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エネルギー盾機の甲の漂子力

iそのあり方をめぐってさ濠ざまな螺髪がたたかわされているときだけに︑国民的なひろがり

人の内外謬加蕎で埋解った︒
惣を告げる鳳界のエネルギー慨
翻圃大会︵昨隼

二月開催︶にお

安全問

して国が策定することが餓要な誤
題だと指摘した︒また︑

る原子力の

安金性

についての

疑念を一掃するために︑さまざま
な立揚をとる科学番︑騨門家がそ
の安全研究に科学蓄としての偶熱

ついで閣議を終えて挨拶にかけ

を傾けてほしいと輝びかけた︒

原薩年次大会は︑三月五B大堀弘 制下で初めて開く大会とあって︑

を撒きわめて行こうとする第七三

原子力開発上の諸誤題への対応策

子力の位蟹づけ︑閲発のあり方︑

衛沢広巳象撰の駈儘表明は関心の

制改箪を進めてきた落盤が︑新紘

ら進める

ける

になるとして︑旛設者側に

霊罵と研究とによって完露なもの

と蕎えると述べ︑それは掻期閣の

発揮所の運転は︑実際的に安息だ

舗された条件の下における原子力

題

麟の

て︑塗豆的な立場にたつのは政府

ふれたが︑原謹の体制改革につい

折る蒙でこ濠かく一遺の出来購に

全問題︑地泥対策︑分析研問題に

って︑就伍当時の換様から︑蜜

任以来︑この臼が丁度薦臼図とあ

科学技術庁擬窟︒原子力婁最畏就

つけた森山欽罰原子力婁員藻は︑

大会鵡備委員長︵諏源懸盤総裁︶
まと︒テレビ・カメラが行き憂う

自覚を要講ずるとともに︑臼嵐に

である︒原癌は工業団体であって

について固会長は︑点在の規

の挨拶でその縣を懸けた・

申を壌上にあがった緊緊会餐は︑

とって精一の代筆エネルギーであ

原子力開発を国民鮒立場か

大堀婁艦長は︑綴織界︑学界︑

ルギーの本論は原子力を描いてな

璃在︑石油に対抗しうる番謡エネ

いと述べ︑原子力二重自体には騰

との寒行を契磯に︑依

政・宿翼︑地方薗治体関係蓄にま

るなど︑例隼にも増して多彩な参

よい︑原産はもっと産業よりにな
れ︑と述べて︑参加暫を唖然とさ
せた︒議憂をつとめた茅誠司瑛大
元学艮は︑鵜沢新会翼の駈膠嚢明
を原子力委凝獲に聞いてほしかっ
たと︑とりまとめのことばの中で

開会総金のしめくくりは・S・

述べていた︒

Aエクランド圃際原アカ機関肇務
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子力協力に関する両国政府闇の描

1しきれない閻題もあるため︑原

たらきかけることで悪蜀の一致を

麗を講ずるよう関係方面に強くは

一方︑安金性研究を禽む原子力

みた︒

安金問題に関しては︑原子力安金

しだ工学的蜜金研究のあり方︑テ

研究協会が中心となって試案作り

ーマ︑体制などにもとづいて検酎

関連などをより開確にしたうえで

した結果︑総倉的な安金研究との

早惣に原子力委員会などと詣し盆

日本原子力鷹業会議の政簾会識

いて葱見の嚢明︑交換が渚発に行

後︑原産がとりくむべき繰題につ

来無度野業計画とも関還して︑今

この日の政策会議では︑原産の

う必要があるとの結論に達した︒

︵会長の叢薄機関︶はこのほど︑

なわれた︒とくにパブリック︒ア

軍需増鶴野に薫るまでの武闘弓馬

クセプタンスの問題︑軽水炉から

てヤ原塵は先行的に対処する必饗

型の問題︑ウラン資源などに関し

があるとの観点から︑これらの問

今奪初頭裏臼したソ漢視察団との

定問題から猜報交換に翌る京で︑

で行くこと︑政策会議においても

これらの間題の検討をひきつづき

題を原姿活動に実貿的に織り込ん

進めることとした︒

さまざまな嘆項が提起されたが︑

ものから着手するかたわら︑既存

浜岡二暑機は静岡県小笠郡浜岡

四竃が立ち禽つた︒

電源開発促進

■＝＝勝＝階隔＝＝﹁＝一隔＝一＝＝一＝墜襯一一驚＝騨一一＝階鼎＝＝一日一一一一輔＝一＝隔＝一一騨＝＝唱＝﹁

の日ソ科学技術協力協定ではカバ

政策会議では︑まず奥依化しうる

辛し禽いなどを逓じて︑政府聞協

臼ソ闘の原子力協力については

いて愈冤を交換︑検討した︒

今後取温む必要のある講問題につ

日ソ協力や安全性研究など原産が

鵯〜﹂

を

討⁝

総擾︑W・E・クリーグスマン米
国原子力婁農会委員長の両特別講
演︒ここでは︑これら海外の機関
が︑原子力の安全・環境聞題ある
いはエネルギー危機下における原
子力開発をどのように捉え︑どう
う点が鶴及されたQ

対処して行こうとしているかとい

この後︑会堀を菓祭︒丸の内の
東豪会飴に移しての午さん会にひ
きつづき︑大金は︑﹁エネルギー

﹁勤学炉開発の展望漏︑﹁原子力

危機と原子力開発﹂を皮切りに︑

の洋髪﹂︑﹁核轡料サイクルの課
題﹂︑﹁これからの原子力開発玉
簾一各先国会議員による原子力政

策への提蓮の五つのテーマを中
心に︑三瀬間にわたって字体的な
麿見・詳解の叢明︑無論など轟く
りひろげた︒

醐町との地域開発振興などを柱と

町︑建設中の〜号機に隣接して三

した協力協定が開印されたのに引

戸されるもので︑出力八十四万K

開発促進対策特別会謝法案の

罐源開発促進税法案および璽源
WめBWR墓が設蘇れる︒昨

業があたるとしても︑國はエ＊ル

ていたもので︑このほど曳綱に解

続き︑

隼六月の設㎜闘許可後地元交渉が続

加穏を筋に︑﹁より醐い申立牲と

決︑調印となった︒同日は︑午前

両法環は行舗まり状態にある醒

税法案︑国A蕩へ
十鯖から中電静岡支店で五漁協の

残る福田︑浜名両遷州漁協との交

の交渉が進められ

温排水影響予測区城に対する描躍

渉を待って︑本格着工に踏み切る

海側

など九か条と野付剛から成るもの

中電と榛南五漁協
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浜岡議号
機増毅で

跡平田および相良︑吉田爾町の三

ギー政策の中にその急速な蘭雛を

に努めるべきだ︑としてウラン資

案が︑四闘︑圏金に提出された︒

販り込み︑圏ら先頭に立って推進

源から廃棄物処理処分にいたる各

けられていたもので︑巾部電力は

した原麓のこの隼次大金で︑各膳
の方々が巨額をかわすことは︑今

それぞれ代表と申電から鈴木茂磨
取締役浜岡原発所長が嵐庸︑協定

一法

後の原子力関雛のあり方をみきわ

で﹁中部筋力は綴南五漁協が漁業

原塵年次大会で挨拶する有沢原薩会畏

論五漁協は四門口︑前部題力浜岡二

騨離臨騨蜷懸灘盟欝蘇

つの完結したシステムと

諜難

段階を

より広い二三性をもつ組織に改冒

漁業補償協定に調印

じって︑海外から約蕩人が趨席す

勢と深刻な環境間題を懸盤に︑原

ものと期待する﹂と挨拶した︒

をもつ堀として体制改革なった原魔が︑初めて長く第七圓年次大会への関心は履きく︑鼠場は約笠菅

開発

ノホールで開催された︒石独危機を瞬のあたりにした今回会の纂調は

臼木原子力薩業会議主催の﹁第七園原藍庫次大会﹂が︑三月五日から三臼玉︑張康︒内幸町のイイ

枇額薪体剃下で初の大会

開発のあり方を探る

彗開
めるうえで荷益な示唆が偲られる

欝に調印した︒調色には大石静岡

源立地の円渦化を期すため新しく
億五千万円をこの協定締結と岡時

創設されるもの︒四十九難度から

振興を図るための協力籔として二

方針だ︒運聞は五十三年三月の予

に調印した︒

隈瞑林水産部長のほか︑鈴木郷前

偬円の税収をもとに︑通路や港癒

鱗業蕎から微織する軍年度約三百

異施に移される予尾で︑一般電鐵

に支払う﹂などが内容︒昨年十月
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経薇成屡で海外に藪源を多く依乱

いはその周辺市町村などに・建設

補助金が︑施設の立地する︑ある

讐

第七回書芸奪次大金の午餐会は

出席できず︑中止となった︒かわ

定されていたが︑国会審講のため

の中で明らかにした︒

大会初円の五日︑束照・丸の内の

勝機は一国の経済の纏をこえて学

期間甲︑交付される︒法律の対象

と述べた︒このほか︑エネルギー

ぷ

二

エネルギー資源の購給関係に買醜

際醜な性格をもっているので︑適

してきたにもかかわらず︑世騨の

格な見通しをもっことが大切であ

大に開かれた︒席上︑中山素平エ

発プロジェクトへの協力も︑輸入

しなかったので︑海外での資源開

極演中の中出氏

に新しく水力発羅も加えるほか交

地戴も加えるなど前国会から衆院

付金対象総懸に新規コンビナート

で継続膿瓢となっている発躍用施

・商工婁質翁︵浜野濁薔婁貫長︶

設周辺地域整備法案の膨正案とと

出の準備が進められていたもの︒

もに二月八難に閣議決竃︑国会提

って海外参無償を代表してエクラ

翌轡

φ

墓馨踏館で門派颪嶺が出属して盛

︵原産翻金長︶が﹁エネルギー問

に貢献を

ネルギー総禽撹遜委綴会婁撮擬

増加

り︑このためエネルギー総裁推進

資源

婁員会は︑各関係方面と密接に遮

午餐会中山氏が特別講演
を圏的としてではなく︑世界のエ

ンド︷A8A蟻蜂総鐸のあいさつ 一大余︵初雛︶の総懸要旨を特藥刷

︑三面に鯖七回原産年次㎞

があった︒

舞う吠励み
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演を行なった︒

題と臼木の進路一と題して特別講

その申で巾山嶺は︑簸流のエネ
ルギー照論をめぐる国際難訓のめ

ネルギー資源の増加に密与し︑質

絡をとりながら︑今後︑長期蘭か

窪ぐるしい情勢︑とくに聯詩の石

ギー資源の海外依檸塵の画さと危

油殖機によって︑わが岡のエネル

献ずる郷点から横極的に協力ずべ

つ国際的な視点から︑必要な提璽
や提欝を敢府に醒して行なってい

腕

鋤長
葱奪

働

撫フ

機の深刻さを爾認識させちれたと

きだと強調した︒

そして︑圏際水準に達している

ノ

してく節約や浪斑の排除のほか︑

．狡術を生かして原子力開発を進め くと︑同舟墨禽の訪露方針を講演
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ウ％う ︐つ ぼつ爵う ρつ

り 圏う ウ

ウ 1つ 毎ウ ︸り ︐り 唇与・唇 ︑︐ ︑

力開発にあたっては︑圃はもっぱ

の豪勢を一変して︑自ら先頭に立

は思う︒國はその点で原子力開発

横極酌に自ら当らねばならぬと私
定することが必饗である︒そして

の完結したシステムとして國が策

技術者のみの解きうる閥題であ

題ではない︒それはただ科騨看︑

熱を傾けて書きたい︒それはイデ

全研究のために科学輩としての欄

ための新たな姿勢が整い︑その努

こうして原子力の慧還な開発の

力が︑それぞれの分野において発

らそれを民間の活動に婁せ︑ただ
婿来のための研騨闘発とか︑原乎

いる︒そしてそれは幾電解の契周

七〇％も使われているので︑それ

う︒日夕のエネルギーは産業用に

嘆願している︒

ンド・ステディに前艦させたいと

ける原子力開発をファースト・ア

日本原子力産藁該講は︑日本にお

り︑各セッションの射議を通じ︑

各セッンヨンを紹みたてたのであ

本大会は以上のような退隠から

である︒

来を決すると考えざるをえないの

くいえば日本経済と國民訟濤の婿

を響え︑何を異行ずるかが︑大き

そのために日本は何をなすべきか

られなければならないのである︒

依存は原子力瞬発によって断ち切

ないのであるが︑それへの全麟的

策は今後大いに腿開されねばなら

性はなお変わらない︒石抽の確懐

が窪きく開発されても石瘤の蚤蟹

ルギ⁝であり︑原隅である︒原子刀

うQむろん石独はなお蟹璽なエネ

わが国も薄応できることとなろ

けるエネルギー偶勢の新局面に︑

揮されるとき︑はじめて世界にお

オロギーや政槍附当職を越えた代

と研鉾とによって発全なものにな

ギー不足は恐るるに足りないとい

を削って民生矯にまわせばエネル

に答えようとする佳珊であると思

署エネルギーの關発をもって国民

る︒私は原子力発賊について現在

その爽現のための方針と計画的な
の規制された条件の下における運

まれなければならない︒システム

ると思っている︒ただ︑導く特殊

転は実際的に安会であると考えて

の中のどの一つの行程でもあい豪

な極端なケースについて安全枇を

発電はそのシステムの中にはめ込

って撚進に努めねばならないであ 蟹行を必要とする︒偶々の原子力

が国におんぶしようというのでは

いであったり・未決定のま豪でお

ろう︒こういつたからとて︑民間

において原子力開発政策を推薩す
ない︒民闘は民聞で従来よりも一

かれているのでは︑急趣な開発に

能の分野︑ないし雪田でない分野

力の規制とか︑民閥でやるのが不

問題がそう設定されるなら︑酬
るので†分であった︒原子力は民
坐劇愚を発揮して開発に努力する

かである︒

聯薪綴簸鰻︸醤
エネル ギ ー 危 機 の 齊 は す で に こ

えは簡単である︒一つはエネルギ

が︑民間の努力では酸度がある︒

こ一両鋸果叫ばれてきたが︑昨隼
末︑石油危機の勃発が︑日本経済
聞の可能とする速度で開発されて

要冠したい︒

榮の澱任蕎に︑この際︑一脚強く

もって当って頂くよう︑とくに企

管理と操作に常に麗任葱と緊張を

な些細な堺故も趨さないようその

私は原子力脳設においてはどん

われる︒

生胴は五〇％にも達していると愚

終消費の段階で分類すると現に民

う︑単純な主張がある︒しかし鍛

きπし︑豪たそれで調足できたの

確認する必要があるといえると思

ーの節約であり︑一うには代替エ

完結したシステムが出来上って

支瞳をきたすことの原爆となる︒

ネルギーの開発である︒雀エネル

子力開発を推し遮めるという決慧

その阪度を打罪してでも︑国は原

日本経済は上下をあげて腿憾した

の憲顎が根本的に変わったのであ

であった︒しかし今や原子力開発

に与えた打繋は翼に癌烈であり︑

によるところが大きいが︑薩藁構
造の転換には擾い隠間がかかる︒

ギーは口塞飽には藤漿構遁の転換

象た代替エネルギーとして太陽熱

完結システム確立を
求められる国の決意と実行
も︑システムを構成する欄々の行

凄

身

㌧

全面的な協力を写るうえでの諜

題は多いが︑原子力の嘱△口︑安全

姓が公衆の一人一人にとって現爽

鮒で意味のある問題となる︒また

原子力を偏兇をもたず十分理解さ

せることも璽要である︒リスクを

慈

露垂甥塁一儒

射射

Q

東窟：都中央区Ei本橋影響町1−18（共済ビル）

今囹の石油危機によって石濡の

洪給が賄 に 政 治 的 手 段 と し て 利 用

有璽なものがある︒しかし今後十

政治的価格として一方的に決定さ

れるということが明白になった︒
無・十五年を隈っていえば︑その

るQ今や原子力は︑石油の政治無 と箕行とが必要となった︒それが

短命を新たに懸じている︒民間企

述べた点について︑自らの藪任と

＼邸

照照

酸敗

試委

89

禽03−667−2

察京二業所

ことは周知の通りである︒

されること︑そして石油の価格が

私はアラ ブ 譜 圏 の 石 油 政 策 に は ア
聞︑年汝五大する石油の消籔に対

や核融命など還い将葉には確かに

ラブ踏團 と し て 正 当 な 理 由 が あ る
抗できる代醤エネルギーは田本で

程の安全挫の閥題︵環境聞題を禽

そこで私は強く要讃したい︒政

は原子力である︒

と慰う︒近い将来のうちに︑アラ

新局面に立つ麟の新しい姿勢であ

治化した石油に対抗しうる隣本に

業でも安懲性のいっそうの確保の

原子力は︑新しい勤力源が麗発

絶紺的に取除くのは不可能で・国

農産物の発i芽勤気

岱0273−23−0151（代）

地

｛68番

町

木

八

大

繭1市

高

ブの石油政策を変璽させることは
事段と政治的魎格とに対抗する代

旛設の工学的安全性の聞題があ

む︶が残っている︒とくに原子力

ために︑すでに互に協力して当

原子力塵爽会識としても︑以上

新局面に立つねが国にとって︑
るQ

とって眠一の代替エネルギーたる

ろうという語しA幽いも薩められて

行なわれている︒アクチニド系発

されるまでエネルギー・ギャップ

正当に保護されることで命懸的保

家安金︑公衆の保健安全︑難境が

とに新型炉開発など鍵期的な路線

プラスチックの改：質

干103

群

県

う︒

できないだろう︒従って今日のア

れねばならない︒そういう差し迫

轡エネルギーの本命として開発さ

る︒いうまでもなく︑この心事

原子力の安全性について︑⁝部の

この観点から毘て︑﹇つの理趣

ーの本命は原子力しかない︒そ

石油に対抗できる代薔エネルギ

った悪味において國はそのエネル な螺題は︑原子力の急速な開発と

疑念を一掃するために︑原子力技

を継備中である︒

の放射聾廃棄物は︑現在開発中の

の橋渡しの手段を提供するもので

いる︒政治︑経済︑食糧︑石油︑

のエネルギー研究開発翫画を推進

医療難具の三熱

〒370

本祇工場

馬

二等探鰯試験
漫透探傷試験

放熱線透過試験
超音波探偽試験

無薦動物飼糧の滅菌

賢二

代経穴役津田

財団法人放射線照射振興協会

非破壊検査株式会社と技術提携

照射施設規模㎝CO−60万キューリー・

︑

O

1轍轟繍購鰭一山講嘱綿一構階・棚隅㎜増関口顧韓鱒㈱脚購湘州賦囲測榊麟搬r即繍噂國㊥

嚇翻駆銘購静㎝回織豊㎜

ラブの政 策 ︑ す な わ ち 石 湘 の 増 塵

れが陸田的な胸管であると慣ず

治化した石油に対する唯一の代替

いる︒国の安盆性研究への民間と

は︑国民が現在原峯力をもって政

術に不儒をもつ科学者︑釈門家

いる︒

しての協力の用悪もすでに出来て

プットとしてのウラン鉱石の確

も︑それを儒蔑している科学者︑

なれば︑原子力際発のためのイン

エネルギーであると認識し︑その

尊門豪も︑出来れば協赤して︑安

ギー政策の甲に原子力の急遡な麗

保︑ウラン濃縮︑燃料循環として

パッションや愚欲だけで片付く闇

開発に如何に彌熱を燃やしても︑

発を取り込辱なければならないの

の再処狸︑アウトレットとしての

ている︒一九八○犀には原子刀は

駅など米偏期の擬い核分裂生成物

蕎尉性廃棄物をKWH当り避難を廃棄物巾から駁除く技術が闘発

これまでの方法で向こう十無藁

天には五〇％崔占めよう︒なお研

鱈力総設備容羅の一四％︑今世紀

は毎年百五の煽綴織の動力炉︑研

技術を駆趣して世界の三十か所程

あり︑憐璽に謝画︑蟹理される懸

舐が備えられるとみなければなら

エネルギー危機は︑閤題が局在

ない︒

が︑この一遡の翫画の塾盤は政

節約と代擦エネルギー源の開発だ

す作藁を邉られている︒主要團

府︑塵業界︑公衆の全面的な協力

化しないだけに︑多くの国にその
の桐互依存には協力がなければ︑

た米燗は政府i聾唖界の協力のも 原子力は︑鯛ましい生活の蟹を遼

など翻蒙的な対処姿勢にある︒ま

影響が疲及︑闘いの醸編を黒して

されなければならないない︒原子

またそれぞれの圃に利蕊がもたち

力開発は︑圏療聞の協力が確立さ

る︒AECと産顕界の係わりあい題の一つは米國でこの関係を拡大

︵液体金属覇速増殖炉︶墨画であ で掘互利益のあるものである︒謙

成璽粟である︒米国で塞盤のでき
れ︑利溢を焦み︑蒋釆大きな期待

産榮騨と政府の関係は︑建殴触
中で︑その代表例がLMFBたR

成するための全地球的な間題の綱

が見込直れる一分野である︒

米国は燃料不足による米国経済

の中で罫総可規制は騒も璽璽なも

への影響を最少隈に抑え︑将莱の

のといえる︒馬決の作成︑放出物

明らかである︒圏内問題がしばし

せることである︒米国の問題は他

竪慧政策と擾期政策を講じてい

代替エネルギーを供給するための

モニタリング︑規制管理などが原 の垂々にも共通していることは

し︑より多くの公衆に劇毒関与さ

る︒米圏のエネルギー翫調製逸の

見に騨ぶことは全ての國にとって

る︒そこで共同作藁を行ない相

利叢となる︒

放射線の利用

放射線照射の利用

非破壊検査事業

γ線照射事業

㈱

m

㈱

職

撒㎝

㎜聯

㎜ が 綱 …… 聯 酬 舳 ⑳

獺陣

もアラブ が 自 霊 場 に 決 定 す る ︒ 価
格もアラ ブ が 一 方 的 に 決 定 す る と
る︒

である︒原子力開発の促蕉は︑そ

廃焚物の処理処分の各行程を一つ

ところで今までは︑石油に対す

いうことは︑国際経済における制

る代魑エネルギーとしての原子力

ても︑その任携たその掴翻は國が

のこと困体は雇興が異行ずるとし

しい局面を作り出したものと認め

は︑石演との経済性における自象

ざるを響 な い ︒ 闇 題 は ︑ こ う い う

聞しい局面に対して︑エネルギー

卓越した安全実績残す

究炉リストと原子力発難所の蝋紙

欝蔵されよう︒国際的な貯蔵サイ

度の適地に環擁破壊することなく

数百年中引下げられよう︒

されれば︑貯藏年限を数千駕から

ストの

経験年穰を出している︒七二無に

＋六墾にのぼっている︒王A8A隔離しうる︒一九八上輿中頃以降

％以下で環塊から安全に

究炉の数は環在四＋五か因三薦騰

は累横原子炉・奪で表わした運転

トの設定については︑IAEAの
り容認できない環境破壊に醸函す

殖炉使用でその颪倍となろう︒ま

蜜全性騨価を実施し︑また許認可

凱ぎ

冒＝＝＝⁝＝＝ニ≡喘一二一＝＝三品≡＝︸＝⁝鱒＝≡一＝＝訟＝＝ニ＝一＝≡：＝＝：二一≡＝鱒＝≡＝：＝ニ＝一二輔二＝ニ＝噂

にあった︒経済競象としての原子

Nに原子力14％に

≡ρ≡一騨闇一≡腫＝二一一榊一一＝＝需＝＝＝：ニニ⁝：輔≡＝一二≡鱒＝榊二二≡＝＝鱒二二≡篇＝ニ＝≡一二一＝＝ニ﹁＝二三：二⁝＝輪＝ニ⁝＝：一≡＝＝≡＝＝二層＝ニ≡＝≡≡﹁≡＝＝＝ニ＝一一：ニ＝＝二二＝ニ＝二二：齢一町二＝＝≡一＝＝鼎：＝二＝＝＝一≡三二

資源の乏しい日本がどう対処する

．︸∴岬．示み．

≡ム
＝

二＄土クランド氏

て一δOO奪には六す一億になる

の入潤は︑今日三＋六億に・そし

経験は千匹に遷したが︑この間脳

一九〇〇年に十六億だつた世騨

と予想される︒エネルギー躍饗と

た瑠故が一件もなかったことは特
箪されよう︒

この点︑現行の商用発悪漢は蝦
蟹上の安全性と比類なき僑頼性を
誇っている︒運転経験を繍むにつ
れて鮮烈の商罵発電炉は︻魍安全
かつ儒頼控のあるものとなろう︒

た三十〜五†が範囲の高いウラン

に付帯した品慣保瓢指針を臭えて

ることはない︒

後擾のもとにこれまでにも検討が

骨

刀炉から周辺環境へ放射能放出し

世界人臓規模の問には明白な關連
があり︑それは生酒水準とエネル
ギー消蟹にも二連する︒エネルギ
ー消盈傾向をみると︑人類の出現

ー消盟は六Q︵一Q目十の†八渠

から一九七〇年塞での総エネルギ

〇銀だけで○・一一Q︑七一年から

BTU︶と推定されるが︑一九七

原子力発駅の安全間題について

ると予測される︒人口魍撫と原材

を仮定すれば軽水炉で五Q︑翻殖

王AEAは鰹般酔可閲係のサイト

料確保のためのエネルギー矩用か

炉では厳OOQとなろう︒

イテリア︑標雌︑運試コードを作

きた︒さらにガイドライン︑クラ
の蝦を維持するのに必要となる︒

ら︑今後大営のエネルギーが生活

原子力発信はいま十六か国で百

確保しつ2賑果界の発展を促す懸 ば国際的に膨盤を及ぼすことがあ

子炉の儒頼性︑公衆の保健簑全を

果となったからだ︒もちろん規制

第一歩としてニクソン大統領は昨

表︑その延髄を震るため運邦エネ

る︒

搭睡鳳産業弊に厳しく適用してい

代替エネルギーの中で技術的・経

クリーグスマン氏
年工月﹁自立謝画﹂の採朗を発

ルギー属︵サイモン展醤︶を殴擬

成し︑原子力蜜金の規制設定の基

日水︑米軍など主要エネルギー

した︒同局の主任務はエネルギー

二十八塾の動刀炉が稼働︑三千五

原子力旛殴の二つの安金運転運罵

にさらされ︑些岡で解決策を震出

消野曝は︑エネルギー危機の鱗威

函万KWを発逃しているが︑これ 盤として潴題国に提供してきた︒
は世界の発議容璽の約三％にあた

コードを公表したが︑これに続い

力だけで︑その果たす役翻はます

る︒今年申に百六十七墾︑六千首

済圏に薩ちに対応できるのは原子

ます魍大しょう︒そのポテンシャ

万KWの動刀炉の運転が兇込綴れ て原子炉安全設計建設運用コード

糞留屡垂盗W・ε・クリーグスマン氏
ルをみると︑ポンド嶺り五〜十が

原子力は全世界的課題

〒370−12

群馬照高崎市綿貫町 日本原子力研究所内
TEL O273一・46−1639

@
@
の安いウランについてのみ薯えれ

内外の協調がカギ

サ ゆ リノちケ ゆ
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担う 米 の 原 発

向にある火力より優れていること

は二薇十＝墓︵運転中四十二︑建

灘︾︾＾

緊畜

蓼

どで現在の九一十銀の原発りード

えた場禽で︑このとき原子力踊躍

三〇％︑残る七〇％は多様な形で

はその上になりたっているわけだ

は︑五十五年約︻二千二︸臼万KW六 各方藤で使われている︒国民生活

ケース2は︑鍛近の偶勢を警え 十隼約六千万KWになる︒

給鰍は約六億詩題にとどまる︒

で︑代盤エネルギーの開発は要望

ければならない︒

にも照的にも幡豆な等温を粟たす

消籔パターンからみた電力は約
亀

る必要がある︒短期的︑すなわち

点と憂心的な視点とに分けて麿え

を必要とする茶臼には扇子力が︑

周がある︒負託籔盤なエネルギー

ー供総を依醜しうるかどうかは疑

ば︑原子力のみに将来のエネルギ

化や立地条件などを響Nえるなら

しかしながら︑将来の面会的変

癖である︒

供給のゆ心は原亭力︑とくに増殖

一九八五鋸頃までのここ＋年間に ことになる︒この時のエネルギー
おいては︑石油蟹源の不足は讐え

篤

られず︑むしろ供給過劉の司能性

夢

嚇

婁

わち︑将来はエネルギー供給の多

が用いられる可能性が強い・すな

稽には地熱や太陽エネルギーなど

すらあるQエネルギーの主騨供給 またクリーンな供給を求める民生
源としての石油の役職を︑蝋的に

ることは不可能だ︒しかし︑経済

他のエネルギー源に大寒に代翻す

こんでも受入れられない︒エネル

ヘアカデミックな安盆建議をもち

を伴う︒そこで地域住民は期待を

大きな社会的憩概と高度な科学性

もつ反面ちょっとしたことで鍔等

を耕除する排他性に

感を宿す心理的要隔をもつ︒それ
は〃よそ巻

代替エネルギーの開発は︑単に

鰍的な将来のエネルギー供給の視

盗縁社会でもあるので︑催民運動

さない限りそれは終末に翌らない

らなければならない︒欝的を果た

も遡ずる︒濠た地域社会は住蔑の

をもとにイデオロギー︑政象がぬ

地域社会の後進燃は政治がつく

ることが大難である︒

い・それがエネルギー問題の打開

鷹匠して踏⁝対策を講じてもらいた

句︒

♪︒

塑

︒q

一クを一直線に飛ぶ、ニュー葛順ク超特急で

︒タイムを五一六郊に縮めうると スーでは六十鋸の総エネルギー供

発注③濃縮ウラン供給敵策の推進

とするならば︑昭和六十年までに

るエネルギー供給をどうするかも

六千芳KW以上のものはできるだ 躍力以外のとくに熱の形で使われ

会の後蕊性を先ず認灘する必硬が

安全の価値評価違う
地域社会の後進性認識を

永谷良夫氏

とはありえない︒聴折︑

あって地域社会を良くするのだと

ってきたもの︑今こそ地口社会を

いうものはなく︑住民は欝従しな

リーダーが問題を周部的に捉

受けとめ価領騨価するのである︒

い︒本来住騰遡動は行政につなが

日本航空が運航する、大圏識一ス・轟論一ヨ

兇解を出した︶②原発の数塾岡蒋

させるが・六＋隼＋億御壁に近い

大きな問題であり︑この観点から

石油に依存している︒したがって

が︑七〇％のエネルギーも大きぐ

クルおよび廃藁物処理処分関銭旛
エネルギー供給を構成しようとし

ろう︒だが︑このためには︑原子

原子力発電を強力に推逸しよう

策の為体化⑤麗速増殖炉謝薩の推
た場合で︑このとき原子力発腿は

新しいエネルギーの蘭発と圃蒔に

④AECのプルトニウム・リサイ エネルギー供給のパターンを変化

進⑥原発の性能向上︒

鎌に六千万一六千九百万KWと推 不司欠の前簾条件となり︑これを

五十五無約三瀬皆無KW︑六十 力の安全穫に対する国民の儒頼が

い︒とくに石油が囲宙に入手でき

火力発電のコストは八ヲKW薮 多く︑その後雌性の翻識が大切で

原子力の熱利用の面も検認されな

十六庫聞厳しい規制のもとに商

万ゆ︑発電所野命期闘申では籔薦
ないとなれば︑エネルギー成獲の

いかに解淡して行くかが繰題だ︒

酸葉原子力発癌は顕蓑な翼纐をあ

鎌される︒ケース3は︑十導車に

三つのケース想定

ぎなぐジきも
菟議
ひ㌧演い三婆肇

羡h稲葉秀三氏

ｴ子力長期計画の考え方

これからのエネルギー成擾は︑

億確の石曲を火力に代り︑節減す

いるといえよう︒

問題はいま大きな曲り角に立って

四子二菅万KWとなったQ

あるQ地域堅田の人汝は︑マスコ

なる︒

エネルギーが銀要性をもつことに
格の上昇を響えた煽命︑代替エネ

様化と質的観点から︑これらの新

ルギーの關雛はエネルギー価格と

制限からくる鍵給の不安定性と価
ことは︑エネルギー供給の不足が

僕給の安定化に蟹要な役國をもつ

的あるいは政治的理由による生産

繕来の問顧でなく︑図蔚の間題で

今日の石油危機が明らかにした

このとき原子力発魔は︑五十五鋸

ことが難しい︑価格も大鰹に上珂

に至心千二融業十万KW︑六十年 あり・原油価格の上昇によって経

ミを通じ都爾的な漕懸識が隅まっ

福井繋大

飯町畏

けている︒価値物価一疋民は身近

えて穂薄運動しているが︑愛宕が

省

う︒原子炉が蟹盆だということを

エネルギ⁝編機という璽大な立

ーク線。つまり東：奈：・アンカレジ。二1晶頓扇

経済性で供給主力へ
危機打開

ﾖ雛GJ・ス タ サ キ ス 氏
米国は︑一九六〇母代中願談で

十二発蟷所二千五養田ハ十酬刀KWvと

による︒今無初め現在米国では四

た︒それが近無エネルギー不昆に

独立以来のエネルギー自給圏だっ

げ十分な安全認定を残した︒原子

十鎌荊︑この産業は存在しなかっ

︑見舞われている︒主因は年間平均 霞力供給の五・五％が原子力で占

められている︒これを原子力が存
国では次のような描躍が現量とら

二八慰黄拐のエネルギー供給を追

四︒二霧で佃び十七隼で倍加する
在せず火力で代轡されたと仮定す

力は希望に瀧ちた産業である︒二

エネルギー禰要の急増である︒

ると二億五千万疹の石油もしくは

七〇隼にエネルギー供給量二位の
設中五十六︑発注済み︸日一︑発注

︵AECが︑標雛化雛躍所設針な
たしつつあるQ

た︒今臼それは公衆のニードを競

五千七百万ゾの石炭が駕謙譲肇と

れている︒①規制孚続の迅還化

石油依存解消の見地から原子力
への期待は大きい︒米国原子力産

餓力は︑八五年には三五％を占め

内示十㎎︶総容量二癒五欝万KW

業会識︵AIF︶の調査では一九なる働定だ︒米国では現筏発注炉

第一位になり︑その中で五〇庫代

ATFの灘査では八五年に三度

に達している︒

とみている︒電力会社の石佃樋用

KW︑ 九 〇 痒 に は 五 億 K W の 原 子

の主力水力は今後大きく後退する

は思すます増え︑輸入原油への大

力発耀が莞込蹴れている︒二億K

ることになる︒これはアラスカな

する︑さりとて代替エネルギーが

センサスを求めて行くということ

長期予測をたて︑そのうえでコン

以上となり︑従来の二〜三簡と冤

ている︒ところがこうしだ鑑識を

点ではなく︑われわれがどのよう

な社会や生湧を求めているか︑糧

ものとなる︒

来社禽篠の一環としての僚綴付け

に三千五醤一四千万KWと椎郷さ 済的に代品エネルギーの開発が鏡

八五庫護照の畏期的な視点から

である︒一応の自ヤスとして︑こ

みれば︑石油の資源的隈騨は西暦

れる︒ちなみに︑昭和六十傘には

含む総合的なエネルギー対策に各

！イーγ

二QOO焦頃になると思われるのがなされてくることになる︒

代歯エネルギー關薩を蓄える適

石油換鯨十億詩鰯に近いエネルギ

合︑エネルギー闇題を短期的な視

実性をもってきたということだ︒

こに三つのケースを想耕した◎ケ

ー供給が必要といわれるが︑ケー

ースーは︑発電所については︑石
油も原子力もこれを建設して行く

炉のリスクは礁かに低い︒しかし

雀庁協力して取り組むべきだ︒

！一7ノン！ーー！〆
姿︑こうした社会的矛盾の申から

それ以上のリスクを地城祉会が内

なった住民運動が積極的に恋えら

！一〆
鰯欧に内蔵するエネルギーを男

周期的な科学開発に対する地域社

包していることを開発の当蟹轡は

れるべきだ︒エネルギー開発は︑

！！一4
帯感によって結位し︑地廻祇会の

保の反発が強豪る︒地城祉会の反

認識すべきだ︒床下漫水や︸毛作

開発をすすめだとしても︑今後の

込濠れる︒このことは代替燃料や

もてばもつほど地域社会の古さに

地域社会では行政がマダーに
協力体舗をつくりヒげる一地城社

発は︑イデオロギー︑政争ではな

経済を誘えると︑石油への依存魔

他の発璽刀懸の決定に大きな影響

絶璽的な悩みを抱く︒大飯町の嚇

な総合的視野から安盆控を魑訂す

章的面識を哲歯し︑﹁文句を欝っ

場に立つのなら︑登城救済対策を

にもつながる︒

ではないのである︒原子

佐渓が﹁価嬉評価﹂しない限り
安盆

生物
を強いる︒灘近代朗な

ても仕方がない﹂といつだ
附郎応性

︑

o

9％9㌧畢冷議瀞9・︑翼．ハ9

@︐〜
占依存は政治︑類商での収拾を促

を配録した米国の原発発注は︑七

ど全米の石油外事騒を上園る︒そ

を行なうとき︑ただ一本の数値を

す見込みだ︒七二年目四千万KW Wの原畢力は一B当り六字二＋五 過宏の延長線上にはおさ濠らな

冝Eにはこれを更新し三十九基︑

れだけの璽の石油を輸入すれば現

今回の危機を石繍の価格懸命と

会のエネルギー開発には︑この

である︒消 蟹 の 節 約 と 代 替 エ ネ ル

はまだまだ大巻く︑したがって申

を与えるだろう︒水力︑地熱の開

その必然性をもっている︒地域社

灘粒の日常蛋活での危機懲︑そこ

が先行

く地域そのものに内噛しており︑

人閥約エネルギー開発

しなければならないG

ギーの開発が行なわれなければ︑

束︑アフリカに大きく依拝するこ

発や石炭の裏編しなどが拷えられ

も努力しているが一向に佐民に受

る︒醤いかえれば安全性を生漉で

が横極朗にとびこみ幽幽懲を薄て
醤にみてもらえない屈もある︒草

入れられない︒地域祉会の分析と

からだ︒なぜ運動するのか︑行政

に関達する問題を内蔵している︒

いQこれらの劣悪な社会条件が憲 その対応策に欠けるからだと思

紙拡穴にも惑わしい澱榮雁設がな

で住民運勤が変な形で激化するこ

したがって︑もし開発に蒔聞のか

くぬくと且つものではない︒そこ

あり︑このため二国間取引きが慧

かるこれらのエネルギーに︑当面

ップするという総命蝦腰体策が火

還に増加する司能性がある︒しか

ギー開殖で庄罠の生感をレベルア

し︑これまでの例をみても︑そこ

多くを重めないならば︑羅的には

原子力開発には科学技術庁も町

あろう︒

ペンデンス︶が麟ばれているが︑

立翫画︵プロジェクト︒インディ

に過当な競合を生ずる恐れが濃

原子刀に依移するほかない︒

電・璽・那斜55q聰蟹婁

ら、どうぞこの愛称でご予約を

沖縄3瓠貯・・号…

臼航機のご予約はお近くの日航指定代理店へ

嘉し幌ヌζ蔭ξ噛雪奪¶帆サ（Ol蓼）23Iq44「婁

ください。そして、アメり力開張が決まった

鹿児島支店・。・・（0992）51鴨29SO

二轟【ヨーク発鐸：OG（毎日）……東京藩奪7：邑0

東京馬肥ミ璽u・竃uい（03）747唱31曜婁

Now

The

Sun

3帰国便は、The

近くなっています。

ニュ蝋ヨ馴ク超特急

愛称で譜予約ください

曲∵・6 弔∵

職工
◎

羅力会粧の殴備捜蟹の半分以

在の海外石蕗価格で六千億がの繊

すぐには登慨しないとした場舎で

︐購懸汽篭い︾る︑

上が原発の拡充にあてられ急通な

設定するのではなく︑いくつかの

鍛もきびしくなるだろう︒この観

みることもできる︒わが国におい

私が提案したいのは︑畏期予測

原芋力化傾向をみせている︒これ
繍に相嶺する︒

．欝︑物書

原子力発羅の役劉強化のため米

は経済姓で璽硫酸ガスなどの大気
汚染防止技術でコスト・アップ傾

向坂正男氏

二国間取引にルールを
日本エネルギー

経済 研 究 所 獲

在︑バーレル当り八が〜十一がに
点からすれば︑日本の節約と新エ

て︑國内灘疲価格の引きあげがあ

一九七〇矩代の後半に石油偶勢が ハドメの描圏が必要である︒

おさまりつ つ あ る ︒ し か し ︑ 今 鐵

れている︒

ネルギー開発はいささか立ちおく

ると蜜れば︑恐らくC璽油は二万

の石液癒機は︑二つの後遮癌を残

世騨はます ま す こ の 後 遡 疲 に む し

とになろう︒とすれば︑この痩期

豪る部落もある︒灘が荒れれば鷹

含︑一二日雨が降れば阪下に水がた

地崩祉鼠は豪だ末塑備な闇題が

ばまれて行くだろう︒これまで︑

安定供給方策もまだ山回になって

た︑盛漁期間や騒的な間題︑環境

るが︑これら代替エネルギーもま

円程度になろう︒この場舎︑璽油

工叢賭圏 は ︑ 塵 癌 團 か ら の 石 油 収

くる︒今後︑薩癌国霞身の販亮鐙

堰であり︑ 他 は 慢 性 的 な 石 癌 不 足

奮の上にア グ ラ を か い て き だ き ら

が拡大するであろうことは確実で

こうした努力が異って︑節約効渠

のための何らかのルールあるいは

い︒二麟闇取引きには︑團際協調

〃よそ

と代薔エネルギー開発の効果が一

麗発の努力を怠ってきた︒

華

購演申のスタサキス氏

いがあり︑節約と代替エネルギー

呂本が節約と代替エネルギーの

した︒一つ は 消 費 團 の 経 済 鮒 負 担

醐騰をつ づ け た 原 油 価 格 は ︑ 現

石油

原子力依存高まろう
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九八O目 代 に 現 わ れ る と す れ ば ︑

㌧

大騒氏

β協

来国では い ま ︑ エ ネ ル ギ ー の 自

代替エネルギーの見通し
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グル

響

天然ウランの総懸縮でなければよ

GH社の堀台は︑海外
の顧鰹蒲燃一でに二千沖登WU焦麓能力を遼呈

爾社の交渉の避展いかんによって

米

團⁝

ピルグリムニ︑三鼎
号の建設計画進む⁝

来国のボストン︒エジソン被は

現在運転中のピルグリム原子力発

隙所一弩機︵BWR︑出力六十五

︒エンジニアリング社︒ピルグリ

スで︑主契約薔はコンパッション

ム発璽肋は米国策北部のニューイ

ングランド地城に電力を供給して

いる︒二︑三轡機の運開予定は一

◇

九八○年︑八二年︒

写爽はピルグリム発礪所の完成

翫画巾の二︑三得︶

予想図︵右側から運転申の一段目

ム︒ドックヤード社︵RDM︶は ︵スペイン︶・ライプシュタット

申に営業開始の予定︒出資比率は

ロッテルダムに本拠をおき︑今年

の欧州BWRクラブづくり の観

器部門に燃出したことは︑ GE

スウェーデンはこのほど︑ソ蓮

喚

こ3⁝こ∋ζ〜〜睾ζーーーこき⁝己︸ノζ一
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することが先決である︒しかし・

ウレンコ測は︑今回の交渉が成

雑になることは必盃である︒

国際鮒な濃縮帯場がまだ一段と櫻

二・山ハ％︑二i三奪前職〇

ーーマ嚢韮陶

力容器製造能力は卑間五一七麩分

窯二四︒覧％︒新会社の原モ炉旺

というQ各社はそれぞれ鍛造璽機

︵スイス︶︑カイザーオーガスト

でに圧力容器製造の共同窮業に集

りきめは︑原子力毒素所の建設許

点か
も洗圏される︒
RDMが五一％︑GEとCB
Iらが

と麟縮委託加工契約を精び︑三酉

った六†盤の原子力発電断建設謝 プション6管網れている︒

富士山の眺望一河口湖畔の散策

料であることは能う濠でもない︒

立すれば︑臣大な米国市場進出の

ようだが︑何はともあれ八○薙ま

第一歩となるものと期待している

万灘千KW︶に隣満て・同二・

三毎機︵PWR︑出力各百十五万

い︒CP趾がウレンコとの交渉を

解約料の詳細決まる

奪削五

・八％︑三一陽無前四六・一％︑

認されるという︒

㎎1五年前四一・八％︑五一六璋 料については︑五六の契約轡に明
削三九％︑六一七奪前ごエハ・四％

敷地はマサチューセッツ州プリマ

進めてゆく際︑輔密になるとみら

ウラン濃縮役務基準枠内で

i米AεCが告示ー

KW︶の建毅欝画噛めている︒

れるものではなく︑これらの解約

れるのは︑AECのこのような禁
止難戦よりも︑むしろ別の点にあ

る︒それは︑CP祉がウレンコか
ら麟縮ウランを購入することが︑

国蒙利益に反しないかどうかとい

の条項は︑昨矩五月に発効したA くとも分離作業羅引戴り直酌−一

を決め︑違邦公報に儀示した︒こ

約した場台に適用されるもの︒

いる︒

分離作業価搭の五〇一七〇％を違

このほど・楽圏のゼネラル・エレ

︵同︶原子力発騒所粥など五篁の

この台所会社設立を想足して︑

約金として没収するとした案に比

ゴ・プ．リッジ＆アイアン︵CB 圧力容器を発注していだ︒なお︑

クトリック︵GE︶社およびシカ

米︑蘭の三企藥出資

べ一編な緩和である︒原子力発魔

社を設立した︒新会社﹁ロッテル

AECの今回の描躍を好慧的に受I︶社と臼弁で原子炉圧力容器会 GEとCB五の両社は米国内です

可を受ける以前に長期固定騒契約

しかし︑このようにAECの取ダム三ユークリア︒B・V﹂は 出している︒GEが欧州で圧力容

け止めている︒

を解除するあらゆる顧客に適量さ

千⁝一万二千沙SWU能力を蝦秘懸への対応︑および西側譜圏への

ソ遮の利叢の枠内で生まれた必然

一1灘酒のスイス原子力協 ウラン擬縮サービスの輸出という
金機関誌が明らかにしたソ遡の凝

する

的な糖舗とみられるという︒

ただし︑これらの数字は︑正践

縮能力に関する偶報︒より明確に

に確認されたものでなく単なる観

いえば︑フランスの﹁エネルプレ
ス﹂が一月中旬消息筋の観測とし

き︒

測によ．0もの︑とのただし猫きつ

それによると︑ソ趣の現行凝縮

て伝えたもの︒

観測筋はみている︒威嚇サービス

の邊加能力アップを図る謝画︑と

ることになった︒なお︑︐今圃の契

メSWUの灘縮ウラン供給を受け

スウェーデン

画嚢六千メsWUで︑米国のそ
ソ連と濃縮委
れ︵一万七千♂SWU︶のおよそ
託契約を結ぶ
三分の一︒今後三つの大型磯縮工

は一乃八○隼から八覧隼にかけて

千一一千二千沙SWU

始められる罠込み︒この凝縮能力

嘱で一万

ソ連のウラン楼縮能力は六千

九増強は︑コメコン諸國内のさし迫

約には将來の艘縮ウラン購入のオ

ゾSWU︵分離伶茶単位︶︑

M 八O隼桟前半には︑さらに一万一

自然の安らぎを求めて

S・餅

︑販売で交渉

トロイカ

移郵加二千トン購入の意向
楽国のコンシューマーズ鱈力︵CP︶はこのほど︑欧州の濾心分離法ウラン濃縮
ープのウレンコから約二千ゾSWU︵分離作業単位︶の濃縮ウランを購入する交渉を瀧めていること

P社とウレンコとの交渉の成り行きに控惜している︒

らない解約料の最合は︑一族鰯S

を明らかにした︒もしこの交渉が豪とまれば︑※国では朗例のない海外からの濃縮ウラン調達とな
払
うことになるわけだ︒異誘電に
う
点
だ
︒
つ
ま
り
︑
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圏
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は
る︒CP社以外の米国の他の醒力会歓には︑まだこのような動きはみられないが︑各慰力会社はC ら纒縮ウランを輸入することは︑
いうと︑顧審が支払わなければな
このほど︑磯縮ウラン分離作業の
ニクソン継続領が再三国蔑に呼び 解約晴の属目金支払い条項の詳細
かけている

WU︵分離作巣単位︶嶺り︑少な

のエネルギー資源の国内自絵瑠政

八○奪までにすべて

の点︑濃縮価落︑契約のりード・

約を結ばなければならない︒そ
PWR・出力各心嚢万KW＞契に
使用するという︒また・現段階の
策に一致しないという論議の対象

来国の醒回金社が過去において

タイム︑解約料など経済的な観点

圏内の原子炉に使用する濃縮ウラ
交渉は発注丙示というものではな

ある︒このような観点から・CP 憂三一定点方式契約を結んだ米三

の砕内で︑濃縮ウラン分離作業の

ECの新しいウラン濃縮役務纂雌 年荊の場愈は五七・三％︑一一二

ンを海外から購入した例はなく︑

レンコとの蹴引きの方が経済性が

から考慮すると︑AECよりもウになりうるとの見解があるからで

逓呵し︑契約ということになれば

運邦政府の覇断を蔓けねばならな

CP社が米国原子力黍綴鼠︵Aあるのではないか︑とCP社では 祉は鍛終的に︑AECではなく︑ 内および海外の顯客が︑それを解

とCP社筋は露明しているQ

もしCP社とウレンコとの交渉が く︑契約に至る段階での交渉だ︑

米国内に大きな反響をもたらすこ

とになろう︒CP社は︑一九七九 EC︶から霞縮ウランを調逮する みているわけだ︒

ロッテルダム・ニ
の解約通告期間の違いにより︑A 前二五︒二％︑九一十奪煎二三・

七一八黛削三四・六％︑八一九無

内ではこれまで︑ゼネラル・エレ

ECに支払う解約料の翻合を十段 九％となっている︒AECの今回

今園の敗りきめによると︑顧審

SWUを引取る愈向を示しておりIl濃縮鑓蹴倒内での黙定描露と 用することを至徳とした外国産ウ
クトリック社がソ遮から凝縮ウラ

の描殿は︑随時︑A鶏Cが打ち出

A旦Cは︑米國内の原モ蜘で髄 いのではないかとみられる・米国

ランの輸入禁止描躍をとっている

ンを輪入ずることについて︑A逸 階に鎗け︑顧霧はそれに従って解

と仮定した腸舎︑今無六月三十臼

して︑七八年七月一頃−八二年六
が︑この描羅は蔽縮ウランには白

GEは主点造船下簗として知られ

葺初めから†薙闇にわたり二千ナ

この懸縮ウランを八︸葬︑八二年
月三十臼茨での聞に籾装薗炉心を

オランダのラインーシェルデー

一次配蟹系︑原子炉などを扱って

に各々運開予定のクワニカシー原

したウラン濃縮役務薪登呂の中で

るRDMに鰻重コフレンツ一弩機

翼麗グループの側も︑標記化

ラントとサイトの切り離しで・

?購ど翻壌愛想鰭耽翻帽舗講播
出雲的処理だけで建設−運転が

ツトも認められている︒その悪

つある標楽化プラントの毯掘ヒ

えても︑原子力推遜の再論作りに︑しぼられてくると憩われ

︵K・K︶

ュークリアが発足

子力発魔所一・困臥機︵WH社製 引取る場舎liまでに擬期圃切開 鷹されない11つまり︑外国産の Cの判断を仰いでいる例はあるが 約した分離作業価格の何剛かを支

ベローム︒グループのロッテルダ

内容はフォ⊥フムの講董をうけ

法累は昨黛来擶進してきたプラ

構想である．適地の禦前プール

八O鋸までに二億

p誌鑛離寝奄
を議会で証早し・産

所の運転暫をはじめ塵業界では︑
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顧審が解約した塀禽︑引取り分の

cーー一⁝轟一
る︒ニクソン大統領は昨秋のフ
ォ⊥フム大会にメッセージを送

うりード・タイムの現状からす

設を遅らせている資材︑八鹿の

の璽講を藁持する殿報を打ち︑

・結果︑あるプラントとサイトを

り︑原子力のリード・タイムを
驚饗疑璽齢幾圃吻攣xられたこ
現状の九−十難から五一六年に

によると︑来国の原子力発躍規
ると︑翻画甲の三分の一が︑八

短縮するよう呼びかけた︒その

換は︑一九八○年に一螂三千二

のがやっとである︒

ふり構わずというような発想と

i麗暴発寝曝鋼罎罵畷一
ことになる︒

T鱗糊鱒鋼鞭嚢弧

る︒麟練工間土では労働組置

舞舞麓謙の鞭簿捕藍窪
許二塁促進については︑AE

を開始した︒

AECは許認可促進法黙の作成ルギー局︵FEO︶が・AEがわかれている︒

原子陥煮蘇響
民闇のフォーラム︵原子刀産

に興する短括的なものと︑サイ
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百万KW︑八五年に二億八千万 O年に間に禽えばいい方で︑そ 不足問題の解決を訴えだもの

エネルギー危機を粟切るには︑

KWと予測されている︒米国が れだと一億KWの大台に案せる で︑フォーラムはただちに︑こ

この数掌はむしろ簸低の難燃目

穰だが︑晃通しは明るくない︒

現にAECの予測は︑七二年宋

に千八欝芳KW︵八○隼規模︶

戚らされ︑鍛近︑さらにカット

その原因はもちろん︑長すぎ

がうわさされているQ

に一轍四千六百万KW︑八五年

業書議︶は昨黛愛︑

九八○銀

る︒ア凶リカが建設中の発鯉炉

には実に三億KWの遷成が司能 Cの慧勢はすでに整っていた︒

る原子力のリード︒タイムであ

は五十六憂︵隼窃︶︑翫画中が颪

という予測を出した︒もしこれ

る八颪鉱の全設備比率は四五％

制

ント隠居化と︑AECの鎌来の

は八○無に間に窺うとして︑翫

酢蔦および遜転認可ヒアリング

KW達成
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千八百万KWだが︑建設中の炉が実現されれば︑原子刀が占め
をこえる︒エネルギー危機に悩

を組み買わせ︑鏡行の建設

O年にゴール・インできるかが むニクソン政権にとって︑これ

紅中の衝十六纂が︑どれだけ八

りそうだという︒法躍の土台に

を全廃する︑抜瓜附な織姫にな
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撫臨∴凝賊、蕊∴怨∴認謙鳶添、

賜＝

原子力撤進にドライブがかか
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一いわゆるウラン資源引取り方策

というわけ︒

としての備繭のあり方について︑

今回の報告はワーキング・グル

によってさ

しあたり今後十無間分程展をカバ

で約一年半にわたり︑﹁過剰生軽

ープ︵畏谷川正霊査︶がこれ塞

単純購入

ーできる十万漣強のウラン資源を

︸なお不安な要粟も残されているこ 物を妥漫な価格で買い上げること

確保膿みだが︑先行き手当てには

約による

＝
＝

︵鷺裸駈すること︶によって生産

意欲を潮激し︑かつ継続する扁一

⁝ 恥
その必要性と図的のほか備薔の開

原産批判の意図説明

始時期︑霊体︑傑衝形態など斜体

∵コロー 一

って行くためにも︑産業界の団体

画

か月ことに報告欝が提出︑同時に

1も米園企藁との愈侮鼠社設並構 近く発効の兇通しだが︑発効後四
想の貝体化抵進を慧ぐなど︑蕩湿

が原子力關発にもっと積極的な態

は︑本質的には配築界の腿依であ

に提出される︒契約金額は一事二

技術櫛甜禽も日米交互にもたれる

が︑これらに先がけ︑電源開発は

四竃︒鍛終蝦告欝は†五か月以内
説明した︒

す万が︵約六億几イ万円︶︒

垂擾挨拶で

た︒京た︑通薩憲は瑚の立場から

三︶と安金設計委託契約を締結し

査の一難として三月†八日から約

発足した鎌瀬高撮ガス炉横酎象調

ク・インターナショナル︵GA 鼠講省の海外講偶調査は︑巖近

このほど米国ゼネラル・アトミッ

ころにわかに繊発化してきている
力開発を中立鮒な立場からではな

これは︑石野久男氏︵社会党︶

ガス炉灘入をめぐる動きがこのと

く・蘭からの闇題として︑もっと

らが︑原産無次大会での原子力耳

という愁園から述べたものだ﹂と
れ

稠極的に厳り組んでもらいたい︒

ると思うQそうであるなら︑原子 麗をとってもらbなばならない︑

﹁臼本原子力産築会議という以上

衆院科技特選で︑森山長官

このほど開催されたB本原子力
薩業会議霊催の第七圓原産年次大
原塵はもっと搾業よりにな

庁長窃・原子力婁照畏は︑三月七

政府としても産写物に悪兜を述べ

と挨拶した森山誉田科学技術

会で

日の衆識院科学技術士興対策特別

中立性︑公共性を志向する原産の

塵策界の団体として

委農会における質問にこたえて︑

一

内外を欧米に派織するもの︒

二週聞︑内田秀雄菓大教捜ら†名
端するため近く欧来諸燭に調蕉団

わが園への轟入に伴う諸問題を極
と述べたとの
ことだが︑その頁葱を聞きたい︑

性格がわからない

なお︑電調窟は二十七田︑霜源

聞発の下郷燈水︵西万KW︶など

水・火力四地点颪四＋五万KWを

紅︷猛

噛撚栄翻六原翻蹴
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放射線取扱いの基礎知識
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巨本博f力研究所

の全問を収録し受験者の痩賞をはかった︒

よって才易に解説する醸ともに︑最近数警
闘に出題された放懸線取扱主任者試験問題

必要不可欠惹知識をわ380の問題解答に

放射綴取扱・工唱名試験を受験するにあたり︑

A5樗

費03（263）2311

騨

一

格納餐器の︑耐圧テストを含む据

塩海第二原発は茨城騨漿源村︑

え付けも兜了する謝画だ︒

趣転中の⁝弩機に隣接して建設さ

れるもので︑醗気圏召†万KW

電源多様 化 検討へ

昭租四唖八年度電源開発懸盤に組

第三次分新規遽顔着工地点として

込むことを決定した︒これで今難

規模はすでに認可済みのものと食

放離線測定のための電子装置とその扱い方・…日本勢∫力拝塵岡村麺丈

原電東海第二
眠本原子力発灘金気東海第二発

進捗率19％に
羅所の鎚設工臨は昨年†月の趨工

のBWR一調が軽羅︒国麓化箪は

蹴翻審

開発政策部会を設置
以来惣ヒッチで鮭行︑これ獣でに

約近○％︒藁露福昂第一の幽冥︑
関偲大飯などとともに蕎万鰭級原

鶴源開発螢金の確保および電源開
発体制の整痂⑧長期電源開発の圏

電源宣地難はこのところ一屑深
刻化の掻摺をみせていろが︑こう

ベース︒マットのコンクリート打
毅を終了するなど総倉慧捗率で約

で︑五†一庫秋の臨界が霞標︒

一九％︒三重でには地下部分の埋 子力発電時代の先陣を切るつもり

臼立で製作南の円鎧フラスタム型

押ーーなどが極酎課題Q億調霜自 度の艦源開発認司は一応終った︒

初の剖醐に比べ四四％の罷潔︒

わせて合蝶七酉＋二万KWで︑当

圏遵載・講座

叱
め嬉しを終える予定で︑痒内には

した現実をふまえながら︑今後の

点だ︒調沓は六月までの麹こか月

開発はどうあるべきか一1政府は 体のあり方も今回検肘の一つの驚
このほど開かれた携源開発調整慰

総庁による鴬源多撫化推進調査が

闘主要配凄
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−8
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放射線取扱主任者試験のカンどころ㈱一

蹴

・騨1傭

…

1蔚炉安全−禰座（8）一・

開

L野

｝，ノ研

に磨り出

璽

進められていることもあって︑開

を圓標とした経瘡企画庁中心の各
電源多様化や電源開発促進のため

発政策部会での検討は︑こうした

闇と短期間だが︑すでに今銀度内

の貝体策なとについて検講ずるこ

議会で同響議会に開発政策部会

とにした◎脱石油をねらった電力

な霞付けが串心︒長期開発日標で

纐纈結果をふ購えた上での異体的

一特別記事：超ウラン元素の製造と利用

とから﹁納要の三分の一を開発輸

四
目言

縄野懸守訳
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・

超ウラノノし素の製造

︵進藤訊左エ門部会長︶を設置︑

刑期蜜窺供給の抜本策について再

いくこととなる6ようだ︒

は原子力への毘節をさらに高めて

検討し弛うというもので︑⑪原子

促進といった亀源多嬢化の据進②

力︑水力︑地盛︑石炭火力の開発

繊手加〔業1臨＿
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ラスにはプラズマの安定性などま

らにレ⁝ザー光線などを利胴する

だ未解決の点が残されている︒さ

るといわれ︑また高ベータ︒ト⁝

のエネルギー源を地上で作ること

筒避道プラズマでは︑技術議だは

にあり︑この方式が完成すれば︑

経済上の制約があるとみられてい

クスの建設上潮に︑鵬速炉技術に

エネルギーの闘給体制が確立され

る︒

そこで︑各々とも低ベータ・ト

毎

酔

会場を埋めつくした塗加麿
垂

︑

ている︒わが園のトカマク型の大

ーラス︑中でもトカマク型装圃の

型研究の装眠としては︑昨銀運開

が非常に少ない③姫中の燃料が少

に餓流を流し︑それを外部からの

の蟹理がたやすい一1などの点が の原理は︑トーラス型プラズマ中

研究に並力を注いでいる︒同工躍

あげられる︒しかし︑露水素と三

した原研の5FT−2がある︒

このように︑今後の核融合研究

コイルで安篤性を保つもので︑プ

は大型化の傾向にあるが︑炉心プ

ラズマ︑炉工学などの面でまだま

目溢によると︑霊力は原研の臨界

だ問題点も多い︒日本の研究開発

現価格で約二兆円の投資が必要と

員会僅成の画期的研究開発では︑

発に置かれている︒また原子力委

プラスマ試験装囲︵CPT︶の開

の閉じ込めと加黙に役立つ︒踊禅

核融△口開発は擬期繭な観点から

する最大のトカマクは仏のTFRみている︒

ラズマ中を疏れる璽流がプラズマ

といわれるが︑米︑ソ三七では葱

エネルギーが二〇〇〇年にどうな

みる必要があり︑現段階で田本の

ほぼ二×十の十四翼秒／立方讐を

では︑このような科学約二一性は

満たす条件が必要となる︒一篇点

二無銭に運開する予定だ︒これら

核融含の踊状は・低ベータ・ト

まだ確立されていない︒

この意味からも長期胸な展鵯が必

るか袴えることは累計ではなく︑

換だ︒

の袋躍では︑プラズマ中の電流値

欲的に大規模装贋を難設中て︑一

ズマの密度と閉じ込め三章の稿が

欄朋じ込めなければならず︑プラ

水累⁝三璽水素の混台体をある聴

要とする︒さらにプラズマ状の璽

禽炉では約一〜二偲度の篇目を必

膜発力に打勝つ必要が生じ︑核融

で︑反応麟に日置閥の醒荷による

してとりだす︶を核反応させるの

量水素︵リチウムに中性子を照射

ないので爆繕の恐れがない⑳原級

羅実上無隈である②放射性廃冤物

核融台炉の利点として①燃料が

ることになる︒

捜近する別の機金を曳けることが

る︒

していかなければならない︒

ーラスでは比例則謹たは経験則が

し︑出力レベルを馬尾力四万五千

剥離の開発目橿を成就するに

これまでの十簡近い数値を回指し

が酉万〜百六十万アンペアという
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ってもわれわれの欝標は達成され

ほぼ扇蟹し︑鍛も悲観的な例をと
製である︒

KWから六万二千覧菅KWに増加
は︑㎝野南鼠の一致した協力が擬
した︒

一︑燃料繁舎体および他の原子

炉用材料の轍罷騨価を行なうた
ゆる﹁環境問題﹂︑すなわち﹁環

的増大から耀境潮染が生じ︑いわ

とになり︑今世紀申のウラン資源

も経済的に原器力発慰が引禽うこ

昨琿の無次大金で︑﹁日添の猿
子力研究開発の現状と調題輪につ

め︑FFTF︵酒器中性子藁猷験

の癒兇であった︒また︑環境の要

が問題になることはある家い︑と

〆

盆

塚

郷硬響母100
驕議京く031｛242｝4鵬怯鰹闘

反応によりエネルギーを取出す方

プルトニウムの有効利用に欝欝し

施設︶の建設︒現在の嵐捗率は杓

蟹講に勝るとも劣らぬ主な嚢聡と

境との調和一が以箭の二つの戦陥

ヨンーフユージョン・ハイブリッ

発が適当ではないかと擬えてい

ド・リアクター︵FFHR︶の開

る新しい鉄の冊発に、限りな

武である︒われわれの翼翼は・こ

金世界がエネルギー不冠に窟聞
ており︑このため︑できるだけ皐

いて発表したが︑今回︑それを一

については︑必ずしも轟体的な結

累を撰期戦略にどう組み入れるか

歩砿め﹃原子力開発への長期戦

畿でも︑この環境問題要粟をどの

なったことである︒ウイーンの会

これらの圏点を響聾し︑わが國

みせる字宙照艶・海洋期発沖

いる︒これはスーパー︒フェニッ

していることにレ︒り︑新しいエネ

期に瀬鎌継システムを確立すべき

﹃最初の娼力蹉十五万KW実

一病％︒

略﹂に関し私の冤解を述べたい︒

の栂来の鼠標として︑核融愈炉を

るのでダ。ナば弓しい二五を

型趨趣姫プロジェクトに麟賑して

ルギー源の開発が国籏巌六の関心

だというかなり強力な恵冤があ

私の冤解は︑曄庫十一月︑ウイー

に熱汚染の璽要性が指摘された︒

醗は得られなかったと思うが︑特

の認識は欧州踏国に強かったが︑

象た・FFHRの運賑湿度条件

る︒

藁・

まぐるしい変動に霞函してい

いといわれているが︑閥速算開発

事になりつつあるといえよう︒新

る︒新型炉概念は︑すでに確立さ

われが総面している段階︶︒

訂プラントの建設澱苧︵現在われ

原子炉の戦略策璽要な舗点となっていた︒特にこ

ンで開かれた国際原盤ヵ機関︵1 ように長期戦略に組み入れるかが

わが國も地理醜︑人文醜条件から

AEA︶主催の

定に関する研究グループ

できるだけ阜期に実現することが

および核物質の有効利落などの点

それ以上の繍渥で運転されるVH

を謬慮して︑摂氏一千度あるいは

て醤来のビジョンとして︑FFH

TRの開発が璽硬と考える︒そし

RとVHTRの組合せによる原子

蜘を必饗とする分野も、鷹

閥は鮮水炉酎画規模と璽聞しえな

稼働している︒二十五万KWめ原

しいエネルギー源開発の対憩とな

れた軽水炉システムと短期に纒済

一︑繕来︑与力会村が増難論を

滲煽した際︑各園の騨門薮と射製

欧州酪國以上に環境要説を蟹豪し

会識に

した経験を基にしているので︑ま

環境
る︒

が新要素に
ず初めにこの会羅の印象を述べ

浩氏

い︒

ほ実現3る技繕華新の晴代に

て︑その囲的とするものは︑原子

には嶺町権が与えられている︒醐

型炉〃フェニックス4は昨年→二

りうる資源は必然的に限られ︑そ

胸に麟舎しうるに違いない︒その

商用化する際︑薩籍するであろう

沃
け

一

ン

田

原子力における長期戦略
村

これらの海洋立地を通じて巨大エ

カエネルギー・システムの確立︑

だが︑核分裂炉での経験を有効に

もし、それを求められれば㌧

力発聡の蟹全性︑および贋塊に及

速繕獺巡業炉

は︑

ぼす彫響を保齢することである︒
ラプソディ

環境間題に関する限り︑仏磯子力

微騒擾染などについて研究を遜め

庁︵CEA︶は抵レベル廃撫物︑ 六七薙に運開して以來︑全出力で 累しいとみられているからであ

ている︒特に︑原子力旛設が増加
月に送電を開始した︒次の段階は

スーパー

の曇日で︑仏E

Aの子会社テクニカトームが舗負

はCEAが行ない・その後・CE

に決藤っている︒同炉の予備設副

ム﹁NERSA一が所衛毒二二

三皇力会社からなるコンソーシア

DF︑研ENEL︑西独RWEの

・フェニックス

齎二十万KWの土竃炉

し︑各覆の炉型の安全性が累期に

確翻されなければならないので︑

の点︑他の分野に先がけ新型炉シ

ためには︑これがほんとうに安全

臨麟繍

原子力開発︑より胴体離にいう
と識力炉聞発の長期戦略について

田本原子力研
究所副右目幾

る︒しかし︑核融合炉の驚顔化に

水等のパイプライン輸送構想など

ネルギー・センター設立および温

環塊条件からも瀬切であると響え

で︑その一環として軽水炉のほか

ついては︑OECD−上AE
はA
なお
共多大の無月を必要とするの

わが醐では︑斑源面だけでなく

に多目的利用の衛温ガス炉︑怒田 がある︒

第一の璽素である核燃料資源に

なければならない立場にある︒

岡調査婁憐会の騒薪の報欝懸

立地面で︑海洋の巖大利胴を騰る

の数字が根拠とされたが︑

利鞘する上で︑いわゆるブイッシ

私たちは、その可能暫に撹更

O三購総劉魁 顕 鍔 謙 嬉 源 偲 藻 ㌍

㌦

⁝欝鋪報鞭購黙黙野饗∵
沸議みられた・

原子力への依存度大
原子炉の安全研究に重点

らに七五〜八○矩までに一千八甫

一〜七五窪でに含万KW︑さ

@ ︐ 議四丁c・ピ干ル氏
仏では現在︑エネルギー危機の

影響を蕃しくこうむっており︑そ
った︒麟工は︑フェニックスの運
賑状況をみて︑来年に予足されて

全性確擬に向けられた︒その白

の達成が目的であった︒爽際に仏

れはだぶん日本が受けた影響と同 万〜二率万KWの原子力殴備出門 われわれの研究は原子力樋醗の蜜

様のものである︒仏はこれといっ
おり・運開は八O〜八一矩︒

核触倉蝉は・海水中にある璽水

⁝パi︒フェニックスの予備設翫 素と地下資源あるいは海水中にも

ニックスの難読と運転︑それにス

また︑テクニカートム社はフェ

電力公社︵EDF︶は今無六塾寿︑原子力安全審識会と原子力私
︵PWR︶︑さらに来葎七蓬︵設
P安全塾が綾羅され︑C猛Aは室

た國崖石油籔源をもつておらず︑

また石炭の埋蔵盤はこのところ誠

発電所鰭工を提案している︒

WR六駆︑BWR一墨︶の原子に
力早速炉と軽水彌の蜜金研究を行
なっている︒

少しつつある︒その繕果︑最近︑

ステムの囲発に︑より以上の努力

であると公衆に傑酊できる巌善の

建設︑運転に最謡の努力を払うこ

翌R−2を照射試験炉に敬造

一般に︑綴速炉題画は今後数年 の経験をもとに四十五万KWめゆ あるリチウムを原糾とし・核融禽

公衆の理解が前提

原子炉の研究繭発蹴癬につい

原子力の璽襲性が脚光を浴び︑原
子力こそ︑仏のエネルギ︑供給自
立鰹を確立できるものとみられて
いる︒

数難劇の翫画によると︑一九七

増殖炉の基礎技術を重視

が向けられるべきことは明らかで

芳法を見つけなければならない︒

踏羅鷺鑛E・ε・キントす氏

ある︒

つまり︑新型炉の商照化を騒指す

炉が発注され︑その累穂投下資本

とが必要である︒

米国では︑液体金属高速綱殖炉

嘱

國で綿入された軽水炉の経済性

は・すでに一九五〇年代から主な

かどうかといった点などli︶︒ わが圏でも同鎌である︒六〇無代
宋までの照照な戦略慶陵は︑門核

颪万KWあるいはそれ以上にする 国々で繰返し検酎されてきており

﹁すでに葎荏するものを変える

あった︒すなわち︑照源が確保さ

由謡翻圏における世界のウラン資

する必璽があり︑やらなければな

増殖炉などをわが羅でもせひ開発

ことは鍛も難しい﹂とマキャベー3 燃料螢源﹂と﹁経済性﹂の二つで

れ︑その経済性が花笠エネルギー

源蟹

宮
に匹敵するならば︑原子力の安定

地賢脚門療の慧艶も禽めて︑石癌
る︒

供給が可能と購えられたのであ

があるいはそれ以上のウラン鉱で

格階代に入ると︑ポンド叢り三十

しかし︑七Q年代に入り・偶 価格がバレル嶺り十がという高樋 らない︒その踊合族だ識論の段階 襲え方が大切である点を強調した

つまり︑エネルギー消澱騒の飛躍

勢に大きな変化がもたらされた︒

oきのうの夢がきょう

します
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各国で進む核融合炉開発

ている︒ソ連︑仏︑藁が増殖炉実

と最
みられる段階︵例えば︑出力を
︵L M F B R ︶ の 開 発 が ︑ 国 の

は約七酉億がにも及んでいる︒※

総容麗一億八千八百万KWの原子 産業界が︑新技術の閣発︑工学︑

過表十矩︑米岡では約二薦基︒

長期的展望にたて

纒先開発プロジェクトに指定され

ているのと比べ︑楽国は日本と同

費プラントの早期運開を圏纐にし

が豪いている遜っに︑増殖炉のよ
うに新しい︑櫻雑な技術システム
のパブリック・アクセプタンスを

ぐ道を選んだ︒

様︑その纂礎技術の開発に力を注

増殖炉システムを完成させるた

われは蒔間をかけて︑これに紺処

あり︑難しい聞羅もあみが︑われ

タンスにはかなり越偶的なものが

であろう︒パブリック・アクセプ

得るにも︑この戴⁝藁があてはまる

研究開発を進めている︒

め︑その段階を次の四つに分けて

一︑増殖炉に使用する材料の雛

るための能力闘死に麗点を躍き︑

勤が︑環境に及ぼす影響を拍擁す
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主冷却配管の破断︑出陳を想定し

理的状態を変化させる一iその堀

物を環境に投入したり︑環境の物

対して環境がもつ大きさと︑その

合に︑その鷺とか変化の大きさに
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がどういうメリットをもつかを検

化要舗などから数億化は墾蒼しい

調霞言〜；

（Ob＞

ミットと並んで勧轡されている放

いる︒具体的には﹁不必要な被曝

る︒例えば放射控物麗︑水銀︑P

投入騒とか変化の裂きさの比であ
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れ﹁原子刀安全の暫え方﹂︑﹁環境保金対簾における原子刀安全の使愈︑﹁原子刀と環境問

は避けるべきである︒経済的︑社
と考えたわけだ︒一難数多くの運

CBなどが環塊にいれられる颯上口

込めてし京う方法とがあるが︑い

希釈して無界化する万法と︑閉じ

い︒従って環塊が居常に大きけれ

ずれも環麗を使わなければならな

い堀倉は︑それが問題になってく

ばそう問題はないが︑非常に小さ

る︒つまり環境の大小で大きな蓬

一つはそれぞれの立覇で

さといったらいいと思う︒

が出る︒一口でいえば環境の大毒

摩由

ス︵視差勤物理で使う憎悪で︑あ

物麟を捉えるのだからパララック

る爲盛をみる晴︑それを右からみ

るのと左からみるのとでは読みが

違ってくる現象︶とでもいうよう

なものは避けられないのではない

いけないんじゃないかと思ってい

か︑それはお互いに離めなければ

る︒原子力発振所をつくられる側

でみられるのだから︑その原稿は

の方からみれば︑自分の方の立場

覚をもたれたのではないか︑双方

妥当な原稠になってないという感

電￡占
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酎した︒その結果︑一般大衆︑樋

会的考慮を鎖算にいれたうえ︑全

転経験から数億化の帰納できる軽

曲に逮成しうるものを袴慮して設

譲
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射線防野土の西諸鮒精神になって

ての線麗壷容濁に達成できる限り

臨く保て﹂i一この中で出てくる 水炉について数値化することにな

ツの三十︑九十界レムの魑は原子

程度濫いはあろう︒しかしその習
漿にある基本的な弩え方は大鷹の
場命類似している︒パブリックア

︒アセスメント法︑さらに瀬筒内

加城囁那慰謝東海酵村垂ゑ
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正しいアプローチを麗出す努力を

異嫁的には車身被曝で個人年歴

った︒

している︒DBAを上回る仮想碧

田趣ご講演をもとにパネル酎

では︑アズ︒ロウ・アズ・プラク

醤藥である︒理在の一CRP勧告

醗を始めたい︒内田先生は︑原峯

羅所には︑通常の安全解析に︑環

天は極めて不都合なことで︑まず

る最大燈と解釈される︒

力施設葦辺環境にいる暫が受けう

何世代にわたっても経験すること

被曝線羅箕ゾレム／庫という数字

平常購の安全箇狸︑および禦故を

が選ばれた︒貸費でも同様なアプ

力施設の蜜全性の壽え方︑とくに

︒ロウ・アズ・レディ・アチーパ

ティカブルの最後の欝藥は︑アズ

田螺次に耀境問題の一つ漏排

ことがないようにするため︑飛行

ロ⁝チで班赤レムとなっているが

﹁環境容麗﹂というのは

水に関遮して︑門環境容臆﹂のア

桧山

原子力報道の

非常に哲学的な轡藥で︑どういう

して薫ドレム／年という数字を採

あり方は？
薦ドイツでは先程のお汗しで三

ケールで騨価することはできない

能でも︑SO2と放鎌瀬を煎じス

襲爵と相対的に何らかの比較は可

う︒例えば火力発電所と原子力発

うという︑そこに無理があると思

とか円というスケールで騨価しよ

いろいろ避つた要翼を一つのドル

アナリシスにしても環境にしても

内灘コスト・ベネフィット・

用することになりそうだ︒

点に立って︑住民側の被曝線羅と

ろ問題は住民が被曝するという観

が麗では︑毅謝というよりもむし

プローチの仕方について︒

塊に大きな生物学的影響を及ぼす

プルという形で蓑現されており︑

日本藷に暇すときには﹁奨用可能

これは施設の設計の園標というこ

はないと慰うが︑現徹緊慧響岩賑

のほか洪水など廟然災轡にも備え

な眼り低く﹂と賦している︒

十メレム／難と九十ドレム／無と
いう数宇をあげておられたが︑三

アメリカの五︑

十ドレムという数字がどこから出
ているのか︒

フランツェン

五士ザレム︑ドイツの三十︑九
笥野レム墨準との違いについては︑

これまでずいぶん論議があった︒

定されたものであり︑ICRP勧 板愈報通機関のこういう問題

雌近回峯力闘臓所数が多くなつ

とでわが国の場台も茗干瓢う︒わ

想定した堀禽の安金性の脚本的な

機黙故︑近隣の化学工場爆発鷺山

なければならないという

濁脇アズ・ロウ・アズ︒プラ

外部衝

した環境保全については︑ドイツ

撃

公衆の理解得る方策探る

技備︑体罰︑撞会的側面

桧山先生のお謡の溶融線に軍馬

書え方について︑とくにDBAの検討を試みている︒
︵デザイン・ぺ⁝スド︒アクシデン

ト︶の書え方とそのリスクの確
蹴齢的な評価について国際的な傾

ランツェンさんからは︑西ギツ

向を群しく述べられた︒第二にフ

の蝉声力開発および解認可手続購

項について広範な興昧深いお語を
偏い︑しかも原子力反対運動の動
向とその対処策︑さらにサイト間
ではそれほど難しい問題にはなっ

排娼が淺好な配録を残しており︑

跳大な悶題になっているが︑富永

クティカブルの数輩化というのが

を加えた︒

ていない︒これは平常購の放同旨

公衆がだんだんと露頗をおくよう

ズ・ロウ・アズ・プラクティカブ

轡門部会環塊放葉張分科会に︑ア

蜜永原子力婁員会の蝦境蜜全

さんから口火を◎

になってい局だめと思われる︒ま
た艦気無業者や独立の政府委託機

醗画にも負う所が大きい︒

関による広範な環境モニタリング

板愈仮想禦故︑あるいはアメ

てくると︑これからでる気体︑液

ドイツの方が解析条件が現実的で

的な考え方を述べる︒

心をもった法律があるっアメリカ

り方だと慰っているQ
体廃褒物に関葛する人聞のグルー

アメリカの五十fレムは現在技術 と思う︒ただ摺神的には結構なや
近く

への取り組み方というのはどうあ

リカでいうDBA環故を想定したルの考え方について藍綬があり︑
ようとしている状況だが︑その婁

告とは何ら関心がないという︒一

るべきか︒

はないかと思うが︒

うした数字を受けいれるのは離間

繋留に言うと︑何かを受けいれ

境僚全の弩え方は圏によってある

国三次にパブリックアクセプ

はいけないだろう︒

が必要だということを灘めなくて

開されても︑自分の駈に作られる

るには︑︸つには魅力的な対塁あ

貯奪かりの霧議の終結をみ

本とでは多少違うのではないか︑

踊合の解析の仕方が︑ドイツと田

プが多くなるということから︑ア

暁閥がかかるという販難な状況に

タンスの問題に入りたい︒これが

のはゴメンだ︑受けいれられない

羅

困難な一つに禦故の問題がある

もう一つは︑そういう数字にも

ーーっ京り数字で出てきてもそれ

の国憲環境政策法︑テクノロジー

圏鵬パブリックアクセプタン

趨りうることを溝えておく必要が
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原
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題︑倍量協力にも禽龍のあるお認
を伺った︒繁三の桧山先生のお翻
は︑広範な環塊聞題について︑と
くに放射能の環境への放出︑ある
いは開じこめの問題︑湿耕水の畷
境排嵐︑などのお詣があり︑その
中で環境容羅ということが今後大

があったように慰う︒

弁な間題となるだろうという示唆

家ずフランツエンさんから︑内
田︑桧山両先生のこ講演について

員会がとった数字化に関する墓本

方ドイツの三十︑九十︑ザレムは︑

あるということについては全く岡

が︑仮想珊故の確編に関して︑十

した人を︑一般の入が麗々できる

繕頼感がやはり必要で︑数字を出

るいは納得が掲られるのかどうか

原子力安全︑燗環

ズ・ロウ・アズ・プラクティカブ

國会で法案が出て審議されようと

感だが︑それでは解決努力の一つ

リセプタンスを得るには原子力開

のマイナス六案とか九乗とかの小

とは独立の想望が必聾になって琶

燦銀別の器をしたい︒簸近関

発に携っているすべての人々︑騒

さな確議が社会的にどういう懸味

かどうかということを響えたくな

フランツェン

字との関運で﹁総論落成各論反

いう問題も同購に採らなくてはい

している段階だが︑社会的公正と

PRの間題についてはどうか︒

気購業蓄︑メーカー︑政府閥の密

をもつのか︒彫田さん︑彗篇的に

コメントを︒

で原子力発聡所がいかに綴金と証

対﹂という患藥を思い出す︒数字

けないんじゃないかと思う︒

接な協力が大鎌であることをまず

安全というのは一体何を憩味する

内田先生は確瀟論的なアプロー

﹁公蓑﹂を大麟にし麗務づけてい

海浄化の臨階描醗法︒いずれも︑

にパララックスがあるというふう

公表とか公闘に非常に密接に結び
ついていると憩う︒そこで公表の

る︒パブリックアクセプタンスは

機会をできるだけ漕姦しなければ

係が双方に篠在す

を変えれば体制上の問題︑第一篇に

に受けとめていただきたい︒もう

ろかどうか︑角度

れについて儒頼関

もう一つは受けい

という技術的間隔

強調しておきたい︒

運営に必要な相互の意見交換

公聴会綱度の再検討を

チと種々の影響について詳細に述

例えば列車類故のように

それならば笈全なんだという出し

函万回乗って一篇瓢故が趨こる︒

摩霞

のか︒

は確率論的なアプローチは非常に

べられたが︑ドイツでの経験から

蕎効ではあるが︑限翼がある︒閨

人々の受けいれの気持ちの変化︑

ならない︒その意味で昨週から実

蝦の大虚生産︑大騒流通を適じて

ぽ︑募金であっても︑電力を受け

の染篇にさらに変ってきてるので

施されている原子力発電所建設の

人間の重美を悪くすることだって

を積み墾ねていかねばならない︒

ところが一般購に醤って抵進積のはなかろうかと思う︒その場台に 一という三つの問題が岡時に解

場含の公聴会の運営の仕方にして

る︒信頼を高めるにも沢由の実績ている一！というような二段纏え

決されていかなければならないと

も︑相互の意見が薫じあうような

回というのは理会的意味がある数

並場にある所から数字がでるの

思う︒

方をする︒その慧味で房万分の一

字だと思う︒ただ︑列寧の利用で

で︑その信頼の臓台にもどうしてる一般消費鴇と自分たちの問で同

門憲の間の議論では正しいアプロ

篇効だが︑この櫨の議論ではパブ

酉万回に一価なら大丈炎だと皆が

も隈界があると認めざるを得ない．じような利懸を受けることになる

公聴会にする方陶で法律を検討し

一つは原稿を欝く書の反省で︑偶
リックアクセプタンスはなかなか

たまたま翫鐸してみるとそうなっ

置していただきだいと愚う︒

あると思う︒

ローチは受け入れ難い︑あるいは

スについて︑い豪確率論的なアプ

肚原子禰係の他｛議漆鷺餐廃糊｝罐獅にてヒル鯉鵜艦叢
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開発を進める上での閤題点は︑
会に窯出しており︑湿た︑核燃料

面で対処する案︵罐源三法︶を蟹

対策を︑当面緊急に法御面︑予騨

わが党は︑これらに対し︑地元

今臼のエネルギー危機で教えら

験段階と見るべきであります︒

所や臥処理工堀はやはり研究・爽

件が礁卜しない閣は︑原子力雛電

確立︑漏欝水の無公響化などの条

に︑現代の鍛大の政治議題でもあ

立地住民の理解と協力をいかに得
資源確保の多角化も進めており漏

主的な確保体制というものを翼醐

れる最大の点は︑エネルギーの圏

ると憩っています︒

ていくか︑という点にあると思い

簾の総合的な強化であり︑この臓

す︒もちろんその根本は・綴金鮒

に善えなければならない︑という

り離すことのできない問題です
では来年廣実写でも格段の強化体

ます︒これは繋駕・環鹿問題と切

が︑多分に社会的な︑心狸的な嬰

の窮故や故隙などを考えた場ム﹃

ことです︒しかし︑鍛近の原子炉

■︐齢 甲

︑携あ碧をめぐって・垂キスパ韮義駐晃解がそれ至

3・・鯵噛・・︐．︐陰●●嫡●●＝ 9︐ ●■●・ ＝． 陰．曹

窟謹健飾撫畑町三三蠣難山
＝

制をとったつもりです︒京た炉全

原子力の安全性を無視してこれを

体についても︑新型動力炉︑さら
には核融禽までも欝指しながら︑
いたずらに開発することは︑今田

醒も大きく作用していましょう︒

力を得るための努力の不足︑地死
軍慧に安全な原子政策が樹立され

三盆力の役男についての理解や協

にとってのメリットがなかったこ

ります︒

るよう努力を続けたいと思ってお

霊異

声

次に共群党の瀬騎さんに
お答えいただきたいと思います︒

共群党は︑振子力の潤用
を無主︑民態︑公開の原子力三原

実需

も︑需用化するまで慎璽な態度を

刷にのっとって︑卑和留附に限り

らしい点語を行なっていないので

鮒能の澱視や測簸において︑点検

に︑政府は原子力発糊着の話語放

分析研間題で明らかになったよう

ら灘入された軽士炉を実嗣炉︑爽

え晃つかっていない技術︑米園か

木です︒放射性廃棄物の捨て嘱さ

の

還は思っており豪す︒まだ放射能

はじめて擬えのでる間題だと︑私

が安全性の倒

あり溢す︒このような原子力婁擬

翫炉と主張する政肩は︑常軌を逸

ゼロリリース

とを匿えて原子力問題を検討して

禽や科憎げが︑豪じめに国民のこ

ことができません︒実大な安書論

られており︑闇題はどういうエネ

原モ炉ぱ当爵︑発鱈として舗じ

していると思うのです︒

査をこのように悟籟ので斜ない政

るかということに彌溜するわけで

ルギーで電力を作りだし︑確保す

くれているとは︑とうてい縫える

府に豪かせるわけにはいかないと

理処分︑再処理︑曙町問題などが
解決してこそ原子力は実罵の域に

の取り組み姿勢は弱く︑原子力婁

︐

奮昏

●■

1

亀︐︐1

彫墨︸7熔

子力婁員会の性格を安全鱈に酸璽

いか︑とこのように憩い豪す︒原

あげて努力をすべきであろうと思

国独自の技術を開発するよう国を

物鰯と脇楽しながら︑しかもわが

あり︑園際的にすいての原子力先

ということかさしあたりの聞題で

資任を負う体制をいかにつくるか

てできることであり︑圏がその後

﹁

検酎が必要であり濠す︒

も禽めて︑原子力政簾にもまた再

の横酎と台わゼ︑将来の難設計画

問題であり︑エネルギー政簾罪体

を冷やして響えなければならない

発竃所推進︑これこそい康一度頭

す︒便桑植上げならぬ懐築原子力

発想こそ︑危険千万だと慰うので

の次は原子力という巣純な機械的

れたという乱曲に翫ぶなら︑石油

エネルギー危機はより深刻に現わ

てきた政腿の政策のため︑今臼の

石炭離農をつぶし︑石油に依脊し

す︒かって共雌党の批判をけって

いうことてあり讃す︒

華

に嵩めるべきである︑と考えてお

安傘で放射能公欝を出さないよう

力や地熱の開発に対し︑いま国が

ります︒しかし敗府の膿挙力行政

ーについては︑自主的立場から水

投入している予鱗や企業の努力

達したといえるのであり︑安金性

環華表樹能や放尉野馳磯物の処

を︑こういう点に注ぎながら︑原

は︑電力油津の原子力発躍所記画
の役闘を累たしてい

の

麗払い

る︑偏しか調いようがありまぜん︒

を期待しているわけです︒

子力は安露な方向で開発すること

とっていくべきであり︑エネルギ

このため︑原子力に期待しつつ

れは袴えます︒

てとるべき策ではない︑とわれわ

なり︑わが園の園民の将渠に対し

て非冨に大きな危睡を残すことに

かもしれませんが︑将来にわたっ

的繰題では一つの目的を果たせる

していたわけです︒さらには核燃

となどが︑これらの問題を園難に

料の安定確保も大きな論題です︒

安全性の確立が先決

性廃三物の安金な鍛終処理処分の

ず︑†分な安全靴躍の設腰︑放射

放射熊を絶対に麗設外部に出さ

礒守︑資料公開を要求するほか︑

う観点を穴前提として︑三原則の

圏民のためのエネルギー確保とい

軽水炉はいまだ実験段階
議擾診れでは次に社象党の石
野さんどうぞ︒

石野科学捜術が人類のために
†分猛用されることをわれわれも
念願しており康すが︑昨今︑蟹本
の利欄追求の孚段としてでしかな

とは︑これらを総長的に検罰して

てあり︑技術的にも満足すべ選状

二会はむしろ推進の立揚のような

〜足してい豪す︒調査層畳が不十分 制にしても政府の宏全州について

態でないことを強く指摘できると

いての総含的検討も葬常に不十分

も確立されておらず︑集中化につ

点を縢く方向に敵組して︑聴門鵠

いて︑巾國もソ連もこれに力を入

する方もい乱すが︑世界各国にお

立してからの謡だ︑という議論を

安全姓を確立していないから︑確

科学巻の中で︑原子力は科学的

ってい饗す︒

であり︑さらに原子力雨冠開発が

務局を設けて審査能力の向上をは

かということも闘題です︒開発体

見直される原子力

いるようでは・田本のエネルギ

れてい豪す︒完全な蒋来を待って

ー政策は︑世界の後塵を拝さな

ければならなくなる︒安全性の追

安全性の向上は実践で
と安易にこれに繋りかかっていく

求は︑その万盒を期しながら︑行

安全性貫生は︑徹底した圏の最

なっていくべきだと愚い素す︒

ことが戯來ないのは︑厳然たる並
置であります︒

後の保灘と機構を確立することに

生活の向上と慶藁のため・エネル

よって万全を期すと同時に︑国蔑

るような鰭般の方策を購じていく

ギー供給を将来にわたってなし得

要は︑圏内の原子力に対するコ

必要があるでしょう︒

ンセンサスをどのようにして求め

れると考えております︒

ていくか︑ということに︑集約さ

三

話

囲

〆

自然の安らぎを求めて

富士山の眺望一河口湖畔の散策

山梨県南都留郡河口湖町大石
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原子力に期待する

す︒したがって︑さらに事が蟹大

するだろうとの見方をしていま

開発は国民的︑政治的課題
議擾本日はご多忙中のところ

購いを転じて福と

になる朗に︑い蕊こそ︑その予防

をお繁まり い た だ き ま し て ︑ ど う

も禰難うご ざ い ま す ︒ ま ず 罰 識 に

入る繭に︑ 原 子 力 闘 究 政 策 に つ い

ての各党の寛解t／昨今のエネ ル

ギー購欄下 の 原 子 力 の 役 劉 ︑ 開 発

上の間題点︑各党の原子力敵策 i
一を︑簡単 に う か が い た い と 思 い

からどうぞ︒

ます︒それ で は 慮 民 党 の 僻 藤 さ ん

夢藤昨今のエネルギー趣機は
一部では作られた危機との冤方も

あるようで す が ︑ わ れ わ れ は ︑ わ

撒躍をとって

が国が従来のように石油依存のエ

ネルギー構造を放出するならば︑
いように見られる面があります︒

エネルギー開発はなによりも豪ず
無黒星エネルギーとして開発され

未解決問題が山積
総合的視点で位置づけを
すが︑原子力が石油のあとを継ぐ

の役翻︑位躍づけというものを問

進んでも︑核燃料の外国依律が號

てシビアな取り組みが必要ではな

簸畏でほ公明党の近江さん︑

ことは︑私どもも鰐えています︒

蟹要なエネルギー源であるという

廼江エネルギー問題というの

しかし︑あく京でも総舎的なエネ

どうぞ︒

は︑国寡経済の菰盤であり︑骨格

題にしていかなければならないと

でありますQしたがって単なるコ ルギー政策を踏まえつつ︑原子力
ストの比較︑あるいは経済の上か

愚っております︒

閥題詞としてとくに大きいのは

さらに外交簿の諸関係︑また環境
問題をはじめ︑その他一々の総裏

理境比隣を工めた安全性の問題が

らだけでなく︑政治的︑経済的︑

的な次元から貰えることが必蟹だ

それでは︑以後に民社党
依然としてあり︑環境中へ放出さ

玉茎今度の申環戦象に伴う石

の玉羅さんどうぞお願いしますQ

蹴擾
わが国のエネルギ⁝政策は︑従

ついて︑畏期的なデータが全く不

れる放射能や漁雪氷などの影響に

あげられます︒大瑠故の彪険性が

来︑ともすれば経済的な視点に儒

油危機を契機にして︑わが國のエ

ー政策を覆えるべきであり︑舞子

こういう点から独自のエネルギ
ネルギー政策が︑また日本の隅醸

貯戯性や輸送を考えれば︑さしあ

もとはすべて外釜に頼っているが

たわけであります︒原予刀はその
民の劇に翼露されたわけでありま

力政策が再び兇慮される晒代が来

す︒われわれの経済成長は︑あ懸

成廼がいかに砂上の楼閣の上に成

て原子力を慧逮に進めようという

たり近い将来頼れるのは原子力し

り立っていたかということが︑難

動きがあるということに非常な不

りにも安く経済的で便利な石油に

かなく︑それが大体の日本の衛識

安を覚えるわけです︒総愈エネル

轡の常識だと患います︒

石縮が供給されるとしても︑価格

と思いますが︑その気になれば全

安全性など廼々の問麟点はある

よって成し趣げられたわけであり

筋に︑このエネルギー猛機に際し

なまま︸部財騨あるいは政府関係

に︑圏民的コンセンサスが不十分

はこうした齢識が十分尽くされず

が盗然生れてくるわけです︒崇高

墨したものであった︑という反省

と思います︒

かる必要があろうかと考え豪すQ

感さえあり︑もっと蜜全性につい

原子力発趣が理屈抜きに﹁これこ
そ代薔エネルギーだ﹂といわれて
おりますが︑これに滑しては︑わ
れわれは問題があると思います︒

今田の軽水炉は︑安全性を聡署
するための爽験︑研究段階であっ

てはならない︑というのが社多党

て︑営業粥の箕矯炉として建設し

の極論です︒石油危機だから原子
力︑というような企葉サイドある
いは資本象本位の考え方でなく︑

くわけで︑安定供給に心配がない

さらに放射艦廃漁物の処理方法

なければならない︑と薯えていま

瀬騎氏（共趨党）
旨います︒

民と経済のためにも︑エネルギー

ダ雲

資本によって︑石油の危機慧があ

す︒メジャーとわが国の石油関係

を鶏えなければならず︑当面︑安
全かつ低コストで軍期に利庵が司
能なものといえぱ︑原子力以外に
ないことは︑すでに常識でありま
す︒

現在︑原子力利薦は発言が巾心

スや国民生酒の熱源としての利賜

ですが︑船舶周動力︑工集プロセ

も期待されており︑エネルギー供
給に累たす役剛は︑今後謹す齢す
商照ると考えております︒このた
め原子力關発を︸層強力に推進す
ることが国民的課題であるととも

謹
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ゼロリリース．が安全の基本

おられた︒そういう偶勢のもとで

の節約と代蝕エネルギー源の開発

てい僻す︒われわれは︑後代の国

に趨切な面面であると考え
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発想であるという︑社会︑共灘両

政府の計画的指導が必要
各裳の兇解をお聞かせ下
党の点について簡単にお答えいた
だけ濠しようか︒

伊藤さきほどそういう表現を

安脳性については私たち

も岡横に︑ある興味では政簾澱任

倒藤

暫ですから︑それ以上に慨蟹なき

職畏玉躍さん︑ちょっとお側

いうことをわれわれは欝っている

いし塞すが︑圏頭のお些しの中で

ればいかんです︒しかし︑まだこ

せん︒墨金雛の購求は徹底しなけ

ていることについての羅識や鰯繭

り︑鍛終的には麟が金嚢任を一っ

膚が安金性一口に本腰を入れてお

や新型動力炉の開発︑豪た再処理

でなかったことについては︑私も

と思いますから︑今後努力しだい

与党の立編から認めざるを偲ない

議畏石野さん︑社鼓党の原子

と延えており窮す︒

力についての万華をみ京すと︑三

原則が大鶴にくずれかけていると

石野

原子力開発に疑磯が生ず

いうことですが︒

いことからくるのです︒葛故が起

るのは︑顕料が†分に公開されな

きてもその資料が出てこない︒そ

の悪味で自主︑民主︑公開などと

議畏まだいろいろ︸．﹂望見もあ

ばならない︒今後ともご教示を賜

推鵜されたような状態がくるよう

霧でお願い要し士げ豪す︒

に︑ということを原子力委質翁の

てみますと︑当切臼本において原

わりたいと思います︒ふりかえっ

議擾認論半ばで︑多くの間題

難題点としては塚野党を通じ︑例

を横み残したことは残念ですが︑

子力の平磯利用を進めなければな

安全重視で各党一致

獄︑

鹸．

@−甑

⁝國

東京都瀧∫闘区西日暮塁…5−9−8「「eL（803）3131（：た代褒）

ていただきたいのですが︒

の使命感にもとづいて︑今回︑原

蜜全性を完金にというならば︑日

て︑そういう時点で分析研問題が

め細かな配慮をしているわけでし

瀬崎原子力発廟所の安全性の

であろう︑ということでしたが︑

本はエネルギー開発で後塵を拝す

問題には︑科挙的に安金性を立価
する問題と︑社会的な問題として

という悶題は葬常に大贈ですか

安全性を法捧あるいは政治的な制

ない気持です︒一般圃民に大きな

趨きたことは遍醸千万︑潔し駅け

わけです︒したがって︑研究關発

いささかも反対はしない︒ただ︑

ら︑横極的にやるということには

それはい謙凝望を逸めても危険じ

いうことです︒

議題これは野党側から触れて

度から傑証していく出題の二つの

子刀開発をなお一麟進めたい︑と

いただきたいと思い康すが︑石野
それが即︑原子力発墨所を作ると

さん︑いまの伊藤さんの︑いまこ

て︑初めて腰民の幡顛が生れてく

れが世騨酌に発全に絶対安全とい

不安があるということは︑融や政

全性に対しみんなが力を食わせて

るし︑原子力発鰍所を今後つくっ

うところまできていないではない

そういう慧味じゃありま

やるべきで︑政府もそういう指灘

ていく削提条件になる︒ですから

感がないということです︒ですか

原子力利幣が燵か非かという単純

てまいり嘱すが︑その滅罪として

ら︑予騨︑機構両面で大いに遽め

民闘争に対しても政府は︑立地問

コンセンサスを得るときに非常な

かという謙鹸になってしまうと︑

国が原子力の紋織性に本幽に本腰

ということです︒原子力開発が金

を入れて残任をとっている︑とい

な論謙には︑この閣題はならない

性は成り立たないんだという愈冤

体として評価されなければ︑安全

そういう科学巻の捲摘や悪兇が本
盗に行政に敗り入れられ︑安全審

それにもかかわらず政府は安全で

蕉に反映されているのかどうか︒

か︒そのことはすべての科学が蓬

きだと慰い豪す︒その体制が†分

う体制をつくり︑それを強化すべ

題についても︑もっと雌性的な立

です︒そういう観点から︑やはり
原子力の開発は将来に禍恨を残さ
ないようにしていかなければなら

臓畏この点︑各党それぞれの

ないと思い蕊す︒

が科学蒼の中から出ていますが︑

煽で指議する必要があると態うの

をすべきだ︑ということです︒住

銀綴

ゃないんだという弩えですか︒

るわけです︒だまだ当今圃の石瀬

ﾂがいずれも完全なものになっ

側面があるということです︒この

危機があったものですから︑い自

こで原子力開発をやることが後世

いのです︒われわれの期待は︑安

いう自民懲の装え方に蟹成できな

かない︑というご態冤です︒社会

求での方向をなお一麟スピードア

に対する使命なんだ︑という発纏

串し上げ濠しだが︑われわれの本

党の石野さん︑共薩党の瀬騎さん

ップして︑国民的なコンセンサス

原子力開発にあだっての問題点

懸兇があると思うのですが︑次の

実用的だ︑突灘炉だと宅憂してい

琿かかって追求すべきことでしょ

るのに聞題があるわけです︒

たち自体も仏堂に注懸を払っても

後引疲を残すのじゃないだろうか

らいたいと膨います︒安全性の研

う︒そういう愈味です︒

議畏野党の皆さん方から︑い

究や推進では︑わが圏は葬常に遅

まやっている原子力開発は開発纒

って払達の鰹疑磯も解明されませ

いうのは皆無なんですね︒したが

の議論に終ることなく︑かって壊

できましたが︑これが講輸のため

んし・立雌問題も解決されない︒

井上番党からのこ癒兇を伺い

を奮めての核燃料サイクルの確立

れたことはお聞きの通りですQこ

といっても安全性の問題があげら

脅えているのかは︑ある樫度浮き

限りなき創造とたゆまざる努力を…

後世の国民への義務
議畏
さいましてどうも荷難うござい幽
した︒それでは討諭に入りたいと
昨今の

という点について︑お

エネルギー闇題を踏通えての原子

思いますが︑まず巖初に

力の役劇

と民社党の玉躍さんのお二人ほ︑

闘きのように︑自民党の憐藤さん

の方からは門石油がだめなら原子

を通る妊機でもあるので︑遊めて

コストで累くできるのは原子力し

この石油危機の申で︑蜜全かつ抵

と︑簡単にいえばそういう番つな

力という考え方は危険である﹂

について︑社会党としてはどう蕩

また︑この三期に原子量発艦請えますか︒

いくということです︒

逸めることは︑後批の国民に対す

並行して出てくると思います︒次

からは﹁石湘に次ぐエネルギー源

まとめでした︒公明党の近江さん

の一つとは薯えるけれども︑十分
る遜謄点の政治探の磯任でもありど串しましださつに︑まだ実用段

石野今Bの原子櫃ば︑さきほ とは一体何か という識論の中で

な齢議︑コンセンサスのないま蕊

は共塵党の瀬紬さんに口火を切っ

について︑どう

開発に

王命でもあると受けとめたい︒そ階として翻るのには危険が多いと

ついての問題点

た︒公明党の近江さんは

お著えになり聾すか︒

れていると思い謙す︒石痴危機だ

先であって︑安全性が無視されて

私選も一醤心配しており

から原子力︑そのためには安金性

近江

研究だといった闘先だけで動く体

世界的に実用化の趨勢

目先追う体質に不安

の財界︑政府の発想には若干の不
安を蝿える﹂というご指摘のよう

箔とで尽るところは︑蜜金溢と

です︒

か︑開発体制という問題になって
くると愚うのですが︑原芋力の役

題に対する疑感ですね︒小さい購

ますのは︑やはり安全性という闘
また︑軽水炉は法だ研究段階に

いるという擬摘があり濠したが︑

議畏これは躍頭のお二方の発

照自体にも私選は不潔を患えるの

の間題についてどう購えますか︒

身党の政策担蛋者の伊藤さんはこ

だきましょう︒儲藤さん︑石演が

剛についてもう一度識騙していた

故にしても大きい堺故につながっ

です︒いまはただ押せ押せムード

あって実周段階にはないという間

という感じが非常にするのです︒

響の中にも︑原畢力婁鍋会の体麗

ていくわけですし︑不注意による

だめなら原子力というのは危険な

白豆も起っているので槻理する人

し︑なかんづく欝金間題について子力が圏民の殴蹄のもとに︑国手

豪して︑豪ことにごもっともです

題になれば︑これはいろいろと兇

原産の活動に意見反映を

らない︑という問題が国会で取り の煎五無間のコンセンツスは得ら

騒げられ蓉したが︑最終的には与 れたのですが︑塁無舗ではかなり

野覚一致で決議がなされておりま 食い違いもありました︒しかし︑

1危機に醸面しており︑π渠の原

す︒今日︑刷本は非隔なエネルギ政治の分野で原子力の問題をどう

クリエイティブ

灘欝正正

聞

りり㌔︑ク ︵

隔〃

韻ポ
党ン
各悔ン
についての掴摘があり︑いままだ

ので︑ゲストとしてこ出席の原子

題にあわせて︑将来の濃縮ウランるのかということを常に考えてお

方もあるでしょうが︑例えば︑昨

などは二三の課題だと思います︒

われわれもこの上とも疑えなけれの各党の一致したこ冤解のもとに

殖炉︑新型置換姫の闘発という闘くことが︑本当に国民のだめにな

職畏別な問題ですが︑為豊浜でなく︑どういう体制でやってい

原子力行政が問題とされています

力婁厩会の海上さんに︑野覚の方

と患います︒

いたいと思い廠す︒
ウランを多面的に確保す

るかと思い謹すが︑啓上さん︑い

の悶題について簡単にお費えを伺かなければならないと思います︒

極藤

るということは︑われわれの鍔力豪謹での議諭を醐いて態想があり
については︑必ずしもこ異論はな

無一か卑閥に米國内におきまして

継

かった︒だだ︑原子力が競没階に

五千万KWの原子力発餓機器が発

から︑これだけ嫉︑篇っておきたい

面

動に︑本縄の得党の懲兇が反映さ

場に立って推罪していく原涯の濡

子力政策に議論はありましょう彫りされたと思い製す︒国璽取立

を解決しなけ一■ばならない︒原子

が︑識爾は議論として︑この局頗

ムを終ります︒

れることを期縦して︑シンポジウ

社誕

本電

1（代衷）
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からの掴嫡にお簿えいただきたい

井よ各党のこ二心の中に︑石

である︑もろもろのものがあるだ

油の次に来たるべきものが原子力

ろうが︑近い将来に実用化し繋る

おいて十分醤漉して審用化し得る

注をされており︑これは原子炉と

石野薪型転換炉や高遠増殖炉

という力がござい難したら一Q

団標でオし・濃縮ウランの鯛産化ましたら算麟︒

だけの安全性が確保されておるか

いうものが今瞬実用段階に入った

ものが原子力である︑ということ

どうかに︑こ懸念があるようで

ものと︑私どもは湾えておりま

け︑葬鵬に効率のいいものになつ

碍

力がおそらく曜一の解決万法ては

・ゼ臼ックス

丁合この間題について野覚側

は︑印すまでもなく安全というこ

す︒しかし︑原子力婁顔会として

す︒いろいろご枇判もございます

ないよ・に醸し㌍︒
瀬崎蜜金性の問題︑あとの処

々Oろ儲がたい惣箆鷺伺うことが

ないかと思います︒本臼五党の万

三美印刷株式会社

・U・B琶x

一一

繋離器繕膿輔趣携﹄黙

とを第一優先に事えております︒

思っておりますが︑ただいまのこ

ことは︑たいへん私ども衛難いと

指摘の点については︑原子力婁貫

し︑足らざるところをこ播摘纐う

技庁の原子力局を二つの機能に分

ただ︑鏡蕉の制度は開発と規制

けて︑安全都という規制方面を騨

会として以上のように霧えており

の二面性がありますので︑現に科

管する職能を持たせたいと蕩えて

理の問題などを霧えると︑新型炉

議畏どうも有難2．ぎいまし の闘発醐兜は︑技術臨の悶題だけ

ます︒

用を決して惜しむものではない︒

おります︒また︑研究開発にも蟹

◎鴬粟内容

職

東京都干代国区神田神保町1−30

＠

株式禽

・り識ピー一

東京（03）2

・マイク織写真
。トレース。鰻図

@
@〜

綜合複写センター

・オフセット印刷
・タイプオフセット印刷
。客爽製版

一甥ぞ

未来に挑戦！

ピーのことなら
何でもご相談くだざい

コ

⑧

印刷

｛ ゲスト・弁上氏

産

力

難騨

壷

夢敗

玉置疑（毘社党）

凋
回
各党国会轡澱によるシンポジウムのもよう

鍵騨

嗣
繭

中盤藏躍
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嘔

0

辱

邑

し

8

6

亀

されても︑西側世界の購饗がまか

に設立したもので︑放射線幡入被

だ核燃料サイクル関係が嵌た新し

増︑こ豪で山賊犀⁝翻れな〜偉uもかっ

35P

巳

36f）

露

37P

巳

14P

⁝︐響

10P

︒

次蔽炉、新型炉および

︐憧︐

6

⁝鳳﹃ ︸昼

54P

く取りあげられ注圏されている反

36P

原子力学会の
昭和49年年会

26P

曝線罵翻定サービスと関運袋躍の

8P

ない切れなくなるのは一九七九犀だといわれていたが︑昨年の米謙

6P

面︑炉碓設関係はガタ威り︑遮蔽

産業開発の兄通し

3月末に豊北大挙で

5

系の﹁放射線蟹理センター﹂が営

40P

製造・販売に渠り出す︒当面︑佛

21P

☆

28P

や原子力施設︑炉化学︒核化学分

20P

野発表もそれぞれ萌回に比べ件数

14P

臼ホ原子力学︽の昭和四十九釘

原子力発電所と環境

榮窓口となり市場を開拓︑新金社

4

減となっている︒

47P

日︑四月一臼の葺日並︑仙台術荒

31P

37P

年会が寮たる三月三十臼︑三十一

☆

64P

ベータ線︑ガンマ線︑X線︑中

☆

☆

25P

25P

なお︑原子力学会は奪会の期間

☆

9P

はツービス事簗活動に騨念ずる︒

無会では三確閣︑八会場に分か

圃化法によると約百影で済んだな

15P

8P

巻の染北大学丁学部で聞かれる︒

で第六懸原子力学会職の贈星式と

中︑二綴目午後三蒔半から同会場

ンと特殊な熱媒体を入れた馬鐸槽

で︑海外ではすでにこの方法を実

ー︶での研究が発蝿となったもの

からの廃難物をこの方法によって

が従来のものに比べ四分の一から

ど︑物によっても異なるが︑体績

21P

設計建設における進歩

性子線を一側のバッジで測定︑現
像後の錨八︑ゾのフィルムをりール

など四つの特珊講蔽と噌液体ナト

れて門原子力発霜の鍛近の動向﹂

および臼立の両技術殴による門中

記念欝演会を開く︒学会費は原研

状に継いで黒化灘麗を窟動測定し

リウムと鉄鋼の共存樵﹂などを主

実験﹂に対し特償が揮与されるほ

たあと︑線騒評価・データ処理す
るというわが濁初のコンピュータ

題とする三つの総合講穏のぽか︑

か︑論文麟二件︑捜術職三件︑奨

闇ベータ億トーラス装躍の建設と

ー︵鋸士ファコムー二三〇︶によ

がある予竃だが︑とくに研究発衷

士一⁝分野から四蕎七件の研究発表

腎芝

るデータ解折を採用したのが大き

1

な特徴︒コンピューターと人問の

られる︒

〆

励鍵こ件の禽計八件にそれぞれ贈
料関係が時代の脚光を浴びてか署

〆

薯！

ノ

では核融愈︒磯機発電および核燃
は﹁被曝嶽騒測定報笛欝﹂として

臨でダブルチェックされたデータ

〆

に混入して悪婦させながら加熱し

避

個人被曝線騒認録の傑蟹が図れる

さらに水分を蒸発させるーーとい

妄！

という︒鱈総研︑索大︑千葉大で

うのが原理Qモル研究所︵ベルギ

ノ

新方武の採朋で①迅速で正確な洲

これまでにフィルムバッジ側定試

≦

雲計騨ができる②月間五万人分の

験を実施︑痩好な繕果を得た︒

委託者に報告される枕組みだが︑

放射線フィルムバッジ︒サービ

処理能力をもち大騒処理が可能③

わが国のフィルムバッジ︒サー

一発意から田本揮発抽に発注︑製

原研での実験は︑大涜研究所が

用化しているところもある︒

ス件数と推定されている︒現在日

十万入︑愚闇酉万件程度のサービ

ビス帯嚇は︑バッジ利美星およそ

粛撮要用贔協会が八五％︑産業科

成︑コールド試験に引続き奪束か

作を進めていたプラントが礁穏発

ン︑などの利点が期待できるとい

による瑠携の効漁花とコスト舜ウ

ビスが可能⑤バッジの小型軽鐙化

ータが揃う④緊急の線蹴測定サー

︵平井浩掻撫・蜜本金四千七菅七 被曝線騒︑集繊線鰻など群細なデ

スの新会社﹁擾瀬ランダウア﹂

十万円︶がこのほど発屍︑四月一

日から懲藁を開始する︒新金社
は︑放射線想望露︑放射性医薬酷

う︒とくに雲母登録番野を採用し

学が一五％穆贋のシェアをもつと

などの輸入販売を通して放射線瓢
藁に進出している畏瀬産業が︑フ

みられているが︑新貧社の参入で

ーとの設置建設契約交渉に入る︒

処理する方針を固め︑近くメーカ

16P

3

フイレンソェ南にて開催さ

一⁝ウ
でラ
はン
︑麟
こ縫
のと
二便
つ謂
の済
闇み
題燃
を料
中再
心処
に理
講ー
澱ー
と今
シ回
ンの
ポ原
ジ産
ウ駕
ム次
が大
く会
まれ

会公聴金の頃には一九八三琿蕊ではもっという見通しになってき

トに︑世界的に通用する可能性がでてきたことである︒

ているので︑環業所の移紙の機会

法などがとられてきているが︑鍛

程

か︑放射能の製出率も二分の

という︒阪園貞弘大洗研究所廃棄

法は︑セメント圃化法に比べて裟

物処理謙鍵は﹁ビチューメン圓化

いった欠点があるが︑放射能漫出

躍が勘価で︑操作もむつかしいと

率のより少ない形態に固化できる

の体績が非隠に小さいことなどか

ことや︑処理して得られる固化体

ら闘えると︑この欠点は十分にカ

原研では今後も引続き岡綾躍の

バ⁝できよう﹂と露っている︒

運転を続行︑ビチューメンの種類

ンの混晶銘を変えたりした処理試

を変えたり︑固化体申ビチューメ

験を行なう方針で︑﹁成果は広く

公表していきたい﹂としているQ

35P

15P

qｬ炉の共同役舗

旨〜 眠

変化していることも兇逃せない︒当初は︑米国の三つの工堀が拡彊

が多い心嚢労働管の被曝管理につ

きたが︑その糖粟︑例えば廃液の

〜六本になる化学処理を行なって

これまで圃化体にしてドラム衝五

らホット運転に入っていたもの︒

さくなることなどを実証した︒こ

近︑原研が︑これにとってかわる

ビチューメン圃化法はまず︑放

っていた圃化体が︑ビチューメン

固化法だとドラム鮨九本分に当だ

︵アスファルト︶圃化法と呼ばれ 編ムロ︑五爵立方綴から︑セメント

の新しい処理技術はビチューメン

シェア碧いは一閥激化の麗込み︒

ィルムバッジ・サービスで世界的

いて︑璽聾することなしに正確な

な爽績を興る※欄のランダウア社
との技術提携をもとに二月十五日

ーセメント固化法に比べ一1

33P

32P

電話59レー6121（代）

体積比で％〜％に

26P

30P

ン迄のGeneral Reports（総括報告書）とNatlonal Reports（国
剛報告書）のオリジナルを右の要領にてコピーサービスを行いま
すのでご利用下さい。（コピー代金、1ペーシ20円）

るもので︑勤力炉・核燃繕開発購

29P

24P

れました、第5回フオーラトム大会に於ける第1〜第6セツショ

叢団もこのほど新型転換炉原型炉

原子力盛挙所等から麟繊される

射性廃藩物から氷分を取り除く苗

農
︑薄

義嚇

22P

37P

申込先日本原子力産業会議・業務課

@読ユ勧灘廃棄物処理新展開へ
廃液や交換樹脂など主として低レ

ラントによって開発︑得られる圃

新しい処理技術︵方法︶を実験プ

二十分の一と樋めて小さくなるほ
セメント圃化法によって処理しド

ベルの放射性廃薄物はこれまで︑

セなカ

蟻

・

度に小さくなることがわかった︑

覚

︾諺

化綴禦峯法琵蕎騒讐行ない︑これをビ季メ
ヶ

蜘

10P

14P

東京都港区新橋1−1−13

薦驚欝誠鍵扁麟擁ド

〜

11P

商業運転の経験

1973年10月15日〜17日、イタリア

譲監

︐

黛・

31P

2

ltaly

Ocち15〜17，1973，薮re縫ze，

長瀬ランダウア発足
ラム衝路めにして保管廃簗する方

ざ

κ薄

ヒ

蝋辱
圃

38P

総

コンピューター処理を導入

等
鰹

15P

現義連転中の発電所の

e蚤重散F◎聡麓◎麗C⑪圃《｝聡E§§聡e鮮∋￡

・介してみよう︒なお︑再処理に関するシンポジウムの内容は

一

変化の多い騰勢に常に二三の反慮

11P

1

ス

日

スイ

スウエーデ／

イタリア

ソ

ドイ

フランス

mo

第5回フオーラトム大会会議資料

た︒本轡では激ず︑ウラン麟縮問題を鹸じた購纒の概要を紹

だって政治的な課題と思われるものは︑①第四濃縮工場に関する※

くると︑この間懸に限らず︑自主

を示すことができるように︑浅内

イギリス

本

（総括報草書）

ﾝ計および経駄

Rep・rts（国別報告譲｝）

鐸at犀・nal

1㎞麟麟

マ

テ

．

セノノヨノ

フィルムバッジの新会社

1環

原研のビチューメン固化酸齪

亭

ウラン凝縮をエネルギー薩糞の一環として薦めるに当って︑どの

今日の時点で大切なことは︑こ

技術灼欝欝技術というわが国の伝

の体制を難くととのえることであ

・撫翻畷繍

病

術を弄物出費しての禽弁難業が狼

のように櫻雑な問題としてのウラ

国際協力を逓じて︑擾期安定供

統的テーマの表明であり・以糊か

ろう︒

繋癌

力

原

﹁ソ遠憲り﹂︑﹁資源園窃り﹂の

いになるであろう︒また︑動燃禦

ン戯縮を正しく掘糊し︑海外の悩

が示

いずれの秘策をとるのか︑またそ

業団が進めている還心分離のナシ

撫態藪動

してくれたのは﹁エネルギーは政

れらの黒み噛せを麗ぶのかは・当

給を確保すると口でいうのは簡単

術政策の基本にかかわってくる︒

らやか濠しくいわれている科学捜

急蘇蕊ジ

撫諏灘

昨銀秋からの

治である﹂ということと︑﹁資源

Pの伸びの想竃から︑一ハ八五琿

だが︑海外合弁灘業に参朋するこ

報鷺爾い精度で入手し︑分析し︑
然︑臼本即身が決めねばならない

に石抽を七触五千万㎡超輸入する

と一つを例にひいても︑機蟹保護

ヨナル・プロジェクトと対比して

は技術である﹂という二点であろ

園武を描いただけではだめで︑憩

う︒離蕎については︑単純にGN 間題である︒

拠︑アラブ樹り政策を言明するに

凹

（6）
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臨時企画室を設置へ

力行政に深い不僑態を抱かせたこ

れず︑つねに後孚にまわって原子

︵仮称︶は︑地元問題や地域政策

9

ひきつづきご愛読くださいます

じますので︑鴫偶こ蟹察のうえ

三菱金属鉱業株式会社

購読料改定

三菱i璽工業株式会社

・

詑

ようお願い繭しあげます︒

購読料︵郵送糾共︶

三千円

七＋円

総力を注いでいます

件の後始宋が一段落すれば早汝に

また臨蒔企画整は︑瑚在︑立地

のお願い
原子力塵細川闘は︑昭和四十

一部

三隼以来購説料を据えおいてま

一年分前納

なお︑長期購読即の場△口は︑

いり隣したが︑醗況の藷情勢か

璽改時まで現行料金のまま据え

ら︑六無間にわたる現行定価を

いたり象した︒このため︑来た

改定せざるを得ない状況にたち

おかせていただき象す︒

気中での高温腐食訟験を行なう仔

プ破断試験および︑ヘリウム雰囲

ぞれにおける長蒔聞高応力クリー

摂氏九百度︑千度︑千五十度それ

めの在来含金一〜二種を用いた︑

五つの会金および︑比鞍検討のた

発﹂では鉄基二︑ニッケル基三の

行なう︒﹁超附熱欝金の研究闘

発︑不純物除去装醗の鍵盤なども

緊急遮断弁およびバイパス弁の闘

のため︑水紮透過現象の研究や︑

熱入力遊國の麗癸および断熱シス
．テムの閥発も行なう︒安全簸確保

発のための塾礎試験装躍︑三MW

どを行ない︑サーキュレータ⁝聡

験的に確総する構造モデル試験な

解析の麩礎式および解析等法を実

葛精度化を進めるほか︑熱弾塑剃⁝

購藁団謝画醤理部長に就任した︒

は十六日付で動力炉・核燃料開発

禦発令を行なった︒なお︑都築氏

次長を同課長に併任する︑との人

が決定するまで伊原義徳原子力局

の辞職を承認するとともに︑後任

原聴力局の都簗蝿動力炉開発課長

科学技術搾は三月十五臓付で︑

科技諸人纂

動開課長に伊
原次長を併任

日本原子力遼粟会議

る四月から購読糾を左門のとお
︑り改定させていただきたいと存

驚

ず

勢などを中心に恵見の交換を行な

翻葎興蔑に木下麗雄日立趨船劉往

か︑加工性や金属組織変化︑高温︸

⁝

引張り︑高温衝騒などの各種試験

﹁鎮魂断編材料の研究開発﹂で︸

は荊年度に引続き︑石英ガラス系

二種を対象とした断熱材について

およびアルミナシリカ系緋鞍状の

ス製造装躍の研究閣発﹂では水蒸

の基礎研究を継続する︒﹁還発ガ

ロット・プラントの設計灸件商調

め︑綴本設計に着手するととも

界の三菱

も発足させたい蕩えだ︒

難打開簾として国金に上間され︑

城整傭法案︑電源開発促進税法案︑

審議中の躍源三法案︵電源周辺地零9

電源開発促進特別会翫法璽︶が成
立すれば︑圃三法が通崖省との編

の瑠務局として︑これらの運用を

綴であることから︑科技庁サイド

め臨將企画塾の予騨は一般庁惣の

行なうことになっている︒このた

ほか︑特別会謝の照務費でまかな

いずれにせよ・従来︑科技庁に

われる︒

は地元問題や転置政策を黙従的に
扱う部局がなかっただけに︑今圓
の臨時企画塞の設鷹構想は︑作ら
ざるを得ないという側面があるに
せよ︑積極的な姿勢として結露さ
れる︒今後の誤題としては︑地元

設麗の時期については︑当初︑
二月一田を予定していたが︑日本

力行政へ反映するか︑ということ

の凝望を興体的にどのように原子

砂

雛ﾕ

およびリスク負担範囲③外国との

の基本的な構想②民闇の開発貿標

の︒この日の会台では①開発体練

小繋会による豪勢に入ったも

本的な考え方を打ち出す悪熈から

民間としての第二船以降に臨む基

籔

デ⁝タねつ造鱗件が起きたため︑

になろう︒

分析化学研究所の原潜放射能測定

延期されたいきさつもあり︑同禦

第二船問題の検討へ
運営方針を協議した︒原子力第二

ｴ産華船懇小委が初会合
﹁むつ扁以降の原子力船開発路

線の方商づけ作業を行なう原魔の船以降の開発については︑原子力

の一応の方針がうたわれているも

からの方向づけは課題として残さ

のの開発体制︑資金︑技術的側面
技術協力の場舎の自主開発塾本姿

小委員会は︑昭和五や無度予騨

った︒

でに約五回の会合をもち︑問題点

れた蒙まQ一方︑昨秋来の石目価

を整理︑申間報告にまとめる予

格高騰で︑大型船の原子力化に十
分な採簾性が見込める偶勢となり
万六千KW︒臨界状態を維捺しな
米︑独を申心に盛り上った原子力
験を行ない︑順調にいけば今月末

きが︑技術協力︑出入一間題とも

った︒

長︑黒川正典臼本郵船常務が淡ま

N度の計画固まる

このため・原子力船懇談会は・

からみ︑注目されている︒

に方針を反映させるため︑六月ま

船開発気運は国際的な広がりをみ

委戯長に福田久雄商船三井会長︑

定︒なお小委興会婁畷は十七名︑

がら︑今後︑原子炉の各種性能試

せている︒こうした中で原子力船
から試運転に入る予定で︑八月か
ら當業運転開始の副子だ︒

高浜原発は特旨一︑二目に続く
同祉三番目のもので︑規模はすで
に運転開始している他原発に比べ
てわが国最大級︒関電はこれで約

計姻によると︑四十九奪度の研

原子力製鉄研究
通産省工業技術院は四十九年度

究關発號は総額八億八酉万円︑こ

工技院

予算政府累で﹁商温還元ガス利罵

千万KWの怪童設備を保旧する
ことになるが︑さらに水・火力を

の電源開発が必要とされており︑

含め今後三唱間に約千七首万KW

とくに原子力では高浜二選︑大飯

百万円は原子力製鉄技術研究組含

研究者発話画のうちで︑とくに

ーーなどとなっているQ

に︑ベンチリアクターも試作する
荊琿度設定した解析プログラムの

﹁白磁黙交換器の研究開発﹂では

への研究婁託蟹となる︑

ピッチのガス化試験を行ないパイ

迢纒S万円で︑残り六億六千九 気改質装醒の開発を進めるほか︑

のうち開発費︵金桝研分︶は一億

ゆる原子力製鉄関係経塚が概算要

による置接製鉄扁技術研究︑いわ

なお関電高浜一驚は今麗欝業運

求を大難に酌減されたことから︑

一︑二弩などが建設中だ︒

転開始の予定だが︑これと根前後

その後︑研究内容の慰み轡えなど

った︒

り︑大蔵省と調整に入ることとな

糾t︑中部醒力浜隅原発一華機 を急いでいたが︑このほどほほ固

してわが国では策蟷福厩第一原発

一運転開始となる予定︒

舞書なう計画・

原争力船懇談会小欝欝会のもよう

あなたの三

原子カプラントの完全国産化へ

行政への具体的反映が課題
嬢︑予郷面の搭躍をとって︑正式

二躍されるが︑五十奪度からは法

なっているが︑科学技術庁はこれらの地元問題に対旨して︑適切な原子力行政を進めていくため︑近
な﹁諜﹂に昇格させたい考え︒室

昨今︑原子力発鰍所など原子力施設の建設・立地は︑地目問題の紛糾によって著しく園雑な状況に

く門臨時企画蜜﹂︵仮称︶を発肥させる育劃だ︒同着は︑地溝問題や地域政策などを欝欝的に取扱う

題を契機に激化の一途をたどるよ

とも大きな妻壁の一つとなってい

などに響從的に取り組む偽ので︑

従スタッフにする方針︒

鱗も十名前後を予定しており︑他

上りがらの膨欝︑慈愛の問題愈識
嚇

法︵地欝整備法︑開発促進税︑岡特別会計︶が成立すれ

わが国の原子力発駆所をめぐる
の蕩まりなどがあげられるが︑一
︐藩︐

ほか︑現在︑國会に上提されている電源＝

反対運動は︑その実用化の進展と
方︑科学狡術庁や通酷省など国の

うになった︒最近では原子炉自体

る︒科技庁内部でもこのま家では

で問題ことに処理されていた地元

初夢合を開き︑今後の検舗命題︑

原子力船懇談会小委員会は＋八日長目会の長期謝画で

噂講

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

謙との併任を避け︑できるだけ導

ともに玉顔化してきたが︑とくに

の安全性や儲頗性など工学的技術

原子力行政が行き繁り︑ひいては

券力局次畏一人と数名のスタッフ

同蜜の設置によって︑これ課で原

懸灘

問題だけでなく︑地方政治や地城

わが團原子力開発に璽大な鰯を残

森山科技庁塁塞も早慧に地元聞題

問題も・絶佳飽に初めて取り組ま

れることになる︒当面は酬令によ

民間主体

る﹁窒﹂として原子力周政策謙に

遠耳一11i
罵浜町田ノ浦で照十四無十二月か

鰹

幣

三菱蹴機株式会社
瓢菱商瑠株式会社

高速増殖炉プラント

緊急炉心冷却四温︵ECCS︶問
地元問題への対応が適切に行なわ

開発問題なども反対理由にからん

してしまうとの危機意識があり︑

ることになった﹁臨購企画塞扁

このため原子力発蹴所の建設・立

で︑複雑な地元間題にまで発展︑

地はいずれも困難な橘勢に陥いっ
の打開をはかるための高麗を取る
よう指事していた︒

ミ

ら魑工︑建設を進めていたもの︒

巻町

先慈国の一つ田本の第一語への鋤

加圧水型軽水頓で︑出力は八十一

剛

@
@
@

ば・所響鑓務の一つとしてその運用も行なうことになる︒

森山畏纏

ている︒

このような隠勢になった習醗に

一

@
一篇電力柔根原発がそれぞれ嘗単

〜二

﹁一

網頭霞力の筒颪原子力発葬所一

8月から営業運転開始へ
二機が︑十脇日午後一時五分︑臨

49
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襯
わが国最大級の規模

高浜原発は同祉が福井県大飯郡

界に達した︒

一一

関電高浜1号が臨界
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ことも多くはなっていたものの︑まだ石

ネルギー国薩化が舗じられる

た︒代薔エネルギー關発やエ

ことを穣嘉した人は少なかっ

が切鍵な状況に追いこまれる

まで・エネルギー問題が迫ってきてい

行して︑いまや国民一人一人の総身に

間題はその最も墨水的な価櫓の問題に移

減に関する舗謙が多かったが︑今や石鎌

が始まったのが昨年の秋︒妾初は騒的削

核燃料サイクル上の選択と戦略︑核融舎

安全性とそれを支える研究はもちろん︑

いまやむしろ総懸なものとさえいえる︒

原芋力に諜せられた使甜の璽大さは︑

ろうか︒

参麗したのは︑この億機感の証庄でもあ

を禽めた獲期的炉難問題︑平常時放出や

る︒

えなかった︒

廃懸物の万全な処理処分︑そしてこれら

謙題

ネルギーの醗璽さについて人類の生存︑
に野川づけられるまでには︑随分と長い

な混迷状態が︑新しい平静な秩彫ある姿

発を前進させるために︑多面的な取組み

るように﹁早くそして磯実に﹂原子力開

鰍沢金擾もその所感の績びで述べてい

としてわれわれの目萌に迫って

れ一つをとっても︑おろそかにできない

けとした圏民的舎愈の確立一1︒そのど

ものではなく︑多面的な努力と萬価な代

もはや︑エネルギーは璽めば簿られる

癌入手騒の漸幽なら可能とする認識は拭

大会によせて
望欝
三月五日から七日まで三臼闇
川にわたる第七罎原薩年次 大 会 が

展⁝終・た・難・その漿の魑
そうした申で︑原産は︑人々が今属享
受している文化・文明がエネルギーなく

を捉えては︑これを閣確にし方向づけを
してきている大会だが︑爽はこの一年悶
しては成立しないこと︑そして化石燃料
が︑根本的に︑しかも累急に︑発想の転

を支える窟・罠の体制︑全き理解を嚢付

ほど︑その苛蝦となる原子力瑠傭が︑い
躇代からの脱脚に原子力はどうしても必
換を求められつつある︒

償を支払って入期するしかないものとな

やわが国全体が︑慧激な変化を経験しだ
璽である︑との翻識に塾ついて︑新体制

ったが︑それに蠕を発してあらゆること

ことは︑これまでなかったのではあるま

もちろん︑原産自身もこの一庫の間に
国罠生活の維持という原点から再製識す
苦しい遊興を辿らなければならないだろ

を必襲としているのが︑今日の原子力憐

いる︒

大きく体制改革を行なってその役劇の拡

る新しいエネルギー観を求めたのであ
う︒そして努力次第ではそこに到達でき

勢である︒そして︑原欝欝次大会で提趨

今日︑矢つぎばやに発生してくる魯々

大に対処しつつあるが・思えば︑その体
る︒そこから﹁三座は︑いかなる慶藁︑
るかも知れない新しい秩序とは︑その根

への発想の転換を打ち出した︒つまりエ

制改革への方向づけを明らかに示したの
企簗をも一切禽財を勉括した︑醐い公共

されたことが・これからの一庫でどこま

いか︒

が昨無の第六回鎌次大金であった︒

底には・やはりエネルギーの安定が娠何

ではどんな状況でそれが現れるだろうか

性と三会性を持った性格であるべきであ

当時︑アメリカはニクソン大統領が教

今回の原論無次大会は︑語漏的なコン

原子力界を兇守る国民の醤も︑いよいよ

で逓展し充実するか︑来たる第八回大会

センサスを求めて﹁エネルギー危機の申

厳しいものとなろう︒

に粟されるかが控えている︒

して︑これに則した体制改軍が逸められ

蜜でエネルギー危機を鋭き︑OPECの る︵橋本薗代表常任理購の原塵報告︶と
動向にも人々は注冒しはじめてはいたが
た︒

における原峯力開発﹈がその基調として

このため︑分析研にかわる薪分

ら約八千万円を隻乾することを︑

政府は本玉痩政府予騨の予備費か

一日の区議で決定しだ︒

漫初は民闇法人︵財窟法人︶とな

人にしたい蓼えだ︒

≧

〆ヨ

いわゆるツンシャイン謝画実施に

り太陽エネルギー︑地熱エネルギ
ー︑石炭のガス化・液化︑水礪エ

術と︑これらに伴うテクノロジー

ネルギーの四つの新エネルギー技

・アセスメントに関するものが鴛

臼斌原子力塵叢巌識

の派趨する﹁原子炉熱

︵団擾︒上田隆三原研

利屠關運技術調査書﹂

三月十六日牛後羽田

理翻︶一行十四葱が︑

同調一団は︑原醗が︑

向かった︒

原子力エネルギーの衡

効利屠方策について審

議を逸めている原子炉

多農鮒利用懇談会の今

後の検酎に役立てるた

め派趨したもの︒来観

での﹁幡羅経済マイア

に出腐後︑四月六日ま

ミ・エネルギー星野﹂

で約三週闘にわたり※

留筆技術についての研窯開発の理

関を懇懇︑原子力エネルギー有効

状と将来謝画︑エネルギー原子力

化の兇撫し︑醤来の国際協力など

調査鍵盤は次の樋り︒

の調室に当たる︒

若松溝驚

▽圃擾上田隆ヨ▽翻隙憂中

︵工技院︶︑鈴木騨二︑擬騨健蔵

臨武徳︵石播︶▽躍餓

︵エネ研︶︑細井祐三︵新臼鉄︶︑

以止来国班︒荒巻鍼暫︵三藝璽

︵醸立︶︑平池梅︵川崎醗工︶睦

大森敏二︵巴甕麗工︶︑爾砂常毅

どりとする謝薩で︑受託士長蕎は

尉黙の成立を濠って正武契約の段

購榮︶︑村田欣也︵原藍︶11以上

︵臼揮︶︑深井僑造︵日本原子力
院サンシャイン翫画担嶺濠で蜘込

圧蒸留をくり返して一％削後まで

蒔にクロレラを除去︶︑さらに減

ぞれ二回開くことになり︑受講生

かけ基礎︑鑑識両謙程壷皿をそれ

円︒応長締切は四月二十七日︒踏

騨鎚人鰍は十六犠︑受講料は一万

菰月二十七囹から六月五臼までで

ィの技術を習簿させるのが目的︒

としてミクロオートラジオグラフ

薬学など研究・技術面を対象に主

開かれる︒蔚暫は生物学︑医学︑

線源︵第八十二回︶の両コースが

オグラフィ︵第八十一回︶︑密封

﹁騨門二塁﹂では︑オートラジ

欧弼班︒

原研・R一戸動物

の受講生募集

基礎・専門課程

まれるよう墾んでいる︒

来たる四月十五日京でに工藁捜術

工︶︑森本時央︵羅発︶︑山口尚

象︒國会で審議中の来駕慶予白雪

国︑欧娼の二班に分かれて関係機

濡

が︑放医研や理研の分析機盟は通

俸う研究開発婁託で広く民闘三蓋

﹁新エネルギー技術研究開発﹂1

常の研究に使用されており︑新た

簿から提案を求めることになり︑

トロメータなどの機罷が不可欠だ

な分析鍵務を行なう余力がないた

公轟を閣始した︒

≧

二十陽時閲で○︒一％︑四十八晴

今回の研究開発婁託はさしあた

め︑予備費でこれらの機器を購入

なお︑田塞分析センターが発毘

することになったもの︒

しても︑クロス・チェックの悪味

から分析業務の一部を放医研と理
研に残すことも検酎されている︒

研究開発委託
で公募を開始
サンシャイン醗画
還産省工業技術院はこのほど︑

ヨ

四十九年慶から新しく発足させる

タとともに報告されるが︑二次二

ヨ

放射性肝臓の分析にはゲルマニ
ノ
ウム波高分析器やベータ線スペク

で︑培盤液申に○・〇一％の割で

光をあて光分解を促進させるもの

上の懸念のない安い漏水製出方法

解が進むにつれその譲慶を増し︑

含まれる璽水は︑クロレラの光分

原子炉誠遠野に使われる墾水は

閣でO・二％と︑もとの十一二十

w会で成果発表へ
現窪翻際的な供給不足︑製造コス

簡に濃縮される︒この生物学醜プ

トが覇くっくこともあって米︑加

日本原子力敷盤所ラジオアイソ

以上という抜群に画いクロレラの

を筆答している︒

一万回転の磁心分離機で凝縮︵同 トープ研修所は︑五月から六月に

光合成能力と︑光禽賊の段階では

気分解で西水をとりだす方践︒

濃縮したあと︑在来製法と同じ虫

市村教授とクロレラ工業の研究

常客が光分解するのに反し露水は

グループは︑普通の緑藻の二十悩

期待の大きいクロレラ︵磁細胞緑

︵分析化学︶を中心に﹁日本分析 その銀水を乗来の隠蟹墨晶として

光分解しない聡実に箒目︑クロレ

で取り引きされるほどの轟価品︒

藻の一種︶の光合旗を利購して作

などの市民では館濁り二万円面目

ロセスを経た灘縮壌盤液を毎分約

として今後脚光を浴びそうだ︒

ロレラエ粟

遣出大とク

クロレ うから重水を

≧

一方︑同センターが難足するま

ヨ

を行なって︑二二立機開の特殊法

るがいずれは法嬢や予臓薗の四達

務に必疑な機器を購入するため︑

とになっており︑これらの分析業

究所や理化単研究所に婁託するこ

懸定的な楢圏として日本原子力研

での放尉能測定榮路については︑

＝柳＝＝鱒＝一曽＝＝一＝＝輸：＝コ一＝一＝＝循一＝ニ＝累＝＝＝曽＝＝一■＝＝＝謝一＝一＝＝＝一＝＝ニ一轍＝＝＝暉＝闇一繭＝＝＝＝柵＝＝＝＝一＝輸＝一一禰：■＝冨一一二一禰竃一山＝＝：鞘＝鼎＝

羅および価格についてのOAPEC攻勢
選ばれたが︑例年以上に︑多くの人々が

そして巾藥戦争を契機として︑一滴の

わが圏では一般には︑米圏の冠機嚥を作
られたものと幽する人もあって︑その不
気味な胎動から︑こんなにも早くわが国
二卿＝＝槽＝＝＝＝■一謄二＝需＝一一＝鱒＝鴨＝＝＝＝＝＝罹：零讐一鯖二＝

﹁設立準備室﹂が発足
願麗当面の分析業務委託
科学技術庁は︑原潜放射能測定データねつ造覇件を駕した日本分析化学研究所にかわる新分析機関

として﹁日本分析センタ⊥︵仮称︶を殿立する万針だが︑間センターの興体鮒な構想と設立藥慷を
行なうための殴立華備蜜が中五日に発騒した︒一方︑岡センターが出来るまでの闇︑当噸の放射能測
簸鍛務は日本原子力研究所や理化学研究所に委託されるが︑これらに必要な分析機器を購入するため︑
本年魔政府捕鯨予備蟹から約八千万円を口出することが︑三月一臼の闘議で決建された︒

析機蘭として︑浜口博棄大教授

取り消す愈向を決めだ︒

でいるが︑データをねっ醜した日

全庁をあげてこの閤題に賊り組ん

部璽・武安霧務嘱望︶を設置して

与えた原潤放射能測定データねつ

各關係方面に深刻なショックを

遊鵬件の窮後処理と今後の玉簾を

センター﹂︵仮称︶が設立される

るという盤界酌にも初めての舐み

本分析化学研究藤の行政処分とし

方針で︑十五日には同センターの

隣町源コースは︑技術薔養成のた

翼倣的な欄想のとりまとめと︑濫

餓気分解の旗雛灘臓が錯書にな

﹁基礎課程﹂はラジオアイソト

校一無︶の三名が巖優秀︑松囲蘂

ラの光合成過程で培獲液中の鑑水

めのもので︑必要な基礎知謙︑六

が︑欝山大学とクロレラ工業︵板

ープの駁扱狡術について虫として

立の藩翰作業を行なう粕設立躍舗

習を通して習得させる︒七月一日

合技術および笹理技術を講義と翼

代子さん︑小鵬二目ら八名が佳作

いおよび利用のための璽礎翻偲が

を濃縮するのに成功︑従来の麺水

コストを大名に削減できる鎧通し

波俊太郎祉撰・本社策票都魅区大

ン愚論の河能性を晃出したもの︒

製語法から数＋％のコスト・ダウ

にそれぞれ入選した︒原子力広報

門︶の共同研究で実を認んだ︒成

三→二名︑受講料は一万五千円︒

から岡十一日までで︑藤興人醐は

っているため︑製造に占める電力 爽習を翻し一般的知識と安全取扱

果は東北大学で開かれる昭和四十

国醜で︑第百二十一圓を五眉七日

察﹂︵和朗久趨難局擬︶が発驚し

日本分析センターは七月一臼か

から闘三十臼まで︑第筥二十二回

た︒

ネルギー﹂をテーマに魑校生から

だ︒クロレラ堰盤の企業化例から

遼絡協識会が﹁豊かなくらしとエ

﹁放射能監視対策推逸本部﹂︵本 て︑近く・その財団法入の翻斑を

講じるため︑科学技術庁は規在︑

が最優秀に入選

吉田さんら六名

高校焦作文轟藥

みて︑大型密閉ガス裾環方践など

らスタートすることをメドに︑設

来・英など九力國の外業特罫と国

作文を藤継したもので応勢総数は

九庫原子力学会年金で︑三月三十

として箋施 さ れ た 轟 校 生 か ら の 作

︸日﹁単細胞線藻による生物学的 内特解がこのほど公開された︒

三二︶まで︒

応募締切は六月一日︒受謂串込み

立作簗が謹められているが︑欝欝

爽験は︑水槽中のクロレラに炭

はいずれも三月三＋瞬︒

を六月三巴から︑同二十七日目で

百七十六瀦であった︒入選暫には

霞水濃縮法﹂として︑竈山大学工

み︑キセノンランプで篤視光城の

酸ガスとアンモニアガスを吹きこ

の採雨で効鹸化すればこの方法の

文騨興の結 累 ︑ 吉 田 敦 子 さ ん ︵ 轟

は放射能分析だけを簗務内容とす

光台成時聞︑ガス濃墨などのデー

学部の総門昭二教授から︑水湿や

の学研膨所︵躍酷策票九四四一四
る予定︒守殿は技術蕎を悔めて五

と騨細問い議せは︑索京・本駒込

科学技術庁撰禽臓︑鎚酪︵麟賂券︶

十名程度になるもよう︒また発足

開く︒それぞれ野々五霞は三十二
などが授与されるほか︑原子力施

工溶化も可能とみられており︑今

騎市立女子 愛 校 二 年 ︶ ︑ 上 田 暫 懲

設冤学に招待される︒

﹁原子力 の 日 ﹂ 三 盛 行 印 の 一 環

羅撫養警霧謬輪
1藁螺叢讐蕪縫i

蔽誘継奮翻撃同騨1
名で︑受講糾はこ万円︒応舞締切

君︵愛知興醒園丁麗西萬校一年︶︑

浴

も

大谷省三編

ポスト石蔵の本命として脚光をあびている
線発は︑はたして安全かつ 大規模な開発
剛画の現杁や対米従属の開発体制︑度曝な
る雅故の失態などを衝き︑安全な道を問う

⑤真下信﹇

〜哲の社会的真仔を訴える

780円

入間にとって朴学とは？入と程学のありゐ

科

O

B6判／800円

原子力発電を
どう考えるか

二

．O

◎細谷英吉・大村裕編

麻薬と入間

メスを人れ︑その全貌にせまる

800円

現代制会に根引く裏食う麻薬に最新科学の

障害者と人権 幼児の望遠と

保育 悪騒湖の動態 エネルギー問題 他

政治と宗教

鰯織 酎

東奈都荒lll区國喜連里5遭一8τeL（803）3131（大代裏〉

⁝圓

三美翼翼株式会社

⑤三宅泰雄・中島篤之助編

霞属の鎌幽静譲

限りなき創造とたゆまざる努力を・・

人間・科学・科学者

一

鴨

クリエイティブ

未来に挑戦！

岱G3（591）目li

二＝

曙塁

東京・日比谷〒100

糊

〜
後が新盤される︒

衛杏美智子 さ ん ︵ 川 内 純 心 女 子 醐

昌
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一層の安全性を確認
Nを目標に商用炉導入

燃桝プラント︑軽水型原子炉と違

リング︑設計および製法農務を担

は当初ウラン鉱石で六万ナ︑一年

原子核再

あるバーンズ＆ロー社は今銀一月

ーンズ＆ロー祉は原子力蒸気供給

当するQなお︑PMCとまだ契約

ッシング・ウラン鉱山ほ︑今葎十

月に採掘を始め︑一九七六無七月

後には十二万ナに引上げられる予

し

ﾌ原子力♪曜馬ヲ

設のアーキテクト・エンジニアで

︵PMC︶と契約を結んでおり︑

系統を除く盆プラントの概薄身設

する燃料に二二するエネルギー消

を生産する技術の研究関発を進め

颪五十億立方摺の舎成ガス︵現在

昨無の一千五酉四十万耀を越え︑

い環境に克つ

プロジェクト・マネージメント社

ぶなど︑建設体制強化を図ってい

下講けにホルムズ＆ナーバ社を選

る︒PMCと異体的契約を紬んだ

で魔力を生了することが可能であ

謝を含め︑建設受理︑エンジニア

いて二番圏︒同契約によると︑バ

のは︑ウエスチングハウス社に続

る点をも強調している︒そして︑

って︑値上げ率の低い燃料コスト

この結渠︑増殖炉はコストが醐押

澱形体から脱歯する司能性を避求

エレクトリック︑アトミック・イ

を結んでいないのは︑ゼネラル・

一万︑現征計画が淫められてい

ている︒この捜術の工業化によっ

リカのスワコップムント近郊のロ

lll
に発注︑建設されねばならない︒

の儒頼性が立羅されたならば早急

一顕ロンドンで︑﹁増殖姫は︑そ R︶を便胴して石炭から禽成ガス

うな炉コンポーネントを製造する

は曇霞提蹟の他に︑圧力容器のよ

結んでいるQまたコンパッション

社は一九七二無に技術交換協定を

の︒コンパッション︑KWUの両

子力発鱈所を建設しようというも

提供して︑将来︑英国に軽水型原

るLMF8R実証プラント一穆ン
建ターナショナルのこ社である︒

一米コンパッションと西独KWUが共同一

英国にPWR建設を

報告懸では︑珊殖癖はそれが消

︵核分製性プルトニウム︶︑化石

聞するよりも多くの燃料を生産し

来麟原子力婁燭会︵A獄C︶は三周十五臼︑鰻纒兜プロジェクトである液体金属高選挙殖炉︵LM

であるとの縄目を出している︒そ

するものだ︑と揺馨している︒

FBR︶計画全般に閲する環境影響報告艦を作成したと発表した︒間報態羅の中でAECは︑一九八

して︑一δ二〇鎌までに商鍵運騒

た︒

七無謙でに商用化を臼指している増殖炉は︑環境的にも安金であり︑かつ経済的にも荷掻であるとの

米国では 次 代 の 原 子 力 発 璽 を 担

継舗を下している︒

う炉型として︑樋口炉の開発に巖

簗界は八兆がを投簸ーーにものぼ

に入る轡殖炉は五百五†駆一i産

の観点から環鷹導門簸を中心とし
り︑在渠原笹炉に比べ総発懸コス

璽鳳を率いているが︑その安霊性

た窟殖炉開発反鮒の動きが際立っ
トで五百解がの節約が可能で︑か

共周提塞によると︑コンパッシ

ンス協定締締を共岡で撮集した︒

宴Cセンス協定締結を提案
米軍のコンパッション・エンジ
ニアリング︑西独のクラフトベル

の天然ガス消籔眠の約米分︶を生

定︒なお岡鉱山の開発に当るリオ
出島するという︒コンパッション

昨無一月からの九か月闇の実績

昨蕉の小輩状態をもたらしたのは

いたものが︑無闘のトータルでは

は︑一昨卑同期の裟績を下回って

一千六百四＋万嬬という昨無の

零

しぐ
厳強

〒105君（03）431−5176（代衰）

祇●東京部港区新橋4丁島9番11弩

本

．

●

…

0

0

瑠野饗パπ7

@

ている︒特に科学轡の運絡機関で

あるS三PIはA建Cを槽芋どつり
四颪万沖までのウラン駈要鰍の

のτ︒ネムゼク部喪は﹁増殖炉に

豪た︑A露C原子炉研究蘭発部

LMF8R副諏の環境影響聞題戯
の少をもたらしうるとしている︒

て運邦控鱗院が昨年六月†二日︑

網羅を裁判所にもちこんだ︒そし

日することができる︒このため総

なぜならウラン燃料が一九八O年 て︑八0奪代後半には無闘颪億〜 から製錬を行なうという︒採掘羅

建設澱十四億嬬を投入して鍛初の

代に供給不足になるとみられるか

これは︑萸羅原子力泌去諏薄鼠で

施設を英圏に難耕するライセンス
LMF8R針薩には国塚環境政つ策
いては︑†分な研究開発を積み ク・ユニオン︵KWU︶の両社は ョンのPWR技術︵出力着三十万

力発電所を建設するためのうイセ

社︵NNC︶に翻し︑英国に原子発設計と同型のもの︶のどちらか

していない︒

万KW・PWR技術︵ビブリス施
原設はNNCとコンパッションがらだ﹂と藷つた︒
三月十一日からロンドンで関かれ

定︒

の他の採掘条件について明らかに
HTGRを八三葎に建設する予定

KW級原子炉︶とKWUの筥三締
＋結も提躍したものとみられ・圃

た腐速増殖炉功烈蕨に関する国際

では梱影隅くなるのではないかと

るだろうと予測され︑産業界金体

このほど︑英圏の原子炉設掛・建

一方・あるいは両方の製造技術を 筋によれば︑間施設で製造したコ

金識で︑勲労が明らかにしたも

なりの羅が八賭／酸の聴睡からは

設企業ナショナル・ニュークリア

ンポーネントの何剛かを来国に輸

ずされている︒こうした価格区分

︒テント︒ジンク社ほ禽有醗︑そ

晒する醗能性もあると承唆してい

用での試逸転を継続しながら徐汝

しなかった八が／哩のウランは︑

錐が行なわれ︑一昨黛に全く磁潴

がえは︑かつて八がで生産しうる

影響をもたらすことばないであろ

環境影響報衡搬が必蟹であるとの

禽うものである﹂とコメントし

05﹂︵V
に出力アップをはかり︑五月藤で

に全出力運転に入る予定︒PFR
は一九六六無に建設に強手したが

と兜られたものが︑今日ではそれ

みられていた︒

二千泌増加した︒ごの結果︑来國

を上圃るだろうという当局の判断

の八メ／纏ウラン蚤源は二十七万

法︵NE P A ︶ の 規 冠 が 適 馬され
璽ねているので︑環境に璽大な懸

作成を命じ て い た Q

判決を下し︑AECに澗報欝艦のうし︑かつ環境︑蜜盆基購にも見

今圓A￡Cが作成した環境膨 響

越⁝

國川

PFRが発電開始

の申でAECは︑磁獺炉は在来の

報告醗は五 巻 に わ た っ て お り ︑ そ

五月までに全出力運転へ

ネントの溶接でトラブルを趨こし

格納容器の天皇など主要コンポー

興團原子力公社︵UKA猛A︶

五千沖になった︒

試鋸は︑当周が昨春晃込んだもの

を反映したものである︒

おり︑この羅と鉱山業者が昨年一

総蹟は二万一ヂ沙であるとされて

最後の三か月聞に超こった探鉱活

昨琿の活動によって遍加された

門間に行なった引き渡し騒ρU3 よりかなり低い︒当詩︑関係五十

〈カタログ進呈〉

☆高圧ガス設傭試験製遣認定事藁所（認定No

217）

㊥AP［袈示認可エ場（600、6A、6D）
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圏

三

フ
プ

る放尉性物簸が少騒であり︑環境

軽水型原子力発囎駈よりも放出す

鑑騨

一︒

も一千五借万事髄の㎎千五颪万

た︒総建設躍は慰設灘初想定より

はこのほど︑ドーンレイのPFR
予定よりも二黒ほど発成が還れ
百発電を開始した

︵賜遡増殖原型炉︑出力二十五万

KW︶が三月﹇

ことを明らかにした︒今後︑低出

フェニックスが全

う︒

および9月にそれぞれ閉鎖
＊スタノダード・オイル・オブ。オハイオとリザーブ・

動葬化の波であったといえよ

ス。ノティのごr場（能力各1，（XXI㌧バi）は197噴15月

イ八酉五十万ほの試錐が行なわれ

駁x｝

正味の増捕分となるわけだが︑か

＊サスケハナ。ウエスタノのレイ・ポイノト、フォール

0︐換郷で一万四千沙あまり︶が 三企業の調査をした際には︑約一

1，珈
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〃
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フ
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出力運転開始へ
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フェニックス
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ール原子力センターの高遠増殖原

溝午前七時︑定格出力運聴︵ニナ

来脚における昨無のウラン探鉱
開発は︑一昨璋の実績をわずかな

がら上回り︑選岡原子力婁員会

生熊しうると黙込んでいる資源猛

AECがとりまとめたところに

は署干増加した︒

lwX｝
（クラノ〃鱗）

型炉

五万KW︶に入った︒フェニック
スは広覧八月三十一巳臨界し︑十
二月送聡關始︑漸次出力を引上け

ているが︑今憂までにはフランス

ンス原子力庁︵CEA︶が行なっ ︵へEC︶がポンド当り八二で

ていた︒岡炉の運転は引色︑フラ

8ドル／1b資源が2000㌧増
よれば︑曽爾は︑一昨曲譜り丁厩

躍力公社︵FDF︶に引渡される
ことになっている︒
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原子力専業の金
融機関設立へ

所矯コンポーネント製造︑福長ウ

アールワイン氏

運営総局長に

レイ米原子力姿員会︵AEC︶

一米AεC人瓢ー

ラン生廃︑ウラン戯評加工などの
諾企業に対し融資することを囲的
とするもの︒濠た︑原子力産業騨

絆

︵AECサンフランシスコ運欝禦

代理にはロバート・D・ソール氏

原子炉担当運営

務所長︶が野格した︒

☆

︻パリ松ホ駐在皿発園仏国蟷銀

☆

35P

☆

36P

40P

次長職を新設

37P

21P

行BNP︑クレディ・リヨネおよが必嬰とする資金をフランス帯場

14P

28P

たR・E・オリングスワ⁝ス前A アールワイン米AEC運欝総三

10P

20P

委員長はこのほど︑昨年來退職し

気心炉、新型炉および
ﾇ速炉の共節1役舗

14P

および国際金融市場︵アラブ︑ユ

6

療イ力発亀所と環境

ー篇ダラーなど︶で調達する塾長

申込先B本原子力産業会議・業務課

47P

一︑EDFの原子力発露謝画資び開聞金融襯蘭ラザール︒フレー

次長職を新しく設け︑遡嘗次築に

P5P

37P

EC運営総局擾の後任に︑ジョン 聖はこのほど︑原子炉握当の運営
・A・アールワイン氏︵運當総局

圏用原子力システム部畏︶を任命

した︒クライン氏ば研究聞発︑海

ミルトン︒クライン氏︵AEC字

軍川原芋炉および原題炉安盆研究

長代理︶を任命したと発表した︒

月から総局擬代理の職にあり︑オ

部の業務を蕾轄することになる︒

アールワイン氏は一九七一年工

リングスワース茂退職後は︑総局

炉心とともに再装薗炉心の見横り

るQ塞た︑入札については初装荷

長代行を務めていた︒なお総局長

近く第−号原
発入札招請か

炉を建設できる確実な国際経験と

5護P

64P

金については︑国家の融資や国際

を耐象とする金融機関G工FA④にも興り出すという︒

電験な課題となろう︒

ダ社に発注することを決めた︒な
お︑ネイルピック社はグルノーブ
ル工場を撚濁して・制御揮駆鋤藤
暇︑運転関係蓑鷹・チューブ・核

実証能力を浮する炉メーカーしか

そのため潜在入札競禽蒼も数える

対象にしていないとみられており

はこれまで慎爆に原発建設計画立

案を模籍してきたが︑その中でも

一一一﹁﹁﹁一営

圧力容器の安全性だといわれてい

一鼎一一一一

36P

25P

ルの三桜はこのほど︑原子力塵策
む

金融市警のローン提供を憂けるこ

OMEを設立することを決めたQ 今慢︑原子力発醒計画を推進す
岡機関の設立は︑政府のエネルギ
ー政策に沿うもので︑原子力発色

圧力容器製造

体制固まる
仏CG巳グループ

るフランスにとって︑資金調膳が

とになろう︒

一︑款しいエネルギー副画の中
でも︑価格の轟騰という要紫が含

るガスや石炭の平均値上げ率も︑

まれるが︑フランス国内で便用す

金の値上げ率とほぼ岡じぐらいで

鍛近︸閥・五％値上げした鍛気料

ある︒

る︒また︑CGEグループのステ

南アフリカのエスコム︵爾力供

羅所を建設するため︑近くターン

しかし︑エスコムは爽規換原子

給公社︶は・同国簸初の原子力発

も求められる見込み︒

グループのソジェルカ社はこのほ

イン工業祉は︑動力炉を除く機械

︹パリ松塞駐在鼠奨冒仏CG鷺 燃料製趣などの分野にも燃出す

ど︑サンローラン・デゾー原子力

一︑石蘭の消要羅を減らすため
政府はそれに議するいろいろな対

雛鱈所三︑四弩機︵BWR︑出力施設︑熱交換器︑一次回路などを

キー方式契約による入札を求める

爾アのエス筆ム

の目的は︑今庫の石油消極羅と輸

策および処羅を施してきたが︑そ

の齪造をそれぞれ受け持つことに

ある︒敷地はケ⁝プタウン北二十

る︒

26P

9P

仏首相

て︑原子力干鱈の醸入こそ︑エネ

を傘下のネイルピック社と伊プレ

三九十九万五千KW︶罵既力容器 さらにラトー社はポンプ︑弁など

近くサンローラン︒デゾ二三暦の

九十万〜哲万KW級のもの一貫で 二期的観点から問題とされたのは

とにより︑CGEグループのB騨
W型は軽水炉のみとみられ・嵐力

ないが︑エスコムが考慮している

もようであるQ詳細は明らかでは 程農であるという︒特にエスコム

入羅を昨葎のレベルに豪で制資す

籔が十〜十二億錫といわれている

万KW級原子爽鰍所一基の建設 圧力容羅の発渋先が決まったこ

なる︒

ることである︒

造能力を六〜八鑓から十八〜二十

四基に拡亦する必要がある︒一万

PWR12基を発注

謝螢と対外借款に頼ることになる

瞬以内の沿巌が候補に上ってい

31P

WP

8P

☆

供給の自立性めざす
今年鵬万KW6基着工へ
メスメル仏螢相はこのほど︑獲期エネルギー閣鰹の解決を図るため︑今年から来奪にかけて出力冬

百万KWの原子力発醗駈＋三塁の繕工を含むフランスの原子力発露計画を一嵩促進する悪露を再慶明
らかにした︒同酋帽は昨葺†一月二鼠︑石階不足に蠣を発したエネルギー危機に対処するため︑一乃
七六年以降︑フランス国内で建設する発電所はすべて原手力発醗に駈換するとの方針を打ち出し︑エ

一︑エネルギー資源の多くを輸

耐用相が︑テレビを通じての会

あろう︒

ルギー供給の自立性をもたらすで

入に依遷しているフランスにとっ

り︒

見で明らかにした概嚢は次のとお

〇無九〇％を目醸に躍いている︒

薙四五％︵五千万KW︶︑二〇〇

ネルギー源の輸く脱脚︑エネルギー供絡の欝立注を明らかにしていだ︒

今園︑メスメル酋欄が明らかに

學急に拡亮しなければならない︒

CGEグループも原発難設体制をのでEDFとしては︑政府からのR煙設体制が一応整ったわけで︑
建設に葱噛する︒

釧戦鋤樫芸測量転語いるQBp︑はこ慧
一一一幽﹇一厘一

取引婁員会への介入に璽点を躍

から州の公鐙官員会と連邦舐券

かだ︒

一一曜日冊認■一一轄需一凹一隔日

このようにみてくると︑原子 手に引受けるという︒これは個

…㎜

…25P

6P

ﾝ轟健設における遊歩

3

フ社︑4基の追加内示も
ロワール川摩のダンピエール・ア

ものとみられる︒

μヴ

一＝一一日目一四一：一一
即騨
謄 ■＝一扁謄．一︐二一一幽

力発艦の大医発注︑原子力転換々の発電所への介入が無理にな

婁員会は・反トラスト漸動の摘

調達の颪から賦力会社に圧力を

ると︑原子力論争もいよいよ坐

かけようというわけだ︒そうな

業悶題の本舞台に移ることにな

豪た技術担当グループのUC

る︒

炉メーカー

S︵タンブリン氏も参加﹀は︑

昨隼からの作業で

ープの関心が圧力容器の安全性

化プラントの包播ヒアリング︑

鼈鼈鼈黷

ブイレンソエ市にて開催さ

15P

本

日

ス

スイ

@ …
35P

32P

商業連転の経験

した原子力発電捉進山画によると

︻パリ松本駐奮鍛発︼フランス
一

麗金の調達については︑現在百
くρ篇＝﹇刷

3

の勢いの趨に︑環境グループの

抵抗もiiネーダー氏の登場ラ
にントの包括ヒアリングが中心

り︑AECの手続きも標準化プ
くという︒曜吏の古い証券取引

G

発で有名だが・BP工はこの産

抱えヒアリングで︑ヒアリング

を主宰するAS

籔発行の認可を醗止して︑資金

羅飾
のリスクを訴え︑株式や栓
環境グループも︑AEC発の

業活動のお霞付機関に︑笥子力

も拘らずーーここらが隈慶といになるという︑橘勢変化への対

雌︑ECCS︑カルバート︒ク

駕も問じ位の遊歴が予想されて う兇方が出そうだが︑放射線墓応と蔽えるだろう︒

おり︑理窺グル⁝プにとって︑

あれはA8Cのお

門門ヒアリングには見切りをつ

幡羅は果たしてなくなったのけている︐

リフス判決のような︑爾甥的な

か︒環境グループの側は︑ネー

転機鯉鞭繕蕪織

技術メンバ⁝は

と報道蹴されてい

が見落した全く饗しい技術悶題

を発見した

と轟速増殖炉に向いていること

と笛ってい

33P

30P

2

出力各日万KWの原子力発織目 を

今笙ハ塾︑来四七塁魑愉し︑その

ン近郊︵四基︑ユーロディフのウ

電力公社︵EDF︶はこのほど︑ ンビュルリ︵﹁墓︶︑トリカッサ
フランス政府の原子力発醒所建設

郊のグラブリーヌ︵三暴︶︑ポー

ラン濃縮工場用︶︑ダンケルク近

建弱齢総額は百三す鰹藩にのぼる

醗画に銀づき︑仏クルーゾ・ロワ

という︒これら†三墓の総発電設

DF︶の一九六二葺の総巨獣容騒 ール系列のフラマトーム社︵来国
ル・ラ・ヌ⁝ペル︵二裁︶︑ジロ

備容羅は︑フランス自力公社︵鷺

のウエスチングハウス社が四五％

基︶︑英仏海峡のサンバレリー・

出資︶に百万KW級PWR型原ン子
ド川罎のペック・ダンベス︵二
力発餓所十二墓を発渉︑さらに囎

偲々の発羅所の姦謀可錦鯉への

五讐．﹂しの米国の環境諭争も

介入は︑労力や斑金の点で麟実

どうやら転機に差しかかってい

の転機が骨面化した駕と欝え

上不可能になってきた︒
そのひとつは︑昨年中に運転

数え︑遮転出力がニヂ五

︵全出力︶を認可された炉が十

b

穏乃KWに屈したこと︒このこ
とは環境グループの戦術にも影
響を与え︑今年の運鋤図標がこ

と︑環境弁護士のD・

その上に︑磁器紹介したようダ⁝登場以後の精力的な作業が歌謡に安全閾題を究明する能力

罎も効果があるのは裁判︑つ

アリングはダメだ

ネーダ⁝氏の登場は︑環境グぎは米講会での鉦醤︑諮認可ヒ
ル⁝プの統一を促進した︐その

26P

24P

れました、第5回フオーラトム大会に於ける第1〜第6セソショ

に梱嶺する︒また︑七六無以降毎
年バ〜七塾の原発鰹設に慧手し︑

三三旧師三三三三

アン・コー︵描記︶に決まってい
る︒

る◎

HDFはすでにCGEグループ る︒昨年はいろいろな颪で・こ
に対し︑BWR二星発注︑六暴発
注内添をしており︑今回のフラマ

トーム祉へのPWR発注と舎わせ
ると︑金謝で発注が十四塾︑発注

の方剣をはっきり打ち出したわけ

内承が十基にのぼり︑原子力鰹先

しかし︑これらの原子力発煙謝

れらの炉の運転悌止一得町取

消しi1に向けられている︒米 な飾認町手続の改蕉−簡略化ようやく終り︑それに基づいてがない

原子力嬰納会︵AEC︶に再審i⁝作業が逸んでいる︒これが 薪攻勢をかけようという態勢で コメイ氏は雛評している︒昨俸 るQその内容は不明だが︑グル

舞台であったヒアリングー⁝建

成立すると鈴舶のはなばなしい窪だまだ手綱をゆるめる気配は来日したA・タンブリン氏も

今

ない◎

あるいは取消しを要求し︑容れ

腰が伸び切った

は知られており︑それらと糠準

られなければ裁覇に持ちこむと

になる︒

設跡町と運転認鰐の一が廃止

29P

37P

1973年10月15日〜17日、イタリア

だ︒

画を早鰐に達成させるには︑産業
騨の建設体制強化︑衡金の調達な
どが今後の問題として取りあげら
れる︒豪ず︑フラマトーム祉はこ

れまでにEDFから受注していた

次に︑昨隼中に行なわれた計

いうケースが増えるだろう︒

今後に残された問題ということ

爵認可ヒアリングの総代は終っ

にとっては玉繭の後始宋であり

になる︒

あるグループ︵BP工︶の新方

環境グループの方向転換は︑

会を構成し︑裁判所やA冠Cへ

律と科学による原子力安全防衛

総仕上げの毒味をもつが︑最近塁金﹂の箔成で︑基金は六や簸たわけだ︒

四十七星︑五面罵万KWとい の酢認可將闘の短縮は︑AEC現れは現在進められている﹁法た︒つまり環境側にとっても︑ さらに立地基準の悶題あたりが
う罰録的発注がある︒もちろん

のエネルギ⁝危機によって︑作が︑各グループの下垂著が理購

︵K・K︶

躍可の運れはいまが鍛恵で︑こ

策に拍軍がかかったことは明ら

22P

ltaly

▼

PWR六墓を一九七六〜七八母に
かけて運開させる予定だが︑七九

いかなけれぽならない︒このため

年以隆は毎矩六塁つつを完成して

クルーゾ工場の圧力容器製適能力

の期待も鋤いているようだ︒今

れから煙くなるという囎力会社

10P

firenze，
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本年一月︑原薩は欧米に調齋団

期待にこたえ簿るものと考える︒

聞機闘で心裏を行うという政府の

いて決筐されれば︑二陣会社箸民

は︑本法改正の方針が︑政府にお

の改正が必要である︒罠間として

㌧5

爪

⁝馨蟻講灘蓉駆﹁麗醐難諜狸総噸簾獄下調⁝

雪

⁝な導爆となるパブリック・アクセプタンスの問題と安全問題が即興的なひろがりをもつ視点で

多脳多

Wとらえられ︑鞭られた︒
︑

まず規手法の改正を
再処理問題の対策と課題
?講麟舗藤撒田申直治郎氏

藁蓑の一致した見万である︒この

することであった︒この調螢の締

闘係について︑先方の悪同を打診

は︑塵外の購藁轡この協力︑提携

を派近したが︑その主鳳的の一つ

ため︑一語七八矩以降︑第二灘設

任の日晴を駕するというのが︑産

魔威力長期翫画に黒み入れられて

が異現するまで︵すなわち一九八

中央羅 力 協 議 会 の 昭 和 四 や 七 奪

に︑原産の再処理課題婁戯按が試

いる原子力発纒駈寒参謝画をもと

一奪頃まで︶の端擁期については 栗によれば︑米團︑欧州の珊業薔

を示している︒ただし︑米圏の覇

理を朝きうけることに罪竃な二二

とも︑巳塞の便用済み燃料の再処

灘外の再処理鮨力に依禅せざるを

厘七す1八†ナ︑八○焦慶書函一 褥ないのが異偶である︒したがっ

葎ごとのウラン騒で︑一九七五庫

てわが國は一万で第二再処理施毅

でいるものもある︒干た︑欧米の

合︑日本からの擾賃や融蟹を墾ん

検したわが国の再処理購要は︑答

六蟹．ジ︑八五年慶嘉五百−千七菖

の建毅準備に阜憩に悪黍しなけれ

政府機関なども︑硯行の政府規制

ばならないと同晴に︑他万では海
外再処理脳藁霜への婁託に関する
にもとづいて︑日本の便薦済み燃

る兇通しである︒一万︑一九七五
年度に解毒が予冠されている鋤燃
態度を早期に決定しなければなら

ジと年を逐って堰加の一途をたど

瑠鎚団の再処理旛設の能力は奪間
料の受け入れば可能であるとの態

原子力婁幽翁は︑昭租四†七年

り︑それぞれの設備翫画の規換と

は︑わが国からの委託の三無によ

度を示している︒欧米の掻謎語薔

六月の原子刀開発利常器編綴画に

晴購を変える必要があるとしてお

ている︒

一望すジと兇込まれているが︑こ ないという切迫した状況に羅かれ

おいて︑﹁将来の霧処理施醗の建

り︑われわれとしては︑婁甑先の

れのみでは︑一九七八鋸以降︑能

ギー胃底において覇懲されたよう
設・運転を︑蔑闇企輿で行なうこ

羨簿などを軍期に行う必要があ

力不耀となることは畷らかだ︒

に︑原争力開発を強力に描翻しな
とを期待する輪と述べている︒し
る︒

希望する⑤第ニプラントの建設貯

動などの面での国の助旗︑協力を

得られるよう︑地帯整備︑普及酒

の放鮒悪液は海洋に放出してい

ラントとも海摩にあり︑低レベル

・プラントが油紙中である︒両プ

ール・プラントと仏のラ・アーグ

ヨーロッパでは菓のウインズケ

げて紹介する︒

セプタンスの問題を中心に取りあ

調竃結集から︑パブリック︒アク

た︒米圏原子力婁饅会︵AEC︶ れが箋現されればヨーロッパの既

いというのが当照者の説曙であっ．

拡大せず︑現筏は何も残っていな

亡も認めている︒しかレ七れらは

多様な反対論があったことは壷口

あるが︑いずれの場含も︑影初︑

のバーンウェル・プラントが主で

放出しないということであり︑こ

レベル放射煙液状飽偽物は外部に

だという結異になるQ一つは︑低

遡をプラクティカブルと認めたの

トの糞際を懸ると︑次のような改

にしたがって︑三国の新設プラン

らない︑といっていた︒この見解
リア・サービセス︵AGNS︶社

な箇運を通じて︑安全の笑蹴を今

るが︑不断のモニタリングや厳璽

であったとの義解を示したが・い

もので︑内睦立地があり叢る※国

存ニプラントとは方嚇を異にする

金ならびに海外再処理委踊に関廻

では︑多くの反対は政治的なもの

して資金が必要な場台の融蟹など

として︑これをとりあげたのだと
しても・その影響するところは大

ずれにせよ︑競闘まで係争という
ような段階に発展したものがない

日まで確保してきたことに自偲を
深めているようにうかがえる︒そ

ル放射轍液状廃鎌物は闘化すると

きいであろう︒二つには︑隅レベ

C規劉によって︑再処理プラント

いうことである9※團では︑AE

う︒

パブリック・アクセプタンスの

というのは︑注翻すべき点であろ

問題の実態は諏常に複絶であり︑

は︑この興縛のもとで全く影をひ

されつつあるユ一一レップ傘下の第

が要田されており︑環にG鷺社︑

か無目四に敷雌内で固化すること

一面的な舗議ではっくされないが の放射性孜状騰棄物は︑発生後五

ることは︑疑いのないところだ︒

AGNS社の各プラントともこれ

その中心繰題に膿塊蜜金が位薗す

その中心螺題に購って︑より安全

地表貯蔵でも欠点はなく︑一九七

を実施することとしている︒もっ

態を維持するような対策を必嚢と

醤じられないほど高いものになる

毅傭鑓などは一般の化学工業では

国連科学飛報

出口璽圏を邦訳へ

る放射能警積と︑それによる被

新たに験子力平和利暗にかかわ

妻子力安全研究協会は︑﹇原

の線騒④繊々の躍遺放賜線漂に

よる線羅齢職灘上の被ばくから

①環境放射線②医擬上の照射に

いている︒なお︑本文に加えて

ばくの推定に多くのページをさ

子力放射線の影響に関する蝕違

原安協︑四月朱発行予定

科学涜職会一一九七二隼報告

価は四午五薬円︒申込みは︑原

刊行は︑四月撃墜の予定Q予

関する付鵬響が禽濠れている︒

めた簸新のもので︑従来が核箕

＝丁五七八五〜九︶へ︒

子力蜜全研究協会︵聡詔

この報告轡は︑岡婁翼会が豪と

盤扁の邦薄墨を近く刊行する︒

験フォールアウトの影響を中心

規制にしたがって癒化した隅レベ

再処理を引きうけ︑またAECの

五〇

としたものであったのに対し︑

適地がないであろうという点から

ことに反対はしていないが︑定め

ル麗棄物をその敷地内に醇蔵する

騰藁物処分の行き誌謹りに持って

とというべきであろう︒

ECの処分所に移されるのである

られた耳飾の期聞を過ぎれば︑A

行ってしまうのは︑理由のないこ

今回の醐糞により︑海外の颪処

わけであるし︑他万︑AECでは

から︑それ以後の傑舐は出来ない

遅遅策養は︑わが隅からの再誕理

も懸欲鮒であることがわかったが

凝議をうける余力があり︑受翫に

に趨れば︑所要の描櫨を警えざる

もしこれに反対する閏が幽民の悶

を便わせないとはいっていないが

行なうという仮冠の上にたつもの

を僻ないと述べている︒つまり米

國下のところ︑その廃陸物処分所

と理解された︒このような鞘管螢

国囚のパブリック・アクセプタン

ントを持ち︑独農の麗雍物処分を

を対叢として開発を凋めているが

ということでは︑雲量側の国民軍

勢がなくて︑単に灘外に蚤起する

それは︑二本が独自の再処理プラ

ユニレップで確かめたところでは

ヨーロッパでは西独が︑岩塩抗
来国では︑爾処運プラントで圃

それはテスト︒プラントだとして

署

購・

．鱗

聾転

米閣の再処理溺叢考としても︑

けたところである︒

ないということになる︒

てはこの点の配麟にかけてはなら

ってくるかも知れず︑わが圏とし

化した隅レベル放尉性自棄物は︑

している︒これらの聡囎からも明

再処理の工程で︑安全上問題と

することもある︒処理騒が五ナ／

ことを覚悟しなければならない︒

スがわが国の再処理語録にはね返

十無以内に政府の廃繋物貯藏駈に

われわれの聾心をひくところだ︒

る予定であるとも述べていたのは

とも︑AHCは放尉性ガスのスタ六奪にそのテスト︒プラントを作
プラントとも︑スタックか

の携え方である︒AECックからの放出は規制しておらず

アズ・ロ！・アズ・プラクティ

を懸課する一つの方筑は︑米国の

カブル

というのは

らかな通り︑わが国に地下貯蔵の

ギー確傑のために不可欠の国羅的

なるのは︑まず臨界蟹理であり︑

睡以上の馬溜にはプルトニウムや

幡としても妊謹しからざる黒蓋を

いる︒英武は︑地下貯蔵の適地が

だけが鷹わっている懲があるが︑

は︑再処理の珊簗を行なってはな

大蝦榮であり︑立地・環境聞題︑

プルトエウムおよび濃縮度の遅い

招くことは︑各万面から示唆をう

引取ることが制臓化されている︒

らの放出が躍められているQ

のピットマン氏は・この点につい 麗一
ィカプルは︑原子力の安全全然を

て︑アズ︒ロー・アズ・プラクチ

プラクティカブル

カバーする原則である︒しかし︑

その購点の狡術水準との関屋によ

ビットマン氏は︑跳馬貯藏には︑

って判断されるものであり︑した 日本には︑A冠Cの地下賠蔵の謡 ないとして︑脚ら地衷醇蔵を揺回

に再処理に瀬罵されることにはな
中のアライド・ガルフ・ニューク

纂くその万針を決冠する必要があ
らない﹂と明配されているところ

放射性灘難物の処理・処分闘題︑

︑

能羅が醒しく少なくなるので・そ

ルマリンを添纐し︑残留梢酸凝度

が︑この方法は英仏によって開発

した状態で貯蔵されることになる

は微騒のコロイド状の路体が分敵

を約2Nに維持する︒自局︑廃液

天辺環塊に及ぼす被ばく騨価を十

万摺の附藏タンクに収めて行なわ

されたものである︒哲理は九†立

分検濁し︑所内の箇理をみれば・

かかわらず︑緩急に箋行に移さな

の経験を穂み︑腐食や漏れなどの

れるが︑英霊では既に†五無以上

九八○隼で四億犠︑二〇〇〇年で

五十暦世と仮定︶と︑二〇〇〇奪

法を脱け︑固化技術の確立した階

聡故もなく︑順調に蟹理されてき

処理濠での冷熱期間を掻くおく一

この実績は纏めて礎露なもので

点で固化に切り変えるという︒

ては銘較的容易にかつ経済的な理

るが︑クリプトン85の除鎌に関し 気の吹込みを極力減らすことによ

〇〇年までは︑振興的被ばく麗の

数選分の一に抑えることになって

窟︑施設が可能とみており︑近い

◇

爾放射性廃液を欝蔵するうえで

工梶からみてもほとんど蕩えられ

ぼすような癒大購故ば︑その処理

萬処理の編含︑周辺に影藩を及

その羅を巖小にすることが蟹要で

することがで撮る︒

に万盆を期すべきであろう︒

ある︒わが國でも少なくとも五無

いる︒放射性物麗の放出羅に関し

将來︑設興せ響興すべきであろう

誘の放射能があり︑闘い除染係数

することになっている︒一方︑米

ては︑英国が叢も多いが・すでに

と述べている︒難処理工堀の安全

きるはずであり︑当分の間︑笹理

國のプラントの堀合は︑洞用に放

十五鰯の実績があり︑希釈効果も

聞はタンク欝蔵を続けることがで

出すると希釈効果が必ずしも十分

大きいので特に問題はないようで

が三三されるQこれについては︑

例では︑それぞれ独立したセルを

でなく︑また海岸からきわめて選

藩解工程からのオフガス麗は︑箆

臼の冷却でも︑なお○・二六牲／

つの理由になっているが︑西八†

〇四網／年︵工CRPのドーズ・ むしろ︑翼飼に篶える必要があ

において︑偲人の皮ふ線臆はO・ よう︒

いかの理由がはっきりするといえ

トン85が放出される︵横縦羅を一 欧米がなぜ︑活発な開発研究にも

むとし︑再処理工堀から全クリプ

で世界の原子力発電が辛想通り進

らの研究によれば・二QOO年塞の飛行を急ぐ謹直がみられるが︑

三聖ウエル研のブライアント謡講

85︑トリチウムに関しては︑英醐 除去猛躍をつければ難境放出放射
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のGE社モリス・プラント︑建般 がって原長煩と同じレベルが盈ち

来國で対象となるのは試運紙中

かと注目されている︒

化せざるをえないのではなかろう

三プラントにおいては︑状況は変

そめている︒しかし︑西独に翻薩

して建設滋時にあった苫平の問題

を血盟する︒

日本原子力慶簗会畿が本年初頭

る︒しかし︑今階ただちに︑第二
がら︑簾子力婁戯会の長朔古画に

海岸に設躍されている英︑仏や

肯
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再処理施設に閲する企鹸化など︑

ウラン瓢の羅が多くなるので︑こ

日本の再処理工場では︑除染され

理し︑蒸無の形でスタックから放

評価に問題がなければ︑特に除宏

ウランの潜液を扱うところでは最

た廃液を一上輿層の沖命に放出

出することになっている︒

鼓麗を上襲としないとしている︒

に鼠醤を響て︑今後も嚢分この万

れら羅物を硝酸溶液に溶解してそ

し︑各鼠の放出塁躍を規制して︑

購本では︑萸︑仏のプラントと

だといわれているが︑これに大い
の効果を一翼高めることも癒えら

補記に何ら悪い膨響が及ばないよ

類似なものを設養しているが︑海

るのはヨウ購の除霜であるQヨウ

れている︒

う︑周辺のモニタリングを常貼行

リミットは三／．髭・︶生殖腺線羅

使用済み燃料の受入れ︑貯藏︑

なうことになっている︒この場合

﹄
ても嬰走が生じないように臨界響

切断︑溶解︑抽出︑爾放射性麓液

は○︒OO一詩／隼︵岡○・五︐ド 繁熾の放射能を下げることが︑萬

理が厳璽に行なわれているので︑

の処理などは︑いずれも十分な放

氏らも線盤の低いことを認めてい

また︑米国環境保謹庁のラッセル

／年︶となる︒したがって︑二〇

場当でも︑定府の協力︑援助なし

その頸故例はないが︑安全審蛮の

三か月に六五讐以下で︑英︑仏の

洋への放出制限は・一臼一懐以下

行ないうるようにすること② ウムなどの濃縮潮隈︑質騒蟹隈あ

篤し︑セルはいずれも分解いしゃ

いことなどを曙麟して︑いわゆる

商業プラントでは誤操作があっ

ここに︑政府に対する要墾購項

には成功を期し難いものがある︒

段階では・趨りうるものとしてそ

賃類などについては注心深く分析

とくに蝋型係数の大きい海藻︑魚

るいは機羅などの形状・寸法制隈

れている︒操作毎に独立したセル

り一〇〇〇以上の除染係数を期待
を行なうことによって︑溶液が臨

を持つことにより・万一の誤擬作

へい用鉄筋コンクリート壁に囲ま

処理技術の研既・開発の一鞭の促

再処理プラントの放尉警醒蘂物の

ることであるが︑さらに︑ボロン

騨に還することのないよう讐理す

その確撮について︑地元の協力が

と④再処理プラントの立地調整と

瀦③国が放射性廃纂物の処分を行

って︑たとえこれを民闇で行なう

として︑いくつかの例を申しあげ

射線防護対簾を講じなければなら

臣額な螢金調達など︑多くの問題

だ︒これらの理臨から︑建設盟︑

できるだけの技術的興付けが必要

撰などを生じないという十分儒頼

雛や配響系などは絶対に腐心︑破

しては好ましいが︑収められた機

ことができ︑放射線の防護体制と
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微される海難最穴のエネルギー消費憾でもある︒昨秋の中索艦樹諸國の一Q％輸出削減謄躍
は︑それ故︑輸入順佃依存を館々高めていた来圏鵡とって︑経済盾動ぱもとより︑圏霊外交政
策︑圃蒙安傘保輝︑・↑まで影響の及ぶ一大衝緊となつだ︒エクソン穴播頒は昨卑十一月七鐵︑国

内の隔蟄抑制と新エネルギ1開発を基調．西〜九八O年までに※躍はエネルギーの唐立を選威す
るという竃立雛画︵プロジェクト・インディペンデンス︶を発表︑その推遜母体としてW・リ

イモン長覆のもとに連邦エネルギー局︵FHO4を瑚燃した︒その一方︑※圏は石磁消費圓食
鴨
議を提嘱・園際的な樒互依存の蟹要性を強調して新黙黙検序形成のための凋整にのりだした︒
十一・六がという闘騰後の顧油公示価格は来園のエネルギー圏給の司能性を増大する方向煮あ

ところで︑早慧にエネルギー自

だともいう︒

相互

輸入するかどうかの選択権を得る

友笛から藩などエネル干堕

状態にすることが厨的︒米国は︑

源の輸入を続けるが︑輸入蟹は自
主外交政策および健金な経済を維

ルに保たれる︒

持するという園標と棍いれるレベ

生産増血・七％
需要増は二％に
〜九八Q無までに︑※国がエネ
ルギーの白立を達成して舗給バラ
ンスを針るため︑エネルギー生塵
の伸び率を庫闘閥・七％に増大・

纒要傾ぴ率を三・六％から二％に

隼産鐙六億二酉万鏑を八○葎には

を促すことになる︒七三奪の石炭

供給増は護的には石炭の増産

ことがあげられる︒石簡価格蕩雪

抑えるという目標が設定されたQ

後の醐水難価格では︑米岡の石油
九日六千一⁝照日ナまで増潴する欝

第二に︑大鰍のエネルギ⁝輸入

海瀬の国際収支が圏際経済に蜀大

が磯際戦支上の問題をひき起こす

霞立計蔵

の患味で︑門自立興醒﹂は

置鼓千七無難船の隅襲を瀬たさね⁝ 入翻にも恩悪をもたらしうる︒こ

るが・本号では米糠の自立計画の周辺と推進気運に拍購のかかった原子力聞発亮通しにスポッ
リトを あ て て み た ︒

米国のエネノレギ
ぱならないのに壬藁白万稽の精舶

−需給差の増大所繋しかない状懸で・橋醗建
ロ

鶴講

に近葎︑環麗訴訟や政府りース計

給を達成しようとする霞立計薩出

危機感を背景に
自立計画が誕生

い︒

葺には八三％しか供給していな

源は七〇庫には八七︒六％︑七三

パ○無に九五％を供給した国内資

供給増と隅要抑制の失敗から︑

が始まるすう勢にある︒

替資源はいずれも七〇年代に開発

かったが︑原油高騰からこれら代

ただけで績極的な探究には肇らな

は︑かってその司能性が指摘され

などのエネルギー源開発について

液化︑地熱発灘︑大陽エネルギー

オイルシェール︑石炭のガス化

を覇める縫渠になった︒

は︑化石燃料とくに石油への依蒋

予期したほどに傭びなかったこと

鎌月をとっている︒原芋力面懸が

と欧州や日本に比べて二倍近くの

は原子力発餓の建設に八〜十無

合ほまだ一％に満たない︒楽国で

ネルギー需頚に占める原子力の翻

題が開発を妨げてきた︒今田︑エ

泓ﾙ回護蠕
まり・米国はエネルギーの輸出国
から︑主要輸入国へと変身した︒

こうした 購 要 増 を 支 え る エ ネ ル
ギー供給についてみると︑まず天
然が団ス牛産の頭打ち傾向が康立
つ︒これは来国で過宏二†無︑消
蟹蕎への低鑛供給を栗たすためと
ってまた井戸元料金規制措躍に趨
函す．萄ものとみられ︑探鉱巨匠の

九五六矩以降地銀低ドし︑生産は

低下から︑天然ガスの探鉱は︑一

頭うちとなった︒

米国は自宙世界の置炭埋蔽騒の
五三％を保有するにもかかわらず
石炭は主璽燃桝に占める占葡率を
次第に低下させている︒環塊︑安
全上の制約が石炭生産コストを瑠
加させたばかりか︑聖要都市の大
気浄化基藥が︑電気鼎業蕎や産叢
界に鰯硫黄分の石炭から低硫黄の

石抽への継脳転換をも迫ったから
だ︒この結粟︑石炭は現在エネル
ギー消鑓剛体の一七︒二％を占め
るにすぎない︒

過去回漕 問 ︑ 米 函 は 石 油 生 産 で

画の遅れから︑低迷していた石縮

現の習羅にはいくつかの理由があ

世界の主二恩立場にあった︒とく

生産は︑アラスカ︒パイプライン

暁在の田産千九十万㊧を八○無

と石炭産榮の拡大が窪まれる︒

には千四葭万妬へと引上げるとい
う石抽増薩には︑アラスカ横断パ
イプラインの早期完成や大陸棚外
︸沿部のリース促准など大規模な臨

天然ガスの生産拡大のためヒ凶

⁝蜜的努力が必璽となる︒

われ︑これにより葎闘ガス顕露蟹

無には天然ガス料金の改訂が行な

を七四年の二十三兆立方拷から・

で贈やすよう新探鉱活動を癌発化

八O琿の二十七兆一千倦立方μま

させる︒また原子力は︑八○年に
は七三隼の水壁の十傍に増加して

隅

内

凋 内儒 娑

ザ聾

ネルギーの大がかりな節約努力が

生および薩築部門を霊体とするエ

るようすべての鉱産燃料価格に弾

大館に拡大し︑隅襲を十分減らせ

構を設置する②エネルギー生薩を

出が可能己なるQ一方︑輸送︑民 政策を撹当するゆ央エネルギー機

墓華の実施を緩和する⑥八Q年紙
一
でに召炭を原料とする禽成ガス︑

を可能とするため硫黄の一一次放出

う銀年間︑新秋地域での石炭だき

に追加資金が必璽とされる⑤向こ

燃したが︑商業上の開雛にはさら一

功を饗するものとする︒

型漂子力発醒所建設計画を健進

たてる⑦現在三三中の颪夏の軽水
ン︑穴焼横港湾施設︑貯藏施設等

の原子力発電設備容羅とする⑧地

し︑八O唖ホでに一億二千万KW

石湘生産工場の大規模建設計画目

の爾地の決定および入黍に必要な

ー新技術については大規模研％開

熱︑太陽︑水素利用などエネルギ

期聞を短縮する強力なエネルギー
施設蕊地法案を塞現する⑳大規模

発にいくつかの商業開発を加え︑

エネルギー研究および商業上の關
発謝画を︑エネルギーおよび同装

に石油とガスのパイプラインを建

促進する⑨八○蕉までにアラスカ

成し・消盈成擬率を三・六％から⁝

躍外業に対する政府ローン︑交付

領は総額再億がにのぼる新エネル

目撃の予測一億五千万KWを下湿 だ︒ ﹁八O鋸までに米国の原子力 目標達成はあくまで原子力発電討

降八四年頃までに予定されており

︸

設する⑩エネルギー節約気運を醸⁝
自立謙画の図標題成のため行動

金などエネルギー儘託基金からの

の孤張︑石上螺焼プラントの石炭

の五逸聞延期︑石炭輸送システム

部分的出資により遂行する︒大統

第三は︑米国の石癌輸入依存は

兵雛

勉くする司能性があることだ︒石
仏はい象や龍門政治上の

力発電智難を晃込んだ自立謝画に

として利罵されているが︑石抽供
給の檸止が来国の外交政黄の星本

り一億三千二百万KWに︑さらに 発鍵舖容騒を二偲KWに増大さ 画の迅速化が条件というわけゆ

年間の短禦罷とみられて窒

ムは︑標躍化発電所設謝などで四・

九手塁塞箋㌣ドタエ

関し︑さきに開かれだ米議会上下

両院原子力合同委員会︵げCA 今年一月にはクリーグスマンAE せねばならない﹂というのがそ
な鼠標を掲げたものだが︑これに

矩三月のAIFの予測では八○縁は後に﹁二億KWは発電所運開ま 標捕鯨は迅速化促進へのカギとな㎜

う︑との晃通しを述べている︒昨

E︶聴闘金では︑政府︑産業界代 C委撮が一億KW程度にとど去ろれ︒予測燈のほぼ二傍という大胆

ただ︑原子力が八○爺にどの程

表から活発な愈麗表明があった︒

がでてきたことだ︒国内供給の拡

ネルギー自給を達成できる毘通し

に期待する厳蟹な数讐目標を定め

﹁向こう十隼闇︑それぞれの燃料

子力委興会︵AEC︶委員擬も︑

確な予測はなく︑D・レイ覆轍原

を全面的に支持する︒標準化で縫⁝

難敵欝鎌蒲弱⁝

イン・ゼネラル・エレクトリック

いう農期に立っている﹂︵τ・ペ

建設︑次の数か所の設謝に進むと

め︑同一設計で数か所の発電所を

は︑各発電所ごとの技術灼応を改

大と岡時に︑エネルギー節約と舗

に一億四千五百万KW︑八五年に でのプロセスが大蟷にスピードア

る︒この点については︑濯業界

要増抑制に努力すれば︑八五年蕊

るのは函難だと思う﹂と述べ︑さ

は三熱ハ千五筥万KWを冤込んで ップされることが前提﹂との側近

発電見通しで異論も
でには実質的なエネルギー輸鳩国

らに﹁輸入依存から自立した燃

おり︑AECの一辺の予測鰹は︑ の 弁明 がついた︒建設申五＋

度のシェアとなるかについての明

となりうるとの展望がある︒

糾構造は︑自由帯場の力関係で決

自立への原子力寄与論議

自立計衝︑あるいはエネルギー

騒〜億七千八百万KWに現行容蟹 蔑なのは・明確な安全墓躍と環境㎜

に開発することが可能となり︑エ

腐価格で︑これらの資源を商業的

技術を保直しており・現在の石油

第四は︑米国は天然資源︑資本

い︒

を変えさせる濠でには至っていな

八○無一億二千万KWの原子 ﹁七一一年†二月のAEC予測では
日 な目標値を提案し語題を呼ん

米国の対外政策や国象安金係障を

KWなど目標に

原発一億二千万

増産と需要の目標を設定

Nには自立達成へ

力性をもたせる③原子力および在

①政府内にすべてのエネルギー

拾うとおよそ次のようになる◎

七千覧一億KWKの脳力を罷生す

この昌腰が選成されると︑八○

る◎

年には石癌換算で︑月塞四千二颪

3盈（可能取）

来の発電所︑糟油所︑パイプライ

十万疹根本の館内エネルギーの産
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二％に減らす節約誹画をたてる︒⁝
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な問題をもたらすことは避け得な

561

に魑塾する贋冒のうち主なものを

畢急な開発︑第二次大気耕出迎藁

470

への転換︑石炭の価格制阪の徹廃
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ガ
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二千五西万KWを加えれば二億K墓躍の定義づけだと響える﹂︵H⁝

す。それに、鰻るのは臼航ジャンボ。嬉野の
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している︒

面した︒

＊どのコースも毎週1回以上出発します。

｝

発鍛所の運開は大部分が八O年以 川縁︶との早見が臨ている︒

お裂きな摂に、お尊きなコースで出発できま

153
オイルノェール

塞ろう扁と︑その見解を明らかに

八O蕉の原子力当量所設備答黛

過

鐸一スもたくさんそろっています。あなたの

ハワイ6呂間アイランダー・コース

140

一方︑運星エネルギー局のW・ Wの原子力依待にはなるが︑新設

サイモン長宮は原予力界に

199，000円
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1985釘

109

する懲味でぽなく︑来国経済に大
きな損霧を与えることなく八○年

予測について︑W・グ勾ルド来由

1！本航空メイルボソクスへ。皐速、

発一塁日をご紀入のうえ、苧100−91東京中央郵便局口承箱205｝｝

229，000円

ハワイ6日閥アロハ・コース

しいハワイ。ジャルパックなら、彊用も安く、

エネルギー自立の需給予測

自給は︑来團が全ての輸入を中止

が存在するという瑠実︒薗立謝薩

家でに輸入なしの状態︑つ求り・

第一は世界醜なエネルギー目星

る︒

みせはじめ て い る ︒ ま た 石 縮 や 天

がうまくいけば︑惟界的な石油供

りース謝爾の進展で嬉転の兆しを

の認弼︑建設開始と大陸棚外沿部

然ガスの価格上罫が︑探鉱試掘を

輸入を余磯なくされるのではなく

原子力窯業会議︵A王F︶会長は

給の危機が緩和できるし︑徳の輸

飛しいパンフレットをお送りいたします。

民名・住駈・年令。職業・聡鱈番弩・出

海外旅行め第一歩は食料の講求から

太平洋を飛ぶ
最も便利な航窪会社

トラベq一ンもあり更す。
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カ

胴内へのガスの流れの解明もで

騒で六フッ化ウランの腱食に耐え

の開発が急がれてきた︒とくに軽

との聞に運れのあるカスケード

槻酎を加えてきたが︑今後は外憂

凹しいとして︑体制改革を行った

多

一︑蜜全対策の総合推進︵妥？

性についての緑門蜜レベルによろ

一︑放射性廃生物対策讐環境問

討議箸を含む︶

一︑原子力施設の立地確保対籏

題への対応簾強化

一︑ウラン濃縮︑再処理問題等

の強化

このうち︑とくに罠期冤通しの

核燃料諾対策の確立

開削おきにおこなってきた長期計

籏定については︑原簾がこれまで

画の冤耀しという従来のアプロー

チと異なり︑新しい観点から評糊

ポテンシャル︑その中で当面する

した原子力の役翻り︑開発利胴の

緻々の制限要園を打開するための

つめ︑その上で︑現蹄点で可能と

員体的解決策︑緩和策などをつき

響えられる開発規模を見定めよう

想定よりも︑むしろそれらの開発

とするもので︑将来の騰発規模の

を可能にするために︑今日から実

社

特機電子株武会社
大阪市東区本町4−29TELO6（252）3512

日本原子力事業株式会社
本 社 東京都千代田区霞が関3−2−5TELO3（581）7301

による安全性磯保施簾強力推進の

本姿勢をほぼ打ち出したものとし

の陶上により︑数無潮に比べ標擁

き︑回転性能の簑定化や分離性能

試察は︑軽水炉のハードウエア

原産が︑初めて打ち出す活動針画

行しなければならない鎌継的行動

特約店

いての提案理由を鋭明した︒

璽されるもの︒原子炉の蜜全審査

ための体制づくりの一環として設

叡扱う独立した機能をもたせる計

規制など安全關遮断務を禦目的に

同法案は科学狡術庁原子刀周の

﹁安全部﹂を設けるとともに︑こ

画歴機能を大蟷に改革して饗しく

れに伴い周次擾も硯行の二入から

原子力規制︑核燃料規制︑放射線

一人にし簑全部蔓を躍く︑という 画で︑部擬のもとに原子力安金︑

て注露されるが︑同時に︑酔認可

化機窓謝で︑跳璽二十分の一︑分

重心の四課が設麗される予定︒

その改藩に粟り出す響え︒この考

器董手続き︑技術革薪︑市煽騨占

新設される﹁掛金部﹂は︑政府

もの︒

え方は︑粟北大学で開かれる地租

化などに関門する凝たな問題を緩

動燃の開溌計画には日立︑藁芝︑

技術に厳り組む逓薩繕の今後の鍵

として注國されるが︑従来実施し

計画を懸撫したものとなる公籔が

技術資料、力夕ログは下記へ

科技庁設置法改正
粟院・内職瀟ハ会

で提案理由を説明
森山欽罵科学捜術庁議富は二十
二日午劇隅かれた衆議院内閣婁厨
金︵徳蜜実蔵婁屡撰︶で﹁科学狡

四十九年原子力学鼠象ムで︑三十

離性能二⊥嵩傍︑滴鑓電力数分の

術庁設麗法の一部改正法案﹂につ

臼・隠玉勝臣澱源・エネルギー庁

大きいだけに異然化には今後各方

急することにもなり︑その影響が

重としては外圏のレベルに近いと

爆心分離機の分離能力は︑圓転

ころまで到達しているものと推測

面の論識を呼びそうだQ

されている︒

一と︑急速な技術逸歩を遂げ︑三

軸承するもので︑軽水炉技術検謝

原子力謹直縢長が︑﹁試案﹂の形で

頂臼として①炉型武︑出力規桃︑

機雛︑部材の標心嚢②建設工法の
く膨れ上った︒

安全性の向上⑤偲頼性の向上⑥作

台理化︑迅速化⑬コンパクト化④

三菱重工︑川崎狐工の四緑が参

曲物の焼却減容化などによる放尉

篇︑これまでは

性廃藁物放出輕鞍覆にも及ぶ︒

帰の周速の四粟および胴長に比例

ら運転・保守に至る広範な経験を

することから︑これに適した胴桝

数字がでており︑経済性でも発耀

出低戴化などが挙げられている︒

業暫の被曝軽誠⑦放射性軍鶏物放

極的に取り組む姿勢を打ち出したものとして注國される︒

通塵藻としてはこうした軽水炉

沿って︑斬蕪度以隠

麗地から遠心機コスト低減のため

技術で経験を横む一方︑企業化の

模が小型のため︑装躍による現警

てきた広範な施策および嚢糞の充

の生薩戦術の確立をめざす︒

る財質が要茨されるため︑当初の

ヨ

アルミから特殊綱︑各纒センイ材

≧

た︒圧力答露︑一次冷却系︑非常

がそのまま大型実胴炉の鶏故環象

実に加え︑新たに次の藷感動を懸

なお︑昭和四十九年度螂叢計圃

強い︒

は︑三月二＋九臼の理議会の籍護

である︒

を京って︑正武に決定される予定

東京都中野賦本町1−31−3TELO3（372）0141

本

社（電気部）

本

わが国の感力炉は︑二月末現在

技術の纂盤確立とい︸塁爪姿勢に

画嚢デのような横肘組織を醗け

サイドで

で遜娠中六憂颪七十四万KW︑建 単価KWH当り一酉五＋銭〜三円得たことから︑漂鵡化の検謝を塾

ともに広本の鑓盤に則した軽水

計変更や技術開発を方向づけると

安全

設中十八基千三璽一十七洋KW︑ 望遠単価KW影リエハ万五千〜門〜九 本に各部門の薄検酎を行ない︑設

は大容踊化︑機薫蒸禮化︑多数塾

軽水炉技術

のうち二十三璽までが軽水炉︒国

計圃中二塾菅三士ハ万KWで︑こ 万五千円と推定されるコスト動向

え︒

炉捜術臨へと同化していきたい越

出血心機面ムロ近く揮 転へ

設躍などでさらに低減化が進む傾

≧

へと開発が進んだ︒この間︑回癒

験研究のための装贋の匹田謝函を

冷却水癌水系︑急速放出系︑蒸気

そのものを示すこととはならな

隔的に推進するとしている︒

購鍼立董釜羅驚i

向にある︒

基本的には︑嶺分の問炉型式︑

逸めていたが︑このほど完成・記

放出系︑純水供給系︑粟窪制郷設

を検酎評価することによって︑実

￡CCSとしては醤圧雛のほか地い︒しかし︑この遊躍で生じた現象

改適なった新綾贋︵ROSA一
備などで構成されており︑とくに

者団に公開した︒

圧庄く系および低圧注入系の

一︑原子力關発の遮め方につい

、とおて、策ン カ蔓性むの対 三
研いこはとの濃 施強廃）膵策
しうな、く麗麗 綴喜翼 門の 萎

初の六〇％臼から鍛近では九〇％
しかし︑わが麟の軽水炉が謙入

と騨価を行なう︒この戯評はPW

狂︶は︑昭和四士二年から始まっ

用炉での購故現象を解明するため

て各騨各腰の悪熱簗約簿審議の横

難§窓難化率翻暮嚢定i

塵化繊は︑米国からの技術灘入当

台にまで上り︑原子炉機雛の製作

はややタイプの異なるカスケード

規来巌でに完了させ︑C1題画と

動燃の濃縮研究計画順調
動力炉・核燃料開発昭業団の寒

機雛などの棋準化により︑いくつ
かの出力規模の炉について生塵の

心分離法ウラン嚢縮研究開発翫麺

技術を嵐発点としているところが
ら︑これまでにも安全性︑懲頼性

贔麗山型を合理化して蜜全紙査に

や発懸盤建設などの國慶技術はほ
ぼ外国並みのレベルにまで到選し

炭映させ︑さらに運蔽の習気や建

さらに響命予察誠験機も建設し︑

試験へと進む︒四十九年度からは

などに關照して︑わが國独自の軽

が頴誤に進んでいる︒三月巾には

水姫技術確立の必襲性が指摘され
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の原子力熱讃所の儲頼性は︑葺間

設︑儂守の効率向上を醒って技術

ているといわれる︒また︑わが国

基盤を地圃めする︒第瓢段階とし

五十駕からの叢格的な欝翁試験に

てきた︒通薩省は︑すでに二十基

備えることになっている︒標紙化

を越える軽水炉を黍がけ︑設計か

けを終え︑四月瓦之諸雌備を経て

て何心後何万KWの標雌化欝標を 八十台の確論分離機全部の据え曾

利用率︑運休発電支隙などで新鋭

設定したうえで各メーカーの競争

機︑繊性能機︑圏転胴試験︑破壌

火力に及ばないまでもこれに近い

纒睡

鼠験運転に入る︒
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このC1毒悪と並行して︑動燃 試験による選心機の安全工学研究

入札で標雌化炉を決めていこうと

画として二百五十台の遠心分離機

れ︑繭葺の約五十二溜円から臨き

するもの︒この場愈出力設謝ない

になる︒検酎は︑このほか細引試

し燃料設針が標準化炉のポイント

の磁設と施設建設に宣撫︑来年三
羅晦﹁

験方法や工法の改善︑モジュ；ル
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R型炉心を模擬したものだが︑約
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類が用悪され︑その作動条件や注

の物理モデルの開発が促進され︑

広規
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安全性評緬にも荷効な手段として
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炉例を包含し︑その上︑任愈の組
原研はこの四月から同鮮麗によ
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凝縮婁舗加工契約を紬ぴ︑漉縮ウ

めている︒
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プラスチックの改質
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門パリ松本駐在厨冨発︼B駕王

超音波探侮試験
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無藺動物雪面の滅薗

ル・サウス・ユティリティーズ社

もの︒すでにプール機関の運懲規

ンス海運局と原子力庁︵CHA︶

術を提供するという︒

は︑原子力灘水艦用PWR照設技

西独KWU︑大型

一PWR1募内示も一

BWR2基受注

門パリ松本駐在餓発︼西独最大

の璽力金社RWE︑バイエルンベ

ルクの両社はこのほど︑クラフト

ッホティフの両社にグンドレンミ

ベルク・ユニオン︵KWU︶・ホ

︵出力各酉二十購万九千KW︑B

ンゲン原子力︒発電所一て三満引

WR︶を発注した︒敷地はダ一三

二弩機は一九七九年六月︑三弩機

ーブ川摩グンドレンミンゲンで︑

は八O館六月運開の予定︒

璽の発注内示を受けた︒敷地はべ

は七九年の予定︒

ーザー川目のグロ⁝ンデで︑運開

期の立地淡定が可能②運転謙葛を

ランス努力公社︵駕DF︶にビュ

非破壊検査事業

γ線照射事業

千五着ゾ︑内

の代理︶︑ネブラスカ地方公當魔

は︑造船策界の原子力船区画を塗

新エネルギー政策でも捉舘されて
おり︑今圃の協定はこれに沿うも

といわれている︒つまり︑メンバ
サ
ー開の過不足羅を軍均化するわけ

フランス海運粟算の試糠による
と・四万五千沙級船舶での舶周炉
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ており︑亡妻蟹用として各社がそ

︵サザ4ン社系統用︶︑ウィスコ れぞれ五千がを出駕している︒S は︑対象となる原子炉を指定し︑

ユ多

・エジソン︑サザーン・サービス

な購業に粟り出す気配がみえてきたQ

臼にすぎない︒四万五千沙級塗物

しては二種類を取りあげている︒

量的に支持しており︑特にCEA

麟だと八・五ゾの核燃料で一葎間

いることだ︒この点︑SWUCと
O契約を縮ぴ︑分離男山騒に酒不

メル落掘がこのほど明らかにした

原子力船の建趨については︑メス

関の始鋤および運転条件④船舶の

ー照で交換を促す方式を探駕する

廻があった場△口︑プールのメンバ

保証はない︒プールの各メンバー

のである︒

自らプ1ル製業績常に乗り出した

謙入は︑曝油尺幡がトン滋り蒼三

餓力余社が第三著に依存せず︑

だ︒

ことは︑今後のプール組織に波紋

†謬以上になった場禽には竸養性

はすでにトン当り三穰八＋〜鶴函

をもつという︒この点︑麗瘤価格

を及ぼすことになりそうだ︒

原子力船研究

船は経済的と認められるようにな

湯に値上りしているので︑原子力

っているわけだQ
漂子力船は︑船逓が三十〜三十

きくなる︒平均七千浮力のエンジ

再検罰！；などが︑これまでの許

び標雌化原子炉設楽などの別個の

得るまでの蒔間隔蟹が省け︑許認

ジェ原子力発電所二弩機︵九十二
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の計画と異なり︑分離作業蟹の不

に脚台う最講の想定に墾ついて︑

フリーマン社提は門低コストで濃

が実際に必要とする濃縮ウラン購

足または過劉をカバーするという

趣う点は︑組織が法人ではなく︑

WAPが他のプール機関と明確にこれら原子炉の濃縮ウラン所軽羅

アミシュ劉社痩は今園の契約交渉
縮ウランの奏効利弊を保羅するサ

入に冤命う契約を絡べるよう難業

ミックなど十三の電力会社は今春

・︒また︑SWUCOのRン・
シ9
ン電気羅力︑ヤンキー・アト
昨隼麗の発足山脚︑SWUCし
Oながら︑RG＆E社のK︒Wた

は躍力会社︑燃料サイクル会社︑
について﹁運転在繊は濃縮ウラン
ービス機関の確立は︑鰍力会社の

を図る機関；ーセパラティブ・ワ
ーク・アドミニストレーション・

U＄Sーグルー

ィフ社は来銀初め︑仏のトリカッ

︻パリ松本駐在賊溌︼ユーロデ

ブに建設発注か

は昨年響︑遠心分離法開発に騨
念ずるとしてすでに脱退してい
る︒

ユーロディフ社への出稼率は︑

仏︵原子力庁11CEA︶四七・

サン︵ローヌ川摩︶にガス拡散法
ウラン濃縮工場の附設に糧卜する

五％︑伊︵原子力婁農会一lCN

濃縮ウラン供給孫︵AECなど︶ 構遭llを研究対象とし︑船型と 航海を続けることができる︒フラ

コンサルタント会社などと会舎を
所要蟹の変化を平均化するのに必

る︒そのため︑われわれは米囲申

滲撫いかんに大きく依存してい

ェーデンでは現在︑新規の原子力

いると霞明している︒また︑スウ

EN︑AG工P・ニュークレー

で協定結ぶ
気質大造船所
︻パリ松本駐在異発︼フランス

る艶込みだ︒なお︑隔膜は仏原乎

ロイセン︒エレクトラ︑ゲマイン

ンは・鵡力二万五千KWのPWRまた︑KWU社はこのほど︑プ
に相当するが︑その運転に硬する
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︵四月中頃︶をメドに︑電力会社 多数の提携開合の繁諮りに留めて

もち︑プー ル の メ ン バ ー に 鰺 加 す
璽であると儒じる︒近い糟來︑こ

の多くの鱈力会祉と交渉を窪めて

この働きかけに呼癒して︑RG＆ のようなプール機関が湧発に活躍

ガス拡散法欧州ウラン濃纏工堀

孤嘱翫近く出資割当で会合

スウェーデンが脱退

しうることを希盟する﹂と語っ

るよう糠極的に働きかけてきた︒

E祉がこの ぼ ど ・ 他 の 醗 力 会 社 に
先がけプー ル の メ ン バ ー に 参 篇 す

韻終的な臨画交渉を行なっている

る回向を表明した︒両社は現在︑

が・両社の 闇 で 採 規 さ れ る 翼 約 方

式では︑まずRG＆E社が米国原
子力婁艮会︵AEC︶とウラン濃
縮役務擾期 固 定 騒 契 約 を 結 び ︑ そ
の後別個に追加分離作業墨の供絵 建設を厨掴すユーロディフ社への
発鰍誹画の決定が来春まで延期さ

が︑その礁設暫にはラトー︵CG

れており︑ユーロディフ社の濃縮

ル︶二二・覧％︑ベルギー︵SO

または過勲分の引き取りについて

正式夢加を保留していたスウェー

デンはこのほど・ユーロディフ社
確実な保舐 を 得 る 契 約 を S W UC
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から脱遇することを決めた︒今回

エネルギー︶が各々一〇％と内定

開かれるユーロディフ参繍四か國

力庁︵CEA︶が受注するものとど・原子力船の研究三冠について

がなくてもすむので︑積載羅が大

のシVンチエ・ド・ル・アトラン 五磁の覇鷺で・しかも燃料貯蔵塞

の会合で決められることになろ

みられている︒

RS︶による技術再検酎が不必璽 敷地︑原子力発懸所施設設謝およ

下の原子炉安全諮問委員会︵AC ができる権隈をAECに簿える醗から出力百三十万KW・PWR一

シャフト・クラフトベルクの両社
警諏可過程促進法察を提出した︒

運転聡司がおりる⁝iなど︑これ

認可孚続きにかわって採油される

鍛近の一遮の行政手続き変璽など

と運転認可の二つの別々の段階に

期の建設魑手が可能④標躍化原子

発建設に融資
で原発建設のリード・タイムを九

提言された同法薬によると︑⑰現

分かれているが︑今回︑議会に

談た︑A皿C撹当窟筋では①阜

〜十鋸から七・五年に短継するこ

なお・同法嬢はM︒プライスJ 年利八︒七五％︒EDFはすでに

下院識鑓らの支持を得ている︒

昨年十二月︑BEIから同額の融
CAE婁寮長︑M・マコーマック

資を受けている︒

されていた聴聞会の廃止⑳AEC設罫可︑運転認可を公聴すること

すれば︑⑳建設酵司段階で必須と

欝報告であるならば︑一括した建

とを可能にしたが︑ニクソン大統

米国原子力婆簸会︵AEC︶は ている︒

十三日︑ニクソン大統領が議会に

として八千三萱二十万疹を融蟹す

勢饅階に分かれているAEC規 炉設謝羅入の奨励1一など・翼体 万五千KW︑PWR︶用建設資金

送ったエネルギー主翼の申での原

ることを決めた︒期間は二十奪で

まで長い聴間を磯やしていた過程

的なメリットが得られることも指

子力発爾駈建設促進のための立法

領の悪向を受けて︑立法化により

制スタッフによる建設許可︑運転

摘している︒

が削除できるものとAECではみことになる︒

さらに六年にまで短縮するため原

禽するの串請が酸終的な原子炉設

認可再検討システムを一段階に統

の愚速化を図るため︑全会に原発

化表明に駆つくもの︒

ルで検聰していた︒同法嬢が成立

発罫認可手続きの改正を珊携レベ

圃法聚の議会提出は︑今年一月二
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協定を糖んだ︒期闇は三年で︑①
う︒

ラ・シオタの三大婚船町はこのほ

一〇％シェアをどうするか︑近く らなるUSSーグループが選ばれチック︑フランス︒ダンケルク︑

イ︑アルスピ︑スエズ金融財閥か

ウラン供給に必ずしも依存する必

Oと結ぶも の と み ら れ る ︒ な お ︑

饗性がないとの思惑が・たぶんに

ユーロディフ計画は墨初︑英︑

していたが︑今後スウェーデンの

A︶︑スウェーデン︵ABアトムト︑ペシネ・ユジーヌ・キュルマ

の脱還決定について︑スウェ⁝デ
SWひCO と の 契 約 は ︑ 特 旋 の原

今回の脱退決定に影響を及ぼした

契約︑ソ遡との婁託加工契約締結

仏︑西独︑蘭︑債︑ベルギー六か

ようだ︒

によって十分な供給が係証されて

濃縮ウランの田假は米國との擾期

ン当局筋では︑原子力発蹴駅山け

子炉に隈定されていないので︑分
離作藁麗の必要性に応じて自由に
適用されることが可能である︒
プール機関の発展を︑と嗣圏き

スペイン︑スウェーデンが謬加し

提供︶を完成しだ︒岡原発は一襲

っている︒

放射線の利用

放射線照射の利用

罵

群
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國の潴企業により推避され︑後に

た︒しかし︑英︑翻︑西独の三国

独

一謎騒一9一葦塵一

難重用変圧
器を製造
西

頭独のトランスフォーマー︒ユ
ニオン歓はこのほど・ケルンクラ
フトベルク︒フィリップスブルグ
社のフィリップスブルグ原子力発

醗︵BWR一壷︑出力各駅＋万

米国のリード・タイム6年へ
KW︶用愛翫器︵日算爽DAD

ニクソン米大統領はこのほど︑

一議会に許認可手続変更を提案

ニオン︵KWU︶被が建醗を行な
原子力発令所の解翌可および建具

關の予定で︑クラフトベルク・ユ

機が今郊︑一一響機が一九七七黄染

聴聞会を廃止か

㈱㈱

聯
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聞

れを三等分した一億薫千五百万が
ずつを米国原子力詳解会︑来国の
購二毛舞者および日本から澱鳶職

擬が兜講話臼︑講演会や聡力︑原

49年度探鉱
計画が決定

後蓄の発裏では一九八二難運開を

九落五十度のペブルベッ賛タイプ

濱ざし熱出力七募＋MW︑畿

ヒート協禽をドイツ内鍵企業協力

ているが︑海外関係管の愈兜は︑

調査団髄でもある若松氏が﹁水繁

エネルギーとして輸送︑欝蔵し飛

して水禦と酸鑑を簿︑水紫を二次

隈に近いというほど有る水を分解

ろ扁という閏も強く︑日本こそこ

も︑並ばないでガソリンを買わせ

民の中には門多少は樋格を上げて

羅が何傍にもなっている幽で︑国

内価格が安いためガソリンの輸出

と大きな拍孚を受けていたのが段

ればならない﹂と付け旅え︑共嚥

れらのシステムを學く開発しなけ

も必蟹とされる国であろうという

ネルギー・システム研究会︑神学

が︑圏添にも︑RESS︵・糞エ

この会膿は今後︑毎隼開かれる
水黙タービン等として翻腰地で無

アトミック社から﹁H7Rによる英蔵食畏︶虫催による第二図藤だ

点で一致している︒初田︑ガルフ

ら獲請されている磁︑である︒

は第三圓の開催が強く海外脳国か

や食物原料にも利為して現在の化

水爽製造﹂︑ユーリッヒ研究駈か

公蜜発罐をし︑さらには工簗原料

石燃脳階代を脱却しようとの誓え

造﹂等の発奮があったが︑とくに

ら門原子炉熱による水分退水累製

書議には楽醐および灘外十七か

のもとに關かれたものだ︒

は鉱昧の遍跡と斬鉱旅発露のだめ

京・赤坂の赤坂プリンスホテルで

これ藪で粟たしてきた岡目撮会の

役劃と今後の歩数への期待の大き

ープ研膨所による︑七月以降聞設

田本原子力研究ラシオアイソト

原研R一研修所

課程計画決まる

7月以降の砺修

おり︑注露されている︒

に豪で拡大することも畢定されて

△婦︑核鷹営のためのデータ整備

ではその活励終極を核蒼籔や核融

心としてきたのに対し︑今回会議

の中惟子核データ分野の整備を中

たが︑これ豪で主として核分裂購

二十九日豪で五田間の討議に入っ

なことを強調した︒会議はこの後

EANDCは核データのうち︑

開会された︒

とくに測量面の整備を髪際協力の

などを行なう︒

もとに進めているもの︒わが羅で
の開催は今回が初めてて︑原研が

一方︑北海溢南部地区では︑羅

ホスト役︒初田挨拶に立った井上

臼励北部を中心に鉱床濾跡のため
の地表調登︑科学探鉱︑試すい探

五郎原平力委等長代理は﹁エネル

﹂

予定の各研修コースがこのぼど別

研修コースはラジオアイソトー

裏のように決まつだ︒

受講希盗品および騨細謹禽わせ

して、欝界に誇る優れた技術と、つねに新しい設騰で《現代の鋏》

原芋炉を開発するためのプロセス

の下に設立したことが述べられ︑

マイアミ会識は︑現在のエネル

システムの比較研究﹂について雛

と電力のハイブリッドエネルギー

大きな蘭心をひいた︒日本からは
期待する﹂との意向を伝えた︒し

内でも調達供給削能なエネルギー

来国は樋櫓さえフリーにすれば国

鰻スライドを見せ﹁この美しい環

表し・その鍛後で臨士山と桜の風

ギー蟹源艦機と環境簡題を同騰に

の石独危機の間でもガソリンの國

源はなお棺当懸あり︑現に昨年来

行機や自動購等動力源としたり︑

のようなシステムの軍期關発が簸

叢的であった︒

に利閉したり︑また︑燃料躍池や

濃接に熱を変えてプロセスヒート

境を守るためにも︑われわれはこ

物等によって実馬上︑地球上に無

解淡するため︑核エネルギ；︑地

の残夢野薄には

がいまのとこ

熱︑太蠣エネルギーさらには微生

かし︑わが團では﹁トリウム系燃
料の利罵を瞳るなら薩温ガス炉に

﹂とする璽気が強く︑鰍力弱勢

新顔

など﹁炉技術に関心はある﹂とし
ながらも
気血り薄の反応︒﹁ノウハウへの
アプローチが可能になる程度では

誠み

出門翠雲の劇にメリットが少な
い﹂という
ろ隻配酌で︑鱈力︑産業界には申
核となる組織を設けて検酎を進め
ていく以外︑謬加婁環は難しいと
の画品もでている︒ただ騨門辺の

注目される︒

の鉱床の試すい探鉱を継続して鉱

地表調蛋︑科単探鉱︑試すい探鉱
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遡跡と新鉱暴発晃のための探鉱を

万円の予算で︑今隼農に引き続い
て堆禰轡姻城を中心に働力蜘︒核

行なう方針︒

懸の掘握に努めるほか︑調鷺抗の

ととしている︒

燃料開発禦業圃が探鉱を行なうこ

とくに︑艘羅県叢濃地区とその

溜周による岡地匿の鉱床の状況︑

鉱などを継続するとともに︑誓詞

ギー危機によって隈子力の願要性

覇と瀟似の地虫を示す渡脇単島で
薪鉱昧発兇のための探鉱を行なう

が再誘謙され︑わが國では近く核
融ム正副画も策窟される吊定で︑

らためて購感ずるし︑とくに核デ

このような隠に際し原マ炉二二の

査察データの整

碁礎となる核データの慮二毛をあ

核データ婁ひらく

ータは原子炉の蜜金性闇匙や纒済

輩

その整備は極めて璽要だ﹂と述べ

性一
にも
OECD・NEA傘下醐の
流深いかかわりがあるもので
脚玉蔵十六名で構概きれている玉

の第十七園会禽が︑二十五揖︑鐙

来核一アータ婁凹ハ会︵EANDC︶

轟

雛プ利購技術番蟹成のため蔓礎︑爾
ぎお

み

熱望および専門の各課程を設けて理
鐙
糀舗論︑捌建取扱い︑利屠などについ

づ翻ての研修を行なっていこうという
脳蒜碑−

@糊螺もの・鑓人塁受穀はそれぞ

闇暴二級慧がt瞬間で四万五千円・

欝覧れ陸掘誤程が三十二艦で二万円︑

⁝繍鯉

陥脳鱒輔三門胴課穆が十六名で一万五千円︒

⁝荘

承島製鉄勝を着々と建設しています，

8ま麗

三 関心あるが気乗り 薄
トリウム系溶融堰を燃料とする溶融囁懲猶炉は︑将来の蟹源紺策や炉技術などで多くの利点が見込

開発醗函撚逸機関︑溶融堀グループ︵MSG︶から日本に対し同翫二間加呼びかけがあった︒同炉に

まれ・液体金鰻轟還聰殖炉のバックアップシステムとしてもその麗発が期待されている︒先に来國の

い③成型加工の必要がなく燃料サ

偏するわが国の騨価はまだ固まっていないが︑これを契機に溶融麗憎殖炉に関心が隅まりそうだ︒
溶融璽魍殖炉聡発断画の推逸を

炉に近いなど経済上の利点がある
凹したい諾え︒

期すMSGは・ユニオン・カーバイクル鐡が固く︑資塞麗でも軽水
イド︑バグコック＆ウィルコック

一iなどがあげられている︒

磁五千六

慮がの出藪を冤込む大規模なも
の︒まず第一段踏で︑

宙万騨を擾じて熱出力六万KWの
原型炉を一九七九鎌までに建殴︒

サービス社のL・ライタリー翻祉 技術的騨価は築く︑今後の展開が

MSGの謝画は十四庫閣に約十 こうした蕾環から︑エバスコ・

スなど藤業界六社が技術を︑ダラ
ス︑テキサス︑ヒューストンなど

それぞれ握懲しており︑エバスコ

各地の聡力 ＋ 五 社 が 螢 金 の 一 部 を

・サービス社が技術幹贈金社とな
っている︒

殴︑八二年までに餓気出力二十厳

第二段階で原型炉に発電系統を憎

万五千KWの発電炉とし︑一億千

溶融願堰 殖 炉 は ト リ ウ ム 系 の 溶

徳畷させ︑ フ ッ 化 ナ ト リ ウ ム 混 含

融燃料を原芋炉と熱交換雛の聞を

科学狡術庁は三月二†茅葺・脇

周辺および北海道南部地懸を鴬唇

鉱石の性状などを解明する各種調

このため︑藁濃地区では︑馨

秘蹟＋九無優の核原料物指探鉱活

に︑霊として既知鉱床拡大のため

糞試験を行なう︒さらに︑周辺で

に否万KW嚢用実誕炉を建設す画凌発願した︒これは毎隼度策建

の探鉱を行なうとともに︑奈良︑

発磁させる 仕 絹 み ︒ 特 長 と し て ⑳

空電難境築生地区などで︑鉱床の

蝉纂礎工黎蟄九千三西万賦を纏み

る︒第二段階までの八隼間に実証
されるもので園内の探鉱が対象︒

源不足への 対 処 が 図 れ る ⑭ 軽 水 炉
入れた四億六千覧醤万がの資金が

トリウムの 随 馬 で 将 来 の ウ ラ ン 資
それによると来琿度は約一億軍千

から液体金 属 高 速 麟 殖 炉 へ の 移 行

必要となるが︑MSGとしてはこ

この五百詩ラドが適正線蟹になる

などの慧激 な 技 術 縄 度 化 を 嚢 さ な

セージの消磯は︑食生活の欧風化

が︑照射技術薩からは照射線騒に

生物ほど放射線耐性が強いため︒

保存脳や殺菌料を使用し︑十度C 醗になっているが︑これは下等な

備などテーマに

C以下の温度で貯藏した掲倉︑三 一などとなっている︒
百計ラドで七日闇︑五衝㎡ラドで

に伴って急増しており︑現在年閣

バラツキができるため︑六二謎ラ

傘後︑圏立衛生試験機関等で安全

奪

購魂緊︑しで︒

︒ユ騰鰻瀟瀟羅黙耀覇

夢品

脚キ︒ラ ド が適正線量

馬鈴耀・タマネギの発勢防止︑

四六万ゾが皆既されている︑とい

ドの線羅が上衣線腿となる︒

以下で保禅︑販亮しているにもか

性試験が本格的に行なわれるが︑

」

目

とが確認された︒五暫詩ラド以上

来・小蔀の殺虫に続く食酪照附研

われているが︑食味を落さないた

二隼前からその照射効果の研究が

が生じ︑食晶と

包装袋に窒繁ガスを

y章聰窒

十臼蓋の保襟延長が可能であるこ

究対象品囲として︑ウインナーソ

め十分に殺魏処理を行なわず︑鯨

進められてきたが︑このぼどヨ面

川たつと

かわらず︑冬期で十日︑麗鶏で三

るなどの一般保存方法との併閑に

撃

一

の線懸だと照射奥を生じるため︑

ーセージの腐敗防止のための放射

が七里ラドという適正線醗に比べ

縛ラド照鮒で約七日間︑磁壁菌ラ

して好ましくない状懸となり︑ロ

よって︑傑存状態をより浸くする

擁

1嶽

ウインナー
ソーセージ 保存期間が三倍へ

線照射研究は︑日本原子力研究所

蔵申に微生物の繁殖による麗敗が
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鉦発生器の蒸気をタービンに灘き 蟹二千万がで八七鋸の運開をメド

日本でこそ早期

究が行なわれる吊定である︒

わが圏におけるウインナーソー

灘
鴨
。爆

力

原

放細裂を照射中のウインナーソーセージ賦料︵原研轟緬研︶

︸

Q

瓦熱纒
蟻購麟
25

食品照射

昭和49年3月28臼
新

業
産

子
｛第三櫨郵便物聰可｝

第718号
（3）

聞

力

原

核分裂生成物

あ市轡 る︒
噂

としてのR一

これはA聡Cのリッチランドにお や宇幽刺用などの動力源としての

一社が進出

悪影響をおよぼし始めています。こ

のため，今まで以上に原子エネルギ

ーの普及が望まれています。日立運

輸では，来たるべく原子エネルギー

活用時代に対応できるよう，核燃料

・放射性3勿質の安全輸送に努力して

います。

過去における豊富な輸送実績を生か

して，さらに安全な輸送体制の実現

に，ハードとソフトの両面で研究開

発し，安全・確実に輸送を行ないます。

石油は，効率的に使いましょう。

彫輪東京モノレ→レ株式會冠

その総コスト圓瞑方式により販施

核分裂生成物としてのR1は︑

エレクトリックなど十

るセシウム餅︑ストロンチウム90 インターナショナル︑ゼネラル・

ける廃鷲物計趣のもとで生薩され

している︒

そして，予想以上に私たちの生活に

する︑というものである︒

工業︑医療︑研究用などに使われ

康子炉で製適されるものと岡様に

るが︑とくに︑ストロンチウム90

のほか︑プロメシウム瑚と同じく

は工業用駆み翫や変動検撮露など

ウム餅は工凝用や医療用懸盤の線

RI鍛池として利鎌される︒セシ

ストロンチウム90︑セシウム餅 源になるし︑安楚核分裂生成物で

ている︒パラジウム︑ロジウムは

謁すい剤としても突験的に使われ

プロメシウム塀などが︑へECの あるキセノンは挺癬命隙球︑スト
㌔
ロボなどの用途が警えられ︑豪た
生日施設での弼レベル廃葉物から
分離されるQ環斑︑これらはリッ
触媒はじめ多くの欝金属の代替と

ら︑七〇矩には百二十万が︑七一

上げは︑六六録の一習蕊十芳がか

の密封線源の販売を一九七三無な

こうしたRIの利用動向のもと

石油危機が深刻の度を増しています。

壽

がその主な供給畜であるQ
れており︑オークリッジ州立研究

チランドの化学分離工場から響ら

イリジウム㎜︑コバルト60など

帯場は︑約三十社︑五千〜六千万

俸九十万が︑七三薙八十万がへと

かばから手がけることとし︑その

で︑来国の民闇薩業がどのような

給蓋のリストであり︑表一2は標

のセシウム餅︑ストロンチウム90 した︒褻⁝一は放射線源の叢な供

＊

量性物質の輸選嚇代をリードする

一詣に曲るラジオアイソヤプ︵R−︶の霧は・鶴忌門ぜ推讐れるが・
で︑年別簿び躍は一五⊥一〇％とみられる︒RIは︑ラジウム脚のように天然に篠在するもの︑コ

へは笙甕度拡大するもの・饗れている︒放射農錘ついては︑編約四千糞∴
漕バルト6・や繋懸ど墜炉星薯れるもの︑ス占ンチウ命︑セシウ愈のよう緩子炉で㌧
分けられるが︑ここでは︑サイクロトロン︑原第白目賜︑便用済み燃料再処理の爾レベル廃繁物か

への核分裂によって必然的星 ず る も の ︑ ポ ・ シ ウ ム 銘 ︑ ・ ウ 携 な ど 鰻 で 作 り 響 れ る R − 癌

O
推定され︑アボット・ラボラトリ

原子炉で作
所のRI販売部から領柵されてい して柱心をひいている︒

シャーレ︑

ゲンブリッジ・ニュークリア︵N

ーズ︑アマーシャム

られるR一
のRIは︑甫場における禰要の蟹

る︒こうした核分裂生成物として

原子炉で製造されるR工の洪給

の欄間亮上醐は約二蔚五十万が︑

を線源とするラジオグラフィ装麗

蚕は︑鎌継米圏欝欝力蚤顕会︵A 付けがあれば︑将来︑ニュークリ
鷺C︶だけだったが︑今日では罠 ア・フユエル・サービセス役︑ア

継々約二〇％の錦び︒駆さ謝︑液

ライド・ガルフ︒ニュークリア社

閥薩欝が六十五種のR王を生薩・

販売している︒AECは︑民聞がゼネラル・エレクトリック社とい

が︑一五％の拡大傾向にある︒年

った民闇の萬処理工場からも大騒 函翫などのアイソヤプ麟徽機器

一九七二矩十二月︑核分裂生成

に入孚することが可能になろう︒

競合ベースで市場に儂給しうるよ
うになり次鯖︑その生膣から順次

原子炉で製遺されるRI製品︑

減少している︒

晒格をいずれもキュリー蜀り＋㌣

活動を行なっているかを別表に示

まれる顕子力心臓ペースメーカー

物としてのRIに関するAEC間
の五千〜一万台の麟在園要の見込

手を引くという政策を一九六五年
以来とっている︒この結粟︑原子

すなわち︑標識化台物や放総懸核

とする︒一方︑廃熱物管運からの

炉で製 蓮 さ れ る R 1 の A 鷺 C の 売
領布と価格の新政策が発曝した︒

糧の饅近の欝欝は︑鋸闇約千葺欝

RI利網分野には︑アトミツク・

欝がだが︑一方︑医癒分野でのR 入手が篤能になる豪では︑罪幽封

の懸盤の価格謝画を維持するが︑

︶

﹁ ︶

性医薬編の販売陶は痒開四千万幾

︶

工利鎌は難しく伸びており︑放射

︸

贔の主襲取扱漿霜一議である︒

︶

識化獺郷︑放射化学︑放射性医薬

︻

プロメシウム瑚とセリウム羅の現

︻

︶ ︑

︶ ︶

﹀

行価格副画を蜷難し︑院文ことに

﹁

︸

﹀

が鷹療周装翻などに投じられてい

一

︶

︐

︶

万．が内外︒ 一方︑無闇絢鼻ハ千万が

ケニほ

射桑一﹁一つ

︸

︾

働03一（400）一3161（大代）

谷3丁昼6番3母（漕水ビル）

らそれぞれ響られるRIについて︑米国の生醗と帯糊のあらましをみてみよう︒

サイクロトロ

ンによるR一
サイクロ ト ロ ン や 陽 子 加 速 器 は

原子炉では 作 れ な い さ 京 ざ 濠 な R
Iを生艦す る こ と が で き る ︒ そ の
多くは︑コスト蕩にはなるが︑そ

り︑きわめて有効かつ不可欠なも

れぞれユニークな工臨をもってお

のである︒

例えば︑ ヨ ウ 講 鵬 は ベ ー タ 線 を
放出しない の で ︑ 曙 状 線 機 能 横 綴
などで︑患暫の放尉線被ばくを低
減するために︑ヨウ繁慨の代りに

ロトロンでは︑ナトリウム22︑炭

利胴されている︒そのほかサイク

爽11︑コバルト57︑ガリウム67︑

インジウムM︑フッ素18︑金剛︑
ゲルマニウム68︑イットリウム88
ポタシウム43︑アスタチン組など

医療用に使われるR王の多くは

が作られる︒

されるが︑ サ イ ク ロ ト ロ ン 施 殴 か

辛減期が葬 常 に 短 か い こ と を 襲 求
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