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を諮ってき

済に盧接的な膨禦をもたらし︑国民の生薦を陪く糧っている︒

きのうまで︑窩度の経済旗長を誉蝦に経済大贋
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昭瓢㎎十九年は︑石油危機に始まり︑インフレと三無の颪面
婆となればなるほど︑今度はそれに鰐する安全論争がますます

が︑原子力閣発が必饗だということは閲違いないにしても︑必

激しくなるのではないかと思われます︒嗣本原手力雲譲会議は

乳質︑これからの原子力開発利稽がどうあるべきか一という
﹁爽行客画﹂を打ち出して︑関係雀躍にも握雪されたわけです

し豪しても︑いわゆる技術纂約あ

とになります︒産藁の禰遡にいた

も︑それを立地の面で興体的行動
一という懸じなんですね︒

題もある︒われわれの黍に余る

発がまるで蟹民の警えのように誤

方では灘の大きいところだけの葱

蟹成と反対と二つの鮒立したもの

向坊その大きな闘というのは

になると思いますね︒

解されている画があるということ

に移すという点で︑いろいろの御
それから︑原子力がますます大

ほんとに大急になってきたという

聡になってきたというけれども︑

ことについての国民のコンセンサ

向坊立地部会でいろいろ検蝕

職があると思うのですが⁝⁝︒

番聞題になるのは・やっぱり安金

どうなのかということはわからな

であるわけで︑金聾がほんとうは

したわけですけれども︑立難で一

スがあるのかどうかという問題が

は︑田本のエネルギー政簾全体が

あると思うんです︒このために

という以上は︑

のでなければ立地しようがないん
立地する

体制の確立なんですね︒安金なも

で︑

できていなければならないんです

子力の位翻づけについて︑国会の

が︑それが確立されていない︒原

堀なり何なりで︑国としてのコン

いうことと︑それが圏民の僧頼を

いるということなんです︒技術的

ちゃんと鱒るようなものになって

安全確保の体制が確立していると

豪︑世界が圃難している蟹源とエ

いたのですから︑石油危機後のい

ネルギーの限界は罪常にきついと

センサスをつくるということが︑

と醤って

立地問題の鰻初にくるべきなんで

安全です

に常盤して

畏隅ある新宅社が張鎌︑紙上

も︑住属が醤寵しなかったら︑こ
れはやっぱり立地できないわけで

畏調それには私も二進です︒

調葦をやりましだが︑その調査で

こく大ざっぱに欝って︑このよ

いえるでしょう︒

うなことがこれからの経濱の圏題

す︒そういう愈味での簑全性の確

ているか︑エネルギーはなくても

麗蔑が原子力を本当に必璽と考え

いいからあぶない原子刀はやめて

八○％︑しかし

も

いう気がし濠す︒

いわけです◎そこに聞題があると

であろうかと動じております︒そ

工だということですね︒

立というのが一番立地問題では大

くれという警えであるのか︑やは

すね︒

の中で原子力をどう闘えていくか
ということになると思います︒

もう一つは︑立地というのは霞

民がどう弩えているかということ

のも八O％ぐらいありました︒三

については︑もっと本格的な目糞

という

サスを羅が握っているとは思えな

が必璽だと態いますね︒

不安だ

というのが約

本全島で総台的に警えなきゃいけ

のか︑そういった眠民のコンセン

り聖職だから描進すべきだという

け考えていてもいけないんで︑漁

いんですね︒それがないから・一

窃盗だと悪う

い立地の部会をお豪とめになりま

常に強くしたわけです︒原子力だ

ないんじゃないかという感じが非

向坊さんは大変むずかし

しだが︑いま石原さんが沿われま

蝿岡

したように︑経量的にも蟹源的に
も︑どうしても原畢力が必璽であ

業の闇題もあるし︑他の産業の間
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原子刀発営所協力

いうのは︑もう騨の段階を過ぎま

皆さんがやっておられる核分裂と

ゃならんという︑藤常に大切なん

して現異になんとかこなさなくち

いところにきているわけです︒私

ですけれども預出に地味でしんど

は技術にそういう二つの嘱がある

ることが必饗だと思うんです︒原

ということをよくお互いに納得す

バラ色の謡が殿倒的に多かったわ

子力も窃めはきわめて圏のような

ればするほど︑問題が次から次へ

けです︒ところがそれを鏡翼化す

出てまいりまして︑だんだんしん

どくなってくるということだと思

蜜全性の問題なんかももちろん

うんです︒

力機器をちゃんと働かすというこ

その一つだと思うのですが︑簾子

すね︒ですが︑それをきちんとや

とはあん量り楽しくない謡なんで

らなければ︑いろんなことが出て

くるわけです︒つまり︑パイプと

かポンプとかといったような地味

できていないということが︑紬局

な部分騒がちゃんとできているか

す︒これは

大領なことなわけです︒

するということが技術開口の一番

いるわけだから︑それをちゃんと

で謡合って各國間のコンセンサス

題がでましたが︑私霞身教えられ

安金性の選命を支配してし豪って

を得たうえでやらなければならな

たのは人閣の闘題なんです︒これ

再処理工堀や発懸所から出る廃

また鍛も大きな縢題としては︑

いった爾悪も必婆なんですね︒

キャスクとか︑海上運搬する船と

るという位署づけがされだとして

の仕事が大切

核燃料斜に課題山積
縁の下

で私どもも核燃料部金でいろいろ

い問題でもありますが︑同謄に国

は原子力をどのくらい開発するつ

つには︑国際的な場

発鰍だと︑例えば箇万KW級では と検酎したんですが︑螢源醐︑と

騰蘂国処

内的にも︑それら廃棄物の処理処

蘂物の処理︑処分の問題がありま

くに開発途上岡と孚を握り︑共同

分を統一的に簿理する

畏給いま燃料の問題で濃縮ウ

いるわけです︒

ということを塞当にやるとなれば

六千万KWを昭和何年に達成する

ですが︑世間でいわれており濠す

もりかということに依存するわけ

技術︒開発邸金ではいろんな問

開発を遊めていくことが一腰必要

ると思うんです︒ところが原識力
の客窓から︑燃料をどうしても確

溺荏の軽水炉でも︑年三に消費す

な段階にあるのではないかと思う

黒陶さて︑蜜全の問懸とは別

保しなければならないという核燃

石抽火力ですと駕醗消鷲璽は酉玉

というような構

る羅は︑たかだか額八十沙ですが
の問題はいかがですか︒

料問題があり濠す︒製図さん︑こ

遅処分センター

このほか核燃料サイクルのうえ

ければいけないと潔います︒

︒外交的な措麗をとってもらわな 想を造めなければいかんと薯えて

のです︒そのためには︑国の政治
将来︑爾還堰彌炉が巽電化される

十万語群ということになります︒

とこの鑑はもっと拡大されるわけ

田中爲本のエネルギー問題は
他の先濫圏にくらべて非常にシビ

です︒しかし鍛近︑籔源ナショナ

うことです︒一般的な魎味で︑パ

愈外に人間がたくさん二面だとい

アーで過酷な条件下にあると思い

ランの酷がでましたが︑ウラン購

エネルギーの九〇％︑西独やイギ

からは︑まず翼翼の仕禦が今後の

二世紀までいかないうちになくな

ばかりを便っており食すと︑二†

ますGたとえばアメリカなんかは

大きな誤診になるわけです︒圏内

リズムの傾詞がとくに石曲艦機以

的には鋤燃購灘懸の遡心分離法の

イプやバルブをつくる人がたくさ

の購入にも強くはね返り︑ただ胴

来強くなった︒それがウラン糊鉱

殖卿を発成しなくてはならないし

を原子力発鰍駈でやるとなると︑

間腰として︑定期検査というもの

けれど︑それ以外に原子力特有の

ってしまうGだからどうしても魍 んいるということももちろんで寮
用化するにはどうしても六十年に

無極的には核融舎炉だという器も

いくわけですから︑繕えず交代し

放慰能があるところに人が入って

あり差す︒麗源のないヨ本では技
術だけが頼りになるわけですが︑

の闇をどうつないでいくかという
問題があります︒

められた伏見さんはその辺をどう

なくちゃならない︒ですから罪常

つ︑原子炉から

お響えでしょう︒

どの地味な部分が完金かどうかを

出た健用済み燃料を薄処理するた

三猿技術開発には二つの颪が

めの工蠣をつくっていかねばなら

あると匿うんです︒霧粥に地味で

含め︑そうした縁の下の仕蟹がい

大切なんじゃないでしょうか︒

謹みあげていくということが一番

っぱいあるわけで︑それを繍爽に

とになるんですね︒またパイプな
で工塀を建設中ですが︑それがで

ない︒環在︑動燃鵬藁繍が藁海村

超分です︒私は核融禽の方を童と

しんどい部分と設謝段階の楽しい

してやってき豪したが︑これはま

きれば昭租五十二︑三矩濠での分

だ騨の紅鱒なんで夕ね︑ところが

は翻内で処理できるということに

にたくさんの人間がいるというこ

それからもう

その技術開場に関する部禽を窪と

なるだろうといわれています︒そ

開発がかなり進んでいますが︑需

リスも五〇〜六〇％は資給できる
ということですが︑日本の自給率
はせいぜい一三％というようなこ
とで︑罪常につらい立堀にある︒

に価格とか藥件だけでなく︑購入

す︒

する機蓑も減ってきているわけで

三岡要するにウランも石癒と
同じように亮孚欝糊になってきて

み燃料の輸送の聞題もあり製す︒

なります︒これに関強して使規済
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から悩まされるという経済的に非常に問題の多い隼であ9︑政
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もう一つは︑経濱の中心が三二

一つは︑経済の成挺躍が下って

るいは知識簗約と称せられるよう
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に終った︒このようなことを遜じて︑それまでうっ積していた

いたいと思います

原子力関係問題が︻慶に興体的にあらわれた年でした︒そこ
で︑今隼︑留和五十年がどういう奪になるかということです
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薩総合政策の確立がカギ
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らが鍵発するという簸近の爾勢で
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しあげるのもむ蜜かしいわけで
す︒だが︑だれが響えても︑次の
とではなくて︑入闇の生活が蟹的

けですが︑豪ず総台部会をおまと
めになった石原さんからお臨をう
冠つ癒どの点は掴摘できるだろう

くるだろうということであって︑

なこと︑五流墾というものをそう
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いままでの麓藁蓑瀬からいうと

塾叢的な闇題になると思い慶す︒

ている石癌が︑昭和六十隼にはど

踊在二審八千万菌認くらい輸入し

うような状態になる︒これは

うfしてもバ億㎜とか七懸詩鰯になる

の問題もさることながら︑実

韻翻そういうことです︒そこ
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なものを中心にしてくるというこ

をあけた軍†年代がどういうもの

います︒エネルギーであるとか︑

と思います︒

になるのかということをここで串

環擁であるとか︑あるいはその他
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往事塾本描画も︑できたとだんに

る︒︸多党二月につくられた経書

ギーの舗綿が罪常に強くなってく

ろうと思いますが︑欝源︑エネル

第三には︑これが一番の問題だ

くる︒

生窩の姿がそういうものになって

い題す︒産蘂の螢︑あるいは国属

をつくるということになるかと思

とエネルギ莞でより多くの生塵物
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になってき豪すと三編が滅評する

すが︑そういう謝画富舞におき豪

石油危機に遡遇しだわけであり豪

近い経済別便の数字が︑拳減ある

しても︑鍵源︑エネルギーは罪常

れにしても︑過表十年闘の一二％

いはそれ以下になるかもしれない
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蝿閥経済や塵藁というものと

ほしい総合的な論断
ンスの問題

︸フ

活がどれだけあがるか︑豪たあげ

開発量はバ
るためにはどうするか︒ご富国の

日本の団給灘はカロリー汐ベース

ように食糧だけを考えても︑い濠

喪滋強千万KW遡讃というお エネルギーは何に便われるのか︑
うですが⁝⁝︒

隔がでてきましだが︑六千万KW ということについて諭議が多いよ
というのはどういう謝簿によって
その点はさっき隠坊先生
で五三％ですから︑食べていくに

石原
がおつしゃつだ問題とも遡ずるん
してもそれなりの輔入原器をかせ

でてきだのか︑庵当にわが国でそ
うしだ原子力鞘餓が必要なのか︑
で︑なぜ原子カプラントをつくら

したがって塵簗というのは︑それ

もしどうしてもいるとなればその

自身のためにあるんじゃなく︑究

ぎださなければならない︒それ以

人閲が生きていくのに必婆なも

なきゃいかんのかということと嗣

のと醗漿のために必粋なものとを
極的には圏厩生塗を発呈するため

外の原材料についてもそうです︒

藺単に区分できるかどうかという
にあるわけです︒

いくことと︑もう一つはコンサー

これからのエネルギーについて

撰ならば國民の溝闘が異照朗にど

ベtションということで︑エネル

が︑経済というものは斉禽離にで

れだけ増える︒あるいは下水遊を
ギーの消蟹をできるだけ少なくし

いえることは︑産藁構造を変えて

つくる必要がある︑倥昭をつくる
ていく必要がある︑ということで

も︑そういうようなアプローチか

たのですが︑それに関難して罰し

伏冤い家﹁むつ﹂に謬及され

っくる方も囲いんで︑これは繕対

る蠣倉にもいえると思うんですが

べての新しいタィブのものをつく

﹁むつ﹂の箏故以来︑原

懸はありません︑といってつくる

なるわけです︒そうじやなくて︑

からどんなことが趨っても問題に

断しいものができるときには︑こ

ちの弩え方は︑要するに実験醜な

常に山隈であった︒それがいつの

すなおに並べあげて︑それに対し

いうあぶないことがあり豪す︑と
ものである・という感じで︑財政

てはこういう対策をとりますとい

ういう購故が予想され康す︑こう

当局も國民一般もとらえ︑鍵二段

て始めれば︑いま豪での購故なん

うことを︑あらかじめ十分解説し

間にか︑それ二身ですぐ役に立つ

階だという璽素がどっかへ完全に

とを撫当している私たちの観恵か

呈しい技術を闘発するというこ

うんですよ︒これからの原子力に

てすべて問題にならなかったと思

痩岡いま豪での町明はどちら

全部通用する問題です︒

に仕立てあげていくんだというこ

かのように受けとられたわけです

かというと︑⁝OO％安全である

うし︑アメリカの原子力婁贋会も

ではいろんな璽故もあり得るとい

し安金審齎というのは︑施設の麟

ら︑照租三ナ葺の晴点ではいまの

あると私は思うんですよ︒なぜな

でもう一度ふり返ってみる必蟹が

形になっているんですが︑これを

庁両方で蜜全勝査とか監繕をやる

発電については通産雀と科学技術

ら︑その原子力で出さない分だけ

万円とか六千万円鐙がある︒だか

すが火力に比べ燃料蟹で一日五千

羅の驚二憂ほ四ま画譜KWで

畏閥

そうし蒸すと今年は︑原

ゃないかと購うんです︒

子力行政の方をしっかり兇團しし

なければなりませんが︑国民の

理解をうるためのPR︑國民二身

の関心の呈せ方ということもすっ

昭和五十

蕉に逸めないというこ

かり冤鰹さないと︑原子力自発は

向坊私はエネルギー敷策の確

とになりましようか︒

立と安全確保のための國としての

体制にこの軍†駕一年かけてみて

はどうかと思う︒謝画が一無延び

黛使う樋億はあると思う︒

ってやっているわけなんですが︑

やはりP鶏が謙題ですね︒地遊な

問題なんではあり毒すが︑もっと

ん民闇でも進めなければいけない

強力にやらなきゃいかん︒もちろ

し︑政府としてもご尽力いただき

を含む証本的︑長期的な闘題を検

どり︑灘間機関として︑研究開発

搾常な撫失だと思い刑す︒

が︑エネルギー全体をみだ桜台に

それは蘭遜のために大切なことと

反織の奪ということになりますが

畏岡どうやらこの垂−奪は︑

たい︒

ている一つの例として︑再処理璽

いえましょう︒ではこの辺で・Q

墨があります︒再処理工堀を腿蘭

目頓原．距力産業会議会長

臼本源．r力産業会議副会長

も

ダ

鷹浄ー

日本原．幸力産業会議副会疑

日本猿〜力産業会議副会長

日本原r力産業会議副会長

円城寺次郎

日本捺r力産業会議副会長

蒸三韓欺

ことは︑安全審査の立鵬からいえ

向坊その一〇〇％引金という

ね︒

とを︑もう少し国あるいは国玉に

ろなやり撰いをやって完全なもの

ら串しますと︑実験段階でいろい

埼叫ー
ふっとんでし象ったんですね︒

し︑あらゆる葱味でテスト済みの

ものをつくるんだという観点が非

というような謡がでたころの私た

に大丈失です︑繕対安全です︑故

あげたいことが︸つあるんです︒

でしょうね︒

畏爾

﹁むつ﹂という原子力船をつくる

らある数字がでてくるということ

同聴にまた︑サイトとか︑先ほ
ど向坊先生が醤われだような安全
の問題なども響えてみて︑今後に

いうこと︑さらには︑さっき田串

原子力をどれだけ展開できるかと

さんがおっしゃつだ安定控や経濱

と思います︒経済牲の点では︑現

性の面も考える必罰があるだろう

在︑百万KWの原子力発酵の場合
KW冠にして四円から四円五＋銭
ぐらいですね︒石癌火力だとこれ
が八円とかということになる︒筥

万KWの発電所を一卑間働かすと
い家の石癌の魑段だと燃料駿は九
系八颪万が︑これに対して灘縮ウ
ランだと大体千引百万がぐらいと
翫郷されており︑約七分の一ぐら
いになるわけです︒

いずれにしても︑そういう経済

ば︑周辺住民に璽大な放躯線の影

規制と薩発に分がれたわけです︒

臼本ではオリジナルな仕購は何も

酔容していただかないことには︑

子力行政の発熟しということがい

問題が一つあり︑それと同聴に全

たしかに今年︑五十焦はそうした

ころが十分理解されていないんじ

う前捉なわけですよね︒そこのと

性︑安定性︑あるいは黙認上有利

響を与えないという蔵味ではきわ

体としての墜煎経済を今後どうも

冤饗しをしなきやならない年だろ

できない︒自分薄身で細しい分野

いま検酎されているところでしよ

っていくか︑そのために必婆なエ

を拓くという精神を完全に圧迫さ

われて︑原子力芝農会のあり方も

ネルギーをどうするか︑そこで原

うと思います︒そこで伏見さん︑

の安全という間題とのバランスの

こうしたことを蕩慮したうえで

技術的な面からいって︑五十鋸に

れてしまうと思うんです︒

かどうか︑そういう点と先ほど来

さて︑浸本の水力はどうか︑石簾

べきか︑そのあたりを総禽的に縦

子刀がどの程度のウエイトをもつ

いうようなことはありませんか︒

はぜひここまでもっていきたいと

討する︒科学狡術庁は研究開発を

うなものを研究する︒実際の規翻

て騨樋されているわけです︒しか

はどうか︑癌や芙然ガスはどうか

でっくるということで︑い濠電力

金問題の規制などの根拠になるよ

三体にして︑そこから出てくる蜜

めて安全性の麗いものであるとし

こから穴千万KWという軍気がは 断して決めていく︒これがコンセ

ということをみていきますと︑そ

ンサスを得る謡本だと懸います︒

会社を中心に綴錦・再処理準傭会

いるわけですが︑その再処理響業

そのものは︑通麓省なり︑運輔雀

ればいけないわけです︒

じきだされるとは思わないけれど

で電気を趨こして︑それが栃木と

というの誉つくって躍轍を逓めて

っているかσ索鎌都は一番エネル すσそしてまだ再び︑福黒眼とか

というのは法律で動燃聯業齪しか

響え方もあると思います℃

なりでやっていく︑というような

向坊原子力船だけでなく︑す

りにされていることです︒たとえ

か群馬のほうへ流れているわけで

当の期間が必要なことも薯えなけ

必慶がある︑そういうようなもの

￥

す︒しかしこの二つをやるには根

膨

層け︑蜜寺

氏
藤岡

で国民経済金轡として︑國民の生

きているんで︑たとえば五％の成

ことは︑私は疑闇だと慰うんです

じだと思うんです︒

・︐撫晒噛論鳩漁
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1が必蟹だということがほんとう 全体としてのエネルギーのしぼり

ば︑東崇都はエネルギー政策をも

新潟興に原子力なり火力なりをつ

できないことになっています︒し

つ︑アメリカはエネルギーの大部

ギーを必饗としているわけなんで

くって一部は慧都圏に送賦してこ

たがって︑法律を改正しなければ

方がむつかしい︒それからもう一

分が日給ですし︑すべてのものを

すが︑エネルギー政簾を何ももっ

ようとしているわけです︒

にわかっておられるのかどうかが

自給しようと思えばできる国な

ていない︒日夕全依としての計画

アメリカと臼本をくらべ

んですね︒日本は巨峯のできない

向坊
た堀盆︑日末の方が二つの点でき

園だから︑輸韻しなきゃ食って

戦争に娘濠つた石演危機︑昨年正
月にかけ誤しての物不罷︑抽が原
びしいだろうと思います︒一つは

先ほども醤つたように︑ご十年

アメリカと田本のエネルギー消彊

エネルギーについてもあるべきで

着雪に雷って︑現認両方の衝庁
いけない︒輸出するためにわれわ

ならない︑ということになるわけ

構遊を比べますと︑アメリカでは

原投力を進めてきて︑昭租五十無

までなくなる︑というようなこと

てから何か血汐があると非常に繁

ーヒ⁝ティングです︒三分の一が

大ざっぱにいって三分の一が熱I

で監懸しているため︑運転に入っ

で舞にしみた惣があります︒塵粟

雑になります︒先ほど石原さんが

す︒それがないところに︑一つの

状慾で十分野れだわけですが︑そ

どうしても阻塞化しなきゃいか

ます︒金の面でも大きなロスです

菰を焚き擁すと大きな麓がでてき

努力をしてみるべ慧だ︒それに一

な仕醐ではありますが︑どうして

露われたように︑原畢力乏火力で

たってかまわないから︑そうした
もやらなければ︑再処理工場を展

り四円から躍円五や銭の鰹ですが

混乱があると思うんです︒

れがその豪隠の膿血のまま硯在の

ん︒こく大ざっぱないい方をすれ

燃綱だけで比戦し謹すと六円ぐら

で儀も過密な都市になりました︒

規模にふくらんできたという感じ

豪た︑私どもが原子力発電をや

と思い濠す︒

は設備蟹を入れ律すとKWH嶺た 朗中 私どもは窯際に現場をも

です︒こうした法制鐘を現状にあ

と偲人生活とは切り離せないし︑

交遡︑三分の一が職業なんです︒

一総論賛成︑各論反対i

認識の度合いが問題

エネルギ茎の閣題も懸人の生活に

以上が魔藁で︑家鷹生活というの

これに対して鼠本の羅合は︑六二

てきて眸鋸の一遼の原子刀に關す

のが一七％樫度なんですね︒構遣

は二謝ぐらい︑交適に使っている

響くわけなんですが︑そこへもっ

々も原子力に開心をもちだしたと

る聞題によって︑一般の圏民の方

方は留エネルギー︑節エネルギー

を警えて︑将薬のエネルギー政籏

その羅刀について督しあげますと

なんですQ私どもが実際に競闘し ば︑原子力婁畷会は本来の姿にも
へ送っていたんです︒現在はどう
かというと︑逆に︑孤疑爾で火力

っておって照じられる点の一つは い違ってくるんです︒たとえば︑

塞格的な世論調戴が簸近行なわ

というのがこれからやられてくる

というものをツメていかなきやな

蕾は群議興とか栃木興あるいは

﹇搬糖蛎腰諺楚難燃

れておりませんからよくわかりま

だろうと思います︒しかし︑蜜鷹

らん︒その点がまだ十分に行なわ

福愚興あたりから水力耀気を環崇

が違うわβです︒それで︑藤藁の

と

の消藍というのを戯らすのは非常

れていないと私は懸うんです︒

っしゃった難題語群︑各鍮反対が
非常に多いにかかわらず︑なおざ

田中策察都というのは世界申

象ぜんが︑

にむずかしいんです︒しかも臼本

原子力は必要だ

いう響え方はかなりあると懸うん

ではこれから筆躍用が僚びようと

もう一つの点は︑獲騨さんがお

です︒ただし必襲なことはわかる

しており︑その傭びを抑えるのは
そう簡単にいかないということで

いうことになってきている︒

思うんです︒

間でつくれといわれてもできない

わせて改正するということは大憂

ンは謳えない︑それに賑えて洗蘭

闇題ですね︒

この一年を国の体制確立に

因になって灯演はあがる︑ガソリ

いということは︑一昨年秋の甲栗

「実験」への理解と許容を

と同蒔に︑地域翫画というものが

鰯入の生活を分けては響えられな

冤
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けれども︑総醗螢破︑各騙反鮒と

択毘総齢のぼうも︑エネルギ
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実態に合わない規制法体系
﹁ボラこんなにはみ出しちゃうよ﹂

﹁アラ︑ホント︒十何年も岡じ既製︵規制︶服懸て
たんだっけねえ﹂

合併

カセ
苦しさも厳しす憲なりおらが遜

とかでオレンチ

当社はFAP王Gの中核として、臼本原子営業品羅：発電思原子炉．研奪還原子炉。
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地域整備針画指定地

電源三法施行
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の歴に体竃館建つんだって扁

痘ｫ⁝

毛

力研究所殿、動力炉．核燃料開発事業懸各種臨界実験装置顧各種放射線機器

胸つき八丁の原子力開発に

らず

／

r別騙した方がうまくいくつて酷だ
︶や蒙蟹高いから麺えちゃうよな﹂

ﾃ臼

﹁お隣りの子と戦争ごっこしないって約策するの

﹁ママ︑あれ欲しい／﹂

原子炉供与と核拡散防止

？﹂

475MeVの煎速に成功した日本初のプロトンシンクロトロン用ブースタ篭磁石（高エネルギー物理学研究所殿納入）
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﹁もうそんな櫨段じゃウラン扁

国際結婚

ノク沸

緩誘 Z
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ウラン価格高騰

〆プ

﹁いままでカズノ子より安く買えてたのになア﹂

蕊孫
ウラン濃縮工場建設
の婿選び

﹁外團のずてまな舅性から︻縮にやろうってプqポ
ーズされてるけど︑なんだか蒙麗の雛偲が複雑で気が
かりだワ︒でも今鐸こそ決めないともうハイミス﹂
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安全審査 公開

百万KW

﹁本目︑厳正なる蜜全醤査の結果︑ずべてが適格で

ありましたのでQQ原子刀製織所の建般を
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原子力産業新聞
昭和50年1月6日

聞

産

力

原

水の供給を河川に頼る藤織には︑

いる海洋圃洋本と翼なり︑冷却用

霊体性をもった藩命的なやり方に

するものでないが︑西独のような

明な方法であり︑その慧撹を哲点

日本のやり方は︑ある愈味では賢

大にして強満したいのである︒

先般︑薩独の衛嶺な化学会祇ヘ

下流地域への環境汚染対策が極め

すのは堀越だとほ首も承知である

較べると︑どこか常にアキレス綴

キスト社の会長であり︑西独原子
力薩簗会議の名懲会歌のカ⁝ル・

て瞬雑なため︑安金ならびに環麗

ヘキスト袖は︑※圏のデュポン社 麩躍について︑わが麗よりも数段

マクがいいと欝はれると︑それ︸

つに藥申するやり万は︑縫倖を頼
ウインナッカー博＋都尉題した︒

とらなくてはならぬと思う︒トカ

していては︑個々の研究者がいか

むに似ている︒また研究省が分敬

の核融合の研究について特に躍を

原子力研究に既に偉い塞盤を纂

られない︒私はこのことを低公憲

いている先進團が璽に葵大な鍵用

蘭な弱点を内蔵していることにな

国のエネルギー不足を解消する根

殆んど外圏依存である︒将来由し

厳しい条件となっている︒また︑

本鮒孚段は︑今の夢話付っていな

何らがの理由で核燃料戴は関聯技
とならんでいまや全腱界に強力に

の根性は︑国属性として根を下ろ

徴興のことがお互いに家だよく

を進めると周時に︑一方では研究

め︑一方では各人それぞれの研究

のところ︑エネルギーの出力は極

の中興の祖といわれ︑化単声業界

については︑薩独国内の轡螺採取

れている︒例えば︑廃六物の保響

実験により総体酌な方針が立てら

の國際分業が最低の必襲条件であ

世羅各国との羅際協調︑経済面で

つ三景をもたない圏であるので︑

て完成し︑瞬民生活を不安から除

の露煎版の感版記念をかねたもの

轟轟の盧叙伝﹁化学工業に生きる﹂

によりもっとも安全であるとの研

後の廃坑が不遇水性その他の理由

ならないことほ論を侯たないが︑

り︑これを魎象目標としなければ

である︒その際︑同博士の

で閤下翼体的に爽験申とのことで

究結果から︑これを利用する方針

サイクルをふくめた一轍した原子

国家の主体性にもとづいた核燃桝

私は︑この欝演を聞いて︑西独

蝋

ヂζ

︷
多一言

安保条約のわが国の生存に与える

ている安周な姿勢︑例えば︑日米

われわれは職後わが園に横行し

欝ない︒

への認識の督さに艶然とせざるを

な誓学の不在︑民並キ義体制存続

本の民族存亡に対ずるその基木的

況に鑑み︑私は︑西独に較べて日

の立場に立った論議がしがたい現

蒋來の生存と繁栄について︑大人

なすりあい︑さらには臼本民族の

自己襲任をもたないエゴ︑澱任の

隈らず︑現筏︑わが圓に横行する

こうしたことは︑顧子力開発に

に検討する問題が多い︒

窟腰あげて原子力閲係蕎が抜本的

子力開発虚構のあり方について︑

つ﹂の悶題に象徴されるごとき原

発電駈の建設遅延や原子力船﹁む

無理解による反対のための原子力

ば全部できるのである︒地元罠の

あり方は︑臓本でもやろうとす3ユ

西独がとっている原子力附発の

る︒

力一発︐体制がぜひとも必要であ

における原子力の技術的・経灘的

出講半にわたる大変

論叢に遜源をもたない西独が︑擬

期的な視野から代替エネルギーと

ある︒

のである︒

と題する詑念講蔽を聞く機
会を郷た︒

前提

ることである︒このことを婁瓢で

感銘深い講畷であったが︑臼本と

︵未踏獺工技術協会理藤擾︶

みんなが悟った時では︑もう遅い︒

これはわが國の危急存亡に関す

の諸事源を輸入しなければならぬ

麺独

き︑璽に之を外国に売って︑甲羅

来冒の國的は社務建築以外に岡

の磁心入物である︒

わが国は平和拝芝を儀奉し︑か

ってし康う︒

に纒秀でも︑総門効菓は響られな

再処理後の核燃料廃棄物の処理に

寮千数蒼年︑わが羅人の外圏模倣

知られていなかった購代︑爲本誌
を核融合研究に擾じているのに︑

購業を展開している多国籍企業で

とにかく︑天然資源の乏しいわ

になりかねない︒

何となく先遺國の研究成果を心待
が国では︑人語生煎の墨礎である

いだろうし︑響られても十鑓の菊

原子力開発に取り組んでいられ

が︑わが国の新エネルギー關発政

術の輸入が杜絶すると︑全く文宇
塞盤の浅いわが国は逆に研究投資

外ないが︑一億の人口を三千万人
ちにしているやに窺える程︑呑気

いたる墓で︑極めて緻密な研究と

置減らし︑農作藁を牛罵に落すこ

あり︑同博士は︑このヘキスト社

る方々に︑粟人の私がとやかく申

策とその実施方法には︑どうも翼
民の生活が照素単純であった購代
通りわが爾は醐にならざるを響な
が少なく︑研究鉱制もバラバラで

い︒その原子力エネルギー開発も

剣さが不暫しているように︑私に
には︑それでも過せたであろうが
い︒進歩を北めて明治初期に帰る

して終っているようである︒

は懇えてならないのである︒

二十世紀の後楽からは︑そうばか
りは行かなくなっているのではな

となどは不可能なことである︒従

なさるべき﹁政治﹂であると断ぜ

者の闇で常時愚論を交はして︑成

わち水翼の総羅は実に博大なもの

めて一定に保たれ︑堰搬も減少も

も理舗が教えてくれる︒㎝癒奪に

地球の混度も徐々に上野している

放射熟は憎差している︒従って︑

ように︑同国では︑黛霊開発によ

きり知らされた︒大方もこ蒋知の

継織鰐にとり組んでいるかをはっ

工藁化︑環境保全︑欝金との融和

ことなく︑自主附に狡術の開発︑

存と繁栄のために他国に依類する

分達の圏ならびに民族の将来の生

どうしたらよいのか︑唱法・各種

代に健全なわが國を継承するには

簗っている現実を隠晒し︑次の時

無澱任なこまかしの態股をとるに

くの麗民が国家の安金性について

あるいはEC譜国グループが︑圏 憲義を深く理解することなく︑多

はずである︒はじめのうちこそ︑

る加墨水型軽水炉の開発に成功

を圏寡的立堀から組織的かつ合理

り方を含めた経藏問題︑教膏を禽

一パーセントずつの翻合で太陽の しての原型力開発にいかに秘剣に

生物は体賢を変化させて隅温に順

し︑さらに萬温ガス炉についても

的︑異体附に手を打っていること

めた文化・歓会間題について真剛
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私は予てから天然髄源が極贋に

不足するわが困が独立を全うし︑

かろうか︒まして食糧もエネルギ

国民生濡を支える要素の申でも

ざるを得ない︒勿論現尺富民共に

だけは永久に観測の目が麗かない
だが︑それを消配するレートはご

しないのである︒

変が趨っているためではない︒地

エネルギーの開発を他国に兜んじ

ー澱源も戦略物澱となった今日︑

属する地位に営んザるか︑或は絶

ってその時は資源のある他團に隷

工央即ち頭脳蟹源を開発して︑そ

い︑原材料を蟹い︑エネルギーを

灘源のない日本が他国の技術を買

自由な国幣生活を欝むには︑麟愈

れを外團に雍り︑わが團が必要と

震
に晃える◎墾盤が浅い上に多くの

太一

望的な澱源獲郷戦象を試みるか︑

民問投欝が盟めないわが腰︑しか

岡
買い︑食糧までも買って生溜をた
その何れかにならざるを御まい︒

が国では︑一つの大きな簾中研究

闘本の資源

する物資を興う以外に翼の道はな
いと思って︑その頭脳資源を開発
する鵬所即ち大規模な総舎科騨研

て日戸しなければならぬ︑と穆え

究駈をナショナルプロゼクトとし

案を立てて先畷荷識轡に翫えてみ

大きなことほ︑とても出行できる
てることは︑殆んど不可能になり

いエネルギーの開発は︑わが国︑

に熱愈をもつすべての研究者を藥

機構を設け︑核融合の理論と技術

たが︑趣闘には鑓成でも︑そんな

ものではないと︑どこでも敬選さ
つつある︒低翻銀と無類の勤勉を

わが圏浅の存亡に係ったものであ

エネルギーは最も重要である︒今

槽滋の努力を払っていることは壌

も優秀な学暫︑研究響の多い︑わ

れた経験をもっている︒外圏の出
もっても二十一世紀には行諾るだ

り︑喫緊墾上︑何璽にも優先して

臼の日本は石醤がなければ米も作

科学の画点なのである︒

既に四十五懸無が経過している

く僅かである︒太隅が生れてから

消壷していない︒太陽という天然

球の過去の氷河階代の説明のため

水繋を少しずつしか消嘉しない︒

応することができるが︑三︑四十

来旨ならびに英国と異なる発想お

に感銘をうけたのである︒

法徳を含めた政治問題︑企業のあ

懸隼の後には︑温度の上髭は慰激

・わが圃では︑日本民族の生禅と

一31−3T｛ヨLO3（372）5002・8214

ます。

こんなことを予測すると︑新し

来上った頭脳を買った方が手取り
ろうことはほぼ確爽と思われる︒

までそういうやり方で日菰は隆々

れない迄に落ちこんでいる︒原子

て改畏すれば全く安上りだ︑今日

畢い︑その上に日本の頭脳を加え

たげに冤える︒大和薫朝階代に朝

興の促進を図るような研究体制を

発展して来たではないか︑と難い

異であるが︑どうも繁遮懸が感じ

観測ができないところのことは

化が問題になっているが︑これは

＝扁＝＝鞠需＝一一鴨＝﹁ニ＝：一＝＝：＝■＝＝一需一二＝尊一＝＝＝需＝：鱒一一＝扁＝＝＝＝ニ＝＝備＝一二＝ニ2一：一二＝ニ＝＝＝輔＝ニ﹁ニ＝＝＝＝＝ニ一殉

力エネルギーの關発以外に︑わが

＝曽一＝：鴨＝＝曽＝鴨＝；彌＝一＝扁＝＝＝＝

鮮から大陸文化の伝授を受けて以

理舗によって推籔するよりしかた

太陽から放射されて来る熱川に異

太賜の驚歎する光や熱のエネル

る天然の原子類である︒それは正

たった一〇パーセントぐらいしか

が︑巖初に保有していた水纂羅の

の状態であろうことは菅鋸も蕾か

の原子炉は興に﹇節約的に﹂でき

に︑︸部の学暫は太陽のエネルギ

ギーの源渠は︑太陽の中心部にあ

しくは核融禽炉と曄ぶべきも の

万度︑圧力二千億気圧のオーダー

がない︒太陽の申心部が渥慶二千

ルギーを放出ずる︒そのエネルギ
らわかっていた︒ただ︑そういう

てしまわないで︑一晩かかってじ

ている︒蚊とり線香が一瞬で燃え

鍛近︑地球の天綴や気象の慰冷

ムに変わり︑そのとき余分のエネ

で︑ここで水棄が融円してヘリウ

ーたるや興に多羅で︑水覇の一緒

がどういう状熊になり︑どういう

わじわと燃焼するように︑太陽は

高燥学帽のもとでいろいろの物麗

盗

﹂

に掘当する︒しかもその水素は離

ったのである︒

働らきをするかがわかっていなか

毒斎︑

τ㌃＝

清 輝﹂

は石頽に換組して六十♂リットル

うの水翼で充分なのである︒

水繁である必襲はなく︑全くふつ

太陽と岡じような原子炉が地球
︑

[ー⁝一大沢

化を急いでいる︒人影に英独仏三

よび手法により︑効率のよい箋聚
一出力の変動にその饗因をもとめ

となり︑地球上の水は沸騰して︑

もしも能黙よく消齢すれば︑それ

生物はすべてアウトとなる︒

それがわかったのは一九三八年

その鋳に︑われわれの子孫はこ

の維持・発展のために︑二黒に鮒

たけれども︑その薙えはたぶん間

に警え霞し︑民主・自出講義体制

は水患爆弾に他ならず︑太陽も地

発展の璽盤を与えるエネルギー供

のことであり︑これをきっかけと

か躍による共同開発によって︑米

太隅に限らず︑窒に光るすべて

策を講ずる必璽があると患う︒戦

炉は︑極度の安定性をそなえてお

違いであろう︒天然の核融禽原子

れるようなセキュリティを澄めた
う︒

球も一瞬にして吹きとぶであろ

ソ両差とは独立した獄C地城甲の 給のあり方について︑西独にみら

して星の内部構造のこと︑星の逸

みで核燃糾サイクルの自主的確立

化のこと︑つづいて宇霞の逸化の

の破局にどう対処するだろうか︒

の墜のエネルギー源はことことく

馳底深くもぐりこんでその熱を避

核融含である︒このことがわかっ

く︑国民蝦腰の英知と罠識を締集

後三〇年の羅みは決して小さくな

けるだろうか︒それとも他の感星

擬期的︑総合的な立鵬からの原子

り︑千年や万年ていどの短蒔闇の

を組繊的に謝画している︒また︑

太陽の中心部でこく僅かでもエ

してこの問題にとり綬むことが︑

ことまで︑うす皮を一放ずつはが

ないのではなかろうか︒もちろん

たのは今から四十隼ほど荊にすき

一九九〇庫を欝途として人類の共 力開発への努力がいまひとったり

に移住するだろうか︒一年に一度

遡の希望と目標である蕩速轡殖炉

のお正月ぐらいには︑頭の体操と

る︒

目下の繋要な課題であると信ず

しかし︑その安定も永久につづ

先濫諸書に早く追いつくために︑

スケールでは変出しないはずだ︒

の実現化をめざして努力してい

陽はそれを放射するために体穰を

してこういう問題を掩えるのも一

ネルギーの出力が増加すれば︑太

くものではない︒燃料である水繁

会劃代蓑韓購︶

すようにわかってきたのである︒

羅宇する︒体積の膨張は原子炉の

の灘入によって聞発を進めてきた

来圏を中心とした既存原子力技術

天文学上の謎が解けばじめただ
けでなく︑周時に原子爆弾の作り

る︑とのことであった︒

︵鹿圏建設副騎士︑経濟飼友

のことは何とか観測調査して調べ

と鱈われていた︒太隅や蟄の表面

興ではないだろうか︒︵予察天文

西独は︑周顯を海にかこまれて

のストックが減少するにつれて︑

ム墨︶

原子炉の出力が逆に増加すること

太陽が保有している核燃料すな

炉の雌力が低下する︒だから結局

この問題は宇笛の謎の最大なもの

曳悪㌻

織日豊雛 驚

上に出来て人闘がそれを謝御でき

るようになれば︑エネルギー簸源

の心配などは全くなくなってしま

出来ないこともまだ周知の購翼で

うのだが︑人工的にいまだそれが

二
触石川六郎い蝋♂

混鹿と圧力を下げることになって

ない︒それよりも蕾の階代には︑

ある︒

酒独姻彰

∫2−2−1TELO3（244）3727〜9

電源、マルチ、放射線
モニタ 性能、安定性
互換性、使い易さで御
好評をいただいており

嘉

方の霞騨もついてきたのである︒

ることができるが︑天体の巾心部

特

曇 畷欝

撫

社

欝、次に移転致しました：→

11月

v

∫

♂

、

M規格放射線測定器

AEC−N

○○ シリーズ

1

D一

睡《瞼．

@
@
@野

鰭魅

昭和50年1月6誤
新

誌
子
（第豊種郵便物羅落

第756丹
（5）

原子力産業新聞

昭和50年1月6日

第756号

（第三種郵便物認可）

（6）

力
@委R壷

株
表

往

養そ芭
取改1今
汕ﾞ

中

株蓉b蒙彦

@焚
霧之塾し馨彦
長

種
養男

燃

輩
業凱騨
妻脅

団卜鍵 長

@遷
@藷
@聾

桂 表四 轟 馨 長郎

鵠

三

@叢山野

日

@蛮
１ノ↑藷濡問2釦︐

核

p箋

開肉

P

住

?１偽甕

叢國

料

発ll 事 業φ

f謬1秦塁彪

ｷ 篠 式谷 禽 取川 覆 懸鯛 長一郎

動

@力
@炉）

鵯島箋

動

日

欝

程∂馬長偲

長

ﾍ藤

J1

動

@嚢 @力
@炉 @君 @嘉

@蕪
@鶴

Y錫
k）二

ﾇ

長郎

社刻長夫

長野風

会︑4叢4し纏

叢五錘

動

@言
@｛
阯{

晃

@霧森

機

藍骨釈

焉@

果

嘯P

P屡嚢

q出 繹鐵

商

木

@村
@化
@工
@舞老1

韮瑳嘉

@萎笹

A蒋

大

莚承縫・︸

長口彦

や

箋

宮

ﾞ1

日
軏ｶ灯㍉寄

泰一ム税

難折

P瑠

代

T

@

驚

@薩
級T

笙
峯

@興 @機
@㌻ @装 @農
@高砂牛
@垂
@甕田

@本
@療
@讃
@原
@子
@力
@研
@聾博養
@究
@所
@理
@事
t

株紮

日

平

A
ﾅ筆

@獲娩︑画顧

二丁

山畑義雄

衆

日

日

@勇・

会︑

?黒

難

臼

U1二

東

ン

護畷種

@藻重藤

M 締 役︸謬

澤

エ

蓋

P爽

当1

高

線ズ

ﾀ1

v籍バ護ウ鑑ワ

@覆
@藍

@見
謔X

果

@罐
ﾍσ毒
@二 @匿
@萎
@叢
@欝

齎μ婁孝1痘〆

事：

茨

ｵ・輩﹂凋

X讐。

臼森

@轟勃

@糞イ

獣黙欄懸黙黙ミ黙灘黙黙牒織黙黙撚黙燃一重黙黙ミ醸慧叢曜日一当黙蹴出一掲載は到…蟹順ミ

聞

産

も ・㌧﹃堕

ゾ振陥

藻曝孫
㌶︾瀞風脚撚
F1漂

βン竪鉱湯
＄E︾ ゆ

Q勝撒

を繍

外品物

濾

講翼

絡柏ｾ
鱗砦

％

物汽
鞠﹃

％．争

饗
で％

㌧燃

︑−︑︑易

㌧準％

D

詐黛綴

霧冨轡4馨謁詠緒蕊
Q寒擁旨β ㌶

h噛外註

饗

擁筆

力 饗頴

原

膿斗升ぢ
I瀦鍵詰嵯︑鞍

業役

?

羅養鰻三部養

曇東養

窪一

縛ρ

長郎

¥雛％螂塾燃谷素漣♪郎

１進難

︐難♂羅藁蕎

1

@

婁轟1︸叢

ﾃ

亀

̀・

締

種

塾

q難︳

麟

社

社︾

役！鮭後

袋び縫げ

長砲

長〆

ｳ1衆

b撃血?長彪

長

o塁

@

鰍鼠鰹

蓄

蓼

１︾奮ン回議

勇松

長

員井明

讐動

役正養

奪還

齬去l郎
驕@

d

@

凶1

赦

権

熟

財団法人原子力安全研究協会離離
研究委員会委員長

向

愛媛県俘方町長

長

松

Lペンクフドロム

スウェーデン大使館科学アタッシェ

灸ぞ彦径

β清製粉株式会社取締役社長

脚汝♪多77

中部電力株式会社取締役社長

酒爆撃維工業株式会社取締役社長

勘

輩募謡講

株式会社東京電気工務縫取締役社長

蓋

山

L朗，憲ok計h｝」レ

隆

Q縫

会栄 叢太1郎

琵一一

?１

︐影

ｴ1

獲賢

ξ

坊

本

蕾
護

R
萎

@

畢

狽P

治
峯
甕

妾

@
@

議
院

@
@
@

@

@

株

萎

@
日東

原
参
萱
離古
@

@

％

Z︐

x1田1

ｰ 建
@も長

取
１ψ

明

衆

日

社

締
取
荏
・薬、

業央
事中
鵬
糊
@

ﾝ錘

株

U

@

電

発恥
樋
@

ﾁ霞覆

式
会
社
横
河
電
機

@
@
@
@
@
@
@♂

鑛
@

東
北
化
学
工
業

為
P

東
日
財

@為難

本
源
子
力

茨

@
@
@
@
城
蟻
東

@
@
@

@
@
@
@
@
@

宮

株
ウ団

ル

@
岡

箕砂

株

p嬉
@
慈

羅

福全

@

蕩短

社株

三

@
菱
望
諜
萎

@
@
@
@
輩腰
贅勇

@
@
義
朝
二
暑近
@

工日
三
勇
護石
@

@

新

萎
@

師一ま

、、

；

謝感
磁鍮
》斡㌔し
㎜一〃ノz㎜ン〃z4
一㎜〃ウウク一
幅

f

榊

一脇ウ瑠〃ンンzz〃z肖
ン7zウz撚物騒ウウウウ脇ンン〃z

…脚

茄

ハ

昭和ξ50葎1月6臼

新

業
子
｛第三種郵便物認可｝

第756号
（7）

聞

業
産

力

原

欄門

﹂

ノ
ゆぼスぞ

め

メ

ぱノ

ドノ

︑

ず

︑

らメ

燃

︑無
黙
黙
黙

ンへ蝕
ぞ黙
き黙
坑黙
ウ︑慧
︑黙

蕊

ζ黙

黙
黙
愚

4
黙
＜m︾イ黙

弘黙
嫡男

．・ゲ黙

築．黙

ち

㌔

∴ ︽︑黙
︑

︑ ウ

㍉

黙 ・三回帰ワ

懸︑∴㌻

ニ

3

黙メ遭

騨

罫
ゆ

愚唾

澱．

黙

織7

璽シ
慧︑鷲・

・

も

㍉ ︸・μ
㌧ゆ藷

τノ・ ㌧ ．㌧

写漣

轡珍陰筆
よ

ゾマ

黙桑 町ろ
蝋〜ご ︸
ヅヅ

㌔

詠・︑︑

︷桜

騨 零︑ ︑㌧︑隔 ρ ゾ
︑︑

韓 ぐ

欝㍗
欝ゴw

騨︑ ︐遥〜・

メ

も

︑領 織
つ 獣
ゴ 黙

メ ゆ まど

ごご

へぼ

ぼ

町三熱黙

ち

﹂︑︑

㍉

ピる砲黙

︑

蹴敏補諾♂〜嵩
醸︑鴨＝

蝉；で㍍即︐
ち∵
︑﹂

ノ

． 潔く

二十．々︑！㌧．ド＼竃
り

慧♂ノ ︑

澱♂ゲ

響・ノ
ぴ ずボヤま
ナぼ
ミ
ちキざ ダ ミ

・ ︑
﹀
ヂ も

艦．置 網 蕪

醗 ㌦㌧
騨ワ︑

譲醸叢慧醸蛮掲載は到糖腱頂ミ漆

@驚

ｲ蕎擁

?漿

長子々木義武

窟︽叢誌

芫g典

辰義

X麟

箸

⑧

鋼野霧達獲郎

書

記H

叢貞種

留井馨健1

社︳

会一

ン9疋極三一

長郎

腹立

a太瀬

代木饗

實鑓

ﾖ塑武

@壷

一R

驍P

u｢

lギ1 ・

学士

ﾒ1隔

線

子トユ︶鵜 ︑

梅

式

業ク

会

社

部︳ル誕

取

締

一 1鱈

叢 季控周長

O二劇箋潜婆弟漿

ﾒ1

ヨ． ヨ 蟻聾撃マ

馨

カ︸ 廣ル

役

社

長

喜喜獺レノノ廓ス

長二

長閑一

子／3純ニコ

mァll獄森建三型

I壌ノレ

ﾀ難

@1像讐 雲 会英

u

科イ 学ツ 技連・

b劉︑ン鍔工

高高 担共

トクル薪⑧

当和 ︶国 大

iク

使︑

︸ ︸ノ

参 書￠ダ

︑ ル椴︑

館ノ

ペグ荏籔

長士口

N判司加編

締幸盤

亀梨催行

D1縛畢

戚辱

叢

長

?箋

社

ﾚ舞

ﾉ1

p馨る表

∫

拶懸

^彦

井上五郎

@源
@開
@発

@議 @団
@斐
@果
@鞍
怐@藤

墨

曙へ

委

．

a1勇

欝冶

欄ツゥ・

購険姥：銑墾

霧

n韓肇5ム

ブr：

日サ
本ン

A

w

電

（ド

財

衆

ｼ多1τ
宇

米
浴@膿

株
｢鵠1

頭隠

@躍

旧ﾛ

楓ｶ鵬

目
@
産
w浴@ 嚢

大

民幽讐

安集

@部

取

@轟

助

@羅中箋

ﾙ紮
@式

京

株
@堰
@井
ｬ ll
@県 @萎

英
奥

福

C

株 @
@萎
株

R1ぐ下

@樹

タラ

w

@団

蜷b

@豊
@朗

官

次

務

事

長

田

術

A

学
技
召
@生墨

@議 @
@

@騒安員

@議
@期
? 員
tぞ葵

̲

原科

@籍
@学
@脳術
@技

@子学

科
科
科
衆

、

財

、、
アブ

宇

社

@

参
通
衆 @ 藻

∵黙

イ

騨 ジぞガ∵二日ご蕪

咳

@藤吻員

、

∴灘

、
、、ぐ
る

・
・
厩

．・、・
ツ
臨

、
ノ
、エ，

ぞ…
だ・
き∵帆

衝

∵

で一

ゴ；

騨灘蒙

、
．

、 一獣嚇舗欄、 鼎
響ヘレまズおしヘヘヘへもヘへゆ

避避

織

W欄

（8）

第756号
儲三種郵便物灘可

学
子
昭和50年り月6日

第756号

（9）

原子力産業新聞

傭三癒郵便物認可》

昭和50年1月6日

劔
嬉堕

幽
麗

晒

画

弊社は発盧所や、化学プラント用として500kg／cm 2の超高罷弁から，
1200。Cクラスの超高温弁、超臨界圧のものまで製作納入しています。、

一号は業界の注闘をあびました。

以後今日までに建設された我国の原子力発魁所に数多くの原子力用弁

現在においては動力炉核燃料開発事業団の委託を受け、技術、研究陣
の宅力を傾注して、金属ナトリューム用弁を製作、高速増殖炉用弁の
他、新型転換炉用屯蒸気隔離弁なども製作納入しており謹す。
将来に向っては多目的利用の高温ガス原子炉用ヘリゴームガス弁を鋭
意開発中であり、数々の苛酷な設計条件を満足する弁の研究開発に絶

を納入しています。特に答酬日36年に弊社の技術の粋を集め、完壁な品

えざる努力を続けております。

更に原子力発霞用弁については科学技術庁の研究助成により、初めて
国産で冷却系空弁を日本原子力発霞の1号炉に本格的に納入致しまし
た。

質管理のもとに完成した28インチ再循環系霞動ステンレス弁の国産第
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原子力および環境問題の分野で経験豊富なコンサルティング
ならびにエンジニアリングサービスを提供する

日本エヌ・ユー・エス株式会社
JAPAN
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ゐ駅V礎

NuS
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棄京都千代田区大手町2−2−1

は過去を振り返冬って反省し未来に向r2て羽ばたくローマの紳です。

臨麟
熱島，

懸麟

新大乎町ビルTEL（03）279−5441〈代〉

臼犠荻の原子力発電所用機器

BWR

じ

ロ

：総合的サンプリング設備（各種試料採取装置、各種分析機器）

PWR1次系：サンプルフード、完全無漏洩キャンドモーターポンプ
PWR2次系：水質調整装置（薬液注入装置、試料採取装置、各種分析計、復水検塩装置）

サンフ）レフード

叫⑬飼犠装株式倉二

本

社〒150−91鯨都渋谷区恵比寿3丁躍43番2号（β戯ビル〉含（03）（442）8311（代表）
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いま、沖縄緊那覇ガンセンターに医療用の放射性物質が
船積されて出航します。また先頃北海道士幌農業試験所
に農事用の放射性物質をお届けしたばかりです。このよ
うに、臼立運輸では、大は原子力発電、農事用から小は
医療、研究用にいたるまで、核燃料や放射性物質の輸送
を実現しています。第1種放射線取扱主任者を配し、プ
ロジェクトチームを編成細心な計画で安全輸送を可能に
しお客さまのご要望にお応えしています。
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放射織数回正確に……すばやく凝議璽
TLDは国際特計の被1曝三熱蛍光素子と測定装
置からなる画期的な装置です。放射線関係の
仕事にたずさわる方々にピッタリ。信頼性の

A測定装躍UD−505A
（デノタルノξ承）

高い管理をお約束します。
｝剥1米・英独・繭など13カ［歩1に特

測走範囲01mR〜200，000R
寂融融中を含む〉

⑱超高感疫の被曝用素子

轟轟醗翻謹礪

広範囲の被曝線疑をα曹循に感知。湿気、水、光、振
動なとにも影鰹されません。

轟賦謙（撫

＠熱風加熱方式採用の測定装鐙

素rかそったり加熱ムラをおこしたりする心配が
なく、とんな形状の素望でも、約10秒で精度の高

〜

い測定かできます。
㊥操作はカンタン
被曝用素了を測定袋置；こ入れて、ホタンを押すた

魂』漫量定装麗りD−502A
（デノタル燕」、〉

謝定範i腿Olm沢〜2．eoO践

け。測定僖はひと目でわかる、便利なテシタル表
示です（UD−503A13メータ表・｝・）。

圏

⑧幅広い活躍分野
原チ力研究所、原子力船団、発篭所、動力炉核燃
料開発事業：幽、放医研、衛生試験所、南極観測隊、

慰

各地の大掌、研究所、病院…などで、すでに好評、
活躍中です。

繍

壷掘璽蝋纒翻L鵬
鋤．測定装躍UD−503A

《放射線熱蛍光線蟹翫》

（メータ表小）
〜實淀範囲 1搬R〜10R

松下轟器
＊お闇合せとカタログのこ購求は
松卜・猷う戸r鍛（榊一季liコノテ／サ・1撲諦

〒561

入陶σ豊中屑1顕露覇3−1−1

rEL（06｝862−1121

※手にもっているケースに内蔵された被曝用執蛍光棄子（UD−200S）か
放射線を敏感にキャノチノ

率社会と共に歩む技術の燈聾騒騒
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一方︑エネルギー研究開発周

屏する︑との兇方もある︒

﹁欧州原子力会議﹂開催へ
1望月二十一Bから5日三一

闇題について懸毘を交換をする

とを決めた︒A鍛N社は今後︑原

GEN︶に製遣部門を穣聾するこ

もの閣︑われわれの生濡基準の

ギー生慶と原芋力達成における

ルギーの必要控と資源②エネル

ションセンターで初の﹁欧据原

にたよらなければならない︒原

開発され︑円熟期にある原子力

炉︑画温炉︑フェニックス︑P

蟹⑥魏水炉︑軽水炉︑ガス冷却

子力発画所の設囲とエンジニアリ

術︑原子力の安金性保試など議

討論の場になるものと確信して

船棚は化石蝉糾エネルギーに依

鼠議のテーマとしては①エネ

いる扁と述べている︒

欧州原予力学会は︑来原子力

④原子力二藍斯の建設籔と運転

原子力発電の置尺齢立地と耀境

欧州原子力学会主催

学食の協蟹を受け︑来たる四月

展を継続させるためには︑現在

存してきたが︑今後こうした発

子力会議﹂を開く︒

︵ERDA︶と原子力規制健胃会 ニナ一臼〜二十五日までの五日
︵NRC︶の発罷に伴い解体さ 間︑フランスのパリ・コンベン

きな役翻を果たしてきたウラン濃

FRのそれぞれの遜転縄験⁝一

会社に移管へ

ング墨驚に主として従廓し︑環在

所衛している激ゼネラル︒エレク

WR︶ライセンスを継続しなが

トリック祉の沸騰水型原子炉︵B

薪規の原子炉受注の霊契約書とし

ら︑嫡妹金歓の下請け契約を禽む

この製造部門移管に伴い・A簸

ての簗携も膏なっていくという︒

ュクレアーレ・インピアンチ・タ

N社はアンサルド︒メ認識コ・ニ

⁝ミチ＆ニュクレアリ祉に︑京た

ASGHNはアンサルド︒ソシエ

AMN祉は昨琿酒米︑GE？S

野壷に祉名変璽される︒

CO︵ゼネラル・エレクトリック

るアンサルド・メカニコ・ニュク

イタリアの軽水炉メーカーであ

の共岡粥叢としてイタリア電力公

・テクニカル・サービセス祉︶と

する侵頼性の高い想楚をするには

が︑原子丁重事故の環境二二に関

レアーレ︵AMN︶社はこのほW轡WR二基︵商難開はそれ

伊AMN社

理禰の偶報では不可能である︑と

ど︑姉妹会枕のアンサルド・づン

コミッショニング︑運転室員の喪

装荷炉心の製遺︑それに鹸子炉の

木工瀦︑コンポーネントおよび初

は︑設謎︑エンジニアリング︑土

なっている︑薪設のフラマテグ社

が︑フランスが大気実験は行なわ

漆工塀共同強設が踏に浮いている

械施設︑その他工壌の発庄態勢を

二四％に当たる二十二姫鱒分の機

を決め︑総建設費七十樽薄のうち

ドイツ方式による寮全量確採用が

イランの場盆についていえば︑西

解決していかなければならない︒

イラン飼け原子力発電斯建設で

六十懸場と麗積られているこの原

ことになっている︒総額五十頷〜

畢徹しており︑今庫後半までには

月︑八三奪九月にそれぞれ完威を

て臨海雌帯が選ばれた場禽は︑冷

フランスで兼経験の技術採周︑ま

灘水として擁水を使用するという

十分あるとの螢勢を示している︒

いくことになるが︑建設の自傷は

テグ社はこれらの難問に対処して

Lアントルプリーズ昭和〇％︑と それに従瑛照の確保など︑フラマ

それにエンジニアリング会社のC たコンポーネントや核講料の輸送

％︑クルーゾ・ロワールニ○％︑

鵬斑比率はフラマトーム社がバ○

G︶祉﹂を設立すると発表した︒

﹁フラマテグ︵FRAMA
敷地
T
がE
決賑する予定だ︒敷地とし

陶け原子力発惣所彊設に従購する

煙二墓の建設をはじめとする輸出

から受注した出力九＋万KW原子 子力発露所二王は︑︸九八二奪九

同系列のフラマト1ム社がイラン

・ロワール・グループはこのほど

︒ジョルジョ︒コンパニカ︵AS ている︒

ぞれ一九八O︑八一隼︶を受浅し

社︵ENEL︶から出力答野山K
も論告している︒

海洋生物に嬢大な締宙を与えない

⁝圏：暫一＝≡＝江 タ・ゼネラル・エレットロ臨急ニ

原子力庁長富がつとめる予定︒

なお︑同金膿議長はジロー仏

などが予楚されている︒

子力のみが欧州の露立性を達成

会議の欝欝議畏をつとめるオ

各国から謬加する脚門馬が新技

ことがで解る︒論難の会識は︑

ルトリEC︵欧州共岡山︶婁員 し︑近代世界を維持しつづける

会蚕貫長は︑同会議附催の鰯網

すべきだ⑬海蟹局はさらに有勅な

製造部門を姉妹

楠一＝一一一一・丁田：＝嘗一︐胸一階営噂輔一一︐一層＝一一轡一噛一騨一扁＝・一

と提嚇した︒またさらに︑二挺の

一唱需輔＝甲一

已につい岬﹂﹁︒れ法で籍呈

れるAECの機能の串でも過張大

縮部門については︑将来の正理捧
制をどう統揺していくか︑政將︑
議鉄内で検酎申だ︒

※議会上下両院原子力土壁抽象
禽めてその鯛整を遊めているが︑

原子刀商船の開発において豪国が

うな将来莚織な方齎に原子力推進

商船技術︑原子力などを研究開発

常運航による環境膨響は︑入繍⁝や

厳しい規網に撚つく原子刀船の通

容腸には結論が出ないようだ︒

対外洪給︑糾金の闇題もからみ︑

会︵JCAE︶は一連の聴聞会を
通じて︑三殿の将来のウラン灘縮
座欝構造のあり方について各騨か

ころ窪來船と比べ縫済的に競台し

璽の沸騰水型原解炉︵BWR︶一ない︑との紬蹴を石子とする鶏糞

摘ーーについては︑五一一〇％の

べることが國納で︑海事輸送講甕

どのような戦賂をとるべ淺かを調

1AEC筋では照ないし五二と指
報告欝を公嚢した︒今回の調蒼は

もあるという︒

出力レベル醐減が心襲になる恐れ

岡委は三つの戦略として︑①遠

もの︒

AEC筋によれば︑出力削威を婁貫会がその横酎に当たっていた

Cは一昨年十二月二十八澱︑EC
り︑それらは簸小かつ葦登の原子
心冷却装躍︵獄CCS︶にかかわCS薪遁避を公表︑四軽水炉メー
いる︒

海事周は︑薩叢界とのリスク相舞

を使用することに肉塊すべきだ②

︵ACRS︶がその騨価をしていと比べ競暖しない

について政府の蕩え方を反映させ

輸送調査婁興会は昨館十二月︑巖

︹パリ松本駐在凝﹈仏クルーゾ

整地工禦や嚢務所建設に着手︑今
隼早々にも本格鷲工に移る︒

わるという︒

成・訓練といった鷹鱒な業務に携

原子力発電所が曲路する晃込みな

園めた︒

㌔

匙

／

鰍

◎βγ線用ウェル型サンブルチ瓜ンジャー
（Model SCW−3）

◎SSD溺（α線）サンフルチェンシャー

蔭

㌔、蝿欝

騒

米AEC

所要量契約は47・8．ルに
今後も大幅引上げは必至
来國原子力婁展金︵AEC︶のウラン濃縮役霧料金が蜷上げになり乱落十二月十八臼発効した︒薪
料金は固定腿方式契約の場愈︑分離作鍵単庶︵SWU︶詩鰐当たり四教一・一〇が︵旧一二十穴・八O
が︶に︑噺要羅方式契約では瞬十七・八○が︵旧三十九・三〇が︶になった︒AECは嵐業ベースの

︑鋼﹂㍉

ウラン濃縮料金体系への賑換方針を打ち出しているところがら︑今後の蔑報告必璽の樺軸硲﹁七一ハ年

−
ト・アソシェイツ︶の試騨やコス

米原子刀産土会識︵ATF︶が子炉が少なくとも温度をぺ⁝スと

ものとみられている︒しかし︑数

笊曹ﾉは八十五．が潮後まで上 ら慧冤を閥き︑濃縮公祉設立腿も

Fメーカーの籠評価で

計算モデルに不満㈱

A︵ウラニウム・エンリッチメン

縮料金について︑一部には︑UE トエスカレーションなどから︑七

断続的な引上げが予想される濃

中頃には八十五が程度まで惣増する﹂との予測すら出ている︒
灘縮料金雌上げは︑灘銀料金慧
騰をはじめとする還転出の麟大︑
衆心分離法研究關発蟹の一部鯨入

などによるもの︒役覇供給冤込み
趨いのリスクが伴う所要羅方武契
約と頭金払い集項のある園篤羅方
式契約との間に五・七〇がの蓬額
︵旧差額は二・五〇が︶を殴け︑

七三隼の濃縮役鰯新政簾の悪図を
鮮明に打ち出したのが特色︒

AECは︑これまでにウラン藤 このほど伝えるところによると︑ した出力レベル潮減をしいられる
来意原子刀旧邸会︵AEC︶は昨こともありうると発表した︒A露

縮購墨への投下コストを園収し︑

カーに謝騨モデルの言出を求め︑

際したとしても一階的なものであ

くため濃縮料金を大払に引上げだ
る遜転塾麟について︑軽水炉メー

AECの原モ炉安全諮問震金 原子力船は在来船

濃縮購業を簡明ペースに粟せてい 年†二月十三臼︑軽水炉の緊趣炉

い癒向を明らかにしている︒この
カー四社から提出されていた針輝

全栄調盃会議が報管

たもの︒

今圃のAEC結論に伴い︑原子 全来調査一議︵NRC︶の海麟るため︑捜術奨励計量作成に止手
近の石油緬格蕩騰という状況にも

する録画を顧み覆ねるべきだ一⁝

一方︑カナダとはウラン構鉱の

………………一…

は︑フランス飛力公祉︵EDF︶

コンサルティング業務を受けもつ

がイラン原子力後員会と協力して

叫︐

承腋準準騰調翁融

SCA−1＞

（Model

TEL（03）3肇3一肇31肇
「「EL（06）986−3935

本 社 168東京都杉並区浜田山3−20−9
営凝所 540大阪電東区山之下町108USビル

．瓢喩1

弓
懸
料金雌上げ計画を射影に移すには
モデルを解価検目した縫累︑醗騨

は必饗条件を瀦たしていないもの

炉のみに隈られていやG強調して 邦政府は砕氷船や北極航海船のよ

識弦の強力な寛持を必嚢とするの

があるとの繕舗を下し︑数墨の原

で︑AECとしては今月開会する モデルのいくつかの部分について

つめていく方針だ︒

議金の鋤きをみながら異依簾を煮

もその多くの蠣含は︑欄御話の調

かかわらず︑原子力薦船は今のと

炉の運転に制隈が諜されたとして

整あるいは他の小さな変更で済む

ン懸縮工場が生濫を閣始する予定

漏一一＝鑓＝御轍一齢一轄＝＝一＝一鞠一＝箕二＝苫＝ニ＝二瞠＝＝噂＝扁＝＝幽一＝鞠一楠＝＝＝＝＝＝＝潔罵＝﹇＝＝＝獅二＝二一＝＝＝＝榊＝＝噺＝﹁楠＝霊一＝一需一一＝＝櫨＝コ＝一＝＝P二＝＝一一扁＝＝需扁︻

︻パリ松本駐奮興︼フランス政

だが︑無闇能力九千ゾSWUが遠供給を受けるための交渉を逸めて

ユーロディフ社は二合︑脱遷し

ン備塵臨画を確立するため︑米国

たスウェーデンの墨資分一〇％を

府は今後一〜二五間分の濃縮ウラ

おり︑低廉な水力縫解を盤礎とし

二︒七八％︑イタリア︵CNE原子力発餓所は︑フラマトーム社

再配分し︑フランス︵CEA︶五 フラマテグ社が鍛初に建設する

一万七蕎沙SWUまでに増大され
たウラン濃縮工煽の山岡建設臨画

成されるのが八一無︑その能力が

も打診中だ︒オーストラリアとは

たとしても八三年とみられてい

契約︑カナダおよびオーストラリ

るQこの蒔麟には薄薄ハ〜七基の 太軍書での核試験問題でウラン灘

との擬期契約︑ソ逮との婁託加工

アとの交渉︑ユーロディフ社の第

が受注済みのイラン向け原子炉二

およびスペイン︵ENUSA︶は
各地質︑気象条件など国内立地と

二五驚︑ベルギー︵SOBHN︶
基とみられるが︑海外での建設で

N︑アジップ・ニュークレール︶

二濃縮工堀の建殴など︑これ塞で

濃縮ウランの確保へ
※圃との鍵期契約では︑一九七

に多角的な対策を講じている︒

にかけて七齎五十沖SWUの委託ので︑濃縮ウランの不足という嚢

ないとの約束をしたので︑交渉が

E一一％とそれぞれの出癖率比べ数多くの雄しい技術的課題を

櫨も考えられる︒そこでソ連と昨

また︑資金確保のため今尚にも

窮国内炉の需要増で

年後楽︑︸九七九〜八三無までの

パリ当場求たは國鋼帯場で祉綴発

︵分離作業単位︶の供給が確保さ

八駕までに毎牽二鶯四十沙SWU

撫工供絵を受けた︒これらの濃縮

再開する公算が大きい︒さらに国

れ︑またソ遮とは一翼鋸から昨年

ウランは建設巾の原子力発開所八

五卑間に毎隼七百沙sWUの麟縮内の状況はといえぱ︑ユーロディ

要講されているという︒

一の初装荷炉心および樗袋葡蝋心

フ社のトリカッサン濃縮工場の建

行を準備中だ︒

設醗画が進められており︑すでに

・轡㌦級紗・厨

旨

力

原

仏で稼働中のピエールラント澱縮エ場

諸白資料はド記へ御請求トさい。

噂

ハゆウ

ピ

醍Mモンユールとの接続によリコンパクトに又、広範な用
途に御便用いたたけ豪す
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（魏魏所関係）機器その他の汚幽徐去、ン妊期検査時の除染・サーベイ、核燃料装荷・交換作嚢、
鰯人被曝讐理、汚染衣類のランドリー、冷去i取水洋の清掃、廃藥物の運搬、変亀翫・窒綱設備運
紙野矢蝋施設内の補助工事睡びに営繕業務、讐堰纏域内除染および滑掃、普溢【孟城清撮
（研究施設関係）R倣射線1鮒及実験蜜設計コンサルタント、施1没の改潅・解体、廃葉施設竪乗；1 、
機器の除染、各種廃雄i物の処理、フィルターの交換、空醐線猛率・羨面汚染率分布測定、窒調設
備翻転保守・讐理1蕊域内除禾およ施1掃、薄通区域清掃、浄水管理
〔原子力闘連童要響葱先
溌鍛所蘭係）1・体療野力遣驚㈱・敦賀および來海発亀所、東京驚力㈱・矯島発亀所、畷画亀力㈱
・謝働｝ミ子力溜置所、目立ヅラント㈱、東京芝浦堪気㈱・原子力本部、三菱原チカエ黙㈱、G銭
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薯幹

（研究施殴關係）日本原チカ研究所・東海・大洗・高崎各研究所、理化学研究所・大和研究1栃L、
亀力中央研究脈日本アイソトープ協会、東大工学部嘱ζチ力研究施設、東北大・学・金属材料研
究所、東求都立アイソトープ研究所、放附線抵≠総合研究醗、躍気通償研究所、㈱東京原予力産
災研究醗、ラィォン生物実験センター
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彰

國園圃羅
髪
め︑原則的な蕎え方の台頭に止ま

はいだらなかった︒

り︑二期的な協定環文作成にまで

しかし︑新内閣の成立で︑三木

＋八︑＋九の繭日︑東京・漢谷の

：瑠蔓囲パ♪彫フ

のある政府

月十五臼まで︒ムロ

勤

総山学院で︒受験蹴込み娚間は一

月十六鴇から一

團ベローーシール・特殊作動バルブ

権威

科技庁

④AP陵示認可珊（600，6A．6D）

核燃料︑原子炉
主任無試験公示

▽原子炉試験睡三月二十五臼か

格蓄糧嚢は四月下旬︒

ら二十七臼までの笹日盛︑飯山学

●

⁝スでは簸も

交渉齪をウィーンに派鎖し︑IA

科学狡術庁はこのほど︑第七回

風原子炉霊任技術者試験︵籔詑︶

燃料取扱主任蕎試験および第十七

院で︒申込みは

月十五日まで︒発表は五月下郡︒

月＋六遡から二
の施行を次のとおり公告した︒

▽核燃料試験睡昭和五十笙手写

目にいう年閥被曝線羅︵軽水炉︶

だろう﹂としている︒王CRP三

圃超低温LNG・パイプライン

ら

㊤

儀

叡

9

薗槽はじめ宮沢外根︑儀々木料技
を夕雲に守っていくならば︑十一

い数値だ︒

五頁ゾレムに比べると︑二桁も低

だが︑それでも︑各施設が規野臥

レム樫渡に抑えられる誠騨とい

ボレムが興全体からみた堀含八︑ゾ

う︒さらに原研ではJRR上一の なお同日の調印式は午前十一謄

地元市町村から川騎策海村長およ

から行なわれ︑堅から嵩上知購︑
ほか3PDRによる放墨騒低減化
趾画ももっており︑こうした謝画

が娼腐︑原子力瑠業蕎側からは豊

び加藤大洗町畏ら関係六帯町村憂

成動燃濫訴圃理窟畏︑宗像原研上

の塞行によって昭和五十二無度以

で平均五一六︑ゾレム程度にはなる

降は﹁不確定要素も多いが︑全体

を代表して嵐腐し︑協定轡に調印

扇擾および臼沢原醗社長が旛設者

のほか菓海村︑大洗町︑那珂湊

した︒協定当聯繋は慮治体側が粟

で・原子力瑠叢瀟測は原研︑動燃

甫・照立市︑勝田南︑燈柑の七三

山︑三要原子燃料︑三要璽工業︑

三板圃︑原聡のほか住友金属鉱

第一化学薬餓︑日本電憐餓酷公

を印

翻

蟹

予選 交 渉 を 近 く 再 開
釧魏製議定書など中心に
庁蕃習ら関係閥僚がいずれもNP

のコンセンサスを軍急にまとめた

政麿は核拡敬防止策約︵NPT︶の批准に備えて︑国際原芋力機閲︵IAEA︶と保隊選奨協定T
締批准誓願に劇向きの姿勢で叡り
組んでいることから︑政府当局は

樫︑承認を求めたい無向だ︒

上︑今通常国禽にも批准翼壁を上

驚に隣する予備交渉を一月から麗日する方針だ︒このため近く外国︑通薩︑科学技術各関係省庁の局
これまでの路線を一段と漁め︑外

局長クラスから構成される行政べ

程︑承翻を郷たいとしており︑IAEAどの予禰交渉を穂秘的に淫める︸方︑自民党内の批准磯辺論 覇︑紀宝︑科学技術各関係憲庁の

年匹月に結んだ傑瞳描籔協定の内

安全協定書に調印
茨城県と原子力事業所
管理目標値を設定

盤
会の安全騨門霧琶会はこの炉を新

究駈︑東北大学となっている︒

社︑棄康大学︑放射線医学総禽研

爽海二紅炉繕殴の際︑原子力委興

た形となっているが︑さきの原躍

県の二二︑藥海村に籍設が日中し

にとって非常に厳しいもの︒茨城

爾画から騨出されており︑施設暫

展クラスからなる政府交渉団をウィーンに派礪する予定︒政府は今通常国金にもNPT挑准案を上

や消極舗の説響に余刀をあげる響えだ︒

わが国は照和四十五庫二月にN らす狸由が消滅したほか︑エネル

れることになり︑一応︑ユ⁝ラト

一と局様の藤織が日本にも趨矯さ

PTに調印したが︑撫准にあたっ ギ謙騙摘の愚変により︑薩際協調 容−城内齎察を萄効と欝価し︑王
A￡Aは主としてそれを検証する
ては⑳核蟹縮の推逸⑭簑余保瞭の で原子力漏発を遊めなければなら

よって︑むしろマイナスになると

ないわが團が批准を延ばすことに

ム並みの査察を繭提としていたわ

る保騨描醗︵査察︶の平簿性︑商
の判断から︑現状は早期批准の声

確藻③原 子 力 軍 秘 利 罵 開 発 に 関 す

藁機密漏 洩 防 止 の 確 保 ⁝ な ど が 国
が國の目標は達せられることにな
った︒

が大勢を占めている︒

規制燈髄守のほか︑叛しく﹃アズ

廃棄物
の放出
茨城緊が野拙の原子力関係施設

これを踏まえて細中薗梱はじめ

一部開僚の消極齢によって圏会上

いずれも密民党内の批准慣三輪や

PTの累期批准を打ち出したが︑

・ロウ・アズ︒プラクティカブ

行なったが︑その絨簗︑最大の問

火単︑木村望外枢︵当晦︶は︑N
月の四回︑IAEAど予傭受渉を
立地市町村およびその隣接論難と

ル㎞︵実行鍔能な語り低く︶の考

および四十八年七月︑九月︑十一

政府はこれまで︑四ナ七年六月

際鮒になされる必腰があるとの原
劉を決め︑政府声明の形で内外に
明らかにしていた︒

当初︑鰭外國に比べ蔽しい甕

協力︑原子力瑠業者と紬ぶ﹁原子

国と國偶が似ている西独が加盟し

題だった査察方式について︑わが

を受けることによって不利蕪をこ

え方を採照︑

に消極的だったわが国薩藁騨もへ

うむるのではないか︑として枇准

ではあ

力施設周辺の安全確保および環境

るが各旛殴ことの醤理鶯標縄を定

ており︑かねてから平等性欝欝の

程まで灘ぎつけず︑また四回の禦

その後︑わが国の強い童彊が大鰹

研との敷地麗騨でガンマ線による
全身被鰻線羅は十二︑ザレム程渡だ

難しい試鹸

無生︵第一

を反映してここ数無受

四百六十六人となった︒

種五千四颪六十三人︑第二種九千

線取扱主任暫の命絡者総数は第一

なお増置の合格轡を加え︑放射

験蕎が愚増している︒

購要贈

千か所以上︒利用の拡大に伴う

放土蜂便用郵貯駈は・全国で三

職︵第二毬︶だった︒

公務麟︵第一種︶︑六十六回目無

二審︶︑鍛鎌継は照十九歳の地方

種︶︑十八歳の厨根大〜鎌生︵第

少は二＋歳の東大＝

覆づけている︒倉格壱のうち最鎌

・○％︶で︑

％︶第二種千六暫七十八人︵三二

四百八十六人︵か麟格率工ハ・三

それによると︑異格暫は第一種

瓢験の結粟を発表した︒

和四十九丁度の放射線取扱霊任書

科学技術庁は十二月十一日︑昭

放射線試験合格譲

二種は32％

第一種16％

設することによる線騒評価で︑原

別表の形でとりまとめられたが︑

協定ではこの蓬蓬日標償が覚賂

努力目標

保金に関する協定盤﹂が︑昨年十

めたのは全く新しい試みだ︒

対象となっていた欧州原芋継共融

茨城興には原研臨海研鏡所︑動

と騨価している︒今園協定で定め

で調印された︒

二月十六日︑丞戸市の窟成ホテル

に保陣描麗協定の考え方に取り入

体︵ユーラトム︶が王へEA芝昨 癒莞の間隙をぬって行なわれたた

勝当周による予備蔓渉もこれらの

れられるなど︑これ以上撹准を遅

た管理藏標値は︑この東海誉田の
ほか動燃瑠王難再処理魔設からの

規制値は各旛設ごと︑無体と液体

均放出羅と濃度および年闘放出羅

のそれぞれ核糧別の三か月開の平

閑餐颯会︑発電︒醒化雀︑探健省

れているが︑こんどの婁全協定﹂

鷺駈など各種原子力施設が設麗さ

術文化の交流で実繍のある財邸蔽

ほか放射線蹉学︑核エネルギ︸︑

燃購業薇織海難業所︑原璽潮海発

臼本原子力趨藝ム議はソ遮問題
人ソ逮閣魑研究会と協力︑研究暗

うな菱喰濾ちに警報ブザーが減る

研究金と協力して近くソ運に﹁覇

ので︑携粥にも髄利なようにコン

仕組みがとられているなど・作業

放出鰍もあらかじめ兇込んだもの

パクト化されだポケット型︒新製

の安全性を一三腐めている︒この

が定められるなど羅および濃度の

品の愛称はそれぞれ︑翻士電機の

は︑興が地元と協力︑将来に対処

翻士蹴機と住友商鷹

新型線量計の
開発に成功

放射性廃棄物処理処分闘係のそれ

月までの段階で大筋が嗣まり︑引

夫がこらされており︑一方住商の

射線レベルの日月もわかるなど工
のが作業終了聴に線購測定すると

でのフィルムバッヂ講式によるも

のが﹁SlMTRAD﹂︒こ類れ
にま
よる特性変化を少なくし︑放

ほか認士囎機のものは放樹線の種

愚禽を発湿させて踏醐査を逸める

民の安全を確保し環境保全にも役

訪ソ奪門視察國澱は次の通り︒

遂続き運用上の細則など内容の議

欝士慰機製造はこのほど新型線

たが︑往友糖質も岡じような線盤

ものは畏期間の藥横被白線懸が読

り︑監本コンピュータビュ互ロー

日本機器工業が開発と生薩に当た

円︒なお住商が売り出す線配賦は

円で︑住商のものが九万八千覧百

価格は二士惣機のものが七万六千

といった特微が奥騰されている︒

二二でも改薔されているーーなど

みとれるほか︑温度や湿度への依

いったものであるのに比べ︑薪製

がいつでもデジタルで表示される

翫を開発︑発売に粟り出すと発嚢

いずれも放射線作策従纂者の被

ほか︑穂騨羅が設定値を超えたよ

錨は両方とも︑作叢中の放風戸騒

懸線騒測定縮として騰発されたも

した︒

薄謝の奪取に成功し発売を開始し

ものが﹁レスマスタ扁︑住商のも

ソ原子力発蹴所安金技徳・環境対

グラード︑シェフチェンコ︑ノボ

立てるため緬んだもの︒昨旦から

しこうした施殴による登呂から住

ボロネジの留原乎爆発醗蕨等を視

難朧にとりかかっていたが︑十一

一方︑日本翻聯門象の派避につい ぞれ研究焼や機閲および︑レニン

察︑調査に当たる翫画だ︒

▽隙 畏 内 田 秀 雄

めが急がれていた︒

協定は塞文十七か条と覚贈九か
条で構成︑草常時の安全確保ほか
購故謄の日羽について戸隠されて
おり︑憲な内容は①放二毛廃宅物
の放出構理で目標櫃を竃めたこと
②購故の際︑宝治依から醒接描麗
が心月できるようにしたこと③損

︑〜難業へ 箋

藤騨

圏

がシステム化した︒

写爽は㊤露士羅機㊦住友商纂が
発亮を踊証するポケット型線澱針

慈圧ガス設傭試験製蓮認定礒陣所（認定No21ア）

☆

9

̲≧露盤∫，㌃

大阪営瀟盤（・6）313−2367・

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

力

原
簾騨門視 察 腿 ﹂ を 派 璽 9 る ︒
ソ逮とわが国の原子力協力はγ
一昨薙六月︑原薩がソ遮原芋力利

用訓蒙番厩会の招きに臨じ﹁醗ソ
原打力視察田﹂︵土光敏炎圃長︶

を派灘したのが発端で︑本視察國
は民闇外交の初のケースとして両

圏原子力協力の塞礎を籔くなど多

大の成璽をあげた︒昨年一月には

原産の招きでソ連から﹁原子力視

傍陰膳次︵原研︶︑市

繍鵬英三

を騨座するよう︑うたったこと④

轡補償の塀盆︑自治体の調趨結果

立入り調査に地元代衷が岡行でき

のこの毬協定に比べ地光の愈向を

るようにしたこと一1など︒従来

、咳ほ、雄笥

察繊﹂︵モロホフ醐長︶が来日︑

▽団展

▽重圏

立︶︑川塚目︵動燃鵬国隣︶︑鈴

川竜籔︵放医研︶︑金井務︵日

木瓢二︵藥芝︶︑薩府暫郎︵三菱

之︵原躍︶︑毛利竜夫︵中部電

璽工︶︑中川覚︵関醗︶︑西川翻

かなりとり入れたものとして欝価
されているが︑とくに放射性廃棄

葦鰍羅

轟速炉や核燃料など四分野を対象
とした騨門象会議も聡かれたが︑

内
力︶︑爾﹁藤弘︵住反商薯︶︑斎藤
鍵︵原安協︶︒

物の放出蟹理について法律でいう

象脚夢

特許出願中

ぎ

その際︑醤来両国聞での技術協力

を深めるだめ﹁ナトリウム冷却高

速欄殖炉﹂および﹁原子力施毅の

て交渉を続けてきていたもの︒視

安全・環境間題﹂の両分野につい

て五四蒙による憲兇交換の塀をも

察照は内田秀雄興大教授を団長︑

遷闇にわたリソ運の國憲原子力利

行十三名で︑一月十二溝から約二

つことが蟄ましい旨合憲がなされ

1月12日から約2週間派遣
濃翻英三立大教授を顧闘とする一

産

騒高温高圧・自動調整バルブ

しい機構のドアーバルブ。

懸

高速炉、安全性など対象に

麗原子力火力・宇宙・薩脱排脱
國水素・酸素・窒紫・石油・ガス

核燃料サイクルを展開する

囑
原

合経砦

上知翔；

懸
ソ連に専門視察団

た︒

こんどの聯門視察國派醗は︑こ

の愈慰を受け原塵が︑その後︑学

彰

昭和50年1月6臼
新
産

子
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エグゼクティブ・キャビン

個人旅行の方だけの指定席です：104座席。
お隣もそのお隣もひとり旅。いわば、旅達者どうしの

特別室といった感じなので曳調べものや読書など一
たっぷりとおくつろぎいただけます、全席に「海外出
張ビジネスガイド」も用意区いま曳

あなたもいかが

騒黙航盤

ですか、こんどの旅に。ご予約は簡単で虫ご搭
乗のさいカウンターで

たちばな

とお申しつけにな

るだけ。静かで快適なお席をおとりします。エグ
ゼクティブ・キャビン

たちばな

のある便はアメリカ、

……ゴ纐Q弧グ
囎棄京〔03）747−111i酌 @
園名吉麗（052）561−24G1

ヨー日ッパ、香港へ飛んでいま魂くわしいことは、

麟串覆岡（092）271−4411

畷大阪（06）203−12雀2

闘孝し幌（011）231−44董董
（営難晴問09＝00〜！ア：00＞

いずれも代衰番号ですので、必ず「テルミー・デスク」

お電話で驚Lmeデスクまでどうぞ。

とま5申レつけください。

第757号一
闘呂和50黛1月9日
毎避木曜1ヨi発行

購蹴料1年分前金3000円

霧

1間題︑世塵的に関心の三二を深

髪

蕩

これからの原子力開発をどう進めるべきかーー田本原子力産業会議の原子力開発軽銀実行計闘委員
めつつある環境問題など新たな情

鱈力副社長︶︑技術∵開発部象

料部象︵部食長・田幽磁治郎爽東

にもかかわらず︑それが順

調に草聖ないのはなぜか︑その要
撃は何か︑いかにしてこれを解決

ころにあるQ

すべきか⁝との点に立脚したと

このため延べ八十七回に及んだ

大軍戯細は四霞︑新奮薄紫議に

審議と横討は︑新しい観点から騨

特殊核物質の
盗難はない
米A巴C︑一部報滋を否定

レッセントのカーマギー社プラン

蒼軽したQ豪た︑オクラホマ州ク

トでかなりのプルトニウムが翫麗

不明になっていると伝えた別の報

通については﹁同工場の最辮のプ
※國原子力委員会︵AEC︶は

た︒

の特殊核物籔を核医王に癒用する

とくに﹁政府恥鍛︵櫻数︶が大盟

と巻明らかにした◎

についての検酎を要請しているこ

に対し

万円︵籔三億六千五酉万円︶︑多

三顧万円︶︑核舞台研究十解三千

求額より大山に下まわる内示とな

万円はいずれも薪規珊項のため要

ると︑日本原子力研究所が二函十

︵澱四†五霞〜二千六酉万円︶︑核

︵籔†五億五千藪万四︶でこのほ

燃料再処理七十倦四千八首万円

か四ヤニ億五千七酉万円が政府二

重働入れ︒ウラン濃縮︵垂心分離

法︶研究九十欝億七千九颪万円な

ｴ子力用語辞典

ノエイクマン
ヒメこ ドカコき
とヨ
ロれ まユニ
ぬ
ニ
原子・炉の物王里
機τ璽1慮讐謙諏響雛、教鵬ll難舗雷

価した織子力の役割︑開発心心の
長期的ポテンシャル︑その中にお

を逓じて︑それぞれの制約蟄因を

ける槻々の制約要職の評価と分析

質騒︵通寓︑測定機器の綴度︑作

一月二日︑門プルトエウム︑高濃 ルトニウム在鷹騒がらみて不明物
縮ウランなと特殊核物質が原子力

に磁ねられた︒

はこくわずかであり︑その羅は通

棊鍛の測定課差などから生ずる︶

打開する興慾的な方簾などを申心

る﹂との簸近の一部報憩を全癒的

施設から盗み出された司能性があ

報遜には特定の施設での不明物質

に蕾定した︒A￡Cは︑これらの 常の規定レベルを十分下回ってい

この絃粟とり濠とめられた提謬

だけでなく︑原薩自体をはじめ産

は︑単に国がとるべ丞政策や描躍

業騨︑関係各界の穣樋的な役劃を

詑述に不確実な点があるとして︑

騒︵MUF︶に閲するいくつかの盗難はあり偲ないことを示齢し

ることが覇明している﹂と述べ︑

これらの撰．爵を誹画的に実行に移

求めたものとなったが︑原産では

すことが︑今後︑童子力開発を進

ため密かにもち出そうとして冤つ

蟹は一千六着一ハ十八億五千八颪万

には三落三十五傾一千八筥万岡の

億八千七薦万円︶で七・七％︑三

百五十五簿五千六筥万円︵蟹六や

動力炉・核燃料開発嘆業圃は囑

っている︒

前池度比二五・一％の剋︑金額的

このうち原子力関係予翼は七二

増額となっている︒

三十三簿一千五嘉万円︵瞬百六懸

が︑物価上罫と不況というスタグ

七懸三卍士力円︵鱗四十・五鱈六千九

開発二颪五十二姻⁝五千六哲万円

︒五％増︑山ハ十・三億六千田剛醤万円 十二頷六千九醤万円の増︒動力炉

五号ハ百万円︶で︑酎渤無度八九

フレーションの経済総勢に対し︑

貢万四︶で一七・八％︑三十二鱒

門尊皇ー

一翼八千九薄襟円舞以下緻︶で対 目的高聴ガス炉研究四慰四千七︸臼

円︵圏灘願猫二塁行為限度額三野

一

データ公表

めて行くうえでの鍛小の蟹件であ

かっだ蟹例が二件あった扁との報

緊縮抑

不明物蟹羅

るとの認識に立ち︑その基体化を

通について﹁その箏異はない﹂と

なおAECは圏蒙安傘保陳書議

簿と報告の内容を土台として︑原

強力に蹴進ずるとともに︑この提

子力聞難にさまざまな悪兇を持つ
人汝との器自いを縦け・國民的な

コンセンサスを求めて行く方釧
だ︒

した今葎臓予郷と岡様に

鼬ｴ子力は鵬億円

安全局などゼロ査定

︵部会畏︒伏翼康盛名地際大学葱
誉教典︶の四部藪を設けて椿鬼山

議には原産正・劃会長がそれぞれ

な検討を続けて丞た︒発議金の審

穐当役舜として参画︑灘雲構成メ

バーを含めて約蒼名に達した︒

ンバーは関係妻恋などのオブザー

億円︵紺荊庫度比二四・五％増︶

な性格

の増額となった︒機閲別でみてみ

力産叢開発のための提期栂想を策

財政投融敷計画九兆一千四百四欝

要害については

八千七百万円の増となった︒しか

の予郷編成となっている

定してきたが︑今圓の実行謂下闇

円︵同一五・四％増︶という五十

の予郷︵大軍蔵梱︶だとしている

し璽嬰鞍置別では︑蜜全性研究一

一般心計二十一兆二千八百八十八 制型

墨会の特徴は︑何庫時点にどの程

四度予鐸の大網省原画︵第一次︶

のが一つの特色となっている︒

原巌はこれまで五無お丞に原子

度の原子力開発が必要かという想

を報瞥︑このあと各雀庁に内示し

科学技術庁関係の科学捜術振興

中立鮒

定の検討を超えて︑石油危機以来

た︒一昨年秋の石油億機に端を発

十七鱈七千万円︵鱗二十八億二千

慧遮に深刻化しつつあるエネルギ

ぼぶが

ぶががみがが

野
蚕
今後の開発要件示す
会は先月末︑八か月にわたる多角的な検酎の繕果をとりまとめた︒この報告轡は厳しさを談ずエネル
勢に立脚し︑

有沢会長︑三木首相に要請
ギ〜満勢と藻刻な州境闇商をふまえて︑わが国こそ原子力開発を鮭める以外にこれらを解決する愚が
力化を鰻も必要とするのは田本で

慧を得つつ︑均衡のとれた闘発を

エネルギーの実子

ないことを明確にしたうえで︑国罠的舎愈を得てその開発を推進するための方策を整体的に示したも
ある

進めて行くための要件を恭したも

たのは昨年五月︒以来同婁畷会は

罠・向坊経典慧大学教授︶︑核燃

のだが︑とくに緊急かつ抜本的な対応を求められている十七項囲については︑こかを鼠本的提諮とし

立地・環唖・安金間題とこれに闘

て打ち出している︒︵塞本的提雪の内語2︑3面に︶
日応原子刀賑業会議の衛沢広巳

スの闇題︑ウラン塞源確保から再
処理︑麗藁物処理処分にいたる核

適するパブリック︒アクセプタン

燃料聞題︑マンパワーを含む狡術

月二十五日︑三木総理と会見︑二
四力關発凹角実行二一団員会の報

会長︑円城︐畜次郎剛会長らは先

告と十七項園にわたる提講を孚硬

核防条約問題︑核物質の岡内鐡警

・開発問題︑岡際協力のあり方と

告懸など︑原子力開発上の嬢要課

の磯立︑原子力開発に対する国民
の償頼を園復するための描畷を懲

すとともに︑総禽エネルギー政策

ぐよう強く謝し入れた︒また周田

翼長︑艸上原子力婁員摂代理らと

を通じて︑国民尋物

らの

題への対策を貝体的に張し︑それ

会談︑今後の原子刀開発を実行計
のである︒

突行

これに先だって︑佐々木原子力婁

画婁鋼会の三斜ならびに検酎精漿

今圃打ち毘された基本的提醤は

総禽部会︵部鼓長︒石原周夫田本

原義が実行謝画委員金を設渇し

原子力蚤興会のあり方をはじめと

開発鯉行総裁︶︑立地部会︵部会

このほか︑原船難嬢醐＋一億︸

どが主なところQ

田U︑放射能測︷疋調査研究四懸六千

千蒼万円︑放医研二＋二倦七千万

ハ鰹乙千九首万円︑民闘への原子

万円︑圏立試験研究機関試験研究

力研究婁託三億八千五百万円︑理

研での原子力研究三億一千六暫万

魏魏されていだ原子力蜜全局の

円など︒

ための要求はいずれもゼロ葦建と

新設など行政面での拡兜︑強化の

なった︒放射性廃蘂物処理分セン

第一次内示は遡常新規新設辮項

ターの設躍も認められていない︒

を醐めないことから︑これら安全

政治

局やセンターの新設は今後の康民

にゆだねられることになり

原子炉の熱工学黙欝第襟斎忌ll黙隙寸寸

i籠菟服障円

O輪増全環

に則して矯めるよう蟹臥した︒

する開雛体制︑制度︑法目凹題︑
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一方︑醸民党本部で会談した中
だけに

廃懸物処理処分センタ1の設躍な 藤各副会長︑土光敏夫︑松根宗一

判断

党折衝や大編綴衡における

政府・自罠党諮脳が原子力開発を

特纂：プルトニウム利用上の問題点

き・十分検属する雷事えた︒

原子力趨

長らは︑撹界的に厳しい資源・経

ど︶⑤原子力閲係定員の拡充一な

二︑滴成遭︑田申薩治郎︑森一久

白沢窩一郎︑熱田七之鵬︑宗嫌英

原子力エネルギー変換霧鱗蔽欝欝驚三面，、讐鑑二

¥連原子力開発史一原子力開発20年の歩み
ｴ子炉工学基礎講座一腺了炉理論くその2＞

蛍根幹璃長は

済耀境の中で︑わが國こそ原子力

た︒約二十分にわたる原藤蘭脳ら

どについて特段の配慮を要幽し

注鼠される︒

どう騨価するか︑その懸り行潅が

日刊工業新聞社鯨蝋佃阻段北1−8−1G費◎3（263）23U

核燃料工学蒲灘娠讐野韓1鰐1鱗鰻撫

屡遼載講座国

笑顔をみせながらの余裕で原慶欝

望の説明を聞き︑前向きに検肘す

脳とうけこたえ︒約三十分近く票

ることを約果した︒さらに灘罵総
務会畏とも約三十分近く誕し金つ

原薩の陳彌出席薔は次の通り

開発を進めなければならないとの

離田寄︑石崎照夫の各氏︒

セ／クー

@一瓢凹の桝思懸防薩の現，i人一

た原産首脳は︑これら原産の要望
が罷葬実現する方向で予算の編成
が憾められるよう︑その配懸を同
新設など︶②蟄全研究の充実・強

有沢会長︑一本松︑円城寺夢准

会蝿に強く求めた︒

灘尾総務金長をそれぞれ訪ね︑来

簗物処理処分体制の確立︵放射性

化③核融合研究の推逸④放鷹性廃

塗師原子力越智寛識の荷沢広巳

観点から︑来奪度の原子力関係予

の陳構に対し︑大軍聖篭はメモを

まず大平蔵梱と会談した有沢会

聴度予瞬編成に関して饗擁した︒

会長︑一本松珠磯︑円城毒次郎︑

とるなど翼剣な薗持ちでこれを聞

駒井健一郎︑吉廻繁一各政策叢展
遷藤武左エ門各相星型ら原塵首脳

規制依制の整備︵願予力安全縄の
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今後わが圏経済社会の安定︑亮爽を秘っていくためのエネルギ

成されたものであろう︒これらの曝書的反応の中には︑今後広く

に黛徴されるような療子力開発体制への不儒感謝が摺異されて形

纏換開発への不蜜とがあり︑掬えて巖近の原子力船﹁むつ﹂闇題

の原子力関僕法源系は︑叢夢︑開

発生し︑改訂が嚢請される︑言行

法︑霞気癖聾法など関係諸貸金の

原子蝉等規構法︑放射線睡霞防止

耀慮からも︑核兵器不讐敵榮約の

していくことが繭提であり︑この

の一員としての義携と殿任を漿た

めるためには︑わが憾が畷畷議会

要なことである︒

協力を秘極醜に展際することも鱈

としてその発展に譲与する鰯広い

途上圏に対して技術供与響を申心

技術の圏度化と整一化を機るだめ

ある︒また︑将集のモニタリング

に謬弔しうる憂事を講じる必要が

ニタリングの計画と実旛に繍極的

困が霊然となって︑これらを担当

の実証を勤率的に推進するため︑

度︑竪急臓の凋断︑翼依的実行凝

翔の明確化︑地域ならびに中

ついては︑塊方嘗轡二等の役

環境放言線モニタリングに

環境放射線調査
で体鋼の整備を
◎

原子力開発利用を円樹に推進す

要である︒また︑これら各分野に

自の狡術開発を怠らないことが肝

分野については︑とくにわが閥独

率的推逸など圃際協力に依存する

研究︑放無性廃黄物処理処分の勤

鼠︑機器の堂堂性岡上などの研究

陰欝の国産化に伴う安全性能の銀

霊眼を躍くべきであり︑一方︑原

全規制上に必要となる安全研究に

碗沈欝の安全余裕度の確認など安

析コ⁝ドの黒鍵︑安全性の笑凝︑

べき役勘を明確化し︑圏治館がモ

とくに今後は地方闇治体の巣だす

制整備を熱ることが題躾である︒

て︑贋幽趣蟹線モニタリングの体

問題に対する社金的硬譜を驚賦し

顧子力利用の健全な発展と心境

⁝﹂︵仮称︶の設躍を蓄慮すべき

である︒原子力施設が環聖慮在す

る各県などにおける磯城の藍視︑

評緬組織については︑羅の支擾の

もとに育成すへきであり︑これら

地城の活鋤を的確かつ円溺に行な

わしめるためにも﹁中央評緬機

構〜を軍慧に発建させるべきであ

ついては︑当臨︑その影響につい

る︒原子力発艦駈の温排水問顎に

て︑局地酌な問題として処理しう

ると思われるが︑将爽の大規模簗

中立池簿を考量して︑三期約聖地

の影響についての所要の研究を謝

から環境薄金を図るため︑磁麟水

る︒このため︑叢誌国において関

画朗に混めておくことが肝慶であ

係餐省庁が持々に行なっている湿

にあわせて︑民間においても関係

緋水間顯の醗査研鐘と対策の促進

の影響に関する計画的な調蒼研究

薔の協力により︑長期的な温耕水

の実施に愚だる総愈研究推逢機関

を設けることが熊襲であり︑圏の

ぢることが蟹襲である︒

支獲のもとに研究を効畏駒に推逓

廃棄物処理処分

センター設立を

放粥性麗簗物処理処分につ

いては︑国は関口の研究開発

法を決定しその笈金規制︑管

を総台的に避め︑最終処分方

要である︒同隠に︑安全性に

もとに灼黄を進めることが璽

計画的かつオープンな無規の

ることが必要であり︑今後は

や地城開発構想との整愈を騒

窺と笑施は︑圃土の総禽利罵

原子力立地に関する謝函立

画の実施ができるたけ計画的かつ

慮して立案されることおよび︑計

の地域開発構想との難禽を十分蕩

画が製薬の国土の総合利用や個次

提として原子力発電所警の立地計

めの努力が難所であり︑これを繭

広く国民のコンセンサスを欝るた

おける猿子力の位躍づけについて

エネルギー政籏の確立とその中に

藤とされている︒このため︑まず

もとに計画を舐めることが一魍必

れ︑かつ国民に島願される手頗の

て圏童的な覇断を下しうる二重知

には︑国民各世代が原子力につい

・アクセプタンスを確立するため

原子力闘発に伴う駆のパブリック

ことが璽要である︒これと岡時に

せるなどの描躍を籔擁的に講ずる

護し︑強手な麟螺を国民に周知さ

箸について適切な方法で學期に公

績や故隔・声嚢箸の異常賭の饗象

民闘は原子力発詰所の償頼性の実

差性に関する騨料を公開し︑また

めには︑今後︑出府においては鼻

する圏民の理解と億頗を深めるた

い◎さらに︑顎子力の安全性に関

発について聴定総画研究としてと

処分︑書士欝藏など関運の研究開

明確化が璽講されるが︑国は処理

ある︒まず国の方劃と毅任館制の

極的な描躍を講ずることが肝要で

る璽嚢課題であるので︑さらに繍

てその方法の決定が鍛も懸奮饗す

力開発を強力に推逗するに当たっ

は︑国民醜手写のもとに今後原子

放射牲麗葉物処分対策の確立

である︒このような蕩え方に

理を麗任をもって行なうべき

関する営業︑蝋纈等の公開を

オープンな隊旗のもとに逸められ

識の普及︑啓発および数脅活動を

研究の実癒など國際協力を横芝

箭べ馨ある・

議黙慰撫ぴ緩翻

れた門放同性廃捕物処理処分

立って法的にオーソライズさ

含めて︑パブリック・アクセ

ることが騨硬である︒また︑原子

纏騒酌︑かつ︑体系的に一羅強化

りあげ︑また︑基蘂の蟹備︑聴器

開発との整合で

プタンスを得るための方籔を

の遼携の強化︑孫源三法の効果的

力行政上における国と地方菌治体

る︒

することがとくに羅要な讃題であ

射射

照照

言託

試委

〒370一三2｝

原子力の傾斜開発

ー対策を総合的冤地に立ってみるとき︑

国民の合愈を掲て原子力開発をより一麟難逓する上で袴逸すべき

窟規の適切な分撹︑趣携によ

する安金研究試験の新機構を設立

繭の立薬︑成漿の総合葦毛三三三

央の評価礪棚讐の依制整備を

を余健なくされる︒したがって︑

ダ

るためには︑嚴近の新たな囲際満

おける圏際協力を十分実効あらし

﹁環境放劔線︵能︶管理センタ

めの圏民全体の盤璽な饗慶として十二分にその価憩を発揮すべく

は︑践簡が主体となって強力に推
進すべきである︒また自主研究の
成果をベースにした国際湧動への

り強力に搬摂する必襲かあ

することが肝嚢であり︑高間は︑

醗要の原子力蟹壼研究は澱

る︒籔麟︑國は実翫試験等を

この鰻登への入舞画等での千川を

横極的な撃触を乾ることもとくに

行なう﹁蟹金研究賦捻転閲﹂

図るとともに︑鰻露の安全性陶工

璽璽である︒したがって︑安全陛

の設灘を懲ぎ︑践間は機雛の

のための研究開発の総含体制を確

の実証および簑金余裕腱の鵬二等

安禽性陶上等のための研究開

立し︑所覆の国の助成を簿て推進

ある︒すなわち︑安金研究は

きである︒

すべきである︒

発の総a携逸依制を聡立すべ

任を閥確にして笑下すべきで

安全研究は官民
の適切な分担で

●

必須の要件である︒したがって原子力は今後の掴祉社金建殴のた

無期銘茶が要謂され︑一方︑開発

しかしこれら講法令の制竃穫かな
りの聴閲を経過し︑その鰻の聡発
の進展に伴い︑欄えば薄処理礪撫
に関する原畢炉警規制法と獲子二
瀬発利用擬期謙薩との矛酒の間題
箸︑婁覇に沿ぐわない点があらわ
れてきているので︑原子力毒刃講

◎

発初漁の暇矯三十讐毒稲利馬を

の主謡にのっとり玉子力行敗の蔑

多くの間題を禽んでいる︒これらを踏まえて︑より幸分な安全確

要であり︑このため現蕉の饗轡さらに︑今後の置戸に対呈しうる
霊的遜懸を携るための陳芋力蚤員

駈蟹の対簾が腰舗されており︑この慰昧から︑原畢力開発の推

わるすべての間題は︑いまや全圏罠の一大関心聯となっている︒
体制・制度の鄭備︑安全蔚究の強化︑核鰍腿サイクルの単急な確

進展に応じ昭箱三十二無︽原子炉

会設醗法が制定され︑開難利幅の

叢錘とした懸子力基本法およびそ

なかでも影響する国蔑の鍛大の関心響は蜜牟耀塊問題であるが︑

よびそれぞれの内部における役劉︑分握を明確にし︑鰻惣の遺糞

立︑関違諸分野の愛鳥の確保薯の重要譲題について︑圃と民聞お

保︑耀境便全対簾の鰹付けのもとに筋蠣の対笈を灘ずることが重

原子力薩灘ほどその遜切からこれらの間題に鰻鰹先の響鯉をは

原子力腿係講法禽盒股にわ
たり稠状に即臨した露礁しを
行ない︑一綴した葛煮系を整
備すべきである︒

従来︑麟ならびに海幕で筆力約

等を総台朗︑効率的に推進するこ

進める誓言がある︒また︑喪

法令金般にわたり環状に徴して総

とが一醐必嚢である︒このために

期的冤地による手掌水の新潮

に聖︑鷲され︑濠た計画されている

術をもたずして︑一方的な技術依

の役罰︑分霊を意業にした上で︑

はその実話に当たっての園と民芸

研究について︑窟民協力のも

原子力婁員盤の役剛の爾横討︑

協力は窩密開発を背鰻とした

互懇的な水軍協力てあるへき
である︒周蹄に乳鋲宣旨拡敵

・環境審査︒詩思可など安全規制

勢の展開を踏まえて︑国際協力に

上の盤要な諸分野︑さらには安金

に関しては設謝︑建設︑運癒の各

対するわが麟の錐寒姿勢を明確に

である︒

段階を逓じてこ兀的行政機関によ

確立すべきである︒これからの国

化が腰罰されることに鑑み︑安金

る体翻を確立することが必要てあ

際社会において︑一つの三際協力

する形の国際協力︑いわば水平的

一諾強化することが離婁であ

運用等を禽む地城政策の充実など

官 ●

る︒同時に︑この安全規制関係の

計画を翼に寅効あるものとするに

等の騨門機関を設旨し︑所璽の人

な国際協力が荊提となる︒とくに

原子力立地が国民に受け入れら

るゆ

が積極的に閣られなければならな

参

要澱の拡充を國ることが肝璽であ

は︑技術︑三婆︑蟹本等のいず8T

材を鍵め︑これを強力に膏成すべ

わが圏の露命︑提供しうる薗霊技

れるためには︑麟画醜に立地を抵

帰

要するための園の施簾が萌確にさ

藤藻地誌
り︑触えて技術駒確度の高い審

の部麺においても何らかの甥与を

安傘陽遮研冊について︑その灘

葎による圏際協刀は︑集眼不灘縫

蜜暇ならびに農闘根互の連携︑協

とに研究描進機関を軍急に設

い︑一襲した法体系を難徽するこ

になりつつあるし︑もしなし得た

力体綱を確立することが急務であ

立すべきである︒

舎醜観点から十分な検討を行な

としてもわが国は極めて弱い宣燭

る︒安全研究に関する国の役罰と

草子力安金規制に関する一元的行

ウラン費漂︑ウラン濃縮︑使用済

しては︑今後は安金縷躍および解

とが悪難である︒

み撚料再処理など縷螺羅サイクル

敵機関による体制の確立の間題に
関連して︑原子力婁聯帯設膿法︑

国際協力は薗
原子力開発三菱を効粟購に

等のより一幕の醐度化︑内容の徹

會

にオーソライズされた審蒼︑検蓋

条約は萱葺に批准されるべき

○

窟︑検査等を強化するため︑法的

底ならびに行政醗圧の所在の曙確

一部改費が行なわれてきている︒

規制関嬢法令が制竃され︑その後

らって瀾発を進められたものがないこともまた甥箋である︒にも

逸︑籔理の戯曲さらに︑これらに対する批判など︑原子力にまつ

︑

讐規制法︑放射綴陣憲防止法箸の

貧は︑離述の斑い立場からこれら

するため︑独自の技術的︑箏務的

諸法令を現状
に即し見直せ

べき役翻を穏実かっ遜やかに遂行していくことが肝慶である︒

行政窟庁が行なう購賓︑詐翻可鰐

の的確な判断のもとに慈盗肇暫が造影をもってそれぞれの握薮す

て設羅され︑総理大臣は原子力婁

に対し︑国民の安全を確罰する立

かかわらず︑蜜全穫をめぐって最近極めて社翁的に厳しい状縄に

興会の審議決定礪頂の蝦衝を受け

鵬から気圧なチェックを行ない︑

あるのは︑まずわが国特萄の国民感潤と在来公審の運想による大

原子力委員会
は本来の姿に
た時はこれを騨蟹しなければなら

また原子力旛設許窪窪のための立

ないこととなっており︑本来︑行

地︑安全等に関する藁薄霧な欝査

圃民の舎密のもとに原子力

から︑わが国原子力全般に関する

究の推瀦を行なうべきである︒こ

歴藥︑揺針箸の淡定および安金硲

政窟庁の機能を磁越した衡い立場

政策を審議︑策定する鍛職機関で

め︑原子刀欝金は本来の簡

ある︒原子力の安全性についての

開発利用を円海に描進ずるた

的︑中立的︑客観的性格を十

い立蠣に立ち返り︑その総△口

め︑また広く社会の要講を受けと

の過程で公聴諸等を逓じ衆知を輿

に対する儒頼感を確立するために
めるべきである◎したがって原子

姻民の種娯感を払拭し原子力行政

原子力婁澱禽は︑原子力蔓本法
は︑原子力婁澱会が原子力塁本法

二分に発揮すべきである︒

にのっとり原子力の研究︑闘発︑
の精神を堅持し︑固苺の総含的︑

機能を強化することが必要であ

推署するために不可欠な国際

主開発背景に

擾澱長鮫任制についても︑上述の

り︑また︑現在の国務大臣による

本来の性絡を警浮すれば︑擬墨に

︐亀

検討することが必要である︐

査︑建設︑還転の詐齪司等は純然

安全︒環境審査︑各櫃醇副

安全規制で行
政の一元化を

たる行政糞務であり︑原子力三山

力施設の設躍に係る安全︒贋祇園

制についていえば︑もともと原子

心することが肝要である︒安全規

力委澱会がこのような機醗を完遂

図るため総理大臣の諮間機闘とし

利網に関する行政の属主的運欝を

嘱欄

分に発

巾立的︑客観的性格を十一

層

司など安全規制については︑
一元的行政機関による綜制を

確立すべきである︒同時にこ
れら行政簗脇の捜術鉱盤を確
立するため︑法的にオーソラ
イズされた讐燈︑検査等の閨
門機閲を設麗︑商量すべきで
ある︒

今後の原子力開発の進展に対応
し︑原子力施設の安全審査︑横蚕

きである︒

一f︾
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の磯立を翻り︑総力を結集して推

のもとに︑攣期にわが国補間二業

建設・流図については政府の協力

速やかな改正が肝要だ︒また︑立

する見塊から・原子炉讐規制法の

聞の罵処理購業体制を早急に確立

ことが必要であることに鑑み︑属

ントに次ぐ第二再処理プラントの一毫任ある纂業蓄が一醗して行なう

子力開発の国憲的愛鷹を踏まえて

が一ノて︑石癌億機後の斬たなる原

多額の資金が必要とされる︒した

国際共同覇業および民零雨処理プ

階︑今後に予定されるワラン濃縮

化︑姦濫に加えて︑資源の開発没

ような響え方に立脚し︑その実施

が肝要である︒したがって︑この

璽とされよう︒なお︑樗来のウラ

的に愈愈する中核捧醜なものが必

ら諾湧動を総命朗に評価し︑効渠

核燃縦サイクル確立の観点
から︑自霊弱な再処理紘制の

ため所獲の安全規制体嗣のも

早急な確立が要譜され︑この

処理プラントを建設︑運當すべき

ているが︑これら諸薦齎は将来萬

な条件である︒

ラント建設︑撹濫のための不可欠

び処理処分依制の確立も︑逸出プ

の優遇摺躍など新たな構想による

する擬期で抵露な融資︑税制面で

開銀︑輸銀響による設備投螢に対

ため︑圃内のコンセンサスのもと

推進が緊急の婆件となるが︑この

国際協調による安定供給銀翼策の

講立案︑開発︒規制等各種行政な

な描進のためには︑澱鰯政簾の慰

綴問題がある︒原子力開発の円滑

に猛たって︑強要な認題として人

っても開発︑規制に携わる人員は

各種鍛造分野の知識習偲に酬え
て︑薄々の実地巽験を熟ね備える
必要があり︑さらに︑定期点検な

よる作濫難の制限なども加わり︑

ど現場作凝については被凝線羅に

大騒の人鑛を嚢するため︑その一
門︑確保にはかなりの擾期聞を必
要とする︒産業関係の狡術蓄問題
については開発雄進上︑一般社会
と鰻も接触が深い引金規制分野で
は︑現状でも一二の強化が叫ばれ
ている購惰に鍵み︑今後の傾斜開
発に十分即応できるよう︑安金審
萱︑各段階における許認覇︑施設

ど各分野の所要人貫の計画的な確

検董︑定期極壼︑モニタリングな

保附策が要請されるQ

税財政措置を
抜本的に強化

ンポ︑将来にわたる萄効な技術的

電に比し︑長期にわたり︑かつ︑

る︒原子力発電の建設には火力発

優趨聯繋を講ずることが肝要であ

菓的に携進ずることが望ましい︒

に連携をとりながら研究開発を効

については︑関係産勢聞で荷機的

に関碧しているプロジェクトなど

シェクトで研究項囲が根互に密接

台の例にみるごとく︑大規槙プロ

子力製鉄技術開発における講究組

分横還する必要がある︒また︑原

に愛媛した標準化方書について十

嚢囚となら搬よう︑わが國の実惰

発︑技術改良など開発努力の陽密

るに嶺たっては︑それが新殿術開

必要である︒なお︑櫻準化を進め

メーカーとの十分な運携︑協力が

この実施に当たってはユーザーと

の向上など数多くあけられるが︑

様化の防止︑騰麗化による経済性

儀ーーーーーーー⁝

／

●
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麗設備およびQA︑QC設備の多

る生臭性ならびに品照の聞上︑生

の利点としては︑狡術の習熟によ

理化は盤要な闇題である︒これら

の明確化︑製品検査︑蟹査箸の禽

子力開発機器の標藤豆︑適用纂準

の技術基華に岡化させるため︑原

に藤入技術を消化︑改良し︑欝本

見地から圏主技術の実用化ならび

安全性の向上︑生塵性の向上の

累的に行なうへきである︒

難騨の蒋機的漣携︑協力を効

っては国の旛護と並得し︑薩

る︒また︑これらの推進に場た

どの含理化を避めるべきであ

の明確化︑製吊検査︑審査な

め︑機難の標鵡化︑適用御印

し︑その信頓性を確立するた

漂子力機羅の生産性を岡上

機器標準化など

信頼性の確立で

国の積極的な助成策が璽まれる︒

必要であり︑この動燃爾処理プラ

◆

に・国際濃縮事業計画への適晴︑

らびに民間における経営︑籔理︑

とが肝要である︒とくに原子力開

斜子力開発への傾郵を蔦能

職路を裾野し︑抱進すべきで

つながりなどを総臼的に考究︑検

匝額の設轍投資が必要であり︑開

鼓

購隅艦エネルギーとしての原子

進する星本方針が偲らhている︒

地璽確の確立︑罵処理プラントか

中核体として國が横極的な役調を

器︑技術︑物資等の供与など広い

ためには︑核螺料サイクル確立の

力のメリットを十二分に発揮する

この纂水干割を踏まえて︑現葎民

処理処分についての国の方針およ

ら発生する隅レベル放樹性麗刷物

的に推進すべきであり︑加えて長

いて慮主体舗を撃急に確立するこ

鍵岸躍る縫用済み燃料費処理につ

間で﹁磯縮・爾処理準嚇会﹂を設

ン価格上昇の歯止め箸のバーゲエ

旧きである・
σ

分野も蟷広く︑広い分野の巖新妓

途に職胴され︑また盗用されない

濠た︑各禰境界領城にまたがる聞

予舞の大幡な投入が必蟹である︒

する蓄を擾獺聞この業務に従禦さ
ことを確保するための三軒︵測竈

質・量両面での人

題も多々ある︒技術関係のみに絞

灘切な参加など供纏源の多角化を

各種麗設の設謝︑製遭︑建設︑運

として進められている遠心分離技

業は隠題の広い大規換なシステム

ならしめるため二三︑輸銀触

ある︒

のもつ盛夏は大きい︒この晃地に

溺する︑いわゆる動力炉開発職略

取締撫蝦生冊重人

再処理第二工場

とが肝要である︒この観貞から︑

立し︑立地調撫︑フィージビリテ

ング・パワーとして瀞水ウラン採

建設︑速やかに

まず謙虚建設中の動力炉・核三無

﹁放射性廃棄物処理処分センター﹂

梁たす法的にオーソライズされた

範囲にわたる圓際協力を多角的に

開発瑠複心の再処理プラントにつ

ィ・スタディ警の準備犠務を進め

震潤することが肝璽であり︑これ

とに緊期に民間再処理箏業の
いては計画通りの稼働を確保する

ては麟が醗任をもって行なうこと

確立を練り︑第二再処理プラ

機関設立を急げ
せることが必璽である︒したがっ
および分析を禽む︶⑬上記の業務

員確保を計画的に

措聾することが要講され︑畷際麟

転︑係守の各分野にわたって瀬材

雑かつ流動的であるので︑長期的

術開発渕醐を一層舶曝し︑遅くと

術の総命組合わせが必要とされ︑

て今後の保障描腰業務羅の魍大︑

に関連する気随描麗に署する技術

原子力開発利胴を着実に遂
行するための基盤の一つは人
殿問題てあり︑この冤地から
入澱は遡材適所に配隙さ勲る
ことが肝要で︑蟹・隅三三に
わたる二身︑確保対策を三帰

近心業本題への謬柵に際しては︑

が適所に鋼製されていることが要

原子力開発利用を描進していく

的に推薦すべ窓である︒

国による工期蟻刷融螢等の助成が

ては︑質・騰の両蘭において計画

譜され︑その獲成︑確保に当たっ

般の儒頼性を十分得られることが

視野に立脚した引際斜日の的確な

も一九八O累代躍はには実用濃縮 産業であり︑一方︑その安全性を

資箸︑圏の財政︑税制搭胃の

世界体制におけるわが購の立場か

化石燃料に代替すろわが園の主

きであるQ

にあることを認識し︑多くの狡聖

らは︑もはや諮されない︒そして

要エネルギー源として︑原子力を

料資源の萄効利用箸︑核賜料サイ

上の函館に遡遇しても︑当旗蓄は

いつつ︑園際的な協謁を果だして

今後は︑團霊的な研究開発を行な

国情に最適の動一

という砺究開発附性格からは︑擬

強固な使命感をもってこれを克服

ρμ皿

期保轡をも含めた最終処分につい

取技術の開発を国が中心となって
ントの建設を速やかに催進す

のもとに璽急に設立することが必

資源開発対策の
核物質の保隈描鷹は︑安全

内容の騨門化および各省庁朋に象

の關発1⁝などの経寓醜巣務を一

る︒ウラン濃縷狡術をまだ聾し

望藤れる︒またこれと並行して︑

確保策加速化を

現在動力炉︒核蜂科開発箏業団を

ていないわが国としては︑轟面は

エネルギー政策による影響など櫻

関連が極めて深く︑各圏の外交︑

国への経済協力︑インフラストラ

璽要であるので︑魍が行政的嶽任

分析のもとに︑安定供給確撮対策

酎

ラントの建設など長期開にわたる

︵仮称︶を民間の趨切な負担協力
積趣的に推進すべきである︒

ための瀬切な描躍を講ずることが

抜本的な強化を
・畷境と並ぶ璽要な原子力轡

要である︒

ウラン蟹源の安定供絵確保
理の分野であることに鑑み︑

核物質管理専門

は目近の国際偶勢に徴して緊
たがること等を謬凝し︑その実施

べきである︒

國内的に核物鷹の傑陣響理体

充的に行なう政府薩轄の轡門機関

核物質の保障描贋は︑核物質が

璽の謙題であり︑このため︑

のためには⑳国内における核物贋

極的な推慧が必要である︒

平和圏的以外に蔽罵されることを

制を速やかに確立することが

今後要講される原子力の傾斜開

防止し︑原子力を一般駒隙に定着

ウラン濃縮問題については

多脳的な羅際協力との関遮に

を設灘することが解要で35る︒

発に伴い︑繕大する核轡糾の野里

させるための方策であり︑核物質

国際濃縮鱗榮謝画への西畑︑

を確立︑推進することが肝要であ

の在康︑移動箸に関する溺機間借

麗を安定に供給確保することは緊

の防謹︵螢難防止箸︶と翫曜円理

適切な参加など供給源の多角

肝要であり︑そのため関運の

要の螺題である︒ウラン資源につ

とが相互に補完する形で阻喪され

化の方策と並得して︑ナショ

おける海外ウラン籏源探鉱開
のとりまとめ㊨核物質が不明の用

いては︑従来︑主として濫められ

ている︒わが圏原子力開発の拡大

ナル・プロジェクトの〜膳の

経常的業務を＝兀的に行なう

てきた購入契約方式に加えて海外

に伴って繕大する核物鷹の適正な

加速化を図り︑安定供給確僚

発鮒策の抜本的強化︑海水ウ

ウラン澱源探鉱開発対策の抜本離

蟹騙およびこれを遂行する十分権

対策を速やかに推進すべきで

政府磁轄の韓門機関を設立す

兇薩し︑強化を行なうことが肝饗

威ある国内体制を確立することが

ある︒

ラン採取箸の新技術關発の綴

である︒海外ウラン資源の開発輸

必璽であり︑また進物籔は照際規

◆

入の円溝な推進には︑探鉱段階に

制物螢であることからもこの休制

●

おける成功払い融資の亮実︑開発

ウラン韻縮問題は国際政治との

濃縮ウラン由女定

段階における擾期低利融資︑開発

内保陣搭照体験としては︑圏民一

の確立は国際上の磯務である︒国

クチャーの整備などを含めてそれ

をもつとともに︑騨門的知識を有

的にきめ細かく︑充実していくこ

の誘導助成策の強化に於えて館鍛

ウランの引取り保翫など國内企業

中心にナショナル︒プロシェクト

ぞれの国偶に臨じたプラント︑機

確保するための蜜金華査︑検査︑

創適適湧動が︑わが国の世職に対

原子力発電開発拡大への傾斜が

工場を稼動させるべく︑より強力

する文化的霧与であり︑岡岬にそ

クルに関連する種々の課題を勘喫

○
段壁画の圏鱒︑遂行計画︑その成

の成果てある新技術こそがわが圏

不漁欠な柄勢に艦み︑これを可能

層
きたといえる︒しかしながらこれ

果が及ぼす効果︑影響について十

のもち得る熱型の鷲源であるとい

して︑当機︑聞発の主体をなす軽

ならしめるため︑開銀︑輸銀融資

抜本的強化︑優遇を行なうへ

はあくまで未開拓の分野に踏み込

確にし︑いわゆるパブリック・ア

分な分析を行ない計薩の性格を明

力炉奮発戦略を

水炉と潤紐鯉殖炉の購にいかなる

見記しを行ない︑抜本的な強化︑

など国の財政︑税制櫓蔽に関して

モ嵩タリンダなど規制17﹄隣漣する

む研究開発的性格のものであるこ

う点を正しく理解する切歯があ

艮期的な環境の保全︑費源

は︑わが畷の国構︑技術開発のテ

型式の炉を轟発すべきかについて

な方策の確立とこれに対する図嫁

とを忘れてはならない︒國の瓢箪

クセプタンスの素材を準備するこ

る︒完成技術の輸入あるいは傘顔

案︑陳情に最遺の働力炉開発

の有効利用などを総倉的に勘

●

将来を指翻する原子力関連

上の立場からは︑開発資金が巨額

とが重硬である︒開発の冒的と輪

の技術途上国的な腰輿は︑現蕉の

的な技術強靱のことき︑これまで

新技術開発で新

の新技術こそ︑わが国がもち

であればあるほど︑その使途は明

の全恩讐はこれに参加する関係衡

郭が會癒されれば︑その計画遂行

く

うる胃酸な翼源と考えるべき

あるが︑同時に未知の分野の開拓

確でなければならないのは当然で

その不確定要繁を吸収しうる

愚蒙視野に立ち︑かつ︑弾力性の

していくへきであり︑さらにその

脚

」2
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（原研J｝）DR動轡再処理工場聞輸送用，

たな予算零度を

などのような新技術聞発は︑

である︒動力炉開発︑核融合

ような新たな箏糠制度と開発

であり︑これが成功の璽璽な鍵で

発拡大に即憾アるための生口能力

ある予籏上の配懸が歴葬とも必要

遂行し響ない︒

立脚して︑内外で開発が推進され

藤義への四民の理解なしでは

秋極的に閑発し︑利罵するために

新一刊産韓蠣
墾介讐蔀輩ハ
いくことこそ︑國際社翁において

十円︒購入希望蕎は馬騎・業

研究的性格から必然的にあらわれ

の亮実に際しても大きな静劇投資

あることを正しく評価︑理解しな

が必襲とされる︒また核夢裡の蜜

原子力に鍛徴されるいわゆるビ

ている慮水炉︑試製ガス炉など斬

る技術の枝分れについても柔軟に

型蜘について︑わが騰としてその

対応しうる体制を確立せねばなら

て︑際子力固有のクリ⁝ンな資質

ければならない︒また︑開発上の

は︑総命的︑長期的視野に立脚し
不確定饗素が施設の安全性に対す

であることを︑嶺肇蕎はもとよ

ッグ・サイエンスは︑その開発酎

わが国が雲路を蔽い出していく道

爾の遜行に日額の蟹金を要し︑そ

務課︵電熱五九一一六一二

ﾖC
ン螢源の揆鉱に関する金属鉱業甥

り︑国全体が強く嗣覚すべきであ

定供給確保のためにも︑海外ウラ

ない︒研究關発計画に対する隅民

集用化の推進にいかに対処すべき

る危恨を誘発することになってい

業縢による成功払い融資制度の強

を十二分に発議させる方策を確立

れ自体が医業醜性格をもつために

る︒

のなされることが肝要である︒

のアクセプタンスを欝るために

か︑国の政策として︑穂力的検討
は︑そのような不一目要素を愈む

から︑長期的に環境の保金︑核燃

るが︑園民金然にこの開発慧義を

日本建設工業株式会社

＠放射性廃棄物処理設備

9

することが駅要である．この照隠
理解していただくだめに︑その開
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再冠水︵LOCA︶解析に成果

し新規研究諜題にとり組んでい

煕

栄

炉出力は落ちるが︑燃料内の核分

趨ると︑炉の緊懲傾止慕醗が働き

においては︑一次系配籔の破断が

この一無間の安金性研究の逸展

裂生成物︵FP︶の崩腰熱による ら︑燗別曲な環象の解明には趨当

つづき︑四十九鎌十二月に︑原研

破撫を招き︑FPが原子炉格納容 と水簸気との︑いわゆる金鯛！水

の結粟として︑燃籾被覆簿の一部

四十九年一月に晃成し︑十月まで

というような繕祭がある︒しか

勤累を醒める働きが期待で誉る︑

納駆などから成り︑それらが燃料

抗を模凝した模鞭抵抗認︑模凝格

蟹の外測に一一クロム線を巻き︑外

立って︑予備実験として聡明石英

戒し︑機器の調整の後︑本葵験に

発熱膿の魎方膚の発熱分布は︑

階段状に変化させ︑近似的にはC
爾冠水の研究は︑LOCA鯖に

OS状分布となるように設醗され
ECCSが僅動して︑蝉心が再び

水過程の熱水力量象に関する実験

の現験を︑鍛も確からしく予側で

冷翻水に漫されて行く再冠水過程

に皆済して輝度変化を測定した︒

に︑醗六燭の熱繍対を発熱体表薗

心部と︑聾心から上下ほぼ対称

ている︒そして発熱極の軸方潮中

単純に毒えれば︑下部からの冷

きるコードの開発のために︑再冠

データを響ることが目的である︒

慶︑蝉心におけるECC水の流 輿験饒醗は︑PWRを爆℃た
碧水の上昇に伴い︑階閥の経過と

からしく予測する万法を完成して

堅めながら︑再冠水現象を鍛も確

析用醗籔コードの開発を並行して

による実験︑基礎モデル実験︑解

以上のような︑塞鍵盤テスト部

を作成した︒

再冠水一次元伝麟流動解析コード

ル化し︑流働モデルを墓礎とした

この競鍛から︑流動状螺をモテ

び宏る︒

とちぎれて液塊となり︑上都に飛

に応じて伸び︑ある程度長くなる

れる︒この液柱は︑注入水の流醗

面から注入水が離れ液柱が形成さ

デンフロスト現象︶が生じ︑伝熱

水がはじきとばされる現象︵ライ

沸騰を生じ︑魎混の慣熟面では︑

それによると︑注入水は下部で核

ら注入し︑流動状態を観察した︒

部加熱の状態で内郎に水を下部か

に二十二回の放出爽験を行った︒

違結されている◎

アセンブリを双聞したテスト部に
ROSA1豆での試験冒的は︑し
第︑これはあく謹でもROSA一
一に︑働蟻魚子の欄別的影響を調 π綾齪におけるある実験条件の下

入った︒本実験は︑次の一ろのモ

魔については︑もっと詳細な爽験

水が到選した後の炉心懸慶はどの

ードによる遼転によって逸められ

の結果であって︑ECCSの蕎効実験室麗は︑四十九駕六月に三重
べるための試験︑側えぱ︑ECC
ようになるか︑ECC水の流動経や解析を行ってみなければ︑定羅

材を注入して︑システム効果をみ

蝋純化した条件でのデータを冷却

の冷却耀を縢擬注入する実験で︑

る︒第一は︑テスト部へ一驚流鰍

路はどうであるか︑露遠類のEC 的な絡論は下せない︒

CSを個六に作動させた購の効累
再冠水熱熱流動

解析コード作成

はどうか︑ECCSの効粟に対し

て破断ロの慨躍︑大きさがどのよ

うに影響するか︑等汝である︒第

の情報を蓄積

ECCS機能

る︒

鐘について述べてみよう︒

次にLOCAに関する樋別的研
る実験である︒現蕉は第一モード
二に輿炉を模擬する試験︑第鷹に
程︵ブローダウン︶から︑ECC袴効なECCSの開窺のための試
冷却材喪炎照故︵LOCA︶階
究の中から︑燃繕傭の罵冠水の研 の実験の中途にある︒

加齢⁝編劉繍⁝中村

ECCS計算コー ド 開 発 も
原子力婁農会は︑昭秘幽十七年

六月︑原子力開発利鯖擾期翫画の

Sが作動して炉心が再び水に漫る 験が計藏されている︒現在は第一

を冤ると︑四十八鋸慶に鱗季した

でない︒このため︑ブローダウン

︵再埋水︶法での螺料の温度上農 の個別的影響の試験の中印にあ

全性についての体系的な爽証研究
新規研究計画が︑農躍の完成をみ
発黙等は残る︒このだめ︑冷却材

水の研究が翼施されている︒ま

購の伝熱流動翼験︑燃料依の再冠

る︒

の推逸に関する基本的脅え方を開
て爽験を開始する段階となり︑遂

た炉心の燃籾は温度が上興し︑そ

の流出によって冷罰能力の低下し

改訂に際して︑総禽的な原子炉安

承した︒これを懸けて興体的な翫

が注冒されよう︒四十八鎌に引き

次データが蓄穂されつつあること

を試験する総軍筋なものであるか

部食で審議が行われ︑それまでに

画策定のために・環塊︒安全膵門

は︑康子力安全性研究成榮報衝会

だ︑LOCA階の燃料被覆蟹材料この段階でも︑燃料の二面温

料再処理︑放射性廃調物処理処分

箋施してきた安金性研究を︑核燃

いく︒

る︒

まだ・PWRの炉心では︑LO
慶の慧愚な降下が冤られるわけで

ともに下部から頓次︑燃料蓑薗漏

反応の解明の研究も遮めている︒

ンブリと模凝システム機器を有す

羅内に放出されるという一連の経

いて罪常に斜懸な早月︑デ⁝タが

路︑ECCSの単独機能などにつ
ものであり︑実鍵の模凝燃料アセ

撮像へ流動するクロスフロー現象

CA・欝冠水時に︑冷却水が半径

さらに︑この異験的研究のほか

ある︒案験の継果では︑定性的に

過をとることが薄えられる︒しか

概略の煙向としてはそのような現

を閣催し︑逸継しつつある研究の

に︑LOCA時の昆CCSの
能つつある︒例えば︑破断欝
得性
られ

中から二︑三の成聚を紹介した︒

し︑披覆衝に過熱による破損が生

四本の発勲樺を四角配列にしたも

る︒換麗燃麟アセンブリは︑四×

の中に再講成︑体系化し︑譜灘簗
この小文では︑これらを禽めて

径を三七・五︑ザ姻︑圧力容器入口

そのための実験研究も計画してい

を袴醸しなければならないので︑

じなければFPの放出は避けられ を解析し︑定められた安盆基準に

鐙を承すが︑テスト部上部が中央

原研の安全性研究の逸展の概璽を

ので︑各々の発熟擬は顧流により

部よりも躍く冷却される現象も毘

配箇の雨端破断について︑蓄圧注

られた︒これらについてはさらに

計簾コードの闘発も糟力的に趨め

入する非常姫心冷邪装躍︵ECCられている︒

するため︑炉心に冷却用の水を注

るので︑LOCAの影羅を小さく
適下しているかどうかを評略する

想定事故解明と

トピック鮒に細介したい︒

PCI︶を組禽せ作動させた煽器は︑ダウンカマーを模凝した配

入系︵ACC︶と低圧注入系︵L
隠接加熱される︒模凝システム機

を含む広鑓な原子力発醗システム

の方向づけを行った︒

一方︑聞本原子力研究箭は︑総
合的かつ公共的な原乎力の研究総
目機蘭であるという性格から︑瞬

評価解析に集中

再冠水摺醗糠コードの揮発に先

多くの実験を試みる︒

ノワンノ！ノ！ノZ老ンンノ！ノ！⁝多多ノ！一■多づノ！ン多多ーノノ7多ーシン！！！！！ノ多！チノ

て研究が遜乱していることを付醗

昭和四十九隼八月︑原子力委鰻

◇

ってチャンネルボックスがないの しておく︒
で︑冷都材の流鋤と燃料温度の醗

般的な兇嚇しが行われ︑また︑安

分撞の一過を凹めた蜜全研究の全

糠

麟藤

〈安心を拡げる粟額運動〉

が國蒙的蝿地から魍手しておくべ

さて︑ROSA一狂装躍は現在
合︑ACCから兜蟹注水させるこ魑︑上部プレナム機凝窒閻︑嚢
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どを薄卸して・BWRとPW飛に
とよる熟除張︑ということにな

につき︑それぞれ︑￡CCS灘価る︒わが国でも︑わが圏独自の観

これが8WRとシステムの構成が会は原子炉施設箸安金研究騨門部

点をもり込んだECCS擢針躍の
騨を切り離すことが困難であり︑

異なる主要点である︒PWR用コ会を常設の機関として設羅し︑工

酎を鵬乱した︒そこでは︑原子炉

雛脇安全研究について総舎離な極

単なる鍵愈ではなく︑システムと

まず・BWR爾コードシステムステムの開発は︑燧々のコードの

全研究の成果の騨価と湧絹︑安全

窃

十分対応できるよう
お宅のご契約額か
適正かどうかを
ぜひお確かめ
ください。

聞

産
た研究計画は︑LOCAが発生し

なと）

群烏コードシステムの闘発は︑

ている段階である︒

ードは現在プログラミングを行っ

ECCS掴針は︑墓雌と騨価モデ
は︑ブローダウン中の冷却材の雛

して機能するように開発の方向づ

研究の國際協力など︑広縄な検討

原子力が︑広く社会に受入れら

る︒

れるエネルギー源としての地位を

確保する立騰から︑より一翻の原
ら︑LOCAに閲起した瓢︑三の

を鱗むものである︒

活動中！

S︶が設けられているわけである︒

原研の蜜盆性研究では︑原子炉

《B、、R−FLI￡C｝…T

簾定が態められてきた︒

ドに糧み込むかに努力が幻出され

のECCS掴針鐙に従って作成さ
この騨鑓モデルをどのようにコー
れる︒アメリカでは︑一九七三庫

動と︑炉心での実効熱伝達係数を

けをしている︒

軽水炉のECCS評頒コードシ
安全の理念に沿って︑圃と民間の

ルとに大別できる︒塾躍は澱腐被

計嫁するループコード︑再冠水過

十二月二十八日にECCS指針を
るわけである︒

覆蟹鉢山︑簸退嬰寒冬酸化︑醗麗

程を解析する再冠水コード︑これ

翻定︑灘表した︒それによると︑

水爽発生器︑冷駕可能形状︑長期

らのコードによって解析された冷

な評価と活用を

がすすめられることになってい
間冷却の五項國について定められ

却材の挙動と︑ECCSの性能を

研究成果の適確
ている︒評価モデルは︑想定され

子炉の安全性や儲頼性の向上をは

確立するためには︑公擬の蜜金を
ヒートアップコード・の三つから

燃料簗舎体の餐部漏度を謝労する

研究に対象を絞って︑境状を略述

に︑安全研究の成巣が︑適確に騨

かることが慧務である︒このため

以上・原研の安全性研究の中か
系︑と定義されるが︑掴剣では・

動を騨糊するために醗騨を行う体

なる︒土塗︑罵冠水コードを除い

した︒しかし︑原子炉の健全性確

るLOCA期闇中の原子炉系の蟻
組み憶わせて︑任愈の出力密農の

騨価モデルの必嚢＋分条件などが

保の縫製からは定常蒔︑過渡蒔の
燃料体や圧力バウンダリの研究の
PWR用コードシステムは︑B
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き闇題を先駆りし︑解渓し︑国の

の想冠購故の現象の解明と解価解

だ二三のECCSの作動状況と︑

はPWRを模擬したものであり︑ とによって︑LPC工による冷部発生隠︑ポンプ︑配下系の流体抵
原研におけるLOCAに関連し

ための研究を逸めるべきであると

安全纂雌および安金騨価に澱する

ECCSの効累に影禦を及ぼす諸
鰹畢を明らかにする試験研究︑す

コードの開発

コードシステムの開発を逸めてい

さて︑LOCAに関する研究の
る︒
を騨価するコードの關発は細工な
ものである︒

蜜金解析上必要なコードには︑

騨価コードとベストエスティメー
ト・コードとがある︒評価コード
は︑纂煎となるモデルは︑いくつ
かの保守的な潮握や仮定を含んだ
ものであり︑したがって趾獅の糖
果も︑実際に起こるであろうもの
よりは傑守的になっているはずで
ある︒これは原子炉の蜜全性を判

る︒一方︑ベストエスティメート

断する基雌として必平なものであ

・コ玉ドは︑趨こるであろう巖も

て他の二つのコードのテストラン

WRと似たようなループコード︑ 璽嚢性も当然のことであり︑閲遮

の大環冒のみを列挙すると︑LO が蟹行中である︒
CA階の熟源︑被覆管のスウェリ

気心水コード︑炉心コードとから

緬され︑効率的に濡用されること

かなり地細に述べられている︒そ

ングと破損ならびに燃緋極の熱的

機関との協力を含めて原研におい

パラメータ︑ブローダウン麗象︑

安心を拡げるお手伝い……

氏

村
中

εCCS評価 や︑鷺CCSの作動原理の二塁なブローダウン後の環象一8CCSなる◎PWRの炉心はBWRと興

いる︒想冠聯戯としては︑一次冷

析に︑かなりの勢力が集甲されて

却系配箇の破断による冷却材喪失

なわちROSA〜五謝画がその主

これらの塾盤に立って︑原研は

言える︒

原争力婁蝋会が策定した体系的︑

麟故と︑異常な反応慶の投入によ

ECCS人験チータ

OSAi計画は︑冷却材魍失過
中で︑LOCA聴の猛CCS性
能らの寡黙コードは︑わが国
これ

翼証朗な蜜盆性研究のかなりの部

」一ド

力

原

RC｝韮一B

体をなすものである︒しかし︑R

・アノブ

る原子炉炭応度一階がとり上げら

解析コードで討算された流動パターン模式図

分を︑分担実施することとなり︑
れている︒
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局所応力など
が原因と推定
配管調査で頒薩憲

を切断して群細に調べた竹馬︑轡

囲不明部位の瘤添は・問題の舗駈

懸充実させる対策を講ずる︑とし

強化など遡転中の監視︑点検を一

の機雛︑配蟹からの瀾洩水の監視

滞の防止を圓る一方︑格納容羅内

弩機の磁欝波探鰯試験による原 り蟹の癒力の癒減と管内の水の爆

薄瞳詞など山橘獅開を掲げてい

の推進ほか関係行政機関あり方の

ついては蜜金・環境国策技術解職

についても隠顕に論難︑原子力に

糠纏威に当たっての重点露礁蟹項

運転︒試運転中の沸騰水型原子炉

九月から十一月にかけてわが國で

福島︑浜岡欝欝については昨無

安全管理郡長︶︑出県登︵公二瀬

樫泌附体連含会︵土光敏央脚
長︶は蒼鉛十二月二十四脳の理箏

余で覇面のエネルギー政策への

か関係各鱈庁大麗および鍛︒参二

襲望偏をとりまとめ︑霊六総理ほ

わが醐のエネルギー糟饗はこれ
まで大郎分を石納でカバー︑しか
もそのほとんどが鋪門田蒋といっ
た格好︒このため︑一昨鋸歯の麗
癌圏による生癒削減・欝鮪といっ
た︑いわゆる﹃石舶危機舳は︑わ
が国経済に癌糧を与えた︒要噸ば
こうした慧禾認識のもとに︑今後
のエネルギー対篤としては︑さし
あたりはひき続き省曲資源の垂垂
確認で努力が必要としながらも︑

て石粕の輸入依存麗低下を顯るこ

鐸期的には消魂の籔減などによっ

とが罠彌だ︑と侶摘︒こうした節

に飛わるエネルギー源開発利用を

約を効異的なものとするには石油

灘罐的に促進する必要があるなど
とし︑摂期酌にみても自適な原子
力開発の推進に霊力を注ぐべきだ

し︑エネルギー問題の璽嬰性から

と強調している︒同勝に政府に対

号が初臨界

するなど罐濫開発特別会計交付金

地域整擶のための掻定地点昂告示

隼十月から施行されたことに伴い

法などいわゆる灘源開発三法が昨

政輝は発議用施設周辺地域整備

蹴源開発三法

︐り整備軋影画申請

福井など三舞か

馬護備を保衛することになる︒

台計約藤織五十万KWの原子力発

遡閣すれば同被としては四つ欝︑

瓢を運開させており︑筒浜二弩が

二署のほか雨曇十一月には羅瓜一

なお圖社はこれまでに美浜一︑

る︒

り︑運開が蓉干ズレ込む公算もあ

って試験にはより擬璽を期してお

同発電所一署機の二陣働などもあ

もち込めるものとみられているが

初予定の七月には営業運転開始へ

を級行ずる計爾︒順鯛にいけば嶺

レベル測定︑強磁負荷など講試験

調趣ほか原子炉二郷系統︑放鰯線

上げながら雛駈機系統やタービン

擾好︒引続き出力レベルを徐々に

特性試験座進めているが︑詩賦ぼ

社はその後︑ゼロ出力による各種

三階四十五分初臨騨に達した︒同

KW︶が・昨年丁二月二十田年筏

更機︵驚R︑出力八十二万六千

関西二品の窩瓜原話力発織豊二

七月運開へ

Φ︒

内醗からのひびによるものと閥

い配蟹に取鋳えて修復︑蟹の製作

月二十五B︑東崇電力禰騰第一原 される㊤澗発電所とも︑今後新し

六瑳の冷却水再循環系バイパス配

ている︒

煽工と溶接旛黙黙理を慎婁に懸樋

影響などが璽なって生じたと抵定

拠力発懸所一辱機および巾部羅力

させるとともに︑聖画の検蛋後︑

﹁環境放射線モニタリング帯爽評 懸紅熟整描〃の浮体化に乗り幽し

生院放射線衛生学部長︶︑山騎文

﹁将来エネルギー省の新設をメド

⁝関電高浜二

明︒これは局所約応力と水の鯵滞

浜匙原子力調戯所一辱機の蕎循環

絵の点検の際︑

通産省澱源エネルギー庁は十二

系バイパス配属の調蛮溝渠につい

運癒を認める轍今後はバイパス配

異常が見つかっていたもの︒

だもの︒原子力婁員会としては中

男︵原研遡箏︶︑特主訴議参加轡

などの

て発嚢した︒それによると︑①福

管の弁を開いて運転することによ

央解衝機構を蟻四八一部鼠として

鎌会議を発足させ︑各貧庁緊欝な

ルギ仁政筏を轡署し︑とくに三子

達盤のもとと︑統一的な帖⁝︐禽工象

の開発に関する国の方野を早急に

力をはじめとする代箒ユネルギー

いる︒

確立︑展閣されたい︸と蟹差して

ネルギー対籏袋縫会︵松椴宗

答がとりまとめられたのを機に︑

ちので︑総合エネルギー陶齋象報

鐙郷︶を中心に検討を近めでいた

委

璽響は讐二連が昨無憂眠鷹︑エ

れした︒

て岡要蝦の雛処方について鶴し入

〜方︑冬省庁開係部局にもあわせ に︑当両総理総目のエネルギー閣

院︑藤罠党など関係筋に建謹する

にじみ

および浜岡

にじみ

韓門部会構戚礁は次のとおり︒

樋騨門部象﹂の設羅を決めた︒原

発燈させ︑43来のあり万について 嘩岩上二郎︵茨城藁凝議︶︑中川

かにしたもの︒

脇一色機の

にふれるだけに︑同懇談会の方向

山田太三郎︵摸藪原子力婁腿︶

子力施設周辺環境のモニタリング

庁叢嘗︑傍藤宗一郎搬戯貌閨門︑

連

ついて経藏翼としての箋えを明ら

づけに大きな期待が訂せられそ

穴郎︵図立遡伝単研形質避伝部

紬梁を評価するための中央騨価機

は活動状況を勘謁しながら蟹羅し

筒坊隆原子力募金斜究協会研究蚕

団

夫へ敦賀南長︶︒

規制﹂を撮罪する科学技術庁によ
うだ︒

山幸興︵盛大教擾︶︑北嵐隆︵瓢

次︵闘一気愛協会研究所擬︶︑桂

躍境衛璽第二研究蜜長︶︑大田正

薦川目漬︵放隈研耀蠣徳盗研究部

る現行の二鴛的な行政機構をどう

環境評価で専門部会

湖穴教擾︶︑齊藤信騰︵更大教

欝謙会や原墜白日殿会式処理施設

長︶︑敦賀花入︵藁海区水溝研放

の性格をめぐって

構については︑これ墓でに放雛線

子力が抱える譜課題の解淡を政府

鰍長︑永谷農炎掴艸県大落剛還︑

経

ていきだいとしてhる︒
脚門部会の灘査審議は①原峯力

組み込んでいくかも焦点になろ
う︒そして原子力行政機構の立て

ニタリング計函の慰議②編道瞳擬

施設周辺環麗モニタリング結異の

についても︑三期計画の覧薩しを

からの要講に騒つくモ馬身リング

薩しと併せ︑ポスト石繍の電刀供

舗識を呼びそうだQこれと関運づ 迫られるのは必肇の三江︒いずれ

に関する捲翻肋叢︑など︒響門部

総台的騨価②駕価の蔚提となるモ

にせよ大周朗な兇地から︑わが国

会の靭盆歩け近く開かれる予定︒

給の主力を商う原子力芝鱈の翫瞬

けて﹁総合エネルギー政策の中の
の総合的な原子力政策携逓の根聯

構想では︑懇醗金は腰子闇闇遮
の学界︑目語騨などから学識経験
原子力発耀﹂を担当する適薩雀と

構成とし︑半俸か一駕がかりで︑

隊

原乎力行政のあり方︑機構などを

酎議する︒
懇談会は︑﹁むつ﹂問題をきっ
かけにその必要性が強く叫ばれて
いるわが國の原子力行政の抜茶約
な改革に取り組むことになるが︑

授︶︑漿冠正利︵興北穴教擾︶︑

原子刀婁顔会は十二月二十四臼

安全審萱騨門部金の霧灘でその必

射鮨部長︶︑町田貞︵更教大理学

体制整備に主眼

た原子力行政機構の改革③原雨晒
原子刀施設周辺環臆の放射線モニ

要性が指摘されて灘ており︑原子

部長︶︑認永一郎︵原研僚鰹物理

近 く
初会合

開発翫画の兇罰し︑などになると
タリングの計画とその結果の総台

論賛の儒彊を揖る評

轟鵬洋一︵庚工大教擾︶︑田島弥

みられる︒

力婁贋会が

は︑これまでにも

田添原子力漢業会識の新琿癌醐

にせまり︑民脇に訴え︑エネルギ

駒桝健一郎日立製作二会擬︑岩動

府の諮闇機閲である原子力簾金

原子力蹴醐推進にあたっての政

醜な騨緬について審議するため︑

り方の検謝②実用化重代に対応し

﹇原子力の研窯開発︑安全研究︑

薔七︑八人ないし十人程度の婁璽

た︒

総理府に麟務周が躍かれることになる︒
原子力行政問題懇談会の醗醗は

十二月二十七臼︑閣議後の配蕎会
兇で佐汝木回武科学技術庁長螺が
明らかにしたもの︒原乎力船﹁む
つ﹂の放射線漏れ聯故の原礁野芝

にあたる﹁むつ﹂放射線漏れ難題
調査委璽金が技術的側面から検討
に入っているのに対し︑轟初これ
と並行して逸める予定だった原子
力行政の抜本的な洗い翻しは政権
交代のあおりを受けて孚つかずの

べきだとする懸兇もあり︑改めて

﹁むつ﹂放射線漏れ問題調査婁鰻会︵婁醐長・大山綴蕪璽工大教授︶と同横に薗相の諮間機関とし︑

せ︑開発体潮のあり方など本格的な冤隠しに入ることになった︒問懇談会は︑昨無十一月に雛足した

を明らかにしていたが︑近く学識経験蕎などで構成する﹁原子力行政問題懇談会一︵仮称︶を発建さ

原子力船門むつ﹂の放鮒線漏れ問題を契機に︑政覆は︑昨秋来︑原子力開発体制を再横肘する考え

原子力委含め機構改組も

審議機関 近 く 発 足 編

冊

まま遅れていた︒佐六木蔓窟は閣 論議の中心は①原子力婁興会のあ
識に究立ち︑鐵塵隠蠣のもとに第
三衡的な立場の酸隅のメンバーに
より︑懸纂となっている原芋力行
政のあり方などを横酎するための
懇隈会を︑薪遜単六にも溌足させ
るよう一二木善相に進欝︑同愈を得

行政機関として各

交換餐は一月六日︑東察・千江田

ー愛機を軽からしめる必罰がある

道行参議院議員の各氏があいさつ

実を薦める声も熱きかった︒また

予郷編成期とあって閲係予算の充

大半は教膏文化施殺および道路整

と︑叢叢はそれぞれまち濠ちだが

地元住民ら福鵬地裁に

などを指摘︑原子炉籍規制法に違

安金慰査の欠娼︑温排水の危険性

で五か所︒各署整備翫画築による

出されたもので︑対無地城は三興

擁搾︑癌鵬︑夢語の三興から握

三件の串講があった︒

を受付けているが︑昨年榔までに
発の佳曙は鐵の類いことだがこれ

原子力発鍛所をかかえる永谷大飯

反しているとして詐湾の取り丸し

締︒三県愈副で十惣円近くが聚付

交付に係わる地縛轄備謝鱈の幽謂
︵蕪雑︶︒しかし不況期を迎えて

なくしては郷．﹂とも始められな

町長は︑原子力の安盒吐けさまざ

を求めている︒原子炉設置許可取

にもそれぞれの計画を検討︑交付

される見込みだが︑政府は一月中

なお岡引饗では昭稲五十蕉度予
の庫隅けに加えて︑原識力開発が

い︒そしてひとたび再出発するこ

まな立標から講じられなければな

︵徳島県双菓郡﹀の原子炉設置許 り消し訴訟は係講中の傑方︑束源

璽崇電力福畠第二原子力発鳳所

舗二に次いで三番目︒第一回口頭

わが門エネルギー敢策のあり方に

昨奪来大厳く据らいでいるだけに

とができたならば︑今後はかえっ

らないと前無きして︑環薩︑胆力

弁論は四月二十八田頃同地戯︵佐

軍太爽へ擾＃凝知嘆︶︑矢部知懇

羅総隈をもたせる

区の蹴が関ビル・プラザホールで

と袴えたからだ︒われわれは原子

に立ち︑職しい今後の贋子力開発

こうした巾で薙凱のあいさつに

て原子力開発を金面的に逸める晒

会祉︑関係省庁が穴飯町に示した

可に反対する小野田三蔵さんら地

圏

日本原子力産業会議灘鷲欝欝痂幽幽讃

産

力

原

騰轡

催された︒原子力騨あげての恒例

ために・まず間発嫁制の立て臨し

力に対する薩民の不信を圃優する

に立ち向う抱負や決春を述べたが

﹁入

れわたった道が開かれるものと欝

死住民四首四人は一月七日︑三木

内外の原チ力嗣発動向を、体系的にわかりやすく解説するととも
に、内外関係機関の活動状況を網羅♂また、核兵器不鉱散条約に関
する条文、世界の原子炉一覧など関係資料を収録。さらに、産業界
各社の原チ力関係役職者を掲載．

＝
掲ピ

行所とあって︑例無を上回る約六

から始めなければならない︒再出

立った萄沢広縁原産芸長は︑

ずる︒黙認は罵田発の無であると

穂極的な隠し難いの蔭鰺と親身の

所に提出したQ訴状では総命的な

庫は原子力開雛にとって不運な鎌

協力を他の地物にも向けるならば

福島第二原発の
許可取消し提訴

であった︒しかしわれわれはこの

であろう﹂と力強くその決惣を謬

岡時に︑摘を転じて櫃となす好機

藤38夫裁判藻︶で行なわれる畢 金交矧のための手続きをとる段ど

参会蓄の表憎は心なしか堅い︒

問題に原論力で対応せねばならな

不還を超えて︑困難なエネルギー

を求める行政訴訟を櫃島地方裁判

鹸膿を梱手どり設羅許可取り消し

りだ︒

と翻からの纒験を交えて語った◎

興趣の解渓は不異能ではあるまい

箆︒

ひきつづ港先々木概武科学捜術

った︒

原子力時代の必携書！

総理主宰の閣僚会議発足も

い︒原薩は昨鋸︑原子力閃発瀦用

送料￥300

￥4，300

ミア

ポが

託

実行翫羅をまとめたが︑それは原

T度

昭和

＊内外の原子力情勢を総合的に解説

好評発売中

エネルギー問題で要望

ワ

百名の多彩な蘭ぶれがつめかけた

有沢会長が再出発よびかけ
名刺交換会
原塵の薪鐙

O

開発への決意新たに

急ぎ総合政策樹立を

@ @ @@
@ @ @
@ @ @
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ワシントン特瑚鷹に設照される暫
前楽大統領が咋畔年論ハ月轟甲震愉神話囚を

にしたところによると︑ニクソン

る準備がなきれていないことが︑

比較的大規換な宛買契約を作成す

と︑原子力発磯所建設にかかわる

イスラエル引回笹の説明による

イスラエ ル外相が表明

製陶A

が︑当 分 の 間 E R D A の 箇脳は︑
メリーランド嬢ジャーマンタウン

定購携所で業務を麗黙するものと
訪嫁した際︑エシプトとイスラエ
発薩閉頃子炉の購人に関心をもつ

の現行AEC職員の多くとともに 来国運省筋が昨輩十二月明らか

みられている︒しかし︑正式な本
ルに原子炉供給を約熱したことに

一▼凸▼∩蓋▽ム？晋111

︵出力二十17万

十三田︑累

スーパー・フェニックス

ラエルが来圃から唖子炉の供給を

子炉供徐にかなりの批判があるだ

また︑来譲会ではエシプトへの織

亟ドイツ簸大手の電力会社RW

かにし︑現行のO・二％を幽幽七

無

轡

一

急︾︑

へ簸鉾航繊 歯

鎌載㌶．

講︐

μ︐

〆

謬
﹃

沼

8

〆／

7／

灘難

西独ビブリスA原発

世界最大の出
力運転に成功

予断を許ざない状況た︒

は︑中東紛象の成り行きと団時に

の原子炉供給聞顕の決肖がつくの

め︑エジプト︑イスラエル両圃へ

受けた鵜合︑核貢盟圓けプルトニ
ウムを霊産する司能性をもってい
るとみられるディモ⁝ナ研究炉を
はしめ︑すべての原子力施設を国
際鳶察のもとに置かなければなら

米罰はエジプト︑イスラエル両

なくなるためと鑑細している︒

国に頑子蝉を侠給する無件として

来の原．†力施歳を圏際殿罫力機関

爾国の原子力発電所とすへての将

契約廃棄濃度鎚

である︒

で︑出力規摸において醗大のもの

巌界で避止串の原子力発雌所の中

したという︒なお︑ビプリスAは

力を上圓る酉二十六万KWを詑録

出力逓転試験では設㎡叢六出力鮨

て百万KW出力に達し︑今厨の金

運転を続け︑十月一一十八田に初め

月十六日に臨界︑その観拙力上越

運転に成功した︒同原発は昨卑ヒ

WR︶は昨奪十二月初め︑金出力

R所有のビブリスA原子力発露所
︵IAEA︑などの囲際査察のも
︵最大出力璽一十万四千KW︑P
とで︑厳重な保隙措灘受け入れに

両国が同慧することを藤沢してい
た︒この要求に対し︑エシプトは
受け入れの姿艶を承していたもの
の︑イスラエルは受け入れ拒藷の
轡厘を表明してきた︒

イスラエルは米糠炉のエジプト
供給には反鮒の懲を表わさないと

スラエルが保阪摺灘条伴を璽け入

みられているが︑エシプトは︑イ

れない限りは米国がイスラエルに
康．＋炉を供絵することにあくまで

を引き上げへ嶽
一月六曜︑ウラン濃縮役務の契約

米瑚原子力委獄食︵A8C︶は

エルが原了炉購入に関心をもって

も反対している︒しかし︑イスラ

エジプトへの原子炉供給に反対し

いないと表明したことは︑豪燭の

が︑一方ではエジプトが楽国たけ

廃藁濃度を引き士げる計画を明ら
醒する予定だが︑フェニックスの

月﹁日からO・一一七五％に︑また

にすると発表した︒

一九八︸葎七月一闘からO・三％
うか疑間た︑とみるむきもある︒

から綴子炉購入を璽んでいるかど

エシプトについては︑ソ運が出

初めには建設・管工の最終決定が
なされるものとみられている︒

成功裡な運蔽実績からみて︑今無

︵出力颪二十万KW︶の難設に恋 ているあらわれとの見方副もある

蛸炉

転実績を考慮した後︑商用縄速槽

フランスは︑フェニックスの運

九％︒

開における平均農荷輩は七五・六

た︒士罵一日まての定常運転期

匹田から定犠運転を開始してい

二日に全出力運転に入り︑七月十

年八月三十⁝田臨界︑昨隼三月十

当するもの◎フェニックスは一昨

闇に換算すると延べ四千階間に相

この磁力醗は︑全出力運転継続時

績鷺力駅十偲KWhを達成した︒

KW︶は昨隼十二畳

フェエックス

金出力逓転中の醐趣逆殖炉原型炉

仏マルクール原子力センターで

仏フェニックス

Whを達成

累積10億K

部設鷹の蒔期︑場断については明

らかにされていない︒また︑NR ついて︑イスラエルは現窪︑聚隙

もっていないと誤明したという︒

からの発醗用原子炉購入に関心を

特別区に設躍されるが︑最終的に
この表明は︑イスラエルのアロン

Cについても暫定的にワシントン

はメリーランド州ベセスダが瞬補
外相がキッシンジャー※園務撃茎
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原子力安 全 局 を 輪 舞

﹁行政機構の薪期設は一切調めな より︑科技庁設躍法改斑寮を今通

康子力安全周の新殴については

常国会に提出し︑七月︸霞をメド

筒石長二名を廃止し︑安全局に次

振答え︑一名を廃kする②原川開

学審議蜜一犠を原子力安逸局長に

なった︒機構の改正に傑ない①科

子力安全局に四謙を設けることに

鋤m㊨鋤の鋤

口

醐

轡幡鋤ゆ勘
理

振囎

輝国灘麟

﹂鮭糟．
簾．﹂力笈全局長G

ど﹁原子力魔業薪闘﹂昭和㎎十

臼本験子力塵業会議はこのほ

のでお早めに原渡・新聞繰まで

向きは︑部数に限りがあります

のであります︒購入をご希望の

て︑ひろくご酒嗣いただけるも

藁鷺藁灘籔懲海霧W

の沼本を作成しました︒この含

九無版︵七〇梅暦〜七五五弩︶

七千円︵送料とも︶

百万陽などが醗上︒放樹能測定調

一部

お申し込みください︒

の原峯力の流れをとらえる総艶

本は︑激しく揺れた昨年一鎌閥

董研號七憾二千八百万円︵四〇％

臼本原予力薩鰹瓜議

二十六名が核西台関係に劇りあて

の原子力問題を兇薩す磁料とし

として︑また内外に趨った個々

られる︵五十礒末書膿二千二百三

究九璽

増︶︑国宣誠験研究機閲の試験研

千九爵万円︑民聞への原

＋六人︶︒鋤力炉・核燃料開発攣

子力研究難三億八千五筥万円︑

理研での原子刀研究に三竿八千万

舶︒動

円︵蟹二等六千八菅万円︶︑その

二名︑実質増捌は齎八十一

業団は二菖瞬＆増に附し削減二十

力炉部門に六十

他六懸千二百万円などが主な予舞

一．名器処理部門に

の増顔が認められた︵問二千七＋

八十二名︑核燃料部門に三十七名

l︶︒このほかB本原子力船蘭 製項となっている︒

伴ない二十人の船齢威を生じ︑醐

発窮業曝では︑出力鍵験の申止に

電源立地健瀧対策交付金二百二十

入が一瓢酉五億二颪万円で︑歳出は

懸源開発促遊対簾特別会謝は歳

三％︑二億八千五筥万円の楢︑サ

上されている︒

等強化五懸五千八百万円などが計

七千山ハ酉万田N︶︑原子力安金対簾

八千八着万円︵うち原子力は一億
ぷ

円︑躍勧業雌健遊対策調査蟹四癒

安全性確舗誠験十五偲四千八薦万

十五億七千八哲万円︑原子力発餓

菅万円︑原子力発蹴僑頼性調蛮二

力安金対策等交付金±点語七千二

落二十二懸五千八百万円︶︑原子

︵岡酉⁝一十灘人︶︒旧藩となって 八偬八千穏万円︵うち原子力閥係

戯二名と合わせ二十二名の酬頗

いた放射性廃愚物処理処分センタ
ーは特殊法人設立が認められず︑
見送りとなった︒なお科技庁附鵬
機関の放射線医学総領研號所は増
顔︑削滅六舶ずつで斜塔ゼロ︵同
四翼＋八人︶︒

二惣五千七酉万円に止まつ誓放

漏れ問題による問船の爽験が爽施

ベル放射線突体影響研究五千七

イクロトロンゑ億四蓉万円︑低レ

φ

引

三菱原子力工業株式会社

子力安全局に核燃料安全審査窟五

認められた︒謝根︑浜照の逮絡醐

麺威をみると︑霞水原子力研究駈

い﹂松沢行政箇理庁擾窟の原則脇
に安全局を発足させるための二戸

擬一名をおく③科攣調鷺宮一名を

長

万円などとなっている︒

できないことから繭無度に比べニ

原船噺業國は﹁む2の放射線 鷹研は二十四簿二甲万円で一三・

鰻三千八蒼万円︑驚ハ％の減で十

世界の三

名を禽むヤ五名の増賢がそれぞれ

整窟殺麗に伴ない﹁水戸原子刀襲
脇所﹂に加え︑稼動嫡所在地への
﹁原峯力遮絡醐整魚膠務所﹂の配
躍体制が難うことになる︒

また資源外交の観点からその璽
軸性が櫃摘されている科学アタッ

の一等欝詔富一魯の常駐が決定し

シェに関して︑オーストラリアへ

落安全周百一名︒原子力局に鵬

一方︑特殊法人の機関別人燧の

た︒

展蘭のため科学技術庁に原子力安全周の新設を講めることが十

六名で異潮齢十六＆脳︒このうち

は増熈七十二名に対し削戯枠二十

七月メドに機構の改革へ
国属の麿頼に慮える原子刀行政

の新設を含め合計六名の憎騨︑原

根︑浜岡の連絡調整冒各一名ずつ

と

規

奮発

に二分し︑薪体瑚を築くことが確建した︒翌十一日麗議選定した昭和菰十年慶予算政府案は一般

日︑土壇堀の政治折衝で湊まった︒これにより科技庁の現行の原子力行政を実質的に

と︑蜜金行政描濫の立鵬から新醗
に入った︒十三日明らかにされた

廃止し冒麗機能強化のため冨騰謬

ア力

多團的鵬湿ガス炉研究五偲千六酉

籔隔

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社
三菱金属株式会社

細

岡

制
会醗二十一兆二千八揖八十八億円︵蔚琿度比二鑓・五％増︶︑財政難融騨謝画九兆三千函鱒円︵岡一

推遜畷は︑科技庁予騨の半分近くの八百五十六億円を霞め︑安金性研究︑核融台研究での大留手を反

七︒五％繕︶と︑襖祉に璽点を置いたインフレ後始宋的色彩の濃い大型予糠︒このゆで原子力開発の

映して劇年比二七・八％増と腰調な仕上がりをみせた︒なお昨年十月施行の躍源聞所健進対策特別会

は必饗不可欠とする佐々木科技庁
改正後の原子力機構は別嚢のとお

論官

合辮百八十五億円に逓した◎

翫の五十年慶予簿規横は三百五噸円︒原子力関係分は璽源立地対策交付金に占める百二＋二三円など

擾窟の強い愈圓とがぶつかってか
りで︑現行の九課一監理箇を開発

がとられる︒

命いがついた︒科技庁は︑これに

み台わ愛︑霞民党三役をまじえた

を担署する原子力局を厳誤一監理

と安全・三号とにふりわけ︑關発

名を増照する︑などの描翻

が︑一周三木酋相の愈鋼を伽して

人殿は原子力局七十一犠︑原子

い箆定を受けた安全性研究や核融

万円などが霊なところ︒

⑪

繍驚

閲電羨涙発電醗1鴛機幽趣赫

三菱原子燃料株式会社

蓬婆鍵自酌藝画嚢嚢馨i嚢藝

三菱重工業株式会社

態勢をi整えつつあります
御期待感さい……

原子力第1船罵拶糾

三菱原子力グループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集合体までの成形加工は勿論

サクス1ン原子力発電勝用腿簸

欝に縮少するとともに︑新たに原

合研究は︑その後の局長折衝︑大

万円︵償百三十四噸九千二百万

償24，151
85，5go

あなたの三

聾難懇灘難

監理鴇

ノ︸︸竃〜〜魯ρ翫1●⊃︷︐㌦ノ亀︐塾魯fノら二ζ♪亀︸t皇f︑多〜︐も︸竃︸し㌃・篭ノし〜︐亀︸亀︐しノ

科学技術庁関係の来無度予騨政

臣折衝などによってある程慶の復

円︶で薄⁝削測度比二六・九％︑葺H

19，6鱗

47，985

739

︾〜〜 ︸ 監 ︸ 竃 ぐ 多 ︐ 覧 ︸ 亀 ︸ 監 2 ㍉ ご 〜 ︐ ξ ︐ 監 竃 ご 3 亀 〜 ◎ ︑ ず 3 亀 ︸ 亀 ︸ し 〜 〜 〜 ︐ 竃 ♪ 亀 ︐ 塾 ︑ 〜 ︷ ︸ ζ 零 ζ ︸ 乳 3 亀 ︑

府案は︑総額千六百九十八趨五千

猛が講められ︑また原子力安全局

士一徳獄門一一菖万円の増︒動力炉

23，293

償

0

安全︑核融合等に重点

七貰万円︵國目玉務口熱行為隈度

の新設︑原研︑動燃口業団などの

︵騰百七懲九千二落万円︶︑うち

開髭には山颪三億三千七日岡円

憤2，700

1，876

100

擁顯脆鋤誰一二百五倍鋤円を支出へ

額八百三＋九憾三千三百万円翻以

人韻の増員もほぼ要求の趣醤に昂
った線が認められたことになり︑

鋤燃興業団は五蕩一二十六慰七千

四％の繕︑金額にして三首六γ五

秘技庁当周︑関係番間に一応の
を与えているようだ︒

2，801

4，093
2，016

三菱PWR燃料の時代です！

唖

｝

口り」ゴ開発機関

躍飛臨

罵言羅

下憐︶となり︑対荊年度比二七・

うち原子力開発利用措遊関係は

慮千七穣万円の椰ぴとなった︒

渦足感

三十二億九千五蕊万善︶︑ATR

機関別︑璽饗塀贋別︵旧識霧

三億二首万円︶がそれぞれ翫上さ

百五十一億三千七百万円︵蝋七十

十七億円︶が認められ︑別に民間

セノター

636

1，286

ノ

核鯉綜門
（71名）

FBR薦三＋億七千四颪万円︵簸

億九千九酉万円︵三

照︶に内訳けをみてみると︑原研

八衝五十五懸九千万円︵籔二菅四
十一懸五千齎万陽︶で︑対削隼度

が二薫五十

では九十三僧八千八颪万円︵嬢二

れている︒このほか核燃科再処理

銘二七・八％の轡︑琢八十六懲三

一般芸醗の簿び率が二四・践％に 百ヨ鱒九千颪万円︶で︑対薗年度

千九鳶万円の伸ひとなり︑政府案

六・六％︑六十七僧五千六百

比＝

の爽隼

万円の増となった︒内容的には注

緊縮抑制型

抑えられた

｛礎3，17⑪

1ξ鷺灘奪1聖1犠馨る鰹

翻

2，513

償

睡籔

踊き

、㌧｝、〉

×ン㌔

籔1，551

3，0qo
1，546

籔1，551

◎放射タ騰下物処理処分

2，749
3，396

974

磯2，797

13，182

12，458
10，053

2，749
＠放出低滅化

4，〔｝89

艇2，871

償
横

儀L683

5，075

③放躬惟廃棄物の処理処分

74
260
④処理処分の研究開発

2，095
償2，238

償

5，132

亜噺型動力煙の安全研究

17，115

償

儂3，598

17，302

①原チ力施設の安全研究

国国

憎

qO）

償6，403
償
憐8，7⑪7

究

50年図引仔源案
50年度要求額
49三度予算額

項

103，370

水戸捺」ニカ事務所

腱予騨編成の巾では︑科技庁開係

3，652

償

計

（q）

った︒ほかにウラン濃縮︵遼心分

〔淀〕醗数整理て金額が日干変動することもある

（8｝

一原論力闘発機関
監理官

出藪十長円と愈せ約颪三簡円とな

償3，244

13，783

（17）

一放射能灘

留された安金性の研究が饅十八鰹

30，337

6，463

籔13，920
66，951

（33）

一放甲線安全課

予蘇は全般的に﹁配慮﹂され︑順

39，691

償

原予力関係予算
総

一鳳ゴ炉規鱗課

離法︶研究九十六億灘千七西万

償10，792

991

（10）

技術娠興課
局

二千六酉万円︵腿三十一億七千万

20，328

籔2，797

一核轡警羅
励力炉騰発課

醐な僚びを示したといえる◎

710

撰

核燃料対策

一理纈凝興課

（10）

棚血園跨謙

円︑海外ウラン調璽ハ億耐千七面

796

25，448

（8）

研

合

一動力炉閣発譜奪

原

円︵璽瓢響二億四千四酉万円︶・

1，026

融

（1q｝

（嬢は田庫嬢務負楓行為十度額、灘位百万円）

科技庁の原子力機構改正

円︶︑核融舎研究二十五癒九千万

771

426

核

一欄飾協力課

全

償6，018

（8｝

安

とくに大漁省原案︵第一次内
示︶の段階で新規購順として厳し

④放蟹線障警防1i調査研究

⑤環境放射能の調査権発

鋤力炉開発

一調査課
敢策課

行1
（現
正D
（改

一一

技剥
（28）

事

7，128
3，914

い

関係白岩折衝に繕論をもちこした

垂纏欝欝臆薩懇

一政策認

昭和50軽度康子力関係予算
政府原案璽要事項別総表

例外的に殴躍を翻めることで折り

対前年度比27。8％増

撮醤東京5895餐
電驕（59D6121（代）

東京都港区新橋1丁囲1番13弩（東瞠目館内）

議
ム
瓢

産
力

子
原
本

発行所
昭和3玉無3月王2日纂二種郵便物認

《送料共）
1部70円

聞

産

最高3億．ルまで補償
原子炉安全牲に確信深める
※飼池子力壷簗会議︵A養︶がこのほど伝えるところによると︑来圏の傑険偶報研究所︵本部．
ニューヨーク︶は一月七B︑藩閥の原子力撫密賠償擬険圃体である原子力澱任1財産保険協会︵NE

き上げられたことは特に墾要なこ

保険プールを通じて︑原子力澱

とである︑と強調している︒

任保険と財産保険が米国の電力禽
社運転の原子力発餓所に適意され
るわけだが︑このほかに甥実上︑

分の仮契約︒なお︑景WUCOはこ

PPSSとの仮契約は原子炉五基

とみりれているが︑動天掘り︑署

レクトリック︑ポートランドゼネ

れまでにロチェスタ；・ガス＆エ

分︑謹たデルマーバ耀力とは二甚

デーブ近郊のウラン鉱山開発が採

内掘りによる探郷性の研究も行な

ラル・エレクトリック︑カンザス・

を撹逡している米圏のセパラティ

ウラン艘縄分離露業プール欝榮

して技術提携兜の楽国のウエスチ

惣巧の約〜％︶をロイヤルティと

の慶境への放出︑健康隙密のリ

いる︒タンブリン氏らの霊張は

の問題を提起し︑論争が続いて

ホット・パーティクル効累

う年越禦態もあるわけだ︒今は

罐使える再処理工場がないとい

ス爾処理工場の稼働不能で︑当

は避けられないし︑嶺薩リサイ

未確立という印象を算えること

肺縮織に吸入された場禽︑局都

不溶解性のプルトニウム粒子が

ではなく﹂︵HPA︶︑使罵薦

リサイクルを急ぐ﹁タイミング

蓋定できない︒

クル計画への打繋であることは

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジセー

NIMモジュールとの接続によりコンパクトに又、広範な用

詳細資料は下記へ御請求ドさい。

墜

◎SSD用（α線）サンプルチェンジャー
（Model SCA−1）

鰯当たり首三十塀以内で採掘が町

郷性を荷する冤趨しが立ってきた

れば︑約三億巧を投質してウラン

われる︒そして糧済姓が確認され

撮騨市鵬出格が値上りの傾陶奮示

ため︑近く経済性研究に穣孚する

契約ないし仮契約を精んでいる︒

ガス＆エレクトリックの三羅力と

してきたことにより︑エロi県ロ 能であれば︑経済的に競台できる

慧向を明らかにした︒

薦ナ︵フランス養豚羅の約四分間

動力炉建設費の妬

鉱山の閣発に惣識し︑奪間一千五

岡鉱山の埋蔵蟹は約二万踏とみ
られ︑フランス本鷹の約三分の一

ﾌ生産羅までもっていきたい

％はロイヤルティ

仏フラマトーム社が襲明

︻パリ松本駐在繍ハ目仏フラマト

薯たり

ている︒また︑ユーロディフ社は

ブ・ワーク・ユニッツ祉︵SWUングハウス︵WH︶社に支払って

で従業番の被曝鱗故という︑A

社のプルトニウム燃料加工工場

Cに抗議︑AECと司法雀が調

につれ︑プルトニウムの根当振

査に粟り出したが︑調蒼が進む

スクがあることだ︒そのリスク

りも燃料サイクルの方が臆要

会︵A猛C︶は昨琿中に欝儒暑 えば贈故の添紋一が︑それよ

＼

近く経済性
研究に着手
南仏のウラン鉱醐炎
︻パリ松本駐在最︼南フランス
のラングドッグ・ルシヨンのマル
セル・プラン知箏︑フランス原子

力庁︵CEA︶のポンス生落局次 ︵鰯網総埋蔵麗の一％︶を占める

としている︒
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擬の蕎氏はこのほど︑ウラン鉱の
監℃・象喩．．；︑・蚕包

蔭六十懸藩に編満する冤通しだ︒

ーム社︵クルーゾ・ロワ：ル系

︑イランは︑ユーロディフ社

列︶がこのほど明らかにしたとこ

が︑現行法では簾大天守二六千万

どうかまだ糖論は鵬ていないが︑

ろによると︑周社はフランスに建

すべての民間研究開発炉や核物質

オイルダラー旋風がウラン濃縮分

イランの博し出が受理されるか

野に進出する先鋒となる恐れもあ

の第ニウラン凝縮工場建設思置に

イランの資本冠羽題し出により

がの民闇と政府による共間澱任補

ユーロディフ社は︑学窓能力を隼

を便用する多くの他の原子力酒動

に入れば愚稿保険プ1ル資金だけ

城落する︒

に移行していきたいとの政府箆解

償額が規定されており︑八O隼代

来國では現在︑原子力賠鰹保険

も保険適用の対膿となるという︒

を規定した環行プライス︒アンダ

もあることなどから︑傑険榮界の

の碓設蟹のうちその四・五％︵原

電所について︑動力炉

設中の出力九十万KW級原子力発

ーソン法︵筒効期隈は一九七七年

原子力塵榮にかける今後の雨気込

レによる廼設澱金の調運に憂幽し

昨今の蟹材・機器の趨騰︑インフ

米＄WりC◎ 子力発鱈所一基の碓設総額約±工

一︑イランは︑ユーロディフ社

公常電力供給システム︵WPPS
でにフランス懸力公社︵鷺DF︶

U遷議の薄命で葭四十億療さら 二食社からプ1ルのメンバー膠加 九雄を受注︑さらに落棚四塞の発

︑

に一万七百沙sWU還成の場盒での慧商を受け︑仮契約を絡んだ︒W 注内示も潮けているQ

の安金保陣だ﹂︵NE舘︶とい

報告欝を出し︑実験動物のガン

ECに罷かせをはめるような蟹

それに筋えて︑カ！・マギー
なおざりにできない︒その上に

発生は照射線騒の繕加に比例し

︵放購線防護婁員象︶が別慨に

て昨銀秋︑AECと英NR
Bな見方も出ているQ
うP
皮閃

大きいというもの︒これに対し

のうち一〇％供給を保証される︒

％穆度︶︑

盗難が趨こり甥いという安全保

件が趨きた︒この間題は楽国石

のずさんさ︑詑録の虚偽をA鷺

げ︑会社側のプルトニウム管理

ているとして︑特殊なホット・
藁案への各界のコメントが出そ

反論する考えを表明しており︑

随上の懸念がつきまとい︑闇題

ろい︑論識がようやく始まった

程からも生じ︑これまでの照購

い︒

学問的決贋はまだついていな

こういう環状

の紛尖︑盗難の疑いもあるl

を反映して︑米
国の贋擁保護庁

向う途中の被曝翼翼蕎が自動躯

え︑その蜜料をもってAECに

︵皿PA︶は安 AECは輪唱しているi上つ

処分方針の確

に発展︑プルトニウムにまつわ

黙故で死ぬという猟奇的な禦件

全面雌や廃棄物

立︑リツイクル炉の箏故解析の

リサイクル許可遅れる一
ければならない︒

油︒化学・原子力写実が取り上

次代の燃料であるプルトエウ

ばかりで︑公示会も濠だ開かれ

し曇った分もかなりあるとみな

端綱の過程で間門に排出されて

パーティクル効果の拝載を蕾筐
ムの実馬期が間近になり︑その

ていない︒問題の襖雑さからみ

米團

問題多いhの取扱い

ニウム・ロスはむろん再処理工 した︒タンブリン践らはこれに
環境影響や安全保陣の間題が舗

て︑リサイクルの警可までには

業酌︑社会的な受け入れ態勢が

トニウムという厄介な燃料の藤

サイクルが軌避に粟れば︑プル

軽水炉でのリサイクルだが︑リ

プルトニウムの蜀面の爽絹は

議を輝びつつある︒

が集中している感じだ︒プルト

それが混ざった廃棄物の蟹理は

るロス分も多く︵

きな問題であり︑工種から生じ

である︒

発横りの七＋智慧がら九千誘SW S︶︑デルマーバ出力鍛灯の二二 から加圧水型置子炉︵PWR︶十

の総建設費も網外ではなく︑嶺初

のトリカッサン濃縮工場建設資蜜

にはイタリアが消極的態度を示し

から秀七函踏sWUに鉱大する 二電力と分離作業
ことができるとみているが︑これ
プールで仮契約

悶九千沙sWU︵分離作簗単位︶ る︑との兇方もあるようだ︒

七月三十一臼︶の延擬︑改離法案

和一PIA︶と槽互原峯力萬保険プール︵MAHRP︶の二暫が︑想定される原子力発餓所の顎故に

の引き上げ描躍はすでに一月一日付で発効しているため︑今後は原子炉一塾当たり民闇保険プールが

趨轡する撫轡を補償するための保険隈慶額を二五％引き上げることを明らかにした︑と発表した︒こ

最大限三億がを隻払うことになり︑※国の保険簗界が原子力発端所の僑頼性に確鱈を深めた嚢れとし
て座目されている︒

が注隠されるところである︒

で蕩審議されることになっている

が十四臼奨金された第九十鰯議禽

ンが出資串し無

た原子力保険の支払い限度額が引
額E
の引
きP
上げ
について︑NELl
N E L T P 夏 A とMA
R
の

ノ︐ラ

一︑トリカッサン濃縮工煽が発

子力施設の安全性および塒えつつ

﹁出払い隈度額の引き上げは︑原

bが明らかにしたところによる PIAのB︒C・プルーン部擾は

き上げにより︑磯任傑険嶺は原子

と︑今轡の僚険隈度額の二五％引

成した腸壁︑イランはその生慶騒

CO︶は昨庫十二月︑ワシントン いるという︒フラマトーム社はす

びスペイン両派が各一一●二％

はイタリアニ五％︑ベルギーおよ

としてCEAに牽懸がの慢款︵期ているが︑トリカッサン磯縮工場

ある台子力発蹴駈の必要姓騨価に

︻パリ松本駐在艮︼イランは将

窮濃縮工場建設で共同か

炉一螢た り
おいて︑保険漿界がその儒頼性に

来の原子力発鰍依存慶増大を弾指

千五唐万が憎の︸

慮二千五百万がに︑また財薩保険

べ︑原子力薩漿の特鰍すべき出金

確醤を深めた表れである漏と述

性実羅とこれまでの保険プールに
発准鮭に力を入れているが︑昨黛

閣十五年︶を供与する︒

貢万がとなり︑原子力甥故に趨因

額は四平五蔚万が増の一心七千五

する楓轡が生じた堀合︑原乎炉一

よる嗣様な実纏の大部分は︑原子
後半にフランスのフラマト！ム祉

して︑このところ國内の原子力開

蔓当たり禽翫で騒大隈三慮がの保
嬉所膏者とその運賑暫のエンジニ

スが申心となって推進しているユ

注したのに続き︑このほどフラン

に出 力 九 ＋ 万 K W 原 子 煙 墓 を 発

険金が罠闇プールから支払われる

の補完活動に依待するところが多

プールのエンジニアリング撹当書

アに
リング︑蟹理翫画︑さらに保険
ことになった︒NEL−PIA
は︑米圏内の株践保険会社のうち

ーロディフ社のガス欝欝法ウラン

譲社以上が滲加しており︑また約
い︑と鱈嫡した︒蒙たプルーン部

灘縮工蠣建設蜘策に資本謬加を出

フランスのドルナノ工業科学相

し出た︒

イランの蓋し出は︑フランス︑イ

が明らかにしたところによると︑

てユーロディフ社へ愛ホ参加した

ラン爾圏共國の金融会祉を設立し

いというもので︑その概要は次の
とおり︒

一︑フランス原子力庁︵CE

ととのい︑本格利用期である高

相当の時間がかかりそうであ

速増殖炉蒔代への地圃めができ
たことになる︒プルトニウムは

︵AEO︶闘O％の各出蟹による

A︶六〇％︑イラン原子力機関

フランスーイラン共同金融会社を

完了まで︑リサイクル開始を丁

る闇題を雪中的に詣⁝民にPRす

プルトニウムの人体影響につ

いては︑昨無初めA・タンブリ 台わすべきだというコメントを

るQ
リサイクル特有の問題は︑一

でに大騒に存在しているし︑貯

る形になった︒

便用薔み燃料や窒化物の形です

ンとT・コクラン︵NRDC
出所
している︒その膏後にはゼネ

フ敏持株五二︒七八％のうち二五

ロにいってプルトニウムの放射

属︶の二軸の学齢が︑いわゆる

設立し︑CEA所葎のユーロディ

まるに任せて放羅しておくわけ

能と化学的悪性から︑それ自体
来翻では︑一昨年中にいくつ

は炉の運転時にもある一たと

この蝦蟹がリサイクル態勢の

％を新設の金融会社に譲渡する︒

にはいかない︒

ロディフ社へ一〇％の蟹塞滲加を

可申講を出し︑来園原子力婁翼

かの繊力半歳がリサイクルの解

ラル・エレクトリック社のモリ

その繕果︑イランは聞接的にユー

は面接上顎二七︒七八％︑闇討出

したことになり︑CEAの出澱分

を出すつもりだったが︑手続き

︵K・K︶

き下げられ︑これまでの負損がい

っていくのは︑﹁盗難への鰻捜

み燃桝の形でプルトニウムが貯

籔一五％の合翫四二・七八％に引

が生じ︑肺ガン発生のリスクが

的に脇塵の照粥︵アルファ線︶

AHCが出した聚麗影響言明欝は︑作業蓄の健購隣磨防止が大

だ︒たとえば燃醤潴工工程で
欝の幽蜜比率
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プル・サーマル実証へ
彌誘鵬技術開発に着手
十一臼決まった昭和鷺十年慶予騨政府案によると︑逓産衛所蟹の原子力関係目指は総額三＋億六千
滋語五十二万七千円︒これによって閥雀は︑核燃料サイクル確宜対策など継続中譜施策の強化拡充を

に盛り出す一画だ︒また︑これらの一般会針とは別に︑財政投融蟹では日本開発銀行からの総額三百

図っていく一方︑新規に発剛臆新型炉の糞桶化調査ほか海水からウラン壁面を回収する技術闘発など

九十七慮円などを謝画︑原子力発電機器国産化ほか核燃料蟹業など助成を強化していく誓え︒

トニウム・リサイクル︑ウラン鉱

方︑核燃料研究繊麗会によるプル

う︒予郷は六千ゴ峯細万円︒

実証性確認のための調蒼も行な

炉︵原慰敦薫炉︶に装荷するなど

一般貧蹴による施策の叢なもの

業醐査︵米国︶などを瀧めてい

は原子力発蹴所の環塊保金︒安全
確保対策︑核燃斜サイクル確立︑
く︒

継難中のものと︑薪規魑手となる
炉の爽粥化調査扁は軽水炉に次ぐ

新規欝欝の一つ︑﹁発電用凹型
トロンチウム︑リンなど濾水中に

調壷﹂は︑ウランやηチウム︑ス

もう一つの﹁海水稀少蟹源鳳収

原子力製鉄獺郷︵別稿滲照︶など

発躍粥新型炉の鍵嗣化調査︑海水

しようというもので︑潮汐武とカ

を垣立︑モデル・プラントを建設

くりを行なうのがネライ︒このた
ラム式の薩方武についてシステム

念儲れる稀少螢源を回収する技術

濫では温排水拡敵調査ほか検査機
めさしあたりは︑動燃瑠業団が開
研究と立地の研究︑設謝および評

くべきか︑聞発の総懸ビジョンづ

器難燃・轡頼性向上︑技術蘂雛調
発中の噺型蔽換炉ほか隅混ガス炉
緬を行なう︒金属鉱業贈露国への

動力炉開発をどのように瀧めてい

査などが主な対鐙で︑とくに湿掛
それに︑カナダで開発された腫水

﹁環境保全・安全確保対簾﹂推

稀少蟹 源 欝 欝 調 董 一 な ど ︒

水拡敵鯛蒼では聾しく実用炉によ

の実傭調籔と評懸に当たる︒プル

に耐震性や環塊対簾など諸外国炉

体とするもよう︒樹隼度はモデ

︵整︶を新設︑研究開発の揺遥母

岡繋藁囲では新しく技術開発諜

炉CAKDUlP8Wなど
対究猿
委を
託研
とする醗画で︑このため

かなどを一年がかりで調査する謝
トニウムの熱巾性子炉利用もこの
ル・プラントの概念設醗濠で︑と

は來調度予算要求の闘玉の一つと

原子力覇業諜はこれまでのエネ

七懸五千五西二十七万六千円︑圖

艮︶へ引続き委託されるもので十

開発臓は︑金属材料技術研究駈

された︒

十三億七管八十三万七千円が謝上

つ︑このうち機羅国縫化助成は前

庁長買稼鰐籔理諜を振替え︑同じ

が継続ゆの趨耐熱倉金研究弓手に

蟹および施設整備製を含め総額二

制度比三十簗億円の威︒核燃料加

く罠醤富湧総務際の原子力歴叢蜜

当てられるもので二憾六千二齎十

ロ
核燃料抽工業費成†五臓円の三 ていく霧えだ︒

行なう全納種を対象としたもの
工業蒋成は新製に樺組みされたも

と併せ新設するもので︑核燃料対

億円は間禦爽団が

で︑ウランはこの内数︒牽分以上

ャスク購入助成︵うち二懸円︶も 策が霊な所掌禦携︒定員も五十庫

のだが︑十五懲円が幽々︑島隠キ

探鉱趨融資十

はウラン開発にふり向けられるも

成九億円ほか︑開銀融資を計画︒

よう︒開銀融籔は原子力発電開発

製鉄捜術研究糧台︵藤本一日遅瑠

られる予定︒公鐙購業部原子力発

纒倉傘下の十三社が行なう醐温熱

て話台いを進めていたが︑凹部局 霜課にも蜜全霧査窟三人およひ保

描躍されることになった︒

七万照千円◎婁誕研究蟹は原子力

︵原聡東海第二︶六十五懸盤のほ

度純増四十一入の中からうち二人

か機麗麟痩化三齎十七態円および

が新焼に原子力産榮縢へふり向け

して二億三千四哲万円が要求され

原子力産業

たが︑大蔵内示でゼロ蓋窺︑畿濡
で璽求の約謎語一億三千二璽万円
を確保した︒海水からのウラン磯

交換認ほか超耐熱舎金︑高温断熱

製造装羅の各研究開発および︑同

材料︑還元ガス蟹遁装躍︑還元鉄

員が鴎られるもよう︒

の新設は認めない隔とする行讐の 擁描羅関係唐門職一人が配鱗︑増

こんどの機構改鞘で︑同欝はこ

強い姿勢もあって︑結局︑見送ら

のほか︑エネルギー問題の犠要性

課を設置へ

れることになった︒このため岡省

立の研究開発に︑それぞれふり向

絹倉によるトータル・システム確

四国工業技術試験所が継続中の研

源など回収については溺途工技院

は︑原子力行政拡充強化の一環と

から︑その総愈対策の企画立案な

7月発建メドに

して︑新しく藤濾エネルギー庁薦

ている︒

適麓雀は岡鶴崩蟹の原子力行政

垂密腸に﹁原子力崖叢課﹂を設 どに当たるため雑輩エネルギー庁

究に対し約千六百万円が計上され

財政投融資では金属鉱業馬繋団
を強化するため原子力部新設を謝

灘︑七月一日をメドに実施に移し 畏窟窟罵に門参鍛窟﹂︵課長級︶

⁝f 一人︑新エネルギー妓術開登謝画

で︑ここでは︑これまでの成渠を

験旛設を建設難備するためのもの

雛波地区に各賞の特殊羅馬気中試

もとに︑新しい天金が一軍方︑卵厨

︵サンシャイン醗顧︶を握止する

田本原子力産業会議の﹁訪ソ

一人をそれぞれ新・増設するほ

リウム騨囲気中で五万聴間︵約六

当たり一㎡鰐璽騒︑摂氏千度のヘ

年間︶耐えられるかどうか一な

か︑エネルギー使胴台理化法案の

︵省令塾︶も設羅する謝

で︑諾施設が整い次第︑予備実験

どといった試験も行なわれる固定

︵株︶エヌ・ティーエス原塵に入会社長斎藤健氏控所港区西新禰一の五の九一工〇五題誕五〇四⊥一⁝五〇一

︵株︶小知湘製作所原罪に入禽代表取締役導携平羅俊郎氏性駈中央区纂地響の七の十二︑十

鹸瀦 曳

までさしあだり六か郊間が第〜期

確立するのがネライ︒五＋一一琿度

／日に必要な経済性のある授術を

で︑還元炉能力一基診たり二千ゾ

クローズド︒システム開発が圏的

ルギーを製鉄プロセスに利腕する

度量氏千度︒四十気圧の轟轟エネ

原子力製鉄研究は原子炉出口混

にもとりかかる謝画だ︒

薩だQ

通鷹憲工業技術院が行なってい

究に約23億円

原子力製鉄研

対欝欝﹂

作成などに当たる門省エネルギー

ため工捜院に﹁総括研究聡発冒﹂
策韓門視察鐡﹂は十二繍︑ソ運

腰畢力発鷹隣安全持術︒環魔紺

航窒SU五七六便でモスクワへ
向け飛びたった︒一朽は内灘舞
雄麟長︵藁大工学部教授︶︑田
畠英三顯問︵宣数大理学部教授︶

をはじめとする安全聞題︑環麗
問題︑醐速叢々炉などの源門家
山簗猛︒繭後二回にわたり国憲

ソ遮各地の関係機関︑施設を視

原峯力婁賃会と会鹸するほか︑

る大型プロジェクト研究のうち︑
﹁高温麟元ガス利胴による罐擾製

察して︑原子力施設の安金技術
環境問題︑罵還炉技術などにつ

鉄捜術﹂1いわゆる原子力製鉄

兇たいなもの興しのできない失策だ︒肝轡の食た︒さすがに蚕を呉れた友入も数

いて慧兇・摘報を交換する︒帰

門鰹節の だし

研究開発では︑開発費︑委話研究

さて喰べて晃たら︑何とも酬い訳けがない︒蟹江がないから︑目

食後︑悪かったけ拍ど薙々にし香だよ︒お喬もお書︑臼擁や︑む

って来たようだ︒雪もやみ︑この白かゆの甘かったこと︒四雫九無

園は今月二十七日の予定︒

て喰べたなんて何としても人前で笑を馨した様な顔で続々見舞に来人これからすぐ鰹までに粟漿へ彌にすき焼を御馳走するからとまこ

けられる︒施設整備蟹は金材研が

への海外探鉱膨融籔十一層円︑躍

画︑行政管理庁と機構特賞につい

漂開発会社への爾温ガス炉開発助

﹁封簡の肇のもの？﹂

ら︑1震がおじやでも軽くたべて的な味というものがない︒それで

の射照照濡話託豊強嚢放線
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射射
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つて︑御水器通過後の拡散水が周

画︒﹁核燃料サイクル確立﹂では
調査の麹面の課題の一つで︑プル

分が慧いと議っては1番屡説に申
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なりそう︒海水稀少資源團収調査
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トニウム燃料を設謝︑試作し間違
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藁について簾調査を遷める一
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︵河口湖︒膏水生︶

の轟をこれでやっと越すことがで

利用

逓玉垂の
機構改箪
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力をもった製錬駈を建遷する予定

︵三千三翼ショートナ︶の処理能

燃二社と共同でノーザン・テリト

﹁オーストラリア政府は民間難

既穿の輸出饗約に輝けられ︑残り

ズランド鉱山会社が締締している

甜は︑ペコ・EZおよびクイーン

オーストラリアのレックス・コ
肉けウランの引き渡しが行なわれ

ると︸九七七年から日本の四丁所

f

酬

一九〇九黛に︑ラジウム・ヒルに

ル慶のものであった︒地質学覆は

放射性物質が存撫することを確認
していたが︑一九︸六年まではこ
の鉱床から髭掘されたカルナ石・
チタン鉱石は昊化ラジウムおよび

た︒その後七年間岡鉱山は操業を

酸化ウランの生産に利用されてい

一三鎌から

3

癬天掘りされたメァリー・キャサリーンの壁面

蕪

撫擁

?・ジャングルの発艦蕾8・承ワィト疑︵中央︶

黙曝

熱
は︑コンジンク・リオテント・オ

止した誌には︑岡祉のウラン埋藏

懇願
のルカス・ハイツにあるオースト

ブ・オーストラリア社︵菰一％出

肇懸

翻した瞭門象により︑問地域で大

ラリア原子力婁瞬会のストックパ

騒がオーストラリア国内の外山盤

三年までは断続的に擬業を

続けていた︒しかし︑鉱石が襖雑
規模な探鉱計画が進められ︑四つ

メンツ社︵三五％︶および一般投

資︶・キャサリーン︒インベスト

一九

閉止していたが︑︸九

うち︑驚つはノーザン・テリトリ
な性質をもつており︑抽出に経賢

イル層として磁藍を続けた︒

八十沖の埋蔵鉱騒が確認された︒

の奥深い糀野で晶龍の高いメアリ

な発兇は︑クイーンズランド北方

一九五八鐸から一九六三年の懸

企業である︒

資家︵一四％︶により設立された

脳は決して掻きくはなかったが︑

曲というオーストラリアの団円鉱

八千四百ナであった︒九千薗ニや

のすべてであった︒当階の里帰鼻

一九轟一三黛にMKUが生麓を中

運転を外開した︒

ーにあり︑残りの二つはウェスタ

二万ナ︑酸化ウランにして杓四千

の独立した鉱脈に︑鉱石にして哲

これは羅天掘り鉱山︑処理工嚇お

ー・キャサリーン・ウラン鉱旅が

に︑岡鉱山は醸化ウランにして㎎

ウランの探鉱を奨励した︒一九六

描醗および圏瞳な輸出政策により

における既知鉱騒は︑約六十三万

一九四四卑になり︑英圃政將は

よびその他の当職轟轟を鑑設する

発見されたことであった︒発麗し

九践○心心における餓も劇的

会社は同鉱山を放棄してしまっ

ンズランド州にそれぞれ一つづつ
ある︒

ノ1ザン・テリトリーの三大鉱
オーストラリア政府に対して︑オ

のに十分な鉱騒である︒政府は︑

オーストラリア政府は特別の免税

床は︑ダーウィンの見方二暫七十
ーストラリア圏内でウランを発冤

ストラリア㎡のウランを生産し︑

千貫購ナ︑金額にして八千万オー

四㎡屠にあるナバレ⁝ク︑ナパレ

たのはシンジケートを結成してい

し︑生産することができないかど

この計闘の推蕊をコンソリデーテ

ークの爾西六十四♂綴にあるレン

よび闘連施設を瑚状維持の状態に

ラリア穴陸でウランが出そうなあ

隅褻増大に刺激されて︑オースト

内の優遇描躍および世界における

その後︑MKUは鉱山︑工堀お〇隼代の終りには︑このような国

いる︒

契約により葵國敢府へ売り渡して

たクレム︒ウォルトンとノーマン

ッド・ジンク・プロプライアタリ

・マッコーナックという二人の探
鉱蟹であった︒彼等はこの鉱区の

採鉱権を五十万オ1ストラリア騨
の瑚金と運営象社に配する九％の

する購要が増大するのを待った︒

し︑世界における酸化ウランに医

が︑自分たちが発写したこの鉱山

により売部した︒二入の探鉱憲

株甕としての権利を駁沖すること

にその名をとって翁名したマッコ

ンにして一篇千四穣六十五︐ゾ︑金額

ツ社が四七％出更しているクイ⁝

を発麗した︒

一九六九年と︸九七〇無に︑一蔀

1社の子会社であるテリトリー・

ーナックの饗メァリー・キャサリ

らゆる地域で探鉱が進められた︒

て︑ラジウム・ヒルを詳細に醐拝

エンタ！プライシズ・プロプライ

一九七〇無の中頃および一九七

あい次ぐ大
した絃累︑立派なウラン璽課のあ

アタリー祉にまかせた︒

ーンが︑同鉱山発見の二週閣前に

一黛の初めに︑MKUは酸化ウラキャサリーン・インベストメン

詩鑓にあるジム・ジムにあるQ

六十五年闇の歴史背景に

国際的需要にも対応

ジャー1︑レンジャーの爾方二十 うか調蒼するよう依頼した︒そし

た︒

1ン・オーストラリア州とクイ！ がかかるため︑一九三二隼に鉱山

に分敵している︒五つの大鉱床の

308にして二千九函九十三沸大鉱床といくつかの小規模な鉱床
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⁝・アにおけるウラン壷漿蒙の現状の襲彪介し よ ・ つ ．

新政策と国
内体制整備
オーストラリアは需び︑海外市
輸出は︑一九七八無から開始さ

夢1にある大規模なレンジャー鉱
はオーストラリア原子力婁鰍会が

れることになるだろう︒巖初の製

床からのウラン鉱石を処理するた
販期する予定である︒

ことになった︒

堀向けにウランの生産を藍瓶する

げ

めに一億オーストラリアがの工覇

ナー鉱物エネルギー相は︑一九七
ることになっている︒この畿勝を

すでに締鮪されている契約によ

四年＋月三＋一資にこのよう な
腿行ずるために︑オーストラリア

を建殴する予定である﹂

発表をすると岡瞳に︑オーストラ
政府はストックパイル︒ウランを

今後のウラン販売については︑

ることが判明した︒そこで︑サウ

一九鷺四鎌から一九西側一瓢隼にか

た︒

他界したことは不幸なことであっ

の翼翼が経済性の恥い有盟な鉱床
ス・オーストラリア州政府︑オー

精鉱の生魔を雛け︑羅初のうちは

けて︑ラム・ジャングルはウラン

蓋

日本原子力産業会議籍轟鵬羅鴨磁漏1色、『1（ll

鉱床の発見

は︑ダウンスビル継の西方九芭六

ストラリア政府および英国と来々

ナパレークの聚晃から三か月後

鉱騒は増えるだろう︒

に︑ペコーEZグループは︑レン

鏑︵酸化ウラン︶の埋蔵轍がある

ジャー1鉱山には六万四千蟹二十

︵十︸刀︑ン報⁝トtソ︶に増加されて

いる︒

内外の原子力開発動向を、体系的にわかりやすく解説するととも
に、内外関係機闘の漬動状況を網羅。また、核兵器不拡散条約に関
する条文、世界の原子炉一覧など関係資料を収録。さらに、薩業界
各社の原子力関係役職者を掲載。

放出する予定である︒

ウォルセント社の一〇〇％子 蝕
オーストラリアの主戦な取引相手

十漉静規にあるマウント・アイサ

の共同開発機関との闇でラジウム

で鉱深を発日したほか︑マウント

・ペインターおよひレイク︒プロ

たことを発表した︒岡鉱山におけ

が︑ナバレークで大鎚床を発凹し

の酸化ウランを禽製している鉱石

いる︒

千万オーストラリアがと評黙して

原子力時代の必携書！

クイーンズランド州の霊な鉱駅

ャサリーンにある︒ウェスターン

ーン・ウラニウム社︵MKU︶ がの新しい契約を締遇し︑工堀は

ームで新鉱廉発晃に成功した会社

ント・アイサークロンカリー地域

わりからウランの探鉱を開始した

ンズランド・マインズ祇が︑マウ

が︑二〜

クイーンズランド・マインズ社

が数社あった︒一九七〇薙には︑

にして四千践百万オーストラリア

ている閥に︑イエリリー地山で鉱

遇嘗巌社のメアリー・キャサリ
になってからは︑シドニーの近く

れ︑ウェスターン・オーストラリ

したが︑探鉱はその後も続けら

石化地域を発激した︒同型は一九

︒ヒルからの製酪の隙取りに関す 英・※玉台開発機開に供給し︑後

の廉方四十八㎡綴のメアリー・キ

・オーストラリア州の滋饗な鉱床

る協定が締結された︒
本協定関係諮罵の協力の下に︑

ア州でも新しく鉱床が雛壇される

公湿して以来︑大規模な探鉱一画

七二卑一月にウラン鉱床の発晃を

二葎間試験的試製をやっ

現在も活発

ようになってきた︒西部における
各極の地元企業が︑あちこちで強

である︒ウェスターン︒マイニン

ウェスターン・マイニング社の

送料￥1300

︵シドニーを根拠地とするペコ・

社︶とメルボルンを根拠とするエ

の飯引継が軍等になるようにオー

翻である日本︑イタリア︑西独と

オーストラリア｝

は︑ウィルナの南西八十詩屠にあ

ィルナは︑以繭は金の生産で栄え

る牧輩地帯イエリリーにある︒ウ

この計画を推進し︑一九六一無ま

サウス・オーストラリア州敬欝は

な探鉱活動

それぞれの地域を猜力的に調齎し

力なウラン鉱石化難点を出自し︑

一九七〇隼末現在のオーストラ

鉱駅は︑舎謝で十㈱万一⁝千二颪七

リアにおける酸化ウラン確認埋蔵

を進め︑現在濠でに平均測位O・ る最初の推定埋藏鉱羅は︑酸化ウ

その他のサウス︒オーストラリ

簗であるが︑イエリリー地区で高

ったが︑探鉱が湛むにしたがって

一五％の鉱石が葱千二酉万ナ賦存 ランにして九千五颪七十六誘であ
していることを確認している︒こ

続けている︒

ウェスターン・マイニング歓は
十億オース

価格で評緬すると約一

れは酸化ウランにして躍万六千ナ

十ニゾ︑硯在の世界甫鵬における

に相当する︒このう董⁝万事千思

二が掴およ

オーストラリアにおける食初のそ

は軍均品位○・

び七颪二十四無筆離れたところに

して醸大のニッケル・メーカーで

からそれぞれ五百六十

ア州のウラン鉱床は︑アヂライド

契約を履行した︒

におよぶ英・楽連聴聞発機関との

でに避千四額万オーストラリアメ

た町で︑カルグーり一の北五颪五

訴詩摺の地点にある︒

十詩冨︑州都パースの北策九百越

ウラン資源
開発の消長
オーストラリアが国内のウラン
酸化物を採鉱しはじめたのは︑今

あり︑金︑鉄︑耳石およびボーキ

品位のウラン鉱深を発兇し︑同鉱

トラリアがに遣している︒

一九七一琿中ごろには︑さらに

あるマウント・ペインターとレイ

ノランダ︵オーストラリア︶・マ

から六†五年も蕾のことである︒

名な物理学薔マリー・キューりi

で穴きな鉱床を発糊したと発嚢し

ﾎ一．ゾ沃たり三⊥ハ詩耀︵︑￠ノド︶

二六％︑すなわち

一九麗九年︑オーストラリアの

サイトなどにも黍を出している企

ク・フロームに位饗している︒

インズ社がジム・ジム・クリーク

このウランはパリに送られて︑学

探鉱家ジョン・マイケル・ホワイ

た︒

夫人︵一八六七〜一九三一筆矩︶に

せられたのがきっかけで︑ダーウ

ト氏は︑ある岩の魯の美しさに魅

この段踏で︑オーストラリア政

探鉱チームは︑一九六〇奪代の終

と発賦した︒この埋蔵鉱質は蝿在
オニア的研究に利幣された︒

ィンの購九十穴諺層のラム︒ジャ

については十分確保できたと判断

府は二丈で将来必要とするウラン

では酸化ウランにして九万七百沙
ングルで小さなウランの羅顧を発

グ社は︑発兇鉱床の価憤を五懸五
この原料は︑アデライドの北方

兇した︒オーストラリア政府が任

＊内外の原子力情勢を総合的に解説

リア原子力婁贋金がペコ鉱山会社

レクトロリティック・ジンク︒カ

ストラリア政府は配慮するだろう

ンパエー・オブ・オーストラリア

社の二社で紬成しているレンジャ

ノ
ラノゥムヒル
＼バ

｝

力

原
ている︒

ウランは︑オーストラリア大瞳

【勘一サウスウ蜘』刃
｛サウス

￥4，300

とコナ⁝鉱物エネルギー相は述べ

オーストうりア，

837頁

A5偽り

ンの採掘︑処理︑販麗を行なう弩

｝ウノトアイサ、

ワ

山の開発を醗画している︒

四葡六十六㎡規に蟻たるサウス・

S乳下

昭和

ー・コンソーシアムと共岡でウラ

一聯誘ヲへ

瓢．

オーストラリア州のラジウム︒ヒ

跡

好評発売中

圏

よりラジウムの性盤に関するパイ

取置

テりトリー，
｛ウェスターノ

の奥地の三つの地響にある五つの

イエリリー

えを明らかにした︒

？
マウノ1ヘイノター●

邦

メアリーキャサリーノ
ノーザノ

ノズ
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？
癖

この半留半属の会社は︑無閥U
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国際機関勧告を総懸
臼︑岡部会が

＝

弾：一

一＝曽

＝曹

︑

て︑ひろくご酒纏いただけるも

ころだ﹂などと來無慶予算編成作

の関心は非常に高いらのがあり︑

いる③核融粛研究に対して︑党内

P：騨

嘗＝

；：檜

二

って︑この間題に取り組んでい

総裁が来日へ

ウラン捜縮問題で

ソ連授術輔出入公団︵テクスナ

ブエクスポート︶のボルチコフ総

ラン供給間題で繕本塗関係書と話

蝕が一月二十八日来日し︑濃縮ウ

ウラン濃縮役務供給の窓口機閲︒

し盆いを行なう︒二二隙はソ運の

﹀

テ

詳顯雛額蘇

曙J験禽轡擁灘や飢臨麟

岬

日

三跡社1社説社エ1

極 東 特

；§
船∵
感藝
卜占灘

本

輯原子力事業株式会社

となるほか︑イリ

のであります︒講入をご希望の

鐘猛溝藁漸愚繕嘉鰹
田本原子力産業会議はこのほ

向きは︑部数に限りがあります

の予儲交渉囲を派遣する畢定であ

ため近くIAEAに保隙描麗協定

一＝隔

31−3「rELO3（372）5002・8214

不趨合

琶

ど﹁原子力薩叢新聞﹂昭和四十

の台嵐を作成しましたQこの臨 のでお攣めに原塵・新聞誤まで

九年版︵七〇六弩〜七五五弩︶

一部七千円︵送料とも︶

お申し込みください︒

大平灘相︑松沢行政讐理庁政論の

二刷¶

M規格放射線測定器

部が

査装躍︵現在の使用台数磁心

ジウム瑠などを収納した葬破壊検

台︶や︑コバルト60︑セシウム獄
の大羅照鮒線源獲羅︵同六腰台︶
が﹁九厨以上の落下試験﹂﹁摂氏

規定した禦故時試験にそれぞれ台

の原子力の流れをとらえる総艶

本は︑激しく揺れた昨黛一隼闇

並張があって鍛後まで難航したが

鍋本原子力趨藁会議

れらについては﹁適期を免除する

の原子力聞題を兇隠す蟹料とし

として︑また内外に趨った耀々

放射濫物置箸﹂の条項を適用︑従

一一■

TELO3（454）8521

東乱騰港区一モ田＝三r口13番12号

八筥度・三十分闘の醗火試験﹂を

わが国の放射性物聡の出荷数は

細しないおそれがあるための描癬

そのほとんどがキュリー数の低い

梱旬体にしておよそ士二万個で︑

技術基華の制痩化に伴なって近い

放鮒性医藁贔とされているが︑こ

婿来①使用済燃料②非破壊検舗装

法遷化整備の基盤羨める
原子刀蚕員会放射機物照安全輸送薄藍部会の欝木成文部会長︵策工大教授︶は一一十

まとめた放射性物麗の輸送に関する技術的悪寒についての報告螢四三を原巽萎顔寄の定例婁員会に

山科学技術政務次馬を申心に科技

つ﹂の今後の処猛については︑片
クアップもあり︑巖終的には三木

り︑環寒烏夏中だ②原子力船﹁む

麗③鷹療・理工膿罵の大脳線源照

関係省庁は︑専門繋金の報告を

自民党のみならず野党︑原子力委

射装罵︑などの一部に基躍樋管台

e︐朝騨

ィ・チームを作って検討を濫めて

庁︑題輔省︑原船票業団でスタデ

来の綴織遡般規剛の砕内で搭零す

報熱した︒原子力婆副書はこれを受けて問臓︑﹁すみやかに輸送技術塞鍍を法制化すること﹂を婁悪

が轟轟な崇厳が生じると予想され

悼

着手議員は門核融台研究△葺を作

る︒政府としても新しい研究・推

門従来の行政のあ

り方では今睡の瀬瀬立地問題に適

の原子力問題について藷つた︒

進機関を作る謡えだ一などと銀面

地問題にふれ︑

このほか佐々木畏欝は︑雌源立

業の舞台嚢を語っだ︒

禽行政の禰頭転載築いたというと

総理の裁断で設麗が決まった︒安

損会︑原子力悪罵会議などのバッ

〔

る方肉を打ち出した︒

が高まったこと

だが︑放射性物照の規制に関して

もとに基準法制化を急ぎたい弄え

土台

により︑バラバラだった輸送の安金破砕のための法体系が一段と整簾される冤通しになった︒

金決定し︑その雷を遜輪省︑科学技術庁など際係省庁に伝えた︒法制化への

ることから︑これらについては安

門生省などの所籔法規が複維にか

は科学技術庁︑運輸衡︑甥働省︑

金確保のための特別な描匿を講じ

制定される麗題しといわれる︒

M︶型誕Aキュリーを越える放射 ランスなどでも登霞には凝塾雌が
性物贋を収納するもので各国こと

経

の項醸を設けている︒こ

させることで㈱遂を認濡する
過措匿

らむため︑省庁間の法鮒︑男面的

轡門部蜜がまとめだ輸送の技術

的暴準は︑IAEA勧告を大筋で
れは︑便用済燃料に関しては輸送

に承認されたもの︑B︵U︶臨時
閥じく囲際聞で承認されたもの目
採りいれる一方︑人口句論の画い
わが圃の圏内嚢簡を嘱懸して一部

慮させることは難しく︑今後は︑

称︶の糖舗を繕っても運くはない

また︑①核拡散防止条約は︑こ

一丁ρ棒

ソ連輸出入公団

地元と十分な話し難いを進めると
ともに︑霞調審や安金審査に関す
る繭講や審蛮︑公面会︑行政訴訟

こえないこと﹂という規定は︑︷

物から

のではないか︑また新設するので

のま蕊の︵批准しない︶状態では

鶴難聴地元と十分な対話を

﹁行政手順の整備へ

ことに面謝条件を定め︑遇常聴試
験・蟹瞬時試験・輸送検蓋などの
に厳しい規制償を採用している︒

がかかるものと予想されている︒

方法を明配したほか︑輸送条件︑

送物あたりの放送線腋率は︑輸送

例えば︑翰送条件のひとつ﹁一輔

な問題点の調整にはかなりの階閣

瀬用を免除する放粥編物臓︑行政

容羅の放射線羅率塾鵡の改釘で理

放賜難物麗安金輸送騨門部会は

上の構躍などを定めている︒

行掲針によるB型電命適倉例の一

や使周済燃料などの輸送の安金を

昨隼一月に発足以来︑放射性物質

確保する観点から︑工AEA︵国 IAEA輸送規則の励欝︵七二物の表面で二璽勢レム毎時︑轍送
無改訂︶については各国とも受け

A鷺Aの勧告樋である﹁表畷で千 七日︑雪転後の藁蕎稲置で︑﹁康

あれば︑科技庁の他の一局を黙止

などの手績を整備し︑ルール化し

いれ雌備を懲いでおり︑近・い将

子力繋金局の新識問題では︑近く

俊々木勲賞科学狡術庁長窟は十

技術規糊勧簸をわが園に適則する

際原子力機関︶の放鮒性物質輸送

来︑共通の基盤に立った国際聞の

ゴレム毎謄﹂﹁二綴の点で十︑ゾレ

綴の点で十︑︑いレム毎時を

場舎の技術的総懸について検討し
輸送法体系が確立する翼通しだ︒

闘＝

かねてよりソ連はわが圏を食む自

野響

ていきたい扁と述べた︒

てきたもの︒同部会報告欝は・輸

いけないので︑わが國の血膿を攣

二需一

急に明確にする必要がある︒この

した上︵スクラップ・アンド︒ビ

曽一膠

﹁原子力行政問題懇談会﹂︵仮 ルド旧式︶で新設すべきだ一との

発星が予定さわている葭相顧編の

また︑轡門部会は︑新しい輸送

ム毎時﹂よりはるかに厳しい︒

＝

欠いているように懸える偏との立

ご勲

る輸送基雌璽が作成されているの

藺＝

場をとり︑﹁どのようなエネルギ

供給する用慧がある瞬難明してお

由総懸鷹講濁にウラン儂鱗役携を

り︑すでにフランス︑西ドイツな

ど一部函欧諾麟との間に役路契約

ソ遡原子力規欝欝︵モロホフ団

を結んでいる︒昨犀〜月集濡した

に︑米国の分離作業蟻位舗格より

長︶も︑顕桝のもちこみを条件

安くウラン濃縮役務を供給しうる

し爵♂

麺融翻

P嘱、鱗謡威

@

幽

鷲畿麟

薦

濤

い。鹸誌

ﾜ梅繕

@姦

送容器の型式︻A型醗核種ごとに イギリスですでに勧告を平台とす

二P

明は︑エネルギー危機が米圃の國

ー生鹿もリスクをともなう︒しか

ある﹂という認識に始まるこの幽

民生橘に与える彫響を示唆すると

厳璽な監視下におかh

し原子力発醗の安金性ほど綿広く

この騨明はエネルギー危機を前

ともに︑騒内の石抽︑天然ガス蜜

にして︑これを克服するために︑
原子力発電の必器性を強く訴えた

源に多くを期待することはできな

は史上に例をみない︒わわ．わカは

てきにもの

ても︑クリ⁝ン︑低糠かつ麗脇な

もので︑﹁どのような誤聞からみ

いし︑代麺エネルギーに関する興

子力閃影のあらゆる圏で︑その蜜

輸瀧や廃蘂物の分野をも禽めて原

全性を引きつづき高めて行けるも
のと磯原している扁との見解を㎎

ボルチコフ総裁は原蔭のウラン

と藷明している︒

濃縮問鵬難燃貝会に出席するなど二

週間の滞窪で日本側関係鵜と意児

闘ソ原子力交流は一昨無の原産

長︶が原鷹から派遺されている︒
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Q舗
P噛

電源、マルチ、放射線
モニタ 性能、安定性
互換性、使い易さで御
好評をいただいており

費源という点において︑原子力が

轟欝欝矩
もたらす利益はその潜在曲なリス

クをはるかに上回っている﹂とし

て門原霊力発電を贈大させること

紮懸描職漁礪罐
以外に︑これからの米國のエネル

科学蓄のうちノーベル蝋乱酒蕎は

らかにしている︒

て︑この危機臨克服するために

次の儲り︒物理学照巨﹂・W・ア

ギー罵要を満たす方法はない隔と

は︑国内に埋蔵蹴れている二千五

人の
いいきっている︒ぺ⁝テ氏をはじ

首億ナの石炭と山徳沖の石炭に相

この月明を発表した三士

岡化学賢受騰蕎三氏︑讐敵学照憂

めノーベル物理学螢受欝蓄七曲︑

ーテ︑F・ブロッホ︑E・M・パ聞題て進展を曙りたい蕩えのよう
ーセル︑王・王・ラビ︑露・P︒

ルバーッ︑﹂・バーゲン︑H・べ を交換︑臼ソ間のウラン濃縮役錺

ウィグナー︑化学欝昌W・F・リ

の訪ソを皮切りに欝欝化︑最近で

ビi︑E︒M・マクミラン︑G・
の原子力縄察園︵土光敏夫会擾︶

が謹承だと掲摘︑とくにウランを

調するとともに︑門頗子力発露に

発霞にふりむけるべきであると強

は︑蜜全間題視察照︵内田秀雄國

当するウラン螢源を選択すること

にもとづいて原子力の璽璽性を呼

ついてはさまざまな批判がある

T・シーボーグ︑鷹学鍵霧﹂・リ

に花つ多数の科学蕎が︑その鍵識

びかけたのは異例のこととして鍋

が︑われわれにはそ勲らの批判

ダーバ⁝グ︒

門番一氏のほか乗国で指灘約立場

米國原子力世業会識が伝えると

燃料癒機の懸大さに対する認識を

は︑原子力以外の醗源の実用性と

だ︒

ころによれば︑﹁罷職は第二次磁

屋されている︒

界大戦以来︑騒も尊大な状況下に
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原発建設推進を強調
月十三鼠︑畏期エネルギー晃通しに関する

Nに7億KW達成を予測

︻パリ松本駐在殿︼経済協力開発機構︵OECD︶は

樂部会が二年単にわたる調査を経てとりまとめたもの︒それによると︑共産圏賭國を除く麗界の原子

報脚継を発表した︒この報告轡は︑OECD内の各下部機関からの資料をもとに︑騨門憲からなる作

かったこと融環境保全に関する公

る︒計圃拡大が健逓される場合︑

手されており︑その醤来性は荷望

炉の研究開発は十五隼も前かり蕾

︸2嫉糎定的解決簾がとられてい れることになろう︒また斑温ガス

化を待って︑商用炉として闘発さ

理工場の建設葭囲を弩慮して︑こ

工業力の開発期間と適窮な贔践墾

る︒これは鹸終的解決策までの描

しては︑爾化および入線貯蔵のよ

の拡大謝画の偲遜による影響があ

置で︑罎頼注ある技術開発にはま

で︑今後土座後以隠に仕覆化が期

％以上が取り消し︑あるいは延期

原子力発臨容騒の追触誤画の三〇

モ
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の解決策を峻酎しており︑麟定的

だかなりの碕間を必要とするであ

フォード米大統融は〜月十五日

の憂き圏に合っており︑資金調遮

㍉

障

る︒薄鼠は︑産業界の今後の冤質

議藪に一般教皇を提出し︑インフ

蝦偶が畏くない折でもあるため︑

嚢

ポルトガル

ポルトガル醒力塗社はこのほど

岡国最初の原子力発躍進建設のア

ーキテクト︒エンジニアとして︑

エレクトロワット・エンジニアリ

スイスのモーター・コロンバス︑

ングの二歳を選んだ︒この繭祉は

提携閲係にあり︑リスボン北方約

ている餓気幽力七＋万〜百万KW

＋塀の大爾洋岸に建設が予冠され

穆渡の原子力発磁所の仕様︑入札

うことになろう︒

評価︑建設婁務の謁整なとを行な

ギー謝画にもりこまれている米国

いるとの報追以外には特に霞立つ

れてはいたが︑軽水炉を撮綱して

ついては︑こ遺までに

ムは鎚く︑その間國麓のエネルギ

薪エネルギー開発のりード︒タイ

今圓のアーキテクト・エンジニア

た働きは報じられていなかった︒

部伝えら
のエネルギー冤乏しによると︑①

ポルトガルの原子力発魅餌画に

短期︵︸九七五〜七七年︶には︑

スから発表された大統領のエネル

に関運して十五田︑ホワイトハウ

方︑鍍象への大統領一般教欝

など八項醸があけられている︒

か所︑石展火力発臨所蕩五十か所

一︑潜在生極力鐸原子力発電所

レ対策と今後＋無間のエネルギー

天然ガス塞たは石園を動力源とし

㌦

過小罫価したため楽観的すぎたと

計画に二障を置いて輔題した︒大

ない発醗所の建設を攣める特別の

鳶冴

ろう︒N￡議は一九七〇年以降こ 糞流ている︒

続領は︑一九七六雲計年度︵一九

悦灘照噸壌拶臆美3

し評緬と謝醐実現への確信の度合

いえる︒しかし︑

五隼の約蝦蟹干億メ︵七二年ドル

七五年七月〜七六矩六月︶予籔一案

ものといえる︒

ルーゾ・ロワ⁝ル支配を鐙んでい

められ︑現在控訴申◎そのため三

武取得に動いていたが︑昨琿後半

社︵持秩比率六㎎％︶を通じて株

薗接に株式取褥に粟り出した︒︸

七％の株式を

は︑マリ⁝ヌ・フィルミニ社の株
武買収に奔走︑約

て︑EC蚕農金がこのほど︑マリ

ク几

ノ

︒ロワ

ギを握っているという︒

決定は︑その貝体的な動きを示す

フランスの原子力企灘の一方の

二％株式のアンパン財閥断衡につ

・ロングビ︶とドバンデル︒グル

は︑マリーヌ・フィルミエ社の様

厳得した︒このCL互Fの働き
纐を憤上げさせる購態を招き︑株

ープが︑西ドイツの鉄鋼産業のよ

︸i

祉

贈ぐ

ル

ー供給を増やすために灼処しうる

旗頭であるクルーゾ・ロワールの

たアンパン財閥の嶺叢エドワード

いては環糖中となっている︒

シュビヨン社を吸暇禽併したた

体をでた工五多国石鎌増輸
制興のらネ隼く内炭）え入
手段は隈られる︒このため石磁の

る新規環業を除き︑今年から新し

支配をめぐり︑ベルギーのアンパ

・ジャン・アンパン男爵は一昨

ーー

く始められる置引謝画はないと述

ン財閥︑来国のウエスチングハウ

フランス鉄鋼企業の両雄であるD 方︑ドバンデル・グループのCL

フランス鉄鋼式社の思惑が入り乱

DN露Lは子鼠琶のユジノール

べた︒そして︑たとえ無爵が新躯

ス︵WH︶社︑フランスの鉄鋼・ 駕︑マリーヌ・フィルミニ社の株

NEL︵ドナン︒ノール⁝エスト︷F︵ロ；レンヌ工業金融社︶

ていた︒

業計画を認めたとしても︑これを

ヌ・フィルミニ社はアンデルニ・

式三㎎％を取得︵その後︑マリ⁝
エネルギ⁝計画については︑石

れてその成り行きが注目されてい
たが・このほど︑フランスの二鉄

とが改めて強調され︑一九八厳琿
までにエネルギ⁝自立性を逮成す

鋼会社の株式布腸での竸争がエス

め規在の持株比率は三一落となっ

式箭場を混乱させかねないとし
場での株式取り引きを一時郷止す

解決策はいまだ混とん

蘭の輸入依得度を大懸に減らすこ

るには︑圏薩のエネルギー供給を

カレートし︑EC︵欧州甚同体︶

られなければならないとして︑そ

わけである︒

謄傾止する愈令を出すに至った

に︑特殊鋼および原子力産墨口出

ーヌ・フィルミニ株の取り引きを

を騒期して酒発に動き出したわけ

今後の冤通しがどうなるか︑ま

うな製鉄と蟹機械の二本柱をもと
︒ロワールの支配に粟り出した︒

だその輿体的な解淡案も出ていな

ている︶して︑実質露なクルーゾ

このアンパン財閥の行為に対しマ

鍵も︑マリ⁝ヌ・フィルミニ祉よ

だ︒この動きについてフランス打

苓よう命じたため︑肇態は最悪の

クルーゾ・ロワールの運嘗は︑

リーヌ・フィルミニ社が︑クルー

の中でも原子力発礪翫醐の撹進が

ュネードルとマリーヌ・フィルミ ゾ・ロワール設立時に締託した両

アンパン財閥所袴のアンパン︒シ

状況に陥っている︒

に儒頼性の高い新開発計画が始め 欝会が馬場の混乱を防ぐため市

増やし︑かつ隅要を減らすととも

鉄鋼二社が進出へ

この三二％株式所筒をめぐって

撮歪していくとの強硬な姿勢を打

エンジニアリング企業であるマリ

っている︒しかし︑か狙てからク 所に提訴︑第〜懸でこの主張が認
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にかかっている︒

D潴溜にとって原子力発霞は国際

見通しを立てるとともに︑OECされる鎌継の総懸金額は︑︸九七

と的爽で儲れ射ると蜜画好盾大健
くに物き露ま線。な全拡威険灘・一

うたわれた︒このため大統領は︑
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いう︒
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無隈に伸びる発酵の：木

が世界に遷…凹しています。

亨『σ

この発酵の木を育てていきま

9

聞

力

が冒的︒

〜運の諸調憲のいわば

し設認施工上の璽礎嚢料を褥るの

援引盤を加えてその強度箸を測定

載荷試験︵長髪整照︶は璽盤に磁

濡鼠験を繰り冠し行なってきた︒

掘坑を掘りそわそれ各段階での職

査のほか︑地下十層︑二＋綴に試

献調査︑現地鉱毒︑ボーリング調

なわれたもの︒璽電はこれまで文

とをあらためて実証するために行

みの資料やデ⁝タに誤りがないこ

に︑独霞の立塀からすでに浅口済

東轟嫡認謬基盤欝欝

載荷試験などで実証
近く県︑南の調査結果も
原子炉纂雛は強圃か軟弱か一◎隅豆腐の上の楼閣づくりだ恥と地発の︸部柳蔭連糸罠が指摘︑國
会でもとりあげられた東東電力柏糠刈羽原子力発霞駈の地盤間脳について︑岡社はさきに一趨の試
験糠梁を公表したが︑このほど試掘坑内での載荷試験︵地耐力試験︶の模様も公闘︑﹁纒子炉設躍予
定地地盤は十分に強團堅牢なことが証明された﹂ことを聡らかにした︒これまで東醸は﹁地盤に問題
はない﹂として反対派と翼向から対立してきたが︑こんどの試験の糖果は︑こうした鷹峯の主張をあ
らためて実証により襲付けたわけ︒なおさきに公蓑された地盤に関する資桝については地元薪潟興が

はこの公開蟹秘に唯立的立場から

描翻に踏み切った︒地元薪樵県で
るが︑試験の結累そ︑プそれ︑惣下

に当たるものでもあ

磁や地盤の極隈支持力にも数値の

総仕上げ

誤りがある﹂！と主張︑藥羅に
暇百五十踏から七蔚蛭・同じく地

藁醒がこんど公開した試験は︑

大荷唯が偲られたQ今回公開され
たのは〜昼炉の炉心位齪に予定さ
れている地下四十耕の地点におけ
る載荷試験で︑舎引八か所で試験

沈下していく圧力の限界︵遊漁支

れ以上加羅を加えなくても地盤が

が行なわれたが︑いずれの場台も

園㊤は極限支持力登みる載荷試

持力︶をダイヤルゲ⁝ジの嚢示で

山ハ 臼Lジを越す鍛大曲捌電が響られた

としているゆ讐避︑原子炉建屋の
荷璽はおおむね鯖附一単方綴詣た

動燃植松氏らの
論文に米学会鎚

尉とめた論文は﹁隙隙増殖炉用照

闇最優握論文に避ばれた︒金的を

※圏原子刀黙想でわが国の論文

林謡雄の各氏が共岡で執凝した︒

てのこと︒授殿式は慣例により今

犀十∴月十六田から二十︸霞濠で

が鰻鰹秀難文錨に輝いたのは初め

サンフランシスコで閲催される第

劉燃繕集含体試験魔設について﹂

施設の内容などを明解に述べたも

子力学会年会︵ANS・A〜F速
会炉開発と岡試験施設との関鰹︑

み︒

二士ゴ圓庫盆で行なわれる見込

で︑わが国の醐速炉計薩全般︑高

の︒植松氏のほか同瑠業団大洗工

村弘毅霞員笈︶が大学や県水塵研

二日聞にわたりA︑B爾甕場に分

体制﹂について特別講瓶︑引続き

あり︑反対のための疲対論や︑狭

ステム﹂など五つの無声と±瓢の

総愈講演がある︒総禽講薩テーマ

は︑わが国の核融合炉開発の現状

と将果︑ウラン濃驚授術開発の騨

が国の放射線管理の闇気心︑原子

状︑廃麗物処理の環状と播※︑わ

炉辮料体の照射後難検施設の触状

と将来の展望︑高灘構遺における

譜問題︑協演炉用燃交換機器の開

聾

新大…夢町9ルヂング

月の第二十二圓立国原

議﹀での骨継離業陶嵩遠炉㎎発本

学センタ⁝の石細口〜︑関貞雄︑

などと協力︑来年度からの六か年

大飯と福島堅大熊両海城がモデル

計画で進める襲え︒福井県蕩浜・

眠本原子力学宍は関運学協会と

源にどのような影郷罰を及ぼすか︑

羅な自酌中心の議論をすること

東京郷千代鐵譲大手町3−2−1

畠古懲懲：店

昨葎十

韓持力は筥面擦醗鎗ご癌か塘罎時

さゆ︑建身構甘物等に要素な極三

文が︑このほど同学甕の七四隼駕

部の櫃松邦彦氏による口笛発嚢論

﹁人体に対する放

利用のための研究で︑謙だ調糞段

射能の彫響もない﹂とした知寛が

海城とさわているが︑初意度は餉

共催し︑来たる二月十八︑＋九の

噴麟の原発計画段階および稼働後

の確保と環境保全に万命婦期する

は︑この際わが飼工取ルギー界の

癒

用済み垂雪繕輸送の現状︑匿界に

発︑多量的葛混ガス炉の課題︑使

の開発概況︑原子炉機器の澱近の

おける野水早速沸騰軽水冷却型炉

町歩などQ墾濾鰻は五掻払︒

あらゆる分野の未来に化学で挑戦する

り六十ーゾ︑地霞騰で岡山Lジと予轡

方が屠安とさ勲ている︒

荷璽の一・五宮のいずれか大きい

漿から︑敷地内に破砕構はなく︑

階てはあるが︑

登呂騎地燕の場倉︑常晴荷璽の三
簸︑つまり筒八十沖以上あればよ

断懸も小規横なもので︑原発難山

得らズていることなどもあって︑

蟹的︒同庁温排水研究婁員会︵藤

いことになるが︑誠験の糠果はい

に影響逆及ぼすほどのものではな

新しく制度化を慧ぎ︑規制の強化

ったほか︑科学技術庁による横極

ずれもこの繕安となる基盤を大輔

こ為を機に梁電は︑興およひ市

い︑という︒

による調齊の緒襲を待って︑原争

葛のみで︑註な調査鮒象は機密水

に上圃っている︒張蹴はこのほか︑

の三牲波幕度測定も行なったが︑

に乗り出すことになったもの︒同

地鍵疫伝播鑑識の醸蜜を得るため

炉設灘許認司串請へ︑一歩優とり

物散水滅の水温分布精盤調蒼ほか

この調蒼でも門十分綱建のいくデ

海洋環境変化の調査など︒

庁は︑暴ければ犀度内にも断弘通鼠

一方︑こうした基礁化の嘆きと

舞作成にこぎつける占えだ︒

な影響を及ぼすのかlIなど︑調 庁ほか三芳自治体︑電力各社によ

二日︑直垂・虎ノ門の隅㍍教三食

は剛に︑温順水問題についてはま

る研究が続けられており︑その︸

館で第十三回﹁原子力長命シンポ

原子刀発電所から掛繊さわる温

ータが郷らFた﹂としている︒ま を進めることとなろう︒
た︑こハまての広範な譜調鷹の縮

温排水問題

つ︑水崖鐵による﹁大懸温餅水に

2艮教欝会館で

原子力学会が総
合シンポジウム

糞望続けていた環境庁はこれ濠で

対する水冷環境アセスメントの総

ジウム﹂を怪く︒

だ蕊だ多くの未解決の問題が残さ

の段階で〜応の調査デ⁝タほか曲

台調董﹂が来無魔から斬規諮孚の

会鼓長から挨搏があるぽか︑寓晶

鍔水がどのように拡散し︑あるい

見が響られたことから︑近く︑罵

予定だ︒この研究は︑今後の大二

醜興原子力婆員が﹁核融禽の研鏡

れていることから︑このため各雀

ければ二月申旬にも関係各開庁運

筋・嚢中立地による原発温辮水が

は礪辺の梅纐や生物橋にどのよう

絡会を麗くのを手始めとして︑温

周辺灘域︑とくに生物掘や漁業資
耀塊庁による温推水温度規制の

シンポジウムては切日︑鐘像学

る計醐だ︒

度規鞘の黛準化づくりにとりかか

暴鵡化は︑岡庁がこれまで行なっ

ピンチヒッタ⁝として登場したの

験を示すもので︑試掘坑内に油圧

であるが︑金綱罠が質子力に対す

ジャッキを設麗︑地盤の天井面に

石漉に比べて容舅であり︑掛比鷺

と闘塒に︑圏罠の理解に努めわば
昨秋︑国金の課員鼠において︑

かれて門蕩処理プラ潜の計測シ
の犠後にヤ分評価できるように・

の備蕩も昭来︑多欲的篇鯖も期待

﹃評価手法﹄開発に役立てるのが

てきた実糀発墨所︵火力︶による

二％を出める火力発議の璽油の殆

外に依存し︑然も︑発生霞力の七

る理解を臨め︑平秘潤用二努力す

拡散調査などのデ⁝タが一応農揃

にとって︑密着の紬果をもたらす

さ拍る上︑将来新型炉や核融台の

ることこそ︑蝦も怒罵しいことで

読みとる︒

の両藤に圧力を加えていって︑こ

よう︑充分換討の上︑褐を転じて

んどを輸入に仰ぐりが園にとって

開発に逓ずるのであるから︑安全

ぐ一〜ーノーく
福とせねばならない︒軽々な判断

は︑水霊火従騰代の圃誤謬力によ

石痢の機瞥として衛力なエネルギ

現杁と︑泄弾における原子力平和

って︑騨冨低廉且つ農賑の濃絵を

ある︒従って大気湾染がなく璽疵

郡怨したのは終期夢に詳しいので

⁝源となるのである︒

は定番たけではあるまい︒

火力より発竃原価か安いといわれ

隙子力船燃むつ隔の処理につい

もらいたいものである︒

ては︑囲家的晃地から発曾に検説

▽︷A鴛A孟催﹁OK﹂0現象

る絶対反対譲では︑民族の将来は

る︒勿論︑琶蔵鑓四千万KWとい については︑国がエネルギ⁝に関

︵ガボンOKLO鉱床における宮

うか︒エネルギー駕用論にも顧ず

する箆本論羅を確立し︑その申に

幽懸羅塞縦
おいで原畢力発電を位置づけると

シンポシウム﹂

然核分裂趣鎖反照︶に閲する園際

し︑馴屍を失望させないよう配慮

エネルギー激として評価され︑世

があり︑地熱発電や都箭灘裾物等

われる水力発駕には︑開発の余地

側める手順によって処理すべきは

ともに︑聞発にあたっては︑國の

すべきであり︑療子力発鐵の礁設

界各潔いずれも原子刀発電所の建

を轡料とする火力発電も既に各所

た譲ったものてはない︒庚対論養

設促違に努力し︑なかでもフラン

に姿を麗せており︑政府もまたサ

は原子力に代る代察を示すべきあ

の点を充分檎討さかた獣身てあろ

利用の実情について深く勉強して
る顧子力発亀が︑当面嶺独に代る

原子力船﹁むつ﹂

柏崎原発に憶う

原子力発電への凝鮒は︑こねら

予定地の地盤闘題が偽り上げられ

榮崇勉力の馬騎原子力発電所建設

千歳に残さぬよう切謝しておるの

によって安歪な途癒艦ひ︑悔いを

当てた支張板と尿に当てた載荷板

これらの県︑帯による芝之とは別

下二十酵の試掘坑では六百沖の最

や督の試掘境では一平方丘当たり

硬料の公朋を求めるなど︑以降︑

ととしている︒一月末が一応のメ

﹁地盤は十分に強固扁とする継電

と対立した格好︒地盤属の動揺も
ドとさわていることから︑近く糖

闇題の璽要性もあって︑索出はさ
きに地質蝦科の公開という異例の

論が得られる見通しだ︒

色濃く浮きぼりされるようにな

対する要望事項をとりまとめるこ

の検討を加えて︑国の安全欝査に

柏騎市と協力︑一月宋をメドに中立的立覇からの横討を懲いでいる︒

柏騎刈羽原発は璽康臨力が新潟
興柏欝欝と刈羽糧の雨帯村にまた
がる海摩砂丘地約闘百二十万平方

摺に鍛終八費万KW規換の〜 大 原
子カセンターを建設する謝画のも
ので︑昨年七月︑一弩機︵颪や万

源開発調整審瓢会で決定された︒

KW︶の蹴源開発計画纏込みが羅 り︑こうした地元民の不蜜解消と

部地元

ところが八月になって︑﹁原発反
対・刈羽を守る象﹂など
の原発反離派住民から門原子炉鍵
盤となる酉山霧には断脳破砕構や

して建設予定地地盤の軟弱なこと

潜断魍など多くの飽裂がある﹂と

が撮摘された︒その中で反対派は
﹁高調の謝画には西山脳を覆う第

㎎紀安田麟生成黛代撹定で誤りが

た︒＋数年の歳月と匿額の国蟹を
投じ︑国属の与璽を担い転炉第一

響として華々しくスタートした上
船が︑完成一着艦煎でつまついた
窮は︑返す遺すも残念であり︑國

原子力発電駈の建設については

スの如きは将莱の発蹴所の硬識は

家の大きな揮失ではあるが︑海運

主として安禽性についての信頼問

すべて原子力によるという國の方

た︒

るわが国の将来にとって︑今園の

題から全盛的に反対羅鋤が展開さ

国として立たねばならぬ逓A剛にあ

経験は澱璽なものであり︑凄い教

れ将来の蝿力購纏に不安を投げか

六月二±⁝菖か

の反手運動や技術的ミスによっ

訓とすべきものであるから︑一部

ンスビルで︒詳細関盆わせおよび

ら同二十七田まで︑ガボンのフラ

騒然であって︑幸崎原発の例の娘

でに楡騰︒旗影糧謙へ︒

撃筋希望の向きは四月二十五日ま

ンシャイン計画の下に︑太陽熟利

闘・溝外蹴力姻盛会会痩︶

を恐れるのである︒︵遊藤武左エ

贋やMHO鳥籠の開発箸に努力しきは︑促盗を阻む纏集となること
ているが︑暴力の間に愈わないの

の如く大気汚染がなく舞曲火力よ

が実伏である︒原子力こそ儲力な

針を決定した︒原子力発霜は前述

り発電原纐が蜜い上に︑外纐負損

の確保と住民の理解を得ることに

も雷撃く︑核燃料の輸送や撮管も

けており︑原子力闘係番は安全性

金力を尽すべきことはいう衷でも

て︑原子刀平稲利用の将来に頓挫

ないが︑エネルギーの八六％癒羅

を来たしてはならない︒﹁むつ﹂
の処腰については狡術面は黒総︑

趣

滴

働

松

取締役社廼

囲

軸

整メ
夫蔽壱メ

水産庁は評価手法開発へ

行政面や今治蘭にもわが羅の樗来

藁京寅店 衆承：郷中央区銀座曳γ属13番1母 竃毘ビル3隅

名霞腿市巾村区広丼町党丁胃撒播紬の1（畷洋ビル》
蝿 伊吹・蕎知・大野・横浜・制ll・総懸。騨・劉灘・千

工

大阪市北区覚鶴浜遡1丁閂57欝地

被

本

あるほか︑基礎岩盤の一軸圧縮強

載荷鼠験のもよう

◎、ノ亀

環境庁が年度内メドに

繭達
昌

7

、
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B本原子力産藁会譲は原子力発璽麟所在市町村協議鼠と協力して昨秋︑
墨田問題・自治然調査団扁を欧来腿か翻に派避した︒本調査団は︑罐源開発三法が旛行となっ
たのを機に︑各地方自治体の関係奮らが︑欧栄先進各圓の原子力開発と︑それら需麟における
地域の安金性確保や環境保全諾対策︑原子刀施設を焦心とした地城開発のあり方などについて
環状調蚕に当たったもの︒今画は同調賓膨の田中潤太郎磁擾︵双葉町擬︶をわずらわし︑調査

察等霞程は極めて繊しいものであ
蜜源に葱京れた環境の欧米各国に

成累の一鞭をご披露騒つた︒

昭稲鵬十九年は︑翻際的には︑

︑

︑

︑

ているのであります︒

醤四十三万KWの発懲懲開発をみ

ところで︑今園調蕉視察の結累
とも梱鞭ち︑原子力エネルギー開

発でとくに今優問題となるのは
懸口理的な安金性駄の確立であろ

盤哩編
や

騨一
く調査麗一行︒とくに甫役得ではう・アーグ再処理センターの駈長ほか︑シェルブール帯擬︑海照驚令

写爽訂㊤サイズウエル発贈所︵イギリス︶㊥EDF︵フランス︶㊦シェルブ⁝ル帯役所で説明を闘

題の解決こそこれからの唯一の原

簿も交えての説明会となるなど︑フランス側の熱の入れようは霞を冤はらせるばかりだ︒

うかと誓われます︒そしてこの問

子力エネルギー開発の推進力とな
るものであり︑自然への調羅の墨

一

船が宮由に出入りできるとのこと

ビブリス原子力劇職駈は一九七

であった︒

四琿七月運転を開始したが︑出力

る︒さらにこれに併設して百三十

は五二＋万KWで︑世翼二大であ

万KWの原子炉発趣駈を建設申で

いかなる衝繋にも耐えるように設

ある︒円型のドーム・タイプで︑

ここでは†二か鷹の労働蓄が欝

計されている︒

語の不慮臨を案り越えて建設には

げんでいる︒蕩さ着八十層もある

旧観を憲するといって騒がれてい

冷却塔が立っていたが︑この搭が

るようである︒

は︑圃蜜的な要講であるから臨む

多いとのことだった・蓬蓬でンお付璽帯は今でも裂聖
は︑使購済み燃秘がト・ワ・クで搬︸肌蓑撚饒鍵獣

しろ勤務時機の問題で陣し入れが．所は墨力が七十四万五千KW︒サ

カルバートクリフス原子力発鱈

︹アメリカ目

を簿ないといった警え方である︒

蓋など疾病はない︑とのこと︒

髄設建設翻の状況をよく謁糞し
それを十分に地城佳民に徹底し︑

炉二凝が設隠され︑冷却には炭酸

塀建設の繭から嘩然放嗣能の状況

五奪蘭から操漿を姶めている︒工

ていた︒この地は醜類の生薩地で

とが︑極めて璽要であると力説し

て原子刀発電所の多くが建設され

少なく︑このためライン測に沿っ

て知られており︑漁業ほか生ガキ

る原子力解発の実偶調董のなされ

入され︑大きな水槽で冷却︑貯蔵

ることが︑必要なことだと感じた

最近は︑滋艦線の経済的︑蝦観的

桑が得られるものと確繕いたしま

次第であります︒

す︒わが園における原子力薩桑が
緒についたばかりであるだけに︑

ランス涯彫原子力潜水艦の凹地で

かんである︒また︑ここの港はフ

ん卜いては・関難塾
パリを流れているセーヌ測に沿

使鰐済み燃料の樗処理工場であ

も取り入れられているという︒

り︑下風で魚をとったり︑水道に

って原畢力発囎所が建設されてお もあるが︑畏縮勤務の土窟にも一

門フランス目

商である︒

この工場の拠点であるシェルブ

されているのが覧られた︒

境保全施策が要求
先進各国の現状一

ガスを雨いている︒作藁鐙が原子

を調節しており︑工場の建設前と

︹西ドィッ

建設後の変化の状態を調査するこ

における施策の据苗や二藍の七二

その一部にすきないが︑先進各国

嫡近くで︑一般の工場と周じよう

その後とでまったく放射能につい

始した︒出力四＋二万KWの原子 るラ・アーグ爾処理センターは︑

・と冤通しなど紹介してみたいと思

な態覚で作業撰召していた︒これ

この国では︑原子力発電所の欝

である︒こうしたこともあって

もある︒

暫ます︒

ての変化はない︑とのことであっ

以下︑こんどの調査視察から︑

給の容量なところに建設される煩

な関係から︑消纒地に近く水の供

数聖遷からの原子力による発上篇
懸をもつているという成果は︑徽
これら先進各鷹の実繊は極めて大

墲黷驩p園でさえ原子力エネル

ます︒このことは︑羅も保守的と

ギー薦閑の問題が一九五八葎来囑

とで・周響は九鰍津揮辱

放射能よりも︑

章に諏めなければならないと思い

甥実であり︑それぞれがすでに丁

作業綴からは︑蜜全性よりもむ．

る観点から繕にわたり︑実験と

きな懲嚢のあるものとなりまし

点については話禽いが行なわれる

建設に嶺たっては︑酬画を発表

寒になるものと縫えられますが︑
よう︒

ようであり︑土地の選定について

問題となってきていることであり

これを機に︑今後も引続き地域

おいても今や国家あげての璽嚢な

これら安金性の破立については︑

関係省による︑正しい海外におけ

りましたが︑各國の政府機関︑企

國の努力と地城の正しい理解との

業体ならびに在外公館各位の熱恵
ます︒そして︑こうした審蟹で︑

楓互作用により︑鱈頼性の隠い精

エネルギー間懸が必然的に各圏の

原子力が次桟を撹うエネルギー源

石濾危機を一つのパターンとする

として脚光を浴びてきているのも

調査が行なわゆている︒

て大きな成累を響たものと確闘い

調査視察も当初の留駒通り︑極め

し︑その後︑長期にわたって手印

を潤め︑一方麗内的には︑門霞源

原子力エネルギi開発への蟹求度 溢るるこ隈偶に接し︑したがって

開発三法﹂の国会通過が原子刀発

湿り地域帰属禰祉の向上に役立つ

電の開発と周辺地白艶騰の調和を

よう描翻がとられるなど新しい餅
代に入ったと蕎えられます︒

蒔あたかも︑全国原子力発贈駈
所蕉市町村協議会と日日原子力薩
藁会議両蓄派灘の﹁原子力旛設な

らびに地城一己聞題完治体調 査

の実態を調蓋する機会を得ました

団﹂団畏として欧州ならびに来国

が︑誠に光栄で︑のみならずその
磯務の璽大さを痛感した次第であ
ります︒

醐蕉視察に当たりわれわれ一行
は︑出発に先立ってこれまでもっ
ていた金ての点についての先入観
を櫓て︑常に白紙の状懸で臨み︑

が︑当局に対する信頼描によるも

認雌は州政府が行ない︑安全性な

門イギリス園

た︒ちなみに︑この地方はとくに

年にすでに臓騨の原子力童謡総設

のか︑地無の人たちの発電所に対

どその他の法律の制定は逮邦政府

ロンド

が行なう︒颪ドイツは臨海地域が

▽サイズウエル凝滞藤

酪醍がさかんで︑フランスでも最

備容灘の五三％に当たる三絃四十

も痩質の牛乳が生産されるところ
奇異に感じられた︒

する無関心さによるものか︑最初
ろにあり︑一九︷ハ六年に運転を開

万KW︑︸九七二鎌には興国にお ンから約二百層層ほど離れたとこ
ける蹴力の一五・四％に当たる五

か︑ここでは︑海水熊︑海藻︑地

⁝の産勉としてもさかんだ︒

住民からの間題提趨の場合は︑

⁝重慶裁戦漸にもち込京れるが︑こ
．こには三人の判定窟がおり︑これ

るとのことであった︒難くところ

らの人たちは困無ことに改選され

によると︑難題提起の内容は漿観
⁝や＋麺︑その他畷塩問題について

⁝シカゴのドレスデン原子力発醗

が多いようである︒

所は今から十四班ほど崩に二十万

一KWで勝戦を開始したが︑礪在は
一これに八十万KW二瀬を加え︑そ

一の出力は台3一菖八十万KW︒曇声

における鍛初の原子力発議所でも

ある︒冷卸用水は付近の河から取

り入れ︑河に流している︒落慶調

て︑鱗状のスプレーで冷却してい

整のための冷却溺がつくられてい

ペシネー・ユジーヌ・クールマン（ジャポン）

奮羅里撮調薔騒騒で

聞

力

原
実際を掘握する考えで︑とくに先
遜各国における原子力発躍の璽襲
性と塘憾住民との密趨した協力︑
発躍旛設と地城関発の調和など多

たのですが︑一口に醤って︑その

くの繰題を秘めて羽田を飛び立っ

サイト付近では三三が行なわれ

種格

R・ハレテ博士

高温ガス姫の閥発とプロセスヒート・INTERATOM

仏大手企粟PUKグループ

W・ブラウン博士

・KWU

軽水姫の許認可、立地及び試運転・

フレーバー博士

・KWU

・一

エレルギー危機後の原子力開発・

i書（和文、英文樋）写真添付のう
記あて郵送、面接日追って通知

子科恩給歴下
原理24高襲え

から28才まで

日本原子力産業会議・業務課 TEL 501−1065
東京都港賦新橋1一一ユー13（東電旧館） 〒105

て窪話番号344−4343

薪宿土井ビル43階

新宿区張新宿2−1−1

る︒

と地城との儲頼性の帯に立派に擁

ているようで︑河には三千曲級の

立できるものと確信いたしま露

上の生・植物などについてあらゆ

以上︑こんどの調蒼視察からそ

ており︑腿探も散在していた︒

の一部概硬をかいつまんで述べて

みましたが︑一般に欧楽では︑放

射能よりも環麗傑金が聞題とされ

ており︑宮然耀塊を破嬢しないよ

うな施策が強く要求されているよ

は︑蔚にも迩べましたが︑﹁禽理

うでありました︒わが国において

写翼㊤ラ︒アーグ再処理センター全漿と㊥ビブリス原子力発躍

的な安金性の確立﹂こそ原子力工
ヘ
ネルギー開発の擾進力となるもの一
⁝
であり︑この問題については︑鴬

所︵西ドイツ︶㊦カルバートクリフス原子力発醗所︵アメリカ︶

・系大卒、英語堪能の経験者

｝

￥560円（送料携）

男 子

環

A5半壁糸勺50頁：

野溢血莞藤

社員募集

＿一一主な内容

有遇、週5日制

◇待
遇
◇提出書類

たしております︒

瓢卿

纏

清太郎
田中
福…轡二一蘂白山

力発電計醐に基づいて建設さ
れたマグノノクス炉。以来順
調に運転されている。

㎜

層

繕巣︑各國各所において彼我の原

1966庫に遡：開したサィズゥェ：

西ドイツの原子力産業

・力営業開発業務

◇職
◇資

考え方に大きな次元の差
ノレ原子力発鱈所。竃第一≧欠原子

繍

／

Ψ
獣

確信深めた安全盤確立
割
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籍週木曜田鼠得

幽幽科期年分前金3000円
カ

準備会

葎規穫工鵬を︑

韻大年︵八年欝﹀には五額懸隔程度

初の一〜二無は＋簿訓説後だが︑

ととなるもよう︒この畑田だと当

環境がつくり出され︑㊥米国剛力

し⑪鳳至が容翻し摺るような契約

これまでの検討を踏まえた上︑も

勢は依然流動的だが︑岡調董会は

両方式の狡術的償頼性ほか︑コス

的にみてこの謝醐に一篇すること

たU鷺Aプロジェクトだが︑蝦近 が約榮されるようであれば︑長期

の脱退で前途に階雲を漂わせてい

が適切で︑この際わが圃としては

が必要であろう一！などとしてい

鞠

と

辺になるのか︑﹁かなり商盟﹂と

＝

二甲

脚：

曽；需

ρ二層

備にとりかかる臨画という︒
需＝騨

剛

慰

無

温
簿

︒潮

螺謬鰹・

恥
転
辮響

諏．無繊

羅

彫

﹃

鳳

九ムエ無闇のフ

ル麺転をメドに※国に建設しよう

が必蟹とみられている︒

両蕎はこうした塾本方向を受

というもの︒

ト比較︑蟹金調逮上の篇利性など

になってグッドイヤー・エアロス

購入踊と購入画期︑契約条件︑投
テル社と交渉中のほか︑殿力綱界

る︒

融璽ほか国内体制の確立といった

ととし︑工厩の難設隠期が一〜二

⑧新パートナーによる応分の投蟹

について二年余にわたり横酎を璽

ペース枇をはじめ荷力企黎がパー

WH・ユニオンカ⁝バイド両社 各社から根当雛の隅要が兇込まれ

ねてきたが︑この結梁︑新第一工

トナーとしての名粟りをあげベク

け︑主としてガス拡敬︑還心分離

場はガス拡敬法技術を採聾するこ

ら一部が交渉に入るなど︑兜行き

に

スとして十分なもの﹂との蕩えか

も﹁UEAの契約条件は交渉ベー謡点についてさらに翼偉的な酷め

けてAECが技術ほか襲蝋︑隔膜や価格などまだ墨絵中だが︑とく

兇具しに明るいきざしも見え軽め

ン政府もオイルダラーの投賞対験

UEAプロジェクトをめぐる構

として横罰申という︒

動力炉・核燃脳開発蟹漿団と米

國クリーブランド・クリフス・ア

いわれているが︑群細は明らかに

二一

難聴

瞳

鰐咄︒︑．聡灘

藩

難

罵

各種放射線機器

力研究所殿、動力炉・核燃料開発事業団各種臨界実験装置

﹁所期の目的を達成
高議調査成果は

わらない︑としている︒契約条件

葎ズレ込んだとしてこの紬醗は変

に必饗な拠出鍵金試騨によると︑

設寡聞ナ無にわたって支膨するこ

融最愛酉七†六億円が必蟹で︑建

ーーb

るものと同様だが︑ソ総懸の条

三日︑楽国ワイオミング州におけ

イアン社︵CCI︶の両害は二†

るウラン藪源共同探鉱調査につい

論難
臼叢側から墨体的な打診があれ

細な提案に対しては二〜三避闘

されていない︒さしあたり今無魔

当該地がワイオミング州のどの
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ウラン濃縮購糞調査会︵横山通炎会長︶が︑三月來をもって閉会することになった︒調壁塗は︑わ

が願の圃際灘縮蟹業翫画謬加の可能性に關する調査を行なうため四十七年三月に設麗︑以降︑※UE
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蛮の成累を横山会畏が蝦告︑あわ
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め朗会となるもので︑一月二十三霞の闘調査会総会で正武決定された︒調室以による調藍紬漿は今

ウラン麟縮無業激職照照は四十六

せて今後の対処方策が検討された
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を強調︑禰懸灘の確保および実語

年＋二月の原子力婁鱗食淡驚呪灘

が︑この糖粟︑﹁調蓋はいずれも

後︑一議・再処理懸附会︵一本松珠璽璽︶が継承︑引続き検酎を進めていく予定︒

縮ウランの安定確保策に際する芳

所期の成粟を響︑調璽餌としての
使命も概ね選成した﹂と判断︑調

窟民が協力︑糞力巾央研究駈内に
設躍された︒以降︑仏原野力庁と
糞澱は今後︑癒懲購務を経て︑巴
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プは︑科技庁︑運輸省︑原澱膏石

今後の検討諜題だ︒漁業問題も大

もに投入蜜金も榮件の一つとして

ぶことになるだろう︒技術画とと

できるだけ広く︑複数の中から選

でに自選他機の港もある︒紺象は

による地元のメリットもあり︑す

国は離任をもつべきだが︑定係港

一応の結論を出す︒安全について

の時期までには新定係港について
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らのエネルギー問題に対処し
強く打ち出していた原争力安全周につい

原子力委駁会などが安全研究にあわせて
来を決建づける緊璽なプロジェクトを円

だろうか︒原子力開登というわが国の将

選漏は欝されないことを︑われわれはつ

て行くためにはどうしても原

いこの闇欄切に思い知らされたばかりで

間の関係者の男力を多とすべきである︒

が︑大切なことは︑今回予瓢化された計

好感をもって受けとめられているようだ

昭和五＋年度の原子力予算は︑総じて
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設申で︑今年中には完成の予定︒

り住民の反対はなかった︒

決まっているが︑この選定に転た

研究や教育閥題を取り上げてきた

窩圧カス慧剣試験製慈認定藩叢書（総定No217＞

術処の下に羅かれていたが︑昨年︑

に昨鎌†一月に楽WH社との契

W機も麟規模︑同炉型で︑すで

は石疵危機以後︑原子力のみなら

三︑四弩機についてはカナダAE

約がまとまっている︒これに続く

特殊法人として独立した︒韓国で

究開発を穰極的に濫めている︒

ず・他のエネルギーについても研

CLとの間でCANDU炉線入を

れていない︒予想以上にコスト局

交渉中だが︑まだ餓終決定はなさ

されているもようだ︒

なほか︑冷水供給などで不安が残

一︑臼本からの機器輸出につい

て非常に期待しているが︑とくに

廟堂することも払えられている︒

同会議が︑原子力発電など実用

帆

原子力関係予算を
場編成上の強硬方針とかち禽って難航を

ある︒

溺に驚めるにあたって︑政簾上の遅滞や

ければならないという大芳の

唯一の例外として設躍が決まった︒この

きわめたが︑鍛終的には三相渓断の形で

ては︑機構の新増設は認めないとする茅

民態を予岨面で襲付けようとした敵府の

子力開発利用を定めていかな

姿勢を遇したという点で評価しうるもの

来転所から即金研究の充実︑蜜全行政

画の総てが淡して単年贋で終るものでな

ぎ

原子力発囎開発ては現在︑︑古璽一

ら︑政府の政策や方斜に批判的な

っている︒サイトも内陵の太田に

うに語ったQ

してそれぞれ八十八懸円︵閥三％

日本学術食議は︸月二†霞から

化︑開発面でも横極的な敗り糧み

ら

︒懸騰駄

峨・
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めぐって

望⁝轟羅難課覇騨
原子力予郷全体に占める登院別の劇舎

きことではあるが︑その背鰻に原盤力船

機構の強化がはかられることは同慶すべ

畢五蓋慮畢万円・繋攣三

十四闘乱の△二％が認められたわけで︑
は︑動力炉開発三五％︑核燃斜対策二三

である︒

いわば来年慶予鐸は八三％の日足度とで

は今後の予鎌描躍いかんが璽要なのだ︒

いということだ︒むしろそれらにとって

摩羅だが︑核融命研究が前年の九億九千

％︑安金研究一五％と例年の比率とほぼ

また開発利用の円満な推進には安全性︑

﹁むつ﹂問題に象徴される漂子力政簾へ

度比一二五％以内に収めるという予騨編

もいうべきであろうか︒もっとも対前銀

の大衆の不儒感があることを政府︑原子

ては健えば米輸銀のような長期︑

原子力断雲プラント輸出入に際し

力関係衛はあらためて脂に銘ずべきであ

わが国の原子力必発瑚状︑今後

万円から二＋八懸円に一滋に繍崩したの

儒頼性をはじめとするより多くの研究開

の薄層などについて調蕉と視察の

は明かるい鮎題だ︒しかし一方で放射性
る︒蓮沼に︑このような蜜全研究や原子

ため来日していた韓圃原子力研究

は︑要求額との対比だけで単純に一購一
廃四物処理処分センターの設立が認めら
発が必要になる︒璽は来年度予簾に盤り

成上の原則舗にしばられている塞惰から

彊するわけにはいかない︒四†九葎度の

込まれた姿勢を保ちつづけることにあ

一︑薄処理工場では︑パイロッ

ことが条件となろう︒

低金聾のローンを供与してくれる

ら原子力塵凝鴨脚などによって醍ばれて

駈の文英暫監郵は︑滞日中に動燃

力行政のあり万が︑﹁むつ﹂闇題謡言か

購簗糊璽熊襲町所︑原研東海研究

れなかったこと︑原子力船開発費係予算

るQ原子力安全局にしても︑それは機構

駈ほか田塞揮発翻︑日立︑策芝︑

が今年度を下園っていることなど︑今後

の設躍が決まっただけで︑難麓の結翼生

原子力予騨が安全関遡対策麗の上櫃みな

きたことも忘れてはなるまい︒なんとな

まれたこの安全行政組織が本当に康子力

ったが︑この問を通じ岡殴は韓鼠 部門は近く原子力発織公往として

三瀬盤工などを訪問︑調査に当た

どもあって︑蠣求額の九二％倉を承した

写翼翻原塵を跡問した文監爾

わば︑今回の予鐸編成に際してとられた

利罵の安全確保を習うし︑國展の信頼回

に問題を残すものも少なくない︒

政冊の姿勢が少なくとも数鋸醗に興体酌

優のために実効をあげうるかどうかは︑

が必ずしも満足しうるものでなかったこ
五十年度の眼蟹として注冒された安全

な範簾として実っていたならば︑今霞の

トプラントを蜷備ゆで︑すてに仏

研究関係予籏は︑一般会計で今難度を三

原子力行政に対する国民感柄は桐嶺駆っ

かかって今後にある︒そしてそれを決定

十雌円へと四六％増を示した︒全

では原子力間題特別委員鼠︵三宅

力発日問題シンポシウム隔︵四十

泰雄婁鷹長︶を設饗して︑門原子

三日聞︑集尿・六本木の間会議講

で学術触観点から大学での原子力

八隼†二月︶を開くなど︑これ族

鍵で︑第十期会員︵昨年轟れに選

に与える影響が大きいことから︑

その動尚が関係蕎間で注団されて

姿勢をみせ︑これらの動きは内外

いた︒開金初臼には役戯の選出が

出︑任期は昭和五十蕉一月二十賑

会暴の互選で得なわわ︑会長に越

九期をもって終了するが︑第†期

原子力問題特別委簸裂は一応第
長︶を再選するとともに︑醐食擬

に聞かれる審の総会に持ち越さ

れ︑その間︑審議・検討すべき閏

の各特別婁澱金の設蔽問題は四月

系から二見礎治名大呂懲教授︵物

て第九期のメンバーで特別三型会

題が起こかば正副象長の了解を撃

には人支科学系から醐鉱毒八郎東

理学︶をそれぞわ選出した︒伏兇

いとされており︑常藍革難題への

婁貴会の再設懸は︑ほぼ聞迎いな

消息筋によると原子刀岡題特別

を開くことになった︒

長に三川泰秀︵阪大教授︶︑劇部

︵工学︶部長には川上正光︵更工

での潴問題を蚊り上げる原子刀問

また︑原子力開発をめぐる二二点

題特別委興会とは別に︑エネルギ

大学長︶︑醐部長に河上鰐義︵東

学術会議は原子力問題に關して

ルギー特別婁二会︵仮称︶が新設

される予定で︑エネルギーとして

ー蘭題全般に取り組む欝源・エネ

同会議の提霞などに負うところが

で扱うことになるようだ︒

の原子力問題はすべてこの薫習金

も︑その自軍期から深く関与︑現

胴化の進展に伴なう種々の閤題か

大きいが︑鍛近では原子力発雌実

在の原注力基本法の三原則などは

北大教授︶の各氏が就任した︒

格上げの司能性も示唆している︒

畏に小野周︵葉大教擾︶︑第翫部

り選出され︑第四部︵理学︶の部

た各部の翻長︑副部長も互選によ

氏は前期黒熱鍵で薄選となる︒ま

大四脚蔓擬︵経済学︶︑自然科学

智勇一︒前期会畏︵麻布獣鷹大学

いた︒

から三無闇︶による初の総会を開

会畏に魑留氏を再選

〜
体の六八％を占める原子炉機器が

なった︒

立場をとっている︒とくに第九期
照酉九十八鱒円で乙娘単比三〇％

卜六偲円︵七繭ハ％威︶と

円が群を抜いているし民間の業縄

増︒核燃料関係百三十億陽︑放断

戯︶︑一

別ではこのぽか︑電気機械工集＋

線利用機難点⁝懲隣の順︒漿極別

f5L494￡書．5041㍗8

謂

第十期学術会
議がスタート
三億円︑輸送用機械工業十三催円

円で繭隼度比四四％増︒逆に輸送

では醒気機鍼工業が三颪五＋二億
一︑聾産額は︑四＋七年の息出

5発2︽︶1舖02

粥機械工業と鉄鋼漿はともに威少

r540しXl

一輝輝から四十八年度にはゼ黙認

原子炉核燃料関係および放射線利用関係施設別投資額

4

一…

閑原子刀発巨編は韓国餓力が

とはいえ︑来年度の全体の一般会計政
十鱒円上遜る彊二十鯉円が計上されたほ

づけるものは結局は

とがその一例といえる︒

か︑昨秋施行された電源三法にもとつく
たものになっていただろうからである︒

へ

リンゴバン筏による概念設謝も終

府粟の鱒ぴが二四・五％増だったこと︑

これを

4591

礒設を瀧めているが︑原子力発馬

また四十九黛度の原子力予算が繭無に比
醗源關発捉遜鮒策特別冊立から︑原畢力

えよう︒この慰味で︑原子力安全局のへ

｛20ω

の原子力孟子について要旨次のよ

発羅の安全性確認誠験にあてる十五懸物
単だが︑その潮に︑原子力開発利爾の今

の問題ともい

して六％しか簿びなかったことからみれ

がふりむけられ︑これらを含めると対離

囎を禽めて︑その今後を注蔵したい︒

入

ば︑五†年慶原子力予算が示した鰐蔚庫

後に通ずる反省の材料とすべきではない

だと片付けることは籐

比一 七・八％の卿ぴはまずまずのものと

無度比四五・五％の増崩をみた︒一方︑

絃講論

いえよう︒このことは︑わが騰がこれか

7窪，029

となっている︒
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196，041

発野駈設備投籔の二千落五十四懸

﹁
ξ

293

開発利用の神び鈍器
設備投資額は二千億円越す
﹁無々拡大してきた原子力平租利照の伸びが︑秘説四十八鉱度には薗駕塵岡様鈍化した脈一︒科

た︒従鱗番数︑設備投資額︑生藍実績など主硬濡動指標の傾ぴ箪がいずれも前年度をかなり下曇り︑

究開発蟹は懲懲円︒機閲別にみる

にされた点はおよそ次のとおり︒

墓礎研究落六十懸円︒経営曳体量

百四十鱒円︑応募研究二百傾円︑

︵二一∵五％︶を占める︒

?山車線係

しい機構のドアーバルブ。

ヨ本からの畏期低利ローン期待
1￡1ノ」｝星」）

（単位

学技術庁原子力周は︑昭和四十八班度原子力關発利照動態調奮懸果をとりまとめ︑二十七臼発表し

など主璽捲標は逆に下回り︑頭打

暮鐘ニや四億陽で全体の七三・四

と︑原研︑動燃を工む研究機関が

︸︑原子力関係従聯蓄はおよそ

四十八年麗動態調査から明らか

ち傾向をみせている︒

四十七年に引き続き原畢力醒業界のスローダウンを撫実に添しているとしている︒
動態講糞は︑原畢力開発利用推
遣に必要な塾礎資料を得るため昭

教湾︑研鋸︑用聞企策など金隅 二

五万照千入︒このうち民閣企業は

和四十二無度から縁年実施︑醒毅

千齎五士この機関に︑原子力平和

％︒研究の性格別では開発研究六

利用関係分野の従購者︑研鰺派避

三％︶︑民闇が無徳

では騰が七再録士瓢懲円︵七五・

一︑設轍投下額は四＋七年の千

LT五慾円
究機関︑医療機関は誠少した︒一

全体の五三％を占め徴増︒逆に研

方︑放射線関係従順菅は約四万八

0
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番︑研究開発蟹︑設備投蛮額︑生

千人︵前年度比一〇・六％慰︶と
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を求め︑回箸のあった千五富鉱＋

纒円と約二〇％

九百六†懸円に比べ︑騰十八鰯度
は二千三百五十一

なり︑研究機関で二〇％堰えた︒
︑研修派遮蓄は約三千百入︒

いての舞諭結果から利燗の鋤向を

號みとるもの︒

を占める民聞霧によるものが大

溜潴︒これは二千一

懇誠や四炎心

射線研修が多く︑海外では原子炉

うち国内研膨は兀二・三％で︑放

おりで︑鷹気鷹叢蓄による原子力

部分︒設備没頭の内談は道士のと

この五駕問の指標の推移は別嚢

一︑前葎麗比一二・一％増の研
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研膨が申心になっている︒

二子力関係諸指標の推移

構成1ヒ
｝1施設別
項
@

のとおりで︑鴎＋八年度には研修

回る館ぴを示しながらも生産異纏

い

派灘薔︑研究開発籔が翻庫慶を上
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三

業
産

子
原
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圏
ネルギーi一の各分動を撹罰する

ロジェクト遂行のため強力な響二

六名の次窟が羅かれ︑研究開発プ

二舗が敷かれている︒この長宙︑
翻罠留・野次留の計八つのポスト
については︑大統領が任命し︑上
駝の承認を必要とする︒ロバート
・C︒シーマンズ氏が畏官に淡ま

一︑太陽熱︑地熱︑新エネルギ

門の難務が窪体︒

1藁家とアイソトープ分離捜術︑

機密の保持など︒

金値上げの基雌を淡め︑冬州に

制は州の椹隈で︑運邦政肩が料

◎SSD用（α線）づンブルチェンジャー

開発撲務の概略は次のとおり︒

ー・システム摂嶺11AECの核融一︑俗エネルギー握当腰EPA

露RDAおよびNRCが雛足し

たといっても︑まだ暫定麟務所の

もとで藁務を開始したばかりで︑

の安全卓立瑛務を中心に︑レーザ

ったメーカ⁝郷は︑カナ斑敵府に

飾可取り消し撤廃を奮む慾鰻策を

戚めているという︒

て︑会社を籔金難に遍いこんだ

行政指癬を行なうという厄介な

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Modei SCW−3）

として次富代理職の代行が離隔さ

れた︒それによるとAECのR・ 一︑化石エネルギー撞当薩内務

合計画とNSFの太陽熱︑地熟に蟹轄のエネルギー葎効利用技術が

スおよび石油開発︑オイル・シェ

リバーマン︵贋境・安全︶︑﹂・

よるエネルギー計画が対象で︑N

D︒ソーン︵原子力︶︑J・L・ 雀箇轄の石炭の液化とガス化︑ガ

M・チーム︵途轍熱︑地熱︑新エ ール︑それに新捜術開発として物

SFからの叢渡分は太陽熱エネル

主体︒

ネルギー・システム︶︑E・B・ 櫨研究︑燃焼システムなど︒

ネルギー関係の一千四首三十万

一︑原芋力握当11AECの漂ギ
子ー関係の雀千七百万が︑地熱エ
炉研究開発︑源環踊原子炉関係︑

・カ⁝ン︵雀エネルギー︶の五二

まだかなりの時間を要するものと

本格的な研究開発態勢に入るには

ギラー︵国再論全傑瞳︶︑J・S

露華十三一が︒

踏︑その他四坐二万がの総額五千

生物鷹学・膿境研究︒安全謝醗部

一︑耀麗・安金硝石親AECの ︸︑国象安全保離担当錆AECみられている︒

電体︒

が選ばれ︑また化石エネルギt担 それに蔓物鷺の生産と蟹理業務が

当次富代理にはs・W・グーズ氏

六分野の各次宮が擬当する研究

が任命された︒

止されている原子力闘係の契約は

正昧出力各二十万KW︶を建設︑ 消した︒インドへの輸出が一將停

まだかなり残つており︑今後こう

ンドへ援助やめる

転を開始した︒この一轡機で生産

そのうち一辱機が一九ヒニ庫に運

ものとみられている︒しかし︑こ

した輸出許萌取り消しが続綴ずる

イ

されたプルトニウムをインドが核

原子力輸出禁止を決定

実験に痩用したとして︑カナタ政

また︑六分野の各添紋のもとに

政磨

ぴ関題核物盟の輔出を疋式に禁建

郷が抗議していたもの︒そのため

カナダ

カナダ政鰐筋が一月二十日明ら

することを渓めたという︒カナダ

人購は豪だ発表されていない︒

は︑賞服約指灘暫としてその手腕

かにしたところによると︑カナダ

今囲のカナダ政膚の輔出禁止闘明

うした動きに対して契約を講け負

が期待される馬絹代理が麗かれる

政府は︑インドが昨隼五月十八臼

ったためともみられているQ

なおマクドナルド・エネルギ；

下院でカナダ政府の新敬策として

鉱山賢源相は昨館±月二十日・

輔出禁止搭麟としてカナダ題産
雀は︑インドに建設巾の醗水工場

かが一鷺瞭然である︒水ぶくれ

懇

TEL（03）3…3一肇311
TE：L（06）986−3935

540大阪市東区山之下町扮8USビル

原子力委員会は廃止
当分は暫定態勢で業務遂行
来国のエネルギー自給倣制総立の甲羅機関として︑その活動が期待されているエネルギー研究開発

費︵ERDA︶と原子力規制婁囑会︵NRC︶の独立の二行政機闘が一月十九日︑正式に発罵した︒

︒システム㊨圃蒙安全保磁⑥省エ

助を一時鯵止すると発表︑将来の

は︑醐国闇の罐し台いが行き晶濠

は今後インドへの原子力磯器およ

っているほかは︑他の七ポストの

ER D A ほ 米 原 子 刀 婁 暴 金︵AEC︶の研究開発機鮨︑それに内務 省 ︑ 金 ※ 科 学 財 圃 ︵ N S F ︶ ・ 環

らに将来︑もっともその開発利回

して︑その四日後の二す二日には

巽があり︑環境の立賜からもいろ

インドに対するすべての原子力援
L醗FBRにはたくさんの灘在要

おける鰻兜度の認り当ての申で︑

に得なった地下核爆発実験に抗議

が︑熊笹掲犠があるまで暫定楢躍

簸藻州庁︵EPA︶の一部機能を吸収して︑またNRCはAECの驚動溺と規制機能を引き継いで新
設されたもの︒この二行政機関の発腿に伴いA￡Cは廃止され︑その二十七鋸聞の歴史に懸を開じる
とともに新しく在来および婿来エネルギーを台傭した研究開発がスタートすることになった︒

昨鋸十月成立し︑これ濠で慨々の

研究蘭発していくため︑規舗面で

が八目とみられる原挙力を安貞に

全④太陽熱︑地熱︑新エネルギー
命してERDAが設立された︒さ

機閲で行なわれていた来航の在来

エネルギー行政機構改離法粟が

および婿来エネルギーの研究附発

の強化がうたわれ︑AECの規制

最終結論は新機関で

醗画が一本化されることに決まっ

部門を独立させてN蔑Cが発崩し

今後︑原子力施設︑技術︑物質の

陶けにアリス・チャルマース・カ
ナダ往︵本社・モントリオール︑

描齪については爾国聞の繕し禽い

臆描麗をつけると謬明している︒

他国への供給については厳癒な保

いろ萬検討されてきた︒しかし︑

アリス・チャルマース社の子会

増殖炉の環境影響声明書嫌

社︶が製作した百五＋万が礪当の

私はまだLMFBR掛颪を熟知い
しかんによるとしていた︒
助をもとにラジャスタン原子力発

が︑七四無には七態二千五函万

の原髄は高金騎︑インフレ︑そ

インドは︑カナダからの技術援

た︒
一月十七難︑液体金観隅速増殖炉 会兜でL減FBR謝画金般にふ

がで︑ざっと五侮以上の膨張ぶ

ない︒不況とインフレを退治

手続きをふまなければ実環し

︒︸貯

SCA−1＞

（Model

た︒その結果︑これまで原子力關

療1、補、エわし書粛蹄翻，

※團原子力蚤員会︵AEC︶は 8DAのシーマンズ長鷺は︑記薔ていない﹂と︑慣墨な櫨腱を承し

コンプレッサーの輸出許可を駁り

まずERDAの組織をみてみる
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しかし環状は立地難ほか環境対策
上の聞題もあって︑混乱の度賢い
は深まるばかり︒

この点︑報告は﹃このままでは

不可能騙で︑こうした現状打開の

いて掴難している︒

ソ原畢力発配所安全技術・耀塊対

環本原子力産漿愈会派灘の門戸

ソ連の国塚原子刀利用蚕当会と二

る一行十一二名︒︸月†二田羽田発︑

長︑田鵬英三立大教授を顯間とす

擬は甥国後︑﹁今回の訪ソでソ灘

門的な調査を行なったが︑内田団

関の役糊など多妓分野にわたり響

労働組含の立蠣から原子力聞題

藩ソ中にソ適側から︑學く協定を

分な驚え方を聞くどとができだ︒

保ほか技郷胸な諾聞題について十

策脚門視漿団﹂が︑ソ遡視察調籔

についてとりあげたのは露労遮に
の金日程を無頸に消化し一月二十

側の原子刀心羅に閲する安金性確

よる提言などあり︑とくに餓甥運
七日蠣製した︒

度にわたる禽談を行なうほか︑鉱

は近く︑學ければ三月の中央甥使

訪ソ原子力専遮
門視察団帰国原

マ別の協力を進めるべきで︑原子

締糖︑轡門蜜の掘互交流などテ1

岡視察団は昨耀一月にソ達から
原子力視察隠が來製した際︑両国

山技術街︑発想・羅化省︑保健省

会で第五次理工を出す予定だが︑

問盟が猿子力開発を問題としたの
遡門出による葱見受換の場をもつ

力発磁開発に議する経済協力を軌

は今園が初めて︒問盟は︑こんど

道に粟せていく必璽のあることも

およびクルチャトフ研究所など関

慧理のあり万や放射性麗器物処分

係＋三機関を訪問︑この闇︑安全

ことが望ましい旨禽愈がなされた
のを受けて︑原麓がソ遡闇題研究

の中毒報欝を含め﹁今後の資源エ

会と協力︑派齢したもの︒

一鴨一■﹁卿．﹀

﹇

GE社への納入鋼響は︑沸騰水・

を製警ている︒

を禽わせ月間七颪〜八翅翼の鋼蟹

ナダ︑インド︑欧州諸岡への輸出⁝

主体に︑国内向けおよび肇国︑カ

ンコネル︑インコロイ嵩拝金衡を

は十八i八系ステンレス鋼魁︑イ

子力発躍堀の鋼管を製遣︑最近で

技術をもとに昭和四十二隼から原

住友金秘は︑ボイラ胴鋼糟製造

一一＝需儒甲

掴摘された﹂などと語った︒
・齢一聰儒一一．

住友金羅が受けた褻彰二

φ応需璽﹁︸騨．

のあり方︑誹認斑における各穰機

酎︑次回大会で成案を発蓑の段ど

ための保険を利用できる︑などの

災密などによる掘審をカバーする

力機器に関遮して発生した原子力
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視察圃は内田舞雄藁大教授を団

ネルギー禅譲扁についてさらに倹

は︑稲壇氏が電三主△以擾であるほ

りとする計画だ︒なお稲燈婁厩会

品︑懐源︑全炭鉱︑港爾︑鼠石︑

住友璽機械工業は︑昭和四十七

特典がある︒

炉伍力糞意の分野に濫出すべく原

テンレス鋼管で︑過密機器として

型蓬蓬の制禦駆難購の墜

?鐵欝饗
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彪
とが︑結局はパブリックアクセプ
さらに蟹要

であることも示峻するな

タンスを得るための
な要件
ど新澗勢に高話した問題懸識のも

摘しており︑﹁原子力開発国民会

とでの体制改漁が必藤なことを指

議﹂の設齪ぽか﹁原子力規翻婁二
か︑ゼンセン︑遣船璽機︑全金︑

購林︑金日航など各簗界労纏代嚢

自動甫︑登臨︑鉄鋼︑金化︑全食

職物処理センター曝期設躍など五

質放出総羅規制の採屠︑放鮒性廃

を構成メンバーとしている︒

このほか同報告では・放射性物

会﹂の新設を霧雪している︒

項図から成る当薗の政簾謙題につ

コンパッション・エンジニアリン

庫七月に商圧容器の分野で来襲の

グ︵CK︶社と技術提携しており︑

麗窮理体制について安全管理贔質

子力企画部を発足させ︑漿離離覇

昨駕二月にはこ7篤をベースに原子

住友璽機械工榮︵西粒憎薫旧歓

保鉦︑製作能力︑談藪水雌などで

米機械学会の審査に合格

住重︑原子力誘取得

六千万KW開発動画の実環は到底
長︶は二＋八日︑愛媛県藁予市の

閥枇栗弔工鵬が楽圏機械単会︵A ASMEの厳格な欝戴を受け︑︸を源門の大型工場として整備する
など準傭体制を固めてきた︒問祉

の二†社とともに表彰を受けた︑

メーカーとして昨黛十二月︑無二

のゼネラル・エレクトリック︵G 着工︑組み立てられるため一般二一
一

SME︶の讐に盆格︑原子炉圧回でパス︑製作工場としての適格

ではNおよびNPTスタンプ取得
鷲︶社から原子力材繕供給の精工
により︑本櫓的に原子炉廉力容器

力容羅などの製作認定翼格︑Nス 性がこのほど認定されたもの︒
米蔵での原子力機器製作工場の
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住所北九州市

磁謡〇九三一八八二一

本願〆肇ぎ都Fな田『授工町1−6一二

簗

度をまず打ち出し︑こうした認識
のもとで﹃われわれは︑原子力の
平和利幣を正しく強力に推逸すべ
きである﹄と強調︑あわせて平租

ことだ︑と強設︒岡時に︑このこ

タンプと原子力機羅縮部品のNP

と発蓑した︒鞠五着の納入裂社の

なおG露社は今後も定期的に審﹁

・ている︒
購から選ばれたもので︑G￡裡に

干八O照

戸畑区大潟中原先ノ浜四六の五九

社長金田渡脚注

泉三途︵株︶原亀入塗

多感︐霧

細は原産笈務課へ︒

五千円︒繭込締切二月十七日︒群一

規ほか︒定量四十名︒参加蟹困万⁝

内容㌧放射線測定︑管躍授爵︑法

高這騒業五二学枝︵実義︶︒講議

ル藁灘クラブ︵講讃︶︑垂直総合

二＋四甲ヨ月華・野望ホテ㎜

次のと嗣40り開催する・期間昌二月︸

回議聾放射線源戴扱技術議習盆を

泉攣轟雲藤︑箪艶

線源取扱講習会

第15園密封放射

という︒

メーカー表彰を実施していく方針・

馨な公原子力閲係での外国⁝
初めて︒晶慣の優秀性に加え︑技

よる外国メ⁝カーの表彰としては

術サービス︑納期など全体的に儒
頼性が給い点が認められた︒
二薗一二︑＝曽二：奉

うわけだ︒

ることは︸．隔く当然の拙綴1とい

これ峯︑・のわが國の原子力外交

は︑原子刀先進圃の捜術をいかに

なわれてきたといわわている︒し

繰入するか︑といった観点から行

かし︑現在では﹁いかに咳輝繕饗
源の蜜定的かつ長期的な供絵を確

致した兇乃のよ

保するか隔にかわってきた︑とい
うのが闘係筋の

庄箇さわる日凝共岡のウラン濃

うである︒

縮瓢巣研究については︑早ければ
四月か五月に榮屈で両国の騨門慰

による思議が開かれる晃源しだ

駐旺の科学アタッシェが誕生すれ

が︑四月早々にもオ⁝ストラリア

なお︑オーストラリアからは数

ばこれが初転読になりそうだ︒

國に赴任しており︑離職の開心の
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強力な推進を打出す
﹁行政上の不備改善が先決﹂
全藏本労働総同盟︵天池濾次会長︶の第や一悪矩次全國大会が︸月二十鷺︑二十四の両日︑藁蓑・
四谷の九段会館で開かれたが︑この大会で﹁原子力闘発に灼する基本的態獲隔と題した資源エネルギ

1鰐簾婁鋤会報儀が採択︑発表された︒報告はその中で︑原子力開発の強力な抵進を墜本方向とし
て打ち出しており︑立地難など混乱の度を深めている現状打開のためには政府による行政上の不備遠

の輿現は議さに熊樹の謙題といっ

六千万KWに代表される開発計画 開発の横極書意が麩ホ万華たが︑

駈が一同だと強調︑原子力規制婁澱金柑毅などの墨依簾を提謡している︒
同盟は︸昨年秋のいわゆる石油

縫機以降︑﹁今後の髄源エネルギ

策婁翼会︵稲輝武臣麓擾︶を中

ー政簾はどうあるべきか﹂L対 て過謡ではない騙とした棊本的態
心に種々︑労働組閣としての立場

から櫨酎を加えているQ原子力開

利用三原則など厳守のぽか︑クリ

発もこうした検謝の焦点の一つと
されているが︑原子力騰﹁むつ﹂

ーンエネル串1研究開発の概極化 る原子力行政上の不備を改弄する

ための撮要なポイントは政府によ

問題で原子力行政を主とした開発
も指摘している︒原子力三和利用

一

上の諸問題点が浮き彫りにされた
ことから︑これを機に︑稠廼委贋

爆轄灘擢鰹羅罪樫閥轟蝋鴨懸唾
罵麟職職漁鵬灘潔謬繕蕩即羅

TEL

勧解・蜜訳・防府・圏醗由陰

東京都港区新橋1−1−13（東電隠館）〒105

工燭・防拝｝爆富士嬢岡土，爵門魂熊摩繭梗

日本原子力産業会議・業務課

窯妓・欝螺線／坤貰ナ級細rlも占齪広島凄L慢

載襯灘雌厳

R・ハルデ博士

INTERATOM

高温ガス炉の開発とプロセスヒー

協和酉発酵

麟糊㌻騨醐縄難費測糧縦識＿

W。ブラウン博士

KWU

この発酵の木を育てていき観

軽水炉の許認可、立地及び試運転
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ド
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エネルギー危機後の原子力開発

と期待にこたえて、ますます

鰯雌瀞《遷代ダ撫な紳一漉

駕薗から原子力アタッシェがわが
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が世界に進出しています。
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調璽試のこれ濠での成累がこの欝

満足で詣るものとは謡えないが︑
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陶を鋭敏に反映し︑かつ︑臣額の

▽・：：

の環荷三工場から供給を璽けてい

ランを※国原子力倭瞬禽︵A鷲C︶

発墨所は︑その必聾とする灘縮ウ

自由世界における大方の原子力

米国との関係．

蟹金と無月を必換とし︑したがっ
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ウラン濃縮購藁翻査会は︑国際

て閲係羅が相互によほど荊同きの

濃縮蝋画へのわが麗の玉手の可能

協力を持続しないと職榮としての

る︒すなわち︑圏際膿縮断懸は現

成立が極めて躍難ということであ

性について広く調奮を行なうため

三月︑餓力中央研究翫に殺圏され

宮民の協力を簿て︑昭租㈱＋七彰

た︒以来三年闇にわたり︑フラン

ス原子刀庁︵C廻A︶との共岡醐 在︑一見﹁買手南場﹂的に兇える

査㌔アメリカのUEAグループが︑撚手鱒観してこれに安賜に籔
問題と同じ誤ちを繰返すことにな

蒋しょうとすると︑かっての石曲

りはしないか︑それが私の巖も危

︵ベクテル︑ユニオンカーバイド︑

ンソーシアム︶との共岡調査︑英

ウエスチングハウス三歓によるコ

的にいささかでも轡与できれば︑

法も禰懸となってくるものと響え

EAの新しいパートナーとしての 轟と思われるが︑絡来は遡心分離

金翫圃︑経済性等の問題を好心に

A︶との簡で開始され︑欄給︑鐡

約一家閥にわたり凋蒼︑検甜が行

AECが民間濃縮瑠声色と米圃蟷なわれた︒

られる︒離心分離法については︑

力戯男の共同による年函〜三百漣

グッドイヤー社をはじめとする衛

以下︑当調査金が行なってきた
つつあること等の鰻近の簡勢から

SWU規横のパイロット・プランル会談において︑ユーロディフ社

今後も園際濃縮計醐に大きな影響

T呈・〕L344−4343

力企簗との興体醜交渉が煮つまり

調査の概要について︑紙繭の制約
みて︑画題化の可能性は⁝段と二

この醗画にB軸側が謬加する二 トの建設を提帯しており︵DむE から一足羅の濃縮ウランを引取る
暑が
夏会社とユーロディフ社との
ENGEX翫画︵途中でGE國社

F酎圃︶︑また︑エクソン社がC ことが禽懸され︑昨年六月︑わが

フランスは︑現在ピエールラッ

その動向については︑わが圏とし

を与えるものと予想されるので︑

ある組織が誕生したことは︑誠に

る

たり︑葎間︸千沖SWUを購入す

聞で︑一九八O年から†薙閤にわ

軸には︑購入羅および購入置針の

騰退︶を打出すなど︑将寝その動

評定︑契約藥件に関する胃体的検
謝︑期待されている臼本天職融蟹

る契約が締糠された︒

トにおいて箪浴用のウラン蔽縮工

に第二工場の建設を計画するなど

ユーロディフ社では︑醗近イラ

われる︒

ンからの黛金麟入を取決め︑さら

の推進がうたわれていること︑わ

場を傑有しているが︑かねてより

▽

仏との関係

のあり万に関する現実的横議︑B 向を十分に注視すべきであると思
嵐側窓口喪歓をはじめとする圃内
体鯖の確窟響︑今後煮つめていく
べき問題も多いが︑一一慶にわたる

が国原子力発聡の鍵期的視点から

蟹米薗脳会談により日米合弁購梁

みて︑薩縮ウランの安定確便が必

さらに推蕉される越ぴとなってい

・再処理藥備△苔に引き継がれ︑

懸ばしい照りである︒

薗核燃料サイクルにおげる卓越しだ知識と技術で

これに過ぎたる欝ぴはない︒

もあり簡単ではあるが︑こ穣告す
進しているものと兇受けられる︒

一九七三年九月の田中・メスメ

る次第であるQ

一壷︑灘金謝顧︑継承組緑等を含

力的に行なわれた︒

む技術的︑経済酌な評衝検討が構

この二二調査は︑途中ユニオン
カーバイド︑ウエスチングハウス
の両巻が締金蟹潤箸から次の段階

には謬罰しない旨を表明するな
ど︑いくつかの臨折はあったもの
の︑所期の成累を御て通言十二月

▽

その他臨との関係
国際凝縮一円については︑以上

て︑謬加呂国が三六側と個別に胴

る︒三か無近くにわたってこれら

談に慮ずるとしているが︑後二者

関係各界のご脂漏と御協力を︑引

賜わることを喫心よりお願い窪し

放射性核物質の輸送

る︒しかし闘霞世界における瀕子

銭嵩的なウラン濃縮工場を建設す
る謝画をもち︑わが岡にも参加方

ても注視していく必要があろう︒

要不可欠であること︑等からみて
今後︑相酌方の逸腿状況︑内外の

の諸國の他に︑オーストラリア︑

締を行なうこととなっている︒三

︵工堀の駈袴︑並製︑契約を撮 月︑おおむね所期の成書が響られ

については︑機忍野持に慨する敢

続いて﹁艘縮・再処理雌備会﹂に

のと思われる︒

り︑かなりの検認黒闇を璽するも

ウラン鉱石の精製

慎するところである︒
末に終了した︒

U建Aのベクテル祉としては︑

畢定であるが︑讃談陸餌としても

多方画にわたる爽同調鷺の糖累か

窟民の畠愈の下に嶺調節舐がメン

燭舗としては︑謬撫各團が・帯側

たので終了するところとなった︒

圖の政府による協識が必璽であ

府聞協定の問題を含めて︑爾当蝦

来︑期待される技術改良がなされ

商簗的なものとは諮えないが︑樗

原子無用材料の製造

力発躍は溜実に増艘傾向をたどっ
ており︑ここ二︑三鋸のうちには
現有三工場の能力無産約一万七千

こ勲を受けて︑一九七二年三月

を打診してきた︒

来濃縮廓鍵を行なう旨を表弱して

カナダ︑薦アフリカ等の諾燭が将

べきであろう︒

オ⁝ストラリアへの立場の可能性

なお︑U欝A醍醐においては実 臼本の購要および資金力︑さらに

ナーの決定を行なったうえで近く

凶外の翻要の確保︑新しいパート

AECの支擬体糊の明確化︑米團
鋤岡を鋤慶しつつ萌乏きに対処す
ナSWU︵分離作叢単位︶を超え
るものと予想されている︒米圏政

鉦済みのガス拡敬法が採用される

パイロット・プラントを碓浸しつ

おり︑爾アフリカのようにすでに

府としては工場能力を慰強する謝

響を組舎わせた幕際濃縮工覇を念

瑠巣化に閲する鍛終的縮講を下す

画︵

予定であり︑当薗は顯霧に対する

弱会とフランス阪子力帯︵CE つある国もある︒

頭において︑環仏共長調癒が当繊

九八○年代初め課でに終二

万八千漣SWUとする︶であるが

灘縮ウランの安定確傑という爵か

らみて︑こ醜らの棄件が馨尺ば︑

産出圃であるオーストラリア等の

わが醐としては︑天然ウラン大

る弼能性が十分警えられる︒

関しても賑大な発鞍権をもってく︸

爽︑これらの翻々が濃縮ウランに㎜

厳しくなることが藁される獲

出圃であり︑天然ウランの不霊が

とは︑いずれも天然ウランの大巌

これらの諸藩に共通しているこ

らもこの技術を採外することが繋

問企叢が灘縮欝榮に粟出すことを

それ以降の罐襲増に対しては︑民

UEA計画は蟹藁化が崎戸である

と判断している︒すでにAECは
擁する旨を発褒しており︑支援の

UEAに対してこわを全面的に資

一体的内容についての契約の検肘
を進めつつあること︑また米国雌

力においてもEE王︵エジソン露
気協象︶が特別委嚴会で検甜した

強く勧蓋しているゆとくにAEC精粟︑U欝Aの契約条件は今度交

藷国に対し︑今後より緊密な関係

バーとして滲加することとなっ

このUEAとの共間醐査では︑ 墨︶の両脚を設立し︑三園がこれ

奮の圏際水盤からみて︑まだ＋分

当調牽盆としても︑三圃謙顧は麗

︸本化した︒

上げる次第である︒

また︑蕊岡は広く盤界各麗の関

こ心まで蛋調査会に漏せら㍉た

ならびに工鵬の建設︑趨転計画を

契約の調印を行なった︒

観点に立って︑圏際濃縮翫画の秩

工塀をアメリカ国内に一九八○年

奪甦九千沖SWU規模の民欝濃纏まで別々に行なってきた研究開発

当調牽翁は︑こうした基本的な

ところで︑調萱を行なっていて

四渦な鮭進を目標に關蕉活動を行

序ある確立︑さらには国際協力の

について︑工堀の概念設計︑立地

代初期に完成させることの可能性

ならない︒

ンに閲する國際謝画は数多くある

擶慾したことは︑環在︑灘縮ウラ

の力足らざる点もあり︑必ずしも

鉱石の採掘

独蘭三か國を聯心とする遼心分離

法研究協象︵ACE︶への謬頒を ことエネルギー震源に関する隈

はじめとして︑國際灘生口醐金般
にわたる調査を実旛してきた︒こ
れらは伺れも所期の成累をあげ︑

来る三月末をもつて轟調査金を閉

さて︑嶺調蒼金が鞘星した昭秘

会する遜ぴとなった︒

四十七矩籾め頃は︑國際縫縮出目
の構想が漸くその姿を現わしはじ

濃縮ワランの世界的な隅給遜迫が

めたばかりであり︑樽来における

喧伝されるのみで︑ウラン櫻縮技
術の内容については関係各園の機
蜜の駆いペールに蔽われ︑わずか

った︒

に題間猛ることができる梶度であ

その後︑灘鞭ウランをめぐる惰
勢は大きな変化の波にさらされる

と歳る厨を表台し︑

渉を行なうに事たって十分な塞礎

るので︑協調三三を健目していく

を糖ぽざるをえないものと思われ

結び

ことが纒まれる次第である︒

以上が論調竃会が叢として取緻

また還心機の大墨艦靡が実現され

んできた調壷の概要であるが︑こ
れらの三三は︑今後︑昨年六月に

帯心に一九七二年秋にはACEるならば︑ 九八○奪代の切めに
︵還心分離法研究協金︶の設立を

て遡心分離法の開発と濃縮工場の

た︒

九電力会社ならびに日本顧子力発

副画し︑各圓に参㎎を呼びかけ

建設・還輯を行なうことを国的と

て︑事藁化を検討するための蟹圧

調査を行なってきた私どもにとっ

テル︑ユニオンカーバイド︑ウエ

は︑当調査禽に対して新灘縮工堀

するアルメロ協定を繕ぴ︑これに

ウランの購入︑共同蜘鍵への参

り︑資源をもたないわが鵬として

ンについても︑単に購入で融きえ

てきた︒この提篭について臼氷側

の建設に関する共周調壷を握興し

この莫岡調査では︑一昨無六月

ば︑そのいずれの形の協力でも椙

加︑技術灘入等を希駕するなら

を︑政治︑経済の自立性を確保す

すればよいという姿勢ではなく︑

もとづいて︑粟同出代によるセン

的︑経済的解価を行ない︑昨年九

以降︑遡心分離工堀に関する技術

電会社によって設立された﹁濃縮

および購藁化翫画を打出ずに墾っ

少なくとも︸つ以上の圖際濃縮翫

で極々の検罰を行ない︑窟罠の蟹

テック社︵機羅の製作︑工堀の設

今後はこ船を鍵礎として︑繕来

た︒甑源に乏しいわが國として

態を響たうえで︑一昨年八月︑当

の馬体的技術協力のあり方につい

は︑これらの動向をも注視︑艘縮

画をわが圃として穰極的に濁成

調査会とU鷺Aとの闇で共同闇闇 餅︑建設を担当︶とウレンコ社

†七機関が謬加し︑わが隈からは

ウランの供繍確保について的確な

必要なのではあるまいか︒

し︑その爽鏡を間るという努力が

た︒この擢訥に応じて︑十二か圏

判断を下すことの蟹票蝶は︑他の

︷九七〇笙篇月︑イギリス︑西

開国より深刻かつ盤大と欝わねば

スチングハウス蕊社がコンソーシ

いる︒

は商策的な濃縮が司能と湖海して

心を簗めるために︑ウレンコ敏を

の共閥調蛮婁難会のもよう。

アムUEAを設立し︑翌奪二月にドイツ︑オランダの三戸は共醸し

欧州三国関係

を提出していること︑さらに︑U

すでにレター︒オブ・インデント

部の象社は

に引取りを開始する濃縮役猫の傑

は昨蕉八月には︑︸九八二爺以降

給契約を打切り︑それ以降の縷縮
欄要は民闇灘縮蜘簗からの供給に
切換えるという従巣からの政府万
針を罵確魅している︒

この濃縮酌藁民欝化の方針を受

臨時蚤麗会も数次に及び、分科翁活動
も庸発に行なわれた。写轟＝U駕Aと

新宿粧井ビル43階

覇鮮菜影凶西影テ宿2−1−1

ペシネー・ユジーヌ・クールマン（ジャポン）

において活動しています。

核燃料製造

U蕉A側

は︑禿手兜手を打ち︑綴極的に取

けて︑一九七二庫九月には︑ベク

とわが離の騨門猿および撹濫…裁謙メン
バーを中心にした典周；欝欝雛遊会が4
回にわたって日来交互に開催さかた。

U1ヨAとの共岡調査では、

KUHL〈《AトIN

羅YUqN旺

賑 灘 薦 灘薩隣麟藻 ﹄

聞

力

原
間策のいわゆる石禰危機にみられ

ところとなった︒すなわち︑一日

口際金融偶勢の変化は著しく・こ

るように答翻のエネルギー政策・

の中で原子力闘発の滋展が一段と

期待されるに璽つた︒またエネル
ギー資源を可能な阪り自給化もし

騰謙

組む姿勢が肝璽である︒灘縮ウラ

くは輸入源の多様化を図ること

藤波副会

の分野でも︑それぞれ洪給礪傑策

粒界1耀輩藤波恒雄

なってきたつもりである︒私たち

塵

▽

放射性溶出液の処理

ッ化転換サービス

フ

一調査会の活動を終えて一

政治︑経済の襖雑かつ流動的な動

琳

野で躍動す

原子力

／醜細編感熱1

るための纂盤と袴え︑濃縮ウラン

亀

が︑ウラン濃縮はその性格上國際

い
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