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ついては︑とくに放二線グラフト
が行なわれたが︑これについては

に関する技術者の再燃派遣の嚢請

れたもの︒病帳の交霊や共隔研究

の間の脇力鶏姦に駄ついて設置さ

鑑されたりム︐後の蝋闘鉦難鰍と如隅

ンなどのこれまでの研究経過が帳

ウノト︒ポリマーコンビ不ーシコ

いたハイロ︑ト規欄の照射捜術︑

四縦を継続笑施し︑それぞれ揖当

蒐罰研究については︑これ演で

た︒

ら︑今後の検酎謝題として残され

ての繍歎について︑線研高階麟究
所の沢梛所最は﹁従壌︑幕礎的な
分野における協力が主要な鍔鳴で
あったが︑琴鳥の委員会では︑と
くに双ゐで放嚇線化学の工業臨を

動燃の出資金・寄

付金募集始まる
潮力頬・核燃科開発事業団︵哩
事喪・井上五郎氏︶は十月二日︑
昭和四十三年饗業奪度における出

資金給よび直付金の募災を公笛し

纈の単位は十万円となっている︒

た︒鐸渠総額は二億円で︑申込金

型蝋汎ープ︵葉黛と為沸中︶とフ

酌ATR工聾訟藁薦屋の設讃婁
託U原繊︑一百乃円Qここには大

講難製野議玉

出資のほ塾︑騰間繊嚢紅藍が予

したがって︑今展の撮資と簿付

定されている︒

▽ATR閣係

次のと謁り発表した︒

する歌覇撰託︵八月︶について︑

①ナトリウム技術に関する国内

▽FBR関錦

甜の文献識汽11隙．噂力学会︑酉万

⑪α一γケーブおよびナトリウ

憂干一口

究雛東六︑ゴ青碧陽︑納珊来奪三

円︑納期場当三月三十 田
鋤急速戯巴晴過激沸騰現象の研

関する研究隻託釧癖人︑強七十万

働燃餅薇最用バナジウム舎塗に

このほどATRおよひFBR円
に︑関
納捌三月瓢干一日

動力炉・核蜘料関発事業駄は︑

BR業務委託発表

動燃のATR︑F匝ンとホ慶ー海ネ中ン︶トが︒据テ︐ス餐ト臨けルらーれプるρ︒川

て︑行なわれたもの︒

金募集は︑民閥撫資ゴ億円に賊し

昭和四十琶葬股は︑F呂Rにつ
いては実験炉の磨墨出講︑安全二

折および弊抹主要機器などの試作

千六苗九十二万円︑納納聖年三刃

料の興工聴住汐際チカ丁驚︑約三

開発零を中心に︑ATRについて ①二領域臨罫笑験とクラスタ燃
は原型炉の設削研廃のほか︑炉物

葺＋一日

年子月三十一日

月三→⁝欝まで
⑤ナトリウム火災モデ乃試験の

装原研︑七衝九十葺万円︑来郊八

ム流動熟議︐駄験累の建設議事観護

理笑験熔の酬究開発を進めてい

②冷却樗獲失鴫諾威伝脱失験
る︒このため︑四十三年農の動力

委託疑腺研︑蔦や省刀円︑納弼来

間題があり︑さらに蟹任制限の間

題も︑園家補償のあり方とともに

送の受取人搬澱︑警巡費任などの

要検附事項ての大豪な比震を占め

島の研究瀾発の結果が︑そのこと

び保障面溜体制をつくる必吸があ

る︒それが亙AEAの醸難詰置と ている︒

遣園は︑窟照の核物質の魑騨およ

に大きな関辿・へ一もっている︒聡先

月二＋五謡

恥急︑約六漁二十一一一刀円︑納期兼
炉開発に関する事業費は︑総額四
焦三月二十醸
十山億一千七繭七十⊥ハ乃五一†円
⑱的水ダンプ笑験ほ住凝原了力
︵課業隣全体てはヒ十億藏六十三 丁建︑七薗八十万円︑直書来意︸

万九千円︶で︑財憩としては政府

九月三十日からウィーンで

亙AEA総会開く

れた﹂と述へた︒

は︑とくにCEA彌から化学工学めざした開発研究の側面が強調さ

艶会︑放射線薦垂重合︑原子炉の

等が空な議絡となっており︑繊年

らを背難にさらに輝規テーマにつ

四目彗後ウィーンの本耶で開会さ

の飼一逓簡の予定により几黛萱

笛・︑二融通富恥塗は︑三十門塵で

を竃めつつある︒酷三鼎の査察賃

あり︑保障錯置のモデル協定作成

核兵器不獄散条約に関して︑IA Aの保隊措置を大いに促進するこ
EA事勝局はその準備を進めつつ とになろうQ⑳核耀発の平湘利用

害賠償に関する国際条約とわが国
賠償法との比鮫等について審講︑
検討を行なった︒

闘日は︑慣携局で漢とめた資料
をもとに︑事項別での国際条約と

て密議︑bが黒歯陣償・法と田際粂

わが国現篶賠償法との違いについ

約との違いから倹討を要する慣
項として摺擁された点は︑①原子
力睡臥②貰書論損警贈償に関する
娼羅なとが中心となっており︑そ

の他求償帯や過失相殺︑賄効期
間︑損憲賠償箔鍛証明潜の交伺︑
巨大損害が生じた場念の総懸の配

は至らなかった︒

7一＝

てのまと康つた見解を示すまでに

穣極性もみられたが︑懇談会とし

れ︑その騰り方の総革についての

をもつへきだ﹂などの葱見が出さ

た︒席上︑﹁婁員会独自の聯務麗

体系を中心とした審講が行なわれ

礎会の権限や所掌範闘について法

岡日はとくに︑現在の原子力委

に審講を行なった︒

ま︑厭子力鑑興会のあり方を中心

懇談公﹂︵塵長為沢広巳氏︶を際

錆五圓﹁原子力開発機関体制悶題

東京掌河町の全共連ビル会識豊で

原子力叢論会は九月二十七日︑

解禁二軸体制懇

り方を検討

委員会のあ

調和しうるものであれは︑IAE

いて換融を行なった結果︑新たに

れた︒

圃瞭活溌力機聞︵王ムEA︶の 誠ゐあけたか︑氏はその中で︑①

①オレフィン類の放射線共聡舎︑

な選捗をみぴている︒今回︑これ

日仏放射綴化学甜諭会は︑その第

②ガンマ線︑蹴子線および炉内放

る︒加盟国の腿同を欝た上でこれ

昨年に第︸嬢を開いた

二回左果年九月切旬パリで聞くこ

おぶび予算の増加は必要たが︑五

に茄議したい︑なとと述へた︒

よた︑

今圓はその第五園臨てあり︑田

とになり︑情織交鍵は︑従來の四

瑠湖報告に加えて二講ーズレタ

一六無以上のことを予側すること

問日は午後一一蒔開会︑まず離州

圃放射線化学語論会の闇解︑活規

i形式によって遡宜行なうことに 舎︑④やVC緻維に鮒するアクリ にメキシコ代表のサンドバル︒バ

は︑現在︑不可能てある︒保障豊

隠撮の測定︑⑬放射線グラフト盈

テーマの追据などについて討議を

ラータ氏み透澄した援︑翻議長に

ロニトリルの放射線グラフト園

﹃ぶ︑インド︑オーストラリアな

損審陪償制度検訓Aど︵座疑・擁

後︑集ゑ・虎ノ門の虎ノ門共済会

館て笛三圃会禽を闘き︑原子力損

なった︒研究臓の派濾について

舎︑の引当題が追加されることに

ど八ヵ園の代表か瀧醐された︒

引続いて蕊会は︑サンビア︑ニ

なった︒

賠償制度検討会

国際条約との
相違点で審議

行なった︒

事警護でもすでに検討を始めてい

権とジュネーブで浮礁中であるが

同研究テ⁝マの捜術的報鑑︑第二

仏双方から各三名すつが出煽︑翼

き尾

議雪毒になゆ漫ず
一回︑日仏倶互に会議を闘醒して

計醐の提棄あるいは研艶貴の派遣

月に締紬された原研と仏CEAと化学利用︑RIおよひ電了線を用 日本側に親任者がいないなどか

研難の撫進を風的として四十年ム

共同研究テ⁝マの技術的報儀に

くこと︑四半期報告に加えて三門iズレタi形式による二三交換を行なうこと︑などを決めた︒

尉線黙引合﹂なと四課題を共同研究として進めること︑第二同放射線化学講諭会を来年九月バリで開

プリンスホテルで第71回﹇放射線二字に関する田仏連絡譲員会﹂串．主意︑薪たに﹁オレフィン類の放

磁奉原子力研究所と仏原．重力庁へCEA︶は九月二十四臼から四繊問︑兎京千代田区塑河町の赤坂

書簡形式による情報交換も

共岡研究 に 四 テ ー マ 追 加

一

放射線に関する日仏連絡婁凪会の会場

なお﹁原子炉の化学朝用研究﹂

ンド御母甜長がス子ートメントを

野英一東大婦警︶は几月十八臼午
この後︑IAEAの＄・エクラ

圃となった︒

れで︑IAEAの加盟国は薦﹁ヵ 科学技術庁原子力局の﹁原子力

ぎヵ憾の新規雛盟を取認した︒こ

㎜は︑噺規に﹁炉内放附線の測定研 ジェール︑リをテンシュタインの
究﹂が追加されたため︑この中に
．含まれて服属されることになり︑
名目附には共岡研究から取除かれ

なお今回の四日闘の会議を通し

たQ
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技術開発で協力を
日独両大臣会談でコミュニケ
一︑原子力平和利用での協力を

する︒

情報︑専門景の交換について検討

綿︑海洋科学技術についても︑

区分不可能な非原子力事故に対す

損宙の範囲あるいは︑問接損害︑

①については︑損宙の定め方や

原涯︒

八日午薗隙産︑線源都会九隣欝欝

七田午後電力欝欝会︒

第﹇圓世界フォーラム大会代褒

健饗し︑原子力研究センター間の

るみなし規定︑敷地内第三蒼財産

分なども含まれているQ

での十日間︑日本を陥れていた

鱗磯的研究副糊︑核燃緋確保の長

四︑入手画讃な全ての科学技術

れ︑そのほか従塾員災賓や腺子力

等に対する考え方の絹建があげら

用能性について検討する︒

西独シュトルテンベルク科学研究

情報利用の重豊性から︑両国の科

ユニケを雄消した︒

大臣は︑わが国の宮︑学︑民各界

期政策︑エネルギー需要に言った

学妓術分野の中心風な情竪懸開演

会

十一蹟簸年緑配︒

原論年次大会︑釘﹇回準備婁鼠

キ．／グクループ九M午後繊麗︒

程二野藤織懇談会鯖四回ワー

R奮機器工業懇鮫会網縄部会

の要覧ふ科紫捜術分野の諸問題に

ついて︑惰黙諾換昂容易︑かつ強

各櫨原子炉システムの通用などに

団会合

ついて轍見を交換したが︑九月十

の段托については︑免識難山︑輸

船への遍用の闘糖などもある︒②

九田鍋島科学技術庁長囲︑シュト

二︑予占開滝についても協力の

の協力の拡充強化か必要である︒

去る九月十四日から二十三田ま

轟1＝

固にする︒

ルテンベルク科学研兜大隠吉の会
訣の後︑大要次のような共弼コミ

一
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A子力長期予想を発表
二十一 の炉計画を検討
画欧における原子力の長期 のに適しているかを助乏しようと

今後四十年間のウラン必要量も
欧州原子力機構︵ENE A ︶ は ︑

力があったことを慧味し︑フィン

り︑諏気昏．生痢水炉を供絵しょう

の噺闘は︑ソビエトの応札によ
入札者であったQ︑塗慾によると︑

Aは︑二つの入毛に紹した曙一の

としたAEAの提重は︑さきの王このたひのAEAの入化が一頭餌︑
五乃KWeのときと同様︑無泓にく︑二慾圏がスエーデンのASE
なろうことを予測していた︒AE Aのものであった︒

E・E社の受注量が増加
ニュークリアー・デザイン＆コ

ン社からの注文は繊力〜千団照W

八月二＋田にデトロイト・エジソ

二力合訓は三千五穏MWである︒

大形蒸気タービンで欧州一に
ンストラクシコン社によって建設

りの最繕であった︒

圓社がこれまでに受注した一瓢漁

ハートルプール原子力発磁所︵九 契約金独七画五十万㌧で︑これは

される英圏中央鷺力庁のウエ入ト

千哲万竪︶に︑イングリノシュ︒
エレクトリンク社は︑大型蒸気タ
このほか一九七一年までに︑同

・

・

またこの筒温カス炉の代りに窩

一

原産の原子炉三囲的利

の出現もそう遠くはない︒今か

遼増殖炉も考えられる◎白蔓炉

万木雄

まきト49

用調査団団になった

仁林

できれば多目的和用の調査のほ一

にはやし

岐阜で生まれて襯州で闘った

かに現在より経済的ですぐれた

﹁たしかに大変往謹が・⁝

ら検討しておかねは︑と続ける︒

﹁多囲胸利用の調査は︑窓口

観堰法︑ついで海水次水化の研

氏は帰島後︑東京圏畏試験所で

一7隣ずヤ

が広くて大変︒最年長というこ

ウラン濃縮払︑重水製振法など

部工蟻化学科を卒業︑同四月満

皿

・

曹

一

とで蹴長になったか︑どうやれ

究を手がけ︑千代田化工建設に

て見たい﹂とはなかなか怠狙

の廊現の可能性についても凋へ

は効率の良い調唐ができるか
で︑いま頭の中は一ぱいです

鉄中央試験．所主任研究員として

昭和十年三月目二目大学工学

撃︒

よ﹂と諸り始める︒たが︑なが

r⁝

年の研究生漏て培かわれてきた
未知への闘志と自儒がチラリ︒

凝血いくつかあげられている

頼もしい邸長さんた︒

試験所戯画課疫となり︑三よ二・

局主任技師︑＝十三年東頚工業

ついてた﹂と論る︒樗来原子炉

鮎んでいる︒一目は．人爵子夫人・⁝

は文学吏︑建築史など紘史ぶを

；

の多目的利用で有望視されてい

趣味は数聚鑑貞︑︐歩止Q最近

⁝⁝

．一

入ってからは線子力にもタノチ

入性︒十八年碗鉄搾順炭鉱討画

するようになった︒たから﹁私

?用法を︑緩い瞭期に実現する
ものと︑少し博聞を馴するもの

ーボ発電機二茎を納入する模様で

に大別すると︑海水淡水化は前

社はオーストラリア︑由アフリカ

ある︒これらは︑それぞれ︑餓力

年千代田化工建設調査役︒

過去六ヵ月に二白五十万囲ンの高

ビンを納入する予定であるQ

六六〇MWであるが︑これまでの 他の火力発屯所へも大鯉蒸気ター

即者︑化学︑鉄受業への利用箸は 個人としては︑ 掻見たいのは
米国︑ソ連などの鳳子力脱塩に
後者︒﹁団員の構成もこの二つ

英圃の発電所用のものとしては最

に分けられる︒たが団のこと必

るのは︑島温ガス炉一MHD発と一男〜女︒満五十七歳︒

出力変圧器︑継電器︑およびガス

第一に考えて︑可能なかぎり多

同社の語気タービン．プラント

くを濁興し︑わが図独膚の炉開

タービンの注文があり︑同社の発

力は七千MWをこえるものである 露藤関係の取り引きは上秘してい

は︑二十茎に達し︑これらの総出

ージ：ランドにも寛容圧フラント

カナダとのウラン供胎工匠につい

それぞれフランスと南アフリカ︑

り︑手続もはっきりしている︒こ

てはユーラトムは遍報を受けてお

委員会は南アフリカとの協定につ

定は蟹限内に煙新されなかったか

資の供給に関するユーラトムの規

なおフランス政艇では懐分裂物

用されない︒

て撫面の貿闘を提出したQ￡ECのプルトニウムは曜翼口的には便

を納めている︒

．⁝
⁝

電−化学︑鉄鋼業の組み妻せ︒

る︒三社が︑逸広一琿闇に行なっ
た工業用シェソト・ガスタービン
の取り引きはすへて外国向けであ

り︑その繊力蚤の総副は二稟質M
Wに達している︒

︵→・A︶

発に役立てたい﹂由︒

が︑岡社の蕪気タービン・プラン

設置出来る特徴を持っており︑今

炉︑高速増殖炉期すべての炉型に

のPWRを購入するようソ連の圧トはマグノノクス型改良ガス冷却

たとしている︒これは︑ソ連二二

れともわずらわしさを避けたかっ

Dの予測に付琶している︒

子力発徽についての最新の0欝C も大きな注文である︒

なお︑報岩鰹は瀬欧における原

らかである︒

を鍛も減少させるということは明

来るべき照や年間のウラン必要灘

換炉および嵩遠増殖炉の導入が

されているデータから︑新型熱転

の尋門寮が窪とめ するものではないが︑報省謎に承

陀︑今後四十年闘にヨーロノパで採用されると考えられる各種原

的役劇に関する翻NEAス タ デ ィ ・ グ ル ー プ

イマルタン︑原子

開発㎡訓画がヨーロノパで採用する

喋た︑この報告轡はどの原子炉

くみ取ることが出来る︒

ース拳考慮する隙の重要な示唆を

グラフからは笑際により複雑なケ

燃料再処理能力などの疑剛約な隅要予測を発菱した︒

子炉が必要とする天然ウラン羅︑濃総堀艦︑燃料製造施設および

これは︑同グルーツ︑が︑一九轟ハ

五年および一口六七雌にそれぞれ
謹とめた﹁世界のウランおよびト
リウム資源﹂︑﹁ウラン費源﹂を
茎調とし︑その後の発展に照して
改訂壁加えたものである︒報告潜
の中では︑二十一の原子炉引諏が

フィンランド園有覧二会おイマ

力計画を再度申比
ルタン・ボイマは︑一葎とたたな
ランドは︑謝翻を進めるよりも中

や同社はヨーロノパで鍛大のメ

仏南ア協定な
どで質疑応答

いては闘答したが︑カナダとの協
EEc議会 定についてはまだ團讐を準備中で

ンスは供絵された核燃料の査楽は

ら無効になっている︒しかしフラ

︻パリ松本駐在戯︼EEC試金ある︒
ではこのほどオランダの二議員が

ρ質問︶フランスは納アフリカ

オランタの第二発電

している︒

ては核螺料洪給周に定期的に通報

受入れているし︑その供給につい

と栗琳ウラン洪絵に関する独必の

断絃協定を編結したというか？

︵園答︶フランスと南アフリカ

盤入会︑取緬役社長内藤雅醤氏︑

前から迎いてわり︑結晶をえてい

給に嘉する仏・カプダ交渉は数駅

ては議解があるようだ︒ウラン供

丁授PG︵核電力グループ︶︵A

なお建設地はブリシンゲンかド

G農繁たはHTGR︶

一｝

蕩籔され︑鼠子計算機を用いて紬
論が出されている︒ここで欝欝さ

いうちに︑再び陳子力発電測画を

れている各種原子炉プログラ ム
鼓することを決定したものであ

また︑同社の高鷹圧継躍器部

中止した︒

は︑鍛近スコソトランドの最初の

で︑より広範︑かつ複雑な謝画の

ーカーとなりつつある︒これら超

四十万畔送躍網用に酉五十万壌の

は︑必然的に単純化されているの

大型タービンのうち五墨は︑米国

五〇万KWe発凱所に対する三る︒このため︑イマルタンは︑︸
九七〇茸中頃豪で︑化石燃料のみ

一部として便う場含レ蟹のぞき︑こ

つの入札があったが︑これを鑑月

ジル︑ナイジェリア︑およびニュ

継耀器を蔓注した︒同部は︑ブラ

れをその豪珠採用することは繊来

り︑契約高は二千九薗万穆で︑三

までに納入されることになってお

およびスウェーデンに一九七四年

秘果はむしろ当然とみられてい

に敏縛することとなる︒

る︒発設の何遇岡か前︑イギリス

換覆したことを説明して︑フィン

ランド政府は︑関係国であるイ

ないことは明白である︒しかしな
がり︑一つ一つのシステムを採用

イーク7

ギリス︑スエーデン︑ソ連のいず

ー！ーウンZ〆多萎⁝ノ！一
多 γ髪2ノ！萎ノノタノノ多7！

ち政府が米AECから購入して民 なおこんどの決定は︑米国の意

が秘鷺脇定を緬糾したということ

︵ベルクフーペル議奏︶

府が米AECから貸借して民間に米園は〜九六四年八月に成立した

については︑なんらの通報も受け

向が変らない限り継続されるが︑

ら核物質の完全民有化移行を実癒

民有化法で一九七一二矩一月一田か

ﾉ賃貸する揚ム慨は山ハ︒哨血％︑航駅

はいま︑この懸想によって来年度

賃貸する丁合は五︒五％︒税技庁

三十六年九月遅原子力婁要素決定
︵特殊核物質以外の核燃犠物質の

︻パリ松本駐在熱発︼ズランダ

所建設に商社が競争

の二番圏の原子力発電所︵三︑四

ていない︒しかし︸九六贋葬に仏

十万KW︶の建設については次の

すると規定しており︑その時点

長期の天然ウラン琴芝協定を紬結

ウェスチングハウスーーネラトー

︵同︶

シャルルロワ︵ベルギー︶走力

GE莉ベヒテル時ブラウンボベ

ジーメンス︵⑳独︶︵同︶

建設会社闘ペロルム笹V︵同︶

は？︵エール談β︶

の五︑電話集夙︵⑪7琶︶八二＝

住所︒束京都中央区日本橋本町三

政府は今年七月十五

リ︵同︶ASEA︵同︶

兵器拡散防止灸約の盗察との関係

この﹁シンポジウム﹂では︑核

︹解説︼

AEGロオランダ建設グループ

である︒その後EECの他の圏がム︵経水炉︶

り︑ユーラトムの規定に従うもの

したことは知っている︒この協定

せ︑全ての核物質の民有が可能と

予定されている︒

る︒

原子力庁と南アフリカ原子力庁が
万円︒

輸送シンポ出席で

なおこのシンポジウムには︑牟

南アフリカから天然ウランの徴給

田口氏のほか︑貸醗勝氏︵日本原
子力保険プール︶︑谷川久氏︵成

牟田口氏らが渡欧

七批か競争している︒

で︑わが国への影響も考えられ

の民閥人間でも交渉できることに

入や賃淡縮委託契約箸は日米両国

なった︒しかし懸隔の研究開発用

特殊核物質の筋有形態について
は︑明確な方釧が添されてなかっ

科技庁原子哨局の二曲譲長・牟

を受けでいることからみて独占協

ポジウム﹂︵王AEAとENEA

︵質問︶仏・カナダ脇定案と核

膜大学︶︑下山俊次氏︵原版︶ら
日までモナコで開かれる

上煩轄となるため米AECが難渋田口道夫氏は︑来たる十月七日か
ら岡ヤ

定でないことは明らかだ︒

していたためたが︑七月の日米原

﹁核物質の海上輸送の分野におけ

も交渉に応ずる用意のあることを

ECは少恩の特殊核物質について る第三者釜日と促険に関するシン

子力会談で話しが豪とまり︑米A

垂／多彩

が出翻する予定︒

た︒これは︑その取扱か肇務処理

は核燃料供給局を介在さ琶てお

なり︑米AHCとの濃縮ウラン購求しているが︑総額は約〜億四千

分として必要な予簿を大蔵省へ要

罠萄を認めるというもの︶と習わ

されたもの︒これでわが園では︑

羅務がなくなったこと難から措躍

した場禽の騨細な結論を示す褒や

賃貸は従来通りに
環として民間が必要と

して︑これを民間に賃貸すること

するものについては︑露霜が購入

発副画の

一施設十二・五万ドルを限度
原子力婁員会は九月二十六臼︑米国の原子力委畏会︵AEC︶
から入手する少羅の研究開発用特殊核物質の取扱いについて︑
﹁購入による揚合は民闘が契約漫回者となって磁接米A湿Cと取

た国の曜日総く口研発に指定されて

いない勲中性子炉利用研究に伊さ

れるプルトニウムも含謹れる﹂
粕特殊捗物質の取扱いは︑賃借す

進めた結果︑こんどの決定となっ

の聞蹴︑核物質の海上輸送に関す

物質の堀上輸送に伴う第三省巽飯

︵非公式見解︶この問題につい

るものに限り︑従穿通りの方法が

たもの︒この決定によると︑罠闘

これによると︑少瓢の研究開発

対する癖題に讐えたものQ

引を行ない︑賃借による場合は政府が氷AECから賃関してこれ になった︒なおこの中には︑﹁嶽
を民間に賃貸する﹂と決めた︒
間府はさきに︑原子力餐員会の

日︑羽田発渡欧する・

の共催︶に出席するため︑十月四

いて﹂︑七月八臓決定︶に基づき

が貫鐵する揚含の限度は︸謹製当

連する実務的な握熱などの討議が

る保険の問題および︑これらに圏

決定︵﹁特殊核物質所有方式につ

明らかにした︒この慧向をもと

特殊核物質の民有化移行を決定し

とられることになったQ但し︑米

実施した︒これは︑米子の国内法

AECから民間が賃借を期待でき日から特殊核物質の民有化移行を

る︒賃借嘗金は現行通り︑了なわ

たり十二万五千がまでとなってい

東洋エンジニアリング︵株︶原
に︑その後原子力委員会て検詞を

七月十五日から実施したが︑少照

ないプルトニウムや︑漏合して襲

改正や新考氷原子力協定の成立に

筒っている︒

の研究開発胴特殊核物質の取謳い

よってβ幕政荊の蒋殊核物質驚異

と︑原子力局核燃日課の心当富は

については﹁別途﹂定めることに

いる濃総ウラン等であって︑特定

越水共同発躍︵株︶住所変更︑
るい・これに反bで棒状プルトニ ドバルドが菊力︑発注は年内に行
なわれる予定で︑運紙開始は一九
噺住所1菓京部中央区銀座七の三 ウム虫給契約の星野は聞西かに迫
っているようだ︒この後蓄につい 七三年︒
の五︑田軽ビル

総舎研究など国が強噛する研究開
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塩技術﹂﹁研究開発し﹁大型脱
輪プラント研究の応用﹂﹁原子

十一月十八日から二十二賑荻
てマドリノ︑ドて開俊の遺記シン

体﹂の十のセノシコンが聞かれ

力脱塩の経済盤﹂﹁農工複食

累神戸研究所の松原技師がhフ⁝
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ポジウムの仮プロが届いた︒こ
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ろうとの期待たけての受け入れば
考えられないたろうしと語った︒

仏から熔接技術を導入
日揮が再処理プラント建設で
計は︑現窪︑フランスのサンゴハ

する等の鋼臨から・技術導入を謝

その後は︑十二月初旬から下旬

にかけて調整試験ゆ施設検査を実
施し︑引落き三月初旬までに出力
上昇獄験を行ない︑今無度中に試

話声蛎を開始する予竃である︒
日立車識会が再

このクレーンは︑﹁走行塔型ダ

はれ︑性能は七十五ナ︑旋回半径

ブルリンク式引込クレーン﹂と呼

作︑来年十二月末完成の予定︒

は工十五齎︑佳友機械工業が製

揖本原子力平和利用

1ーーム八ーー

奪

︑櫛

融惣48〜⑪

、脇，1き繍｝h犯

広囎獅鶴輔梶町1−16｛織最蜘

編捌〔67｝697a

子薫工場丁鄭剃i圃t罐，li塵胎獅5

名古屋営繋膠腫〜11ミ㍉閲ズこ豊町4−61

実現は国の決意次第
県議会調査団を囲んで
茨城原子力西栄協議会︵会長・渡辺冤造氏︶は九月二十七日正午︑水戸右大手町の西洋鍵で︑薄処
田本揮発濾︵社長・権藤登醤難

ン社︵SG釣︶に依凹きれ︑艦め 状と将来﹂と題する総合報告を ︵二＋一︶︑イギリス︵十一︶

理問題調査のため︑このほどヨーロソバの原子力雁設視察を終え鼎国した茨城県識会派遺の﹁原子力

られているが︑凹本州冗曲はSG

一麗胃＝

たろう︒原薩の﹁原子炉多國的

；一＝

一︵五︶︑西独︵四︶︑日本︑

二﹁＝

利用調査団﹂もオブザーバーと

一＝顧

スペイン︑ハンガリー︵各三︶︑

二一冊需

け関係にある︒したがって︑再処

この技術導入を認める醸酒を固め

繭二潜層

して参加する︒
一二＝

所サイクル﹂﹁現行と将来の脱オーストリア︑イスラエル︵各
＝

ナルおよび炉察プールの浴接部の

理丁携の建設にあヒっては︑田本

揮発油が為利な地位にあり︑こん される②隅ふし轟く轍の溶液︵励

欠廟検斉︑第︸︑第ニカナル下へ

SAF︶とフ雪ルジュ︒もの︒とくに再処理工揚の論叢暴
準は︑笈全性の繭から悲巾に厳し

ンレス︵炭累醗の少ない︶挙使用の水抜き孔設置︑炉下蜜芙井への

酸簿︶が沸れるため︑獲質のステ

た︒

日本揮発出の技術導入は︑フラ

ェンヌ︵

ンスのラ・スー13ル・オート・シ どの溶接技術の導入に軍記切った

エ・アトリエ・ドーダンクール

めることになった︒

十一月末に修理完了の予定

とんど不呵能で︑醐偶勅概が要ふ

︵FAA︶の二在から︑再処理施
く︑①臨放射誓のため︑修琿がほ

讐関係︑SAFから機器関係の溶

その囚容はFAAから主として紀

設の治接技術を導入するもので︑

ソ連︑フランス︵各六︶イタリ

圧︶は八月や六日付で︑政府に対

井上科捜庁次官は﹁今圃の視察

行なう︒以下﹁大型脱塩プラン

して︑再処琿プラントに関する欝

トの建設︑運転の経験﹂﹁醗究

を隔催した︒この慰労会には艸上科学技術庁次窟︑田中原子力

ヤリング会祉として︑同祉の下請

N祉の擢熟する臼本州のエンシニ

慰労懇談のつどい

接技術の導入必串下していたが︑

成梁﹂﹁原子炉﹂﹁脱塩と発電

施設調査団﹂の

元の関係着など約五や名が出席した︒とくに席上︑再処理癒設の受け入れについては︑岩上三歳が
このほど︑外療塞議会絆事会では

力してほしい闘題だ︒﹂と述べ

圃の報告欝の結論を期待してい

でいる︒

から再処理施設の闘題に取り組ん
接技術となっている︒

ゆM→臼 第一力ナルからの漏水

ナル︵炉心から約二十拶︶に漏水個

茨城隈の日立市参会︵議長︑関

その契約範囲は︑妓術瞬報の提

所のあることかわかり︑さらに九

正男氏︶は九月三十aの講会で︑

処理施設に反対
月四︑賀の両日第︸カナルにトレ

日本原子力研究所は九月二等七

たは敗糖権︑仏からの技術着三子 田︑撫力士銅試験を朗にして水漏

便︑日本における独占的製造格ま

ていた材料試験炉︵JMT8︶のーツー用の薬液︵ボリタリン︶を注
術者のフランス会貧における自

による技術指導︑日本揮発拙の技 れ愚発見︑その原因究明につとめ

入︑クロム酸イオン検出による漏

可決した︒

に反対﹂という決畿を満揚一致で

﹁核沼縁再処理施設の東海村設謹

滅︑環本揮発抽の再窯施権となっその後の状況について発表した︒

ナルからの漏水を確認した︒しか

水試験を集施したところ︑第

反対の理宙は︑①安金性と放尉

のが紅一点の小野山女史︒保守

フラノクライト

薫外線探傷｝灯

・慧瀦【〜犀醐鳩92b

○ステンレス材に対して応力，上聞腐食に
よる影響がありません。

本

局次長︑岩上茨城県知瑞︑梶山県会議長︑鎌田動燃開業醐理窮︑橋本原産代表犠任理窟をはじめ︑地

﹁いろいろな闘懸がからんでいるが︑感構をぬきにして考えたい﹂と述べ︑また岡田団畏︵隈議会の

いう期待たけでは受け入れられないだろう﹂と発温し︑非常に注属された︒

再処理調査特別委員長︶は﹁塘元は受身であり︑国の決意次第である︒圏がこうしてくれるたろうと

メソカである本県としては︑今回
た︒なお︑茨城県議会には本薙四

爆揚の返還は︑われわれの最も努

憲団︵圃長・愈田慶之助同講会議
の視察國の協力によって︑受け入
月︑再処理調査特別婁貝会が設蔽

にしているようた︒田本の原子力

畏再処理調査型鋼婁員会婁貴憂︶
れたい﹂と述べた︒

茨城隈議会派巡の原子力施設調

は︑超党派の議員で構成された︑

ヨーロソバ再処理施設視察 を 終

る﹂とあいさつ︒つづいて︑審上

され︑昭雁三十九年の反対決議を

え︑九月十二日に婦国したもの︒

知肇は﹁再処理施設の受け入れに

江田団長は﹁署長は︑衆議会を

一応タナ上げとして︑新しい立場

荻城原子力開発協議会主催の慰

ついては︑いろいろな問題がから

のことだったので︑われわれは

代装して白紙の態度で尉てこいと

労会は︑渡辺会畏の開会あいさつ
ではじまった︒渡辺会長は﹁日本
んでいるが︑愚憐をぬきにして考

と考えているが︑これまでPRが 長︵代理︶は︑﹁われわれはすで
の施設を視察し︑さらにモナコの

英︑ベルギー︑仏︑西独の四力国

えたい﹂と述へた︒また︑県会議

に再処理施設の設罎反対決識をし
海洋研究所も堅た︒団員のなかに

ては︑再処理癒設を受け入れたい

不足であったことを擶懸するQま
ている︒しかし︑地元の利益と中

の原子力メノカである茨城県とし

た地帯整備の進まないのが 残 愈

ている︒契約帯親は五卑︑対髄は これによれは︑水漏れ発磁後︑

し︑第一カナルのどこに欠陥があ

について学術的に解明されてない

能汚染︵銀水︑空気︶の危瞼除玄

カ

第三
一カ
FAAか＋二刀漏︑SAFが
＋ナルを除いた全カナルに水

るのかはわからず︑い家︑浩接部

欝灘縷鋤
分を巾心に欠陥検査ぷ行なってい

ると︑エンリコ・フェルミ発難

中Vデトロイトからの便りによ

を醐たし漏洩試験を行なったとこ
わが麟最籾の再処理工場は︑動 ろ︑漏水はなかった︒次いで八月

りこれの返還がされてない︑の二

③水戸対地射爆曝場が隣接してお

四万巧となっている︒

力炉・核慰料開発事某邸が獣城濠 初旬に全カナル︵濁世桝︑藻さ六

る︒と問鴎に︑これと並行して今

は食へることが大切た︒それには

し︑また地元の議奥もいる︒入間

は︑漁業に関係の潔い議員もいた

が︑高い次元で蕩えたい︒地備整

央の利張とは必ずしも一致しない

備もある程度進んでいるし︑安全

だ︒とくに勝田市と原子力機関と
の関係が薄いこと︑原子力と住民

性検詞も進められている︒また射

との親密慶が薄かったこと等が︑

地元の再処理旛設受け入れを困難

ては圃が地方住罠のことをよく考

どうすべきであるか︑各国におい

後︑十一月末完工を麟達に炉プー
政府に対して蜜全響蒼が牢番され験をやったところ水漏れかあり︑

ルモーターズと︑何もかもひと

所︑ローレンス研究所︑ゼネラ

︒東海村に建設の予定で︑すで談
に︑長さ約颪層︶に満水して漏洩試

入の聞題ではわれわれ地元はあく

つ︒

えて魯処理施工を設けている︒今

ル内張りの補強追加や︑第ニカ

濠わり大きいアメリカに︑改め

ーシー多

る彫響についての︑厳正な騨価︑僅

で︑いちばんビノクりしている

難し︑岡特別部会が讐申案をまと単に旗出置を規制するたけでな

を次のように述べた︒

めるにあたっての基本陶な霧え方

て驚いたり感心したり▼ところ

ている︒この再処理工楊の鮮細設 止唆なかった︒この結果︑第一カ
ーン

委員長から︑各専門婁員会︑部会
の活動状況や︑今奪度下半期の活

く︑海産生物を通じて人閥に給え

豪で受け身た︒国の決愈次第だと

ーーシンググーン多！一γン

役員など新人事を決定

動方針について報告があり︑これ

的な東北の町から︑いきなりレ

で大モテにモテているらしい▽

ディファーストの罵へとびこん

とくに招侍主のウすーカ：・シ

抱きかかえるよう

犠牲が来てくれて嬢し

スラi氏が

にして

とあるV帰国後はテレビ︑

ほんとに臨りまし

いと︑何度も何麗も笥ってくれ

た

たときは

とヒガム蕪も多い︒

やはり女でなく

ラジオから雑誌挫まで︑注文殺

ちめね
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こ凸・︑・

ふ山︑

つき状況の測定︑雑蕾︑放蹴の解析︶︑時聞分布分析用︵晴間的分布扶況の解析︶なども開発

︻﹂

放射線針測

い〆
ず きち

三主轍反応は完全

てアゥトプソトできる︒

プパンチ㍗等の入出力機器を用い

された結果がタイプライタ︑テー

これらのデータの統刮︑解析処理

翻込みにより処理させるQ以上で

躍し︑データを本生指令あるいは

タンを取りつけた操侮パ不ルを配

黄楊所にダイヤルあるいは押しボ

ミヨ

翫灘
曲謎
秘鶏
銀＆
砂翠
戴滋懸麺蘭淋帰
想濃満鯉
触射線測驚の中心は︑その員的にもよるが︑マルチチャネル波高分析器︵以下マルチと略称V

てある︒一般にマルチといえば放射線測定の蒙麗と薦えられがちである︒たしかにその使われ

はランダムな羅象の統計処理である︒従って放射線計測以外の応用も当然蓉えられ︑例えばP

方を兇ると放射線謙測が山門的に謂い︒しかしマルチによる放射線耳垂の爽体を見れば︑それ

HA測定の他に波形分析用︵生体現象の動作解析やエンジンの動作解析︶︑振幅分析用︵ばら

リーを禽む本体部に上配ユニットを取りつければそれぞれの統計解析が行なえる仕組みになっ

されている︒これらはADコンバータの部分を使用自的に応じてユニット化したもので︑メモ

ている．一九六六年鳶ろまでは︑マルチは輸入品が人気を蒼していたが︑現在ては優れた国内

チ雛龍機としての形態は全く祷し

めには︑バンクグランドあるい

れる︒醐糟度の測定結果を帽るた

ンド︶を伴⁝なう旧信号として得ら

に確準法則に従うランダムな系で

機マルチ︶達⁝囲発させるに至っ
ていない︒電騨機そのものである

ある︒豪た常に雑富︵バンクグラ

た︒これけオフラインの使用と違

製品も数多く︑急速に発展した網子翫算機との組み合わせによる各櫨のシステムを送り出して

いる︑

オフライン入力
用としての発達
︸九繍ハ噛ハ節㎞強．いでのマルヴは糊︑

行なわなければならない︒すなわ

だけでなく摘報処理ということが

って碍子譜算機に入れる紙テープ がただ一般の工業用電算機と異な
は二次反応による雑音情報を除ま
などの媒休墨全ぐ必硬とせず︑議 り︑マルチとしての機能をも挺せ
一た讃郷凝で︑いわゆるオンライン しなければならず︑単なる測定
マルチである︒現在このシステム

の為速化および憎報三四機能が放
射線諸測において電饗な要素とな

満

蕪

翻辮

は酵しく︑従来の︾線スペクト甦

る︑特に蝦近牛誕検出器の進歩

の喉てます嘱す賑要視されてい

縛のしめる役鋼は高精展︑簡懸蔑

研でもこのシステムの灘入磨強く

るようになるたろう︒原研や放曙

まれており︑今後各方面で使われ

ンマルチの屑途には多くの夢が含

か︑阪大︑京大などでもこのシス

希望しており︑筋記の象北大のほ

テム糠入を実現しているが︑目下

こ汽は険出鮒物腐の工不ルギーに
対する高分解鮨に起明するが︑こ

このようなわけで︑海外からの

準備中の大学も多い︒

メトリ⁝に大変革をもたらした︒

れが放射化分析にも画期的な変

が・一︑二の例を除いては国内メ

売込汚も酒発に行なわれている

革愚もたらしつつある︒特に最近

る7線スペクトルの解析﹂は一

る︒この手法を電出機マルチにて

ろう︑

Oh

σ
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q圃顎二巴

95峻ぢ︒胃ρO弓︒憩彬

○︾

仲弓

にこれが鍍及さaるようになるた

もなき汽ており︑ム︐後は広く憩速

ムを運用しようという雛輪や検認

線44糾箸の迅巡分析にこのシステ

なお︑腱追丁にい一︒いても︑各署

化されている︒

れはンステムは同じで一段と小形

二三機マルチが発曳されたが︑こ

いるσまた澱近四〇〇〇チャネル

二︑三の大学に納入︑気茄ほいて

ーカーとくに東芝が東北大のほか

東芝から発露された﹁園圃畿によ

段と．ての聞殆を進めたものであ

四〇〇〇チャンネル竃籔機マルチ

翻

いは脳波3一の波形解析を筍なって

の︻部︵東芝USC13形︶

TOSBAC⁝三四〇〇を使用したオンライン・システム

相関関数あるいはスペクトル密度

診断することが︑一般化されてい

処恕すれば︑面々の元粟磁が灘定

るが︑これは病院等においてカル
テ整理のファイルシステムと心逸

終了後︵劉えは試得に中性子を衝

ができるのである︒

るQこれらを実現させるためには 箸の謝算を岡隠並行処理すること
単能機マルチでは不足で︑計騨機

処理され︑これら部門においても
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機関では︑放射線発生装鐙の増

のずミひ

懸巣所︵二七％︶︑その他で

加が著しいと思われる︒

リロ

は︑七職業所中二画業所二八

り︑これに伴って利馬形態の多

および数雛の増撫が中心にな

罫

％︶が指摘されたQ
μ技庁の調べによると︑R工

爵
召している所は纏理面の不備が

にではあるが年々増加してい

・放射線機羅使用欝渠所は徐々

毘禦

のうち︷○二事業所︵六九％︶

圏立ち︑検査した一四七欝欝所

のうち二〇饗業所︵五九％︶︑

様化︑複雑化が一興進展すると

轟

〜

砥

帖

一

@

v

⁝⁝

回

爾

毒

十條製紙株式会社

てのデータはそのま濠低にプリン 算機のメモー3に郎接鋼驚データ遊

の処理︑講亦などは人融が行なわ

ンラインデータ処理を行なうとと

は菓北大学理学鄙で︑﹇二〇QMe
ちAD変換器の腿還化︑憎報伝送

V粒子加速器︵リニアノク︶のオ

もに︑その解析︑研究をもあわせ
て行なうことに使用されでいる︒

プロセス鋤特性の綱査同じこ

単能機による解析から︑計箕機を

これは TOSBAC⊥二四〇〇

を中心としたシステムでなければ

においても︑オンラインプログラ

闘籠
の内訳は①場所

0田口融戸〇
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は白面に必要であった標準試料

ω㊨もゆO

トされる︒さらにこの手法の強み

撃後︶短時間に同時にデータアウ

とがプロセス動特性を調べるとき

中心としたオンライン化が実現さ

のみならず︑高精蔑︑嵩遼肢現象

ムを実行中これと全く平行してプ

れはじめているQ

ならない◎これは謹た放射線測定

においても荷効である︒朗翻した

ロセスの生デ⁝タを収集し︑計興

や︑組成の違いに紺する更正など

圏⇔OO冠OO弓OOり9θ㊦O

は全てプログラムで規恪化てきる
一方︑元素分桁の中で放置化分 ことである︒このようにオンライ

化分析への応用

注目される放射

ようにマルチは統計処理として種

医絹部門でも震聴闇で梢開関

処理を行なうことができる︒

数を得ることは践用部門において

々の用途が考え出されている︒た

の鷺峯謂箪機にDACが取りつけ
られたものである︒DACとは︑
例えば入力パルス波篇値をAD変
換した後︑プログラム押手股を講
ずることなく臨接謝算機の主詔蛍
袋鰍ヘデータ転送させることがで

収集が行なえることは二間的に密

とえは振赫現象の解析で筒速摺報

も行なわれ︑たとえは心電訓ある

﹂
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近年︑放射性同位元累︵R

この

より︑同一事業所内の利用核種

る︒しかし今後は群業所の増加

の線盤率等の測定②被曝線搬の

不十分な所が多く︑三四慣業所

轍鮒機関では︑施設︑鷺理面に

業所は薄濁な伽びを示してい

工︶や放射線発生装罎の使絹商

と所持④健慶診断⑤認帳糧務⑥

研究機関では︑罠閻の研究所に

Rl事業所は千五百四十に増加

多様擁する利用形態

るQこれは昭和三十三年度から 測定③詐可・贋出なしでの託言

る放射線障笹防止法の施行状況

毎琿︑科学技術庁が実施してい

調査や︑放談盤同位元姦協会の
放射線利用統認にも現われてい
る︒それによると昭和四十二年

に比へ一一五件の増加を示して

度は︑〜五四〇件と軍戸︷隼度

劇論施設⑦主任者の未選出⑧霊

は比較陶閥題はないが︑大学附

いる︒

準︑などて管理蘭の不備が圏立

思われる︒従って昭和四や七郊

威施設鼎予防規定⑩梗用の塁

癒研究焼に教爵機関と河西の傾

これに対し︑立入検査は瞬年

っている︒

られている︒また機関剛の見止

頃の使用事業所は二千程度と見

度と同様︑過去の検査から一一了

四年経過した事業所に薦点をお

四撃渠所︵四九％︶︑民闘企業

向にあり︑六九事業瓢のうち三

︵

獅：聖都中央【些銀麟〔3〜4

トアウトされるだけで︑それ以郷

なければならなかった︒チャネル
敏の少ない場含には︑何とか人問

かデータを処理できたのであ る

ータ数は膨大となり︑またチャネ

が︑飛躍な喫験影行なうに従いデ

ル数のかえるに従い人間が処理す
るに㈱手におえなくなってきた︒
〜方電ッ＋議鐸榔が酋及するにつ
れ︑灘野駆紳を調子酎算機でとい
うんえが強まった︒現在のマルチ
は︑小形マルチも含めて躍算機入

きるi一すなわち主記憶U籏澱と
外冠ア二一スとの聞で蔭接傭報交
換を行なわさせることができる装
課で︑これにより速度的にもソフ
トウエア的にも従来の工日用計算

てもオンラインプログラムに猛

これを機関別に見ると︑隆療

しは︑罠間企業と医療機関が中

った︒その織果倹査官が︑こと 機関では︑放粥線発生および照

では︑施設︑霊鑑面とも闘題は

き︑三六﹁璽蒸所の検査を行な

と 射装灘を使用している所はそれ

塩化ヒニール
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力
ことができるものが多くなってい

力層の紙チ：プなどに打ち繊 す

る︒田誌源子力研究篤では︑ 単
くからこの方法虜濡用し︑電算機
と綿み禽わ辺て各輝研究に役立て

現され︑オンラインデータの解

機では実現出来なかっ紀機能が実

析︑研究・制御で非常に有効なシ

現在オンラインとして次のよう

ステムとなった︒

な使われ方があるQある笈鷹の運

それでは囹内で実際に使われて

つく︸次元解祈あるいは灰元解

周題あり

・私

お広蜜疑
禽傘鋏

子

原
ている︒

オンラインへの発達
核物輝や放嚇化享などの棚％
で︑聴密な実験デ⁝タぷ纏るため

入れ︑プログラムに従ってぬ接デ

意中あるいはアイソトープ測定中

構報処理︵たとえは脚数機能のと

のアドレス︶として摺い︑必要な

応番地︵たとえはADC出力をそ

DC出力︶を画接主記憶藻蔽の滑

各櫨 幽 遮 情 報 ︵ S S D 出 力 と か A

における全くランダムに発生する

ータを解析し結梨を得る力法であ
る︒

現在間内メーカ←︑﹂は東芝がそ

の開発を進めており︑既に二︑三
の納入実蹟をもっている︒

オンラインマ

ル数のふえることによるデータの

いる現状を見てみよう︒国内て初

析などと圖時論報処理を行ない︑

の大小を闘bず

心となり︑とくに駝閤企業では

まつ白な紙です
重ねてお書きに
なればそのまま
美しいコピイが
できあがります
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した指摘ものは︑﹁八七箏業所

7

76

には︑三編のチセネル数︵二 〇
〇︑四〇〇笠︶では不足をさたし

ニウム半導依検認器が開発される

できた︒特にγ駅測定用のゲルマ

に及んで︑従来のシンチレーシコ
ン倹出器に比して十数倍の堅い分

解醸が得られるようになった︒こ

の捗劇画データ上に硅かすために

は︑騨二八OOチ静ネル以上 て な

きにはADD11︶を施して格納

瑠大と︑節座にその結弊を解析し

は︑昭和四十二隼二月に東北大学

めてこのシステムが使われたの

ルチの用途

て次の実験に皇映さ翌隠いという

状況を逐次ブラウン管上に或承さ

装置の運転状況あるいは咳反応の

いといけない︒このようにチ瀞︑ネ

ことかる︑従来のオフライン的な

る○これは︸で︑れ肇でのマルチの概

に納入された東芝製の藻置であ

する︒これらデータ格納中におい

機梼と結びつけて︑紺瞳に紙梁炉望

せる．これらの操作指令のため︑

表

10

その徳30分撹類

策東蔀千代田区有搬町1

スチロール
セメント

電気イヒ学コニ業株式会社

アセ予レンブラノク

1，騒⑪

9喚

ユ86

産業界竃も導入の傾向

念をからりと変んだもので︑マル

メラミン
サルマリン
可窺剤

署罷二卿：幻

ポバー レ
クロロプレン

一…｝

｝

鍵

3（蛙

145

531

16

39
74

4

磁
駁

㎜

4
3

ユ30

54
14
28
526

言1

48

2
13

49
19
33
13

ユ3

合計

1

26

13
165
30
62
10
3

7

129
102

カーバイト

鳳

3

542
234
293
134
61
134

合

影生活麟を瓦韓ぶ

7

その他

ユ2

8

4

23
46

民聞企業

研究機関

数育機関

医療機関

⊂＝⊂・〈該燃こ・（篇
＝〉コ⊃麗・Σ⊃篇Σ⊃ロ｝⊃躊oOOo⊂【⊂【・誕qα
D＝・＝

溺算処理から一塑進め︑軸簸罰算

得るオンラインマル乎︵即ち竃舜

弥

@
北海道地方
@
象化地方
関東地方
@
申部地力
近幾地方
中濁地方@
四国地方
@
九州地方

●」砂。・し。，へぐ●亀ら9
㌔。
6◆￠．響騨脅．
．㍉eへ
．・．曾璽・．・●辱・
へ・噌鞠凶・・
・●・・6．亀

解析の手法に画期
ゆ

㎜

瓢

置＝
寓 ＝

＝＝ 篇 篇
＝

＝ 取 ＝ 躍
嬬鷲
嵩篇
＝電
罵

（4）

第445号
第「≡稗揮羅便物拶可

蝉
昭和43毎雀○貝3B

一第446号一・
照暑嘱3年1G月10日

開発
勤
鵡網

﹃
＝＝

年の成果を
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回﹁報告と講演の会しを開催した︒これは︑鋤舩禦業団が昨年十月二野に発足し

上理購長の開会の

行政面に隙路が
滴 成 氏
つづいて︑総理報告として︑浦

︵関連配鵬・は幽晦薗滲照︶

薫嚢な尚題と考える︒A田逸に

麟

ついては︑現段階で︑起たしく運
れない限り競争に間に合うし︑星

困難を感じたが︑ここに満︸周卑
況扁︑今爽矢材副理事長が﹁核燃

てきる︒サイトも敦賀地応を鍛適

＼

客∵

堺

開発箏業醐の理聯

動力蝉・核獣牲

は︐主として核融合研究に評点を

一︑ソ辿のクルナセトフ研究所

用しているようた︒ウラン濃縮で

溜めており︑箇除協力を狗効に利

︑凶独は︑麩礎捌究を懲笑に

明倉百銀・策芝の歴史

明日をつくる技術の寅芝

は独自でノズル法の研究を進めて

的な取り総み方には驚いた︒発電

おいているが︑その大規模︑本格

〜葬中小企業庁謝颪鄙長︑困十二

年承工莱局次長を解任︒五十歳︒

放射線安全課長

科技庁原子力局

に児崎氏を発令

科学技術庁は十月一日付︑原子

力局放射線安全課疑・出中口氏の

の後任に回生漢医勝局総務課長補

彫盆省目深を発するとともに︑そ

の昇任を亮令した︒︵児崎疑の紹

佐・目窪冒夷︵こさきのぶお︶民

介は次号﹁ひゆうまんかうんた﹂︶

○振興局長に昇任させる︵特許

▽科学技術庁辞令︵十月一日付︶

⁝諜

魯趨

長・井上五郎氏

と海水脱塩の二璽團的炉BN−3いるようだった︒

望遠増殖炉開発の情報交換が合意

記癌愈兄し︑﹁高

され︑動燃黎業囲が爾本側の当箏

て︑日本の貸主技術および科学技
術振興のモデルケースとしたい﹂
と強調した︒

午後からは動力炉と核燃料の二

の発表が行なわれた︒

部門に分かれ︑それぞれテーマ別

通産省公益事業局

長に本田早苗氏
通鮭欝は十月一華伺で︑粁上廃

承認する︵振興局長︶谷敷寛︑O

庁総務那疑︶佐々木学︑○辞職を

縄︵長宮寓房参欝窟︶小池正忠︑

氏の解佳に伴ない︑公益箏黛局長

の野旛を発令した︒華工簗渦次長

に本田早難生︵二藍工業局次畏V

郎︒

鴨
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せる︵謝隅局調査課長︶小田五

長︶下邨昭三︑○通雇備に出向さ

︵難産省佃雷通産篇公益塞業部

○計難局調査課長に紙任させる

昭和卜四隼東大法

局経済協力部飯︶が轟任した︒

後任には山下英明氏︵荊貿易振興

本田氏略歴

学部敵治学科を卒芙後︑題麗雀総

務課に入る︒三十年同省金融課
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⁝コワルスキー博士講演会

﹁発電炉系の選択に際しての暴準について﹂

記

塙

励

湘

⁝科環礁雛ズ載顯好勅鱒盤
一︑翫題

割します・来瞥出・
渥

帖

聯瞭繋

躍難

は︑十月〜日午後

をもってやっていた︒ナトリウム

する米A猛Cと動 来年磁壁に臨界とのことで︑白塗

50︵電気出力十五万KW︶は︑ 一︑さきの日米腺子力会談で︑

燃饗認識との協力

冷却の実験炉BR15は好誘のよ
讃になったが︑この内鞍のッメを

速増抽炉開発に関

について︑十月中

翻轄
馨
うだった︒

行なうため︑十月中に清成副理事

に清成副理箏長を

一︑仏C錫Aの聯鄙と会い︑蘭 長を渡米させる︒

一︑電発の原子力開発︑とくに

熱殺させ︑惰報交

評価検討を引き受けてもらった︒

速災験炉の安全性と設訓に関する

いう颪からは足非とも協力をあお

動力炉開発への進出については︑
へ
これが圃のプロジェクトであると

行なうしなと︑世界エネルギー会

近く技術者を疲仏させ︑異体的な

換に関する技術的内答等のッメを

議後欧米読国を視察したもよう等

ついて︑その星本的な考え方とな

一︑動燃饗業園への民閤出資に

の閾題として残されるたろう︒

ぎ占い︒しかし員体的な颪は今後

打識せを行なう︒

一︑モスクワで開かれた第七回

編成中で︑ヒル総裁は﹁いよいよ

一︑英国は︑原子力麗業界が再

について概裳次のように薫った︒

世界エネルギー会議ではソ連が︑

る墨環を︑いま︑作成中である︒

段階にきた偏と品っていた︒
出力六十力KWのBN⁝60最
0終の

ようである︒

護負抵行為で胸四曹四十億円︑そ

それによると総額は現金で約千

億六千万円︑頑

昂

押論轡．口窺礎遇矯羅琉

φ丈六ノニや一男︶

讐編畑鯉解薮鯉除毒に黙謙

このほか除子力関係のものとし

讃している︒

長︑四＋無詞鐸厩秘轡課長︑四十

うち一グループが近く発足するも

原研と動燃との研號協力は頭脳の

多

印化への愁舷と慮信を示した︒

休てあるので︑お互いに眉を艦み

詳細設認を発表︑高遼増殖炉の奨

一

一体となって︑研究開発を進める 財麓を贈憂して︑大切に計切に諦

価し︑蜜心してお互いが研究成果

挨拶する井上理購撰

心構えが必要である︒とくに研究

確保するというもので︑凸から日

かえ込んでし豪うための特謹をと

添には専売特許といって自分でか

科学技術庁は九月三十日︑各省

二長円︑影響負紀行論で約三二黒

のうち隙子力関係では胸歯噛九十

百九十億円︑債携負担行轟で隅隅

て︑外轟省が約

産省が約千六醤万円を塾齢してい

窯たこれに闘泓して研究職の新
栄技術情報流磁の促進︑牛田闘晃

る︒

めたい︒フ訟アな関係をつくっ

を謝し倉えるような協力闘係で進
るものは︑研究嶺岡志がお互いに

エクトの成功のためには予鋤︑マ 協力をうまく遊めていく根底とな
ンパワーなと葬常に多くの間題が

候補地として技術的予備調査を開

増敏しあって︑他をおかさないこ

始した︒四十四年秋原子力増員会

ある︒とくにわが国の単黛度薫製

産︑お金ての協力なとは鳶重され

とである︒田本では形となった財

鋤力

の打聞策とかいう問題は︑科学技

洞開発の概況しをそれぞれ報管し

のチェソク・アンド・レビュウの

術量本法とも関係かあり︑いろい

た︒とくに豊成副書曝鏡は
炉開発の発汗的な考え方

るが︑四十葺年度には癌工剛した

て︑﹁FBRについて︑実験炉の後︑安全審査を申察することにな

を述へ

団のプロシェクトは予簸より遅れ

建設は確実に動くことと︑期限に

るか︑鍛脳の財腔はややもすれば

ることが酔されないので︑科学的

ろ制約されている︒ここに集濠っ

なプロジェクト管理によって据嘱
い﹂と語った︒

瞬くみられている︒たとえは︑研

遅れないことを第﹇義とし︑あら

究成果か上って︑特許羅をとると

している︒またわれわれは動力炉

さらに碧雲は﹁新型炉の開発に
は不確驚要累が大きく︑はく罪な
資金を要する︒したがって︑期隈

を払わははならない﹂と語りた︒

民

頭脳財産の尊重を
像

イセンスの使鍾のために︑権利を

ている関係者たけでなく︑これは

ゆる困難を克服してゆかねはなら

ものであるから︑増殖性能︑経済

どおりプロシェクトを遂行してい
くためには︑現右の行政機稔の中

国罠全体の︑文宇どおりナシコナ

ない︒原型炉は実胴炉につながる

かを反省しつつ進めねばならな
性︑実用性等に重点をおき︑次に

いっても︑その特許権がクロスラ

ド・レビュウに履え得るものか否

い﹂と述べた︒

宗

豪た宗像英二原研理事長は﹁漂

るような思想かある︒これでは研

では︑特別の考窟を要する悶題が

子力開発と際際の役割﹂と題する

戚果を役立てようということに

究者同士かお互いに幽思の姻究

はなかなかなりにくい︒そこで︑

姻＋駆科学技術振興費

庁の昭秘四十四年幌科学技術抜難

科技庁各省庁要求の概要を発表

語概算豊求の概褒を兜表した︒
全共連ビルで盛大に開催された◎

雪穴十二億円と︑圏十三年度に比

周年を祝うパ

脇琴海業団の満

とくに会揚には︑鍋勧科技庁長窟

田一隆東電社長︑藤波収臨弼総裁

をはじめ︑藤波頗子力勧長︑木川

訳は次のとおり︒

へ六十二％増盈致嘉しており︑内
ら多数が出席し︑井よ氏︑木川田

μ学捜備庁

風嬢は最近の椰子力唱の動きか

戦鼓月九二人なと欝計園七五入︒

動力炉の開発︑科

氏︑両藤波氏らのなごやかな賦笑

円︵四士瓢年の胸九〇％増︶を嬰

ーティは十罵一語午後五時半から

年記念パーティ

動燃事業団の一周

悪隊膨︒湯浅依接ジ

開発路線は誕界のすう勢からも

トリウム冷却型を潔んだ根本的な

騰軽水冷却型を︑局速実験炉にナ

特別講演で︑﹁動賜古製団との協
る臼本の動力炉開発﹂について述
力についてはすてにスタートして
べ︑﹁日本がAワBRに璽水減速沸
いるが︑原研と動燃は大きな糧織

鞍懸騨覆

ル︒プロジェクトになるよう鍔力

開発が︑いわゆるチェノク・アン

のこ賂力のたまものである︒一業

﹁事業団の発足上覧︑いろいろな 成辿劇遺嘱kが﹁動力炉開発の概 本副置に定められた時期には発寒

あいさってはじまった︒理事長は

演の会﹂は︑

動舩肇栄団の飴一回﹁蝦古と講

ジェクトの勘速直弟炉および新裂転換姫の闘発について多くの関心が集まった︒

関係畜をはしめ次城限なと地方の関係者ら約四首人が集まったが︑発表てはとくにナショナル・プロ

て以来︑満一周年を迎えたので︑その成果を広く国蔑に知らせることになったもの︒単射には原子力

ル大会議室で︑第

動力炉・核燃料開発繋業団︵井上五郎理箏長︶は十潤〜臼午朗十時から︑東京・平河町の全二連ビ

地方関係者も多数が参加

回

驕㎝
淋8・5・

︑緋望

一

を迎えられたことは︑関係各方薦

欧米事情などで井上氏が語る

規増員勲求は︑面素省＝一〇人︑

蕪

な

密
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ソ連の開発努力に感銘
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毎戯木曜日発行

し

聞

丁

丁

いる︑
豪硫ているようだ︒

ときまった︒エンリコ・フ

エンリコ・

なわ︑わが繭と時を岡じくして計画が

フェルミ甥

名はわが圃より一足先きに

〜九五六薙︑時の大統績アイゼ

の穫を艦した

進められたイタリアの殴子力船も︑その

サバンナ娼

ェルミについては︑アメリカにもその名

えるにふさわしく︑かつ国民に支持され
親し蒙れる命名を期侍したい︒

マル
・

臨

c

鹸剛弾

の漫透

原研高訓垂耳所

所長になった

最近の

のように︑秣価を

タカフェスト

四や人︑期日

麟

已

鵬﹃

曇

．ず⁝

うちに放附線化崇の花が咲く時

⁝本紙では︑十月重工ハ日の
︐﹁原子力の屋を機に六爾構︒
旧成の特集葦葺弓を発行致しま

まで︒

定員封＝十入︑期日

⁝

・す︒ご稀望の方は原蔭広報堤

Bコース

皇紀所︑葉鷹襯鋤受勲所︒

円︑見学先穂原研間隔研究所︒

終十・月二十⊥ハ臼︑参銅加費置二千

趣味はゴルフ︑自動恥︑テニ

工藁︵株︶

一

一

含併で三井東圧化学

三井化学工業︵株︶︑簗奮圧

多／φ／多／ノ勿

事芙本震まで︒

なお詳細監事ゼは原薩サービス

央研究所Q

鍛大浜両発電所︑東汀レーヨン中

紐い︒満五十五歳︒︵M︒工︶

⁝
貝

郷がくる﹂﹁大阪研のやった棊 ⁝

氏は︑紹和十葎東北大学工学

尿素などの轟圧技術︑肥料の

入社︒約二十年闇アンモ︸コノ︑

や部化学工業科を卒業後︑昭躍に
タカセン

豪華欝鍵響のが理⁝

した理研嵩騎をきりもりする澤

ムネ露訳・イズム

灌

と呼はれるごとく︑山名︑地

従来わが国の爾船は︑海外では
．シノブ
名などの下に﹁丸﹂をつけた名称が翅脈
となっている︒庭くは成臨丸︑近くは田
瓢丸のごとき例もあるが︑ともかく商船
練習船︑調査舶などには﹁丸﹂を付し︑

研究にタノチした︒とくに昭和

躍かすまでに脅ってきた高紬棚
の放射線化学は︑殴猟的にも嵩

と

驚十⁝年頃︑川職工揚の︑大型

不凸実行の人

いうのが駈内の謙判︒今までは

く評鋤され︑注鰹されている︒

郷所長は︑

籏嫌さんの大きさにかくれて余

くり︑これが原子力分野に入る

離施設霜堕して︑終編

醗錘

羅

り鼠たたなかったが︑実は昭和

したがって外国からの技術引き

の副藤長となった︒い豪も多発

年昭艦の定年とともに︑高繭研

懸

漁・・かけにな・董壱集

四十年︑宗像さんの強い懇請
で︑籍歪曲號皿として昭和躍工

祉研究開発鄙次長︑四十二年原

研の客員研究員となりエチレン

合いも多い︒フランスをはじめ

灘

．
から移り︑わずか三年で所侵就
任という異例のスピ⁝ド出世︒

化を異現させるため︑一生懸縮

アメリカ私﹂の国際協力も毒気以

薙で中間規榎試験場憂︑四十二

の叢舎の隔発駕験に参加︒約参

・曽に努力したい︒だが︑これには

上のム⁝ドで総々進んでいる︒

﹁蘭所長の慧志を継ぎ︑工業

罠間会遇の漂い理解が必要で

蝉的に伸び︑これが第二のブー

﹁ここ数年︑放射線化学は語いる︒

試験場長と研究部長を兼任して

す︒ここでいくら丁ぐれた勢が
出ても︑企巣化は原研ではやれ
ない︒民鷺会縫の横極的な滲無

定員

非常に先証してきたので︑近い

卿によって︑用途開発などの企業 ムをよんでいる︒昭憩三十年頃 ス︒横療の蟹にいつよ夫人と 瓢
㍗化を進めてほしい﹂としきりに のブームにくらへ︑塁礎研獲が男︻女を残して︑高崎の独身蟹
強調する︒

際機関との交流︒⑦科学技術斤︑
外務省篤との連絡︒

原産︑原子力の日で

特別見学会を計画
日本原子力産業会議は︑十月二

見学会を実施する︒三つとも申込

まハ日の原子力の臼に三つの特別

Aコース

壁塗は十月十五績まで︒

翠蔓東国︵五八

︵株︶となる︑新住所千代田啓霞

●

ンハワーは︑米国鰐の腺子力船
に
が︑それにはこのような故事かあり︑帆
融から燕汽船への転換にもたとえられる
櫓とった原子力発蹴所がある︒

一方︑中戴人罠共漁國︵巾共︶の原子
のごとく防衛庁や︑

などが考えら

企纈立案︒②原子力産業振輿鍛の

定員貯四十人︑期日

Z一一一︒

が関三のこの五

こ〃

皆んなで考えよう
原子力第︻船の船名

望⁝今から醤享箭のある
日属︑ロンドンタイムス紙のデス

展⁝クは・蚕の難癖アイル
た︒派園置が〜致してその名を支持した

独子力船の縄止への靭侍がこめられてい

ランド沖で火災をおこし︑鵜縄沿彫監硯
ふじ

海上保安庁などの所為船はこ3篤をつけな

南極観測船

いのが悩例のようた︒

じられるものか否かは明らかでないが︑

鄭声
原子力第︻船が︑

力船は︑はたして蘭認の塩船と岡列に論

ともかく︑建造中の第︸船は︑
白鳳

ソ連の原子力砕水船レーニン昭の名に

のはもちろんである︒

据擢︑潭隼末進水した第二船は
横浜

かは勝として︑従来の発想法からは︑
むつ

総橘︒⑬総含エネルギー調質会の

C鵠ース

睦十月二十三︑二十四日︑参加難
纏︸万円︑見学先11龍華敦賀︑関

瓢断

滞曝︑彫

頒価2000円

く特男構演・シンポジウム・パネル討一会など〉

た︒だが閻もなく︑それが誤 報 と わ か
ついては︑いまさら説明の要はなかろう

男
下北

通論省は十月一田付で︑総禽エ

11十月二十四︑二十五日︑参加費

の原子力施設を中心とし︑原研東

罷八千円︑見学先n茨城県東海村

海研︑動燃策海那業勝︑漂蹴懸垂

子力施設周辺環境の安全⑪鳳子圏

力政策⑨瞬子力関係法況解説⑩原

発羅所とその立地︑が予定きれて

原子力施設見学会は︑講鏡臼程

いるG

終了後の十一月十五︑十六の旧蹟

所班と原醒敦費発寒所および関磯

行なわれる︒棄贈福騰原子力発蹴

美浜発艦所班のニコースが予定さ

磁接経蜜は主催者が負挺するが︑

なお聴講料やテキスト代なとの

れているが︑参加は寝冷︒

宿痕蹟等は受講暫負担となってい

熱鱗簸

日本原子力産業会議編

船に散助された﹂とのニュー ス を 受 け

り︑さらに︑その来船が当時 と し て は
が︑いよいよ竣工を闘近にひかえた西独

れわれ潤臨写が単純に解釈すれば︑罠声

オノト・ハーンなどの例にならえば謹た

れるが︑サバンナ男の方式やレーニン︑

﹁丸﹂であるかどう

金く風襲りな︑焔光がら黒い煙を吐いて
の

甥は人民の声に応えたもの︑象たはそれ

︵船は女性名詞であり鳳の雌で

新らしい湾え方で船名が決められても恕

しかし︑原子力船の誕生を迎え︑全く

いろいろな考え方もあろう︒

と考えられる︒おそらく中園では︑もっ

にならって︑罵罠一般から船名を公屡

くはある豪い︒南極観測船ぶじ﹂の例

さて︑わが麟の原茅尊爵︸船も︑いよ

と深い意味をもつたろうが︒

騒となったのだろう︶の名を冠したもの

磁鳳

と命名されたと低えられている︒わ

力強く進む船で︑その煙が火災と課認さ
少の説閉が必要たろう︒宏る七月︑八十

愚縞画したものであり︑第二船は︑霊鳥

については︑多

れたものであるとも明らかになった︒こ

ウラン核分裂の発兇畜であり︑康た放購

九才で氷眠L︶たオソト︒ハ⁝ン博士は︑

父﹂である︒

し︑ドイツの縮んだ偉大なる﹁原子の

性周位元素の研究でも世界的な名声を議

オノト・ハーン男

である︒

の米船こそ︑史上初の惹汽船サバンナ写

無数の帆船をあやつり七つの海に覇を
唱えていた英岡か︑この二品ースをとん
な驚きで趨えセかは慰陳にかたくない︒
西独が厚子力第一雛にオノト︒ハーン
の名を著するに当っては︑全ヨーロノパ

し︑餅せて隙子力のPRに役立てるとと

熟汽船サバンナ月はわずか三薦ニや鉾
の木造船で︑九＋馬力の小型スチ⁝ムエ

もに︑やがては全国各地を巡航するたろ

おくのも︑現在の日本にとってはきわめ

うこの船に︑暴民の親近懸振払えつけて

いよ来たる十一月二十七臼︑横浜におい

ごろの予定となっているが︑い豪︑その

て溜工の運びとなった︒進水は明年六月

船名はどのように考えられているのだろ

諸国の協力省にその嗣憩を求め︑一致し

は︑鵬ドイツを禽むユーラトム諸国が︑

た支持を褐たといわれるが︑その醇漿に

伝統に輝くヨーロノパの絶史とその技術

ンシンを積み︑二十九日と十一時間へ．︑大

れが海運近代化のために残した足懸は磁

西洋を横断したと紘えられているが︑こ

大なものであった︒米國ではその覧挙を

の段泌に入り︑瀬醜省としてもこ

＝凹需二＝＝＝輔＝＝需＝＝扁＝＝一＝一冊＝＝二一一﹁＝︻＝一＝

上で加熱温度が九醤五十展以上の

れまで以上総含的判断のもとに内

一＝＝

もののうち︑量澱が五颪ゾ以上の

くなり︑原子力関係の窓口をはっ

外の要請に対処しなけれはならな

欝一＝一二一＝一一

て為愈義なことたろう︒

うか︒わが關の遊船︑海運の新纒兀を迎

ｯ冒
に限る︒

きりさせたもの︒岡蜜は︑とくに
原子力産業の爵成を中心に︑次の

ネルギー政策繰のなかに原子力産

原子力部会の黒土︒④隙子力に撫

①原子力論理政策の基本方針の

業務を実施する︒

業窯を設置した︒これまで︑通薩

する幕内法令および壁際新霊に関

関する調査︒⑥原子力に関する飼

回︑

会か予定さ葺﹂いる︒とくに研修

今回は︑研修と原子力癒設毘学

なわれる︒

﹁原子力の日﹂一鍛行軍として行

てようというもの︒毎年

関係行政旗務の円滑な推進に役立

第二回を十︻月十﹁日から開催

原子力行政セミナー

が︑いよいよ殴子力瀦発も実用化

ゐ

繰康子力班でと・り蜜とめていた

省の原子力関係の仕事は︑総エネ

する駁項︒⑤内外の原子力二業に

出産雀

政策室﹂設置

﹁原子力産業

ものを処理することができるもの
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力︑工業力を講示しようとする願望が諸
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祝して五月二十二臼︑蟹海運認念臼として

厨圃︑

税制面から優遇措置
以内のものに限る︒

企業合理化促進法を改正
政府は九月二十七日︑原子力発聡機器賦産化を雄進し︑わが團原

数値制御穴あけ機11潔さが七三
ヅ層以上の穴あけを行なうことが

子炉メ⁝カーの国際競争力を強化するため︑企業合理化促進法第六

条にもとづ潔︑﹁原子炉蔽たはその付属裟照製造業を臆要産業に指

できるものに当る︒

自動船接機魏タングステン蹴極

定し︑これらのメーカーが原子力機器製造のために取糊する設傭に

を使用して不活牲ガス中で霞動酌

対して︑初薙度四分目︼の特別償却と三葎闇固定贅麗日二分の一の
減税華認めるし一i企業合理化促進払施行令の〜部を改正した︒こ

に溶擾を行なうもので︑溶接蹴流

科学技術庁は︑逓魔雀︑運輸省

一週間︑菓京千代田区北の丸公聾
の科学技術館で第二回﹁原子力行

および自治雀の後援をえて来たる
ポジシコナー11溶接に順いるも
十一月十一日から岡十六日までの

に制御するものに限る︒

および不活性ガスの幽間を葭動的

れによって︑政府は原子力野業沓成のため︑メーカーに対して税制
面からの助成策卒打ち出すことになった︒
の機械設備はボイラー製遣設備関
係で︑次のものである︒

ので璽騰が爾ナ以上のもの卒処理

することができるものに限る︒

最近の原子力開発利用の進展に

政セミナ；﹂を開く︒

子核エネルギーの話②原子炉の原

とされ︑講義テーマとしては①原

十⁝強豪でに秘殻庁原子力局詞査

る︒セミナ⁝参加希望省は十月二

は︑一艘行政職員約八十入が対象

大している︒この﹁セミナー﹂

理④放射線の利用⑤動力炉の安全

理と利剛③核燃料サイクルと偽処

め︑都道鰐懸や市町村の関係紙畏

齎で原子力知識の必要性は益々期

は︑こうした憶勢に附処するた

痒い︑各地方自四体でもその行政

ターニングローラー11墳簸が三

百ゾ以上のものを回転させること
がで恋るものに限る︒
エノクス線探鰯詰開疑線形加速
型のもので亡子エネルギーが十一

る︒

メガ醒子ボルト以上のものに限

サービス事業本部へ〉
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発表論文のすべてを掲載
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新規設備投資に報ずるもので︑企

たて旋盤翻璽盤が醤踏以上のも

のを加工することができるもの

業ム聞岬埋化促選法第八ハ条﹁榊機繭微設備⁝

等を緊急に近代化する必要のある

で︑テーブルの直径が賜競以上︑

に限る︒

真円度が三十ミクロン以内のもの

艮尺施盤けベノド上の振りが六
百︑が凝以下で心閥距離が︑六・五

横中ぐり盤π主軸の鷹径が二醤

緒以下のものに限るQ
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電要虚業に属する噴業で︑その企

業者が機械設備筈の近代化のため

敗得し︑京たは製作した機械設備

等については︑特別催却できる﹂

にもとづいて︑税制面から助成し

こんと重要薩業として指定をう

に必蟹な知識を沼及させ︑原子力一
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国際原子力機闘︵工A廻A︶の第十二圃逓常総会は︑九月二十四日から岡三十臼までの一遍闘︑オ
ーストリアの岡機関本部て剛かれた︒今次誌会には加盟騒から七十六力鷹が参煽︑シャン・ノイマン

現在ではほとんど影響能である︒

かつ技術的繊発開発が欠かせない

属一一一柳

響旧一鼎ρ

︐＝騨

︐齢需輔願
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︒一二曹

用＝一
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二＝需

一層一7

一一τ

．一 二

ける君字技術政策と研莞開琵マネ

期は土年間の予定で︑﹁田本にお

療面および安全性に関する評働作

ム協短にもとづいて︑心術闘︑経

記炉建設に関する米闘πユーラト

部に移った︒ここでは︑とくに実

翼

要のあることが帝業きれた︒

のメーカーの存ぼを許す癌在的灘
般

く予定であ棺

について汀自し︑険誕を酬えてい

諜報麟齢野竹露

撫拡散防止衆約の裂求する兼石

︐：望

二営＝

需＝一

二＝

二＝卿

；＝

騨一＝一

顧二＝

需＝曽

騨二＝

二鼎︐

圃＝；

アトムエ不喝ギ⁝往の向方にとつ

．献．のプルトエウムが含まれている

器︑中ぐりボール盤︑㍗気不ジ照

揮の工只︵例えばを属捧懲切駄

提鉱は︑現在も続けられておリ

が必要であるとのことである︑．

ことになる︒この燃料は︑ス々ノ

この突験によって隅速炉の押展

であるQこのプルトニウムの瓜与

係数に関する鰐報が得られる予定

探鉱でウランを発見

ニューフレックス

米国務衝

69への出展を要講

米国商務雀は︑米麟の民間菰批

要請する摸糠である︒このニュー

ス69での三三場所を予約するよう

t

ー会最が九月十八日発表したとこ

クレノクス69とは︑原子力閲係の

カー・マギー郭のD・A・マギ に澱して近臼中にニュークレノク

ろによると︑カー・マギー祉と日

ノト・レイク地区で笑課している

多二

一

・八六六隼に⁝⁝⁝かれた菊

多ミ
玉

トム桜蘭身︑ぷ社礒究麟内

行なわれている︒インタ：ア

シーメンス逢との協力の下に

炉の設認と関曲試験が闘ほと

る︒

が参聾するかとうかは乗定てあ

る︒氷園隊子力握員会︵AEC︶

社あるいはそれ以♪と予課してい

り︑出陣納品斜鳳数も大依繍隅鋤帖の山ハ轟−

広さの二万平方厨を輝備してお

一回二孤iクレノクスとほぱ同し

スとして

爾務償は︑民欝欝祉用のスヘー

ことになっているQ

でスイスのバーゼルで聞催され．阜

一九六九年十月六日から十一円畢い

羅承会と搬術会議をかねたもので

本の民両統野祉がカナダのエリオ

数量探鉱は阜くも雁器楽覆質の中

カー︒マギー社と日本の会社

にウランを発嘉したQ

マギー会艮の細しでは︑このエ

リオノト・レイク地臥に舞算に合

とグルノーブルの

放射能門物質取扱写用の薄が遠晒

うようなウラン鉱床が醤在するか

ラプソディ

Mにカダラーシ轟の商速実験炉 を有している︒

原子力片︶はSI猛RSA孚
O
ーに
わたって為望なウラン鉱業権

︻パリ松本駐在鼠︼CEA︵仏は︑この地域で約蹉力五千エーカ

隔操作機二基発注

CEAが百キロ遠

墨つき曳樋されたものである︒

ギ⁝祉との筒遽炉に関する協定に

び英圖原子力公社とアトムエネル

田こスウェーデンの双務協定およ

てあることは明らかであるとNA は︑腺子力の平揃利用に関する英
Rでは．尉っている︒

て価値のあるものである︒

この燃科は︑ウィンプリスのZ

操作二︾な発注した︒このマニピ

玉

まだ辞職絃のボーリング驚の年業

ュレ⁝ターは赫腕の取外し方式が どうかを明らかにするためには︑

薪狸で︑ピンチコノクに代って諸

EBRAで使われているのと露華

インターア

てい．電

国内で藤色する趣向のようであ

NARとしては将来は全鄙愚を米

休の鞍穣を縮少でさるQ

業を勧累化で奉るので︑操作餐宙

に現在ヒ本のポーリングを実施し

九︷ハ九奪瓢百却︸口M康でに剛央国源野か

カー・マギ；置はこの副口のため

るが︑これは現瀧予定されている

力公祉に返還されることになって

ズビfクにある為速ゼロ出力炉F し︑自選スパナーなと︶を取何け

重てある︒スイスの低賃金とい

新盆社の螢本金七千五徴万がのこ

億五QOO万融解度とみられていR10での実験に洗われた移︑⁝ るれる︒この新型は操作冤内の作

今緩交渉の第二越階としては隠

る︒このために必蜜な資金は約一

逸と籔愈高望が検討されることに

と機能を遂行するために︑1A8

において張明された緊急要詰を満

Aは何よりもます謂核乱騰国公泌 とである︒

足させるよう労力しなければなら

二＝﹇

いる︒

ることを前提として︑核物質の繊

洋浩津に建設されることが繊に決

を運ぶ便宣上ガルフ鴻宏たは穴西

．二＝

カー社と日本の共同

理および保障措謄の体系を自から

う利点を活用しない考えについて

なっている︒

ない︒

確立することが必要である︒それ

寒圓の工場は︑スイスかる部品 は︑米岡内濡要心禽けのものを米

は︑提出された議案は承濾すると

園内で製卜する方が繕縛的に為総

によって工AEAの保灘携雛も促 すへてについて澱も廟宇なこと
いう影写團からの保証を得た上で

進されることになるQ

行動することだと鰐える︒現在こ

と工A皿Aは継続的かつ注懲深い

ーー⑦︽悉◎§Φ嚢馨0吻象◎ム面一

を輸入することになっているが︑

っている︒澱初のうちは圓転部品

多くの訓核兵珊保有国は罪測鼠

ければならない時である︒加盟照

そ最も注憩を払いながら行動しな

的への核爆発の御用が剛堅散防止

ついて心配しているが︑この技術

条約によって制約を受けることに

はまた開発段譜にあり︑蒋別な機

連する多くの闘題を解決して行か

協議を聡ねて捗拡散防止条約に関

英A巳A

スウェーデンにプル
トニウム燃料を貸与

績

す鵜というようなことには塾すぎ

関や震員会を設けて︑そこに蝿約

る︒工AEAは引き魂暴この閥題なければならない︒

NARとBBが合併会社
込むことになろうとNARでは同

米国タービン発電機製造で設立
ノース︒アメリカン・ロ！クウ

の躯雅擬璽へ十本で出来ているQ
英園原子力公社︵UKAEA︶
各燃料阪に五十μッのプルトニウム

っている︒

が含まれているので︑全部で八♂

エル︵NAR︶社とスイスのプラ

スウェーデンのアトムエネルギ⁝

＝7

エクトに趨じるものがある︒

に︑蓋鍛Wのナトリウム試駈

鴨︑蒸気発生器内におけるナ

銭躍︑ナトリウムポンプ試験
ッのデマーグ

の施設を設離しているQ家た

トリウム・水反応試験のため

に成功しており︑今後の滋界の

ムの各髄レベルゲージの開発

応護展Cまでの液体ナトリウ

社とアメリカのノースアメリカ

広範囲の炉を建設

ン航聖会社︵現蕉のノース・アメ

リカン・ロノクウエル祉︶の協

ﾉ・よって三帰賦されか価Q一九山ハ

六薙にドイツハノブコノクが鍛

のなかで︑閥祉の技術は︑高く

評価され︑涯闘を歪めることに

ナトリウム冷却蜜豆増殖炉晶画

⁝ドイツ

本珍加することになり︑資本金

た︒従業員は約七職名︑ケルン

技術寧日要役はR・ハルデ博

なるたろう︒

博士︑正式社名と住所は次の通

土︑営業撞灘重役はC・ベルケ

高水準のナトリウム技術

は千五酉力ドイツマルクとなっ

に近いペンスベルクに本筏工揚

冷却新型実験炉︵出カニ十瓢W 六一年に研㎞究闘発嶋が追手され

研究歯向けのKNKナトリウムイツ連邦訓画の一つとして〜九

をもち︑また親金社三瓠の響寓

原子力醗業における代∴双的企業

Qヨび駕

OOロごほ①郎ωぴ①り狗昌①拶村

腎σ釦劇

鋤けμO昌9一Φ−戸けOヨリΦ餌習けO

圃ツ一口﹂固鶉︾弓○護 圏瓢θΦ弓謬−

り︒

な技術経験を背景に︑ドイツの

リウムを冷却材に用いた満温炉

ハイブリノドを減途材に︑ナト

た︒K㌶Kは︑ジルコニウム・

・開発︒試験および建設に主力

eの設罰を終って建設段階には

で︑一九六六年に出力二十MW

同歓の特微は︑原子炉の設訓

e︶等がある︒

域内に建設あるいは完成した原

を集中していること︑さらにそ

これまでに陶社がユーラトム

の一つと数えられている︒

子炉関係馳設には︑主なものた

いり︑一九六九無に口早の蟹走

Φ埋ヨ

瑚のα腎ゆ一ンごΦづ幻びH一〇 〇鴨Q−

けでもイスプラ研究所向けES の原子炉の毬獺は広く︑発転

である︒このナトリウム冷却方

一多 二つ多一づ 妻げ玉 う

一気ノ姜詔一二多二

一多

二軸一

多

二

一5

Weのナトリウム冷姻高速増殖 FDR瞳子炉容器の収納︼

多ー

︻写翼はオソトーハーン号への

日本に代理店管はない︒

口く

−円ぴΦ擁轡一︒りけり鋤の澱Φ

SOR試験炉︵フランスGA
A研究用︑船舶動力用︑宇憲
用︑

武の研究闘発が嵩速増殖炉の研

一

一二多

勾噌HΦαり

である︒

応用盟機隔を網らしていること

OO一〇η昌Φ

A社︒イタリャのモンテカチニ

多 二

カールスルーエでは︑三瓶M

カールスル：エに建設中のN 究にも関連してきている︒

〜仕と共同受注︶︑ドイツバブ
コノクと協力してオノトハーン

二一

驕発するという罵的をもったド

号のFDR縮用炉を製造︑建設KNは︑新しい概念の癒子炉を
中ではあるが︑カールスルーエ

事げ二つ 一 二 二 亙二多二一 づ 二 一 多

夢の原子炉といわれるFBR鵬

発のカギは︑燃科の技術とナトリ

と初めの唄︑トノブの

fして垂ぴ

は︑実態用にプルトユウム燃料を
NARの醜しによると交渉の第

進コストの試算が行なわれたが︑

一段随では主として楽国酒鍋の藷

ウン・ボペリー︵BB︶筏とが共

騨二﹇騨

鷲灘

られる情報は︑雪嶺原子力公社と

同して米翻字でタービン発電機を

騨＝一

発堪炉をつくりはじめたばかり

との返箏︒たが︑﹁漸型炉の開発

ラプソディであの麗かな下血から
﹁モソクアノブ旧風を逮慮なくつ

う︒﹁ラプソディでは︑部晶開號に

建設費と同じぐらいの金蹴が必愛

いたくだ

たった﹂と心眼るザール氏は︑〃ぜ

﹁ナトリウムは︑なれてくれば筒

人達に叱られたこともあった由︒

磁︑蘭猛のスチームよりも︑賄鄭
に扱えるようになる﹂とはベテラ

ところで︑これからの戯画をた

ンらしい一同渠︒

でやろうとしている状態たから︑

ずねると︑子供の頃の友逮に出会

ところで︑ザール氏のB本駐在 とくにこの動力炉開発は︑いそい
を一番碍んでいるのは︑高速炉聞

ここ五一＋年ぐらいの間に︑先瀧

えるのが楽しみだが︑騒々しい今

都︑楽良などい嘗萌心したい由︒凸

の束窟は嫌いという︒滞田中は京

国に追いつくだろう﹂と茜う︒

このためには﹁ハ；ド・ウエア

発にたずさわる人たちたろう︒と

でなく︑ソフト・ウエア︵ノウハ

くにナトリウム関係者には︑よき
アドバイザーを褥κ結果になるか
らだ︒

⑰

祉に貸与した︒この実験の紙異得
￡ーー

段階は瀬灘に進んでおり︑

製造するための齎舛会抵設立交渉緬︑製造器揚の鰭条件の決定︑徒
の第

二＝

で︑約三輪︑ラプソディ高速実験

ノチQ仏のカダラーシュ研鷹所 で︑瀬ドイツの三年薗の感じた﹂

ユーラトムの崎速炉共周研究にタ

・一＝卿

は︑王AEAの保障蟻麗と調稲す今葎の末象てに協定の編懲に持ちその紙製︑米麟において撫切番隈

えるかたわら︑当疇の鉱道雀のア

シメントを学ぶことが︑主要的﹂

ぱんに訪激しているQ

鴨黒1

博士︵チェコスロバキアの原子力玉垂長︶の一会冒三μで開幕した︒引続いてIAEA購搦総長S︒エ

期間に︑必襲な離備︑とくにスタ

クランド氏が批説し︑﹁核拡散防止条騰︵製P讐︶による業搦と機能勘穿AKAが謎行ずるための用

財政上の検謎を鴫ねてきたが︑条

斌を加盟属との協議の上で進める﹂と述べた︒
エクランド蟹揚総長の港津の襲

国際蜜全保騨拙顯の笑施に要す

約の履朽にともなう工AEAの任 ノフの艶態が行なわれよう︒
務に対する詳論を︑加盟圃からの
るコストの問題については︑五な

衝は次の通り︒

去る六月に行なわれた国連総会
助力を褐ながら︑略年の十︑十⁝

れらの検討は︑保瞳措羅のモデル
鮮細な手続奮と〜艘的な保障搭羅

いし穴年譜率先を予測することが

での核拡甲防止灸胸更持決議案の

で最も墜要な國際間の合慧という
漫談の型をつくることに集約され

承認は︑原子力購代の歴史のなか 月にかけて始める予定であるQこ

ことができよう︒問気約の響名手
よう︒

一力園が腎名を終り︑大多数の支 各圏の炎胸総轄がどの程度速や
し︑その成果がまた実施に関して

システムを形成するのに︑科学的

靴憲の開始以来三カ月田囚に八十

かに行なわれるかによるが︑俣障

持を得ている︒

懸カ月間にわたりIA湿Aの男措置機織を実滅するように工AE 屯要な関連をもつことになろう︒

一情＝

Aが襲詰される家でには一ないし また隙子力分野における先進燭

瀞■一価剛

雛厩は回条胸の条頂とその内餐に

●

発に携わった︒〜九五七隼米田の

＝縛

轍照の命令で本国へ帰還した︒こ
アルゴンヌ国立研究飯のニューク

一扁一嗣

ウィルヘルム︒ザー
の瞳十七歳であった︒こんなわけ
リア・サイエンス＆エンジニアリ

甲鴨脚御φ・

二焦の過麓期があるたろう︒その

＝﹁齢

ついて︑法規上︑技術上︑運用︑

几氏は︑い象嵩速難技

でザール翫の日本に凝する漫評
は︑非難に強い︒

乱開発のカギを握るナ

トリウム技術の戯重な鰹門象の一

ング岡瞭スクールに十力刀闇参 蜘のためのナトリウム研究に加わ に対する勢いは実に大きい◎とく ウム妓術の確立たという︒とくに
ナ証
トリウム技術については︑氏の
加︒一九五八薙MAN挫の霊夢力 った︒謹た一九六七葎にはオラン にATRおよびFBR側面では
業界の参加によるインダストリ

こんどは西ドイツ大便館に噺し

部門に移り︑英圃G皿Cとの技術 ダの大姦ナトリウム・コンボーネ

人といわれている︒これまでも除

協力による天然ウラン黒鉛ガス

アル方式は︑コマ⁝シ㍉ライゼー

くできた科学アタノシェのポスト

炉の研究にタソチしたが︑翌薙一

ンと開発の陀め︑プロジェクト・

研や励燃に揺かれて誌速実験炉開
に九月六日伺で纏任したが︑その

くって︑いろんな部昂をナトリウ

肩撒きは参方面︒日本では原子力

シコンとインダストリアライゼー

発の相談に応じているが︑何と昨

マネジメントのコンザルタントと

薙＋一月から︑今風の讃任までに

彩幅

ム下で運転してみることた﹂とい

︵欧州隔子力共嗣体︶本蔀の薩業

月︑ブラノセルにあるユーラトム

シコンの時間を短くするたろう︒

シングと綴広い分野に携わる︒任

から宇蟹︑海．庫︑データ︒プ盲嚢

タロ 書

ドバイサ⁝をつとめた︒また田本

という︒嶺鉢ながら実に流暢な葭

班銀被蕨飛騨ウィルヘルム・ザール氏

日本の名は

して活躍︒その技術経口は実に多

なじみの人だ︒

Q翫

し︑日ホ文学の海外紹介にも負齢

本語だ︒

の思い出も︑余りの変化でわいて

豪ず﹁日塞の原子力開発の印象

ウ︶を最初の白銀闇に︑どこから

一九穴一〜六二郊︑ユーラト

象庭はモ軸簾夫人と二男一女︒

九四九〜五四隼西ドイツのアーヘ

き翻せんよともいう︒

去した︒タロ⁝さんか十二歳の時

か買って︑技術寒入をはかるべき
ン工糾大学機械学科で︑発電授術

趣味はテニス︑スキー︑山登り︑

た︒その方が失敗の可濾性も少な

を轡攻した︒卒猿擾︑MAN社に独カールスルーエ研究所との間に

畜襲鑑貰︒満三十九歳︵M．一︶

べるとちょっと遅れている醸じ︒

である︒その後︑氏は母と鰍の三人

おける謁遠江開発の共厨研究に麓

は？﹂とまくと︑﹁瀬ドイツに比
ム︑仏CEAρ鳳子力庁︶および繭

置らし︑大差のドイノ学校に通っ

加︑一九六三年〜月にはCEA鷺身がGEやWHとの技術提携で︑氏の櫨晃は︑動継事業団のプロジ

い﹂としきりに強調する︒まさに
就織し︑アウスブルグの工場で︑

日奉ではち︐軌うど今︑メーカー二

舶湘大噸シ⁝ゼル・エンジンの開

戦後︑日本から帰った疑は︑一

している︒この偉大な父慰は一九

業にタノチ︒この聞︑米国をひん

の小撹をいくつかドイツ語に翻訳

・腰白の独協学院でドイツ語を歎

の厳父は一九二七卑果日し︑東京

の餐は タロ：︵太郎︶さん

少巳時畿をB本で過ごした︒日本

第九月︑來京の懸大久保で纒生︒

ザール残は日本緊まれ︒一九二九

だがもっとさかのぼれば︑実は

三婆の来田︒日本とはすっかりお

ム物
一芥

一一

＝

蟻練醐︒職後二年たってから米轄

四一年九月に四十ゴ歳の播さで菊

講
議刀

鳳

たが︑第二次轡屋大戦で箱擬に学

凶購凶…凶㎜凶蝋凶㎜い鮒囲

岡購賄

一㎜凶臆岬…凶…ず榊凶…凶

圃㎜凶㎜困購凶

醐劇…剛…剛…凶

短
億
郡一粒…一㎜凶一蝋囲鵬囲
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︑

さる八月下旬︑モスクワで開催された第三回世界動力会議

蹴気出力で十︑倍ほどの百万KWを安全かつ経済的に達成で

原研・海老沼幸男氏をわずらわし︑その主な鍵験施設の推移

ような自標にどのように近接して来ているか︑これを機会に

き発
なければ︑そのうま味はないといわれる︒ソ連では︑この
の席上︑ソ遡は羅 気 出 力 六 十 万 K W の 8 N ⁝ 6 0 0 高 速 炉

⁝難の二割を嚢・て︑嚢者の注・藁めた．﹇磐
船高速炉は︑初期の 熱 中 鳴 子 炉 に 比 較 し て 出 力 密 魔 て 十 倍 以

rの吾KW／4・燃縫で志呈の八万MW・／→・ を追いなから解脱をお願いし沁︒

た◎その精果︑ナトリウム冷却セ

について縮広く検討が潴えられ

といわれる︒破損した辮料による

％︑炭化ウランで三％を達成した

率は現在︑酸化プルトニウムで七

を発揮し︑正負薗方の反慈磁度度

ソ連における高遼炉の聞発は︑

ラミソク燃料の炉が娘も効寧的で
運転経験をもち︑はからずも増殖

た︒増殖比の外建値は一・八一二

琿エネルギー研究所を申心に⁝⁝⁝始

あり︑大型炉では燃焼率一〇％

一九四九琿からオブニンスクの物 係数の下での運転試験も行なわれ

されたといわれるQまずBHと呼・四であったが︑その後の研究で

Z万MWD／T︶において比
増を高める上で有効なベント型欝

琵

℃

叉．5／106

540

170

℃ ℃

表2．BN−600の主要性能

だされたQその異現は容易でない プによる運癒の可能性を示した︒

〜八隼を瓢成し得る可能巌が見い

幽趣﹁・照一﹁・六︑傭夏時無謬

かなり襲いナトリウム出口温度五

なり︑放射牲のナトリウム・ルー

料の宿題点解明に寄与することに

た︒

350

力三五万KWの発殿原型炉BNに
1あるマングシェラク半鋤の工業

他方︑材科の研究ては︑八術〜

巨匠度Cでオーステナイト鋼は安

℃ ℃

℃ ℃

両懸の設計踏元は既にあちこち

℃ 笠

で紹介されているので翻擬する
が︑性能の向上は現狂も耽けられ

℃

O．7

アルに六五葎から建設され︑来無

される︒もちろん︑それには縄性
能の燃料瀦発が盤本となるので︑

毬々の試作燃料が装荷されること
であろう︒後述される士気埴田六

って誤用瞥に翫点があるので安全

発墨専用原型炉とせずに︑選力と

訓圓としては総熱出力酉乃KW

黒していることに依るという︒

樗来の発蹴所建設の朝帰と敷地を

工業罵水を必要としていること︑

適していること︑同地屡が大毒の

公衆安全防護地帯を設回する上で

同地区を敷地に選んだ理由は︑

配慮がうかがわれる︒

れる所以であろう︒ソ連の穰重な

たせているあたり︑摸索型といわ

BOR−60はメレキエスの翼
ニ水の生脱という二ψの闘的をも

ロン健高速の中性子巨の頭文字︶

BNはブイーストルイ・ニエート 域により鷹慰が払われているが︑

高速試験用原子炉翻の頭文字︑

150︑BN1250の建執設
出謝
力画
の半分三十MWは空冷さ

な運転成績もあって︑前述のBN 試験が︑すでに予建されている◎

ス蒸気用にふり岡けられ︑日産†

し︑他は淡水化プラントのプロセ

火乏に悩む地区をかかえており︑

部︑南西部に飲秘水や融概用水の

発に少々ふれてみようQソ迎は頚

黒撫︑カスピ海︑アゾフ海︑アラ
ル海難の淡水化による奥水琵産は
切爽な閥題として取り上げられ︑
その蒸溜淡水化プラントに原子力
発難所を組み含わ量ることが考え

このような毘力・熱・射水生涯

られている︒

の篤重昌的プラントは︑張力を生

の定格出力に変りはないので︑従

産しようと夏水を生産しようと炉

的に萄利であるが︑﹁方︑最大の

来の淡水化プラントに比して経済

竃力編麗から澱大の巣水生藤に移
行できるフレキシビリティが要求
される︒このためコンビネーコシ

笠 笠

型が鞠利であるという︒タンク型

は大型億に伴なう製造・輸送︒据

付や安全性のチェソクに難点があ

り︑燃出力の同上にも限界がある

なく︑チャンネル数の贈大による

熱嵐力の向上︑核発議による蒸気

生馬に酒しているからであるとい

条件の敬艮が芸能で︑鰍や一水の

軽水冷却黒鉛減逮過難炉と筒遮炉

が重していると見られている︒

澱化に伴なう炉心寸法の増大か比

較的容易である上に︑燃料の増勉

により燃料コストが安くなるので

趨していると評価している︒

しかし︑経済的に競合し得る莫

m本

R7
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％ 田

10．

ユ47．

奉

18．
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63〜61

は更にきめ細かく行なわれる︒中

ューブ型で︑⁝次ナトリウムはシ

間熟交換器はシェル・アンド・チ

％％％

達成の纂礎データ︑プラント機器

今後の課題

待される︒

七六年には本格的な徴刀KW発

電所を冗成する譜幽があると︑あ

るニューズ紙は蓋しているが︑さ

だかではない︒しかし︑最近︑亀

の設副が開始され︑蒸気条件とプ

気出力欝万〜二蔵力KW三田躍所

ラント全体の撮適化研究が進めら

れる一方︑ナトリウム系や蒸気災

ルの経済位向上箸が総合的に検討

生系の語機器の麗発︑燃麟サイク

されているといわれる︒

個々の分野の陰歌課惣には︑核

良︑冷却管破損時のナトリウムの

定数の粕密測定と炉嶺算法の改

の影響や水力学的抵抗の研究︑謝

沸騰特性・過勲や治解酸素・ボイド

ウム内蓋禽物の低レベル維持︑ナ

器測定法・操作法の改罠︑ナトリ

鋼内ニノケルの軌力学酌活性の低

トリウムと鋼元素との綿互作矯︑

科の利点や炉内測定技術の改畏追

物との同時作用の研究︑炭化物辮

求箸が上げられ︑開発が進められ

8を︑ブランケントに編H232

にU2331PU239

将来の高速炉体系としては姫心

ている︒

あるので︑タービン発電機は一⁝○

を装荷する方式も考えられ︑勲中

ブ側を流れる︒熱伝達系は3系統

皿ル側︑二次ナトリウムはチュー

減︑鋼とナトリウム蒸気︒水混禽

制御系・汝全系はBN1350

る︒

閥熱交換器系をおくループ型であ

は︑炉心を包む主容器の外側に中

に︑BOR160︑BN−350

納され︑︸体化される︒ちなみ

盟は炉心と数に岡一タンク内に収

一次冷却材・ポンプ・一碧黙交換

炉構造はタンク型が採用され︑

BN1350より大きくない︒

るQチ諏︐ンネルの水力学的抵抗は

鵜灘厘は七こ○度C叡で酔され

／高さ睦一3︶にされ︑被凝材最

炉心はやや馳平な円穆形︵嘘径

に延長される︒

運転期闇はニ高月から四一五カ月

反応獲鋪白系が改懸され︑連絨

嗣度が改欝される︒

Tに匝敵︶に向上され︑燃料の利

の燃焼度で五力から十万MWD／

燃焼累は五％からヤ％︵雲影料

る︒

られ︑瞭二％の熱効率が保障され

五〇〇度Cから五八○度Cに高め 要屠の確証等を提供するものと期

一次ナトリウムの呼出は男臼腹

一〇．78

工蝉騒増殖実皿炉︵亀気出力五〇

としている︒プルトニウムへの転

七五無運開予燈︶が認薗どおり実

炉から極製炉につなげるあたり︑

がらも積極的な瞭欲はなく︑軽水

万KW︑ループ型︑七一年藩工︑ 換についても月水炉は窟望としな

現すれは︑七〇隼代中はには少な

が持たれる︒

ニークなたけに︑その推移に関心

蔦隙地方に建設が予笈されてい

求さ昇る大容磯化ならびに経．碗性

動し︑更に将来の大型発躍所に要

斑速炉開発の考え方や進め方がユ

︵褒一︑表2謬墾

剖上の特色は︑次のようである︒

る︒BN−350に比べて主なく
設とも二雛の倉主炉が摂界的に握

もので︑七四年完成囲樽にウラル

漣の高遼炉発電所の第一丹となる

た︒この炉は発電魯用であり︑ソ

N⁝600の詳細設計が完成しこの騨とアメリカのGP工・A型子トリウム転換炉の開発は不要

最近︑織気出力六十万KWのB 万KW用3台を備える︒

所の建設を決定

六十万KW発電

ると月頭的である︒

その異現は︑技に術的は可能であ

以上と試算されている︒しかし︑

上︑高速炉で百五＋一二酉万KW とほぼ同様であるが︑反応麗制御

中性子炉で同額一四函万K⁝W以

ず︑そのユニソト織撫力規模は熱

水を同隠に三重できなければなら

数†万ないしは数目万立方麟の真

円︶のためには︑電力．熟と田巌

水生庄︵︸立方層十二鍔一こ十

BN−350の海水淡水化に関

トへの利用

淡水化プラン

円轡型と試算されている︒

十円︑発電コストはKWH奢り二が︑内圧はそれほど筒くなく大踊

コストはKW騒り七万七千七闇六 蘭速炉は︸樫のタンク型である

からタンタルに変更された・建設

し︑挙挙材はボロン・カーバイド

冾ﾝを六〇から四や讐厨に薄く う︒したがって︑チャンネル型の

から一二七本に変わる︶︑楽下方

て﹁燃構無題内ビン数は﹁六九庫

ら六・九︑郎耕に太くし︵したがっ

では︑燃料ビンの塵径を穴・一か

0︑チャンネル型にはその制約が
オプウfソトヌイ・レアクトール 転團標にしている︒BO罠と異な ている︒たとえは︑BN⁝35が

︵BO逸はブイーストルイ・ から建設され︑六九一七〇無を運

が建設されるMことになっ中心地シェフチェンコ獅に六四年

た︒
験を 経 て ︑ 実 験 炉 B R i5︑試験

申性子スペクトルが軟化すること
イーストルイ・レアクトール 講
速の原子炉11の頭文字︶による経 により抵下することが確認され

としても︑研究開発の主流は︑そ
〇〇度C︑被覆管叢轡圓温慶事〇〇

れることになった︒

定であること︑○・五〜一︒O％
のニオブかタンタル含荷のパーラ

稼動圏標に作業が進められてい

に要求される燃焼度の岡上︑出力

ラント容難の増大等の開発に使用

イト鋼乱騰は穴五〇度C康ではナ る︒この炉は︑将来の大型憂遮炉
トリウムによる脱炭現象は見られ

50の建設を訓翻していたが︑B

340
550

8R−5の予想を上謹わる好調〇万KWのBN⁝600用の
の燃
う料
ち︑十五万KWの耐力を生澄 連して︑ソ達の同分野における開

基の原子炉

完成間近な二

炉物理実験が進められたQ

蟹度の増大︑出口温度の上昇︑プ
Ri2といった中性子束一四乗オ
界実験撞躍BFSでは︑大型炉の

ないこと等も派された︒また︑臨

0︑岡じく二五万KWのBN12

慈は腰気出力霊芝KWのBN−5

鋤二回ジュネーブ会議三時︑ソ

好調なBR−5

ソク燃料︵嶺面は酸化物︶におか 度Cも辻成している︒

の障点でナトリウム冷却︑セラミ

型模索炉BN−350から発船実

証炉BNi600へと進められ
るQ

歩

プルトニウム

燃料で第
鍛も初期の実験新羅3 R 1 1 は
冷却材なしのドライ・クリテカル
・アセンブリで︑燃料はステンレ
ーダーの水銀冷却の実験炉から︑

一気に一六粟オーダーのナトリウ
ム冷却発電炉に拡張することは容
易ではないと判断され︑その中間

410
580

Wの笑験炉BOR−60と鍛気B
汽簸1350はカスピ海東北真岸
水を生藻する︒

％

q｛rx1

二万立法麿︵一階閥千三百ゾ︶の

の笑験炉としてBR−5が建設さ
れ︑五九年臨界に蓮した︒

この炉の黙幽囚は五千押Wで︑

化プルトユウムを︑六二隼には酸

24，000

ン・タービン等の開発が進められ
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以よ蒋の装置は既に使命を終
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蒸気霧鍼＝器出口熱気温農
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はれる一連の実験袋齪︵BRはブ 大型解では構造飼が増すことと︑

表1．BN−35Gおよび8N−600の主要牲能比較

勝の便㎎が特長である︒設躍の二

日は憲に前述のBN−50閑燃科
と遮蔽の試験︑放射性のナトリウ
ムによる日除表の経験︑高い高速

目性子目下での核的・材54的研究
におかれた︒燃料の増殖研究は目

した︒筒遮一筆中性了の結合型

え︑現在は酎体されている︒該た

たが︑六五鋸からは炭化ウラン燃

給水戯度
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力
ス被糧プルトニウム擁︑反射体は
劣化ウランで︑最大勲出力は五十

Wであった︒丑五年臨界以来︑炉
物理研究用に使罵され︑日日比に
ついては十分厚いウラン反射体を
つけた場合に外掲すると二・贈了
二︒七に達し得ることが判明する
など︑跳速増勲炉の笑現盤に対す
る鉱毒的な炉物理データが得られ
た︒

続いてBR12が︑姫 物 理 ・ 動
特性︒運転性能試験用に月越有臨

界に 達 し た ︒ ほ ぼ B R 1 1に類似
しているが︑麟出力は頁K W ︑ 冷

的としないので︑綻購材にウラン

近い実験纒着を鏡つが︑FFTR
で︑什様はBR−2に類似してい

験鐙駅クレメンタインと同様︑水

却材は四六年臨界のアメリカの実

銀を用いている︒水銀は蔦連系の

るといわれるが︑些細は不明てあ

式の中央ループも備えている讐

のではないが︑罵いた理由は・当

類に照する冷却秘として液体金属

他方の研究分野では︑将来の高迭

この炉は六三庫まで︑初めは酸

心醍されたに反し︑衣銀について

牌も便用されている︒こ瓦に成功

る︒

は既に取扱い技徳があるトに︑こ

︵ナトリウム︑ナソク︑水銀︶︑

す4τは︑倍増時間の短堀が司脂に

い鰹験がなく︑炉構造揮の腐食性

の種の実験規模では満足な冷却材

て液体︑金属︑セラミソク03各系 なるものと期待さ3窟ている︒燃焼

ガス︑水蒸気について︑轡斜とし

やナトリウム︒水反応の臨険性が

は材科の放射線効果の研究に威力

と児なされたからである︒この贈

隠ソ連にはナトリウム含金の取扱

冷却材としてはあまり好豪しいも

は便用せす︑ニノケルが用いられ
万八年にはBRi3が臨界に達
たQ爾側の皿BRーユ︑DF昆に

海水淡水化への利用も考慮

単

爽験炉8R−5

子

原

60万Kw発電所建設へ

パ
ラ
メ
一
タ
麹践力
電気出力
頬内ナトリウム流敏
1次ループ。ナトリウム撮境
炉心入声
漫心曇日
2次ループ・ナトリウム流量
2次ループ・ナトリウム撮摂
中一越父換器入口
〃
艮旧
熱気発註L器のパラメータ
｛隅

（一

熱田力
電気出力

一

｝
…
へ
…
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σ

蘇罐乾式法研究に重点

ワ

換したが︑その中で松恨副会長か

工氏の虚辞ののち︑毬々意児4交

メリーの悪闘が出席︑原颪側から

した︒第︸段階でCEAが墓礎的 このあとG・ベス氏︵GAAA科学報道記者欧米

り日本となじみが深くなり︑ふ

たW代表のレベノク氏もすっか

ん囲気は和気あいあいV今回は

持ち出されて来たが︑これも簸

盛んに工業化開発蘭での協力が

近の筒輔研の連號ヒントがきい

レベソク氏は︑近く優秀なケミ

てのことらしい▼ところで席上

カル・エンジニアを蔑燭へ派遣

が﹁フランスの技術者不足を手

と讐えたそうだが︑口の悪いの

ノ

離 部

離 門

たノ⑭

部

．繋学●

門

タ

部

門

部

難

◎関東電気工事株式会社

シュナイダー財団駐日代表S・エ

ら︑撫処理旛設の密語など︑政府

︹写爽は懇嵌会のもよう︼

るものとみられる︒

社との個別懇談ないし接触を始め

ンはこれを契機として︑日本側各

容を紹介し禽つた︒仏側ミノシコ

れ︑梱互に各社の嵐速炉業務の内

ープの中堅翰部の懇談会が闘か

京プリンスホテルで日本側五グル

また翌十月一日正午からは︑東

いるとのへた︒

に十分賀任を掲つ態度左期待して

められる場含︑仏側政痢が実質的

︒憂欝の共同体鰯で田仏醒際が進

は︑会長︑副会長︑代張魁任理嘆
らの飽︑井上動燃理事畏らが出席

嚢

瀞

．欝

蓑亀欝

；

恥

p

．妻

・

@霊︑︑悔 ︸

亀

したG菅会畏の歓迎の辞とプリエ

照

脾

放射線利用の状況︵化学︑医学︑

方︶⑤国際協間研究とその方向⑥
があり︑原子力委の長

期兇通し

衛藤孝俊氏︵共同通佑

代表一翼一三照明氏︵NH

メンバーは次の通り◎

盤成︑などとなっている︒

上げ施設④宇窃関係要賃の訓練︑

組樵と日本との関係⑬ロケソト打

宙匪業の傭展②早歌商業衛壕逓信

食品︶など︑宇窃開係では︑①宇

期聖画や通魔雀の総舎エネルギー
調査会でも塁礎貸料として酒摺さ
れたが︑その後の情勢の変化を勘

案して︑実状に禽う長期見通しを
たてようとhう主導で握案された
もの︒

しかし同勢は︑鱈力関係婁貫か

霞目

K︶︑

ら隙電敦賀︑東電禰鵡︑関耀美浜
が豪だ建設中であり︑発電コスト

聞︶︑二輪隆蕊︵岐阜臼日新聞︶

祉︶︑団展井村索男︵徳島新

等葬送な検討が出来ない︒また機

なっており︑畏溺選考しの再検討

社︶が︑ラプソディー建設を逓し

すると切り出した︒買恵は日本

からも一人ほしいというところ

同視察団の派遣は今奪で三回

つだう気はないから⁝﹂Vだが

門

一A一曾11畳一

出本雅生︵山陽新聞︶の各氏︒

器についても大業が技術尋入を行

の晦期は︑発魁所が運胴され︑か
つ全機器の團段段への闘途がつい

研究を︑民閥がその応胴研究をや

て得た︑経験や技術を中心として

けるGAAA社の役罰︑活動およ聞協会と共起で今鎌も﹁科学報道

Vこれを察した日本側は︑こち

目︑今圓は原子力だけでなく芋密

敵もさる煮

虎ノ門共済会館で

配者欧米視察団﹂を米︑英︑仏︑

臼本原子力産業会畿は︑日本新

リンスホテルで開かれ

聯鞭器量
た蒔が適当ではないかとの雪見が

出され結諭を得るにはいたらなか
った︒

なおこの畏期兇通しの再検討開
始の時期については︑電力会社︑
メーカーでそれぞれ︑その適当な
隠期について検討し︑次の総禽企
画委員会で大体の線を田すことに

の概況しというテ；マで概要次の

るようにした︒豪た第二段階でC

なった︒

ように述べた︒

EAがパイロノトプラントを建設

いる︒

日仏両圃の原子力開発の協力に

し︑大型プラントについては︑民

糸口となってくれれば︑と思って

ついては一九六二隼頃からしばし

めに今まで得た技術を罠闘に移す

ば議講されてきた︒そして一番始

方法として次のようなことを雲施

フランスの高

めに実現したのがCEAと原研と間に設謝させ︑それをCEAが検び経験﹂について︑またR・ミリ

での経験を中心に門液体金属︑熱交

聞は十月二十九殴から十二月八日

開発の実情等も視察する︒視察聴

らからは派遮の必要を感じない

換︑蒸気発生器に関するスタイン

噸独など七力国に派遣する︒

およびルバイの経験﹂について︑

属

機

（人代表）／テレソクス272−2081

栄／巣泉都文劇x湯紬4丁目1翻8弩「rEL（812＞51■1

原研

当初の目的を達成

仏の高速炉開発事情
原産主催で講演会を開催

を開い

祉︶が︑同じくラプソディー裁画

ゲイ氏︵スタイン・エ・ルバイ

磁本原子力産業会識は︑十月三

速増殆炉に関する講演会

設させるという方式をとってき

認して主契約嵩を決め︑民聞に建

視察団の人選決る
た︒同講演会は窩馬蝉開発につい

の放射線化学の研究協力であり︑

日午後一肩から︑爽窟・虎ノ門の

て︑鐵仏両国の蘭係機関等の協建

最近ではサンゴバン社と日本揮発
油との技術提携がある︒またつい

この例としてはラプソディーが

に

ドノと爆笑︒ともあれ田隈協力

ーシャル︵奴れい商人︶さ

も︑ここ豪で譲いたいことが購

銅石 化

玖都千代田区丸の内2の8

社

本

﹁高義炉の切枝︑製造の分野にお

ミノションが来田したのを機会

促進のため︑フランス画速炉産業

に︑同ミソシコンがフランスの高

上げられる︒この訓画には燃料費

た︒

速炉開発について講演したもの

速炉滞発に関する技術協力契約を

鰻近では軌燃箏業団との閲に︑腐

豪での四牙一臼間︒
を除いて四千万がの金とCEAか簸後にP・シュルホフ氏︵SFA

燃料開発と石膨大塁塞へ進出②ウ
よび製作におけるSFAC社の経

C社︶が同じく﹁異型炉の研究お

俺はスレーブ・マ
で︑会場には蔦蔓名の関係者が集

結ぶにいたった︒これで両国とも

技帥が参加した︒このように民間

ら約騒人︑属闇から約菅五十人の

まった︒

鮨となった︒しかし叢継的な高速

原子力関係の調査鱈腹は︑①核
︵仏環〜三惑︶が﹁隅速炉開発訓

メデタイ︒

える段階に来たとは︑まことに

講演は始めにP・ブリニェ民 に萬遼炉開発技術の惰報交換が可

︻写翼は離演会の会場︼

ラン濃縮③醐遼増殖癖④源子力船
でなぐ︑友好瞳に対しても可龍だ

の力を強めていく方法は国内だけ

質地︵放射能の安全凝策と考え

炉開発の成否には︑民間企業の実

験﹂について講議を行なった︒
力が大きなウェイトを澱めている

さく岩1いその他産業機械

取辮鋸長押本

郎

一

良

原

楢

社

電気工事の総合企業

発電所からコンセントまで

械

@
幽におけるフランス産業界の役割

電

i

ン

チ

欝

欝

繊

硫

硫化鉱

●

銀

金

●

回
および︑硲速炉分野での日仏協力

金
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愚慧灘鞍瀦難懲鰍講難癖瀦蕪繕

雑麗詳細設計すすむ
テーマ別に発表が行なわれた︒以下︑﹁報告

核燃科関係︵五﹀の二つに分かれ︑それぞれ

界実験装置︵原研︶においてプル

の日本的な考えのもとに︑高言臨

開発は確認試験を密体とするQこ

午後の部はA会場で動力炉関 特色を発揮させるつもりであると
業団プロジェクト管理システム

手法を一つの論難として︑勤皇事

究が行なわれる︒

薫炉析箸の精密計難のケープ内で

敷地は四十四年嵩中に決肥する︒

ある◎今後の固題点としては︑X 臨界に達する予冗︒原型炉建設の

社の分撮で圏下第一次設謝が行な

愈設計をもとにして︑五原子力会

四十こ鉱展に先成した五種の概

表や高速炉燃料の再処理など計難

物処理に関する研死などの競果元

趨心分離法によるウラン凝縮

についての説明を行なった︒

六︑新型転換炉開発のための大

出力は五衝十五MWである︒階気 について 田中正之助氏は︑今田

︵ATR翻発本 われている︒縦型圧力衝式で︑黙

の経験が旭界的に浅いのをどう解

部川口啓造︶

型施設の概要

四︑ナトリウム・ループについ

決するか箸である︒

jWまでの民力上昇がみこ凝れ 発表を行なった︒第一段階として

AτR開発のため︑二領域臨界 出力は一六五MWであるが︑二十 萩での経過と四±二年度の計画の

なうほか︑大型臨界実験綾置・大

を行なうことを鳳的としている︒

ルフサスティニングの実舐的実験

ている︒もちろんブルトニウムセ

四琿以後は三種類の避心分離妓置

化イオウの実験を行なった︒四十

ンとウランの中間の璽さの六フソ

なった〇四十

は︑アルゴンの同位体の分離を行

実験イ住友原子力工渠の装綴で行

ム系の副画に鳳擬反映できる工学

コンポーネントループ︵燃料集食

型ループ︵黄熱蹴動実験のため︶

および一・五％濃縮ウラン︑プル

論調としては︑天然ウラン︑一％

本革羅は︑筒速実験炉ナトリウ

て︵日立製作所圃原誠二︶

酌な資料を得ることを目附に︑ま

体︑圧力総懸の無心主要構成物の

られる︒

のテーマについての齢表が行なわ

3会場においては︑核燃料閃係

場の安全対策について

建設の予思されている

幽幽的な

再処理工

近い薄舞︑実用附規模のもとに

いて︑神山貞二理禦が発表したQ

国内
て

惰報交換については︑フラン

プルトニウム燃料部

プルトニウム燃材の關

ると述へた︒

分離穰の仕様を決定する予定であ

最後に

発について

したプルトニウム燃料の照射試験

の中村康治氏は︑現在豪でに試作

の成果︑高速炉沼燃隅試作開発

五ゾなどの大澱処理のため加工施

の現状や︑A田鼠臨翼実験用の幸

ついて述べた︒

四

彫

設拡大刮薩などの︑将来の開題に

二

︵﹂一﹂セル

1原慶費掃黛便り一

埼︑へ5醤︑一九六八駕発行︶

バン・シュレペール呂︑薫〇七

Oアメリカの挑戦

皓文︶

る︒︵籏本原子力研究養鰻野

鰍をもたらすものと観劇され

射線化学の工業化に︑大きな質

た技術の交換が︑日仏両国の放

とができたQ今圓の主題であっ

的で︑友好鯉に会議を進めるこ

フランス側の委員は非鴇に協力

今回の連絡委員会を遡じて︑

ることとなった︒

圓仏骨肘線化学討論会か開かれ

月上旬パリで闘催︑同隠に第二

なお次の連絡委鍛会は明駕九

果で︑好ましい豊岡であろう︒

研究協力が一段と貝体化した結

究員の派遣を要舗したQこれは

開発試験に豊冨な経験をもつ研

は︑今圓フランス側は日本より

派避研究員の交換に関して

とになった︒

ース・レターの交換を行なうこ

をおこない︑蜜た定期的に二鉱

の紬果︑迅速にニュースの交換

できることを希望している︒こ

しており︑できる限り遠く入手

灘式再処理の化学工程・廃棄

再処理に関する研究開発につい

されている線猛測定法︑線鮎測

ス側は日本の放射線化学の工業

四十七隼には単︸機種の実三選心

トニウムO︒蕊六％冨化尋が罵い により︑ウランの分離を行ない︑

れた︒これらはいずれも旧丁子燃

につ

年度から︑アルゴ

たこの種の機器鼓の運懸技術の

試験用︶去全性実淫楽躍を︑原研

璽混や慶員の雌成にも役皿てる︒

建設は二期にわかれ︑熱入力二

穏五†KW・騰鷹派†農Cのもの大洗儲究厨内に建設する︒これら
の装灘により︑褐られたデータ
が四十四年八月末に完成し︑四十

︵編者注︶原型炉の建設は四十
五年半ばで四十九年半はには完
成の予竃︒

核燃料関係の発表

着実な発展を示す

ついて︵田立製作所金井努V

七︑新型転換炉の第一次設計に

︒製作設計などに反影される︒

五年には︑二鍛W・六置厩Cのも は︑あるいは明細設訓・安全審査
のが冗成する︒いずれも原研大洗

三木良平︶

五︑高速原型炉齢画について

研究所内に設置される︒

︵FB8開発本章

世界的な傾尚として︑実罵綿縮
の隔達意は︑経済性の要論から︑

わが国の激型炉謝圃はまず二十

薗万KW擾度となりつつあるQ

設謝のスケールアノブで行くつも

料公征から引きつがれ︑新しい虚

︐ 9

りである︒でき︑Φたけ樹冠実験炉

謝々に盤いて魯処理部の中騒健太

乃KW稼酸の簡業炉は︑原型炉の

三︑α1γケープについて︵原 万⊥二十万KWのものをつくり酉

建設および開発の経験をつかう

業団のもとに着実に発展していっ

翻・八鐡逢亀

験︑同燃科の陶発のために︑四十

が︑特に必要な開発研究を行なっ

島速実験炉用蜘料の特牲試験︑

五年八月を冗成熟機として︑一藩

●

高速炉燃料難処理も計画
動力炉・核燃科開発慕業団の第一回﹁報告

と欝演の会﹂から︑動燃羅翼団の︻年間の成

をナトリウムの中で実際の使用条

トリウム技術︑および三体構成物

トニウム燃腓を用いる実験や︑ナ

の部では総括報告︑特別講演が行なわれた戸第
果の概要を紹介する︒

と講演の会﹂は十月一日盛大に開かれ︑午前

︻面滲照︶︒午後の部は動力炉関係︵七︶と

動燃が行なう予定の閥発計團

いわれていたが︑今回現在の開発

装・安全性についても種々開発研

件のもとで動作試験を行なうこと
ったような大規横で広範囲なもの などを予定している︒燃料︑核謝

は︑わが国で今日まて例をみなか

米国航空笹津局が現庄実施中の
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り気㍉

型︑冷却働路三ループ︑プルトユ
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力三＋巨万KW︑ナトリウム冷却 とまった根攣設鎖についての説明

ウムとウランの混含酸化物燃鵜を

会かろ協驚君の案文が繍いた︒
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れた︒

ここでは︑技術川間題につい

等の質体的な解題を勲つめ︑設計

材質︑蒸気発生器︑燃鱒取替激二
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要する︒最近各国では民間企薬が

捜術的幾訓と運輯コストへの経済

以後三ナ腿年齢懸屋遡巌局総務諜

参撫し︑すへての因子を考慰した

的研究︑佃莚めているか︑この本来

になるような特別の設計が必

議冨︒大阪府出身︑四十七歳︒
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騨価に入ることが茨とまり︑薄雲

AP恥A講演会開く
高速炉開発の現状を集約

で︑過い将来にはプルトユウムウ

衆安全喫故の四つが考えられる

故︑産業災害騨故︑経済滞貨︑公

故
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ラン撮禽酸化物燃料を便用した二

ことだ﹂と述べた︒

りつけたシルコニウム板であるこ

︵APDA安全解析課長︶が︑

最後にA・E・クリノクマン氏

の目的は企榮に実力をつけさせる

けるプルト謀ウムの利嗣﹂という

とがわかり︑その除繋のための機

B本原子力薩榮会議は︑臼寡原

テーマで︑講譲︑その中で民は

﹁蕩速炉の蟹金設計﹂について講

子力掌会と共催して十月九日午後

器闘発に無刀を総勢︑来春四月の

戯︑﹁原子炉瑠故には︑運転廓

﹁近い将来︑軽水炉の経済性は簡
二時から象蘇・平河町の赤坂プリ
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還転再開に装でこぎつけた︒運転
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まで︒申し込み先は名吉尾商工会

メラが入穿をひいていた︒会揚に
は︑その他ドーズキャリブレータ

ンチレ⁝ションカウンター︑トリ

ナ︑レノグラム検壷袋綴︑液体シ

をはじめ五匁ダブルシンチスキャ
および放射線鴉矯の技術に零点酔鯉

臼︒

オソルブ測定器︑ウエル書賃嚢

おいたもの︑および岡位豊野︑放

っている︒

糠利用の蕪磯となる研究論文とな

なお群羊闘塾せは男面協内﹁理
工学における岡位元素研究発表公

は眠和四†四薙一月三†

運営委員会﹂談で︑応滋の細切り

医用放射線測定
機器展示会開く
鵬津サールイン

ク！！一弓ウシソ

なお両酬究所は︑いずれも大
学に黒揚を持つ新しい共同研究研
で︑同分野での専門象の獲成をも
圏的としている︒

また今腰の聡会で鉛七期会員の

世界

レベルの雪質ておつくりください。ブランドは

今後鮒半年闘で︑建醒および悶
耶機器の据相けを九了︑来年三月
か閣月頃に冨庁凝血︑五月から冤
験研究を開始する予楚であ．Φ︒

︻写翼は塞礎掘削工事のもよう︼

名古屋で放射線
︸利用開発研究会

岡研究会は︑葛鰹屋地区各製

一ウム安全取扱指

なお雨中氏は十四β︑都立広尾

長都隙子力懇談麟は日本放射性

猫置指針﹂ B5判一六六吟︑
盤誌蔵物の海洋放出によりOワ 岡要約UB5覇三六吾︑五揖円

⁝

勢所の原子力関係錆一線技術者

さ約薫平方樹︑高さ湘十一溜の鉄

日本放射線彫禦学会

日本書賃織岡三元素協会︑田本
線子力学会

など四十﹁学協会は共催で︑来年
四月に第六回﹁理工学における門醐

位元轟研先発表会﹂を開くが︑こ

同発表禽は︑異なった響門分野

のほとその論文蘇集が始曇った︒

﹁プルト

病院に入院申の患筍を診断した
同位岩場協会と共催して︑来たる

判十一警︑三蒼円

後︑﹁壮士はその後二三な経過を
十月差一十一臼︑名欝屋醐工会議所

た︒

は厚さ九十律厨︒内郡には隙径二

MCFは︑船舶や飛行機を設計筋コンクリート野心で︑周囲の壁
ので︑原子炉の設謝開発に不可欠

する際の水槽や風洞に二男するも

のもの︒いま原舩製築団が建造計
画中の隙子力第一融開発に関する

臨界実験 等 が こ の M C F で ま ず 行

一A−A一

なわれるが︑選転は︑軽水タンク

の研編者か集まり︑岡偉元素およ
び放嚇灘の窟罵の技術を中心とし

﹁軽水型原子力発馬所の安全

たどっており︑今臼みたところ脚

で第玉回﹁放射線利用開発研究

で︑治療朗から左半身かマヒ︑視

麟殉所の生源寺治離島を座長とす

研︶の講演があり︑名古屡市工業

現行法の問
とし︑﹇法令全般

る懇談会も開かれる︒

が集まって︑実務上の諸問題の検

題点と提嘉

今回はテーマを

利稽促進を盛ろうというもの︒

討を行ない︑岡地臥での今後の

力は金然なかった︒

﹁再処理ガスの汝全廃集につ

をはじめ欧州諸国の医学春もこん
力がでてきたようた﹂と睡った︒

患者に視力が

行し B5判三〇〇舜︑八酉円 判九一骨︑五箇円

どの原子炉療法の全てを知りたが
懸者は過去絞回の三都切聞手三等

なおすでに米眠から一人の脳臆

したい︑と欝っている︒

MCFの建設工事始まる
内に純水を少しずつ汲みあげて︑

来年五月の実験開始を目標に
三菱原子力工菜︵社日殊尾三郎

会﹂を開催する︒

っており︑詳細は国際会議で発表

月十二日午後︑乗承・信濃陶の慶応病院で闘かれた神経放射線学会でその一部を発表︑こんどの治療

こんどの治 療 は ﹁ ホ ゥ 素 中 性 子

月内まで一万﹇ 千程に増えたが︑

は血液申の融血罪数が増加︵二週

あらわれ︑約一カ月後にはレント

は︑かつて米麟で行なわれたこの

渡米の高校理科

た研究および︑その技術の馬鞭と
なる観究の無我︑討論を通じ各専

去る八月末︑紬津製作所か重圏

ストルメント社

ろうというもの︒塞集論文の内

門分野間の知識や技術の交流を図

ニュークリア・シカゴ社と共同出

のと見られている︒

かの研究所設立勧告がなされるも

谷は︑各々の研究分野でその専門

研究所設置を勧告か

この二つの概究所設立勧告につ

任期が切れるが︑原子力分野から

いては︑同会議原子力特瀦委員会
の放射線影響都会で検罰していた

議秋の総会

もので︑その概要は次のとおり︒

子力は兵士の手でなく労働者の

と聞いた蒔︒帝の入口には﹁原
坊睡氏︵菓無大学工学部教授︶︑

氏︵疎都大学工学研究所長︶︑向

検討を行なおうとしているのが注

し︑放射線影響の正しい評価とそ

能の移動や拡故の原理を明らかに

ソ連の研究陣が︑それだけ鼠信

手で﹂との櫻謡もあったとか▽

ろがいっぱい︒

峯力先進囚でも︑学びたいとこ

されているわけか︒どこかの隙

をもち︑それたけ科学者が偶罵

岡国矢氏︵大阪大学学長︶の画名

は第八期会員候補として椹木義一

騒される︒

日本学術会
田本学傭会議︵会長︒朝永鉱

邸氏︶の第五十一圓総会が︑十月
十六日乗黒・上野の同会議講堂で

研究疑配分閲題︑科学研究推進の
蜜豆教育の充実に努力されるよう

なお会頃選挙は十一月二十五目

が嬢靴されている︒

の予定︒

ステンレスとして鹸

胸理的精腐・カ9工性・どの点でも

4日1ナ】章責

礪寮21

喚輔〜暫辱コマ函ノ内1の1磁隅ヒル》獄騒

庵杖

☆ご用命・お重合せにノ轡内論販売代理窟・ステンレス

繁

で畢術憩に注入されたホウ漿侮合物は瓢碧ロコ峯誕一Hの頴であったことを明らかにしたQ﹂

捕促療法﹂と 呼 は れ る も の で ︑ あ

徐々に平常値の七千九蕾に下っ

らかじめ態部 に 集 中 す る 特 殊 な ホ
ゥ素化合物を 注 入 し て お き ︑ そ こ
に中性子を照 附 す る と ︑ ホ ウ 索 1 0 た ︶ し ︑ あ ら か じ め 脳 内 反 応 を

るα線で腫癌 を 破 即 し よ う と い う

ゲン写真に脳睡糊特有の網艶状血

がリチウム7に変化︑これから出 防 ぐ た め に 挿 入 し た 響 か ら 目 凹

もの︒中牲子 源 に は 神 楽 川 県 王 禅

くに頸動脈から注入されたホウ集

讐模轍がなくなった﹂と発袋︑と

善にある田立救膏訓練用原子炉
︵スイミングプール型︑熱出力衝

ポ鵡︑中性子 東 は 最 高 で ナ の 十 二

色透明︑岡体状のナトリウム鵬で

あったことを明らかにした︒

しかし︑注入した化合物の撒や

種の治療が全て︵六十六症例︶尖

を手忙

論文募集始まる

氏︶が同社大鴇研究所内に建設す 精蜜な灘定器で中性子の数を曾孫 について﹂︵藤井正一氏︑建設
議脳内中部原子力懇談会︒
粟︶が使われた︒患者は29歳の女 化合物は颯野撹製藁三三で開発製
る三褻臨界実験装置︵M◎F︶の しながら臨界へと進められる︒
造したZp駒轟霞＝QQ護という無
建設工堺が十月八βから始められ
MCFが設羅される建屋は︑広
的成果を得るにいたった同位元峯
理工学研究発表会

性で︑昨卑春 頃 か ら 篇 鎖 部 に 覆 癌
ができ︑治療 時 に は コ ブ シ 大 に も

はれ上ってい た ︒ こ ん ど の 原 子 炉
による治療よ り 酪 ︑ あ る ゆ る 治 療
湛度︑化合物を注入してから何隠

て照射した中性子の灘はどの感度

を旛したが効果がなく︑繕局︑

であったのかなどは︑明らかにさ

間後に中牲子を照附したか︑そし

ハーバード大学留学中に研究し

簸後の手段と し て ︑ 油 団 氏 が 米 国

た︑こんどの 療 法 が と ら れ る こ と

畠中氏は学 会 で ︑ ﹁ 原 子 炉 使 嗣

敗に終っていることなどから米国

れなかった︒これについて畠中氏

の治療は八月 二 十 臼 午 後 猛 獣 十 分

になった︒

から開始され ︑ 約 十 懸 盤 の 中 性 子

教師一行を歓迎
シスラー函南
茂田文彦氏ら日本原子力平和利
用鉱金︵理事長・鶯礼之助原頃日
艮︶が米園に派燧した高校理科教
帥一行三儀は︑九月末の渡米後︑

各地の工業撮校や原子力関係施設
箸を視察しているが︑まずデトロ

イトエジソン社を訪れ︑シスラi
会長に米照訪閥の挨拶愛した︒

リンゴ

シスラー会長は︑とくに紅一点
の小野山教師に

ための新体制︑大型総締機の設置

放断線障冨纂礎研究所入撫へ

放肘

についてなどが議題として騒出さ

の放心線の影響を解明し︑放射線

原子力放射能蛍全研究所

今度の総会で第七朋会員の任期

れる予足︒このうち原子力関係で

握案︑誤脱事膿としては︑科学

が切れるが︑この機にあたり総会

は放射線影響研究の推進について

めの基礎的研究を行なうQ

障轡の騨働︑防止および圓復のた

し︑門口も六十年薗に女の先生に

はとくに︑各大学学長︑衆院科

放嚇線画憲篁礎研究所あるいは︑

開幕︑三日間の瓢議を始めた︒

白蔓譲畏および報道関係者など関

原子力放射龍安金耐究所のいずれ

指導された︒今後とも原子力平繍

り楽しい日梶であるよう祈る︑と

期仙する扁と述べ︑米国誘閾がよ

い︑次溺会員に繭し送って体制の

係者に︑学術会議のあり方を問

の防護の墓礎的研究を行なう︒

懇談する三人の高校教師︼

述べた︒︻写翼はシスラー会畏と

≒暑讐

戴類のゼンジミァ・ミルでつくり葺す。化学的樹久力直

邸
縷灘

手におひきうけしましょう

壌

窩＆
濃霧
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夢を診てる

募らしを漿かに

あなたの灘誕を嬉しく
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八月二十九日からジュネーヴで開かれた班核異器園会畿は︑

十四の決議と一胃醤を採択して ︑ 九 月 二 十 八 日 払 睨 そ の 羅 を

らせるか︑聖餐的な字義のあQものとするかは︑虫導的役割を
果たす平々の︑良識あ⇔行動にかかっていたのであ⇔︒

わが國は︑この会議に︑鶴甲国連常駐削際を主峯とす萄代表
団を送ったが︑アジアのある大国の大使は︑わが代表団の活

閉じた︒もともと︑非核兵器国会畿は︑一酢年の属連第二二総
会において︑怯兵器不払散の闇題が白執した論議となった際︑

動ぶりを﹁米英仏ソにかわって超核大園の如き活躍ぶり﹂と無
し︑また︑西側のある友御国の代嚢も︑﹁日本は︑この会議で

パキスタンが虫唱して︑核兵器不拡敬のための灸約に非捗二二

めにもつとも建設愚な貢献をした稀為の国扁と述へた︒

活躍したいくつかの国のうちで︑会議を有愈議な方向に灘くた

図の立勧︑8よりょく反映せしめる圏陶で開催することが綜則的
に決定されたものである︒しかしながら結局︑会謡の闘催が︑

評価されていると富ってよさそうである︒では︑罪核兵器国会

で颪乏いが︑臼本がこの会議で果たした役割は︑圓際的に高く

畿嚢団の一員として参加した私が申すのは︑浮朗味噌のよう

核携不鉱畝条約か今無芹の渕連 総 会 の 犠 講 ︽ 証 で 蟹 名 の た め
に闘放どれ陀あとの本葎八月まで延期されたことにより︑会談

うことから︑条約の聖施に当たって︑非檸募黙囲の主張．俘響麟

の困的ぱ︑不拡散黙約中に非核興器圃の立瘍￠反映さセるとい

議の成果とその憲妹は︑何であるつか︒平和利用の聞題を中心

部

わゆる粥報・技術のクリアリング
・ハウスをつくるためには︑口隙
的にどのよつな取決めセつくるこ

とが適当であるかという課題をI

職勲爵溝溝慧燃熈醸濤溝熈沁懸藩漆溝口澱ミ

受けることがないように︑核兵器

技術・彌職の交流が不当に制限を

さゼるということに後退せざ⇔諏僧得なかったという渥緯がある

．︑

としてふりかえって蜀たいと思う︒

アイタルなインテレストの撒護
のために鴇任運活溌の地位獲得を

罵指していたことと︑工A猛Aの

翼

ンを知り︑要すれば︑その入芋の

蠣報の浮孔及びそのアウト・ライ

ないし工業的嫡伯を噛する技術︑

第二文は︑非核兵器国が商業的

ることを製写している︒

設けること及び王AEAが特殊核

ステソプと舌えようQ次は︑工A 分裂牲物質鍵金を設けること等を

Aを擁謎する見地からに︑顎饗な

工A封Aが核燃発の平瓢受章隅の

行のための決恵とであった︒わが

みならぬ期待と︑その断圃たる藤

和利用の開発によせているなみな

ルトニウム利用の孜術的および

馴用︶語画の蝦告に就いて︑プ

ての考え力は︑響水炉を採用し

国にみられたリサイクルについ

パネルでの割談を通じて︑各

開発を歪力的にすすめ︑試験騨

よう

な考え方︐にたって︑技術

ー︑ベルギー等は︑米国と周じ

さらに︑西ドイツ︑イタリ

期︑リサイクルがもたらす原子

るが︑商業用高速炉出現の二

発が︑はじめられようとしてい

へのリサイクルのための技術闘

し

／

／

粟

ノ

〆

！

！

︑

＼

鱗

EA理肇会の拡大に慰する部分 要鋤するラ糞岡決議顕などが採

て鞭醒すべしというもので︑この

実施に際して果しうる便測につい

経済的雛項に闘する研究開発の

ている米園かもっとも明確で①

ウム・リサイクルのための技術

核燃料課佐々木白眉︶

︵科学技術庁原子力局

、

択された︒

将来の保障措
置制度に布石

平和利用の関係で︑他の提要間⁝

いては︑スイス︑スペイン等が提

題は︑蒸器描瞭である︒これにつ．

案した決議案が成立した︒その趣

部機関として保障講掛検討を任務

旨は︑第一に王AEA理後会の下

躍制度羅馬化︑保隈措臆の二墾適

とする特別婁員会の劇設︑保障箔

用防止等を勧告したもので︑この

度のあり方を決定する上で艶要な

決議の探択も︑偲来の保隙措置制

かくして︑非核兵器国会畿は︑

布石と甚うことができる︒

レアン湖騨にその蕩を闘じたが︑

㎝もっとも印象深縫ったことは・参

一放陣するにかかわらず︑原子力平

︸加九十五ヵ国が︑核兵搬の開発を

園の利益を霧慮したものである︒

能轍を検討させる趣旨で︑低開発

ｵて人後におくれてはならない

一国も︑この決意の圓さにおいて︑

第三節は︑非核兵器麟が︑王A

EAの保障錨麗を受諾する限り︑ にのへた平和附核潔発のための新

レビ晶1がおこなわれ︑臼後に

英図は︑一九七〇年代の後半

の原子力発電に与える経済附︑

余剰プルトユウムが髭生する

文化を支え

で︑理雛会かその野鶴補題を検戯
することを剃樽す．Φという趣躊の

会議場の日本代表団

の開発禦業中に殊子力利罵欝圓を

偏物自画を設けること︑世鰻がそ

謝画︵U頁DP︶中に籔技術緋究

するパキスタン決議秦︑園連立発

スを許されるよう各国にアピール

て原子力関係研究施設へのアクセ

の技術省射が無藍購原則に塾つい

命に関するラ栄譜国決議樂︑各国

崎を仕口とする達意家クループ任

たらす買献炭についての報告灘三

核技術が低開発園の経済発展にも

この他︑平和利彫の分賢では︑

ものである︒

つと黄ってよいであろ 段につき︑やはり︑工A猛Aに検

う︒臼本決議案の第二節は︑IA 射させる趣鼠のもので︑これも間

ヨンの

報の秘密蝦定を技術開発の進展を

EAに対し技術援助のための資金 灘点のひとつである︒鋤四節は︑

この第二文と第三文は︑技術先

している︒

て︑今後︑継継の血味を捲つもの

遣国たる列繊兵器園の利鎧にとっ

である︒

﹁との感をあらためて響くしたもの

︵完︶

り宏られる面通となった︒工AE

園動機閃設霞構想は︑笑質購に宣

これらの討議鮎果および工AE 経済的に魅力ある職速増癩炉出

ン灘の節約讐についてA面のパ

力発奮の経孝養向上︑天然ウラ

一九七五年頃を目違に︑軽水炉

九月二日から竪臼まで︑ウィ

装荷訓幽をかなり大豆にすすめ

および藻積雄︵他へ利用しない

けるプルトニウムの年鮒生成盤

この技術開発に薦響するにあ

開発の必湿性を強く感じた︒

窪で艦幽すると

あるかを具体的に掘離しておく

技術的実益がどのよ・2嫉もので

ニウムもその隠 たっては︑関係者がリサイクル

るとし︑プルト

には鷹速炉の実綿化が期倦でき

ネルで得た印象から︑プルトニ

や実用炉へのプルトニウム燃料

プルトニウムの熱中性子炉へ

墨となるであろつ︒②氷盤にお

のリサイクルの割騰の中では︑

す．筍王AEA主催のパネルが開答書ひとり蒙とめられた︒

このパネルは︑主として原子

催された︒

揚合︶は︑一九八○葎にはそれぞ

将来にわたる楓子力磁石の導入

肖聲窮防溜撒U

いう考え方で︑

が︑アセンブリサイズのプルト

っては︑いくつかの閥題はある

また︑技術隔発の巽癒にあた

ことではないかとおもわれる︒

熱中性子炉利用
は消極的︒カナダも臆水炉中心

については︑慎重に重水炉の経

一ジで︑一九八置年にはそれぞ の考え方から︑そのリサイクル

れ︑八間約二十ゾおよび約九十

れ約四十六誘および約二颪六

済性の面から見守っているよう

仙かおこなわれ︑さらに︑繭業
用隅雌増搬炉の出現の時期をど

十八ジとなる︒⑬滞水炉へのリ

規模と生威プルトニウム門皿の評

国︑氷国および田本の十二ヵ凶

のよつにみ．Φか︑すなわち︑プ

ダ︑スウェーデン︑チェコ︑英

からの代表および幅門家約二十

試験施設が国内で難易に利濡で

Eム燃料の照射および照射後
一方︑わが国では︑軽水炉中

にみうけられた︒

一九八○奪代にわたっておこな

サイクルは︑一九七三銀頃から

要な鍵となるのではないかとお

きるかどうかということが︑至

ルトニウムを高速炉のためにス

心の原子力発蹴謝爾で規模も小

トソクするか︑燕申性子炉ヘリ

さくなく︑プルトニウム薔三眠

二名か参加した︒わが威から

は︑米国のそれの約六分の一に

は︑今井既︵原鷹︶︑出本氏

に達しよう︒④軽水炉における

ニウム・ウラン混合酸化物燃料 そのリサイクル愚は薇一三酉ゾ

一ウムクレジソトは︑O

うことが必農であろうQまた︑

プルト

サイクルするか︑また︑プルト

は︑ウラン燃腓と比較してどれ

・一三○︒四竃ル／KW賢となろ

ーーV？一XY9？Q

もわれる︒

パネルては︑まず︑各園のプ

ほど職︽なるか︑などの論議が

擁した︒

漏発におこなわれたQ
ルトエウムの熟中性子嫡への翼

達する︒

ルトニウム利用︵査として︑プ

︵古河電工︶と小黛の訟人が出

ド︑イタリー︑スイス︑カナ

ー︑フランス︑繭ドイツ︑イン

て開楓されりたもので︑ベルギ

め︑一九六四年のパネルに続い

用の享益について討議するた

通の課題であるプルトニウム利

力発電をすすめていく国々の共

ようとしている︒

Aに対する勧管を含むパネル報 現の時期は︑一九八O総代の後

うる途を冠絶するための濾過の手

と予想され︑会謙の風果に対する 自由に精殊咳分磁性物籔を入滅し
わが国の臨要なコントリビューシ

う︑ということであった︒

決議が採択されたことにより︑先

常時工AEAに通綴するよう螢燃 の増大とその一腰為効な使用の可

考慮して解除する司鮨性につき︑

圏が安金保障上機欝と指定した情

脚期する鵬岡代表団痩（WWP）

ーンで︑ブルトユウム利罵に関

薩憲盤

め︑工AEAが従来以上に努力す

された技術憎．職の国際交流のた

わち︑この飾の第一文では︑公開

という思想に星ついている︒すな

する擁利を認められるへまである

して︑このような嬢報技術を入手

開発の権利を放葉する兇返りと

で︑非核兵器国は︑核兵羅の製造

する惰報技傭の入手に関する部分

第一纐は︑原子力平和利用に関

である︒

にわかれ︑その内容は次のとおり

択されだ︒この決議の本文は五節

ア︑スイスの共同決講集として採

ク︑フィンランド︑オーストリ

デン︑ノールウエー︑デンマー

謙案を吸収して︑田本︑スウェー

審議の経過において他の二つの決

慧

いると感じて理箏会の構俄に不満

活動の空導価が先進翻に握られて

を遍つ低開発国の理製会再編成要
求とが瑚せずして一致し︑大慧な

抗し得ない勢いが感じられた︒

採択された平和

できるような仕組︑すなわち︑い

ABA近代化の聾求には︑何入もために所感著と交渉に入ることが

会拡大ということに集約されるI

盛上りを見ゼたからである︒理雛

障詞

のであるが︑いずれにしても︑会識を勝者気ま豪な放談会に終

意外に強い一A
匠Aへの風当り
平和利用の 囲 で ︑ 当 切 も っ と も
注灘を集めたのは︑繊爆発平和利
用の間題で︑メキシコは︑平和儲

機関を設立することに関する条約

陶核爆発の担当擬閲として新鷹際

リアも︑岡様︑斯機國の設立を提

案を賢料として配布したし︑イタ

唱しつつ︑独麹の条絢累握出の罵
意があることを述へた︒この核爆
冤平和利用のための新機関設立提

案は︑不拡散条約の莫施に当っ
て︑園際腺子力機閃︵IA猛A︶
が憲襲な任猜を果にすべきである

化につとめるへきであるとの立揚

と考え︑そのため︑工A醤Aの強

に附してなんらかの慧味で批判的

壱とる園々と︑工A泡Aのあり方

立揚に立つ国 々 と の 間 の あ る 櫨 の
鮒立関係を も た ら し た ︒ わ が 国 と
しては︑轟然︑原子力平憩利用の

面で歴砲と冥績を持つ工A坦Aの
役圃を嵐税 す 萄 凱 腸 に 立 つ と 毛 鑓

っていない核爆発の平和謄用の閲

に︑豪た実用化が現実のものとな

慰について邉卑に纏をはめること

はかえって望謹しくない︑との観

職かわ︑核爆発平和利用の間題

は︑隠聞をかけて一A君Aで検討

し︑しかる後に自体駒矢施態様を

決定すべき で あ る と の 主 張 を 行 な
った︒

斎の核灘 発 の 間 題 に も 兄 ら れ る

利用の決議案
以上のような3う勢を背暴に︑

A覚Aが検涌するように呼びかけ
くつかの決議樂が提出きれたが︑

ている︒さらに︑第三文では︑安

ていないドイツ︑イタリア等が︑

bが闘も独自の渓議鷺を提出し︑ 全保瞬上の理由て鳳子力に呈す・＠

AEA珊桜会に鴇任附雌位を狩っ原子力平和利用の闘題についてい

りは慧外に強かった︒それは︑王

とおり︑工A湿Aに鮒する風嶺た

漁乙

王子製紙
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放射線影響毒素の推進

研乙案の生命も危険にさらされて

九大の米誌機墜落喰件のように︑

の中断や糟密翼験の僚止および︑

も箪購訓練で︑講義︑会議︑思蕩

縢子力に隈らず他の研究機関で

るQ

がこれを理由に設置に反対してい

あり︑地元漁民︑茨城県議会など

予建地に隣接して米軍尉爆懸湯が

の計翻が発蓑されているが︑建設

二つの共同醗魔断設立を働告
一本学術会議︵会長・朝永振〜厚塗︶は︑十月十六日から十八B豪での憲田間︑藁京・上野の同会

部改正︑また原子力関係では放射線影惣研究の推進など二十三

議講堂で︑第五十一回総会を開いた︒今度の総会では︑昨年来問題になっている科学研號鞭酎分方式
の聞題や︑学術会議会員選挙規購の

畑鼠の提案について霧議し︑その大部分を採択鋒採択されたもののうちとくに注圏されるのは︑

両研究所とも一二に吋概の典同

冤環盤地に近全した研究機関の安全対策への印し入れ︑籍学研究雅進のための薪しい体制の検討の要

かも後手に回っているのが塊状で

璽︑放射線影搬研窮の撤進への鋤管などである︒
放射線影欝研究の推進について
利用研究所京たは︑薪しい形の共
岡研究所であること︑としている

あった︒

だが︑わが国の題額条件や︑園

旋︑欧州協照会諮闘会翫代籔代

鞭亀弓ξ翫堕譲︸︻蔵唖三一﹇ヲ臨唖三︹一一一三箇㎎一ξ三醸Ψ一識ご

多

画匡

?﹄＝騨三聴

y＝

1魏窯竪舗響1蟹紀伊國屋書店翻ヒ総謡1輪1

七日まで猛襲重重設を視察︑大阪

博士はザールブリュソケンで

理︑欧州議会議員︑欧州石炭鉱鋼

冤摯

F【

ヘルピック博

◇

肥薩の揺まに応じて来日したもの

共岡隷叢島機闘餐員昂盧任︑昨年

G968年鴇月発売）

から雷潜へ向う予定︒

出生︑マールブック︑ウィ奮ン︑

で︑二十一日鍋島原子力餐爆長お

七月に欧州共起体委貫会︵ユーラ

轟

科学技術関係データ・バンクの内容とシステムと
その活用挟況を網羅するディレクトリー

研究体制の改善も

士らが来日
欧州麗麗体婆員会の副婁員長F

五蹉無ドイツ連邦議会議賃に当

業研究所総爾長を勤めた後︑㎜九

鍛が見られず︑豪たその麗にも研

よび蔵内外務次宮に蓑敏︑調関係

で四田間にわたって聞かれる︒会

へと移るような傾商にあり︑会蹴

翻体の充実味が心している︒

陶画の窯餐議題は︑セラミソク

燃料の①星礎的性質︑②製造︑加

立性︵騰被糧謄と燃料臨体の瀬禽

工および将乱︑⑬被覆管および両

盤︶︑④照嚇効果︑⑤燃潤の謝

参尋者は米陶醐からW・E・ロ

謝︑開発および試験︒

ーク博士︵P蕪L嵩途炉燃料マネ

鍔11・釧1岬・M・・MI閥M・…新刊書御案内酬閃M・閥M・・…麟隅酬

基礎科学研號の推進と研究体制
の確立について︑岡会議は出隅で
に種々の鋤皆を行なっており︑と

壷部のR・フォソシュ審議宮ら囚

・ヘルビノク博士が︑0琵CD代 ベルリンの掻大学を箪業︒一九五

羽田着来日した︒

名の随行員とともに十月十九B︑

一奪から九無論ケルンのドイツ簸

した﹁科栄研究計圃第一次五力年

くに昭和四や館にはそれらを総播

が︑研究所新設や拡充に側をとっ

計圃について﹂の勧告を行なった

究者藺の新しい要望が出て愚で

者と会談するとともに︑二十二田

一画になった謝謝︑昨年発足︶の科

トムとE鶏Cと欧州鉄鋼爽問体が

選︑以後︑連邦議会経済閾題婁員

いることから︑これらのことを放

には両国の科学技術開発について

ヘルビノク博士は︑鏑島科技庁

話するのは︑わが凶の科学研究推

科技庁︑通産省および搬子力三機

てもその畏隷化のための適切な措

て︑欧府に対し次のような趣雷の

協定についても︑聞B︑ウィーン

基礎糊分野に関するものが多かっ

繍では当切︑二酸ウランに関する

得た︒五十六歳︒

一九三三年に物理学多士の学位を

学技術挺嶺副裏移長に就任した︒

進にとって晴眼な灘害になるとし

関︵原研︑勤燃建業団︑原船籍業
団︶関係者と会談︑二十三臼には

嚢駆を行なうことを決めた︒

基礎科学研究の推進と研究体制

策灘原子力センターを視察した︒

でそれぞれ曝本側目新関欽也駐オ

会畿室で二二つた︒この﹁脚門

十二臼︑束京・赤坂の三会堂ビル

研究協力専門家会議﹂が︑十月二

﹁セラミソク燃料に閃する日米

璃米会議が始まる

セラミック燃料

調聞︑発効した︒

A嬬U・ゴシュワミ同機醐次長が 討議の内容もノウ・ハゥから応用

・F・ウェアリング代喪︑工AEた︒最近では工学的な問題が多く

ーストリア日本一大使︑蓮写真﹂

二十四隔隙産と懇談ののち︑二十

の確立には︑科学者の循遇改醤︑
圏際学術交流の強化なども憲要で

る問題点の改善を要望する︒政府

あるが︑とくに研究体制にぬ結す

は︑同会騰が今豪で行なつできた
諾勧欝をとり上げ︑これの寝番箋

新講英協窟が発効
効力は今年から30年間
十匹日国会の承認を得ていた︒そ

家蚊識﹂は︑第二圃日米原子力

新しい日英原子力協力協罵が︑

麗業舎岡会議に出議した米原子

咽hr【i
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は︑環境放射能研究所︑放射線家
憲基礎研艶所︵いずれも仮称︑別

いる︒このため政府に二輪茎地の

施のため︑貝体的な諮二身を講じ

が︑すでに科学鼓術庁放射総監学

撤騰を硬膏とし︑それまでは必要

良禽研究所があり︑わずかではあ

現在勧告中の研究所等と関連し

毘感癖など特弧条件から考えて

な安全対策を講じ︑研究者が安心

も︑原子力演算推進のため︑放射
るが放肘線障審の纂碇研究に蒲孚

全な原子力開発推進のため︑次の
線の生物に与える障憲の写本的機

稿塗照︶の新設を含め︑今後の健

ような勧出照を日劇に行なうことを

て︑その踊艮︑組緻︑遮當などに

めの獅要な饗素となる︒

怖きもあり︑その調盤も窯現のた

基地隣接施設に

万全の対策を

ついて緊急に描照を講ずること◎

して研究に専念できるよう申し入

必要である︒このため構認両研究

一テーマに対する二虫投資と見る れを行なうことを決めた︒

しており︑両研究瞬実現の競には

施設周辺︑環境におよほす膨響の

の生物︑人閥︑その集団あるいは

構︑その葉理の究明および︑欄々

近無わが嗣の原子力開発︑とく

決めた︒

に発避副画は︑昭和五十年までに

に二千億円の研究投蟹を予驚する
所を斬謝するとともに︑岡暁に大

の鑓効については︑この協定に墜

力委員の故ウィルソン氏の羅案が

十月十重日︑発効した︒

灯を合わせるのが望ましいとのこ

つく保障猫罎移管協驚の発効と漁

談た︑冠肇塁地に近接した大学

この協定は︑前文と十力競およ

︵ORNL研究轡︑ゾルーゲル燃

ージャー︶︑A・L・ロソト筑

料轡門家︶︑A︒E・オガード博

者︒魏魏炉の噛力学︑とくにプル

士︵ロスアラモス科学研究所研究

1購あるい購さ網爵報の㌃織聯関の利回を詳しく収録します

支店名古屋・大阪・広島・高松
福岡・金沢・仙台・糺幌

六四〇万KWが予定されているほ 原理究明を行ない︑原亭力利罵開

など︑昌覚象しい進展を見せてい
学︑大学院にこれに関する講脆を

び末文から昇り︑これに了解審偏

実現したもので︑賦米両壌専門賑

いては︑軍事星地の撤廃およびそ

一が付されている︒内容は︑核物 とから7臼︑英︑畑野原子力機闘

その他の研究横関の安全対策につ

れまでは万全の安全対策を講じる

び炭化物系燃料︶に関する技術情

ルマン博士︵AI社のプロジェク

トエウム閥係婚門家︶︑H・パ：

ト・マネージャー︑照樹や材料⁝凶

係幽門家︶および在日米大使臨の

の六名︑田本健は原子力局︑原

W︒﹂・マソクール︑W・ビーチ

立︑住友職工︑古河霞工︑三斐金

研︑動黙難業邸のほか東芝︑継

＝鱒

魯薔犠が出難している︒

風鉱糞︑三鄭源子力工謀から鮎貝

護

R雇機器工糞懇談会謝測部会

R甕鉄鋼業懇談会第二回ワー

二十九臼午後原漣

キンググループ十月⁝羅午前除雇

工業倶楽部

会長清：水正雄i

か︑将来に伽え新型鋤力炉の35発 発と併行した原子力放射能艦理が

る︒その反面健全な幽明力開発に
増強し︑技術霧を還成することが
必要である︒

不可欠な原子力放射能目路︑放射
線影霧研究は︑極めて小規模でし

観本学術会議の秋の総会

報の交換を行なうのが鼠的︒毎年

けるセラミソク燃料︵酸化物およ

︵王AEA︶の三巻で交渉が進めの直鍍望都によって︑両国闘にお

ため︑爾國が願いに本四驚承認の

られていたが︑このほど妥翻した
れることを尻面するとともに︑わ

戦勢を行ない同日発効したもの︒

質や設備鱗が臼英両圏間で移献さ
軍聯基地に近接した研究機関と

が國が英国から臨卸した激子炉の

となっており︑人員は一九㎜人︑

三十眠正年

⁝笹界フォーラム大会第凶園藤織

霊餓金

本社東京都中央区宝町2／1

i遡SC圃NCE＆三廻C二二OLOGY

清水建設

蒙 米国をはじめ日本を含めた各国の政府機関・国際擬閃・学術団体・公社・民賄会牲及び
票 大学等の主要な科学技術研究機閏の精報センター約220について・そこで使われてい
塗 るコンピュ〜ターと入出力機器のハードウェアおよびソフトウェアなどの主要な使用

一

清

川

吉

社長

よう心し入れることとした︒

所要燃料の洪給保証が規定されて

一圓︑鷺米交互に開いているが︑

放射線陣害の防止と克服は原子

であるが︑この分野は従来の学悶
分野の脆界領域にあるため︑異な

力開発の遣展に伴なって︑ぜひ解

る分野の野凹象の協力で新しい学

決しなければならない悶題の一つ
那門十二と︑客員研究部二部︑研

謝顛によると︑環境放射能物

究交流企國部の流動郡門三となっ

理︑化学︑生物︑医学各蔀門︑環
境爵染気水圏︑地謡部門など固定

いうものQ

つく傑障鴛醗のIAEAへの整響
今回はその第五圓目︒二十五鎌継

なお鷲日英原子力協力協定に鑑

気所などが上げら

今隼三月に菟黙で署名︑蒼月二

おり︑その有効親藩は三十毎︒

しては︑原研東海研號所︑動燃
覇業団東海禦

れ︑とくに動燃の東海事業断に
は︑使胴済み燃料再処理旛設建設

学術会議が勧告する

響の原理︑周辺環境への移臨︑拡

ると懇われる末端憲での放射線影

二つの観究所の概要
放射線影響研究の捌進につ

臼本学術会議第五十一回総会

八千万円︑また完成後の年閥繹費

讃溺によると︑物理学︑生物

るとしている︒

門など固定柴門九と︑客員研究部

掌︑生佑学︑微生物学︑遣伝単郡

い︑入類に対する放尉線影響を解

で完成後の軍紀経費は約二僧円を

建賑岨費︵詞︶は約・Tぬハ倦鶯

三︑研究交流企画部の流動部門四

明して︑放射線陣㌫の評価︑防

職i

ており︑入質は一一六六人︑建幽門 闘体系を作らなければならず︑そ
︵建物︑没紬籔等︶は約二十六億 のために圃定部門九︑流動部門四
からなる同研究所設立が必要てす

敬の原理を解明して︑放射線帯響

原子力

は約二億円を必蟄としている︒

放射線陣讐暴礎研究所

の正しい評価と︑その防護のため
の離漿研究および︑療子力勝躬鮨

の管理︑処力の翠礎研究か行な 開究の遣展と耕行して︑放射熟陣
うQこれと試行してこの分賦の専 害の防止︑克服のため︑放尉線生
物学を主紬として墨礎研究を行な
これには琿︑工︑農︑医学など多

琵︑停復のための麩礎となる学門

門家の養成をも目的としており︑

冬夏毒確立する︒よたこの分野の

千万田口

くの専門家の協力を必要とし︑嗣
定部門十二︑流動郡門三からなる

埋門嫁の劉成も鼠晦としている︒

必要としている︒

の汝令対策の研號を捌進しょうと

同研究所挙．中核として︑環境放射

恩

で︑

いて の勧奨を政府に行なうこと
になったが︑その中心ときれてい

瀬鱗説欝欝

は購騨・薪蚕糞
利用研究所あるいは︑暫しいアイ
ならないとしている︒

デアによる共同娼究所でなけれは

O蒸び鋸鱗
能轡

振醤東京5895番
電康奮（59著）6121（｛圃己）

寮京都港区覇橋1丁目1番13号（東羅；日舘内）

会議
産

子 カ
原
本

発行所
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第448号・一
昭和43匂三10月24B
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聞

業

第五回 原子力の日

して銘詑されるほとの歴電を持た

の七機関か協同して食荊立案と呪施の．員
ろうか︒

と周じ効果しか持ち得ないのでけないた

らしめるには︑原子力平和利用が礒13ご

十月二十六日を翼の﹁原子力の日﹂た

任に嶺たることになったからである︒

す嶺磁論調査の縞果を頃蔑して︑放尉能

過般細君技術庁が究施した線子力に関

ず︑寒た困民にそれほどの羅近態

しかし︑原子力平和朝用・開発

を移えてもいないからだろう︒

ろ凶毘心理に竃える影響が最も大切であ
る︒いいかえれば原子力政第と原子力行

問題に濁する国家の正しい諏滋を得るこ
と逢墓醐にしているというが︑その現わ

の叢展に俸って︑全域各地に原子力発磁
脂やその他の関係麓設が鰹設さ汽︑豪た

韻分解決される︒しかし実現が遅

離科入寮の朗輪講という勘のは大

原

調ワルス串一欝ま

門FBRか

院本涼子力．貸嚢会議は十弓一八

が⁝瓦ヒ五一八○年頃まで続く

近︑麺ドイツでは軽水炉の建設

きりとしたものではない︒叢

硫といわれているが︑またはっ

ナカ発竃聞驚に．uける火轟な

田午後二時から︑痕京・訴鶴の大

没割を果すことは︑一九八○年

和製行虎ノ門支店八階ホールで︑

れる現禽は︑燃以艇済などの点か

の臨藩が必蜜であOう︒

﹁コワルスキー博士路面公﹂を隠 5過面︑疋然ウランを鍵う働蟻炉
戴したQ

これは︑欧州原子力機肖︵EN
EA︶鷺学麟閣で︑かつ駕箔な誓

ので・この燃桝無給のために濃

縮工湯の建設が必要であると唱

しかし︑濃縮プラントの技術

える電力藍鼠の人たちがいるQ

面︑経碍面についての閲虚が難

しいとされているQ寂た海水脱

ノパでは自慰のためにやる歓憲

駐プラントについては︑ヨーロ

はなく︑後逸湿同け導爆という

﹃ヨーロソバ

観点から考えている︒﹂

では︑︸九八○年までのはっ騒

ウィりアムズ茂

いる︒FBRか入ってくる一顧

りした原子力鳶電導画楽持って

は一九八○〜八五年の闇にな．つ

愕然ガスが出はじめてきたが︑

う︒また現在︑ヨーロソバには

原子力発電と競合するかはまた

わからない︒長子力発電所は大

型化の傾陶にあるが︑西ドイツ

で︑今のところ︑それぞれ噺鉱

の揚禽︑大きな電力会祉は二つ

最近翻NEAが放射性廃葉物

六ナ万KWが隈度のようだ︒

の海祥投東に関するレポートを

ペインから観議がで陀︒致全

まとめたが︑この海洋没葉でス

性については尉に大きな潤題が

の函解であったことが患められ

あったのではなく︑スペイン側

@＝：

一

ても融棄している︒L

ている︒荻た藍紙の投葉につい

謎︷

一

難窯童工藁袋縫難産：

を迎えて

望⁝照聖究年七月︑膿了解
敗に対する政痢の態度が懲要ということ

ENEAの二氏

れた形においては︑高校生の原子力に閲

工盤焦麗や薩療︑食徽増薩箸にも活用さ
になる︒放躬能への危狽と不安心蘭民の

について次のように語った︒

原品に入会︑鋤簾

︶四一五一

夫

信

田

横

東京都新宿区角筈2丁目73番重血

川によって﹁原子力の日﹂が制定

する作文隊集を頂点に各獺学校八け蟹噺

逸笑議獅が実現すれば︑経済性や

な聡力感冠の発電所建慮に結びつ
くものではない︒

なお︑今年度からの通薩省立地
濁査地点の選電は第二次五馴顔計
霞になる︒すでに決窺の北海道二

村である︒

地点は︑古宇郡泊燭と島牧郡扇蚊

原麗に

影3／多ノ影
︵株︶豊細濁央研究所

入会︑愚答取締役所長梅原牛二既
住所名古屋市議鵜区久方二の十二

︵株︶上組

電話名古脆︵八〇一︶一一六︸

齠

取績役社長

展⁝蕊てから・はやくゑあ高
れ︑今では公轡防止に翌る謹で國属福二

学5のL・コワルスキー氏と︑E
また来目巾の王・G・K・ウイ
貰践A次長王・G・K・ウイリア
リアムズ湿蕪猛A次長とL︒コワ
ムズ氏が︑ENEAとわが圓の隙
ルスキ！氏は︑講一会に先立ち十

が原膣を訪問

目を迎えることとなった︒従来から春の

れ実施されているならば︑

脳裡からぬぐい去る施搬が︑鵠に検討さ

コワルスキi博士は﹁錦鶏炉系

鐵したのを機会に開催したもの︒

の選択に際しての譲鑓離につい

短所および︑各圃の現状と将来畳
について述べさらに次のように論
った︒

炉型鴬語では︑鰹本旨のほか︑
軍鑛との園蹴︑エネルギ⁝源の独
立性︑自霊開発と輸出など経繕外
的な要囲が出盛な︒豪た箏実各国
とも独幽に判断を下してきた︒一
方経済性認価というものも︑その
時々の憎勢で変ってくるものであ

これは絶対的なものではないこと

り︑大きなウエイトを占めるが︑

月十五臼午箭感風︑原産饗務局を

ウイリアムズ氏海洋投棄を説明
例えば一九八○年代朗半にFB 訪ずれ︑ヨーロソバの鳳子力購鷲

を漫語すべまた︒

コワルスキー氏が講演

﹁原子力の

遣した一戸理科教師のテレビ二一︑鵬校

聞の発鐸︑臼本平和籍胴暴愈か米醒へ派

β﹂は︑そのことを改めて思い出させる
門応否力への磁頼の撰﹂として︑その驚
顔を十二分に発揮し響るものとなるだろ

子力開発上の交流を藻めるため来

の醐上にも大潅な役劉を果すようになっ

教師に慧するセミナーの開催など︑中央

た︒鍛近のきわだった弼をあげれぽ︑原
子炉による田無瘍の治癩︑氷作日報〜を

多い︒

におけ葡鰹しは生徒︑緻唖醐けの行禦が

て︑掻灘勧雛が行なわれていたが︑秋た

の品種数疑︑認

科学技術週間の一日を原子 力 の 日 と し

けなわの十刃二十六臼が︑単独で﹁原子
かちとった

う︒

て﹂という講演の中で︑マグノノ

レイメイ

力の黛﹂と建められてからは︑その行駆
建第一碧の自動箪の蜜全マクラに放射線

三子力行政に関しては︑最近とくに数

クス炉︑山水炉︑軽水炉︑高速増

もちろんこれらは︑それぞれ原子力の

して織子力欄巡機関が︑富民協ヵして原

もいちだんと多彩になった︒その日壱期

田にふさわしいものであり︑躍力格托の

殖炉を例にあげ︑各々の国でそ3τ

瞠気灘鍵田
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洋における核笑験は予想外に犠胴

︵猛烈なの意︶も

・テリーブル

雀来しているようた︒

がかさみ︑他の謝醸の実施に隻騨

︵恐ろしいの憲︶も二隻目の

れ一九七〇葺と一九七二年に逆合

予定撚り建造が進められ︑それぞ

ル

しだが︑原子力潜水離に関する懲

機

五月危

作成のための必要資材の注文が始

されるが︑すでにこの春から原型

からシェルブール海難工廠で惣工

た︒この潜水艦は一九六九無九月

いの葱︶と命名することに決め

ドロワイヤン

ソト発肘原子力潜水艦を

員会の提案に従って盗隻屋のロケ

仏国防省はこのほど軍艦命名委

フランスで三隻目の
原子力潜水艦を命名

力庁はENEAの報告に疑いをも

告している︒しかしスペイン原子

な放射能も鷹さなかったことを報

没︑一年後にこれがいかなる危険

万一千の金属性の蘭に酷めて埋

射性廃粟物︵八千キュリー︶を〜

六七熱愛に第一回の投下として放
スペイン原子力庁はENEAの

スペイン原子力庁

棄物投下計画に反対

大西洋の深海に索溝豊の放厨性
ENEAの放射性廃

︹パリ松ホ駐奮鍛登︼
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田地帯のハートルプールに鳶二十

国では石炭焚きの火力発電所が建

AGRを建設

英国で四番目の

七KWである︒
︻写照はGε社8WR二四セン

とられていると語っている︒

ターのシミュレーター・コントロ
；ルルーム︼

やや原子力発蹴所の発注がひかえ

射石鎌が原因によって無警だっ

ち所
︑国連の公海の海底利周開発特
五万KWのAGR型原子力闘羅

▽建設中11三十九墨︑発蹴設備 建設を決めた︒これは負荷率五七

法上︑公海の灘底使用は禁止で意

鰍二蕎七十八万二千二薔KW

▽讃爾中1一①原子炉発注ずみは 炭焚き火力発醒所の発囎コスト一

ノフが教富として訓練生欄々に指

この結果︑網羅罠間の原子力発

ク・パワー祉や︑フィラデルフィ

月に闘絞されたが︑増大する禽資
格運転員の露出に対処するために
作られたものである︒一九八○無

気諸軍嵩の原子力発鍛蝋画は︑原

匿になっている︒

電炉で彼らが見るものと比較す

たり蕎憲だったりでは混乱する

ントして不安がり︑魚を食へた

対する理解と認識が必要なこと

際上害がない︑すなわち無寅な

よりも欝命を短くしている︒

ない︒またEN劉Aでは埋漫削に
KWHO・七〇ペンスに対して○

容泓二千八齎三十八万七千欝KW ％として︑経済性からいっても石

¥六棊︑発職設備容羅一二千穏二

示を与えるQ訓練生と料率は︑四

歴に圏執はしないが︑原則として

羅設備容量は︑運転中︑建設中︑

十八万四千九齎KW︑②原子炉來

・ヤンキー発羅所設置に参加する

望に⁝名の習合である︒同センタ

嵩校柱であることとしている︒G

CはASLBに対し︑バーモンに
ト颯えて︑GE祉の十三人のスタ 転員︶ と呼はれる運転員商生み
墨継の契約内否について︑法的妥

ーの卒業生は︑ドレスデンニ三三

Eの関係者によれは︑このコース 計野中のものを全て含めて︑七千

張するものとみられている︒

なお︑この特別公聴会が開かれ
る隠期は象だ明らかにされていな

昨年に比べやや低調に

炉メーカーに附して発注された︒

一
米国原子力婁蟹会は︑このほ

昨年の盛期では︑原子力開講所

米国の原子力発電所発注
臆に飽険を及ぼすことなく遡練を

ど︑一九六八無九月三十日現在の

二十⊥ハ基︑三宮醗容灘一

い︒

発注は十一基︑発避設備容澱九颪

当性を審査する公聴会をもう一二

ないし類似の寒露の運転員の資格

いる︒また在来型発電所の総設備

ない︒法朗な資格が与えられない

場禽や︑あるいは手続きを進める
上で何らの葱義を温めない雨雫︑

かないと主張している︒

やたらと参加を認めるわけにはい

なおメイン・ヤンキーの串諮者

出すことを闘的としている︒

これに対しASLBは︑デュ⁝
開くことを命じたが︑前山のよう

を与えられ︑A猫Cの免許︵ライ の教材は︑ベテランにとっても︑

論難は︑一九六八年六月

クトリックス社のピーチ・ボトム

ない嚢さつから︑マサチュセソツ

新人にとっても︑全く効果的に受

発電所で参加が認められたことな

州自治休グループは︑その特別公

センス︶試験をパスできる知識と

け入れられるよう翼翼ある方法が

ア．エレクトリンクス社の場合は

米圃原子力委員会︵AEC︶の原子炉安全認可局︵ASLB︶は︑このほど︑マサチューセソツ州の

独禁法抵触が問題に
毒筆では︑バーモント・ヤンキ⁝

能力を取得するようになる︒

の参加が剛隠められたものであり︑

参加を濾められ︑ドーバー市とデ

この斬訓練センターは︑本奪六

発電所への参加闘体の契約は︑独

ASLBの瞥理上の悶題としてそ

のバーモント・ヤンキー発躍所か

GEが新訓練施設

行なうことができるという点であ

民間原子力発罐計画についてレポ

千酉七丁
る︒

五万五菖KWの讃画が示され︑こ

子力発受所十六基︑総昏乱容瓢千

ファクターであって︑しきい値

のはあたりまえである︒混乱に

する︒公衆の被曝許容線羅とし

のうち二十二墓が発注された︒し

獅ｩら九月まで︶における臆 たがって︑今年は昨卑にくちへて

これによると︑第一〜三四半期

ートを豪とめた︒

は︑GE祉に対し︑このコースの

コモンウエルス・エジソン社

レーターに任意に再現させること

シミュレーターで運転員を教育
原子力発躍所の管理蕎および遜

調練畏にドレスデン発電炉に親し
む機会を与えることによって協力

四齎七十二万七千六酉KWであっ

このシミュレーターの利点は︑

もできる︒

ーが︑ジェネラル・エレクトリン

している︒そうすることによっ

た︒このうち十一星と昨年公褒さ

転員を餐成する新たな訓紬センタ

調法にふれるので無効であると主

関する公聴会に出煽したいという申し入れを拒由した︒その理由は︑メイン・ヤンキーの発電プラン

らシュリューズベリー甫が電気を

これが藏ちに今回の朗例にはなら

市や町からなる自治体グループが︑メイン・ヤンキー原子力発躍所に滲加を希望し︑その建設認可に

トは︑原子力法第落四条b項に該嶺する開発罵施設として認可しようとしているからである︒一方︑
自治体グループは︑すでに認可されたいくつかの発瓢所の例を引き舎いに出して︑この施設を颪三条
に該豪する繭業炉であるとし︑側グループの参加を認めないのは︑独禁法に抵触するものだとしてこ
れに四三しょうとしている︒

途上のものである︒したがって︑

ヤンキー発電所は︑明らかに閣発

買うことになっている購実や︑そ

ASLBの見解では︑メイン・ ニュー・イングランド・パワー敏 ー桂のオクニー発詰所の公聴会で

これが繭紅炉であるとして︑自治

ループを滲加させたことがあると

の他の申舗謂例で開置市当局のグ

いう蘭例に碁つくもの︒

体グループの参加をこばむと独獄

く検討の余地はないものとしてい

治体グループが︑デューク︑パワ

例えばノースカロライナ州の窃

法にふれるなどということは︑全

る︒

自治体グループの参加要求は︑

ク︵GE︶社によってイリノイ州 稼働中の発電所の運松を妨げるこ

ルルームでの観察と︑実際の発

て︑講練生は︑模型のコントロー

継子力の平和利

はないからいくら少くても害は

は不億不安が伴う︒

はいう迄もない︒このために各

正寿

大衆の感覚に即した説明を

横須賀

ある︒大衆がまず気にするの

に対する悪影惚を恵味している

κものも岡様で﹁イエス﹂豪た

は︑自分がうけた︑あるいはう

大衆は︑本当に健康に懲影響がも少ければ少い程よいのだから

るなら放射線でも腸らかに存在

反対の人にとってはその我慢フを与えぬためには学問的には間

無臭な有季物贋も多数ある︒第

これに明確に箸え︑徒らな不安

いるが︑現実には︑原子力とは
何か遡らぬ特別な怖いもの︑豪
ず御免を歎っておいた方が無難
との感じをもたせていることが
多いのではないかと思う︒これ
は学闘約に厳密を期そうとする
あ豪り︑大衆の感覚を無視した

けることになる放射線灘が︑果

気をつけなさいといわれても︑

いることが大きな原困と厭う︒

して自分や家族感の健康楽損う

あるものと理解する︒全澱の放
匿﹇

もちろん許容値自体はICR

かどうかである︒許饗澱は我慢

独りよがりの．一瞬蘂で藷しかけて

しきい値と許容量

方薦でPRの努力が続けられて 猛でなければならぬ︒原潜窟港

とであり︑さらに︑人あるいは装

用を円澱かつ効果

は︑まず不安が先にたつ︒健殿

ないとはいえないといわれて

せいぜい佐世保溝の魚をボイコ

には︑一般公衆の

的にすすめるため

一九六八年九月三十日現在の原

のすべてを表わすことができるこ

ンターは︑コモンウエルス・エジ

モリス蒲近郊に開設された︒同セ

ソン社のドレスデン原子力研究断
に隣接しており︑無間約二酉名位
の卒業生を送り出す謝画を持って
いる︒このセンターでは各クラス
は︑ヤ一一週間にわたり四百八十隠

間の訓融を受けることになってい
る︒

GE社のこの施設のコント凱i
ルルームは︑隣捜するドレスデン
ニ男炉のコントロールルームを細
部にわたり復元したもので︑ディ
ジタル・コンピュータ⁝の使用に
よって︑このコントロールルーム
は実際のコントロールルームの約
九〇％を模擬しているので︑実際
の原子炉を運転するのと同様に運
転できる︒

シミュレーターは解止隠から全
出力運転晒までの操作が可能で︑
もしも︑この闘訓融雪が間違いを
おかすと︑実物を運転した場合と
同様な徴候がシミュレーターに現
われ︑これを正常に震すためには
適嶺な処置が必要とされるように
なっている︒また課練生薗身に解
決させるため︑悪い作用をシミュ

一二

して︑すべての薬最類にはっき

となく正精および翼常な運輪状態
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新
子
1三遡郵便物諏廉

廉448号
（3）

聞

産

巳

艶綴織繊織懲難雛纏笛纏 ⁝ ⁝懸慧響國

輸出力強化ねら う
一＝

扁＝

二

つのグルーブは最近俵え

⁝西独における再編成⁝

れら両仕が今讃多子曇霞鍛所の設

ンスは肉妙︑ベルギー︑オランダ﹁的な暴勇粧も外醒からの鏡争があ

三国が共養して開発しているナト㎜る潟禽にはそれを必ずしも解除す

これで英騰原子力界の再編戚も

が︑今後に残っている出題も決し

て少なくない︒例えば︑ケーブン

ハ⁝ストの艘縮工謁を凹しく設立

される二二群星祉に移纏す愚かど

されているから︑国内趨な独占企

c蕃昆よって構奢れることGHwR融︑慧ガス難糎

捜熱料会辻・二子力ニグループ・

施して来たウィンズケールでのA

うかという唱題︑AEA変蓬実

再編成後の原子力

界とその問題点

六体の見難しがついたことになる

一闘繰に︑王残Cの斡簾の下に取

市揚での靴筆力を強めることル顧ている・

べきであると・口うのである︒海外袋箏項を審議険瞬することになつ

って遡営され︑概靴開発の問題︑

ニグルーブ︑CEGBの代去によ

讃や建設についても協力するよう

しているが︑AEGは現乱繭独政 つけるためにむしろそれ伽饗助成す輸出政策の繭欝︑隙子力政籔の墾

リゥム冷郎増搬隙劇炉請岡に関係︸べきではなく︑国瞭附な競華力を

は︑A鷺A︑核燃潤会判︑原子力

になるかは明らかでないが︑協力

國のウエスチングハウス︵WH︶ 発に全力を溢いでいる︒たた函独

ようである︒縛にジーメンスは米

する嚇A口には㍊響へ問題が繊て来る

変圧器の製造に乏して極圏閥で謁

西独では︑ジーメンスとAEGシ訟トウソトガルト工揚に給ける
饗することになっている︒

より？W8の技術鄭入をしている 致雁がこの蒸気冷郎増偲炉の聞晃

舶が検詞中の魚気冷却堀殖炉の開

がパワー・エンジニアリングの分

しかし︑一嵩にはこの業携提携

野で業掘提携することが最返発表
されているが︑これには黒黒の英

ているのに澱しで︑EAGはゼ不で︑もしそのようになれは︑A且 調成にも︑このような考え方が強

行された今園の英国加子力界の再

これら爾挫．は含併してしまうもの

ラル・エレクトリンク︵GE︶よ Gも今同の禁講提携を迦じてナト く反響していることは明らかであ

を中止するとも伝えられているの

大きく影駕しているとみられてい

8WRの旋痢理工をしているのリウム論却増懸原型炉閣発訓画に
規模は大体EEとGECを舎わりせ

と推測されている︒ジ⁝メンスの

れる◎

参加するようになることも考えら

ほか独白の藍承蜘の開発を百なっ

る︒含泥に関する声明によるとこ

た渥麗で聖駕躍り上げは約二十億

圃におけるEEとGECの禽鍵
はが
今後さらに薦められ臨終的には

れら二社は︑重鷹機の分野で提携

がである︒以た︑AEGの乱臣のが大きな悶題であるQ

る︒

し︑国際竸争力をつけることを鑓

局濾炉の闇発についてあシーメ

で︑それをとのように消聾するか

附としており︑薫ずジーメンスの

ニュールンペルグ工場とA起Gの薫り上げは十八億がであった︒こ

業が存弔しても競争の萄効盤は確

て原子力ボード︵AEB︶の設呈するかと謡う問題︑蟹灘研究の問

になるが︑これらの謁整機関とし関するドラゴン計画等を今後どう

濠た︑IRCが企業禽僧によっ
て再拝成を錐進ずるときには︑英
園では資本や繭晶の膨鋤が嵐四に

r

麟
ルルギ社

ラー多︐︐一

國からの競争を受ける炎伴が羅保
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ヨ

なっており︑関税曝も低いので外
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コニ

う鞭参艶鰻
ノ勧め分臣わた
る装鷹およ

認騨

鞍

舞

︐轟纏

籔藩

GRの聞発︑ウィンプリスでのS

A藁の秀に発喪された工RC
グループになった︒これは国内晦

てよいほどネ張している︒すなわ

保できるという理論誉必ずと品っ

今後英国の原子力界はAEA︑

にこの競華の聡効性を復破の諸子

ﾆいう贅があっ禁︑鷲二

力グループによって甜深しようと

る︒

の第細画譜鋤報答濃によると︑そ

チャソブマンと需う辮会祉を設立

搬子棄の馬副と核燃料との網互関

れ凄での一鉱余りの閥に一億五千

したと考えてよいたろう︒

磁することになっている︒塞た︑

料金社は原子力エグループの小数

ﾐが中心となってトンプソン・ 係を四滑にするために︑この核燃

万膨の資金懸豊隆から醗き出す催

チャプマンのボイラー・メーカー

主となることになつでいる︒
し︑それにAEAおよび田N株P

隈を与えられている巾で︑概にそ

まったAEAの性格が大きく変化し︑自動冨︑エレクトロエクス︑
電機︑化学の各分野で大型爵餌︑

合理化の鍵進に寄与しているQ

大型企業の禽併にこの王RCが
役舗を疑たした傭としては︑二大
鷺機メーカ⁝のイングリノシュ・

囲子

らまゆ

び機器の企

づ

多 一

タ

一多

玉

亥

薗アフリカ︑オーストラリア

フト挫が設意され︑カナダ︑

ーシアムのウランゲゼルシ︒︑

とする臨ドイツ最要のコンソ

り︑海外ウラン鉱閣発を闘附

民闘四桂の均箸鼓楽融費によ

月連邦政府のきも入りにより

爵ドイツでは︑去薙のヤニ

とした瞳様であるQ

の分野に力を注ぐこと角顔的

で︑特に将来増大する壕子力

七年︶禽翻してできたもの

﹂

τ

叫の性格が大きく変わることが予想
多れる・

の成り行きによって今儘のA封A

が葺けられることになろうが︑そ

れらの闘題については努後も倹躍

が嬉えら汽ている︒このA珊B題等がその虫なものであろう︒こ

G︑APGのメンバー会祉を吸収 核燃馬跳門を独立させ設計部門

の㌶分の一を支出談たは優窮負担

これらの再翼成における一つの

することになったようである◎

することが予想されるが︑命後の
活励は研究を中心としたものに移
って行くだろう︒

再編成公社︵一RC︶

ち︑血盛合併によって生ずる國内

を原子力ニグループに分散しでし

ジョン・トンプソン︑クラーク︒

ーナンコナル・コンバソシコン︑

ら㍍るモ一〜スによると︑インタ

もう

影響は西ドイツにも波及
内外の企業合樽や慶漿界の再編成が鰻近しばしば新聞を暇わしている︒原子力鼻でも企業
合併︑窟編成に関ずるニュースは少なくない︒英圃の原子力界の再編成︑西独のジーメンス
とA覧Gの漿務提携および米園のノース・アメリカン・ロックウェルとブラウンボベリーの合
併購鱗等が報ぜられている︒今骨ではニュークリア・インダストリー︵八︑九要心︶所載の
配置を中心に︑アトム︵八月磐︶︑一︻ユークリオ篇ックス・ウィーク︑アプライズ・アトミ

︵編藥部︶

ックス等の傍報を総合して︑莫国原子力界の再編成を中心にその問の膿悔をさぐってみた︒
とりまとめについては動螺怠業団の由縣忠友庇をわずらわした︒

が加つたかたちで︑九月十六Bに
設響きれた︒この新会社の出資比

藤は聡＆W二遅％︑EH二五％︑
特色は︑漂畢力発電所の建設契約

でターン・キー方筑の廃止という
ような雲華から︑再編成されたグ

ループの中に土末関餓の会祇が禽
窪れていないことである︒テイラ

エレクトリノク︵E皿︶とブリテ

喋

置︑設誌︑製

A拠雛繭

￨灘メ

にも進出しているが︑その照

であるメタルゲゼルシャフト祉

門のうちに︑ルル釜石の親会縫

方面から将来の慣巣の展開か見

が加わっており︑LW社もこの

ルルギ社全体を調いるのはヤ

込まれている︒

ジニア︑化学︒物理の馨門家そ

ゲン︶の精製︑耕気・ガスル⁝

社の代菱はウィルヘルム・ハー

コブス・グレーペン栂士︑LW
ルルギの名称がつけられたもの

︐ ノ多多玉︐
玉

二

︵・﹂多

を扱うのは主にLW社で︑その

活概分野は︑ウラン難処理工

多 玉多多

玉

多

の処理︑ホノトラポやそのパイ

性不縄物の除鍛︑放嚇牲廃鮫物

＜一昌盤切ooけ村
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QΦ弩竃幻歩く

なお東鼠の螺誘兜はルルギ東

遍の恥け

勾建議嵩オ頃β吋挿 ︵部曲9一諺︶

ロソトブラントの設踊︑さらに

けている︒

便欄瘡ゐ燃凝の処理までを手が

二

多で3

二

〜彦多でユ♂

一弘

三一多多f漁

︻憂身はしW社のガス柵製工場︼

8567ームリ

七ロータリービル内︵羅︶蹴

このLW社はかってのルルギ 泉支社 千代田神田錦町︸1二

猿工離金娃︵一九二二年創設︶

一

多多で3多

い40よぴルルギ化学工部会社︵一

萎

九諏五隼趣設︶が最近︵一九六

玉

一 星置誓多二

︵ヘリウム︑アルゴン︑ニトロ

拐︑原子力施設絹不蒲性気体

多玉

Q⑦ω①＝oり︒ぴp二Φ

バート博士︒住瞬は次の通りQ

づ

ピ鄭冠ぴq回

プ・冷諦水や隙子力施設からの

業麗係︵LC社︶︑燃料化学工 ・プラントをもっており︑非常

石油精製と石油化学関係︵LO る︒

に讐微のある活動を行なってい
一学L撃空学潔︵Lw社︶︑

一

撒水や汚染処理工場からの放瞬

れに設扇技術者からなってい

各種翼腱獺郷滅罐関係︵賂称L る︒開発や実験等の業務につい

である︒六鉱の欝榮は大別して

ウラン鉱共同開発にも参加

⁝ドイツ

全艦学工業勢野に

醤

k詫
︑急遜観世纏

蓬

＝朧

葡一

いわゆる原畢力三グループであっ

川英国における再編成⁝
コールダーホール型激子力発聡

されることになっている︒この新

年単以内に他の出資者に処分

ただし︑このうちIRCの持橡

C一μ六％である︒

TWC四％︑A旦A一δ％︑IR

された再編戚薬は︑AEAの敏燃

これに灘して七月十七睡に発識

た︒

歪．酵妻琴も︑遡巌亡妻閥磁内燃婁

料部門を独立させて圓胸の核燃料

て喰子力倦聡時代を摺来した英磁

の不足と輸出の不擬に暮しんで来

会社とし︑現存の原爆力三グル

会社は︑最近CEGBかNDーC
に
・ウソドローの斑礎比灘の低い

ィソシ．︸・ゼネラル・エレクトリ

ノク︵G昼C︶の合併がある︒

再編成の理論・

麟

@

所の冒用化によって世界に先がけ

た︒喜入な囲内衛揚茄心するアメ
：プをこグループに減らし︑その

この英困乏畢力罪の再縄成に愚

だり大きな役灘を果したのはIR

際競争力を強め︑国際収支の梅本

囲作︑焚︑省臥したいわゆ
るエンジニアリング会食で︑

幽にあるメ完ゲゼルシャフト

役はいずれもフランクフルト

一ル輩の名を冠した葦︑蓋
とすると規定している︒他方︑工

⁝AG祉の塗下に属している︒

@

は

リカとは賢なり︑拠圃の国内鰐要

のはその寓惰を示しでいるといえ
る︒

・カ ル i 発 電 所 ︵ A G R 二 墓 ︑ 千

には隈農がある︒アメリカのBW 中にAEAの除子炉設訓の轡論調発熟することを内定したシートン

をバノクに︑技術の革新と醗産の

RやP W R が そ の 臣 大 な 躍内市揚
を送り込むというものであった︒

た核燃翼会祉は︑会祉法に基づい

一九六五年八湘に鰯定された
﹁独占及び含倒法﹂は︑鏡纂の穐

RCは前述の適り蕨業効率の敢

@

一祉︶︑特弧欝薦係︵Ls社︶︑ このグループのなかで脇子力
それにルルギ各鷲の懸理某誘会

一祉奮る︒
磁員はルルギ全休で約照千

漣

一名︑その大勢が言セ盗ン
︑．

…し，

蝋レ〔

織

圃B祉︶︑無機熱学および冶金工 ても共通の研究燐やパイロソト

瀕

一杜か便醜しい慈縁号から

の内から発足したので︑当時圓

困シェ・ゲゼルシャフト．AG社

九七句に設立したメタ乃ルギソ

囲メタルゲゼルシ㍗フト柑が一八

およんでおり︑各社とも現在の

困ルル聯名の餐鏡三遍

⁝確保するために複数にすべきであ

るという蕊見と︑圏内での輔争を

子力グループは一つにすべきであ

向上し︑搬出競争力も増すから原

組織も強闘なものとなり︑業績も

磯子力グループの殴が少なければ

原子力界の欝欝成に即しても︑

になっているようであるQ

ては︑英国内でも少なからず問題

傑できるかどうかと・Uう瀞につい

進んだときに︑競翁の窟熱性が確

ある︑企策合例によって独占化が

に処理していくかは大きな閥矯で

を︑側々の例で貝体晦にどのよう

る︒この飼晃矛盾する二つの圏的

ることを薗附として設立さ耗てい

て︑魔業界の構造的改奪を振迄す

をいかすための企↓パ禽鍔を遡じ

憲︑輸出の振輿︑技曲発腿の利喉

効性の確保及び競争の健逡を驕陶

S一千三酉MWe︶の建設を担 AEAの核燃麟蔀門を独立させCである︒王KCは︑英国蔑黒の国

ニグループのうちの一つは︑NO 当することになる︒この発電所

この薬に製ついた新しい隙子カ

腿点を澗識してコスト・ダウ ン

的改毒を実現するために︑企業の

Cのバブコソクス・アンド・ウイ

は︑NDCがAPCや謄NてP
とれる予竃である︒全額政
設G
立さ

を実現し︑海外にも進出するよう

集中化及び禽理化を二進し︑その

ルコノクス︵B＆W︶︑イングリ の競争入礼で落札したものである

穂出資として設立の予定であるが

になると︑萸団の原子力界はます

ために必要な投融資や企業含餅の

ソシュ︒エレクトリンク︵E猛︶

が︑ C E G B の 発 注 す る 叢 優 の タ
これには法晦鐵概が必要であるた

ます裏地に追い込逸れた︒今翻の

［る

一

論

@・

力

原

斡旋を行う匿的で産業再編成公潮

ーン・キー契約になるはずであ
る︒

蜜は当切AEAが政府に代っで拠型に墓ついで設立されたものであ

め三二どることを考駿し︑政府鐵

テイラー・ウソドロウ・コンス

〜

原子力界の再編成は︑このような

尊

〜

プレストレスト噸ンクリー階器のワイヤー締めつけ作

臣，

@

トラクシコン︵産業再燃成公職︶

によって挽圃することを隠附とし

＼

鰻後のマグノックス型原芋力価一所ウイルファーの全

……

一

話劇原子力界の言振巻輸出の増遜

て実行されたものである︒

典麟原子力界再編成の纂本方
針は︑ 一九六八館七月十六日のウ

諜ソジウノド・ベン技術大駆の翼
圃議会下睨に浴ける演説で明らか

瓢
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にされた︒従来の英国の原子力界

各禰原子炉の研究︒開発と核燃料

は︑英国撒子力公社︵AEA︶が

の興醒および磁瓢を行ない︑中央

灘力庁 ︵ C E G B ︶ は 学 用 化され

た原子炉を利用した発躍所を購入

し︑運営 し て 来 た ︒ こ の C EGB

が発幽する原子力発電所の設訓・

建設を担嶽して来たのが二にーク

リア・デザイン︒アンド︒コンス
トラクシコン︵簸DC︶︑ザ・ニュ
⁝クリア︑パワー︒グループ︵﹃P
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工方法による検査を覆めてきたが︑このほど︑そ

七月から鞭海研究所に臨時圧力容羅検甕部を設禮して︑①ポロ・スコープによる凝醸観禦︑働峨気抵
抗を利罵したスメソク・ゲージ︑③廼膏波探鰯法の

した二藍二二を利聞したもので︑

は︑畷研と三蟄獄工が豊岡で開発

り︑経験臨画なGF粧の技術に たスメソク・ゲージによる検査

会︵部会長・湯川野夫八幡製鉄酬

諏をきめた三つの小委員会の人選

に︑第一圓蔀会︵九月九田︶で設

この趨留波擬偶法は︑⁝艘酌に
中を晒して灘望鏡で炉趨部のヘア

法では脇さ十二燐の炉の上から水

小量鍛会において四天酌に進めら

爾は︑原子力部会の活鋤は三つの

を︑測定面に密灌させておき︑陶
土の針ニホの聞に一品の電流を流
し︑残りの剣二本の閥て電圧を測

ば︑蹴圧は正常の場舎に比べて︑

定する︒ヘァ・クランクがあれ

蕩くなるというもの︒すでに臨幾
電エでは︑この方法瀞鋼材の瀬接
写のチェノクに利用している︒
これら三つの検査方泓によって

謝画の安全審査がパスすれば︑す
ぐに炉の改造に漕手したい月商て
ある︒

れる︒

第︸卑小嬢賃会︵婁奮発・松本
茂樹珊塞製鋼三重︑婁員都甲泰正
東大教授ほか十四名︑斡堺除貞炎
氏ら下名︶臓原子力発蹴による蹴
力を活物する製鉄工程の検謝︑原
質早発鷹による羅鋼コスト節減の
調査無量︑熱バランスと熱経済の
検謝︒

第二小婁員会︵婁蜀昆︒松下掌

第五本題の﹁原子力の日﹂を迎

撰︑冨査は回議関係黄レ僧交えて
行なわれる︶︒

刊行物の艶行①織子力の瞬の
ボスクー発墨︑②源他版の壁斬闘

第﹇回漂子力講座十月薫十一
円一十⁝月二賦︑葉海赫で中︑蕩

沢南那友会館︒なお十

山市︑金沢帯講演会聴典に十月二

月︸二〜四
日︑石翔県志費町で原子力展︵北

十六日︑冨山帯第一生命ホール︑金

綬敦師を対象に行なう︒講師旗田
喰工大教職ら駅名︒

おける義母円山萬松︵二十八田︶︑

月五日︶︑筒剛知︵同六日︶で開

高儀︵ご十九日︶︑徳鋤︵十一

催︵叢薄羅力︶

騰︑蔦締︑数賀・美浜児学会︵以

では︑十月二十六臓前後に︑薪社

開発適した調等学校の輝秘教胃を

解の琿解の鏡嘆性か慈識して︑ア

子核の教脅ならびに原子力平版難

学・生物・地学︶においては︑原

力︶③痩川町講演会野十月二十四
口︑同町公民館︵策北原懇︶⑦留

︵顕子核物理︑放嚇三寿境︑安全

かじめ岡学搬が楚め紀悪露頒臨

原則として一入一件とされ︑あら

台目論文は原子力学会員から︑

する研號論文の藻集が始まった︒

下力のPRに関するスポノト率流

月十一碍︵予稿

牲など二十覧墳隠︶の麗凹内に限

僑望暫は来島

られている︒

て東海のチームが雨勝︑練閣不

簿奪︑地の︑耕と着さを発揮し

に斯界の人気を二分している︾

︵発電専用の高速炉︶計画の三篇 経済轡も眠要な位鷹を占めるが︑

用の篇速炉︶計蟹︑BN1六〇〇というものは︑自田圃では金莉・

発毛所や︑オブニンスク研究所の

このあと︑ソ連のノボ・ボロネジ

た︒この惹味でソ連の原子力開発

の実現は以外と早いのではと難じ

済盤はどうか知らないが︑実証炉

ームプレーが必要なのは野球だ

ロクを兇せた︒▽ところで︑チ

羅チームが優勝︒象京勢のカン

大方の予想を擾継り？動燃遍

ぬ大会であった◎だが今薙は

っては︑なんとも気勢のあがら

足と十無選手の多い策蘇勢にと

の各施設を兇て縷Oたことは︑あ は注説に値いするのではないか︒

ほか多くの旛投を見てきた︒ソ遡

このほか︑ノポ︒ポロネジ発鑑

ソ連では︑その要嚢は小さく︑経

世罪エネルギー会議に出激した

所を発て︑安全に対する考えが逆

の発表があった︒

あと︑ソ連︑フランス︑瀬ドイツ︑

まり択山の分野に手を豪してない

力産業懸談会を聞いたQ
同日は︑動力炉・核燃料開発鋸

切︾この大分の成果を見なちえ

と︑大いにぶ垢談くる人もいた

とか︑いなかったとか．

主催日本原子力産業会議

え︑十月二†六日を串心に金圏で
多くの行那が話画され︑実施され

講融会︑眺魑会︑耀覧会①やさ
睦盤力︶⑧甲踊各趣における認演
しい原子力教憲h†角二十六隙午 会翻岡霞︵二十四目︶︑広尚︵二

源子力塵灘薪聞﹁原子力の臼し特

十董日︶︑松江︵ニや六研︶山口
︵二十八繍︶で闇偲︑十月二十三

茄発行して全國の学校に紐布︑③

今翻は科技庁態中心とし︑蔑闘

田一二十八日は齢根県民会館で隙

ている︒

市講演会聾十月二十六日︵主催囲同

後一時︑淳生隼金会館︑②小磁浜

を代製する原産を加えて︑七つの

集増凋曝の発行︑④パンフレソト
﹁放嚇熊の話﹂餌鳥︑⑤﹁織子

原子力関連機関が購成する﹁脈子

市︶㈱大阪講演会課十月二十九

の行事はじまる

新しいアイデアで
原子力の日

モｨよび溺絞生コース︶︑福

見学会隙産主催により策海
なお大阪ではや月一一十六臓〜十一

上一般コ⁝スのみ︶を十月二十四
霞から二十七禅家でそれぞれ行な

①NE田 臼︑大阪濁際サイエンスクラブ︒

テレビ十月二十五繍の昆谷川監モ

月二日まで原子力産無展を行なう
︵関懸肇催︶④鹸職源主力展
派嵐蝉凝教師小野繍刷了さんが撫

孚もちのテレど︑ラジオ得組に鞍

なお︑羅力浴よびメ⁝カi各社

う︒

ーニングショウに︑平出利耶星金

ラジオ・テレビ放送

子力展︵中国電力︶⑰四閃各地に

力簿目しダイジュスト版発行︒

力広蝦運絡協議会﹂がその企画と
実施の巾心となった関係もあり︑

かなり新らしいアイディアが髄ら
れ︑豪た科技庁の実晒した原子力
に関する世論調査の結果を惣写し
て︑放財薩に対する正しい鋼製を
与えようとする試みもなされてい
る︒

原子力の日を中心とする行事の

心に卿科センターで︵北灘遊電

北海道研僻機転十月二十六総か響中

演︑㊤NHK箱三チャンネルで︑ 十⁝月十一工田一十九田︑静聴市慰
楽会館︑映画も上映︵中原懇︶⑤
十月ニや四繍八聴〜九特﹁除子力
発電しについて旗送︑泓歓は松櫻

概饗はおよそ次の通り︒

原蘇画会昆ら︑轍を岡鷺放ラジオ

き︑原紺

は︑こんど実癒される罵校教青課

進めることを陳難した︒この陳摺

イソトープ利用に関する実験をと

とくにこの実施にあたっては︑

す︒

検討︑原子類の轍擬剥蝦の可能性

り入れるようはかるべきであるし

高校生に笹子

力の認謙と開⁝心を深めさせるた

のPRスポソトを放送︒

三ヤニ局で︑原子力の口について

を検饗する︒象た轟炉によらない

程の敬鵠に際して︑原子力時代に

との陳惰に踏み切った︒

腐校生作文慕藥

に作文レ訓典る︵群細口褒はニや六

め︑四十四隼一月十短日を細切り

新製錨体系ぷ原子力利用の観諏か

平諏利腕の知識の醤及と魯発につ

対処し陀卿科教欝を進め︑原子力

いて︑その璽嬰性を醗えたもの︒

錆三小躍貴会︵婆鐙斑︒吹瓢霧
雲阪大教授︑裂費藤蒙洋一阪大助

①突験は危験性のないことが翼翼

は一月課十一日締切り︶までに︑

現在︑高校押科教蕎について

できるものぷ．とり上げること︑②

は︑一部専門醐絞でアイソトープ

同激会購製鋼︵華中一東京︵五九

西ら四脚︶親局温原子炉の現状と

実験に必要な施設をととのえ︑撮

敦授ほか二十五名︑幹礁余田陽〜

利罵の実験をやっているが︑ほと

絶妊の秋日和とな

ーーハVーー

⁝と九二七︶へ︒

闇題点愚明らかにし︑わが麟にお

が示されているQ

導害の重職について配線すること

磁隼﹁年会﹂の

んどの墜落ではアイソト〜プの使

じめ先進国の懸科教習と比へかな

年年会扁は︑来茸三月一一十九薦か

で聞かれたΨこの大会は在東海

大会︵第九回︶が茨城県東海村

力関係機関親毒選球

輔御殿鰭着艦
ら同三十一日談で神余川梁平塚市

局長杯の争奪がなされ︑在棄鼠

村機関チームを中心に︑原子力

日本原子力学会の﹁昭和四十蝶
四

監本原子力学会

論文募集始まる
センター等でもアイソトープを使

り遅れている︒償都道府県の教冑

用が認められていない︒氷田をは

ける高温炉開発の順解と組緬虜検
尉︑筒温炉の擾数産業による利用
を検討する︒

高校理科教
育の充実を

の束海大学湘蒲校倉で開かれる

の強い嚢望がでている︒

えるよう取りはからってほしいと

Aワ回これらの要望必見をまと

が︑このほど︑この﹁隼会﹂で発表

科学技術教育蟷会が陳鱗
財殴法入科学技術教鞭協会︵欝

め︑来庫三月の指墨要傾の改訂を

教授ほか十六名︑幹郡余聖堂㎝氏

機に︑﹁雑踏蝉科学署︵物理︒化

と語ったQ講演の概

チームによる松根杯大会ととも

文部省に対して︑椰子力平和利用

内で大形隅炉の将来の動向につ

注目すべきソ連の技術
に値いする

井上動燃理事長が原産懇で講演
臼本原子力塵凝会議は︑十月十

英國の順で︑各施設を発た︒会議

が︑その成果への窟信が大変大き

遡えた勤燃の︑新郷動力類繊発

けではない︒つい先頃一麗年鑑

要は次のとおり︒

畏まり︑エネルギー全曲について

には掻国のエキスパート三千人が

であるのを醸じ犯︒というのは元

の臼本工恐縮楽蔀で︑第八回原子

月︑ソ連で開催きれた錆七回世界

業団理噴長井上五郎民が︑蜜る八

いことだ︒例えば一九芳九年に臨

界働力会

が︑懸濁に動いていること︑また

原子力関係では約﹇嵩十篇の発表

界した五千KW熱出力のB民1は
5平原であったところに発電所を

エネルギー会畿︵三田

があり︑経済的︑経三章談た︑全

圃会講で発喪のあったBN⊥黒五 二千入の町恥桑いたことだQこれ

議︶に出席した印象と︑ソ達︑西
欧の原畢力開発の現状視察につい

エネルギ⁝の中の原子力などにつ

作り︑三が瞬雌れた階に入口一万
今まで構澱を上る機

〇が明弁麟景趣驚であり︑BNlは線子力というものに対する霞儒

て︑とくに

いて話し合った︒とくにソ連から

もまず社内のチームプレーが大

廠見の交換をした︒

五臼午後三瞳から︑東京・丸ノ内

え方︑BN⊥二五〇︵発電・脱塩 いることにもうかが凡るQ実証炉

ら幽艶︶1一現行製鉄工穫の火ワク 欝長・大山恵軍議︶は︑このほど

維東大教援︑婁員館充束大生麓研

︑エネルギ〜源懸樋盤に

ら調識する︒

この報告をした後︑JPDR一∬

貴会と通薩省技術顧閲会に対し︑

ようである︒原研では︑原子力蚕

所には硫認でき㈲ものがなかった

をとり豪とめているが︑問題の繊

・クランク卒極噛し︑そのデータ

原研は︑圧力量器の漆接部のヘア

の醐査が終った︒原研ではこのデータをまとめた後︑慮らにJPDR−H謂画の安全審醍を担射する
原子力婁興金原子獅安全審査会・第三十部金と︑逓触省の燕子力発蹴技術灘問金に撮管するが︑こん
どの調査では﹁底部の溶鞍部には︑それらし漕ヘア・クラノクについて確羅で牽るものがなかった﹂
といわれている︒

依存することになったもので︑G

・クランクがチェノクされた︒蜜
職研では︑JPDR− ∬ 計 圃 を
いるが︑JPDRが運転後でもあ
進めるため︑炉の改造工曝の躍欝

E社の技術者一入が来聞し検査に
約五．勢綴の鮒陥の針四本︵一礁線

の閥題のため︑凝爾がかなり遅れ
タソチした︒この三軸は圧力容器

壷揃えているが︑ヘア・クランク

ている︒とくに現在の圧力臓器を

〜五メガサイクルの超漕波み瞬十

臼本鉄鋼鰯会は十月十聖日︑嗣

鉄鋼協会原子力部会が検討へ

高温炉の複数産業利用

上に並んでいる︶がついた探触子

の安全粍が騰題となり︑こんどの
五度の角度から発信し︑圧力容難

JPDR−11計劇に使用した嚇の合
外から鋼材の正顧に向けて︑一
微熱的な調査に翌つたもので︑本

ついて︑はね返ってくる超津波を

の内爾のヘア・クランクの部分に

ていた︒

奪五月から姫癒停止して行なわれ

このため︑原研は米国のGBブラウン管でキャソチし︑ヘア・
て知ることができるというもの︒

社幾︶を岡ま︑妻子力および鉄鋼

協会に癌40いて第二圓線の原子力茶

サーチ︒インスティチュート等に
運転後の圧力容器に対する超音波

聾生塵におけるエネルギーコスト

関係巌から縄灘炉開発の現状︑鉄

駈︑AEC︑サウスウエスト・リクラノクの大きさや位耀等につい
関係潜を派巡し︑必要な傭報を入

より︑世界的にも騙り例がないと

手した︒この結果︑﹁3P D R 圧 力
探傷による検査は︑わが国はもと

一方︑この採騎法と併行してポ

ならびに︑今後の小芋貴会の進め

勝器の健全性に関し︑その現状を

えて軍急に實施醗能な検査 方 法
ロ・スコープによ．櫛張面観禦とス

方などを決定した︒したがって蜀

などに関する説明をまくととも

は︑照留波探傷法であるしとの結

われた︒ポロ︒スコ；プによる方

論盛えて︑この検厳をGE祉に放 メノク・ゲージによる険査も行な

いわれている︒

、

会の少なかったソ遡の原子力開発

からくるのだろう︒

☆核燃料間題を基調テーマに〃

鳳
u

田輩原子力研究職は︑JPD祝の蕨力欝器のヘア・クラノクについて撤底的に調査するため︑本年

来月初旬に原子力委へ報告

超音波探傷法などで

鵬

正確に掘擁するため︑現時点で考

▼

六〇〇計麟も腰細設計が完了して

ここに驚二次大会をr11現

髄
聾
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僑三度に関する専門家会議﹂が閥催され︑牽にもこの会議に蜜

懸一議懸繊灘懸纏難壁
今年臨月二十七日︑二十八日の両日︑イタリアのイスプラにお

いて欧州原子力機関︵巴NEA︶の原子炉安全技術婁鼠会︵C 興する機会を得たので︑この会議を遡じて︑原子力発躍蛋の安

開発漫初から論議の的であり︑雄
成の比較などの資料が何糞か提出

統についての僑頓匿試騨︑系統構

即ら系統の機能遂行と系内の機器

の故騨率データは今灘の会議でも

在来の火力発電所︑電力系統など

イギリス提言の資料ではCEG階として航空宇憲二業罵に閲発さ

イギリスの資料

ない︒

凱は一九六六年に始語り︑第一段

喜多であり︑電気機械については

繊

紙紙紙紙

祉揚場
工工
崎岡
二神蜜

徳塒凱阿南甫鐙益町吉田ユ番地電瓢阿南（2）一代221ユ

用できないことが明らかとなっ

己妻に当ってどのようなことをな

口頭窃からコネチカソトヤンキi

すべきかということについて︑今

発餓所において実際的な作業が進

以上のように今園の鷹力系統凝

められている︒

感じで評価の実際面にとり入れる

しかし世界の各国で多大の関心を

という段階には到達していない︒

示し︑国家的な規模で磧極的な活

動を行なっていることは注目すべ

団

闘かれたことは甚だ意嚢深いこと

きであり︑今圓このような会醗が

と考える︒

須

一原産賃温室便の一

︵日田工業新

聞社債︑二四二野︑A6判︑一

○原子力用語辞典

墓礎研號が︑わが国においても

東京都巾央区銀座棄4丁閉4番地鷺謡東京（5《2）一大代72ユ1

丁偲揺している︒

にあり︑その上原子炉型式により

数多く発表されてはいるが︑これ

Bにおける従柴からの磁力系絞に れた藁蕎度解析手法並びに故陳デ

︵今井

琿解されることを切望して鰍を

欧米ソなみにしょうれいきれ︑

印刷

ﾈお原畢力発置所に適黙する敏 襲式・寸法が異るためほとんど適

使用される機器郡品の種類も銀な

らのデータは掘設の信頓股評価を

九六八年出版︶

新膚︑宋田守共闘︑三四＝跨︑

○リリエンソール日認①

一

A5判︑一九六八年出講︶

を獲得したもののみが自然淘汰

にうちかって現麗にいたったた

への抵抗力の一部であろう︒原

るつ︒放射訟抵抗力は自然隊憲

子力開発に原子核物理学の知識

線障害圓復機構の解朋には細胞

が不可欠であっ紀ように︑放射

欠であることを立証したのが今

核に関する逡伝学の知識が不可

しいシンポジウムがもたれたQ

おき饗す︒︵大阪大聖旨宇部教

｝くSコピー紙

障データの説録︑処理︑集秘方法

都で検酎が進められている︒

についてUKAEAの保健︑安た
全︒従って原子力発電所の儒傾度

アメリカで

のやり方
アメリカでは︑最近の商業激発
耀所の建設ブームにかんがみ︑原

の安全評価という観点から見る

議度に議する会議は原子力発電所
頼度の亜視並びに施設の標準化の

子力発羅筋の工学的安全施設の価

今回の会館で指摘された最も盤

り︑それぞれの発慰隣が一品料理

目樫として藥められたものではな

ータの検鍬を行なった︒その結

と︑い豪だその緒についたという
襯点から信頼度モニタリング・プ

Cからの婁託でフィリソブス石油

急な点は︑原子力発眠所の鶴川度

不足とそれに対する今後の対策で

会社とホルムス・ナーバ社が研究

ログラムが計画され︑US︒AE

あった︒航聖職︑ロケノトなどの

要な遜紙・保修・試験データの収

工学的安全施設の信頼度評価に必

集と解析手法の開発と適用とに

を暖めている︒この謝圃の目的は

ータに関す︸鍵料はかなり藩積さ

あり︑原子炉の設計暫及び指紙者

舐︑その他の機器などの故緯率デ

が︑原亭力門訴はいまた運転実施

に叢論的安全施設の信頼度を評讃

的な煙掻を有するため︑儒頼慶謝

おける故㎞記鍬の考え方について

果︑解析孚法は多少の修正で原子

騨データに関しては大部分が馬子

以上のさまざまな報告を聞い

めだという霊妙な現象である︒

することである︒この予備的な作

算に最も鞍覆な故工率に関する統

く︑故謙の随間依存性︑環境条件

力発澱所にも適燗できるが︑故

し︑最適化するための手法を提供

も少なく︑現在でもなお開発途上

れ︑解析方法の開発も弾んでいる

近代巌繋の副麗物として冊子部

評価に必要な機雛故障率データの

足と対策

データ不

RE＄7︶て﹁原子力発羅所の躍力供給系統並びに二連機器の 全騨価と信頼魔に関して繁者の感じたところを述べたい︒

ｨい垂讐な︒鶴覆給系

設薦でも他の蔵業には見られない
されたが︑試算の塁礎となる装置

ム︑西独ミノツ氏のフナールト・
ツリ：︑ベルギーのモーリー氏の
考訂度プロノク・ダイヤグラムな
どが挙げられる︒図の例は︑非常

配蟹系の系統構成の比較のための

朋炉心冷却系の電力誤写系と機羅

儘頼度プロソクダイヤグラムで簡
単なものである︒

系統億頼慶の計算に当って今後
の間題点としてはいくつかの点が
指摘されている︒︸つは系就に髪
容される信頼度規雌であり︑この

計的データを集横することが困難

て報密されているが︑現場におけ

述べ︑電力系統の故障状況につい

規準がなけれは得られた縞集も単

いため︑その豪までは原子力発電

る故障紀録のとり方の困嫌なこと

一999Qφ父Y？い一Q◇⁝

所施設の傷換慶評価には適用で渚

撮鷺点検なとの影響が明らかでな

な状況にあった︒

率データの適用について︑例えば

原子力以外の分野における故鰍

なる数慎を求めただけにとどま
り︑その価僚は小さい︑この皇宮
の必要性は二︑叢の乱文で述べら

鰯ついた核酸分子はその細胞が
から救うためには︑たとえ衆完
能力は金て保存され子孫へ伝わ

死ぬ︒鰯か軽いと細胞は正鋭に

てうかんできた一つの重日な印
分裂するが︑核酸の傷の部分は

の過程で各穂の自然的核酸損騎

象は次の通り︒生物は長い逗化

が緊急を縛するという葱滋が各

誤った遺俵檎勢を次代細胞の核

る〜1京れに起る突然変累を除 成でも遣伝掌の社貧学への導入
けば︒この現象は遣伝粥鞭とい

方颪の聡凹分野の報告で黙じら

酸に伝えるため突然変翼が趨

のカナダの論文だけであっ

れたが︑はっきりと示されたのは
慾述

頗憲讐

う概愈に要約され︑物理学にお

れた︒ノーベル瓢を蔓蟹した赦

次は系統歯型度解折目鈴に使用

けるエネルギー保存則と妊一対

マラー闘士の早笛話演でもこの る︒ところが︑ふつうの細胞は

た︒

朝顔︑金魚︑大根の変り物や

をなす︒遺飯惰報を保存し俵達

される故隙データの選択である︒

尾長鳥などわが祖先は遺伝学の

にであい︑それに対する抵抗力

部品の故障モードとの同時性であ

けをとり除き︑そのあとを正常

放射訟による核酸の鰯の留分だ

れていて︑この

能力を欠く変異

放射嶽損鰯がどのようにして

回の会議の一つの特色たった︒

て︑各種の化学神品や自然にも

予想される︒このような地道な

もニケタも複雑なものであると

もう一つのトピソクスは︑放射

摂近馨輩︶

電藷大阪（401）一大代1231

日目蛾尼紬齋常光寿元町1丁図11番地

原子力発羅所の安全性は︑その

ような安全設備が設けられ︑また

統鶴身のものではなく︑一般の発

機器の故離データは対蒙とする系

電齎︑電力系統の問種の機器の爽

られている︒

この傾向のあらわれとして︑イ
績その他から得られ陀データであ

運紙・管理面でも慎重な態度がと

ギリスの類立地墾準︑カナダにお

けるCANDUの揚含に見る安り
金︑計舞績果自体には篤い僑頼度
評樋手順などがある︒このような

安全評価には離職所機器の儀頼度
を考慮に入れた原子力発電駈離故
の確率論的取扱いが必要となるが
運転案績︑特に邸故経験の乏しい
現在の原子力発羅においては︑こ

いだ︑確率論的安全評樋の簗施は

のような統獺郷デ1タに墓礎をお

港わめて難しい問題である︒

電力供給系
統での論議
この会識はその名が示 す よ う
に︑原子力発醗所の所内動力に対
する電力供給系統の信頼展を主テ
ーマとした会議であって︑原子力
発餓所全体の安全総価のための儒
頓度の問題についてはほとんど議
瞼されなかった︒たたカナダのヘ
ク疵提嵐の諭文はこの点にふれて
おり翼味がある︒この譲文では従

隠題に対する博士の優れた考え

な形につくりなおす驚くべき圓

がハイライトとなった︒この分
野に関連する集団遺抵学︑膏毬

する物籔は核酸とよぶ腿分子で

酸﹂の性質の研究の進歩はワノ

ある︒この生命の発締め﹁核

統の宏全島の要求から信張出に関

小麦︑稲のm㎜樫改良などわが国

復能力をもつことがわかってき

以臨の竜洋遺伝学の導入は蜜︑

を期待できず︑豪た原軸力発電所

する敏要度は異るので︑故隙内容

遺伝学におけるわが團の学者の

遺伝子に支配さ

た︒この能力は

トソンとクリノクが一九五三年

し︑同時に学聞として定讃し

え菟x藁苓

麗業の近代化に多大の質献を

応用画では妙をえていた︒明治

方︑すなわち発電所施設を安全性

の安金性評価に結びつけること

検討の上選択する必要がある︒

凱瀬洋紙覇瓠
た︒第十二回醗際遺伝学会議

は︑八月十九臼から＝ヤ八日窪

で東京で︑五十五豊国からの二

に死にやすい︒ところが︑これ

もす蝸べて︑放射線に薄し異常

細胞はその子孫
に有名な原子模型をたして以来

千余名の参加管をえて︑アジア
で初めて謝かれた︒コムギの遺

本会識での活躍は真に注鼠をあ
伝学で世界に有名な木原均縛士

死にやすいことが報銭された︒

分子レベルの解明は︑ウラン核

繍胞内で圓復するのかという
突然変異か起ったりするか？

他方︑放鮒線障憲の回復につ

らの変異株は放射線たけでなく
生命の本質的謎はほぼ解けた懲

すさまじく︑本会議の講演か6 びた︒

じである︒それは中間子発見の

放射腺の傷はなおるか？この

いても︑辿低学的立揚からの詳

なぜ少黛の放射線で死んだり

は︑開会の講漁において︑民族
の起源かわ西洋科学到束までの

ころの核物理学の段階を醜い浮

社会的関心の貰い閥題について

れた︒

尿の悩で突然変饗が起るために

分裂の機購の解明より︑〜ケタ
鷺塞民族の性格を科学的面にス

も今会議では鷺肇な結論がたさ

核酸︵詳しくはデオキシリボ

は︑放射線に余り鰯い糠ではた

他方︑人口増加︑食籾不足︑

ばせる︒

核酸︑以下問様︶は大きな分子

伝学者に大きな感銘を与えた︒

ポソトをあてて紹介し繭洋の遺

．社会学における地位は理工学 構造の関連は来世紀を補たずに

なので放射線にあたりやすい︒

不治の病︑人間精神などと祉会

が掻らの未来を予無しその破滅

深刻な閣題になってきた︒人類

きて︑遺弁ずの生物・医・農

における物理学にそっくりであ

Vq防錆紙

アート
トツプコート

…
｝

る︒激闘その他の生物の性質と

：翻翻瞳懇懸醜盤1駐輪趣離

離

紙

驚

ミラーコート

輩一

る︒岡︼の故障内容であっても系

の観点から独立した灘つの部門︑
は︑いまだ照難な状態であって︑

第三は系統日岐展解析に入間僑

謝騨手法の開発︑今後の解析上の

頼展をどのように取入れるかとい

には人目信頼慶を霧慮したものは

うことである︒今回の資料の試騨

系統解析についての結論として

感じである︒

閤題点の摘悠にとど象ったという

して︑これらの施設へ供給する羅

に要求される僑頼度暴準を暴礎に

ている︒即ち︑①プロセス系への

力系統の儀頼農の設計闘襟を無え

なかったが︑その顎要磐は指摘さ

対する単動によワ無謬鍼爆傷率の

であり︑一つは機羅の自動失敗に

一つは誤操作による襲故の発飽

れている︒

は︑今後︑①計算のための系統の

二暗闘以上の鰹艦圓数は 無 1 ／ 3 モ デ ル 化 ︑ ② 数 学 的 取 扱 手 法 の

以下︑②保護設備への揺力倶給系

開殆︵コード化︶などの必要性が

シーケンス・

の葬儒頓度は○・OO三以下︑③ 強調された︒

格納施設への躍力倶給系の非信帳

ィーゼル発話機の自動趨鋤の敏障

閤題である︒後者の一例としてデ

確率は夷績では七・七の十のマイ

ダイヤグラム
系統儒頼度の誹郷のためには一

ナス一粟であるが︑運転員が現揚

とが要求されている︒

度はO・○〇三以下に設計するこ

連のシーケンスダイヤグラムを作

に行き手動起動により︑

なお︑この論文では︑所内動力系

への要求鶏項として上認のような

ることが必要であり︑この範例と

一・五の

僧頼度と共に発服所の高い利用率

ことが添されている︒

十のマイナス瓢藁まで減少しうる

ノク・シーケンス・ダイヤグラ

Z

氏
越

設に区分して海え︑これらの施設

来からのカナダの安金評紬の湾え

越

難路羅羅竹

プロセス機露︑保護施設︑格納施

在来火力機器からの推定で

しては︑イギリスのバーン氏のロ

系統儒頓度に関し︑雪曇の会議
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蔵が困難になるだけでなく︑

る︒これでは燃料の輸送や貯

大切な外貨を多額に支出しな

しなければならぬ結果にな

の一つに電気がある︒とくに

私達の生酒や学業活動に欠

凝議では︑産菜の発展と罎雌

銘展の上からも大きな閥題と

ければならず︑わが麟経済の

くことのできない置旧なもの

電化の暫及がいちじるしく︑

ウランからぼう大なエネルギ

発鍛た︒原子力滝竃は小簸の

そこで登場するのが原子力

なるだろう︒

わが国の懸紐消費澱は九つの

凝望会社ができてから十七欄

鋸平均にして一一・九％とい

間に六侶にもふえた︒これは

う世界に類をみない急増ぶり

ーを取り翻すことができるの

その結果︑最近では原子力発

の実用化が進められてきた︒

で︑廻界各磁で注目きれ︑そ

だ︒

アメリカ︑ソ遮についで世界

その結果わが国の発電蜷は

第憲位に達したが︑それでも

使用蟻は家だまだ

千八十五万

研︵十六万六千K

力発臆の策海発電

懸ると︑臼本瞭子

わが頃について

通謀されている︒

が腺子力になると

は脚継罪の約半分

一九七万年ごろに

している︒そして

醤十九万KWに達

穏士一纏︑九千五

ものを加えると一

び灘幽が渓走した

KW︑建設申およ

慧は

星︑その総発戴魯

原子炉は七十六

で糠動中の発盤用

露寒現膿︑世弊申

昭加四十三年六

た︒

れるようになっ

全性も十分保評さ

うになり︑また安

に電気ぷ起せるよ

電が火力発聡と並んで経済陶

だ十何位︒アメリ

睡属一人嶺りの消費撒では豪

カのやっと約三分

の一というところ

だ︒だから︑今後

もわが田の電気の

ふえ続け︑昭和弧

優以上になるだろ

十一奪には今の二

る︒

うと鵜えられてい

最近では︑新し

く必要になる鷺力

はほとんど火力爽

いるのはご承知の

電で憲かなわれて

曇りだ︒とくに三

思では国安な踊油

を燃料とする火力

発鑓がその大半を

占めている︒だが

囚つたことに石油

はほとんど外開か

今のままの三二で

らの輸入で︑もし

社名壁織燈︵万KW︶

カ

ることになるだろう︒

四十

と原子力によって荻かなわれ

してわが国の電氣もだんだん

々と貝休化しつつある︒こう

九州電力など新しい﹂画も次

され︑中部電力︑中㎜電力︑

油鍛力では近く二労機も麹工

ある︒そのほか痕兄電力︑関

万KW︶がそれぞれ建設中で

腺子力発電所︵一弓機

十㎎万KW︶︑康銀剛力福隔

電力矢浜発電所︵一男機一−三

︵三十二万二千KW︶︑関西

描いて︑岡社の敦賀発電撰

気を送っており︑これに引き

｢けば昭和六十年頃にはエネ W︶が︑昭箱四十一年七月か
烈ルギーの約九〇％近くを輸入 ら菓獄聡力管内の各娠厩に蹴
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か国の藩鈷ましい経済旗尺と麟

隙見は一切閾bれない虫ま一へ

者

ことを含めて︑闘押ぬ告の改正

唱づろものであり菰も

亭卓越に行われるよう︑瓜く製

︵三者は敷賀市擾︶

柵

長

間の蕎効な三冠皆掛な四四ナ働

も︑国︑電力会祉︑目治体

に︑放艇能響理体判についぐ

讐を自照顧愚長に趨撮つると共

運搬に関づ．偽民謡・紐録︒燭報
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能の強さを義わし︑一秒間に三磁波であるガンマ線にも油用き

ﾙしてつけられたもので︑放射

▽中巾リー

七〇億懸の原子が壌れて放射能

マ課というのは︑一ゲラムの礎

sという︒測短値では︑よく麹

皿︑一秒謎のカウント敏斑cP

う︒一分間のカウント激奉FP

を出すとき︑その強きが一キュ

り！である︒実織には︑この千気に胸八三・八エルグ︵エルグ

考慮して︑放瞬線防鍵へ考えなく

分の一の瓠をミリキ甑リ⁝︑街

の安全研究が息剣に百われている

うに旅子力利用に銘だ門て放射螺

ーとよび︑これらのものがよく

便われているQ

猛者レントゲンの名前からつけ

▽レントゲンBエノクス線の発

のこの電離作用を耕用しているも

のが多い︒磯離作用は︑アルファ

線が一番大きく︑ベータ綴がそれ

以上が放購線が物質に与える作

につぎ︑ガンマ線は非犠に弱い︒

政簡はこれらの審霞結集をも

た1

踊

噂で
認よ

それには必ず放射隷倭ともなった

さまざまな問題が超ってくる︒

放射綴の憩用が医師や騎甥な研

究者の範慰物に膜ち拠ていた時代

には︑放射鰍の防灘も塒搬な限ら

れた範闘内でよかったが︑原子力
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り︑われわれは安心して線子力時

公聞されチェノクされている限

そのことが国分や第瞥教によって

耶って建設され︑運臨され︑芸た

田除的にみとめら3七た安全璽準に

ある︒原子力施設が︑このような

ことは︑その安今挫ということで

たちにとって︑鍛も関心の深い

る︒そしてそれらの周辺に謹む人

が︑次々と難設さ汽ることにな

われわれの糊囲には︑織子力施設

原子力藩閥の殆逆にともない︑

運嶽が行われている︒

大きく下回る草準で施設の設讃や

在豪での実縫ては︑即︑際にこれを

ミリレムと辞めるれているが︑現

年間ゐレム︑一般入では︑宥OO

で︑払律上は︑騰梁♪の被曝で︑

が鍛大寒響線量といわ帰るむの

な考えカに量ついてきめられた滋

う考えカにたっているQこのよう

されるといつ隣二値ぷ畳めるとい

ものとして︑この習直上でぴ諮冨

凱を︑※ず人群に密を殴ぴ㌔︑︸ない

することによって躍じろ陰山醒

亙CRPの講料ほ放二線砂耕用

︵王C飛P︶の発足4決議し加⑪

庶ぷ薗的に国際旅射職漁護障礒会

すでに一九二八年︑放三綱涼害防

の学会である国際放射轡∵属︑は︑

ところで︑国際的な檎丸襟弼捌

うか︒

て︑歓遡さるへきこと噂は瀞かる

べて︑極めて搾牲的なこととし

ぐとは︑浅乗席叢発塀の聖遷に比

てはならなくな﹂てくるαこのよ

期園をつくっていろ一三の人々を

く利用されるように詐ると︑a会

タノぎノタ
が産業として成良し︑費力面記広

す︒

影響をレムという単位で識わ

▽レム紅入聞に対する放射寵の

頁︶がある︒

られたガイガーカウンター︵写

エネルギー涼確保の観点からも︑

の人類艶︑会の響祉の増進のために

万分の副の鑑をマイクロキ謳リ

絹についての概陥であるが︑もし

いろな生物学的作用亦蔓けること

になり︑それが強いと春には放慰

綴障害といわれる欝い影警となっ

て現れることになる︒

放射線の防護

さて原子力の平和剥用は︑今後

どうしても必要なものであるが︑

その物質が琴休の規禽には︑いろ

多
る︒このはたらきはアルファ線が

ゲラフ法とよばれているものであ

慕

簸も強く︑ベータ線︑ガンマ綴の

測
線

いるが︑そのうちアルファ線は︑

腰に弱くなっている︒
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無ラザフォ；ドは︑アルファ線を

ヘリウム原子核で︑ベータ線は山
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子であり︑ガンマ隷は職磁波で︑

③熱作用−一放射線があたるとふ

集めてガラス管につめ︑火照放題

〃

をさせてスペクトルを調べ︑ヘリ
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〃

地羅から︑逆に放射線のエネルギ
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いずれも瞬子のなかから穿てくる
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ものであることがわかったQ
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の工不ルギーが連続陶に分噛して

ある物質にあてると︑その物負か
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いることを知った︒

空気中でも数センチしか飛ぶこと

①けい光作用曇これは放書線懸

うなけたらき︵作用︶をするQ

放射線は物質にあたると次のよ

放射線のはたらき

ウムという戦いガスができている

ウムという元素の謀子核で︑二つ

論した︒アルファ線は︑ちのを通
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れに鈷ついてさらに冷綬的な問
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羅力蟹搾が愚子力発電所牟季

規鰯がなされている︒

の設鐙許燭申譜避を内閃総理大 覆白糠大臣に答串する︒
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が︑これについては︑とん方事
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放鮒繰というとすべて隙子炉の
中などで作られるものだけのよう
に思われがちであるが︑実けそう
ではなく︑われわれは日扁生漉の
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びている︒
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め︑最後の 切 り 札 と し て 男 帯 市 の
東京原子力 薩 業 ︵ 株 ︶ の 研 究 調 練
用原子炉を 便 っ て 中 性 子 捕 獲 療 法
農綜省旗射線脅灘揚では︑稲の

てQ今後こうした誘引出の晶種が

れば︑かなりの量の蛮白質をお米
から摂取できるようになり︑今後
の食糧事屑を大きくかえることが

照尉によって脊成された有壁韻

できると期待されている︒

種のうち︑すでに哲及しつつある

ト
ソ

に答えて︑全園番地の工掲や口業

の製贔をつくる際の縁の下の力も

に露出させて作っている︒ところ

ら触媒を使って化学処理し化学的

で灘ると兄込まれており︑今後日

ば︑化学附題含法の半値ぐらいで

本で工業化され海外市揚への進出

触娯がいらず︑しかも温度や圧

が期待されている︒

力の微妙な調整も必要としないで
物の性質を変えたり︑新しい素材

る放射線化学の分野は︑この一例

をつくり鐵したりすることができ

鵠網

うものがなくなるために︑小さ識
＝
な隅力で高議が得られるし︑謹

い原子力船醐発に︑阜くも輝か 上輸送のように〃縦波抵抗 とい︻⁝

った︒それは︑世界の縛目構造

た水面がどんなに洗れていて

しき将来が約束されるようにな

も︑静かな水中を快瀬に航行て

蔵における最

い海上蟹易が拡大発展してゆく

が謹撰化すると︑それにともな

＝
議

開発は︑原子

置

＝

ので︑無塩と海上輸送量が増大

技術開発であ

し︑船舶が大型化︒島速化する

力船に開する

るといわれて

力潜水貨物般が出現し紀ら︑ど

一㎜

昌

犠

九輩控醤めるこし・二二

くぐって行けば︑︸Cの距離を胸

舶ができて北氷洋の爪山の下学

なるが︑もし将来旅．ψ力潜水客

その距離は一万七千が層以上に瓢
霊

一︻
ンドンまで航行したとすると︑

ば現在焦京からスエズ経山でロ

んなにすばらしいたうう︒例え

からである︒この黎求に対して

であるからた︒

速で運航できる鼠子力船が最逝

ところで︑薩業が発展し︑科

によってアメ

なかなか自蔵的な姿勢を示して

し裾る船舶の大きさ︑鳴樵︑運

一方︑源子力船は︑今日予悪

子燃料が︑在来船の燃料とは異

町能になってくる︒それは︑原

に生かした水中輸送船の出現も

ま︑鼠に見えない原子力の魅力

実現することたろう⑪まさにい

搬知と鍔力とによって︑必ずや

り︑鳳子力推進の特長を最大限

気コスト︑源子炉コスト︑裕よ

なり︑酸素を必要としないため
譲離塁・ているとい㎜㎜

いる︒

び核燃綱ロストなど多くの仮走

の鯖一船想像図

オット・ハーンに・写ひ独︶︑﹇口本

写翼は上からサバンナ号︵米︶︑

らである︒

に︑水中を長時聞潜航できるか

もし︑原子力浩水船による水

から判断して︑石油ボイラーを

中総懸ができれば︑今織での水

篤いる在来船と十分競合し得る

して︑歴史的にはまた経験の浅

兇織しが強くなってきたQこう

淑論

瓢
驕

る︒しかも天候に関係なく︑高
砕氷船レーニ
嵐
速で撫中を航行できる︒駿た︑
ン号︵一万六
鷲
原子力潜水貨物船についていえ
千ジ︑＋八ノ
一﹇
ソト︶︑そし
ば︑大きな円筒形のゴム袋のよ
識
うなコンテナーの中に︑石漁や
て遣くは幽ドイツの鉱石運搬船
︻︻
その他の貨物を諾め込み︑これ
オソト︒ハーン欝︵二万五千八
篇
を原子力溢水船で引っぱって行
衛十ニゾ︶などが生談れ︑また
国
くことが考えられる︒これは︑
わが困でも︑一二奪後にはいよい
零
除子力ならではの革新的アイデ
よ原子動力突験舩を羅髭させよ
︻﹇
イアだ◎さらにてっとり早い手
うと田本原子力積開発事莱団が
瓢
段としては︑潜水轟監置のよう
窟騰のバンクアンプを受け懸命
嵩
なものを開発し︑無隈の宝庫と
な努力を続けている︒
識
いわれている海洋資源の発晃や
とくにアメリカでは︑サバン
饗
海底地理の調査に大いに役立て
ナ饗が蹴子力蘭船に対する技術
謹
ることも考えられる︒
的可能性を災証して以来︑三†
篇
このような夢多き原子力船開
ノソトの高趣線子沼間紛隊に関
篇
学狡術が涌す適す進んでくる 発は考えるたけで楽しいことた
する建造引立をうち立て沈滞の
躍
アメリカ海運を立てなおそうと と︑い弾頭での常識をやぶった が︑やはりこの膀途にも︑幾多 瓢
原子力船が考えられるようにな
の困難が横たわっている︒
一︻
しかし︑人類の限りない夢と
篇

ト︶︑ソ連の

＋丁五ノソ

万二千ナ︑二

バンナ号︵二

リカの繭船サ

原子力船開発

にはじまった雪は︑少温の燃料と︑憂い時閥高

いる︒滋水艦

きるなどの利点がある︒
需
一﹇
実際に原子力潜水害船や瞭子

も璽要な技術

最近︑迩船

︒闘け醇闘目麗． ・

舜

／〆〆 顕

聡膨︑脇

評鑓雛︒鋒． 岡

難

キ凱アリングがある︒塗装の乾燥

には現在赤外嶽加熱同論が行なわ

れており︑ポリエステル樹脂など
の塗膜を硬化するには数十分加熱
することが必盤だ︒これに較べて
加速羅からでる湿子線を用いて塗
膜を硬化する放射線キュアリング
は瞬間陶に硬化することができる
ため生麓性を飛躍的に向上させる

ことができるQこのほかにも溶剤

ソクや木材への塗蔑の適用など多

﹁デルリン﹂とか﹁セルコン﹂

がこの製造と耕用に関しては︑特

に止康らず・放射線を便ってポリ
エチレンをつくること︑繊維︵セ
ルローズ︶の染色性を勘めたり︑

布地にしわができにくくなる性質
を附与すること︑ポリエチレンを
熱に強い性質のものにすること︑

騒1翻

〆

所でアイソトープや放射綴が艮質

ちとして便われている︒例えば鉄
鋼会祉や製紙会祉では鋼板や紙の
均一な厚みを保持するための検査
にオンラインでアイソトープを用
いた彫み計が使われ︑原材淋の節

約や﹇㎜質の管選や向上に寄与し

ているQ葱翻化学会祉ではタンク や触妹を必要としないことによる

を屑いた液弼謝を採用している︒

くの利点をもっているため幾つ

コストダウン︑熱に弱いプラスチ

豪た鋳物や機械部贔の中の凶漁を

内の液量を知るのにアイソトープ

闘へるには非破壌検査という門脇

の簡品名で親しまれているポリオ

詐により施利が保護されているた

巣が樗来大規模に生署するとなれ

かの企業で採用され始めている︒

査に損起する方

のレントゲン検

プを便って行な

法がアイソトー

虫麗会社においては犠に質の罠
い製円照をより安く供給することに

最近わが麟で

われている︒

努力が払われている︒これはまた
激しい鎌脚競争下に生き残り発展

も非職に注鐵さ

してゆくために︑企業に課せられ

れるようになっ

たものに放射線

た☆務でもある︒わが国では十分

﹁斑いものを幽く！扁のモソトー

に豊及しているとはいえないが︑

キシメチレンという軽くて非常に

め︑B本の企業がこのプラスチノ

鉄のようなプラスチック

化学会社が特酔をもち︑洋服や鞄

には︑いきおい濁点とならざるを

クを材料として製品をつくる場合

堅いプラスチノクは︑アメリカの

のファスナーめるいは歯車やチュ

は︑この特許の及はない・すなわ

臼本原子力研究所闇騎研究所で

褥なかった︒

ーンのような薗空車那贔として広

く応用されているQこのすばらし
い性質をもつプラスチノクは︑ホ

とうり放尉継育種により胃成され

放射線化学の活躍

織遊磯鵬翻灘靱薇疑膿鐸靴翻恥ら登っ

ったの﹁はホウ素化四物が︑しゅ

品種改艮に取り組んできたが︑放

いるが︑アメリカで成功をみなか

よう部僚だけに集豪らず︑ために

種の中から︑現在一般農簸で栽培

射線を隙射して褐られた突然変異

︵写翼左

岡辺の細胞紺織をも損ってしまっ

を施し戒功 を 収 め た ︒

たからだといわれている︒今馴東

上︶︒原子 炉 か ら の 中 性 子 を 履 い

めてのこと ︒ ア メ リ カ で は 過 去 六
されている米の約一

る治照は︑ わ が 麟 で は も ち ろ ん 初

十二例ある も の の い ず れ も 央 敗 に
大紘帥団がこの療法の採用に踏み

含んだ新品種を兄つけた︒﹁農

育成され︑笑濃化されるようにな

終っていた︒

切った軌麟は︑麟薩の新たなホウ
林八号しという親にガンマ線を照
押してきた種もみ七や紘を栽署し

借の蛋白質を

中性子捕 獲 療 法 と は ︑ ホ ウ 素 の
繋化合物が開兜でき︑これによっ
て威功のメドがついたからだQ

原子核が 中 性 子 を 捕 獲 ︵ 吸 収 ︶ す
るさい︑余分のエネルギーをアル

た米に賜螢巳のものが含まれてい

ることが農林雀食樹研究所の分折

たところ︑この中の文園からとれ

により明らかとなった︒

たレイメイ︵左︶は源蔽種︵右︶

中性子捕獲療法を賀けた艦灌の

コブシ大に腫れ上っていたしゅよ

このような穀物のたんぱく台右

その後の経過はすこぶる画調で︑

うがすっかりひき︑東大癌駈を退

磁を増やすことに成功したのは︑

フプ線︵ 薄 紙 一 枚 程 度 の 彫 さ で 遮

院して別の病院に移り︑今では社

ものに水稲一種﹁レイメイ扁があ

子核反応 を 患 都 で 起 こ さ せ る も の

射線︶と し て 放 出 す る が ︑ こ の 原

会復帰の田を三つまでに回架して

に較へ約十五穆三豊稗となってお

ぎること が で き る 透 過 力 の 弱 い 放

で︑そのためあらかじめ態暫に中

アメリカでのトウモロコシに離例

る︵二三右︶︒これは二丁でみる

性子と核 反 応 を 起 こ し や す い ホ ウ
いる︒

ルムアルデヒドやトリオキサンか

木材にある極の樹脂を含侵して照
射し木秘とプラスチノクの両方の

認
勝畑

本、

〜．
素化禽物 を 注 射 し て お き ︑ ホ ウ 紫

に適していることなどから全国的

でこの軽くて鉄のように竪いプラ

一榊鵬蕊
鳶驚

＿踊躍∴

ち化学的還合によらないで放射線

ソクと暉はれる材質をつくること

岬肌射塑

性質を兼ね備えたウノドプラスチ

り︑すでに熱に強いポリエチレン

などの研究が濟々と進展してお

罵
ぼ

次は水中輸送へ

壽

概

スチソクをつくることに世罪で初

めて成功し︑この製法に関する特
許を諮外圏で取難した︒トリオキ
サンという無色透明の績口田体を雛

袋︑折り固のくずれないズボン︑

ウノドプラスチソク製のゴルフの

0

一部にとり入れられている︒

クラブやハノトとして田常生活の

陣
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一月26日は
原子力の日

瀞

近代産業に欠かせ

り︑風炉に強く︑また機械化作業

麟鱗−麺

︵重禽させ︶ポリオキシメチレン

をつくるものだが︑さらにこれを
加撚して鋳型にとれは︑いろいろ
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NPT問題

け進めることが大肇である︒この

て藩えているようたかとの質問に

暫

一＝

第五回

レビ放送小通じて︑全国的に嶽子

讐を与えたことから︑ラ・ンオ・テ

力会祉が刮隠している原子力発躍

カのP飛が行なわれた︒また各倦

会︑映醐会︑原子力展などが催さ

所の建設候補地点などでは︑削減

厨の﹁原

日﹂の懸

子力の

隔校生らを中心に約二胃人が出

が薪宿転生年金会館で開かれ︑

集京では門原子力教蜜﹂︵写翼︶

れた︒

二＋六

の冤学会に招偽され︑一行

原子カセン

勝︒このうち約穏六雪人の筒校生

ター

は御めてみる原子力施設に強い関

心をホしていた︒

をとる方がよいというの

が多かった︒

し方式

業円成の観点から︑ユーラトム

⁝子力第一船の船名を公墓す
い︑などの再見もあったが︑これ
⁝る︒〆切は明奪二月二十八臼．
らに要する人や維持費などすべて

⁝

⁝

日︑茨城県の集海村

が︑好天気にめぐまれた翌二十七

日︑全国

は︑＋月

念行郭

．入

⁝

各地でく

がわずかな受注をめぐってひしめ

としても力を禽わせられるように

幽

の船名を公募
⁝ このほか︑原子力第 船の開発
日本原子力船蟹業晒は︑原辱 テンポが遅い︑級用原子炉がほし
やりたい﹂とヘルビソク氏は語

で︒

．

⁝葱五︑難船副船名募集係ま⁝

次圃︵十一月二十九日︶も引続

った︒

︵発表四月中旬︶︒郵便はが⁝ が予算とのかねあいで考んねはな

り︑ユーラトム域内における研

騨きに船名と住所︑氏名︑奪令 らない問題であり︑現状ではどう
⁝を驚いて東京都溢区総総平町・ しようもないといったようすであ

今園の来日の印象について︑﹁限

線源部会

七難午後原産

保健安全グル

ープ敦賀晃学会五日︒

原子動力研究会

九日午前原麓

R一機器工翼懇談会

学部門打ち合せ

第九回日本アイソトープ会講工

午後臨力懇話会

第二十回総合企翻委風会

瀟

一竣工式に紹徳︑二十名に二念⁝

の確保策にその焦点がしぼられ︑

題点として出された慧児は・予騨

7冒＝

R選一名︵同名は抽世ん︶
き︑四機関の陶趨点について︑さ
⁝に金＋万円準贈り︑迄水式︑一 らに蕊つめた検討を行なう︒

団︑原画箏業団および放医研の隙

品を魏呈︒

ており︑瓢型炉の五二はいい成果
を生むたろう︒醤来︑ユーラトム

国際協力を進めたい﹂と語った〇

と田本は︑柵報交換などによって

閻魎箸を中心とした現状について

子力関係四機関から研究や人員の

康子力委員会の﹁原子力開発機

粘上︑各機関から現時点での闘

それぞれ説明を聴取した︒

関体下竜題懇談会扁︵白羽凋沢広

原子刀自・体制懇

四機関の現状
で説明を聴取
﹁ユーラトムは今︑第三次の欧州

ェクト遂行にとって不便沸多く︑

とくに現状の単年展計上はプロシ

ころが

つくる計越︑禦蕃えているQ二二で 己氏︶は十月十八日︑東京・港眺

予算は長鰐児通しの上で

脇成門の東京プリンスホテルで第

は軽水炉の膨大な発注に対して︑

罎企業で受けているQこれに反し 七圓会含を開き︑原研︑動燃蜜業

摘された︒しかし︑この点につい．象外にもとれるが︑あいまいであ

規制法との闘係では考慮する必要

は問題とはならない華項であるQ

なものであり︑条約との比鮫から

れにしても︑この賜灘は国内法的

子炉篤一る︒条約ても明確性がない︒ いず

があるものの︑国隊条簿との比較

ては︑現行国内広しは︑原

では立法技術の聞題であり︑とく

原子力損讐賠償制度検討高

に閻題はなかろう︑ということで

盗取後の損害については︑条約は
寝業を中心に審議を進めた︒

込に卜する揖蕾賠骸についてのン

照般凧関鍵から﹁捗物質の海上輸

同日は︑まず︑原子力局の牟田

文理解釈の広さに着干の溢があ

驚形式の問題であるが︑両規定の

面心︶によって規定しており︑規

行圃内法は﹁行為﹂︵原子類の達

等︶を茎準に規定しているが︑現

ついては︑劇毒の場合は﹁許認

に運癒廃止後の漫憲および廃葉に

が堀行圓同ムの対象外になってい

として指摘されたQこの点︑とく 懸物処理揚︑商業用R1生配工揚

になるかどうか︑も

ることも︑間臆点として指摘され

の当盤よる損筐が法の謡二の髪性が矯された・竃緩

設による損害︑廃彙または姦取後一中断とも考えられており︑明確化

ているが︑現行国内法では暗効の

明破にその録任を施設者に負わせ

ンポジウム﹂出席の報告を聴取︑

可﹂の面影であり︑後毛の場含は

また︑﹁運転麗臼後の原子力施

あった︒

引墨いて︑原子力説憲鰭債に関す

る︒従って︑わが園が今後三際条

祉長︑野瀬常務︑佃取締役ら︑主

縮工男︑独立の財戯旛設または鵬

社長ら関係︑口︑矢部敦賀衛長︑綿

契約者鰯から蛛尾薫菱原子力工業

携霧加へと進むならば︑その活動

つの閾泡点

田X浜町長ら地元関係者など約菖 る圏際築約とわが園賠借法との比

た︒式には︑関西磁力から加騨翻

七十名が出胤した︒一⁝男爵はPW 幾について検討を行なった︒

ことなどかろ︑現背魍内法では対

払子炉苫娩制法にその4︑準がある

いては︑条約は﹁旛設﹂︵原子炉

原子力損害の適用麟業瀬動につ

宮しの聞題をとりあげ︑その適用

適用事業など審議
第四践

十二臼

六三

本の原子力技術は国際水準に逮し

ヘルビソク氏は十月二十五日︑

ことを示唆していた︒

現実化すればするほど容揚でない

究︑開発の調整が︑原子力発電が

いている醸じであり︑なんとか産

閣原子力第一船

りひろげ
られた︒

が︑原子力平和転用にかなりの影

点︑さきのIA露A総会で︑米A
可能性を認めたので︑私も心強く

一方︑動力炉開発の問題につい

思っている﹂と語った︒

ては︑ヘルビノク氏が﹁ユーラト
ムでは︑蛾水炉関係で四つの型が
あり︑なかなか一つに絞れないで
いる︒だが︑臼本では新型転換炉
として︑重水型を一つに選んだこ
とは賢明であった﹂と述へ︑田本

側にその理由を熱心に聞いてい
た︒豪た愛眼原産代褻常任理灘が

下のそれとの溢を述べた︒﹁現行

浄

ジョイント︒エンタープライズを

さらに軽水炉の建設について︑

い﹂と語った︒

てヨーロソバの場舎︑十二の企業

の閾題について︑ヘルビノク氏は︑﹁ユーラトムの俣陣笠灘は︑加盟六力圏と米国との閥で︑米国の

し︑﹁ユーラトム︵欧州気力圏で

烈Cのシーボーグ委員憂も︑その

午︑ホテルオークラで瞬本原子力鰐茶会誇の歯脳と会談した︒その腰上︑核拡散防止条約︵RPT︶

特別の協力の見返りとして認めたものである︒したがって︑NP田に伴って欧州五力国︵フランスは
外れる︶と王AEAの協定による俣二審﹄は︑ユーラトムのものをそのまま移行する曹芯はなく︑あ
くまで別燗に接衝しでゆくことになる﹂と強調したQ

NPT闘題について︑ヘルビソク

ヘルビノク氏︵繭独出身︶︑K 意見の交換が行なわれた︒とくに
・H・ライソヘルト寳虜長︵岡︶︑

灘罐

終って︑政摘が落ちついてから︑

ホノシ払氏︵仏︶︑E︒ユベール 氏は・﹁今秋の米国大統領選挙が
共同研究センター担圏周長︵臼︶︑

M・マシトイ研究開発詩画担当課 NPTの逸展があろう﹂と削澱き
畏︵伊︶の一行は︑滞日申に︑原
繊成の原子力共同体︶としては︑

鮎鮨鎌灘畷／

NPTの保障掛接について︑あく
まで現行のユ⁝ラトムの促三川罎

局︑外務省︑通産省︑隙研︑動燃︑

原塵等の各関係菖と会圃談したほ
とは別個のものでやる︒いずれに

子力委員会︑科学技術庁原子力

︑

ム内では濃縮工場に関する可能性

対し︑ヘルビノク氏は﹁ユ⁝ラト

象となってくる﹂さらにホノシ議

べての瓶子力活動が保隙箔羅の対

制的になる︒またNPT下ではすすぐに建設に結びつくものではな

によっているが︑NPT下では強の下説を進めているが︑それが

シス︵衛発的に受け入れること︶

では査察等をボランタリイ・ベイ

ユーラトム域内で濃縮工場につい
現行の工AEA綴込惜躍とNP思

か︑束海門の

しても ︑ 現 行 の I A E A 傑 四 川 爵

原引力センタ⁝

日立中央研究所︑日本電気租模原

のシステムは︑NPTが発効した

阪から離臼した︒

この点について︑ホノシュ氏は

った︒

るように検討されるべきた﹂と恋

謁合︑さらに簡素化︑麟械化され

箏業所などを視察し︑二十七欝大

十月一干照日の隙薩営脳との会

談では︑NPりe閾題をはじめ︑欧
州の隙子力開発全開にわたって︑

氏は獄裏方式の簡素化についてふ
ンクすることができれは︑讃犠に

れ︑核物質の熱れを︑遍格にチ瓢

スト

簡素化され︑施設も見なくてすむ
ようになろうが︑この蜴合

をどこに澱くか小渓め

ラテジソク・ポイント︵戦略ポ
イント︶

ることが璽要となろう﹂と述べ︑

塵ーーll臨￠A−−
科技庁原子力局は十月一

午後︑東原・虎ノ門の共済会認で

時から︑美浜原子力発魁所の構 会﹂を開いた︒

関西電力は十月二十四瞬二筋十 第四剛﹁面子力隠密賠償制度検討

美浜二号機の
起工式を挙行

◎

日もこのことが倹討箏服として指

内で︑二号擬の起工式を挙行し

▼

とくに今隼は︑さる五月の米原
ｱのためには測彪機器の開発に 滋による佐嵐傑溢異糀放尉能箏件

ノヶ目︑破員長︵原子力担当︶︑R・フォソシュOECD代表那審議窟ら一行五人は︑十月二十四B正 一よって︑査察の自蜘化を出来るだ

来臼中の欧州共周体疫員会︵EEC︑ユーラトム︑欧州鉄鋼興岡体の含同上部機構︶のF・ヘルビ

欧粥共同事業計画も語る

ルビック氏が強調

1桂

懸

ザ鴛

／﹃蝋試患樫魚

▼

対象を明砥にする必要があり︑当
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第5回療子力の日

後者については︑前盛摘艦され

︑四十
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一
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三菱原子力工業株式会社

《

PWR型船舶用原子炉設備

電機株式会社

網

国産化を推進する

三菱化工機株式会社

PWR型原子力発電プラント

三菱重工業株式会社

高度の技術を結集して
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R型︑電気出力五十力K
し年六月運脚の予冗

7

昭称13町肉置3i日
毎週木曜日貌行1

⑳

ヅ

騨

一一

灘
「

揚…替東京5895副

聯
書舌（59茎）6！21（代）

東翁ミ者餌、巷区新橋壌丁鼠1番13号（東羅1日銭官内〉

議
ム
諏
産
力

子
原

本

発行所
昭和31年3月12｝ri第三種郵便物認可

，

謔S49号一一
P

ζ

聞
新

三
一

力
子

τ

懲繋響三三懸繕麟

イド・ケミカルと類似し陀瀞式法

ア・フユーエル・サービスやアラ

る︒再処理の力式は︑ニュークリ

は一九七照年一月一日の予定であ

ッチフイールド社の新工場で

オコニ 置炉の燃料を
リ
米国のデューケ聡力はこのほどアトランティノク︒ηノチフィ
〜ルドに対して角処珊伊約の内示知侶与えた︒これはアトランティ

ソク・リソチフfールドが南カロライナ州チェスターに建3する

もこのアトランティソク︒リンチ
＊隙の南部大西洋岸に再処理工

予定の再処理工掲に対する蝦甜の注文である︒
この再処理契約は︑オコ一了三

フィールドやアライド・ケミカ

である︒

弩炉については切鋳燃料の田て来

く魯処揮切杓ぷ紀はねばなちない

力に続いてカロライナP＆しか百
が臨地の濁題て﹁番遅れておの来．
た何処にするか嵩決憲っていない ︸

秀ナシ︒ナル．レ︐ドの過

筈である︒

登園中のようであ塔︒家か︑岡穀⁝
⁝

はこの魯帆碑工月の慰汲調馬社ホ

アライド︒ケミカルはAECのき2．海る︒ナシコナル・レノー3
一
サバンナ︒リバー丁現の勝に千玉
としては︑やはり晦カロライナ州
一
内を希望しており︑仰符州当局と ⁝

蕎ゾ／隼の再処蝉丁坦を建設する
ことにをっているが︑弓田はその
建設潅可の申隅騨を︑現花すでに

ECに提階の予定である︒ただし︑ 向のようで︑協力餐を探している
とも怯えられている︒

英原子力庁がスウェ
ーデンに核燃料貸与

験炉で使用される︒核燃料エレメ

燃瞬はスチュドスビックの商速㌘

ント蕎六十個三宅与した︒この彬

︑︼ヒ即さ3／る．

圓田︑篤講終了後とくに今野営
材動螺副即事鎚が︑現審璽処理晦

て現状藁説明し︑建黙界から政府

設建設が難行していることてつい

にその必騨穐阜強く呼びかけて撫
しいとの申し入れがあり︑この門

高速増殖炉研究
専門委員会設置
ヨホ原子刀学会
日本原芋版孕会︑会長・大的松

⁝

︒

︑轟静グ

﹂録ず評

﹁所長といってもいわば世話

事︑沓なが価崇やすい環境を

﹂

とレ

雰野でもこれがフル気転

上︑核燃瞬や材料の照鮒︑辮蘭

国もこれの建設に踏み切った以
よし

墨俊

がやがて試用運蝋に入る︒わが

がみ

原研大室研究所

むら

らしてもらいたいもの︒産業界

㌫

諾

れ︑飛躍晦な扱術の発疹をもた⁝⁝

からも昭尉条糾や運嘗などで︑

いろんな滞文も出ているが︑国

⁝

の大きなけん引力で︑ぜひ霜燃

じことを湾えているにちがいな

い︒新亜聖もおそらく︑いま同

鍵切な利用鹿現シ﹂ほし
いう燭纏㍉手ごろ︑できるかけ

． 灘

．脇任の感暫︒二旨四十入余りと

しゃりがいがある﹂というのが

﹁大洗は全体的に所員も接い

侍したい︒

れからた︒二上さんの年腕に期

村上

の所畏になった

つくるのが私の役顕﹂と語る村
上さんは︑丸樽で規しみやすい
入柄︒だが頭の圓転の箪さと行
動力は所内でも短評がある︒
雪／3⁝臼付で大洗硲蕨長に珊

応用化学科卒︑臼本書素肥料に

二

努力して︑一人一入と罠く知編

の運當を軌道に塾せた︒しばら∵

⁝⁝
十四琿からホソトラボの企爾︑⁝⁝
建設を担当︑管理峯長としてそ 鵯

厄いたい企醐畑を歩いたが︑

曽⁝
尭企庁をへて薫十︸年原研へ︒
畿

⁝⁝

入る︒二十二矩商工省へ移り︑ ⁝

村上罠は昭御十六郊兎京工大 離
腿と爵決している〇一つは﹂醒

任した氏は︑まず二つの水の閣

丁目の一水︑もう一つは那珂旧
泌らの野水樹懸た︒

升戸でまかなっている︒だが皇

糠との調整は聴込だが︑独威の

述いたいという︒﹁もちろん萸

い斐JMTRの水は一一ろの深

室越蔽に入れげ足りなくなる︑

・⁝

⁝

艮いムー13串築きたい﹂と日を く研究炉糖琿部次長をつとめ四 漏
に

そのうえ磯設中のホノトラボ︑

魎蜘のα⁝γケープ︑更北大の

き︒率子央人と二人きり︒愛媛

盟

⁝⁝
が一つもモノにならぬ痴︒ゴ
P
ルフ︑囲纂︑ポーリングも好 ⁝
⁝

遊びやっき合いは何でもやる

ラボ︒Coi60卿造丁場︑
輝3
かF
すQたが︑別組織や他機闘 主年本部怪事察良︒

複雑︒とくに嚇燃との閲係で

けに︑橿当な箆悟も必要だろ

は︑ここが大きな接点になるた

これに必殺ぬ水けどうしても

ERと水の鴛聖はうなぎ上り︒ も受入れる大洗の運営はかなり

ろん二本的な﹃し禽いは偲いて

＝

J厘TRも多少の遅れはでた衆出身︑五十歳Q︵K︒→︶．⁝

晒保しなければなうない︒もち

いるが︑環体的なとりきめはこ

G︶︑君林噺七︵住及原子力︶︑

力︶︑三太箆署︑動燃︶︑市野帝

華︵岡︶︑弘景気弥︵細︶︑胃地

田本原子力二三会議の放射線化

セミナー關く

放化研がANL

︵電中研︶︑山田周治︵環立︶

林二郎︵京大工研︶︑ 田下正宣

惣男︵岡︶︑古川穐男︵同4︑
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題について騨子力婁欝金や︑畠民

︵岡︶︑近藤襲介︵岡︶︑坂入武

裂騒

秋山守︵簾大︶︑大山彰
と牟．湊めた︒

主査

阿零昭二︵瞬研︶︑中川
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なお︑優秀作三編に引して科学
技術庁畏富虫および蹟品︵五万円
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裁す・萄試験櫟の建設工事に着手し

分離法とイオン交換広によるウラ

ン

覇者に

じれいをふりまいてい沈︒

をくり返し︑獲敏ある外交

欝みはぜア・シェ〜

ン濃繍の研號を進めてきた︒とく

た︒

既を屯めているが︑このほど︑東

動力炉・核燃凝閲発噴業団は︑

鋤燃︑趨蘇蜜術醐発へ

の建屋に着工

三号遠心分離機

昆字へ揺待︒

試験の建設を開始したQこれらの

ため2⁝喜遠心分離機の下作と︑

十五田︵入選発蓑三月引臼︶︑富

応募拝切りは昭穐四十四年一月

稿胴紙五〜十枚程度︒

高校生から作文を募集
の肇務所設齪は︑ホ部の鋤力炉姻

力の田一を記念して窩校生から作

薪築工灘を急いでいるが︑こんど

號施設鰯設準備整が圓地で行なう

文薮募集する︒テーマは﹁嚥子力

麟のブリティッシュ・アルミニウ

力発電による海水脱塩や隔子カエ．付先は東京都千代照翻心ケ関洋装

業務の世話な推進と強化をはかる

四十三日間︑米国の内務省纒水

同調叢躍は︑±簿七絶豪での

午前十時単羽田を臨発したQ

民︶の二十四人は︑十月二十六日

利用調査団︵団艮︑仁川万水王

源独などに沢遣する除子踊躍量的

日本原子力奮業会議が︑米︑英

︵臼庫原子力事業常務︶︑大堀弘原子炉多目的利
用調査団が出発
︵戯発劇総裁︶︑伺田浩︵原研謝

理事長︶︑漕成塾︵動辮目皿蟹長︶︑

湯川正義︵八幡製鉄謝挫長︶告山博
吉︑日立簿務︶︑法貴四郎︵住友電

喉

ンの非破製検査は︑今度のシリー・
ズの試験が始めてであるσ
今尻の試験で特に注圏されるの
は︑構成部贔が単一の鋼材⁝でな
く︑藻たこれらの部品がエンジン

この非破三三嶽の適応範囲の検
討︑エンジン内部の各毬余金の組
によって多少異なっているので︑

撮影・宝玉する技術を取得するか

これを分解せずに︑いかに上手く

み議せによる撮影方法の組立が必

なお︑両力の実験で使網された

要だとしている︒

イリジウム線源期は︑原肥JR鶏 ということである︒
この狡術はうまくいけば︑多数

のか法をエンジンの整備工程に採

いる︒

り︑一

には従来のコバルト60︑セシウム の人命をあずかるため︑絶欝蘭な

12で製造されており︑この線径

ため遮黒物を畷所に設躍し︑さろ

胴写るには︑作業員の蜜全確保の

予備実験の績果から︑今駆の実

原研獄王利用開発室︵整艮・小

非破壌検査の実験を実施した︒この笑験は︑日本魅空の依頼で原

林昌敏氏︶と︑日本航鍵は去る九

イング留︶ジェソト・エンジンの非破壌検査をし︑その緒幽いか

現在の航空機用エンジンの整備

層︑陶隣

興︑原子力開発全般の政策︑経営

︻写録は去る九月におこなわれた

は︑定期的に機体からエンジンを

月に︑JT3D型︵ダグラスDC

月四臓から三田閲︑﹁第二回年次

ミ製パイプを重し︑その中にイリ

閾題などを中心に発表と罰論を通

年蔚懸研で試作に成功して

取りはずし︑分解してエンジン内
部の欠陥︑エンジン部品の位譲の
ズレなどの検査を行なっており︑

8︶エンジンを使って予輪実験を 第二回年次大会
実綿︑撮影躊岡の決足︑エンジン
準備委が初会合

どの各維禽せによる撮聯法などか
大会﹂の開巻を計画し︑このため

の主要材料である低合金鋼︑不透

なりの成果を得ており︑今度﹂田

多くの入手と︑時間を要して い

たが欧米ではすでに︑エアー・

8D型ジェノト︒エンジンの非破㎜第二鳳原鐙年次大会躍備婁二会

日本原子力産難会議は︑明豊＝⁝

カナダ︑イースタン・エアー・ラ

腰馨籍することにな．董︵関義長委員長︶の切藁声

鋼︑チタン合金︑ニノケル欝金な

インが︑窪た最近ではパン・アメ

るQ

リカン︑ノース・ウエストなどの

の検討をした︒

実験はシ凱ノト・エンジンの虫．二十一日開趣︑今後の審議方針簿

の整紬工程に︑RIを使用し た 罪 軸 申 央 都 の 窪 聞 に ︑ 内 径 十 ニ ボ

航空会社も︑ジェノト・エンジン

破壌検査を採用し︑禽理化を図っ

ジウム囎線源十キュリーを入れて

奪次大会は︑原子力産業の振

ているところがら︑日本航憲もこ

移動きせ︑エンジンの外側国力駈

工常務︶︑安藤良夫︵漿大教授︶

大洗駐在員

事務所を設置
動燃轟業団

ムや西独のアーヘン製鉄研究所な

温︑サンジ瓢ゴ脱塊プラント︑英
路長井上颪焔氏︶は十月十五日付

ど八力麟︑二十四カ所レ窟悦穿す

動力炉・核燃料開発魏業殴︵理

で︑茨城蝦束談城郡大洗町の動力

技鍬予算の確保のための抜本男

鰭な謡兄が融された︒今後︑自民

策讐について佐々木誠現用から活

に慧児交換ならびに速絡を行なう

党緋披逆と瓜醒とは椙互に鎖極附

こととなった︒翌日出雲の國会議
員は次の謬り︒︵敏騒︶︒
愛知挽一︑臼田溜⁝︑鍋島戯超︑
一一階塞進︑燈々木．幾武︑小冨山

槍四郎︑秋田大助︑鰻関伊平︑

に遠心分離法によるウラン濃縮研

☆核燃料問題を基調テーマに〃
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発表論文のすべてを掲載

日本原子力産業会議

主催

富士通が発表
噂
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炉研究施設建設現揚に﹁大洗駐在

@一
究については︑逡心分離機の量定
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猟

サービス事業本部へ＞

集京都溢区碍r檎1−1一圭3日本原子力産学会議

〈お由込みは（591）6121

郵甲州屠105サービス轟藁本部

︑嚇摺︑長さ幽幽のアル

の非破壊検査法の鄭入の可能轍に

して魔業界の兇悪を内外に示し︑

の更体的なテーマとして︑開発環

回の準備委員会では﹁第二國大会

ることを認的に開かれるもの︒今

原子力開発への国民の理解を深め

その開発悪欲を謹めると岡時に︑

ついて倹討︑原研に戯濾したもの︒

饗．篶贈
鱒
︑慧

境の整備のための譜方策や圃内協
力のあり方︑および原子炉の多解
的利用聞題︑海外諸国の権威嘗に
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業
産

力

原

のまま貯めておくか︑もしくは︑

心するワグナー氏

雛懇愚三三病期潮懸．灘墾
わか團の動力炉開発も癒々と異体化の鱗をたどっており︑畢隔ては︑世界の高速炉開発国は

わが国の開発に注隅し始め︑これらの諸国からの来訪者が相次いている︒とくに山持日本を勧

リング・タイム十五年秤度の装甲

一九八O年代に考えられるダブ

讃した米国APDAおよびフランス産業界の使簾団がそれぞれ十月上旬︑原産主償て講演会を

鵬催した︒その概要を前後二園にわたって紹介する︒

頃に二〜三基作ることとなるだろ

KW
APDAのH・A・ワゲナー
氏程度のものを︸九七〇名代中

は︑薦速増箱蝉におけるフルト
炉が一九九〇年頃豪で続いて建設

KW級の軽水炉と競争することは されるものとして︑軽水炉の増加

エウム邪用しについて引回した う︒㎝九八○隼代の初期には強刀
が︑曽頭に門昨摂の朝︑地震とい

には︑年間約十一ゾ縄度になる︒

第二は︑督水炉にリサイクルし

ために貯めておく︒

ると生国艦の方がさらに必要騒を一る︒もちろん一九八○館に伶られ︸
一九四一傘から一九七〇俸濠塗
で 響的には︑引き合わな竺

上まわってくる毒︑凡られる︒硬嚢炉は︑その鷺では︑漿

の羅は︑一一干三万ゾに達する︒今

ば覆水炉と十分競争できるものと

にAECに持ち込豪れるU﹃0が
き︑原子炉の欝命を通して考えれ
舎兄できる︒

面理容醗は二十億KWになると

二〇〇〇年窪でには︑氷麟の全

濠で供給して来た濃縮ウランが五
⁝刀ゾで︑これから供給する必蓮の

⁝動力炉開発の進展から見るとU︐ 考えられているが︑その中の半分

あるのはこ刀五千ナある︒今後の

ゾに達するものと思われる︒

力関係がわれわれを通じて細くこ

終りに︑われわれの日本との協

03の必要職は︑さらに＝子四乃 が︑原子力になっているだろう︒

濠た一九八○奪までには︑劣化

．

／＼
︑〆

／
＼

罫故の原閃となったシルコニウ

来謝薩について説明した︒

に睡る縄緯および現状ならびに樗

民は︑フェルミ類の建設より箏赦

次いで︑W︒﹂・マノカーシ⁝

／

ウランがU鴛08の型で約四十万とを甥待している︒
炉胴のブランケノトとして酬いる

糖︑ストソクされる︒これは蕩速

以外に価僚がない︒

十五年後に軽
水炉とかわる

錦月刊

とし︑雲量蕎四十B簡の運転を予
定している︒

もちろん︑いま原子炉に入って

ムの板は︑本年三月に︑取除くこ

いる燃羅輿合体も検沓をして翼十

かくして︑二〇〇〇無には︑K

し︑本無末より運転再漏という段

十が赦まで とが繊来︑近く残りの五茄も取出

W当りの建設懸が選一

下ると考えられる︒一九七五年の

うとともに︑この期聞は燃料の材

MWで二酉四十臼闘の避転を行な
一九六六無十層以来申詮になっ

詩煎で︑KW当り一・四ミル︑二 取りである︒
〇〇〇蕉ではKW当り〇二一一ミル

いる︒この鶯十MWでの照樹羅転

料照射に俺う皐定だが︑霞本から

Tで︑もう一慶運転して︑炉が運

は大体﹁九七四難の申頃まで続く

ていた試験謝醐を再開するに当
電コストが大離嵩じになる時点

紙できるということを激そうと思

になるであろうといわれているQ

は︑大体㎜九．八五隼位になると讐

運癒を行なってから︑プラントを

鎗三は︑これを他の麗力なの他

この三つの劔れが経済的かとい

われる︒醒水炉の場合には︑大変

酉十MW位の繕力で運転すること る謂圃を進めている︒︵悉兀︶

プルトニウムの鑑産愚は偽段にし

うことは︑プルトニウムそのもの

触炉の場合には︑反対に出てく

楽観的になり勝ちであり︑葛藤増

っては︑一如設謂娼力の二穏MWのものの照射にも使おうと思って

％の負荷率で運転されだとする

の需要供冶の関係で決ってくる︒

そして︑軽水炉と高速増殖炉の発

と︑呂て來るプルトニウムの撒は

しかし︑〜九九〇無代の萌半にな

五畿誘になる︒もし高速炉にプル

炉からのプルトニウムの郷は︑約

ョンの霊催による臼果科学協力

ナルサイエンスファウンデイシ

月二日から七日京ての一週閻に

原子炉維畜桑折セミナーが︑九

融論の会慾が二日と三日に乗京

わたって開かれたG講演および

行なわれたほか︑四日に東海村

文化会館で︑六日に京都会館で

の練紅︑七日に熊取の京大漂研

正式代裏として乗圏側からは

を視察した︒

フロリダ大ユーリノヒ工学稲

ミシガン大オズボーン教授︑ア

長︑澱−曽シフタボラス教授︑

ルゴンヌ棚コーン心耳︑ロスァ
ラモス研オルンドフ博士ら＋二
名︑羅屈側からは策大菰野︑腹
囲大黒購︑早大柴田︑康研佐藤

︐後

の日

について紹介する︒

︐Z

原研では中井所長慮ら餅明の労

が大きな利点であって︑動力炉

のままで内部の解析ができるの

シェフ︵バソテルメモリアル

側シイー︵コンサルタント︶︑

みられて来たことである︒米国

し︑動力炉へ適胴の実用化が試

し濫閂ぷ療びた︒

するという爾期的な力法を握案

心内の申聖子栗分布を遠隔測定

日本側斎藤︵原研︶︑野村︵N 両親の研究者が膝を交えた席で

研︶︑ラジヤゴパール︵WH︶︑ なくないがそれよりむしろ日米

研究がこの問題

木︵鋤燃︶︑片

との方が︑今後協力しての研究

してお互の理解を深め食ったこ

踏中の散搬や讃評の食事卒兵に

に集中きれた︒

︐

︵電力新報妊

⁝九六七年版︑

をとられ︑三日の晩に糟血餅で

ーや自動制御に︑今後大いに活

などの特性測定や安全性モニタ

り︑笛下︑日米以外にも英︑

用きれるものと期待されてお

一原子炉雑音解析セミナーに出麿して︒88一

討論の縞果︑煎

ったとも思われる︒

や令嬢や妹や姉を父えての輩や

レセプシコンでは両国の大人

かな交歓風蟹も見られた︒

途は非常に明るいが︑動力炉へ

題点の多いことを滞多きせられ

的︒実験的になお解決すべき問

他においてアソピールしつつあ

今圓のセミナーは︑一昨年二

原産主催のセミナーが行なわれ

らに発展して︑近い将来に磁米

原子炉の中孟子束あるいは出力

月にフロリダ大で行なわれたコ

隠に発隼する超低周波雑音が押

た︒特に︑動力炉の高出力蓮転

の完金な爽用化豪でには︑理論

ンファレンスを引き継ぐもの

る分野である︒

状態を検知する手法で︑ら．仙う

析して原子炉内部の特性や動作

で︑今同日本で開催されたこと

のあることが日米両圏で確隠さ

論催と隼験値で大きなくい違い

︵上智大講師︒電発勤務

る賑の来ることを確諄したい︒

片
研號水準が張濁に比岡し得るも

は︑この分野におけるわが圏の

︻投稿歓迎一四〇〇掌以内︼

爾治雄︶

むφ◎6−0＄90◇◎︵一◇一♂一憲

豪た著轡を通じて日本人にも

れた︒

びならわしてはいるがむしろ無

この分野の研究の実胴化がさ

内部の状熊療同断するのと岡様

ど脳洩や心躍図の解析かち入体

に畠然に盤ずる秘帖を測嚇し解

の発犀に贅すサ雪ころが大きか

岡箸の多くの

AIG︶︑山田︵日立︶︑鈴等角泡を飛ばし︑汽車旅行や擁

胤された︒

獲︑西独︑スウェーデン︑その

一動力炉への実用化へ

原子炉雑音解析とは運転中の

夫︑撰丹潮ら雷名の先生方も出
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びにフランスの筒速炉開発撃情

ー︑クリノクマンの両氏︑なら

次摺ではAPDAのラゴスキ

石炭政策の混迷を切る

行なわれたレセプションには藻

憐を俺弔して四酉MWで揮転をす

〈世界初の成功例〉釜中担
原子炉による悪性腫瘍の治療

なものである︒響慣士魏富と呼

のと圏際的に籾輪められたことに

った方が学術的には適切かも知 なるので魯はしいことである︒

jら十四名︒その他オブザ 作為変動とか誹庁常無摺とかい
ーバー︑運営黒影灌︑レセプシ

っている︒二箇MWTで短期閥の
予定で︑その後は︑混舎酸化物燃

銀に約二醤㎡螺桐当となる︒E冠

○庫に綴遠炉が入ってくるか︑ま

隼代の半ばまでを考えると一九八

た︻九八鴻恩になって︑やっと隅
速業が入ってくるかどうかを比僻

の闘の純飾約高は十癒が程度副

すると︑単く入ってきた方が︑そ

高速炉にプルトニウムを使う

い︒

と︑穐中狩子蝉にプルトニウムを
使った揚含よのも︑羅かに利用爾

︵ダブリング・タイム︶が十万鋸

トこウム蜘9．一使えは︑畝︑中艶歌炉に

プルトニウ
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て︑その豪ま便用してゆく︒
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て約五や刀がになるだろう︒現

がと仮定したとすると︑臼当りの

になる︒今の値段をグラム当り五

のプルトニウム盈濠磁は約三十ゾ

プルトニウムになった型で将来の
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一九八○誌代の初期には︑琿間

ウムの蹴は︑一九七〇鋸代の半ば

いる軽水炉から出てくるプルト諜

る︒現盗︑米国で建識を予定して

の蟹としては出題がないと思われ

設されていっても︑プルトニウム

炉の大型のものが病臥一基づつ建

によって一九八九隼以降は︑轟速

闘違いないものと慰われる︒その

団

師

うものを雄めて経験し︑非常によ
い勉強になったしと述へた後︑次
のように藷つた︒
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われわれが考えていたものよりも
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は︑練子力発鱈が︑既に経済的な
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気湾典など公霧聞題がある等の煎
から︑急速に原子力発電に移行し

また︑軽水炉では︑さらに大型

つつあるといってもよい︒

化によって︑コストが下るという

ポテンシャルを持っており︑今
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輝料サイクル・コストも桝焼率の
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高速炉開発

位で︑増殉率は一・二〜一・三程

使うより五が高い価値があったと

葺の間に現在密画さ3穿ている野水

値が疑い︒一九八○年一一九九〇

プルトニウム燃料を使う蔑速炉

展︒これが⁝九九〇年頃には︑ダ

頃に作られる高速炉は︑躍増競聞

については︑各国の開発の考え方

ブリング・タイムか八無位︑比朝

の経済的意義

よる利点は︑①筒速炉が他のエネ

出が一瓢W当り〜・万㎡鰐Pu程阪書すれば︑米国全体の纒済とし

が違うと思うか︑高連炉の開発に

ルギー源に比べ田籍に安いエネル

肢︑増殖率は一・四程度になって

ある︒

て二十芳億♂の節約になるわけで

ギーの供給が磁来る︒働島速 炉

いると思われる︒

また︑この勘連勝の進展は︑プ

は︑ウランの手持の少ない国にと

大翫に生塵されるプルトニウム

ルト瓜ウムが足らないということ

っては︑外国の限られた田からの

米国に隔40ける現在の動力炉の腸 う︒一九八○年から二無間位に大

を︑いかに上手に使って行くかと

ムの使い方

発は︑AECが行なっているナト型の隅速炉が重罰倖作られ︑その

いうことには︑鷺つの方法が蝿え

エネルギー源の供給のみに頼らな

後は二年毎にその照は二侶つつに

で制約を受けることはないだろ

リウム冷却型のものが中心であり

られると慰う︒

笛一は︑使用済燃料の形で︑そ
はあるだろう︒

堰えて行く位のプルトニウムの聡

くてもよい︑という測点がある︒
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