹂という一節の執鎌を受持た

大蔵省の文輝に二週聞も通いつ

雀は解体され︑良二千石の夢は

て止まない︒︵肇省は猿哲理

いだ動燃の方々の御配慮を願っ

年︑安全性および経済性の面から

212絹；ナ代照

多亨

い窯誌

ゆ轟磁嘱駕r妙織ぎ鷲旺奮順ビ

ステンレスとして最

との点ても

物理的糖度。無工性

夢を青てる

麗うしを駿かに

あなたの鱒きを鎗しく

NP脚問題がからむ
アルゼンチンの重水型発電炉
つように積極陶に奨励したことは
の時間と金を必要とすることが明

プロジェクトは︑あまりにも多く

や七ゾだった︒このほか海外から

共同開発を罵しているカナダのウ

フランスはカナダからプルトニ

ラン鉱康も有望た︒

燃料棒の形で提供され︑モルのユ

友の来訪を待ちわびる心憎であ

こ・？こいうことになり︑六翼万

ている︒

大学を出ると内務雀の幹部要

めたりして︑三月近くかかり百

焼いてしまったので︑やはり忘

はかなく消えた︒そのせいだけ

環︶

ピルから皮射針宏で。世界のトノブ・

ここに■んた

の入札に遡り︑この競争にうち勝

ルゼンチンが核拡散防止条約︵N 公然の直垂であったが︑このこと

米国原子力婁興会︵AEC︶は瀬ドイツのジーメンス社がアルゼきれなければならない問題は︑ア
ンチンのアチユカに建設を予定している原子力発鷹所︵天然ウラン

切れず︑増殖炉京での第工世代の

自主開発で平和利用をも刺激
フランスは

難壁の選択に迷っている現状とい

ウラン開発も進む

えるだろう︒

一九六七年のフランス閣内にお

このほど水爆実験に成功し︑米ソ

員に昇格した︒照事的にフランス

けるウラン鉱採掘議は七十万陽千

英中に次いで核クラブの光堂な

︻パリ松本駐在贔︼

仏が 水爆実験成功

墨水減遼冷却・加圧水型︑鷺気出力約三十芳KW︶に澱し︑諏永の PT︶の調即に不本意であり︑工 は︑アルゼンチンが王AEAの保

控えることが明らかであるという

てIAEAによる町制を条件とし
ていると見られている︒アルゼン

の圓際的地位を陶上して大いに気

七蕾沙ーウラン盒有灘で千二要道

蒸気冷却増殖炉の開発中止

勢をあげているわけだが︑これか

GEと十四電力会社クループが

今趨のGEIEC授Gグルー
原子
プ力平和利屠の開発にも大きな
刺激になっていることは見逃せま

ウラン六十五沖︑マダガスカルか

の決楚は︑燃料要素︑特にその被

イースト・セントラル康子力グル

い︒

いる︒マダガスカルのトリウム鉱

らトリウム薗五十一ゾを輸入して

ープ︵EC瓦G︶は︑⁝奪間の設彫の闘題によって︑他の炉塑とく

第一に核燃料の開発ではウラン資

にLMFRBに比べ︑岡炉の開発フランスの原子力平箱利用では

結の見通しである︒このプルトニ

ウムを捜絵する変渉を進め近く妥

ウラン鉱開発が進み︑洪給が急伸

EA︵原子力庁︶が参加している ウムは醒水炉で照射されたウラン

山は採掘し尽されたので本年は供

計礪が著しく遅延させられるとい

は天然ウラン系鉛ガス原炉を捲て

給が血盟る︒だが将来は海外でC

気冷却型高速炉開発プロジェクト

源の穂質的開発を進めて一九七五

電気出力万万KW器気冷却型実 醸には輸出国になることを期して

う理由で行なわれた︒

計および可能性の調査の結果︑蒸

岡型嵩速炉の開発を断念するかも

を中止した︒澱近︑爾ドイツでも

を調題するために翼十万が使って

験炉︵ESCR︶の建設の可能性いる︒だが第二に原子力発墨所で

る︒中学を撮ると三高にはいっ

円の資金を集め三千貝に及ぶ内

た動力炉︑核燃料閲発箏災駅の

んでおり︑琿をとるとともに嶺

員に採翔された︒知事くらい濠

枚程度の原稿をものにして譲受
が深く囎ばれるとま︑その伝記

却の波に洗われがちである︒幸

担った壱としての費任をはたし

求されてきたものである︒

灘欝欝七難繍

業蠕譲臨

供給を申し出た︒しかし︑AECの蚤水供給は︑アルゼンチンが工AEAによる沓察受け入れを差し障鑛概餅と考えられる天然ウラン
A泡Aの保陳描齪鰯麗による査察を受け入れること卒条作としてい

アルゼンチンへの鎗水供給に対し

ることが濃厚となってからは特に
ことであるoAECの申し出は︑

を使える重水炉に関心を鋳ってい

る︒ジーメンス社は現在︑九月夫までにこの辛し出を受け入れるか

否かにかかわらず︑岡社の重水製

ると︑同プラントは︑犀騰約

顕善であった︒

否かについて圃答を求められている︒

したので︑現行価洛で潔算すると︑

この取り引きは︑少くとも一千五

格を燭︑当り二八・五〇がに値上げ

西ドイツの会祉による囲めての灘
冨六十七刀五千がになると兇られ

ジーメンス社が建設するアルゼ

外受注として注闘されているもの
る︒しかし︑ジーメンス社は︑こ

ンチンの鍛初の殊子力発電断は︑

で︑一九七二無に運開予足︒

して璽水供給を申し入れたのは︑
造プラント礁設副爾を推進するつ

A温Cがこの原子力発電所に対 のAECの申し出を受け入れるか 米国のGE社と†四社からなる
この鎗水必要燃︵一⁝五〇一三〇〇

・プラントから得られ︑しかもジ

ると雷われている︒

ゾの騒騒生産能力を持つものであ

二百

ジ︶がAECのサバンナ・リバーもりであるとしている︒報告によ

ことが明らかとなったため行なわ

；メンス社の爾要翫画に闘に合う

れたものである︒
ら︑注目される︒

校は繋駕のそれを出ている︒内

たが︑これまた学制改革でつぶ

務省更が近く完成しようとして

釜つた︒三年ほど鵡から﹁諦観

設立と同時に開散のやむなきに

なった︒

読んで︑幕末の

地に帰り再び彼の地に渡る機

されてしまった︒しかし︑この

いる︒私も会謝課の箏務冨を永

睦団体を作っているが︑一一︑三

志士吉田松陰の

らの母校は消滅してしまった︒

会もない闘に︑敗戦の結果これ

方の認録にはこと欠かないし︑

く勤めた関係で﹁内務省の予

り︑消恩の絶えて久しかった響

伝認の豪とまっ

神陵の鷹慶は永久に黛えられる

で小学校は鍬嶺のそれを︑中学

たものが未だに

小学校の認憶としては校書の輪

ほど十二分な資瞬の懸稜ができ

最近ある聾を

ジーメンス社が︑AECに対し帰れないと飯えられている折りか

米AECは最近︑璽水の販亮価て璽水を注文するに先だって解決
ニューヨーク州にあるN F S 裡 の 再 処 理 工 場 で ︑ 使 用 ず み 燃 科 か
ら回収されるプルトニウ ム を チ ェ ッ ク す る 一 A E A の 査 察 官

できていないことを知った︒松

程度で︑あとは霧のようにかす
悼会を開いたとき︑伝配を欝こ

時の何等かの認録を求めるの

でにはなれると愚っていたが︑

口

念︑切なるものがある︒中学隠

終戦の蔽果占領軍の命令で内務

江

ままになってしまったというこ

が︑倒幕の三山に忙しくてその

が︑写翼や捜記等一切を空襲で

裏の思い出はかなり残っている

の見るべきものがないというこ

われの郷愁は異常に強い︒轟時

た気がして胸は満足感で一杯に

る訳でもないが︑麗史の一駒を

蝦の手で︑旅順中学校史が編

の聞係者が亭二菅名ばかりで親

でもないが内務雀に対するわれ

繁されることになった由であ

いに︑一︑二建前から同窓の後

るわけでもなく名餉が血石に載

とは如何にも残念なことでは
ある︒

私は父が溝上に佐んでいたの

刀開発十薙史﹂﹁科学技術︑愛器

廊をおぼろげながら蜷えている

うとの議が出たが︑松陰の思想
があ語りにも純粋︑高遇︑偉大で

到底凡入のよくするところでな

いとして兇送りになり︑その
後︑三三晋作や久坂玄瑞が︑そ

代臼本の随︸の健人松陰の業績

とである︒明治酉館に際し︑近

れぞれ別に伝記を轡こうとした

原燃十年史の編纂を望む

歴史を書く意味
見登留

友人や門弟たちが松下村塾で追

璽…

陰が江戸で刑死したあと︑その
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窩温︑萬密度の中で二つの原子核がくっついて一つになる

ルフ・ゼ＊ラル・アトミンク敏の主任研究鼠として活躍中

な虎園を舞めているのか日本の大河干弘氏︒現在︑米国のガ

であるが︑氏はさる八月初旬︑ソ連のノボシビルスク︵シベ

とき︑彫大なエネルギーを発生するのが核融合反応︒これを
うまく制御する核融合反応姫は︑燃刺が童として海水中の璽

リア︶で開催されたlAEA主催の纂三園プラズマ物理およ

日本に帰国した︒塞紙は︑氏が米国へ出髭する八難二十八

び制御核融合国際会議に出席の後︑羅鰺のため休暇をとって

が多い︒とくにこの核融含のカギは︑原子核と躍子がバラバ

8︑あわただしい時闘をさいて︑日本原子力研究所の森茂核

に放射牲廃棄物が出ないので立唄条件も観約がない等の溺点

ラになったプラズマを磁堀で閉じ込めることだった︒この中

水素を使うので︑徽源的にもほとんと無隈で︑しかも原理的

で簸も巨悪視されている﹁火窪トーラス﹂を二軸し︑世界的

︵注︶碓揚のカでプラズマを閉
込める磁場容器と語っている︒

響

ったので︑瓢犀闘に沢山のそうい う行き方は判断がよかったと漕

う︒プラズマ研艶胱などで碁礎研

とを試みたわけです︒それがマル

ようなサザ滅ぐらいしか残ってい

プラズマ開込めの邪魔にならない

曇
日聡・

鵡鰯燃

ーラスだけで一刀ノシコンある位

果が出た︒こんども内部藤体系ト

の闘に︑塁礎実験に矯点を移した

りますし︑今後もこのような研究

ものだから︑プラズマ閉込めの実

はどんとんやるへきです︒たた︑そ

ですから︑こまかい現象まで測る

は︑中型あるいは大型の鎧圏が必

験をやらなかった︒この実験に

森ところで話題をかえて︑臼

礎を勉強して︑13来に蒲えるとい

ったと思う︒つまりプラズマの茎

5面へつづく

です捻︒

闘的に罷んでいくことが照蟄なん

ではなく︑韮礎固め旧しながら︑

し特らに近づけばいいというわけ

えることが大切です︒鱗純にがむ

的にいかに近づくかを括によく菖

ういう瀞味での研究の進めカ︑賦

れた囲標をねうえぱいいので︑そ

ね︒核融禽はたしかに日毎に限ら

で照的に達するかということてす

森 口的醐猫にいかに取り組ん

いると思います︒

この点がい窪一罪弱い点になって

ういう経験が︑臼ホはまた浅い︒

児て判断しなくちゃいけない︒こ

ロジェクトのリーダーはしっかり

かねない︒この辺のバランス凝プ

籍歩しているということにもなり

たりして︑その濯に拠界はずっと

初めての図徳以上に隠間がかかっ

やらなくち恥いけないけれど⁝一

りすぎるとilもちろんある科梗

る花をつむというようなことをや

わき道にそれて︑そこに咲いてい

るわけですQたから研究の途中︑

理とらがって︑貝体的な隠縛があ

核勘畠というのは讐瀬の純紳物

いうことが鍛えられ謹すね︒

足という藪賦でマfナスに獄・心と

振齪をやっていく禍含に︑経験不

とえは︑中型護齪あ旧いは大型の

つ濠り続験がないので︑こんどた

に大きな研究をするという線斜︑

が︑チームワークをと︐て︑わり

られますし︑成果も上っている

で︑裁に龍力のすぐれた人がお

が三一的な玉食をするという点

臼憲の現状では︑ひとりひとり

習がおろそかになったようです○

中型の装嚴の仕箏上するという鞭

ムを組んで一つの焦事︑たとえば

の理門穎が何人か山家って︑チー

ん︒しかしそのために物琿と工学

臨体は正しかったかもしれまU

ほとんどやらなかった◎そのこと

要てすが︑とにかく閉込め実験を

ことが戯来るのです︒それで︑プ

ようなものはなかったとおっしゃ

森今度の会議では︑肖を漂う

んでいるわけです︒

的な結果も出ていない︒影響に進

だ発護されなかったが︑別に忍観

で︑非犠に進んだという縞果は豪

この実験の力がもっと議しいの

んな実験結果も蝦管されました︒

もっと複写な機械についてのいろ

それと同時に︑樗寒にそなえ︑

なったといえましょう︒

硬解することが︑雰常にたやすく

ラズマのなかに起っている現象を

でした︒つまり︑プラズマは鱒か

のですから︑

う機賊ができた︒前の縷維な綴械

マより外部にいくに従って磁場

導

が強くな・43ようにしておけは︑

鰹に婁6つのにはいるいろ測り方

めのできるものを探していたわけ

チボール欝欝です︒考えたのは約

曝撫憲

なレベルに達する戚異がずい分あ

織

難

究が行なわれて︑なかには懲界的

ようということになったわけで

があるが︑豪ず第一藩にわかった

な嚢素がからみあっていて︑はっ
です︒ちょうどそのころ端が空い

電怒濃

とちがって︑非雑に測りやすいも

核欝A吊

プラズマが外に鐵ようとする

す︒しかし︑話は簡灘なようで︑

のはプラズマが非犠に鹸かで乱流

実験とか︑古川スフ凱レ！タと
騰り原困を摘出できない︒そこで

宥琿前の話で︑笠験01確備やら装 ない︒そしてプラズマの安定替だ

簗

ちょうどこの茶わんのように︑

る︒茶わんの底にビー玉を入

れを磁気茶わんと蔑うかわ○

と︑もとにもどす力を働く︑こ

での閉込め方法であ

れた時は︑答器︵茶わん︶底か

なかなかむずかしい︒トーラス磁

に不資竃件がなく︑あるいはあっ

がないことですQプラズマのなか

編二部今撒は︑米国へあ と 六
かが現われて︑核触禽研究が難し
ているミラー型の実験で︑ソ連の

認

議騰纏

めてできたわけです栂︒しかし︑

ったのですが︑そ瓦も条た昆方を

優えれはいろんな山州か︑物脚胸

に毛玉のあるトーラス︵内部導体

には順調に進んでいるので︑ビノ

っているような︑プラズマのなか
ことを諦明する虫でにいろんな翻

系トーラスという︶について︑非

ほんとうにいいプラズマが娼来た

識から三奪の問に︑われわれがや

二無閤にどんどん結

ら横にずれれば︑元の位綴に返

揚でどこでまんなかを一番弱くす

ても非銘に溺いものしか残ってい

に︑磁気井戸という︒

ることは不町能か︒結糊︑平均的

ないことがbかり温した︒あと憩

す力が鋤く︒採掘容器でプラズ

な欝味で猛獣が外に向ってたんだ

︵文蛮編藥部︶

融合研究鍵蝿との対談を願った︒

つの条件としては︑もちろんプラ

ることを蕩えてい議した︒もう

ん強くなるようにしょうというこ

時閥後にはご出発というあわただ
われわれは︑いろいろのものを金

けでなく︑実瞭なかにとどまって

・︑

ズマを安箆に閉込める必嬰があり

しい世間を︑ご無耀にお縫いして
い儲蓄に入った︒噺しい発展段階

議の製作やらで二︑董催かかった

がくるので︑一つ

ヨノブ侃が磁端のまん中が弱く︑

になったんだという認舐にあると
つ分解したら

恐縮です︒わが国の原子力界の入
部一ぺんにやろうとするから無理

人のために︑いろいろと靭蕪なお

いる学閥も︑筋のステラレ⁝タ

いました︒このように非囁に静か

が︑実険してみると︑全く恩って

思います︒この間の製輪につい
よかろうと考えたQ濠ず大切なこ 安定性が抑えられることを発見し

つまり︑プラズマは非常に安定

いろいろ測定して︑プラズマの難

なプラズマが出来たので︑それを

菰心があったのではないでしょう

いうことでし．伽うか︒

クりするようなものがなかったと

℃ういうことです︒

：o

六〇年頃に︑みんなが集

今年の八月臨めに王AEA主催 でいるという慧味で︑慧茂があっ

み塞すと︑一九芳九年から六〇卑

本の核融舎の経過をふりか凡って

潔って行なった状況判蜥は正しか

大湾

考になると思いますが

見を聞かせて下されば︑大へん蓼

るいは研究蟹鐸の曲についての慧

くに研究成鶏と研究の潅め方︑あ

おうかがいしたいと嵐います◎と

ると思いますが︑簡雛にご鶴見を

か︒単二的にはいろんなことがあ

どのように評価されますでし．伽う

旨胸な嗣からみて︑陰本の研究を

河さんは米因におられたので︑聖

めてきました︒この間ほとんど大

で︑約十年闘︑臼本では研究を進

年に決められたと思う︒この方針

た︒それは一九六〇年か一九六︸

切であるという方剣を決め超し

て︑研究藍盤を縫うことがまず大

究︑辮徽的研究をするとかによっ

電気試験所などで鑓礎的な研

讃するとか︑各大学︑原研︑理研︑

系的研究をし︑核融合の原理を撰

研究所をつくって︑プラズマの体

時の判断としては︑ますプラズマ

河さんも参欄されたのてすが︑当

いて大豪諭があった︒これには大

ころに︑核嵩高研究の巡め方につ

大河

常に実験が進み豪した︒実験がし
ただ融かなプラズマが出

議︶しが開かれ︑それに大河さん

所なけではなくて他の人にもわか

ゃすいということが︑われわ㍑の
大河

か︒

せなければなり難せんから︑プラ

來たといっても︑専門康を納褐さ

ズマについて︑たとえば継子の滋
度とか︑イオンの温度たとかをは

っきり測定しなければなりまぜ
ん︒その測定袋綴がまだ購いエネ

ルギーのところではなかったの
で︑それを開発するのに雛常に若
労をしました︒ただ実験で何駕闘
かかったと孫っても︑そういう蕾
労が几○％てして︑実際その装置
が出来れば︑後はいいデータ亭得
るのにはわずかな時閣でした︒

森こうして︑核融禽炉にとっ

大河今展の会議は︑鵤の会嵐

も幽幽き醒ましたか︑その会議の

のだという証明が一つ出来たわけ

と少しちがい織した︒箭の会議に

て﹁番大切なトーラス型の磁場で

ですね︒このために︑日本でもい

は︑われわれは最衝の論文を出し

隠縫についてどのようにみておら

よいよ暫触合の認むができたとし

ましたし︑非吊に流動期という感

大河さんの鹸かなプラズマがで

て注呂され︑漸しい局識が開けた

じでしたが難聴はむしろ実ぶ繕ぶ

れ離すか︒

という誤いカが行なわれるように

といい識すか︑着実に研究が堆ん

結果は艦ていま蜂んQたた前の会

た︒しかし︑別にとくに斬しい実験︑

目
なりました︒

き︑プラズマが閉じ込められるも

ノボシビルスク会議の意義

流動から結実期へ

ない帥かなプラズマが︑拠騨で靭

ーラス状で︑はげしい欝欝驚磐の

森その火河さんの突験で︑ト

大事なところたと思い窪す︒

多能になりました︒この点が一番

し︑分析し︑解淡していくことが

雑であった現象を一つ一つ泊麗

になった︒こうして︑これまで複

ことができるだろうと考えるよう

くわしくプラズマの盤質を調べる

あるとすれは︑こういう装瞭で︑

にプラズマが逃げるような原田が

マの不安定愁を挿えた時に︑さら

同かっているかというと︑プラズ

それては︑今︑どういう力商に

いうわけてす︒

質を調べることも可能になったと

にトーラス磁場のなかに閉込めら

外へいくほど強くなっていれば不

て︑凝局面をひらく除動力をつと

それを今度︑トーラスに慮即し

呼ばれています︒

ました︒これが磁気井戸︵注︶と

められた大河さんから︑生々しい

はなく︑磁場の形︵瀧位︶として

それも造るのを簡単にするので

願いいたします︒

では︑まず万奪前に鯖讃

の釧を震して説明しまし♂う︒そ

大河

説明を伺え澄せんか︒

寒しを聞かせていただけるようお

H本では三二︑核触禽研蜀

とは凝望を簡単にすることです◎

森
が︑人工太陽の開発あるいは第二
の原子力ということで︑非鴬に麗
の頃までの核子禽の実験は︑弗常

れていることがわかった︒この蟹

の実験に比へて︑一術以上伸びて

簡単にする︑たとえば軸対称にす

謹すので︑簡単な磁場で安辻剛込
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いた通りになった︒

大河トーラスが生まれるまで

プラズマ硯究に画期
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待されています︒その根管は大河
に大きな複雑な襲麗をつくって行
なわれていました︒その代表的な
ものにプリンストンのステラレ；

と

る

原研の直線ヘクサ水一ル装踵
の﹁第三圓プラズマ物理給よび核

圏本の核融禽研究をどう見るか
融含国瞭会識︵ノボシビルスク会

的研究の縄織艦を

聞

業
産
この蔑瞭では︑なかにプラズマ

タがあります︒

テラレータ磁場のなかに安定に閉

をつくって︑果してプラズマがス

込められるかどうかという実験を
やりました︒その結果プラズマが
予想以上に軍く逃げてし濠うこと
がわかった︒いろいろと機微の大
きさを変えたり︑磁場の強さを変

一体何が原因でプラズマがなくな

えたりしても︑そうなる︒そこで

っていくんたろうということが根

て︑驚えられる理磁はたくさんあ

本的な問題になった︒それに対し

て誤差が大きいためではないかと

る︒例えば三等のつくり方が漸く

か︑そもそも平徳状態︵濫︶はあ
るのかという簾悶があった︒

紫
す

力

森茂馬
脚＝

あるいは︑プラズマの温度が低
いためにおこる不安定性なども原
因として考えられ憲した︒ところ
が装躍が複雑なために︑いろいろ
︵注︶プラズマの膨張しょうと
する力と磁場の閉込める力とが
つり禽うことを神徳があるとい

の平衡がまず必要であるが︑さ

う︒プラズマの閉込めには︑こ

る牲敷︑歎短編が蟹求されるQ

らに平衡からずれた時もとに渓
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遅くない日本の研究
原研の計画にも各国が注目
が多くなると︑賛本投下に対する

大河ある轡度研騰駿や入の数

遮づけてお舗奄伺いたいと思いま

していたようですが︑それとも関

て︑特別婁蟹会など護けて検麗

も︑核融合をやっている仲閥とし

てい談ずGつまり︑世界的にみて

遮中も非常に好感をもってむかえ

リターンを霧えなくちゃならな
ては︑どの国でもいいから︑緯融
合研究がさかんになるということ

すがQ

大河反響の点について麟接に

い︒またお金の方はともかくとし
ても︑なかにいる薪究者の仕事が
はお互いに助けになり︑潮激にな

に食んでい象すQ

り画すから︑そういう瓢駅で非常

質閥して欝えてもらっ沈ことはあ

ラス型のプラズマ期じ込めについ

り濠せん︒アメリカでは昨牽トー

できる期聞は︑鋸齢的にいって短
いわけですから︑弗常に煎の渠り

螢撮しましたので︑原研でもマル

原子力婆熈会がそんな方針

したが︑それも大体われわれと間
チポール気乾︑鶴いかえれば穀称

森

憲つた入の大購な携閲︑一一︑一二年

流目無駄使いにしないというのは非 ての特別震暴食が報面心を出し秘

じ愈兇だった︒プラズマを閉じ込
性トーラス︑

常に大噴なことだと慰います︒

森どうも澱露なご総目ありが
めるのは大へん難しい議題です
の予備笑験を始めているのです

ヘクサポ：ル磁鴉

とうございます︒そのようなこと

があり窪して︑H本でも研寵実綾 からそれ薮工部一ぺんにやらない
が︑鴛紘蝕トーラスは大河さんの

くという方陶は︑アメリカ全体の

いますので︑原研の苧備実験はあ

方虜であると﹃nえ談ずし︑臼本の んの実験で網目なことが分って

で︑分解して一つ一つ解淡してい

研鐘の現状などの分析をして︑原

原子力萎員会の訓圃もその方向で
る慧味でつらい実験になりそうだ

がつみ重なってきたので︑核緻禽

子力艦翼会は七月浮田に核附合研

あると想い豪す︒それに田本でも︑
と予想してい豪す︒

アイデアでもありますし︑大河さ

兜を顕子力特窟総舎研究という璽

国礎実験だけではなくて︑かなり

点テ←に指驚し︑トーラス研究
開発撫雫洋画として︑嵩ベータの
大きなもの衛やるということがむ

しかし︑ホきほどのお訊のよ

チーターピンチの研究を認計醐と

側究を出発点とし

こうに伝わっており豪したから︑
うに︑トーラス

する鼻翼題画懸薙めて︑計画的に

めて行けば︑核融含研究について

この点については米羅のAECのて予備実験から組織曲に研究を収
塵中︑あるいは翼織︑灘狼などの

雄進ずることぶ決定しました︒

この決竃のもととなったのは︑

せると思い談ずが︑どうでし︑

う

日摩でも︑独慮の技術をつくり出

らないといったのでは︑いっまて

でいてアイデア誉出さなければな

くるのが曽通ですQなにもしべい

大河蟹閥の鍛初の方について
したように︑こういうプロジェク

もうひとつは︑先ほど言い豪

ころ港気卒うけねばなりません︒

たっても始まらない︒そういうと

かQ臼本はこんなに遅れているの
で︑今からやっても無駄だという

は︑一気に対称性ト⁝ラスの実験
ト的なことをやる非常にいい経験

ことなんでしょうか︒

といっても︑われわれのカではオ

をして︑ここまでいくということ

月︑何無聞かかってこういう実験

あ決め︑副来るだけ予建を狂わな

になるわけです︒初めから雪起

ラドラポールの実験毒し心し加︒

る実験をし︑あとですぐニホのク

両力実験してみると︑一口にマル

いようにやるという練習にもなり

クタボールという四露の導体のあ

チポール︑対称性トユフスといっ

ますから︑予備実験をすることは

次の闘題の鐵ぶは運れすぎてい

非常にいいことと思います︒

ても︑オクタポールとクラドラボ
ールとはなかのプラズマのふるま
いが非常にちがうことがわかりま
した︒オクタポールとクラドラポ

い頴ですから︑今︑半円︑⁝却あ

杞漫でして︑核靴跡研究は先が憂

るのではないかというのは︑全く

ールがやってあるから︑ヘキサポ

β本でも研究スケジュール
を環視すべきであると認識が薄ま

森

闘題にならないと通います︒

るいは二隼遅れているというのは

ールのなかのことがわかっている
というのは︑少し畢訓で︑十分ち
がつた突験ができると忽います︒

それからもう一つの特色のある
実験ができるようにというのは︑

っています︒研究のスケジュール
はなかなか予竃通りにならないも

もちろん縞構なんですが︑なにも
しないでおいて︑ただ天井をにら

スケジュールが覆れるの

のですが・︒

はどこでも弾じことで︑ただ遅れ

大河

んでいていいアイデアが出るとい

たと意にどうするのかーー処理の

うのはまちがいでして︑やはりそ

蕎い人のなかからアイデアが繊て
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この﹁大河トーツ︐︑﹂は︑嚴
も嵩望視されているもので︑羅

として騒がれているゆえん

てもある︒

出

課して薗添の研究を指厚してほ
しいと望譲れ︑ 麟脳の洗外流

時期たけに︑氏が一日も早く礪

融禽研究閣乳蝦腰醜聞壕決めた

GAAの翠雨齋研究開発戯近︑わが口の隠子力墾綴会が擁

られている︒

﹁大河トーラス﹂幽ヨ回え縦し︑

世界的な注園を集めた︒答器の
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一年間︑プラズマ加遼器の開発 人︒米国で唯一の高温ガス冷却
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内側に幽幽をつくることによっ
て︑ プラズマの閉じ込め に
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炉を開究しているαこのゾ堀に

成功したもの︒

〜﹂二

十歳︒十第来足ぶる蚤続けてき

同往のシコン・﹂・ホブ一r︑．〆ス

二

た34ノ融禽研究に︑懸局磯を拓い 研究に従環した︒このとき︑当

研究所があり︑ここで大鴻氏を
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づ

うのではなくて︑原理の段階でも

多 二霧隠

う実用化のことを考えることにな

大河よく働に上がるのです

ると想いますね︒

飛ばすことによく似ていると繭b

が︑核融禽というのは︑飛行機を

は︑流体力学︑つ謹り興の理岡な

れています︑飛行機を飛ばすに

いといけないのですが︑掩休力学

どのように空気の力学がわかるな

轟の欧理が分かってから物をつく

なると思いますゆ原理がわかって

から︑いよいよ実用化しようとい

つは︑しかし︑

の爾力が必蟄ですね︒

し厩めようという人もいるし︑そ

う入もい瓦ば︑流体力学覆もう少

近いものをつくって︑やろうとい

ね︒例でいえばいきなり飛行機に

森 そこに特殊性があり職す

は大変な化饗になるでしょう︒

す段になりますと︑那晶の総齋化

究しているのですが︑実際に飛ば

けです︒今のところ信部分品樽研

ないということがわかっているわ

ジェノト購をつくらなくち乃飛ば

うになっていて︑初めから四発の

霞然の法則というのがそういうふ

れば︑プラズマの場禽︑たまたま

核融合の実胴化を飛行機にたとえ

わけです︒もう

國合ができないということはない

金都わかってし濠わなければ︑核

多い︒だから︑プラズマのことが

笑翫的に物事が進むという場禽が

す︒あとは︑風洞実験で経験胸︑

懸というのは大へん少ないので

際に乱流やそのほか解けている閤

行機はどんどん飛んでいます︒実

は非錯に難しい︒しかし現莚︑飛

問題で︑物理の多難で戒功すると

がありました︒会講の最後の日

た︒そのなかに︑今のような質縄

質問を欝いて︑アンケートをとっ

半分冗談で︑﹁枚の紙にいろんな

シビルスク会議のときに︑議かが

いう薫出てはない︒この間︑ノボ

いうことは︑経済酌に引糞禽うと

大河実用というのは2．暴の

よいでし︐蟻うか︒

し︑山うか︑あるいはどう薦えたら

原理研究に実用化開発が叢行

非常に答えにくい問題でし

という見方は当らないと

す︒つまりナショナリズムとイン

ます︒というのは核融合では︑は

ふうに平行して進んでいると思い

つくりながら︑物をつくるという

ろろというのではなくて︑原躍を

さんや二人の謝川さんのような人

憲たらていねいにしろ
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クス牲の原子力郡ゼネラル・ア

濠tされる轡緊的な学省だ︒

たか︑蜜つたく気取りのない親
しさと︑曲ぎれのよい感侍に
は︑そんな薗慧識は壷く感じら
れない︒溢んだ曙の輝きは毒々
しい胃爺のものた︒
ｨ鋼学科を卒業後︑ひ轟︑うっ
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翼の研究に取績む︒ここで﹁二
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され︑ガルフ・セネラル・アト
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ょうが︑穣融合炉はいつ頃実用に
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核融合炉実現はいっか
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束大助教擾として二隼潤教鞠を
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二二が隅題です︒澱窃からたとえ
ば︑これとこれ懸実験する︑少し

てみると予定をたて︑遅れたらそ

余裕かあっ龍ら︑このこともやっ

の一部を切ってやるという風に︑

遅れた場含の対骸遊憂えておく必
要はあり御す︒

すね︒

㌔響㌧くご〜聯♪〜●㌔・㌔く〜・ご〜﹂〜●◎．ζ．．ご．9ご︐・・名ξ．．⁝．．9・．8ご3㌧ρ＝審．・・．6．㌔麟・・

ういう実験をやっているうちに︑

㌔・

けれぱ︑部下の大切な隠期をつぶ

㌔ご〜ノ㌔く〜♪・

虚血な差が大きいから︑一般講で
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とこるで海外で研画している人

核融合奪門部会の原子力婁颯麟へ

森ここで︑ちレ研つと隔題がか

思うQもう一つは︑館山あるいは

の報告轡ですが︑この嬢告白を作

森グループ・りーダーとして

今涌のように臨本へ帰ってきた

すことになるからです︒リーダー

り︑日本の雑誌に新しい論文を出

急追するのはややこしくなり豪し

纏い人を抜て弄することも大切だ

は︑別に向こうが好きだから行っ

が︑リーダーが腕ぷ重るえるよう

頭脳流

は二︑三館やっていてだめだった

わりますが︒大河さんが

らもうリーダーでなくなる︒それ

る殿階で︑昨輝秋大河さんと米国

ょう捻︒

出 というような扱い卒ぎれてい
ているということではないと思い
︑鳥ことは︑いちい8糊聞︑雑融簿で

露塞に鮒られて︑蹴饗な職献衛さ

すようにしているので︑この謀昧
で︑覆いいい人が撮てくれば︑また

な条件を辱えてその上でリーダー

・プリンストン大学の吉川さんは

ます︒たとえば今の入は二十七︑
森イギリスでは︑たしかに頭
八歳でP︑HD︵樽士コースの学脳流照といえるぐらい統計的に出

その蕾い人がリーダーになる︒そ

ご秤知の遡りだと慰い甕す︒個人

では︑十分に協力しているわけで
ういう宝田で︑フィード・バンク

れたことも晦し添えてお嚢ます︒

す︒必ずしも流出しているわけじ

てい寵すね︒そこの研究潜が頭脳

し唆したところ︑コ一十二舘﹂と

に︑その涜譜をとって︑平均昂虚

の功騨をはっきりさせることが大

位︶がとれるが︑それから四十位

流出する理陶としてあげている一

森こんなことを︐嵐うとどこか

ゃない︵笑︶︒

切であるということでしょうか︒

までの闘︑研究に酒発に取組むわ

附職ことは別として︑﹁艘に岡こ
うにおるれ嶺研究者のカ︑あるい

火河絵い入がリーダーになっ

響はいかがですか︒豪た米囎で

た爵に︑もっと無とった人もその

いうことだったそうです︒これは

がはっきりしている︒それがあり

けです︒その十二︑三鋸の間︑ど

から文闘が出るかもしれません

ますと︑薗然に︑リーダーになら

リーダーをもりたてるようにし

憲た闘きですが⁝：︒それで逃げ

げても︑謂めてもらえない︒ある

ない人も︑いいリーダーにくっつ

が︑アメリカでの大河さんの研蝿

うしたら農分の研究能力が一番発

いは腕レ留振うようにしてもらえな

て︑そのグループがよくなれば︑

︵笑い︶

いていたカが︑霞分の研究成興が

てお愚ます︒

いGところが︑米圃に行けば︑画

が︑広い蔽蛛で藍本の摂融禽研鋸

霧たしかに科学技術の進歩の

自分も縮局︑欝をするのだという

融禽の開発は醤通の物肇を開発す

予罵は無理かもしれませんね︒核

と︑謡は別ですが︒今の段欝で

膠漆がからんでくるようになる

っとも実罵段階になって簡謹上の 急激なこの時代に︑揺顧のおける

考え力をしないといかん︒そ3／を にも卓立っているわけですね︒も
引きずり下ろすようにすると︑そ
のグループ全体がだめになる◎全

るというのにくらべて︑非常に特
上るといいうことで︑楕いりーダ

扱いをされたことに対して︑なに

ターナショナリズムのいい慧味の

殊なところがあると思います︒物

は︑もう少しインターナショナ
績をあげればいくらでも︑笹分の

ーをもりたてることになるんで

か口いたいこみがあるのUやない

問題が意味ずるもの

︵笑︶︒

腕がふるえる︒だから流出すると

す◎憂館からみれば︑霞分も得を

頭脳流出

研究できる条件を

るので︑劉にどこの国ということ

は︑流出した鎖脳誉︑磁本に呼び

どうな睡れば鰹準に帰ってもい
と罐えられ廓のとは藁がある

うやり方では・

体をためにして繋心しているとい
を鰻初に窺えるのではないと思い

言っている︒これが一欝大きい理

ルに考えながら︑田本の特色を出
藻す︒⁝番自分の碑窺麓力の発揮

由じゃないですか︒

大溝さん臼身頭脳痂出的な

できる所にいたいというのが人檎

森
大溝

であって︑それが第〜灸件だと思

醗計駒な自動がないから

りません︒つ康り︑鱈本から筒こ

頭脳流崩についてははっ謙りわか

大河津の状轡では︑向こうに

調和が必要ですねQたしかに大河

きもちでかえってつぶれることに

たらに飼い人愚上にすえても︑や

思い醸すが︑ざ激ほどのいい調馬

は︑一臼も早く帰ってほしいとは

の開発は︑このような傾岡が強く

えられ齢す︒これからの科鎖技術

ですか︒

艦い人が入って

つまり隼功序列型です

いて︑私と吉川允工離︵ガルフ・

も穴切なことなので︑今後とも協

か︒向こうでは

ゼネラル・アトミノク︶吉川磁

力がう寂くできれるよう努ヵされ

います︒尉本でもどんどんいい研

ている方か日本の繊融命のため

意︵プリンストン大顎︶が活躍し

究ができるような騨翻気になれ

なりかねない︒グループ全休の成

に︑斑かったか︑甘かったか︑獣

うに来た人では婦る人が肝倒的に

も︑研究成果が上って︑いいペー

漿が上れば︑それについている人

たわからないですね︒滋縄に

多い︒とくに二無以内で帰る人が

臨がある︒なぜかといえぱ︑野

パーもたくさん隠るたろうという

っきりした醒標があるからだと湾

上︑呂い入の方が社長になる確率

一1この辺の剛り切りカが大切で

という格

が轟いわけです︒リーダーになる

ば︑勲然にそういうことがなくな

ちらが先かという語にはなり京

ると思います︒もっともそれはど

と︑製鋼に費任がある︒もしわる

多い︒紹本の研究の逸歩に害にな

われ豪舷ん︒だからか凡ってしば

るほど海外に流類しているとは懸

すが︒あと経済囎な待遇がちがう

ることか・弟望しておき心す︒

とかいう隠題は︑︸般論よりも側

流

らくいると罷立っちゃうわけです

大河

するからです︒それがないと︑や

の彫でどうでし．偽うか︒

と思い寂す︒大河さんに︑一般講

い

日本で彰尻るのと︑灘外にいて

うかがいしたいと珍い荻す︒

いための対策の二点について︑お

うか︒睡ぴ窃どす榮件と流出し数

揮できるかということをまず藩え

はジセーナリスティノクに覆え

ところで︑この決驚の米麟での擬
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原

からのことである︒その後︑

は︑戦後おくれて︻九五六年

分野の活動に手をつけたの

西ドイツの産業界が原子力

ない︒ペブル・ペ

ることも霧過でき

をすすめてきてい

ながら独自の翻発

国の原子刀鷹業は先進国に迫
るが︑ナトリウム

典型的な騨擁であ

ノド炉などはその

る成熟をみせており︑ジーメ

てきたインテラト

冷物技術を追求し

ム︑燃料加工技術

ンスとAピGに代裏され る 有

に主契約者として穴＋万KW
に集中した開発を

日本エネルギー経済

覆羽所主任研究顕

馳冒π琿渾・璃口 ﹂

このうち︑軽水炉メーカーとし

したあと︑ベルギーのペルゴニュ

鴬設計画の政府間廻報交換が実現

にトリウムの利用と︑ガスの黙接

で訊諏したいと考えており︑隅時

加を得てすすめられるという条件

叢りを墓礎として︑鷺力饗鑑の塗

のユナイテソド・ニュークリア・

いる︒黙料技術についてアメリカ

代りするという曲折を経てきて

フッ化ウラン！二酸化ウランの転

ドイツ国内の唯一の癒設である六

リンクロノトの幽資をRWEが肩KEM亭．設立している︒さらに西

換をひきつづき守るほか︑カ⁝ル

の閲で企笑鵜協力の臓卜羅聴し

クレール︑オランダのネラトムと

⁝

輸送会技を計翻するなど︑燃料サ

に参加︑あるいは便用ずみ燃料の

イクル鍵盤工穫へ拳を拡げてゆく

術提携しているが︑妻定の原子輝

設計にカを注ぐ方釧たという︒

いない︒

メンスにも豪た畠社工場を拡充し

粟岡出資してKR①を設立︑ジー

の朦子力企業が︑かなり広い技術

別項の表でみるように西ドイツ

×××

燃測掴工におけるNUKEM構の
想を立てている︒

ーカーに対抗してどこ蜜で企業墓

な事例にみられる研究開発の推進

ことは事爽たとしても︑このよう

て︑それぞれBW況やPWRの導燃
入のネソトワークをとっている

炉の懸来姓は︑同時にBBC／ク料を自社製作る休制を固めるの

動陶も︑この闘題の検尉材料の

げるインテラトムやNUK騒Mの
燃牒卒蔓注する機会が失われ︑一

るたろうが︑そのほかにち次にあ

しての可能牲を約象することにな

廻の下半け加工か︑あるいは二次

でドイツ麟内でも︑軽水炉の一次

はり燃凝の盤鮨傑証条項とからん

り出してきている︒蔽速炉の膚主

が︑この揚禽︑新しい市揚をつく

號開発を通じて達成された技術

灘たことを否みえないだろう︒研

が囲内企業の存立と能力を支えて

産業技術が︑このようにして導入

硲発毎含めて︑西ドイツの原子力

段階をこえて形成されようとして

はない状況にあるようである︒同
筏では︑とくに朗配のペブルペソ

以下の炉心の滋独受注を狙うほか

舶用炉の開発も
インテラトムは一九五七母とい
う早い時期に︑アメリカのアトミ

AGか協力して設
立された︒嶺初は

AIの技術系譜に
したがって︑ナト
リウム黒鈴炉や有
機柄料冷却炉の開

発に当ってきた
が︑のちにナトリ
ウム冷却妓術に集
中することにして

蜀水型炉技術などがそれである︒

は糧られていないが︑両社とも買

につづく鰹水炉発電所の確箆謂画

発しが︑その後の礎中的な開発

る︒岡社では﹁はじめの不幸な幽

H︵
︑M
Nと塾補してすすめてき
と分担で︑ナトリウム系壕引受け
EG︵BWR︶︑B＆W
PAW

までになったと向負しているが︑

一

技庁長官と第

▽幽⊥ハB

圏会談年後聾科

午前醤鄭居訪問︑科

るが︑この臨の日程は次の通り︒

談等を行ない︑問二十三日灘鰭す

九月十四日に来田︑磯係者との会

ストルチンベルク科学富朔絹は︑

本紙既報のとおり︑西独のG・

融ゆ滞蝦嗣畢

ス西独科学研究．

I︶と西ドイツのB＆W︑DEM

⁝男⁝

韮一▼向纏

て︑水嵐気冷却・麗速炉の可能件

塗僻した経験を生かして︑B＆W

午
後膝原像との会談︵堂下︑三際京

長︑総理大臣︑外務大国蓑敬

▽十八日午荊縫簑参両院議

・白鳳丸視察

ス科学研究相

昭和ニや九難キ

ール大

学卒渠︒励尋として同

一

を担嶺したが︑三十玉奪講師にな

大学に残り政治学︑政治隻のゼミ

り祈代史の講凱を釦錨︒この間二

十九鰯から無薙闘州畿会議舞︑蕊

四十無十月科学研究大距に就任︒

十二蕉から連邦議会議員となり︑

クルソプ祉の経済政策都畏︒頼学

放医研で研修生募集

博士〇二児の父︑灘十九歳︒

放射線際学総合研究所は︑十月

二十八日から十二月十四日豪で第

の研修会を鍵施するので︑参加麿

十九回の﹁放購線防護短期課程﹂

を募集している︒

室窪で︒

躯

一九六八年出版︶

︵通商

︵ワイゼソ

カー他艦︑驚二四船︑A5判︑

○ドイツ科学の再興

﹂九六八館織留︶

産業雀編︑一八一警︑A5醤︑

O聞本のエネルギー闘題

一隻塵欝料室便りi

影

4の9の1放医研蜜成訓融部教務

は九月二十三田豪で︑千藥窮穴川

負担で一万三千円程度︒申し込み

謡断および物性研究所を規察し︑
勢集人貴は三十名︒費用は研修
教授陣と会談午後一1海洋研究船 費︵緻桐費・実習費︶以外は嵐門

▽十七日午前H東大の海洋童

墓誕匪

いることを︑強調しておきたい︒
ノク︒インターナシコナル︵A た一〇〇％子会餐としてプルトニ
ウム燃料の加工灘発にあたるAL

ド燃料の改良研究に力を注ぎ︑ま

つである︒

ルノブへ原子力企業の第三勢力と

につれて︑藤下に揺いでおり︑や

勉が依然のこっている︒高蔽ガス

盤を確保してゆけるか︑という縄

AEGのような大手の独占的なメ独占的な位地は︑A鶏GがGEと

る原子力専業会社が︑ジーメンス

ドイツの添子力風染でも︑いわゆ

BBC／クルソプを撫えて︑西メーカーの羅綾は脅日でももって

ているQ国内ではナトリウム技術 サイクルを狙った六十万KW炉の コーポレーション︵UNC︶と技スルーエの再処理施設の運転婁託

⁝

⁝井⁝

カールスル⁝エの

災会護貫と会談︒なお詞田︑科技

学技術会議議員と会談︑原子力委

KNK炉の建造を
AEGはRWRのほかに︑や
はしている︒満配の渦遮炉計函
握当

關髭︑B＆Wとインテラ ト
この麗では︑とくに政瞳が︑その

れるが︑B＆Wはオソト・ハーン 難がのこっているので︑原聯繋謝

がら
︑とくに賦料技術の上で困
R︶︑BBC︵AGR︶があたげ

OM
ては︑ジーメンス︵PW民︶︑Aり水欝気冷却︒筒速頬を︑G鷲 では︑オランダのNERA田庁
長嘗愁愁の午餐会

ムのオット・ハーン暑の舶用

といっているから︑七〇駕代に入

万KW炉の設謂能力を確保できた

行なう方向に切換えている︒科学

今後はオノト・ハーン暑の建造に

あてる二十五MW炉数塁の建設を 今臼の段階では十分つぐなわれる

省ては︑この試験炉謝幽も含め

午後鴇中帯根康弘氏と懇談︑

▽十九日午前到石掻造船所視

餐員会饗貴との会談

半︑東京プリンスホテル︶︑字宙

プリンスホテル︶︑講演会︵二賄

のPWR技術を糾承︑原子力第二

う構想をもっている︒

燃料サイクル

察

プション︵於独大使公邸︶

蕪UKEMは︑西ドイツにお科
け技庁長窟との第二回会談︑レセ
る燃料加工の魯業メ⁝カーとし

BBC／クルソプは︑その自主

高温ガス炉も

船の計画に藪で手を拡げたいとい
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る計蘭以外に︑化学メーカ⊥宮社
が縮次いで︑発鴬と工業朋熱の生
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開発の成果であるペプルペッド礎
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▽二十一田湯川勢樹翫と会

一九六八年竹工の予定で︑三十 て︑嶺初DEGUSSAとリオ▽︒
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翼等を行なう︒また︑燃料および〜業闘の動力炉開発に要する入興二

に三〇万KW〜五〇芳KWの原子

応し︑われわれは⁝九七五年まで

見込蘇れる︒この隅要の伸びに対

五奪にはそれが二〇％位になると

平均一一⁝○％増加するQまた一九七

義︑ピークで六十万KW︑以後年

炉の運繧淘始あるいは動力炉鵜発 タイ回の独力需蟄の現状は︑訓

名︑科李調査冨一名がおかれるほ

の盤礎から芯用にわたり多くの成

等を通Oて︑窟民の協力関電ある 二午後原涯

日本総代理店

蒼玉十七名跡トノブに︑材料腰提

理を円滑に実施するため電算機等

か︑カナダ科学技術アタソシェ一

名︒これは・第三軍圏で・いわば氏︶との懇談会を六日午後三隠か

ドイツ連邦共和照のG・ストル

日本の官民協力機構を学びたい

ス科学研究相︵川西︶が来日

ら︑菓京・丸ノ内の日本工業倶楽

いる二護域臨界実験を行なう︒ま

か︑Pu燃料の入手蹴備を進め
る︒②伝熱・流鋤一小型ループ等
により模擬燃料を扇いで俵熱流動
試験等を行なう︒また︑大型執ル

が︑九月†四日午後自重した︒

テンベルク科学研究根

〔特徴〕

獄力蟹材料の照射試験を行なう︒

⑤安全性1漏水ダンプ実題熱を行

L譲なとに対処する原研の薫＋

なうほか︑一次冷却系外部破断実㎜関連研究の充実︑食晶照射センタ

験等を行なう︒

る︒その他は円転箏業団︵核燃群

共通施設の建設および大洗地区二人塾求が主なものとなってい

那門︶が四十八人︑線船事業団二

二十六健鰯千九萱八十二

の整傭

三入︵うち定畏八入の大阪験子力

十入︑放鷹研十六人︑原子力周十

万八千円︵償十懸万千四胃五十万

の試験や検査に幽艶な諸施設の整

円︶核燃料旛設の建設︑燃．材料

るQ内容的に注脂されるものとし

礁務筋に二人i新規︶となってい

ては︑原子力局に傑障措置盆点専

備を行なう︒豪た大洗地区で︑研

十六懸千

究管理標の建設等を行なう︒

を響胴して科学的管理を行なう︒

名の要求などがある︒

タイ国使節園

原子力産業界

家た閥報管理系の弊癩を行なう︒

等に関する試験研究のほか︑Na 幽哲七十八万円蓋プロジェクト讐 門職三名︑放射能調査騨門職漁

︑滞る︒⑥安全性⁝Naの沸騰解析 研究開発聖画の管理

新型炉調︑高速炉は鮪億円
科学技術庁は︑さきに昭和四十四奪展科挙技術振興に伴う予面識鈴襲求を大蔵省に提出したが︑九
月十一日︑新型動力炉の開発に必肇な来年股の予算を総額約一潔三億六千万円︵償一階三十五億五千

三覆二十万円︶鴨脚年度比チ八三・九％増と定め︑同日︑総覇府から大盤省へ追加襲求した︒しか
し︑このほか蟹山外収入および民搬出弧︵五轍円︶が期待されており結局︑来琿度の動力炉開発予算
は総領約二額九僧四千ゐ爾汗十八万π千円︵籔は岡︶となる︒このうち高速増殖炉開発分は実験炉建

簸鐸蘇

千九首十万円︶▽原型炉の設訓研

二千万円︶︑漸型転換炉閲野分は約七十倦

設費十八億円卸僧白めて約九十王億一二千万円︵債二薗十一億

と墾⁝談

る︒このため特来の二型選択等の

力発電筋一星の建設を考えてい

四百六十四名

臼本原子ヵ産榮会譲は︑曲る九

究爵第︸⁝次設計研究を終えて再検

月五日来臼したタイ嚥原子力発罐

討し︑四十五無度の原型炉建設砲

局に保障搭鍍専門職など

七千万円︵債†董偲七千刀円︶であり︑その他は共瓶経費︑︼般管理運悩費︑予備費となっている︒

なお来慣行の除子力麗係機関の

詳細設副を進め︑四十七

次設計研究を進め 料の弱含体や被擾材を試作し︑躍

ープの建設を完了し︑燃料の熱水

行四名果をあげているが︑こんどの会談
力学的研究に酒手する︒③憲螢機
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なおこれで︑来年度の零点力関係予鋭意鉢要求額は︑調備後の在来分約膚九十二億五千万蕩および二

手の陀め︑安全審査等の準備を進

気発生器の予備的研究に游秘す

CAで濃縮UおよびPu燃料を定
乞員増要求は・会謝四手六十四使節団︵団長．K．シンドバナン 参考として︑米︑英︑カナダ︑西

める︒▽醸究翻発願①炉物理一掃

九十五億工

するほか︑原型炉開発に伽凡︑蒸

π十万四千円︶︑対朗庫度比一九〇・三％の増となったQ

高速増殖癖の開発

けと箏業の大綱は次の通り︒

項予騨約五億六千万円とあわせて︑総撤約四薗一億六千四颪八十六万八千万円︵籔三口一億八千八菖

原子力委員会は※奪展の原子力

千五豫十七万八千円︵二一薔十﹁

関係予算概弊要求に当たり︑とく
に動力炉の開発についてはさきに
億二千九豫六十万円︶

し︑Na圓臨の総禽試験等を竹な

研究開発のピークを迎える勤弾雨

定めた﹁鋤力炉開発業務に関する
の建設

設等を竹なう︒⑤熱料と初料1燃

うQまた︑Na流鋤伝熱三鷹の増

た︑懲水臨界実験装酸の建識を完

甚本方針﹂および﹁同第一次墓本

手する︒▽研究開発腫①設謝研究

年度頃の臨界を轡途に︑建設に濟

る︒㊥Na工学一流動三熱および

妻醐﹂に従い︑脇速増殖炉は四十

i原製炉の第

内および海外炉による照射試験等

︵注︶立地問題特閣脚質会が翻

研究聞発︑②温緋水の利嗣︑③地

案した八項慰とは︑①立地技術の

域社会に対する影響の摺握︑④地

鋼⑥良品に関する放射欝欝準の作

域総懸に対する助戚︑⑤放射能響

東京都中央区宝町2／1

了して︑初期臨界笑験を始めるほ

七箪穫頃の臨界を語途に箕健脚建

るほか︑熱・核設詔コードの改

送問題専門委鰻会

鉄道グループ

核燃料問題懇談会使用済燃料輸
科技庁長富の沼きに答えたもの︒

い︒核防条約はまだ検認しなけれ

今回︵二度囲︶の来日は︑鍋島いは組織機構のあり方笥を学び紀
交換網躍箸の試作開発を行なう︒

ニ十五日午後原産︑キャスクグル

器と都晶−制御棒駆動褒綴︑燃料

羽田聖港賛扇落で詔蕎会発に応じばならないが︑この機会に日本の

と述へ油目された︒

寒米国をはじめ口本を含めた各国の政舶機関・国際機1黄i・学術馴体・公社・出潮会お及
び大学等の約200の主要な科学技術研究機閃のll㌔報センターが対象となっています
款そこで使われているコンピューターシステムとその才要な使用団的・集積された憾
報のテーマや内容・機関の利用法蟻を詳しく収録し宏す．

名古屋・大阪・広島・高松
福岡・金沢・仙台・軋幌

機鋸材劉試験装罎の製作を発了

設に薦手し︑新型転換炉は四十九

浸︑海外檎報購入等を鴛なうQ② を歪なう︒α一γケープ建設を完

一角一−

謹た︑コンポーネント︒テスト・

なっている

リングの実施︑⑧肩効なPR︑そ

成⑦地方公共団体等によるモニタ

なお同懇談会の構成は︑立地悶

れと圃懇談会の設羅である︒

︵際生省︶の二人が加わり︑関係

である︒

備庁︑欝欝業界︑学会の三十七人
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めの研究翻発を進めるとの纂本方

年度頃に原型炉を臨界させるた

実験炉炉心部分のモノク・アノブ

原子力轟轟工場の

舎二十六日午蘭原塵︑線源鄭会二

R一機器工業懇談会
するほか︑各掻の研究藤等を視察 予定︒

部会長会
術政策全股について関係畜と会談どと冶つた︒九月二†三購織日の

た岡欄は︑今回の三日では斜秘技

ープニ十七日午後原薩

ループの建設を完了し︑燃料構図

る︒①燃料と材料一燃料集合体の

十六R潟†後漂麗

を︑懇談会として当分の聞存縦さ

力︑関西電力などで︑鯛脅の実験

これに関しては現在︑中部雌

温排水利用で水

せようというもの︒

が行なわれており︑ハマチ︑エビ

ほか︑木村鱈江蘇︵櫃弁県知聯︶︑

題特別委員会蚕員︵三＋五人︶の

うな研究が必要で︑このような研

オブザーバーとして武藤矯一郎氏

は︑沿岸に笑絵に温緋水を放出し

して温排水利鎌の研究に︑積極晦

義塾が行なうことが虞要た︑との

究を漁業者が生りにしている︑水

利用する方法はどうか︑というよ

た芝繋どうなるか︑これをうまく

げている︒しかし今後必要なの

等については︑かなりの成果を上

産庁が積極性示す
岡日は︑まずこの八項置検討の

水

とくに温排水の利薦については

ための意見の交換嶺行なった︒

水巌庁次長の森沢鉱吉氏から

に粟り出すため︑昭和四十四無麗

態庁としても科学技徳庁等と協力

八項蹟をあげていたが︑これらの

に今後貝感化しなければならない

予鉢に少磁ではあるが︑要求を循

の中で︑とく

懲見が多かった︒

する︒日本はこれまで︑科学技術一

一

立地提言

このほど臼本原子力座業会議に

立地問題懇談会が初会合

の具体艦へ

試作海獣︑輸入罠力管等の翼翼試

／！一7

関係巻と腫見の交換をしたい︑な
体や圧力讐濫造鱗の試験に潔齢す

炉物理涯FCAによるPu燃料了
のし︑四†五重慶以降の稼働に備
試験等を行なう︒③主要機器と耶

この縞果︑動力炉小耳プロジ鳳
クトに必要な経籔は総額約二二九

贔一叢襲構成機器等の試験に手手

三菱璽工藁
三菱璽工業は悶社の神戸造船所
内に︑約十二催円の設伽投蟄を行
ない︑原子力辱門工揚︵写翼︶を

する︒岡工揚は︑米圖のWH社と

建設中てあるが︑近く建屋が完成

C・E社の摺導の下で建設されて
いるが︑全長蔚八十綴︑巾箆十二
麟濁さ三十四蕊の広さ︒中には四

ニ台︑加熱炉︑焼入槽︑放射線検

郎氏︶が発足︑九月十日午後二時

立地問題懇談会︵座長︒平田敬一

百漣走行クレーンを含むクレーン

査塞︑精観溢援機等のほか︑最新

で︑第一圓会合を開いた︒

半から東京・華押町の営力懇譲会

鉛の工作機振が据え付けられる︒

同工揚では︑すでに関西鷺力か
ら受注した美浜一辱機の一次冷却

闘題特別裂員会︵平田敬一郎婁員

同懇談会は︑さきに原産の立地
生器の一次系主要機器︑および原

系機器︑一勇機の原子炉︑蒸気発

子力第一船の原子炉などが製造さ

施設立地への提議

長︶が豪とめだ報告憾

除子力
れる︒現在の工窮は第︸期謝圃の

に合わゼ︑さらに鋤二姦計幽に蒲

もので︑岡社は原子力機器の受注

検認のため立地問題特別婁潮瀬

督する雌備を進めている︒

G968年10月発莞）
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圏

建設工事が進む

針のもとに予算編成を行なった︒

懸五千万円となったが︑その内訳
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濃縮契胸を縞んだと発蓑した︒この賃磯編は︑民麗が所宣している

間で︑原子力髭躍所用燃料製造のため︑米麟内では最初のウラン賃

灘縮慶はU描で一・六％一三︒〇

は艘縮されたウランで欝十四ジ︑

特殊核物賢の厩有化は︑一九六

万君と見讃られている︒

が︶を幽に計量すると︑九酉四十

料金︵分離作業単位巌の二一十六

A盈Cが昨年九月に発汲した鉱毒

この雛議縮サービスの蟹園は︑

五％の縄剛である︒

の燃料用に︑この灘縮ウランを奴

型煽工するQ岡原子力発蹴所はP

一九七一年運開の予建︒

化蟻集﹂によって決まった︒この

WR型︑電気繊力闘十七万KW︑四年八月二†六購の﹁穣燃斜艮荷

三嚢原子力工叢︵社畏妹尾三郎氏︶はこのほど︑﹁プルトエウム
の経済的利贋技術開発﹂について︑原子力婁員会︑科学技術庁およ

である︒

三菱原乎力工業のこんどの要魍

同枇が豪とめた技術開発計画の

製造技術で︑羅家機関および海外
との協力によって進める︒とくに
海外との協力は︑先方の開発笑証

髪

物入の転義を中止すること︑

九

七三無ヒ月一日から蹴子炉運献省
に賃黛していた政府所省の特殊骸
物質はすべて斑間所衡に移行する
こと准規定している︒

アディソン社もニュ

カナダのカ⁝︒アディソン祉は

ーメキシコで探鉱

リオ・アルゴム︑デニソン両祉に
ひきつづき︑米麟でウラン探鉱を
進める讃画を発表し︑カナダの三
番醤の一二となった︒岡社は︑ニ

ューメキシコ州Fランツ近くの二 くつかのポーリンゲ謂査に援助を

権をもっている︒エル︒パソの秘

ナマイト・ノーベルで︑一〇％の利

う︒寒しい協力者はドイツのダイ

カー・アディソンは︑カナダ鉱

ノーベル・ボーゼルとベルギーの

権は五〇％で︑残りは︑フランスの

おこなっている︒

業界での主脳な会揺で︑オンタリ

電開始するが︑この事業に二六％

オ州のブラインド河域のアグニュ

十五万エーカーでボーリング調査

ー湖で深層のドリリングをおこな

の権瀦をもつことになろう︒

同社は︑組織上の調整が完了す

実な決定はしないといっている︒

る凛で糖錬所の建設についての硲

かれ︑二二な事務所はパリにあ

新尊書の本抵はジュネーブにお

ード︒ボイド氏であるQ

ル・パソの会長でもあるハーバァ

っている︒周社は︑飴果が判明す 有している︒GNPの会長は︑エ

パウデェレリーズ︒レヌ一一iズが

る家で︑そのパートナーを確定し
ないといっている︒操鉱作業は︑

カー・アディソン祉の米団の下請
であるケラダメノクス祉によりお

鉱詔画で日本の九聡力会祉との共

一方︑デニソン祉はコロラド探

報告によると︑カー・アディソ

こなわれる︒

るQその資本金は約酉十万が︒

している﹂段階であるといってい

いる多くの可鮨性ある註画を騨価

や上巴によって注田を集められて

ソは︑﹁世界中の関心をもつ政府

将来の爾劇について︑エル・パ

闘探鉱の交渉をおこなっている︒

・パソ天然ガスと欧州爆発物製造

最近︑スイスで組繊され︑エル

欧州の核爆発会社
にノーベルが参加

ンは︑すでにワイオミングで︑い

一A−−

ロビンソン発電所
が二号機を建設申
米国のカPライナ・パワー＆ラ

イト社は︑澱初の原予力発電所

る︒

米煽政府においては︑昨年の出

核爆発の制約と︑エル・パソがA

来購︑とくに核拡散防止条約での

iH・B・ロビンソン発堀所二 業畜により成り立つ︑核爆発開発

万三千KWで︑一号機の石炭火力 ナー蓄もったQ

暦機を建設中︒同発電所はPWR促進会社は︑当初発嚢された名称
型︵WK社製︶︑蹴気繊力六十六 と暫干異なり︑また新しいパート

米国のプラウシェア計爾とその潤

ECに協力したガスバギー実験が

的に対する燧疑を追い払ったもの

リァ︒ノーベル・パソSAとい とみられている︒

発難所︵十八万五千KW︶に隣接 仮称として︑ノーベル・パソ・
して建設されているが︑一九七Q ジェ窮達ュークリアとされたが︑
現在は蕉式には︑ジェオニューク
︻写翼は建設中の二号機︼

年運開の予定︒

便︶で婦醒した︒

海洋分科会欝寧購杉浦吉難氏︵気

月十九黛︒致彰は創立十周璋鵠愈

以上の推購のある嵩︒締切りは十

千代田化工建設︵瓠︶

償所変

愛︑新住歌横瓜衛麟見区臨易町一

原産入

五八○︑電豪酒瓜︵五二一︶＝一

ジセパンライン︵株﹀

会︒住所東美都千代田区槻ノ内命

裂員艮ーー向坊隆︑幹

禦睡西原宏︑安藤転回︑婁員薩日

調

一民︑蹴品東熱︵二一二︶八二一

の＋二︑代鼓者取細役社長阿田修

論文職ほ︵二件程度︶二会

実用的価値のあるもの︒奨励鐵旨

件程度︶新技術︑設溺︑響簗など

独創性のあるもの︒技術臓11︵二

鉱その他に発蓑された研究論文で

鐡

夫︒

雄︑浅田忠一︑高艦洋一︑揮藤俊

至難︑妊野忠難︑堀懸義︑三川辰

田義輝︑華墨渚︑徳預光雄︑江藤

選考婁貫

類は次のとおり︒

なお︑本年度選考婁員︑鐵の種

祝賀会の行なわれる二月や五日︒

象研︶︒

原子力学会賞の論

文募集はじまる
日本原子力学会は︑来奪二月で
捌立十周庫を迎える︒これを罷卜
して︑﹁田本原子力学会賞﹂を設
けるため︑昨無から学会鐡墜金の
募集などを行なっていたが︑この
ほど第一園の受蹴候二者の公騨を

原醒は近く︑この内容を通産雀

なお悪血康海発雌属は︑類型西

に説明︑了承をうる方針である︒

︵三俘程度︶受鑓時三十歳未満の

八月二十日から二十四日まで︑

井上氏が帰国

呈される︒

か︑剛賢として蹴金とメダルが贈

量・将来性に寓むもの︒口状のほ

この闘︑A暑燃料取娯え機の負樹 個人の論酬文︑京たは技術で独測

月から順調に連絨運転を行ない︑

時試験を完了︒さる八月八日には

四瞬十分︑羽田讃︵JAL四三二

貸与︑⑤海外PWR轍鮒獄験︑㊥ 誠算分科会感温翻亀田和久疑

こと︒謹た両玄薫奪聞に︑原子力

多多／多／影

上五郎理事憂は︑九月十四爾年後
国連機関との協力体制の確立︑⑦

の平鵜利用研究開発で︑特に優秀

聞始した︒

励を期待する禦項として︑①プル

国内PWR利用体制の羅立︑の七首藤伸炎氏︵中央大︶︑化学分科

な成果をみ︑簸た岡会正会員三犠

号・木川田一襲氏︶は九月七日︑

本松珠磯氏︶と藁京工料会社︵社

騨集の対象は︑県会会員である

トニウム鼓衛炉心設謝技術開発

物分科会幹廓u溝水偏氏︵東大︶︑

会幹噴賃木村曇日︵束教大︶︑盤

見の交換斯行なう予定︒萩た陶日

︵源研︶︑放田方法分科会斡壌−一

蟹︑②プルトニウム燃料製造技術

島繍をあげている︒

購入貸与︑㊥施設建設低金利贅金

開発賢︑③醐鎮扇プルトニウムの

海洋シンポジウム決まる

審賓の基本曲驚え力︵向坊隆既︑

第三回を十月二十一扇に東京で
原子力安全研究協会は︑九月九

原電と東電が電
力需給契約調印

研︶

コンビナー嫉坂坐職告氏︵原

事で︑属名は次のとおり︒

なお雌臼婁興は︑愈分科会の幹

う︒

賭半から原醜で︑第三回 菓大︶︑その後に総括附講を行な
原子力癒設と沿岸海洋シンポジウ

B午後

開発項目は︑炉心設計では解析

ム搬徽婁員会を開恋︑十罵二十一

那荊濃の臨海実験揚など研究機関

あたって︑放購線自学総合研究所

廃液の沿爆放撮の研究を進めるに

同シンポジウムでは今後放射性

催を淡めた︒

日離京・竹橋の気駿庁講霊での腸

謝郷機の開発︑繍界実験︑アセン

ンープルトニウム系燃料炉心を設

系燃料と等価な盤能を有するウラ

計する︒

海外での燃料照射は︑狂喜ある

いは再来年から実施し︑国内のP の動率的な運醤および研究甜圃︑

仮プログラムを次のように決定し

陽本原畢爆発躍公社︵社長・一
いし四十九年から行なう︒雌備は

WRによる装荷実誠は四や八年な 人員配澱など研究体齪について意
三段階にわけ︑燃料擁装祷からア

GE社から引き駈った︒

燃料取覆え機を除く全施設を英図

センブリー装荷を︑一︷十本︑四ア

謁印した︒契約四谷は︑料金単価

同発振所は九月十五臼運転を止

原電菓海発躍所の鍛白張論契約に

は一KW鋳当たり四円七十八餓︑

海薩三物飼鳶水槽施設
による研究刮画︵佐伯誠道氏︑放

午前中

た︒

センブリー︑十ニアセンブリーと
行なう︒

鷹研︶︑放出口封訓二塁︵首藤伸
この罰画に必嬰な経費は︑プル

で︑今年度の定期検査を受けるた

めたが︑これは六十沼聞の予定
夫氏︑中央大︶︑外部照射に関す

エネルギー会畿に出温︑その後フ

モスクワで開催された第七圓藤壷

常業運癒が仮合格になった昨年七
トニウム購入蟹などの薩接材料費

大電力は竃格出力のヤ六万六千K め︒球趣から九月までに合誤五懲

月から七年間有効で︑この間の鍛

手段である︒謝画の終了目檸購点
マル利胴技術の陥発は︑PWR型

WRにおけるプルトニウム・サー 術を習得することが京ず遮るべき

式の炉に直接には応酬できず︑P 計画に協力参加し︑傭報および技

トを鼠櫟とする開発研究は︑他型

ある炉心設謝と燃料マネージメン

なわれている︒しかし︑経済性の

ない陀め︑すべてBWH型炉で行ム入り燃料袋荷炉心の陳謝技術と

Eム・サーマル罵崩技術開発 概要は次の通り︒
は︑PWR型の研究施設が国内に 開発すべき技術は︑プルトニウ

は︑現在のわが願におけるプルト

援助を期待するというもの︒

的利用法について検酎してきた結果︵第一次︶をとりまとめたもの

ルトニウムのサーマル利用組割婁員会﹂︵随員長・堀憲義取締役︶
ブリーの設灘︑燃口取繕方筑の検
が曝奪慕以来︑軽水炉から麗出するプルト⁝一ウムのPWRへの経済鮒などで︑これらの結果でウラン

び逓薩雀の関係蕾に要望憲を踊出した︒この要望轡は︑同社の﹁プ

行なう︒

数年後に国内炉で実証を
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し︑一九七一隼㎜月一欝以隣は︑
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ノ化ウランの形で︶引渡しは︑︸
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では︑コンバソシコン・エンジニ

るが︑引ま濃しも六フノ化ウラン

フノ化ウラン︶を溢縮サービスす

て持ち込む天然ウランのガス︵六

ECはカ：マギー祉が除材料とし カルフ漏⁝ン原子力発蹴所一珊機

ウラン震灘縮契約によると︑A 者︶のために建設中のフォート・
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発電と熱利用を検討

アメリカへ派避する

原子力平和利周纂金が

@羅人の高校教師

緻爵旛設の実態を良く冤てきたい

中での理科教脅︑および原子力の

むこうでは︑教膏全般と︑その

る巻の熟情が感じられる︒

兵羅県は原子力救湾に関心が臨

えている︒

灘県立尼働西校で化学と地学を教

く︑例えば兵躍理群学会では︑隠

ごとだV夫濃部さんが葉大井発

解決した︒近ごろ胸のすくでき

鑓所に︑﹁待った﹂をかけたの

は︑これ以上公簿をふやしたく

ないという園い決灘から︒だが

日← 竪 巨5
臼i 野 β量

部部部

属工彫

金加建

忌鮮露禽

学掌芸学都卒︑尼陶市立尼醗面高

二一一サ

土壌改良剤（ネニ・サンソ）

とのこと︒昭和三十八年和歌山大

齢

軽盤断熱材（三三メ1茸パーラーfト）

でも活周している︒だが︑﹁理科

二嵩

人工軽量僑材（メサライト）

皐力のスライド多数を作り︑緻釜

留騨

らの亜魏酸ガスを五罰にへら

わずかの誌關で﹁都内欝欝所か

ごとだったV都と東霞の間で

す﹂決悪をした東羅の態度もみ

は︑公憲防止婁照会の設置でも

巻団に﹁協力を醸謝する﹂との

公審閾題で今度ばかりは役所の

談︒とかくこんがらがり勝ちの

となったVだが公憲難題は堕罪

信用と企漿の誠心を見せる美技

して石炭︑石油に代る瞭子力が

深刻︒先叢諸国では将来をみこ

伸銅。ダイカスト・煉瓦・砥石

このほど第五欝欝の米国派空買校教師が決まった︒百四十四分

趣味は車︵運紙瞳五難︶︑遠距

校︵後に鍛立︶教鞭となる︒

は難しい︒社会科との関連を十分

・二補榊一門●乙

⁝

では凝してどうなるだろうか︒

前薩に押し嵐されている︒零本

（ジンキー）

だけで謙子力教喬をなしとげるの

八歳で爽さんと二人︒

離ドライブを楽しんでいる︒二十

は整っている︒おかげで生徒の大

﹁工汽筒校なので︑わりあい設備

いうのが理想しとやや奪門的︒

に教膏そのものへの理解と︑教え

芳夫氏

囎過しなければ・：﹂という︒そこ

真壁

轄

暫二暫響

〈ケニテックス〉

防讃嘆料

置論文応募者から遡ばれた三名の中には︑初の女性もいる︒﹁米

い﹂という︒昭和三十七隼秋田大

選︒﹁米隅では教師の再教薔はど

二W

一＝一口

亜鉛・鉛。銅及嵩次品化成品鯨

ユカ﹂やヒ⁝ト・バイブ・システ

学学芸織部卒︑三ナ八館三菱化成

しかし濠だ︑教師の原子力に対

ま福山にい

業の実態をよく児て牽たい﹂とい

うしているか︑豪た教滴施般や授

い認識を持っている﹂由︒

在学中に原

する認識と︑教科懸の整備が不

部分が原子力の平和利用への正し
田理科教腎センターに移る︒四十

が︑たまた

爆が落ちた

広島誓言

二鉱から現職︒趣味はピアノ︒二

本社企画部に入り︑四十年四月秋

女性で初

ﾙ認

の槻米救帥

るか︑とくに施設薗を見て来陀

のように厭子力甲州を実施してい

るのは園難︒だから﹁米圏ではど

発展に役立てたい扁とはりまる三氏にその抱負を闘いてみよう︒

国の理科教育と二子力の関係を調べ︑日本での理科数奮の充爽︑

辱

小野山邦子さん

籔

㌔

＋九歳︑独身︒

て助かっ

趣味はカメラ︒酒も好き︒蕊十

に欄山工業母校︶に剛臆︒

科︶卒︒広縄県立纒山南三校︵後

昭和黒十熟年広騰醐響師鱒︵理

う︒

た︒今はその福山エ業蕩腔で原子

兄がX線 力工学一般を救えでいる︒三十五

﹁原子力をあれもこれも集中し

九歳︑男の子が美人︒︵7・A︶

人陰は十五入︑滲無蟹は一万円︑

の8王瀦欄コ⁝ス﹂を開く︒薄集
ズ線ヒ⁝タ⁝が断線してショ⁝ト

火災の原因は︑叢加熱器のシ⁝

し︑局部的な加熟が起ってステン

原研研修生募集
日本原子力研究所RI研修所は

：一二7．

＋一月幽〜二＋厚N﹁生物化学へ
薗＝7

炉黒黒プロジェクトの蟹理シス⁝

＝一﹁庸

一韮ームAーー1

この火災饗故は︑同騰刻頃︑ナ

レス︒パイプに穴があき︑そこか

トリウム・ループの熟交換器付近

らループの中のナトリウムが洩れ

ゆ込締切りは十月二十四日︒

に小さな爆発麿が発生し︑同門に

出たもの︒ナトリウムは︑嶺時試

ニニコ

γケープ④ナトリウム・ループ即

テム②醐速実験炉の設計③α一⁝

⑤禍速漂型雪解醐⑥噺型転換炉同

血症一1核燃料腿

一次設計B⁝ 協力が約され︑美濃蔀さんは懸

新型転換炉第︑

開発のための大型施設の概要⑦頃

動燃事業団が

報告と講演の会

関係テーマ徽⁝

発表①国内探鉱と海外調戴の現

処理に関する研究開発④逡心分川

二一一顧

一二一4

離法によるウラン濃縮⑤プルト旧

一＝＝

A会揚翻 ニウム燃料の開発︒

；鼎一縣

吹付盗装材

ムなどを例に説明し︑今後は熱伝

るとのべ︑また︑寵温かス原子炉

達機構の改轡に努力する必要があ

の経済性を達成するためには︑ト

D蕊懸隔聡との細含も今後の濾要

へ結び付けなればならない︒M11

リウムを利周した熟中響子増殖炉

用がある︒この顧では在来プロセ

三つの小委員会を設置
陽本鉄鋼協会︵会長・藤本一郎廻繭製鉄社長︶では︑九月九日午
齪題であると語った︒また当日は
次の三小難貴会の設置を決めた︒

第一小難︵婁員長・松本艇樹日

立秋田爾高

茂田文彦氏⁝

波の化学の
先生︒重重で石油の製精ととり紐

のX線分三二行なったのが︑原子

み︑観廟過程で繊てくる粘土鉱物

力に翼味庫一持つきっかけ︒だが理

いた関係

エネルギーの邑とは物理で︑高分

て教えるのはむずかしいですね︒

絡をとる︒

で︑原子力

無に早くも放射線取扱主任巻の贅

難戦教鞭には実験が一番︒しか

に翼瞭を持

どをやって

し︑器具や設備も不十分だし︑擾

つようになったと語る好千年︒兵

結酷解析な

業鴫聞もきわめて少ない︒原子核

難しさを癌態しているそうだ︒

科の緻師としては︑原子力教導の

構造から︑朋罵面豪でを理解させ

趨った︒

子化合物の放射線璽含は化学でと

文部雀予蝉に動力炉開発関係予算
をつけるとか︑動燃の予算で研究
魔設を提供することも考慮してほ

煙が出て︑主ヒータ；の破損部分

験装灘中にあった丁五ゾのうち

また動燃からは将来の人粉確保

しいとの発葱もあった︒

出して発火したもの︒発火と岡暁

のため︑ぜひ学生にPRしてほし から溶解した金属ナトリウムが流

ニコロロ

ニニの

ず︑終講消防野に依顧︑化学消防

ニニロ

車で約四十分後に消し止めたQ
ロユコの

▽第︻部

爾を開催する︒

而

学長あいさ

⁝︵午前︶理
つ︑差詰報告

︵動力炉開発の概況︑核燃料当

⁝野における日本の動力炉開発︑

山発の概況︶︑特別講演︵世界的視 状②魯処理工揚の安全対策③再

､第二部︵午後︶

塒原子力開発と原研の役割︶

三＝ 三＝

旧鋤力矩関係テーマ別発表①動力
紳一．：＝ ⁝： 卿≡ 三＝

が︑たった十四臼間でスピード

繍麟灘
いというような話も出た︒

にこの試験ループを運転していた

おける羅子計算機の応朋と問題

ネルギー事情と原肥力発鱈︵吉岡

四十一五十口鉾が流罰した︒

ナトリウム試験

八名がドライ・ケミカル消火器九

日ホ原子力環業会社の総禽研究

本で消火に当たったが︑闘に合わ

ループが事故
上難しい問題があるが︑大学とし

所︵黒陶帝宋広町二五〇︑駈畏若

豊本原子力轟藥

ても国塚プロシェクトには大いに

点︑Rヱを蒋課したイン・ビトロ

力短縮セミナ⁝しを開いた︒

ニニの

隔難産核饗開講講は

研究発表は︑アイソト⁝プおよ

・テスティング︵生体外測定︶に

俊男原書犠務︶﹂︑﹁核燃料儒絵

岡セミナ⁝は︑わが國の原子力

コ

時血分頃︑遮野中のナトリウム試

学︑放射線化学︑医藻学︑農学︑

び放射線を制饗する揚含の各導湖

ついて︑農学部門−作物栄獲生理

の動向と動力騨開発について︵今
粥美材鋤燃勘一環長︶﹂︑﹁世界

己平河町の全共連ビル四階会議豊
川で︑﹁第一圓報告と講演の会﹂

旧＋月百午削＋時から・東恵・

大教摂︶﹂︑﹁わが国の原子力薩

﹁原子力の滋礎概念︵大山彰東

加した︒講演は次の通り︒

係から五人など食計誠十七入が参

l︑化学関係から五人︑鉄鋼関

験ループが発火するという事故が

林良一氏︶で︑九月十一日午後九

現在︑大学の研究籔は文部雀の
罷職のワクにしばられているが︑

第四回原子力
セミナー開く
日本原子力産叢会識は︑九月九

生物学︑食品照射の八部門 に 分

頒域に融通する︑物理︑化学︑安

研究におけるR工の利用︑生物学 関発が実用朋を迎えようとしてい

日から十三田謹で︑策京・丸ノ内

れ︑招待発喪︑研究発喪︑シンポ

全取扱︑測驚︑廃軸物処理︑遮蔽

るところがら︑今後原子力闘連業

業の現状と今後の政策︵田中好雄

ジウム︑パネル討論会︑懇談会な

および施設に関し︑最新の茎礎と

部門ーライフサイエンスにおける

各国の原子力開発の鋤窩︵村田浩

原子力局次罠︶﹂︑﹁わが国のエ

どが行なわれる︒家た︑この会議

なる研究︑技術に凹目をおいたも

原研副理茎長︶﹂o

の丸ノ内ホテルで︑第四圓﹁原子

の墾点醤糠を①放鮒線関連機鴇研

もので︑今圓は︑蹴力闘係から十

務にたずさわる聯郡を対象とした
︻写爽は準備婁餓会のもよう︼

東京（279）34■：L（大代表）

箔

銅

用

材

建

スへの閥羅といわゆる薩捜製鉄︑

考えられる︒霧来はその実験炉の
本製鋼所當梅ーー原子力発蟷によ

直売選元など三々の斬しい方法が

建設も考えねばなる窪い﹂とのべ
る低廉一な灘力利用︶︑第二小婁

f燃

協力したいとの三会が示された︒

究受託編則︵藥大︶があり︑手続

たとえは大正時代に決められた研

ってほしい︒しかし︑大学には︑

墨躍がで牽ていないので早くつく

在︑動燃と大学との闘には︑婁託

憲陶が示された︒これに附し︑現

多くの研究婁認を行ない厘いとの

学の円球的な協力が必嚢であり︑

BR開発の茎礎硬目に対して︑大

關発の現状が説明され︑とくにF

この日︑動燃側からは︑励力獅

教授らが田記した︒

吹田徳雄阪大教授︑内藤目塞名大

藤正一大教授︑椛木茂一駅大教授

からは武田張一束工大口授︑都印

術縮談役ら動力炉関係者︑大学纐

燃側からは清引目理事長︑大山技

大学の参加について話し禽い︑動

大教授⁝1製鉄用織峯炉︶

熱利矯︶︑第三小婁︵吹田慮凝阪

︵松下幸雄欝欝教授ーー原子炉の

た︒

ついで阪大工学部の吹田徳雄教
授は熱ほ達の理論と翼際について
ソ連の醒多発蹴原芋獅﹁ロマーシ

動燃が学
界と懇談
動力炉・核燃耕関発購業田は九
月六瞼正午︑ホテルオークラで︑

た︒この懇談会は︑薩旨旨との閻

大学との慧談会︵第一圃︶を開い

主体とし︑各シンポジウムのテ⁝
マに沿ったもの︒論文応募希望者
は︑ハガキで申し込むと岡瞳に︑
照胃字程度の禰文アブストラクト
一通を本震十一月三十日豪でに︑

原熱放射風聞発課まで結し込むこ

X、

後︑経躍連会議蜜で第一圓の原子力部会︵会長・湯川軸心八幡製鉄
一社畏︶を開潅︑部会を正武に発足させた︒

崖

ぺ酬

柵w

覗

っている︒きらに輸入価格も毎年

ひびいている︒これはエネルギー

高騰して製鉄コスト上界に大まく

・ペースを原子力に転換すること

棚究がかなり進み︑わが国に対し

謎．

撫

める︒

と︒九月二十日から論文聾藥を始

なお同日︑一部のシンポジウム

理学部門ーフィソショントラノ

のテーマを︑次のように決めた︒

粧

B本鉄鋼協会の田畑新太郎専勝

原

瑚購は︑關会の挨拶で﹁協会は早
くから原子力に関心を持ち︑

子力都 会
で解決されよう︒すでに和独では

は他の形ですでに葎在

していたともいえる︒今象でにも
幽幽蟹により︑中性子脆性破壌賦
験の成果を窯とめ︑その結果︑わ
が圏鉄鋼業界の原子力閑鯛材は世
騨撮灘の折紙がつけられている﹂
と述べた︒

産コストに占めるエネルギーは︑

ているように伏聞している︒

ても簸本原理の曲解申舗が出され

会に対し︑学罫との闘でも愈毘を

蹴力︒ロークス・璽抽などを総禽

原子力の引鉄工程への利期は大

交換し含おうというもので︑動力

で行なわれている動力炉陥発婁興

う︒この中︑コークス︑璽油など

電気エネルギーの利用と製鉄工程

驚

難鞍

匙

鞭毫㌧

ク︵一部公募︶︑工学部門ーア

源開発へのRIの利用︵一部公
募︶︑医麺学部門一新しいRI

嚇搬

碧しい鶏1の難燃Q

医用測定機羅について︑核医学に

噸

の︒シンポジウムは︑アイソトー

東京都中央区日本柵塞町2−1

電議

岬∬

@
@
@
響撫彗．

プおよび放二線利胴の研究成果を

ように決めた︒

憲た︑灘文勢集については次の

た︒

るRIの利用︑におくことになっ クチバブルトレ！サーの利胴︑甕

捗

甥開発における甚礎研究分野への

別して︑懸屋な原子力発耀による

への原子力熱エネルギ：の漁接利

の化石燃料は世界的にみて將来先

隷下原子力薩業会謙は︑九月九
日午後一腹半から︑束徐・平河町

の日本都市センターで︑第九回B

本アイソト⁝プ会議準備委 員 会
︵婁璽畏・稲山斑寛八幡製鉄社

畏︶を開き︑第九回RI会 講 の 重

などを決めた︒

点圏標︑開催副國︑舗文園輿要領

第九回日本アイソトープ会識は
来無五月±二一十五日の三田闘︑
東京・平河町の日本都市センター
と麹町会館で開かれる︒会議は総

が

第九回日本アイソトープ会議

論交募集要綱きまる

激回して公審問題発生の原困とな

細りが予想される︒豪た硫黄分も

するとおそらく一二〇％近くになろ

ついで湯川新会長は﹁鉄鋼の生

氏
州

渦

い研究開発︑⑧再処理から糧られ

会に始まり︑藻礎共逓︑理学︑工

熱

挿囎昼

鉄
究開発の促進︑②貧−凋朋の薪し

口

一二

昭和43年9月壌9日
新
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聞

業
産

力

の依頼で本年三月と四月の上巳︑同社との協力で建屡の遮蔽性

級のものである︒こんど原研保健物理安全管理部は︑大成建設

％東回叢吻昌鷹勿の離塁雛忍謹選％
策北大学蹴子リニアックは︑昭和四十二年五月に簸初の加速
ビームを得てから順調に試験運転が璽ねられている︒この加速

な超蕩周波の醒磁揚が存在してい

い蒔間間隔の繰返し︵○︒〇一一

検嵐器の開発が目覚楽しく︑これ

し 零1

11幽︐﹁臨装雛

このこともわれわれには経験が少

する核毬が作られることが多い◎

ない︒

測定器の選択

．．︳∫㌔︑鈴i

情⁝ 一㌶uo

撃1ゆ

噺1

．﹂ ＼

うにあたっては詳述の理由から使

く一部にふれてみた︒実験を行な

用する測定器として何を選ぶかが

によるコンクリ⁝ト透過実験で

放射能の測定はもちろん闘検番羅

は︑できた核種の確認を行なうこ

ちうんである︒

笏

i塵餐科室便りl

︐

鴛

かった︒これらは貴重なマシンタ

の困難や予出しない現象にもぶつ

A5想︑

4

O露気強榮の経理電気事業講臓
ゆく決定的な測建羅は現存しない

のを想わせる雰懸気で進められ

実験が初めての経験で途中種々

とも怠らないようにした︒

ことを菖も承知で︑結局︑入手が

た︒

一番議瞼された︒もちろん満足の

だす役割りなどについて畏蒔闘

この会戦は︑〜九六五年︑第

異薄種についての探索的な研究

途上の圏々においても︑鍵然変

追られており︑しかも各國の米

も多くの問題をかか凡て解決を

れており︑経済的にも技術的に

進められ︑さら

異の利用などが

るための突然変

による突然変異脊種の果たす役

割り︑さらには放射線利回など

ジアの稲の品種改良の果たす役

努力と旧聞が必要であろう︒ア

に嵐紛礁来る蓉でには︑非常な

了する能率的かつ効果的な方法

な工種顕標が論ぜられ︑耐罵性

誕生し︑

最初の経済講中

どで誘趨した人為突然変異を利

食味がよく闘たんぱくな農斜照

を増して多収を得られる品種︑

レイメイ

が

らない嬉嬉が山燃していること

の国々のために考えなければな

一九六七年には︑米作

水産技術会議の世語をうけて︑

を確立するために︑農林守髄林

果の期待が大きく︑世界の国々

種三国中灘彦︶

を三三させられた︒

た︒さらに突然変異の誘起法︑

こともあり︑それだけに閥係各

で︑稲の品種改鍵を大きく推進

の協力によって︑明るい見通し

会議は主催者側の経過報告︑

㈱

一九六八鋸出版︶

鞭蕪聾雛
で今後の方向について︑いくつ

東南アジアを中心とする開発

国際遺伝学会が︑今年八月下

増産をはばむ要因は必ずしも同

域から脱して︑実用的利紹段階
に発展してきたことが注囲され

類とは生えがたい︒

一回をタイで開いてから寺山一

回︑フィリピン︑台湾と持ち回

た︒なかでも︑田本型の稲と印

が進められた︒

度型の稲の言種に対する突然変

かの都門に分かれて熱心な銅畿

りで行なわれ︑今回は日本で開

の参加で盛大に催された︒この

かれたわけであるが︑その闘に

には︑近聴アジアの稲の贔極改

割は︑きわめて大きいし︑希望

アジア諸国が︑ヨーロソバなみ

カ大陸からの心入に頼っている

食糠が大騒に不足し︑アメリ

Oでは学会に参加する突然変翼 種改喪に飛罵する揚合の童体的

蟹利用脅種︑艮

まず人為突然変異をイネの品
機をとらえて︑工AEA／FA

に造詣の深い入々の示唆を得な

良を強力に迄めている国際稲研

質な米を冑成す

究所鳶成の腐望系統を素材とし

いないが︑繍本としてもこれら

に澗ちた薗途であるζとは間違

がら︑東南アジアを中心とする

て突然変澱によって各国の立地

汽纏鮮錨賜雛賑鰹灘

条件に適した優罠品種を胃成し

米揮地帯の食糧繕産の鍵とされ

日本一がこの晶種を用いて射止

ようとする試みなどは︑その成

︑

種︑イモチ病やズイムシに抵抗

せるための明るい素捌となった

められたことが︑会議を発展さ

る贔種改良について︑放射線な

八月十二日︑十正篇と大磯で国

性をもつ品種の育成が切望され

諸本で原子力利用による簗瀬の

際会議を開いた︒

國が放射線忘種によせる期待も

︻投輪歓迎千五沓字以内︼

一﹀◇一

︵放射線育

選抜法など技術的な手法︑酪質
IAEAの援助による東南アジ

大きく︑

の名の示
腐効性︑品種改艮という大塔業

置上に対する突然変異の利罵の

レイメイ

ル︑タイ︑セイロン︑郎度︑田

アを巾心とする各国︵ブラジ

することが腐銀るものと思われ

VCl気欝紙
K＄コピー紙

器は三菱器機を中・39とした三菱グループが製作したもので︑建 能環境放射能等安全性の確認に関する一連の調査を行なった︒

情はさらに悪くなる︒ガンマ徽

少なくなり︑否皿eVをこすと無 る︒雲た加逮粒子は︑きわめて短

上になると︑とたんにデ⁝タが

求められているが︑ニやMeV以に︑発振器や加逮響の周辺は強力

殴関係は大成建設が担当︑粒揃加速蹴圧魔流値はこ冨八十M 以下はその概要を原研担当者グループがとりまとめたもので
︵編 藥部︶
eV︑五十ヂ瓢てある︒この規模の加速器は本邦最大︑毯界的 ある︒

射化について調べた︒この構造材

て衝甥された種々の構造材料の放

験および高エネルギー電子によっ

・ガンマ線のコンクリート透過実

に見ても︑特に電子リニアソクについていえば五指に入る簸大

旋設の概要
このリニアソク施設は︑東北大
学甥沢分校内の約十ヨ万七千平方

では齎MeV装での断面稜が得三雷秒の蟷で︑繰返し数は七五〇
に︑普通使用している検出器︑特

一五〇圓／秒︶で放出されるため

耕の敷地にある︒加速器本体はA 料放射化の実験は︑連曲電子ピー
られているが︑透過謝箕に必要な

できない︒このことはもちろん各

特別の考慮を払わないかぎり使用

いうことにも関連している︒簸近

種の断面積が求められていないと

には︑この程魔以上のエネルギー

てくる︒

語性子という遇程がそれであるQ

によって一慶に七コの中幌子をた

は分解能の非常にすぐれた半導体

窩エネルギー羅子は物質中で制御

一般に原子炉では中性子を吸収

たき出す反砥させも見幽されてい

して︑電子を放出する核種のでき

幅尉で光子に蔽籍し︑この光子が

る︒原子炉でも欝覆の二次線の放

る反落が多いが︑リニアソクでは

ると間く︒

が︑高エネルギー加速器の揚含︑

にわたり真剣な討議が行なわれ

︵電力新報社篇︑二五二跨

フィリピン︑金驚︶の契約研究

以上蕎エネルギー加速器に関す

者による研究発嚢︑招へい者の

る今回のような実験の困難さのご

、果のる線要るこ冷様マいな解無

て︑来年の会議予定地を印度に

こって︑その結果︑陽聖子を放出

つかが至れ残れの験けのイ力村多をに設本実細の問もれ

すように︑希望に満らたあけぼ

紙

板

ア 一 ト 紙
トップコート紙
印
制
紙

、
ん
、モこ

決めて散会した︒

逆に熱性子をたたき面す反応が起

D購輪講灘1遜ll感動

旬に東京で︑千八浦人の剰学者

阻容頽讐

豪の騒放ら一慣ら実な間

、の詳形きのら

、果いの

。搬易
、テタ旛構

の十五日から翌瞬の二十二時謹

子が孫を孫がさらにひ孫を生み︑

うことが特徴である︒ところでこ
の二次以上の反応を無視しても反
応断齎稜がわからないと︑塁験に
使用する瓦燈器の種類の決定︑使
用した測定器で得られたデータの
解析がきわめて困難だ︒杖が頼り
の野人どころか︑杖さえも頼りに
ならないという蔑れさである︒衝

ても︑もう一つの伏兵がある︒

歩ゆずってこれらが解決したとし

リニァノクは︑超高周波︵ここ

では約二千八薗五十六MH︶の電
磁波で荷織粒子を加速するため
ガンマ線︒申性子線のコンクリ
ート透過建倹

R鍛蚕『1寸⊃
講演が行なわれた後︑第一臼鼠

カスケードと蔽換の繰返しを行な

出で遮蔽薩長を嚢雑にしている

再び物質と反応して光中性子に変

一葉をあげれは︑電子←光子←

になると転換という現象が加わっ

手上げだ︒さらに都含の悪いこと

られており︑百瓢eVを越すとお にパルス儒者を絹いる検出器は︑

ビルドアップ係数となるとごく限

部・B部に分かれており︑ A 部 加

V︑五百︑郎男︶︑A部およびB部

達に よ っ て 大 電 流 ︵ 四 十六Me

の加速で高工不ルギー︵二酉八十

MeV︑五十︑那第︶が得られ︑加

聡磁石で軌道をまげられ︑それぞ

速された躍子は︑圏的により偏向

れ第一︑第二実験室に導かれて実
験が行なわれる︒

実験は︑この藏エネルギー電子
を隈接使罵して行なわれるほか︑
ターゲットによってガンマ線︑中
性子線︑中間子などを髭生させた

こともできる︒

り︑また陽電子を加速して行なう

それらの取扱いには遮蔽がきわ

ンクリート・藏通コンクリート・

めて墾要になるが︑ここでは重コ

土の遮蔽材料が適宜重点的に使稲
され︑輔蔽効果が十分発揮できる

ところでわれわれは︑原子炉に

鐸鞭辮篠懸鱗灘累襲羅

｡野1繕懇1藤も協木

＼

のなかで人為下歯変異膏種が果
本︑韓国︑パキスタン︵函︑東︶

本神慰

疲れ・肩こり・筋肉痛・神経痛

劇も4

力種躍用
、のする用のンギこれののうるく罵
ン核のて鉄っ
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原
れている︒また冷却水など漁設内

よう配躍上︑構造上の考慮が払わ

でできた液体廃野物は貯蔵タンク
に貯留するよう設計されている︒
加速蟹室箸で発小した放射性ガス

をもっている︒

放射化されるようすを調べる二日

当った場含にこれらの構造日月が

ンクリート壁や︑加速管壁などに

ムが︑ビーム・キ︾ソチャーのコ

空気 中 で 発 翻 し た 駕 Ω ZOyO鋤

および羅離放躬線の照附によって

等の非放射性有害ガスは︑渦さ三
十駁の排気塔から放出される︒ま
た必要に応じて放出することなく
フィルターを通して施設内で循環

させるこふも可能である︒

実験は主として環境放射能と遮

関する限りかなりのデータをもち

乏しい核データ

蔽のグループに分かれて行 な っ

ては︑経験はもちろんのこと必要

経験も十分あるが︑加速器に関し

な核データもきわめて乏しい︒た

た︒鴻者は建屋筒辺の曲輪中性子

とえは最も暴本的なデータである

・ガンマ線測走︑放射性ガス・塵埃

および有警ガスの濃麗測定︑冷却

中性子との反礁断面製でも︑原子

炉に関遅の興い十MeV以下のエ

廼屋内の中性子・ガンマ線既分布
の測定︑腿エネルギー慮子が鉛タ

不ルギーでは非常に多くの蚕種て

水の放射能測定を担当し︑後者は

ーゲソトに当って発生する中性子
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原子力
の欝欝を承認

iプ

一三・二三％︑その他言・〇

五％︶である︒

︵注︶AT翫原型郷のサイトに

質など︶は原鷺が敦賀蟷区燭︑差め

関する予備調査︵海洋︑気象︑地

高速実験炉で

日仏が合意
鋤力炉・該燃捌開発事楽闘は︑

皿出力旨MW規模の尚速実験炉︵﹂

誘懸盤聯髭攣璽鰐

一羨概念設謝資原研が奮め

た︶について︑こんとCEAのチ

殉国金属ナトリウム冷却隔迅卸融

なった︒この動継購鎌団とCE

ている︒詳細畿頓はB立が巾心に 仏原子力公拡︵CEA︶との閻で ェノク＆レビュウを受けることに
五グループが実施中︒原電の技術

Aとの﹁﹂露ERの笈全盤と設計

コンサルタント契約Lは敢府の謙

炉に関する国際協力協定の交泓必

可が下り次鋤︑発効することにな

省は現在薫鷲六十六人で︑このう

進めているが︑このほど︑建上五

ウの購象は︑第一次︑第二次概念

ち葡四や一人が二三者で︑とくに

渉外馬長︑バンドリエス原子力物

子力五メ玉力1が進めでいる詳細

設副をペースに︑現在英芝など原

長が訪仏した際︑CBAのルヌーるが︑CEAのチェソク西レビュ
理・研究那長︑グー産業開発部畏

郎理箏畏と愈本屡昭計爾蟹鯉部次

人程展︒これ豪でカナダの憲水炉

らとの会兇で︑罵速実験炉︵﹂罫

聡発からの幽向は十二人︒職発の

開発⁝ベンチャー謝幽に参加した

原子力閣係技術者は全艦で六十五

といっても︑蟻発と腺躍の原子力

炉の敷地についてはすでに摂力県

れる︒

原茸と雌臼の調整が大まく注霞さ

ことになったQとくにATR原型
えられない︒したがって︑今後︑

という形で︑電発が魂棚建設する

なお鋤燃事業磁は︑政府の謙気

する予定︒

後︑十月に事門家をCEAに派灘

株式の二分の〜以上を探逃しなけ

R原型炉建設に際しては︑技術参 詩業団が全体をとりまとめる献本

産物は契約当雛者か双方とも権利

⑥ウランとともに取得される謝

撰鉱費胸十万がと黙殺発効の八月

契約以前にデエソン社が投資した

下り次第︑九電力はさっそくデニ

ればならない﹂と規定されている

的な資概体制を持つとしており︑

をもつ︒

⑤探鉱計麟はデニソン祉と臼本

をめざし︑昭和四十四年風から熟

動燃事業団は︑高速増殖炉開発

的な合葱に逢した︒

いるATR源型炉の建設への協力人口の差は大きく︑原鍛の捜術参 ER︶に関する安全牲と設計のチ 設副についても働照が広げられる
加なくしてATR原型炉建設は考 ェソク＆レビュウについて︑塁本 もようである︒

ナル・プロジェクトとして進めて

A響R原型炉の建設担当
雅気麟業連星会︵会長・木川田一隆典票霞力挫長︶は九月十六臼に社長会を開き︑瑠源開発会仕と
羅力九社との今後の協調休制について協議した︒この繕果︑①電発の政府保有の株式を半分釈度まで

九職力が持ち︑私企業的な経鴬形轡にする②動力炉・核燃料開発離業罰が醐発測一中の薪型転換炉

敦賀地区が候補地となり︑安全性

動燃事業団は︑今度の動きに対

原子力発電開発に対して︑まず羅

加の形で協力することになるの

鍛発の参簾に対してはよろこんで

たときは︑その柾覇の保鵜ならび

して︑ナショナル︒プロジェクト

発の経當の効率化をはかるため︑

ので︑祉長会のガ釧は政府出資の

で︑今後︑原棉と濫発のあり方が

かし︑蹴発と隈難の参潴に対して

受け入れる態度掛示している︒し

って進められている︒

を中心とした予備調査が原耀によ

私企葉臨な外顕を持陀せることが
株式を三一五奪の間に費い取るこ

在︑資本金哲七十五億円で蔓鞭資

大牽く沸囲される︒なお望潮は現

に開発のため︑デエソン社と日本

⑦荷望なウラン鉱庶が発児され

一日から今年末までの換鉱費勧誘

天野次官︑一A

万がで︑両各が負撹する◎

旺A総会出席

科学技術庁の政務書斎・芙野光

⑫

⑧

⑳

①

轟

︵AT8︶原型炉の建設を聡警に藪か亜︑除子葦葺畿金社の技術的協力をうけることにより︑原子力
発羅への追出を認めるーーとの葱岡を固めた︒さっそく︑電力業界は通義省︑大蔵雀︑蹴燃事業罰な
ど醐係機醐に了解を求めることになった︒

進法によって設立された特殊煮転

必要であるとの慰見が一敢︒この

とによって半分程麗︵閥九％以

は︑能力に応じた受け入れ方を検

欄とが対等の姫利を有する新会被

を設立するQ

ソン社に送金するが︑その費隈は

で︑水力発電動を主休に肥融開発

方法としては︑現在の籍源渕発促
内︶を傑為しようというもの︒

本八街億円︵崩資比率は九電力四

討する意岡である︒

灘騨講蕪欝

盤難韓

襲懸蕪⁝麟酬

PWR燃料体

難饗無欝

髄

篇とが協議のうえ決定する︒

を進め激てたが︑水力開発地点も

進法を改正しないやり方で︑徽発

とくに原子力発電への進出につ

八︒七二％︑電亮二〇％︑五グル

鯖氏は︑九月二十四日からウィー

髄￠

㈱繍醐㈱ 麟
榊燃㈹欄卿
酬

で進めているので︑あく豪で動燃

ほとんどなくなり︑最近は石炭火

の株式を民間で半分碧嘉保満する

いては︑家ず動燃慣業隣がナシコ

⑧生産されるウラジについて

並立糟総会

ンで開かれている図際原子力機麗

なお天野次富は︑岡総会出席の

発渡欧した︒

へ出席するため︑二＋︸臼︑羽田

︵王AEA︶の第十一

は︑日本側が一万ジまでの第一要

はデニソン敏と田本側とが協譲す

求権を有する︒ウランの買取条件

⑨契約締雪は八月一日とする︒

る︒

蹴醐轍一画

榊
一

したがって︑原電は鷹発のA哩

力発躍蕨建設も手がけているが︑

ことによって︑民間から役員を派

②嶺事嵩はカナダのデニソン社

ュ・コロンビア州︒

懸

蕪鶴田環
翻麟獅四二曜 脚

礎鰍蝉榊一顧

糖囎

凹凸

躍発は昭和ニや七館鷹源開発促

昭和四十四年を過ぎると脳漿はガ

遣することなどの方剣が打ち出さ

次のとおりである︒

デニソン社との契約の憲な点は

製婁貫会から陀止の勧管をうけ︑

ウラン共同探鉱契約に調印

タ落ちになる︒昨年八月︑行敵監

れた︒

蹴発の資本金は九月十七三曲

におけるウラン典問探鉱開発契約

撫ブリティノシュ・コロンビア州

学技術事傭を視察︑十月八日帰趨

後︑英︑仏︑伊など欧州巴鴨の科

の予驚である︒

原産代表に松
本駐在員派遣

なお臼本原子力産業会畿は工A

EA総会のブザーバーに︑原麓代

談としてパリ駐在の松本和央特派

覚雛欝瀦罹

榔膨榊
㈱鱒
惣
鰯画脚麟・癖

脚酬麟騨
鋤押欄鰯糊轍

騨榊牌囎
岬繍野猟醜欄

三菱化工機株式会社

殿発虫就聞題が注闘されていた︒

しかし︑藤波収電発総裁の再任

①探鉱闘発の対象地域は米躍コ
電気瑠業連合会は九月や六田︑

ロラド州とカナダのプリティソシ
電力九社がカナダのデニソン︒マ

九電力がヂニソン・マインズ社と

はすべて政箭出資で︑大蔵大臣が

〜億四が民間の九補力嵐資︒残り

荘︑穴百八十六惣円で︑このうち

株蛍となっている︒とくに蹴発信

電発の原子力発躍への進出が打ち

により︑九電力の了解をハンクに

きりとなった︒

出され︑今団の職力社長会ではっ

なお︑九電力旧はデニソ社との

ウラン共岡探鉱闘発を逡めるた
め︑温気建業法にもとつく︑核燃

料瑠業に関する兼業の許可噌舗盟
を︑八月三や一蔚付で通度大距あ

てに申請している︒この許可か

英國の原子力蔭業再編成は︑ニ
ュークリア︒デザイン＆コンスト

原麓は懸和三十五館六月以来工

員を出脳させる︒

・融難

㎞

罠菱原

毎遍木畷i日発行

σ

灘年豪での穴年間︒たたし︑一翼

③探鉱期間は一九六八爺から七

と日本側電力九社︒

業務を円鞘に遙めるため︑九電力

！ノ

負担する︶とみつもられる︒

④探鉱費は約四蔚万が︵両者で

延長することができる︒

劇祉畏︶を設けた︒

員会︵婁員長・加膿博見関西躍力

はさらに遠巻連内に︑デニソン婁

と発表した︒この諾約にもとつく

欝に︑九月十石日正式に調印した
インズ社と米圃コロラド州および

原産首脳がス
科学研究相と懇談
原産酵脳は九月十八臼︑来鐵中
のα・ストルチンベルク西独科学

英産業界が再編威

ラクション︵煎DC︶︑ザ︒エ．一

ークリア︒パワー・グループ︵田

ている世界職一の財閥団体で︑こ

AEAから諮問晦地位を与えられ
NPG︶︑アトミノク︒パワー︒

ているQ

鳳鳳

蝶

れ豪でも総会ごとに代蓑を派逡し

の灘グループと長AEAの設副チ
ーム︵複数︶を解体して︑二つの
設計・磁設グル⁝プをつくり︑劉

との午さん会三†田正午田本工業

第二番瞬の総理は︑田NPGと倶楽部︑メーカーとの懇談会十月

RCが韻b・勺ことになるもよつQ年畿恥力懇話会

臼正午虫京プカンスホテル
APCのグループによって近く編
成されるが︑これにはAEAと一 第十九圃総合企画婁興会 二日

三菱商事株式会社
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三蔓原子力工業株式会社

研究相一行を東窟港眺芝の菓京プ

行なった︒

岡臼は午さん会に引続き︑豪
ず︑菅会式が﹁ス網の訪日は︑日

この新しい会筏は︑政府および

立が発嚢された︒

公社︑IRCを塊えた新会社の成 コンストラクシコン︵APC︶

うち一グループが発足へ
英霊孜府は︑すでに勲業再編成
公社︵インダストリアル・リオ⁝

となるものである﹂と歓迎のあい

独三田の友好を深めでいく原勤力

さつ︒これに応えた同相は︑コ．︸

ガナイゼーシコン・コーポレーシ

内外におけるAG鷺やSGHWR
率は8＆W雪％︑EE二二％︑

蚕ン執−批C︶猿設立して︑原墨 罠閻出資の会社となるが︑出資比

度目の来日だが︑この闘のH本の

署長巣の再編成を進めていたが︑

テイラー・ウノドロウ四％︑AE 等の建設︑輸出を拶当歯せようと

科学技術開発の進展に驚いてい
る︒原子力開発はドイツ連邦初の

九月十穴田︑新しく縄伊する二設

H・ネソボル疑が五葉の予定Q

仏蕎速炉ミッション源蕨酋脳
ナショナル・プロジェクトとして

A一一〇％︑王RC二六％となる予 いうもの︒

秘代会長にはニュークリア︒デ

定︒

謝︒建設グループのうち︑バブコ

の乙大メーカーを中心に英原子力

︵EE︶︑テイラ⁝・ウソドロウザイン＆コンストラクシコン証の

イングリノシュ・エレクトリンク

ソク＆ウィルコソクス︵B＆W︶︑
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し気事y賓の扱術鎚員についてみ0と

む隻請技術茜については藍碧間の大ン

第ご婁員会にはこれまでに︑ ス

ことを迩へた上︑王儀EAにがし

轟

人事交痂てある︒つまり︑研翫開発およ

は︑隙研や放K研講の研究部門の窟用と

れに蝋行して︑現叉旧て効果総な右法

働薮颪ての尤入か外虜矢てあり︑十三公

クトの維進にとつで最大の鰯飯といわね
はならるい︒

とこOで︑このように原F 力 圃 発 の 進
展に縄って︑年々︑聯了力人口の堀舶か
要潟されてくる︒たか︑原子力技術者の
磁保のため︑一方て果たして十分糠人45

緯子開発利用艮鵜削画によると︑騨漁

盤成か入施されているだろうか︒

AEAの役翻り強繍調

ペイノ︑イタリア︑スイス︑米︑

雪雑て次の嘱点を勧告している︒

躍冠雪損失浮戸金制度創設なと
対する損失摩備金制農の暴投など

工に入

劇化︑﹂エヂ

干︸勾同社中央研究断第一

卒徴︑昭和丁

原子刀禰囎關発掘失隼霊山制度

篭罠︑ヨ十ヒ年鯨裾研葦開発廓嫌

落︒

瀞鰯氏は昭和謹奪乱陪大手工学

疑厨子力光磁の田晃住魂は瓦塀

船底とめた︒概愛け訳のとおり︒

舞業ぽもとより︑園之あげ積極的

日本原子力産業会融編

論

うろ欝報を緑玉んめの交渉かてま

情報交換の国際一決など
ジュネーブで開かれている非核保有国会議は︑瓦十四ヵ国か参
搬︑各圏代識の一般職愉を讃え鑑〜︵瓢紬と安冷伊犀︶︑第二
婁皿会︵謄子力平和刹用︶にわかれて冨犠を縮けているか︑日本
代査・小木稗本聴氏︵外務借圃逮局参喰蔵︶は瓦刃十八口︑鋤二
婁厩会へ麟文と罪項日から為る包括的な決議案を提鵡した︒政鰐
筋によると︑この渓議集は︑なん同会畿での修πか可能なように
弾力的なものになっていると拙わ臣︑小木魯代籔も決議提案紳由

メヤノコ︑フラノルのハう国かっ

の中てその冒を逃へている︒岡会職は九月二十九口印金の予定︒

それ岬ご舶四分的な決磯嚢か鍵され

一︑捗爆発の平和利用を含む︑
照アカΨ稲利用に関つ・筍公励解戒

の鋼髭︑ゆ勧燃饗業団への出資に

①原子力発醒田発損尖準伽金制度

ぼ税判敵鳶に弓つる要噴として︑

憶気海業辻命会は九月十六口の

めての包括的な︑の︒荊文で核斤

の収集と伝．猛に幻する努力零紐航 九電力嚢二会て︑載気囎纂の寒勾

てい・勾か︑口本代表のそれは︑初

馨不拡散条約︵NP饗︶の第圏︑

一︑丙響的に溺飯か0り︑かつ

玉条︵核爆発Ψ繍刹用か2塁塞づ すること︒
萄利益を術る権凋とその隔際的な
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力

原

しても︑このやり方は︑利思者に

賃貸措に対する支払いを燃料費

として処理することで︑税金の戦

減となる︒燃科費を料金の括硯か

は︑黛し手

ら差し引くことで︑それを低くお
さえる等︒

エバーグリーン

が第一炉心を買い︑利期者に貸
す︒取り替え分については︑剥用
者が翼うが︑その費罵は第一炉心

し手にある︒︵いずれの場含も︑
プルトニウムその他副魔物は利用
霜が虜騎する︶︒

法律家が問題としてとりあげて
いる点は︑来使用ウランの処分と
して︑買取りか豪たはその他の規

ノ！⁝ーン

産業騨でR豆製造
米国︑四十四核種の製造が可能

定で︑欝し亭があまりに自分の立
場を保護しようとすると︑賃し手

にとって危険になるかもしれな
い︒おそらく﹁公驚な濁場価賂﹂
で売るという考えは受け入れられ

方法に対

るとしても︑それを決定するもの
はない︒

エバー・グリーン

する劉譲は︑インプレーシコン

で︑炉内にある燃料の白粥伯を殆

が︑取り婚え費用勘僧上罫するの

んどカバーしないということであ
る︒

もっている︒

エバ

ぶ渡めるへく極磁を百なってい

こともある︒曹愈のないうそなと

諭するための罪のない緊張という⁝たまた楽他の︑二募の原子力尭鷹所

﹁多くの瑠の・そがあるQ皇暑議票回し磯回檬

魅力的であるといっている︒なぜ

る︒別な計画が実現したとして

の訓画かあったi一多分エジソ

も︑用地は当籾豊漁された人工島

ン︑サンディエゴガス脚力各社で

急な解決を望んでおり︑もし噺し

藤ぞカコストというものである﹂

ある︒そのうその繍限にあるのが

に屡たものには︑参煙会娃の一つ

サンオノフレである︒謹た畿論中

いずれも謝画に参加してリターi

はめつたにない︒あるのは彫かま

に︑純聾に賃貸備であるように思

謝醐とは異なるものとなろう︒

なら︑それは面鋤でなく︑さら
えるという瑠曲による︒コン・エ

力式は︑長娚附不安

節三番圏の蟹議として︑

ジソン社のボイランは︑ニューク

ーグリーン
亭−もたらすということである︒ウ

リアー・エソクスチェンジ既のよ

い訓幽が九月一臼寂でに票と豪る

AECと内務省の関係者は︑早しいうそである︒融くの大ぼらで

リコールしないという暫定を設け

ォルナソト廿は︑恐らく十年問︑

うに燃料銀行計画に発展するかも

ている段瑠で︑塑中ではない︒

んでいる︒当局筋では︑十〜月の

大統領選挙に予楚される新たな議

の立法組置を認ずるのに園難が増

会と紙たな行政機繕の下では︑こ

大するたろうと予憲している︒

しかし一般胸に︑参加電力会祉

および蘭カリフ耳ルニァ都市水道

ストと組織上の四海さによって削

区は膜蚤な構えをとっている︒コ

しい謝画も響胴な態度でのぞむ梗

副鵡が破たんをきたした現在︑新

ある︒その他の罵地も検討されて

子力発議所を嘱えているマリブで

に議論が集中

格したということではない︒

同題画の脱国郡門の糊代会縫で

いるが︑ボルサ嵩蜜体も完全に失

入工島用地案は︑この計画のコ

スト局に愚書な役麟を果した︒下

否確をもつ六人婆員会を設立する

﹁われわ酒は︑各員がそれぞれ捲

院騒貴のクライグ・ハウスナi あるMWDのスポークスマンは︑

蔓甕員会委員は︑﹁参瀦各駅は入

といったおかしな運欝に酋をかし

︵カリフォルニや週出︶原子力翠

工島に殆躍機を据伺けるのに四千

するかどうか未驚である﹂と論騨

万が余分に支出するかも鮒れな げざるを得ない︒われわれはこの
い︒それでも閤題はカリフ4ルニ 大質業に再び参加することを踊盟

や公共二業婁員会がそれを撃力料

した︒

た圃律はないが︑九月三十田の公

豪だどこも脱退の慧志を蔓閉し

金に積み上げることを詐可するか

どうかである︒そうでなけ初ぱ︑

れ以上の社の脱退があるかも知れ

新しい予培地︑縮小された計

ない︒参加に踏み止蜜つた団体に

式の締切り日蜜でに一あるいはそ

ゆ？iが溝慮されている︒当初屍 するばかりである︒もし公共工業

すでに約八％と制眼されてい甲乳

委鎖会が︑電力消費地に接近して

画︑別な纏騰ーー多分現在の参煽

租の♂が一九ぬハ五隼轟時四億四千心力

業会社の収益から吸い上げようと

がであったものが︑最近の誹鈴で

ることになろう⁝1今試会中に決

とっても新しい訓蜘は石干遅延す

ているようにみえるからであるQ

めるために︑はあまりに運れすぎ

とが罠致の利益になり︑料金魚町

蕾側からも容認されることと考え

発聡用地の人工島を造るというこ

とが謝謝爾を中陣することになっ

ことたろう﹂と諮っている︒

るようになれは︑事態は婿紙する

衝の計薩が銭嵩される模様であ

ボルサ勘原子力脱城計画は︑当

れた全米石炭協会大会で次のよう

・R︒グノド氏は︑六月に青藍さ

エジソン祉の副祉長ウィリアム

理の殺し屋と豪でいわれている︒

フォルニヤ・エジソン社はこの計
港ヘトランク輸送中にキャブセル

るσ爵下技術者︑鍛力会挫および

研究麗発をいかに総風化し︑協

れた世界の開発規模は驚異に値

またないが︑さらに三主開発と

これをうめあわせるため︑イギリ

でなく四〇％もっことになろう︒

ムは︑運転獲をこれまでの四六％

U穆㊥a

た大きな原困であった︒このコス

七継六千五欝万がにはね上ったこ

聡ヵ会社のうちから瓢社が脱落す

様である︒

ロスアンゼルス水道︒電力部が原

るたろうといっている︒

サンオノフレ

ない︒

会にはいる前に完了するように望

なら︑必要な立法揺鎧は議会が休

ち比較的少ないとのことである︒

は︑アイソトープメーカ⁝にとっ

なお︑GE筏のこの政策変更は

ト上昇に潤い関係を零した酌カリ

が破損して起ったニューイングラ

政醐各機関の関係者が集まって︑

バレシトス研究衝からボストン空

他の炉メーカーは︑現寝猛守っ

しれないと摺養している︒

コン・エジソンは︑燃料の賃貸
楢については関心患もつており︑
インディアン・ポイント夏の第二

炉心の二千六胃一二千七蒼万がを

すめている︒第一嫡心について

調辻するため・貸し箏と交渉をす

のドナルド・G・アレン社長は・

ヤン串1︒アトミンク醒力会社

ている︒

ス協定について捕診がおこなわれ

発進したことで︑利用癌からリー

WH社が下議会社を設立すると

しかし︑ウオルナソト骨のヴィ
は︑A温Cの賃貸借を利用する黒
ンセント・S・マルユイは︑﹁窟 質である︒
用事は︑確笑な設軸に対し資金調

達をしており︑辮料費におけるイ
ンプレーシコンは︑運蔽に報酬の

っている︒また岡氏は︑黙料の割

インフレーションで支払う﹂とい

賦償却を擾供しているQしかし︑

メーカーからの賃貸描はきわめて

六個に制限した︒キャブセルの撫

同氏は︑GE祉の新政策によって

コン・エジソンはこの点に懸念を

肘コストが憂らないのでキャブセ

核極を再検討しているメーカーも

ージ
ル内のターゲソト数の制限はター

て虫要な鰍射施設であるGEバレ 癒設部長レオリー・S・ムーディ

紹果はこの調査には反映されてい

あろうと冶つたが︑この再三礪の
る︒

ゲソト当目りのコスト愚上昇させ

が最近笑施した調査による

アイソトープ製造・領布委撮

米岡激暑力産業会識︵AIF︶ 明らかとなったQこの調査結果
の

バレシトス研究所の放射線処理

会

ー民は︑﹁この変礎が郷施設の懸

ンド・ニュクリアー技用アイソト

ープにとってその総合コストのう

であった﹂と語った︒

ープの漏洩汚染禦故に四辻かある
をターゲノトアイソトープの数を

るQ

なわれる以朗にえられたものであ

ムーディー翫によれば︑融融コ

岡板の謙画を別にたてるかどうか

土木︑建築︑電気︑機械にとど

三時闘︑約四千

やデニソン社との共同探鉱開発

に鉱無界の協働︑引力を仰い

だ︒羅来さらに拡大されれば︑

新会社を設立する等の脇鋤体制

きて二十徴紀は技術聴新の世

原子力発臨は規模のメリソト

する︒

いう茎漬方釧の枠内で海外研號

︵鎌看は東京電力糀務︶
@

あろう︒オーストリア︑デンマ⁝

スイスの五気心のシェアは変わら

ク︑ノルウ諜1︑スウユ⁝デン︑

ないであろう︒

申央電力庁に納入

ターボ発電機二基を

八月二†九日付ブレスリリース

トリンク社は︑シートンカルーに

によると︑イングリソシ・エレク

建設を予定きれている原子力発電

所に累力六六〇メガワソトのター

ボ発蹴機二茎を納入するもようで

すなわち︑未確偲摺報では︑ニ

ある︒

︒コンストラクシコン祉︵NDC

ュークリアー・デザイン・アンド

が︑英国中央電力庁︵CEGB︶

に提出した入札は︑イングリノシ

ｶ野臼窺羅鋪聖

を闘養するもようである︒

を締繕する方向でNDC托と交滞

証を含んでおり︑同瓢二八は契約﹁

三十万がとなろ︶︒

九七〇年淵

月談での十五カ月臨に︑ユーラト

定されていたよりやや少なく四胃

ユーラトムの衛付金は︑当初予

凝瘡評繊が食綴れている︒

ン燃料とウランートリウム燃料の

価︑間業用の設計隅発︑濃縮ウラ

温ガス冷欝欝の概念の全体的な評

礎物理学的および工学的研究︑筒

謝圃には︑燃料︑組成︑例騰︑璽

熱出力二万KW原子炉での研究

のユ：ラトム分をもっていたQ

国のA疏Aが︑ドラゴンの運転費

ぼって勧力をもつが︑この間︑英

この決定は今年の丸めにきかの

州婁員会に与えたQ

る﹁協定書﹂に署名する擢限を敵

年三月まで︑その役割りを延長す

についで︑ユ；ラトムが﹁九七〇

ンの実験鮨鮎泓ガス冷却炉の運転

欧州共同体閣僚会議は︑ドラゴ

ドラゴン協定を決定

EEC閣僚会議が新スの男資金は四六・八％となるて

輪馨
G8社は最近単一キセプセル内 ストの増加はほとんどのアイソト

と為われている︒

では一人の力︑一機関︑一分野

の発遠によって︑新たな観点か

安全衡理諏では駄︑水産の協働

先窪三⁝ヨ

に語った︒

と思う︒

まらず︑気象︑地腿等の広い分

原子力発電は石油につづいて

を蟄する︒談た原子力一二に関

何れもエレクトロニクスによ
る謝編制勧の技術に負うところ

開発された世紀のエネルギー融

ら経済学追求の必要を生じた︒
ューイングラン 過般︑広域運嘗矯展開の方策が

が多い︒今田の科学技術の研究

命であり︑とくにこの四1玉年 連した︸連の核燃料サイクルを

ーク衛およびニ

n方で最長＋ 灘気肇榮連紡錘で決簿され︑将

は何れの分野においても極めて

野との協働が必要であり︑また

来の事業の在り方を慎璽に陀

少ない︒

万KWの大婚霞を起し︑置騨の 少し︑噺馬櫛の更体化を推進す

聞の軽水炉を主紬として二進さ

が必要

考えて見よう︒カー・マギー社
られる︒反齎これらの多方蘭の

広域運営

の強化を要するであろう︒豪た

業の広域運爆は発足以来十年を
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国の放磁性閲体巨峯物の共同投網

は︑北爽部大同洋の深海底に茄盟

た︑投彙楊所の榮件として︑ト訟

のであるという語論を出した︒ま

いる制限レベルを多数桁下團るも

し︑緩漫であると考えられるが︑

能の浴出にはかなりの館月を塾
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は無損傷で海底に到達するものと
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あるかも知れないので︑消呈上は
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ｼ牌の石油トラムで︑スラソジ
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囚している︒な栢今圃の撹彙は試
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とその容器
危検認価の玉茎家クループの勧

ードクルソブ

会祉のAVR建設のための協
力協比をもきにして発足し
た︒当初の資本金は一霊力ト

ドイツ

トリウム高温炉開発にも
を晩溺山≧つのが主たる圏晒であ

終えた︒

に必襲なすべての園画を作成し

気出力十ゐ殖W・鐵出力四十五

この他に︑瞬回路方式による

MWのこの涼型炉は昨茸十二月 たドリウム㌔ウランサイクルの

謙子力研究癌と協力してブラウ

ユーラトム36よぴユーリノヒ

る︒

rツマルク︵DM⁝︶で両磁か画
翼か折重して綴乏した︒
従景員は約⁝一難二十名︑原子

力分野では︑特にガス冷却均質

炉の難訓︒販尭︒建設︽主と
し︑また擢コ⁝テノド獺郷によ
る非難貢炉の建設・門発研究を

この会雛の鰯網頁のうちて最も

行なっている︒

AVR建設で有名

ﾉよりHNEAでは一九六六年

二月︑書物錯の高家クルL
フ繍成し︑儲処分の環と生

鱈産考・︐した︒凸から二神水域ま

⑯ ブラウンポ

ニニニヨニノノノノノモノノノニニヨノノゴ

購

＼め野継

プ原子炉会社

ペりえソ
子日

三〜弔

・轍剛

囲

ヨメモ

求められる一方︑王CRPの勧齢

守成嚇慌撫揮の摂取餓の鮒︑庵題が

︵9︶てある︒このようにして︑

数︑︒︒OOは灘瞳物の一鷺拶獣姦邸⁝についてその必要とされる条件

O閃は生物の放射姓捗揮農羅係 るものの誓紙︑の検註と︑榊葉用谷

の卿讃辞凝︵Tは端書期年徽︶︑

1＞く10『10

慰響ヘーリ

る一田嘱りの捗棟摂取︐饗MPI︶ ㎜

は尾穿詳×・・⁝8誉
︻るか︑ここではそれがないものと められるかう︑一キ晶リー投期し

わち︑各一種についての諸℃H

見当をつけることかてぎる︒すな

比較してどれ位のレベルになるか

一した︒⑥海水から海藤生物への三 た随の衿種土取鼠︵1︶をこれと
種の濃謝係数は︑雄物の三局で畷
なるが︑ここでは最大倣ぶ噴い︑

137Cs

の讐膿申含冶放多能緑はO︒一︑ザ 年口熱十八日ニューヘブン︵爽
ユリー投囎した規合︑その内谷に
隅︶にて英園の闘体弊聖物吃績込
監から︸㍑の縄槻にあり︑懸器は
恥㏄︑囲鋭︑撒餌か二〇96含康れ

65Zn

以上の条件下において︑〜隼⁝

て計算した︒

1×108

る︒

窪た海配食品は人閥の摂敬する食

2×1013
1＞〈10−15
1（浴Ru

繊嚇総懸驚麟響鐵轟懇懇國
万艸ロを相識厘

ノ

多方面から安全性を
二二
．↓旺

放医研環燈衛生
第二研究蜜擾

原子力開発の進んだ国においては︑放嚇性廃棄物の安全な︑かつ瀞済盤のある処理処分が
最も撫要な課趨の一つになっており︑わが困も例外ではない︒これら廃凝物のつち︑比較的
低レベルの放購性汚染をうけた聞休廃葉物は︑カラス︑金観︑繊謡敏︑プラスチソクおよび

放射性廃液を処理したスラソジ零広範囎のものがあり︑且つ欝積陶にも多鰍に生じるもので
ある︒その終局的処分にあたっては︑人間からの完全な隔離という冤紬から︑薩地では密塩
採擁の廃境や特に透過輯の小さい地質の深奥部に処分することが行なわれるが︑このような

揚勝を有する嗣はむしろ少なく︑したがって大洋の深海底がこの囲的の為に澄囲されてきた

九

ここでは安全側に立って︑十無難

る︒③洛曝した放縦能は一轍海底

なので︑安全偲に立って︑放尉能

④投鎗処分に選定される場所は

の保持はないものとする︒

（μCi／day）

MPI／工

摂取推定量
核種

必肇澱全部ぷ．よかない鰐る驚とし

て魚介墳翼取歎ぷ二旦雌筥箏とし

一一

黙諾

＝嫡

脆＝

＝閥

≡

のである︒

処分を行 な う こ と を 計 画 し ︑
iル憩業その他により穐捕される

完全にドラムが傷み︑傘放射能が

泡NEA︵欧州原子力礒関︶で物籔の愚は︑IC盆Pの勧告して撒いている︒すなわち︑①ドラム

六七年麗︑ベルギー︑フランス︑
人畜性のないこと︑海底電線の敷

西ドイツ︑オランダ︑英國の五ヵ
設のないこと︑不必要に滋距融て

國が参加して︑全階一万一千診︑
瓢定放射能泓β︑γ︑八千㍑︑α

寒川氏

一時に海水中にお繊することとす て更に希駆拡散されると考えられ

作業を困難にすることのないこと

ないこと︑気勲状臨界翫撫や投棄

などの重点項目を検討し︑グルー

蕊資糧のドラム缶封入廃品物の処
分を行なった︒大西洋には田川が

堆稜物に吸鳶され︑保持されると

一九六七年忌月リス

考えられるが︑定照論議綴が不足

プは北集大薦洋における五千層以

については︑

黙認家グループの試算評価内谷

深の水域を勧告した︒

これ豪で小規漠に投葉処分を行な
ってきたが︑今回のように国際閲

の協岡で大規模な処分を行なった
のは初めてのことである︒この報
ボンで闘かれたセミナーで︑十ヵ
告奮は︑ENHAがその聞の 箏 精

水深玉千熔を考えているが︑表居

5＞く10−10
ル岡

一
、

有磁なものは︑ユーリノヒ欝欝

H勘

語醗以戊には︑いくらか上議流が

つの際際機闘からの酢漿着により
詳幽な険話が行なわれた︒そして
このような捜蹴処分に蟄求される
条件を備んだ水敏は北東大漁洋に
広く石在し︑実際上の圏陶にて五

ぴはしたが︑危険評働の内谷は同

様な機箔の他の水域にも広く通用
するものであることかホされた︒

危険評価
前出の三門家クループは︑擾葉

垂

騨鵬

麟から蓼聾した四十人︑裕よび三

いて取り藪とめたもので︑謀海色

と撃遡検講および投葉の実際につ

狂に関す る 技 術 的 至 悪 と し て 貴 重
なものである︒

いきさつ
一九六 五 年 二 月 ︑ 西 独 の 提 案 に

十鞍鼻四力の擬足の投璽場所を週

よりEN E A は 加 盟 国 の 地 体廃彙

物の深㍑ 底 へ の 丸 丸 擾 彙 処 分 の 可

能性を験塾しはじめ︑詞年十月︑

專門象︵ 海 洋 学 ︑ 海 洋 餐 物 離 ︑ 淘

危険評価

希望各姻の手持ち四体廃叢物の凶
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成してこれに駕する

報卒縫糾し︑詮轍か杓〜万キ．︸リ

2×10三〇

、一

業︑放射 線 防 議 簿 ︶ ク ハ ー ブ 布 編

を行なった︑専門家グループは︑

ー譲渡となるものと雛歯し︑これ
桑藁磯にして試算る行なうことと

の投彙処分経験なとをもとにし︑

葎閥聾万キ．σ孟笑西洋深海

した︒野分した時に起る駄況とし

1×10−10

レー

過弘の科 学 胸 摘 報 や い く つ か の 属

底に処分 し た 腸 合 ︑ 人 闘 が 摂 取 す

ては大よそ次のような拍罰条糾を

55Fe

キなHなかとし

一

ることに な る か も し れ な い 放 射 挫

2×1013
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ホウ粟中性

と呼ばれるもので︑

合物が動脈注入されていた噛め︑
翌日から効果が出始め︑鋤液中口
撫球駁や髄液中の灰勉沈澱物︵腫

カ月後にはレントゲン写買に臨腫

蕩の破壇されたもの︶が増颯︑︸

賜特鳶の網の照状血讐摸様が完全

物を善部に注入しておき︑そこに

も既盛で︑治蝦前に比べ九㎡蟹も

ったσあらかじめホウ素10の化禽になくなった︒現在︑愚覆の食歓

廃中握助手らが中心になって行な

簗大脳神経外科の佐野萱凋教授︑

子捕捉嬢蕊

た︒こんどの治療は

二十︻覇朝︑束大病院を邊 貌 し

の女性︶が︑豪る一カ月後の九月

約十鋳聞の中性子照射が行なわれ
たコブシ大の脳腫蝿を冶療するた
め原子癖療法を受けた慰青︵29歳 たG慰薔にはあらかじめホウ纂化

躍︵蔭立迄船が製作︶を付設し︑

炉︶のサーマル・コラムに巨樹装

のプール旬タンク型︑深青調一己

業研究所の原子炉︵熱門構薔KW

こんどの治療は︑東窟原曲力麗

医学界の注目を集めている︒

︵磁中主冷用談︶と喬われ︑境界

全治︑闘士は戚功し加といえる﹂

要するにしても﹁X線診断的には

携は︑発嚇するまでこまた酷田を

激動している︒わが國のこんとの

れたが︑化禽物の不純等から金て

すでに六十六窪鯛に対して実施さ

この種の治療は牽国で開発され

るという原理が引用されたもの︒

7にかわり︑それが腫蝿を破襲す

い余わせが果ているが︑これらは

について米原子力餐貴会箸から闘

れ︑医学用原子炉もほしい︒

る時︑照慰施設の必愛性が擶感さ

された︒今後の中鑑別療法を考証

日出勧懲協会は︑昭和四十三年
長野隻巌豊艶敷地内︵長野帝古田

験研究を臨然地震を利用して実施

ユーース臨麟男かイ月十偽臼頃究

摯

墨

撃
鼠

亀

鶏
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子力救肖と凍国の押殴盆﹂の瞭チ

鍵

掌米国をはじめ日本を含めた名匡ゆ政鰐機関・曝際樹蔭・学術隅体。公報・鼠問会祉及
び大学等の約200の主要な科学技術研究機関の蟻報センターが対象となっています．
｝そこで使われているコンピューターシステムとその主要な侠用目淘・集頚された 吊
報のテーマや内容・機閃の利用等等を詳しく収録します。

三高校教諭か渡米

壷
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このほか︑原子力酒槽覇用をテ

鐸

i鍛sc亙電Rc劉＆饗ECH翼。瓦。《垂Y

行ずる謝幽である︒

云薯

日本総代理店

る︒十月二十六凹帰円の予定︒

墨

蓋）亙＆遡。璽。＆Yofco1纒pu7電飛賜露互）亙理賀。鼠講A㍗亙◎蛋

カへの拘履潤の状況なと壷視認す

や︑認較生沿よぴ一般尚けの腺子

︻寡爽は鍋脇獲宮と懇談ずる一行︼ ーマとした隔校生からの論文募集

画されている︒談た︑この田にち

カパンフレソトの作成配布鰐も灘

なんだ関連行箏として︑第ご回原

ミへの企爵懇諭︑源子門葉繭会の

子力行蚊セミナーの開催︑マス認

開催などが立窯されている︒とく

に原子力講演会は﹁隙．学力の田﹂

の要譜に慮じて円坐内に五回響臓

に腸催するものではないが︑地方

開く計畷である︒

中原懇

敦賀地区施設見
学会参加者募集

原歴の中部歓子力懇談会と包張

原子力P鼠センタ⁝は︑嘉日熱闘

の両蔚︑懲井県強賀地区原子力旛

と共催して来κる十帰十七︑十八

設の見学Aみ愚行なうことになり︑

こんどの見索会は︑原電敦賀晃

参加論賛暫を募っている︒

稽所および関瑠X浜源子力発囎齎

を鴬硬に︑金猟闘艘切リバスを利

串込みは十月鼻聾までに︑中耶

用する︒

臥摂理i十i十九名古応問工会議

原子力工臨会欝獅局︵名古屋一中

所内︑彫謡○石二︵二二一︶六一

六四︶へ︒楚員五＋侶︑藤壷経費

は橘泊鰻鰹を含めて一人八干円と

隙麗で派遇する原子

なっている︒

一VA−V一

炉多圏的利用調査総

総︑鉱鋼業界の大雛

参旗で賑やかだが︑

（壌968年10月鍵…葵…）

平和利胴灘金
日本原子力平曲摺用量金が米国

｢綬受講憾︑九月二十一日夜︑

に派離する葭m︑小露山︑欝壁の

羽隠発箆覆した︒

三町議は出発に莞立ら︑阿緑︑
群貫文鄙事猫次濁︑藤授暇技庁原
子力局艮︑鍋島騒費庁疑霞をたず
捻︑出発のあいさつを行なった︒

一δは胸一カ月聞米国に滞在し

るばか︑米国の嵩校における実験

とした欝少奪繭嬉象に︑原子力平

を中心とした理科教脅︑とくに原

工地麗による観測とその分析も謝

和覇照に対する理解と闘心学陶め

⑬﹁原子力に対する夢﹂︵阪大名

︵秋田酌島枝教輸小野田邦子民︶

②﹁米困の原子力施設を⁝みて﹂

湿一﹂︵原礪測理慣憂村醗華言︶

は①﹁原子力とは一その原理と覇

もぢ慮されている︒康京での講演

に欺回︑全国各地で隔催すること

館で開くが︑この企幽は︑庫度内

正午から集京︒薪宿の羅生館金会

ようというもの︒十月一二六鐵は

融されている︒

﹁原子力の日﹂

行事計画固まる
原子力広報遡絡協議会
今年瑛の﹁源子力の溝﹂︵十月
笘Z日︶も⁝闘近かとなったが︑

漂子力関係機開で構成された原子
力広報連絡協議会は九月十八臓︑

施漫画について密議し︑﹁やさし
い原子力選集篇開催や記念ポスタ

三︵語菱憲工︶鴨清成適へ動燃︶︑

裂・瀞㎞酬瀞・1・1・躍・Mil噺刊書御案内・・灘瀦・・1謂臨醐㎞・悔

した研究で︑地集国のH本独自な

．らに自然遺著易刹饗し

る本観測の笑験がはじ票るが︑こ

することに踏み切ったことは︑原

る︒

誉教授響誠鯛氏︶が予箆されてい

記念フォトニニースの発行は︑

発行讐を行なうこと応黒めた︒

ーの作成およひフ呼トニ戯iスの
﹁やさしい原子力教蜜﹂は講凝

田露訳買新聞社発行の日写フ寸ト

小杉久夫︵一︶︑黒田戴︵療子力

大学から装いた資料で持ちきり

力は二千

MW︵熱耐力︶という︒七揖瀬

Wが還発用︑壬瓢欝温Wが懸紙

用たWところで︑これを稲子力

に羅きか・．瓦るとすれば︑原子力

模が趣滋という︒日本の製鉄漸

発監所は電気鷹力一十万KW規

は平均西独の二儒近い約六蔚万

〜七豫乃踏の年間樵駈澱だから

もっと経済犠が窩窪るたろうと

全憧界の科学技術関係の同報センターのシステムと
その活周状況を網羅するディレクトリー

研究として﹁原子炉耐震設計法﹂
を確立することをは6っている︒
黄水て建設・転転中の隔子炉は︑

欧米の設晶にわか国二丁の立甥か
ら検討︑修疋を加えて︑十分安幽

研噸補

なものとなっているが︑こんどの

て︑その蜜全浮を実地に確かめよ
うというもの︒

中那囎力の疑野支店桂篭内には

連として構成

難論炉の空饗耶︵地盤一建物1 て︑鳳子力関係の諮機陽愚訪問す
機器⁝酌響︶を
した模型︵鉄筋コンクリート遜り
三差建て︑タテ・ヨコ四層︑高さ
七・五縫︶を建設︑松代郡発地震
を外力として莉重し贋原子炉蜜襲
部の振動やその桐互関係を︑四十
八カ所に三二けられた灘測機器で
六カ月間にわたって︑観測するも
ので︑わが圃では靭めての試みで
ある︒

これまで容器・配管だけあるい
は建屋たけの耐麗研究はすでに実
例があるが︑これら︷達としての

れは世界的にも珍しい実験であり

子力発電駈の安全性の観点から現

な給︑この研先と並行して︑魁

と映幽の会であり︑描技生を甲羅

実的なものとして激義がある︑

子炉建羅および内部の復雑な振動

動趨擬器や火膨などを利払した人

贋︶︑権藤登欝雄︵日本揮発拙︶︑

︵中国鑑力︶︑降幡武︵住友爾

ノジ⁝！多〜5多多グ彗萎一〆ノノノ睾⁝！葦一

を解明するため︑松代二型を利用

研究霞的は︑地震時における原

注嵐されている︒

麗警れが暢で奮︑この試三雷離心も麺嘗劣実

よいよ九月か6灘然櫨震利用によ

まで予備誠験が完了している︒い

てに建識され︑本年六月から八月

小町八六八︶には︑実験施設がす

一︿一Ayーーー塵一

この研究のために︑中部努力の

に爽り出すことになった口

央研究所は激詞で︑本格酌な研究

子力発魁︑蹴源欄発および鷹力中

部電力︑牛沼電力︑関両蹴力︑原

から婁認されたが︑このほど︑中

塒牲に関する研究漏を科学技術庁

よび醍弊習の地震時における振動

して﹁捻子炉魔設の建物・機器お

度の聖子力平諏恩讐研究婁託費と

中央電力三社などが共同で

本態的な耐震研究

十三に碓京で開かれる脳神経外周

ったため長回漕の照射が覆髄なく

し︑しかも中牲舞舞の低い炉であ

照尉蔚の継備に掴当の隠臨を費

謎練達の原子炉が使われたため︑

鵬中氏談今圃の冶療では教育

学会で明らかにされる︒

患者の経過は良好

灘界でも靭の事鯛

東大脳神経外科

さる八月二十罠︑冶頭部にでき

ホウ素中性子捕捉療法で
増え︑極めて健康状態︒

中電島根発電所の
建設準備工事進む

友電工︶︑縮菓栄ゆ︵臓立造船︶︑

林薄︵三餐潰工︶︑法嚢四郎︵住

代表団の顔ぶれ

団長
鱗
造
響
団
決
ま
る

上蹴道塗︵安田火災海上︶︑金霧

芳郎︵果薯︶︑片山三郎︵管河羅
トンで開催される︒会議はほとん

団畏男上玉郎

原子力を利用した際のコスト鼠

た︾この資料︑製鋭プロセスに

騨の根拠が示されているが︑結

の製鉄所は︑一購業勝蠣り平均

鍮はやや見避し明るい由︾西独
ρ乗職︶︑龍沢正雄︵原
研︶︑大山彰︵鷹燃︶︑

で︑口恥生鷹照は年聞約

工百万

関隅勉民︵開銀︶︑柴田

沖︑ここで必要な紛

︵源麓︶︑右小照尖︵闘︶

︵臨士殿機︶︑末田守

︵宿取電力︶︑吉見宏孝

菱原子力︶︑細田正勝

︵目立︶︑繊須鍵班涛︵三

人︵闘西冠力︶︑綿森力

工昌一︵日立︶︑土醗野

橋敏行︵丸紅鰻導ヨ︶︑篭

嵩家秀弐︵善北磁力︶︑筒

水勝祁︵三達子力︶︑

二三男︵中部電力︶︑清

薪関英萌︵三菱繭堺︶︑申三世

陸鑑力︶︑鳴瀬泌正︵鰹井物麿︶︑

寮溺惑︵閲薩電力︶︑村松多駅

発︶︑冨臨欝八郎︵三井物産︶︑

明悶輝行︵東北職力︶︑

夫︵曲凍製俺所︶︑下坂外次︵北

翻団畏 ⁝本三珠鍍
顧問 蟹像英二︑田中好雄
パネリスト 青宋敏男︑籔付顕
団交

阿酪要︵四山篭力︶︑阿躍弥之助

このほど悦聯繋の西独アーヘン

懸
日本原子力勲業金議は九月十九

どのセソションがパネル溺論会形

工︶︑川口啓造︵動燃︶︑北撫沿
日午後三時から︑集駄・丸ノ内の

式で行なわれ︑日本からバネηス

査鋤の蝋行二十二人︑報道腿偲視

漕及センター︶︑松塞帥夫︵電
日本工業鎮楽那で︑第四画﹁胆界

フォユフム套梨護会﹂︵近︐とし三沸体金轡魏L算
上五郎委員長︶か一開き︑同大会参

穿田の一行六人が加わり総欝七十

調血研の期捲は大港い︒
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原子騨から発益する中性子を照射
なお︑照射羅など披術附な闇題

滋ズ

慮纏縫灘鰯劾

するとホウ誕10が放射性リチウム

露る七月に影野した︑中冷雨薄
絹根原子力発難所懲設準備工事は
順調に進み︑今劔十二月には進入
滋路︑トンネルも完威する︒

写翼は平中泌に面した︑仮設土

鏡中央都半婦の輪翁町へ︑工事用
遵路連絡トンネルが鵬来る︒

篇κ

上五郎氏︑﹁安全︑蘇認司︑コー 磯吉圏俊男
ドおよび規準﹂に欝木敏男氏︵蛍

俊男氏へ欝欝︶︑﹁ウランの濡要

藺灘力︶︑﹁ウラン灘縮﹂に書岡
両日は︑団畏に井↑五郎氏︵動

と供絵﹂に野村顕難民︵策承電

て検詞した︒

燃惣業繋響事長︶︑副瀕長に一本

力︶の四氏が出席することになっ

加代叢圃の編成︑臼鞭などについ

輪谷泌に癒した所に8WR型五

る︒

冨工一

松砥躍氏︵源電社長︶︑鞠問に憲

ている︒

代表団はパネリスト照人︑現地

像英二疑︵醸研理堺長︶︑田中
好難窺︵原子力濁次長︶亭遺出

議︑メーカ；︑繭琳会祇などから

したあと︑代喪団の継継に入り︑

各パネル討論会のテーマの難燃を

四十六人が参加する︒またこのほ

︵米凶︶毯加諸を奮め︑躍力会

得なった︒

丸払力塁称利隔凶際会議﹂と響は

四人が縄大会に毯加す剛節建であ

か︑同時期に原子炉多聞的謂謂調

れ︑米醐原野力ぼ業会講と同原子

るa

岡大会は正式には﹁一九六八年

賦か皐四賦までの蕎田聞ワシン

力学金の穿欄で︑来たる十一月十

γ

十万 K W の 原 子 力 発 躍 所 が 唱 来
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産

不可鮨なことではないと思う︒生

実験的にとりあげることは決して

よい︒この二点さえ解決できれば

㎎倍の鋳間を黙読力に充当し︑

理に霜げる原子力の配当離間の約

壷を多く評価して︑導通窩校の物

なわせて︑視密化を与える必要が

には実験観禦をできるだけ多く行

て実験象亀になり得ないのかQ
私はまず次の二つの原因を掲げ

ある︵ハ︶原子力に対する啓蒙の強

ることができる︒①放射能を出す

ことであるQもし理科憂欝センタ を守り制御できる態度を痛いなが

成して惣欲的な謙子力教育を進め

教科を設け︑談たR叉笑重重を完

蒙教脅を行なう必要がある︒次に

特に関する知識について十分な啓

要搬︑繕来の見逓しと安全雛の保

﹁原子力一般﹂という本校独自の 化一1原子力平和耕矯の現状︑必

ーあたりが︑このような放射能源 ら︑私は次の項目を化学教材の中

ている︒この結果︑趨校生の原子

徒一人一人に放尉能の艦険から身

にとり入れたいと驚えている︒

力に対する関心は学鋸の進級とと

め︵イ︶理科設備墓恥を改楚して設

下のRIが当日安鐡に入手できる

備の充笑を図る︒︵ロ︶規麟蟻以

よう供卦体欄を確立することが日

て映画数穏などの利用を霧える必

新され︑さらに当爾の即応搬とし

原子力は︑料学技術の中でも︑

要がある︒

るQ原子力教育は脳定的であって

し︑夢を喫現させる意歓に満ちた

髪

獺

影諺

帥の櫓膏と工炎が一溺望まれる︒

葛校生を教威するためには︑撤

諺

％

あっさりこの望みがかなえら

た人は御製知たろうが︑こうし

べれば︑蠣も広く悠々二軸心あ

順序を守って藁薦のゲートへ澱

ードを上げた車の列は相変らず

がら行列を眺めたが︑少しス

ごと賞坤に乗せてトンネルを抜

魚も見られないよ︒急ぐ人は毒

﹁臼本だったら追越しはもち

ぐたから仕方な

遡ち勘んは﹁税関までもうす

交通規羅をたてに取編るたけ

ければいいのさ︒﹂

での便用み済燃料の輸送の実情

愛しろ︑凶撮す行手には四千米

従って段々不安になってきた︒

見るとイタリー北都の平野が山

振返ってのぞき慧から後方を

と変な期待をかけてみたか︑結

い追越しをする奴がいるたろう

する︒もっとも︑今に一禽ぐら

からこの規則正しい行列に感心

へ移っていった︒ニトロや死の

ルプス越よりも日露のドライブ

て︑いつの閥にか払の恐怖はア

ロノロ運転のできる禦塗を知っ

カーも儀瑠もなくても悠々とノ

つまり私の栗っている死の灰輪

でわれわれは後続篇をやりすご

た︒税関赫の一寸ムいスペース

条件は日軍にとってアルプスの

灰をのんひり輸送で・撚るような

髪

灘︐
舞車のせいである︒このアルプ

綴醍

へ銭

ぽ

ノ

⑧

ぼ
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本州製紙株式会社

滋の入手が極めて制目されている

の讐理と販売の中心になってくれ

①原子の概念︑②アイソトープ

もに﹁平和利用﹂への開心が蔦ま
り︑三筆のAクラスでは半分近く

︵2︶の実験︒観察を強化するた

れは︑私たちは自校の範囲で鳶え

の覆面︑⑬放射能の概念︑④原子力

ヂ触れているが︑諏めて陪礎的な

の拡大ーー現行の摺尋塾頭ても私

は︵ギ︶源ぞ力購象の理科致材中へ

夫する必壇があり︑そのために

味と関心と穏婆を持たせるよう工

は︑生徒自身に掠丁力に対する興

︵1︶の学習電導裟領や数科雛で はならない︒偲来の発展を見題

庶策の三つに大別される︒豪ず

︵2︶実験・観察の強化︑︵3︶即 もっとも進歩発展の早い分野であ

学習据導要領と救料轡の改脇︑

のあり方を考察すると︑︵1︶

を暴礎に︑原石力時代の理科教脅

本校における原子力教青の経験

が羨慕されるQ

が﹁平蕪珊罵﹂を強調しているの

ればよく︑解決の見題しも明るく

根本的な方向に昌標を向け︑知識

の当用についての討議︑以上これ

の集積のみが結果にならぬよう︑

なると思う︒②は測定器である︒

る安価な装認を大愚に生薩できな

未知数のま豪でも抽象的にではな

らを級うにあたっては︑あく家で

いものだろうか︒一校では高価な

高校生が実験窒で安全に撫作でき

ものであるなら︑地域教育委員会

夫

く実験を通して理解させたい︒

芳

で購入し貸出すという仕組みでも

指導要領の改善を
平和利用の将来に備えよ

壁

広麗思立福山工業萬等学校

真

にもかかわらず十分な数字が行な

即慰した原子力教警が必要である

教諭
原子力開発陸墨の具体化を健堕

四
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上︑急なカーブ地点や長い懲線
路には待避︑待議せのスペース

ろん邪魔たと怒鳴られるのにし

る上に完全舖装である︒その

車とは蛍泥の達がある︒従っ

かし︑何十台というわが後続車

もあって追越し無能である︒し

いたら︑驚いたような顔でいっ

と運絋手氏にそれとなくつぶや

い位羅にある︒座煽の低い粟馬

て︑山路の崖衝りを走ると一寸

は隠遠二五㎡のノロノ遼運転に

た︒﹁そんなに憩いだって岡じ

た大型三頭の運転台は案外に蘭

隠︑はたと思い出したのが︑こ

した轟飛込台の上の心境にな

従い︑一台として追越さない︒

ことさ︒第一︑アルプス越の禦

トレーラーの運輿台に収豪つた

の﹁恐怖の報酬しという映画で

る︒隣りでは下手なカンツォー

﹁うしろには長い行列ができ

れ︑イタリー人の運転手と共に

﹁恐怖の報酬﹂という映画があ あった︒のろのろと勤き出した

ネを繰返しながら鮮かなハンド

たよ﹂というとニャノと笑った

薩察盤

った︒イブ・モンタンを死り出 頃︑私は濠ず殻初の行先がイタ

昔︑というと隼がわかるが︑

リー．スイス翼鏡のアルプス越

やれや

ルさはきでカーブを次々にこな

んで行った︒

したフランス映画たが覚えてい

して行くが︑その度に

を繰返すの

の峠であることを頭に浮べた9

はらはら

調子よく⊥据り恋願をしたもの

と

ログリセリンを運ぶトランクの

れ

いよ︒いつだつ
てこの辺は混む

を調べに繊かけん︒そこで運良

級の山々が夏なお雪をのゼ︑二

警に点々と後紬車が並んでい

千氷を越える隙豪でS塵カー 々の閥に消え︑曲りくねった道

局︑スイス・イタリー馴麗の税

ず
賦穫慧︑
罵

曝

に専念するドライバーの多い底
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