第745号一
昭秘9鍛G月3日
毎週木畷臼発行

1部70円 （送料共）
購書発＊41年分前金3000Fヨ

原子力関係犠約八百三十五鰹円

RCC代理店

のうち八衝二十六惣八千九筥万円

が科技庁所管︒ほかに外務省要求

二…愉R…辱

科学妓三振興費概算要求

総額で三千四百億円

子力機関分担金および拠出金の欄

額が八態一二千万円︒これは国際原

うち繕加の霊なものは④原子力の

省窪言舌（572）8851

原子力はうち約25％

安全研究の強化︑百七十一億円︵七

三慰五菖万円︒また︑璽求額を筋 額を図るもの︒原子力関係経鞭の

億四や七億円で四九・一％とほぼ

管財にみると︑科学狡術庁が千六

開発の推進︑頁十九懸円︵二五％

〇％堰︶②ウラン濃縮技術の研究

億円︵一六三％増︶④核融舎の研

繕︶③再処理工場の建設等︑百二

9核種

60KeV−L8MeV

科学技術庁研究調整局は二十四

る科学技術振興費の概鉢要求額を

臼︑昭和五十犀度一般会群におけ

六百蒐十四憾円︵一九︒五％︶︑

半分を煮め︑これに次いで腰髄雀

農林雀三百四士瓢鰹円︵一〇・二

それによると︑要求総額は三千

明らかにしだ︒

％︶︑文部雀・嘩鑑鐵の順︒

二四％増︶となっている︒

究開発等の推遊︑閥十四億円︵一ご

晒

轍霧磐

極の一次エネルギ肇をその供給の

格︑環境保全︑國際収支︑地域開

安定性・心的確保の︐可能性︑価

し︑総禽的に判断した結果︑各種

発効果などの諸点から騨価・検酎

メリットをもつので︑翻約璽國の

供給手段のうち︑原子力は多くの

解決をはかって︑可熊な限り蘭発

原子力の一次エネルギーのメリ

を進めることが墾ましい︒

ットとしては︑①条件を整備する

ことにより準国産とみなしうる︑

るなど供給の安定性が耀い②放璽

貯蔵によって供給変雛に対応しう

線籔理︑廃棄物対策などを十分に

エネルギーとして耀廃懸盤に資し

行なうことによって︑クリーンな

うる③燃料の外黄負担が低く国際

収支上のメリットがある＠石油価

格の高騰により相対的な経済性が

による変動幡が少なく耀力コスト

爾まったのに加えて︑燃料澱上昇

の安定に寄与しうる⑤そのほか︑

の有効鎌継が可能︑知識簗約崖藁

熱有効利用の可能性が纏い︑燃料

化など将来の塵業構造への留与が

実行計画婁総会は︑こうした原

大きい︑などをあげている︒

子力の評価をふまえて︑体制︑立

どの各颪から︑今後の關発の進め

地︑安全︑核燃料︑技術︒開発な

方に対する著え方︑翻約要暇への

る予定だ︒

対応策をとりまとめ︑近く発表す

コンパクトで堅牢
取扱安全・便利
高精度検定保証

瓢く一＿賦
こ露霜艶藁薦粛白

三百五十一億七千二西万円で︑四

国立試験研究機関の新規繕鍛要

日本原子力産業会議の原子力開
発利扇塞行謝画婁風会は現筏︑本
無三月以来続けてきた榛討結桑の

づけに関しては次のような蕎え方

團民福祉向上のためには適当な

を打ち出している︒

経済単襲が必鞍であり︑エネルギ
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ユニークな
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十九薙度当初予算額二千六百十八
億八千五醤万円と比べ七箇三十二

求は全体で七首五十一名︑うち研
二日︒

究職は六百二十

蝦；

紬鍋
叛濃

励

惣八千六語万円︵二八％︶の堰額

力関係腿は八難三十五懲ヂ九菅万

の意向に対し︑運輸省側は﹁安全

決まったので趣旨は十分理解でき
るがもう少し様子をみてほしい﹂

容活動に移れるよう指示してい

鰍

要求となっている︒このうち原子

％を占めている︒内訳けは︑ほか

円︵二四％繕︶と︑全紘の約二五

に︑試験研究機関経費九蕩二十穴
億千山ハ雷万円︑助成麗・編綴趨甑

科学技術関係行政盟等六や六億八

金箸八首七十一鱒二千三酉万円︑

百万円︑字笛開発関係犠山郷召五十

な港に入れるよう鍛大の努力を払

に鍵ついて指示する﹂との組含側

士二人の三

降㎎むつ宣撫船中の一一

いた全日本海蟹組禽︵村上行承

盆颯を下船させる﹂方針を決めて

組舎長︶は︑一

同線台本部は︑すでに△戸支部

と硬翻した︒

る︒乗舞の精神的疲労が深いとさ

にいつでも救助船を出し︑下船収
二十八﹇口︑派遣六船会社に伝えた

れるだけに運愉雀としても強行下
船もやむをえないとの兇解を示し

のに燃し︑会社側は﹁立場上粗舎

努めたい﹂との判断を示し食い違

ており︑現地の話し倉いが長びけ
ば独自に下船濡動に移ることも弩
えられる情勢になった︒

ある︒

このほど総含部会︵部会痩石原周
央開銀総裁︶は︑同委綴貧報告の

とりまとめ段階に入っているが︑

繭提ともなる﹁総舎エネルギー対

同学会は照日まで藁奈で︑五日

題︑シンポシウムなど五百題を越

策における原子力の位置づけ﹂の

には美都に会場を移して︑一般演

互に知識の交流を図る︒会覇で日

これはわが国のエネルギー隅絵

える発表で鍛新の成果について櫃

や一次エネルギーの評樋と位羅づ

︵中央鉄磁病院畏︶があいさつ︑

シオ・ケミカル・センター︑来国

学研突所︑胤津製作所︑英国のラ

けなどに関する同部会の基本的姿

て徴界核医学会議の上田葵雄会畏

のニュー・イングランド・ニュー

ネルギー中における原子力の位躍

勢を冒すものだが︑とくに

会は四蕉ごとに開催されることに
なっている︒

次エ
レーション・カメラ︑放射性鷹野
轟などの各難製贔を展示︑核鷹学

クリア社など約五十社が︑シンチ

骨子をかためた︒

奏上の夏期や横型獲醗の開発改罠
でこの数年来薯しい進展を遂げ︑

ー鍾加基調は変らない︒今後の各
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曝の機羅展示会では巳本無線無理

した︒開会式では墨太子こ夫饗︸．﹂

フィックホテルで開購︵ほ写翼︶

月三十日午繭︑東窟・品川のパシ

§︶一︽︾需︶

﹁粟興下船については糧台の判断

部と運輸憲騒局との会談では︑

いをみせた︒ま叢二†田の纒台幹

とは異なり︑別の魚度から解決に

紹禽側は︑﹁組台興の下船﹂を

捲添する聴期について協議した︒

び中央執行婁を開き︑下船命令を

臼︑潮日に続選再

っており︑鈴木真夏の上地派遣も

先が確保されない場禽には二臼以

原磯馴船「むつ」の母港

テクネチウム99mのような短辺命初の国際会議に彩を添えた︒岡学

愚の検琶を行なう﹁核医学﹂は︑

トープ︶を使って病気の診断や疾

放射性同位充粟︵ラジオアイソ

る圏あいさつされた︒

りある成果が御られるよう期待す

するこの靭の世運的な諸賢から実

続いて騒太子殿下が︑核医学に関

臨席のもと︑蕊ず霊催蓄を代議し
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さないが︑ここへ来るまでに
た︒そして︑これとはうらはらに︑この

うが︑一般に対する説明は不十分であっ

原子力発聡狡術顯問会との遡けいは十分

全騨門霧査会と通産省でこれに関与する

な審査を行なう原予力婁顕会の原子炉安

量風会と通醒省があたっており︑爽麗的

随分蒔問がかかったものであ

出

の必要笹と公衆への安全

性を混費して強調してきたことが︑

試験

ような

もともと︑羅臼の覇態を招

る︒

大きいだけに︑その膨響をこうむる不安

保たれているが︑﹁むつ﹂問題の反響が

の実態を備って解決させる糖累

を招いたともいえよう︒

力試験

は

いた薩接の原因である

放射線もれ

科学的にみる遡り︑ほとんど無視しうる

放射線もれ〃

⁝を隠した原子力船﹁むつ﹂は︑

出力賦験中に

ふりかえるとき

原子力安全行政を

望⁝
なしとしない︒

ほど微羅な線麗であり︑環境あるいは人

今霞の混乱をもたらしたもう一つの璽

入港腕比

︹展⁝地死漁民の激しい
原子力エネルギーに大きく依存して行
く以外に道のないわが国に︑安全を含む

が起ったことによ

因は︑

放射線もれ

り明らかにされた原子力安全霧査のしく

そのためには︑原子力開発の必要性に対

はなんとしても避けなければならない︒

体に影響を及ぼしかねない放射性物照と

の安全審査のやり方が︑国民の目にはい

に分かれて行なわれた﹁むつ﹂の舶絹炉

は全く異照なものであることは︑ようや

それにもかかわらず︑﹁むつ﹂の問題

するコンセンサスを求めて行く努力に禽

にあって今なお太平洋上を瀕流中だ︒原

がこれほどまでにこじれてしまったのは
かにも﹁蟹性を欠くものと映ったであろ
せて︑とくに原子力の安全にかかわる行

子炉点検と補膨に先だち一たん母港へ帰

仮郷泊を含め地元偶勢はきびしく︑その

うことは否めない︒そして︑ここでもま

原子力行政への不鱈感が醸成されること

劇途はなお混とんとしている︒一方海醐
何故か︒一つには︑今回の試験の冒酌が

た政府︑原野購漿団が劇述の悪書で

みの問題である︒原子力婁麟会と運総省

組合は渠組曲の疲労等も葛縢︑敬阿の戦

ていたことがあげられよう︒原子炉の性

きわめて狭義にあるいは偏って理解され

てみる必要があろう︒その繕粟︑改賦す

く一般にも理解されてきだ︒

の強行指

対安全

べき点は果敢にこれを改めるべさであ

港の万燈も決まったが︑尻麗騨港沖舎の

塵姐何によっては

能瓢験という観点からは︑炉そのものの
を生んでいる︒

る︒今後の原子力開発に万全を期すため

を強調してきたことが逆の効累

こうした姿勢は︑原子力利用が開発期

その体質を含めて少なくない︒

政と体制のあり方について謙虚に反費し

令も辞さないといった緊追した瑠態を迎

動きと︑それをとり旧く藷糧の装躍︑機
いま鍛も懸念されるのは︑こうしたこ

にも︑いま襟をただすべきことがらは︑

絶

このため政府は一日︑金権を婁ねた形
舘が所期の役翻を果たすかどうかという
とが羅の原子力安金審査体制への疑聞や

総麗下舶

で鈴木園長党総務会擬を現地に派旨し︑

こととは︑本照照に不可分である︒も

えている︒

円溝な解決をはかるため関係蕎との賢し
原子力行政への不儒につながる恐れがあ

もその一つであり︑こと

ちろん

遮蔽

合いを始めだ︒地元関係巻は ﹁ 録 港 移

条約︵NPT︶問題にもふれて︑

子力平租利爾のための國際協力を

あらためて強調したい︒また︑原

などを提墜するとともに︑NPT

保隠謀理会が中心となってこの間

題に翼剣に取り組む必読があると

考える︒かかる観点から私は︑安

らしめるために国際壌隠としてい

踏謹えつつ︑これをより実効性あ

再検討会議における討議の成果を

全係誤答浮歩が核兵器不拡敬条約

とを憂懸するものであり︑平稲国

る︒臨月十八日には十型ぶりに新

第一の問題は核拡敬の危険であ

生しつつあることを指摘したい︒

ような国曝的努力が所競の成菓を

感を深くする︒同蒔に私は︑この

的努力を繕集する必要があるとの

務であり︑この厨的のために圏際

の傾向を隆比することが現下の急

るわが国としては︑かかる核拡散

騨価するものだが︑今践の合意は

金面核軍縮に向けての一歩として

験の部分的禁止についての舎愈を

の※ソの合愈︑とりわけ黎核箕

法運用の初年度に当たる四十九

する摸型箋験を実施した︒原子炉

最近その一環として耐霞鐵を検隠

ざし基本設餅を行なっているが︑

新型の原子炉格納容器の開発をめ

蔓立製作所は︑マーク頂という

ーして上昇する容器内の温度︑圧

要︒冷部松喪失窮故後水をスプレ

に基くバックアップ・システムの

納容器は︑﹁多璽防護﹂の考え方

本体と補助機器などを収納する格

私は︑以上述べた核保荷国の特

七再隼に一別の劇舎という︒この

はさらにその十分の一︑つ豪り千

二＝＝一

別の愚闇との関運で︑さる七月初

待たれる︒

容

でも実物の約十五分の一の縮少模
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型だから実物がいかに大きな
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力を低減し︑放射霧物質の漏洩を

番

出

結論を逆説的に引用すれば︑安全

抑える役矧を果たす︒とくに希ガ

であるかがわかる︒

れ物

その一度が萌日か十七世紀後かわ

がないことにもなる︒しかし
ボイドが負の反応度係数をもつな

からないのが確率の確率たるゆえ

殼備は︑十七世紀に一度しか
ひび早れな

ど暴走藥故が起こり得ない本質縦

ん︒いつでも使える状態にしてお

原子炉は︑炉内冷却材の沸騰で

ど出ないよ

原子力発鱈所には万が︸の原子炉

な自恕制御性を備えている︒が︑

ら気密性が重いことが璽求され︑

日

う大地震に

かなければならないことに変りは
系の黙過を想定してECCSや原

も強いこと
が必要︒実

︸

安全の職

子炉格納容器などの﹁工学的安全

耐霞構造に

の珊故リスクを調べた原子炉安全

しば的が絞られる︒軽水型鋤力炉

た工学的安全設備の有効性にしば

とう︒

るトランキライザー的な効果をも

に不安をもつ人たちの動揺を鎖め

いことを強調した同報告は原子力

悪味で確率的にめったに起り敏な

を与えるものといえる︒その

関し毅璽な

調奮︵ラスマッセン報告︶による

安

覇故のリスク評価は

ない︒

験︵写翼︶

設備﹂が設けられている︒

欄報を得た

と︑工学的安全設備が作動せずに

七月のある日︑一二代目の大型模

原孕力の安全性論議ではこうし

から蔵回振

という︒塩

型を乗せた振動台が揺れオシロス

動と禽効な

化ビニール

る確率は熱間一塁当り一万七千分

炉心溶融に至るような瑠故の趨こ

出番

一

一条の拡散を招来する危険を摺出

推進すべきことは当然だが︑核の

制を強化すると同蒔に︑その体制

するために︑核兵罷不無敵条約体

碧羅を適用する必硬がある︒この

外にある國に鰐しても厳格な認識

鵬舎においても︑この分野におけ

を成す核保有国の慎粗な配慮と協

る夢助供与国︑とりわけその中核

力が必要なことは露うまでもな

私は︑世界の平和と安全を確保

い︒

する上で核拡散防止問題がもつ特

﹁安全保瞳理発会でNPm乱をより
効果的なものとする詩体策を検乱

体制外にある国に対しても厳しく

するよう︑総会が要講ずること﹂
月二十四日置一般討論で蔽越し︑

保瞳構躍を要求する必要のあるこ

国趨総会出席中の木耕外相は九

圏際会勢︑とくにアフリカ毒筆や

とを指摘︑擾助奏与国の麗圧が蟹

国際達舎自身においても特に安全
核書窓閣題︑麗源・食糧問題の三

大なことを強含している︒

別の璽要性および緊急性に鑑み︑

蓑明した︒その中で外相は︑核防

ー
点に焦点を絞ってわが国の態度を

一

から実用朔へ移行しつつある今日の階点

ることだ︒もしそのようなことが起れば

において︑一二雪目かつ愈味のあること

家に徹し核武装を鉾する基本的立

木毛外相の演説の内容︵抜す

ることを総会が要諮するよう提案

かなる当意を取り傅るかを横与す

れまでの核員器国も核実験反対の

あげるためにはこの閲題について

ものではなく︑なお一魍の努力が

われわれにとって十分満足できる

い︶は次の通り︒

准に騰えて所要の確備を逸めてい

場に基づき自暴器不拡敵条約の批

ぴ︑動燃禦榮団の画速実験炉︑再

州電力玄海一翼の九原発地点およ

南を無視し大気圏内あるいは地下

しい核保荷国が誕瀕し︑次いでこ
研NSRRの関連施設四つ一の

処理施殴︑新型賑換炉原型炉も原

において︑短期聞に心中してそれ

醗圧にふさわしい薇衝的な質献を

特別の磯任をもつ核保有圏がその

年度分税収は総額百一鰹円が見込

程度となるもよう︒

私は︑今やわれわれ人類の生存

三法については︑それだけでは

ぞれ核実験を敢行した︒私は︑こ

京れており・うち八十こ鰹円が公

だ︒対象施設は水力一万KW以上︑

の将来にとり懸念すべき禦態が菟

カバーしきれない多くの問題点が

れら戸遮の核実験を契機に云ぢに

くに跡職力発耀の塀禽﹁昭和穴駐 努︑原峯力各三＋五万KW以上

共雨施設整備禦簗︑八億円強が安

したい︒

残されているといった指摘もある

△口計十六地点が対璽︒

磁両三第︸←二︑四︑五︑六弩︑

だけに︑今後の法運用ではキメ細

ットラボ︵原研︶の新設三つと︑束

関醒の美浜三暑︑爾浜二暦︑大飯

輪度六千万KW﹂とした開発規模 と関連施設などで︑整備の対象と

全性対籏研究などにふり向けられ

ス放射性物質を閉じこめる戦地か

一■一榑一目一O一四脚﹁一﹁．一一■：＝﹁．一二一鱒榊一隅・一州一■一一薦7

一︑二讐︑四国電力職方﹂唇︑九 かな配慮が嚢謂されよう︒
睡〇一閂鷲晶﹁．一騨

なる公共用施設は道路︑港湾のほ

る鍵盤︒政厨は近く整備酎画警策

圃獅

か都市公園や下水通︑スポーツ施

の対象となる今年度第一圏目の地

羅⁝⁝・

設など交遜遡儂や鰯利鎌生︑防災

点指定を行ない告示の予定だが︑

わが国における臆源立地は︑と

︷羅の核拡敬への磧が聡かれるこ 行なうことが必要国司欠なことを

原電菓海第二︑中羅浜圃一︑二難

といえよう︒

原子力船開発のみならず︑今後の原子力

に原子力船の場台︑遮蔽効粟は麗要なチ

回のような放尉線異常鱒検量も予想して

である岡法交付金

霧

原子力発慰所の安全審査には︑原子力

影響を与えるだろう︒

關発jIとくに原子力発電開発に大きな

転﹂問題が異体化されない隈り︑入港は

かからねばならないことであり︑専門象

ェック・ポイントである︒しだがって今

の︑これでようやく政府が本腰を入れて

は当然このことをわきまえていたであろ

翻めないとの姿勢はくずしていないもの

きたとの受けとめ方も出てきていると聞

多Zーノノ

く︒これからの折衝はまだまだ予断を罫

纒

近く〃整備⁝地点指出疋へ

二法﹂

原子力は16か所が対象
発鱈用施設周辺地域整備法︑電源開発促進税法および同特別会計法のいわゆる﹁聡源関発

箕体法

が︑ヤ月一日から旛行となった︒三法は露源立地難打開のキメ手として政府が萌国会で成立させたも
の︑すでに八月から施行となっていた地回整備法とあわせこれまでに︑

ットが少ない﹂とした施設立地市

が想建されているが︑﹁塾兀メリ

環境保全︑産業振興分野を含むほ

規定と財源関係二法の整備が整ハたことによってすべてが揃い︑この日︑施行に移された︒政府は近

町村からの反対もあって︑立地は

とんどを網羅している︒交付金は

く地点指定を行ない三法にいう地域整傭に乗り出すが︑財象地点は原乎力†六を愈む含誹七十五か所

へ︑地元腰罰にも応えたものが︑

難航つづき︒こうした立地難打継

含計七十五か所程度となりそう︒

醒源施設の建設期闇中︑KWH当対象地点は水︑火︑原子力を含め

はいえ外径

たにない

に備えて：︒

コ⁝プに波形を描いていた︒めっ

製の模型と

への健康上の影響が憂露されるの

〔原子力関連営繁種目〕

（発聡所関係〉機器その他の拓染除去、定｝婁月検査時の除染・ 一ペイ、核燃桝装蔚・父換作業・
個人被曝管理、凶染衣類のランドリー、冷却取水轟の清婦、廃寮物の課目、笈趣所・杢調【1斐備運
・賦保守、施設内の補助エ蟻並びに営繕瑛務、讐理区域内紛染および湾撮、醒通廉域酒掃
（研究施設関係）RI放射線取扱ノ芝験盆設計コンサルタノト、施設の改造・解体、溌衆施設整備、
機器の除染、各種廃宝物の処理、フィルターの交換、空聞線継率 表象汚染率分布測定、窒鍵田
備運摩云保芋、管理嫉域内除染および湖帝、鰹通区城湾嫉浄水讐王里
〔原子力関連主要得意先
（発聡所関係）【葦原三目発電㈱救賀および蜘毎発篭所、熱1縄力㈱・福舗発趣禽、中国電力㈱
・脇根原子力発罐所、日立ブラ／ト㈱、東暴芝浦躍気㈱・線子力本部、三菱原子力工業㈱、Gε
・敦賀および繍勘建設所、WlI・高浜建設所
（研究施殺関係）日本溝泥力研究所・東海・人影・簡繭各研究 り『、理化軍研究所・大和研究所、
鱈力中央研究所、日本アイソトープ協会、東人工芋部・原予力研究施設、東北大掌 金属覚書研
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木村外相が提案

︑ザ摺というジャンボサイズ︒それ
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編轍
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演鋭中の木村外相

L

総
NPTの効果的運用
立

の健全性チェック

A

ビル代行

株式会社

「安保理で検討へ遷

三代臥格納容器

曜

力

≧1

いわゆる露源蘭発三法︒一般艦気

麟簗暫から千KWH当たり八十五たり水力百二十円︑火力と原子力

二十二か所と︑薫製申の五十三か

内訳けは謝画が闘まっているもの

一マ一室と糖崎・刈羽一暑それにホ

所︒原子力施設では棄電の櫃騨第

工購磯捗状況を塾準に交付の予定
で︑地城の財政規換による顧打ち

各三頁円をメドとして旛設鱗雲と

も行なわれる︒

ルされた税収財源を︑地元および

周辺箭町柑が行なう公共用施設整

円で税金︵目的税︶を徴収︑プー

備麟黎などのために交付する謝画

一

6

（2）

第745号
（第三樋郵便物聰可｝

新

業
子
原
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先細、東暴都立アイノトーフ研究所、放射線隊≠総合研究脈靱三盆儒石，続所、㈱輻源1納産

ゆ

聞

力

︑

⁝U

仏大使館CEAの原子
カアタッシェになった

B・ギユマール

慈愛まで︑独薗で騨纐を継続する

爾⁝論りフォル誕ア・エジソン

⁝

一九六四犀︑パリのエコール⁝

られている︑と面識する︒

曹

⁝

︒ド・ミーヌ大卒簗後︑すぐに⁝

膀︒以来十年闇︑現職に璽るま

CEAに入り原子炉媛設縄に勤

醗画立案などの分野に的が絞られ

ウエスチングハウス︵WH︶歓

るものとみられる︒

縮墨画から抜けたことが︑米国

KW・習TGH二墨を叡りやめ︑
の第四群雲工場建設の西岸にどう

ビダル・ジャンクションの七七万

ていたが︑今回の発表で従来の二

射射

照照

験託

試委

弓勢尊熱

り

エポニノケEM（甜酸モルタル）

財団法人放射線照射振興協会

〒370−121

ながる恐れもあるが︑フォード硯
政権は増殖炉技術の大規横開発に

●
︐辱産一

臨酬夢
名

繭任毒のR︒マス践の後を引 スと日本は同じ立鵬に躍かれて

一

一

⁝

︵Y・K︶

たという︒三＋三歳・舞・⁝

纏工場建設翻画参加には︑莫大な

がガス拡散法ウラン濃縮工場建設

が今後︑敗り艦むことになる段階

方針を碓認したという︒エクソン

を目指すUEA︵ウラニウム・エ

を含むサイクルが耀い③同分野に

遅れ︒

8

でCEA生湧が続いた︒原子炉悶

したばかめ︒今圓の来日が四度

技術に関する研究︑原子炉のス

料サイクルの有効閥用︑鷲谷性を

力し舎っている分野も食めて︑

ｫ継ぎ︑先月二日に正武に魑圧 いると思う︒その点︑すでに協

達成でき︑今後のウラン不足の増

趣味は？との問いに﹁ここ︑

一

︸

⁝

二︑一二年は白本語を勉強するこ

学ぶこと﹂との返筈︒ただし︑

と︑それに碍本の文化︑文学を

に力窪いだ・

つ氏はもともと技術暫で︑今回

覗自という田家通でもある︒原産 馨仏協力をい3誓臨めていく タート・アップ関係の仕鋼を手 一
繭の琿次大会に謬加した経験をも
がけ︑特にフェニックスの完成⁝

弓

大︑燃料籔の高騰に対処しうるも

だ︒また今回のAECの再騨価結 賑本に赴任するまで︑灘逮増殖
の運

炉原型炉

フェニックス

累は︑増殖炉建設を拡張させるホ

懸

ンス原子力庁︵CEA︶︑フラことができるものと磐じる﹂と まだマスタむていない蓮三

氏が率いる約二＋五名Iーフラ

ンス爾力公征︵EDF︶︑民間の口振りに︑今後の窟分に課さ

本の各地をいろいろ探櫨済み︒

−れた仕購に堕する愈欲をうかが 木魑路︑東北︑北海道など日

転試験関係の灘任蓄であった︒

わせる︒フランスが原子力発源

ワイトハウスの決定を促し︑現場

の暑ある︒しかし︑繕殖炉の

き︑コスト抑制の一助になろうと

企業の関係巻で構成1⁝のスタ

では︑一圏の慣蟹な配懸が行き届

環境影響については極々の論議が

9

交わされており︑AECがさる三 ッフからなるグループが︑フェ

工業開発健遊につながり︑また

⁝

石野趣格の商圏︑電力の蜜定供

目に語る︒旅行が妊きで︑労都︑

は原子力発躍雲斗の申に占める増

れていない地城の印象が強かっ

中でも嘉の中の毒遷化さ⁝

七竈までに稼働させ︑今世紀末に

殖炉の割合を習気し︑少なくとも

たことについては︑フランスの

依存度を蕩める敷策を打ち出し

昨駕の石油危機に端を発し︑

絵といった点なども蓄麟に入れ

携わったという︒

世盛酌なエネルギー危機にまで

の環境影響声明癌事案に対しても
環境保護団体簿から不満の意が表

及んだ爆睡をみても︑﹁フラン

るものともくろんでいる︒

新しく想定されたプ切ジェクト

明され︑これにどう対処するかが

がを削減︑ノース・アナ三︑四弩

ガルフ●スチーツ．ユティリテ

と遷心分離機製造旛設の建設廼金

今後のAECの謙題でもある︒

ば︑少なくとも企業化に進むかど

のものの遅延あるいは縮小へとつ

米国原子力婁駅蟄︵AEC︶は十五基の運開予定臼が延期③発注

︵岡七八︑七九無︶︑サリー三︑

Gへ社が開発申の頁五＋万KW︒ 影響を及ぼすかが注目される︒

七四飯から四面間の全建

藁のジャビルカ鉱床

億万五千ノに

推定埋蔵量は約

設予算十三億メのうち四解がを削

まだその他では︑カロライナ躍

HTGRを繋留中︒
力編灯が七照年から

二矩間に薄謝
ルズ一︑二野︵岡八三︑八五蕉︶

リス一〜三豊を一堂半︑四号を二

四榴一千万メ渤減︑シアロン・ハ
ジン

パンコンチネンタル鉱蜘︵英資

ストラリア北部地城の東アリゲイ

資本系︶の両社はこのほど︑オー

︒エジソンのピルグリム三暑が無 本系︶︑ゲティ・オイル麗雛︵米

年それぞれ遅らし︑またボストン

のツスケハナ一︑二暦が各々一鎌

ャビルカ︒ウラン鉱床の推定埋蔵

ター川近鄭で共同試掘しているジ

期延期︑ペンシルベニア醒力懸灯

運れとなっている︒さらにアリゾ

はU308換鯨で五万四千七頁五

膨響しない︒

コンシューマー

年から﹁二叉間に六千三三等炉︑コ

ナ・パブリック・サービスが七四

なるが︑一二には

矩︶が二年遅れと

マー二暑︵澗八四

シンシナチ︒ガス轟躍舞

は各々二年遅れ︒

思置を及ぼさないが︑ブルー・ヒ

減︑リバー・ベンド一︑二弩には

ィーズ

ンリッチメント・アソシェイツ︶

は︑購給薔間に受け入れられる契

資本投下が必要②投下顕本の回収

GE社は脱退の理由として①濃 うかの決断を下すことになる来葦

調査するため︑設立されだもの︒

籔の高騰は︑米国の増殖炉謙画そ

退することを決めたと発表した︒

民間濃縮計画に影響か

GE社が脱退を淡窟
米センジニ
ソクス醗颪

肇国のゼネラル・エレクトリッ

ク︵GE︶社はこのほど︑遡心分 センジェックスは昨庫︑GE︑エ 影響を及ぼす不確定蟹累がある一

墨画の遽籏授賞に難色を示し︑今

iなどの点をあげている︒これに 約期閥の明示などを含む購業醗画
立案︑螢金受難の方濠︑濃縮工場
対してエクソン︒ニュークリア社

後の企業化に不参加と伝えられる

クソン・ニュークリアの両社がウ

または発表済みの六十二蔓のうち

曝弩︵同論○︑八一無︶がそれぞ

のに続き︑今回︑GE社が民聞濃

一＝＝＝

ラン濃総螺叢の企業化の鴬熊性を

このほど︑餓力各社の資金繰りが

五年ほど遅延︑となっている︒

九憂の建設許可蜘講郷提出が一〜

求トマック竃力七四年から三

れ九か月の遅れ︒

はかばかしくないため米国で建設

家た︑米原子力薩業会議︵AI

中まだは甜画巾の原子力発躍所の
約三〇％が︑翫画の遅れ︑または

F︶が八月現在でとりまとめた調 年夏︑食計三鰹四千五需万がの建
設曲馬を削減︑ダグラス︒ポイン

取りやめの状況に翻かれているこ

各々二年運れ︒

︑二暑︵岡八四︑八穴無︶が

とを明らかにした︒これは︑AE 糞結栗でも︑各韓藍寛社は臓金甲

発議所建設予簾を大旱に削威︑口

ト

乞の取りやめ︑延

Cが独庵の醐葦︑電力会社および 選難のため今後の数年問の原争力
原子力関係者筋からの偶報を基に

期︑曇れに遭遇し

ていることが明ら

ズ躍力七照︑七五無の二五問に

った︒これまで両社は︑ジャビル

カi王︑狂鉱区の合扇推定ウラン

ービス︒コロラドが七四郊に六♂†

一旙四千菖万が︑パブリック・サ 埋蔵麗は二万四千五十沖と発表し

・モホークが七四︑七五庫に含計

から五年間に三鱒が︑ナイアガラ

合計一億六千万メの削減︑クワニ

米国の原子力発電計画

資金難で遅れ目立つ
の︒それによると︑すでに建設

とりまとめた蔽果︑判明したも

申︑許舗覇審査中︑発注京たは発

かにされている︒

A王Fの調査結

表済みの原子炉合針百九十一基の
うち︑五＋七墓が翫画の遅砥また

七四年
から五感間︑△口計七懸一千芳がを

カシーて二黒は取りやめ︒

デト瓜イト・瓢ジソン

劇減︑フェルミニ毎︵同七八鋸︶

四点︵岡七八︑七九年︶︑カトー

ゼネラル・パブ攣ック・鑑チィ

累は次のとおり︒

が一鎌の運れ︑岡＝葛が無期延

といわれる︒ただし︑各国のすべ

は蹴りやめの好き欝に台っている

りティーズ七四〜七六年廉で

娚︑グリーンウツドニ︑三論︵同

十沙にのぼるものとみられると語

の三駕間の建設予鱗のうち四響

モンウェルス︒エジソンが七囑奪
ての原子力発忍所碓設隠岩の鍛薪

を剛減︑三火力と二原子力が影瑠

バ一︑二面︵同八一︑八二鋸︶︑
およびパーキンス一〜三春︵同八

マッギール一︑

のスケジュールを入手していない

八一︑八三矩︶が各々一穴遅れ︒

帯説の数懸が想定されると変網き

デ晶ーク三園
ので︑今後︑遅れをきたす翫麟が

を受け︑原子力ではフォークト・
リバ⁝一罪︵新しい還騰予定は八

五顧万がの建設冠雪削減を決めて

バルチ讐ア︒ガス＆躍気七四

続出する恐れもあるという︒

三〜八七矩︶︑チェロキー一〜三

れたもの︒

O年︶︑ポートランド五轡︵岡八 〜七五年の二奪聞に約七手五酉万

︵4薗に玉簾呪審︶

議望ハ十九墓のうち二十蕊璽が運

五十七塞の内訳をみると︑①建

船

のとの期待がかけられているから

の核分裂性物置を生み出し・核燃

葭身が消費するよりももっと多く

をそのまま引き継ぐものとみられ⁝鱒
⁝4
ている︒なぜなら︑増殖炉はそれ
︐

力を注いだニクソン繭政権の路線 鵬

@

戸田基の轡殖炉が運開ベースに入

購遡

想定十七億四千万
三年遅れの83年に運開へ
クリン

畿

の薪しい想鰹プロジェクト蟹は十七懸三千六酉万餅にのぼり︑二

米賊原子力婁綴会︵AEC︶はこのほど︑液体金属属遼購殖炉︵L顛FBR︶実動一包機
チ・リバー︵出力三十五万KW︶
年鶴の想定六懸九手九百万がを大纒に上画ることになったと発嚢した︒豪た︑遼聴開始欝標も当初予

SS︵原子力蒸気供絵系︶などの 行が八二年四月㊥臨騨が八二鎌七

@

月に公表したLMFBR計画全般
ニックスのコミッショニングに

定より三年運れの一九八三鎌に変更された︒これらの新想定は︑AECをはじめ︑プロジェクト・マ
二二㌦
ネージメント社︵PMC︶︑テネシー渓谷公社︵TVA︶︑コモンウェルス・エジソンなど憩殖炉闘

地工瑠魑孚が来年九月②原子炉建

ュールは①隈職工禦認可発行と整

ョン分である︒また︑建設スケジ

の駈れ一i長い建設スケジュール 四懸九千八百万ががエスカレーシ

係暫らによる再検討調査に璽つくものである︒
一九七二年謄点の想定では︑八

薪想定磯十七懸二千六筥万騨の

などをその要霞にあげている︒

O庫遼麗︑総プロジェクト蟹六癒 ーー︑正確な計騨システムの確立

約二．五管繕に跳上がっだことに

九千九首万騨であったのが︑今回

プラント賢︑初装荷燃料翻︑摂山

ついてAECは︑インフレーショうち十二塞二千八哲万ザが︑NS 設懸手が七七年初め③運転翻罵発
ン︵避去二年閣に一六〜一八％上

月⑤全出力運転が八三年罷めil

興︶︑薪しい建殴コードと基雌︑
岨発澱︑五無闇の遜転薇で︑残り
に変織され︑当初予定よりも三巴
の遅れとなった︒

実誠一弩機は︑テネシー据オー

設されることが決まっており︑米

クリッジのクリンチ︒リバーに建

国の蝦定先国家プロジェクトとし

@

日月＝鞘＝＝ニ﹁瓢＝一榊一目凝一識二﹁縣鴨一﹁＝柵一一備＝＝ニ一二幅一二＝酔二榊一山一齢二曹＝二＝＝＝＝一噛二二篇一二雛二一驚＝罵一議二一一幅二＝一＝＝一需一篇喩一一漏一一藺一＝隅一＝＝＝＝一一榊二一＝＝寡瓢一篇一二一＝一一二響＝謄＝脚一＝＝軸一一器曽＝＝＝二篇＝ニ＝：ニ

て研究開発されてきた︒AEC土離法ウラン濃縮工嘱建設の共同附
ツ︵PEA︶の両社が朔荷し︑ク
星しでは︑鍛初の商鶏殖炉を八 帯機開門センジェックス﹂から脱

プロイッシェ・エレクトリチテー

ェ・クラフトベルケ︵NWK︶︑

る︒同原発はノルドベストドイチ

成をメドに順調に建設が進んでい

に工購の半分を終了︑七六黛の発

一

遍加の研究簗覇︑予期される建設

建設工事の

半ばを終了
西独 ウ ン テ ル ベ ッ セ ル 原 爽
西ドイツのペマザ⁝川摩エセン
シャムに建殴中のウンテルベッセ

@

いる︒

ル原子力発蚕齢︵出力百三十万K ラフトベルク︒ユニオン︵KW

W︑PWR︶翻写翼︑DADU提
︶供
社が建設を行なっている︒

1一は︑一九七二年に魑工以来すで

…

一〜二野の遅れ︒

カタログ進呈

東京・大販・名古厘・｛山台

@

毎︵關八四〜八八年︶がそれぞれ

O273■一46−1639

「r冠し

薦本瀬手力観究所内

騨一隻腐矯市綿鐵碍

奉 痔こ京都豊三二」二池袋2r・嚢】4番1号
続
『F170 1窪凝…03（916）5121（代）

@

リフスニ讐︵岡七七無︶が一妬の

ニノケミシール（目地ソール材）

@

〜一醸ガの劇滅︑カルバート︒ク

ニソケミ防水
ニソケミ防水 （塗布防水クロース入り：
（塗布防水クロース入の

力性ソーダ50％耐寒性一50℃
耐熱温度150℃

塞証1号機の完成予想図

バージ晶ア霊力七四年に一億

ニノケミコート（防錆、防塵、塗料）

研己酸7096塩酸30％

、

五年︶が各々一蕉の建殴凝れ︒

②解聡司審蛮中の六十塞のうち二

ニッケミライトGMMI法

Ψ酬孚騨、

塘

ノレ

延︵六〜七蕪の取りやめを禽む︶

エポニソケGL（耐酸ライニング）

2

灘欝

國日本ケミカル建設（株）

壁断接着強度173kg畑
金属、コンタり一ト接着力大
常温硬化性厚塗り可能
ポットライブ調整自由

ウレタン樹脂

エポキシ樹脂

放射線照射の利用

原子力、火力発電所、化学工場、公害防触材料
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聞

力

原

一

つづ

多馳Lユ

二

一 萎二
多書監OJ

多一

垂

一一
多 葺

は︑殴備拡張に必要な資本コスト

多一

に発醗所の建碑は延期または中止

ニューヨーク捌では醒力社のうち ば︑さまざまな︑樫雑な頭因のため

の六〇％以上を原子力に向けるで

ンの來端であるため︑新しい資金

れ・すべてのエネルギー供給ライ

あろうとシリン社撰は述べてい

六社は︑一九六五無以来祉働の利

る原子刀発電飯は︑賊軍想定が明
る︒

されており︑擾い建設期聞を塾す

料金決定問題これらは︑さらに
確になり︑毅禰事案の楢大が急遼

躍を下げている︒

に必嚢になったとき︑はじめて石

をする会社がこれ象で暖腰礪とし

ば︑オハイオ州では︑無気で畷隅

要する時開である︒

醤が賃上げの要講に結舗をだすに

ものである︒この遅れとは︑調盤

た傾向にさらに拍醐をかけるもの

るチャンスを響るだろう︒こうし

油火力発電所をしのいで建設され

益︑金利の予測不能なレベル・短

騨の期待は︑厳しく抑舗される利

本金を取得することについての業

閾社町は︑このような萸大な齪

ゆる﹁調整の選れ﹂の双方を含む

料金を上げることへの抵流といわ

ての罐力を︑その総照璽の約三％
州の多くは︑愛郷した燃料費を

に睡嫁しうる火力発電に対しで︑

として︑燃料髄を欄曝者にだだち

化などによって︑蟹族をうけてい

期僧藤の麗圧︑擾期的な市場の悪

しか薄黒していなかったのが︑今
や︑五〇％にも違している︒それ 料金の改定をせずに︑薩接︑纒

多玉多多

ると藷つだ︒

玉二

より建設囎のかさむ原簿力発難所

G︒クエール祉授は︑比較的衡金

ヨ

の建設薇金蹴鞠のための盈絹は︑

づ多多 ノ 〜 二

蟹暫に転嫁することを電力△慨枇に

購覆著に瞠接転嫁できないという

定をするため州の調蔵寝に運邦政

スチルツァー会喪は︑料金の設

で︑石麹はわずか一％以下という

五五％が石炭︑四〇％が原子力

をかかえているとのべだ︒同社は

ウィスコンシン躍力のジョン・

は︑入々が︑石癌やガスの供給に

を有しているため︑料金のレベル

翻める自製的な﹁燃料調整﹂規定

会合はまず再検討され︑ついでホ
ついて神経質になっているためで

状態のよい醗力会社でさえ︑困難

ステルツァ1会長の解決策と ワイト・ハウスのケネス・ラッシ

でむやみに騒ぐことを讐した︒
ュ顯問︑ウィリアム・サイモン財 あると︑スチルツァー会蝿は述べ

こともある︒

困難さ増す各

は襖雑になっている︒

これら二つの相入れない傾向が

た︒

が︑糖局は︑フォード大統領のイ
禰要に対して︑鍛終的にどのよう

務擾富もメンバーに加えられた

を承翻しょうとする州の調整委賃
ンフレに対するキャンペーンの一

をカバーするため︑より縄い料金

いこと墾三昧している︒たとえ

彩電興業黒磁⑳卵丘叢繕澱原編撒無韻翻

5二多

⁝灘灘響灘灘講謙
ユ

料金再検討へ

の期待と反論
﹁原子力発餓は︑燃料蟹やその入
会を儲頼することである︒

燃料構成のため︑﹁優良リスト﹂

にのせられている数少ない会社の

鳴が次のような譜点を含む握針を

①エネルギーの自給自足への動

欝えることを求めている︒

過去における石癌コストの恐る

社の設備計画

とには︑節約方籏が収入を減らし

確になっていない︒さらに悪いこ

な膨響を与えるかいまのところ明

内務婁熈金の聰闘会では︑ヘン

スチルツァー会長の求める

リー・M・ジャクソン上院議貫 されている︒
は躍刀側の酋脳に打撃を与えるこ

中央がカーン氏

しかしながら同社は︑額面を一

いる︒その王難さとは︑石炭の硫

力二基︑原子力二墾をおりこんで

ひとつである︒

心四分も劉って︑普通株を百五十

きを闘めるため︑石炭火力や原峯
力の建設を促領すること②会社が

万株売却したばかりである︒この

べ藁高騰は︑他の企鑑以上に︑い

投資をすることができるよう・髄

そのため蹴力会社は資金状態が

くつかの蹴力会社に大きな打繋を

本コスkがどうであれ価格の上昇

は︑羅力会社
懸化して︑建設に必要な他人資添

打盤をうけえのはフロリダ州だ◎

与えているが︑おそらく︑一ばん

リアー・シグナル

ったが︑ハワード・メツエンバウ の資金ぐりや脳金決定方法が櫻雑

ある︒

を取得することが困難になじうつ

ことは︑資金的にきわめて弱いこ

さ︑新規鉱山の薇金間題︑咋駕に

黄分の除去︑鉄溢輸送の不確定

の蛍要な要因は次のようなもので

とを示すものとみてよいだろう︒

よる消薇の低下にもかかわらず︑

F︒シリン社長は・鍛近の節約に

ノースイースト躍力のレラン・

この縮小された誹画にもとづき︑

がから︑約十三倦がに縮少した︒

今後十隼間の建設計画を四十五億

る同社の状況をのべた︒同社は︑

社畏は︑石炭に極度に依目してい

その後加わった石燦および原子力

をベースとしている低簾な料金が

社のフリスビー会展は︑安い水力

ペンシルバニア電力のバスビi 比し二管にもなった価格などであ

岡社は今後十四で︑黙要が急激に

パシフィック︒パワー＆ライト

る︒

傭びるものと予測しており︑必硬

こと︒

を認めることによって︑その投麗

界

ダ囎力のA・H・ヒンズ祉長は︑ について彼等に利溢をあげさせる

八五％が石心火力であるフロリ

なので︑ややめんどうである︒そ

ニューヨーク州公叢蟹業障澱会
婁鷹擾で︑また一二人の調整富の一

ジレンマに悩む電力

建殴蹄画磁力会社は新規発墨

ある︒

ム上院議員は必ずしもそうではな

﹁私は︑浦臼この席上で︑電力

した︒

かった︒關欝欝は次のように掴摘

とのないよう配慰しているようだ

ク

時的な犠牲となって無期限に延期

NE R A の ス チ ル ツ ァ ー 会獲は

手可能性といったものにあまり左
右されず︑エネルギーを自給する
ための墾要な要聚であるのに︑そ
の建殴の延期や申止が多いという

調査織渠が出たのは皮閃なこ と
だ﹂と述べ︑多くの総力会社は他

う眼慶一杯かそれに近い状態にあ

人資本の引きあげについては︑も

十社のうち︑二十四社がそうした
業界がかかえている璽大な問題に
懲獣が介入することを要求したこ
とに感銘を受けているQしかし︑

資金難のしわよせ原子力に

がらめの状態であるとのべた︒も

〜縫

曇

宴会場25豊・結婚式場・客室500室

東京・九段

鍾

疑灘

難

醗．
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融
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嚢
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窮

クラソζ：ノε∠とZ

@

〈安心を拡げる葵額運動〉

り︑今圓の調査に回議をよせた三

状態であった︑とつけくわえた︒

職階にスチルツァー会撰は﹁問
題の解決簾は手ぢかにあり︑業界
これまでにもジャクソン議員は石
癌の価格をもとに渓すための努力
を鰹廻しておこなってきたし︑今

はや︑同書の料金では︑送・配電

ニューヨーク州のカーン婁展長

所への代醤へとつながっている︑

と述べ﹁たとえ原子力の方がより

期と︑材料蟹の商い化石燃料発臥

効粟的︑経済的であるとしても﹂

の大きな抵抗なし

の引き上げには睡

に期待で選る料金

夢がある︒資金的

嚢攣

な

でご利用をお待ちいたしております

1≦

千代田区飯田橋H−1費（03）264−1111

案難中！

地下鉄東西線〈九段下＞1分
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の再編といった極端なことをせず
に解職できる﹂として︑この闇題

人でもあるアルフレッド︒E︒カ この十八か月で石油の価格が︑ほ

かけて︑年間伸び率は五・三％に

成擾率に対し︑今後一九九〇鎌に

︸九六三年一七三年闇の年々％の の上記分をカバーできず︑がんじ

所に莫大な投資をおこなってい

ぼ︑五〇〇％上徴したため︑千K が投慣され︑たぶん十年間で六十

な建設題画に︑五爵闘で三牽傳が

日起っている状態を懸念して︑努

WHに対する燃料調整覆は︑一年 二億五千万騨を必要としょうとの

へ供給する以前に︑発醗端での新

システムを遡じて鍛終的に墨家

る聡力会祉の要求のなかには﹁内

なろう︒現在︑燃料の九六％を石

ーン氏は︑料金決定婁員会に対す

べた︒三十億メという額は・ノー

る︒スチルツァー会畏は・今後十

で七十樗から十四・五がへはねあ

炭に依篠する同社としては︑今後

年間にわたる投資額を三千懸がと

部的予暦扁があるとして︑﹁電力

スイーストの現在の設備資本の四

て︑あなたがもっと軍くでてきた

兇積っている︒過去十庫のそれは

がった︒このため謂要蓄への講求

力をしてきだ︒この努力を支持し

ならば︑非常に効粟があったであ

会社は︑購要の低下による収入へ

らできない︒調整池質会が行動を

醸接的に悪化の一途をたどるであ

が運聞されるにつれ︑財政状態は

と予想されるが︑石炭の有する困

二一

ニューイングランド櫨城は・ガ

多

取扱が必要だ︑と述べた︒

多〜

おこすまでは︑新規大容懸発掘所
雪

難さのため︑建設謝画には石油火
二多二rl●︶二多

スであれ︑石釜であれ︑石炭であ

しい発躍コストを継持することす

七百五十億がであった︒

とも︑石炭に依存しつづけるもの

ろうといわざるをえない﹂︒

催以上のものである︒

また︑難設計画を推逸できるよう

スチルツァー会長の言によれ

べた︒

もほとんど借額に達していると述

璽予測は︑主として過去における

に︑想い料金を求めている︒しか

三遠の不確鰹さこれまでの禰

羅要の伸びをベースにしておこな

多重ニニ 二一

もし︑餓力が璽要なら︑最優先

は︑隅い資本コストと燃料調艶料

多

このような計画は︑電力会祉が

権が与えられねばならない︒自給

ゴrし亀ノ

ほとんどの蝋型会歓の滋脳が︑

腐くて受け入れることのできない

自足が正しいなら︑大規模の石炭

のきわめて高い原芋力薄塗駈の廷

金の綬み台わせが︑資本髄の密度

二多

供給の鏡猫をまっとうするための

すすめることに役に立つだろう︒

料金を当てにせず︑必襲な難険を

火力や原子力を建設する資本が提

づ二一

は︑部分的には︑照要がどれだけ

手段としての桝金構成に起しを藁

供されねばならない︒禰要家から

一
二塁

慧速に伸びるかにかかっているの

中したのに対し︑カーン氏やミシ

彼の提案は︑設備投資の資金の

るに︑どれだけの建設が必要か
がこのやり方を複維にし

は明らかである﹂と述べ︑矛衝は

増大に関係がなく︑また一方では

政府保証債の発行提案も

とつけ加えた︒

婁縄会に︑適切な設備騒と翻要地

連邦政府は︑この過程で︑州の

に崩壊しそうな聴

と発毛元とのもっとも効粟的な組

には︑それはなおさらである︑と
して︑ローゼンバーグ氏は内携婁

いすと

員会に︑彼が提曝する政府保舐の

み倉わせについての指針を与える

弱い負便蕎を押しのける

ろうと述べた︒

新設発慰所を系統に入れるための

バーグ委尊長︑カリフォルニア

ガン弼公益勲業婁鍋会のローゼン

エネルギ
ー危機

われてきた︒しかし︑

た︒

指摘された

玉

のくい込みを埋め揮わせるため︑

ジャクソン識蝿が発議し︑ニク
ソン前大統纐が拒否したエネルギ
ー緊急法案には︑石油の価格をポ
来のものに顔すための規定があっ
た︒

さらにメッエンバウム議貫は︑

げねばならないと曰うだけで︑解

問題が料金講整霞に料金を引きあ

力発電所の一から生じている︒た

長いリード・タイム！とくに原子

とえば原暴力といった自給できる

エネルギーの節約方針は︑消螢

内部的矛盾

エネルギーに転換することは︑同 会のバーノン・L

とも述べた︒また︑上院の一委賢

決されるものとは思ってもいない

における帯び率を低下させるのに

・スタージョン婁

州公厳蠣業委贋

会が州の調整冒に多大の影灘を与

効渠的であった︒また︑無力側の

員長は︑そうした

現状打開策めぐって
えうるものかどうかという疑問も

が低下するという犠粧を払わねば

蒔に︑輸入に敏感な石撫火力発露

解決簾に疑間をい

力にすすめると讃明している︒

だいた︒

鐵人もすべてが︑節約の努力を強
ステルツァよ山雪は︑この婁爆

た︒

ならないとして次のように指摘し

提した︒

他方︑エネルギーの自給自足は

ロ高塚ンバウム氏はそれに答え

りゲーム

社臓について規定する懸案を提出

役鮒をもたせるべ春であると・カ

原子力と石炭に大きく依存してい

て︑正嶺な料金で電力を供遇する

した︒

に︑

クリアー︒シグナル を送

雷が趨邦エネルギー局︵FEA︶

の対慮の仕方を︑いちばんはっき

ことと︑エネルギーの自給の達成

だ︑と批判されたが︑

りと批判しながらも︑塁塞を荷す

は︑鍛優先的臨標であり︑特別な

ローゼンバーグ氏は︑鰍力会社
に躍力会祉は︑蕩金利のときは資

る投資家に︑連邦政府の保険と保

一般的

というのは︑FEAは罐力醤脳やこの双方とも躍気エネルギーとし

金的に困難となり︑そのため︑祉

瓢を与えることを提案した︒

資本羅ストと資金状況

て利用できる︒このことは︑餓力

ことに問題を生じる︒たとえば︑

償を売り︑株式をフロートさせる

くことを璽求するだろう︒しかも

の消籔が︑他のエネルギーの消費

ることを避けるだろうと述べだ︒

爾整禽と︑料金引上げの指針をつ

よりもさらに単く転びねばならな

ーン氏は橿塾している︒

くることで会台をもつことを計画
していたからである︒しかしその

弓丈♂

晦l

砺

鱒蹴臨

ください。

響

お宅のご契約額が
適正かどうかを
ぜひお確かめ

1

静けさと緑の皇居のほとり

謬

安心を拡げるお手伝い……

近代的設備とゆき届いたサービス

llゴ

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

＼

聰

幽

働・

左から二人圏スチルツァー氏
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三

力

趨産省は国内核燃料メーカーの育成を引続きょり強化していく酬えで︑このため今後は︑転換・加
工を倉む核燃料輸入劉当て申罰を大蝿に変翼していく方針だ︒これにより鍛力各社を主とした核燃料

中だ︒

るわけで︑被覆轡やスペーサーなどの製造もその対象︒岡雀は一部四十九年度上期分からこの方劃を

襲造手当ては︑今後︑濃縮工程を除く賑換・加工段階以降すべて国内メーカーに発注されることとな

行政掴轟

昭和四十九年度原士力平田利粥研

科学技術庁原子力局は三十日︑

本学気協会︑二百五十二万円⑤原

開所における設計地露の策定臼臼

学会︑四酉六十九万円④原子力闘

建物と地盤の相互作用翌日本建築

評価の璽礎に関する研究1−m離隔 争力安全研究協会︑千二函七十二

ガス冷部高速窟殖炉の技術予灘と

ザー1ーウシオ勝機︑千八百万円⑪ 線灘がんの誘発機構の解明および

禽を国鮒とした欝欝炭酸ガスレー

よる国内傑瞳措腰システムの二三

万円⑱核物質不明麗の統醗分析に

放射線瞳憲の検出技術の確立11原

性廃棄物の固化処理瓠張力中央研

エ業︑五颪六万円⑫中レベル放射

術三蓋団扁が将来の国際協力問題

での腐食職の菱はほとんど認めら

一度の室温と四＋度の温水との間

熱影響部での腐食は認められず健

のGA︑GE両社︑オークリッジェクトにも協力し熱交や耐熱材料 tSTS四二︶試料︑とくに溶接

困
囲

⁝

づ多多

州原子力製鉄クラブ︑本部ロンド

など調査に当たることに主眼が躍

上では発生数︑深さとも薯囎する

軽水炉設煽に関する縄水中の溶

⁝一などが響られたという︒

腐璽防止の点で問題はないが︑報

存酸累濃度基準はO・二PP鵜︒

告は純水を使用ずる装零露での駿

のとして注目された︒

繁濃慶管理の唖要性を指摘したも

動燃が報告
と講演の会

18臼︑全共連ビルで

動力炉・核訪露開発麟灘囲は十

など︶の供試材について外気と遮

同旨は湾薬理艦長の開会の挨拶

七圓﹁報告と講演の会﹂を開く︒

区平河町の全共連ビル会議整で第

の後︑大山義年早出大事響教授の

断したガラス容器内の一定逼塞酸

五︑五百︑八百︑壬一百の各蒔間

表がある︒

嫡腸発と核燃料開発についての発

門9る賠︸関⁝題﹂がψの酒ソ︑引纏⁝き動力

特別講演﹁環境とエネルギーに関

その結果︑①盆面腐食騒は純水

食データを禦めたもの︒

ことに四園にわたって整温での腐

巽濃度に守った純水に漫澱︑九十

種類︵STS四二︑SUS三〇
八日
闘午前十時から︑索奈・千代田

用鋼蟹を軸方向に半分に劃つた六

十四︑ゾ綴︑肉隈三・四︑︑店懸の配醤

報告によると︑試験は︑内径三

浮彫りにした︒

戸酸繁濃漿管理の醜要性を改めて

射殺腐食の観点から︑純水中の郷

から報告され︑原子力関係設備の

鉄工所化工機邸纂部の高橋准行氏

本原子力学金合壁分科会で︑新凋

が︑二日︑秋田大学で開催中の日

ン︶やANP︵プロセスヒート協かれている︒

純水中の酸素濃慶が一塁を越

中の溶存酸素濃度に塾しく影響さ

えると鯛材の腐禽が葱還に進行す

の閣係について導べた試験糖累
三二多一

つくる喜び…長銀の債券

期間5年・無記名

東京本社策京都千代田区神田司町2の3

・鷺謡：東京（292）1111番（大代衰）

電漂…：大阪（94DO86i悉（大代衷）

ープ協会︑千西九十七万円⑰放尉

講二十五件︑青墨三千六百十六万

究委託澱の交付先を発表した︒串

性睦同上︑二千四函十四万円⑥駆

子力発璽所用翫測制御装躍の耐纒

百九十四万円⑲原子力施設におけ

研究11核物質簿理センター︑千五

円に対し︑採択されたのは二十一

廃棄物の安全厳扱色環の開発薩日

究所︑千九十六万円⑬トリチウム

件︑贈爵三千頁十万円︒採択試験

本機械学会︑四千八蟹七十二万円

用済核燃料輸送容器の耐火性翻日

総合研究所︑千二哲七十七万円⑳

における秤騒醇美の取扱い11三菱

万円⑳核燃料撫工施設の計蟹轡理

ョンに関する研究装岡上︑煕十九

る核物質のフィジカルプロテクシ

基準に関するもの六件︑原子力施

原子刀研究開発の騨姫濠たは関運

研究委託決まる

安全基準など21件

研究の内訳は︑原子力旛設の安全

設の安全圏価に関するもの二件︑

性廃棄物または放射線擁轡防止に

南とも急激に腐璽が逸行ずる②S

れ︑一PPmを越えると各鋼供山

一

臼から五十年三月三十一日まで︒

なお研究期間は四十九矩十月一

所︑千哲九十五万円︒

機械化システムおよびその物鮒防

本アイソトープ協会︑八酉二万円

S／℃︒MBAにおける醗懸轡理
⑦隔膜によるガス状放射性廃蘂物

﹁釜

関するもの六件︑保瞳描躍技術に

巫礎技術に関するもの三件︑放射
が期され︑安全確保上でのメリッ

るヒモ付き核燃料製造といっだ悪

試験研究題目と受託番および倭

關するもの圏件となっている︒

トも大きい扁としており︑いわゆ

幣も誘除していく弩えだ︒﹁メ⁝

ーに関する研究睦工業開発研究

謳手段としてのフィージビリティ

⑮ラジオアイソトープ躍池を用い

⑭随審を与える放論線の場の導出

た心臓ペースメーカーの安全評門

睦三井詑念病院︑九颪八十八万円
試料に関する各穰測定器の分析目

並日本心臓血圧研究振翼会︑千百

気・二千八十三万円⑧環境敬射能

の網互効果を蕎撮した構遣設翫藻

標燈の鍛適化寧日本分折センタ

七十六万円⑯ラジオアイソトープ

分離装麗の試作研究醤藁東芝涌電

新政籏について︑メーカーの串

準︵に閲する試験研究︶聾日本溶

日本造船研究

ー＼二千六薦六十七万円⑨船田用炉

①原子炉材料の疲労とクリープ

託額は次のとおり︒

には﹁歓迎﹂する機運も強いもの

型式の技術的評価

ある﹂︵適産雀筋︶という︒

カーにはすでにそれだけの能力は

こうしたこともあって遜産衝は

接協会︑二千万円②原子炉耐圧部

るのも現状だ︒

一︑三ケースの欝式醤き換えを

と属本ニュークリア・フユエル︑
住茂金属鉱山各社がそれぞれ施設

の不安定破壌に対する安全墓雌翻

欧米各国における核熱利用研究

利達雄園士電機製造原子力禦業部

などを禽む広く利用全般で調査を

金工学へ大規模に利周することの

金⑤孔食発生数と孔璽深さは溶正

趣味は旅行と蕃︑スポーツ@
は

っての経済通となった︒

ニニニ

︵A．K漏 る一︒純水と各覆鋼材の腐食と

一鐸三女︒麗児道県出身︑@
五十 甲

⁝⁝
帰馬をやる︒錬蹉はまき央人と

八樽

玉二 歪玉

店大阪市東区京橋3の75

本

取締役社畏大林芳郎

契旛に移しており︑すでに申請のあった

通産雀の新政覆は輸入貿溺管理
令第九条﹁輔入翻当て﹂にいう︑

当聖心・大型化に伴う新しい核燃

﹁沸騰水型炉と加圧水型炉で燃 があるが︑一方で︑発電施設の大
料製適工程に大きな差麗はないは

ているほか︑これまで研究炉用板

と︑または原子 をもち発羅用該燃料製遊に当たっ

輸送容麗の安全性罫日本アイソト

﹁ウラン協会物

概念の申からUO2を除くと同時状燃料製濃のみが対象だった猿子

炉部贔﹂の解釈で︑ ﹃化合物蘭の

協会︑二千五筥二十二万円⑩核二

ー
岡上︑二千四百三十万円③原子蝉

処するか⁝﹂﹁国による今後の助

料旅出など技術改良に急ぎどう対

を呼びかけている︒斬政簾はエネ

役に新しい方針に沿った

協力

を企遡︑施設建設で酸近ほぼメド

燃料工難も棒状燃料製造への進出

多二

会︑西独︶など︒

ず﹂とし︑ユーザーである灘力各

こうというもの︒つまり︑これま

に︑三子炉部愚を渕除してい

これへの出席を兼ね各国の爽楽調

を機会に︑同協会が原票と協力︑

茗で︑会議への出

れない④翼材継手︵SUS三〇四

禽羅は少なく︑灘存酸繁濃度変化
催﹁高温ガス炉とそのプロセス二

技術部長ら土

の﹁原子力製鉄研究﹂大型プロジ

行なったが︑今回調査は︑工技院

US三〇四とSUS四〇菰での腐

輪駕に関する国際会議偏が開催︑

嶺だる計画で︑主な訪朝先は米国

席と前後︑二班に分かれて調査に

開発現状については︑今無三月︑

童として高温ガス炉からの超爾温

原産派還の﹁原モ炉熱利用関運技

査団﹈を塵取︑幽幽の実導爆董に

多 玉二 多 ︷

材を除く各供試材とも三PP鵬以

が︑これとは別に︑鉄鋼業界独自
多二﹁〜し

対諾で理解 二毛ット1に
⁝⁝
大衆とともに歩む大衆政治家が

多

忌累濃度に依存しており︑SUS

など研究開発申の同協会メンバー
二多幸

昭和十五奪大阪歯科医学專門

閤蔽に関心在持ち始め︑エコノ

@
天下の些歯を治そう4と政治 ミストを愛読するようになり・

玉

の立場からあらためて個欧技術を

ンブリス研究所︑仏のサクレー研
一

学校︵現大阪医科鰹科大学︶を

億条︒一戦争で生き残ったのも

引掲後は大阪蒲で歯科医を開

多

究所︑西独のユーリツヒ研究所︑

研究駈︑英国の原子力公社︑ウィ
多

の課題とすべきだ偏と安全梶確

るためにも安盒性の確立を二大

黒影惨︑現役で陸蟹に入隊・北

ど︑抜瓜的な対策の必要性を強

業していたが︑同じ治すのなら

新樹配者仲闇では︑通称門エコ ⁝

玉二多二 ︷ニニニづ一二

心と
た開発舌状や今後の計画
THTR原発ほかENSE隔C
︵し欧

見通しなどについて論議されるの
玉多

蝋
⁝

解しており︑逸めなければなら

問題の璽婆性を一溺強く感じた 利用に限って︑その推逸には理

保のための取り組みが不十分だ

一源となるべ

調︑難聴の﹁むつ﹂の羅故は︑実

を志し︑昭和三十四葎謬醗選に

多 多

にほとんど依存しない⑧擾氏二十

熱を化学工業や鉄鋼簗など金属治

董に当たろうというもの︒一行は

当たる︒

熱交や材料など対象に

玉

森森夫葉工大教授を団長とする由

もある︒

に

さ

多多

十∴月二十六日から同二十八日

成内容が問題だろう﹂とした悪冤

力

みが〃転換以降段階で国薩化

歪一 多一

ﾕ戦鹸解熱璽難黙純撫繊醐鏑鑛
一多 二一多

までロンドンで英国原子力学会主

調原鉱力部会答串の線でもあり︑

て建設されたものだが︑このうち

れているだけ︒メーカーの

欧米に調査団派遣

で輸入の大部分を編めていたUO をつけたもようだ︒各施設はいず

触出に︑被覆蟹やスペーサーなど
鮨換部門を含んだものは今のとこ

心血節約にもつながるとしている

も國内でつくっていことという謙
ろ瞑瞑と怯友の両歓旛設のみ︑い

2製遭を新しく国産化していくと れも︑政府による財投助成もあっ

画︒したがって今後の核燃料輸入

わけで︑通産雀はこれ以外の薪規

はUF6に限定されることになるうなれば加圧水型炉向け核燃料の
輪入を司り止めていく響えだ︒
もよるが︑その隅給が片密ってい
多

商工鎧通などのばか︑党申央委

多〜多

の理解を得るよう最大の努力を

等式蜜藁の職にある︒

影︑党財政飾会春寒︑党京都府

一当

することが大切だ一というのが

二一二多多

浜︑むつなど︑次々と安全性に

中尾さんの持論でもあるQ

多多玉二多多一多

就任後︑巖初の欝会で取り 力開発に反対するのではないと

ている︒濁乱の琿解と協刀序得

闇題があるような装置が続発し

一

いう︒門わが国の将来の圏民生

多多一多一
多多 多

わが国では月雪︑三菱原子燃料
多多一︐ヨ︐多玉ノニ︐多〜

滋に大きな彫響をおよぼす平和

のか︑国璽一番﹁今回の購故は
ないこともわかる︒石油への依

るのは第二印象からにして﹂と

きものだ﹂と

えない面があるもののかえって

験中であることから多少やむを

ノミストの中屠﹂︒今では囁@
き

多二多玉

新潟鉄工所が鋼材試験

つ﹂の放射線漏れ黙故︒安全性

聯門的にたいしたことでないか

とが中尾さんのバックボーンと

何かの使命があって﹂というこ

参加し︑九死に一生を得て終戦

秘齋がいうだけに︑初対函はと

⁝
をタイで迎え︑磁路工禦などを

断撰︑開発の

全国区から出馬し初豪選︑以来

も︑原子力は当然︑次のエネルギ

マレー半厨の作戦に砲兵申越で なっているようだ︒﹁中羅を語

⁝

⁝

もしれないが︑住属からみれば 存を低め︑脱石演岸図るために

もにベトナム︑タイ︑ビルマ︑

大変な間題︒森山科技庁糖蜜は

認識を深くして︑再びこのよう

な醜態を趨さないようにすべき
だ﹂と︑手厳しく政府の姿勢を

で気さくな人との騨がもっぱら

@

大筋には理解

原子力開発を後退させたのでは

玉

一

を示す︒間題

十五鉦間︑国会の赤ジュウタン

積極的に行なうことが︑唯﹁の

もっと原子力についてPRを を踏み続ける︒この間︑大蔵︑
全だ︑安全だ

公明党滲院國野駆簾欝擾など

決騨爾婁爵正理蟹︑徴罰婁鍛撰︑

二

を歴任︑理在︑科技特婁贋長︑

被爆国であるわが国ではもっと

最府は安

ないか︑と一瞬顔を騒らせる︒

だQ激︑株で失敗してから経済
蝋

囲

@
撫は安全性だ︒

送ったという︒

つつきにくい感じだが︑親分肌
⁝

@
やりながら一庫闇の捕慮生酒を

@

@

@

@

@
@

@

@

批判する︒

だが︑なんでもかんでも原子

対話饗無難

支へ派避︒太営繕戦争開始とと

@

@

ﾍ ﾂ

@

@
@
@
@

@

@

@

@

@

と安全性を強

︐︷︐〆

糠幽墓が・蘂 も蟹要であり︑なによりも国民

原子力学会で報告

鉄鋼協会

と指摘︑安全審査体制の強化︑

@

@

@

@
@
@
@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

大林組
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上げられたのが原子力船 ﹁ む
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二

四盟
原産の嚢璽にある搭躍の実旛な

@

@
@

@

@
@

@

@

@

@

@

@
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溶存酸素で腐食進行
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高

力

原

空巾からの赤外線輻射謝による
観測結集と水薦ボート︵蓑薗に﹁
水中に六のサーミスター水温計を
つけている︶で実測した結巣との
比較も発表されたが︑赤外線磯は

工AEA主催の﹁原子力発電所を行なったが︑一九八○年にはア
これらの蟹料を役立たせる場倉が

さが慧烈しつつあるわが最勝でも
熱水羅籔定には水中計測がなけれ

も︑数メートルの深さまで集めた

水塊分布の検討には役立つけれど

メリカの原子力発醗は約一億二菅
ばほとんど無力であることを癌感

ノルウェー特蕎のフィヨルド内

ぶべきではない﹂と霞っていた︒

表麟でぽ低下するという績漿が簿

温排水の利用

の内容である︒

の撰熱をグDーンハウス︑蒙畜飼

の原子力発醗を計画しており︑そ

は一九九〇琿までに千二百万KW

の発表があり︑その他︑チェコで

水錯とか︑爾温ガス炉の活量とか

躍とか︑四計謝に及ぶ覇鎖型冷却

蟹の穴をあけて分散排出させる装

層︑管内流速毎秒一一⊥ハ層︶に沢

九夏︑長さ六懸垂耕と四薦八十八

論が行なわれだ︒潜蟹︵直径四︒

立地政簸のセッションとパネル討

鍛後に排熱の転換法・利用法・

煮は見出せなかった観がある︒

国際的にまとめられるほどの共通

州でまち茨ちの条件や数櫨なので

度基確の語題に入ったが︑幻象各

る資料が嚢示されたりして聯出頭

の曲論水温や耐忍限界温度に関す

以上のほか︑各穏の魚類や生物

法なども討論

られている︒サバンナ河のトンボ

ほど致死最窩温は上り︑順化温度

幼虫︵ヤゴ︶では順化温度が萬い

が低い場愈には酎忍湿度の麗囲が

ミシガン湖の魚類︵ヤツメウナ

魚探機で調べたところ︑子細水域

拡がることもわかった︒この際の

ギ︑カワマス︑その他︶の盆態を

︵約＋綴︶で制約されて表面水の

と対照城︵上流とはるか下流域︶

生物の水温変化への対応は薗順応

三月の軍癒混台季以外は湾口水深

みが入れ替り︑湾内深都︵約百規︶

との闇にはほとんど差がなく︑マ

・順化・水温選択という三段階を

海水の冷茄盾胴も発表され︑二〜

の水の成厨は幅分だけに左右され
スなどは掛水温に順化しないで以

遡るものと轄えられる︒テネシー

蘭の理境水温に近い温度を好む

河のスズキに超畜波テレメトリー

ることなどが示されたが︑景雲の

こと︑捕られた時のサケマス類の

標識︵サーミスター測温式︶をつ

温水混合の餓萬薩帯は水深士驚
のあたりにあって︑摂氏一慶高く

体湿は一般に敢水温と排水温との

けて放流した糖累︑適温の嚴高は

中間にあること︑産卵期のサケや
マスは混麟水城へ飴折進入し適水

摂氏二†七度であること︑ニシン

櫨を知ると︑暖流に洗われている

B本沿摩の高さを知る蕎にしてみ

温をこす程の依温になることもあ

摂氏十三度となるなどという憶測

れば緋熱冷郊に関する限りうらや

類の水湿選択ではその魚体温が低
温では水温より高く︑高温では水

るがそう長くは留まらないこと︑

た︒

癌より少し低いことなどがわかっ

おいてその晦糖変化を測ってみる

マスを摂氏二十七度の水に三分間

る︒摂氏四・三度に順化したニジ

ものにシュナイダー氏の発表があ

基礎的な研究として注冒された

も高い水路の方に底棲生物が多く

氏六度ぐらいの水域の方が多いと

なり︑光合成による基礎生薩も摂

のノルウェーでは温麗の擬段四度

などがわかった︒緯度の窩い懸構

ましくさえ感ぜられた︒

も壁をへだてて取水口近くにあっ

で二度くらいの上昇と予想された

て︑海水温摂氏四〜十九度の鱒囲

水温上卿と溶葎金属︑塩累など

のに︑実際は入江の爾岸で摂氏O 報告された︒
︒ニー一・七度︑北摩ではO・七

の組み台わせ影響︵贋灘冷却系で

しそれが二軍闘以上も続くこと︒

と︑グルコースも酪酸も急に増大

疑物乾燥︑リクリエーションに活

費︑キノコ栽培︑魚類強化飼膏︑

難ではとても家かなえなくなる︒

堰して憂は二十八塵以下冬は十八

の水撒蟹で済んでしまうという説

閉鎖型ならばわずか毎秒二立方層

規の冷却塔を建てる計画で︑この

㍉

ソ

Radioisotopes

on

Coaference

大薗積同時的かつミクロな水里的

冷却系排黙が環境に及ぼす物理鮒

万KW︵総発日麗の約＝ハ％︶と 多くなるのではなかろうか︒

導流式冷却系︵五十万KW︑毎秒

まずカナダ五三湖での墾水炉の

響をめぐって

生態系への影

させられた︒

生物学的影響についてのシンポジ
例えば︑冷却塔から出されるブ

なり︑そのうち璽流冷却方式は四

粒争となり降下する場含︑四十〜

ウム﹂という濯い名の研究酎舗会

六嘉十㎜立方綴︵蒸発して大気へ
六十ミクロン径の粒が最も多灘に

千九百万KWで笛⁝水羅が毎秒千 ルームが上空で堪類を核とした微

関係二十五か国︑約二西名を簗め
逃げる水門は毎秒十七立方耕︶︑

に出席した︒このシンポジウムは

て八月二十六日から三十臼までの
︵毎秒驚千〜四千グラム︶落ちる

Wで使用川州毎秒七十四立方桝︵ ことおよび窒気一躍方規に禽まれ

復水式徳環冷却法は五二二西万X

ある︒日本からも桧山義夫氏︵原
るその落下羅の醗大な所は︑塔か

五買間︑オスロで開かれたもので

安協︶︑濾瀧塁三郎氏︵環境庁︶︑

度しか昇濁しなかった︒発電所の

・O

の条件に確ずる︶を幼椎魚で試験

した結漿の報告によれば︑

摂氏十八度の順化水温で静常に

用する予定であると紹介された︒

躍いた魚と二十数蒔閣運動遊泳さ

︵警士二分聞︶蕊たは摂氏二十九度 また︑オーストリアではダニウブ

せた魚とをそれぞれ摂氏二十八度

アからチェコの支流を入れてハン

の澗は西独に源を発しオーストリ

︵二十分間︶の高温に戦くと心 河の水を冷却胴としているが︑こ

と︒各種の魚をガス過飽籍の水中

へ︑さらにルーマニアとブルガリ

ア︑ソ連へと流れ黒海へ騒ぐとい

ガリーへそれからユーゴスラビア

うように八か国にもわたる影響を

変であろうと同蝿を禁じ褥ない︒

温が擾氏三八魔をこえてしまう︒

そこで薗径醤四十綴︑腐さ百一

ボンの原子炉安全部︵内務省原

腰以下となるように計画を立てて

説明を受けた︒たとえば︑ライン

以上︑出発繭やオスロから西ド

イツ︑パリまでの各地でいろいろ

上げる次第である︒
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稼働の蘭と後とで付近漁纏でのカ
キ水揚掲も大きく変らないので︑

度が高くなると生残率にきいてく
る︒結局堀翼と水温とは相加効桑

と︒サンフィッシュに冷水ショッ

に腰くと多くは十晴間ぐらいまで

は堀素O・五塁以上の場盆︑温 臓脈狛数に大きな変動を生ずるこ

た︒ヒラメ︑ボラ︑ニシンの類で

ー十五度上げると生存率が低下し

似た魚︶は︑順化温から摂氏ヤニ

闇飼ったピンフィッシュ︵タイに

影響はほとんどないとみられてい 昆の鍋が否まれた水に二十躍蒔
る︒動物プランクトンを採集の紬
果・取水口側の調戴で死亡譲一五
％だったのに︑温掛水儲で四二％
を示したことは君臨の影欝であっ

とい

たらしく︑採集ネットのメッシュ
をかえたら二五％に︑下った

う︒これらのことからハウエス氏

クをかけた実験︵一階間に摂氏十

に︵コイは菅晴間以上で︶死ぬこ

三十種の植物プランクトンと十

ないよう冷却塔を碧いることを提

持つので︑各国ことに水温を上げ

をもつものらしい︒

七種の動物プランクトンに放射性

十慶では降下三度まで︑同じく順

度の降下率︶では︑順化温摂氏二

は﹁全水麗生物系は自然状態でも

に発電所で不自然に細い死亡率を

高い死亡購をもつているから・特

たところ六〜七月までは温排水域

炭累をとらせて茎礎生産力を調べ

が隈界であったことーーなどがそ

言していた︒内控国はなかなか大

はまだよくわかっていない︒発当

生玉力が扇かったけれども八月の

︵常温より摂氏四度隅い︶の方が 化混三十度の魚では九度降下まで

生ずると仮睡すべきでない︒芳襲

マル︒ポリューション︶などと呼

所からの温排水も︑熱汚染︵サー

＝・薗＝需罵覧■瓢一＝：＝二闘瀧輔＝＝二轄：膳一二＝需一＝＝二二鴨：鞠＝＝＝：■鱒二層＝曹：竃＝＝一＝一日帽：＝：一＝＝一輪＝■：﹁一＝一日＝：鞘：二一＝：：＝一＝一一＝鷲一＝一一一一轄＝一備＝：榊＝＝＝：榊：＝：一一扁一昌＝一三﹇：鱒需＝＝：＝＝糟＝＝＝葡一＝轍一一＝＝＝：＝＝一鷺＝需耳＝＝糟一二＝一：鱒＝＝＝＝：一圃

それで全発出所の冷却水を排出口

W一璽を増設すれば︑この河の水

却水を取っているが︑近く百万K
中心として約六十平綴の範囲は魚

で上昇摂鋲三度に抑え︑冷却堪も

デ原子力発寒所︵六十六万KW︶を では一九八五奪には下流の麗季水
エファー博士に語かけられた︒オ

ブルは生じていないそうである︒

業禁止になっているが︑何もトラ

シンポジウムの会場でカナダの

ンタリオ湖の取水口に電気フェン

件で︑ハンブルグの西ドイツ水薩

子力局︶のシュヌーレル博士から

いる由︑立派な電子計録結果の図

十

ス︵魚の侵入防除装躍︶をつける

研究所ハルスバンド博士と会いた

は︑西ドイツの水温規制について

とパリから案内してくださった松

いかにも楽し気で︑照本の原子力

本和央氏との会語を聞いていると

明であった︒説明役のボッシュ氏

いから岡撮したいとのことであ

将来に備える独︑篠
親及で空気に待っていてくれた︒

薄㍗募両発電所をみる

る︒ハルスバンド氏は二十年来の

エファー沃を彼に紹介して︑軍速
三人でシュターデの原子力発躍所

河系には将来︑原子力発電所だけ

に陽気で積極酌な欝欝を欲しいも

発囎所の各PR館にもこれくらい
土曜の年輩であったが︑待機し

でも九百万KW︵現在は薫三＋万 ーヌ河系からはずれてオルレアン

表を見せて頂いだ︒流石である︒

ていたクリレ技師にくわしく案内

KW︶が並び・他の火力発鱈駈な をすぎロアール河に沿うあたりに

へ向かう︒

していただき︑酸後には隣りの火

ど四薫＋五万KW︵現在六＋五万 サンローランの原子力発電所︵G とお世譲になりご迷惑をかけた各

のだとしみじみ感じた︒

力発難所の歴上から取水︑鉾水周

る︒現伍でも毎秒六十立方耕の冷

パリから南々西酉七十鍵盤︑セ

面に眺められるよう配慮を受け

なかなか大仕襲で︑現在のやり方

あに本紙面をかりて隈くお礼を爾
KW︶まで禽めると︑水温規制は CR型二釜︑百＝芳KW︶が位
エルベ河口に近いこのシュター

た︒︵写翼盛照︶

591−6玉21〈｛『磧表）

「rDI」

港重ぎ新橋1−1−13（東鷺旧館）
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入場無料︑聴講歓迎︒磁英交

Zは避つで︑演題と講疲蒼は次デ社長︒

を主張していたが︑荒船擾は

つたもの︒

があるとして︑段階的な下船とな

来夏三月十一日から三面問︑漿京

二月のグループ悪念で従来の営

二＋基を越すが︑このほか醐温

受注はビブリス原発など内外で

ガス炉や弼旋盤殆炉閲発にも悪

がら︑独自技術瞬発が基本路線

欲的だ︒国際協力もさることな

三菱璽工業はかねて同社神戸研

神戸研究所はこれまで︑原子力

︑

一階酔騨一一の

として塞用化へのメ

園謙り

技徹平てない乃団匪まて

独鍛大の阪峯力尊墨会社︒昨年

業部門を含む原子炉設謝や建設

移管︑同時にそれ蒙で両社が保

など製造部門もすべてKWUに

有していたインターアトム敏お

⑳本格的な原子力実用化時代をリードする婿評の名著！

よびKRT︑RBG︑ALKE

一」鯉」諮一囲認輝餅拶翻」⑳r層r」翻』画r二幅「

鷺ーーー

究所の研究体制強化と研究効率向

上のため︑明石︒神戸両地区に分

ここでは︑環径審議申の原子力開 から﹁三菱懸工業高砂研究所﹂と

を踏まえた︑これら諸問題解決の

発利用護憲計画委員書の検討績果 して新発足することになった︒

プロジェクトの大型化に伴って明

た研究開発に取り纏んできたが︑

ための塾本となる開発体制や制度 機器などの研究を主嚢テーマとし
の方向づけ︑立地︑安全性や環象

石︒神戸燭地区用地では手狭とな

保盆対策などのほか︑パブリック

一胴一一璽一﹁

の許可が観られる党通し︒現在サ

題がなければ置十一奪にも繋駕省

イロ内での穀物殺虫には︑メチル

先取り研究

殺蜜霞的の小夏照射については

ドをつけたものといえる︒

ソ連などで欝欝が綴ているが︑鍵

の穀物が憲虫の被魑で

用化はまだ︒わが国では五％程度

していると鎌継されている︒

一つとして取搬お，としん殿隔て酸新の教科欝のん駅

KWU社による

斑︑立地およひ一篇娠の経験﹂

冾ﾉ講演会

﹁西独の原子力開発﹂
原産主催

臼本原苧刀産業会議は牽月二

M三核燃料一社の稼式譲渡も行
＝ 十九日ギ後一白から四鷲まで︑ 目ボルフガング︒ブラウンKW
榮京・霞が関の霞が関ビル 階U社蚊締役︵加威水型原子炉担 なわれるなど︑系列化が艶って

に関する西独の研究啓発﹂目イ

体制強化の閣られたことは認憶
＝プラザホールで︑西独最大の原 当︶︒蔽題③﹁蕩温ガス炉およ
子力企業﹁KWU︵クラフト・ ぴプロセスヒート発生への利用 に新しい︒岡社における軽水炉
＝ベルク．ユ一一オン︶レ社関係嵩

による講演会を開く︑岡購の講ンターアトム社ルドルフ・ハル

の通りQ頬題①﹁エネルギー危

の主饗分野﹂目ハンス・フレー

九六九年にシー で︑圃際甫糧進出への基盤圃め

こと︑原高配簗醗の提出懐稗を串

KWU社

@後における西独の原子力開発互羅宇も予定されている︒

しかし︑地元側には︑この紬論をそのまま受け入れ難いとする空気もあり︑県涌連は九臼︑独自の調

﹁西独における軽水炉の許認両社が折単出澱で設立した︑西

る︒

菖バーKWU社藩臣蔓︒演題②メンスとAEGーテレフンに
ヶは
ン目を見張らせるものがあ

．

心に検酎されたこと︑などに問題

大学教授︑服部学立教大学原子炉

三菱璽工高砂

査を異議︑十一日の﹁むつ﹂対戦婁興会全体会議で態度を協議する︒

面附註はきわめて少なく︑一次冷

塞栄丸で欝森県△P帯の第二工業内外各高趣分野から冤解の表明︑

本海員糧禽がチャーターした第25般にわたる亜要課題について広く

があるとして九腸︑鐙鵬英蕊立教
を取りはずし︑それを蚕纏に搬出

水塵研放射能部長を﹁むつ﹂に送

趨に逼った︒今回の下船は︑窮態懸麗の交換など行ない開発利用へ

研究所擬︑敦駕稽人水薩二障海区

り込み︑原子炉の安全駐︑脚門獄

を蟹視した海員組台の要求をうけの理解と協調を図る場として︑原

却水の放射能レベルも飲料水の許

会議の笛串内容などをあらだめて

散配麗されていた設備および人爵

容レベルより低い︒原子炉腿辺の
放射線レベルもバック︒グラウン

チェックしたQ漁運側は十一日に て︑懸船畏が各組三士部らと﹁む 薩が昭租四十二駕以降毎卑︑語い

の萬砂地区への移転集約を進めて

料を装荷したまま﹁凍締﹂した形
で﹁むつ﹂を母港に係留しておく

の状態で窃港しても環境汚染はな

ド値と同程度のため︑原子炉悌広

つ﹂船上で猛し合った結渠とられ

・内幸町のイイノホールで聞催の

いたが・このほど完了︑十月︸日

する作藁の安金性②原子炉内に燃

続合の安全性③﹁むつ﹂の入港か

關く原子刀船対策協議会の金体会

た描麗︒海員岩蟹側は

計爾︒基調テーマ等は近く発足予
一方︑出港以来一か月以上も潔

移転を終えて

ら①または②の描齪が完了するま

い︒燃料棒取りはずしについて臓

議にこれらの結論を提示︑﹁む

船

定の雌備婁貴金で検酎されるが︑
流を続ける門むつ﹂の乗船蕎申︑

：

での放射能湿熱監視に必要なチェ

取りはずしに髄うキャスクは金出

つ﹂一高帰港問題に対する最終的

法的にも鍛低要員だけは残る必要

9研究所が発足

この騨門蒙金議は︑地発に﹁む
ック・ポイント④その他﹁むつ﹂

力︑擬期運転した燃料棒でも十分

な態度を協議する予定だ︒

灘難

つ﹂の鼎湛︑核燃料の抜き取りに
の安全処理について必要な登臨に

安全なよう設計してあり現認点の

料樺を保蟹するプールは耐腿性︑

一会議は地元関係代表薔が鰐聴す 燃料榛直り扱いに問題はない︒燃

粟組農ら四十匹私は七日夕︑全田

浮心

ているもの︒今年展は第八回匿で

対する安全上の重重愈識が高まっ
ついて検酎した︒

浄化機能を算えている︒燃料の搬

総蚕下

ているため︑地充との折衝にあた

る

出について勤使贋済み燃料輸送容

の中で逸められ

って腸かれたもの︒

た後︑検討繕粟が箪中としてとり

羅は耐熱性など十分響面してあれ

ガラス張り

大山座長ら各地から招繋された

された︒筈購の要点は︑入港につ

象とめられ︑鈴木直貼会長に手渡

っている鈴木総務会撰の提案によ

原第羊毛係の学識暫︑聯門家士二

ば︑搬出は安金に行なえる︒原子

第八回年次大会開催で

近く準備委発足へ

名は六田年後︑膏森市で鈴木総務

いて目環蟹江で核燃料に含まれる

会畏から整問された①母愚で燃料

炉凝緕について勤入善晴に制御棒

り︑研究機能強化拡充といったこ

・アクセプタンスの問題および︑

ともあって︑高砂地区へ移転を進

が完金にロックされていれば︑係

などがとりあげられるものとみら

テーマや構成などについて検討を 石蟹危機後の内外原子力政策1・

冊一：
︑●＝︑
曾＝
瞭噌需曹㌔4軸H聾レ︑一＝：曽㍉dほhBレ︑

された︒

︑

進めていく方針だ︒

一一
︑﹁＝
一一一＝幽︐
一■朝一

究開発棊憲計画の一環として照射

管の外周に同心円状に紬方向の隔

によるガス講論法が飛いられてい

プロマイド︑クロルピクリンなど

穀物用照尉装躍は︑線源収納癬
のほど実罵規模穀物照射装躍の設

離流路を設け︑この流路内をずり

技術の開発を行なってきたが︑こ

めていたもの︒

日本原子力産業会議は︑第八圓

引引一昌

茸次大会は︑原子力開発利用全 れている︒

﹁原産琿次大会輪の開催について︑

一＝一＝r

噂

燃料樺被覆材は常温で純水中に躍

ド

近く飯匙委轟会を発題させ興体的

留中に臨界に還する恐れはない︒

かれれば授期問︑腐食されない︒

蜜全監視止のチェック・ポイント

について一1入港に際しては︑制

却水︑固体麗棄物の放射能測定︒

計を完了︑小麦や※につく憲虫を

落ちる穀物が一定の線羅を受ける

るが︑感性が強いという難点があ

よう設計︑流路の環状仕切弁の吐

服する悔しい方式として期待され

る︒照射殺虫法はこうした照を克

の実用化にメドをつけた︒

流速調艶機構に特別の工夫がこら

出齎繍と断続開閉騰間を調整する

放射線で殺虫して貯蔵を関る方法

実用規模照射書置は︑原研が昭

十五漣︵九万一千キュリー︶から

るもので︑装躍の設副はいわば

和四十六無から行なった一聴間濁

ロット・プラント︵三千キュリー

たりQ・六ナ照射処理能力のパイ されたのが特製︒一時闘当りた二

した︒

までの処理逮度について設計副照

一薫ナ︵八十四万五千キュリー︶

れたもので︑①鰹虫の殺虫︑不妊

線源︶試験データをもとに設謝さ

化能力をもち穀物贔質を撫わない

の蜜全性誠験については︑昭租五

食贔照射計画に基づく楽と小麦

十隼宋には製図的な結離を響︑問

②機械的負荷に十分耐え︑宣命が

ストが少ない︑などの条件が響慮

擾い⑧単位照射処理羅影だりのコ

住田健二訳

大阪大営助致授

曙500円

負穂懸従性なとに礁ねをおいた名王の邦訳

サイクル

F物理・炉エ学から総合エネルギーノステムへの展塑
@
北人 小沢保知

田中健二

aO3（263）2311

MMエルワキル轄京都大攣助数授 蔭脚英陥凹 呼1動カプラ
／1の型式、魯∫炉殴訓 工尋ルキー褒換の騨理、工孝ルキー

核燃斜に関参る技簿的譲間題の全般を
線の薯綴りがわカりやづく解明の最新の名馨 3590円

斯雰筆

ｲの原子炉と評ばれて国際
的開発競争が行なわれてい

動燃

一8−10

日刊工業新聞社鯨都千代駆九段北1

原石力闘ネルギー変換

る恥冷却高達増殖炉技術の
ｻ状を平〜ちに述べた

核燃料工学

璽震大攣露塵三轟喪繊臼摩剛ノJ技蓄轍および1肘力関併の

国璽要言己聯

動力炉猿畿糊国璽託木良平著
A5判29Gべ一ノ 定優2500円

y水炉におけるプル｝ニウム利用の現杁
@
関西耀力 高西直敵
50MW蒸気発生器賦駄施般建設と試験の現杁
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軍

原峯甥の熱工学

高速増殖炉

処理 処分と有珊同位体の圃収
動燃 星野忠也
・5krの利用開発現況
傍曜 重松友道
ｻの他のFPの朔粥開発現況
東人・量研｛左藤乙丸

一蝸

2500円

MMエルワキル藩 門門大学助戯鐙 西陣闇闇駅 機分製呼∫炉
のかいにオ2けるエネルギーの発生と輸込の遜程均り、炉いの齢設
訓にいんるまてを嬰蕩な団販て解説事る名著の錯訳
3500円

ス拡散法および遠心分離法

大山座

「炉中選fエ

高峯蝉の物躍

ﾉ分けて解説したもの

龍欝潮

〜ルギー翰看りの機念を臼幡iに搾し出し、吊に寿・物理の葵本鮭の

Dノ濡イクマン蒋

僚研天野

恕

本潜は，現時己・におけるわ
が国のウラ〆譲紬技循∫をガ

特纂：FPの利用開発現況と問題点

定緬17GG円
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大阪大攣助教授 須照憾英馨 呼1炉1≠、制卿至 の2っのワ
門分野亡詩池、また入学の教軽護として 壕」炉制榔亡理解てき
るよっ｝続に解説した岡際的ぼ憾を得た良丸鋭の名欝
3000円

核分裂とは何か
艇鵬・ペル練梛隅上の1胴・・醐課1勝1警酸処理工場における放射偶疹壱薮物の

御棒の完全ロック︑一次・二次冷

上でのキャスク移動訓練の実施︑

燃秘棒取りはずしに際しては︑陸

穀物照射装置の設計終る
ﾖ齢蠣麓鎌鵬塑

原研・高崎研究所

響動凝性と翻御

・

答ステップでの放論線事理上の蕃

駆動機構のロック︑錐嚢があれば

順作戒︒凝繕に際しては︑制碧羅

遡源回路の切断︑一次冷却水の水
圏・放出能濃腱の定期的測定︑必

要に応じての浄化系の作動iな

笛申をうけた鈴木総務会長は七

どである︒

﹇むつ﹂の

臼︑欝森興漁運の原子力船対策食
翻にその内容を説明︑

一階彌港への協力を襲講した︒し

Q

殺虫実用化でメ
原鋸

議

安全性をめぐって醐かれた導書

ウラン濃縮
人販人銘驚糠愛国正士監修
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r飼幅。雑囁

振薔下京5895番
竃護舌（591》6121（｛七）

東京都港区新橋1丁目三番13暑（東馴日館内｝

会議
塵

子
原

本

行所
昭掬3圭隼3月12穫第二種郵便物認可

（送料共）
1部70円

ぜ

ぬ

㌻

この提躍についてイスラエル政府は︑智慮にもりこまれた規定を

発電所

であった︒岡力運転している︒英国︑ソ連もに転換し︑FBR謝画をスロー＼

じ頃動いたドーンレイ︵英︶に岡じ行き方で︑それぞれPFダウンさせた経緯を示しているし

ω蕪螺蒙欝欝塞踊騰爺よ諮はタリン貢−炉

︑細μ

科学的フィージビリティの検鉦

︵六十万KW︶を建設中であの醤来にも厳しい拙掌を向けて

ヤーをつとめている︒いわば米らよりもっと遅れていた︒米圏国の技術を外国のために役立たしたが︑この掛画を士分の計画

ェクト管理面にも不安がある︒

だとは思っていないし︑プロジ

とみるべき段階で︑ソ連はそれる︒何のことはない︑米羅は自いる︒争力会社は藪金だけは出

ていたのである︒

せ︑自分ではその間滋草を食っ

核兵雛製造に転用 す る こ と を 防 止 す る た め ︑ I A E A に よ る 想 察 を は じ め と す る プ ラ ン ト 関 係 の 保 障 措 置 を 課 し て い る と い う ︒

増殖炉

FBR︶謝画の主︵ぬし︶だが︑ 証炉ーーへ直進していたら・実

国の液体金風窩養鰻殖炉︵LM がそのまま次のステップ！爽

−詮

や各国の政策︑トピック︑レポ

﹁この欄は世界の原子力の現状

ート︑論説などをそのつど紹介

ランニングと技

高逸炉の第一弩が出るのはやっ

十年はかかるだろう︒結局商業

員会︵AEC︶がシステム・プ要になり︑第二の実証炉にまた
術奮発に岡田の

え︑とにかく金

短縮には愚い切った手を打たな

璽点を躍きか と九〇年代の半ば︒その露命の

さしにしていたのでは︑兇当違

この論文は楽国のFBR計画

ていったことだが︑この辺はど

︵二＋鼻繋KW︶をすでに全出炉︶の登場で︑薩業界がその方

ない︒

︵K・K︶

︶

置

装

塩

検

一

水難 欝聯裟 欺漱

R R
W W
B P

PWR

煙

ニット︑オランダのUCNの蟹轄

Ri2運開の薩後に︑原子刀婁のあとで残った闇題の解決が必

コッホ氏のいう道軍は︑EB その完成はおそらく八二鋸︑そ

るウレンコ社︑そして繭独のウラ

いたはずだった︒

おかしくなり︑FFTF︵蔵速しかし麗在の米國は︑やっと

米の騨灘聴講

稼働︵一九六照奪︶の磁後から

米国の計颪はこのEBR−2の
額炉の少なくとも一塞は動いて
しながら︑できればそれらの臼
本への影響や日本の原子力の今
後の方向を襲える欄にしていき

なりそうにないが︑海外のでき

れ新しく設立することになるとい

ごとを批判的にみる圏がこの欄

たい︒あまり系統的なものには
ウレンコ／センテクは今後︑組

の特色にでもなれば︑一応の目

ければ︑とコッホ氏はいう︒コ

愛

ッホ氏の提雷はまずA露Cの介

部の技術問題を

クリンチリバー爽舐炉︵CRF解決した上で︑はじめて実証炉

誕ッ
ホ民
申牲子離試験施設︶の致酷的な

炉のFFτFは六七年に計画をだ︒このため鷺BR12までの
にいや麗なく門並な決建をさせ

の方へ移し︑磁力会祉

入を蹟らし︑謝画の露点を

せっかくの工学的路線が︑プッ

の斜照をよく示している︒悉團

蘭装置

ツリ切れてしまったことだとコ

の酎画︵スケジュール︶をもの

フィロソフィに転向したこと

R︑三＋五万KW︶に取り掛るの建設に濫むという研究曲流の

認可されながら︑七八隼でなけ

ッホ氏はいう︒最大の被轡は露

という情ない状態だ︒照射試験

12プラス十界﹂を取り上げ

れば稼働の見込みがなく︑そ

力会社の髄殖炉への関心が消え

しているQ一方の仏はこの問に

ッホ氏の告発である︒

た︒この醗文はEBR12運転
コッホ氏は英︑仏︑ソ運の計

の饗用は籔初の八千七百万がか

ることである︒

画と比較しながら︑十隼前と理

ら㎎懸五千万がへ浪蟹的に膨張

策の失敗を癌烈に批判したもの

快に示している︒十鋸前の米国

2ではプロジェクト・マネージ 嚢隠の世界における唯一の湖還

いになるという気がしないでも

だ︒コッホ氏は大戦の燈後から

け
十周隼の機会に︑来月の山掛繕

図に転落してし濠つた様峯を明

殖炉︵FBR︶計画の遅れと政在とで︑四国がトップから巖後

い状態を続けたというのが︑コ
1ド・﹂・コッホ氏の﹁EBR

ューズの八月轡に載ったレオナ 尖敗で︑十年の間足踏みに等し

今回は米誌ニュークリア・ニ

的は遼せられよう︒

織の璽酷な役翻を果たしていくこ

にも新子会歓発建という関係筋の

いたとも俵えられており︑今月宋

ラユット祉が反薄の悪向を示して

は︑持株醐係が櫻雑といわれるウ

しかし︑権限の分散化について

る︒

醐艶︑研究開発︑憐報交換に当た

るとともに︑技術資源の効率的な

力③資金調灘Ilの業務を継続す

術の開発を禽む商談②他国との協

縮ウラン販亮︑生産予定︑野心技

とに変わりはなく︑①市場化と濃

う︒

面を擦魅するウレンコ社をそれぞ

下に入るアルメロ工場の建設の凹

【

来飼の増殖炉蘭発とともに歩ん は︑すでにEBRi2︵二万
米K
圃︵￡BR12︶の経験をう
採やら︑一九六四年のオイスタ
できたエンジニアで︑EBRW
i︶を運替ていたが・これは り入れ︑原型炉フェニックス ー・クリーク︵工場の商業軽水
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当面は﹁トカマク﹂で
胡 謙体制含む総合整 備 も

行政サイドからみた研究開発襲付

ど︒

けのための駈襲経蟹の確保1な

炉心プラズマ生成・保持の研究
開発では﹁まず㎎トカマク㎞方式
による及ぶ翻りの欝欝性適求﹂を

であること

数を擁している大学の果たす役翻

方法探索中

うたっているが︑同隠に︑まだ現

一方︑大学関係の核融禽研究轡は 段臨が

は大きい︑と指摘している︒だが

顛心システムをつくりあげるだめ

このぽかエネルギーの取嵐しなど

配慰が必要﹂としている︒また︑

のが現状

なり思い切った研究体制づくりと

衝はこの際全国鮒観点に立つたか

の炉工学研究は︑開発に畏期を饗

を考慮︑﹁その他路線についても

お難い

推進方策の立案など欝欝的な盤備
すものが多く︑このため︑炉心の

二暫名内外と

が必要なことを強調している︒そ

選び早期に研究に縮孚する必嬰が

形に左右されない普遍的な血豆を

で︑こうしたこともあって︑同報

﹁核融含研究の推逸﹂に関する申間曲簿を了承したゆ報告は︑大学における核融合研究はどうあるべ

のための対応簾として指摘してい

学術器識会は九月三十田の総会で︑同審議禽核鳩舎特別婁顕会︵伏冤康治室蛮︶から報箇のあった

きか一文相からの晒闘に応え︑その日本となる響え方をとりまとめたもので︑それによると︑とく

るのは︑一つは科学研究澱特定研

における核融合研號の興体的な謙

なお嗣特別婁歌会は引続き大学

ある一などとしているQ

に彫心プラズマ生成保持のだめの研究推鵜は︻まずトカマク方式によって及ぶ限りの司能控を追求す

組

ること﹂が肝要で︑婿工学の研究即発にも早期に懸手する必藤がある一などとしている︒
見えざる研究駈

織づくりと新しい挙問領城として

究等による
点︑同報告は門独創性ある研究﹂

すでにわが国では名大踊躍のプ
原峯力発鰍所等から排出される

水産簗との共存問題など解明のた

圏的を逮することもあって︑引続

して進められているが︑これまで

研究委翫を主とした践か葎聖画と

了の晃込みだが︑発鼠戸立地箭町

各種研究は来無度で当初予定を終

一部企藁化誠験を含むこうした

原芋力舘を視察する飲口党議凪ら

霧噺

甑験に霊眼を黒いた増獲殖技術開

衆謙院商工婁畷会の四畿璽はこ

のほど︑申部電力浜岡原子力晃躍

所を訪間した︒一朽は浜野潤善蚤

一︵同︶︑愚心園児

感心︵憂欝︶︑板川練馬理珊︵社

︵同︶両婁偶で︑一弩機の獄運紙

会︶︑加藤清

状況︑二号機の建設現覇︑原芋力

館︑温水利罵研究センターをつぶ

温止水の影響範囲︑放射能の監視

さに視察︑原子力発鰭の安全監︑

た︒名望歴地区塵業視察の一環と

方法などに関する説明に耳を傾け

の町会議員が超覚派で原子力発起

して行なわれたものだが︑与野党

所を訪れた例は少ない︒

エネルギー﹂議ほか・S嬰Vに

十六日置狂TVによる﹁くらしと

北海道醒力TVが中心で︑二

の適り︒

懸的規模での鄭業活動へ︑体舗整

一月末をメドに鍛終朝歯をとりま 発のほか︑研究成聚の決議など全

題︑進め方などについて検討︑十

とめる讃えだ︒擁葛煮に関連配纂

繭だ︒研究施設新設や研究実旛で

よる﹁おはよう軍梛大蔵です﹂

備を含む強化拡充を園っていく謝
る期待は大きく︑施設兇学者は年

の助霞と協力︑狡篠者獲成︑啓醸

催﹁原子力発電と環鹿﹂購演会︑

︑4麗H

間一万名を越す︑という︒発電所

普及も大きな柱︒企業化試験の内

板魑誓郎氏らが繊席︒ほかに豆配
てきているが︑こうしたこともあ

制六塵では全圃各地に敵らばって

進めていくこととなるもよう︒体

暫による施設見学会もジ定︒

極北原子刀懇談会主

って︑温水轍魚協象は︑来年慶以

られているもようで︑相互の研究

原子力文化振興財

い︒それに当節の物価高︒実際に

い各種行違がくりひろげられるも

地で︑原子力界の祭典にふさわし

よる原発毘学と対談も予定されて

このほかの行噛ではタレントに

ーズ︑ミュージカルボーイズなど

はモデル一組で千数哲万円から二

おり︑二十

日出造氏による講漁会︑二十八

東察鍛力二十六日に難点サー

日︒

ビスホールなどで配念映翻会が開

申部躍力須坂帯︑名警巴布︑

かれる︒

浜松甫︑静岡筒︑岐第市で隈示会

開催︒学校行壌への協力のほか︑

愛知︑静岡︑憲聾各県で﹁クイズ

四国電力

四国通産局主催で講

と対話の集い扁も行なう︒

十五

二十六田に大阪と敦

野良松晦︑二十六田高知帯︒

演会︑都曜泰正氏が出席︑一

関西矯力

賀で講戯会︒ほかに地元湾年団や

一臼所憂と懇談食なども謝画され

婦人団体による菱顔︑蕩浜各原発

ている︒

増血愚案湘㎜

︑

o

／

〆

〃

明日ではなく今日

RLO一一瓢一二七一T

一九七四年四

海上原勇発飽所の係留設蹴に

71つ

関する︸般的考察

プルトニウム・リサイクル・プ

⊥七⊥︸

十二Bにはエッセイスト・イーデ 月

日出造氏が瞭電浜岡︑二十一〜二

臼には漫画㌶・近藤
よう︒これ塞でに間まった謝画を

▽二十一日原子力軍和利粥映

拾ってみるとlI︒

スハンソンさんが関電巽浜と原露

ログラム︵ドレスデンー一︶︼九

敦翼二士二〜二＋四目にはTV

七三隼下牽期報告

問い合わせば原産・企颪諜︵五

︻九七四館一

喫海︑二十五〜二十六臼には野球

タレント・関環簸氏が東陀禰島と

月 40否 GUl五三〇九

▽二十二日鶏取商議所で山縣

評論家・佐々木僑難名が九毘玄源

間の予足︒

北陸躍力北圏新闘講堂で近藤
降も国からの研究受託など引続き
ノ
養魚翫画を進めていく弩え︒今後

いく弩えだ︒

連絡と情蝦交換の促逡に役立てて

十一日

形隙︑周七日には康電敦賀と関電

ヤ一月五睡には昂根原発と動燃人

面による索海・福協原発麗学会︒

▽＝

治生命ホールでそれぞれ論凝︒

茁?罠ゐ竃館︑一瓢−繭ハB巡閲細巾㎜明

山布総台文化センター︑二十五日

ーマで︑市川龍資氏が二十四臼岡

いる各種研究機関の組緻化も考え

的研究開発センターとして企業化

はとくに温掛水利馬に関する先駆

藥北電力

︵二十七霞︶などが予定︒

建設の贈加で温排水利電計画も各

憎設による新方式での磯魚謝画も

容充爽では落差を利用した試験池

を試験する﹁大型二方向地醗振

間研究所を原子力関係の学識蕎

とり巻く憎勢は鍛近大きく変化し

謝鐸の確認のため耐震実験を行誓

動台﹂を昨爺医員した︒縦横六賭

一行が兇学したことがある︒歴化

地で異体化が進むなど温水養焦を

二 一一
：■
一 一篇＝7︑一二＝一開一騨︑一齢一二＝＝︑一・一一篇一7︑一二一二：

報告は︑こうした現状鋸緻に立

︑

の説諭︒体系化などであり︑他方︑

一．騨齢一一桐一曹︑一．一一一昌＝

を強調︑広く聯門分野の研究暫多
ヒニ需雛一一﹁

企業化試験実施へ

った上で︑大学の粟たす核融合研

究への役鰯は何か︑今後の研究闘

発はどのように逸めていったらよ
いか一⁝などについて基本飽な著

ラズマ研懸盤ほか︑東大や漿大︑

め︑嗣脚励一下が粟海柑に施設︵山脚山−

温排水利用で研究拡充

核駿台をエネルギー源として利

温緋水をただ櫓てるだけでなく水

温水協

用するための研究は︑過去十獺郷
阪大でも購座と施設が整襯される

軍方耀肺魚池二十二面︶を建設︑

え方をとりまとめたもの︒

来︑わが隆を含む米︑ソ︑英など
産生物露塵殖に穣極的に利周でき

アワビ︑灘エビをとりあげ〃獲

ないかlI獲魚試験研究計薩を進 当面の対象としてチダイ︑カレイ︑
めている湿水養魚開発協会︵藤村

究は昭和四十六年から科学技術庁

殖

み璽ね國際的にも騨緬の腐い優れ

弘毅円環畏︶は︑團からの婁託研

など︑これまでに多くの経験を繍

た業継をあげてきている︒が︑こ

究が来年度いっぱいで一応の所期

が︑︸億慶以上といった温度条件

うした麗状について岡報告は﹁研

欝欝で愈欲的に逸められてい る

遼成や爾湿プラズマ安定閉じ込め

究体舗︑研究・技術者数︑組織
化︑設備のレベルと盤などあらゆ
き企業化試験開始を翫画︑電力は

経過はおおむね順調︑購エビはす

を行なっているもの︒試験研

ど︑規在でもまだ蝉の実現可能性

といった困難な問題に薩謝するな

についての科学的実証という第一
る面でまだまだ不十分だ﹂と指摘

じめ関係各界にこのための脇力を

﹁トカマク﹂で曙光がみえてきて

歩の問題が解決されていない︒
している︒わが国にとって核融禽

村の漁業関係暫ほか地城住幾︑各
画治体からのこの研究威果に拝せ

うわけだが︑これは漏りうる現鐙

騨さ︸材の一秀向振勤台装躍は来

東海村白方小学
いかかるんですか﹂という質問が

十月二十六臼は第十一回醤の

を掘握して十分安全性を検討して

▽十一月九日

美浜︑猿子各原発の晃学部︒

飛び出して説鯛薔を当感させた︒

ビニール材でできた照気雛生器の

その汎用漿國が︑もっぱら原子刀

模型とはいえ実物そっくりに縮小

﹁原子力の日﹂である︒今無も各 が出凝︑助六太鼓も喝る︒

模型を見て﹁製作費に菅万円ぐら
格納容器や蒸

まっている︒三身装躍・江田の

関係機器を揺るのに占領されてし

して精密に仕上げなければならな

究所の装置と並ぶ二十的なもの︒

菱

気発生羅は大

単体訟験︑システム化試験のほか

カリフォルニア大学バークレー研

三

型院議を便っ

に︑メーター・リレー︵誤動作の

校轟堂で﹁祝金婚・アトラクショ

て︑またポン

チェック︶やダクトに簸る塞で耐

千万円する︒安全性の確認には模

箪要になる︒

る︒

〆！！ノンノ菱！孝グ多！ーン⁝ノグ多

好評 だ︒

でに試験出荷も行なわれたが︑

獲魚計画は︑原子力発磯回等と

要毒中だ︒

い誤題﹂でもあるからで︑この

硲究は﹁他綱依存ではすまされな

はいるが︑大周的には 探索段階
といったところだ︒

劉翻

さらに確認する愈味で大がかりな

プやバルブな

型たりともおろそかにできない︒

ンの集い﹂︑平田隆爽とセルスタ

ど比較的小さ

震試験の出講があるためという︒

饗用の嵩むこうした実験の笑態は

こともない︒﹁安全確保のためで

登氏による﹁原子力発㎎における

〇︸i一〇六三︶へ︒

禦

産
力

原
・ム

わが圏の原子力発躍所には十分な

箋験が繰り返される︒謝騨だけで

は難しい︒そこで群細検討と理鍮

な機器や部癩

マグニチュード七・九︑世界最大
て爽験する︒

験ではこれらを遥かに上圃るO・

きるだけのことはやる﹂という企

惣力各社隈内での並な訓睡は次

各施設をそれぞれ訪問︒

は松江市羽冠生命ホールで︒岡テ

し

1−9糎、15、顎聾」
，，，＿II睾、1巴、』＿覇、1、19，＿監1，乳，、11＿聖，，1、
妻＿1覇，L1，、嘔＿，1

異境放脇能﹂講擁会︑二士二日に

午後一階から︒二十二日まで二β

一般にはあまり知られていない︒ 闘会が榮京︒虎ノ門の発明会館で

ード八・五︵地上での加速度O・ 確認試験の多い罠間の安全研究は

のエルセントロ地震はマグニチュ

商砂研究所

三園素馨業

は︑帰際の地

O撃︶と記録されているが︑試 輩やかなスポットライトを浴びる

四五望規模の常識的にみて起りえ

る機会も少ないのだろうか−︒

業姿勢は︑それ故世間の簸にとま

震と岡じよう
な振動を二方向から岡階に加え︑

して揺り︑健全性を確灘してい

ないような︑超々大型地霞を想定

ザ
化学プラントや原子力発鰍所︑超

磯1

i商工委が浜岡視察i

わが暇最大の地震︑華冑大震災は

おくうえでも

一7κノノー多7−7ノノーノ多多一うシ！！一！
誤⁝⁝・♂

耐齪性がおりこまれている︒原子

う鰻厳格ランク︒潴外国に比べて

される耐震設謝の為初はASとい 扱いだけに細部にわたる検討まで

は数学モデルに躍き換えての取り

も一段と厳しい︒そして耐震控を

（3）

力発躍所の主襲部位構造物に適用

地麗に対する安全上の配慮から

，

由山

㌦

は実物を便っ

中央・地方の計画固まる

△
回

大型二方向振動台
を使って耐震実験

画姻ビルなど大型建造物の耐趨性

Ω

くしわ伺いてきるよっ、努ノJしています。

⑥θ魔火災爆上係除林武舎訟

の1炉故て、取り雌しのつかもいことになった例

あなたのそばに三三火災

保鮫の備尺は、Z舞にコってかりては遅すきま

本店漏東京都港区凹凹由2の9の5
T罰し（03）404−4111（大代褒）

聡日てはなく争日り

もあります。日産大災は

と考凡ていた曇霞

す．明冒ても契議しよっか

歯噛26日は原子力の日

温水協の養魚施殴

主査
箆
夫型二方向地震振動台︵載荷されているのは蒸舞溌生器の模型︶

＝

0

記念行事多彩に

高和49年10月10日
新

子
（第蕊極郵便物認可）

第746号
（3）

聞

ための方策として新しいタイプの

トカマク以外の路線によるいろ

ときに不安定性を励慧する慰能性

樋︑嵩速巾性粒子がイオン化した

を開始する必要がある︒

響について︑わが国も軍職に研究

これらは︑思照覧礎研究として

発展に応じて段階ことにプラズマ

藝るためには︑その方式の内容的

もあるなど︑この方式の効果や影

大学プラズマ研究駈との関連もあ

生成保持に関する蔵累を実証して

いろな試みも︑その路線が炉につ

り︑慎璽な検討を必要とずるが︑

いく必要があり︑その結果︑各段

ながる可能性をもつとみられるに

今擾の推進方策を定めるに当たっ

階の聞を紬ぶ︑ちょうどトカマク

こうした新研究所の購想は猛古塵

必要がある︒さらに当面は多様な

離心化について積極的に取り綴む

ては︑このような総愈的な共同研

研究所を構想する覚え方もある︒

独鯖性ある研究者を育て︑謹た研

究体制の構想を視野におきつつ︑

には不可欠の方策と思われ︑その

暫の偲人的立場と研究糧織全体の

先決としつつも︑次の間詰として

究者獲成の体制を整備することを

の核触倉研究を顧実に進めるため

立場との適切な調蟹の必要⑤それ

選択︑着手へ

早期に課題を

ぞれの研究計画が摯実に進みつつ

炉工学の研究

核融命炉の開発のためには︑解

決しなければならない多数の困難

いずれも棊礎研究からの提期にわ

な工学的課題があるが︑これらは

段隈
的に爆縮の無梁を確めつつ︑その

▽レーザーによる核融合

提になると屠えられる︒

闇題のうち︑総合幡羅では詳細に

悶の比例法則を確立してゆくこと

今一つはトカマクが内蔵する夕

れ︑鶴翼的に確認されることが前

の帯側法則に準ずる法則が確立さ

アプローチを

示すことが期待されている︒

行なうことが必聾であろう︒

あるかどうかについて金圏的観点
に立ち︑かつ國の研究開発政策と
の夕霧を蜀退した点検・調査の実
行の必要︑などが考えられる︒

これらの必饗に対する対応策は

ができれば︑レーザーによる核融
た研究を行なうことであり︑総髭

會はきわめて荷盟であり︑レーザ

このように核融台墨エ学は未蹟の

くは学際的研究開発課題である︒

研究開発調題であり︑またその多

たる積み士げを必要とする極限的
りあげ︑その解決に焦点をしぼっ

解明し得ないような研究課題をと

▽磁場閉じ込めによる核融含

装置方式に対する欠かすことの出

に発照したわが困としては︑この

ー光エネルギーの異常吸収を独農

プラズマ関連研究

向型の研究体制づくりを遮展させ

来ない網補的な方策てあって︑大

と①研究現場における闇題解決指

穐々響えられるが︑大きく分ける

総合装置的な

これらの対応策を総身的に進める

當灘融鞘瞬繍︐灘
三薦所報のように︑学術審議会核融合特別婁図会はこのほど︑大学における核融含研究開発

に関する中間報告をと9まとめた︒報告は第一鍛﹁核融合研究の動向﹂︑第二箪﹁大学等にお
ける核融禽研究の憲磯と動向﹂および第三牽﹁核融合研究推選の墨不方策﹂の全三童構成で︑
欄々興体的な研究辮画など除く研究躍進の塞本となる蓉え方をとりまとめている︒以下︑同報

▽研究の推進についての新構想

必要がある︒

の必要性
る聞題②行政の側からくる予算描

めの研究に比べ罠い歴史をもち︑

磁場閉じ込めの研究は慣性閉じ込

的に㎜体となり︑それぞれが目的

込めについての研究開発とが荷機

に商かって集申的に行なわれる必

躍のあり方の改癬や研究進捗状況

ソ

Radioisotopes

溶

斗

頒価9，000円

限定出版

告から第三躍をとりあげ︑概翼を紹介する︒

トカマク以外
要があり︑また人材盤成の推逓と
きわめて耀きいが︑現爽にその役

基礎研究機関の果たすべき役剛は

先駆的研究のうえにこそ初めて確

分野であるから︑軸の広い基礎的

核融命研究で大学など

これらを膿付けるための経蟄の確

配欝がのぞまれる︒同時に︑エネ

いに蟹視さ33るべきだ︒その際︑ 方式の研究の推進について格段の

したがって今日の購点から︑将

立されていくものである︒

総台装羅ほどの規換に至らぬまで

ルギー効率のよい大鐵力レーザー

したがってその闘に明らかにされ

も︑かなりの大型装置を襲い︑相

た内容の深さにはかなりの憎いが
あり︑ここ当分は磁場閉じ込めに

になるものと考えられる︒

第一の側藤における対応策には

調査体制の確立などの問題の二つ

制づくり︑ないし推製薬簾の実旛

来の核融台炉工学の本格的研究開

発に備えて基硫づくりに蓑釧に取

炉の翻主開発を蓬成することは極

り組家なければ︑わが因の核融畠

これまで繰り返し述
べられたように核融命の研究が基

なうに当たっては︑その塾盤とな

る根幹技鞠の確立が必須であるこ

めて園難となろう︒自主開発を行

とは論を蕊たないが︑同貼に廟主

だ脱していない詣り︑有望とみら

推遣するのみならず︑ガス糟縁磁

開発の方鎖と園際的視野の確保と

れている各種の方式による研究を

本的には︑方法撲索的段階をいま

▽その他

術の開発に力を入れるべきだ︒

の開発やそれらに耐える光学系技

よる炉心プラズマの生成・探持の

に立ったかなり思い切った研究王

存ではすまされない課題の一つで

責任重い大学の役罰

①科学研究蟹特定研究などにより

僧を果たすためには︑全国的観点

エネルギー問題の解決に国の存

保などが遷非とも必要である︒

亡をかけざるをえないわが国にと

を計画申とも伝えられている︒ト
あり︑自霊的研究開発によって世

必要な人材養成

場閉じ込めや摺対論的電子ビーム

申込先日本原子力産業会議座金部・放射繍発課

の路線も配慮
基本的な考え方

制郷核融命をめざす研究

▽自主的な研究關発の考え方の

露要性

開発は︑米ソを中心に各國におい
て横極的に逸められており︑ソ連

カマク以外にもウラガンステラレ
界に先駆けるだけの実力を譲獲す

研究開発の現段階は︑各國とも方

璽旧していく必嚢がある︒核景象

入慰︑プラズマフォーカスなど別

こに甥与できる特長をもつた技術

の関係を考慮すると︑わが國がそ

範臨の工学の諾分野に関係してい

ズマ物理︑核融合に限定する必要

トープ会議報文集

第ll全日本アイ
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Japanαmference

llth

the

of

Proceedings

って︑制御核融融の還成は他国依 が必要になるものと懇われる︒
ではトカマクτ一4に続きTi10

ータによる灘温化実験が進められ

建壷中であるが︑次期は不純物除

種の方式による閉じ込め︑加澱の

の達成をめざすことが強要であ

蒸 ㍉ ㍉議︑ ㍉

試みについても適当な電線でこれ

る︒炉心プラズマの型式が定まら

ことができるので︑にわかに米国

の腰を広く耀くするための萄効な

るので︑魏魏開発に備え︑研究省

翼にパイオニア的人桝を養成す

はないが︑出発に当たって核融合

冨

Tじし591−6圭21（代表）

〒105東京都港区新橋1−1−13（東蹴旧館＞

ている︒米国はトカマクPL？を るとともに独創的な研究を櫓段に

去と巾性粒子入射による加熱を目

研究が主流をなすものと判断され

研究︑全国規模の体制で
いわゆる﹁見えざる研究所﹂の組

る︒この際︑研究の推進方策とし

ック亜の翫爾を検酎中のほか︑シ

的としたPDXやτCT︑オル法
マ探索的段階にあることを勘案す

その必要な禦偶は︑①理学︑工

題づくりを行ない︑金国的観点に

ては︑トカマクにおいてはじめて

れば︑従来わが国でとかくとられ

入は期待すべくもなく︑またその
学などの各專門分野をこえた筒度

立った問題解決指向的かつ流動鱒

勝ちであった外國技術の安賜な移

ラーによる実験も推逸している︒
技術が広汎な領域にまたがる裾野
な研究の協力体制の組繊化の必要

などでこの方式に力が注がれはじ

るには研究環境の優れた場を提供

施鐵を行なうことが肝嚢だ︒

で︑この分野は墓さに理論研究の

プリン︵体系化された学闇領域︶と

の体系化への一腰の努力が望まれ

という難燃と課題をもつことはよ

一つの繋であろう︒礁湖故にプラ

センター的研究の場をつくるのも

に行ない︑側々に得られた知識を

る︒

待と要求にも応えうると思われ

い影響を与え︑他の学問分野の期

であることを特に悪識すべきだ︒

とめあげることが︑その巖終目的

緊麿に運節した総合体系に欝てま

る︒すなわち経験との厳命を適確

してはなお未完成である現在︑当

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

ラック︵大型チータピンチ︶やミ

一方︑わが國は多琿にわたり閉
の大きい極隈的技術であることを

応の組織をもた耽ば衙悪義な結果

じ込めの研究は勿論のこと︑プラ

に翌らぬことに留意しなければな

立に関する研究盾動である︒プラ

って理論面で中心的役剛を累たす

というものではないとみられる点

排膨にも効果的との推測がある一

めている︒これはまた︑不旧物の

いる一戴分系筋熱方式︵TCΨ︶ ぬ現時点でこのような核融合炉工

なお身近にわかに銀盤を集めて

核融愈炉の可能性を跨慮すること

学の研究を廠めるに当たっては︑

を支援︑奨励すべきである︒

な研究体制を確立すること②理学

長期にわたる研究開発を必要とし

②大規模な研究設備︵必要な澱源

らない︒

は反憾促進に関する新しい原理的

響えれば︑研究の立遅れは取り返

ができるようになった点を璽合し

このように︑トカマクにおいて

かつ︑炉心プラズマの型式にあま

ズマ物理を二心とする研究で世界

部︑工学部など関係学都における

て︑まず︑トカマク方弐によって

提案であり︑強力な蔓性紘子ビー

設愉を禽む︶の全園的配羅計画お

核融愈研鋸の進展のための各馨門

二方式が霧慮されるのは不完全な

分野をこえる協力体制︑推進体鑓

及ぶかぎりの斑能性を良士するこ

しのつかないものとなる可能性が

ロジェクト研究を継続させるため

り依存しない︑讐踊醐︑震幅醜諏

と︑および現段階が方法探索的段

ムの開発を前提とするが︑この方
階にあることを十分警概して︑ト

式が採用できると︑目標とする定

を確立すること③核朝命開発に深

カマク以外の他にすぐれた研究開

がらも比例法則がすでに提示され

く関遮する新しい学問領域の豊

る状態に到達しているからにほか

の核融盆研究に大きな買献を行な

このような核融合研究の現段階

の経躍を安定的に確保できるよう

成︑体系化を行なうこと④綴織の

ならない︒総愈装麗的アプローチ

的爽験計画の立場に基づく漕想で

㊥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
力は潴外国に比べ遜色がない︒こ
で︑大学などの行なう墓礎的かっ

にする必要④長期闇のプロジェク

発路線による可能性を探ることに

隈界に関する確認の仕事であり︑

とは︑いわばその比例法則の適用

である︒核融含炉工学は極めて広
ついても︑これまでの実績をふま

巾で研究に従額する暫の業績の適
確な評価方法の確立︑特に外に現

え櫻極鮒な配慮を行なうことが必

査︑解振を慧離するものである︒

性やその隈興に関する内容酌な調

テーマ的研究とはその方武の有効

われにくい業繊について正当な景

要である︒

立すること⑤新しい技術の開発

た二つの方策が薯えられるQ︸つ

成果を糖鎚し︑技術の糠を集めて
総由縁躍を建設︑その装置のもつ

は︑その時点における世界の研究

第二の行政の側における対応策

全機能を発揮させることにより炉

理論研究も二種に紋別される︒

開する業績について報いる方法を

は①全国的観点に立った研究の点

心プラズマの生成・傑持の可能性

一つは︑核融舎という開発研究に 落暫︑なかんずく理論象によるそ

するのも効果的であり︑さし当た

検︑講査や優兜順位の決定のため

を繁証することに無点をしぼった

薩擾賞献ずるための研究活動であ

つのデイシ

の検酎纏織をつくること②核融禽

研究方式だ︒現在原子力委員会で

をもつ新しい門訴的学問依系の確

り︑今一つは︑核融命に深い関逮

あり︑なお十分な彫砥を撫えるこ

ズマ物理学には多くの未解決の問

格好の対象であり︑

にかかわる研究経籔については︑

試験装腰は︑まさにこの総命装緻

計画申のトカマク型臨界プラズマ

センター的研
究の場設置を

個々の大学の予算要求よの優先順

分できる依制をつくること︑など

して︑鰻も効漿的かつ機動的に配

題があり︑その解決は金く不可能

があろう︒

とが必要であるが︑大間な繭進を

理論研究

位にとらわれず①の検討結渠に即

確立すること︑などがあるQ

︵ソフトウエアの開発を愈む︶に

トカマク路線を飛行するにもま

雲が与えられるようなしくみを確

題を避難して︑霧隠に晒手すべき

日大のチータピンチ装躍

置核融合頷城が蟹麗と閉じ込め塁

よび籔鹸蚤画の必要③摂期間のプ

の薔横を墾礎として︑今後の核融
広島にわたる独創的な研究にかけ

ト研究に従甥する纒れた研究蓄技

鍵繊

翻
纏

間の掻において一桁程度低くする

極めて大きい︒

禽研究の第一線に伍し︑さらには
られる期待は大きく︑またその蛮

った実綴をもつものでありその突

兜灘的な立羅に立つためには︑甚

術蓄の確保とそうした研究暫技術

繊繍．縫

も璽いことをあらためて認識する

羅
．糊欝・

猟r一「
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県漁連との合意成立
て︑

﹁むつ扁の今後の身のふり方

﹁むつ﹂50闘ぶりの帰港
原子力船﹁むつ﹂は十月十五日午後︑出陣から五十日ぶりにようやく蕾森県むつ甫の母港に帰って
が大きく変る恐れもある︒このこ

を起して以来の撰い漂流に一応の終止符が打たれ

きた︒これで出力試験中の九月一日

大な影響を及ぼしかねない︒

とは︑今後の原子力船開発にも璽

器財線もれ

炉を凍結し核燃料樺は引き抜かない︑などの条件が付されており︑﹁むつしの今後はもちろん︑繕来

乾たしており︑とくに燃料棒引き

母堂さがしという難問を膏魚つ

政府︑原子力船瑠簗団は︑新たな

ネージメント・ミーティングに幽

縮ウラン︶供給について日本には

長の二九八狂無以降の燃料︵濃

に西独のボンで關かれる蟻通し︒

第一國合同婁腿会は︑来年響以降

ト

三菱霊工業株式会社

席のため来噂していたもの︒幽間

わからないが︑どう思うか﹂との

不安がある︒とくに隈隈の政策が

十九臼付で第九代國の米

は十月一

条件付き撮舐

質量に対し︑門現在︑臼本への濃

A工F会長に就任する︒
羅上︑シンプソン氏は︑有沢金

で供給しているが︑鍛近︑来国全

縮ウラン供絵は

ているので︑︵濃縮︶能力に余裕

体の原子力髭鰍所建設計画が運れ

ができており︑このため︑日本へ

の供給条件をゆるめる方向にある

と聞いている﹂と述べ︑﹁条件付

き保証﹂の条件が今後緩和される

また同氏は︑今後の臼来掛原産

可能性があることを示唆した︒

の協調問題について︑全面酌に協

力することを約束した︒

番螢︒

とくに臼ソ︑日仏両協定では︑

で今協定が一

めているのに対し︑楽聖の日独協

科学技術一般を協力分野として定

子力船開発一など原子力関係で

定では﹁原子炉安性の研究﹂﹁原

いる︒立仏の場台は原子力協定が

も興体的な協力二季が明認されて

すでに結ばれている璽偶があるも

っている︑これらのテーマを明文

のの︑今回協定の大きな特徽とな

したといわれているが︑これは当

初米国の軽水炉を謙入したにもか

かわらず︑囲国の技術として消化

し︑独自の技術選考を終えたとい

よう︒

う西独の急信のあらわれともいえ

っているわが圏の原発魏魏︑また

地発住罠の反対で立地難に陥い

の技術開発も協力のテーマの一つ

＋月︶︑懸仏︵謹厚七月︶に次い

術協力協定としては︑日ソ︵昨年

三菱原子力工簗株式会；歓

米A−Fの次
期会長と懇談
原慶田田
日本原子力産業会議の衛沢広己
会長︑一塞松琢磯酬会擬ら鹸脳は
十月八日︑東票︒丸の内の臼本工

大湊闇の通路整備盛業に速やかに

︑田名部一

旗手する︒

▽地元対策など

鰻口は知照と協議のうえ行なう︒

︵A王F︶次期会長のJ・シンプ

渠倶楽部で︑米國原子力産業会識

ソン氏︵ウエスチングハウス︒
パワー・システムズ社前社長︶と
祠國の原予力開発の現状や濁原産
の今後の協力問題などについて懇
談︑意兇の炎換を行なつだ︒シン

・ウエスチングハウス・トップマ

プソン氏はこのほど関かれた琶菱

蓑
二階裳窟腿擬嘗は十五日︑閣識

の問題に関逮して︑軽子力行政の

後の曝者会翼で原子力船﹁む2

あり方を再検討することについて

ローズ・アップされつつあり︑こ
とに安金事糞のあり方をめぐって

いても特別に配慮する︒

漁港や港湾整備のための想籏につ

虫雀所響の海辮保金銀翼を促進し

用基金協会へ搬出する︒また︑平

煽合︑この預託金は享楽県漁業信

で無難低落のおそれがなくなった

組台遵倉会へ預託し︑定境港毒筆

して三態円を欝森県儒用漁業安野 化することに西独は強い樹陰を承

一︑風評による魚緬低玉茎策と

付︒

回など補儂費として一鯨円を交

を助成するほか︑ホタテ稚貝島

奥湾漁業振興購業に八億八酉万円

放送施設整備事業に七千万円︑陸

一︑体育館礁設姫戸に一差円︑
原子力婁農金の改組︑安金監視体

頼を得られるような方向で検討を

制などの強化を禽めて︑国民の信
力開灘全般がさまがわりするため

た︒

璽ねて行く必要がある︑と述べ

う︒この悪味では﹁むつ﹂は原子

の一つの転機を与えることになる

さまざまな論議をよぶことになろ

体制と体質が大きく国民の潮にク

契機として︑わが園の原子力開発

さらに︑今回の門むつ﹂闇題を

たわけだが︑鰯港にあたっては︑六か月以内に薪母港を決め︑二年半をメドに鰍港を撤織する︑原子

の原子力船開発にも大きな問題を残したことになる︒同時に﹁むつ﹂問題を通じて︑わが国の原子力
体鰯のあり方もまた間われることになろう︒

抜きに関しては︑便箋済み燃料輸
た︒しかも六か月以内というタイ

の処躍は決綴をみせたわけだが︑

自民党総務会畏と欝森興漁運の大

送キャスクの興外搬出︑燃料貯蔵

樺を鰯き抜かない・などの条件を

諮めの折衝は︑十四日夜︑最終的

プールの埋立て︑クレ⁝ンの閉鎖

かも知れない︒

地元要求盛りこ
んだ四者闇協定
一︑緑虫が完了して﹁むつ﹂が

．．合意協定書の内容．︒︒・
総木自罠党総務禽長︑瞥内鰐森

新羅係蔭に回航されるまでの聞︑

・ハーン弩で原芋力船の運航経験

の原子力開発路線を歩み︑オット

を有する西独とこれら安全・環境

っている︒

となっているが︑これは通産省が

を導く︒協定は即日発酷し︑二無

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社
三菱金属株式会社

機

高速増殖炉プラント

﹁むつ﹂帰港問題をめぐる鈴木

として︑灘港撤表︑断しい緑魑の

な命愈をみた︒政府は彌港の条件

こになる公騨が大きいが︑これ

新たな候補地に輝湛をつくり圓す

のはきわめて難かしいとみられ︑

けに既背の港湾に母港を設定する

地鶏との舎悪成立により︑政府

になっている︒

など厳しい描膿がとられること

ム・リミットが螺せられているだ

決定︑原子炉凍結のほか︑漁簗振
興対策籔など十二懸八颪万円の財
政描匿をとる︑政府︑原子力船禦
は臨ちに﹁むつ﹂に羅港帰港を掴

う条件が付されている︒

にも二年六か月をメドとするとい

業団は︑糊森陰︑むつ帯︑興漁適

母港康壁に接摩した︒八月二十

令︑同船は＋五日午後︑むつ薦の

大きな課題である︒大平蔵旭は十

興対簾蟄などの財政措認も今後の

また︑十二億円を超える興業振

に協力する︑などを轡畢とする協

幽饗してから菰十臼ぶりの婦港で

六沼未明︑はげしい風雨をついて

が設羅する安全監視欝会の響

この協定内容は︑これまで乱発

定を興趣運ととりかわした︒

上を漂流していた﹁むつ﹂の当颪

ある︒これで掻期にわたり太平洋

算措麗を補正予算に組み込む意陶

県知瑠︑菊池むつ市長︑杉山街森

﹁むつ﹂に現われているようにわ

︸︑欝轟県︑むつ
市および県漁運は門むつ隔に係わ

が國の原子力船開発が大鎌な問題

▽安全監視
態で定係趣に係留しておく︒と同

る放射能の駿視等を緊切︑円滑に

ﾈっているだけに︑今後︑独自

晴に︑次の措躍をとる︒すなわち

実施するため安全監視委員会を設

﹁むつ扁を原子炉が凍結された状

箔母癌の撤去︑新懲の礁設などの

国軍協定欝の内容︵響潮︶は次の

を添したが︑これに加えて︑むつ

経駿描羅も必廼だ︒地溝の理解を

通り︒

一①使用済み燃料交換用キャスク

し︑日本原子力船開発賎業団にも

ける︒政府は︑属委昂会の運営お

め立て作業を今年十一月半ら始め

するQ②優胴済み轡料プールの埋 よび県箸が行なう監視などに協力

▽門むつ﹂の入港と定係港撤宏

の原因 後二鋸六か月以内に定係継の撤去

か月以内に新定係溢を決め︑薄暮

をこえるほど大きなものになりそ

放射線もれ

を論難していくことは︑意獲の有

問題︑原子力船開発の分野で協力
一月一Bから撤去作興鯉始める︒ 多に預け︑補膨や点検等で必要な

を完了することをメドとして︑十

るものとして関係筋では歓迎して

換といった形態により︑両醐の協

わが国と西独との間の原子力分

現在進めているサンシャイン計画

このほか︑新エネルギー源とそ

いるようだ︒

力を進めていく︒また︑協定の実

三月にかわされた交換公文に藻つ

野における協力は︑昭和三十四痒

くに西独において研究が進んでい

の研究繰題と同じものとなる︒と

協力聡慧の作成・実物︑樋報の交

施に閲噂する政策聡頂を討議し︑

いて行なわれてきたが︑今回の協

ない懸り圏動延長する一などとな

協力させる︒

一・政府は﹁むつ﹂の入平蕪︑六 を今奪十一月申に欝森蝉騒に搬出

﹁むつ﹂の

一方・現在なお続けられている

にどのように理解されるかによっ

究明の結粟いかんと︑それが麗民

安全性耐究等で協力

協力盾動および成果を検討するた

定田螺により︑昼席間の協力関係

が締結
術②原子炉安全窪の研究③生物学

も年一回両国で両互に開くぽか︑

め﹁含同婁蟹会﹂を設躍︑少くと

面繋科学技術協定

および医学の科学技術④環境保護

臼独科学技術協力協定が十月八

技術の研究開発⑤新エネルギー源

技術がゆ心となりそうだ︒なお︑

るといわれる石炭のガス化︑液化

日︑東蒙・濃が関の外務省で︑日

進められることになつだ︒科学狡

は一麗太いパイプによって緊密に

本側木摺外務大臣︑澱軍側は日独

調整・健進ずるための﹁パネル﹂

暑協力分野ことに協力活動を検討

および技術齢原子力船開発⑦その

闇有効だが︑一方が終了を通告し

ていた︑H・D︒ゲンシャー摩羅 他小事されるもの一などで︑それ

の開催︑科学戦や狡術数の炎流︑

ぞれの分野について︑羅門蜜会合

三菱PWR原子力発電プラン

世界のE菱

あなたの三

安全性と信頼性に定評ある

三菱原子燃料株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

懇談中のシンプソン氏（中央）
る︒③クレーンのカギを墓詣興知

うだ︒

欠き︑不偲を招いた代脳は︑想望

漿漁運会長の四極間で講印された

五田閣誠後の配薔無燈で︑この予

し●

o

定期外相会議に幽玄のため来日し

協定の虫な内容は①溝洋科学狡

大臣によって講郡︑締雪された︒

、と

漁罠側が強く求めていた母港撤去

9

聴期の明示︑母港において核燃料

合憲撚に翻印する（膚から）竹内、鈴木、菊池、杉山各代

醗博騨讐財嚢灘遡航需欝

振替東京5895番
註毒（599612肇｛代｝
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1部70開

○

二

力

原

国民の信頼と

る努力の口幕であったともい

いのはそのためだといえよう︒

力開発への即応を求めていくことが難し

だ︒核分裂の知識は普及できても︑原子

に映り出している︒体制は開発への信頼

に︑開発の進展にとり残されたかのよう

ゅうに入るだろう︒それはいま圃民の国

の塾礎ともいうべきものだけに︑この間

しかし︑原子力開発がいよ

えるだろう︒

パブリック︒リレーションズは︑侶頼

原子力PR
いよ環視されなければならな
題は国民の合慧形成に決定酌な影雛を葛
えずにはおかない︒それ故に規制を禽め

を工費として禽慈にもとつく選択を円滑
化するための孚段というべきものだが︑
た体鰯問題繊月を旗める声が餐方面から

い今田︑現実はこうした努力とはうらは
らな傾向を示している︒その背騨につい
原子力開発自体が︑それを進めるにあた

望⁝ 十 月 二 十 六 日 は ﹁ 原子力の
⁝ 日 ﹂ で あ る ︒ 十 一 鰯前のこの
ては︑愈識の多様化︑科学狡術への不信
あがっている︒

隠︑日本原子力研究所藁海研究
ってのさまざまな選択の要件を群民の前

展⁝

に整理して示していなければ︑効粟はな
翫画婁澱翁は︑近くその検討の結論を打

に成功︑わが国に初めて原子力の灯がと

ち出すが︑ここでは国罠が偶頼を馳せる

こととなろう◎

にたる原子力体制刷新の方向が示される

開かれた原子力開

を指向することである︒

もちろん︑原子力の分野には︑科学的

発

は︑とりもなおさず

原子力藍鞭会議の原子力開発利用実行

その解決となるとにわかに興体策が浮か

所の動力試験炉︵JPDR︶が発臓試験などさまざまに取り沙汰されているが︑

であり︑しばしばそれ

い︒選択の饗件を隈民の前に示すこと

PR

理解の向上

ばぬまま︑濠たまたまつ先に叫ばれるの
は

もった︒ ﹁原子力の臼﹂はこれらを認念

は

ということへ短姦してしま

が︑以来︑この魍を中心に原子力開発に
う︒

して十月二十六限に定められ た も の だ

対する愚民全般の理解と舗識を筒めるた

それらの内餐と基調は︑原子力關発の

し︑それがいうほどに容易ではない

理

ままできており︑推滋の面が大き

現在の原子力開発は初期の頃の

ついて次のような告解を示した︒

い方がいい︒もちろん原子力博戯

場禽は︑その長を大臣が兼任しな

のために規制颪を強くだすような

いかと懇う︒とくに︑園民の安全

であり︑科学的な論畿だけをやっ

くとらえられ︑安倉・環境への配

ているところではない︒しかしそ

会は科学と政治の接点に立つもの

力關発はエネルギー危機が叫ばれ

の政第は十分科学的に分付けられ

懸がたりないと感じている︒原子

なくても進めなければならないと

きだ︒これをしなければ︑開発は

険との緊張閲係が安濃を保つ要因

安全問題については︑安全と危

たものであるべきだ︒

思うが︑そのためには照影・贋境

とどまることもあろう︒その端的

になっており︑科学的に絶対安全

面での鵬の体制︑施策をかえるべ

な例が﹁むつ﹂だG

の確認が唖襲になるが︑安全審萱

というものはない︒だからこそそ

購には民虫的でない面がある︒民

私は原子力婁員会に安全・擁護

こうした原子力開発の環境が騰代に即

主憲鰻は民主陶な入箏に璽きをお

の專門蒙を常勤として加えるべき

により解明を深めるべき問題もあるし︑

参議院の運輸委員会︵寓舎正授

たしかにこの場禽︑パブリック・リレ

ック︒リレーションズは︑園民の理解を

暮して整理されたとき︑原子力のパブリ

婁員長︶は十月十四臼︑原子力船

めの活鋤や行嬢がくりひろげ ら れ て き
という

求めるうえでのその機能をより効渠附に

田島教擾のこれらの慧毘は︑運

い︒

力婁澱︶は︑園の原子力開発の進

するかにもよるが本質的に行政が

ついては︑その性格をどのように

経験をふまえたものであるだけ

が︑かつての原子力蚕綴としての

鷺問に答える形で示されたものだ

輸婁精霊森中嘗義婁畷︵被会︶の

につ

院ほかメーカー︑ユーザーそれに

店開きする︒協議貧は︑私大や病

央協謹会﹂が︑この二十九日から

笑験の61隣はないが︑将莱は取り いこうとする﹁放射線欝欝防止中

全麟的規換で普及啓発など極めて

がら法令遵守への積穐的な対応籏

蟹理徹騒﹂へ︑運絡協調を図りな

け︑便用霜ら関係蕎が﹁自主的な

た︒協議会は︑こうした現状を受

管理のズサンさが明るみに出され

る扁という結果が繊されるなど︑

何らかの形で法令に趨反してい

った︒ウラン同位体分離には︑吸

間飛行のミッションに萄利といわ

ルギーを必要とする火星など感星

される︒原子力ロケットに開する

九年炉物埋・炉工挙分科会て発表

学部での島本原子力学会昭租四＋

スをノズルから咄射させて推進力

料を︑最終段に原子炉と液体水素

武ロケットの切り離し段に化学燃

研究グループの馬副では︑多段

ト膵門委員会宇目動力分科会︵主

をメドに検討中の宇笛抵進ロケッ

終的には日水機械学食で来葎三月

蜘料を便う︒原子炉は薫羅五葭七

まで︒

昭和五十薙

放射線医学総禽研究所

重謡〇四七ニー五一一二一一〜︶

︵千葉墨千日甫穴川四1九i一

晦込完

串込締切はいずれも十二月七日

医師まだは癒科医師の免許下荷養

十臼︑勢俄瓢人員睦十六名︑資格B膀

昭稲五十年一月二十日〜一⁝月二

第10回飛−生物学基礎医学課程

または同等の学力を有するもの

展腫十四犠︑旧格1一大学理科系卒

〜月二十騒〜二月二十日︑罫集人

第26回核医学課程

放射線医学総合研究所

研修生募集

内薬量の田比谷病院に入院した︒

十一百︑病気搬螢のため︑東東・

森山欽司懇ず技術庁長瀞は†月

森山長官が入院

蓬

に︑注目されている︒

あ謹り入らない方がよいのではな

収スペクトルを見出す問題︑ウラ

田本アイソトープ協鼠など業界・

﹁

ンを二千臓以上に濾熱するのに馬

団体を爵む関係二十八者が共同で

検討など活動を展開していくため

一

いるルツボを作る問題など多くの

設立するもので︑役員選任ほか坐

に設けられるもの︒講翻食はか実

総んでみたいと乞えている﹂と語

湯量があるといわれる︒

業醗画や予事案などもこれまでに

念員会など各論騨門蚤員会の組土

現霞打ち上げられている化学轡

れる︒ただ打ち上げには推力が小

所の総ざらいで︑﹁八O％近くが 突も順次整えていく謝爾だ︒

金国三千を越す放射線取扱覇業

が憲な策務で︑発足後︑企画逓二

態調査の実施︑広報覚科刊行など

放射線協議会
が29日発足へ
放射訟師害の防止について広く

料ロケットは蝿料と酸化剤を混含

さいため化学燃料を使う︒

を照る方式をとっているが︑原子

転で生じた醐温で水素ガスを加

十㎡鰯︒懲出力二十MWで炉心内 所教授︶報一続に開発の司能性が

ある︒

盛りこ認れることになるもようで

熱︑噸出させる方式がとられる︒

蒼・秋築鎌二郎巣大宇臨航壁研究

彰／︑彰

力ロケットでは小型の原子炉の運

学会発表はわが國では初めてQ鍛

蜘焼させて発御した大魏の蜘蝿ガ

てまとめた︒

となった︒

ほぼ薗まり二十九日発足の段どり

位体分離については﹁いまとくに

め方︑原子力婁員会のあり方溝に

原子力婁貴会の今緩のあり方に

くものと考える︒

が撹進と規制を一緒に行なう各省

ことができないものもある︒しかし︑実

例えば

発揮しうるであろう︒原子力開発にとっ

︸

聾㎎勲撫

毛

分離や収率の変化について調べて
いきたい一と述べ︑京たウラン岡．

弩一属
ト

庁に分敬しているのは好ましくな

行可能であるにもかかわらず︑未整理の

について効梁をあげるために

を分光留で分光してセルに照射︑

だと主張したが実現せぬまま池沼

籏濠今日に肇っているものが多く︑その

委員禽で参考人として摩羅を遮べ

くかということの証拠でもある︒

僑頗を失なうことがいかに

かの謀が響えられているが︑一

このときの吸収と生成物を測定し

に至っている︒原子力婁員会の人

解の向上

て︑理解と台慧がいかに鷺襲であるか

絶附

は︑それなりの条件が必嚢だ︒科学の翼
結譲が原子力開発を閉鎖的にしているき

ても明らかである︒それはまた︑理解と

は︑今回の原子力船門むつ扁の聞題をみ

を集めている開発体制の問題もまた︑未

現実の例に話をもどせば︑騒近関心を

のように

理を伝達するのと懲って︑原子力開発に
らいが少なくない︒

繋金

る︒かつて原子力に対する自然科学的な

推移にともなって徐々に変化 し つ つ あ

はさまざまな形での鷹民的な旧選択があ

ーションズの梁たす役翻は大きい︒しか

理解の瞥発におかれていた力点は︑原子

る︒選択がある以上︑そこには台懲が成

た︒

力の持つ珂能性と利用技術への知識の普

整理のま謙今醸に蚕っているものの範ち

邊

般的なのは二段階の光を使って電

た︒日用したレーザーの出力は十

﹁むつ﹂に関して審議した︒この

及に移り︑やがて原子力の相対的経借性

た駅翫英三立教火定教授︵煎原子

いところに愈慧がないこともまた当然

立しなければなるまい︒そして信頼のな

浅

離︑あるいは解離する方法といわ

筒価

きた︒この変懸は鯖代に即賦しようとす

諺

への一応の仲問入りを果たしたわけだが︑実験の成功は

る方法が注麟されるようになった

れる︒すなわち︑吸収スペクトル

オングストロームで出力は集光し

秒︒紮外光の波長は二壬醤二十

賦
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や安金性に対する諏識の醐揚へと変って

園
穆

窒素14と15を倉ける
ウラ ン濃縮法への道開く
千璽県・湛田沼の千渠工業大学で開かれた日本物理学会で十四日︑大阪大学工学琿レーザー工学研
究旛設の井沢靖和助教授が﹁炭酸ガスレーザーと紫外光を便ってアンモニアの窒素14と紫素15の同泣

レーザー法先濫国

体を分離した﹂と発馴した︒レーザー法による岡位体分離は︑わが贋では初の成功︒これにより累︑
ソ︑酉独などに次いで

将来のレーザー法ウラン濃縮授術開発への展盟を開くものとして注園されている︒

のはここ放隼のことで︑とくに昨

に一致した第︸の光で一方の同位

岡位体分離にレヨザー耗嬰

館※国で笑験規模ながらレーザー

体だけを選択的に励起し︑第二の

を通った水素ガスの出目絶対温度

ﾗジュール︑パルス編は＝省ナノ

たと伝えられてから慈速にこの方

を用いてウラン師の濃縮に成功し

町

は二千七十度になるQ炉心は多目

て頁W／平甕癖︒またセルの駆

ロケット推追剤の性能闘安︑比

光で電離された原子または分子だ

阪大の爽験は︑アンモニアの聞

なり︑一対︸に対慮していた穿素

三％程度までが解離されて窒素に

ットと鑛外光の岡時照射で全体の

長田中潤太郎氏

原隆に入

倥所福畠県双粟

住所愛知繋

⊥一一コ

原産に入会

推力は︑大きいほど艮いが︑液体

法への関心が醐まってきている︒

覚亀子状態の振動レベルを簾︸の

福鰯繋双葉町
的炉と岡様に被覆粒子九〇％藤縮

しているのに対し︑レーザー法は

光︑炭酸ガスレーザーで励超し︑

祉罠小路稔也氏

菱源印刷工業︵株︶

を終えた︒しかし一昨無のNAS名古屋甫中柑区ニッ橋町四の五九

会
研究グループはこのほど︑宇照窒

に弾きつけた羽根を回転させるこ

来国では一九五九銀から来原子

酸素と融工水累を組会わせた化学

を騨用する︒このため分離効率が

ｱの結果︑レーザ光五千ショ

讐耀︑圧力は水銀柱圧筥

さは

力婁員会︵AEC︶と※航盛宇霞滋養流町大字新山宇広町四〇 〒

けを電離あるいは解離させるとい

ウラン蜘料を黒鉛材に分散させた

藤橋・第二期フィーバス謝画︑第

九七九一一四 鷹話〇二四〇三三
局︵NASA︶が號一期キーウィ

ガス拡散法︑遠心分離法などこれ

鰍料コンパクトとし︑反射体に炭

う方法︒

に対し︑原子力は八醤秒とはるか

燃料の賢台︑四蔚四＋秒であるの

化ベリリウム︑炉心容羅にチタン

三期ナーバ発装として共同開発を

までの分離法が馬副の違いを利用

に性能がいい︒ロケットはそのミ

進め︑実験用ロケットの地上実験

一五一八六

射射

照照

験託

試委

断熱穣傘

エポニノケGL（耐酸ライニング）

藁煩多嚢

纏縄

雛
慧
榮県大単管溺航空研究所の長友

を碧いる︒反応度は炉心三度をパ
に勢離されているのを確認したと

塒間︑回数が脂漏ってくる︒原了

当分中断されることになるu

電晶〇五ニー四七一

閥で水素ガスを嚥卜して推力を得

とにより調整する︒

干四五三

いう︒

力ロケットは︑長時闘︑連声噴尉

A機構の大翻縮小で実用化突鹸は
がてきる利点があり︑大雄のエネ

設漂研究は十八臼︑九州大学工
ロケットの概念設謡を︑試案とし

01台
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村
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東京

田島立教大教授が参考意見

るのに原子炉を使うという原子力
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現行体綱の問題指継

い爵炭階だが︑今後は猛力による
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発蓑中の井沢助教授

ラメーターにして円摘形の制御棒

》一概念設計を学会発表

ッションに応じて軌通モードが決

同位体閣の吸収スペクトルの違い

子だけを電離電子状態まで励起さ

第二の光︑紫外光で励起された分

などからみて実用化すればコスト

せるというもの︒炭酸ガスレーザ

非常に蔦くなり︑消蜘霞力︑装鋸

の安い濃縮ウランが碍られる︑と

アのセルに灘くと同隔に︑紫外光

ー光を園折格子を使ってアンモニ
レーザー周位体分離にはいくつ

の期待がある︒

東大宇宙研グループ

まり︑加連︑減速のタイミング︑
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フォード
米大統領

上院案の多くが廃案
規制は﹁NRC﹂に決まる
フォード米大統領は十月十一日︑エネル悉一機構改輔法案に羅名︑圓法案が成立した︒間法案
は︑※国のエネルギー行政機構を強化拡充するため現行の原子力婁陪臣︵AEC︶の機能を分離し︑

同法案は︑下院を昨庫十二月︑

したという︒

Tの変更を朋えただけで合口に達

協識会で問題になった七項目は

案の芝蝦レベルのエネルギー政策

①E・F・オリングス上院議員提

審議会の設麗を含むエネルギー政

が研究開発する実舐炉の許千三を

と︑繭独のシーメンス社の加圧水

米GEのBWR原子炉を短象とした岡調査による

が︑そのうちの二纂は九五％を超

モ炉十三量の平均は慨八％と低い

︵正味出力㎎十五万KW︑PW

W︑BWR︶と︑ボルセール一型

が68％で稼働

の各々四五％である︒

・九％︵問五〇％︶︑石炭七・二

六％︵昨鋸は四六％︶︑ガスニ八

ギー戦賂周筋が公表していた原子

ているが︑ザイールのモブツ大統

設する謝薩が簸近︑蓑面化してき

ザイールにウラン濃縮工賃を建

場誘致案が表面化

ザイールの濃縮工

られていないのが現状のようだ︒

れるなど︑政府内の禽悪もまだ欝

いであろう︑と承唆したと伝えら

陸相は︑新規着工は七九銀までな

ている一方︑﹂・M・デンアール

目を運開させる予定だ﹂と表明し

魑旧し︑八五無頃には計一中の三

原子力発魔駈の建設は七六年末に

のアセア・アトム社のBWR一基
ース経済相が﹁鰻初の酉万KW級

Rの中には窟格嵐力を上圓って稼 ン社のBWR二月とスウェーデン衆および議鼠の反離が趨きつつあ
るといわれ︑政府内でもR・ルバ

型原子炉︵PWR︶は二塾で平均えているという︒さらにカナダの R︶の二原子力発璽所が稼働して
チャルマースエ
いるが︑今回の経済省想定からみ
天然ウラン墾水炉︵CANDU︶
科大の調査結果
六九％︑米魍のゼネラル・エレク
て︑現連立政府は今後の原子力開
︻パリ松本駐在鍛︼スウェーデ トリック社の沸騰水型原子炉︵B 七塾とフランスのガス冷却炉六墓
発推進において函難な立煽に立た
ンのチャルマース工科大学醒力工 WR︶は＋七塁で平均六八％︑ウ の草均はそれぞれ五五％だった︒
されているとみられる︒計画申の
エスチングハウス社のPWR十六
講査の中で鍛も稼働率が低かった
原子力発餓所三蕪については︑公
一矩闇の世界の主襲聯碁別原子力 璽が平均六三％を記録した︒PW のは︑西独のAEG下テレフンケ
学研究所は今年五月末現在の過去

発墨所の稼働率の比較調査を行な

っていたが︑このほど岡調鯉山聚 働したものが海星あった︒

併の成習にもつながるとみられる

％︵岡四％︶︑そして原子力につ

監τ・︑驚・亀︐〜等f♪亀・♂監℃●亀℃ψ名ノ9

点から注農を浴びている︒なお︑

魯・亀♪亀ち・監塾︒覧／●3竃塾・塾覧

両社にはロンドンの巨大籔本リオ
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を公表した︒出力＋万KW以上の また︑英国のマグノックス下原
5監3騨嵩爾

しなければならないという上院案

策②NRCの組織携造③ERDA
NRCが行なうべきかどうか︑i
なである︒

出資しており︑リオ・アルゴムの

％をRTZ社が保齢しているとこ

悪兇に押し切られ︑上院案はその

むエネルギー保存計画⑤介入薔へ

を独立させるかどうか︑などを含
度については第一厩悪事でほとん

の技術擾助︑調葦︑報告⑥E・M といわれており︑特に⑤︑⑥︑⑦

五九・七％︑ブリンコの四九・繭

ど合愈に達していた︒残りの事項

ろがら︑カナダでの白縮謝薩の新

・ケネディ上院誠信提薬による介

の項目についてはホリフィ⁝ルド

については︑政府運蛍婁鍛会のス

ほとんどが廃腿にされてしまった

ERDAの中に僚護担当の次窟補
であるC・ホリフィールド議鍛の ・テント︒ジンク︵RTZ︶社がいては二％となっている︒エネル

エネルギー研究開発局︵ERDA︶を新設し︑またAECの規制機能を独立の機関に移管させるといど
うを含めたNRCの酔認可機能④ 協識蜜では︑下院躍のリーダ⁝

その研究開発部門と内務雀︑畷境保謹庁︑全※科学財阻などの在来エネルギー部門の業務を統冠した

エネルギー幽明の中で提囑された
上院をさる八月に逼過して以後︑

ことになりそうだ︒

ーが提出したすべての原子炉安全

しい鋤きには相嶺な影藩を整える

入蕎への公共資金援助⑦炉メーカ

協案を基に欝識が望められ︑議論

性に関する構報を︑NRCは公に

に聾られたと伝えられている︒

が分かれた七項蔭を除いては︑着

オランダ経済雀はこのほど︑同

蘭︑85隼に原子力2％

力二五％︑石油二五％︑天然ガス

領がこの翫画実現に横極的である
ファンドランド州政府に一億六千

誌のエネルギー戦略謬論が公表し

ドール社の発難馴の利権をニュー

万がで売却しており︑将来の濃縮

ニ五％︑石炭︸O％という数字は が考懸され︑低廉な水力を得るこ

ブリンコ社はここ数無︑電力が

醗画への投蟹の希望ともみられて

聞避いとして︑今園箒正されたも
の︒

︻パリ松本駐在顔目フランスの

ントの建設饗は二十五億がと冤積

地として候補に上っており︑プラ

とが笛能なインガ・ダム近郊が敷

SWU能力のガス拡張法プラント

ている︒欧州筋によれば︑九千沙

ところがら︑その進展が注露され

地域における大規模ウラン灘縮工

た一九八五無の国内エネルギー消

八五鋸におけるオラン劇の全エネ

を明らかにした︒それによると︑

器な北ケペックーラブラドール

場建設計画を推逃︑来魍原子力塾

蟹想定を撤園︑新たに正確な想定

供を打診していたが︑鍛近︑技術

り七︒〇七がで買収する源岡を示

一方︑リオ︒アルゴム鉱山社は

員貧︵AEC︶からの馬出技術提 いる︒

受けとっている︒また同社所有の

提供はできないとのAFC翌日をブリンコ社の末所萄株を一次当た

クルーゾ・ロワ！ル・グループの

ニー社の三四％株武を引き取る︒

業金融社︶がマリーヌ・ファーミ

ング社を支配し︑またSACJL

その結果︑漂板メーカ；のディリ

に対し︑マリーヌ・ファーミニー

としてパリ裁判所に提訴︑さる八

ORの持株比率を二七％から三九

社が七〇奪の謬論協定に違反する
アンパン財閥の炎霊エドワード

月︑同裁からアンパン財閥の行為

ス鍛大手の原子力発承所建設メー

・ジャン・アンパン男爵は昨駕

％に引き上げ︑東部鉄鋼グループ

カーでもある︒

：＝一一＝＝＝二一鞠一備二二＝＝竃耳二一二：＝謄

られている︒
ードGKN︵正味出力五万二千K

オランダでは︑すでにドッドワ

う璽襲な地位を占めることになり

生し︑今後のウラン開発にいっそ

本金五纐〜六億が級の薪会社が誕

早急な原子力
拡大計画なし

議員が強硬に反対︑田の冒をみず

タッフが作成した暇十菰項国の妥

もの︒なお︑独立の規制機関の新名称は﹁原子力規制欝会︵NRC︶﹂とすることに決まった︒

当国のエネルギー機構改箪は︑一
岡院での決定禦項の相違点を調整

た︒

年三か月余りで爽糖に移ることに
するための両院協議鼠の器議に付

昨葎六月のユクソン前大統繧の

なったわけだが︑設認が淡まった

カナダ鍛大のウラン生産業省リ

vゾル鉗転樹来 春 に も 実 現 へ

合併の大筋で合意

ERD A の 醗 高 澱 任 者 に なる鍵箇
されていたが︑桐違点の七〇％程
など︑その興体的な人藥について
は選町中であり︑在来部門の瑠務
引き継ぎなどの点も警懸すると︑

になりそうだ︒

実蟹的な業務開始はまだ先のこと

今回の機構改藤で︑独立の規舗
機關の名称をめぐり︑下院が核エ

︵本社・モントリオール︶との合

したといわれ︑その成り行きが舎

フィンラ
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ルギー消蟹の罰畠は︑石油五九︒
チャーチル・フォールス・ラブラ

ンドのコン

支配をめぐる動きは︑その決糖ま

膣一二圏層−島▼邑二三二一

そうだ︒

ソーシアム

TVO︵テ
でに謹だ予断を許さない伏況であ

アンパン財閥は三四％株式の売却

○％殊式を買収︑同社の支配を通

ド・ガンデルはマリーヌ・ファー

1ル社が冬翼りを上げているが︑

ルーゾ︒ロワールをまかせる︒

持株会批を新設︑この薪会祇にク

％︑貯蓄供託金鷹二％の各出職の

グループ五〇％︑ユジノール四八

配し︑アンパン・シュネードル・

ーミニ町人の鉄鋼︑機械部門を支

一︑CLIFがマリーヌ︒ファ

グループを組達することになる︒

を引き入る︒その糖累︑北部鉄鋼

一︑ユジノール社が飛騰％株式

は趨法との判決が下されたため︑

るが︑アンパン・シュネードル・

売齢先としてフランス鉄鋼業の

＋月三十一日頃スウェーデンの実
グループ五〇％︑鉄鋼業ユジノー

ッソン氏からのマリーヌ・ファー

ド︒ガンデル・グループとユジノ

業家で元外交留のベルチル・アケ

ン・ボイマ

オリスーデ

％の

ミニー社の四％保有株式の売部申

を粗織する︒

各出資による持樵会社を設立し

ル社四八％︑貯蓄供託金庫一

し出を受け入れこれを機に他の露

を余丁なくされた︒

・オイ︶電

て︑クルーソ・ロワ⁝ルの都営櫃
ど︑スウェ

をもたせるとの線で解決の方向に
進んでいるようだ︒

クルーゾ・ロワールは一九六九

社︶とSFAC︵クルーゾ鉄鋼会

年︑CAFL︵ロワール鉄鋼会

じてかねてからの望みであったク

ミニ！社の鉄鋼部門︑クルーゾ・

仏クルーゾ・ロワール問題で

持株会社を新設か

力はこのほ

力の第二弩原子力発霞所︵正味出

した︒敷地は︑昨春︑アセア・ア
トム社に発注済みの一号機︵六十

門︑機械部門を擁する鉄鋼メ⁝カ

ルーゾ・ロワール支配に間接的に

ロワールの金属部門に強い関心を

おらず︑七万〜十万人といわれる

おり︑現在︑次のような三つの解

はそれほど関心がないといわれて

ニー社にはこれといった大株藁が もっているものの︑漂子力部門に

ル︒グループが原子力部門に心心

ぼるといわれ︑さらにド・ガンデ

四％株式は聴器一億七千万湯にの

マリーヌ・ファーミニー社の三

ーで︑姦商第五＋鰹湯にのぼって

乗り出した︒マリーヌ︒ファーミ

グ会社マリーヌ︒ファーミニーの

小帯主峯有に分敵しているため︑

番國の解決策がとられるのではな

が薄いとの鵬憐から︑パリでは三

折講出軍による持株会社が運営に

決策のもとに交渉が進んでいる︒

フランスの鉄鋼・エンジニアリン

いる︒ベルギーのアンパン財閥と

六万KW︑BWR︑一九七八隼社
運︶が舎併して設立された金属部
開︶と同様︑フィンランド西沿彫
のうウマ市近郊のオルキルオト島
で︑八○年運開の予定︒総額は十
五億マククカ︵四億が︶で︑アセ
ア・アトム社の受注分は原子炉︑
タービン関係全般︵補助機羅と核
燃料の製遺を止む︶など約十二ク

アンパン財閥のヨ四％株式所衡は

持株会社CLrF︵ローレンヌエ
いか︑との艶方が荷力である︒

一︑ド・ガンデル︒グル⁝プの

当たり︑原子力閲係では五一％出

し︑このアンパン財閥の株式買収

実質的な支配になるわけだ︒しか
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とがこのほど明らかにされ︑両被

LC︶との名称を提璽していた 併の詣し命いが進められているこ
が︑両院協議会での霧議の繕累︑
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原子力産業に一一貫作業体制をもって貢献する、山九原子力グループ！

O海外叢務提携、TRANSNUCLEAIR：E（フランス・アメリカ）

○原子襯の論難据付

以上を御討画の段階より御協力回し上げます

命懸蕊繋駕罵鑑雛ill：難綿鷲山灘

聞

産

力

原

国際協定
プログラムは︑各種国際協定の

現状および各協定の椙互関係に関

する討論にかなりの部分をあてて
いた︒

マークが拙准し発効した︒現在︑

の調印を得︑今犀九月四田にデン

れた︒この協定を最籾に撲暮した

任に関する協定についても討論さ

ルで調印された原子力船の運航壷

三月︑オランダも批准した︒この

のはポルトガルであったが︑今無

萸園︑仏︑スペイン︑スウェーデ
ン︑ノルウェー︑デンマークの六

賠償責任限

から三か月後に発効する︒

か国とその他の㎝か国が批准して

巻葉は鰻低隈︑原子力船保萄国一

か国が批准している︒
またこの他に六︸二幅五月に四十

蕊か國の代表により調印された原

ーン協定というのがある︒このウ

一九六〇無に十六か国が調印した 子力蜘故の属禦麗任に讃するウィ

国際協定の中で最も古いのは︑

原峯力分野の第三書壷任に関する
ィーン協定は現在︑原子炉をもた

り︑発効するためにはもう一か国

アルゼンチンだけが批准してお

ピ︶
ンの三か園と原子炉一構をもつ
0鷺CD・NEA︵原子力機関

ある︒パリ協定における原子力二

賠償蛋任限度額についての問題で

とつは︑各協定に規定されている

各協定に関する大きな問題のひ

度額の問題

のオット・フォン・ブゼキスト法

の批准が必要である︒ウィーン協

ないキューバ︑エジプト︑フィリ

パリ協定である︒パリ協定は 現

規部屡によると︑七菰母までにさ

在︑欧州十か国で発効しており︑

らに四︑五か国で発効する予定で

げることができるという規定があ
る︒

引受け能力
拡大の要請
マーシュ＆マクレナン社のロー

が自分の口座に資金を最も多く係

は︑各擬険会社および再保険会社

き受けて大丈夫な段鱈に入ってい

成擾して︑勉険の程度も保険を引

﹁私は︑保険榮界は今後原子力

ることを認識すること︒

ことが予想されるからである﹂と

ール制を維持することが必要であ

留できるネット・ライン方武とプ

るエネルギー魔榮への溝口を圏る

アエトナ社災否保証部門の薩業

つけ加えた︒

は︑硯在米国および世界中で不罵

き受け能力が貯溜限に拡大され︑

そうすることによって初めて︑引

理趣〜二億五千万がの財産属籍引

対応できると雑える︒八O黛には

る只乗に対して従来よりも迅漣に

薩業界の傑険引き受け能力に関す

は︑﹁世界の保険南燭では繕来・
している保険の引き受け能力を拡

分配も効率朗に行なわれるという

センガー氏によ．⑳と︑今隼の米

センガー紙は︑引き受け能力を

る︒これ以上法的引き受け能力を

の近隣諸困は︑自園内の原子力施

を限産として︑畢期される損轡を

社が引き受けることのできる金韻

ECBが調督して決める︒この調

業轡が維持すべき墾本鰹険の金額

査に墓づきへECBは︑原語力禦

保険会祉の韻大引き受け限度額一

の場合は︑茎本保険額が大然雛間

を決める︒大規換な原子力発醗駈
カナダは︑国綴協定に脳麗して

子力責任法
いないが︑実際にはその墓本的な

険との差額は︑保険会社との再保

ける︒

険協定に墓づき政府が補旨してか

杯である︒七千五薦万がと墓本僚

子力騰任法に取り入れている︒同

険会社では引き受けることのでき

際再保険という方法で︑単一の保

に響胴され︑国内の共同僚険や国

れによリ﹁引き受け能力が簸大鰻

えたものである扁と貌明した︒そ

﹁保険プールの設立は必嚢に応

ェルナンド・ラクロワクス理事は

の原子力危険度調壷センターのフ

ベルギーにある欧州慷険婁員会

保険プー
ルの役割

法は︑布告に摺竃されている日に
発効することになっている︒その
闇︑葬政府所有の原子炉運転蓄︑
契約轡︑下講業者︑供総監は︑第
三者に対する法的髄任を政府によ
り免讃されている︒

原子力瑠業暫は︑自分の施設で
の原子力鵬故および自分の施設に
搬出入される物質により発聾する
入身傷衝︑損蜜に対して排外的に

無条件で鷺儀を負う︒禦業暫の賠
償癒任は鍛高七千五筥万が豪でで

ないような枠の涙険を提供するこ

ラクロワクス尊命は︑欧州の原

とが可能となる扁と述べた︒

子力傑険プールとカナダ︑日本︑

土を通過して輸送させないように

蓄達が︑外認に核物贋を増分の領

気圏︑騒動・例外的な性格の電大

峯囲障業看は珊禦的紛争︑優賂︑

ンガー氏は指摘した︒これは﹁原

に関際するものである︑とボーラ

ガー氏は號明した︒

を好まないのである﹂とボーラン

しく規制する協定を撹准ずること

ら解放されているので︑法的に厳

業毯に賠盤澱任を負わせる畿務か

政府は璽大な事故時にも原子刀事

て決めるQ維持額は︑民謡俣険会 毒することが目的だ︑と述べた︒

性を勘案して各原子力施設につい

設の規換︑場所︑福笑発生の可能

れている︒

会畿は保険契約実施規則や傑険籾

その維持額は︑へHCBがその施ものについても言及し︑これらの

業により行なわれるものである︒

牽についての保険プール濡動を調
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レンス・G・カミングス副社揮 界担当翻眠気L・F・センガー氏 る︑とセンガー氏は言っている︒

さらに大きな引き受け能力が要求
大するよう強力に要冒した︒

国の引き受け能力竪縞任保険が一

えるが・米国では重量賠償保険翻

拡大する必要のない国もあると思

き受け能力があることは確実であ

されるだろう﹂と述べだ︒﹁それ
をいかにして開発するかが問題で

の二つであると述べた︒

拡大するためにするべきことは次

のである︒

あるが︑生命保険会社のほかに財

華一千万が︑財塵保険が一億三千

変落するので︑損蜜賠償係険に対

度を再検討し︑組み変え︑金額も

万が︑鞭優保険が一千九十万がで

一︑世界共通の引き受け塞藥お

るよつになるだろう︒また︑ソ遡

ある︒想定される保険料収入は︑

産保険と災露係険会社も引き受け

や中国との商取引きが今後増加す

よび損失管理墓雌作成の作業を進

する翻要は供給能力を超えるだろ
め︑各保険会社が各地のプールも

う︒来国においては二野〜二鱈五

澱任保険料の中の八爾一万一千が

千万が程度の副書賠慣傑険は八○

財醒保険が︸千六颪五十万がで︑

引き受けの条件として︑その蓋

無より以餉に必襲になり︑それが

を採用するという野毛をもって︑
保険を引き受けられるようにする

れ以上の損審が発生しなければ︑
年末に雌傭塁金は約三千五颪万メ

は躍描墨金のほうに入り︑今奪こ

佃で財政的に躍かな申難処国であ

る額との差額を︑右目が埋含わせ

ガー氏は結論として述べた︒

買えるようになるだろう﹂とセン

をすることを決めた︒三碧の二懸

一︑原子力産業は現在︑十分間

こと︒

引き受け能力を拡大するために

に遭える︒

﹁その内容は︑その入の国が提供

する原子力損密奏鱗降任棚度によ

の原畢力施設が︑原子力礎任法で

賠償するのに必腰な額である︒ど

して提供してきた保険の鍛鍵田で

設に対する賠償諸腰総額を四懸ザ

いう原子力施設かということはへ

って決談る︒その圏がブリュッセ 漉は原子力曝業轡が提供する保険
ル差足協定を受け入れていれば︑

またはその他の財政描躍によリカ
割増の法案は︑賠償総額を十解

aまでその国民に橿供される︒そ と州政断が分担して捏供する﹂と

賠鱗総額は一議一千万EMへu／ バーし︑残りの二鼠壁は運邦政府

ある︒これは︑西独国内に住んで

よりはるかに低く抑えているの

内法規でこのような例外を諏めな

カナダの原

つけ煽えた︒

マルク︵約重点メ︶にすることを

西独議会にさる五月︑二つの法

いる犠牲衡に対して提供されるも

で︑外国の原子力旛設による西独

禦業薔がそのような輸送に対して

いように規定することは妨げな

原則を七〇年六月に山馳行された原

百万EMへu／aであるUと西独

にかかわら蜜︑賠蟹総額は︸千五

れがパリ協定の調硝國であるなし

の他のすべての国に対しては︑そ

提案するものであるが︑これは今

八頭なものである︒

て明らかにしている︑という点で

渉しょうと蓄えている内容につい

った資金をもとに︑石油と引台す

る︒中策銘圏は︑急遡に麗かにな

るから︑再保険の薪しい道が開け
また過時数鎌間に金価格が急上
ることも舞えられるので︑その点
目したので︑パリ協定およびブリ
ュッセル補足協定加盟国が制定し についても検討する必要があるだ
ろう︒もう一つの再保険先は・石
ている叢大隈臓額は︑協定の規定

条件を満たしていないようになっ
ている︑とプゼキスト部侵は述べ
ている︒各原子力協定に規定され
た二藍二手額の価鰹をどのように

ある︒

して維持するかというのも問題で

西独の賠償計画
現在西独で横討されている政履
賠懲立法は︑紅藍澱任および協定

業轡の賠償委任簸大隈度額は︑一

まで実習で一つの原子力箏故に灼

パリ協定はウィーン協定の効力を

定とパリ協定には共逓点が多く︑

の両方の中で璽要な懸味をもって

ある︒競在はトルコ︑スペイン︑

保羅するような内容になっている

英国︑仏︑ベルギー︑スウェーデ
ン︑ギリシャ︑フィンランド︑ノ
ので︑各圏政府を両協定の加盟国

原子力産業会議のトーマス・ロー

協窺計郷単位︶と規冠されてい

案が上程された︒第一の法案はウ

國罠の獺牲巻に対しては︑西独の

に見解の相違

る︒現征の金価格で換算すると︑

のである︒しかし︑西独国内に注

原子力旛設に対して提供されてい

また︑岡事務局農は﹁われわれ

ザi禦務周長は説明している︒

ィー
一EMAu／aは四・一流七米
がン協定以外のすべての協定に

互主語に基づく制蔑を確立する︒

んでいない犠牲蕎に対しては︑相

より湖い賠償澱任を損うという形

い﹂というように︑原峯力事業巻

賠鰻翼翼を負わない︒しかし︑国

また︑ウィーン協定にパリ協定

で︑通羅國に不利な形になってい

う点は朋にして︑逓過國の原子力

加盟するというものであり︑それ
にな る か ら ︑ 一 千 五 百 万 E M A u

ている限度額以上の賠償措踵をと

技術省国際法管理鄙顧問のベルナ

と同じような規定を入れることに

らなければならなくなる︒

ー・ボーランガー氏により説明さ

の厳しい賠償奏任に例外を設けて

あり︑その七千五百万がまでは維

カナダ原子力管理婁農会︵へE

持する義務がある︒

格を荷する璽大な国家的災轡に藍

CB︶の法徳顯闇マックアーザッ

る︒ウィーン協定は﹁例外的な性

接超園する原争力蟹故﹂に圏して

ク氏によると︑法博により僚険は

﹁基本促険﹂と﹁補助保険﹂にわか 韓国︑米国の保険プールの代表者

のみ国内法が例外規定を設けるこ

あるような塗盆︑スイスの原子ヵ

しているためであるという里方も

な国象的災警による原発力鼎故に

とを暫している︒﹁このように︑

禦業者が霞分の施設から照射薦み

ある︒しかし︑このような麗別は

起因して羅潔した掴警については

問題点多い核物質輸送方式

抜け道をつくっているものであ

ることも兇落してはならない︒

籔二の聞題は︑パリ協定第九条

は強い反対がある︒これについて

ことがウィーン協定に調蘭する際
の瞳諮になっている︒そのため例
えば︑スイス國内における賠償限
度額が地歌万がで︑西猿轡内にお

燃料を亜独を縫署してベルギーに

照尉済み燃料の輸遊が原子力襲業

﹁プール加入者会議﹂と呼ばれる

あるユ玉縁ケミックの爾処理工場

の蝦も鱈険を伴う部分であるとい

が集まる﹁ロンドン会議﹂票たは

へ輸送しようとすると︑この原子

﹁基本擬餌﹂は民闘企

力嚇業曹はスイス岡内で要求され

ける賠灘隈度額が〜千五百万がで

ウィー ン協定の障害

七条︵e︶に類似する規定のない は︑パリ協定に講聞した國の代表

れた︒岡氏によると︑バリ協定第

ことをためらう理由が︑西独研究

各国がウィーン協定に調印する

／aは六千二否万米がに椙嶺す は西独が各協定再検討について交

千五百万EMAu／a︵欧州飯幣
いる︒

賠償方法

各国での現状を検討

ルウェー︑デンマークの十か国が
となるようにするための条約察も

また︑よハ一一琿五月︑ブリュッセ

提案されている︒

拙准している︒

パリ協定に関するブリュッセル
補肥協定は轟ハ蕊痒一月︑十 二か国

警

導

原子力船も賠償保険の対象に︵西独のオソト・ハーン号︶

即

三美印刷株式会社

織

東京都千代躍区三二神保町1一一30

。u・8曇x

東京（03）294−4951（代馬）

・マイク記田爽
・トレース・製醤

脳

鮎

㎝

株式禽

＠

・ゼqックス

綜合複写センター

・オフセット印糊
・タイプオフセット印刷
。写照製版
・り識ピー

限りなき創造とたゆまざる努力を…

：コピーのことなら
何でもこ：相談ください

㊥

印羅

綴．

◎営藁内容

クリエイティブ

未来に翻臓！

（4）

第『747号
傑；三種郵囲物凸凹）

新

業
子
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は四国電力・伊方原発︑

を満たしておらず︑地城社会発展

める閣発の計画的遂行という饗件
トニウムを軽水炉燃繕として使胴

決定の理由として︑国側は①プル

が禰翻市で開かれ︑本

︒坐論として異議

形のいい小膣の中に大切に撮存さ

と︑まことにかわいらしい建物な

て国民を嚇しているような感じ

たが︑何となく法律をふりかざし

で︑その前の三入の裸女像とチグ

先月︑ノ

認されていた︒

のだが︑ここにも銅嵯がう塞く配

った︒

れているのを兇たときの態激であ

オスロモで

これでは国立麟場も気の灘だし

バグである︒

た以上のバカゲた鍵纂である︒日

日本は乱騰中にたくさんの鋼隙

つて鞭視庁の建物ができてこわし

き︑原子炉の建屋の大きさや・冷

オスローの重三のパーティのと

しめる︒

帰ってまもなく三盛坂のあたり

膨響が誕題になったが︑まったく

却堪からのブルームの裡会15理的

だときいて︑わかるような気がし

そびえ立っていた︒これが最爾裁

らった気のきいた國立葵煽の隣に

罵︵桧山

ことがらかもしれない︒

建物や敷地の美しさも蕩えるべき

羅源開発健湛特別会計による四

のとれた形で逓めていこうという

はほかに放劉能調査六億九千七百

向けられる計画で︑原子力関係で

十鰯皿ハ千蕪頁万円︑

保磁課は窪として規制の強化に当

わけ︒同階に︑規舗面での強化も

豪該市町村一

たる︒人員は規行四十一人置五十

万円︑温排水調董四千万円︑普及

窮を遡じて国へ握出︑認可を受け

成の段どりを踏む︒計画は︑県知

会醗炎付に係わる地域整備謝画作

って関係市町村は今後︑艦源特別

地点猶定が行なわれたことにょ

れる︒

対策関係覆八鱒五颪万円も拠出さ

啓発六千八颪万円など安全性確保

描召していく警えだ︒

薪規設躍予定の三施設を含む十六

九入に︑十八入瑠を図る︒

電源三法

敷設・十六か所となっている︒

原子力関係旛設立地に伴う﹁地
葺整備扁指定地点は次の通りG
▽整備法第三語語一項の規定に

双葉郡楢藥町大字波禽②新潟興灘

星ついて指定した地点①福鵬票

㎜ぐWASH

ソ

ー︑︑︑㍉ー︑婚声みみみ轟業

㊧写真、図、表も大量掲載；

ルウェイの

避くから眺めた王宮も︑威圧観

比谷の赤レンガのほうがずっと親

などすこしもない︑国民の親しめ

さである︒戦後に建てられたとい

をこわしてしまい

った市公金箆の外観と内部の美し

うモダンな建物だが︑市罠の親し

街に広場も少く︑

温揚水の食

一A獄Aの もう一つは︑レセプシコンのあ
議があって

めるような掘蕨を

緑もへって汚しい

菖城の藤わりの灘の奨しさを︑か

出席させて頂いた︒ずいぶん勉強

もち︑内部の茜雲
欧から帰って

る光禦だった︒

マークもふくめて︑これらの小さ
もたいしたものだ

にはなったが︑煽路に嘗つたデン

い国が︑新しいキレイな建物のほ

を逓ったら︑バカに大きい︑威圧

ことだと思いながら帰擁した︒

するような建物が︑B本風をあし

さらに町の翼申にある小さい古
ぼけた国立劇場は︑二人の劇作家

った︒

の濫掘を蔚において︑絵になる風

のに照心した︒

その一つは洛のはずれに傑葎さ

かに︑古いものを大切にしている

れているアムンゼンの北極探険の

オスロー大学はその近くの陶の

燈だった︒

中にあって︑日本の大学からいう

普懸寺

フラム号︑太軍洋を筏で横断した
コンチキ弩︑それから発掘された

今園の原子力機構改纏は︑行政

十九年獲分税収財源は総額百一億

磯夫・東大名懲数授︶

バイキングの船が︑美しい公園の

原子力部は︑資源エネルギー庁

をこれ象での﹁発羅開発﹂中心か

て︑これを蘂離した︒

ら﹁原子力慶業定置﹂へ︑方向転

た︒しかし︑その後の惰勢変化に
原子力行政の覧

にすぎないが

といった背漿もあっ

振り婚え

が続けられているが︑原子力部新
設は実現の公騨が大きいようだ︒

現地の流況を荷限の模型上に再

﹁浮き﹂で実測と対照さ

では︑例えば美浜町による中学校

ることとなるが︑すでに各市町村

や︑双藥町︑大熊町による基幹道

増築に伴うプールなど施設の拡充

賂の改罠補装ほか掛水銘敷設︑老

画が慧ぎ検酎中だ︒集響一月中に

人憩いの塚新築など︑整備購業謝

は国への整備計癒提出も大方が出

っぱいかかりそう︒

揃う冤通しだが︑羅可は軒度内い

頒イ曲9，000円

一
の性能評価も十分儘頼性がある︒

安全確保については多事的かつ段
階的な対簾がとられており︑間題
はない︒その他の技術的諾問題も
安全確保に支障をきたすものでは
ない④原子力婁爵鍛の民主的︑自

は原子力婁三会設葬法によって確

註的な運営︑蔑主的な蚕員の選任

の体制は民空輪かつ禽法皇であ

保されており︑安全霧査およびそ

る︒今後ともさらに蘭広い分野の

力の安全性について必襲に慮じ悪

脇門家の磐加と協力をえて︑原子

反舗

玉を聞く一などをあげ︑異議串し
立てに

遡匹婦は同省所讐の原子力行政

寡爽は拡笹葺を予測するための賦験水槽

になる︒

現する制約から数々の補正が必致

町④茨城県那珂郡索海村大字白方

㎜塑献案凶㎜

i＝︸塁

Radioiso℃opes

on

Conference

﹁安全性 は 実 証 済 み
馳簸本訴訟へ持ち込みか
榮恵電力・福岡第一蕨子力発電所一弩機︵BWR・菅＋万KW︶の設罵許町︵本選四月︶に対し︑
地冗住民四欝十一人︵小野田三臓代表︶はこの六月︑同設躍許町を取り消すよう行政不服警益法に基

異議細し立て

づく異議申し立てを行なっていたが︑厨中総理大駆は十月十一臼︑﹁異議窪し立てには理由がない﹂
として︑これを蘂却する決定をした︒地元反対住民による
原胞・策海第二原発に続いて版画が三番目︒いずれも﹁理由なし﹂として二戸されており︑伊方︑康

索惣褥婦第二原発は︑月回県双

海第二は現在行政翫訟として裁覇申で︑今回についても本講訟に持ち込まれるものとみられる︒

葉郡楢藥町と欝岡町にまたがって
するなど︑草釈利雪への技術的冤

の長宮密罵原子力巌業整と公登甥

承認しない︒また自衛隊の核兵器

との調租が不十分であり︑四輪が

業都原子力発騒誤を振り替え新設

齢のための交付金は八十一億円︒

円が麗込濠れており︑うち地城整

僚持などは漂子力謹本法上総めら

官員が詠められているもので︑現

串し立てば﹁理由がない﹂とし

換するのが大きなネライ︒発慰開

れないし︑防衛庁での研究も防護

通しがあり︑海外への移紙は単和

発が急還テンポで進む一方︑加工

を欠き︑蜜副審燈体制およびその

串講から許司までの手続が適法性

的なものに隈定されており︑わが

も対応︑新しく

通産省

の︸警機は︑四＋七隼八月に設躍

謝癬︒昭稲五十照鋸運転出始予定

内容に不当控がある④技術的に安

園で原子力が照瓢潤目される恐れ

をより強化拡充していく方針で︑

噛しが必要

原子力部新設へ

下司串舗が出されており︑嗣機の
全性が確保されているとはいえな

はない②禰局堅の匙域振興謝画の

このため来奪度以降︑機構を改離

て︑こんど︑改纈にふみ切った︒

利爾が明らかでない限り︑政閥が

の予定で︑これによって同庁は新

原子力関係市町栂には︑施設立地

安全審査に地元住民の閏を反映す

い一として興体附な聞題を提細

籏定および異体化には稠極曲に取

し資源エネルギ愚庁内に﹁原子力

改纒は

産業定着化で行政一元化

原
した上で︑同炉の設癒欝可は幅出

り已んでおり︑放鮒性目溢物が発

部﹂を新設する蓼えだ︒﹁原子力

る﹂という︒行政蟹理庁との折衝

むしろ﹁至上命題の一つでもあ

毅醗されることによって周辺住民

しく擾留蜜虜のほか石炭︑石蔽︑

塵業や輸送部門は定劉化というに

その周辺箭町村十八僧五千七薔万

発公聴金

十三条︵個人の尊報と公共の制

鷹所周辺の外業︑灘叢に影響を与

二＋卑ぶりの大改革を機に導体化

部﹂構想はすでに昨黛から︑同省

の利益が撰なわれる③原子炉闇闇
WR・ 嘉 十 万 K W ︶ が 設 躍 される

公益粥業︑原子力の四部構歳とな

で︑このため新しく機構を一元化

は象だまだ︑いわば

年四月設畷が酔蒲されていた︒

覇︶岡二十五条︵生存権︶および

える恐れはない③安全性は連転経

が進められていたが︑石油甥悩の

急炉 心 冷 却 装 醗 ︵ E C C S ︶ な ど
あおりを受けて︑結周︑兇送られ
うな流況をを発生さ

温排水拡赦域の把

せる︒

び岡帯大字大湊③茨城興那珂郡束

崎甫難山町︑雛市荒浜㎎丁閉およ

海村大字白方字白根二の十八
▽整働法付則第二項の規定に基

づいて指定した地点①福覇藥双
葉郡大熊町大字央沢②櫃騒堅双葉
郡双葉町大字細谷および同町大宇

字白根一および白根二の三十三⑤

郡山③茨城県東茨城郡大洗町成田
発露用施設周辺館城整備法など

茨城県那珂郡集海村大字白方字白

方郡美浜町丹生⑩福井県大飯郡高

一九七四年四

原子炉における円柱型獣料権の
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在麹殴申の一響機のほか三基︵B

る︒原子力部には︑部鍵のもとに

しバラバラだった行政をバランス

これに対し地元反対住蔑は①プ
原子力纂本法二条︵民主︑自鑑︑

験で確認︑実証されており︑実用

に日輪と

の海士

なる現地

せながら整流多門板︑流向変更板
などを使い︑京た階には侮域の抵

片手落ち

子力保安の三繰が醗かれる謝画で

原子力旦暮︑康子力発電振興︑原

ルトニウムが大麗に生産︑霜横さ

て︑その取り消しを求め︑この六

公開三原則︶に違反しているとし

るため︑昨年九月わが國初の

れ︑郷顯転用される恐れがあるほ

化後もさらに改翻されている︒緊

︶

4

論

認

いわゆる﹁欝欝開発三法﹂がこの

根二の蕊十八⑤茨城粟那珂郡粟海
素子で海域丙の約百地点の温度を

今國指定の対鍛地点は水︑火︑

指定地点を告示した︒

瀕町圏ノ浦⑪福井県大飯郡大飯町

1973年開催のRI会議の全貌を記録

一官庁許可・届出の全てがわかる

円の台計驚十九億二千万円がふり

か︑科学技術庁長窟の国防会議へ
月に異議を朗し立てていたもの︒

の墾鞘など︑岡原子炉が単和利用
この翼議申し立てに対する簗却

囹

一5！グ多一づ！〆！⁝多！〆ノグー多ンZ！！ノ孝ンンー！！ノ！多ノ∠ーンノづ！！一うシンノφ！グークンノノ！ーノ！グ4弓勇

に限定される潮田はない②泓に定

＝＝ 6
︵

握には︑まず現地灘

抗を増すのに砂を部分的に配齢し
て流れを調整するという甜行錯誤
を繰り返す︒

で建屋天舞の

こうして心地と同様な流況とな

海城

十月一日から実施に移されたが︑

に備えた運続撮影カメラで流

った

ラで水表面温度を酎測する一方︑

況︑拡散状態を引測︑赤外線カメ

政麿は十二日付窟報で︑三法施行

空

付けた窩精度サーミスタ混度検出

自動昇降サンプリング留口に取り

ライン処理している︒

測定︑コンピュータ⁝によるオン

大島⑫愛媛県西宇和郡偶方町九町

㊥内外アイソトープ研究の成果を紹介

㊥万全ですか、貴事業所は？
㊥放射線管理で、お悩みの方は？

三

力

原
誤
磨

を模式し

地形が横たわり︑海に見たてた部

た縮小陸

復水羅冷却水として原子力発電

の︼ずつに縮小された現地横型で

分には水がはってある︒水平︑璽

状の流れをなし︑やがて勢いを失

は︑＝十五♂層の広がりをもつ陸
地が二十五摺に︑二十謝の水深が
される︒縮小さ

後のふるまいは︑放水口の闘鶏や

改造

二十撃に

れるのは大きさのディメンジョン

て︑潮汐と潮流方向が反転する︒

だけでない︒七分十二秒を境とし

を測定する︒このあと得られたデ

原子力を禽め︑謝画が固まってい

および伊方町醗浦⑬佐蟹興藥松溜

一九七四隼六月
ータに海禰からの放熱現鍛など模

るもの二十二か所と工鯨蝋五十三

郡玄海町大字今村および岡町大字

ウランへの生物猷験法の応用
譲の実測で得

こうした実験によって淵境に及

か所の含計七ナ五か所︒うち原子

村照沼⑦静閥県小笠郡浜岡町佐愈

た盛況を丁度

型実験では再現できない現象の補

ぼす影響を醐べ︑プラント計癬の

力関係ほ喫霜触島第二︒一羅など

に伴う今補習第一回闘の磐城整備

よく再現する︒そして模型の発慰

正を慰して等温慶線園を作り︑温

改良に役立てるQ

これで︑十二酒間ごと目の宙然の

の満ち引きと沿岸海流が大きな作

所放水口から温水を論難則にあわ

緋水の拡数を情想するという手順

究が三蘇董工業高砂研究所で行な

が立ち並ぶ機瀾爽験梗にほぼ隣接

用棄子となる︒窯験では水槽の側

がとられる︒

⑧福共県敦蟹帯明神町⑨瓶舛県三

して撲水鼠験水穰建麗がある︒建

に流しこ

海域

せ還度を弱めて

懲みが落分の一の日脚に短縮して

地域整備計画作成へ
み︑その拡散状況︑拡散係数など

轟謙

瞬に敢り付けた慣流屠ポンプと潮

模型水槽で実験菱
流用ポンプを使って突際と岡じょ

蕩現できる︒温耕水の拡散では潮

政府、指定地点を告示

」

温排水の拡散：を三

屋内には長さ三十層︑編二十掴︑

汎用誠験装躍など各種の舐験装躍

現して予測に役立てようという研

この温排水の拡散を巽験的に再

の要園でいろいろに変わるQ

形状︑周辺海底の状況︑潮流など

ないながら拡散城を広げる︒放出

盧野稗にそれぞれ千分の一︑口分

騨

口を毘たあと沖禽海城に向けて隔

A

所から耕出される温耕水は︑放水

町

われているQ地震振動台︑原子力

灘

騨

限定出販
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安全性の再

編綴

力開発は必要だとの茎本的立場に

二に対する配慮が必要だとして︑

立ちながらも︑それ故に耳金︒二

子力委員垂のあり方などについて

国の姿勢︑開発と細網の体制︑原

問題点を指摘︑改めるべき方向を

この臼の委員会で野間に立った

産︶租田巻生︵属望︶の六氏︒癒
ける棊本設計と詳細設謝の闘連に

安全の塞本的購頂に盒まれるもの

山長窟が欠庸したため︑同長欝の

野党側盛間者はいささか気勢をそ
だ︒買継設誹の機能をそこなわな

ついて同封弩人は︑ ﹁基本設副は

がれた感じ︒しかし︑そのはね返

つの遮蔽材として鉛・ポリエチレ

い範囲におさめるべきであり︑む

磯任を追究する構えをみせていた

れ︑語気鋭く質問がとびかう場面

りが政府婁員などにぶっつけ ら

はまず︑この日参考人として出庸

冒頭質問した社会党の撮中婁員

が︑遮蔽材の変更はこの樺内のも

璽は原子力婁員会の許司を要する

原子力施設であっても︑璽要な変

設計の申に入る︒一度許可された

ンを使用するということは︑二二

も見られた︒

した田町立教大学教授の意毘を求

森申蚕員は︑政府側に科学技術

のである﹂とコメントした︒

め︑﹁自主︑民主︑公開は守られ
ていると思うか﹂など三原則と関
連して現在の原子力關発の実情を
庁︑運輸欝の珊務当局レベルで構

「むつ」船上における放射線もれ調査

ただした︒

懸魏
誕

わるものであれば︑もう︼度審査

だめだとして︑﹁基本設計にかか

もあるとすれば小手先の検討では

が原子炉の設計全体に及ぶ鰐能性

はじ家らないのではないか︑闘題

遮蔽に限定して原因を調齎しても

術検酎会﹂の性格をただした後︑

0

会提と七瀬連などとの最終鼠談が

後から覆森歪計で鈴木自野党総猫

れたのではないか﹂と捲際した︒

れば︑今團のような状態はまぬが

い︒陰金の根拠を捜しく示してい

漂流する﹁むつ﹂

始まろうとしている矢鑑であるた
福永原子力局次長は︑技術開発の

に︑原子力行政のあり方を兇験す

森申婁員は鮫後に﹁慰籍がさき

ても︑○・一

猫次宮は﹁今回のむつの問題にし

と反言している︑と述べ︑中村政

不十分な点があったのではないか

必要性︑出力試験の騒的の説明に

悪書を打ち出したが︑それが慣実

なことが零ればむつはもうだめに

れで済んでも︑今後再びこのよう
政は安全行政そのものだといって

質間︒徳永運輸大臣は﹁原子力行

ためにも必要なことだQ今回はそ 行政を改革する気があるのか﹂と

などの準備が必要だ︒本当に安全

もれがあるかもしれないというこ

からテストの過程で微騰の放射線

題なのだとする冤方がある︒当初

方と︑○・二︑ゾもれたのだから問

線がもれても影響はないという冤

婁員金︑安全塞露華にも壷任があ

で原子力開発を進めてきた原子力

ているように

趣を聞いており︑一般に伝えられ

ものにかえる際には︑WR社の悪

の紡鷹をコンクリートから銀製の

じている﹂と答えた︒

黒住婁員は質問の巾で︑招来の

田原子力委員は﹁原子力委員按の

る︑とする杉出委員に対して︑山

大臣は﹁当初の原子力船開発への

門審査象がすべての欝欝を行なっ

安全霧葦について︑原子炉安全豊

つ﹂が特殊貨物船となったいきさ

海洋観測船として計画された﹁む

ない﹂と答えた︒三木委轟は当初

したのでは

原子力舶關発について運輸留湯の

翻識は正しかったと蕎えている︒

無視

見解をただしたが︑これに対し岡

欝金︒環境問題に十分な考慮をは

規制の機能分離などについても検

体制の長短︑海外における開発と

ない﹂として︑安全慰査の二光的

ことは十分考えてみなければなら

安全行政はこれでいいのかという

るものであり︑原子炉やその安金

はかるための純経済的な理由によ

物船への変事は︑建造費の軽減を

いては堀参考人が︑観測船から畿

かどうかをただしたが︑これにつ

請以前の問題であり︑したがって

らの設計変甦は原子炉設置客演申

性には金く関係がないこと︑これ

安全審査は貨物船として受けたも

一篇木委員も門むつ﹂の安傘霧二

し︑謎語雀の澱任も浪究︑門餓円

ついてはどう思うか﹂とただし

上の問題を追究したが︑門運輸街

造・彪湾︑船員の管理なとに開

た︒内田船舶局長は﹁罫書究明し

の然制︑人員などからみて︑詳細

のであること︑などを説明した︒

ている原告が明らかになれば嚢任

また岡盃員は︹海洋博に西ドイ

た︒

しなおす必要がある﹂と掲卸し

る︒むつの購故を契機として検討

設計の安金審竃能力には限界があ

外国船の寄

明が先決である﹂と瞥蓋した︒

の所筏もはっきりしよう︒原因究

舞任は運輸省にありとすることに

杉山夏鳶はさらに門船舶の鰹

討する必要があろうと述べたQ

うはなっていないQしかし原子力 題に何箸かの影響を与えなかった

っと︑その際の設計変更が安全問

うだが︑現行法上からも実際はそ

ているように受けとられているよ

て行きたい﹂と述べた︒

らいつつ︑将来とも開発を推進し

政府の政治
責任ただす
社会党二人圏の質編鐘は杉山委
員︒岡婁員は﹁むつ問題に関し︑

政府の政治費任と行政旧任を遍求
するとの基塞朗認識に立って質問

﹁むつ﹂闘題は政府の濃紅だと述

する﹂と前置きして︑田中蔭棺は

べているが︑旧任はどうとるのか
と政府側に古った︒大村窟鵬副長
窟は︑責任が政府にあるというの
はその通りだ︒政瘤はいま円満解
決のために努力しているところで
ある︑とかわしたが︑杉山蚕員は
﹁出溢前︑勉元から八月策求で待

てという慧智が示されたのに︑こ
れを無視して八月二十五日三曲し

ツのオット︒ハーン辱が来た場

の質問に︑政府側婁員は﹁国内の

合︑安全潮岬はどうするのか﹂と

港にも影響
てなかったのか﹂とくいさがっ

公明党の三木委員は︑原子炉の

たのはなぜか︒どうして二巴間待

遮蔽リングの材質などについて︑

国民の超脱しうる構成とし︑審査

関は学術禽議の代表を黒めるなど

を改めること︒この場合の審査機

業団は運航と乗員︑運輔省はその

がわかりやすい︒科技庁は炉︑事

力の︸部としての炉に一⁝乱した方

は船員から出ている補憐などの諸

は集纈員だといえる︒濫獲津蟹団

題について﹁今回の叢大の彼憲者

対して徳永運輸大筐︑中柑科学技

るのではないか﹂と掲摘︒これに

明は難しくなってくる︒各豪語の

ば間くほど混迷がふかくなり︑解

待していた︒しかし︑答弁を聞け

の蚕員会で間題が解明されると期

篇写

ウラン資源開発

⑭核燃料サイクルの現状と課題

武中俊二氏

八︐ル隆軽四

一その現状・将来輯及び問題点

⑳ウラン資源開発の現状と課題

林昇一郎氏

東郷文雄氏

＠ウラン資源の探鉱轟轟の進めカとその評価

⑨海水ウラン開発研⁝究の現状

翻︻見学Aム費

丁・円

〇六五

力

南北ウラン鉱床採鉱現場

⑫﹁海外ウラン資源漏 武中俊三氏・東郷文雄氏
パネル討議
萩野谷徹氏︒近藤皓︑．氏

◎人形峠見学会

製錬所等見学
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弘
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原田運治

久欝欝兼致

〒 り四 東京都中央区銀座八ノト六ノ〜↑
カフセルタワービルAヒ U六
TEL互四三・三三九．匂七ご八八

原子力産業研究所

局温カス炉糊入の回向へ進む
注目に値するトリウム燃料の溶融塩炉
政府中心に交通整岬が必要

通慶蘇原チ力産業室

帯闇闇漿の活力を生かす力向へ

源イ・力産業研亮九所

長期展望に撃つ長期政策を

行政機構の再編と合珊化

事業隅の責任能力に問題

ビジョノの⁝て考え乃の一．致を

厭．P力発電て食料を得る

目本経済再編成の中心課題

︷定価三〇〇円︑年間三〇〇〇円︶

原子力界

た︒これに対し中村政務次窟は

H︶社から注意を縄墨されたにも る﹂と画筈︒﹁水当に来るのか﹂

﹁むつの出港は当初八月十九日に ※国のウエスチングハウス︵W 原子炉設麗と同様な審竃を適用す

予定されていたが︑地元の慧同を

全に開する条約や懸償問題を田笠

は﹁留題する場台は︑海上人命安

間でツメたうえ︑原子炉の欝金審

とのタタミかけに︑徳永運輸大臣

て︑軍船購業団の堀参考入は門忍

のはなぜかと質問したのに対し

杉山委員は今回の﹁む2問題

かかわらず︑これを守らなかった

発行政に欠かせない問題だ︒来た

ったのではないかと思う︒この点

だ﹂と釈明した︒

出しにもどる必要がある﹂と許潮

る園会に出すか哲かは別として

受されたチェック・アンド・レビ

うけて一⁝十五日まで待ったもの

取消し︑再審査を迫った︒

は社号飽問題でもある︑森山長欝

かlI理解の妻壁が闇題となった は責任をとるべきであるとキメつ

ューは︑華船顯業団の隠蟹で炉製 査が必襲となるなど難しい問題も

に巷干手活ちがあったのではない
い︒今後螂璽に検討を囲めたい﹂

さらにました﹂と潤えた︒

社に依黙したものである︒リング

の問題処理にあたっている︑と答

作醤である三菱原子力工業がWH ある︒むつ問題によって函難さは

ないことが︑﹁むつ﹂問題を慧起

共喉冤の羽藤委員は︑原研労粗

めた︒

弁した︒

副婁興畏の強腰謬考人に対し︑岡

和田委顔は﹁むつ﹂の乗縄員問

いるとして﹁原子力船を船体︑動

け︑返す刀で今渡は原子力委饅会

中委員は︑

し︑その解任をぼかしてしまって

を切りつけた︒今日のような方法

行政が介入しすぎるといってい

また︑安全審査上の聞題点にふ

ば今後の開発にソゴをきたすと感

技術検討蚕員会が調査している︒

る︒のみならず︑推進が先走りす

れた後︑①安全審董体制そのもの

わけで︑こうした点を改めなけれ

毛欠だ︒今後十分考えなければな

﹁今後の開発に蜜全性の確立は不

らないことだと思う一と笛えた

その結果が出たうえでどう灼処す

ぎて規制が追いつかないという問

安全審査体
制の改革を

と答弁︑中材科学技術敵務次嘗も

前に明らかにすべきだと懸ってい

に原因を究明し︑その上で三原則

して確約を求めた︒

遮蔽難題櫨討の結粟についてコメ

原子力船﹁むつ﹂に関する質疑

要求に誠愈をもって対処せよ扁と
題もある︒国務大臣が原子力婁員

さらに﹁むつの開発に憲庁議で功

を終えたところで︑森中委員がと

ち分を決めるべきである﹂と述べ
擬ではだめなのだ︒原子力行政を

ど安全器査は使われた資料を明ら

を績う傾向がなかったか︑それが

全体を管理するというように︑持
の原点にたち返り︑国民の納得し

ントを求めた︒齊椰墾考人は︑一

かにすること③﹁むつ﹂問題の政

での測定データはじめ︑設計園な

うる処醗をとりたい﹂と述べた︒

見諾すという田中発駕にはその引

般離には科技庁︑運輸省舎岡の横

くに発議を求め︑﹁われわれはこ

労綴が独自で行なった﹁む2の 夏藁も明確化すること②洋上訟験

また内田運輸省船舶局畏は﹁練照

味で同感だ︒記数の現状をふり返

て︑欝任の筋在を不明確にしてい

かえって問題がこじれた今になっ

術政携次窟は原因が明らかになれ

提藁もヌカにクギだ﹂と不満をぶ

ば︑灘任は自ら開らかになる︒磯

◇
をつめて行く方法には全体チェッ

した︒

﹁下方向への放射線の反射に

治螢慨を明確化すること︑を要求
ら︑

討婁貴禽の見解と岡じだとしなが
横会すべきだ﹂と語調を強めた︒

ついても注繊する必要があり︑ガ
ンマ線についても出力の上昇にと
もなって検討する必要がある﹂と

ちまけていた︒

語った︒潴藤三塁は轡柳参一人の

任が政府にあることは嶺然であり

の

最後に質問に立つた民社党の租

放駒線もれ

ない︒今︑両省庁は協恐して影爾

その壷任を逃れようとは懇ってい

慧冤をもとに︑

田海員は︑科学技術庁︑運輔雀︑

自浅党の黒住委貫が誤聞に立ち︑

﹁蕩パーセント安金だと繰り返す 技術的問題とその横討状況などを

機船事策謀の守備範隈が明らかで

だけでは住民の納簿は得られな

政府馬廻にただしながら遜疑を進

午後から再開された婁員会では

事前の説明
に配慮欠く

るならば︑その実現につき早急に
が強かったので︑遮蔽から検討を
始めていった︒遮蔽部について原
因が究明されたら︑それが纂本設

困ずるかをつきつめて行きたい隔

計・概念設計︑施工のいずれに趨

と論えた︒

次いで森中委爵は︑現地の問題
にふれ︑羅港撤去の時期をただし

乗組員の要
求に誠意を

クもあるが︑炉よりも遮蔽に疑い

るかを決めるべきだろう︒徹隊的

﹁識蓄は原子力開発に

るQそのための季段として︑冒下 が︑これらの箸弁を不興とする森

終的には腺因を明確にして圏民の

これに対し徳永運輸大臣は﹁最

究明が先決

事故原因の

も︑総含的に兇臨さねばならな

とを理解してもらうことが必要だ

野党︑厳しく責任を追究

安全審査問題に焦点

もよい︒安全・環境面の政策は開

︑ゾレントゲンの放曲

なら法律の改正や行政の洗い晦し

明確な圓答を避けた︒

め︑﹁微妙な段階にある﹂として

たが︑徳永雲華穴隠は︑この田午

宮騎二尊畏
なる︑今後のためにも︑いまふり

なわれたむつへの儒帳を回復する

また︑﹁む2の安全審葦にお をやり磁してはどうか︒これは失

ﾘ忠雄︵公明︶︑加藤進︵藁 示唆した︵2画に要量︶︒

行︵磨民︶︑杉山善太郎︵社会︶

のは︑森中守緩︵社会︶︑黒住忠

審査を迫る

＝
成されている﹁むつ放射線遮蔽技

。

聞

￨藝護霞一

これに対し田講参霧入は︑原子

・ミ粥

力

原

㎜
o

@

臨灘鎌鑛勲灘幌糠譲
》

藍

廿
・φも

碧

メ
し

ハ滋
腿驚鰯献爽禦

15

（6）

第747号
（第三種郵便物認可）

新

轟

圏

二

業
産

子

昭和49年10月17B

O

第748号一
昭和49年1G月2娼
毎週木曜日発行

購翻科署緑餌前金3000円
日

︑

肱

経団

︵
原子力船﹁むつ﹂問題を契機にわが薩の原子力行政や開発体制のあり方があらためて問われているが ︑ 政 府 ・ 自 民 党 は ＋ 月 十 六 臼 の 政 府 与 党 薗 脳 最 密 で ︑ 原 子 力 婁 員 会 改 組 や 安 全 確 保 体 制 整 備 な ど を 含 め た 原 子 力 行 政 ︑ 囎 旧 体 制 を 抜 寡 的 に 見 翻 ず 方 針 を 憾 め た ︒ 一 方 同 日 開 か れ た 全 園 知 環 鼓 議 で も 政 府 へ の 批 判 が 続 出 ︑ 原 子 力 行 政 の 一 元 化 ︑ 原 自 力 婁 芋 台 改 組 な ど を 政 府 に 要 望 し 花 ほ か ︑ 経 幻 日 の 土

繍

ダ

古くて新しい問題

≡恥会知事三智行政の一元化を要望

原子力委員芸の位醗づけ︑世嗣議題は

で︑これまでもたびたび関係癌によつ

る︒﹁むつ﹂母港移転問題は︑今

作災を進めることが要求されてい

作業に碧手ずる方斜を明らかにした︒

の理解が毘較的得やすい﹂ことが

仮母港とする理由としては﹁地元

の際に

すでに﹁︵移紙を削握に︶誠隷を

出港

圓の入溢条件として新らたに登場
しかし︑この構想が報道される

もって地元と科学捜術庁が塾し台

したものでなく︑

松根エネルギー対策婁員長も田

や各電力会社は︑原子力発艦所の
むつ

問題によって原子力開 馨園健は核燃料や建設資材の搬入

﹁

田︑薗漏賞邸に田中薗梱を訪ね︑

あげられている︒

子力委員禽への改線など︑万全の

﹁現職の穴臣が委員摂であれば︑

体制と対策を議じるよう政府に強

委員会の発語力が強まる﹂として

て論議されてきた︒科学技術庁長

要盟を示したもので︑政府の方釧

踊夜の形に落ちついた経緯があ

寝が婁灘畏を兼任ずることの燈習

として決まったものではない﹂と

となっている︒

り︑原子力開発はストップしてし

しながらも︑門原子力行政のあり

声

法うという政府・自民党の危機慧

く璽求しだ︒経団連の土光会長︑

自民党の橋本聯事長は十六購︑

識を背低に打ち躍されたもの︒同

も翻駅亭に論議されているが︑

会舎後の配書会見で︑①原子力婁

漂流に終止符を打っため︑門二年

ざるをえなくなったわけで︑この

楽﹂﹁六か月以内﹂と期限をつけ

う﹂ことが決まっていた︒それが

つ﹂が入港するのは物理的に不可

を対象にしており︑八千漣の﹁む

のためにつくられたもので水深が

を

浅く︑三千沙〜四千ゾクラスの船

強く画像に求めた︒

地として離厨を横聞しているが︑

科技庁は現在︑新母懸の騒腐力

紅隈に根拠があったのではない︒

また︑政府筋から﹁誘致の動きが

能だとして消極的な態度を示し・
子力発霞所聯照溢と離勧を検賑し

協や革新団体が一州に反発︑今に

ある﹂とした一遡点では︑地元漁

の理融︒しかし︑その場台でも履

ている﹂と新穂蔭選定の方針を朋

も抗議運動を起す構えを見せ︑地

辺漁協の顎態など︑新雌港決定に︸

らかにした︒これは出内壌土庁政
務次官が門地元との約束である六

元の禽愈を得るにはほど遠い状懸

これは過疎に悩む離島では比較的
へ
地元の同憲が得やすいことが事大︻
か月以内に新出魁を淡坐するメド

は積極的な政府のはたらきかけが

政府︑局面打開に苦慮

体制立て磁し

して︑権威と蟹優ある原子力行政

となり﹁原子力委員会は何をして

エツク機能を果たせなかった原因 の一本化など

発を後退させるべきではない﹂と

会の改纒などを含めて問題点の検

のむつ問題では︑行政に薄ずるチ

討を進めていく﹂と述べ︑兇心し

る︒しかし︑これがかえって今醸

ていく方針に変わりはなく︑すで

あり︑安全監視体制や原畢力婁員

に竪議淡定した墓本方針は引き続

方については︑各宵颪の批判も

会の付属機関として原子力の安金

利罵を園民の理解のもとに推魅し

燃を学閻的︑技術附晃地から贈観
き墜持するが︑﹁原子力行政に対

幹鵯長は記餐会兇で︑原峯力平和

ずる原子力安全審査婁員金︵仮
しては画質の撹絹もあるので︑こ

興会を改組して政府から独立した

称︶を斬らたに設畷ずる一など
の際︑抜本的に改藤を國る必要が

薪母港

﹁むつ﹂

離島など候補に検討

の構想を︑提案したことを開らか
ある隔と述べ︑国民の信頼回霞を
主眼に原子力行政と開発体制の立

局良は＋月＋七田の政勝次宮会譲

を示した︒関係筋でもこれらの二

原學力船﹁むつ﹂の新母親選定

て歯しを醒ることを示唆した︒

があるのか﹂とただしたのに嘉し

は皐くも難航︑政府は今後の局面

で︑門むつ職事激幽にかわる原子

二階裳富騰長宮もこれに対し︑

観測的なもので

メていた門環境放射能分科会﹂の

会﹂と被曝線螢の園標継などをツ

員会や関係機関からなる調整委員

の一貫性を強めるため︑原子力委

狡術部会の設羅︑原子力寝全行政

大嘗な増員︑審査基輩を整備する

運業務に従目する行戴機関職員の

ことを勧告︑軽水型原子力発隠所

鷹化した

べきであるとして︑この原則を数

発利用の濫め方の中に取り入れる

いう原則を興体量な形で原子力開

P︶の﹁実用可能な限り低く偏と

発利用実行計画婁澱会・総台都会

田本原子力産業会議の原チ力開

る国際放鮒線防護叢員会︵ICRて塗しとともに︑これからの大き

蓬蓬とされており︑開発体制の立

地点については

の鷲母捲として︑原

て述べられたもの︒

むつ

結論が注霞されていたもの︒

会の新設︑安全間題人任の原子力

周辺の個人金華被曝の目糞標値
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打關に蓋激している︒生田原子力
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﹁橋本幹翼長の提案は党側の強い

機に︑各方面から批判が蕩まって

これは今園の﹁むつ﹂聞題を契

にした︒

行政婁澱会とする②問聴に同婁員

瞥梱蜜邸で開かれた政肩与党首脳

立て露すよう要請するなど︑いまや行政と開発体制の改革は官民あげての

光敏夫金擾︑松根宗一エネルギー対策蚕雲叢も周田午後︑田中菌梱を訪ね︑政府の原子刀開発然制を

政臨灘

ρ

らかの形で抜本晒に改藩しない限

安全審査補佐機

る︒これらは実行酊能な必嚢網少

腰試の設置︑たどを骨子としてい

十月二十

瞬︑丸の内ホテルで第

︵部塾長・石原周夫開銀総裁︶は

原

審議大詰めへ

実行計画委の

な政治謙題となるであろ︒

﹁総禽分科会﹂の絶賛は︑原子

として三間五︑ゾレム︑よう素によ

七回会舎を開き動力炉開発戦略瑛

塵

炉の安金審螢に対する不儒は︑審

阪の提案としてホされたもので︑

年闇十五ボレムとすることを提案

る甲状腺被藤の線一霞標値として

けるとともに︑原子力開発体制︑

討小委澱会の検討結果の報儀を受

能の充実を強調

蒼が独霞の解析にもとづいていな

ど︑すでに来再度の原子力予算要

調費研究機関の新設や人員確保な

値を守るために︑環帯放射能のモ

している︒さらに︑こうした騒欄

を定める

い︑独自の悟蝦データによってい

や原子力餐員

線羅團標値

ない︑データに実試性がない︑霧

あるが︑

求に︸部繕り込まれているものも
一貫性

からない︑などによるものだとし

会の

リング体制を強化するととも

あり︑施設縮縫蓄︑地方公共団

・開発︶の検酎糖渠も報告された

他の三部会︵立地︑核燃秘︑技術

の霧議を行なった︒この部会では㎜

て部会間の調獲を銘ずる部分もあ

が︑体制︑制難問題などに関連し

総禽調蟹ずることとした︒

るため︑近く部会畏藪識を開いて

に︑それを総合的︑公正に罫価す

強調している︒

る﹁巾爽評価機構﹂の新設などを

体︑隙の役捌を明確にしてモニタ

ニタリングを確実に行なう必硬が 制度の兇醜しなどについて大難め︸

益経過が不明で検討の度台いがわ

対応にまつ大きな黒鍵が少なくな

など︑今後の
て︑こうした不安を解消しつつ安

構成と役割
全靴査体制の強化をはかるため︑

い◎

値の設定を提案

被曝縄墨の目標

当蘭︑実行驚能な馳囲での対策を
提築している︒その内容は︑安全
審査会の補佐機能を充実するため

一方︑﹁難境放射能分科禽﹂の

解折計算︑実証試験などを逓じて

報告の内容は︑放射線被曝に関す

東京都千代田区纒が関3−2−5Tl・こしO3（581）7301

社

本
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李漏 ＝口昌：：げ巨︑

建設資金の大幅削減

≡

原子力九千万KWも影響
※閣の各趣力会社はエネルギー消蟄の伸び率低下︑コスト増︑インフレによる資金難に贋罪してい

復活したとしても今後五︑六矩闇

力である︒削減された建毅予籏が

アメリカン・エレクトリック・パ

ィック︒ガス＆エレクトリック︑

千KWであったのに比べ・わずか 削減を発表していないのはパシフ

一億二百万KW︵鍛も妥影︶二ァ︸会穫は﹁延期まπは取りやめ

決策を冤い出すかが注目される︒

期してやるしかないことが分っ

Cの怠慢をなじり︑すぐ建設を は還け︑サイトでの講可潮工噺

寄客の各共和國および

国では原子力発電所建設費画の促

機︵同︶が七二隼にそれぞれ稼働︑

W︶が七一雫躍弩

写翼釧㊤建般中の五号機㊦ノボ

題墨は三颪億KWhを超えているという︒

ある︒同発声所のこれまでの総発

五年以降は寒空ハ千鏑SWU︵分出力酉万KWの五転機が建殴中でボρネジ原発の全農﹇タス

進を隅っており︑このため一九八

離作業単位︶の濃縮ウラン悪婆拡

れてくる︒垂垂の漿通しでは八二

社の第二工堀がクローズアップさ

できるものとして︑ユーロディフ

同資金計画および販売醗画なども

会に第二工堀建設問題を握案︑共

一﹂一讐﹂

大の見選しである︒

ユーロディフ社はすでにトリカ

ており︑このほど塾礎工聯に糖

ッサン第一工堀の建殴趾画を遮め

手︑ガス拡敬法プラントで七八隼

奪以降︑一年半毎に年聞九千沙S

ソ連に原子炉

含め検討する予定だ︒

から生産を開始し︑八一年からは

エジプト

供与を要請か

土

黍

関東電気工事株式会社

﹃︐﹂
㎜所

ソ逓のノボボ

役醗を果たしている︒

センターとして爆要な

ための一大原子力教育

ロネジ原子力発 共薩臨月国の騨門象の
頭所は現在︑ソ

EC委がユ社に打診

子炉︵PWR︶を採嗣

同馬継所は潴圧水型原

し︑一得機︵出力二十

秀KW︶が一九六四

第ニウラン濃縮工場建設で
︻パリ松本駐占仕丁︼EC︵欧州 のほど︑ユーロディフ社のべス社

を削に︑計画をこのまま続ける

ている︒

も⁝切手めないという︒実際に

が︑その建設螢は二＋億がといわ

カイロの報道筋がこのほど伝え

たファーミ・エジプト外見はソ連

たところによると︑ソ連を訪問し

からの原子姫供与を婆諮したとい

で難航しており︑イスラエルとの

交渉は保障措麗条件をどうするか

設計・施工

閣十億ゆの石油に梱賛するエネル

が明らかにされた一億三千二百万

このスローダウンが米腱のエネル

樋遼成はおぼつかない︒さらに︑

不本悪な切り誌めをしいられるだ

はエネルギーの俣存︑サービスの

現在までに︑趣力三十九社が公

二か月で原子力翫画の半分が嶺初

億一懸盤万KW︵鍛薩︶と一一う た九＋万KW級原子力発臓所から

五千KW︶が六九鎌︑

年︑二弩機︵︸二十六万

かどうかの検酎を迫られたが︑

金解析儘の提出から審査に十四

げているが︑公聴会をひかえて

始めるために許認可手続きをや

だ︒しかし︑ここで生産される濃

れている︒この蜜金確便は響厨で

毎矩九千沙sWUを生穿る針画WU能力をもつ一工場が高風だ
縮ウランの大半はずでに契約済み

は︑受注が確保され︑前払いが行
なわれるのであれば・蛭石エ場建

コ︑ソ遡などに供給を依存するこ

だ︒ECとしては上国︑ウレン はないし︑ユーロディフ社として
とも蕩えられるが︑絶灼的な瓦窯

設翫画検酎の毒悪があるとしてい

チェコス鷹バキア

とみられている︒

炉供与問題が取りあげられるもの

︒ソ遮穂落党益配長のエジプト肪

の訪ソで︑来無一月のブレジネフ

コスト︑引き渡し蒔期が竿入の採

器気供紬系統︵NSSS︶機器の
先のことになりそうだ︒

軍

ギーが必顕だ︒今回の調盗で延期

ギー自立謝薦選成を危くするので

二の撒布の消蟹を賄うに十分な能

KW分は︑ニューヨーク箭級の十

はないかとの冤方もでてきてい

では︑建設予簾総懸が八十七億が

ろう﹂との見解を示している︒
る︒八月七日現在のNERA調嶽

会社は︑今後四年闇の発電所建三日騨八百八十一億メのうち約一八％の削減を余難なくされている︒

予定よりも遅れ一六か月から無

いるが︑大獄力十五社のうちまだ

︵七千三十四万臓千KW相当分︶︑ 式に建設籔の削減を明らかにして

特に原子力発電は︑翫画された総原子力発電容籔の畢分以上一八千九百三十二万六千KWl−が延

ン︑フロリダ電力題灯の四社だけ

ワー︑爾カリフォルニア︒エジソ

るが︑羅立経済研究協会︵NERA︶が十月一日現在でとりまとめた調査結綴によると︑耕鋤の識力うち原子力が三千九百四十八万一

期︑または取りやめの憂き蘭に台い︑電力各社は︑NERAの前回調査︵八月︶時点よりもさらに厳

ことをみても︑今後の見通しは楽

期延期まで一を余儀なくされた

ECは︑八O年における原子力発インフレによる資金調達難があげ

で︑電力各社が今後どのような解

しい状況に照かれている︒

るが︑AECは八○年までに一五 こうした購態をもたらした原因

観視できないであろう︒

建設計画の取りやめもいくつかあ
％に引き上げることを圏指してい

N鷺RAの今回の調査は十月一万六千KWが原子力発餓である︒ 七・四％を原子力発電が占めてい
日現在でまとめられたものだが︑
るが︑そのほとんどが延期で︑米

発表では・総懸中︑酔認可審査

原子力欝会︵AEC︶の澱新のる︒今卑二月隠煎の想定としてA 収入減︑資材などのコスト増︑

として︑経済の停滞とそれに云う

それによると︑全米の電力会社は
一九七八年濠での四年闇に投資を
醗画した発餓所建設予簾八衝八十

百九十一基のうち八墓が厳りや

電容麗を八千五百万KW︵最低︶︑ られている︒NERAのステルツ

め︑八十六駆が延期されπことが

一億がのうち約一八％に当πる翼 中︑発注京たは発表済みの原子炉
六十一解．がを⁝劇減するという︒こ

擬と会談︑同社の藤織ウラン濃縮

溜三千万騨への増︑予舗蟹︵コ

瓢会もこの数字で︑国象の

の悪味をもう一慶警

これまでの遅れを欝翻可過程で

と翫画の前途を危ぶむ閏もあ

蜜全面の見噛しが行なわれ︑追

た︒昨年の石油危機以降︑EC諾 三白機︵四十四万K

工堀建設の方針について打診し

響られる電力と同羅の電力を生産

共同体︶倭騰会のシモネ翻婁齪長

の還成冒標数字を上げたが︑硯状

するには︑大ざっぱに換耕して館 ーエネルギー政策心当一はこ

ンティンゼンシー︶の三千六百

一

万がから一億九千万がへの五倍

優先目標

AECの腹づもりでは予康安

増をみても︑この予騨膨張が単

の態慶である︒

えてみてくれというのがAECか月︑公聴会に四か月かかる︒

最

らかだ︒

純な補正だけではないことが明

︑

が改善されない限り︑これらの目

れらの削減の対隅となる総発艦容

︑／

来診では現在︑総発電容羅の四

懸は一億三千二貰四十九万KWに 明らかにされている︒
及び︑そのうちの八千九璽瓢十二
︑

煙異爵
﹁

※国の高速増殖炉計画は立て直

り︑どうやら米圏らしからぬ

は審査期聞がこれ以上延びない

AECはいろいろな理由をあ 議会の指知者は聴闘会でAE 取り更そうという心えをA8C

しを迫られているようだ︒この
弛緩 が生じているようだ︒

をやめて︑AEC所有の契風炉という保証はないし︑国家的プ
ライオリティとのジレンマから

めてしまえとか︑商業炉の扱い

ということにし

醗画を慧げという要求はますま

とつだ︒しかし︑宇密飛行士だ

てはどうかな

す強まるに遜いない︒一応の足

加要求が加わったこともそのひ

ど・随分無茶な

固めが終ったら︑※圏の次の謙

コストの膨張はクリンチリバ

︸館︑議禽の指灘者たちをいら
立たせてきた翫画のスローテン

溢文をつきつけ

を刷ることは困難とみている︒

そこでEC諸国がもっとも期待 る︒EC婁麟会は近く︑閣蟹理鴉 う︒エジプトは現在︑宗国と発璽

否を淡める主な点とみられている

炉供給交渉を迄めているが︑この

が︑調査の対象となっているのは
バー炉︑そのための研究開発︑

米国炉導入
らは︑計画立て面しへのAECを忘れている︒クリンチリバー

試験に集中すべきだという︒フ

のからみもあって交渉の成り行き

間が決まったため︑その際のブレ

としてのクリンチリ

の厳しい態度が読みとれる︒F 炉の環境影響晦明購は︑全高速

チェコスロバキアに米国型原子

は厳しいとの見方が出ており︑両

ジネフ︑サダト大統領会談で原子

発電炉

来原子力一員会︵AEC︶がそに二億潔の激増である︒鍛近二

FTFのチェックもそうだが︑ 炉階代︵二〇二〇年まで︶の躍

ランス︑英国の翻画のフォロー

炉を謙入する可能性について︑環

の機雛供与が行なわれるのはまだ

国の条件が整ったとしても︑実際

FFTFなどは二の次にして︑

コツボ氏は︑運れてしまった

修正になるだろう︒

のフランスや英

題は

ダ⁝ス氏やAECの無蓋炉担当灘者は今度のクリンチリバー炉

1炉でも翻しい︒AECの新発つた担当原子力欝のA・アン うんこれを廼否した︒継会の指

兜進国

たが︑アンダー

国にどうやって追付くかの罵標

表では騒騒饗十七細⁝三千六函刀

訟コスト増の増殖炉建設で

迫られる計画立直し

ポは︑FF？F︵窩速中性子榮
試験施設︶の失敗で︑クリンチ
リバ⁝煙︵異証炉︶にもいろい
ろな問題が生じていることを示
している︒

ス画展らはもち

トが当初兇稠りの五侮にふえ︑

運営次長のクライン氏の発言か

FFTFは今奪の初 め ︑ コ ス
完成もさらに二庫遅れる 一 七

が︑二矩潮の約七億がに比べ契

年闇の物価上野が一七％繭後︑

塊影響を騨価しなければならな

でなく︑工学的にそこを飛びこ

で調査が進められている︒原子力

在︑チェコスロバキア関係暫の間

に識判所の判決が出ていること

七年一ことが明るみに出た︒

八七年︵完成後五年の鼠験運転

クリンチリバー炉により正確な

い︒欝い換えれば爾速炉晴代へ

える心理的なやり方をどう麗つ

笠場にある︒今回のファーミ外相

の原因を調べたところ︑報告制

コスト謝鱗システムを採癒した

けていくか︒それはここ十勤皇

対抗キ譲歩することができない

鹿の不鰯や磯任分団のあいまい

を含む︶までのエスカレーショ

ことなど︑米航空宇密局︵NA の門を蘭くという璽要な愈味が

換の問題といえよう︒︵K・K︶

ている︒しかし︑政治・経済関係

さからプロジェクトの進行状況

ンが約五億が︵三図四千万が

SA︶の科学的白蟻方法の灘入 あり︑欝動軸手続きの諸隊など
が瀧められている節︵ふし︶が

米国炉メーカー一社のみといわれ

が翫画本部にキャッチされてい

に大きいが︑それを除いても正

憎︶と︑インフレの影響は確か

ある︒AECは干七億がの数字たとえ隠間がかかっても万全を

で調査検討

遅れやコスト憩が生じ得る状態

る︒研究開発蟹の二億がから四

味一〇〇％をこえる燈加であ

束京都文京区湯誌4丁自1番18培鍛誘812−5111（大代表）
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ないこと︑このままではさらに

であることが判明した︒薩蓼藍

はとんでもない騒︒AECには低迷を続けた思響様式からの転
には主要コンポーネントの試験

投資効率を高める

S

國
L・コッホ氏の指摘の通り︑ もほとんど行なわれていない︑
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騒
ベル廃液タンクなど震えられる拠
りの測定をしたが︑紬漿は翼常が

ため

環境を汚染していず船体も

なくバックグラウンド以下︒この

湾染されていない︒炉憲齢して

長とする八名︑英︑仏︑薦独︑米

だっ

ではないか︑ともみられている︒

環境保全へ︑瑠荊描躍をとったの

した状況変化のシワよせもあって
傾向がみえてきた﹂という︒

老朽

﹁膨観すればまだ十分に計装でき

1難暴難

原子炉凍結は不適当
馨 難田島氏らが事情 説 明

各國における地域の安全性確保や
環境傑全諸対策︑原子力施設を中

ドックを便用して十分な研究を続

心とした地霊開発のあり方︑地方

と

の縮論に達した﹂と述べた︒また
けた後︑その浮きドックで燃料を

行政などについて現状講責に当た

化

撫

聴講

耀悪難轍

入港すれば汚染の心配はない
㈱民の関心と注目を浴びている原子力船﹁むつ﹂問題に国学蓄の藁沓かり取り組み︑今後の方針や
今回の放描線漏れは塞本滋藤にか

抜いたら﹂といった提案もあっ

︑一二＝一一開

当たる計画で︑並な調査蟹項は①

を惜しむ

る﹂といわれ︑

引墨

一￡一一一：

灘も強いが︑維持獲が嵩むことな

一曽＝＝噌 ︑一5冊＝一＝7

心だ︒次回の検酎会は十一月中旬

過疎地

たサイト付近では宅地造成が澱近

つたもの︒かつて

のほど︑嘗業檸比の止むなきに塑

どもあって全般的な鍔慮から︑こ

い・﹁むつ﹂の処醗や対策につい

これまで多くの石蕗を眠たしてき

断分野關拓そして技術滅菌成など

公轡間題解明をはじめ医学上の

験プールを用いた放射線遮蔽や自

放射化分析︑放鮒糠物性ほか︑実

ラジオアイソトープの生産賑売︑

に開かれる予定︒
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一行は田巾濡太郎双葉町摂を圃

対策などの描國に対して蒲極的な発雷をしていこうと︑日本学術会識原子力問題精腰蓑艮金︵三宅暴
かわる間題であるだけに︑門試験

力産業会識と協力︑騎射した︒

問題検酎会﹂を開き︑安全性

ろうというもので︑全国原子力二四か国の関係機関を騎間︑調査に

むつ

雄婁素線︶は十月十七田︑東京・六本木の同会議で﹁原子力船
て︑その実現の可能性などを検討

依頼され︑門むつ﹂に乗船して調
た一との癒え方を刻した︒

艦所所在市町村協議会がB本原子

する響えだ︒

立大教授︵元原子力欝︶︑服都
凝した田五霞は︑﹁一・二次冷温

へ

服部氏は︑田翻氏の再見を補足

引退

て一応の愈兇をとりまとめる方

同会識では︑今後も検酎余を開

るのは当然﹂という謬え方に蟹成

田二大助教授が摺かれて出席︑調
水︑窒申線騒︑床汚染︑中︒低レ

できないとして︑安全蟹遼のやり

航海だから多少の間題点がでてく

学術会議はこれまで︑わが国の

蒼内容や糖累︑それまでの経緯な

いてこの闘題について鍮講を行な

を調査した関係響を招いて調査繕粟などについて説明を聞いた︒周会議は今後とも関係者を呼んで瑠

原子力開発のあり方やその謝画︑

どについて懸樋を説明した︒

噛しと原型炉から開発すべきだっ

慨を闘くとともに︑検討を進め︑原子力關発のあり方などもふまえた愈麗を打ち出す方針だ︒

驕発体制などについて︑たびたび

HTRが

勧衝や要墾を行なって政蔚の姿勢
賜鰯氏は調査内容︑現地での鯛
査経過などを説明したあと︑譜問

してきたが︑今

箸繭轡の作成が公開でなされたこ

批判

回の﹁むつ﹂問題も県会隣のこれ

十年以降繋務を開始した放射化分

験にも洪されてきたが︑とくに四

ど︑嚴近︑プラント全体の

璽崇原子力藍策聾が建設したもの

設︑昭和電工など二＋七曲構成の

たHτRだが︑﹁緋水籔の腐禽な 急ピッチで逸められており︑こう

川崎市董禅語にある型式会社藥

いた核燃料照射研究など原子炉実

漿原子刀銘簗研究所の研究屠原子

動制御︑炉心部特殊照射装躍を用

験となったが︑大変きつい思いを

プラントの老朽化で

した︒いつもいつも公開の場で

をしたのは今鳳が初めての体

学暫の良心に従って穰極的にこの

溝

クトとして進めている動力炉開発

果を中心に︑ナショナルプロジェ

および核燃料開発の蛋穫研究開発

というもので︑同日は約六頁人が

状況を報告︑各騒の理解を得よう

出席︑報告に熱心に葺を傾けてい

この貝の報儀は午削十時過きか

た︒

るとともに︑各界からの引続き強
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安全剛
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﹁公關の堀で

の不満は強まるばかり︒今後も科

が原因︑として原子力関係の金員

問題について発醤していくべきだ

第〜辱Qスイミングプール型︑熱 千点以上にのぼり︑分析した元巽

析では試料の延べ成分数が三万五

でその任携を終え︶引退〃するこ

出力は鍛大首KWで︑パルス運転 の種鞭は六十栂近くにも嘉すると

安全審蕉 をするのが良いかど 炉﹁HTR﹂が︑今薙度いっぱいで︑日立の設磁僅による燭転炉

ことが先決1として検酎会を開い うかは重重だが︑今回は公開だっ
とになった︒二十三臼までの同社

が︑まず聡契関係を明らかにする

くれたのであろう︒公開という形

たからこそ漁民の人遠も納得して

いう︒四十三隼八月︑漿大医蹴鞠

たもの︒検酎会には︑政府派趨の

もできる︒研究姻としては雛型の

によるわが国初の脳腫蠣原子炉照

られ本決蔽りとなったもので︑今

樵主への了承とりつけで岡憲が得

射治蟹がこの炉を優って行なわれ

だ︒燃料集命体の悶の

子の数を調整して原子炉の出力を

を上下して核分裂に留与する中性

揮
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たことは︑まだ籠憶に新しい︒

後の描齪は豪だ決まっていない︒

研究受託聴講が魔で︑これまで

年璽から一般利用を開始した︒

垂

八十覧度︑七十気圧を爽際の炉の

がかりの鰍熱ヒーター贋熱で二百

変化させる︒そして︑炉圧力が上

を挿入する︒容麗内部はまる一日
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開発と実紐試験に大きな役割を累

運駄状態を維持︒瓢験では四層近

鐸するとか︑炉心の蘭性子束が異

兇工堀に移ったあとも工合機器の

たしてきた︒

沸騰水型炉

常に高くなるとがといった異常が

東芝

挿入することを確翻︑鶴冤工事で

︵BWR︶の
くの制御檸が規定擁護内で慧速に
制御榛は︑加

あるとき原子炉は制御樺が挿入さ

炉内の中性子検出系が一富レベル

圧水型炉︵P の常湿︑七や気鷹での製贔ルーチ

榛の機能を確認している︒

れて緊急悌止︵スクラム︶する︒

とは反対に圧

WR︶のそれ ン試験の結果と舎わせて国産制御

を超える申性第数をキャッチずる

ら開会︑まず挨拶に立った濁成理

を懸じ多くの経験と籍用データ積

素量は門これまで各種の研究開発

は︑とくに動力炉の腸盆これらの

み墾ねで努力してきたが︑今後

成果を実匿炉にどう結びつけて

動力炉︒核燃料開発購買団の第

ロジェクト遂行への葱欲を強調す
七回﹁報告と羅演の会﹂が十八田︑

崇工大の大山競銀鶏奮教授が﹁畷

力な協力を要請した︒この後︑栗

いくかが問題だ﹂などと述べ︑プ

鼠の一つ一つに憐頼性向上による

精巧なメカニズム︒その構成田

で開かれた︒これまで一奪問の成

当社はOKTEC社製品の技術紹介のために同社製品を数多く

でしか解決しなかったと思う﹂と

実験棟がそびえ立つ︒完成以来七

棄芝では﹁浜岡﹂以降︑制御棒

八万KW級で百三十七本︑百十万 されている継鱈器︵リレー︶のコイ

役務は多く、運蔽続行へ衝
界から要講は強いのだが
血漿・軍河町の金田運ビル会識塞

集めた響胴測定室をユーザーに開放することになりました。
ORTEC社製品をより一一層使いやすく考えていただくために
ストノクセールスを採用致しました。

調蒼団の一蓋として﹁むつ﹂の安

感想を述べた︒

銀余り︑原子力機雛製造部門が帰

力容雛の下方

KW級で酉八十五本の利郷棒を使 ル︵巻線︶が切れてスクラム弁が作

葺＋四万KW級で八＋九本・七＋ ム回路に伝わる︒運転申常に励磁

動し瞬間的に制御棒が水圧によっ

を團産化している︒BWRでは︑ と︑即座にこの 累常 がス之フ

炉心に挿入さ

う︒粟芝は雪穴電力禰鵬尊慮所三

ずるしくみになっている︒CRD

て炉内に慧速挿入され︑スクラム

から制御雄案

れる︒この囲

唇機と五唇機の一部の側御棒およ

内管を通って

め揮入︑引き

び駆動機構を納入し︑浜岡一霞機

今年度限りで引退する難T
R。照駒治療などまだまだ
る︒

研究開発は安全性に重点
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せに菓芝エネルギー機器研究所が
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抜きにも水圧

制御榛︒中性子を吸収しやすい

ている︒

F

動燃が成果報告会
安全確保への努力が払われてい

と二轡機ではその全数を圃産化し 一水圧によって制御棒を動かす

駆動方式をと
っている︒

思為ルギー機盟研究所の実験棟

申簡に固定された腐さ約十耕︑

メカニズム裡CRD︶誠験装國を

ントロール・ロッド・ドライブ︒

圏
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とめて発表したが︑同工門部金の国命分科金は﹁安全霧査体制のあり方﹂についての検討と聯動を行

原子力婁鋼金の環境・安全聯門部下ぱこのほど︑六つの分科会にわけて行なった横酎結果をとりま

機関の緊密な運けいを今後一面強

濤動を強化することによって行政

ある︒したがって原子力委員会の

民の闇に規制業務が擢違業務と混

が増大してきていることおよび三

なわれてきた︒その業携の噴要性

醒の撹石菖務と共存する状態で行

さらにこの安金規制は・原子力発

機構において行なわれていない︒

立した局あるいは部の段階の粗織

て行なわれているのみであり︑独

行政︑補佐機

かねばならない︒

のための機能を大締に拡充してい

び調資研究機関における安全霧菟

していくためにも︑行政機閲およ

の整備︑計鐸解祈楽務などを拡大

間っていく必喚がある︒また質科

関臨らが行なう熱学魎醗の拡大を

め︑独白の解析を行ない︑実証性

子炉蜜全に関し︑独岡の情報を集

補佐機能の強化ということは︑原

調査研究機関における安全一重

きである︒

も為し得るような体制を確立すべ

政機閲と大学︑研究機関との電流

る︒豪た安金審査鎚携を行なう行

つである︒また︑既存の︑または

いでかからねばならない問題の一

羅針の作成は︑今後大いに力を庄

原子炉安全に関する墓藥および

基準整備と新

睡るべきである︒

じていることを短慮すれば︑回金

拡充のみならず︑安傘闇題に離す

については︑個別審葭業務の範囲

行政機関における安傘審査機能

いて調竃研究機関の龍眼などがは

究協宍の襲用をはじめ︑各岡にお

より︑西独における原子炉繋金研

みても︑米国原子力頽廃会はもと

非必要な機能である︒請圏の例を

ある安金宝査を進めるうえで︑懸

あるデータに璽づき︑より説響織

門部会が設けられているが・箏務

原子力婁二会に動力炉安全基藥導

霧査星鵡の整備のため︑現在でも

訂していく必要がある︒動力炉の

など蒔竃に応じ機励鮒に適用し改

針については新しい野狐︑響え方

これから作成される鑓躍およひ指

したがって︑制度上このような

た場愈に対処できる瀬瀬体制が整

的蕩え方のうえで問題などが生U

すおそれがあることなどの点も響

炉の安金審燕榮務に従禦する行政

また︑複雑︑多笈︑難解な原子

口出を確保するためには︑むしろ

問題に対する即応性その他弾力的

う形にすることも謡えられるが︑

る︒この機関を国立研究機関とい

が必要とされるものも少なくない

贋会が直接この器議に加わること

も多いことにかんがみ︑原子力婁

子力婁興会自らが判断すべき内容

ある︒またこのような間膿は・原

政に反映されていくことが必要で

としても︑業務羅の増大する傾商

婁貫の常勤についての議論を別

專門的な深みが荊蟹とされるとこ

な鰯のひろい識見よりも︑むしろ

るものであり︑一般の行政宮のよ

これらの他︑補佐機能の強化と

必要とされる︒

が要求されることから圏の補助が

究機関の財源は・その中立鮒性格

このような点から︑現在の墓準

部会を改恥し新たに原子炉安全技

する︒

術騨門部会︵仮称︶の設麗を提薬

を原子力の安全問題の脚任とし︑

原子力婁澱のうち少なくとも一人

頒価9，000円

政策の推進

なっている︒原子力体剃一なかんづく安全露査体制は︑凹むつ﹂間題をきっかけに賊民的な関心を

燭制および安金問題に轡念ずる行

る行政の即応性を磁促するうえか

関の確立

政体制の強化を亙る必慶がある︒

ら賢料の整備︑審査塑藁の確立︑

していない︒さらに規在の麸雌部

局に余力がないため垂準化が進展

在した中で行なわれていることか

簸近のように︑原子力諸職所の

謹た︑原子力婁員会においても

資研究部門との結びつきが強い︒

かられており︑安全藤壷業務と調

ら︑原子力行政に対する疑念が生

安全性の璽襲性およびそれに関す

盆議制の建前から︑安全問題に二

解析機能の強化などの面において

いくことが可能と篶えられる︒

応して︑適確かつ迅速な行政上の

る業務羅が贈大していることに対

はいない︒この点

め︑一転離な安全行政を推進して

処理が必要とされる状況において
念している婁

睡んでいるが︑ここに紹介する総合分科会の提璽は︑現花の体制がかかえる問題を洗いだしたうえで

ある︒

省庁間の連け
は︑このような体制について薄検

わが園においてもB本原峯力研究 会は原子力婁蟄会の諮問について

抜本的な正議が必璽とされる︒

これら機能拡充については︑定

についても横討を要すべきものと
篭える︒

報告する形で逓懲されるため・そ

の活動を秘極的︑磯動的に行なえ

所の安金工学部門︑撮健物理部門
ならびに放射線鷹学総記研究所の

員機構の拡大はもとより︑その騰
員については高望な専門的識見を

し︑常時︑蓬蓬をフォローできる

ないうらみがある︒この荊を改魑
協力がなされているが︑制度上組

体制とすべきである︒

馨門瞭が安金慰査に参加するなど
ことはいう謹でもない︒定蝿機構

織として安全審査の補佐を行なう

有する人材の確保が必要とされる

の拡大については︑認外圃の例か

機関はない︒

ころであり︑漫面︑少なくとも数

補佐機能の役罵を累たす調査研究

さらに︑新しい二野および塾本
らも大幡な拡亮が必饗とされると

十人を下らない專任職貫を確擬す

機関の整備を間ることが一三であ

厳し︑行政機関二身の機能の拡大

ることが適当である︒この調査研

特殊法入︑詫間法人という形にす

っており︑その処理結果が常葉行

行政機闘と独立した諮問機関とし

るとともに︑他の部門とは独立し

安全専任原子力委貝を

これからの対応策

安金規制は︑譲段階以下で導塾し

現在行政機関における原子炉の

討する必要がある︒

爽行可能かっ実質酌に荷効な当面の旛策として︑必嘆鍛少限の改譲纂を示したものである︒

現行体制の問題点
いと原子力委
科挙狡術庁原子力局および通商産

ｴ子炉安全審査の実情
業欝の資源エネルギー庁で行なわ

れ︑さらに県道酵可の段階におい

審査会の安全

ての機能を果たすうえでの問題や

審査会の安全欝査体制の強化に

充実との閲連において検討される

窟は︑原峯炉の安金問題について

審査体制強化

の常勤化という現在の蚕質申心の

は・婆戯の増澱あるいは一部婁貫

深い脚門知識と経験が必要とされ

において審査会が小数構鋭叢義に

しては︑コンサルタントの活用を

塵衝資源エネルギー庁に原子力の

〒105東京都港区新橋1−1−13（東襯擬館）TEL591−612王（代麦）

麗聡用原子炉施設の安全規制は
を得るための行政上の業路に伴う

憲章段階は科技庁が︑憂欝設計お

安全審燕上の業務鐙の贈大が予想

このような憎旧する総山に鮒処し

の審置︑便益前検査︑定期検査な

よび工⁝里程法についての認瑚段階

れている︒すなわち︑原子炉表山

得ない︒

され︑現在の体制のままでは到底

基準の整備と

原子炉 の 箕 金 剛 に つ い て は ︑

行政機能と調
査研究機能

理解を激ていくことが必要とされ
どは通塵省で行なっている︒

興体的かつ異証的な方法で圏蔑の

ており︑蜜金審蚕についての不醤

用金審査その他の安全規欄のう
ても︑環塊審竃は通灘大臣の所命

このため行政上の灘任が分翻さ

は︑安全蟹蕉が独自の解祈にもと
えでの間題点の一つは︑審董の基
となっているため︑耀境僚金を含

対応の迅速化

づいていない︑独圏の樋報データ
麟︑設備の維持基準などの客観的

を表明している人々の問題指摘に

によっていない︑データに一舐性

の寒々の認識に混乱が生じている

ことが必嚢である︒

蚤顔の常勤化の必要性は︑環在

よる鍍窩チェック機関としての機

の描躍が必要とされるところであ

ろである︒そのため︑処遇上格別

を設けるべきである︒

薗がある︒また行政上の餌壷が分

強化薬とが蓄えられる︒

体制強化案と審齎会の補佐機能の

一部蚕嚴への灘伍の儒荘をもたら た職位の管理薔を配する組織機構

ース・バイ・ケースで響琶するこ

られている原子力の世界では︑ケ

劇されているため︑問題の処狸を

響資会が通常の諮問機関としての

能を粟たしていくためには︑行政

されているのが現状であり︑一般

などの拙判がある︒このような批

円溺に進めるためには︑従來より

機能をこえ行政機関的機能を栗た

機関の機能を拡大亮面して行政機

めた広鱗の原子力安全行政が分躍

判は︑現在の安全驚動について理

でに多数の原子炉の難設︑運転の

とも多くならざるを簿ないが︑す

すことを要講され︑そのため業務

ある︒日蕉月歩で技術開発が溝め

解の不足によるところもあるが・

まして各雀庁間の繋密な索けいが

原子力行政の民主化のために設

鍛が多く︑かつ璽い自任を課せら

な墾躍の整備がおくれている点で

反面︑広報濡動その他︑国民の儲
経験を経ていることであり︑それ
必要とされている︒

に謹たがる原子力行政すべてに関

定された原子力演戯会は︑各衡庁

け検酎されているかわからない︑

頼をかち得るための圏の方策にお

分が多く︑これらは早葱に塾結晶

らの経験をもとに墾礁化できる部

を罵り︑安全蟹査その他の安全規

がない︑審齎経過が不明でどれだ

いても欠けるところがあったと認

制の上のチェックを効果的に進め

ものと穆えられる︒

められる︒したがって︑今後この
ような撫判に応えて醗民の憐頼を

原子力蚕照会の総譜調整学窓を

このため原子力安金担当の原子

原子力婁議会として︑受動的でな

多分に技術的問題であるとともに

舞で構成されている原子力翼翼捜

それに雌ずるクラスの澱任者を配

安全間題に専念できる局擾ないし

とが望まれる︒

く能動的な活動を推進していくこ

絡調整金識を設け︑この金畿には

園るべきである︒

麗するよう︑機構︑組織の改講を

力委綴を繋累とする原子炉安全運

行政機関︵科技庁原子力局および

て︑その審議に謬画しているので

通薩欝資源エネルギー庁︶の安全

術顧問金が通産大厘の諮間をうけ

司段階の審査にひきつがれその闇

審査会での斎え方が︑工璽謝画認

申込先日本原子力産業会議醐発部・放射線開発課
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聞

力

原
かち郷ていくことが原子炉安全行

れていることにある︒顯常の倒の

また原子力盤農会は︑規行体制

与し得るものであり︑謹た各省庁

の下でも各省庁にまたがる原子力

ることが必要である︒象た審蛮に

聞題担当の長および霧竃会︑安全

政を遊めていくうえには必露なこ

の一総性が保たれてきた︒

ことく行政機閲嵐体の機能が強力

原子炉安全行
間の問題の調整機能を有し︑諮闇

行政を一元的に杷握しこれらを調

おける判断墾準を公けにずること

問金の代表が謬加するものとし︑

技術騨門部会︑原子力発爾技術顧

とである︒このためには蟹料の難

しかし︑今後の原子力発餓行政

なものとなれば︑審査会は罪常勤

における簗務醗の増大と業務の罵

機関とはいえ補強穴藍を擬とする

民からの期待もあるので︑原子力

整し得るものであり︑かつ一般国

は︑國民の原子力の安全に対する

相互に関連禦項の業務調査を行な

簾︑解祈誹騨︑広報活働などを行

ノモ

政の一貫性

うほか︑醐報交換を行ない︑相互

婁贋からなる水来の諮問機閲とし

要性の増大に対処していくために

に対する取り組み方の強化が強く

婁興会における原子力の安全問題

ものであって︑麟実上行政機関と

は︑潮述のとおり現行体制を強化

こととする︒

の緊密な運絡協調体制を確立する

理解を深めることに資することに

する煮端があり︑その面から再検

なう藩壷会の補佐凝血である行政

わが国の発耀嗣原子炉施設の安

討されるべきである︒この点から

ての役劉を聚たせることになる︒

金行政については︑萌述のとおり

と工購計颪認珂段階の審齎につい

背幾とし︑かつ︑原子力婁澱会が

かなり細部にわたる問題の掘握が

の安全問題は・他の原子力婁澱会
ても︑設麗認可段階の慰董の際に

すべての原子炉安金問題に閲与す
科狡庁における審査会の窮鞠局

必要とされる︒このため︑常勤の

要講されるところである︒原子力

警益金の熊襲に還軍議の原子力手

べきことを響麟し︑原子力婁風会

機能を大幡に拡亮強化し独立した

上級安全機

躍狡術顧問会が滲饗して倉岡で審

を中心とする機鋤性のある連絡調

組織とするとともに︑科技庁︑通

藁務が多くの場含︑大蕨高所から

査しており︑工鱗計画諏可段階で

整体制の確立を図ることとする︒

の政策判断で足りるのと異なり・

は審董会婁鍛とほとんど岡一の婁

構の整備

科技庁および顯産翁に権隈が分か

しての機能を累たすことも可能で

＼

ノ

次のような握薬を行なう︒

ついては科学技術庁原子力局の機

蔽嚇贈轍．

＼＼

り

1し

れているが︑凝議許可段階の審蚕

もなる︒現在︑これらの澄明化に

勘＾ 親㌔馳取
︵勧占砿総理乱rを巧し︒柵なう

︑

〜

き＼．

が必嚢とされ︑行政機関および講

能に余力がなく︑工嚇認可の墨輩

畷雪聴取

眠

機能および調査研究機鮨での拡充

董研究機関の亮爽︑群盗が検討さ

について通商藤叢省において検酎
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かっている状態であり︑今後︑繕

安全に閲する新しいフィロソフィ

予期せざるトラブル︑爽験などに

加する原子力発霞既の建設に対す

の確立が必要とされる問題も今後

全審査業務

る設躍解可および醗躍変璽群可な
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③万全ですか、貴事業所は？
⑳放射線管理で、お悩みの方は？

㊥内外アイソトープ研究の成果を紹介
㊨写真、図、衰も大量掲載

一一官庁許可・届出の全てがわかる

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
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首糊直属で原因究萌

一臼付の予定︒

れに蟹饗し艦首の出歯委員会の設

と薗樒に提軽した︒田中愚婦もこ

で︑外遊中の田中謹姻が婦伍して

麗劃疑轡は一芋八日の記紙金見

ついて閣灘決定する予定︒川錆醤

し聴代は変化しており二十蟻前の

約二十卑近い歴鍵を巡ったQしか

駕と︑わが三原電力閑発はすでに

潮騒十八年︑原子力盆棚会は十九

紋発の停滞︑分折研データねつ造

⑩☆

API嚢承言出可エ堀（600，6A6D）

唄

醗圧ガス設傭試験製油認定甥樂所（認定勘217）

騨

：瑠還距踊バ罵フ

態向の現われとして醤さ漕てい

醤牲︑わが国か

晶

ム

⑦

ム

▲

＾

8

る︒

一AEA主催で

核融合国際会議

質日から策京で

IAEA︵園際原子力機関︶主

郷核融愈研究照際金田が︑十一月

催の第五圓プラズマ物理および制

十一日から十五日まで︑藥京・魑

る︒外国から麹

区の雲量プリンスホテルで開かれ

幽︑T⁝六︑※脚のプリンストン

らは約二百嶺が蓼加︑ソ遡のTl

S学︑オーマック︑わが国のJF

開発をはじめ︑プラズマ物理︑レー

Ti2︑3FT−2aなどの蕊躍

ザー加熱などの研究再発について

発嚢と討論が行なわれる︒

講本分析セン

ターで竣工式

財國法人B木発析センターが東

ら

國超低温LNG・パイプライン

一れ鷲題調費養鐙鼓と圓様︑設麟に 積した状態だった︒科技庁も発足

から皐い購期に第一圓会ム罪旧き

態勢でよいのかどうかは問題だ︒

わってきており︑幽幽も溝えるべ

たいとの政府の裁策的な襲え方鷺

この原子力行醸︑開発依制毒検

鷺鯖だ﹂と述べ︑行政や開発体嗣

鰻近米国の原子力行政も大きく変

討ずる婁興金は︑﹁むつ﹂問題を

を抜塞朗に改めない遡り︑原子力

明らかにしている︒

契機にぷ漣に高まりだしているわ

開発は目づまり状態を打開できな

なお︑岡検温海員会は無相の懇

か融の原子力開発のあり力につい

対応して設置さかるもの◎森山擬

とみら鱈︐ており︑また険討期間も

談会といった形て設けりれるもの

いことを階に示艘した︒

一宵︑今後の原子刀会館のあり

鋸騰の大隠就任以来︑原子力発羅

欝も二十九日の詑薔書籍で︑﹁昨

ての改革や立て顧しを求める瀬に

る婁轟会も森山科技庁悪説が田中
熊野に食った際︑その護際方針が

子力婁員摂は二牽四臼︑瞬力関係

一方︑森山科学技術庁長窩・原

に示さわていなかった︒

原子力婁員会農体の考え育が明確

あって︑こ勲まで細長謝に対する

任︑原子力船門むつ輪問題なども

になっているが︑原子力乙吉の辞

から罠期化が予想さbている︒

蟷な法改箆も横討対象となること
よる放欝欝被曝襲件の多発︑そし

大きく変更する懲向のないことを

五郎原子力委員擬代理は︑近江巳示した︒

技術振興鮒簾特別曇野虫で︑井上

十月一条二田聞催の衆銀雪科学想定し︑婁員会として長期囲標を

が山

事件︑霧破腰窓査などRI便翔に るが︑原子力婁員象の改纏など大

宿題

月巾旬に発足させる慧向◇このた

て﹁むつ﹂濫倫など

T鋤原発促進に積極姿勢

長期計画遂行を強調

め来月緊々にも﹁むつ﹂放射線漏

打ち出されていたが︑政肘は十一

一応一言闇ぐらいをメドにしてい

方や開発傭鯛の改顛など姐横昂ず

艀勒籔11月中旬にも検討会
政府は二十九臼の閣議で門むつ﹂旗隠線漏れ闇題二日婁澱貧の設蹴を決定した︒これは今國の康子
力船﹁むつ﹂放射線凝れの原隙を究明し︑今後の描躍などを撫討するため繭個原属機関として設けら
れるもの︒婁員は学識経験者をもって鱈掘の依頼により構旗される︒〜方︑政府は今後の原子力行政
や開発倣翻のあり方を横討するための委璽一議＋一月中旬に難足させる方針で作業を進めており︑来
月學々にも閣議決定する畢定︒同婁員会も首翻縣属の粗織となるQ
に何が趨さたのか︑なぜこういう
ことになったのか︑今後どうした

人を招いて二二や説明を求めて︑

力船﹁む2の放射糠漏れの原困 放購線社章の原酒究明︑調査に
らよいのかを講査する必要がある

政騰は二十九日の閣畿で︑原子

あたることになる︒発罵は十一月

践となった﹂などと述べ︑これま

を調査︑究明し︑今後の描躍など

森山科学授術庁長宮は閥議後の

を検討するため︑首梱灘属の臨時

離者会見で﹁兜週の月曜日︵二十

ないが︑現在人礫を瀧めており近

要撃の顔ぶ鵜は濠だ決まってい

での経緯を明らかにした︒

組織として﹁むつ﹂放射線継れ問

門むつ﹂問題は科技庁

や運輸織︑原子力船開発事凝國な

会った際︑

⁝田︶に退院の挨拙で園巾譲相と

題調蓋婁綴金を内閣に設癒するこ
とを決定した︒自照澱会は首梱が
依頼する学識経験番の婁鑓から構
成されるほか︑騨門婆項を調糞す

6
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翻高温高圧・自動調整バルブ
鶴ベローシール・特殊作動バルブ

しい機構のドアーバルブ。

國原子力火力・宇宙・直脱排脱
幽水素・酸索・窒紫・石油・ガス

核燃斜サイクルを展開する
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⁝⁝原子力行政等を批判
．

︑また︑産業︒国民生盾特別婁員会の﹁臓源︒エネルギー関係の研究体制について﹂︵勧告︶では︑

原子力が当齎︑鍛も有望な新エネ

研究を核心的誤題として強力に上

ルギー源であるので︑安盒確保の

臼本原子力産三会議論遣の門欧

多！47

問題と題して︑原子力委蜷会が策

盤﹂でも︑原子論研究・開発の譜

定した門原子力聞発利用畏期謝

原産・原子動力研究会

○駕までに千七闇二＋八白KW た世界のずう勢からみる限り︑日

計画だ︒このことは七六隼から八

癒KWと麗込まわている︒こうし
⁝トする︒

速炉については世界的に優れた実

るとの計画にも承さ胎ている︒高

大とはいえない︒

町

かくの批判はあるが︑必ずしも過

㌣九七九一

五

町

電酷〇二四〇

腰産に入会

霞話〇二四9

住所福島県双藥郡

子九七九一一一

縺@千四六二

住所愛

億語〇五二一九

知県易古屋市北区楠町味鏡西中田

ている︒稼働 代衷販浦役鶴瀬源璽郎氏

中の原子力発願所は面容環のもの

Q一1七一興

鞭魚鱗懸

轟

幅

趣

年︶六帯乃KWの瀾発規模は︑と

本における昭和六十年︵一九八五

もって来奪一月から第十期がスタ

の原子力発電を開発︑八一〜八

であった︒この会議でフォード米

緒を持っているが︑その開発態度

飯無には四千九十万KWを開発す

大統領が︑消費の節減とエネルギ

タリアでも原子力闘発溺画が拡大

ゾ避

ー生塵の増強をはかるいわゆるエ

はきわめて慎亜て技監的つみあげ

されつつある︒これまで電力に占

三−五−二一一一

住所禰島県双葉

原産に入会

彰イ彰
ネルギーインデペンデンスを強調
するとともに︑三四に娠源の荷効

櫃騒繋農江町

ー生産の強化と騰蟹増潴率の削減

福鵬粟露岡町

長﹂ふ田灘三郎氏

などを呼びかけ︑グローバルな協

める原子力の鰯愈を八○年五％︑

長選藤禦近称

しばらくなりをひそめていたイ

に努めている︒

調構神の必要性などを訴える講演

○奪二〇％︑八五奪五〇％に改め

八五銀二〇％と計画していたが八

利用︑国内濃源の盾用︑エネルギ

欧※諸国のエネルギー問題への対

を行なったが︑その内容は︑今薗

郡富江町大字権現裳高慮深町四五

応と原子力開発の情勢を中心に視

視察団が訪問した各国の態度とも

以下は︑同団長が個人的な印象

察結果を紹介した︒

欝澗町大宇木野梅本町牽八の一

七四蕉四％︑八O醤＝％︑八五 一二一二一一一

西8イツにおける同様の比率は
二五％に抑えるとともに︑嬉蓄を

〜六〇％と見込ま一7

葎三〇％で︑二〇〇〇難には五〇

楽限はいま石灘の輸入を一δ〜

一致するものてあったQ

ているところだ︒

をまじえて諮った各圏の動向のあ

覇めるための努力が始まったとこ

らましである︒

﹁世界エネルギー会議﹂は︑入

ろとの印象を受けた︒そしてこれ

︵株︶中果工芸肉垂に入会
口とエネルギー資源︑環境とエネ

を実現するために精子力開発を横

ルギー供絵︑資源のリカバリー︑

エネルギーの転換︑輸送︑利用な

W・蝋画中は千七酉万KWだが・

を除いて現在六篁二箇三十万K
が本命て︑瑚温ガス炉の導入は一

極化しつつあるが︑豪面は軽水炉
れも耀境との開連を艶属したもの

どをテーマにとりあげたが︑いず

め

納駈

恥︑

懸

㈱醗れ

餅

力子

講

︑闘．

盤疑

愚撚

鍵

繕

躍原き

鵯

轟謙

聞

力

が＋月二十二日から三田間︑東京・六

民主的手続で確豆されなければな

米原子力・エネルギー視察団﹂の

伊藤団畏

﹁政府は協力を求めよ﹂
秋の総会︵第六六回︶

た︒これは澱近の原子力開発利用

らない一﹂などの諸原則にそって

い

勧告
講本学術会議︵越智勇一会畏︶の

本木の同会議講霊で開かれた︒今回が第九期最後の総会だけに四二の出席も多く︑約二十件の勧告︑

に﹂︵勧告︶が採択されたほか︑第九購の取りまとめ﹁科学・技術政策の塞盤﹂︵報告︶などにも原

要望︑串台せ︑購明などを審議︑探択した︒原子力関係では﹁原畢力安金の全般的な課題解決のため

とはいえない︒蜜金性に対し徹底

①科学的に実験︑開発が絶対安金

は全て公閉すべきだ⑧資科の公開

甜と蜜全を守るため︑必要な資桝

によって︑その資脳の研究︑調査

した描躍をとるべきだ②国民の生

力開発をめぐる問題点などが指摘

および発表の徽押した民輩的接続

別婁員会︵三宅泰雄委殴長︶から

された︒勧告では各部会の正副部

において︑原子刀発躍所建設をめ

民と科滋書と政府聞の根互信頓を

だけに︑勧告や硬鱗︑齊明などが

ぐる地元反対運動︑安金性問題︑

原子力の締金問題に薄処するよう

撰藤轟轟麟長︵関西罷力副往畏︶

のために﹂が上樫され︑採択され

﹁顧子力安盒の全般的な誤題解決 が保証されなければならない④国

会長ら計十四名が提案蕎となった

これまでの活勤報儀があり︑原子

原子力関係では︑原子力闇題特

発な論議がかわされたQ

子力開発問題が登場︑現在の原子力行政のあり方など政府の姿勢を厳しく批判している︒

といわれる日本

麟難燃犠㈱
単養の国会

学術会灘も第九期︵四十七年一月

厨臼押しに並び︑﹁いささか研究

政府に要望するとともに︑安全問

から五十鎌一月まで︶韻後の総会

所設立の勧告を乱発しすぎるので

原子力船﹁むつ﹂の放射線漏れと

渠懇談金で講演︑石欄危機以降の

は二十四臼︑避妊霊催の原子力産

が聞か

力を求めることを勧告している︒

題解決のため政府は学術餐議に協

内部拙判

は﹂といった

まな紛糾が生じていることから︑

伊藤エネルギー視察団長が報告
地元漁民の反対闘筆など︑さまざ

輸入石油の代替として

れたほど︒それでも巖後の総会と

あって会員のほとんどが出席︑活

一〜

高まる原子力依存

@
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了

嘘

○

︑

二

二

力

ず︑襲実上民間の開発にまかせる

ことを確論︑先月のBWR三思の

助管を検査した結果︑正常である

反対運動が

方針を打ち出した雪面には・現行

表面化へ

ホズマ
趣裂窮故とは全く関係ないとして

スペイン

面運動が表面化しているという︒

醒臨画については劇震︑公衆の反

府に託し︑太陽エネルギーをはじ

とくにスペイン自然環境協会は政

めとする新エネルギー開髭への偏

見は︑原子力避択への莫大な投髄

商島巡転に入ることが予定されて

ッサー・モーター受注

﹁一⁝⁝⁝

仏CEMがコンプレ

︿

とな

り

ま

支叢彊

r一毎窺一辱莚b3甕一顎竜亀騙ーー亀畦ーー魅弄し職ーーー二三麹聖ーー

警燃

闘n4賊

一部のうわさを否定した︒

スペインは︑エネルギー消蟹に

R三塞の原話調査を行なっている 占める石油依存慶を減らすため︑

舶N︒陀州初の原発

いる︒二野機についてはまだ遡開

国

︻パリ松本駐在風︼ユー・ロディ

フ社はこのほど︑仏のトリカッサ

ンに建設するガス拡散法ウラン濃

6圭L；1370

際題があるからだ︑とみられてい

畠にあるが︑国内のエネルギー体

る︒濃縮購灘ば現在・AECの山 一方︑趣裂珊故を趨したBW

カナダのニュ：ブランズウィッ

英

六年︶が各女功駕延期︒

オーランド︑ま

原子力発電建設のパイオニア

の濃縮禦業の蟹理体制強化という

うした目的推進のためすべて禽法

判している︒

大幅な原子力発聡關発︵別衷を滲

寓 遷穐

を正当化するだめのものだ︑と枇

している︒

的な行動をとる⁝1などの点を指 制強化のためAECをエネルギー炉メーカーのゼネラル・エレクト

ことが決まり︑この際︑濃縮部門

︻パリ松本駐在興︼英国原子力

Rで水漏れ

英国のPF

研究開発局︵ERDA︶と原子力
摘している︒
リック︵GE︶社は︑幌食が霊な 照︶に力を注いでいるが︑この開
またUSECは今後︑いかなる
規制総員会︵NRC︶に分翻する原因とみられるとの選定結輪を出
薪しい濃縮能力または現有の濃縮

運転を亮実させたい葱向のよう

も独立させて︑現荷工堀の保守と

れば︑資金確保の面で自利な点が

だ︒独立機関に濃縮聡業を移管す

16

い︑今回の運転士止期間に四弓補

アラバマ蹴力

〜四獣︵同八四葎から隔

フロリダ躍カ

たはスワニー川下流の敷地に建設

リー・グループの仏子会社CEM

ターを︑スイスのブラウン・ボペ

ニック︶に発注することを決め

た︒CEMの受洗分は六否KWモ

モーター四蟹台で︑その大晦がナ

ーター二衝八十台︑一千五百KW

ーターについてはイタリア︑ベル

ンシー工堀で製遊され︑残りのモ

ρ

下院議輿

新工場建設は民間に
現有の三濃縮施設移管を
工場の遍加能力も建設しないが︑

した鋤隈は現有のガス拡開法三工

必要になるという︒ただし︑こう

もし建殴する場各は法案の膨驚が

クレイグ・ホズマー米下院議員はこのほど︑属国麟縮公社︵USEC︶を設立するだめの法案︵冠
・R・﹁七四一八︶を議会に提出した︒唱法纂は︑米国原子力委綴会︵A￡C︶の管轄にあるウラン
多いし︑またこれ濠でウラン濃縮

に影響を与えるものではなく︑難

にした︒水漏れの聖算は︑溶接部

別な謄躍はとらないことを明らか

分に一万分の一一十万分の一匁の

統に連続する補助篠系︵径二鰯︶

の保守のための運転郷士まで特
万五千KW︑BWR︶の蕩却聴系

の禽接部および溶接部肉盛り近く

微細な穴が生じたためとみられて

予定が決まっておらず︑ノバスコ

一暦機の敷地は︑ファンディ湾

かんによるといわれている︒

の北部海摩の輝︵セント・ジョン

ューブランズウィック州ポイント

の南源約二十四塀︶に位麗するニ

・レプローだが︑同敷地が選ばれ

た理由として︑聡力の禰硬が拡大

子力発懸所二号機︵正味灘力負六

定は七九年五月︶が二隼八か月︑

ートン

デービ

リティーズ建設の辮ばを終了し

爵

農蓋5

1日

リ∫皇

撃ド薦昆町ヨ
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の

公社︵UKAHA︶はこのほど︑

濃縮関係機能とその施設を新設のUSECに移管しょうというもの︒今園︑議会に提出されたホズマ 蠣の改良︑改造︑保守および膨復

役絡から得られた歳入が︑A旦C ドーンレイで試運転中のPFR
︵高速憎殖原型炉︑出力二十五万

それに新濃縮能力開発のために計
1蹟は・当初同議展が湾慰していたものと下り・USECはへ鷺Cの現有の三濃縮工場のみの籔理

KW︶のボイラーから水が漏れ︑

の濃縮早業以外の臨画に投入され
る機会が多かったのに頬し︑今後

いるのを奮兇したが・漏洩した水

冷却材の溶融ナトリウムに達して

には適用されない︒

画された研究︑開発︑鍵舐︑実験

ことが司能だとの見方も出てい

は将来の濃縮覇差脚雛に投罰する

腿の発議により︑この条項が鰹正

フォード大口領は︑間男となつ

に各々一か所の小さな醗裂を発兇

案として濾加されていた︒

は樋めて少懸で︑全出力王昇試験

ホズマー議裂が︑当初私璽と異

Cと民聞塵業の調整を行なう⑨こ

原子力賠償法の改訂で

ついてUSECにその権限を与え
る︒

薔プロセスの研究開発など・AE なり・米国の第四濃縮長囲建設に

に移響する⑧濃縮ウラン生口の代

に遜たり・駈戯縮工場建設については購実上︑鼠闇にまかせるとの姿勢を打ち出している︒

する⑦条件がそろえば濃縮鱗業と

的︑圏己蟹金調達をベースに運騙
岡法 渠 に よ る と ︑ U S E C設立

の国的として①フィ1ド物照︑濃

縮旛設とその関運施設を受け継ぐ

フォード大
統領が摂否

議会の再審議を要求

縮ウランおよびAECのウラン濃蟹麗の一部濠たは全部を民間所有

ウランを引き渡すとともに︑資格

②政治上の圏約からAECに濃縮

ある国内︑海外の顧客に濃縮ウラ

したことを明らかにしたという︒

ク州に九億メの引金を投じて︑出

に同改訂法案を再器議するよう議

いる︒この種の水漏れが及ぼす影

だ条項を削除するため︑酬い膳期

響として︑ナトリウムと水が反応

そして上下両院原子力舎同婁興会

この亀裂は今月初め︑二母機の変

フォード米大統領はこのほど︑

ンを施却する齢原子力発餓所の燃

圧慕取り替えのため運癒を停止し

料として便用される濃縮ウランの

会あけの国会一来月中頃に再会

︵JCへE︶の同調査等価が塞会
会に指示したが︑議会筋では︑休

原子力賠儂促険を規竃した鏡行の
識に提出された後︑三十日以内に

供給傑認を与えるため︑民間企叢

二二 議会がこの報欝欝を承諏しない三

獲︑改訂法案︵H・R・一五

プライス・アンダーソン法の乱

アる
イランド両州の計画への滲加い
︵CANDU炉︶二棊を建設す

力各六十万KW天然ウラン露水炉 ーシァ︑プリンス・エドワード・

のウラン灘縮能力開発を奨励し援

して茜積されるガスで二次ナトリ

曲は改訂案は発効しない﹂との条

計画が進められているが︑近く整

る︒オンタリオ︑ケベック両州以

建設されるのはこれが初めて︒

力上興誠験が続けられており︑近

今圃の飽裂が︑先月︑他の沸騰

筋は設明している︒

9月のBWR三墓亀
裂事故とは無関係

始する予定だ︒

外のカナダ国内で原子力発電所が
冷却系補助蟹︵径四杉︶に生じた

水型原子炉︵BWR︶三棊の一次く北部スコットランドに送鱈を開

PFRは三月に臨界︑現在︑繊地篭写が始まるものとみられてい

でに修理を終えている︑とTVAられるという︒

ウム回路の腐食ということも蓼え

三︶を拒否する量の隆隆欝を下院
項付きでは︑含法上の問題からこ

ていたときに︑運転悌止罵冷却ポ

業ができるだけ早くウラン濃縮を
に送った︒同大統領によると︑改
れを誕めるわけにはいかない︑と

ンプの振動により生じたものです

蟹業化しうるよう強化し︑象た濃
訂法案の趣旨には澱成だが︑門ラ
している︒

の予定⁝一で同改訂法案を再通過

縮ウラン利用に関する国際協力の
スマッセン澱告盤︵※国の商用原

米TVA筋が否窯

同計醐によると︑一号機の建設
綴は約五億がで︑このうち半分が

米国の原子力発高所計画は︑電

ホープ︒フリーター弩︵同八一庫

利用することが司能だ︑との点が

遡邦借敷で賄われ︑一九八0年に したときに経済的な価格で電力を

英園のインターナショナル・リ

力会社の資金難から厳りやめ︑延

年︶が各回二年延期︒

申邸躍力鯛整グループ

カンサス︒ユティりティーズ

あげられている︒

サーチ︒アンド・ディベロプメン

十二月︶が七か月︑同二弩︵同八

を予定した頁三十万XW自動を無 縮工煽向けコンプレッサ⁝︒モー

の腐食硯究で成約

ト社はこのほど︑英国電力庁︵C 期が相次いでいるが︑このほど︑

ス・ベッセニ︑三斜︵問八二︑八

アラン・R・パ サマセット一︑二母︵岡八四︑八

EGB︶バークリー核研究所と改来原子力慶業会議︵A工F︶は九 三年五月︶が一年︑初の海上炉ア
トランチック一弩︵岡八五年五
良型ガス冷却炉︵AGR︶用コン月から十月にかけて発表された干

鱈力会社の計画繰り延べ状況をと

原発計画の遅延状況

ーズ

五年︶は三年︑濠た同二二は無期

に出されるとみられている︒

榊

〃

欝麟鰍葱
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扁

〃

させたいとの動きもあるようだ︒

助する慧切な行動をとる④民闇企

推濃を旧離する⑤将来の引き渡し

騨価⁝一米原子力委興会WAS稼にそれぞれ下院︑上院を通過した

子力発三所における事故危険度の

近く整地工

事に着手

見方があったようだが︑TVA筋

米原子力産業会議︵AIF︶が醜裂と同糧のものではないかとの
伝えるところによると︑公欝聡力

TVA︵テネシー渓谷公祉︶はこは︑来原子力委鍋会︵AEC︶の

バ
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期延期︒

運転謙珂済みBWR点検命令に従
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溺

ベ
オ

ギー︑スペインの各企画に下謂け

アフターサービスからアプリケーションに至るまで一

ト

SNUPPS計画のウルフ︒ク︵
リカンパニー・エレクトロ・メカ
ーク︵同八二年︶が一年延期︒

米A−Fの9︑10月調査ノースイースト・ユティリティ
八二︑八四年︶が各面一庫延期︒

モンタギュ⁝一︑二羅︵同

イザン・ステーツ汽力SN

八四鎌︶が各汝一年延期︒

延期︒この計画延期で七四年から

ドニ暦︵同八七無︶が一年延期︒

ているスリー・マイル・スイラン
ニュー§ーク矧営蹴気＆ガス

延期︒

するもよう︒

五庫醗に六億八千八酉万メを潮減

当社はORTEC社製品の技術紹介のために岡社製品を数多く

コ

四隼︶︑エリー一︑二暑︵同八三︑

ポーネントのガス効粟の五重聞研

ボグトル三︑

りまとめ公表した︒AIFの謁査
結渠は次のとおり︒

究に関する契約を結んだ︒契約蕎
は 一二万宝︑ノ以上にものぼるといわ

ジョージア入力

セイレムニ轡︵新しい運開予

集めた応用測定室をユーザーに閉講することになりました。
ORTEC社製品をより一一層使いやすく考えていただくために
ストノクセールスを採矯致しました。

〃
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月︶が五無︑同二暑︵岡八七矩五

AGR向け購成材 のほど︑プラウンズ・フェリー原
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コント下院議顔︑ネルソン上院議

もので︑その際︑シルビオ・0・

同改訂法人は︑さる七月︑八月

用濃縮ウランを予備生産するため

一一四〇〇︶が議会に提出され︑

所衛プラントの潜在生麓能力寒威

誌

正坐騨

を早める⑥実際的︑経済的︑効率

＜叢

れ︑コンポーネントの腐食研究に

︵岡九〇庫五月︶が五年置同順暦

月︶が六葎四か月︑海上炉一篇暑

おいて商用AGRでの条件をシミ四暦を取りやめ︑一︑二弩は調査
五〜七七無までの三浦闇の発電所

が終了するまで一階建設停止︒七

ス

（株）第二精工：舎はこのたび米国0只T￡C社製品の日本国内販

スペインの猿子力発擢所警

︵岡盛夏五月︶が五年置か月の UPPS翫画のチロン一讐︵同八 ゼ＊ラル︒パブリック︒ユティ

ュレートするため︑︸二台の大型圧

五百万がを潮騒︒

建設鷺金三十億妙のうち雲底七千

力機の製造とその五区間の運転が

写翼は︑五台の圧力機を用いて
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度を導べているところ︒

AGRで使験するボルト材の腐食 パブリック・サービス躍舞＆ガ

売およびエンジニアリングサービスをはじめました。
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ヘ

ウラン鉱の囎天掘り

ころで探査がすすめられ・今まで

錬所の当職出産羅銘ず二百五干ゾ

引臼繊ピルタング，

まで高騰したとして︑﹁これは明

る新しい鉄の触発に、隈りな

愈

みせる字霧閉発。海洋閉発一

二十三建設しなければその購覆は

るのです。すばらしい遜展を

と仮定すると︑この規模のものを

まぐるしい変驚に憲面してい

思いもっかない国に供給者を生み

ユナイテッド・ニ まかなえないだろうとして︑﹁わ

鋏娚を憂要とする分野も、霞

らかに醗要が市場の拡大を維持し

証響その3

きたことによるものだという冤解

ジネスの颪だけで十分に説得でき

します◎きのうの夢がきょう

だすかもしれないとのべた︒

いての知謙が増えているのに︑鉱

指摘した︒問詰はウラン生成につ

床の発問はさらにむずかしく︑ま

界はもっていると断言し︑計画の

る時期も延ばすべきだとのべだ︒

このことは探表するターゲットの

た︑窩くっくものとなっている︒

代輿のユニオン・カーバイト社の

外のウランを徐々に一入すること

﹁驕要状況をモニターする﹂と傑

同社長は︑アンダース委員が︑

﹂・C・ステフェンソン沃は︑海 遅延にあわせて輸入禁止を解除す
に賛成したが︑その製駆はさらに
テンポを落すべきで︑日貸二〇％

を示し︑﹁われわれは︑何人かの

証している点に不等を示し︑AE 深度がましているだけでなく︑タ
ィシジョン・メーキングの基鵬を

という一度を維持すべきであると

示したにとがないと指摘し﹁業界

Cは輸入を黙視するにあたり︑デ ーゲット自体︑ますます払長して
また︑同氏は︑輸入政策は敗引

のべた︒

ウランの先行生崖の政策と調監さ

き上のテイル・アセイおよび濃縮

で約一万九千ゾと推定される七五

べ︑ゲティ・オイル社としての立

るよう示されねばならない﹂との

は実現する技術革新の時代に

ている訊拠である﹂とのべた︒

ュークリア社のダグラス・M・ジ れわれは新しい蟹源が十分に発言

また︑海外の大手ウラン業者は

率をささえることができるかどう

来圏帯場に入ることにはほとんど

醒所建設計画が遅延していると旧

ョンソン社長は︑多くの原子反発 され︑必要とみられる堰加の伸び

のウラン価格が臨いことが︑鍛

のべるとともに︑ウランの発見率

か︑大いに疑問に思っている﹂と

関心を熱していないとし︑海外

基発表されたが︑懸りにそうでな

が低下し︑国内のウラン資源にマ

によっ
ては︑フィードの量に何千
●・

近のいくつかの来圃ウランの輸

くても︑現在の既知の埋蔵懸だけ

イナスの影響をおよぼしていると

トンもの開牽がでる﹂とのべた︒

出へとつながっていると断爵し

で八二鎌頃豪での原子力長里所の

ホズマー議員は﹁私は︑AEC
が提案しているこれら星準の根拠

運転をまかなうに十分な能力を業

般的にのべるとともに︑提察され

ニュークリア・エ

﹁翻要は鯨速な井口で増大す

アメリカ鉱山会議

た︒

確に説明するかに関心をもってい

て︑

る傾向にあるようだ︒そして︑そ

証書その2

をAECの説人が︑どのように明

零・亀含・●繭389雪︐亀◎8●・．罷

コ

へ

軟さの現れである︒また輸入禁止

査されたのはウラン生成に有墾だ

藁界の証人が︑これまでに十分探

として知られるわずかの震域だけ

て︑これまでわれわれを悩ませて
きた不確定さを避けることができ

しかねる﹂と霊張した︒そして岡

だといっているが︑これには糊同

がこれら基噸を知り︑それによっ

叢張を支持したうえで﹁われわれ

る﹂とのべた︒

れば︑非常にのぞましいと思われ

れるべきだというホズマー議員の

ードタイム︵他の証人は探鉱およ

ウラン探鉱業界には︑資本費とリ

ウランの輪入問題に対する同敏の

の埋蔵ウランに権溢があるので︑

山は︑ゲティ・オイル社は︑海外
の一入︑ゲティ・オイル社のジー

証歌その4

鉱山業界の代表者
び椿錬工場が稼働するのに約八年
を要するとのべた︶が︑必然的に

輸入禁隔止はAECが提案してい関心は︑国内の埋藏羅だけに頼る

隼の来国の能力は︑国内資源だけ

場から︑ウラン輸入解禁に蟹成し

ま㌧

もし、それを求められれ

藁

私たちは、その可篤強に擁逆

米JCAウ
Eラン輸入禁止の緩秘で聴聞会
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れ

?禁止描置の櫛箱について︑鑑原子力委貫会︵AEC︶︑鉱山業界︑電力榮界などの関係畜の

へ

帆糞至下両院學召同震会︵了cAE︶はこのほど︑現粟国がと・ているウラン鷺
ヒ

バ

の

♂愈見を求めた︒この聴聞会は︑一九八○庫代に入ると国内資源だけでは舗要が賄いきれなくな︵
リ

リ

り

蘭るとしてAECが打ち出した解禁スケジュールをめぐって闘かれたものだが︑今後のウラン鉱轟

駐醤その一

る﹂と語り︑またAECの五つのた規則についての見解をのべた︒
ポストのうち二つが空席で︑現職
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望雛がどれほどになるのが︑国内鉱灘がその畿に変られるかどうかなどの棊藷な聞

㌔︿・8唖〜㌔8◎〜駒・

﹀題について騒終的な証欝が行なわれた︒
り
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の三人の委員のだれもが二奪以上
ク
スチェンジ社のショージ・ホワ
AEC17嚇在席したことがない点イ
をト祉罠は︑国内外の需要を予測

んによって変動する︒だとえば︑

ーセントは︑濃縮工場の稼働いか

テイル︒アセイを○・三％といっ

仮にへECの立場が連接あいまい をもたらさない﹂との立場にたっ

AECが昨薙十一月に提案したる濃縮分離作業蛍位が三千万から
る︒まだ︑確定した濃縮契約をし

四千万位低下するという推測があ

た比較的商いものにすると︑より
なものであるとしても︑それは柔

し︑輸入禁止の解除は﹁世界的な

ルは︑一九七七隼から八四年にか

ウラン禁輸描羅緩和のスケジュー

ているいくつかの醗力会社は︑こ
多くの濃紫ウランを生産すること

批判した︒

けて段階的に実施していこうとす
の契約のため︑財政的に拘束され
ができるが︑これより低いテイル

ウランの麺格構成にほとんど影響

るもので︑蜘国内の原子力発自用
た状滋にある︒

アンダース原子力婁員は︑もし

燃料として濃縮するフィードに含

生聾者に最藻の努力を求めること

れをまかなうため︑世界のウラン

になるだろう︒だからわれわれは
市場に竈実上の余薫をもたすよう
な過剰施設や過大工費の機会をも
っことは蕊ずないと懸う﹂とも証
難した︒

に急激かつ劇的な変動をひきおこ

伴うので︑AECがウランの購要グフリード・ムーズィッヒ氏は︑

さらに︑現在︑既知の埋蔵醗を

で国内辮髪のすべてを窪かなうた

廃する必要性は︑技術的およびビ

認めだが︑︑﹁輸入禁止を徐汝に撤

会社のそれとは蒼午巽なることを
るテンポで解除されるべきだとの
べた︒

すような行動をしても反応するこ
とがほとんどできない﹂と鉦謡し

荷する国々︑すなわちカナダ︑オ

めに︑一九八○鉦謹でに四万七千

た︒

ているのではないことを購に示し

ムーズィッヒ氏は︑酔化ウラン

ら︑大手業者が進出してくるとい

ら八O年代初めにかけて引渡され ーストラリア︑南ア︑フランスか

た︒そして新設の平均的規模の糧

漣に拡大されねばならないとのべ

た︒

う推測には厳しく反論し︑講要が

〃も焦点に
るウランの価格梱場が︑昨無のポ

世界的に伸びれば世界のいたると

ホワイト翼長は︑七〇駕墓無か

ンド当り十がから約二十が︑また

もったかどうか︑AECの証人に

いった発露をしているのに対し︑

郷便饗懸100

名古轍市中村区広井驚＝…丁月二審地の1（東洋どル）

魂￡東京趨子㈹田区大手町2寺3

名古麗支店
工
塒

力

高

は︑二＋六ヅといった高いものに

AECが︑提案についてだされた

メルビン・プライス婁綴擬は︑

りもさらに早掻に撤廃されるべき

TVAのジャック・E・ジレラ
入制隈は﹁EE︷が論じているよ
ンド氏もチェリー氏の証需を支持

形式上のコメント以上に︑懇望と

鉱山業界とは異なる立場から︑
全力会社の証人は︑輸入禁止のよ

だ﹂と強調した︒そして﹁われわ

て︑輸入禁止が発船誹画に不確定

撤廃するという謝画にはおおむね

何度かたつねた上で︑輸入禁止を

なんらかのコミュニケーションを

した︒

さをもたらす要因となっているか

エジソン磁気協会︵EE1︶を ジレランド氏は︑TVAが計画 れの見解では︑原子力産業にとっ

り攣惣な解除を霊張しだ︒

ぎり︑圏内の鉱叢騨を保護するこ

した原子力発電所の燃糾として︑
代表して︑ゼネラル・パブリック

たときの経験から︑国内のウラン

矩という無月は︑良由市場の確立

議籔は︑ウラン蟹源問題から根本

チェット・ホリフィールド下院

受配麟な態度を示した︒

電力のB・H・チェリー氏は﹁十 ウランの供給を確保しようと試み

を求つにはあまりにも良すぎる﹂

早期解禁求める電力

JCAEの態度は流動的的に脱却できる増殖炉の急速な出

に緩和されるべきだと強調しなが

とのべ︑輸入禁止は︑七七矩以前

らも﹁七七矩という墾準は︑すで

かなり明るい活発な雪曇をのべだ

えられるウラン供給のギャップに

発の必要性を強調するために︑蓼

1のうち︑マヌエル・ルージャン

の供給器は︑TVAや来国の残りとができない﹂とのべた︒

に外国塵ウランを購入するという

の発騒所の騨要をまかなうことが

下院議貫とオルバール・ハンセン

慧図を表明している粘力会社にと
っては撮影となるだろう﹂とのべ

べた︒

できないと僑ずるにいたったとの

が︑同議論も家た︑輸入禁比の撤

廃を支持した︒

下院議鍛は︑輸入禁止の解除が国

誕醤を聴取したJCAEメンバ
ついて各舐人がお先きまつくらと
の権利を買入れ︑販売し︑または

た︒豪た同氏は︑電力会社は輸入

コモンウェルス・エジソン社の

7の立場を支持しだ︒同氏は︑輸 しホズマー議嶽隻持にまわったQ

ジョージ・P・リファケ氏もEE内の鉱山慰留に与える影響を懸念

交換することや繭矩からの累積さ

を認められるべきだと霊蝕した︒

れたアローアンスを便用すること
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聞

が急がれ︑とくに浜岡炉ては門パ
イプ内面の機械撫工による﹃ひっ

れているが︑米照で指摘されてい

かき傷隔ではないかしとも考えら

るような感力腐蝕到れによる亀裂
の可磁性もあることから︑両社は
万金を期し異常部分を取り鐵える

世界の原子力発電設備容璽

ヨヨ

≧

〜

互

重

農

その縫照をふまえて︑瑚任︑法律

膚童的な改憲を行なわせる一方︑

改正を重めた行政制鷹改革の検討

の連携緊踏化︑業界の管理指郭体

を進めているほか︑各関係省庁と

制整備など︑官民一体となった安

が︑このほど一連の事件につい

全蟹理体制の強化をはかっている

て︑その後の経過と措置などを二

それによると︑日本非破壊検琶

線にとりまとめ︑発帯した︒

日本原子力弾業塞議の調葦によ

・二％を占めている︒ガス冷却炉

千六百六十二万KWで全体の八一

墾水炉は二千五葭穴十七万KWで

三千颪六万KWて全体の約七％︑

︵GCR︑AGR︑HTGR︶は

ると︑今無六月夫翌で︑世界に

子力発亀所は総画五白九十一皇︑

おける運娠中︑建設・謝画中の原

設輪容量にして四姫四千四薦八万

一万五千KW︑その惣三田百五十

一万二千KW︑PW旦璽蕩ニや

子力発電所はBWR六巫四醤五＋

この鰐間即に翻転を開始しだ原

KWに達したこGが明らかにされ金体の約六％︒
この調費は原産が毎奪︑六月末

ている︒

を春心として正味六気出月一万K

と十二月末硬征の二回︑藩外情報

スでの柱隠を調べているもの︒今

ーノルドー一霞﹂なと五艮宝算五

万六千KWで︑※国ては﹁D・ア

W以上の発懸炉を対象に発注ベー 八万KWの台講十一基七膏二十七

回は今寺一月以降六月末までの動

﹁原子力発臨席一監﹁ム﹂には︑

◇

十九万二千KWが違塗した︒

これら設描容臆等のほか︑発竃実

纂謝によ．勺こ︑うち逸陣中は百

五十七猛五千四百九牽九万KW︑

発課まで︒

で購入希望の向きは原涯・動力開

訴された︒なお筒階病院で紛失し

三一み

向をまとめ︑改訂した︒

建設・計画中は四百三十四墨三口

Wの増加︒炉型別設傭容量ては︑

べ総計で八十墓八千哲三十五万K 集録︒萄料頒拓も行なっているの

八千九酉万KWで︑前園実績に比 綾や原子力発電駈の分布閣なども

軽水炉が圧倒的に多︽台謝三億四

人五人が轡類送検︑うち三入が超
て︑モれそれ立入り調査家だは関

だ発見されていない︒

たラジウム管三本のうち二本はま

一部六箇円︒

イリシウム盗難癖件の八件につい

に閲係省庁および関係奮に対して

動鰍と西ドイツのカールスルーエ

ンターなどで聞催されるQ会議は

集畷本部︑茨城県の岡大洗工学セ

十一臼からん臼闇︑東天の鋤燃壌

第三忌日独筒速炉金議が十一月

初日から東京で
日独高速炉会議

垂桜を招いて箏情を聴取し︑同隠

文醤による監督強化や改鐘描置を
要請まだは揺示などの描隈をとっ

た︒この縮果︑R王便用廃止届を
出した日本非破壊検糞︵株︶り外
からはそれぞれ輪編および改善描

れており︑まだ被曝麗麗において

置などについての蝦群像が提出さ

力のための協定﹂に墨づき開かれ

の﹁高速炉の分野における捜術協

原子力研究野蚕︵GFK︶との間
健膜診断を行なったが︑巽常は発

シエクト部蔑ら五猛︑それにオラ

P︒エンゲルマン葛速三景炉プロ

スルーエ原子力研究センターから

るもので︑西ドイツ側は︑カール

査︵株︶の社長以下関係蓄が書類

刑曝嘱件としては日本非暴動検

見されなかったという︒

周辺従業農および付近住民などに

︵株︶庫少蕎被眠更湯件︵四十九 は必嚢と思われるケ⁝スについて

年少暫被醗事件︵岡五月醤明︶︑

銀五月判明︶︑日本工欝蒐書︵株︶

東大助教擾衣服汚染外出事件︵同
六月発生︶︑東北大研究施設被曝
壌件︵筒六月発生︶︑放医研サイ

が参加の予定︒

ターアトムの代表蕎ら盆計十一名

力研究センター︵CEN︶︑イン

︵RCN︶︑ベルギーのモル原子

O︶︑ペテン原子炉試験センター

が轡頭送検i不起訴︵現在民窮て ンダの応粥科学中央研究所︵TN

送横一超訴︑日本工業検査へ株︶

係争中︶となったほか︑非破壌検
査︵株︶イリシウム盗難堺件で犯

一

と宍戸描亜副社長の社長優男を内
定した︒十一月二十九日開催予定

﹁もんじゅ﹂︑西ドイツ側からK

会議では︑日本側から﹁購陽﹂

丑など高速炉開発についての概況

NK︑SNR︒一一δQ︑SNR一

ソ

Radioisotopes

四億四千万Kw聾

合

中

容露頂部の上には燃料取扱装照

生︶国立高鷲癌院ラジウム鵬汚目

クロトロン被曝事件︵隅六月発

失堺件︑橋本会減水病院コバルト
ﾇ紛失高騰︑非破壊検査︵株︶

社長に宍戸氏

の岡批財主総噸後の取締役会で正
武決定される︒これに伴い組磁会

報告がある︒

付

頒佃韮g，000円

賜籍繋餐罐譲鍵盤灘撚

福島︑浜岡の両8W盈
難羅急ぎ原因究明へ
米国で運転認司済み沸騰水型発餓炉︵BWR︶再組目系バイパス配蟹に亀裂の生じていることがわ
こととし︑引続き金囑桝料の襖豊
など禰密調査に創り出している︒

福島炉はちょうど定嬢中で炉運

などを備えたプラットフォームが

凌吊り上げ取り醤える擬作にも︑

一

かったことから︑通産︑科学技術両省庁はわが國における同型発鱈炉にも同様の異常がないか醗力各
社に総点検を捲示していたが︑これまでの調査で東崇餓力福島一号および中部電力浜岡一号繭煙に異

の冷却を待って︑調費を行なうこ

の敗り替え擬作を実際の炉と岡様

またがっている︒この取扱装綴の

確実かっ季際よい作業ができるよ

の昇格を内定
窟士出機

宍戸氏略歴昭秘＋二葎瀬戸商

長は謂談役に就任の予定︒

文献案内

申込先日本原子力産業会議麟発部・放射繍発課

転は優止ざれていたが︑これによ
って︑両省庁は﹁修復まで運転停
止﹂を指示︑浜岡炉も試運転を中
止するなど今後の出力上興試験を

なお畠握炉は異常が認められず
すでに運転を再關︑編島二︑三腎

とになった︒

麺炉も運帳準備申︒漂電敦賀炉は

この二十六日に運転を停止︑余土

予定された簡湯点検を巷等早めて

二件が送検⁝︑鴨起訴K

曲り

な粂件のもとでテストし︑その水

設備は横幅がやや狼いことを除け

は︑原子炉建屋内での継料および

5工，q儀）5
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B姥谷支応長︑審査第〜︑二部部

業大学卒業後︑第一銀行に入社︒
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常のあることが判明した︒いずれも周辺贋境へ彫糊を及ぼすようなことはないが︑両社は万盆を期し

れを与えるための装働︒いわば一

を明るみにだすとともに︑

台盤繋累行政強化策を検討
今庫響に続発した放射性同位元

磯業所に対し﹁総点検﹂を実施︑

中での特性を確認している︒通常

分発揮できることを確認するのが

配

原子力発躍所での燃料交換作業は

ギー機器研究所で三白取扱機器試

が均等な出力分布となるよう

が

捌御撫取り替え作業時と通じ水中

号β85

書80

の

醸ちに異常部分を取り慈えることとし︑引続き騨細調査に粟り出すなど灘崎究開を急いでいる︒

脇根︑原醗薄層炉の合計一基︒政
の中の水︵冷却材︶を強制的に循

普通︑BWR型炉では︑原子炉見合わせることになった︒

あった﹂というQ

断検蕉宮が立ち禽い点検が行なわ
環させその水羅を調整する冷却水

BWR型発霞炉の総点横は︑九層と中部出力浜岡一業︑乱国霞力
月目米岡のドレスデン一再炉で再

れてきたが︑二十二日濠での講査
再循環系統が装備されており︑福

ことが判明︑クワドシティーズニ
で福島一弩と浜岡一廉両炉に累常
翻炉の場盆︑この回路が二つ付い

徳環系バイパス配蟹に亀裂のある

暦およびミルストン一署両炉でも
のあることがわかった︒

ている︒バイパス配管はこの回路

類似の配管編裂が四つかったのが
点検緒果の発表によると︑川島
に溶接︑付設されているステンレ

発蝿︒米国では薩ちに運転申五十

二基のうちBWR型炉二十一棊を炉の場台︑外観検査では異常が諏
ス製︑薩径約十穆材ほどの配管で

所に塗布し乾き工禽をみる︶によ

︵液慾漫透探傷試験⁝液を調査箇 で︑原子炉起動の際︑冷却水に流

められなかったが︑非破壊検査法

で︑現在残された数甚炉について
種の凋論弁としての役購を果たす

その後他炉での異常はないもよう

対象に総 点 横 が 始 め ら れ た が ︑

詳細白塗が続けられている︒

る検査で﹁再徳環系バイパス配蟹

こんどの場之︑いずれのケ⁝ス

棄︵R王︶使昭による一逮の被曝 驚にきた放射線陣霞防止行政 を

仕線みのものた︒

も原子炉の構造上︑冷却材が外部

用事業所でのズサンな景雲管理や

購故︑線源紛失事件は︑各RI使 も浮彫りにした︒科学狡術庁はそ

溶接部一箇駈に原子炉冷却材のわ
ずかな呪にじみ隔﹂のあることが

に漏れ出るようなことはなく︑し

点検を

受けて︑わが国でも同型炉に異貿
わかり︑︸方浜岡炉も同じ蜥所に︑

たがって周辺環境へ影響を及ぼす

原子炉異常

常はないかーー通産︑科学技術両

も認められなかったが﹁趨膏波探

液体漫透探鰯試験では何らの異常

来麟での

脚庁は九月瓢十日︑電力各社に総

ようなことも金くないQ原因究明 使罵方法など︑そのデタラメぶり

の後︑全国約三千六百のR王事幣

点検を指示した︒調査対票となつ
鰯試験で原因不明の指示︵影︶が

だのは東電福島第丁一︑二︑ 三

心に袋幸する作業だ︒

躍替え

この斎殿の霊な役牛だ︒

行われる︒

ば発隠所の設備と曰く同じ機構︒

芝

そこで燃糾交換作業の二三の訓練

東

圧力容器の上鐙をはずし︑遮蔽の

場にもなるという︒一本一本燃料

験装躍を用いて蝿料や思郷樺など

ラノ∠髪！ノー多！！ーノノノ！！！！！ン！ノグノノンノ箋！！グ！ーノ！！！！ーノグ！ノ⁝グ！ーンノンノノノ！！！！一！！⁝！ノ！弓

に燃えた燃料や︑﹁応の役目を終

ため水をはったプ⁝ルを通して行

の稼働率を

うになるには習興がいる︒こうし

1
キ

会で︑前田七之進社長の会長就任

高レベル放射性廃翼物固化︵産

展箸を経て三十八隼欝士電機に入

32尋

り︑社長諸点︒同義十一月取締役

一九七四無四目

叢廃盤物に対する流動隅蝦焼法の

8Nマ七饗四 雲叢

適用︶

に就任︑四十蕉常務︑四十五葦専
務となって︑一昨鰯七月から翻駅
長︒菓搬為事身Q61歳○

Tl、1、591−6121（代表）

〒lo5東尿都港区新橋1一王一13（東電旧館）
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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

産

力

原

えた構成機器を︑原亭炉の運転悌

運転の悌止

う︒同研究所の円筒容露試験聖蹟

良くする観

条件が得られるよう設謝されてお

一
し︑発露所

点から︑燃

た点は製遺部門のワ⁝クス︒ラボ

この装躍は踊帯の取扱機器機能

り︑隠圧搾譲︑隅さは二十五綴と

確認とそれらの操作訓練以外に︑

脳や制御棒

して燃料つかみ異など各種機器の

さらに儒頼性が高くかつ省力化を

的な色合いを深めたものとしてひ

水中での作動持性を試験する︒一

臣ざした取扱機器の開発や︑水申

とつの特長となっている︒

には︑機器

躍の作動には︑この水頭がばかに

この容器のてっぺんまで水を澗た

が確塞に作

ならない◎二十綴の水頭下では二

実験種の五階までを興いている︒

動し手際よ

における遠隔作業の実羅用として

など炉心構

く作業できることが必須条件とな

気圧増える︒そこで雨気申ですん

での治矯が期待されるという︒

も便鯛されつつあり︑今後この面

造物の交換

る︒作業時間の短縮は従業員の被

た撫抗の大きい水中でも機能が十

なり作動する機業が︑二気圧増え
湿半原子力本部では同社エネル

㊥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

⑭万全ですか、貴事業所は？
㊥放射線管理で、お悩みの方は？
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安全性実証に重点一−

層努力〜

ってきたこと︑である︒この一ろ

正念場迎え一
励燃瑠業醗がナショナルプロジ

講濃甲の河内劇理購書

＼

ては︑この時代の流れを正しく諏

るが︑動力炉開発に携わる轡とし

で︑この聞︑軽水炉だけでなく︑

躇期は十五黛後とみるのが妥当

長期麹にみて嵩速繕殖炉の蜜用化

てから満七年が経過したが︑この

新型転換炉にもその一翼を撹わせ

ェクトとして醐力炉開発に魑黍し は相互に矛盾する要素を禽んでい

閣︑開発をとり巻いて二つの大き
識しつつ︑わが国エネルギー問題

ることが緊要な意暇をもつに簗っ

要﹂な反面︑環境影響への警慮ほ

が必蟄でおろう︒働撚郭欝団はこ

るためにもそのような政策の展開

運転実証を経て︑カスケード運転

定通りに完旗︑小ブロックことの

ち︑蚤初の集験用カスケードは予

▽再処理

なう︒

一

工場は葱工以莱三鐸

♪燕

蘇・獅

じゅ﹂嗣燃料製造では簿謹の概念

料も︑改遣施設の使用許可がおり

設謝を行なった︒﹁ふけん﹂の辮

二十沙の造に癒饗する︒プルトニ

次第︑初装荷分のうち炉心部嗣鞠

ウムの取扱いについては︑フィジ

め︑米国にみられる耐乏改定の動

カルプロテクションの閲闘を盒

きなどに十分注記していく必要が

広域探査権︑ニシエールでは西独

ザンビア︑マリ︑ギニアで単独で

し︑先鞭の役翻を果たすべく努力

などと共同堤鉱権をそれぞれ取得

している︒人形練鉱業駈での﹁P

縮陥マ蕉霧

富士山の眺望一河口湖畔の散策

一︸

山梨県南都留郡イ可口で胡田∫大石

ーーーき凄ーーーーー

自然の安らぎを求めて

研甕開発は︑一部癒除き運紙・
保守で磯際なものに艶点が畷かれ

．謬憂
︑灘・診

難騨灘

撫鞭

慧蕪麟鰻

賦︽伽畿

有余︑予定より運れたが一水作動

試験もほぼ完了し近くケミカル試

が終る見通しで︑来鎌早々にはウ

験に入る︒海中放配管も近く工購

ト試験を行ない︑五十一七度初に

ランを便った試験︑引続いてホッ

保にはとくに配黙︑灘中放出の極

操業關始とする予竃だ︒安金性確

低レベル麗液について燕発処理に

るほか︑鉾戴中クリプトンの除宏

よる放尉寝惚誠化研窮を進めてい

建設にとりかかる︒二一三関運技

発が進められている︒闘発の重点

れまで︑こうした諸分野のうち︑

︵C−1計画︶に入ろうとしてい

瞬フッ化ウラン製造試験に入るな

NCプロセス﹂開発は騒終過程の

ど順調な遮展をみせている︒

M

∫MrMM一一一一ψ一rMMレM■M噌M輔MMM−f一伽MM〜M

て愚でいるが︑とくに安全艦に関
しては昨黛までの冷郎材圧力バウ
ンダリー破断嚢故機擬喫．験︑螢金

注入系による非常冷却試験などに
引続甦︑これらの総点灘能試験を
行ない︑結黒を安全欝箆に反映さ

後の開発に役立てるため︑門ふげ

せている︒また︑新型黒鍵の今

ん﹂の設計製作に謬画している民

◇

型転鞍炉確認の研究﹂も実施して

間密社の窪験を生かしながら﹁新

いる︒

わが国の畏期エネルギー政策確
立が曖請されている中で︑新型動
力炉開発もようやく︑その一翼を

いる︒これまでの各種研究は十分

謂うところまで成畏しようとして

ころに大きな長所があるが︑今後

な安全性実証を黒み堕ねてきたと

術の確立も逸めていく袴えで︑と

ており近くパイロットプラントの
れからであり︑多くの正愈蠣を迎

について麩礎的工学試験を進め

了︑猫脚尾能試験を経て同年十月

えようとしているわけで︑さらに

まだ解決すべ琶問題も少なくな

た原子炉建蔽のほか︑補助建売︑

張臨舜を闘橡に︑工禦を逸めてい

い︒開発の翼緬を繕われるのはこ
中には語弊とする予定だ︒鎧装駒

螺秘貯蔵建羅など碓麗工場が中心

に門常陽﹂罵の臨界に無腰な六十

▽プルト漏ウム燃料七月まで

認と実駒を貯めている︒

ッ化工程を中心とした狡術的な検

ほか減撮ウランについてもそのフ

ニウム紙換鰹設を謝画中で︑この

容疑機などの観点から酸化プルト

輸送および筋工の優賓性︑便管の

くに硝酸プルトニウムについては

鑓秘はほぼ製作を完ア︑ブランケ

来年度にチェック＆レビューを行

二︑三年度が予定され︑このため

パイロットプラントの建設は五十

したプラント設計にも二手した︒

についても検討し︑これらを総画

プラントの遡心機以外の構成要累

かっているが︑さらにパイロット

および欝欝試験綾躍建設にとりか

前庫に比べ優増したため︑第二の 七集詩体の製作を完了︑二度茉ま
実験嗣カスケード︵Ci羅計画︶ でには豊凶︑取讐え用を禽む畳鰯
体の製作を終える予窟だ︒門もん

逓めている︒今隼度は予簾規模も

ント後期の機栂とするため試作を

の簾適化を検討︑パイロットプラ

機種の鵬発も行ない︑周速と胴畏

として従来型より圃転胴長の擾い

る計画だ︒また︑経済的な遠心機

し︑今鎌倉末には原型機を決定す

一瓢努力を蠣注していく︒
る︒

つある︒

成する個汝狡術は籍実に繭怖しつ

て︑今や核撚料サイクルの輪を形

ねてきたが︑これらの縫験を通じ

変璽などもあって多くの藩労を盤

や新しい悪難の変化に対する計画

ち上がりが蒔購的に遅かったこと

きたQこの聞︑プロシェクトの立

講演中の瀬劃翻理購畏

となっているが︑うち原子炉建塵

垂

核鰍料げイクル分野の諸外圃の

地

進⁝w

ット燃料はすでに一部が規地に搬
入されている︒五十一奪秋頃には

る冤込みで︑その後潟大出力︵七

定格出力︵五十MW︶に到逮で選

MW︶への移行を誹議しており・

十五MW︶を起て細謹国炉心︵蔚

これらの炉心特陸や安全性などに

原型炉﹁もんじゅ﹂については

ついても検討を進めている︒

昨鉦度窺施した第二次概念設計に
引続いて︑今隼一月から第一次調

している︒第一次調整設計では︑

整診計を民間五社に委話して裳施

伴などについて農芸しを行なって

炉心設計との関遡で冷却系設計条

おり︑＋月奏には終アの予定だ︒

簸終鮒な仕醸を固める一方︑安全

鋤きは濡発で︑承威行鋤的でもあ

今後はさらに設計の調整を璽ねて

欝蒼ほカ︑殖設の躍備なども遣め

▽逮心法艘縮この一年聞︑ウ

的だったが︑働燃噴業団の研究開

は︑秘期の蒸礎的慧研究かり︑安

とくにウラン濃縮詐術の閥発︑再

る︒標点機を申心と了る単機開発

貼避

き転

▽ウラン資源カナダ︑オース

技術盤盤をもちながら国際提携を

ある︒

研究開発は漕汝と行なわれてお

ているほか︑昨薙から今無にかけ

トラリア︑アフリカで探査を進め

一無しがちだが︑やはり自恕的な ラン緊縮をめぐる海外悩勢は流鋤

り︑それに伴ってわが国では一腰

覇鰯
り︑大洗工学センターの各纒大型

も︑これを兜照してきた︒すなわ

発は︑園難な辞︑鷺ぶつかりながら

@麗

り︑ナショナルコンセンサスを掘

全余裕や機織の繕頼性などといっ

処理工場の建設︑プルトニウム轡

もパイロットプラント原型機の決

難鄭

無蓋｛1急そr／沖鐸1癩蝿尺よりタクンー15ク｝・

T獲LO3−5飢一6121

、穿

探

瞬鰍継

弩署する政策を購えるべ量であ

た爽乱試験に躍かれ︑実規麟に近

料の製造︑ウラン蛮源の探鉱調査

定を尺〆にして︑数次の試論關発

φ扁を嘗酌とした本格的な研究開

い規模での試作や試験を行なって

および製錬捜術などについてかな

を行ない︑分離性能も事実に向上

灘灘
いる︒研究開発は炉物理︑機器開

りの努力を注ぎその展開を醗って

TE二LO5557−6−7021

東京都港区新橋1−1−13予105

所在地

刷本原子力産藁会議・総務諜
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研究施段も整欄が進んで﹁もんじ

なども進めている︒

ていく誹画だ︒計鱒コ⁝ドの整鯖
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力

原
な流れの変雛がみられた︒一つは
の解決のために一腰努力しなけれ
ている︒

は︑今後︑核融舎までを盆めた原

か︑とくに安金性確傑に対する十

開発に当たっては︑門促進が必

子力エネルギーの比露を圏める必

が何にも増して璽要なことは需う

分な配慮と欝頼性をもたせること

うし︑核燃料有効利用の観点から

硬があることは否定できないだろ

さて︑エネルギー問題に関して

ばならないと痛感している︒

いわゆるオイル・ショックに端を
発したともいえるエネルギー危機
とその中での原子力エネルギーの

縮対的な璽蟹性の譲識であり ︑
ノ
他は環塊︑蜜全間題を根源として
メ
科学技術の逸農︑とく堪原子力を
禽め新技術に離する不安が強くな

︵内部に麗水出荷︑外周に鉄製の放直線遮蔽驚遣

嬢鷹糠開霧憲
発︑酬測制卿︑ナトリウム欝術︑

@@
@@鱒
@
@

㊤﹁常賜一の近況と㊦︻ふげん︸の原子炉本体

物がある︶

礁

技術開発着実に前
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