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漁業補償協定に調印
織勲蔽 迷惑料 含む13憶円
て︑國からの厩箸内容姐何によっ

項がうたわれていることもあっ

回笛を待って同悪する﹂とした一

う漁藁補餓交渉がこのほど円満解淡し︑十一月二十九臼︑茨城月水芦市三ノ鈍の緊漁運本部で濁蕾に

勤力顛・核燃料關発麟藁囲と茨城輪唱藁協同組編輯禽会との間の便用済み燃料爾処理施設設畷に伴

よる協定購調印が行なわれた︒協定轡によると︑漁藁補償は沖禽一㎡綴までの漁業権消滅ほか漁獲物

力の箪和利用は日本の将来のため
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偶勢をふまえて︑わが圃のエネル

治雄︵科技庁︶︑井上力︵遺嘱
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﹁すでにコマ⁝シャル・ペースに

粟っている現在の原子力発環所関

このほか足立口重は挨拶の中で

係は︑鏡業の官庁にその行政を移

六晴四悪に呪むつ馳を視察した偏

題を璽視していることを明らかに

とその経過を説明し︑﹁むつ﹂問

した︒また︑原子力船開発には擬

とえば核融台や爾速増殖炉などを

し︑科技庁は夫来科学の分野︑た

発研究していくことに力を注ぐべ

実用化する段階まで︑徹底的に開

船瑠業団の賭限立法を改正して︑

期間を要することから︑現在の懸

して開発を進めることの必要性を

けたい﹂とし︑すでに自民党内で

ついても﹁原子力安野局を燈鼻設

きだ﹂と述べた︒また蜜金間題に

圃鄭業団を憤久的な組織に作り臨

強調︑﹁むつ一出張報告を行なっ

すべきだと提案したところ反対悪

る︑などと懸ったり

設羅のだめの蟹融鵜備を進めてい

た閣議の席でもこの点を閣議決定

冤もなく︑このため損例によって
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この件を﹁閣議決定﹂したものと
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ギー慧剣に資する原子力の位蔽づ

こたえるために必要な行燈などを

けと果たすべき役劇︑その期待に

明らかにして行こうとする基本的

第八翻原塵年次大会の準備蚕繭

な方向が審議された︒

は次の通り︒▽饗餓岸田純之

本郵船︶︑黒木敏郎︵渠穴︶︑

助︵朝巴新聞︶︑黒川正典︵日

柴田二三男︵中部電力︶︑瀬川

屈弥太郎︵国立週報研︶︑偲俊

大︶︑竹村数男︵棄商大︶︑田
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雄︵関電︶︑野村顕雄︵土偏︶︑

藤村弘澱︵水塵澱源保護協会︶︑

テーマ︑運欝など全般について審
議検討するもの︒

三郎︵申国翠竹︶︑村田浩︵原

法鍛四郎︵住友原子力︶︑丸山賢
臼本原子力薩叢会議は三臼︑第

研︶︑綿引義孝︵茨城票︶︑綿森

日から羅臼︑東

ては試験操業開始に﹃待った励が
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かかる可能性も残されており︑兜

八圓原薩琿次大会躍備委異会の初

れる六つのセッションで

することを確定したほか︑予定さ

刊本原子力歴業会議は十一月二

をあげて御講公したい﹂などと挨

が瞬ばれている撮界の

会を明年ヨ月十

の協定朔日印を受けて︑擁水虫溶接工禦を霧開する一方︑来襲からの同施設試験操業開始に備えた拡

取扱い上の不安と量感など五頂願を内容とするもので︑補蟹総額は十三億五千万円︒岡禦叢団は︑こ
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敬実鹸など踏躍備を急ぐことになった︒
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い出すか︑困難の運続だつた﹂と

可欠の重要なものであり︑これを

また世界と入隅の発展のために不
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機に︑細蟹﹁ゴi﹂サインが出た 発は擬期間かかることから︑晴阪
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策に関する両養取決めを定めたも

と結藥の報告︑本粥擬難開始の運
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の﹁便用済み燃料爾処麗施設設計

か所を溶接せず︑残していだも

なるので︑辞令を受けとって三十

の︒澱遮から圏への要璽は＋一月

監視機構の法制化など九項自につ

に関する再審蚕ほか甲央騨価機構

十二日提出され陀もので︑安全性

の設麗︑設翫工蟹方法の第三暫に

いて兇解を求めている︒

についての璽任の開確化や第三者

もののほか︑圏による原子力行政
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ほど政局がはからずも混とんとし
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補慣額について動燃難業団︑緊漁

ら一斗近くの擬くを要したのは︑

漁業補償協定締紬が交渉開始か

済措殿ーーなどがその内容︒

動曰物等が心事を受けた場含の救

込まれている︒補鶴口減に﹁漁獲

も加零し

郎金羅が調印︑交渉開始から約二

迷慈樹

物取扱い上の不安︑遮感﹂といっ

﹃風騨による漁獲物価格の低落脚

協定轡本又は︑漁懸隔の消滅ほ

にも対処しているが︑この一項は

た︑いわゆる

銀ぶり円満解決の運びとなった︒

鰹︑鉾水翻放膿口周辺海城の漁堀

か赫水量埋設工工期間中の操繋阻

った全く新しい試みだ︒

従来のこの樋協定ではみられなか

湾使用︑漁獲物取扱い上の不安や
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迷感ーーの五項霞を童な補麟内容
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数展にわたるトップ金談がもたれ
てきた︒薄処理施設がわが圏では
初めてのものであるほか・野審レ
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長州︑片山正英同政務次窟を招い

きに就任した足立編垂科学技術庁

っていく感じだ︒私も︑こういつ

て活絹するかで将来の遡命が定ま
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もに科学技術庁に原脚力安全局を
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そしてとくに足立長上は︑﹁原
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る国民の不僑感を払拭することに
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一塾のうち三山の原子炉冷却系の四匁︵窺径︶補助蟹で発見された小さな亀裂は︑その修理作纂を終
了︑さらにこれと同様な補助管を使用している他の原子炉を総点検した紬果︑亀裂などの異常は翻め

られなかったと発表した︒亀裂が生じた原曲については︑応力腐食によるものとの見方が強いが︑A

れるほどのものではなかったが︑

因調壷に注目が災まっている︒

地は︑ブシールが候補に上ってい

二＋五韻場と冤積られている︒敷

電力中央研究所、］本アイソトープ協会、東人工≠部・凍子力量貌施設、東北大学 金属材糾研
貌所、東∫Jミ都立アイソトープ研究所、放射線睡㌻総合研究所、電気通信研究所、㈱東勅｝げ力産
業研究所、ライオノ生物」ξ験セノター

ー

（研究施毅関係）口本原子力研究所・東海・人員・11蓼；嫡各研究所、理化ヂ研究所・大壷研究所、

来無初めに漕工し︑それぞれ八二

フランス電力公社︵EDF︶がイるが︑この原子力発躍所で麗麗し

（調帯所関係）目本原チ力発電㈱敷豊翼および東海発雌所、來京華力㈱の福勘発電所、中国竃力㈱
・勘根原子力発岩子、L｛立ブラ／ト㈱、蜘k芝浦霞気㈱・原多力本窪猛、三艶原子力工業㈱、 Gε

無九月︑八三庫憂に完成の予定︒

︵西ドイツが建設の予定︶向けに

た電力を石油化学コンプレックス

の

総擾はこのほど︑米メリーランド

（研究施毅闘係）R王放射線取扱電影釜設1重1コンサルタノト、施設の改羅・解体、廃葉施設整働、

仏と西独に原子

炉各2基を発注

ラン原子力婁員禽と協力して︑建

供給するというQ

イランの原子力発鱈謝薩は一九

ム祉︶とも交渉中︒多額のオイル

国︑スウェーデン︵アセア・アト

れ︑この計画選成のため政鰐は米

にW
︑核燃料の提供︑核琳料サイク
︵KWU︶社に出力百ニや万K

ダラーの流入により︑イランとし

所と科学軍術協力協定を結ぶほか

ルの確立︑その中でも特にイラン

原子炉二棊を発注内示した︒

った二基については︑それぞれ八 原子力への転換に力強く踏み出し

一方︑KWU社への発注が決まては将来の石油目時枯渇に備え︑

のウラン探鉱開発で協力する︒

フラマトーム社への発注は︑さ
る六月調印されたフランス⁝イラ

O鋸︑八一年完成︑碓設磯総額無 ているわけだ︒

多一多⁝！〃ーーノーー
熟の建設協力のうちの二墓分で︑

株武譲渡条件の毒し諾いが行なわ

AEGーテレフンケン両社の闇でン原子力婁員会のマーチネス商務
ス社がAEG⁝テレフンケン社所
有のク︐ラフトベルク・ユニオン

力発餓所の建設と運転にかかわる

る他の捜術欄報の棺互交換も盒ま

安全性および贋塊彫響概念に關す

いうのが山嶺だろう︒しかし鷺

成される冤通しは︑まだないと

C婁爵会に優秀なスタッフがそ

ろい︑経済成長の抑制︑石油消

い切った戦賂撮灘ができる︑そ

蟹の抑舗︑原子刀転換という想

のフレキシビリティは総総に値

この目標の達成は︑慰激な転

する︒

（発蟷所関係）機器その他の毛染除去、定期検査時の除染・サーヘイ、核燃桝鼓蔚 交換作業、
個人扱曝書理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の清輔、廃棄物の運搬、融雪所・画調設備座
輯保守、施設内の補助工事並びに露繕業4努、管理【2ζ城内除染および酒掃、鐘通区域清撮

器を据え付けている︒

が亀裂の原詩究明に嚢たり︑憾力
コモンウェルス・エシソン社は同

テムであることから︑ほとんど問
︵アイオワ電気籠目所有︶の補助

題で協定書蕊

出たバトナム報告︵来︶の握醤

論

熱難

〔顧子力関連営養一粟〕

バイパス管と呼ばれている補助
管は︑大型ポンプ弁の片側の大き

ン

設の技術援助︑運転要員の獲成︑

ラ

︻パリ松本駐在鰻︼イラン政府

運転の技術擾助を行なうことにな

イ

始動蘭に大きな配蟹を暖めておく

ーム社に漏精九〇万KW原子炉二 っている︒また︑フランス原子力

はこのほど︑フランスのフラマト

なパイプに運縮しており︑ポンプ

ンニ轡の一次冷却系からの水漏れ

腐食が主因とみられるとの見解を
炉を簿止して︑漏洩の善導深紅に

BWR二十一基のうち趣裂が発回問題となった四割補助管をもた
題はないものとみられていた︒ま

庁︵C露A︶はイラン原子力研究 八五蕉京でに二千万KWとみら

ために下馬されるもの︒ドレスデ

表明しているが︑最終結論に簗っ

子力発磁所には異常がないことが

AECの今回の発表で︑他の原ン経済協定でうたわれた原子炉習

力金社の協力を響て︑クワド・シ
判明したわけだが︑公衆の不安を

ないか︑または亀裂が認められた

WU歓はシーメンス社の一〇〇％ する協定に調印した︒同量簿は︑

れているが︑これが実現するとK 州ベセスダで原子力規謝問題に関
︵KWU︶社株式を買収すること

る協力をうたっており︑両圏の原

両國の原子力安全基準開発におけ

に岬反対しない懇聞を明らかにし

た︒KWU社は一九六九駕四月︑ 子会祉となる見込みだ︒

ドイツ鍛大手の原子力メーカーで

米︑スペイン両国

米国原子刀襲轟会︵AEC︶のれている︒
マンツィング規制総局擬とスペイ

ある︒A8Gーテレフンケン社が

子力発餓所の運転経験偶報︑原子

受理能な項眠については審議を続

建設群可公拓に関する公聴婁開催
の公示がなされることになってい

み切った巖大の理由は財政難のた

KWU社の持株を黍愚草とに踏
めとみられている︒シ⁝メンス︑

には七三無の消熱勇躍まで引き

制は八O隼をピークに︑八五年

︻パり松本駐在展︼瀬ドイツの

成長を抑えてでもエネルギー消

カルテル庁はこのほど︑シーメン

費の伸びを抑える一方︑電力消

ロジェクトであるとの観点から︑

らに十纂発注︶︑現蕉五八彩の

このEC戦賂は加盟国にとっ

渓そうという厳しいものだ︒

石油依存度の引き下げをねらっ

ている︒ここでも霊力はWH製 螢を奨励して電力のエネルギー

測という性質のものではない︒

EC内原干刀発電黒総は約翌翌 フランスやスペインではこの努

の一は原子力で賄い︑八五年の

︵八灘年︶に高める︒その二分 ての努力目標であり︑計画や予

のPWR︒ウエスチングハウス比率を現在の二五％から三菰％
社は石油依存蔑の大きい︑しか

四恩︵薦万KW級︶を発注した 換の必要な国ばかりを襲えたこ

である︒これが達成されればエ

KWというのがその大体の構想 力目標が 翫画化 の軌禮に掌

も経済成痩率の高い︑原子力転

の国産化政策にうまくマッチし

とになるが・同社の戦略が各国

りつつあるが︑暴力退潮が帰滞
スで︑一九九〇年までに原子力

に手こずっている国も多い︒E

し︑あるいは安全性批判の世論

この考え方は︑エネルギーの

トームiACECiWHの
運
婁顔
書携
はこの鼻革しいエネルギ

そのものと醤っていい︒原子力

C全体としてこの戦略目標が違

ネルギーの輸入依存度は六〇％

のに続き︑毎隼一錘の発注ペー

いいようだ︒

約壬ハ百万KW︑全設備の七四 たことが同社の成功の因とみて

国が脹子力転換を急いでいるこ

が︑その現状をまとめて紹介し

グループ︵AC

ベルギーの製造

％達威を霞標にかかげている︒

ECが中心︶は

まずフランスだが︑今隼の二

よう︒

月に発表した隼闇七墓︵酉万K

仏フラマトーム

こういう各国の原子力癒換を

欧謬馨趨雑嚢
繍ばしたのがフランスの原子力

社と同じ資厳グ

W級︶の発注ペースをそのまま

発響画だ︒このペースで︑八

ともにウエスチングハウス︵W

O矩には原子力二千万KW︑全ループに騒し︑

備の実に七〇％が達成される︒

利用の増大にはまず電力利用の

換にともなう鷹擦を加盟諸国が

した︒それによると︑紀元二〇

どう乗り切っていくかにかかっ

ー購給戦略を閣僚理購会に提出

ている︒とくに原子力転換はは
業用の特殊冒的に使えlIEC

燗大が必要で︑石油・石心は工

画を支え︑またこの拡大翫画が

ス一瓢三％︑石油・石炭はガス転

〇〇爺までに原子力五〇％︑ガ

が仏︑ベルギーの原子力発躍計

ていると欝っていい︒

咽際目簗グループの形成を促し

この醗画には濃縮工鵬︵ユーロ

るが︑フランスが電カイコール

であろうか︒

うのがバトナム報告の核心だっ

︵K・K︶

委踊会も強調しているlIとい たしてどの程慶のテンポが可能

て︑欝Cの政策冒標として打ち

た︒それが今や︑規実強をもっ

いうのがその大目標になってい

ずかで闇題にならない︒

昂1一太陽熱や地熱は麗的にわ

親分を篭めて二五％に抑えると

の七墓に加え︑七六年墓でにと

フランスについで拡大がめざ

りあえず十墓卒発注︑八二奪ま

ましいのはスペインだ︒建設中
お隣りのベルギーも︑小国な

出されたわけで︑石油の消遣抑

がら原子力︼本の発電謝画に切

ことは明らかだ︒

の綴大隈カットをめざしている

原子力路線を推進し︑石窟蟻蜂

ディフ︶用電力の供紬も践まれ

年には原子力五千万KW︑全設 H︶．ライセンシーだ︒フラマ 踏まえて︑EC︵欧州共同体︶ 消費抑制以外は︑ 九五十年に

例力設騰のほぼ三分の一︑八五

から四〇％に低下する︒

とはたびたび報徳されている

昨年の石油器機以来︑欧州諸

原子力規制問

境報告轡と予簾安金解析報告購か

見された三墨は︑コモンウェルス

今回申合された串請霞には︑環

ン両社の折半出資で設立された西

シーメンス︑AEGーテレフンケ

管に応力と振動をモニターする計

関する僑報データが不十分である

の建設串講欝の受理を

西独力ルチル庁

譲渡を承認へ

寧が受理された場舎は︑AECの

KWU社の株

けるという︒

た他の一基についても︑簸近検査

増殖炉の詳細情報要求

らの敷地関適日報が含まれ︑申丁

三発賑所とかなり異なる配管シス

クワド︒シティーズニ号︑それに
ノースイースト・ニュークリア︒
エナジー社のミルストン一弩︒炉

た四冠補助蟹は周じ鋼蟹バッチで

メーカーのGE社は︑亀裂が生じ

製造され︑また岡晴につくられた

とリ
指摘し︑もっと多くの詳細な傭
ク

万KW︶

百入

から一千五薗人ないし一千六頁人

に伴い従業興も親在の

壬

アーグ爾処理工場の処理能力を年

がみえているのが再処理工堀︶

写爽はラアーグ研究所︵挑気筒

に囎やされるという︒

闇八百ゾから一千五暫ゾに拡大す
ることを渓めた︒この拡張工嚢は
第一期︵マ九七八〜△二年︶︑第
二期︵八三〜八七年︶の二回にわ

・リバー炉の場含は国の鍛纒兜プ

米国原子力車異常︵AEC︶は撞習した︒その理曲としてAECた︒AEC筋によると︑クリンチ
は︑敷地の地蟹︑気象︑醗震︑水

棲環境︑それに放射性廃棄物シス
ジメント社︵PMC︶および孚V

︵LMFBR︶実既一網機

されていた液体金属爾嬉野殖炉

ン

報が必要であるとしている︒

の猶予を与え て い た ︒ し か し ︑ B

ラアーグ工場能

ラ

力の拡大決まる
フ
︻パリ松本駐在異︼フランス原

ス

の原子炉を腿用しているため︑今

WR二十一塾の輔2皇図墓は︑旧武 ンチ・リバー炉︵正味出力三十五

社に指示︑極査期開として六十日

受けて︑BWRの総点横を魔力各A︵テネシー渓谷公社︶から申請 テムおよび炉心を含む仮想摺故に

れら三発餓藤の亀裂黎故の報告を

AEC規制部は九月二十日︑こ このほど︑プロジェクト︒マネー

もの︑とAECに報告した︒

建設課請書を拒否

・エジソン社のドレスデンニ弩︑

ュアン・アーノルド原子力発爾駅 払拭するためもあって︑今後の原

ティーズ原子力発耀所の二堪とデ

る︒この調査のため︑G唐尺は電

梁り出していた︒

は小糠で︑AEC条件に照らし台等を正式発注したのに続き︑西ド
アルゴンヌ圃立研究所とGE社 わせても︑原子炉の閉鎖を要求さ イツのクラフトベルク・ユニオン

＋一纂である︒

実鷹的に横査が必要とされたのは

を終了したばかりであったため︑

σ

ておらず︑いまなお調査中であ

※国原子力委鑓会︵AEC︶はこのほど︑さる九月に運転認司済み沸騰水型原子炉︵BWR︶二十

応力腐食が亀裂の原因か

驚た

ECのアルゴンヌ国立研究所とゼネラル・エレクトリック︵GE︶社がなお調査中である︒

ら▼

でに完成して︵それまでにはさ

タらかま

．等礁鰍

一︑勅
臓染

，

饗

難

一

りかえた︒つい雌紐︑まとめて

卜

この大囲標の遼成には︑経済

肚原子欄係の他ほ菱畷鷺春雪薦｝罐斯ぼビル鯛鰯を當梁
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日本エヌ・ユー・エス社︵鈴本義雄社趨︶は︑十一月二十七日︑通産省資源エネルギー庁から﹁海
外ウラン濃縮購業の調査と研究役務﹂業務を受託したと発表した︒受託業務は︑通塵街の三年計画の
第一期︑昭和四十九葎度核燃料事業等確立推進調査の一環をなすもので︑わが圏の濃縮ウラン擬期安

連︑爾ア︑中国など各羅の実態調

国︑カナダ︑オーストラリア︑ソ

に分析・評価し︑対日供給の蜜定

給に関連する標汝な要瞬を総合鯉

をまず調べ︑海外の濃縮ウラン供

産業︑各国政府の政策・方針など

騨膣

平皿外四︑罠翻忠

軍拝滋二常務が副雛

⁝二畿文治郎

このため両炉では万金を期して翼

試験で原因不明の影が発冤され︑

が︑求た阪岡︸腎にも超脳波探醗

しかし︑この異常箇解は︑米國

基

︐●

圏超低温LNG・パイプライン

▽束唯唯力

雄両常務が副社町に軽四︑これに

よって同社は幽晦の五副被長体制

となった︒また成田漕︑門田正三

両取締役が常務に舜格︑成田氏は

耀穣連出向の正親常務の後を受け

公認総△口本部長として電源立地な

口俊一︑萬橋薫介薦氏が取締役に

ど渉外にも当たる▽関西離力浜

保健響理論を担任︒このほか︑竹

新任︑浜口氏は原子力塾︑原子力

務所長に︑柴田充生原子力発議諜

下博久営業部次長が福井原子力聯

▽四国電力

畏が原子力部次長にそれぞれ就任

ぞれ脚格▽東北電力

擾︑佐藤忠義取締役が常務にそれ

取締役が常務に界格︑技術部のほ

安選次郎取締役が

か配躍部︑工務部関係の業務を握

常務に昇格︒人事は東禦鷹力が二

当▽九州醒力

血が冤つかったことが発端となっ

で指摘されているような応力腐蝕

，

日本エヌ︒ユー・エス社は昭秘

が決定︑﹁乞われて︵加藤電重連

ス配管のエルボウ︵曲り︶部分に

発施設等の武辺住民に対する原発

翻れによる亀裂ではないことが明

硬

H

四十六隼に設立され︑各電力会祉
に対して核燃糾︑安全性︑贔樋管
理役務などのコンサルティング業

猫を行なう一方︑NUS社︑NI
S社などからのわが国原子力聖業
に関する調査依頼に応じている︒

十餓総会徴にその趣旨説明を行な

最近︑核鰍料プール設立を提環し

にあって危機下の躍月経醤を大所

鰐

﹁一 一

ﾛからの適当な纒縮技術の選定
など野業計画を研究する︒また来
翻との含弁肇業計画についても研

豊本エヌ・ユi・エス社は︑※

究を行なう︒
っている︒

欄NUS社︑西ドイツの姉妹会社 なお︑通産雀は︑先に四十九無

電力各社はこのところ根次いで

の岡社人購で正親兇一常務と交醤

画駈からながめてきたが︑こんど

理轟轟︶に委託しており︑来年三

躍で︑政策科学研究所︵東畑柵一

については約二壬二百万円の委託

團内ウラン濃縮甥業に関する研究

であるK王S社と共同でプロジェ 度核燃料事業確立携進調査のうち
クトチームを編成して旧業を進め
る一方︑濃縮箏業に関連する財政
的問題︑経済性の間題の研究とア
ドバイスについては来国のナショ
月末には国内外の濃縮正業確立方

で剛社長︑常務︑取締役級の着脳

株詫総会を開催︑引続く取締役会

ナル・エコノミック︒リサーチ・

することにしている︒

アソシェイツ︵NERA︶に依頼
築検討に関し一応のメドを得る予

人噺を淡定しているが︑この一環

た﹂もの︒正親氏は十三日の九羅

会鍵︶眠中研入りすることになっ

十七日︑他はいずれも二十八日

副会艮も近く電力巾央研究所難語

写奥は︑退任の挨拶をずる荘村

二基のBWR型炉のうち二＋

民︵左から二人員︶

で︑捕修して通産省の検査を受け

璽力各社譲脳人畷は次の通り︒

研理二会で正式決定の予定︒

の取締役会などで決定した︒

として電気鰻業連倉△瓢の荘村義雄

そ再呈半の畏きにわたり醐会長職

束票電力から出向︑これまでおよ

力社長会︑荘村氏は十四日の電中

フランスは今奮︑軍秘利胴閣的

ェ・ド・ラトランティクとの間で

の協定が結ばれている︒原子力第

舶用原子炉の研究と製造について

CEAと大手造船企業シャンティ喪代理に就任することになった︒

の原子力船建造計画を打ち出し︑

定だ︒

で建設することの司馬性研究につ

島播磨 が仏C鉦Aと
︵加島水型軽水炉︶で技術提携し

技術提携は︑石播が舶用原子炉
に関する調査︑冤積り︑受注露点

を対象に総点検が始められた︒

これを受けてわが陽でも粟醒福
た︒

たあと︑運転を蓋開すると発表し

一船は十万馬力級の大型タンカー
溶接不良による
溶け込み不十分
ラッシュ原子力センターに建設申

での製造技術のノウハウを灘入し

となる兇込み︒またCEAがカダ

作業は十月調印の﹁原子力船﹃む

BWRの再循軍需バイパス管の厨一︑二︑三号と中部電力浜腿一

暦︑申国電力島根︑原露敦理炉の

敦賀炉の配魑醜裂調査

禽謝六基を対象に総点検を実施し

の岩上原型炉︵CAP︶は来年完

のドレスデンニ署炉で同機に亀裂

沸騰水型軽水炉︵BWR︶の再クラック聞題は︑さる九月に米国

接部︸箇所にわずかな﹁にじみ﹂

たところ福脇一辱のバイパス管溶

船舶捜術を供与するクロスライセ

循環系バイパス配管クラック︵亀

が生じていることが判明︑その後

つ睡の簸係属入港および定三里の

裂︶問題で︑敦賀原子力発陰樹の

ストン一弩両面でも類似の配管汗

クワドシティーズニ署およびミル

立造船との提携がある︒

て︑米國では間ちに運転申の五十

常部分を取り喬えるなど所襲の描

溶接施行不良箇所が発兇されたの

る︒

流撮を行なっていた田本原子力発

成︑運転を開始する予定といわれ

なお︑船用炉に関する技術提携

電会社は二日︑岡発露所のバイパ

石播は今回の提携により︑炉︑
船舶一括受注体制ができたわけだ

西ドイツのインターアトム社と日

には︑オットハーン辱を建造した

ンス方式︒

和四十九駕†一月申に鷹森三曲に

のメドが立っていないことなどか

が︑わが圓では第二船以降の計醸

ら﹁まだ先の問題﹂で讐長い目で
勉強していく﹂としている︒
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溶接の施行不農による擾さ十︑ザ程

エルボウ部分の溶接部一簡所に影

検査を行なった三富︑X線横査で

たが︑超音波探鰯試験およびX線

鷹試験では異朝なく漏洩もなかっ

点検を進めたところ︑液体漫透探

て十月二十六臼に原子炉を僅止し

敦踪跡では簡賜点極を蕊干霞め

躍用団地︶を単位として放射線監

認を溢めている︒

用施設設麗周辺南里村の整備喫業

交紺金交付規則の主な貞はおよ

視施設等整備終業などに要する経

税として一般電気襲業薔から販売

鞍にあてるための交付金を交付す
▽健進対策翻①当骸布町村の一

囎連環千KWH当たり八十五円をそ次のとおり︒

それと同額とする④科技庁長上︑
徴収し︑この税収財源︵平年度三

始日から︑簸後の施設箸使用開始

交付金交付隈度額は設腰市町村の

規則﹂瞥放射線監視交付金交付規

係る電源立地促進対策交付金交付

の発電用施設設課工壌の場合︑

臼の属する会計琿慶の三年後の会

が発見された︒その後覆照突明の

る②交付期闇は放射線監視耶業の
聖三億円︑初館慶齎一億円︶を一

KW数を掛けた金額︑など規定の 通麓大腰が定める金額を交付隈度

計年度の末日濠での期間③交付金
︵発電周施設周辺地城整備法︑電
源開発促進法︑雁源開発健進対策

通涯大臣は諸寺円硝化のため特に

則偏 ﹁広報対策交付金交付規則扁

般会計と区分して趣源開発促進秘

額とすることができる⑤交付金は

額は整備環業一塁二千五百六十六

ため同部を切断して調べたところ

場合︑最初の順発施設等の使用開
策特別会計で経理︑発聡罵施設設

設躍工瑠開始日または整備翫画承

万円︵期間内︶︑監視事前調査珊

内に終了しないときは︑網羅に限

知識普及目塞︑整儲計画作成獅務

らかとなったことから︑同社では

あることが判明した︒

度の線状の溶騎が不→分な箇所が

の︶を五癌した金額を交付限度と

り︑当該期間を超えて交付金を交

および交付金交付禦務の費用にあ

講交付金交付規則決まる
行なう公共周施設整傭珊叢︑原子

する②当該市町村の二以上の発電

付できる⑥交付金はできる隈り各

▽広報対策口所管省庁の獲は原
環境放射線監視旛設の設麗と運用

力発電安全対策などに交付金を交

購施設設麗併行工摺の場含︑一義

を得ぬ珊田により整儲漿業が期間

必要と認めるときは科技庁勝軍︑

を定め︑十一月二十九日︑告示し

算式で輝晒した金額のうち低いも

認日のいずれか遅い臼が属する会

業および監視襲業各八百万円︵毎

設所在市町村とその周辺市町村の

特別会計法︶に塁づき①発鱈罵施

公共施設整幽難業②原子力発饒胴

③施設周辺住民に対する原子力発

付する形態をとっている︒地域整

切断笛所を新しい部品で補冠して

電知識の普及事業箸︑にそれぞれ

▽放射線監視11①科技庁擾留は 隈度額は︑広報対策交付金の場

苺塗したいとしている︒

通難戦の検蛮を受けた上︑運転を

てるため交付金を交付する②交付

度︶︒一門飽府緊は千五雷万円︒

合︑一購業所︸千万円︵毎会計年

無燈に均等に交付する︒

原発樋設設躍または設躍予定の都

の金額を︑二辱機︑三瀬機以降は

磁冊興に凹し︑黙饗所︵原発熊葛

機については﹁単位金額﹂の五倍

規竃算式により算定した金額を︑

運筆定地点七十五か所のうち原子

それぞれ交付限度額とする⑬発蟷

力関係では棚雲絶望市爾山町︑

が対象となった︒

あてる交付金について︑交付の期

施設などの所在都燃府県における

﹁単位金額隔︵三遷円に施設出力
た︒これらの規躍は︑今年十月一

膿所在市町村とその周辺市町村が

計館度から工鱗終了田が属する会

霞源三法

計無蔑までの期間の整備二業経籔

会計年度︶︒

田から施行された

個々に限度纈を算定

について交付する︒ただし︑やむ

政府は︑﹁原子力発鍛施設箸に

とずくもの︒

から開始すること︑の取決めにも

用済み燃料交換用のキャスクを昭

埋立て作業を暇租四十九年†一月

搬出する②便用済み燃料貯藏池の

撤去に関する倉慧協定轡﹂の①使

間に舶用原子力蒸気供給システム

フランス漂子力庁︵CHA︶とのたことを明らかにした︒

石川厨播磨蟹工業はこのほど・

石川

舶用炉で技術提携

いて︑概念設計を進め︑資金︑第

定確傑の観点から︑濃縮ウラン供給源多亀化ビジョンを確立することがねらい︒受託金額は三千醤万
円︒来年三月末までに通産省に作業糖果を報告する︒

査②多角化ビション確立のための

性や︑供給羅︑価格などを掘握︑

塵業︑天然ウランなどの濃縮閲速

海外要因の研究③現在海外で誹画

受託した役務 の 内 容 は ① 欧 来 諸

巾の二つの濃縮競業に関する概念

の扇薮首脳盆談で原則鮒隙意をみ

を逸めることになる︒さらに︑先

多角化ビジョン確立のための研究

貝体的には︑ ガ ス 拡 敵 ︑ 遡 心 分

設翫・瑠業計画の研究︑の三つ︒

離︑レーザーなどの濃縮技術︑適

裂工場規模︑sWU価格と機器 た鰻姻内にウラン濃縮工場を共同

ーとトラックで茨城藁の日本原子

また圖臼から使罵済み燃料貯蔵

燃料交換用キャ
池の埋立て作当も始まった︒作業

力研究所まで陸送︑保管された︒

﹁むつ﹂施殴の撤去
はまず使用済み螺料貯藏審器架台

スクを県外搬出
日本原子力船開発禦業団は十一
などを撒表したあと木褥︑チップ

の土砂で覆い使用済み燃料賠墨池

使矯済み燃料交換用キャスクを欝 材などで埋立て︑その上面を袋舘

月二十九日︑原子力船﹁むつ﹂の

森興むつ市の同瑠業團むつ羅業所

電力各社の首脳人事

間︑額︑条件などの翠雲を定めた

一月末には完了の予定︒なおキャ

を埋立てる手順で行なわれ︑来隼

スク︑貯蔵池とも朱随用なので放

クは︑上部駆動装躍︑本体︑下部

から搬出した︒二†八ナのキャス

スライドシャッタ⁝︑制御盤の四
射能汚染の懸念はない︒これらの

荘村氏、電中研へ

茨城緊那珂郡藁海村など十六か所

6D）
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もの︒
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聞
新

産

も興味あるものといえよう︒

原子力発電所
たものは三手九百四＋八万﹁千K では四一八％の鋸閥成長率を予測

W︵二〇・鰯％︶・それが＋運 している︒

なのかどうかという悶題をもう一

第三の理由は︑醗力業興が現荏

度検量することが必要である︒

厳しい資金不足に薩醤していると
いうことである︒電力業界は︑建
設色取を爽旛するための蜜金確保
に大変な蕾労をしている︒これは
インフレーションとその金利に対

収益をあげ得るかどうかという点

する影響および兵力会社が適切な

る︒もちろん︑このうちの一部は

れほど大きな蓬があることを響え
がこの二︑三思上興率がさらに大
きくなっていることは明らかであ

躍一般のエスカレーションを反映

けられている贋麗上の圧力や建設
H︑石油価格が†一一・五が／ゆだ

は一〇簿／隼の灘で上興するだろ

核燃料のコストが三・三︒ル／KW 五％／矩︑化石燃隅発監護のそれ

よりも五〜六％上揮躍が隅くなる

多くの研究により明らかにされ

画が後退しているのだと弩えるこ

低下し︑そのために発芸所建設計

本費・燃料籔が憲激に上昇するの

圏的に低下した︒今後十直間は監

上興すると予想される︒ガスの価

産榮矯が四・五〜一〇・五％つつ

第11回日本アイソ トープ会議報文集

だろう︒

ている纈り︑羅力の隅聾が価格に

異格により贈減させるとすると一

すなわち︑消副管は総力購入醗を

設籔が禽豪れている︒これらの舐

うな形で石炭を貯蔵したり飯扱う

で︑電力の実質価格は一般住署用

格に大きな麗があるということは

な反対運勤が趨るので︑糞力会社

1973年開催のRI会議の全貌を記録

う︒第二表は︑それぞれの建設籔

の各発電所の建醗がいくらになる

O年における原子力︑石炭︑石油 対して弾力的であるとするとーー

の面で一・六六移／KWH筒利でがこの率で上翼した幽霊︑一九八
ある︒この場盆に︑稼働率を七〇

かを示している︒石炭火力発言所

騨は︑原子力発墨所の方がコスト

1三塁価格の変動により成畏率が

が七・職階／疹に下っても︑核燃

よりも一九七〇年代の方が急激に

エネルギーの価格も一九六〇年代

響を受けること︑そしてその競台

要は竸含エネルギー源の価格の影

を予測する煽舎︑醒力に対する罐

童謡の剛力戴売玉に対する影響

とができるだろう︒

原芋力発聡の方が安い︒露寒価格

次に︑原子力および化石燃料雛

電力料金と消
費量との関係

を確麗している︒

料の方がO・九聯／KWH安く︑面で有利であるという上述の三明
この燃料鋼の差を埋めるだめに
は︑石油火力発慰所の建設賊が原
子力発電所より二百二十台目百七

鰍所の建設蹴画は魔力金型の電力

＋が／KW安くならなければなら
ない︒石炭火力の運賑盟は石目よ

籔売騰の憩翠煙の変化により中比

上醒しているということを認識す
の規制如何によって︑石炭が便用

り安いが︑石縦の価格や環境面で

九パO〜七〇隼に

る必褻がある︒象鷹暖鷹閑石油の

実質価稻は︑
九六〇〜七〇

されているのかどうかという第二
の問題に移ろう︒

できるかどうかなどの不確窺要閣

が︑一九七Q隼代には石蟹緬格は

がはるかに大きい︒石炭と核燃料

年闇に魔力販売璽の囎諏率を低下

が予想される︒同様に天然ガスの

大体O・四％／葺で上昇すること

は約○・八％／年の購で低下した
理趣であり︑これだけの差で石炭

後の動向である︒

させる主な饗因は︑羅力姫格の今

館H
に比べて一九七〇〜八0葺の十
の麗はO・五一O・九穿KW

には︑建設鍛の面で酉ニヤー三鳶

火力の原子力より萄利になるため

Q・七％／難の羅で低下した︒し

実質価格は︑一九六〇二代に平均

ためにその他の施設も必婆である

が三〜四％／黛︑薩業用が四〜五

般佐竃飛二二％

／年︑産業網一・O％／年つつ全 かしこれからは天然ガスが入手出

は実質で平均

六〇矩代の十雲間に︑電力料金

い︒脱礁装躍に高くかかること

七＋ジKW安くなければ心な
や・畷麗規制上受け入れられるよ

ということを薯えると︑原子力発

％／隼つつ上課するだろう︒した

の幹部は︑化石燃料発屯所より原

一般住宅用が〜・三〜三・五％︑

駅所が化石燃料発塁審に対する優

来ると仮燦しても︑ガスの廼幡は

位性を失なったとは覆えない︒

困の多いことを示している︒

ガスの価格規制について不確定要

価榴が大門に上興すると同隠に︑

挙一発画所の建趣旨國を中止した

官庁許可・届出の全てがわかる

とすると︑原子力発聡所は遜転蟹

のである︵この嚢には発餓所の稼

がなければならないかを示しだも

は一九七〇隼代には一九六〇年代

がって︑総体的に見ると磁力価格

一九七〇年から一九八O琿にか

その供給という面で︑大きな問題

方がよいと薯えるのも漫然といえ

けて︑原子力発日駈の建設翻は一

その謝画を元へ奏すということは

が発生する︒さらに︑計画が串止

して示してある︶︒一九八○隼に

働率および金利をパラメーターと

磁力翻要の檸びが低下している

非常に難しい︒さらに︑講述の通

された結梁︑発躍弓懸が不足して

圧力については理解できるとして

中比のパターンを作りだしている

も︑産業鼻はその酎画を間違えて

いることは明らかである︒この間

なければならない︒幾つかの特別

㊥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

したのでもある︒

しかし︑原子力発電所の建醗蜜

に原子力発鱈所と化石燃料発転所

コストの予想外の上興一⁝は︑長
ことから︑一部の発一所建設酎画

という面で原子力発電所の方が化

よう︒

り発悪所の建設および運懲の経済

くると︑時間の關係から火力ター

発表されているのは妥当な半旗予

ビンの利薦購が圏まり︑石油翻嚢

の史興は認め得るが︑現在までに

れば︑餅画後事の牛眼は謝画中の

石燃料発議所より有利であるとす

羅が大幅に増加するだろう︒

しかし︑たとえこのような翫画
る︒このような壁掛の中止および

測に較べると大きすぎるようであ

化石燃料発醜所の方へより露くの
延期により︑一九七八年半ら一九

原子力発電所の計画雪止はその
経済性の欠如や儒要の伸び率低下

違いについて非難を受けるのは電

力塵界であることも明らかであろ

の例外を除いて︑これらの各繊委

澱任は国の各種規制萎員会が賃わ

う︒しかし︑この誤ちを解決する

によるものではなく︑空として︑

事態緩和に国の施策を

資金事情がネックに

原子力発醗所を不必要に大幅に

八Q年にかけて︑発電容鰍が不題 しかかってくることになる︒
するという大きな勉険のあること
は明らかである︒大薩に計画が中

ド・タイムが長いことを響えると

止されている原子力発電所のリー

その縮果焦じる発囎雄鶏の不足に

現在醗力業騨が璽面している資本

強行した︒薩ちに金利を引き下げ

を確立する碓一の対策である︒

改め︑国内のエネルギー自給体制

頒価9，000円

を引き上げている綾羅上の庄力は

もちろん︑これら三つの要照は

発電所の燃科の有利性を補うため

すべて親在趨っている翫画零墨や

云々することも珍らしいことでは

期的︑藩懸的な現象である︒後退

七酉が／KW高いと仮定しても︑ の建設蟹には︑脱硫装躍の推定建

化石燃料︑とくに石炭火力母型筋 ％︑金利を一五％︑原子力発耀噺
．の建設鍛も引き上げている︒脱磁 の建設費を銀蘭火力発聡所より約
装躍を付けた石巌火力発羅願のコ
ストは︑原子力発三所の建殴籔と
大然同じくらいである︒さらに濃
縮工蠣︑薦処理工堀︑ウランの価
格などについての不確定璽璽はあ
るが︑それでも化石燃籾の方が今
後十隼間に核燃料よりも早い速度

について︑金融策界が不安をいだ

で上昇するだろう︒

は八午九颪三十二万六千KW︵四 第二の理由は︑各橿発罐所の建

を除き原子力発受が化石燃料より

の遅れの実態
いているためである︒墨近写力北

ある程度経済的に有利な煽合を説

ると︑この二回の調些し表われな

簡単な例によって︑一月目例外

設費︑そのなかでも特に原子力発
界で盛んに行なわれている稼働率

萌してみよう︒第二褻は︑原子力

六・二％︶が翫画申止となってい
羅所の建設饗が急激に上身したと
の変璽は︑羅力会社の経済性予測

聡力藁騨においては︑発塞所の

建設計画︑特に原子力雛織所の建

部門よりも財政部門に大きな影響

子力灘璽航建設翫顧のなかで︑予

かった発蠕所のなかにも︑計画が

を及ぼしている︒

蚕では︑原挙力発鍛所の建設蟹は

定されている計画の中止および延

延期に対して影響を与えている︒

緊要度を調べることも悪運がある

KW当た しかし︑これらの笛要騒の相対的

ない︒石癌や石炭の価格が上昇し

が︑これらの蟹因に卜する反応で

W当たり六颪−書がの建設響 力禰婆憎茄灘の低下と原子力発餓

思われた︒それが現在では︑一K だろう︒鍛初の二つの硬因ーー慰

り四百がになるといえば異常だと

子力発躍所の翅設魏が

る︒十年荊には︑一九八○薙に原

原子力発電指向は必然

将来を見あやまるな

の闇には︑資本籔にどれだけの箆

毎年一五％の翻含で上昇していだ

醗翫画が急激に後催しているQN いずれは建殴されるだろうQしか いうことである︒一九七〇蕉の調

期の程度を調べるために鍛近二回

のが数多く出てくるだろう︒

申止されたり延期されたりするも

ERAは︑建設謝画全体および原し八月と十月に受取った園笛にこ

の爽縷醐憲を奨施した︒その結異

建設翫画︑その中でも特に原挙

の三つの理由

建設遅延1そ

は︑第一褒に示す通りである︒一

九七四年八月に輿施した騒初の醐
癒では︑一九七鴎年から一九八三
葎までの間に遜転を關始する予定
であった雛認容緻四癩八千五齎十

七万KWのうち七千三十賑万五千 力麩灘所の建設翫画が懲激に縮少

第一は︑延期または中止の理由

ことができる︒

KW︵一四・五％︶が灘讐れて した理由として三つの点をあげる
いることが明らかになった︒十月
にはこの幽門串止および延期が一

のであるが︑璽刀熟議の成蝿躍が
低下したということである︒多く

三％︶になった︒

億三千二百四十九万KW︵二七・ として骸もよく摺摘されているも

原子刀部門ではこの酎画中止お
の羅刀会社が︑ここ二︑三か月の

て︑その供給についての心配もあ

あるとすれば︑環境変化に対する

べきである︒しかし︑この後駆が
主として資本不足に対応するもの
であるとすれば照偶は違う︒

コスト面で有

利な原子力
﹁原子力発羅所はもはや化石燃
糾発聡所より安いとは醤えなくな

計画巾止したり︑延期したりする

ったからキャンセルされているの 対する騒力囲者の対応能力も弊常

と︑謝画の独立性という国的も選

解せず︑薩榮弊の金融引き締めを

員会は金利引き下げの必要性を理

ない︒

不足を反映したものとみるべきで

に制限されていると雷わざるを得

成することができなくなるという

う︒もちろん︑原子力発躍所の資

成長予測に関呈する不確実性に

だ﹂という霊張を検討してみよ

本賊が憩激に上昇していることは

ある︒原子力発電勝の建設醗画を
中止した方が化石燃料発餓所の協

ことを認識する必要がある︒供給

舎より・発電容蟹一KW当たりの ることだけが︑醒力業界の構遺を

照し憩わせて考えると︑発表され

境上の制約があることから︑石炭

ている計画霊の多くが原芋繋累 醗に制限があることと︑そして塵

盃定できない︒このエスカレーシ

購所であることは罪常に璽大であ

である︒さらに︑原子力発蹴の建

ョンは︑次第に多くの原子力発醒

設謝画が大蝋に選れたり︑大規模

所が建設されるようになって初め

立することは不可能である︒短期

資本費節約が大きいことは明らか

的には石炭への聯換により石炭の

だけでエネルギーの自給体制を確
延期されると︑原子撃発鱈所の堀

る︒㎜度︑建設謝画が申止または

命︑容羅が不足したからといって

て明らかになった問題のいくつか

た︑次第に強く原子力発電駈に向

Radioisotopes

on

豊

っては原子力発電所が本当に有利 経済醜に有効な対応として称讃す
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圃圏読物

順調にすすむテス ト
した︒

1は︑動燃襲榮団を中心にナショ 効率がよく︑しかも運転︑傑守︵メ
らウランを入れた本格的な試験が

単機試験が行なわれた後︑十月か

認している︒

ウランが故翻ノ生産て選ることを確

四白六十規のスピードで鰯転ずる

到趨した︒この調査馴は︑昨年十

国際窒溢を出発︑岡日モスクワに

科単欝議宮︶が十二月十田︑粟京

査団︵団畏・鈴木一雄科学技術庁

政府派趨の田ソ科学技術協力調

など艀細については未定︒

研究機開や研究駈︑開発研究施設

などが畢足されているが︑各関係

カデミーおよび原子力隅寡委員会

科学技術国家委員鼓︑ソ連科学ア

卜している︒霊要訪問先にはソ連

沢教授︑核融禽響攻︶の三瀬が参

籔理部謁懲役︶︑内田岱二郎︵蟹

長︶︑學川正彦︵動燃鱗畿謝画

者としては礒康彦︵原研黛醐塞次

ていない︒今圓の調査闇は︑いわ

るにもかかわらず︑まだ設麗され

らすでに一葎以上が経過してい

ているが︑嗣協定が調印されてか

ワ拳互で關催することが決められ

を設卜し︑一薙無に栗康とモスク

方などを検討する﹁協力婁員会﹂

野や誤題の選定︑また協力の逸め

経緯がある︒同協逆では協力の分

締結するまでにはいたらなかった

日ソ科学技術府

月に締結された臼ソ科学技術協力

当初︑ソ遡側は田ソ原子力協力

前調査ともいうべきもので︑まず

ばこの協力委員会を開くための脚

調査団を派遣政

協定に璽ついて派澱されたもの
で︑協力を実施するにあたって︑

協定を結ぶことに強い関心を示し

情を調べておこうというもの︒獺

ニニ

3

幡広くソ連の科学技術︑關発の実

その協力分野や諜題を選定するた

ていたが︑購本側の関心の

郷日開ソ連に滞在し︑十二月二十

から顧子力分野の協力につい

簿

めの漿荊調盗およびソ達側との葱

ても科学技術協力協定のワク内で

さ

調碁勢は鈴木圃長以下襲名から

毘交換が霊目的となっている︒

構旗されてお妙︑うち原子力関係

さづ二

日に帰署する予定︒

多 ヨ︑二 二 二

り糧んだりしたが︑科学技術振興

ニニ

段階は確立されたことになり︑新

対策特琶委厩会の委戯や理駆など

ノニ さニニニ〆二 ヒ︿

進めることになり︑独自の協冠を

動燃購業団は︑今後︑Ci1の鎌慶に国のチエック︒アンド・レ

たな局面を闘いたが︑その成り

りあい二科学技術間馬と関係を断

のメンバーを続けていたので︑わ

ノニ︶〜

ビューを受け︑五十二縄帯から還

胴工場建設と将来のわが国濃縮ウ

ゆきがパイロット・プラント←実

ニニ︐さノ！ニニ

本格的な試験運転を進めるととも

心分離懸想千〜数万台のパイロッ

ハタふり

の方

氏は俊藤内閣の郵政大臣素性蓄で

もと・としお︶氏が就任したが同

には衆議院議貫の河本敏央︵こう

あたって︑﹃原子力はエネルギー

とはやりたい︒三次総理も就任に

冤をじっくり聞いて︑やるべきこ

学界︑雲台などからいろいろな醸

つくので耀電にやっていきたい︒

だったが︑今後は盗任ある職務に

る︒これまでは

つことなくやってきたことにな

ト︒プラントを建設し︑五十四年

讐譲

ではなく汁会の間麟となっている

ので︑しっかりやって欲しい短と

の獣心たが︑科学技術のみの問顕

画庁慶窟に︑また乱髪大臣には穴

いをしていく考えた︒大変な任携

沐べていた︒漉元ともよく瓢し貰

二度團の入閣︒このほか︑副総理

繕睡男沃︵参︶が︑環境庁穫宮に

として塚田避炎氏︵聚︶が経済企

面から注黛を集めようQ

Ci1の順調なテストが開始さるだけに・今後の成累が関係各方

ラン口絵閣題と密旨に関連してい

に︑二酉五＋台の還心分離機から

卜

C−2のデータを台わせ︑五十一 離法ウラン麟縮技術開発の堪礎的

絶する計癒︒そしてこのC⁝1︑ れたことによって︑一書︑遠心分

完滅させ︑次の段階のテストに管

︵C12︶の建設を今年度中にも
度から運転を開始する計画だ︒

なる第二次カスケード試験装躍

終えているといえるようだ︒

るもようで︑開発は一定の段階を

機の開発は罵際的水準に遠してい

いる﹂と述べており︑すでに還心

離離濁実用化への道ひらく
初公開

ンテナンス︶が容場かが︑実用化

パイロット・プラント建設の星礎

から構成されており︑磯糖十三段

ロータ︵釜澤億︶︒超需連の圏転

に

小沢琴歌氏︵簗︶がそれぞれ就任

お知らせ

った︒

い一などと︑これからの抱負を語

したQ一方︑大平正芳氏は大蔵大 たが︑誠心藪沢をもって努力した
臣に留任した︒

誠心誠意努力
佐々木畏蜜が会見

原子力産業新聞﹂は例葺の通

巖気欝とし二︑三画に二鐸の回

り︑末弩をもって昭和四十九無の

佐々三新穏窟は九日夜︑初の鵜

原芋力局長をつとめたので︑＋五

縄会麗をし︑﹁科学捜術庁の初代

その間︑離雀や農二間頴などに取

感ぶりに古謡に帰るようなもの︒

月六蓋付︶を︸．﹂期待下さい︒

顧﹂を特纂しました︒新年号︵一

ｱ矯

図・膚のし原千分た

r

議語野壷ノノとの版用し用に語て四丁二人をた究輪駐目に会

器増え環編ぺ黛境

．まi面

・価葦幹§蘂た

保0

酵

○

血

外心分離法によるウラン縷縮技術の研究開発を進めている動力炉・核燃料開発襲繋団は四B︑選心分
離機菅八十台から携成されている第〜次カスケード試験装麗︵C−1︶を報道陣に
このC−1は策格的な遠心分離法の爽験袋置で︑わが網濃縮技術の自主開発のスプリング・ボードに
なるもの︒昨奪五月目愚闇︑今葦三月に完成しており︑すでにこの十月から実際にウランを入れて試

験を闘噛している︒このC11建設の完成によってわが國のウラン濃縮技術開発は新たな段階を迎え
たことになり︑今後の成果が糸留を集めよう︒

の撮大のポイントとなる◎C11実施されており︑すでに部分的な

奪五月に三二︑目無三月に完成︑

ナル・プロジェクトとして逸めら

今園︑報趙陣に公関されたC1 ント・システム︶がもっとも磯縮

れているウラン濃縮研究開発の一

データを響るのが役回だ︒

濃縦テストでは︑鯨分数％の濃縮

よるプラント・システムの確立が

番最初のステップQ遠心分離法に はこういつた点の試験を行ない︑

狙いだ︒還心分離法はガス柵下法

効率が高く︑塩気コストが安いほ
と回収五段のアイデアルカスケー

Ct1は百八十台の還心分離機 遠心分離機の 5搬は擁秒四膏〜

か︑一台の製作澱が低照で︑しか
ドに組まれている︒このカスケー

に比べ︑分離機〜台当たりの濃縮

もプラントとして小規模なもので

の中に六フッ化ウランをどう注入

回転しており︑そ

的の一つだが︑慢言な磯縄効誰を

し︑象た園収するかなどが捜術的

浮かんで

に耐えるため炭素繊維などででき

もすむなどの蕎利な点があり︑将

ドの組み農商体がC⁝1の試験隠 ている︒回転筒は典窒の容器の中

来のウラン濃縮法の
偲るための六フッ化ウランの通正

な難問題だつたが︑これらはほぼ

とさ

れている︒しかし遷心機自体の耐

つとな

な流勢やパイプ配管などの技術的

本命

久性は短かく︑このためひん繁に
メドをつけるのも試験の

っている︒約三十惣円をかけて昨

取り補える必璽があることから︑

解渓しており︑大きなノウハウと

だった衆議院譲農の佐々六護武
︵ききき︒よしたけ︶氏が就僅し

た︒科技庁侵竃としては三十代團
で今回が初入閣︒一方︑逓産大臣

紹和八年史大経

p
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痢
どのような選心機の組含せ︵プラ

なっている︒周講漿団の瀬川正男

副理累長は記省会罠で﹁C⁝1に
一．倍の

ゴ張薪内閣が三田誕鷹︑スター

佐々木鋤略歴

黛ーーーー
圓

坙随G過撒における拗嫌の安轡理検麗麗森川痴IL

P纂撫裁灘llllll羅

宴mオグラフィにおける照射機の安／騒騒瀦理みし気閏顯純一耶

勢多されているものより約

士力を持つ遼心分離機を聞発して

トした︒科学技術庁嚥官勲原子力

初めて公開されたCー
ユカスケードの㊤訊験早業︵広

写翼

角撮影︶㊥同ガス循環裟置㊦訟

通産相には河本氏が就任
後員びには︑岡庁初代原子力門燈

三木新内閣がスタ
験装置のコントロール蜜

済学部卒後︑満鉄入婚︒経企庁讃
織部擾︑科技庁原干力局挺など歴

冒3

一月六日︵月︶午劇十

一鯖から一時まで

鑓が関ビル一階﹁プラ

讃談

会場

殴時

﹇難燃B午前十一時から霞が関ビルで
醸本原子力産業会議は︑輝無
年頭に原子力関係醤による鯉川
名刺交換会を行なっていますが
来薙は次の通り開催することに

塞すようお待ちしております︒

なり擁したQ多数こ滲加下さい

租技嗣近藤！駄

り収障円

欄｝小林1斗敏

IJ榊

qI取扱い技術者の教育，

昇

ル女医研台水

P丙院におけるR按翁管理の問題点

ｿ動離と制御器灘；灘総憾ll

@
定価550円（〒30iq）
@特集：Rl利用における安全管理の問題点
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蜉wにおけるRIの安全管理

任︒党総務︑科学技術委農得のほ
か衆院農林水産委農昏などつとめ
昭和四十無難生敗務次富︒秋田環

昭和十黛臼大法文

出身︑65歳︑墨選五回︒

河本氏略歴

学都卒業︒一二光汽船汁長︑党総務︑

政調副会授ほか衆院の内閣︑法務
密蚤員餐など歴任︒昭和三十三年
経企政務次窟︑昭租総懸二葺郵政

当選＋回︒

蕊

出講

大臣に獄任︒貢庵凝出身︑63畿︒

ム

鍔
、／魎

佐々

河本遡区議
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短

原子力発熱絹織を遊める側の電力業界の闘辺の環擁をも

瀦 雛 ︑原才力暴⑳ 墾 勢
インフレと総議題抑制による経済不況が列謝にしみわ
一九七四銀もあとわずかで終る︒分

ラエル原子力委︑六や万KW腰発 聞︶が潮型
▽二＋七田 稲難原子刀婁贋︑

EON︑今無巾に穣発六典麟工を ﹁これからのエネル千馨とそ⁝

建設の璽剛を明らかにする▽仏P

軍秘語周鼠的とはいえインドの地下核燃発実験成功

の断えない中東丁寧への米ソ仏による原峯炉供与は核無

は︑圏際間の原子顛綴与閣題に波紋を投げかけた︒紛争

嚢▽原爾︑養鯉購の売鱈契約を関騨

への滲加を申し出る▽スペインの

ン資源共岡探鉱開発醗画に謬加の

ENUSA︑エジェールでのウラ

躍謝藤を立案︑開発促進に粟り出

昌昌究明▽債猛N罵L︑原子力試

原瞠︑原子力開発高幡

⁝

原子力婁︑東海再処理．

PWR型原子力発電

一系
次次

W W
B P

：サンプルフード、完全無漏洩キャンドモーターポンプ

漁業に勧告▽西独︑NPT峯批准の政策のあり方扁と題する私察発

繭︑甲部︑北陞各電力と結ぶ

中国磁力鰯根原発

▽二十八照石川次夫氏逝去
▽二十九凝

エーデン︑ユ⁝ロディフからの影

響を決定▽フィンランドTVO︑
ソ運と染葉綴縮契約締結▽仏のシ

都誓獄謙諺陀
究で協定締勲V米と繭独・様子炉︸

⁝

初編鞠難融融馨雛

▽九関

▽†臼

暴行計画婁が霧畿を開始

▽ヤ三田

灘設緋水管の無髭は安全と血肥

訓練センターが竣工披露▽磐院科

翼業所の総点検に鱗雲▽UREN⁝

霞源開発三法渠が

飼霧鐘の原子力発電所胴機器

敵駅止の見地からとくに野際世羅の注目を鑛めた︒イギ

隅婁出営による原子炉賑力容器会

購協定に講印▽米とオランダの三

▽仏とリビア︑原発碓設を含む長
リスは次期炉型に講習炉︵SGHWR︶採用を決め墨面
照疲路線維持の方針を打ち出した︒
欧州の灘縮工嚇謝画は英独蘭三圃の還心分離法︑仏ユ

大きく変えてしまった︒大口溺襲の工場での操短や

圃難の年

たった

が嘗叢総譜を開始▽科技庁の薫製

ーロディフ社のガス拡散法とも進展︑八O難初頭濠での 社﹁ロッテルダムニュークリア﹂

の影響でここ数無来遡例化していた二桁に署する

放懸研の医網サイク・

能分析灘価婁が初芸合
＋田

．力広報忌門婁を設麗

▽メス︒ル仏幕︑原鉱

PWR士墓を発注▽仏の金融機

A社にHTGR一郭を発注▽スウ

海外▽※ルイジアナ呪力︑G

︸⁝簿串︵三十爲に設躍飾可︶
F︑フラマト⁝ム社に蕎万KW級

▽二＋七B原子力婁︑一目禰一
力発璽翫颪の促進を表隅▽仏E@
D 墨簾発毒讐＋分に塞な

濾外

ムソンCSF往から引渡し受く

ロトロンが鳶職︑メーカーの仏ト︸
?簾憲工謬蟹運︑肇

▽一

が発御▽スウェーデン︑ソ蓮と委

政府︑電漂閲発促進税

婁託契約締結▽中部歪力︑概蘭筑
熊協組との浜岡二署機空忘に伴う

第七腰原薩無次大会開

涌榮補髄協定に調印
▽菰賑

関西磁力の醐浜一層

く︵七日藤で三騰間︶

▽十四臼
機が臨界

一の蝦告欝を公表

▽来AEC︑議金に薄舞分離法ウー

募金柞研究の偶蝦交換で協定締繕一

ー︵宗像英一理嘱畏︶設立を印可⁝

▽〜日 笛梱︑日本分析センタ

：が新注許可︸

一

す▽※AEC︑海上原発狡徳特性
▽十五臼

欝ホ分析センター設
︷溢備整が発足

▽三日圏民党︑原子力発出推⁝
進議澱速盟の絃成総会開く▽日立一

皿

題を轟

来EE工のグレイ氏ら 購らを謬手入に招き放射新調蓋問

センターが開所

と渠芝共同畠螢のBWR運転訓練一

▽九戸

が原産を訪問

▽十五日総理府︑冨島上興氏
一

の原子力総員就任を発令▽原磁被

日本鉱業寛解︑ウラ

曝禦件で提訴
▽十六田

﹁

辻三︑柏輪刈羽原発

ン資源探鉱開発でエネ庁に要望

エネ調︑二銀四か月

能謁査で冤解発表▽原子力製鉄技⁝

▽二†四日

︸縮・再処理蹴備会設羅を決定
懸崖省︑向こう一二隼

桑箒庁︑原子力照・第二†三蔵通常総会開く▽原干力

︵一一一面へつづく︶

金研署絶台洗鍍金開く

▽二＋三田中部噸力・浜隅二⁝

婆を読響

科浮・原薄墨騰題で馨．▽二犬田原誘︑攣円安

解放樹能階調査轡門象ゐ孫議を設m灘▽一学金︑第†六親通常髪癖開く

▽二十二日

閣の意義計薯と接とむ簗堕ぐ司決︑饒へ群▽歴︑．

▽二十田

轍研究継禽が第一回遡常総会

▽工†三︹口輪潮力社長会︑談一

@郵彫雲叢㌔心﹁
▽十九田学術金議︑環樋放射一

ぶりに原子力部会開く

▽十八臼

十億五千万円で寮結し仮調印

隅隅︑被曝問題で審議
一
建設に伴う瀕業補鰯交渉が総額四
帝
▽二†臼 科用田︑田川線取扱⁝

▽十七賑

坙{分析センタ

⁝ 円興覗魍慨欄㎜

ラン濃縮技術研究醗発課画の踊況

を醤

▽＋擾擾原産派遣の原子炉熱
利溺関運技術調蚕団︵上田隆三空

改組し原子力部を新設

絹猛本副癒を発表▽鱈発︑機構を

㎜盟㎜圏網㎜
エネ調が2年ぶ

原涯︑餓源開発三法躍

りに原子力部会
▽一日

蝋纈︵四日には臨民党︑十一日に

で中鞍楓通薩相に門格段の努力﹂

は国会の関係当局に要望︶▽開戦
庁︑昭箱四十九年度原子力開発利

会

@灘

医用サイクロト獄ン倣医研）

FATOM鶯﹂設立を決定▽スウェーデン︑ユーラトム核融舎計醐

GAI社と賜湿ガス炉縁全寒冷で関︑原法力膵業の金融機関﹁G工．

法案などを圏盆に提出▽鰍発︑米

▽四日

策で穏葉私案

エネルギー政

㎜繍囲豊川

託緊縮契約を締結

い型

の鵬騰も闘立つ︒

析研データねつ旧邸件を皮切りにア然とする出来禦の続

羅際価格

甫場確保は願調といわれる︒一方︑ウラン甑源では仏加

離州増を兇込んでポンド八田の田田緬擦は八○薙引渡し

による

算爾アの

分で二十がを越す兆しずら出ているQ

い罐力供給源の座を確保したが︑立地難の打開にはつな

わが国では原子力発鱈がコスト面で火力をしのぎ︑安

給予備率を大鎌に緩和した︒電力巣界の資金繰りは原油

爾検酎問題もこうした背漿から生じた︒

トアップの署しい動燃螂業脚の新型炉開発に対する拠出

窩による圧迫で孚持ち資金が誠り︑濁しくなった︒コス

紬束

ど濠り︑鱈力編編成以来初めての横ばい状態を配録︑供

つ

八月の餓力編要の対雛庫比簡ぴ率は︑わずか一％増にと

とさえいえる︒

発で浮き足だった原子力騨にとって︑今無はまさに

ま先で歩んだ一封

は︑政府と地元との

をみるまでの四刻百閣︑初秋の全

科豪的瞬爽

原子力船﹁むつ﹂で放射線 漏 れ 一 ︒ 樹 森 県 尻 屋 崎 沖

政治的解決

の海上で検出された

聞の
羅的な認題を独毒した︒陸奥湾沿康漁民の反対を振り切

する地方自沿依関係蓄の数庫莱の悲纐が叶って醒源三法

OECD︵経済協力關発機構︶全加盟圃の経常収奪赤 がっていない︒ ﹁発醸漸毅羅で地元への利警護元を扁と
字が㎎否慮が︑その大半が原藺輸入代金の拳拳というオ

が成立︑十月から施行された︒勉城整鮪豊楽への交樗金

を余醸なくされるとい

を些んだ七照隼の国際経済下

交付により住民福祉の向ヒが騒られ︑住民謬加の地算社

⁝づ一

@

@

周流

う不測の鱗熊を招いた︒原子力潜水艦の放鮒能測定糖果
イルダラーの

会づくりが捉選されることになる︒原子力開発に対する

とからんで関心を呼んだ︒行政の不信園優︑機構整備な

一多ン！！！

際しての萌向きの対処が要講さわるゆえんだ︒

多ンンーンノー！︐ーン■4ーシン！ノー多

問題について検目するための安金

@

@

っての出港だっただけに

をデッチあげるという分析蟹アータねつ造覇件︑愚説線

ら混迷の度を増したといえる︒建設運延の続発する原子

にあってはアメリカの原子力購偶もわが圃間横西金難か

魑ぶくれ

のズサンな放慰線管理の実態が明るみに禺るなど︑膨張

田腸原子力婁鏡の辞任でクローズアップされた陳子翠

画︵遺心分離法︶とも穆撫会誌の〜部脱落で流動的︒讃

んで﹁研究︑開発︑利用の撹進により将来のエネルギー蟹

どの量地から原峯力は冤隠しの時期にある︒三原則と並

エネルギー目立をめざすアメリカは行敢機構の改革を

縮公社構想もその性格が微妙に変りつつある︒

計画は︑UE△薪⁝画︵ガス拡敬法︶︑センジェックス計 巌会の運欝のあり方も﹁属霊﹂﹁葉陰﹂﹁公爵﹂の三原劉

たらしかねない状況だ︒民間によるウラン灘縮工場建設

力発馬駈洋画は将来のウラン濃縮儒給予測にも狂いをも

乱民鮒合慰形成の視点からもその成梁が期待される︒

非破壌極簸利目でのあいつぐ被曝︑さらには便用戯口所

﹁むつ偏

一途の原子力利扇のすう勢に即応しきれない原子力引敷
機構の書判的なもろさが問われていただけに︑

を格段に

する締果

行政不燃

増瓢

となった︒

の放射線漏れは

原像力施設の建設に反対する住民運動は各地で勢を贈

きた原子力の研究闘発と規制は︑新設のエネルギー研究

断行︑米国原子力欝金︵AEC︶のもとに行なわれて 源を博捜し︑学術の逸歩と塵奨の振興を㈱り︑社会の禰

し・餓力会社の粗画推進を一脳困難なものにしている

の玄海二弩の二件の原子力発電所建設謝繭が六月の高調

が︑こうした中で索察躍力の柏繭・刈羽一号︑九州餓力

れぞれ引き継がれる︒

纂本法の繕神に今ほど 凄み を感じる時はない︒種機に
開発局︵ER D A ︶ と 原 子 力 規 制 婁 壌 会 ︵ N R C ︶ に そ

祉と困民生活の水鵬向上に霧与する﹂とうたつた原子力

た︒とはいえ︑原翻億上げ後の国内経済憐勢の懸化は︑

彦7■■髪ノ

審で二黛ぶりに認可され︑電源確保に一条の光明を灯し

一！〆ーンン

嶺たり二百三十七藩︒二十六日覚街研究關発担当縄擬ウエネルベル会が発題

@

@
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⑧核轡判加型破没備
⑧核庭竃輸送容器
⑱核趣橿交換装鴛
⑧核轡補取扱機器
⑧Pu，

放射線照射の利用
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︑

KKio型使用済核燃料輸送容器

／

核燃料サイクルの一端を担う鴫盗5

u，分離精製装置

⑧放射性廃棄物処理設備
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政麿の出資増を要請
年内にも電力料金値上げか
︻パリ松本駐在飯回米圏の餓口径社は獺金難に遡帰し︑発鰭所建設の繰り延べ︑その中でもとりわ
け原手力発餓所の建殴遅延︑取り止めを淡建せざるをえない状況に麗かれているが︑原町雪上餓酎画
拡大を閉指すフランスでも︑発躍駅の建醗質金調達に頭を凸凹している︒フランス政府が︑一九七六
卑以降に新規に魑工する発電所はすべて原峯力に転換するとの万針を打ち出して以後︑フランスの筆

滋たりの発源コスト︵今矩八月現

︵瞳結式︶をやめ︑原子刀発惣所

ト避握に癒手するため︑オランダ

たいとしており︑とりあえずサイ

高レベル放射性廃縫物の圃化プラ一
﹁
ントを甦覆することを決めた︒プー

インズケール薦処理工煽敷地内に︸

英圏核燃桝盆社︵BNFL︶のウ

日露量子力製鉄クラブ

エポニノケGL（覇酸ライニング）

ウレタン樹脂

羅轡

ニノケミコート（防錆、防塵、珍粧）

ニノケミシール（臼地ノール材〉

方舞で研鞠開発計画を実行に移し⁝垂垂︵UKA鴛A︶はこのほど︑

は別のサイトに懲座する方円で瀦

ペンス社のシュタイン・カーレン

のエステル・へーシュ・フーゴー

二千五百万回︑〆を擾資して︑鳳輿の

ラント磁設については︑二千万一

融機閲﹁GIFAτOM鷺﹂は・
う︒

ャトネ氏︵ユーラトム高議撰︶を

便︶を頭取に︑またピエール・シ

副頭取に選出した︒

るが︑薩業形成の面では︑輸出

がもうひとつ亡びないため︑業

︵K・K︶

が必蟹なことを欧州の現状も添

しているようだ︒

原子力、火力発電所、化学工場、公害防触材料

を建設するという同一サイト方式

むことを決めた︒この決定は︑薩

フェルス祉長を部戸長とする窺

原発との直結

縞武を永久に採用しないというも

部長二身睡した︒

式は採用せず
のではなく︑当薩はサイトを別に

繧︑騰レベル放射性廃蘂物は液

トを完成させるという︒英圃では

無月をかけてパイロット・プラン

したほうが経勝馬であるとの霧え

㌧費9〜︒・匙茎・亀2

︻パリ松本駐在鎖︼欧州原畢念
︸れ二・八・一・一・一・四・禽翫
一で五・三と︑はるかに羅価となっ 望鉄クラブはこのほど︑ロンドン

・竃8辱＝・○ノ監18りξ・吟

に貯蔵している︒

体の形でステンレス鋼製のタンク

原子刀欝藁金融機関

設立総会開く
本系︶︑ゲティ・オイル開発︵米

﹁G−FAT◎Mε㎞

門パリ松本駐在鋤目国営パリ銀

行︵BNP︶・クレジ・リヨネお

ールの三薔が原子力産業への融蟹

よび民間金融機関ラザール・フレ

して同報告欝では︑原子炉穣故一

このほど設立総会を開き︑ドミニ

を國的に設立躍備を逓めていた金

に死鰯などの影響があるとしてい

件につきAEC調董は七千九函入

ておらず︑今後も継続されるとい
した︒

た頁七十搾にわたる報告轡を公表

固化プラント
の建設を決定
英原苧力公社
︻パリ松本駐在凪︼憂国原子力

ック・ルカ氏︵傑険会祉UAP会

危険度の評価﹂と題する原子炉安

るが︑蒋検討婁踊会の想罵はその

工科大物理学教授のヘンリー・W 十六悩に当たる十二万一ハ千八函人

同報響欝は・マサチューセッツ

に原子力発電所螺故の勉険度につ

︒ケンドール博士をはじめ十人で に影響を及ぼすもの︑と反餓して

構成しているAECの原子炉安全いる点が注昌される︒

いて臨海全な︑かつ翼解を招くよ

マッセン調蒼報告歯︶は︑米国罠

全挫の調査報衝欝草案︵通称ラス

なお金体の試掘作業はまだ終了し

ウラン鉱廉とみられると藷つた︒

のぼり︑撹弊でも最大級の隅陥億

野駆埋蔵鷹台計は十一万五千鏑に

ているジャビルカ・ウラン鉱床の

ストラリア北部地威で共岡試掘し

賃本系︶の両社はこのほど︑オー

パンコンチネンタル鉱山︵英領

藻州のジャビルカ鉱床

世界最大級の
ウラン鉱床か

竃等ごτ8．ノ●皐8．．9p帥いノし．9竃3乳．

に基づくもの︒同クラブは︑この
8㌦︒

りまとめたもの︒罵検酎増刷会は

性調帳に関する再検討婁照塾がと

・︐監噛ノ．㌦ノゆ㌧り．覧＝のし〜︐も︐讐﹁峯塾φ．亀9客．ノ亀婁ζ嘔

券消化能力があるかどうかも疑問

亀零の亀＝・峯

で書合し︑製鉄所に原子力発懸所

ているのが稠状だ︒

しかし︑原子力発電には膨大な
建設質金確保と核燃料サイクルの
視されている︒

ないと述べている︒詑蕎会見で原

閲する疑惑崔〜黙することはでき

り︑これによって原子炉蜜金性に

EDFとしては︑こうした状況A鷺C調査には根本的に欠陥があ

による自己澱金増を図り︑その比

を樗慮に入れて総力料金の纏上げ

慰向だが︑欠蠣状況をみてみると
率を五〇％に引き上げることによ

って︑纐券発行額を五†憾薄程度 子炉安金性について腿問されたケ

今一の十二億藩が来奪には三十億

蕉から八○卑にかけて倍増さぼる

このため￡DFは︑毅傭投蟹を今

確立という諏題が付されている︒

力倣給を一手に引き受けているフランス罐力公社︵鷺DF︶は︑八O妬二千万KW︑八五矩五手万K
藩に購入する兇込みだ︒その繕集

に抑えようと謝画しているのであ

魑工するため︑これに必要な引金

けて︑毎日七口の原争力発日所を

︒
義無の自己黄金による毅備投資比

る︒原子力計圃拡大を図るEDF安全性を妨げるとみなされる難本

Wの原子力般齢容蟹遜成を國標に︑必婆とみられる資金碍保に奔走しているのだが
箪は〜一％に落ち込む可能性が強

が︑今後どのように蟹金調逮に対

問題は不完全な米国の原畢炉技術

ンドール博士は︑﹁原子力発醒の

いという︒政府の支出増が異現し

処するか︑翠黛の成西を握る一つ

にあると指摘した︒異体的な例と

含が建醗蟹一・七サンチーム︵単

廃油焚き火力と原子力のKWH位以下同じ︶︑運転騨一︒一︑燃
ても︑九や釜湯の海霧発行が必璽

のポイントである︒

能とみている︒
E D F は 一 九 七 六 〜 八 O無にか

料劉七・五︑禽翫で十ニニである
と嫁り︑パリ端場にそれだけの憐

ラスマッセン調査に反論

﹁商用原子力発画所における禦故

ることは︑しばしば帳道されて

一
悪が得られるまでには︑かなり

係も問題だし︑現にビスケー湾

いる通り︒イタリアではぼつぼ

つ発注が准んでいるが︑石曲二

岸ではスペインの謝画とも近接の蒔闇がかかりそうだ︒

しているので︑フランス側がス

力儒要の伸びは芳しくない︒イ

上りにともなう経済危機で︑霞

もうひとつ︑論争が高まって

⑥

では反対は政︑財界から出てお

ペインの災中立地ぶりに異識をいる国にオランダがある︒ここ
魅し入れており︑圏際附な調整

︵

R︶の四首万KW計癬を決めた

り︑飼EEC婁展長のS・マンギリスは当衝璽水炉︵SGHW
スホルト氏がその兜頭に立って

そのスペインでは︑これまで

りの困難がつきまとっている︒

ものの︑この発奮転換にはかな

の必璽も出て戴そうだ︒
大規模発鰍所の運転経験が得ら

いる◎NW誌によると・反対派

スク︑環境安全

スト︑供給の鱈頼性︑敷地︑同リ
蘇蜜の原子力謝醐を驚めてい

西ドイツだけはフランスとほぼ

れるまで︑計弱行をストップはなかった住民の反対運動が表
菱蟹に欧州の原子力転換の状況

︵薪規建殺の︶で︑その間にコ

の主張は五年間のモラトリアム

面化しており︑政府はその鎮樋

フランスでは昨鎌︑独立の規化を待っため︑建設許可の決定

させるよう要求している︒

制機関SCSIN︵原子力施設を莞吸わせている︒住民の反対

仏E総疑鱗瓢諜
社︵EDF︶が鋤き出す︒ロー

ンのクラフトベルク・ユニオン

緻不振からA麓G⊥アレフンケ

このようにみると︑女主灘の

離脱という購態も趨きている︒

に原子力二懸KW一は︑理想

対して政膨は︑
中央安全サービス︶を設立し︑

っきつぎにサイトを決め︑正式

イギリス海峡やビスケー湾摩に

ヌ川やロワール川沿いに︑また

府が方針を含めるとすぐ罐力公

罐力国営のフランスでは︑政

出はじめている︒

スペインで急激な転換の影響が

を紹介したが︑そのフランス︑

繭回はフランス︑スペインを

うな傭報を与えている︑と批判し
︵AEC︶がさる八月に発表した

KW︑アセア・アトム社製BWR

った︒

的な技術瓢鶴はない﹂と謡開し︑

のに対し︑原子力の嘱舎はそれぞ

在︶を毘廃してみても︑火力の場

米の科学者
と環境國体

原子炉安全性で報告

を鯛沖する万法として政癌支出金
の贈額に加えて︑川内にも霞力料

る︒石油億格が縄騰している現在

金の二〇％引き上げを饗聾してい

原子力発電は経済性があるとの見

万が一般的だ︒EDFは︑毎夏七

およびシエラ・クラブ︵四境保護

UCS︵憂慮する科学巻同盟︶ ープはこのほど︑来襲芋力襲騒会

団体︶からなる米国の脚門塚グル

墓を魑工すれば八O薙における璽

には五資万漣に縮小することが可

油照要予測羅三千万ゾを︑八五蕉

原子炉一璽を発注した◎フィンラ
七八︑八○薙に懸開︶⁝⁝民閤躍

力のτVO所有︶i⁝に続き︑今

一九七六︑七八隼に逓開︶11圏

圓の発注二雇を重め再議六基とな
各四†鰹万KW︑ソ適製PWR︑

建設中のロビーサ一︑一再︵幽力

ンドの原子力発醒所建設誹画は︑

ソ連に44万K

W2基を発注
フィンランド
︻パリ松本駐在皿回フィンラン

労力発罐三酉万KWが淫成される

嘗電力の一VO所有一1︑オルキ 翫画通りに進めば︑八三年に原

ことになるが︑政府の醐襲予測で

想定している︒そのため政府はヘ

は︑八五年に原子力五頁万KWを

ルシンキ近郊に酉万KWおよび爵
ニや万KW各︸塁の建設を議画し
ているが︑都会地に近いとい︸2埋
宙で反対の置きも繊てきている︒

フィンランドにおける昨隼のエ

第三省チェックの態勢を一歩すが急に畠窮したことのショック藁・原子力比率二五％という黙

ネルギー盤要の内譲をみると︑國

いう黍際の農さだったが︑こう

認削がないのに工期を始めると

一九八五駕までに颪万KW級三 HCエネルギー謝醐11八五年
産水力一一％︑木材一八％︑輸入

は特窺の地域に三〜四のサイト
石門五七％︑石炭九％︑電力五％

ネルギー臨立計画﹂で原子力転

換を打ち復し︑やがて康子力へ

案にすきるようだ︒来園が﹁エ
電所計錘への三十日の異識申し

いうEDFの独走に非難の灘がすめた︒しかし︑墨画の急瑠で によるようだ︒スペインでは発 え目な計画で対抗しているが︑
で︑水力については開発の余地が

スタッフの季豪が闇に命わず︑

NW誌によると︑鍛近豪で環 賭規則の作成も遅れている︒こ立て期聞が聡められているが︑ いるだけに︑窮理な原子力転換

あがった・

圏土がせまくサイトが限られて

ないため︑八銀隼には八％に落ち
込む兜通しだ︒木材も供絵照は頭

に︑規模が大きくなるほど︑原

にも皮対が出ている︒

済去勢を反映して︑筒速増殖炉

のま豪EDFが爽っ走れば予期住民測はとりあえずその購間のは無理なようである︒鍛近の経の期待の過大さに気付いたよう

の憶報も不足しており︑政府に

延藻とすでに許司された謝画の

境大網の禰佐をしていた﹂・ベ

い︒政府もようやくそれに気付再辮査を璽豪している︒住罠側謝画参加籔の醒力料金への転嫁

せぬトラブルも趨こりかねな

打ちで︑八箕年︸○％といわれ︑

レ民が︑大規模原子刀計画の生

子力の握逸は手軽にいかなくな

また︑輸入石窟は四四％に引き下

態系への影響︑局地的な気欝変

このほか︑スウェーデン︑ノ
ルウェーの翫闘が羅ぶみしてい

るーー社金的︑圏民的な物付け

化の可能性︑冷却塔の蟹観上の

いて中期鮒︑長期的観点からの
め︑原子力︵一δ％︶と天然ガス

の提供がすすみ︑住罠側との會

llll網
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げる勤向が明らかにされているた

た︒他の工婁施設や蕩染との関
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開発のあり方を探る
原子力の必要性を前提に
露労遡︵縮堰武臣会擾︶︑囎機労遡︵樫山利文婁澱鍵︶︑造船蚤機動遮︵柳沢紳遊婁翼長︶による
原子刀問題研究会議が六田︑蛮漿︒三田の聡労遮金館で第︸園会合嶺開いた︒この二三は労働翻体の

の国民の轡頼を畷槻していこうとするもの︒労働絹禽が原子力開発の必要性の翻識にたち︑協力して

立堀から︑原子力闇題を横酎し︑原子力開発のあるべき方向を打ち出し︑失なわれつつある原子力へ

に深目化する諸問題に瞳颪して︑

立地︑資金︑燃料などそれぞれ

ついて提轡したのもその現われの

のあり方と譲謙題への対慮姿勢に

るしと強調︑これからの脚気鵬墨

力の橡を越えて協調する必要があ

をそろえたかたち︒

れ︑これに遺船癒機労運が足なみ

ず璽運と全機甥連の協調が葛藤

問題の究明と解決にあたろうとする新しい鋤きが始まったわけだ︒

電力藁界はいま︑きびしい環境に
同会羅は門エネルギー多様化の

さらされている︒こうした問題に

原子力開発のあり方に閲する問題
対する不乱︑特殊な圃民懲欄があ

国民の側には原子力行政や企藁に

ビル・ウラニウム開発会社︵COば︑わが国でウラン擬鉱の新芸敏ら国弱化に踏み切ったもので︑来MUF︶が大規模にウラン矯鉱をを醗立︑金厩鉱叢黙鍵剛の融澱を隼璽までに長浦工場に導通設備を生晒している︒NEAとIA露A 当てガボンでの開発計画に取り緻 極熱︑遺業に入る方針である︒の昨焦渡共岡調葦によると︑ガボ みたい懸圓である︒

が大きくとりあげられているよう

一つだ︒そしてこの提欝のなかで 墾点が原子力に畷かれているが︑

していくかは︑罐力供給という公

ンでは︑フランス原子力庁︵CE 心に開発が遮んでいる︒

どう対処し︑この局画をどう打開

共的な饗任を豫魚っている躍気購

ラン探鉱調葦圃を派罰する計癒を

A︶が響くからウランの探鉱に捲

蒼を行なうことにしている︒ガボ

に︑関係労組における原子力への
いない︒このため文覚運は原子ヵ
明らかにした︒

これば大禽商禦に対してガボン

って︑原子力開発は輻遊に粟って 社と共嗣でアフリカのガボンにウ

蕪騒騒薔の巖大の繰題だが︑閲係
閲心は︑鍛近とくに強まってきて
開発の必要性を認めつつ︑闇鰹を

政癌から蟹講のあった照然へのウ

の大手鉱山会社モクタ社︑ガボン

奮の結禦ともあわ鰻︑緬灘にいけ

て話し愈いを進めており︑鏡地爾

り出しており︑CEAとフランスあるフランスとの麺閥開発につい

大樹商箏は・ガホン側の守山で

千ゾ◎モーナナ︑オク白装諏を中

労働鼻にとっても墜要な間題であ
いる︒

を示していく綴任がある痛という

究明︑原子力開発のあるべき方筒

政府との共同出資になるフランス

ルギー経済のみならず︑化学工簗

宙己の研究炉を蘭発し︑建設する

発先進諸大国の技術にかかわらず

安全性が確保されなければならな

験の両薦の研究で設描の︷詣用性と

してきたが︑やがて石油は工夢殿

展と國民の禰枇に決定的な貢献を

り経験を璽ね︑技術蓄の一群を鍵

プロジェクトに滲加し︑それによ

理の猛はますます高くなろう︒

照度になり︑規格化され︑石質管

のための規準と下畑の条件はより

い︒原子炉コンポーネントの製造

原子力発醗所の火災箏故は︑※ンにおけるポンド滋たり十が以下

ウラン俺用の璽水炉から出発した

起っていない︒故瞳が襲じたのは

炉に関しては︑環故らしい摺故は

以上に︑あらゆる櫨類の阻憲を圓

していくことを明らかにした︒

から謙入︑来庫麗をメドに国薩化

國で一九六五鋸にフィラデルフィ

糠講

手．

φのウラン繍鉱確認哩蔵蟹はエ二六

ア電力のビーチボトム︑六六矩に

ン社のサンオノフレの爾発魔所で

づザン・カリフォルニア・エジソ

酒門中の火花がゲーブルに引火し

︵四十五懸円︶にのぼる鍋蟹を出

て延焼し︑それぞれ約千五語万が

次第に自己のノウハウがくわわり

センスにのっとったものだったが

ている︒経済と技術の問題︑さら

わなければならないところに立っ

に利糊することに愚身の努力を払

た司能性を大規模な工業化のなか

て︑豊門はこの発冤の与えてくれ

核分裂の発冤から三十胃管にし

各業界や︑麟鉄︑地下鉄にも顛艶

顛売で︑鱈力︑鉄鋼︑石抽化学の

の︒日立新線は︑フ社からの繍動

焼防止効累が期待できるというも

や発仁所などの火災時に発汗な延

防止翔︒ゲーブル塗布により工堀

燃性繊繊を混台した乳泥状の延焼

塑性樹脂継合材︑難燃材︑無機不

丁付で慣猫駈を移転︒新所在地は

川平太夫理珊擾︶は十一月二十鵬

︵財︶福艸原子カセンター︵巾

スチック﹂の文亀性を説明︑売り

画のある躍力各社に﹁フレイムマ

くに璽饗であった

お

ュールベルグ発三所タービン三塁

した例がある︒七一郊スイスのミ

の火災鱗故︵擬轡二十懸円︶を契

発議所の防火酒毒ガイド煎りに粟

機として欧米の保険機闘が原子力

り出したが︑この一環として延焼

防癒剤の便用が推奨されるように

ス魔気磁土のカルバートクリフス

なった︒楽国ではボルチモア︒ガ

の延焼防止剤を便用巾または便用

など二†以上の原子力発電所でこ

日立醒覚は今鉦五月浜岡発電筋

を横討巾という︒

スイッチギアなどへの塗布工禦を

発電駈圓けに籔売︑タービン建塵

しかし第一回ジュネーブ会議後

に膜蒼してはならないという轄え

今眠では大型原子刀発駕所をほぼ

には安全の議題も︑これを姻際的

三番地︑出講市役所四階︒建山〇

軟賀欝松鵬鋤七二轡階下石禰第ヤ

終えている︒同社は原子力雛慰霊

世界を風びした原子力開発楽観舗

れわれは︑この醐擁な石蟹を二九

がますます強められた︒今田︑わ

しかし︑その闘発にあたっては

自力で建識しうるようになった︒

を拡大︑この三薙間に約十億円の

事務所移転

七七〇二⊥一一−一七一〇︒

恪w
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創る化裳冨社

ノ

一．％ 鍾β

セ拡を

圃瞬

ρ

勘㌧＼

る︒

今園発足した原子力問題研究会

さきに電労適が﹁聰力螂業が礒
は︑関係罵勇運のこうした問題愈

面している難問を解決し︑その社

ラン擬鉱蘭発穆加の睡びかけに応

識を事体的に垂垂したもので︑ま

墨本的な二足にたっている︒濠た

会的灘任を果たすためには︑垂垂

点から︑原子力について次のよう

以莱二十隼闘︑石縫はτ業の発

にあっても穣璽な漂糧となつだ︒

繻ﾜ五鋸ジュネーブ会議︶当

た第︸圃原子力卑和利期国際金議

成する傾蓋を得た︒

世界の原子力開発の契機となっ

に論じだ︒

ということであり︑産商界はこの

M＝ニ一轍二冒榊：輪欄＝＝蘭一認需一＝＝二一＝＝輪一＝鱒一口＝＝漏一一一網二＝需一瓢柵二驚﹁＝一鷲＝＝；＝＝需層＝鞠一＝＝＝一二贈＝脚＝ニ＝＝一：需桶＝＝＝騨二一驚＝＝＝ニ＝＝回＝一一騨＝一＝一一＝＝一＝＝ニ＝二需＝一＝一一二＝需：隔一＝齢＝＝：冊：＝＝二＝＝柵二＝扁：＝鱒＝墜：扁二ご＝御隔一一＝一＝＝＝＝＝＝樽＝一＝一鼎＝︸ニ＝一榊＝謹

西ドイツ原子力産業会議の犠謹会痩カール・ウィンナッカー博
土︵ヘキスト社監琶役会金擬︶は三日︑棄察の帝国ホテルで﹁原
子力の技術的・経済的潴前撮しと題して講演した︒これは岡博士

刊︶出版嗣念鼠で特別に企画されたものだが︑預ドイツがどのよ

に必要なだけ︑いつでも十分に入

が・その藤本理念は天然ウランは

講ぶべきことに︑これまで原子

手しうるものでないことが晒白に

㎝九七三年の石繍危機はいかに

研究炉の開発に際しては︑天黙

ツ産叢界は深刻なエネルギー勉機

人︑経済再建遜上にあった薩ドイ

なった︒

臼立電線はこのほど中部灘力浜

この苦境を打開するための新しい

原子炉周辺の在釆発鷹部門のみで

どに販売したケーブルの延焼防止

稠一呑機︑九州智力玄海一画機な

翻することによって︑住民の原子

はやがて遍窪し︑重用段階藤での

は煽石して化学工業とその製酪の

に協力してやっていけばいくほど

らに雪面増が冤込登れるところか

納入爽繍をあげた︒岡社は今後さ

翻

蓑

東京都千代離麓楽町1讐埠

の自叙娠﹁化学工業に生きる﹂の田本語版︵麗鵬研究所出版会

うな原子力開発を患向してきたか︑またそれをどのように展開し

に滋藤していた︒だから原亭力は

いつでも入孚でき︑当時購入司能

ある︒しかし︑このようなトラブ

択を迫られた際の冷静かつ科学的

力発囎祈の安金運転に対する酔罵

からだ﹂と前瞳き

開発には鍵い聴間がかかることが

原料として確懐しなければならな

安金性に対する要求が門鳳胴に臨く

ことができるであろう︒

われわれはよりよい解淡を兜雌す

ﾙ・て・攣力がと

してウインナッカ

次第に羅識されるにいたった︒こ

いことを知るようになった︒

鍛たさなければならず︑麗論と霊

なるだけに︑それに対する嚢任を

込みたいとしている︒

一博士は︑繭ドイ

の悶西ドイツは︑エネルギー勉機

西ドイツにおける原叢叢關発の

階箆彬塗屋蟻株式蝕祇

力

原
ようとしているかを︑雌鶴期からこれに大きく関与してきた塵業

者の共照と関心をよんだ︒

われわれが石柚に依存しているか

ルも最低水準に引きさげられねば

人の立通からみつめだユニークな講畷内容は︑わが国産業界関係

エネルギーとして期待されると同

ツの工業力をもって生産しうると

とみられた環水をやがては藪ドイ

の原子炉礁歴︑タービン廼屋など
の危機は供給雛の面では再び除去

をまざまざと思い知らしめた︒こ

の磁線・ケーブル塗拓に纐工販売

たドイツ科学の隣地と︑その工業

翔﹁フレイムマスチック﹂の製遊

説に︑かつて原子力物理に蟹旧し

技術を米国フレイム︒マスター社

な篶鰹の結鳴すでに米国で開発が

したのに続いて︑十︷月には玄海
稼働率を高めるために必要である

ならない︒それは原子力文無所の

進んでいる軽水炉を纒免すべきだ

を醐めるために蜀要である︒

しかし揺来の発鍛用原子炉の選

蔽えたところにあった︒

丁子力が私を

炉技術を自主開発
されはじめたが︑極度に上昇した

との考え方に移つった︒一万六千

西独原産名誉会長

価格が残った︒そして︑敬百万年

た柵期段階の開発は︑来圏のライ

KWの沸騰軽水型実験炉に始まっ

ツにおける原子力

を原演の輸入によって排除するこ

漫初に下された淡定は︑原子刀開

﹁フレイムマスチック一は熱可
力をもとに︑火力発囎設備と二様

の問に作られてきたこの蝦源を︑

が講演

とらえたのは︑そ
のまったく新しい

技術問題の提趨
といい︑竃たそ
の広範な町能性と

叢いい︑衡源に懲ま

に原子力発殿設備を輸醸する努力

短い期闘に熱と醒力の製造のため

開発の過程をふり

とに成功︑高度の石油経済階代に

回れない垂鯉と

も必璽だと響えられた︒

かえりつつ︑杣山

入っていった︒そして石抽ばエネ

喪界のf冨蝶こめぎす

｝

的なエネルギー経

留

@

日立電線、来璽には国産化へ

@
@
済の確立という観

一

し一

轟向

鐸麹櫛藤1

謬︑．．

翻

驚

購演ずるウィンナッカー博士

2

1

誕

、晒瀟

・

ｬ二躍

，

禦熈：。を
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@

（

」一

安心

1
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力

原

ので︑大会の模様を御報告し︑あ

なか簡白いところもあったと思う

変少なかった︒しかし内容はなか

顕在化しており︑電蓄の亀裂の大

化︑麓業化に附する様々の二品が

が︑へ方では原子力利用の大規模

対する期待は急速に大きくなった

係の政肩の新しい入顎とその反響

によって発嚢されたエネルギー関

は︑大会二円騒にフ薄ード大統領

の研究開発の方向であり︑第三に

ネルギー自立のための原子力の未

制には醐度の科学技術の知識が必
︵NRC︶委員長には原子力二合

アンダースは元宇蜜飛行士で四

婁貴会があり︑行政委瞬会制度で

ても︑来國にはすでに多くの規制

ろう︒たた規制委緻会を蕩えてみ

マネする必要はないが磐蕩にはな

背聚の異なるアメリカをそっくり

＋一才︑原子力婁綴としての三無

規舗を行なう伝統があるが︑日水

であり︑ガス冷却二合炉や溶融壇

と才能が認められたとのことであ

璽物蟹理までしという藷をした︒

あったが︑蕎く手腕のある蜜僚と

る︒大会のスピーカーの㎝人であ

要なためかも知れない︒

みられた︒更迭の理合としては︑

のアンダースが指名された︒ソー

擬い闘議会における原子力推進

発書の多すぎることや緬格統制派

炉などにもう少し力を入れるべき

蓄であり︑今度引退した民亀嵩下

今後二十年の核燃料産藁の必要投

陽と合掌されるが︑投資に幸する

院議磯ホリフィールドは晩餐会の

ヒルも大会のスピーカーの一人で

収益が低い上に︑収益までの期聞

であることなどのうわさをきいた

ではないかというものだった︒

が八ないし十無かかるという暴礎

スピーチにおいて︑﹁クリンチ・

がもちろん翼椙はわからない︒後

螢額は︑環征の貨幣価値で十五兆

的な語からはじめ︑追而︑濃縮︑

人々に私はいいたいQこの金はわ 任に指名されたギブソンは石油関

リバーに金がかかりすきるという

てからのニュースでは︑指名が取

係会社の社憂であり︑田本に帰っ

いえないと前廊きしてから︑科学

であるから︑また耀人的融解しか

委員会は五人の委員で淡撫する駈

方針の聡閥がでた︒これに対し︑

であろう︒

状の認識の上に立った論議が必硬

いない︒抽象論でなく︑手水の礪

ったので︑謄衆からNRCの運蟷の原子力以外の分野はそうなって

を行なったが︑結局必嚢な資金と

再処理のそれぞれについての検討

二か月分にすぎない偏と述べた︒

れわれが外船に支払う看縮代金の

聞発に期摂するというのが縞論ら

蔚述のように︑大△八二B冒に︑

う〜度新しい人が指名されるまで

制を行ないたいこと︑そのためソ

捜術の＋分な知職の上に宣って規

ったベニントン威と立癒したが︑

初代の駐田原子力アタッシヱであ

ろしくとのことであった◎

滞藩中をなつかしんで皆さんによ

消されたとのことであるので・も

フトウエアを十分把握することと

てみると︑やはり現薇の照点は軽

シーマンはNA＄Aの副長富も安全研究の推進を行ないたいとい

はソーヒルが続けるのであろう◎

水炉の安曇性︑鱈頼性にあるよう

ティングハウスのような大メーカ

る︒氾PR1本部では研究認題ので︑研究委託先は︑GE︑ウェス

が︑質金の大半は契約研究として

認足︑謝画︑研究巽晒蓋開との協

翠︑大学など多くの機闘である︒

ーからアメリカに多い研究騨門幽

※国内の各研究機関に流されてい

二颪簡円︑七五鋸には約三王懸円

のことである︒予慾は七囎年で約

議︑結果の騨価などが行なわれて

堂を間わず全※の餓腹囲巽蓄で︑

フリック氏のアレンジでへECの ード大学のあるパロ・アルトの新

で現在A亘Cの国際周次隈のヘル I︶を訪離してみだ︒スタンフォ

であるという︒七五郊の例では︑

昨蕉灘嘱した餓力研究所︵EPR発磁壁脳からみて全米の八五％と

婦国の譲国︑太箪洋巌にでて︑

大会の正武セッションのあい間

するために︑政府と民間がいかに

技術と纒営力を核燃料産業に灘心

協謁するかという問題と共に︑よ

第一の原子力の耐圧の聞題点に

産集弾らしい熱のこもった認があ

ったが︑原子力反対グループへの り没題額と期聞の少ない新技術の

しかった︒

一

反論︑政府の規制手続の繁雑さに

ものであった︒

対する不満︑賢金難などが宅たる

大会終了の森田︑臼本大使館の

しいビルに本拠馳がある︒幸いプ

村上繍配宮と繭の愚論アタッシェ

エネルギー人
事をめぐって

ついては︑多くのスピーカーから

対決姿勢も

反対派への

である︒

わせて大会の後の米原子力紙蝿金

︵AEC︶との誘含いやEP
Rに
I藩しんでいるといえるので
選さ

面する問題点をさぐり︑米国のエ

ため︑過糞をふりかえり︑現筏嚢

傾応があることは哲めない︒その

ものであろうが︑わが麟と同様の

危機はわが国よりはるかに軽度の

︵眼力研究所︶訪問の誘なども述 はなかろうか︒三隅のエネルギー
べてみたい︒

N／20年

をテーマに
†月二＋七榎の田暇から三†一

巣を論ずることが︑今回のテーマ

になったと考えられる◎

のショーラム・ホテル︑学会はシ
ェラトン・パーク・ホテルで行な

日の木曜まで︑原産大会はいつも

霧
鍛力研究所の擾であるチャンシ
ー・スターは昼食会のスピーカー

として立ち︑懸力界のPR活動の
翻趨を求め︑反体制グループ︑と

原子炉開発闘獲ネムゼック殴と舗

参加する各嵐気瑠業者はKWH藪いる︒

また︑ソフトウェアの開発ではE

レジデントのスター氏に会い︑報

原子力は璽点分野であり︑アル

櫨炉協力について懇談することが

できた︒AECと動燃の闇には五冤を受わすことができた︒EPRりO︒＝五ミルを研究開発に拠

WR蒸気発生器ななどのトピック

いる︒また︑プルトニウ利用︑P

PR1の研究員圏らも諒解をして

Iは︑わが国の霞力中研に相坐す

部擾で三十名をこ

ゴンヌ研究所にいたレベンソンが

無り上前から醐櫨嫌協力協定があ

る全※の露気蟹業

ずスタッフが働い

出し︑その内館間七十五熈円ずつ
り︑宅に盤礎分野の燐報受換︑人

の研究機関である

未だなじみがうす

原子力界の方には

を高遼原型幟ゲ計醐に提供し︑六十

と︑AECと岡じことをやるつもら器用期のための研究をはじめて

ていた︒AECのスについての研究討論︵ワークシ
が︑新しいだけに

米電力研究所を訪問
てきだ︒この五庫間にわが国の開

通入玉︑忌門象会議などを行なっ

雛は慰礫に進み︑契験炉﹁常鵬﹂

いと思われるので︑その概要を御

りはない︒AECは動力炉の研究いる︒
ふみ出して︑工学的分野にも協力

勤がはじまってからは一年そこそ

トにスター氏が任命されたが︑活

昨薙一月一翼に初代プレジデン

ているとのことであるが︑現荏は

二颪五†ないし三菅名を冒標にし

照原子力発電所の運転・保守ある

EPR工の人風は︑さし当たりいは擬期の燃繕サイクルなどはわ

EP民1の能動はまだはじまっ

たばかりだが︑相嶺大きな研究籔

ろん所翼が園分でやる研究もある

脇付をこしたところらしい︒もち

当脅からもう少し群細な認をきい

竃めているともいった︒原子力擾

また大型の興購発電炉に鼠櫻を

きだろうと思った︒

があるようなので︑今後注議すべ

であるし︑単語との極力にも関心

ーカ〜とは違った視点の研究活動

をもつことでもあり︑AECやメ

ている︒蟹金提供蕎は︑罠蟷︑公

システム・環境︑溝配鰍に分かれ

れわれの仕事であるという︒

る︒爾速炉についても小餅模なが

は完成し︑大洗工学センタ⁝の各

解円ほどを各地域の研究追金にし

スター氏にただす
禰試験研究も遜展してきたので︑

紹介してみよう︒

舗馨AECとも話合いR＆Dとの関係を ョップ︶を主催したりもしてい
炉物理その他の基礎分野から一歩

関係を進めることについて懸隔を

このようであるQ四部からなり︑

残りの約三百懸円がEPRτの調開発には蛋任をもっているが︑璽
交換した︒原則的には影野の節は

原早力︑化石燃麟︑工象ルギi・

物となるらしい︒

とも御薩難しながら︑ギブ・アン

ないので︑今後︑国内各界の方々

ド・テイクの原劉の下に面体的漸

。

。50

ﾁたあとはアフタースキーで大いにお超しみ下慈い。

ﾄおり誤謬。

12日間

@

15ε至間

昭50。3／9（銅）〜3／23（日｝

昭

切

C火なアルプスを舞台に，終日，廉臨なヨーロノ
pスキーを浦山していただきよす。レザルクスは，
ﾜ爵に，鍵布の爽力を賦すに絶雄のスロープ 滑

ｪ附催され，ローマはこの年，寅にそのローマら
ｵさを見せてくれます。この機会にローマの休日
思う存分お耀しみ下さい。

Dの隔光さんさんたる地中海沿岸の繍々を三門に，
ﾔ咲ける歴史の数凝を中心に見てまわります。笈
p趣味をお持ちの力は勿爾のこと，一般の方々も．
[分，お楽しみいただけるよりプラ／二／グされ

q締切El＞昭・50。2／黒日

SANTO（聖年）

ﾁに75年は，25年に1度のANNO

1／末日

間〉

昌〉

ｭ期

ザルクス（7泊）

程〉東京〜レ

〜東京

（2泊）

〜ノくり

パリ〜東京

Q干鰯の歴史をもつローマ，輩備，建築，二」、教の

q縛

ｷべてにおいて，世界に危たる礎を築きました。

昭50．3／25（火〉〜4／5（土＞

間〉

q期

@

@

〜フローレンス〜（ミ
ラノ）〜マドリッド〜

ｭ締切田〉昭・50・2／末日

@
@

おいては朝・夕食，パ

@

程〉東京〜アテネ〜ローマ

の昼食、タ食）〈艮

リでは朝食のみ）〈顕

@

田閲

昭。50・3／28圃〜4／5仕）9

q旅行費用〉￥328，000（スキー場に

@

程〉東京〜ロー・マ〜東京

q日

間〉

q期

q旅行費用〉￥295，000（朝食、1部

q旅行費用〉￥238，000（朝食付）

?お問合せ・お申込みは

圃ヨー獄ッパ春スキー（30名）一ダイナミノク・スキーの責随を本場で味う一

メルヘンの世界から永遼の都までをつづる

團ヨーロッパ美術散歩（30名）

（40名）一歴史・芸術の都を訪ねて一

囲Rome9

@灘
@
@

硬利肌B・一・を
こ：利馬下さい〜

@交通公社がおくる春の欧州特選旅行

一お得な旅行醐一
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