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三つのケ 富 スを提示

購魏料1隼分前金3000円

エネルギーもかなりの伸びを註す

画通りの六千万KW︑六十五隼度 ギー︑地熱発躍︑石慌のガス化︑

力発罐は六十年魔で︑現行長期醗

また︑稲藁私案は︑太陽エネル

という︑楽観的な想定をしたケー

ではやや上画って一億五蕾万KW 液化などの新エネルギ；随感は︑

一八％五霞二千九百万計鰯を確保 であり・描遜の気運などは大いに

醤来を響えた場合には璽饗な施策

ス︒しかし︑この鰯合でも︑六十

とし︑石油は世界の石油軸出雲の

換騨九億三千万遭粥と総舎エネル

り困難化するとしており︑また︑

の経済は発展せず︑團民生湧はよ

数偲といえる︒稲藁私案では︑こ

櫨よりわずかに黒く︑安定成擬の

下がったとはいえ︑国際的な平均

①従来と異なった方向での総合エ

エネルギ潅政策のあり方について

このほか・稲葉一策は・今後の

なければならない︑としている︒

の半分の六％にGNPの傭び率がi三十爺聞簸纒先に描進していか
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年度の総エネルギー供給国は鶴野

これらの薪資源の技術的効粟︑蒔

歓迎すべきであるとしながらも︑

期的効巣︑経済的効菓︑国民的経

観入できると想定したもので︑こ

ギー調査会の見通し十億詩鰯を下

済効累を考慮した場合・石抽の不

回り︑GNPの伸びも六十年度でのケースの六＋年慶の総エネルギ
ー際際爆は石油換騨八慮諸拐︒総

三十銀の歴史と爽証技術をもつ原

合エネルギー醐蛮会の兇通し一億

子力の開発を少なくとも︑二十五

るものと発込まれる︒︑

になる︒しかし高塵経済成痩時代

六十鋸度で六％︑六十五年三・五％

約六％︑六十五年度で約五％にな

やる気になれば
開発は十分可能

ケース葺については︑﹁少なくと

最

謎認の二〇％減になり︑GNPも安定と爾価格から脱するためには

稲葉私薬は︑ケースーでは日本

もやや過大な願塑﹂を持ちすぎて

のケース皿が垂雪偲としては

ネルギ1冤通しと政策の確立②内

いるとして︑紙エネルギー蘭発を

適

て狡術︑社会経済双方の研究機関

外エネルギー購偶の至善化に擶え

の達絡緊密化を警めるためシンク

このケース皿の六十焦度におけ

タンク鷺作る③総合エネルギー政

るエネルギー穿話比は石油六六％

だとしている︒

大胆に先行させていくことなどを
として想定したのがケ

︷は︑今後とも原子力発耀所建設

撮発点

近く原子力開発利用長期断画︵四
に対する地冗反対運動が続き︑原

三％で︑原子力は石油の輸入減少

このケース皿は選択舌早型︑巖

石炭ご二％︑水力三％︑原子力一

四千万詩認が輸入でき︑原子力発

決定と本格的な実旛体制の蜜豆1

策と結びついた原子力開発針画の

ース皿︒

子力開発が困難であるとして︑昭

予想騒三十一癒謎認の二〇％六億

十七年六月策定︶の改訂が予想さ

和辛五年度二千酉五＋万KW︑ 電も現行謝画の六十蓋然六千万K 小馬の努力國標型ともいうべきも

油も昭和入十六の世界の石油輸出

るという薗提で推言したもの︒石

エネルギー供給羅をより大きくす

力憎大︑楽観型ともいう想定で︑

これに対し︑ケース狂は︑供給

琿度で一・三％となる︒

撮跡驚原エ﹄力一60年六千万KW
わが国は将来︑どのくらいのエネルギーを輔軽し︑生酵できるのか︒また原子力雛醗の位麗づけと
役割りはーー稲藥冤三原子力婁賊は三月二十七日﹁これからのエネルギー鰯給とその政策のあり方﹂
と題する稲蘂第一次舐案を発表した︒私案は糧来のエネルギー綱給について三つのケースを想定して
いる︒それによると・実現可能な騒小乱の努力思樋の原子力開発規模は︑昭秘五†薫年度二千八百万
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岱︐

るもので︑森山科学技術庁擾蜜

により︑その製口いを縄めて現行

金六千二百九十六万五千円の返還

ひ

アイソトープ部

間

れるが︑その際のタタキ台にもな

︵原子力婁醗撰︶︑井上原子力婁 六十隼度三千七頁万KW︑六十五 W︑六＋五千一挙Wをそれぞ のとしており︑門やる気になれば

としている︒

長期謝画の九％から四％窩まる︑

授︶︑池田長生︵璽票教書大理学

能調蚕の一部デLタがねつ造され

を命じた︒これは︑委託した放射

とくに陳偶露では︑住民の不安

を解消し︑原皐力船に対する不儘

感を払拭するためには︑積極的な
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KW︑六†隼慶六千万KW︑六†五年度一億薮欝万KWとしている︒雁六面に私案要雷

蓼

庫度五千二酋万KWと︑現行二期 れ六千九酉万KW︑一鶴千五三道 その達成は十分可能性がある﹂想

一など七項霞を握察している︒

翫画の六十無度六千万KW︑六十 KWと上回り︑石燦︑水力などの 燈だとしている︒この堀禽︑原子

正実︵放医研環塊汚染研究部長︶

︵閾放射線研究整研究展︶︑勝沢

婁麗会は︑放射能試料のサンプ

塩蘭愈︵海上保安庁水艶部海象誤

フォールアウト関係の昭和四十七

化学研究所に対し︑原子力照艦︑

科栄技術庁は三十日︑湯本分析

分析研に放射能
委託費返還命令

︑係長︶︒

リング方法の指定︑分析方法の指
定︑分析諸語の等価などについて
評価審議を行ない科学技術庁二宮
に報告する︒なお遺漏会には婁戯
のほかに馨門婁酸をおき・恵舞を
反映させる︒

婁展および寺門婁圏は次のとお

鍼験所擬︶︑山霊登︵国立公衆衛

について薦葱鮪を欠くと認定され

たことによるもの︒返選期隈は四

ていたことがわかり︑データ全般

月＋八日︒

生院放射線衛生臆測︶︑騨門委働

縞目晒夫︵原研燃料工学部主任研

研究整副主任研究員︶︑岡野翼治

膏森梁議会が科技庁に

陸奥湾の放射
能監視で要望

﹁む

つ﹂の停泊蒔︑出入時にも湾内の

ことが必要であると述べ︑

監視測定を翼施して︑万全を期す
境理生労働婁働会委員療︶らは三

析データねつ造鵬件以後︑新しい

︑監視線舗を組み︑綿密な測定を実

析および各種放射能測定のための

原子力第一船﹁む2の定型港が 海藻などを含む指標試料の核種分

無間で叡聞設鮪利用灘七〇％︶②

ある陸奥湾の放射能監視と測定に

要塗している︒

施すべく十分な対策を講じるよう

万全の対簾をとるよう︑竹内旧知

森山轟轟に提出︑同庁に対し要墾

鵬と小野県議会議長名の陳偶醤を

でいた科学論術庁は︑二十九臼︑
馨門象で構成する﹁放射能分析評

放射能分析評価体制の検謝を急い

％︑調戯電力五〇％③藤本料金と

て工部電力四〇％︑北陸羅力一〇

躍進羅料金︵一翼二十五銭／KW 価婁鍛工﹂を発足させ︑その初会

受給電力鰍の配分は送璽端におい

月二十八日︑科学技術庁を訪ね︑

欝森山議会の今井盛男議員︵環

を行なった︒

究厩︶︑野崎正︵理研核分析化学

口馬淵久央︵東大理学部助教授︶

部教授︶︑益子洋一郎︵璽京工業

二重11斎藤儒麗︵爽大理財部教 繊度放射能測定調奮婆託蜜の潮払

り︒

は一KWH当たり四円十五銭④契

H︶の二部料金制とし︑軍国磁価

KWH4円15銭に

原子力﹂を実証
蕪

亮蹴契

日本原子力発羅会社はこのほど
擦筆︑北陸︑関西の三資力との閣

の二年間︒

ら昭和五ナ一年三月三十一貝まで

で︑﹁無力麗料金を一KWH当た約期闇は昭和四十九鎌四月一二か
り四国十五銭とする﹂などを内容
とする岡社敦賀発打所の電力受贈

合を同庁で開いた︒

鍛懸代理の蟹講により︑稲藥氏が

申言電力の養根原子力発認所が3月29日富庁検査に盒格、
日から蟷業運転を開始した。二二原発は沸騰水型蹟子炉1蟹
騙重したもので電気出力は46万KW。45鋸2月から日立が…主
約者となり施工していた。昨年6月に臨界、以後、調整と点
が行なわれていたが、この霞通産雀の使用前検査に画格、申
経済圏一円へ原子の灯を送り出した。国産初の商用炉で西日．

﹁火力より安い

昨年十一月から検罰をしていだ︒

今凹の第一次私聚では︑昭租六

五琿度一億KWを下回り︑しかも

編垂私署は︑石湘億機によって

で照億二千四百万宿悪しか入手で

石油も価格上昇のため︑六十年魔

きない覇合︒この躇の総エネルギ

ついて薫ワのケースを想定してお
り︑それぞれの場盆の総エネルギ

百万謎㍊となり︑適薩雀総台エネ

ー供給鰍は︑石油換騨で六億千八

十五年度までのエネルギー禰給に

ー供給羅から︑可能な経済成喪率

のように変化していくのか︑また
﹁とくに原子力開発の位麗づけ﹂

を騨碧している︒

将来わが国のエネルギー羅給がど

という護国が示すように︑そのエ

ルギ㌃調査会の漫初見通しである

ネルギー關給のなかにおける原子
それによると︑現状維持・プラ

約六Q％の充足にしかならない︒
妾然このケースーでは︑蕃民総生

産︵GNP︶の伸び率は下がり︑
六十卑魔で二・九％程度︑六十五

「島根」が営業運転を開始
始

更改で禽態に達し︑契約を締結し

ック以降八円程度濠での縄騰が見

の担い手と

科技庁、放射能分析で体制固め

力発騒の役翻りは︑どのようなも

麟灘

たが︑これにより昨秋の石抽ショ

安い醗力

込れる石油火力に代り︑原子力が
実騎的に

なったことが開白になった︒なお
敦賀発電所の旧売躍料金は三円三
十一銭で︑入件麗︑保守蟹などか
ら新料金は約二五％のアップとな
った︒更改契約の概褻は次のとお

①電気出力︵発蹴端︶三十五万

り︒

七千KW・︵送電端︶一季四万K
W︑受給電力盤︵年間・送電端︶

方法の指定など審議

二十懸八千九颪五十万KWH︵二 日本分祈化学買占所の放射能分

分析評価委が発足

六十重度十億謎認の霞標に対し︑

誕

ス・アルファ型ともいえるケース

蕊轍

のになるのか︑を想定したもの︒

還

鯉慰霊

鴨岡を契検国本

開

では切めてのものである。
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○

かっているといわれている︒

路線をどうもっていくかにか

崖魍殖炉に蚕る濠での原子炉

ある︒したがって問題は︑それをどのよ

に依律しなければならないことは自明で

ば︑これからは︑何としても原芋力発耀

ルギー確傑という不可欠の闇題を戦えれ

ているところであるが・少なくともエネ

も強く璽請されるのは︑顧子力発電開発

題が横たわっている◎そして︑今日︑簸

の翼現の前には︑翼体酌に解決すべき螺

どのような選択がなされるにしても︑そ

高い関心を呼ぶ今後の閣題ではあるが︑

が羅要であり︑このため原子力施

実し︑体制の強化旺盛を図ること

偲穎が裾られるよう関連研究を無

一︑原子力の高金論詰に湯浅の

次のとおり︒

西独︑イタリアなどの原子力

原子力長期計画と

分野での酒動はますます旺盛であるし︑

昨秋来のエネルギー檎勢の激

総合的行動計画
⁝
うに興親していくかにある︒

殴の安金研究︑放射急物曜放嵐暴

スペインの原子力発欝画もきわめて惣

の制隈要因の解関とそれへの翼体的かつ

⁝変は︑これからのエネルギー確

ど安金関連研究を引き続き強化推

発︑低レベル三尉線の膨響研究な

放射蝶麗続物の処躍処分の研究開

原子力藤業会議は︑こうした認識にだ

威化の研究開発を飛躍的に強化し

原子力婁醗会の擬期翫画改訂のタタキ台

って︑﹁原子力開発利用促進のための総

遜する︒濠た︑処理処分の二兀的

學慧な対応である︒しかもそれは緊慧に

である︒ソ遮の愈欲的な開発ぶりは︑先

ともいうべきものだが︑そこでは︑石割

捧制確立のための調査︑原子炉の

行動として趨されねばならない︒

般来臼した岡翻原子力利雨婁顔会関係蕎

種機によってもたらされる偶勢の変化を

では︑新しい観点から解価した原乎力の

合的行励描画﹂の横瀬に題絶する︒そこ

は︑

⁝保の難しさを求ざまざと見せつ

の報衝と考え方からも明らかである︒エ

想定しながら︑原子力発鱈をどの程度の

稲藥私築

けた一方で︑石油にかわる新たなエネル

ネルギー一聯の大きい世界の先鵜国のな

欝欝で蘭発すれば圏罠経済がどのように

さきごろの原産奪次大会で︑有沢原紅

鈍っているのは︑議会の決定待ちともい

かで︑今後の原子力発鱈に関する働きが

このほど発表された

ギーの瞬発の必襲駐を膚帯させた︒

ネルギーの本蒲は原子力を描いてない﹂

安全霧蒼機能の強化︑原財力周に

絹畏は﹁今田︑開聞に対抗しうる代籔エ

役劇や開発利用の擾期的ポテンシャルな

なっていくかのおおよそを︑三つのケー

安全蔀を新設するなど安全確保体

うべき状櫨にあるスウェーデンぐらいの

との所囑を表明したが︑このことがいま
どの騨億︑握々の制隈要因の分析とその

電量が改組

蘭が

経済成長を達成するための羅要を

私鍵の特色は︑これまでのエネルギー翫

えられる原峯力開発を可能ならしめるた

画はそれらにもとづいて︑当行可能と蕩

解決のための検酎が試みられる︒この計

ため︑爽海︑大洗地区の原子力施

一︑原子力施設の立地円溺化の

醗源闘発会歓︵大堀弘総裁︶は

スに分けて舐騨している︒そして︑稲葉

こうした世界のすう勢からみるとき︑

という発態を間

一日付で闘社膳殿の一部を改正し

ものだろう︒

最も原子力開発を必襲としているのは臼
全う萱るに必要な供給

設地繕獲備歪面を推進するが︑躍

や・世騨的聯寅であることを︑各国の動

瑠における原子姻雛注は内示縄を含めて

向や政策が明確に示している︒昨庫の米

茶である︒しかし現実には︑わが國の原

源開発促進対策に関する法鮒楢灘

制の整備を行なう︒

約五千二酋万KW︵四＋七墾 ︶ と こ れ ま

めの総禽的な行動謝画を打ち出すことが

てはこれまでの原子力士を﹁原子

力藁務謙︑原子力技術誤︑原子力

力部﹂に昇格させ︑その下に原子

機械電気譲︑原子力土木誤および

原子力調萱整の一窒四謙を薪しく

原子力部門の強化拡充は・かね

醗差した︒

て米GA王社と交渉中であった麗

二†六臼付で外澱法による解可を

温ガス炉安傘下翫委託契約が三月

よる原子力騒騒開発醗画の薩展に

得て正武発効となるなど・同社に

このうち原子力醐葦塞は主として

伴い︑載行体舗を整備したもの︒

蜜全問題を担当するほか︑醤来鮒

策としての研究開発調董などに当

新設の原子力部初代部長には松

たることとなっている︒

本静臥氏︵話劇力釜長︶が就任し

ねらいである︒そして︑圏民的信頼はこ

あわせてこれに伴う人死異勒を発

うていたのに対して︑その纂礎を供給に

た︒

謡いているところにある︒したがって必

令した︒とくに原子力関係につい

こ一両年に百万KWの原子力 綴 織 駈 ＋ 三

︵羅源三法︶の実現を期し︑これ

〜

のような﹁行動﹂によってこそ縄められ

！

然醜に︑エネルギー浮絵の大きさに応じ

〆 〆 ヨ

であり︑この懸盤︑数年後には石油問題

きなウエイトがかけられている︒

は︑﹁動力炉開発に関する墨菰方

逸する︒再処理雁設については︑

ウラン資源確保施簾を引き続き推

工場︑発鱈所などを一般に公開す

に約五十社の展間企業も期聞中︑

回は原子力の研究・開発・利周に大

研究開発を﹁原子力特別研究開発

また︑これまでの國公立試験研究

〆

顧の魎工翻薩にあわせて︑一九七六年以
るといえよう︒

禰祉向上に必要な公共閑旛設の整

翫画﹂として強力に擢進ずる︒ま

機関施設の公開にならって・新た

さ

て経済成撰率が変化することになる︒そ

わが国における原子力閣発響胴の展望

備健進のための抜応受勲躍を講ず

鉱開門の助成︑励燃の海外調査箸

た民間による海外ウラン資源の探

〆

がなくてもわが圏の慰力購給のバランス
の意では︑私案の段階とはいえ・望まし

は︑國の長期副画とこうした行動翫画が

るG

針偏および﹁働力炉開発に関する

昭和五十年擬業開始を目標に施設

て新型勤力炉の開発について

濁々相まってはじめて︑より広くひらけ

安全対策の総禽的強化をはじめと

建設を兜了し︑試運転を行なうと

轍需■槽て

一一十臼

共立

水戸文化セン

水戸講灘と映圃の会−科学と

講裳︵科学技術庁霊催︶

ューヨーク←パリ大園険︶

︵講演μ脚葱鰍原研理灘痩︑映画ニ

策京購演と試写会

次のとおり︒

れるエネルギー関係の主な行購は

科学狡術週間にちなんで行なわ

る︒

を強力に導出する︒罵速増磁炉に

ともに第二再処理工鵬に関する調

第二次塁広針麺﹂に藻づき︑これ

ついては︑照和籔興銀臨界を営標

型炉建設の研究開発と計画のチェ
コニロニニニニねニコロ

巳唱一一回航一一﹁＝冊禰一需冊＝＝騨■一一轍■一毛＝卿榊圃

⁝間ちかづく⁝

⁝科学技術週⁝

ニほ

査検酎を進める︒

＋九懸五千万円の原子力予騨を線
み︑原子力謝画の促進を期するこ

今奪度断画の嫌な施簾はおよそ

とにしている︒

ック＆レビュ⁝を行なう︒また新

臨界を匿標に原型炉の建設を進め

型転換炉については︑昭秘五一銀

る︒

科学狡術週間︒各地で多彩な行粥

十六臼

や徳設の公開が予定されている︒

技術センター︶

十七臼

スポーツ
ランの優期議定難燃を盛るため︑

昭和三＋五鉦以来︑発明の臼︵四

四月十五鼠から二十⁝日までは

山国からの供給によるぽか︑昭和

月十八臼︶をはさんで実施されて

エネルギー関係講演会

名古塵塚学館︵申部科学

鷺稼動させることを獺郷に所嚢の

羅際競争力のあるウラン濃縮工場

照和六十矩までにわが国において

れている︒﹁欄報籔理塞﹂はその

研究筋などといった犠称も考えら

ップされていることもあって︑今

目︒エネルギー問題がクローズア

きたこの週間は︑今年度が十五回

石川興経済部など主催︶︑静陶

金沢︵十九日︑社教センターで︑

このほか︑原子力騰演︑識座が

六︑十七臼大阪科学技術センタ

シャイン醗画︶シンポジウム

産街エ技院による

から発建した逓

密化することに

ターで︑岡センター霊催︶などで

催︑大阪︵十五B︑大阪科技セン

つながりをより緊 三璽社翁闇弱喪館で︑中部原懇空

よる研究の効蹴化

こんどの組織改縮は・人海とと

われる予定︒

どの顕彫も栗蝋はじめ各地で行な

なお︑憧例の科獲術功労薔な

などでも璽要な 開催される予定︒

もに今月＋九日瀾かれ盗難璽ロの

役翻を架たすことになる︒
システム研究を岡組△口が噛接行な

機能をもつ予定で︑τS槍術甲央 総金で正践決定される浮苔︒

うよ︸暴り醤えるもの︒独立した

鋼協会が分担してきたトータル・

十

の改繊は研究の本格化移行に伴い

名が示す通り研究に関する偶報管

瓢エネルギー技術︵サン

一郎煙照擬︶はこのほど︑同粗雑 新年度から絹織を拡充して今後に

原子力製鋏技術研究紹舎︵藤本

対処した描躍をとることとしたも

田中出置は三月二十九日の閣議

穴型プロジェクト﹁高温叢誌ガス

ー︵大阪科技センター主催︶

﹁偶志津理室嘱と﹁？S技術箋﹂ の◎﹁？S技術箋﹂はこれまで鉄 理を行なっていこうというもので

︵十八日︑田ホ生愈ビルで︑申部

の組織機構を孜組拡充して賑しく

原子力懇談金霊催︶︑灘︵十六口H

大阪

名古麗

ター︵臼本原子力文化振興財団︶

縮纂業への謬加を検酎する一方︑

五十五年以降に備えて国際共同濃

﹁︑核燃料対策として︑濃縮ウ

ニニロニリニニニ

に実験炉の建設を遜めるぽか︑原

する諾憂心の麗行のだめ約六二六

ていくことになろう︒

原子力発霞の開発皇運が強く婆謂
されるようになってきた︒しかし
コストで石油火力を下回り安い聡
力の供給の担い手として期待され
る原三三発醗は︑その立地闇題を

への不蜜や︑発黙認設躍地響への

めぐっで安全性や温研水影響など

利益璽兀が少ないという批判から
大きな困難に薩面しているのが現
状︒昭和照十八年蔑に原子力発白
黒の鷲規盤質野盗が一件もなかっ
たことがこの間の霧偶を物語って

四＋九年度聖画は︑このため︑

いる︒

勝局次長︒

原発の設置

各醗閲闇の横の
︵仮称︶を設ける

子力発露の欝認可爾舗を澄めるよ

後蘇山科学技術庁擾蜜に対し﹁膿

薩長による醐援護鉱技術﹂︵原子

聾ヵ蟹組織機構拡充へ

情報管理室など設置

う﹂述べるとともに︑懸力各社に

力製鉄技術の研究開発︶を契約に

研究組△口は昨矩

こととした︒

︵発臆用濾上帯辺地威艶備法案お 擾︑松根宗一アラスカ石抽金鍵︑

繭講を麟極化するよう召すことを

よって受託︑研究中だが︑こんど

酋相が指示

申請促進を

〆

降建翻する発羅斯はすべて原子力とする
はくずれるとして懸念されている︒こう
い選択の目安を与えている︒

鱒沢広巴原麓会擾︑一本松聖子

〆ノミ

との方針を打ち出している︒繊麗羅要の
した状慧をもたらした要國は︑蟄全︒羅

新原子力夏期藩邸で︑稲葉私璽のどの

三婆会長︑円城宥次郎日経新品社

ミ

伸びが比較的少ない葵国においても︑こ
難問題をはじめさ京ざ濠あり︑その各欺
ケースに麗点が躍かれるかは︑きわめて

圏民的直門に基づく躍源立地の円

をまって原子力施設の周辺住展の

れからのエネルギー薗立政簾のきめ手は
については︑つとに指摘され︑論じられ

これは︑火力懸盤所についてもほぼ露量

初代部長に松本氏

子力発難所の麟工はストップしている︒

部に昇格、1室4課を新設

での醗録を翼類したし︑フランスは︑こ

原子力部門を強化

北海の資源をどう開発していくかと︑懸

滑な促逸をはかることは現下の国

（48．鷹2）

三

力

開発要請に積極対応
安全対策の総合強化盛る
科学技術庁は一鑓︑昭和圏十九矩農原子刀開発利用墓本翫圏を発表した︒翫画は︑原子力開発への
強い蟹謂に応えて①安全礪保︑畷境保全策の亮実②原子力闘殴の立地を鰐滑化するため︑鮨殴周辺地

技術の翫画鮒な高情推遮︑などを基本に今年度︵昭和四九年四月一五十年三月︶の潴施策を講じる一

城住属の欄祉圓上を國るための描躍③新型動力騨の開雛④核燃料の安定供給の確保⑤核融合など三戸

方︑石油危機によるエネルギー購給構造の根塞的変化に対応する新しい原子力政策の検討をいそぐと
している︒

甦鼻ともこれが爽鏡されるよう格

蕊直覧鞭灘籔舗臥像溜櫛齢鱗飾罫紬

昨秋の石油危機を紙機に迎えた
エネルギー隅価格聴代︑エネルギ

﹁電源置法﹂竃要脚

の︒

段の配鯉を襲塾する﹂というも

日本原子力産簗会議の袴沢目磁

長︑加藤乙

原産擁出腐答は次の通り︒

会擾らは四月一臼︑通産雀に巾懸

運的緊襲購となっている︒ついて

田一随策爾会擬︑進藤武左エ門海

腰 有沢会長ら通産相に

隔通産相を賄ね︑現影青会に提出

は︑本第七十二国会に対して政府

森一久原産常任理畷・禦覇局優︑

指承した︒

二郎電珊連会擾︑木川

中に腱罪とも成立させるよう格段 より緊急握案された織源三法躍

中のいわゆる蟷源三法案を今国会

外羅力説査食費︑土光敏活爽芝会

よび震源蘭発促避税法案︑同特別

天田守︑石騎照夫爾原塵理購・購

の配鰹を硬越した︒

旧地の内容は﹁今後のエネルギ

会翫法案︶に関し添国会会期巾に

な

ノ

ヘ

リ

ゆ

︑一驚罵の挙徳双三

⑧三宅泰雄・中島篤之助編

ポスト．雨冷の本命として脚光をあびている

僚発は︑はたして安全か？ 大規模な開発
溜画の現款や対米従履の開発体崩︑度承な
る事故の実魯などを衝き︑安全な道を問う

⑨翼下信﹇・大谷省三編

O

B6判／800円

原子力発電を
どう考えるか

観

唇●

800円

幼児の発逡と

保密 琵琶湖の動態 エネルギー問題 他

政治と宗教 陣審者と人権

廃老 測

メスを入れ︑その全貌にせまる

現代社会に根深く巣食う麻薬に最新科学の

麻薬と入間

⑤細谷英吉・大村裕編

氏悶にとって科学とはワ人と科学のあり乃
椙学者の二会的費仔を訴える
78◎円

入間・科学・科学者

繍

。キ駐展望

ー供給の簑定確保をはかるため︑

1配壁03（59i）lll【

＝＝

塁
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遼翼隠縫炉心構遣物の据付け
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濁することもありうると懸曝し

米と西独

の情報交換で協定

原子炉安全研究開発

ランスとオークリッジにコンポー

これまで嚢園1︑狂︑盤の三段階

成させ︑趨心分離機製競技術の開
発を行ない︑現在腿設申のコンポ

ーネント賦験施設︵C饗F︶と呼

幽騒謡蜀欄

▽第6回海上技術年次会膿︵米

国のAI簸E下部機闘・石油工学

トン③テーマ羅海上悸藁の儒頼性

D︒L・レイ米誌原芋力婁厨口暫協会主催①期凹 五月六〜八日

西独研究技術根はこのほど︑メリ

水申技術︑北極圏での技術︑海上

そのうちのジェームズ︒ベイ濃縮

費密十五慮〆︶を建饗する心骨で

ク州︶にウラン濃縮工堀︵総建設

ンドとジェームズ・ベイ︵ケベッ

なお︑問蒸せは原藤・動關躁へ︒

原子力発醒所技術など

たわれており︑同月楚の下で両国

いて︑両国が協力し台うことがう

の一繍の螢全性を爾めることにつ

性データの提供︑出戸髭電癖運転

定には︑利用可能な原子炉の安全

報交換協力協定に調印した︒隅協

波力︑パイプラインの敷設と峰復

五芸謝年度遮賑開始︑総建設臓二

ばれるパイロット・プラント︵七

八か月以内に開始するものとみら えたところによると︑南アフリカ

子炉の安全性研究開発に関する回

②場所睦来国テキサス州ヒュース
︵AEC︶婁澱畏とH︒エームケ

生産することになる︒

心分離機を開発しており︑醗近で
れる︒

ーランド州ジャーマンタウンで原

千七颪四†万炉︶用夢心分離機を

原子力発電計
画の促進を

で餅画が薩んでおり︑会規硬凝縮
はさらに二庫の簿命目明が可能と

念に関する悪報を交換することに

は︑軽水炉の安金性およびその概

舞

肚智力蘇の他ほ鉱難二落子糊隔麟所にてビル腿概を獣

ネント調整研究駈︵CPL︶を発た︒

を通じて改罠されつつあり︑すで

に鉱煙1が七一鎌†二月に懲頼盗

鼠験を開始︑近く裟三盛の試験も
始められる︒さらに袋癒皿では︑
覇技術︑経済性が組み入れられて

るが︑この点を解決するためAE

爾アのルー婁至尊謄る

法の開発に融手︑現在ではその授
口笹理漕 網 が J C A E で 明 らかに
プラントを建毅する米国能力に問

さらに大毒生山を可能にするた ・ルー婁鍛擬は﹁往来の発電コス

工堀建殴について︑仏原子力庁

需噸雛

ンドランド・コーポレーション︶

︵ブリティッシュ・ニューファウ

ジンク枕の子会社BRINCO

工場建設翫函は︑リオ︒テント・

なお︑セブン・アイランド濃縮

ど明らかにされた︒

︵CBA︶との倉弁襲簗とするた

一万︑原型超心分離機モテルはめ︑七五会醗奪贋中頃豪でにトi トを上回るとしても︑わが閣のエ

めの交渉に入ったことが︑このほ

ナダ

で仏と交渉

濃縮工場建設

含まれるという︒

なる︒なお︑軽水炉以外の炉型概

ネルギー危機を打關ずる方策とし
禽の安全研究開雛分野での協力も
︵GEGB︶の後だてによるも1
の澱源小酒餓会で︑CEGBは双て︑原子力発躍計画の促進を遡る

一っ︑七八︑七九年に二二っ︑ま埋蔵騒は二〇三〇年までに枯濁す

七四年に二つ︑七五〜七七年に各されないならば︑爾アの現有石炭

同婁戯長は︑原子力発墨が謙入

だが︑英国内には國藤技術のAG 子型原子力発電所︵出力百二十万 べきだ﹂と述べた︒
冤もあり︑対立しているのが現状

Rを次期炉開とすべきだ︑との愈 または爾三十万XW弾機︶を一九

だ︒

カ

圏響＝璽η曽

が推進している︒

ワー社のフロリダ工場は︑環擁

う︒炉の製作者オフショア・パ

現況を暗面につけ加えておこ

のなかでも異色の源上発露所の

その愈味で︑標準化プラント

きは大いに注目を硬する︒

鉾翻司騰間短縮の今後の成り行

一＝＝7一 絢一一■﹇噂︐一一輔一一一﹁齢一

︻パリ松本駐在撃発︼カナダは

一：一＝・一

足に伴い石炭の欄要騒が慰写すれ

．＝暢＝需甲一

注する翫画があることを明らかに

た八Q〜八三庫にかけて九つ鷺溜ると日曜し︑さらにエネルギー不
一方︑C鷺GBのA・ホーキン

鴨：＝7

いるほか︑電力会祉がHTG
プR
させた沿鰻岡盟も加わってお
の代案を検酎しなかったとして 進を示している︒

り一
︑環境グループの一本化の前
や安余系一−ECCSなど

嘩＝墜＝＝

ズ会長はすでに昨年†二月︑識会

・づ

＝二＝曹

一九八○薙までにセブン・アイラ
＝卿＝一

ば︑二〇一四年までに石炭が循
一一＝騨噸冒

している︒

鱒扁一＝鴨一

の科学技術特溺婁腿禽のエネルギ

PWRク

を設立する構想を握案ず

メ

の

ボストン・エジソン社にも建設

無能力の烙印を押そうとしてい 十二万五千人の懸名が壌まれば

この州民潮汁は︑五月申に三
0旧

十一月に実施されるが︑投頭に

ついて︵地裁で提訴却下︶︑い

グループの法砥闘象に区切りが

一方︑カリフォルニア州の州 なればモラトリアム成立の公理

る︒

がかなり柔いと蜀られており︑
属投蟹では︑襟回の失敗の経験

米国の環境グループの起動が サイエンティスツ︶を安全性ア
鰹禰していないことは︑鍛近の ドバイザーに採用したことなど

よいよ懸工された︒霞標は来年

から耀塊側の戦術が柔軟になつ もし成立すれば他州への影響が

十月のアトランチック一弩炉の

いろいろな動きにも躍れてい から知られる︒

このマサチューセッツ州の調ているのが目を引く︒その国標 当然響えられるから︑環境舗箏

る︒

製遣開始で︑環境問題解淡の獺

い偶勢といえよ

の餉線はまだまだ平穏化には遷
たとえばNW誌は︑原勇モ禽は︑UCSがピルグリム一一︑ は原子力発電所の運転や建設の
ラトリアム法案が図下八っの州

を閉じれば︑このサイトは永久

だが︑そのことの悪難やともな

︵K・K︶

う問題には次圓に触れる︒

3994

636

野竺

念研究予騨として︑七五会掛年慶
に七百万がを饗求し︑超心分離と

ガス章段の両プラントの研究を推設翫され︑この懸初のモデルはす

経済的に竸含しうる蟹園として︑

でに完成済み︒まだ遷心分離法が

ウレンコは長野命の超心分離機
還心分離機の取轡えと修覆のため

逸するという︒

に璽点をおいているが︑この点バ

心分離法を開発するにあたって︑

米国は選心分離機の遜命に璽点をCは︑七五芸酎年度に機雛試験樋

術が経済的に競含性をもつことを

題はないとみられる︒またAEC いわれている︒

狙いていない﹂と述べた︒AEC設︵E嬰F︶をオークリッジに発
敗勢の﹁ファイナソシャル︒タ
はすでに七〜八無の署命をもつ選成させ︑爽規模僧蠣性試験を約† イムズ紙﹂が三月二十六日付で伝

したところによると︑還心分離法
爽記するのが臣藤であるが︑すで
は︑玉璽の新規纐縮プラントの概

ラブ

州に英米仏三国共岡の

る︒

英国では︑二月の総選磁で労働
党政権が誕生し︑そのため次期猫
型の決定が延び延びとなっている
が︑四月申頃には鰻終決定が下さ

れるものと伝えられている︒GE

CのPWRクラブ墾梅津︑軽
水炉峰入を推している三国電力庁

原子力婁韻食︵AEB︶の﹂・A

はガス拡敵法と比べ経済醜に競済
に閥発段階から生薩プラントのエ

米︑仏両国と共同で
一相に︑仏フラマトーム社︵仏ク

PWRクラブ設立を提案
︹パリ松本駐夜鋤発︼英圏ゼネ

ラル・エレクトリック社︵GE ルーゾ・ロワール・グループ五五
C︶のアーノルド・ワインストッ ％︑米國ウエスチングハウス社四

写翼は︑カラム研究所の﹁クレ
オ・トカマク﹂プラズマ閉じ込め

装躍

五％毘籔︶と協力協定を糖び︑欧

数†万臼の還心分離機が必要と︑

億嘆以上の投璽伊必璽と想定して

所擾は︑核融禽爽罵炉の開発にヤ

蓄がおり︑R︒S・ビーズ同研究

在︑約強剛＋名の核融舎騨門科学

発を進めている︒同研究所には規

ク社長は近くバーり一・エネルギ

のカラム研究駈では︑トカマク型
核融垂垂の実用化を冒指し︑ユー
ラトム︵欧廻原子力共同体︶滲簾
潴国の核融菖脚門廉からなる国際

いる︒

英國原子力公社︵UKA E A ︶

英カラム研

核融合炉の実
用化研究進む

AEC筋では分析している︒

離法大型生産プラントの嘱含では

のウレンコが酬画している遷心分

にまで到逮しているという︒欧州

能力を還威することが司能な段階

心分離機を据え付けるだけでその

位︶プラントの漏盆︑数万賊の選

は︑九千ゾSWU︵分離作 欝 単

しうるものであり︑瑚在その技術

バラナウスキiAEC生産・原 AECは一乃六〇年に感心分離ンジニアリング概念研究段階にま

段階から生蔑プラントの群細なエンジニアリング概念研究段階に入っていることを明らかにした︒

Cが推照している懲心分離法ウラン濃灘技術研究開発旧識の親況について報衝︑岡醗画がすでに開発

ラE
ナウスキー部長は﹁経済的な選 の蟹粥を低く抑える点があげられ
米照原子力鍵蝿会︵AEC︶はこのほど︑議金の上下両院原子力念岡華興会︵JCAE︶で︑A

効率の良い遠心機を開発

一年内に運開か銘綜

@ぱ

騒

ューヨークで開かれた電気工学

待を魚わされているが︑鍛近ニ

反鮒繕雛㌶録繍

議論︵バーモント︑マサチュー

凶報を思い切って加速しょうと

も今が正念場であり︑標躍化と

7

次郎

鳳縛」撃

強腰

つまり︑海上炉の野命が尽き

注目を引く︒

分の有利さがあがっているのが

学会で︑海上炉のいくつかの特

セッツ︑ウィスコンシンほか︶

要な目標にして

性が指摘されたなかに︑廃炉処

フォルニア州でふたたび・州民

おり︑そのための手続きとして

に上程されており︑︸鎌嗣より

中止ではなく︑現在提超されて

戸賀署に増えていることや︑カリ

三選炉︵ボストン︒エジソン

童張が州の兇解として取り入れ新たな解翻可をストップするこ法的手段を総動員して︑AECたときは︑防波堤の一部を取り

社︶のヒアリングで嵐しているいる蜜全問題が解明されるまであらゆる蜜全問題を掘り趨こし

外し︑廃炉を曳航して鎌脚な処

︑三野炉翫画をストッ

2371

原子力関連作業部

｝、■鰯魑ム

謡
講

投票を求める霧名運鋤が活発化
していることを伝えている︒そ

分地まで持って行ける︒そのあ

の湧動や主彊が市電に一定の影

られたことであり︑その愈味は

や電力会社に圧力をかけようと

無視できない︒UCSは※圏原クリアが実は容甥でなく︑異蟹しているわけだ︒

とに躍かれている︒安全問題の

響を与えていることも︑テレビ

化プラントを武雛に許世塵の遅

これに対してAECは︑標と踏
へは新羅をもちこんで防波堤

酎舗会後の視聴暫調理で・エネ

ろうというのが︑環境側の狙い

問題が解管を嬉ぬ濠ま黙通りさーダー支部や︑昨無沿湿土地利

＋分で︑いくつかの璽斜な安金には以潮のグループのほか︑ネルギー危機に対応して原子力発

AECの検査員画が極めて不でもあるわけだ︒運動グループれを敗り擁すだけでなく︑エネ 的に敷網できることになるわけ

エルンスト報告を引用して︑

ルギー危機による原子力転換1 子罪質興会︵A鼠C︶規制部の酌な永続モラトリアムになるだ
一原子力への依存を深めること

一1に五八％の反紺︵約六千五
百名中三千八颪名︶があったこ
とや︑マサチューセッツ州司法

ノフレ一
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蓬婁轟話

3

4

一
A琵Cの霧齎無能力を下張して

〔原子力関遮営藁橿副
（発蜷所関係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーヘイ、核燃桝綾荷・交換作業、
個人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の清婦、廃棄物の運搬、変篭所・杢調設働運
紙保守、施設内の補助工礁並びに島島業務、管理区城内除染および清掃、普通区域清掃
（研究旛殴関係）RI放射線取扱実験…鮭設討コンづルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃毒物の処理、フィルターの交換、空聞線意摩・表面ゐ染率分布測定、窒調設
備運転保笥、管理区城内除染および清撮、鰹通区域講描、浄水管理
〔原子力関蓬主要得慧先
（発達所関係）日本原子力発電㈱・敦賀および東海発璽所、東金電力㈱・福脇発篭所、中国躍力㈱
・臨根原子力発耀所、団立プラント㈱、東京芝浦電気㈱・原チ力本部、乱菱原チカエ業㈱、GE
・敦賀および福翻建設所、WH・高浜建設所
（研究施設門川）日本原升力研究所・東海・大洗・高二二研究所、理化学研究所・大和研突所、
亀力中央研究所、田本アイソトープ協会、東大工芋部・原子力研究施設、東北大学 金属材桝研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究所、聡気逓信研究所、㈱東慕原子力産
業研究所、ライ酒ン生物実験センター

@

擾窟が環境グループUCS︵ユ せられている ことを理曲に︑ 用の規制を蟹求して・サン・オいうのだから︑AECにとって
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聞

産

繋属翻謝釧酬翻倒鰯劉櫛劇疑襲翻器戯

原子力発電
大曜に安い︒原子力発電所の遮転
労働力の生産性低下・機器・原材

火力と
原子力
鼻

ス除蓋システムを灘入することの
技術的及び経済的妥当溢について

硫酸ガス除差システムの籔愈髄

はまだ認証されていないので︑亜

推定櫨を利用した︒

は︑高性能除去システムに関する

燃料費
核燃料サイクルは︑幾つかの段

この各段階別の核燃料コストは第

階に分けることが可能であるが︑

料・舞金コストのインフレ・環境

た玉葱に合致するようプロジェク

・蜜全監をはじめ薪しく殴定され

ト︒スコープを変更する必罰が生

ム付きの石縦火力発騒所よりも蜜

い︒しかし︑新しい発電斬を建設

いが︑石油火力発醗所にくらべ恥

保守擬は︑亜硫酸ガス除査システ

化石燃料難儀所と対比して原子

電力会社が石炭に対して支払う

二衷のとおりである︒

の経済性

力発躍所の経済性がどうかという

る︒原子力発電所の建設コストを
金額は︑山元での石炭販売価格に

じたことなどをあげることができ

引き上げている要因の多くは︑そ
輪送コストを加えたものである︒

する堀舎の総発耀コストは︑原芋

の他の発躍所についても同横の影

力︑石炭︑石蒲が互いに激しい競

彊断画にとってとくに麩要な懲味
争を展關するような状態にある︒

響を及ぼしている︒

点が︑米国内の今後の発醗施酸拡

をもっている︒そのような理由か

は一番安いが︑供給力が少ないの

ガス発電が発電コストという点で

瀬の入麺そのものが難しいという

る︒発電所の熱効率を百懸B？U ことから︑大規模な闇雲所拡張翫

トは︑距離と瞼送方法の函数であ

鼓父換効縛ζは、10，000Btu／KWHと仮ノしした。
第4・襲 発躍コストの弾力性

運転・保守費

／KWHとすると︑三†七曜／百画の基礎と蕎えることができなく

で炎然ガスを利用した発想はそれ

炭の粟均価格は八・五が／ジ︑す

によって決まるので小女疋であるQ核燃昌のコストが
L昇していないのは、核燃剰の使用量が増大づるのに
伴って生産性が改漕され、規摸の腎済か働くのでエス
カレーン臼ノ分は吸収されると考えたためである。口

WHに箸しい︒

コストは瞬︒五冠／ジであり︑残

百万KW︶の蛍懸盤を示したもの であった︒このうち︑鉱山関係の

価格は慧激に上昇している︒一九

石抽の栗野を制隈して以来︑露鋒

が欧州賭国︑臼本および米国への

る︒このコストには冷却堪に麗す
るコストも禽まれている︒石炭火
力のコストが避くなっているのは

除宏システムのコストが腐くっく

石炭取扱い装羅および亜硫酸ガス

発電コスト

ためである︒

鯖毛裏は一九八一銀に営藁還転
を開始する原子力︑石炭︑石油発
電所の総発電コストを示したもの
である︒技術の改騰及び生産騒の
増大によるコスト・ダウンの糖菓
今後も価格が上碑しないと蓄えら

ストについて︑無目五％のエスカ

れる核燃料コスト以外の総てのコ

レーションが加えられている︒一

である︒

三力のコストは︑軽水炉のコスト

懲この酎郷の墓礎になっている推

定値や原子力発罐コストを引上げ

の等量であれば︑次に示すような

どれか㎜つぐらいあつても︑原子

原子力発電にとって不利な条件が

力発躍の方がコストの点では石叩

とは注国量る必要がある︒すなわ

火力発蹴より有利であるというこ

ち︑

％から六五％に一洛ちた漏Aq

︒原子力発躍所の稼働灘が八○

して五億四千四百万ザから六

・発蹴所の蟹本四塾西％上昇

億七千四百万がとなった出合

責万BTU当り二十五幣から

・燃料コストが二一になって︑

五十三移になった早雪

また︑石油火力の発餓コストと

のような不利な条件が一つぐらい

比鞍した掘合も︑原子力発電は次

る︒すなわち︑

あっても︑なお有利であると謬え

％から三一％に落ちた揚合

・原子力発転所の稼働率が八○

なり五億四千四二型がから十

・発熔断の蜜本蟹が二・六傍に

三川九千万がになった槻禽

万BTUあたり二五壌から二

・燃料饗が八∴二倍になり︑酉

が川州になった掘合

原由力発閑所の燃料費を二十五

である︒

壌／百万BT轟Uと仮定しても︑石
炭及び石抽火力発副詞が経済龍に

壌／百万BτUと六十四蝿／酉万

祷利になるのは︑それぞれ二十七

しかし︑理在のところ︑石炭や石

トを相対的に引き下げたりするよ

ストがこれらの塾礎数値や前提に
百万BTU¶または一六・七鍵ル／K対して︑どの穫度の彊力性を持っ

油の価格が近い将来にこのような
水灘にもどるとは考えられず︑醸

まで以上の影響力をもつだろう︒

子力発蹴は米識力簗界にとって今

添籔︑燃料蟹である︒その結果を

BTUで買える擶禽たけである︒

た昏絶は︑工場の稼働率︑単位資
になると︑石油火力発熱所は原子

蟹江では石面価格が四ザ／謬以上

WHに等しい︶とした︒この分析 ているかを調べてみた︒変化させ

うな削提条件を変項して︑発羅コ

たり︑石炭または石蝋火力のコス

である︒

火力が○・籔五β／KWHであ

ス除宏装躍付き石炭火力が︼・一
︒ル∠AWH︑低硫黄油をたく石油

力がO︒七β／KWH︑亜硫酸ガ

運転︒保守躍の推定臆は︑原子

なってきている︒
一九七二年における来国内での石 万B父Uというのは琶︒七が／K

ある各種竪園について羅力闘界は

ら藷しい発耀殴擶の選択に關係の

大きな関心をもっている︒

鯖︻蓑は︑一九八一無に懲藁運

弾力的な原子力魚雷5スト

在来火力より有利に

いては︑石癌価格と供給の安定性

わけても︑供給の醤頼性とKW程伸びないだろう︒石縮火力につ

済性という点では石巌と原子力が

H当りで翫騨される耀力コストは

関心をもっているものである︒技
競目している︒原子力︑石炭︑石

が大きな影響力をもっている︒経

術襲因を検酎したのち︑躍力金社

いて︑毘較検討してみよう︒

油の発躍コストの主嚢な要図につ

すべての躍力会社がとくに大きな

は縫済鮒な蟹因をもとに決断を下

である︒これは︑オークリッジ国

りの鵬勝ノジが輸送コストであ

なわち三†七㌣／欝万BTU一九七一二年後半に︑中雲壌凹目

あらゆる種類の発蹴所に閲する
立研究所で開発されたコンピュー

る︒そして石炭の価格は鉱山の位

砥に入る予定の雛蝉騒︵罐黛出力

ある︒このコストの相対的比率は
簸本麗がこの二︑三庫の間に懲激
ター・コードを使って醗幽したデ

費

ガス︑石油︑石巌︑原子力によっ
に上童している︒原子力発躍所の

てみよう︒京ず︑石油価櫨はいち

電ロストがどのように避うかをみ

使璽する燃料の纒類によって発

六％の憾上がりである︒

これは一月の価格水輩に比べて六

十︒五が／畷とすると発表した︒

価格を一九七四駕二月一白から︑

カナダ産原癌の米国への売り渡し

上げた︒同晴に︑カナダ政府は︑

価格はヤ一・○八が／ゆ︶に引き

油価格を十四・○八が／ゆ︵帯場

って一九七四年一月一B以降︑原

た︒ベネズエラでも︑これになら

嘱価格は約八・三ザ／ゆとなっ

・幕議／疹に引き上げだので︑市

油産出穴か國は︑原抽価格を十一

七三無十二月にペルシャ溝沿摩石

てそれぞれ異なっている︒餓力会

抗滋掘り︑オーが掘りなどからの

本

ンを含めてLWRは5億4，400カドル、イ：∬｝〜人

躍︑鉱脈の陣さと深さ︑露天掘り

資

すが︑総発電コストの中には三つ
の大きな饗園がある︒すなわち︑

年閣資本費は単位資不費の15％とした。

おう︑十が／圃︵一・六七ザ／

3340
2600

ﾄいる。

科学技術館

東晦クラブ

30名

50名

35名

●

40

締結から営簗運転までのリード・

資本蟹︑燃料費︑運転・保守麗で

イ】で由価格は、コストよりも童として中近東政κ1の政簸
第四護を作成した蒔の削提条件

先

ノJlよ5f曹800ノ∫ドノレ、イヨ《1｛…火ノ，【よ3｛意7，400ノ∫

示したのが第四蓑である︒

習

一740

8G

利となる︒さらに︑石油火力は石

ｴ電東海3／6㈱

案

1800
1630

一｝170

60
24

力や石炭火力と比べて経済的に不

睾

茨城職業訓練校

☆

茨城職業訓練校

先

☆

☆

原研東海・大洗

☆

中部電力・浜岡

☆

P1／29（釣〜11／30㈹2日間

☆

日闘

2

学

U／5（オ9〜6／6（ホ）

見

東電福島，動燃大洗

☆

61，000円

58，000円

15，000円

k見㌻塗〕

45，000円

115，000

41，000円

k講義のみ〕

（円〉

@

〔講義・見学〕

k会艮外参力畷｝

103，000

24，000円

〔講義〕

49，000円

15，000円

39，000円

k見学〕

36，000円

一一一

吻一……

83，000

力臼

費（円）

k講義のみ〕

18，000円

53，000円

95，00α

東海クラブ

館

念

記

菅

会館

町

麹

科学技術館

眉戊と石イ由は5％／年のエスカレーンヨノを冷めてあ
る。石弓のコストは、ヵ働コストの影響を強く受ける。
25
55
246

評論8TU

11日聞

2／24（月）〜3／6㈱

日間

5

12／2（月）〜12／6㈹

日間

6

i第二種）に舎格し得る知識を
^える講習会。

考えるセミナー。

7／22（月）〜7／30㈹9日問

8間

3

V／31（水〉〜8／2（金）

3日間

k後期〕6／24（月）〜6／29（土）

諸問題

tと懇言炎をしなカごら，

ﾒとなるために必要な知識と
Z術を与える講習会。

7／3㈱〜7／5（針

高卒以士の単力ある者を雪明
ﾉ放射線取扱技術の甚礎知識
ｩら放射線取扱こし任者試験

原チカの菰礎知識から，最新
ﾌ原チカ麟嫡にいたるまで原
q力全般にわたって系統的に
ｳ授するセミナーひ

閣静にして快適な河口湖畔で
ｴ子力問題の核心について講

一烹70

十120
発巳三所の資ホ畠山％1．昇

講習会

@

講習会

@

斗三30

石 炭
碧雲コスト
艦得費30％低ド
石 油
纂本コスト
燃軽費30％低下

1520
1690
1640
1650
燃糾費50％i二季

厲ﾋ線源取扱技術

ﾄ期特別講習会

鋸13回

第8園

第2回

ﾄ期河口湖原子カ

厲ﾋ線源取扱

セミナー

@

翌翼

緊

発施コストに
発電コスト
斌する影饗
（ミル／KWH）（ミル／KWH）

LWR

ミル／
セント／
ドルである。

炭90

ータを利用したものである︒契約

以料インベントリー維持費（12％）
合 訓

〔講義〕

〔講義・見回〕

参

（＄35／kgU）

墨不コスト
発屯所の稼働率
80％から70％へ低卜

KWI薫
LWR
25
イu焚（硫黄含有率の1、IIいもの） 55
石でIII（硫黄含鼠賊の低いもの＞ 246

燃屑費

4

発電所の負本費は5％／脅のエスカレーンd

2
3

（稼働率は80％〉

年問発曜容量を70x109KW麓と仮定した。
1
イt

33
00
18
20

0
60
1
00

石 8 GO曲
10
ポト

1
タ蓬⊆躯云・f繁筍、

50
5
50

4N
捌ヤ

2

石

LWR
三三 70

屋
項
資

15
、書i
合

発躍所（100万kwe）の推定発蹴瓢スト（ミル瓶wH）
（1981年までのエスカレーションを含む）
第3袈

コスト上騨要因としては︑規制手

一紙換及び電工（＄70／kgu）
使用済燃得の輪送（＄5／kgU）

20名

180名

如名

参加人凝（名）

（022）

続きの変璽︑警認可手続きの遅

ることを荊提としている。

社の経営者はこれらのコストを発

73一一88

艦所の金野命にわたって劉りふっ

103〜118

力

原

115〜134

採鉱法により異なり︑二購から十

7％
8％

タイムは︑原子力発醒所は七・五

6％

れ︑湯槽納入の遅れ︑スケジュー

61〜74

た金額をもとに決断する︒

50〜61

87〜99

が4の間で大きな晒があること

72〜81

94〜正10

鎌︑化石燃料発懸盤は六鉦と仮定

74〜86

ル遅砥によるエスカレーション・

4％
5％

原子力発難所の島本賢は化石燃

建設中のエスカレーション

6E｛間

8日間

日

20〜22
20〜23
53〜63
93〜108
280〜332

した︒石炭火力発躍駈に亜硫酸が

濃縮（＄42ハ瑠SWU）

6／10（月）〜6／15（止）

〔前期〕5／27（月）〜6／4㈹

期

23〜25
29〜32
74〜85
126〜142
386〜444

放駆動取扱技術について初歩
ｩら第二種主任技術者の資格
褥る為に必嬰な講義を与え
驛ﾐ又開催期泪を国家試験の
Pケ月醗において効率を1』け

容

187〜224

コスト︑熟練労働力の不足︑現場

製

UF6への転換（＄隻35バbU）

放射線取扱ゴ．任（第一種）技術

原料力発電を中心に原予力工
迹S般について教授する講響
?で18年にわたる伝統を誇り
ｷでに1，000名に及ぶ卒業生
撫しております。

内

（ミル／KWH）

採鉱。製錬（＄10／1bU508）

厲ﾋ線取扱技術

ｴ子動力講習会

目

260〜302

纂4・5回

第18回

第18回

習会・セミナー

66〜76
15〜19
4〜5
13〜16

△

繕
・ 喫
＝．：：＝

三

謹

置…

。・

類

研

場

施

案

・
廃棄物処理

168
082
250
計
小

クレジノト（＄8／g＞
プルトエウム

054
007
076
033
002
014
004
一処王1難

62〜72

66〜76
16〜20
56〜58
18〜22

44〜60
78〜84
タービン
83〜94
篭気系プラ〆ト伸伸
28〜32
その他のブラノト機器
5〜6
予・備費及びスペア・パーノ
18〜22
・」・ 溺
257〜299
閥接擬
専門サービス
43〜47
その他の需用
28〜31
廼設巾の舎利（7％／年）
83〜95
小 謂
154〜173
発四所建四則凹凹
41三〜472

75一一86

（エスカレーション含ます）

1
26〜35
1
28〜39

1

土 地
建聞及び現場施設
原子炉及びボイラー

末ｱ系職員対象
ｴ子力セミナー

?

火型原挙動発蹴所（軽水炉、100万kwe）の1981年に
おける燃料費（19ア3年の髄脳水準）
簾2襲

100万晒、営鑑運転開始
蹴舞出力

石油

原子力（LWR）石高
直接費

1981年（トノレ／kwe）

料発躍所よりも唱いが︑燃料澱は

｛主

原子圏発聡黛の推定資本喪
第1襲

子

昭和49年4月4B

恒例の原産主催講習会，セミナーは下記により開催予定ですので
ｲ案内申し上げます。
ﾈお，詳網につきましては次にお問合せ下さい。

＝臓

（第三種郵便物聰葡

業

新

に昏蒙する必蟹がある︒輸送コス

85〜102
137〜160 119〜137
98〜117
159〜186 136〜157
環境保護関ユ虫鰹費としては、総ての発電所に天鍛取水
冷却塔を付けると共に、原チカ発電所では放射能ゼロ
放胤に近いンステム、石炭火力では亜硫酸ガス除宏ン
ステム（このコストはその他のプラント機器の中に含
解

まれている）を痢え、イコイ由火力では低硫黄｛由を利用する

（4）

第719号

醸麟奔騰灘騰盤雛

舛

坙{原子力産業会議・業務課事孟都蕊携轡（痘葡慌顧辮

聞

磯醗詩嚢講票撰轍

原産理事会

士開寸土想の策定へ
近く行動計画検討に着手
臼水原子力薩業会議は三月二十九臼︑東崇︒九段のホテル・グランドパレスで第二百五十九圃常任
理璽籔︑第聴三十二圓理禦会を開催︑昭和四＋九庫度の原薩蟻集翫画躍ならびにその一麗として来診

度の主輪活鋤2つとなる﹁原子力開発利罵促進のための総合的行鋤計醐﹂などを懸議︑承羅した︒
これにより︑原醗は四月中にも︑従来とは異なった観点からの原子力構想に関する多角的な検酎作業

麟禦院響澱

本

ス

P

28P

21P

40P

☆

16P

21P

5

業開発の兄通し

6P

8P

26P

36P

54P

15P

☆

25P

10P

14P

37P

36P

35P

☆

☆

31P

29

20P

などを歴任︒科学技術に造盤深く

日

フィレンツェ市にて開催さ

回受注でインコロィi八○○が齢

科些些には長く籍をおいた浅の核

るほど︒海外購偶にもあかるく︑

14P

33P

質︑コストとも楽国メ〜カーと十

石川次夫氏逝く
二区︑社金党︶はかねて郷気療獲
申であったが︑三月二十八臼午後

宅は臼立市金沢町二一二六︒騨醸は

去された︒茨城騒出身︑58歳︒自

城興日立市の露立製作駈病院で死
R︑PWR︶についてはこれまで

〇︶︑シース蟹︵ジルカロイ︶︑

臨月七臼牛後一難から日立市宮田

磁気発生装躍︵インコネルー六〇

黙交換器罵管︵ステンレス鋼︶︑

町の商成会館でとり行なわれる︒

それだけに践の三重は与︒野党か

制御棒駆動機構用管︵岡︶︑童冷

ら惜し濠れている︒

石川浅は張潮︑社党衆院畿展と

却配蟹︵岡︶など国内外に多くの

大きな特徴︒放医研は今後およそ

ネルギー強殴の変えられることが

が加遼できるAVF嚢睡で︑エ

リウム3粒子およびアルファ救子

納入実着をもつほか︑CANDし
Uて建設︑商工︑科技特の各理照
が︑HTGRでは初の受注︒

型霊水炉鋼蟹でも輸出実綴をもつ

H7GR漂芋力発電所用覇級恥
毛については︑すでに印本鋼讐も
輸嵐成約しており︑今國の佐友グ

後︑順調にいけば矩内にも使用を

十カ月聞の償らし運転を行なった

13例圏の脳腫

始める予定である︒

瘍原子炉治療

原子炉を使った葱性脳腫瘍愚港

の照躬治療が二＋八臼︑東京原子

役︶原畢炉塞で行なわれた︒患遙

力薩業研究所︵西堀博代表取締

テ

原子力発竜所と理境

26P

の金点︑副会長もそれぞれ日当分

・關発︵入農総画︑供給産榮の能

出︑濁点簿策の検酎など︶⑪技術

野の技術が世界的なレベルにあ

ループの受浅は︑わが圏のこの分

ることを改めて雲霧したといえ
る︒

よつて得られる還中性子線を用い

供されるもので︑炭覇やチッ素な

経外科の儘中主教授らと甲央鉄道

は脳禦部に懸性腿賜のできた五十
めていた医療胴サイクロトロンが

どといった蓮華の疾病を診断する

痛院画師団の指揮で延べ十躇闇に

わたって中性畢を照射した︒術後

での脳腫至難憲の原子炉治療はこ

の経踊は順調といわれる︒わが團

れが十三例懲︒

原産懇開催

日本工業倶楽部で第四十二圓原麗

4

15P

が︑部会長︵讃称︶とは別に原薩

セプタンス方策︑頗子力安全の蕩

望

として政府婁賊もたじたじとなつ

え万の明確化︑安全日面体制︑欝

なお︑禦業自画纂は五月に開か

なろう︒

蘇賊

心をついたするどい聡疑には︑聴

あるという編状をふまえたうえ︑

など︶の四分野について︑それぞ

力充興に織する検酎︑新技術誘発

饗

分対抗して照薩できることを証明

野を定めて掘互の調整︑襖酎聴渠

な役翻を果たしていきたい意向︒

したとして今後わが国のHTGR 離鍛院議霞・石川次爽氏︵茨城

それら制限籔因の騨価や分析︑そ

瓢︑安金研究の強化促遜︑環境・

麗町・検蒼・監視月日の整備・強

㌍

導入にも轟然供給の面から穰極的

原慶は照瓢三ず五駕︑四†痒︑

の打關のための輿僚的な解決策︑

れる予定の総会に付識︑正式蚕簿

箏

の原産湧鋤への笈映をはかる︒検

四す五琿の三圃にわたって︑原子

緩和策を極隣し︑その間断に立っ
れ並行して進められる︒婁爆の構

される︒

サイクロト研⁝
医川

ロンが完成放⁝

燕気発生袋麗は︑米国ではフィラ

を鍛大化して行くためには︑今日

月GA社が諏窟工揚に指定︶で生 する兇通しにある︒住友商麟は︑

完成し︑このほど岡社から引渡さ

ための短簿甜アイソトープの生間

噌楠一軸轍嘲一一一幣鱒一＝一一一一一卿一b冒一一一一一一縣一一一﹂ニ■扁：一殉﹁襯一

・コミュニケーション・システム

覆点的に行われた︒

によるプラント響理の研究開発が

一才の土性︒颯爽大学歴興部脳神
れた︒

h＝営一層締一幽隅一■一一齢一一一一轡四一巴町輔一四脚二一槻一＝轍一層榊一一嚇＝騨一一輌一一禰一■一刀備一一層㎞嘱一僧糟榊一騨

このリイクロトロンは︑それに

も行なう盆画︒陽子︑霞陽子￥へ

ムソンCSF社に発注・難設を灘懇性騰瘍﹁ガン﹂を治療するのに

デルフィア騒力の十二越︵二発聡

HTGR用鋼管受注

打ち出した三舎繭行動描画の検酎
から異行すべき異体醜行動計醸が
住友商簸はこのほど︑同額と住

七覧年納入分四藻︑その後の十八

薩︑今隼末から來年初めにかけ分

誌

漏期間は綿五か月の予驚︒

力關発のための蔓期構想を策罵︑

て鏡蹄点で興行萌能と考Xられる 廃藥物対策など︶⑧核燃縛の確保
成などは今後學急に間められよう

多

こうした行動字画の横謝と並ん

従来実施してきた講禦榮の充異を

で・来震の屡轟識では上 才弾堅塁は︑蒙炉︵BW六聴五十五分︑心臓麻痺のため茨

愈覧の誓約︑安全性についての三

はかるとともに︑とくに︑各羅の

門家レベルによる離灘などを愈む

安全対策の総軽機︑放尉性駆劇

原子力施設の立地確保対簗︑ウラ

物紺策など環麗問題への対応策︑

紺策に慮点を躍いた活動を展開す

ン濃縮・再処理問題など核燃料鰭

るとしているが︑そのいずれもが

発表してきだ︒これらの構想は︑

︵サイクル金碧の見黒しと唱題摘

に魍手することになった︒

その郡度︑原子力婁興塗をはじめ

開雛規模を兇定めようとするも

携をはかりつつ建玉されることと

とする政府の擾期計画の駆礎とな
の︒今回謝画の特罠は︑原芋力が

行動三重の横肘と獺互に密撮な運

り︑原子力開発利驚擬期翫画ある
いは総△ロエネルギー政策にも反映 現径遡遇している問題の解決は山

は︑従薬の麟・摂期にわたる原子
必要であるとしている点である︒

友金属工灘が米岡の原子炉メーカ

甚についても商談意晦をうけ︑こ

バブコック＆ウィルコックス︑ハ

躍爾級鋼蟹ハ塾の商醗については

ンテントン・アロイ・プロダクツ

鰻近米困で闇題になった燃料棒
ペレットの焼き締遜り現象につい

のお知らせ

懇を開催する︒今圓は原子力婁澱

35P

気開炉、新型炉および
高速炉の共問役割

されているQしかし今回︑原口が 門であるとして︑異行可能な開発

力關発規模の想憲を離心とするも
このため﹁総台的行動醗画﹂の

ー︑ゼネラル・アトミック社︵G 納される︒

れらの受注を期していく一方︑今

放射線医学総台研究所が仏のト

のとは賀なり・石油勉機を間脳に
検罰は︑㊨外帯︵総台エネルギー

A︶から篇漏ガス炉︵HTGR︶ ﹁九七四奪納入分の蒸蘭発生綾

南分︶をはじめとして三十纂を越

原子力開発の緊懲性が滋騨鮒に覇
対策における原子力の蟹騙づけ︑

の蒸気発生叢薬用ハイ・ニッケ

住友鑛が米GA社から

まっている反函︑その簑盆性︑環
動力購關発戦騒︑開発体制︒制度

高級鋼籔︵インコロイ・八OO1一住友商事・住友金属工業︑米圏の

える市漏を形成し︑今後一六拡大

塊への影響に関して少なからぬ懸

など︶㊧原子力立地の総舎推進

ニ三％︶の受注に成功したことを

︵発電立地畏期醗画の横酎と旧聞 主成分︑ニッケル無五％︑ク切ム

スウェーデンのづンドビックが応

燧行上の鮒策︑パブリック・アク

明らかにし腰︒数盤は二基分齋五

札︑佐友二基︑米二祉各二基ずつ

ても︑内圧︑薩径などを照鮒下連

臼本原子力崖業会識は︑四月十

に利嗣されたという︒これに関連

騰蒙炉︵出力二万五千KW︶を 七六年からの次期三ヵ年謝癬で

に入会社擬福岡太郎氏住所申

一四八〇一

☆

6

産

力
念が表明され︑このことが原子力
施殴の立地確保をはじめ︑原子刀

十ゾ︑金額にして約五億円︒住友

の受注となったもの︒H④GR用

続測定で検舐・その成果は米G鷺
祉のモデル︒データ作威や西独K

してヌッドセン燃料部長は﹁これ

ネルギ⁝醗絵と原子力政策﹂が予

稲葉秀三氏の講演﹁これからのエ

WU社のコア・ツイズのモデル化 五臼午後一覧から葉蒙︒丸の内の

までの結果では︑コラプスについ

に地元怯蔑の理解と協力によるも

蟹の機械鮒反臨や焼き締まり現象

は︑①燃料姓能試験︵燃料・被覆

定されている︒

ので︑感謝しているQこの上は山

プロジェクトで︑スタッフ簾六十

0猛CD原子力灘関︵NEA使
︶用する鋤力炉技術研究開発國際

二五菰一

央区八丁堀一の六の一協栄ビル

予一〇五

B本期ンクリート工簾︵株︶

〒一〇四

二六一

47P

591−6121（fk）

金属工藁尼蘭鋼讐製造所︵昨年一

町︑近く還開予定の一轡機に隣接

一

して増設されるもので︑運開は五

中貫浜岡原発建殴所次畏談浜

十三無三月の予定︒

岡二暦機はこれで地元交渉がすべ

で︑今後焼き締まりと温度の関係
いて民田︑浜名の繭遷州漁協組と

型の期待を嚢切らないよう立派な

運営プロジェクト︑﹁ハルデン計

磁︑葎闘予騨は約九億四︒NEAなど定常運転曄の試験︑加麗機関
ェクト・マネ⁝ジャーとK︒ヌッ らは漂研が謬加している︒

聖五七葱一O
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㌘窪霧舌

浜岡二号︑近
く本格工事へ
地元交渉かたっく
中部幻覚は同社浜岡原子力繊細

ては大丈夫といえる︒議題は温度

交渉していたが︑このぼど円満解

ものをつくることで金力投球する

︵炉心監視制御︑プラントじ﹂う

からの委踊照射︶②フロセス制御

XW︶増設に関する漁簗補筆につ 鱗に入る予定だが︑これもひと璽

所二層機︵BWR︑出力八十四万てかたずき四月中にも水平的な工

彰イ彰
渓した︒同社はすでに浜岡町と地

方針だ︒原子力は何といっても安

画﹂の成果とその瀞来計画説嗣の

九五

撫盟機関が共岡運営し︑わが園か

った︒

域閥発振興などを柱とした協力協

全性確保が塾本で万全の策を講ず

ため来日した﹂・ルンゲ岡プロジ

原産に入会社擾森田一郎氏住

を中心に検事していきたい﹂と隔

定および︑御緩蘭など榛爾五漁協

る湾えであり︑照臨に︑地元との

乱取扱︶③モデル化︵燃料モデル

ハルデン計画は︑ノルウェーの

組と漁業補償協定をそれぞれ韻脚

共蕎共栄を晒るべく︑例えば現在

八駕の岡計奮発足蹴︑炉概念の実

ハルデンにある顧子力研究所の沸

しており︑これで二弩機増設に伴

ドセン燃料研究部畏は二十七日︑

原塵

う地元交渉はすべてかたずいたこ

嬢が細めている温水利嗣聾魚計画

娠方法︶などの黙題に取り網む︒

八魎泌化工機工業︵株︶

とになることから︑単ければ今月

所魅区新橋一の八の三
鮨と安全観研究︑コンピューター

P

耳〔躍気胞〜〜巷1ミζ肇帰牽窩1−1−13

蜘幽 匿
故石川謬
化︑炉心ブラントモデル︑改擬運

四
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串込先日本原子力産業会議・業務課

・｝曳

菰︑炉内計叢装鰍開発︑燃料の姓
した︒

9P

32P

flrenze，

き

@

鰐

原薩を訪れ︑森羅務局長らと懇談
謹ない所蒋だ︒

8P

14P

⑪麗Ess聡⑧脚蝿＄

膿業断画を審識する原魔理醸斗

中にもできうる限りの協力を惜し
浜闘二弩機は三隅緊小笠郡浜岡

ε没討酒事隻｝こおける進琶避

ン迄のGeneral Reports（総揺報告書）とNatlonal Hepo吐s（国
別報告｛紛のオリジナルを右の要領にてコピーサービスを行いま
すのでご利用下きい。（コピー代金、1ページ20円）
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れました、第5回フオーラトム大会に於ける第1〜第6セッショ

簡業運転の縛験

ま973年10月15臼〜17日、イタリア

2

22P

ltaly

10P

現竹運転中の発電酬の

1

（塾…致封報註｝書｝）
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關塾申のサイク自トロン制御

スウェーデン
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串にも同義建般を本格化する︒

雪

焼き締まり現象の解明も

11P

Oc重，15〜17，1973，

1

11P

⑪麗離⑪麗

開発利薦盆般を大きく制限しつつ

︑

屋礎工寧すすむ浜岡二号機サイト︵向うは一号機︶

μぞ

設撃罰および経駁

e 慰

ヌッドセン（左）、ルンゲの両氏

昭和49年4月4ヨ

二

業
子
原
（第三種郵便物認可｝

第719号
（5）

聞

器
一面所報のように︑稲藁原子力婁興はこのほど総エネルギー供給における今後の原子力開発
の位麗づけおよび冤通しについての第一次私璽を濠とめ︑公表しだ︒私案は﹁これからのエネ
ルギー購給とその政策のあり方﹂と題されており︑内容は蕾禦と墓本的舘識︑将来のエネルギ

ー禰給︑躍力供給の特来と原子力關発︑結びの本文全四巌と付属蟹料で引引されている︒以

以下︑私の著察は⑪今後のエネ
ルギー供給蟹は一体どのくらいま
で大きくなっていくのか㊤現存供

将来のエネ

わが国におけるエネルギー講給

下・同私躍からその蟹旨を紹介する︒

ネルギーは第二︑三次的な田面で

ルギー需給

は石油火力の堀合四奪離は二円五

を携論︑椎察するとともに⑳今後

給謝画を箋現する湘選口︑その内部

な願墾をもちすぎているかもしれ

ないように思う︒ケ⁝ス夏は過大

のものが持続発展型になっていか

して想定したもので︑とくに政府

ないが︑宮男芳の腰刀瞠目繧と

欄成はどのようになるべきかーー

必腰な供給憩茄羅をエネルギーバ

にその鍵現について簸大限の努刀

ランスおよび國民経済バランスと
関曝せしめながら明らかにしたも

い欝画を國民に示すといっだ態度

要だ︒政策のよりどころとならな

にPRし協力を得ていくことが必

を墾みたい︒国民にももっと翼剣

噂

のである︒

中心の現状にあ当り大きな改審の

ネルギー鯛発での各般の狡術的配

繰題を推進していくだめには新エ

は改めねばならないし︑こうした

エネルギ：と第一次エネルギー各

見込みがないとした掘合の全体の

部門の充罵がどうなっていくかを

見通しの線で脱石油を図っていく

などが必要であろう︒

来のエネルギー政簾のあり方とし

ここでもっと璽要なことは︑将

ー政策のあり方について私個人の

以下︑鰻後に︑今後のエネルギ

府として決定し︑諸職的な実施体

と繕びついた原子力開発翫画を政

きるかぎり學く︑総盒エネルギー

一︑原子力關発については︑で

もっと研究開発体制と財政鮒支援

国内で推遷すべきものについては

腐速増殖炉・核融貧などについて

のかどうか︑璽水炉︑爾温ガス炉︑

す
て︑今後翻大する産藁︒交通・圏

む
と・その桐鮒的な必要性と経済性

油価格乱騰化などの過去を考える

民生活用などのエネルギーをどう

一︑天然ウランの確保︑ウラン

モニタリング体潮などについての

濃縮謝画︑廃蘂物処理︑再処理︑

を拡大整備すること︒

聖画は技術開発︑安全性に対する

一︑新しい原子力憂慮利用長期

体制整楠︑研究開発目脂の設定︑

制に移ること︒

危機が重きく生じてこようし︑海

で総盆エネルギー兇通しと政策を

性を認識し︑従来と異なった方向
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墨体策を来年度予算概簾蟹求期の
六月をメドに作成する予定だが︑

のあと︑消熱炉炉心モックアップ

子力発寒開発を中産体制のもとで

ている︒すでに餉国会から継続審

ておらずタナざらしの格好となっ

の︑箋照審議はまだ一度も行われ

三法案は国鼓へ提出されたもの

濃縮需要見通

EEIがタスク・フォースを組ん

リティズ社︶︑R・バスチアン
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案﹂についてだけはまだ今後の審

引延し工作

議田租が決めら汽ていない︒税法

﹁今国紅中に是非とも成立を﹂

ているふしもみら3㌃る︑という︒

と愈欲をみせる与党に対し﹁安全

と特別望薄爾法璽は三月分臼罰金

うやく議羅が﹁近々本学議で趣睡

性垂垂策が先湊偏として法成立に

この日の総鼠には騒力界や崖業

して原子力発醒閥発の役剛を強調

説明﹂といった段どりを立てた段

スへ持込求れ︑会期末ギリギリま

皮博する野党ーー画題は国対ペー

に提出されたが︑最近になってよ

するなど︑文寧適り窟民あげての

階で︑それも綴勢はまだかなり流

騨などからもそれぞれ鹸脳が出席

懸打開を強力に嵐めていく方針︒

強化を騒ることによって贈源宣縁

三法黙

藤

炉と続く開発総額二兆円にのぼる

賦験綾羅︑爽験炉︑原型炉︑実翫

定期的な超国隣的プロジェクトに
対処していくため︑今までの各機
閲別の核融会研究を集約︑一本化
するもので︑こうした強力な体制
を謹むことによって夷之命開発の
効率的な携逸を図っていくことに
なる︒

および︑原子力発羅促進税法案︑

動的だ︑といわれる︒講運での未

進めようというもの︒伊藤宗一郎

講となっている周辺整備法察は︑

処理案件は繭法案を禽め四つQ願 で折衡が続けられる冤逓しだ︒会

課試糖戒となった︒

原発促進

自曲民主党は三日︑集落・永田

科学技術部金長のほか︑西繊儒一

電源立地難打開のキメ箏として

立法化されたことによって内容を

新しく税法と特別金謝法繭法案が

躍源

町の党本部で門原子力発羅推進識

元科捜庁養窟︑塚原俊郎元労働大

は︑今國会の

政府が璽誠に艶出している︑いわ

周特別書謝法案のいわゆる

から︑﹁禽期中成立﹂がかなり微

罰運盟扁の縮成総会を開いた︒

臣︑桜内機雄繭灘林大臣ら九人を

ゆる

妙になってきた︒

﹁連盟﹂は︑石油危機に伴う衡

代表発趨人に︑衆謬澗院議農約薔

大寄に修正︑水会議での趣湧説明

鈍化の傾向
羅力翻盃婁が予測

でなく︑人悶形成の場としても役

その他の欝気覇叢用電力と廟家発

鰭灯および業務用︑小口︑大口︑

ており︑この結果︑昭和五十三無

囲家消蟹電力などについて想定し

る民生隅購要は前園想定に比べほ

厲ﾋ線取扱主任者試験のカンどころ⑰生物・物理・化学⑨

原子力三

六月メドに講想練る

炉一歩手競の﹁ゼロ出力装躍﹂
︵臨界プラズマ試験装羅︶を︑五

十矩度から菰痒闘に八颪懸円かけ
てつくり︑五十㎎年痩には実験が
始められるようにすべきだ︑とす

原発促進連盟を結成
気当望 まず立地難打開から

難門研究所の設立はゼロ出力裟囲

N度に核融合研設立も

原子力婁颯金は二鰹︑昭和五十丁度から︑核融舎の研究開発を強力に推進するため︑開発専門機関
﹁核融禽研究所扁︵仮称︶の新設を含む興体的施策を︑六月をメドに打ち出すことを決めた︒これは
同日朝の閣議後︑核融△口研究体制を強化したい︑との森頗原子力擾員長の慰向を受けた田申達相が︑
昭租五十庫という隣しい騰代の区切りを迎えるにあたって究極のエネルギー源となる核融禽の大規模

わが国の核融舎研究は︑原子力

な実胴化研究促進には︑それに幽門しい体制で臨むべきだ︑と捲示したことによる︒

特定総合研究として︑原研︑懸総

研︑理研などで開発が進んでい
る︒昭釈瞬十九蕪度は四ナ四無か
らの第一段階研究開発計画醗終薙

﹁頭暦

力な僅醤エネルギー源としての原

人で構成されている︒嶺薇は︑す

会期が四月二十九臼までで残すと

ζO

璽源三法案
でに酌国金から纒続審騰となって

後︑商工観顔会に審議が付託され

奪

ころあとわずかとなってきたこと

田の開所式では︑松本蟹隈が﹁嶺

いる発囎用施設周辺地引整鎌法案

マク型トーラス装躍JFT；2に

にあたるが︑昨無には原研のトカ

よる醐密度プラズマの朋じこめ爽
験で世界的レベルの成累をあげる
など翻画は順調︒昨隼十一月来︑
原子力謹書訟の核融雪研究開雛懇

田嵐単帯余灘副会擬︶が︑

風

︾

︸

一野欝彗︑欝

羽

月三二︑福鵬県︒大熊町にオープ

立てたい縣などとあいさつ︑松田

たが︑これによると︑昭和五十三
黛度の禦業爾懸力潴要は五千五酉

とんど変わっていないが︑大口禰

巡

談鼠捜術分科会︵会長・伏兇慶治

二〇〇〇隼ごろまでに自窪開発で

馨

目立・東芝

臼本山力調査委渦象︵違藤武菰
子力発墨所運転澱の獲成︑確傑を

社長と大神窪田鋤焼が八＋万KW 五駕闘の醒力禰朝雲通しをまとめ

エ門委舞長︶はこのほど昭和煕十
臨的に昭和照十六年四月︑璽票芝

ンした︒同センターはBWR型原センターは単にトレーニングだけ

浦囎気と日立製作所の共岡美質に

級原子力発雌所の中央制御塞をそ

三十六億六千酉万KWH︵うち九麗の総鵬硬は六千三薗九十樽七千

醗力分は五千六十四停六義万KW 二酉万KWHになると試算してい

％で︑荊唖惣定に比べ約一％のダ

率︵年平均複利増舖宰︶は九︒一

要は一︒八％の減◎民生用が今後⁝
一
も変わりそうにないのに対し︑産

H︶となっている︒鋸悶軍均㈱び る︒電灯︑業務閑︑小口のいわゆ

ウン︒潮園も伸び率の鈍化が指摘

のことについては経済成畏が今後⁝

講は篶が鈍化の傾向で︑三

る︑とも彪えられている︒

大難ににぶると見込んだことによ

圏連載・講座

と﹂を潤標とし︑このため彬融禽

総

一糊
痔

より設立されたもので︑三年越し

のま談義した還転訓繍罵シミュレ

七無度以降籔十三匿濠での向こう

の施設がこのほど完成︑正式に営

ーターのスイッチを入れた︒

昨奪来の石油冠機から原子力発

業を開始することになったQ

醒への要請が一層強法り︑煎櫓的

なお同センターは︑初期訓練コ

ニコ：スで
完襲な学習
ース︵十二週間︑五月十三日スタ

な原子力隠代を迎えようとしてい

る今臼︑縄慶に酬練された逓転要

ート4と再訓線コース︵八賑間︑

されていたが︑今回はそれをさら
碍の急とされている︒これまでは

員の確保は︑安金性の面からも熊

滞煩向にあることを示している︒

に下園つたわけで︑璽力諏要が停
らなり︑発慰プラント各系統の学

同凋鷹婁員金の罐力駆襲想定は

四月
BWR︑PWRとも要員を来国
に八日スタート︶のニコースか
派遣して獲成していたが︑問セン

毎年︑懸れをメドに晃臓されてい

茂

核慰事動力実証炉を完成させるこ

上士
ず詑ノ

臨
購

ぽ

糠
轟
黙

できるよう設備機器・カリキュラ

るもので︑岡こう十鯉闇を予測す

習から避転訓練まで完墜な学闘が

ムに万全の配慮がなされている︒

濶ｿ450円（〒＝30円）
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〆

ターの開所により︑網羅で翼果的

関係精蕎数十葛が出製したこの

﹁BW鷺運転訓練センター﹂︵松 な訓練ができることになった︒

BWR訓練センターが開所

本
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〜闘灘堂

有明なすべてのクリーン・エネル

ネルギー保禅の紙しい︑かつすぐ

ギー②革新的な燃料利潮技術③エ

れた技術ーーなどの關発を描藩す
る広範な圃鑑の研究開発謝魎を醤

する行政機関が卜する口任踊囲と

JCEの婁厩は環在︑上院︑下同様︑広大であるべきだ﹂と述べ

び関運規制には関係しない︒

の歳出婁一会に蟹征をもつべきだ

の中に総台エネルギー政策問顧も

また下院に提出されたハンセン

組み入れることを提案している︒

案は︑〜CAEを拡張させるため
原子力法を改正し︑婁鰻を二†八
名にして︑規制活動の蟹軸罹を蚕
罪するかわりに︑盆エネルギー三

するというもの︒

山の研究開発計画をJCEが義理
パスツールおよびハンセン両案

なお︑イスラエルの研究轡が︑

製法を理諭幽趣から製出したか・

仏CEA

レアリザシォン︒アンデュストリ

ソシエテ︒デチュード・エ・デ・

業化研究会社︶はこのほど︑SE

概念﹂について調査することで合

恵︑契約を結んだ︒これはC欝A

聰生産をどう実現させるかの調査

が採痙性ベースでの還心分離機大

遡心分離法ウラン灘縮技術の騰

を婁託したもの︒

発については︑欧州で英独蘭三国

のところ

示してきた︒この契約締結もいま

注園される︒

能性も考えられ︑その成りゆきが

3

設計建設における進歩

8P

9P

25正）

64P

37P

47P

☆

35P

4

原子力発聡所と環境

14P

20P

28P

21P

40P

☆

玉6P

21P

5

産灘開発の児通し

6P

8P

26P

36P

54P

15P

6

実舐炉、新型炉および

10P

14P

37P

36P

35P

☆

☆

33P

という︒

実験繕粟で繹たかはわかっていな

29P

本でウラン郷原子を励起してウラ

ス・レーザーでウラン筋原子を偲

22P

を登録嗣罰していることが︑この

離し︑爾極に補促する仕組みとい

10P

ン鵬と分離︑次いで強力な炭酸ガ

国されている︒串講したのは国防

みられる︒

遠心分離機製造調

11P

フランス原子力庁︵CEA︶と

査で委託契約結ぶ

31P

ぼど明らかにされ︑その動向が注

欝のイザイア・ネ⁝ベンツァル︑

い︒

PWRクラブ設立計爾の主謡

なうことになりそうだ︒

われる︒エクソンによると︑この
製法は八五庫までに工藁化される

てをガルフ・オイル社に売却︑経

業化方式機構と︑そのための工堀

PWRR−が﹁遡心分離機の大戸生薩覇
を殴豪しようという構想
実現の艶過しは強く︑英圏原子力
薩業界は国際市場進出の機会を失

購入打診の申には︑これらの契約

欝権を黍放し︑ガルフ・オイル社

共嗣計画のもとにウレンコが一九

八O隼代には九千ゾSWU︵分離

来國の湖周済み核燃料薄処理会

三月二十六臼︑社名をアライド・

機の開発を進めるなど強い関心を

GNF社を吸収したいllなど工
のプラントをカリフォルニア州サ

ではないが︑調査継果によっては
セス︵AGNS︶社に変璽すると

ゼネラル・ニュークリア・サービ

いは本格的な麟簗化にのりだす可

逮心分離機製造工場建設に︑ある

の樟を出るもの
ているという︒

ンディエゴに移賑する計画も遮め

ル社とロイヤル・ダッチ・シェル

GNF社は一九七︸年七月︑ガ発表した︒これは︑ガルフ・オイ

関心
料成型赫工蜘築を放棄する悪同を

膏禦をもとに︑先頃︑軽水炉用燃

ルフ・オイル社五七％︑ユナイテ

グル⁝プとの合弁によるゼネラル

26P

☆

テルアビブ大学のメネヘム・レビ

環子力圏係会社は︑厨下︑二等の

に変調周波数レーザー関係の特銀

ンの両氏︒来麟でこの悩報をもと

簾登縁を調査したところ︑ネーベ

は︑英国ゼネラル︒エレクトリッ

プロトタイプ原子力船を建造する

ク社︵GEC︶と仏フラマトーム

ープ︑来WH社の共同出麓︶が協

社︵仏クルーゾ︒ロワール・グル

ことの可能性を検酎している︒ま

に︑エキスパートを駆異して船歪

テムの埋立︑PWR罵コンポーネ

霧定を結び︑両社がPWRシス

の︒英仏両國に供給することにな

カッティングを園ろうというも

ント歯応︑PWRの世界的下
力の舶用利用の即題は︑それを呼

る炉心部分など︑炉内構造物製造

ロイド協会に関する限り︑原子

うと憾めている︒

側の環峯力船への関心を喚趨しょ

所などの長い耳糞の経験をもと

た英国船級協会春も︑原子力発躍

ンツァル氏は一九七〇駕から七二
庫までコーネル大学プラズマ研究
所で働いていたことが判明してい

レーザー法ウラン濃縮研究開驚

る︒

については︑七三隼十月︑エクソ
ン・アブコ・アイソトープ社が議

びかける鶴に相当の逸展がなけれ

会でその輪郭を鉦菖︑米政府がそ
の研究開発費として七四無には

ばならないということにかかって

を蟹負し︑許認司︑規制機能は両

千万がを米国原子力婁綴会に曲り

院の他の委興会が蟹興すればよh

豪てている︒群馬は明らかでない

との点では一致している︒

︻パリ松本駐在皿発︼イスラエ

ルの
JCAE委展のH・M・ジャ
ク研究者が︑西ドイツでレーザ

るもの︶を英国に建殺し︑圧力容

に即して見臨された︒
英国と帥独の造船会社︑船主︑

クラブ

ここでは一九七Q無に技術雀がと 欧州に英仏米三国共同の

用の方針を明らかにしなければ︑

︻パリ松本駐在鋼発︼英国政府
エル︵SER1聾ルノー系のエン
が阜急に次期炉型としてPWR採ジニアリング間題を轡門とする企

PWRクラブ殴立構想

決定がカギ

英国の陰型

う豫もあるようだ︒

かえに際しての放射線蟹埋だとい

大きいのは︑核燃料の装荷やとり

ム社が製遺することになるものと

プラント︵WH祉ライセンスによ

秋︑保守蜘丙閣が舶用炉の可能性

器︑蒸気発生罷などはフラマトー

いる︒なぜなら︑現在の英照経済

り︑愈謝九灘︑総鶏卵八百十五万

めるまでにはいたつていないから

は厳しく︑まだ原子力船に手を染

あったが︑今回のルイジアナ電力

羅蟹羅に塾ついている﹂と語り︑

KWになった︒

へ
て発足したが︑昨年慶︑ユナイテ

ラン製茜施設を購入しだいとの内

婁醸は含まれていないようだが︑

︒エンジニアリング祉からの施設 ッド・ニュークリア社が持株すべ

会祉1一はこのほど︑ミズリー州 か検討していた︒コンパッション

示をコンパッション・エンジニア

の一〇〇％エ会社になっていた︒

社名を変更

この点が今後の交渉遜展のポイン
トとなるものとみられる︒なお︑

米AGNS還作業単位︶規横を閥発する蹴画が
究誠験炉爾燃料成型加工購業から

ア・サービセス︵AGNS︶社は

社アライド︒ガルフ・ニュークリ

エンジニアリング・サーどスと研

GNF社はこれまで行なっていた

ット州ニューヘブンの燃秘成型加

すでに手をひいており︑コネチカ

究所で選上分離法研究と還心分離
ルフの原子力部門であるゼネラル

ある︒一方︑C露Aもサクレイ研

・アトミック︵GA︶社の傘下に

料成型加工購簗に進出したい②ガ

冷却畳用燃料製適を禽む繭玉の燃

ガルフ・オイル社は①二業ガス

にしだ︒

リング祉から受けたことを明らか

ヘマタイトの岡社所荷の二酸化ウ

だ︒しかし︑コストの問題よりも

が︑原理は変調周波数レーザー二

め︑現在不足がちの天然ガス︑石

うごき出すか
原子力船開発
英

英国のロノド協壌首脳はこのほ

国

ーによるウラン灘縮方法の特覇権

法である﹂と評したが︑同議顔は

縮だき発鷺に代って︑経済的︑環

ついて﹁闘粟は可能な︸つの桟替

JCEは當接上下両院および画院ソン上院議貫は︑パスツール案に

これ以外の考え方もあることをほ

一万︑ハンフリー︑ロス両議餓

る︒パスツール識爾は︑法黙黒鯛

ま豪受け継ぐJC建を設黙し︑そ 五の提案も出されそうだ︒

なお︑GA社がこれまでに受濫

いての再騨緬を求めたことを明ら

したH？GRは︑さる二月に臨界ど︑政府に原子力商船の将来につ

電力および爾カリフォルニア・エ

の草露万KW二纂︑デル了バ い︑としている︒英園では・眸蕉

万KW︶︑フィラデルフィア電力 に関する政府の主導性をもとめた

・ハスキッソン会長は︑この気心

PWR︶﹂の建設二日申謂中で︑ したパブリック︒サービス︒カン

ッション・エンジニアリング社製

は原子力発躍だ︑と指摘した︒

境的にも受け入れられる代替手段

囲は︑エネルギー研究開発を推供

添月という短期問で

米GNF二

これら将来の鰍田螺要をみたすた

は八O年代までに想窺される筆力 からの哲二十万KW一基受注によ りまとめた報告轡のデータが星状

ロトリック同電力社掻は﹁岡計画

？GR発電所針画決定について︑ ジソンの各々七十七万KW二基で について薪たな検酎に鱈手したが

ことになる︒セント・ロザリ工費

︵出力各百二十万KW︶を購入すうち四四％は原子力発躍が占める
る翫画を明らかにしだ︒敷地はル

三日︑ゼネラル・アトミック︵G イジアナ州ニューオーリンズ爾二
は除かれ︑ 従 っ て J C A E が 関与
A︶社から総額十二億がにのぼる 十婿のセント・ロザリーで︑一暑
機の運開は一九八二年末︑二弩機

闘耀力は現在︑同社初の原子力

は八四銀字頃の予窟︒

発耀所﹁ウォーターフォード三弩

︵出力百十六万感千KW︑コンパ

鏑出自H 口 自 一 霞 α 自 凸 H ︵ ゴ

㎝百万KW出力㎝

海藻鵜﹄

昨鋸十二月二十日に※國原子力

婁鰯歪︵A珍C︶から全出力運転
を認可されたブラウンズ・フェリ

ー原子力発蹴選一弩機︵BWR︑

軽工

出力頁十 一 万 難 千 K W ・ τ V A 所

を簿てから⁝

有︶はこのほど︑全出力運転認司

ク・パワー︑コモンウェルス・エ

ッド・ニュークリア社四三％出資

侠め︑アメンカン・エレクトリッ
炉はアラバマ州ディケ重落ー近郊

ジソンなど†餓力会社との約二億

されたもの︒

・アトミック社毅立に伴い︑描圏

米岡の軽水炉声風料競型加工メ

のウィーラ1湖周に建毅され︑昨 ーカーである︑ガルフ・ニューク

百万KW出力運転に成功した︒同

ト・セント・ブレイン炉︵巴十三

かにした︒英国船級協会のK・A

発電所謝画はこれに続くもの︒八

今圓のセント・ロザリーH？GRパニー・オブ・コロラドのフォー

HTGR2基を発注
ワー＆ライト社︵ミドル・サウス

四年には︑同暴力の総発電容懸の
二軸ガス 冷 却 炉 ︵ H T G R ︶ 二 基

原子力依存高める

米ルイジ
アナ脚力

安全保繍あるいはエネルギー研究
・ユティリティーズ系列︶は四月

米圃の潮力金社ルイジアナ︒パ

關発に関係する齢麗可︑規鋤機鮨

画を響胴することになるが︑國象

を含むすべての原子力研究開発酎

という︒またJCEは︑蟹襲翫画

理する立法上の櫨隈を与えられる

のめかしており︑今後︑第四︑第
の串で﹁JCEの磯上と権隈の範は︑JCAEの機能︑纒隈をその

る現径のJ C A E を 吸 収 し ① 醤来
JC起を構成すると提陣してい と指摘した︒

CEは︑二†五銀もの実硬を卜す 察は各す六名ずつ︑謝三†二名で

ン璽によると︑新しく設躍するJ 院から各九名︑謝十八名だが︑同

に提出されたパスツールーエイケ

三月ニや九日︑他に先がけ上院

雨上院瓢騒案︑それに0・ハンセン︵JCAE婁員︶下院識贋案の三案である︒

は︑JCEがエネルギー研究開発
醐婁爾覆 ︶ ︑ G ・ D ・ エ イ ケン︵JCAE婁醗︶両上院議興躍︑H・ H ・ ハ ン フ リ ー ︑ W ・ V ・ ロ ス

後の成り行きが注図されている︒これまでに提出されている法躍は︑J・0・パスツ⁝ル︵JCAE

する上下爾院エネルギー舎同倭古書︵JCE︶を新しく設躍する法墜が相次いで函院に握出され︑今

力禽同婁麟会︵JCA￡︶を華中して︑既存エネルギーおよび新しいエネルギー源の研究闘発を革張

米開綿は現在︑エネルギー行政機構改革婆の検酎を進めているが︑このほど︑議会の上下両院原子

卸瞬義鄭原子力許認可は委譲

JCAE改組拡充を

堺伊か櫛

してきた原子力発羅所の警認珂お

製一一2研究者、西独に〜
の其同会社ガルフ・ユナイテッド

15P

qｬ炉の共岡役割

イスラエルが濃縮開発

・ニュークリア︒フユエル社とし
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・

杢蟹分解してできた水準とを組み

の癌化水素を含成しようというわ

合わせてメタノールをはじめ各糧

けだ︒

昨秋の石油ショックを翼機に︑
わが圏では︑石壁化学原料の利周
技術胴発一辺鯉から醗し︑雄薩技
術の醐発を囲類す見遇し気還が関

さんは激階︑原子炉建屋一階で一

け炎鼎を趨したというもの・轡俊

中︒

ができないため昨年八月から休職

のむくみがひどく︑擬鶴間の作業

線被曝が原霞扁と断定︒轡俊さんは

慮皮炎二次性リンパ浮腫で︑放鮒

い︒原醒はこうした診断繕果に対

のみを放出する核種が磁独で存在

ところで︑﹁岩俊さん被鰻一を

この間︑必要な診断を受けていな

次冷却水緋水壁のバイパス箇接禽

することはなく必ずガンマ線を伴

を行なうため緋水管にまたがって

の状況から被曝は考えられない﹂

昨蕉十月のこと︒周社は︑﹁当時

し︑五暇︑﹁発露所ではベータ線

曝はどうもこの時に趨ったもの︑

によって翼常被曝は検出される﹂

うので︑ガンマ線を測定すること

原餓が初めて知っだのは二年後の

という︒岩佐さんを診断した阪大

としながらも︑診断描に﹁放射線

約二聴闇半ほど作業をしだが︑被

付属病院の田代爽医師︵罵学部助

彼曝があっだのかどうかまだ不明

は一酸化旋黍を放電線を使って得

延で舗われる菟遡しとなった︒

が︑近く大阪地戯に提訴され︑法

を舞台に巻き趨った﹁被曝顯故﹂

たが反応はなかった﹂︵鼠講予審

のためアレルギーテストもしてみ

は放嗣線皮囎鞍置衛の紐状で︑念

に数個の脱芭斑点があった︒これ

の大きさで黒褐色に鷹れ︑その中

じる一方︑岩佐さんには﹁少くと

藁大呂医師団の現堀状況翻査に応

の饗墾もあって同氏のほか阪大︑

されてあったことから︑沼代醒師

で︑現当状況の調査も必要﹂と紀

放射線皮膚炎に間違いない﹂など

代医師らが門状況駈拠からみても

会に疹篶人として出席したが︑田

部擾の四氏が謬院予郷委興会分科

取敏之放医研部擬︑宮永一郎原研

師︑久※三四郎阪大講師および熊

これよりさ謙四臼には︑鐙代医

を明らかにした︒

講求訴訟を大阪地裁に趨こすこと

料酔泣四千万円を求める掘轡賠償

原罐を相手どって逸失利益と慰謝

配者会兇︑門強悪がない﹂とし︑

西︑漏電︒が︑鱒月五日になって

れ体制が不轟﹂として入院を拒

付鰯病院で診察を受けたが﹁受入

三月三十日︑岩佐さんは千藥大

した︒

んに国立機閲での再診断を要請

瞬に全力巻尽す﹂とし︑岩娠さ

以上︑当社としても早急に滅相究

表︒同聴に﹁診断繕果が出された

など八項隠を中心とした見解を発

手︶は州細引内側が園律約九拝層

ようという新しい考え方を発襲さ

この甥故は今から蕊年前の四十

V

せるものとして注自されている︒

弩事実か無根か！食
貯違う専門家の意見

水紫の製造については従来の羅気

連業界に蕎まっているが︑こうし

しかし二酸化窒繁またはプロパン

座本原子力発餓会社敦賀発電所

炭化水素系の命懸化彫師樹を入工
の添加で詳解が促進することが知

た中で原研大阪研が魑厳し気研究

放射線塞 礎 化 学 の 研 究 機 関 で あ
的につくり田そうというもの︒炭

を受ける必要がある偏睡を説明し

も二か月以内に︑罎騨約総命診断

て感じただけに︑この研究への期待は大きい︒

る大阪研究 所 が 取 り 組 む こ の 野 心

んは作業〜週評後に発病︑治療を

婁分科会︶と述べている︒轡佐さ

た︒ところがこの後︑今年三月二

獅会社興・岩佐麗野幸さん宝こ

二︑田代医師は﹁帯状は放鮒線皮

六年五月︑大阪市在住の水道蟹工

受けたがよくならず︑田代医師の

分解法のほかに効灘のよい熱化学

診断を受けたもので︑今でも右足

三分解法が筒墾視されている︒と

ていた際︑右図に放射線被曝を受

が

るうえでの阻轡要圏は取り除けそ

の炭酸ガス 化巌爽と酸嚢に分解してもすぐ再
くに七︑八百度の津津プロセスヒ

前簾中の敦賀原発で作業をし

ートを利嗣して水粟をつくるとい

巽材

二化を図ったのが特鍵︒

現在放鮒線医学領城では︑国属

の被鰻X線騒を従来の五分の一・

有愈遡伝線醗を織らす見地から︑
﹁匿療蒋におけるムダなかけすぎ

の改藩が望まれている︒新システ

の防止﹂が大きな遣様となり︑そ

薪システムは︑パルス的なX線

ムは︑こうした蟹講に応えて門低

ビと︑薪たに開発した隅解像慶X 線踊﹂︑﹁鮮明篭堂﹂を両立させ

闇欠曝射方式を採胴したX線テレ

力PRセンターなどとの凹し台い

線蛍光鶴管を使って被曝線騒騒

放劔線医挙総舎研究所はこのほ

葡年度養成訓
練計画決まる

ような毛蚕の存否がポイントだ一

断定するのは囲難で︑陳霧を起す

ど︑昭和四十九無度蟄成訓練業務

愈見は平行線をたどった︒

と反論するなど︑四人の轡門家の

疲状からその原因を放射線被曝と

て︑熊取︑筥永爾部長は門現在の

策芝は︑岡など消化器榛診の際

を通じで︑原子力発躍の悪騒を改

と原発原因説を霊写したのに頬し

月のこと︒披露パーティなど受踊

めて捕碧し心を決めたという︒

ることに成功したもの︒

んは︑窃せられだお祝いなどを禽

記念行禦を一切とりゃめた大野さ

東芝が叢置開発

を五分の一に

關発した︑とこのほど登表した︒

に代わる化学合成原料としてどの

大阪研の塞礎研究は︑嶺画響応

も考えられそうだ︒

所スタッフが三年をメドに①石油

明な画橡が褥られる新システムを

ルケッティ博士の構想もあり︑商

うユートラム・イスプラ研究駈マ

となるこの一酸化炭素と

られており︑一酸化炭素を確保す

資源

かけ上の生成効灘が悪いのが難︒

船台してし謹い︑一酸化縦爽のみ

でありあ陥 る

をまずつくり︑これらを含成して

と水を分解 し て 一 酸 化 旋 粟 と 水 素

安金度

をじかに儀民に確 強いといわれる︒緊は昭箱五十一

べた
年頃までに約二憾円を投じて興内

茨城興には︑山海︑大洗の両地

をつける︒

徳痛論では四命の一にそれぞれ低

かめてもらい不安解消の一助に役

六か駈 程 度 に 同 様 な 塗 し た 大

モニタリング強化に乗り出した︒
区に原研・動燃・原囎など十三の

野外監視施殴が兜成

ガンマ線工臨を﹁雷／レントゲン
原子力樋設が集張っており︑放射

医療X線被曝

一瞬寮与できるか②闇罰点は何か

だたせようというもの︒気無の繁
気放射線監視ステーション︑二か

機構︑条件などさまざ豪な組み合

膿造が緒びつくこと

華衡にある騒膏表示堪の表添と同
所程度に排水監視ステーションを

／騰悶﹂単位の数字で示し︑自然
能に対する佐民の潜在的な不安が

入丁石油

じように線麗鶉の変化に膳じて数
殴け︑これらから羅送される大気

定︒杉浦俊男主任研究撰ら岡研究

せについて検酎を加えていく予

渥ガス門崎囲鮒利用の一環として

字が糟糠変化するしくみ︒ほかに
汚染と排水データを水戸甫の興公

ングの強化へ嫉
茨城讐このほど︑璽海村の村

憲技術センターで受儲衝謝する副

威できるうえ︑鎧接搬影なみの鮮

松公民館鷹 内 に 躍 光 表 示 式 の 野 外

ストを終え県に引き渡される︒

風速と風向測定も行なう︒近くテ

③将来の開発方向・などに兇顯し

原子力樋殴周辺の大気串の放慰線

バックグランド放射線レベルと比

画を今後進めていく︒

放射線監視ステーションを発駅︑

大気モニタリ繊

う︒あらゆる蒋欄化台物含成の

国で︑﹁技術は継歯なり﹂を還魂しょうというわけだ︒石醸危機で門資源は武器﹂の悲翼を身にしみ

＝『

酸ガスは安定なため放射線で一酸

用化闘雛への可能性についてメドをつけることになった︒こと澱源に閲してはないものずくめのわが

クなどの褐分子材料や石油化学原料を作ろうという鑑みの饗礎研究に四月から開手︑一二葺がかりで実

臼本原芋力研究所の大阪研究所は︑炭酸ガスと水を原材料に︑放射線を使って人工的にプラスチッ

炭酸ガスと水を原⁝材料に

嘲陞

焔額碑普及にひと肌

の箋施謝画を決定した︒舞簗人員

⁝
望潮期聞などは甥裏の適り︒受講

原躍被曝

贈呈式を終えた浮野さんは﹁禰

か﹂をめぐる囲果関係が最大の黒

﹁放射線被礫があったのかどう

1︒訴訟が起こされれば︑審理は

謎につつまれた
祉襲藁や消防酒湯など︑寄付の対

劒

m︹刃︐

艶

射線被爆が法廷に持ち込まれるの

点となろう︒原子力発電による放

となる︒

は︑わが国ではこれが切のケース

知禦亀井

欄二級曝高議、言開衣類のラノドリー、冷却取水溝の清掃、廃棄物の運搬、笈篭所・空調設題速
転保磁、施設内の補助工事並びに営繕業務、鞍理i〜ζ城内除染おぶび清掃、普逓区域漕掃

（発配所関係）機講その他の拓染除数、定期検査時の除染・→」一ベイ、核燃揖装荷・交換作黙、

機器の除染、各種擁棄物の処理、フィルターの交換、窒間線麓率・表面湾染率分布測定、杢調設

（研究施無関係）RI放射線取級実験皇設霧汁コノサルタント、施設の改魚・解体、寵叢綿噛整備、

f脇一華保野、管理区：城内除染および酒掃、搾通区域清掃、浄水響理
〔原子力関南主要願意先
（肇題所関係〉日本線タ力発麗㈱敦賀および東海発餓所、東｝潔魔力㈱・福勘発篭所、中1翼登力㈱

（研究施毅関係）1』本原チ力研究所・東海・大洗・湖繭各石ナ1究所、理化学研究所・大和研究所、

島恨原子力張箪所、日立プラント㈱、東京芝浦驚気㈱・原子力本部、土愛原チカエ業㈱、GE
・敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所

応力中央研究所、日本アイソトープ協会、東大工単部・原チ力研究施設、東北大挙・金観材料研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医￥総合研究所、毒気誤信研究所、㈱東京原チ力潔
欝研究所、ライ易！生物実験センター

ワ
禁

三年間で見適し探る

難留

的な研究は ︑ 基 本 的 に は ︑ 放 射 線

近く賠償法難へ
因果関係争点に
なんと
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霧
実現後の 影 響 も 対 象
状態になるのか一など︒いわば麗

田島委溝貝を鼠甲心に検討へ
昭湘六十年慶六千万KWの原子刀発蹴所を建設するためには︑どのような問題点を解決しなければ

ならないかil原子刀婁二会はこのほど︑田腸原芋力婁翼を中心に小検討会を設け︑六千万KW爽現 発過程と開発後の状態を輪切りに

の原子力発電を開発するためには

原子力委員に
宮島氏を発令
総理府は四月十五沼付で︑窩厨
龍興︵みやじま・たつおき︶氏の
原挙力婁翼就任を発令した︒同氏
は昨年十一月に脳血栓により慧逝
した武藤俊之助原子力委員の後妊
で︑常勤となる︒一方︑三月十日
で任期切れとなっていた松井明原

れた︒筥鵬婁員は理論物理学が総

子力婁澱も同日付で再任が発令さ

会から継続審機中の門地域整備法

行なおうというもの︒うち︑前園

付託されているが︑実質審議は一

案﹂は内容を膨正︑商工婁醐会に

慶も行なわれず︑タナざらしの格

これで︑原子力委員会婁員は︑

門分野で理学博士︒

蘇山巡顔長︑跡上委員長代理︑山

好︒一方︑

﹁特別会計法案﹂は三月四日国会

﹁促遷税法案﹂および

田︑松井︑窓島各常勤婁員︑田厨︑

穏翼両非常勤委鍛と七名全費がそ

へ提出されたが︑四月十一日にな

ってやっと本会議で趣旨説明︑大

ろったことになるQ

蔵婁員会へ付託されるといった状

昭租十四年剃下理
学部物理学科卒︑十四墾果東文理

化の経過をふんだものだが門アメ

態︒困臥首棺自ら斎場︑惣ぎ立法

窟鵬氏略歴

二十七錐果京三目大学理学部教

会での再議の蒙塵と成立をはかる

解決策露寒万KWを遷成した場 するため・約一千万円の予籏で三

私環をドッキングさせて︑擬期謝

蚕騒会としては︑田翻私粟と稲葉

き︑＋一臼には衆院の浜野商工・

商工︑財務＝蔀会との懇談会を開

は遅々として遜んでいない︒その

上国会は︑終盤になって︑囲展党

とから︑空転状態︒

が靖国神社法案を強行採淡したこ

努力

の愈向を表明︑自民党

原産曽脳との懇談などで関係筋
は

全力投球

はこの三日に門原子力発電促進無

ことを蓋し合わせるなど︑

医蓮盟﹂を継成して

﹁電源三法案成立﹂は畿近になっ

する

てかなり明るさがでてきたかの機

しての原子力の三更があろためて

関係筋へ門成立﹂を強く働きか

下するなど︑嘱望︑政府︑宙民党

を訪ね三法興審議健男を璽ねて要

いるもようだが︑臼懸崖窒協竃批

カレート︒金聾延長が悪難されて

与野党の対決ムードはさらにエス

運があったが︑強行採洪によって

で︑わが国における原子力発電開

三法纂は霞源立地難を打閣する

い

もあって︑悩勢は

選を感興かに控えていることなど

准間居が残されているほか︑参院

ため︑地元甫町村などに対し国お

けた︒

のため二二は︑これらに対処する

よび襲榮者が一定の財源的助成を

酬

ないわが圏はまだ岡準舗会に出席

する総総がない︒このため今圓準

備会での成累など詳細はわからな

たる八月二†六日から九月六日ま

会識で同準備会の第一薗会禽を来

れたが︑外務後筋によると︑この

れば準備会へ出雁できることが決・

あらかじめ欝で旛方姦謂す⁝

締翻だがメンバーでない国でも⁝

れそれ代表が出席したが︑NPT⁝

まり︑これによってオーストラリ・

よう︒会議では①次回会倉に引続

ジーランドの四か國が墨糊したも

き第三回会舎を来年二月三日から
︑†四日まで︵場所未建︶開くこと

五爵で睡る四矩を経過したが︑岡

か確認するだめの再検討会議を条

的と涙眼が実現されているかどう

条約では第八条で﹁この条約の目

NPTが発効してから今年三月ア︑フィンランド︑東独︑ニュー

まつだもようである︒

でジュネーブで開くことなどが決

た偶鰭によると︑今回準備会には
検討会議のための電撃会が四月一
㎜
日から八田豪でジュネーブで開か 嘉籍のある二エハか国か皇︑⁝

核兵器不桐胴条約︵NPT︶再いが︑外務省筋へこれまでに入っ

り・・⁝・・．・・NP了再検璽罵醗準備会

㌔代表が出席

㌔26か国から︑一きず︑したがってNPT締約国で

会どちらかのメンバーしか滲朋で

といったところだ︒

楽観を許さな
漿にもとづいて異体的描圏をとっ

かけていく予定︒

防確傑での配慮なども政膚へ働き

ドに．一応の大筋をとりまとめ︑予

ていくことになったもの︒璽をメ

総合朗な行動謝随を検討︑その結

発は覇翼上︑ストップの状態︒こ

麗獲視されてきた︒しかし︑一方

象対策委酸長︑田中商工部会長ら

玉法黙﹂として野党が反発︑需識

科大学講師︑十九年岡大助教授︑

授︑四十㎎年同穴理学部長などを
経て︑四十五無闘大学長となり︑
今笙工月任期漉了で藻琴︒千葉累
出身︑五十七歳︒

り︑約二か月開の検討で一応の結

よう︑強く要盟したのに引きつづ

一日︑中曾根通巌相に同法興の国

れていなかった問題だけに画期的

反映させたいとしている︒原子力

論をまとめ・昭和五十隼度予騨に

菱総合研究所に瑠卵麺竃を婁託し

画簾定や今後の原子力開発政策立

鏡在︑田励検妙境のタタキ台と

な検罰繰題といえる︒

して︑欝写翼を明らかにしょうと

①どのような難題があるか②その

のための問題点と対策︑謹たそれが実現された聴の社会や環境に与える影響などについて検討するこ

エネルギー政策からも強く要罰さ

いうもので︑これまで手をつけら

れるにいたっている︒

含︑それが社会や環境にどのよう

ており︑今月申にも調葦報告禰が

き︑四日遅は自民党の科学技術︑

玉茎を中心に︑縛来のエネルギー
な膨響やインパクトを幸えるのか

安傍大蔵爾欝任婁罵擾および二階

このため原子力婁員会は︑稲葉

舗給の中での原子力の役翻りと経

にしたい響え

済成長との関運について検酎を進

のようだ︒

案の有力な

原薩は昭租二十五年以降これ濠

堂内閣富房擾窟︑自民党の福田国

を資料として本格的な作業に入

濠とまる予定︒この後︑岡報告欝

駅舎推進︑核燃料の確保︑技術︒

で三圃にわたり先行き二十⊥篇十

武認

システムは三体としてどのような

四部会長が決まる

④その時点でのわが国原子力発電

め︑このほど現行餐期翫画とほぼ

とした

澗じ昭和六十鋸六千万KWの開発
を〃実現尾能な努力目標
稲葉私案が発表された︒しかしこ

日本原子力副業会議︵有沢広巳

それぞれの磯任者︵部会穫四仮

關発四分野の計画︑検酎に崇たる

行動計画づくり近く発足

月策定をメドに﹁原子力開発丁重

会長︶はさきの理顯会で今一十一

向坊隆璽大教授︑核燃料確保部会

の四氏︒有沢会長以下︑円城寺次

原子炉出力の異常な急上罫︑いわ

年闘を対象とした原子力麓業開発

PT締約国であることを前提に︑

再訴謝会議のための累館山舎︒N

の準備会は来年に予定されたこの

ことーーなどが決まった︒

によらずコンセンサス方式をとる

と③準備会での表決は多数決など

選出︑それぞれ持ち回りとするこ

三菱電機株式会社
三菱商購株式会社

三菱金属鉱業株式会社

高速増殖炉プラント

三菱璽日誌株式会社
三菱原子力工業株式会社
三菱原子燃料株式会社

PWR型原子力発電プラント
PWR型船舶用原子炉設備

とになったQこのため原子力婁員会はすでに三嚢総食研究所に醜削調査を婁託した︒

言

遜待の原子力開発利用長期謝麟
では︑昭和六十葺慶までに六千万

KWの原子力発電灰を開発するこ の数字はあくまでもエネルギー政

二一﹂︒還成するための蟹困や異

策薦からだされた努力目標の﹁願

対運動などによって著しい立地難
現後のインパクトなどについては

とになっているが︑地一葎蔑の反

となり︑藍島達成が危ぶ蒙れてい
ふれられていない︒

称︶が決窪つた︒原産は引続き各

今回︑三二二塁会が行なう検芝

るのが現状︒一方︑昨秋来の石潴
蟷機で原子力発躍の蟹要性は一層

部会メンバーの構成を急ぐなど駈
棚

くりに魑注することを決めていた

︸叱︑

葺讐︑昭和六＋年塵ハ千万KW促進のための総盆的行動計画﹂づ

無碑

ハ

（送料共）
1部70円

鰯溺

増しており︑開発の健進がわが国

要の準備を済ませて︑今月中には

⁝
騨︑

が︑このほど総連︑原子力立地の

善

行動計画策定作業をスタートさせ
る方針だ︒

日塞原子力研究所が叢説六月か

が田中穏治郎東電当社畏︑技術︒

でに原子炉棟建騒地階部分のコン

郎︵総合︶︑一本松球磯︵立地︶︑

司︵技術・開発︶の正副金長も

襲爵度内には付属設傭を禽む建設

嚢税法禦︑同特別会謝法案︶の今

月から実験を開始しているROSの間︑エネルギー偶勢は大きく変 辺地域整備法案および電源關発気

国際原子力機関理雛会か罵縮婁鐙

ランド︑スウェーデンの三か国を

②躍備会の議畏団にカナダ︑ポー

国会巾成立を期す沼本原子力産業

く﹂ことをうたっている︒こんど

約発効五年後にジュネーブで開

A一皿計画︵冷却材喪失試験研 わり︑石湘剛強の不安などエネル

会議は︑有沢会擾ら薗脳が︑四月

電源開発三法案︵発電用施設周

ギー危機が麟ばれ︑こうした中で

し︑五矩ことに見薩してきた︒こ

とりわけポスト石独エネルギーと

のための長期構想︵計画︶を策定

ゆる反応度聡故に対処したもの︒

︵米GEEs陰葉パルス姫︶は
る︒

経過をたどっている︒NsRR
それぞれ各部会の慕議に謬算す

ト打設にとりかかるなど︑順調な

ら引続き一階フロアのコンクリ1 影藤武左工門︵核燃脳︶︑茅誠

クリート打設をほぼ終了︑四月か

研究炉︵NSRR︶建設はこれま
開発部会が伏冤康治名大名懲教授

ら遠海研究駈内で施工鵬の安全性

開銀総裁︑原子力立地総命推進が

各部会畏は総合都会が石原周炎

NSRR建設

順調にすすむ

一▼ムワ自ム▽ムー

，贈、曜

力

日

原研・策海研究所内で建設申のNSR臼
じぬ

究が
痴．
，適ザ轍、
醐：記
＼

鱒
。忌門唾

磁，
猟・認

騨轡撫㌃購驚野饗餐

世罪の三菱

あなたの三菱

原子カプラントの完全国産化へ

氏
鵬

宮

綴1会1鞭大蔵委へ付託
研究の大きな威力となろう︒

工購を全て終了︑五十年度当初か

原産が政府・与党に要望
究︶などとともに︑原子炉安金性

ら実験開始の予定だが︑すでに四

「電源三法案成立を」

〈原魔〉

荒
田三原

援醤東京5895番
電騨…（591｝6121｛代）
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総力を注いでいます

Ω

米JC
A E
プラント關係の両プロジェクトは
璽蟹な即題であるが︑現段階では
アーキテクト・エンジニアリング

鰹によるもの︒

ている原子力発餓所の建設欝葛︑

JCAEは今回︑両院に送った
に︑EC婁貫会は今後定期的に総

一つであった︒

者間でこれらを騨価検討するため

初期設欝・計画立案に百五†万が

AEC膨正予翼璽にコメントし含鮒な報告魯を公回する予定だ︒

レイ委員長の前

射射

照照

験託

試委

◎89

運転翻司曜講を軌燈にのせるだ

︻バリ松本駐在展発Mスウェ︑ー

こういう傾向は︑危険な兆候

になる恐れもある︒これまで環

環境グループの生目標であっ

だろうか︒

興会︶の公開問題も・どうやら

たACRS︵原子炉魏魏諮問委

る︒〃推進派

全面公開の方向に向かいつつあ

途は多難といえよう︒

︵K・K︶

肱

を浮上したことに如実に現われ

とのダブAEC婁孔︑マンツィンて︑ニクソン大統領︑キッシンジ

め︑規制酒動の強化を繰りたい﹂
ている︒特にJCAEメンバーで

あるホリフィールド︑ホズマ⁝面

｢に出しているが︑同技術をそ

のウラン濃縮技術を取引の引き

スウエーデン

ユーラトム核融合計
画への参加を牢し出

下院謙資は︑LMFBR翫画のグ
極AEC規制総局獲らの再三の上ャー国務農醤およびAECに対

騨面でも一千二百六†万が漕額さ

題について簗中黒に談議︑今回予

し︑﹁鍛近︑国際交渉の中で米国
端な遅れはAECの閥発姿勢その製を受けて︑JCAEでもこの問

の単解な開発推譲を示唆した︒

州原子力共岡体︶の核融食⑩よび

初めてだが︑ユーラトムが隣接諸

明らかにしたのはスウェーデンが

外の囲が同計画への参加慧閣を

申し出た︒EC︵欧州共晶体︶域

プラズマ物理研究韻圃への謬加を

デンはこのほど︑ユーラトム︵欧
のような覇にもち出すべきではな

ぎをさしたことも注国される︒

エネルギ1源としてその闘発が注 い﹂と指摘︑政府薗脳の行動にく
騒されている核分野も蟹点項自の

れた︒さらに︑将来のクリーン・

ものに間題があると摺摘︑岡計画

豪た﹁許認司霧葦期間を短縮

ルバート・クリフス判決以後滞っ

し︑能照的な手続きを通して︑カ

業務に畷るべきだとのJCAE決
今圓の遍籟予獅描躍の中で注目

されるものの一つとして︑JCA

に取り

と弁明せね

1（代）

東：京都中央区日本橋茅堀町1−18（共同ビル）

増殖炉の開発に重点
AEC要求額の二・三％増
米識金上下両院原子力合同蚕緻垂︵JCA猛︶はこのほど︑原畢力婁興金︵AEC︶の一九七戴会

化︑核燃料の洪給一⁝など︑原子

理聯会に提出した︒岡報謝癬の概

を上院に提出しており︑独立の機

している︒しかし︑同讃興はすで

力開発促進に関する報告轡をEC
関としてのERDA瓢設には反対

ているので︑スウェ﹂デンの参加

国の姦加を歓迎する慰向を蓑明し

は実現する公騨が大きい︒

スイスの力原艀

発建設に融資輝

︻パり松本駐在鼠発︼フランス

磁粉探傷試験
漫透探傷熊踊

醗産物の発芽掴制

Eが繕殖学閥発推薩に鍛璽点を強 C︶と改称した︒
いていることが上げられよう︒こ

同法案は近く開かれる上院政府

運欝委贋金に付議されるが︑ウィ
れは︑予翼劇評局︵OMB︶がA

損審︑特に放射線瞳審から公衆を

一︑原子力開発は︑それに伴う

要は次のとおり︒

保記し︑耀娩を保全することが削

Cの原子炉安全研究猷画に関する 闘に二百億がを投入して原子力以

ことを掛子とする法纂成立のため

ERDA新殴案に蟹成の立鳩をと
握粂件である︒ECは現行の厳し

外のエネルギー研究開発を行なう

二轡プラント予算を削戯したにも

リ実
ア証
ム・ブロック議員らがNSLに上院に提出している︑今後十無
EC襲求の甲からLMFBR

に三百万が︑さ ともいわれており︑エネルギー行

遍加膨正案を岡婁薦会に提出する

特別酎画立案

かかわらず︑綴錦二号プラントの

政機構改革躍の上院趨過の兇通し
らに蔭融壌梱殖炉︵MSBR︶の

い描園を︑さらに強化することを

政府はこのほど︑フランス脚力公

医療器具の滅薗

翫粗度辛籔鍵の審謙を終了︑AEC肇求額に七千六函六十ザ鷺追加醗上した総額三道二慮二壬一薔四

ントおよび資本般舖予舞が削戯さ

万がの番憩額携躍がとられるな

るものとも伝えられている︒

握案ずる︒

は京だついていない︒

原子力開発促

社︵HDF︶がスイスのカイザ﹂

放射線透過試験
超音波探偲試験

無恥動物飼糧の滅菌
プラスチックの改質

葬破壊検査株式会社と技術提携

照射施設規模『OCO−60万キューリー

十四万八千がの膨正予璽榮を囑月四日︑王下両院に送った︒ぼCAEは︑AEC予籏承認聴聞会を瀬
じて︑来醒の騒優先プロジェクトである液依金属萬日増慰炉︵LMFBR︶醗爾が予定よりもかな
り貼れているのは・AECの研究開発姿勢に間題があると厳しく脚下するなど︑間プロジェクトの推

れた理臨は︑罵漏ガス冷麺炉胴燃

遜を強く求め︑さらに核融合開発︑規制活動の強化などを璽点曲に露識した︒

百六†

求額から五颪五†万が酬戯されて
ど︑運営盤八一で八千二酉や万が

特に︑九日の小婁貫会採淡では

一︑原子刀発聡の嗣発を促進す

進で報告書

設に九千万スイス・漏を融蛋する

力九十二万四千KW︑BW冠︶建

マーケッティング分野1一を強化 オーガスト原子力発電所︵正味繊

るには︑産業塾盤一特に技衛と

︑濃縮ウラン︑天然ウランな

︻パリ松本駐在蚤登︼EC︵欧 することが必要である︒

EC婁画会

反対の夏向を示さなかったが︑ヘ

ンリー︒M・ジャクソン識興は︑
別に新設が予定されている閣僚レ

れた機構︑機能については問題が

詰る

あるとして一部膨箆︑その名称も

非破壊検査事業

γ線照射事業

確鑓
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ことを認燃した︒
望験垂霧民博智慧喝翼ヨ藁婆峯隔蕃随一桶蓼轟琴
．⁝⁝・一φ≡⁝・﹀闘Hゼ・＝⁝＝軋レ︵一⁝＝・﹄

ど核燃料供給聞題について︑関係
︑．騨一≡一瀞一︑昂⁝⁝甲一

・インディペンデンス

¶一一騨

かどうかは︑仁摩の適地調査や

組んでいる︒

劇一

融諺W響の検酎をした上でなけ

この一兇無理な目標は︑ニク

ブレーキをかけてきたAEC

境の防護者として殿子力計画に

れば分らない︒しかしもし適地

ソン大統領命令ということもあ

いるからだ︒シュレシンジャー

があれば︑陸上炉に比べて環境

削AEC婁澱長が

熱にとりつかれたことを示して
る︒その効累はてきめんで︑こ

が︑石油危機以来︑原子力推進

の八○年自給謝画のために︑韻

るが︑それにより発想の転換を

C︶が逸めているプラントと応

近レイAEC婁展長が烈した八務は規制で︑捲逓は産蕪弾がや

ろう︒来圏原子力婁爾会︵AE 引き﹃出そう﹁という狽いでもあ

地の誹寵司を切離そうという方

特性が数段まさることは確かだ

向にとっても︑海上炉はそれに

AECの任

海上炉の立地問題は︑輿爽上

い︒もちろんレイ婁員長には︑

パークには燃料

子力パークへの政府欝欝がかん

の囲儘があるに違いないが︑原

たんに実現するとも思えず︑仮

プラント標雌化による環塊防護

・貯藏撫設がす

理︑廃棄物処理

工場から再処

の建設謝画が入っている︒この

防波堤の立地問題だ︒高潮や台

海上炉が米国で璽膣軌濫に由

ピッタリの方式である︒

るのは一九八五黛頃︵出荷から

風の風波に惑え︑擬持ちするこ

い場所の避定が璽蟹である︒先

とと︑沿摩漁業への影響の小さ

項冒爆薬には︑一千万から二千 ればよい と欝明したことな
万KWの大原子力パーク数か所 ど︑AECは忘れているらし

いう魅力がある︒

μ︐
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衆保護と環境保全︑産業墓盤の強

共岡
︶婁興会はこのほど︑公
︵DENR︶の一部にER州D
A体を

米上院政府運欝小婁鰍金︵婁錨

ベルのエネルギー・天然資源省

畏・A・リビコフ議鼠︶は四月九

須μ︑＝一≡・一＜．＝一一＝響一ζ

原子力安全酔羅可婁貫会︵NSL統禽させることを編綴とする法璽

の機関﹁エネルギ⁝研究開発局

機能を中核として新設される独立

子力婁面会︵AEC︶の研究開発

究謝爾を統激するため︑現行の原

よび原子力以外の全エネルギー研

同小婁出会は︑米圏の原子刀お

を晒覇一致で可決した︒

臼・エネルギ⁝行政機構改蘭法纂

米エネルギー⁝機横⁝案煮

剃は﹁NS﹂C﹂で

縛成型加工︑再加工パイロット・

JCA E 膨 正 璽 に よ る と ︑プラ
技術八齎九十万が︑制御熱核研究

七輪⁝六千九街八†二万五千がに減

欄の二†五懸五千三面六†二軸三

ントおよび蟹本瓦備蟹がAEC硬九百万．が︑規制活動一千一

少したものの︑運欝蟹頂自は幽明
一千五函万が︑海螢帽原乎炉閥発 千がになり︑総額でA露C璽求の
二・三％醒の三†三億二千三百颯

ち疲術開係暫胆百人︶︑クルーソ

穴年には従︐藁戯を二千一一百八に

蒲回述べたように︑海上炉の

オフショア・パワ⁝祉の薄地で

製作は来年＋月︑フロリダ州の

始まる︒工堀の建設は黒風申

ヒアリングがまもなく開かれ

であることに変

のである︒

役蜜

財団法人放射線照射振興協会

聞
†四万八千がとなっている︒プラ

ー

八百八†万が︑麗麗原董炉研究開

︻バ攣松本駐在餓発

フランス

@吟震大量受注を契機に

Nメドに体鋼強化

発一千二†万が︑応縮エネルギ⁝

一
力
囎刀公往︵EDF︶からこのほど工嘱三菅八︑シャロン工嚇百人だ

†二墓受注︑四基発庄囚示を受け

し︑遷設俸網の強化を醒る浮足

︵E R D A ︶ ﹂ 設 躍 案 を 原 纂 顯 り

関﹁核 エ ネ ル ギ ー 婁 農 会 ︵ N E

で︑標藥化プラントの製鉄欝町

る︒

きる︒コンクリート結めにして

死地

周りを公園にすると醤っても︑

そこが

りはない︒海上炉なら廃炉を取

プロジェクト

エネルギー局は八O年にエネル ばならぬとは︑米国も変ったも
ギー自給達成の

地計画を環境グループが見逃す

べて想い︑＋基 にそれが通っても︑この鍵申立
から二十塁の発鷺炉群が立ち並

候補地にあげ︑鯛査を開始した

みて︶︑標輩化プラントの解出

というのだから︑原子力推進熱

陣を承わるパブリック・サービ

力推進が効桑をあげるのは︑八

のすさまじさに驚くほかはな

ぶ︒すでにハンフォードとリバ

五年頃というのが一般の冤方だ

1・ベンド︵ルイジアナ州︶を
について︑昨年初めから調革を

が︑運邦エネルギー局のサイモ

町短縮の効果が膨てくるのもそ

続けている︒萱二十年にわたる

い︒しかも︑民闇五十ないし醤

ス・エレクトリック＆ガス社は

塗．難繰馨饗
海上炉のアイデアにはいろい

ろな特擾がある︒陸上での自然
破壌や土地利用の競命がなくな

るほか︑鍛近注目され出したの

り︑周辺人口の間題も有利にな

が廃炉処分の可能性である︒廃

海津変化の配録を調べ︑防波堤

ン長官は︑海上炉に期待して︑

螢を握案し︑

八○鎌に原子力二億KW遼成を 億がに加え︑ほぼ同額の政府出

ニュ⁝ジャージ；沿摩の九地点 のころだ︒つまり︑来国の原子

の築適が海底と沿摩にどんな膨

打ち上げた︒これはりード︒タ

炉の問題はまだ了い先のことの

羅を与えるかを冤極めようとい

翫画経済ではない

ように思われているが︑三十年

うのだ︒環塊影響を小さくする

イムからみても無理な誕だが︑

後には各地に原子炉の身辺がで

ため︑送餓線も海底十嫁下に埋

中央政暦による
り除いて新炉奉躍き換え︑防波

海上炉がわが国に商いている

設される︒

にもわたってサイトが使えると

放射線の利用

放射線照射の利用

A口

堤を頑丈に作っておけば︑何代
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買万KW級PWR型原子力発躍が
所︑疲術関係薔を悩摺させて︑七
た仏クルーゾ︒ロワール系列のフ
だ︒

可決したが︑現行のAECの酔認

ーゾ工矯外観㊥間社のシャ錯ン工

C︶﹂については︑原黙でうたわ

可と規制機能を受け継ぐ独立の機

堀内部

写爽豹㊤フラマトーム社のクル

ラマトーム社は︑目下︑原発建設
然矧の強光拡充を慧いでいる︒

フラマトーム枇の翫画による
と︑一議七六奪蕊でに四慮湯の凝
規投籔を行ない︑麟往クルーソ工
覇の圧力容器製燈寵力を矩闇六〜
八塞に孤旧し︑議たシャロン工嘱
の蒸戴発生舘製過能力を七六鋸ま

でに蕉閥†八灘に拡穴するとい

在︑クルブポワ研究翫六函入︵う
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二

力

ィカブル︵鍵西明能な隈り低く︶

告のアズ・ロウ・アズ・プラクテ

に対する危険度の推驚扁をほぼ剛

型顧で︑﹁低レベル放附線の輪軸

による被曝線麗の推定﹂を五力二

し・個人および禦醸の被曝線羅を

⑤トリチウムの食物違鎖における
動向と生物への影響︑に関し調査
研究グループを編成︑那珂湊実験

また・政府もこの読図が及ぼす

査を璽謂していた︒

社巌酌影禦は璽大だとして︑法猛

部被曝の醗審評樋︑の三つの研究
分野について予備的な研究調薇を

原子力局政策翻長に中村泰男氏

令をするとともに︑欝原義徳原子

大臣窩湧付︶を昇任させる人購発

力周次長の併任を解除しだ︒

︵通薩傾機械偶報藍業局自動灘諜

長︶を発賢した︒前空乳の諸口昭

力開発の位圏づけと兇通しに蕉点皿づくりが先つなされるべきではな

行なうことにしている︒マウスに

上︑各分聾の響門蒙などが躯実の

灘理とは別に︑関係欝庁と協識の

サルの末梢リンパ球による染舘体

れるための素材として活かされれ

この私案が

で検謝さ
ディを行なった私璽︵第一次・本

共通の煽

をあてながら三つのケ支．スタガろうか・そ・つし三三らも・

ている︒

ば幸いだ﹂などと述べた︒

あることは十分に承知し

期待と希望

と削躍きし︑

五月末をメドに第二次私案をとり

げている︒なお稲璽氏はこの霞︑

体制に移ること一など七点をあ

を政府として淡定し本格的な実施

エネルギーと結びついた闘発翻画

りあげること⑭原子力開発は総台

ルギー闇題のシンクタンクをつく

絡緊密化を推進し可能ならばエネ

実行すること②各種研究機関の連

ギー晃旨しと政策を確立しそれを

①従来と異った方向で総倉エネル

身の

稲葉私案は縫論として︑岡氏自

紙七一九弩謬照︶をもとに︑警え

頭において試案したもので︑私な

るにはどうすればよいかーーを念

爽現蒲能なエネルギー艶窮しを得

ギー政策を根本的に冤蓋したい︑

で︑﹁私躍は︑これまでのエネル

方を披露したもの︒岡氏はその中

稲藁霧三原子力百苦は十五臼午

稲葉原子力委猷藷る

五月末をメド
に第二次私案

一

調葦に努める︑との兇解を表明し

よる放射線誘発白話病発症機隈︑

進を醒ることにしている︒このた

等の豆単利用に関する調霧隠鏡﹂

開かれた製本原子力産業会畿主催

後︑索話・丸ノ内の工業倶楽部で

分が多々

りに批判をあおがねばならない部

ている︒だから︑数字そのものに
こだわる必要もない︒﹃原子力に
絶対猛険はない瞳とは淡して醤わ
ないし︑日本の枝術が他に比べ劣
っているとも思わない︒しかし・

と岡階に︑もっともっと努力すべ

にした︒

象とめる箸えのあることを鴫らか

今年内の開催
予定を決める

ら、どうぞ二の愛称でご予約を

到F縄支こみ嘗r韓・・璽駒・魅那覇55嘱33婁「

日航機の謬予駒はお近くの鶏航猶定代理店へ

冷し幌支店噂璽・噛帆曾（OI奪）23霧r441蓼

ください。そして、アメワカ吐1張が決まった
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7腕eSun飛acer

研究棟の建設整鍋と許せ強力な撹

異常の線羅拝累など・人体への危
険度の推定に必要な予備実験に二

七月をメドに行なわれる機構

手する︒

に及ぼす危険度の推定﹂は︑個人

を加えた特別研究三プロジェクト

に闘連しだ調査研究に﹁巾性子線

改組は・これらの環境放耐線影響

ける放樹轍物懸の移動㈱標確日本

の研究体制整備に主眼をおくも

の原子力産業懇墾鵡に出腐し﹁こ
れからのエネルギー禰給と政策の
あり方﹂について認識したが︑庸
上︑同氏は門五月宋をメドに第二

趨

摘しなければならないQともあれ

き諜題があることも購読として指

ここで璽要なことは︑エネルギー

例響とすることとし︑無内の開催

SいRaoer。ビジネスマン必語、
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め︑海洋生物の放射能モニタリン
グ法の開発︑放射性ヨウ爽の物理

ン85の蕩構度測定装齪の試作・な

・化学的滋鋤の金華︑クリンプト

どに取り総む︒

人の各元口擬販羅と依組織瀞礎の
て低線懸および低添筆率被曝によ

および鰹団の放射線被磯に関遮し

一方︑﹁低レベル放射線の入傭

淡定④体外被騰線騒の推定および

千五百六万余円を支払え︑として

より逓炎利益︑慰謝料など合繊四

損驚賠雌法第ヨ条第一項の規定に

災は㎎らかなので原電離は原畢力

現在休職中で︑母語所作業聴の被

状のため長躊闇作業が園難となり

の︒

放躬性気体のモエタリング法開発

原賠法根拠に初訴訟
の賠餓に関する法徳﹂に簾つく初

原電被曝事件 で作業員
三舞潮階水原子力発賦金落蓋蟹

の訴訟嬢件に発展した︒

訴状によると︑岩佐さんは昭和

汚簗のない海永灘讐の穿孔で汚染

一方︑原電では︑作業は敬射能

いる︒

が原顧で右ひざ内側に皮鵬炎がで

四十六隼五月二十六日︑敦駕繕電

発餓所の作業申に浴びた放射線

所で冷却水パイプの穴あけ作業に

次私訴をとり藤とめる善えだ﹂な

は

原羅下墨作欝贋被曝案件

話本原子力産業会議の総台企醐

きた︑として岡会でも問題になっ
た

どと謄つた︒

後どうして確汗していくかだ︒安

潜︑態衆に必要なエネルギーを今

多

原麓︒総合企團婁節会
岡日の画筆ほ稲艶態貫が・鶴里

として毎月一極︑第一水曜日を定

委直会︵吉山博吉総員長︶は原則

危機に対処してわれわれが圏民生

原子力委曲獲からの要講を受けて

全性致六を論識する前に︑冑民︑

の機会がないこと︑作業煽所は診

従了したが︑六月四日になって右

屋内の通路で︑放射線レベルが極

断欝にいう炉整内でなく原芋日建

労使が一体となったコンセンサス

ひざ内側が赤斑し︑発熱︑けん怠

とりまとめた総エネルギー購給と

多玉

8aGer。文掌どおり、太賜と競争しながら飛ん

圏蹴航盤

近くなっています。ご帰国便は、猟eS照

七月メドに機構改組
線量︑危険度の推定に対処
環境放射線影響︑放鮒線醗審臨床研舞などの羅題に取り組んでいる放購線鷹学総合研究駈は︑﹁環
境放射線による被曝線盤の甲唄に鯛する調査研究﹂および﹁底レベル放射線の人体に対する危険度の
推鰹に関する調査研究﹂に本格的に簿処するため︑問研究所那珂湊隻所︵仮称︶を設躍︑環境汚染研

粥線の影響に関し昭和購十八琿度

の糟紳に沿って︑許容線羅以下で
力隼計癒で︑それぞれ特別研究と

推定︑一般公衆に対する放射線の

る入体に対する身体的︑遡伝的魑

塵蔀︵仮称︶︑濾洋放射鮨研號部︵岡︶を設けるなど七月をメドに研究所機繊の一部を改組︑研究体
制の難働強化にのりだす︒

わが圃の原子力施設では︑醐際

も耕幽放躬線を極力低く抑える努
して闘始︑すでに那珂湊馬験研究

の放鮒能に対する潜在酌な不安感

防護と被曝の軽滅に資することを
十五臼︑嶺職蕎である大阪市の海
爾土末会祉従梁膿潰催購欝華さん

めて低いこと︑魅用ポケット碧羅

政籏のあり方︑とくに今後の原子

多

予定を決めた︒五月以降の重重と

一

場所は次の通り︒五月八田経圃

ニニー多二一二 多一多多r玉 玉 づ 望〜﹂多多二玉多多♂玉多

して注國されている蕩融点金属材

fLユ

猷によれば被曝線懸はてゾレムし

性皮繍炎﹂と診断された︒この症

︵五︸︶が︑原罪に薄し四千五醤六万 感症状が出た︒阪大病院で﹁放射

円の授密賠償を求めて大阪地戯に

︐ドー︐多︐r玉︐︐多二一多二

料の藷特性に及ぼす材科学触︑三

遮︑六月五田工業倶楽部︑七月三

マのプロジェクト研究に廻り組
む︒

住所中央区

原土に

橋五の葺十三の十一干一〇五電

Y◎rkerが行きの便。●サンフ

す。愛称丁卜eNqw

放射線防謹婁鐘瓜︵︷CRP︶勧から新たな調戴研究﹁環麗放尉線

力が払われているが︑鍛近︑原子

している︒

櫟と晩発騨憲実験棟の建設に穣補

﹁環境放射線による被曝線雛の

力開発綱用の逸展にともない環境

推定扁は・原子力施設からの輸出

放射線や低レベル放射線の人体へ

ている︒これは︑簸近の原子力発

の影響解懲がクローズアップされ

が強くなる傾向にあるところが

蔭的とする︒この研究は︑昭秘四

放射性物鷺の耀境巾の挙動を獺印

ら︑これを解消する顧味からも科

十九劔盛業鰯国画で①低レベル放

四所の大型化・撫申化で周辺住民

視されることによる︒

学的な綱蛮に璽つく膨響罫価が艶

曝の予測②大気︑山蛭︑水圏にお

提唱したことから︑﹁原子力溝型

四︑ステンレス鋼強蔑に及ぼす

管的園子を明らかにし︑材料開発

ずれも工業倶楽部︑十月一一繭経団

れた△口金を關発する︒

恥性子照射の影響に関する研究旨

以上の六テーマのほか通脆省出

に資する︒

いて横録する︒

隅遡炉胴ステンレス鋼の甲性子照

れも工渠倶楽部︒

連︑十一月六日と十二月四日いず

遮冷却した場舎の強度変他︑につ

二︑金属材料の放財化分析法に

射損爾に対する治承学醜諾猿子の

機研究として︑﹁隅温室兀ガス利

科学技術庁金属材纏研究所は昭

高速申事子照射によ

用による圃接製鉄に関する研究開

和四†九年度︑次nの原子工刀六テー

る金属材斜の放射化分析法の研究

関する研究

影響を明らかにし︑化学成分︑溶

一▼A㎜Ψ0︽▽ムー

一︑原子炉罵金属材料の腐食防

および中性子発生蓑膿運転時の排
・核蝉織開発襲菓戯の新型転換炉

設の安盆塾攣確立のための野瀬蟹

リープ破断強さが︑五万騰聞で一

擾氏千度のヘリウム雰囲気中のク

社長植谷久雀氏

田本橋兜町一の三干一〇三鱈

会

山一齪券経済研究所原薩に入
聞発︑この合金は外径二†五二

誰六六八1＝二

炉用ジロコニウム台金に関する研

東京鉄鋼︵株︶

瓢四三三⁝四一一一

社叢滝滑密江住駈彪区新

日本ヒューム管︵株︶

究﹂︑﹁金属材料のミクロオート

入会

ラジオグラフの評価に関する研

さらに経昂研究として︑﹁原子

と︑などを目的とする︒

上の管に朋工できるようにするこ

層︑閃厚五︑ザ溺以上で環さ七耕以

平万︑ゾ癖当り一♂綴以上の△口金を

冒経団遮︑八月七臼と九月豊田い
昭稲四†覧訪露から早発︑原雁

止に関する研究餅軽水炉の腐食珊

気中に含篭れる可能性のあるトリ

解法︑加工法︑剰語曖法など鍛贋

建設最盛期に
両社の協力を響て建設中の動力炉

故の実態を明らかにし︑原子炉随

製造禁書の検酎を行なうとともに

原型炉﹁ふげんしは︑これ談でに

の安金性螢雪のだめの材料挙動を

料を難ること︑および學故発生時

明らかにすることを闘的とする︒

新材料開発に関する郷冤を得る︒

金材研の49年度事業計画

原子力研究は六課題
圧翻洩誠験も済食せて︑現在︑原

原子炉格納容甜の据付を完了︑脳

子炉建屡のコンクリート打設が続

このため①ジルコニウム台金が伝

ためのその捕書法について横討す

熱状態︵自然対流︑核沸騰︑膜沸
騰︶で只事流水甲にさらされる場

付属雁設も並行して雌設中であり
建設作菓は徐汝に鍛盛期を逓えよ

けられている︒麗棄物処理塞など

うとしている︒

瀕する研究11隅遜珊殖炉の燃料被 漏気欝冷却材中における材料蟻動

五︑原子炉濯謝熱金属材料に関
麟脊酸素︑気水比などの耀境条件

魎材として注箇されているバナジ

る︒

の影響②ステンレス鋼の応力腐食

禽の耐食性に及ぼす水の比抵抗︑

﹁ふげん﹂は擾厳談敦賀市蒲底

翻れに及ぼす璽水中の酸化剤の

を明らかにするとともに︑甑体冷

する研究π耐熱金属材料の各穫凝
の原醒敦賀発璽駈に並んで碓設中

却材との共移性に誤れた原モ貯用

聡誘

住駈足立

干一二三

八九八i一一＝

区窩野町二〇〇

代表取締役郷原貞敏氏

原産に入会

ウム基倉金について︑朋工性︑高

されている︒

による腐食に関する研究﹂が謝醐

究﹂︑﹁原子響胴材科の液体金属

炉で︑罐気出力は十六万五千K 影響と誠緋の嚢面状況の影響③冷

る研究裡核融高炉の翼窒蟹柑料と

六︑核融台盤翼空路磁輯に関す

耐熱材秘を得る︒

ロイ⁝2の水書気による酸化と縄 学的捻子および響岩躍子を明らか

温強さ︑溶接性などに及ぼす治金
と︑機翼試験を済尽せる謝画で︑

源の機械的性籔の聖運︑および急

にし︑燃料被穰材として油性の優

五†一隼四月隔界の予簸︒

W︒来年度中には鰭灘設の建設 却纏嚢失聯故時を想讃し︑ジロカ

三︑原子炉用バナジウム合金に

のも勉躍水減速沸騰軽水冷却型

発﹂にも取り組む︒この研究は︑

チウムのモニター法︑安全遷転の

ATR原型炉

鼠

稲藥
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尉性廃液の沿騨放出による入体被

建毅の最盛期迎える「ふげん」

放眠研は︑原子力謝画の今後の
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さ
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押え︑さらに輸入解禁愚策が将来

ミノ

どのような影響を市嚇に与えるか

ノ ！

ンについてまで鍵期契約により処

〆

分してしまうような傾向が今後も
わからないというのでは︑非常に

ミノ＼

続くならば︑ウラン業界の構造は

ている︒窪た︑いわゆる八が／麟

不安である︑とプッシュ氏は爵っ

〆ノ

れに繍入禁止政策が舶わると︑ま

︑

約金額を引き渡し時の世騨価格と

か︑引き渡し時に協識して決める
という形で規定しており︑とかく

数羅だけを獲得するという形式が

多い︒この覇合︑投下資本を回収

も︑ウランの米国への繍入を誹す

な纏巣が得られなかったことから

ウランが売りおしみされては何も

している︒その鵜舎︑発兇された

税対象額から撞除することを提案

的には藍田会社の探鉱擬発蟹を翻

五〜六・OO避であったが︑これ ど大きな打撃を受けることもない

のウランの平均価格は大体五︒七

いる︒一九六八薙から七二年まで

題は︑結周は価格であると考えて

ている︒この爾社は︑輸入禁焦政

ソハイオはAECの提案に蟹成し

迎すべき耳垂だろう︑と雷ってい

し︑ウランの露要蓄にとっては歓

策を解除しても国内塵業はそれほ

るべきであるとも主張している︒

ことにより︑供給羅の獲得をはか

ると︑一九六二年の価格より鰻・

れが鍛低価格だろう︒石油でもウ
ランでも︑価格があまりに低いと

みると必ずしも歓迎すべき状態で

供給の保舐が得られず︑擾い眼で

あるとは認えないと強調した︒ウ

を早めるべきだとして︑一九七七

竃違を歓迎しているが︑その実施

今回発表したウラン輸入禁止緩和

とした各電力会社でも︑AECの

また︑EEτのメンバーを円心

よう望んでいる︒

止撤廃へのスケジュールを努める

スチングハウス社もまた︑輸入禁

かつ核燃料供給業暫でもあるウエ

一方︑原子炉メーカーであり︑

る︒

はエスカレーションなどを蕎慮す

五〇が／瞳安いことになる︒これ

立蒔期が學いほど控除率を爾くす

では︑ウラン産業はどうしても赤

ならないので︑発寛隠退と契約威

るのが良いとしている︒輸入禁鉱

の保謹は必ずしも輸入禁髭政策だ

政策が解除されると︑外国塵ウラ

リファクス氏は︑国内ウラン虚業

繧罵できるようにすべきであると

けではなく︑政府の補助金なども

字になってしまい経営が続かない

いう心配については︑最近の石癌
危機などの経験から米国の醗力三
日は外国資本を頓りにすることの
危険性について＋分認識している
はずであるから心配することはな

が︑ウラン産業の歴吏の中でもこ

露っている︒なお︑TVAは︑将ンによって国内市棚が乱されると
来必要なウランを獲得するために
は︑自ら探鉱喬鋤そのものに関係
することが必要であると判断し︑

する必要があるので︑適寒寒低価

格は規定されていることが多いと
鉱石代金の前払いという形で探鉱

いと轡っている︒採鉱湧動を濤発

にし＼一九八O蕉代に必要なウラ

ンについての冤面しが得られるよ ランについても︑数年前から︑そ
うになるまでに︑今から二i四年 の南堀価格が安すぎるために︑将

きわめて効果的である︑輸入禁止

年以繭に最初の輸入が行なえれば

の主任エンジニアであるラリー・

カロライナ・パワー＆ライト社

である︒

の蟹金援助をしているということ

いう︒

ユーザー側
の考えかた

来︑供給力が不足するようになる

コモンウエルス︒エジ当社の

ジョージ・P・リファクス経理部 L・ヤーガ！氏は︑AECが圏内
皿かかるとしても︑その間に外国

メーカーや電力会社が何の描躍も

という警告を出したのに・原子炉

去る一二月五日上下濁綻原子力価周

ンが不足するようなことがあった
鵬合には・その臓任の一部は原子

主張した︒

炉メーカーや醒力会社にもあると

A鼠Cの輸入禁止政策の緩和描
躍に対して︑強く反頬しているの

マギー︑ユニオン・カーバイド︑

はアナコンダ︑アトラス︑カー・

べきだ・AECは健々の鍛船会社

がそのウラン差入権をトレードし

えるような方法を明確化すべきで

たり︑懸来の鶴当分を一括して使

これについてAECは︑輸入権

ある︑などを求めている︒

一活行使などは︑絶対に許さない

の施貿や譲渡︑先ゆきの謝当分の

のブッシュ氏はウランに関する問

すためには︑低価格鉱石を摺やす

社である︒これに対してゲティと

根当羅咽大している︵蓑一2山

二・三哲闇に肱界のウラン蟹源は

との態度をとっている︒

といわれている︒

よう探鉱濤鋤を濤発化するか︑圏

雲︶︒外国におけるウランの纒絵⁝
㎜
関係は︑一兇米国よりも良さそう

ユナイテッド・ニュークリアの各

生趨能力

価格鉱石の開発を行なうか・ある
いは外銀からの鉱石輸入を許すか
おり︑その総日工能力はU308

に見えるが︑これらの諾国におけ⁝

現在・†六の製錬勝が塚翻して

ユナイテッド・ニュークリア社

もとびだす

低価格原因説

を提案している︒

三〇％以下という枠を付けること

ウランの輸入を瀞心するにしても

した︒しかし︑AECの醐激策が％位である︒したがって︑外国産
電力会社のウラン調整謝画にとつ

筋罎とした数字である︒

国内ウラン資源

などの措蔽が必要となる︒

峰で生産可能なウランの埋蔵羅は

外国における翻給関係

にして一万八千ナ／葎である︒レ

で︑世界におけるウランの羅給関

かし︑一九七冨輩の生産盈は︑一

解禁めざすAECの予測
七〇奪代茉には入体三万五千ナ／

緻は着痩ゾちかくあるだろうと推の孤張工珊が順調に噛めば︑一乃

蕉程度まで生薩刀を摺やすことが
学窓である︒

に関する調国語果によると︑この

発表した琶界におけるウラン誤聞

と入体岡じょうな状況となろう︒

八O奪代以降の罵給関係は米国内

原子刀磯関︵1AEA︶が共嗣で
現されるとは隈らないので︑一九

る生聖祭は物理的あるいは政治的︸
ニナ七癖五千ナである︒さらに︑

乗羅をベースに考えれば︑生産刀

係について謹欝した︒これは︑A

四十五万ナ程度はあるだろうとみ

である︒探鉱︑鉱山開発︑製錬所

は漂だ相慧網穴させることが司能

万三千ナであった︒既知及び潜筏
止政策の緩和描齪の駆付けとなる

五十二万五千誘程慶あり︑潜在鉱

られている︒十五が／噂の鉱石は

ECが先に発蓑したウラン輸入禁 八が／謬で採掘可能な鉱石が大体

でいる︒バラナウスキー部長の証
欝内容はおよそ次のようなもので
あった︒

聡 要
高速増殖炉の瀬入蒔期を一九八
六年と仮定すると︑國内ウラン禰

入○年代への対応策

データとして各方面で講論を解ん

昨年0￡CD原子刀機関と国際な隔轡のために必ずしも完盆に実．
皿

婁員会︵JCAE︶の予算聴聞会 一九七四年〜月一日現在八ザ／

緩歩の霊長を全体にもっと早める

らないのは金体の幽々二五⊥二〇

る︒しかし︑その飼じ人聞が来国

に︑それが完盆に見高てられてい

リオ・アルゴム社のジョージ・

R・アルビノ副社擾は︑﹁カナダ
は米国の輸入禁止政策には反対で

とらなかったのだから︑今後ウラ

塵ウランの輸入に顛らなければな

内のウラン業蒼は一乃八Q奪代の けているウラン鉱山には†1†五 ランク・P・バラナウスキーは︑

て支瞳となるようなものであって

申小鉱山の間質はその経済力が弱

重要を撫すために必要な生産の増

はならないという観点から︑員体

いということであり︑その存続の

大を選成できないだろうから︑一

ン購入の入札を行ったのに︑重三

町能性は輸入禁止政策の継続姐何

九七七奪から一乃八O無代甲頃豪

したのが数社で︑満了のいくよう

にあるのではなく︑電力会社が一

で︑国内市場を外醗のウラン業番

ると述べた︒

るよう何か刺激策をとるよう要求

長と田VAの﹂・R・ギルランドウラン簗蓄の探鉱響動を酒発化す
氏は︑隅要者の立憲からウランの

のウランは︑これから八1一〇無 供給騒の獲得を鍛大の国標とした
の間に掘り尽されてし豪うことは

すます一触力が凍結される形とな

幽幽に硬礒化したものとなり︑そ

〆 ♂

ニノ多〆︐二3 力会社との契約は大目の場舎︑契

蕪副司簾囎難華箋諺︶︶︶
多ノ さ 多二多 多きノ

米国ではいま︑一九六四鎌上灘とり続けてきたウラン職入禁止描躍の廃比または緩和をめぐ

Wさ〆二多多 多き多 二多 多さ多 ニ一躍さ二

って・蟹否両論がたたかわされている︒このま濠でいくと︑一乃八O年代に入って国内ウラン
の翻選が難しくなる︑という見趨しを削にして︑今後の侠給確保第一か・三内ウラン麓築優先
か︑という論議がつきつめられつつあるわけだが︑ことのなり行きは︑米国の国歌問題の顧を
超えて︑世界のウラン隅給にきわめて曳きな影蟹を及ぼさずにはおくまい︒本号では︑先月甲
旬︑米原産がニュー・オリンズで開いたウラン燃料サイクル関係の会議での各界の齊とこれに

〆ノミ

ノ

兜だって米国原子刀婁戯銭︵AEC︶が議会で行なったウラン証左に関する証謡などの概要を

ノ

紹介しよう︒
一二帰二層ぐ≧

ウラン鉱業
者側の意見
来国原子力産業会議主催の会議
﹁ウラン燃料サイクルー74﹂には

り︑産臨界にとって利盈とはなら

産業界の意見調整万ギに

心見を述べた︒両鐙とも重職ウラ

ないと述べた︒

各騨の網嚢が参観︑AECの輸入
禁止政策の緩和についても活発な
ユナイテッド・ニュークリア社

解禁︑継続の選択へ

のウィリアム︒R・プッシュ醐社
﹁外国におけるウラン醗給

関係が一九八O庫代初めにバラン

撰は︑

スするので︑一九八O年代中頃ま
では外国産ウランが米国園圃に入
ってくる削能性はほとんどないか 間違いないのに︑その闘†がや†

ないような形で捨ててし豪うのは

五がのウラン鉱石を将来利胴でき

定の大手鉱山書巻と大麗のウラン

に開放するのがよいと憲張してい

あるが︑外国のウラン業者より米

られているが︑来国ではウランの

犀の試錐操鉱は千六颪

要蟹は一九七＝犀の一万ナ︵U3 定されている︵褒11謬照︶︒

一九七

探 鉱

@曜＝

吉岡俊男氏・岩越米助海

めまぐるしく動く原子力開発の諸問題
について時々のテ⁝マで斯界の権威者
による短期セミナ⁝のご案内

講師

湾原子力発電所の建設

瞳茨城県ホテ

経験と今後の課題

ル東海クラブ

醗5月16日︑17日

彰氏・鈴木 進傷

翻原電東海発電所︑第二発電所の
建設現場︑原研・動燃の東海原
子力施設の視察を併せ行なう

講師 大山

産会員︶○定員30名︑詳

○参加費二万四千円︵原

翻動燃・大洗工学センター施設見学

猛茨城県大洗パークホテル

壕一⁝・護

細については次にお問合せ下さい︒

原産・業務課︵剛ご〇六五

第

長銀の債券

つくる喜び

期間5年・無記名

無記名

年

期間

恵晃の交換が行なわれた︒

小規換なウラン鉱山会社を代表
して︑コッター社翻社擬のディビ

ッド・P・マーコット氏は︑﹁小

規模なウラン鉱山会社にとっ て
は︑輸入禁止政策など問題ではな
い︒間題は︑一九七〇年代末以降
の照要を翻すのに必票なウラン資
ら︑輸入解禁政策はそれほど大き

に関する鍵期契約を通じて必要な

る︒そして︑その間︑国内のウラ

国の電力会社の方が︑この問題に

輸入漿北政策がとられているため

08︶から一九八○琿には三口八
千ナ︑一九九〇年には十二万ナに

既知の鉱懸だけで生産を続けて

2，300

な影響がないと皇霊するものがい

ウランを調遠するという方針を変

ン業蓄は数†億がの蟹金を投じて

は思わない偏と述べている︒ブッ

に︑供給過剰がそれより少しはや

いると︑双第に生産力が低下し

1，140

聞

力

更しない限りあり得ないと説明し

探鉱と設備の拡張を行ない︑一九

ついてより大きな関心を持ってい

シュ氏は︑観入票止政策が解除さ

まるであろう偏と語った︒アルビ

二牢の千五百四十万耀より酉万国

四十万μであった︒これは一九七

て︑

1，274

である﹂といっている︒そして︑

ている︒すなわち︑中小業蓄がウ

八O無代に必要な欄産態勢を整え

るべきである︒外国のウラン照給

となるという訳である︒また︑国

れれば︑大慧な外国のウラン榮番

の累横繕要蟹は二酉四十万ゾであ

増大する︒また︑二〇〇〇年まで

してくる︒これは八が／樗〜†が

乃八二庫には展開力が不足
増加であるが︑弔且又五十万環と

1，040

1，180

26

源が見つかっていないということ

ランを発見した場禽に︑それを開

るべきであると主張する︒だが︑

○矩代初めにはバランスするとみ

関係は︑一九七〇隼代末か一九八

内の電力会社は外国のウランを輸

がアメリカ市嚇に侵入してくると

なっており︑米国が輸入禁止政策

原子力発電伸び率の予想を墓礎に

る︒これは︑一九七二年における

いう計画数催には達していない︒

あるので︑吟後覆穴する禰要を充

知の鉱石のみを対象とした屋陰で

の将
展来
駕勇

AECの生産・原料管理部慢フ炉利用が契旛されるということを

発するのに必要な蟹田の調達が出

私はそのような政策によって︑必

入することよりも︑国産ウランを

ノ氏の語しによると︑現在すでに

について議論をしている聞にも世

し︑ウラン濃縮のテイル濃度を○

には︑一九八○年までに六千万㍑

一九八○葎以降の羅要を激すため ／麟という低価格で採掘図引な既

程度の試鋳を実施する必要がある

ヨユ

合1、1

よくないと指摘し︑現在操菓を続

来ることと︑甫堀でその製晶をス

蟹なウランの供給が獲得できると

利嗣することを好む傾向があり︑

いう心配が藁界に生じるので︑巨

は︑活動の中心が外麟に移り︑蟹

界申のウランが外国の電力会社に

・三％︑高速増殖炉が実用化され
るまではプルトニウムの熱中哲子

700
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がの鉱石は何蔚万トンとあるの

に︑初めて中小鉱山の存在が可能

外国の輸出藁省が米国内価格より

額の資本投Fが必要でありしかも 世界中のウランの多くは契約済と

り込むことは不可能であろうとい

塞も海外へ流出する心配があると

買い取られてしまうだろうと警告

のほかに9万トバ、渡二戸捲れる見込み

一一

一
W……一ヘー…

ポットで亮ることができる蠣 舎

も︑大騒のウランを米国市場へ売

摺目蜜い価格で重り込みをかけて

危険慶の縄いウラン業界において

う兇解も示した︒繕論として︑現

ている時にAECが市嚇の二割をしている︒また︑鍛近の外国の鱈

＊燐酸及ひ銅ノPlの1顎11炉f品物として、2000∫1までにこ
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力産業の環状と問題点などの分祈

でには︑立地の確保方策などとと

ら調整していく務えで︑六月朱ま

エネルギーとの関係をふまえなが

一月から︑繋漁運を弓隠に柏騎︑

柏騰随順漁業補償炎渉は昨年十

は正親見一三三︑漁協紹側からは

ら新潟三三で行なわれ︑二二から

円︒仮調印は同臼取後七口過ぎか

元闇題はこれで一応︑全てかたず
いたことになる︒このため︑磯馴
は今後︑漁業補憐協定の本藍玉を
待って︑羅源開発調塾門口会への
認笛蜘請など一遡の欝翻司手続き
を逓め︑一辱機︵軽水炉︑資十万

方法や機雛の整騰︑点検その他に

さ
〆

これで原子力照艦の放射能調介

とになった︒

体制は︑原子力環艦放射能調費指

針大網に蕪ついて︑現地でのモニ

タリングおよびサンプリングなど

調査指針︒調査方法を技術的に

調査検酎する琿門蒙金議と︑分

る分析評価婁貫会の二つの組織に

析方法や分析結果の評樋を審議す

平門家会議のメンバーは次のと

よって支えられることになった︒

筥永一郎︵脳本原子力研究所︶︑

おり︒

浜田達一一︑罵野翼治︵理化学研究

〜
ノ ノ〜

〆！

博醤︵放射能医学総合研究所︶

藤︶︑阿部虫朗︑市川龍資︑渡辺

〆さ

︷

社

臨機電子株式会社

〜噸ξ

本祉東京都千代田区霞が関3−2−5TELO3（581）7301

懇辱力朧放罷調繕⊥

力潜水艦調査の実施に関する︑騨

大綱﹂に璽ついて︑米圏海軍原子．

関し︑捜術的デスカッションと講

の專門蒙会識があったが︑先頃︑

ノ

き

ニュアルは蜜全と憐頼性の確課に

必要な方法︑技術について作成さ

た︒鞭璽ではコ1ドとして︑行敵

れるものとすることで︑含悪をみ

機構︑立地︑設計︑遜転︑贔蟹管

のより異体的な内容について総刮

閥十七のガイド作成欝欝が摘出さ

IAEAば六月の理摺会に︑こ

れた︒

の蟹際墾確作りを勧難し︑二年聞

特約店

方餅だ︒

発煙開発関遡藷黙黙では①立地

③ダウンストリーム融業の確立④ 門的気心を調査検討するため践か

確保②核燃料の確保と効率的利用

てかかげられているが︑とくに立

新型炉の轟入一1が検討諜題とし れたもので・モニタリングの実施

地確傑では放射能や温排水低減化

蕉指針の策定などを審議する︒

日本分析化学研究所の放樹能測冠

従来︑科閉庁には顛覆︑問内容

のための描羅あるいは︑海上立地

化と地絡整働︑核燃紺問題では茱

データねつ造顛件で︑新しい放射

や地下式立地など立地懸様の多様

の確立および濃縮ウランの多角的

然ウランの引取り保証・備蓬体舗

科技庁妻琴の婁嘱による放射能分

能分析評癒体制を確立するため︑

析騨緬婁筆墨を発足させたことか

確保方策︑ダウンストリーム蟹業

鮒性廃藁薦処逓処分体制の確立な

の婁嘱だった従来の多門象会議を

ら︑これまで︑同庁原子力周長

では樗処理第二工協推遙のほか放

え方が明らかにされる予定︒新型

発展鮒に解消︑メンバーの一部を

どを璽点に︑それぞれ対処策︑警

炉の轟入閤題では︑筒温ガス炉や

さ〆

婁嘱する組織として発足させるこ

新型転換姫の取扱いなどが審議の 変えるとともに︑新たに餐宮が
巾心になるものとみられている︒

まだ
には蟹成派

ものと蔑自されているが︑
兇ぬ巨大な原発塾地

の巾にも不安を投げかける入がい
るもよう︒一方︑反対派は﹁当然
予想されたこと扁としながら︑謝
画の興体化を機に新たな運動を展

ノ

同庁丙に設目した︒この騨門二会

子力二二放射能調蛮曝門家会議を

科学技術庁は四月二十二日︑原

原子力躍艦放射能柴田で

を再発足へ

専門家会議

KW︶の五十蕉十一月着工︑五十 開する携えをみせている︒
六年四月運開を目櫃す︒

事故の続出などこのところ晒い
ニュースばかりの原子力騨にとっ
て︑隠隠公表から四年半ぶりと鍵
期を要したが︑柏階原発詐認可贈
講への動きは朗報︒エネルギー危

さ！
〆

機打開への大きな一歩を踏み出す
ミド

安全基準︑国際化へ

A科学諮間婁贋会婁國でもある一
本松論説業際会長︵原産翻会長︶
らが國際朗な惣釜基準の必蟹性を

強調し︑今卑三月の原産無次大会

で特別購遷したエクランド王AE

で基準纂を豪とめる予定だ︒薙三

回︑各一週聞開催の諮問会議など

謝画では︑検酎作業に必要な人員

週と試騨されており︑各國の総門

は藤三†こ名︑毎鋸四菅十九人︒

となろう︒

蜜の滲画と協力が求められること

「rEI、03（270）7711

身ミ京翔；下・｛黛田済ぐ人丁二珊∫2−2−1

政策を見直す襯舗鞍

ルギー禰絵冤通しについてすでに

六十馬継度を対象とした一次エネ

原子力部会が検討を開始
ための方策は何か偏といったビジ

として定酌させ︑かつ︑推進する

園山﹂の爾検討は︑昭和葺十五︑
通産雀総愈エネルギー商圏会の原子力部会︵松根宗一部会擾︶は†八二︑璽窟・大手町の経翻連会

ョン︑袴え方を編広く検討して 検討を始めているエネ調総禽部会

館で二年四か月ぶり︑第十三回鼠の会合を開き︑昭秘六十無難までの原予二選餓開発圏標とそれに僅つ
立地確保や核燃料の効率的利胴など関遺請方策について再横斜することを決めた︒近く原子力鰐策小

・評価および︑開発自標とそのた

︵荷沢広巳部会畏︶とも逮携し他

ずか六基・約二百三＋万KW程度 設け︑一か年程度をメドとした異

めの立地の確保など興体策の再検

いくほか︑内外檎勢の変化や原子

は︑原子力発醒開発の果たす役劇

体策の検酎に樹手するが︑ここで

出蟹騰両漁協組との閣で逸められ

保坂熊醤柏嫡︑磯田※門出璽崎商

駄特別諮問会議おわる

秀雄︵東大工学部教授︶︑川嫡稔

今度の特別諮問会議での土日間
にわたる検酎の結果︑塾準はコー

とし︑国際的に受け入れられるも

ド︑ガイド︑マニュアルの三段階

のとして各国が灘めたものをコー

東闇闇中野区本町1−31−3T｝二LO3（372）0141

本

社（口気部）

本

灘順境を下部機構として設け翼体簾の検酎に繍臆するが︑六月朱までには一慮の等量を得る万針だ︒

駅∵へ船︑︑
郷蒲ぎみで︑このま家だと五＋五

が開発されたに過ぎない︒開発は

膏漿に︑斬しい総譜エネルギー政

愛結︑このB︑仮調印にこぎつけ

ていたもの︒当初︑漁協組側の璽
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坙{原子力産業会議・業務課醤響蕊携礎（蒔翻輪讃欝
第18園

鏑18園

放射線取扱技衛

原子動力講習会

鼠

内

容

恒例の原産主催講醤会，セミナーは下記により開催予定ですので
ｲ案内申し上げます。
ﾈお，詳綱につきましては次にお問合せ下さい。

匿矯

G壷

1蘭聯●・

；：

療チ力発堪を中心に原チ力工
?全般について教授づる構轡
?で18年にわたる伝統を誇り
̲でに1，000名に及ぶ卒瑛生
路しております。

@講習会

放射線取扱主任（第一種）技術

浮ﾆなるために必要な矧議と
Z衛を写える講霧公。

第4

5園

ﾄ期河q湖原子力
@ セミナー
閑静にして快趨な河L1湖畔で
ｴ鈴力問題の核心について講
tと懇談をしながら，譲問題
彦えるセミナー。

第2圏

厲ﾋ線源取扱
ﾄ期特別講習会

鏑8回

末ｱ系職員対象
ｴ子力セミナー

放射線取扱技術について初歩

原チカの墨礎知識から，最新
ｩら第二種L任技術者の資格 ﾌ原子力購癖にいたるまで原
得る為に必要な講義を与え q力全般にわたつて系統的に
驕B又開催期〔1を国求誠験の ｳ授するセミナー。
Pケ月萌において効癩をトげ

鋤3回

厲ﾋ線源取扱技術

@

講習会

高卒以上の≠力ある者を対象
ﾉ放射線取扱技術の甚礎知繊

ｩら放射線取扱主任者誠験
i第二種）に合格し得る知識を
^える講習会。

ﾄいる。
〔前其籍〕5／27（月）〜6／4α＜＞

期

案

臼

施

場

所

参加人轟（名）
謬

加

費（円）
………㎝…

〔会鰻外参加費〕
@（再）

院

見

学

先

案

習

先

8

日1翔

6／10（月）〜6／15（土）
k後期〕6／2填（月〉〜6／29（ゴつ

6

麹

科学技術館
k講義のみ〕

95，000

83，000

〔講義・見学｝ n5，000
k講義のみ〕
103，000

東電福島，動燃大洗
U／5（小り〜6／6体）

☆

2

日問

V／31㈱〜8／2（霊＞

3日間
3

7／22（月）〜7／30（火）

9

日間

12／2（月〉〜12／6〈釦

5

El間

2／24（月）〜3／6〈杓

11日問

肥間

東海クラブ

科学技術館

東海クラブ

20名

30名

50名

35名

18，000円

36，000円

39，000円

24，000円

41，000円

45，000円

☆

☆

☆

中部電力・浜岡

原研東海・大洗

P1／29（金）〜11／30（土）2日間

ｴ電東海3／6㈱

☆

☆

茨城職業訓練校

☆

町

会館

180名

40名
〔講義・見学｝

6欝閣

日閣

7／3（胸〜7／5（翁

菅

記

念館

聴るす

醗エグだをまな、のク諏近
T鵜．芝阜欝

◎

にた；にマ

〔講義〕

53，000円

k見学〕

15，000円

〔講義〕

61，000円

k見学〕

15，000円

49，000円
58，000円

茨城職業訓練校

体読 の 改 善 策 を 指 摘
地方委譲︑研究所設置も

と考えざるを得ない︒国を儒頓で

は五月二臼から約三週間︑パキス

．7軍

原子力をとり巻く内外偶勢は

望﹂をテーマに三＋︑＝

謬

その変動がめまぐるしいほどだ

両霞大洗パークホテルで︑それ

タンにウラン資源調査団︵団獲・

した周圏のM・カーン原子力婁興

部農︶を派幽する︒一月末に来日

が︑門口本原子力塵業会謙はこう

きない︒県は国が費籠をもつべき

ては園惑の一語に尽きる﹂と︑実

価︶できない︒地方公共嘲体とし

奮が臼本側関係者に調星団派遮を

した動きの申からその晴々の謡

参加者募集

物を訴えた︒さらに専門塚の討論

査団は︑原子力課員会︑鉱業天然

打診︑実現となったもので︑岡調

葉郷文雄海外ウラン蟹源開発技術

で︑これにより地方菌治体の鼠主

では︑﹁地方への権隈婁譲が先決

という︒しかし霞らは︵調査・評

射線防護対策に転換しなければな

礫審塾礎研究所の設殿および大学

期に︑環境旗射能研究所︑放射線

るが︑理念からいえばここでやる

霧剛堅の中で放射能だけ除いてい

性が育つ﹂﹁環境庁はあらゆる公

連の調葦で有向ウラン鉱床の存在

しについて説明を受けるほか︑国

資源省など関係機開で現況と見通

ーズの第一弾壱五月中旬から末

げた短期セミナーを企画︑シリ

題となるようなテーマをとりあ

いる︒いずれも︑定鷹三十名で

ンターの施設見脚蕃画されて

海原子力センター︑大洗工学セ

ぞれ開くもので︑講戦のほか東

＋一の

﹁わが国の糧来炉開発研究の展

海原子力クラブで︑第二圃自は

らない②政府はできるだけ論い蒋

における関係謂麗の増設︵第五十

受講料は二万四千円︒詳細問い

にかけ二回開くことになった︒

務諜まで︒

合わせと参舶串込みは原薩・業

第一圓冒は﹁原子力発鰭所の廼

に十六︑十七の両鐙茨城興・粟

設経験と今後の謙題﹂をテーマ

が聞込驕れている同説中央部のデ

贔位など同鉱床の爽態摺握に努め

ラガジカーン地区を訪れ︑規模︑

年︶を実施すべきだ⑬原研︑動燃︑

る以上︑学術会謙は︑文句を雷っ

査・騨価が緊急を要する灘態であ

原船岡︑放賑研箸における環境放
る峯定︒

一回学術会騒総会勧告一−一九六八 のが本筋﹂﹁いまや環境放射雛調

府は畢急に環境放射能研究所︑放射線随審基礎研究駈を設躍すべきだ﹂ll︒臼本学術会議原子力問

をとり自らの手を汚すべきだ﹂な

てるだけでなく畢急に必要な惜躍

こんだ﹁あり方﹂についての勧告

論的安全評価の内容を中心とした

関運の諸間題について編広くとり

業が進められている軽水炉の確率

あげ︑現状説明と問題点の指摘な

七回﹁原子力安全研究総命発表

準備委員会でこれまでに圏まっ

工籔海外ウラン霞石開発技術課喪

たプログラム案︵劉廻墜照︶によ

は︑東大︒都甲教授も初日午後の

どを行なう︒この間題に関して

いる︒特別講灘は来談マサチュセ

研究動向をとりあげ︑それぞれ愛

一︑パネル討論会二が心懸されて 講演で英︑西独︑カナダにおける

たり四つの講演のほか特別講演

会扁を開く︒

務︑駆原幹治三舛金属鉱業顧悶の
諸氏が謬淫する︒

5月に安全研協
究総合発表会心

全性と確率論的安全評価﹂が主議

する︒同日のパネル討論会も門安

ッツ工科経学のノーマン・C・ラ 野の安全暴灘の考え方などを紹介
スマッセン博士によるもので︑博

円鞘

月

﹁低レベル放射線の入体への影響

研究﹂では発ガン︑遥伝︑内部被

曝︑疫学四分儀研究の現状につい︸

傍に居を移した︒新住所は山梨県

ほど︑河口湘欝の費配念研修館近

之助氏︵元代表常任理購︶はこの

日本原子力塵業会議顧問橋本清

橋本清之
助氏転居

っている︒

た総台討論が行なわれることにな一

嶽強聴騒鯉燃

日

の窮件で調査委員会が設隙されだ
のも︑わが国原子力開発史上︑最

B嵐躍殴工爽︵株︶

原産に入・

住駈変更︑新一

︸

社良川上講一氏住所台駆落︸

二七四−五二一一

和郎墨引ビル内︑〒一〇四

電亜

住所は輿袋倉五のあ遭

大協石油︵株︶

電謡八三三一二三一一

上野二の十二の二〇〒＝○

会

㎜

曲帯栄町十一の一〒九六〇勉⁝

臨糖畷住離選

南都留郡河口湖町大石凝島打山︒

彰イ彰
調苺婁貝禽委員は次のとおり︒

初のケースとなった︒

座長能楽敏之︵放医研瞳箸臨
委員北鮮隆︵新

朴︵京都大原子炉実験所教授︶o

徳雄︵大阪大工学部教授︶︑岡本

阪大産業科学研究所教授︶︑吹田

研安全工学部長︶︑川西政治︵大

全管理部長︶︑村主逸︵原研東海

宮永一郎︵原研藁海研保健物理安

︵翼京医科歯科大医学部教授︶︑

︵千藥大医学部教授︶︑外村晶 語〇二四五⊥三−四一＝

立藁東第二騒騒鷹罠︶︑澗本昭二

潟大医学部教授︶︑藤田順一︵国

床研究部長︶

題︒二日目午前のパネル討論会

士は︑現在米国原子三重貫会で作
論

月二十八︑一一十九の両貝︑東東・

今

平河町の全共連ビル大会議盛で第

殿子力安全研究協会は来たる五

ると︑今回発裏会では二日闇にわ

代理︑小山歓雄太平ウラン探鉱常

柳井団には・棄郷単語のほか沓

射能の研究調査業務を充異すべき

門環境放射能調憲が科
二日闇關か

ど活発な論議が行なわれた︒

だ④原子力施設のある地方霞治体

﹁フォールアウト︵放射燃降下物︶紺簾から原子力軍和篇用対策に転換しなければならない﹂﹁政

＝＝

題特別婁梁蹴︵三宅暴雄婁農長︶霊催のシンポジウムで十九日︑岡婁璽諏の環麗放射能調査・騨価体
制のあり方についての兇解を中島篤之助幹麟︵原研︶が巾間報告として発表︑
に國の︵規制︶墨隈の一本を婁面
なお︑二十四日から

で

れる第六十践圓臼本学術会議総会

し︑各霞治体が穣遜的に住罠の安
全を守れるようにし︑政府が財政

を守り︑環境を保全するだめの環

方自治体への国譲に関し意歴を求

案審議が行なわれる︒

報告と︑﹁国罠の安全

的に十分な拙諏をとるべきだ︑な

鏡放射能の調査・評価体制をい謹

そして﹁あり方﹂について①こ
められた菊池換治むつ市長は﹁入

見解

ている⑤原潜霧港に伴う調糞で

軸側だけでほぼ一方的に行なわれ

いる︒

ど十一項目からなる見解を掲げて

学技術庁の行政指灘型になっていることが分析研禦件の根添︒もっと学術月詣の癒兇を聞いてほしか
った﹂と︑鏡行の調査・騨価体欄の改讐を強く訴えた︒

兇解は︑家ず羅文で︑認可法入

もの︒

は︑優女が醗鎖的に行なわれてい

の新分析機関を発足させて襲態の

讃ちに確立すること﹂などを盛り

る・などの闇題点をあげている︒

シンポジウム酎論で︑権限の地

収拾を図るという科学技術庁の冠

れ豪でのフォールアウト対策から
の確傑︑財敢負担など険難がある

応策に疑問を擾げかけたあと︑川

石の調査・評価体制について①部
今後は原子力平憩利照における放

奪

Pウ。アス・ブラクティ汐ブルの数馳化の名

分約核実験鰻止条約発効後十年以
上経た現蕉︑フォールアウト調査

発推進には多額の蜜金を璽し︑衛

階での長期低利融蟹の充翼籍の助

へ乃〔放落研。灌辺縛偏｝

﹁申闇報 告 ﹂ と な っ た こ の 難 解
は︑臼ホ分析化学研究所の総懸放

探鉱助成の強化を

るため電力主体の民間機関を設け

講演茎腔チ／J絶設周辺の環境放璽能に醐ヂるアス・

は規模縮少など全面的に再横酎す

場価格による販亮ではコストを吸
収できない場台があるので︑コス

引き取り保証・備茜を皐急に行な

｛0

巨 言

9

筆

ハイル認論会｛緯」力艶竃噌の汝塗性と確事鹸的女

一

l玲

としても初のもの︒岡田にこの種

一目一＝弊一＝
一 ＝＝

全評樋｝

1b

射能測定デ ー タ ね つ 造 購 件 が わ が
べきだ②試料採敗と化学分析が別
の機関で槽互の運絡が不十分のま

ト軽減買回品として︑坑遵建設︑

山霧鉱業協会︵会長・獺井底広

ウラン資源開発で要望
三菱金属前事︶は︑海外ウラン資

蒙に行なわれている⑭分析糖菓の
騨価︑発展に科学蕎の愈見が＋分

成対策確立が望贈れる︑としてい

機械据え付けなどの聞発︑擬業段

配慮されていない④躍境放射能の

うようにすべきで︑これに関口し

再
騰」（、ほT＼・C。ラスム≠セノ，

國の科孕技術行政の櫻本にかかわ
る璽大間題であり︑その解決には
科学暫︑騨門憲の十分な愈舞結纂
と迅遡な麗解提示が必要︑との纂

源開発助成策の確立に関して①引

月

一ご年前︑日本原子力発親会社敦

だとの禦件に対し︑筈弁の砂上︑

をめぐる訴訟

甥■︻

吉岡俊男氏・岩越米助氏

経験と今後の課題

回原子力発電所の建設

講師

めまぐるしく動く原子力開発の諸問題
について時々のテーマで斯界の権威者
による短期セミナーのご案内

丑

彰氏・鈴木 進氏

翻5月16日︑17日 國茨城県ホテ
ル東海クラブ
糖原電東海発電所︑第二発電所の
建設現場︑原研・動燃の東海原
子力施設の視察を併せ行なう

講師 大山

回わが国の将来炉

開発 研究の展望

麗5月30日︑31日

産会員︶O定員30名︑詳

○参加費二万四千円︵原

圏動燃・大洗工学センタ；施設見掌

闘茨城県大洗パークホテル

・ノ・一．⁝渥

原産・業務課︵瓢と〇六五

細については次にお問合せ下さい︒

第

謀

一
鋤

嘱

輯的立堀から蚤澱金付躍の環塊放
調査・解樋が原子力平箱利用の抵

政府の同機関に漏する長期低利融

日

麹発璽所の原子炉礒歴内通路で︑

二十二日には初会舎が開かれ︑

放射線被曝

に関タる早死の現状と今酸の艦めゐ｝
〜9

聞

力
射能小婁殿会で試纂鮒に濠とめた

き取り保証・傭薔対策の確立②探

資︑指憩が望まれる②成功払い融

宴湯ｲ査団派遣

るQ

鉱段階における助成策の強化③コ

ジェクトベースの適用が簿能とな

資制度を現行の会社単位からプロ

第

加︑嶽︑仏︑南アなどの撃申にあ

森山擬留ら政府関係者は禦爽関係

調査することになる︒
り︑わが国が今後これら諾国に伍

作業中に放射線を浴びたため右ひ

まるばかり︒訴訟により︑最終的からの調査の進め方などが検討さ

時無の経過がわかるにつれ謎は深研究部長が互選されたほか︑これ
その後︑嶺箏番である大阪箭・海

州原贈下調作業員被曝郵件﹂は︑

高く︑探鉱︑開発に莫大な資金を

の真相究明へ

ﾟ質医︑工学の専門見地で

被曝

な覇断は職判所が下すことになるれた︒調董蚕嚴会としては当面︑

千五鳶六万円の寝屋賭償を求めた

︵盛︶が原盤となり︑原論に対し四

南土木塞社従業員慰佐鐵寿幸さん

て困難な状況にある︒こうした巾

田提訴したことから︑白黒が法廷

が︑今後︑原子力開発を円滑に進

罠瑠訴訟を大阪地方書判駈に†出

で争われることになったが︑この

める上で政府としても原因を解明資料などを収集して医学朗︑工学

でわが国鉱業が海外ウラン資源の

な助成策が必要となる︒日本鉱業

蟹件の社会的影響を窺視した政府

し︑国民の不要や疑感を一掃する

現地調査を行なうとともに︑関係
協会はこの観点から︑昨秋来の数

は四月二十臼︑科学技術庁に﹁原

的宣場から判断できるデータを取

回の常務会で要望雛をとり濠とめ

ことで覆大な螢任がある︑としたり揃える方劉︒

開発を進めていくには︑国の強力

ンの売却兇通しを立てるのは極め

饗するうえ︑将来開発されるウラ

ラン資源の深鉱は極めてリスクが

して海外でウラン資源を自憲確保

蟹件の原因を

鴨；一＝一顧一

｛X［闇闇講演「激陶に諮ける軽水炉の確当論二女三二

斐から岡蟻蚕墨の藏と藁なお△7携識濃撃力馨
で︑

ハマル討論会（低レヘル放雛線の人体に対ずる彰響
鋤
江｝

パキスタンにウ

スト軽減化対策の確立︑を求める

＝一噂謄需胴

M

B

継継

駕

要望欝を十六口同︑趨転勤資源エネ

璽
：冒
幽層
一一目一
一：一
＝

日本鉱業協金︵稲井好広会長︶
・一＝＝一白

1菱の研究腿艶諏題鱒研・武谷清昭｝

座痕に放医研の能取敏之障轡臨床

：＝：夢

るよう改着が望まれる㈱ウラン開

気寡｝解｛癬お茶話女人・坂1治郎｝

や莫相の究明を約束していたが︑

世騨のウラン資源の穴楽は︑来︑

ルギー庁に提出した︒

2海舛の多目的誌i疑カノ炉の開発とわ争磯の今

ざ内側に皮鱒炎ができた︑とした

被曝

活動搬缶〔1ロ撃坊隆昌19

していくのは容厨でない︒またウ

興憂国特別委員会で敗り上げられから今回の

正〔｝朕」講演圭欧）鮎こお曾る膝デ力鰍設の女全騨蠣に屡藍奪

ったもの︒爾査婁鍛金は今後︑医賠償法﹂に基づく最初の誘訟㌶算
学︑原子力工学などの專門的箆地

第2

簗7幽総合溌薮会プログラム｛案｝

鍛圧賀発声所放射線被曝問題調査
委員会﹂を設秘し︑岡郭件の原因

国会の予騨婁興会や科学狡術撰

究明に懸り出した︒

一

的女合葬傾の動向（東人・姉三四ぼ｝

IX｝

3英、醗独

食｝一
1歴
5

繍にわける腺f二力艶竃所の遺事謡
B
〜8

戯｝醐会あいさつ（f躍ミ弘巳理｝ト長｝

たもの︒

要望欝は︑①ウランの探鉱・開

りに不蟹が伴うが︑これを解消す

発はりードタイムが擬く︑引き取

O

@

会議のシンポジウム

環境放射能問題について討議する

q

鉱業協会

昭和49奪4月25El
新

業
産

子
原
儲三種郵便物認可｝

第722丹
（5）

r

聞

獲擶纐三三懸灘熱線⑳
弩鋤灘雲麹渠到羨 麹 蹉 三 三 研 い 劃 狂 罰 醗 賑 鞠 一
エネルギあ賜琵られ霧なかんミ原勇驚葉ルギあ濫費π脅

葡か二化茎窮暴勇瀦発毒フン幕濃警めぐる書志毒約

大統領が︑エネルギー教欝を議金

が歓働していることになろう︑と

本隼二月︑カボンのボンゴ撮影

に従って各鉱慮を順番に羅発して

本的な卜え方を萌らかにした︒そ

現在および将来のカナダの国内隅

上圏ばかりでなく︑縮笹資源保禰

濠た︑カナダでは︑これまで運

襲を十分まかなえるよう保持する

る生塵龍山は︑測温の国内黙黙に

こと︒②碗花および将築弩えられ

①ウランの確認埋蔵羅の水漿を

邦政府は資源ナショナリズム政策

の襲点は次のとおりである︒

オーストラリアは︑一九七二年

はかかげていたものの︑基本的な
資源の管轄櫃が州政府に腰するこ

司総

き⁝⁝ーーーーーーーー⁝︸

電

O5557−6−7021

行く方針としている︒

ン産のウラン鉱摺の価描を三月一

と蟹源ナショナリズム政策を爽癒

十二月労野党政権成立以来︑醤々

してきている︒資源開発について

いないが︑天然ウランの自給然制

♪零︐零♪亀＝．t．ρ監︐

画している︒このための原子炉の

亀塾φち3竃ノ．〜亀・驚︸亀竃・竃︒8・♪ら塾ζ竃ζ︐監3峯．・う6℃ζ3亀︑ψ零塾9驚．8乳〜易ご︐亀♪t﹁．零．︐・・ノ︑f︐t．︐ちミ．t．︐t︐

になっていたが︑※園の軽水炉を

轟入しょうとするCEGβ︵巾着

山梨県南都留郡河口湖町大石

圏にも強まってきている︒

げの蝦は明らかにされていないが

日から引上けると発濾した︒値上

伝えられるところによれば︑ポン

とから連邦政府として掴理性ある

兇禽︸濁禽で生産が可能なもので

は外費比率を制満するとともに︑

あること︒③ウランは監懸窟庁が

き︑カナダで可能な簸も遊んだ形

とくに例外として認める場禽を除

資源政策を持たなかったが︑石舶

の確立︑ウラン資源に対する主権

興体的な政策的描認は示されて

態で輸出すること︒

特に蚤硬な四エネルギー資源︑す

四面などの楽園によって︑最近︑

ナショナリズムの台頭

ウラ ン資源保護政策

ド嶺り約八がだったものを十八が
に引上げるとのことである︒ボン
ゴ大統領は買手がこの値上げに同
意しなければ︑ガボン政府は全盗
産畷を買上げ︑ウラン鉱石の欝況
が上向く家で備薪すると語った由

なわち石油︑石炭︑天然ガス︑天

である︒

このガボンの動きに追随して・

の確優︑そして付加価値を嵩めて

ン資源保有国にも波及していく可

の輸出などの考え方は︑他のウラ

資源ナショナリズム政策が明確に

資の進出を認めないとの方針を打

エネルギー・鉱山大駆は︑本庫一

なりつつあるQマクドナルド運邦

石刷なみに大命に引上げることを

出している︒さらに天然ウランに

ニジェールもウラン鉱石の価格を 然ウランについては︑今後一切外

硬目する構えを晃せているという

︸竃︸客︐蕃等・︾︸♪駄

本笙二月︑仏政府は新エネルギ

二千万KWとすると発表した︒

国原子力公聴︶が来羅炉の轟入に

羅力庁︶に対してUKAEA︵英

より︑これまでの英圏の狡術灘積

が無駄になることに加えて︑これ

として激しく反論︑結了が延び延

︵石炭換算二千五百万ナ︶に引き

イタリア

イタリアでは︑E賛EL︵イタ

二矩の三％から︑一九七七鎌五％

ところが本年三月︑ENEL総裁

一九八二隼二Q％となっていた︒

一万二千ナSWUに京で謝画が草
野党側は披本的な再検酎髪要求し

英国

ている︒

こととし︑この比率を一九七六年

は︑原子力発露所建設を促鵜する

ウラン濃縮に関しては︑米・欧

英国は︑原子力発露では環在︑

富士山の眺望一河口湖畔の散策

ーー﹃醒 己⁝⁝⁝一⁝一き〜

自然の安らぎを求めて

頒は︑パリで︑ガボン夢想はガボ

れ塞でに二億KWの原子力発三所

きな役劇を果たすことになり︑そ

を自立させる計調では原子力が大

九八○難までに来圏のエネルギー

エネルギー庁サイモン長宮は︑一

さらに︑一九七㎎隼三月︑遮蜘

逓する霊要な項蔭であった︒

の推進などが原子力開発捉遜に関

年間蔚億がのエネルギー研究開発

出︑一・八七二年六月に提聡した五

町手続きを簡素化する法璽の提

鰯轍

議金に送った︒教養の中で大統領

⁝購珍修ーー︑⁝ーーーーーーーー︸一も
一九七二 無 以 降 エ ネ ル ギ ー 危 機

マζ3℃ノ6峯

能性があるといえよう︒

だけにすると発表︑さらに本葎二

で︑ウラン資源政籏についての基

述べ︑その際︑海上原子力発醒所

来の原子力に対する露力高官の憩

月には一九八O年の原子力発電を 選定を七三年十二月に行なうこと

月茉に開かれたエネルギー会議

自らが欝っているように︑一般教
がかなり貢献するだろうとした︒

同レポートに示された米炉内原子

欲がうかがわれる︒

ついては﹁秩塵ある開発扁政策を

に旧った︒これによると︑今後︑
鵜より蛇にエネルギー敦譲が出さ

については︑米国内にも覆汝議論

フランス

打ち出し︑政麿の指定するところ

醸子力は化石燃料に賜わる最大の

ことであり︑エネルギー危機梁切

れるということは︑まさに異例の

力翼鍛所の発注実績をみると︑一

フランスでは︑一九七三庫五月

資源ナショナリズムは︑発展途

が世界酌に麟ばれる中で︑世界各

エネルギーとして位畷付けられ︑

があるようであるが︑三月に発表

九七三館は三†八基︑四壬一言万

官報も伝えられている︒

国は続汝とこれに対する対応搬を

原子力発懸は米照の全羅電磁力羅

された原子力婁綴象の﹁原子力産

︾3零亀9亀零．亀39零〜

発閲してきたが︑とりわけ︑昨郊

りに対する大壷預のなみならぬ決

業一九七三﹂報欝欝では一九八O KWで虫上遠隔を配録した︒塵業

P配ON雇員翁︵原子力発電諮問ープランを発表したが︑ここでは

この一九八O奪二審KWの数字

十月第四次麟康戦争が渤発し︑エ
に対し︑
愈の程がうかがわれる︒

鎌一億三千二酉万KW︑一九八五 界の爺初の兇込みでは一九七二年

九八五矩には颯分の一

ネルギー魚機が競実化してから以

こえるものと推測してい ︑9︒

以上︑二〇〇〇奪には二分の丁￠

立に関する緊懲対策をより群体化

その内讐は︑先のエネルギー闇

とする新エネルギー源の開発に璽

降は︑欧米各圏とも原子力を中心

第四次中環戦象が勃発し︑アラ

点を麗く政簾を強力に打ち幽して

婁聖書︶が政騰に報告轡を提幽し

原子力艶線が一二強く打ら出され

窪徳八千万KW︑一九九〇無五 水準の横ばいとみられていた︒

ている︒

よびロイヤルティの輸出が不司能

まで諮外国に輸暫してきた機聡お

七〇％︑全エネルギーの三五％を

これに訂して態度は未定としてい

びになっており︑労働覚新政権は

なお︑労働党政櫃成立後︑エネ

模様である︒

るので絡論は今後に持ち越される

原子力に依存しようとするもので

西独では︑一九七二庫末︑第鴎

西独

ある︒

五年には五千万KWとし︑懸力の れを輸入しなければならなくなる

九八O年までに発成させ︑一九八 になるばかりか︑逆に※圏からこ
一九八五無に三千二否認＋万KW

所の廼設にとりかかり︑これを一
一九八O無に千六百孕万KW・

すなわち︑一九廿四年には六
九七八〜八O琿に原子力を千三百
万KW獄働さぜ︑原子力謝謝所を 基︑七五年には七絶の原子力発電

一九七六〜七七無は在来火力︑一

した提案であり︑原子力旛設の飾

石油危機乗切り図る各国

加速される開発計画

ブ諸嗣の石簡対※禁輸描縢がとら

ギー臨監に関する緊急対策を発表

きている︒

米国においては︑一九七二奪十
した︒これは︑米圃が一九八○館

れるや︑十一月︑大統領はエネル

二月︑顧子三二三会が原子力発電
までにエネルギー生麗の閏給潔建

米国

の将来畢測を発表した︒それによ

ると一九八O年一惣三千二首万K を達卜するための対策であり︑原

会社を設立して本格酌工覇建設に

ン艘総役携蕪購を発表するや一斉画で︑隅要についても津々と仮契

のほかに︑わが国をはじめ︑カナ

︐
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霞本原子力口業会議・総務課

申込先
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業

力

しかし︑石油危機が勃発するや

にすることを提案した︒

漁二酉万KW︑二〇〇〇館に†二 この畢想以上の発注贈は︑リード

︒齢・竃亀・㍉ζ雪ご．ノ匙夕こ塾．f

司︑甦設に装する期闇を五〜六年

㌔・亀雪︽3亀3驚9

一九九〇琿五懸八百万KW土 万
OKWの規摸となっている︒

W︑一九八五墾徳八千万KW︑子力発電は一九八○郊に一億二千

監亀

†一月メスメル箇相は︑一乃七六

︐馬︐

解KWと試乏し︑兀八0蕉の数タイムの長期化を予想しての繰り

．．・隙◎唖ゆ亀書8・亀

に短縮するとともに︑さらに発善

︸︷

フィンランドの各電力会社が購人

ルギー雀では一次エネルギー供給

フランス︑スペイン︑イタリア︑

に占める原子力の比率を一九七三

次原子力謝画︵一九七三〜七六

なお︑昨年秋頃は︑EURO黛
D︶を決定︑これに基づき原子力

奪の三％から一九八0年には六％

τF鳥膚と三国共同計画の併立に 発現所の趨設を濫めているが︑全

契約を行っている◎

︵うち︑スウェーデンは本無にな

ベルギー︑スウェーデンの五か国

竃・監伽︒﹁＝8・婁

OO無十二憾KWとなっている︒ 一九七困蕉一月︑大統領は一般

︒︒﹁︑・竃tぐ亀ρ〜♪監

矩以降に着工する発電所は原子力
．り・亀︸＝亀9t︑・審♪監ノ

上げ鱗工はあることにしても︑将

零σ乙‡ごτ8．塗9監♪監♪

を得てガス拡散法による濃縮工腸

一方︑かねて遠心分離法の研究

UCOなどいくつかの同様のサー続発に乗り出すことを嚢明してい って脱落︶は︑一九七三年四月以

ホ年一月誕生した︒その他︑SW

建設の調遊を開始した︒
市罎︵WNFM︶という組織が

民醍仲介機関として門直界核燃料

亀・乞＝の．脚零89τ8︒3亀ン

窄は小さく興横もつている︒一方

葛︷3竃︐r︒辱8．亀﹁ら︒8駒♪累♪9㌧

所の撒確化を進め︑それにより許

︸監〜篭・噂塾︒竃驚8

教欝に舵駆けてエネルギー教鞭を

〜亀・︑︑ζ亀ζ審・塾♪開静♂亀・乞亀﹁等8㌔

その後一九七三無四月︑ニクソン

ウラ ン濃縮の動向
米国依存からの脱却

降一薙の予定でフィージビリティ より・一九八Q年代前半では欧州 発聡難に占める原子力量醒のシェ

上げることを考えている模搬であ

たGH社は︑六月・エクソン・二

アは一九八O無に約二五％︑一九

ビス機関が名粟りをあげている︒

九〇無に五Q％以上︵一九八五庫

調査をすることとなっていたが︑

の濃縮ウラン醗給は相当な供給過

ユークリア祉と二瀬で還心分離法

剰にならざるを得ないと晃られて

ることを明らかにした︒

による新第四工場電設のための技これ鷺拝め︑九月茉までに調査を

る︒

制憲原子力婁連星は︑滋藤的な
原子力開発の薦展により・一九八

五千五百万KW程度︑一九九〇隼

月以降︑奉総懸

に一％つつ自動的に櫨上げするこ

たF
が︑古曲危機の到来により雛
0隼代崩辛には︑CτP︑C術
U経
P済性に関する共陶調査を始め終え︑†一月にはEURODいI

に一億KW程度︶に齢するものと

し︑一九七四奪

顔会は︑ウラン濃縮役猫に関し︑

とを鴫らかにしだ︒なお︑確定騒

界的に原子力発璽計画がスピード

一九七三 鎌 一 月 ︑ 米 磯 原 子 力 婁

従来の顯客が必要とするときにい

などにより魍強謝画を行ったとし

リア電力公社︶が一九七二薙十二

予想されている︒しかし︑一九七

在ではなくなった︒EURO三
D奪
l十悪月の際議で︑羅気対策上
一方︑英︑独︑蘭三国共岡計画

このような動きの甲で上下雨院乗り出した︒
原子力藤岡擾鷹余は︑将来のウラ

アップされたため︑この懸念は現

つでも契約に応ずるという要求蟹 契約芳銭ならば魎格を 二†六がに

ても︑既存の三工場だけでは︑膿
縮ウランの供絵不足が生じるとの

憤引きすることとした︒

霧墾では︑イタリアの総発電羅に

月の聯立十周卑の際発表した辮雨

これらの改訂は︑原子力欝欝食

約を行い︑ む こ う ヤ 無 闘 分 の 確 定

方式を改め ︑ 引 渡 し の 八 郊 繭 に 契

F計薩は︑昨年末には︑一九八五 の配慮から第四次原子力計画を若

予測の下に・蔑聞による新第四澱

にはいたっていない︒

いたものが・現在では一九八一鎌

ン濃縮購饗の溢め万について聴聞も一九七六年塞器でに︑それぞれ

が・これにより将来の懸縮織要を

したコミツトメントを行うこと︑

会を七月末と十月始めの二回にわ

占める原子力発醗の比率が一九七

たり行ったが︑い議だ結論をうる建設し︑さらに︑その後引続き段

から六十一億嬬に減額したため︑

羅工鵬建設を促蔵するため︑一九

能力二颪ゾSWUの二濃縮工場を 隼九千三酉ゾSWUまで後退して干修正し︑支出総額を六牽五億嬬
七三蕉五月︑規則を改正してウラ
ン切論に閲し政府が所有する機蟹

階的に能力を拡大し・一九八O軍

場建醗を膿調に行いうるようにす

顧金を契約 か ら 三 年 分 翻 で 支 払 う

ることを狙って行ったものであっ

規鍬の改正により︑かねて・英同

にこれに反発し︑従来から憎めて約を獲幽している︒

に七％︑八Q年二〇％︑八丸年五

欧州第一位の地位を占めているが

二千三百万KWの原子力発磁を翫 と発表した︒

KW︶︑一九八五年までに新規に 〇％︑九〇矩八O％に引き上げる

緕ｵ蕊年末現競買酉四十三万

ダ︑爾ア︑オーストラリアなどが

し︑ソ運から磁極的な艘縮ウラ
独ン
闘あるいは欧米と瀬瀬で調査を
艦めている︒
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薫万KW当り︑約三田三十万メの 的確に鯛翻し︑醤来の塘四凝縮工

ことなどを内容とする新酒嫁を発

でウラン麟従属堀を璽設すること

欧州においては︑米国が新ウラまでに能力二千沖SWUにする計められ︑かっ拡大されているQ
捜術を開示することとした︒この

われ︑若干修正された後︑蹴月︑

三月︑難燃に二回の公聴会が行

た︒

にとってきわめて苛酷な内容であ

表した︒こ れ は 従 来 に 比 べ て 顧 客

ったため・内外の顧響の強い反発

るEURODIF節酒︑三圏共同

きだ二つの艘翁草堀建設計画であ

さらに︑欧州の各隙力会社に煽
ス︑ユニオン・カーバイド︑ベク

を喪明していたウエスチングハウ
このような羅力会社に厳しい条

薪契約纂雌は正武に発効しだ︒

畢めることとなった︒すなわち︑・西独︑ベルギー︑スウェーデン︑

テルの三社は︑六月︑UEAとい謝醐ともに︑そのスケジュールを の売込みが行われており︑すでに
うグループを結成し︑政府の酔篤

息＿遡雛＿静1泊2餅レ・馬5網（各室テレビ、冷蔵庫付〉⑧会議｛ヂ・1時間・・1，0（X）円｛50名収容）
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（一

凌幽いだ︒また岡蒔に︑原子力婁

ンの流顯の円澱化を魏る国的で︑

い

興会は・従 来 の 契 約 万 難 の ㎡ 鰐 S

がから一髪 に 三 八 ・ 五 が に 鰹 上 げ

W

WU当り樋格をそれ象での三十二 件の下で︑各偲力会社の懸縮ウラ

畢
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