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り︑今後︑契罵炉を国節した研究
開発に逸む墓礎が築かれた︒

叢に一〇一＝％へとウエイ

トを謹めていく考えだ︒

ら

脆弱嬬を内包したエネルギー供

定確保をどうして濫めていくべき

給構造の申で︑こうした供給測

かーー報衝盤は︑供給態様の多様

の増強響緊慧聴対策の推進といっ

化︑雀エネルギー対策および彌薔

た基本方向のもとで︑國際協調な

エネルギー薩叢の体制整彌︑技術

ど対外エネルギー政策をはじめ︑

蘭発︑環境立地対策の推認︑関係

の検酎を慧ぐことが必襲だ︑とし

法剛の整彌と財政描躍など貝体策

ている︒

一平和利用研究㌦

p⁝・⁝・⁝・科技庁︑17テーマで︑ ⁝・甲

一委託で公募㌦

科学技術庁はニや七日︑昭和四

十九年度原子力平和利用研究委託

期闇を決め︑公示した︒分析研邸

蟹の試験研究題国と申講羅の提出

件などで例解より約四か月遅れて

今画とりまとめられた報儀麟で

注鼠されていた問題の一つである

そして同懇談会の検事の結果が

要と見込んでいるほか︑第二段階

異界炉の実現までに約二兆円が必

力施設の安全騨価に関する試験研

安全基準に関する試験研究②原子

試験研究売国は①原子力施設の

の琢簗となった︒

は︑将来館腰と五十年度からの第

原子力婁瞬会はこの報告描をも

術に閲する試験研究の四カテゴリ

止に関する試験研究⑮保陣描置技

究③原子力研究開発の騨姫または

の五か無では約一千慮円の開発職

特別研究關発甜画︶として国を挙

とに︑基本計画の策定作業と核融

と四百名の研究者を確保する必蟹

計画実施のための開発体制につい

げて推進する必要があることを強

台研究所の設立準擶に魑手する方

一月末の同懇談会技術分科会報銭 ては︑團のプロジェクト︵原子力

二段階研究計画については昨年→

がそのまま取り入れられている︒

調しており︑また研究關発を効率

いる︒二階轍の提出期間は︑八月

ーで︑全部で十七テーマとなって
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こうしたことから︑原子力婁剛

の学識経験者からなる核融盆研究

それによると五十薄墨申頃に臨界

的に進めるために特殊法華﹁核雲

針︒来鎌度予冷では約八十憾円の

五日から十二日まで︒群細問合せ

は岡庁原子力闘技術振興謙へQ

原子力本邸

球は昨年六月︑産眼界︑学界など

開発懇談会を洋琴︑五十年慶以降

プラズマ装躍を兜成させ︑六十年

︵仮称︶を五十一隼慶

対策等々︑同時に満たしていかね

通産省では濃

東京都中央区銀座8一慧一4アラタビル
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放射駐廃棄物または放射線隔子防

の第二段階の研究開発翫画および

頃に実験姫炉心モックアップ試験

譲研究所﹂

研究開発艶を璽求する予定︒

は︑程度の蓮こそあれ︑全体的に

ばならぬ政策課題も多く︑報雷懸

縮と再処理で

OBWR蒸気発生装置傭子炉・接計装謝

9核種

60KeV−1．8MeV

現在．関係各社との緊密な燃絡のもとに．
捜術の萌斯導入等に不断の努力を観けてお

RCC代理店
ボ5コ悟コ3ウゴ蕨式出血

東京芝浦電気株式会社

関遷墓山僧術に銘する試験研究④

長期的観点からの将来計画・研究

装躍を運転開始させるほか︑実験

に設立すべきだとし︑その設立準

は依然︑石油の動岡を受けてタイ

が︑このために果たす国の役観の

一万︑通産雀・麗源エネルギー

畿遜に関する委翫調壷を行なう墨

庁は今年贋から核燃料禦簾等礁五

暫が四千五百万円一月︒原子力に

り俵す。．

がある︑としている︒

開発体制のあり方などについて検

姫を六十年代申頃に︑また原型炉

トに推移するだろうと予測︑この

ルギー

ン濃縮二業を確立するための醐査

部会での検討とも調整をとりなが

きる機闘ならば他に精別の制限も

関し輻広く総臼的な調糞研究がで
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犬きいことを指摘しているのも︑

供給可能慰賦鯨は別農の逼りで

冤遜せない特徴といえよう︒︒

石抽四川六十鋸慶の場臨機・ヨー

は﹁安定供給確保を憂本藤岡﹂に
侮外依存・石溜依存の逓減化で努

九︒二億♂認程度と見込んでいる

画で︑このほど︑これに伴う委託

エネルギ；と原子力開発の横極化

力する一方︑水力や地熱など国産

を図るべきだと強調し︑LNGなが︑とくに原子力は 準国産エネ
を強調︑ポスト石川の本命視し柵

婁託調査研究のテーマは﹁ウラ

先の公募を開始した︒

ど直入エネルギーの供給源︑供給

戸比も四十七年度爽繊○・七％か

として開発促選の穣極化

いる︒圏際協調あるいは環麗保全

方式の多様化の必要性も提嘱して

ら秋以降︑省エネルギー対策など

ない︒受託希璽暫は八月十五日ま

ための調査研究﹂の二つで︑婁託

研究﹂と﹁再処理医業を確立する

引続き需要面
からの検討も

供給懸に見舎つた禰要部門の賭施

東芝の技術・・…

ユニークな

RCCの標準線源

またここにも未来のいぶきグ…〔活躍する東芝の技術〕

コンパクトで堅牢
取扱安全・便利
高精度検定保証

●蒸気タービン
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総合エネル
ギー調査会

および供給面からみたエネルギー
政策の墓本方同についての澗部会
甲闇葺石をとりまとめ︑中幸根通

今回の同部会報告は供給面から

策について︑検討を進める考え

で︒

︵強起藁察五〇一−一五一一︶ま

調査盟は前軍が二千万円右翼︑後
る擾期・総監的なわが国エネルギ

のみの盤︑問題点・政策黍段だけ

いて検討する一方︑他の審議会や

︸政策はどうあるべきかIl石瀬

だが︑隅給バランスの点からは禰

月から︑今後†〜†五隼間におけ

優勢を踏まえながら︑主として供

危機で一変した内外のエネルギー

でに同庁留騰総務錬原芋力薩業蜜

通産雀総合エネルギー調査会の

で︑来響には關給を一本化した︑

されることになる︒

新しい総軍エネルギー政策が立案

要圃からの政策的対応の検酎が不

報告によると︑エネルギー隅給

可欠︒このため凸部金は︑引続き

給面を中心とした政策の見面しを

年度における石油など一次エネル

供給サイドで残された譜悶題にっ

総合部会︵有沢広巳部会長︶は七

産相に箸申しだ︒同部会が今矩二

・ため今後のわが国エネルギー政策

有沢部会畏
ギーの供給可能騒と確保の問題点
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行なったもの︒
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1部70円

（備考）1、下限傾は、多くの鋼約要撃に対処するため、相当の政策努力と民間の努力を蘭提とすれは達成されると考えられる嶽
2、」搬櫃は、その実現のため1こは、今後官民のあらゆる努力の傾注とある程度の楽観的条件が整った場合に、はじめてあり得る
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齢盤難燦犠麟静鴇鱗羅頭嚢鰹離
﹁米国における原子力雛耀と公衆﹂をテーマに講灘した︒同氏は︑会場を埋めた約二齎五十人

の人いきれの中で︑混沌とする米国の原子力齢争の経緯と消長を整躍して紹介するともに︑そ

が

ていた臆に︑原子力批判の多くが
つの問題は︑熱彫塗問題よりもさ

同じ奪にとりあげられたもう一

それは原子力発餓所の逓常運転申

らに感彌的であったといえよう︒

に放出される低レベル放射線の影

ECは原芋暴発鰍所からの放出物
に対するガイドラインを検謝する
こととし︑数矩に及ぶ公聴会や審
識の末︑これをかなり厳しいもの
にした︒しかし︑この放射線論鍋
では︑スターングラス博士らは通
用内の放射線保健物理学のほとん
どすべての轡門家から反駁される
結累となった︒

に︑環塊逓動が蓑退しても原盤力

ク

大な原子炉糊故遊毛癒する唯︸の

ー︑三塁解説蕎などの多くが︑超

いて一部圏残の聞に拙判があり︑

でも来国と同様︑原子力開発につ

ら響た印黛だが︑その第一は臼本

滞日申の閲係巻との懇談などか

決策としての万能薬はないが︑一

りも感澗に走り趣くなる︒問題解

の解決が不必要に擬びき︑論理よ

努力がなおざりにされると︑問題

めの努力が必璽だろう︒こうした

般的には知識の普及︵教曹︶によ

しかもそれが両軸であまりにもよ
く似ているということだ︒今一つ

で︑このほか開発翻画に対し一般

り多くの〃臨潤をかけることが肝要

の人が横極的に謬濡するための方

は︑日本の方が米国よりもより原

ド・アップしていく必要があると

スを響るための努勇が必璽だと思

途などパブリック・アクセプタン

子力への依檸が深く︑よりスピー

いうことで︑原子力に対する国民

り多くの州法で固定蟹産税薩の描

な法案は来国にはない︒が︑かな

電源三法にそのまま対応するよう

う︒地元対簾では臼本のいわゆる

の理解をさらに一魎深めていくた

駒

も施設蕎が霞ら積極的に地域福祉

躍が舗じられているほか︑米磯で

向上に努めている︒

出された︒その結漿︑A鷺Cは燃 性と均衡のとれた兇かたを取り遷

蔑縫瀾

全系が据えつけられていること

これらの懸灘ができたことによ

翼氏衝度ほど下げたものだった︒
ECCS膚体に関するよりも︑む

CS験争で主だった反対福の何人

艦な六人の原子炉工学薔が︑EC

ってきた︒ごく浅近の例では︑著

かを強烈に批判している︒彼ら
り・ECCSは作動しないのだと

醗大爽規したり︑すぐ騒ぎたてる

ような戦術をとっていることへの

入々に強い印療を与える耀境肇義

というのは︑六人のうちの四人は

ありえない︒エネルギー︑環境︑

齢争が簡単に消えてしまうことは

O

というものを霊

︐

園超低温LNG・パイプライン

ら

デ翻

④AP畷示認可瑚（6。0，6A，6D）

︑ 益︑

聖

題はすぐ別の闇題に移行したため

発罐についての批糊が關まる家で

アイダホの原子炉実験場におけ

には簗らなかった︒

る小規櫻な換型による非常田⁝炉心

冷却出離︵ECCS︶の鍵験によ
って︑今までコンピューター・プ
ログラムで箏想されなかった幾つ

ターナー米原産副理長長は二†
五巳︑原子力産業懇墾訟での講演

来賑におけるECCS論争は︑

かのデータが明らかになった︒

現在︑下火になってきていると考
えられるが︑論欝が沸騰した三犀
闇をふりかえってみると︑この論

争がいかに初期の頃の放躬線論象

ECCS論争
の弓懸に似かよっていたかを鯖感

の後︑頃日会見し︑来国における

一九七〇無になると︑熱膨響と

させられる︒批判寂や︑レポータ

放射線の闇題は︑鱈三界や公衆の

と新たな傾向

にもわたって調葦され︑論駁され

響だった︒こうした論争は︑何隼

てきたにもかかわらず︑突奴とし

矢面てに立っ
た二つの問題

った︒

環境影纒を取り上げていたことだ

の論点や反対運動全般をレビューした︒以下はその概要である︒

原子力

さえあ

原子力批判者たちが原子刀発願㎜

装圏がECCSであり︑それは未

料被羅材の醗轟混匿に対する新纂

すために︑物見を述べるようにな
は︑ここで説明するまでもない︒

しろコンピューター・コードに関

離は
塾長要したが︑それは旧異議を
一方︑ECCSそのものの闇題

するものであったと思りれる︒そ

‡貸することはできなくなった︒

は︑ラルフ・ネーダーやUCSが
して窺在︑そのコンピューター・

さらに︑ここで璽要な動きが現
われてきた︒それはいかなるグル

コードは改良されたものになって

放射線論緬の鵬舎と同様︑AH ープにも羅さない科瀞署たちがE 反苅を明確に‡張した︒このキ張

いる︒

者であり︑かつ撫子力介入者側か

さらに安全になってきていると思

餐からの圧力がなかった蟹よりも

︑零

臨圧ガス設安曇験製黄認定事樂駈（認定N｛泥17）

★

簗茨大戦の宋に
紹介された聴︑公衆の多くはそれ

を人類の救世主として理解したよ

原子のペレット

うだった︒一九五〇年代の初め

には︑

所を環境面で特にユニークだと響
関心をひきつける唯︸の贋擁間題

環塊闇題などについて蟹疑に応え

ことができるとか︑ほとんどタダ

て炎のように燃え上がることがし

ないということ髪ほのめかした︒

しかしこの一台も購爽はそれほど

要目次のように語った︒

で家鷹暖房が憩能だなどと思われ
えていたと思われる点の一つは︑
だかつて

れば︑一薙閣も自動臨を走らせる

ていた︒このよつな誘張は︑不可
ではなくなった︒この一九七〇年

慶も舐験されたことが

は︑初めから終りまで議さに

環

この間題を持ち出した圖一八物に

ばしばある︒その多くは︑初めて

あらゆる型の発餓所や多くの産

だった︒アース︒デー

︵地球の日︶の配念式興が行なわ 質的ではなかったのである◎原子

原子力論争をめぐって

ピッツバーグ大学のスターング

境の薙

熱影響の問題であった︒

心を生んで行った︒

藁施殴は︑周辺の水中もしくは空
気中に放出させなければならない

トの方が化石燃料プラントよりも

余熱をもっている︒原子カプラン

多羅の熱を放出するが︑どちらの
鵬禽もそれは主として工学鮒な間

よることが多いようだ︒

避的に原子力に対する失塑と無関

一九五〇隼代を題じて小規模な
原子力髭電所が多くの霞刀会社に

よって建設され︑罷餓を始めた

を奨励もしなければ反対もしなか

蒔︑公衆はほとんど︑原子力発蹴

った︒

原産懇で講演

らも巴蛾されていた科学者であ

Cに
CSに閑する原子力批判暫たちは特に璽要な愈味をもっている︒
CはECCSの橘報および規則
戴して︑彼ら自身の警え方を思い
の横酎の大部分は︑ECCSに関

関する群細な検酎を行なった︒そ

る︒咋年以来︑ラスマッセン博士

きって発尊しつつあることであ

り︑さらにその中心人物はひCS

の講大酌孟子ともいうべきものに
設劉されたシステムと万

この公聴会は二隼も続き・無謬界

する難作成公聴会でなされた︒

の両春から膨大な舐欝と翫拠が提

とUCS︵憂聾する科騨者同盟︶ のように多くの科学者や原子力工

の創設暫でもあるからだ︒

えている︒原子力雛璽所に三つの

発を支持しているようだし︑運邦

地利用︑経済成擾など︑臨接的︑

技術︑放射線︑プルトニウム︑土

理盗的な懲蝿と感量的な警護︑

霞に関する公衆への愛宕について

われる︒蝋様なことは︑原子力

間接的に人汝の生命に影響のある

をあらためて断節している︒さら

もいえる︒それはより完全に・よ

うテーマに盛り込豪れている︒

要素がすべて﹁原子力発酵﹂とい

なエネルギー源になるだろうこと

に世論調査は︑公衆が他のエネル

り公平に︑そしてより次元の蒼い

したなかで︑原子力論象は一体何

紺しては二つの解箸を示したいと

ものになってきた︒われわれの産

絶対

なのか︑放射線は絶対に蜜全なの

ろう︒原子力発醗所は絶対に蜜語

画する猛り消失することはないだ

挑判者が

また︑原子力論争は︑霊灘触な

の方に大きな期待をかけているこ

コスト／利益評価が必要

攻防 の波

ギー源と比較した騒含には原子力
第一に従来の解価方法に従えば
それが与えた影響はきわめて小さ

その影響は全く強力なもので︑あ

かったといえる︒しかし第二に︑

あったともいえる︒

る愈味では非常に役にだっもので

しかしながら︑原子力論争は一

の概念を理解するよう努めなけれ

とか︑コスト／ベネフィットなど

に安全なのか一i︒その鍛えは
方で︑われわれが建設中の原子力

いわゆる原子力論争は︑すがた

ばならない︒もちろん︑今鷺の構

か︑プルトニウム保繰捲躍は絶対
だことは功を饗さなかっだといえ

発電所について公衆に知らせ続け

年間かは継続するであろう︒原子

かたちは変っても︑これから物欲

業は原子力発躍への批判によっ

る︒すなわちいま︑原子力産業は

てきた方法の中に︑それらを反映

とを示している︒

愚テンポで成摂しつづけており︑

させることになつだ︒原子力発電

勢下ではこれは踊滋なことではな

﹁いいえ﹂だ︒そこで公衆は確率

米閣や他の先進工函南は霊饗な電

力というものが︑社会の多くの漸

て︑多くの点で改善されたことを

力源として原子力エネルギーを利

所は今や︑環境触により受け入れ

認めないわけにはいかない︒

用しようとしている︒偲汝の科学

しカ﹁i

組織化された批判者がやってき

なお続く

思う︒

をもたらしたであろうか︒これに

攻撃とそれに対する反繋11こう 政府は原子力発墨が群来鍛も璽換
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学の教授たちが︑原子力論象に理

別個の格納容難と四つの工学的安

購故が

うに設翫された他のシステムを鮪

起きたとしてもそれを制柵するよ

下発躍所は囎故を防掛するによう

ターナー氏が記者会見

漸や関心覇の巖繭線にある以上︑

驚講論

馨︑

轟

ゐ

△

大鰭獅囎（・・）・・3偽67・論、臆璽㌢，組

平田バルブ工業株式会社・東京都港区新橋4−9−11魯（03）431−5176

瑠窪田パノしフ

特欝出難中

プタンスで努力を

やすいものになっているし︑批判

四

しい機構のドアーバルブ。

臨＿鰭辮幽

艶

σ

セ

パブリック ア

薔たちも以潮にも賦して原由力開

膿

圏高温高圧・自動調整バルブ
魑ベローシール・特殊作動バルブ

網羅蝋籍側

ミ

霊垂

園水回・酸素・窒紫・石油・ガス

核燃料サイクルを展開する

囲原子力火力・宇宙・直：脱排脱

蟹

㎜

…
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聞

産

力

原

安全 確 保 に 強 い 配 慮
構造︑危険防止など制度化
運輸綴はこのほど日照済み核燃細運搬船の構遮設舖硬件についての横討鮪菓をまとめた︒今後各地
の原子力発躍所が本格運癒に入り再処理工堀が擬藥を關籍するのに伴って使用済み燃料の海上囎送が

を︑鳳至内に二水できる適当な裟
羅を傭える⑥レーダー︑エコーサ
ウンダーなどの航溝般備︑および

電源開発推進

本部を設置

開雛本部がそれぞれ個々別々に担

胴発描遊本部扁を聖霊した︒これ

藻全の謝罪題を撹潔していくこと

が設園︑輩として用地取響︑環境

子力立地部には立地︑環境の二諏

心とした発聡所建設を担当する︒

門原子力部﹂も薪設︑狡術諏を巾

になったり原子力関係ではほかに

まで土木部︑立地環塊部︑原子力

蜜してきた水力︑火力︑原子力各

原子力部擾は松田彫取締役︵薗原

東北鷺力

こととしたもので︑本部擾には星

総合酌施策のもとで描避していく

もよう︒プルトニウムは最近︑蟹

なほか︑トリウム璽源を利用しう

込まれることなど蜜全確保が容甥

は一次系が全て格納容羅内に勉み

点が餓力料金アップによる

低下︑こんどの契約璽改でもこの

のが今では五一六が程度と極端に

とが肝璽だとして︑当彊は各種機 がとられ︑平均で一KWH当たりで一撃当たり三十が前後だったも

れぞれの役割に準じて爽施するこ

め新料金は二二％の増︑粟灘発醒

リウム入手の兇通し︑B本に灘入 金は爽騰丑円六十㎎銭ドだったた

器の性能実舐︑高濃縮ウランやト

所売耀料金契約の璽改は七年ぶり

として考慮されたようだ︒

なお粟海発蠣所は昨無宋までこ

を示している︒

の数年閥は平均六九％の鰍働実繍

影影イ膨％

住所中央区日

原産に入会

趨・

目57番熾

非常趣源を備えるQ

磁北耀力は七月二十九日付で岡

発羅開発を﹁本部﹂にご冗化︑

被の機構を改革し︑新しく﹁電源

契約の商効期闇は五十一奪三月末

売電料金魍上げは七奪間据え置

日まで向こう二年闇︒

金は塾本料金と徽力騒料金︵一K

る︑環擁への影響を小さくしう

した堀盒の核燃料サイクルとの影

わせ

WH当だり一璽ハ十銭︶の一蔀鋤 際的にむしろ過剰ぎみで︑これま

で改良研究︑鍵鉦研究を官民がそ

る︑将来技術発展の鰐能性がある

響についての評価などについて検

麗︵無間送電端︶は今年度六徽エ一

のことだ︒新契約による受給電力

六円八十九銭Q旧契約での亮羅料

ーーといった利点から︑欧※潴圏

酎していく雪雲がある︑と指摘し

埋合

でも爾逮謎語炉とともに学課漏し

したが︑このほど周調査団によ

る調査報衝籔i﹁欧米におけ

五洋建設︵株︶

社擾水野冨太郎氏

陥︵二七二︶五八一一

本橋一の＋三の一干一Ω二爾

耕吹・報知・大阪・横浜・溺川。芝濾・堺・

三︑航行上の危険防止聾①穣載

の灘賊を禁止する︒また︑他の危

る﹂などと述べ︑今秋魑工ができ

川顧雛はいい方向に向かってい

なお若林社擾は紀薔会兇で﹁女

これまでの立地塵境部と新設され

本部擾︶が就任した︒艦齢本部は

に合うと考えている︑と語った︒

れば五十三年三月の兜成箏定に闇

子力開発本部翻本部畏︶が蕪猫︒

方法は︑同一船瀬における他纒と

画であってもこれを禁止する⑫平

た躍源開罷醐癒塞および原子力立

藤荘介常務取締役︵前原子力開発

の衝突船を想定︑これに対する防

常階における欝欝線監視および翼

地部の一士二部構成で︑とくに原

千七颪八十万KWH︑来年度九憶

契約を更改

？HTRが建設巾のほか︑百万K

つつあるーーなど︑開発は原型炉

W馨二基の建殴望外も興体化し

七千四百九十八万八千KWHで︑

聖遷料金で

井孝治郎翻社畏︑磯本部痩には後

誕構造を舖える耐衝築構造とする

衝突に対し十分に安全が確保でき

常賄における描醗に関する指示を

︵わが国沿灘海域の航行船舘との 険物の穣載は︑別の船難または区

のため二葉底構造とする︒

行なわせるため放射線取扱に関す

る︶④座礁に対するキャスク傑謹

二︑設備闘①キャスク冷却設傭

は︑IA鷺A︵羅際原子力機関︶ る褐澱格暫を粟船させる③船罰の
被曝防止のため︑被曝箇理体制︑

されるキャスク周辺同慶および表 翼翼階の導爆などを勉険物蹴扱規

の放射性物照蜜全囎蓬皇室に規定

頻繁になることが予想されることから︑今猶二月岡雀に野趣された縫胴済み核燃料還搬船遠田会︵婁

なお︑縫用済み核燃料輸送心心

程に明配させる︒

面灘度を綴持できる冷卸能力を備
える②キャスクの移動︑醗倒防北

彌長・轡木成文策工大教授︶が︑船体構遣︑設備︑航行上の危険防比など運搬船に必要とされる要件
を摘嵐︑基本的な考え方をまとめたもので︑岡雀は今後これをもとに海上輪重の行政描醗を講じてい

7遵ふり︑饗膳と東躍

向︒だが︑型置性では今後に侯つ
庁の横懸銭が︑IAEA︵国際原

プルトニウムの燈下がりによる再

から大型商周炉へと加速化の傾

ところが多い︒同報衝繍は︑とく

関し璽漿霞力と契約を更改した︑

︵キャスク︶については科学技術

にわが圏への認入に際しては﹁独

に適当な圃縛裟躍を儲える③サー

亭力機關︶の朝旦勧告に沿ってわ

自の評価と研究関発が綾里﹂と強

検謝金は今奪二月から︑声息ガ

ている︒

︑査団報告書を刊行

領利用関連技術調

ていると強醐︑璽源や立地上制約
の多いわが圏としては横極的に瀬
入について検酎を凹める必要があ
る︑と指摘している︒

について一が発刊された︒購入

る原子炉熱利用関遮技術の現状

稀塾の向きは高めに日本原子力

産纂会識・叢務齪まで︒B5

美本原子力薩業会識は今笙一

︵上田隆三団擬︶を編成︑派遡

ム化学︑無機錯傭の放鮒線照射

効粟︑蟹イオン照鮒による化学反

くに定例研究金ではポジトロニウ

の纂礎と応用間題のほか︑特定の

展蓬などトピックスについて随

応︑パッケ葱ジ照射の規状と将来

会と希璽蕎によって編成するワー

テーマについての廉潔研究を行な

キング︒グループで︑放射線化学

﹁原子炉熱利用関遮技術一戸団 判︑㎜習︑纐価一部二千円︒

ー利用の鏡状調責に影たるため

月︑海外における核熱エネルギ

HTGRは来︑英︑西独を申心
に開発が遜められ︑とくに米團で

放射線化学研究会

う︒躍子線加遼鋸やガンマ線を用

頼も行なう予定︒ワーキング・グ

階︑研究暫︑騨門門による講演依

みに署しく木材ープラスチック複

いた放射線蟹倉︑キュアリングな

殴︑放射能システム設計︑保鰹安

化学への利雨②公常闇題への放射

合紡︵WPC︶等の無機物麗に対裂生成物アイソトープへの放射線

殖炉︑工業擬禽︑コスト︑再処理

新規会員を募集
臼本原子力麗際会醗が毎矩爽記

全の十だが︑内容は現状に即し纒

する放射線グラフト製品といった

ンバー編成が行なわれる︒穆加蟹

線の利罵︑の両テーマに墾つくメ

謙まで︒

広本原子力薩纂提議・放射線開発

κ

ド漁・手葉

名御燈市中村区広井町搬丁目二讐地のユ（東洋ピル）

ユ＝

場

く方針である︒

ベイメーター︑保謹衣類など放射

が圏の異偶に処した墨準冤翻し作

ス炉のエネルギー政策上の焼膿づ

いたことによる入件費︑分野費の

線監視設題を船内に傭える⑳麗圧

業の細國を澱めており︑九月上旬

字所空発極欝金﹂︵主査・井上力

覇騰が露な理宙で︑このほか売却

船となった概舎を想定して輸送容
型のキャスクについては趨当な撲

螢源エネルギ⁝庁官麗協議窩︶は

日本原子力発躍会社は七月二十

悔から︑万一の衝聖や座礁にも耐

壁を設ける齢？一2タンカー︵璽 気般舖を堪える⑤火災の棚合を想

器︵キャスク︶稠賊船馳の罰鰭醐

使周済み核燃料を運ぶ船舶の構
えうる構造とし︑混綴謝限︑放射

@礫

一︑船体構遮等目①区画および

五臼︑同社璽海発躍所売餓料金に

線監視醜の粟船など航行上の危険

会理経欧露撞増も雪平されている

造︑毅備についてはわが国にはこ

と発表した︒これによると︑紙料

れまで墓準がなく︑英国ウィンズ

調︑国際協力とのバランスのもと

苒I検討会が中間報告

﹁独自の研究が必要﹂

蟹二万三千四函踏︑還力十厳移︶

には検挙繕累がまとまる冤通し︒

防止描翻が要求されており︑安全
定して︑機闘整に躍定践消火嚢圏

ケール再処理工鵬への海上輸送な

三回の検酎会と五回の岡ワーキ

確保に鮒する配慮が全般に強く打

ング・グループ︵主査・安藤良央

ど原手力発聖断で髄罵済みとなっ

舶運送および欝蔵規躍により運輔

璽大教授︶の審議でまとまった便

ち出されている︒

大臣の指示璽項として扱われてき

襯済み核燃料運搬船の構遊毅鰯要

た核燃料の運搬は︑その都度︑船

になると予想されることから︑運

た︒しかし将来は内航運送が頗繁

掘欄蒔擾原性等については︑纂本

をとり濠とめた︒

遊︑幽栖について墨餓すべ巻嚢件

R︶の灘入に当たってはわが團山 肩入に際し猛毒な洋琴を調遊事酎

件は︑およそ次のとおり︒

を霧謙︑鋼度化にのりだしていた

機関︶の危険物ばら横船構造設備

的には一MCO︵政騰闇灘購協膿このほど︑門轟温ガス炉︵HTGけ等に役立てるだめ︑わが閣への

薯は検酎会を毅けて運搬船の構

もので︑今後︑罐用済み核燃料輸

しているもので︑この間︑欧米で

通騰雀の﹁縄混ガス型原子力二

送野業の避展に伴い建遭される運

農の騨価と研究開発を行なうこと

内

規則のタイプー船並み︵最厳格︶

搬船に関し︑検製調の繕論を

の開発状況調査のための調査団派

の区画構造とする②船舳部は二間

によりわが園に適した技術として

規 としてあてはめていく︒

船澱構造とし︑他船に灼して阻隔

は原型炉フォート︒セント・ブレ
イン炉が隼内にも運開冤通しのほ

ち鵬纂が安全審蚕中で︑颪独では

か︑大型商用炉八目が発注されう

毅社長︶が︑聡電機メーカーなど
からの持ち込み誠験を引受けデモ
ンストレーション中で︑機礪は水
槽中に被検体をセットし内部の欠
陥や接魑状態をその家まリアルタ
イムでモニターテレビに映しだす

原子動力研究会

たのがミソ︒爽察・五反田のキヤ

報告璽はその中で︑足温ガス炉

遣なども行なってきた︒

放射性物柄の綾戴という特殊遡

内容とする︑同素二会の中間報告

新技術の非破

壊検査装置
キャノン・翠筒ソ漏ックス社

という新しい聾破壊検董装

欠陥の雨垂がひと国でわかり
ます

圏がお閉みえ︑関係薔の闇でちょ

この嚢醗︑超膏波にレーザ⁝光

っとした籍題を呼んでいる︒

ノン・ホロソニツクス社︵御手洗

一i1一▼ームー

定顯させることが必聾だ﹂などを

／
禦繭瑠
軸．

汎用と走蕉型式の原畢用の二つ︒

子動力研究△瓜﹂および﹁放樹線化

が広げられている︒斯界潮瀬をそ

や公密への利用などこのところ一

将来羅璽の伸びが期待される分野

析︑襖酎なども行なう謝画で︑と

分野のそれぞれ将来の励向の分

謬加希璽者はいずれも単めに︑

は四万円︒

ループは繭年度に引き続き①核分
学研究金﹂の昭租四十九爺度箋施

れぞれ開園に迎え︑九月以降向こ

︒廃尋物処理︑燃料︑プラント建 ど鍛近︑放射線化学の工業化はと

腰領がこのほど豪とまり︑それぞ

う一力藍闘を対象に共同調蒼を行

している二つの定例研究会i﹁原

﹁原動研﹂は︑グループ別の定

途は拡大傾向にある︒放化研はこ

れ新規禽騒の募禦が開始された︒

一方﹁放題研﹂では︑定例研究

は八月三十一日︒

一人五万九千円で︑串込み締切り うした禰勢をふ豪えながら︑この

なう︒滲加費は一グループにつき
的︑経済的賭桑田の検酎と調査に

例研究会によって︑それぞれ技術

当たる謝磁︒グループはこれまで

投資効率を高める

町

殴り︑甜装制御︑原子炉安金︑憎
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要条件に兇台うよう略押罎正する

受けることは可能であり︑外国技

との条件付きでライセンス供与を

術が米国の増殖炉謝画に役立つな
らば︑その技術にソッポを何くこ

ている︒

とはないとする階定的な見方もで

ケジュール壱作成するにはもっと

請によるもの︒

晴問が必嬰だ︑との造船業界の要

米 下

院

原子力賠償法の改訂
を条件付きで承認
米下院はこのほど︑原子力賠償

ンダーソン法︵︸九七七年七月三

保険を定めた現行のプライス︒ア

長を提案した上下両院原子力命岡

十一βまで膏効︶の改訂︑＋年延

︵K・R二五三二三︶を一部膨

委綴会︵JCAE︶の改訂法案

いで︑漁燈︸腎機酎画を累懲に准

じめとする他誌の技術を謬照しな

その一つは︑フランス技術をは

機建設の一部を受注しているGE

渉が成立したとしても︑実証一理

もあげられよう︒しかし︑この交

をする必要があるからだ︑との点

擢を握るための捜術的な募礎圃め

調盈の蔀価を議会に報告するまで
発効しない﹂との条件付き︒

無懸

き

いま、沖縄県那覇ガンセンターに医療用の放射性物質が
船積されて出航します。また先頃北海道士幌農業試験所
に農事用の放射性物質をお届けしたばかりです。このよ
うに、日立運輸では、大は原子力発電、農事用から小は
医療、研究用にいたるまで、核燃料や放射性物質の輸送
を実現しています。第1種放射線取扱主任者を配し、プ
ロジェクトチームを編成細心な計画で安全輸送を可能に

徽畿・・び

翻転、・μ

米GE社

相反する国内の反響
実証炉計画遅延も一因か
米国原子力婁輿巌︵AEC︶が繁藤先揺廉プロジェクトとして研究開発している疲倣金属職速増殖

るべくフランスと謳し倉いを始め

炉︵LMFBR︶実紐一暑機の建設霊麟権をウエスチングハウス︵WH︶社に握られているゼネラル GE祉が贈殖炉捜術供与を受け

ているGE社が騒近︑フランスの

遮すべきであり︑また格納容器設

よる﹁ラスマッセン調査が完成し

来麗の繕殖炉計画は︑ソ連のB
フェニックス︑さらにはその設計

計の点でフランス技術と米国との

来の商用増殖炉建設で︑その霊線

・エレクトリック︵GE︶社が鍛近︑フランス原子力庁︵CEA︶とフランスからの増魁炉妓術ライ
正し︑司決したQなお︑同法案は
た理由には︑W11社に対抗して樗
S︒0・コント下院議蜀の発議に
センス供与交渉を逸めているという襲実が明らかにされ︑思郷遊興に波紋を呼んでいる︒

クス︑葵国のPFRといった脇速技術を基礎とした商用増馳炉スー

N⊥二五〇︑フランスのフェニッ

パー・フェニックスの技術ライセ

米の篇ンパッション社

ポンプ製造で西
独企業と合弁
︻パリ松本駐往殿︼西ドイツの

KSBーケルンクラフトポンペン
︵KSK︶ーーポンプ・メーカー

KS8︵クライン・シュアンツリ
ン＆ベッカー︶枇の子会社ーー︑

アリングの両社はこのほど︑羽圧

米國のコンパッション・エンジニ

水型原子炉︵PWR︶用徳環ポン
プおよび在来蒸気ボイラーを製出

するための命弁会社﹁CEkS
ライセンスのポンプは︑一九七六

Bポンプ社﹂を設立した︒KSB

一墓とみられ︑同鱈力は米国から

る出力各百万KW・原子力発霞所
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ーー八月の予定Ii︑JCAEが

遡憩原型炉が臨界︑運転へとこき

っていることに鎖し︑来産歩掛で ライセンス協建は不可能とする反

ンス供与を受けるべく交渉を行な

ことは必箭でめろう︒

つけているのに比べ︑当初想定よ

対愈冤︒これに対し︑米国炉の必

敬保謹はなく︑現行の原子力損轡

りもかなり遅れる冤通しだ︒特に
は根癒する二つの兇方がある︒

開発および利粥を推進するために

社が今後︑AECの干渉を受ける

米原産に原子力

鴨．ρ乳︑の亀塾8●審ρ〜囑

躍は︑建遣コスト見隔りおよびス
︐ 亀・ちt・竃等8嚇亀・監阜ノ乳．

のものはオスカーシァムニ暦︵五

を地下に建設するとか︑遮蔽材と

四億九千八酉七十万が相当の機器

4

9

峯

爽鉦一暦機謝画は現在︑当初想定
の二傍以上にも及ぶといわれるコ
ストの広範囲にわたる磯上舞︑完
蹄鵬法

は新しく建遣する原子力商船

プライス・アンダーソン

どのような保陣システムがとられ

には適周されない︒

法

成の遅れ︵AECには一九八一年
るべきか︑また乱読周が適切な立

商船調査を委託
法を識会に勧告するための︸励と

米海嘉局

3■覧

年強頃から米国プラントで製趨が
蘭始される予定だが︑敷地︑投下

でに決まるものとみられている︒

顕本の翻舎については︑今年禾ま

十八万KW︶︑リングハルス一弩 けだ︒原発建設反対の論拠として

ー消蟹は八O銀代に矩闘四・五〜 してより嘩いコンクリートを使用

購入およびエンジニアリング・サ

来の輸出膚耀機関筋によると︑

するとかの方法などの採用を霧霞

鐸

臨騨とみるむきもある︶など︑悪
状況下に躍かれているとみられて

将来の原子力商船建造について政

一方︑海黙助成金局はこのほど

府の財政援助適嗣を希望する民闇

なるためにどのような措睡がとら

という︒圃調査の巖終蝦告は今年

原子力塵藁会議︵AlF︶に婿来れるべきか︑を決めることである

造船業省からの翼体的な講評串謂

米商務省薬圃局はこのほど︑米

の原子力商船の保隠蟹査を婁織し
十二月に出されるものとみられて

いる︒その理由として︑同酎薩に

可能性︑魑頼性など︑あまりにも

は技術的可能性をはじめ︑経済晒

その調査饗として四万七千五百ザ

多くの実証項自が繰されているか

嘔零

運航藁薔の麗任に対する十分な財

︐㍉
霧乞9
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は原子力発諏に依存する悪罵で︑

っている︒しかし︑増測分の大鎌

スウェーデンで運賑中の原子力

九〇琿には金鍔懸蟹の六〇％を原

いる︒

ら九月三十日に延期した︒この描

蜜の提出期限を︑七月二十九日か

罵f多匙男8㌔ζ〜︐﹃

現在︑米国の原子刀船乱造業蕎︑

いる︒

♂客︒・㌔ζ塾ζ蓄ζ2篭ノ

米鷹の海瑠攣界による原子力商船

海顯局によると︑調査の囲的は

を支嵐した︒

こうした米圏内の状況のもとで

らだ︑と指摘するむきもある︒

ビ3ζ 6亀︐亀︑9茎亀ζ〜〜

実証一国機建国の一部を嘆け魯つ

議会 の 結 論 は 来 春

発蟷所はオゲスタ︵正味出力一万

の新しい十分な偶報が得られる豪

︵照＋四万KW︶の二墓・建輪軸従って︑第二次原子力翫画は手薩

二千KW︶とオスカーシァム一毎 子力発電で賄いたいとしている︒

で採択されない﹂との決定を下し

米輸出入銀行はこのほど︑爵癒

第2次原子力計画着手で
︻パリ松本駐在艮︼スウェーデ

︵七＋六万KW︶・二弩︵八＋二は︑原発の安金性が十分立証され

米輸銀︑台湾
の原発に融資

ンは現在︑国会が昨年五月﹁原子

たため︑一九九〇年までに原発十

電力の原子力発電所二基の建設に

ししてでも実施する必要があるわ

力発国国建設翫圃の拡張に閲する

万KW︶︑三︑四暑︵各九＋一万 ていないとの点がとりあげられて

千＋万KWを建設するという第二 二千KW︶︑ペルセペック一︑二 いるが︑政府は︑全米科学薔連盟

六％︑また約†分の一については
及ぼす危険度が高いとみられる放

を承認した︒融資額の多くは年間

射性物質処理処分に関する六墓準

マーク一︑二辱︵各九十万KW︶ 申でも健康︑環境︑安全に影響を
の命謝九基がある︒特にオスカー

弩︵各五＋激論KW︶︑フォルス が掲博している核燃料サイクル︑

シァムニ弩は九月︑豪たりングハ

次原子力謝画に魑手できない状況

ついて繕舗を出すことになってい

ルスニ暦は年内にも運開にごきつ

端に翅設を予定しているといわれ

融資の対象は台擁醒力が欝湾の南

七％の金利といわれている︒

るが︑親在のところ一〜二基の建

ている︒ただし︑それには発電飯

を技術的に守ることができるとし

だ︒職会は来轡︑原発建毅問題に

一億九千乃百菰十万がの潜款供与

九墓・総餐璽一千八百四十万〜二

ψ

設を欝撫し︑さらに社金的影響を

ける織込みである︒

広範に分析︑雀エネルギー社会に

し︑また籔金的な問題をも解決し

一方︑スウェーデンのエネルギ

五％︵羅力は七〜八％︶繕と想定

向かって難民の綴織を取り付けて
から第二次原子力翫画の本格的な

されていたが︑石油危機の影響で

暫

＝
実施を盗めていくものとみられて

ービスを受けるという︒主契約薔
はまだ決まっていない︒

なければならない︒

●五％増に引き下げることが決ま

節約を励行することとし︑窩一二

託、．ヒ
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費
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しお客さまのご要望にお慮えしています。
名温

O

決定は︑原発の研究開発について

／

／．，㌔
大きな疑から

スウェーデン

（4ノ

第736号
（第三極郵便物認可》

二

業
子

昭和49年8月1B

第737号一
昭租496馨…8月8…ヨ

毎週木目日発行

購読料董年分前金3000円

髪

務

mPT批准

を求めたい﹂と述べ︑政府の早期

慈醤会に撹糞を出して︑承認

の筒成③原子力行政上の業務二幅

繕度向上︑解析コード作成のた

計の安全余裕度の確認を憲眼に︑

の実証的安全研究の促遜︵施設設

に予働臓︑エスカレーション条項

ル・プロジェクトによる研究開発

技術開発については①ナショナ

ることが明白となった﹂として︑

として極めて露盤かっ緊憲を要す

おける原子力開発が︑国家的山留

引当部長と東京瓢務所侵で構成さ

関係団体協議会扁が︑従来は緊の

近道県の組織である﹁原子力発電

任理鰯会に諮った後︑有沢広巳会

もの︒七星

絡協議会の新設④原子力義金奪門

機関で早期書駒しうるような予算

方針決定と貰聞を励むしかるべき

めの各研究の実施に醐する国の

関係する研究開発の促進⑬原子力

②多目的繍温ガス炉の安全審査に

などを弩慮した予糠の弾力的二期

べきだとしている︒

力な予算描躍と施策の推進を隔る

画一約な予算砕にとらわれず︑強

強豪内部から出され︑改組するこ

なって構成すべきだ︑との愈見が

れていたのを︑知禦がメンバーと

十一道県が安

興の各知蟹︒

媛環︑池田佐翼緊︑金丸麗児厨

中川禰井県︑伊達鵬根藥︑白石愛

櫃島県︑馨新潟緊︑山本静岡県︑

賞垣内北海遵︑山本筥城隈︑木村

なお︑同会議に膨凄したのは︑

福島県知鋸を選出した︒

とを全知蟹が了承︑同協議会長に

の常勤化︑調査貫の猶強など︶と

問機関︶が先頃まとめた﹁原子力

婁員食の機能強化︵安全審査委颯

利嗣の推進に関する昏夢﹂を中心

の懇談でその実施を強く硬講した

調霧では二年ぶりに露出の原発が

に︑科技庁の今後の原子力政簾や

長ら薗脳が岡田の原子力委商会と

のをはじめ科学技術庁︑逓産省な

の体制立て臆しにメドがついた︒

その霧え方︑方針などについて説

通るなど︑皆様の協力で原発建設

安全性について地発倥民に不二が

明が行われた︒

これに対し地元道県の知薄闇か

あるようだが︑国が澱任をもって

らは①安全性︑廃棄物処理処分︑

射射

照照

験託

試委

翌P螺誌醗艦献辞1贈嘉嫁典

編綴Q誰

槍0忠

集︑；懇請開工0義

しをを発レ円掘

〒370−12【

描認︶⑦繭項の安全研究の計画的
実施︑総懸的評価などを行なう安

木村外相は八月一日の参議院外は科学技術斤とも融融をとって批

とを明らかにした︒現在︑外務省

批准の榮懸羅変りがないこ

務婁員象で︑核拡散防止条約の撹准の潮提となる国際原子力門機関

木村外相が塗院で答弁

次期国会で

評価機構の確立⑨放鮒性廃棄物処

ング体制の明確化︑環境放射線の

全研究推進会識の設醗⑧モニリタ

理処分センターの早急な設立⑩放

准問題について社会党の羽生三七

速に連絡してほしい⑤蚕要地方に

だ④原子炉の山霧などの構報は迅

︵IAEA︶との業転描腰協定鶴

射性廃棄物の処理処分研究開発の

トの皐期確立④核融合研究開発の

船実用化のための開発プロジェク

期批准の方針に変りはなく︑次の

野の質問に酔え︑﹁核防条約の阜備交渉の準備を遺めている︒

核燃料関係では①ウラン探鉱に

特定総命研究への指定など︒

ウラン備蓄の横討など資源湧動の

対する成功払い融資制度の充実と

誘導助成②濃縮ウラン供給源多角

た︒森山長富は予籔描躍などを欝

と関連調査研究などを行なう場と

また︑慧兇交換の中で︑原発耳

を約束した︒

いーーなど継体的な要塑が出され

エネルギー原註力化への対応策

じて璽墾に添うよう努力すること

科技庁の出先機関を設麗してほし

大纒な国家予算の投入③民聞再処

としては①国の財政・税制描躍の

優先的推進など︒

安全審蕉富の大幅増蝿を含む二子

冤慶し②国内的な核物贋の傑障︑

化の推進と還心分離技術開発への

力安全行政機構の披本薬勝溝鼠侮

ル廃蘂物処分に閲する国の方針と
体制の確立︑使用済み燃籾糠誌上

﹁わが国の総台エネルギー対策に

今回の要璽にあたって原歴は︑

理襲業のための法律改正︑高レベ

進と原子力委員会への原子力安全

ム︑減損ウランの有効利用など︒

の法規・茎準の整備④プルトニウ

に反映させるべき諜題として摘鵬

しての魍と地方自治体とによる運

管理体制の確立など︒

基準脚門委員会︑通薩轡への原子

⑤原子力施設・機器の薮蔭化の促

に対応する新政策を

立壇安全など柱に
時代
日本原子力口業会議は七月三十一醸︑来庫度の原子力関係政勝予郷と政簾に反映すべき諸点をとり
まとめ︑原子力委鰍会はじめ関係雀庁に要望した︒この嚢盟は﹁原子力発醗を祉会的︑経済的︑技術
麹に可能な限り開発すべきことはいまや不可欠の命題であり︑エネルギー原軸力化への傾斜政籏の早
期確立︑推進が国家的見地から要講される﹂として︑このために特に必要な立地︑安全︒環境︑核燃

力技術璽準雨間会の設麗⑥軽水炉

一十一粥開催の原産常

された鳴項を選一5にとりまとめた

料︑技術開発などへの対応の強化︑新政策の樹立︑同郷描躍の充実を求めたものである︒

聯
臼本原子力産簗金議の原子力開

有沢事忌

群罵県臨調市騒騒慰 艮本原子力観究所内
TEI篇 ◎273−46−1639

日刊工業新聞社東京蕎肝代駆服北1−8−10割3（263）2311

明確にする︒地元への利鎧題発に
ついても電源三法の成立によって

全問題で要望

環境保全対策など三項貝

原子力発電所が立地︑建設まだ

も八月三田から国側の異体案と協

発電関係団体協議会﹂︵代表世器

部に原子力センターを設躍すべき

なく國が行うべきだ⑬所硅道興全

電所周辺のモニタリングは企業で

とわかりやすくPRすべきだ②発

再処理︑温排水などについてもっ

難隈の今後一権の協力を要麗

穫極的に行う﹂などとあいさつ︑

地

した︒

このあと︑科技庁側から︑原子

定について韻務レベルの詰めが進

お茶の水女チ大掌坂上冶助

力問題懇談会︵森山長官の私的諮

﹁廃粟酒処理対策の完全実施﹂︑

子力発電所の安全確保に関する要

人・福艸繋︶は七月二十四日︑原

の道県で総織されている﹁原子力

﹁むつの出力試験費︑足係港を瞳 んでいる︒﹁住民の安全確保﹂を

動すべきだ︑との万難を打ち出し

が︑かねて防災道路建設︑繁急用 望羅を森山科学技術庁擾留に論難

理歯に出協に慎璽を期す菊池帯長

追

@聴会愈見陳述に対する検酎結果説明轡（2）
頼熏ﾚ。辮腱i
ｴ子炉安全工臨構座（1＄
陳研村主

進

は計画されている北海道など十一

など六頂園の条仲が満たされなけ

要盟瞳では︑原子力行政が本来

し︑政簗への反映を要耀した︒

ちに外洋へ移転することの確約﹂

有線放送設傭の完調などを国に票
目していだのに対し︑補助金の交

れば出力試験に反対する︑との
博識文を採択して知甥︑璽簗団な

の鍵盤の明確化と安全鞍懸体舗強

付を禽む解体案が興を通じて提示 国の行政であることを前提に①国
されたほか興が同船嚇業団との間

確にする関係法令の改善整簾と立

化睦國︑興や騒力三者の閲係を明

がなけれ

で進めている一般協定︵出入港蟹

閣僚了解

婁員会で﹁

前樋門︑立入り検r蛮など規鑓︶

どに手渡しだ︒次いで八月五日の

ば試験は認められない﹂などの方

と出力試験監視協定︵興職展によ

地地点に国の出先機関の繊麗②環
方針が野辺地︑横浜など一部漁協

ングの評緬基準の殴足︑廃離物処

境保全対策の早期雁立1ーモエタリ

針を改めて確認した︒しかしこの

いて三婆の調印をすべく緊から市

る船内︑船外監視など規定︶につ

毅定③蜜全研究の拡充強化11原子

理処分体制の確立︑温欝水撒期の

に根強い出力思置そのものに反苅

の︒甫は廃植物処理はじめ安全確

に協定内容の提示が行なわれたも

減化研究の強化ーーなどを軍慧に

福島第二原チカ発電所原チ炉の細謹に係わる公

}喪料

原腕力安全と気象

國主饗旧事

するものではないことから︑六月
五日の孫山科学技術庁憂冒の現地

行なうよう嚢璽している︒

保策に閲し独自の兇解をもつてお 炉の工学的安全研究や麗棄物の低

明したいとしている︒

り︑細臣を煮呑めてから態度を表

s辷熈b肇鷺磐磐階高毒撫一驚

通礒三二島

MHD発躍の現状と繰題

lHD発蹴技術開発の現杁と課題

特別企画

洋5東工継騰惣餓学

T欝篇2洋辞柵こす

濶ｿ550円（〒30円）

財団法人放射線照射振興協会

厲ﾋ線測定のための蹴チ茨躍とその扱い方（最：励磁）
@
臨本膿子旧事叢 岡村二夫

石川醜夫

@

初視察を契機に盛上った﹁むつ﹂

に向う公舞が強い︒

の出力試験問題は︑﹁移賑﹂をテ
船出

一方︑服のむつ市に対する説明

Q

コに

P5日発売

ﾔ矯難儀海

放射線照射の利用

たfl抽なク海コけ出どト豊新

9月号

》胴

振欝粟京5895番
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種郵便物認可
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（送科共）
肇部70円

聞

業
産

力

原

り︑同社の再処理計画は沢本附に

米商務喪官語る

備連転保｝、管∫1至1区域内除索および清掃、1穿通区域｛赫1｝、承水管理

裳研突所、ラィォ／生物実験センター

7

来年三月までに原
子力船建造決定を

｝
〔原子力關蓮主要得意先
（多彦聡所関係）目本原チ力発電㈱敦賀および東融発竜1リ1、東暴麓力㈱・福赫発．窪所、中酎竜力㈱
・勘根原子力発電1サ1、II立フライト㈱、東土芝生砲気㈱・原」＝力本部、二菱腺ヂカ工襲㈱、 GE
・敦賀および福島建ロ隻所、Wll藺浜建置没所
（研究施殴関係）B本厭野力研究所・東海・大洗・脚聴各何F御酢、理化≠研究所 人和研究所、
電力中央研究所、目本アイソトープ協会、東大］二∫部・腺∫力研究施設、東北人∫・金属材得研
究所、東暴都．ゾアイソトーフ研究所、放贋線肱ナー総合研先所、王気通信研究所、㈱東暴原∫力産

していないが︑昨黛︸月からプラ
ント設計についてベクテル社とと

側人微曝管理、ぬ染衣頬のラノドリー、冷却取水講の湾ナrl｝、廃二物の連搬、装電納 全調設備連
転保養、施設内の補助臣事並びに冨繕於務、一理1ズ域内除染および清掃、抵通区域清掃
（研究施殺関係）RI放射線取扱転写棄匹三二コノサルタント、施没の改這・解体、廃鉱施設瞥備、
機器の除染、各種廃東物の処理、ツfルターの交換、空間線滋奪 炎曲ゐ染率分櫛 財定、全謂設

黛初めに罫紙溝開とみている︒
第四の民闇颪処理窮理者を冒揺

ゲント米蘭猜畏富はこのほど︑

〔康子力関遮営藁櫨目〕

張工窮の整流酔斑がおりるのを待
っている段階だ︒同社としては︑

もに作業を進めている︒この作業

請書が近く完成するという︒敷地

は︑敷地三悪を除いて建設許可硝

すエクソン・ニュークリア社は︑
まだプラント建設の最終決定を下

米政府は原ヂ力蘭船硬造を撤進す
一
べきか否かの決定を来笙二月まで⁝

に行なうべきである︑と語った︒⁝

早急に西独工⁝

場着工決定を

欧州の再処理問題

︻パリ松本駐在贔︼英仏独三国

臼弁のユナイテッド︒リプロセッ

サーズ社は現在︑EC︵欧州共紙

た︒この決定でもイギリスのプ

る努力は決して超人的なもので 造態勢にも手工しが必要になつ

︵K・K︶

う

〔≧

来年後半に彊設詳謝円を郷四︑七六無

難設開始︑七八庫後半または七九

については︑テネシ⁝州の土地を
購入ずる悪向を開らかにし︑環境
報告凸を作成するための調査松園
をしているが︑他の敷地について
も検討中だ︒碗在の計画どおり進

めば︑八O〜八二年に二業するこ
とができるものとみられる︒

しかし︑別表からもわかるよう
に︑これらの三二醐が予定どおり

価KWを想定︶に伴い︑臨急に再

續ｪ五爺までに原子力発電二

に選み︑最終鮒にG氾社のプラン 体︶城内の原子力発電計画促進
トが再建設され︑薙悶五百ナ能力

八O年代中頃までの日面の商業爾 処理工場を西ドイツに建設する必

が八二年に達成されたとしても︑

の兜僻しでは七九年頃から再処理

要性がでてきたとしている︒現在

駕聾に応Uることが難しくなり︑

処理能力は不与することになる︒

よびそれ以降に発注されるとみら

別表の数字の中には︑今年後半お

饗というもの︒現行課醸は八二〜

ライドは鰯つくはずだが︑イギ

ギー置目が伸び悩んでおり︑そ

にもかかわらず︑イギリスが握

たイギリスらしい費つぼさを感

ない︒SGHWRのコストは軽
Cとしても︑他の軽水炉國への り込めるという冤込みもない︒

6

2

9

166匁

（02928）〔2）16bZ

7

Z

O

（2）

5

（353）

（06）

見慮しされなければならない状況
になったわけだ︒

米国の民間嬉処理壌業謝画はG
E社の他に︑アライド・ゼネラル
・ニュークリア・サービセス︵A

G飛S︶社︑ニュークリア・フユ
エル・サービセス︵NFS︶祉︑
エクソン・ニュークリア社の三つ

がある︒AGNS社は︑南カロラ

酉五十ゾ能力に拡張するため七〇

そのため酸化物換算で年間八百〜

度謂いを響讃すれば︑早急に次の

だが︑これを七九無完成に繰り上

八三犀に西ドイツ工場完成の予定

一千誘の能力をもつ第三工場が必

れる原子炉は対象になっておら

計爾に溢湿する必要性が出てくる

ず︑※圃が今後︑原発に依存する

わけだ︒こうした状況下にある護

だ︑と指摘している︒

はなく︑オークリッジの損傷実

リスは世界甫堀を塵琶する軽水

の炉型決定が発贈炉市場に及ぼ

解を採翔した︒

その拙判を貫いた行き方とは︑

政府の決定は軽 起した軽水炉の安全性論箏と︑

っていないが︑その安金性の確 かえ︑検査機関にその検討を継

のSGHWR路線が定清し︑原

じさせたと言えよう︒イギリス

の意莞は差しひ 戦後独肉の開発路線を歩んでき

水炉の安全性へ

続するよう要請している︒つま

一

げるだめ阜急に男工を淡目すべき

噌一餉一﹇彌

墾水の確保や機器の製作につい

一需一一噌一曹一廓一一需﹁卿需曹

きないであろう︒
﹇需一日阿﹁ 一

国の再処理見通しは決して楽観で

謄一曽一 冊 一
一一一辱；一一

影響を恐れて︑放置できなかっ

＝＝一一甲一

︵六月︶に要約されている︒

﹁＝＝噌﹁

型︵璽水炉︶の安金上の特性を

験で確実に立証されているとい

炉に藁爵物串すというプライド

ならず︑せっかく一本化した製

比較し︑蕩圧部分が多様の独立

うもの︒コットレル卿とはやや

は︑圧力容器の事故確潔を下げ

たわけだ︒コーツ部長の論旨 て︑カナダの協力も得なければ

の管に分散している圧力管型の

論点がすれ違っているが︑開発

圧力容器型︵軽水炉︶と圧力働

がゆるやかで︑対処もし泣く︑

党政府は結局コ

イギリスはここ数年︑エネル

ームとの提携関係を望んでい

て︑軽水炉による欧州牧場との

保には厳密な製造器雛︑品質管

ついて納得し切れない範型は採 子力発電の新しい局颪が開ける

りイギリスとしては︑安全性に

用せず︑納得できるまで検討す ことになるか旧は象だ未知数だ

理︑きわめて厳格な運転申の定

工学的努力が必要であるとし︑

るという︑台理的姿勢を貫いた が︑イギリスの決定が呂国の路

ないが徐々に・いろいろな反応

線に与えた問いかけは・圓立た

の圧

人間並み

饗するにより

わけだ︒

これに対して︑米原子力委員

部長が同じファイナソシャル・

会︵AEC︶のコーツ安全研究かなりの代償を支払わねばなら を現してくるように思われる︒

この決定の結累︑イギリスは

力管型の方が良いとしている︒

期検査など︑ほとんど超人的な

@軽水炉の安全性見解示さず一﹄
ものだが︑イギリス自身を含め

連携の回復が残された唯一の道

鍛初に抵抗したのは科里子だっ

ツトレル卿の見 す影響はそれほど大きくない︒

二月の総選挙で登場した労働

ぬこともない︒

期炉型がとうとう決まったーー

圧力容雛型が安全でないとは琶

論じている︒コットレル卿は︑

の方を選んだ︒

の行き誌まりで︑発電姫市場

者と利用響の立撃の違いと調え

︵SGHWR︶に︒

から孤立したイギリスにとつ
年の無月をかけた︒その結果出

かなものではないし︑イギリス

されたこの決定は︑決して華や

の悩みかこれで解決するだろう
とは離も蕩えない︒それはむし

て各國の原子力関係番に︑これ

のように思われた︒

イギリスの産業騨は︑ほとん

この軽水炉への降伏路線に︑

どウエスチングハウス鮭の触雨

で乱騰の主席科学藩邸だった
もとに・無二＋万KW・PWまR

B︶が運転実績とコスト評纐を 発展した︒その論点はこの四月

めていた︒中央発電庁︵CEGれ︑國際酌な影響をもつ論争に

水炉︵PWR︶で行く態勢を固力容雛の完全性に疑問が握趨さ

た︒軽水炉の安金性︑とくに圧

た決定もあるまい︒

ほどさまざまな感慨を投げかけ

ろ語感に満ちた決定というべき

国産炉を選んだ英国ーー一

イギリスはこの決定までに二

た︒改良型ガス冷却炉︵AGR︶本質的に安全性が優っていると

エスチングハウス︑仏フラマト 方が︑破損が窪きてもその進行

pツ

＊、＼GS、＼lS両目は現計の撒晦1とわりに1場か運開すると｛膨こげまたG｝祢よ 8〔lfiに運転
を開始し、鋤幽幽力に逢することかできるようモリス1場毒建を決めると仮定した場合
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A︒コットレル卿の︑ファイナ タイムズ紙上で反論した︒AE 水炉より合いし︑湖面海外に売

エレクトリック︵GEC︶はウソシャル・タイムズ掲載の手紙

の面素誉外張し︑英ゼネラル・
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早急に次期計画必要
GE社の運転中止が響く
来国の使用済み蝉料再処理能力に行き話まりが生じてくるのは一九八一年頃とこれまで想定されて

再処理工場の商業運転を取りやめると表明したことにより︑将来の再処理晃通しは楽観を許さなくな

きたが︑先月︑ゼネラル・エレクトリック︵GE︶社がイリノイ州モリスに建設したミツドウェスト

った︒

卑七月一団商業運転開始を予定し

に達した︒GH祉は︑同工場の建 颪沖能力の工場を態設中で︑七六

イナ州ハーンウェルに年闘一千五

設にこれまで六千四百万妙を蟹や

ている︒また︑NFS社のウェス

れ︑巌近では今期十月にホット運

︵三論ゾ／無︑七五卑以降五百沙 転に入るものとみられていた︒し

G鷺歓のミッドウェスト工場
しているが︑商業運転に見舎う工

奪かかり︑その費粥も九千万〜一

一

階騨謄＝讐︐一噂＝輔韓囲需︐一嚇一刷＝一口ρ一

かし︑ホット運転開始について再

ントの技術的な懸隔から現段階で

検討していたGH社は先月︑プラ 場の再曲路︑再建設にはさらに四

年以降開鎖されており︑現在︑拡

／年︶は一九六七庫十二月に建設
を許司されて以来︑七〇年六月完

億三千万がが必要と想定されてお

箏認蒲に星つく敷地工事着手翻来

一

一年一1である︒

一鼎＝一一

夏野X，15｛知15〔其U5｛X｝1「翼X｝15｛裏｝15｛X口5｛X｝

イギリス岡産の照気発生璽水炉

注目されていたイギリスの次

鞠一＝﹇輔

トハレー工場は訳業三百ナから七

計画は当初想定よりも大畷に 遅

成をメドに建設が進められだが︑
の商業運転を兇合わせるとの曲論

られるものとみられている︒再検
年九月④建設詐可取得薩七六奪七

臨調目標は82年に
討の繕果︑実証〜署機の建設謝画

月⑤建設完了二八○無︑または八

た実証一号機計画の詐認可に附す

また︑これまでに瞬らかにされ
つ

ことは確実である︒

プロジェクト費が十億がを超える

が当初想定よりも大翻に遅れ︑全

が非公武に明らかにしたところに

羅鵬近く再検討結果公表
妻壁の液体金属高速増殖炉︵L
よると︑爽証一儀機の臨界賢標は
MFB R ︶ 実 謹 一 弩 機 の 建設コス

兀△繊月に変薯れたとい⁝るスケジ︒ル重訂驚馨
う︒この三三査二子︑羅藩提出⊥ツ年三睾讐喬析
報告嘗捉出観今年ナ筆工③義定工

i睡餅憂踊廻一

西ドイツ簸大の題力会社RWE
︵ライニッシューウェストフェリ

ッシェス・エレクトリチテーツベ

ルク︶所有のビブリスへ原子力発

電所︵PWR︑鍛穴出力酉二十万

国千 K W ︶ が ︑ こ の ほ ど 臨 界 し
た︒同原発は︑RWWEが一九穴九

︵KWU︶社に発庄︑建設が進め

年にクラフトベルク・ユニオン

られていたものQ世界で運転申の

簸大級のものである︒
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高まる内外の関心
無痛生まれるか協力の芽
今秋︑藥票で開催される国際原子力機関︵工AEA︶霊催の﹁第五園プラズマ物理および制御核御
倉研究国際禽議一の骨子が固まった︒この会議は︑わが国が世界水躍を行く研究開発寅績を背幾に東
康開催を招致したものだが︑世界的な代盤エネルギー︑究極エネルギー追究の波に加えて︑核融台研

閣にわたる会議は︑トカマク型︑

これらの発表を盛り込んだ五日

ソ遼のトカマク型T16

究開発の第二段階を迎えようとしている国内醜なタイミングもあって︑核農舎国際菱蟹に対する内外

会識謬測者は約五百各と照込ま

した︒

このほど同会議の内容がほぼ確定

の関心は葱速なだか萩りをみせている︒
十一月十一墜から五日間︑葉蘭

この会畿は︑基礎的研究から核融

の腐輪プリンスホテルで開かれる

れており︑うち一

蔭各は海外の研

含炉の開発にいたる新しい知識を
エネ

ルギー問題解決の究極のキメ孚は

究轡︑馨門家で︑ここにも

力の促遣をはかるのがねらい︒も

関心の趨さがうかがわれる︒提出

核融禽

交換し︑研究開発の逸展と團際協

ともとは国遮の﹁原子力平和利用

とするIAEA加盟国の

国際会識︵ジュネーブ会識︶﹂の

ら百八十篇が工AEAの論文選考

一部門として︑研究成粟の発表や された講文二雨八十四篇のなかか
酎論が行なわれてきたものだが︑
婁員会で擦択されており︑その内

た昨秋以巣︑日本原子力研究所を

ミラー型︑低ベータ・トーラス型

疑

いえるため︑昭和五十鋸度から核
融台動力炉の実現を麗指して第二
段階の研究開発に酒手しょうとし

はつみぐるま

の役翻を果た

ているわが国にとって︑この船難
が
すことにもなりそうだ︒

世界の核融禽研究は醐によって
その力点の置き方が累なっており
研究開発上の相互補完の余地が大
きいといわれているだけに・来国
で開催された一九七一年の第四圓
会議以降の各国の開発状況と研究
成果を認識し︑評緬することは︑

調練へかけてのプロジェクトの進

えで有効といえよう︒

め方や国際協力の可能性を探るう

平和宣言で核
防批准求める
山銀広麟市擾

八月穴臼広二二で行なわれた平

㌶
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しかし役所で監懸するにも隈界

事に脚念ずる方同で検討中だ◎
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の放射線安全繰畏

小林黙黙

があるので︑使胴蓄自身の慧識

の同上︑榮極︑雌嬉嬉嬉嬉の無

⁝

W

⁝

昭和三十一隼東大法学部卒業 ⁝

主的管理なども進めていく﹂

に豆粥線被曝禦故が発生︑あら

きな問題だ﹂と分析︒現在︑全

所が飛躍的に憩えているのが大

入り︒労働纂準局監懸課長補佐 ⁝

昧をもっていだことから労働省 ⁝

後︑学生時代から労働間縄に興

︵昭和三十二年︶より使用製業

放射線障癬院止法の制定当聴

こばやしなおゆき

科学技術庁原子力局

非破壊検査鉱袖をはしめ大学

や病院︑研究所なとで立て続け

にきだ暇射線

時代には週休二田制の帳入︑撚

W

ためて

の回答を集醗中であり︑今月中

瓢業所に鮒して実施した総点検

曲り角

陳霧防比行政の問題点が浮き彫

局労働法規諜擬補佐では窟公労 W

祭冒返上の

も係わりがあるとして︑霞が関

W

りにされた︒ことは労働問題に

進にタッチしたが本入は田曜︑ ⁝
︒労政 ⁝

官庁街の轟題をさらった大堅人

過唾労働

窮移鋤で労働省から手腕を買わ
れて来たのが小林さん︒

爾が森山翼弓認長︑奇しき闘縁

密房雲際労働課長補佐の階のよ

旬にも結論が出るので・これを

げ

さげ

W

のスト権問題に取り組む︒大筐 ⁝
⁝
﹁役所も仕蟹も八も初めて︒

むだけ﹂と掴負︒放射線安全課

抜本的な改正に取り組む方針︒

待って今後の放附線規制体制の

≦ 〆

W
趣味は隈葛︑スポーツはゴル
⁝
フとテニスQテニスはかつて独
引

つた︒

⁝⁝
か9森山現科技庁擬窟夫人であ
⁝

ともかく仕事に一所贈命取り認

も労働雀も八の安全と健膜に関

﹁許認可︑寒蘭とも科技庁で

さげげ

ノノ

≦ノ

〆

ノ

〆ノ

芝！ノ

︵A・K︶謄

練部教務塞︵千粟市穴川四の九の

問會せ︑串込は同研究所整成訓

串縫締切軸九月二十一日

≦

身︑縫︒

騒雅美八と亟轟醤鰻

攣藻蜜囎織獣蟷鷺

する仕躯では一緒だが︑この聖
運の椅子の座り︑とちはあまり

やっているが対象噴漿鮨が堰え
ればパンクする︒礪行に伴う現

窪くない︑という︒

業葛務を出先機関がある雀庁に

芝

移譲し︑基葉作成など本来の仕

欝故続出の原魍について門R

≦

！

工使用禦業斯約三千三百か所に

ノ

対し︑放射線検萱窩は十六私︒

放射線医学総門研究翫と蟹本原

jまで︒

@贈謡〇四七二一五一−二一

と團然の鯉大さと生産に戦う閉塞

斉藤賢愚現住所茨城県田立市千

︵株︶

艮本放射線エンジ諜アリング

も筋力の隈界を超えないように簸

橋本満之助氏一前原藤代表常任

︵密水生︶

︵いんげん︶のうねができた︒

社長半暇忠雄氏

大同酸蘂︵株︶

原産に入会

住駈大阪市南慧

刀Z六一一一五二i一一一一八一

ま

り

く

とな

当社はORTEC社製品の技術紹介のために同杜製品を数多く

条総批瀞問題が異体的に雷及され

㍉

子力研究所原子炉研膨所は︑それ

研修生募集
▽プルトニウム︑安全保蹄およ

国際会議案内
び蕩速炉に関する広報間題ワーク

ている︒

ぞれ次のコースの研葦生を勢集し

四十九年十月十六

日塞原子力研究所原子炉研膨所

▽一般課程

照十九隼十月十六

臼〜五十庫三月二十八曝授業料

▽蔦級謙程

罐二＋万円

両コースとも︑串込締切は八月

曝から︷庫間授業料罐四十万円

三十一臼︒鴎込先は所属機関によ

り異なるので︑岡研膨所︵茨城県

二上望二︶へ照会のこと︒

⁝

那岡郡策海村鰭語〇二九二八一

彰／︐〃些

原産に入会

〒六六

住所兵庫興尼騎⁝

神車塗料︵株︶

社長川町政夫氏

ばならない︒他人手を儲りずに自

の労力の尊さが分かる︒小さいな

石町この五の十ニギ三二六電
の作戦を警えた︒簸がものを遮ぶ

鰻谷巾之町七この一亭五四二

（株）第・二楯屋舎はこのたび米国ORTEC社製品の日本国内販
売およびエンジニアリングサービスをはじめました。

たのは今回が初めてのこと︒

原子力利用推
進会議開催か
﹁原子力平

科掌技衛庁
科学技術庁は近く︑

和利閣推進会議﹂︵仮称︶を開く
買玉だ︒科技庁の鍋想では︑この
会議は科技庁長富︑原子力施設所
在肩凝の知製︵十一道県を予窺︶
各分野の学識者︑産業界醐係書な
どで構成される巾央会議と︑知鱗︑

県内の原子力施設所在術町村鍵︑
岡議餐︑醍協︑漁協︑商工会議所
関係蓋︑地域在住の学識経験醤な
どによる地方会議からなり︑原子
力開発の円療な推進方籏について
の癖兇交換︑地方からの要望のと
りまとめ︑閑事国選に必要な各鍾
瑞業の立環など︑原子力施設周辺
地域︑建設予定地城の住民の理解

たい警え︒

と協力を求めていくための場とし

科技庁としては︑第一回中央会
議を八月串か︑遅くとも九月凹々
に開いたうえで︑最初の地方会議

ショップ膵米園原産霊催十月八

秘祈念式で︑平和一続君した山照節

日から十一日までテネシー州ノッ

催していく計量︒

科技庁筋では︑この会議を三密

放射線鷹学総盆研究所

を十一の溢と票それぞれで陵次開

と地方のギャップを埋め︑圏と擬

クスビルで開催︒問台せは原産核

訴え︑核均衡の理論や自衛の名の

類の破滅を招くとの観点から・国

もとに核の拡散を進めることは人

との悪悲の疎適に役立つもの︑と

弱同市長は︑核拡散の鶏威を強く

連による緊急国際会議の開催︑核

▽第31圏蚕繭線防護課程

二十八日〜十二月十三日経蟄控

十月
燃料諜へ︒

璽

ある原子力反対運動や中央への系

しているが︑岡聴に︑拡大傾向に

見学費︵約三千円︶︑勲爵︵一か

さ
〆ノ

月約一芳五千円︶︑雑費︵約二千

ミ

気技術薔協会主催

≧︑

ら十八日までベルギーのリージェ

〆

する原子力開発並進側の車体とな

さ

円︶︑なお研膨蟹は放医研負担︒
う︑

うことは苫しい戦いだが︑汗を流

≧
ノ︑
1

してみて聯いことだと思った︒大

ヨノ﹂

で開催︒問禽せは原塵企画諜へ︒

十月十四日か

▽発電所に関する国際会議
嘱するとともに︑日本政府に対し

兵器全面漿止勲爵の阜期成立を提

さ

ることも期嫁しているようだ︒

﹁核拡散防止条約の遡やかなる拙 列化が進んでいる茂対組織に対瞑
准﹂を求めた︒

〆

単和憲冨のなかで︑核拡散防止
う

で逝かれた︒憲士だけは文明の世

な關墾を騎かんして何と築ってい

御坂山三＋六瞬が山麓のこの小さ

が︑アポロ計醐達成を毘られない

中腹あたりに磁灯の強い明りがみ

晒耕雨読ですかとよく闘かれる

偉容を密空に仰ぐ臼とてない︒あ

えた︑はじめは何か光の反射かと

が︑そんな生やさしいものではな

る夜︑ふと蟹のきれ闇から鷹士の

漂産が高温ガ
ス炉セミナー

日を疑ったが︑たしかに五舎目の

大石隙︑西に節刀ケ話が︑この小

ることだろう︒東に黒ゲ岳・北に

などはまことにあわれなものだ︒

原産の﹁窩温ガス型原子炉セミ

山小屋辺らしい︒よく見ると点汝

い︒石塊と雑草との戦いがこれで

自然の前では︑われわれ人闇の力

ナー﹂が七日︑八臼の濁日・東票

三か月も続いた︒梅雨があければ

さな開墾の地を厨風のように糊ん

･翻〇六−四二九よハ一一六一

市南塚口町六の十の七三

力で開墾したい︒僅々六十坪だ

がら畑にはどうやら爺子︑胡瓜︑

ら一一一十六峰を仰ぐとき︑しみじみ

岩田霞造先生が亡くなられる葭

が︑いよいよやりだしたら︑毎鼠

南瓜︑トマト︑ピーマン︑二元

造成を急がなけれ

@顯雌 照期闘のために畑 でいる︒鰍を休めて汗を拭いなが

◇

・千代田区の麹町会館で開催され

る︒欝士の頂上まで夜をおして登

と露灯の明りが頂上まで延びてい

界の外に聞きだい︒

と

高温ガス炉の総ざらえ

灯をつけて轟を片々
明るくするのも仕

次ぎのわずかの日

た︒

自然の変化というものは人目が

始まって︑燃料と炉心の特徴︑蒸
気発生器︑ヘリユームサーキュレ

響えているよりもさらに厳しい︒

まうのだ︒韓土は臼い雪を癌って

だったか︑アメリカのアポロ計画

毎日が苦しい戦いであった︒それ

一夜で密士のイメージをかえてし 方がない︒

⁝ター︑核燃料サイクル︑安全

でをギッシリ酷め込んだうえに︑

いる方がより美しい︒然し黒い露

を闘かれてひどく嘆いてい起のが

翻
講師を中心とするパネル討議まで

の太隔の日影を受けて変化する山

士は黒い螺士なりにこれから朝夕

闇のイメージの羅後のものだ︒美

ように一つ一つ開拓するより仕方

理瑠一嬉して欝水︒衛士山鼠洞

ところがこの企醐と気鋭の講師

容も奨しいだろうと思う︒

しい心の申にうつる月︑それを秘

がない︒

認〇二九四⊥＝四一四一∴七五

七月一環の圏士の山立きもあい

学の力で人間が征服するのは︑人

陣がウケて︑定踊五十名の二倍に
近い麟込みが殺到︒結局︑七十名

間宙身の瞳潴だと糠慨されていた

口湖騨に属茄移して自適︒

にくの雨︑爾来︑梅雨続きで登霞

自然を人問の力で開拓するとい

はできない︑舞濁晒製に目ざされ

原産に入会代衷取締役

やろうという欲張っだもの︒

忘れられない︒先生は月だけは人

性︑超縄温ガス炉と多隠的利嗣ま

る人達のために魔

銘打ったこのセミナーは︑総説に

一Ii一言0Ψ△Ψ◎盈▽ムー

りのウエイトをかけた国際会議と

どまらず︑核融缶炉の開発にかな

プラズマ・核融舎の塾礎研究にと

たテーマのとりあげ方をみても︑

ションも謝画されている︒こうし

上の問題点をとりあげる特別セッ

核融薫炉や核融欝爽験装置の設計

の冬セッションで構成されるほか

照蟹による核融愈︑核融舎炉など

核融舎研究の璽襲性が認識され︑

一〒→︑英国十六︑西独十四繍をは

IAE A の 翻 際 会 議 と し て独立し
訳は米国七ナ︑ソ遡蕪十一︑日本
たもの︒

中心に員体的な鵡備を違めるほか

爾ベータなどの各装躍に関するセ

じめ十五か国に及んでいる︒

研究機関︑大栄︑薩藁界などで構

第覧回会議の葉京開催が決定し

成される国内組織婁熈会︵婁綴長
ッションならびにプラズマ閉じ込

書ザー照劉︒大醗流餓子ビームの

て︑王AEAとの適携のもとに運めの塞礎理鍮︑プラズマ加熱・レ
嘗全般の検討を行なってきたが︑

︑轡

三

いセミナコとはなった︒

薩ミ5気（03）682−1111人イ丸必く

〜E蓼11毛

東ゑ翻〜嫉東区窪Lr16−31−1
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OECD諸国の考え方一

部門でも電気の消腿の節約が行な

電力洪給に関する

気が石油に取って代る結果である

るものであるから︑できるだけ原

ど︑代醤不可能な至悪に使用され

石油は︑例えば石油化学製舐な

安定供給の

る︒他の巨利醤蝦源︑例えば地熱

や潮汐力は︑地誌的跳理的に荷利

〜時的に発霞所への燃糾供絵が阻 系統の拡大に当たっては︑運転の

な所にあっては︑将来︑ある程度

型火力に︑ウランや濃縮ウランを

全國的供給網を構成するに当た

どうか検討することが盟ましい︒．

れるべきである︒纏来︑国際的系

糧の国際協調関係は強力に進めら

して実施できるようになる︒この

の研究も実旛されるであろう︒と

び大陽熱の開発︑および燃繕鍛池

は検酎されるであろう︒颪力およ

という観点から可能性のある計画

い効率を得るという観点に立てば

あるが︑発鍛に嵜与するにはかな

ー療を開発する汚染のない工程で

国際的禰野を纂盤として耶叢のあ

る以上の塵さで進みつつあるし︑

代の流れが一般駒に想橡されてい

雌域暖麗設舗へ熱を供給すること

たがって︑新型で発展沈のある原

にはいささか低いものである︒し

なると期待されているからでもあ

盆が将来︑エネルギー源の巾核に

概各原

騙擦障豊幡襟回瞳障璋騙

鞍部下策第望事養護第遊者第

ﾝTID一二六五四〇lP2

議会報告磁・第二巻︵規制活動︶

一九七㎎年三月

43冷

⑫エネルギー費源の醤来予測シ

ステム

論

柔軟性が十分間られるように配慮

のような恐れを十分考慮して︑発 し︑送電線が大きな容羅をもつよ

署されることがある︒だから︑そ

分野の調査は綿密に行なわれるべ

ための方策

電力系統が照照的に遡繋されで

きで︑エネルギー縄済の状態変化

原子力に安定して供給するという

り︑火力発電の不平響性︑すなわ

電所などの国際協力が一晒拡大さ

続買繋︑国際的な大規模原子力発

あろう︒こうしたことから︑この

はじめて︑大照照な国際協力が商

墾要な発電への窃与をもたらすで

し︑電力系緬構造を利用する輸送

業ベースや緊急時の畿力融還に関

うにしなければならない︒

霞力供絡の安定は︑エネルギー

飛の大きな貯蔵確を建てられるか

手段との閲係で灘当な煽所に緊懲

鍛断に贈藏すべき蝉料の羅を決定

る︒したがって︑化石燃繕を出来

全般の供給いかんによるものであ

ことに︑特に注葱を払わねばなら

と︑あるいは混焼型にすることに

ち発電所が異なる燃麟を燃やすこ

以上︑簡単にOECD電力馨門

あとがき

いうのは︑これらの方式も将来︑

び濃縮能力を堰すよう配慮するこ

ない︒同時に︑ウランの探鉱およ

亀．♂●㌔

れるであろうからである︒

・︒

小規摸発職の囲的で讐慮に入れら

㌦●・

つことになり︑その結果︑関速國

亀︐o乙．39㌦φ亀︐ρら3

れ︑魔力系統が窩魔の粟軟性をも

〜．

より︑供給の安定化に注慧を払わ

3塾︐

なければならない︒魔力供給の確

亀︒ず︒㌦

国際的禦件や悪天候︑野梅︑上

とが必要である︒

◎〜駒3．㌦

塚間におけ．萄安盆な供給を鍛大隈
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高めることができることとなる︒
︐乳︐

が推這されるのは当然であろう︒
号

保のためには︑全国的な系統連繋

噂︐2

る燃料急送の遅れなどによって︑
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露︵国際紛争︶その他の要困によ

零︐黒．

画︑実行することが繋ましく︑例
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た︑原子力発醒計画に関して趨こ

鴇︐乙嘱響監・8㌔40駒馳

サイクルおよび︑増殖炉であるQ

介してみたが︑購要の伸びをどの

部会の検討聯贋のこく︸部分を紹

ように考えるかとか︑三子力燃料

の配布︑映画︑屡恋苔建設中発

長期野望の結果︑盤野的にみてど

として︑わかり甥いパンフレット

電所の麗学会などがある︒さらに

公衆に受け容れてもらうことであ

望むべきは︑幾つかの方法を警え

る最も湊定的問題は︑その礎設を

る◎公衆の反対は応々にして誤っ

こに閉題があるとか︑多くの問題

︸窺の条件下では背圧プラント

た不十分な情報を︑腰子力発醒所

が論議された︒本稿はまだ予稿の

での発電における鰍糾利用の臼理

は蒸気と温水を生産しているわけ

化が可能である︒そのプラントで

の運転が環境に及ぼす影響につい

て︑原子力の公衆に及ぼす災憲に

段階にありさらに二幅訂圧がある

関する腿つた知識を批判すること
で︑その例は適切かつ誤りを正す

ものと思われるが・それでも世界

てもっことによる場愈があり︑し

あるならば︑これは工業絹や地域

たがって︑この闇題に対処すべく

混釈蟹料を配ることである︒

で︑気候条件等からみて経済性が

暖勝に使用できる︒この型式の建

知的かつ創造的偶報蜜伝活動を企

諸国の平均的藩え方を知る上で禰

設劉画には︑十分熱願に経済的観

8亀爾

企画段階から醗気同業蓄と醸治体

りの期聞を必要とずるであろう︒

用であろう︒隙斜面策も他産業に

監5

ないし譜企業とが︑この計画推進

地球上で利用できる核分裂性物

子炉︑醐えば高温ガス炉や圏灘増
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とするだけに︑発鍛所での化石獣
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穫の多國的型難飽にできるだけ醐

点から検討されるであろう︒この

る吉倉を安定供給の観点から贈や

極の燃料に対しては︑石炭の占め

を目的として密接な協調を園るこ

的な立場での協力︑協調という時

していくことが盟ましい︒ベース

とが望濠しい︒大規模な原子力発

点に立っていると思う︒

り方を類えていかねばならない時

比べて運れがちではあるが︑麟際

ロードを石炭火力︵混焼を禽む︶

しかし︑その分野の研究開発は進

融台は肇実上︑無尽愚なエネルギ

に移すことおよび︑既設または新

められるべきである︒それは核融

殖炉の開発推進が必要である︒核

設の石油火力発電所の石炭火力発

▽瀦螺

も●●塾8唱89t︐引回

えてくるであろう︒だから︑この

料の消螢は︑この過渡的な芦間憎

実施可能な政策

消疑は急速に増加するものと思わ
とも粧えられるが︑これとともに

子力発磁所の建設が推進されるべ

を蕩懸すべきであり︑これにより
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原子力の熱利用が大きく食理化さ

蟻壁への変更は︑石炭の輸送と供

蕩えられ偲るものである︒在来型

一九七三無二
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末オイルショックという竪急生態を迎え︑さらにそれに伴う国際経済の縄乱という状況下で︑紅

のとなった︒聡気エネルギーもエネルギーの大きな部門の一つとして贈力アドホックグループが

への変換効率が覇く︑消費春側で
われるであろう︒これらの影響は

一次モ不ルギ！・

多くのOECD諸国で原子力開発
発電所への石油供給事澗が今後と

れる︒鍛工︑石癌価格の燈上りと

も不簑定であることが想鯨される

きである︒これには技術開発や︑

の利用の合理化

が進んでいることも︑電力購要増
ので︑将来︑霞力塵榮は新しい状

周地︑安盒性︑放射性廃棄物撰出

火力や原子力発贈所の発電効率が

れることになる︒同横に︑原子力
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闘するコスト解析

原子力発喪所のコンポーネントに

⑤筒速炉とガスタービンによる

比較的低いことを匿えると︑効率

①執嬉融合制御丁︑験のコ学およ

び融合炉の工学薗︵一九七二無オ

④﹁原子炉コンポーネントの補

が減ったく丁丁であるようにし︑
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設けられ︑押回︑供給︑揚力政策という基本的な項闘について検討されてきた︒これらの数多い

検討項目の中の一節である﹁馬力生産と供給﹂に関して︑OECD鱗務局および参加悶の大部分

になろうが︑これが崖簗用鰍力試

先進諸国では纒済成擾が鈍ること

の環境問題がないなどといった理
ある樫度互いに相殺し合うもので

ことになる︒
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がどのように蓄えているか︑概要の一部を紹介してみたい︒

まえがき

由から︑すべての先逓譜国で︑そ
あるが︑現状の混乱が落ち魑いた

た︑電気の価描が値上りし︑他の

蟹の増加を抑えるであろうし︑ま

の消澱が著しく増加している︒電

年増加率は石癌危機以前になされ

後︑一九八O庫代には︑電力消費

鯉気は憎い憎く留用エネルギー

に取って代りつつあることや︑そ
た想定より高くなると思われる︒

気が他の形態のエネルギーに魎実

の新しい利用手段が憩えているこ

加傾向を助帰するだろう︒という
況をつくり出し︑火力溌電所で石

とをみても︑OECD諸国の璽力電力講要の著しい贈加は︑電

のは︑他の代醤エネルギーに比較
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常に増加する醒力磯廻を蒲たし
うる宜場を確保するため︑電力供

②鬼窟ガス炉の炉心冷却能力の

給蚕業はどうしても長期にわたっ

解析一九七三蕉三月︑謝骨︑G

のような膨響をもたらすかなどを

である︒現在計画中の原子力発電

原子力開発が躍気料金面で樗来ど

所の運娠で趙こる難しい問題は︑

羅気料金が轟くなると︑安価な

火力発電所の錘煙による環境へ

回収したプルトニウムを騎速増殖

原子力二月所︑燃料工場および︑

躍力を大開に要する諸建業は︑安

の影響を制隈するために︑石炭や

炉に引き続いて利嗣するまでの貯

て︑新規設備への投資を行なわね

唱酬癌をガス化脱硫して気体状態

蔵という罠期にわたる放射性廃二

ばならない︒このように大きな資

曝露に要する翼の原価を十分籍慮

本投下蹴廼を賄うためには︑発送

ことが望ましい︒経済性のある隈

で燃やせる方法の開発を開始する

ものである︒

石油の価格が上ると︑暖腿に関

に入れた緬格政策を採用すること

纏えた上で︑なされねばならない

する電気の竸象力が増すことにな

である︒インフレを抑えるために

いエネルギー源のある圏へ移る気

上国がその産藁をおこす助けにな

る︒躍気が原子力や石炭火力墓憲

になろう︒一方で︑これは発展遼

るが︑他方︑その結果︑ある資源

負荷用水で趨こされる場△口など︑
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採用されるであろう︒大都市の大

技術的経済的に妥当な暖房方式が

れるであろう︒エネルギー消腿の

で︑エネルギー消躍の少ない璽気
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米議会
聴騰会

日本との契約一部条件付
米国原子力婆員会︵AEC︶のD・レイ委級畏は六日︑米議会上下薬院原子力含隅委員会︵JCAいた︒継局︑証書で十九墓が従来

日本原子力漁業会議の原子力開

九田︑初会△口を開いた︒この小委

く︑あるいは一部並行して進めら

開発方策について︑軽水炉に続

ても響え方を確立しておく必要が

れる次期炉型の漉入︑開発につい

まとめる計画だが︑世騨的に画速

要があれば独立の委綴会として作

ことを指摘し︑八二年以隆の一台

クト内で安全研究を行なっている

粟林卓禰︵同︶の再議綴が出席︒

躍一徳︵衆院︶︑中村利次︵参院︶

んだが︑森原産瑠務周長が来隼度

中心に︑原子力立地問題全般に及

建設の翼成︑反鮒を間わず関係蓄

動力炉については︑開勢プロジェ

燃蟹雨乞が開発を逸めている新型

象は︑当面軽水炉を庫体とし︑動

びかけたもの︒民社党からは︑玉

り組んでいる爽質約な璽任壱に呼

力塵業会議が︑立地問題に團接取

社党の申し入れを受けて臼本原子

田にワシントンで締締された︒

発を対象としたもので︑七月十箕

太陽︑地熱などの紙エネルギー開

漏した︒日米エネルギー協定は︑

ト

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社
三菱原子燃料株式会社

員会は︑現在原子力発常開発の中
心をなしている軽水炉と将来炉と

あるとして︑総金部会と技術・開

して開発が進められている高速増

発部会の委員に︑若干の関係穫を

加えて︑戦略検閲小婁厩会を構成

殆炉の実用期までの間に︑どのよ

罰するもので︑高速増殖炉︑核融

画婁員会各都会の審議期闇にあわ

したもの︒隅小委鍛会は︑実行童

うな型式の炉を鯨入すべきかを検

禽炉への技術的なつながりを考慮

放射性麗棄物︑立地閤題などの譲

囎殖炉実用化の見通しが必ずしも

せて︑十月上旬までに中間報告を

しつつ︑環境への影響︑核燃料覆

点から︑わが国のエネルギー窮橘

の鰍的豆蔦要國の検討︑新しい炉

明確でない現時点で︑軽水炉開発

源の有効利用と核燃料サイクル︑

に対慮する鍛も荷効な原子力エネ

開発への投資効果の蕩察などの課

型の開発状況と特性の柵握︑研究

ルギー利用を炉型との関連でどう

て行く︒

捉え︑どう進めるべきかを煮つめ

無度京での原子力開発規模を︑軽

る︒

業を継続することも考えられてい

になるため︑巾間報告以降は︑必

水炉を五心としてできるだけ拡大

題を克服して繕論を緩き出すこと

のもとに設麗された﹁動力炉開発

いるが︑これと同時に︑その後の

するための諸方策の検討を進めて

原産の原子力開発利用雲行計画

いるため︑早めに題し込んだ日本

部隠也中部魔力醗社長︶は︑八月

戦略検肘小委員会﹂︵委員侵・渡

委韻会は︑論難の閉標を昭和六十

条
ラインを通過するはずだ

ことから︑必要な示唆にとどまる

二十名で構成されるほか︑担当原

究に関する権威看︑学識経験者約

懇談は電源三法施行上の問題を

ことが望ましく︑AECは予備生とになりそう︒メンバーは安全研

を満たす濃縮容購は民聞が備える
を調整すること

贋を一定瞑援助する用葱があると

廠見を述べたほか︑虜治体︑電力

政府日戸と新政策に対する原塵の

にあたっては︑一城の実楠を蕩慮

発璽用施設周辺地口整備法の施行

関係養は︑それぞれの立場から︑

子力委員も謬加する︒初会含は今

山田太三郎︑

的運用の必要性を強調した︒懇談

安藤良央︑

すべきである︑として︑その弾力
奪門委凪

宮鴫静興

会出席蕎は︑小林健三郎︵束館︶

︵申電︶︑佐藤宗光︵原発関係

竹中慶三郎︵関電︶︑大塩元蜜

団体協︶︑借本逸帯︵全禺原発所

堰花秀武︵頭工大教授︶︑金嵩芳

菱璽工常務︶︑柑主進︵原研安全

在甫町村協︶︑長野茂︵同︶︑森

定に基づく﹁米国エネルギー研究

田米エネルギー研究開発協力協

日米エネルギー協力で

米国から実務
調査団が来日

一久︵原涯︶らの各氏︒

工学部畏︶︑高齢洋一︵栗工大教

郎︵藁芝常務︶︑末永聡一郎︵三

授︶︑大出彰︵動燃二業団理事︶

内田秀雄︑大町順彦︵以上東大教

糠当原子力婁最

のメンバーは次の通り︒

原子炉施設等安全研究守門部会

月＋五日の予定︒

産無畏の充当などを題じて民営計

述べ︑民営奨励の基本的な霧え方
を示した︒

の約百︸億円が計上されるなど︑

会を設置
原子力開発推進上の箪点項自とし

日﹂β
原子力委讐瓜は八月十三騰︑原

て安全研究は鐙視されるようにな

専
子力発電所の工学的安金研究鷺総

つたものの︑研究開発そのものが

原子力委員会

全研究謝画の企画︑立案および調

國として一元的に行なわれている

部長︶︑吉岡鍵男︵原電常務︶︑

教授︶︑寓永一郎︵写研保健物理

福永博︵原子力局次長︶

民社党議員

塵雀︑運輸省などのほか関係研究

行十二冬は約十日聞︑科技庁︑通

ム団長︶が八月瞭日来臼した︒一

開発蟹理霜調査団﹂︵J・ブルー

電源三法の施行を控えて︑民社

と意見交換
党の商工︑大蔵委員禽関係隔離議

ー研究開発協刀の進め方などにつ

機関を舗間︑今後の臼米エネルギ

委璽瓜の岩塊・安全轡門部会が昨

ほとんど受けたものとなってい

原子力発甲所の安全挫をめぐる 年六月に出した霊歌報告の構想を

の懇談豊が八月＋二臼︑衆議院第

員と産業騨︑自治体関係暫などと

論議は︑鍛近隣すます激しくなっ

つのらせ︑原発立地難の一因とも 陶︑国際協力︑研究満報の杷握な
なっている︒このため︑安全研究 ども行なうことになっている︒

の等しく強い要望であった︒今年

の綴・研薄霧の強化は︑塁な蕎懸盤の塞葬の対

c興各館で開かれた︒これは民 いて悪難交換を行ない・十三日粥

ており︑地元住民の不安や不儲を る︒問魚影部会はまた︑海外の動

して閣筆されたもの︒

︵関電支配人︶︑三協良縷︵東大

授︶︑都甲泰正︵菓大教授︶︑野
濡用1など瀞行う﹁原子炉施設等 というには不十分であるとの揺摘
⁝も関係方面に多くあり︑田本原子 村顕雄︵東電常務︶︑浜口俊一
力産業会議も先頃の政府に対する

蛍全研究多門部会﹂葬設製した︒

整②安盒研究の成果の評価および

台的︑計画的に推進するため①安

ロー万口

安全研究をご兀化へ

間側の濃縮事業進出の決断が出る

レイ委員擾は︑向こう一年で民

星︶にふり螢えられたという︒

イン︵一基︶︑プエルトリコ︵一

ﾎ︶︑ドイツ︵二輪︶︑スペ

集中

になり︑田本の六棊分がフランス

配慮から

ったが︑圃務省との協議で政倫的

件づき

の一基︵三士二基中︶が当初

の二十五錘︵二十七墓中︶と欧州

またAHCが契約を兜藩順として発利用実行計画委員会・総命部会

一応の轡繕確保ができたわけだ︒

ずる懇向が示されたことにより︑

イクルの条件付唐として契約に応

E︶聴闇会で証雷︑①︸九八二年六月末までのAECの内外離心とのウラン濃縮役務契約について 通り︑八塾がプルトニウム・リサ
は︑一部を条件づきとしてそのすべての供給を確保する②それ以後の追潴容羅は民間の濃縮事業で賄

われることを期待ずる︑などAECの濃縮政策棊本姿勢を明承した︒この誰誰で先の契約一時避止描
磁で宙に浮いていたわが匿の一⁝十七馬競については︑十九墓がこれ濠で遡り︑熱量がプルトニウム・

る︒三姫六千四百万KWは︑プル

出力にして二億九千万KW︑予備 トウム・リツイクルを実施して一

濃縮重事供給枠は原子力発鰍所の

リサイクルの条件付き契約となることが明らかになった︒
議会の都含で二度延期されてき
たレイ委員擾の証言は︑まず契約

申し込みが六月朱の締め切りでA を禽めると 二螂二千万KW︒これ 九八0年目中頃に廃鈴濃度を○・

目は三億六千四酋万KW︒AE進
C出がない場愈︶によって賄う︒

三三％に引き上げること︵罠営の

とにふれ︑この対応策として

契約一階醸止零点での契約原子炉

部

ECの現行供給能力を上回ったこ に対し串し込みのあった契約所聖

は必要愚方式契約百四十三基︑固

約内訳は米園内十五基︑国外七十

定磁方式契約九十三纂︒圃二藍契

ことから契約を一蒔中断して濃縮
工場の還輯隆策濃度引き上げとウ

は︑六月末で供給が限界に達した

ラン・プルトニウム混△口酸化物燃

八纂で︑国外炉のうち四十五基が

で供給を補完し内外顧客の全契約

について詳述︒このあと﹁八二蕉

分を確保する︑と当面の契約処理

料を利用するプルトニウム・リサ

付き契約となった︒

プルトニウム︒リサイクルの条件

プルトニウム・リサイクルの実施

以降の追加容騒は民間禦業で賄わ

による供給の補完で所要蟹確傑を

イクルの効梁について検討︑これ

わが団は︑七八年から八二年六

れることを期待する偏と述べ︑ニ

月末までに必硬な覧十王棊のうち

クソン大統領のメッセージを引網

・リサイクルは今後来国内で規制

しながら米政府およびAECの立破ることになった︒プルトニウム

看護については簿止前に契約が済

場を改めて強調した︒

証醤によると︑AECの環行の面での講両手続きを経る必要があ

んでいたが︑残る二十七基が保留
され︑電力業界に不安感が漂って

一▼ム§▽▲A一

福島三号機の
燃料装荷終る
策京無力

力発電所三二機︵BWR・電気出岡專門部象は︑いわば安全研究に

として︑豊本醜な政策や方針

は︑こうした個勢敵背璽に設認さ

原子炉施設等安全研究轡三部会

性を強調︑要駕していた︒

要望で︑同量門部鼠の設躍の必要

索票躍力はこのほど︑福鵬原子

資源、環境、技術面を重視

度の安全研究予籔は︑龍鋸度簡額

三菱PWR原子力発電プラン

世界の三菱

あなたの三菱

安全性と信頼性に定評ある

三菱羅機株式会社
三菱商纂株式会社
三菱金属株式会社

高速増殖炉プラント

1原産・動力炉小委が発足

一発的に総合調整する常設機関と れたもので︑その内容は︑原子力

ける研究計薩︑実施︑課価などを

を打ち出し︑各試験研究機関にお

都

力七＋八万四千KW︶の燃料装荷 関する原子力委員会の
を完了した︒濡荷された燃料は五
葛四十八本︑二酸化ウラン百一一・

五踏︒一巳から始まった作業は順
調に進み︑三賑の鰻小臨界を経て
約二週聞で全燃料を装荷した︒こ

メーカー︵東芝︶を霊契約蓄とし

れで︑栗京識力としては初の国内

た薫炉は︑四十五薙秋の蕎工以来

ごきつけたことになる︒菓票醒力

四無たらずで初装荷炉心の装填に

では︑今後︑大気旺テスト︑水圧
テストなど各毬の試験をくり返し

て行きたいとしている︒

九月上旬にはゼロ出力運転にもっ

一

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

次期炉型問題検討へ

滲脚本

…

一

82
騰馬三丹機の燃料袋荷作叢
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建設の促進に支障も
GA社︑契約価格再検討か

月GA社設立に際し現金で二億が
をd資しているが︑この分につい

ション条項も含まれるがや資材の

力会社との契約の際︑エスカレー

GA社筋はみている︒

を占めることになるであろう︑と

ﾟにデルマーバ霞力の七十七万

放射性同位元繁の輸
出で奨励賞を受蜜
英のラジオケミカル社

英国のラジオケミカル・センタ

ー社はこのほど︑放射性同位元雍

および医療︑工叢︑研究面で使用

される関運製品の輸出で好成綴を

／

O

︑

9

（⑪3）

今後の建設延齢としては︑来黛
⁝KW一塞︑七月にフィラデルフィ

の工業奨励錨﹂を受錨した︒同鐡

あげたとして︑コ九七四年女王

きだ︒KWU社の協力計画は︑萸

独協力餅画実現が息を吹き返して

6

！

曾

541−2

2

東京都中央区銀座4−10−4

不足︑それによる薔しい価格の繕

ア霞力の哲・エハ万KW二墓の建設

年は七十八の企業が受錨の栄欝に

した企業に塔えられるもので︑今

は︑英国の輸出と技術履新に翼評

・エジソンの七ナて万KW一年に

三聖聞に百二十五万嘆以上増加し

輝いた︒同社の輸出実嬢は︑過去

ットン函は︑七六庫一月までに塵

核燃料サイクルの一端を担う 事∠15

｛〉

5

蜷

加などは︑原子炉の受注契約締結

い︒

のときに予知することがむつかし

GA社は︑すでに成約済みの受 ︸許司をそれぞれ取得したいとして

るといわれているが︑躯体飽に顯

ついては最近︑同電力会社の電力

総売り上げ画の三分の二を占めて

注分について再検討を考飽してい︸いる︒しかし︑南カリフォルニア

客と等し会いの場をもつかどうか

率低下のため︑既契約を解消し︑

供給地域における爾力隅要の伸び

る見込みだ︒

シェル︒グループは︑繊麗が生

については明らかにされていな

ては隼内にも設備投資にまわされ

としており︑GA筋でも︑エスカ い︒しかし︑今後追加の受注によ

じた理由を極度のインフレのため

いる︒写翼は同社の放射性同位元

︻パリ松本駐在凪︼次代の炉型として蝋引されている高温ガス冷却炉︵H孚GR︶の撃発を行なっ

れている︒

原発計翻を再検討するとも伝えら

工場の建設期間は七鋸だが︑工

陀

り︑原発建設で米国市場の二五％

り七〇琿代後半には欠損はなくな

素分離綿製品設︒

ントの高騰が主因とみている︒電

レーションおよひ機器コンポーネ

国︑ブルガリアから化学プラント

とみられ︑土木許多従漁者が四千

薯関係者数のピークは一九七七年

ってきており︑野晒に入って中 所建設が始まる予定だ︒
また︑もう一つの協定は︑ジェ

を受注︑また簸近では︑北海石油

いう︒

の全出力運転︵†月の見込み︶を待って︑これまでに受注した商用HTG

探鉱と濃縮で協定

ームズ︒ベイ開発会社︵ケベック

五颪人︑濃縮工腸の所要電力供給

開発翫画のプラットフォーム建設
で成約している︒

州政府自衛︶︑エルドラド・ニュ

EAとの合弁購榮によりジェーム ークリア社との締結で︑ジェーム

加と共同でウラン開発
︻パリ松本駐芹風︼フランス原

人︑それにピエールラット工場の

向け原子力発獄所建設に二千五哲
ズ湾北部地域のウラン探鉱開発が

の準備進む

来年一月着工

芋力庁︵CEA︶のカナダ子会社ズ湾地域にウラン濃縮工堀を建設

目的である︒CEA︑ペンネ・モ

○％は外国人移民となる晃通しだ

されている︒土木工璽赤頭者の八

職員を加えた総勢約一万人と予想

︻パリ松本駐在艮︼来無一月魑

について︑仏政府はいまから魑手

が︑工芸完成後の移民労働蕎対策

ユーロディフ計画

工をメドに︑ユーロディフ社は仏

ラン濃縮工堀︵無聞能力九千ナS する愈向だという︒

トリカッサンのガス拡散法欧州ウ

クタ︑CFMUの三者はすでに同

ディは︑CEAのガス拡散技術使地城タラップ・リバーで蔑鵡位の

タディを目的としている︒同スタ

SERU︒ニュクレアーレ祉はこ
するためのフィージビリティ・ス
ムズ湾地域︵ケベック州モントリ

用を墓礎とし︑濃縮工場の年聞生

ウラン鉱を発見しており︑協定は

オール北方八百詩︶でのガス拡敬

薩能力を五千〜九千沙SWU︵分その開発促進を期している︒

エンジニアリング担

法ウラン濃縮工堀歴遊のフィージ

離作業単位︶と想足︒今回の協定

は︑畷近ジロ王CEA長官が述べ

ダブ米AEC

ウィリアム・0・ダブ来原子力

委員が辞任

に辞表を提出︑八月十七日付で原

委貴はこのほど︑ホワイトハウス

塚分離工場の建設繊手についての

U，分離精製装置

●Pu，

545−6

（〔め）

京支唐

ているゼネラル・アトミック︵GA︶祉は︑米コロラド州に建設した浮力三十三万KW聴爾炉〃フォ

R下馬・総容騒七百八十万KWの癬工に入りたいとしている︒しかし︑インフレ︑エスカレーション

ル社との提携に当たり︑沓工十二

遼転認可済み新四十七墓・二千

九百十二万三千KW︵AEC所ビ
有リティ・スタディ︵可能性調

ット濃縮工堀に隣接する地区で︑

パリーマルセイユ間の国有鉄道を

ゼール・モンドラゴン運河︑西は

になつだ︒

子力委員会︵AHC︶を去ること

英独協力計

謔ｪ台頭か

英の次期炉馬決窯で

︻パリ松本駐在凪︼英国が次期

決定をすることができると述べ︑

いての提携を提案しているもの

詫間六千誘SWU能力を達成した殖炉︑高温ガス炉︑舶用炉︶につ

することができるとしている︒

木村化工機

KKIO型使用済核燃料輸送容器

ート ・ セ ン ト ・ ブ レ イ ン

酎も警慮しているという︒

などの彫響により契約価格ではかなりの欠損が生じているのが現状で︑GA社筋では契約唖格の再検

GA社がこれまでに受幽した原子

ており︑欠損分を補うため會計で

GA社の五〇％持株会社である 1四半期分一億一千万㎡を支出し を補うことを明らかにしたため︑
ロイヤル︒ダッチ・シェル・グル
力契約の欠損は四億八千万がにの

る︒さらにGA社のもう一つの持 ぼるのではないかとみられる︒シ

ープはこのほど︑GA祉の欠損蠣 二億四千万ザを支出することにな
傭金として今年第2四半期分一櫃

二心四千万がを支出して︑欠損分

株会社であるガルフ︒オイル社も

ェル・グループは︑ガルフ・オイ ・のほど︑カナダの講会社とジェー

にしたが︑同グル：プはすでに第

三千万がを支出する愈向を明らか

況によると︑計画中の原子嫡は二
十一墓・総四容騒二千五學臼二十六万

当にテクニッブ社
た﹁来年宋までに仏トリカッサン

フ社の仏トリカッサン︒ウラン濃

トリカッサンは現有のピエールラ
濃縮工堀に続く濃縮工場を建設す

縮工堀を建設するUSSーグルー工協敷地面樋は三無診︒東はドン

WU︶建設の準備を進めている︒

るか蚕かの決定をする﹂との政策

プはこのほど︑テクニップ社と同

境界としている︒撃発を前にトリ

濃縮工場建設のエンジニアリング

︻パリ松本駐在凪︼ユーロディ

協定の︸つは︑カナディアン︒

る協定を締結した︒

に駆つくものとみられる︒特に濃

万KW︑計画中罪百二十六墓・一

ループの書癖会社カナディアン・

懸四千二十一万八千KW︵発注済 パシフィック︒レールウェイ・グ
み原子炉颪五慕・一億一千五頁九

縮工覇に必要な爾力供給について

委託契約を結んだ︒テクニップ社

カッサンでは︑十月から本部駆務

は︑
︵CP工︶と鉱山会社COM
Tジ
Nェームズ湾地域で一千万K

W︶︑禽計⊥毒三十三墓・二塁 CO︵グループの持株比率五四 Wの水力発禁が計画されており︑

はプラント建設で多角化政策をと

二十一基・二千四菖二十︑七万K

＋四万八千KW・未発注の原子炉 パシフィック・インベストメンツ

％︶の両社と締縷したもので︑C 低廉で豊盧な電力が傑証されると

二千七百三十一万一千KW︒

！一⁝多⁝■ーー多！多！⁝グ多多多
籔があるならば︑われわれはそれ

⁝グ多

客および原畢力発電用濃縮サービ

に挑戦するであろう︒

今回のコメス鉦露で︑ユニオン

スの確実な利幣について継続的な

ネラル︒エレクトリック社︵GE

・カーバイド社が年取にもU建A 炉型として蒸気発生璽水炉︵SG

一1との理由から︑UEAの調社
琶が濃縮蟹業進出渓定を遅らして

チングハウス︵WH︶の両社との

に代わって西独のクラフトベルク

の晃解は︑ウラン濃縮計画は顧客

えられていない︒またベクテル社

で︑KWU社製の沸騰水型原子炉

・ユニオン︵KWU︶社による英

に経済的な原子力発蹴による馬力

いとしているが︑巖嫌なプラント

とSGHWRとは︑炉心を除き設

の鮮細4面 計が類似しているので︑技術協力

圏の風炉型︵SGHWR︑爾速憩
供給を囲む米国の垂髪会社への擾

と証言した︒︵第三回澱縮聴聞

に︶

第ニセッション

規換についてはまだ決めていない

十分に支腰され︑十分な蟹田と融

会

助および原亭炉︑燃料の輸出を援

への追加疫衡には腐い纒先権が与

の実現を妨げたが︑これ

共同で設立を期していた PWR
を示したベクテル社は︑他の企業

磁していないが︑この決竃は長期

う︒

クラブ

が︑商業ベースの麟縮地業に目皿

C︶が仏フラマトーム︑米ウエス

機会︑とくに機器の製作について
ても大略次のように語った・

後のUEA参加三社の方針につい関心をもっている②新しい購業の

①一般的に原子力蒸気供給系の顧

エスチングハウス︵WH︶社は︑ 要だ︑ということにある︒計画が

助するために璽ましいし︑かつ必

るであろう︒さらに今回︑UEA 一方︑センジェックス代表のサ

契約範囲が定められた際になされ

契約についてUEAに蹴する顧客との共同を検討し始めているとい

への醤加投騰についてまだ結論を

いることが明らかにされたわけだ
を援助している︒W難社はUEA

から離れることが示唆され・WH HWR︶を選んだことは︑英国ゼ

定していると指摘した︒また︑次

立するためAECとの交渉の必要ウラン濃縮購藁に参加することは

の提携︑評価に関心をもっている

年︑全出力運転を八三年申頃に予

論を出すと証曝するとともに︑今

ン翼翼協会︵EE1︶と交渉中で評樋を行ない︑工場建設の巖終結

クグク多多！多︐！多ノ多多多グ！ノ！ノ〆！多グ！グ多！
来議会上下両院原子力△口同委璽

が七月三十日に開かれ︑

第三セッ

会︵ J C A E ︶ の 第 三 幽 ウ ラ ン 濃
あると述べ︑運転翠蔓は一九八一
ション

縮産業将来構造聴闘会

に函万賭を拠出しており︑われわ

ユニオン・カーバイド社は調奮

れと共に巖終段階の騨価を完成す

の段階は評価調査を完成させるこ

UEA︵ウラニウム・エンリッチとであり︑今後の数か月聞に①相

るだろう︒しかし︑ウラン濃縮に

米國の民営濃縮簸糞濫出を目指す

メント・アソシェイツ︶i1ベク 互に週足な契約を進展させ︑濃縮

②来原子力翌翌会︵AEC︶の濃逼加のマンバワ⁝を必要とするの

は資本および現在所託していない

ベクテルは推進を表明

UEAの事業化を

テル︑ユニオン・カーバイド︑W サービスの確実な発注をとりつけ

Hの三社逮禽llを代古してベク
テル社擾のJ・W・コメス氏︑ま

ン・ニュークリアの共同蟹業︶を

たセンジェックス︵GE︑エクソ

代表してゼネラル︒エレクトー3ッ

トン氏がそれぞれ証些した︒

るため電力会社との交渉を進める
ク︵ G E ︶ 副 社 長 の C ・ E ・ サ ッ

UEA代衷のコメス氏は︑年聞縮契約とUEAにより供給されるで︑同役は後援轡または正当な投

性③融資者への実質的保鉦による

麗港として︑新しい商業ベースの
ガス拡散翼翼を建設する堀舎︑総

憂しい濃縮能力との相互手釣を確
九千沖sWU︵分離作業器︶の

額で二十七億丑千万がの蟹園が必

の関係継続の必要性ーーを中心に

確実な契約交渉など︑融資寺口と

野良の策ではないと決定した︒ウ

ためその資金調達についてエジソ

●核燃｛『取扱機器

髭

四
要で︑民問融黄を長調としている

●核劃一H工諸設備

住友グループ

一初

｝

488−Z

〔【》b）

僧

燃桝要素4本入，璽：鍵25屯）

●核燃桐輸送容器
●核燃料交換装置

い

闇

｝

KWにのぼり︑昨年同期の＋八華 の二墓︒九十四万KWを含む︶︑ 萱︶およびウラン探鉱麗発に関す

o

費

O3（256）783

二千百三十万KWを上回った︒二 建設申貯六十塁・五千七百九十七

凸画

大阪市北区永榮町46

東京都千代田区鍛冶町2−6−

十一墓のうちの十一墓については
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聞

業
産

力

原

﹁原発自

海外のウラン資源開発の墓本にな

のレベルアップに注がれた格好︒

が横

る︒センジェックス側の考え方は

取を期待しているともいわれてい

開発を進めよう﹂とするその理念

に︑

副書擬が﹁今後の醗力購給と原子

ルギー開発と臼本の精来﹂︑進藤

講演会では閣薦地区会員や関原

ひきつづき茅翻会長が﹁新エネ

演した︒

力の役割﹂と題して︑それぞれ講

日本インターナショナルニッケ

三井生命ビル内一工○○

住所千代田区大手町︸の二

ル︵株︶原藤に入会社長平野

の一﹇

飯氏

あらゆる産業に貢献する

影
環水禁運動はニや矩前︑﹁ノ︑

七犀前からといわれている︒

モア・ヒロシマ﹂を悲願に甫民運

した運勅だが︑近年になって原子

動から出発へ核兵器の撤廃をめざ

力軍穂利用もその反対目標となる
ようになった︒当初門被爆も被曝

﹁核武装につながる﹂︑

も同じ問題﹂とした問題愈識が︑

ン埋藏騒はおよそ一万沖︒商簗ベ

下︶を見て回った︒わが国のウラ

については﹁国内に適当な澱源技

るつ技術﹂に照率が禽つた︒﹁入﹂

宝庵

一角を占める土鮫帯の出あいに︑

マン︒エクソン・ニュークリア社

まだ煮浸的な弾力性のあるもの

と翠蓋に︑原子力開発に対する理

を原爆執行部曽脳から盧接訴える

をより広く︑深

懇メンバー︑一般聴衆約二衝五十

町

蟹石綿製品の総合メーカー

舜

として

する国際悩勢を薄襲に︑核への強い告発を行なった︒とくに原水禁

ースの採鉱には題離があり海外に

墨住民の反対運鋤が恐きはじめた

・イヤーズ︶を有するが︑この間

力発電所の運転実纈︵リアクター

中は︑Cで綬みたて︑Aが分解に 長ら一行は︑この七月に終えたエ

で︑これらについての日本側の見

輪

の端境期予測が︸鎌半延び△一τ

原物に入会

徽話一一一一・1六九＝エハ

糧保温材

各大会で原発を重視
核武装につながる
核割目

被爆二十九周隼を迎えて︑今年も璽察︑広鵬︑獲繭の各地で原水禁運動各組織による大会が開かれ︑

イン ド の 核 実 験 な ど

聾者など約八十名︒鬼山興人形陳

璽麟鉱崩一1名古屋から北東に の動燃窮業國はじめ大学︑鉱業関

依幽しなければならないのが爽

の悪見も︒謬加齢数がこれまでの

術者獲麟の場を設けるべきだ﹂と

体に宿甜的な問題点がある﹂とエ

﹁安全性

五千八百沙とわが国簸大のウラン

の二千五百ナを上圃り司能鉱騒約

欄︒討議の璽点も棄濃︑人形隙の

最麗を配録した討論会となり︑石

に問題があり︑放射能もれの危険性がある﹂などとして︑反対運鋤を強めていく方針を固めた︒今

鉱床に発展した粟濃鉱山の調査︑

ど低最位ウラン資源開発について

開発活動と並んでグロコナイトな

日本原子力産業会議の荷沢広巳

ない反対を科学的論語をもって打

聡の一廉の鱈頼性を臨め︑いわれ

︸慶もなかった︑しかし原子力発
伊藤竣夫関薦電力副社長︶が協力

ンジニアリング調査︑予備概念設

解を今年十月には無きたいと希望

京大原子炉案験所

解と認識の

のフェーズ斑に六千ナSWU︵分副会長が当面する諸問題につき︑

彰イ繊弱
果を得たとして計画前進にあたっ

離作業品位︶の濃縮工場を完成さ

八六年頃と見通されること︑ウレ

人を前に︑有沢会擬が原産の体

控所福丼緊大飯郡

福井繋大飯町

長永谷良央氏

罐語〇七七〇七

日本アスベスト株式会社

〃4κ

国民会議︵社会覚︑総響系︶は原子力発餓など平臥利礪についても﹁核武装につながる﹂︑

日本のウラン資源の

採鉱予備考察︑さらに購内探鉱の

スカレートし︑いまでは原水爆も

蒔と︑原水禁越鋤に原登間題が登

たわる︒ここで開発状況をつぶさ

見醸し︑位躍づけなどで熱のこも

後︑平和利網も原水禁還動の反対目櫨として︑そのウエイトが噛められていく傾向にあるようだ︒

席上︑イングリス教授は﹁私は

辻売聡は︑原発の下講け従業爵
遷した鋳期がちょうど鯨後してい

うという日本原子力学会霊催の第

に見てウラン資源問題を論議しよ

約四十詩︑契素焼の陶器生産地の

このご十琿間︑原発の輝かしい未

の中に・樽濁の放射線被曝暫がお

ている︒いずれにせよ︑今後︑原

ることも︑この間の遡燭を物語っ

源問題を背聚に盛上りをみせた︒

油ショックを機に浮かび上った資

と

原水禁国民会議の﹁被爆二十九

来を期衛してきた︒自分もアルゴ

り︑自宅待機させられている麟実

ﾟ線露頭︵写翼上︶調査抗︵割 めるがといったロスの少ない技術

った討論を展開︑最終日には二十 も探鉱︑探鉱をいかに効率朗に進

一緒

周田原水爆禁止世界大禽扁鷹厨大

ンヌ研究所で研究にたずさわり︑

が各地にあるとして﹁今後︑一会

九回現地討論会が八日から三日闇

いったふん囲気にあるようだ︒地

会は八月五︑六日︑広鵬布で開か

原発が人類に大きな利益をもたら

騰かれた︒参加したのはホスト役

原発もとどのつまりは

れた︒原水禁は五︑六蕉前から︑

すものと考えてきた︒しかし・そ

ともに原子力発心所などの軍秘利

水禁運動の対象として︑核兵盟と

ム生産の照水炉に庄目すべきで︑

門原子刀平和利爾も核兵器開発に

などでこの間麟を瞳求していく﹂

公蘭の原境を蟹け﹂と語った︒

つながる﹂として︑原子力発魔所
の原発は予想以上の欠陥が発見さ

照が大きくクローズアップされ︑

力以外にない︒一九七二年現在︑

五銀が勝負だとすると氷力と原子

められているが︑当面する十〜十

や爾処理工場の建設に反紺してお

一芦︑原水爆禁止日嵐協議象

っていきそうだ︒

縮施設の概念設翫など技術的問題

会長︑一本松珠磯︑夢誠司︑進藤

難読十六か国は午四年に及ぶ原子

にとりあえず

このため︑点こう一薙間の技術

大阪で講演
的実務的な

産と関西原子力懇談鼓︵婁常雇・

武左エ門心骨金擬は八月七日︑原

的問題の諾めに取り組むという︒

と︑帯場調査︑同国財務など実務

原産首脳が

ことを明らかにした︒

十回原水禁世界大会﹂を広製品で

計画参加で対日要請

イトの選定︑さらには中人規模濃

いる︒したがって原発開発には不

原爆のもととなる原発を作っては
塞いた︒この大会でも原発唱題が

反頬目標としてのウエートが鰯ま

ならない﹂と述べ︑これにかわる
取りあげられており︑原水禁と同

︵翠蔓党累︶も五︑六日に﹁第二

今圓の広覇大会でも︑二日目の

エネルギー源として太陽︑風刀な

醤をいだかざるをえなくなった︒

科会﹂が開かれ︑今後の反対運動

れている︒

百万がの分担を要目したと伝えら

じ≦百弊の六田︑﹁原発唱題の

談でセンジェックス墨画を説明す

ほど来日︑産業界閲係者らとの会

どの開発に注農すべきだ︑と語っ

遠心分離法ウラン濃縮工場建設

の遊め方や方針などが討議さ れ

をめざす来国のゼネラル・エレク

なお将来︑共同事業としての

ち破るためにも︑安全に関する試

して︑大阪︒西区の大阪科学技術

は︑日本に対して二Q％を下らな センターで開催した懇談会と講演

塞規模商業工場の建設に入る際

詰め

がるとして︑今後の反対運動の傷

やはり平和利用でも核武装につな

舞．π遠心分離開発の調査で

また︑久来阪大講師は︑プルト

トリック︵GE︶社とエクソン・ るとともに︑岡計画フィージビリ

競状と問題点分科会﹂が開かれ︑

エウム問題をとりあげ﹁プルトニ

口方法や現状の臨題点などが射議

た︒

講師などのほか︑米国の原発批判

議醗︵祉会︶︑久米三四郎大阪大

ウムが核武装につながるだけでな

を要黙した︒

地元愚民に大きく影響する珊故は

学者として世界大会に招かれた米

ニュークリア社の共同開発機閲︑

ティ・スタディへの臼本欄の参加
センジェックスの幹部

行がこの

が取りあげられはじめたのは六︑

計︑財務分析に関するフェーズ上

している模様︒

く拡げるためのもの︒各地で開催

る︑などと所儘をあわせてあいさ

験研究を大規模に行なう必要があ

まわるという輪番制だ︒このユニ

作藁で①遠心分離工場はガス拡散

淺初の同計画では七四薙から七

第一翻︒懇談会では︑一本松珠磯

が計画されているが︑今回はその

った原産が︑全国の会員や関係春

会に臨んだ︒この催しは新体舗な

ークなアイディアは︑広籟囲な問

工場の三分の一の規模で経濱性が

六年までをフェーズHとし︑中間

サットンGE老漢畏︑ディック い程度の質本金の分担と製贔の引

題を基礎的に研究するため︑型式

出る③輩備を禽めた建設期間が四

規模濃縮施設を建設︑△二年まで

終えた炉心を分解する︒Bを運転

一

の違った炉心を組むことができ・

〜碁客と拡敬法のおよそ皐分③繋

今回臨界に高したのは︑軽水減

て日本側の参加を働きかけたも

ンコ︑ユーロディフ︑ソ連による

したうえで︑欝欝のエネルギー問

制改革のもつ諸味と霞的を明確に

せだいとしている︒しかし︑AEC れだ︒

つ︒

京大原子炉実験駈︵大阪府裏爾

がつ︑準備︑実験︑後始朱を効撚

金調達が容易︑など満足すべき結
した︒各大学が共同利用するこの

遼の架臼だが︑岡契摩羅では十月

講題を提起︑活発な慧見が交換さ

実験三三は︑出力こそ密婦︐と小さ

の必
iKUCA︶が六日︑臨界に
達要性から生まれたもの︒

﹁国民的立場に立って原子力

郡熊取町︑柴田俊一落磐︶に建毅

的に行なえる共間利用施設として

験装置が臨界

された蒙都大学臨弊藥盆体実験装

臨界集合体実

一

されだ︒原水協で原子力発電問題

＼

工場に反対すべきだ︒プルトニウ

率

．
・ぺう︵藍

一

く︑羅性が爾いことからも萬処理

た︒この分科藪には︑辻一彦参院

六日に﹁原発︑再処理工場問題分

でこの問題を取りあげている︒

れるなど︑大きな問題をかかえて

原子力学会、東濃で討論会

にかかげているほか︑分科会など

最高の参加で盛上る

り︑琶界大会のスローガンの一つ

探鉱技術に焦点

マサチューセッツ大学のデイビッ

ミ

ノ

温酒介入の影留があることなど濃
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ド・イングリス教授が出席した︒

∵

縮をめぐる鍛近の偶勢変化からフ

などいろいろあり︑その開発も逸

は・石炭︑地熱︑太陽熱︑核融合

ェーズH以降を改め︑計画に余裕 題全般に言及し︑代替エネルギー

ものとみられている︒

をもたせて臼本側の累加を促した
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各界の動き

磁門飾額難物縫製鰭

に鱈力各社と禽恵に醸して翫画を

渉が必要となるから︑電力叢界は

れている︒

知らせるためのものであるとみら

の調製結果を安持し︑さらに︑発

ジェイムズ・ワトソン氏もERI

麗問に設えて︑EE1の態度はた差農会の﹁特騎メンバー﹂である

ムが独占禁止舐の規制に反ずるか

は︑日E1の会員の申には必ずし 辮ずるという方針を早く決める必

を通じて︑政府案の支持養の切り
︵例えばメーカーのグループ︶の状

一方︑民営濃縮麗麗の候補暫

米國公営暴力協会禦務周次擾の

会合し・EEI小委綴会のメンバ約を通じて︑民轡濃縮覇業に必要

ている電力会社が溶接あるいは契
CAEの聴聞食の前日に露EIと

纂を強力に支持した︒また︑コモ

ないという紡論を出している︒表

政購のウラン群議民営案の立案

面的には︑クーンズ氏の考えてい

一

！

一

力の拡大

⁝

一 づ

一

とは弩えられないと述べており︑

さらに︑UEAの契約方式は受け

今回のEE−および各醒力会社

入れ難いともいっている︒

密接な閑係を縛った公社を設立

社話

本蜷

荒1；1区西ヨ暮里5−9−8Tel，（803）313i（大開聞）

クーンズ氏は︑UEAが蝦終的その聞AECと慰力轟覆の間の接堅塁も変わりはないということを

九八三琿秋までに完全擬簗に入る

禦懲に﹁中央計薩機関﹂を設幽す

だちに民嘗に移管ずべきであると

VAの藍玉部翼でありクーンズ小

濃縮工場を買い取り︑さらに民間

いう立場から︑この一年足らずの

どうかということは別にしても︑

よく実施することの二点にわけて
論じた︒

外して︑違った組織に変更する必

推進機関であるAECと予籔顕露ンウエルス・エジソン社のゴード

第一の点については︑既存の艘

かしホズマー議員に言わせると︑

クーンズ氏は︑いろいろな可能

崩しを進めた︒その績果・銀行関

が要求している一方的な内容の黒

一抹の不安も

な貿金を極極できるなどというこ

とほとんど問じょうな考え方に墓 蓋契碧智嚢社が零し暮れ

一 コ

かにガス拡散工場を増設させれ

し︑それに既存の濃縮工学のどこ

限りなき創造とたゆまざる努力を…

給関係から判断して︑新工場は

遂行ずるかどうかという点につい

る必嚢があると雷っている︒

した︒また︑技術としてはガス拡
企業がこの分野に鵜出してくるま

聞に公社躍に変ったことを羅め

霧
必要があるが︑実際にはそれより
ては︑雷及することを避けたが㍉全

￡E1の証謡に引き続いて︑T

少し早い一九八二隼中頃を冒標と
国の贈分金社がまとまって既荏の

調査結果の細部にわたる説閣は︑

散法の採用を†張し︑既存の叢工
で︑工場増設の磯任を掴うような

クーンズ氏は︑ホズマー議晟の

した方がよいとクーンズ氏は挙糊

調査の実施轡枕暫であったジョン

司能件はないということを明らか

陣所の建設には十無近くのりード

る方式をとれば彊設費が四〇％ほ

場のいずれかに追加工場を翅鱒ず

の三つの拡敬工場のいずれかに憎

・タイムが必要であるから︑既存

・グレイ氏が行なった︒ク︑ンズ

ずべきであるという顧兇について

ど安くすむというAECの哲見はにしたQそのようなコンソーシア た︒家た︑早急に濃縮公社を設立

氏は︑各鍛力会商の濃縮サービス
供給力に対する関心を強調し︑こ
正しいと述べたQ

も同蔵しないものもいることも認

ラリー・ホーバート氏および全国

⁝
の海景を既存の拡散工場の窟効利

それを設立し︑それにこの過渡期

めている︒さらに︑公社にしても

腰村電力協同組盆の技師ブラッド

・譲

の要求をみたして行くような盾動

民間企糞にしても︑次の大型濃縮

・コック氏も︑昨年†月のJCA

屠と工場の拡張謝颪をタイミング

を求めるという両懸性はなさそう

に湧める必要があると誘ってい

工場の建設に関ずる態慶を今薙中

要があると強調した︒

き渡しできない場台に︑政府が閤

である︒

︑一；⁝＝ へ錫H伺蟹〜︐≡一二︾H擁目ヒ・二＝＝一㌧浦巨銚u〜・＝：：為畦朋澗く二鼎胴：騨一三＝＝一ρ≡＝︻￥耐同肚y8

金を鷹接︵出資者として︶︑ある

代りしてやるという案であるQし 縮工場をただちにAECの手から

性を否定し︑結周十分な濃縮サー

入手︑検討した優︑六月およびJ 聴聞金で︑近年経営状態が悪化し

周は︑六月にEE1の黒蓋結桑をン・コーリー副社長も昨年†月の

する司能性はないだろうという悪
3 C A E の ホ ズ マ ー 下 院議員ら

により藥規模の工場を建堕する

ECが最近までこのエ場を立派に て岡能性のあるのは︑ガス拡散法

要があると霊張した︒そして︑A

計画を進めているUEAだけであビスが必要な時に供給されるとい

係︑エルマー・B・スタッツ会計

Eでの証誘と同じように濃縮公枇

これは︸種の政府援助であり︑同

綾錦鼠社としては将来について露

⁝る︒しかし︑これも覆︑uEう
A保証は﹁政陶企業﹂によるしか

安定供給の道

識風は必要な政府援助には反対し

常に心配であると説明しているQ

況は︑非錯に難しい立場にあるこ 解決する理想的な方法であり︑さ
︸

る︒

とが明らかである︒彼らのJCAらにこれは将来門流的な民望企業
クーンズ氏は︑ホズマ︑議員

見を述べた︒

検査院侵および各躍力会社からホ

Eでの証雷によると︑濃縮工場の⁝体制への移転もスムーズになると

は六月から七月にかけての聴聞金

ズマー環は強力な支持を獲 得 し
建設に必要な簗額の資金を金融帯︷主張している︒

て醒力会祉が重要な役濁を累たず

ンズ氏は公社の方針決定に当たっ

一つ大きく鰹っている点は︑クー とである︒

SECとほとんど同じである︒唯力をかけたということは周畑のこ

づき︑濃縮はAECが解体されて〜ぱならないとすれば︑実現するか るこの公社藥はホズマi議貴のU ーに対して結論を変廻するよう圧

公社案の支持増える

響甦葛ためには・例えば三銀行の代醤は・銀行莫きな
引き渡しが予定通りに行なわれな

会醗検査院挺は︑ホズマー議禺の

C︶案にそった公祉方式を熱心に

場の建設が順調に進まず︑鱗磁の
提案する米国濃縮公祉︵USE

いというような郡態になっても儲

のUSEC案を強力に支持した

入金が返済できるような契約を羅

局の承認を得て︑綴縮サービスの

ィールド識興の二人がJCAEか

が︑同躊にホズマ；議貫とホリフ

き取り︑必要な拡張工窮を行なう

販売から利益を生むことを許すよ

支持し︑ただちに既存の工場を引

ひとたび公社を設宣ずると︑そ

うな立法措羅を要求するという噂

六月の初めにAECは予算管理の代表蓄の醗醤は︑ホズマー議図

の国的が終った後も廃臣すること

が流れた︒そうなれば濃縮料金が

資金面をつかれた民営論
どうかはわからない︒雌力会社

ーンズ氏も特別な解決策は提案し

が難しいという点については︑ク

力会社と締雪ずることを要求して

新しい機関に引き継がれた場含に

れるわけには行かないので︑現在

は︑このような契約条件を受け入

よう強調している点である︒

うな契約を締紬しないことは明白一危険を引き受けることができず︑

る心配があると主張した︒また︑

十分野関心が払われず︑無視され

いる︒しかし︑鷺力会祉はそのよ

いかなる濃縮蟹業についても例外

よう主張した︒

嚇愈に金融面で大きな問題のある

約扱いをする気はないと証書して

ら引退した後には︑このUSEC

なので︑問題は政府がこのギャッ

るということも明らかにした︒

案を携指して行くものがいなくな

一

一

ないが︑これは磁力会社に対して

一

玉 づ

棚当引き上げられることは間違い

一

価格という点では︑AECも民間

が議会で承認を受けて成αずるの

5

◎現状では︑懸力業界は濃縮サ

ば︑必璽な生薩能力の拡大は司能

リアム・G・クーンズ氏は︑EE要な資金の調還︑経滋の継続性︑

EEIの濃縮小委員会議畏ウィない︒独立の機関とした万が︑必

一

にはある程度時間がかかるので︑

UEAに対して無理な条項を溺除ていない︒岡氏は︑公社設立法案

プを何らかの形で厘めることがで

趣常の予算手続きによればカスケ

ド︑モルガン・ギャランティ︒ト

玉

点を指摘した︒ディロン・ リ ー

いる︒こうした銀行の代表蕎の証

さらに︑第三の点としてターン

玉

この問題の解決案としてJCA雷もホズマー議員にとっては璽要 ード改罠計画と出力増強計画︵C するよう要求しているということ

きるか︑ということになる︒

Eの関心を引いたのは各樋の政府な悪味を持つものだが︑エシソン

ていた︒それは︑電力鼓社の態痩

電気協禽︵鷺EI︶の代表番の証 十分に獲得できないかも知れない

夏P／CUP︶に必要な資金すらである︒

ビング・トラストという了ような

図されたのは︑民間企業が技術的 藻それ以糞壷な意味露・鐵調した・

傑謹案である︒その中でも蒋に注

理由などにより製品を予定通り引

強力な金融機関の代表暫は︑餓力

ス︒マンハッタン・アンド・アー

ラスト︑ターン︑ロープ︑チェイ

金融関係暫は︑民闇禦業とした

ないが︑USEC案はこの問題を
運営して来た貞は罵く評価するが

た︒鍛初の方で証需したスタッツ

現在のところ民鴬濃縮鱗業とし

・・緊

いは関接︵需要暫として︶に負尽

簿擁縫簗雛鞘鰯聰三三羅麟幽幽蜷讐数

⁝の嬬要者などがそれぞれの毘解を述べたが︑この段階では政府︑AEC︵来原子力委員会︶が

¥難耀駅 心

今後のウラン濃縮蟹業のあり方をめぐって六月に再開された米議会上下面院原子力命同署員

P
会社の財政面の苦境を指摘し︑電
力会社が新しい濃縮工場の必要蟹

である︒窪た︑この公社は二心分

のイニシアティブにのみ豪かせて

離法による実舐工場の建設計画を

ービスの継続性の確保を民間企業

おくことはできない︒既存のガス

自ら推進することも︑他の計画を

しい︒

◎広範囲にわたる米国内の電力

の生産能力の拡大を図るというこ

拡散工場に欄製するという形で次

甫嚇との関係などの点でより好ま

会社によるコンソーシアが既存の

対策をたてる必璽があり︑堀合に

われわれは開発状況に即癒した

援助することも可能である︒

工場を買収・運擬するということ

公社で拡散工場増設

することも辞さない︒しかし︑わ

た業務内容と移続期間を持った公

れわれの調査によると︑限定され

来民闇濃縮甥業が発展してくる豪

給の継続性を鍛も良く保証し︑将

・u・蝕x

よっては︑今までの経過を再評価

との妥当性について検討し︑それ

EE一濃縮調査の結論
は︑今湾えられている時間内には

◎米国内における遠心分離技術

社を暫定的に設立することが︑供

の閥発を促進するような対策をた

いうことを確講ずる必要がある︒

がコスト面で非常に有利であると

界と協議するということを義務付

◎襲業計画については︑聴力業

不司能である︒

けた公社を設立し︑それに既存の

と考える︒

での経過措置としては最薔である
てるべきである︒

◎経過描躍として︑寵力策界と

C︑二つの問題の相互関係

濃総工腸を貿収︑罎営させるのが

B︑趨切な下期における生産能

望ましい︒

美印刷株式会社

：東京都千代田区神田神保町i−30

・リコピー
・ゼロックス

東京（03）294−4951（代表）

。マイクロ写真
・トレース・凹凹

＠

株式・含

・：写真製版

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

、

◎営業内容

」口

二

クリエイティブ

未来に挑戦！

ピーのことなら
何でもご相談ください

コ

⑧

印刷

潜

（4ノ

第738号
（第三毬郵便物認可｝

業
子

昭和49年8月15日

第739号一

日歪…利049年8月22…≡ヨ

購読科遷年分前金3000開

地域整備 法 を 遡 行 朧 籍
こととなったもよう︒

整備法が旛行されたことにより

公園以外のもの1

逆断緑地、児醒公園、簡易水道、

水道、環境

設、排水路、火鰭場、ト水道、公衆便所、と禽場

幼児圃、小・中学較、紬等学較、公甕館、博物館、

旛設

園爵館、美術館、資料鑓、酵茸の家、膏三園研隆箆

水防、砂防

堤防、海陸保全施設、砂防設備、消防施設、テレメ

まオこは消防

一ター〆ステム、モニタリノグ。ホスト、移動測定ゆ

わが国ではこの数年︑地元住民
力を投入︑臓源開発促進税法およ
町村をどうするかも熊点の⁝つと

のほか施行令では︑周辺の隣接市

永︒火・原子力を禽め酋以上にも

求めることになるが︑対象施設は

とみられている︒

五地点が今矩展の対象になるもの

交付されるが︑﹁施設完成鯖の周

同翼翼円で五銀鴫それぞれ地元に

百二十円で五年間︑原子力の場台

くの問題が残されていることも賊

三法だけではカバーしきれない多

展開していくこととなるが︑この

法

めた施行含が雌口承される瓦之︒

設罎される市町村の区域で実施

る施設を禽む︶④教膏文化施設⑤

なう瑠業︑国がその経費の一部を

計画に慕つく醸業のうち︑国が行

ど︶

掲げる交付念のうち当該膚町村以

書に菱付する︒ただし︑第一号に

発議用施設周辺地域整備法︵以

医療施設⑥社会福祉施設⑦騰防に

わる安全性に関す

れているQ

運用の薩でより慎重な配慮が望ま

どとした慈冤も出されており︑法

を困難にするおそれがある一な

交付金の弧打ちは施設の継続立地

び醐特別会計法とともに︑さきの

陶︑高原︑美浜︑大飯︑伊方︑玄

の反対で電源立地が難航︑翫画が

海︑東滋第一

び大型ホットラボの四施設・謙十

この点は﹁施設からおよそ二首詩

どうするかが課題だったわけで︑

験饗潤処理施設︑NSRRおよ
いるが︑あまり期待はできない②

加之を倉む水︒火︒原子力各施設

たり八十五円で徴坂した財源を︑

交伺金交付饗顎によると︑交付

定資産税の四分の﹁まで楓とする

る計画だ︒とくに蒲町村への公共

を通じて法認十条第〜項二弩の主

される整備洪業斯係わる交付金は

電用原子炉に桝料として使用され

の区分に応じ︑尚該各瀞に定める

係わる交付金は当該都道府県11

た核轡料物質の再処理施設および

法第七条の交付余は︑整備

同条第四項に規定する卸霞気讃業

第二条︵発電常施設の規換︶

地元住民の反対にあって出力上

昇試験が実施できない原子力船
﹁むつ﹂の出港問題を協調するた

め︑原子力船関係閣僚懇談会が八
月士一樹午後︑縦横・永田町の営
相宮邸で開かれた︒

同懇談会には︑主管の寒山科学

設

綱査関係施

態度軟

を示しており︑約二年近く岸

革新系市

の再審査を国に垂下︑膨筈が篠ら

る︒

態度を明らかにし︑注圏されてい

れなければ︑試験を認めないとの

市長は＋九日︑﹁むつ﹂の安全枕

その糖果︑﹁むつ﹂の出魑艮時

ついて協議した︒

めぐって今後の方針や対第などに

閣僚が出庸︑

町村自治相︑二階篁悪罵畏窟の七

長〃として当選した菊池漢治むつ

しかし︑昨年九月に

迎えようとしている︒

港問題もいよいよ大商の段階を

壁に係留されていた﹁むつ﹂の墨

化

で出搭を受けいれるとの

の姫路を行なうことから︑条件付

日保証を含めた獲麟安定対策なと

た周辺瀕業蒼はその後︑政府が頃

﹁むつ﹂出庖に強く及対してい

かる計贋だ︒

備期間を入れて約盲爆十五日朋か

了する︒期間は各段階における蝉

て行なわれ︑海上公書をもって終

九〇％︑︸○○％と六段階にわけ

出力︑二〇％︑葺○％︑七〇％︑

いる︒出力上興試験は臨界ーゼロ

東方八百菌綴の海面が予定されて

出力試験地点は︑翻一3否漿尻岸沖

して決めた︒

策措齪を講じることを了解窮項と

や魚価安定対策などllの地元対

共施設整備②むつ湾瀬業振興対策

送旛設楽備︑体膏館建設などの公

住民の要墾である①道路整備︑腔

施するにあたっては︑定係港周辺

ている﹂としながらも︑これを失

界試験問題臨体は﹁準嬬が整っ

を決めることにしたほか︑鵬力ヒ

と森山科技庁長宮が協議してこれ

た上置で︑後田︑二階賞官罵長官

に関しては﹁諮般の弓勢を勘案し

施設、環境
﹁むつ﹂出港闇題を

石農相︑徳永運輸帽︑亀隅建設相︑

技術庁長冒のほか︑大平蔵椙︑禽

設

保育所、心身障害児者褐祉会館、舞∫福祉雄設、巾

及ぶ魔通しで︑とくに原子力の場

た発砥所をみてみると︑關発目標

臼から魔行予定の餓源

原発と︑ATR原型炉︑FBR醸
実源立地難打続へ⁝一政府は・
關発促進税法︑同特別会計法の両

今秋＋月

層程度をメド扁として判断される

用施投設置のための立地促逓対策

︑柏崎・刈羽の＋一

に対し四十六庫度八七％だったも
のが︑四＋七無口は蕊二％︑昨駕
市町村に︑施設の建設贈闘中︑通

を立地する立町桝およびその周辺

路など公共用施設整儲のため交付

度は四四％にすぎず︑とくに原子
力発電所は建設購舗ベースでみて

近く特別会計

れらに関する施設の規模︑原子力

金は︑今俸旧約百一飽円︑次駕度

する計画だ︒こんどの施行令でこ

発躍関運施設︑対象となる公共摺

以降平年度平均約三酉億円の税瞑

も四＋五薙の七基をピークとして
徐々に減少し︑昨鎌慶は一件もな

施設︵上図滲照︶など詳細が明ら

軍︒今回の施行令自依にも︑例え

の雁設は︑①通信施設②スポーツ

務大臣に提出しなければならな

漁骸市町村②その惣の整備負業に

っている︒近くこれらの詳縦を定 ばω補助ウラにも特別の入舎に限

をよりどころとした薪政策を

いといった状態︒このままだと早

かとなったが︑とくに公興精確設

など頭打ちも行なわれることにな

交付金は火力の場禽一KW当たり 法とともにいわゆる︐霞源開発三

晩︑騒力は購給が逼迫︑数年なら

をもとに︑立地促罷対策︑原子力

法の施行令も

ずして電力不足が深刻な聞題とな
には例えば動物國や植物園などと

断されるものも禽まれている︒こ

家たはレクリエーションに関する

い︒

いったケ1ス︒バイ・ケースで判 発電安全対策などへ振り聞けられ

第三条︵原子力発電と密接な関

設は出力一万KW︒

施設③理境衛生施設︵環境の汚染

地域整備法は︑こうした突儲を

ることは必歪だ︒

法第二条の原

の状況を八握するために必要な監

って交付金の使用が司能となって

逓を袴する施設︶

視︑測定︑試験または検蒼に関す

打開するキメ手として︑政府が全

子力発電と密接な関連を与する施

第一条︵発餓用施設の設躍篭︶

下﹁法﹂という︶第二条の政令で

設で︑政令て定めるものは︑①発

錆七条︵交付金の菱付限度額な

二項に規定する一回電気瑠粟餐︑

定める響は︑魔気購業法第二条第

者および動力炉・核轡料開発瑠業

る交付金は︑当該整備田田を実施

外の脅が実施する膿備事礎に係わ

関する施設⑧圃土保全施設㊨懲減

については交付し

試験検査施設②発電胴原子嫡に係

負難し法たは補助する異業の経費

団とする︒

︵三︶前璃各号に掲げる交付金の

ずる番に交付することができる︒

る研究の灘に供さ

二腎に擢げる鶏業

額はそれぞれ︑当該発電用施設の

商産業大負が定めるところにより

ない︒ただし︑第

法第二条で定める規模は︑次の通

れる原子炉︵β本

出力および建設費その他の陸圏を

⁝叢⁝﹄藤帰陣難載⁝

りとする︒①原子力発露施設まだ

のうちその経費に

狂礎として内閣総理大匿および通

給施設︵発電嗣施設で発佐する湿

により定められていないものの経

算定した額を限度とする︒

警備騰施蟹騙蕪旨醐

は火力発電施設は出力三十五万K 原子力研究所が設

対する国の負揖蕊

田または本気を利用するものに限

び通商産業大堕が整備計画に係わ

毅については︑内閣総理大臣およ

︵昭和四十九奪八月二十臼︶から

この政令は法の施行の日

る︶⑩農林水産業に係わる共同利

る発十二日設の設麗の円滑化に醸

付則

用旛設︑とする︒

都

第六条︵整備謝画の提出︶

施行する︒ただし︑第七条の規定

ｽに躍り︑交付金を交付するこ は同薙十月︸Bから施行する︒

U興機設

出荷旛設、市場、稚蚕飼台場

機林水痘業

醗遜、林道、かんがい排水施設、養負施設、共i司集

巡業振興 熟供給施設

準用面で弾力的措置をL
政府は十九日付回報で︑六月三日公布した発醒用施設周辺地城整備法の施行半田を八月二＋臼とす
るとともに︑同法施行令を告白した︒樋行令は整備法雁行に必要な発電用旛設の設二者および発魑用
施設の規換︑原子力発電関連施設のほか︑地域がつくる整簾剖画の対象となる公共用施設などについ
辺︶箭町村はそれぞれ整備計画を

交付金を受けようとする立地︵周

工一ノヨノ
に関する施

するため特に必要があると認める
︵岡条第九項において準用する場

道府堅知球は︑法蔵野面第一項

︵二︶交付金は︑①発鍛用臆設が

とができるQ

民会館、保養所、労働会館

病院、診療所、児童館、児藍遊醐地、老人ホーム、

社会馳駆施

保全

て定めたもので︑これにより政府は︑十月一田から施行予定の魔源開発促進税法︑同特別会計法とと

登111道、遊歩滋、展望施設、公園または緑地（解由
ノヨ

合は女川︑福畠第一︑同第一﹃浜

作成して孟務大臣に提出︑承認を

たはレクリ

して検討が進められた︒行政区画

もに︑今後の電源立地難打開へあらたに対応していくこととなった︒

レクリエー

薬業者から販売戯力懸千KW登豪 との関連上︑ 隣接 の線引きを

消施設

たは補助の剛合が他の法令の規定

は電力芳KW︑石炭を主たる燃 る︶⑧島速増殖炉の実験炉︵動燃
箏業朋が設置するものに篭る︶◎

法第三条第一項第二屠

繁四条︵工業集積度についての
の要件︶

の政令で定める要件は︑工業二毛

心することとする︒

る時は︑整備蝋画を通商産業大臣

命を禽む︶の承認を受けようとす

東京都中野区本町1−31−3TELO3（372）0141

社

本

社（驚気部）

本

スポーノま

国会で成立させたもの︒一般醗劇

線・無線の放送設癬1または電話設備、「1、難視聴解

源開発調整審識会で立地が決定し

整備琶十画対象施駿一覧

大恥に遅れている︒ちなみに︑電

設、静校給食共周調理崩、児童科学セノター

魚価安定対策などの描置も

極東貿易株式会社

東京都千代田区大手町2−2−1TELO3（270）7711
東京電気軍器株式会社

騒騒電子株式会社
大阪市東区本町4−29TELO6（252）3512

モニタ性能、安定性
互換性、使い易さで
御好評をいただいて
おります

衛ノ孟施設

関係閣僚懇談会で了解

店

特約

電源・マルチ、放射線

AEC−NlM規格放射線測定器

D−1 ○○ シリーズ

技術資料、力夕ロクは下記へ

甑瞼．

設

「むつ」の出力上昇試験

防災・環境

販療三遠、

福利・厚竺

教湾・文化
教禽・又化

小
例
の
設
施
類

般廃棄物処理施
都由公園、

序活環境

体育館、ブーμ、運動場、海小浴場、キャノフ嶋、
スボーノ・

ノ

小型船用の水減施設、本郭施設わよび係留施設、右
通仁常設

都道群県道、i11町材道、挫｝岸漁業用小規換漁港施設、
道路、港鴻、
父通・通｛口

分
中
類
分
人

W︒ただし︑地熱を利用するもの 潤するものに限

料とするもの︵沖縄県区域に設置
されるもの︑および燃桝とする石
炭の供絵が霊として船舶輸送によ
って行なわれるものを除く︶は出

れるもの︵地熱を除く︶は出力八

第五条︵公莫用の施設︶

法第

力十万KW︑沖縄県区域に設懸さ 度が八以上である帯町村の区域に

万KW︑動燃事榮団が設躍するも

のは出力＋五万KW②水力発醗施 四条第一項の政令で定める公共用

埠．
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｝

一

魑

…

聞

界胴の法制化
こ

濃縮容量不足が呼び旗こ

差異がない③再生プルトニウムの

になった︒醗力芸靴は差し当た

聞︶をもたないという異常事態

と︑他の供給源への切り替えな

分に今度のような闇題が起きる

といい︑蝉料サイクルの墓幹郡

媒抽出工程をへ

だが︑前段の溶

理についても園蒙の介入の必要

してきたホズマー識郵が︑再処

て︑かねがね濃縮公社環を推進

り︑隆理のための接触操作がで

結構だが︑そのために国の澱怪

醤えるだろうQ

ますますその必土性が大きいと

ら千ナSWU︵カイザーアウグス

堪力中央研究所、B本アイソトープ協会、東大工寧部・原子力研究施設、東北大≠・金楓材科研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線樋口総合研究所、蹴気通信研究所、㈱東京原子力産
業研究所、ライオン生物実験セ／ター

舅り渚桝r央区員縫円一5又イ捌艶艶電緬（572157融4。（573｝2（〕b4

鵜
難藤灘

無までの核馬料︵一次装荷および

羅駈各一基の一九八一無から八四

奮

璽と地城暖房へのシステム転換は

續ｪO〜九〇奪︶︑スイスか

フはすでに果から一万踏sWU

ディフ社に発注した︒ユーロディ

三民の銭費装筒︶周濃縮をユーロ

大気汚染の防止や改鎧などの点で

れる︒

年聞七二クローネの節約が冤込蕊

一︑主要三都市︵ストックホル
ム︑ゴッセンブルグ︑マルメ︶で

テム転換は︑八O隼までにスウェ ト原発用︶の濃縮を受注している

の原子力発餓による地域暖鍔シス

法︶の

が︑URENCO︵超還心分離

ダ︑西ドイツ︶に所属する国から

ーロディフが仏トリカスタンに建

受注したのは籾めて︒このためユ

生薩履は当初計画の九手ナSWU﹂

設するガス拡幣ラン難焉塑

・鵜根原子力発雌所、日立プラント㈱、東暴芝浦電気㈱原子力本部、三鋤｝げ力工業㈱、GE
・敦蟹および編島建設所、Wl｛ 簡浜建設所

明欝の作成や公聴会開催という規

という未確定験

噂するべきであるとしている︒同

蚕は一九山ハ九鋸に設置︑政鷹一原

子力界の代表など七人の聯門家で

構成されている︒今回の報儀秘
は︑玉響に外転されている議会の
原発建設謝画採蕾決定の揺蕩資桝
にされるという︒

翼翼委員会が報告叢で勧告して

ーデンの隼間全石油消蟹資の＋分

いる概要は次の通り︒

の一に相豪する年間約三頁ジの石

︵英︑オラン

一︑原子力発臨蕨は都市中心地

縮の節約を剛能にする︒

トロイカ
に建設されるべきである︒しかし

う︒いずれの場命も︑周辺奉径二

る模様だ︒このために必要な追加

から一万五額沙SWUに拡大され⁝

る︒

二露力会社RWE︵ラィニッシュ資金は約二十億湯と莞積られてい

︻パリ松本駐在凪︼西ドイツの

ユーロディフ社

西独の動電
力から受注

から惣髪二十鏡綴以上離れた地点

将来・技術の進歩と経験を績むこ
とにより半径五詩層までの地点に

もって行くことができるであろ

一三爵層内は非居倥地帯とする︒

一︑石油甑格がトン当たり百三
十一百照十クローネを超える覆り

はそれ以上の発話と地城暖房を兼

︵エネルギー・フェアーゾルグン

ど︑おのおの首万KW級原子力発

グ・シュワーベンAG︶はこのほ

ティエ︒ド・ブルターニュ︵AC

る協定を結んだ︒C鷺AとACB

B︶歓と商業用舶用蛸建造に関す
を議会に提雌後︑三十日以内
に議会がこの報告鞭を承認しない

霊

ッセン原子力覇故可能性調齎報告

変璽し︑またJCAEが ラスマこのほど︑アテリエ︒エ・シャン

フランス原子力庁︵CEA︶は

仏CEA

トリチテーツベルク︶とEVS
原子力船建造
で民間と協定

熱出力百万一穏二十万KW級また ・ベストフェーリシェス︒エレク
ねた金貸圏的原子力発電所の方が

一︑石摺だき発服から原子力発

コストは低廉である︒

米上院︑条件付

きで改訂承認
プライス・アンダーソン法

アトランチック社はまだ詳細を明

の親会社シャンティエ・ド・ル・

筋では︑これらの舶嗣炉は十万K

らかにしていないが︑パリの業界

の条項︑リビコフ識鷹の門公衆は
原子力覇故と同様︑特殊核物質の

場禽は︑改訂案は発効しない﹂と

略取による影響から保護されるこ

米上院は八月八﹇口︑原子力賠蟹

アンダーソン法︵七七葎七月三十

傑険を規定した現行のプライス・

力商船は六十五万少の大型タンカ

ーで一九八一年頃の引渡し︑コス

畿

W︑八万一十万馬力︑騒初の原挙

トは六億五千万藩程度とみてい

る︒しかし︑門各州に︑原子力発

一日まで有効︶の改訂︑十葎延長 とを保読する﹂との修正条項であ

課する権利を与える﹂とのシュワ

員会︵JCAE︶の改訂法案︵
電H
所向けに追触の保険適用条件を

を提案した上下両院原子力△口同委

・R︒一五三二三︶を一部膨正︑

なお︑ACB社はかねてから

る︒

イカー議墨案は否決された︒

なお︑改訂法案は上下両院の修

十年延長を五年に短縮するなど条

JCAE案のうち今回︑上院が
正相違点を調整するため︑JCAフランス・ダンケルク社︑ラ・シ

件付きで町決した︒

研究醗醐を逸めていた︒
る︒

E書典からなる合同会議に付され オタ被と協同で︑舶用炉に關ずる

（発蹴所一転）掲揚その他の鐵染除去、定期検査時の除染 サーヘイ、核燃盛装祷・父換作婁、
眠人被曝戦理、鴻染ム類のラノドリー、冷却取水溝の｛1耀f掃、廃棄物の運搬、変雌所・解職設備運
・嫉保孝、施設内の補助工嚇並びに冨繕業務、管理費域内除染および清掃、潮通区域酒掃
（研究施殴関係）腿放射線取扱実験無設r茎舌コンサルタント、施設の改造・解体、廃策施設整備、
機器の除染、各種麗棄物の処理、フィルターの父換、盛闘線蝋率・表面凸染率分布測定、空謝設
飾璽転保竹、管理区域内除染およびく育掃、酋遡≦域清掃、浄水管理
〔原子力関連主要褥意先
（発囎所関係〉日ポ轟轟力発電㈱薬室および東海発亀所、來京葉力㈱・編島発聡所、串園雄力㈱

ルトニウムを傑幻聴理劉る描圏は

認可されたら

外国との四十五基分の濃縮契約は

累を残した﹁条件づき﹂のまま︒

濃縮契約番上をリサイクルなしの

状態であるため︑向こう六〜九か

鉢巻について仮竃せざるを罎ない

ム︑ゴッセンプルグ︑マルメの電

れば︑今度は蝉料加工や再処理

り使用済み鰍料の貯蔵プールの

ど︑応急描蔽が手軽にはいきそ

らして一段にし

そうなら︑日本のような国では

性を強調している︒来国でさえ

きないことが困難の贋を加え︑

て行くという傾同は︑この辺で

発蹴と地域畷麗をコントロールするスウェ
ーデン・オゲスタ原子力発蹴所の捌衡蜜

十分講じうるiIなどの冤解を楽 制手続きを経る必嬰があるため︑
している︒また大規換な国財酸化

AECは今後軽水炉での混用駿化

物燃料の使周に備えて︑およそ一

年内に像障楢腰関係の方針を打ち

レイAEC婁興匿は︑現衡ガス物燃柵の使用に閲する焼則畷を公

出すことも示唆した︒

拡散三工場による綴縮容級が八O 示︑A鷺C規則のパート50および

使胴で︑その産難成熟期と予想さ
れる一九九〇銀までに全体で二一
毎代餉楽に不足するのに対処して

れにより天然資源消蟹に伴う環 廃棄灘度の引き上げと一部をプル
㎜
魔影響を少なくする︵一九九五年⁝トニウム・リサイクルの条件づき

訂することになるが︑現在

〇％のウラン所要騰を減らし︑そ

までの再生プルトニウム利罵によ一とすることで︑これまでの全濃縮

月内にはずべての椀制手続きを終

﹁端境期のウラン濃縮容醗不足をプルトニウム・リサイクル︵燃料としてウラン・プルトニウム混

倉酸化物を使うこと︶の綿入で補なう﹂1一︒先のD・レイ米国原子力委員会︵AEC︶婁員長の識る薩定職横エネルギーは石油百種．契約を消化する方斜を縁甲で明ら
会ウラン濃縮聴聞禽諦書で︑軽水炉へのプルトニウム︒リサイクルの試みが一躍脚光を浴びるように

力供給と地域暖房をかねた複愈饅

である︒

え︑澱終決定にもち込みたい慧晦

・リサイクルは認可されるべきで

スウェーデン工業省の原子力発

的原芋力発電所の建設を推進すべ

の能力が問題で︑その過稗で技

うにないことを癌賊させた︒阿

当薗の埋め△口わせは何とかなり

の放射能がかなりのレベルにな

たことから︑残存核分裂生成物

結局寓建しかないという結論に

きっぱり三舞すべきではあるま

／

彬または石炭二十鎌ノに匹敵︶④・かにした︒しかし︑プルトニウム

は︑畷境への無届のほか︑原子力
ある偏としている︒

地域暖房原発建設を

なった︒AEC規制スタッフはこれに併せ公衆の悪見を求めるため混合酸化物燃料の使周に関する環羅
糊 驚家記ージュからプ廉サイクルに関しては・蓋

プルトニウム・リサイクルは︑
発躍所運転の安全性に関して混禽

境照明欝璽を公示︑プルトニウム︒リサイクルの実用化に本腰を入れる姿勢を打ち出した︒

原子力発電の使用済み燃料を再処

部所郷甫立地調査鑓会は︑八月十

きであり︑これにより石油消蟹が

A契都市立地調査委が勧告

われていることから︑原子炉運転
二日︑五か年にわたる原子力発磁

抑制され節約につながると勧告し

藤明欝案ではさらに︑①大規模

米圏では過去十五年春ECが門口 力施設を守るために必要な傑隊措
の安全性に懸影響を及ぼすことは

とりまとめた報告轡をルーネ・ヨ

断の都市立地に関する調董結果を

酸化物燃料使用で起こりうる影

躍などについて苫前評価したも

や性能が一般に低灘縮ウラン燃料

ない②混合酸化物燃料の材料特性

理して取り出したプルトニウムを

の︒その縞累・採鉱・納錬・燃料

た︒しかし︑建設推進と圃階に︑

な論難利用を埋け盆うのに十分な

酸化物燃料について各種羽島試験

物質の湘工︑使用など核燃料サイ

ハンセン工凝相に提出した︒岡鍵

原子力発切所は︑都市中心地から

響︑盗難や散逸からプルトニウム

を実施︑民間のドレスデン︑ビッ

とほとんど同じであるため︑原子

盤会はこの報傷総の中で︑スウェ

を保護し︑サボタ1ジュから原子 研究と突証試験がこれ京でに行な

グ・ロック・ポイント︑サン・オ
クルの勝様的な騨境影響は︑混禽
炉安金の戦地から︑両型式の二葉

罪径二十詩層以上離れた地点に煕

の形で燃料に使おうという試み︒

ノフレなどの発慰炉でも試験的な
酸化物轡料の使馬で少なくなると

ーデンの憲嚢三都市ストックホル

再び低濃縮ウランと混ぜて酸化物

燃料照射が行なわれてきた︒

を使う冤電所の間にはっきりした

術上の問題が起きて来ないとも

不足を心配しているが︑万一ア

＝閥二71臼冒貼く儒＝翼一＝掩洞H朋く亀甲一町＝3窪聾心鯉く一＝＝一7㍉d同回リ㌧曹︻＝一一7

A聡Cが公示した環境粛明轡案 の見解をまとめ︑ 門プルトニウム
づ

限らない︒そのこと卒論轡する

ライド・ゼネラルの施設稼働が
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ように︑現にゼネラル・エレク

ているところに︑不蜜を大きく

晴闇がかかり︑供給源も限られ

をするにも臣額の資金がいり︑

うフン詰まり同様の事態さえ超

子力発電所自体もストップとい

トリック︵GE︶社の再処理工 遅れるようなことがあると︑原

ングなニュースが伝えられてい

場が稼働不能という︑ショッキ

する原困があるわけで︑米国な

失敗である︒か

そうだが︑田不のような他力添

ら︑貯蔵プ︑ルや再処理能刀の

んじんのフッ化

額の扇は一体どうなるのか︒

にしていた半乾式コンセプトの

GE往の失敗は︑同社が霞慢 どは照瑠利用の背禦があるか

こりかねない︒

その上にエジプト︑イスラエル

この再処理工場は当初のスケ

イランの原子力翫画への擾助︑

濃縮ウランの供給藻証など︑米

ジュールからすでに四母遅れ︑

工程︵後段︶に

プラントが完成してからでも占

の技術チームは再設謝と再建以

大きくしている︒

外に通がなく︑それには㎎鎌の

や政策がぽかされ︑必要な対策

これはコンセプトの良さ一i がおくれて懸崖海外依存になっ

の失敗とも醤えそうだ︒実績の

遜譲一iだけを追いすぎたため

舗

の発識による﹁十琿延長を五年に

部

力

原： 子

（一

簡崎蒼研究1痂≧、理化≠研究所・人和研究所、

（研究施殴関係）14本源子力研究所・東海・人洗

≧
ズ
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修正を加えた点は︑ネルソン議員
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塞社（陳亭力部1

ビル代行

株式会社

業
産

三

このシリーズでは世界の原子

国政將の政治的な大盤振舞いが

難しさ宿す燃料問題

る︒

が︑シリーズも終ろうというと

濃縮能力不足の不安をいっそう

ストップしたこと︒そのため日

本の二十七基分を含めて外国七

米国では今度の事態に対し

働できない︒それどころか岡往

奪半たっているが︑いまだに稼

闇題が飽きたの

この間題は︑プルトニウム︒

されるはずだが︑綴織ではこれ

十八基︑米国二十基︑臼計出力

からリサイクルの公聴金が開か

歳月と約一旦が前後の隠金を璽

は

はユーロディフ︵仏︶やウレン

時宙に浮いた︒ストップの理由

れるところ︒環境グループの介

民懲方式

コ雁センテック︵欧州三国︶に

するという結論を出レた︒その

至ったという︒

行くはずの注文がAECに殺到入も予想されるから︑予定通り

ため︑アライド︒ゼネラルの︸

はまだ立っていない︒また濃縮

来鎌からリサイクルできるメド

︵K・K︶

千五颪沙︵年聞︶プラントが完

工場も受注はいっぱいなので︑

したためというが︑欧州の濃縮

成する一；予定は七六年七月一

いか︒

1まで︑米国は再処理工臨︵民 あるまいが︑灘縮といい再処理

ある濁式法ならそういうことも

のネックを打開しようと︑各社

約九千万KW分の濃縮注文が一

米国 の 事 情 と 日 本 の 立 場

リサイクルが勒通に粟れば緩和

︵AEC︶が綴濃縮契約を一蹴

そのひとつは米原子力婁員会

纏えさせる環態でもある︒

子力利用のむずかしさを改めて

とが聡し当たりの原因だが︑原

それは転換の勢いが速すぎるこ

な問題が表面化してきている︒

ころで︑原子力のもついろいろ

力蓬蓬のすう勢を紹介してきた

4
がいっせいにリサイクルを始め
の膨張がその原因とみられる︒

要するに各圏の原子力発霰謝画
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髪

は︑既蒜の放射能諜振換えの原子

復酒

引続き︑科技庁を機構改革

力安全繰︑原子炉規制誤︑放射線

従来の一局十諜という組織から
子炉検査︑探安︑運転管理などを

安全課の三謙のほか︑新らたに原

の

は約八十名が予建されており︑こ

今團の機購豊山による新規工員

≦

！

〆

≦
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ノ〆
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﹁原子刀発電課畏﹂︒六月末 て儒頼性の同上を麟ることが大
⁝児玉勝臣氏の後を継いで企画調 瑠﹂︒ ﹁圏︑地方公共団体︑醗

W蛮か巖設籍までおよそ三＋ 力芸社が住民の僑頼を得ること
鞘人のスタッフを蒸する大玉構の が至要で︑羅力会社は些継なと
⁝主に︒﹁全体の餓源開発の中の ころまで注悪して実緬を横み上

州保安﹂に力がこもる︒

が原子刀保安行政は初めて﹂と

W原子刀の位躍づけに携って選た
⁝

二

多

〆二

き多ニニ

ノ四韻ニ

水炉を定魑させる施策の推進︑

多 ヨ〆多二多 ≧

！

妄

〆

♪セ

〆

ついて検討を加えていく方針と

属速炉につなぐ新型炉の醐入に

入あたりはソフト︒資源エネ

いう︒

庁関係では出形栄治餉鍵蜜︑井

エネ庁浦

上審議富ら浦和属校の嗣窓幹部

の一八︒昭和

が五人いるが︑その

二十九隼察大工学部魔気工学科

蕩クインテット

卒︑三十一舞岡大学院卒後通産

省入り︒公益肇業局受給課︑広

課︶︑葉務課︑開発課︑公益郭

嘆願産局︑施設課︵今の技術

業繰︑経企庁電源開雛窟︑公益

謙長を経て蝿職に︒この聞湿気

調謹謙長︑鴻益エネ庁ガス保安

禦三法の制定や料金改訂など電

気壌業体系の墓盤づくりに禰力

醤時代には騨写場刀騒動で反薄

的に取り組んだ︒京た電源開発

霞住民の攻撃の矢面に立たされ

趣味は隈蒼︵初段︶と錦鯉の

だ経験も︒

ノ

埼玉県出身︒

多ニヨ

︵K︒O︶

ミ

多ノきニニニ多

報告欝は︑軽水炉におけるプル

二

飼膏︒象庭は三江夫八と二男︒

二

舜蝉醸禽

ノ

醸母尊療

（塗布防水クロース入り）

からの機構孜革ではな

および原子力開発機関監理窟のほ

炉開発課︑技術振重三︑核燃料課

の機構改革が実施されれば︑現在

W選入開発から原勇を国民
の申あるいは産簗のゆに定懸さ
⁝せる時期にきている︒安金にっ

﹁安全確保とか核燃料サイクル

折しも集年度予騨要求晴期︒

Wいては十分確俣されてるとはいげる塾生を：・∴と添える︒
⁝え小さなトラブルの対応が対米
⁝依存をべ︑スにしていることは

W否めない︒佐属の不安を沼く原 部門の瑞二化の要講という原子
⁝因となるこうした姿勢からの脱 力行政ニーズの拡大が墓添的な
⁝郎が素望な葱味をもつ﹂1︒そ 植え方に﹂︒逓薩雀は機構を整

Wのためには是懇どの・ラブ 備兜註するための原子力部の新

3
多二

⁝ブルが皆の目の前で逐一解明さ 設や︑安全実題試験︑標準化︑
⁝れるべ選であり︑臼本の軽水炉
新立地方式の検討を通じての軽
W技術として巌業の中に定葱させ
二3！ニニ

トニウム・リサイクル︵薄利雨︶

ついて︑①米園原子力婁麗会︵へ

の試験謝画にふれだあと︑開発に

ニノケミシール（盤陀シール材〉

行政論

く︑むしろ原子力開発を今後加醒

纏織

するには︑こういつた形でしか効

果的にやれないといった
による機構改厳︒このため原

茅力曲金局は︑遺髪規制漿務の細

論

務厨だけを扱い︑政箭面などは原

料規制課︑騨三保陣描磁や癒察を
実施する多良搭麗課の三謙が新設
子力周が所欝ずることになる︒岡
じ﹁局﹂でも原子力局とは蕾干の

され︑六課で構成される︒

一方︑原子力局には︑現行の政

か︑地元対策︑懲懲蕊法の運用な
の百五十名と台せ︑科学技術庁の

格董があるようだ︒

どを行なう連絡調整誤︑原乎ヵ黒
原子力関係職贋は約一・充倍の二

策諜︑調査課︑圃際協力隈︑動力

鉱按の補佐を行ない︑いわば原子

は芸無葵施を薄塗に今後行政肌理

禦蕪蜂撰4ともいう 百三十名に増える︒科学技術庁

べき乱髪冑が新設されるが︑謙と

庁との折衝︑大毛省への予算蠣求

力婆員会の

しては八課構成︒とくに連絡調整

あ

二

米国のPU再
遜白蛇核燃研

利用で報告書

は︑このJFτ一2aによって非
円形断面トーラス載験装薩に関す
る凝礎データを得るため︑九月か

プルトニウム燃餅使用に関する環

EC︶が軽水炉での混合ウラン・

らプラズマ電流の確認︑ダイバー

遇産省の核燃料研究委曇︵委

境影響爾明鰹を作成中で︑公聴会

プラズマ断爾を涙滴型の葬円形に

員擾・三煽侵薦自大教授︶はこの

したこと②プラズマ中への不純物

莚織漿の輿験と評価に始族る各種

ほど﹁米語におけるプルトニウム

わが隅独自のアイディアを盛り

の実験に工手するが︑これらの研

断面核融命実験蝿躍JF？⁝2a
の混入を防止し︑翼空容器を保護

究成果を五十毎礎からスタートす

スの鰻終淡定に至るのは七五隼一

を経てパブリック・アクセプタン

するためにダイバータを緻込んだ

・リサイクルの実傭篇について調

こと︑が大きな工事︒装麗は豊楽

る予定の第二段踏核融台研究期雛
︵心腹竪覆︶が昨年七月︑田立製

が八月二十霞完成した︒この袋題

径六暫︑︑跨綴︑プラズマ灘径は百︑場

蕊夕風をまとめた︒調萱は他山四

は原研榮海研究所の核二葉研究室

面︵露方向﹀×百四tザ厨︵水 醗画における大型非円形断面トー

月頃と予想ざれる②垂葉閑は戴力

作所に発注式て齪窪したもので︑

ている︒

原子力開発﹂をテーマにとりあげ

表︑シンポシウムは門わが國土と

って十のグループから三十四の罷

二部携威︑前書では二田聞にわた

グループ別帳告とシンポジウムの

碁会を闘く︒今渡は︑竃例研究会

町の都道瞬興会館で昭和四十九無

る九月五︑六の両日︑昇華・平河

研究会︵大陶松次郎会揮︶は来だ

日本原子力産集会護の原子出力

都遍府漿会館で

年会開催へ

原産・原動研

明らかにした︒︻4菰に関雨龍嘉︼

済性の碁漆醗翌翌となる︑などを

それぞれ節約すると見猿られ︑経

％︑ウラン鉱石罎を二五〜三〇％

濃縮容羅の分離作製璽彼を約二八

会社の燃鴉駿を約︸五％︑ウラン
婁託していたもの︒

として日本エヌ・ユー・エス社に

十八感度海外核鰍料瑠心証悩調査

謙

のもの︒同研究所核融禽研究蜜で

タ付罪円形装麗としては世界巖初

騨︑

諜

4FT！2a叢鷹㊤と在来型トカマクとの比較

行きたいとしている︒

ラス試験装躍の面喰に結びつけて

込んだ醸本原子力研究所の涙凸形

核融合実験に新たな期待

JFT−2aが完成

あるが︑転語の改組はこうした皿の一つになりそう︒

に分けて行なうべきだとの葱兜が機構改雲華は︑鰐大寒折衝の焦点

﹁開発﹂と﹁規舗﹂の二つの組織れている来毎難字舞だけに︑この

原子力行政は︑来圏型のように⁝今鐸慶に引続いて緊縮編成といわ

パイプをつなげようというもの警憂を次期國会に上程する計画・

鷺地発しキメ細い行政の などのほか・馨術庁設縷改

に踏み切らせることになった︒

に安全部を設戯する方針を打ち出

二局十四課︵別引照︶に衣がえ

成のあおりで実現しなかった︒し

立地の円滑化を強力に進める に

の上から不司欠で︑灘発の推進と

は︑わが国のエネルギー安定確保

子力委風会策定の隣発鳳標の達成

に昭和六十黛六千万KWという原

く期待される偶勢となったQとく

りは大きく弘まり︑その開発が強

ネルギー購給の巾の原子力の役罰

かし︑昨秋の石油危機によってエ

魏購髪甥騨魏二物騰星群囎鑛霧麗諮鰍

したが︑総舗饗抑制型緊縮予算編

機構改革の一つとして原子力周内

科学技術庁は昨庫八月︑間庁の

藏雀への予騨要求などを朽なうとともに︑科学技術庁股弘法改正魔を次の圏会に上程する︒

的な安全行政を行なう体制づくりが国的︒科学為術庁は来駕慶実旛を囲塗に行政箇鰹庁との折衝︑大

加が予想される漂子炉の安全審資など︑安全確保のための規制業覇を効率的に処理し︑強力かつ効集

子力蜜金局﹂を新設する醸子力局の大呂な機構改革を行なう方針を決めた︒これは今後︑飛躍附な増

科学技術庁はこのほど︑現行の原子力局を二分翻し︑原子力の安金規制購務を黙従的に取汲う﹁原

次国会に改正法案を提出

安全規綱行政に専従

幽．

三

土
産

力
は︑これまでの行政体制では十分
でなく︑安全性に対して国が顕任

原子力安全局

安全

をもってあたる以上︑機構的にも

ではなく

明確に す べ き だ ︒ こ の た め
部

できるという︒縁日や夜店の風船

︵吉川秀夫︒原研︶

ウレタン樹脂

エポキシ樹脂

宏

平万向︶と小型ながら︑ダイバー

飛び︑それが何ともいえず︑大人

彼はその特許を貿って︑全国の

いのが何ともしゃくの種らしい︒

子供の頃の夢を今の子供達にも

った︒

ところで簸近彼は︑﹁慮働シー

という彼の思いと︑難燃会社の営

ム風船﹂という外 業政策が混然と翼の属さがりに風

ル機構つきヘリウ
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ってくれよ︑そんなに風船を売っ

ったら︑将来原子力で使うべきヘ

てヘリウム・ガスを浪髄してしま

船のようにふくれ上る︒しかし待

のである︒要ずるに︑プラスチッ

第では護ってもらえそうだという

国蒋群をみつけ︑

そうか︑それなら核融合炉だろ

相季方に照会したところ・条件次

う︒それだってヘリウム︒ガスを

リウムがなくなってしまうではな

のヘリウム資源の状況および︑原

いか・とんでもない︒その謝画は

子力の発展とヘリウム購要箸につ

ク製のシーリング・バルブとノズ

あきらめろよと︑今度は翼剣なア

冷却材に矯いる方式が考えられる

ルをとりつけた風船とヘリウム・

いて簡単な知識を話して聞か せ

ボンベのことであって︑5秒に一

だ︒そして最後にこれからヘリウ

しかし彼が闘きたかったのは隙

から︒

ム・ガスの輸入にとりかかるには

ドバイスをしたときは︑鰍驕けす
だった︒少蕉階代︑儘州の山並み

売りの自鋤化といったものを思え

でに切れていた︒

Fの語でななく︑何と風船の話 個の翻で風船をふくらますことが

という無料のコンサルテーション

に鐘臼夕刻になると纂白い風船が

あまりにも困難な状況が多すぎる

までつけ加えておいた︒
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壁断接着強度173kg／c婬

ください。

二／ケミコート（防鈷、防塵、塗科）

ニッケミライトGMMI法

エポニソケEM（剛酸モルタル〉

母禽

エポニノケGL（耐酸ライニング）

二業

惑

ノ

・

纏・・

ニソケミ防水

硫酸70％塩酸30％
力性ソーダ50％耐寒性一50℃
耐熱温度150℃
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①プラズマの安定性を筒めるため

ところが彼はその脳に隈って反

になった彼の心にしみついていた

新設が緊要だ︑との翻弄が昨庫に

数日前の
応がにぶい︒いつもだとこちらが

ばよさそうだ︒

響い儘さが

ヘリウム・ガス冷却鷹速増殖炉と

大懸に亮りまくろうかという計画

都甫の街かどに・風船販売圏勤ス

いう型も著えら3価

が︑解く低く見える町や材をその

というのである︒何の目的で飛ば

の動筒について闘きたいという︒

ると当方は筈え風船

らしい︒ただヘリウムの燈段が高

ひと雷しゃべると︑十ぐらいの質

てっきり将来のヘリウム禰要の増

る︒﹁芋供の頃の

風船と共に慰い出しているらしか

りのこと︑

﹁夢みたいな詣だが・﹂それな

穴を見込んで︑外国から輸入でも

夢なんだよ・﹂

ら拶の原子炉というのがあって︑

い︑滲考になるかも知れない世界

する計画をもっているものと 思

けてきて︑ヘリウム・ガスの帯鵬

が餓器をか

タンドを設置し︑ヘリウム風船を
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通産噛の核燃料研究婁戯会は昨奪†一月からプルトニウムの
催予蜜のプルトニウム・リサイクルに関する法嬢制定公聴芸の

ることもあって︑加工品蓄や再鰻

送がほとんど液網で行なわれてい

確な規竃はないが︑商簾炉での韓

月でサンオノフレー弩炉へのプル

きがかたずけばスタート後軍煕か

どがそれで︑岡祉では許認司手続

はすでに完了したとみている︶な

化物心月楽設誹の小脳︵同社で

灘無議鑛墾プルトニウム6サイクルの誘困
一

している︒﹁液網は漏れ易い﹂な

理副管は〜般的にこの変翼に反対

⁝

のほか︑必要なプルトニウムを摘

とし︑燃料価値は個汝炉心で決定

る︒ヤンキーアトミック︑ノース

葬塾

コンソリデーティッドエジソンの

ュークパワー︑フロリダパワー︑

イーストユーティリティーズ︑デ

AECの一般承認がないという点

出する再一月工場の容羅が足りな

各社計画の︸例をみてみると︑

いという点に集約されそう︒

まず南カリフォルニア電力はサン
オノフレ炉を運転中のほか他に四

申性子得利周ではパイオニアにな

基を謝画中で︑プルトニウムの熱

ろうとしている︒燃料コスト低威︑

エネルギー源節約で螢要と著えて
いるからで︑将来に備えた炉心性

について検討中だ︒とくにノース

動の墨壷や燃料の錘．篭耳もプルよウム・・サイクル
上の間題解決など擁傭も着々と遮

一九八一鑓運開予定のミルストン

イーストユーティリティーズでは
ニ︑三毎炉の状態がはっきりする

ニウム︒リサイクル用に設計する

三弩炉ぽか翫画申の二基もプルト

行中だ︒﹁控訴中のサンオノフレ

ま

り

︿

とな

翻
までプルトニウム・リサイクルに

も︑一般許認可上の問題などから

計画だが︑こうした各歓はいずれ

ついて何の計画も発表するつもり
はない﹂としているようだ︒が︑

かの確約はせず︑決定を引き延ば

一撮炉でできるだけ多くの経験を それらが解決するまではどうする

したりしている︒
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︷として指摘している︒

失の正確な横知手段が象だ確立し

加工工堀では計鍛管理が問題︑紛

が︶理に制御擬を原子蝉解に追加

本ステップも給んでいる︒混舎重

得る生類で︑すでにそのための基

ストソクセールスを採用致しました。

買継が出るまでは本格実晒は困難な様子︒同賭に︑粗糠で指摘

くに冨処理蟹業における環境保全や成型蝿頭における安全性確

することも含まれている︒徽力書

ORT君C社製品をより〜偲使いやすく考えていただくために

総臼的な利用︑主ζして軽水炉への利用︑腐逮髄殖炉への盛期

保の問題は多璽サイクルの轟轟をもヤ分に袴凝して検討する必

ビッグロックポイント炉に雲離酸

化物燃料照射スペースを設けたほ

リセード炉などから出てくるプル

加させたりしている︒建設中のパ

か︑EE王計画に技術蓄多数を参
▽燃籾加工許響被曝制限の改

造契約を締繕済みのほか︑再処理

画で︑すでにメーカーとの燃料製

トニウムも全てリサイクルする計

訂︑多璽サイクル・プルトニウム
の取扱いと加工の二つの点が問題

の薦動化が必要となろう︑職業人

だが︑とくに後者に関しては設備

式貯藏も考慮している︒米園で最

能力不足に備え使用済み燃料の湿

も大規模に原子力発躍開発を計画

被曝での産業界の獄触は﹁より厳

十分の一とした兇解のほか︑幽門

ソン社︑同社はこれまでプルトニ

しているのがコモンウエルスエジ

しく﹂ということで︑現行基準の

家の中には縄放射性位子だから十

ウムを売却してきたが︑もしプル

の五平簸ぐらい下げるべきだと賑
えている向きもある︒燃料腰越で

トニウムの市場価格が燃料として

たり五〜七がであると露ってい

されるべきだが︑この幅は一鰐墨

のプルトニウムの価値より下なら

は︑大規換なプルトニウム加工施

▽萬処運環境への影響と葛放
でこれらをカバーしているが︑プ
射性廃棄物処理および︑プルトニ
ルトニウムは例えそれが少騒であ
っても体内に摂取された場命には ウム・リサイクルが商業ベースで

ニウムの商健勝網が正武かつわか である︒しかし反響で︑公聴会以

蔽を施した貯蔵蕨および検査所お

の装碕を特例としてそれぞれ認食

舗の蹴場からすれば︑主な隔轡は

リサイクルを開始する用筆がある

可能となるに十分な容黒といった

極めて有冨だということだQこの

ルする︑しないに関係なく解決す

に前上はプルトニウムをリサイ〃

ためAECは鍛近︑門プルトニウ二つの大きな問題があるが︑とく
ム輸送は二藍に限るという規制を

♂

再処理容量の

不足も障害
強力会社の野画
原子力発電所を運転もしくは建

グロックポイント炉のプルトニウ

り易い方法で堤出されないと︑そ

ント炉へのプルト⊃ウム燃料遡加

するのではないか︑との予想もな

への聡EI実謹下燃料集台体五本 帯︑さらには︵PWRの場含だ同社は二︑三弩炉の建設に兜立ち

されている・

（株）第二精工含はこのたび米国ORTEC社製品の日本国内販

されだ散逸防止などは同様にわが国における問題でもあり︑と

を矯めているが︑このほど︑これら調董槻討の一環ともなる岡

題となるのはプルトニウムを縫用

クルでの最終生産︑輸送︑加工工
場での跡目と加工に最大の注慧を
嚢する︒盗難やハイジャックが趨

な限り︑プルトニウムをリサイク

設中の電力会社はいずれも︑可能

されるまで︵一九九Q隼あるいは

こる二一性もある︒再処理工場や

レポートを門訴する必要がある︑

それ以後︶プルトニウムの下場は

ルする計画だ︒爾速猶殖炉が開発

といった内容の発表を行なった︒

て長期貯蔵するのも非常に高くつ
くというのがその理由で︑このた

見当たらないだろうし︑かといっ

聴盆が済むまでは簡翼的プルトニ

め建設中もしくは計画段階のプラ

聴会が開かれる予竃だが︑この公

困難な問題となることが︑米AE ウム・リサイクルは認司できな

今箪宋にはこのことと関試した公

Cにとって明白となった︒プルト い︑というのがAECの公評兇解ントをもつ聡当会祉はプルトニウ

ム酸化物燃料蕪荷を脂正し︑高速

の慶ことに何度も議論されること

ム・リサイクル燃料に関する特別

増殖炉の開発を鯵止させようとし

雨軽水炉でのプルトニウム・リサ

になろう︒そこでAECは︑商灘装碕︑クォードシティ1ズ一署炉 よび︑多蟹サイクル燃料の水油縫

さらにまた続航への影響に関する

繭にもAECがビッグロックポイな確備を逸めている︒これには遮
た︒彼らが関心を塾せているのは

イクルの場合︑國瞭環擁保護法に

どちらの場舎も︑プルトニウムの
生塵および利用という点で︑論畢

従って主要な

邦方針を制定し︑

の対象にしているのはプルトニウ
20ムの
1灘
0姓︑額故躊に贋境へ飛散し

売およびエンジニアリングサービスをはじめました。

のだめの備蓄︑研究隔発への利用の三点を中心とした調査検酎

目璽歎による﹁米團の爽悩乱蛋報告籔﹂がとりまとめられだ︒

どというのがAECの見解だが︑ トニウム燃料嚢荷が可能と考えて
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いる︒

是などとくに再処理工場では難し

ていないこともあるが︑誤差の判

6，0go

した。

使いやす

保障措置など
に大きな比重

コンシューマーズパワi祉はプ
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を漉しており︑紛末だと聯故の際

業界は作鑑工樫︵変換︶繕に難色
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もので︑これによると︑米消産築界ではとくに軽水炉への利用
い問題となろう︒
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げ概腰を紹介する︒なお︑同蚤照会は米国の玉城調査に引き続

に飛散写る司能性が大きいことな
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▽輸送紛失や盗難と︑環境へ

業規模で実用化されるまでに解決
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き︑四十九年度調査研究の一環として﹁欧州諸国における実両

ども指摘されている︒A8Cの規発に支持する財力会社の一つで︑
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は︑簸近深刻の度会を深めてきだ環境保全の点から﹁残されだ
調糞一にも当たる餅画だ︒

としているが︑加工藁者らはこれ

則では﹁武装した纒送を蟹する﹂

礫袈イ謝

に難琶を示している︒

しておかなければならない童要な のプルトニウムもしくは有陽物盟
問題貞は電力会祉︑メーカー︑A の散乱防止といった二つの問題が
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ECの担当轡聞で鷺えがほぼ一致 ある︒特殊捗物質輸送に関しては
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昨犀暮にAECが発表した新基準設が不疑していることも問題だ︒
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している︒その中で最も囚簸なも
のは保陳措縢の物霰籔理と輸送に
関する安全灯の円陣だ︒法制化す
るに当たっての公恥会は主として
プルトニウム利用に対する公衆の
反訴に対処したものだが︑諸闇題
べ
解決薬への公衆の理解は癒要な痩

蔵しようとリサイクルしょうと︑

▽俣障描画プルトニウムを貯

累である︒

としてのプルトニウムの潜在価値

促購描躍の間題は律卜する．一飛

Q9，000
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未解決の問題を解溺することが先決﹂と考えており︑今年末開

定はできないというのが︑公式兇

通産省・核燃研が﹁米国版﹂調査報告書
用技術はまだ開発されていない︒

さて︑プルトニウム熱中駐子炉

解となっている︒

利用の誘闘だが︑釜添筆には撚料

ところで︑プルトニウム・リサ
イクルについては①毒性が高い②

する可能性がある⑬核兵器のよう
にあるわけで︑このため︑大部分

や紛失の可能性は貯蔵中の方が大

きいという懸兇もあるが︑一方で
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りのプルトニウムは米国内の熱中
性子炉でリサイクルするのが最も

輸送もしくは操作中の黙故で飛散

な諜命法な使い方をされる危険性
の出力会社はリサイクルを仮定し

米AECの計画によると︑爾速

適当だ︒

がある一〜などとして︑原子カエ

た発四所の経済性念達を行なって
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中性子炉利用
蔵燈と誘因
増殖炉は一九八五焦まで︑四六軽

ネルギー反対派から反対されてき

積潔灘錫務響
億は複雑だが︑将来の問題をも含灘
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けるプルトニウム・リサイクルの

社の警えはほぼ州致しており︑①

済み燃料から團嬉した後︑新燃料

た場台の生物への影辮さらには︑

プルトニウムを非倉法に再認にし

AECの態度 よって︑プルトニウムの商業利用
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米国事務所に

備艇が二度︑三度と漁船団につつ

便用壌業所やその関係業騨繍体自

よる規制行政の強化のほか︑RI
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らも駈詰︑遠近の海外動向の騨価

た︒

条杓の批准闇顯について甜議し

の諸憾勢を検討するとともに︑圃
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どのメーカー︑非破壊検査利用な
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翠蓋対簾の充実や管理体制の強化
げ
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地元の反対で原子炉出力テスト

で︑頽強な実力阻止を続けていた
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反紺碧の漁船が避難したことに助
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出航させたい

は午後︸饗すぎ

民間に安全強化要請
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横浜町︑むつ市の各漁協︑軍内町
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ほた
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証明
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体制や安全対籏の総点横を得なう

日付で金国R工壌仏所に薄し籔理

よう指示した︒この総点横の圓警

開かれる三十日までに報告盤と放

は現在郷計︑分書中で︑懇談会が
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原産代表に

で特別諮閣会議で検討が蕾められ

ことになった︒一本松氏はIAE国となる︒活動報告では︑これま

てきた﹇軽水炉安全募壁作成﹂作

かれるが︑民間懸拡では世界でた

A科学諮問番宴会婁展でもあり︑

業の糖藥などが報告︑試案が禾さ

﹃本松氏
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蓋置にさきがけ開かれる同倭麟会
は同総会に一本松珠磯子会長︵原

㌦

〜AEA総会では新加盟閣の承れるものとみられている︒

圏際原子力機関︵τAEへ︶の えられている日豊原子力産山会議

．蟷

泌

が議麗に予定されている︒瓢規泌

擬戦金および任沓石出金闇懸など

δ

1ヨ立裂粧1解

「

義量〜i瞬

ノ、｝茂（203）5781φ

」

ドを掲げ︑大漁旗をなびかせた三
ズサンな蟹理や取扱いによって
非破壊検査会社︑病院︑大学︑研
究所で放射線被曝︑線源の紛失や

が︑科学枝術庁は八月三十臼に民

盗難などの不禅摺が多発している

間の各関係秘体を岡庁に警め︑
﹁放射線纏密防止懇談会﹂を開い

て廟霊的な放射線取扱いの安全頬

蔑問における簑全幅鋤の推進を強

策の充実と︑籔理依制の強化など

く要請することにした︒

今無の習に多発した二尉線被曝

子力発手毬の立地難︑分析研問

恥故や線源紛失購件は︑嶺蒔︑原

題︑原子力船﹁むつ扁の立従生な
どで悩む科学庁に頭痛のタネを一

つ増やしたが︑同時に全国約ヨ千

という実蟹を浮き

蝋

壌

ぐ劇議
︒懸

盟ではモーリシャス︑北餓鮮颪岡
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種多様な安全装置や廃葉物処理設備など、力全の配慮がなされた原ジ力発電所

繋羅欝，

る。

きれいな電気を きれいにつく

＼

出港陽止に出た反対派漁民
森戯畏富

三百か所のR王使用購適評に対し 第十八園通常総会が来たる九月十
放射線横査窟が十四名という立入

不在

り検査も豪豪ならない放射線安金
行政の

彫りにした︒すでに行政籔理庁か

匙簿

誠験海城で漂流しながら出力試

ぐ 掌義
き隷
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ら﹁細り角﹂に来たことを指摘さ

一本松劃会盟

／

Q

醐

セ
軌ψ

世

影
二

れていた儀容線規制だったが︑購

溝

陰繍離痴興凝
診

深夜出港する﹁むつ﹂

蹴

鍵

嘆慰

錘…薔奥磐ミ5895欝
6121｛｛七｝
電言舌（591

棄京都港区新橋1丁目1番13号（棄電1臼館内｝

議
△
瓢

産
力

子
原

発行所
昭和3絢3月12R第一種郵便物認可

ヤ

聞

土
産

力

原

蕪
原発の危険度は極小
原子炉事故の確率を評価
米国隔子力蚕員会︵AEC︶は八月二十日︑﹁千国の商用原子刀発電所における聯故危険度の評価

ラスマッセン調壷報告驚
︑原子炉肇故の

草渠を発表︑十一月︸臓を期限に一般のコメントに
非常に小さく

た︒

度を嗣想定しなければならなかっ

さらされている非原子力冠険度と
比較することであり︑今國公表さ

出物︑ダム決壌︑飛行機堺落・地

一︑火襲︑爆発︑荷魔な化学排

より︑

④哲基の原子炉が種逸することに

なわち一千七頁年に一醗であろう

縦に診断しうる彫糟を及ぼし︑す

トを求め︑鼓終案を作成していだ

期限に難賢に対する一般のコメン

到を明らかにし⊃⁝月二十κ口を

し︑八四年には完金に撤廃する方

描置を一九ヒ七年から順次綬堕

る︒へECは昨年十一月この禁止

るちのとみられる︒

EC︑関連産鑑界の代表が証霜す

会を開くことを予定しており︑A

いて無月十ヒ︑十八の爾Bに聴聞

いとられた全学︒

商業段階に雛
臨ドイツの加圧水型原芋炉︵P

ｵ〇％が航盛機轍洪︒窒輸製品

厩

瀞・

ら

無∵

畷

欝縫旺

織．

④API褒示認可工場（600，6A6D）

JCAEは︑AECの提薬につ

た︑海上立地というこれまでと異

機関からのコメントに付した︒豪

なった状況下の建設︑運転闘を対

象とした第二の覆境顧明欝坤案も

るという︒

WR︶算術を縫馨してソ連に原了 近く公布され︑コメントに付され

米WH︑相次

ぐPWR受注

米のUN社

販売で成約

ウラン精鉱

のとみられている︒

年︒受注総額は一倦がを上回るも

冶康で︑運開予定は八三︑八四

アナ州マシソン近郊のオハイオ州

ご塁を受注した︒敷地はインディ

KW・麓水型攣炉︵沿WR︶

ンディアナ視から出力三酉十五万

のほどパブリック・サービス︒イ

定一九八二︑八竃隼︶に続き︑こ

R︑出力各葭十二万KW︑運開予

原子力発際三︑饗機︵PW

ア電力のアルビン︒W︒ボグトル

H︶社け︑兜月受注したショージ

澗のウエスチングハウス︵W
ニオン︵KWU︶︑BBR︵バ米ブ
コック︒ブラウン・ホベリ︶の両

役から唱力百三＋万KW原子炉一

の重力会社と貝体的な電力の販売

て交渉するという︒

および価格︑送鱈線の敷設につい

環境声明書案を

来園のユナイテッド・ニュ1ク

リア社はこのぼど︑三内の二間と

姓物質の出荷が行なわれたが︑そ

の旅腐機輸洪を禁丘する︑などの︸なお旅癬鱒輸溢の禁止対隻にはイ

醗超低温LNG・パイプライン

もの︒

震︑暴風甫など非原子力箏故が起
の確率は西万園に一圃であり︑こ

ント︑クーパー︑オイスター・ク

桐

い︒

きる可能性は多いし︑原子力独故

て一千人の毒煙を礁じる確革に梱

れは︑限石が人口醐曲地に落下し

千人の死者を鑑じる壌故

と匙敵しうる結果︑あるいはそれ

外部に与える賞産損伽は杓十万賭

独ソ山父渉が期緬

以上の大きな結果を引き趨こす︒

籍する⑤年聞一万七千プラントに

小さなものであるか︑放樹戦闘染

れた﹁WASH一⁝四〇〇﹂の定 一︑社禽がすでにさらされてい
礎結論は︑原子力発電朔の潜在事
が受ける功勲の約一万侶ぐらいの

る非原子力串故は︑原子力発個所

を髭じないものであり︑プラント

ぐらいであろう⑥⁝億がの損密を

両国交渉が︑このほど藺巣段階に

また︑定鷺化された原子炉壌故

生じる購故は︑首塁の原子炉が稼

の確縞を法体的な数寧でみてみる

一つの醸灘をもつ炉心溶融講故は

故による公衆への冠険麗は墨舘に
損欝を人々に与えるであろう︒

小さい︑としている◎

調査の結論の大要は次の入り︒

と︑①原子炉周辺の住民が原子炉

入ったと伝えられている︒ソ運は

自発斜里を建設しようという独ソ

り大きいということはない︒多く

働している場盆で︑五筥毎に一驚

子力賑償法などともからみ︑三界

すでに西独のクラフトベルク・ユ

箏故により死亡する確証は三二圃

原子炉・難に﹁回︒闘基の原子炉

ラスマッセン調査は︑今後・原

一圓損矯を生じる確選に旧勒する がとり﹂げられているQ

の場台において︑一九五七年に公

プルックヘプン報告

の浜道性とみられる一などの点

いわゆる

表された﹁WAsHI七四〇﹂︑
に一園で︑これは一借翫千万団に

に基づく危険度量価の壷漿と比べ

鐙が暫し蔓欝でない鐵②炉露塵嵩の墾墜万七千

に原子力発電筋を建設する兜聡り

この原発謝画は西ドイツがソ連

シアムが融賢を検討している︒

ツ鰻行を中心とした鰻行コンソー

われ︑建設費金については︑ドイ

轤ﾇのようなコメントが出され 基の入札潜を受けとっているとい
ｩ︑その反魯が注目される︒

いる︒

ウラン輸入禁止緩
和を叢懇筑に提案

米の灘上原発計画で

コメントに付す

間鞠酉万曜の劇愈でウラン燐鉱を

ると︑一九七六〜七八蕉の聞に矩

8︶供給契約を縞んだ︒契絢によ

棚当︶のウラン繕鉱︵U30

来国原子力婁農会︵へEC︶は 三召芳曙︵契約範格は四千覧十芳
下両院漂子力合同委員会︵JCへ このほと︑オフショア・パワー・

措鷹を緩狛するための改訂案を上

このほど︑外国産ウラン巨人禁比

米岡原子力委磯会︵AEC︶は

米AEC

殺すること斎弩織しており︑西独

ており︑保守連禽政権時代に旗約・1︵炭化水桑公社︶の申し出i1 供絵するというもの︒ソ連は︑磁
力供給によリプラント附設費を相

済みの毅曹ウヲ契約分四千ざ％側妻得一も保留してお

いう︒しかし︑コスト増や国際通

りーク︑フィッツバトリク︑バーノっているサン・オノフレー弩︑ラク

の黙黙簾難無点繋馨薦㌦縣黒蟻噸フ．ソオグーフ

臨圧ガス設備試験製遣認定購簗所（認定晦217）

☆

︵WASHi一四〇〇︶﹂と題する原子炉安全性の二旧聞にわたる独盧の調査箔果をとりまとめた帳⁝︑潜在原子炉窺故の結果がよ
告轡躍案︑いわゆる
付した︒岡報告欝単案は︑原子力発電に関係する公衆への危険度は
確羅は多くの形式の非原子力珊故による同様の結累よりもさらに小さい︑との結論を下している︒な

では約五十基の原子力発難所が稼

用している︒つまり︑現在︑来圃

お︑同報告轡の韻終寛解は︸般のコメントを受けた後︑数か月以内に公表される予定である︒

今回の原子炉安全性調査は︑現

瓢故は菖七十五奪雛に生じうるも

が稼働することにより︑こうした

一︑賑子炉裏故の確率は︑同嫌

のとみられる⑬こうした炉心浴融

今回の調査気嚢はさらに小さい︒

な結果を生じるとみられる多くの

饗故は︑幸圃のうち一磁のみか鰹

調査の霊な騒的は︑原子炉旧故
危険度の実際的な想定を作成し︑

葬原子力繁故よりもさらに小さ

働しているが︑原子炉壌故を引き

在便照されている大型商嗣発電炉
︵軽水蝉︶における潜在的蟹故の

中に禽まれるとみられる公衆危険
趨こした例がないため︑これら現

社象およびその構成員がすでに

七六奪一月にはウランの法長生飛⁝ジャー・ウラン解織の開発に上本

璽産を中止したクィーンズランド

今回の増資分は︑一九六三蕉に 苦四雰を画筆で輸出すると⁝り・認酊の詫はないとみられて

切ったもの︒

請を退け︑政將の薩擾介入に踏み

擢の拡大を織るため︑CRAの繭を開始することができるものとみ⁝参塘を甲んでいるイタリアのEN に︑ソ趣が西ドイツにその霞力を

鉱山におけるオーストラリア所衙

代的な解折技術を照いて公衆山険

民間企業の株取得を

度を想定するため︑AECの委託
を受けたマサチューセッツ工科大

学教授のノーマン・C・ラスマッ
セン博士を長とする約六十人の科
学者と工学畜︑それに多数の特別

ストメンツ社が三五％をそれぞれ

一％︑またキャサリーン︒インベ

ウランの国家管理へ

オーストラリアのコナー鉱物︒

簸の凝ナー
大蓮が著明

月から調葦に当たっていたもの︒
エネルギー相はこのほど︑メリー

ッフ・グループが︑一九七二年九

コンサルタントからなる捜術スタ

全十四巻一基礎報告欝︑技 術

増資額は三千万漉︵米︶程度とい

ペコウォルセント・EZ社のレン

式の引き取りを串請していた︒し

交渉されることになる見込みだ︒

られるため︑鍋蓋の契掬簡格は再

州のメリi・キャサリーン鉱床再 貨レートの変更などが考懸に入れ

開株
発に亮当されるものとみられ︑
KU︶社の増資株武を取得する葱 峯 初 ︑ C R A が M K U 社 の 増 資

︒キャサリーン︒ウラニウム︵M出資しているウラン聞発象社で︑

及ぶ報告盤などこの調査結果は︑
向を表明︑政府が民賜ウラン会社

付属盟︑要約一︑鑑千三百づ に

約三百万メの澱用を投じ︑ワシン

出資のメドがついたことにより︑

で十月二十日︑畏期問のもので来

が必要と認められ︑獅期間のもの

原子力発醒岩礁設謝画に閲する環

E︶に提出した︒理行のウラン輸 システムズ社が捉透している目上
年四月四日までに砥撰された︒た

境愛育潜虜漿を公布︑九月十六田

入禁止措置では︑来三内の原子炉

が︑運転概念における新しい分析

だし︑これら七宝については饗前

妻
の対象になるとみられる四十八墾

は昨隼十二月に発嚢され︑新基準

われている︒MKU社筋は︑政府 一方︑オーストラリア政府は︑

米AEC

かし︑オーストラリア政府は資源

⁝

の墨体的な圃家蟹理に粟り出した

は︑英国のリオティント︒ジンク

トンにあるデーター・センターの

摺

ものと注冒されている︒MKU祉ナショナリズムの観点からウラン

率を定義し︑定騒化するため

資料を墨に潜在瑠故とその発生確

︵R？Z︶社の巌州子会社である
コンジンク・リオティント・オブ

・オーストラリア︵CRA︶が五

モデルと手続きの開発に関する甜

また︑AECが七一庫六月に採産ウランの賃濃縮を二四してい

にAECの予備評緬が誤される︒ で使明することを目的とした外国

もしくは轟轟を俣つことにより︑

線レベルを︑指定績荷区域の使用

AECは︑FAAと運輸省と三

間で︑過芸一奪四か月にわたり現
巌捲標﹂の牽TJを三TIに変

るための調査を実施してきたが︑

駕機輸洪を規定したFAA規制の顔︒一丁1錆谷器裏面から三㍑の 行燭躍の適切陸や実効件を検討す

邦航空局︶に対し放射件物聡の旅

位莞累という︒

⁝翫津軽籔鰐動纏競麟擁纏騒
米AεCがFAAに

放射性物質空輸
規則の改訂勧告

用したECCS垂雪指針が適用さ
ック・ポイント︑サン・オノフレ

れるドレスデン一町︑ビッグ・ロ

ー号︑ラクロッス︑インディアン

・ポイソトー弩の旧プラント五纂

を期限に一般公衆︑運邦rよび州 引き渡すという︒

ECに提出するよう命じられてい

鐸コードをさる八月五臼までにA

たもの◎

四十八纂のうち士r幕について
は︑遡転蓄が新基雌に従ってコー

薔はコード提出の鍛終期限無畏を

ドを提出したが︑三十丑基の運転

日︑同十月一瞬︑七五年十一月一

制スタッフはこのほどFAへ︵運 の一以下に制駁する︵錯行の﹁運

謹
成勇婁︵AEC噸の肇響係る鞍覆暴の三分
A聡Cに要請していた︒今回︑Aについては︑ECCS改慶の完
は各原子炉によって異なっている

ECが認めた最終期生の延鍵期間 が各々七六隼九段に日︑同価⁝月⁝

日︑七四駕十月三十一日までに猶

れは今矩四月禦輸中のイリジウム

線レベルに掘豪︶③三十B以下の この調査で︑医用放射戦闘位鴛累
天丼ィを燃糾被灘材に使用してい

糊線源の容閣不備から族癬多敬が ・羅減期の丁数樽鷹曲品︑放射件核一の出荷を妨げることなく規劉を改

予された︒ECCS新垂準はジル 一部を改訂するよう勧告した︒こ 距離で一調聞滞り一ドレムの放射

が︑その大多数が八月下旬〜十月

かし︑フンボルト・ペイ・ドレス

来国原子力委員会︵AEC︶は初旬までという短期間である︒し
先頃︑軽水炉の緊急炉心冷却二八

るプラントにのみ瀬嗣され︑ステ
い分析モデル開発の計鎌コード握

ンレススチ1ルを轡料被覆材に極欝薯叢超﹂つたこと撞馨除き﹁不必塗な放舞物些訂できるとの判断辱たもの・
編を命じていた原子炉四十八基の

モント・ヤンキーの七基は︑新し

ロッス︑インディアン・ポイソトー

うち︑三十五基の提出期隈延畏を

囲高温高圧・自動調整バルブ
園ベローシール・特殊作動バルブ

しい機構のドアーバルブ。

翻原子力火力・宇宙・三選排脱
國水素・酸素・窒素・石油・ガス

核燃料サイクルを展開する

躍

析モデルの開発に十分な四韻弩はこの新見準から免除される︒
認めた︒AECのECCS新い
基分準

̲≧翻㌢，㌃

大踊積雨（・6）・・3乏367・

平田バルブ工樂株式会社・東京都港区新橋4−9−11盤（03）43王一5王76

一ろ 一か

小
算コード提出延長認める

︵ECCS︶新纂雌に冤倉う新し
デン一頭︑ビッグ・ロック︒ポイ

…の一

山陽関遮図式︵フォールト︒ツ

護

鹸麹

ECCS新基準による計

故関運図式︵イベント・ツリー︶

繰ーー

フンボルト・ベイ原発

特許出願中

轟ヂ

13墓は提出済み

［

という解析技術方式を採

鷺羅

鑑

リー︶

選

麟鍮

来年三月三十一田まで断算コードの提出延畏を翻められた

滋．
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新

子

昭和49葎8月29巳

聞

早
産

資源対策などを柱に
般会計概鐸要求案および財政投働資謝両案が決まっ

海水からのウラン採取も
通暖雀の昭和五十矩度璽煎政籏とこれに伴う
たが・これによると︑来着度の通商塵業政簾は﹁国民福祉充実と国際社会への貢献偏を基調に資源エ
ネルギー安定供給の確保など七項囲を柱とした譜施簾を逸めていく蕩えだ︒原子力薩翠黛簾では原発
建設の健進とこのための安全性実駈試験︑新型炉実周化のための評価検討など各糧施籏が拡張されて

調しており︑このため︑安全性実

建設を中心とした和絹の健逸を強
ほかに海上発懸巣システムの開発

ど諸研究調査も継続する方針で︑

おり︑目新らしい諜題では門海水からのウラン採取技術研究﹂なども描躍されている︒
通薩雀の来無度璽点政簾等は︑

化する爽験に成功したことを明ら

ュリー規換の施設を作れば二型程

〆

壁遣瀬i着強度173kg／c㎡

圏日本ケミカル建設（株）

に各︸か所ずつ暫万一百五十万キ

度で処理できるとの兇通しも得て

！

ニソケミコート（防錆、防塵、塗椙〉

認識が高まり︑わが岡でも寒雲省

スプレー式殺虫剤の販売を禁止し

が六月一臼付で塩ビモノマー盒衛

駆磁しがとくに優れていることか

な方法が考えられるが︑寮金性の

工ポニノケGL（漏酸ライニング）

している︒

塩ビモノマーについては︑多雛

いる︒

鷺本エアゾール協象︑臼木殺虫

た︒これ衷でに各メーカーにより
嗣眼された対象言書容器は推定で

の楽界で構威する廃炉処理倭撮象

剤工業会︑防疫殺虫剤工業会など

では︑予備研究ながら禽力な方法

として注臼︑近く研究の進め方な

どで協議する方針︒豪た鰹侮織も

およそ二千万本︑これをどんな方

廃藁処理について当醐いろいろ

法で義金に処理するかで隈生省や

綴交付を要講︑翼休化に乗り出す

らこの方法について科捜庁に研究

姿勢をみせている︒

一

︵同和鉱翼小坂鉱業所︶︑土屋躾

︵三菱笠属原子力部︶︑鎌崎哲夫

で鍛嵩の一万一千二酉十六人と・

いるが︑受験訳し込み者はこれま

の近畿大学の二会場で行なわれて

泊︵第一種︶︑一︒卜日︵第二廼︶
検討を進めたうえ︑同会騒高会議一の三日間︑軍議の薄山学院と大阪

政府関係筋の同職も聞くなど愚ぎ

で澱終頓麗を周める方針だ︒

り︑鍛終的に訪問地︑調査璽点項

査にあたる白埴で検説を進めてお

徳じコ月二縄︵十キュリー以下の

リーを越える密封線源および非密

密封線揺︶または第一種︵トキュ

封線源︶の⁝取扱主任蓄﹂を選

任︑取扱の実質的な監督︑管理を

なっている︒鏡荏わが岡の放射線

行毒わせな﹂ればならないことに

綴用嚢業月数は三千港口を磁え︑

商︒これに呼応して受験串し込み

も無々増勢が計いている︒

穂四千四西七十五人︑第二種

今奪の剥し込みの内訳を覚ると

第

阪会場の一態が千八薦六人と昨年

原子力、火力発電所、化学工場、公害防触材料

寒都大学工学部の鍵谷勤孜捜ら
の研究研はこのほど発ガン性物質
として聞題になっている塩化ビニ

を容器ごと放尉線照射することに

ルモノマー禽有スプレー式殺虫剤

よる纂依案件を企蒸へ円滑に引継
かにした︒

協議会﹂を設け動機肇窯M調査に より︑堰化ビニルモノマーを無密

ぐための懲懲調整に噸たるほか︑

実験は︑放射線黒門反応用に四
塩化炭素など含堀素系ハロゲン化

﹁ウラン鉱業の調藍横討﹂にも滋

母物の論判モノマーを添翻したあ

力

をつけ

ら︑国内関係企業の

手︑内外の廓燐調鷹をふまえなが

ガンマ線を五⁝ヤメガラド照鮒す

鍵谷致擾らの方法は︑スプレー

と︑スプレー容誌にコバルト60の

容器を開けずに縢化処理できると

工業技術院の大型プロジェクト

に人体に吸入すると悪性騰瘍を誘

ていく方針だ︒

発ずる恐れがあると米国で搬欝さ

関係業翼が頭を硝めていた︒

果︑粉末状のポリ縮化ビニルにな

るもので︑塩ビモノマーはこの結

り︑有憲な堀ビモノマーは消失し

いうのが大きな特徴︒関東︑関醐

﹁編温頸元ガス利用による直接製

國︑本搭化移行段階を迎えること

鍬﹂研究︵原子力製錐︶は二無度

れて以来︑その危険腰についての

も︑その工期は高年後々であるこ

一

ていることが明らかになった︑と

⁝もあそ・豊麗比約三癌の一＋

とを考懲︑﹁幻象は濃縮役務の確

九鰹二手七蕩万円が要求されてい

二十一二日︑薩業構造審議金総台部

呼びかけている︒これに対し濃縮

魑手も計蘭されている︒二四度國

に予怨望し五去案尭顕職豊本以降での果側の茄を

の﹁醒源關発蕊法﹂逓用では特別

万円が要求︑別に推進母依﹁瓢エ

舐試験︑新型炉騨価検討など本格

る︒大型プロシェクトは新規に二

化を図るほか︑核燃料購業や再処

愛の瞳心行箏となった放射線取

受験者一万人に

一放射線国家試験

弘︵三共金属鉱業神閥鉱業所︶︒

件が追加されたが︑﹁ヘリウムか

明︑了承が得られたもの︒近く大

会と自民党商工部会にそれぞれ説

立しておくことが肝要扁と判断︑

画︵拡散法この動向︑政府公社

諾めないと将来の廓業化への参加

機蟹解除の見通し⁝一等の問題を

のタイミングはどうか③遠心技術

か②濃縮購要とCENG亘X計
ら瞬
︑岡嬢鯖会は今後︑醒力会往や
蔭薯藤が︑二夫︑二克

ENGEX刮画﹂をどう膵画す
換る
することにもなっていることか

闘などが流動的な状態の中で﹁C もの︒今秋十月には醤玉筆潟を交

こんど︑受入れの慧向を確認した

・再処理離備会は︑①⁝UEA計 保に役立つ二食のチャンネルを確

難齢電力業界が意向確認

さきにGE︑エクソン三社から計睾墨化移行の旦の湾歪は決定できない︒しながら
を決定︑移行が嚢れば一九七九⁝アフリカにウラ
葎へ
運開をメドに一三沙SWU／鰯
工場建設計器﹁CENGEX﹂

打診のあった日米合弁ウラン濃縮

案の動岡︑来閏原子力委員会の計

薩投出資爵十二樽四が心綱されて

v三百三＋二鱈が甦されて飯．タ壱ン﹂舞は暴られ
おり︑うち周辺地域整備交付金は た︒今蹴鞠からスタートした﹁サ

ンシャイン副颪﹂では水素エネル

へ

いる︒

ネルギー技術開発研究斬﹂設蕊で

理禦業箸確立に必要な諸調査をよ

﹁新型炉の騨価検討﹂は発磁胴

からの海外ウラン髄豊漁鉱開発に⁝

り強化︑継続していく方針だ︒

蔵省に概算璽求されるが︑これに

原転炉開発の擾期ビジョンづくり

伴う出・融資助成のほか︑新しく一

よると︑とくに一廓貰計測舞概舞
額は総額雪 聴罪九十億円︵対潮年

がネライで︑軽水炉でのプルトニ

二醤六十四鱈円︒

度比二五％増︶となっている︒し

ウム利用︑新型職換炉や出面ガス

國にこのための技術開発センター

提案前向きに検討

螺髪技術開発など四テーマを中心
核燃料関係では金玉拡榮二業団︸

のものも残されており︑概算要求

かし石油齢薄対顔などなお調整中

W︶の流入︑実罵化といったさし 開発﹄にも着手する計画で︑岡職業

⁝
炉︑璽水炉︵CANDUl﹁P
海H
水からのウラン採取技術研究

あたりの問題について評価を進め

原子力開登は蝦源エネルギー政

額はさらに活歴の冤通しだ︒

簾の柱の一つ︑関係予郷もほぼ倍

は二億六颪万円︒また︑資源關ぽ発

を熱型する︒センター関係予算

で閣欝は︑来年産から雀内に筆述

ていき︑照射実験など一部研究も

雛成の門海外ウラン資源礁俣調魑

実施していく計薩︒発醗関係部門
では安全技術篁準の作成・機器の

もようで︑ほかに機器国産化など

信頼監向上︑漏緋水影響低減化な

規模のパイ︒ット●プラントの建

諮の開讐あた︒ているほか︑悪病倦暑・・︑科学藩庁

会辻がニジェール西部のアク⁝タ

わが図は︑海外ウラン負四幅発
日憲鉱業協会︵稲井好広会艮︶

闘が決ま．⇔のは九月中頃の予定︒

設に麟孚︑引続き一九八三奪運開

はこのほど黛内にアフリカ諸国に

ン調査団派遣へ
のわが国の参加について︑電力業

をメドに二千ナ規模の繭業プラン

日本鉱藁協会
界は二十二田の祉摂会︑濃縮・再

トを建設︑以後は一九八六隼まで

に四千ゾ︑六千鏑へと順次規模をウラン探鉱の予備調査団を派遣す勲妻団が留北甕のジ︒ド⁝が行なう放顯取扱蓬票験の

住友商郭︶︑玉罎琢磨︵架芝電

︵住友原子力工業︶︑佐曝俊夫

︵騰野バルブ饗造︶︑暉々木回贈 いぜん空理関係を中心て増加傾

大類一久︵三井造船︶︑岡野正実

合格者の中からその鮨用の四度に

止める﹂ことを確認︑穆加に伴う

探鉱調査団派遣はさきのパキスタ 活動中︒西アフリカでも動琳が探

霧で仏︑独と高でウラン綴

ることを決めだ︒同協金のウラン

拡充していく予定︒この間の投資

総分
額は約十號倦がQ
﹁CENGEX副画﹂は二心

問題点など検討を明地した︒

調薙団メンバーは次のとおり︒

頑固・塩原幹治︵三井金属鉱業

ン︒テラガシカーン地区に次hで鋭準描を進めている︒

調幾役︶︑鴎貴・小職儘雄︵住茨

二肢閻︒

れから来痒六月までに千二旧版が

調戯副は︑三週闘から一カ月に

金属鉱山探査課長︶︑佐瀬旬一

GE︑エクソン鋼桂齢脳は︑こ
日米共岡で米国に建設しようとい

を投入して行なう狡術内答の詰め

エリア︑申央アフリカを対象に調

わたってガーナ︑ガホン︑ナイジ

離法門術によるウラン濃縮工場を

うもの︒さきに颪社葭脳が来目︑

スタディ︵七月末までに終了︶の

など第〜段階フィージビリティ・

対応策などを調縛する︒

鑑な難問騰︑機関は米簾子力委

磁力庁︑ユーリッヒ研究所および

藤井睦久︵興業銀行︶︑松田安

気︶︑原田啓︵大正海上火災︶︑

製作所︶︑山本健︵大阪科学技術

︵動燃鄭業麟︶︑山田周治︵日立 六千七⁝口四十一人て︑このうち大

視察団メンバーは次の通り︒

足︒

庁などて︑十月十三臼に絹国の予

ユーラトム︑英原子力公社︑電力

員会︑エバスコ社︑仏原子力庁︑

一

謂があったが︑これによると︑新

謹だ視察団は同会議に出編後︑
米︑英︑仏︑西独︑轡︑ベルギー六か

比三五％増︑同二極二四％増を記

簸したのに対し︑棄京は一種︑二

センター︶︑春田節生︵原研︶︑

溝口一郎︵B水原子力学 村上僑謄︑田叩信央︵以上三愛商

伊藤俊夫︵関電副社長︶

団擾

日立った︒

撮とも二〇％繕とやや鈍化傾向が

副団畏

慶︶︒

宿拝蕉︵字

購︶苫米地穣︑土纒武弥︵以上原

団戯

部興艦︶︑梅田籔︵日本鋼衝︶︑

業総携薩長︶

村

ウレタン樹脂

エポキシ樹脂

名【㌔屋・紬台

牝」い，k阪

カタログ廷￡撃

1編曳都鞭、占区卜池袋2丁目4爵1弓

〒王70電話03（916）512工（｛℃）

本

谷教擾

計画概要説明と日本側への参加要

健

エネルギー調査
団を欧米に派遣
原

をテー

将来のエネルギー彌要の経済
および環境に対する挑戦

﹁第九圓世界エネルギー会議﹂が

マに︑九月二十三日から五臼間︑

ー関係機関を視察︑訪間し︑エネ

国の霊要な原子力施設やエネルギ

ルギー扁螺以来︑原子力発醒に傾

子力産業会議は﹁欧米原子力︒エ

斜を深める欧米譜国のエネルギー

デトロイトで開かれるが︑日本原

に参加する︒

ニノケミシール（麹地シール材）

スペシナル化粧品

1融4熱イ占凌辱150。C
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増しおよそ五十垂垂程度と な る
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ようやく出愚の日を迎えた原子力船「むつ」の粟員八十九名は、塒頭でのさ
さやかな日航践のあと二十五日年前九時すき廻どりも軽くタラノブを登った
（写爽）。臼の制服に陽光が映え、陽やけしたどの顔にも、わが圏初の原子
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聞

げ計画を繰延べて一九七〇蕉に終

もあって︑︸九六六奪までの買上

在で生産書が保工する販売契約照

たる︒この結果︑今年一月一日現

で︑この駅は前無のほぼ三門にあ
参蓋している︑

海外探鉱で政
西

独

府が積極助成

月

灘

z蝶触

・価騰

発輸入でまかなう方針︒政府の蔑聞企叢に対する助成策として︑成功払い融衡白魔︵資金の七五％ま

欝欝 轡⁝

め

雛麟警舞麗錺籔諺四⇔離講撫翻

アンゴラ︑モーリタニアおよびオ

；ストラリア︑ラニrッケルが

る︒

ア

オーストラリアなどに進出してい

リ

投資および新規事業分野への進出㎜発晃し現伍鉱石処理試験中だが︑
㎜
これまですでに約一千万が慈投入
規制﹂となっているが︑うち第︸

タ

部が今年四月正武に発効したQ第 したといわれる︒ガルフミネラル

イ

海外からの開
発輸入に重点
部の規制対象は資産二十五万が 社はラビットレイク鉱阪での来葎

上のカナダ企蕪の護について⁝工饗一建諾で・岡珪あ地

以または三三げ三勇薮⁝からの生鶴始奮標に理製鑑

▽体制国営企鑑の炭化水素公

▽政策ウラン測鎖を県主確保

この八月に決めた︒鉱業政策で︑

らんで開発が認められず同社は製

レク鉱床は原住蔑羅留地問題がか

クイーンズランドマインズのナパ

トラリア各州に逸出している︒来

部聡悟のほか︑雨および西オース

ン探蕉は外資系企業が霊力で︑北

齊明にもかかわらず︑依然︑ウラ

源の延命︑供給源多様化から原子

技術援助を行なっている︒国内資

鉱石賢上げ︵一九七一奪中止︶︑

▽政策民間財集助成策として

い．㊧︒海外活動では︑原子力庁が

に蝦本参観しているほか︑来国︑

ップニュークリアがソマイル計画

禦務所を設麗しているほか︑海外

アおよびオーストラリアに灘任員

鉱甲だ︒

オーストラリア︑アフリカでも探

鎌魏鍔灘縮
企業︑現地政府との合弁蜜業とし

なり︑開発段階以降は内外の罠闇

ソ

44

5り1一｛）121（f℃ノ、）

、
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開発部・放射線開発課
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of

Proceedings

纏打田霧霧資源嬰漿難羅難難

了︒この聞︑誌横されたストック

約鰍は千二画配︒露気懲策および

は十二万ゾとなった︒海外向け契

▽体制政府提暇の下に設立さ

パイル︵五万ナ相当︶を放出する

れたが︑その後AECは︑この計原子炉製造業筍がウラン橘鉱ある

れた蔑問コンソーシアムニ社が灘

計画案が一九七〇年十月に発表さ

いは六フッ化ウラン︵天然︶の形

外で単独あるいは外国資本や現地

で︑新設の外資蕃蓋庁の審査を受⁝区の継続探鉱で次の三年間に一千

ン資源開発悪罵機関で︑旦N王の

社︵ENI︶が噴実上唯一のウラ

子象探
社﹁鉱
アジ開
ップ書
ニュし
ーク
リァ
﹂
て嘘十干年の舞蕪外て
て
い

一万が卒疫入する計画だ︒

けることになる︒

︷

仏禺千藷九雰︑ガボン五穿る︒手力王子は国内で謎的
三千八芭ナ︒ウラネックスが世界⁝

小謡︑ニシエール千三菖ナて総議⁝
躍食を実施している︒

㎝していくため鮒能な限り国内資源
コ
▽探鉱状況 仏国内では既知鉱一の開発につとめる一方︑海外から

市場への販売を引受けている︒

①原住民の斗出なしに居留地区で

麻に対し補償を要求︑ペコ社のレ

国原子力委員金によると︑来国国

力庁を中心に海外に績極的に進出

ニシエール︑ガボン︑インドネシ

床のフ・レδムジン・バンデ三↓の開藷入に黙養いている・

業または企業グループによるオー

今年班月に新組織﹁PMA﹂を設表した︒外資規制では︑一外資企

の探鉱開発は認めるべきでなく②

企業十一歓は購駕オーストラリア

し︑探鉱段階は原子力庁が主体と

業は主として海外で腹囲中だ︒

圏し独盧にウランをはじめとした

ストラリア企業の一五％以上の株

腿躍地内の新規探鉱は一九七七年

インジャー鉱床も新規契約が認め

で二蕩七十八万がを探鉱に投入し

万がを投入する計画という︒

たが︑今年は十二社が二蔭二十一

1973年開催のRI会議の全貌を記録

官庁許可・届出の全てがわかる

トープ会議報文集

第11回日本アイ

放射線取扱実務に関する必携の書

㊥内外アイソトープ研究の成果を紹介
＠写真、図、表も大量掲載

㊥万全ですか、貴事業所は？
㊧放射線管理で、お悩みの方は？

産

力

原
画を撤幽して︑ストックパイルは
で保促する在庫緊は総計で㎜万九

資源量には賄待できない︒

国内では民間数社が探鉱中だが︑

糧嚢と共周で探鉱開溌を実範中︒

放出せず︑濃縮工場の廃翼濃度を

▽探鉱状況昨葺︑ウラン探鉱

千九徴鏑に達している︒

により一九七七郊頃までに解消す
のために四千九首四＋七万がが投

スプリットテイルで運転すること

ることを明らかにした︒︸方︑ウ

▽政策所要ウランの困O％は
購入契約︑六〇％は海外からの開

入されたが︑うち半分の約二千五

炉としての外国産ウランの濃縮を一百ニナ七万がが舐難に費やされて

原子力庁中心
に合弁事業も
▽体制原子力庁が主体で探鉱

フランス幽

・開発から生産謹で一翻して実施

出契約締繕を禁止しているが︑生

採騨がとれないとして新規契約締

し︑ウラネックスの纂頭株憲とし

産各社は既契約分だけの操業では
以来︑オーストラリアではウラン

結の承認を政厨に璽心している︒

▽生産ラムジャングル粗製錬

豪弼が以上の短期資金忍入れを禁

の生鷹が行なわれておらず︑メリ

工場が一九七一葎四月閑鎖されて

て停止されることとなった︒さら

止しているほか︑二年以上の畏期

に操業を申止し設備保金の状態︒

ーキャサリン社工場も一九六四年

地下資源探査醗画を立て︑現在設

式保有︑または︑外螢全体で四〇％

まで翻めるべきでないーーなどを

られず処理羅不避から義定建設が

て販売にも関与している︒山荘企

に三針五月︑政府は灘縮工堰の霞

饗金墨入れはその五％を無利子で

う等の政策を発墨している︒資金

依然として厳
⁝しい外資規制
：オーストラリア

運邦国備銀行に預託すべきことを

立の難鯛中︒原子力国璽会は曳と

以上の株式保荷は運数目備銀行の

内容とした勧儀がだされている

行なわれていない︒

▽探鉱状況政府の外獅締出し
二丁設立と︑輸出は濃縮ウランの

して偶報収藥等に当たっており︑

審蛮が必嚢な描羅をとっているほ

明している︒

が︑政府はこの勧告の受入れを表

灘

遮邦国由局は地盟資料の取得や基

か︑政府は今年五月に株式取得劇⁝

▽市堀政麿は新規のウラン輸
隈のみならず暉暉取得制隈も行な

▽政策これまでウラン輸 出 は

礎調査を行なっている︒

▽体謝民聞生体だが︑政 府 は

形でのみ許可するとの新政策を発

一昨年の政権交代で新規契約は全 流入規制では︑二無以内での十万

ラン鉱簗保誕の立場から国内原子

，レ且スト

すノ

周i∫こ邑，…｛1ヒ
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価格チェックのみでよかったが︑
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