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原子力は麹 δ％に
全体で千七百万Kwを開発
政騰は二月こ＋穴日︑第五＋四回蹴擦關発調整審議会を關き︑昭和四十五年度蹴濾輪重基本欝画の変麗について審議した︒その結
果︑過去二圓の新規藩工分に加凡︑新たに︑東窟磁力福二原子力発璽所五弩機︵出力七十八万四千KW︶を含む︑五地点薦二兎KW

ず︑将来に備えて嚢子些些躍の憩

限を四年鰯延長しようというも

則第二条を改正して岡法の廃止期

二舶以隣の開晃を担当言⇔ことは

よいことと思う︒原船聡星園が第

何か︑こんどの法改正でその完成

研究会議﹂がもたれ︑今年八月頃

翻による﹁日独原子力船共圓謡価

現在民間で︑昨年暮から田︑独聞

実用原子力船の開発については

ないと考えてよい﹂と述べた︒

入が圏立ち︑簸高の六墓︑約五百

の︒飛上︑近江民は︑原子力第一

談た︑現在までの継続工聯中の

をみることができると確約できる

船﹁むつしの完成が曇れた謎謎は

霞源瀦発規模は水力三十八地点蕊

を対象とした技術開発︑建進︑運

をメドに︑八万馬力のフルコン舶

いるが︑さらにこのことに鷹して

航等に関する諮条件が検附されて

二千二薦四＋五万KW︑原子力九 見交換を行なった後︑とくにこの

悶題は経済性のある舶用炉の開発

読分禽させた本年度艦源開発灌

吉義弥日本郵船せ昆から﹁玄義が

は︑昨難﹃月の原癬犀次大会で為
篇十万K

醜体の建造を損蓋し︑孟浪禦業団

は︑水力五十二地点六百

万KW︑原子力十四地点九膏七や 闘で自己会が幾足しているようた

W︑火力九＋地点三千一一璽一＋灘 のための捜術協力が申込濠れ︑鍵

N度まで

か﹂との提案も出されていた︒

が舶彫炉の開発を挺当してはどう

箆瀦発することはないか﹂と負
疑︑将来の実用踪子力船開発に対

に鮒し薗田艮官は﹁こんとの法改

なお︑今回電源開発謝姻に組み

正によって﹃むつ騙は予定通りに

する跳箱の姿勢をたたした︒これ

八百瑚＋万KWとなった︒

六万KWの命二酉五十六地点四千 が︑どう思うか︒原船解榮団で惣

にあると憩う︒簸近︑西独からそ

地点三千三六万KWで︑新規︑継 て︑﹁実用原子力船開発の最大の

地点四落七十二万KWの合副膏九 原船覆業団法の一部改正に開連し

街八十九万KW︑火力六＋六地点 か︑などと質疑︑佐々木氏らと慧

一る︒

落wの饗蓮込まれてい

五千KW︶︑今圃燈聰された東京 の一点鐘︵その他︶十七万五千K 以上の高腰の電力醐要の伸びに対

の新規漕工を決めた︒また︑萌画讃醐に組み込由れた橿鳥速力大飯発通所一︑二障機の薫万KWから萄十七万五千KWへの出力アノ
ブち承羅した︒

今年蔑は叢近の電力羅給のピン

鋤発羅所は︑岡郡大熊町と双桑町

累双蘂郡双菓町に建設される︒福

発成させることができるQ第一

込離れた東㎎福騰ム暦機は︑在中

にまたがる地帯に建設の予建で︑

Wの含謂＝十八地合九衛七十八万 処するため︑大容騒火力︑原子力

齢揚水式水力の馬入が鼠立ってい

以降の閲題については︑政騰は

応力禰島原子力発餓所五刑機︵七

五二四万箪千KWとなり︑本工度 五十二圓承認の八地点︵九躍力分

現在豪でに大慾町欄で一︑二︑三

地難と工期が長いにもかかわら

一爾︑＋月に第五十三回︑今回の 十八万四千KW︶を加え︑合誹六麸 二千KW︒水力の新規懸工は︑第 発癌所の謬入や︑ピーク用に大延

は六地点︶一薔二十九万KW︑五 る︒また公宴問題による火力の立

チを反映して︑昨年五月に第五十

第五十四回と︸圏開かれ︑四十五
薪規鷹源三王における原子力の割

五万六千KW︑今回の二地点︵九

U10万トン必要

羅気嘆黎漣三会はこのほど︑中

竃協の四十五年度賎刀長期刮幽に

いう方針をもっており︑罠閥でこ

結果︵表︶を濠とめたQ

十隼度駅でのU30屯所襲鯉試鐸

ト

外

の

のよノ砿計画が進行しているのは

﹃原子刀第二船以降は民簡で瞼と 勤とづき︑

齢

卑度の新規全電源開発規模は︑含
十＝薗で承囎の二地頭︵その他︶

また火力の新規籔工は︑鞘五十

西田鶏群衆院科技特で語る

実用船開発は民間で

嵩上が建設中である︒

計四十七地醸約千七醤三十四万K 舎は約三〇％を占めるに至った︒

一園承謙の二十二地点︵九章力分 二力分は二地点︶六万千KWの合

＝薗で承認の五地点︵九聡力分は

は十九地点︶八羽織KW︑第五十 図十三地点二一四万七千KWとな

とくに原子力発羅については︑

Wとなった︒

将来の鷹力隅給に対処するため大
った︒

規櫻開発を行なうこととなり︑新

よひ樒純郎理購の莉氏を疹考人に

臼をつくる技術の東芝

科学技術庁長富は︑二

一ζ

〆ノニ

述へる︒このほか励独か

一〆

EL501−5411（大代）予100

西田愚
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京芝浦電気株式会社

B点︶百六十万七千KW︑今回 今奪度の羅源蘭発副画は︑予想

〆

SC−1システム
SC−3システム

規着工は第五十一．圓で承認された

ミ

00ch
00ch

学技術振興対策特製婁繰網︵渡部

〆

マルチチャネルアナライザー）

月二十六臼午後階棚かれた衆院の科

鑑団法改正に関する近江己灘央氏

んどの発譲は︑この席上︑原船趨

繧難論嬰鷺編
簸鐸鎧講書製
一郎委曲長︶で︑﹁藤本原子力船

朋発灘業団が原子力第二船以降の

べた︒

開発を撫選することはない﹂と述

多 ノニ 多ミノニ ニノ ！ ミ 〆 〆〆〆

仏のM・A︒ペソカー氏︵CE
ネノクフィンク氏が新たに頒わ

果にも大きな携衡が寄せられて

用統計解析装置

士が︑二月二十八日に来漬︑原子

力婁翼会︑原研︑動燃異業団︑原

壱交換した︒

薩︑大学関係者などと懇験︑意見

懇酸会では両圃における原子力

多 ミ

原船意業団法の一翻改正は︑付

の自門に応えて述べられたもの︒

♂さ 多 〆〆

無難開発についての凝メント螢

︑同国におけ．勾選心分離法によ

験﹂では︑各国代表から葦水炉

一方の﹁原子力発電所に麗する

発における欝欝の習縫技術や後

炉開発への閥融点なとのほか︑

策簿についてのコメントが予定

地問鰹︑地鹿地欝に1懸ける安全

説するとともに︑これらに対す

るが︑その開罧もの織すところ

一方︑姦加登録の綴付けも腰醐

@﹇

らゆる分野で活躍できる

東北鷹力女灘原子力発慰所一簿櫨

スイスのホ簿士が来日

︵BWR︑五十二万四千KW︶高
︑ 温ガス炉な
どで意見交換

関西離離灘浜発難所＝鶴機︵PW

R︑八十二万六千KW︶︑九州躍
碧機︵PWR︑五 原子力婁興会による昭和四十五

十五万九千KW︶︑第四十ヨ圓で 年度海外摺塒原子力関係巻として

力玄海発駅所
招かれたスイス内務雀の科学研究

ノ〆二

など岡園における三濃縮工揚の現

A産業説醐推当理禦︶は︑世界に

ど＝一嗣

策上の語閤題にもふれるもよ

将来の仏の役割りについて述べ
視察の後︑七B離ヨの予定︒

進んでいる︒

@

鼕?機︵各PWR︑衝＋七局万
畏U・ホソホシュトラソサー博

多一

米GGA社との協力など醍闇が中月十五︑十六︑十七日の三田閲︑

状について述べた後︑これら濃縮

はウラ識ノト社犠謡講饗のユ

果京︒平河町の日本都市センター

心となっているが︑今後は︑国と

おける濃縮開発の一般概況とそれ

厘飼

れている︒

燃料の確保のうえ等から︑世界が

︒英国からはD・G︒エイブリー

︵原電会長︶が︑原屡ウラン濃

が髄象っている今日︑岡大会の

石油閾題から隙子力発醒への朋

注圏しているところ︒国際シンポ

長︶が出煽︑同製における拡散

︵AEA生雌グループ計画管理 予定Qわか国からは一本松珠磯

ｩら都市センターで

へるもよう︒

らの技術的︑経済的評衝について

でも﹁ウラン濃縮﹂闘魑は︑原子

五六三男のとおりであるが︑なか

本大会の日鰹および概要は本宿

企闘され︑注囲されている︒

発奮所に関する経験﹂の二つ︶が

︵﹁ウラン凝顯闘題﹂と﹁原子力

試みでもある圃際シンポジウム

ネル討論会簸に加え︑同大会初の

心分離法への研究開発など将来の

して研究を進める方銑であり︑西
独との協力も進めたい﹂︑﹁強記
増殖炉はガス冷却のものを湾えて
いるが︑懸寮となっている﹂など

会では︑立地闘題や査察悶題ある

と語ったが︑とくに原魔との懇談

いは︑一般團民の核アレルギーと

いて︑日本はどう考え︑現状はど

原子力開発に対すろ期待などにつ

うかなど︑ホ氏の方から質問を浴

シワムでは︑各国から櫓誠者を招

乞てのウラン離のあり惹﹇

間懸懸議会の報葛を中心に︑田

週閲︑譲灘備が魏々と進められ
き︑そ瓦それの国における開難訓

法採用への撃壌のファクターお

による濃晶開発の歴史と選心分

@

や︑民聞の旛設︑爽大捗研などを

並等を聞くとともに洗掘撮管が行

力発三関発㍊敬の堪大に伴う所襲

濃縮問題を焦点に

工揚の敗造や新設あるいはガス遠

同韻闘の詳細内容等を紹介する︒

よぴ︑西独︑オランダとの三団其
R・サピアリ氏︵AECオークリ

15，000

56，000
なわれる苧定︒とくに米國のS︒

びせていた︒
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日本原子力産榮会脳虫催の第四

ミノ 〆

開発計画︑題永姫および高温ガス
幽玄の科技特は︑日本原子力船
婿の開発︑圃際闘題等が焦点とな
った︒席上︑ホ氏は︑ルーセンス 縄発禦藁囲の佐々木周一理無極お
での購故の経験などについて説明
したほか︑﹁高温ガス炉の闘発は
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ら二人鼠がホ氏

@

なおホ民信爽海原子力センター

鵡

縫逡▽曝振

織縞難繋・

1，000
5，000

48，ぐ）00

1，000
6，000
7，000
8，000
8，000
8，000
10，00Q

@

∴

書

欝

U308所要璽：概算
▲

SC−1ンステム

京都千代田区内宰ill］1−1−6（日比谷㌔弩々ビル）

2，000
3，000
8，000
11，000
15，000
19，000
25，000
32，000
40，000

50
51
52

一

原産での懇談会のもよう︒宕か

＝

一㎜

60
工，000

1，00（，

45
46
47
48
49

｛1度別所要敏
（昭和）

算芹〜、果

包γ

45イ三度試
農
年

1，000

53
54
55
56
57
58
59
60

@

競

醐
w7二

5日

鞭攣驚

鞭
無

一、

会議
子
原

「

振替東京5895爵
護舌（591）6121（｛］巳）

発行所

出塁565号一
⑳

し

0
・

鯨都港区斬橋望丁罠1翻3署（策耀1目餓内）

塵
力

本
昭和31年3月12B第三種郵便物濾可

（送料…輿）
「部35円
購醗科半年分前金 800簿
ρ

昭豹046年3月4日

毎魍木畷臼発行

1年分前金1500円

三

業

力

保障措置等を条件に
まで通り政府が圃内舗要の顕から

蔵量および言出盤についてはこれ

監硯する権限を持ち︑③すべての
輸出契約も敢府の飾弓を必要とす
る︑④ウランの販売価稻について
は政肘との交渉が必勲でのる︑⑤
輸出したウランは撮睡描灘の下に

いるが︑滋本醐は麟四的な閥題鱒
もあって濠だ圓答を架せていない

のが現状である︒したがって・わ
が国原子力産蟻界では岡協定成立

かけるもようであるQ

＝一曹

この讃圃によると政府とデニソ

とになる︒

一年から一九七竃年の間は︑隼簡︸

約二白乃哩であり︑一九八四年に

デニソン・マ
インズ祉とカナ

もので︑価格は︸り当だり平均六

︵ストノクパイ 四十∴筆算七千濯ンを一重ト盗りΦという

エリォソト・レーク工漏の邸鎖を

されているが︑闘粒は︑おそらく

た理由について︑種々の観測がな

ことが見込解れている︒

一方式で︑一九七一隼から七四銀

は︑これが約三徴万隙︑に増加する

このほど︑新鯛

の閥にデユソン社のU303六衙デ鵡ソン社が政府の条件を受け

4政斑との聞に ン社とによるジョイントベンチ山

の燃斜購入契約

が︵カナダ︶と建められている︒

ている余剰金の精鉾な防びに今後

圃幽することと︑さらに諮鎖され

ル︶が鄭紹され

カナダ政町はこれによって︑デ

た︒これでカナ

ニソン祉が一九七㎎年豪で︑駕簡

はずであると強調している︒デニ

ほないかといわれている︒

己を魔外視し翫態度をとったので

強万穆の線を嘆破するために︑利

ラン二二けによって現在の三十バ

のジコイントベンチャーによるウ

ダ政府は︑デニ

四魯要りの最紙冠簗を継続するに

ソン社に対して
エリオノト・レ

ソン社の現蕉の競間山岨との契約

足る澱常の灘用水織を椎持できる
脆工堀の今後四

によるウランの引渡しは︑一九七

ークのウラン生

無二にわたる操

多

ク鉱床の発兇古であるクイ〆ズラ

ンド・マインズ社の特購五％以上
を保持してはならず︑象たすへて
の外團投喪家の持株誼讃が一五％
を臨えないよう規鏑している︒

は︑核融禽幽係の佳事から離れて

心く取りしげよつと

いく︒核融禽研究を圃豪プロシェ
クトとして大

する嚇しも含のアメリカにあるか

ないが︑ここに目本とアメリカで

ら︑これは一瓢的な現隷かも知れ

のエネルギー間題に対する切実さ
の違いが現わ孔ているといえるの

ような孜術暫がプロジェクトの終

︵灘蓄は原研虫催の核融合圃際

誘引の輸出入銀行︵逸XIM︶

米輸幽入銀行

スウェーデン
の会社に融資

臼陽ぴ護塗した︒︶

了とともK職を矢ない︑劣繍に困 討諮会に出腐のため一時鰐園︑過
る︒職を変えればよいといって

る人も出ているよつな状慾であ

も︑十軍も尋門的な化購にたずさ
わり︑家畜のある技冨溜が︑彼の

は潤単にはできない︒こういう点

二刀にのった仕製を見つけること

では︑臼革の会祉の終身麗胴制圧

して︑バーセバソグ発懸口︵BW

・ファメクラフト︵SV︶社に短

は︑スウェーデンのシズペンスカ

ような状態では︑瞥い学蛋が膓然

の方がよ︵な鶯りともあれ︑この

科学関係の仕鱗に向うという慾欲

心嗣のU30︑およびウラン濃縮

に零するコストのほぼ半分に楓了

R型︑五十五万KW︶の第﹁次炉

する四嬢五†万がを融肥すること

がそがれるわけで︑将来遵い優秀

ことになる可龍姓があるQ

な駅術者︑科学癌の数が滅少する

科学者へ厳しい評価

反銭傭の藤構の一つの表塊といえ

アメリカ社会炉Kある強い反書字︑

ションの防みさによるという人が

は・物質の狸かざ︑オーガニゼー

く︑アメリカの科寧・技術の発癌

することを記しておきたい︒よ

だ︒主にこれまで米翻企業によっ

の別を間わず賜金援助を与凡てき

について︑測汝荷燃料︑取替燃料

しはしは海外企業の核燃料の入手

分にも米認からの輪入山は便用さ

さらに燃糾に激する融蛋はAH

れていない︒

︒サービスが鷺側であるが︑今園

脱工業化社按への嚥換期に入って様に米圃企業による燃料サイクル

簿

噛♂

メ

鶏鬼

餐晃ビル3階

を促進させ⇔よう政府に強く働き

オーストラリア北部
で新ウラン鉱床発見
ノランド・オーストラリア︵親
会社はカナダのノランダ・マイン
ズ鋤︶はこのほど︑オーストラリ

ア北部地方のレンジャi一および

ところで︑日本は今慶92ウラン ナバレーク鉱区からほど角くない

おく﹂簿が養務づけられているu

地域で経済的に採掘可能な新ウラ
ン鉱床を発見した︒この報指によ

嚇出紐湘撮によってオーストラリ

ると︑埋墓灘は少なくともU30

＝一需

㎜ではないだろうか︒

るのかもしれない︒科学や技術

て融蚤を行ない︑米園企叢に側近

て建設ざれた原子力発臨所に対し

米領X王M銀膏は︑これまでも

になった︒

が︑公密や破腰をもたらすとし

あるが︑やはり一番撫要なのは︑

私はここで一つ日本の通説に反

て︑科学にその費賃をおわぜ．○澹

が︑彼らはよく愛す．Φし︑達識宗︑こんどのスウ︑ナン

リカ丁田の科暑を知．ている二葦毛やり蓼と︒て建︒と

ルールは完全に緋除されており︑

人の粛質でめると思う︒私はアメ

艶備にまわせというようなことに

購に対丁る態度は︑いわゆるノー

切れる矧をもっている︒そして佳

え方である︒さらに︑アポロに艶

もからんでくる︒科学や技術とい

バーセハノグ発羅所のどの割信回

の会社との契約げは︑従来のこの
うのは︑実際には一調の滋呉に過

国として︑アメリカでの同価の仕
方が他のどの翻よりも敵しいとい

・ナンセンスである︒私はこの原

うこと罎めげてみたい︒

よっては︑公電をもたらしたり︑
逆に環境整徽をもたらすわげで︑

いるといえるであろう︒私はアメ

は精鉱から六フノ化ウランへの穿

Cによるワラン艘縦サービスと同

リカが広く人類のためにも︑あ蜜

アメリカは今︑三業化社会から

に取り除くことはできない︒

態憎の五流にのるものは︑理性的

り科学技術に失望しないことを鍵

一ユー

きらに懸いこととして︑科学

ルはスウェーデンのASEAIA

換はカナダ・エルドラド・

暫︑技術看の過剃供給の閥題がの

筏の状憲を他田の石として︑その

む︒逆に︑B本ではアメΨカの現クリア祉か︑その他全燃料サイク

のは当然であるが︑こついう国民

科学や技術廟体が葱いのではない

ぎないわσたから︑その使い方に

係する南夷を︑劔えば都巾の燦塊

もっと一般化していえは︑今の

・科学のもつ二面性

あるいは滅少の傾同にある︒この

合研究に薄する異質予籔は鰹滞︑

ASA開孫やジャンボをつくったきであろう︒

業について鳳則的岡愈をξえたこ

アからのウラン購入が容増になっ

とみられ︑また平均品位はジ当り

換鴛秀華評雫らなし︒蔵書孕ご︒バレ︑

た︒しかし︑現在︑臼本とオース

ために︑オーストラリアが蟄画し
約十嘩とみられている︒

ところでオーストラリア政尉の
ウラン鉱凝における特別規制鎚醗

一一＝

れが︑増融炉か融禽炉あるいはそ
の両巻撫組み合わせ陀ものになる

かは︑い謹酬概にいえないと耀
う︒核融合炉と増殖癖の長厘竃
較してみると︑十分両者が将来共

る︒私はこの石帯危機の間題に対

存し褥るのではないかと考えられ

会講の隠燐がたまた豪石癌似給

いう試みに成功したのはよいが︑

る︒人工衛墨でソ連を追い越すと

数︶を醜く講じるよう︑努力すべ一っている︒

対処策︵例えば将来の技術餐の肥OMによってなされることとな
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立場にある入の参脚によって︑日

1971〜74年目ラン購入で

学院卒業餐が急増した︒今そのN

設計・施工：

オ⁝ストラリア政府のレジナルド︒スウォルツ團蒙醗発積は二月十八田︑﹁政騰はこれ豪でのウラ
ン輸出制限を解除することを決定した﹂と発畏した︒岡堀によると︑今後ズーストラリアのウニ・シ輸

出に附して鰍的に何警制限恋加えないが︑今まで瀬り敗胴の認可が必饗でめり︑とくにウランの価格
については不当な価格で繍繊契約が行なわれないように政尉が監視すると述へている︒一方︑ウラン
鞠出に際して︑オーストラリア政府は保隙嶽躍脅要求しているが︑現妻田庫こオーストラリア両磁間
には原子力櫨走がないため︑わが国原子力産叢界では岡協走の犀期艦猛を強く麟みでいる︒

へ

評調
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加政府、デ社と契約
その闇に自然科学関係の大掌︑大
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投資効率を高める

重

溝

勘

松

取締役社畏

トラリア間には原子力協疋がない

ている

今無二月十八隣のスウォルツ鳳

れている︒とくに岡協定について

通しと伝えられている︒
蒙開亮絹の発識によ・鶯と︑今園の

磁オーストラリア側が昨年協定恥

オーストラリアのウラン資源埋

政策変量の概要は一ωウランの軸

の閾題が残さ

蔵激は昨年九月発表のIA猛A・ このような離禰から︑オースト
出血についてはいかなる制限も加

保結目灘

＋分に侠給できるだけのウラン蟹

ことに踏み吻つたQ

幾＠霧馨§遽
こんどの鰻国は囲年半ぶりであ
．た︒十乱闘の滞在申︑雄天に恵
まれて快よい時を過ごすことがで

きた︒核融合についての国際融論
会浄蘭いたのは︑もちろん︑こん
どが日本では初めてであるが︑当

初の臼晦は︑ヤ分よく達せられた

・

・些㌦
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えら柵ないQしかし︑9臨俘の腿︸のドラフトを日本政府に提出して一によると︑いかなる外圖人投資憲

EN鷺A報乞で︑刑ポンド当たり ラリア政厨としては︑固内濡蟹を
＋ぜ以下が約二刀〜千シ︒iト♂

︵U308換騨︶であった︒と源
こを碓保することを瞬提に︑これ
鞭鉱活動は八十祉以上が参加して

この制限解除については︑昨年
一

ろが︑最近︑岡圃に45けるウラン 隷でのウラン翰出制隈を解除する

活発に腿開され︑クィーンズラン
力姿舞会の﹂・P︒バンクスター

ド・マインズ︑ペコーウォルセン 楚来日したオ支トラリア原モ

ドーエレクトロリチソク︒ジン

は︑鍛近︑クイーンズランド・マ

婁貝艮が集禦で﹁オーストラリア

インズがナバレークで大ウラン鉱

ク︑ノランダなどによって新しく

いる︒この粘果︑ウラン哩蔵慧は
醸を発見したこと等もめって︑こ

有鯉な目深が発貼されるに舞って

将来三十万シコートジにふくれ上
れまでのウラン輸出政策を変噂す
ることについて潴慮しなければな

も

に酬九七〇年代後半には一ポンド

樋

本の核融合闘係研究についての團
際的急襲が深まり︑萩た︑廻本の
研究老が国際会議の経験査得たこ

処するだめにも︑このごつのアプ
ローチに十分の財政的援助が与え
られることを期待する︒この測量

援助の燕で国によって異なること
は疑いもない︒最もエネルギー悶
題を切実に配置せねばならないの

より罵点的にこの闇題に取り組ん

は日本および西欧で︑私は日本が

でも当然であると恩う︒

米国でも頭脳流出
実際アメリカでは防衛費︑社会

圃の石油値上げ攻勢と一致したせ

描三鷹などの趣圧のために︑核融

究で臼本が一︑二茄争うようにな

な援助さえ†分あれば︑核融合研

みすそのような人はヨーロソバに

究省を入れることができず︑みす

行ったり︵頭脳の逆流出︶︑また

ような状況では︑新しい若黍の研

ルギー源として原子力が絶対的に

いもあって︑溢圏を浴びたこと

必嬰なことは論奪︸いたないが︑そ

は︑よかったと思う︒将来のエネ

いた︒
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ドイツ︑スウェーデン︑とくに

ている︒

将来多数の動力蝉が運転され︑

会を間いた︒箪笥は原産醐会長の

ラブで鋤二十五鳳原子力産業懇談

六日︑東京・丸ノ内の日本工榮ク

日本原子力薩糞会議は二月二十

保駕すべきだ︑という考え方に

上議費な財源である石油をもつと

う不満︑家た︑蔽卍巴の囲づくり

して自讃の利益が少なすぎるとい

響を与えるだろう︒しかも︑石癌

本の産漿や経済︑生活に深測な影

ったといえよう︒この値上げは田 トベンチャーにより︑柵手国の経

てしまうため︑ショソクは大きか

がないので⁝方的な値上げになっ

日ホにとって石油にかわる贅源

は利権契約たけでなく︑ジョイン

そのため︑今後︑後進国との聞発

進国で開発する難かしさがある︒

ﾆるへきだ︒それ以外鉱閥四隅

済発嘘のため協力する共存莫栄嬢

饗して鑑進團にせ談つたからだ︒

より︑ナショナリズムの点から隅

松根副会長が講演

講
移

松根宗一氏が﹁石油問題とエネル

︑

原産懇

U資源は自主 発で

ギーの将来﹂と題して講演を行な

資源檎報を得るた

セ︑本当に有効な

れた時に運帳を継続すべきか齎

開や国際石油資本

めには︑麗油国首

燃料から放射能のリークが観測さ

判断はまわめて重大な閥題であ

か︑燃料を取り出すべきか螢かの

である鮒鮨性が強

いだろう︒このため︑有効な資源

ゾの石油を確保することは難かし

悩などと禽って話しをとってこれ

檎報が必要なので威接︑薩油国薗

は将来も売寧桁揚

必要だ︒

く抜ホ的な苅策が

り︑ハルデン・プロジェクトの二

処するため⑳石瘤の露主開発との

進して︑穣極的に灘外へ准出しな

研

ッリゥム三巴は艘化物の粉をセ

よびX裾エネルギーが・でれそれ八

﹁開発愈上の紀念⁝

ウラン資源開発も臼虫開発を推

めるへきだ︒

開発も窟民一体となって強力に進

するアイソトープ・放射線の庸嗣﹂

ρ株︶藤田組祉名変更

新社名は︵株︶日建設謝

新社

日建殴計工務ハ株︶社名変更

毒／多彩

⁝原子力開発15年史一
と題ずる講演を行なう︒来聴齢由︒

一

︵担当

川土辛一︶

日本原子力無業会譲

鼎お聡話下さい︒

⁝

十五日豪でに颪桜郵送虫たは一

ます︒ご提供トさる方は一二月⁝

噂は提臥煮のお名立蟹付記し︑
㎜その方にほ十二年史を蕊上げ

二︒
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〇六一三〇ニー五︸瓢七一

淀川区野購南関二の⁝午七聡謁

会社長省波折民住所大阪衛東

すへき思い繊となるもの﹂な岬 囁はフジタ工藁︵株︶
⁝どをご提供下さい︒掲載の際． 日本ピラー工業︵株︶擦産に入

⁝いもの﹂︑
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・開発十五年史﹂︵仮称︶の編
騰を進めております︒あなた⁝
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な技術的資料を握供するものと燐

い︒わが繍ではこのような状況を

覇
が
琉

︐温い捧戦ζ︒
爵

鞭

ナショナリズムの筒価している後

原

減期面・干U︑放出さほるγ禄お

下げや据撒きはおかしいという麗

口屑のもの︒一腿約三十糟で︑半

欝

考えて︑すでに諸子力開発が進め

この二＋無間︑値下げの頷岡に

うに語った︒

あった石油が突然値上げしたの

また︑破損原岡の究明は燃料の

待される︒

韮礎技術として研究者からも強い
は・匹油園にとって他の物価が燃

塗撫の中止で︑カーマギー婁鋤会

⁝に写真の提供を

閲と︑外燭の石油会社の神路に出

上がりしているのに石油だけが値

関心がもたれている︒

ユーザーである電力界はこの闘題

なお四月十二日から始まる予定

田塞原子力認識漸はこのほど︑

鮨のイリジウム㎜爆融一稠の試験

ば︑コントラストの強い影娘がキ

透過検査︵雰破綴語論︶に用いれ

ツリウムm聖誕三十個と無比放慰 薄物スチールや軽罰金などのγ緑
製造に成勲した︒

プ難業部和用開鑓駆が技術開発を

ャノチでき︑小さな欠鴎も飾賜に

離に入り今瞬に為った︒探鉱費は

鉱ンビア州︑米闘のコロラド州を

ラミノ

ほどその製愈に成弛した︒薄い円

訪露彪に蔽り出してい﹁凡が︑この

射化学の璋門口として知られる

三月士一翼来日する︒同鰹士は放

インセント︒P︒プウィン輪止が

米園カリフヶルニア大学下土ヴ

今年はどんな繊麗があるのだろ

が︑そんなことはつゆ知らず︑

の目もそろそろつり上り気味だ

功してもともと︑署務局手当者

グが起った▼この種の大会は成

カ甥で交通マヒというハブ諜ン

門

属

門

門

学

輪

＼

亀♂

門 門

タ

〜纏蚤

織

燃料破損の究明など
庄酬四月に専門家が来日︑説明
ハルデル・プロジェクトでは昨隼来︑次朋プロジェクト︵一九七三−七三無︶を実施する予定で︑

その研究副纒の原漿侮成を急いでいたが︑このほど発成し︑ルウ疏一政府の了承を響て加盟各騰に送

付された︒この推進鳳体のENBAは︑今後加盟園内の二心のある研究機関︑学界︑産叢翼︑羅霊界

家た︑きわめてきびしい条件で燃

ない成果がすでに得られている︒

などの意見をもとに修葺を加えて最終原寮を完成し︑加盟扇の多数の賛燃を煽れは︑その銃現に乗り
出したい慧向である︒

田本では︑現在プロジェクトの
簾舞嘱である謙研にこのほと副画

ビス社等の中で次期プロジェクト

ニュークリア・フユーエル・サー

このような期得から︑現加盟團

クト推進を強く希望しているもよ

勢力国︑ならびに米團のG鷺祉と

うである︒

に強い関心を示し︑次期プロジェ

経験し︑その原囚穿明が悩当羅お

科を照粥し相当数の燃特の破損を

している︒その結果︑燃料の破損

欝が甥差し︑ハルデン婁罫会の婁

この出颪瀞の騨測謹明のためこ

癒条作と破損の関係の解明のため

の講演会と酎碁会の日程はまだ決

の実施を塗する断が多いようで

の実験︑第二にオンライン・コン

貫を通じて團内に劇拓された︒

と鰍瞬の設副︑製造過程との閲係
は︑かなり明らかにされつつある

ピューターを用いて原子炉の安全

春画案では︑第一に動力炉の運

の四月＋二日から約一週閻ハルデ

が︑さらに電要なことは︑破損は

ツリウムとイリジウ

ンプロジェクトから二名の尊門家

勤力炉の還転粂件︑シャフリング

ム線源の開発に成功

が来日し︑関係機関またはグルー

ある︒

プで講演と耐論を行なう予定とな
まっていない︒

荷追従制卿の磁器を計画︑提案し

性と運転効灘を臨める出山と︑負

となった︒

共同揉鉱申懸物製

ｻを闘標として第二期探鉱A段 爾報諏は岡研究隣のアイソトー

月から開始した︒四十棚下九月企

っているσ来日予雄者はK・D︒ 等と強い関係のあることが鴫らか
クヌードセン氏︵工学協長︶︑﹂
鷺︒ルンゲ氏︵物理︒制御酪長︶

の二人︒説明と講爾はスライドを
利聾して十分隠闘をとって行ない
たい慧向である︒

鮒娘として開始した︒探鉱蟹欄は

クに嫉

櫛懸盤
なお原研ではこれらの線源開発

の掘広い用途が麗待ごれている︒

二三登鎌など購勝局はてんやわ

回は米AECシ⁝ボーグ婁貝長

たイリジウム観百71線源用の照射 高温ガス炉が取り上げられ︑先

化して

んや︑そろそろ

イリジウム尿撫はすでに原研が

数隼削にJRR⁝2による照磁で
器とイリジウムペレソトおよび線

が特別茸雲し︑細題となったV

A︐画は初の試みとして国際シン

ポシウムニつを継むとあって︑

海外との連絡も大変だ︒そうい

盤状のイリジウムを別々に照射し

が︑日本放射性同位元艶協余では

えは鯖﹂︸回では春には珍しいド

たものを七杖三白てカプセルに封

その来旨を機会に︑三月十五日午一

加撃グウィン博士の講演会

のR一利用

公害防止へ

一個約寒具のものを製造︑放属協 原カプセル
を憩じて定期的に一銭に供給して
いるが︑一師使用者から筒比放肘

戦揚

とあわせて小型軽雄の勲尉器の閲

いる▽第一回は米国がガス拡敵

追めていたもので︑大洗研究辮の

電力業騨は二月二†間日︑睡気

日米糖方五〇対五〇の二二︒

ともに︑残筋整理は聡禦連原子力

禦講局をヨ月﹁臼付で聞鎖すると

もので

︑ヅ麟︑

発も遍めていたが︑このほどその

工揚の概要を発表し︑第二圃は

デニソンフ獄ジェクトと岡転折半

聯業建含会で社長会を開き︑①カ

窪たカーマギー社との共同探鉱

デニソン社とは継続

研が加盟し︑原研および動熱瑠業

ナダのカマギ⁝社とのウラン共同

は︑聡慧九社と非鉄六祉︵際本鉱

臼本と︑しては一九六七年以来原

励の猷騒然糾をハルデン蝉ですで

嫌鉱を中止すること②同デ論ソン

結した

たが︑これは閣湿では初のもの︒

に六体照幽し多大の成果をおさめ

・マインズ社との共同探鉱卒粟年

部があたることになった︒なお︑

七十六鉱区は温冒することになっ

中である︒霞目翼は原研が開発し

試作に成功︑実用新案として出顧

JMTRを便って照尉︑仲陽され

てきた︒さらに今年からは原研︑

業︑三井金属鉱業︑三菱金属鉱

ン鉱化のみら3工た地域に対し︑酉 直径二

現在までの探鉱で︑ある程度ウラ

今画のカーマギープロジェクト

動鰍鄭業団︑捗欝科メーカーグル
度中魅糊することーーを決めたQ

河三二︶の十五祉と︑カ：マギー

山︑住反金属鉱山︑同和鉱業︑古

雛鉱は︑デエソン祉との聞で略和

社の間で︑カナダのエレオノト・

マ＼

いる︒

と夢んられるとして︑幾徳されて

である︒

ープ数祉の試験燃料十一体が照射
電力九祉とデニソン社との共同

ハルデン炉では独特の副鼓燃料

四十三年八月から六力隼の予定

される予 定 に な っ て い る Q

により燃斜照樹中の挙動を知るこ

長さ三

欝みてみると︑瞥氏が主宰する

た︒

調査団を引き連れて獲英︑所謂

対し感謝せぬはならぬ︒

鳳子力薩業会議の多大の支援に

レーク地区を対象に︑四十三年四

コールダーホール改艮型素適設

で︑カナダのブリティッシュ・コ

銀建蚊短婁員の隔を任期の途中

備を郡八す．義父渉にあたる聯と

とができる点で︑轡界に類例をみ

げない黎まで私は戦時中︑玄洋

理弓長に任ゼられ︑再度︑菅さ

去って︑日本三子力研究断働代

私が曹さんと翻近づきになっ

社の役員をしていた敵を以て︑

たのは左程古い撰ではない︒年

追放の身となった︒その後任に

齢においては鎚か二︑三庫の先

二︑三を争う原子力発電の開発

の重鯉を負はれ︑現今世界で

その後︑引ホ続き同輩畿会員
なった︒その間において所謂学

趨然にも醤さんが選ばれ︑混乱

んと極めて密接な関係を絡ぷ摺

蝦であるが︑鋤一最後の学校が

ζ弛

閲線撚がほしい冒蔑望され︑鳳研

入したもので︑その二重磁能は蔚

が︑妻入線装の供給蜷とも凶わせ

㍑︒酔臥ミゾ鱗︑是さ麹二︑ゾ煩の

金

來京都千代田区丸の内2−6一ユ

社

ツ檎︑私は本郷とい

う駅で︑勿論︑掘識るよしもな

童懸騰饗織鞭 嶽

る百会艮の維進力に負う所︑極

国となった訳で︑その聞におけ

結いを掘かざるを得ない︒然し

継讐

弊方面から尚箪論が出たり︑置

わが圃における隊子力発電の箭

鍵・

論罪からの一対ぷ受けたり︑か

れた功績はさんさんとして永久

途は︑怠々多盟で︑同茂の残さ

婦

めて多大であった禦を追想する

となった︒その後︑肥力島学技

なりの砥軌を押し切って︑束海

．ーーーーー安川第五郎
術庁艮鴇の並進力によって︑わ

村に第一男天用障子刀発電所建

いる︒

うかと︑楽しみにしている入も
室で岡博士により﹁公書防止に対⁝

読一時三十分から同協会第一会講⁝

り
のエンジン検査用などとして今後

ものである︒シャンポジェソト機

一

一一

本

醤さんは

い︒然し︑晩無になって以来︑

何となしに曹さんと私との間に

かなり深い繊が出来上った訳で

の嶽ま官さんに後麟をわ頽いせ

が田弟一弩実用鳳子力間断所建

籔︑蕊照の

ねばならぬ那となった︶

設を実堀す⑳那となり︑私がそ

と︑岡民の他脚は

さて終事後線イ力殆誼かクロ

第一に終戦瞳後︑石灰増産を

あるQ

ーズァソプするや︑原子力睡染

物に推進すへく石炭庁が麗れ︑

灰組合の発足当隠で随分楓まさ

その二代長野に私が越は肌︑石

に残される箏になるのである︒

設にふみ切る雛が出来た経愈を
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業

ほか︑俳ローマ︑三月一一十五日一

議︵国立オークリソジ研究所︑米

︵物理協会︑夷ヨーク︑四月五日 オークリソジ︑四月二十一闘〜二

▽第三圓原子・分子物理会議

護に関する蝕際会識︵フランス放

十二日︶▽加遼雛および寧宙課防

十一鐵︶▽工業用微生物の遺伝敬

会︑伊ベニス︑五月二臼〜七日︶﹁

る第八回繭際会議︵農業化学協
1および放射線影響里雪︵AST

藻堺の1し∫企慰めざす

産

ー十七鐵︶▽原子力発服所の建設

か︑米シカゴ︑四月二十日〜二十

ン圏際会議︵米国機械学会︑米ヒ

︵米国瞳子力学会︑米ニューオル

ﾉ附閃山9︸勾﹄一丁ハ圓放射化漸ず会

▽糠諏化合物の調整︑貯蔵およ

四月ニや六月〜一二十闘︶

射組防護協会ほか︑ジュネーブ︑

〜八日︶▽筒連炉燃料技術会議

リンズ︑四月湾三際〜十五日︶▽

︵米国原子力学会︑正門ーガス

議︵
五圓MHD発堀国際会融︵EN
Eチェコ化学学会ほか︒チェ

タ︑四月十八カ日二十一日︶▽第

ク型の改良および軸対称な二丁中

ド形成に関する欧州会議︵英国原

理学シンポジウム︵工AEA︑簸田︶▽原子炉材料照射によるボイ

いてのシンポジウム︵工AEA︑ M︑栄アナハイム︑四月十九日〜

擬のためのR工・放射線利用につ

ヒ︑四月十九日〜二十三臼︶▽代

ルーカス・ハイツ︑三月目臼一十

二十四日〜二十五日︶▽エレクト

子力学会︑英リーディング︑三月
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︵原研︶など現在建設中のトカマ

ダブレノトE︵米国︶︑JFT2▽粒子加速器会議︵米羅物理学

士の闇題に関する討論会︵技術学

漣団を浴びた︒

会ほか︑米シカゴ︑三月一二一三

会︑独エノセン︑三月十八日〜十

子︶についての討論が行なわれ

麟︶▽原子核および趨エネルギ

た︒英独では︑この悶題を追究す

ク型義慰について︑三州︑それぞ

ピ議ルツブルグ︑三月一購一三

ガス︑三月二田一霞日︶▽FB只 ツ物理学会︑独ボーカム︑〜二月二

一心︶▽原子炉数値解析および応

二日︶▽浴融嵐炉刮画に関する会
れの装醸の浅いへ解決すべき物理

十二︹ロー二十六日︶▽放肘線防謹

議︵米鳳原子力学会︑米アイタホ

用における新しい進展に関する会

一廻一四月二日︶

ヘリカルコイルを纂空疑中に入

的課題︶などが討論された︒

ナミノク・リミノタが︑リミノタ

に関する原子力工学会講︵米園機

と社会に関する会議︵放射線桜鱒

㎜原需幽閑係墨

¥六臼︶▽第や六園ガスタービ

るため︑大型のステラレータを建

れた新しいアイデアにもとつく京

工放射線に幽するシンポジウム

日︶▽芋窃における自然および入

九顕︶▽プラズマ物理会議︵ドイ

大ヘリオトロンD袋腰の実験︑東

ー物理会議︵ドイツ物理学会︑独

謝画を休止し︑トカマク型に切り

ダブレノトは︑トカマクの改良
をめざす装欝で︑大河博士のアイ

に醐する捷問点を一挙に解明する

学会︑英ロ︑ンドン︑三月二十三

ユーストン︑三月二唖八臼一四月 中性子源とその利己に関する会議

ものとして注目された︒名大から

ヨー十日︶▽放射繰線賀の生物物

械学会︑米パロ︒アルト︑三月七

デアである︒JF宏2では︑ダイ ︵米国原子力学会ほか︑米ラスベ

はプラズマ・ガンを使ったトカマ

輔ひ

A・1AEAほか︑独ミューニッ
コ︑マリアンスク・ラズン・五
のトーラス状プラズマの回転につ

二日︶▽槻分子物理および分子物

︒フォールズ︑三月二十九日一一二

ﾘ一

①
理会議︵ドイツ物理学会︑繭ペル

トーラス閉込めのポ質を分析し

いての理論が発嚢された︒

^一

一一

@
@

底

設している︒これはステラレータ

罐磯

実験甲の原研ごFT−1
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原薩長期計㎜
画院報告書㎜

一千万Kwを螺

のための長期構想について調査置

委無会﹂を設けて原子力産業開発

開発構想下における各県の綴題と

子力発電開発の役剛りとその一言

調査︑分析し︑その中における原

ルギー駕給の動向とその曹漿等を

〆

〆ノー

ノ

ノ！ 建二

器

≧
！ノ

用

（送料興）
雇蔀35円

は公蜜︑立地隅隅瞥から︑原子力
は発罐電力童でその麹二〇％程度

一方このような開発計濁に伴う

を負担することとしている︒

核燃韓濡給はどうなっていくか︑

福島五号機の

水型原子炉を設慰する予定であ

酉二十万平方麟の敷地内に建設き

三月四日から原子力婁員会による

W︵電凱幽力約七＋八万KW︶︒

り︑黙出力は二酉三十八万一千K

れるもの︒眠水翻煙軽水伶却沸騰

設置許可申請
東京樋力

安全讐査が開始されたが︑二郷計

東京躍力はこのほど︑同社福燭

原子力発電所五号機建設に関する
騨されているが︑とくにU308

響照四据付け開始︑五や年六月燃料

画によると︑四十八年三月原子炉

騨型別開発講愚と必要所要量が試

に︑羅気工作物変更群町閑請を逓

隠子炉設置欝町購舗を総理大臣

っている︒総工礁費は約五薫九十

蘇二十一癒円が見種られている︒

四億円で︑ほかに初装荷燃料費約
よび双巣町にまたがる地域︑約

二

装荷︑岡十二月営業運紙開始とな

約四十二万〜三十四万ジが必要

五号機は現筏建設中の同社一︑

麓大臣に︑それぞれ提出した︒

については七十五年萩での累計で

で︑年間所要重では七や年頃の一

万八千〜二万三千ゾをピークに以

誠し︑七十五無頃には一万五干〜

から還織すると予想されている平

一助としょうとするものであり︑

憩屠濃論ウラン養浜の安定化への

料諸露についての検討謙題をかか

後はFBR鄭入の励果によって漸 二︑三暑横と岡じ双葉郡大熊町お

二期ゴ︵雛位はいずれもシ︒ート

げ︑ウラン舗給︑とくに長期寒入
蟄璽はU308と近似ω増大緻岡

一六︑三九︑万O％奉．占めること 詑︶になろうとみている︒泌稲勝

になろう︑と推鷺している︒

契約に関する藥備金制展あるいは

ルギ⁝儒襲を算出し︑この数億を

に︑これら各年代における総工不

構造の変革と推移をさぐると夏時

発をナシコナルプロジェクトとし

現在国内で進められている研究開

よる洪給枠の孤大なととあわせ 間題についてはすでに︑米墨から
WU︑さらにFBR響入によっにて

六十五年には八千〜一甲羅三千診S であり︑濃縮については田米協定

はAΦR開発が節減要囚となって ような政鰐による援助預躍が必要 掠の有効利用という一石二鳥の館

五予試SWUが必要だが︑その後振鉱開発に対する成功払い融蟹の

薬されていたが︑カノトオフ検証

カノトオフと績ぴつけたものが提

査察という方菰をとるため︑現地

反対されていたQしかしこんどの

1一鮮細は六面謬照 査票を一切握否しているソ連から

Vol HI●Shleldmg

監視の下で平軍用縫鮨ウランに転

のもの︶の三三墨は二千ジと推竃

ウラン︵九〇数％〜瞬○○％薩縮

年現在の米国の兵器グレード濃総

Des1gn

が工AEAによる施設への立入り

讃談もったものといえよう︒この

その慧駄からは︑骸躍顯および資

もとに水︑火︑原子力の遡正開発

七十二〜七十三傑頃には郊間鰯要

を示し︑五十五年には年麗四予〜

規換を想賦した結果として出され

が減少し始め︑この間のピーク駕

＋隼毎の階代区分懸設け︑社会

たもの︒昭和七や五隼の総エネル

要では一万〜一万六千ゾSWU程 て強力化し︑工業化につないでい

饗している︒

奄猿T灘鞭饗iiミl

土中提案は︑カントオフとは田個

なお国際平和研究灰︵スウェー

ている点で特色がある︒

ている膨大な瓢の兵器グレードの に︑現在貯藏中のもの由嬉謙とし

の聞題は︑現在米ソ両圃が貯蔵し

のちとに自岡領域外にある第三團

三関ウランの一部を︑自己の讐理

換し︑これを適瓦な油俗で平和利

に輸送︑米ソあるいはIAEAデ
のン︶の報告によると︑ 九六七
き︑この一一つの撚本的立憲に基づ

され︑米満における兵器用および

は︑これは︑かなりの鑑である︒

非核兵器園に供嘱すべきだ︑とい

あると圖隠に︑一九七〇年代後半

であろう︒もとよりこのような転

三十ジ程度であることからみれ

たい︒日本代表団は︑先に述べた

に行なわれることが肝費である

用は適当なコントロ；ル措齪の下

平和用場焔ウランの合副年産搬が

ラインに沿って合恵が成立するこ

が︑われわれは︑例えば︑米︑ソ

の公開一己楽図ろうとするもので

用のためにそれを必蟹としている
験禁止︑兵器用無二ウランの平和
圏的への転用の諸闘乱について具

くに兵器用濃禰ウランの平和転用

とを望むが︑この点について合愚

体附な二連葎行なっているが︑と

兵羅眉嫉分製性物質のカントオ
フ︵生産轡止︶が核箪縮に置くも

が褐られる筋にも︑カントオフ協

縮ウランの含叡された瀧を米ソ各

が貯蔵している兵器グレードの濃

う一つの璽要な措齪であること
は︑田本を含む軍縮嚢員会の多く

虜の膏理下で非核兵器國に輸送

バ
罵躍

4

際機関︑米ソおよび要縛する諸国

の代表の立会いの下にこれを縮釈
するのも一案であると考える︒わ

れわれは︑このような方法によれ

査察することなしに効果的な国除

は︑米︑ソの園内働︑眠に立入って

的コントロールが行なわれ得るこ

また︑わが代表団は︑この翻案

とを強調したい︒

がもし異現されるならば︑単に核

躍的な発展を予測して︑ウラン濃

各園は︑今後の猿子力丸動の飛

とを示唆したい︒

ために供給することに同幽するこ

㎜

わゆるカントオフ協定のコントロ

器

し︑そこでIAEAなど遁当な国

を想起し︑できるかぎり軍職にカ
ントオフ協定を威立させることを

ンバーもこの提察を支持したこと

た︒わhわれは︑カナダ︑スウ晶
ーデン︑英困を含む他の多くのメ

識を検阯するという提案を行なっ

きれた兵寒暑咳分裂性寒害生塵施

平和的掠子二三動における核物質
に保障狛櫨を適用し︑かつ︑閉鎖

ール織躍として王AEAが各国の器團における平和的原子力活動の

る︒一昨年四月に類型代表は︑い

のメンバーによって駕められてい

ランの︸部を麺正な価格で非核兵

窟とは一応独立の備州として︑米
ソが臨国の兵羅グレードの濃縮ウ

うもの︒この一戸信︑兵器用贅材

いてミサイル実験規制︑地下核実

〆属

く輻広い努力の必装なこと簿巻摺

ギー醗要は一昨無の約七口蔚後と

立楊について演説したが︑岡飛表

日︑軍繍是等一言に関する日本の

ーブ躍漁代表鄙大使︶は︑三月二

わが國の田申弘人代表︵在ジュネ

の軍縮婁員会︵於シュネーブ︶で

が軍縮委で提案

濃縮Uの平和転用を
田中代表
世界二十五力團が参加して二月

兵

子力碁灘の構成比率ではそれぞれ

原子力の役割︑さらに増大
日本原子力鰐業会議は昨鉱一月から︑原子力麗業長期重重署員会︵委員長・松根宗一原産翻会長︶

月十一臼の原魔理

二〇〇〇年にいたる

を設けて昭霜七十五無︵西歴二千年︶にいたる原子力発電開発を中心としたわが国原子力産叢の長期

と題して発致された︒同報告欝は︷一

七十五館には実に約二会二千万KWという大きなものになるであろ

ついては︑石抽の国際情嚇の成行きともからんで︑三十隼後の昭和

朝会に提出されたが︑これによると︑とくに原子力発蹴風発堀模に

原子力構想

鱗懲についての検討を進めていたが︑このほどその報告欝がとり豪とめられ︑
＼

却鰐

〇％を占めることになろうと想定している︒

うと予測し︑同年における全鷺源構成での原子力発鑑の比箪は牢破

年に約一億一千万KW︑七十五年

引し︑その成果を民間蔭簗騨にお

悶題点等をかかげているが︑とく

〆ノノミ

目無に約二千七衝万KW︑六十五 二十八臼から再開された国際目凹
〆

鯖鋲無謬縦撫唖御嶽鶴鞭が擾

原薩は過飯に二回︑す なわち昭一を下部
一機構として設け︑今後三十
頼三十五隼に﹁原子力薩業開発特

ける開発努力の指針箸としてきた

にこの間における原子力発蹴設備

別婁貝会﹂︑四十年に﹁開発計國 周的展望を行なうとともに︑エネ

による園圃もその﹂環︒総含謝翻

が︑こんどの﹁長期譜画援員会﹂

ミ
ノ

︵田中直治郎部会長︶および供給 の開発規模については︑昭和五十

ノ〆

うと予測し︑蚤該焦慶における二

には約二三二千万KW程贋になろ

畷松

氏

根
鰯間におけるわが圃経済社会の大

Ψ轟

ミ

石炭庁畏官︑日銀政策団員︑原

気協会︑日本動力協会等の各会長︑

はその中で︑﹁核兵器国が兵器溺
繊分裂性物質の生麓俸止︵カント

オフ︶協定楽成立させると罰蒔

田中代表はこんどの

縮技術の開発および核燃料利用効

ず・磁除目なコントロール下での

のと債ずる︒

核兵器公開鍍壌の萌

にもなるも

燃料の供給増加に役立つのみなら
率の改識に努力しているが︑もし
兵器用濃灘ウランの平和利用への
転胴が実現すれば︑渡編ウランの
世界的蝋燭関係の笈定亀に役立つ

aad

1ミli

ウ参心拡る国煉を散だの

Engmeerlng・

延搬鶏

1970齢高閣︑︶

遠野ン

2罵 ilil糠鱗灘購灘1鑑1膿擁ii

︳麟ξ鱗享難フる

ては応用颪を扱い︐放射線防護のすべてを網羅致します．亀1

正量赫二二ンを多寓誰︒亮技5修騒繍毫濃し力発や達○邦臨監離縮

繕還同断盤閑臥四強籔滋i

臼刊工業新聞社

ゾ
㍗

二業︵吉山醇吉都会長︶の両郡会
︑

日本原子力日興会議の漸会長に

噺理箏長︑オリンピノク策京大会

子力婁員会参与︑日本原子力醐究

安川電機製作所会畏・安川第五郎
民が就遷することになった︒

安川氏はこれまで原崖一問であ

れを補足する描認として︑こうし

に︑これと螢同ずる︑あるいはこ
係の憂職を歴任︑現在もこうした

おける娃会︑経済︑文化潰鋤関

︻解説︼

希望する︒岡時にわれわれは︑カン

トオフ協建と結恥した︑覧たはこ
れを補足了る描躍として︑兵器二
ことを引続薄支特する雷を獄返し

選分裂物質を平鞘醸的に転用する

【f野鼠3】

ったが︑三月十一黛に闘かれた理 組織婁員会会長など官︑学︑罠に

に朗任︑同理輩下で互選︑選出さ

礁会での役員異動で顧闘から理譲

た国々が職歴用核分裂性物質を平

の濃縮ウランの一部を平相的活動

躍として米ソ両瞬が兵器グレ⁝ド

に︑カントオフ協定とは独立の描

が︑こうした含慈が得られる離

和目的に転用すること轟希望する

各機関の粥腹役や灘聞
等となっている︒

昨年十一月目勲一簿
割田大綬醸を受酸した

力および塵事界に尽し

のだめに侠給することを承継した

が︑海外からも︑原子

た功労によってドイツ

い﹂と述べ︑注目された︒

レード濃縮ウランの平家酒動への

田中代表の演説のうち︑兵器グ

から功労十字灘︵三十
六館︶︑東京オリンピ
ックを成功に尋いた功によってギ
リシャからジョージ一世勲輩二等

れたもの︒任期は二年︒

安川氏は明治四十五犀七月に東

勲離︵三十九無︶︑羅気勧業に買

転用に関言⇔部分の概要は︑別秘
大工科電気工学科卒業︒安川鷹機

黒した功によって米国灘鳶職気技

の猛りである︒

鯉作所常勝︑同社長︑明治鉱業取

術者協会から﹁罫E．﹂LOW演
L説で︑①今後の軍纈交渉で最も
鍛襲なのは詩癖纈の分野であるこ
と②検証可能な軍灘措櫨は遠やか
に実現することの二点を疎頭にお
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締役︑三菱電機取締役︑九測鋼弦
コンクリート会長︑日本原子力発

のほか︑艦気機械統制会︑九州餓

三幽

幽凶

氏社畏︑転瞬畏︑九粥躍力会畏等
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この十五8︵月曜日︶から三日間︑日本都市センターでいよいよ蹄四圏原産年次大会が開催
される︒今回はとくに世界的関心磯である︑ウラン讃縮問題︵團際シン求ジウム︶︑原子力開
発と環境問題︵パネル酎論会︶のほか︑原子力産粟畏期ビジョン︵シンポジウム﹀︑原子力発
躍所に閲する経験︵國際シンポジウム︶などが取り上げられる︒また英︑米︑仏︑西独などか

て︑今後の供総欝任から供給力増

ら十数名の権威者の塗加も峯定されており︑その成果が期待されている︒ここではその甲から
いくつか注目されるものをひろってみた︒

自主確保策が焦点に
強に蘭顕している米韻か一2は︑米

ンダのウルトラ︒セントリフユー

ジ・ネザーランド欝欝長M︒ボガ
ート鴎︑動燃窮業剛翻理溺長今井
美秘氏︑原研齪理購畏村田浩氏︑

原子力養山田太三郎氏︑西独の

ーフィンク氏らが参加し展開され

ウラニソト社毎勝P・ユリネノク

ることになった︒

ooフラノノにわける動力炉開発計㈱

く日繍）巾セノな一本館馴食獅

朕）ヨ7菊）
ノ﹂

一七

口は︶

の面から将来独歯に工編を建設す

ャー方式に参加するにしても︑救

るにしても︑ジョイント・ベンチ

するものとみられるQ

漁業団体等交
え幅広く展開
環境問認のパネル酎論会

パネル酎出馬﹁原子力尭躍町と

黷驕B前回も﹁原子力開発と地

環境聞題﹂は︑二田目午朗中行な

会面︑エネルギー衝︑あるいは原

以上を御計顧の段階より御協力申し上げます

命総説難撫妻鞍1：難訓鶉黒鉱講

究︑温釧水の地域藤鍛との関連な

の畢憩な方針の決定が強く臨まれ

子力施策颪などについて︑石油難

t機器輸送、施行、据付

ど解明すべき間惣は沢山あり︑こ

このような閻題魚をふまえて︑

ている︒

原子力聞発と聴唖保全︑安全管理

などについて︑施設者側の努力の

藍革︑圃︑地方嵐治体の対策など

がコメントされるが︑とくに今圓

も︑原子力の虚振の闘係嵩たけで

代表着からの挙帳な発耀隅愚はしめ

なく︑水麗榮猟や︑国罠の立鋤の

る︒

として︑輻広い酎論が行なわれ

石油業界の
代表も参加

畏期ビジョンシンポジウム

シンポジウム﹁原子力配業醍期

ビジョンの展開﹂は初賑午後から

このほど腺厘がまとめた三子丁子

行なの3／る︒縄シンポジウムは︑

至上謝謂慮婁凹ハ盆報箔へ﹁︑六面

わが濁のエネルギー消蟹羅は︑

参照︶を中心に展開される︒

経済の醐曵戒護にともなって大腰

に伸ひており︑十駕後には石抽換

裂果千万㎡鮒が必要といわれてい

算で約二価の︑誘導九千万〜十二

圏の原油値上げの間題がおこり︑

る︒しかし︑ごく擾近︑原惣騰気

⁝域三会﹂のパネル酎蹄会を行なつ わが照を始めとする法難圓に大き
．たが︑今回は︑その後の世罪酌な

婁部会蝦告でも原子力への比糧が

羅の翼翼問題などから︑畏期計画

なシコソクな舞えた︒謹魔火力発

後の原子力発蹴の大盤開発に備え

環境聞題の画まりを反映して︑今

高まってきている︒

シンポジウムでは︑岡長期計画

て︑わが国としての環境に対する

蹴常務が躍力会社側の見解を︑供

婁貫会総含部会長の田中臆捨郎東

配送のあり方を肘論ずる予驚︒池
尻文二全漁運常務理購︑小林健三

給麗嘲罵会畏の石山博告日立翻社

郎象鷹取締幾︑左配置離都立大教
授︑下邸昭三科学技庁原子力局原

長がメーカー鰯の見解を述べる︒

力発磁螺長︑容野鶴子霊婦遮副会

界を代護して石油趨盟会畏出光計

これに対し︑国の総合的経済社

子炉規制翻長︑竹内俊吉酵森蝶知

長︑御園生圭軸放医研所畏︑森有

脳︑武田康通産雀公益郷業局原子

義麗政評諭象︑吉田正勝九州鷹力

研究協会稲嬉秀三会長︑北川一栄

助氏︵出光興禮社畏︶︑繍罠経済

原子力婁貝︑蔚田疋男衆譲院識贋

常務らが・各々の立糊から現状と

岡セソションでは︑まず御醐生

課題点についての和解を述べる︒

する上での螺題を摘出するQ

行ない︑今後の隙子力開発を推進

氏が︑﹁原子力壌境間題に麗する らが各々の立揚からのコメントを
内外の鋤岡﹂の講演を行ない︑現

このほか︑初日午前中に米A逸

その他のセックヨン

在米園で趨憲ている環境闘題の実
態︑国際的な解決への動き︑わが

C︑S・R・サピアリ〜氏が門米翻

演︑三日闘午前中に國際シンポジ

におけるウラン濃縮﹂の特別欝

述べる︒

國として考えるへき悶題点などを

わが国としても典大な原子力発

験﹂などが行なわれる︒

ウム﹁原午力発鷲所に関する経

鷺酎圃を進めるについては︑従来

このため放尉線の影響の薄搬と研

にもまして︑環境闘題が滋賢で︑

原子力産業に一貫作業体制をもって貢献する、山九原子力グループ！

㎝瞭態について︑鍛近︑設備の改

によって︑一九八○年末窪でこの

鶴
レセプ〆「ノ｛玉7（x｝一難

畏︑効犠的操業︑新工揚建︑戚など

豪豪でいけるとの兄逓しが伝えら

︑18

15旋園における改水

16

霧窪馨騒黒蝿に関讃する果にと．て︑蓬経覆

月

13

れている折から同氏の譜演が践目

醗

〜1

｛5［藤に薪ずる鋤力β側発
ノ

α晦遼の将累と房・了鳩〜
工4

臼灸

叙｝RΣ・放射線膏業棚，の将来
14

一方︑日本側代蓑の一本松氏・ず自主技術の開発を畏め︑技術レ

登れる山はだれも登らないのと

﹁政將の援助がほとんどない

の生地が出陀ようだ︒

これからが本番た﹂という︒

来の開発と憩ってやっている︒

一般の人たちが心配するだろ た︒郡実かなりの赤字だが︑将
う︒これはメーカーの風任だ︒

になった
と電えるだろう︒だが︑日本の

ればせながら〃もの

れ︑確固たる灘盤を纂いた︒遅

心に︑十五隼間開発が進一めら

で臼ホの懸子繊塵禦は繊麗を中

につく原艦に対して︑﹁これ濠

叢界畏老の安川第五郎翫が会長

こんど故華氏に代わって︑産

しかし︑原子力ほど安全性の高
いものはない︒この点をもっと

PRするべきだ﹂という︒

9

される︒出た︑岡氏は︑今後の濃
縮サービス契約についても︑明確

な顧客の胴欲計醐を要する一⊥

い考え方を示すものと賜徳されて

いった濃縮供引力策に閃する署し

エイブリi氏は︑英国が藻縮鮨

いる︒

力拡張策として建心分離磁を選ん

c︸

なう予短だ︒

三船脚閥弓台についての説明壱h

AECオークリソジ運雷雛覇所長 サピアリー氏は︑米A冠C所有 だ鶴田と︑典︑纒独︑オランダの

ベッカー践は︑近い醤来︑氷圃

＄・R・サピアリ三四︑英︑西 の三田揚の現状と新工掘建設を含
めた供田力の増強謝画︑さらにこ

の濃縮ウラン供給力の低下が予愚

ウラン濃縮国際シンポジウム
独︑オランダ笹園が共岡して新し
れ旗で圓家機欝として民閾での研

してきたガス拡散技術の公開を提

ε

い技術ω陥既と︑猟給濠多横軸を

されることから︑鞘管の三醗高岡

早した後だけに︑非常に注目され

日

めざしている英濁から︑英A皿A 究開発が熱じられていた米國内で

よう︒

＝鼎月↓

生馴グループ謝圃魯躍部長D・G の遠心分離法難艶に関する経緯と

に多国闘協力による趨灘プラント

鋸榮に鮒抗して︑談ずヨーロソバ

F開発を進める痙外詔国でも非

日鳳午後から行なわれる﹁ウラン
圏ジ晶ネーブ会議が開催される今

犠に活発になってきている︒第四

評価を紹介する︒とくに間疑は︑

今大会最 大 の ハ イ ラ イ ト は ︑ 三

濃縮出題﹂の圃際シンポジウム︒

翠雲大食初日の開会総会で︑﹁米

﹁ウラン灘縮問題﹂囲際シンポジ
陶工場の謝綱を捉窺しているフラ

一瓢︑ウラン濃縮閣題砿各繍とも共

将来の爽大な搬子力発聡計画に佛

建設を︑またこの他に太平洋地域

園におけるウラン濃縮﹂と題する
ンスか b 仏 C E A 三 三 計 画 撮 当 歳

謙遜が京とめた報告を申心に述べ

ウムに各困からの関心が非冨に︑同

と見られている︒岡茂の講演は︑

通の獣懸の一つ︒技術嘱︑縄墨面

八薙頃には現態設備の供給力が手

困じだ︒金さえもらって搬きて

の油膜訓が難じられ︑土光さん

る︒わが国圏擶の経営蓄として

つけるという

「ウフ〆澱糊

｛蒐1，畝と意見父換

13

は︑昨隼原産のウラン濃勝闘題懇⁝ベルの向上の習弊性を同残は丁張

力発艦会長一本松野町鳶の四氏の

環M・A︒ベノ糞詰氏︑日本原子 特別講演を行なうが︑当初一九七 にも建設することを提案するもの

すでに大雌国劇が町能な工場を

豪っているQ

ごく最近フランス原子力庁が濃縮

昨葎世騨灼な細題にものぼっ

ない︒たとえは︑闘をつぶって

た環境閥題は︑今無次大会の霊

いくへきだ﹂ひ

る︒とくに漣縮ウラン蟹玉が急増

プラントが盈躍な口出癌楽にな

いっぱいになると予忌されていた

年代は原子力が還樹される﹂と

持ち︑かつ将来の大需要に酬え

固から螺入した技南も完全に消

﹁だが︑軸出には燃料間題が

ろうしと抱負を謡る︒

これからの原子力の見通しに

強調する︒

力ではなによりもまず①聞誤を

の方が免んでいる︒核燃繕の製

化し終った︒今では技術は田本

はどうしてもFBRだ︒この十三菱がオーストラリア最初の

趨こさないこと︑②放射轍の廃
藁物をで趣るだけ出さないこと

中で︑メーカーは自分趨身の研

スがあった︒﹁だからU本にも だ︒そこで︑メーカーではこう

究所を作って︑赤字素躍で原理

れ︑入札を断座したというケー

ならないような設備︑デザイン

のための濁湿の原子炉が要求さ

をするよう白主技術で懸命に取

けでなく︑製鉄など多望的利園

ウラン濃総工揚がぜひ必要だ︒

なんのと余総しゃくしゃくとし

昭和五＋奪豪でに開尭のメド螢

のが政府の悪

力研究開発簑を注ぎ込んでき

じるため︑急ピッチで閣尭研究

を延めている寵遇た︒この開免

陶たが︑ガス

組んでいる⑪万一︑故殿すれば

れるQわれわれはこの体制に応

た口調で土光さんは語った︒
﹁日本こそ旅．†力が絶対必要

た︒最近︑為融値上げ問題や公

簿とからんだ立地聞題など張本

はもちろん自謹扱術であるL︒

ーーー翻転叢士光敏夫
いるQこういうことから考えて 汽水炉建設ではすでに㎏内開⁝

にとって尾大な問題がでてきて

α溌轟と慧見気醸
r紳 」力児殻麻こ関ぐる蔽験」

匡U鈴滅翼炉
15

）

園長〆〆1〆ノムω
獅
（頁）B
醗際ノノ重ノウム｛9

の期持

儀犀薯ルギー多湖費弾叢の瞭ゴカへ
1力処山1と環魔、疋糎」

1」

艦磁昆可換
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欝演（BOO−16茎5）

ほか︑コメンテf三皇としてオラ

からの園際協力問題︑あるいは輿
主附発唱題など︑ウラン濃紹をめ

ぐる動きは ︑ わ が 図 の み な ら ず 軽

三月†五日から開かれる隙軽
の無次大会もこれで第四回闘︒

原子力発難所壁際入拓で︑濃縮

いるだけが人生じゃないだろ

を含む燃料の供給保障が要塞さ

も︑日本の原子力開発が開道に

会が開かれるところに慧義があ
るのだ﹂という・

これまで田峯の掠子力開発は
米圏など先進圃からのデソドコ

ビーから出発したが︑いまでは
田本の技術力も世界の水雄に選
しており︑しかも運輻凝験や実

聞く

績が横上げられて趣ている︒こ
れからはたた一方的に

しを聞くのたというのが土光さ

理処分など多くの閲題点が山積

や燃料難題︑豪た︑廃棄物の処

原子力開発にはウラン蝿源問題

原子力開発を繊極繭に進めて

分綴かいずれ
の方弐かを瞬く決める必要があ

拡散か︑観心

だと闘信のほどをのぞかせる︒

め︑今後とも原灘の使命は一品

している︒これらの解決のた

では本ぶの米凶より順調のよう
燕が今圓の年次大会ではクロー

での苦労を聞いてみると︑﹁薔

いる象芝の総師として︑これま

い闘椿を呈せる︒

その磁塑性が増すだろう﹂と強

る︒急Mがなけれはならない﹂

カーが主契溺省になるなど︑今

も隙子力開発は拡大しなけれは

んの考えた︒たからζのほどG

加けでなく︑国本独衡の開発を

っても頭の絹い闘題だ︒﹁原子 う﹂とピリッとした羅塾が返

コンデンサーチューブなどは︑

造も日本で十分できるQとくに

観閲に実業化の段階豪で行く必

つ唐まとう﹂oたとえは︑昨年 娑テーマの一つで︑薩菰野にと

今図の薙次大会について﹁焦点

斐がある︒また︑将来は発馳だ

ついては﹁現在は軽水騨だが︑次

はウラン濃縮に限らずプログラ

さすがの数録︒蝶本闘磁化旋風

渚についたこの瞳に︑今年次大

録澱麟立十五樹蕉に轟り︑しか

ム全部の悶題が盤劉だ︒今犀は

外脳よりも臼本の方が畏い﹂と

その鵜備後舞長の土光さんは︑

（

（廟

αトB
早手 凄レ訂餓会｛9

・エイブリー氏︒これとは購に共

撫rlf力委鼓長噛感

畿
ぜi

年︑わが圃で初めての企画である

憩

五

1競r

甥

13掬∫蠣醸
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10−17働
漏ザ準ぬ葦

ンノヴ．リム（ユ4
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鋼髪別講演
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雪嚇爵鮎q5鱒貰 紀愈講縦

II
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光・周南・門司・小皿・洞海・大分・福岡・畏崎・苫小牧

1451大代表
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京

誘・東

躍

TRANSNUC：LEAIRE（フランス・アメリカ）

○海外業務提携

第4．回原塵室次大会総括プログラム

と熱っぽい口醐がひびく︒また

速継娘炉の技術檎報交換契胸 ならない使命がある︒これらの
も︑共間研究であって︑技術課

がより剛舳の傾向にあるので︑

﹁むしろコスト頗では米国の方
最近の石油問題は原子力の露宏

新しい技術に対する魅力という

﹁ウラン籔翻の掘殆も手翻れに 労は金がかかることだ︒しかし
ならないうちに方針をたてて︑

ものは蕾労か︑楽しみかわから

心懸︑猿子力機器などの輸嵐が

灘外へ蟹極的にアプローチして

わが圃は十分置領ができる︒

増えてきており︑将來は原子力

聡力舗装もどんどん増えてくる

ズアンプされるたろう︒とくに

だという︒

﹁原子力覇業の資本自曲化は

そう大きい難題ではない︒開発

から︑時代の要麟としても七〇

さを瀕す幽す湘趣させている︒

入でなく︑傭帳をもらう鷲報料

Eと象芝・日立間で緬はれた商

旭め︑参考慧児として海外の話

将来は有望な輸出産業へ

一拡大する国際競争力

のりはじめ︑いよいよ実用化の

子
のスタ：トでは立翻れたが︑米

＿1

一わ

「水

（2）

第566号
第≡三種郵艇物館司

原
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二

二

力

原

9

．
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．
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翫継嗣歓潮棚濃縮ウうン工場の建設竈握

⁝

fしてξヨいう考えた・これ更直れぱ域驚の響も粟三ヤニ日繧毒開し三＋秀

れにして

戴州磯舶ウラン工漏壌．

昨年︑45億噺発電
仏の各発電所順調

げた︵鵬交換羅ポンペに取付け︶︒

聯前欝箋㌍ン勇蕊︶試験奮い好繕憲

一九七9 三二炉では第一次の防振日照︵典

に運転

も建設する強気込みである⑪いず．る必幾があると縛めたわけた︒

一緊弩てこない響は︑墨∫きるたけ編に轟霧に曝す

九七五隼に運紙開始の予定︒

︵ニや四万K

いる︒②同じくチアンジェ漂子力

運転樗開憂愁調に送馬を行なって

︵四や八重KW︶は︷九七二年冤

二五％が遂織される︒⑳スイスと

成の予定でフランスには発醒轍の

所︵BW民︑八十四万KW︶はス

︵PWR︑二十四万万千KW︶は

ベルギーとのショー逗子力発電断

外国と事様の原子力発電三層①

W︶建設申︒

炉〃フェニソクス

四万KW︶のほか高速中性子原型

マルクール鷲二号炉︑三論炉︵各

は

11一丹炉︵PWR八十九秀KW︶

フェッセンハイム原子力発蹴所

運紙開始の予憲︒

︵五や四万KW︶は一九七二無に澱所の発電難騒は蓑のとおり︒

ビュジェ原乎力発日瞬11一屠姫 イス政臆の諮町田ら︒なお︑各発

催中︒

千KW︶帽章警急燃に向かって雌 のカイザーアウグスト原子力発鷹

繍嬉甕霧離雛懸ば晒蝋繕輔麹鍾㍊謙盗塁獅

q核にしたいところだが︑礁態は
それほど単純ではない︒それは英

ち︑やはり拡大して民日用工揚に

田が二様小規自判繍用抑揚挙も

転換したい希灘を訳しており︑一
方オランダ︑西独と超逮指分醗法

しているからである︒

による濃漸ウラン工掘建設を協無

そこでフランスとしては製法︑⁝公祉︶諸原子力発難所の発露羅は

五日にフィルター︒エレメント点

め一隠製紙を休比し同二†万日聖

なつな︒各発電所の近況は次の通

ラン工揚の建設を提喉し︑関係田⁝合訓四十ゐ懸四千八函万KWHと一蹴所睡一号姫は灘献再澱擾十一月

一髪渓難いで欧州難2君八千九募KwHで儀では サンロ⁝ラン・デゾー融子力草
である極独や英国峯始め︑敗燃料

一勢蝉は

倹と被覇材破掲探知妓置輪覆のた

シノン原イ力発露所

りであ瀞︒

目︒

一九七四駕來密戚の予定︒③スペ

発電勝︵PWR八十七万KW︶は

て講演するほか︑ウラン濃織シン

ポジウムでフランスの濃縮の現状

⁝う︒英園瞭子力会社︵AEA︶為 S・R・サピアリi采﹀￡

在A封A鯉鍵r原子炉担当︶︒今

NDC設立後︑同祉遡恥金のAE・塩炉等の㍗別プロジェクトなど全

ンポジウムのコメンテーターとし

ピーター・ユリネンクーフィンク

い
齢

琶導
と

功労欝受騰︒五七無AEC功労臓

の拡張に当る◎五五薙國雀公務貫

トの建設とオークリソジ濃総工揚

の費任者として二つの濃縮プラン

長に謹任し︑米国のガス拡散施設

で生産・築島部長︑運営專務所次

一九 RNL︶運営購勝事酬部長︑つい

藤壷−

・灘離洲花器
驚ぢ．

鯵︑

ル・ポリ
掘〃繊テζク
卒漿後馬コール・デ︒ミンに学

増

刷

印

塑

露翼
平鞘

砂鱗茎蘭纏簡騰認禽雛

自給へ激しい意気込み
軽水型で入百一万Kw麗徳論へ
︻パリ松本駐凝鮒雛︼フランス政府はさる二月二十六臼︑ポンピドー大統領が主宰する関係閣僚会
講灘開轟螢︑①仏榊幅力公徴︵猛DF︶による原蹴丁論刀酬蛇職所惣設計岡麓醒して︑第山ハ次近代化およ昴ひ設

備謝圃︵一九七一〜七五鎌︶巾に八諏合計八落万KWの建設に漕手し︑②一九七三〜七離開に欧州濃
縮ウラン二二の建設に魔手すること奮標に︑西独︑割物︑日本職どに参加を呼び掛ける慧図を明ら
かにした︒

フランスはすでに環白玉として

再臼後披腹材破損探知瀬瀬がしき

を睡ぴ掛けることにしたのであ

帯二一とする田本に象でその参加

綿受勲機器に鶴が認められたの

十二月二十八日から一月二日談で

ビェ！ルラノト斑濃縮アイソトー

が明醗になるのは一九七三1七五

る︒そして超遠心分離法の実現監

雲べて米翻禦業炉︵8WRま

豪たこれら八穏万KWの発蹴断 プ分離工揚︵ガス拡散法︶を建設

になる模域である◎

これは饅近の石独紛争︑ことに に二︑三暑轟建設するということ
アルジェリアによる外騒石油利権
国腐化の動まから︑過大に輸入石

りに警報嘆発して甲皮湾典の増大

した︒しかしこれは規縦が小さく
では一九八 O 葎 輸 入 石 油 は エ ネ ル た は P W R ︶ で 建 設 す る こ と も 注

油に依存すること︵現在の発通し

で運紙偉蹟︒二号炉は隔姦換器の

インとのパンデロス原子力鵬麗所

無と想定し︑フランスとしてはそ

運転を侮姪した︒総点検後十二月

そのまま罠聞用に転換したのでは

ール賭代には国薩技術の黒鉛ガス

視に億いしょう︒フランスはドゴ

エネルギー源の安走供給確保の観

ランで叡かなっていた︒ポンピド

炉に執観し︑核燃料も国睡天然ウ

ギー舗要の七五％を占める︶は︑

点から好謹しくないことが明らか

目一九一六庫生れ︒ロソー3ン大学 いる︒今回は工孝慈に﹁フランス

および濃縮ウラン生産を担当して
は原子力発電所の経験に関するシ

卒業︒一九五一〜五三無にかけて

大学で修

ミネソタ 事炉グルーズ巾藁筆攣﹂︑現

塵・∵羅業︑

な発表する︒
鼠カゴ大 設dに協力︑AGRの設讃山雲Uを

釆︶11 任帝誘め︑コールダー改築型炉の

レナード・F︒C・ライタリー コールダーホール擦違設計研究主

山

磯譜繊嚢
︑鞍輿諜

ﾃ二日厨に﹁イギリスにおける一

謙圃部長︒同氏は過去七年間︑カ

A側卿欝に任命さる︒六九年艘
Aに
Eわた・⇔n発の韓任を負ってい

て滲加する︒錆一回隼次大会にも

六鋸オークリッジ国立研究所︵O

を行なう︒傭氏は鋤二園庫次大会㎜灘鎌騨蝋瓶撚

長に就侵︒六四年生歴グル：プ劃一C︶辱マ炉門先部次長ぷ終て︑現 転水︑黒鎗磯煉炉﹂と慰して講演㎜

器・その後年摯潔の鍵隻ハスコ●サ︼ビ詮響髪

ン大学およびユトレヒト大学に学

る︑今瞑し隙露盤漁︸所の経験に⁝蹴

の濃嗣説画︑および欧州三畷のウ

における騒⁝力蝉闇発醗圓﹂と題し
ンポジウムで発ゐ富筍︒

担轟理箏に就任︑原子姫︒核物貿

漏洩でBPボンベ陥離のため短期 が認められたのでヤニ月蟹田魯度

にされた結 果 で あ る ︒ 石 抽 繊 洛 の
ー大統領が一昨隼＋一月軽水炉へ

︵A8C順︶

リチャード・V・ムーア︵英︶

間懸樋休糊したが他に嬰愉なし︑

値上りによ っ て 原 子 力 発 鐡 は 十 分
の転換帝決めたと港にも︑また刀

顔を紹介しよう︒

る︒以下これら海外墜加者の経歴などその横

痴麟
ン袋肇脆袋︒杢賛EA蓑︑六三気EA蓮伴い墜

プ鑛

トを行なうQ

の時期虫でに国陛技術による濃縦

採騨がとれ る と 予 想 さ れ ︑ し か も
ナダの重水炉やハルデン卿島閉炉

第四園原薩年次大会への海外霧藍碧の顔ぶ

九一三年

任し︑原子カプラントの設計︑逮

ウラン工場の識詔と資字訓蜘を確

公密購策か ら い っ て も 将 来 の エ ネ
に朱練を善していた︒しかし今回

れもこのほど決まり︑大会器も大酷に近づ

睾

販売部門率遁牽︑のら将来におけ

の生塵グルーブ本部に移り︑初め・燃隅部畏︑のちに核欝欝撮巌理事一÷舛取得︒泳陥子力毅員会︵AE
○卑から

る技術政策の隠隠立案に携わる︒

建れ︒五

設部門楽濫漫している︒今大会で

コスト衛で課算がとれない︒これ

ルギー源として︑その墨要性に蕾
はこういつた配慮を一切排除して

いている︒今回は徴来の醗演やパ＊ルのほか

謬桑港を禽めた活癸な酎舗が期待されてい

ぷ拡大して欧州濃織ウラン工楊の

議したわけだ︒

もっとも早道の軽水輝︷輩でゆこ

に二つの翻際シンポジウムも企爾され︑海外

蝸九七一 館 〜 七 五 館 に 原 子 力 発

羅所八一十熱合謝八薦万KWの建 うということになったもの︒もっ

︐

M・ポガートヘオランダ︶鰹一 続任︒六二漫歩のワンン︐﹇災︑︑六籍繧グル

設に魑孚するというのは︑PEOともその胃鼠には①一九八○年代
てそれに移行できる嬉通しで︑こ

になれば職魂中轡子炉が実馴化し

ている︑緯水炉でも懸のKW

の分野ではフランスは先嬬挙切っ

論であり︑参議院原子力ミソシコ
ンの勧警でもある︒当初オルトリ

N璽無会︵ 謙 子 力 政 策 立 鐙 ︶ の 結

工業科学梱は︑この訓画は野心的

五年間グ

会社で米社依葎嶺脱した︶の先例

ーペンハースト濃粥樋設拡充のた

A生産担当理欝︒英国化学工業協

闘蓄ンンホ︒ンウムで発馨な繊鎌

譲

にならって染界脅磁編して米翻狡

ぶ︒卒業後バクフシ澱石油動務を

めの将来計灘立案に従難した︒今

会会議︑今大会にはウラン渡灘シ

ラン濃謳共同那業の全般的概要に

濃紬﹂について特別講演を行なう

名営工学博ナ発を受ける︒今圓は

ラント部に所聡して濃縮方法の検

註画に落加︒CEAウラン濃縮プ初日に﹁アメリカにおけるウラン

に入り︑ピエールラノト濃縮工場

ぶ︒五五年仏原子力庁︵CEA︶ 受鑓︒五八奪パーデュー大学から

気工学響

も発撫する︒

政︒米ヲ

⁝科大学で電気工学瓢ゴ号を取褥Q の仕事の謁鎧を行なう︒ピエール

ほか︑ウラン濃縮シンポジウムで
大学で︑

ロムビア・

説および濃顯における政府と罠閻

ハンス・フレーバー畠西独︶巨電

M・A・ベッカーへ仏︶

があるとしてい沈︒しかしそれが

術を團薩技術で消化できる自信を

経て︑五九〜六九無京でリアクタ

ウムに発表暦として参鰍し︑英圃

奪次大会ではウラン濃縮シンポジ

にも参加した︒

ポンピドー大統領の裁定で実現す

もっていることが鉗められるQ蜜

ー・ネントラム設計・評価郡長︑

な内容で︑ 蛋 金 確 保 の 薩 か ら 間 題 U ︵ ジ ー メ ン ス 魏 A 覚 G の 睡 通 子

載騨熱賦経凱諜鷲畷隙繰媒騰蟹繍

ることになったものだが︑これに

た滋水炉や職溜炉では国際協力李

六九隼以降ウルトラ・セントリフ

ロニンゲ 七〇無AEA生胆グループ評価︒

よってフランスは本格的綜子力発

蚤視して研究開発を進める慧岡で

ユージ︒ネザーランド社理蹴長︒

︸

躍に向かってスタ⁝トしたといえ

家た五九嘩以来アイントホーフェ

参撫した︒

N・し・フランクリンハ英︶劉

㎜う⇔

るであろう︒

一九八○卑には発羅艦の二二％は さらに核燃腰について轟水炉

ついて発瀕する︒

八酉万KWの鱈工が爽現すれば 亮捨てているわけではない︒

ン工科大学教授の任にある︒今大

の発鷹コストは一KWH当たり○奪ということになるQだがフラン 会では濃縮シンポジウムのコメン

⁝九四五

講義

建設では濃灘ウランは蟻薗対米依

濃縮闘題ヤコメントする予罵︒

テーターとして参加︑オラノダの

原子力発羅ということになる︒そ

スはニジュール︑ガボン︑中央ア

業︒四八

舶大学卒専

隼リース・

フリカなどの海外斑溝を含めて世

㌦

き火力発蟷所とだいたい岡じとな

藁

熱

・七〜○︒九サンチームで璽油だ

一

五七無ユーリノヒ原チカ研究所入 ラノト完誠後はCEA都務総長の アインフェルドへ西独﹀隅ゲゼ
．駈︑由ハ六館N糾UKEM核燃料サイ
技術獺闘に就任︒ついで生藩局次
ルシャフト︒フェア︒ニュークレ

⁝原子力の
一研究に従郡︒鵬独ジ⁝メンス祉嬢

年岡大学

ック社取締役︒

アレ・フェアファーレンステク鳳

で教壇に立つとともに拠麟の企業

．〜牲︵A載

長となり︑豪た堺務総長および慢

鍋掴
畑塾
欝嘱

灘①

審

縄

赦勢

鍛

本支海

轟

221ユ

（注）①ED翌の取分は5り％
クル・サ・iビス部最に就僅︒六九

の髄構改革にともない︑亜聖訊圃

躍譜阿南（2）一代

渥美健夫

取締役社長

士鵬守之助

取締役会長

466

43

子洋鵡発協に入り︑オブリヒハイ

ユェォン設立に際して取締役に就⁝ムで︑ドイツの現状につ意コメン

ム実灘炉のプロジェクト・マネー 無URANI田常搦理欝に任命嵩
さ婁員の濃縮に関するアドバイザ
ジfとなる・ク多トベルク・一る・盆はウラン難シンポジウ ーとなる︒七〇年十二月︑CEA

徳鶴県阿南市豊益町吉田1番地

（千KW）轡（誘臨）（莇1｛w王D

・組織赫よぴ米嗣のナショナル︒

A︶に入霧鐘翻㌫警抜

熱慶劣公

年︑英国

九五八

英︶
〇％溢鋤えている︒そしてウラン

界のウラン埋麟灘と生蕗麗の約一

階鱗

D・G・エイブリー

に慧工が決まつ龍フェソセンハイ

ろう︒その第一糖孚としてはすで

窪での技術と億設を備えている︒

ム喜︵PWR︑八＋四万KW鉱
︶卒濡甑︑弗化ウランに転換する
に加えて一九七二無末家でに八十

瀞
建設という形で濃縮ウラン生醗ま⁝

五万KW軽水炉三塾の譲辮墾 こ汽雲胃回︑敵州濃繊ウラン祠堂
する︒これはフェソセンハイムニ

で延ばして核燃料サイクルを確立⁝り︑カ⁝ベンハースト工揚の工秤
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聞

牽

劣化ウラン製のキ

への廃簗である︒

の運殿豪たは付近の他の岩塩鉱内

な解決策は︑販売︑メキシコ湾へ

一︑轡埋の処理についての可能

の検討の三つであるQ

た大量の巻城の眺蓮複について

る︒

地は︑叢初のデモンストレーショ

米Nしが使用済燃
料輸送用に
米圏のフォート・セント︒ブレ

炉の建設に幽するコロラド︒パプ
を持っている︑と述べている︒

米国デューク・パワ；社の陽塾

とになったと発爽された︒

︵UNC︶によって受注されるこ

謝

ニウムを生玉する︒また〃HA0 計画への配転で処理する予定

㊨

幽はフランスの再処理能力︑プル

は溺恵聯想子炉の便黙認み燃 た︒いずれにしても〃HAO

O

ルを強化するものとして携待され

トニウム生麗および核燃料サイク

料をも得処理できる︒

各輸送眉キャスクには︑ステン

ラアーグはマルクールとともに

リンク・サービス社の主契約薪で

冠毛用プルトニウムを主として生

レス鋼のコンテナーの内部に醤鵬
AECか一9ライセンスを得たガル

フ・ゼネラル・アトミンク︵GG された六つの六角形のグラファイ

阯してきたが︑将来は鎗点を観闘

米UNC︑最大の

ている︒

れ︑満械時には︑約二十圏ゾの璽

A︶社のために︑現在︑二個の輸 ト燃料要素プロノタが取りつけら

用におく︒すでに一九七一葬度で

の生産に鎗点が移され︑一九七三

燃料加工を受注

合するように特別に設61きれたト

年までに金属プルトニウム一♂を

閑プルトニウム

ラノク・トレーラーによって再処

フェニソクス

ハイウエイや嬌榮の荷臆仕様に適 もマルクルの高速中性子原型炉

劣化ウランは︑非冨に聞い密度と

理工楊まで輸送されることとなっ

のチャールズ・デイビィス氏は︑

罵済燃料に特徴陶なガンマ線に薄

二次装荷燃糧の舶工が燃料轡饗会

F原子力発餓計量が遅れをとって

ーグ工揚はいま豪でのところED 社のユナイテソド・ニュクリア社

供給することになっている︒ラア

核挙式浴性を荷しているため︑使

ている︒

の全炉心分に樹当する一ダースの

してきわめて荷効なしゃへい効果

仏︑Puの生産へ

って一九七〇年甲に職員の二〇％

いるので厭働率が低く︑これを嫌

今回の燃纏加工の発注鰍は︑現

契約緻は︑約五千万が︒

メーカーを除けば︑他のどんな

在までの簸大のものであり︑原子

︵首九十人うち技師幹部職員六
一九七五年一月一日を予定してい 人︶が人員縮少計画に従って退職

新再処理工場の計画で
︻パリ松本駐在鼠発︼仏ラアー

会社も受注不可能なものである

⁝ク祉は︑すでにリオ・アルゴム

と︑UNC社は述べている︒デュ

入の職蛾︵うち技師瞥部職員五＋

・ブソサル筋長はこのほど唐綴に

八人︶の平均年令は二十八戚から

庁︶の醸子力発寒所︵いずれも愚

る︒これは離漿EDF︵仏鱈力した︒このため残っている約八胃

らでる使用済燃料の輸送屠キャス

三十戚に上って老化し配職が問題

イン薫習力発麗所︵質TGR︶かグ使用済燃料側処理工揚のロジェ

ミシガンおよび︑羅ユェーヨーク

副画施設に鱗えて黒鉛ガス炉だけでな

HAO

C遇A︵原子力庁︶に堅しく竪堀 鉛ガス炉︶の使用樋み燃料梅処理

謝醐の実の新しいユタ鉱山会社に︑一九七

済燃料硝処理灘設

HAO

クは︑劣化ウラン︵材料︶によっ

になっていた

て点描されることとなった︒これ

解二＝唖⁝P鴨・一一ご

：

；．曽噛．尊

圏＝︒

・．
二圏・二F騨
・二一・・．⁝緊＝

昌一胴ぎ

・二一・．輔．

・齢一＝

：いニ＝．．一．⁝

HA している︒
贋・誉：：三・

もっとも増員はしないので

一一一騨

・＝一・．

たまたまその頃︑私は當さん

朗を思い出すことができなく

に尽癌された・

る京で︑古河財閥の発展のため

⁝甲︸㍗芦

二年から一九七七年にかけて︑卑

については︑すでに米AECは︑ の草案を提出する懲同を明らかに

・

闘六菖ゾのウラン買入契約を締結

⁝．・＝＝

の曇霞は必嬰がないことになるQ

騨一一＝

説はこの闘題を解決し・将来感風

需一一・

ウインズケール再処理工揚と協力

HAO

甲⁝

の基礎および土をも鴇帆影で潅る施設で︑英囲の

した︒

二一．

ナショナル︒レノド︵NL︶社 木工壌︵工鍛約六千万漏︶は一九

ライセンスを与えているQ

鵬一：

して蝕欧譜囲が必蟹とするブルト
弔噛噌．

七二年融工で︑施設の運転開始は
二．

は︑フォート・セント・ブレイン
・一＝

その後半生を工不ルギー正業のもと反骨の人だったのである︒

曹

興隆に捧げられたのであるQ

曽一

し︑古河属名会祉に入社され︑

一一・

数年にして癩角を現わし︑﹁古

璽響︒：

それから︑こんなこともあっ

薗二一

た︒私は野栄の晩腰の詩人であ

．・一：

せられ︑爾果割かとお囲にかか

河に菅あり﹂と言われるように

豊一γ一二：：一二・・．．．

菅禮尊志氏が︑去る二月十ハ

る機会も多くなり︑︸鰯親しみ

る鄭谷の﹁鵬部﹂の詩が好きた

から随叢書﹁うしろむき﹂を贈

て︑いろいろと調がたが分らな

その後︑昭和十四蕪に闘策会

が︑側人ですね﹂と醤つたこと

れわれ後進を浮いてくださった

を避ばせ︑枯淡の境に佐し︑和

た︒しかし︑そうみえながら︑

やかな円満羅士になっておられ
紫た︑菅さんは︑わが国の国

ことも曇れてはならない︒

聞・騨識員会議長を解任し︑わがあるが︑晩年は禅や蝶句に心

灘間・謹議員会議授︑経園連顯

一方︑財界長老として日薦協はこの頃︑仙骨を粥びてきた

いっか私は﹁菅さん︑あなた

日︑心不金のため艮遊された︒

を深めるようになった︒

られたが︑その欝報に凄し︑私

幽されることもなく過ごしてお

られたことがある︒これは曹さ

社である帯国鉱業開発が設立さ

ったが︑たまたまその欝人の名 なり︑昭和六年岡社︑望退佳され

鍛近はお体を大男にされて︑外

幽．一騨・鱒輔：：一二三．．

く螢水炉︑軽水炉の使用済み燃料

の沿岸部が樗来講慮されるへきで

し．

②岩堀層についてのより鮮細な熱

岩堀顧付近の水についての調査︑

学的およびその他の二二点は︑①

一︑また地下埋蔵に際する地質

あるQ

ン・プロジェクトであるが︑他に

キャスクの設副貴漁燈のGGA蟻となる︒このキャスクは︑州の

的および物緊要︑織目凄送肇・多憲驚である・

米⁝懲惑星慰撫譲綴繊撒

安全性等保障される
米科学アカデミー等が報⁝告
米国原子力婁鼠会︵A葺C︶が災施する放射性廃葉物のカンサス州における地下岩塩鉱床への家蔵

欝画は︑このほど︑米国科学アカデミー・研究審鍛会︵NA冨・NRC︶の婁鍛によって︑その有効
性と安全牲が傑駆された︒

れる︒鍛初の埋蔵は︑プルトニウ

要するが︑適当なものと溝えら

着干の確認データーとその評価を

州リオン近みの予隔地は︑さらに

一︑AECが選偏したカノサス 一︑このカンサス州リオンの敷

るQ

Ns．NRcの鋳難解堕可能のも．と凄全な譲であ．温およ蓬麓鵜が蒙れてい ャスクを受注製作

理婁贋会および地下讐壊鉱に関す

るパネル婁員会は︑A百Cの 要 罰

にもとつい監石麗麗四に固休の高

または低レベル繕棄物を埋蔵する
ことの技術的斑韻窪について調豊
を行ない︑次のような結果を報告

によって汚染された低レベル固紘

ムおよび他の長寿命趨ウラン核種

罷璽物が予驚されている︒次の埋

した︒

︸︑放射性鵬彙物の処理のため

蔵予定のものには︑隅放射性︑高

に巻堰届を利沼することは︑きわ
めて適切なものであり︑現在採用

西独オットハーン号

いる︒最近ではチュニジアに向け

送に従掛し︑順調な航海を続けて

㎜

西ドイツ初の醸子力船オノトハ
はしばし瞑詳して︑ご生離のこ

い︒そこで蕾さんに愚ねたとこ

馬であるが︑裸馬とはどういう

・三・曾

蓑⁝一＝：

二一︻

三輌・一騨ロ

ニニ輔：L二

︵経団軽賎懲会幾︶

三一鱒．r．曾・◎︒・＝⁝

・口塞

東京都港区新橋■一1−13魯591−6121

覇大手町ビルヂング

園定価●2，500円

膿順調に運 行 続 く
ーン暑は︑一九六八年に鰻窃の臨
て航行したが︑近くハンブルグに

ろ︑鷹の葦瀬が中盤古代の有犠

いわば貰酒盗的な風韻を身につ

生来の反骨の霊神は失われず︑

儘といってもいいものたが︑私

職を歴任されていたにもかかわ

技である相撲を愛し︑多くの要

んの人となりを知る上で必読の

菅さんは近隼私が最も尊敏し

れるに際して︑問社の社長とな

となどを思ったりした︒

はそれを一読して深い感銘を受

ておるようにみえて︑決断すべ

けておられた◎窪た︑鞭洋とし

さに大人物であるといっていい

は︑まったく見癖であったQま

成に努め︑同郷き時には断固として断行するの

して︑角界の腎

を煉み︑自らそ

の力士錦騰の死

愈味で鯉ばれたのか︑その辺は

の一生を描いただろう︒俳人としての雅暑は裸
戯曲を塞とめ︑

しいもののように思える︒

群かでないが︑何か菅さんに応

それを上演した

三・＝：

棄京都千代田区大手町2−2畷

圏A・5判クロス上製本

制

力
界に達して以来︑今年はじめ豪で
賜港する︒

ていた方だったが︑ここにかけ

♂！

ち

〆
へ︽一費

︵三︶

こともあった︒

試

らず︑欄撲寵栄審謎会の会艮と

﹁鑑識﹂が手元に数冊あるから り︑職階下の鉱業費源開発の促

けた︒縦近はいろいろとそうい

含

喪友菅禮之助馬を悼む瀞

を勤め︑敗戦により︑ほとんど

石炭庁の艮密︑発起公団の総裁

〜石坂泰三
この一購でもわかるように︑

通したことがある︒

宏〜

一冊やろうと宮われたので︑頂 進に没顧された︒ついで戦後は

な人物の実紀・説謡をまとめた

がえのない先盤を失い︑このと

う類の本をいたたくが︑菅さん

︐e

8

ころ身辺とみに寂しさを宛える

︵一︶

ような思いがする︒

私は以蔚から財界畏老として
の菅さんを存じあげていたが︑

側人的に親しくおつきあいをす
るようになったのは︑戦後のこ
とである︒

である︒たとえは︑あのなかに

の﹁うしろむき﹂は鵬色の一霞

まことに軍踊な生涯であったと

い豪にして振返ってみれは︑

菅さんは昭和三十九年に松永

一人が放校処分に処されたのに

菅さんは︑中学時代に級友の

安左衛門翁に乞われて︑躍気掛

はかる上で︑大きな聴路となっ

崩壊状態にあった産業の再建を

∴：：：モ

○宇雷開発、海洋開発の大要を紹介

あらゆる分野の未来に化学で挑戦する

内外の原子力騰勢を総合的に解説

illlllIlllI［11119il

に五十数塵にのぼる翼験や鉱石運

￥

を憂しておられた︒私は迂閣に

長文の諭考があるが︑広く資料

﹁歌人実朝﹂について聡かれた 菅さんは古い議繕などもよく鼠

京餓力の第四代会長に就任され

しかし︑私どもとしては︑八

琶えよう︒

十七歳の畏野を全うされたとは

憤慨し︑ストライキをやり︑窪

いえ︑その畏逝に際会し︑い謹

ていた石炭閲題に取組み︑その

を渉猟し︑しかも独自の視点か

が校長以下の帝大組に叩頭して

も︑蕾さんのそういう側面を知

ることになった︒その如しはら

その後︑即製の会疑に就任さ

で起ちあがったが︑結局︑校編さらながら癌恨の想いしきりな

た島商塾代には︑鳳校出身敵授

ら歌人実朝を究明したものであ

んの多面的な活動ぶりを鼠のあ

いるのをみて︑士風丸新を叫ん

打開のために挺身されたQ

くたって響さんの響舗により︑

る︒これなどは︑学位齢文とし

れたことは︑すでに述べたとお

9．三一鱒：；一一﹁

を乱したかどで放校されることるものがある︒ここに踵んで︑

りであるが︑ついで日本原子力

・二一・：：・一＝一：三二・

麓業会議が設立されるや︑その
︵二︶

＝・・乙需一曹

になった︒その後学麗日が反省曹さんのこ翼福を祈りたい︒

昌二・

して復校したが︑曹さんはもと
噂三＝一中圏

会長に就任され︑わが国の原子

・一二r9

力開発のために質献されるなど
＝鱒・

曹さんは秋田の薩であるが︑

・：︒陰

明治三十八無に東京葛商を卒業

深めることになったのである︒

らないでいたのであるが︑菅さ
足立さんとご一緒に私も束蹴の

ても＋分譲価されていいもので たりにして曝す廻す尊敬の念を
はないかと纏う︒観た習さんは
俳人として一象をなし︑死まさ

：二

京蘭藺の岡窓で︑肝胆絹照らし

・＝艘：・・一二3：．；・・＝嗣：：二騨ゴ：二・・＝：こ二・：：．⁝陶一の・

っておられたとのことである︒
二二

れる京で多くの門人の選句に当

・三

に菅さんの艶洋とした己妻に魅
二︒一一曽・

た仲であるが︑私はそれを機会

った︒建立さんは菅さんとは集

取締役をお引受けすることにな

業再編成により︑新発足した象

9

（4）
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○関係機関の活動状況を網羅

○歴史をたどる原子力隼表

O世界の全原子炉を掲載

㎞

聞

力

謬罵
画一▼ ﹂

基礎 技 術 取 得 が 目 的
外資審議会︑近く認可か

＝

要したのは︑政㈹が自主開発をか

契約締結から申堕獄でに二間を

である︒

ための技術援助契約を膨んだもの

入札が行なわれ︑一次糸をG聡︑

は︑高さが約四＋慧︑円簡郡の霞

今回︑岡社が受注した格納谷器

が選集されていたものである︒

受注しており︑格納容器の受注先

と︑FB鼠開殆の塁礎田園入手の わが圃も圧力餐雛を調膳蟹制覇が

水炉で技術提携しているGE社 二次糸をW猛かうれそれ受注し︑

乏︑日立は︑従来から沸騰水型軽

薫瓢＝鳳

棄芝躍気と臼立製作所はこのほど︑政府に米国ゼ不ラル・エレクトリノク︵GE︶社との商葱増殖
類の一翼技術研究一報交換に関する技術拠助契約の詐可凹凹を行なった︒これは︑現在動力炉．核燃

け声に進めているナショナル・プ
爆撃十鱗︑球形卿の齢後祠二十樹
ロジェクトである動燃堅甲団のF のもので︑バプコノク日立の海蜷

での調整が遅れていた陀めであ

料關発腰銭団が進めているFBR開発とは別だが︑GE社からの技術援助を受け︑同プロジェクトを

FB冠実現には︑炉心伶却材で る︒その後︑臼︑米個々に進めて

二蕊合わせて約二十六一七慰円照
度とみられている︒納湖は一響機

入対抗命融

い融資︵日本闘

発躍魔羅証べ払

五年度の原子力

ほど︑昭和四＋

で運用され︑新規︑継続合わせ蕎 十三億千一二頁万円︑関躍美浜発雌

り越し分十三億円の合計貢三億円

九十纈円と︑四十四無度からの繰

十五年蔑は︑四十五年度融資予算

融資期閥二†年間というものQ四 十六億六壬 葎万円と︑継続分で

〇一七〇％︑金利は館六・五％︑

てのみ融費される︒融資比率は五

万KW︶に六億六千酉力円︑岡二

艶麗福勘一暑機︵BWR︑四十六

W︶に四億七千二薇力円の合計二

二月機︵PWR︑八十二力六千K

器の溶擾が不良率わずかO・〇五

調査団が出発
・．︐■1

日本水瞳資源保讃協会の派道す
15瞬15犀

側の仮謹地区と一億三千万円︑策

M

り︑約二十六厨掘り下げる︒九月

■

側の外層地区と一読九千万円の合

で︑約三千ゾの船の嬢痒が可能と

る岩壁は︑サイト目端に造る予建

は八田浦に轟く︒沸業交渉の都階

次冷却水取水篇は外津浦︑排水隣

浦︑北は玄馬灘に話している︒二

半舗の東は笹津浦︑西は八田

建と問時に地元と交渉に入り用地

九州羅力は四十三年︑サイト決

明るくなる可能性が強いそうだ︒
昨難三月炉型をPWRと決めた︒
未来のエネルギーの誼しるへ払子

原子力工業と共同研究を開始し︑

このため四十四年十月から三愛

所完成後は発雌肋内の照明の力が

力発電所が︑同時に伺近の漁舶な
ど船舶の配しるへとなる臼もそう
遠くはない︒

の五力年譜團︑約二慰円を投じて

水を窟塾した魚貝類の謎徹研究に

行なう︑原子力発躍所からの温排

役立てるため派遣されるもので︑

英︑米両国における関係施設を視

察︑調査に当たる︒滞国は三月二

一行

十八日の予箆︒11写翼は調査囲の

多

鍛甑〇四五一七五一

住所横浜市生子区

日本発条ハ株︸原麗に入会︑社

〒二⁝二五

畏藤岡満黒氏

噺磯子町一

1Ω一◎亨一i璽8

1＝瓢ハ一

鰻

術予測では︑デルファイ法が多

にマグローヒルの哲月後の技術

く用いられており︑代表的なの

予測があるV原子力でも現在金

いるが︑それに関連して︑二百

槻材料について調査が行われて

万KW原子力発熾勝︑齎万KW

の質聞では︑躍和六十鋸頃との

級F呂鼠の泌工最期について

回答が圧倒的たそうだ▽ところ

が原配の長期見饗したと︑いず

る︒デルフーノイ法は個人の考え

れも六十五妬以後となってい

畏閥箆通しは真似経済的同日を

をペースにしているのに尉し︑

織り込んで控え圏にしているか

の点で欠点があるといわれてお

らだろうかVデルファイ法はこ

り︑この肥方︑考え方が示唆さ

製品の改良・滅菌などに

︐

放射線照射の利用

射射

試委

験託

照照讐

をお奨めいた：します

ご遠慮なくご相談下さい

通謀省はこの

発銀行融蟹︶先

易機︵閥︑七＋八万四千KW︶に

を決め開銀へ推

三百力円︑同商浜発耀所一瓢機

機︵間︑五十万KW︶に二億七千

W︶に四懲六千四薗万円︑岡二男

所﹂暑機︵PWR︑三十閥力K
今年度融資推薦が決まったの

った︒

億円の融蚤推購を行なうことにな

これは︑團醒

聡警三暦機︵BWR・七＋八万四 ︵同︑八十二万六千KW︶に二十

は︑新規で東京継継福遇原子力発

った︒

薦することにな

の優先採用︑ひ

原子力発館機器

千KW︶にヤ七懲五千九百万円︑ 七億七衙万円の含斜七十三癒三千

︵BWR︑五†㎎力KW︶に四億桑嘱は四＋三無度分に繊り越

八菅力円11の合計芭億円分で残

いては機器自己

中部餓力浜岡申子力発鍛所一号機
輸

化曳裂のために
設けられた

で︑臨藤機甑につい一三千百万円︑関西羅力高浜発罵所

％と非常に少なく︑その製作技術

91網 18匹18帆闘11門門11

計三億二千万円で漁業蔵消諏に含

ところで︑サイトには早くも月

いう︒減たその手朗には補助岩壁

上豪だテストボーリングをやって

は︑田︑畑︑原野・山林で約八十

れているようでおもしろい︒

日本原子力研究所内

群馬県高崎市綿質町

B8開発への影響を考慮︑その甑 編で製作される予足︑受注命額は

側面から協力しようというもの︒

鶴山懸魏轡固層も︷

東芝︑田立とGE社の契約に よ

これ座で︑わが園からの原子力

ト業務を行なっている懸隔のエバ

51輯

東海錐水腫研究所研究員︶が︑三

岡調査団は︑同協会が謂無から

いる㈱家プロジェクトによる新

闘社が今圓受騙した理由として

発聡機羅の軸出は︑日立がパキス

力と奨緻が滋界的に認められたの

燃那業団大洗工掌センターで建設

力が建設を巡めている金山原子力

力答器二麗などがあるが︑格納臓

賦引引 引引

で終え十月から十二月にかけて︑

揮のもと︑四十五人の所貫が各鵬

格納容器躍え付け用愈に入り来年

モi

︐10風 置賜 81昭111175

工購鰻盛期には約九十人になるそ

備を進めている︒四十八薙の建設

地区と五白万円︑呼子地区と四画

一月から組み立て開始︒タービン緻︑さらに入会権についても肥前

に平均酉人骨後の見学著が訪れて

ち肖る予窟だ︒現在は︑本格遊工

いるだけだ︒一次冷却水は近くの

万平臓器︒総質収額は二丁六千万

︵丁・A配︶

ーーといった謁を良く間く︒技

瀞騨

タースクレーパ

うだ︒建設所の周囲は︑昔サイト

一一⁝台が走り回

薪兵器

敦賀と中姻晒力講根源発の格納容

タンのカラチ醗発胴タービン発躍

が︑今回の蔓注につながったもの

にワてれ脚てれ船闘積憎みされ解る禦フ幣陶O

けて︑試験後に引際すことになっ

月三日︑羽田発︑調籔に向っだ︒

ある金属ナトリウムの百里い蚊脂

と︑同翼約は墨礎分野を監獄とし

技術彌報の交換は行なわないこ

る﹁原子力蒼黒所澱排水利用海外

取褐︑制灘制覇系︑燃料形態など

たことになり︑今筏の催眠三期と

窯だ来知の分野が多く︑この解明

は︑納期を厳守するということ

用が鴎†七年九月︑荻た︑二号娠

わが團でも昭和四十二郎から国

ておりFB冠のシステム的技術の ている︒このため︑一議が照十六

調査団﹂︵圃畏・田中二三水嵩庁

のプロジ凱クトとして取り上げ︑
には膨大な資金が必鹸だ︒しかも

して注闘されている．

犀十二月天豪でで︑日策側二祉は

凹凹項に隈竃され︑契約期間は来

動燃事業醐を中心に凶弾協力し

﹀

機と米ニューずルド原発の酉十万

中の聞逸実験炉は四十八年度末

器はこれが初めてのケース︒わが

・

ンズフェリー原発の働万KW用資 温排水利用海外

用蝉の設計技術構報入手の可崩牲

に︑蒙た福井照の目木地区に建設

スコ社から発注内示を受け陀︒爾

ご

器二箆遊︑岡躍力のコンサルタン

をも含んでおり︑ナショナル・プ

発醒所の︸︑二骨面︵いずれもB

︑

・︑脳

っている︒この
新兵器︑一回に二十立方鰭の土砂

︸欝に慮在していた磯芝と呼ばれ 建屋は来年四月から蕾聾する︒や

料装術は四十九無八月︑初臨界は

いる︒すでに付近の小︑中学生も

コンクリート建屋が出現する︒燃地区との交渉を証すのみ︒

九月︑初発鰭は十一月︑営業運転

がて海抜＋一粒に覇さ五†四麟の万円で含慧に産し︑あとは舶護屋

バルト魯の灘にノリヒビ・定認網

囎始は五†年七月︑つまり憂畢ピ

た︒ここからの禦色は抜群で︑コ
のほか︑五洋建設が遮絡用道路︑

るか北西に対騰が望める︒

圧力容羅など璽量物を陸上げす

などが浮かび︑天気の良い日はは

るかん木が整然と纏えられてい

謡題をさらったことで翻憶に新し

来ており︑℃雛が進むにつれさら

本年七月に幽幽白蕊十平方材のP

に増えることが予想されるため︑

R館を建てるそうだQまた︑地元
では原発誘致を契機に地域開髭に

を掩えて磯後の調整段階である︒

八田川をせき止め︑有効水羅十万

値躍隔地三二螺に八千五街カン

も敗維んでいる︒

九州磁力は本年一月︑玄灘始値

立方厨の貯水池を憤る苧定だ︒本

デラの値賀附灯台があるが︑発聡

賀崎地区の牛勘のつけ根に︑玄海

円で解決︒漁業交渉は︑サイト西

発一所建設所を建て︑現筏石橋周

ークに聞に合わせる計画だ︒

端黒岸壁の工礁を進めていた︒

KW︶の起工式が三月十六臼行な 一六台分の仕那をするわけだ︒こ

九州羅力初の原子力発電所︑玄

㌔亀残

植立製作所はこのほど︑命跨聡

ロジェクトの面から日日が困難視

予楚の高煙原型炉は五二十隼度末

FBRは次代の原子炉として︑

可されるものとみられている︒

ることから︑次の外資審謙会で認

されていたが︑今圓甲罰のものに

く

罵は四十八年九月で︑現地に蠣付

各々五十万浦をG皿社に支払う︒

と︑とくに聞社か製作した原聡

出

で双力が懲懲し︑申請の運びとな

取得憂国酌としないllことなど 年†一月︑二暑が四十七葎十一月

きく︑このため研究磯発の勤羅化

これに伴い︑両祉研究巻のGE社 て︑新型血盟挿︑FBR開発に取これを一命業でやるには負撮が大

く︑先進諸醐と高調炉協定脅結ぶ

は単に團内の開発を祷つだけでな

への派遣︑共同研究︑GE社によ り組んでいる︒渋た口輪開山皿金

ると技術援助はFBR開発の蕊礎

通産省開銀の延払融資で

海発蹴所︵PWR︑五十五万九千をすくい︑遮ぷ︒ダンプカー五
われる︒ここは瓢庫前︑腱児島隈
川内市と鋸蚊含戦をくりひろげて

い︒今は本格漕工を出前に醍後の
整地工鱗にかかっている︒

発羅所の総爵穂は約八十万平方
隠︒昨露十一月からこの内の十三
万平方齎の整地にかかった︒この

で︑ニンニク畑などに覆われてい

地帯は勢望二†封蔚後の丘陵地構

た︒現在整地もほぼ終え︑海抜十
層までに封土が醐られており︑

磐機原型蝉設罎

ただ広いグランドと化している︒

その中央付近︑

予定地点たけが凹となっていたQ
瓢紀砂岩と響岩の互層で
工鐵のやりやすい土地のようだ︒

地質は第

一所長︵兼原子力建設鶏鰻︶の指 炸蕪月から炉心部熊鷹掘酬にかか

（直通）

0273−46一遷639

総額100億円を推薦

KW用圧力谷器︑東芝が米ブラウ とみられている︒

Z

国の製作技術が騰際的に評価され

@

となる︒

など︑團際協力を通じてFBR興

@

W麹︑六十四力KW︶用の格納理社は現在︑通麗雀に延へ払い融蟹

@

に臨界の予定である︒

@

る技術コンサルタントなどが可能

この契約は蟻初︑塁礎的構報の

輸

台湾電力に金山原発へ

器・鍔

よると畢礎附構蝦に隈定されてい

入手から︑縄果におけるFB逸突 用騨の畢期実現に努めている︒動

格聾
無憂
容器

現制は︑叢井建殴が鋳ち込んだ
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護
︻面所報のように︑原薩の原画力産業畏期鍬画委鍛会はこのほど︑昭和七十五年︵西暦二〇
〇〇年︶にいたる原子力発羅關発を中心とした︑わが国原子力産粟の痩期的構想について︑そ
の検認結果をとりまとめた︒以下その概要を紹介する︒

原子力が50％に醐姻麟

の原子力適職開発灘は約二億二千

万KWとなるが︑極力大容嶽化を
推進することによって︑発舗所︸
地点当りの平均規模を五百一六百

万KW程度と仮定した漏含︑今後
およそ照工臨地点程度の確傑が必

︷
！

⊥
1θ！

生産のなかに占める原子力発鴛の
より︑用地巻確保する︒

い︑地域社会の理解をうることに

撲水の処理を十分かつ麿勅に行な

実績レ僧籍朝し︑安全対策および温

のほか各課でガス炉︑醐温ガス炉

の実現が朋侍されている︒軽水炉

に六十六無ごろにはこ着工KW級 立場に立って総禽勘案した繕果︑

は蕾五†万KW級の運開が︑さ6ふまえ︑かつ核燃料所要騒椚握の

ては︑技術鞍による二二な運転

要と推定きれる︒その立地に当っ

ウエイトが急遼に増大するととも

する︒軽水炉は醐逸増種炉︑新型

濃縮ウラン所要鰍11これもU3

粂件に従って規定した炉型別建第

り︑以後ATRの闘発羅が節減要

千ナ分離作業単位︵SWU︶とな

し︑昭和五十五葎に年闘四千〜五

鋼重蜘を除いた残りとするQこの 08所嬰麓と近似の増大傾陶を示

核燃糾サイクル賭鰍の想定

規整は第二図のとおりである・

並でみ勺と︑昭和五十五年叡でに

ケースーが最も大きく︑累獲所襲

千ゾSWUとなっている︒さらに

する︒六十五年では八千〜

ク鶏要は隼間；刀一㎝万六千・ゾS

十二一七十三年ごろとなり︑ピー

万蕊

約五刀ショートジ︑それから六十

需要か誠少し始めるのは︑昭和七

FBRの郡入効果が現われて奪閲

囚となって所要澱のすう勢は変化
U308所要鍛艮これは醜述の

五年までに約十五力シコート♂︑

二十工乃シコート評であり︑七十

について算定した︒年閻成型加工

れは軽水炉用およびATR用燃料

成型頒工羅と再処理所要愚匪こ

WU秤度となろう︒

さらに七十五年までの十奪闘に約

五無よでの煮繭は杓四十＝万シコ
ート♂となった︒簸も小さいケー
ス証㊥の昭和七十五年までの纂積

一方年々の所要醗でうると︑昭

ークに聾してその規換ばヨ千七酉

千五百ゾとなり︑七十年ごろにピ

四酉ナ︑六十五奪にヨ千二首一四

所要概は葦登五十五年千二酉一千

箱五十五卑で約八千一九干ショー

スπ③︶程度になる︒謹た再処理

ゾ︵ケースー︶一五千百ゾ︵ケー

ート診の懸がある︒

衛遠塘殖あり︑ケース王と比へ約八万シコ

ケースー軽水炉︵LWR︶＋所謂繊は約三＋四万シ・ートソで
尚遠増癌炉︵FBR︶

十五無には新設リプレースの全部

炉は照憩六十一年から郵罪し︑七

一方これら欝欝段階の中型につ

となるように漸次導入豊を増加す

トナ︑六十五無で約〜万六千一二

Sナを越え︑五十五薙五齎ジ︑

所要灘は︑昭和五十二年ごろ年闘

刀ショートナであり︑それから七

クに達し︑一万八千一二万二千シ

高遠脚
十年ごろにいずれのケースもピー
継惣はケ⁝スーと同じ条件とす

︵ATK︶龍胆漣係磁炉

ケース丑軽水炉十紙型転借炉

いで皐娩出現が影待されているの

所の建設が進められている︒

次の二つのケースとした︒

全︑溝潔なエネルギーが求めら

⁝核燃料の需給⁝

麗水炉などによる諸藩規整の発煙

に︑火力による鼻詰電力鐙が五十

の原子力による発聡分奉君油に換

^琳冊数焉

くものと考えられる︒

五年以隣七十五薙にわたって︑お

構造が駆馳魔業中心になっていく

と︑螺料利転官箪最大の高感増灘

る︒

動力炉開艶言同と炉型の組合せ

が燃料利用働率の掲い噺型転拠炉

六十五蕉約二億㎡認︑七十五要約

燃料開発下々駆によって︑その開

炉であり︑わが照では動力蝉・核

申の原子力発蹴所は︑いずれも軽

と要貫にもとづき︑手持受漁歯噛

①原子炉股備現在の生醜設輪

生産能力

することが置要である︒

ら導入する︒導入墨は新設リプレ

の単舞舞雛も増大してきている︒

ースから高遽増殖炉を除いた残り

る︒新型紙鳶炉は昭和五十六爺か

現在すでに欝万KW級の建設副画 の原子力開発覗換ならびに発電眼

の①一〇％︑②鼠○％︑⑬五〇％と

原子力供給産業の展望

国産化俸剃を確立

炉型の組合せについては︑前脚

る︒昭和四＋四母堂のわが翻総エ

力鰍を対象に︑励力炉開発動肉を

発が進められている︒

ネルギー罵要は︑石油軍士約二三

があるほか︑昭鵜五十七年ごろに

背開瀞認

今回想驚した原芋力車聡開発は

となっている︒

醒力用の罵要は約三壬

八千万㎡脳が輸入され︑そのうち

五千万㎡膨であって︑石油約一億

一癒三千万㎡認程度の横ばいとな 水炉が主力となっており︑年々そ

草間燃料消費鐙は︑石塁換舞で約

わが團では︑現在運転中︑建設

算すると︑五十五年約五千瀦鰯︑

エイトはさらに低下し︑エネルギ
ー駕要の中心は都市機能維持のた

ていくものと考えられ︑羅気の役

めの公共罵︑運輸︑民生周になっ

捌は豪す濠す大きくなっていくも
のと予想される︒

．原子力発電⁝

開発の構想︸

四重♂陽に租超する︸方︑火力の

ことから︑蓑罵エネルギーのウ

一九九〇年代では︑わが国の産業 おむね横ばいで推移する︒鯖二表

③より筒度な国際化の進展する

れ︑耀気のウエイトが増大してい

石油換算で約四億キ︒認相当
⁝経済社会の展

]と電力需要⁝
これからの二十一世紀にいたる

三十鰯澗を十球ごとの確代区分に
よりその発展的特買と︑τれに伴
うエネルギー謂要の拡大をみると
次のような方向が予測される︒

①調整と 変 革 の ⁝ 九 七 〇 鋸 段 で
は︑鍛化学工業を中心とする高度
成長が持続することから︑エネル
ギー鵯要という面でも︑鉄鋼など
指中心とする資源産業︑エネルギ
ー霧消蜜酵業を中心にエネルギー
舗要は巨大化していくものと考え
られる︒しかし立地︑公密をめぐ

昭和七十五年にいたる原子力発

るべきウラン資源もなく︑核燃料

一方核螺繕については国内にみ

Wを晃成することが可鮨である︒

内に受注し︑五十二無に五開戦K

達している︒

わが国原子力供給事業は十年余

力用タービン︑発躍機とその生脆

国産化の現状

の開発立遅れによる先進諸岡との

サイクルのうち現在盗聞で国産の

設備を共用しているため︑火力思

を勘案して昭和四十六〜四十七奪

技術格差を解消するため︑開発嶺

工のみてある︒再処理については

実績があるのは︑再転換と成型加

千哲ゾ︵ケースH③︶に達すると

に鍵識千五爵誘︵ケースー︶一五

ョートゾとなるが︑以後FBR導
六十五年二千一三千ゾ︑七十五年
入の効果により所要驚は漸減し︑

揮えられる︒

摺出に先行して生慶鮨力を常に

ショートゾとなっている︒

転換については︑現在二社が類業

駆本姿勢であり︑したがって需要

確保しておくことは︑供給産業の

七十五爺ごろには一万五千一二力

監護を受けて工費建設計画愚進め

の増大に対応して瀬隠︑適切に生

ており︑いずれも四十六年麗から
操業を開始する予定で︑その転換

であるQ

第穴褒

研究開発支出

箸を第三︑四︑五︑六衷に示す︒

力︑所要投資毒言︑研究開発耳玉

請される︒以下確保すべき生産能

鋭歓態勢の強化に醒する努力が要

能力は含計四百八十♂UO2／郊産設備の増強や要員の投入など︑
b︑軽水騨綿燃料の加工肩現花
三社が雛業塩町を褥ており︑その

総生産能力蛙一捻九十ジU／年で
あり︑工編が順次完成するにつれ

二千五欝欝円

一千欝円

研究支出額

昭46〜55

朔聞

昭56〜65

四十五奪には蔚四十ゾU／年︑四
十六年には一二欝欝ゾU／年︑四十

昭66〜75

三イ億円

七隼には三百九十ゾU／無とな

、棚

ってエネルギーの鷺蘭構造に変化

七十五郊で四十四薙現在の二七催

わが国の総エネルギー舗要が昭和

原子力発餓設備の昭和七十五奪
＋六億㎡膨に達するものと想定さ

講奨規模

中心とする炭質な燃料資源の拡大
に至る豪での推移は第一霞のよう

がみられ︑原料災︑低硫黄燃料を

が大きな闇題になっていくものと

初から多額口の研究開発や設備霊

機を含めて考える必要がある︒昭

一般に火

室︑技術嵩の餐縛帯を通じてたゆ

圏産化の方向がとられているが︑

和四十九年における田荷可能予想

②タービン︑命掛機

窪ぬ努力を続けてきた︒その結果

これを舎めても核燃料サイクル市

最は約千二嘉万KWであろ︒

服

足腰の痛み・疲煽蝿燦秘純姦

憲剛。

れるなかで︑その語漏○％四癩爵

の国薩化郵は相当な進展をみせ︑

最近建設中の原子力発醗プラント

の精鉱︑癒換︑濃縮の分野も含め
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生産能力冤通し

舞
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昭和

︵

930

ﾎ 力 @4，580
ｴ型力 @ 1，880
i17D
敦 @7，220
水

潟自発7鑑〜覚力埴（送〜琶端♪
2表：

∠［淀

憎右油滴費を四十四年度の二四催

S4，0（沿

?６，蜘

㈹ｾ1

％
）炉」こま桿馨毎〜」一ヒ

（江）

必要な：

欄は︑第一衷に添すようにそれぞ

QS，600

ｹ了力

憩国内、腰（擁茸1ωみ）

年の各断面における原芋力発電規

第三表

≧

資源型齢業︑エネルギー多消躍産

Q2，000（50）

水

昭季li

業の国内立地に制約が生じること

P3，400（30）

P1，伽（39）

れ二千七颪万KW︑一億一千万Kのとなっている︒これは︑今後深

P1，900（11＞

Q，700（16）

国際分業が進展することにより︑

PQ，900（磁）

W︑ご億二千万KW程度である︒ 刻化の一途をたどるわが国の石油

ﾎ力

これらの僚びは急激に鈍化し︑鉱

8，600（20）

事欄に対しても︑望価しい方向と

5，700（20）

豪た第一婁の設備構成による年間

3，300（20）

工業部門のエネルギー聡要のウェ

昭和75年

力

いうことができよう︒

弾位●万Kw）

麗日澱の推定櫃は第二表の通り︒

昭柵5年

イトは低下し︑民生罵などのウエ

昭和55年

膀述のように昭和七十万鰯まで

1

発電設備現模（ff度朱）

原子力発璽所の立地

r当

網濫》o畠。｝繊蕊煽→7隣度垂物

原子力発電規模と石油消擬

2
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成
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引

第二表にみるように︑今後鷹力

3
焔

国「邸

イトが大きくなっていくものと考

1

えられる︒特に隅山山題から︑安

鍛

ノ

駐、u盤1設備

な

第望図発鷺殴備の推移
5
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昭駐146奪三3月18日
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長期ビジ
ョ

ンが基調

経済研究協会会憂︑北川一栄原子
力婁員会婁鍛︑前田正男衆議院議
員らを交え尉餓を行なった︒

N度の核原料物

質探鉱計画決まる
原子力婁貫会はこのほど︑昭和
四十六無度の﹁核原料物質探鉱計

い

ノ

雪ζ電7亀．膠腫オ・乳︒．9塾181睾81亀・こ．○●亀．ρち・︑

フリソク駐割米科学アタソシェφ

忠8㌦！㌦♂塾●・乳竃・＝♪

補剛政府は︑岡国によるウラ

︑客︐ち︐乳．︐竃9ノ監〜．♂＝．︐覧竃・零零ご一

ノ

な

も

料金は同田園
ウ
から起算しへ

なお岡官報によると︑この新手

⁝濃縮サービス料⁝
⁝金値上げを告示⁝

恥分離作業単位︵SWU︶当たり

轟ン濃縮サービス料金を現行の一を通して正式通告してきた︒ 〜

泊二†八・七

ざがから同

渥報︵三月九日付のフェデラル・従ってそれ謹でに米麟との婁翫ハ

⁝糞A萩九月か曇へ⁝

穏八吉論い
﹀三†二がに
ダ
押値上げする
︵今秋九月酒
へ
㌔ことを決め
六日︶から〜
￠ていだが︑このほど︑同国の官適用されることになっている︒ へ

〜レジスター︶にこのこと墾告示濃鞭契約の済んでいるものにつ邸

これによると︑昭和四十六年度

調﹂を決めた︒

における核原料物貫の探鉱は︑予

いするとともに︑わが圃にもヘル

蜜全対話ーーなど欝欝に解決すべ

〜〜亀ψ亀匙9＆塾ご婁﹁2竃︐・二・♂亀

上げ闘題などがからんで︑原子力

︒♂亀〜篭・乙︑9乙薯︐し︑

いては現行料金が趨湘される︒い

の

算約一偬九千万円をもって︑四十

ぬ

の解決に概極陶に取り組む苧走

@
亀♂乙︐乙鴨．9．亀噸墨三顧亀亀9亀3亀︐￠

岩地域を対象として︑動力炉・核

で︑これらも合せて検認し︑新計

き還要な諸間題もでてきているの

等9亀卜●濫電ノ●零

五駕度に引き続き︑憲として推穣一

このほか︑午論語のセソション

だ﹂と強調した︒

注目を集めた濃縮シンポ
田本原子力産業会議主催の第四圖搬虻年次大会が三月目五田︑東京・平河町の臼歯都営センタ；で

力釜畏会︵A旦C︶オークリノジ運醤撫務所侵のS・R︒サピアリー所昆が﹁栄国におけるウラン灘

原子力関係者約八菅人が参渠し︑一一一響間の瀞を開けた︒大会初日の午削のセソシコンでは︑米腱原子

の比虫が急速に為まり︑原子力発

で．寧誠副※大名奮教授が﹁原子力

燃麟開発購業団が行なう︒

縮﹂と題し江別講演陶恕貿なったほか︑三田闘にわたり︑ウラン濃縮に関する国際シンポジウム︑環境

擬鉱は︑妓阜県話談地区とその

ドアンブする必要が出てきた︒そ

事始め﹂と題し︑わが磁の原子力

蹴の開発をもっと効箪的にスピー

間題のパネル酎論会︑蝕干場醗業の長崩ビジョンのシンポジウムなどが行なわれた︒

周辺わよぴ山口隈繭那地区とその

このため︑原子力婁鱗会では︑

圃に盛り込む予定︒

臨海の腫里と︑開発に取り組むこ

いる﹂と荊躍きし︑今大会では︑

四月末までに基礎的な籔料を作成

のほか・二日目は多團附利用︑R

こで︑今後の舗蟄の伸びを昆込ん

原騰葬次大会は︑際子力歴染騨

周辺の二地区を館点に︑主として

原子力塵業の長期ビジコンのシン

とになったきっかけなどを欝著

工・放射課利用︑原子力船開発や

して︑五月末には二一改訂の抽ホ

の一隼聞の油動を関係者に知らせ

で︑現行の計醐を再検討し︑これ

方針を葺ち出した上で︑閲係業界

探鉱︑試すい探鉱などの方法で︑

地臥簿において︑地熱二二︑科学

資源や濃続ウランの確傑などの核

海外の動きも活発であり︑穣燃料

に結粛をたすことになっている︒

な検副を行なって︑今年十一月末

携謝画専門部会を設雌し︑只体的

庁の職員など専門家を臨めて︑罠

や学界などの学識経験着︑関係官

一日に詩劇しょうというもの〇

ション﹂のシンポシウムが行なわ

分閥題︑立地聞題を含めた原子力

燃料鎖題︑放射性廃棄物の処理処

一方︑ウラン嘱目問題について

常が認められた北抜道南都のほ

れ︑田中庭治郎乗露常癌︑古山博

鉱床の追跡および新鉱陳の発見の

画婁畏会報欝でもわかるように︑

においても︑

今後︑予想されるエネルギー鶴紬などにより︑将来のエネルギー照

松井明氏発令
総理痢は三月十一田付で︑さき

ト奉レ灘

鰭

一簸強

氏

に逝玄した原子力墾費・与謝野秀

隔

二 二一

部在勤︑四十二年から込国駐勧と

後三†七年から困連日策政階代表

各髄駐袖の特命全観大公使︑その

ン︑スウェ⁝デノ︑アイルランド

たが︑三十年からは仏︑セイロ

この封書田総理の日頃醤もつとめ

調査局長︑大距蜜鰐長等を歴任︑

就任︒構盤部渉外課長︑参壌窟︑

年十一月本雀調査坑の第三課長に

仏︑カナダ︑英国勤務を経て十七

学郡政目口卒業後︑外務名に入り

松芹氏は昭和穴年︸二月目・果大法

した︒

礒の後任に松井明野の叩鉦を発令

ための探鉱を行なう︒

が圃二子力二三のためにがんばり

今後莫大な墨の原子力発臓の開発

原子力委員に

謝助出光興崖祉長︑稲出歯ご麟慨

長期計画改訂へ葬

吉田立劇牲疑の発表のあと︑繊光

シ3ンである﹁原子力澱業疑瑚ビ か︑奈良および三盆氷山境の窺生

午後からは︑今大会の棊調セソ

氏が特別講演を行なったQ

らの重要に対応するよう新らたな

ン濃纈︑隈子力発電所の建設・運

ポジウムを猛醐としたほか︑ウラ

うとともに︑これまでの藤査で異

擁外参加者の発表︑三田鼠の国際

し・このめとS・R・サビアリー 厩知鉱床拡大のための探鉱を行な

シンポジウム﹁原子力発電所に関

用貸している点に意義があると述

紙経験の国際シンボシゥムなどを

ると同塒に︑わが麟泉解力界の関

する経験﹂など脳広い観点から発

係嶺や︑灘外の原子刀専門家から

表︑討諭沙行なわれたQ

このあと橋本溝之助二藍代蓑重

べた︒

意亮を聞き︑将来の日本の原子力

このうちナ五日午朗の開会総会

闘発の方向付けに役立てることを

は︑このほど原由会長に就任した

照︶を︑西田信一原子力婁員会裂

任理博が﹁原塵鰻管﹂︵四暦鰺

圓か開かれ︑今鉢で四回闘を迎凡

まった︒安川会良はまず故蕾藤之

蚤長が門所感﹂を述べた︒橋本

たいしと抱負を述べた後︑今大会

が必聾となり︑このため嫉燃料サ

﹁老骨をひっさげ︑むち猶ってわ 残は﹁鮨に原臓が発識した罠期

助会長の遺業をたたえると共に

蜜川第五一国会長のあいさつに始

漏的として︑昭和困十三年に第一

原子刀発竃隔代の夜明けといわ

た︒

れたわが麟の原子力鐙業騨は︑今

に解決すべき闘瞳点を内麟してい

の成功のみならず︑馬脚胸実罵化

後大嚇に飛躍するにあたり︑新た

る︒嶺蝕独子刀発霞の中心は軽目

を迎えようとしている今眠︑岱界

濃縮闘題等含め再検討

薫肇諏瞳となるはか︑計画促進に

最近の公蜜闘題などから原剛力騨

炉であり︑濃漁ウランの日保が最

のご協力をお願いしたいと瀦つ

イクルの確立が欝要である︒また
鯉癩纈編綴鷺騨覗藪嵯難輔導総論犀難

た︒引き続き土光敏爽岡大会準備

を早

あたり立地の確保︑國浅生活灘か

の状況にそぐわなくなって轡たと

と︑近卑︑大きな社会悶題として

給が︑四奪箭に多擁した数字を大

急に解決すべ謹である﹂と縞ん

脆葉物聞題

らみた屋現保全など皐急に解決す

婁日長が﹁鍛近の石油開題などか

して︑これを大軸に改御すること臨に上回りそうになってきたこと

讃
だ︒また西田氏は﹁命後の原子力

を決めた︒

二玉

う購い

鞍覆︑

ダ牽

高速増殖炉プラント

世界の三菱

∴獣〜聾唖熱︐．・．凱

聾莞

PWR型船舶用原子炉設備

︐

PWR型原子力発電プラント

ノ ＼

一

開発を促進する上で︑政燈として

雪一二多〜ノ≠づ

一i澱藤俊之助︵再任︶︒

建設中の関西電力美廉発電所1・錫機

ら副子力満目への期譜が嵩まって

蓼

なっていたが︑今無一月岡職を依

惣巽団︶︑杉霞洋二︑大久保基︑一

憂1繊鍵

《

でいます

総力を注

三菱原子力工業株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社
三菱金属鉱業株式会社
三菱化工機株式会社

嘱目

べき聞題点は多い︒

このにめ︑前途礎ニセノシ認ン

〜

末盤︵三井物塵︶︑罵本藍平︵三

願辞職︒東京都出身︑六十⁝一駕戯︒

マイアミ大のス

ミス博士が来臼

醸テ力総員会の昭漏四十五無展

海外嬉聰原総力関係菅として招か

れた︑黒憾マイアミ大学付属マン

スミス鰐士が︑三月十八日来田︒

ウント・サイナイ病院のE・湿・

驚内釜男︵以上外務省︶︒

銀行︶︑岡田英彦︑菅紹瞥裕︵以⁝ 理化学研究所理事に任命する；
上鉱業協会︶︑佐藤洋一朗︵欝欝
仲谷泰宙︑藤井久男︑同︵繊月十
雀︶︑嵩藻魚︵盒属鉱物撲鉱促進・
a翻︶ 原子力盗員に任命する

︵団長秘鰹︶︑玉垣正照︵輸出入一 ◇総理府辞令︵三月二日付︶

弓長︶︑黒川沈︵B経斬聞︶︑欝
騎誠也︵三菱銀行︶︑荻谷俊次

券︶︑鈴木毒照︵一塁ウラン資源

丹治︵伊勢弼︶︑大磯文平︵海
外原料灰開発︶︑巾山︸耶︵田
本軽金属︶︑遠頃劇道︵縫興証

田部文一郎︵一二浸蘭慣︶︑小勢

丼︶︑芦隔誠樽︵伊織忠蘭箏︶︑

推名儀四郎へ住友蘭慣︶︑検與広
︵丸紅飯田︶︑橋塞仲介︵日蘭冶

鍍︶︑江戸英維︵猛升不動産︶︑

正宗獲翠央︑沢井克h介︵以上興

属工業︶︑外鋤健吉︵神戸製鋼︶︑

︵三菱磁工︶︑田岡方蒼︵住友金

牧田与一郎

人壷属鉱難︶▽団風

きな期待がよせられている︒

ことも含め︑調査団の繊果には大

臥設定もなされており︑こ等した

るが︑すでに動燃蚕業圃による鉱

れ︑その輸出説制も懸隔されてい

についても最近大鉱床が発見さ

をもっている︒とくにウラン資源

源の豊縦な埋蔵と調度の開発能力

なっているが︑嚢州は︑これら資

の長期的︑安定的磁保は緊愛謬と

資源の乏しいわが際にとってそ

クトを現地観察する予建︒

ゲンビルでは銅鉱石の各プロジェ

ント・腹ーマンでは鉄鉱石︑ブ；

多二

現在の原子力開発利用畏期雑劇⁝クローズアノブされている化石燃

首桐および州政騰ね糊や鉱山大臣

する予足であるが︑このほかマウ

一二
多
雪

轟面︑ウラン資源︑濃細ウランの

ノ多多

等を遜譲訪塾し︑貸源をめぐる田

田獲渉▽軍団幾

牲杉

嚢州経済調査団員の氏名と所属
▽団罷

は次の通り︒

綴

･磁

づ 一置多一 彦多一

は︑昭和照十二下腹帰に策竃きれ一層による公邸闘題︑また︑石謙遜
妻蚕多づ ーム︺二

れらの成果を今後のわが國におけ

日乾友好関係の増羅につとめるほ

簾協力について会談するほか︑麟

熱

あなたの三菱

い

46

確保など核燃料対雛と︑環境闘題

⁝垂 一

資源開発等で会談へ
とくに資源をめぐる日殿

外勝雀はこのほど︑四獣閥の経
済即題

協力について会談︑慧魁を交換す
るため︑田実渉∴⁝拠銀行会長を腰

銭とする﹁蒙州経済濁査瓢﹂を派

同覇査団は一行童十名︒三月二

遣することを決めた︒

か︑膿州の資源開発および資源輸

土開発省や関係業翼簿と憲見交換

現地滞在中︑連邦政府溢網や酬

る資源政策立野に役立てること︒

喪源敗策に簿する齪識を深め︑こ

出に関する実情を把握して岡麟の

調査に当たるが︑その主な闘的は

十田羽田発︑約二十日間にわたる

く外務憲〉

へ

完全国産

り

、

豪帰に経済調査団
4回原産隼次大会で挨拶する鋲淵会熾

ン トの

原子カブ

魎ノ隊
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馬飛略︷球戯みN覧ほ縮一．・︑︑受診怒㌦縛嬢誌憐．．一

れには西独のKWU︵ジーメンス︑一

AEG共通子会粒クラフトベル

︻パリ松本駐
在耳聞︼ノルウ

原子力法簾は原子力監癬庁の設

想定している︒

ノルウ諜1のエネルギー消蟄愚

れているからだ︒

る認可と蜜全検査瑠務を取扱う︒

ある︒一九六八薙のエネルギー消

千KWHは米国の二倍で世界一で

た楊舎には一九

一九七〇年六月政冊のエネルギー

ェー窒隠蟹徴とが作成したもの︒

局とノルウェー最大の企業ノルウ

ゾだったが︑そのうち石油は露六

費緻︵石油換舞︶は千五首二十万

一人当りの殿艶消羅嚴無闘一万五

国会に畢力法

原子力発鷹所建設訓嚥は政府機関

の中で水力発難は五六％を占め︑

案を提出する︒

である原子力協会およひ水力発躍

ェー政府は近く 立を定めている︒同庁は政府によ

これが議決され

七八年に書初の

︒五％︑石炭およびコークスは七

原子力勢蹴所運

・五％止濠りだつた︒ノルウェー

はこのように低廉な水力発醗賛源

協議会は巻葉に石墨︑原子力およ
び水力間の価格について螢由競争

転開始を翻標と
する原子力産業

をもっており︑工業生塵も盛ん

生藤で第三位︑鉄合金の主要生塵

で︑西欧謡国の中でアルミニウム

を勧告した︒

九八目口

副鶏が実施され

一方︑水力発職局は

豪ではまだ開発の余地が十分にあ

最初の原子力発

で第二位を占めている︒だが政將

圃の一つで蒙たマグネシウム輸毘

ることになる︒

着齎は五や万K る水力罷躍優先を主張している︒

は一九八O年代のエネルギー蟹糖

一九七〇年初頭 さらに蚤油焚き火力発聡所は一九

に副帯が発表さ21たが︑その後建 七三琿京では建設すべきでないと

仏メーカーが西

を想定して原子力産業開発に粟り

では必要がないと含めているQこ 出すことを決めたのである︒

し︑原子力発羅所は一九八二年談

ーソ・ロワール社を設立し︑ウエ

独の原発で受注

定︶用の水・蒸気チ鳳！ブの研究

ノルドン社は火力発醗所虜葛圧︑

高熟パイプ桑門メーカーで︑仏の

しで一

硫酸脱銅焼鉄鉱

ケ・ユニオン︶のような原子力企
業をもち︑また欧州濃縮ウラン工
揚を建設するというような条件を

そこで輸出で國際競争力をもつ

で︑新しい環状核燃料エレメント 満たさなければならない︒
が使用される︒しかしこの二型で
ためには砿としては①現在原型蝉
フェニソクス ︵二十五万KW︶

仏政府は一九穴九無や一月︑これ

原子力発鱈所建設のシステムで海

炉の關発を進め︑菖万KW増殖炉

建設まで進んでいる高遡中性子

は建設費も運転費も割高なので︑

る方針を決めたのである︒

を放棄して米昼型軽水炉に転換す

軽水炉はすでに仏とベルギーの

するという方向しかない︒システ

高渥炉のような新炉型を研究開発
WR二十六万六千KW︶が建設さ

協力で︑ショー原子力発電所︵P 外に栗り出す︑②璽水炉あるいは

れ︑チアンジュ原子力発蹴所︵P

はこういつた筋提でとりあえず各

・エンジニアリング会社の設立 W規模のもので︑
WH八ナ万KW︶を建設中だGムま
た︸九七Q年十月にはフェソセン

設費二〇一三〇％値上りを考慮し

弩︵PWR︑八十五万誌
K中性子炉原子力発三所建設串研

力産業進鐡を葱図したのは数目醜

スチングハウス社のPWR技術を

︹パリ松本駐在餓発︼仏ノルド

ン敏はこのほど︑西独﹇穿ン川の

にさかのぼるが︑仏政府が軽水炉

とを決めた︒それはシャロン︒シ

近して原子炉容器製造を進めるこ

持つシュネードル・グループと接

建設地としては

を拡充して一九七二年から二菖万

の経験をもつSFACとの提携でュール︒ソーヌ︑クルーゾ両工擾 ビブリス原子力発醒所︵PWR頁
二十万KWl一九七四駕完成予

の計圃は仏で原子力炉否羅の生産

体化に乗り拙している︒その二三

転換を決めたことを契機として員

十万KW規漠までを れはノルウェーが水力資源に憲談

ハイム

あるQなお繕殖炉以外では箪水炉

発蹴所は璽

て修正が撫えられた︒後続原子力

いるのである︒原子炉の綱々の材

える方法の

つとして握驚きれて

に畿近仏政府は第三次計圃申︵一

W︶の建設が決映った︒そしてきら 究開発して輸出もできる体制を調

九七一一七覧年︶に軽水獅原子

力発電所合計八筥万KW建設に藩 料を輸出するのでは仏原子力産業．

しかし軽水騨では国麓技術では

はやや後退して現在は高温炉の方

アトラス

一九七か年初頭交渉を始めた︒し

かし

やボイラーを製造する計石だ︒

そこでバブコソク・フィ：ブ社
でも華華でサンナゼールに大型ボ

造︑現地での取付けを受注した︒

KW原子炉︵PWR︶までの否器
開発︑ ナンシー工場における製
SFACはクルーゾ工場内を主張
しバブコノク・フーーブ社はサン
ナゼールを主張して対立した︒バ
ブコノク・フィーブ社は沿海工揚

たギリシャ︑西独︑ポルトガル︑

大型発騒所にチューブを供給︑謹

イラー製造工揚を建設することに ポルシ・ビル︵六劣Kw︶な豊
の利益を説いたが︑SFACは膨
ップとしてゼネラル・エレクトリ

踏み切ったもので︑そのバンクア

るQ交流発雌機はすでに二年半運

銀

高速蟷建羅
設こ
羨曇舞蓬整霧
きがe︾ボ独︷論︑弧覧︑

鷲︐明した︒

原則を両立きせることが難しいと

設を促進する方針なので︑二つの

は米麟型軽水炉の原子力三訂駈建

ない︑②低廉な蹴力を得るために

鉛ガス炉は放麗されなければなら

ぺ︑きらに現状では︑④国産の黒

撃鶴システム会社設立を示唆
︻パリ松本駐在多発︼仏 原 子 力 庁 ︵ C E A ︶ の ア ン ド レ ・ ジ ロ
ー長窟は︑三月︸陰の科学認暫会招待纒食会の腐上︑原子力罷電

計翻に関連して︑高速中盤 子 炉 な ど C E A が 研 究 開 発 し た 炉 型 の

販臨機開となる︒

原子力発醒所建設のシステム・エンジ晶アリング会社設立の構想
卒明らかにした︒

この会社は原子炉システムの特
国産黒鉛ガス炉はまだサンロー

W︶︑ピ凱ジェ一弩︵五十五万五

畏宮によると︑仏の原子力一二

できるだけ低廉な電力を生産する

漫画は︑①仏聡力公開︵EDF︶が ラン・デソ⊥薯︵五十三万K

群︑ノーハウを保有してこれを民

礁鱈所建設の欝血作成︑技術供与

閻酷業に販売し︑あるいは原子力

千KW︶︑スペイ・︐ノのパンデロス

は下請け企業の地位における危険

技術をもつこと︑②仏原子力塵業
工する方針串明らかにしたのであ

を引受け︑また輸幽することを圏

ないし核燃料の灘縮ウランも対栄

が貸主と翻められ︑仏は薦独との

できる確備を進めようというので

依存になるから原子力発電所の輸

協力に乗り出そうとしている︒

大型ボイラー製造工場建設へ

薫習︑原子力に進出

もってゆくには赫闘を要する︒そ一

出で團際競争力をもつところ豪で

定である︒

︵五十万KW︶の三帰が建設中

がある︒そこで原子力発醒所を

の二つを塁本原則としていると述

本年中の臨
界をめざす
インド・ラジャスタン原発
インドの銀子力発鷹開鞘は︑﹁

九八○年までに一曹七十万KWの
開発規模を閉標としている︒炉型
としては︑国内の天然ウラン賛源
を利用できる横隔減速冷却型が採

用されるQこのタイプの蝦初の原

大な璽羅物の陵上輸送け沿海工揚

ンク祉のBWR技術をもつCス
GペE
イン︑韓国︑インド︑ポーラ

一けに輸出している︒

デンサーの冷却は大気によって行

ンー3︑モロソコ︑アルジェリア向

⁝に集中して熱転換器に熱ぷ伝導

ずらなかったのである︒そしてS ・アルストム・グループとの提携

で行なわれ︑熱紙工部との連結は

究所で二〇％に引上げること︑と

ンゼン︒これら流体は二期姓分解

クロベンゼンまたはモノクロロペ

出力から次の用途が検討されてい

転ずみ︒その独立性︑僧頓性︑高
リレーの罐源として使用の茅建︒

ルポメカ︑CSF・トムソンが協

これは原子力庁︵CEA︶︑チュ

力して製造したもので︑仏で閉鎖え︑しかも生物学的保誰を保証で

年半の逓転が約束されてい

も黙分解峯受けないし︑比較的低

体は有機物ジロテルムDOとジク この原型発躍機は外部の干渉な

七％たが︑グルノーブル原子力研

⑭勲紙換羅籍転換システムは剛

なわれる︒この熱転換羅の勤率は

容器は上下槽が銅プロソクで縦のでつながれる︒灘故の場合はジコ

する︒

予ル
定している︒
FACはCAFLと合併してをク

ナゼールは労働彌勢が不安たとゆ

︻パリ松本駐在感発︼仏バプコソ の施設は環ざ二衡四十九耀︑蟷四

鴎千四酉五十園︒熱均質世保持の

を生薩できるもので︵一九七三年

の憩益を帳消しにし︑しかもサン

によって建設中であるQ出力は四

︻パリ松本駐在畷発︼仏オワーズ

GI

くに交流発鎌継の改艮を研究中Q

璽セランのCSF試験揚では轟轟ためヘリウム気体中におく︒密封豊百二十度で働解するジコイント

十万 K W ︵ 二 十 万 K W 二 墓 ︶ で ︑
︸暦機ほ写翼左は全蝦︑上は内部
nは一九七一年内臨界をめざし︑
いま急ピンチで機器の据え付けが

?鍵撫踊総懸四舞韓が原L

所で︑カナダAEC﹂の技術援助ク︒フィーブ社はサンナゼールに 十二鋳で千五齎ゾまでのボイラ⁝

子力発電所は︑ラジャスタン発寓

システム化して研究開発し︑販売

一事0ムy甲iをる生︒薩こすれるらとはいいうず原れ則もに低基簾づなく田決力

が惣嫁市編で競争力を備えること

︐麟

究開発事務所ではなく︑システム

職

鑓璽選

@

罪擁灘

行なわれている︒

外力四哲曝RI原型発羅機

されない蒸気圃転機微︶︒使用流

鎖圓路ランキン・サイクル︵過熱
されて冷却されるようになってい

翻分は乏しい金属ウランー金贋イ
ウントがとんで容器が大気にさら
ランの使隔は容器の際さを流体に

る︒

︵幽力学転換コバ
ルト・アイソトープ発羅機︶が組

敬発に撃るまでの叢大限の熱卒俵

CODYN猛

立中である︒これはセラン翻ルバ

温で沸騰し︑ガスタービン軸受け

③灯台豪たは標識灯蹴源Q

①海膨住居暖房用餓源︒

RI発電機を開発

をもつ︒チュルポメカが製造した

ロワ︵パリ近郊CSF工揚︶間カ

仏がカラiTV送信用に

熱転換器は各交流発電機一暴を含

④へき地ヘルツ波リレー用鷹

⑬無線厭海難識幻聡源︒

ラー︒テレビ二皮試験用ヘルツ波

②熟眠換器への七子蹉コバルト

む密封した二段から成り︑熱源容

用電源σ

⑤海底抽跡口繰縦コントロール

濁︒

る︒

回路熱力学転換HI発聡機とし︸．きる隈界内で薄くするため︒外部 が発散する熟の九五％は銅プロノ

舘のフタが一段目ボイラーの底に

峯それ霞体が潤溝するという特性

ク︑五％が縦の金属ウランに伝導

蝋薇えて薩解する︒一一二目コン

懸った輝気は二政圏のボイラーに

電気銅電気亜鉛

3

̀ 、グ

で

爵
｝

発電計画推進からも

㌦

的とするもので︑それは単なる研

気

瑳

きれる︒この熱は容器中の流体ジ

ェニルオキシド︶中幕発きれる︒

ロテルムDO︵ジフェニル・ジフなっている︒一場圏のタービン亭
購発し陀萄機体は容器のストゾパ

笏
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は最高需録だ︒特電次の通り︒

低伝導姓はくおよび反射はくで被
麗して断熱性にしたステンレス鋼
容器に沈める︒容器の組立は現覇

邸

78年に最初の原発を

は胃軸のものである︒出力四否哩附議における放射能は一時間二酉

①執源翻ステンレス鋼で被覆し

⁝初期放蟹能三十一万賦︑熱出力
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法改正を可決附顯購
賠償法 国家補償の制度化要望

が︑結局︑労災保険でカバーし︑

これで補えぬ点は各祉の労鋤協約

を払大して描醒することとなつ
匿︒その後労災法を改正して労災
保険の適用範團も鉱げられたが︑

@
技術振興課畏になった

謙

ゆずる

⁝

ワ一

（43）
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1532

った︒普通では見ることの出来

ない燃料交換を見ることができ

でも役立ったし︑今展の譲でも

るなど︑査察で欝た経験は動燃

⁝

一

⁝

（931）

6168

科学技術庁原子力局の

だ

元 田

もと

動燃纂業國では︑高趙炉の日

つたことを皐口で強調する︒

どにタソチしたことが︑思い出

氏は昭和二†三隼富立広謁工

として詔億しているという︒

無難後︑簡工雀入り︵機械局︶

へ紙仕︒周年九月から二年闇オ
タワ大学へ留学・三†五館原子

三†一年科技庁原子力局三鷹綴

三†年工技睨漂蕩力芝へ出向︑

つた︒長い閣で見て今後は原子

プロジェクトとしての開発にな

嫌

力︻般の技術も振興していきた

曜

Xy
幾

ｲ麟罐鍵蔦⁝

い﹂と姻負を語る中にも︑岡課命︶︑四†二年原子力局国際協⁝

象鷹は玲子夫人と一男一女︒

スだという︒

ポーツはウィーンで始めたテニ

趣味は部麗のインテリア︑ス

M編無難讐理郡付を経冥現⁝

﹁圏除公務貫の競争は激しく︑

察宮になったことでも有名だ︒

程で︑原子嫡の多圏的耕罵︑蔦速

（991）

4351

︐一
0

読・妻ず

ど非常に範囲の広い仕鄭をして

﹁今までは動力炉開発という 扇照射︑核触合︑ウラン濃縮な役立つだろうしと大変勉強にな

ことで︑年間輿論醤億円の予算

⁝を扱かってきたが︑こんどのポ いる︒脚光を浴びている動力炉

年工叢技術隔に原子力課が設蔽

ｾが︑元田ざんは︑昭和三†

ったが︑い豪ではナショナル︒

Xトでは約三三円︒置渡の予算 騰発も︑かつては委託費研究だ 米協力置足や欝仏醐醜炉協鷺な

韻は減るが︑将来に芽が出るよ

たい﹂と語る元田さんは︑二月
†六日付で動燃堺業団から原子

⁝

ｳれるや︑すぐ同課へ出向︒以

だとい

⁝

の一人であるQ﹁当時応オ の擾配鍛から将来のビノグプロ 力課長補仮︑同年動燃無業唖に ⁝

古

⁝耳鎖年間・紅玉︷筋に歩い

株

てきたベテラン︒この道の

モチャでも鼠子炉をつくるへき
たというので︑二年がかりで東

盲巣

︵IAEA︶で︑臼本人初の査

芝の？田K︑日立のH田Rの助 元田さんは国除原子力機関

技術振興躁が

成をした砿と草創期をクッタク
なく幽す︒
明

えないようにする機羅だが︑これ

壁心炉や芋憲︑海洋闘発の爽傭な

一

⁝4うだけあって﹁技術振興謙は食 厳しいが︑仕灘はやりがいがあ 広燭県出身︑四十三歳︵A●銭︶ ⁝

を睡夢とする愚斎は日本で年閥約

1ーーり●︵一

どを観察する︒

従来のペースメーカーは御宇十

二千人位いると推定されている︒

㈲573−4235㈹

したのは何故か︑現筏の仕様で

のは勿論であるが︑聾唖︑公議の

社長︶は近く︑わが国拐のアイソ

ているが︑聡拠としての瀞命が長

源に利用した腕暁謝の開発を進め

東京都港区東新橋1−2−13（川岸ビル）

﹁むつ﹂はその使命楽果たせるの
かなどの質疑が行なわれたが︑結
局︑十一臼︑付楊決議をつけて採

日本康子力船開発瞬業団の一部

択︑可決した︒

議は次の通り︒

改正に関する一碧に対する付帯決

書本房子力舶開発購業団法の施
行にあたり︑致府は︑次の購項に

一︑原子力船の開発︑建造︑利

引なもの電漣拾・て蔑し

用はあく豪で︑原子力基本法にし

関し留慰すべきである︒

にくい闘霊夢があり︑労鋤協約も

たがい︑平和国的に隈られている

不妊のような鍛果関係の声点化し
衆議院の科学技術振興対銀特別婁員会︵藻部一郎委員長︶は三月ヤ︑ヤ一の両臼開会︑佐々木周一

藁薦えた︒今圓の法改正には聞に

窪ちまちでは困るので︑引言保険

合わなかったが︑麗在灘界でその
大型化している今日︑麟二等に対

一一︑従来本法施行にあたり︑契

する十分の配慮をすること︒

であるしなどと述べ︑従業員災轡

約︑船顧︑利胴驕二等の変更があ

関心技術を叢嵩度に活用し︑所期

隙のないよう︑遊船技術ならびに

ったが︑今後陽度このような不手

一方﹁原舶離藍建法の一部改

の鼠的膳実現することQ

贈には水力あり︑火力ありで︑原

メーカーの試作にとりかかる︒岡

トープ蹴磁を使用した心臓ペース

株式会社第二精工會︵服部正次

第二璽舎Rlペースメーカー

近く一試作に着手へ

が遅れた康凶は何か︑壁心一変書

正しについては︑﹁むつ﹂の発成

ない醤の見解を明らかにしたQ

補償卒現状のま濠放躍することは

く何らかの制度化茄措躍する方針

ための離職が進められており︑近

癩蠕搬二二鼓に就任した

雛艮の四日小一参考人に迎え︑﹁原子力狽密の眠儂に関する法律および原子力損憲贈償補償契約に関3．

原船事業団理箏長︑石田芳穂隔月常務取締役︑田中鶴濾郎康鍛括務取締役︑今井舞曲動燃難業無口理

る法律の一部敢正﹂および﹁賑本原子力船開元欝業団法の一部改正﹂の両法律案について審議を行な

度額を明確にしておく必要があ

はり團内法も諾外国並みに澱任限

つ紀が︑うち後者については︑十一臓︑木野隅霞網ら三脚握案による付轄決着をつけて可決︑本会議

ているしなどと述へ︑その改正の

へ上程され欠後︑参転院へ送付されることとなった︒
爾日の秘狡特では三木醤夫︑石

る﹂などと述べた︒

従業員災難補償については︑三

異現を要望した︒石田︑田甲の両

響で特別の異議はない旨述べだ
木︑吉照︑堂森多義らが﹁膠無力

氏も︑こんどの法改正にはその内

密補償︑現行法制足嶺躊に採 択
がとくに石田氏は﹁四囲賠償︑狽
災轡は大きく︑特例としての補償

江己認央氏ら密墾員が︑従業臓災

された付帯決勝の実行︵とくに環
腰にいう罵家援助ではたト軌りな

川次夫︑篁森芳夫︑吉田Z久︑近

境モ一一タリング︑原子力災蟹の騨

か﹂などと賢疑し︑意亮亭求めた

三度拳設けてもよいのではない

く︑麟尿補償制度を採用ずべきだ

やってないが︑災密補債について

が︑石田氏は﹁導電は原子力しか

は労組との協約があり︑うまくい

としてこのことを強調してきた

r思う︒尊門部会でも駿員の一人

樋暴準の設定等︶︑核燃料資源確
保等の賭問題をとりあげ︑参考人

ではなく︑むしろ施設周辺の住蔑

︼科茂夷隅官︑有沢広巳原子力婁 が︑これは︑施設管側の立揚から

から意毘を醗くとともに︑西田儘

が安心するκめの噸安心料㎞とし

子力たけにこの制度騰設けるのは

っている﹂と述へ︑田中氏は﹁東

貫畏代理︑梅沢邦臣原子刀周畏ら

ての制度化の要求であった◎ちょ

人零露動等の点から不適当と蕩

翼験を行なう予楚︒
ワ

し︑この要望は騨将来黄認する﹄

うど理麗問題もクローズアノブ

同社はこれまで︑RI隔離を躍

席上︑三木氏が改正法黙につい

た︒

と質疑応答し︑その姿勢巻ただし

ての内感を求めたのに薄し︑とく

（23）
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聞

第四園原産卑次大会の第一日置開会総会で︑原盤代褒常任理膿橋本溝之助氏が﹁原

誤報膏﹂を行なった︒石油問題など︑エネルギー悔勢が大きく変動しているなかで︑

原子力の持つポテンシャルが高く罫価され︑原子力に霧せる期待はいよいよ大きくな

っている︒しかしその期待に応えるためには︑なお解決を要する幾多の聞題も顕在

するのである︒橋本氏は﹁原慶報告﹂の申舳で︑内外の原予力開髭の褒状を逃べなが

画を実現していくため

ら︑これらの問8点を摘畠︑国および産藁界一躍による解決への努力を要撮した︒報

告の概要は次の適りである︒11寡翼は報告する橋本代表常優理醐

轟㌶調罷莇酷顯
㈲原子力発電の◎
には︑なお解決すべき

各分野の税
状と問題点
▽大型隅要に応える供給産簗
︸方・わが園の原子力輿給麗髄
も︑解決愚要するさまざ萩な課題
をもっている︒

昭願四†四目麗における鉱工業
の原子力関係売上嵩は︑荊琿麗の
一・四借にあたる約三酉九十億円
に達し︑その支餓三菅七†磯鶏を
わずかに上談わっている︒これは
絹次ぐ原子力発鷹所建設計臓の理

つ陀というわけではない︒過去十

体化によるものであり︑黒字にな

数葎閲に二千億円にのぼる支出を

は︑その一部を海外に求め︑自ら

ラン資源のないわが囲にとって

ある﹂との塵業界の欝欝をとり豪

る能力を身につけることが必要で

来︑塑縮ウランの一驚達宙給しう

を行なっている︒したがって︑こ

るため︑酉懸円を越える殴彌投機

盤ねてきた猿子力棋給薩業は︑取

の賛源として確撮することが極め
とめ︑圏の訓圃布製俸的なナショ

るσ園内にみるへきウ

ン資源確保の悶題であ

れている︒豪ず︑ウラ

護業のも憲い李ンシ・ル生ぞの墨悶禦残さ

●推進と核燃料
原子力産業国璽は︑B黍の原子
力平和利嗣と渉みを共にしながら

て鷺要である︒すでに動燃禦業団

昭勲四十三葎度︑大型欄饗に慮え

照要は︑約二億五千万謎鰐であ

次にR工・放躬線の窟用に屠を

▽H一利用をさらに穫極的に

約潮騒の作業を進めている︒

要であった︒すなわち︑臨撲熱エ

り︑その三分の二は発露以外の弼

ネルギーや各種の動力源として

利用時代を迎えて︑そこに発生す

転じてみたい︒原子力発電の大盤

につながっており︑エネルギーの

炉を中心とするコンビナート構想

る︒こうした多画世利踊は︑原子

昧で︑従来ともすれば原子力発電

きな使命であるといえる︒その慧

われ原子力雌購入に鯉せられた大

処理問題の解決のためにも︑われ

かは︑今後のエネルギー供給の死

立地問題を円瀧に解決しうるか否

こうした蔽瞭からわれわれは新

活を制する璽要な聞題である︒

たなフィロソフィーに基づいて環

構︶をめぐる世界の石油鼠食は︑

い蒙︑OP猛C︵石礁輸出圃機

映の欝置がとられる必嚢がある︒

きずくため︑遷切な施策と問題解

どとの間に︑正しい理解と儲頼を

離榮と一般大衆ならびに他塵業な

聴にこの闘題の解決には︑磯子骨

る況1の徹域的な刊屠と処理と技 境聞題に取り組む必要があり︑岡
術を醗発することは今後の廃葉物

使われるものであり︑原子力はこ
うしたエネルギーへも躍きかえら

窟鋤利用︑輸送︑立地︑環境など

の維進がなおざりになっていたこ

鎌継の腰にあって︑国全体として

れる可養性をもっているのであ

蕗閾題の解決あるいは綾頽にとっ

っている︒現在︑世界最大の石抽

各圃関係者の閃心と配慮の的とな

輸入圃であるわが国にとって︑今

ある︒

の部門を稜極的に雄進ずる必要が

て極めて有感であるといえる︒そ
してこのコンビナートの申核とな

▽環燈問題に薪しい理愈を

る原子炉一爾温ガス炉の開発が︑

斯醗業構浩の上からも箪要︑かつ

全般に及ぶほど影欝か大きい︒

回の値上げ要求は︑広く圃民生活

くに海外諮顧でち少なからぬ議論

原子力をめぐる禦難問題は︑と
のである︒

緊急の問題として提燈されている

のための努力を払うだけでなく︑

この問題は石油薩業自身が解決

声誉約帯地からの収拾策がとられ

が起こっている︒

本来︑原子力平和鰐用不発は︑

▽西独との原子マ船の共岡研究
一方原子力船に関する動きも活

できる方策を︑欝本的にわが圏の

に立って︑このような購響に対処

るへきであり︑同聴に長期的観点
薦業ほど安金性を量要して牽た薩

であり︑この慈味から︑原子力

業は他に例をみない︒しかし礎境

安全牲追求のための語勢そのもの

行なっている︒また昨葎の第三園

蓬蓬票の冊潜で最終的な仕上げを

奪次大会における海運界代嚢の提

問題は極めて鋭敏に祉金の関心を

発で︑その第⁝船﹁むつ﹂は現在

輿は内外に大きな反響を呼び起

た︒この婁舞会では東川大の向

力閾題特別婁員会﹂をつくっ

したが︑その結果︑六月に原子

研究体制はどうするかなど検討

のようにして概究粥に出すか︑

いろいろと反語もしているが︑

われわれ爽人の考え方について

ド

ノ

／

／

〆

娘OOO
︒︒露

噂

躍三都千代田区有楽町1丁目11番地

支のアンバランスに悩みながらも

による海外探査をはじめ︑昨年開

の薩榮が将来の濡要を満たすため

し︑これを契機に置型力船に関す

その慧味からも︑原子力のもつポ

くことが環要であろうと考える︒

う強く要望し陀のである・

︑

には︑今後なお大型の投蟹の必要

の敷地の確保や廃懸物の処理︑処

学徳会議内にも臨騰の婁資会

葎余にわ

私は会長に選ばれ︑藤岡氏が原

こうした慧見があったからこそ

＼

今嫌三月で満十五年を迎えた︒す

助
ナル・プロジェクトとして進める

に遁られることになり︑これに対

る西独との共同研究への動きが導

係誰卑の協力によって設立された
しかし︑こうした核燃料上の負

する国の施策が饗舗される︒

を設けて会貴間の葱思疎通を図

井氏を聾心にその後

力平和制硝畷常磁費会が発足し

子力閾題初鋼婁貴会の姿貫畏を

今日の原子力開発の途が拓けて

＼

なわち原産が︑わが国経済罫の総
愈に菰ついて︑かつ政府︑国会の
強い支援と学界の協力によって︑

一年三月のことであった︒

短を軽識するためにも︑燃秘利馬
軍の癌い霧隠動力炉の麗発をさら

工不ルギー産業の体質に加えてお

フリカにおけるウラン探鉱が進め

海外ウラン資源開発会社によるア

喚鐘しつつあり︑このことは今後

られているが︑今後の核燃騨所要

できるのである︒

でもひっぱたけしと︑時の大臣

テンシャルは轟く評価することが

中韓根葉が重ったとかいう噂も

分問題とも密接な関遼串看するも

もいけない﹂と反論し陀Qその

あった何はともあれ︑垂込でな

のである︒ことに原子力発鷹駈の

後も学術会議内部で検討︑意臨

体化し︑騒下軽羅の間で筒速コン

は広範なので学術会議だけの検

をたたかわせたが︑要は﹁十分

的な態度を示されたのは︑いさ

く︑むしろ政治家の方から積極

テナー船を対勲に︑技術的︑経済

討では識語だ②政府が蛋料を集

な畿を尽すことだしということ

昨無度のわが国の総エネルギー

め︑これをもとに十分な検討を

になり︑各耶からそれぞれ二名

▽繁暇な多謝的利用の構想

摺楽団でその闘発を進めている︒

次回総会に出す︑との内容のこ

行なうぺまだ③これらの結畢蟹

に促進する必要があり︑現在鋤燃

こうした中で原子力の研究を
進めるにはどうすればよいか︑

少ない露華でもあり︑その運営

般業界には轟疇としては関係の

ることになったが︑この私だち

たる審議卒続け︑﹁政府が大滉

鑑

た︒石川氏を婁員畏に︑学界か
︑惣

ている︒ところが︑優勝利食捌

水法第二条としてとりあげられ

績周このことが現在の原子力墓

れるべし﹂との慧見か出され︑

自主︑民主︑公開の三原則を入

籍したが︑﹁洞癌に当たっては

らも代表が加わって員休搬を倹

鮒

蹉月からこの原子力予算をど

颪で大きな知葱が必要だった︒

の握獲には愚生懲毘もあった︒

さか残念でもあった︒

の代叢を出してもらって﹁原子

伏冤氏らを中心に検属してすす

それは︑反動的とみられた私か

氏

められた︒結局︑学術会講第四

多額の陰金を必饗とするし︑一

とを図った︒

騒を考嘉すれば︑こうした活動
は︑さらに声誉的に行なう必要が

難

戦朗は原子力の研究は自由だ

つたが︑戦後︑蓮念軍の占領が

糊な原子力研窮建設をもつのは

診曳

らの提漿ではダメであり︑﹁戦

ち

争に協力しない﹂という暴ホ精

時期早尚﹂との報告撚を出した

戸

疵や藤澗氏ら周部会遇が協講を

部で担当することになり︑朝氷

神に反する︑というものであっ

慧見もあったが︑これらに対し

やることになったが︑この無に

きたものとも思っている︒

除を密眼とした﹁公開﹂につい

始めた︒ところが︑このことが

対されたこともある︒いろいろ

て伏冤氏は︑門瞭子力は両刃の側

初めて二億蕊千五衝万円の原子

1（大代表》

ユ

3

離々の斑をあげたのは︑昭勲三十

この無︑いわゆるスエズ動乱が

團際繁張を呼んだばかりでなく︑

勃発したが︑この田来廓は大きな

石油を中心とする世界のエネルギ
あり︑また供給源の多様化という

▽海外ウラン寳擦の確保策

も僚上げされたことは︑発射コス

始まってからは航空および核分
饗関係の二つの研究が簗血され
ることになった︒もっとも︑平
和条約が鞘効してからはこれら
の研究繁血も解除されたが：︒

あったが︑懲冤は豪と豪らず︑

だ﹂と述べ︑﹁私は一生懸命に

力予郷がついた︒﹁学者がこん

ては︑塁礎研究を含めて︑現

結局︑伏兇民と私の二人で鵬

この研究をするし︑これが戦争

なことでは隔る︒札束で彊べた

在︑間題となっている︒嶺時の

十竃圓総会に﹁今後の原子力研

に謡われる恐れのある場禽は踊

心経︑第四期会員選挙があり

究はどうするか﹂誉捉算する

阪対する︒何もしないことは鼠

が︑私としては残愈であった︒

ことになり︑①原子力の分野

スペシカル牝粧品

ー欄勢に極めて大きな衝励を与え

在来エネルギーが内蔵する︑澱

トに敏鑛にはねがえってくるもの

8菖ミ、

ところで︑翠玉の臼塞におけ
一部に漏れ︑﹁原爆をつくる研 た︒﹁政膨に家かせると事象の
る科学技術研究の鱈Lは臼本学 究を始めた﹂ということで猛反 道具にする恐れがある﹂という
術会識が中心となっていた︒亀
山氏を初代会長として︑ニや三
庫一月からスタートしたが︑鍛
初の躍明は﹁科学蕾は戦争のた
めの協力はしない﹂ということ
であった︒

資生堂

観斑からも︑より広い範囲で行な

どで計圃以上に達成されており︑

課︑輸送︑構麟︑公審などの諸問

だけに︑米国内のみならず︑各国

％争

た︒以来十五無を経た今田︑わが
われなければならない︒そしてそ

さらに次々と新しい大規模な開錯

題がます蒙す潔刻化しつつある今

に大きな影響嶺及ぼしつつある︒

ド

ザ

圃は闘銘ましい経済社会の発展を
の推選には薩業界の努力もさるこ

められてから十九無になるが︑

わが圃で原子力研究開発が始

渠附措綴が必嚢である︒

とながら︑醒の績極的な政策と効

た︒当時どんな翻しがあったの

問題をとりあげたことであっ

問題は灘縮ウランである︒今賦︑

か︑穿誠罵既は三月十万麟翼翼

その契機は田本学術会識がこの

薗虜世界の讃羅ウランの瀦塞猿

館次大会で﹁原子力事始め﹂と

▽凝縮ウランをめぐる内外動向

手に購っている米国の能力が︑孤

題し特別講演を行なったが︑以

核燃料のもつもう一つの電要な

溢する世界の原子力発醒に対応で

譜画も穐行中である︒このような

日︑実用化が実瓢され︑それを護

すでに英国︑オランダ︑茜独の三

蓼躍

産

力
動する世界のエ不ルギー暢勢の中

なし遂げた一日目︑再び激しく流

の聞に︑わが燭の原子力塵業界は

に立っている︒しかしこの十五年

開発聴徽没階の布石を終え︑いよ
いよ笑罵期に踏み入るに至った︒
十無前の最初の原子力藤業長期計
圃で第一の闘標とした︑昭窟四十

五年度までに約百万KWの原 子 力
発躍所を完成き電るという計嘱は

懸翼な訓煽の遂行は︑ひとえに幾

づける陛藁単声も立蔑されつつあ

国が寵心当麟法による共同濃縮麟

◇

下は岡講演の要雷である︒

多の困難を克服してきた原子力産

る贋乎力発船への期待は︑より切

業念圃昂具体化しており︑談た浮

蟹憲琴
鼠講ヌ

鵬麺譲始勲瓠

きなくなるのは︑もはや聴閥の問

業の環期にわたる努力の薦果であ

実かつ具体的なものとなってきて

野︑フランスでもガス拡敬法によ

示すものといえよう︒

るといえる︒

いる︒原産が昨薙かち検品してき

題であり︑加えて米国の灘縮サー

わが図の原子力巌業が︑先進国

た原子力摩業長期計画によれば︑

ビス料金が︑この一年閥に二三％

実に埋めつつあることは︑海外か

輸し

昭涌五十五郊に二千七徴万KW・ ていると報道きれるなど︑各国と

る瀧螺技徳ぷ．提供する態度愚

受注や︑圓内における原子力発鷹

六十五琿には一億一千万KW︑七 も注徴すべ緊動きを愛している︒

らの圧力容器︑タービン発R機の㎝ わが囲の殿子力発織設備鰹量は・

所建設に当たっての国産化箪の向

＋五隼には実に二億二千万KWに

この闇願の検註冷電ね︑﹁近い将

ウラン溝縮悶願懇談会を憂心に︑

原子力薩繋会鱗は︑過去一年︑

上にもあらわれており︑また︑と

しかしこうした腱大な原峯力翫

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

一
鴇
柵凶w臆し一レ「L

逮するものと予測される︒

／

」

との閥の十年とり轟術格差を慧

すでに鞭海︑教賃︑美浜︑野島な

原子力の晦つ高い潜在力

くにわが阿の原子力発鷹所が︑四

魏
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米︑仏が拡散法で
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年次大
会閉幕

てすむ翻心分離法を選んだ︒ガス

β
音
郎

腿上原子欄騎・他｛認離盛塵｝各営叢所にてビ塘麟務を麟

ノと蔑いので︑電力使罵が少なく

（一般放躬能関係） 日本原子力研究所・東海。大洗・高繭各研究所、㈱東京原子力産叢研究
所、日本RI協会、放射線医学総合研究所、日本鷺々公社・耀気通信研究所

る予定になっている︒この協驚は

WH・高浜建設所

週間後︑西独が数カ月後に批准す

い︒鍛低のもので館聞五千ジ位

拡敵法では小型のものがっくれな

（翼翼所関係） 日本原子力発鷺㈱・敦賀並びに東海発躍所、東京魍力㈱・福鵬発耀所、団立
プラント㈱、出京芝浦聡気㈱・原子力本部、三菱原子カ旧業㈱、GE・敦賀並びに福鵬建設所

ねる︒しかし︑米罵としてはこれ

政府間協建だが︑実施に当たって

噺︑仮に日本が共聞麟業の参加

止のための措躍はとっている︒

を望む揚禽︑当面は経済性の検肘

を中心に加わってもらうことはで

〔顕子力関遡嘗簗種目〕

まで多額の金をつぎ込んで工揚の

は民間が瀦潤を求めてやるのだ︒

一︑逡心分離法の濃縮工擾は︑

だ︒

改欝につとめてきているので︑他

間衡ゾ弱の三つの小型プラント

一︑環在︑禽讃分離作業能力無

の圃が類しく始めるよりも経済的

醐︑濃縮工揚の民轡移響はまた

に窃馴であると思っている︒

ンダのアルメロに建設︑計画中で 関連技術が非常に璽要である︒し

が︑英国力iペンハーストとオラ 分離機だけがよくても駄鼠で︑

ト当たりの生巌鎌を上げることに

よって︑経済性を追求している︒

最近︑米国が発叢した分離作業単

抗するためにはキログラム当りの

位キログラム当たり三十二がと対

モンストレーション・プラントを

たがって︑われわれは︑単位コス

く︑政府測の児解で︑議会で決定

ある︒

一︑二︑三隼後に爺間

一落五十

具体的に決建された政策ではな

されていない︒しかし︑漸工禍の
建設には三間資金を利用し︑その

行なうという方釧である︒

建設する掛圃であり︑七〇葎代後

がある︒われわれは︑七〇館代後

建設費を毬藻三十五がにする必婆

半にはさらに大規模なプラントが

は経済的な粂件等によって安産さ

いう麟金で濃縮ウランを供給でき

半には利益を冤込んだ三十ニザと

建設されることになろうが︑これ

一︑われわれは︑ヨーロッパの

れよう︒

ス

重力費が現在KWH当叛り七〜八ると考えている︒

ン

一︑濃縮鵠金について︑欧州の

聡達コストは轟いというが︑鍛近

の米国の千歯麟金の再値上げ︑豪

かなうことにでもなれば︑どこで

た将寒桑子瞬発躍で所要耀力を蒙

は奪えない︒

やってもそれほど差が出てくると

︵フェソセンハイム︶用で︑ソ連

一︑三野︑フランス窃の軽水炉

灘

蹴謡

前のC王P︑CUPは政府資金ナ
でのプロトタイプよりも大型のデ

使用電力の

英・西独・蘭

面で有利に
欧州三国の重心分離法による戯
三二縄鱗凝の現状についてに︑英

国際事業への
ラ

七日の配奮会見で︑最近仏政簡が
決めたウラン濃縮政策について概

輔︑濃縮方法の選足は単に理論

略次のように惑った︒

的実現の可能性追求たけでなく︑

露髄の面隠を満すにはどの方法が
良いかということが大切だQ我々

拡敬法が餓髄であると判断し︑歌

は過巌の経験から︑現在ではガス

多くの条件整備が必要であろう︒

仏原子力庁︵C葱A︶産業謝颪きるが︑プラント建設が員体化し
掻玉理禦M・A・ペソカー氏は十 技術的な薗にまで発展するには

フ

発展を考慮

讐理部長のD・G・エイブリi氏

圏原子力公社生産グル⁝プ謝画

オランダのウルトラセントリュー

ジ・ネザーランド社理麟長のM・

た友好鰹な多数瞬との共岡による

の驚要にいかに対処すべきか︑ま

領は愚書二月︑米團は将来の世騨

ていない︒しかし︑ニクソン大統

いてはまた基本的に政策決定され

一︑昨卑九月の中曾根発心につ

れねばならない︒

は︑大日確保なら六年削に副鰯さ

らない︒また濃縮工揚商けの磁力

英独蘭は遠心分離を強調
日本原子力産巣会議主催の第四國年次大会は三月十七日成功堪に三日閥の幕を閉じたが︑今回はウ
ラン濃縮間題をめぐる圃際シンポジウムに各界の注匿が漿京つた︒とくに岡シンポジウムに出席した

米︑英︑西独︑蘭︑仏の代嚢は︑そ九それ合瀬瀬嵩会見にのぞみ各国のウラン濃鰯に対する考え方を

二国共同濃縮購三三圃の将来櫨を強調︑これに対し

蹴った︒このなかで︑米園はあくまで現在唯一の濃総ウラン鍵給国としての薗鱈を示し︑また栄国門
辺倒から脱却をめざす英独蘭は遠心分離法による
て仏はガス狐散法の利点と多国闘における濃縮工掘の可能性を上げ欧州三圏への鮒雲華議をにおわす

など︑二尉の慧兇の差異がくっきりと浮きぼりにされ︑各誌の圃樹や現在の立場の相違もあろうが注

漫縮工場建設の可能性について︑
一︑濃縮プラントの建設には約

略次のように繕った︒

ンク氏が斌岡で会見にのぞみ︑概

ボガート灰︑繭独ウラニット社常

八億が︑その研究開発には約一億

議会の原子力富岡墾貫会にその検

ること︑すなわち︑これまでの自

がを蟄するだろう︒思いつきで出

審理鐵のP・イエリネック・フィ

給余力があり余っていた蒔と祠じ

一︑米国以外の諸園におけるウ

いる︒

ようにペナルティーなしの解約は

来るギャンブルではない︒米国の

討を依頼するとの声明を発表して

とられないことになるなど厳しい

目された︒︻関連配癖は四︑五面︼

国

一︑三国闇のウラン磯縮の情報
に関する秘密協定は︑すでにオラ
ンダが批准し︑英姿があと二︑薫

し︑必要が生じた揚倉町︑地元三

力と鰍および地一点三町双方で翼施

ことができる︒

町は中磁が行なう測定に立ち会う

一︑灘窺結果を確認し︑その周

に濃縮ウランの供給を餐託するこ

出丙での敷地選定を含むフィジビ

リティーについて︑至言のベクテ

化のためである︒樗来ソ連が別の

濃纒ウラン市覇を形成するかどう

とを決めた︒これは鍵給源の多様

リティi・スタディーに加えたの

かは圃際奴治騰勢︑ソ連の供給能

ル社を加えたチームで検討中だ︒

は︑大型膿縮プラントを建設する

ない︒

力が不明であること等からわから

一︑ベクテル社をこのフィジビ

えたからだ︒もちろん機密漏洩防

揚合︑多数圃闘の難題になると考

（発蹴所関係） 機器その他の汚染除玄、定1窃検査時の除染・サーベイ、核燃料装荷。交換作
梁、繋目被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却水取水溝の溝楴、廃棄物の運搬、変仏所、空
調設備運臓、施設内の補助工事並びに営繕業携
（研究所・その他） 管理区域清獺、フィルター交換、各種廃棄物処理、浄水管理

講平野

原子力関連作業

将来の需要
増大に対処
米

ラン濃縮工掘については建設盟や
運瓢費笛がわからないので︑楽麟
よりも纒済約かどうかは判断しか

静岡鍛叢叢︑河漂鷲只浜岡駒長︑

浜弓で県︑地元と合意

蜜全確認で協建結ぶ

下した資本投資は保見されねはな

て自己灼に増強されていくが︑投

四重供給能力は将来の欝襲に応じ

サビアリ⁝氏は肖者会兄ではお

米團原子力婁綴会︵AEC︶オ姿勢を示したQ
ークリッジ運営購務所長のS・R

一︑米團以外の各圖が国鰐に応

およそ次の遊り語った︒

第一田隅特彫講演で︑米圃は将来
じて濃縮工掘を持ちたいと望むこ

中日

中部醒力は三月十九曝︑静岡購

知を図るため﹁原子力環境安全脇

議会﹂を設卜するQ
一︑発鰭所に異當な環態が発生

いて還︑地元薫町にすみやかに報

した揚重は︑その状況︑猫置につ

告する︒豪た累︑地・π三町は必餐
に応じ立ち入りができる︒

四十八年三月で︑その後難圃に分

キャスクは現在A皿Aで群議設

け引き渡される予燈である︒

計中︒仕様は全長約五慧︑薩総懸

っており︑同日︑鋤力炉・核燃料

とで欝欝に還した︒

擬難開始する豪での期間というこ

2187

茨城鼎那珂郡東海村材松

（02928）（2）

東海営叢所

次

原

社

本

躍蔽

3148

敦賀市津内1−3−10

取締役社長

・サピアリ；民は原産年次大会の

の濃縮ウラン照愛の増大に対処す

国としても経済的な薇から嵐翻の

るため︑CIP︑CUPあるい
はよく理解できる︒しかし︑米
とは
紙工揚の建設による供給鮨力の増
淡縮鮨力計画との三思をさけるた
め︑他園の計認を離削に知ってお

強について述べ︑今後の方向とし
ては米国による新規資本投下が保
きたい︒

に調

例としてはこれ豪でに︑上京識力

についてこのような協定を結んだ

原電︑敦賀炉の約三十トンで

英公社と再処理契約

会舘会社と地元が原子力発耀所

印した︒

の安全磯諏響に関する協定

五十闘万KW︶の建設に関連し︑ 艮町長出席のもと 原子力発議所

庁で浜岡原子力発電灰︵8WR︑鈴木五七御醜騎町長︑海氷八郎繊

中川誓郎中蟷灘祉良︑竹山惣太郎

近く燃料工

一0凸一八V饗匪ーー1

場が完成へ

と福遇隈のケースがある︒今圃の

寵の特徴は︑掘手方が眼だけでな

中部羅力と静岡梁︑地元三町の協

三菱量子カエ鍵
一ご菱原子力工業が茨城墜東源村

く地元﹇二町も含めていること︑地

に建設中の燃料製作所は︑い窪機

元隈︑薫町が必要に応じて旛設内

臼︑英圏原子力公社︵AEA︶と楊で再処理し︑抽出されたブルト

る︒

へ立ち入れることを明文化した点

器据え叩けなどの段階に入ってい

である︒これは原子力発置所に関

約を結んだ︒象常服濾差口所︵G

錯一圓のAEAへの引き渡しは

れるようだ︒

〜四謎鰐のプルトニウムが抽出さ

方針︒BWRの揚禽一沙当たり羅麗発事業団が計國の再燃理工鰯が

委託濃縮し燃料として再便用する

結んだ契約で︑奨約期間延畏につ

いる︒協定欝の概要は次のとお

画では︑UF6に転換後︑乗国でいては双方の禽意たけで鍵いとな
CR︑十六万六千KW︶について

となった減損ウランは︑現在の謝

ペレソト︑燃料集聖体を製造する

り〇

東海発躍所の分は︑四十ご毎に

嶺たり十三本荊後の燃料簗合体を

同工漏は一昨隼八月癬工し︑本

しては初めてであるが︑火力礁纏

AEAのウインズケ⁝ル再処理工 一︒七耕︑総蛋盤約七十ゾで一体
年春操業開始予簿のもの︒工場蕗

敦賀発承所︵BWR︑三十五万七 Eムは田本に持ち帰ることにな 収納できるものになるもよう︒

起筆原子力発躍会社は三月十五

ていた︒腕光象はUO2から燃料所に聾しては従来から行なわれて

榛など主要建麗は昨琿九月完成し

千KW︶の使用済み燃料再処理契 っているQ豪た濃縮度約︷％荊後

が︑嶺靭の生産能力は菅ゾ／難︒

される使用済み燃料約篤十ゾを︑

と︑昭和四十九難度までに取り出

敦賀発駕所の再処理契約による

煙簡を取り交した︒

なお三菱金属は繕栗UF6からU 一︑原子力発躍所周辺の環境放 も再処理契約の砥畏について含黒

一︑環嫌放蜘能の測定は中部灘

能測定技術会﹂を設賦する︒

騨舖などの検討のため﹁環境放鮒

O窓への再製換工場を建設の予驚 翁能の測建計醐および欝欝結果の
である︒

作所の外観

醗在機器を据え付け中の燃料製

原擢・敦賀にてタービン・ローター稔染中の

螺欄 ㈱辮

・鞠

＝L636

顕総画鑑所

（02403）（5）

躍誘

（07702）（2）

竃議

福勘県双葉郡浪江町

（03）（571）6994〜7・（572＞5734

東京都巾央匿銀座6−3−16

福鵬営藁露

醐懸，

主要得意先〕

〔固
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株式会社
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東東都港区新橋1丁貝1番13霧（東海i霞餓内）
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紅されるような婁託濃縮契約にな

幽

「
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丁

業

ナ九年八月の閣畿了承欝項もあ

もあるが︑損雷賠蟹については一ニ

らに十年閥延長すること②現行法

陽石眼がきたため︑これを今綾さ

メリカ局長は︑﹁軍艦は治外法権

る損警で︑一件二千五醤び以下の

！喜多

多 多 さ

多多

多

ノ

ミ

二

に対する損審︶︑となっている︒

ミミ

射射

照照

嘱託

試委

ミミ

ミミ

ミミ

鞘 ll賠 箋 莚ii

（直通）

衆院科技特

が︑膚沢広巳原子力婁鋼畏代理

子力累艦についてはその安全難や

に関する闘題等も想上にのぼった

等による損管贈仙の差別をなくす 上︑この魚篭決議について︑﹁そ
ため︑ブランセル条約の検酎など
の趣旨を十分に尊癒し︑関係各雀
国際条約の確立のため畢急に囑力
庁大疑とも無識のうえ︑今後万全

は︑三木婁貫の質疑に対し︑﹁原
慣を述べた︒

駆ついて行なわれ噂41行政的救済は 繍躍されることになっている﹂な

員らは﹁政府冤解によると︑※囎︷船法および灘膿請求解決権限法に

渉で解決する騙とあるが︑淡い期

どと述へた︒さらに︑﹁﹃外交交

三︑原子力損轡は広蟻かつ舷大

すること︒

の措躍を講じていきたい﹂との所

ること︒
であることに鑑み︑損轡の発生を
アール等によって日本政府が強力
一︑掌上の原子騨︑原子力船︑
防止する監幌機関を設戯するとと な外交を行なうことを米政府も認
付帯決議・
派國の顕子力走艦による損雷は岡 もに︑控民の旧型や学識纒験響ら
じ二子力の損魯でありながら賠償 襲二暫の診撫を図り︑その蔑主的 めているわけだから︑これを実行
することによって措齪したいしな
原子力量轡の賠償に関する法穣
金級が異なる講合があるので︑被
な運嘗を齪ること︒
および原子力損轡賠償繍償控約に
酋︑原子力覇奨に琵参する嵩が どと述べたが︑西田科技庁長官は
告占の繰護に万全を期する観点か
求権に関する日本團の法令した
関する法律の一郡を改慌する法津
ろ合理的統一を譲ること︒とくに
受ける皆目および損失については
﹁﹃関係幽幽庁で話禽い︑検醗す
る﹁原子力掘轡の賠償に関する 爽に薄する付帯決議は次の溢り︒
漸騰との外交交渉においては︑本 新たな補償措齪を講ずるととも
法律﹂が適用され︑米国側は無
本割の圏附はすべての原子力損 法に比し被警者が不劉にならない
に︑皿般住民に対しては︑退避体 る輪としか︑現時点では重いよう
警に対する被審癌の保護を図るに
がない﹂と述へ︑今後の検罰麟項
よう昭粕三十九隼八月二十八Bの 制等の確虹など万全を期するこ
過湿主任を負うこととなる︒物
あるが︑昭和一二十六無本法議決に 偽鵬了解の線の実現を詣ること︒
と︒
とする旨を明らかにした︒
的言置のうち︑いわゆる小規模
際し付せられた決議がほとんど爽
二︑謹上︑侮上における原子炉
なお西田鱈一科技庁畏窟は︑席
このほか原子力駆本法との抵触

の各項目について物体的に喧賑す

現されていない︒従って︑同決議

ることを政府に臆ねて襲塗すると

海海損轡︵注︶については地位

協定を適用することに臓米聞で
︑露法改正に当たり︑左配

に有利な司法的救済始線のとろれ

過失鎖任が建渕といわれている

になろう﹂と述べた︒

り︑この線に沿って努力すること

の点をとくに留悪し︑実効をあげ

とも

合悪︵昭和三十五奪︶されてい

される︒その他の物陶撚籍につ

るので︑入的損麟と同様に処理

の適用が解外されているが︑外

が︑外圃請求法では︑米国政府が

待だけではダメだ︒条約を含め︑

門注︼﹁小規硬海戦畑鼠﹂と

ないが︑ただ海麟舘求解決権限法

田本と同じ建筋たから︑わが團だ

を寧聰しており︑NAτ0譜麟もる損瞥③二十ゾ連年の般舶に覆す

多

⁝
⁝

ミミ

0273−46一遷2穏（原研内線一347）

四項目の付帯決議付け
雛型米軍艦問題で討議白熱
衆蹴院の科学技術日興対簸特別婁画会︵渡部一郎婁翼鰻︶は三月十八日午荊開会︑﹁原子力損密の
賠償に関する法律および原子力損審賠償補欝契約に関する法律の一部昂改透すΦ法復粟﹂について︑

同日午後颯時過ぎ︑禾野晒央氏ら三名︑自民︑社会︑公明︑民社四身共聞提黙による付議垂幕をつけ

とくに米原子力策艦が鑑三暫に原子力損密を及ぼした湘製口の贈償措雌問題を巾心に審講を行なったが

要償拙並等の困難な闇題がある︒

交交渉により解決しうることに

れる︒原子力損憲購償は無過失︑

る不安があり︑江蘇希薄も感じら

その機拠となる窪めの賂償に関す

求めたが︑明確な筈弁が出されず

妓庁︑外二流︑防衛庁︶の冤解を

カ周長は﹁公船法による二合︑米

ザ荻での範囲が一応鰹められてい

は茜芳が︑外戦舗求法は一万五千

多

原子力産業新
聞合本を作成

日本捺子力配榮会識はこの⁝

⁝罪欝難髪飾㎝

一一千菰百円Q籍料頻︶⁝

鱒

鈴木︶まで︑お朔

購入希望の向きは原麓・新

一部

⁝

⁝五五六暑︶を作成︑販売して

︒

⁝います︒

⁝閲譲︵損亡

⁝

m早めにお申込み下さい︒

嚢

原産に入

社長米花翻康鼠︑催所徳鵬螺

四國金麟工業︵株︸

躍器○八八六八−六！叢二

海門面罵謎町大桑麗字︑℃岩浜鑑四

会

の三

八段幕鑓株︶鍵鉱

製品の改良・滅菌などに

発i
i
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B本原子力研究所内

群馬県高碕市綿貫町

いては︑地位協建の規定からそ

なっており︑政府としては︑関

損警の原因であることをもって建

る轄別質法寛案の愈愈はないか﹂

て採択︑可決した︒なお岡法策は翌十九臼の衆蹴院本会餓で可決︑滲蹴院へ送付された︒

係岡内法が選罵される揚合に比

り︑蟹任の立野を要しないともさ

中の﹁猿子炉の運転簿レおよび

諮求法︶による司法鯛または行

慕つく判湊を下すと断定すべ豪明

圃裁判所が必ず無過重蟹任原則に

に対する権限をもてるのか野間燕

い搦含は︑米煽の関係麟内法によ

無隈︑蟹任集中に特質があるが︑

れており︑無遇炎夏任櫓認める勲

の見解を求めたのに対し︑吉野ア

と近江︑田中両婁鍛が資疑︑政牌

原子力生蝋会がどの程度この閻題

る救済の燧が開かれているほか︑

地位協定は原子力災密を対象とせ

二蒼いずれも特甥ω制隈は

畿会による支出承認を得たうえで

る﹄というが︑その根拠となる法

べ被害麿保健の点で欠けるとこ

ず︑さらに無限饗任制をとってな

ては︑

爵と解されている︒賠償頚につい

って倉石され︑同協定の適用がな

律は何か︑調子力基本法との抵触

いつでも田米爾園政府間の外交交

払ろ方針加︒このほか被五爵に

ろのないよう︑鍛大隈の努力を

い﹂などと質疑︑政府の考え方を

条約に基づき照内法が開豆され

た原子力損轡賭償補償契約の締結

渉によって聞題の解決を醐ること

ただしたが︑この点︑吉野アメリ

政的救済の途が閣かれており︑

増養殖に薄する垂込②漁網に対す

旗雀の密野文六アメリカ局長から一

また︑この救済手続曇を利胴す

ト一
ｩ解を出すことになってい す る 響 懸 の 概 箆 つ い て ︑ タ

毘解が承され︑さらにこの点に関

た︒

次のような補足説明があっ丸︒
人的損警については地位協定

このだめ︑この碍は︑茜田親心

もの④その他頂似の損轡で含激さ
れるもの︵二十ゾ未穐の船舶の船

ミ

型転換炉の開発については︑炉物

子力産遜畏闘掛趣婁鍛会蝦告轡

荷︑えびかご︑たこつぼ箸の護躍

けが特例拡を設けるのは適切でな

二多

％となっているようで︑現在三菱

ョンで︑ナトリウム取扱い技術︑

黷髣¥定︒

長期計画委員会
報告書を有料頒布
禦

日本哲多寒星粟会議はさきに︑

産
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よκ派園で臨環境保艘庁ができ

狭いから︑騒が多くなれば︑醤集

暫物質の放出騰全休の規制愚行な

圃体鵬彙物は︑米国では岩国鉱

慶念毒気

射線轄灘会は︑内部被曝︑外部被

やっている米︑畝独︑スイス︑臼

力も各燭で異なる︒脳力些民営で

山へ︑欧州では深海投棄処分が行

轍rネ しい閥題であるため︑即座のコメ

うべきではないかとの戴冠が出さ

について︑趨盛規制ではなく放射

は騨決できない︒涼子力も撒雌も
栄兀るという方向をお盈いに探さ
なけれはならない︒露顕はこの点
についての誰塞方針を明らかにす

また隷氏は︑﹁原子力発電所懸

べまである﹂と述べた︒

建てれば︑それによってその濫獲

騙騒騒糀麗麗驚曇
一瞬に地域づくり︑付づくりの設計⁝

であり︑そのために発櫨断の建設⁝

を行なつ必要があるしと述べた︒⁝

一悪魔を女神にi
答野賃は︑一鞭総総のぬ揚かわ
として︑﹁激だ一般国難の陶の中鼎
から原子カーーキノコ鷲という響⁝

糧撫切︒ていない︒嚢の中
に入って︑その放射鮨に対31る不

安に応えるようなPRを行なうべ
懸である︒悪魔を女神に変えるこ
とのできる人糊の爽郷舟槽に理解

さ慧よう・隆の工夫きらす﹇
べきである︒そしてまた園際的な﹁
共岡利用により懸子力舟人類甚菊一

本箏でも異なっており︑曲独では

のエネルギーとして金人獺陶立絹㎜

堂ーー毒ーーー

﹁原子力発電所と珊境問題﹂の

すでに原子力発電所建設の都市農

といっているQ

園生曇輔氏が﹁原子力環窺闘題に

パネルでは︑附論に先立って︑蒙
り
ず放射線隈学総合研究所所長・伽

国際的規制かとりれてゆくであ．り

なわれているが︑今後は何らかの

通しを作る修業を進めており︑そ

場へ口は︑不瞭な経験による国民の

れによれば二千駕頃の時点での廃

ｨの影響は︑現在のフォール・

域にわたることになるであろう

進めて︑理解を躍める必要があ

め︑知らしめず﹂ではない方法を

に進められているが︑﹁寄らし

つQP配については︑非常に陽子とされている︑と紹介された︒ 隔
最後に平田虚心は︑附論のまと

の方法を考えておくへきであろ

し︑その方法や公正響価の何らか

いろいろと岡題が投げかけられ︑

灘

う︒

近が可鮨な段階にある︒わが国の

嫌悪感と︑二二漁灘の密度の商さ

のような講撫を行なった︒

×

対する内外の動向﹂と題し勲野次

×

﹃

環境垂垂への対塁としては︑米

御園生圭輔氏の講演

は︑低線鼠での二物への影響を急

る︒これからの安全研究について

速に進める必要がある︒現在磁轡
は趨糞てはいないが︑将来に悔を
残さぬよう︑身障を立てていくべ

き鋳と弩えるQ

ならない﹂と混んだ︒

1／ll｝紀の受｝く1

私九うは、

3はらしい廷軽くみ

るのて多ゆ

社τt，よ

犠れ・レリ

もし、

⁝語回原鉱姿会第二昌三月土曾の午前中三臨にわた・て行なわれた﹁原鼻繋⁝

⁝住民側︑埋制当局棚から網引の握書が行なわれ注罠を纂めた︒
＝ 一＝ 一＝即三酔璽≡ 二一幽＝：毒

≡曹＝＝⁝

慮所と羅羅﹂と響るパネル総会は・A7大会のハイライあ︻つであり・塁礪側・⁝

﹂一： ＝＝ 三 ．朝⁝冨＝一 二＝ ⁝■孕≡﹁ 二三

1一その推進と方法の改鞍を行な

平田議長は︑射論の開始にあた③﹁環癒安全のP8について﹂一㎜躍所における安全対簾について説

り︑﹁公犠 ・ 環 境 悶 題 に つ い て ︑

力すべきことについてLi一米飼

摯力鯖題の叢り宣﹂きた㎜うべきである︒④羅馨側舞
と私は感じ て い る ︒ 原 子 力 産 業 会

力婁当会は﹁原苧力施識の設蔽牌

向に変りつつある︒謹た米囲原子

る︒これ終米・燕の考え方の方

れに鮒し田添は濃度規制申心であ

曝澱徹中心とした規制であり︑こ

米︑英両麟は入に対する放樹課被

の勧出繍を基礎にしてはいるが︑

CRP︵国際放垂線防襲憂員会︶

腿藥の比瞭 を 行 な い ︑ 爾 薔 と も I

両圏と臼本の放射灘勘腰のための

喪︵別項参照︶の中で︑米︑英の

翻園盤浅は︑キi・ノ払の発

一放射線防護一

べた︒

を大いに推進して行きたい﹂と述

の憩存共栄を劉りつつ原子力開発

り︑瞳での一環として︑地域社会と

邑紀に向かっての翻民的課題であ

ている︒困土撫合開発は︑二十一

国で四十ヵ 地 点 位 必 璽 だ と 想 定 し

五百万〜六葡万KWの発隙所が 全

鍵諜畿恥舞噸癖鯉鱗三三魏撫謝
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原
可巾舗叢は被麟と放附性物質の放
紺をで憲るだけ低く保つよう︑あ
らゆる禽瑚陶努力癒すること﹂を

ざ

ており︑わが麟でも次のいくつか

要求するβう規則の改附な検酎し

である旨の握欝を行なったQ①

の闘題について曲師を進めるへき

y

放医研所蝿

国ではA封Cが﹁設麗申詰石は被

環、

﹁放射性騰 簗 物 の 規 制 に つ い 匹

に勉ついて放射総

が国では野曝水解

各国各様の環境対策

奮囲ともほとんとτCRP勧焦が反対の滋動力で︑乗騰における

濃︑英のような人の被曝ぷ一中心に

を防護 し て い る

一1現在の 濃 度 縄 制 の 考 え 方 か ら

し窺制髪方に発塵9る︒と﹁ にもつていくかを考えるへきであ

﹁i霧・幾とからみ倉蓮

が必要であ る ︒ 京 た 将 来 ︑ サ イ ト
が近接した 揚 合 の 絹 加 的 影 響 を 考

敷術の改罠を図るへきである︒⑥

窃一華誰の税点とは若干翼なって

立地藁囲の段階での公聴会︑燃料
米團で死亡率増悪の臓齢があっ

曝と放射性物質の放出をできるだ
かげている︒日本の場禽︑銭轡的

たが︑この論者の孚法には︑われ

いる︒

には人への被騰献雛に立っている

われがみても間進っていると思わ

おり︑GE社ではBWRについ行て
政指導では細かい親制はある

わが瞬の今後の闘魚としては︑

ったか︑と鼠講されている︒

妓荷段階での低出力賦験︑州と連

より広い地城02モユタリングを公 である︒⑦﹁将来の安全研囎の進
め方について﹂1ーエコロジーの

ものの︑明示しておらず︑個々の

れるところがある︒AECでも︑ では四十八時醐オフ・ガス貯戚羅

け低く﹂す勾よう蟄曝しており︑

ウ場から遺縁への影響について急

憾設についての濃度規制の型をと

る︒わが圃でも多少皮対のサイト

十分な根拠はない︑と欝ってい

邦との二慮規鋼の可習︑麗業側で

速に研鎗を進める必襲がある︒

原子力に対する公衆の庶癒の仕

っている︒

科学アカデミーも現行の落穂揖劉

行なうなど ︑ モ ユ タ リ ン グ の 方 法

一立地と地域開発一

衆衛生のオ ー ソ リ テ ィ ー を 加 え て

について検討するとともに︑モニ

小林氏は東扇蹴力福鵬原子力発

置による放趨漁引下げで心力して

タリング縞果の公正な評価機関の

も蜜い方法愚とり過ぎてはいなか

劔
の再点景を始めている︒雌力二瀬

縮

材土

無難火災海上

議畏の平田氏

設躍につい て 考 え る へ き で あ る Q

﹁固体旛棄物の処理について﹂l 肇によっているが︑米︑並等では
行くへきで あ る ︒ ② ﹁ 環 境 の 管 理
モニタリングについて﹂一1今後 ii処理処分の検甜を行なうべき いずれも人に対㌦勾被曝線歳をか

えて︑きめ の 細 か い 規 制 を 考 え て

干の惹がある︒わ

が︑国によって鎌

問題の先取りが必要

い燐蘇を燃やしつづけま弥

安田火災の長期総合保険

論のもよう
ル。メンバー・による罰

@
@
@
@
@
@

武下園部
早撃合野

が
ち
ニ

るQ⑤﹁原子炉の段計について﹂

地域社会と の共存を

［。

払
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日本原子力薦築会議第四回隼次大会第三日目に﹁国際シンポ

ジウムーウラン渡縮i﹂が原産副会畏松根宗︻氏を議畏に開か

れた︒薄霞三国のウラン濃縮共同寧藁が謎々と進む開方︑米国

皮︑オランダからはウルトラ・セントリフユージ・ネーザラン 郷
＝
ド敢締役M・ポガート氏が発表麿として謬瀕したほか︑西独の
謂
ウラニット社技術部畏イエリネック・フィンク氏および英国
瓢
原子力公社生産担当纏縫N・L︒フランクリン氏が調メンチー

ミル／KWHであるが︑八ミル／避︑市醗の確保簿の面で利点があ
KWHとしても米国より一ニミル／ るだろう︒英国は現在力1ペンハ

ントから続々とデータがでてまて
一九七〇年代後半には大規模な工

のガス拡敵技術と竸象して世界市

揚を難論できるようになり︑一一

覇の建設を進めているが︑二︑三

場に進出できると窮待している︒

KW薮縄度融くなる︒これは麟出 ーストに四十ゾ／駕の避心分離工
費にして七〜義理／壕の疑を慧
年後には各国のパイロノト・プラ

のカスケードでも数ゾ／年の規模

拡散技術の提供も考慮

Nに大規模工場

脈する︒ガス孤散法の縄帳は一段

となり︑最も経済的なものだと二

して︑還心分離法の場含は選心分

千ゾ／年程度の規襖になるのに対

離機一台の飽海は数話／年であ
る︒したがって︑濃縮金野を需要
の増大に応じて順次孤大していく
ことができる︒たとえば五館間で
五予ゾ／犀の工揚を臓次拡大しつ
つ建設する絹合︑ガス孤散工揚の

稼輪講は一二〜二〇％低下する
が︑遠心分離エ掲の綴動軍は一〇
％も侮下しない︒このように二心
分離工場の場合は既俘工掃の三脚
軍を下げることなく増設すること
が可能である︒

今後繭欧諸麟の濃縮ウラン酪要

を一年以上延はすことは不可能で

ても濃縮供給量が一杯になる購朔

嚢以外の国の隅饗が全体の四〇％

閻題となるが︑一九八五無には画

編合︑いつ︑どこに建設するかが

必要である︒新工蜴を建設する

工揚を建設することがどうしても

ら一九八宥隼の閥に火規模な濃縮

ある︒したがって︑一九七五年ひ

は魯童に増大することが予想され

るので︑米闘の溜縞能力にのみ頓

︸欝

鰹轡魯

られる︒薪工場の建設に必要な資

る︒しかし︑遠心分離法が翼際に

ラントの詳録謝画が進められてい

錐

場

いては累緻があり︑その経済性も

十分実証されている︒ただガス拡

散法には蹴力消劉が膨大であるこ

がないという欠点がある︒特に欧

とと︑スタート・アップに弾力監

命的な欠点である︒したがって︑

州では電力蟹が商いのでこれは致

ガス拡激工場は鱈力蟹の安い地域

に建設するのが望ましい︒ガス拡

ンスで建設したピエールラット工

敬工場の建設費等についてはフラ

翠蓋会︵AEC︶の発表している

揚の経験から判断して米國原子力

数値はだいたい正しいと考えてい

濃縮ウランに対する舗要の増

る︒

可能樽等を十分考恥してフランス

大︑濃縮工場の遍在︑技術進歩の

は一九七二隼までに大規模な濃縮

ている︒7九六四年以来ピエール

工棚建設計画を立鍵することにし

ラソト工掘を遮良してきた経験か

礎は十分確立されているし︑経済

ら新工場建設副圃に対する技術蕪

的要因に難しても正確な判断がで

駕的観点からフランスは急心分離

きるようになっている︒京た︑長

法に遺する研究も続けている︒将

ようになった時にはフランスで關

来太平洋地域に新工場を建設する

発された技術で援助することも考

えられる︒

一重遠心分離機および工場の設計や ので︑だいたい三千♂／葎騒度の

牲がでてきた︒遠心分離機薗体の

触機の故隊が多く交換率が続くな

久性に対する不安である︒遠心分

される闘題点は︑目障分藤縄の耐

遠心分離法についていつも指礪

製造費は年五すが／譜繁以下とな

り︑工場の響動躍が悪くなるたろ

工場が理想的であるといえよう︒

るだろう︒欝欝分離機以外のもの

うという慧毘がある︒しかし︑い

製造︑建設技術が改良されたため

の纒費もだいたい年五十が／謎肇

に大蟷にコスト・ダウンする可能

位になると予想される︒したがっ

家ガス鉱敵工覇の建設蜜を年蔵♂

それに対し遠心分醗工揚の躍力

／蓬となる︒

力蟹六ミル／KWHで一三︒八ぜ

KWH／壌とすると生慶蟹は躍

／蓬とし露霜消螢鰍を二千三責

て︑建設鑓は年百が／誰箏程度と

遷心分離法による濃縮工揚のコ

なるだろう︒

スト︑カスケ⁝ドの蹴立て方法

ってくるということである︒還心

や工揚の運転状況により大きく違

ので︑建設費および瞭力費を同一

消口鰍は三颪KWH／壕にな⑳

にすると生薩覆は一・八逆／蓬

分離機については量産の可能性︑

璽が重要な要凶である︒一般に遠

工揚については稼動滋および生産

の菱十二謎が憂心分離機の故障に

となる︒したがって︑この焦産費

であるが︑還心分離機の製造費を

対する鑓踊として利幅できるもの

でも比較的低コストで建設で碁る

といわれているが︑それは同搬の

心分離法による濃縮工楊は小規模

小規換な工揚が幾つも岡聴に建設

機を取り替えることを意識する︒

爽に一蕉間に二五％もの遠心分離

ただし︑この揚合修理部分の工場

年五十〆／壕とすると︑これは

搬であっても遠心分離機は鰍灌さ

されるということが削提になって

⁝りも生麗方法の検附︑大盤生産に れることが条件となるのである︒

いので︑爽際にはこの余裕はもう

の稼動率籔下は考慰に入れていな

いる︒すなわち︑濃織工揚は小規

選心分離法はガス欝欝法に比べ

驕Eス・・多ンの見誉︑製

て魁力消費岨が少ない︒そのため

パイロノト・プラントで経済性よ

いだろう︒その点ガス拡敵法につ

いといつことかb欧州緩してい毒は︒きりしたことはわからな

日本では一千万SWUに達するの

奮P
めを
︑欧州では二千万SWU︑
っていたのではCIP︑CU
実施しない場A口には一九七六館︑

金鰍および市場の露要性から判断

工業化し響るかどうかを確かめる

てからになるので︑一九七五年豪

ための試験は︑一九七二年に入っ

して︑これは国際協力のもとに遜

一つずつ建設するのが妥当と彰え るといわれ︑最近パイロット・プ

︑欧州および太平郡地域同けに
C工P︑CUPを箋施した場禽でで

足してくる︒テイル濃度を引き上

も一九七八年には濃縮供絵醗が不

げたり︑備欝生産を実施したとし
公醐された英国のウラン濃縮の

二心分離法は針目消費醗が少な

めた方が瓢ましい︒

今年末に運転開始

慶階に相当するも

のは二十五ゾ／銀のパイロソト．

最初の遠心分離工場
オランダは生心分離法による濃

⁝縮工概の建設を三段階にわけて澹 プラントで第

一めている・遠心分馨の羅から

製造工揚は一九六九黛後半に始ま

のである︒アルメロの選心分離機
プロトタイプ・カスケードの組立

り︑一九七〇年五月に完成した︒

ころである︒工揚は紐工似来颪二

鷺の糊付工恥が進められていると

十一月二十一磁に始まり︑現在機

濃縮工場の建設工購は一九六九館

て︑プロトタイプ・カスケードか
らパイロノト・プラントの建設︑

パイロソト・プラントから商菓規
換の工揚の嬢設までの三段階であ

百傍程度規模が拡大されることに

る︒各段階を進むごとにだいたい

なっている︒

いまアルメロで建設されている

の紙摂技術開発費六千五酉がで

十週間で完成する予定なので︑今

年末には運転を開始し︑来隼早々

なっているQこの工場はいわゆる

奪運転デ歩が出てくる・とに

システム開発費およびUF6へ

あった︒ダンニング博士はこの
他に質澱分析機開発蟹として六
器がを別途要求してい惣︒

このように米国ではガス拡散

でに今から三十年も苫になされ

技術と寒心分離技爾の競争がす

ており︑二十三億がもの庖韻の
投資を決恵してガス拡散工揚の

タ

ヘ

せ

タ壱て書・た︒目本か・は日本原勇発婁社会畏の二

ら四％瀞麗の濃縮ウランを製造ず

にかけてAGRに必要な・
一五か

昨年三月以来進められている避
心分離法によるウラン濃縮三圃藤
岡麟識は︑牲国の研究成果を簗絶

と期待されている︒特に研究開発

遠心分離爽験装麗

し︑開発のスピードを早めるもの

費の有効利照︑研究開発の羅穫回

予算蟄求を出していた選心分離

鼻糞落盤翻

㈹醐臨繍

では縷縮騒騒が一隼以内に一一十六♂から三十ニザへと大幅に頂

的に高まっている現在︑このシンポジウムには各国からウラ

国の蕩え方については次頁別項夢

英国ではガス拡散法によるカー

十年〜後︾こ〃ま覧米国と競合

ペンハースト濱縮工場を過去十五

犀閥運娠してまた実績があり︑A るのに適したように改造され︑規

だったのは壁心分離槻の耐久につ

五年であった︒そのころ一番心配

な見湧しがついたのは一九六四︑

的に進められてきたが︑茂術的

一方︑選心分雌法の研究も並行

られている︒

ための研號が一九六五難から進め

千ジ／年程度にする計画で︑その

程はさらに孤張して将来二千〜五

GRに必要な濃鞭ウランについて 襖も四衝♂／年となつ陀Qこの工

カーパンハースト濃縮工揚は元

もここ翠黛間は心配ない︒

米国はウラン濃縮に関するあら
来︑一九五〇鰯代の技術を碁礎に

いてであった︒一九六五無に耐久

法開発築に破れ︑ガス拡敵技術

灘灘

麟怒夢

上げされたこと等の鵬構から︑ウラン櫻縮に関する関心が世界

ン澱縮に関する権威者が蜜秘した︒米国からはオークリッジ運

＝
蹴

本松珠磯疑が日本原子力産粟会議がさきに発表した畏期計画に
篇
閥する憲見響に従ってB本のウラン展縮に関する考え方を観明
＝
した︒各国代衷者の発表から各国のウラン撰縮技術の醐発状況

@

遠心分離 に等等性
合髄3

遼に捜術開発が進むことも考えら

進している︒選心分離法は今後急

心分離拶術の研究薄髭を強力に推

りゆきを注目していきたい︒︵米
︵AEC︶も一九六〇醸以来︑急

れるので︑この二︑三遍はそのな

営爾務所擾のS・R︒サピア リ ー 氏 ︑ 英 国 か ら は 英 国 原 子 力 公

一九六九年一月一日に賃濃縮が

国は明確な形で購荊に判明してい
る需要に対しては十分な供給を行

研究を続けておの︑原子力婁員会

および今後の開発方針等をさぐってみた︒

ナである︒ た だ し ︑ 現 在 の 稼 動 率
關始されて以来︑今濠でに五十七

︑

ゆる方法を研究した上で︑闘士ま
建設されていたことと︑規襖が小

試験網の逡心分離機を製作し︑こ

ガス拡敵法はすでに工雛化され

れが今でも稼働している︒

か・

てある︒

開発の予算は際目されているの

られていないのではないだろう

つ

フランス

一般醤理鐙等を除くとアルメロ な工揚でもガス孤散法と競争可能

に天白〜六颪ソ／無程度の小規綻

データから凋断ずると遠心分離機

すこし少なくなる︒今までの黎験

一的として設計されている︒

︸品の品質管理等に関する研究雀目

一

である︒しかし︑遠心分醗機の蝋 の改障率はどんなに高く見ても川
．﹀︑その一驚化により︑コストは大脳に下る 五％以下である︒ 判次買へ続く

﹁霧の建馨はだいたい欝欝

G一一であると発表されていたカ

々の論点曲折があったのであ

建設に踏みきるまでには種々島

@ @画㌢瀞蹄
@厨 @灘

盤

社生薩グループ翫画管理部畏O・G︒エイブリー氏︑フランス

からはフランス原子・刀庁産晶築計画担当理麟・M・A︒ベッカー

は四〇％程 度 で あ る ︒ 原 子 力 二 巴
体の契約が内外鯛要着との間に締

い

ではガス拡散法を採用してきた
さい陀めに能軍の悪いものであっ

なう考えである︒

が︑害心分離法についても一九五

たが︑一九六〇銀から一九七〇鋸

て以来卜い期間透経過しており︑

今後改艮の可鮨性が少ないのに対
して︑還心分離法は今後使術的綴

目の可能性が大きいと考えられ
る︒愛心分離法のもう㎝っの利燕
は餓力消費羅が少ないということ

﹂

ベッカー氏

る︒

濡驚∴ a鐵

嚢

新工 場 建 設 も 考 慮
られている︒六︑七無の間に七難

これまでに57件の契約
米國のウラン難は雲蓋三
五千万がの総譜をかけることによ

することが可能となるQしかし︑

の成長に伴 な っ て 渡 縮 ウ ラ ン に 対
結され︑その契約金額は総副三十

るので︑今 ま で に 開 発 さ れ た 新 技
術によって現存工場冷改艮するい

助ﾚ避難

する三盆も 備 ぴ る こ と が 予 照 さ れ

六蔚＋万KWの出力で年一芳七千 とが必要となるだろう︒

億毒するが︑お濃籠力は⁝漿警らに新羅建設蓬

めに捜ぜら れ た 蝦 金 は 総 額 ご 十 三

きたQ﹂二つの濃縮工揚の建設のた り︑現在の露礁を五〇％難度増大

間ガス拡敬 方 式 に よ り 実 施 さ れ て

アメリカ

わゆるCIP︑CUP謝画が進
一め
稔額は約四億がである︒今後も氷
㌔ ■﹁ 6

ら

︐㌧

．状忌
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である︒英国では電力費が八〜十

総譜欧州の英国︑薗独︑オラ

一九四〇嫌十一月にコロンビ

ンダの一二翻が共同で趨心分離粒

術による濃縮工揚を建設して米

ア大学の物理学者ンヨン・ダン

米国も初めは遠
心分離法を開発

国のカス拡徽技術に対抗しよう
として大変な意気込みようであ
る︒米圓がガス払散法の採用を

するあらゆる技術的可能性を検

オランダ

@

騨謄∴縄凋薦
隠稀鵡霊夢費

馨

ボガート氏

一製

五年以来バージニア大学を中心に

エイプリー氏

会場を埋めた塗加工を蔚に関かれたウラン凝縮シンポジウム

亀

、

欝
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決めるまでに︑ウラ︑．ノ濃縮に関

討し紀ということは一般によく

一万八千がの予騨要求の戸井

闘発費五千五醤が︑十五〜二十

は︑隔膜開発澱六千が︑ポンプ

段のカスケ⁝ド組立てのための

ウランに関する大統領諮問婁筆
答に要求したが︑嶺隠四万がの

発のために〜万八千ザの予算を

れていたという嬰異はあ詣り知

より遠心分離法のカが荷墾視さ

ニング隠士はガス拡散技術の開
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自立体制の確立へ
ための縄関をユーリノヒに設立し

の濃縮度は二︒二％から三・二％

討験するシンポジウムメンバー
ては︑米囲尿子力婁舞会︵A起C︶
︷
の濃縮料金は今後十年間の物価の

ので︑一部で心配されているよう

変動等も考慰に入れて決めてある

心分離技術の統合の闘麟等が提趨

近い将来米騰の泌稲供論士も余裕

ては︑現在検甜申で談た公一幽する

チャーとして建設することについ

工覇を外困とのジョイント・ベン

ることを明断59かにしたが︑陶時に ス拡散技術の輸繊閾題わよび第四

に不安窟なものではない︒またガ

された︒

禰褻鰍を明確にするよう要幽し︑

最近値上げが続いたことから心配．段階ではないと語ったQ

がなくなるので︑罵要者は禦瀦に

されている濃縮料金の例題につい一

サピアリー氏は昨年†一月のニ

臨由密義請圃の濃縮ウラン欝要に

り

ぽノ

では︑①原子炉のウ
ラン燃焼効察︑②艘

縮工掲のテイル凝

転ゆ

ルトニウム・リサイクルが凝縮ウ

度︑③いっ頃︑どのようにしてプ

ラン燃科サイクルの中に入って＼
るか一等が問題となって︽る︒ま

ついてγ想することも︑われわれ

た海外からの凝総サービス同慶に

の酎圓遂行の上で転職しなければ
ならない要因の一つである︒

今奪二月一日現在︑米囮で運蕨
甲︑建設中︑登注ずみの尿子玉垂

でに運開に入るものを盒め約九千

躍癬は徳十二基で︑一九七八年ま

一酬隷騰確誕黒藻︒黙黙厩頒響轍総

㎝

にもとずいて一九六九無一月一日

かろ夷施ざれている︒この麟縮契

約はある﹁定の予告期闇︑現在三⁝

既存能力の拡張へ

濃縮契約と料金4

で︑鉱本的には曝力糸および冷却

系の肇零これは︑プ塾勲藷づ縣遊鋸

無半では解約難燃を旋払うことな

国で濃轡ランの皇籍雪の謡めるの讐労している・

騰綴購匙講縮時津輪鎌鷹鶴凝立

﹁州の代表薔はすべて濾心分離法の して︑米腱と・て粟蟹外竺羅舞力が払われていることは
技術的要訣性に対する大きな自儒

葱気込みが感じられた︒特に英国

自由世界の濃縮ウラン儒要に対

設するか︑磨ったく別の敷地に建

設するかの二つの方式のいずれ

民貸費金および運轡法で二戸する

が艮いか襖討が進められている︒

㎜議輪講︵約にもとづき︑欝製 蓼一命努獲麟設難糠 繰購

︸鎗

嶺叢り前者が二十八が︑後奮が銀

と︑濃縮料金はSWUキログラム

⁝

された当初の三十七・二九がよりは低い︒

る薔は供給盛に対して笑質的な補償をしなければならない︒

とができた︒また︑AECは謂襲 米飼内外において原子力発聡の

醒副回の濃縮ウランを洪論ずるこ

でいつも数年延長できる涼子力発

需慶がますます伸びてくるので︑

確保できる賭期を制難してきん︒

鳶・子される計劇に対して供給力を

ことははっきりとしている︒そこ

り︑濃縮能力の追加が必要である

が均衡状輝に近づくにつれ︑たとえはわれわれは一九七三年駅でに

米国の濃縮サービスの供給は︑

新しい濃縮供給能力が必要となつ

供給に対する考え方
変換期に入りつつあるQ米国は一

者に短溺間の予管で契約解醸がで

原子力編網は世界的に僚ぴてお

ぴ衆五％が濃縮ウランを使う原

圃における尿子力発蹴は全体の儲

九五六年以来︑米圃内のみならず

きる権利を与ん︑一方︑供給蒼側

の鵜要をはっきり知る必要があ

の供給保翫という観点から︑将来

約政策に関する変更が必要であると響んる︒供給と附嚢のバランス

ーー

﹁

竣雑謹離難供給を保翫︸9・⇔のであ・億

る︒そして︑はっきりした需要計

能力増強のための資潔投下に対し
一難製灘額鞭鼎纏雛細縫諮α翻鐵雛灘

のAECにはこれに相当する権耕てくるが︑われわれはこの新しい

を負わせずに︑不確定

われわれは今後通冨の状顧をつくりあげるために︑纒足わよぴ契

なってきたQこれ豪では︑濃縮ウ

め︑われわれは躍要旨に何ら〃弁償の義務

るという異常な状況にあって︑ある慧味では宰遷であった︒このた

がない供給契約を結んできた︒

で将来︑米国としても濃縮ウラン

番と憲荒︑讃窪奪ヨ

海外の照臨者に対して平等な条件

いる︒

濃縮ウラン謂要に対する分離作

済的︑政鍛的な問題がいり豪じっ

一九八○無までの原子力発聡焼摸一る︒欧子力発餓容鰍を決疑した緩一みにくい︒たとえは︑濃細工掘の

ランの洪給士力の方が購要を上回

合謝約六千七萄万KWとみられて で濃縮ウラン索隠の蝿隣保謹を行

ビスを受ける可舵磁のあるものは

万KWに相楽する︒米國以外の諮

を上げることが検贈されている︒
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フランスのベッカー氏を除く濡

対しては米国が供治する用蟹のあ

ゆ

第四回原脚羅畔次大会のη日︑米

原産年次大会特別講演から

h味国におサゐ轟一つラセ

四原子力婁鍛会・オークリソジ運

一

離法の競禽関係ならびに英国︑西

轟

どをノものもミのこミア

〜♂

を使う原勇議所が開墾ま

く一

半揚で米国と競争するのたという

は商桀プラントを建設して︑世界

評

を語っており︑一九七〇豊代末に

選町
@

七三無三月から一九ヒ囚葎八月豪

ｼ独におけるすべての研究をこ 蒙での自由度があるが︑テイル濃

改良することになっている︒製品

藁榊

度はQ・二％である︒工掘は一九

ロノト・プラントにより分離効簗

での閥に順次完解する︒このパイ

丙独は今隼の菱からオランダの

れらの構関に藥督し沈︒

アルメロにオランダの工揚に隣接

欧州では最適
ダ︑西独の三輪は・大視模なプラ
して二十五ゾ／年のパイロソト・

の改器︑遠心分離機の耐久力強

維︑

西独においては逮心分離法の研
ントの建設を囲綴とした開発翫翻

化︑設計墓鵬の決定︑工業化に必

遠心分
再
究はすでに第二次大戦中から進め

している︒建議欝欝は二段階にわ

プラントの建設を書始することに

ての検醗を行なうことになってい

要なカスケードω澱み方等につい

楽進めることが必要であると考

段鵬では建設期

えて一九七〇集二月四日に共閥研
かれていて︑第一

られていたが︑終戦後一碕中断さ

究の目口を細紬した︒頭独では一
閻申の技術進歩をとり入れて遠心

ろの遠心分離法研究の

働憲して︑GNY廿RAN
三
分離
機およびカスケードの設謙を

田という

以上のような各團代表蕎の発衷
があった後︑山田原子力婁貴が幾
つかの質閻を提越したほか︑村田
際研副理購長︑今井動燃劇理卿長
がそれぞれ日本におけるガス拡散

直明した︒

法および遠心分離法の隔発状況を

この討論の中で︑米園の供給保
斑︑濃縮隅金引き上げ︑第四工協
の建設︑ガス拡散技術の輸出︑濃
縮工掘の民賞移警等の間題および

独︑オランダが独威に開発した遠

欧州におけるガス熱意法と遠心分

クソン大統領の揖明を引用して︑

欧州各国︑共同事業で対抗

米国︑追われる立場

る︒

九六九こ口にこの三翻協驚の成立

瓦．九五〇銀目に入り再開され

により研究は機密化され︑政府の

た︒ 一九六〇琿に米圃改︷肘の要旨

研究槻関に無冠された︒その後も
研究は畿けられ︑下衆逡心分離工

禍の可能性が実翫されるに至っ

であり︑核燃腐分野においても商

た︒西独の原子炉は他園と競争的

薩独は独臨の原子力発羅計画を

業ベースが確立されている︒

舘鵜するとともに︑岩子炉および
核燃料の魎出をしているので︑燃
料サイクル中︑最も露要なウラン
濃縮についても麹立体制が必要で
あると考えている︒

還心分離法は罵力消賢醗が少な
いという点で欧州の経済条件下で
鍛も旨しているウラン濃縮法であ

法を研究していた英團︑オラン

るQち︑仙うど同じように慧心分離

一

◇

氏が概饗次のような特別溝癩卒行

営礁務鰯網のS・R・サビアリ⁝

なった︒

二つのガス拡散引揚を所有し

榮岡原子力婁二会︵AEC︶は
現在

ているが︑画工柵の総跨下資本
は約二十三億が︑分離鼻脂能力は

分離作叢単位︵sWU︶で犀三遍
翫一万七千ゾ︒これは金出力主業

のときで六百十万KWの聡力設備
が必要である︒

需要見通し
霞縮サービスの聡要翼題しは非
常に櫻雑な縞柄であるが︑繕来の

●．事の南鮮・亀◎蟹︒

「

聞

ア

@

、
㍗

露礁

討論から

̲登懸隔誌霧義S．R．サピアリー民
〜〜

効螂的な工揚運転にそなえて翼壁
な悶題である︒このために米國お

に占める原子力発車の罰合を研究

よび臼由世界の罵力照顎．と︑それ

契約解除に支払義務を

国四
力

黙一

ランの1旧識工程を知る上で欝璽な資料といえる。

第4回原産年次大会
！

7
、

・撫

する必褻がある︒米国ではこれ窟

供給能力がひつ迫

で鯉︒︑撃力議の伸び癖撫︑米塁億三秀〜奪千
@

@

なっている︒

@

究したが︑饗憲毎回套≦万Kwで︑米選外で環ウ．フン 業必袈縫の推定には︑技術的︑経

@

誰

鐸

西ドイツ

係者の注目を粂めた。これはガス拡散法によるウ

写真を初公開

ごノ

亀一

ど

、

今田︑われわれの試騨によると柵 億KWに趣すると推筐されてい ており︑はっまりした計画がつか

@

原塵年次大会で米圃のゲピアリ門司ひオークリ
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@

ッジ談日工揚の内部下翼を初めて公開し、内外闘

米が濃縮工場の
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聞

高まる原 子 力 へ の 期 待
輸出産業としての発展を
第四回原薩牛次大会の第一日眠︵十五磧︶午後︑﹁原子力産範長捌ビジョンの展開扁と題し︑最初
のシンポジウムが行なわれた︒醐爾聡力社畏吉村溝三授を蹴長とする燭シンポジウムでは︑さきに除
産の原子力庵藁長期計画婁員会が︑約一撃間にわたる検酎結果をまとめた報告轡を甲心に︑爽京動力
常務田中臓治郎氏︵同委璽会総合職画部会長︶と日立製作所劉祉畏吉醐博吉氏︵同供給産業部会長︶
がまず二二を行ない︑そのあと︑各界を代嚢する照人のコメンテーターによりそれぞれの立揚におけ

ではそれぞれ一六︑一二九︑竃○％

な課題として取り上げる面が非常

期ビジコンを弱えた場合︑政治的

ついて十分に鵜えていきたい︑と

でまるだけ協力し︑助成策などに

に多い︒これについては政治的に

を占めると推定される︒

る曲見の発表があり︑附諭が行なわれた︒

田甲︑轡山両氏の発表は︑原塵

という膨大な石油を

現状で考えると︑昭和七十顕露
には四億♂

述べたあと︑問題点として︑﹁日
本の予算が三無漫事騨になってい
るので非寵にやりにくい︒これに

地とか︑一応の計画をたててはい

鮒しては政府のベースで五力隼望

るが︑矛算わくとしての曲付けが
不十分である︒そこで防衛謝團の

原産年次大会
シンポジウム

∵ボ・ が9濃幽

村

次に原子力鎖線の北川一栄氏は

されるしと述べた︒

予溺と現実とのバランスに立った

移行が予想され︑技術箪新の将来

容霊化が進み︑研窺踊発だけでは

的利用の大型化︑嗣子刀発館の大

きており︑周臨との協調も蕩．懸る

他とのバランスがとれなくなって

必要がでて豪だ︒これ6の薯え

て行きたい︒そして今田は︑国際

カをとり入れて長期謡綱︽徹罰し

分業の中での霞臨競争の疇代であ

う﹂と述べた︒

り︑健民の協刀が一晒必叢であろ

していくことはもちろんである

が︑岡賭に︑国際外交上の問題や

てくることなので︑政界︑宮界︑

政府の政策のあり方にもかかわっ

来二蔑にわたる公定歩禽の引下

変化してきており︑昨年十月以

金融彌勢はこのところかなり

大きく関係している︒サ⁝ビス

が生ずるのには︑賃金の悶題が

物価と消蜜者物価の動きに葉確

る水準にある︒このように卸売

でも馬添岡期を六％以上も上門為

は二月に着干懸下したが︑それ

方は上昇が顕蓄であり︑東京で

臼由化︑低開発圏に慰する凸助

過ぎるものではない︒今後輸入

済規模からみてこれは決して多

億が貧に比へ︑球たわが国の謡

貧︑フランス︑イタリアの五十

いが︑蝕ドイツの萄三ヤ億が

の急遮な増大は避けねばならな

億がを超すに凝った︒外貨準備

絹の二雪偲ザ糧慶から馬筏五十

も︑ここで璽的同上に興知に眼

る提起戒長の純化をきたして

慾が生ずるのも自然であり︑あ

となっている︒これでは公轡閥

は三九八と曲ドイツの二傍以上

八︑西トイツ一七七に対し目本

○とした翻合︑アメリカが三

となると資源入手の環境はきび

は聞済ないとしても︒売手目脂

鉱石︑綿花︑羊毛など︑日本が

要があろう︒原油︑鉄鉱石︑銅

りのGNPではイギリる盆○融資の在り方を検酎していく必面

しては︑豪ず一般的なものとし

っているが︑買手市場の堀合に

しくなる︒しかも︑田本は欧州

︵暴なり霞網料をそのま窪目入

している例が多いが︑今後は海

外投費の上︑製畠の形で輸入す

@鎌

轟ヲ製

鍾

世界に誇る優れノ技衛と，つね仁親しい。気橘てく現代の錘〉

簡勢にも関短して﹁わが困の石演
賜勲は昭和四十五年度二懸㎡濾を

原子刀開発利用長期引圃

このほど昭稲四十二隼に策定した

る石油の割譲は七〇％近くに達し
訂することになったが︑その考え

長期帯磁がいまこそ必要なのであ

大きく取り上げられ︑原子力開発
の大規溶化に伴って︑これにどう

薩業弊の協力体捌亦︑確立し︑原子

力量発のすぐれた戦晦を打ち禰て

である︒そして︑このような開発

国をあげて推進することが必要

戦略の良し悪しに︑わが国将来の

エネルギー突撃︑ひいては臼本経

瘡の消長がかかっているのではな

いかと癌飽する︒そして︑その揚

合︑特に国際協力というか︑關際

面でどう生かしていくか︑という

化碍代のメリソトを原子力開発の

いと考える︒扁

点に蒲下していかなければならな

て︑一昨無九月以降一日余に及

げや都銀の貸出しに画する規制

麓業等生麓牲を上げにくい分野

増大︑資濾開発のための海外換

密対策の上からも墾ましい︒従

ることが資源対策上も紫た︑公

来のように経済が発展拡大する

には翼大な蚤金と設備か必要と

と︑原油入手︑輸送︑備叢など

がある︒原子力は本閥題解決の

い︒現在︑輸銀資金が開発投資

格段の舅力が払われねはならな

章氏

なる︒今回のOPEC攻勢な⁝
ど

を契機に︑田ホとしてエネルギ

1周題を根本陶に湾え直す必要

かぎを握るものであり︑これに

第三は経済の体質の醐魑︒日

o一︐墜＝＝＝一●＝騨＝＝一脾
●一
＝圏
腎幽
＝齢
輔鱒
甲一む

め水島

さりに裂鉄技衛の進歩と鎮銅需要の増大に対甦する

こえ︑一次エネルギ﹂全品に占め

ている︒さらに昭和五十年度には
方などについて私冤として︑﹁長

を改

霧憾㎡轟を上回り︑ここ当分は石

いたことによるもので︑これが国

幹簾激騰繍舗叢

た︒一方︑情蝦化隠代への急還な

㎜ウムを終わった︒

が掴摘されたのである︒

豪た︑再処理問題もこれからの

臆が提起され︑微子力エネルギー

大きな繰題であり︑立地の悶題︑

の安定確保の魔地から︑核燃料サ

大に対処して︑今後︑膨大な原子

し︑自益技術の隠発を進め︑原子

イクル全体を今後どう確立してい

さらに騰難物の処分方策などの問

ヵ混載をわが因のリーディング︒

が︑岡疇に原子力の圃産化を推進

インダストリ⁝︑あるいは蹴出麓

豪た原子力開発を円溝に揖進ず

藤じた︒

るためには︑関係業界が十分協力

くか︑これが最大の謙題であると

しかしそのためには解決を要す

ればならない︒

る課題ら多い︒本シンポジウムで

業として︑その発展をはからなけ

力発羅の開発を進めねはならない

﹁わが国はエネルギー黙襲の増

めの園除協力や技術開発の頚要性

､にしめくくり︑このシン蓼 発︑また特に濃縮ウラン確保のた

㎜最後に議長の吉村溝三帰が次の 対処するか︑海外ウラン資源の開

まとめ

も︑まず核燃料サイクルの閥題が

民経済の仁愛を混める原園となっ

はわが国の工舞化が欧米に追いつ

油貼代が塞く競込みだQしかしこ 石の敬笥が軍票つたのは題本的に
うした巨大化する謂要に見合う石

田吉 油を︑安定確保することは並大駆

の闘臆ではない︒加えて最近にお

勢は︑まことにショソクである

ける塵油困による原油の値上げ双

例にならい︑原第力を含めた科学
が︑同晴に地球上の地下資源に対

．繍

技術の日量計画を財政猫顕を禽め

を認識しなければならないと考え

する働値観が変化しつつあること

幽鐸 x ㍉拭呼

て政治的な沓関係の了解を得陀計

ギーであり︑その曙発はエネルギ

る︒原子力は石油につづくエネル

画として確立していきたいと響え
ている﹂とその所見を語った︒

ついで︑石油連盟会長・出光興

三 蓋毒

↑ ♂

毒

野盈光風氏は軽の薙あ莞化を図る上で大いに響

ゴ

芹

＼一

葦

んだ金融引飾めの影響があげら

箔置の撤廃により︑都銀を中心

における賀金の引上げは︑その
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れる︒次に過警数犀間の雰常に

に貸田しは大顧に増加している

賀＝＝7一二日目＝齢一

轟い蚕飼投資が生霊刀化した反

が︑廃業の僻入

ている︒ところが消費暫物価の

面︑漏蟄が予想されるほどに伸

れ濡装が旺盛な

ρ一胴＝＝ 一二一卿＝一︐一一一一＝一躰 ㌔一層一一一一＝︐一

びないため供給過罰となり︑そ

ため︑企業金融

ー一
ρ一
隔＝一一一
鱒鯛一

れが稼動轟の猛撃︑企業収益の

には未だ纒諏懸

佐々木
二・・・・・・・⁝⁝・日本銀行総裁

エ強国の中で最大の輸入国とな

懸化を通じて設備投資の纒減を

は出てきていな

蟹なと外璽を必要とする闘題が

いであろう︒

もたらしていることである︒そ

い︒しかし三弓

蜜窪料金の上昇にはね返るわけ

最近の経済成艮鐘化の原因︑︶

のほか︑カラー・テレビ︑齢動

末から四月に入

控えており︑塾は国際収支が低
を同けなけれはならない︒

長娚的に解決し得るものと確信

よって日本の工不ルギー閤題が

本の戦後の証療成長は臼ざ塞し

り

車など特殊業興における経済外

ると市中の金融緩和がさらに進

で︑ここで駈得政策を正忌から

調なときに日本の将来のために

へ

附要困による馨れ行き不振も影

論ずるつもりはないが︑賃金の

ﾟゆ塗擦経済情勢︐

響している︒ここ暫らくは経誹

むと嵐われるので︑現在はこの

引上げについて何らかのル：ル

しているので︑綴目の確保には

取支はこの三隼闘好調で︑一昨

別講演をまとめたものである︶

会における轟々木田銀総裁の醤

う︒

曇

成畏の鈍化が続くものとみられ

にどう影響していくかを発守る

ような金融瞳の動きが実体経績

必費であろう︒

がっくり出されることがやはり

て次の四つがあげられる︒第︸

に使われているが︑今後開係者

日本経瞬の当闘する課融とし

時期であると曙えている︒

は物価の悶題である︒郷売物舳

いものがあったが︑一九六八年

が知懇を出し合ってこのための

投蟹︑設備投資が鈍化している

が兇込まれるので︑企業の在庫

としても︑禦気の落ち込みは年

難二十二轍が︑昨年†三億がの

の統計によると︑平地面樹冠た

︵本稿は原泉年次ス会4＝さん
初心醐されたほどのものにはな

はこの二月の水雌は昨薙ヨ月以

黒字を詑録し︑外賃鵬備は三市

する・

るまいと考えている︒しかし半

降安定しており︑削無を下回っ

鏑二は霜除収支の閾題Q国際

面そう憲速な回復も朋徳できな

p一二一一＝一9一・＝＝＝贋一団一一願騨一一響一︒3二一7一■⇔＝＝一己一刀＝騨＝騨．一の鴨一胴二一﹁一φ＝：開山甲一●一一胴＝7一騨一貫一＝．一幽＝嵩＝昌i・一二一脚

製鉄艇を着々と建設しています。

e

川錘Pの嶺を世界的なものにしました。

認の優秀さ薮しさて

川瞬製鉄ほ銑翁一貫メーカーとして．

・

（新しい鉄〉づくり

氏
川

北

るが︑墨入消鍛︑輸出︑財政の

一

欝
。 ＿謡ξ 薦轟． 姻
宏から稲川、出光、苗屡の各氏

三鶴要についてはかなりの伸び

一圏＝＝一御

三、

㎜よ

ρ
味

たまった白斑をどう生かして便
第四は資源開発の間日︒日本
っていくかということであろ は大鄙分の原材料を海外に依存

噌＝響︻

黛

つく尊を搬選1しています。とくにイ薫製鉄辮ほ，その襲雰誤

@

原子力にかえることができると予
想され︑原子力の比鐵はます紫す
大きくなる︒また︑洪給藩榮への
影響としては︑原子力口細開発の
推進が︑魔業のベースとなるよう
しかし︑こうしに大規模な原子

な方向にもっていく必要がある︒

力発鱈開発を推泡していくために
は︑亥黙隅サイヶル︑立地翠境な
1

奪

／

灯ロ』

原産年次大会午さん会から

費

の原子力巌災長期謝爾婁鍛会の報
告盤を中心に︑原子力の畏期ピジ

ヨンに関して行なったもので︑今
後 二十年闘におけるわが薗経済役

会の展欝とそれに伴うエネルギ⁝
隅給の動向︑原子力の役捌と間題

暇和七乎五薙にいたる薫十庫間に一

点などを甜明した︒それによると

おける原子力発羅設傭の附発規模
は︑昭和五十五年に約二千七百万

ｴ期があるが︑従来は低暇供論
の面にやや蚤点が醒かれていたよ
うだ︒今後はこの⁝ろを結びつけ

ていくべきだ︒④ウラン資源の確

ることにより原子力発躍を推進し
保については︑電力会社のみなら

愚い切った癒策が必要だ︒⑤原子

ず︑政府︑顧民とも理解をもち︑

力政策といえは︑原子力を広範な
産業に生かすという点から︑為温
ガス炉の研究をはじめ︑安全暴準
の画期酌確立など︑塵藁開発に即
応できる体制等について検討する

つづいて衆海院脳員前田正男氏

必要がある︒

@
@
@
@
@
@
@

産

力

原
ど解決を要する多くの問題もかか

五六六丹参照﹀

︵原睡の畏期計圃については本紙

W︑七十五隼には約二億二千万K えているとその繰題も摺摘した︒

KW︑六十・五鎌に約一億一千芳K

嚇鍵
が立ち︑核燃糾サイクルの問題︑

喉ぜ

W程度になろうと予測し︑当諺無
度における原子力発購の構成比率

角

コメンテーターの見 刀牛
濠ず国民経済研號協会会長稲 葉
秀三氏は︑国民経済の伸びとこれ
に対画する工不ルギー舗要の成長

ンスのあり方について述べたあ

についてふれ︑エネルギー・バラ

と︑原子力の開発も総量エネルギ
﹂政策の立場から推進するよう次

の請点を コ メ ン ト し た Q
①将来 ︑ で き る だ け 原 子 力 発 継

を憎やし︑石油依げ度を少なくす

る努力が必要である︒昭涌六十年

六千万KWの原子力というのは 少

・なすぎる︒②今後は公轡閥題が日

本のエネルギー供給の齪題だ︒こ

れに本格的に数り組むためにも︑

、堺

胃虜氏

筑

競羅躍総惣製出蟹
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原子力発鷹を推進すべきだ︒③エ

ネルギー供絵には︑低廉・安定の
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