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近く合弁会社を設立

出馬するt一などとなっている︒
誘程腫を入手することとなるもよ

ウランで郊間平均千酉ショート・

めの技術金畿がもたれた︒この紬
梁・多少のバラツキはあるが総じ
て爾品位︑大型鉱昧の賦存するこ
となどがわかり︑新しく現地に盆
弁会祉を設立して本格的な探鉱開
発に乗り出すこととなったもの︒
現地鉱床は堆積型で比較的浅い

原子力局長瓢
技⁝

に牟田口氏科⁝

分析研轟件で入壌異動
科挙技術庁は二月五日付で人嶺
異観を行ない︑田冨茂文原子力局
畏の辞職を承認するとともに︑後

となった長宮宙麗長は︑後任が深

まるまで武安義光禦腰縄富が珊務

取扱いを行なう︒このほか原子力

置放尉能課擾の柴田昌文氏を擾窟

吉村鷹光戎︵長官窟房総務謙藁補

官房付に蝦腰換えし︑同諜長には

今回の人摺翼動は︑国会で問題

俊︶を昇僅させた︒

も大きな影響を与えそうだ︒

した形となったが︑同庁の土気に

科技庁幹部の辞職間題に窪で雛展

長は璽迭となったもの︒同摺律は

から田竃局長は引澱辞職・柴田諜

た優麗でハ監懸不†分の澱任問題

になった︑日本分析化学研究駈の

所にウランの賦存することが仏C

干深いためご颪五十層落穴の斜坑

用上の諸聞題について内外の識語

回図で︑エネルギー危機の中にお

換しようというもの︒今回は第七

ける原子力の果たす役翻と︑その

た愈向も批准纂件の国会提出に大
影響力

セプタンスの問題が横磯テーマと

遂行上不可欠なパブリック・アク

化へのいたずらな国際蒼蒼の爾ま

ンがもたれ︑エクランドーAEA

会では開鍛を詠む六つのセッショ

た仮プログラムによると︑今回大

藥備委農会でこれまでに間まっ

なっている︒

科技庁はともかく︑外務雀筋が

Pτ批准が遅れることによる講和

早期批准を期している襲には︑N

うだ︒

きな

を及ぼしているよ

宮の﹁NPT批准は慎蟹に﹂とし ︒導門家が兇解を表明︑悪兇を交

磯なくされた格好︒森山科技庁長

縛

データねつ造珊件に対してとられ

を掘り工房式を用いた坑内掘りで

鳩

冬〆

発令した︒これにともなって空賭

黛余りにわたる調査を行なってき
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洋
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EAの蟹前調査で確かめられてお 任に牟田口溢央氏︵長宮窟房撰︶を
り・当該地から北藥約十覧詩層の
所ではすでに数竜前からソマイル

で操粟申だ︒しかしこれと姥較し

社が露天掘り︵アーリット鉱山︶

た︒この間︑約四百三十本・総延

採掘されるもよう︒開発条件が思

た蠣合︑アクータ地域の鉱厳は若

馬瀬一一十試癖に及ぶ試錐のほか︑

等での黄金のかさみが懸念された

い反面︑内陸避地のため螢材輸送
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西

への懸

利用開発への影響のほか︑核武装

りによる

環本の孤立化

念などがあるようだ︒このままだ

ー問題と原子力の役劉﹂など特別

と︑来年五月開かれるNPT再検覇務総長による門心界のエネルギ

セッションのうち︑一﹁エネルギ

講演も鼠つが計画されているQ各

討会議︑これに先がけ宝庫二月
︵薄日から石蚤︶︑七月︑九月の

ー危機と原子力開発﹂︑四﹇核燃

三度にわたり開かれる再検酎会議
準備会にも出席できない︒二つの

会議がいずれも︑NPT批准国に籾サイクルの課題﹂︑近﹁これか

シンポジウム︒とくにセッション

らの原子力濫発政策﹂はいずれも

ッション一では﹁罠期翻画のあり

れており︑各党と現在交渉申︒セ

問題点を絞った冤解表明が期待さ

撮編に焦点が当てられたもので︑

五は園牛島覚による開発政策への

﹁これで納得するだろうか﹂とし よって構成されることになってい

の三聖いだ扁としているものの︑

ことになったといういきさつがあ

を失するとして憂慮されている︒

るだけに︑悪寒主張のための機会
になるのではないか﹂として焦二

この保障搭圃センター構想

万﹂︑﹁エネルギーと地域袖会﹂

ご

番を強めている︒再開国会での外

﹁査察内容はいっそう厳しいもの

外務卿筋では﹁結局はIAEAが
と国の強い主張もあって開かれる

て︑とまどいの色も濃い︒とくに

るからだ︒とくに再検酎会議はわ

人

が﹁経済性は十分にある偏という︒

理試験などが行なわれたが︑昨奪

〜

響求でに全て終了︑評価検討のた

水貫地貸黄落︑探鉱研究︑鉱石処

埋藏可能地域を対象にこれ塞で三

籏￠馬謝79年から 生産開始へ
海外ウラン黛源開楽践祉︵鈴木鐙照社擾︶は一日︑﹁仏原子力庁およびニジェール共和国政府との
三者によるニジェールでのウラン資源共晶探鉱開雛にメドを篠︑現地合弁会社を設立することで合愈
に達したため︑これに伴う墓園賭契約が締結された﹂と発差した︒それによると︑新会社は所璽の雌
備を経て四月か五月に発足︑順調にいけば一九七九年からウラン生薩を開始する計画だ︒わが圏のウ

て簸州など対象に相次いで進出しているが︑こんどの醗画が成功すれば︑その初のケースとなる︒

新会社は今後とり急ぎ業風の選
う︒十五無以上は融業可能︑当面

二・一嵩％︑八一瓢酸化

任や会社諜報などについて検討︑
の探鉱開発費として総額二百十罐

とされ︑国内体制整

交演説で大平外根はNPT保陳措歌舞 の波紋は次第にその輪を拡

畳目変化
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の計画だが︑こ

など騰つの発嚢のほか︑米原産代
本格交渉開始
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原型犀次大会は原子力開発利

ン艘縮と再処理に関する聞題点と

十日頃決定する畢定︒

なお︑鍛終プログラムは二月二

ネル討論会も開かれる︒動力炉関

ンスなどに関する発表があり︑パ

や騨価︑パブリック・アクセプタ

国の轡門家による安盆性の湾え万

の目玉の一つで︑日︑来︑西独各

ずれも講潰︒蜜盆問題は今回大会

望﹂と岡⁝二﹁原子力の熱熱﹂はい

セッションニ﹁動力炉開発の展

が︑それぞれ予定されている︒

AEAがどう受け止めるかによっ将来展望などについての発表など

うしたわが国の

表の講演・セッション四ではウラ

げつつある︒外務欝は今月末から
﹁所要の躍備を進める﹂と述べ︑

躍協定の締結交渉を開始するべく

今国会へ

批准察件提出をネライながらも︑
解釈の仕方によっては
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て︑禦態は一二深刻な局面を迎え
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ともとれる︑幅
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ることになろう︒
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をもった表現で対処することを余

沒s参加登録も開始

準備すすむ年次大会
識︑これに引続くIAEAとの保
障描躍協定予備交渉で翻められた

弘電縫総裁︶によるプログラム編

たものだけに︑﹁IAEAには査
五日︑六日︑七日の三B闘︑棄票成など諸準備は着次と進み︑この

﹁原産年灰大金﹂が采たる三月

についてもより簡素・総理化され
㌧
にものができ︑他国︵とくにユー

︒内幸町のイイノホ1ルで膳かれ

るが︑華備婁蝦会︵委員畏︒大堀

ほど参加登録が開始された︒

トラム︶との平等性確保にも兇通

とも考えられてい

三指

聾する﹂とした薫製がある反麺︑

一定要件

﹁地域あるいは國厳位での査察﹂
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察の孚段ではなく︑活動内容を璽
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総結了騒の四
府が三 一 ％ ︑ O U R D が 二 五 ％ を

淡定をみた上︑四月か五月頃には
円程度が試算されているが︑この

うちOURDの負握分はその三分

発遷の兇通しで︑今年中には採掘
設備や粗製錬工場︑付置施設︑イ

ニジェールでのウランの資源共

の一となっている︒

要件

ところが︑査察平等性確傑のた

核兵器不拡散条約︵NPT︶が︻にあったため︑といわれている︒
昨無懸国会での田中二相巨霊表流

めの

備の一環として設立が考えられて

で四年ぶりに國会へ提出︑批准が
求められることになったとして注

いた精殊法人﹁日本原子力保騨措
國センター扁構想に︑四十九葎度予

目されていたが︑その後︑わが国
における国内査察体制で傭勢の変

が︑このセンターは昨秋東票で開

査察体制がとられることになった

日増七人で従来還り国薗らによる

国をみることになった︒絃周︑人

らクレームがつき︑こ破蝉の憂き

算編成の段階で行政管理庁などか

の公

化があったため︑ここにきて批准

見送り

算が大きくなるなど微妙に揺れ始

案件の国会提出は

めている︒

批准に積極的な外務雀はもとよ

琿縮や安全保障面での逸展があっ

効後これまでに︑核傑混同による

出で恵向を間めたのは︑NPT発かれたIAEA保障描隠田門家山

り︑誼相が今国会への批准薬件提
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新会社設立に関する契約は二月

にも麟芋する計画だ︒順調にいけ

一日︑仏原子力庁︵CEA︶でン
行フラストラクチャーなどの建設
なわれた︒海外ウラン蟹源開発会

びかけに応えたもの︒一九七〇鎌
六月置ミ番が共陶で探鉱開発のた

同探鉱開発は︑仏CEAからの呼

次拡隈の謝画だが︑粗鉱ベースで

めの新細織﹁アク満堂愛翫﹂をつ
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畏︑ニジェール国からノマ口占鉱
山地質水理根がそれぞれ出席︑曲
名調印したが︑契約によると︑新
会社ほ①社名を門アクータ鉱藁株

応じ引取るが︑ニジェール国が不

る︒坐得物は新会枕の出超比議に
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踊り場

に来た
った頃であった︒この﹁關発

うえに︑全般的な不況が露な

の建設が発表された昭和四十

の中だるみ﹂現象は置傘上騰

分野の僚獲が霧しい︒原子力關係技術暫

必要な供給懸について︑ソ遮は現

本もNPTに拙准ずるだろうとい理事的に歓談した︒視察先で︑モ

い︑とした背蟹には︑いつれは日

団は︑日末の各地で各禰の人々と

とも名欝はともかく︑鍵質的には檸遇す

も十分ある︒瑚在の工堀能力につ

在の選点で︑墨壷を供給する能力

い③契約万法は長期契約を歓迎す

いてはソ遡の購悩から説明できな

側の魎向を察して︑モロホフ団長

力や条件を引き出そうとする日本

この脇門会議では︑陽型附な能

期せずして

凝せたし︑敦蟹での歓迎の庸では

のユーモアについて舗ずる余裕を

作蒙・チェホフ

におけるこの傾向は︑翌近三度における

う期衡も込められているようだ︒

っても︑依然として続くことが予想され

るが︑スポット契約も可能である

ロホフ団畏は

ることが予想される︒この鰹滞のきざし
支出・売上げの鈍化が予想される巾にあ

ている︒これらのことは・雌伏の階期を

一部原子力発電建設計画の遅延︑新規発

は・いうまでにもなく礫境問題等による

むかえつつある原子力藍果が︑繕来へか

われている軽水炉の安全性︑環境への影
せられた磯任は恋すます羅大化しつつあ

源の乏しいわが国にとって︑原子力に課

は必璽だが︑核拡敬防止条約︵K 彼女の部麗まで冤せてくれること

れるので︑︷A露Aとの取り決め な恋愛をずれば︑無齢はもとより

︵IAEA︶の保障描墜下にお罐
か力副社長は﹁そのこ婦人と織烈

響というかだちであらわれている︒この

PT︶批准︑日ソ原子力協定の締 になるでしょう偏と応ずるなど︑

九七五奪一一九九〇年に敵襲な鑓

人々と内謁を交えるという日ソ双

の施設を視察し︑より広い範囲の

十鰹余りの短期間に︑より多く

爆裂が懸るなどの交歓風蟹もみら

ーシャ

臼ソ交歓のひとコマ

ロシア民翻・カチュ

いま︑原子力魔灘がむかえつつある曲

なもの

④濃縮サtビスに関しては︑国象 が 妙齢のご婦人の年を闇くよう

注の落ち込みを反映したものである︒

かわせば︑座長を勤めた田巾策京

の肇が・醤来の豊川にそなえて総懸の

三＋一年から四＋年までの†鎌間はこ

年まで続いだ︒

原子力産業
望⁝ 日本原子力塵鎚金議が昭和四
獅†七無度の原子力鷲臨 監 懸 露 盤
けての能力向上のために地道な努力を行
睨の蟹甥協定が基礎となりうる︒

基礎固めを行なった時期で・わずかな購

展⁝を幽した・今回の嚢にあら
り角は︑原子力発墨の惣罪な灘展に伴う
なっていこうとする姿としてとらえるこ

われた原子力廉築の姿は︑きわめて勲的

っている一i一塁の見噛しに起因するも

とウイットに麗む表現で

Il他のいかなる慧成擾にも宿命的に伴

契約条件としては国際原子力機関

究開発投資を純なつだ期闇であっだ︒

嚢にもかかわらず︑必要な設備投籏︑研

ご度めの変動は原子力発駕所の梱次ぐ

る︒われわれがエネルギーを必要とする

石組危機を契機として︑エネルギ竃資

とができる︒

かつ劇的である︒それは期待と不安︑上

発注︑魑工が行なわれた昭和四十一年で
結累の適確な評価こそ︑原子力発電晴代

のである︒その見翻しは例えば︑現在周

書と鯵滞︑動と欝︑開と晒が交馴してお

た原子刀産簗が・ここに一つの踊り煽を

り︑近事急盛塩に階段をかけのぼってき

あった︒この薙から支出・売上︑人麟は

F粥

当別即妙のやりとりもあった︒

この爾査は原産が︑わが国原子力平和

むかえた姿とみることができる︒

ていない︑などの欝を明らかに

結がないと契約できないとは溜え

したが︑これには着手の補足説明

以上︑原子力肇の健全な発展とこの産

給しうるかどうかは︑わが国の将来を茂

がいるようだ︒

業が安定かつクリーンなエネルギーを供

右するものといっても過誘であるまい︒

い諜題である︒

この離職解決への原子力産業の姿勢

原子力開発における問題は多様だが︑な

をむかえるために挑戦しなければならな

りつめてきた︒まさに天を突く勢いであ

れている︒

も・今回の実態調蒼の甲に如実に反映さ

四十七年まで垂瞳に近い上昇カーブで興

る︒そしてい塞・わが国原子力産築はま

惣激に囎加し囎め︑今回調査時点の昭和

毎年異施しているもので︑これまでの経

た新たな︑過玄と異なった恵味でのター

利用開発の魑手された昭和三十一年から

緯をみると臼本の原子力鷹粟は薫出︑売

を瑚荏の寒点で︑供給ずる能力も

すなわち︑ソ遼側が︑ヨ本の一

上・人爾の面からみて過去に二慶の屈折

十分ある︑と述べたのは︑臼本側

方の

本におけるすべての行動は︑日本

れまでゆるやかながらも魑奨に成畏して
今厩調査の一つの特徴は・総体的な興

における行動は︑昨葺六月ソ避を

かし︑両国原子力界の交流は︑い

に大きく資するにちがいない︒し
お申し込みはお早めに

訪れた顕向側視察団の十八日聞に
るから

りむける余力はそれだけ少なくな

今園の訪日ソ遡視察団一行の異

の日ソ両国語による一大

こうした状況の申でむかえた一つの

が︑原子力委興会の長期計置に示

して﹁一目が三十六思議あったら

の視察山田程は︑モロホフ団長を

かでも環魔︒安全問題は璽要である︒

ターニング・ポイントはこの産業にとっ

現葎の蒔点

されている濃縮豊麗を示した際の

開発魑手以来売上げに比べて多大な割

て厳しい試練となろう︒しかしこの蒔期

陰欝である︒そして

ニング・ポイントをむかえようとしてい

いては︑前年度比一・二倍の菅四＋億円

台の支出を続けてきている研究閣発につ

に地通な努力を続け無力をたくわえてこ

て・これからの両羅の理解と協調

からの訪ソ視察団のそれと相まっ

を経てきたことがわかる︒巖初の懸り角

で︑その内容をみると蟹全︑廃粟物関係

そ・この﹁踊り堀﹂から・園民の要諮に

ーー﹂と欝わしめたほどハード

る︒

醒の甲にあって・設備投澱の落込み・受

ついてみると︑原子力閲係の人材の伸び

の伸びが署しい︒また・技術士従量著に

で

なものだった︒ソ達側一行の臼添

は照和三†七︑三十八年頃であった︒そ

きた原子力産業は︑支嵐︑売上・人騒い
滋残の傭びの鈍化︑蛮近年度における将

応えるための次の大きなステップを踏み

の諸国と契約を結べば︑日本にふ

団と臼本側関係醤による核燃料サ

れた︒

つれも一転して減少︑落ち込 み を み せ
来見込みの傾滞等・近年の調査にはみら
が︑他の分野の狡術系従僕蓄の僻びを大

出すことが可能になるのである︒

しいジョークである︒

を盛り込んだ今回

た︒原手力五グループのおのおのの研究
れなかった黍控えムードが敬兇されるこ
きく上回っており︑原子力安全管理技術

とっ

という悪騒である︒さらに︑IA

二日﹂は︑一部にある種の
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イクルに愛する薄門金融で︑ソ連

は賢明ではないが︑原子力発電は

がある︑と指摘したのに対し︑ソ

までに†分な確儀をもてない側面

敏なしとのことだが・そこへ行く

速のウラン灘縮能力についての質
闇に対して︑モロホフ団長は門ソ

にもかかわらず︑ソ連原子力視察

だが︑この多忙なスケジュ⁝ル

薯爽である︒

く始まったばかりだということも

一万♂走破の罷録？にまさるとも くつかの曲折を経て︑いまようや

つきにくさ

HAの保陣区議は必要だが︑NP
劣らないものといえよう︒

火力発電などに比して環境汚染の

を感じさせたことは

ねがい

殴傭が剛応整備され︑原偲策海︑原研動

とであるQ次回調査では︑支出・売上げ

一嘗

に紹介したが鍛

とことわったのは︑今後︑他

力試験炉が完工に近づき購要が途切れた
粋齠

機構闘

側は︑①天然ウランを持ち込むこ

響矯

歪めないようだ︒しかし︑モロホ

Tの批准︑原子力協定の締結がな

に蜜む誘動は︑こうした不安を一

粟海・福島地方︑関西地方の原

面では百分の一ぐらいである︒原

る②賞本の一九七五年i九〇奪に いと契綿できないとは考えていな

とにより灘縮サービスを引き受け

急にお知らせしたいことがありま
掃した︒前述のごとく︑藁蕎会冤

子力関係施設の視察を終えたモロ

一月十四日に聞かれたソ運視察

フ団長ら一行の纒気な性格と機知

す﹂ーー新春早々来日︑日本各地

においても︑ソ遡側のこうした態

ホフ団長らは︑一月十四日︑囲民

連側は﹁危慣の念を持たれる背蟹

﹁ここで報道関係の皆さんに緊

の原子力施毅を視察し︑各界の原

度が如何なく発揮された︒報遜陣

はよく理解できる︒原子力窃用を

副議餐は︑一月十七日︑粟京・大

つつ︑日本の原子力発電所を視察

りは︑安全技爾のたゆまざる向上

の面に対する一般の関心のたかま

懇談するモqホフ団擾ら

おいて正本とソ連は差違してい

を堅くして︑﹁もちろん政治面に

て︑モロホフ団擾は︑心もち衷偶

ではないか﹂と掴乏したのに対し

力発蟷開発壼同一視するのは誤り

祉旧主義国と独凸質本国との原子

発になる恐れがある︒この無味で

別綱余価値拡大のための原子炉開

がすすめられるものではなく︑特

ソ蓮のように全人民のために原発

のものになってしまう︒臼本では
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子力関係蓄と魎冤を交換してきた

子力にとって唯一の問題は放射能

進めるうえでは・安全確保に万全

に関するやりとりのなかで出たソ

ソ連訪臼視察団の団擾1︒D・モ が一様に関心を示したウラン濃縮

党国会議員らとの懇談にひきつづ

だが︑原子力発醒所からのそれは

を期する必要があるし・濠た︑こ

ロホフ国象原子力利網委隅会第

き︑社会党の科学技術関係国会議

れわれ視察団は︑蜜全面を注視し

天然の放射能と飼程度である︒わ

遮国内にいるときは覚えていたが

この懇談は昼食をはさんでのも

したが︑この圏でみた限り・各発

という点で有効である︒科学技術

として技術的な観点から述べてい

る︒しかし私は・スペシャリスト

鉛・チャンネル型炉︑加圧軽水炉

その立場を明確にした︒

いては継しあげることはない﹂と

るのであって・政治的な側面につ

高速囎殖炉など各論の原子炉を開

や安全問題などについてソ連の瑠

ということはない︒ソ遮では︑黒

の歴々をふりかえってみても︑原

発しているが・われわれは︑安全

情を知るため︑適嶺な時期に原子

この席上︑社会党側から・贋境

った︒また人口稠密地雷と発霞所 子力ほど安全に対して深く宿下な

ついて心配していない﹂と蘭儘の

に対するわれわれの努力の結果に

うな可能性はなかった﹂などと語

立地問題にふれて門ソ連は国土が

れも︑原子力への大衆の関心が高

配螺がなされたものはないが︑こ

会における技術開発は人民のため

して︑外交ルートを通じて公式に

利用婁員会としても異論はないと

のに対し・ソ逮側は・国家原子力

力視籔薗を派遍しだいと提鍵しだ

れまでにも︑各国は各種の炉型開

になされるものであり︑進歩鑑を

一方︑社会党側が門社会主義社

ほどを寄れきしたQ

発を態めてきた過程で・いろいろ

れはひとにぎりの独占資本のため

持っているが︑資本主義歓金のそ

一に心すべき問題だ︒しかし︑こ

な故隊を経験しているが︑それら

ている﹂と述べ︑ソ連における部

対して区会党側が︑日本で起っ

が極めて短大な給梁をもたらした

ば︑八−＋庫闇に二倍のエネルギ

た原子力発電所の禦故を異体的に

氏

語を蕉つめるよう示唆した︒

充足しうるのは原子力しかない︒

例示して︑原子力以外に選択の余

穐

もちろん︑これをあらゆる環境・

帯接近の傾向を明らかにした︒

いからだ︒安全性の問題は難ず第

広いといわれるが︑ソ遮でも原子

安全性など社会党と論議

政治問題に口とざす

鍛所とも外部に葱影響を及ぼすよ

のだったが︑当然のことながら︑

められた︒

諾題の大半は贋境・安全問題で占

席上︑モロホフ國長は︑人口密
度が属く︑原子力との不幸な出あ
いを纒験した納本においては︑原
子力利用に対する心理的な影響は
強かろうと前難きして﹁しかし︑

エネルギー聞題からみれば︑とく
に日本では︑原子力以外に選択の

灘

二

痢

安全を犠牲にしてまで進めること

ーを必嚢とするが︑現在︑これを

一国がその発展を維持するとすれ 力発御は強調に近いところでやっ

余地がないのではないか︒もし︑
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翼︑回訓簾審議妥関係番と懇談し

あらたまつ電口調で切り出した︒

国境をすきると同時に忘れてしま

手晦での罷蕎会兇の終りちかく︑

簗まった

さては璽大盤表か？

った﹂と述べて笑いとともにその

れは︑決して罰問をあしらったわ

ホコ先をかわしていた︒しかしこ

報道関係番は心なしか一瞬身構え
たように見えた︒が︑次の瞬間︑

本側の関心の大きさを轡識した蕾

機踏とされているソ逮の黙澗と日

けではなく︑濃縮能力などが国家

会場は爆笑に勉漏れた︒﹁これか
らソ運大使館で︑わが視察団のた
・めのレセプションが聞かれます︒

われわれはこれに遅滲するわけに
はまいりません︒よって本日の韻
書会見は︑この辺でご働弁翻いた
い﹂といってのけたからだ︒

き
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係蓄の日塞訪間は︑昨鎌六月原薩
が編成派趨した訪ソ原子力視察団
の返礼としての今回の来日が初め
てだが︑このことが示すように︑

これまでの日ソ間における原子力
交流は遅々としていた︒そのため
もあって︑門ソ連原子力視察団の
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米NACが設立提唱
世総懸供給の安定化図る
国際的な核燃料衛鵬状況を把撰し︑これらの偶報を握関するサービス機関一1世界核燃料瑠業︵W
NFM胴ワールド・ニュークリア︒フユエル・マーケット︶の設立総会が一月二十八︑二＋九の両日
米圏のジョージア州シー・アイランドで麗かれ︑蕉式に登照した︒謬舶メンバーは米国︑欧州︑カナ
ダ︑藪州︑日本︑繭アフリカの各脚力会社および民間企簗で︑その数は酉二十数社にのぼるという︒

本︑爾アフリカの各忌明会社︑民
聞産業圃体は現在︑筥二十数社に

本部は米国のジョージア州アトラ

達しているという︒WNF勢
ンタに︑訣た︑貯蔵︑輸送︑コン
テナー施設はテネシー州オークリ

（1976−77＞

ルギー購給の不均衡を招き︑今日

ッジに躍かれる︒WNFMの藁務
はすでに開始されており︑今鉦の

1978−80
1974
人

との点にありそうだ︒先進工

先進工藁国が躍薗している

比べ︑躍力使用羅が増加している

燃料の供給がひつ迫しているのに

きている︒このように発代用化石

ため︑核燃料がその代替物として

1＿糀。と騰備麻

OPS社、基礎工事に着手

②個六の滲加者が希望する傭報を

的な核燃料供給の儒頼度を与える

なるよう翫画さわており︑核燃料

引きに閲する民間ベースの組織に

核燃料の動向︑物汝交換および取

則を改訂した︒新規則は一般のコ

査期闇を短縮するため︑許認可規

このほど︑原子力発電所の環境審

路および送電線の敷設を許可する

暫の璽任の下で︑敷地の掘削︑道

新規則では︑建設許旬前の申講

で︑濃縮ウランの過劉分離作滑跡

コーポレーション︵sWU8︶ 米国では︑ニュークリア・フユ

機︵コモンウェルス・エジソン社

別個の提出ーーなどを強めている

境報告欝と予備墨金解析報告懸の

また余剰分があった場合はそれを

の希望する灘縮ウランを供給し︑

作業プールの参加議すべてに︑そ
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ン濃縮サービス市場の状況につい

と会度し︑すでに保証済みのウラ
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て悪善交換するという︒

開発で仏海運金往︑遭船所などが

ないが︑その点︑原子力船の研究

謝画を進めているオフショア・パ

ンケン︶へは︑仏CGEと同様︑

GEN︶︑西独︵AEG・テレフ

ノニミ多二

り︑スウェーデンのASEA・ア

トム社とは二二協力・偶報交換協
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〃BWRクラブ は当面GE︑

て独立した︒

︵BWR・各出力九＋九万覧千i
K︶と共通子会社KWUを設立し

サンローラン︒デソー三︑四弩機

〆

W︶を正式受注しており︑さらに

多一二

A︶が研究開発を進めている︒

Aは米国のガルフ・オイル社と核

一︑今年のCEAの璽点項目と燃料生首と販売で提携している︒
して高温ガス冷却炉︵H？GR︶

スは天然ウランガス黒鉛炉︑塩水

の研究開発が上げられる︒フラン

躊

一︑再処理では︑ラ・アーグの

る︒

固化技術の研究開発も行なってい

やASEA︑RDMの参加も予想

WR−6建設捜術を確立して︑そ

されている︒このグループは︑B

の建設に協力する︒原子炉および

ネントの規格化を進め︑採鱗性の

交流発電機の製造では︑コンポ1

向上を期する︒また︑クラブ内で

は騨門化による分懸腕制を確立す

と葵企業の参加も期待している︒

る︒さらにGE社としてはAEG

だQ

外庄することを薯照しているよう

癒コンポーネントの一つと蕩え︑

炉を放棄し︑軽水炉︑増殖炉︑H 軽水炉用燃料再処理施設HAOのもっとも︑圧力容購については一

ついては︑クルーゾ・ロワール︑

TGRで進む逢瀬だ︒HTG
に進み︑また放射性廃棄物の
建R
設が
ペシネ・ユジ；ヌ・キュルマン︑

〔原子力關連営藁種目〕

（発議所関係）機器その他のめ染除去、定期検査時の除染 サーヘイ、核燃馬装蕎・交換作業、
一入被曝管理、蕎染荻類のランドリー、冷却取水満の瘤掃、廃野物の運搬、変量所・空調設備連
転保守、施設内の補助鍵盤並びに営繕業務、管理区域内除染および清掃、一通区域清掃
（研究施設関係）RI放射線取扱集客室設計コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃棄物の処理、フィルターの交換、空問霞継率・表面窃染率分布測定、空調設
備運樹重三、管理区域内除染および癖掃、醤通区域瘤据、浄水籏理

〔原子力関連主要得慧先
（発罐所関係）目本原予診発電㈱・敦賀および東海発電所、東京強力㈱・福覇発電所、中国篭力㈱

亀力中央研究所、島本アイソトープ協会、東大工学部・隔子力研究施設、東北大掌・金属開題研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医順総合研究所、聡気通信研究所、㈱乗京原子力厘
業研究所、ライオン生物実験センター
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・敦賀および福島恐し没瞬、WH・1冒」浜建設所
（研究施設関係）繊本原子力研究所・東海 大洗・論、崎各研究所、理化掌研究所・大和研究所、

・勘根原子力発電所、日立プラント㈱、東京芝浦電気㈱・原子力本部、三漫原子力工業㈱、GE

米国原子力委員会︵AEC︶と 一万︑海上原発八基の一摺建設
沿岸警備隊はこのほど︑海上原子

このほど︑ジャクソンビルのプラ

ント島にある海上原発絹プラット

ワー︒システムズ︵OPS︶社は

フォーム製造施設の魔睡工摺に着

力発羅駈の安金・環境規制に関す

関が︑海上原子力発電所の建設・

手した︒これは︑ワシントン特別

る蟻X轡に調醒した︒これは両機

運転に係わる安全性を傑陣し︑環

覚え繍の中で︑AECは放射線区地方裁判所から同施設の基礎工

塊影響を最小にするだめの措躍︒

解除されたことによるもの︒なお

OPS社が昨年丁二月この命令を

先月︑フロリダ州の属類保護団体

環魑孚一時簿止命令を受けていた

また︑沿岸蕾備隊は海洋の安盆︑

影響と原子力発醸駈の安盆性︑そ

プラットフォームの設計とその運

も同芝地万裁で却下されている︒

からの製造施設工購准母反対訴訟

れにすべての環境保護を規制し︑

航を醤理し︑環塊影響報告醗の作

プラントの設計研究も石なってき

成にも参加する︒

にてらして︑くわしく検討すると

工堀を所萄︑運転している︒

チランドで軽水炉用燃料成型加工

なお︑岡岬はワシントン州リッ

ている︒

も下される模様︒同社は︑ここ一

工蒔期などの決定は今︑明琿申に

しているが︑工場建設の司齎や魑

年間︑ベクテル社の協力を得て︑

その進賜方法は国によって違って

ランダ︑西独︑スウェーデンだが

仏のほかイタリア︑スペイン︑オ

GE往の欧州における拠点は︑

けている︒

欧州でBWR 追加のBWR六纂の発注内示も受
クラブづくり
米Gピ社
︻パリ松本駐在鼠発︼米国のゼ

社は欧州での

ネラル・エレクトリック︵GE︶ いる︒イタリア︵アンサルド・S

確立を急いでいる︒その中核は仏

供W
しているだけだが︑スペインの
︵CGE︶グループだが︑ B

BWR・クラブ
エル・サービセス社︑ゼネラル︒

のゼネラル・ド・エレクトリシテ

多ノ

BWR原発建設のライセンスを捉
エレクトリック祉︑アライド・ガ
ルフ・ニュークリア・サービセス

二藍している欧州諸社との提携に

GE︒エスパニョラ︑オランダの
R・クラブ は仏政府がCGEに
RDMに対しては資本参加してお
設申であるが︑これら三社の工堀

よる企業鰹団の確立にも艀応ずる

社が再処理工場を所産または建

がすべて稼働しても︑一九八一年

ものである︒

ミ

CGEグループは昨葺十二月︑ 定を結んでいる︒このなかでAE

初めには商業的な再処理能力はか

ニニ

諸条件を米国原子力蚕豆会の基準

ひきつづき︑ロウドンの立地上の

エクソン・ニュークリア社は︑

ている︒

SWUC8ちかく︑各電力な会
り不足をきたすものと合同され

引取るというものQ

という︒

により︑これまで建設許謡言講後
敷地工壊乱手に二十四か月も要し

縮できるとみているQ
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社︑炉メーカー︑コンサルタント

PWR︑出力百＋万KW︶は今奪AEC担当冒は︑新規則の発効
中頃の越開をメドに︑現在︑燃科
装荷中だ︒同発露所の建設はウエ

っている︒

二︐多ノー〆〆︐

を確立した︒

一︑原子力の平和利用は発電以
外の面でも促進させなければなら

リカなどに簗蓋しているが︑長期

源は米国︑カナダ︑覆州︑南アフ

關心を示している︒その他︑鉄鋼

鞍．．

HTGR開発に重点 叢談
見通しの基に︑フランスは昨年︑

業や水素生産への憲用としての蒸

ゆ等角記者会見で示唆

米国・西ドイツ・日本とそれぞれ

水も麗業や漁藁での利用が検壷中

気生紙︑また原子力発電駈の温排

よう開発を進めてきた︒ウラン資

ランスはウラン資源が不足しない

な新しいエネルギー源であり︑フ

星に対処するため︑原子力は塑璽

一︑今日のようなエネルギー不

で︑要旨つぎのように語った︒

鎌の回顧および潜血以降の見轟し

長富はこのほど︑記者会薄し︑昨
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スチングハウス︵WH︶社が行な ていたが︑今後は十か月以内に短

写爽鈍㊤ジオンニ層の格納容器
ハッチ据付け作業をしているとこ
ろ㊧玉台︑運転申のジオン一号の
タービン発電機
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続けていたもの︒

特別に提供する③核燃料が不建す
供給の問題および政策を国際的に

国

パラティブ・ワーク︒ユニッツ・

る竈態を避けるため︑それに対処
議論する仲介として︑原子力関係

する保証を電力会社に与え︑分離

の処理︑あるいは不足羅をカバー

米
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一期聞十二か月の六か月削減︑環

る④核燃料の過剰に対処する市場

体制を整え る f 一 な ど に よ っ て ︑
原子力産藁体制の確葺を園るとい
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メントに付されるが︑AECの現隈定認可公布︑これ謹での環塊審

再処理瑠粟省と観るべく︑調査を

国における七番翻の髄周済み燃料

る︒エクソン歓はかねてから︑米

スビルの薗四約三十瞬の地点であ

討していたものの一つで︑ノック

が黒磯理工堀建設候補地として検

恵向を明らかにした︒これは同社

ン郡の土地二千五恐恐を購入する

社はこのほど︑テネシー州ロウド

米国のエクソン︒ニュークリア

米のエクソン社が
再処理用地確保へ

海上原発で覚え書

行政策種核の範囲内で︑暫燈指針

ている︒この民間プ；ル会祉はセ

プール会社が昨年発足し︑活動し

国ではすでに民間の濃縮ウラン・

資金面での融通性を鴎るため︑来

ラン過不足を見越して︑各電力の

一方︑罐力会社の手持ち濃縮ウ

わけだ︒

クローズ・アップされてきている

ｴ発許認可規則を改訂

−i米AECの暫定指針発効一
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で︑燃料獲得で竸課し合い︑エネ
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もいろいろな影響を残しているよ

発注決定延ば

す電力会社
最近︑再処理の入札がほとんど

♂

噺

望粥済み燃料については︑さら

ECは一九六二年に再処理コスト 輸送用キャス
クと貯蔵施設

としてトン轟り一万六千八酉五十

をフッ累と反応させて六フッ化ウ

高め︑蝦現してUO3にしたもの

5﹂について︑AECに聡可串謂
点が多い︒

およびコネチカット・ヤンキ⁝の

ており︑そのためサン・オノフレ

られることを考慮すると︑輸送用

かもちあわせていない︒

ー︑二弩︑ミルストンニ弩︑ピ；

︑二目︑トロージャン︑セイレ

チ︒ボトムニ︑三戸︑リメリック

一︑二手︑セコーヤー一︑二弩︑

ム一︑一︸弩︑ホープ・クリ⁝ク

りた原子炉︑現筏串講中の原子炉

㊧

に大容懸のキャスク﹁NFS−キャスクには濠だまだ改良すべき

縮二体︑BWR用三体の燃料集舎大きな問題である︒特にGE社の

たR
使用済み燃料の貯蔵能力も
をしている︒NFS15はPまW

〇〇﹂という輸送周キャスクニ基

七体︑BWR用＋八体の燃料集命が運び込まれているが︑同工蠣の

作中だ︒三Fl三〇〇はPWR両
罵原発から爵三十八もの燃料強奪

設計・製作し︑またAGNS社は
を完成︑現在さらに二基を学窓製
昨年六月︑使嗣済み燃料の朝畠に

いる︒一般に︑原子力発電所サイ

ル放射性廃二物貯蔵所で保籔して

ているので︑一部は地下の縄レベ

貯蔵プールがほとんど一杯になっ

れ︑大型燃料簗僧体を収納する能

トでは︑一炉心分より三〇〜六〇

力も大鑑に拡大された︒しかし︑

このように︑キャスクは改農さ

体を収納することが可能である︒

関してナショナル・レッド社と二

ッド社がキャスクを提供すること

十年契約を結び︑ナショナル・レ

になっている︒

使用済み燃糾輸送キャスクで初

めてAHCの認可を受けたのはN
米国内ではすでに四十基もの原子

と呼ばれるこのキャスクは︑BW 炉心に平均二三＋〜二酉体︑BW まり︑サイトでは一炉心の一・五

FS社であった︒﹁NFS−4炉
﹂が稼働申で︑大型PWRでは一 ％強程度の貯蔵能力しかない︒つ

̀薫炉衰分ぐらいの貯蔵能力し

る︒一方︑再処理工場でもおよそ

R粥燃料簗合体で二体︑またはP Rでは三百六十〜七百六十体の燃 悩ぐらいが欝蔵能力の隈界であ

づき︑同じようなタイプだがさら

NFS社は・ヤ

1二︑三辱︑マッギール⁝・二

スタル・リバ⊥一悪︑クック一︑

弩︑セント︒ル1シー一弩︑クリ

一︑二弩︑クーパー︑モンティセ 辱︑ターキー・ポイント三︑四

ド︑スリー・マイル︒アイランド

辱である︒

について合謝二懸がにのぼる再処

AGNS社は︑原子炉約四十墓二号︑ナイン・マイル・ポイソト
ミルストン一暑︑コネチカット・

その対象となっている原芋力発電

理契約を受注しているといわれ︑

轡︑

ヤンキー︵鍛初の五バッチ︶︑オ

・ワン一管︑カルバート︒クリフ

・シティーズ一︑二弩については

ドレスデンニ︑三弩およびクワド

コモンウェルス・エジソン祉の

ス一︑二署︑H・R︒ロビンソ サリ！一︑二野とみられている︒
ン︑ブランズウィック一︑二屠︑

駒鴨膳

シアロン・ハリス一号・オコー二

運転巾のメイン・ヤンキー︑バー

現在交渉巾とみられ︑またすでに
るための中区サイクル蒸発槽など

を有しており・GE社ではさらに である︒

二︑フォート・カルフォーン︑ジ

モント・ヤンキー︑オコーニー一
▽AGNS律ーバーンウェル

契約が結ばれていない︒このよう

鍛近・UF6への賦換工場建設オン〜塔については︑家だ再処理

V麟FS社ーウェストバレー口沫一1

雫人程度摺解する予定︒

工煽一

な状況から推測すると︑三つの再

に葱燃し︑プルトニウムは二酸化

処理工場のうち二工場について

従来最終製贔は硝酸ウランであ

ったが︑硯在計画している拡張工 プルトニウムにする予定︒また︑

二心甲謂が予想される原子炉を薄

一昨磁・および昨無建設詐司がお

約済みであることがわかる︒

在︑AECに建設許可変更の卵舗は・すでに能力の五〇％以よは契

場と同階に︑UF6および二酸化これらの施設を追加するために現

を筍なっているQ

年七月から使照済み燃料の受け入

慮に入れると︑八一年置でに第四

営築運開は七五年の予定で︑今

れを開始する︒貯蔵能力は約三蔚

うしても必要になってくるわけ

GE今
社 年四月に運開へ

ウェスト工場と同様︑すべての機

料分に桐冷する︒GE社のミッド 再処理工蠣を稼働させることがど

六十ジで︑十二〜＋五の取直え燃

設する予定︒

プルトニウムにする転換工場を建

新大手町げルヂング

これをその後のエスカレーション

くなっているQ

ケーキの価格がイ＝が程度に上昇

ラン︵UF6︶とし・精製して二

所はアーカンサス・ニュークリア

イスター・クリーク︵七賢奪まで︶

ー暑︵八三年以降︶︑二︑一一

契約分はインディアン・ポイソト

GE社のミツドウェスト工煽の ロ︑ブラウンズ・フェリー一〜三

注している︒

ンキ1・アトミッ 辱の各原子力発急所についても受
ク︑コモンウェル
ス・エジソンノー
ザン・ステーッ電
力の三胆力会社と
再処理契約を結ん
でおり︑その写象となっている原
子力発墓所はヤンキー︑ドレスデ

すれば︑再処理をした方が有利と

沙入りシリンダーに封入する︒蕩

当工場には四＋六の導入サンプ

きめている︒

クリア社も︑この分野への逡出を

東京都千代国区大手町2−2一工
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メと比較して興味深いものがあ

されている︒
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燃料のままで貯蔵しておいだ方が

である︒

って再処理するよりも︑使用済み

め︑総力会社が︑樹い料金を支払

有利であるとみているからだ︑と

を分離する︒そしてウラン濃度を
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修のネプツニウムが回収される︒

リング籔所があり︑ツンプルは背
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なお︑こうした再処理能力の逼
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放鮒線を使っている禁溶断の約

体鮒な指摘があった以上・違反の

の労力をとられることもあって︑

﹁改正法案︑職務醗︑処理能力︑

いることもあって︑自治省当局は

的に検観してみないと

扁とこ

財政的な蟹付け描躍など今後総禽

取扱主伍蓄試験関係業務にかなり

こうしたことから岡課は︑放射

とを物語っているともいえる︒し

問題に改茜の余地がかなりあるこ

に頬する不瀧が一般の放射線取り

かし現行防止法の手続きの煩雑さ

扱い者の間に根強いのも購実︒放

いて︑早藤鱈導爆大教授︵東大ア

射線の使用と規制一その接点につ

窒

昼食

〃

〃

〃
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〃

〃

〃
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八O％に何らかの放射線陣審防止 多い医療機関を諸点に今後ビシビ

ところで不語打ちの行箇勧告は

パンク寸前︒

がさきに発表した全国二首六十一

法趣反があった11︒行政箇理庁 シ指源強化に努める﹂というQ

行管の指摘で十分騨門知識を萄

の間題にきわめて慎璽な構え︒

ることを検討するという︒腿網の

が目立つのは︑放射線の取扱いに

するはずの大学・医療機関の蝦反

線規制窮務の一部を地方に委譲す

線使用に対する規制︑監視体制が

訂可︑露出噸務と立入検査に議す

大きな視野から︑これまでの放二

GAI欧州銅蛋副社長兼任という結紐報告は︑葱外にルーズなアイ
曲り驚にさしかかっだことを明示

る購脇を婁譲しょうという響え

か所の棄石駈の調査に墓つぐ監察

ソトープ︒放射線使用修業所の法

だ︒科技庁は︑自治省︑大蔵省な

ガルフ主翻型の新陣容を確立︑日

線使用璽業所が三千か所を越える

する籍渠にもなった︒金環の放二

事務の地方委譲も検討へ
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躍R
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審することのないよう︑危険性の

騨門職農の響成に努めたい愈廟︒

防止法の改正︑委薩に伴なう財源

〃

式

講

閉

〃

講

補

同 ｛2）
〃
補
講
会（原研東海研究所，大洗研究所，原電東海二郷所）

ナショナル︒カンパニー構想

三菱と三系列連合が並ぶ
来国のガルフ・オイル社は︑このほど︑帰社とロイヤル・ダッチ・シェル社の共周膨翼で昨鎌宋設

とその燃料の洪給にあたる合弁塞枇をわが国に瓢設するため︑この数か月︑田本の有力企業と折衝を

る︒GAが建設した米国コロラド ーセント稼ぎ になったふしがな
立した薪会祉ゼネラル︒アトミック・インターナショナル︵GAI︶が︑圏温ガス冷間炉︵H㌍GR︶
子力発幾︵﹁

など思いも及ばぬ数字︒繋業駈の
増加につれ︑四十藥ご

あるもの︑ほとんどないものなど

％︑四十

検査項闘と魑纒点を定めた実施要

などの課題をどう処理するかが

描躍・地方公共団体の受入れ能力

壬一秀KW︶では た科学技術庁では門窟入歯蓋では

すでに燃料が装荷され︑今葬申頃
にはフル運駆に入るという︒来國

人の放射線検査富ではマンパワー

七無一六％と趣奪低下した︒十四

〃

（2）

（2｝

｛2）

陶

同

同

放射線関係法規α）

放射線生物演習

放射線遭蔽藏習ω

〃

放射線利用

（2）

■

岡

（4）

1司

㎜

続けるとともに太平洋︑欧州地山担当副往痩の新人購を発令して日欧でのHTGR販売促進王制強化
にのりだしたことを明らかにした︒

分かどうか技術基雌に髄脳をおい

領︵内規︶に沿って安金確保が十

放射線測定技術（3）

（A班＞

習

（2）

同

隠窪目

GA︷が所有する高濁ガス炉技わが国でのH？GRプラントネ
のラル︒アトミック社︵GGA︶ 内では内陸立地に適する炉として

う法改正することや教脅訓綴の徹

〃

見

規換に応じだ適切な規舗とするよ

（2｝

放射線関係法規演習（1）

一差の焦点の一つに

同

7（木）

〃曲がり角

放射線源（1）

6（水）

不足は歴然︒また実務的には︑規

放射線管理演習

11

た検査を行なってきた﹂︵放射線

ウ

10

デルマーバ羅力︑南カリフォルニ

（2｝

日本原子力産業会議・業務課

の業務を新会社二社に引継いでい

同

放射線生物ω

底が必要﹂と懸噂する︒

凸

放射線管理（1）

放射線生物（3）

なりそう︒国から地方への業務委

方向で臨むべきか一iなどをまず

議を開くには︑どのような方法と

霊要消費國で認し盆おうとするも

28（木）

5（火）

翻握嶺の放射線安金事の業事羅が

会が蹟かれ︑隼一了露同会禽を開

4

4（月）

安全課︶と質酌な潔いを強調︒と

き︑偶語や慮兇の交換︑聞題点の

保健物理演習

9

る︒GA︷はさきの新人購で︑ロ ア・エジソン︑フィラデルフィア

︹

十二繭日︑ワシントンで開かれる

とくに昨今の霞源開発鄭の打開策

の︒石油闇題のほか︑原子力をは

保健物理（2｝

8

一万人からの受験脅のある放樹線 託がこのところベラボウに憩えて

方針といわれる︒構想では擬築開

になり︑大平外相と森山科学技術

が︑わが国もこれに謬知すること

として登場した発電用静設周辺地

調査︑研究などを行なう︒初年度

じめとした新エネルギー開発に関

（2）

3（日）

はいえ・蒋管から違反項図の興

一凸6−6−Q一

注いでいる︒両観は︑昨庫来島心

の横隔終了鯖点で企業化移行の決

始は︸九八一︑二二で︑第二段階

域整備沫集︑電源開発健進税︵目

の予算規模は百万円︒同協議盆の

する国際協力闇題なども璽要な議

題になるもよう︒レイ米AEC聾

同

7

社から各二野ずつの大容

であると強調したのに対し︑日本

ジビリティ・スタディを行なって

分離法開発謝壁掛一段階のフィー

騒H？GRを受堕しており︑GA
の働きかけを強めていく方針︒

にとどまったといわれるQ

同会議は︑中璽紛緬に端を発し

庁長窟が出服することになった︒

た石油危機を解決するため︑近い

轟のもとに進められてきたが︑立

鼻税︶とその特別会謝の創設案な

初仕箏としては︑門周辺地域整備
足させた︒

将来︑石山生産国と消斑国との会

応じ能力を摺強していくが︑将来
禽弁会祉をつくり還心分離工場を
設縢することも考慮しだい悪嘲︒

︵法的に︶可能になれば︑潤雄に

冠を凝す︒窪だ︑規模は網田増に

風の態歴は周謝画への関心を示す

泣寄欝脳は︑これに先だち田本

リングなど第二段階に入る予驚︒

GE︑エクソン両社の逮心分離 おり︑今翼以降︑立地︑エンジニア
法聞発は︑米国内でのウエスチン
グハウス⁝ベクテルーユニオン・

カーバイドの三社グループ︵UE 側の義金噸での滲棚の可能性を打
A︶のガス拡敵法技術開発に対抗 診したもの︒第︸段階の糖累が農

は︑これらの計鵬︑突施に瞳擾関

地される側の地元地方公共団然

どは︑これまでの役捌りと漢つた

法案﹂の県サイドの運懲要綱を横

なお森山長窟は八臼に出発︑十

員長も出席するといわれている︒

菰日に帰国の予定︒

機の燃料装荷が︑一百から始まっ

集中鉱地

放射線測定技術α）

00円（講義・実習費含）原産会員外53，000円
49年2月18日（電話による申込みも可能）

バート・A︒ウルフGA曇霞東部電力の一一
授のアジア・太平洋方面語聾剛社

ター・U・フィッシャー営粟部掻の

長碑格︑GAーユーロップのピー 工はこうした実績をもとに日本へ

係機閲の葭脳を訪ね︑両社が共同

米G痘︑エクソン首脳

共同開発で対日打診
逮心

醸
米国ゼネラル・エレクトリック

ニクソン米大統領の提唱による

大平外相と森
山長官が出席
EC︶のウラン磯縮技術民聞開示 謝画へと深み︑最終的にはGE︑

主要石蟹消費圏盆議が二屑十一︑

ければ︑第二︑さらに第三段階の
圃に鮒する臼本側の滲加意向を打

導燈には︑両社ともガス拡散︑塵

器製造工場と濃縮工場を運逸する

心分離両プロセスのR＆Dに滲加 〇％の台弁会社をつくり︑濃縮機

するもので︑米国原子力養員会︵A

診した︒一蓮の会談で︑米剣は計

しているが︑主力は遼心分離法に

社︵GE︶のサットン副社長とエ 開発中の遠心分離法ウラン綴縮謝
クソン・ニュークリア後のディッ

画のあら豪しを述べ︑開発中の選

憲要石油消囎菌﹇会議

クマン社長は︑このほど︑策京電

心分離技術がきわめて優れたもの

エクソンが各社〇％︑米園資本二

力︑ウラン麟縮購業綴織会︑動燃

与する権眼がなく︑立地に対する

累の膿子力行政を必要とするよう

齢して取りまとめる予定︒このほ

備一などについて必蟹な好業を遂

に対して陳偶活動なども活発に行

た︒福井興大飯郡爾浜町田ノ浦に

関西罐力高浜原芋啓発躍所一暑

高浜一号の燃
料装荷始まる

なう方針だ︒薄煙世盛人に福弁県

力八十二万六千KWとわが国では

建設された加鵬水型の同炉は︑出
わが國のこれまでの原子力平和

27（水）

2（士）

O

O

．

O

・

●

・

・

●

●

和海名⑩和
昭東4045昭

日場員羅切

加

期会定参締

学

聞

業

力

原

・平河町の海運会館で設立︒総会を

めていたが︑一月三十一臼︑束禦

的な行政関係しかなかった︒むし

になり︑横極的な取り縷み姿勢に

箸の影響と利用④開題請法禽の整

発と環境整轍②安全確撮轡瀧掛水

楠＝騨一一＝需一一扁＝＝一＝＝＝＝一＝＝＝輌＝朧＝︻二贈＝＝＝＝崩＝＝一＝働＝＝一一＝ニ＝一一＝：齢一一＝一論二＝＝一＝一一楠謹一誠一＝＝騙＝＝＝＝＝一＝：：一層篇＝三田二㎜＝＝＝一＝一日一＝齢一一一＝：鵠＝騨榊一輔＝篇＝儲日輪一轄＝＝一一諺＝齢一＝補＝一簡一コ一鼎楠＝寓醐＝一

開き︑同協議会の規約︑顯業醗顧

ろ蜜全・環境問題の愈識の窮まり

といえる︒これらの偶覇を背鍛に

次行なうとともに︑県の慧見を国

れ選ばれた︒なお圖協講宏の縛来

世語人に福島︑島櫻両県がそれぞ

これまでの醸大規模︒蕩五十七体

3

3／1（金）

篭轟孟591−6正21（代）

湿糠団などわが国電力︑原子力関

この協議象は︑原子力発露にと

につれて︑地元住民による反対運

緊側自身の必要性の認識と通産省

および予鱗などを遅め︑正式に発

もなう酵問題について各緊の横の

動の発生とその激化︑さらに県独

などの歓迎と期待の愈岡が繕ぴつ
き︑岡協議会は今回設立されるに

に反映させるため︑政雇や圏金笛

などを与えるいわば副次

遮絡を緊瞳に行ない︑誤報交換や

自の黒金対策など﹁四々の函難な

される﹂といった不瀧が強くあっ

いたったもの︒

璽環の萸察頸務所長と本庁の担曲

が促進されることに 根︑佐賀︑鹿児暴の十道県︒嶺国

の構想としては︑各県知蟹を童体

臨騨︑八月から営業運賑の予篤︒

の燃糧を漿冒して︑＝脊上旬には

放射線物理（1）

49年2月25日（月）〜3月7日（木）
クラブ会議室（1泊3食付3，420円）

放射線測定技術演習α）

放射線源演習

保健物理（1）

実

A班は講義（4日目に同じ）

習（8班）

B班は講義

〃

放鮒線化掌

受講者募集ご案内

実

（2）

原子核物理ω

漂子核物理演習

2／25（月）

18：00〜19：30

14：40〜16：00

13：00〜14：30

10：40〜王2．00

問

時

同

〃

26（火）

6

東京都〜巷欝欝橋1−1−13

了承

愈兇の交流を運じて県レベルでの

問題たけが聚の行政課題として残
を政府の原子力発鱈開発政策や行

象さえではじめていた︒

て︑原子力発羅所を迷感視する現

一匹の拍晦をかけることになった か︑原発立地にともなう④地煙開

地方公共団体としての悪見や要望

原子力行政のあり方の検討︑また

政に反映させて︑地蜂社会の健全

部擬によって構成されるほか︑下

えだ︒

とした組織にまで発展させたい耐

メンバーは︑北海道︑窟城︑福
な発展に役立てようという目的で

よって︑主題は広域化する傾殉に

部繊織に担当繰擬からなる税制︑

麗︑新潟︑茨城︑静岡︑福井︑島

利閑開発政策一とくに原峯力発電

あり︑県の原子力行政も従来の消

安全・環境︑地域開発の三幽門部

一方︑原聴力発醒の雲用化と

原子刀発霞所が立地︑建毅蕊だ

駈の立地は︑原乎力見識会の方針

展開が要求されるようになった︒

轍鮒︑鯛整鮒な姿勢から積極酌な

設立されたもの︒

は翫闘されている禰腰差など＋の

と謝磁のもとに︑通麗雀︑科技庁

義時間

放射線物理演習

開講式。オリエンテーション

2

5

申込先：

森山二二

g：00〜10：30

氏@8

一

などの中央官庁と各電力会社の虫

原発関係団体協議会が発足

避興は︑かねてから﹁原子力発電

地元県の交流拡大へ

関係國体協議会﹂の殴立鵬備を進

○

国の政策にも意見の反映を

昭和49年2月7B
二
産

子
（第三極郵便物認可）

第「711号
（5）

聞

業
産

力

原

︐一一曜

一＝

一一

幽一一

一q一

一一一β

一一﹁

曹一＝

一一︻P

一間胃

二唱一

二＝

一一髄

騨一一一

需m一噂

駆

骨＝

唱＝

二噌

一一糟

露

わが圏では照影六十年獲六千万KWの原子力彊電關発国腰がかかげられているが︑安全性確⁝
保の闇路が大きく眼前に立ちはだかり︑立地上の一つのネックともなっている︒こうした購態 ⁝

＝p

＝＝

F＝

＝：

需≡

＝＝

＝；

需：騨

一欄＝

胃＝一

二謄

一＝

酔＝﹂

；一

二﹁・

二

⁝
γ
9

ど回ろうとしている︒原研の﹁マルビゲン劇画﹂への謬加もその一つだが︑今回は同研究所財 ⁝

一＝

よいだろう︒

繁急な鎌題とするに至ったとみて
の点から安全の確像が雪避とされ
ゆ
るが︑とくに原子炉の安全性につ

その潜在的な放射能による危険性

米国原産主

献本航空が煙航する、大圏笥一ス・二轟磯箋

門クを一直線に飛ぶ、篇議・唄ミー曵ク超特急でし

ランシスq経由よりし500kmも二物一ヨークが

▽核蜜の勢学シンポジウム

黙論舞桿

会議︵一NFO74︶

原子力発羅と星置に関ずる技術

一調により︑三月三日から六日濠で

以上の会議への論文提出および

来国カンサス市で開催︒

り︑騨國確保にはかなりの努力を

その他︑環在懲懲されている協

饗することとなるだろう︒

以上がプレ︒プロジェクトの概

窮項が倉まれている︒

な形で提示される予竃だ︒

要であり︑近く実験内容も奥体的

国内各界から

の協力も必須

原子炉の蜜金性に関する研究は

ることができるが︑マルビケン計

LOF孚謝画をはじめ多数列雛す

一ク線。つまり東京・アンカレジ・上顎蝋…自

国際会議案内

?嚢

いては興体的かつ実証的な方法で
▽原子力発註所の冷却系および

リアのウィーンで開催︒

子力発騒に対する国民の期待とう
国民の理解を響ていくことが必要

熱放出の環境への物理的・生物学

新しいエネルギー源としての原

らはらに︑硯在︑環象間膿︑安全
とされる︒現在起こっている原子

AEAおよび国連ヨーロッパ経済

参相についての間翻せは原産・企

▽ウラン澱縮に関する国際会議

画諜へ︒

隆バージニア州レストンで開催︒

来國原歴薫催に

▽核燃料会継︵ウラニウム／燃

るセミナー0皿CD原子力磯関より︑三月十七日から二十日謹で

▽放射性物質のモ篇ターに関ず料サイクル74︶

羅臼謹で︑棄察で開催︒

主催により︑十一月十一日から十

御核融合研究国際会議IAEA四月二十三臼から二十六日まで米

▽第五回プラズマ物理および制

スロ；で開催︒

か皇諜十日まで︑ノルウェーのオ

委隅会共催により︑八月二十六日

的影響に関するシンポジウム

い安全審査体制の問題が当面の謙

問題とこれらの問題と係わりの深

る人々に頬しても︑十分技術的に

解の不足による不儲を裏明してい

データによる判断を行なうなど理

偶報データによる解析とか︑実証

あるが︑安全審査に際して独自の

がないために発生するトラブルも

る﹁安金﹂についての国民的△口葱

力安里論争には︑原子力にまつわ

にして変えることは不可能なこと

題となっている︒

原子力発囎推遷に当たっては︑

原研の冷却材喪失賦験装齪︵鑓◎SA︶

窒喚畿難譲翫熱

︾三等轟

給源としての原子力発願の推進を

国民経済的璽謂が︑エネルギー供

と爵わざるを得ない︒現蒔点での

團

＝

て︑生歌材とエネルギー源の安定

説明できる体制を確保する必璽が

供給の確傑は雪上命題であり︑こ
のため︑一方では経済構造の変革

あろう︒

縮織により︑五月十四日から十七米国ニューオルリ！ンズで開催︒

日まで︑西独のカールスルーエで参加希曖暫は二月十八臼までに原
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が︑コードの關発をはじめ︑これ

︑

らの爽験︑解析を行なう技術要澱
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実用炉の実規模コンポーネントの

︵

産︒核燃料繰へ︒
施してきたが︑今回︑予雛僧畷が

実験であるという点からも︑時宜

炉の安全性に関する研究開発を実

構ぜられたマルビケン翫薩は国際

を得たものであるQ
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協力研究という形態からも︑また

はおそらく国際的にも隈られてお

工鯨畿

遂行するための協定成立の方途を

プロジェクト委異土が指揮するこ

＝甲

RR計画︑ROSA計画など原
開子
催︒

澱会の指螂の下にこれまで︑NS

日本原子力研究所は︑原子力婁

と︑他方では原油供給源の分敵お
よびエネルギー源の多様化として

たのである︒しかし︑現蔽の珊態

原子力の比盟の繕加がはかれてき

に即して弩えるとき︑過度の経済
成長とこれに対応し切れなかった
エネルギー政策の貧園によって引
き起こされた状態として︑現状を

立璽することにおかれている︒プ

定内容には成果の難燃︑特欝欝の

いの決定権が与えられている︒ま
た︑識決権の行使に際しては参加
分担金の負抵翻合に応じた投票権
が与えられることになっている︒
このほか︑常設の実施機関として
プロジェクト・マネージャーが躍
かれ・疲術面でのコミットメント
を得なう技術諮問委員会︵加盟国

になっている︒

から各一名指名︶も躍かれること

▽予算プレ・プロジェクトに

ロジェクトへの移行摺躍に開する

名する︵但し議擾はスウェーデン

う轡が愈志決定するためのもので
あり︑理論解析︑悪難実験︑計画

画および財政謝罪に閲するいっさ

箸性試験②ブローダウンーECCが指名する︶︒同日会には爽験計

および実験に必璽な籔柑箸この実

定の期闇申に還成されるべき冒標

実験を共襲撃画として行ない︑予

行なう︶③隔離弁試験ーーなどの

実験︵新規に実験装腰を製作して

終発︑籔任憬険等のほか︑実施プ

レ・プロジェクトは①格納容器応

ととし︑委殿は触盟国が各一名指

間を縫て一九七四年から一九七七

ECC実験など中心に

米︑仏からも関心
日田

マルビケン炉はスウェーデン原

▽囲的プレ・プロジェクトで

れている︒

子力会社︵ABアトムエネルギー 年墓で三か駕の実験期間が予定さ
曜公法人︶が副画した核過熱瞳接
サイクル型の璽水炉で︑設計電気

炉心冷却︶爽験︑隔離弁試験およ

出力十㎎万KWのプロトタイプで は︑ブローダウンとECC︵緊急験の系図について︑共同して行な
あったが︑その後政策の変更から

びその他提講される箋験の可能性

立案および装躍の設誹を行なうこ
とになっている︒

△組織プレ︒プロジェクトは

。

に対し︑政府は︑安全性関運対策で来年慶予簾約百懸円を醗上して審査の強化や研究の拡充な
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る榎突然襲った石油窩機は成長期
には忘れられていた経済構造の弱
点をはしなくも露顕することとな
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一︑P型二藍︶︑竣工をみずに一 ケン炉でいかにして実施できるか
を調蛮し︑さらにこれらの爽験を

要する経賢は・二言検討中で詳細

ケースとなるものでもある︒マル

画は圏際共圃研究としては鍛初の

大口径で︑コンポーネントも穴型

ビケン・プラントはパイピングが

のもので構成されているため︑実

う︒現状からみて・この際・横極

規模実験には好慨のものといえよ

的な参事が期待されると岡隠に︑

ら、どうぞこの愛称でな予納を
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威力となる実
規模での試験
日本凍子力研究所が昭和四十九

年麗予舞で概簾要求していたマル

ビケン関係隅一懲六千五百万円が

降年十二月二十九B閣議決定され
た政府原案に盛り込まれることに

なり︑原子力婁爵会が璽点的に取
りあげた軽水炉安金性研究が圏際

◇

協調のもとに大きな展開を璽むこ
ととなった︒

激動晦代の懸開けを告げた石滴

にとって必ずしも予期せざる聡態

危機の到来は︑原子力に携わる者

古くは︑石炭禽理化聞題が検酎

の到来ではなかったはずである︒

された階︑さらには︑わが圏が原

画力エネルギーの開羅に麺手し
た階点で︑すでに憎期するエネル
ギー購躾とこれに対処する供給の
確保は掛簾の基本的課題とされて
いたといえよう︒

申心となり︑その絨渠︑エネルギ
ー多消籔型の経済構造が出碗した
のであって︑石濾供給の不安が生

画が申止されたといういきさつが
ある︒

はわからないが︑総額五〜六億円
に達するものとみられている︒

この計画については現在︑北欧

ほか︑アメリカやフランスなどか

四か国︵一括謬加︶︑西ドイツの

らも関心が霧せられており︑近く
開かれる予舗会談で︑総額ととも

内容的には多分にエンジニアリン

ところがら︑国内各界の協力もま

グ・サイドのものも含まれている

る見通しである︒

に財政分担の割禽も明らかにされ

▽その他プレ︒プロジェクト
ェクト・スタッフにプロジェクト

ている︒

くの成累をあげることが期待され

この團際共同プロジェクトから多

た︑必須のものとなってこよう︒

の全期間にわたり頒盟國はプロジ

蓼劉を訟訴することが求められて
いる︒もち論このプロジェクト要

から支出されることになっている
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團
新分析機関を設立へ

欠陥

があるとして︑園の原子

科技庁官房

一席となっていたが︑これ塞で歓蟹 ック串︒硯在までねつ造の事実は
一蹴務次宮が事務取扱いを行なって
ないようだが︑放射能分析と原子
いたもの︒

関係省はこの問題が原発反対運勤

的に波及することは必螢とみられ

また︑日本学術会議でも科学蓄

にどう影器するか憂慮している︒

件だけに原子力発電開発にも心理

ﾇを経て︑四十八鰯七月から澱

して︑この癖件を取り上げる鋤き

心となる人覇についても内定済

する方釧で碁子を進めており︑野

政府は八日︑磁源關発促進税法

案︑電源麗発健進対策特別金目法

日義三法

案および発電用施設周辺地域整備

?

発惣用施設周辺住民の福制向上

を閣議決冠した︒

法案修正案のいわゆる
案

を回ることによって︑行詰まり状

態にある躍源立地の円滑化を期そ

厨は近く︑早ければ今週中にも︑

うというのがこの醒源三法で︑政

へ提出する方針だ︒発電用施設周

三法薬を予算関係法案として国会

辺地域整備法案はすでに前転盆に

ととする④国による補助のカサ上

礎月は昔

問る噸1か試最題に8文

知臼つ験近頃あ甥舞働難嫡騒騒

φ住友原子力工業株式会社

力行政そのものに関係する不禅鶏

長に片山氏

周鉱審課長︑工業狡術院総務部長

法学部卒︑翌奪通薩省入り︑石炭

㎝銀政三国黒︒岡山県出身︑ガ歳︒

昭和二十二口輪大

科学捜術庁は細別八臓付で︑畏

委員︶を発令した︒融田口前官腿

片山氏略歴

窩窟麗長に片山石郎氏︵暇銀政策

良の原子力周長配蹟転換に伴い空

分析研の処躍については︑現孤

に直願する悪向だ︒

があり︑春の総会では猪論を政府

自体の儒類注にかかわる問題だと

解散などの行政処分を行なう縦陣

委託蟹の遮鵜︑認司取消しおよび

との危機

悪識を細蟹に︑この事件を卑急に

のものが問われている

解決するため全庁をあげて取り組

分析露髄託第務の委誌融えと同研

み︒当窃は民間法人︵公鑑か株気

いては︑新らしい分折機関を新設

の処廟宇題︑新分析機関の設立準

だ︒〜方︑今後の分析委託先につ

民の根強い不儂感と疑惑を招くこ

備陣などを扱う︒木部長に事携次

射能測定システムの溝検討のほか

とにもなりかねないことから︑今

いずれは準国立機関の特殊法人に

かは来簸︶として発足さセるが︑

むために設けられたもの︒原潜放

回の肇件は科技庁はじめ各関係覆

冒︑翻本部長に八房長と原子力局

別に︑分析データの信頼性を蕩め

たいとしている︒また︑これとは

頃︑遅くとも七月謹でには設立し

する考え︒畢ければ新鶴度の四月

に深刻なショックを与えている︒

り︑約三†呂の部員により構成︒

撰︑嗣代理に原子力局次長がな
存立そ

原子力発電を愈理的に追める節要

部﹂の設置も︑科技庁の

今度の﹁放射能監視対策推進本

力政策と得政そのものに対し︑国

当面ま理研︑放医研こ委託
日木分祈化学研究所の原潜放鮒能測定データねつ造耶件は︑各関係方面に深刻なショックを与えて

いるが︑科学技術庁は二月十二購︑分析研の処分などを行なうための﹁目明能監視対策二進本部﹂

わが国の放射能測矩が窒洞化され

課長の更浩にまで発震︒とくに︑

放射能監視依制と測索システムに

︵本部長・武安蝦務次窟︶を設護︑同庁をあげて対策に取り組むことになった︒一方︑この鄭件が原

†乃臼の衆院予騨蚕員会

子力発電開発にも波及し大きな影響を及ぼすことが懸念されている︒
一屋
で不破奮三議農︵共︶に指描︑追
求されて明るみにでた分析研の原

対運動の激化があげられるが︑そ

安全問題を再検討

るため︑魯門家からなる﹁第三者

ることに決定しており︑現在委託
課題の割り振りなど詳細煎を検討
している段階だQ

今回の不祥塾件でデータのねつ
造が明らかなのは原麟関係だけだ
が︑原子力発電勝関係についても
各電力会社が立入り調査等でチェ

照射施殴の全羅
・．メ貼威

警︑
置燭﹂

提嵐︑継紘辮議中だが︑その後・

新しく﹁促進税﹂および門特別会

に伴い所要の修正が加えられるこ

計﹂が創設されることとなったの

①財源交付の対象を拡げ従来の火

とになったもの︒修正されるのは

力︑顧子力両発醒所に限らず水力

業としての例はない︒しかも大盟
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本

踏放射能測窺チータねつ造葛件は

今回︑原子力委員会が発足させ

な条件となってきた︒

チェックを行なう︑という構想も

評備機構﹂を作って鳩尾データの

の要累としては原心力発慰所の立

性の塁本問題を原子力委蟹だけで

については︑理化学研究所と放射

林一型︑生食罵の襲爵︑メイクイ

線鷹学総命研究所に分析を依卜す

あるようだ︒新機関発足家での間

に響えてみて

なく︑溺諏経験鞘なども愈めて検

醤学的

学︑研究機関︑麓業騨などから七

うのが設羅の熱い︒メンバーは大

安全閣題をスッキリさせようとい

性問題を

事しょうというもの︒いわば安全

ようとしている安金土曜も︑安金

での地元住民の不安や危報が大き

射能は大丈央なのか？など安金癒

のか？原子炉は工学的安全性が確

地抵針︑立地基準が木当に適切な

わが国の原子力平和利用開発1

中には設溢したい︑としている︒

とくに原子力発電開発は︑安全問

実に確保されているのか？環境放

れた科技庁の分析研への立入り調

点から検謝するため︑間髪畷会内

力開発の安全性聞題を基本的な観

原子力委員会はこのほど︑原子

欝鋤安全会議が近く発足

その後︑二十九︑三十田に行なわ

分析のうち波形グラフが＝瓢ハ％︑

査によって︑昭和四†七鉱度委託

化学分析は四Q％が︑実際に測定
をしないのにしたようにデータを
ねつ造していたことが判明︑謹た

た基本的な問題点での解耕の相違

な理由となっているQ

題から立地難に陥いっており︑原

といっ

子力婁員会が策定した原子力開発

〜八名が内定しており︑会識には

安全とは何か

る意向を固めた︒霊要石油藍碧圏

に﹁安金会識﹂︵仮称︶を設呈す

や襲え方の避いによる混乱も︑安

六十葎六千乃KW﹂は大編に後退 全問題をより難かしくしており︑

原子力委員も全員隅棚して︑月二

︵躰原子力委員畏︶の帰国を待っ

このため門安全﹂をどう稽え︑原

一方︑

分析惚学史

四†八鋸度分の一部にもねつ幽し

利用長期計画の当初目標値﹁昭和

た環実があったなど
会議に嗣出席中の蘇山科技庁長富

の不群珊件となった・

このため︑監癌撮任から田属原

上︑空前

子力局長の引頚辞職︑柴磁放射能

発電所の立地難を加速させている

て発足させる方針Q葺くとも今月 する兇通しにある︒現在︑原子力

讐圓開かれることになるもよう︒

照射処理はすべて臼動コンベア

子力開発にとって安全とはなにか

北海道明太郡の士幌農協︵安村

によって行なわれ︑コンテナに入

を明らかにし︑位置づけることが

志郎尊心理購︶では︑放射線照射に

った馬鈴生は︑照射窯中央の線源
の求わりを一半聞に一周の速度で

よる馬鈴騨の発蕾防止の実用化に
乗り出し︑昨年六月から照鮒施設

的に襲返しになって再び反対醸を

まわって片薗照射したあと︑商動

照射するシステムになっている︒

の建設を進めていたが︑薄型響に

照射線羅は最高十五詩ラド︒

完成・試運転ののち今隼一月ゆ旬

でに約六千奨の馬難燃を照射して

から本格的な照鮒運転に入り︑す

ーンなどを照射しており︑今幾度

現在︑士幌農協では加工用の農
同照射施設は総建設蟄約三懲五

いる︒

千万円︑国と道の補助金︵総額の

法による新規コンビナート地区も

地点指竃のできなかった工場立地

発飛所も対象に加える②これまで

として有機的に進められ︑四十七

③整備謝画の対象地域を拡げ﹁隣

地嵐指定を行ない縛ることとする

は約一万一一万二千誘を顛射する

年八月︑世界で九蕎囲の国として

三分の二︶を受けて建設されたも

馬鈴碧の実用化が正式許司になっ

予窺Q文軒度から年回三万踏の編

はコバルト60三十万キュリーでカ 射された馬鈴鞍は聞書で約八か月

備計画を作成することができるこ

接栢町村﹂も特に必要な場台は整

鈴瑠を照射する壁画だ◎これら照

ナダ原子力会社︵A旦CL︶から間の貯蔵が可能となる︒市場への

た︒海外では試験的に照粥食晶が

二型ナ︶の処理能力を持つ︒線源

出荷は端麗期の三月項から開始さ

ので︑一か月間に一万ナ︵櫛歯＋

購入した︒また︑この施設は管理

甫場に出されたことはあるが︑箏

げおよび発懸用言設設置者の負担

佐藤友太郎原研食品叢濃開発鼠

れる晃込み︒

照射では世界厳初といえる︒間題

り︑墓本設謝は原研醐崎研究所に

棟︑照射囲棟︑コンベア棟からな

は今後の消費者へのPRだ︒

金規定を酬除する一1の四点︒

四十ご年から原子力特定総懸研究

棘人学内聞秀雄

法案、近く国会へ提出
験室畏の簾食昂照射研究は昭和

田中茂也放射線取扱主任者試験のカンどころ㈱・・生物・物理・化学

…日本藁囲ド加腕所

…・・鯨大≠都甲泰正

ﾐにおける・ギ・ラ・リ・ガ・ド…二二二二安全評価と確三論・・

・…

馳域整備・促進税・特別会計
には川崎軽工業があたった︒

・源肋獺山照太三郎

y水炉安全基準と標準化の動き

…な

よって行なわれたが︑設副・施工

k特集〕軽水炉の安全をめぐる最近の動き

電源三法を閣議決定

住友グループ

ｾ日を担う③・

ヘー

定価450円（〒30円）

@

原霞としては︑地元住民による反

格的な運転が始厳つた︒

設が︑このほど北侮道に完成︑本
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照射馬鈴薯、3月に市場へ
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会議
日

本格的な運転に入った照射蜜三部

○
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ホズマー議員が勧告

然ワランからウランー梛を乃六％

化学分離

で︑廃梨濃度をQ・

も園収することが可能な経画的な

三％からO・〇三％に減じること

重水プラント
ナ

建設計画進む
カ

ダ

水の聡璽を賄うため︑ケベック州

ギー相は昨無十二月︑繕凝する璽

一力︑マクドナルド連邦エネル

オンタリオ・ハイドロ祉︵オン

めている︒

タリオ州麗麗力︶の計画による

のジェンティリー原子力発鱈所

︵出力二十五万KW︶のサイト近

と︑ブルースで現在運転申の年産

郊に新しく蟹水工場︵年艦能力八

能力八首ナプラント︑垂垂整地工

百ゾ︶を建設する謝画に︑連邦政

カナダは︑天然ウラン蟹水炉

議鏑︵年巌︶プラントに続く︑硫

場楯
に魑手したといわれる追加の八
︵CANDU︶の冷却材︑減速

ができるという︒

たホズマー塾員の翼慰の一つIi に心用する潅水の調達に奔走して

いる︒礁設コストは二億五千万が

府が融資することを明らかにして

このような一連の諮動を公にし

らされる前提として︑⑪レーザー

聞千六百ゾの婁水生産施設の甦設

る︒そして︑これらの状況がもた

いるが︑現在運転中の七基︑建設

︑

でその大部分の騒が確保されてい

齢一一階一＝︐︑■
一嘗一白一卿 ︑一︐卿﹁＝一︸ ︑召

に生産開始の予定︒

今無慶頃には建設嚢工し︑七八爺

これが嚴も蟹暇な点とみられる

NDU炉向け璽水を確保するた年をメドにブルースでの生産能力

一Lは︑現在︑技術の荘歩が急速 申四基および謝画中†二塁のCA 概要を四月までに決め︑一九七九

め︑新規盈水工場の建設撃墜を進

︐＝＝二

ユーロディフ姦蒲で

メドがついている⑬英︑独・蘭三

る②ソ遮との委託加工契約者縮の

圏グループのウレンコからの購入

も期待できる④供給兜の多二化を

ディフが昨年十一月︑株主総会で

一iの研究開発に参加し︑ユーロ

鍛大の躍力会社RWEはこのほど

︻パリ松本駐在展発︼西ドイツ

驚

富

策葦手中央区日本檎茅場町1−18（共同ビル）

にウラン濃縮に商業利用できるこ
であり︑これを蕩惣に入れて計画

性・現行の政府補鱗愛重の必要

ップを満たすため︑産業界が自己

研究開発機関から会社組織に移行

磁粉探傷試験
漫透探傷試験

醗産物の発芽渥美

法技術が厳独で︑一九八一鉦初め

立案を慎璽に暇なわなけれはなら

︑

三月までに

︑一ρ冊＝圏需一

を年上黒千二百ナにするという︒

と②レーザー法が廃粟凝度をO︒

曹騨願＝一︐

ないと︑産藩罫に強く欝告するこ
︑

今園のAEC調査では︑プライ

ーロディフ社の謝画に拘束される

図るべきだ11などの点から︑ユ

態度決定か
性・財政保護の現荷システムに代

︻パリ松本駐在鼠灘︼スウェー

ス・アンダーソン法の歴史と荷効

わる二千案︑契約蒼補償と国際的

などであった︒

榊＝﹁

〇三％にまで下げ︑瑠実上︑非常

とにあったようだ︒つ孕り︑晒に

に安い低コストでウランー獅の三
皇分離技術を確立することーーが
民間企業の濃縮二業進出計画を牽

きに豪かぴる危険性を内蔵してい

制したわけだ︒一蒔的にせよ威行

あけられている︒

ロスアラモス研究所が猛毒†二

月︑上下駒院原子力台同委員会

補償制麗1iなどの検討も行なわ デンはユーロディフ社への正武参

ては︑三月までに決めるものとみ

に正式に参加するかいなかについ

るという︒なお︑ユーロディフ社

ーソン法の代琶として︑0現行法 曲折があるようだ︒スウェーデン

必要はないとの強い慧冤も出てい

はこれまで︑アトムエネルギー社

が・その参加の羅黍について粁余

を通じてガス拡散法欧州ウラン濃

加態度をいまだに傑留している

のさらに十蕉の延長⑭現行法の廃

なお︑現行のプライス・アンダ

れたという︒

止⑧現行法の延長︑但し・毘悶保

ソ連での原発

係蕎は曼けとめている︒

をとったものと︑大力の産業界関

ために︑岡寒具がこのような絶躍

︵JCAE︶に報告した﹁レーる
ザとみられる薩業界の姿勢を正す
ー同泣体分離技術開発の成功の司

述べられているように︑ホズマー

OOO隼における能
盆性をめぐる継続醐資﹂の甲でも

議員の試算では︑レーザー法は天

政保護システムを規冠しており︑

ロディフ社ーー仏原子力庁が率先

縮工場建設翫画を進めているユー

保険と政府補償保険を定めてい

保険を設ける⑳想定された原子力

した際・その一〇％出資に同顕し

られている︒

仮驚された原子力箏故から生じる

応において生じるとみられるギャ

険の酸大隈鰯網と政府補償との適

る︒同法制定当初の麟的は①想定

が課した塵業界償還に蒸つく臨時

購故の損憲を賂卒するため︑政府

運開︶とオプション一基︵ムエ年

四基を西ドイツが碓試するという

ソ連に百二十芳KW原子力発餓四

計画に反対する恵向を蓑明した・

超音波探傷試験

医療器異の滅菌

N代 以 降 の 需 要 に 影 響 か

う︒つまり︑理論的には︑レーザ

一九八O〜
世界のウラン翻要の四〇％以上が
減少することを惣志するとしてい

議会に調査結果提出

冊天測五億六千万妙にのぼる民間

とみられる損轡を補償するため︑

された原子専大事故の際︑負金の

たと伝えられていた︒

その理由は︑①ケーニヒスベル

照照

験託

試委

放射線透過試験

無菌動物今際の滅薗
プラスチックの改質

クレイグ・ホズマー米下院議聚はこのほど︑革新的な捜術であるレーザー光線によるウラン濃縮法

ンの隅要は激減するであろうとい

の︒岡原発︵四基︶の総コストは

：・・プライス・アンダーソン法

十分な有効性を保証する②このよ

しかし︑現在︑スウェーデンで

濃縮ウランは①米国との長期契約

ク︑フランクフルト闇の高圧線送

あげられているQ

A・P・プレイ氏︵Gε社BW
S・ラブ氏︵珊退行鋤派︶

醗による蟹失電力は二五％に及ぶ

者射

門ーー一

険業界・衛識蓄などの悪発も反映

米国原子力委鍛会︵AEC︶は他の連邦機関︑原子力産業騨︑保

獲樹立方式の確立㊧政府補償の滋

は肇国の原子力発電所で使用ずる

西独RWE

このほど︑米議会上下両院原子力

うな珊故が黒きると想定した場

⁝一などが横酎の対象としてとり

独返済として簾子力保険の利用一

月三十一日に期隈切れになる同法

は非常に厳しいものとの冤乃をし

A菖H⁝＝一五〇﹂は︑原子炉の 治的に問題がある③ソ連は臨ドイ

非破壊検査事業

γ線照射事業

§

非破壊検査株式会社と技術提携

日露施毅規模60CO−60万キューり一

の概要を明らかにし︑安場に麟縮獅業進出を謝画する傾向がみら訓る米国内の産業界を階に牽制し
た︒米国では︑現在︑第四ウラン濃縮工場の国営︑民欝をめぐり︑政府︑産業界が画策しているが︑

ホズマー議員によると︑現在︑

岡羅質は︑濃縮雛業を民間に移管する京での経過描躍として︑米国濃縮公社設立を撮免している︒
ホズマー議嚴が︑﹁レーザー光

スアラモス研究所で研究脇発して

米個原子力委綴金︵AEC︶のロー法が近い将来商業化されれば︑

いるレーザー光線によるウラン膿

線による低コストのウラン磯縮が

ントを公表した爽悪は明らかにさ

及ぼす影響﹂に闘するステートメ

欝を与えたものとみている︒

纈法が商化ベースにのれば︑ウラ

一

れていないが︑大万は匿業界に讐

一

晶
二†九億が︑運開は八二年から隔
無毎︒そして鍛近では︑ノースイ

建設に反対

合同 委 員 会 ︵ 3 C A E ︶ に プ ラ イ
されている︒

禽︑その際の莫大な賠償額を恐れ︑

米AEC将来の取扱いを検討

運開︶である︒サイトはマサチュ

ス︒アンダーソン法に関するAE

ースト電力から各魔気出力蕩†五

ーセッツ州モンタギュープレイン

C調査糖果を提出︑一九七七鋸七 子力機雷撚険について︑公衆︑A それが民悶産集の原子力分野進愚

万KWの発注内示一基︵八一璋

昨薙︑ウエスチングハウス社の

で︑建設コストは二基で十三徳

の受注状況

ニナ三塁︑コンパッション・エン

メ◎

プライス・アンダーソン法は原

米国内の原そ騨受注八纂︵オプシ

ジニアリング社の†三星に比べ・

一方︑オハイオ︒エジソン社は

の延長・またはそれに代わる法律

ECの被許可省および契約者の財 の妨げにならないようにすること

オハイオ州ベルリンハイツのエリ

ョン一基を含む︶と︑それほど好

講ではなかったゼネラル︒エレク

制定等の問題について︑JCAE来識金上下両院原子力命同委澱
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トリック︵GE︶社は︑今鎌に入 ー発霜所向けに︑ゼネラル・アト

取組んでいる原子炉の設計︑安全

その捜術を公開することになるl

F︒L・ゲイジ氏︵安全エネル の躍力を西ドイツに送電するとい

〒370一三21

産

力

原

聴醐会での産集騨︑贋境グルー

安全性について十分な評価をして

GE社の含Cの原叢安轟癒門W ②総工回診十億嬬の燈用輸出は政
子炉の安全性に関する聴聞愈を開

性および一般的な安全問匙につい

Rプロジェクト部畏︶

GR︶一墓︵各出力百十七万Kがプライス・アンダーソン法の期

プ代表などの主な証謡の大要はつ

ミック銅製簡温ガス冷却炉︵HT の聴聞会に付した︒今回︑AEC会︵JCAE︶はこのほど・原
って一か月面でBWR五黛︵受注
ているようだ︒

催した︒同聴聞金では︑政府︑原

済み一基︑発注内示一基︑オプシ

W︶を灘入する計画の巖終決定段 阪が切れる三年も前に調蒼結累を

ツの顕子力闘慰所建設部術に強い

ョン三基︶を受注した︒

局球たは国立アカデミーによる別

て証召し︑AECの規制字画や規いないので︑JCA冠は技術士樋関心をもっており︑今圃の訓画で
﹂・E・ウォード氏︵米原塵原 制と累進滅動の公開により︑一般

曙境グループの代表などが陳述

子力欝会︵AEC︶︑産藁界︑ ぎのとおり︒

iなどの点にあるという︒西ドイ

とりまとめたのは・原子力発園丁

の評樋を命令ずるべきだ︑と強調

の謝画立案︒建設のりードタイム

階にきていると伝えられている︒

公衆は部分的にその蜜全性につい

した︒

写翼は︑二月九日臨界した世界

今年鍛初の受庄は︑シンシナチ

したが︑多くの輪識はAECの緊子嫡酢認可安全婁凪畏︶ 原子炉

て知らされてい浄と指摘した︒

ツ艘の原子力発仁所を購入し︑そ

初の商業発魔用HTGRフォがi
長いこと︑また一般公衆および

急炉心冷卸装躍︵HCCS︶の新
の安全性確立を強調し︑一つのプ

ギー市践協会代表︑コーディネー

の昨庫一癖間の総噸略睡は︑一千

財団法人放射線照射振興協会

群．再県高瞭市大八木町芝68番地

O273−46−1639

TEL

張本原子力研究所内

群馬娯腐凶日綿貫町

・ガス＆電気などオハイオ州の三
罐力金聾共同のジンマー二暦︵電

原子力産業騨に朝もって公示する

甚肇受け入れ︑および新基雌の発

展し︑翫画実現のため両国の関係

うソ連の謝薩は︑昨蕉奮頃から進

これまでのJCA冠の詞録は︑薔が検討している︒

ター︶

餅億KWHに

原子力発電は
おしきせそのものであり︑JCA
Eは︑原子力発電所のもつ危険性

◎●R・イングリス氏︵マサチ

昨年の総総発羅醗
の安全性業務について陳述し︑こ

ューセッツ大学物理学教授︶

七百四十五懲KWNで︑そのうち

PWRシステムズ部畏︶ WHや
歓してきたと捲摘︒

のもとでの活動に長い間時間を費
W・H・アーノルド氏︵WH社

原子炉安全性聴聞会から

中心は㎝㏄新基準
中したという︒レイAEC委興

いるところ︒

三†三万KW︶の燃奨荷をして ほうが望ましいとの判断に基づく

醸炉への膨雛についての逆臣に集

気出力軍七万KW︑一九八二黛 卜・セント・ブレイン原発︵出力
運開︶で︑その次がアラバマ贈力

もの︒調査纏果作旗にあたっては

畏︑ケースAEC規制焦電擾代理

からの甲央アラバマ原子力発電所
向は二︑四暑機︵各罐気出力百十

の爾氏は︑ECCS新塁躍とその

ロジェクトから次のプロジェクト

る︒アラバマ懸力は当初︑アラバ

した︒

捜術襖討のあら法しについて報告

AECとしては︑新型の発毘炉に移行するまで︑安全性確認のた
め罵設謝を必要とするなど︑安全

れまでの発嘱炉の運転記録を説明

懸子力発聡は一九七二無毘七・五

︻パリ松本駐在餓鑓︼フランス

はないし︑京た睨衡の発震一1 規制への関心匿の深さを明らかに

るなら地下に作るべきだ︒原子力

発電炉は仔在しない︒もし碓設す

は新基藥の下でも出力酬威の必饗

国原子力委属会︵AEC︶の耐震

いては︑不必蟄なほど厳しすぎる

Hにのぼった︒

％聰の百三＋七纈一千五葭万KW
韓藍のエネルギー源も存識する︒

の他に︑太陽エネルギー︑地熱発

したQさらにECCS零墨準につ現段階で建設できるような商工
いくつかの炉については五％の出

と指摘し︑コストー利益の点でと

しては新型燃樹の朋用率の如何に

た︒

化でAECと産榮騨の協力を訴えるに肥りない結綴を供するだけだ
と主張した︒

薩業界側は一般的に︑この新鶴準

よるものとみている︒これに対し

した︒また︑発熟所の設副︑建設

塾藁に舎格せず︑セルマ原発副画

の蟹嚢性を擬摘し︑原子炉の標準

厳二棊のオプションを追加したも

での立地のメドがついだので・今

どセルマから約五す塀離れた地点

力削減が必襲とみられるIlに関 を撮策する人々を禽めた贔賢能理

糠

＜米JCAE＞
匙

を延期していた︒しかし・このほ

っだが︑同サイトの地盤条件が米

一・二暦をGE社に発注済 み で あ

マ州セルマに原子力発璽所を難設

塑

する謝画を貯め︑七二無にセルマ

ぜ

七万KW︶のオプションニ星 で あ

麟響．

卜

F

放射線照射の利用
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一

麦ノ

笹

変型

ーのほか︑シミュレーター︑聖心

せ︑すでに発庄繕みのコリメータ

こうした強訴本体の線簸てとあわ

の涯歩に画期的な一歩を記すこと

てきているわが国における核医学

両袋羅の完成は︑次第に箆灘化し

臨床実験が開始される予定だが︑

圏原気無次大会を聞き藤す︒

ホール︵飯野ビル七階︶で第七

束東・千代田区内幸町のイイノ

機の中の腰子力開発﹂を茎調テ
ーマに︑内外の識省・聯盟嫁か

夜

﹂勾

陣

り後

3月7巨︵承︶

セプション参朋費を含む︶で︑

ホーン使用︑各廼盆誠資料︑レ

九千円︵予稿集︑岡鯖通訳イヤ

お︑滲加費は一般セッションが

六一︶までお申込み下さいQな

九〜一六一二一︑五〇一i一Q

産業食識・企画譲︵叢叢東京五

でに参加蟹を添えて臼沫原子力

参加希望薪は二月二十八臼ま

ます︒

ぞれ別会場の東京翁館で開かれ

田圏夜にはレセプションがそれ

か︑初日正午には午さん会︑二

われる︵仮プログラム参照︶ほ

らの兇解発表や懲見交換が行な

3月6B︵水︶

とに悪性黒色膿や乳ガン︑同旨腺

性子線の医学利用が主隠的で︑こ

常ベッド︑制郷パネルなとも順次

となろう︒

建設︒運転に関する技術を導入︑

度Cの焼却炉内で焼那灰化し︑お

日ホ原子刀民業会議
よそ二分の一に減った灰化物を鉛

次畏の三等が・また反対側は甲翻

子力発給課長︑内田聾者︑一二赫農

イルター・エレメントの寿命が短

研究墨︶︑久米蕊四郎阪大講師︑

縄之助学術会議金員︵原研副主任

讐議官を主査に︑児玉膀臣同庁原

通産省は近く雀内に⁝高温ガス

おこうというもの︒海外での開発

一︑鈴木泓茂各環工大教授それに 船霊めするプロセスと︑炉内で派

い点について︑授術改選により千

開発上の問題点や安全性︑締済性

ス三型原子力発電蕨開発検討会﹂

生した未燃焼添と放射性排ガスか

などについてあらかじめ検討して

を設け︑覇温ガス炉の技術的問題

甥状と今後の見通し︑安全性など

湯原艶原償開発諏画塞長代理︑松

ブロック内の灰取出し箱でドラム

点や経済駐等についての調査銭費

技術的諸問題の鼠戸︑核撚料サイ

績︑都甲泰正各東汰教授︑爾温洋

を開始する方針だ︒

〜二千時間まで取買えなしに運転

わが国では放射性廃忌物処理処

ガス処理プロセスが水処理のない

るのが特徴︒刈田氏によると︑排

とで構成︑簡単な機構となってい

挫廃棄物焼却袋園の鵬要が今後増

原子力研究施設での低レベル放射

もの︒とくに昨今の公密問題に対

らの強い硬望にこたえて開かれた

環境放射能︑工学的安全性︑温排

小野周東大教授が出席︑それぞれ

分体制の確立が急務として︑その

研究所で岡型装翻が順調に運転し

えるものとみて︑カールスルーエ

保守も容易という新しい低レベル

液汚染や腐食の心配がなく運転・

形態の鰻登燃低レベル廃棄物の蘭

でき逓転と保守衛理が留錫④各種

心配がない③プロセスの簡略化が

川内市の主催

市場開拓を積極化する方針︒

ている爽績をバックに︑新装畷の

原子力施設放射線簿理難題にも十

外国に比べ格段に厳しいわが国の

理装羅の実用化のメドがっき︑諾

いた低レベル放射性廃粟興焼却処

﹁セラミック・フィルターを用

段のフィルターで低レベル放射性

桁まで放射能濃度を引き下げ︑二

ム㎜で五桁︑コバルト58︑リン32 鹿児島県川内市︵横山正元衛

あるという︒セラミック・フィル

岡市・若松町の市民会館で開かれ

安全問題を聞く会﹂が二畏二日︑

で六桁︑ストロンチウム85で約七 擾︶の主催による講戯会﹁原電の

ターの除染性能試鹸では︑セシウ

た︒謂師は原子力発臨抵進側から

で︑敷地は黒帯から西南約十五㎡

に次ぐ原発立地を翻難している所

脚門象による公開難詰会を開くよ

内市議会の原贈問題特別飛竜会が

層の地点が予定されている︒

川内市は︑九州㎎力が玄海原発

圓の講演会開催となった︒

う欝擬に詳し入れたことから︑今

欝があった︒これを反映して︑学

分対処できる﹂と報告したのは︑

廃蘂物濃度を放出可能な濃度まで

之原研理獺︑板愈誓郎原醗技術部

福田償Z筑波穴学副学長︑川嫡正

門蒙の悪見を聞くべきだ﹂という

力発電への不安感などから・﹁脚

に関する禦故等の報薦による原子

する悪識の高藤りゃ︑原子力発電

この講演会は︑川内衛の市民か

立場から講演を行なった︒

水の各テーマについて蟹習両論の

検討が急がれているが︑六田・名

生という二次廃液がない②腐食の

乾式であるため①放射性廃液の発

放射性廃弾物警部処理綾薩の開発

処理や選別が不用・などの利点が

田本碍子化工機世業部の刈田陽一

除却できることを実閲した︒従来

で原発講演会

成果が報告され・注冒を集めた︒

田水碍子は原子力発墨所や留種

古屋で開かれた中部原子力懇談会

がついたもの︒

主催の放射線利胴健進会議で︑廃

過し︑放射能を除毒するプロセス

できるようになり︑実用化のメド

らなる落蓋体を二段の高温セラミ

必要となっております︒

別に午さん金参加暫は五千円が

ニュ唄ミ輌ク超特急

ーク線。つまり東京。アンカレジ・二議同蕊

藤本航蜜が遇航する、大圏識一ス・二軍一ヨ

一クを一直線に飛ぶ、ニューヨーク超特急で

名古麗支店9・艦奪（052｝561−2498

（092》27殉46纏置

†〜申す種に及ぶ短寿命アイソト

一

ガンなど皮鷹表山から比較的浅い

整備していく謝画で︑鉦内にも臨

ロ本原子力研究所との粟同研究で

これからの原子力關発政策

る酸素15や骨診断用の鉄18など二

ープの生産にも供される︒ビ；ム
戴出し系は治療賜垂晦卜向一口の

︵気体︑固体︶︑生物照尉のため

舜

3月5日︵火﹀

して︑X線︑ガンマ線および嗣子 最近︑粟大脳神経外科医師圃によ

ということから︑この性蟹を利用

る脳謹鵬原子炉療法︵中性子線捕
部位に発生した悪性麗瘍に対して

されており︑詳論審査に関連した

セラミック・フィルターの牲能賦

定）

i国会各党による〆ノ小ノウム婁

ほかに︑アイソトープ生腔用二水

の大開城照射用一本︑生物照躬や

ということで医学へ応

ものだが︑
圧に褐効

の盆計六本が設けられる︒

物運測窟に用いる揖罵照酎胴ニホ

放医研の鴎用サイクロトロンは

用されるようになってきたものQ

AVF型で︑陽子︑亜陽子︑ヘリ 仏のトムソンCSF社に発注︑

山留細謹でに本体の組立てを終え

ウム3粒子︑アルファ粒子がそれ 建設が進められているが︑諸本は

て︑現征︑ビーム取出しなどの諾

ぞれ加速できる︒とくに陽子の鵬
台六千万電子ボルト豪でが出せる

撃角

日本原子力薩小鼠議は来たる

﹂

三月本工︑六田︑七臼の三田間

でには付属機羅等を盒む横収テス

も既用サイクロトロンが完成︑放

調整が続けられている︒三月末ま

医研のそれに先がけこの四月から

線による治疲が行なわれているが
捉療法︶なども荷なわれている︒

床実験にとりかかる方針だ︒

性は近回ますます憩大し︑その征
圧i撰滅に対する国民的襲講は︑
ガン細胞の中に一〜二％存偏する
は鰯鯨な効漿をあげるものとみら

枝術基準のあり方や開発体制など

今團大会では﹃エネルギー危

とみに爾まっている︒丹分野でこ

れているほか︑肺機能検査に屠い

も検甜項目申の大きな比宙を占め

認試験を行なう一方︑耐久性の優
A慰識を開始するが︑六月家京 れたフィルター・エレメントを独

ている︒岬ければ十五日にも初会

E海外の再処理 1ト情とハブリノクアクセフ々ノス
Eわ力胴の再処王lll問題σ璃躁と轟融
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一方︑臨深的には外科孚術︑化学 射線に対し抵抗力が強いため︑こ

る︒しかしここ†数庫来の研究か
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ら︑放射線療法では加速選れた中
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身マヒを趨こしたりでよほどのケ
とがわかってきた︒米国カリフォ

放医研の医用サイク矯卜筒ン
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院での治療など中性子糠療法の歴
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その多くが再発などによって死亡

一といった経過をたどっている
のが実嘱だ︒放射線療法について
は︑ガン細胞が正順の裾緻細胞よ
りも放射線に陣する感受性が蕩い

高温ガス炉の開
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nECD二子力機関︵NEA︶は︑このほどその活動帳告艦を発表した︒これは岡機関が従

わが国が正式頒盟してから初めてのものでもある︒今回は︑闇闇告雛中から︑NEAが行なつ

来の欧州組織から櫃騨的な機構へと枠をひろげて以来最初の報告艦であり︑したがってまた︑
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発電の伸びについてのいろいろ
な推定をもとに︑ウランと分離作

の政府や民閲の研究所で行なわれ

業量の需要予測が︑これまで各国

てきた︒そして︑NELT研究グ
ループは︑この点でも多くの貢献
をしてきた︒

現在までのこれらの予測は︑原

鴨

ガ縁懸羅調窟動と雛面で難そ︸つとしているNEAの役製紹介しよう・
9
の改融版は︑これまで以上に詳細
子力発躍の伸び自体の予測にかな
りの不確定要囚があるため︑その

にこの分野の状況を分析する機会

しかしながら︑この樫の作業は︑

租質上きわめて仮鋭的であっだ︒

を提供している︒

離圓の報告轡以来︑ウラン埋藏
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で︑保持しようと努める八年先の

︵U308で約酉†五聖ショー現
ト在の謝画どおりに開発され︑ま

騒の状態の展開を示す数値をみる
多くの国々の原子力計画がより明

芋餌羅を羅持するための禰要羅を

︒少︶である︒かりに︑原ア力発 た︑一几八六館までに︑ヨーロッ

としていくつかの鐙聾な不確定要

これに関しては︑状況はいぜん

る︒

して・供給されうるかどうかであ
現在の 予 測 に よ る と ︑ O ECD

諸国の瞬発電量に繭める原子力の

馴盆は︑一九八O館には︑少なく
とも二〇％に達するものとみられ

確になるにつれて︑大きな信頼を
添すものである︒

は︑それに該当する年は︑七七無

パに濃縮工場が設置され︑約一万

廃粟濃度が︑O︒三％ウランー

脚に上昇すると︵この場愈︑園1

で示されるウラン備要撹は︑約五

ーバー︒ポイント﹂は︑申位の発

％増となる︶︑図2の﹁クロスオ

にとると︑約十五か月さらに延期

電の仲びのケース︵A︑B︶を例

さらに濃縮施設が必要になる時

されるσ

の計画に︑さらに適喫すること︶

点︵現搾のウレンコの一九八六年

では︑濃縮ウランに依存する原子

影響を︑たえず︑チェックし︑確

力発配所の選び率が与える大きな

認すべきことが示唆されている︒

幸いにも︑朗賦したように︑濃

原子力発慰所のそれ︵約七型︶と

墨工場礁設のりード・タイムは︑

とも可能とみられる出力の伸びの

同じである︒したがって現在もっ

予測からの群遊︵一九△図無の分

曲線︶は︑新規灘縮工場の建設計

沖SWUの能力が護されるとの離作業に対する閣1︑圏2のAB
仮竃にもとつくものである︒

う︑十分早期に確定される必要が

図2でもわかるように︑仮定上 闘を﹁ただちに﹂修正できるよ
分離作業羅のバランスは︑原子力

しかしながら︑図2から結論と

ある︒

す場合は︑一九八二庫に︑また︑

発慰が高い儲び率︵A−2︶を示

中位の伸び率︵A︑B︶では︑八 していえるもっとも顕茗なことは
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副算にあたっては︑すべての濃
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ものと仮定されている︒
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関のそれに碁づけるよう︑情報の

なく︑できるだけ﹁中立的﹂な機

筋からの知識をもとにするのでは

つ入が・その慧兇や推論を︑権威

この新しい作業には︑不安をも

である︒

作樂に︑特別な場を準備した理由

一
二多

八千ゾSWUのオーダー︶︒

の原子力発殿の伸びの場命で年間

饗になるということである︵中位

めの濃縮工場の建設が︑早急に必

その結果︑この鷲蟄をまかなうた

惣速に伸びるということであり︑

一方︑低い伸び率︵B−1︶ではたのち︑追加の分離作業の賜要が

クロスオーバー・ポイントをこえ

と七九駕で︑卑間の発見羅は︑そ

三年に︑それぞれマイナスとなり
う︒

れぞれす五万ナと†一万ゾとなろ

濃縮ウランの

需給見通し

一

五％ウランー郷として操業される

閣2では︑図1に用いたのと岡 縮旛設は︑廃菓濃度を︑○・二七

多多多

バランスを添そうと試みている︒

また︑図1には︑一九七三鎌の じケースでの分離作業難と鰭要の

ウラン埋蔵欝の状況を示してあ
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ため︑ある場台には︑原子力発電

玉二

原子力発搬の伸び率は︑OEC代代資源である原子力へと傾斜が
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これは米国の既存の濃縮能力が︑

規発見にもよるが︑ほとんどは︑
得つつある︒

d

も卑く稼働し︑そして粘局は心硬

凱知のウラン鉱床の拡張を期待

の鵤要についてのN秘Aの研究は B−1の曲線は︑AB曲線に示さ
埋蔵羅を維持するために︑低コス

︸

なときに†分でないといった二つ

で採掘可能な既知のウラン総埋藤

し︑U308ポンド当り十が以下そして︑最近蒲手されたウラン

トの新規埋蔵羅を︑一几七六鉱か

る︒それは獲定八†右力五千漣

くの企業にとって︑その将来は・

の落し穴を避けるため︑荷効な濃

れる一九九〇館の数値を︑それぞ

と︑ある程度謹ではいくつかの新

順調な展望が見込まれるが︑ウラ

縮技術の経債性と新設設備の稼働
計騨ゐ法が以潮に朋いられたもの

まりにも過剃な設徽が︑あまりに

ン生艦業者は︑いまだこれらの開

織は︑金属ウラン︵命属ウランー

累をともなっている︒そして︑あ

発によって利益をうけていない︒
時期について︑きわめて慎箪な検

異なった原子炉政策とかによる変

慮している︒

の拡張のため慎曝に立案された計
も︑各岡を通じ︑また︑事爽︑全

n諸国でかなり相異はあるとして たか論る以餉に︑それらの利用も

世界を通じて︑成長を続ける11 上︑不可避であるとみられる︒

こういつた反対には︑程展こそ

を︑現実にまねいている︒

われたこれらの改善で︑燃料サイ

こういつた状態ての原子力発臨

違え︑各黙々や・いろいろな状況

画への反対とか運延といった糖果
クル魔業の今後の設備計画につい

ほとんとが速度を畢めてーーこと

のもとで反論も起こっているが︑

また︑非常に伸びることは︑事実

て︑これ豪で以上に儒頼のおける

は︑工業国における他のすべての

ばならない︒というのは︑今田の

は︑とくに来圏で盟冨にみられ︑

近焦にいたり︑そのような検討

い機関︑とくに国際機関の竃茜の

の遅明よりも︑碧色関係の少な

と技術のミーティングを通じてみ

に放射性廃棄物処理に関する情報

そのような活動の産渉は︑とく

ことが期待されている︒

せるための各種の作業をともなう

関連する法的塁準などをリンクさ

転規制・﹁事故﹂の場禽の賛任︑

制部門・原子力施設の許認可︑運

一般に︑公衆は︑電力会社や原子 魯及と同時に・﹁放尉能防護の規

混台エネルギー経済が︑従来の炭

力委員会といった﹁関係漏機関
岡が継続すると仮定した場△口︑そ

採用されている原子炉で現在の三

そして︑この種の作業が︑将来

られる︒

が期待されるのである︒

これが・NEAが将来の謝画ににむかって発展し︑拡大すること

うQ

方を受け入れるようだ︑といえよ
みられている︒

また︑ヨーロッパ蕾や慰霊でも

不幸にして︑そのあるものは︑

化水累熱源を無視したエネルギ⁝

すくなくとも︑数†庫もかかるこ

ての公衆の理解を改口するための

範囲内となろう︒これに対し点線

れに相当するウランの窯警護は︑

を受けねばならない︒

当面するNEAの課題

環境問題への対応

う猛からの精致で︑継続的な検討

開発と同じく︑環境への影響とい
さらに︑石炭︑衛油︑天然ガス

は︑疑悶の余地のないところであ

のコストが増大の万向に画ってい

る︒

ているが︑この研究結粟の謡本的

る現征の傾向のため︑原子力エネ

基礎データを︑國家の機関や民間

することができる︒

ルーギの競争力を強めているよう
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園1の曲線︵A︑B︶で示される経済におきかえられるまでには︑

千万KWと仮定し︑また周時に︑ は︑多分に無関係の康までなけれ

年五穏華万KW︑乃†一層七代笛費源の柑対的な発臨コストと
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なもののいくつかを︑ここに紹介

藍業に提供できるものと期待され

国際的なフレームワークで行な

申位または低億の発電の伸びで

修正された状態を示すA−1と 露の伸び率が高まれば︑景趣先の

そして︑一九七一年と七二隼は︑

ら無間二†万ゾの劇含で発見しな

されている︒

からのありうる変動幅として︑実

す︵これらの隈度は︑A︑B曲線

これらの瀦算で改艮されたもの

るQこの埋蔽巌の増加にもっとも は︑実際に知られている溺画の範

に関するOECD原子力機関︵N

書

際的である︶Q

資源・濃縮・環境中心に

その問題点

ら約八十六万六千沖へ増加してい

ゾに椙当︶で︑六十四万五千ゾか

ければならない︒

生産と需要

ウラン資源の

れ︑二〇％増と凡近％減の割禽

原子力発臨の開発に関係する多

ケー汎Bカ

で︑原子力発電が伸びる場台を示

る︒

監嘱，

にくらべ︑かなり広汎かつ糟密化
ゾは︑U308丁禦ンヨート・

一二

おいて︑原子力エネルギーについ

ユニークな：存在

一ししゆ

討が必要とされるだろう︒

一駒

て不正確な考えにつながり︑その

利用がピークに達し︑その半歩︑
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不振のウラン市場での改薔がほと
んどみられなかった︒その結集・

リアをのぞくほぼ全地城で製退し

世界のウラン探鉱はヘオーストラ

EA︶の研究グループ︵NELT

原子力エネルギーの長期的役劇

が続くなら︑ウランの儒要が大蟷

グループ︑一九六四隼発足︶は︑

たQ不宰にして︑このようなこと

かつ急速に慨ぴると予想される八

核琳料サイクルにおける醗給状態

原子力

○無代に︑ウランの軍期確保の状

の変化について︑一連の報告讐を

大きく貢献しているのは︑無筆

おちいるかもしれない︒

在すすめられている﹁ウラン資源

何無かにわたり発表してきた︒現

態が危くなるという深刻な危機に

原子力産業界にとって︑さらに

囲で︑異なった発議の押びとか︑

二大な不安は︑燃料サイクルのも

動の灘価である︒また︑軽水炉で
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原子炉安全

専F審壼会

●

霧

﹁安全牲は十分に確保﹂

となる︒

とにもよる︒このため昭和五十三

讐

表や憩晃交換が行なわれるほ．

外の欝欝・専門家からの見解発・

臼霜夜にはレセプションがそれ

か︑初B正午には午さん翁︑二

ぞれ別会場の四駅会鋸で開かれ

参加希望薔は二月二十八田ま

ます︒

でに参頒費を添えて日本原子力

噂・

の倉．・

o辱

脚・︑

喝

九一−六一⁝＝︑五〇一i一〇

薩饗誠議・企画課︵電語東京五

お参加籔は一般セッションが九

六〜︶までお建込み下さい︒な

五千円が必要です︒

千円で︑別に午さん会参加姦は

夢●讐

一
網一年聞の二段階に分けた調益を⁝

フィートに及ぶ試鮮が行なわれた︸

行なった︒この閣︑総延長約二二・

位の低いことがわかったほか︑鉱．

が︑これら調査の結果︑ウラン拡⁝
り
床賦存の兆しはあったものの︑品㎜

このため︑調査団を派遣︑蒋来の

床が深く予定通りに試銘が消化で．
︸
きず計画が若干延ぴたりもした︒

l羅踊燈船卜い﹁

膿驚謙離離醒

ﾌまま毒されることとなヱ

つた時点で中断︑百七十六鉱区は⁝

源開発での外国人持橡は三分の

た︒ちょうどこの頃︑﹁ウラン資

京で﹂など内容としたカナダ政府

うになったが︑カーマギー計画は

による外資規制描躍がとられるよ

すでにこれよりさきに鉱策権を取

昭相五

得していたため︑その対象から除

外されていた︒しかし︑

十一葎三月までに商業生産能力で

三菱金属鉱業株式会社

くれる見込み︒

・では﹁エネルギー危機の中の原

の9

窪窪原子力蔵鑑濃墨議

●

ン資源其同探鉱は︑カーマギー社

9

ゲントという代替エネルギー研究

五千エーカーの怒田を対獲に調査

から︑同祉が鉱三権をもつ約三章

子力開発レを夏調テーマに︑内

閲発流か隼計画を今年ヒ月から積

蒲蝕した︒

一︑会議後︑レイ米原子力婁田
野と会談︑原子力開発について態
見交換した︒席上︑レイ姿員穫は
﹁米国でも原子力発電所建設は一

撫に早速されはじめている扁とい

時スローダウンしたが︑その後慰

っていた︒協力をより球趣にする
ことで恵莞が一致した︒

ことにもなっているた

メドが立たない堀命には権利が騰

滅する

きていることから︑編位は低いが

近︑天然ヴランの価格も上灘して

通しのもとに︑カーマギー祉から

を打診してきたもの︒

あらためて探鉱調査爾開への憩向

将来は採篇ベースに懸ろうとの兇

エリオットレーク地区でのウラ

期中に二本の試錐を行なう予定︒

常務塞でこの慰向を了承した︒上

遡副会長︶は近く︑中断していだ

ー委殴会︵婁展長・荘村義雄璽獺

する計藪で︑電力業界も十四尉の

また︑森山憂窟は︑霊要石独学

六社で構成している日水力ーマギ

籔国会議の感想として﹁エネルギ

和鉱業︑古河鉱業の非鉄金属鉱業

から曲折があると思うが︑忍鮒つ

総力を注いでいます

年一月運転開始の予定が約黙想遅

安全塞費会から報告を受けた原
子力墾質会は︑近く通産省から嵐
される温排水の影響を調査した環
境審査報省を参考に︑さらに検討
を行ない・同蹴に公聴会での陳述
意見に対する検討精果説明轡を作

可の巻申をする予定︒これらの検

成して︑内閣総理大霞あて設磁酔

うだ︒欝相への筈申と同晴に安全

討や手続きに約二週間かかるもよ

の蝦料も公開される︒

審琶報告魯︑検討縞果説明辮など

なお︑発電炉の設置許可老舗は

おり︑今回で申講されていだ新設

極的に進めるが︑その間に没入さ

半墨資のもとで︑翌鋸九月族でを

四十三奪四月に契約調印︑双方折
︵含制約七兆円︶という︒

しようと提冤があったもの︒昭和

お役爵

り紐んでおり︑資源の蟄冨な國で
も熱心に研究開発牟進めている︒
まして藤本のような資源のない国
は一層の努力をするべきだ︑と滞
噛した﹂などと述べ︑要旨次のよ

一︑来国では〜九八O年にエネ

うに語った︒

ルギーの窃礫率を一〇〇％にする
ため︑プロジェクト・インデペン

探鉱調査を再開へ
カナダ・エリオットレーク地区で

かが闇題となってきだ︒さらに最

め︑湿存している鉱区をどうする

のウラン資源共岡探鉱調鷺を再開

電力が意向
q金属鉱山︑住友金属鉱山︑同

醗力九社と日本鉱業︑三菱金属︑

カーマギー針画で

間を第二期計画期間としてA︑B

第︷期︑引続き十月から以降二年

質源のないわが鷹は一願の努力と

も熱心に取り組んでおり︑まして

っている︒資源の蟹露な國でさえ

ギー開発研究に野心的な計画をも

一︑このように各圏ともエネル

画だという︒

とし︑原芋力で璽力を京かなう漫

する雛躍所はすべて頗子力発霞所

一︑フランスでは︑今後・建設

のにする考えのようだ︒

的に進め・来書を平起る規模のも

とくにウラン畏縮技術開発を璽点

千五哲億円︶を投入する副耳だ︒

閣議五累年酎画で六十一漫歩︵六

一︑西ドイツは︑第鴎次原子力

れる研究闘発駿は︑国家黒金が薗

当分の闘︑奪覆審鷺会は

︒こ

となる︒

だ︑安全難だけでなく湿誹水や体

御免

原子力の安全審費は一応終った︒

長期間

密化悶題などを並行して検討した
だめ︑かなりの時開がかかったこ

公聴会の意見

調︑行政に関す．灯疑問に対しても

鰺えなければh住罠の根強い不安
や不満は解消しないといえる︒と

不労炉︑民闇資金で百二十覧億が

らみれば︑異例の

二念第二原発一物炉以後途絶えて

筆雑聡構醒言鱗二

れは︑審査期閥中に起きだ燃料稠

すでに設癒許可を得ていることか

をしており︑同型︑雲容蟹の炉が

妻壁は約一雲底かけて安全霧査

姿勢で臨んだ︑という︒

立地指針など厳しく適用
原苧炉安金專門密蛮会︵会畏・内田秀雄東大教授︶は二月十八臼︑東崇電力・福島第二原子力即功
所一弩炉について門同発雌炉の安全性は確傑される﹂との結論を出し︑十九日の原子力尊爵金にその
旨報告した︒電炉の設紐に関しては昨薙九月︑わが国初の公聴会が聞かれており︑最初のケースだけ
にその陳述懲兇が︑どう安盒審資に茂映されたかで注鳳を藥めよう︒漂子力婁は通三二の環鷹霧査報
告を参響にした上で︑陳述慧兇の検甜結果説明醗を作成し︑近く酋相に設櫨議町を筈申する予定︒
いる︒十九臼︑原子力婁輿会に提

の点からわが國初

炉は
出した安全審査報告鴨も謎語のも

導爆化

の公聴会の対象炉となった︒公衆
のに比べ約二男の分綴になってお

欄騰第二原亭力感醒駈は根勘県
双粟郡に建設されるもので︑﹁暑

り︑その内容も群細なものになっ
ている︒

躍に対して賛否それぞれの意見が

四簸の発醗齎が設躍される計画︒

陳述されたが︑これらの陳述閣議

炉︵BWR︑颪＋万KW︶を奮会
めは昨隼九月︑福鋤市で開かれ設
北十二詩の地点には︑すでに六二

安だとしたの燃料稠密化②脆性干

とくに公聴会で反対派住民が不

は今団の安全審査にも反映されて

いる岡じ東醒の福謁第〜原発があ

の発聡炉が運転または建設されて

瓢㊨放射性廃戴物の保々蟹理1な

反映が焦点に

り︑さらにその北に隣接して束北

原子力行政は一段と億頼性を失

により︑国の

い︑不儒慾を努めた︒それゆえ今

分析研耶件

圓の蜜盆響賀で公聴会の瓶威を高

くに

葦に反映しだか︑であろう︒公聴

めることは︑原子力委員該や政府

今画の安盆讐で鍛大の焦点は

会開講の最初のケースだけに︑忍

公聴会での陳述懸兇をどう安盆審

も従来の指針であった五菖︑ゾレム

石会の存在悪筏や評爾が今回の紬

いる︒また講運転時の被曝線羅

／黛から五︑勢レム／年と蕾分の

の

どについては十分検乾したとして

に切り下げ︑アズ・ロウ・アズ︒

果によって決豪っていく︒たしか

だけでなく︑ひいてはわが国漂子

原子力発醒所地帯〃

プラクティカプル︵可能な隈り低

に今画の報笛欝は従来のものより

力開発の円屑な発展に繋がってい

でも蒋数の

このため︑東灘は一昨年八月に

く︶の原則を適濡して安全審査を

も詳細になっているが︑どう反映

く︒この点で検認緒果説明盤の内

を園復することになる

福岡第二原発〜屠炉の設躍飾可を

行なったのが特徴︒また放酎性ヨ

しだかを屍体的に示さなければ︑

容が注露を染めよう︒

を聞くため原子力婁綴会が公聴会

誠

1開発研究に各園とも野心的に取 資金を没入する必要があることを

威儒

嘩翻したが︑﹁地発のナマの声﹂

ウ素も初めて解析評価されており

説得力は芝しいものになろう︒ま

を開くことを決めると岡隠に︑岡

開年第ルルイ区京の六三議．
今き次七七（イ内・三國月は；

語り︑エネルギー問題での国際協

の協力に取り組むべきだ﹂などと

大平︑森山両相が会見

﹁今

回の会議だけで世界のエネルギー

酷した︒直上︑大平外摺は︑

帰国し︑羽田東急ホテルで記暫会

森山科学技術庁農嘗は︑十五日夜

隷書国会議に出席した大平外桐と

ワシントンで開かれた主要石漉

石油軽輩
国会議で

﹁国際協調の第一歩﹂

これ謹でよりも一段と厳しい審査

械

初めから困難だと思っていた︒こ

対策が完金な禽窓に達することは

て︑それなりの成果があった︒エ

の会識は国際協調の第一歩であっ

参加登録を受付中

力の羅要性を強調した︒

議たなければならない︒日塞とし

ネルギー問題の解決は麟際協調に

子
力。
藤．

てはあらゆる機会に穫極的に参加

よく︑精力的にこの七転で各国と

三菱躍機株式会社
蕊菱商事株式会社

高速増殖炉プラント

世界の乱

あなたの三菱

原子カプラントの完全国産化へ

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社
三菱原子燃料株式会社

PWR型原子力発電プラント
PWR型船舶用原子炉設備
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し︑協力をしていくべきだ︒これ

「二

禰鵬簗2原子力発仁所の建設予定塘全燈

諜羅

されているなど︑問地方はわが園

麟

驚
ぜい

雪
縫欝．

｝会見する大平外楓と森山畏官

暴、

醒力の原発︵四墾︶の立地が計画

締
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聞

力

モニタリング制度
いま︑こうしたシレンマに悩み続けてい

を怠ることは許されない︒科学狡術庁は

発法案で︑与党が納得のいく回答

講整が霞められている蛋民総再開

るが︑野党側が﹁現窪鰐野党閲で

の

こういつたところに︑野党側反発

発

ば

締鯖化の様相︒国総紘躍とのいわ

議には癒じられない﹂とした態度

を示さない限り︑設躍法改正の審

の間で調整工作を近めでいるが︑

大編修正も辞さない﹂とし野党と

ついて︑与党は﹁名称変幻を含む

がありそう︒国総法案に

しかし︑このような箏態にたち繰った

をみせているところがら︑同法案

根

背斜には︑すべてのデータをチェックす

については︑京だ提案理凶説明も

がつけられた格好た︒

臼︑サンディエゴ帝で開催された

赤信号

タナ上﹂けで︑今岡会での成立に

科技庁設置法改蕉案だが︑審議の

とされている

罵になったのか︒岡研究所が鐘堂能︑P

る︒

る中央での評価機構の欠如︑環境と安全

展⁝き分誓行な・ていた果分析

かけひき繕凝

全・耀境に関する多くの省庁︑

ていたように︑外部の化学分析を受託し

CB︑水銀などの分折を一手にひきうけ

行政での支柱となるもので︑

いる︒しかし︑この鱗件の簸
うる能力を持つ機関がきわめて少なかっ

を守るためのマンパワーを含めた弾礎的

上げ状穣となっている︒

行なわれないまま︑喩実上︑タナ

To

地方公共団体に求で波及して

たからに他ならない︒そして︑すべての

な科学政簾のひ弱さがあることを認識し

田本側からは︑森原産常任理製

もの︒

が戸口に進出しています。
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協ラ穣醸酵は、これからも｛警頼

への教訓

う重要な雛任を渠たすために︑趣かに分

委託蕎は︑国民の安全と健康を守るとい

なければなるまい︒濠た︑一方では︑今

田総法面は田中首相が﹁是非と

・禦勝局長︑石崎理報・局次罠︑

國分開発部長が出席して︑米国原

ウォルスク理購長︑E・A・ウィ

産のW・R・グールド会長︑C・

ギン︑G・L・グリーソン︑P・

ターナー究極理事長らと会談︑エ

ネルギー猛機の産業界へのインパ

パブリック︒アクセプタンスの問

クト︑原子力発亀の成農旧旧し︑

題︑核燃料に関する臼米産業間の

・環境問題に対する両閃原産の協

協力問題と両建原薩の役剛︑安金

二丁は︑臼本の原藤が行なった今

力などを申込に話し登ったが︑米

回の休制改革にも強い関心を示し

全般的な摂し倉いのなかから︑

たといわれる・

今後の協力禦項として浮びあがっ

た貝体的な問題は︑①︸九七五無

の原子力船に関する国際会議の開

いて︑今後の爾麟の動陶を把握し

催に附する協力の薄処理問題につ

四月︑バージニアで開催される園

相互に密接な連絡をはかる③今庫

全米環境調査副面に紺する田本側

際濃縮国議への臼本の爺闇題㊥

繰

無限に伸びる発酵の木

大の被密蚕は︑なんといって

烈日の健凝と環境を守るための実質鮒

析結果を知る必蟹に迫られていたことも

回の事件を例にとれば︑総じて地道な努

も今夕会での成立を﹂との慧欲を

二月二十田開催された田本原子
力薩業会議の第八十二國総台企画
婁員会︵座長・畜山博吉日立製作
所批長︶で︑日米両国原四竃勝局
連絡会の概要が饗鵬局から報告さ

産のC・ロビンス理購長︵当時︶

この連絡会は咋無三月︑来襲原

れた︒

が原産奪次大会参焔のため来臼し

所と民闇のエクソン・ニュークリ

に力を入れているこ

近では︑マスコミを通じての

り返し酒動

r剛11口し曽

も国炭であることに開違いはない︒

な作業のほとんどが︑ただ一つの機関に

確かであろう︒そうした環要な倖專を他
にもって行けないとしたら︑各機関の仕
力を要求される安全研究費動の中でも・

科技庁設置法
の改正難航か
国総法とのからみも
原子力局組織機能を大幅に改革

とした一⁝科学技術庁設認法一部

し新しく﹁安全部偏を設けるなど

改正法擬の今国金での成立が危ぶ

た際︑岡氏から提案されて以来︑

岡法梁はこの二月国愈へ提出︑

まれている︒

醸つめた縞梁︑一再一〜二尊の両

両国原産間で︑貝体的方法などを

てガス拡散法と遠心分離法にほぼ

一方︑この会談の席上︑来園原

内闇婁員会へ欝議が付託されてい

大阪大学レーザー工学研究駈の

絞られているが︑この無憂来︑米

阯側からその橘動の現況につい

名種委員会などの活鋤状況の定期

の参加に関する検討⑤両図原産の

霞巾研究室︵山中千代衛教授︶は︑

研究が梼力的に行なわれ︑収率︑

国などでレーザー法ウラン濃縮の

的な遮絡︑など︒

る陶位休分離墓礎研究に層手した

十三日︑同研鑑繁がレーザーによ

アーアブコ・アイソトープ社が研

ンサス獲婿に努めていること︑最

ことを明らかにしたQ研究は六弗 コストなどで有望な方法として脚 て︑圏下︑原子力開発への侶頼を
光を浴び始めているQ米岡では米 細るための活動に最大の璽点をお
いていること︑このためのコンセ
原子力委員会ロス・アラモス研究
わが園では初の試み︒気体分子に

究開発巾であり︑ほかにソ連︑フ

レーザーを用いて分離するもので

化イオウなど軽い元素の周位体を

ザー光線をあてて励起させたうえ

なお︑次回の陰米連絡会は︑野

と︑などが説曙された︒

際で開催することが倉憩された︒

影彩︐笏

先ずエネルギーレベルの低いレー

ランス︑西ドイツでもレーザー濃
縮研究が進行串といわれる︒

山中研究室は・核巻藁のレーザ

干一三

口，n目剛ull蓼目川川川聖L

望⁝原勇漿艦の竃時におけ

委ねられ︑しかも十分なチェック機槽も

る放粥能調査をめぐって︑孚ぬ

ないま謹にその繕果を判断の材料として

削

大きなショックと深刻な影響を与えた︒
いたとすれば︑もはや幽しひらきの余地

箏が分析確に集中することは当然であ

圏としてとりあげられたものだが

式研究もその一つですでに螺子電

エネルギーの細いレーザーで電離
し︑化学趨に分離する方式が考え
られている︒臓子のエネルギー状

ー法プラズマ閉じ込め研究を雑進
め︑岡研究塾は軽い発素の同位体

︵株︶ケイヒン

態が霊いものほど分離しにくいだ

どでレーザー法勲位体分離研究が

しているが︑外国での国際学会な

代表敬締役蟻塚講氏

運座に入会

分離から取組むが︑晃趨しが得ら

神奈川区喩神奈川町十八

住所横浜帯
ロジェクトとしてこの研究に取り

a書蟹広島卓」娯

粟祉・鴬嬢所／那㌻ノ酵九日

凶盈・山陰

仙＆・禽沢雪膚

化学研究所のデータねつ遭製件は各界に

ことに︑厳正かつ正確であるべき放射
はない︒もちろん︑今回の出粟環は常訟

置法改正法案は⑳原子力局に安全

旧しているものQ一方︑科技庁設

能モニタリング制度の中で︑科学者の良
とくに饅立たない存在といわれながら実

部を躍き④これとあわせ︑現蕉の

質的には国民の安全にかかわる選球な仕

局次長二人制を一人にするIlと

べくして起ったということができる︒

事を黙々と続けている分析技術者がどの

いうものだが︑これも︑田申首桐

る︒この薄味で︑今喩の不群事は趨りう

ような評価とステータスを与えられてい

醗にみて警えられないことであることは

科学技術庁は︑闘下︑放附能監視対策

るかということにも深く思いを賦す必要

がポスト石細のエネルギー政策と

事実だ︒しかし︑原子力麟水艦の放射能
調査に隈っていえば︑それは現実に起っ
推進本部を設けて︑隔子力潜水艦放射能

して意欲をみせている

て︑科学技術庁がこれを冤抜けなかった
ということは︑原子力安全行政に対する
てしまったのである︒

灘簸システムの再検封︑分析業務の盃託

たことではなく︑むしろ︑科学の緩辺を

があろう︒これは分析化学の場合に逸っ

心にもとる行為がなされたこ と ︑ そ し

強い不膚を慧き趨しつつある︒

という問題をはなれで︑謙虚にこの事実
替え︑新分析機関の設立など一連の問題

科学鞍の良心

今膨の購件は︑原子力潜水艦に関して

を検罰申であるが︑そのいずれもがきわ

内容的にはすでに一部研究職手と

池としての研究が斜められてきた

原子力開

を疇漏すべきであり︑その上で今後の万

支える技術者︑技能省のすべてについて

起ったことではあるが︑今後拡大するで

めて難しい問題を禽んでいる︒暫定的な

あろう原子力施設のモニタリング・シス
データねつ造といういまわしいことが

いえることではあるまいか︒今度の出来

金を期さねばなるまい︒

テムのあり方に大きな教訓を残したとい
搭澱としての委託鋳えの問題一つをとっ

環への対策の結果として︑どのようなシ

いろいろ糾明もされているが︑分析研が

偲故趨ったのか︑という点に閲しては︑

ても︑受蔵した機関の研究活動は少なか

分析研での化学分析が︑原子力麟水艦

ステムや機構が生嘲れようとも︑それを

えよう︒

動かすのは

にあることを肝に銘

らぬ影響をうけるだろうし︑その結果︑

ひと

他の蜜全研究謝画に懸醤をきたす恐れも

ずべきである︒

いずれも継続研究で︑開発テンポ

の十二件がかかげられているが︑

糾の輸送︒溝処理⑫環境讐理⁝一

⑩新型勤力炉の關発⑪便用済み燃

効率的運用⑧慮動化⑨ウラン濃縮

二塁の新癒照颪の開発⑦核辮料の

物の処理処分⑥原子力発電所構遺

④放射綜の安全籔理⑤放射性廃棄

卿蟹理繭発墨設餅および適地拡大

点︒課題として①安全性評価②傑

開発は︑安全性の潰求が研究の璽
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でてこよう︒さりとて︑放射能測定分析

も騰闇の追い打ちをかけられていたとい

＝：

うのは禦実のようだ︒何故そのような唾

の放射能調蒼のみならず︑PCBや水銀 能ヵを購える作婁欝をかかえ込み︑しか
などの化学分析に京で及んでいたため︑

ニ

今回の不許摺は科学捜術庁をはじめ︑安
＝＝鴨＝

原子力発電積極化へ
鑛 繋新情勢対応で 配 慮
鱈力業界が行なう各糧狡術研究開発の蔭標と方向づけを明確にする添接四十九駕獲﹁技術開発長期
醗颪﹂が︑十四闘の巾央罐力協議鼠幹聾訟でとりまとめられた︒これによると︑新長期謝圃での璽点
際題は五項嬬四十一件で︑内容的には適地拡大や環境蟹罷など原子力発電技術闘発を従前にも増して
讃極化するとともに︑斬規に門新︒省エネルギー﹂技術開発謙題をとりあげ通麗欝が行なういわゆる
ツンシャイン計画への讃極協力など石麹唱導の懸化に伴う厳しいエネルギー発源情勢に対応できるよ

②野心協調⑬建設工法の機械偬④

﹁新・省エネルギー﹂は斬規項

の軍急化と内容の充実が主眼︒

機材の絶縁劣化判定法⑤海水淡水

として姿をあらわしている︒

を設定し新惰眠に対応できるよう

新しい芽

配慰しているのが特侵噌

う配蹴したのが特長︒核融融発電への取組みも

技術關 発 長 期 餅 画 は 餓 気 血 発 癌

威渠をあげメドを役たほか︑今後

が︑新謝國では地熱・太陽エネル

化の実朋化llの各研究が一応の なっているものもある︒新発電方

恒常化されるべきものとの理由で

ギー︑石夙のガス化︑海洋発電も

事務局ベースで協調はかる
荷望視されていることから︑翻プ

組むことになった︒

工事／醗鰐・曝寓土・壌臨・蝋門司鰍庵・騰樋
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日米原産が逮照会ひらく
れれば六弗化ウランでの岡位体分

ン濃縮の可能性も検討する方斜︒
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この発酵の木を育てていきま
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社長

が単独あるいは︑醗力中央研究所
やメーカーとも協講し各社協力の

削除されたからで︑各課題が整理

重点課題で

四身され研究閉標の明確化が図ら

もとに全国的規模で推進する各樋

灘点課題は︑斬しく設定された

わが国初の試みに着手

ii

ss

環境問題など主題に
離研究に違み・レーザー法のウラ

ウラン濃縮技術は︑実用性の点

、

行なったもの︒五一十か薙穆度を
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技術開発の営標を定め方向づけを

毎鎌︑研究の進展や傭勢の変化を

れたことなどにもよる︒

への金面

﹁新・欝エネルギー﹂に従来から

では脱硝・脱硫のほか混耕水の影

る〃サンシャイン計画
﹁大電力送電﹂および﹁電力施毅

の﹁緊境保金扁︑﹁原子力発電扁︑

中点課題のうち︑門環境保全﹂

るが︑四十九鎌度の新優期計画は

織り込みながら改訂されてきてい

協力を前面に押し出している︒核

﹁弓懸力手職﹂では

とりあげられている︒

このぽか︑

研究の璽黒化が國られる︒

るが︑とくに前書では脱硫対策狡

融欝発磁も新規鰍題として初登場
ている︒それぞれの研究課題では

ことから︑脱硝捜術の開発に生力 HV送躍の本格研究開始などが

術開発が実用化段階に入ってきた

一般﹂を加え五項臼に大分類され 響国資など七件が対象となってい

エネルギー・資源問題の厳しい境

件がかかげられ︑昨年

昨秋からの石巌慰憶の慧化に伴う

比仲数で士二件の減となっている

﹁原子力発磁扁技術

合計闘十

が注がれる︒

環を反映して︑原子力発電授術開

が︑これは①璽気商動潔の実用化

一

一

発のより槻極化と︑新エネルギー

および雀エネルギー捜術開発灘題

、
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敷地は トリ カッサン
今後は五か国の出資に重点
︻パリ松本駐在凪発Mガス拡敵法欧州ウラン濃縄工蝸建設を閂擁すユーロディフ批︵仏︑伊︑ベル
ギー︑スペイン︑スウェーデンの五か魍灘資︶はこのほど︑濃縮工揚をフランスのトリカッサン︵ピ
エ﹂ルラット近郊のローヌ川鰯︶に建設することを渓めた︒敷地が決象ったことにより︑ユーロディ

フ社は︑一九八一年に妬闘日大九千沙SWU︵分離作榮蝋僚︶鮨力達成を騒櫟に︑琿内にも整地工漿

せ︑総額酉二十鱈漏の資金二丁が

濃総工揚建設艶の七十鯨為合わ

必要となる︒ポール・トロワ・シ
ャトー原子力発難所の建設につい
ては︑一積機が難内に︑二型機が
来年に漕卜する兇通しで︑それぞ

る︒なお︑原発四墓・総容醗三百

れ七九︑八○奪に運開の予定であ

六十万KWのうち︑濃縮工揚で消

われ︑このような状況から推定す

費する懸力は二頁四十万KWとい

自園内の敷地を提案したが︑簸後

については︑五か国ともそれぞれ

ユーロディフ祉の灘縮工捌立地

の四七︒五％を出資するので︑あ

ホしたのはこの出資比箪で有利な

薪濃総引揚運転には膨大な蹴力

いるQフランスはユーロディフ社繕

条件を褥るだめの一策とみられて

を必要とするが︑この所要聡力を

う︒なお濃縮工掘建設欝は七十億

想定されているが︑一目のピエー

要な従業贋数は九州〜千人程度と

八O年以降の濃縮工場運転に必

無九千ゾSWU鮨力を働えるとい能力に到殺することができるのは

に蕾回し︑来隼一月に拡画工揚の建設にとりかかることになる︒

まで自国内立地に闘執したイタリ
くまでも畠困囚立地を主張したわ
供給するため︑フランス蹴込公社

るようだ︒

雛上

記
からガス冷却高速炉へ移行する

が多いことと︑将来商湿ガス炉

二次大戦の最終段階で︑F︒ダ 心︶は︑すでにガルフ醒シェル

いるクルーゾ・ロワールが中
五十万KW櫨準化設翫契約︑フ エルの二傅が拠鳩の悪味も・半 の慮屡サイクルHTGRは︑第

一

れていないQイスラエルではすで

界に達し︑二月九田︑レイ米原子

性・慮頓性・経済性などの観点か

僚滞している︵七一蕉にはムナナ

を採掘したが︑その後の生屡羅は

た液体ナトリウム蒸気発生器︵熱

し

㊥API二王詩聖エ場（600、6A、6D）

力三±二万KW︶がこのほど・臨 同試験は技術面だけでなく︑安金

フィブカイユ・バブコック社は

らも二曲された︒

バブコック・アトランチック社を

昨年︑フィブリール・カイユ社が

席のもとに臨界式が行なわれた︒

岡原発の勝鞠・運転番はパブリ

ガボン政府

︻パリ松本駐在鼠発︼ガボンの

田から重職絋山のウラン鉱緬格を

ボンゴ大統領はこのほど︑三月一

眺らかにされていない︒ガボンの

引上げると発露した︒舶上げ率は

ウラン鉱開発は一九六一蕉に始ま

・ウラン鉱山︶がムナナとオクロ

り︑COMUF社︵フランスビル

いる︒CO麟UF社はモクタ︑ペ

の両ウラン鉱山の採掘を行なって

シネ・モクタ鉱山︑COFIME

出資しているフランス系金社︒六

R︑仏原子力庁︵CEA︶などが

︻パリ松本駐筏鍛発︼仏のフィ

F︶のルナルディエール試験所で は不利だと︑ガボン政府が認めた

出力四万五千KW︶での試験が成 ありうるという︒

しぐ
器強
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★窩圧カス設傭賦験製遣認定事藁衝（認定No

力委員長はじめ︑滞業界代表の毘

ック・サービス︒カンパニー・オ

メーカーで︑CGEグループとス

ブ・コロラド︵PSCC︶で︑霊
吸収含併して設立された門構遣物
契約轡のゼネラル︒アトミック

している︒

︵GA＞社が建設を行なっていたーパー・フェニックス建設で提擁
もの︒敷地はコロラド州デンバー

三月からウラ
郊︒建設作業はすでに一昨琿に終

生器建設着手へ

ブカイユ・バブコック社はこのほ

鉱山で土崩れがあり滅慶︶︒

九琿にはU308換算で約五百ジ

炉がベルシェバで稼働している︒

フェニックス﹂︵出力菖二十万K

ど︑商業醐癒贈殖炉門スーパー・

仏フィ㎡ノカイユ・パブ社

京た・燃脳のウランは︑埋藏鍵が

W︶用蒸気発生器︵熱出力七＋五 り十五談までの鉱石がU308換

資源もあるが︑追奪なウラン資源

戸KW︶一墓の礁設に態手できる 郷で二万五千沙︒ガボンには石油

昨無五月から十二月までに行なっ

た︒これは︑仏罐力公社︵ED を現在の濁荊時代に輸出すること

体制が整ったことを明らかにし

が・燐酸肥料に加工する際の副麓

ト筒になるので︑イスラエルは燐

スウェーデン国内では︑原子力

巾だ︒

ゆ

鉱石からウランのみを抽出する工

坊裡に完了したことによるもの︒

績上げ率によっては採掘の襟止も

場を新築する愈向だ︒ウラン抽出

の水力資源をもっているが︑ノル

ウェーと違って天然ガスをもた

第2次原発計

わけだ︒COMUF社としては︑
物としてウランを抽出するとコス

十の劇合でウランを盒隣している

ガボンの確認埋戴醗はポンド踊
二億二千万ナにも及ぶという岡圏

に︑フランス製の研究用小型鋲水

ン価格引上げ

北方約三十五畷のプラットビル近

了していたが︑臨界の予備試験で

た︒蒙ベースの全出力運転開始

不孚際を起こし︑臨界が遅れてい

ポンド旧り十五が以下になるとい

製法を漉用すると︑ウラン価格は

いる酸性溶媒法を縫用する︒この

く︑イスラエルが独自で開発して

法としては︑従来の駆日豊ではな

イン原発の勇気冷却設備

奪翼はフオート・セント・ブレ

は今奪初菱の予定︒
却炉︵HTGR︶として建設が進

ント・プレイン原子力発三所︵出

められていた米国のフォート︒セ

髪瑳劉燃料は独自で調達

ユーロディフ社の謝画によると

一W一一一一﹁

すると︑ガス・タービンはプレ

要性は兇逃せない︒それが完成

こういう冷静な︑蔑期的澱握が

ば以上この研究開発の強化にあ

建設へと動いている︒わが国

ニエル氏により特詐出好まで行 と握上しており︑大型炉の設副

高速炉用蒸気発

︻パ・松蔭窟茜イスラ三去KW原勇発瞬の建設編う︒

立地にすんなり岡悪したようだ︒

ル氏がこのほど明らかにしたとこ

ル識力藁お︒セブ．アダ﹂去るという︒同炉が稼働費

ば︑イスラエルの霊力供給賦の巾

九＋万KW原峯力発継所四基を建 リカッサンの新濃縮工場に吸収し

ポ：ル・トロワ・シャ㌃に出力

召人︶の従業員を漸次削減し︑ト

初めに磨糠させ︑その規模は還關

一一贈﹁幕冊一

＝輔＝躍一一

一〜八二年運關をメドに︑出力六 とになる︒なお藁囲は明らかにさ

約一賀％を験子力発噂が占めるこ

濃縮工揚を一九七八年朱か七九年

営＝＝階・一

ていく計醐だというQ

：＝＝ 一

ろによると︑イスラエルは一九八

敷地問題のケリが一応ついたので

一騨一品＝7i ：一＝一一一

年〜︶する云えなので︑

ば︑AEP社はシリーズ発注ある瞳擾サイクルHTGRのに
璽からんだ許認旬上のトラブル
︵八＝

出への移行よりも讐易だとみて

方が︑軽水炉←ナトリウム尚繰

ガルフπシェルにとって︑これ

ストレスト・コンクリート製圧

の燐鉱石から抽出すると︑アダー

力容器内の︑現在︑覇気発生羅

ル氏は述べている︒

げられる可能性があり︑輩氏四

国際的にも疲及しつつある︒た

るとみなければならない︒最近

ぼうとしている︒今やHTGR

や独立に軽水炉の建設路線を選

︵K・K︶

燐鉱石は酉万分越菖ないし酉七

いるからだQAEP社は灘薦を

は軽水蝉との勝負どころになり

が麗かれている場所におさまり

そうだ︒

しかし︑ガルフ鮮シェルの匿

頁展読後の廃職熱を便って︑脱

とえば仏原子力庁が︑垂垂の研

ガルフ睡シェル体制の影響は

への道もひらけ

究開発の疑点をHTGRに置く

どの共闘的利馬

塩︑地域暖麗な

あってもいいであろう︒

って︑熱効率は五〇％まで引上 いるわけだが・わが圓などにも

石炭火力でしのぎながら︑HT

ス冷辮高速増殖炉︑核融禽とい

タービン︵醐接サイクル︶︑ガ

GRの将来性に賭けようとして

そして今年に入ると︑アメリ

標はもっと大きい︒嶺画のHT 非常にコンパクトな発鱈炉が出

鰯温

GRに続いて︑HTGRガス
規・
する︒追思の熱ツイクルによ

がクロカ
ーン︒エレクトリック・パワー

・システム︵AEP︶社との滋う獲期路線が確喫しており︑シ

高温炉ブーム到来かーー

る︒

オート︒セント・ブレインの臨

サンディエゴのGA本部座訪れ なわれ︑研究者の期待を集めて

立の動きがあり︑イギリスはや

にも周知のとおり︑禽弁講親設

ガルフーーシェル合弁が始動

ト︒プレイン︵三十三万KW︶

がなく︑原型炉フォート．セン

注悪向などが相ついで伝えられ

界成功︑フロリダ電力ほかの発

の炉型の一

ソーシアム︵WH社と提携して

NI誌も撮摘 ことにしたが︑岡園の巌葉コン

の運開の遷れもあって︑やや熟

たニュークリア︒インダストリ

しているが・こ

勢が上らないかにみえた︒とこ

ガス炉ブームの兆しが罠え始め

ようやく突周化に手が届きそう

最古

た︒とくにAEP社との契約はー︵NI︶隠の配薔は︑ ここ つだ︒それが三十属下の今田︑

なところ蕊で開発が進んだわけ

いたいわば

ろがこの間にシェルとの提携が

で︑原子力技術開発の息の長さ

という

国際販売会社GAインターナシ 阪度内で︑百五＋万KWまでい 深濠認罫のなかで︑核融禽熱の

ラル・アトミック︵GA︶社と 来臨原子力委員会の出力制隈の

ヘリウムによる紬毘を禽めて︑

ではヘリウムが王様だ

ける︵熱効率四〇％︶というガ

AEP祉があえて軽水炉を避

時代近しというわけである︒

ョナル社が発足して︑ガルフの

ガス路線への熱狂的な確繕が渦

卒典型的に詳している︒

ス炉の袴利さーー軽水炉は鍛工

け︑HTGRを雌んだのは︑水

い環境に克つ

難︑藤
世界初の商用HTGR

@鎧﹂

オート・セント・ブレイン炉

盤界初の繭粟発議備難燃ガス冷

一待望の臨界一

近く原発計画着手か

ると︑実質的に年三九千沙SWU

アを除き︑ベルギー︑スペイン︑
けだ︒

罵くとも八二年以降との見方もあ

スウェーデンの三か国はフランス

繍

今月宋か︑来月初めにかけて五か

︵EDF︶はトリカッサン近郊のルラット濃縮工揚︵従業貫二千五

縛綱

これ濠での資産にシェルの拠出

なかでも︑比較的近い園櫟で

りにした︒標遡化墨引ができれ

出力百三＋万KW⁝一を浮き彫 ちていると附いている︒
懸妙を舎わせ︑ガス炉系一

罵・

．

本

兀7

■

O

〒105繋（03）43i−5176（代狡）

社・楽京都港区新樋4丁目9醤日号

〈カタログ進呈〉

の原子力即駈ア

い 瑠竃囲

説

実現し︑昨笙爪には合弁のゼネ

受注したが︑昨年は一理も受注

七二㍍までに酉町KW級 六 茎 を

ガルフの四温ガス炉は︑一九

これからを展窒しておこう︒

とも関係の深い︑この炉 型 の

ある︒耀境問題や省エネルギー

ズアップされる隼になりそうで

らみて︑今年は慢界的に

とのった︒

一冒一薗鱒 等 ● 一

当初年嬰二五函ゾSWU・八○窮する︒この原発四無建設の雑用

鞠ー
一一﹁韓扁一一︒璽肺＝＝甲一
﹁鯛一鞠鯛一一

国の出資額を確定することになる

一翻一■一﹁冒一

年六千九百ゾSWU︑そして八一が五十億巧と見込謹れているので

一齢冒＝需曹一

が︑イタリアが工場立題で難亀を
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原

影響桁違いに大きい
学会で放医研部長が提起
東京で開かれた第十二膨原子力総舎シンポジウムで十八日︑放射線鷹笥篭愈研究所の橋詰雅部撰は

上外せ付与

となる︑と鍵態を指

り二十七・五蒔ラド︑骨髄被曝に基づく余命中の白癒病誘発めやすとなる白盗病萄愈線懸で二酉十ド

診断・治療などでの鷹療X線被曝が︑わが國では︑子孫に付与される遜伝荷乙線殿で葎閥国民一人当

ラドもあり︑自然放射線による被曝約菅︑ザラドに加えてかなりの
摘︒この負撹はX線撮影回数の削減などで軽鎖しうる︑として関係毯への要望を捉超した︒
原芋力発騒所など原子力旛設か

今後の蒼察繋終年次馬に対処し岡

の照的変偲にどう対応するかとい

伴う鱈騨機処理など効率化のため

部内での横討を耀いでいたが︑こ

ど西霞拡充と入員贈などについて

し廉す。蓼のうの夢が嚢よう

鉄鋼を必要とする分野も、目

まぐるしい変動に薩面してい

メ

踊灘

火

私たち麟、未豪琶紀の要求ナ

る新しい鋲の醐晃に、塗りな

盆

みせる亨宙偲発・海洋鰯発一

噛♂

るので少。つばらしい羅贋を

か

は宴現づる技術革祈の時代に

｛新8鐵ビルヂング｝

国際原子力機関︵IAEA︶は
辿る一万︑NPT葦察への移行にくから岡機関垂垂実施部の増設な
機関瓢携局の関係機構を改饗する

ら︑今凹︑購携総擬の重重に応え

る高級專門象グループを発足させ

よいかなとそのあり万についての

今後の蓋察をどう菰めていったら

短・長期計画の勧欝を含む︑珊獅

局機構の改がについて︑さらに興

活動を行なっている日本冶金工業

周でHTGR新会社を設立した関放射線サーベイメーターの販売
ところで︑石油危機翌週のシン

た︒

もし、それを求められれば、

﹁自然放射線による被曝に比べ︑

遺伝有瀬線蟹で四分の一︑自血病
訓声だが︑このための蟹携総長諮

墓つく保騨寿齢移管協足および核

のQ薪機構は五隼後以内の発建を

体的な検罰を行なうこととしたも

見越している︒なお︑諮問グルー

ンド︑デンマーク︑インドそれに

プには米︑ソ︑メキシコ︑ポーラ

るため︑学術研究体制︑接融合︑

方策について貝体策を審騒検討す

流︑特解の六つの特写委貝会を手

宇雷科学︑生命科学︑学術軽重交

暇することが決まった︒核融含特

阪

別委員会のメンバーは伏見康治名

大教授ら五呂︒

大名誉教授︵韮査︶︑稲田献

係から︑日欧に販売網をもつ親会

リメント枕が開発した数麺表示式

は︑米国のリアクター・エキスペ

渉謝と線図率謝の販亮に潜孚︑こ

のほど睡本原子力研究所と動力炉

門ディジレイト﹂と呼ばれる新製

〇レントゲンまで測定できる︒な

は安宅産業︒

鍋の販売にあたる︒輸入総代理店

私たち1執その可能性に鍵為

た改譲点を獺摘したあと橋酷氏は

有意線麗で二黒以上被曝している

球濠で約一領間の磁程で︑このほ

閾グループによる模糊が︑二窄難

兵器不拡数条約︵NP？︶に二つ

のほど誠察ができあがっだことか

させる余地が濠だ十分ある︒圏罠
ど始諮った︒

医療被曝は︑関係蓄の注慧で減少

線量として蕩える限り︑他の人工

うことを十分認識する必要があ

く保陣描麗協罵によって︑働力嫡

τAEAは現預︑二串間協驚に

る﹂と述べ︑病気の発麗や治擬に

付す七︑研野炉蔭七︑加工施設・

較量線による値と一桁も一一桁も違

利益があるとしても過剰被曝によ

再処理施設一壷︑その轟轟設墜

も曽畢の段どりだ︒学審での検討

来翠蔓からは一部炉工学の研究に

ディジタル式

線量計を納入
ェル石油爾系列が︑蔚爵のGEE力進膨の足脇を間めようという狙

社の懸向が原子力造出に同らかの

日本冶金化野が原研へ
石窟危機の教訓からこのところ

ロンメンタル・システムズ︶︑GG 低い石繍糟製部門での竸象を余儀

S︵ガルフ・エナジー・エンバイ い︒塵油部門をもたず︑利益撚の

形で反映されることは嶺熱予想さ

の構え︒

健踊鯨《03｝｛242｝41堀大代喪1

郷国醤母100

えた方がよい㊨被曝階間をできる
だけ短かくすべき一など︒こうし

鎌脚
改善の余地があることを強く訴え

る障憲リスクの点で︑医蟹被曝に

†五の食謝二颪七†湘施設︵うち

招請されており︑米困からはグレ

日本の七か圏からそれぞれ代表が

モロホフ国家原子力利湘蚕員食副

ナン元工AEA理購︑ソ漣からは

蚕貫らが出席しているQ

つたことが大幅な問題となってき 議畏︑わが圏からは松井明原子力

検算していこうというもので︑大

IAEAはこのため︑すでに早

必襲とする分野の研究の推進﹂に

ている︒婁舞の圧穿は二葎︒一年

子力脚門象︑テレビ制作関係者︑

こんど審購対象となった研究は

ことなども検討噴項の焦点となっ

学における研究体制肇備といった

いずれも莫大な資金と多くの輻広

ついて三間が行なわれた︒
作蚕員会で内容を険剥する︒

学術振興会理署長︑副腰明に石井

一回十五分︶する謝画︒放映の学 会が開かれ︑会長に吉識雅央日本

は︑こうした研究開発に対し︑各

なお岡日の総会で︑今後の振興

核融合振興対

巨大科学で︑二塁がこうした大が

以内の讐確が期されている︒

策など審議へ

い脚門分野の人材が必要ないわば

視聰轡代表などをまじえた番組制

ころ︑その業務蟹が増穴の一途を

あるなど︑IAEA重三はこのと
ている︒

いても翼依策が謹と謹る冤通しに

日保荷圃平和利濁施設の蒼察につ

PT下保陣描齪三冠が近く発効︑

加え︑ユーラトム誌園との間のN

対し葦察を実旛している︒これに

NPT下鷺察の対象はハす五︶に

た︒

テレビで原子力PR
二月下旬地方向け放映

予算政府案に約六千万円のテレビ

科学技術庁は︑昭租四十九隼度

りまぜた十五分番縷は︑﹁懸しの

ルム構成それに地元住民の詣をお

の対処策を口承するQ対談とフィ

被土壷網に千倍からの違いが出る

らの放射線被懸は︑わが圏ではい
から︑選伝禽愈線鍛と臼血病褐愈

なった医療被曝の国罠線騒の推定

アズ・ロウ︒アズ︒プラ
線灘を指標に︑鷹療被礫の規状を

に関する二度目の全匿調齎の継嗣

の原則に沿って鰐

わゆる
クティカブル

巾の原子力発露偏として︑これら

指摘し︑闇題のありかを貝体的に
殖腺部位を放射線から遮蔽すべき

のは容甥で︑絞り輪廓がフィルム
原子力発電に関する一般の理解
に写っているのがよい曙翼である
を得るため︑科学疲術庁は原子力
ことを羅師が十分講識しなければ
ならない齢X線技師は撮影鯖に生 二二建設誹画のある地域を対象に
重事力知識の普及啓発テレビ猛組

能な隈り低くする努力が払われて
提起したもの︒指摘されたのは︑
である④被襖者の被曝を少くする

の地域で一度ずつゴールデンアワ

おり︑自然放躯線の十分の一以下

①X線撮影件数は諸外圏より比率

で隈師の理解が必要⑤消化雛集団

ため繊胚の高い増感紙を健うべき

を提供する自画を進めていたが︑

に抑えられているのが現状︒とこ
が覇く︑英国なみに減らせば遜伝

だ︒

衛慰線環は￥分以下の＋三ゴラド

各地の地元住民に原子力をより

にも放映の見通しとなった︒

ーの隣接隠蓑帯に放映される予定

ろが︑病院や一般開業鷹の診断で

に引き下げるだけで︑遺伝菅無線

検診で対象を四十歳から三十五歳

このほど民放各罵との折衝でほぼ

行なわるX線撮影や放射線治療で

らせば十︑︑匪ラド以下にできるはず

に︑消化器診断の撮影を二〇％減

第四期学審発足

ついては︑ソ連で闘発されたトカ

上が初めて︒とくに核融禽研究に

かりなテーマと取り阻むのは・今
おり︑新葎度には金国向けと地方

人が決まり︑密議を開始した︒

マク型を磁揚儘鍛とする研號が原

学術審議会の錨四零露委員三十
向けの番組で

学審は文事の諮間機関︑この日

子力特定総禽研究として原研︑電

一望理解してもらおうとの狙いで による原子力PR予算を艶込んで
番組では︑墓ず現在のエネルギー

るよう努めていく︒全国向け番組

は午携十時から東玖・虎ノ門の葵

総研などを中心に進められており

期は七月以降となるもよう︒家た

養助専修大学教授を選出した後︑

羅は女性で十三傍︑男性でも︸・

は︑約四千七百万円の予算で︑蕊

会館で第四期メンバーによる初総

地方向け番纒は︑今厨岡様に約千

般の理解が穏られ
問題を打開するため節約と新エネ

か月間︑十五回にわたり放映︵週

ルギー開発の必要性を説き︑原子
金堂催の第十三圃原子力総禽シン
力︑地熱︑太陽熱など石遷代衡エ
ポジウムが︑十八︑十九の両覇︑
ネルギー源の申で当面原子力が大
策崇・霞が関の圃立教脅会鑓で開
きな役矧を挺うことを強調する︒
かれた︒﹁灘縮ウランの現状﹂︑
さらに外国の大規模な原子力発電
﹁原子力と水素エネルギー利用シ 計醐の進展ぶりと比べて遅れの圏

種大型装齎の試揮を含む碁礎研究

が並ん

段階での問題点を大学サイドから

霞玉誰演

学︑核融舎など特別の振建方鑛を

ステム扁など

だこともあって︑一時は写場に入
りきれない滲加蕎が出るほどの盛

エネルギー償給源の多趣化が叫ば

の巾にあって︑弔備的な研究段階

A︵ガルフ︒ゼネラル・アトミッ なくされているわが国の石油業界

段と望めいてきた陽気

企業の原子力へのアプローチが注

れており︑この関運から逆に石油

ク︶の両組織を改継・併製して昨

とはいえHTGRソフトウェア開
れる︒メジャーが石油だけでなく

況ぶり︒

團されるようになった︒しかし今

黛末設立した新会社︒出光興産は

が学金シーズンの到来を重げてい

ポジウムだけに︑エネルギー麗要

のところ出光単物以外国立った動

になった昨今︑出光に次ぐ進膨二

というわが国では初の薪寝鳥の盤

冤湿しに例年にない強い関心が集

きは毘あたらず︑いずれも蒙だ模

﹁エネルギー供給﹂を捲えるよう
索段階という状況のようだ︒

ぴつきが弱い︒このため﹁一般

﹁ディジドウズ﹂

高温ガス炉︵H？GR︶利用捜術

出光興産は︑長期的な視野から

GAの親会社であるガルフ︒オイ 難に粟り出したことは︑石油から

○・一︑ゾレントゲンから饅蔑一〇

轟は︑ベータ線とガンマ線を検幽︑

︒核燃料開発興油団に激騰翫各一

石油供給猛の痩期的な不︒足とい

石油価格の燈期的な異常爾騰と

の期能性を検干していくため︑一

的な原子力溝報の収簗程度で員依

台を納入した︒

う二つの側画をもつ今回の石油

顕子力への進出への先がけをなす

静観

い﹂︵B本石曲︑共同石油︶など お岡社のほか菓寮原子工業も新製

﹁当面原子力を横討する考えはな

鰐社以外は比較的原子力との糖

危機についてふれ︑産油圏が長期

月下旬︑H？GRを開発甲の米圏ルとはクウェート原織をはじめ︑

的な計画はない﹂︵丸運石油︶︑

番李鮭鱒といえそうだQ

にわたり増産テンポをおとした場

ものとして業界他往の注目を鑛め
ている︒

GA︵ゼネラル・アトミック︶社 大麟の目無罠いつけで緊密な関係
にあり︑技術蓄派濾に結びついた

ェル石癌も今後の動向が注厨され

する運格窓口をもつだけというシ

ものQHTGRで偲られる爾温プ独自の謝画はなく︑原子力に関
ロセス・ヒートを石油糟製などに

のGA歓は︑ガルフ・オイル︑シ 利用する捜術として確立し︑原子

門での研究に魑漉した︒受入れ兜

一︑二年の予定で派逓︑熱利用部

合︑消蟄國は節約と代薔エネルギ

石油企業の原子力接近

出光興産が先がけ
ギー経済研︐究所蔓は・講演で・

まったが︑向坂正男・田庫エネル

そう︒英圏の親会社がガルフと共

奥野文相から﹁鼻翼科学︑生命科

で︑無駄な撮影は避けなければな

lAEA、業務増大に対処

三爾万円の予算で十五地滅金〜度

な被曝が多いことがこれ家でにも

諮問委員会で検討開始

ずつ放映される予定︒いずれも原

四傍になり︑藁葺慰への拡大は控

原子力シンポ
ジウムひらく
原干刀学会など共催
臼本原子力学鼠など鷺十蕊学協

査察機構の改：革へ

立つ溝本の姿勢にメスを入れ︑安

らない②X線撮影のうまいへたで

メドがついたことから二月下旬申

にもかかわらず︑まだ談だ無用

は一回睡りの線懸が比較駒覇い

講演ずる橋賠氏

全対策・地元への利益還元など圏

何度かいわれてきた︒とくに︑生
殖腺や脅髄の被畷は避伝的影響や
臼血煙誘発原困との関係からでき
るだけ少ないことが望ましいわけ
だ︒

橋工氏の報告は︑照和四十三琿
から五脇門画で放医研を中心に行

、

サンジェゴ研究所に捜索覆二名を
ー開発の促違というきわめて厳し

写爽はシンポジウムのもよう

い環境にさらされようと述べた︒

ホ星雨策京軽千代田区大琢町2−6−3

㌶銘ビル3階
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ウラ ン資源を求めて
の草原を往く

翻ぜ鑛難蟻麟佐藤長治
だった︒彼らの中には残念そうな

る︒年配の黒人がもどかしい英語

羽の大型の嚥が低察を旋難してい

ハゲタカの一種であろうか︑数

に水を求めて簗まって来るため︑

むすべての勲物だちが早朝と日没

この生△岡の水溜りには︑ここに住

泥水のようになって残っている︒

れた所にある一末の太い六に移っ

がない︑と︒彼の視線は五層程離

いQ確かに残るべき血のついた骨

ない現場の横目子を莞とったらし

例の男は何か慮感附に納得のでき

顔をするものがあったが︑年配の

でジープの後難から猛かけてき

られている︒

象︑野牛︑鹿などの廻跡で道が作

麓き切って︑隈られた新駅にのみ

た︒門あの下には必ず動物の死骸
ていた︒

豹の餌食

か︑闘もなく倒れそうな勤物がい

ことがわかる︒そして︑そこで動物

から水分の残っている社地である

の大木が線の藥を残していること

黒人達の樋えだ草むらも︑数本

恰も自分の獲物であるかのように

なく︑彼はするすると登りつめ︑

つけた！見つけた！縣と鴫ぶ闇も

に大きな鹿の角を発兇した︒﹁冤

果たせるかな︑地上環層の欝欝

や︑彼は数人を連れ︑難をかき分

はツバンナと呼ばれ︑南緯十二

け︑その方向へと駆出した︒ここ

たちの血生臭い脇藤の起きたこと

して両湿を伎にふんばっていた︒

文明国と同じである︒ローデシ

通を撮ったらどうだと奨める彼で

ごとかと反射的にアクセルをゆる

回か﹁アフリカ医術の傑存と研

め林の方を覧た︒子連れの象の大

そうだ︒原住民逮はハゲタカがつ

を作って﹁ここはアフリカではな

群が十層も還くない所で︑大きな

あったが︑金く違っていだ︒なに

この中には︑まったく気休め的

い﹂という︒マラウイの海抜三千

葺を広げ轟を上げてこちらを威嚇

ア︑南アなどにヨーロッパ人の国

この草原︑サバンナでは︑濠さ
なものもあるが︑長い臨月の経験

層蕩原地帯を往くとスイスにいる

究﹂の必蟄願を説明した︒

に動物王罵・弱肉強食の宙然のま
から生れたものであり・化学式つ

つく前に横取りしたわけである︒

家の生態がアフリカ原住民を加え

錯覚さえ感じさせられる︒

している︒しばしばこのような惰

きの現代医薬鵡よりも優れたもの

蟹に突然遭遇することがある︒も

て今日までバランスを崩さず葎窮

これに反して︑海抜三酉麿以下

行方向に逃げられる態勢であれば

鮒に雲霧ってはならない︒晦が進

とくに子連れの象の鮮には︑絶

そうな所は徐行する︒

を打ち当てたら︑こちらが一巻の

に下ると︑アフリカの雰囲蔵が満

懸

標勧千摺付近には︑ほとんどアフ

があるかも知れないからだ︒

われわれ調蕉磯も︑また同じ閉

舗輪

し︑道路のカーブで横切る象に華

灘

沙搬

ち溢れる︒野生動物も多く︑黒人
讐

叢銚

船灘慧

し象は口外に足の速い動物だから

少しの写翼撮影はと思うが︑しか

危険だQ象の母性本能は人間より

強いとさえ需われている︒子象は

われわれの庸の方に近霧って来

過保護のためか︑好奇心のためか

る︒それをかばうため︑動物園で

冤られる象の催もあろう翼黒な巨

象が鼻を上げて近笥って来る︒荷

恐怖の絶頂となる︒運転台の盤根

台の無防備の人夫遣は︑それこそ

私は冷静にして八︑︑恥カメラにお

を激しくたたくのも理解できる・

さめたいと思ったが︑その暇もな

夜間の運転ぽこれまた難しく・

く︑アクセルを踏んだ︒

とが多い︒しかもカーブであるQ

道鋸を悠然と歩く象の群に会うこ

子嚢は鄭のライトがめずらしく則

ックして離れ︑象の還ざかるのを

ろうとする︒こんな時は︑まずバ

磯

一灘︑繍

リカ特衡の病気は兇嶺たらない︒

欝．

騰

終りなのである︒だから︑象のい

している︒

鎖された瑚境に生濡させられ︑い
つ弱肉の立場になるかわからない
申で︑昨年八月から十一月までの
四か月間︑ウラン資源を求めてサ
バンナを彷径した︒

アフリカの病気
大きな部落には必ずアフリカ医
術師がいる︒私だちの入夫に若い
頑強な男がいたが︑畏いキャンプ
生活の中ごろ︑彼は夜毎に寝ぼけ

る︒激しい聴は暴れ回る始末︒同

僚の迷感も越しく・勤続・しょん

二轟轍

無

ぼりした様子で逐に帰宅を決意し
アフリカ医術師のお世諾になるこ

してキャンプへ蟹懸った︒ふとこ

とになった︒翌日彼は磁気揚々と

ろの奥から新聞紙に観んだ難色の
粉末を出して見せてくれた︒これ

った︒その後確かに寝ぼけの話は

さえ飲めば魏魏するとのことであ

を焼いて作るという︒

闘かなかった︒この薬は特定の木

カ睡漢方藁を調合している︒それ

にわたる︒代表的なものはマラリ

発堕すれば︑ザンビアと日本とで︑

︵普函数西頭近い︶が道路を搬切

待つ以外にない︒濠た︑野牛の群

は一段と黒さを増す︒病垂も多種
空中放射鮨探蕉をすでに広範照に

ア︑睡眠病︑ビルハルツ住血吸虫

る所に灘遇する︒これも勉険であ

共岡で開発します︒大きな鉱山町

る︒草原の一匹野牛も危険だ︒

塞旛しており︑その分の探鉱費の

殺虫剤を就寝繭に晒熱する︒ツエ

発した時︑臼前に雌臼がありなが

欠かすことはできない︒そして︑

は︑インテリ階級から一般庶民へ

診療所が各地に開設され︑正式な

ザンビアも英領時代からの無料

である︒周時に焼け跡は婦りの道

やライオンを遍い払いつつ進むの

動物工国輩原でのキャンプは︑

テントの周辺に木で鵬い麓根を作

り︑その近くの軸に火を放ち二王

三晩も遮続して掛え続ける︒翼夜

する︒老木の根鷺に火を付けると

霊鑑

簸艶
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精遭
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るんだ﹂と︒エンシンを止める

渡︑標高百三十層の醐地で一層程
が想像された︒私も彼ら狩猟民族

覆︶の雄で群を死守し犠駐となっ

い︒

たものだろう︒内臓はすでに無

は欝欝深い︒私は地方の役人に何

木地城に分布するカルノ届と呼

このように銅〜辺倒の鉱業から

ツエ縄︵アブの一種︶を追い払い

ら︑象や野牛の群で引き返さねば

の対策には蚊に刺されないように
方の国を魁かにすることに大いに

ながらの野外調査︒飲料水は安全

ならぬ場舎も多い︒主要道路から

症︑ハンセン氏病などである︒こ

た︒これは︑鉱山開発の資金と捜

留与するでしょう︒一方︑日本は

なものを携帯する︒肇蛇用の血満

のです︒それはあなた方とあなた

術のない発展途上圏として当然か

このウランを買い取り︑原子力発

を持参するなど︑常臆︑壁越を払

ができ・みんな働き︑収入を得る

も知れないが︑隣国ザイールでの

電に賢います︒日本にはウランが

草康の中へ調査に入る聴︑猟銃を

日本の進出を無条件に歓沖してい

日本による銅開発の実績が高ぐ評

少ししかないので大変に助かりま

っている︒また無料診僚所では︑

負担がはぶかれていた︒同階に︑

価されていると思われる︒資源ナ

す︒ザンビアと日木はお互に発展

目的とする露頭の地質調査へ出

ショナリズムに霞覚めている行く

と拡がり︑発展途上国での資源開

医薔は非常に少ないが︑医療と教

所汝で草に火を放ち・潜伏する豹

発が︑日増しに困難さを筋えてい

葎に十分な配慮がなされている︒

などの調査も雛要である︒

その地方での発病の極類と懇者数

蓄︶ではありませんね﹂と念をお

本︑ダイヤモンド︑金の代手渠

る現佳︑ネオ︒コロニストと絡開

高まりつつある民族独立の恵識

するでしょう﹂と︒

す役人の輿黒い顔とキラキラした

を押されないように資望を求めね

時速五十謎層で草原の由のラテ

アメリカン︵欧※系の国際鉱業資

先六で︑﹁あなた鷺は︑アングロ

目に︑罠族独自の爾負心と過表の

ばならない︒それは︑外交の段階

ライト道路を饗走っていると︑荷

中にその光をハイエナやライオン

の輪光と錯覚し︑恐怖を覚える︒

星座でいっぱいである︒

冷え冴える夜空は兇なれない南の

富士山の眺望一河口湖畔の散策

弱肉強食

イ

の曹高の蒙が繁茂する灘原であ

られて後を追った︒

の木能的なすばしこい動きにつれ

圏的場駈はそう簡単に務麗でき

ラ︵鹿の一

る︒雨挙と乾畢の二つのシーズン

ず︑方々探しまわっていたが︑遂

この獲物はインパ

しかない蟷調な気候でもある︒十

れ︑樹は落蘂している︒だが︑雨

月という月は乾畢の餓後で草は枯

の豹の仕業で︑朗方に襲って︑樹

アフリカ医術帥は各種のアフリ

しかし︑そこには乱された草に

上の貯臓所に保管していだものだ

彼らの説明によるとこれは央婦

血と四つ肥の毛が敬っていただけ

期に近づくに従い︑気H湿はh昇 にその現場を探し当てた︒
し︑日申は約四十度と極魔に乾燥
する︒そのため動物達の水溜りは

ポスト石演資源として重要性を増

ばれる地暦は︑すでに隣接するマ

ほぼ全域にわたり︑窒中物理探査

脱却するため︑政府は自ら炉内の

る︒

し︑将来はウラン価格が上昇し︑

ン鉱脹の徴候が発晃され︑有望視

ラウイ側および南ア共和国でウラ

を実施し︑新しい地下資源の開発

鉱業として十分稼働できる兇賦し

されつつある︒このためザンビア

が立ってきている︒また資源国と
の共存共栄も諏識されている︒

ビアでは︑すでにイタリアの鴛N に期待している現状である︒

い状態といえる︒

露塵四月︑鉱業蟹情調査のため

高い民族主義と開発意欲

白人による搾取への反感とがあり

のみでなく︑先貝の仏たちが蔭接

が運転台の屋根を激しくたたき︑

台に粟っている圏敏い人失の一人

の目印として利朋するQ

ありと感じとられる︒われわれの

実際にきめ細かく実践しなくては

せられる︒

ならないことでもあろうと霧えさ

象との対決
いる︒﹁もう︑時代はかわって

それに対する答は常に用意されて

ザンビアと私の園臼末の両悶の発

﹁もっとスピードを出せ︒象だ︑

自然の安らぎを求めて

ﾍ灘灘

象だ﹂と白んだ︒いつもなら︑四
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動燃が鉱区

権を設定
三献︑ カ ナ ダ ︑ 来 国 で は 世 弊 の
半分の埋蔵轍が確認されている︒

ザンビアは鋼鉱業が蝕んで︑米

に取組んでいる︒このような構勢

ウラン資源の約三分の一が確認さ

Iが︑カッパペルト西部でウラン

国︑ソ連に次ぎチリーと並んで世

は︑動燃としても探鉱進出しやす

れており︑そして︑その埋蔵燈の
探鉱を実施していた︒しかし︑藁

政府もわれわれの調査尊墨に大い

ほとんどが南アフリカ典和国に属

部の陸成筑稜岩地帯には手を伸し

ザンビアという国

今回日本が深鉱に踏切ったザン

していると言って濁言ではない︒

ンビア政府に動燃の探鉱慧志を伝

ていなかった︒一昨年十一月︑ザ

しかし︑アフリカ大陸でも世界の

ついて︑各々の大陸の鉱床賦存の

えたところ︑すでに織部地区で空

まだ︑こ の ウ ラ ン 資 源 の 偏 在 性 に

地質的要因の違いもさることなが

界第三位の崖出商を誇っている︒

巾探査を実施し︑有望な放射能異
ザンビアを訪聞し︑二部の荷望地

常がキャッチされているので大い

区に鉱業権を串聰した︒その後︑

ら︑探鉱努力の大小も冤逃がすこ

同時に︑一九七〇薙には大幅に鉱

七月に受理許可の運びとなり︑地

とができない大きなファクターと

業法を改正し︑鉱業会社の資木の

質・物理專門蒙三名︵団長嵩瀬

に歓迎する睡の回讐があった︒

この点 ︑ 第 二 次 世 界 大 戦 後 ︑ ア

五一％を国が取聡し︑経當謬加す

ザンビアでのトレンチ作業（右端が籏者）
います︒私たちは︑あなたの国

展のために働くのです︒もし私た
ちが︑ここで荷望なウラン鉱床を

●窟士急行／河口湖駅よりタクンー15分

O3−591−6121

TEL

いうべきであろう︒

フリカ置土を襲った独立運動によ

博︑浅見博慶と益者︶が八月から

鉱区を出為した地炉は︑初期の

先兵として

資源開発の

派遣された︒

は田本に向けられ
ている︒田本は筆頭の得意先であ

出の約四分の

は︑九五％に及んでおり︑その輸

貿騎輸串高に占める銅の比率

るという鉱業政策を打ち出し実施

麗

山梨県南都留郡河口湖町大石
TEL O5557一一6−7021

東京都港区新橋1−1−13〒105

1，0（X）円（50名収容）

3，5（X）円（各塞テレビ、冷蔵庫付〉●会議室・1時闘

難01泊2食付

所在地

写本原子力産業会韻・総務課

申込先

している︒

図
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譲
臨灘

翫

藤

る政治の 不 安 は ︑ 探 鉱 努 力 を 阻 轡

する原園の一つになったと蕎えら

れる︒ま た ︑ 鉱 山 開 発 の 立 地 条 件

げ

も

●

の悪いことと資源民族主帥の台頭

る︒しかしながら現在︑ウランは

噸

岬

♂
喰

㍊

謄

物 嫡ド
髄
曽
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求められる発想転換

藥婁員から︑この闇題に閲運した

闇奇策を公式筋問したオルトリ欧

政府の招きで十八日から約一遭

ルギー問題の早期解湊を詰るた

関し双方は短期および擬期のエネ

化のためEC婁

催されることが

分野の臼本と鷺

鐙ましく︑この

緊緊な協調が必

Cとの間の一腰

要であり︑また原子力をはじめと

日本・EC共同コミュニケ

の推進協力など

エネルギー開発

闇で多角的な建設的糊し恥いが開

州共同体︵EC︶委贋会婁貫長は め︑薩油国および開溌途上晒との

貝会代表部を策

二十三日︑菓東で︑双方の関係強

園会で﹁原子力開発甦て礒しの必

購検

発表がある︒蘇山婁贋長はすでに

嚢﹂を明らかにしており
討

察に開設するこ

に粟り出すものとみられてい

るが︑新型鋤力炉の開発︑放射性

認など︑＋項囲

とについての確

麗爽物処理処分対策︑再処理等々
数多くの新政策の展開が求められ
ているものの・とくに﹁六十琿六

は別に︑産講界でも﹁畏期翫画の

となってきた霞力不足を控え︑原

り明確に

位蹟づける

ことが今

致をみた﹂と述べている︒

なうことの必要性につき匹見の一

ECとの間で一聯緊密な協刀を行

ニケを発表した︒とくにエネルギ する研究開髭推進につき︑臼本と

ー間題にふれ︑コミュニケでは

ては﹁編状で改訂しても︑地充問

千万KW﹂とした開登規模につい からなる田本政府との共岡コミュ

題が解決しない隈り画餅に帰すお

二上を行なうが︑一鎌以内には一

新局面迎え政策見直しへ
応の結論をうる方針で︑六︑七月

蟄国︶会瓢の騨価と今後の方向に

門ワシントンで開かれた︵石油消

る同きもある︒

それがある﹂などとして疑問視す

石油麓機が経済社会に与えた痛撃は輸入依存から自主確保へとエネルギー政簾の転換を迫っている

の
こうした政府サイドでの検討と

が︑わが羅では︑今年になって︑一月から原子力婁素縫が原子力開発利雨長期計画改訂の鰹非につい

後の原子力開発を舎理的かつ円溺

に進めるための蜀饗な条件となっ
成多様化の間髪などがとりあげら

子力を中核とする霊として電源構
プしてきている︒その一つ︑醒源

兇窪し﹂が大きくクローズ・アッ

る︒

ころには巾間報告をとりまとめ

こうしたことを留漿に︑今圓︑

てきた︒

和四十六隼に策由疋した播謝醒

鍛源開発謝画をつくろうとしてい

昭和五十八年度まで今後や年間の

あげることを検討している︒

九薙度覇業盆画の一つとしてとり

想﹂を冤團そうとしており︑四十

問題の権威癌から脳嘘な癒兇を聞

間をメドに︑学識経験論など安全

躍に踏み切ったもの︒当颪約一年

協議会︵九電力と蹴発で構成︶が︑

開発擬期31画の第定は︑中央電力 れるもよう︒また︑原涯でも︑昭

て予備的検酎を開始したほか︑二月からは逓麗欝が新エネルギー政策のあり方について興体的検酎に

原子力婁図会での検附は遡行長

るもの︒このほど爾源開発推鵜対

期刮醐改訂の羅非について︑稲翼

ら森山婁墨長の葱同を受けて非公

原子力婁嶽を聾心に︑この一月か

策本部が発足︑四月を霞標に検討

﹁二〇〇〇璋にいだる原子力構 原子力婁饗瓢は﹁安全会識﹂の設

の形で京とめら

稲葉仏璽

講が

式に進められているもの︒近く結

座長には弁上五郎原磁力婁貫長

しようというネライ︒

識して︑今後の原子力政策に反映

や取り線み方で十分かどうかを審

き︑従来の安全轍に対する漂え方
を開始したが︑ここでは一鯛深刻

傑のための研究︑霧奮︑行政の各

く稜極的に取り組みはじめた︒

部門の体制を〜騒強化︑整備すべ

擾︶︑内田秀雄︵東大教授︶︑伏

か︑蔦蔓から一本松琢珊︵原電会
解の相違も安全問題をより混乱さ

毘康治︵学璽議型嚢︶︑御園

代理がなり︑原子力蚕員撫牛のほ

せ霊送の解決を〜翻難しくしてお

︵東東数育大学長︶︑向坊隆︵璽

生圭輔︵放医研所長︶︑轟轟龍興

﹁方﹁安全とは何かにといった

り︑だれもが諏めることのできる

基本的な問題についての解釈︑理

景は︑原子力開発を推産する上で

門安全性﹂の遵え方を統一する必

＼

れる予竃で・原高配次大金でも稲

安八王ム云謹譲を塾朕鎚隠
金団﹂を同婁娯会内に設擁するこ
とを決めた︒

決布ほかるため︑今葎度から安全

ネックとなっている安全間題の解

ヨ

〆

ノ！≧

≧

している︒ましてや資源に慧哀れ

によってわが国の経済と国民生落

その中で森山長窟は︑石麹危機

題の鍛も現実的かつ効率酌な解決

虫星茜I」中野区幽晦1−31−3TELO3（372＞0141
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愚酬⑩

︑
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托東三1・都下・氏i達1区窪が関3−2−5TELO3（581）7301

4・

魑手︑一方産藁界も躍源開発侵期謝画の策定あるいは阪子力産叢長期醗繭見黒しで雌簾を始めるなど︑
エネルギー政策兇鷹しへの動きが︑窟民各界をあげ︑このところにわかに濡発化の様相をみせてきた︒

おける石炭や石油など︸次エネル

︒国藤エネルギーの確保をどう進 おり︑昭和五十五︑六十両年度に

めていくかに視点がおかれてお
ギー供給可能羅と各エネルギーの

エネルギー政策の麗噛しは昨今
の石抽危機ではしなくも讐鱒した
を

供給ペースの将来展望

り︑

環子力総員会は二月二十二日︑

原子力雛農会

基本点から再検討 ︐

定の響門委員会をゆ心に最体策の

位黙づけが中心出題︒近く発簸予

わが国産業経済体照のひ弱さに大

通産省の﹁新政策策定﹂作業は

余儀なくされている︒

この十九日通産相から譜闇を受け

きく起因しており・それは︑もと
もと翼源に乏しいわが圃の商度径

た総合エネルギー調査金が

際番謡の避雷と分析を行ないな

検酎を開聡したもの︒ここでは国

通の

開発霞標を定めてきた政策と兇遷

済成擾を塾礎として隅要ベースの

とされている︒このため・今後の
がら︑セキュリティ︑頒境問題︑

しに甘さがあったからでもある︑

エネルギー政策は新しく︑水・火
副業構造等との関超をふまえたよ

原子力開発の安全性問題冷璽本酌

の趣要性は︑鍛近︑世界的規模で

ノ≧

性をはじめ︑蜜携帯蒼体鵬や原子

が大きな影響を受けている今日︑

制の強化︑安金研究の拡充などを

策だが︑原子力発鷹の安全審糞体

図って︑安全確保と環境保全に万

趨胴囲》

日本原子力事業株式会社

塗壷

力の三三纐と地熱や太陽熱そして
当面の虚心となる原子力発騒など

石油危機やエネルギー醐縮の超

冤圃され︑開発の促濫が強く噴ば

迫などによって︑原子力発醗開宴
試験を行なっているが︑さらに大

一

な観点から検討するため︑﹁安全

型の装躍によってナトリウムー水

長︶の各氏が謬加する︒畢慧に初

大敦授︶︑栂田浩︵原研事理霊

研究などの予算を蟹点鮒に確保し

饗に迫られている︒いわば原子力
れているが︑わが国では三子力施

ダ

国民生活に大きな影響を与えた︒

の研究開発を圏の璽点施簾として

ないわが圏では︑一關エネルギー

強力に推翻することの必要性を痛

全力を傾けるが︑将来二麗と発生

ころだ︒当面︑醜態の癒急処理に

大きな衝撃であり︑避憾とすると

一︑分析研の問題は私にとって

感する︒

であり︑この時期に際し・科学技

一︑エネルギー源の多様化と籔

術の墾要性が再調識されている︒

その安定は当面の最大の政治目槻

のは月二〜三論開きたい悪銀だ︒

会禽を開く買置だが︑会愈そのも

ノヨ

って確保するかなど︑安金性をよ

關発にとって安全とはなにかを明

〆≧

森山並置が婦警衷明

万全の措置を

安全性確保に

ノ

安全部を設湿するなど︑安金性確

来隼度では蜜全研究に颪億円あま

≧

設Ilとくに原子力登電所の安全 0の予鱗群議入︑また原子力周に らかにしそれをいかなる方法をも
性間題を驚とした地元住民の反
対運動によって・原子力発慰所の
宜雌は藏しく困難になっている︒

このため︑このままでは田本のエ
ネルギー供絵は概要に追いつけな
くなり︑近い醤来︑深刻な購態に

酔いる︑との危機葱識が関係奮の一 森山科学技術庁長富は二十日の
⁝
衆院︑二十二臼の参院それぞれの
▽中で一段と簡まっているのが現状
︸科学技術振興対策特別婁羅会で・

観
力行政のありか︑環塊放射能︑さ

源の有効利用は︑短期的観点︑長

なった︒

今国会における長宙所僧離開を行

らには放射性廃葉物の処理処分や

科学技術の璽要性が再認識されて

期的視点に立っても︑何をおいて

全を期すとともに︑原子力施設の

碓設が地元の発展と禰祖嘲上にな

るような施簾を構じたい︒

東京電気特器株式会社
本
社

一門宥亀医心∵・

O3（270）7711

社（躍気部）

本

懸

新エネルギー璽といっ璽㎜ 凝 蝶 醐 霧 醐 舘 嚢
にナトリウム酉二十漣の受入れも

最終段階迎えた

反応といった霧故防止にそなえる

タは原型炉﹁もんじゅ﹂に対する

冤通しだが︑ここで欝られたデー

SGは原子炉からの熱を水系に 翫画︒近村のうちにも実験開始の

迎えている︒

SG施設の建設 完了するなど︑建設の最終段階を
動力炉︒核燃料開発獺業団が大

却趨速炉開発の申で億︑枝術的に

洗工挙センターで建設中の五＋M 熱交換するもので︑ナトリウム冷

選気発生器︵SG︶賦験施難

儒頼性での確認を簿ることに役立

すでに 一 M W S G を 設 羅 し 種 汝 の
てられることになっている︒

ナトリウム加熱器︵二十五MW二 最も困難なものの一つ︒動燃では
墨︶の据え付けに引続きこれまで

確欝夢認囑逡
繋

欝

だ︒

安瀬性をめぐる反対遡動側の醗

温排水の影響といった広範閥な問

いるとして︑とくにエネルギー源

も推進しなければならない盤硬解

一︑原子力關発はエネルギー問

題におよんでおり︑これに対して

の多様化と資源の荷効利用を横極

しないよう万全の踊躍をとる︒

科技庁や原子力常員会が問題解決

でもエネルギーの完全葭給を囲湿

一︑米国のように臓源腫獺な国

題である︒

所儒表明の要謡は次の通り

陶に推進する必要性を強調した︒

一︑石瀬危機はわが国の経済と

のために打つ黍はいずれも後手に

このため︑原子力襲員金︑科技

毒

譲国

あ
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井上原子力委山
回りがちになっている︒

点は︑原子力発電所の工学的安全

森山畏食

塑

藁

蓄髪

ナトリウム加熱器の権付け
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開発促進への要講は一段と隅まる
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田原子力婁員が向坂氏の発轟に対・べる︒鍛後に永谷良夫福井縣大飯

原子力庁計画局長は︑運車中の葛

懲放医研環境繕生研究部長︑宮永

環黒闇題を提起︒このあと渡辺搏

たフランスを代表してピエール仏 懇教票羅水霧などからみた

の対応探る

独増殖環型炉フェニックス︑商

石油代替

と原子力発総︑石炭ガス化︑ター

う︒もちろん︑エネルギーの節約

周題などを勘案しつつ聖霊のエネ

活動と産業構造︑環境墨摺︑立地

の想定にあたって︑望ましい産難

稲藥委員は︑エネルギー見通し

2・鋤力炉開発の展蟹まず︑

鞭篤⁝愚身鰍

な視点から考墾￠加える︒

一郎原研保健物理安全管理部長︑

摩醗純之助朝B新間論調委轟︑板
禽誓郎原飽技術部次長が加わり︑
臓島萸三立大教授が整擬となって

原子刀の即金駐についてパネル酎
論︒安金性技衛に関する一腰の研
究闇発の必凝性︑客観的な安金審
査体制の確立・住民の協力を得る
ための社会的運携の強化など諭旨

ノおず

リッ

き

もサき

○一代初めに必要とされる世界最

井町田原電技術部次長は︑一九八

縮悶題の展望と課題﹂について今

にスポットをあてる︒﹁ウラン濃

の焦点であるウラン濃縮と再処理

が国の核燃料リイクルのうち当面

4・核燃料サイクルの課題わ

寵第轡量泪零

ず

子炉研究職発語薮蘭が︑LMFB

核融含

ビこち

る︒次いでキントナー米AEC原 ⁝しい原子力安全のあり方を探る︒

ふれ畏娚的な動力炉聞発を概観す

画︑さらには舳嗣炉︑高軽重にも

業用炉ス⁝パー︒フェニックス計

各党政策提言で新機軸も

ルサンドなど代薔エネルギーの開

ルギ⁝供給と経噺響動を予測︑そ

沢訓画など米国の新型炉聞発で講

演︒わが国からは核融会の世界的
権威︑宙川庄一束大教授が︑臨界

地上の太陽

炉心プラズマ装置による科学的異
翫性を経て

炉の実現へと向かう核融合関発の
今後について︑長期的な視野から
展望する︒豪た︑村田浩原研副理
細長は・核融合炉実現藤でのわが

秘の商業用濃縮工場を謡が︑何の
技術によって建設し︑いかなる形

したのち︑一九六二隼CEAに入濱源の籍効利用︑核子利用︑原子

題には︑技術︑経済︑政治の側面

戦略邑標の設定について︑核燃料

力と水撃エネルギー・システムの

画局擬︒技師として仏興起に従購

子炉研究關発局次撰Q米建窯兵学

る︒ピエールラット濃縮工場発足

で運転していくかという轟面の聞
校卒︵物理学修士︶︑マサチュー

展墾を試みる︒シンポジウム﹁再

で璽蟹を果たす︒六七庫鑓蜜補佐
セッツ工科穴卒︵網船・海洋工学

闘発衷を行なうσ

想撃故を疲聾した時にも一般公衆

田秀雄藁大教授が︑爵大鎧故︑仮

麗洋一束工大教授︑今井美材原薩
再処理瑞業調査団畏︑田中門次郎

午

前

午後

理恩給は一九七八年以降能力不足

策と繰題︑を述べる︒わが国難処

の諸氏︒

部会長︑内海清民社党代講士会長

近江己配夫公明党政策審識会商工

党中央婁鋼会科学技術部翻部長︑

会科学技術差樽長・瀬崎博義共産

に占いり︑第二再処理工場完成豪

憂︑石野久男社会党基本敷策婁員

での端境期罵要は欧米の再処理に

それぞれ再処理に歯する安全閲題

郎自民党政務調査会科学技術部会

れよう︒提言するのは・餌藤轡至

に対する各党の星本姿勢が打出さ

るための方策など原子力開発政策

保策︑地域馬差の理解と協力を得

党では初めて︒聡力隅給︑安全確

の党見解は︑自民︑祉会を除く三

面の耳頃を堅めそう︒原子力政策

ら︑どんな政策提言があるか各方

般にわたる見難しが麟ばれる折か

ら立ち磁ってエネルギー︑経済全

が晃解を述べる︒石油ショックか

発政策への提琶﹂として各党代表

によるシンポジウム︒﹁原子力開

今年次大会の新機軸︑國会講員

5・これからの原挙力開発政策

舗議の焦煎となりそう︒

体制の整備が必要とされており︑

再処理幾等確立のための法体系︑

度決定を迫られているほか︑民間

わが圏は寧急に提携についての態

計画滲加を求めている︒このため

虫笛魑手が急務となり︑わが国に

降は能力不足となるため工揚拡張

ろが欧米でも撮要増から八〜年以

依存せざるを響ない見通し︒とこ

蕪蕪㍊鼠講

織

第3目（3月71D
パブリック・アクセプタンス︑対

原産再処理聞題累物会報員長が︑

ﾉ藤宗一郎、イ！野久男、瀬繭博義、近rl巳直人、内海瘡

明日ではなく今日

本店町内寧都港区北響出2の9の5

らも滋面代鶴主力となる原子力の
石油鷹機が招いた世界的なエネルギー醐価格化時代ーー︒

︵GE社副怖畏︶のスタサキス氏

すう勢にある︒米国原産敗策委員

は世騨の約三〇％のエネルギーを

i

講演とパネル三軍「原子力の安全」（1ポ如〜17◎30）

があるとし︑それぞれの側面から
窟︑七一年から謝画蔵置︒

L・F・フランツエン︵西独︶

修士︶︒一九四㎝年から六〜目無濠

で米議論で海燕原子炉副画に参薩

招客安全協会︵IRS︶翻会ル酎論で構成するセッション︒内
長︒一九五四年フランクフルト大

姻

ノノドノウムrこれからの原子力醐発政策」（13噛弟一15

）

3︑原子力の安全講演とパネ 処理問題の現状と課題﹂では︑蔦
ノーテラス・プロジェクト担当窟

学物理鄭︑学士︒一年悪弊気産業

﹁原子炉立地羅査指針﹂に基づく

には晶群線障冨を与えないという

置・ル ニ ア 州 バ レ ジ ・ の メ ア ⊥ 三 農 ・ 現 在 ・ カ リ ヨ ル ニ ア 州

サン・ノゼのGE社禾部で︑世界 に従麟したあと︑腰子力諮認可手

海田原子炉部数寅設計班擾︑カリ 課長︑六九隼原子力部長︑七一年

アイランド海環遭船所初代所長︑

的な組織網をもつ同社の原子力導

続き技術コンサルタントとして原
海躍原子炉無糖所次長などを歴任

安全評価体系などわが圏の原子力

ン餌ドイツ原子炉安全協金副会長
が︑環臆保全対策︑規制体系など

（今程

占｝

降

｝

ﾄ処理とハブリノク・アクセプタノス

業材｝

備1，み

鐸

ﾄ処理と安全間題

鐙人）
（桧晦

危機新

いま工叢先進櫓縄は好むと好まざるとにかかわらず

の﹁減灘﹂に腐心しだ一琿削のGNP天国

への対癒に迫られている︒わが国も例外ではない︒
太りすぎ外鋭

ふれ︑増大するエネルギー供拾の

消附するという米国の儒給実態に

第2日（3月6目〉

し︑六五年王RS設立以来同協会 安蘇の考え方を提示︒フランツェ

肖

（必中1貞治郎）

墲ｪ園0）再処理問題の対策と課題

弟〜12a｝｝

ノノドノウム「核燃糾サイクルの諜題」〈9

（今井

・

時代

の虚像はうだかたのことく溝え︑そのあとに資源の乏しい

握い手としての原子力の役矧を強

の繁顔が浮かび出た︒﹁節約﹂﹁多角化﹂

て石油を確保するという従来の策
定園式からの発想転換の必要腔を

後

（大峙

一九七山ハ年以降の新設発電断は西ドイツの安金性確帰施策の環況

︑一

（1、11フラノノェノ）
ﾂ境保全対策における源」ρ二女全の使命

鋤）二二会館
1X｝〜1q

もたざる国

璽要禦須に浮かび上った石油危機

調する︒対産油國擾近政策が一躍

﹁代替エネルギー闘発﹂が鱗ばれる厳しい現実への逢暦であ
る︒こうした中で迎えた第七園原疲無次大会は﹁エネルギー

十二協碧呼びかける︒昼は鵡

し︑原子力の果たすべき役割りと

正男所長は設定経済賊畏率に応じ
︸進を図るためのAEC施籏を概観

日本エネルギー経済研究駈の向坂

下のエネルギー政策．について︑

癒機の申の原子力開発﹂が基調テーマ︒プログラムセッショ
ン内容をみるとーー︒

バ第闘氏演
﹁

指摘しこれからの総會経済童画の
罷

を輿蝋会館に移し午さん金席上︑

続いて大翻患一更大無援が代輌⁝の場合の原子力発聡の位置づけを

星礎となる考え方を示唆しよう︒

〜r

開会セソションほ開会にあたり

ルギー西台推尊委員会委員長が特

大平正鷲外務大臣︑中山累耶エネ

（向坊語言）
繿ﾖ工不ルギー朋発の兄通し

エネル嵩麓通し・穂舞無・てい・べ毒・私見壷すべて攣力﹂・の莚打翌を述べる・さ・に糞詰癸名

さつ︑次いで有沢広巳原産会擾が

−︒エネルギー危機と原子力閲⁝

発

﹁石油危機﹂は︑石建消費国

表明を行なう︒原子力三輪畏あい
の経済濡鋤の歯慮を狂わし︑その

午さん会（1210〜14．｛XD東京会館

フランス原子力庁︵CEA︶計国の原子力利用に関する叢適畏娚

．翻転鐸勢いぐ・

C・ピエール︵仏︶

糟＝喘＝一榊＝＝篇噂二一二蘭二■欄＝圏＝＝：＝：一：薫＝＝邑輔＝＝一＝＝＝＝；雛二二一冊＝＝一胴＝二騨二＝一一＝＝幽＝＝＝＝二輔：＝一＝＝＝＝二＝一：僻＝＝﹁＝＝＝冊＝＝＝＝＝＝冊＝＝＝一＝＝需＝輔＝一＝一＝＝二月二一冊一一﹁二牌一二一二一＝＝二冊＝＝篇：﹁

大浮提となる︒こうした直通しか

発健進が勲調に行くことが︑その

見通しも一部に出始めているとい

的には七斌前後に収束しようとの

さきの石油消蟄園会議を機に畏期

約四簡にもバネ上った石油価格︑

一九八O無には三鰹KWと全発バ
電レル当り十妙蝦と昨無〜書写で

エクランド王AEA蟻務総長が︑波戸は発展途上國にまで及んだ︒

さつに引続き特別醜男二題◎まず

ムづくりを圏指したい偏蜀の所儘

﹁国民的な塁盤にたったフォーラ 別講灘の予定︒

大堀弘年次大会準備委貫築があい

?備委員疑挨拶（人堀弘）、所信黄明（右沢仏巳）、瞭∫力委員提襖拶

組A圧せ︑などの毘通しをもとに悪

米國原子力委璽瓜︵AEC︶原

社に勤務︒六七年原子力発磁機器

械工学卒︑修土︒一九五三年GE

フォルニア大学︵バークレー︶機

E︶二目社提︑原子力部長︒カリ

ゼネrラル︒エレクトリック︵G

米国原子力産業会議政策委員︒

G・﹂・スタサキス︵米︶

七 こ無七月現職︒

事務所長︒七三無五月AEC委六七無原子炉工学担嵩事務次長︑
員Q
E︒E・ヰントナー︵米︶

（永谷

，
惑

ﾎ油危機とエネルギー政策

ノ

三（大｛ヤ喪）

1

（03＞404−41

期間5年・無記名

期間1年・無記名

第1目（3月5日）

統括︒十六年に及ぶ原子力活 子力安全と放射線防護間題に関与

開発部でLMFBR計画を継当て
︒の鵜茄︒

馳

＠θ溌メ、〉し識し上保陰糠《舎牲

た鰐

丁EL

努ノJしてい真妻．

くにおf・・」いてきるよ♪
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1秒τ入災は

もありま

三聖｝毒しのつカないことにな

の1レ獲て

と考ノ

アいブ」、先

あなたのそばに圓産火災

rごカリて伽‡起か転ま

ピ笈楓な

つくる喜び…長銀二の債券

ゆ
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艮人）

（穰薬

秀ご1
ﾆ∫力長期rll画のあり方
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庄
晴川
j融合開発の参詣

「

Eラノ濃繍問題の展望と課題

（Eレ：キノU一）
Aメリカにおける斬型炉闇闇
へ

レセプシ灘ン（18

｝切純之助
朗、
渡辺博信、1レ泳
@

田島英
議是
ｮバ不ル〉
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ピエール♪
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tラノスにおける動ノ」炉開発

スタサキス｝
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Aメリカにおけるエイ・ルギー問題と原∫力
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P蝋。，ラ．n特別講演ヂエネルギー危宿におけるアメリカの旅f力政策j

I下酬肺・劇・発・建とその獺境

加
ノノポジウム「エネルギー危機と原子力関鍵」（14：如〜互7

「

ヌ，1
豪ト11
開会セノンヨン19

会場イfノホーノレ

第7回原産年次大会プログラム

ンバーQ難点は米里原産を代表し 副会長として活躍︒
Cに入 る ︑ 習 年 A E C 原 子 炉 研 究

ンジニアリング社摂︑六五無A旦 動歴を有し︑米國原薩理禦会のメ

した︒六三笙岡ポートランド・エ

…粟

明日こも貯めしょ功

ξ

職

ｴゴカと環境遷替
噂

侮甥の舞えば

麟

（2）

714号
第
（第三趣郵便物羅可

新

業
産

子
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聞

業

フ

保障 措 置 協 定 が 契 機
ど う 動く未批准国︵俘︑ベネルック ス 三 国 ︶

今後の動きが注醸される︒

ともに寄託するといわれており︑

明らかにされていないが︑さる二

の期聞および縄済規模については

嗣社会岡盟︵CSU︶の一部議殿1︑蘭︑伊︑ルクセンブルク︶と 内容の長娚協定に調印レた︒協定

β

︾

騨

師

㌻

鵠

・

唇憐砂

．

．

湛

︑

三酉二野KW︑発注済み睡酉一躍

含む︶︑建設由TH五十山ハ曽益・五千

五百二万四千KW︵未臨界二茎を

運転認可済み到四十二基・二千

所の状況はつぎのとおり︒

昨鋸末現在の来国の原子力発醗

ーが決まっている︒

藤七十万菰千KWは原子炉メーカ

三十八基のうち三十六墓︒三千九

四千酉七万九千KWを上園つた︒

のぼり・一昨黛岡購の三十八基・

・総容懸四壬二広西万八千KWに

子炉は三十八基︵二十四発電所︶

計画状況によると・発注済みの原

国の霞力会社による原子力発電所

このほど発表した昨年一年間の※

米国原子力委員会︵AEC︶が

綴織
O融

応閉エネルギー技術が一一

・一慮九百七士二万五千KW︵計

画申の十五基を禽む︶︑命計腫颪

九十九星・一鰐八千七百七十七万

九千四菅KW︒

︻パリ松本駐筏興発︼フランス

フランス

原子力船建造
で活発な動き

になっている︒

仏調査団がリビアを訪聞すること

合愈に達しているといわれ︑近く

ついて密接に協力するという点で

二＝＝需 ︑一ρ：＝︑
：一醒一一一一一冒

二％増

邇ｵ首七十五万五千賭︶で︑

︵制御核融合炉︶密画の話しい実 では現在︑商船の動力源として原

豪た制御黙核研究では︑C①配
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ビームと反応する︒容器内で三越

潟A目アブコ・アイソトープ五 ビームが典聖容器内でレーザー・

戟[ザー濃縮法は︑ほとんど完

︸る︒

ﾟられ︑冷却によって固体とす

ン砺︐は竃場藤たは磁場で収隼阪に

⁝ン篇とウラン騨の原子を禽む蒸気 鍛離によってイオンとなったウラ

二︑あ榮特許叢書kウラ

．ザーを照射するようにした︒

◇ 技術の特徴孫︒毛三芸A忠のヤ
荊に︑エクソン・ニュークリア

アブヲアイソトープ誌レL レーザーで五〇二七・二九五A

〜金にウラン郷と咄覆分離できるけ

曇鴛ウラン瓢の襲はレ

ザー濃縮法は︑まずウラン踊と蹴一という猟い帯城蠣母障ることは非

ている︒0︑P︑Q硬のいち懇外ハに蕩えられている︒ところがウラ

異な．萄ある放射線によるアイソト

近く基礎実験を行なうべく準錨中

ープ分離法について研究を進め︑

鯉⑪273−23−0151（代）

〒37◎

鰻近︑米國てレーザー濃縮という新捜術の研究開発がかなり進んで︑ガス拡敵︑濾心分離より
もずっと蜜くウラン澱縮ができるという期待がもたれている︒このレーザー濃縮をめぐる米国で

の勲きについては塞紙七＝募でもすでにニュースとしてとりあげたが︑今回は動燃難三共の諸

E︶に実験規模であるが三賀のウ

シャルなもっているといわれてい

糠

性など準一実短しなければならない

る︒このような笑用化の見通しの

この実験の成功卒基にして︑エ
マー下睨議員は︑レーザー磯縮法働

技術︑機密扱いとせず

燦鞍講磐擾臆募鷲

だけぶ励起させると述へたが・こ㎜社では︑エタロン．フィルターを1研1によるウラン瓢原子の励照

の物定波長に五Q二七・二九五使
Aって徽調整できろ色素レーザー 断颪秘および電離断臨磧︑あるい

アイソトープであることはよく知⁝プ・シフトに酒麟してアイソトー一は全雨視スペクトルにわたって一どに影響される︒

ｯ縫携鎌継㌦謙麓猷か窮嚢

︵92︶が等しく︑質三教の異なる一を醒んだわけである︒アイソトを
ー開発している︒この色素レーザはウラン輔と翻の萄電父換衝突な

実験規模で成功〜し

エクソン社

・9二％にすることが可能なの

側にある醐殻に縦する穴個の範子⁝ン分子化倉物のアイソトープ・シ

畷暢夫教授を申心とする仏たち研

㎜握
旧す
Aから八OOOAの比較的選
展るものである︒
︵18︶︑N︵32︶︑0︵21︶︑P︸光竃照射してウラン踊原子の
を大
含き
むい範囲のレーザーで電離し

にあり︑技術的可能性はまだ実謹

やく関心高まる
穿笛窒聞の潮染鍛や放射線と物

レーり一を用いるという点では

質との相互作用において︑原子の⁝である︒

︒ている︒︒の講は鑑の原子濾倉に費し璽が麩られて

子の濃は・x警ペクト窓鎧われる・そこでエクソン●二・−
膿棄び離が墨な誕と墜

譲趨雛環瀦蝋識がっ叡隈い墨壷師暴馬

わが岡でも原τ・分子・電子の⁝ソトープの分離に閲心がもたれて

簸後に︑レーザー濃縮技術の彫

繊突に関する研究に最近ようやく⁝いる︒

階に対比でき．⇔といりれているこ

発は︑次のそれぞれの研究關発段

関心が隔まってきている︒

禦工大原子炉研の織田研究釜で

Q軽水炉ーガス拡散

とを付け槻えておこうO

は軍くから態子衝突による原子・
分子の励趨︑電離なとの研究が行

O高趣増湘炉⁝痕心分離

O核融命⁝レーザー麟縮

農産物の発芽二二

一一

なわれており︑その研冤成果は外

これら麩礎研究の応用として織

国で蕩い評緬を掃ている︒

医療器翼の滅葭

岡佼氏をわずらわし︑レーザー濃縮技術の研究開発の現状と原理についての紹介をお願いした︒

トープ分離法の研究關発に使うこ
ランの聡慧に成功したと報告し︑

とも述べている︒

A鷺Cは︑レーザー・アイソトー 今後は丁転化の司能性および経済

とを明らかにした︒これによって

AEC︑研究費
ｭ円を投入へ
◇75軽度予算 プ分離法の科学鮒可能性を実証す
※原子力一員金︵AEC︶は︑る計画とも伝えられているQ
米国の民闇企摸でレーザー濃縮

アイソトープ社ではパイロット・

クソン︒ニュークリア睡アブコ・

るものとみられている︒

酉万が︵約ヒ十五億円︶以上にな一〇・三％をレーザー濃縮法では○

独得な量子効
果を用いる

かによる集験︑およびカーバイド一に脊窪する︒
あるヤザー羅について︑ホ墜聾馨鰯蕪纏楚÷ント・
カーボンき力髭

ル・エレクトリック社と組んで選

アイソトープ
シフトを利用

芸術を闘発しているのは︑ゼネラ

われており︑鱈磁流体力学とレー

ウラン篇とウラン蹴は隔子雷弓

その傭報は 少 な い Q

プラントの甦設覆考え始めてお

アブコ・エバレット研究所で行な

チコーセッツ州エバレットにある

十二万五千 が ︵ 約 一 懸 円 ︶ を 援 助
ザーの研究を行なってきたカント

ち・穆のガス拡散誘羅濃隆

ザー脚絆を機密にしていないが︑

AECはロスアラモス研究所と 心分離の研究開発を瀧めているエ
り︑その礁翼翼はおそらく二千五

ュークリア薩アブコ・アイソトー

ソトープ分離︵LlS︶の研究開社が協岡で設立したエクソン︒ニ

リバモア研 究 所 で レ ー ザ ー ・ ア イ

発を行なっ て い る ︒ 一 九 七 四 金 計

アの両研究 解 に 約 薫 万 が ︵ 約 三 憾

慶には︑・季ラモス⁝パモ建のみである︒曉閲発はマサ
円︶︑その 他 研 究 所 ︑ 大 学 に 約 三

している︒

この研究所の成果として︑エク

鍛近︑AECは一九七五会計琿ロビツツ所罠が指轟している︒
度予獅に新 し い ア イ ソ ト ー プ 分 離
ソン・ニュークリア往のディック

一プを分嚇する墨諏的乃法は︑一九
ウラン原子は原子核と九十二燧六九鋸五月に特詩となっている︒

られている︒

の幅遠醒子から成っており︑軌道⁝この鎚庫特許では︑ウラン分子化

しかし︑A露Cはじめ楽国の巌

への影響を強調している︒

撃は︑K︵・︶・L︵・︶壷蕩︵夢・化ウラン︶のガスに

るいは︑ガス拡散で必要とする鍛

されていないので︑レーザー濃縮

︵原子価魔子︶はい懲︑・乙唖∫

︵9︶︑Q︵2︶の各殻に分布し一︷パフッ化ウランを励起させるよう

の一一分の一ぐらいになろうと予想

るだろうから濃縮駿は還心分離法

が酬いコストで実用化されるので

⁝フトは︑ほとんどそのスペクトル

はないかという︑こうした予想に

の赤外領域にある︒ウラン原子の

請され︑三二後︑公開された︒こ

れ︑特許公報ですでに公開されて

トルが生じる・八命掛の内粒そのスペクトルの覆部分にあら

価霜子の励起によって放出スペク アイソトープ・シフトの多くは︑

している︒

また︑レーザー濃縮技術は一九
八充薙頃までに張国の繕大する機
甲ウラン翻要に審与できるポテン

緊縮の原理

究開発の段階であって京だ機密に

警えられているレーザー磯鶏技術

これらの特進公蝦を蟻に︑現蔑

いる︒

クリア劉アプコ・アイソトープ社

との理由から︑エクソン・ニュー

するほど十分砿んだものではない

A混Cは︑レーザー濃漏法は研の特許はその擾わが国にも爾諦さ

◇

子を励起︑電離蘇群灘鞭謬

レーザーで原コ．アイソトープ社が開発しょう

と濠どっているようである︒

に分布している︒この六器の原子

心分離より二〇i三〇％は低くな 業界では︑研究開発は初期の段幽

力の約一〇％で済み︑建設蟹が遠

は題黒桟蟄が遡心分離と同等かあ

ザー濃縮のウラン原料物憔の謹厳

︑

の研究開発も特許も︑機密汲いにとはいったいどんなものなのかの

原子の励起・羅離翼験装纒︵東工大・織田研︶

放射線透過試験
超音波探傷試験
磁粉探傷試験
漫透探傷試験

無菌動物飼纒の滅藍
プラスチックの故質

一一

ディ︒ク・ン楚は︑覆の㎜で︑ウラン受勲集︒ずっと
爾院含岡原子力婁員会︵ぽCA
擁しについて︑￥ザ濃塞葛に鰻える︒走なる︒︑レー

マン社罠は咋琿九月︑講会の上下

狡術の研究開発に︑千七十万賭
︵約三十二億円︶を計上しており
このほとんどをレーザー・アイソ一

Nまでに実用化﹂

クソン・ニュークリア袖とアプコ

器無知藪二瀬藷塾

ガス拡敵や 避 心 分 離 の よ う に レ ー

臨

し醸ギクリア腱アブ﹂概謬藁群胆ア参

饗
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聞

﹂
ブ

原

﹁今国会中に成立を﹂
六項目の決議を採択︑要望
の今園金中成立を期す全国大会が︑一一士ハ日︑索

饗

田本原子力産纂会議は︑来たる

おかれている︒圃澱編成など請準

の方向づけを行なうことに霊眼が

⁝ーーーき⁝ーーーーーー

ゆゆ

三月十八日から同二十日まで楽国

息一型雛＿齢1泊2鮒・弓，5（騨賂￥テレビ、自剃・働軟灘・・1時問1，（）｛網（5（劇剤）

か﹂などと述べ︑三法案の累期成

ところ調蓋団は︑上田照隠原研愚

備が急がれているが︑これまでの

闇ら約十名内外の構成となるもよ

マイアミで門水素経済マイアミ・

機に︑これへの出精を兼ね欧米諸

での約三選闇にわたり欧来譜国に

うで︑三月十六属から四月六日窯

エネルギー会読が開かれるのを

國における新エネルギー開発利嗣

派遇される予定︒マイアミでの金

の爽摘調戴を行なうため・﹁原子

炉熱利用関鍵疲術調査団﹂を編成

かれ︑①原子力エネルギーの荷効

議幽鯖後︑米國︑欧州のこ班に分

日劇利期に大別されている︒利用

費︵別表細務︶に取扱手数料︵実

富士山の眺望一河口湖畔の散策

立は地元の悲願だ︑と強調した︒

懸兇表明では罐力料金︑特驚海城
指足など地元メリットへの配慮の

ぐ窮故︑不詳摺は政冊不馴を︸岡

この調製団は︑原産・原子炉多

・派滅する︒

研究闘発の現状と将来計画②各国

のエネルギー原子力化についての

利用技術に関する各機閲研究所の

兇通し③将来の国際協力の見通し

欝酌利用懇談会︵円城寺四次郎座

の萄弱な利用関連技術および原子

獲︶における︑原子力エネルギー

炉開発との関趨など今後の検討に

る方針︒

ーーなどを申心とした調査に当た

料金は実験設備利工料または照射

囲ガス炉の中編部である蒸気発生

濃縮で国際会議

験利馬の場禽一万円／件︑照射利

∩w

L曽層

閲題が数多くとりあげられたが︑
黒点の︸つは安廻国認保に対する
原子力行政のあり万︑鍛近の梱次

るどく追求したQ

深めているとして政府の姿勢をす

大会はこの後︑決識の採択に移
ったが︑金会一致で採択︒決議は
﹁国による抜本的対策の即蒔実

行﹂を要望したもので︑内容は①

役立てるため派目するもので︑海

の成果をうけて︑今後の検討推進

ア・エンジニアリング社の曽肱部

界簾大手棄︑来国のニュークリ

東海研究所﹁JRR14﹂原子炉

日恋原子力研究所はこのほど︑

共同利用開始礪

JRR−4の砂

外関係蓄との只見交換︑実欄調査

れるべきものではあるが︑この際

し﹁郵件を解した当覇福は詰襟さ

談した︒

物処理聞誤で醸本側関係番らと懇

一行がこのほど来臼︑放言性廃動
して圏課すべきだ︒だが今回の書

科学善としてのわれわれも衿を正

毛は科学技術行政のゆがみが根本

JRR14はこれまで船舶技研

の共同利用を開始した︒

藁物の梱蟹︑輸送︑地主埋設処理

のための研究に供されてきたが︑

などとの共爾による霊として遮蔽

間社は︑低レベル放射性容体廃
を考えることが大切︒そのために

罷業を行っており︑とくに地中埋

原國なので︑むしろ抜本的な対策

は本会議の葱冤を隔悪なく聴いて

地中処理嚇のうち︑ニュークリア

設処狸では︑米閨にある五か所の

ンク実験設備および散乱実験設徽

単玉はプール実験設備︑リドタ

を開放することとしたもの︒

・フユエル・サービセス︵NFS︶その利周範囲を拡げ一般にも門戸

共周利用の要望が多く︑このほど

もらって︑科学蕎の態兇を土台に

旨の会罠談話を発表︑この袴えを

科学技術行政を実施して欲しい隔

贒ｫ犠薫豆撒鎗欝欝
顯三一︑原薩︑漿臨︑関餓︑鉱員

来醸したパーへ1社長ら一行は それぞれの実験利用と照射設備の

を訪れ︑わが国と来國における廃

国見を交換したが︑これらの席で

棄物処理の現況と莞通しについて

盟で七並︑隅圧条件下で使われる

米国原子力所業会議は︑四月二

引して︑GA社が畏期的な安定供 際会心隔を開催する︒この会議に

用の場禽三千円／個︶と付帯業務

自然の安らぎを求めて

M

へ〜ゴ

へμ
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一溜麟
電源三法簗の今圏会中成立②法案
で対象外となっている既設原発蘇

学技術部会長ら地元選出議靴音氏
が登別したが︑いずれも門こんどの

在地城に対する特罰描躍磁原発に

ている︒

このため︑科技庁の新分析機関
の設立構想に対しても︑科学技術
行政の蕩え方を根本的に改めない

処理サ⁝ビス

提供の用意
廃棄物で米NE社表明
低レベル放射性廃蔓物処理の世

コンツルタント業務などで日本に

岡社は今後処理サービスの提供︑

現状ではわが國の処理処分万法の

進出したい慧隠を表明した︒ただ

で︑岡社としては︑丸紅を通し︑

最終的な方釧が決豪っていないの

の提携興体化を園・④ことになるも

今後の推移を発ながら日本企集と

調湿ガス炉用高級鋼籍を※国に向

ため︑合金鋼︑炭累鋼の鋼管とし

十一二臼から二十六日まで︑バージ

は︑ソ連を愈む各国から関係轡が

11j梨県南都留郡河口湖町大石

所在地
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電源三法興

と

対する固楚費薩税特別楢蔽の撤廃

けて同釜員金は︑四月の総芸に勧

限り︑ホ鷲的な間題の解決にはな
らないとして批判的で︑瞬の行政
にもっと科学者の惣冤を反映すべ
きだとしているQ
なお︑越智会侵は二十五臼の配
者会見で︑今回の分祈研閥題に関

HTGR鋼管初出荷
受注内定額は今回分をあわせて約

日本鋼管がGA社向けに
臼本鋼管︵槙田久生社長︶は︑

二十鰹円に達する党込みという︒

けて出荷することになった︑と発

ては樋限ともいえる高品質︑完全

ック︵GA︶社から受注していた 日本鋼管が受注した鋼蟹は︑三

二十一日︑薄歯ゼネラル・アトミ

表した︒総合商社トーメンを溢じ

無欠陥性が要求されるもの︒製造

参加するが︑米国原石の縮瞳をう

ニア州レストンで﹁ウラン旋縮圏

米原産がウラン

て受注︑製造していたもので︑こ

ようQ

のほど第一回の製贔立会検賓を完

技術および酪質管理体制を十分慰

給書に選定したことについて︑楓

丁正￡L，05557−6一一7021

東京都港区新橋1−1−13〒105

徽源開発促逸税法璽などいわゆる
窟︒平河町の爲本都布センターポールで關かれた︒全園原子力発電所所在帯町村協識会が主催したも

アメ玉法躍だ

ので︑圏会議勲︑布町村餐ら関係者約六百人が出席︑決藤や懲見表明など行なった後︑六畷目から成
る大会決議を全会一致で採択した︒羅馬三法案は近く国会へ提雌の晃趨しだが︑
国金霧議は期
ない︒多少の不安はあるが︑これ

立法化で盆てがかたずくとは思わ

④蔭発の安全性確保に︑国は︑金

として今回会成立を危ぶむ向きもある︒

一部野党が反対藤向のほか︑二期は四月束までで謬院選も控えていることなどから︑
待溝
謹での努力が実りようやく隅の農

蟹任を負って対処すること⑤運転

の立法化だろうが︑成立なくして

欠のものだが︑一方で羅源立地で
をみようとしているわけで︑われ

中の金原発に対し︑総点換を実施

分析研のデータねつ遣獺件は︑

告漿を提出して政府に適切な対策

視体制や曜境放射能間題について

了︑三月に船瀬みの予定︒

本鋼管では﹁当社の技術が高く評
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凶日の大 会 ； ﹁ 原 子 力 発 羅 所 関
は地元の協力が必要だQすでに何 は画餅だ﹂と強調︑蜜全性は国の
われとしてもその阜期成立で盆力

係法案早期 成 立 全 國 大 会 ﹂ は ︑ 電
費任に康かすべきで麓業界もその

度か要墾などもしてきたが︑地元

すること⑥葦辺環麗放射能要理に

源關発促進 税 法 薬 ︑ 醗 源 開 罷 促 進
を投入したい﹂などと強調︑葱法

メリットを考慮した立法化健進の

ために万全を期すつもりだ︑と述

対策特別会 謝 法 躍 お よ び 発 繊 屠 施
べた︒

関する遡やかな描躍をとることー

動きは心づよく︑その箪期成立を
案成宜への決慰を述べた︒これら

毅周辺地域製法薬修正案のいわ

ーの六項旨︒矢部会長らから関係

期し︑今日︑罵倒な決蔽をもって

に対し市町村側各代表は﹁原油力

この大会を胴くことになった﹂な

﹁激励のことば﹂は︑法案成立

ゆる電源三 法 案 の 今 国 会 で の 成 立

どと挨拶︒引続き来蜜挨拶︑國会

科学者の意見反映を
嚔T分析研問題を検討へ
単に原潜放射能測定の鱈傾性を損
つただけでなく︑科学技術行政の
問題であり︑田本の科学省の問題
でもある一⁝分祈研昭件は科学全

といわ

と描躍を勧告する予楚︒座長には

ている萸海区水産舐験所や原研︑

万金の措躍をとるようたびたび政

れたとして深刻なショックを憂け

各説庁大蔭︑自民党三役などに提

を期して 關 か れ た ︑ 協 議 会 ︵ 二 十

議蟹による激励のことば︑市町村

闘発に協力してきた地元市町村に

五市町村で構成︑矢部知葱炎会

長らによる愈晃表明などがあった

った︒伊藤宗一郎自民党政調会科

畏︶関係春の 総二丁大会 ︒全圏

が︑とくに来賓挨拶で羅山科技庁

にかける国会議員の決慧自明とな

津々浦々か ら 市 町 村 長 ︑ 議 会 畿 員

出された︒

ら多数がつ め か け 驚 員 六 二 人 の 会
擬富は﹁原子力醐発は建て閲しの

これまで国は何をもって応えた

禍はほぼ満 席 ︑ 国 会 議 熈 も 平 象 渉
必要に迫られているが︑決意を新

﹁難訓力開発は麗の役劇で︑市町

みたい﹂と述べ︑有沢原薩会長は

たに︑死力を尽くし謡問題に取糧

元科技庁 畏 嘗 ら 総 勢 五 † 人 が 出 席
した︒

大会は﹁ 原 発 の 安 全 性 ・ 倦 頼 姓
確立﹂な ど を ス ロ ー ガ ン に ︑ 午 後
一四過ぎから開会︑まず矢部会長 村はこれに協力しているとも雷え
る︒この協力に応えたのがこんど

学著の國会

体にとっても四大な闇題だ︑とし
て︑このほど

れる日本学術会議︵越智勇一会畏︶

岡会議の原子力問題特別委城壕

でも取り上げることになった︒

︵三宅泰雄垂下侵︶は二月十四日
に会命を闘き︑この間題を検討す

換酎小委興会を設けることを決め

三宅婁蟹獲がなる︒

るため︑属婁鍛会内に畷境放射能

た︒小婆二会は学術会纏会贋を中

理研︑放医研および放射線影響学

府に勧告や提覆をしてきたが・こ

学術会議はこれまで︑放射能監

金や日本分析学会などの科学暫十

れまであまり受け入れられていな

心に︑贋境放射難問題を取り扱っ

五名程慶をメンバーに︑今回の分

つの原子力発鱈所に設罵される筒

望の向きは原研・業猫謙まで︒

温ガス炉の蒸気発生羅柳篭に使用

を行なう予定︒

いる︒騨細間塞わせおよび利胴希

される合金鋼︑炭累鋼のボイラー

している︒

今回受注した鋼管は︑来國の二

1個、1時間当た：り

費を加えたものーーなどとなって

の放豊能監視体制のあり方1に 科学捜術行政のひずみがその原籍

チューブの全磁︵約九颪ナ︶で︑

いとの不満が強く︑大多数の会員
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成果を多目的懇の検討に反映

けて︑わが國からも電力界の楼門
の一つとの兜方をしており︑臼塞

析研無題を科学者の立堀から調査
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射

鍋本原子力産業会議・総務課

申込先

新エネルギー開発利用で

価されたもの﹂として今後に期待

の科学と科学轡の億頼駐が失なわ

今後の遍加注文も内定しており︑

ついて結舗をとりまとめ︑原芋力

1宿泊・会議￥1
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原産が調査団派遣へ

問題特別婁鍛会に報告︑これを憂

は︑今回の動軸を科学賓の倫理以
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石油危機

が演算の原子力発鱈にどのような影響を与えつつあるのか一i今園は︑中東紛

象の余波をうけた各國が︑石間にかわる原子力をどのようにみつめ︑その開発をどのように遽

ている︒建設期間として︑五か年

石油の供 給 と 纐 格 の 締 め つ け に
より確定的︑長期的なものになっ

の暫定リストが︑数か月飼のもの

題があるからである︒派生的闇題

入れねばならないのか︑という問

国の技術依存といわれるものを受

る︒
を帖消 し し て ま で ︑ C E G B が 米

ある︒これは︑昨年越闇した四†

R︶のそばに建設され．勺︒盆SV

七万廓ギKWのボルセール︵PW
社と提携したGB社は︑ボルセー

・ユェオン祉と受庄の竸蟻をして

ル一躍の供給蕎︑クラフトベルク

られてい．筍︒こん甲．憶︸︑三か月に︑

中興紛象のぼっ発で︑非掘に早め

第一慰原子力発電所の建設㎡岡が

他万︑デンマークでは︑岡国の

ている︒

R四猛勺含め約蕊千万KWとなっいるQ入札は︑今響夫に予定され
が認められているので︑この計画
を盗行ずるには︑八十年までに銀

対する各國政閥や電力会社の反応
ていることがあげられる︒このよ

めようとしているのかを︑米誌ニュークリア・インダストリーからひろってみよう︒

は︑ほぼ︑そのパターンを予測で
うな国としては︑ギリシャ︑イン
は︑多数存在し︑そのいくつかは

間三瓶程度の薪規発注が必要であ

きるが︑署しい例外もいくつかは
ドネシア︑蛍港︑フィリピン︑シ

実際には︑すくなくとも︑軍均し
八ヤ駕の羅転を闘指し︑米国の厘

いる大手の醗力象社エルサムは︑

していない︒

ついては︑い墓のところはっきり

議する予定の発魔所の規撲などr

検射している︒しかし︑同祉が麩

KW級のBWRi6型の経緕彊な

られる⇔エルサムは︑GEと肖石

カナダから入麺を求めるものとム

ム︑アトミック・エナシー・オブ︒

子炉メーカー五往︑アセア・アト

て年に日豊を購入するようにな
り︑目標年次の八近年には︑最

低西千五酉万−五千万KWが運

その他の諸国

転しているものとみられる︒

当初掲摘されたほどには︑アラ
ブの石油輸出全学中門による打撃
をうけなかったオランダ胴鳴の政
策は︑天然ガス資源を十分利照す

殿力鼠祉が独目のぬを歩むこ−

に慣れているベルギーでは︑原r
力発電の契約を推進するような政

多

多一

多一

多多一多

〜
多

ている︒瑠在︑政府は酔認可孚続

ニニニr﹂︶ 多

ものと期待される︒この奪に︑九

鍵盤し︑ついで約︸年優に九十鷹

の星期騒騒の方法を明確にしょう

十万KWのゴイゲン︵PWR︶の
が能率化を保幽し︑そして︑用地

工業国の醗力会社は︑その発注を

わずかの例外はあるが︑筒度な

◇

万KW︑のライブスタット︵BW
としている︒
イタリアでは︑原子力発電に対

自国の機器︑燃料供給憲に与え︑

R︶が系統に入る︒

にならないと公式筋は指摘してい

する公衆の反対は︑ほとんど要囲

計画が︑ます翻す批判の的になっ

された利益のみしか得られないの

の供給轡への輸出で︑非常に限冗

る︒というのは︑ENELの建設
そして米幽のメーカーは︑それら
てはいるが︑そのほとんど大部分

きな個汝のセールスて︑非常に明

が魯通である︒開発途上国は︑尺

るい期待をもたせてくれる︒しか

は石油焚き発餓所であるからだ︒

反対する鐵憐は︑ますます︑政治

の閉放されている好機を完盆に利

しながら︑米幽のメーカーが︑︸

他方︑西ドイツでは︑原子力に

的に過敏な間題にな同ってきてい

用しうるかがあるかどうかには︑

る︒特に︑その反対勢力のほとん

疑問の余地がありそうである︒

〆
≠

約束します。※日・米・英・独蘭な雄3力国に特訓出願中を含む）
ぜ認鍵

たずさわる方々にピッタリ。信頼性の高い管理をお
︑灘欝

繧
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測定装置UO−502A
ご

◎超高感度の瓢棄子0．1mR〜2，03GRの放射線まで、幅広

現時点での予測では︑践DFは 岡團の麺鄙に魁力を傑給をして

ある︒

ペクターの報告は︑いかなる候補

盤要である︒鍛近の原子炉インス

地点でも︑建設を聰める前に︑軽

ある地位卒占めるζとになること
については︑各界の兇方が一致し

概して︑オランダの観測筋は・

はみられない︒予想される次の薩

府からの働きかけといったきざし

を網ることを國指している︒

同国が石油価格の大州値上げを切

ている︒

フランス脚力公社︵EDF︶にり抜けるかなり強い立場にあると

これはドール発蹴所︵ミ十茄万K

注は︑八†万KWe級のもので︑

される︒ドール〜号機は︑五月︑

W︑PWR︑二巫︶のそばに彊註

いう点でへ愈冤が一致しているよ

ガスの輸出轍が︑さらに繕大する

うだ︒彼騨は・オランダの膨大な

傾向をみゼており︑それによっ

二号機は一無後に題開が予建さ

して髄鞘するチアンジュ発竃唖

ルギーの電力食社とHDFが莫両

て︑懲悪がそれほど極度に圧迫さ

る︒

の支払が可能であると指摘してい

れている︒その階点濠でには︑ベ

天然ウラン・炭酸ガス冷却炉罵颪

でに︑編綴中の原子力雛電所が︑

認した廻DFの営標は︑八五庫ま れることなく︑必要な輸入石油へ

つい二︑三か月劇に︑政暦が承

かということである︒

うことと︑いかに単く碓設できる

の発餓所に資金場当てうるかとい

とっての間題は︑どのくらい多く

フランス

るだけすみやかに石油からの転換

画を承 濾 し よ う と も ︑ H T G R が
ること︑司能なところがら︑でき

政府が︑最終的にどのような餅

いを必要とすると欝告している・

儘頼性を確羅するために二銀くら

水炉の安趨性︑とくに圧力容器の

アラブ︑イスラエル問題の解決

︑

が︑多分︑エジプト︑イスラエル

ンガポールがある︒

フランス は ︑ 極 圏 な 二 曲 依 存 か

ら︑すみやかに脱却しようと決悪

したが︑その紬漿︑敵治的行為で
の自宙を璽んじることが︑おびや
かされ一﹂いる︒イギリスの中央発

闇闇︵CHGB︶は︑わずか一
三か月前に検討していた鎚設計画
よりもはるかに大がかりな翫画の
アウトラインをえがいている︒豪
た︑西ドイツでは︑法規上および
立地上の隙警要困が個汝の謝画に
支陣をもたらし︑また欝欝を運ら
せているので︑政冊がこれを打開

しかレな が ら ︑ ア ラ ブ の 石 曲 輸

すると約束させられている︒

出察止で打撃をうけているオラン
ダで翼体的になろうとしているエ
ネルギー供給政策は︑代魑エネル

ていない︒

ギーの原子力に︑それほど傾斜し

また︑影 響 を こ う む り や す い イ

発生するものであるため︑蹴力会

二r玉

五十万KWで︑嶺階︑発注が確建 い談圏前に迫った懸盤蕨の発注
︵八＋七万葎︑PWR︶も萩た
してい た 九 十 万 − 西 万 K W の P W
としては︑蔚万KW級の軽水炉が 糸統に入る予簸である︒

社としては︑その矯態を改癒する

でているため︑その処理に菖悩し

どが︑プラント政権の支持厨から
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問題の影響

が認められるかどうかの問題は依

ことができないからだ︒この秘

薦

く正確に感知。湿気、水、光、振動などにも影響されません。

ゾ

聞

力

原
L︶が︑昨 無 † 二 月 に 発 注 し た 磯

タリアには︑醒力公社︵ENE
馴の原子炉と総額のものを発注す
双方の原子刀碓設の早期決定の遺

イギリス

オぎない︒というのは︑かなり以

然︑解決していない︒なぜなら︑

態は︑七七無末頃には︑好転する
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スイスの電力会社にとって︑石

前から化石燃繕発電所の建設は除

力発醗に大きく依難しつつあり︑

Wの発注臨画を説明した際︑こん

外されているからである︒原苧力

油の供給不足とその価格の推移は
イギリスでは︑CEGBが︑七

こ八三年までに︑全部で十八基を

これ以上︑どの繊度依存するか︑

京た︑どの裡慶早くすすめるか

の例として代表的である︒

を明らかにするかが困難である国

は百二十万KWであるが︑前述の は︑禰饗に見合うだけの発囎は困
難となろう︒なんとなれば︑原盤

た︒その大部分はPWRで︑出力で行く煽會少なくとも七六庫まで

謝画には腐温ガス冷却煩も入って

一般的に︑開発途上国に関し︑

石油による発趣が︑経済的に劇的

の大部分が原子力発醗所の建設讃

にもわたって確立した自国の技術

英国が多大の籔胴をかけ︑何十年

しかし︑C鷺GBの軽水炉建設手を運らせている酔認可問題から

いる︒

他には︑予備的立躍のペースを謹

っているということである︒その

め︑その結果︑短期予想について

ないと政溝に諏識させるのに役立

定をこれ以上遅らせることはでき

に懇化したことが︑懸纂の建設決

米国の観測が一致している点は・

購入する哺との慰陶をほのめかし

四鋸から七六年にかけ︑バ百万K ほとんどアカデミックな関心購に

スペイン と 台 輝 は ︑ す で に 原 子

みられる︒

るオプションを行使するかどうか

環境問題は各国さまざま

をひらくものとみられる︒

原子力への期待たかまる

で︑いくつかの聞題があるように

石油危機i、の影響大
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放射線量を正確にすばやく測窟するナシ署ナルTLD
TLDは国際特許の被曝胴熱蛍光素子と測定装置

からなる画期的な装置です。放射線関係の仕事に
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