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配管断熱構造の研究等難交換器構

交換器では︑選元ガスである水量

関連で︑簡籔巨星は︑双万の貿易

らウラン濃融役務三億二千万ザを

て漁礁五千二哲万円︵予鐸要求ペ

﹁筒温熱交換器の研究﹂の二件で

胸二千五菖万円の臆要技術研究開

臼からも約一億七千万円を投じて

発蟹補助金交鶴を受け︑族た業界

しかし本格的な原子力製鉄の開

研究を行なっていた︒

ても摂氏千度前後での耐熱磁料開

発ともなると︑利用薦たけからみ

発や問温熱交換器開発など︑一業

界のカたけではその連騰が困難で

から︑Hワ﹃G8のエネルギー利用

あり︑豪た総禽エネルギーの観点

ニシアチブを取り︑発醒や海水脱

効峯向上のため︑今後鎌継雀がイ

輸入元

C蟹本の耀力会祉は︑米国か ガスの構造麓への透過基礎興験や

よび短鶏の幾つかの描蔽について

を行なう︒

造の安定牲に関する研究1一など

れと結びつけた一つのプラントと

ース︶をかけ︑各種機器開発の纂

完壁な晶質管理！

収翼不均衡の改善に資する畏期お

この支払いを容拐ならしめる惣廟

購入する畢定であり︑臼本政臆は

二︑箱根での会誠以降︑両国敬

鉄鋼業界は︑①エネルギー源の

も討繊を行なった︒

府は︑緊密に協力して鰭根での会

多劇化︑②原料炭︵強粘結勝︶の

轡閣題などで精来原子力製鉄は在

枯灘や在来法︵萬炉法︶による公

最機に︑日米両幽幽府は︑
総額約十穏がの投資を伴う︑平和
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である︒

窟濡を臣附としたガス孤散法によ

議の際に討識された呉羽的な短期

を試みる作葉を行なってきた︒ニ

描置の幾つかについてその数窺化
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漿グループの阜期設置を促進すべ
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業界を統一した形の﹁ウラン濃縮

て︑還元鉄製造︑熱交換麗︑蜜価

部会長とする原子力部会を設卜し

ステムなどの技術的︑経済附検講

な還元ガス製造法︑トータル︒シ

ス契綴織阜期簗現の饗甥崔行なっ
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の研究しで約一千万円︑四十六鉱
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ている︒
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することも可能﹂という︒米爾が

ものではなく︑その他の圏が参加
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十年代に堤現すると仮定して︑こ

を進めているH田GR実験炉が五

短編惣業構患による濾設の規模と

型プロジェクトの一つとして取り

﹁鶴見・インガソール会談につ

府

﹁原子カコンビナート﹂開発に取

簾とも舎わせ︑製鉄を中心とする

り組むことになった︒

大堀電発総裁

らの再任発令

政

欝欝は八月二十八日︑離縁開発
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塘設建設臨画の司能姓について話
合われることになろう︑と観測さ

れている︒﹁総顧約野山がの投
資﹂とされたのは門施設の規換﹂
の圏安とされたもので八七五〇ゾ
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験など︑②選元鉄製造装躍では︑
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発とともに︑藏温強度測定器など
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日二千万試梢当の弓場ウランを緊

の聞懸に関し︑八月二十一日から

や他国とのバランスもある﹂など
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饗しい扁旨提集したが︑これに対

きるだけ臨曲に使えるようにして

蟷境期心事として︑この聴期にで

米國で専門象塁壁がもたれたが︑
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遍
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など今後の興体簾を検討するため

SWUの購入が会慧され︑灸件面伝えられるところによると︑わが

の両国専門家による会合がもたれ

と述べ︑結潟︑この悶題は︑十一
月頃に予定されるユーザー﹁蛮力

業界﹂によるミソション派遣の際
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安全・環境問題の

ｴ産要望によせて

は必滅一纏醤総堀糠

螺騙獄慕茄講驚齢％
の総噛癖伽の上に立って費伍をもった判

霞らが研究し︑データを集めて︑これら

原子力婁輿会がその機能を拡充強化し︑

うことは︑あらためて醤うまでもないQ

た対琶会問題で閑却したところはなかっ

て濠ているが︑従来の開発政策にこうし

々のトラブルが生じ︑立地が困難となっ

原子力翻発では対社会閥題との襲点で諸

いる﹂と述へ︑今後はこ2傷皇僧愈むソフ

たか︑むしろ政臆の問題として反離して

とが︑エネルギー政籏の根幹をなす猿子

断を下すこと︑そうした体制のとれるこ

トウェア開発で患い切った措置をとり︑

郭駈二三闇弱轄響報励
力開発を国民の支持のもとに進めるため

日本原子力塵業会議が︑原

KWの上子力戸閾激発︑もっと艮期的に

副子肇霧藷の強 弓
境審査体制の確立︑安全研究

い︑と語った︒木川田一隆東躍会長もこ

原子力餐興会のあり方も魯検討してみた

ところで︑こんどの原歴婆望で・2拐わ

に︑何にも増して顕要なことである︒

れに呼応し

あるが︑これらにどう滋処するか︑国と

は三ナ無後瓢億二千万KWの開発予測も

れた諸点は︑圏による箔躍ということも

の三点を中心とした﹁安全︒環境確保の

体制の強化︑環境放射能監視体制の整備

して効肉的な磯発調進ができるよう体側
を約束

ための体制整傭﹂についての要望留を︑
を整備し強力に実癒することが懸急の螺

漿界の努力と二足

政府および衆滲岡院科学技術振興対策特
を加えた︑いわゆる一二身〜体の原子力鶯

したが︑今後は︑これに第三巻︵国詰︶

ろう︒たしかに︑原歴要望にいうスタソ

の衝に当たる当愚者に対して︑安全性確

するものでもある︒原子力胴発の総合機
フの強化や隷制の監轍は︑建軍円円とい

さることながら︑獲を返せば金て︑開発

閥発綴目以来十七隼余︑填入技術に依
翼としての﹁原産﹂が︑その幅広い活鋤
・箏算の確保ができたなどというハデさ

題であ︸やIlということを平鞘的な考え

長︶が今年五月から精力的な審議を窟ね
存してきたわが国の原子力開発も︑今や
の中でも極めて異例ともいうへきこうし
はないが︑こうしたことこそ︑これから

別婁貫長に握出した︒膿薩の﹁安全︒環

再検討してきた結果を︑必要最少隈の改
鵠らが新しい技術そ生み戯し︑その腿発
た要躍をあえて行なったのも︑匡正の布
の闘発政策の灘本をなす根本問題であり

政が不可欠であり︑志向されるべきであ

善議方策としてとり毯とめたもので︑原
椎進のスタート含にも立っている︒﹁協
石として︑こうした今後の欝力への決意

今こそ︑そうした対処への大鱗な第一歩

保のための確儀ある簸大限の努力を要求

子力総員会に安全担当の常勤委員制を設
力﹂から﹁竸争﹂へ︑聴々刻々の憶勢の
の蓑明であると同時に︑開発のイユシア

に誤りなきよう応募の醤処を期閉すると

を踏み墨す時であろう︒噛癖蓉年の大計

方としている︒

けるなどスタノフの強化と︑﹁原子力審
変化が何かにつけて目貫される今鷺︑審
チィブをとるものとしての奏任を大乗胸

境闘題に関する検討会﹂︵備本溝之助座

査会議﹂︑﹁安全研究会議﹂︑﹁原子炉

にふ深えた上でのことであろう︒

もって肝に館ずべきである︒

ともに︑われわれ関係暫もこのことを︑

隠発当初の姿がそのまま引継がれている
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中さんは︑外溺省で叢嘩少の課
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っている︒

ている︒ユーラトムとの平矯性

は批准ということで作業を進め

⁝ンで闘かれた日米専門塚会議か ついては︑﹁政府の方針として
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ウラン資源備蕊壷鐙検罰小蒲員
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指摘されていることから︑エネ調
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伊藤忠商向は八月二十九日︑澱
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の総代理店へ
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て︑鉱山会社の探鉱慧欲昂揚のた

受けた原子力発償所は︑出刀六十
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〜七百二＋万KW・八○年から八

妻

定︒なおサイトはまだ未建であ

垂〜多二づf¶﹂

ニューヨーク州では︑闘題は

玉多二多一

ェラi知禦が任命した立地驚悶

もっと前進している︒ロソクフ

でにフェースー1の敷地調査が

委員会の勧告にもとづいて︑す

発端になった問題の一応の結晶

調設備運転、施設内の補助丘二事藁びに営繕塾務
（研究所。その他） 管理憾域清掃、フィルター交換、各種蜜蝋物処理、浄水管理

WH・簡浜建設所

（一般放射能関係） 磁本療子力研究蛎・東海・大洗・尚一宇研究所、㈱輿京原子力麗楚研究
所、H本R工協会、放対線医学総合研究所、日本重々公を｛・竃知磁信研究所

本社來京都中央区銀座6−3−16堀話（03）（571）b9鱗〜7・（57Z）5734

疑蓑舌（077〔｝2）（2）1636掌

年に順次始動を予定し︑八0隼に

するわけだ︒この隠捌の発掘容磁

百万膠の利益

英BNF﹂

︻パリ松本駐在風発︼購無二月

立︑四月正式発足した英圃核燃料

英国原子力公社︵AEA︶から独

よると︑岡社は媛初の十三カ月間

会社︵BNFL︶の初年度年報に

︵七一葎二月十六日から七二年三

に干四百万竪の販売利益をあげた

高は六千⁝薔六十七万団︑ゾ︵うち輸

月三十一臼まで︶︒この間の亮上

仁万㌧︑税抜き利蓋は三穏八十万

出六百万竪︶で税込み利益は六首

㌧たった︒また年度末の刷出受注

配当はなしで利益は全額準備金と

残職は二千百万ぽンである︒しかし

して樹立てた︒売上高内訳はCE

ド賊力庁の核燃料サイクル閣係六

GB︵蟷力庁︶︑南スコソトラン

〇％︑AEA関係および苑膣離○

％︑その他一〇％だった︒

醤AεA

発展途上国で
原発立地調査

IAEA︵国際猿隅田機関︶は

このはど︑発展途上園に︑40ける原

子力発避所立地調査陶画に溜手し

たQこれは㎝九八○錐から九〇銀

ゆる中小型炉の貫入が予思される

にかけて十万一六十万KWのいわ

と各圏専門家からなる七班の調査

隠々を対象にして︑IAEA職員

（発鯉所関係〉 機器その他の汚染除ム、定期検査聴の除染・サーベイ、核燃料装荷。交換作
隈、個人融1増誉理、汚染衣類のランドリー、冷却水取水溝の清掃、醗棄物の運搬、変魁脈牢

は含計出力百六十六万八千KWと

る︒原子力発注所はソ連技術のP 百万KWを目篭とし︑うち千二百

ころまで至っていない︒

ため絶対酌な価格比較ができると

多⁝

ーヨークの両州は︑問題を敷地

いるが︑Yガン知㌍の催足に が︑そのための立地要員会規則

アメリカの環麗諭争に先の見通

るという︒岡岬では︑先ごろの

と受けとってよいであろう︒11

査にあたる鵯の︒

団が現地を紡れ立地条件などの調

〔原子力閃趨営鑑穫ii∋〕

N以後は原発中心
計画

子力ということになる︒また八O

チェコの電源開発

る︒石炭と水力懸源には限界があ

年までに首万KW二墨を備えた原

は二千二百万KWで七・五％が原

︻パリ松本駐在鍛発︼チ柔コス

り︑天然ガスと石油輸入は外貨那

子力発鐵桝の建設に着工する︒さ

ロバキア敷府はこのほど︑聡達供

原発および高速炉を建股する学定

らに八○無代には最低哲万KWの

WR︵理論出刀四＋四万KW︑実
万KWを原導力とする︒

つ︒この蒔期の発継容患は四千八

で九〇年には原発合計十三基をも

原子力に主力をおくというもの︒

ロフスケ・ポプユーチ徽と南モラ

新計画によると八○年豪でにヤス

給鍛の不足が経済発展を妨げる見 憐震濾するので︑中︑三期には
通しなので︑発鵬所建設を優先事

七五硫・発聡嵐穴百二十〜六衝三十

にした︒岡濁の七〇年の発電騒は

核燃糾の入施も蒸気供給系の入

リンク社︵GE︶︑パブコソク＆ 発注しており︑いずれも七厳年か

多一

では︑昨秋︑州下院の裂貫会が

選定の閲題としてとらえ︑皐期

ては︑AECの権限を侵すよう

はっきりしなくなった︒州とし

がほとんどでき上っている︒舗

しが少しずつ出始めたことを示

が強い︒現在︑サバンナ・リバ

原子刀モラトリアムに続いて︑

初年度に千四
がないのはCE社だけ︒

社のうち︑豪だTVAからの受注

今画の入札対隷となった二ない

となっている︒しかし入札仕様が

ではこれらの点を詳細に検酎し︑

りくんだ内容だったため︑TVAし六塞の発落懸は容糧二萄四十万

通りもの組合せがあり︑非常に入

基数︑規摸︑期間︑条創などに幾

ウィルコソクス社︵B＆W︶の腰 ら七八無にかけて運開となる︒四

社︵WH︶︑ゼネラル・エレクト 千六十万KWの原子力発躍毅備を 札価格同様︑絹合せが複雑すぎる

・フェリー︑セクオヤなど九魅︑

一〜QAYOA一

心とする電源關発の方針を明らか

億KWH︶以後は原子力発継を中ビアの澗原子力発霧を始鋤させ
なれは︑二十偬KWH程度の膨大

出力制限を軍急に適罵することに

CRS︑ASLB︑AECがこの

で︑熱出カ一葛七十六万KW︵全 のヒアリングを通っていない︒A 業とし︑現在の五力球計画︵一九
出力の八五％︶を越えない出力レ
ベルまで制限することが妥嶺であ

ると考えるL

キウ甥二⁝発電所︵五十五万KW

様綿雛な調査を要するとしながら
も︑運転経験の多い中規模炉であ

レビューをもとに︑同炉が無用な

るところがら出力制限は罪してい

不安を抱くことなしに全出力で

証﹂が募るものと考えられるとし
ない︒

運転できるようになる﹁十分な確

ている︒

﹃PVAから明らかにされた︒
それによると入札に竣慌した鰹

水炉イカ西社の︒ち︑學愚蒙犠欝な濡薄したいと

5

①VAはこれ謹でにブラウンズ
る︒

している︒

一多 ⁝

としているが︑実施が決豪るま

二二

エンジニアリング社︵CE︶が断〜

蒸気熱給系ではコンバスション・

5玉 二多 玉多多多玉

的

て以来︑原子刀婁質一ヲイ︑環

原子刀規制機関の生際を勧告し

適地が十分にある︵七十カ所︶

終了した︒その結果︑サイトの

ことが分ったので︑今度は電刀

荊に審査する万雷に︑田刀を向

し︑そのための機関を躍こうと備を進めてきたが︑鍛潤裁判融けてきた︒カリフォルニア議会

ネソタと岡轍放射能規制を蚤視

判決−放射能の規制はAECだ

もかかわら

価の結果適地と決豪つた所は︑
州が取得して醤来の敷地として

ニューヨーク州の行き万は︑

プールする訊画だ︒

AECが連邦蹴会に出している

環境鞭雛鵜鷲訟膿 認

けが権限をもつ！は︑両州の態

法案が三年朗から雪起になって 順次その環境面の評価を進める

会社のプロポ；ズに星ついて︑

の瓢置をきいて︑機関設澱の準

境側のゴフマンを含む眠人以上にサイトを決めて環境影響を禦

︵

また︑サウス・カロライナ州でには曲折がありそうである︒

でに変ってさた︒

多 多r161♂ぱ多 多 一 婆 一二

D謀議細謹蠣㏄聾
多
多宝

票安く︑以下ウエスチングハウス

四営五十一億穴千万KWHで不足質四十一万七千KW︶二幅を備え
ACRSはジオン発躍所のほか
分三十九億KWHを輸入していそれぞれ七七︑七八︑七九︑八○

る︒

な鷹力が些藩できないことにな
ACRSではジオン炉は八五％

再登呂とその時豪での順調な運転

とみており︑コ月球の初娚炉心

子炉安曇問髄の目付け役である原子力安眠諮問委員会︵ACRS︶はこのほど中趣癒の炉であるジオ 出力では安全に運転ができるもの

を理由に全出力の八弄％を血限とする出力制限を繰すよう勧告した︒

明葎二月と五月にそれぞれ操業に
前処理加圧されたものであり︑こ

前処理加圧型燃料棒使用︶につい
ACR S が 制 阻 を つ け た のは︑ A C R S の 勧 告 は 次 の 潴 点 を 指
想される︒ジオンのような高出力 の結果﹂とスタソフやACRSの

入る蹴鞠のコモンウエルス︒エジ

ーー

ミネソタ州を取上げたついで
に︑他の諸州の動き漏紹介して

おこう︒

諏子一発屯所の環境規制に積
極的なのは︑イリノイ︑ニュー
ヨーク︑サゥス・カロ一穿ナ︑

カリフォルニアの各州だが︑ど
の州も原子刀施設が多いし︑規
制に麗剣になるだけの煙由をも

で設縢が決豪

発羅所立地法累のモデル・ケー

例えば︑イリノイ州ではミシ

つたと盤いて

ガン湖の熟汚染問題のほか︑ド

スと見られている︒この例をは

というのが︑ぎりぎりの大急難それが実現せず︑代りに環境防

しているようだ︒最高裁判決も

じめ︑紹介した各躍の状況は︑

識婁鍛会誌醗が決まりそうなの

にイリノイ州は独自の放射能昆あ集めて独薗の判断をもちたい

で︑電刀会社が許認可をとらね

再処理工揚の近接︑サウス・カ

岡州の照会では︑州内への放

鄭設定を進めていたほどたが︑

の設齪をあきらめて︑ジオン︑

ロ一塁ナではサバンナ・リバー

ルフ再処理工揚の廃簗物問題︑

現在進行中の放射能地藥作成ヒ
射能ヒアリングの開催遊取り消

一の駆葉物をトンネルを逓して

の水爆センターとZ罪ド訂ガ この覇決後︑立地・放射能機関 分のようである︒

嚇性廃献物処分には反薄の空気はならぬ役所の数は三十をこえ

した︒屑州ではドレスデン発鍛

︵K・K︶

祈に対する建設・運転認可商撤地下岩縦に輝蔵する謝画が進めこんどは沿群議醗閥題が州民投

アリングなどとともに︑謝謝の

ラザールの両発電所に対する旅

いは許認可の一本化であるが︑

レスデンの大原子刀塾地とGE 爬に微妙な影響を与えた︒とく なことはしないが︑磐戸で檎報 いたのは誤り︶︒立地機関の狙

っている︒

していたが︑野師賓月の叢筒裁の繕果︑この機関の隈隈範囲がでは︑このための立地機関設置

﹂灘難題離
心

ニニ多玉一つづ

に二〜六鉱まとめて購入しようと

費二＋万KW級の原子炉を一度

CE社など四社 が参加

TVAの大規模入札

ン帰讐炉の第︸期の炉心再袋荷が

め︑委当会は初期の運転は︑苫牙

ソン社湧有の衝十万KWジオン一 の種燃科について性鮨の改善を促 な要素が残っていることなどのた

能にいくぶん影響が出ることも予

リアのワーナー・ビロ社では蕩湿
炉用蒸気発生器および発鷹負荷ビ

を出品することになり目下その灘

⁝ク階の節気保持に関する展示物

備を進めている︒写爽は運転ヒ数

WのPW冠に四イ万KWのピーク

亮している猛底負荷用百一三型K

障負荷容璽覆付殴した発電所に関

トが安くつくとして岡祖が研究闘

で開かれる︒このフェアには各凹

ら一干網B謹でスイスのバーゼル

から各糧原子力蝿器︑フラント装

する模型︒

力旧業フェアが今年十月十六日か

エユークレックス72︑臨際原土 欧の利療が繭 oり︑しかも発留コス

スイスのバーゼル

ﾌ開幕近づく

ニューフレックス

てのことである︒

RSが鵡力制限を課したのは初め 十分に理解されておらず︑燃料性

ー

男機とこ号機Q拠立前の炉にACす理由はない︒だが︑その現象は

一

業

㊥

盈などが展派されるが︑ズースト

臨饗

75
興にかけられそうな椚勢てあ

一る︒

7

8

1

（ozq28）（2）2
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東海営藁駈

原子力関連作業部
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榴島陰藁翫私｛島娠双彙郡泓i挽町

圃

ニューヨークとカリフォルニア
は原子刀発車所が多いし︑荊鷲
は人口の密集︑後暫は地震とい
った聞題をかかえている︒

千鶴以上大丈炎

られ︑全氷研究審畿会が賓全艦

（発鷺所閾係）

．菱原子九r叢㈱、GE・敦賀並びに福勘建設所

ブラント㈱、東翠蓋浦電気㈱・原子力本部、

「ヨ
図するなど︑今後この種の認可

次郎

取締役社長

72

以源子力関係所の他畷譜轟陣簗所にて・・鯉藁務を醗

原

日本原子力発電㈱・敦賀並びに東海発戴所、束ヌ」縄力㈱・福島発電所・日ウ
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﹁工

米国では現在︑軽水炉での使嗣済

るかに資本投資が少なくてすむ︒

ビルを建てる……？！

叢

る新しい鉄の開発に、限りな

新日旗製鐵

簿旧繊ビルヂング｝

リックゾの天然ウラン・フィード

再装荷用燃料の供給一業は今の

燃料を日月五ゾ処理できる旛設が

よぐるしいユ動に臨瀕して・

鳩ができるよう︑AECはこれ豪を通してこの種協議を編んでおり

ところ比較的小規模だが︑将来は

期間貯蔵するうえで放射飽減製に

鱗iii

もし、てれを｝ドノノれれよ、

謬

都たち，ま、その山雀韓，二丁縦

米国原子力婁国会︵AEC︶のC・E・ラーソン婁風は︑こ料要素使用︑使用済燃糾再処理︑放射性廃藥物の処理処分︑の

る商業学高速炉用に備薔すること

年代に実用化するものと考えられ

GUN役は住及とそれぞれ契約する︒一都プルトニウムは︑八O
コストには籾装荷燃料たけでなく

を績んでいる︒一般に原子力発電

燃料としてリサイクルされるより

もできる︒プルトニウムは軽水炉

WH祉はPWR燃料で三菱と︑
の供給を揮え含わせたものに匹敵

二子圏︑三菱目の再装荷燃料費が

で秘密にしていた濃縮技術の一部

含象れているので︑原子蝉燃料の

を限られた数の民聞企榮に開示し

が行なわれる醜から︑米国の一企

始めた︒もっとも︑こうしたこと

業︑レイノルズ・メタルス社は︑

が価僚がある︒

も高速炉燃料として使用された方

ル費の四〇％が濃縮ウランの加工

困難だが︑概算では全燃料サイク

大きく膏つとみられる︒三無の第

われている︒ただし運転費は夢判

八千〜九千万がで建設できるとい

再処理工覇は大型発電所よりは

四回原子力平和利用国際会議では

ーゾの再処理費は約三万五千がで

的高く軽水炉の口恥済燃料ウラン

再袋荷嗣燃料日工環業は︑米殴だ

蟄といえる︒

再処理と廃棄物処理

加工壁に関するデータを得るのは

AECに対しワイオミング州内で
のガス拡散工場建設でコンソーシ
アを編成するよう提案していたQ

将来ガス拡散工場を建設するに
は低康な重力と安定な冷却水の需
給が必須条件となる︒一見矛盾し

は化石燃狸曇霞見所から傑給され

たようだが︑拡散工場で飽う竃力

ている関係上︑最適サイトは大磁
の石炭軽量があるか︑さもなけれ

けでも七一年七千五日目が︑以後

八五無月では年々五目が︑九〇年

適した形に変換する役懸も担って

されてきたが︑今後は環蠣保護な

に液体ないしスラリ⁝として貯蔵

て地上あるいは地下に貯蔵される

どの理由から︑廃追物は固体にし

また廃型物を固形不溶解な形に

ことになろう︒

して地上あるいは地下に酔蔵すれ

すことができる︒

脚観
帽龍

八項臣に分け︑それぞれにつ巻平錫にその特質と環状を解脱ず

る一方︑核燃料サイクルを齢してみた国際経済関係︑とくにB

ウラン濃縮協力

秘欝を守ってきたガス拡敬技術を

の入手を発全な米国依存から脱し

子力発澱計画をもつ国々では︑そ

揚所の近くになる︒一例をあげ

ば低歪な水力発雷資源が得られる

原子炉から出るプルトニウムの

再処理工場は放射性廃彙物を畏

ある︒

羅が膨大なものになることは︑窃

記では年々十三がの割で拡大しよ
れば︑分離作業コ
ストの大部分はK うとの予測が発表された︒

WH当りのコスト
に二二倉を掛け

いるQこうした廃彙物はこれ談で

関心を寄せ︑二つの方岡でこれを

目一〇・四がとなり︑八β／KWH かの理由でブルトエウムが軽水炉
の場合は二〇・八がとなる︒理論的 燃科としてリサイクルされなけれ

は再処理工場近辺の地下タンク内

田世罪の年欄生間量が現在の露四

ウランを提供できることを考える

六力国所鳶の外国工場の構想︵い

進めている︒一つは田本を含む五︑

にはガス拡散工揚は付属発聡所と

製造に遺い豊津れる︒たとえば八

︵五億が桐当︶のプルトエウムは ば︑環境汚染の可能性は謹つたく

五年に風凪されるはずの十万酵鰐

とガス心尽工場屑の一万五千メト

千五薦万SWU㎡耀の濃縮追加量ないといっていいほどまでに減ら

錦二に現に利用され︑あるいは将

した今後のエネルギー源の見通し

来利嗣が予想できる資源をもとに

が電力需要にどの穆度京で応えら

を分析し︑これらのエネルギー源

。

い情懲を燃やしつづけま

﹁核燃料サイクルの国際経済的かかわり﹂と題して講演した︒

している︒この旨旨生産分を一艘
他の鼠々に関示するための譲合い

目に︑ほぼ全面的に燃料を輸入に

縮ウランを燃料とする大規模な原

に入る轟轟があると発表した︒濃

依存しており︑輪一段駆の貯え分
独自の能力をもちたいと考えてい

いるQ現荏米国では予備生産濃縮 るQ田本は濃縮計画参加に大きな

ンの売買

︸フ

た式で表わされる

部分を占める電力澱の大瀬上昇︑

と︑このことは日本が濃縮ウラン

わゆるマルチ︒ナシ潔ナル工揚︶

併設することになり︑このため大

収支の是正にも寄与

となったQしかし物緬上昇が世界 を前もって購入して備織すれば核

労賃の上昇などで現在の三十二が

燃料の安建確保が図れ︑一方︑米

であり︑もう一つは碍本が一部所

筥㎡鰐／錐から六千＝一類創面／年
電力費で占められ
る︒したがって四 に︑八五年には十万計耀／年にな
︒ル∠命Hの場合は四×一一二量 ることからも明らかだ︒もし何ら

的傾陶であることを考えれば︑分

国は予備生産濃縮ウランの一部を

ば︑さらに多くの追加濃縮ウラン

離料金は比較的安定しているとい

つオーストラリアへの纒綿が箋え

カでさえガス拡散工場に利用でき

られる︒グリーンランドやアラス

瓶の石炭茶匙あるいは水資源をも

半までには新たな濃縮容盤が必要

有権をもって米国内に建設する工

努められるという︑至近の臼米聞

になるものとみており︑このため

場構想であるQ米国は八○年代前

求できる最大建碑が上限価格であ

の網互聖楽を示唆したものといえ

える︒AECが賃濃縮料として要心魂に販馴して貿易収支の夢野に

るσ蓉た西ドイツも昨年︑将来の

核燃料加工

螺子力発蜷総コストに対する核

核燃料サイクルと原
子力事業の経済展望
燃料サイクルに関運づけて︑この

次に︑原子力発竃全体に対する

れるかを騨価することだ︒

ルロぱバロほ

の八月京都で開かれたエネルギー・資源・環境シンポジウムで

舗文から一部慰すいし︑その概要を掲識する︒

本との関係の白垂性について雷及した︒本丹では同委鼠の舞表

価格は含謹れてない︒

市賜価格で得られるわけだ︒

転換︑艘縮︑燃料体成型︑燃料要素加工︑原子解発蹴所での燃

程に洪するうえで︑ウランを化学

一五％高角る︒この転換は濃縮工 学盆︑輸送容器などのこまかな

同委鼠は核燃料サイクルを︑ウラン探鉱・構練︑六弗化ウラン

ウラン探鉱と精錬
現在ポンド嶺り十が以下で採掘
的︑物理的に安定させるためのも
AECの趨縮施設を簸適に使用 米国は昨年七月二十八日︑原子
のだQ米国では厩闘企簗がこの事 するため︑AECは運懸中の発電力における国際協力︑とりわけ醜

できる世界のウラン埋蔵澱は︑百
万ショートナを越えると考えられ

濃縮ウラン製造
に﹁予備盈産︵備茜︶﹂濃縮ウラ

最低になった後︑分離コストの大

悪的な効率の見地から︑これまで

業を行なっている︒

がそれ以後の増大駕要に応えるに

濃縮ウランを澱的に把擁するう

所での必要雄より幾分過剰に生署

八丑年豪では駕要を満たせる︒だ

は︑今後二〇〇〇蕉にかけて年闘

う単位が用いられる︒

えで分離作業単位︵SWU︶とい ンと呼んでいる︒

変動した︵第一図︶︒六八年〜七一

ところで︑日本も他の国汝と岡

見せねばならない︒因みに世界の

八万ナ平均の新しい埋蔵鉱懸を発

︵八○年まで︶＝勇五千ゾ︑②

U308葎間需要徽は︑米国睦① この分離料金はこれまで何度か

万一二千沙︑西欧罰

︵八○〜八五蕪︶六万ジ︑日本燵 年にかけてSWU遇り二十六がと の自流と羅内資源の開発に努めて
①し千ナ︑②

①し万ナ︑②十二万漉とみられ
る︒最近のウラン市場はポンド当
り六が程度という低迷状態にある
が︑これは五〇年代から六〇庫代
にかけてのウラン過乗生産︑昨今
の原子一発覧所の建設遅廷などの
要因によるものだ︒将来既発見分
以上のウランが必要となるにもか

規埋成鉱床51発を妨げる篇渠にな

かわらず︑こうした価洛低 ノ雌が新

っている︒

六弗化Uへの転換
イエローケーキの六弗化ウラン
への転換でウランの付加二世は靭
エスカレーションを含むものとな

資を奨励した︒

るサイトを即している︒

り︑電力や労貨の上昇があるため

図るといった圓様な施策を講じ

新工揚に初めて米国民間企業の幽

は︑米国政尉に対する償郊庶務上

た︒

ガス拡散工場で得られる濃縮穴

将来を膠甚し︑他の形式の㎎力資

弗化ウランはより良い物理的特性
をもつ他の化学形弐のウラン︵一

ために米国での経験に墓つい陀デ

は︑篤2樋でわかるように︑燃料

核燃料サイクル・コストについて
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米圏とは別に︑日本など国力国

下AECのインベントリーとなったり︑共岡で濃縮工場の建設を検

般には二醜化ウラン︶に転換する

が独自のウラン濃縮技術を開発し

討している︒欧州ではすでに共岡

源と原子力を比較してみる︒この
は海外の原子炉供給業者と密接な
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外界では民間企業で濃縮技術を

は︑人口と産業の成長率をできる

縮工場が稼働している︒

され︑第一図でわかるように現在

せるため︑半無ごとに讃算しなお
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とに海外の燃料加工技術を大蟷に

躍を含む︶の約一七％に虜ぎない

国における原子力発鑑コスト︵送

コストは五〜七ノ／KWHで︑こ

ことを窪している︒現時点では総

ミル／KWHであるQ

のうぢ燃料サイクル・コストはニ

第3国は※国における全原子力

したものである︒米国では現在︑

郵業の成長率要素を総円山に現わ

していることからみて︑滋界ない
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轡
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が高いため︑自然に起る酸化︑加

る︒しかし化合物としての安定度

研究に蒲手し︑このほど﹁一応の

ト﹂の一環として︑儒学四月から

バルト60ガンマー線を照慰︑PC 爽験至正から筆算無︑﹁一応の

に適量を溶かし種々の条件下てコ

には起こるが︑効薬が憩く︑放射

ため︑アルカリ性のイソプロピル

失の大きいことかわかった︒この

離らは︑返々にも岡研究所に設齪

澱近の原争力技術開発は闘撮ガ

にいたるまで還しく家とめられて

裂での熱発磁低懲炉ら炉心黙設計

設計の暮合の制約条件など︑核分

てのべている︒第九︑十箪は非金

題や特別な場禽等の解析法につい

非定常状態︑︷次発︑二次元の閲

英

晃

訳

第十二童で二絹流

の熱流束が絹変化から受ける酬隈

いて︑第十一章で軽水炉燃料から

属︑金属冷却材による無除籍につ

ス騨など新材料の開発と離周鵬に

第一童から第三漁まではいわば

いる︒

される予定の高性能ガスクロマト

した折︑﹁原子炉の熱工学﹂と題す

グラフィーを用いPCBがどうい圏が向いてきた感があるが︑こう
うプロセスで分解していくのか︑

残留PCBガあるか︑などきめ細る興味深い解説欝が刊行された︒

暴礎編ともいうべきもので︑巾性

原

M・M・エルワキル著

﹁原子炉の熱工学﹂

岡轡は︑劉暫エルワキル氏が︑
過張数銀閥にわた

かな研究を引き続き行ない︑隼内
にはこんどの実験州ほんとうに成
り︑大学の工学郡
四琿生︑大学院生

功したのかどうか甑譜する◎

なおこんどの戒果は尖験箪規模

西

現象とそれが原子

炉水力学におよぼ

で公称温度分布か

す影響︑第十一二章

ら炉心設剤鰻大運転温塵の統計的

らへの講義をもと

究明︑炉心の熟設計など︑第＋四

のものだが︑両氏らは︑都として

子の炉心材脳への影響を中心にま

に︑理工学部四爺

とめているQ第四灘以後が岡辮の

の方針ザ淡誇れば今後ゑ引き続い

象に執繁されたもの︒内容は︑主

て研究を行ない︑とくにPCR秀生︑大学院生︑現揚の技術暫を対
解錠成物の有無︑分解効率の向上

ない︒完全燃規には摂氏千一嵩百一

いった難点が指鋼されている︒

て低くなければならない︑などと

遡すべく︑現在参加希望餐の仮申

え方をレビュー︑米国の政策で換

管理﹂H国際的な騰簗物管理の潟

荊︒﹁核爆発の平和利朋︵ANS

れ︑因際プロジェクトでの工AE

共催︶﹂凱ソ連の発叢も予定さ

今蹴大会は﹁原子力によるエネ

込を憂けつけている︒

ルギ⁝闘題の解決﹂を緊緊テ⁝マ

十蕊日

主要テーマは次の通り︒

論Q﹁隙子力への期待をかなえ

運動と原子力薩藁への影響を討

め︑エネルギーと経済の隈騨成長

﹁成長の限界﹂観環境主羨暫を含

Aの役捌りなどを討繍︒十六已

に︑蟷瓜く隙チ力悶題をとらえ︑
園際的立看から検討を加えようと

放射線降轡防止法の規則が襲用さ

来のエネルギ⁝舗要︑環境保護で

質的聖上﹂一1蠣境闘題の現状と遠 る﹂口過虫の隔子逃口用の成果と

夏季原子力産業
セミナーおわる

原

産

通せは原厘調査部企画課まで︒

申込締切りは九月二十日︒詳細醐

両方は葡七＋五がで︑原魔への仮

一興蟹はAIFのみ衝十五が︑

化︑立地一遇尋の副諭Q

今後の闘題である醸第炉の標準
デンマーク︑ハンガリー︑イスラ

実験的運転のものを含め︑カナダ

﹁原子力と駐活水齢の

れる︒嫌異食愚としての馬鈴懸は

があるもようQ食贔顯蟹に用いら いうもので︑第一圓は一九六八卑
れるコバルト60の使用については に開かれた︒

にもこれらについてそれぞれ告添

が進められているが︑近々のうち

千四薫獲の高階を必要とするがこ

の場合︑こうした葛温に艮暗間耐

の笑施に際し︑韻工土竃︑施設墨

なお翻萱会讐串では︑出射加工

廃することが必慶となる︒

らず︑また︑食贔衛生調理暫を選

食品衛生法施行令で告示

照射馬鈴薯を追加

この結果︑PCBを単に溶媒に溶

成県﹂ガ褥られたわけだが︑篠隔

Bから離脱した堰錐を測定した︒

ゆる脱貌累化反応の起こることは

とられてPCBが分解する︑いわ線エネルギーの経済的利用上で損

化放射線を照射すると搬緊がもぎ

した腸合は脱騒累反応は趨こる
PCBにコバルト60などイオかン

もの︒

良好な結果を偲た﹂︵篠崎茂談︶

このため︑現在では︑環境中に

しで網田するといわれている︒

物連鎖を通じて人体に有密物質と

応でも分解されないことから︑食

水分解はもとよりその他の化学反

本命︒第四漁は中性子による炉心 漁で沸騰水型炉の水力学および設
として核分裂によるエネルギ；発
と大羅処分のための条件︑不純物
︵脱埋素連続反応︶で一応の成果を得た﹂と発表した︒また三盆的実験の域を出ないとしているが︑
職歴際する搦合の分解方法など翼 生の過程︑原モ炉冷却材によるエ 全体の熱発輿第五齋から第八漁 計の手順について論じている︒
こんどの成果は︑さきに炭素14橡識化に成功した漂研でのそれとあわせ︑注醗されているQ
B5翻︑困六二締︑建価ご．千
繊蕪︑曝・︐
が燃料蟄素や炉心纏綿間中での伝
ネルギ；の動カサイクルへの伝
隅化のだめの残された閾題点につ
譲
PCBは︑一一つの結合し た ベ ン っ て い る P C B を い か に う 豪 く 回
これ萩でに堂々の放射線化学研擁
円︒ ︵同文発会潤︶
いても検討を進めていく方針であ 達︑および難壁機構からくる炉心 熱と温匹二二について定常状態︑
ゼン核の水累を︑堀素と磁き換え 収し︑それらが二次公密を趨こさ で明らかとなっているが︑この場 沈澱することもわかった︒このほ
一罵＝鱒＝＝一＝飾＝＝＝葡＝＝＝一＝＝嚇＝鱒＝一＝＝＝一毫＝＝＝＝需＝二讐＝＝嘗二一＝一＝瓢一騨＝ 一＝＝＝＝一一＝＝輯＝齢＝＝一＝一＝＝静
る︒
か種々︑設定条件を変えて異験を
A﹃ただ照樹するだけでは効率の
た化合物で︑天燃には存在せず人 ないようにいかに効零よく分解処
をレビュー︒十囲顕 ﹁米国にお
◇・PCBの分解については︑ えられる焼却炉がつくれるか︑燃
してみたが︑この紬果から︑両氏
第二回フォーラム
工的につくられるもの︒その優れ 理︵脱堰累︶するかllが毛染防 愚いことも知られているQ
放尉線照射のほか︑燃焼処理およ 焼によって生ずる蠣酸とか炭酸ガ
ける発躍所の鉾舘甚し擁酔認可の
らグループは︑PC8の分解︵脱
そこで雛崎︑決井両茂らグルー
た性負から︑PCBは︑DD田止
やの蚤要課題とされている︒都P
び微生物利用といった方法があり スといった二次公蜜が防げるかな
大会十一月開催へ
現状霧︑米翻の許鋸可問題の海
堀累反応︶は︑⑪溶媒液態にアル
一艘的には燃規処狸が霧墾視され どといった諸法題のほか︑分析法
BHCといった殺虫剤のほか︑コ I研の研究はこの後巻の﹁分解﹂ プは︑ベンゼン核の水纂が平均四
原趨が仮申込を商始
外原子力二業への影響等を検討︒
が確立されていないためまだよく
姻としての調律もこの方向にある
ンデンサーやトランスの油︑ノン
についての爽験に成功したという 佃だけ蹴き換えられたPCBを対カリ性イオンが移在する限り運鎖
﹁ウラン濃縮し一1濃州の翻給状況
日本涼子力盛業会講は十一月十
といわれているQしかし︑燃焼処 わかってないが︑燃競によってP
反応は進巧し︑④アルカリ濃度を
・カーボン紙のインキあるいは︑
もので︑同研究所化学部の篠隔善 象に︑主として反応効率の向上を
理は︑低温で燃焼させると一部P CBよりもさらに陰性の強い堪化 二田から十六鼠まで︑米麟原子力 のレビューと諸外翻の対賂策を検
一般に酸や薬品に対し抵抗力があ 治部長︑沢井健研究員らを中心と 陰張とした実験を行なった︒PC 濃くすればさらに効率弾よくなる
CBが分解されずにそのま電影気 ジベンゾフランや臭化ジベンゾジ
産再会魂︵AIF︶︑原子力掌会討︒十五日 ﹁原子力の強金悶
ることから熱炎換体としても用い する放射線化学研究グループが
Bは水に溶けにくいため︑まずア こと︑④酸素が葎在すると連鎖反 中に放出されるといわれ︑例えば オキシンなどの生成の可能性もあ
︵A蕪S︶共催で関かれる第二圓 題﹂ 怠煉に払大する設備とその
摂氏六篇一八百度では六〇％程度 る︑という︒一方︑微生物利用に
られるなど︑広く利胴されて い
﹁東京都PCB対策プロジェクルコールやノルマルヘキサンなど 導妨警されること一などをつき
岡千度でも九〇％程麗しか分解し よる処理は︑PCBの濃慶が極め世界フォーラム大会に代表団．僧派 資金問題について射論︒﹁蔑棄物

CBについて東京都立アイソトープ総禽研究所は八月二十八田︑﹁放射磁照射によるPCB分解実験

ポリ籔化ビフェニール︵PCB︶による環境汚染は近鋸大きな社会閥題ともなっているが︑このP

今後さらに詳細研究も

アルカリ溶⁝媒にカギ

都
存在するものをも禽め世聞に出硬

施行規則の一部屋改正する省令﹂

第四十七零をもって﹁食磁難生法

アルコール溶液にPCBを溶かし 政府は八月二十九臼︑厚生省金
照射したところ︑この漏禽には禦
者に比へ効箪は徽衝借にも大きく

鉱業関

の原子力の役翻をレビュー︒﹁身

〜

エル︑オランダ︑スペイン︑米園

〆

準︑撫射した蹟の蓑示等について
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この省令は叢としてさきの通常

〆

探鉱專門技術セミナー

ミノ
ノ

繕間の原子力し聾国際的な原子力

ミ
！〆〆

薩業の規模︑国際的な帰日の幾謝
〆

ミ〆

ソ連の各国でそれぞれ離職がなさ

〆ノ ミノ

係技術者を対象として︑さらに専

つに分け︑腺点的

研修を圏胸としており︑認義︑異

に研修を行なうことになったもの

ウラン蟹源開

門的な探鉱技術著をめざす者への

一般向セミナー

である︒募藥重三は次の迦り︒

鉱三門向けの⁝

げ〆

れている︒
ノ

ミ

の配慮が必要ーーなどと述べ︑限

ノ

生省を中心に銑恵このための検倒
ノ ミ

国会で成立した食思衛生法の一部

ン！ −

を改正する法律の施行に伴うもの

なり︑PC8から離脱した塊素もを告示した︒
そのはとんどが塩化カリなど塩化
物となって容羅の底に紹贔として

日付食品衛生講査会︵殖樒の諮悶

㊤PCBをコバルト60ガンマーた
線が︑同隠にその中では八月十四
で照射しているところ標津酎と朱

産

二鉱業ゼミナー
で受講生を募集
原

隣本煎子力瞳業会議は︑八月ご
で十用こ†三日一こ†八日を予定

記念研修館で﹁斑崩撫子力座業セ

十三出からご葺間︑河口湖騨の菅

習とも動燃翼業団中部探鉱禦務所

している︒募集人貝は二十犠︒参

て︑ウラン鉱業糖鎚から潔鉱︑採

加螢は四万九千円︵同五万四千

発に関心を持つものを殉象とし
日本原子力魔業会識は従來から

鼠的としており︑講義は束京・虎

鉱︑製錬など麟広い技術の研修を

円︶︒なお一般嘲け︑探鉱縦断技

てをしているQいわゆる極冠防止 行なってきた﹁ウラン鉱榮技術研

ノ門の国立教養会館で十月十鳳日

食最として避道されるとともに︑

ﾊ向けセミナーしと﹁探鉱山

修セミナ：﹂を拡大・充実して︑

門技術セミナー﹂の二本立てで開

としての勲溺馬鈴鱈がこの田から

食品の放目線漁射業が営業として

術セミナー双方参加の場禽は八万

闇撫せは原産・核燃桝諜まで︒

鰹が得られた﹂と婿騨であった︒

講者にも﹁蜘かな環境で十分な研

に熱心な賢疑慰撫が行なわれ︑受

迎え︑講養を開いたが︑講覆ごと

顯浩原研劇理窮長ら5名を講師に

成田露治科技庁原子力局畏︑村

ミナー﹂を開催した︒

許可されることになったわけであ

円︵陶九万円︶︒

八千円︵聞二万三千陽︶︒

溜込み締切は九月十八日︒詳細

一十三日︑実謬は動燃四望団人形
猛の募藥を開始した︒

いる︒塚藥人員は四十名︒参加料

醸で陶十六日一十八臓を予定して

り︑本省傘の制定により︑食品照

これは︑今後灘外でウラン擬鉱

かどうか知慕の解可を受けねばな 1との予想から︑一艘懸けと礫

スペシァル化粧品

Lo

資生堂

πC

︑

＼︑︵

︑＼

、

圃

催することを決め︑このほど受講

追加することについて必要な孚過

撫解織鈴藩﹂を食品として新たに

全である﹂旨搭鵬された﹁放鮒線

照射PCBの比較皿照尉したもの冬夏︑小林労人委損長︶から﹁安
ては試験蟹の底に塩化物の沈澱し

癒》

隈生

翻灘鶴羅蘇融鎚鵡蝦蟹讐概漂鑓聯

蟹を行なおうとするものは︑あら
かじめ都追府県再審が定める食品
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都厨1研の篠崎属（左）と沢井氏

衛生上の施設基準に禽致している

Q

争
へ
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聞

業

力

谷

燃混濁薮椿をフルに活用し︑研究

前半には櫓縄発罵が瑚待されてい
たQ

田R蜘の建設を開始させるに翌つ

ることとなったが︑その理出は二
三の狡術的問題と︑アメリカでの

⁝多目的高温ガ⁝

る︒この炉の歓働も約一年は遅れ

iテストも五〇％近く終え︑来琿 礫発の支援をえて︑発聡用のTH

ン発鷹炉は現在ほぼ完成し︑フ環

帥ーーーーーーー繭零丁霧雲鶴

⁝主要国の現状⁝

と

昨今急に話題になっている高階
第二の夢の原子炉

もいわれているが︑これは︑いわ
環境問題に関した手縄上のトラブ

⁝ス炉開発経過⁝

構遣毅欝などに蝕する研究を閣始

薗体の關発を麗魅して侮制を膨め

をんている︒さらに鉱鋼協会原早

高最ガス獅の安全性について協力

O

製な臓疑動向、鴻1ず力燭題に関する原ヨ「旨趣
跳懇漉会における購演

を開始した︒またヘリウム冷却試
した︒

力部会に原研からもそれぞれの忌

一多角的な情報資料の提供一

腿出日ガス温度一千展Cのインパ

駿計と研究開発に取り組んでい

長期計画でも︐

る︒約ニや人の設計グループは核

イル・ガスループ︵OGL1︶を

門家を参画させ協力している︒

技術的に確立された筒湿ガス発

設計︑熱設計︑プラント設計と動
特性安全に分かれている︒研究開

︐

膿鯉

欝

射線梱用の多角化、細分化の傾向を系統的に集約。また、今

JM雪DRに設置するため概念設計

⁝開発の推進を⁝

電炉の出口温炭が七穏五＋〜八議

にそれに合欽した研究開発の体系

問題点を究愛することである︒次

まず必要な研究隔発課題を拙出し

五十展Cに鍵して一千度Cを農橡

発では伝熱踊動︑燃料︑縦勲金属

この計画を進めるために︑外部

とするこの炉の設計に拳たっては

との關趣も璽視し︑秘料懇談会と

艇料・黒鉛瑠その他の分野に五

のなかでは︑原図癖多目的冒用に

安全設誹懇談会で約二＋入の学識

成果を設計に罷り入れることであ

的展開が必須であるとともにその

P藻年氏ゴζ会、臼本アイソト

を行ない︑GGA徴にコンサルテ

太無六月には新たに原子力閲⁝発

は多匿的轟温ガス炉霞体と︑その

十余人が参加している︒

尊宅技術の爾面から総合的に開発

金属材料研究所とは耐熱穀に醐

経験者の慧見をきいている︒他方

別書畏期計圃が策定されたが︑そ

の検討を含めて書画を維進ずる必

今後の開発を含めて便用しうる例

する共議研究を実髄し︑B蕉学術 る︒そこでこの炉の職騨の墓本は

計画を策堆し︑異験炉の建設問題

要があるとしている︒

用鰐能なコンポーネント二日と炉

料の性能︑炉の冷却系を含めて使

うQ

この炉の葎在慧義は︑設計︑研

その建設運転の経験により一千度

究開発の集約野津であるとともに

らに二次側刺湘技術との結禽によ

Cの原子炉自体の笑証である︒さ

ムの遜転を含めた安全性確立への

り︑炉と核エネルギー調用システ

手段となるとともに︑実証炉への

ための照射設備であり︑飼睡に紺

道を歩むための燃料の罵性能化の

て︑この炉は核エネルギーの有効

久試験設備ともいえるQしたがっ

段階となるべきものであるQ

かつ多目的利用の異需化への第一

§

駆

一鯉

〜

・

プ会襯をはヒめ

純^トに派遺した引回：田の

ィングしたQそして次に多目的利
用システムとしての蘭引ガス笑薫
炉の第一次の予備設計を行なって

みた︒これにより原子炉格納容
器︑圧力容器︑燃料体︑水蒸気軟
質器などのほかシステムと配躍な
どについても野路の寸法︑形状と
姓能諸元を建めることができた︒

脇憩四十六年農前半にはループ
による一諾貰Cヘリウムガスの実

振興会および原子力安全研究協会

乳〜塾㌫ψ

原研は現在︑多門黒剛萬温ガス璽

雪ρ葛．

れ耐熱金属材料︑黒鉛桝糾および

とは蚕纏研究調査の形で︑それぞ

●含・監＄・葛累

ギー刈胴を含めた原子炉システム

験炉とその一次冷却系の熱エネル

9●．顎．︒客︑ご亀ζ竃ぐ︑

ムガスループも苧算︵倹務鎚担行

ルであり︑ヘリウムガス冷却猫蝿

冷却材ヘリウム︒瞬圧力四十気圧

設計基準である熱出力五万KW・ 記試験を完了し︑大型髄湿ヘリウ

ひるがえってわが園における現

ーマとして正式に﹁高温ヘリウム

繍噸

炉の本質に影響を嬉えるものでは

の償黙流動試験﹂と﹁被覆紋子燃

今年炭はさらに高織笠に関す
る試験研究が新たに研死テーマと

霞糖雛醜

懸

設計の簸適化であるともいえよ

に行なわれている蔑温ガス炉を刈

溺に燃する暴礎的研究﹂が認めら

いているからである︒

して認められ︑酎黙金属材澗の中

鞍騰勤

心・冷却系の核・熟および講造

暦機の運職を予定している︒それ

つつ︑鉄鋼協会は蕩測原子力部会

撫した製雨気の研究を海外に眺ハ

れ︑研究を駆熱した︒岡年には小

錘

．岡出口温度一千農Cなどの主要 為︶として認められ︑一千度C︒

燃糾はメーカーと

に本格的に敗組むことになった︒

らの脚病類の製作のため︑ジョイ

長の繕ヵ的な推進の結果︑鉄爾逮

型高温ヘリウムガスループの設計

アメリカはオ⁝クリソジ圏発研

ス環鏡下の材料の砂湯および高温

コンポーネント開発に分けてい

料開発︑緩料開発︑安全性試験︑

ガス炉に特有な技術︑研究關発項

い︑その後にチ凱ソク・アンド︒
閉を︑打ち合せ会の名の下に取り

る︒この炉の概念設計を二二行な
い課題である二次系からの滲透水

れているほか︑多薦的利矯の新し

まとめ︑この原子炉システムの有

れに対応して︑何らかの隙味での

年余で行なわれる予竃であり︑こ

実証プラント設計製作がその後二

としており︑さらに五十ゾ／臼の

画を昭和五十三銀に終了すること

原子力製鉄の技術開発は第一競謝

他方通魔雀大型プ羅ジェクトの

状態に入ることを懇待している︒

厨曲筒温ガス築験炉が全墨力運転

協力により昭和五十五無麗には多

レビューをへ︑安全審査をパスし
騨や水蒸翼を含んだヘリウムに対

られる︒そして設計と研究閲発の

た後に製作建設に入るものと考え

性質︑BAF億︑黙膨彊係数に優糸に附して︑横糸に絹当する高温

究を重めているが︑これは機械的

これ豪でに述べた研究開発の縦

@譲

四十気圧のガスループの設計建設

項霞の設定をみた︒

溶溶四十五年度に原研は研究テ

ントベンチャ1誉アメリカ麗内の

盟とともに﹁筒温原子炉開発に関

黒作を完了するとともに内外から 姓子照射による劣化︑ヘリウムガ

開発の成果と計画
ト・シ；スおよび燃料プロソクが

千二百腰C程度まで曜呪うるとと

るQそれは︑被機燃料粒亭の品蟹

機的︑効果的開発を期待してい
食性が認められた︒

しても︑使照湿度近辺で優れた醗

リウムの精製と純腱測建を食むヘ

管理を含む暴論検査法の開発︑ヘ

リウムテクノロジーの開発︑高温

これらの研究曝発の成果を腐り

下の断熱鋼の開発などである︒
纏胴でも検討会を持ち︑工業附に

が醗感材洞一を通って一次段裏葡

する必要があるQそのためのJM 炉心の麗温高圧ヘリウムガスは
τRによる肺射が灘始された段階
にある︒なお燃料カーネルに臓器
鰻二酸化ウランを採用し︑従来の
燃料製造狡術を酒かし︑生爪閲の

入れながら︑多国的高温ガス実験

X︑イン灘ロイ800︑インコネ
炉はニループを持ち︑その噸ルー

入手可能な耐熱合金︑ハステロイ
法︑アミーバ効果など海外のそれ

を持つ面繋用であり︑他の一つは

どを持つ実験系としたシステムと

良型合金を煎えて︑クリープテス

して蝦藻されているQ

なうことになり・核エネルギーの

両者のカソブリングが行なわれ︑

っている︒

多欝的高議ガス実験炉の研究開

一捗踏み娚すことになろう︒

多魏魏利剛への懲をさらに大きく

かスタ：ビン︑無難ガス加熱器な

プの
は改
ル600︑HK40とそれら
改質罷と氷禦気発生器の負荷

しつつあるQ
次に発生した熱を冷却材ヘリウ

一方小型ヘリウムガス︵常圧︶

発スケジ鳳；ルは︑開発項昌を実

ムに黛える黒鉛についても︑間じ

く黒鉛検討会があり︑シース・プ

ループにより径鳳匁ステンレス鋼

験炉設計建設︑伝熱流動試験︑燃

ト︑酸化異装など痙性試験を行な

に遜色ない粒子の製造技術を確立

うちに古河魁工によって形状寸

に輸送されるが︑これら耐熱金属

二璽配管−四側が耐羅D材料︑外側

もにどのような挙励を示すか究明

誕

ない︒この鞭況をバンクに︑G﹁﹂ 状をみると︑高温ガス炉に関する

ン工科大学との緊密な連絡のもと

墓︑七十七万KW四這を ユーリノヒ原子力研究所とアーヘ

ES祉は電気出力颪十六万KWの
諸外濁の事惰とその経過︑および
発蜷炉
受注している︒一九七九薙には一

みならずヨーロソバにも設立しつ

する禰︑歪柱﹂を日照犬麗ならびに

鱈一場凝粒子を購入し︑各種試験

の検討が開始され︑刺二二理事畏

原研はこの八月二十二鑓︑全共
連ビルで︑ここ一箪有余の開に進
められた多静的鷹緑ガス炉に開す

る設計と研究陥発の成果について

は村田副理凄憂のあいさつに始乾

最初の蝦告会を行なった︒そこで

計︑研艶開発のプログラムが展關

るこの炉の研究開発の概要︑騨設

されたのである︒

酬料では所内燃料検討会により
研究成果の検討︑研究醗発の方向
づけがなされるが︑熱発盤源の燃
料体の確性試験のため︑まず発煕

嵩三二醤五十度Cで燃焼を保つか

ロソクに二選鰍慰下で寸法変化の

ですら一千越度で二百聴閥以上の

安全性を初めとして各糧嚢験を行
炉内︑外試験が進められている︒

趣懸実繍がえられている︒

ナイト系を第一爆補として試験研

凝茎撃5895

電誕き591−6121

『FIO5

簾ξ∫盛都ぎ巷区窯高岳爲1−1唖工3

ガス騨は

ゆる多厨的高宜ガス炉であって︑

炉出臼温度摂鎚一千度Cというヘ

ギーを発鷹のみならず︑製錐や化

リウムガスをつくる︒このエネル

学工業に利用し︑さらに海氷の淡
水化や地域暖房などにも向けよう

も放蟹性灘藥物も著しく少なく︑

ともに製謹︑照瞬
試験開発を進め︑

黒鉛欝について
は︑高温照磁によ
る寸法︑機械附嫉

質の変化とへ呂

でそれぞれ独塵に閥発されている

つある︒

竜子⊥刀桑員畏に陶唱和四十四年山ハ月

ム中の微盤不純物欝欝による腐穣

ヘリウム冷却筒温ガス炉の延長上

ガス冷却炉に特技を持つイギリ

提出した︒その頃これと並行して

西ドイツの訊iリソヒ研究所内

が胸一年の作叢の後︑現在の炉の

を主題にして研究が進められた︒

究所などで基礎研究が行なわれて
スではドラゴン炉の建設と運懸︑

原研では藏瑛製鉄を翻指した黙源

にあり︑それら技術にべ1スをお

いるが︑笑際の炉の漫計建設はG

ク皿︶の設計を終了し︑しかるべ

ボトム炉が稼働中で︑障壁粒子燃

ス全贋は運転隠で○・三キュリー

にふさわしい実験炉のコンセプト

EES祉だけであり︑現在ピーチ孤究際発により商焚発電卿︵マー

にアメリカ︑イギリス︑西ドイツ

可能になったわけではない︒すで

突然こうした高温ガス炉の闘発が

め出現が待たれているわけだが︑

潟いことが知られている︒そのた

核エネルギーの利用重重もかなり

唾糎鐸紬盤雛い努L

というものだ︒しかも温排水公雷

〜

この炉では出口蔽度一千度Cのた 少ない等方姓黒鉛すなわちギルソ

編集されでいる。

3㌶域

め︑燃料ロンドを講成するペレソ

務㌦子力ぎi罪乏

プ放

嵐
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警報文集は昨年11月に1多｝｛かれた第10飼日本アイソトープ会

上竈婬藍、換索の時代のわが脚看欝力轡嘱

⑬日本の頒手力（全3巻2，000円）

6，000円

陶壷報偽

・じ

⑧各萎置鯛蛮団華浸告欝・・ … 鱒・…鶴
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⑩原山国藩王落主監護簿，喪鍛・け…

核燃朴、放身欝毒悪、安全貞f策、国浮協力、その他全般にわ
たる詳縦なデーターを全て収録。

清
碁子の被覆粒子が発蹴炉と困じ叢

小型高温ヘリウムガスループ麗麗

」＝訊

繍一

（月『F号・轟外向）

力政策、法規、聞発｛本昂il、『薄欝をはじめ内外の原子力発砲、

＿

鵠一鳳一＝

内外の原子力情勢を総合的に解説2，800円
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饗鍵撫

用開発
中巻・現時占における将米への展鷲
丁巻・1934〜70甘1の内外ので苫ごとを群鐘した

譲における発表粛文およひ；1論を彦全服録。アイソト

『

｝

『

哨

一

一

噸

一

一一

脚
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1，200円

科学技彿テ庁原手力二三｛彦…

申跣日本原子力産業会議

後の課題を曾めて最近の技術進歩の全貌を把握できるように

騨蹴
湿脅謳ヒ

畠

⑭アトムズ9イン・ジャパン．9…●。 ・囲内の膿ぞ力開発刹片∫状況の各圃への紹介

原子力局の調査資糾をもとに関蘇機関の協力を得で、原子

制
蝋

万一

原：産の定期刊行物・出版物

欝嚢

虹弓

@
@
@
@

とする諸会議の濤鰍鐸鎌

発表論文。討論を完全収録

鞭

簿記

購哩質哺闘淵曜

一

一

葡鯛幣

圏『

一一

武
に建設運転されたAVR炉は︑そを長とするワーキング︒グループ

博

｛幽

壽」笛＝曳鰍腸

掛のために一次冷却材中のFPガ き隙期の到巣を得っている︒

建設中のフォートセントブレイ

四

内外の原子力開発動向を、体系的にわかりやすく解説する
とともに、内外関係搬聞の活動杁1兄を網脇また、核兵器〉ド
拡散条約に関遷る条文、世界の原子騨一覧など閲係蜜料を奴
銚さちに、苧宙、翻禰発の滋界的動向も併せて紹ブト。

濃

鞭

・
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燃赫ブ資ックと黒鉛スリーブ

の特異なボール燃料の核撚および

〜

燃糾ブロック交換甑験

簿二君≧嚢ご

〜

といった値 ρ歎している︒
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噛

昭和47年9月14臼
毎週木畷iヨ発行

1郡35円（送料共）
購號料半隼分俄金 80◎円

1年分薗金τ500四

北川氏も
依願辞職

常⁝勤︑非常働あわせて．韻算六期癖

一十七館間にわたって原子ヵ委貫に

瀾発のために棒げてまた︒コール

⁝就任︑いわは半盈をわが国原子力

ダーホール癖曝入に始まるわが国
会重星と重工に故石川一郎︑湯川の原子力胴発︑これまでの氏の尽

蕎・麟一当昏とも簾麹力には秀馨套ぬものがあ・

たが︑今日眼のあたりに見る開髭

﹁これからの原子力開発は︑従来

なお湖沢氏は塞紙面著と会見し

ったようだ︒

いは研究者の協力のもとに︑憲と

研究機縄として︑麟広い学番ある

藁がなされているが︑罰協会は︑

要な量器的強化策の骨子とした提

よび撚務機轟整備の鼠点を当面必

ラ

卜

讐蕪藝聾二藍薫匪賊

鯨籔⁝

屋⁝⁝

雛

義藝

原芋力と人間の環境

力とその技術／耕しい技徳のゆく︑尺

迄

主要員次 環境問題へのアプロ⁝チ
／線．J力技衛の成立ち／燃科サイク
ル／放射線と安全／安全設討／原子

履ムハ岬刊・二五〇貰・︷疋価七QO円

某線イ二輪㈱欝離藩

磁…獅撫

︑︑碕q︑︑︑︑︑駐趣︑︑ミ︑題奪︑ミミ甕懸︑︑︑︑︑塾亀︑︑︑︑︑塗毫︑︑︑︑︑亀﹂♂
ミ︑︑︑電油襯
袖一︑
嚢ミ奪
ミミ建硅ミミ霞ーミ・亘題ミミ甕ーミミ転

一アメリカ金属学会刊行／金属研究に必備の便覧一

⁝

密講会婁興なと麗任Q現在は中部

さる八月二十二B︑原研では多

られる︒今微とも魯斎の窓から原

して政府および民閥の算置蟹によ

でその機熊を弊備︑貝体化を園っ

度を初繭度とし︑同こう薫か無間

…劉

顧問︶の藻露令した︒

溝成氏は︑原子力婆員就任で辞・
⁝
職した井上五郎理慕畏の後任豪儀

瑞業國理慕畏としては弁上氏に次

長就任のため辞職したもので︑岡

の姿は︑そうした荷崩氏の努力に

民からの儘頼を土台として︑灘実

もその方向で勢力してきたが︑麟

負うところ火であったといっても

け石川氏亡き後は原子力委員長代

淡して逓欝ではなかろう︒とりわ

は滴成理雛鎚︑讃耀︑河内醐弓場箏

がだされた︒なおこれで同堺田園

長の訂隔体制がとられたことにな

ぐ二代霞Q十銀ヨ伺政肘から発令

すでに定船したかの慧があるが︑

るが︑河内氏は蒋成翫の後を継ぎ

たろう︒原子力関発も麗業として

もしてき陀︒そして環境論争が今

再処理︑廃彙御節蓬などといった

さらに今後のためには螢涼︑濃鞭︑

な霞主開舞路線を避むことが必要

にも爆発しそうな鍛近の原子力購

動力炉開発を撹畿することとなろ

子力婁員会の権威づけで孤軍灘圏

憎一︑﹁この難局を粟り切れる

してアウト・レノトの三暫を一体

イン︒プソト︑アウト︒プソトそ

理に就僅し﹁弱体﹂が瞬はれる原

者は有沢をおいて他にない﹂とも

大正十五隼名古意

う︒

製長の正員辞戯亦承認するととも

顧閥︒三蚤隈出身︑68歳︒

火力工寮会憂︑中部磁力技術最隅

力婁環会専門婁鍛︑中央公籍対策

中部科学技術センター会鎚︑原子

となり︑三寸五月に退任︒この間

の取締役に就任︑岡常搦︑三社艇

力に入社︒紹二三す五奪甲部蠣力

隔等工業学校機械科卒後︑懸道脚

海内氏陥歴

いわれ︑大きな期待が寄せられて

要なろう﹂などと語った︒

いたが︑残も齢76歳︑﹁磁器に帰 としたシステム的開発の考察が肝
りたい﹂とのかねての辞慧は固か

理事長に濡成武昇格
動燃後任には河内氏発令
動力換・核燃料開発覇業圃は九

に河内武離購︵中部雌力技傭飯野

い範圏の学沓や専門家の支持と協

究のみならず︑今後はさらに描広

ために行なわれるもので︑受託研

にはこうした嚢請に薄処︑応える

原安眠機能の整備強化は︑一つ

いる︒

のもとで行なう必要が生じてきて

緬なども社会的に儒顛される体制

摘出やその実施あるいは成果の罫

っ先行的霜露のほか︑研究項騒の

のさらに﹇翻の強化と︑総合鮒か

ローチが要謎され︑各樫蚕糞研究

ど︑社会陶側画からの闘題のアプ

施設の立地が爾難な憎勢にあるな

しかし無難︑原子力鞠育でも︑

る︒

外潔翼禽く鑑されて胆

員会を中心としたこれら各種研究・
⁝
の威果は︑儒欝欝が高いとして内

六件︵約四懲円︶に達し︑研究覆⁝

など継貌中のものを含め総謝五十

炉および新型紙換炉に開するもの

に︑同十三臼付その後任当月翼h

﹁ーーー

月十二日付で溝成遭同事巣圃翻騨

杖

浜

の開発︑とくにクローズド・シス

＼

の原子力委饗会の役割を︑一刻も

テムの必要性を説かれ︑これが原

財団法人﹁原子力蜜全研究協

れるカである︒杉孤散防臣条約に

調的為湿ガス炉に関する研究報偵

ときどきお叱りやら励豪しの直濡

子力の世界をあたたかく見守られ

の閻の受託愛撫は燃科︑被魏管︑

ていく考えである︒

12，60◎

響

有沢践が辞任

原子力餐蟹に就任したが︑田鵬民

氏︑罫上陸は通用氏の後任として

力婆員会入りした文法氏は︑以来

新委員には井上︑田島両氏
政府は九月十三田付で袴沢広巳︑北川一栄爾原子力婁鰻の辞職を承認するとともに︑同日付その後
任として弁上五郎︵磁力炉・核燃斜礫発事業駅子堺畏︶︑田騒英三︵立教大商工授︶両氏の就任を発
令した︒闘士⁝日付で任期勲爵となった霞四重ヨ郎原子力蚤鱗も周田付再任が艶令された︒なおこの

原子力婁員入禦に伴い︑政府は同±百付で井上五郎動燃購灘情理弘長の依願辞職を強調するととも

窟沢山の辞職は十二臼で任期が

井上氏略歴大正や一羅東大工 究所に入所︑同輩研究澱序経て︑
学事灘気工学科皐藁Q中都電力の
ヤ四無シカゴ大学原説捗研究所
測妓琵︑社憂︑会艮を経で︑昭和 研究員として渡米︵一無間︶〇二
四十一犀十月動力炉・核轡鯨蝋発十七年立教大学理学部講師となつ
嚢業騎の棚代理購長に就任︑現在 たが︑翌二十八琿には理学鶴糞捜
に塗る◎この麗︑名古犀商工会議に就任︑以後同大学に在籍し勤齢．
所副会頭︑経団辿およひ臼経連の をとっている︒この闘︑二十九隼
常任理事︑原子力媛鍛会参専︑躍 には岡物理学科磯︑四十二奪には
気学会会憂箸を鷹任︑現在世界エ 理学部罠︵いずれ駒任期二選濁︶
ネルギー会議田不圃内委貫会議 をも兼務したほか︑国際達念放射
優︑田本動力協会会腿︑原産常仔 能科学婁景金科学担当宮︑放尉線
理聯︑など数々の要職にある︒策審議会委贋︑原子炉安全専門審費
系都紹身︑73歳︒
会裂員等を歴任︒千葉鍛出身︒59
田鴎幾略歴 昭禰十三年搬察文 歳︒
理科大学物理学科卒後︑理化学照

ゆるがせにされることはなかっ

子力餐員として公界の席上墨窮す

係者の大きな励みとなっている︒

永年の間ご緻猷を受けて膏って

こ返任は豪ことに心淋しいことで

きたわれわれにとり︑智沢委貫の

いうことはありえない︒有沢先生

ある︒しかし何事も無限に続くと

再出発する方飾︒すでに陶坊隆常

任理膿︵代行︶を中心とした研究企︸

閲面した論識のなかで︑平海刺嗣

ス変ぶしつけにも有沢先生のご挨

会を轟いたが︑その折︑わたしは

糟汁把握︑園際調査︑現委員会お
ある︒もちろんこの諦礁の異体化

である限り︑わが国はいかなる分

團グループによる検甜が重ねられ

には多くの方々が大変な努力をさ

辱でもその研究磯発を行なう自由

岡協会は︑昭和三ヤ九駕の学報

図ることになった︒

の体制を整備︑機能の強化拡充を

会﹂︵藤波収野塩長︶が︑今年展・カにより塵ら蜜全研究の総倉︑立
にしてみれは︑断しい酒は新しい
へ
革袋に︑というお考えであろうQ を初隼度として陶う⁝嵩か二二にそ 案︑騨価を行ない得る組織として㎜
﹁癬錆に帰りたい﹂というのが先
生の簾ぐせであったが︑席巻はな
かなか先生を轡斎にばかりとどめ

れたわけだが︑にもかかわらず窟

やらいたたきたいと思うのは︑わ

生成物︑廃鋳物の処理処分︑高網

放射線防識︵薬荊︑服︶︑核分裂

Metels）

for

Soc！ety

Ed．
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of

Qf蟹1c裏ostructure

Atlas

に︑十三日付その後任理壌畏として天成砲岡事年輪劇理蟹畏の撹任を発令した︒

満了したことに伴うもので︑一方

拗婆鍛︑井上氏は荷沢氏の後を継

はなお立大で教鞭をとるため葬常

ぎ原子力婁鍛長代理にそれぞれ就

北川氏は︑就任当晴︵昭和四十四

任することとなろうQ

庫六月︶からの﹁有沢氏辞職象
でしとの添人の希望もあり四十九

紹和三十⁝年⁝月の康子力婁員

無八月豪での任期満了を待たずに

旧

中途での依願辞職︒田謁氏は腐沢

事

一
勤燃懸業國法案を二会にかけた

た︒あまりに筋が通っているため

る欝欝となろうと述べられた︒

であろう︒

当時︑鋳臼のように衡沢葦生と翻

なくはなかったように思うが︑こ

に︑翼翼局が敗扱いに困ることも

に自詑的な段階に入ることがで経

このときのお雷葉はわれわれ関

会の狭い机に興んで坐り︑延々数

のあたりに有沢先生の面繋弊風た

十蹄閥におよぶ婆員会冨幽に臨ん
だときのことが忘れられない︒こ

るものがあった︒

浩

の一つだけでも萄沢先生の原子力

計画をつくり上げ︑そのための中

たと慰うからである︒

轟燃講騰︑︑懸

しかしなんといっても第一に想い

田

臨一華！グノ多多多！グノ！ノ／！！5！一！⁝

このたび窃沢広巳先生が原子力

みないほど大きい︒このと意を麗

叢員としての業績は︑他に比類を

欄月に原子力委員会が発足して以 にかけわが囲初めてのナショナル

にわが殴の原子力研究開発は︑翼

起すのは三界四十年から四＋二鋸

・プロジェクトである動力炉閲発

団員を辞められた︒昭和三十一年

来十有六年余にわたり︑一貫して

筋道を正される入

が鷹の原子ヵ開鞘の歴吏は︑蒼々

核的粗織として動力炉・核燃料闘

自主開発へ大きな貢献

わが麟原子力政策を企画推進する

中心的地位におられた兜生が宏ら
れるのは︑まことに名残り惜しい

を故石川一郎委員が︑後単を荷崩

わたしが原子力闘員としての恵

沢委員長代理の確周たる儒愈と︑

拶をお激いした︒ところが先生は

以来︑原子力安全研究の中立的な

沢先生にお仕えしたのは︑象さに

を擬われてはならない︑と睾張さ

業い十分なご健康を保持してお

第一圓の原子力閣員会が総理宮邸

粘り強い鋭得がなけれぽ︑今日見

たしばかりではある萩い︒

てはおかないのではなかろうか︒

で開かれたときであるから︑先虫

られるような世界酌レベルの立派

こころよく引受けられ︑多量的必

一難術的研究を行なってきた︒こ この提案をもとに︑昭物四十七年

についての潤い繊は仕那のことに

用の悪義とそのための蔦澱ガス炉

︵原研副七堂畏︶

れたのもその一例であろう︒とに

測量騰

社会的要請にも対処
かく原早力軍箱器用の番入として

煮端先生は︑つねに筋道を圧さ

発事業団を設立したときのことで

ことである︒想えばこれ求でのわ

盤ゾ

舗

轟瀞響聾鱗響欝紀伊國

対談醗テ・…惑回り・・嫌一黙11｛轡繍庫益

レ樹

鰭

なプロジ疏クトは実現しなかった
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V◎し

にかえる／醜1重1をとる口分／ワ、際の長薄はどノ動くか

笹

隈っても数えきれないほど多い︒

といっても過欝ではある惑い︒

漂安協が3年メドに体剃整備

MEETALS

マルチチャネルがなぜ必要か／アナログをデfノタル

浅
成
濟
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婆貫が実質的に動かしてこられた
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米AEC
ム鯉

秘奥

マイネ・ヤンキー炉とインディア

OX隷発生装1鰻

。測艘級び勘謹用1蟻

○放射線防護に関するコンサルタント

○フイルムパノヂ測定

の敵旨

く籔温側かち放出すること︑燃二 社構想などにつき交渉亭露盤中で﹁

。線量潰掟

これまで米国内で錯注済み寧たは

八月二十八日付㎝

していることが︸

ではこれを善定

について︑パリ

との米国の寒土

だのではないか

かの協驚を精ん

鉱石籔格で何ら

ラン生産業巻が

リカ四力国のウ

ラリア︑南アフ

ンス︑オ⁝スト

カナダ︑フラ

する摸術酌な蔽念い花始めた︒

一力︑ガルフ琶の11聖GRをめ一
ぐる外園企粟との連携化の鋤きも．

このき︹蕪鍵準えて瓢

株の四九％を取得するオプシコン㎜
を得ている︒窪たブラウン・ボベリ

辻宕・8茜ドイツ子会社ホッホ

とも提携の争定で交渉を進めてお⁝

ンド︒ディリ⁝一

の爾アの三三

・〆イルで明らかにされ配Qそれ

翻欝騰珊篇羅骨壷町鎌聴躍孫錦窪

いぜん羨していないためδ魍・のの緒成だ・僅述べ︑葦に

冠SとBおの正到契約は遅れ雀きこしのクラブでは︑﹁蔓容れられる

Qガンマ舗（6。C♂37C，）麗検査蹴

とは難ずないものと響えている︒

博ルニア無刀︵七十七胃KW一墓

シ籏ン︶と︑合計七醤七十二万K
Wに及んでいる︒

いる︒

七歪W二墨︶︑サザン︒カリフ ぶ愛施すること︑などが含ま勲て

W二選︶︑デルマーバ反刀︵七十 影響を調へるためのモエタリング

ある︒一方︑英国との間にもこの
AECは七月末︑非加圧型燃料 汀プションをとったH田GRはフ臼の液体舞出馬の量と磯馴を一定一
一
ィラデルフィア難ヵ︵首十六万K の限度内に制限し︑羅転転の理境 ほど8NDCとH曽GR概念に関

に遷転できるとの晃解を添してい

を使用している頗は︑引続き蜜全

てジオン炉の初期炉心運転期聞中

婁員会︵AC8S︶から経験の齢
旨確定︑百十六万KW﹂丁目オプ

八ECはこの五月︑ジーナ発蹴 た︒しかし︑先に原子癖安全錨問
所で〜郡儒平に変形した燃親が箆

に隈り︑償懲を幾すうえから︑全

しい大型蝉での燃料主題を配慮し

黒鍵使用状況の闘査のほか︑非加

出されたことから︑すべての型の

肝爆管料の性能海送︑その対策な

陀◎

最終環騰ステートメントを発表し

礎鱗繕麺

社の乱数許酊響要勘に関逮する り︑すでに霧甕に関してG1

八月上旬︑バブリノク・サービス

︻πが大幅に遅れている︒AECテ
はンペラトール・リアクトルバウ

く影響され︑嶺初の今蓄の艇閲予

Cの謹認斑手続の遅れなどに大ま

レイン姫を建設してきたが︑AE

ガルフ社はコロラド州デンバー
どについても調査を認めて潅た︒
る︒GEESは弧ドイツで先にニ
出力の八五％に制阪を翻するよう
でパブリンク︒サービス・オブ・
ューケムと契照し︑①その子会社⁝
㎜へECの規制当局は今度の燃料聞AECに鋤告があったいきさつも
コロラド社の鶯一十三民KW商業規 ホ；ペッグ社蕩温ガス鱒伎術撫使⁝
⁝融の行方雲わめて楽駕にみて
あ
り
︑
A
猛
C
と
し
て
は
こ
う
し
た
蟹
換H田GR︑フォ⁝ト・セント・ブ照臆し︑伽GEESがホーペッゲ社⁝

陶をも含んで今麟の措羅となっ

しい技術ヒ．の閥矯点に直孫胚葉Oこ たQ

おり︑調趨がこの先解決のむずか

核猷臓料工一場建設へ

千万が強の争鐸で年閥HT

れることになっており︑鈴一段階

海外での提携も活発化
米菌のガルフ・ゼネラル・アト

ミンク社︵GGA︶は︑岡社の高 では

している︒

定の条件のもとに運松

GGAは︑現在新工揚の許可無ら︑AEC規欄スタッフは︑環境保
護のため

た︒この条件には①軟訓化処理廃

訂ンサルタントなど玉名の役員が

亡装置

○イリジューム192透過検

燃料問題を考慮して
調査終わるまで 安全運転
米翻原子力婁員会︵AEC︶はこのほど︑現在運転中のジーナ漂子力発聡所とパリセーズ原子力発
電所など近く貼紙に入る予定の六欝︑計七つの跡職所に対し︑遜癒嵐力制駁を降すことになった露明

らかにした︒AEC似ジーナ発鷹研の運転で非脳圧型燃縦の一部に琴平化した燃料擢が見つかったこ

ーテソド・エジソン村︑蓄刀K が非加圧型︑三体が加斑型だっ

イアン︒ポイント2︵コンソリヂ 鵠隈を受けた七馳羅所のうち四偉

とから︑ここ徽カ月燃料闘題に間する調査を進めて唐た︒吟圃の運転制阪はこの結論が出る豪での
蒔的な鑑躍とされる︒

も醐羅鷲硫擁難轟
スコンシン・ミシガン電力会社︑

WR型については燃料トラブルが W︶︑ポイント・ビーチ2︵ウィ た︒岡じ葬加圧型獣烈を使歯する
なく出力制畷は必要ないとみてい
ン・ポイント炉で制限値に大聖な

によるとフランス原子力庁︵C8

五十工万KW︶︒

のために蓋参ル・プ玉茎⁝A︶のスギクスマンはパリで︑

る︒七発醒所と綴鞍懸限霧は次の

その後難汝二十八墾分までのH饗 する環境︑経済︑技術その他の便

GR六墨分の燃罵鰻遺能力を備え ここでは︑暴騰対簾コストに対
一

て北カロライナ州に新たに燃翻

差があることについて︑AECで温ガス冷却炉鵠業の増勢に附塗し

へ猛Cが行なっている調査は︑
旧型の非顔汀型燃料︑新型の加圧
は︑それぞれの発鯉駈のヒアリン

ナ︵凱チェスター・ガス勤気会社

このほど剛らかにした︒罵社はこ
会議 ︵ A S L B ︶ の 認 可 段 階 に 藁
れ童でカリフォル論ア州サンジ笛

蓄験し七六年には越転に入りたい

もフランス原子斧およびHTG一状況堂梨り署﹂こ宗で悪よ

たしている︒ガルフはフランスで⁝条作でメンバーが昨今の価洛山迷

向こうぞ傑腿に衝揚⊥向きが予想⁝

ろだ︒C鴛Aスポークスマンは︑削

至れるとも叢れ譲妙なとこ⁝

は︑この二本趣冒には最低価格が︷

る︑と述べ加︒たた解駅によって⁝

R麗窒との間にライセンス闘⁝うにす⑳こと塞本葬・してい⁝
題やガルフを混えた核畝料合弁会

と︑②放出水流湿度が葦氏八○度

タル︒システムズ︵GEES︶が
を越える際は冷却塔の馳駆側でな

連会社襲撃の代喪が含藪れ︑この

・エネルギ⁝︒エンバイロンメン

GGAの規闘乱にあたるガルフサイト内の蒸発池に放雄するこ

としている︒

液をセント︒ブレイン湾ではなく

かかって36り︑七四奪には建設に 詐斑が発行で解るとの結蹄を出し

ゴのGGA敵都で微糧粒子燃繕を数と豊潤影響報欝欝の準備にとり

カーが予冗されている︒

今度の改雛で影癬をうけないの

蟻各︑ア⁝キテクト・エンジ凱ア

ほか炉メーカー︑燃種処理︑加工

器の設計︑建設ないし輸出におけ

欝簡に響畏した︒AECは改訂に

と述べ︑価格引よげのための短購⁝

場大勲晦祭南轟鰻鍛町野1韮1鶏婁6甥L㈱4512一舗㈹

工

フ亭ヤ♂rl】朕k語（最人｝

0一三2m／分

とおり︒Φ盆出力の雌鶏％日ジー

雪解揚を建設することになつ沈鷺

瑚なくすべての燃料を対攣とする

だった愚問は八月末まで麺びた︒

ソド．ユティリティズ・グルー

GR豪家双美能空炉備える予定に 益︑およびとりうる代赫集につ惑
出資して設立した合弁命契8丑C⁝バリ︑ヨハネスブルグでの金談で
糠討した結東︑理境膨響の見地か ークルップ・リアクトルバウの五⁝まと談つた点は︑反カルテルにし

所祷︑醐十四万KW︶︑②七万％ 型燃料︑およびPWR︑BWR
の結果︑および原子力臨釜欝斑
グの

ー

ンキー原子力会赴︑八十藁万K もので︑今圓のAECによる出力寓したものだと説明している・

爾マイネ・ヤンキー︵マイネ︒ヤ

一

W︶︑サリー1︵バージ議ア ︒ エ

延々と続くE

CCS公聴会

の基鵡作成公恥会は︑介入巻グル

米国原子力婁員会︵A皿C︶は 蕪殿を建設︑粗み立て︑備えるこ

クルの全部門および原子力発電機

は︑再魍理と灘総を除く燃罵サイ

鷲旗揚の建設は数殴階で別なわ

と︑④当刻施識もしくはそのため

る海外での機蟹を伴わない活動︒

入れたが大筋では譲らなかった︒

際しこうした麓榮界の愈向も採り

このほど︑米国企業が原子力発灘

の設鎌︑建設︑組み立てもしくは

これらの分野について海外で噴煙

蹴齢製罐麟簿藁
なしに外煽で事業することを禦し

運癒で外懸人を訓聾すること︑⑤

を當むには承認は必要としない︒

加轡への制裁がない以上︑禽慧を︸

嬰秦懇打消し紀︒蓬︑豊

みた嬰児隔係がカルテルとみなさ︐
︷

なお︑ランド︒ディリ⁝・メイ

れるとは懲わないと註明した︒

ル紙は︑米国での輻遡について︑

ツ

礪ドイツのカールスルーエ原子

西ドイ

KNK炉送電開始

れなかっ配としている︒

コール往から阿の諏メントも響ら

南アの酸化ウラン市揚を躍るナフ

AECが承認に嶺ってその適讃

られる︒①米圖と漫醜國が協力協
定を結んでいるか︑②当購圃が核

兵器拡敬防止条約に加盟し︑1底

EAとの雄察協定に入っているか
⑬玉織国が︑核防藥約に加盟して
ない揚合︑﹁当核プロジ凱クトと

の兼養いから﹂1底Eへ査察を受
容れる解廠があるか︑④筆写の日

送駝を開嘉した︒岡三は二万KW

る他の欝から至れる鑑の亜養護ン々︑あK喪渠このほ三

舞器し毎驚よぴ比周き﹁

あると環の盤薯は塗﹂いる⁝

た規則を採り入れた︒これは今冬

設計された機器または装麗の設計

以降産業竪︑ABCの間で草案を覇刻施設もしくはそのために特に
めぐり議論が続いていたいわば困

して︑A鷺Cの傑限を改めて蒲涌 簸初から批醤酌で︑この二月氷醸

の機密を集わない潮騒活動を蕎愛

コントロールの闘的︑これらを齪

原峯力配蒸会議の貼雑グループは

な慧殊あいをもつ五項自だと霧え

ECに対しライセンスの蜘告を議 を判断する検甜項魯は︑次の撫要

ただ原子櫛機羅輸出業者は常にA
用するため刊行物の形で公鍛には

愈つきのもので︑結果陶にA鷺C 建設︑踏み立てもしくは運転に硬

ことになった︒

が薩業界の慧向や批判を割干のむ

濃縮再処理︑重水に限り

海外事業︑承同輩剃へ
新規則︑憩CF獄パ⁝ト即は︑

A皿Cの騎別な認室なしに海外で
覚水製造︑化学再処理︑ウラン濃
縮に﹁嵐接ないし間接に従膿する

に押出したことである︒旧規則パ

は羅馬に残される︒

務づけちれており︑この日興手號

由は明らかにされて野︑い︒これら

は特に徹妙な隅題でもあ葛ので理

ート加はてルぬ島隠員外定されたも

を消化できない塞豪秋を迎えよう

接懇問など数多くのスケジュール

の他の聖寿︒

のナトリウム三部水上化ジルコニ

拡当盤天寵で一

⑤米醐の政冶附︑縄済的もしくは

すへECの撚限︑行政の機構など 儀盤についての璽要性の度あい︑

のグループには大手原子力発難醐

強硬な欝簡をAECに宛てた︒こ安全撮醗上の闘心を挺っているそ

電子線加速器による受託照射

漏

レクトリンク・パワー社︑八十万
製遣しており︑これで大汗の菓罷
ド・ナシコナル・バンタビナー
蕨捨岸に工賜をもつことになる︒
一KW ︶ ︑ タ ー キ ー ・ ポ イント3
ズ︶技術閾題趨閣嵩としてのダニ
新工揚サイトはラレイの北約瓢十
︵フロリダ発囎醒灯会祉︑七や万
エル︒フ壕ードの役剛をめぐって
五再のヤングスビレ近郊で千工⁝
一KW︶︑⑬︷ハ○％魏パリセイズ ECCS︵緊急炉心冷卸藤躍︶
紛糾︑嶺町三月末に終了するはず
︵識ンシ訟マーズ・パワー祉︑七
先頃開かれた公聴会での紛糾の

関連技術の三分野でAECの承濾に特に設誹された機難または装置

発表は︑CUG︵コンソリデ！テ
プ︶を甲心とする難力側葉巻が
いわゆる原子力間題の箏門察でな
い毛蟹︵ハーバード大学経済学専
玖の大学院盆︶が歌話欝丁目とし

った︒そこでCN工激烈のマイ羅

て出語することに反対したことだ

ノ︒チェリーは︑躍力グループに
凝対馨証する代りに響問罪提出を
認めるよう婁貫会に要引した︒こ
れに対する反対願毘も出たが︑結
局婁員会はチェリーの響調を受け
いれた︒

改訂の窟的はこの三分野の導体

入手できない悔蝦を備えること⑪

が國に当

鷺CCS公鴬野は介入者グルーこと﹂を禁じたもの︒この三分野
引延はし作戦

の技術を選び梅した曹藁について

プ側の

に従堺することとは次のように定

ので︑この条項のもとに米国墾

薪規則に対する産業界の反証は

義される︒G︶施殿の殿誹もしくは

はAECの擢麗なしに外麟で広範について茎広的な問題点を撰廻し

当局の慮接遡問や参加暫による割

裏壁卒禰助すること︑②鮨鋳旛設

る膚由を保険されてい陀︒

畷な原子力発鱈関漣鷹業に参捌す

を建設︑維ゐ立て︑もしくは運観

ため特に設計された機羅もしくは

とう か 議 醜 す る E C C S 公 聴 会 の
すること︑⑬嶺刻旛鍵に使用一￡萄
もよう︒

電子線による試験照射、受託照射を申し受けます。

限りなき創造とたゆまざる努力を

素
托大販輔騒特踊り3τ目53磯（サノニ ビル〕τ8L｛鮒魏噸欝1㈹
塵繭糊寧購艸卜師6コ目5爵地｛鞍鱒蜘）聯軽慣蘇｝「勺鵬L㈹572−353塾㈹
鏑営漸瓜鍋雌臼綱22二刀（資麗ビル欝麟糠磯㈱内隠1、〔幟｝2回91鰍1

8鵬A

醜5

竃

GGA

旛工及びフィルタ備

ORI便廓施設の緋気設備設詔

讐

幽

13、髪ev

工堵ルギー

荒lli区西員暮塁5−9−8Tel，（803）3131（大代表〉

3ンくア

臨
煮憲一騙子工業閉式農櫨

美印刷株式会社

ウラン会談で南ア紙報道

臨

としてフォード鏡の熱雷が適嶺か

った格好となり︑公聴会は公聴会

墨

米

クリエイティブ

未来に挑戦ノ

一種のクラブの結成

8

としている︒奪奥は介入暫側代衷

監犀8翻il婆111「「1，蓼

産

昭和4「7年9月壌4已

・一二万KW︶︑④二〇％錘インデ ⁝プのCN1︵コンソリデーノテ

子

一

（2）

第642号
（第三種郵便物野間

新

論
フ
ブ

原

ー

㌧

聞

原発立壇政策推進で
国・自治捧等の役割を検討
鰯本原子力愛業会議は九月十一日︑東京・芝の東窟プリンスホテルで﹁地繕整備欄発．筒口休財政
岡題に関する検酎会﹂の初会含を開き︑隷農に土置滴氏︵総含政策研究会理購擾︶巻選綴したあと︑

して要璽してきた︑誉田力麗電所周辺地夢野舖および︑地方財政問題讐の検討を遡じて︑今擾の原子

今後の運営方針等について慧見の交換愚行なった︒岡検謝会は︑従来地方群議体が原子力立地政策と

力発聡所立地確優の円餅化に蟹する圏駒で設鷹されたもの︒

立地確保の円周化を國っていくろ

の躍源立地︑とくに原子力発臨所

取り紐むことになったのは︑今後

地帯整備や地方臓治体財門閥題に

纈鰭の増大を伴なわない⑬康た関

建麗美の随伴立地や地域の安寧的

れている過疎地城立地となる㊤関

地つまり社会資塞等の整備が立遅

だが原高力発盤の概舎①遣発地立

一つとして検討に漕手したもの︒

を慌て︑円藩に激芋力立臨左推進

りだが︑今後も地方藏治体の協力

てきた︒蜜た検粥に覇旧したばか

酒的に展開すへきである︑島訴え

整備と地域の劉黙約振興開響置

社会資本を中心としだ周辺地帯の

このため咄方富溶体は鍵來から

しがたいのが現状︒

えで原子力発議所の安全蝕確撮︑

連確聡等愚中心とした謀議力式の
していくには

舗箏による電源立地難の打麗鐵の

周辺環境への影響軽識はもちろん

対憲できる特別な措躍︑捌勲等が

今回激酸が岡検附会を設糊し︑

地方畠治体が行なう地帯の整備卵
開発と異なり︑地元藩繋である麗

このため周検酎会は今後約ニカ
との特麿の閤燈があるほか︑現行

環境俣全・生活耀境整備が必饗︑

なお原灘は本船八月︑将来のエ

る︒

必要になってくる︑とみられてい

職工力臓題に十分

叢・水鹿業等の掻翼を主軸とした

月麗にわたり︑①原子力地帯整備
制度では火力箸も禽め地方宙治体
ネルギー瀞の生流を占めると期待

が終り︑犬釘工事が行なわれてい

剽

され大容羅化︑集中立地を進めて
いる原子力発蟷にも饅近の在来環

魑倣に関する要望﹂茄再なった︒

㎡管に位躍する︒

照臨鍵灘

一﹁博

事務所が移転

原芋力安全研究協会
贈園泓人﹁隙子力安全研究脇

会﹂の纏三所が移戯︑九月七日
から新ゆ携勝で輸溺が行なわれ
ることになった◎

撰しい事癬崩は漿京都千代田
臥内峯町一丁隈二褥町場︵大敵

八五八滞蜜︶︑干︸OQ︑灘話

ビルディング臼比欝二零蝿八階

は戴窟︵〇三︶五Ω瓢−欝七八

□鷺

一

五〜君七八九︒これ漁で事務所
のあった東醒償餅のすぐ近く︑

一柑

ム

瞬

の︐酬橋夫氏が﹁エネルギ⁝所時

りーーー﹁一﹁dj一

の関孫で独臼の理論を展開したQ

代﹂の中の経緕旗kとエネルギー

つの要紮﹁きれいなこと﹂︑﹁遠

原子力ほ経乱書蒙に紺応すべき四

いこと﹂︑﹁大きいこと﹂︑﹁費

源効寒翫の中で︑これ療で驚黒影

率に還蔵をおいた聞発が燕み︑最

近では公害即題からきれいである

﹁揮い﹂﹁犬震い﹂という経済襲

ことが課駄されて憲た︒しかし

子力︑工晶一・二昌ークレオ轟ッ

藪には悔しく立避れた︒威しい顕

クスはこれらの蔽済叢に沿って

﹁躍溝セット﹂の騨慧を蝦虚し

振製されねばならない⁝1として

豪た︑辮臼末言忌のξ田賜⁝氏

胸︒

るガス化プロセスで再蟹口塞しょ

は︑酪布可燃性脆野物を猶炭によ

円釣溝糊の一騨としての石炭ガス

うとの観点から︑隅灘ガス炉の多

化プロセスの醤用生を強調しだ︒

近く年次大会

準備委設置へ

はとくに︑鍛近の灘内外の識しい

贈煙

轟轟によると︑岡炉は熱出力約

東端描出原子力尊慮所ではすで

ザー蒼…一脈プつ一

そして野望︑この笈全閻題となら

乃KW︶の軽水誠艦軽水冷却沸騰

ぴ地方由治体が飛要閥題として齢．戴蒼⁝二十︸万KW︵毘気出力欝十

えてまた・地方自治体欝政繊麗託
水型．炉︵BWR︶で︑順調にいけ

八万九千六欝円︶が児演られ︑ほ

九認八十∴ハ傭⁝脇︵幅KW当たり約

ら運転を開始する︒総工臨蟹は約

して建設に溜黍︑五十三年一月か

は兼年凝豪でにはメーカーに発注

ついても倹講を行歌︶ことになつ
た︒

土歴講へ塾舎政策黙黙会

同倹討会の餐糠は次の通りQ
座畏

軍学庭次郎渚激城蝦劃知

かに初懸盤潔栂螢約薗照十五鯉円

襲餓

風穴厩︶

饗︶︑矢部知憲央ハ敦賀甫瞳︶︑

が予定されている︒発魑原価は初

に鯖一艶矯所で五基︒三百菰十九

︵他方諒解協会哩聯疑︶︑鈴木灘 葉慶三円十餓︒

小林治助︵柏崎市長︶︑綱郷道一

へ臼本水産蟹源保護版金会農︶︑

万六千KW︵電気戯力︶が難燃中

罪︵開銀雲鶴墜畏︶．藤村弘毅

田敬一郎へ田本経営構嬢闘発協会

也尻文二︵金漁趨繁務理嚢︶︑平

もの︒罰嘱によると︑ここの敷地

中︒第二発躍食はこれらに引凄く

擁汚染や公轡間題の深刻化で社会

嗣会優︶︑森窟鏡︵四囲騨繍療︶

臼太原子力産−塗融の掠子動力

原動研農会

のほか︑一二・試弾万KWが計画 発想の転換
などで論議

笹儀仁︵β大教授︶︑伍親冤一

四十万XW︵薫＋万KW×㎎基︶

は胸酉三†万平方鰐︑四型・四磁

勝︶︑松根寒心︵原産副田無︶︑

研究会礪会が九月穴︑七の両臼︑
が建設される予驚てあり︑こんど

弩ともなるもの︒これら

力発懲センターとなる︒

かれ︑パネル鮒臆﹁エネルギー産

叢濃︒藷粥町の都道満県会鵡で開

凱における発想の拡換は可龍か
？﹂をはじめ九つの研究グル⁝プ
蝦告など︑黙のこもった事書が展

岡パネルでは︑製革中央研究灰

灘された︒

噂目口﹇鼎一 一騨冒聯膣璽鷺脚曹一

落盤＋九万六千KW︶の一大漂子

二をあわせで二八薦万KW︵雛七

ば︑橿鵬原子力発躍所は第一︑第

が断て韻調に稼鋤するようになれ

その第

醸子炉設畷飾町串麟があっだのは

鵬本講之助へ岡代表常圧硬論︶︒

︵衷掘警務︶︑鈴ホ俊一へ関戴尊

ら︑今後の開発推進にあたってよ
膳安全・環魔聞題上の対㌫処

的関心が鵬まってきていることか

り
理か繁急螺題である︑として政雛
に﹁安会︒繋擁確保のための体制

炉の設置を許可串請
鑛覇⑳万KWのBWR
議繭中の岡鋤︸畿竃所の由約†瓢

来年夏着工︑53年運開へ
東京難燃︵水野久鍔航褒︶は八
月二十八日︑難燃福川原子力発難
所第二発躍所原子炉の設躍につい
て論難獅尊規制法に二つく原瀬踏
設躍鉾可廟請を総理大臣に︑聡気

当業法に基づく躍気工作物変更絆
町鯖瀬を通産大艶に︑それぞれ鐙

出した・
福勘蹄一身欝秋は福紬察双藁郡㎜

働一＝ 一丁観一冊＝ ︐一ρ一一目口一一・一

巌

厨本原子力廃業会議は来葬三月

原

上旬・第六回腺騰銀次大会の開催

の專門籔グル〜プとの遣携を響に

開繕利用をいかに展開していくか

彌勢︑厳しい環麗のもとで蝋纈力

⑧お申込み、お間合せは、お近くの9本航空支店・営開所

＊夜間飛行の場合、映画は上映いたしません。
プログラムは3ヵ月ごとに新しくなります。

璽要との判断から︒

および原子力立地と一体的な地域
に罵立った財政収入の増大が期待

獅ﾉ漕毒した建屋は︑現在︑照

画で難設されれているもの◎今琿

るQ来穣五月には照懸墜ニケープ

尉施設プールのコンクリート打設

原研︒高崎研究所

摩羅照射用コンベアなと貯えた鉄

璽

ることが必要である︒こうした運
地漕運濁を蘭険におとし入れ︑蛍

に党と総譲をゆ心とした強力な共

動を発展させるには出門︑①甲央

臼︑茨城県︒水芦市で﹁原発対策

養鰻と幽艮の黙諾を破点するもの

を翫画しており︑近くこのための

の結びつけ欝原子力製爪法による 繁鮪婁鍛会を獺郷の予定である︒

する︑⑥各地闘の蓮動の塗篭︑窪

これは九月六鷺の総合企画懸

口会で決まったもので︑鼠体的テ

本を孤立化させるために︑ねばり

り組豪れなければならない︒

量的な再検翻を政府に蟹譲する︑

検附されるが︑難山欝欝薦次大会で

⁝マや開催期臼等は華簾婁員金で

強くかつ多嫌な闘いとして組織さ

安全枇を中心とした開発醸麟の根

地域との連携強化等

④原子力刑璽二原剣の完全当行を

閥︑原発麗題に対する戦いは︑

全麟代表老鹸識﹂を開き︑野上社

蓮動の有機蘭結含の強化︑各地閥

闘会藏をつくる⑭愚挙畿と谷地の
発聞題に関する暴調報告を行なっ

たQ
絶愛癒の基鯛報葛は︑原子力発
想所︑使需済み燃露顕樋理施設建

るもの︑との党墨筆に濫づき︑党

設は騒畏の安金を犯し鋼益に反す

要求する︑⑮嵐然窟孕︑社会糾単

二︑蚤隣する原発聞題は︑感興

窪交換︑地響・巾央との迅急な連

一などについて︑広い分野の專門

れねばならない︒

遭難原発対策全国会議
動の運携︑連帯をどう温めるか︑

として現在各地に存在する反対運
に入ること

酌には蟷刀産業をはじめとする多

瞭の漁冤を求め︑より一禰縫会の

い︑としている︒

璽講に慈え謬る方策磨さぐりた

ター的畿畿を確立すること一；な
どの描醗の検鮒が必蟹である◎

絡体量の確立︑⑦中果に鰯報セン

功力を想い︑あるいは深く灘帯す

共闘魍織壱つくり︑住禺泌繊の霊

んでいるうちにアメリカへ。観光旅行はもち

負ボ

一プ

σ「ゴτ一

［即「

驚

遡

1繋留

rル＿＿」L］［］脚

［「「『轟一

このため︑畏期的展墾に立ち︑

三︑原発と鍔処理工揚の聞題は

ンボ便もできました。2ドル50セントでイヤ

澄翁震町肛

金野党と労働組樹をはじめとする

核武豊︒甥照虫義にかかわる闇題

かわる網羅であるQ

くの魔鑑の薬曳義的合理化にか

また総諦の立読で各麹駆労段階で
の反対蓮勤をどう隠蟹していくか

巡纒報魯の蟹旨は次の通り︒

もの︒

茶そばも用意しました。機内サービスを楽し

糊

ンと日華です。日航が特に吟味したメニュ＿

日航ジャンボ。サンフランシスコへ直行ジャ

界を議ぶ日本の翼

就航2年羅、ますます欝欝を続ける太平洋線

発やこれに伴う財政負担軽誠等も

開発︑②植木力立地闘遡の地方自
治体の財政力強化および︑③これ
らの法国︑税働︑財政に関する閲
順調に進む食
題ilなどの現状分析を逓Oて︑
品照射棟建設
翻・地方蘭治体・企簗の役剛︑あ

蹟研出隅研究所でい談︑食酪照

筋コンクリート七福建ての施設が

るべ潅方策︑体制等壱検酎︑遅く

射絹ガンマー線照射櫟の建殴が賑

髄＝圃一鱒︐一廓＝縣＝曽紳一
構一﹁﹁卿需一一

就蠣鋸嘱鞭麟欝蟹
や︐騨冒禰腸胚7一

であり︑憲法を護り︑平窟を守る

原動研鐸会の会鰯
であって︑公冨反対および覚働災党と磁働想合が主峯刀になって︑

一︑当樋の原発と魯処理工賜は

灘・嵐哩Y壌磁
轡に反対する虫要な課題として取全国の勤欝圏罠を結集し︑独占象

社会党と総辞は九月一︑二の講

灘纈＿ご犠蝋
会劇の伊藤繋駕属運勤燭畏が︑激

ための闘いである︒

繕

または鍵航指定旅行代理店へ。

ろん、出張旅行にもご利用くたさい。

い二ろげたり、お妊きな音楽も轡由自在。空

業
産

力
子

原
とも十﹁月中旬頃燈でにまとめ︑

調に進められている︒

完成する︒線源は当初コバルト6G

立を襲墾︑現在欧府が検討中 の
食舗照附轡用の共国利瀦施醗と

十万キェリーが用いられるが︑ゆ

政府に総合的な立地政策の軍期確

﹁地轄整備法案翫に反映させたい

して︑昨葎から麹一網瓢ギ万円

る︒八月二

︵園離傭蕩負糧行為4かけ︑三駕計 くゆくはて十万キュリーとされ

二でには槻
認の据付け
など内装を

すべて完
了︑九月か
るホソト・

ランを行な
い・＋月か

紆

一

』

織

湾座頓：
土

になってい

ら照尉蹴験

r一一r＝一『
軸昏匹」蔑鴨町ノ＝

日廊自室

ホーンを借りると、映画を見たり、落語に笑

○

を飛んでいることも忘れるほど。食泰もグー

二…

1

・．

←勢斑は 一について闇題握起を行なった

る◎

建設課の震
晶照射棟

斗ンボで出張 斗ンボで観光

フヌリカへ

潤法案は火力も含め鍛透の公害
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海軍である︒

鎌︾

繊

東躍：福鵬原子力癸愚輩

昭和47年9月筆4日
一
儲艦種郵簿物翻畑

第642号
（3）

聞

五年間の研究⁝
で安全性確認⁝
わが国の食昆照射研究は︑昭和

つとして︑瀞鍮鞍と3ネギの

四十二年から原子力特定総合研究

の
細川防止︑氷と菱の殺虫︑ウイン
ナソーセージと水産ねり製品︑み

の長期貯藏が可能であることが確

うと︑照射後︑常海でも八カ月閤

隠されている︒また︑食品照附で
はとくに鷺要視される健全惟︵ボ

い研究試験が行なわれ︑約二千五

ウルサムネス︶については︑厳し

欝匹のマウス︑ラント︑五匹のア

て︑斑性や成分の医学的試験を行

カゲザルなどの舞験動物を便嗣し

食品
部を改正︑告示

として認驚するとともに︑食品の放射線照射

昌一﹁

：一一．

瓦：．

需7

二＝

二＝︒

二一信

二盟一．

の

¶碧曹

幽＝一覚

陳終幕は八月二十兀B︑雛芽防出のために放瑚線照射をした
篤鈴懸を
業が営業できるよう﹁食品衛生法施行令漏の
を行なった︒これは虫る八月十四日︑食品衛生調査会︵小林芳

である﹂旨の答申を行なったのを受けてとられた措躍である︒

人白蜜畏︶が厚生大臣に対し﹁照射馬鈴瑠は食品衛生上︑安全

年翻にわたって研究が進められてきたわが国の食品照射の第一

あとは加工︑施殴︑照射などの基準が定められれば︑足かけ七

号として︑この照射馬鈴懸がいよいよ登場することになるわけ
だ︒すでに案用化を掻指した欝画もいくつか動きだしており︑

新じゃが

聯碁が順調に進めば昭和四十九無の初めには︑照射馬鈴瑠が自
賠の食卓を賑わしてくれる予定︒訴しも九月は

一一輔一曜

一営一ロ．

零墨である︒今回はこの照射馬鈴瑠について︑寒用化の掛画や

二：▼

写翼は右が照射したもの︑左が宋照射の馬鈴瑠

今後の問題点などを追ってみた︒︵A・脈︶

：

なかでもヤ勝平野は有数の

に災難化の欝欝偲鵠っても6つ
たQ
﹁呼続が属する澗東都は︑現在

十勝平野と士幌腿協

北海遜のイモとこウ

道産馬鈴鞍の一五％︑細三十万ゾ
！饗：︾
を生灘しているが︑これはほとん
どが加工用のもの︒食糊馬艦齢で
は後進地になる︒しかし︑応鈴轡
の多角化を図る必要から︑カナダ
の安村轟務垂耳
かることを覚悟してい汽

で馬鈴口の照射が実朋化されたと
聞いた軽爆四十無から食溺のもの

が︑全国的にも初のアス

が必要だ︒これも大局的

トケースなので麟の助力

た︒現在︑三億四千七颪万円の鼠

には園の混林行政の一口

注賦したのは二十九牙頃からだっ

算規模で二万鏑の処理能力がある

だ﹂と語り国の助成が条

を開恕しはじめた︒放射線照射に

照射施設を建設する翫画たが︑リ

件だと強調した︒

倒をみてもらうという︒また町射

日水原子力研究駈に依纈して︑面

一方︑施設の建設等については

スクが大きいので一儲陽で建設す

のため︑この照搦施設は五農協の

ることは隈隈︑爪珂能である︒こ

共白軍験施殺として︑三豊の二以

される羅飴鞘も轟初は食明だけ・

てやる予建で︑処

なく加工贋も含め

二万ナに達しない

理能力も初鉱度は

かもしれない︑と

多少頼りない蚕
る︒敷地および貯麟徳設などは五

抜けたせない︒加工かそれ以上ま

秘生産をしている限り︑翁乏から

だが︑﹁農村は腺

農協のものでやる予定だ﹂とい

卿＝

＝べ

上を園が鋤成するよう要角してい

食品衛生上からも安全：；

どころ

いう男食を醗き︑河東郡で簸も裕

で手を出さなければならない﹂と

照樹に際してもっとも大切なの

う︒

・⁝麟驕48年秋メドに照射施設を
諭は﹁食晶衛生上︑照射馬鈴響は

とに独嵐の検討を行なったが︑結

照射馬鈴薯の実用化を計画してい

イモ

安全であり︑照射による変化や嚢

るのが︑この十勝平野にある駿東

といわれている︒現在︑

常は早められない﹂というものだ

き上げた

福といわれる今ヨの賜物農協を築

など欧米葛鰹醐では罵野趣の照射

計圃を進めている︒そこで夏も終

その申の士幌殿励が中心となつで

務は﹁キロ嶺たり三〜五円程度と

国際的にも注⁝

ものがあるのだろう︒

人だけに︑心中期ずる

閥題だが︑この点について安村専

は︑コストなどいわゆる繹鶴瀬の

が詐可されていることからも︑関

定供給することが大きな囲簸たが

考えている︒通聡して馬鈴響な安

を押している︒

昭射したからもうかるとは隈らな

一方これらの点について︑わが

わが国で生産される馬鈴讐はど

通の二⊥二〇％位で闘的が達せら

愚的には明らかでないが︑市揚流

も議定朗なことはわからないとい

かliQ雌林省の畑作振興課の謡れると考えられている︒雌林省で

のように消至れているのだろう

消費者へのPRが不可欠

食用需要は漸増へ

十勝平野を見張しながらYS11はい︒糖堀のランニングコストがか
すべり込むように帯広嬢港に鞍陵

ンと有る空港は北海道の雄大さを

した︒暴騰とした原野の巾にポツ

象徴しているかのようだQさらに
帯広帯から蝋逆二四一愚擦を廓で

サイロがきれぎれに見える︒龍援

北上︑並太の合閥から赤い匿根の

する恥もないま蜜ごや分要ったと
ころが士幌の町だ︒

によると︑総盆産三酉六十万ジの

]織
な
再灘

・上

唇盛

宴

国食品照粥の鵬一人暫といわれる
原研嵩醗研究所の佐藤友太郎食品

一四月から懸工︑九月窪で︐に亮成

させる点については︑来鉱羅々か

﹂と楽締的な猛通しを語った︒

ら磯間工場を行なえれば閣に調う

食糧問題の解

決にも期待が

ところで羅鈴駄は発芽によって

藩縮︑腐敗する︒わが国の編合︑

生藤蝋の約一〇％がこのために腐

敗しており︑経済上︑食糧上大き

ロスを防蟹︑畏持ちさせ端境期

な損失となっている︒照射はこの

の品不燈を解消して︑安定価格で

供給するのがネライだが︑将来は

人類の食糧闘題を解決する︸っの

国際食糧擬榮機携︵FAO︶の

方法としても注囲されている︒

照慰騰雛試験整長は﹁たしかに照

される食騙の五分の一は︑虫︑微

調査によれば︑人類によって版穫

生物︑その他の審物によって破壌

尉旛設は不確定要紫が多いが︑照
射コストはキロ当たり一円位で押

糧の損失は三〇％以上にのぼり︑

テンアメリカなどの認地域では食

えられるはずだGNEへ︵OE
Cており︑樋東︑アフリカ︑ラ
され
三カ月稼働で一・四〜一・八円と

Dの原子力機関︶の報告でも薙閲

円であれば十分蠕麗期に安定供

将来︵二千郊には七十億入と予測

という︒また︑地球の人口は近い

いう実績がでているQ一〜一・査 揚禽によっては五〇％にも離する

で考えるならば︑騰鈴口だけとい

給できる︒ただ照射を甥藁べ⁝ス

点で世界的な食糧不足が心配され

されている︶傭増するが︑その疇

謝幽と呼はれる食贔照尉研究を進

AOは共同で︑サイベルスドルフ

AEA︵圃際原子力機衡︶とF

大きく期待されている︒乱丁︑I

は地球規模的にも︑その瞥来性が

な食糧貯蔵方法としての食酪照射

照樹が湾えられない限 ている︒このようなことから有効

うのは無理で逓琿稼働一いわゆる
〃多灘酌

り難かしいといえる︒施設建設に
ついては︑現在︑ワーキング・グ
ループ発作って概念設翻ゆだが大
鷺源だとか︑霧効線羅︑さらに経

い閥題が残されているが︑完成す

済性といった照射技術漁で難かし

めており︑各国の爽用化促進の一

は陰りすぎ︑いわゆる肥砂蟹タイ

助としている︒

れば世界でも初めてのものだけに

プとのことだが︑食隔鵬鈴瑠の将

圃際陶に注鼠されるたろう︒来難

のようだゆ食晶照射の目的である

に対する消費者の反応が気がかり

の土井輿望︵土井料理学校長︶に

登揚願った︒﹁馬鈴瑠は生で食べ

来性について︑テレビでおなじみ

ることはないが︑蒸す︑焼く︑螺

安驚供給の成薔もここにかかって

ないせいか︑消費癒サイドから皮

いるが︑象だ一般的に知られてい

対の声は出ていない︒主婦遡の中

利用範囲の広い野菜た︒また案外

知られていないことだが︑美容食

るなど︑玉ネギとともにもっとも

にもなる︒たた空婦が料哩の方法

村副会長は﹁謹だよく知らないの

は安全か？という疑闇がい謹でて

を知らないたけだと思う︒このご

で﹂と簡蔽きした上で︑﹁原予力

いるので︑ハソキりしたデータを
士幌が計画している照射施設に

うのが爽摘のようだ︒

ついて麗林省は三十日︑来年慶の

ろの人は手をかけなさすざる︒手

れており︑置接食用にされるのは

いう判断ができるようにして欲し

約八ヤ万沙︑この踊合いは準々増

出してわれわれ累日にも安全だと

ガソリンスタンドからスーパー

はまだ未解決⁝

熱心要求で助成金二億三千百万円

よると中無女性のうち三人に一入

きて︑さきごろ隈生省の繁表に

Rをしてほしいと強調したQ

は困るし︑科学的に納得できるP

懸の鶯襲も

安全μのようだ︒

一安心といったところ︑難場馬鈴

違いない︒鑑塵暫にとってまずは

で将来も食べ続けうれることは間

すべきではなかろうか﹂とのこと

い︒馬鈴燃料理のキャンペーンを

えていて︑さらにマソシ晶ボ一軍

一方︑食磁公審が強く叫ばれて

をかければ馬鈴響は実においし
やポテトチノブなど加工したもの

いるおり︑生産春側は照射馬鈴盤

い﹂と語り︑照射食毒の影響が急
マーケソト︑はては結婚式鋤嚢で

このほか︑照射馬鈴蘭のPR二業 ないだけに︑樗來の恐れがあって

はどのくらいなのか︑流瀬機構面

、N

、N

激に現われるという性質のもので

持っている胴親腿協の安村憲郎尊

を入れると三〇％の百二十万ゾに

の補助金として蕎三＋六万円を溜

など難かしい点があって︑濠だ数

のような人である︒安村専務

のもよう

膿研・柔柔研究所での照射試験

︵助成率三分の二︶を計上したが

ゴッドファザ

上している︒

i

勝理事は︑士幌の

のぼる︒このうち端境期の安定瑛

うち︑その大部分は澱粉に焔工さ

／．

給を目的とした場禽の照射必要醗

経済性の問題⁝

目される施設⁝

町を訪ねてみたQ

太鼓判

闘約

札幌︵丘珠璽港︶から四十分︑

わろうとする八月の下旬︑引摂の

った︒すでに米國︑ソ遷︑カナダ 郡の五つの減量協縫組倉︒とくし

巳鎚監，
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係者は照蟹馬鈴薯の安全について

れていることがわかった︒とくに

諏﹂﹁島原﹂﹁メイクィ⁝ン﹂な

鰹臼六十万・ゾ︑﹁男爵﹂﹁農

わが畷で盤産される馬鈴薯は年

羅性試験ではマウス約四十匹から

五十円︵小売価格︶として一千八

どその種類も費踏で︑キロ当たり

なったが︑安全性は十分に確保さ

数千八百匹︶にわたって追跡︑ガ

蕊億円︵概算︶の無調犠となり︑

出発して︑親︑子︑孫の三代︵総

ンや奇形児が生れないことを確か

米につぐわが照重大の鰻作物であ
⁝百
万沙．か北海道で収穫されており︑

るQこのうち穴○％以上の約

めている︒

食品衛生調鷲金でも照射食呂特
剛蔀会沌設けて︑この報告欝ん馬
驚げ︐φ

磯廻

達識撃壌

@盤

一

産

力

原
かんの殺囎など七黒目を対象に八
力庫計画で進められている︒

研究には臼本原子力研究藤をは
じめ︑理化学研究琢や慶林雀の食
繍研究所︑飴産試験所︑束海区水
産試験所︑および障生省の衛生試
験駈︑帯防衛生研究所などの国立
試験研究機関が参加︑食晶照射研
究柳営会議を設けて研究の調整や
成果をとりまとめるといった︑い
わばミニ・ナショナル・プロジェ
クトで進められており︑これ謹で
使われた研究費も総額約欝欝一丁
万円︵四十二年麗一四十七年度︶

にのぼっている︒

放射線照射による罵鈴朋の発芽

防止の 研 二 四 ＋ 二 年 か ら 三力包

にわたって行なわれ︑昨年六月犠に

報告轡が豪とめられたが︑それに

よると収穫半月からO・五一一讐

屠程度に発身した馬簡羅に七千〜⁝
バ
制万五千ラドの線無で照射座行な一

@
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﹁国民の信頼が第一
講藤織基礎的検討繭提に

霧
訴鰍

概羅
・三三

会見ずる︑左から河内︑襲

はダメだ﹂という繕い方なんです

画があるようだが︑あんなもので

れなりのスタソフをそろえて羅鍛

めには︑量子力競際会としてもそ

たが︑こんど石子力と取々むこ

▽河内氏

ても︑で潔るものではないと思

ったから︑技術があるからといっ

説慰たろう︒あわせてこれらの

国民的合意﹂で 一層努力

ヘ

ヘメ

さ
タ￠

︑乱川＼︑

ぐ曳〆

鮮一飛鑛輩
5〃

る諸々の立案︑釈矩が一般繭舅に十分信頼してもらえるものであらねばならぬということだ㊨安蘇性

ね︒あの膨大な畏計︑それを︑あ

を立壌︑実行することであり︑環

の内答はおよそ次の通りである︒

う︒そのためにはどういう方冑へ

まな仕萬を進めることに対して

になり︑

かれるよ

阪に用を

無鯉にな

つ自分に

上氏は﹁動燃事業団を蔽潔した満
みると︑ナシ滋ナル・コンセン︸

あるいは環擁鬼策といった諸無題への附処はこのための機関およびスタッフの強化拡充と整働など暴

るいはそれ以上をやり急げるよう

これからの原子力開発で︑鍛も

進めばよいのか︑呉体的なことは

鋤燃鍛薬囲の溝威麺理購長︑河

ナショナル・コンセンサスが一

一方︑断しく委員に醜任した弁

ので︑われわれはその粥示に従⁝
てきた﹂
︑馬軍馬のように進めばよいと︸
などと騨妊のい凄ざつを述べκ︒

思っている︒しかしそうはいっ
も︑こうした大きな仕恥を考え

礎酌な問題をじっくり隔離することが先決だ一などと︑原子力婁鍛就任に伴う麹鍛を認った︒

な体制を確立するためにはやはり

大切なことは︑国の渓定という勤

今後の検討に豪たねばならないが

武再構理禦畏の両禺は九月＋蕊

に結菓しないと磁難であり︑濫

︸

ためのコンセンサスづくりで一

力していきたい・

⁝
これ謙で火力一本て

れからは末当にものになるかど

な問題が残されているが︑こう

う斑晶さゼていくのか⁝1︑大

がない︑異用プラントへそれ誉

とめていきたいと思う︒

︑認理購浸としてよき女台糖を

けたQこれから勉強もしたい

ころへ来た﹂という尖感がある

令をもらい︑現狂は︑﹁大義な

か正念崩がやってくるわけで︑

うことを一番よくご俘矧の井上

をはじめ隅本潤之助畿談議任理
ら常任理騨が出鵬︑原子力婆員
からは長窪全港員︑このほか繕

沢邦字曝講次富︑成田瀞治顕子

技術庁から藤波帯副政務次窟︑

難民は﹁鞍懸︑環煙・安旧聞題

井上氏と馨しく委員に就任した

しなどと抱費を識つた︒

は︑微力なが6金力を黒くした

ようで︑私賊身も引き受けた以

た︒しかし帯錦鶏強の恵思は醜

誤騒の仕事をやっていく気持た

うお願いし︑私もい談少し動燃

う少し原子力豪貴を続けられる

ていることから︑腐沢先生には

長︑競溺など大きな聞題が田繕

のは後半にあるたろうQ笑趾炉

期計画の段附で︑本当に難かし

づいて活動しているが︑現狭は

メドに内閣で足めた点滅野漆に

慰謝に胤えない︒動燃は十隔年

に大いにあずかっていると患う

ではないQこれも︑原薩の御尽

トとはいえなかかなかできるこ

︒いくらナンコナル・プロジェ

僧円と五年閥て約十倍にも並び

四十囲隠騰の予鈴が今年炭は四

もあり︑大変に薫力した︒初年

力炉部門はゼロから出怨したこ

以来十一年の歴史があったが︑

堤集・董謄舞躍羅灘魏

に急がねばならないが︑決して憩

氷もしっかりしているようた︒

になった︒購いレールも敷かれ

してきたことではあるが︑今緩

常に困難であり︑この五無間踊・

ぐだけでで費るものでもなく︑こ

先潔だけ︑あるいは原子力婁員会

﹁原子力騰発では相当に大きなd

国の現在の縄済力︑工饗力などか

蝋は大変なことだと思うが︑わが

がた萩に寮り藥豪って何か雷つた

井上五郎新原子力婁員は九月十三臼︑⑰今繰の原子力閣発で最も大切なことは︑原子ヵ婁二会によ

井上氏の原子力委爆就任の麹負

て麟翼から信頼されるという朗提

安全姓あるいは環境対二等に対し

のを一鞭圃民に儒頼してもらうと

誘い翻︑国会筋や原蚕からの要野

午後記者金器し︑﹁動燃窮藁畷

化という慧糠からもこうしたコ

も︑われわれ慮身としても︑こ

は︑岡日年後︑満成麺︑河内藍鼠

考えることだろう︒今輔︑総理大

うした暴礎附な闘題をじっくりと

ってダメだと膠う︒

し︑その筋提はやはり二曲堂舎慧

があってのことだろうし︑そのた

いうことではないかと思う︒こと

にもあるように︑安全性や環澱対

よる動力炉鷹発は一際原型炉触

がこんどそうしたフィロソフィ
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臣から辞世をもらったが︑濾理は

らはや分に逃成笛能と思う︒しか

であり︑雷い換えれば﹁これは愚

・核燃料開発騰誰鴎の薪畷役員交

子力でやるんだ﹂という薗民によ

口裂正副理手長とともに︑智力頬

会へ立ち醤つた際︑席上︑配巻の

代に伴うあいさつのため科学一一

原子力に関する隈り︑国のそうし

策といった諸閥題に対する︑墨礎

までとなっているが︑これでは

る戸冠がなければ︑いくら金を便

た政策の中核をなすものが懸子力

研窮をはじめとした︑機闘の聯備

総長らが出撫した︒

岡臼は︑家ず安灘会長があい
つに立ち︑手沢芝之員長代理︑

大きくク獄⁝ズアノブされてき

川前婁員のこれ豪での労蕾と活
に謝酬を述べるとともに︑新羅

︑†一一百伺で人購異鋤が行なわ

日本原子力慶灘学識は九月†照

翫によりよい発展を期待した

かしかった・後任の井上・田島㎝しい㎞と言ってくれているので・
阿

ないことから濃縮ウラン閾題は

とに米国の核燃料政策が理解で

ウラン閾題などがでているが︑

る︒現在︑環境・安全問題︑濃

からはどんどん轟葛していくつ

いソキタリも知らないから︑こ

タリにとらわれ3︒︑発言して欲

いる︒中潔根長膚は燭従来のシ

立湯になって︑布営に面くらっ

をつけられ

ているが︑それでは何の意昧も

型炉の完成豪でということにな

簾幽
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A．一

質問に対し述べられたもので︑そ

婁員会であり︑その儒頼性という

されることが肝心だろうし︑ここ

用化で難問山積

か︑権威が一般大衆の偽頼を勝ち

いては発足以来この五年間︑駆

いるQこれ蟻では政購や原子力

に注文をつ

いということだ︒その購粟をど

た漸旧原子力婁蝿を︑東京︒九

︒原薩から内外にわたる翻援助

一難四獣

v．︐融ける立蜴に

螢顔会など

離調︑田簡両婁員に恩し歓趨の
を述へた︒

これに応えて鵜沢貨はコ昨日
十二日︶で退緩したが︑蕉購い

てヤレヤレとした思いで︑一轍

実豊潤閲読へ結びつけるか︑現

受けたので何かしらできたので

後に藤波政務次窟が﹁今日の

なりとご掴添いただきたい﹂と

につれ康勇欝馨罐盈あいさつした・

菱原子燃料株式会社

考卸期待下さい……

菱金属鉱業株式会社

嶺誠
穂繍

榊一轍榊一

燃の新正副理事長が会見

響るものでなければ︑いくら大き

センサスづくりで努力したい﹂

帰任に伴う抱負を語った︒

▽濟成氏動燃事業畷の葉溺に

離籍脚長のもとで︑動力騨ある
は核燃齪の開発といったその拝
べき道に対し一応のレールが撒

の使命はこのレールの上を濠っ

れたQわれわれに与えられた畜

では業務の魎党外にあるが︑今

て歓送迎の懇談会を開いたQ

のホテル・グランドパレスに照

ないかと平黙から感謝してい

論難は爽力政治蒙・中鶴根源窟

貫を畏くやりすぎた惑じがして

はこうした実澗炉へのつなぎと

このほど原子力委員を退任した

Qどうか今後も臼本の療子力開

もとにスタソフも擶っている︒

ぐらに契き進むことたろう︒だ

る体制なり︑方法なり︑研究開

沢置巳︑北川〜栄民のこれ議で

について︑隙子力婁畏会を叱陀

きるよう走り駆りたいので︑な

力ながら私もお役に立つことが

業齪の任務は︑動力蝉醐溌では

といったものを考えていかねば

労をねぎらうとともに︑紙たに

励して欲しい﹂と述べた︒

︑たた一つ灘いたいことは︑拳

らぬと思うQ再処理にしても第

子力婁員に就任した井上五郎︑

川氏か﹁原子力開発が隆盛にな

引き競いて任鶏途中で辞職した

りた﹂などと述べたQ

プラントは一体どうやってつく

脇英蕪両氏の歓迎を兼ねたも
ト・プラントはつくることには
っているが︑これたけではしょ

︑松根宗一︑剛野保次郎両齪会

のか︑濃縮ウランだってパイロ

島委員吟後も精力的に発言」

菱電機株式会社
菱商事株式会社

へ機

どと要齪次のように︑正副理購

した。写翼は臨監原子力ii錦帯会のもよう。陶う側から右へ田島、松…建、
上、中曽摂、武藤、武田、山田の各漂子力委員3 ．

菱原子力コ：：業株式会社

原子力第1船坪

うつなげるか︑今後の犬きな検

斬メンバー一による初の（二等）原子力婁舞会が、9月14日午荊11時過
から翻かれた：が、要田、中薗根回弘原子力蟹語長は原子力蟹興会i灘書
第7粂3項の規定｛こ塾つく原子力餐口綿代理として艸上五郎鉱員を指

菱璽工業株式会社

鑛難

」

で︑原蔑側からは安川第五邸会

謡新旧原子力委員と懇談

一転

昧がない︒その謡講を実用炉へ

薪メンバーの原子力委員会が初会合

働

菱原子カグループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集合体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
満足のゆくサービスを提供てきるよう
態勢をi整えつつあります
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での決窺に対し四民の儲顛を得る

翼擬代理に井上民

な潔闘を立てたってダメだろう︒

鱒蟹甥

なたの露薩世翼の三煙

菱PWR燃料の時代です！
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聞

立に鍔め鳥必要があろう︒先ごろ殴胆首
脳によるハワイ会談では︑日誌貿厨収支

ついて定められていたが︑今年六

での聞題だけに醜は蜀

い悶題として苦労したものに米

他力本願酌な技術ではダメだと

主闘発してない弱みだろうし︑

り深すネ﹂と︑この十三B付任

国原子刀潜水艦の入港間題があ

﹁世の中にあ窟りあらわれな

ーーー費一

子類藁境専門審査会﹂︵いずれも仮称︶
月に勢働安全衛生法が鍍醒したた
め︑今後は同法に塞ついて運用さ

を設発する必要性があるなど︑婁璽会の

れることになり︑これを機会に放

娚澗了で退任した有沢さん︒原

子拘泥貴会とともに歩んでこれ

いう翫左でもあろう﹂︒その点

A男HやFB8開発に伴う大洗

での翼験研究は力強い︒金はか

の成果は将来のための布石でも

かるが︑塞礎から娼遡るそこで

あるんでつから不ーーとシタリ

ところで将来澱策一⁝自然放

顔の膚沢さん︒

射線を含めたICRP勧告にい

﹁減環効果もあるが︑ズバリこ

う圃際墓準は現状でよいのか︒

安心しよう︒学闘的にもむずか

れだ︑と嘗い切れるなら鷹属も

なわぬ無駄

しい闘題たし︑一園たけではか

要た﹂とも強調するQ心残り？

員会のありカーー﹁一体︑何を

は﹁弱体﹂と購はれた原子力婁

あまいのか︑口慰・的確性に欠

もって弱体というのか︑判断が

けるのか︑どの点がどうあるの

に鶉えようもあったろう﹂と

か指摘してくれれは︑それなり

照射

照照

験託

試図

財団法人放射線照射振興協会

井上叢二男代理を中心とした斬騨
容による婁員会が︑今優の開発推
機能拡充を指摘したが︑これら要墾を原

鮒線蹄審防止法などの養鯉で規箆

の不均衡適正のため︑米圓からのウラン
濃縮・サービスに三億二千万がを緊急支
の聖楽にこたえるため︑どのよろな措躍

子力婁璽会がどう受けとめ︑さらに願濁

逸に如伺に紺処していくか︑極め

仏すること︑およびガス拡激法による日
されている駆灘をも︑新らしく付

て注圏されるところである︒

原子力叢員会は︑駆虫四十二年四月差
を講じていくか︑期待されるところであ

交 代 と原子力開発
政嚇は九月十三B付で︑緬
米共間のウラン濃総工揚を米国に建設す
け燗えよ・？こいうもの︒

発表した原子力開墾利饗期謝野花雄銀
る︒

窪で六絹・十時年有余を数える
が︑有沢さんにとって︑原潜の
入港闘懸はこの闘の最も苦しい
思い繊の一つとして今なお脳裡

磐

だろう

奉職十七年︑長かった原子力

いう︒

委員雄活に終止符を腕つた有沢

さん︑﹁これからは欝斎にかえ

チ政権下のドイツの研究をして

みたい﹂という︒血管︑中瀬両

な有沢さんであるQ︵Y・田︶

氏らと照魯を楽しむのも心待ち

苧370−12

原子力委員長代理の

望⁝
川 原子力婁員に弁上五郎︵荊動
燃購業麟理聯畏︶・ 罵 騰 英 三

され︑新陣容による婁貫会が出発した︒

に深く刻み込まれているようだ

一︒﹁当誌は兼電ざんが三二
長代理︑及ばずながら私も脇刀
し家したが︑警労しました﹂と
いう︒政府による行政問題とは
珊に︑原子刀婁員会として見解
を承さねばならなかったことも
あるが︑悶

@懸
題は佐世保

での異常放

鮒能の検

出︒原頭究

明が懲がれ
たが︑結局

あり報道掘

㎎ウソをい

関からは

つて随多

つた魎とい

タかれ豪し

仕方がない

た︒こりや

にして郵ほ

一

手

んのちょっ

とした

違い

それによって青笹の原子刀に対
する不信感をかきたてたことが
残念でならない﹂と強調︑述懊
する︒﹁別に権隈もなく︑国民
の揺頼を土禽としたものが原子
力援慣会であり︑そのヒに立っ

轡扱ま

てこそはじめて権威がある︒
團民不在では

し︑原予力行政もあり得ない﹂
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展賄
ること勘検罰する作業グループの設縢か

それによると︑妊娠薄弱年令の

五月に改訂し︑今後十雌閲における原子
このように原子力界をとり康く悶題は

決まった︒圃際政治︑経済との関遮も強
女子の受ける線鰻の限度について

ヵ開発測罵の極点紬鑛の大綱とその翼体

は︑①腹部に受ける糠艦の限度は

︵立大教擾︶の両氏を発令した︒また翌
多様である︒原子力婁員会がこれらの闇

三ヵ月閥について一・ご

いわけである︒

題を明確に捲饗し︑開発を雄進していく

えないものとする︑②妊娠と診断

的謎解讃画を明らかにした︒そのなかに

ことはもちろんであるが︑原子力の実閑

十四田には井上婁員が婁員長代理に指名

化と時代的要望から︑今後は単に技術約

娠期閥中の腹部に受ける線蝋の限

された女子については︑残りの好

酌な広いアプローチが必要であり︑岡疇

度は一レムをこえてはならない︑

な分野のみでなく︑祉会晒に︑家た国際

の交換を行なうなど︑国際協力の実凄あ
に膨面会のステータスの再確認も憲た必

に被疑線蟹測箆用異を装善させる

③妊娠町能憂欝の女子には︑腰部

カナダなどと協力協建を結び︑技術糊報

井上婁貫長代理は荊動燃禦障囲強目長

ランス︑ドイツと︑家た聡水炉の分野で

として︑職遼遠の分野で米捌︑浅口︑フ

は現在および将来における星芒点のほと

に適切に︑政策として決定していくか︑

んどが掲摘されているが︑こ3／らをいか

荻ず期待されるところである︒

げてきている︒しかし今後理本は︑友好

原子力婁賛会が蝦鯛技術庁の踏闘機関の

要なのではなかろうか︒従来ともすると

露見区平畏町二の二九一丁二三〇

観点から︑かねて調査を行なって

1一祷沢さんの経学だが︑同紙

§織悪趣羅縫羅餐蜷蓬蓬菱蟹鰭薪難聴転轍簾

レムをこ

北川﹁栄両婁員の辞職に伴うもので︑そ

幽幽の漂子力婁貫の交代は︑膚沢広巳︑

の後任人寧はかねてから注賭されていた

水炉と職適増殖炉の開発が︑ナショナル

ベースでの競争を︑後進瞬には穂遜龍な

的な國際協力とともに︑先進国とは商業

具体的にいえば新型動力炉としての皿

昭和三十一年に原子力叢員会か翻設さ

に灘憲際発が進められている︒このブ羅

・プロジにクトとして動燃虚業曙を申心

ところであった︒

膚沢蟹員の襲貫会での濡躍は︑その豪濠

る︒

ものとする︑などが規定されてい

れて以来︑十六卑八カ月の長きにわたる

ような行動をし︑宙らその権隈範翻署せ
ばめる結果になっていた感もあった︒し

事勝所では聯型転換炉原型炉﹁ふ

避話〇四五一五〇一一一二六︸

約＝＋億円かけ用地の先行取得に

きた羅綾地無地点について断要の

でした﹂というが︑﹁何でメー
カーはもっと反凝しないのか︑

実賢哲といわれる軽水炉

で語るはずだ﹂と︑いささか不

0273−46−1639

TE】1／

臼本原子力突舞二丁

群馬県二二市綿蟹町
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放射線照射の利用

と

1の豪いにしはだ蜀
と熱る。伴。ダろ大
シ石そ金うそメう、
タでこは大のだし「
リもでか疑点と、自

﹁鴛CCS設題も苦労のタネり留学時の研究工料を土舎にナ

すべての教訓でもあろう︒

に︑原平刀開発の衝に当たる暫

システム的考察の肝要指摘

援助を考慮していく必要があろうQ
一方︑これらの闘発推進とならんで︑

せなければならないことはいうまでもな

このほか︑線鷹率の灘定嗣数は

ジェクトによって︑まず原型炉を完成さ

かしここで改めて原子力委貫会が科技庁

欝︑卵キュリー以下の密封線源に係

いるといえよう︒とくに膚沢婁員が原子
現在もっとも麗要なことは︑安全性の確

の脳問機關ではなくて︑総理大臣の幽闘

げん﹂︑葉海鞘藁齎では再処理論

東興建殴︵株︶

懸孚︑ガス甥の漁期開発に万牽を

電謡

住所港区
〒憎〇五

@
@

B本の原子力開発発展の麗史を物語って

いが︑ひきつづ蓉実翫炉の燃設から実用
保︑礫境保全の難題であり︑そのための

力平和利用のための自働︑罠憲︑公際の
化に向かっての船齢に穫纒曲にとりくま

る醤理区域内及び外側の必要な四

三原鰯を守るという立場から︑騒騒酌支

機関であるという馨奨に立ちもどり︑そ

捻ばならない︒また核燃料に関しては︑
体鰯の強化である⑪原産はさる八月宋︑

持のもとにわが園の原子力開発利摺を墓
﹁安全・耀縄確保のための体制幣備に関

所では六カ月に一圓以上とする︑

ウラン賛源および濃縮ウランの確保︑燃

れによってその信軟性をいっそう趨める

礎研究から実用化への鎧通にのせた功績

豪た︑＝蓄キ訟リーをこえる放霧

﹁原子力審査会議﹂﹁安全研究会畿鳳﹁原

する要望﹂を政鰐に提出し︑委員会内に

ない︑などと寛められている︒

ンターロノクを設けなければなら

遽装膿を醗蓋している室には︑イ

性物質装備機器崇たは尚鷺粒子燐

ことが必璽であろう︒

を確録できるような核燃腰サイクルの挫

糾の撚工︑再処理など︑わが国の臨密性

こうした麿沢既の活躍のあとをうけて

は大まい︒

止翼翼の改正について﹂に対し︑

繕問のあった﹁罵離放餐糠際欝防

なお︑以上の新しい事項を付け
加えた嚢規則は労働安全衛生法が

嗣麟議会は﹁改正案は適鰻であ
る﹂との繕輸を出して︑その恩賜

施行される十月一田から遜用され
ることになっている︒

冒した︒この耀離放射線隊密防止
規則は︑これまで労働灘準法に膿

代理による創立五周銀記念特別講

拶の畷︑符沢広巳蔚原子力難壁艮

叢の建設などが薦々と進行申だ

代表取締役筏岡ヤェ氏

一幅す︒獣た動力炉︒核獣料開発璽 蒸気畢確保の見難しを得れば︑本

第二十四両石欝線審議会が九月

馨壽窪讐塁有沢広B氏

多！多グノノ！！！！多〆〆〆〆！！ノ〆！！！〆多〆！ノ〆多ノ〆多！！ノノ！！∠5多ノ！！！！妻

回形

躍由に三十万KWを憲張︑鰻終決

対し︑躍力欝界はAGRの翼績を

定にいたらなかったQ

その後︑英願でのAG8建澱遅 動燃が報告
と講演の会
延と︑米国でHτG獄メーカーの

演﹁委韻を辞めて原子力を思う﹂

〜九七こ﹂の上映がある︒

10月58・全共運て があり︑引き続き謳録映圃﹁動燃
動力癖および核燃辮の出発に関

午後は團隠遁から高速瑠殖炉︑
断型換転炉および核燃灘の開発に

︵申村勢沿核燃料部

﹁プルトニウム燃糾の製櫨と選心

ついて︑動燃事藁配関係藩による

法の關発﹂

長︶など七つの発表がある︒

原麓に入会

が︑こんどの﹁報告と講演会﹂は

新橋五の八の九

一業幽が︑福井衆︒敦賀市の駄電敦 格工事に蔽手の予建である︒
慰発がガス炉による原子力鳥獣

国民の信頼土台に

︐！ノノ〆ノ！ノ！！一！ノノー〆！菱！〆！ノノ5多ノ多多！多層！55〆ノ！〆多！〆！

霧

電発
霧
蹴源闘発株式会独は九月十一日︑昭頽四十八年獲予算騰鋒要求をまとめ還醗省に説明した⑪それに
よると︑来無度は約︷ハ融．八十六億円︵うち購政費金四樹六ナ六億円ぷ一期⁝待︶昂噺かけ︑水力︑火力発竃

隣の碓設工藤︑爆推進するとともに︑薪しく地熱発電関発に二二むほか︑原子力発題概聖地の先行鞭響
にも鋲り繊す方針である︒

ガルフ︒ゼネラル︒アトミンク数

が桐ついでHτGRを受注︑濠た
国内でも多彩的利用の観点から︑

票で淵かれる︒

から立時・平河町の金華連大会単

禦一

︵株︶京蕊製作所

住所横浜市

これら計画の洋鵡状況等について

四三二一二七三六

﹁蟹発羅所敷地内で建難中の新型藪

住所

原薩に入

〒五七八

代表取締役奥田武雄氏

︵株︶オクダソカベ
会

東大阪際際徳俺町蕊番

隅翻〇六−七八八一六一八一

騰継一Q◇◇！σQ〈㈱Q◇一rンー◇〈〉Φく一一）◇◎◇一◇（
ノ〈××蜘一！一＿Φ（×〉《ン◎◇＜×X＞く》＿◇く×ンノく×＿

産

力

原

原〃発立地先行取得へ

いて発表する︑動力炉・核燃糾瞬

sGRがクローズ・アンブされしその域撮と今後の計園などにつ
てきている︒

＋三万KWの建設推進と︑将来の 来多団的窟薦に発展し得るものと

いかんではわが国の原子炉メーカ

だ国内になく︑麗発のガス炉路線

新規に地熱発電も 鹸 離

なお︑AG汽メーカーの欝士躍 発購巽齪の第五圃﹁報告と講演の
して︑ガス炉をとり士げ調査︒研

機に厚し︑班？GRメーカーはま 会﹂が来たる十月五二甲山十曄半

来無臓の電源關発関係は次の と

究を行なってきた︒至極一部報道

動燃小葉団が発足してから今年

開発に轍え鵠河川の調資を行なう

ですでに匠年︑各秘の研究開発も

とともに︑新規麟工可糖な地点の

によると︑AGRが荷重視され︑ ーにかなりの影響をおよぼすもの

櫃調に進み︑大洗工学センターで

原芋力発蹴關発現在豪でのガ

れている◎

として︑贈発の態度決定が注照さ

おり︒

ス炉︵改良型ガス伶郵炉日AG況 開発肇備を推進する︒

ている︑といわれていたが︑出力

藻塩

広く関係者に公表︑ナショナル・

冠長大炉心

輔氏︵放射線医学総含研究所長︶

ようというもの︒

プロジェクトとしての理酬をも得

は高朗笑験炉﹁常陽鼠︑敦賀聡設

政麿︑鷹力業界の了解もとりつけ

査・検謝で︑近くガス炉闘発計爾

ずる︒蜜た国内朱利用資源旗竿の

焼︑三十五万KW︶の建設卒揺進 について︑聡発側の六十万KWに

織工した舶原火カニ丹機︵蜀油尋

を固め霧る見難し串得たので︑蝦

高渥ガス冷卸蝉鑓HΦGR︶の調 火力および地熱群発今春遥任

近の立地難の現状を鑑み︑来難度

を互蝦するとともに︑会長代理に

新会長に御園生践

麗矯信次馬が指名された︒

繊塾理性長の概況報告を兼ねた挨

原産に入会

で一二年七ヵ月ぶりに開かれた︒圃

十九臼︑凍京・酔ノ門の霞田会館

このあと諮問蔓填の審議が行な

難規則
改正で労相に答申

欝欝頃︑藤織収崩総懸の蒔代︒環

換炉︵AτR︶原型炉闘発につい への進劇を蓑明したのは昭和四＋

日は蜥下翼による籾会費で︑会畏

われ︑表る十四Bに勝働空回から

@

ても︑引き続き所要の協力を進め

境安全面で優れた懸盤を有し︑寒

の硬出を行ない︑会艮に帰島生蕃

縦続五地颪約二百六

醐日は午蔚戦機半から開会︑溜

る︒

た核燃縛の霧効覇用が二階で︑将

水力翻 発

の

接ぎ購新講亥笹箸齢ぎ丑藤勇繁音聾す纏塞翻纏需駝遮蕩丁

、の畑研を灘腕つ
〜ζも、究土斎った
・心中を舎にた原
r待戯しにか有子
ノち両てナえ沢力
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聞

．

﹃雷守遮ず猷ンご糞ご

︑ワ

考えられていたが︑企業連含では

億六千万が︶は階数米圏のウエス

へ

㎜

罵の燕子機器を受注した︒この機

ライセンス技術で協定を結んでい

ベル測定もできる︵サンローラン
一
・デゾ⁝鳳子力発電所据付け槻器㎜

回路および気体廃慰物の放射能レ

欝

兜

鎗

＼輔

社は態度を保留している︒

の建設に圓まりつつあるといわれ

たが︑その後これを嫉隣して実質

擁馨藤奮陣辱撃墜蕪蕪

．

なっているのはミネアポリスのノ
る︒このため原子炉製進五社のな

ル・エレクトリノク社︵GE︶か と岡系統︶︒なおチアンジュ炉の一

的に独立し︑圃じく米繭のゼネラ

器R
は線繰モニタリングのほか軽水
現と
筏︑蓉ナ万KWの標準化発電所 チングハウス祉︵WH︶とPW
SNUPPS構想推進の中核

⁝ザン︒ステ：ツ灘力会歓︒岡社

二基と猛込濠れる大型入札が︑落

かから囲社の手に四︑五︑十一十

霜

ノO

舜詩一鴇僚…「厩亨

ノ

︑f
が加入すれば︑かなり大きなグル

ら独立した藩ドイツのAEGと五始動は七三駕秋の予定︒

幹部は︑保留中の八社のうち四姓

札することになる︒

︻パり松本駐

現在の盗麗適剰︑八○無以後の

可聴

腰鞭み聴醸嚇越撫 無鵜

︐ ．◆轟・琵．㌧．

●ギ〜二∵噸：

崇国の漂子力標準化︑産業廉に論難㌧︒
●

てきた巨益な影響力を考翫するこ

が蒔認可レビューの過程で果たし
ープが形成できょうと述べた︒

ク︒ユニオン︶を設立したoCE

共濫子会社KWU︵クラフトベル

〇％
SNUPPS構想の員体化に
愈ずつの持株比率の原子炉製盗
欲的な五社︵カンザス・ガス電気

この囲的は︑サイト要町は燭と

して︑各避力会社がそれぞれ岡一

ス︑オーストラ

筏圏発︼フラン

リア︑幽アプリ⁝

カ︑カナダ期力

て九刃一撰から一

属の協定によっ．

％︶価格かU二一

㎜
ウラン精鉱︵含
ド
有騒七Q一九〇⁝

⁝
︵四丘一7五九

〇8三舞一㌧⁝

︻パリ松本駐在単発︼フランス

協議してきた︒その結︑論は︑生

箸

魯ノ

」

》

ノ｝、

コ

識

鱈

鵬

／

、

、y昨

》◇

∴

漁嫁

1＝

冥岬
が

とであり︑鯖二にはAECの開差
した基躍やガイドの鼠的が産業界

の闘晃したものと霞卜したりし

会社︑カンザス識力電知会社︑パ

社︵年間−％卜備岡十一償エハ千万が︶

規格の発電所を建設し︑わずか踊

＆ウィルコソクス社と駕を並へる

はWH︑GEに次いでバブコノク

している︒岡社の強ドイツ進出に

原子力企業で独箇のPWRを開発

繕いたことになる︒

はいずれも西ドイツ徳器に足揚を

よって米国の四大軽水炉メーカー

りさし迫った段階にあるともいわ
墨菊醤二十万KWと八十万KW
れる︒

頭には出現する予定である︒

の二つの規模の発戴所の標準化が

米CEと技術提携

放射線防護
機器を受注

のメルラン・ジュラン社はこのほ

のチアンジ日原チカ発羅所︵PW している驚要生産国︑ウラン鉱山

ハネスブルグで会禽を開ま対策を

R︑八ナ七癖KW︶の放射線防謹会社は電気に入ってからパリと滋

に立たないという︒これらの例

組織しなけれはならないというこ

産︑販売の爾面で浩動を調整し︑

とだが︑具体的には次の葺点で意

のための採鉱を禽理化する②歯朔

見の酬致をみた︒①コスト引下げ

壷を異施する③過劉分を四切に制

供給兇通しを驚め︑適切な設備投

限し︑市揚敬策を調整することに

よってウラン鉱伽格の魯評価を期

られ︑過剰蕉羅を抱えて設備欝金

する︒価格協摩はその一環と認め

下で放出するのを妨げることを霞

嚢雷署る薯が樵繧以

しかしオーストラリア政府は︑

的としている︒

⁝同圃のウラン鉱山六社か会舎に参

カナダの鉱出業鼠も﹁オーストラ

加したが価縦協定の存齋を潜定し

テルに参締することは磁かなこと

リアがその譲位を失うようなカル

のウラン販兜蟹祉URANEXの

た﹂と述べている︒家たフランス

配している策界では価格協定のよ

ウダイユ社長も﹁密由取引きが支

雰

ている︒緬格協定が実癒されてい

うな制約は受入れられない﹂とし

るとすれは︑それは六〜穴・五〇

．、・凝
漏㌧浦

天麟

海

≧織鴫箏

電力 連 合 結 成 の 動 き
米原産はAECの出かた待
表すべき淺というもの︒

ところで︑電力業界ではすでに

よるこの新しい試みの発注はかな

た腸合には︑これらを鰹蕉︑取
件の欝認可手続で済むようにする ブリンク・サービス︒オブ︒イン
米圏原子力婁曇︵AEC︶の原子カプラント︑機器︑襟順化政策への米国鷹藁界︑電力藁界の出 消してゆく悪向のあることを開詔
ことだ︒この構想が興体化すれば ディアナ社︑コンシュマーズ功力
方が注顯されていたが︑米国原子力薩叢会議︵AIF︶はこのほど︑塵鱗界としてはA逸Cの具体的 したステートメントをAECが罷
標準化原子力発蹴属は八○二代初 会祉︑ノーザン・ステーツ社︶に

らは同一規格の標準原子力総懸勝購入のための企簗連禽緬成の勤きが出るなど︑標蠣化をめぐる灘界

な指添をまって標率化に対処していきたいとの方針を黛凡た︒一方︑米圃中西部の陰気纂簗十六祉か
米国中蒔郡の電力十六社が岡一規
絡の標準線峯カプラント購入を闘

発電し︑興体化のための企業間の

附とする企業連合づくりの構想を

の反応はにわかに活発の度を加えているQ

はありえないとも指摘している︒

置して検討してきたが︑このほど

西独のジーメンス社が
術および璽丞炉技術の研究驕発を

に引上げられた⁝

ぎにつ田老座

調整し︑ノウハウと特許権を交換

もようた︒

のジーメンス社はこのほど︑米圏

仏噸ルラン社

のコンバスション・エンジニアリ

無用の騰澗浪難になりかねない

ジーメンス社︵年間売上融十四

に毒煙炉についても交渉する︒

一

ど︑フランスとベルギー寒山所掌 供給示慰といったジレンマに三里
無力発鷹所建設の分野で提携協簸
を締結したことを閉らかにしたQ

な抵菰に遡っている︒

NEPAによると︑A廻と
Cい
はうので︑OMBにヒアリンから見ても︑ガイドの内容が文

鶯万がから四一臼万がに上る︒酌

環境グループの側にも騨価を生
み︑論争の潮流に微妙な変化を

もたらしつつあることは︑注目

︵K・K︶

されてよいであろう︒麺続

で塘利に揮用する︒

がと測燭の米国にも︑競争力強化

難磁露
擁磁露

㍉

＼

ぞ

織1

非破壊検査機材（浸透・冷雨・超音波）

糠ア擁
識触ア擁

籔諏轄㌔

滋．

鼠。1一∵い離

ノ緊Aくン
ノじの

ノ

脳凱
毎

ゴ捻鴛夕惑玄、㌧

愚
歩ぐ

獣繕
繋禰

蠕動違《臨挙馨蟹式会継

瞬鰍ゑ逼遜叢牌

、

賊色瀞癒鍵鶴鉾

＼

汐畢

塑鰺i丞

AECの標準化政策の発蓑以降たAIFは標準化特別婁員会を設界が標躍化に向って動きだすこと

折渉が続いている︒現在十六祉の

への参加に岡葱している︒これは

フランスなど4国合意

衝聾三号5参横搾

睡臥毒｛？謙隠

硫黄分（10P・P・M以下）

翼鞭奉融囎

憂欝撒め瞬鶏蔑魏魏し

原ii嚢垂機器翻

米国の産業 界 ︑ 電 力 業 界 は 標 灘 化

を送った︒

常任口叩会の名でAEC宛に書簡また︑原子力コード︑標準の開発

力を求めたことに対して︑癬臨で

律︑規則︑ガイドの顎が矢つぎ

ウラン精鉱値上げヘ

ング社︵CH︶と対讐な条樽で原 することになっており︑今後さら

業野禽︵SNUPPS︶設立準備
︻パり蚕糞発茜ド︑ッ﹁︒霧蟹ると霧島霧

にAECが政策綱領で産榮界の協うち五流が原子力血胸プラント企

呪縛により許認可手続の迅薫化︑

段階にあっては標準化は達成でき

轡簡では﹁連続的な変化の申間

資源の効率 化 が 図 れ る と い う 蟹 成
論・自由競 争 の 利 点 ︑ 技 術 箪 新 の
機会をぶち こ わ し に す る と い う 反
は︑麓業界の大がかりな檬準化励

ることによりドロ沼化した許認可

｣聖職識鍵融堕

識罐響

課可をへて刊行された原子力懸想

ている◎一つはこれまでに開発︑

Cがご段階を経る必要があるとし

奨にあたるには︑少なくともAE 覇一規格の標準プラントを発注す

ない﹂と述へ・さらに﹁堤体陶獺

生した蒸気を譜留︑凝臆するもの

全バルブの急激な変化に応じて発

た︒これは一次冷却系の加圧雛安

ブローダウン・タンクが搬入され

示﹂がAECからでる豪では産業

ー

対論に魯分 け さ れ た 感 が あ る ︒ 産

ブローダウン

業界の愈見 と り 謹 と め に の り だ し

一

早
西独のビブリス原発

罎

を費すよう要求した︒

グの開催と︑AECに修正命全字適り︑NEPAの徹顧履行を

われるほど︑きびしい︒

はガイドではなくて規制だと薔

めざしているのは確かで︑これ
響ステートメントを作らねばな

巫女の発泡翫について︑環境影

フォーラムが一番問題にして

に延するAECの評価を添すも いるのは︑計画の代集に質する

らない︒これは発奮齎の環境面

フォーラムの試算によると︑

部分である︒ガイドによると︑
ので︑功後のしアリング過程の

環境グループが反対する余地を

境レポート作成に必襲なマン︒

アメリカでは金簿の窃めから

パワーは︑これ謹での四＋〜八

早やに出ているQ昨海開のカル

調可の駈蟄期購もさらに一〜二

このガイドの災施によって︑環

なくしてし窪おうというのが︑
代りのサイトと代りの発頭様式
鱒服彙洞になる︒AECはその
A猛Cの⁝饗した圏標であっ の作成に必蟄なデータを羅力会 を縄合わせて︑それを現副画と

十八入年から八十・五〜召六十五

謙子力発電所に関する新しい法

の比較評頽をしなければならな

入無に癌紹し︑私用の増加は二

子力︑火力︑水

銀懲茄するという︒

選ひ︑そこに原

力なとを識呈し

産業界の反対に驚いたAEC
は︑仮使用をやめ︑ガイド案を

た掲含のコスト
試算︑環境影響

公がしてコメントを求めること

ーラムでは︑そんなことは不可

052＞9q1−6168。ブ、阪（06）93玉一9058。二二る（Q822）43−1532

髭1鉱｝（01Da3−4351◎名「㌧羅長

タンクを搬入
が大気中に散起するのを防ぐため

西ドイツ最大の躍力会社RWEで︑放射能を帯びた核分嚢生成物
所宿のビブ リ ス 原 子 力 発 電 所 ︵ 醤

リアのワーナー・ビロ社が製作し

揃いられる安全装躍︒オースト
十五万KW︑PW8型︶は︑主に契

た︒写轟は搬送中のブローダウン
・タンク︒

約者ジーメ ン ス 社 が 中 心 と な り 建

岡発動所に 長 き 八 口 ︑ 蔵 径 四 層 の

漁譜蘇

社から入手しなけれはならぬが

い︒つ写り罐力会祉は︑現計磁

た︒

のほかに励の二︑三のサイトを

潮流に微妙な変化ーーー
AεCの環境ガイドめぐり論議

の評纐などをし

なければならないQこれでは製 になった︒絡着までには窪た時

能で︑仮にやって見ても物の役

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

一
聾 脂薬

素材から航空機・原子力機器まで、

設が進めら れ て い る が ︑ こ の ほ ど

じ

はまずCFR−50アペンディッ
境レポートの認蔵群項を︑ガイ

バート︒クリフス判決︵NEP NEPA潤決のあと︑A
そE
のC
ために︑蹴力会社が出す環

A朝講︶以来︑許譜可手丸の遅
れで生じる弊害を解消するため

に︑A鷺Cが規制部を改組して
全力投課してきた結果が︑ここ
へきてどうやら出揃った感じで
あるQ

これらの滋規やカイドは︑そ

いい︑放肘能放出基醸の引下げ

間がかかりそうたが︑この例と

の囲的か6大体＝グループに分 クスーDの改訂を出した︒これ ドで款そうというわけだ︒

もの発露所醇麹を同時に作るの
させるつもりで︑米池邦機閲の

員会で検罰した結果︑現集性に

護の姿勢を徹阪してきたことが

の素論鍍施に必縦な漸規則やガ

応えるための︑補足笹張などを

はとりあえずN皿PAの要求に A知Cはこのガイドを仮便用 実上︑ひとつではなく︑いくつ
けられるQひとつは︑N置PA

労

と岡じたというのが︑産業界の といい︑A温Cが全体に環脱防
この種の文欝を撃壌するOMB
論い分である︒いたずらに

含む暫短的なガイドだったが︑
イド︑もうひとつは︑NEPA

︵管理予算局︶の承認を求めて

いた︒ところが︑OMBがこの多く して 溢少なし という

口動態について︑五十年にわた

そのほか︑半径颯十婿内の人

わけだ◎

ガイド案を除子力脆業会議︵フ

たことから︑騒ぎになった︒フ

酒iラム︶に園して悪見をきい

ベネフィット分析のガイドを出

塊レポート作成のガイトを出そ

申舗が出る発躍所について︑環

し︑さらに簸近では︑これから

ついで工合三月には︑コスト・
判決や例のECCS問題で生じ

知顔療法削なもの︑法偉︵本年

た許轟可の遅れや混乱に対する

五月成立︶︑審壷の能率化︑ヒ
アリング規則の引厚めなどがそ

乏しいこのガイド通りの実施は

れである︒もちろん︑AECのうとしている︒これはNEPAォーラムでは︑環境レポ⁝卜委 る予測も要求されているQフォ

だが︑これが今︑産業界の猫烈

努力の中心はN鷺PAの完全実実施の仕上げともいうべきもの
施で︑おそらくそれによって︑

凍面壁港区東紙橋■一2−13（川摩ビル）丁鷺L（Q3）573−4235㈹

（遇産省工業品検査所検査証明書添付）

1＿
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丁

丁

力

十分程で到瀞︒まず︑研究所の概

印ャ♂雇のこの町は︑アゼア社の

た︒ストノクホルムから西に約筏

の藤で︑ヴェステロースに岡っ一

霞身の超転ずるベンツで約㎜蒔至
鞠 続養︑アゼァ・アトム竺

もらう︒軸飯達研究室には各穂覇

要説明を受けた後︑旛設を猛せて

◇轡く澄みきった空と水◇

開講という政府とASEAとが二のソ連の動きと︑ウラン濃縮欧州

根齢する︒またASEA⁝A雪だB
がO
︑濃縮ウランの供給について

胸出資で︑わが懸でいえば原研に

工場との闘連︑豪た︑第二世代軽

っているものが幾つかあった︒こ

譜国との協周プロジェクトで麗な
徒榮畏によって構成されκところ

とその子会社の工鰯︑およびその

ループがあり︑これらのうち欧粥 町といってもよい穆で︑アゼア歓

八月末のスウェーデンは︑寒た

水炉においてのプルト晶ウム利用

ウラン瀧縮朧朧の閥題に話が及ん

懸くなく︑ち．脳うど艮い気候たと

ジこアリング会亙があり︑スウニ

分の一ずつ出塁してつくったエン
氏が︑動轡の大山理事や︑無罪庁
の解原氏のことを慨しげに話しか

けてきた︒プレストレス︒コンク
力の福晶蕊弩炉の燃料チャン不ル

見る︒ここでは︑ちょうど東京磁

の概饗説明とその燃縛加工工揚を

である︒ここでアゼア︒アトム栓

聞いていたが︑毒いにして．天気に

こではアルゴンヌ一期のプリンタ

慮康れ︑胃く灘み匿った鯉と水に

設︑燃料の加工などを行なってい
してのわが新型転換炉の開発に添

パンタロン姿の金裟の男女が風を ムアン富ら開発したBWRの建による濃縮ウラン聡要の軽戴策と
切って歩いているのも北欧らしい

霧繹羅鰭

ﾉついては罪常に得葱げに覧せ

リート類容羅の軽水炉への応用研

てくれたが︑これはなかなか面白

と思った︒

る︒鍛近ASK︵スウェーデン核した関心などは︑なかなか薦白い

スウェ；デンは現在︑その鍛力

究篭では︑臨界実験装嬢KRIさ
Tれたことは有嘱であるが︑禰騰

そうな研究だと思った︒節物理姻

燃料供給会社︶というのが設立富

風景で︑目を楽し康せてくれた︒

れ︑ウランの抽出謂錬︑再廼埋・

が︑今後は︑原子力に鎌継を移行

はほとんどを水力に頓っている

禽はスウェーテノ敏府の沼欝で
スウェーデンの原子力閃係磯関の

としている︒

覆縮︑麗梁群処理等を行なうこと

し︑一九八五奪には︑その半分を

副画で総懸しておられる譲を謙か

は︑原研の三拝田螺が︑ハルデン

Z他を晃せてもらったが︑ここで

第四8習は︑朝ヴェステ瓢iス

炉の件は籾葺であった︒

のアゼア︒アトム祉のゲストハウ

で︑原子力発聡駈の欝欝を進めて

窺湛にかけつけ︑ここからすお人

されたQ同厨の活躍ぶりは︑A薗 スを出てストソクホルムのプロマ

原子炉は発蹴用原子姫のヅロトタ

ゲスタの漂子姫を紡撮した︒この

で美昧を楽しんだ︒午後は︑オー

小さな家﹂という名のレストラン

騒は︑近くにある地下の﹁五つの

工藥繍は︑旧衛内にあるので︑

進めっっあるとのことであった︒

につては経済惟も含わせて研號を

ム︑都竃への験子炉設鷹継継など

力昂．入れており︑安全性システ

なった︒安全性については︑特に

ウスでそのしめくくりの懇談を行

を冤織して夕方五隠半頃ゲストハ

蜜︑βiγケープ︑糊食研塊整等

災験蔚僧行なっていたが︑ここでは

れており︑温耕水についても模型

題︑PRには織心の注慧がはらb

れたこのような土地ても︑環境間

内され爬︒巳杢︑﹂考えれば入黒離

最中であったが︑両暫を隅なく案

ど点門中であり︑二号炉は建設の

電所を読闘する︒一号炉はちょう

が餅薦の汀スカーシャム原亭力発

った︒梼料試験盤R2︑鍛金研究乗りの小型飛行麟で︑四三禽戯十

イプとして建設されたが︑一方に

り︑近くのマゲルンゲンという小

子炉から約無・蒼㎡齎離れてお

度︶を洪給している︒この町は原

対して温水︵摂茂五十度〜七十

ルスタという町の胸八千五簾戸に

子力︑核燃縛サイクルにつま倹附

璽要課題としてとり上げ︑特に原

ウェーデンは今工不ルギー問題を

訪悶︑ハンプロー教授と懇談︒ス

ーデン・ロイヤル・アカデミーを

れた約瓢†階建の本部には︑約三

外に極力庁を訪問︑この都心を醸

第五日鼠は︑ストノクホルム国

◇圏趨炉だけでなく輸入も◇

口を設けているとのことたった・

ちストノクホルムに戻り︑スゥ笛⁝懸展より鵜いので入乱の方に赫水

錆欝欝瞥朝ステユツビノクを立⁝入江の撮度が尚く︑むしろ釧水の

◇福鵬懸盤赫で講本へ協力◇

さい湖の下をパイプが遡っている

千名の職翼が働いており︑なかな

◇他国とのプロジ
ェクトも◇

第二臼目は︑スト
ノクホルムから爾頭

スウェーデンの原子力の旅も︑

B建設謁は馨．ていない︒

らうのが腐利であり︑罵下のとこ

採鋳上からも外園に再処理しても

も確保されているが︑当分の闇は

た︒再処理については︑胴揚敷地

が︑蜜心であるとのことであっ

頼るよりは︑複数の型を入れたカ

うだが︑理由は︑一つの型の炉に

ったということで︑大都もめたそ

スチングハウス祉から原子炉を買

ヵ庁が︑国座炉のほかに米園ウエ

うに囚外ともに漸麗であった︒難

いるのに最近％競したばかりのよ

か珪観であったが︑十年も経って

を進めている露心べられたQ昼食

炉の海松は中止して

一九七四駕には三子

的は違成されたので

雛であり︑炉の虫門

とのことであるが︑炉の艦帳は赤

る︒ストソクホルムの効外のファ

おいては︑地域曖麗を行なってい

W︶に及んでいるQ

中のものは十墨︵約七難八十万K

︵四＋四刀KW︶︑鰹設中︑掛戦 の旅行の聞に何入からか認顎とな

おり︑現在︑稼鋤中のもの一鞭

原子力発鍛によって供給する罰翻

容羅が︑石川鋤播懸撫工から輸鐵

訪閤︑原無力総懸鎌継の視舞が図

㎝號

酌であった︒スウェーデン側の配

愚によるB程︑宿縁︑輸滋機関の

手配から ︑ 心 の こ も っ た 鎌 脚 に 至

る濠で細かく気をくはってくれ

羽田を立つと潅元継子力養員木

た︒

原均先生 に お 闘 に か か っ た が 偶 然
なことか ら お 嬢 さ ん を 送 り に こ ら

ペンハーゲンで飛行機が翻れて予

れていたことが微でわかった︒コ

矩のスト ノ ク ホ ル ム 行 の 便 に 騰 り
還れ︑次 の 便 を 待 っ て い た と こ ろ

ング︒リ ス ト に な っ た の で ︑ こ れ

その飛行機が遅れ︑再びウェディ

幸いと再 び ︑ こ の 運 れ た 元 の 便 に
切り麟えた 蒔 ︑ 答 い 女 牲 が 一 入 綴

じ状態にあ り ︑ お 手 伝 い を し た の

った︒そして無強ストノクホルム

が︑この末 原 先 生 の お 嬢 さ ん で あ

に響い紀が︑迎えがどうもきてい

ないので︑ イ ン フ ォ メ ー シ コ ン で
闘いてい陀 ホ テ ル の 予 約 を 碓 か め

政︑隙子炉安全審査箸を行なって

罵である︒

馨の萬機関としての墜力荻力窃︐換え雫

たところ︑OKであったので回心

迎えにみえ て い た 大 使 館 の 警 士 額

したQたま た 蜜 ︑ 編 会 の 先 生 万 を

の方が︑先 生 方 の 便 が 測 れ た と の
ことでホテ ル 豪 で 送 っ て 下 さ っ た
ので本叢に 有 難 か っ た ︒ 後 で わ か
ったが︑このアルランダ璽港はス
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倭織会があり︑原争力開発研究行

おり︑印本の原子力萎慣会とよく
似ている︒さらに︑最近︑安全性
の聞懸がとくに璽要となってきた

ストゥツビソクの原

に約八十♂厨にある

子力研究新︵原子力
会社︶を訪簡した︒

劇祉長のエルソン氏

で︑無曝すべての醸轡を終えさら

同国政府の行き耀いたアレンジ

ナショナルTLD︵放射緯蝕頭光線量副﹀は

特許の被曝用熱蛍光素子と測定装置か

︑bなる画期的な所表置︒感度・三度・

便利さ・測定スピードなど︑飛躍的に
高めました︒

放射線関係の仕事にたずさわる方々に

り

信頼性の高い管理をむ約束します︒
け

／沢〜脚Rの放射隷ま
バリ

碓に感知．︑湿気セ水・光・振動

囲超高懇度の薪素子
で︑巾広く

などにも影掌・hきれません︐

素子は︑個人安全管理用︑環境モニター用︑
医療用︑災験手指用など各種そろっています︒

麗熱風翻熱方式採用の測定装置 素子がそっ
たり︑簾歎ムラの心配がなく︑どんな形状の
素子でも︑10秒で粘度の

岡操作は簡単

被曝用素

舞い測定ができます︒

子を測定装置に入れて︑

ボタンを押すだけ︒特装
の暗室やエアコン設備も
いらタ︑測定鯨は一目で

原子

わかるデジタル表示︒

歴巾広い酒躍分野

力研究所︑原子力船団︑

導電．所・動力炉垂範料開

知冗事業団︑放医弼僻︑脚気生補試

圏鷹

験所︑南様観測隊︑各地の

入学研究所・病院などで︑

すでに奴評活躍中ですe

TELG68（62）l121

松下罐器・進桐コンデンサ簸灘部蜜侮倖

トソクホルムの衡から四＋㎡撹も

離れており ︑ タ ク シ r た と 一 万 円
以上もかかるとのことであった︒

◇日本と 似 て い る 拠 子 力 行 政 ◇
初日は︑ ス ウ ェ ゐ ア ン 工 茱 省 に

ので︑新しく原子力安全性研究婁
員会をここ一︑ニカ月のうちに設
立し︑年内には︑如何なる研究關
発を必黎とするかについての検尉
を開娘する予窟とのことである︒

オスカーシャム簾

（予56D大阪・盤中農稲遥町

⑧群しいお間合せとカタロクのこ請求は

帰

芋力勢蟷所︵鷺W

匿界に紳ぴる校簸の拶ヨゐ動冨

行き︑スウ ェ ー デ ン の 鳳 子 力 開 発

体鑓について説朋を受けた︒藍本

の原子力馬に絹当するのは︑工茉

省でその第三馬︵技術研究開発︶

である︒ヴェンネンバーグ局長︑

きについて説明したところ罪常に

巳本の環塊安々に対する最近の響

関心を示した︒

ラーソン課長︑ペルグ課長鱈から

謡を聞いた︒スウェーデンの原子

學くストノクホルムを発つκ︒

・に次の屋的勉パリに向かって翌網

甑瞬懲継護，

＝

原子力駄獣倉本昌昭

力簾発の推進の中心は︑原子力会

社︵AE︶であり︑これは金額数

〜

壷羅墨壷溜

剛Lグ
縫︑幽十四万KW．

縄翻鵬團魔臨⑪

◎

脳；臨には半分蓬｝原総力竃

窯た︑濃縮ウランの供給闘鵬︑

〜．

環境・安全にも積極的
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関遷産業界の脇力を
産業構造の転換にも貢献

蟹田際発揮は︑原研の拠出力五

いため︑とくに予騨面で罵闘が協

H田GR開発と一休でやらねばな 毒出した︒これをストノブざせな
らない︑磁鉱鋼契が必裟とす．○の

分認識させるよう強力に働きかけ

は嵩温鄙分で︑H肥GR熱エネル力して豆腐に岡計画の飯要樵を十
ギーの別丁効墜岡上には関趣茉界
るべ唐である︒

の開発だけでなく︑薩藁構激の転

一︑同製醒の矧酌は単に新技術

でも秘極蘭な鯛胴筏術の醐発が必

者による協力体灘の確立が必要で

万KW認温ガス鐙瓦騨を随提とし 翼一⁝などをあげ︑鞭鍛に﹁関係
た利用弓術︵原子力製鉄︶開発に
換にもある︒このため今から関頭
茎界で周翫画による闘連環術の受

ある﹂と鯖んだ︒

このあと慧兇の交換が行なわれ

ついて︑第一期計画︵菰十三年獲

までの六嘩閥︶は動産二＋五ゾの

一︑黒檀の原子力望地からみて

け入れ体制の検討が大切た︒

みて︑どう麗藁に組み入れられる

原子カコンビナート讐が社会的に

計圃をいかに載り上げるか︑憲た
技術開発の懲果をどう社会に組み

稲葉翼長が﹁今後麗懇談会は︑同

込んでいくか︑について検討して

その中で漸画の難題点として︑①

するが︑このうち五＋億円近くは

例えば六年閥に約七十七億円投入

へきかも検討すへきである︒これ

熱獲製油法開発が目標と語った︒

会︵稲藥錫三座長︶を開いた︒綴織は隅田砧原研圃理箏長から原研の高温ガス冷却騨の閲欝欝纐︑佐

いま虻い﹂と締めくくっ陀Q

には環蝿改趣ということに豪で冤

︑霞塞原子力産業会識は九月十遡沼︑象烈・九段のホテルグラン網パレスて猿子炉多目的剰用懇談

縢斑住通二四鰍課長︑紬田仁工技院研究開発宮かろ原子力製鉱に関する大穴プロジ亀クトの説購を
閥温熱交換器︑効率的選元ガス製

地を拡げ捻ばならないだろう︒

受けたあと︑当面の問題点や今後の激圃に鶏する鯉葉界の三度などについて漱見学蔓養したが︑席上

一︑やっと多読的刮胴構想が綱

主な買占は次の煙り︒

囁一一

一F用

﹁原子力部﹂は一応消滅

原子力行政機構を一元化
遡薩衝

通群雀は来年度山鳩概騨要求に

ているQ

殴ることは︑わが王子臓の技術醐

急設副を行ない︑五十費度に嚢子発促進にも役立つ︒この結果︑薩
関連して︑逓麓雀の王子力行政の

総轄をもち︑待遇は一等級となっ

桀構魚の転換︑画竜経済からみた

現在の機構たと︑通産省の除子

力委鍛会のチェノク＆レビュー蓼

強化のため︑原理雪掻嶺審識窟

い﹂と述へた︒

二曽唱
昌冊柵

一隔虎

一曽

一匿胴

吟噂

闇廓

画

一 一
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一肩m随

F輔卿

卿膚＝

＝算

R一﹁

一騨＝
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鴨胴脚

η鱒 閥甲

麗一

﹁卿＝

騨噌胴■

；鱒

羅力や化学など關連上界の協力

庸＝讐・

ス︒ヒート︑海水脱懸などに利

︐胃團一尋

鱒騨響一

︐一一＝

二＝

二一

噌＝＝

二開卿嚇

二一

齢一＝

をめざして︑い母胎鋤がはじ

齢胴﹁騨

紹瓢十二年京都大学工

魅扁酔一騨

︐髄扉願

F一一畠

騨門■嘗

︵T・A︶

︵ハンディー9︶︑小唄︒

開隔一一
﹁謄曽

二二

務となるQ61歳︑趣味はゴルフ

五卑の噺臼鉄題号に伴い岡岬常

目取締役︑四かヨ年常務︑四十

畑製造所擾などを経て一二十八日

所観理局第三都長︑一二十七年戸

部製鋼課摂︑三†一卑八幡製鉄

で八幡製鉄に引き継ぎホ祉技術

諜畏︑一一十五無企藁再建整蜘舐

歩き二十郊八幡製鉄所第︸蹴炉

に入社︑以来技術畑巻一すじに

学部巌金学科卒︑岡年田本製鉄

略歴

業界の協力が望載れる︒

が実現できるよう︑予算︑関連

選った︒中断することなく︑夢

一一騨︑

公鑑講簗周原子力発聡誤︑鑑識炉

嘗圏縣一

饗求によると︑同審議窟は大題

︐一唱一

メーカー関係は璽工藁局懸子機羅

聾騨

だろうが︑将来の難業構造の娠

たしかに鵬渥都分は製鉄に必

二鼎扁︐

︷るもので奮︑蓼霧雪たい﹂

麟一偏

換につながる可能甦がある︒将

歴納会罠のアドバイスにずい分 かがえる︒

ルギ⁝政策齪が︑羅気購藁関係は

︵機構・定賛上で一名︶の新設を 力行政の総猛は大臣宮房総食エネ

曼け︑漁十一銀度に粛工︑五十四 トータル・エネルギ⁝の節約︑翼

が鉱鋼

来の差金不足嶺渡越し︑すでに

用してはじめて蕎効なエネルギ

齢囲需脚

一N−S・索引誌の
頒布サービスを開始

月からは︑双鉄鞭瞬磁拡げて本格

鋤刊以裏︑顧醐に進展し︑水無一

子力弊の抄繰駈引諒となりつつあ

窮gの﹀と並び︑商力な團際原

︵2∬O一Φ￡9同 の〇一Φ賢O⑦ ︾σの帥

的実旛に移行しており︑NS底認
原挙力弘済会・週報サービス摺

原子力弘済会

難部では︑園際原子力機関︵王へ

このような状況に対瓢して隙子

Eへ︶が︷N王S︵園際原子力偶る︒
報システム︶の活動の一環として

力E
弘済
刊行している底℃OMIND
X会では︑国内の絵子力関係

に無用できるように︑今回主懸別

巻が闘酷レ丁経済鰐でしかも効果的

ととなったものである︒

分冊頒布のサービス毎実質するこ

認の主題分類別︵現在二＋四分

この十月から関始することになっ

顎︶の選択分冊頒布サービスを︑

た︒

郡乗海弱︵原譜内︶

原子力弘済

このATOMI製D聡X鉱の
収みと闘合せは︑激城照郷珂
購込
繰論文数は︑現在要約三チ件であ

≧
〆

jまで︒

〆

〆

〆

ミ

！〆ノ〆

ノ

九二八⊥了二一二一内線五蕊

るが︑INエS詔颪によると昭和会蝦報サ⁝ビス窮難部︵聡話〇二
閥十八鉱には優増するものと予測
きれている︒岡誌は昭和四十五礁
〆〆

ら二丈百までの三日聞に象郡・

理﹂の両分科会は十〜眉二十Bか

ミ〆

本琿度から検討を行なっていたQ

ノ〆

その結果︑一部報道によると各関

れぞれ開催される︒プ獄グラムも

古賠茶町の玖都大学工単声で︑そ

ミ

ーカ⁝は金属課と分れており︑各

係躁の原子力部門を簾めた﹁舞子

〆〆〆

局間の調整のもとに蛭子力量業政

力部﹂構想がウワサされていた

いるが︑すでにその編成を終えて

これ藷でにそれぞれぼほ固まって

が園の漂子力産業も原子力発聡を

が︑その後管内の調艶で一応﹁原

この君名は︑さ豪に岡基金が臼

九月十七臼︑羽田を繊発した︒

に派遣する職校の理科教帥困名が

臼本原子刀平和劉動画金が米圏

日本原子力平和利用塞金

員四名が渡米

高校理科系職

一般の参加費は五酉円︒

とになっている︒聴講歓迎︒なお

十五簾の研究発表が行なわれるこ

ウラン凝縮褻器など六分野から⁝二

再処理騨発上の問題繭﹂のほか︑

﹁最近のR工工業利屠﹂と﹁乾式

化学工学﹂分科会では特購講譲

から六十繍の研究発表︑﹁化掌・

挙鋤﹂のほか熱熱照鮒など九分野

は特落選綴﹁セラミソクスの筒泓

いる﹁核燃胴︒炉籾綱﹂分科会で

中心に︑すでに実絹期を迎えてい
る︑との判鋤から九戸雀は各院に

た︒

鮒揚の近くでは動燃麟嶺団の使

順調にいけば紹禰五十一年一月か
ら商藁遜転開始の予驚だが︑この

網済み燃料再処理施設が建設中で
は九月八日午後＝爵過ぎから防衛

ことに関し昨年五月には木内四郎

海村の冷戦︑蝦反ら茨城県関係者

庁に増原海難を肪ね︑栄軍水芦対

科技庁慢窟と茨城螺側で﹁射揚が

働はきせない﹂との覚え鰹がとり

返還されるまでは再処理施設の稼
﹁慧了醐年のうちに移転する﹂と

交わされており︑射揚返還の成り

地射爆離揚の返還について慶製し

の政府閣識決定以降︑この九月九

行愚が注霞きれていたQ

四分科会の
日程決まる

五日から十一月二十二無下での開

年秋の分科会﹂︵四つ︶が︑十月

冒本原子刀鎌継のつ昭憩四ナ七

実補を舗饗するほか︑原子力発語

たり︑群議における原勇教胃の

となったもので︑約一カ月闘にわ

文塞集に簸優秀で入選︑米糠派遣

化振腿翅圃との共催で行なった諭

本原子力産藁会繊︑臼塞原子力文

に︑葉獄︑大阪︑京都で開かれ

原子力学会

これに対し︑岡席の遡松防衛施

返物を嚢逸し奮の︒

設庁縫富は︑米躍の関東露地整理

所などの罐殴を見学することにな

月五︑六の張型に奥処・目黒の策

趨校教諭︶︑大隅紀憩︵京都市

ター︶︑大南愚幸︵福井県敦賀

山田盛夫︵灘崎県緻膏研鰺セン

っている︒一行は次の遵りQ

る︒

月末日豪でには返還されるよう極

京工業大学第四断館で︑﹁化学・

と酬躍きし︑﹁少なくとも来年一一

力する﹂と回答︒轡上知瀦らは﹁

藪響蚕輿会擢導繰︶︑佐原たけ

では納得できない﹂

﹁炉物理︒炉工学﹂とh﹁保健物

翻︶

代︵静囲堅西遠女子学園高校緻

四の爾日に大販・農爾郡鮨敗町の

努力幽島Φ

とし︑改めて増原侵貿の意向をた
だしたが︑問慢窟は﹁返遷される
ものと理解してよいしと述べたQ

京都大学原子炉実験所讃猫榛で︑

化学工学﹂壷鐙会は士月十三︑十

﹁核燃料・要覧﹂分科会は十

が思うように進んでいないので・

騒名を添えて︑岡射場の即聴全薗

せ︑難民大会による⁝万三千人の

と一iなどから︑その善処とあわ

後もなお訓練が退行されているこ

いこと②昨年三月の訓練水城解除

ら興体的な掲齪が明示きれていな

番で精鉱を迎えるがこれに伴う何

た︒この田の要塑は︑①岡射謝を

び勝田市︑郷珂湊輪︑水解巾︑策

嵩上二郎猛撃のほか県議会およ

水戸射爆場で防衛庁長官

三月末︑全面返還へ

し︑原子ヵ塵叢政策を國るとして

またがっている行政機構を一元化

子力担嶺審議窟新設の要求となっ

子力部﹂構愚は消滅し︑今圓の原

策がとられてきた︒しかし近薙わ

は鉱山石炭局鉱業課︑燃料加工メ

躍機謙︑燃料関係ではウラン資源

菰野麗聞発に嘉すなど︑鉄鋼棊界

﹁脚唱

審議官を新設へ璽勤

以外の分野の孜術語発が必要︑②

今後

が悉曇力製鉄を敢り愈げた隠蟹遊

て︑燃料は⁝○％程魔二二の二酸説明︑﹁離凝構台審綴会の

度摂鴎千度の実験炉設謝にあたっ

ｭ府撃算への働蓉かけ︑②関猿繋界の支捉体制の確立が必要一1などの意見が出さ瓦た︒

揃一堺

緑の申の製鉄所
虻界あげての穴寒月主疲術闘

体鵜が必要しと提果した︒

発は鋳贈脱磯があるが︑際子力

とりつけている︒豪た関係学界

ー政鍛となる︒原子力製鉄︑原

曜幣曽一

一一

岡aの懇綴会は約一銀ぶりの開
催であったが︑このほどスタート

との答巾が背贋

の簸鑑政策はエネルギ⁝多消日型

の︑黒総は繕懸盤から輸入︑耐熱から二三三型へ

した鳳子力製鉄を帰心とす49原爆 化ウラン粒子墨閥瓢に被糧したも
炉の多眠的利用構想への各蟹質の

容器は金属製一〜との条件を豊明

翻醤は耐圧部と耐熱蔀に分け︑麟となっているゆとくに金体のエネ

ルギー滴獲のδ％置く愚δめる

藤︑鵬田三氏の説明後の蔽見交換

﹁照憩四十八︑閥十九細説臓で概

関心の深さを反映して︑村田︑鰹

で︑問計画への関連藩業界の寛援

し︑今後のスケジュールについて 鉄鋼灘愚︑原挙力製鉄で雀貸源化

体制の確立が急務︑等との稜川獺
戴兇が大勢を占めた︒

趨見交換に先だち︑村購潜源研
酬理購長は鳳研の蕩温ガス冷却炉

騨 一

﹁

灘富剣きで︑原子力関係各戸の唖

て各種の実証樵試験壕行ないた櫛技術援助1一などに大きく賀献す 璽求している︒

︵HTGR︶開幾の幌状を説明墨
し引臨界︑五十蕎揮度に遜開させ 境汚染防止︑発展途上園への製鉄
た︒岡授はその巾でポイントは燃
凝︑黒鉛︑耐熱材料にあるとし︑

餉昌一廓

勲出力五万KW︑ヘリウム出欝温 ついで佐藤製鉄課麗は︑趣産貰 と強調した︒
罐．

繭

漂子力製鉄には︑原研で翻発

要だがそれ以後は発躍︑プロセ

ている︒つ塗り大進猫が予騨を

鳩口磁農摂民千度のH肥GRと闘係メーカ〜などとの謡も黒め
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GRの安全性︑信頼性からくる 選一溺刃物は国が中心でや

多い︒エネルデー経済からみて 出獄利胴︑鯉実現了るには︑第二

らない︒池欄さんは六日の際麗
不幸カルテルを延畏したはか 総含企置婁鍛会で﹁鉄鋼業界で
りの鉄鋼業界にとって︑大規膜 やることはやる︒だが︑われわ
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助けられたとのことQ

聡界の艇長会で不足分の分撮を

中の縄泓ガス冷却炉︵HTG製鉱の毘ではない︒それだけに

利屑面での耐熱覇潤︑効率的選
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曲をぜひ成功させたい﹂と 語 る 池
田正さん︵新臼鍬常務︶は︑碍
本鉄鋼協会の原予力部会長であ
わせ︑通麗雀が来館度から工誕

R︶が不可欠︒これと歩調を含 池田さんは大変だQ実現には炉
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⁝
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曲

・＝一幽

して安全性︑儘頼性試験などに

﹁網嘗

両氏かレールを敷いてくれたの

＝＝

濟手したい﹂と意欲をみせる池

二＝曽

で﹁私はラソキーだった﹂とも

甲一一一

田さんの欝蘂に︑鉄鋼業界の技

＝紳瞬

・語るが︑ここ豪で翼体化 す る に

幽＝＝

術堅の便命感みたいなものがう
紳一﹇

は大変だったはず︒松根宗一原

蘭

部会畏に町名された賄﹁こりや

湘霊で原子力製鉄を藷る︒ 原 子 カ

張とか︒約束の爵闘いっぱい︑

＝

1賑霊
響塞監1」

q騨膨

匙口■

謡

和47年9月21日

…

讐
韓＝錦一

東京九段下

本店

惑

つ

8膨口い
0編，

1塵「匹1

」畦μ
5臨乳1
馳9
1

1け犀
111｝
．睦算1

口1

六 醸勲∴

GD

一
｛

七
産
子
｛第三種郵白物出面

第643号
（5）

聞

難

力

懇社から握飯された改欝仕静聴の群内検酎に糖温したい意向だ

米国の液体金鱗高還繕殖蝉︵LMF8R︶異観一轡機の建設く異なるためだ︒P照Cでは契約発淡癒急ぐため︑九月家にも

に伴い︑作成の遅れていた了解畷蹟覚轡を識会に送付︑九月七

といわれる︒一方︑米國原子力婁璽会︵AEC︶はサイト決定

ヨこれをもとに上灘両院含岡原子力婁翼会︵3CA泡︶の翼舐

ばせながら︑腰調なスタ；トを唐つな彊金問題︑滲加機醐の

だQしたがって︑蜷轡は作成され
たとはいえこの実翫炉建設翅翼が

者はみているQ

た綴当の階間がかかるものと関係

レクトリック祉

磁

15

−3↑47

から年率7．5％て試算した。このエスカ
レーシ駿ンの率を5。5％とすると、プロ
ジェクト。コストは約3，000万ドル少な
くてすむことになる。プロジエクト。罰
ストの試算は、主として簾子煩メーカー
のプロポーザル情報をもとにした。

ストの30％とする。これは田VAの経験

受けることになるが︑二酉万がま

RCを磁じて拠撫する螢金を利黙

もう少し焦しく調べてみると次の

じて黒具炉の設計︑開発︑建設︑

の計闘に関議した認容について全
面的に免費する︒

試験︑燧癒について企爾附な重任

スについても罵様のことが規短さ
れている︒

EC︑TVA︑コモンウ皿ルスの

の役員参画も

このプロシェクトは︑輿藤阪に

び環環難題によって所期の園的が

とする許可が得られない揚禽およ

れていなければならない︒この間

炉運転蟹の補助など︑このプロジ

衆の代表を入れるよう要求してい

ーダーのグル：プが共学でJCA

の駅境保護グル⁝プとラルフ︒ネ

ェクトへの広簡な協ヵが期待され る動きが懸盤される︒これは六つ
ている︒

性があるQ覚慰では︑実証騨は謡

が︑これも楓蟻な金額になる可鮨

がその綴矢善補償するとしている

ある機関の飛表者だけで翼謹蝉の

ので︑この開発に的接利憲開係の

勢やの将来を決める滋要なものな

るもので︑この実誠蝉の成否は増

のは適切ではないと輩難し︑P巌

経済
降は一九八Q卑代のLMFBR
商盤や幽境への影響を判断する

原子力襲業と聖餐のコミニュケ遍シ灘ン手段としズ

ラ雪スフシイ叢雲魅力般立ってまいりました。

へ

欝樂所穴日脚南区鰻谷仲之町20尾形ヒル電簸06・25M141

とになるようだ︒

指導権の不明

確さが問題に

錨露の中で大知な閤題の一つと

して掴摘されているのは︑AEC︑

の闘の摺曝権が不明確な点だ︒と

PMC︑コモンウ畿ルス︑？VA

くに︑A猛CのPMGに対する盈

慧冤が分かれた掘合︑どう解決を

齋権がはっきりしていないため︑

囲るのかという点にも関係巻は気

覚懸では︑AECはプロジ笛ク

をもんでいるσ

トの遺行状況の報鑑を曼け︑A蕊

ばP班Cの計鶴にAECが異論を

に受け入れる必饗があるのか︑そ

唱えた揚含︑P磁Cはそれ隔絶澱

れとも無視して翼施する権限があ

産量界とこのプロジエクトとの間

るが︑最終晦な決定権がどこにあ

幹部と三孝をすることになってい

るかは決められていない︒

の仲介着としての役渕誉果たす︒

にあたって燈緩的な蛮任は負って

ないが︑PMCの後員会には代表

いう形でこのプロジェクトに協力

A冠Cは︑主として資金援助と 規定された期闘譲でに政府の必要

を送り込んでいるQ

写ることになっており︑現在一億

切りを決定しない隈り︑講欝欝会

銘欝は︑JCA漏が犠畿の打ち

達せられないと判断されたときに
鍵の予舞が瓢会の承認を得てい
る︒たたし︑この中からA工︑G は中止されることになっている︒

引の蟹嗣が差引かれるQ

雄︑研究開発の援助︑辮料贅創の

が︑今のところ環塊保秘論著たち

何回かの公聴会が開かれるわけだ

このほかAECは︑設謝蟹の負中の四十五日聞JCAEに付講さ
提供および加工の鍍助︑使用済燃

ジャーを派遺するQ

に遜づき異電炉の運娠・保守にあ

笑灘炉を所有し︑PMCとの契胸ンポーネントや機器の闘発︑実証
たる︒運転鱗聞は︑試運癒晃了後

の配電系統に継なぐのに必要な配
蜷設備を提供する︒また︑認証癖
からの聡力を他の供鵜源からの聡
力と岡価格で買上げる︒プロジェ
クトの翅勝関係の記録を維持し︑

初の試鹸期闘が過ぎれば︑それ以

Aは︑敷地および笑証炉をTVA
殊な運転をする揚舎には︑AECEに宛てた瀞簡で明らかにしてい

VAが異施オる予足である︒胆V また実証炉を実験などのため特

覧力年間の予短︒この試運懸も饗

がP鍛CとB拭Cの役員に一般大

uAは︑含畿驚の名橘で 料の取扱いについての協力︑新コ

徳サービスといった各担当マネー

ジェクト︑エンジ一一アリング・謙

入磐霧を緩興し︑ゼネラル︑プロ

縫蟹全緻補償を条侭にP皿Cの購 猛︑WHの三社と諦聾した予傭設

コモンウェルス・エジソンは︑

する義務を負う︒

報告轡を作督して関係機関に配帯

毎年予算を編浅し︑その蜘務状況

ジ畿クト推憲の中心凝閃である︒

の他の協力金を使用するこのプロ

愚を担保に借入れる謝金およびそ

出資金︑羅力会社からの協力芸評

関する契約を継ぶ︒
練を受けるときのパイプ役も熟ね
③含CはPMC︑署A︑コにモ
環境部代表者
PMCは︑BRCとA鱈C
のB拠
る︒
RCはプロジ雄クトの決定
ンウェルスおよびその役職員をこ

のプ隷ジェクトに参加したり︑釧

そのほか︑産漿界のスタソフがこ

血をP皿Cに回わす一方︑蝿力・ る︒孚続きとしては︑PMCはA

P鍼Cは︑AECとの契絢を磁
BRCは︑羅力会社の拠田協力 るのかとり2鰍では一切不明であ

ようになっている︒
ある︒①PMUは︑醗力会歓が8

二百万がを使慰せねばならない︑

TVAが爽薮炉を費い取らず解を負い︑豊艶蝉の源子野口体︑建
休する必要が生じた揚禽には︑A 殴︑エンジニアリング︑機器︑土

②

ことになっている︒しかし︑例え

いてはTVAがPMCかわ補償
を慧見はヤ分ζれに反陳される
Cの

重量炉の運転などサービスにつ

ーを幽晦させる◎

〔雛霰：による，主〕エスカレーシ滋ンは、コ

するPMC︑ΨVA︑コモンウェ
では補償を受ける権劉を奴梁する

この実舐薙建設計颪に盧接関係

的な責任負う

PMCが全面

運転躍（ネヅト）
ブ自ジェクト・コスト

翫圃は︑先にサイトにオークリッジのクリンチ︒リバーが決直

ったことから︑この数カ月の足踏み状態を脱し︑急溝に動きだ

した︒異証炉プロジェク ト の 翫 醐 蟹 理 に あ た る P M C ︵ プ ロ ジ

ェクト・マネージメント祉︶はアトミソクス・インターナシ認

ングハウス︵WH︶の藁社からこのほど建設仕様轡の再提出を
役員分担の不明確さなど波乱含みの問題を抱えてのビング・プ

ナル︵AI︶︑ゼネラル・エレクトリック︵GE︶︑ウエスチ 炉に関するヒアリング開催にこぎつけるなど︑孚続面でも遅れ

求めた︒これは薪サイトに立画した入札止男がジ駆ン・ヤビア

ロジェクト︒ざてその滑り出しはT︒
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このほかJCAEが閾題にするルス︑BRCの権利義務の内容をことになっている︒コモンウェル

設けており︑それ以上負齢する義

には全面負撹の承認を婆噂せざる

猛に対して︑一日が増加した野合

い︒したがって︑AECはJす
Cる
A鶴に窪ずAECの負担金九千

れるが︑鎚魯上ではその漉務はな

分で協力を要講ずることも考えら

B飛Cが撃力会被から蟹金控書 とみられる点に次のようなものが

務は一切魚っていない︒

ずれもが螢金工握で明確な隈麓を

一・リアクター祉︵BRC︶のい現実にスタートをきるまでには豪

もしくはウイドウズ︒ク リ ー ク と い っ だ 更 V A 所 膚 地 お よ び 火

力発醒所との併用を削提条件として提田させた照擬式とは著し

覚書もとに一歩煎進
資金調達等になお問題も
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猛Cがその解体費を全額負挺する 太工集およびその他関遮サービス

を偲ないわけであるが︑JCAE

覚轡によるとAEC︑PMC︑

AECが︑既存のタービン発躍 ところでTVA試算によると︑ るを得ないものとみられている︒
機と付属施設が利用できる利京を

強調して譲らぬ7VAのジョン・設の利用で︑二千一四千万がの経
Cの薪敷地選定に毒⇔経費増をど

セピア敷地案の主張を退け︑新た 費節減になるという︒そこでAE
にクリンチ・リバーを選んだいき

重

繕織⁝
睡

推定コスト
（単位：100万ドル）
、プラント・コスト

原子炉メーカー蕊社による爽擬炉概愈懸︒㊤ウ瓢スチングハウ

騨の閥題の鮮細検罰に追られそう

JCAEは命後この必要経麗と予

な要求が簡蝋にのめるわけもなく

小切手にサインしろといったよう

こが負担するかが難題になる︒J TVA︑ロモンウ鵡ルス・エンジ
としては金額の醗入されていない

の点が套な闘題になると予輩さ 金がすべて￠獲得されたことを確

ンの四暫は実鉦炉建設に必要な籔
CAEが覚幽欝僧審議する揚禽もこ

さつには二つの理由がものをいっ

ビン懸盤機の使罵には眉油だき再

れるが︑A鷺Cがクリンチ・リバ謄してからでないと︑建設工購

たといえる︒すなわち︑凱移ター

加熱装慮付設が必要なことと︑こ
を敷地とするよう主張した関係 には二手しないことになってい
の巽欝欝計画ではLMFBRのー原
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購瞬難羅（翻

際協力も多角化へ
る︒荷効期縄は十動転で︑終了通

よつで︑仏からの天然ウランやプ

のとなろう︒とくに協建の成立に

関係問題について会脳しょうとい

と国際協刀をはじめとする原畢刀

多ミ多

いきたい︒そのため早急に還輸省

これらの間門を潮入港に験討して

されている︒米圃では原子力委興

会のほか︑上下絢鷺原子刀餐

バーとも会談するが︑ここでは︑

興会および原子刀産業会議のメン

駐メキシコ大使

簾望ハ颯一A蕉A総会

東京電気騒騒株式会社

⁝鍛．幅高場麟軌範躍・

特約店

社

難羅菱い量献す鎗照れ各国の學嚢臆断ら

に墓つく研究協力を読めているほ

証関係を結びたい靴直を然してい

ンドエAEA事務総評がそれぞれラジルの両騨はかねてわが團と要

多

と隈界があるのでさきの扇落共同

や科技庁︑醗業界の闇で慧見のす

技術資料、カタ綴グは下配へ

原子力庁︵G冠A⇔と掴隈取決め

か︑動燃臨調団と仏サンゴバン社

それぞれの会麟︑とくに西独と

画名し︑即晦発効した︒内容は従

されるもようで︑ブラジルでは高

ることからこの闇題を巾心に罰議

一垂

騨億研究に対する西独政府の支援

り遷せを行ないたいとの考えを明

1

0

3

O3（581）7

うもの︒

ルトニウムなどの照臨が円滑に行

保隙措暇の実撚をIA践Aに移讐と研究者の梱互派遣など敬府間研

との間の再処理施設の設謝・建設

問鵬︑仏とは濃縮ウラン購給をめ

するための日︑仏︑IAEA保騨
究協力および原子発船閲発などの

は原子刀安全研究に伴う璽報交換

ぐる閣際情勢のほか︑日仏原子刀

一方︑日仏原子力協定に基づく

開発︵ニジェール︶︑聡力会社と

との雷著によるウラン贅説の擬鉱

渉を行なっていたところ合意に達

借蔽協定については︑一二暫闘で交

どが︑主議題としてとりあげられ

協定霧に伴う両者会談の閥催な

なわれるものと期待されているQ

仏機関との間のウラン糖鉱︵総澱

したので︑閣議の決定をへて九月

︵粛海村︶︑海外ウラン喪源禰発

で約六千七酉ショートゾ︶売貿契

二十二臼︑メキシロにおいて撫藤

会社とC廻A︑ニジ畠ール国政府

約などが活発に行なわれている︒

騒メキシコ大使︑ゴールドシュミ

るもよう︒南米諮国とは原子刀開

ス拡激法︶に開するわが国原子力

さらに最近では︑ウラン湛縮︵ガ

などの共岡調壷に灘手︑進められ

グ・グループが語語され︑縄済性

協定とほぼ同じものとなっており

來の日米︑蜜英などとの保障搭眼

奪還会とC翅Aとの間にワーキン ットエAEA仏代表理聯︑エクラ
発金団︑とくにアルゼンチン︑ブ

ているが︑こんどの協定綿結は両

告がない限り︑その後は宙鋤鍋に

臼仏間の原子力協力については

姻が掘互協力の墓礎の上に立って

延長される︒

現筏︑動燃聡業団が﹁三山炉﹂︑

垂ミ垂

にみられるように︑わが國も現段

国際原子力機関︵工AEA︶の

第十六回通常総会が︑九月二十六

ロで閣会されたが︑これに兜立ち

臼︑約湘週闇の日程によりメキシ

出席するわが国政臆代衷に加藤匡

政尉は九月八日の閥議で岡総会に

央メキシコ国縫舗・特命金癒大便

本 社（電気部）

核燃料資源等に期待
賄鰯国
﹁原峯力の平籍的利用に閲する協力のための日本團政府とフランス共瓢圃政府との麗の協定﹂︵鰭

ん︑パリ

称﹁矯仏原子力協定﹂︶が九月二十二黛から発効した︒岡協定は今年二月二十六饅に東京で講評され
たもので︑国会での承認︵拙意︶も六月＋六日に得られたため︑間臼︑日日の決定を得たう
で中山駐仏大使とペタンクール仏外溺握玉大臣が協定発効のための通告文を交換︑即鑓発効となった
もの︒本協定の成立によリフランスからの天然ウランなどの核燃料の入手が円澱に濫凝するものと期

待されている︒一方︑聞協定に笙つく日︑仏︑王AEA︵腰際原苧力機関︶三番目の保障措躍協定も

ミ三

温ガス炉の開発も会談のテーマと

こうした協力をさらに一麟進展さ

⁝垂 一

窟効期闘も二仏原子力協定と領置

原研が﹁放射線化学﹂および﹁材

三ミ垂三

料照芸術しに関し・そ懇れ仏薯ことになり・わが国の原勇灘となっている・

ﾌ蕩まりを繕感したので︑今後

階ではよりいっそう政府がカをか

らかにし︑鳩誉者の了解を偲た︒

際協力が必要だが︑罠聞ベースだ

すべきだ︑という愈毘がたされ

成田爵冶科学技術庁原子力局長

と会談のため︑九月二十匹B午後

は︑海外︵六力困︶原子力関係者

九月二十六日からメキシコで醐

羽田発︑調査に陶かった︒

会された薗除原子刀麟関︵王AE

術庁原子力局擾︑石井蘂在オ⁝ス

を︑岡代褻代理に成田婿治科学技

トリア巳本圃大使館参購富︑箇岡

敬展岡〜等麟記富の隠名を︑それ

ぞれ任命した︒

原産代表に萩野谷氏

なお日本原子力塵簗会瓢は問総

して萩野谷徹氏︵三菱金属鉱業原

会のオブザーバーに︑原産代表と

同機鯛の通常総会が水繊ウィー

子面艦長︶を照席させた︒

ン以外の地で開かれるのは欝欝総

の招離により実現し駕の︒

会に次いで二農尾メキシコ政府

力開発に伴う当面および将来の賭

アルゼンチン︑ブラジル︑米国そ

十二湿帰圏窪での途次︑ペル；︑

間曲について会談するほか︑十月

閥中に西独︑仏両国関楓者と原子

として出凝するのを機に︑この期

A︶第十六回総会に敏漏代表代理

．纈灘鱗

轟︑

〜︸ζ碑

03（270＞7711

T至ヨ王」

東京者蒔千代田区大手田＝r2−2−1

TEL

策：彗ご者1∫チβこ田区霞力ξ開3−2−5

薬重；

本

岡日︑メキシコで展名が行なわれ即聴発効した︒
とになっているが︑﹁核兵器不拡

席上︑とくに臼後の關発体鯉に

亀t．修︑f㌔︒8亀

東：京都中野区本町1−31−3T￡LO3（272）0141

本

御好：評をいただいて

にのみ竃馬され︑それらが摺蘭の

一方︑これら産業界からの慧兇

た︒

とり決められたウラン濃縮荒働建

ープ設躍について﹁米融棚窓口を

設に関する検討のための作業グル

さきにニクソンー田中講者会談で

つもあって難かしい点があるが五

濃くつくるよう﹂璽講ずるほか︑

に対して政府側出席轡は原船蔵業

れた成果がスムーズに第二階以降

十五年輩の改正時点で考えること

誓書塊予力協刀晦短の副用に伴う

町の役割り語史は成立隠のいきさ

拙筆原子力離業会議は九月二十

に生かせられ︑開発に投入された

になろう︑という見解を示し書本

将来の開発体制で懇談

原船事業団を中核に

日仏険子船脚竃は︑わが圖にと

措澱協楚または︑これと岡様の協

散条約︵NP田︶のもとでの保照

開に移転されないこと︑などが規
定で他方の政驚が受入れることの

って米︑英︑加との間のもののほ 重藤なくして第三謡曲たは国際機
か︑さきに尭効をすましたばかり
定されており︑従来の他の原子力

日︑東京・芝の策京プリンスホテ

多額の欝金がムダにならない︑と

隣する揚合には︑その締縞覇に鰭

保障借澱については︑IA葺Aする遺り︑三蒼闇協竃の適罵は解

ルで原子力船問題に関する懇籔会

る︒

止される﹂︵第三条︶としてい

との間で三者闘協定を締結するこ

諸問題について甜議される苧定Q

できるものを工AEAとの闘で締

のオーストラリアとの間の協驚に

次ぎ︑五つ竃の原峯力協定で︑荊 協定とほぼ団じ内容となってい
文と識力条および末文から構成さ

れ︑さらに交換公文三白が付きれ
ている・核燃料供給源の多角化を

ずることを確認した︒濠た︑この

今後の原譜力船齢発はどうある

ついては︑政府一こ口省が原子力

懇談を通じて瞳藁界の穂極的な關

的には顕子力船糖発を強力に抵進

て︑国全体として検認すべて蒔期

千五薫園の放鐡試験で確認された

べきか︑﹁むつ﹂建造後の原船黒

による内薗処理など不純物除宏の

本賂線であり︑それには陶効な團

いうのが大きな理臨となってい

から舗かれたもの︒

にあるのではないか︑という観点

もの︒リミソタ⁝のべ二三ズ部分

馬団のあり方︑第二船の聞題など

禽反礁炉爽現のための塁礎実験を

ズマ﹂は︑これまでに行なった約

続けているが︑コニ十万度のプラ

わ融
が國の原子力船簡古体面につい
﹁JFT12しを用い制御繊雲

を開いたQこの懇談会は︑縄来の

恣xのプラ

ズ．叢叢
三十万度のプラズマ保持に成功

で一部リーク︵語漏漏れ︶が争奪

め︑梅沢科技庁︑縄林還輸省の両

力船懇簸会婁興畏︑田口造船工藁

ための洗藤など進めてきたが︑洗

船の実用化を秘鍵的に推進すべ澄

︒8︒3．t3

政府代表に加藤

る︒また︑わが圃は自主開発が基

一

図るため︑岡踊の希望もあって結
ばれたもので︑その内容は︑両岡

が原子力の平和剥罵を促遜し︑関
発するため︑専門家の相互派遡や

摘報の交換による協力関係を勒長
健進ずること︑蟹材や役務の供給
や受領などの方法によって槽互に

から︑同研究所が設誹・製作した

協力すること︑また︑この協定に一田本原子力研究所は今年四月
よって暦られた蟹材簿は平揃頃的

のとりかえ改造工繕が遇められて

欝務次窟︑成田原子力局長︑佐原

されたため︑現在︑ラ4ナー冗雑 について︑松罫原子力雪天をはじ

いるが︑﹁十一月から再囎される

海遜局畏︑田坂船舶局畏︑俊々木

し﹂という〇四月から開始された

会慢︵石播羅工社畏︶︑古賀ヨ廼

原船醜業圃理恥長︑進藤原器原子

試験では当初鼠標とした一ご酉万度

猷験では︑水素ガスを用いた︑プ

翌工壮長︑永田芝露造船社中︑山

の高温プラズマも保待できる覧通

ラズマ諸流を流す箋験のほか︑ト

会会畏︵日本郵船会畏︶ほか︑膿

累海購協会名盛会畏︑脊憲船主協
測定など特性試験を行なう一方︑

産の松根醗会蝿︑嫡本代談常欝欝

ロイダル縫揚︑欝欝磁編等の糟麗

ライナーはアセトン︑ボックスや

リミッターはGB処理︵粉状のガ 襲ら政府︑簸臨界の関係轡が出席

瀞の程度によってはさらに寓温の

で︑囎発体瀧の一本目を図るため

して活発に憲兇が交換された︒

プラズマが得られるζとも容厨に

﹁むつしの建造に懸軍されている

ラスを吹きつけ蔑面をとり除く︶

なろう︑とみられている︒

って﹁むつ﹂の建造や還航で得ら

業界から強くだされた︒これによ

発の中核にすべきだとの慮見が薩

11JFTの内部で︑プラズマ原
を船堪藁腿の役翻りを拡げで︑關
閉じ込める轟空部分が中心部
畏

日本原子力事業株式会社

おります②
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極東貿易株式会社

電源からマルチまで
性能、安定性
互換性、 使い易さで

一

審りとなっているのが酬つの特

成璃原子力局藻

D−10◎シリーズA￡C−MM規格放射線測定器

闘Al鵬 ⑪

〈原産〉

ｼ独とは安全研究、船で臨脚伽〜
〜〜〜
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聞

﹂
ソ

原

＝舎
発囎瞳所︑80﹄年運開へ

スト等に利点

米国夢 ＝二

環境

づくりに拍章をかけるなど

海上原子力開発

プラントのサイト羅走にこぎつけ

AECはかねてから︑阜ければ

たい愈潮である︒

七丁霊会計慶濠でに岩撫癌力武︑

決めたいとの窪目垂改正していた

て薪工場を建設一a萄︒新工場は海 工学施設方式のいずれかの採用を

上原子力発墨般購の設計・製作の

築港技術はテネコ側がそれぞれ提

ころがら︑氷國の萬レベル放射性

るには約十隼かかるとみられると

貯蔵調査で十分安金性が突証され

ためのもので︑炉技術はWHが︑ が︑岩塊層パイロノト︒プラント

末ないし七六奪の予定︒最盛期に

れるのは米国東部二駆ージャージ

する配慮が不要③冷郊水が無限に

にサイトが確保で馨る②地震に附

の利点は①醒力酒費返接城に無数

力酌に行なわれてきた︒この構想

歯エーカーの露地に二億がを投じ

ルのプラウント︒アイランドの差

に備え︑フロリダ州ジャクソンビ
靭である︒

力⁝二蕗四十ご︒賀KW︑繍圧水型

A

米

力視されている︒これは今製以降

り先に延びる公算が強くなったQ

仏がインドの

高速炉で契約
仏アルザス・グル⁝プ
︹パリ松本駐在二七︼フランス
のアルザス・アトランチソク畷子

イ工揚︵ノバスコシア︶は無産四

カナダをはじめ︑ブルゼンチン︑

鰍はソ連圏を除いて五酉ナだが︑

六七爺に惹観したグレイス・べ一水を必要とする︒臨界の露歪巌

酉ゾの予暇なが︑海水腐食問題の

︹パリ松本駐

のジェントリ⁝

在鼠髭︼カナダ

ン︑薩ドイツなどの隠水炉謝画の

る◎このため価格が催上りしてい

進展ぐ摺要が急堰の潮通しにあ

インド︑パキスタン︑スウェーデ

い︵七四〜七五庫の予定︶︒ポー

る︒カナダはソ連︑英団︑米国か

たので︑未だに運開に簗っていな

ト・ホークスペリー工揚︵岡︶も

解決が遅れ︑豪た設計修正を施し

は︑埋水二四ゾ

嶺初割興の葎雌匹蕗ゾに対して現

︵原型山水炉︶

をダグラス・ポ

生薩豊隆

ら題水を輸入しているが︑閏内の

原子力発聡所

イント原子力発

在二百ゾしか生饗していない︒鋤

墜ニヤがに縛し︑ソ連

四千KW︶に移 三のブル⁝ス工漏︵八爵ジ︶は三

鱈所︵六十九万

んだので︑すでに運転している療

は運転中の鐙水炉を僻めて発鷺詫

九メに引上げた︒このだめカナダ

た︒米国は七瓢隼三月それを三十

からの輸入価格は三す五がだっ

法刀発躍所たけで璽水二千ゾを必

カナダは開発路線に懲水炉を選

縄年運囎の予驚た︒

になった⑨これ

要としており︑今後はさらに購要

に遼休すること

譲するため臨時

はカナダの重水

が急増する見通しだ︒窮水型原子
訟状鰹遽い込まれたわけだ︒

間で湖水癒やりとりしなければな
工揚が＋分な生

力篭電所ぱ

ばれた︒G耳は︑この辺㌦約に基づ

︹パリ松本駐在騒発︼英照蚊絢

製造絡立の実力卒分ったもので︑

バン・フォンラウエ研究所隅東実

三多

除廻覧面に参加することを認可し

二

将来の隅棚炉破門における漸落

髪多

たQ萸科学研究委は出猟粂件の玉
多

は各種原子力票画の欧州統合化は

して注鷹されている︒フランスで

・エレクトリソケ瓠︵GE︶が選 麗栄炉春画雪加の道を轟くものと

rKV覧り約一調の矯
たことによる阪の借澱であ．9︒

産をあげられず︑環水不足を招い

︑しょ︶o
レ

メキシコ窃の原発で

ディのほかマルクールの高階原型

の闘査結果が得られれば來年叢々

騨度まで収容できるパイロノト・

多

所の原子力蒸気供絵装置と鋤一次

同捲蹴所の二子は二？の予丸︒

燃料炉心巻供給することに顔る︒

椿を始めたが︑これがまと踊れば
現在仏誕共働で推進している縞爽
実験炉翫圃は英仏独三園工臨のも

英BNFL︑オラ

早しているようた︒

︻パリ松本駐在黄艶︶英国核嵌⁝

ンタから核燃料受注

ウラン燃二十ゾで侵填ペレソトを

給核然料は米国で礫絡した二酸化

鰯︶を受注した︵銀十万㌧︶︒供

第㎝一次ヒ曝何罵核燃料︵七F∴一七六

虚所︵BWR︑巨万四キKW︶の

オランダのドーデバルト二子力発

奨歓︵BNFL︶はこのほど︑

紫た︑これは英国がEC︵欧州
共岡体︶簾盟を郁妃に他の原子力

引画一iことにEDF︵仏蹴力公
ジルカロイて被護したものQドー

社︶︑RWE︵閥独︶︑EN
デE
バL
ルト発灘所ねGKNがGHと
5

︵イタリア︶三関共通の大型商業
霊

一多

妻

共詞で建設し六八年始動した︒

では︑一般に密封︑非密封蹴離放

一 多多重婆

一葦5〜ノ萎多
二

葦亙多

射線源の使用は工樹影条例でカバ

づ5二一

建設︑遜転の諮臆蔚発行の際に条

治療行丹における放射線の使用は

ーされる︒研究機関や医療︑歯科

一

件を際することができ︑さらに翼

二多

行政責任は多くの省庁に豪たがっ

圃原子力公靴と政府憲庁醐係を除

二一

線による隠密ははっきりと高齢さ

ている︒このうち労務関係の観点

く金原子炉施設の繭篭︑建設︑運

二玉誓多玉毒

れ︑原酒実験を磁じて放射挫物質

から重要なのは鵬用省︵工編での

r玉

英国懸用根は今翼︑二衡十八

が広範に墨落したことについては

放爾佐物質利用に係る徳理︶と通

三

国に対する発警権を増大し︑そ
＋秀驚の嚢型學力壷の警米三
二を嬰ものもて期

力グループ︵GAAA︶は︑イン
ド雲叢原子力局︵DAE︶が建設米GEが主契約者に きラグナ・ベルデの敷地に建つ六
この薄霧カ月︑政櫓交代に伴う

晶の﹁ラプソディ・フ穿ルティシ 瞬四の副読変化などで決定の運れ

する高州増磁実険碧︵カダラソシ

ていたメキシコ切の原子力発蜷所

︑熱轟轟続続KW︶の次の施設屑建設の蛍還肉畜に米誌のゼネラル

モ﹂炉と同宗のアトリウム冷却炉

AECの依頼を受けて米嗣地質調制矧棒換作装照②隔心蓋とその運

ソクス計画にも鯵照した

英仏独の協ヵ体制も

糞物恒久貯蔵パイロノト︒プラン

炉フェ⁝

硬な璽掴隙化が進むこ︒にな

ど明らかにしたところによると︑

トれ設に利削で航るか調旧してい

の恒久的な廃藥驚愕旛設の本命と

王多多

吟にわたる﹁就業時の保健・安

罵際的な論議を呼んできた︒英翻

づ多

の貯蔵を考え︑カンザス州ライオ

全﹂報告惣を欝会に髭娼した︒こ

はもとより外国でもきわめて注慧

一

ンズの智塊廃抗を利難した慎久廃

れはローベン上院五識壱婁畷長と

法に越づきすべての放射性物質使

命について綿密な行政措躍を駕す る︒環境省は六〇葎の放射性物質

多多

粟貯蔵施設建設のための妓術醐な

する調資婁員会が約二年の歳月を

灌省︵原子力施設の艶認珂︶であ

用暫を登鯨させ︑薩軸物の不正廃

律のもとに抵嶺大臣は当該施設の

熱礎罰管を︑この数年蘭続けてき

深い方式︑戴数の研究鍔力を生み

えられている︒またこの法碓では

ため︑原τ力地設立入検査権が与

一般に及ぶ︒放射線賜磁の規則︑

た◎しかしこの騰定石抗利用繊想

かけて調査絃隈をまとめたもので

る︒このほかにも環境備︵放射性

放射線従事者︑七万入に

について勧轄下の
すべての閾題て原

子力安全紬問婁員

このほかこの分野では保健繍︑

葉を監議する︒

ており︑醸際原子力機関はじめ欧

防衛篇︑内島々が法的蟹務をもっ

任委愚管︑関連分野の科学暫︑政

賛余などが勧告した汗除基鵡をと

英政府が﹁就業時の保健・安全﹂

岡の定めた行蒲濁則でカバーされ

も︑施設建設による環境影響を再

廃棄物の処理処分に係る旧館︶︑

敷地での活励に付帯して派生する

大懸は原子力安全

原子力研究施設や産業上の鱈離放

と燃凱︑および保健・安全関係任

射線利隔全般に念入りな管理を謙

懲騨訟の性質と縄囲のこ煎での敬

①就業時の従機貫の保健・安全問

止の難しい個所が一部に晃出され

全密封による放射能漏れの完傘防

抗露顕構想を実質駒に断念するに

たことなどから︑AECはこの廃訂の浮野性検罰③産業凶夢︑建般

醜漁業食糧省︑スコソトランドの

研究と糊輻交換を羅礎に実旛され

り入れ︑このすべての親制が共岡

州原子力機関︑園際放射線随識釜
会︵NSAC目響
させる主因となり︑この分野の讐

府高官︑原子力薩業界代表者など

一般環境汚染以外の離審から公衆

このためAECは海嶺麟地帯のの構成員を舗設するための描躍の

闘連各雀など多くの雀がそれぞれ

歪つた︒

理技術を大いに進歩させる結露と

れている︒この法

たが︑この法律の一部に安全規則

営者の籔侵と義務を規定しだもの

た原子力施設法は︑原子力樋設運

別の法規が適用される︒二業枠内

揚所における孜射盤物質使罵には

みが適用算盤となり︑それ以外の

原磁力憾設法は特定のサイトの

学研究評級会が澱任をもつ︒

物学的効累の断定には英国では医

ることが肝饗である︒放二線の編

必要性襖附ーーなどの項昌を醐督

適地の選定を急ぐとともに︑七三

して就業していると撫定される︒

機器もしくは放射性物質に常時接

警語が盛り込

ける︒

その揚所は︑病院︑原子力研究幽

一九六五年と六九年に定められ

の婆艮で構成︶のアドバイスを受
同報告轡のうち﹁放射線防護﹂

安金を確保する上で放射線防護

関係籠述の概要は次のとおり︒

設︑軍脈︑多くの研究分聾︑新︑ハ

英国では約七万五千人が放射線

の領域で蟹任を負っている︒

リート材を用いて地上に半永久的

した︒

なった・⁝；︒

報出口書

た醐査の結果廃抗の試錐門跡の完 題レビュ⁝②憲な麗連葉例の団醐

して地質学晒に安定な岩堀顯内へ

窃漏開発の試金石として瓢税に値

るもので︑AECとしては炭好とGAAAの讃連炉研究開発と装置
ランス・グルノーブルのランジュ

いずれの方式の齪雇にせよ︑澱終

この契約はインド政府がラプソ

転装躍③構成樽取扱難醗︒

実験炉計画へ

ほどDAEとの闇に調葡した︒①
英が仏の高東

晶ーメキシコ州力iルスバドが重 究闘発および製造組立契約でこの

米囲の筒レベル放射牲廃繁物樋︸候補勉にけこれまでの謝査かち二

腿葉物縫久貯蔵施設の璽設はかな

供しあう形になる︒完成は七五年

ている︒

は八千〜一万入の就瓢が毘込㌔．恥れ

なお︑海上発醸所に胴いられる

猿子刀蒸気供寄藻齪態WHがこれ
窪でに十基受注しているアイスコ

ー州アトランチソク・シテ︷の沿

得られる④順境影響を巖少隈に止

ンデンサー付髭の四ループ︑嬉撮

岸三塀の沖禽海上︒ここに外洋側

められる⑤襟準設計の採粥と一貰

厲ﾋ性廃棄物の恒久貯蔵

㏄

を灘円形に沿岸側を職線形て臨つ

醗黛工編の鄭入で鉾照可手続ぶ備

る⑦趨度の品質保証ができるの聡

施設建設は10年鑑

よに一編翻りの懲気鎖力醤や玉万

する︒塞土へは海底ケーブルを通
縄質が醐減できるなど︒

久貯畿に関しては①冨獄層内貯蔵
施設②地ヒ工学㌧蔵施設の岡方式

役員WH︑テネコから蚤瓢蕊︶は について︑技諭旨︑経済的可鮨牲

オフシコア社︵ゼノチェラ特長

が賄えるというQオフショア祉は

査所がカ！ルスバド渠方五＋婿の

ジェントリー原発を運休

はこのほど︑教学研究簿二会がフ

子力婁奥会︵AEC︶筋がこのほ地溝の凝議厨を賜レベル放射性廃

カナダで重水が癌迫

議する地元立身の反鮒にあい︑豪

5

A鷺Cは隅レベル放射性廃棄物 にち溜レベル廃置物ドラム缶千本

十五万KW双子裂撮上原子力発 決定は十隼以上先のことになるも
躍所趨像羅
ようだ︒

エレクトリック社が発注した二

調査が進められているが︑豪語原

この海上源子力発墨所の太格導入

この糾醐を進める︒

環境間題に悩む米国では︑都市
近激立地が困難なところがらその

原子力輪鍛構愚の可能性凋褐が糟

打開策の㎜つとしてこの数年海上

パブリンク・サービス・ガス＆

七六年目工︑八○鋸運開を置途に

ージャ⁝ジー州の躍力隅要の過半

して送電され︑完成の院にはニュ

化できる⑥建設期闘が短縮でき
KWの双子型PWR発篇所を設馴醒

た吃水をつくりプラノトフ寒ーム

に慧欲を燃やしている︒

は岡艮付でこの鰹設謝醐を誌可した︒オフシ識ア祉はこれを機にフロリダ州で生渡工揚を囲えた自記

ク社との閤に世界初の海上原子力罷電所建設の比式契約む結んだ︒︸給米困原子力婁員会︵A郵C︶
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米圃のウエスチングハウス︵WH︶と米國随一の造舩企桑テネコが禽弁で新設しκオフシ3ア・パ

瀞仔かぶ

コ

初の海上原峯力発蹴断が設醗さ

；拶」

分野での一般鋸識が大勝なことは

︑
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炉する堅牢で耐腐食性のある施設
の研％開発讃画にも糖手した︒ラ
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低レベル放射線の人体に及ぼす影響が内外で大惑な関心を呼び論象も行なわれているが︑この問題
に麗し︑わが圏では来嘉慶から︑科学捜術庁放購線賑学総合研究蕨を申心にマウスとカニクイザルと
ビーグル犬を対象とした十悪無涯闘︑総額薦十億円を投じるという一大プロジェクト研究が発足する︒

晩発や遺伝など研究

瞥ぼそと研究はしていたものの︑

罵されるが︑十寒露融手聴二万騒

追求されるσマウスとラットが使

蜘慮病と鍍懸隷撮との関係などが

出の繰上げが行なわれるようにな
る便途に蟹金が用いられるもので
なけ瓦ばならず︑円金融によって
も外洋流星が期待されるものは除

ねば要望が閥雑なもの︐であるこ
と︒すなわち本凝度によりはじめ
て外貨流出︑または将来の外壁流

一︑その他基準外獺貸によら

によらないことができる〇

認める覇合は︑必ずしも蔚詑墓鵬

円貨三割の比拳で行なわれること
④例外扱い陸政府が政鑛上必要と

晴引憂しーー原則として外賀七二︑

て外輪七割︑円貨三割の比率で行
なわれること︑③外貨と円鴛の岡

ものに準拠︑外国為蟹玉慧銀行は
居住者との契約による︑②外黛貸
しと円貸しの同蒔実幽霊原則とし

利1一政府関係機関の盗塁は現行の

糊︑貸付条件①黛付期間︑金

金属︑石湘︑石油ガス︑雪虫ガス

良蜜で︑かつ上灘の異験供試体が

μ飼跨観療される計画で︑来年度

され︑こんどの研究影画がやっと

放尉線生物学の駆盤も徐々に造成

陽の冒をみるにいたったQ魔年度

ウス︑カニクイザル︑ビーグル犬

いをみることが主テーマとなろ

入など︑核種による体内出田の違

を対象とした︑プルトエウムの吸

潭薄研究では五牽匹のビーグル犬

を湘象とした一連の動物実験で総

う︒研究働設の建設は五十年度以

から約総力鋸の継続卒亭糊し︑マ

曝膿憲に閃する研究を行ない︑危

懸騨審︑遺俵的隙密および内部被

・

多多多

岡制慶は︑外貨減し対策として

多

降が予定されている︒

・

険度解価のための線羅と効渠の研
究基盤をつくるが︑あわせて人へ

多

の外挿の問題について解庚の糸口

多二

大蔵省

関係各省間で錦めこのほど豪とめ

大藏省が今隼八月に創設を決め︑

る外耳翫券の取嬉︑②鉱簗権等の

たもので︑①経緯参加を麟胸とす

取得一などに使用されるものに
阪定︑金利は径機関の現行のもの
に漁拠︑となっている︒

原子力醐係についてみると︑農
博の問題として︑今野鶴覧外務審

で緊急輸入の評家つた備麟激縮ウ

議窟iインガソル駐日米大使会談

十月一日から

九州支所開設

鍵本科学技術樒⁝報センター

臼本秘学技術日報センターは来

たる十滋一臼から︑北九州市八幡

区大蔵に同欄報センタ；の九州覧

九州地区における斜学捜術彌撮

筋を開設︑業務を開始するQ

罵要の増大あるいは中小企業に対

ビスの向上を國るため開設される

する彌報灘要の喚趨など霊室サー

もので︑岡構蝦センターの支賑と

しては大阪︑名古屋に次ぐ三つ邑

九州七隈を対象としで出版サー

のもの︒

ビスと受託サービスを行なうが︑

蔚暫では機械工学︑化学工業︑金

属工学︑原子力アイソトープ・放

ラン一万メSWUが例外扱いの貸射線心酔など九分野の科学技術文

献を半月刊︑旬刊︑月刊蟻位で速

！

す

ま

は同
ブと

ブ晦

り平黙
ス原主

⁝力降

S発緊

ル周遮
バ蹴懇

罵匡囲ノ竃毘娩ツ鳥

が哺つの目的であり︑低レベル放

ことがなく︑中には幾つかの仮定

得られず︑このための要鼻離離も

中にはこのための研究棟が発成す

として発癌に鰍窟をおき︑その他

をみつける︒晩発瞭密研究では主

で糞なかったことなどから︑醜体

種についても成功払い融旧制度の

付条件︵金利三・六二五％ノで処

響

り

一

ズ

⑳シ弁

☆緩圧ガス殴慷試験製緋鯉定嚇簾所（敷藁N。217＞

および石炭︶の輸入薗払σ

御園生蓬

にもとつく推定もあろうが︑これ

い〇一方わが瞬でも

的に十分な解明がなされていな

仏︑ソ連︑西独︑ノルウェー︑デ

一ゐ︑河川や上水浄化揚をモデル かについては︑これよで米︑．曇︑

レベルの轍灘一効果関係に関する

実施条件の艶めを行なってき紀が

採嗣︵要求は金利六％︑融蟹比箪

関する特許回報の刊行などが予選

理﹂︑米︑英︑西独三力国の化学に

務従製者のための雑誌﹁檎報讐

技徳ハイライト﹂および︑偶撮業

の動向等をニュース化した﹁海外

報︑提供するほか︑各圃科学技術
の風入等でも適用されるものとみ

理されるほか︑今後のウラン資源

粟施細闘は次のとおり︒

られている︒

一︑貸付資金の使途本郷麗催
者に対する外寅建付であって︑当
該外貨が以下の目的に使胴される

は利用者からの要望に惑えるもの

きれているQ後者の受翫ザ⁝ビス

国薩技術で閥発された完全密閉を保持する
〈由己緊密琴座〉のスリーSバルブ⑪シリーズ

射線の人体へ及ぼす影響でより正

一方︑後春の﹁血物学的危険慌
田放医研所

らを含めて将来どんな困難がある

てはいるが︑との穆酸の線蝋が︑

暴落魯︶の起こること堰口驚され

とした陵水系に聞する調査研究な
ンマーク︑オランダなど一鎖で鋭

足搬的調査は欲米での成果に蚊存

エネルギー致織上極めて蜜要な閥

現段階でみると︑鍛終決定したわ

七五％等﹀を婆求している︒

大蔵翁は九月二十日︑外貨貸し
制度の箋施細閉を決め︑二十一日
外圏為薔公諏銀行︑金鵬鉱物探鉱

哺︑海外隠接投資等①経蛍葛

ものであること︒

で︑纒写︑翻駅︑調査︑クリアリ

ングのほか︑医学文献あるいは理

工学文献の検索サービスなどが予

定されている︒

原予力を活かす平田のバルブ

棟を建設︵四†八年忌︶するなど
査力葎間を圏標に一応の成桀を得

の推定﹂研究では︑とくに原子力

どの研究は

畏談こん

か理解しにくい点もあろう︒長鋤

長期戦とし
ての構えを

施設箸から麟水ぎれる低レベル放

的な闇題としてじっくりと構えた

憾畢力黙認会としてもとりあげた

確を瑚そうというものだ︒かって

鮒線の入体に及ぼす彫揮の詞査が

より人への

動物笑鹸に

る方針︒

霊線題Q︻般に︑長期醐低レベル

ルドでの箋験を奏するなど放慰

ている離職規模での研究やフィー

研究の推進か二二た︒

放射線下で彼隣した弓合には発顎

子力委異会の﹁理境・安全尊門部

難耀被曝線量推定手法も

︵由血病を含む︶や加令現黛︵← 談測線愚を推計しようということ

会﹂で乱戦協力を霞む大所︑嵩所

欝命短瀬のような晩矯臆諮や逡伝

瀬年︑わが願では原子力発蹴を

からの貝体的検酎が進められてい

どが行なわれるQ璽験翌とフィー

慧研究か工められているものの︑

部四獣がほ

中心とする大規模原子力謝発利用

るが︑岡都会の中飛興信を待って

⁝股公衆がそれによって受ける内 総含国財﹂に掴魅︑以降︑濁立試
ルドとの鷹貸馬強化するため那珂

尹風s
︑︑多ラ

︐多

どの・．軌う︑思懸醤を人体に及ぼすの

が急逮に進展する傾向にあり︑こ

十︻月頃憲でには﹁銀子力特窟

験研究機闘あるいは大学による協

盤態学的な調理研究が進められる

される放射瞥物質の量も増大し︑

れに伴い各種施設から環麗に日出

・外部被曝もこれまでより以士に

その垂氷の衛無を含め︑まだ属学

・︑多多ラ

なお︑題塵雀は昭和四十八難度

するはかなかった︒しかし簸近︑

溝の臨海翼験揚隣接地に日食研席

すなわち︑こんどの研究は輿体

赴が醜られる力剣であるQ

附には﹁被曝線鍛の総合的翫定﹂

．多多多

剣の五〇％主張となっていること

蟹比率七五％の要求に鮒し大難雀

鉱促進麟蝦鯛の海外融饗牌十一茜

予鐸要求に関逮し︑来葺度の金探

題となってくるQこのため眸年︑

蚤でなく企業別融資になりそうな

けではないが︑プロジェクト別融

く︒貝体的には①薪規︵既往の投資
る予定り遺伝避難研冤では常晴約
等からの冠り換えでない︶の案件
ヂ匹のカニクイザルを飼育し︑そ
であること︑②貸付外貨が必ず國
の生湘細抱や三綱胞の染魯体疑鵠
外こ爵轟されること︑したがって
から瞬霧を研究する︒来郊歴以降 投淡資金の20本邦からの輸出に
見合うことが明らかなものは︑本
に研究棟が建設される︒内部糠曝
制慶の対象となる黛付を行なうに
要すろ療金の計鷺から除かれる︒

力などこの研究の総内的強力な推

諸施設から排出される低レベル放

んよぴ﹁生物学駒危険度の挺定﹂

機会と線蝋の多くなることが予想

射盤物質の挙動については︑被曝

に二大別きれ︑とくに齪著では放

︑多

多

・凝と

されている︒しかし︑こうした

緑澱の総合的鍬驚とあわせ︑人体

酎性物質の陸・海︒空中での挙動
が明らかにされ︑施設周辺住罠の

に及ぼす影蟹についてはほとんど

放医研を中心としたこんどの研

される︒五内の周地的影囎が当繭

板曝線蝕堪定のための手法が確立

繹明されていないのが現状︒

られるもので︑醤衆の放射線隊讐
の諜勉とされており︑ここではま

究は︑こうした檎勢を背畏に進め

から︸艘公衆を守ると岡蒔に︑環

二重 多多

ずそのモデル地区として粟海村周

多多

臆簾全に対する琶会的硬譜にも応

多多多多

辺擬麓を秘策に︑すでに濾夢され

多多多

えていこうとするもの︒すでに原
−昏睡多多

に対する民闘企業のリスク軽減の

会原子力鄙会は︑ウラン撰鉱活動︸こと︑窪た茜ドイツ並邸として融

ため︑癒ドイソで採用されたよう

などから︑鍛悪の覇合属制麗は内

1一との綴告を行ない︑これが契 容的にかなり後退したものになる

な成功払い融蟹制歴の翻設が必要

雲のうち︑ウランについては捧︑

麟業圃分財政嚢融蜜計画で︑全体

とみられている︒

融照条件は未定ながらも岡翻度の

枠ニナ六億円とし︑ウランのほか

機となって領導塵から金観鉱物探

新設が認められた︒以来繭雀闘で

原子力婁奥尻海外ウラン獲澱確保

を持つ︒また同調査会は︑現在世

謀ソケル︑クロウム︑銅など八鉱

対策懇談会︑剣樹エネルギー調査

碧ユニオン・カーバイド社と結ん

濃縮調査会への

ラン本給がひつ慰する︑とされて
いるところがら︑この安定確保の

界で判九八○年代前栄に︑濃縮ウ

する契胸にもとづき︑契約金鰍約

ためわが繍が︑国際滅縮莱岡工面

術的・経済酌警麗麗題の縄葦に慰

追加出資決める

ニチハ百万円のうちの一部負担を

行なった︒尉象となる外鰐貸し爽

促講業圃などに同剛勇の証明磁

施櫛関は︑外国為欝公認銀行︑金

加を鼠的とする列貨証券の取得︑
②貸付け︑③海 外支店︵含諮嶺
所︶の設蔽および運営に必要な資
輔︑論義の照要物贅︵金属鉱物

金︑④鉱業権等の取得︒

〒105東京都港区薪橋4・一r目9番笥閉志野（03）431−5176
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なお意見 調 整 離 郷

なお︑現時点での合慧燕のうち

九乱闘社蝿会

検討する︑としてさきに二刀中央

蹴画へ参矯する賜合の遜本方針を

研究所に設躍され沈︒

探雛覆髄のほか︑日本輸出入銀

羅金︒

行︑膏油開発公団︑海外経済協力

じ条件で作られてい

《原子炉》

カ
子

原
﹁引ソ拠鉱・成功払い鋤鍬

原乎力発竈臨画の避展に伴い︑

金利︑企業別融資等で合意
通産省と大蔵雀醐のウラン探鉱活動に対する成功払い融融制度の︸

利分︶にプラスαを加えての返済

蒔点から八年閥据え鷹き︑ナ鎌継

対象地域は︑今年麗とりあえず先

蟹力業界は九月二士員の社長三

で・ウラン難番謡会︵横些したもの・難壁繁餐中・

鷹楽界も引き動ける︑として決窟

だ︑ウラン濃縮燭際共圃工揚の技

異施条件の誌めは︑峯初園標とした六月が大幅に遅れ︑十月以後に今後ウラン発源の確保がわが醐の
もちこされることになった︒

を主張しているようだQつ盗り︑

成功した掲合融貰金額︵プラス金

のは︑金型ハ・五％︵当初逓塵省

大藏省は図図した場禽の貸し騰れ

現段階で醗無罪が禽藤している

ロジ晶クト別融資︶︑鰐象地域は

は六％要求︶︑企業別触蝦︵闘プ

で返済︑対象となるのは地質調査

るものとみられている︒

本職度はとりあえず先進國︵悶先 分をプラス碇で補なおうとしてい

の段階から生産活鋤に入る萌の段

が︑今後発展途上国でも有望プロ

進醐を総懸としてスタートさせる

進︑琵展途上国の双方︶︑融彊の

階︑つ縛り企業探鉱段階茨で 一

ジ鵬クトが期待できることから︑

難に対する分指金鍵﹂寄継餅慰蕪

などであるG一方夫禽悪点は︑融

なお︑契約金額は蟷磁界︑メー

金利等は各機関に準処

、

発凝議上灘も対象とするか否かは

ことになっているQ

カー︑原蟷︑鷺発などで分担する

騒認バノレ

鹸に供されるビーグル犬

腎
曹・
りのりり

蟹比灘で通産省側の七五％要求に

蒸鼠講鵬醜瞳黙認翻臨御墾急難

一原子力は例外扱いも

難灘
細謹墾／

筑ご露ウ

ぐ温
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来年麗以後愈らに検附を行なう予
対し大蔵幾側は五〇％番主張して
いること︒象た大蔵省は︑擬鉱に 建である︒

外貨貸し懲悪決まる
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澱本原子力薩業会議の原子動力研究会年会が九月六︑七の両臓︑東京・赤坂の都道矯県会館蝉

ていることを特徽とし︑さらに︑

防止することが憂上な要舗となっ

ではあるが︑甚しい分析によって

人もが薯え︑論識されていたこと

う発想である︒これは従来から何

差の解消とを同蕗に行なおうとい

殿原ム産慨原か動

麟
中麗熱目方弐が必要になるかもし
れないと述べ︑その対応策︑影響
に雷及し︑還元プロセス︒電炉選

元などについて述べたのには無懸

雛．

籍承

無論

く

難囎

氏顎寒

呼総潔

轟離

羅

も多大の共感を抱いた︒ここでも

磁熱産金か高温断熱材とそれらを
活用した新⁝技術方式の出現が結周

その成否を支配することとなるか
ら︑それらの慮主開発と同賄に世

界の動向に注馴し︑つねに計團の
見なおしを恐れてはならないよう
に感じられた︒この講演に対して
は多数の乙訓が集中したが︑それ
はこの閤鷺がわれわれの身鉱かに
迫ったものとして大方に受取られ
ている︑なによりのしるしであろ
うQ

瞥輪講 繋︒蹴隷

塁壁

今度の列厨改造に当たって線画的

もっと認誠すべきである︒これが

払大防止などで利点の多いことを

る可能牲が十分掘蜜っていること

変化にともなってそれらの実現す

の活用面が残されており︑縛代の

と思い込まれた分野にも案外多く

ピアに一三近づく賑を想像し︑そ

は申すまでもないが︑從来湾えら

帥雛島

二

勺猷

鍛近︑科学技術の開発が急逮に

クノロジー・アセスメントの方は

が醤通であるが︑これに対してテ

好豪しくない副次的影響が顕在化

都市の過密化︑人闘疎外といった

による大気汚染などの環境汚染︑

トは︑それらの評価の上に︑社会他方︑山いもかけぬ妊遷しくない

対し︑テクノロジ⁝．アセスメン

よびその経済性に費しているのににつれて︑一方で︑人論の生活を

の違いは︑従来のそれが︑技術お

来から行なわれていろ捜術諦緬と

獅しい技術が開発︑導入される

北岡

○警

科学技術のもつプラス面とマイナ

ある︑と考えられる︒このことは入汝に技術のもつ恐ろしさの辛面

的な観点から評価するという点に

性︑人間監あるいは︑ぴこらに多角

してきているQいわゆる公急は︑

インパクトをもたらすものも路頚

価﹂とも訳されている︒このよう
テクノロジー︒アセスメントの縷

︒人嗣的観点が入っているので︑

であるが︑騨価のために︑社会的

は生じている︒例えば︑入闘の心

他の繍でもマイナスのインパクト

その評価は︑非常に困瓢なものと理面への影響などは︑一艇的には

に社会性や人聞性という立場を含

からは無視できないものもある︒

なっている︒それは︑罫価の尺度無視されているが︑長期酌な観点

独り歩きをす︸希代から︑技術以

このように︑技術が技術たけでの
入間の価値観︑企業の価仇観あ

んでいるからでもある︒

わち︑蔓立の技術評価は窯として

のものであるとはいえない︒すな

遺り︑従来の技術坪価と全く岡︷

が︑﹁社会的評価﹂と訳語が承す

いないが︑この報告ではテクノロ

的な対処方法を検幽するに簗って

であるかの示唆にとど掛り︑轟体

様性への対処の仕方がいかに隔難

科技庁の事例研究では価低鰯の多

縫失を評価し︑それを意思決定管

多颪的に把握し︑代後手段の春菊

科学技術の及ぼす影響を総合陶︑

ノロジー・アセスメントであり︑

要である︒そのための手段がテク

礁ちにわかるものではなく︑これ

化雲ろ把象るかというこ巌・なおつアクノ・ジ；．アセス露

かどうか・階代による心置規の笈ト登揚の留衆となっている︒

の価値観に雨雲の尺度があるものとが︑テクノロジー．アセスメン

それぞれ違うものである︒これら

しだした時代へと移行し始めたこ

原畢炉の高温性泥ももちろん前

①その技術の倉襯的性⑫蟹源配分

るいは社会冷係としての価領観は外のあらゆる分野との関漣を謙識

提条件として必須であるが︑安全

ものである⁝1と︒このように説 れることになっている︒

に握示することを竃な闘的とする

ることは明白である︒

け

一口ooけ触￠ヨ
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O原子力白馬︑照和47礎版︵原子

！；原註資料霊便りーー

ある︒

藷氏︑匹深くおわび申上げる次第で

は罷銚としての煮任であり︑愛護

分な質疑慰答ができなかったこと

おわりに当日引墨切れのため十

ったりした︒

いて︑にわかに深刻な現実に立返

べき関係者としての礎任に気がつ

であった︒あるいはそれを支える

認の︑鵜もかげが去来していたよう

と︑暖かく︑平和で快適な日本列

将来の原子力にかける大きな夢

さしこむころ︑珍二者の脳裡には

初秋の夕日がやわらかく窓べに

が強調された︒

に取入れられ︑臼本が翼にユート

の日の一βも早く到来することが
里まれるわけである︒

既定路線の見な
おしも必要な時
以上三氏の講演とその後の討論
の一郭をあわせて門門すれは︑三
聖路放した核エネルギーは余すと
ころなく︑有効に利用し︑かつ最
近の社会的な強い要舗である無二

轡︑高い侶頼性︑地域母国などの

いが︑そのためには︑羅と富スト

原則に舎敷させていかねばならな

のみの追求でははなはた不十分で
あるということである︒たとえ従

これを再び見なおして検討すべき

来かちの既定の路線であっても︑
ならば︑極めて高い安全盤や放出

秋がきており︑キメの細かな配慮

明解に説製したQなかでも個人所 ガス冷却炉が蟷刀併給で使われた
得が葬閥八十万円に到達した時点

放射能の伽い点や断鋭タービンが

の上に立って︑原理に忠実に多角

列島改造計画に

で︑集中暖房が実規されてきたと

的な利用を進めるべさであると主

集申暖房方式を

この国璽に貞に打ってつけのもの

そのまま使える点などからして︑

の資料やそれに用いた解析の結

彊されたと受取った︒そして多く

でもその実屍は夢物語りでなく︑

であるような気がしてならなかっ

いう欧州の異例をあげて︑わが麟

た︒一人の高温ガス買屋の白畳夢

吉田茂は︑﹁地域冷曖欝への原

ことは印敏的であった︒

営業附騒葡に迫っていると述べた

子刀の刹用﹂と題し︑わが園では

ついて︑豪ず︑先進製薬における

非業に立読れていた地域冷緩灘に

安全性の蔑い原子炉が欲しいと

れていなかった方面︑無理である

果︑幾多の新材料の開発やそれを
いう点からは︑軽水炉でよいわけ

さらに石独スト⁝ブによる麗災の

式によれば︑緋気公憲︑スモソグ

であろうか︒

笑施例から説明し︑計圃モデル設

であるが︑このお話しを聞きなが

駆使する新技術方式が必要なこと

定芋法︑熱併給鮎憂欝︑原子力発

ら蜷者は︑ペブルペッド型の高温

それにしてもこの藥巾冷曖房方

つき︑経済性を折込んで嬰領よく

奮別の利罵の可能性と条件などに

進展するにつれ︑﹁テクノロジー

こうした視点のほかに︑さらに歓

し︑これらの藩論解決が求められ

且泉

・アセスメント﹂なる醤集が︑所

会や人閥に及ぼす影鞍についての

るようになっている︒そのために
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々折々︑よく聞かれ︑政府による

評緬を行なおうという鼠的をもも
っている︒

ス面にも懸齢して︑技術が社会に

物質綿な謹で豊かにさせてきたが
事例研究も行なわれているが︑こ

膣藁・高価建築︑コンピュータ

し︑懸彫響の生じるおそれがある

及ぼす影響を総高的に把握︑評価

の山藥の意味するところはどんな

利昭教衡システム︵科技庁︶およ

ところにあるのか︑その概愈と背

び原子力製鉄︵通産繍︶について

駆使して︑今回は﹁高温ガス冷却

に︑鑓本語としての定訳は現在の

ちょっとした粗違と蕩えられがちを窪ざ謹ざと見せつけたが︑その

1一◇一1

念

き

暴について紹介する︒

概

日本語では﹁技術の再点検﹂蜜た

⁝⁝

すもので聞疑はすでに昭和四十四

炉を中心としたコンビナート﹂と

例研究が昨焦行なわれたQとくに れを最少隈に食い止める手段が必

ゲ⁝その概念と

乱闘輸欄
は﹁技術の撃荊辞価﹂などといわ

テクノロジー・アセスメントは
余田疵は長年︑畷子炉を中心と

れ︑あるいは﹁技

庫ごろからこの悶題を燦璽に解析

ところないといってよいくらいだ

ウシ垂負

ニステージの國綴として多くの努

題し︑製鉄プロセスを例に技術的

背景

力がなされているのが現状で あ

し︑論説をものしているが︑その

闇題および経済性を寒しく脱明し

性・花稲性を今一震薄検討し尽く

ジー︒アセスメントを次のように

漏合には︑対応策を検討して︑そ

るりこれらが違成されれば︑エネ

要霞を蟻日︑提諮の形で出された

る莫大な療子力発穰所の麗脇︵蚕

驚義している︒すなわち科学技術

た︒

紙換編︶を積極的に窟嘱すること

すべきで︑そのような点に立つと

の

その第一は︑六〇％以上に馨

現在の社会構鋤をみると︑蕉か

により︑馳公害の防止と広域融雪

の視点から評緬が行なわれる

の鰻纐化⑭その技術の効率健など

支えるに足る一大動力源となりう

に一つの転換期にさしかかってい

rや災中疇房による憲冷地の地域格 刈用旧無航しおい一若牲低下しても

使われたのが簸柳である︒

らの研究は・食の欝に霧らに議下鷺紫輩宙欝会で

ント﹂という管笛︷は昭潤四十一奪

るσもちろんそれは公轡や災勝る
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脚豪れ・年間鑑・ての藻悉各グルき・に分かれて馨藁・箋・峯噛
︵

M

例の列鵬改造論などとも関連する

その第二は︑地球上の酸素の不
足傾圓から論じて︑原子力エネル
ギーの撞体量挫を利用する各種萬
温度工業に薩結した用強の聞発を
霊出した︒高適︵増殖︶飼による
この構想は極めて大胆なもので︑
やや着きの閻題と山け虫める向き

︑瀞財

もあったようであるが︑科学技術
の康則を忠実に解析した点で大方

第一の利剛方法に対しては商温

の納得を得られたようである︒

馳絶縁材などの技衛の発違が待た

水の遠距離輸送のための配管や︑

れ︑後気では新しい各種の超高級

いことが強調された︒

材料の開発に帰するところが大き

高温ガス炉によ

嘱

ルギーのコストはさらに樋下し︑

術の祉会的評

で活躍された難圃な知昆と資料を

する工築コンビナート翫固の分野

るコンビナート

懸鯉

麟

V後には︑とくに本年慶の統一テーマとして取上げられた﹁原子力の多角利胴﹂につきシンポジ

︑

焔・ムが復われ菱奪は園・萎・ムの髪つ・馨れた東京嚢拳叢・簗禅
嫡

鳩弘茂氏をわずらわし︑その舞霧介する︒

シンポジウムのテーマについては

わけであるが︑地域絡差をあらゆ
その訂能性が主張され︑蔚断を以

・︐竃〜︐号3亀；鈴︐︸罵︸監3鱒鴇塾89雪ρ㌔﹂亀︐乳＝．t号の亀393鴇︐器零8●零8︒39㍉﹂鑑︑o亀︐篭鷺9乳薯ρ㌔﹂竃︐亀︐魯事8じ亀ρも電σ監︸こ︐L38●β

各研究グ ル ー プ が そ れ ぞ れ の 持 ち

る面において是正し︑国民全体が

し︸竃︸審3亀笥︒鑑塾

場におい て で き る だ け 協 力 し ︑ 主

﹁原争 力 の 多 角 山 門 ﹂ と 摩 す る

幹グルー プ が 取 り 獣 と め た わ け で
て実行に踏み戯すべきであると述

配慮された施筑が要求されつつあ

べた点で︑注解を洛びた．

平等に文明の恩患に浴しうるよう

玄顔講された諸氏の所属するグル

木

弘

茂

あるが︑ 聞 く と こ ろ に よ れ ば ︑ 幽

ープで大 半 の 作 業 が 遷 行 さ れ た よ
うで︑こ こ に 改 め て そ れ ら の 方 々
の労を多としたい︒

このシ ン ポ ジ ウ ム は ︑ 高 目 実 疑
︵輪軸中央研究所︶︑余田陽一氏

︵新B本製鉄︶および︑欝田弘氏
︵繭松建設︶がつぎつぎと講演さ

出され︑熱心な翼疑応捲が繰返さ

れた後︑滲加者から質闘︑意見が

れて極めて盛況であった︒ただ内
容の鐙當さに較へると罵態された
時間が如何にも少なく今一渉食い
足りなさが感じられたのが残愈で
あった︒

廃熱利用で熱公害
の防止や広域融雪

メ

つつある︒火力発電と競悲しうる

ることであるQ鳳子力開発もこの

騨㈹酬聞酬

｝

子

原
萬繭氏はまず原子力の﹁多角利
用﹂と欝う新しい醤蘂から脱ぎお
こし総摺的な提案を行なった︒

原芋力平涌利用は使い由された

キ

コストで電気エネルギ⁝を盟醤に

とを憲れてはならないわけであ

饗

o

ように冤受けられた︒

紬橋氏の霊強は実にここに根ざ

る︒

方醸に一つの大きな便命のあるこ

炉︑堰殖炉の開発および熱効率の

に核壷源の有効利用を開指す転換

蘇蝶大学鞭鈴

供給できる段纏に立ち董つた︒次

形で一己その切所の同門を達成し

留纂であるが︑原子力発臨という

細かな利御法を

撒的にり今後の人類文化の興隆を

向上を揮う高温ガス炉の幽歳を錯

r原子力の多角利用」シンポジウム（原動研年会から）
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