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熱除去性能試験中のごと︒炉の出

同臼午後五階すぎ︑原子炉の崩壊

力を一・四％ほど上げたところで

﹁む2の原子炉格納容器は︑

三分の一に減少したQ

炉から出る淫乱子を吸収するため

﹁むつ﹂上甲板の原子炉窯上部ハ のポリエチレンと透過を防ぐため

のないことが

放射線もれ

の原

されたところがら︑中性子吸収材

暇の︸つともいわれている︒

謙で今回の経過を輕告︑検出され

森蜘科学技術庁瀟瀟はヨ日の醐

の鉛からなっている︵圏︶が︑頂

ッチ後方に据えられたガンマ線測
た放酎線鰍は小さく︑放射性物麗

六函四＋六億七千五百万円︵国山

うる説明と状態が確翻され

なければ熟む2の帰港を
灘めるわけにはいかない︒

原子力船關発鱗業団から興
への運絡が二十購聞も遅れ
たことは︑両蓄闇で紬んだ

協定にもとる︑と語った︒

研究などに粥庫度癌額の八±藤

などへ騒並みを 八百万円︶が計上されている︒マ

廃灘物を一元的に処理処分する調

額二十一憾円を計上︑また轟轟性

の実験航海などを実施するため総

原子力船關発襲業団は﹁むつ﹂

要求している︒

ルビケン翫画など野際共同研究へ

一千六面万円︵償薫ニナ四億五千

垂雪するほか︑新規襲業としてロ

る方針の核融舎研究には前無職の

ほか︑放射線医学総禽研究所一一十

ため一肩円を計上している︒この

ンター輪を来年十月に発罷させる

約四催の四十照億三千七百万円

の影響研究四四四千二省万円︶︑

究婁託澱三億九千七欝万円︵安全

係ナ懸二千八百万円︑民間への研

所四慮一千五百万円︑原子力婁興

研究一億九千万円︶︑理化学研究

ている︒

鼠講憶三千万円一などが計上され

玄海二号炉増
設許可を香落

九頻繁力
十七億円︶︑また再処理施設から

許司寸書を内閣総理大臣︑電気工

二二弩炉増設に係わる原子炉設躍

月二十八日︑問社玄海原子力髭鰍

甥

アイソトープ部

家た・門む2出港の薩後から

そろえようとする動きを示してい

母港早期移転

た陸奥湾沿いの各灘協は︑近く漉

ョナル・プロジェクトに掴定され

フト計錘にも滲塾する予定︒ナシ

可法人﹁放射性廃簗物処理娠分セ

船悶題を器し盆う予定だが︑今度
で勉元漁幾の態

内全漁協の代表響を多めて原子力

放射線もれ

痩は硬化しており︑嬬港実力阻止

の

ﾁハ十四億轟ハ千征菖万円︶が計 六億八千爾万円︵低レベル放粥線

放射能測定調査八億二醤万円︵日

万円︵籏十三慰四千四薦万円︶が

のゼロリリーズなどの蜜全研究に

作物変更許可瞬謂を通麓大臣にそ

九州鳳力︵永愈篇二郎枇穫︶は八

ニナ八億二千七茸万円︵鱗ニナ七

計上︵このほか政綱僚舐借入金が

億四千九衝万円︶が計上されてい

計薩によると︑玄海原発二開炉

れぞれ提出した︒

指定されて三年目の還心分離法ウ

る︒ナショナル・プロジェクトに

の運転関始をめざし建毅申の一心

は佐碧県簾松潮郡玄海町︑来隼璽

炉に隣接して増設されるもので︑

ラン濃縮研究開発には薦十九纒八

酉五十台︑濃縮ナ三段︑藁薦五段

千八颪万円が計上︑遠心分離機二

まとめられた︒今後の対策として

燃闘係撚興の葭霊的な蟹理︑安全

線隊密防止に万全を期したい︒

対策の強化などをはかって︑放附
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の餌が一麟隅濠るなど︑このまま

称︶の設立が準縮される︒多國的

るかどうかも懸愈されている︒

の状懸では﹁む2が緑港に入れ 上されており︑核融倉研究所︵仮

力研究所全体で二薦九十一億四千

S万円︶︑国立試験研究機関関

本分析センターへの婁託一憾九千

なお︑科技庁と運輸省は三田︑

六穏万円︵慣二酉三十二癒三千九

燃料再処理関係では七十四億三千

どうかで予算は大幡に幾わる︒核

﹁もんじゅ扁の建設に魑住するか

となっている︒高等増殖炉原型炉

円︶の要求数字は悪味のないもの

円︵畷二菅四十四億二千二百万

め︑総額三省五十一億︸千八百万

では︑動力炉開発分が検討申のた

動力炉︒核燃料開発覇業南開係

万円が計上されている︒

爾湿ガス蝉關係では七懸五千三菅

原困究明のため笠置蒙九名を﹁む
つ﹂に派遺することを湊めた︒
﹂︑﹂

全局を新設︑安全関係の行政を一

処分センターの新設など︑安金体

元化するほか︑放射性廃棄物処理

っている︒

制の艶備と充実が大きな特徴とな

ルギー安定確保を疑るには︑原子

機関別の内訳けでは︑日本原子

力開発の円筒な携進が不可欠であ

羅懸穀動力炉は別枠要求

安全性硯究に最重点
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定器が︑一読闘O・ニドレントゲ 部にはポリエチレンを彊ってない
ンを指針した︒このため同船は舐
験を中断して原因究明にあたった
ところ︑原子炉格納容雛上部付近
で想定されたものより大きな放鮒
言値を捉え︑この部分の遮蔽に問
題のあることがわかった︒その後
出力を一％にして頂部遮蔽板の放
科栄技術庁は八月三十一日︑門

懸一千六認万円桂以下籔︶の照和

霧務負担行為隈度額一千百六十六

力五＋五万九千KW︶の加圧軽水

熱出力約百六＋五万KW︵醗気出

燃始の予定︒

型炉一縷︑五十四年†屠から謹難

心分離機の標綿織などの研究開発
が推遜される計画︒このほか海外

のカスケード∬計画の誠運転や還

ウラン調査に十億四千八百万円を

蕾万円︶が計上されており︑薗無

の璽点施策である蟹全研究では︑

度より酉七鯨円の憎︒原子力予錬

反応度試験関係︑冷却材護失試験

り︑このため鷹民の理解や協力を

的な概要施臓としている︒また︑

得るためにも安全鮒策関係を二本

原子力局を機構改革して原子力安

一︑﹁むつ﹂母港の移転問題に

描躍をもってのぞむ︒

ついては︑すでに禰職漁副知蟹と

をもって交渉するとの約束はスタ

原子力局痩が会糊しており︑誠慧

ートしているものと購えている︒

一︑多発した放射線被曝瑠故や

票は母港を永久化しないことだ〇

は科技庁だけでなく關係各雀庁の

部先鋭分子に対しては断定としだ
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前無妻比二三・五％増︑総額一千

五十銀度予籔概騨要求をまとめ︑

大蔵憲に提出した︒しかしこの予
算要求は︑原子力開発分と宇霞開

検酎中のため︑総額の数字は現段

むつ︑予算などで所戚

奮
は︑繭鼠講比二五％増の枠内で纈

が記者会見

成しているが︑原子力関係一つと

森山長官
森山科学技術庁巌窟は八月三十

っても十分ではない︒今隼七月に る一この予算を爽現するため︑い

こ口閣議後の門弟会見で︑来難度
の科学技術庁予鐸概鱗要求問題に

線源紛失購件の続発を防ぐため︑

日午前O時四十五分定積港を出港 五月に金国のRI便用禦難所の総

一︑原子力船﹁むつ﹂は二十六

ま各方面に協力を要講している︒

力発語所が灘源開発翻整審議会を

は二奪ぶりに粕隔︑玄海の二原子

通り︑年内には十基が期待される

の︵平和利罵︶原乎力船となっ

る理解や協力を綴極的に求めるな

た︒今後とも一般漁民などに対す 協力を響て監懸を行なうほか︑難

で臨界に成功しだ︒世界で四番図

堀計︑分析が終り︑報管轡がとり

点検を指示しだが︑このほどその

については新型動力炉開発分が謹

分が規在検討中であり︑別枠とし
て追加饗求することから来無度の

千二百億糧になるものと習えてい

︵六頁七十懸円︶の八O％増約一 ど壇兀住民の欝欝に努めるが︑一

原子力予騨の要求は︑今年贋五塵

璽画筆尻塵繭索方八頁詩㌶の海域

内で概騨要求するが︑原子力関係

るならば二五％増の八酉二十七億

し︑二十八目午繭十一購三十四分
だ検酎中であり︑別枠として追加
要求することから出陣的には鯖琿

程度の訴求になるものと思われ

度に対し八O％愚の一千二菖山口 円では不十分だ︒薪型動力炉開発
来年獲の原子力開発利用心逸予

た︒

一︑八月末窪でに大藏繊に握出

る﹂などと︑要砦次のように叱っ

プロジェクトの推当︒とくに昨無

する昭志気十年度予騨概舞蟹求

控確保対簾の強化とナショナル・

秋の石塔危機以来︑わが国のエネ

訟騨
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など︑原子力開発の顛覆を響え

ふれ︑﹁対飼年度比二五％趨の枠

森山凹凹

発分の一部が別枠要求として現在

階では兇かけ上のものとなってい
る︒原子力関係は総蟻八百二十山ハ

億八千三菅万円︵籔四首七十九億
八千五薦万円︶で︑今年度より二
三・五％増︑百五ナ七億三千二百
万円の増額となったが︑新型動力
炉閑髭紅絹が醐整申で︑近く邊加

要求が冤込まれている︒このた
め︑最終的な原子力開発予籔要求
額は︑原子力婁綴会が来年度予騨
罠⁝無方針を決定する九月中旬頃に
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原子力船﹁むつ﹂の
に︑関係者は今度のケースを

しかし︑そうした懸愈の前
て︑豊前に内部的にも筋道をたて︑報

いない珂だろうに︒この辺のことについ
応にも適切さを欠く面がみられる︒故旧

が︑原船馴業団の㌶前の得策と購後の対
計画に伴う慨要警語をとりまとめ

遡藍雀は近く来難度財政投融甑

継続中十二基に加え︑この年新規

四︑践︑六二︑福鵬第二二暑の

カーによる今後の機器受注は慧晒

％で対験設備は一次式のみ︒メー

基︒洋紅比躍四〇％︑金利七・五

一
皿
核燃糾関係融資は成型加工施設﹇

門その

二弩︑更北手力女川一筆︑九州電

力窩浜二弩︑美浜三号︑大飯一︑

よび岡社福島第二・二警︑北陸電

見通しの萸康璽力柏繍刈羽一屠お

で︑すでに日立造船による七＋五

るのを助成していこうという謝魎

データが得られた水蒸気改質装躍

千万円︶では︑前館度までに墓礎

元ガス製造装躍研究開発︵八億五一

法研究などが︑それぞれ対象︒一

を対象とした特性試験のほか施工

アルミナ・シリカ系緻維状断熱材

濫んでいるものもある︒

の研究も著謂されているもよう

ナ国産キャスク製造など農倣化が

南町村に交付する受付金二百六十

だ︒

九州電力玄海二品︑川内一屠の六

四籟円︑原子力雛蹴薄金対簾交付

なお︑塞源開発三法はさきの地

力能登一轡︑四国電力駅方二心︑

金士二徽円のほか︑立地健逸のた

域捌口法に引続き近く秤法︑特別

巾部躍力浜旧時讐︑藁崇電力欄騒

いわゆる

めの諮調査研究︑とくに環擁放射

により三法は

会計法施行令も公布予定で︑これ

力玄海一碧︑四国電力詮方一暑︑

処しメーカーがキャスクなどつく

は使用済み燃料輸滋の本格化に対

れるこどになつだ︒蓄電禦簗融貿

﹁輸咲システム化珊婁﹂も加えら

料﹂部門の樺組みを設定︑内容に㎜

他﹂樺からはずして新しく﹁核燃⁝

れてきたが︑粟年慶呼量︑

や検査施設が対置︒融資比脇五〇一
︸
％︑金突八・五％で融資が行なわ

は描写されていない︒

を維博しているだけ︑大きな変壇．

い金利で昨年並み七・五％の特利

の輸出攻勢に対応し︑機器砥べ払

し︑融資粂仲はわずか︑外国から

旛は徐々に高まってきている﹂と

望まれているが︑同省は薗産化

衡比羅の拡大や低金利融衡が強く

の工面しで︑一方璽力卑は瞥金難

開銀融資

にあえいでいることなどから︑融

に六基の邉加が冤込まれているた

本︒弊霞関係はプロジェクト融衡

め︒新規原発はすでに筋群輪蔵調

大藁箒に概篇襲求するが︑同条懸

現在︑原子力船の開発は科学技術の郷

閣東海第二の二つ︒総懸鷺の四〇

どなるもので︑対象は原器敦習と

近く地点指定へ

電源開発三法
来年度は32億円
3

来年鹿で発足二隼度呂を喪える

能監視施護幣傭︑温銑水の有効利

運用は

が︑地域への公共用施船整備など

用︑研修を含む主として広報活動

露源開発三法

補助のための財源は初庫度約三癌

のうち安全対簾では軽水炉を対療

府は碗在︑交付金交付に係わる

のガス化両研究用実験プラントの

一日から鍵圏スタートとなる︒政 および方向づけが定まったピッチ

︑十月

増の約三百三十二興醒が冤込まれ

を中心とした地光対策で総額五十

円︶によるもので︑政府壁画によ

どした妥金擬餌鉦試験のほか洋上

研究開発計画によると︑この奪

費および施設鍛といった内訳︒

が金属材料技術研究所による闘発

首万円で︑残り六億五千四颪万円

が︑それぞれ予定されている︒

ほか蟹理システム研究の継続など

どシステム・エンジニアリングの

百万円︶では設針指針の晃塗しな

タル・システム研究開発︵七千八

円︶では腐圧還元爽験継続︑トー

鉄製造装躍研究關発︵二二一千万

﹁地点指定﹂のための諾確備を濫 設計建設に一一する︒また︑還元

る︑支出内訳けは耀源立地促遮鮒

運びとなるもよう︒

めているが︑今月中旬には決窟の

製鉄2

亀彰イ彰
会

とくに爾温熱交換器研究開発︵十

額︶では交換器羅一MWの爾温熱

茨城県鹿鵬郡鹿島町国末二一二九六

億円︑以下カッコ内は概箕要求

交換器および選奨ヘリウム・テス

来年慶は誹画塾手三年慶目︑各

タ取得を中心とした

ト・ループ設計製作の開始など︑

九八一二一五一コ

番地十四至一＝四郷額〇二九

通産省工藁技術院は大型プロジ

から本格化へと移行︑内容充実が

紹耐熱合金研究開発︵九千万円︑

ェクト﹁腐温運充ガス利用による 樫研究關発はこれまでの基礎デー

原重力9
億円を概算要求

研究開発本格化へ

籏として当核市町村あるいは周辺

あるいは地下といった立地多様化

らの税収︵千KWH嶺たり八十総円︑などが予定されている︒こ

揃い踏み
ている︒財源は一般餓鉦瑠藍田か

発霞聡旛蔓立辺地城略語法など

畷辮議会で灘可済みあるいは認可

が起ってからその概要を知る︑までの閥

ン横知されただけで︑阜くも一部に︑ほ

面からのみ関心をもたれがちである︒だ

巖後に﹁原子力発電閣題につい

遍求された︒

てのアピール﹂が採択されたが︑
それには⑭福翻公聴会の政府説明
顯を批判することで原発の安全控
は科学的技術的批判に耐えられな
い②動燃覇業団の再処理工場は多
醗の放射能を放出するが︑大山な

を名目に原発建設を強行すること

低減が技術的には可能④石油矯機

は︑わが国のエネルギー問題の翼
の解決とはならず︑大企業の腐度
成擾と国民の放射能被曝をもたら
す︒またウランの来旨依存は石油
と同じ危機を原畢力にももたらす
④原発で身許されるプルトニウム

盧接製鉄﹂︵原子力製鉄︶研究で

描躍される一方︑順次︑側面的に

ほかに開発費六傾五千四百万円︶

が照㎎蔽用される危険がある⑤テ

来庫度分二十九億二千七百万円を

も実験プラント設計建設といった

原子力製鉄研究は高温ガス炉の

管とふくれあがり二十九億円強が

郷も一挙に急増︑対前卑度比約三

図っていく方針だ︒このため︑二

食珪石の継続など︑高温断軸材料

プ破断試験とヘリウム雰囲気申腐

五台目を対象とした大気中クリー

では鉄基二︑ニッケル塾三の提案

社擬松田純一氏

ル運転酬練センター

代表取締幾高村善博氏

無

住所

原産に入

概算要求︑継続申の縄温熱交換器

点にウェートをかけるなど強化を

鹿脇共周火力︵株︶

ており︑糖論として今日のわが國

︑タ公開の饗求一などが述べられ

く著えだ︒

開発など舗研究を拡充強化してい

核熱エネルギーを製鉄プロセスに

概騨要求されている︒うち原子力

として石英ガラス系断熱材および

研究開発︵葱千五薦万円︶では主

準備段階

の原発開発は大企業本位の高度経

利用するクローズド・システム開

製鉄技術研究組舎︵藤本一郎理瓢

〒九七九1ご二

Q三ニー二七九五

一

欝欝9一四

葉郡大熊町大字山沢字申央台六五

住所福島県双

原産に入会

︵株︶ビー・ダブリュー・アー

発が目的で︑還元炉能力一塾当た

痩︶への委託鑓は二十二億七壬二

7

2

道陣への説明が十分であったろうか︒

ばならない︒だが︑海洋や生物に影響を与

から﹁明瞬の夢より今穣の糧﹂だという

シンポジウムでは︑昨年秋に開

済成擾を糊提に︑科学性と船虫主
畿を踏みにじって住民の犠牲の上
になりたっていることから・より
強力な運動を科学者と倥属が逮構

のある技術の確立がネライ︒

り二千ゾ／日規模に必要な経済性

3

9

もう少し冷雌な目でみつめる
崖によると︑このうち囚本署雛銀

1関係にとくに力が入れられてお

行からの単流では資源・エネルギ

に︑不安から不儒へ変っていく過程があ
ることを総識していないような数蒔間が

原子刀旛講周辺における放射線騒は︑

あったことなどもその︻例だ︒このうえ

もれた
予め艸嫉畢を囲めこれを超えないように箇

必要があろう︒今回

運されている︒もし仮に当襲者が︑むつ

原子力閣係は硬求ペース五百三十

のは放附議であって放射性廃液のような

八鱒円が固濠っているようだ︒

放射能を含むものではない︒放射線と放

元住民への説明が不可欠だ︒このこと

原亭力関係投融資の内訳けはそ

り石油備蓄などで前置産殿ほぼ簸

は︑当面する帰臥問題と門むつ﹂の今後

れぞれ︑原エ丁開発鍛開灘百十六慮

堰の総額手酉九十八鱒円が計上︑

ものだったろう︒今回検出された放射線

を決定づける因難な交渉の第一歩となろ

は︑蟹故原因の究明と万金の対策を急ぐ

異常値は一時闇嶺りO・二︑ゾレントゲン

う︒政府︑原船購業団が潤むつ﹂の今後

とともに︑その詳細の遡やかな発衷と地

はないか︒﹁放射 能 もれ﹂というのは実

であるが︑この線羅がどの程度のものか

円︑国産化助成に伴う原子力登電

ったのなら︑それこそ国民を愚ろうする

にいやな雷藥だがまま競われる︒しかし

は︑X線撮影時に受ける線擁が数膏︑︑掛レ

はわが国の原亭力船開発に距大な影響を

核燃料急潮四＋億円IIの権三

機器延べ払い三品八十二惣円︑

の原子蝉から放購線も出さないとでもい

﹁放射 線 もれ﹂という表現が金国紙のト

及ぼすことを肝に銘じ︑誠愈をもって闇

がこのケースでは混同されているきらい

ップを飾ったのは恐らく今回が初めてで
ントゲンといわれていることからおよそ

題の解決にあたることを期待したい︒

射性物質とは全く異質なものだが︑それ

放射線異常値
北太平洋上で行 な わ れ て い た
放射線もれ が越つたという

原子力船﹁むつ﹂の出力試験に

c

⁝
㎜展⁝

の母港にクキづけにされ︑下北半鵬を遷

の想像はつく︒八百話もはなれた海上で

ニュースは︑各方面に大きな反響をよん

く八酉デ姻も離れた外洋での漂子炉テス
はなかろうか︒もちろん今回のように低

放射能ならぬ放射線が○・二︑ゾレントゲ

でいる︒

トを余儀なくされた要國の︸つが︑母港

は問題があり︑その点は改懸されなけれ

出力で予想他を士回る線羅が出たことに

﹁むつ﹂が︸矩十か月も欝森県むつ市

での危惧であったことを思えば︑今圓の

周辺の漁業壱の原子刀に対する過敏なま

が︑地元

流亡ひ

たての卸値低下と関連づける報道もなさ

放射線もれ

れているが︑これなどはまさに

原子炉試験申の

を外にもらさないという条件のもとで︑

える恐れのある放口笛については︑これ

母蕎日時移転

資比灘など条件は鶏躍機器並み︒

％までを隈慶に︑金利は八％と融

の

むつ彌港阻鳶

晦も少なくない︒しかし︑世界的なすう

の

勢からみても原予力商船晴代は選からず

運動に油をそそぐであろうことは競闘に
の恐ろしさというべきであろう︒
しかし︑禦態はすでに感欄的に受けと

語

発肝試器延べ払いは萌薙塵に比べ

のが実験船﹁むつ﹂の出力試験の一つの目

きっとくる︒その時︑明田の夢だっだも

こうした問題点を把握し︑改溢していく

められようとしている︒この背墨にはこ

で阻もうとする動きが表面 化 し つ つ あ
的てはなかっだのかσ初めての雲験でど

二十二億円増で︑蛍庫度枠どして

が福井興小浜市でそれぞれ開 か

かれた禰鵬公聴会での陳述凹凸に

核燃料も新規に枠組み

2

⑪
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置引猛

島塗艮梨ノ、束羅；麗三田丁∫ヤ勾

戸膏

張

出

垂尾

錫

予想される︒現に﹁むつ﹂の婦港を実力

り︑入愚をめぐっての膿擦はこのままで

のが︑今Bの糧となるだろう︒

れ︑いずれも地元反対運動の理論

対して出された原子力婁員会の検

はこれまで澱大の規模だ︒関西電

れまでの経緯や構勢の変化などがある

と原子カー原子力発電所と再処理工堀の安全性をめぐって一と

的支樫の役翻をはたし︑大きな影

討結果説明轡への挑判︑康子炉の

務

孝一多一！︐一多一多ノーー

んなトラブルも趨りえないと響える人は

三会

ーノー多ン

は避けられそうもない︒

簗

石油危機を強調

安全性にはまだ疑問
作られた
日本科学蓄会議︵神山悪三聯務局長︶は八月三十日から三日闇︑水戸市で﹁第三回原子力雛聡問題

石独危機

シンポジウム﹂を原研労組︑茨城大学職綴組合︑茨城マスコミ共閥などとの共催で腿いた︒今回の同
シンポジウムのテーマは

いうもの︒原子力発醒所や再処狸一三の安全性にはまだ疑問があり︑実舐されていないとして︑謬馴

ど︑広範囲にわたってとりあげら

した科学者や地元住民︑労働粗含撰などは原子力政簾のあり方など国の行政や姿勢を批判した︒
︵臼木学術会議金蝿︶は︑基調報

から原子

れ︑

いろいろな角度

力開発のあり方︑国の姿勢などが

たが︑石蒲危機を契機に原発建設

全対策などに取り組むようになっ

きだとして︑一昨年璽から原発問

を推進していくという反動化の動

告で﹁反対運動によって政府も安

題シンポジウムを各地の地元反対

きが政府に強くある︒今回のシン

響を地元に与えていることからそ

安全性問題︑翼処理施設をめぐる

して展開すべきだ一と強調して
いる︒

以上解燗係の他｛議土釜犠塵群馬｝脳柵・てビル鯉鵜を灘

原
次郎
鈴木貞一郎

取締役会長
取締役社長

機器助成は18基が対象

7
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唯
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力
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難黒

臼本科学者会議は︑原子力発躍
科学

紹織と共催で開くようになった︒

ポはこれを批判するために開いた

から穰極的に欝欝すべ

すでに第一回が一昨館璽に北海道

もの﹂としている︒

鮒な立蠣

開発閲題に対して科学者も

岩内町で︑また昨隼魔には第二回

の活動が各方面の注目を集めてい

問題︑その他電源三法︑原子力分

ルギー購総問題︑住民運脚問題な

野における日来関係︑霞力やエネ

たもの︒

今團のシンポジウムの狙いと性

〈工技院〉

吻異馬寅ヒノター

好、ライオ／生

業幻F究

発電などで538億円

胡里

格についてヰ慰簾繊麗実行婁聡獲

臨轟一跡騨

原発問題シンポジウム（水戸）

躊

（2）

第741号
（第三極郵便物認可｝

新
二

子
昭和49年9月5日

〔原子力関連営藁種目〕

二人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の清掃、為重物の運搬、笈亀所・空調設備運
転保露、施設内の補助工事並びに話繕業務、管理区域内除染および消掃、話通匿域清掃
（研究施毅関係）RI放射線取扱実自室設計コノづルタント、施設の改蓮・解説、廃戴施1没整備、
機器の除染、各種溌棄物の処理、フィルターの交換、空醐線風炉・表面ゐ染率分布測定、盤調設

（発霞所関係）機器その他の藍染除去、定期検査時の除染・→ナーベイ、核燃糾二字・交換作業、

備超転保㌔」、管理区：域内除染および清掃、酸通区域清掃、浄水管理
〔琿子力関連主要得置目
（発糧所関係〉日本腺チ力発電㈱・敦賀および東海多猷置所、東3J気電力㈱・福島発電所、中国電力㈱

・島根原電力発電所、日立プラノト㈱、東恥芝浦電気㈱原チ力本部、三菱原升力工業㈱、GE
・敦賀および翫脇建設所、WK・尚浜建設所

電力中央研究所、li本アイソトープ協会、東大工単部・原f力研究施設、東北大芋・金楓材糧研
究所、東3」ミ都立アイソトープ研究所、放射線臨孟総合研究所、電気通信研究所、㈱東尉票チカ産

（研究施殴関係）日本線」ニカ研究所・東海・大洗・曲崎各研究所、理化軍研究所・大和研究所、

○

聞

第四選択規

㎜＝

準採用へ

げ

△一

・︐

⁝

翼

一

らかにした︒しかし︑総売り上げ

でに送艦を開始することは難しい

ず︑現在の予定でも十二月初めま

て隅灘ガス炉を入札の対象にした

内の五大炉メーカーに求め︑初め

そのさい︑原子力規制部門の

で抵抗し︑ERDAの役捌や原
握った︒

とについては︑なお両院協置目

DAとは別に研究機能をもつこ と︑それに基づいた対策一1研

発局︵ERDA︶と︑独立の原
ているといえる︒

下院通過から八か月もかかり︑

／

韓国︑CAND

U炉2基を購入

カナダ原子力妻琴︵AECL︶

によると︑韓国は出力各六十万K

筋がこのほど開らかにしたところ

Wの天然ウラン錘水炉︵CAND

を決めたという︒なお︑韓国斥力

U−PHW︶一声を購入すること

は昨年︑AECLに六十万KW︒

幽冊一撃一一︐一・輔凹

ソン弾劾問題のあおりで棚ざら

かけていだ許認司法案は︑ニク

がなくても︑プラント標準化な

の駐留権が失われることはある

子力螺制機関︵N鷺C濠たはN ここ濠での経過をもう一度ふ

みても︑エネルギー再編のむず

十九もの罎正が付加されだのを

るようだQ

完

積上げが必要なことを教えてい

睡

︵K・K︶

●

6

TVAはこれら四墓の入札を国

腐は潮年度の六千五百三十万瞳に

ことで注呂され︑さる六月にその

とされている︒

慰んでいるといわれ・ウレンコは

︵英︑独︑闘三国出籏︶は順調に

遡心分離法ウラン濃縮離業計画

NFLが参呈しているウレンコの入札紬果を公表している︒

一方︑英国側の出甑蓄としてB

比べ六千四酉四十万嘩に減少︑純
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去十庄聞に四度あった︒十億騨規

査を上回る

安全性 旧調

ずっと小さいと推定される︒

はなく︑その確率も他の蕪象より

しば礁面する腿大頭鍍ほど大きく

くつくとはいえ︑人闇社会がしば

比較から︑原子力購故はかなり蒔

と推定される︒こういつた鰻用の

出力五ナ万KWであるのに対し・ を用いた︒イベント・ツリーは︑

ーソン法の基盤として願われた︒

の弓勢とWへSII−14（X｝0♪予測の比較

模の地騒は果麟では五十鉦に一魔

囲の損霧を与えたハリケーンは過

P1」分の1

P0億分の1

貯

以上の事故確搬は約百万分の一︑
千人以上の確羅は一億分の一と予
測された︒計算最大値は二千三颪
人の死暫で︑この場含の確率は約
十億分間一となった︒この推定は

についてみると・近年一千万騨を

度である︒これは︑最遠が米国の

のモニタリングをしなければなら

@051まl
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である︒マサチューセッツ工科大学のノーマン
確率一万七千分の一の炉心溶融珊

十︑置手万がから一蹴演の範圃の

献える災審の出た火災は鉦帰農三

大気中の放射能拡散方向から大部
故では汚染はほとんど超らない︒

平均して颪七十隼に一度趨こる勘
人口密集地帯に落下して千人目死
ない︒

火災は発呼蕉に一件の捌で発生し

分の人面を避難させる処躍がとら

婿にわたって一聴的な避難が必要

上方塀︑鍛大の禦故では照颪軍略

確瀟十七万分の一の購故では二十

原子炉百塾について聞えると︑

れるという四一に熱いている︒

となる◎こうした珊故では約省層

死者十人以上の箏故確率は二千五

炉一基契り一万七千分の一であ
は葎万分のズつまり百万蟻に︸

る︒一九八O年に蕩星の原子炉が 薦年に一度︑千人以上の箏故確率
の地域についてヨウ素が威蓑する

定になる︒大聯なことは原子力発
者を出す確率とちょうど同じであ

稼働中とすると︑この纒の購故は

電所の炉心溶融が必ずしも公衆に
る︒

弐心溶融蟹故がもだらす損失駿

大きな影響を及ぼす癖故とはなら

確率韻石衝突なみに

熱繊力50万k、、原j衡1事故の㌧、へ〜H−7

次に以前の原子炉襲故調査︵W 辺地城の人ロデータを傍用したの
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ラスマッセン報告から
﹁炉心が欝けるような原子炉箏故の趨こる確鍋は卑聞一基当り一万七千分の一﹂﹁面基が縁働事と
すれば炉心溶融窮故により公衆に被密が出るのは千七日高年に一度の雲合﹂ーー︒米国原子力倭農会

安金度

︵AEC︶が三薗万騨を投じ二隼がかりで取り組んできた原子炉安金性調琶﹁米国の商順原子力発国
争の珊故リスク評価﹂蝦告が明らかにした

・ラスマッセン教授のもとに調沓にあたった専門家はAECスタッフ︑国立︑民闘の研究機関などか

らず︑放射能を除表し格納する系
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ら六十名︒十七駕ぶりの大がかりな安全性調賓は﹁原子力発躍所から公禦がさらされる麓険︵リス

発生購には多搬の放劇毒が洩れ︑

大きなリスクを生じることが蕩え

統も故障しなければならない︒醐

公衆影響千七百年に

「の㌦償、1q57f1の㌦にすると豹2／3になる
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ク︶は非常に小さい﹂との糖論を灘き出している︒周訓告の﹁要約﹂から主な部分を拾ってみた︒

リスク︑炉心の
溶融のみ対象に
られるが︑これは炉心の燃料が溶
けた場禽にのみ想定される︒原子

放射能散逸防止の一連の系統が組

この原子炉安全調査は︑軽水型

故で生じる公衆のリスクを現実的
みこまれている︒このため環境へ

炉安全設計では轡料の過熱防止と

に推足し原子炉以外のリスクと比
の偶発的な放射能放出が起るには

の商用原芋力発餓所の潜筏的な摺

止することを目的に︑過二十無間

で分析︑﹁原子力発蹴断からの公

．国防雀とNASAが開発した手こ
法れらが同時に故障しなければな

衆のリスクは非常に小さい﹂との

の潜在的径路を調べ︑リスクを形

査では放射能放出に結びつく数千

リスクの概念にはある瑠象の起
成するものを摘出した︒

度

寵

基本的な紬論を得た︒

る確鵬とその糖果が含まれる︒例

電
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本質への省察を漂いだ

史に鋭いメスを加える︒

全体慷としてとらえ︑巨大化した

境闇題の国象的見

地からの解決促進

が原子力三原則の

初心にたち帰り︑

脱等

五九五二一P2

一九七四庫

綴．

ミ

へ

童画

社製

本電
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る抜本的な対策を講じ︑公共の安

かに急務かを肥えさせる︒巖後に

技術を蟹理し体制を築くことがい

一著

日本の原子力平和利用にふれ︑環

核分裂反応の発見から第二次大

の政策﹂のもとでの戦後の核軍備

戦申の欧米諾国の原爆開発︑﹁力

﹁原子力の政治経済学﹂

は︑放聞すれば社会の蒋立墨盤す

一十i科学技術の安賜な利潤追
紹一介求や照耶目無への利用

ら危うくするほど

上

ック第二巻

限りなき創造とたゆまざる努力を…

全確保に万全を期すため①法令巡
守確保のための幽幽指瀬等の強化
対策②鄭業所等の囲主的安全橘動
の促進対策③特別対策④瞳審防止

川

を確立する唯一の通だと説く︒署

国二二舎悪を回復して原子力産業

にしている︒それ

競争の時代を経て平和利用転換へ

者は︑神奈川大学教授︒︵平凡社

返りを大きなもの

と至る︑原子力という異常な技術

要綱﹂を発表︑今後これをもとに

物贋の公轡聞題︑人類の麹の保移

は原子刀だけでなく石繍化学合成

が世界の勲向を規定した約十五隼

を柱とする﹁放射線障霧防止対策

ﾈ毒虚している反面︑﹁健 法の施行体舗箸の基本的検酎1 人類社財へのバネ

康診断の受診および配録の荷無﹂

︵四七・0％︶など改轡灘の低い

らかにした︒

積極的な行政を展開する方針を明

に影響写る技術的可能性の予測に

刊︑B土版︑二蕾九十一怜︑九颪

点検項葭もあり︑距均では七六︒

要綱では︑まず監鶴指轟強化対

間を︑薯壱は政治︑経済︑産業︑

八％の改講率にとどまっている︒

科技庁は︑総点検の実施により

も及ぼうとしている︒著轡はその

一

策として①静可または届出の審査

二

①全鰯業所が法令の遵守状況につ

玉上

四＋円︶

一多

社会など多角的な側面から生きた

ではわずかに昨庫から通塵街工技

環境に及ぼす影響︵発電施設の

文献案内︑・

ジェクト化﹂が要望されている︒

主開発のための﹁ナショナル・プロ

の配懸が要議されるとともに︑自

ち出しており︑このための政策上

開発推進の国際協力指向も強く打

ことが脛要だ︑と揖溶している︒

不可欠な実証試験など進めていく

関との協力によって安全性確保に

では体制圏めを惣ぐ一方︑皇運機

がある﹂と強調︑利用系との二八

さらに幅広く強力に展開する必要

炉研究闘発計画については門今後

が︑その中で︑とくに原研の実験

進方策について検討を加えている

ながら︑わが国における今後の推

同報告はこうした熱量をふまえ

はやっと緒についた段階︒

々として進んでおらず︑研究開発

府︒財政当局の姿勢とも網埃ち翌

炉開発計颪はこの闇題に対する政

中核ともなる原研の隅温ガス実験

ートしたばかり︑システム開発の

づ￠

鍛初の高議ともいえる原子力の歴

院による大型プロジェクトがスタ

ニニ玉

を厳圧にする②労働蜜︑厚生街な

と併行して障轡防止法の施行体制

多一

ど関係省庁の協力を通じて監鰭石

箸の基本的検酎を進めることにな

︵円城等次郎座

長︶の申開報告がまとまった︒同

圏的利周懇談会﹂

日本原子力産業会総門原子炉多

玉

いて点重し︑何らかの問題点があ

射線雀羅防止中央協議会︵仮称︶

種別団依で梅成する中央組織︑放

っている︒

多

ることを発見︑自覚した繁業駈が
盛を強める③業種別︑問題別に璽

および各都道府県労働歴華局と放

ではこのほか︑安全讐理学舗に問

二一二

七七・七％あり︑かなりの醐確で
点的に対象艶出所を選定するなど

射線関係鶏業所で構成する地蔵別

二多時玉 二 二玉

改酋が行なわれた②立入検査では

法令違反の暴正や行政処分を厳正

立入検査の効果的な運用を図る④

に運用するIiと指針︒次いで禦 縮織︑放射線障轡防止協識会︵仮

︐︐︐玉

一時点の状況把握ができた︑など

不可能な全麟業所の岡一項鷺︑岡

業所等の自主的安金躍動の促進対

称︶を糖蜜して自主的安全窃動の

総点検の結累をふまえて科技庁

の効渠があったとしている︒

促濫を図るほか︑国立の禦業所に

なる各省庁放射線騨宙防止対策連

策として︑附属所の所属写る登臨

満地から関係団体に協力を要謂し

は三＋臼︑放射線臆轡防止に関す

に対応して科技庁が打ち旗した改

ついては既設の関係ナ七省庁から

善策﹁自主的細動の促進﹂を図る

絡象識を通じて促進を図る︒さら
に放射線取扱主任蓄の爾教育や処

たもの︒

遇の改善などによる効漿的稼動の

十九団体で構

成する放射線瞭密防止中奥協議会

確保︑優良難業所の表彰制度の実

この日の懇訟で一

︵仮称︶を設麗︑放射線陣轡の防

題があるとされる葬破腰横寝襲業

を隅ることにしているQ﹁要綱﹂
いて協議していくことになった︒

施を通じて自主的安全活動の促進

異体的には同協議会の庶務︑講習

懸握纒の強化︑安全悪識向上のた

所や︑医療︒教育機関に対する監

辻に関する広報活勤︑実態調査︑

会や実態調査の実施︑広報資秘の

簗界および瑠業斯の対簾などにつ

刊行は日本アイソトープ協会が行

めの広報活動強化︑放射線陳蟹防
止に関する調蛮研究の推進︑など

ない︑所要経論は当面構成団体が
拠樹︑＋月下旬をメドに活動を始

を盛り込んだ﹁特別対策﹂の推進

﹁そんなことをしてはいけない

める︒

濡れしそうにピンク曲の大きい

懇談会が︑今年一月から二つの調
査検討グループを設け多霞的炉研

冷却系とその工学︶一九七葱年十

究開発の兇通し︑開発上の課題︑

ケジュールなど岩心とした関連諸

高温ガス実験炉開発のタイム︒ス
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問題の調査に嶺たる一方︑海外襲

環境汚染問題の将来予測につい
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力

原
して通学している︒きのう私が畑

ないのだよ﹂と︑雷いながら私は

よ︑これからは︑そんなことをし

受け取った︒それから彼等は私の

た︒

この新しい友だちを心の中で微

旅行のように家中を見て回った︒

狼い座敷に上がって︑まるで修学

のを細心によりとって帰って行っ

笑みながら︑私はベットでうたた

の琿むしりをしていた時︑とっさ

ぼがあったので︑みんなに三粒つ

寝をしていた︒

に思いついて疑い点きのさくらん

つやってみた︒みんな物珍らしそ

そしていちどきに凶悪が出だ︒

うに私を見ながら︑それでも行儀

﹁おじさん︑おじさん﹂

七〜ニー十六

て一九七四葎三月贈等EP

よく︑﹁おじさん︑ありがとう﹂

満調査の結粟をも反映︑わが国に
おける原子力エネルギー衛効利用

﹁おじさん︑一人きり？﹂

研究開発のあり方について検討し

外の方で蘇がするようだ︒超き

﹁あれおじさんの野翼︑大きな

︹なぜ︑こんなに本があるの一
と見はった︒それ

て︑玄関の入口を見た途喘︑あっ

核融禽技術の化学工業への応

A一六〇〇一五−七四一五
としてとりまとめたもの︒

てきたこれまでの成集を申聞報告
光漿である︒さっ

タ︻九七四無一月69ぐGJ

チ﹂

は豪ことに異様な バッチをつけてるね︑なんのバッ

立野の利点︑尾能性︑目標と効果

@友

﹁おじさん︑ご飯どうしてる﹂

などについて指摘し﹁エネルギー

し

それでもみんな思いのほか行儀

PB一一㎝一毛八七三

での製鉄プロセスへの利用など順

発電用原子炉の計測系ハンドブ

調な計画推進とは嚢腰に︑わが国

温ガス炉開発先進国をはじめ海外

が︑来︑英︑仏︑西独といった蕩

への方向づけを帯唆している︒だ 物管理 一九七二年二月 3ーイ

核燃料再処理施設の放射性廃粟

ウラン産藁における統計デー

きの女の児と男の子を加えて四

正しい︒こんどはこちらから翼問

常40峰BNL一一八八一置
立の姿勢で捧げ銃をするような形

人︑一列に並んでひとりひとり面

Q一一〇Q︵七四︶

報告は原子力エネルギー多目的

﹁うまかった︑おじさん︒さく

﹁さくらんぼ︑うまかった？﹂

そ緊要だ﹂などを強調︑早期実現
と︑ひとりの女の児が紅のバラの

源原子力化の必慰霊はわが国でこ
﹁まだあるかもしれないから見

らんぼ︑どうして持っているの﹈

︵膏水鑑︶

頂娠だけが罠えてきた︒

陽がさして︑翼の中から圏士の

人だった︒

そして三年生が二人︑一一無生が二

がとう﹂といって︑それぞれ持っ

﹁おじさん︑さくらんぼ︑あり
々残っていた箱をとり出してきて

ているものを︑私の削に蓋し還し
た︒

﹁さあ︑これを五粒つつとりなさ

私は台駈の冷蔵曄から︑まだ少

てこよう﹂

花束を持って立っている︒

校の蒔︑さくらんぼを髄つた子︒

新

と︑ひとりひとり孚を出して斑っ

その中にいたこ

て行つだ︒

のふたりの女の児
になにか親しさが

原研の実験炉開発促進も
で︑泥のついた大根を持2二人 してみた︒男の子二人はきのう下

あった︒
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原子力舩﹁むつ﹂が今日遡遇している不腿は︑その母港を下北半鵬のむつ市に決めた鱒点で
宿命づけられたといえよう︒しかし﹁むつ製鉄﹂の撤遜のあと始末に悩んでいた欝森県と︑白
羽の矢を立てた臓浜霞での交渉が不闘に終り母港決竃を迫られていた段本原子力船開発鵬石塁

治・大田各大臣と冒隅長田からな
る闘係閣優懇談余を開いて︑漁価
補鰹対策として一億円︑漁懲徹興

とし︑欝森興野黎を通して申し入

対策に︼億五千万円をあてること

た︒

続々と門むつ﹂をめざす反対派の漁船

為

︑

毒轟

小型漁船が母魅に近づいてきた︒

午劇＋逸すぎ︑六＋一七＋隻の

十名の計八十九名である︒

出港財力阻止の混乱は奮ぬかれな

横浜漁協の船団だ︒﹁むつ﹂の有

璽ねていた知購と漁協経協議会原

港︑劇闘︑デモ参撫の可齎をめぐ

水川支所などの漁船麟が続汝と入

ン︒次いで川内漁協︑平内漁協滴

子力船対籏婁年会は︑醗後の鯖論

げんにそってデモンストレーショ

を出した︒それは︑漁協経協議巌

﹁むつ﹂の出港を図るため折衝を

の紬累だった︒このため墨金議鍵

隠った︒再度開かれた総金も同様

二十三鼠雪明︑潮夜から円滑な

い︒

あった︒この象までは門むつ﹂の

って謡処することを躁終的に決め これに同調する者も増加の順商に

は︑出力試験と併行して誠愈をも

が手を継ぴあった当晴︑誰が今臼の伏況を予測しえたであろうかli︒今回の出港を機に︑変

甥︑どちらかといえば鐘白月講の

れのあった録港移転問題について

治験段階にあった︒しかしこの購

貌する﹁むつ﹂周辺の近況をかいまみた︒

だ︒四十八蕉九月目むつ帯に膜子

一︸目後︑陸奥海地賦漁協経鱈暫

力船の安全性を疑可視する革新市
灘ばいまや陸腿湾の産講として定
協議会は閣僚懇談会の意見をうけ

﹁むつ﹂の母港は昭秘四十二年

蝿が誕生した頃から︑漁民・労働
魑しっっあり︑四十八年の生産は

政府が安全性の確保と下北麗発へ
の協力を鞠森興に約し︑知購の同
暫を中心とする原子力船反対運動

恷l千ナ︑水揚げ圏は五十億円 入れて﹁むつ﹂を円瀧に出港させ

愈を響たことにより正式に決定さ

を拡げた︒繋船母港下北原発反対

はとみに活発さを離し︑その鱒翻

る不蜜や反離が凹面の一部にはあ

れた︒当時すでに原子力船に苅す

げ礪の爽数はもっと多いともいわ

を構成する漁協︑問支所など二十

るべく総会を開いたが︑反対派漁
を超えている︒さらに沿辮漁藁の
．複雑な流遜機構を響署すれば水渦
民の態度は強硬で・議場は混乱に

れ︑蔚憾円薩叢に成現するのは蒔
は︑全等一数ではないが︑雰囲気

八月二十六肩牛繭霧蒔四十葺分

あると推定されたが︑騨細はわ

力の交代が逸んでいるのかも知れ

奥湾の漁蓑賃の闇で︑いま歪軸勢

が極度にエスカレー

1973年開催のRI会議の全貌を記録

﹁むつ﹂の謹製班は帰港して原

抱えてきた定係港ふ頭は︑出港を

ない︒ともあれ︑こうした

よぎる三三者の顔に︑三二と戴貧

官庁許可・届出の全てがわかる

かっていない︒

因究明にあたりたいとしているよ

婁餓会﹂を殴けて

協議︑轡門蒙グル

ープを﹁むつ﹂に

強行出

を標

出力瓢虫をや

などのシュプレヒコールを

ざされた正門前で

めろ

海と隆からの抗議行動に︑雨模

繰り返し︑座り込みに入った︒

だろうか︒ひと蕾敵にくらべて山

明日にひかえて︑小雨まじりの霧

暫なき戦い

いを感じさせた︒﹁むつ﹂に回り

⑳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

母港老離れた﹁むつ扁は二十八呂

瓢験海城に遷した後︑藻流しなが

港下北原発反対共闘金融は隼後五

迫した空気を次第に高めながら︑．

様の懸につつまれた母港周辺は緊

洋測は冤通しが悪いので船舶は注

臼學朝から始つた反対派漁罠のす

乱画避のかすかな期待は︑出港当

さまじいばかりの糞力行使でふっ

一葎十か月︑鐡を下した濠ま待

陳奥湾地区漁協経営者協識金上魍

の申でさえ活気づいて見えた︒す

トしたために︑約山⊥ハ騰闘にわた

もいた︒これまでも懸船反対の旗

など二一六名を含む粟組螢五十八

﹁むつ﹂は︑掌記の予報を上回る

頭的群在だった横浜漁協︑平内漁

夜の母港を離れて行った︒

波浪と風雨に助けられた格妊で深

＆︑舐防雨二十一名︑興職魔など

㊥万全ですか、貴事業所は？
⑲放射線管理で、お悩みの方は？

覇︑斑嫌興繊塵墜秀八筥請層の

て︑洋上での王事を指示するとと

うだが︑政府は地元感偶も考慮し︑

一購三十四分に︑窪窪に遼した︒

らのゼロ出力試験を関始︑竿前十

く帰港問題

息つく間な

﹁むつ﹂はひきつづき︑減速秘︑山 もに︑﹁むつ放射線遮蔽技術横酎

雪猛などに関する
テストを消化しだ

地元ではさきの出港を

送りこむことをきめた︒

が︑原子炉の崩壊

鷲狂すぎ︑出力を一︒購％に上げ

放射線もれ

とうけとめて

熱除去蜷能試験中の九目一日午後

いるだけに︑

港

兇切り二千
たところで上嗣板ハッチ後部のガ

できない状況だ︒

した﹁むつ﹂の円満な帰港は期待

ンマ線エリアモニターが一婦間填
たり○︒二︑・いレントゲンの轟常理

子炉格納容器上部の遮蔽に問題が

出してきた︒験すぎには難平七十

む

この頃地元のラジオ放送は二つの

出港日を迎えようとしていたが︑

一つは二二濾各漁協が曝田の﹁む

皮肉なニュ⁝スを流していた︒

つ﹂出港に整然とした抗議行動を

とり︑実力阻嵐はしないことを申

糊し入れる︑というものだった︒

油せよ︑との予報だった︒

つは・明日は波がやや高い︑太平

し舎わせた︑という内容︒もう一

この聞に茂離漁協の説得にあたろ

会のあと・ひきつづき原船医薔

むつ生麺所までデモ野選︑周く間

鮒線を聯刻した︒調葦の結果︑猿

船のハンドマイクから﹁明陥はこ
んなもんじゃないそ﹂という声が

九組織が異なみをそろえて巽力阻

時すぎから︑むつ箭役所繭で

一方︑轡蘇暴覚紐会解と原野愚

から察して総悪といえるとの蕾し

止を回避することを条件に︑知購

というむつ漁協も約五十隻を繰り

って八時闇にわたる協議を続けた 流れてはいたが・⁝−︒

闇の問題とみられている︒少なく

い注釈づきで知蟹に報衝蹴を提

とも陸墨湾内の漁講は︑かつての

定着しつつあ
るほたて養殖

いえよう︒

ったが︑﹁むつ﹂に続く第二︑第 共闘会議などの調製もその一つと
三船も受け入れたいとするほどの
歓迎ムードが三門的だった︒
四十四空新月に石川麟播麟旧懸工

藁の爽票第二下堀で進水した﹁む
つ﹂の船体は︑一鉦後の四十五隼
過疎地下北のそれとは様椙を異に

を

﹁むつしをめぐる問題の背聚に

母港撤去

している︒しかし︑ほたて漁欝に

つ出力誠験中止

購件な

隻の小型漁船が﹁むつ﹂の周りで

は︑俗にいう

千五西人が簗まったが︑この簗金

ジグザグデモや渦巻きデモをくり

ど︑過去六年にわたる数々のいき

変貌する陸奥湾漁業

る︒．しかし︑この厨の反対派漁民

ではむつ市長︑欝森市擾らも挨拶

にとどまっていたといえよう︒漁

った︒少なくとも示威行動の城内 に立った︒参加暫のぼとんどは簗

の抗議は総じて整然としたものだ

が﹁むつ﹂の出港を同月三十一日

七月︑陸奥湾に画航され︑四十七

さつがあり︑政府︑原船型業懸と

漁民︑労組の連帯行動も

出した︒これを受けて知禦は二十

年九月には三漣原乎力工藁が原子

緊︑．市︑地元倥民それぞれの間の

古文盤

炉据えつけを終了した︒しかしこ

愈志騨通の欠如もあげられる︒だ

餌んで漁民・労働者︒興属総決起

の頃から原子力船の陸奥漉入出港

が︑簸も薗接的な要因は陸奥湾沿

蔵匿︒むつ地組労などを申心に約

に反対する動きが薄ぴ台頭しはじ

摩におけるほたて員璽殖の急還な

かえした︒﹁むつ﹂を中心とする

めてまた︒その過程には反対のた

漁船の行励半径は次第にちぢ家

めの反対・イデオロギーの色繕い
遜展といえよう︒母港をむつ市に

との一般協定︑モニタリング協定

うとするはらづもりと冤うけられ

一難︑﹁むつ﹂に關する原船影叢団 まで延期するよう︑科技庁擾窟に

の醐郎にふみ切った︒本来この協

るほたて生産は︑二千沸に満た それなりの資本投下が必要だが︑

籍は︑繋︑市︑購講団の三黒闇で

決定した四十工年の陸奥湾におけ一 も悩みがある︒生産騒の拡大には

騒

批判もあったが︑なんといっても

の餌が強かったのは劉輿

放射能汚染βを恐れる母港周辺

の漁民

獲殖殴備はただでさえ金がかかる

だ︒しかし︑このための各縄織か

前蕎のニュースによせられた混

うえに鍛近の資材値上りは葱だ︒

紬ばれるはずのものだったが・原

惣

がある一方では︑

ほたて御殿

溝水川支所が提出を拒んだのを皮

らの確約露とりつけは︑平内漁協

の幹部や留任者はほとんど抗議行

動に参加しなかった︒このことは

とんでし濠つた︒この日︑各漁協

海と陸から

切りに︑横浜︑川内︑むつの四漁

つ﹂の出力試験罎港に反対する市
喪は︑醐印を撞んだ︒

最後の調停

﹁むつ﹂出港が八月二十五臼午

ち続けた﹁むつ﹂とそれをじっと

の低下とこれにかわるヤング・パ

漁脇内部における長老派の指灘力

三九贈に決まってからの鋤きはは

努力実らず

協の拒盃にあって尖敗に終った︒

糖金も多いという︒それにい日劇 ・総力船の安全腔を疑問視し︑ ﹁む
ほたての価格だ︒このところその

三岳の癸の閲心璽は・窪窪な
組

しもある︒

勢卸値は黛餐︑簿鶏の兇通
あ

披 原毒言饗対 讃ぶ
蹴まれている・と罐かだがぎ

げしかった︒とくに反対派漁民の

であっても死湧問題だ﹂というの

部や同原子力船対策餐璽会︑さら

でに大方の三三を整えてし濠つた

ワー？の台頭を示すものではない

でもし︑放蔦蔓ほたての烙印を押

の反対行動
動

声にはさまざまな立棚や理由が含

磯されたら︑隻饗無根の舞
が反対派漁民の簸大公約数的な気

には各漁協幹部などへの風当りが

ことが︑かえってタラップを鐸り

揺灘．

持だろう︒

強くなって行った︒﹁オレたちは

降りする三厩や気ぜわしくふ頭を

熾泊ﾎ立ふか

勝手に出港を酵した﹂という難航

何も知らされてない﹂︑﹁幹部が

って身動き出来なかった原子力船

船﹂これについて興と擾渉を璽ねて
原 きた発癌は・﹁むつ﹂の出力試験

・藤 める関係漁協

塵

前

稼ぎが少なくなったといわれる陸

二

﹁むつ﹂をとりかこむ小型山影

込むのは船長以下スチュワーデス
おひざもとのむつ漁協も︑縄張ぐ

協酒水幽支所︑川内漁協に加えて

るみでの影港胆止の構えを発せ︑

への出港問題に決鰭をつける躇期
が迫りつつあった八月十三日︑科

感．
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﹁原因究明が先決﹂驕
各党︑再審査を強く要求

としても襖討中偏と述べた︒

全審査を澱初からやり盧せ﹂︵津

して一様に門原子力船の設計や安

ないか︒無貴任だ﹂︵竹申氏︶と

らなる脚門家調査団は︑九月八日

塞原子力研究所遮蔽研究等長らか

め︑同船に派遣された魯坂駿一日

と協力して本格的な調査を開始し

♂

サイクル、負荷追従性なとに簾・㌧をおいた名簿の邦訳

な質問をするんだ﹂と感憐むきだ

の問題として︑新たな論議を呼び

った︒

所に各種の線分計をとりつけ︑原

線の著名りかわカリやすく解明の最新の名著

のことを言ったまで﹂と小宮山氏

計を窟査する原子力発電技術開聞

そうだ︒井上原子力委員長代理も

専門家調盃隅が乗船

会のメンバーに︑安全審査会の委

が原子力船﹁むつ﹂の放射線漏れ

しかった﹂としながらも﹁絶対と

すべきだ︒原子力關発を進め︑国

一

について強い不安がある︒地元住

に対し︑地元住民の申には安全性

凱㌶層耀斑冨」齪凶暁三眠鳳冨〃』匪躍・岬・躍7』跣調7」翻灘r蹴躍」己三冠

しの大声でドナリはじめ︑門嶺然

まないそ﹂と捨てゼリフを吐けば

興を審禽したが︑その際の茎藁な

原芋力船﹁むつ一で検出された

こうすれば安全が確保されるとい

事早上は問題ない︒

員がほとんど参加しているので︑

これらの答弁や説明に対し与野

なわれる︒それ以後の詳細設計に

てパスさせた︒遮蔽については一

うことを墓本設謝をもとに辮査し

質
員が遮及した簡題︒とくに竹中氏

らスタート︒格納容器内の二選か

線や中性子線の分布を測ることか

渦流探傷テストなど点検を行ない

た結晶︑毎秒六颪カウント程度の

子炉の出力をO・二三％まで上げ

調査は格納容器内部のガンマ

却水漏洩がみつかり︑このため現

の関遡質問にたった小冨山亜四郎

た︒

在︑同社は炉を傾止︑メーカーの

政府の鷺任問題も与野党委員金

来WHおよび三饗霊両社による 氏︵自民︶は︑門責任をハッキリ

べまだ扁と森山整磁の考えをただ

民を思うなら遜仕を明確にさせる
森山長富の髭処指示は︑こんど

原因究明を惣いでいる︒

曹一

原発建設に関し川内市議会は今

民の理解と協力が得られない競り

るよっr易に解溌した田際的、；刊面を得たタく鋭の名茗

も賢覧︒森山獲宮が﹁ただでは済

小宮山氏も﹁議会での発言を封じ

い︑いまにもつかみかからんばか

ようとするのか﹂と激しくやりあ

しかしこの臼の科技特全般の雰

りのハプニングにまで発展した︒

囲気としては︑与野党委員の追及

ﾆの政府翻置酒で押しきられ

にもかかわら穿掘原暇究明が第

どについては今でも閤謹っていな

これまて一般には︑原子力委員

党委員は一斉に反発︑﹁蜜全とみ

誌

た格好となった︒

いと考えている︒工難や施工が謡

会の安全審査は星本︑詳細を問わ

次と二次の遮蔽およびその相輔導

れた︒これに対し森山科学技術庁農宮は﹁原困究明に全力をあげており︑結論をまって今後の描禦ゼ

長︶でとりあげられ︑与野党議員から今圓の鱗態に対する政府︑原子力船開発撫業団の寒参が遡及さ

本であったかどうかが間題だと思

ず設計段階で霧激していると思わ

原子力船﹁むつ﹂の放射線漏れ間題が九月十βの衆院科学技術振興対策特別委員会︵安井吉典委員

とりたい﹂と政府の方針を述べたが︑安全審査で政府内部に一貫性が欠けていることを認めるような

うが︑蜜薄霧査以降の詳細設計に

原因究明続

にするかなどの点には︑安全審査

関しては慰査後の暴説だ﹂と説鯛

放射線異常値の原困を究明するた

いうことではない︒今圓の唱態に

政府委澱の答弁もあり︑今後︑各方面に大きな影響を与えそうだ︒

した︒また内田会長はこのあと︑

きわめたからこそ出倦したのでは

対し遡憾だと思っている︒安全確

各党委貫からの質聞が爽幽した

段階の問題である︑と答弁した︒

会は関知せず︑それは詳細設討の

汽ていただけに︑今回のこれら政

いた偏と述べ暗に審査後に問題が

のは﹁安全審査はどのようにして

また参考人の内田安盒審沓深長

合はこれと誘ったケースとなって

この日の科技特では︑竹中膨一

行なわれたか﹂の問題︒生田局畏

く﹁む2

撮︵自民︶の質問を皮切りに石野

はこれに対し﹁原子力委員会の安

保上の体制聞題については委轟会

久男︵社︶︑来内山綾一郎︵同︶

﹁しかし発霞炉の場合は︑詳細設 府側の答弁は︑安金審査の儀頼性

あることを示唆した︒

津川武一︵共︐塵︶︑近江二月夫

ついてのチェックは運輸雀が船舶

﹁むつの原子炉安全審査は︑

薬量法にもとづいて行なっており

がわかり︑減肉軍機の懸念があっ

生露細籔にピンホールのあること

問題をとりあげ︑第十の状況や今

抜本策検討を指示

も︑

後の対策︑政府の籔任などを追及
その際の設計変更については基本

︵公明︶︑内海滑︵蔑杖︶の各氏 全審査は夏本設計にもとづいて行

した︒政府からは森山擾膚︑生鶴

設謝で安金欝査会がOKした璽準

関西慰力美浜原子力発電所一弩

朝︑﹁む2実験班の授戒陣など

原子力局長︑謝敷運輸雀‡荏検琶
内にあればよい﹂と述べ︑安全審

機の蒸気発生器細管損傷塾故につ

科技庁美浜一 号で関電に

ことになっていだが︑それを翼体

﹁むつの蜜全蟹糞に誤りはなく正 川氏︶と再審萱を蟄求︑政府に迫

實︑井上原子力委員長代理らが出

とポリエチレンの両方を使用する

査会での﹁むつ︸の遮蔽条件が鉛

﹃むつ臨の場

蝿︑内古閑専務理瓢︑内田原子炉

席︑また原船襲業団の佐々木理黒

的にどこでどう併用し︑隈さ何律

甲板でこくわずかな放射線レベル

中性子線を検出︑上甲板︑第二上

が参警人として出席した︒

の箸弁だけ︒しかし同氏の質問が

したが︑﹁よく原因を調べて﹂

騨門家調査団は原子炉欝欝後︑

上灘がみられた︒

に及ぼす影響など重大性を考懸︑

終り休憩となるやいなや︑森田長

の蒸坐発生器細管望事壌故の今後

癌栓だけの応忽算置では不十分と

農の腐に突進︑﹁いったい何を撒

冒が國席から立ち上り︑小冨山委

八千八罰五ヤニ水の細管のうち二

の判断からとられたもの︑とみら

たこともあって炉を︸たん檸止︑

千十豊本に胃挫斎するなど点検修

れているQ

いて︑森山科学技術辺長宮は六日

復の後︑嗣年十二月から出力を下

同社の揮藤俊尖副社長︑鈴木俊﹇
導務両氏を科技庁に招き﹁蒸気発

げて運転を再開した︒しかし今年

﹂

測定器類をとりだして放射線分布

て検討するよう﹂要請するととも

︐畠鯛韓儒一一

状態の調査に入った︒
魅舜り㌦二＝＝一● む聾Hり㌧二：唱＝︾

いたいんだ霜は︑何の圏的でそん

福婿十認氏

難読選の開票結果は次の通り︒

﹀麩二＝圃：
﹀昼ρ＝旧一一一 ﹀一即需一＝一
扁脚
一一一噂印一鴨

れていた︒しかし今回の革新側と

出張においては原発賛成派とみら

藤六月二十九日︑顧発誘致決議を

は︑絶対に推進しない︒はなばな

4500円

6原子力エネルギー変換

MMエルワキル蓉京都大学助教授西輝英晃駅 静∫動カプラ
／トの型式、1朗炉設乱工わレキー獲換の原理、エわレキー

池田正道

凶猛第

日4・原題力研究所熊原忠士

軍器取り種えを含む抜本策につい

りβ一唱卿一一一一一

から西証約十五詩妖の同箭久莞崎

一九︑九九八票
町に建設を計画している原子力発

は︑地元住民の響向を尊贈するこ

確認ずる意味での賛成決議をして

政治の原点に並ち織る︒

350e円

学

液体／ンチレ｝ノヨ／転轍におけるノステム化

安金專門審査会長︑菊池むつ衡擬

薫ご

圃

七月簿び蒸気発生器からの一次冷
るよう指示した︒

に︑早悪に新しい対処策を報告す

情勢急転回の

一一五票

︵総投票数︑一六︑四一五票︑

島

一穴︑一七一二票

地元住民の意繭を吸いあげ︑その

とを前提に積極的な騨発建設推進

おり︑また六月には順業補償問題

福奔斬市畏の籍原子力発電所

投票茸八五︒三三％︶

兀三訂氏

決定に従う②帯罠本位の市政を行

横山正光氏

のあり方に批判的な立場をとって

否をめぐり︑福寿氏は従来の市政

霞所︵八＋九万KW︑㎜璽︶の歴 の政策協定では①原発に関しては
布置選で批判派が勝つ

な立場をとっている︒

なう一などを継び︑原発に批判的

川内原発計画
原子力発磁所の建設は退か蒼

属籍をとりつけた︒一方の横山氏

革新勢力と政策協定を結び︑その

畏選挙は︑九月八日投禁︑即製開

を訴え︑商工︑建設関係などの支

1をめぐって激しい選挙戦が
繰りひろげられた鹿児島県川内南

か

票の結果︑社金︑公調︑地区労な

持を受けたが︑特長在職の帰期化

に臨結した市政を行なうというこ

しい地回開発よりは︑住民の生活

原発批判派の福寿十認︵ふくじゆ

も解織するなど︑川内原発計画は

どの推薦︑一部保守系が貰持した

に対する多選批判ムードもあって

とだ︒これまでの原発建設推進の

・じゅうき︶氏Oハ︒︶が︑宙民など

寿甫長の誕生によって慰癒幅下厳

進展の憐勢だったが︑批判派の福

現市長の任期はこの二十七日で

聡きはゴリ押しであり︑権力的だ

新人福欝氏の饗が上回った︒
横山正元氏︵穴一︶を破って初嶺撫し

しい憐勢となった︒各地の反対運

ら今後の動向が注目されよう︒

った︒今後は住民本位という地方

終了︑福寿新市長の登嘱となる︒

候補まで市議会議長を勤めており

福寿践はもともと保守系で市畏立 動にも大きな影響を与えることか

技1研てない触髪はて核燃鱗1二謝る技術蝋襯題の全艦

核燃料工

東京火圏教授蕊島良績纒著罷げノ廉峯儲およひ「胸臓1｛fの

A割29Gペーノ定価25GO円

｝と輸迷の必程かり、炉しの熱設

詩にいたるまてを難窩な匿販て解説ずる名四の邦訳

高速増殖炉

鞭

の推薦で︑五避をめざず現甫嶺の

た︒

こんどの冬蔦の最大の争点は原
発建設聞題︒九州贈力が川内箭内

3500円

西原英旧訳

の聾・，いにおける工矛ルキーの発

日本原子力事窯 【岡村廼央
放射織書1測機器の工業不il用の！ステム化
欝士鷺気製遺 イ脅水雅架
／ンチスキャンニングの！ステム化沼津製作所⊥．柳英郎

動力炉核燃欄発幽幽しご本良平者

MMエルワキル麿笈都国印勧教授

東環都アイソトープ総合研究所

美浜︸号機︵PWR︑繊力三十
四万KW︶は一昨庫六月︑蒸気発

写翼㊤原子嫡鍵上部の遮薮言置
を点検する調査団㊦﹁むつ﹂船内

ンの袋撮め粒子

に運び込まれた遮蔽用ポリエチレ

Q

核分裂静卿・

原子炉の熱工学

放射線計測機器のシステム化
工挙院大掌源野 冶
γ線スペクトロメータの！ステム化とデータ処理

か国のウラン雄編詮術をガ
ス拡散法およひ遠心分離抜
に分けて解説したもの

特集：放射線警固機器システム化の動向一

摺03（263）2311

日刊工業新聞社鯨都丁代躯几段北1−8−1。

3000円

原子炉の物理

團虫要記事
原∫力発電所およびR1取扱施設の塗蕨と雛料の選定

大繊麗難象

ね制醐抑2つの亨

Oンェイクマン警 大阪大攣助教授 住串健二駅 「炉ゆ性」工
才ルキー分㍍」の擬含を｝頭睡に押し蹟し 常に炉物理の基本蟻の
一つとして取扱おっとした紙界て最新の教手｝井のん訳 2500円

門分野を詳就．また人学の教れ露として

漁大学総敏翼下池正一L監叢叢

一」

騨贋耀欄
騨1簿

茅塔彗炉制碑を理解てき

大阪大攣助教授須剛鹸蒋1馬下1

￥ 掃 大学来 邦夫各
A5判200ペーノ 定価1ア00円
奉幽1｝は，現時ムにおけるわ

（〒30円）

蒸舞髭生器
の損傷購故

㊤本格的な原子力実用化時代をリードする好評の名著！

ウラン濃縮

原子肛論難韮
鑑雪鵬ヌ3」L崇器齢（〒、、

夢の原∫炉とliTばれて国際
的閉発競争が行なわれてい
るN噺矧1高趣増殖厨支術の
現扶を平易に述べた

方法

鰍，．謡

誰懸欝叢叢

添撫

㌔瓢斜影聯鱗騰醐韓難噂

髭動特性と制御

CAMACの応用ンステム

@@
@@凝

振醤東京5895番
電話（59D6…2…（代｝

東京都巷区新橋1丁目1播13屠（東電1日館内｝

議
ム
皿

業
産
力

子
原

璃本
発下阪
3月12日第一極心｛断物認r11
昭和31fl

1送料共）
1部70円

ム・

♂

．一

甲

にされ︑これまでの審議鯵滞の打開につながるのではないかと期待されている︒

無二附加の聴闘会は＝二難馨糧離

核燃料供給で撃星目

メルビン・プライス〜CAE婁
臨調が近く下院に提出する予定の
修正許翻珂手続き改訂法案は︑さ
る一 再︑来原子力委員会︵AEC︶

が原子力発電所の建設遅延の打開
を目的に︑許認司手続きを簡略化

篇

の

ECがすでに認町している敷地や
殺計を選択させる11をそのまま
採用しており︑また︑許認可の遅

全岡自浄箆︑公聴会と贋境再検討

そしてケネディ上院議員の提案に

ウラン探鉱技

術開発積極化
米内務衝も乗り出ず

る︒

るのではないかと兇るむきもある

蕎の懸屋︑競合が璽璽な閣題にな

に承認されているところがら︑両

年の比較的短期間とされている

ほど大きくない︒国内地籔調査の

が︑実際にはこうしたおそれはさ

この調蒼は臣下のところ五〜六

が︑この蒔期に︑より糊巧かつ効

リスクを懸少に止めるために瞳接

果的な新鉱蕨謹選のための技術を

米内務省は原子力若鷺︵AE 身につけるための簗申的な努力が

れる︒

修正案からはずされるものとみら

許覇するーーの三点については︑

れた予舞で運贈されてきた國内地

る︑として︑これまで極端に限ら

資金の投入とより多くの試掘にあ

発展を可能ならしめるのは田沢な

かろうとずるもので︑内務雀は︑

ーと分析

究︑さらには

資源インベントリ

床拡大の研能性確認のための研

来蒋望な地衛の地麗検査︑既知鉱

鉱床分析と沈澱たい横の研究︑将

物理学や地球化学的な探鉱技術︑

結果は正式に報告綴として発表さ

とになろうが︑その調査と研究の

蔑間探鉱口業から資料を求めるこ

同様に︑八三の構報をあわせて︑

なお︑国薮ウラン資源評価計画

ものであり︑国内地質調査がずで

画も多くの同じような目的をもつ

に増加している︒

万賭から︑今輝度は五二七十万が

AECの国家ウラン資源評価計開係の予算は七四無度の黙秘二十
上に相当ずるが︑七六無慶にはさ

うの石油︑ガス掘削は国内供給を

許翻司促進も必要であり︑エネル

暫会見で︑米国のエネルギー自立

らに拡大する見通しといわれてい

はないかとの見方もある︒

原子力発餓所の欝認司とエネルギ

開発拡大も必要だと思う﹂

ギー分野での地熱︑太陽熱の研究

西独の羅力会社

発注を決定

進出を恐れている理由は︑アンパ

フランス政府がアンパン財閥の

原子力開発推進を鍛璽点とする

権がからみ難航しているようだ︒

級高温ガス炉︵HTGR︶を発注

社はこのほど︑出力璽＋万KW

ループやsHTR︵クルーゾ・ロ

未定だが︑ブラウン・ボベリ・グ

ワール︑CEM︑PUK︑CER

いる︒運開は△二二をメドとし・

CAで構成︶などが候補に上って

総額約十億嬬が兇積られている︒

面で協力することを決めだ︒ルー

はこのほど︑インドと原子力技術

系系
次次

：水質調整装置（薬液注入装置、試料採取装置、各種分析計・復水検塩装置）

における翠雲と州との拡大協力︑

よる﹁許認朗手続きの介入蓄に技

含まれるようだ︒

術援助を与える﹂ーーなどの点も

所は︑国象ウラン蜜源多価計画の

の嚢任を負っているデンバー瑠務

グランド︒ジャンクション瑠務所

実質的な蛋任機関であるAECの

と半蕉ごとに会合をもつことにな

許認町法案が議芸を通過する興

質謂査の巾から︑今年返照百ナ万

悪義を強調している︒

国内地目調査もまた︑AECと

っているからだ︒

体的な見通しはまだないが︑修正

がをウラン関係プロジェクトに投

うらぼらに︑世界鮒な核拡散の覇
威が急繧に窩まっているところが

れる予定︒

案提出に伴い︑これまでの審議停

入した︒これは七四無塵の三田以

る唄項については︑JCAEの介

れに即座に影響を及ぼすとみられ

限に認めているという︒さらに︑

マコーマック下院議爵が提案した
潜在的な原子力センター用敷地の

がどの施設で生塵されたかは明ら
かではないものの︑カナダが支援

したCADUlPHW炉から
ら︑の
もの霊告となったもの︒
今回

ー研究開発の促進を強調し︑次の

大いに誉め︑また新設の原子炉の
うな懸告を発した例がないだけに

ように語った︒

計画の支持を表明するとともに︑
聞題について交渉してきた換様で

今後の推移が注営される︒

いずれにしても︑米国がこのよ

近く両国問に満足すべき取り決め

インドの平和利用求める

来臨としても︑今後︑タラプー

米国とインドはこれ墓で︑この

来園務三筋によれば︑このほど

会往のCANDUによるラジャル
ス原子炉に蓄積されるプルトニウ

力各＋九万KW︶とカナダ原子力

である︒

米胴はインド政府に対し︑米国が

のと兇られるためにとられた搭置

ことにより︑碓設促進を提唱して

提供する濃縮ウランをインドが平

プール原子力発電所︵二墨︑出

議譲に提出した群認可手続き改訂

原発の許認可

＝一二一一＝一轄＝＝＝二一＝＝一二一二＝＝騨＝備＝＝：一二＝＝卿＝＝一二＝一二＝一＝＝一＝＝一一＝＝＝二一一二鼎一＝＝μニ＝＝＝二鼎：：一＝＝一偏＝＝＝一＝一一一二＝一一一＝一一瓢＝榊輔一＝＝鼎一鼎一繭

︻パリ松本駐在凪︼西ドイツの

バーゲンベルク︑グロースクラフ

で︑クルーゾ・ロワールが五一％

トベルク・マンハイムの爾電力会

を︑また米国のウエスチングハウ

げかけられている︒

高温ガス炉

が成立するだろうとの観測もある

くべからざることである︒いっそ

ことは︑われわれにとって必要欠

れているあらゆる面の促進を図る

﹁エネルギー慮立計画でうたわ

法門に墓ついて作成されていると

い搭躍が表面化したことについて

が︑その過程で今圃の来国側の強

フォード米大統領はこのほど配

フォード米大統領籍る

促進を強調

タン原子力発魔所︵出力二十万K ムが核爆罷に使われる可能性を蓄

待する態度を示していないためで

は︑インド側が必ずしも来国の期

W︶の二つであるが︑五月にイン 擁しないわけにはいかず︑出た・
軍和利胴臨的の核

箱圏的以外に使引しないと約束し

インド政府が

いう︒原子力発日所の許認司問題

ドが国内で生産したプルトニウム

料供給を行なわないと欝告した︒

聞会で論議が交わされているが︑

を強調しているのとは

の別のフランス鉄鋼会社に売却す

爆口実験

当性を審禽していたパリ裁判所は

ることを求めるなど妥協案を工

ころがら︑〜方の原子炉提供国で

エネルギー供給の自立性を図る

作中といわれているが︑糧誉め利

を使って核爆発実験を行なったと

きはなく︑修正璽が出されれば実

トリック社製BWRによるタラあるカナダは︑受験薩後︑原子力

︵アンパン財閥は控訴中︶︒

先月︑遜法との判決を下している

発璽所は︑来国ゼネラル・エレク

に約四か月ぶりの昭櫨進展と な

クルーゾ・ロワール・グループ

ス炉から軽水炉へ転換して以来︑

論筆に身を投じているのは憂慮さ
れる禦態である︒

フラマトーム社が建殴中のフェ

り︑WH社がフランスの原子輩

︻パリ松本駐在皿︼ルーマニア

ルーマニア︑原子力
技術でインドと協力

業に強い影響力を及ぼしているの

ッセンハイム原手力発駅所

することを決めだ︒発注先はまだ

原子力発電所建設体制も加圧水型

備投資の充実に力を注がなければ

炉︵PWR︶のクルーゾ・ロマス︵WH︶社が四五％を出黙して ン財閥がWH社と近密な関係にあ フランスが︑生薩能力の拡大︑設
ル・グループ︑沸騰水型炉︵BW おり︑WH祉のPWR一茅センる
スという点にありそうだ︒つま

とも︑アンパン財閥を通じてクル

り︑WH社が磁接手をくださなく ならない現時点に︑こうした利権
るクルーゾ・ロワールは︑フラマ

ーゾ・ロワールの経嘗権利を握

仏クル ーゾ・ロワール支配か

米WHの進出に脅威

トームの株主であるとともに︑鍛

R︶のCG湿グループというようをもっている︒鉄鋼メーカーであ
に︑このニグループの競合に統一
された︒しかし︑建設申のものを
含め受注済みの原子炉がすでに十
八棊︵仏︒ベルギー共同の二基を
除く︶︑内示が一基にのぼってい
るクルーゾ︒ロワールと︑受注二

ゾ・ロワールは︑ベルギーのアン

鱈で賄うことを計画している︒

ネルギー照要の二〇％を原子力発

ており︑一九九〇葦には︑一次エ

設計画についての協力を謡し合っ

︵CANDU炉︶二十基ほどの建

奪闘にわたり天然ウラン露水炉

︵AECL︶と︑今後十五〜二十

マニアはすでにカナダ原子力金社

ュネードルのアンパン財閃所有株

ではないかとの不安である︒フラ

リーヌ．ファー︑︑ニーの折半出資

式六一％をWH社が購入すること

ンス政府は数郊前︑ジュモン・シ

で運當されていたが︑昨年十一

を阻止した例がある︒

パン財閥とフランスの鉄鋼・エン

資灘入をできるだけ抑え︑民族資

ァーミニーの株式三四％を買収︑

月︑アンパン財閥がマリーヌ・フ

ジニアリング・グループであるマ

星︑内示六基というCGEグルー造物も提供している︒このクルー
るように︑経療性の点ではクルー
ゾ・ロワールがぬきんでている︒

本での自立に努めているが︑この

フランス政府は原発建設でも︑外

クルーゾ・ロワールでの支配態勢

転は早くても今月申頃とみられて
いる︒一︑二男の所有・動転蓄で

ファーミニ！の株式三四％を旧来

不安がフランス政府︑産業界に投

財閥が新たに買収したマリーヌ︒

フランス政府は現在︑アンパン
ある国家電力庁によると︑同三星

の腐食などにより稼働が遅れ︑運

の据え付けの遅延︑その冷却系統

は一年前に臨界したが︑タービン

プのこれまでの実績をみてもわか
BW R ︑ 正 味 出 力 七 十 六 万 K W ︶

対し一管機︵アセア︒アトム社製

で運転を始めていたもの︒これに

弩機は七月初めに全出力の二五％

電力網への送電を開始した︒同二

味出力八士一万KW︶はこのほど

ハウスーモニター嘱望PWR︑正

子力発電所二号機︵ウェスチング

スウェーデンのリングハルス原

スウェーデン

号が送電を開始

リングハルス2

ーーム▼△▼0ムワムー

は実験に用いられたプルトニウム

の炉メーカーは︑フラマトーム社

即叫︒㈱

ため︑原子力畳職開発に多大の期

L︸

待をかけているフランスでは︑ガ

一

︑・︑蝉

露助中止を打ち出している︒これ

それ以後のJCAEの興体的な動 現在︑インドで徽働申の原子力

ない限り︑米国はインドへの核燃
につい て は ︑ 今 春 ︑ J C AEの聴

し︑効率的な麟査体制を確立する

などを禽むこの調査の

が鵡てくることも期待されるQ

滞ムードが︸掃され︑選腿の兆し

政手続きを変更し︑敷地蝶電工蟹
C︶の国寡ウラン資源騨価計画と 頂点に違ずるだろうと考えられて
しかし︑今容のJCAE許認削
を畢期に開始することを白垂する
い
る
︒
聴聞会で論争の的になった①AE 並行して︑探鉱街璽地点の確認︑
②建設許可がおりた段階で︑プラ
地
質調査当局は︑ウラン探鉱技
Cとの命悪のもとで︑原子炉敷地 新しい鉱床の発見やその評価のた
ントの設謝が鍛終的に決定されて
術
は過量二十庫︑比較的少数の一
を承翻すること謙遜に許可する② めの独自の悪欲的な地蟹調沓に乗
いる場含︑建設許可と藩邸認可を
般
的例外を除いてほとんど進展が
反トラスト再審査孚続きの予傭酔 り出している︒これは進歩した技
括して公奮する③串舗者に︑A
みられなかったことをあげ︑地球
薬司改訂③介入者への資金援助を 術を通じてウラン塵業の強化をは

慈
〈米國〉

続き改訂法案が近く下院に提出されることが上下両院原子力台岡委員禽︵JCAE︶筋により明らか入凝縮小し︑AECの権限を最大

つだ法案が議会に提出されたのに続き︑このほど︑これら四法案の主要点をもりこんだ修正許認司手

い︒しかし︑原子力発電所の電設促進を図るだめ︑これまでに酸認二野続き改訂に関する四つの異な

に反し︑許認可法集の審議はニクソン弾劾問題なとの影響で棚上げされ︑成立の見通しが立っていな

案﹂︑﹁許認珂手続き改罰法案﹂のうち︑前二法案がすでに上下両院を通過し︑今後のメドがついたの

米圏の原子力三法案︑いわゆる﹁プライス・アンダーソン改訂法案﹂︑﹁エネルギー機構改革法

繍

に乗り出した︒この株式取得の正
ーネである︒

：総合的サンプリング設備（各種試料採取装置、各種分析機器）

米JC
A
E

審議の進展に拍車か

一

提出済みの四法案を要約

一

のKW当たりの建設躍は一千クロ 1一出資状況をめぐって︑新たな クルーゾ・ロワールの実質的支配

灘
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言

﹁手帳﹂剃度で記録管理
従事者の事故防止に寄与

嚇には発鰍所の職農数を大編に上
被曖線騒︑簗稜線腿︑作業の内容

﹁放射線作業三四春手帳偏は︑
るという︒この﹁手帳漏制度は︑

行なうのに大きな成果をあげてい

台帳を手帳発行メーカーが保管し
ウラン資源やウラン濃縮などの

原子力国際見
本市に参加へ

国際見本市に出品参加すべき

だとの爾が強豪り︑原産︑露盤工

国原子力開発利用技術と関連機雛

な定員増を来患厘予算で要求して

動力炉・核着料開発費業団の大尾

颪八十六名︑核露命研究九十三

三十綴程度の水深に砕波堤を築く

大陸棚の傾斜が大きい日本の観潮

KW買当たり五・四七円となる︒

▽洋上原子力発顯所の諸問題聾

名︒これが認められると原研の定

立地上の不利がある︒砕波堤の技

毒

騨

蝋︸瓢

雨露

近代的設備とゆき届いたサービス

糠

お住まいや家財の保険が
建築費の値上がりに
十分対応できるよう
お宅のご契約額が

75

を行なってきたが︑兇本腰への出

には関係雀庁からもオブザーバー

に酎する関心がきわめて強いこと

トであったのに対し︑流動的な外

では昭和六十矩の想定発電原価は

洋上原発のモデルシステムの試算

ところで︑放射線作業従珊者の

交情勢を高曳に判断できる公便の

いる︒原研では三着三十五名の懸

の確保が不可欠だ

は翌っていない︒しかし鍛近被曝

鷹要求で︑主な内訳けは安金研究
アはウラン資源関係︑ベルギーは

燃難業闘は三首四十八名の増毛要

員は二千五百二十五名となる︒動

なカギとなる︒︵鱈巾研・醐橋実氏︶

術とその経済性の関門突破が璽襲

ユーラトム関係を璽視しての県議

子力協力協定を結んでいる相手国

となっている︒これでわが国と原

再処理関係酉五名︑ウラン濃縮六

求で︑新型動力炉開発颪七十三名

十一名が主な内容︒認められれば

には︑カナダを除く全部の国に科

る︒

定農は二千二酉三十八＆になる︒

手町の農協ビルで第三回多出的高

午後一時半から菰時まで藁禦・大

日本原子力研究所は九月十八日

18日︑農協ビルで

原研が高温ガス
炉報告会開催へ

学アタッシェが麗かれることにな

一方﹁︑新型動力炉や核融台など

の研究開発︑安全研究の推進には

︑

立研究所のA・L・ロッツ・ガス

宴会場25室・結婚式場・客室500室

ヒ
静けさと緑の皇居のほとり

一頃初会命を開いて基本構想の立 代表団を派遜し︑論文発表など
案など奥体的な検討に螢手した︒

心とする躍麗麗澱会を設置するこ

ーカー︑腕力︑研究關発機関を申

には政府の特別な協力と長齢を必

とになったもの︒展示会への参加

業会︑造船工業金が協力して︑メ

しかし︑国際協力と技術および関

昂実績はなく︑参加約三十か国

連機器の交流を亜視する必要性が

ニューフレックスは︑欧州の原

会議と原子力機器見本市を餅催す

という変則的な形をとってきた︒

るもの︒一九六六年以来過査三回

中︑日劇だけが国際見本市不参加

資本原子力産業会議は︑日ホ電

にスイスのバーゼルで原子力技術

機工業会︑日本遺船工業会と二面

高まってきたこと︑ニューフレッ

子力産業界の肝入りで︑三犀こと

コンピュータによるデータ処理な

の開催を題じ︑政府レベルのジュ

来秋に備え準傭婁発足

ど経盟がかさむ賃握はあるが被曝
で︑来鐸十月スイスで開催される

要とするところがら︑準備委輿会

珊故の来然防止に密与しており︑

会議︶とならぶ蔑間主体の世界的

などから︑

が参加している︒

な行儀として足囲している︒わが

ニュ⁝フレックス75 の原子力 ネーブ会議︵原子力平和利用国際 クス実行婁貫金はじめ各国のわが

機器国際見本市に参加するため︑

国はこれまで︑原産が技術会議に

利屠と廃藁物の処分問題に帰縮す

わたるが︑究極的にはサイトの再

田島氏はこうした成粟から﹁今後
は餓力各祉も共通の墓誌に立った

とする準備委瓜婁を設躍︑九月十

進藤武圧エ門原産副会長を蚕賞賛

が︑科技庁は田本原子力研究所と

優秀な

ニュークレックス

被曝歴の撫約方武の垂絹が低まれ

一

アと米国には︑これまでの科学ア

る﹂と語っているQ

タッシェが轡認冒や蓼工法のポス

窮故が桐次いでいることなどとも

となっている︒謹たオーストラリ

ポストにしているのが大きな特長

人材

撫養登銀と被曝データの書中筍理
ることなどから︑日の國をみるに

鰯

た制度はいわば輿霊対簾︒科学技

れるのが理想的で︑三社のこうし

度の麗律しが要謂されそうだ︒

併せて改めて有機的な被曝管理制

への批覇やかなりの経鷺がい

は纂本的には国象的規摸で行なわ

術庁の﹁盗人被曝登壇管理制度嬢

ラン資源確保︑ウラン濃縮開発な
どをめぐる各国の動きが多様化し
ているほか︑新型動力炉開発︑環
境・安全問題︑再処理︑廃二物処
理処分問題および開発途上国への

る︵原研・江村贋氏︶︒

討委農会﹂が昨庫・半審半玉の
構想を打ち

国民総背番号

登籔籍理センター

出してはいたが︑

わが国の科学アタッシェは︑現

り組む方劉だ︒

アタッシェ四名増員を要求

の激しい孫請会社従覇者の被曝響
ておく仕糧み︒放射線作業従瑠餐

ぷ
摩

﹁多圏的高温ガス炉研究開発の

灘ガス炉研究成果蝦告会を開く︒

擬︶︑﹁繍温ガス炉の燃料︒材料の

概要隔︵石川寛動力炉開発衝理窪

﹁簡温ガス炉の工学的研究﹂︵三

研究﹂︵野村来雄燃職工学部罠︶︑

井韻純一原子炉工学部長︶︑﹁多

一動力炉開発蟹理塞熱中性子炉設

園的高儘ガス炉の設計﹂︵下川純

冷却炉開発計画担当次長による特

二八〇六七

一九
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原子力施設作業における下講従業看の放尉線被曝管理問題がこのところクローズアップされている
が︑田立︑東芝︑三菱の原子炉メーカー三社は︑この三駕来共問で原子力此段所の定期検察や補修工
藥に従聯する下講従箏餐の﹁放射線作業従蜜者手帳﹂制度の採用により個々の被曝線鰍を籔理︑被曝
データもれを防止して成果を収めていることが︑六日︑原産の原子動力研究会無会で三菱原子力工業
研究所の田畠雄三放鮒線響理課擾から明らかにされ︑注陽された︒

細る懸盤の請儒綴巻の従塾蕎が繁
と期間︑健康診断結更などを三祉

クされるため︑適正な被曝空理を

中され︑発請会社である原子蝉メ
共通の様武で認載できるようにし

講と孫講会社の作業蓋︒

ーカ⁝や下請金社の社貴︑孫請会

てあり︑審議騎に色分けされた

原子力発電所の定購横査や補修工

社の作業員などが従事する︒この
﹁手帳﹂を本人が所持し︑その元

原子力外山父無虻憾化へ

うちとかく聞題の多いのが︑移動

理︒

重視されてきている︒

トリアと来国に各一名︵いずれも

オーストリア︑OECD代表部にこのだめ科学技術庁は︑オース

在︑米国に二名︑英︑仏︑西独︑

公便のポスト︶を増員︑オ︑スト

援助︑協力問題などの国際協調が

開発をめぐる園際農工は櫻雑化か

り︑原子力を中心に科学技術外交

各〜名が派退され︑駐在してお

た国際協力など︑原子力平和利開

つ多極化していく一方だが︑科学

同6

舞

五八−十・一二円に対し火力は十

・Q二円に︑八五無に原子力八︒

が予定されている︒

二・Q二i十三・八一円になる 別講演﹁隅温ガス炉技術の近況﹂
と想定される︵原電・難解倍三

①海上原子力発囎所に関する研

文献案内
ボトム炉︑欧州のユーロケミック

▽原子力施設の閉鎖艮ピーチ・

氏︶︒

れ︑岡研究会の門プラント建設﹂

究︵一九七三駕プログレス・レポ

ート・マサチューセッツ大学︶

いるほか︑閉鎖に関する国際会議
が提案されるなど論議の必要性が

再処理工場の閉鎖が予定されて

高まりつつある︒原子力施設構造

のそれぞれの研究成合を報告し
たあと︑シンポジウム﹁わが国土

物の解体撤去にワいては楽国での

一九七四矩一月︑74搾︑PB⊥一
と原子力開発﹂で原子力利用を展

郷で千三酉一千九百万遥とされて

盟する錦見発表があった︒報告の

いる︒プラント重鎖は︑コスト︑

百十万KW軽水炉の解体コスト近
▽証本における原子力発電と火

安金性など関連する議題が多識に

中から主な点を捨うと一︒

騨定すると︑一九八一葎に原子力

東京・九段

ノα2Z

千代田区飯［H橋1−1−1費（03）264−1m

窃

実施中ノ

核燃料対策︑共岡研究開発といっ

規事業所から手帳発行メーカーに

技術庁は来曝露予算で科学アタッ

単位としては普通ウランで千ジ程

．囲

はKWH当だり六・七四−八・五養護鐸︶についてそれぞれ成果を
八円︑原癌火力は十・三三1十二 報告のあと︑米国オークリッジ国

原動研年会のもよう
力発聡の経蕨性予測U発羅原樋を

〒103東皇都中央区日ホ橋通り2丁鼠轟番地電護舌（272）8日1（代）

動して侮纂に従瓢した場倉には新

被曝線騒を通頬︑データ処理して

れも門参禦留のポスト︶を新たに

ラリアとベルギーに各一名︵いず

度となっているから︑これに毘合

一

地下鉄東西線〈九段下＞1分

適正かどうかを
ぜひお確かめ
ください。

が別系列メーカーの作渠腸から移

形態の実嫡に含つた被曝心理を行

もらうという運用棚度がとられて

を進めているが︑撮影になって外

なければならない︒同蒔に一方で

流とか潮懸を利用することを蕩え

帆

粘

炉メーカー三社︵三菱系の担当

なうため︑ ﹁放射線作業従蟹響手

交全般の中でそのウェートが京す

海水申には全世界で約四十懲ゾ

勤『議

」

は三蔓原子力工業︶は︑請負労働

帳﹂制を採り入れ被曝防止に努め

これまでの八名から十二名にして

シェ四名の増員を大藏省に要求︑

派遮する蓄え︒とくにオーストリ

いる︒これにより三社聞では被曝

ます高窪ってきている︒とくにウ

五〇欝酵程麗である︒

歴の紀録もれが防止できるだけで

拡大する原子力外交に機極的に取

いから当然自然の流れ︑つまり海

動かしていては勿論お語にならな

帳﹂の交付はこの鷺葺間でおよそ
なく︑本人に記繰がフィードバッ

ということになってきた︒

とんだところで瓢単から駒が出た

ているもので︑三社による ﹁ 手

二万五千件︑交付対換の大半が下

つ︑研究脅の学問的興味の範囲で

ある結果が得られたため︑少しつ

と称されるウランの存在が知られ

みると︑吸穏材一耀でウラン千雷

う海水ウランの回収規模を考えて

日本原子力痙業会議の康芋動力
研究会年余が五︑六の両日・璽京

配

など十のグループの代表が一庫間

・平河町の都道紆興会館で蘭か

鞠
岬

プ

原
最近原子力関係や資源関係の会

海水中のウランは︑︸般的に十鱒

進めてきた程度であった︒それに

三の開発が必硬になってくる︒吸

は︑ウランを吸薦づる巖農の吸四

現在ウラン鉱山の無産羅の経済

禽の席上でよく人から﹁動燃は海

か﹂と熱ねられる︒聯ねる方では

水ウランの回収をやらないのでず

ており︑四方を海に囲まれたわが

収鶏を五〇％︑海水申に漫罵する

鰐を吸讃し︑海水中のウランの回

語になっているP・P・Mのさら国にとって︑この無限ともいうべ

跨

時間を二日間と仮定して接触する
海水の蟹を算定すると一日当たり
約七十億誘となって大体璽票湾の
海水を二十日聞ぐらいで脚部処理

までだが︑獺を現実にするのが技

葱

着材については一九六購年︑英国

分の三〜四程度で騒近世闇の流行

き海水申ウランの利用は長期的な

に大きな期待を霧過て︑当然︑こ

に千分の一だから︑その分析芸術

核燃料の確係という観点から動燃

のような大型の研究開発は動燃が

瓢箪から駒が出た
一海水からウランを採る一

原子力公社のハーウエル研究所で

く動燃資源部の技術力を展開する

術であり︑山から海へさらに大き

難鎌・

する勘定になる︒

エネルギー自給体制確立という観

チタノ酸を利用したものが開発さ

武中 俊 三
というものが極めて萬度な技術︑

点からも︑大きな愈嚢をもつもの

れたのが始まりで︑わが国でもチ

題の解決に甥与することになれ

動燃粛藁団
資源部次畏

爾級な機器を取扱うことになる︒

と欝えるだろう︒ただ究に述べた

タン酸系のもの︵騨売中研︶・荷

原産・原動研究会開く

が

〈安心を拡げる実額選動〉

日本火災海上

取り上げてしかるべきだというこ

とだろうが︑動燃の資源部は原子

燃料公社鰯立以来︑山ウランの探

鉱開発をその業務としてき た の
で︑樫央と漁師と同時にやらねば
ならぬ階代となると︑ここで大き

だが︑これが家た︑過表二十年近

ように︑四十項ナといってもその

まことに雄大な夢といえはそれ

い間山ウランを見つけるために地

ば︑まさに資源技術蓄としての翼

となってくる︒

山ウランの片手間程度に海水ウラ

化学探鉱と称して極めて微魔なウ

呪いろいろ開発されてきているが

丁度は三P・P・B・ぐいった極超機熊踊のもの︵動燃四二工試︶

利に尽きると奪えるだろう︒

く発想を転換ずることが羅非必要

ンの採取試験を続けているが︑そ

低濃度だから︑一ジのウランを回

今のところ︑吸魑材一面当たりの

数日潮から榮海の鉱物試験察で

れは山ウランの生成条件の究明︑

ランの徴候をつかむために開黒し

収するには数遍ナの海水を動かさ

ことによって醤来のエネルギー問

さらに成因の研究等を続けている

てきた技術がそのまま海水ウラン

経済性、洋上原発など多彩なテーマ

でご利用をお待ちいたしております

安心を拡げる＝お手伝い……

＼

一年間の成果を発表＝

㌧

間にいわば翻薩物的に手に入れた

識

なければならないQこれを動力で ウラン吸郵蹴は三〇〇欝耀クー一五

武中次畏
の分析に癒罵できるということで

圃
玉

もので︑予蘭よりはるかに興味の

Q

懸

昭和49年9月竃2
新

聡
知
3

子
口三種郵便物諏可♪

第742号
（3）

聞

有効利閑研究開発のあり方に関する岡懇談会の中間報告をとり藤とめ︑公表した︒報告は︑事

ニークさが注目される︒火国では

は金出力運転後︑工技院大型プロ

原子力製鉄を隔子炉も含めトータ

値する閲発研究と安全性研究を自

の国際協力には・国際的な評価に

残され︵しまう恐れが強い︒今後

料︑興輸洪システムの横討を關聡

て対箸な薄曇の途が開かれる︒こ

ら手がけることによってはじめ

シェクトによるプラントと結論し
ORNLで高温ガス炉の燃料︑材

ル・システムとして試験すること

の手玉でわが国でも︑速やかに将

しており︑石炭のガス化・液化の

来の発露以外の多美的利用を目標

が計画されているが︑このため巽

ARNLでも︑石園億機を機に︑験炉︑利隅系の開発に当たっては

とする高温ガス実験炉の自童的な

ほか水素製造や薩嬢製鉄が騒標︒

全施設配躍謝画および建設︑運転

開発計画に協力する途を拓くこと

所内に原子カプロセスヒートの研

る︒民闇企業ではGA准が核熱可 ある︒つまり︑原子炉の技術的精

まれる︒

がエネルギー政策上からも強く望

貰任体制を明確にしていく必要が

殊性や安全監澱優先の必要性など

究グループを斬たに発足させてい

を霊どして化石燃嚇を原糟どする

用技術關発課題の検討を進めてい

ス炉から供給される熱エネルギー

的に困難な条件が多いことは︑多
合成蝉料製遣に利用する捜術の研

パイプラインの敷設どいった相討

目的利用で圃有の灘密となるもの

中心となり原子力製鉗技術研究絹

るほか︑GE紘も萬温ガス炉から から︑原研が費任をもって開発の

多翻玉高温かス炉

究開弊を進めている︒ユーリッヒ

の開発は鱈力隻謹以外の分野で核

▽開発体制

ではないが︑認識しておく必要が

合など関連機関と密接に協力して

術開発謝画とヤ分な連携を國るこ

このため︑臣大開発に優れた実績

解決しようとする機運が蕩まり︑

の糠入でその安全性や環境条件な

の開発計画には︑大型嘉湿ガス炉

が必要である︒この際︑多圏的炉

ソ

Radioisotopes

on

Conference

えがき︑エネルギー源原子力化の必要性再確認︑製鉄など利用の可能性と関連研究開発︑実験
炉に関する問題︑開発上の諸問題の本文全五鷲構成︑その申で︑とくに今後の研究開発に峯た
っては国際協力が不可欠とし︑開発計画はナショナル・プロジェクトとして発足させることが

Mシステムも化石燃籾を消罷しな 中で︑岡社は西独の捜術に強い絵

研究所で聞発中のEVA；Aの
D融
A温プロセスヒート利用で検討

▽諸外国における闘連の研究堅

ある︒

しい罠的をもつており︑エネルギ

原研はこれまで多騒的高湿ガス

ス炉をわが国の原子力発磁系へ編

とが必要だ︒他方︑発愛用高温ガ

入ずる要講も高まっている︒従

をもつ西国︑ガス冷却炉を自ち開

要な研究開発要素を加えることが

ど自主的な評注ができるよう︑必

頒価9，000円

限定出版

肝要だ︑などと強調している︒以下︑同報告からその中心となる三戴をとりあげ︑概要を紹介

いくことが灘当で︑このためには

い可能性をそなえているQその意

ー経済面からの要讃に対しても広

熱エネルギーを利用するという新

定員問題も含めた研究開発体制の

多圏的利嗣の実証性試験を進めて

強化拡充方策を講じることが必要

心を示している︒

開発に漕手ずることが亜要だ︒利

いエネルギー供給という懇橿のユ

用系との結論に当たってはとくに

当たっては︑すでに腰業界で着手

妹で︑多冒的高温ガス炉の開発に

多目的利用研究聞発は大別し

は︑工場で必要な識力ど蒸気供給

だ︒原子炉等規制法など法律体系

餅

源について在来火力から原芋力へ

蜜金座傑の検討が不可欠で︑その

も問題点を検討して整備しておく

する︒

のり
変化を機に原子炉藁囲的利用実
いるQOECDドラゴン計画の

の転換を図るもので︑例えばソ運

際︑原子炉と利開系とは安全機能

必要があろう︒

て二つの方向が冤出される︒一つ

現の懸義は従来にも増して大きく

でのシベDア群発のための小型黒

の事故が原子炉側に遡及する恐れ

上分離ずべきであって︑利用系側

研究開発体制
の強化拡充へ

ーダ！で実験炉設鍛国でもある英
なってきだが・しかし︑従来の漂

鉛炉実罵化などがある︒西独BA

エネルギー有
効利用に視点
国は︑鉄鋼策が國懲である関係も
子炉との擾続司能件やその効興に

SF社や楽国ダウ・ケミカル社計 実験炉を露標とした研究開発計画

がないのみならず︑逆に原子炉系

されている彬熱エネルギー利贈技

あって原子力製鉄に極めて積極的

に多屋的利用の方向が強調されて

開心が藥申していたような考え方

霊験嫡計画

子力製鉄クラブでも誘導的な役馬

だ︒昨無十一月設立された欧州原

の横討や設計研究を通し技術的課

利用と研究開発

▽製鉄への利用原子力の製 鉄

画などもあり︑前番は圏家発地︑

ムガスループ︵原研東海研︶

動条件を換擬した大型萬温ヘリウ

の場合も︑同様の方策が謬えられ

なわれており︑発鱈用高温ガス炉

からの灘入技術をベースとして行

来︑発電用原子炉の実用化は海外

多自的高温ガス嫡の炉心伝熱流

プロセスへの利用は①電力の 製
しまうのは︑立地の点で困難が予

の緊慰解止や箏故の影響を予め毒

を果たしている︒西独は￡Cの研

銑︑製鋼︑圧延加熱部門への利用

題の明確化などを進めてきたが︑

▽両蕎の開発協力体制実験炉

慮して利用系を設計すべきだ︒

妻ざ幽

国と仏および︑すでにこの炉型の

発して運転してきた伝統のある英

究開発基盤整備に際しては︑多目

申込先日本原子力産業会議翻発部・棚寸繍発課

トープ会議報文集
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後者は鱈気落業考が磁力および蒸

qなど爾温ガス炉の研究が多面

﹁国家プロジェクトに﹂
積極的な海外諸国の研究活動i

〜般に︑わが国では研究開発上

ェック＆レビューに当たっては︑

墾ましい︒多冒的炉開発計画のチ

いることに注騙する必要がある︒

ーを高めるため︑安全性︑環境条

的高温ガス炉のフィージビリティ

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

獺H
されることもあって︑七二しく
②爾炉i転炉製鉄所に補助的に原 究のリーダー役で︑AVRやT

子力を活用するシステム③手網製
的に進められている上︑熟交換方

り原子力製鉄開発では最も大きな

ス炉は発電用のそれよりもさらに

る︒しかしながら︑多目的高渥ガ

爾い炉出殿温度が要求され技術開

発で今後研究開発を要す課題も多

段階だ︒したがって︑発議二三を

く︑諸外国でも開発の緒についた

源帯した場合でもその捜術だけで

は多望的炉技術を完成させること

の立ち遅れを克服する途は︑これ

開発にヤ薙以上一貴従事してきた

これら諸点を考螺したまで︑この

に自署的な開発計画を進めること

は不可能であり︑わが国でも早急

せる機能のほか︑高富ガス冷却炉

まで技術装入あるいは国際協力に

西独の高温ガス炉開発先進四か国

機会に同炉の開発計画をナショナ

海外諸国では︑これを国際協力で

のシステム安全性を追求できる機

頼るのが上通であった︒しかし最

器材料の共岡開発など多方弼にわ

の間には︑技術者・幡報の交流︑機

炉と利用系の
緊密な連繋を

能をもたせることが必要︒実験羅

近︑とくに原子力技術のようなな

開発上の課題

建設に関しては︑五十年度にチェ

お発展段階にある技術分野では海

全郵信︑同年度末に着工︑五十六

ック＆レビュー︑五十二年度に蛍

ルプロジェクトとして発疑させる
外から技術や関連情報をそのまま

減少しつつあり︑象た︑纒入だけ

残念ながら自主聡発の経験に乏

件の評価に必要な研究について︑

ことが肝要である︒このための研

たり前例をみないほどの極めて円

年度束臨界︑翌五十七薙申に全出

べきだ︒研究闘発は︑今後︑さら

では軽水炉の現状にみられるよう

しいわが国は︑このような国際感

チェック＆レビューの耶前に予算

一方的に購入する可能性は急速に 屑︑緊密な国際協力が行なわれて

に蟷広く強力に展開する必要があ

に︑箋雨化段階に達した後もなお

覚に欠け︑国際協力参加の必須条

力運転のタイムスケシュールとず

るが︑とくに安全審資︑建設︑運

件の一つでもあるわが国独自の開

ついて留意すべきである︒

措盟を講ずること一など諸点に

らかである︒

発計画も確立されず︑原子力発繕

海外依存を脱却できないことが明

動︑炉物理︑各種コンポヨ不ント

さらに︑最近の原子力開発の特

い位麗にありながら︑高温ガス炉

開発規模ではこれら諸国と遜色な

料︑伝熱流動︑計測︑F・P挙
開発︑耐震性︑安全性の追求︑プ

徴の一つとして︑技術の実用化に

転に必要な︑例えば燃料︑耐熱材

ラント動特性などの工学的諸課題

ン・パワーの不足に悩みつつある

黙るまでに領する膨大な資金とマ

開発の分野では︑当分の間︑とり

については可能な限り畢急に研究

591−6121（｛『賢表）

「rEI、

東京者1；港区新橋1−1−13（東矧日館）

㊥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？

︵概炉一転炉方式に代替する一陽 式や還元ガス製造研究も進んでお

潜在能力をもつものと考えられ

鑓

饗

膿 鍵欝．騨寝
鰹醗製 鷺 ・磯響プ

灘適齢

鉄プロセスで還元鉄を製造す る

製鉄所が目標︶④汎用ガスのパイ

気を併給する計顧で︑いずれも軽

プライン供給を受ける製鉄システ

験炉は薩接製鉄のための還元ガス
水炉によるもの︒楽圏ORNLの

る︒さらに留悪すべきは︑西独で

ない︒この際必要なことは︑個別

製魚あるいは︑閉サイクルヘリウ

ムー1といった万法が考えられる

期に大きな規模で企業化されてい

産業の特殊性や翼倣的なニーズか

小型軽水炉閣弊計爾も地熱往会へ

ムガスタービンによる発鷺などの

欠かせぬ国際協力への対応

な目標を掲げた︸つのプロジェク
ることであって︑わが国が今こそ

ら離れてむしろ︑原子力エネルギ

の幡力と蒸気の併給をねらってい

集験に供されることとなろう︒

技術がわが国と比べかなり早い時

トが発足し︑その遂行に当たる原
既定計画を着実に遂行しない場含

ーを効果的に利用していくという

る︒

▽実験炉開発のタイムスケジュ

は原子力と結びつかない薩擾製鉄

子力製鉄技術研究豊門も糖成され
は︑埋めることのできない格差を

原点に立ちかえることだ︒二一諸

もう〜つの方嘲は原子力エネル

ールと必要な研究闘発実験炉に

が︑わが國では当面の実用化顕標

諸外国の四竃をみてみると︑E 残すであろう︒米国でも開発計画

た︒

が進められているが︑その内容は

国ではすでに︑こうした方同が多

ギーを叢説として・在来化石燃繕

交迎
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として③を選沢︑昨璋から員体的

Cでは早くから西独︑仏︑伊の各
ほぼ︑わが国の計画に近い︒これ

送別利用の生流となりつつある︒

日動鱗｝

産

国が共同で原子力製鉄︑例えばメ

なほか︑オーストラリアやスウェ

ら諸国以外では︑カナダが悪欲的

，エール

これら研究開発の蟻聚としての巽

タン︑水口による流動臨画式鶴接

温の燃・材料照射試験を司能とさ

は多目的利用開発実証試験︑耐高

小素製泣

力

原

製鉄や核熱盧接利用石炭系還元材

に供給するものだ︒この方向には

を合成燃桝に転換︑これを聡要番

⁝⁝：

繊肉フロセス

製鉄鋼業

農期臼標として︑水の拠化学分解

茜独や来国では石炭等の埋蔵磁が

伺温カス勇1

いるこどなどの襲憐がその三審に

高蔵カス炉の利用可能性（西独ANF））

聾聡でパイプライン網も発還して
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動力炉開発四百億円

十億円が期待額として翫上されて

なっている︒民聞出資金として六

億円︵償百八十八億四千万円︶と

円︶︑漸型転換炉開発費函八十一

いては建殴準備蟹六億三千万円が

再処理施設が五十一卑四月に営簗

千万円のほか︑新規項鼠として大

やコード曙橋の蹴子翫騨機七懸七

安全・環境問題調査団

百二憾五千万円︵綴四十億九千万
円︶を酎上︑うち施設籔八十億二

︵償四十慮九千万円︶︒新規購贋

千万円︑開発蟄三十二慮一千万円

としてはユーロケミックの共同研
究謬加籔二億六千万円が計上され

ウラン濃縮開発は百十九億八千

ている︒

万円で︑対献年度比二五％増︒と

三千万円で前年度比十︸傍の大脇

くに高性能選心機開発は二十三懸

なアップ︒

注欝される核融含研究には︑薗

がうかがえる︒このほか低レベル
放射線影響研究期日四千万円︑食
贔照鮒研究一億三百万円︑多農的

の普及啓発五憾一千万円︑原子力

爾温ガス炉七憾五千万円︑原子力

のとなっている︒

婁腿会二懸三千万円などが主なも

ソ遡側には︑臼ソ両国政府が原
子力協定を結ぶまでに至っていな
いため︑その締結をまって両国間
の興体的協力を行ないたいとする

麟繧

された︒これに開遼して︑原産側

核拡散防止条約に関して公明党

一設立の必要性が強調された︒

同調査団の訪間先などの詳細はから放射性廃棄物処理処分センタ

いる︒

今後︑ソ運側とも折衝しながらツ
めて行くことになるが︑派遇階期

ての正式な決定はまだなされてい

べきだとの方向にあるが︑党とし

については︑今年十二月から来庫側から︑墓本的には批准を遜める
一月ころと翫繭されている︒

一

れた︒これに対し︑原産側から︑

ことになろうとの見卜しが述べら

鵬講論艶雛勧難羅麗

NPT問題な 濠い撹明があり︑霜利用への

どで意見交換

原魔電脳︑公明党と
霞本原子力塵業会議の有沢広巳

ルで公明党の処弁美幸副婁腿擬はついてはユ悪ラトム並みという訓

金擬らは九月十一日︑都内のホテ核蜜月条約にもとつく保雛描躍に

参頒しないことが今後のわが国の

じめ同党科学技術関係議腿らと懇煙しがたっていること︑問条約に
談︑安全・環境問題や核拡散防止

原稿は昨年六月︑ソ護国象原子

長・近江︵衆院科技特委員︶︑中羅

摘︑放射能監視体舗についてもこ屡会婁展︑森購務総懸︑鎌継︑凝

影翻を及ぼすであろう︑などの見

ら︑ソ運における原子刀施設の安

力婁嫡会の招へいにより︑わが国

全技術・環境対策に関する準傭委

があることなどを強調した︒また

れを納署しうる形で拡充する必要碕両次長︒公明党側目浅＃副委員

した︒

条約問題などについて愈兇を交換立場ひいては原子力平和利用にも

全技術や環塊対策に関する悩報交

初の訪ソ原子刀視察団︵鐡畏・土

贋会﹂を設けてソ遡のこの分野に

な働きかけによって︑このほどソ

愈向が強かったが︑原産の穰極的

換︑親地調査などを行なうだめの

し︑ソ連との原子力交流の契機を

光敏炎漂虹鱒会畏酬当時︶を派還

おける技術︑実悩などを研究して

︵参院科技鎌継澱畏︶︑塩出︵謬

た︒

漕備と検射を遜めていたが︑この

つくったのについで︑今無一月に

の轡理に対する国の方簾が示され院科技特婁璽︶継継農︑畏内政鞭

放射性廃献物聞題については︑そ

られた︒すでに日本側は出門象を

と体制の強化をはかるべきだと指中山両懸聲長︑松根︑伏見両政策委

子力戦轟金を中心に嚢網の明確化通り︒原産側臼萄沢会長︑進藤︑

ていないことへの不満が強く表明審議会窮務周次擬︒

政府︒自民党酋脳は十八臼︑土

漿した竹内知嚢らと協識︑予定通

りの入港は時間的にも無理になつ

日の帰港を延期することにした︒

だこともあって︑とりあえず干九

次官︑佐々木原船藤津圃理禦憂ら

森興入りした武安科学技術庁責務

ている︒

の慰向との間にくいちがいをみせ

は変えておらず︑竹内知瑠ら興側

しかし政府は︑一たん帰港の方針

係閣僚懇談会を開いて協議︑同船

一方︑地元二郷のため・エハ日欝

母港に苦口する議通知した︒

政府︑19日帰港を断念

﹁むつ﹂の前途混とん

中心とする﹁ソ逮原子力発霞所安

この日の懇談会出席者は以下の

ほどその第一歩ともいうべき奪門

はソ運からの訪臼視察団︵鐡擾・

おり︑これらの成果をふまえて訪

解が示された︒

調査団の訪ソに関し︑ソ遡側から

ソする調査膨の活動はかなり内容

腰上︑公明党側は現行の安国審

塁本的な同意が得られたことによ

委展会第︸副議長︶を受け入れる

工︒D・モロホフ圏家原子力利羅

責体制には問題があるとして︑原

り︑原子力安全研究協会︑ソ運問

査団の受け入れに同恵する蹟伝え

題研究会などとの協力のもとに︑

めにっとめてきた︒これらの視察

の濃いものになろうと期待されて

霧雪的ツメを行なうことになつ

団交換を通じて︑今優雨灘門で協

じめ︑原峯力旛設の蜜金・環境関

力すべき分野として︑核燃料をは

係︑ナトリウム冷部高遮楢殖炉な

政府は九月十五日午後︑原子力

を欝森警むつ市の母港へ漏港させ

は︑齎森駅頭で漁民の激しい抵抗

は︑台風シーズンを控えて食糧燃

した

R・酉＋万KW︶の建設思差は昨て︑騨門象による憾報︒愈兇交換

て︑装荷燃料の譲りはずし︑粟鳳

を受けた後︑興水産会館で漁民約

の場をもっことが有効である旨の

の交代︑食料や補助エンジン燃料

ここでも強い反対の齊にあって︑

五賢人との黙し黒いに臨んだが︑

年＋月の起工以降順講に進行︑現

今回の調萱団派遮交渉もこの合

の三菱璽工業神戸造船所で原子炉

の補給を行なったうえで︑神戸港

るようになってきているが︑十二

問題の慰門家と圃接︑警え方やそ

機関︑施設を筋憎し︑環境・安全

決めた︒この決定にもとづき︑日

の点検と改修を行なうとの方針を

竹内爾森開知翼と︑翌十七日には

説得は不調に終った︒一行は威逼

だが︑これを契機に

大きくひろがっている︒

帰港反対

っては︑緊離職躍というべきもの
月には完了︑気密性と耐圧性を実

の鱒と動春は壷蘇興内にます濾す
とも十九臼の彌港を撞んだ︒

本原子力船開発難業団は岡日︑彌 菊池むつ市喪と会談したが︑両舷
森県に﹁むつ﹂が十九鼠年前十聴
る︒

れにもとつく技術的知毘を交換す

粒が底をつきだした﹁むつ﹂にと

の方針

を迎えている︒原子炉格納容羅の

ので︑日本側禅門蒙がソ連の美田

愈にもとづいて進められてきたも

母港へ一たん彌港
据磨けはおよそ八○％ほどを終え

今圓︑関係閣僚懇談会が打ち出

円垂フラスタム型の全容もみられ

合悪がなされた︒

．環塊︑岡薫炉の技術間題につい 船﹁む2の今後の措躍にっき関

団が筋溢した今璋初頭には︑安全

轟轟蒙原子力利幣婁展会から同調

β姦讐一節

など︑両野原竃馬協力の麩礎がた

日本原子力産業会議はかねてか

翫上され︑第二段階研究への愈欲

一翼六千万円︵償四十四億九千万 年慶の四隅の闘十㎎憾三千万円が

初めて一千億の大台超す
原子力婁爾会は九月十七β︑昭和五十年鷹原子力関係予鯨見隠方針を決定した︒これにもとつく原
子力關係の来郊度政府予舞要求額は総額約一千三十三億七千万円に確定︑初めて一千黒円の大台を超
える予鱗襲求どなった︒今年慶に対して三百六十匹懸円︵五四％︶堰︒検討中だった新型勲刀炉關発

畷は︑新型賑換炉︵ATR︶︑爾逮増殖炉︵FBR︶臼せて三百九十六憾九千万円を計上︑今年度を

円︑二二蟹一慮九千万円がそれぞ
ついている︒

いる︒なお高遡差響炉原型炉につ

に総額菅七十一億一千万円︵繍颪
れ要求されている︒

筥四十二億四千万円上鳳り︑五六％堰︒ほかに民聞出蜜金として六十癒円が期待されている︒
来年歴予舞見目り方針の中で原
七十弓懸円︶が酎上されており︑

億九千万円︵籏二百三憾二千万円︶
験飛躍 ︵ N S R R ︶ 九 億 七 千 万 円

還転開始を目指しており︑全体で

啓処理関係では︑動燃禦業圃の

前年慶比七〇％増︒反応度瑠故実

れつつある唯一の薪エネルギーで

六億二千万円︑爽用燃料照射後目

や緊急怒冷却実験︵E8S︶を計上︑高速遡殖炉開三三蔚七十

薪型動力炉開発では三百九十六

対処するためには︑現在箋用化さ

子力婁農会は︑エネルギー危機に

べきだ︑との認識に宜ち︑纂輯方

ある原子力の關発利用を携進ずる

開発國標の逮成を打出している︒

型鍵誠研究に二十四慮山ハ千万円が

専門家の訪ソ具体化

とくに来年慶においては①安全研

針として昭和六十銀六千万KWの 験施設十四憾一千万円︑浅薄解析

究の強力な口口②動力炉開発③核

は八十二慮一千万円︵蟹百二十騰
偬五千万円︶が㎡上され︑このほ

ていく考えだ︒．

融合開発iを三本の柱として遊め 新しく登場している︒原研として

か︑国立霊験研究機関一芸二千万

建般中の画速爽験炉「常隅」

在︑総禽推当率で約三五％の段階

発醗会社策海第一舞陣所︵BW

陣を切るものの一つ︑日本原子力

頁万KW級原子力発鷺時代の先 どがあげられ︑とくにソ遮側視察

進捗率35％に

原電東海第二

一6一◎︵一

主な予騨の内駅けを璽点贋目別

撫

る予定だ︒

ト

・嚢

機

兵発

予算要求

語するための鮒圧誤解が行なわれ

○

高速増殖炉プラント

三菱電機株式会社
三菱商華株式会社
三菱金属株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

購

b

にみると︑安全研究は原研を黒体

懇

擾擾容器旛付けたけなわの原蹴策海占冠炎璽所

三菱PWR原子力発電プラン

界の三褻

あなたの三

安全性と信頼性に定評ある

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

蕪

粛

学

帰

艶
蕪

登蓬養春東京5895番
電鑑舌（591》6121（代）

策京都港区新橋1丁iヨ1番等3暑（棄電旧館内｝

議
ム
瓢

業
産
力

子
原

本

発行所
昭孝031巽三3∫】12「1第＿三種郵便物孟忍可

（送料共）
τ部70円

毎週二二B発行

購読料1年分前金3000円

聞

国内⁝燃 料 確 保 に 重 点
新たな契約に影響多大か
カナダのD︒マクドナルド・エネルギー相はこのほど︑ウラン輸出契約に関する新しい規則を制定

し︑国内ウラン産糞の商旗︑強化に横極郎に乗り出したことを明らかにした︒とくに今後︑特別な免

いる︒また︑圏内の選隔地に出力

するフィージビリティ・スタディ

なく︑近代技術祉会を築き上げる

それらの発展のためにも原子力三

タンに大きく依存しているので︑

ている︒また︑回教世界がパキス

五万KW級原子力発電所網を敷設 ためにも原子力座叢の開発を期し

︵可能性調査︶に厨手するため︑

二一二

〜

二

多

多lLユ

多ノ

一

ニニ

二一

翻改正︑建設還延の縮小および低

射射

照照

験託

試委

ニソケミシール（目地ソール材）

パキスタンの原子
力開発体制確立へ
カーン婁鰻畏躍る

闇にかなりのウラン鉱脈を発見し

開発計画を進めており︑過去二年

二 玉野多多 玉 多∫

また︑ケース呂どYについては

されるど慢定している︒

現在よりも少ない建設の遅れ︑最

規制孚続きの継続的な法徳改蕉︑

近の電力購要傾岡の継続が纂礎と

︵中国を除く共産闘を禽む︶にお

いて三つの仮定を想賎して︑予測

なっており︑さらにケースDにつ

い蓬期学力需要を結成する何らか

いては︑獲期エネルギー俣篠︑規

を立てている︒すなわち︑矩閥お

み︑猷画串の敬寧を基礎としたも

瓢湖ン

状況および輸出向け販兜契約につ

いて一輸出認岡の取得前に一
A藁UBにその綴料を提出する③
政府が所製している楠薄ウランは

業関発は必蟹だ︒

キスタンは禰要増大に応じること

西ドイツ政府に擾助を求めた︒パ

一︑パキスタンは大型璽羅コン

︻バリ松本駐在凪︼パキスタン
原器力襲撃会のムニール︒アーメ

ができる原子力発薄塗の建設を望

十万KW級原子力発勘所をチャス 一︑インドの核実験は開発途上

一︑原子力委奥地はウラン探鉱

をもつている︒

国の核装備競争を三訂した︒しか

玉

を予定︶︑ニュfヨーク州のウェ

続きの法篠改正︑建設期闇の縮小

ストバレー工鵬︵RFS社が七九い僻び率の屋舎の予測で︑規糊孚

濠での原子力発艦の成展予測改訂

ケースCとZは︑逆に鰻とも縄
た予備安全解析報告轡︑環境影響

鎌初めに還關を予定︶の間が僕禰

内および海外予測である︒
︵A否NS社が七六年七月に運開

粛明轡の作成や必要と鯉められた

加の火力発注に比べ原子力が纒遇

改蕎︑比較的に醸い躍力罵要︑遍

子力婁屡会の認司を落主とし︑ま

場禽の公聴会の開催という過程を

占めている︒

に上がっているとの暮方が大勢を

は︑プールの塀所を購くした餓力

の描襯が※国内でとられる協台を

駅表のケースAとXは︑原子力 想定しての聖賢である︒

の︒

米WH︑台湾から

初の原子炉受注

本〒

利⁝⁝

軸琶魅

轟摂

川3販
豊0人

刈窪

慮1霞

愛鮎
鯉創

紹
鍾

干370−121

滋本原子力研究駈内
O273−46−1639

国内の市鵬で消費されることが薗

ッド・カーン経籍長はこのほど︑

提で︑国内のウラン生産奨蓄や電
力会社の短期禰獲に見合うものと

日日がある鵬盆を除き︑芙然ウラ

て︑原子力発電駅建設の国産能力

ポーネントと襖禽システムを除い

点から輸出契約を審蒼し︑特別の

を生塵する原子力薩鑓体制を確立

んでおり︑国内でコンポーネント

する慧岡である︒このためすでに

し︑インドと対抗してパキスタン

友好国との交渉を始めている︒

マ・ダム近郊に建設する計画であ

一︑パキスタンは現在︑出力六

た︒

マインズ︑リオ︒アルゴムなどが

るが︑これに加えてカラチ近郊に

二

ている︒国内で必要とされるウラ

ては新規則が適用されないとみら

玉二

ン鉱は十分確撮できる見通しだ︒
づ

は︑その独立を保全するのみでは
多玉ρ一

穫期霞力騒要が低いど仮定した場

会社にその塀所を売却ずることが

麗聰所の建殺遅延の傾向が続き︑

ジョンソン社らは︑貯藪に関心

遡過する必硬性がでてくるが︑関

おいて四つの仮竃︑また他の諾國

四吟にわだる同報碁器は︑楽国に

係筋では特別の問魍はないとみて

原子力発電の改

いう︒循環水冷却システムを荷ず

についてその可能性をも響慮し

台の磯ども低い俸び覇による火国

いる︒施設の敷地については︑ま

めているこの手斧は︑再処理工臨

をもつ羅力当社からの契約婁託を

ナ州のバーンウェル再処理工鵬

ままで認めることに難色を示して

が稼鰍ずるまで使用済みの賠藏場

でには契約を摺られるものとみて

待っている段階だが︑今秋後半ま

一方︑プール鴻鵠の建設は米原

だ決まっていないが︑爾カロライ

かつ︑早慧な処理方法である︒岡

おり︑簸終的には騒初の燃料を受

を願標に翫画を推鵜ずる予定だ︒

ク少U規横をもつ施設を考慮して けとることになる﹇九七七庫中頃

三の概念によると︑一千メトリッ

所を提供ずるという騒も簡単で︑

写す鋤きもあるようだ︒

だなど︑薪たな条件を生薩業蓄に

いるといわれ︑UF6に賑毒すべできるとい莞

契約分の輸出についても︑現状の

も原子力発罐飯の建殴を予定して
れている︒しかし︑AECBは既

海外の顯客と契約済みの分につい

付で発効しているが︑デニソン︒

今回の新規則はすでに九月五日

して痩観するijなどが上げられ パキスタンの原子力政策について
ンの形ではなく︑UF6のような
大略次のような点を明らかにし
る︒

加工された形でのウラン輸出方式

になるという︒カナダで現在︑U

F6転換禦業に従冒しているのは
政栂所蕎のエルドラド・ニューク

限は︑契約調印日から脇門十年に

な点は②ウラン輸臨契約認町の競

薪規則にうたわれている他の霊

したと配賦︑政府が原子力蟹理襲贋鼓︵AECB︶を通じ國内の将来の発醗蝉用核燃料確保に介入 リア社のみである︒

︵UF6︶のような形で輪出することになるなど︑蜜源ナショナリズムの弩え万が強く打ち出された

除が謙められない限り︑天然ウランの形で鞍出することは不鰐能との点が示唆され︑六フッ化ウラン

締結では︑ウラン価格の再交渉が

認定され︑さらに遍加の五鉱契約

なければ契約は認められない⑭ワ

ことにより︑その司能性について

g用済み燃料貯蔵で

来圏のゼネラル・エレクトリッ

ク︵GE︶社がさる七月︑イリノ 騨細な検酎に乗り出している︒こ

ラン生産業者は圏内のウラン販売

描躍︑契約当覇者闇の関係︑輸出

ければならない︒

また今後︑規制機関はウラン輸

が共澗握案

米の4会社

民営施設の建設を

南瓦への販売価格とその懸などの

出の翻可を与える朗に︑圖警保陣
ていることをAECBに購示しな

ため︑海外のウラン鰯硬暫は今後︑厳しい契約条件を付されることも予懇される︒
マクドナルド・エネルギー椙に

の一つは︑カナダで建設中または

よると︑今回の新規則制定の冒的

今後＋隼闇に運転が士爵されてい
る各原子力発電所を︑運転開始日
から三十年闇︑鎌闇当たり平均八

O％の稼働率で運転を継続させる
ために必嚢な十分な羅のウランを
確保することにあるという︒
新規則では︑ウランを購入する

おり︑そこには加圧水型原子炉

※国原子力婁総会︵AEC︶はよび累漉凝縮ウラン農事︑特選輝

の使糊済み燃料貯蔵施設の建設醗

イ州モリスに建設したミツドウェ

画を握嘉したのは・E・R・ジョ

百〜二千四百体︑または沸騰水型

このほど︑一九七四〜ご000奪および滋外騨の究注済み︑発表済

訂長期予測公表

スト再処理工騰の商業遁転を申止
ンソン・アソシエーツ︵ワシント

況である︒まだ︑今回の計画で

原子炉︵BWR︶の燃料簗合体をて︑詳細な調蛮に癒手している状

るプール施設の毅幣は二千万斌と

ーをとりまどめ︑公蓑した︒七十

報告轡一1七二隼予測の巖薪版ー

御

Q602一

来国のウエスチングハウス︵W

エポニツケGL（耐酸ライニング）

蝉騒癖禽

壁断接着強度173kg／c貯

︵PWR︶の燃料繁舎体で二千三
電力会社は︑この醗画の翼金参加

の爾者に︑国内購書に冤倉つ十分

国内の電力会社とウラン生麗業蓄

ずると表明して以来︑米国の贈力

約四千体貯蔵することができると

・リンチ︑ピアス︑フェナ1西ス

要用しなくなった場愈︑他の躍力

また︑ORTF︵仏国営ラジオ

ことを主窪した︒

会社が︑後日何かの狸由でそれを

の鯵止︵モラトー3アム︶

審であることが駈明されるまで

興翻られている︒

ジョンソン社が悪心となって進

およびローヌ映谷保全エコロジー

ミスの四往︒

︒⁝⁝：米A鷺C

間かつ継続的なウラン供給の確保

ルティング榮務に従覇︶︑メリル

ンで核燃料サイクル分野のコンサ

このほど︑コンサルティング会祉

貯戴能力不足を擾慮していだが︑

など四社が共同で露力塾獄所蕎の

各靴は使用溜み燃料の差し迫った

所の運開田から少なくとも十五年

民欝貯藏施設建設計画を橿噂した

を麟る共岡幾任が謙されている︒

間︑庫間八○％の稼働率で運転継

そのうえ電力禽社は︑原子力発電

続させうるに建る核燃料を手当し

フランス

簸期隈

r332︸

から出力各九十五万KW・加圧水

H祉︶はこのほど︑台湾聴力裂社

型原子蝉︵PWR︶二基を受注し

一九八一︑八二薙の各四月に運閥

だ︒敷地は台湾の爾端とみられ︑

の予定︒籾装荷嫡心を罷む受注額

放射線照射の利用

懸醸尊尊

ニソケミ防水

3蟹
︵生態系︶行動委翼禽の電催で︑

を柔饗したが︑標択の締異︑わず

ルポルタージュを放映しなかった

︒テレビ放送周︶が原子力施設か
か一藁の差で

ことにも強い非難が繁中し︑政鳴

らの坐雛水汚染問題を敗りヒげた

このほどピエールラットに舞踊琢

が勝った︒論題では︑科学鮒な綿

派

入のエコロジスト︑科学者︑桂醐

拠を欠いているとみられる反対廠

＋年闇の陣比

子力施設難設反対運動の会含は︑

運励蒙などが藥まって關かれた原

た︒つまり︑政府︑フランス原子

兇1一例えば①現在擾氏十八〜二 がPR土壁強化を愈っているとし
＋暁のローヌ川の水温が環子力麓

祉︵EDF︶に対して︑原子力施

の議翼録公闘に踏み切って以来︑

米原子力婁彌金︵AEC︶は原

加議事録を公開へ

近くACRSの追

子炉安全諮問委綴会︵ACRS︶

は約一懸がである︒

すでに二万五千尋を上回る一九六

五〜七三鎌豪でのACRS議襲録

を公表しているが︑今後の数か月

といわれている︒

闇に巌近の議禦録を公開するもの

（塗布防水知一ス人り）
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騨馬県講演市綿貫町
『￡EL

カタログ進y

娯ザ熱

灘

その一つの現われとして第二され

・

える②周辺では霧︑霜︑あられが

毅からの温排水・放職能による講

力庁︵CEへ︶︑フランス電力公

雛生して︑嘘作物は破壌され︑輪

和︑放射性廃棄物の貯藏︑璽故の

毅からの湘緋水で今立三十礎を超

廻も難しくなる③難壁ビールスや

公開して︑安全性の並瓢に努力す

危険性などに関する蠣報をもっと

ることを強く要求したわけであ

の謬加︑公騨金や騰鴬町の闘催な

的になり︑住民の瀞諏司手続きへ

身AECの新しい原子力発眠成長予測

ウレタン樹脂

@

財団法人放尉線照射振興協会

日本ケミカル建設（株）

團

金属、コンクリート接着力大
常温硬化性厚塗り可能
ポソトライプ調整自由

エポニソケEM（耐酸モルタル）

ニッケミライトGMMI法

ニソケミコート（防錨、防塵、塗孝D
一ソ

硫酸70％塩酸30％
力性ソーダ50％耐寒性一50℃
耐熱温度150℃

ている︒

この会合はピエールラットの公

子力発日所︵ビュジェ原発︶の運

人体まで蓮華を受け・ガンおよび

有心ガスが敬布されて︑買物から

会堂で關かれ︑激しい験象の後︑

麗を鰯止し︑新たな施設⁝⁝ウラ

一iを建蔽しないことを求める決 白血綱が思えたり︑身櫨異常兜が

ついても︑秘密的な性格が攻撃の

る︒さらに︑政肩の誹上司制鹿に

科学薔たちは︑ローヌ峡谷の環境

o

ローヌ蚊谷では︑今後十鉱間原

ン灘縮工場︑商用溜凍増殖炉など

いう︒これに対しエコロジスト︑

生濠れるーーなども表明されたと

興隆が纒先ずるがと述べながら

を櫟明して︑政斑に提出する
ことを渓めた︒中でもとくに︑ユ

議

ン濃縮工煽建設に反対の麗が庄が

への依存寝憎穴を期待しているフ ーロディフ社が誹画しているウラ
ランスでも︑このところ原子力薬

ども硬望された︒

を認める箋際的な方簾を見つける

も︑原峯力施設の運転ないし建設
間会合で過激派は︑原子力が無

れている︒

る嬢陶をみせている︒プロバンス

殺反対遜動が徐々に磁まりつつあ
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薪規に材料研究など
総額誕億円を概算要求

通産省
逓産鐙は来蕉麓財政擾融獺計繭の中で電源蘭騨会往︵大堀凹凹戯︶の爾温ガス炉開発研究に前年比
儘増近い総鑛三十四鱒鰐を投入︑研究の本格化移行に対処する方針だ︒予籔はそれぞれ︑安全株翻査
研究九鞘取︑購地階得二十一鱒九手万円︑婁誕涯縮葡払い金二懸七千万円どして欝欝の翫顧だが︑と

くに安金盤研究では楽国GAτ役および武藤穂遇力学研究所への安全設翫︑耐腿梶を主どした覆駈研

査孚法開弊などにもどりかかりた

を遡えるこどどなりそうだ︒

した予備設翫づくりが目標︑四脚
七月には璽崇で第一回欝の醗発︑

GA︷爾暫による報告検酎会がも

資源關発

ら

繁縷梶の闇麗は研究關謹上の巖

イトーキが開発に成功

廼を対蝶に市場開拓へ乗り出す万

シ厨一も楽しめま曳銀張から車で5分。交通も大変便利ですb

﹁遮蔽撃黛Q︑霧のもので

ワゴンサービス。ここにあるものは、選びぬかれた味覚

針だ︒価絡は蒙だ決家っていない

四︑五十万程礎﹂という︒標識化△口

の爽髄で能メニューも豊寓。週末には、一流タレントによる

が︑

技術の近況﹂について特別舗演︑

A・L・ロッツ氏が﹁醐濁ガス炉

三四照一四三四三

原研は︑剥奪十月以降︑鐸宮阜
ベシネ・ユジーヌ・クールマン
の墓本概念触出に慧手︑①多趣的
︵ジャポン︶ 住所変更 薪住所
利曙開発墨黒謝験②耐翌翌の燃料
は新宿区西叛講談の一の一薪宿毛
︒材料の照射試験③醐温ガス炉の 井ビル鰹士
階﹇工六〇手製

原産に入会社運

九四一三二〇七

高い本場のフランス料理、おいしさをそのまま費卓に運ぶ

殴計を終え︑奪宋象でには本爽験

金庫

れるものも多いが︑同社では﹁冷

物の巾には駆内湿度条件に左右さ

研究﹂を野村末雄・燃料工学部

システム蜜全性交翻︑を仕様目標

餓議一

住駈港区芝琴筆町一

伯東︵株︶

白山成雄氏

11階から眺めるネオンの海、そしてウィーン風の優雅な

も終わる予足︒経蕎の振動特件奨

R夏貯蔵専用の

摂氏千菰十度・二時闇の耐火性能

擾が︑炉物理︑伝熱流勤など﹁工

た︒

ートへのHTGR利用を展理し

のが現状だが︑こうした一運の覇

に今年一月に国内の関係メーカー

設翫を完紬している︒報告会で
は︑これを四十九年後半に取工む

虎ノ門産業ビル干︸〇五目諾

原産に入会

BLUE（§7『RDEN1

駈試験は報告繍作成殴階︑来隼半

漫語会社イトーキ︵国厨光吉誤

半からはコードづくりに薦季す

長︶はこのほど︑アイソトープ欝

㌢

に終っても岡一企藁が行なう他の

学的研究﹂を三拝田純一・原子炉

本概念設謝﹂を下川純一・鋤力炉

却材出口湿度千塵の﹁糞験炉の基

開鞘管懸濁撒中性子炉殺醗班畏

政策は︑先行き衝迫必至のウラン

与えるものとなろう︒

なお来蕉度のウラン蟹源探鉱開

﹁雲験炉の第一次概念摸製﹂・そ

の後の門チェック・アンド︒レビ

四国変圧器︵株︶

五〇三一一嵩七二

一二一一

〒七六四電話O八七七

翼長岸本辰雄氏 佐所書川県単
多慶郡多度津町大字多度津甲三七
齠

五の一

乗京都港鼠芝公園3−3−1〒105貰＝L（03）434−4221

ぽにはこれも終了の莞込みで︑後

数多くあるが︑黒鉛に園するもの

る︒弼霞幌のコードはわが醗にも

一〇︑三〇︑五Q跳の釜

同社はさしあたり鉛遮蔽

は可能だ﹂といっている︒

と衝撃補強構遊をもつJIS規格凍機能をもたせることも技術的に

装騒︑耐錘鋼板を内類した防盗構

倉格晶︒ダイヤルやリロッキング

の關発に

蔽騨用の新しい

造など通鯖の金磁にみられ
る歯釜のほか︑アイソトー

金鼓

大難闘の一つ︑楽国とは類憐が違

成功︑近く市場敗売を開始するこ

は少ないだけに︑殿畷な甑料とな

い・それだけに︑GAτ社研究ど ろう︒構造力学研究所での炉心耐

金庫や鉄躍のメーカーとして実

躍蝿研究は翫癒日程が謹めに潤化
とになった︒

されており︑﹁罪常に順調に薩ん

﹁鉛遮蔽に特殊性がある﹂

プ響用器藏ということから

ント設翫条件の確立ど騨価手法の

績の濁い岡社が︑ユーザーからの

は別の︑独自技術による各懸プラ

に旭志︑開発に成功したもの︒通

要譜もあって半銀ほど潮から研究

でいる﹂ちょう︒

なお︑覆託麟縮の前払い金は三

麗弊が必璽︒醒樂の關忍野画では

回分翻のうちの二回目︒プルトニ

に改造したものだが︑騨仁心は

常の金言をアイソトープ貯蔵二叉

という︒

研究が婁託︑各禰の異験が続行甲

第一段階研究どして炉心の耐腿性

の一つに魔諸分も含まれている

プロジェクトが成功すれば企業麗

工学都擾が︑地霊刀五十MW︑冷 し︑薩接サイクル︑プロセス・ヒ
だ︒つまり︑﹁ウランで得しても

炉設謙︑燃料技徳の現状を総醗
るなど︑企業にとって条件は不利

銅で損すればもともと﹂というわ
通産雀による崖．融資談叢艦籍

霊制度を廃止する一の四点︒い

澱源確保で︑足踏み状態の業界が

による企業探

〇％と総をもたせ特例︵大型プロ

クト単位融資については﹁融資が

ずれもそうだが︑とくにプロジェ

民闇主灘

けられる翫闘だ︒来国GAτ社へ 蕉︑金属材脳のへUウム甥囲気中 を入れてきたが︑来年度からは融

圏しているが︑これを新しく一鱗

ジェクト︶に限り七〇％融蜜を描

なろう﹂として関係筋に歓迎され
ている︒

繍｛
躍響馨

任のもとでの融資償還を緩務づけ

千度C二時間の耐火補強構造

ウム・リサイクルの茶会付き契約

が︑これも年内には契約日郎の運

だが︑ここでは六角ブロック購で

か︑軍面的︑立体的な譜特性が十

行飯偲に伴うもの︒

びとなるもようだ︒用地關係は先

地鰹時に力がどう伝わっていく

て磯翫されている︒前者のいわゆ

オーストラリアの探鉱暁場

分の一ど五分の一己モテルを使っ

る光零歳実験では十月中にも予傭

出・融資条件を拡充

プロジェクト融資へ

るもの︒八十万KW級炉を対叢と いもよう︒

脂を主どした綴織が行なわれてい

癒換期

究継続のほか︑新規に耕脳特性など国礎醜研究にも轡手の飼えで︑躍雛の爾温ガス炉研究關発は来卑
獲を機どして大幅めへど一つの

華

たれたが︑﹁提示条件を十分に満
で通産街

けで︑これだと糖局︑企業の危険

累を明らかにした︒

が︑それぞれ報告︑この一襲の成

黙しうるものだった一どいう︒来

負擾はまぬがれず︑海外進出を困

甲山覆求ベースにみる羅瑳の麗

のための新政策は︑⑪これまで企

難なものとする大きな阻憲要因の

彰イ彰

資源探鉱開発に関し︑通産省は一

藁単位だった融籔を薪しくプロジ

わが圖鉱出業界の経欝懸盤はま

民聞企業が海外で行なうウラン

昨矩から﹁成功払い融籔﹂︑昨駕

ﾌロイヤルティ︵O︒四％︶悪 だまだ脆弱︑内部麗傑にも乏しい

蕉六月には澱終蝦告翻がまどめら

件調査研究蟹は︑楽国G八τ社へ れるこどになっているが︑この成

から﹁出資﹂をそれぞれ詞慶化す

比率はこれまで蟹本金の五〇〜七

・五％から六％に引下げる④融資

温ガス炉醗究開発麗のうち︑蜜全

異を受けて躍覇は︑以隆︑後半か

るなど

をさらに拡充していく方釧で︑現

資の対象や金利︑謹製などで粂件

エ⁝

一つとなっている︒

らモデル窯験による成異のチェッ

鉱穰極化のための誘灘と助成に力

磁動︑蒸蝋鞘生器の關弊魑手︑原

の安全毅謝婁託研究ど武藤構遭力
学研究所への炉心耐醗性婁託研究

だ︒安全設誹研究関係ではこの

ク＆レビュ璽にも衝手する翫画

モ炉圧力容盟︵断熱材︶の健全件

ェクト単位とする⑫金利は現行六

および︑薪規魑黍予定の材料特性

の研究襲託は今年三月︑＋五か月

︵株︶原野 原産に入会社擬
畑山積琢住所千代田区猿楽町一

放射性廃粟物処理分の

など甚礎的研究に聖どしてふり同

を期曝どして契約︑設計条件確立

発出︒融資では総額九癒六千万円

として期待される放射性物蟹

ガラス固化の概念は︑廃液にガ

ス

ュー﹂に有効に生かすほか﹁塞験
炉の騨細設計﹂にも実質的な指針
としたい︑との厭悪が述べられた︒

の四の十二自誠堂ビル三一〇一

在︑財政嶺局と折衝申だ︒

画レベル放射性物麗を擬製閥賠

企簗の海外進嵐はもともと︑﹁成

が概獅要求︑うち七傾八千芳円が

ラス形成剤を加えて混△口︑ポット

貯蔵飛ガラス材料の研究が︑工業

一歩を踏み出す大きな足がかりを と契約を緬結︑八月には基本概念

作や醐レベル放射性物麗取り濯い

には︑化学的耐久性を櫛すため約

蔵するのに適したガラスをつくる

功﹂が第一毅︒だが︑現行の企藁

融質に振り向けられる計画だ︒

必腰があるが︑この堀合︑廃堤物

受け混く︑海外進出もより容場に

確瓢鍵験のほか︑炉内の鑓爾中襖

のためのクローズド・システム化

単位融蟹だとウラン探鉱が不成功

われる︒

七〇％に引上げるの開発成功の場

やプラント・レイアウトなど六贋

究がこれに集中している︒

などにまだ難問が控えているとい

千二再度の圏淘で溶解処理する

で仮焼したあと︑趨周波誘源加熱

大阪工業技術面験所の上野力第

でガラス化︑ルツボに鋳込んで貯

申の揮発しやすい放射性物質ルテ

欝後に米国オークリッジ圏立研
究所ガス冷却炉開発計画撞豪次長

四無ぶりに開催された﹁第班回羅

際放射線研究会識﹂の内容をわが

國からの謬加暫の協力を得て紹介

蹴

qて）1くγOPR19》C石HO（窟L

i態議

6．00PM．〜11．00RM，

11：00AM溜3：00RM．

ム
麟1
大堀総裁

でいる︒使用済み燃料の再処理で

四部畏︑寺井嵐平総藻研究宮らは

騰演中のロッツ氏

︑報

原産・放化研
が報告講演会

田︑気相の放射線化学︑生物系︑

鯛べが、くつろぎに満ちた夢の世界へ誘います。香り

一

灘難 織
灘鰭 倖灘 繊譲
擁

﹁放射線化学﹂に絞り︑圃帽︑怒

しょうというもの︒テーマは特に

腐分子系︑璽イオン放射線化学︑

30日︑都市センターで
原産の放射線化学研究会︵会長

響

・夢境綾夫東大名頭教授︶は来た

気

的腐温ガス炉研究成興報告会が†

歪

八日︑興崇︒大手町の農協ホール

ルスラジオリシスなどについて粟

口糧過程および放射線物理︑パ

大︑東工大︑名工大︑崇大︑都立

る九月三十日︑午前十時から粟豪

幽翠は無料︒間合せは原薩の聞発

大︑原研の十二講師が報告する︒

で開かれ︑黎験面謝画のチェック

く︒これは蒼る七月十鼠から一週

・千代亀ヨ区平河町の日本都南セン

闇アメリカのシアトル術で約四十

ター別館で﹁報告講演会﹂を開
施申の研究の現況が報告された︒

か岡︑二千余名の騨門蒙を簗めて

安全霧蕾や建設に焦点を舎せて実

被覆粒子燃料︑騨鉛︑耐熟金属

部放射線開発螺まで︒

など認濾ガス鱒の燃料︒材料の

〒IO2

＼

技術院大阪工業技術試験所で進ん

藏するというもの︒化学工学的操

筆︑
ニウムの逃散が問題になる︒これ
を避けるために藁囲性とすると化

され︑昭和五＋年麗朱までの二年

一二

・アンド・レビューとそれに次ぐ

灘・レ

灘鎌

TEL（03）263−ml（代）

麗
取り出される筒レベル放射性廃液

進展

学駒耐久性の乏しいガラスとなっ
て擾期貯藏に適さない︒そこでで

耐久性に憲むガラスの圃化技術開

きるだけ低温慶で溶融でき化学的
昭和四十六年から放射性廃贈物豊

同試験費の研究松蝉は︑康研が

発が当爾の熊点になろうとしてい

中心になって違めている簡レベル

凶用ガラス材料の研究に魑手︑各

が総合的に鰹れていることを見出

る︒

し︑化学的耐久性︑熱伝灘性︑耐

種材料の中から棚瑳酸堀ガラス系

放射線性などに多くの知見を得

二尊性廃麗物研究小委国会に反映

圃化法とともにガラス法の安全

間セラミックス法などに各種の
ガラス固化法の化学的鮒久性賦

原研・多目的炉報告会㎜
日本原子力研究駅の第三回多目

鍔L

米専門家の技術講演も

スカイラウンジブルー・ガーデニア

ユニークな存在

静

、

性が評価されることになってい
る︒

一次概念設計へ

営鍛き時聞

日本不動産銀行
策京都・千代田区九段北1丁目13番旧号

△口

q
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同程度にはBWRでも組み立て得説明ばかりでは電源セットのイメ

が電源セットに組み立て響るのと

で︑ほぼ九分どうりまで蹴源セッ

ージが撫樫しにくいと思われるの

万KW樫慶の出力の原子力発躍セ の火力発電プラントが︑トータル
に原子力電源が資源的には荷利で

ほど良い︒これが襖雑だと︑いか

で︑これはシンプルであればある

うな醒源セットを鰍産すべき藻地

掘を隅13に承す︒また︑このよ

ところの来團WH社のPNPの構

トの軽を依現していると思われる

ル関連部門にある︒燃料の取藩え

いては原動研年会での雛羨蜜料に

たうえでの溌躍原価の分析等につ

砕破堤題ぐ，は永久に

ブッ翻れたり︑懸命がきて発電所

︵今後の国土翫蕨では︶なってい

が閉鎖されたりしては困ることに

国で警えてみれば︑よくわかるこ

例えばブラジルのような大面繍の

第三のポイントは︑聡源セット

とである︒

が他の藍要産藁と襖含セットをつ

体が日本の将来薩藁にとって塾本

くるようになると︑襖合セット全

の技術になる︒羅源セットは籔本

戦賂になるような︑そういう種類

により大門生産され得るので︑日

や灘波などに対する翼翼は︑地羅

ステムによる熱源地点は永久的に

協調できるということで︑このシ

それと襖貧した生産物の輸出国に

らなり得る︒それだけでなく︑

である一というような状態にす

のはウソでエネルギーの大輸出国

本は︑エネルギー輸入国であった

対簾よりも容島であると遇えられ

発鱈も続け得るしへ樫貧生産物も

のような見通しもあって︑今回は

るのではないかと思っている︒こ

大方の認識を大きく変えて頂き得

電源セットの儒要につき・読暫の

て頂ければ幸欝であり︑恐らく︑

はないが︑年会資料について︑み

まれるに簗っている︒詳述の余裕

含に閲して画期的な概念提案も禽

魔︑電源セット目食糧︵飼糧︶復

ープの研究報告の中には︑今奪

について︑原動研の工藁裡含グル

さえ︑なり得るのである︒この点

また予知も可能であるが︑地黒だ

供華できる︒国＋評画や産藁計画

．嘱

く︒このことは・臼本を離れて︑

第二のポイントはこのシステム

ゴ難

さて︑二⊥二の璽要なポイント

魑底するにしてもきわめて軽く︑

のようなシステム特性があるので

の鍛衝的な衝撃は避けられる︒こ

糧が壊れるだけであって︑本依へ

するような要を糠定しても︑砕波

とえサイトの地盤が瞬間的に陥漫

る災轡分析は曇声に軽減され︑た

漏底していないので︑地腿に対す

璽要な魑眼点となるはずである︒

とで︑これは日本にとって極めて

ムが角偲システムになっているこ

が翼翼開発受贈や産詳画と常に

である︒

では︑電源を引き当てにして計画

本

〔男露塵離弓鋸乞饗蟄瓢〕
ある︒それがこのシステムでは解

〔邉水・離塁・晶溜水・撰…三越｛合〕

立案されるのであるから・聡源が

腹合，ノテムの擬倉

渓されるという所が蟹騨騨価購順

にてきる。

の第一はこの耀源セット・システ

新しい産業・輸
出形態の出現も

ノ・くテム数離

蝋産に適デるよう

猷芽メヲノトと稗賦のうえ

思想と︑その異体化へのイメージ

㊥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

ノ
1973年開催のRI会議の全貌を記録

第11回日本アイソ トープ会議報文集

Radioisotopes

冨

㌃

ド

水の
例えばPWRとBWRとの聞に
は国土条件箸に関連しての霞要

②PW曇の軽水炉

①火力発躍プラント

る︑と警えられる︒燃料サイクル

・システムの中に組み込回れる理

の概念設謝の計画図を図11に示

ムは︑図 斗 1 に 示 す よ う な 大 羅 張

由は︑聡源セット本体の交換︵躍
あっても︑電源セットというシス
し︑その基地の建設疑の推翫試製

サービス・システムが複雑なもの

ートの仕組みであって︑このゲー

穫ることとするが︑一九八五厳価

災寄評樋ノステムが雛純化され

けは日本にとっての最大の難閣で

た単魑底としてある︒なお︑台風

格でおよそ六円／KWH程獲で︑ 五％程度の璽騒を斐えるにとどめ

ット後に朋じるが︑照臨発電翫の

次期二三懲〔おけるエイルゼー三二・霞欝訓麟への趨応の目由度

亡命の後︑再び開き︑醗源セット

トは設隈蒔に關くことが出来︑セ

轍蔑無異より、セノ1地へ求で

羅源開発に伴う立地難打開のため地下立地︑洋工立地方式の検討が進んでいるが︑九月六
日︑漂薩・原子動力研窪甑年象で同研究会の高橋爽主竃︵羅力中央研究所︶からF翼P︵フロ

ーティング・ニュ署クリア︒プラント︶の嚴薩システムとサイト・システムを結びつけた﹁醒

漂セット﹂構想が打ち鋤され㍉大きな関心を簗めた︒将来︑資源︑開業および経済にかなりの

トンネルには極々の利点がある︒

波及効粟が期待されるこの構想について︑高橋主萱にその罰点を指摘していただいた︒

陸上基地で量産

③縛来は溶融堰憎殖炉

て︑何十年も続く問題であるの

は電源セットを購入した側にとっ

とにするが︑その萌に︑抽象的な

ほとんど差はない︒従ってPWR蟹贋二←二を抽拙して説明するこ

とするところの︑三段階ないし四

囎源セットに鑓用する蹴源は︑

段階の発展過程を考えている︒①

電源セ ッ ト の ト ー タ ル ︒ シ ス テ

産麩地と 図 一 2 に 示 す よ う な サ イ

ットを・甚地で騒産し︑海上を曳

換︶が可能であるためで︑これに

テムには適愉し難い︒この灘昧

ば︑沈埋トンネルの代ぢに海底ケ

は醗源セットのシステムには題台

件を持つことになる︒表一1と婁 脱明は欝くが︑ひとつの注愈癬菊

は︑動力炉型によるけれども︑判

二輪とを︑まとめて示す︒

プラノト・ノステムの蝋戦艦

性

ノステム蜜全牲は屑められる

海濯

極めて簡単に︑電源セットの技術

圏開発部・放射線開発課

頒価9，000円

限定出版

謝汲湿〆ステムの4》働圏発い全部の！ステムの悶口占を 藤蔓
的に、砕漱堤モの｛磁に庁負わせる試ノステムとしての乃畠D

セット・ノノテムの鼓術
〔構戯畷砕鼓堤 洗1斡〆てル3

on

Conference

Japan

海上に電源設置

ト・シス テ ム か ら 成 っ て お り ︑ 葛

航してサイト︵設四点︶まで運
より︑各纒の産蕪画に応じ得る

集︶につき行った例を護一3に雪 できる︒

魔された耀源セットの価格分析︑

なお︑懸産婆地の産量分析︑生

を︑生産能力二百万KW︵翼翼／ 合生産物の生薩を縫続することが

システムの概念税明図で︑これも

げておく︒なお閣一2はサイト・

で︑③に挙げた溶融堀繕殖炉は︑

あるので︑将来の躍源セットの餓

憎殖炉であると間階に流体燃料で

の②と⑧については︑セットに組
源としては︑恐らく逸走の理想条

ことが︑率肇にまとめてある︒

み立て簿るような︑システムに適

また︑羅源が原子力になった御倉

二二に浮上しうる程慶︶とする︒

したタイプがあるということを注

％旧臣で覇幽し︑バラストにより

サイトでの電源位躍は陸岸から二

または軽度の半魑底︵全自璽の五

二凝程度とし︑陸上墓地との闇は

の冤分け方のカン所は燃料サイク

乱してもらいたいのであって︑そ

基地で海上原発量産

が︑電力発生オンリーの目的なら

沈埋トンネルで繕ぶ︒熱源セット

ーブルを箆う︒醤来の鱈源セット

一2に電源セットの基本的なメリ は図一2における②バラスト・ゲ や沈埋トンネル等の建設駿を罷め

複合産業の基本戦略にも

は極めて 用 途 が 広 く ︑ あ る い は 淡

る︒この燃料サイクル系の相違点

し難いーーという症愈は璽硬であ

墾礎物資等を復含的に生産するこ
別の規準は大きく圃体燃料と流体

電源セット系統

サイト︒システムすなわち砕破握

躍源セットの塀舎︶など︑璽要な

とが考えられるので︑大きな沈埋
燃料とにわけられるので︑同じ圃

ット条項と︑技術システムの評価

水・黙水・水素・蟻酸ガス︵火力

トンネルで結ぶことを原則として
体燃料系の動力炉の中でならば︑

れる︒もちろん︑駆産麺地産簗も

をひき出して︑図11の墓地に輿 安定した価格で発醗し響ると箆ら
航し︑そこの解体ドックにおい

の交換が可能に

響えられている︒

設計走靴なう。

（技術）

取得可能性。比機甲を腿め

いれて︑発動および発電以外の謎

て設置する︒設躍方法は浮上繋留

び︑堅固な砕破提構造の中にいれ

および毅円しノこ発徽かロ丁熊。

十分に安定した操業を続け廻ると
漂セットを取り去った後には︑新

搬

動

V雌閾懸に対処
浮1。免震ノλテムにより
サイト・フリー

嬉震醐題への対処可継：報

について述べた︒

591一（）la1（fk！く）
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l

l

〒105乗斌都港ix新橋1−1−B（嶢こ電1目館〉

産

可なり基本的なものも

厨」炉の性能・ブラノトのテサイ〆等

騰薩適正竃1設撰〔基地霞黙〕

地胆で（砕汲塊の域内）で代磐発躍

表i1と裏一2にはいろいろなて︑解体工程を実施する︒古い醒
考え方が示してあるが詳沐の余裕

しい︑遜歩した型の鶴源セットを
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毎週木曜田発行

購読麟1年分前金3000円

粍輸磁題嘗も行なう翫画だ︒

箆用済み燃繕輸送についてはす
でに昨庫四月・葱井物薩など閲係

十臼の社蔑会で騨明会社新

性から︑新会社は原子力五グルー
プのほか銀行や保険会社などにも

ば第三壱謝当て増資といった形で

で︑会祉発題後適当な蒔期に例え

広く謬加を呼びかけていく方針

湿式の護憲方法︑譲渡価格の評傾

各社は近く代表暫会議を關き︑

禦︑運輸各五玉の合翫二十社︒

方法︑持株比率︑役屡僕補者選任

出資を拠る考え︒

％で︑残り二〇％が運輸会社とな

ついては当函︑醗力と商社各四〇

印へ持ち込む方針だ︒持株比率に

れることとなるもよう︒

壱への下請け委託愛甲の形がとら

司手続きの関係もあって︑騨門業

海上輸送は当面︑内航運送業騨認

瞳上一聡輸送に当たるが︑とくに

新会社は使用済み燃親の海上︑

柵一一

需＝

＝讐

曽＝

鱈＝

＝﹁

・・使用済み燃料輸送・㍉

一二

二質〜多ニニ

会社に婁託した専用嬉に鋳用する
臨；r

の︒

一方︑原子力委舞翁の放寮贈物
蟹安全輸送直門部会は︑放射性物
腿の輸送容器や輸送方法に関する
安野基準づくりの検酎を急いでき

↑
科学技術政務次宮らの政府派団団

社

⑨

窪騰滋藤済畔

轡︑

薦器臨戦

細基盤藩

東京電気特器株式会社

・

特機電子株式会社
大阪甫東区本町4−29TELO6（252）3512

めISO遜局は今年†月の同馨門

ーヨークで開催される総会への参一

︸

港に帰れぬ濠ま漂流状態をつづけ

のだが︑二＋習の竹内難聴

る﹁むつあ懸蓼幽し獲

電︶︑鵬根発註所一叢機︵中團惣

社（電気部）

B本原子力国難嘱議はこのほど

ーへの移行にあわせ︑脚門婁員会

が進んでいるわが圏の正式メンバ

これを受けた鉱産霧は

の参舶につき原座に協

加攣舖︑耐震構造小事嚴会聯嚢の︸

送規則の勧億をわが国の一丁に則

ている原乎力船﹁むつ﹂に補助エ

力︶の糞詰︒科学技術庁では米国

東京都千代田区大手町2−2−1TEI，03（270）7711

国際標雌化機構︵ISO︶原子力蚤贋会を控えて︑原子力開発利用

員として参加することを決めた︒

門門婁農会に日本を代表する正会

る3う要請してきた︒

正式メンバーとして

力を求めた結果︑わが⁝
一
国を代表して原産が謬

加することになったも

原産は阜急に十月七日からニュ

の︒

委員会扁の幹璽国とな

夏SOは工簗標軽軽に関して国 内に新たに設懸する門耐雪構造小

際的な統一規格卒俘
し︑科学や経済などの

り︑国際闇の通商を促

する機関︒総会︑理麟

国際協力を濫めようと

会のほかに国際規格を

の騨門婁員会が設けら

審識するため百四←⊥ハ

れている︒しかしこのうち︑わが
国が正会颯として参加しているの
は四十九にすぎず︑原子力專門婁

入選などに魑上する︒

ド

綴会にもオブザーバーとして参

一

﹁地元漁協の了解が轡られれば受

け入れる﹂との姿勢を示していた

が︑二十三日地元漁協関係者をま

じえて協議した結果︑周辺海城で

へ態

などを理由に

仮郷泊反対

度を変えた︒これは尻屋岬港沖以⁝

の漁業が盛漁期に入っていること︸

巌日案がまとまる兇通しとなっ

した規制体系として採り入れ法制

事との継し難いにおいて︑操業海

ンジン用燃料︑食糧などを補給す

とが確認された︒しかし政府は︑⁝

域騒での洋上纏は妨げないし

るため︑日月漿下北半鵬の紙屋岬
魅沖に仮檸泊させる方針を打ち出

ので︑法規問の調整など一部鶏務
レベルの詰めが残っているもよう

説得は難航︑実現までにはなお隠

したが︑ここでも關偶漁協などの

での燃料補給は困難であるとの考

泊はできないとしながらも︑洋上

地元の了解が得られなければ仮揮
か月もオーバーして

間がかかりそうだ︒

え方は変えておらず︑補給時期を

がたたず痩期潔流を強いられてい⁝

禔A﹁むつ﹂では帰港のメド⁝

かなり遅れるおそれも出てきた︒

く︑補助エンジン用燃科の補給は

ている︒このため︑食料はともか

今回の要撃泊については欝欝興

藍づ二

漁運の原子刀船門むつ﹂対策会議

ヨ多

う命じたことに伴ってとられた描

多一

には﹁一日も早く安全纂準を定め

一

爆裂化に魑手できるようにしてほ

一多 多

多

遅らせても地元説得にあたるとし
多 玉多多

しい﹂との籏もでている︒
多

一

は轟初︑人道上の問題も響糊して

いることから︑輸送墨差係者の間

悶一一か月を＝

一一

多

である︒しかし下下の予定検討期

化することの検討を加えているも

外の候補地を禽めて欝欝県におけ⁝

た︒上AEAの放射姓物照安金輸 政府は︑地元の反対にあって母

たが︑十月中旬には部会としての

加するにとどまっていた︒このた

一

のほか専用船など新会祉設立に伴

るもよう︒順調にいけは十一月初

う諸問題について協議︑協定醤調

ってきた︒このため︑差出を中心 商劉︑住友商襲︑丸紅︑厨藤忠商

発足の段どりとなるが・その特殊

電力の電力十社と蕊嘱物薩︑蕊菱

徳運輸︑上組︑日立運輸の大手商

瓢および融通︑山九運輸機工︑宇

とした商聯︑運輸など関係各社闇

二＝

愈冤調整と検認が進められていた

場命のハードウェア調査で︑﹁十

畠＝

が︑このほど︑﹁種々形態は警え

分に使用できる扁艶適しを得たも

胃閲鰍

の一応の指針を得︑今後は蝋象状

m一謄

茨城興・爽海村の日本原子力発

況に伴う馨用船の係留可能日数な

一隠耀

電余社東海第二発璽肋の荷揚げ施

どソフトウエア面の糞壷を踏め︑

梱轄響

設を傭用済み燃料の主用港として

たいとしている︒動燃覇業団が環

今年末にも最終的な結論を濠とめ

一鴨刷

検⁝討が最終段階へ

専用港︑安全基準の

幽喝﹁

ランスポーテーション︒サ；ビ

られるが︑皐期体剛確立のために

幽：

ス︶株式会社﹂が目立︑瑠藁化へ

はNTS社の改紹︑拡充が鍛も適

：曽

の一歩を踏み出した︒しかし問社

：＝

は︑キャスク製作や騨用船建造な
当だ﹂ということで禽愈がなされ

＝一

ど輸送殴備整備の上で難問があっ

会社は︑株式譲渡を含む役員改選

た︒二十田の社総会で電力業界財

撲水讐愚論で難航していた再処理

など既存NτS社の改組といった

主が確認されたが︑これにより新

工鵬は今年六月地元交渉が一応か
形で設立されることが本決まりと

化までに薫らずじまい︒この間︑

たずき︑来年九月には試還転も行

なったわけ︒出資会祉は原電︑九

たことなどもあって︑結局︑覇業

︒エス︵N？S目ニュクリア・トで﹁輸送体制をどうするか﹂急ぎ

六社出資の專日金歓﹁エヌ・ティ

らの本格操業開始も三三にさし迫

ャスクや騨口囲など輸送艘備を自ら保脅し墨金︑極上一臓輸送に当たるが︑このほかチャーターや婁

の二十汁箕岡出甑によるもので︑瞬本金は一撮円︒早ければ今秋十一月初旬にも発是の見外しで︑キ

殴を決定︑引続き股立のための醗備を慧ぐことになった︒斬会社は蹴力十社と大手商郵︑題輸各近社

かーー霊として体制魍題が大きな懸纂懸項となっているが︑躍嘱望界は一

動力炉・核燃糧開整八二団の東海再処哩工場水格縢燧關始を前に︑使網済み燃料輸隊をどうする

隔雑NTS社を改組拡充

11月初メドに新会裡

φ

なう計画で︑引続く五十一年響か

使用済核燃料輔送対簾調査連絡会

海村に建設申の区処理工煽への髄

使用する方向で検謝を進めている

は︑これまでの調査で門口規矩と

用済み燃料の海上輸送には︑昭和

一畠萎X︶0一 五十二年度末まで日立繕を二棟使

しての使用は司能﹂との授術薗で

連︑動燃玉璽団︑原鱈︑淡城県な

出されている︒科学技術庁︑電畢

引馬港に縫著するとの方針が打ち

用したあと︑原偲の荷揚げ施設を

NSRR建設

順調にすすむ
二本原子力研究所の反感度安全

現地策海研究新で原子炉建塵建設

多

躍︒

わが国で稼働中の沸騰水型炉は

福鰯発電所一︑二弩機︵川獺総

講響講麓窮⁝
これは︑ドレスデンニ暑機の沸

力︶︑敦鋼発薄金︵日本原子力発

騰水型原子炉の再循環系配管に導

総と糊し合いを行なうが︑同派遡

が﹁むつ﹂に乗船︑飛船長︑粟組

クするよう指示した︒

米国炉事故で万全期し

BWR配管総点検へ

八月末に電鰯連がコンサルタント

講究譲︵NSRR︶建設は︑どの関係轡で構成する同連絡会は
工購が醸終段階を迎え︑一方・機

認製作では米国Gへ社工場での立
ち台い検葦が進行中だ︒

科技庁

が指示

科学技術庁は二十日︑わが国で
稼働中の沸鷹水炉を対象に柄漏力
会社に対して冷却繋縛箇の点検を

横酎を加え︑必要な塔主を購じて
が同じ配箇を使用している米国内

東京巷1；千代田区霞力｛関3−2−5T王・1玉、03（581）7301

社

建設中の東海再処理工場

爆が発見されたことから・AECから詳細な誤報が入り次第さらに

難醸することになろう︒

臓はひきつづき響罐側などとも一

日本原子力事業株式会社

本

・

産

@原

塾・・

彫噸

いく方針という︒

東京都中野区本町1−31−3TEI．03（372＞0141

本

・国際標準化

青森県漁連が反対決議

黙一腰
癒同轡謡．

以内に運転を停止して魚検するよ

極東貿易株式会社

本

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

野屋岬港沖仮停泊も難航

店

約

特

電源、マルチ、放射線

が
補給遅れる「むつ」

懸盤羅
の＋感興の発羅炉について六十日

技術資料、力夕ロクは下記へ

甑瞼

NSRRは原子炉で反弥度響故
が起った際の核的安全性について
実舐研究を行なおうというもの︒
九月から始まった立ち△口い極査は

難論霞︑機器製作はこれで璽要部

炉心爽験孔に関ずるもので︑今年

指示︑冷却水漏洩などに異常のな
分のほとんどの検査が終る︒11写 いことを確認するともに︑念のた
め秋の謝画塾止の際︑葬破壊検琶

工禦が始まったNsRR姪塵︒ などにより綿密に配蟹系をチェッ

翼鷺クレーン搬入が終り屋根張り

Q

AEC−NlM規格放射線測定器

シリーズ

D−100

機構に参加

一

r

…
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発行所
昭稲31無3月12日第．種郵硬物鋸511

（口番斗共）
1音B70円

聞

業
産

圏
箱型選定で意見対立
騒曝二大規模計画採用は未定

が継続する︒これを盤的に予瀾す

るこ＆は難しいが︑八O庫代の英
国の岡際収支に顧影響を及ぼすこ
とは聞違いない︒英圏の化石燃料
輸入禰襲が増大するか︑北海石油
︒天然ガスなど園産化石燃料から
得られる利益の縮小が予想される

︻パリ松本駐在飯︼英国の康子力驚電細口婁綴金︵NPAB︶はこのぼど︑次期炉型欝欝間題に関
が︑九〇〜九

︵追加の化石燃料費は八五〜八

六年には年聞十五懸

明らかにした次朗炉型として潔籔発生竈水炉︵SGHWR︶を選富するとの政膚決定は暫定的な‡の

する巖終報告露を公噛した︒同酪目障は帳告欝の貸費︑バーリー・エネルギー梱がさる七月︑下院で
一璋には卑間二十三鱈鴨がともいわ

れる︶︒

で︑一九七七〜七八箪に魑牢することになるとみられる大鑑模翫画についてはSGRWRを採用する

基能力四否ゾのユニットが旧基︶
が穣働している︒契約額は約三億

八翼沙︑一九七七年後半一七八無

八千二薦万がといわれ︑年産能力

初めに運開を予定︒ブルースBの

ダ

カナダのオンタリオ・ハイドロ

ロ社が行なうが︑岡社は七三隼七

所有・運転はオンタリオ・ハイド

ナ

社︵オンタリオ州営羅力︶はこの

契約をルーマス・カンパニー︒カ

にブルースC︑D︵黛産能力各八
菅ゾ︶の建設計画も進めており︑

社︵AECL︶から買収し︑さら

ブルース原子力発電開発に必要な

●︐塾轡♂亀︐●曾♪竃

＞9︐︐㌔︐竃●︐ち︐♂・●︐﹁ら78し♪馬●

乳嘔

︑噛

葛︐

工響を進めていたが︑同原発計画

じタイプのCANDU型炉計画を
を比較検討して︑選定されること

いるという経験を塗しており︑同

蝋画立案の同愈と螢金の承認を政

監︐﹂●量︐r．雪♂監︐乙¶

監曹

隻

ブルースA撒水工場

縫

㌔

は︑イタリアで運開または発庄済

ることを決めた︒ENEL一七

アーナ︵E王︶社に圧式に発注す

レットロニュクレアーレ・イタリ

子力発電所﹁ENE﹂一七﹂をエ

はこのほど︑同公社の七番冒の原

イタリア羅力公社︵ENEL︶

PWR採用を決定

伊ENELi7に

三年運開の予定とみられている︒

り︑各々八一〜△蕉︑八二〜八

ルギーの電力会社から受注してお

WR︵出力百万KW級︶一墓をベ
また︑CEGB筋によると︑サ

CHCOWEN﹂も︑WH社製P

社︶からなるコンソーシアム﹁A

WEN￡SE︵WH社の欧州子会

一方︑ACEC︑コークリル︑

ッセル工煽で製造される︒

き竃3竃曝4亀2亀9●乳♪き︐客嘘

プラント﹁ブルースA﹂︵単 重水供給に万全を期している︒

はキンカーディン近郊ヒューロン

第

湖騨で︑すでに隼産能力八百ジの

ナダ祉と結ぶことになった︒敷地

ント﹁ブルースB﹂の設謝・建設 月にブルースAをカナダ原子力会

ほど︑第ニブルース璽水生産プラ

カ

工場建設で契約

ウィンプリスSGHWR原型炉
第2ブルース重水

定しておく必要がある︑としてい

の一部には①PWRの技術︑設計︑きることをほのめかしている︒

の経験がHTGR計画にも活朋で
る︒さらにSSEBをはじめ震
ルB発躍所を建設するため︑準備

半ばしており︑英国の本格的な大

は︑C鼠GRやNNCが響懸H
しW
てR計画推進には蟹習両論が相醒線を敷設する必要がない︑との

か・来ウエスチングハウスへWH︶祉の加圧水型漂子炉︵PWR︶を轄入するかは決まっていない︑

いるよりも長期聞を要し︑実談に

このように︑NPABでもS
G止された⁝⁝︑趨加の高圧送
が中

子力発電計画を世界の主流の中に

一︑PWRの選定は︑英国の原 了藁化遣輩などを消化するために

位躍付け︑実証技術による工業生

規模原子力発璽醗画確定は︑さら

点があげられている︒

は予想以上の奪月を出演とする②
産力を確立し︑HTGRと高速増

子力施設検査当局の安全性検査認
国の 斑 温 ガ ス 炉 ︵ H T G R ︶ 翫 画

く︑核燃料に冷却水を供給する能

九七九隼十月︑八○駕四月に運開

︵PWR︶としては三番冒︒敷地

は︑昨年†二月E工社が受注した

出力九＋五万二千KW・PWR

︵WH︶製の出力百万KW級加圧﹁EN慰﹂1五﹂と同じモリゼ沿
水型原子炉︵PWR︶で︑各々︷ 摩とみられ︑出力規模も同一のも

一九八一年の予定︒

定的性格をもつコンソーシアムで

クラフトベルク・ユニオン︵KW

二社は原畢炉の主要コンポーネン

電所一一一︑四号機︵出力各百一午四

みのグンドレンミンゲン原子力発

絹

鰹

物

と指摘夕るなど︑今後の萸国の原子力開整についてNPAB内部も二つの懸見に分かれていることが

新規に璽水生塵工場の建設が必要

N泉大規模なSGHWR計画一の
・SGHWR閣至愚手は・し
英て進めることができる︒また原
の進展を遅らせる︒HTGR町
はも・金蝿的に実誠技術墨型との

ベルギーの躍力会社

を発注へ

PWR4基

府から受ける必要がある︒

発電所建設と︑その敷地としてサ

進めているカナダと協力できるl になりそうだ︒

点でおりるとみられる︒

一︑英國は商用SGHWRのの
建本格離な実癒は一九八O隼ま は︑NPAB委員の申には原子力

敷地はサイズ

︻パリ松庵駐在鼠︼ベルギーの

フォークのサイズウェルを選定す
る︑との方針を改めて確認したこ

ウェルを選定

英CEG8の次期嫡型とを明らかにした︒サイズウェル

電為数社はこのほど︑フラマセコ

画したため同炉を閉鎖したとの発

力には何の影饗も与えていないと

の予定︒フラマセコは︑仏フラマ

一％︑WH社四五％出資︶がAC

西独KWU社

圧力容器発注

ある︒フラマトーム社は研究開

︻パリ松本駐在凪︼西ドイツの
後二か月内に運転蓄の都舎のよい

今後六＋臼間内に︑懸守のため運

トと冷却系統を担当する︒

に発注した︒ウッドコム社はスウ

N︑仏のユーロフユエル︑米のW ーカー︶︑スタトスフェーレタグ

︵スウェーデン政府の持株会社︶

いる︒亀裂郵故に関する発表はい

くつか出ているが︑AECはいまHの三社により設立された軽水炉

MNから移管されたベルギーのデ による命弁会社である︒

▼

明ら か に な っ た Q
の首脳で構成されている︒
NP A B は 昨 年 九 月 ︑ 英国の原

展︑次期炉型の選定など︑原子力

が指摘されているが︑その狸由と

実施にあくまでも反対している点

ス世界各国におけるPWR動向とイズウェルでの建設提案はすでに
殖炉︵FBR︶の研窯開発を並行SGHWRはすでにウィンプリに
の原型炉が六蕉間順調に稼働して 英国のさしあたりの小規模SGHサフォーク取零により承認済みと

政策上の璽要購項について政府に

軽水炉と比べ長期的に発展する

今圃の報鮨盤で︑CEGBととN
なろう︒

勧告するために設躍されたもの︒
して次のような点がとりあげられ

I派
などの点を述べ︑SGHWRで
一方︑SGHWR計画の支持
見通しがある︒SGHWR計塵

子力産業構造およびその活動の進

行政上の権限はいっさい与えられ
ている︒

WR針画実施により得られる縄験 いわれているが︑発注される萌に

ておらず︑醗躍当初は通産大臣の
籔晒にあったが︑今年一月︑エネ

に対する儲頼性を強調し︑國民が

設および運転の経験を麗していな

では無理で︑暫定計画︵出力六

ルギー街が新設され︑原子力関係

い︒ウィンブリスの出力十万KW ＋〜六十六万KW双子型原子力 軽水炉の安全性についてもってい
る疑感を指摘している人もいると

力四酉万KW︶の運購経験が得 しながら・PWRは原子力施設検

発電所一二か所︑△口計義塾︒総出

が同雀に移響されたため︑現在で

アップする際に蹴面する課題を過

はエネ ル ギ ー 相 が N P A Bの婁厨
原型炉を大型商用炉にスケール・
畏を兼ねている︒また各委員も英

地がすでに整地工製を完成してい

英国申央電力庁︵CEGB︶は
が敷地として選ばれた理由は・同
るとみられるが︑PWRで覇故が九月十八日︑次期炉型の出力六十

壷嶺局の安全性検査認可を得られ

六万KW双子型︵合翫四基︶の蒸 ることiI当初改良型ガス冷却炉 原子力発電所ヨ轡機とチアンジュ

国中央露力庁︵C廻GB︶︑英気小騨価してはならない︒SGHW
られるとみられる八二年以降にな

趨こり国民の三遠性を失った場含

原子力会社︵NNC︶︑南スコッRは世界の炉型の霊流から外れて るであろう︒
一︑その結果︑原子力発響画

︵FRAMACECO︶に
ド米
ーWル
みの
K往製細圧水型原子炉

トラン ド 電 力 庁 ︵ S S E B︶︑英
おり︑欧州諸国との協力は難し

原子力発電所二弩機を発注した︒
気塞螢水炉︵SGHWR︶の二
︵AGR︶を使聾するサイズウェ

米国原子力産業会議が伝えると

表であった︒検査の結果︑その原

二基とも米ウエスチングハウス社

に︑それに代わる原子炉針画を確

ころによると︑米國原子力婁員会

これら三棊の他に︑ピルグリム

トーム社︵クルーゾ・ロワール五

のといわれている︒なお︑運開は

一屠︑ピーチ・ボトム三辱︑デュ

語った︒

アン・アーノルド︑クーパー︑ド

EC︵WH社のベルギー弐荘︶︑

と運結している補助蟹︵径四冠︶

いるためと判明した︒岡社はさら

沸騰水型原子炉︵BWR︶を使用に長さ四匁の小さな亀裂が生じて

レスデン三弩がすでに超畜疲検査

コークリル︵ベルギーの鉄鋼メー

閣は需循環パイプ︵径二十八鍾︶
︵AEC︶は九月二十日︑米山で

している三原子力発電所の一次冷

に岡炉の他の動じようなパイプを

を受けたが︑亀裂はなかった︒残

ウッドコム社に
却系の補助蟹に亀裂が生じている

チェックしたところ︑漏洩までに

運転中の原子炉五心塞のうち︑

ことが発墨されたため︑運転細謹

・六匁の小さな亀裂も発色された

済みのすべてのBWR二十一基をは及んでいなかったが︑およそO りのBWR十三基については︑今カーの︶両社とともに設立した暫
調査するよう電力各社にム盟ηした

U︶社はこのほど︑RWE︑バイ

転を鰯止するか︑鯵止を予定しな

FC︵仏⁝ベルギ；核燃料製造会 雛をスウェーデンのウッドコム社

エルンベルクの両電力から受注済

ときに調萱を晃成すればよい︒

ければならないとみられるが︑そ

BWR二＋璽のうち約灘分が発︑建設全般を︑またベルギーの

という︒またクワド・シティーズ

の他の原子炉は点検に要する時間

社︶が供給することになる︒なお

一慰は保守のため停止していた

という︒轟裂が発見された一瓢原子

出力八十万九千KW︶およびクワ の︑超膏渡検査により同じような

ジソン社のドレスデンニ弩︵正味

亀裂が蝿つかった︒さらに燃料再

も一日ぐらいで︑運転再開には一

ェM
ーデンのウッドホルム︵鉄鋼メ
FBFCは昨琿︑ベルギーのM

力発耀所は︑コモンウェルス・エ

＋万KW︶︑ミルストン・ポイン 装荷のため俸止していたミルスト

ド︒シティーズ一一弩︵正味出力八

ン一暦にも︑擬さ二・五匁の亀裂

週間ほどで済むだろうとみられて

が︑点襖の結果︑漏洩はないもの

ト社のミルストン一弩︵正味出力

が発見されたが︑これら三基の亀

また︑二基尚け核燃料はFB 万九千KW・BWR︶向け圧力容

六十五万二千KW︶である︒

運転には支障がないという︒

今回のAECム蟹ηの発端は︑コ裂は修理が鰐能なもので︑今後の
モンウェルス︒エジソン社が九月

るなどの判断は示していない︒

新ら しい機構のドアーバルブ。

一
癖

雨隠輪

AEC関係筋は︑今回の漏洩にのところすべてのBWRを鰺止す用核燃料メーカーで︑核燃料はM 米国のコンパッションの三社出蝦
より耀境に放出された放射能はな

大阪蝶幽趣6）・・ひ2367三塁季重♂孟

平照バルツ工藁株式会社・東京都港区新橋4−9−11鐙（03）431−5176

の推進は遅れ︑化石燃料への依存

1

3原子炉の補助パイプに亀裂

圏原子力火力・宇宙・薩脱排脱

核燃料サイクルを展開する

瞠

麟原子力公社︵UKAEA︶ない
ど︒璽水を確保するため︑英国は

W聡の点検命令
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r一米AECが電力各社に一「

力

原

騨

十二置︑ドレスデンニ薄の一次冷
却システムから小鰍の水漏れを発

特許出願中

齢．

l蟻
霧嚢饗l
﹇次冷却系補助蟹に鰹裂を生じたドレスデン原発二号機︵中央︶

鍵灘暫

（2）

第744号
｛第三極郵便物凹凹｝

新

子

和49年9月26日

三

重点に発電など三課題
鎌藩効原子力環境研新設も
﹁電力中央研究所﹂︵横山通夫理蟹撰︶技術開発研究の新しい方日づけに関する特別螢顔警報歯が
まと京り︑十九日の澗研究所理購会で大筋が了承された︒報告は︑昭和五十年度まで回こう三黛闇の
璽点研究躁題とこれを実癒する研究然謝︑設備翫画などについて二本構想を立擁したもので︑これに
よると︑原子力発醗など三つが璽点指向翻題としてとりあげられているほか︑原子力・血目狡術研究

臨調化移行へ方向づけの明確化が

などもあって︑技術醗溌の四点化

として①原子力雛鰍②環騰保金③

れたが︑これによると︑璽点誤題

成璽を響︑報告懸がとりまとめら

の立案に当たってきた︒このほど

在申︑ガイゼル大統領と前後二回

ベルの協議を開始することで合意

強化がうたわれ︑

の申で︑両瞬断公聴のより

騒の

とくに原子力開発についても︑こ

り早期に両國政冊闇で幽晦レベ

の協力の必要を認め︑できる限

平和利用分野におけるより一州

意した︒両者はさらに︑原峯力

主力を注いできたが︑四脚では爾

なこともあって高湿ガス炉開発に

開発は当初︑トリウム資源が鷺暇

だろう︑といわれている︒原子力

外遊串の田中蕾相はブラジル蒲

にわたり会談したが︑十八臼︑そ

との研究開発協力のほか︑囲羅内

速禰殖炉閲発にも愈欲的で︑来國

された︒違憲発表は︑両着脳によ
共同発表の内容︵抜すい︶はお

讐學急に購務レ

の内容が﹁共嗣発表﹂の形で公表

ルの協議を闘始することにつき

る照縮など政治︑経済︑文化にお

わが國との協力ではこれまで︑

る︒

濃縮工場建設に熱葱をみせてい

した扁籔が明らかにされているG

よぶ広範な問題についての愈見交

研究炉が稼動中で︑努力炉はアン

政府高官︑学暫グループなどによ

つて働垂雪業団による鉱業二朱調

る人的交流が細々ながら継続︑か

の加厳水型炉︵出力六十万KW︶ は今回が初めて︒政罵は今後︑ど

グラ・ドス・レイク湾岸で同国初

査など行なわれたこともあるが︑

ラジルとの協力の強侮︑とりわ

互利益についても検討した︒両

利用分野における協力強化の桐

ネルギー供給を頼ってきたが︑原

が建設中だ︒豊瑠な水力資源にエ

るが︑双方のネライが資源開発に

性があるのかなど協定三重を倉む

ういう分野で︑どんな協力の可能

か﹁まだ明確ではない﹂もよう︒

しろ技術協力にしろ奈辺にあるの

客体的交渉を進めていくことにな

〇隼頃までにはエネルギー隅要の

ており︑とくに南央都では一九九

約半分を原子力で賄う時代がくる

子力への傾斜は徐々に強まってき

間における総門家および技術的

者は︑日本とブラジルとの聞の

檎報の交換を促逸することに合

慰物源磨︵棄芝︶︑原田啓︵大正

業︶︑佐藤俊U爽︵療友商購︶︑

町蓬ら音名内外となるもよう︒

⁝エネルギー⁝海上︶︑蜂睦久︵興銀︶︑松園

μ≡・嘱≡ニ＝一三二一胴三三＝≡一≡F

吉田節生︵原研︶︑村上繕稔︑田

⁝視察団出発⁝酸勲麹雛裾︶い
ﾟ一＝輔⁝三三＝一≡二階膣派遮

箆に盗たろうという計画︒安全・

が︑二十一日隼後羽田発︑調査に事︶︑苫米地穣︑土屋武弥︵以上

来原子力︒エネルギー視察闘﹂

の主眼で︑十月十七臼から十一月

九回世騨エネルギー会議に出席の

国デトロイト帯で開かれている童

向かった︒

で受講生を募集

第三園セミナー

〜月二十八︑二＋九の両臼︑東京

核物質管理センターは巣たる＋

行は二十三日から米原産︶︒

いる︒圃員編成が急がれているが

ゑ田までの十八日間が予定されて

後︑米︑英︑仏︑西独︑餌︑ベル

核物獺管理センター

メンバーは土中彌太郎福鵬県双葉

︵関電︶︑大和田泰一一︵三菱商

心とした地域開発のあり方︑地方

日本原子闘乱業会議派遣の﹁欧申信央︵以上三菱睡工︶︑森岡昇

行政︑制度等との関連などが調査

環境対策のほか︑原子力施設を中

の四か羅ほか国際機関に派遣・調

や議会議員らを来︑英︑仏︑西独

家を含む関係地方自治体の讃任管

ているのか﹂⁝1地域品題の專門

﹁各團の園山はいったいどうなっ

技術協力墾︽協定の枠内で両国

首脳ペースでの﹁協力健進禽懇﹂

け科学︑技術および原子力平和

ブラジルと原子力協力へ

事務協議開始で合意

大統韻と総理大臣は田本とブ

◇：ブラジルでは現在︑一二つの

慰撫した︒

物環境技術研究所︵いずれも仮

壱撃炉

よそ次の還り︒

称︶を中心とした倣制のもとで選
換のほか多国糖蜜周交渉促遊の同

灘

めていく方針︒依制問題ではこの

叩喚

愈など十二項目から成るもので︑

鐙

ヒ年

ほか︑研究総揺茶部に︷原子力醐
査総猛塾﹂も薪設︑狡術偶報の収
簗と評価に当たる計画だ︒

原子力発磁技術研究の藷軍戸題
は嵯水炉の安全件︑放甥性廃爽吻
処理処分︑極低レベル放射能の測
定解析︑等速炉箕用化調査研究︑

拡大i1など︒環鷹傑全技術研究

耐麗性向上と地下立地および適地

れ︑とくに﹁濫慶低減化﹂研究で

は温排水周題にウェイトがおか

ている﹁中央臨海実験場﹂謙画に

は別途法人として設立が検酎され

も協力していく蕩えだ︒
UH V 送 躍 ︑ 1 の 三 つ を と り あ げ

強く要講されるようになってき

ら特灘委騒会を毅け︑活動内容再
各懲研究は現径の三研究所︒＋菰

七瀬円を禽み総額落十癬円秘匿︒

に研究三三は従来の一般経常研究

技術研究所︑土六技術研究所︑璽

琵べ琵嚢︑三つの眠点離鞭畿蘇撫鞭

また︑収支計画によると︑とく こととなりそう︒この期間中の設

検討と組織機塘の改革に奨り出し
部←二実験鵬機構を改組︑薪設す

再横撃繕

とみに高まってきてい︐る︒が︑こ

っている躍力料金が改訂されたこ る原子力・環境技術研究所︑爾力

た︒同研究所逼鴬の墓礎財源とな

た︒このため艦中研は︑今年轡か

所新設などが描躍されており︑来年度から技術研究開発活動の新しい試み憩展開していく翫画だ︒

健力甲央研究所は目立以来これ

ともこんどのいわゆる

自誓体調査団派遣へ

うした一方で︑施設が立地する地

保と環塊保全対策上の配慮も同時

域︵周辺︶社会への十分な安全確

から﹁囎源開発三法﹂が実施に移

ギー六か国の霊要原子力施設を視

系系
次次

W W
B P

、俗「く・批ノ・3丁脚絆捌日刊ビル）倉（03）（442）8311（代曇・）

1燈飼犠装株式會三

社〒150一・1細督

まで二十有余庫︑徽力妓術に関す

る門先取り研究﹂を進め︑こ の
手

の蟹蟹にある︒

欄︑各禰研究は昭和四十三駕の第

る﹁璽点研究同町対策特別婁図

再検酎は︑理覇獲を襲劉笹とす

展期構想のもとで冤軽しと騒圧を

近く欧米四か国に

にクローズ・アップ︑大きな問題

原産と
協議会

来向か國に派遣︑原子力開発と地

となっている︒

動向を冤趨しながら︑さしあたり
日本原子力産業象誠は全国原子

域開発のあり方など関係諸問題の

会﹂が︑今後＋か年閥の電気霧業

来駕歴から五十二配置まで響こう
力発電所所在市町村協議金︵矢部

調査に当たる︒

それぞれ成藁をあげてきた︒とこ
ろが醗近︑﹁雛国産エネルギ葦﹂

三か奪闇を対象とした蚤点研究課

知懇夫会長︶と協力して十月中旬

加えながら翫醐を立纂︑実旛し︑

業﹂一盗欝羅霧讐・笙・

産

力
原子力発醒の憩ピッチ關発健遜に
題設定とその推濫を図るための研

エネルギー危機を機にわが国で

されることもあって︑この機会に

本調萱団は︑ちょうど十月︸日

より多くの比盟がかけられるよう
から約三週間︑

﹁原子力施設と地

計画などについて検討︑基本構想

究依舗︑璽罰欝画︑爽験研究設備

は昨今︑原子力開発促慧の要講が

・霞が関の霧海大学狡友会館会議

：水質調整装置（薬液注入装置、試料採取装置、各種分析計、復水検塩装置〉

PWR2

懇簸するガイゼル大領絞と韻中蒼相

になり︑これとあわせ安全性・環

団踵

釜︵霞が関ビル︶で第三陵門核物

質管理セミナー﹂を開く︒核物質

管理の実際︑とくに一直描置に関

する教門・識練を行なおうという

もので︑今回は①核物蝦サイクル

と保隙措麗②傑障描題技術の動向

④核物質防護関趨機器の展墾lI

③米国における核物質防護の動向

などが主なテーマ︒受講希望の向

きは十月一臼から同三十醸までに

：サンプルフード、完全無漏洩キャンドモーターポンプ

R1

：総合的サンプリング設備（各種試料採取装置、各種分析機器〉

R

V

擁俣金問題が深刻化してきたこと

・
騨

本

サンフルフード

同センターへ︒募簗人員は四十名

で︑受講隅は三万円︒

酬国包議案繍

▽一九七囑無度張国原産集次大

会および米国原子力学会冬期年会

聯動は康灌企画謙

へ十月二十七田i三十一欝までワ

Q

シントン帝︶

まで︒

ﾋ

飼摂装の原子力発電所用機器

@・．

欄

域整備問題・自治体調査団﹂を欧

国墨⁝・・♂

A

罰
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来年度の原子力関係政府予箕要求額は一千億円の大台を超えた︒動力炉開発︑核工料対策︑

安全研究関係予算の署増が︑その嚢因だが︑これはわが國がエネルギー問題や立地環塊問題に

．

︑

放射肱廃煮物の処理処分の難要係部門を統括し︑簑金閲係行政を
総禽的に推世する原子力安全局を

物処理処分センター︸︵仮称︶を斬役する︒この原子力安全周に︑

腔に艦み︑聰司法礎稿放射菌廃棄

て︑新たに咳燃料

塞規制裸とし
綱諜・撃醤

股立し︑処差分処理処分セン
に関する研究開難

理趣をおくととも

に︑原子炉の安全留籔蜜︑極蛮窟

安全体糊の難彌

および処理処分をターの設立も
一宇して実施する
ための体制を確立する︵一億円︶︒

原子力施般などの蜜金に万彙をなどの大紐通貝を懸る︵表庭約八

パイロット・プラントの概念設針

ック・アンド︒レビューに備え︑

炉をめざす

核融合動力

億五千万円︶

期すため科学捜術庁に安全規鞘関十磁︶o

五千万円︶をすすめるとともに︑

動力炉・核燃料開発蕪粟団

経駿は約酉三†三億円︵うち政府

ーザの開発研究を民間に婁託して

行なわれているが︑プラズマの生

などが協刀して研究開発を推認す

原研︵五千万円︶︑理化学研究所

圏立試験研究機圏︵三千万円︶︑

研究も重視

保障措置関連

る︒

建殺︵一汗円︑贋二十六簡⁝円︶す

加速器を五十葎度より三年讃画で

澱するため︑タンデム型璽イオン

などの研究や核融倉などの關聡に

データ︑超ウラン元翼の消滅処理

原研では︑材料の照鮒榴鰯︑核

る︒

万円︑樋三癒二千万円︶を描宣す

ン科学用筋芝器の建設︵二簡二千

て四十九蕉度にひきつづき重イオ

究を推書するために︑琿研におい

オン紺速器を利用した多分野の研

る︵三編八千万円︶︒さらに蛋イ

てサイクロトロンを用いて撫慣す

療研究については︑放医研におい

また︑速中懸子線によるがん治

る︒

成・加熱を厨飽とした炭酸ガスレ

行なう︒

多目的炉︑在

来炉のR＆D
製鉄への利罵を中心とした多圏

中心として実験炉の設計研究︑伝

的高温ガス炉については︑原研を

熱流動試験︑核燃料︑耐熱材脳な
どの研究開発を行ない︑昭和五十
年慶多麗的高温ガス実験炉のチェ

ック・アンド・レビューを行な
う︒︵二次概念設計関係一鳳五千

円︶

万円などを含めて総額七億五千万

在来型炉については︑原研にお
いて動力試験炉の爾出力運転を行
なうほか︑材料試験炉により各種
燃料︑材料の照射を引き続き実面
するとともに︑栃料試験炉ループ
のひとつとして︑悪難における燃
料材料の照射瓢験のためのガスル

頼性のある保隔描躍制度を確立す

処して︑舎理的かつ国際的にも儒

今後の保瞳描二業勝の騒大に対

ープ︵OGLi1︶の製作︵八億

に必要な十名の増員を行なう︒

含め︑同センター設立に要する経

鑓は二億円︵うち政府支出金一憾

︑

ソ

態

︑

頒価9，000円

諺
動力炉開発四
百億円の要点
醐速写殖炉については爽験炉の
総台的機能および臨興試験︑低出

原型炉に関する設翫研究︑炉物理
や騒薩技術開発などを行なう︒

力誠験などの性能試験︵二十九鳳

炉億構遣︑核燃料︑楢秘︑安全性

海外ウラン資源の翻査探鉱ウ

核融臼の研究開発については︑
第一段階研究開発の成果をふまえ
核融舎動力炉の実環を圏途とし︑

その前提となる臨界プラズマ条件
の達成を目捲した研究開発に鍛璽
点をおいた第二段階研究開発を開

ズマ試験紅熱の設針研究︵十六億

塗するQ原研においては臨界プラ

四千万円︑憐三†五懸三千万円︶
トーラスプラズマの研究開発︵一

一千万円︶を完了する︒さらにプ
ルトユウムの軽水炉利用について

るため︑原子力周に保隔措畷課を

に︑フィジカルプロテクションの

新設し︑査察富を増蝿するととも

駄卸する研究開発は原研︑動燃

検討を行なう︒

究としても実施する︵研究開発饗

ある︒また︑このだめに必要な二

原子力施設

円︶︑初年度に必要な人員は十五

Radioisotopes

on

Cbnference

対繊しっっ︑国民の含癒を得て原子力開発を遜めて行くために必饗な簸少目の原子力行政︑施
策の騰囲を示したものともいえよう︒ここでは原子力婁貫会が発表した﹁昭和五十琿度原子力．

千万円︑便菖二十四慮五千万円︶

蒸気発生器などの研究開難︵酉二

口

動力炉・核燃料開聯璽叢叢︵五十

間による海外ウラン資源の探鉱開

ラン麗源確涙の墾要性に鑑み︑民

法の発効にともなって注図されて
いる霞網開発健進薄縫特別会蹴か
慮七千万円︑腰二十慮九千万円︶
万円︶を行なう︒また昭和五十︸

十九鰹五千万円︑贋三十一慮八千

のは︑交付金︑調査鑓など約悟八
千万円︶において実冷するととも

発に対する助成を行なうとともに

および国宣試験研究機關︵︸噸二

十鱈円と箆込まれている︒したが

働燃費業団による海外調査業轟

は︑試運転を完了するとともに︑

動燃蟹業団の薄処理施設について

使用済燃愛書処理施設の建毅

処理誠験所等を整欄する︒

︵八慾六千万円︶を強化し︑鉱石

ための藷薙備︵山冠憾三千万円︶を

新型蟻換炉については昭和五十

すすめる︒

蕉痩から原型炉の建設に堅手する

ら来年度原子力にふりむけられる

潔轟十方暫にそって︑来震の黒習禺容と闘鶏警さぐってみよう︒

原子力関係

予算の骨格
昭租五十矩度予騨としてこのほ

ど原子力婁騒会がまとめた概籔蟹

円︶し︑総舎的︑翫面的に輿施す

って昭稲五十庫度原子力闘係政府 に︑民聞企業に婁舗︵一緒九千万

る︒とくに漂研においては︑蟹故

求額は約一千三十 一 働七千万円︑

て約一千二首六十七億円の要求と
一蕉慶臨騨を目穰に︑ひきつづき

予簿は一組会計︑特別会謝合わせ

鋪鍵の解明を甲心として︑緊懲炉
原型炉の建設︵蔚二＋懸円︑贋颪

円︶の五四・四％繕である︒ほか
なるが︑ここでは︑はじめて一千
心冷翻奨験裟躍を付達した煽合の

の概騨要求の窪な内容を・同工贋

環境調蔵︵三慰円︶および放射性

舟三千万円︑蟹二千万円︶︑プラ
ズマ加熱の研究關発︵四億六千万
円︑籔六鰹一二千万円︶︑核融倉炉

万円︶などにおいて研究開発をす

は︑原研︑動燃劉叢団︵三億三千

すめる︒

食品照射や加
食品照射については︑原子力嬉

麟業団などで行なうほか︑婁託研
究所においては材料の墓礎的研究

円︶

二億一千万円︑局行政髄四千万

速器建設も
処理−技術の開発︵潮雲︶を行な

通しを簿ることを厨標に引き続き

定羊雲研究としてその実薫化の見

その他核燃料物籔の探鉱︑製錬

国立賦験研究機閲

＋六名の聖君を行なう︒

放射線医学総合研究毛箒レベ

名である︒

Tl；L591−6121（代表〉
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今隼度予騨︵六百六十九慮五千万

に運動省や文部雀など他の雀庁が
懸円の大台を闘えた原芋力婁二会

冷部材寝失目撃霊験︵ROSA四
l十三熈八手万円︶をすすめると

要求している原子力関係予籏も約
五十懸円で︑今庫鹿の八慮五千万
ともに︑蔽型転換炉の騨価研究を

廃棄物放撮低減化のための研究開

会の﹁兇鱗方針﹂にもとづいて紹 三二︶を継続して鍵旛し︑PW

R型 翼 験 か ら B W R 型 箋 験 に 移 行
璽礎に糧来の大型炉について墓本

発︵荊掲︶ならびに放射性廃簗物

心工学︑炉工学技術の研究開発な
どを中心に推進する︒また︑理化
学研究所においては診断・翼空技
術の墓礎的研究︑電子技術総合研
究所においては爾ベータ・プラズ

二千万円︑髄三豊六千万円︶︒皮

を行なう︒さらにレーザーによる

マの実験︑さらに金属材料技術研

雪明 甥 故 箋 画 嚢 羅 ︵ N S R R ︶ に
九鱒九千万円︑髄照鱒四千万円︶

核融倉については大学で霊として

︵旛設建設籔到二十鱒円︑運

転試験を禽む建設業務蟄雌魁偉二

賑換炉については︑動燃購業団が

これらの高遡増殖炉および新型

を開始する︒

う︒

ついては︑完成に伴い臨騨自験に
ひきつづき本格的な核燃料反鳳度
覇故の試験硲究に魑手する︵九懸

原研︑圏立瓢験研究機関︑大学︑

などに必要な経蟹は約四†四億円

て︑必要な碧玉は約二十七億円で
で︑横務負担行為額は約二酉三億

ち政府支出金約三百九十七億円︶
罠闇などの協力のもとにその研究

黒垂の増爵を行なう︒

主な原子力関係機関の昭和五十

七千万円︑贋一惣円︶︑また新た

資金と人厩堰艮計画などはおよそ

の安全研究︑核融合︑放射線の医

ェクト推進体舗の整備を図るため である︒
蕎七十三名の贈風を行なう︒

なお︑政府隻出金の総額は約六

必要な経薇

子力関係に必要な経盈は約十億円

学利用に関する試験研究などの原

ヨ本原子力研究所

百五十八億円︑籔務負担行為額は

次の通りである︒

は約三百一億円︵うち政府支出金

約二頁四十四億円︑定麟増は総計

核融舎︑食品照

ウラン濃縮技術の研究開発プロ

理化学研究所

である︒

鮒︑サイクロトロンによる研究︑

蟹イオン科学用加速器の建設など

三円である︒

の原子力関係に必要な経書は約四

︵仮称︶

放射性廃棄物処理処分センター

原子

施設の運営などに必要な経鑓は約

力船﹁むつしの実験航海︑定係港

日本原子力船開発齋鍵団
撤進体制の整備を図るため六十一

ル放射線の影響研究︑中性子線な

放射盤廃蘂物の処理処

名の期麟を行なう︒

み︶である︒また同プロジェクト

進展する各プロジェクト

各機関の予算と入筆

ジェクトを推進するために必要な

る︒このうち原子力施設の安全研

約二百九十一億円︶︑国遠鱗携負

農縮ウランの確保遼心分離法

究に必要な経歴は約八十二億円で

三百四十八名である︒

によるウラン濃縮狡術の研究開発

研究の抵進体制の整備をはかるた

経腸は︑約颪十六懸円︵襲業費の

については︑動燃摺叢団を申心と

担行為額は約二酉三十二結膜であ

放射性廃蘂物の処理処分の研究

して︑心心分離機の標二化︵十九

再処理関係

資源︑濃縮︑

開弊を推遷する︒

に格納芸事スプレー効興に馳する
研究︵五手四百万円︑憤五慧四千

究︵九千万円︑臓九億円︶︑耐露

万円︶・配衝破断の波及効粟の研

性に関する研究︵一壷四千万円︑

髄十一礁四千万円︶など大型塞証

闘発については︑原研︵一癩二千

八十六名の増員を行なう︒

め安全性試験研究所を新設し︑酉

爽験研究に楽手する︒

万円︶︑動撚覇制覇︵七偬三千万

ｶ三千万円︶︑回転鵬開発︵六

偲円︶および高性能機開発︵二十
円︶などにおいて窯施する︒また

四︶︑圏立試験研究機麗︵二千万

また︑核融愈研究に必要な経躍

支出金哲三憾円︑政府保証借入金

どの医学利用に関する研究を含め

は約四十四億円で︑九十三名の増
円︶︑安全工学︵三億九千万円︶

速増殖炉および新型転換炉の闘発

施設の建設︑試運転などのため百

十七億円︶である︒まだ︑再処理

熈を行なう︒

する︵二野六千万円︶︒さらに放

とならんで︑システム開発のため

プロジェクトを鑑進ずるために必

¥一憾円である︒またこのため 分の研究開発などに必要な経饗を
野性廃撫物の放出低減化を図るた

のカスケード猷験︵十三鰹三千万

嚢な経蔵は約四百六十二億円︵う

再処理工場の建設などに必要な

めの技術開発を動燃璽髄囲︵十七

昭和五十一熟度に予定されるチェ

円︶などを強力に推進する︒また

衛

円︶を中心として行なう︒

癬八千万円︑顧二十七轍四千万

新たにユ1ロケミツク醗薩に謬加 億四千万円︶︑専命試験︵二十億

円である︒また動力炉開発プロジ

隼度予算と答主要プロジェクトの

理実験︑伝奏流動舐験など︵三十

前年比70％増の安全研究

核潔融ム齢研殖充第二段階ぺ

するための改造に魍手する︵六億

梅適を確立するために必硬な炉物

円に比して大熊に傭びている︒こ

う47

256

〒105東暴郡港区新橋1−1−13（東薄日館）

介してみよう︒

5B

1973年開催のR亙会議の全貌を記録

官庁許可・届出の全てがわかる

れらの要求は今後︑大蔵省との細
カッコ内の数値は︑編藥部が揮

27

原ゴ力知識の普及啓発
保障措置

目にわたる厳しい折衝︑閣議での
憂した要求額の概数︑蟹は国繊傾

139
債

決定を経て︑国会の引書を簿︑正
務野駈行為限度額を示す︒

債
74

式に塗家予籔として成立するわけ

362
103

㊥内外アイソトープ研究の成果を紹介
⑭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？

強化される原

199

753

食：品照射

で︑この闇にさまざまな変動困難

子力安全研究

1，563

の様櫃を

13，783

折もあろうが︑要求段階の鎌継点

49向 度｝〜算額

原子力旛毅の安全研究について

債4，093

では〃大型原子力予騨

1，546

は臼本原子力研究駈︵八十二懸一

2，174

｛責2．797

23，293

債6，018
25，448

黒している︒

426

なお︑発電用施設周辺飽域整傭

3，914

力

原

771

796
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（〜擾永総額〉

1，229

債20，328
償〔凱463

核融合
核燃料対策
原∫力船の開発
多li的晶温ガス炉

4，683

39，691

動力炉1開発

欲396

2．新型動力炉の安全研究
3 放鮒哲焼棄物の処理処分
4。放射線障宵防LIの調査研究
5 環境放射能の調査研究

白鞘円〉
（単位

債8。707
偵3．598
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債2。871
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