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一百億円超す赤字
鉱工業

だが将一来への対策は着実
遡りで︑これによると︑とくに鉱工

業の支畠千八哲三十慮円︑売上げ

史上初めて二％程慶と輻は小さい
が前年を下和る減少を示し︑鉱工
業における生産設簾鋼重も前年に

てダウン︒とくに鉱工簗にみる寛

引続き減少を辿るなど傾陶は総じ

通藍︑科学技術の両雀庁は一月

米原産が伝えるところによれと

二十三基に対し二週闇以内に運転

ともいえよう︒こうした結累から

かに大きかったかを物語る証左だ

わかった︑という︒

三つ︑もう一方に二つあることが

らず堅実な増加実爾を示し︑絶電

今園報告では︑⑭研究呈出は相変

しいが︑しかしこうした一方で︑

めチェックすることとし︑一月二

は購故につながらないよう念のた

いて︑IAEAの認識と理解を求

面体調の計錘と進展状況などにつ

ら︑霞塞の国内懸隔描躍制度・海

理制痩をつくる必要があることか

然ユユフトム並みの圏内葦察・管

備を慧いでいる︒

次第︑軍急に点検に入れるよう準
ず︑その赤字幅は二三

億円にも
達している︒インフレ激化による

ポζ蓼＝スイ・：づ51ウニ」鎌脚貧紅

＋九日夕星・全米の運転中BWR

を捗止して検遷するよう︑指示

今畷のクラックによる還盤上の支

弩︑申部

岡報告は門支臨︑売上げがともに

算でも生産設備投澱を六や億円強

了承された︒問法案は︑科学技術

アイソトープ部

三十日︑来国ドレスデン原子力発

電所一再機の繁慧冷却系︵ECC随は何らなく︑環蝿への放射能放

した︒チェックにはそう畏くかか

野際︑科学技術爾雀庁は︑クラ

ている︒

転再關にもち込めるものとみられ

らないもようで︑三月中旬には運

出といった轡虫も全く心配ないo

S︶配響にクラックが発見された
ことから︑わが圏の同型炉にも岡

科技庁
通趨憲

ックの血糊が材質からくるものか

討串といったこともあって︑さら

溶接技術上の問題かなど詳細が検

に偶報の入手につとめる一方︑騒

力各社に対し三十日︑とりあえず

憲いでおくことを播恭した︒対象

いっでも点検に入れるよう準備を

原発一︑二︑＝

となった原子炉は原霞敦賀︑藁躍

羅針浜岡︸弩︑中国電力翻根の六

福運第

BWR型炉は昨年九月︑再循環

墓︒

系バイパス配轡亀裂の疑いで総点

力各社閲隠縫は妥全性へのより懐

検を行なったばかり︒しかし︑電

璽な対処をまず第︸義とした姿勢

コスト麟が総体的な玄馬の増加に

大竃埴とはいうものの︑爽麗約に

来晃込みで逐駕豪語が予測され︑

上毛っている⑫電気鱗業支出は将

︸方︑自民党の政務調査会安金

保瞭調箆会︵鍵田翻一会長︶は三

庁に原子力安全周を新設するとと

長二人を廃止し原子力安全局に次

9核種

60KeV−1．8MeV

じような轟常はないか点検のため
の準鮪にとりかかるよう電力各社

コモンウェルスエジソン靴ドレ

に指添した︒

スデンニ弩機︵BWR︑出力八＋
冷却系配蟹の原子炉圧力容器鐡遜

五万KW︶の配観クラックは緊懲

部近鰐に五個が発晃されたという

低圧炉心スプレイ系と蕩・低圧注

もの︒普遡︑BWR型炉では爾・

水系の覆のECCSがそれぞれ
二璽構造で嚢備されているが︑ド
レスデン炉のクラックはこのうち
の低圧炉心スプレイ系に廻った︒

北中にわずかな岡にじみ臨が発見

燃料取謳えと補膨のための計画檸

されたことから染料試験を行ない
詳細に調べたところ︑隠径十匁の

二つの宝冠に長さ約〇二三匁か

つながり︑立地難からくる先行き

はそれほどの鱈舳ではなかった﹂

らO・七五匁のクラックが一方に しかし︑米RRC︵規制親朋会︶ から︑いずれも︑正式通達があり

購蟹晃通しの不安が設舖投賢手控

と土気している︒売上げの楢加は

十一日︑党本部でNPTに対する

出と売上げの動向ではこの三二も

え傾向を招来した結菓だとも受け

同党の基本的難度について協議し

依然として赤字傾向が解消され

とめられているが︑このことは︑例

る㊥従黎薔数も将来請込みで増加

六十照万KW相当の原発が建設︑ ウエイトを覇めていくすう勢にあ

この鋸︑新規に原子炉出力で二蕎

傾向は堅調一﹂などといった諸点

めるための説明が行なわれる︒

えば支出艶込みからみてもわかる

このほか︑これまでの延長線上に

との予備受渉の成り行きを晃守る

たが︑．その結粟①毫面は一AEA

鉱工業でも徐々に生産設備投蟹の
通り︑鉱工業の堀台笠や八琿慶の

ある諸作業が順調に進んだことに

も明らかにされており︑そこにみ

あったのを一歩進め︑今演の予備

バコ九谷から構成されており︑ウ の健金な発展が講習されないこと
原子刀機関︵IAEA︶と岡条約
ィーン到魑後︑IAEAと交渉を
一などの原則的な間題についてで

政履としては今通常国会にもN 決められる付属議定盤︵プロトコ

三人を一人とする︑原子力局の次
予備交渉醐は外務欝の野田濡濡

ろうというもの︒一日︑国会に提

長一人を躍くなど一纏の措麗をと

RCC代理店

館筆讐連

東京都中央【滋銀座8−11−4アラタビル
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日本原子力産叢会議︵有沢広果璽︶は三日︑照和四十八奪慶の原子力産業韻脚調査報告欝﹁イン
フレ不況の中の原子力産業﹂をとりまとめ発表したが︑これによると︑原子力産業の赤字煩悶はこの
千六百二十八億円でともに蘭年比

及面︑内容的には躍気郎等支出

翼蟷な期加を示している︒しかし

無漫も儀然として解消されず︑とくに鉱工藁にみる支出︑売上げの赤字鵬は二颪懸円を超し︑桁違い
に大きなものであったことが明らかにされている︒しかし一方で同報管は︑今回調査から﹁内容的に

内閣誕生で就伍した通運︑科学技

@千七薦一二十六億円︶がこの無

は懸実に︑原子力開発充実化で努力を傾注している藁界の姿勢がうかがえる﹂として︑さきの原産実

行謝画婁綴会提欝を踏まえた一夏の鍔が切望されることを強調︑このために粟たす国の役翻も璽要
なことをあわせ指塾している︒︵餌四薦に關査結果の概翼︶

八函八十三社︒

毅誰畿舘鍵盤騨一雑論倣婁帯解顯馳

日本原子力薩爽会議は三臼︑東

術両大姦歓迎午餐会を行なった︒

庸上︑河水敏央遡産相は衛二会
擾の歓迎の辞に堪え︑﹁一昨年秋
の石細危機により︑原子力開発は

兇込み額が千百十五憾円だったに

も起因している︒

開始した︒交渉期聞は約二週聞で

もに︑これに伴い同庁科学器磯蟹

﹁科学技術庁設園法の一部改正

法案︑国会に提出

秘技庁設置法改正

などを決めた︒

全保瞳の確保に努力すべきだ一

和利用蘭だけでなく︑核総懸や安

交調査会との舎同会議を開く③平

術など關係閣僚の出席を求め︑外

②今月中旬に外務︑防徳︑科学技

る関係暫の自魔と魑実な努力を評

﹃赤字は宿命的なもの舳として

察︶とし平等性を確保する②これ

①ユーラトム並みの保瞳描躍︵蕉

でに行なわれた四回の予備交渉が

いとしている︒このため︑これま

に対するイニシアチブを確保した

が必要なことを強調している︒

特徴づけMられてきた原子力産策 価するとともに︑今後︸層の努力

センター騨務理聯︑雨跡隆吉田螺

に纂つく保隔毛掻協定締糖に関す

交渉では︑協定案文や奥体的な燕

局藁薦窟を虫腐に︑江藤岡科学繰

PT批准璽を上程し︑承認を響て ール︶について煮詰めた葱見交換

察方法︑明察懸︑内容などが取り
照舞雄鷹擬︵欝欝教授︶から視察

技術・環境対策騨門視察朗﹂の日

擬︑科学技術斤原子刀局の半沢次

ける予定のようである︒

の内容︑成果およびソ運における

今年五月に開かれるNPT長里討をしたい蕎えだ︒また︑ユーラト

出された︒

会議に出題︑条約国としてNPTム並みの保瞳措躍の条件には︑当
を闘いた︒

藁︑轡本国際協力腰越︑遡産雀斎

法案﹂が︑一月三十一陰の閣議で

る予簾交渉を行なうため︑予備交

二月中旬濠でには一応のメドをつ

によってわが国の原子力併発利用

たあと︑原薩が派噛し︑このほど帰

年慶珊藁方針などを審議︑承認し

渉腿をウィーンに派醤した︒

約︵NP7︶批准に備えて︑国際技術部次擾などの轡門蜜オブザー

政府は二月一日︑核拡散防止条

刎魏難具体的内容を中心に

政府︑予備交渉を再開

と︑インフレによるコスト増がい −周辺をとり巻く環境は依然厳

円程度どまりだつたことからみる

これまでの赤字蠣が大体九＋憾

円も上園っている︒

ったといえる︒来年腱畢舞では不 も拘らず︑実繊はこれを約七頁鱈

いまや日本経済の璽要な産簗とな

十分ながらも一応の必要な措躍が
とられている︒原子力を飛躍的に
発展させるためには安全性を確保
することが不可欠で︑さらに研究
を進めていくことになるだろう﹂

などと換拶した︒続いて一本松副
会長は︑原産がとりまとめた原子

施を強く要璽した︒なお佐々木義

力關発利用異行計画の諸施策の実

武科技庁擾窟はこの瞬︑国食審議

6基のBWR対象に

国した﹁翫ソ原子力発電駈・安金

のため欠席となった︒

総点検：で準備を指示

月蓄のほか︑川町芳朗核物蟹箇理

このあと理購会は役麟異動︑来

ECCS配管穂裂調査

開発研究の現状などについて報欝
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対象とした葵瓦窯萱と分析が行な
調査結果︵概要︶は四面参照の

一

われた︒調査紺象企業は前園調蕉

一
大臣歓迎午餐会開く塵

遼産藁における支出へ売上げ︑奇
泉・丸の内の精嚢工藁倶楽部で第

実行計画の実施等を要望

麗の動岡ほか将来見遡しなどを調
函三十九回理面会を開き︑三木新

工業︑睡気襲藁および商社など関

蒼︑分析し︑成果を今後の揺針と

有沢会喪ら康産蒼脳と懸淡する灘本遜魔相︵有から二人圏︶

原

ユニークな

RCCの標準線源
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原産の原子力産山実態調蚕は鉱
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首脳陣の采配に期待

百回目の航
海へ出港
西独オット・ハーン号
一九七〇年二月に商藁回航に入

いる西ドイツの鉱石還搬用原子力

・リバー炉建設をやめ︑中規模プ

商船﹁オット・ハーン母﹂︵一万

って以来︑噸調に運航しつづけて

てにする一なども正し揮われた

ラント技術の海外潤報と経験を当

ようだが︑①︑②のオプション以
厳千五薦蟹幅飛︶はこのほど︑薦

魑であるハンブルグをあとにし

同職の商爽航海に出港のため楚係

外は再袴の余地がないとして︑あ

は︑シーマンズ擾窟を二心とする

はりベリアで︑鉄鉱石を完載する

今後のLMFBR讃圃の出た展
︒百画脂にあたる今圓の航行先

に圃執の構えを示していた︒

くまでも楽国技術での増獺炉開発

ER D A へ の 移 管 を 機 に
米国の動力炉開発の騒優雅国鑑プロジェクトとして︑關発が逸められている液体金属腐速憎殖炉

︵LM昼R︶断画の雑紙一暦機であるクリンチ・リバー炉︵正味嵐力蕊＋五万瓢W︶は︑その想定
プロジェクト顕が大黒に上舞︑建設遅延の一因になるのではともいわれている︒しかし︑これまで同
ところが大きいわけだが︑原子力

うな姿勢で増殖炉闇発に込むか︑

の経験が乏しい同痩窟らがどのよ
ないしは灘外のどこかに申規模の
その動きが皇嗣される︒

炉が発躍を始めて以来︑米圏の二

一九五七年に巖初の商業用斜子

・三三漣として結託したもの︒

話合約一・五畷石炭の場舎約○

当たりの化石燃料消麗羅を石窟の

颪八十三灘里︵七十万四千六貸五

わたる還航実績は延べ三十八万㎎

は︑この結果生じた差は原子力発

を四Q％下愚っている︒AIFで

ストでも化石燃繍プラントのそれ

ハウス︵WH︶社が選ばれてい

メーカーには来書のウエスチング

二墓建設を目窪しており︑原峯炉

翫画では出力六十万KW級輻水二

を正式に湊めた︒バガク原子力

米鼠のエバスコ社を播擁すること

サルタント︑アドバイザーとして

i−バガク原子力計画一1のコン

ど︑同国巖初の原子力発躍所建設

フィリピン電力公課はこのほ

フィリピン初の原発建設で

に米エバスコ社

コンサルタント

者に遼元されたとしている︒

躍駈を持つ磁力会社を通じて消好

＋箕爵摺︶にのぼる︒

は原子力発電コストニ・一五βの

コストは軍均十一・二五評︒これ

醒力公社を隻塗するという︒

の再検討などの面で︑フィリどン

炉メーカ1の原子カプラント設謝

契約交渉︑環塊敷地調蒼の履行︑

石油︑石炭でのKWh当たり発罐系統︵NSSS︶供給蕎との予簾

鰻逓のAlFの調蕉によれば︑ る︒エバスコ社は原子力蒸気当絵

味する︒

Wh︵発羅喘︶と予測︑千KW千
h万ナちかくを節約したことを地

駕の原子力発鯉醗を千二百十懸K にして六億嘆石炭にして一榴閥

ERDA洗脳陣の黍腕に期待する
のが目的︒これまでの九†九回に
脳鏡を推幽してきた原子力餅鋤鼓︵AEC︶がエネルギ⁝研究開発局︵ERDA︶に移蟹されたのを

一︑電力の悌ぴ率が蕉闇瞬・六

プラントを建設する④クリンチ

このほど︑﹁米圏の原子力発躍駈
は昨無一年闇で︑一億八千三酉万
浦男数の石抽または鵬千二義絶二

子力発餓は諸本配当を含めた総コ

子誘発躍所はほぼ四千燭KWhの五絃に椙証するとされており︑原

︵WA暑工三瀬五︶と題するあるのに銘べ︑聞接建設費︑辛儲

ションと金利が二千五酉争点から

係の遍加蟹︑建設申のエスカレー

躍︑予備盤︑安金監および環境関

設鐡は約八千万がから約二億五置

この報欝欝は︑A鷺Cがユナイテ 饗︑建設期闇申の金利およびエス

約四懸二千万がへとより大蟷に上

は約一瀬五百万がから二極二千五

五憾がへと急激に着工しているの

カレーションが約三千万がから約

﹁発灘所の蟹藤蔓−第二の傾

ッド・エンジニアンズ・アンド・

示している︒

繭︑原子力の堀合と岡様な傾向を

万がへと上漏したのに対し︑自画

コンストラクターズ社に米国内の

炉とタービン発電機の蟹用は六七

がわかる︒一例を上げると︑原子

百万がとわずかに増遷しただけで

本籔変鋤の調査を婁託し︑その籔

込んだのに対し︑建設期間中の金

たのが七三無時点で︸五％に落ち

奪温点で総額の騰○％を占めてい

スト増加にどれほど影響を与えた

びその他の状況変化が軽水炉のコ

三鎌にかけての環境︑安全性およ

また同報衝懸は︑七︸庫から七
問報衝購は巖初に軽水炉の投下
甑麗麗の再検謝締粟︵別國霊照︶

利とエスカレーションは一七％か

一方︑この蟹本誌上昇の傾庵は

照︶︒これらの状況変化の願接お

と︑出力百万KW携の響で2ら約四〇％へ上昇した︒
二月の調査時点では七二

よび間接籔用の影響は︑七一犀ド

かを詳細に示している︵別蔑を滲

について述べている︒それによる

糟をもとに比較露顕したもの︒

原子力および化石燃料発止所の蜜

阿と経済要国に対する慧受性﹂

と呼ばれるコンピュー

櫃七千五商万が︵KW当たり鵬百

︵亜空冷ガス鑑査装躍付き︶は十

当たり㎎落五十九メ︶③石翻火力

き︶は†心懸九千四首万が︵KW

石炭火力︵亜硫酸ガス規制玉房付

W当たり嶽で蕎無二が︶②

軽水炉は†四懲二千㎎百万が︵K

式冷却堪を付設するものとして①

総蟹出費は︑すべて端然遡風燕発

階前三十万KWのプラントニ塾の

われている︒それによると︑出力

よる各発電所の蟹本代試騨も行な

力︑石馬・石油およびガス火力に

鋸代初めに運開が兇込まれる原子

ター︒コードを利麗して一九八○

セプト豆

︵HH︵闘︻口Ω︵搭HA旺HAμ︻︵疑︵H門︽録︵鐸︵月︻n同︵翼︽極製︵観︵目凹︵闘︵討︵目隔︵目門︵詞︵闘n容︽HH臼︵U︻雲容臼AH︵樋︵疑︵目霞︵蛙︵舜︵冒Ω︵封︵貝︵醤縛目︵討︵腱へ

米原子力薩簗会議︵A蒸F︶は 錬を発表した︒これはAIFが昨電力を生嘉してきた︒これは石油

またA鷺Cの再検酎翻蓋では︑

たは交換により同職から技術樋報

米A−Fが賦算 相愚の石炭を節約した﹂という舐

2億厭．を節約

原発で年間約

機に︑今後のERDA酋脳陣の趨遡摺殖炉開発への対処の仕万が注目されるところである︒

A鷺Cからの引き継ぎ鍵脇の 一
％で増えつづけるとして︑エネル
つとし て ︑ E R D A は ま ず 簸初に

リサイクルが発意すること︒

一︑軽水炉でのプルトニウム︒

で伸びること︒

ギ境
ー消工率が年間二・五％の低率
LMFBR国画全般に関する贋
影饗照明轡を作成する作簗にとり

は当初昨年中に発表される予定で

かからねばならない︒鍛終閏開轡

あったが︑AECの改組謝顧に伴 一︑トリウム燃料を便用する高
％を占めること︒

い延び延びとなり︑A鷺C廃止油 望ガス炉が原子力日覆容盤の一五
川の蛇月十七臼に最終興の形で公
一︑濃縮能力に余裕ができて廃

DAに預けられた形になってい 棄濃度を○・三％から○・二％に

表され︑その紬灘についてはE R

れまでと同様︑欄殖炉は環境的に

LMFBRの代替として①腐温ガ

に主流となれるのはLMFBRし

されたが︑今後二＋五年闘のうち

を診る②米國プラント向けに外翻

九六七年

原子力のみならず︑石炭火力の堀

十三メ︶④ガス火力は八癒六首万

恒例の原藍主催講替会、セミナーは下記により開催予定ですのでご案内申し上げます。なお原産セミナーシリーズにつきましては別途ご集内いたします。

（墨差外￥：22，000）
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夢加費》18，000

定擬150名

連絡先を明詑のうえ下誠

参舶名名・年令・所属

電議番号

閑静にして決趨な河澗湖畔でi蝉ξを共にしながら厭野力の基礎知識から∫山8の劇情
にいたる鳳チ力全搬について系統的に教授するセミナー

る︒しかし︑AEC鱒腿簗ではこ減じることができること︒
も安全で︑かつ経済性のあるも
ス炉の拡大利用②各樋の璽水炉⑧

・リバー炉のコスト兇齢し作藁を

AEC時代に行われたクリンチ軽水型爾逮堰殖炉1⁝なども響慮

の︑との姿勢を順守している︒

はじめ︑その後の現行繕殖炉翫画

ようだ︒さらにAEC翻査では︑

かR
ない︑との兇方に一致している
の萬横酎においても︑LMFB
が必蟹になるとみられる一九九〇

た︒しかし︑この商藁化が違成さ

るであろう駕との繕舗が出され

製コンポーネントを購入する⑧一

闇闇中頃には︑商藁化が遼成され 外国との開聞も検討され①購入ま

れるまでに︑次の殴点についても

銀後半に運開予定のもので約一億

ﾅも如爽に現われている︒燃料 ル価格で約六千万がだが︑これに

百万KWの鵬倉︑総澱本舗墜ハ七 建設期闇中のエスカレーションと

それぞれ想定されている︒

が︵KW蜀たり三板＋メ︶1ま

伽375

㊨簗9園嘉務系職員対象原子力セミナー

期悶51年2／23（月）〜3／3日㈹9臼閤 会概茨城東海クラブ 定轟40名
夢加費￥翻，000（会蝿外》59，000）輿醤先茨城総合高等職業訓練校

講義・実習共￥22，000（会蝿外講義のみ。￥2街000講義・実翌共．》26，000）

野飼りまの磁力ある名を鱈象に放射線取扱技衙の基礎知識かり第2種放射線取扱エ

萱な知識と技衙の全員について教授する講習会

翻籔8回密封放射線源取扱技術講習会

⑭卿9圃放射線取扱技術者講習会
放射線取扱の駐礎知識の修得者を対象1こ、第1種放射線取扱王1猪となるために必
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講義・実智共￥20，000（熱闘外講義のみ：￥22，0GO講義・丈翌集堅24，000）

期闘11／17㈲〜21㈲5日間 会場利学技術鋤 定轟50名参加費紅轟義のみ．
》55，000 講義・見学共：》70，000（会爵外講蔑・見学共￥8傷000
講筑のみ》66，000）見学先中部・浜岡11／14㈲〜15ω

￥18，000

riメJに教授するセミナー

高￥以ヒの胆力ある蚕齢搬に、放勇襯取扱技術の纈赴知識力・り第2種放射線取扱
工仔者となるにz要な知識を与風る講碧会

蕎審饒難壁勒麟会議僕務課；響、翻字鷺貼。1戴

夢加費講筏

定楓30名

会場河環磁器記念研修館

謄∫カの基礎知識かり、最新の厨1予か｝嚇仁し・たるよで鳳∫力全搬にわたって系紙

⑳鋼6回密封放射線源取扱技術講習会

軋式駆の直lll∫にこれ迄務得した放射線取扱の知滅を撃理し、さ

放射線取扱．Ll∫名国

会場食糧会館

期閣7／7㈱〜11㈹5臼聞

期問前期．5／15㈱〜23働 後期：6／16（月）〜21㈹融U幕間 会場麹町会蝕
定轟40名寮加費講義のみ￥85，000講義・見学共 ￥100，000（財主外講義のみ

技術を与〆しる講轡会

りに必数な矯議

19年にわたるfム統を澄り、すてにLOOO余私に及小響業生を出しています。

⑭鰍個密封放射線源取扱技術講習会

㈱痢嘱原子動力講習会
技衙系の大≠革楽名を対象に隙ゴ力発電全搬について教照するユニークな講習会で

㊨鋤。回事務系職員対象原子力セミナー

・人♂先6／23（月）〜24（火）

蒼然

見学先東、猛・マ笛島

寮力量費購義iのみ￥20，000

定舞150名

会場食搬会館

三千囎酉万がと想定されていたの

コン

L〔婦x）

に︑七四年中頃の調蚕では△二年

2，12〔，

lf名に含目し得る知識をうんる講習会、少人数制をとり講醒の効果を高めており調。

期閣6／9（月）〜14（上）6日間

金利を舶えると約九千万がに憩え

イ〆ハーター（i￡fLl

一昨年の石癌危機以降︑ことあ
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今後の想定については︑
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開発へ移行も考慮

米醒盈Cとユタ彌で
餉謡講鉦
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の騨細は明らかにされていないが
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偲られたため︑改造に踏み切るこ

五厨湾英会理劉会漁周がすでに

とになった︒
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鹿の岡省科単研究鍵から籔百万円
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ベゴニアで公害観察
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を特別補助することを決めた︒
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細は今後に待たねばならないが︑

平ウラン探鉱による操藁櫃の蟹取
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成粟を踏まえて綱社は︑その後契
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から約三膏詩層に位園する所で︑
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爾北十五訴耕︑策西二十詩規に及

会秋から使用開始へ

ぶ約舜七＋平方試層︒この問︑百
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藤禎駈擬︶の原子炉を一部鷹療屠

岡地緻ではすでに小規模ながら

関係筋によると︑太平ウラン探鉱

更の孚RTGAl蛮型で︑醸大か
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主な内容
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＊内外の原子力情勢を総合的に解説

謡

瀦鍛年．
A5判

エネルギー危機後の原子力開発…・一…一KWU

フレーバー博士

ﾌ温ガス炉の開発とプロセスヒート

日ホ原子力産業会議・業務課

INTERATOM

TEL

W・ブラウン博士

R・ハルデ博士

501−1065

結椏s港区新橋1−1−13（東電旧館）

〒105

15旨§

y水炉の許認可、立地及び試運転・一一・・…KWU

837頁

麗麟
￥4，300

送料￥300

原子力時代の必携書！
@
内外の原チ力開発動向を、体系的にわかりやすく解説するととも
@ に、内外関係機関の妻琴状況を網羅。また、核兵器不拡散条約に関
@ する条文、世界の原子癖〜覧なと関係資料を収録。さらに、産業界
@ 各社の原子力関係役職者を掲載。

@

日本原子力産業会議日舞謙譲際療漏弦6τ壇

照閣050無…2月13日
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購蹴料1年分前金3000円

核防条約
β

に管え﹁予騰交渉照からの漣絡で

爵象で︑川開党の石井一網の質問

る︒筥沢外梱も十臼の衆院外覇婁

将来適用される機能についてIA 引には平和利用が妨げられるので

ではわが国の現在の異態ではなく

理体制の整備がある︒今回の交渉

ある臼本の国内課請暇圏制度︑蟹

躍が実施されるための原則条件で

が大勢を占め︑拙准に目し強い慣

るわけにはいかない一などの轡毘

全保陣についても現状では満足す

璽論がだされた︒初期段階で塵畔

圏が希旧した条件が満たされた︑

は︑保障川間条件についてはわが

を前 はないかとの不安があったが︑王

AEAがわが願の希望を大蝋に受

EAに説明をし︑

麟塚翼

提条件として合凄したことから

解決されたため︑NPT挑准聞

け入れたことにより︑この問題は

の禽態内容がβ本にとって満足す

を爽旛するための必襲不可欠な螺

も︑今園の協定興による保陣雛壇

との報告を受けた﹂と述べ︑今回

べき結粟であることを明らかにし

監驚ρ監置・竃亀・乙亀

醐際政治論へと舞台を移したこと
曾

題は核麗縮︑蟹金保噸といった

・㌃

題として今後その体制固めが急が

38㌔・㍉︒・亀︑︐蓄塾

れよう︒

乞隔9罵器φ亀器8・℃︐乳塞ご♪二三9亀亀φ客覧9二隻ζ℃

取りつけるため全力を傾ける方針

政府は今後︑自民党内の舎愈を

になる︒

だが︑核軍縮や安全傑隔の聞題は

めたいとしているが︑核婿縮の推

をめぐって︑自民党内には批准憐

分かれる問題だけに︑三木内閣の

政潜的立堀の伝いによって認識が

澹と非核傑梅國の蜜聲保陣の確保

での批准をあやぶむ窪きが多い︒

口論が根強く残っており︑今日金

境保全︑とくに核燃料サイクル確

討論を通じ原子力利用における環

で各政党翻会議農からの提喬を簿

る︒前回大会ではこのセッション

して得ていくかについて︑論識す

評緬されつつある軽水炉が︑わが

術会議︑躍労達ほか地乃自治体︑

嚢からの態罠や提誘を求める︒学

発体制の問題をとりあげ︑各界代

讐繋器罐覇難鍔戦績璽黎懇導混讐ア婁

「炉ゆ性fエ

核分製源∫炉

の炉，いにおける工才ルキーの発生と輸込の遡程かり、炉いの藍設

搬京大旧教擾 丑島良績編籔 原∫力技術者およひ原f力関併の
技翰マ、てない方々しまて、核燃料に関する披衛的議聞題の全般を
斯界第一線の著者りがわヵりやすく解明の簸新の名著 3竃500円

・価ノ改公2さμ∫舌Oせ

し

・

ｴ子力用語辞典

ﾄ語語研人をた口幅舶に会増え環輪ぺ全境1噛

0㍉畷畠

二二鐸謬蓼爵二二多馨夢題言鐸謬蝉藪

た︒

行政面における残された翻題と

︒ご．

しては︑ユーラトム並みの保瞳描

自民党内に強
い批准慎重論
野党の態魔もバラバラ
一方︑原子力平和利用颪での平

本紙七五七穆参照︶についてでき

たが︑今図は︑むつ問題を契機と

国でも︑いかにB進月歩の技術成

霞力︑水薬︑研究機関からの参加

3500円

藷1にいたるまてを難鵠な閃飯て解説繧る名著の邦訳

＄f

ユーラトム並み確保
となっている︒

墨絵縁日本側条件ほぼ通る
核拡散防止条約︵NPT︶の批准に備えて︑今月三目からウィーンで進められていたわが国と国際

原子力機関︵1AEA︶との保瞳描圏︵査察︶協定予備交渉が︑九日朔月に達した︒竃沢外椙は十日 これによって政府は批准のため
の実勢的な外交交渉をすべて終え

にもなる︒野党も条件偲無理の民

獺握力があらためて闇われること
禦実︑八日目開かれた飢民党の

響性が確保されたことにより︑N

社党︑反目の共産党︑検討中の社
調査会︑科学技術部会︑資源エネ
えることになった︒政將は今鰯五

PT批准問題は新らたな段階を迎 外交調査会︑外交部会︑安全保騨

り︑これら野党のバラバラな動向

会︑公明爾党と態慶が流動的であ

秦件丁①三

月に開かれるNPT再検討会議にルギー紺策自縛鍛の禽岡会議では

も批准間題を一麟困難にしている

冠縮の推進②非核保禰囲の安全保

条約加盟蟹として出機︑NPTに①核環縮について必ずしも米︑ゾ

みつだ︒

けた批准のための一

五奪二月にNP？に憲些した際つ

べ︑栖本町の条件がほぼ取り入れられた内容で△口悪したことを明らかにした︒これで政府はNPT批 たことになり︑わが国が昭和四十

の衆院外務婁麗会で﹁交渉感からわが国の希墾していた条件が満たされた︑との報告を受けた﹂と述

指引力

准のための外交交渉を戯訓的にすべて終えたことになる︒だが自民党内には批准爆雛諭が根強く残っ
ており︑今後︑三木内閣がどう党内のムロ悪を取りつけていくか︑野党の動向とともにその

があらためて問われることになる︒政欝は既定方針どおり︑今国司にも撹具案を上程︑了琢を得たい

平箸性確保のうち︑第三項は今團

障の確立③原峯力平和利爾面での

に進んでいない②謹製保憂国の安

などの核大国の歩調は罵縮の方圓

や圃数の基準はユーラトムと同じ

な耀縮およひ再処理の授術現況等

対する発誉権を確保するため︑今

ものとする③日本の圏内懸理体糊

を明確にする︒

国会に批准案を上程し︑承認を求

を持てば︑ユーラトム並みの訴陳

①ユーラトム並みの国内査察制度

の有効性の上に一AEAは懐陣措
おける原子力美挙の位圏づけ︑鵡

▽セッション5原子力開発の

国薩エネルギーとしての役講と課
題などを萌らかにしていく︒

るだけ多くの人々に理解してもら

立の上で今後璽要になる課題とそ

▽セッション2講演とパネル 役國への理解と償頼をどのように

うとともに︑実行上の諸方簾につ

これ誤でに間まったプログラム

累を吸収して進められてきている

▽セッション3実用炉として して一麟の謁まりをみせてきた開

の対策を明らかにする︒

案によると︑今圓大会では開会セ

かといった問題のほか︑機器憾頼

えられている︒

いて翻広く慧麗を求めることが考

れぞれの課題や打開策︵十七項諮︑

婁員会報告を踏まえて提謡したそ

がさきに原子力開発利用実行計醐

−﹂が大会の星調テーマ︑原薩

の予備交渉で確保されたことにな

描羅とする②日本のように一魍で

および議定欝に明週することにな
ったようだ︒禽卜した協垂葉は︑

園を行なうIIなどの原則を協定

てであったのに対し︑今回の予備

あってもこの原則は適用されるべ

交渉では︑本協定および貝体的な

きだ一など原則的な問題点につい

としているが︑批准を困難視する同きも多いようだ︒

今月三同からウィーンで行われ

締結した骨瓶措認協定と嗣じ内容

諸国が四や八無四月に一AEAと

モテル協定薬を墓礎にユーラトム

容などを敗り決める付属議定盤

ていたNPTの保瞳描躍協定予備熟察方武︑査察蟹︑墓醸︑暮冬内
交渉は︑問条約を批准した際︑他

れ︑ドラフト︵案文︶まで作成さ

カランドリァタン
クの据付けが終る

ッションほか異体的問題をとりあ

日刊工業新聞社銅鐸千代田区ノ澱北1−8−10費03（263）2311

のNPT批准国とくに欧州原子力 ︵プロトコール︶について協議さ
i更▼墨爵醒凹ー
共同体︵ユーラトム︶一国に比

合潔した内容の群細については

げた五つのセッションがもたれる

が予定されている︒

2500円

つとして取扱おりとした饗界て簸新の敬科齊のル訳

ﾆの重用
ｵ用に論

れたことが特徴となっている︒

明らかにされていないが︑関係筋

新型転換炉
動力炉・核燃秘開発工業団がナ
ショナルプロジェクトとして開発

駐の向上など胞主技術確立がどの

初日の午さん会握加希盟蓄は別に

わレキー分砺の概含を1鰯削こ揮し撮し

住閉健二駅

大阪大攣助数授

f

べ︑保瞳描躍などでわが國の原子
力平和利璽開発が不利にならない

によると①日本は他團と比べて不

よう︑その影青性確保が醸大の焦
点となっていた︒これまでに行わ

利な扱いを受けない②査蟹の方式

ように進められているのかの検討

雄

購。131舘35g．g67…

同文轡院

〒16。鰯猟嚇1

M同門ルワキル薯京郵大掌助赦授 函騨英晃駅 謄f動力プラ
ノトの型式．原f炉毅酎、エネルギー変換の卿理、エネルギー
サイクル、負衝追従儀などに敵直をおいた各薯の邦駅 450e白

原子力エネルギー変換

當；一炉物理の晶李熱の

原子炉の熱工学
核 燃 料 田 学

原研石垂垂園圃

どト》

し原

分た

図解

数なを

濶ｿ550円（〒30円）

れだ四竃の予備交渉が︑いずれも

計醐だ︒各セッションの内容︵演

および︑新型炉開発におけるこう

3

y麗麗ル討論｝

酋騨英晃訳

鵬四隅弩寄稿

なお大会参加費は一万二千円で
題はいずれも仮題︶は概略次の愚

第

3弩13日︵木︶

@るか

A冶葺…口際力

一核融合と同位元謀分離一

中の新型転換炉原型炉﹁ふげん﹂

り︒臼仮プ段グラム墾照

目

@核燃料サイクル圭の緊急諜題
@わか麟濃縦技術醗発の現状
@動燃。再処理論設の建設、運転訓翻
セノノコノー5 線多力闘発への提壽一体
@捧鯛問題を中心として（13 00〜16 00）
y講演】これからの原イ力腿発をどう雌め

@の

〔特別記事〕

は理工以来︑今季で満四年︒穿下

に所定螂項を記入の上︑三月五田

六千五颪円︒参加希蟹者は鰯込盟

位國づけるとともに︑中でも璽要

@瞬燦エネルギー箭勢と二本の乃向
@二子力における樋糠脇力
セノノヨノー2 壇三保黛と腺∫力腿発
@
⑲ 3｛ト12 20）

堀江豊原子炉工学基礎講座一原r炉理諭③

興敦駕帯明神町の現地サイトでは

した努力や経験とそれを踏まえた

までに日本原子力産業盆講調査都

▽セッションー総倉エネルギ
ー体系の中で原子力をどう位世づ

企画諏へ︒

二

月十一︑十二︑十三の三日聞︑栗

け︑あるいは位羅づけようとして

日本原子力産災会議は来たる

票・内掌町のイイノホールで第八

いるのか1灘外の単襲と晃通し ル確立にとって蟹要な政策課題を

建設工嚢が順調に進んでおり︑昨
年藩にはカランドリアタンクも搬

畷﹁原塵累次穴会痛を開くが︑こ

@開発

MMエルワキル驚京部大掌助教擾

木国アーカ／ソー大単PKKur。da翻逮載・講座翻ソ座原子力開発史③一ソ連高趣炉のすべて

見通しなどを明確にしていく︒
入︑このほど据付けを終えた︒

れまでに藍備婁澱会︵白沢欝一郎

2

艮︵水︶

@軽水炉における遜転経験
@軽水炉における自｝技術確立しの諸問題
@とその対策
12

@フェニノクスの襖転経験
@蟹水炉の運転経験

核螺髪サイク
カランドリアタンクはその中に

月

策

y講演灘環境保全と腺」二力翻発の特質
yハ系ル討論】

3

@わか澗におけるへTiモ・rBRの膳鑓

▽セッション4

燃料築今体ほかカランドリア蕾︑

もほとんど終り︑このほど︑問大

襲員長︶でのプログラム編成など

y講蟄ユ

ほか︑必要な国際協力︑わが國に
圧力管︑減速繍となる墨水などを

原産鰯次大隅は原子力閥発利用

会への参加登録が開始された︒

収納し炉心を構成するもので︑い
に当

@アメリカの工不ルギー自立3i繭と簾孫力

原子炉の物理

獅工瑛Nl開申大陽の温度をはかる話

心臓部

上の諸問題について広く各分野の

目

00｝

レセブノヨノ（17 30〜19
@〈日本工業クラブ〉

わば﹁ふげん﹂の

は約百五十少︒足かけ三年をかけ

ほか秘記の交換を行ない内外の理

関係習が一堂に金し︑見解の豊明

@〈ホール〉

H︵火︶

核燃料サイクルたの騒騒

セノ〆ヨノー4

たるもの︒ステンレス襲で︑墾懲

て自立が製作︑日立港から関門海

ているもの︒今圓はその第八回圏

解と協調を図る場として設けられ

1

y講演】

00）
30〜17
（14
@

三〇）

11

y講演】

峡を経て現地へ搬入された︒間購
簗団は引続き内部機器の据付けを

で︑﹇これからの原子力開発をど

急いでいるが︑その他主要機器を
含め据付け工薯が盆て終るのは来

午賛会（1220〜140G）
第

月

@〈ホテルオークラ・別館〉
@【讐雛爾演ユわが鋼外交と工尉レギー問題

3

@酪

@鳳野力憂員疑駈懸
@【特別講演】ECにおける工不ルギ一戦

Dノェイクマン薪

綿蝉撚賢灘；闘主要配輿舶一水型原子力発電プラントの撫一輪

3月11・12・13日、イイノホールで属
でのエネルギー富立化への努力

30〜1150》

@綴題（9

経験（1330〜互70G）
@

動力か関鞘一その実綾と
セノノヨノー3

大阪好山軒僻ぎ

参加者登録始まる

う進めるか一辮たな国際環境

@〃；r蘇会長所信表明

大販大学助教授 須田儀英蓄 趣1炉1学、鶴齢i学の2っのヤ
門分野を詳近。また大学の教科轡として、膣∫か勧雌を理解てき
るよっ｝捕に解鋭した国際的評極を得た会㌧鋭の名習
3000跨

戟[ザーによるエネルギー開発

第8回原産年次大会
ん﹂の臨界は来秋十月の予定︒

@人会翠騰委区長挨拶

力

目

据付け工箏中のカランドリアタンク

鷺動特性と制御

厲ﾋ性鰍物の縮処分

緬たな三際環境での工冬ルギー自立化と腺チ力闘艶
セノノヨノー1

40〜14
原∫力量保映腰1「映（12

00＞
30〜12
腿会セノノヨノ（9

1燃1｛新版
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P6B発売

・「

無六月頃の見込み︒なお﹁ふげ

8回原薩隼次大会仮プログラム

外相
沢

振替東京5895番
電葺舌（591）6竃2コ（代）

策京都港区新橋1丁目1番13暑（棄電旧館内》

議
ム
二
心

子
原
本

発行所
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1部70円
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＼

聞

力

原

瞳描醗モテル協定を打ち繊

を大蟷にもり込んだNP？保

一九七一年︑わが国の湾え方

利用面での問題点が淡謝したことを示し

が圃がユーラトムなどと平郷の扱いを受

って︑むしろ台理化されるとともに︑わ

気で簿えているなどとは懸うまいが︑海

けることを下味し︑NPTに関する平和 わが国が核のフリーハンド論をまさか本

びしいことを織味する︒日煎人ならば︑

らせることに対する世界の注視の眼はき

A−CRl一一﹇長続四二︼︶第二

比較騨価 一九七四年第一部

核分裂・核尊勝および化石燃料の

①エネルギー源としての太陽・

臼一十臨躊・ワシントン︶第一部

際会早馬載録︵一九七三年九月九

④第三回国際放鮒線防護学会團

一九七弱年

②楽國の主要塵藁十一種のエネ

ノ

ミ

〆

ミ

放射線影響研究所

ド

多

多r

⑤軽水炉混台酸化燃畠中の再循

環プルトニウム利潮に書する総合

蕉八月

︶〜

第一巻梱搾・第二巻鮨否

ミ

射線影響学会﹂︵松平人通会長︶

囲中器機大臣︑囲沢外務大臣らに

から名称の変更を求める璽墾総が

同学禽は﹁放射線彫予研賢所﹂

提出されている︒

かのような誤解を生み︑社会的混

これら旛毅の新設が不要になった

乱を招く⑧﹁放射線影響﹂を墨継

とする名称の使丁は学会の蘇我権

る︒

優警となる︑などの点を挙げてい

制覇叢計画について政府認可を求

科卒後︑︐B本発送蹴に入社︒その

は大疋亟年生まれ︒九大蹴鐵工学

擾などを難めた︒

系系
次次

水質調整装置（薬液注入装置、試料採取装置、各種分析計、復水検塩装置〉

ルギー要求パターン

Z九〇七lP二

P一︑第二部曙警・CONF一七

警l
・C
︵太陽エネルギー・窺書門NAS
九月47搾ORNL−T窩M
四ONF一七三〇九〇七l

ミノ
〆ノ

一

庁

りと並行︑帯内を走らせる予定︒

め燧鉄針で︑現在︑このための準

後関西懐刀で火力部長︑原子力部

：サンプルフード、完全無漏洩キャンドモーターポンフ

△二︼︶

し︑一九七三冊子はこれにそ
外諸圏の冒にはそつは映らない堀舎も少

ミ

ニニ多

を歴任した︒

︑

の皇城整備璽業醗画が認められた

ているが︑興はこのうち＋億円ほ

総工蟹五十五懸円程慶が兇込まれ

傭を惣いでいる︒

影野鮫の原子力発電所用機器

保障措置予備交渉と
核防条約問題
ている︒

謎献︷楽丙轍

る機は熟したわけだが︑その見通しは決

ぞ八一一七冒︶第四都︵化石燃料

ってユーラトム譜國と保隔描躍協定を紬

部︵核分裂・82警︻NASA⁝C

して明るくない︒NPT批准の司否は安

・51際︻NASA−CR一一
騨三
緬八
モデルの感度試験 一九七四

したがって︑わが國が同条約を批准す

なくないようだ︒

望⁝ わが国と圏際原子力機閲︵王
川AEA︶との闇で行なわれてい んだうえ︑わが国に対しても︑原則とし

展⁝姦綴防止条約︵NpT︶に

R1︸三八三九七目︶第三部︵核
ということになれ融舎・61搾︻NASAlC六
R一
一〇一

てユ⊥フトムと同横の方式を適用するこ

ば︑これまでの握案は引きのばしの手段

NPT批准せず

とに舎愈した︒しかしこれはいわば原則
全撮締間題などとからんで︑いまや大き

ノ

一八八︼︶第五部︵糖論と勧告︒ 年七月WCAP〜八三四二︵
・m
第三巻偏奇・第闘巻脚育WA
9際門NASA−CR一一三警
八︶
一WCAPi八三五六︵螂渥︶
SH・ーコご二七
≦

の発起人会開く
日米折半拠出で運懲される愚老

玉

科学審議官に

技

久良知章悟氏

科

科学技術庁は科学審議冒に潮石

良知︵くらち︶痢悟氏の採毛を決

皿鉱災倉理化聡藁団副理麟長の久

久良細氏は大正十年生まれ︒昭

め︑七日発令した︒

通産雀大距蜜房霧議富︑工技院標

和十七年藁大工学部鉱山学科卒︒

確部擾︑通産衝公審保安局長など

㌘

一難鎌灘鐸
のに伴い︑さしあたり今十度分の

どを今年慶から鶯十四早寒茉まで

雌所管殴聯務所蔑の岡野茂夫氏を
分に行なうべきであり︑このため

整凝固画づくりを慧いでいたが︑

向こう六輝無間にわたり特別会翫

》飼零轟轟株式會私

もし田応が相次ぐ主張を通した時点で

もとつく保擁描麗協定の降し禽いが︑ほ
論であって︑実際に協定を緒ぶ福二には

い︒その結渠がどのような智歯をもたら

③ウエスチングハウスE8s贋離籍欝︵GES湿0︶一九七閥

ぼ日本側の希罰する線にそってまとまっ
だったのかと疑われても弁畷の余地がな

しかしながら︑今日の階点においてわ

な国内政治問題になっている︒

ユーラトムな

わが國の状況に応じてより群群なッメが

NPTを批准した低潮︑翻際原子力機 必蟹になる︒たとえば︑

たようだ︒

すかは想像に難くないが︑その前にわが

の自
が国が批准を拒むことは国際的な通学と

ユーラトムなみ

み
圃としては麗際駒償義を璽んずることに

の協竃には

蘭は岡榮約にもとづいて︑該物名の麗購

あることは︑NPT成立の過程をふりか 思いをいたす必要がある︒なんとなれば

盤任という点からも翻められないもので

で︑引続き出力上昇試験︑鋤揺・

團内葦察と櫻数目で構成されるユーラト

負荷適性緻験などの必要賢島阪の

主査察がたて潮となるが︑わが国一国の

突細編画を実施すべきことが強調

転用を防止するための葦察などの擬纏措

らだ︒条約への滲加をさしおいて核軍縮

国際懲義を描いて原子力の開発はないか

腰を繰すが︑それがどのようなものにな

有国の羅馬縮の努力を求める条項を揮入

ムの城丙董簸とをIAEAがどう騨価す えれば自明である︒陶粂約の単繋に核保

された︒

させたのはわが国であり︑さらにその興

った︒というのも︑NPTに参加するこ るかといった問題もあったわけだ︒

るかはわが国にとって盛大な関心購であ

を鴫んだところで樵界は耳をかすまい︒

こうした畢坤的な聞題についての予幡

の名称に強く反対する理幽として

とによって︑査察の日数や内容が必饗以

後の新機関︑財団法人﹁放鮒線礫

綴調董欝会︵AB8︶改滅

の医学的影響とそれによる疾病の

①薪法人の研究内容は原爆放射線

漂子力船懇談会はこうした問題

群研究所﹂の発趨入会が六臼︑索

わが圏がNPをを逮かに批准し︑その

欝欝を広く無碍してこそ初めて︑NPTを早慧にッメたうえで︑愚闇の見

察で開かれ︑原爆放射線の人に及

行をチェックする愈味も斜めて滲加国に

簾に反映させていく占えだ︒

解として新しい国の原子力關発政

よる再検酎会議開催の規定が盛り込まれ

にうたわれている核蟹縮の箋行を核保萄

的な交渉が曾月初めからウイーンで王A

国にせまることができよう︒そのための

EAどの欄で行なわれていたが︑この交
たのもわが国の強い室彊によるものであ

あり︑新名称は目的に比べ不必腰

﹇放射線騨古塁礎研究

所﹂の設立を政府に働きかけてき

能研究所﹂

に幡広い区長をもつ②﹁畷境放射

調室研究という国定されたもので

多多

の名称使用については︑﹁日本放

しかし︑﹁放射線影穰研究所﹂

る︒

負担のもとで謹選から還営され

より︑巳来対等の還懲参加︑財政

新研究所はB米糠の行政協定に た学金活勤に大きな離憲となり︑

した︒

︵慶大医学部教授︶の就任が内定

承した︒理選曲には山下久雄氏

ぼす医騨鮒影響とこれによる疾病

ることを想いおこす必要がある︒同横に

建設に一鰹円の助成を行なう︒む

二

三県のそれぞれ盤備珊簗計獲に

5一多

伴う交付金は各施設の﹁建設期簾

多二 玉

懸源堂地促逓対策交付金は︑昨

中﹂交付されるが︑二軍聞程度の

一

の調査研究を行なう露の璽綱を了

場は︑わが圃が自からつくった

上に准えたりきびしくなると︑原子力平

されたと伝えられている︒

これは︑現行の二羅闇協定にもとつく

保瞳好業協定にわが国の考え方が全面的

和利用に支磁をきたす恐れがあ る か ら

傑鐘描籔については︑その禽理化・簡累

だ︒このためわが国はNPT下における 渉でもわが閣の希鯉する条件がほぼ満た

化をはかること︑他の締約國とりわけユ

締約燭による再検酎禽議

船﹁むつ﹂間題欝依については︑

つ茄はこの助成を禽塾二鷹円程度

多妻多髪二一5二彰玉多多多

秋十月⁝鰹から施行となった横幅

ズレ込みも認められている︒購業

から交付してもらう簿えだ︒

開発健進対策特別会醗から拠嵐さ

規模︵交付金︶は三興総計で筥五

した︒

二玉 5二玉

で鉄筋二階建て︑広さ二千三百平

玉5二

方規の体脅飼を建設する計画だ︒
づ多ヨ

電源三法によ
る地域整備

の所在する市町村およびその周辺

れるもの︒水・火・原子力冬施設

れぞれ櫃艸興が四十九憾八千六酉

十八億円程魔となる晃還しで︑そ

万円︑掛盤興が九十四億九千八蕊

めの一部補助として役立てられる

万円︑愛媛県が十二懸九千八百万

市町村が行なう公共施設整備のた

行以来初のもの︒政府認可による

翫画で︑三興からの晦講は同法施

円︒このうち今照度分は総額二十

に交付される︒交付金交付の対象

櫃円墨摺とみられており︑紙度内

旛設は梅醤興が新型転換炉原型炉

それぞれまちまちだが︑大体︑賢
路および教脅文化施設の整備が大

各興整備黙業計画をみてみると︑

半で︑その他は漁嬉や消防︑上水

発︑轟轟興が藥躍の福騰第一と第

と関電の葵浜︑大飯︑灘浜各原

発の三興七か所︒対象塚町桝は施

勲鯵
ごみ処理施設整備など︒とくに趣

道︑医鰹施設︑公民館︑体閉館︑

き・塵岡・椙罵線晒の薪設なども

所︒

設の所在︑周辺を禽めて二十四か

〜

ない︑その強熱を確認したうえ

過も謬麟した蜜全性の再点検を行

欝に基く描羅で︑照糞圃は体鱒飼

た︒これは昨秋繕ばれた舎懸協麿

の助成に署する含愈文賂に調印し

甫は十日︑むつ南体爵館建設課業

霞本原子力船開発聡藁団とむつ

原船団とむつ市

NPT
体育館建設で調印

に反映されたことは前述の通りである︒

に参加し︑そのりーダーシップをとるこ

であり︑これ

保隔描瞳が
こうしたあゆみよりは︑わが国の忙種を

いつ︑どこへでも立ち入れ

ー一7pム諸国と箕照的に軍簿であること

る一AEAの奮察

をたてまえとするき

産山機密が守られることなどを求めてき

とは提嘱国の蟹任でもある︒

ている︒

再検謝金議の開催はこの五月にせまっ

びしいものであるのに毘して︑N？P下 御てNPをを実効あるものにしたいとい
の保瞳酒乱は︑わが羅をはじめとする非

遡雛

讐﹂を持つ西ドイツも超繊遼コン

この日の懇談書でも︑﹁む2

テナ船建造を酎画している︒

問題の処理と﹁むつ﹂自暴の今後

れらを踏まえて蔭子力舶開発を進

の処羅に万全を期すとともに︑こ

確認された︒また︑このため早急

めるべきであるとの方向が改めて

に現行の﹁原子刀瀾発露期謝顧﹂

にある原子力船開発誹画を再建謝

羅のもとに行なうべきだが︑推

確にすること︑その開発は政麿主

遮蔽を改修し︑建造後の時闇附経

一づ！！ーン！！ク！多！ノジ！蓑1萎！！ノグ！蓼ンン

ことは襲を返せば︑わが圏が批准をおく

う國際社会の期待の現われであり︑この

た︒

こうしたわが圏の霊彊は他の非核傑荷

国の口調するところとなり︑IAEAぼ 核傑膏国側のこれ濠での翼剣な主彊によ

⁝ノ7ン7ンノ！一！ ノ 〆 ！ ！ γ 一 ！ Z 1 〆 ！ ！ 一 〆 〆 一 ！ ！ 〆 ！ 一 ！
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原産・原子

．．嚢

民間の考え方固める
まず設計基準︑安全指針を
わが国の原子力船開発は﹁むつ﹂問題以降︑踏礁に蹴りあげた格好︒﹁むつ﹂放射線もれの技術的球
検豹︑新定係港の選定問題などの珊後処理もあって︑離礁にはなお購間がかかりそうだが︑原子力船

日︑粟票丸の内の日本工藁倶楽部で原子力船懇談金︵婁澱授・翻田久雄大阪商船一一弄船舶金長︶を開

開発謝圃の早惣なねり臨しをせまられていることも購実だ︒こうしたなかで臼本原子力藤白玉識はヨ

開発聖画は尾踏み状熊を続けてい

進の

は︑国と民間との役割と分担を明

し︑新たな醗画の謬論に際して

る︒しかし総含エネルギー政策の

設立して︑民間の協力を結興する

催・門むつ﹂閣題を含む今後の開発について検酎を加えた︒

することが必嚢だとの晃地から︑

を冤継し︑圏としての方針を確立

面における原峯力義塾発の必要性

懲罫︑禰醗︑愛媛の三緊は︑一

延長三十二前耕の新濫を設け浜遡

含まれており︑この誹画によると

となる新閣筆機翼を
は職まるばかり︒この傾筒は世界

こと︑などの墓本線が薄められ

月二十籏日付で電源立地妃遜対簾

中核

の耀え方を薦めるために開かれた

まず︑これらの問題に対する民闇

的にも慧で︑一昨年秋の石癌危機

た︒開発の進め方に関しては︑舶

交付金交付に係わるそれぞれ各興

ｴ発︑愛媛緊が囎国璽力解方原

もの︒

をきっかけに︑各麟とも原子刀船

を建設して必要な性能テストを十

用嫡につき少なくとも陸上原型炉

暑﹂に続く原子力砕氷船﹁アルク

にも安全審葦掴針︑原子力船の殴

このほどまとまり︑整備購業翫画

路整彌では︑禰騒緊による﹃いわ
現在︑﹁むつ﹂の放射線もれに

る︒すでにソ違では﹁レーニン

チカ弩﹂が誠験航海串と伝えら

謝墓躍︑運航纂雌をすみやかに確

とあわせ交付金交付を政府に申貸

同購叢翻理数に任爾した︒岡野函
た新たな定係港の選定は科学技術

れ︑また米圏の海運五社は海購局

立すべきだ︑との喪え方が打ち出

興に続き茨城興も近く竪

の原子力船﹁むつ﹂の実験計画︑

庁︑運輸雀︑原子力船開発麟墨団

された︒さらに同懇談会は原子力

なお＝

これからの原子力商船開発翫画の

に原子力船建遊のための補助を申

〒150−9L來〜＾都〜・・、谷区・批寿3丁臼43番2号〈日宇ビル）盤（03）（442）8311（｛臓〉

本

サンプルフード

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）

BWR
PWR1
PWR2

一二

厚しており︑﹁オット・ハーン

一

による対策チームによって進めら

り方など︑簾子力船開発敢簾金般

已め方︑そのための團内体制のあ

騒会で︑また四月中旬をメドとし

開発を一腰加遜させようとしてい

事業規模で総計158億円
関する技術的な検酎は難関に欝欝

福井、福島、愛媛の三県

された騨門象を中心とする調蕉婁

初の交付金を申請
れており︑この閤今後の原子力船

この日 の 金 合 は 中 断 さ れ た ま ま
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二

E駐DA援助がカギ
難 電 力から初の購入 内 示
米国では現在︑原子刀発電所の建殴翫薩繰り延べが相次いでいるため︑当初想建されていた一九八

︵民主︑ワシントン州︶︑テノ・

州︶︑ハワード・H・ベイカi ロンカリオ︵民叢︑ワイオミング

ネルギー関係帯騨の大場増を蟹漏

轟何圏一﹁噛響

・鴨嗣 扁冒一︐

すべてのエネルギー源の研究開

している︒

麗

放射牲物質処理で
活躍中のロボット

八％増︶の総額一華九千八百万が

二億九千八百万がになるという︒

を滅じたEマDA予録事翫は騰十

ERDAの内駅をみると︑原子一方︑NRC帯舞の中には︑原

が翫上された︒

いだ翫癒費︑NRC設隈に蟹した

改革法により婁圧された調査顕も

規定棒外の籔網︑エネルギー機構

子力婁鍛象の遜嘗那門から引き継

一層≧

酉四十万が憩の三＋二癩九千五百
卿一一曽

力関係の全遡嘗予騨が腿億七千鷺

：＝騨＝

フンス政府

までの笙歌しとして①年間石佃消

もので︑同翫画では︑一九八厳年

エネルギー二期謝薩の趣潜に沿う

毎年六整麟工はフランスの総倉

との冤解を妥協させたもの︒

魑工に翫爾縮小を寅屯する大左舞

盗たり十覧億場︶颪から毎鐸五纂

鰹製紙蕪受理一と︑掛金︵一基

力公社︵EDF︶の詣綴針画一

決めた︒この報奨は︑フランス纒

力百乃KW級各六基にオることを

七七年麺翼翼の里子力発醒所を出

府はこのほど︑一九七六年および

︻パリ松本駐在凪︶フランス政

フ

基着工に決定

し＝≡騨：＝＝：＝＝：髄＝刷＝﹁≡隔＝≡﹁：瞥：＝＝一＝＝：＝＝＝：一三＝＝一＝需：：：

n一

76︑77年は6

嗣躍︵翻写翼︑DAD提供︶も安含まれている︒

処理︑除去するのに役立つ小型装

三・八八耕︑唱導擬作で懇路を熊

ひとつである︒この嚢甲購は全長

全謝画のもとで開発されたものの

亟ドイツのカールスルーエ原子

コプターなどで必獲な堀所に輸送

ることができ︑トラックとかヘリ

西独力量が開発

づき原子力開発を進めているが︑

することも可能である︒

力研究センターは︑安余翫錘に甚

懸条件下に國かれた放射性物麗を

囁撫

れを八五犀までに徐々に削髪︑一

雲影を一鯨千五藁沓鏑に抑え︑こ

器⁝

輯疑

鳶⁝⁝

︾藷⁝

︑
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工業窯炉耐火物の蔑歩を代表する

会の雲華には上院のジョン・0 サイミントン︵民主︑ミズーリ
・パスツール議踊︵民主︑ロード

︵属主︑カリフォルニア弼︶︑フ

︵薬和︑テネシー州︶一以上留 州︶跨以上留侵︑ジョン・モス
任︑ジョン︒V・タネイ︵民主︑

アイランド州︶が︑また翻婁麗獲
には下院のメルビン・プライス議

舗蕪

米UE
A計画
挙国の第九十四議会︵会期二年

ヨーク州︶︑アンドリュー・﹂・

ラ幡グ・ホートン︵共和︑ニュー

・L・バックレイ︵共和党保守

カリフォルニア州︶︑ジェームズ

た︒各婁綴の顔ぶれは次のとおり

綴︵民主︑イリノイ州︶が選ばれ

のほど上下両院原子力命閾婁髄会

系︑ニューヨーク州︶︑クリフォ

ヒンショー︵藁秘︑カリフォルニ
ま
ア州︶︑堅・コールドウェル・バ

万がである︒またプラントおよび

珊態は︑一︑二年前には購えら

壌

次エネルギー滴擬麗の中に占める

露

い
まノ

間︶は先月十閥爲開会したが︑こ

ガス拡敵法による九千ナSWU
だが︑半数にあたる九饗腰が新任
プラントの建窯を目指すUEAど ︵JCAE︶の婁颯の顔ぶれが決

ード︒P︒ケース︵共和︑ニュー

ンシルベニア州︶一以よ新組︒

ローレンス・コーリン︵共和︑ペ

︵民虫︑ニューメキシコ州︶︑ヘ

上院睦ヨセブ・M・モントヤ ジャ1ジー州︶︑ジェームズ・B トラー︵共租︑バージニア州︶︑
・パーソン︵共和︑カンザス州︶

される︒委夏篭︑副婁厨擾は互避

下院翻マイク︒マコ⁝マック

ンリー・M・ジャクソン︵属主︑ 一以上新任︒
ワシントン州︶︑スチュアート・

二十万メ︑非原子力闘係の全逓営

開発周︵ERDA︶については︑予騨が二億五函五十万が増の四億

澱本般働職として八億九千四百七

も岡幽しないが︑それには五〇

れなかったことだ︒いずれサウ

鑛

＼

1圏
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交醤することになっている︒智識

され︑答譲会ことに上院と下院で

から各九名ずつ︑翫十八名で構成

まった︒JCA鷺婁興は上下両院である︒
しては︑ERDAの擬助をぜひと
も必硬としたいところだが︑ER

DAΣの接触はまだ初期の段階
で︑法徳上の問題も解決しなけれ
ばならないといわれている︒

ERDAへの働きかけの外にU

山開係蕎との脚台いを予定してお

N魔比六億二千五百四十万メ増 五千二買十万がで︑醗画コスト禽

ｪ・一％堰︶一ERDA
翫統
としては三十七億四千七百三十

十万がが翫上され︑運轡蟹総額と

出している︒また国内の動きとと

ば︑EETはUEA翫画援助り
に︑合
異体的な解淡策を求めて勤き

丁が確爽に響られるようであれ

RDAも躍力感枇︑濃縮および鉱発にあたる新毅のエネルギー研究
EAほ︑外國からの擾助にも翫颪 との協定でうたわれたERDA二

は︑プラント生羅高の約六〇％を

進展の活路を求めている︒それ

愈するとの蘭留を表明している︒

もに︑イラン︑西ドイツなど灘外

齎六十万がが︑また膿子刀規制二

合繭の各関係機関の予舞合翫と比

をするという方法である︒こうし

ており︑この爽現いかんによって

からのUEA援助の翻しも伝わっ較一の運輸畷総額四十億七千九

濃縮契約について政府の活発な

たUEAの動きに対しクロフォー動きを要翻する契機となったの

年代にイランが石麹嶺榮国有化

ジアラビアなども同じような通

度比厳千丁函鴎十万賭憎︵四Q・ 万メとなるが︑罠込まれる歳入分
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をたどるに違いない︒石趨の支
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石縮の比率を現行の六六％から四

を維持する③太陽熱︑地熱などの
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め︑岡大統讃は予霧隠盤の中でエ

うした現状を再検許するため︑E 竹を与えることになりそうだ︒

繰り延べ決定の続出であるが︑こ

を握嵐した︒一九八五年までに工
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に提璽したもの︒ホズマー氏は

油籔本︶主源の高踏蟹溜息をめ

︵炭化水素公等︶などとの共同
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昨奪議会の原子力ム愚萎興会を
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關発をしながら︑アラブ譜圃に

の濁初は︑国の備諮分を流燈する

退き︵齢楓もやめた︶︑今は窟

イランがほしがる聖子力をめぐ

める米国とが︑イランを舞台に

どちらもイランが手役であるの

働いている悉つだ︒このとき︑
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の供給体制を安定させるためにもUEA︵ウラニウム・エンリッチメント・アソシエーツ︶︑センジ
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る︒イランが石曲化学工藁の膏

は偶然ではなくイランをめぐっ
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塵油国のオイルダラーは世界

が︑濃縮珊業のこれからの膨大

構︵OAPEC︶に加盟して考い
え︑近代工業化を急こうとし

二％の賃握義務をもつCEAにな獺金纒要を誓えれば︑オイル

ているのも︑それなりの麸盤が

の麺黛機構をゆるがす間題にな

ダラー急流の衛力分野であるこ

あるからだ︒こういうイラン

とり︑イラン蟹金が荷力な援照

ないし︑イスラエルとも国交が

っているが︑臓金難の原子力界

あって︑アラブの﹁石難戦賂﹂

オイルダラーをめぐるこのふ

がフランスのアラブ接近慶にと

とは間違いない︒

であることは碗らかだ︒

には粟っていな

っても︑来国のアラブ分断策に
とっても︑格好の取引相手にみ

い︒生慶削減に
よる価格維持と

入を提案している︒ホズマー氏

ンのオイルダラーがユ1ロディ 蔵醗画にやはりイラン鍛金の灘

会社を作り︑そこを通してイラ

は政府プランの二万八千診より

でも怪禽していることは周知の

失ったイランが打撒をうけヘメ

詑顎簿課景灘

えるのは当然であろう︒

それにしても︑イランが灘縮

いう石漉輸出

国機構︵OP

フ謝画に出黛または融資される

多い四万二千ナの貯蔵が必饗だ

螂実である︒その竸争が濃縮勢
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もうひとつはまだアイデアの

でもオイルダラーの威力が物を
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ロディフ醗画へのオイルダラ1
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仏卿相のテヘラン訪闇でかなり

煮舗まってきた︒報遊に よ る

という︒ユーロディフの斯腰資

とみており︑ピーク時六十懸が

背後にはさらに仏一米の石演政

野にも及んできたわけで︑その

EC︶の大勢に ウランの金主にまでなるような

金は︑インフレの影響で当初兇

に達する所璽資金を米キラン

策をめぐる対立がある︒つまり
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禰りの＋五億がから二＋億がに

折半方式でまかなうことを︑新

氏が濃縮ウランの予備生産︒貯

堰えており︑ほかに電力供給用

発足のエネルギー研究開発周
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提認﹂をとりまとめ︑十二日︑電気馳駆題合会に紺し同提書の善処方取扱いについて繭入れした︒握
醤は︑原子力開発が必要不可欠とした纂本姿勢のもとで︑行酷まった現状をどのように打關していく

べきか一行政のあり方ほか開発体制︑放射線下労働対策など当面の隣路鮒籏を提趨したもの︒蕊月
中旬に予定された中央労健余までには経懲暫側からの躍笹が寄せられるもよう︒なお霰労趣は岡提謡

立ほか廃棄物処理処分の問題︑立
地薄墨︑巨順化する衡金手当てな

こうしたリスク分量といった点か

どリスクは大型化するばかりで︑

らも︑各企繋バラバラでなく︑全
体的な開発体制へ︑この際叛本的

る︒

な再検討が必璽だ︑と強調してい

開発撹追が逸むにつれそこで働
く従藁澱も必然的に増棚してきて
いるが︑提重は︑こうした従藁厩

ることを大きな問題としてとりあ

の被曝線蟹が総和で漸囎傾購にあ
企藁であってよい隔としているも

よる四極的な努力が必要なことな

浮きぼりにしているのは︑エネル

自ら限慶があり︑このため︑醐夏
どを指摘している︒

握轡はその中でまず︑岡今後の

の中心に据えない対応の仕万で︑

蝉藁の協調︑協力した対応が必

鶴ほか︑作策環境改鐘へ虚業藁に

提誘は行政のあり方について澱任

げ︑必璽悪的な一部定極墓躍の改

核となるものは当薗の技術水華か

を厳しく邉讃すると同購に︑間題

のの︑それぞれ企興が今後引続き

らみて軽水炉しかない騙と蝦鯛︑

解織の運延と不懲慧を助長した経

炉の改良発展を行なっていくには

こうした綴本翻識のもとで開発を

譜側の反省を求めている︒原子力

ているにも掴らず依然として行政

正しく強力に推進していくために

行政に対する郷民不儒の大きな原

ギー間題が深刻な藥態に立ち蚕っ

は安金性の購求ほか安定的効率的

園の一つは壷任体制が萌確でない

発は不司欠の条件であり︑その中

な開発が潮握とならなければなら

といったことでもあり︑これらに

のの︑﹃燃料サイクルの間題など

段階にある㎞と受けとめているも
べき緊慧諜題だ蝕とし︑原子力規

ついて同提欝は﹃行政画で改騙す
あるダイナボット・ラジオアイソ

放射性医薬甜の大手メーカーで

医薬贔の階場は︑脳疾患悪難のよ

核医学の診断に使われる放射性

▽康苧力行政について原子力

たものとはいえず︑ATRやFる
Bが︑今後は自裁開発などに備え

▽開発・研究体綱について軽

的努力はやや欠けていたと思われ

べきだ︒これまでメーカーの鴬主

蓄被鰻轡理は十分に行なわれてお

基漿の改魑が必硬だ︒今日︑従購

の間隔と期閣なども検酎するなど

発電所の総糠搬は漸憎傾向にあ

り個人的には心配ない状縷だが各

水炉は商藁薦炉としてまだ完成し

で︑当面の翻題として破樋や稠密

ち︑加えて︑これまで關発の面に

いうべきものだが︑われわれは︑

Rなどとの中閲に動顛するものと 耀力と一体︑となって対処すべき

婁麗会が開発と規舗の両機能をも

判︑さらに曲金颪からのチェック

歯止めをかけるほかALAP︵実

り︑このため︑総線羅漸増傾同に

ウェイトが麗かれてきたという批

策︑作簗工法および防護異の白鍵

た点からも︑この際︑発醗所こと

用可能な瞑り低く︶興現化といっ

化など燃料建策︑蒸気発生雛対

などを提起しだい︒国の研究誤配

企藁であってよいと響える︒しか

ではクラックの生じない材料開

その鯛発魚体は従蔚遡り民闇磁力

し︑今後の改農発展のためには協

発︑運転機雛異常検出技術の開

の所在があいまいであるという批

調・協刀して対麗していく必饗が

が数欝庁に分かれているため臓伍

判︑これが原子力行政に対する圃

あり︑各社計画もあらためて一元

に繍極的に作叢環境改薔などにっ

て︑行政面で改霧すべき繁慰の謙

騒の響価などを一元的に響理する

とめるよう提霞する︒また被鰻線

立および︑原芋力浜野従業鵬翅翼

公立の健康︒被鰻轡理センタ1設

の内容の早期爽廃を理る撃つ求め

補腿坑門部会箸串︵昭和四十年︶

︵エネル

ィロソフィー確立︑公三会のあり

ギー開雛三民認識の設躍︑安全フ

▽国民合慧を求めて

る︒

発︑醐レベル廃断物処理処分の技

電馬主提言の内容

高い協調体剃確立を

講企業でより密度の

民不僑の大きな原函だ︒したがっ

題は国としての安金華任体制を明
確にし︑かつその面の機能が†分
発揮できる機構をつくることだ︒

以上により︑現在の猿子力馨澱会
を解敵し︑新たに原子力規制婁農
会ならびに原子力開発調整婁興会
を設立するよう提雷する︒規制婁

的に再チェックしょり麗の縄い協

踊会は内閣醸属の行政婁綴会とし
て独自の行政手任と権隈をもち設

▽放射線下労働対策について

のさらに改鶴の必要なことを強調

くに頚城社会の助成では露源

万︑地城社会の助成および地域と

術開発および温排水の影響︑など

従業醐被曝線鰍の総和は漸憎の傾

を提起する︒

調体翻がとられるようにすべき

軽水炉以外の翼翼炉の開発なども

同にあるが︑このため︑作業手法

一元的に行ない︑一方調整婁畷会 だ︒核燃料サイクル上の譜問題や

翻欝罵など一連の安金上の描躍を

は混融の原子力婁戯会機能から規

海鼠バラバラでなく金鋸としての

改響など実現可能な問題として以

る︒メーカーもまた︑製作を担う

給など支援を行なうのは当然であ

分け︑被曝上問題のある作鍵は子︑

は必蟹なものと不二二なものを仕

下を提醤する︒すなわち︑定置で

て格段の描醗がとられるよう指摘

箇成など継続するメリットについ

するとともに︑温緋水利常や薩業

二法

制面を除いた全てを蟹冠すること

べきだ︒政府が財投拡大や利子補

開発体制の抜本鮒再横難を行なう

の対酷について提慌しており︑と

立の聡覇周を醗くこととする︒ま

とし︑婁麗畏は馨任で総理府に独

た︑國と地方自治体との運絡もそ

立厨としてその礪任の一喘を担う

している︒︶

の闇にそこを来たさないよう配慮

性医薬品の輸出は現在︑全体の六

︵大桃洋一郎︒放医研︶︑海薩物

へ﹂

海産食品の消蟹実態調査

︵一日︶③﹁海鼠生物から人
欧州への搬出は一昨黛秋からで

きている︒ダイナボット研の放射

すべきである︒

している︒

上に達すると推定されている︒
憲成長

の訳合で拡大︑年間三十億円を上
回る規模に

汚染とその線蟹干与︵鈴木譲︒放

〜七％幕議だが︑海外での灘要増

医研︶︑線羅推定法の碗況︵矢

イギリス︑フランス︑函ドイツな

に拡大すると見込まれている︒ア

から琿内には比簾が一〇％ぐらい

大臓本製薬と米蟹のアボット・

どにヨード黒影禰の甲状腺機能検

うに生体内に放射性医欝贔をとり

査用の﹁トリヨード・サイロニン

トープ研究所︵於勢翼輔補導︑本

て昭和三ナ七絶に官立されたダイ

ラボラトリーズ歓の合弁会社とし

舗および郎子力闘雛調整爾援麗会

こませて体外から鶏群するインビ

％櫻慶にまで拡大する冤干しで︑

性医薬贔翁社の中では翠分け的な

ナボット研は︑十社近くある放射

﹁アルファ・フェト・プロテイ 端ユーザーをもつという流通上の

︵T⁝3︶﹂︑肝臓疾愚検葦用のイソトープに対する認識の高い末

左へ左へと延々連なる雪をかぶっ

ロジーで討論
放漫研がセミナー

りになったとみられる︒

に陽気に粥を開けた︒そして鵜闇

漿色を確かめた︒

が︑なぜか緩き出してもう一慶雪

ラジオェコロジカル・アプ

ローチ︵佐佗誠道・放医研︶シス

法﹂

テムズ・アナリシス概論︵近藤駿

介・榮大︶︑総説謝論︒調蕉研究

の鷹雛野墓譲糟︑

まで︒

射線医学総轟轟蟹理部熱
沿摩における混合拡

混磁器敬﹂

放匿研︶︑海水申におけるRIの

および被曝春蘭描定へのアプロー

指標生物による海産生物放射能汚

と生物汚染︵上田落盤・放鷹研︶

︑

ださい︒

について︵小柳卓・放医研︶

田

一一一一

一部

騨一一︻サ

俸＝

一拍一8

騨葡：9

B本原子力塵築調議

七千円︵送料とも︶

＝

日

︐

︐薩・諒闇課までお陶し込みく︒
チについて討論する︒

セミナー・セッション︑テーマ

︵二＋八臼︶①門逸士における

および報告蓄は次のとおり︒

索水研︶︑濃縮係数の郷定と応用

染の実能杷握の試み︵杏田勝彦・

伊で︑ご希望の岡きは早めに原⁝

㎜す︒部数に制覇がありますの⁝

馴合本を作成︑頒布しておりま

版︵七Q六暑〜七山五玉︶の

子力藤業薪聞﹂昭箱四十九年

写本原子力薩讐譲は康軸

新聞舎本を頒布申

︑駐臨辱蘂㎡

敬一般論︵和田腿・電甲虫︶︑原
電敦賀の海水拡散に閲する蓉干の
蕎察︵松川康炎・策水量︶︑策海

ナーを開く︒今回は﹁海のラジオ

紹碧︑その空が藍隈の大きさに広

の無い明るい翻し齎と細い粛が渦

︵小保方盤半・

部閣・原研︶︑④﹁総命解析の黍

O ボ検査や︑インシュリン︑成撰ホ

トータル︒システムとしてみた鵬

酎牲医薬舐輸出が今年中には

社︒藥猿・八丁堀︶の欧米嘲け放

行政サイドの体制整傭とあわせ

の新殴を握溢しているG

民間企業による開発・研究体制は

して誹測するインビトロ検査の魑

ルモンなどの検依を体外にとり出

りにこれまでの冒獺一昭和六十卑
数少ない

の例とし

どうか一提需は︑糊︵軽水炉︶

隠謀︒その岡内シェアは六Q％以 ン﹂を出荷︒アメリカには昨秋か

このほか比較的肝ガンの多い中近

原子力輸出

腱六千万器を蒲胤礎とした開発規

及で︑わが羅では年々三〇％前後

粟や璽爾アジアからの引き敬いも

ら﹁T−3﹂を輸出しはじめた︒ たことが︑海外帯場進出の題がか

たのか酒も出てきた︒震蕩的な談

た︒テーブルを囲むと離が注文し

リフトで磐のゲレンデを蜀下し

もともと冬山へ登りたいため昭

強味に加え市場確保に先手をうて

て今後の伸びが期待されている︒

一

開発四体はこれまで通り属間隔力

給といった立堀からは︑極めて不

一を渦らせ末立を避けて見はるか

昨量醒

禽っているのだ︒とりわけ娘さん

安定な供絡構遮となる可能性があ

謡の申に原子力の安全性も持ちこ

す大観に思わず固唾をのんで棒立
ちになってしまった︒

心地よく耳に入ってきた︒

たちの数オクターブ乏い笑い脚が

ながらコトコト運ばれて行くのも

和の初めからスキーに桑るように

海のラジオエコ

に︑現葎の各発電炉殴禰利幣覇が

低く︑例えばわが国の堀合︑原醒

か指さすこと．ばむずかしかった

たアルプスは︑どれが白礪か穂縄

明・原研︶︑②門海水から生物へ

放置線医学鏡台研究所︵御園生

賦の海況︑海流について︵福田雅
なった庵分だが今は若轡たちに囲

の響衝における闇題点︵擾屋裕・

のR王の移行扁

まれて雰囲気を楽しむスキーヤー

月一日の両日︑千蘂甫穴川の同研

が︑醐じ磨の嬢さんたちに声をか

究所壷錐で第二園放医研環境セミ

く︒廻転に失敗して働れる人︑大

になってし論った︒然しスキーは

部麗に艇ってカーテンの下闇か

海底擢積物汚染
楽しくて止められそうもない︒

けられるまで︑あまりの粟晦らし

物理︑化学的挙動︵本藍翻秀・近

スキーもまた楽し

圭輔所々︶は︑二月二十八霞︑三

クルの翼巾に立っていた︒

数賀炉が七〇％強のほかはいずれ

ーが︑膿の下をスイスイ渦って行

楽しい︒色鮮かな獲いのスキーヤ

B本海を右潤に謂いた妙蹟から まれて︑何晴の間にか自分がサー

謝っているといった珊鍵があるこ

提欝は︑こうした認識を踏まえ

とを兇逃せない︑としている︒

た上で︑原子刀が安甥にポスト石
油エネルギーとして位圏づけられ

きなスラロームを描いて渦って行

エコロジー﹂の第一園として︑放

ず︑てっぺんだけに朝の陽ざしが

ら外を覗いたら月光に照らし出さ

ることに疑問を投げかけており︑

さに我を忘れて紹を凝らしてい
キラキラしていた︒そして璽の斑

く人︑上から罠てると︑みんな照

同蒔に︑将来の大規模開発へどの

大︶︑ベントスの食性と生日横式

これも樹氷を省けていた︒コバル

がっている︒白樺の疎林はどれも

巻いた︒器蓄たちは夜のおしゃれ

第一原子力趨簗グループ購務燭︶

そつだ︒

︵堀越塔興・菓大︶︑海底拙横物

放射生化学の現状と暢来の展墾︑

射性麗液の沿鷹放出に関する海洋

朝食の時闇がきたらスキーの宿

此処にもきらびやかな穂堰ができ

魑を用離しているので︑奨処にも

夕食の後︑夜のサロンは華やか

つぶやきながらベッドにもぐった

しい入たちばかりだ︒

れた雪の山が兜えた︒臆しいなと

に運なるコバルト邑の空も何もか

た︒

も不慰議なほど騨寂の申に沈潜し

は爽如陽賑して︑食堂もロビーも

を通して趨く三三が見えた︒スキ

ト色の空に康めこまれたその白樺

頂上も無風︒窒はいよいよ磯い

くまでも今後の中核エネルギーと

ためにはエネルギー︑とりわけ原

ロッカーも若暫たちの歓繭で埋っ

ていた︒

子力開発謝画について全般にわた

た︒みんな今ヨの無憂糞垂を翻ぴ

明墜も繋晒しいスキーが楽しめ

いる︒その中で大きく藍蝋として

して位躍づけるべきであり︑その

ような方策が必要か一開発は あ

ゲレンデにはまだ人影も莞られ

も五〇％内外︑米圃でも六〇％を

明るい朝を

る馳と驚告︒このことはその背漿

迎えた︒

模が異現したとしても︑繍耀力供

づけるには縢題がある駈とし︑仮

倉︑完成された商議炉として位醗

鷲け放射性医薬品で進出

欧米への輸出拡大へ

同提轡では︑㎎軽水炉はほぼ実絹

ない︑としている︒しかし一方で

経済発展との關逮でエネルギー開

について近く︑政府にも爾入れする方針だ︒錦繍稿で握讐の鍵盤

要臨としているQ燃料サイクル罐

團團難影雛醐覇癒第懸盤錘繋縛
﹁開発計画を見直せ﹂
国は責任体制の明確化を

にも申入れ

全翻電力労働縄禽馴合会︵略称一電昌運︑稠垣武蕊禽畏︶はこのほど﹁原子力開発に対する第五次

近く政府

る見隠しが必硬なことを強調して

：

1（大代襲）
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力

成される︒規定を守ることが安全
ということである︒技術的にはあ
らゆる故瞳を想定して対策を計画

たく篭えられないという考えであ

れないし︑再臨界瑠故などはまっ

の処運処分場であるが︑ソ遮には

貢五十♂綴の駅にあり︑ソ逮簸穴

される︒ここはモスクワ帯から約

は燃料の大きな破損溶融は輩Xら れ︑コンクリートの中に埋設処分

埋設する︒篇放射能の鱗釘廃盛物

内の廃棄場でコンクリートと土で

のものはビニール袋に入れて施設

ようだ︒固舷廃漿物は︑弱放射能

なわれていないというのではない

を掛水讐などに放出することが行

駈にある︒ここは︑科学アカデミ

璽で約一騰闇灘のガッチナという

他アイソトープや半羅体を使った

静餓気運憲除去のための器異その

はコンテナーに入れ︑ベトンの申

ト・ラボを馨りて構成されたもの

ー核物理研究所の一部と十のホッ

この研究所の支所が研究所から

設では各施設から運ばれる圃依廃

で︑燃料再処理の研究をしてい

に廃翼する︒

液体放射腔廃藁物を地申に罷入

棄物の埋藏処分と︑市の廃棄物処
理場同様の液体麗棄物の灘縮処理

詩綴ぐらいの範囲が必要であり︑

る︒地中圧入場所は広さが

麟縮による処理を行なっている︒

廃棄物の凝望・イオン交換・蒸発︒

のような処理によってできた最終

される︒ノボボロネジ勝論駈でこ

の深さまでに藪田の耐水枯土合の

溜で普逓千〜千五百綴である︒そ

ブロックは四十四万×一一KWのW

が三十六刀五千KW︑第三と第四

クが二十一万KW︑第ニプロック

あるが︑石臼を見込み一

倍の処理

現在の処理臓は四十立方耕／時で

画五†立方厨だという︒液体廃棄

の液嫁廃棄物は︑現在︑駕窪溜〜

周辺に立て孔を掘り︑放厨能の拡

ある場所が選ば認る︒圧入箇所の

いて︑一九七四年の無間発電羅は

WR四墓の逼薩が順調にすすんで

五十推／臼であり︑制限傾の約函

体状放粥性廃棄物の総雛は魏魏〜

分の︸︒縄在︑第五ブロック・百

万KWのWWRを建設中であるが

レス蟹張り︶の格納容器がつくら

これにはコンクリート製︵ステン

れる︒蒸気発生器はいずれも横型

つていた︒

付響i﹂

本の原子力発電は安全性に深い注

︸行がわが国から褐た印象は︑臼

昨年一月来日したモロホフ団長

ガス炉のループ試験の計薩もあ

れているということであり︑また

葱を払って成功裡に開発が進めら

日本の工業力の強大であること

ウ素の挙動の測位が︑圧力翼翼︵一

と︑技術の難いことについての認

る︒一次冷却水流出時の審器内ヨ

立方層︶と一〜八†立方屠の容器

日ソ間に原子力に閲する協力が政

識を深くしたようである︒しかし

との纏台わせで行なわれている︒

▽フローピン研究所われわれ

￥560円（送料別）

機器の開発研究も行なっている︒

る︒

るとのことである︒なお︑この旛

全國にこういう鳶口が三十以上あ

中に埋設処分㎜

最終的には嚢
放射性廃棄物L

鰯の使用済み燃料︵切断したもの︶

る︒一芳二千鷺あるいは二＋五♂

放射性廃藩物の処理処分は一定

廃藁する方法について︑編密な研

しており︑その上︑異常聴に対す

の華に従い︑発露所で発生する

に関する基礎研究と藁葺は科学ア

究と戯画が行なわれている︒これ

も一部行なっている︒

る僅藁員の酬練をしてある︒万一

原子力発餓所で発生する気体状

を周いている︒処理方法は蟹溶液

放射性廃典物の処理方法は︑わが

この研究駈との閲遮は不明であ

法である︒本格的な再処理旛設と

心門所以外の研究施設などから発

ッツ博士を無心に行なわれてい

カデミーの物理化学研究所でスピ

廃棄物は発醗三内で処理処分し︑

国と本質朗な差異はない︒気沐

いるが︑一般の人には関係ない︑

状放射腔麗棄物の放出規制と実

の三尊に対する防災誹画は立てて

の処理は行なわれるが︑大部分の

生するものは︑研究施設内で一部

鞭は前述した通りである︒液体状

周奪を迎えた︒現在︑第一ブロッ

月に第一ブロックが︑発電開始十

クルチャトフ研究所で原子炉安

ということだ︒

廃錠物は︑イオン交換樹脂を離し

望薄曹黄摺の範囲の地質礎盤を

径の一次系配管破断を想建璽故と

いるが︑レニングラード発躍駈に

耐髪迅密性の格納容器を計遷して

いうと英圃流の蕎えのさつであっ

所︵熱中性子炉︶で行なっている

所︵FBR︶︑クルチャトフ研究れを兇撮した︒放射性液体の地中

九六六無以来現菰までにすでに

瘤間ベースで交換されることが実

子科才給歴下
原理24高履え

焦思

ペシネー・ユジーヌ・クールマン（ジャポン）

約50：頁

A5判

上汁開蒙雛繊蓮鱗原蘇難癖黙黙
日本原子刀産簗会瓢はソ遡問題研究会と協力︑今年一月†二日から約二週間︑ソ逮に﹁訪ソ
原子力発健所・安全技徳・環塊対策開門視察圃﹂︵団擬・内田秀雄璽大教授︶を派乏した︒本視
察団はへ廟昨年六月原産が土光敏夫翻会畏︵当時︶を団擾とする賄ソ原子力視察団を派落したの
を受けて昨年一月ソ遮からモロホフ團家原子力利用婁麟弦第一副議畏を圃擬とする視察団が来

府機関︑発躍所︑研究所など関係する十二の機関や施設を訪間︑調査に当たり︑多大の成累を

日した際︑守門家による桐互交流をもつことが△口恵され︑これにもとづき派遜されたもの︒政

あげたが︑今回は岡視団の内田団長をわずらわし︑視察成果について概要をご紹介願った︒

処理は州あるいは弔にある破門の

した縮果で亀入削能の場所が選沢

昨年九

施設で処理処分をし︑さらに簸終

たり蒸発・灘遍してクリーム状に

さ勲︑る︒圧入の渓さほ四鳶〜二千

しており︑わが翻や米国と岡横の

銀が墓準霞標となるわけである︒

されれば︑∵五詩麿で箕岡レム／

率は七践％であった︒発電コスト

九十六鱒穴千四蓄万KWHで稼働

て︑大きな購故を設計の基本とし

原子力発電の基添的研究に舶える

現するよう︑従来にもまして強い

はこの研究所を訪問した鍛初の賑

礎的な研究をしている所で︑ソ謹

源の開発二進に対し︑B本の慶業

本人であった︒放射能に関する基

界から機羅輸入を含む経済協力を

十粟撞／拐︑注入孔︵深さ千三衙

六十万立方規の注入を行なった︒

は一KWH当たり二陽六十銭︒気

敬漫透の様子を監視する︒ディミ

なっている︒第〜段階の翼故とは

物の施設外への放出は極力行なわ

最大口径の配響の破断を想驚した

建設中の費万KW︒GWRに格騒
納が扱えるよう施設を拡張してい

発璽欧周辺の環境放射能のモ陣

の開発・安金間題を重心に討議し

劉故であり︑第五段階のそれは簿

験をしていた︒

た︒原子炉の核安全対策に関する

トロポグラード研究所で︑その実

広範囲の塁礪を作成中である︒鱗

かな一次系冷却材が液体の形で流

が︑三訂以下の縫度の液体廃盤物

故時の安全を薄えるため段階別の

出する蟻故である︒例えば燃揖破

の実験を︑材料試験炉M民︵四万 で︑第〜ブロックで一度チューブ

五つの規模の事紋を想定して解析

ないようにつとめているようだ

格納容器はなく︑重氏炉において
で

事故時安全評価で
五段階の解析など
主要機関の研究現状

う大きな蓬はないようだ︒発羅所

て想定するという方針は︑一般に

工学的研究と揺翻を行なうことが

横型の方がよいと︑強い信頼をも

KW︶のループ試験で行なってい と蟹板の継ぎ霞からの漏洩があっ
る︒MRのループでは歴さ一摺の た以外に欠陥はなく︑縦型よりも
での研究と鋤燃鱗菜國の実験との

が︑これを三粗臨列に使い長尺燃

燃構棒五本を罵いた実験ができる

鐸識
以下︑調査に盗たった機閲等の

比較討議が行なわれた︒BN一鋤

に近い実験を行ない︑その結果を

ーブの破損に波及したもの︑とい

纏が破損し︑その結黙数本のチュ

報
の簸故は蒸気発盗器のチューブ一

ここは

中から薫なものをとりあげ︑概要

▽オブニンスク研究所

もとに実炉の設計︑工学的安全の

厩速炉の研究と科学的開発の農工

ナトリウム中に漏れたが︑二次ナ

料や沸騰流路の実験もできるな
日ソ原子力協
ど︑MRのループを傍って笑規模
力促進で要望
五九年運開︶を中心に行なわれて

を行なっている︒BR⁝5︵一九う︒その際︑水が数蕩立方材ほど

の周辺はある距離までグリーン・

は賢成していないようだ︒しかし

るようである︒

研究あるいは蟹故の評価をしてい

ベルトであることが要講されてい

窟︶の函万KW級の計画は米潜流 が稼働しているが︑一次二次がナ

能測定と解析について謡を置き︑

偲たいという要墾があった︒

大型炉︑とくにWWR︵PWR
日山
的である︒FBRはBOR放
⁝射6
能0
は十のマイナス五粟から岡

鞍留繋ぎ舟

ここではプルトニウム蹴を便った

露寒側から田論難が発表をした︒

た︒また︑ソ連における原子力発

軽水炉

璽望がソ連政府機関から示され

▽クルチャトフ研究所

の原子力開発発祥の地である︒所

㌃穫︾

きたFBRについての研究と稼働トリウム系の安全ラプチャー・デ
申のBN一鋤について説明を受 ィスクが作動し︑大瑠にならなか

ず

を紹介しよう︒

．難轟

ノボボqネジ原子力発蹴所

損や溶融時の核分裂生成物の流出

安全巾央処理腸に運ばれ︑固化さ

内臼議了

タリングは発電所側と保健街側と
で厳密に行なっている萎つだが︑
異体的な璽鵡は明確でなかった︒

ノボボロネジ発醗所では︑ドン河
の上下流の水中放射能︑窯申・地
中放射能箸の測定を行なっている
が︑天然バック︒グラウンドに膨

響を与えていないと判断してい
る︒

安全は各部門で
規定を守ること

評価をする︑モデル化の研究を行

奮蟹はない︒高速炉BN⁝獅にも る︒ここで処理した残心は放射線

うことである︒もしその嬢が採用

に下げることを提噂しているとい

▽ノボボロネジ発蹴所

その説明を受けたが︑来薩の設計

全の纂本麹基薬も作成しており︑

的な地申埋設処分を︸強して行な

まで減近し︑賠戯廃棄している︒

る︒

基準に近い内容をもつているよう

蒸発・藤勒してできた水は罵使用

・五

されている原子力発電所からの放

するとされている︒しかし鐸爾化

に感じられた︒ノボボロネジ発急

原子力発躍の通常運転時の放射
呂盤の実繍はこれより一桁ないし

所の頁万KW・WWRでは蝦大圃
口属の廃棄物処理堀があり︑翼状

監察局がその監察に当たる︒

二桁低い櫨である︒保健鐵は︑こ

﹁訪ソ原子力発躍所・安全技術

能に関する蜜全の開題は︑保健衝

の放出羅の総羅を三三五＋犠／艮

・環境対策聯門視察団﹂は十三名

から成り︑一月十二濤離日し約二
が墓継の作成︑整備を行ない︑そ

田

内

っている︒モスクワ市には南役所

週間の旅程で︑モスクワ︑レニン

グラード︑ウリヤノスク︑ノボボ
ロネジ所往の＋二の機関および施
殴を視察した︒厳冬期のソ遡であ
ったが︑期待に反し︑気温は一日
を除いて同氏鱈下五度から二魔と
いう暖冬異変であって︑われわれ
日本人にはむしろ宰いであった︒

圏象原子力利用婁綴会をはじめ︑
各研究藤︑旛毅はわれわれを大変
暖く迎えられ︑ソ連側の蟹価の紹
介やわれわれの腱問に対して熱心
に謝識して下さったことは︑視察
隈一岡の深く感謝に堰えないとこ
ろであった︒

Nまでには全

電気出力の12％
醸子力編躍L

ソ連の原子力発信は現在︑還転
申のもの二貢六十六万二千KW︑

十万二千KWであって︑一九八 ○

建殴あるいは翫上中のもの八貢五

原子力発艦になる翫画である︒原

年までには全纒気出力の一一一％が

部として考えられ︑

転の過樫で︑放射能の安全に関し

るが︑その距離を三㎡耕とかに定

漉ぐらい︶から三百厨︑三・籔請

ある︒蒸気発生器について︑ここ

長ゲディオーナ博士から環境放射

おける規定を守ることによって達

6

R・ハルデ博士

高温ガス炉の開発とプロセスヒー｝・・INTERATOM

囚

仏大手企業PUKグループ

W・ブラウン博士

◎

◎

含

フレーバー博士

KWU

一・

・

エネルギー危機後の原子力開発

脅

匿記あて郵送、面接日追って通知

日本原子力産業会議・業務課 TEL 501−1065
東京都港区新橋1−1〜13（東電旧館〉 〒105

電話番号344−4343

新宿三井ビル43階

新宿区西新宿2−1一一1

子力発躍の關発はソ運の全エネル
ギ聖対策の

った︒

この研究所では軽水炉の墓礎研

ては僚粗研が︑圧力容器・機器な

めるということではない︒原子力

トリウム系で︑三次が水・蒸気系

層および十二欝欝離れた総懸に立

究をBK150で行なっており︑こ

ど一般の技術的安全は團象鉱山技

の考えに近くなっており︑国際的

となっている︒第一の蒸気発生器

孔を掘り放劇能のモニターをして

この研究所はオブニンスク研究
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原子炉安全の考え方L 璽高速炉の安全問題を酎議した︒
いわゆる嬢故に附する原子炉安

術監察局がそれぞれの塾麟や規程

発聡所から放出される気体状放射

な安全の理念に近づく方針がみら

はすでに二万賄闇の実動を得てお

いる︒

の放射能安全墓準NRB69は改全
間のソ遮の考え方は︑どちらかと

によって監偲と規制を行なってい

性物照の総懸︵サイトこと︶は巴

れている︒すなわち︑原子炉の安

り︑第二の蒸気発聾器が建設中で

て行なわれるが︑開発の実施醗画

る︒国家原子力利爾婁嫡会は原雛

千箕百懸／日以下と規鰯されてい

金は絶対安全ではなく︑各部門に

と建毅・運転は転身羅化省が行な

の技術的間題に澱任をもっていて

耕の位懸で五＋ドレム／年に相当

るが︑これは原子炉から一・五詩

圧入廃藁の実験も行なっており︑

技術的擬料を提供する︒核的安全

中であるが︑基本的な考え方でそ

︵ゴスプラン︶の酎画にもとづい れによって監翻をしている︒現在

その醗画の墓本は阿蒙計画婁厨会

機器輸入にも熱意示す

は同婁畷食の中にある国安全国蒙
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わが国の核拡箋註北条約︵NPT︶の批准多言が︑さきにウ

無難欝欝灘蝋灘難
講妬い塗蕪蒸郷酸鑓難魁

五年潮

題だが︑インドのような圏が核異

験できないような圏際的璽を生

⁝⁝聾蓼

ら

わが国がNPTい
に ものとなっており︑今国書での

一方︑NPTに醐聾する国際的動

陶などを各党が必ずしも詳細に掘

・

三囲

批准成立を危ぶむ筒きも多いよう

︸

批准

説⁝霧罪してから五年目

点については外務嶺局などの努力

握していない面も感じられ︑この

ゴ⁝翼﹂陣岡条約

だ︒別表のように各野党の態度も

わける問題だけに︑各党内におけ

政治的立場の違いによって認識を

ていくか︒各野党がどうこれに対

盧民党内の禽恵をどうとりまとめ

もあって消

もからんで今後の推移が溢国され

応していくか︒海外諾国の動向と
お寡の蠣偶

いった

一多

ニニー

二

多ジ

雪囲

多

歪

ジ

一二 歪 〜﹂

多一多づ 一多 二r

る悪憲統一がスッキリできないと

ジ

るところだ︒

るものの︑与党の盒民党内には依

多二

極離にならざるを簿ないようだ︒
多日多三

による遣界の破滅の危機という状

︹璽亀ノ

況は正視できないほどのものに到

多〆

軍和利用の銀緯性確保について

5 玉二

は︑畢鮪交渉ではユーラトム並み

闘題だけでなく核に対する軍和政

讃したといえる︒公明党は︑挑准

二多要ノ づ

で合議しだようだが︑むしろ商簗

二

アジア太平洋における罪核武義地

どでさらに明確にしたい︒同時に

機密の保護によって︑自主︑民主

題をとらえていきたい︒

籏といった原点からこのNPT問

それを提嘱する︒こういつた条件

公開の三原則のうち公開の原則が

Tを批准しようとするだけで︑核

抑え込まれることの方を蟹坐して

については︑核燃料供給問題を含

いる︒原子力産業とNP孚の関係

あるが︑いかなる核も翻めないと
いう原水禁︵社会党の支持︑友好

蒙二雰︾

には大いに不瀧だ︒

わが党は六書題に対して①核傑

蕎国の轡脳会瓢の開催②保有圏︑

る︒核拡敬の防止を鶯指したNP 罪保筒国の醤脳会議での徹底討論

霧ミ 誓痺さ

世界から孤立しないためにNP
随体︶では核保衡国の核を認める

照縮工高をもたない政府のあり方
禁止条約との調整をした上で党と

F炉rさ炉

のものに達成しかねるので論講の
や
対象とはなりえない︒

NPT自体に反対しており︑全面め︑社葺党は瑚在の原子力關発そ

をつけながら滋画は蟹成の方向に

帯を設躍することが必要であり︑

ユ

の国金における発謬も歯切れの濃

然として批准慣璽論が強く︑政膚

玉

政府は同条約の攣期拙准扁と

った國際政治動向の騨価が︑その その舞台を移したが︑三木内㈱が

縮︑安全優瞳といった国際政治に

批准をめぐる論繁はいまや核琿

の余地を残しているともいえる︒

は・工AEAとの保瞳搭躍協定予バラバラで一様に消極的な姿勢を
示している︒これは自記党も含め

慣竈論に対して﹁フリーハンド

みだすべきだ︒

備交渉の

NP①に家つわる核一一の促逸︑

によって鍵照的

論だ﹂とする蘇もあるようだが︑

な外交交渉を終えたことから︑い

夕曇

わが国は非核三原則や騒民慣舗も
よいよ照内幸治の醗襲かつ焦膠の

だ︒核臓瀕の安足供給の薩では批

非核重荷国の安泰妻事の確保とい

あって核武嚢ができないことは明

准した万がより婿ましいことは理

いった蓬本方針を打ち出してはい

6かだ︒いずれにせよ聾PT批准問題となってきた︒

のだけに︑十分慣盤に横奪した上

は巖大の政治判断を必蟹とするも

に対して核を便用しない露明記す

解できるが・完全保瞳などその悩
の衝では撹准できる状況にはない

維持できる見通しがもてる一など

といえる︒

る②日米安係条約が今後二†矩闇

①NP？に核保籍国が罪核保有圏 で拠准に聾する懸贋を決めるべき

批准できる翼体的条件としては

異癌性にとぼしい︒

三国は拒齋櫃をもっているだけに

ソ三團は不髄用量曇を決議したが

岡様で國還安僚理璽裂で米︑英︑

な宜場にある︒安全保樋の問題も

じ義薩識醗瑠睡課睦ーーし
慎重な検討の

圏置

上で態度決定
欄＝

北沢︷墜薗外交調査会畏

しだが︑党内には髄璽論が多かっ

のNP？調印賭にも大変な議論を

た︒遠客界も演聡論だった︒しか

がある︒核躍縮については穆晦問

化を阻止する条約としての役翻り
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罪核保響圏が安金保瞳される必要

F柵一滴一隅牌帰︷
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平和利用限定

甕さ

は認められる︒これがNP孚のメ しての愈志統一をはかる響えだ︒
リットだ︒

しかし撮騨の現状は︑インドの
核婁験などからもあきらかなよう

核実験を行なったインドが二筋入

器化の一切の禁止④極東太軍洋地

Tだが︑中︑仏︑そして新らたに ③核異器の製造︑使用︑藻持︑武

一＝コ＝便■円月＝隔＝冊一

ちだす方針だ︒

嘗冊＝一＝︷醤瓢一響囲＝酔︷

面での問題は残る︒欧州三四凝縮

によって蛮察から即けてしまう恐

の平秘利用に不利叢とならなけれ

査察の平等性が確傑でき︑わが国

ていくべきと警える︒

鷺Aの董暴義務づけなどを推進し

ト

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工藁株式会社
三菱原子燃料株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

し国際関係から麗名だけすること

で①核箪編の促蕪②欝欝保有国の
冊一階︷

日本の核武装
阻止では評価
▲鳳

の意志表示を

城での核不使嗣巌巌および非核武

だ︒公明党はこの羅識の上に近く

定するとの置屋判示を行なうべき

発謹すべきで︑平和利用だけに隈

いても草箱問麗に対して横斜的に

霊深している︒原子力塵業界にお

装地講の設躍⁝iなどを︸鋸して

の状況は問題だ︒一方︑米︑ソの

駕

二＝瓢﹁璽纏謄＝：︸＝︷

保有国の英国が舶厚していること

NP？批准を考える際︑原亭力薩

ければならない︒わが党としては

ソの核独占を認める不平等条約で

ば批准して核絶滅︑核羅縮に発露

三菱PWR原：子力発電プラン

世界の篇菱

あなたの三

安全性と信頼性に定評ある

三菱電機株式会社
三菱商慕株式会社
三菱金属株式会社

高速増殖炉プラント

になり・批准については政府無明

安全保瞳の確保③原子力軍和利胴

の平等性礪保1の三条件をつけ
た︒富群党としての蔓本的晃解は

この三条件さえ満だされればNP
Tの批准に蟹成する︒

τ批准に対するわが党の巖終鮒な

NP

金歯予慷交渉で第三の平和利罵の

薦の基本的見解としては閣極的螢

態度はまだ決まっていないが︑当

さきころ王AEAとの保瞳旛醗 川騎窺治外交防衛婁軽業

と弩えているが︑核麗縮︑蜜盆傑

平等性確保の問題は解淡したもの

渡部一郎外交餐凱畏NPTの
に核心縄ではなく核躍拡︑核拡敵

成といえよう︒NPTそのものは
核大国の核保筒を認め︑罪核保有

F二一＝一︷＝﹁＝＝一駈

のうち︑単和利用の平等性確証に

〜謬P＝開二︷

の慕本的立場はこれらの条件を剛

力をもった方がよりよい︒民社党

しかし︑今園の工AEAとの予

提に批准鑓成だ︒

不十分なものといえる︒だが核を
保貸しても高聴に耀えないのもま

敬の方向にあり︑核蟹縮の面でも

様だが︑現在の日来原苧力協定は

傭交渉でユーラトムと隅一条件で

れもあり︑平等性の確係︑簾業機

台耕したというが︑また軍和利用

︒ 村
河

密の二曲に万全の体制を確立しな

研究開発計画︵トロイカ︶は︑核

核三原則によって核武装への選択

条件について不満はあるが︑条約

件のうち︑核躍縮・安全懸隔の二

寸

はそもそもない︒羅名の際の銀条

・藁〆

た照実である︒わが国の場命︑非
みている︒核燃料も米圏に依拝し

ているQこのため核蜜源の安定確

見には碕調しがたいものがある︒

脚議

平等性確保に
万全の体制を
◆

．三

対米従属エネルギー政籏の一つと

わが党は謙語問題についても岡

だ︒

二隔幕開

って大きく三選したと認謙してい 協定をみてもその核照拡︑核武装

および科学的研究開発が楽国の独

込みが愈法化される③原子力産業

占のもとにおかれる④インドの核
実験など︑盤界状勢は核拡敬の方
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ともに︑非核三原則を国金の煽な
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全面核禁止の
みが解決の道
繊

防止しえない一などの理由からで

向に膨んでおり︑末麗的に拡敵を

三座党としては核の籏しい卑和
利期開発を進めるためにも﹁核兵
雛全緬禁止協定﹂を国際的に傭結
すべきことを主張しているが︑核
兵器を﹁作らず︑使わず︑貯蔵せ

し︑核を絶滅するためには︑この

も世界はインドの核寅験など核拡

淡して愉侠な条約ではない︒しか

る︒このため︑核保有国にもIA

叢の保護に巖大の璽点を闘いてい

に解決方法はないと務えるから

全薩禁止協定を成立させる以外

NPTは米から脱退することもできるので︑
することになる②核保有國の蟹理
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下であれぽいずれの国へも核持ち

ず﹂といっだ人類の終いを還旗
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むしろ頻本への核持込みを防ぐと

早期批准が妥当かどうかは熊笈を

国の核所荷を禁じるといっだ不平

糟神の趣茜には蟹成しているが︑

値はい豪だ加盟せず︑日本は不利

れだとは考えられない︒聡異︑中

の方商にあり︑NPTそのものの留撮している︒羅名の際の三条件
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購読料1年分前金300◎円

︻パリ松本駐在風扁イラクはこ

R導入を検討

方11地方議禽はポール・ラヌベル
イラクが仏GC
︵オード緊︶とセ⁝トまたはフロ

ンティニャン︵エロー県︶の二地
点について①地域内工業融け璽力
の料金について優遇描麗をとぞσ

・一一響一騨﹁︐

﹁儒一﹁禰﹁・

補鱒一﹁一

一襯嚇需一圃P莚

高士腐圧・麹動制御・ベローシール

LNG・石融・カス・パイプライン

⑪APl褒藤蔓暑可工場（6A、6D）

W︶が二璽ハ壬ハ募KW叢︵稼

働躍八鰹％︶︑同Gl三︵照万K

％︶・シノン一再︵二＋三目KW︶

十四隙三千万KWH︵九二％︶︑

騨一騨

︵八一％︶となっている︒

一直申止している︒

︵想定建殴費は二二炉︶の工麟を

所向けプラットフォーム製造旛毅 ︸
禦に︑フランス議会での審議を通

触で促濫されるであろう︒また濃

建設は︑イランのユーロディフ謬

主な製品

に転換している︒

しかし︑イラクは①フランス製

纒をあげている②ウランの濃縮を

GCRは実翻廼として極めて好実W︶二璽ハ千百万KWH︵八蕊

必要としない③米國技術に依存し

輝炉︵GCR︶型−炭酸ガス冷て︑ある程度の採騨を慶外視して 募KW翼サンマラン・デゾ

シノン三三︵五＋万KW︶四千腿

却︑黒鉛滅遼⁝1原子力発醗所建 でもGCR建殺翫画を爽現したいー一辱︵五十万KW︶三十億六千

のほど︑出力五＋万KW級ガス冷 ないですむ一などの点を掴摘し

ルギー下垂会は検酎晴闇が十分で

破壌回避⁝一を榮件に転成︒エネ

温撲水の利用③醐圧線による環塊

ヌ原子力発聡駈に消極的︒

︵五十三万KW︶二十九懸KWH

五首万KWR︵七九％︶︑同毒

対のため・ボン・シュール・ヨン

一︑パリ地区一1EDFは先月︑原子力庁︵CEA︶籐節団を招講いるQ

強い愈向をもっているといわれて

殴謝画を携醸するため︑フランス

ランチック興のサンブレバン市蔽

一︑大西洋摩旨ロワール・アト

ないとして審議継続を決定︒

汚染︑農地二流五†⑬の賑用に反

薩原子力立地確保に積徳姿勢示す
一

国民的支〃持を求めて
議会で原子力計画審議へ

韓葡一隔P

を公表︒これに対し経済被磁器難

して原子力開発に國民の二合を簿

一︑ガス拡敵法ウラン濃縮工堀

一

一︑ロワール川流城懸地方難燃
語は︑岡地点での原字建設は一九

瞬輔﹁＝﹁朝

は五か所の敷地に重縫を表明︒し

縮能力は盤閣九千踏SWU︵発離 今後の海上原子力発餓所謝画の

八O一八八年の間が墾ましいと議 ていこうとする政府の今回の璽隅

作叢位︶から秀七百誘sWU発遡しについては︑WH歓がOP

かし︑布町村議銭で反対葱冤が出

とめられていくか︑今後の動圓が

が︑原発立地点の公衆にどう受け

ていくとの立堀をとっているので

墨画の大縄な遅れはあるものの︑

s撃業を蝋独でも引き続き捲塗し

その候補地としては欧州︑カナダ︑

翻可孚続きはこれ京で通り白めら

れ︑楽観視できないまでも徐々に

製造および建殴︑運転に関する欝

一︑多貿的康子炉の技術閣発が

る︒

逸展していくものとみられてい

オーストラリア︑ブラジルがあげ

に引き上げる︒第二義縮工堀につ

イランの参加
で濃縮を促進

けに利用していく翫爾だ︒

避み次第︑工叢および地域醗腿向

られる︒

注目されるσ

決したが︑関係帯町村では︑まだ

見表明を振薔している︒

一︑中部地方睡二地方墾田の舎 正式通知を受けていないとして下
同霊議でシェール興のレレ原子力

パリ地区での原雛醗画が糞現す
れば︑フランス初の大都葡近接立

地の原子力雛蹴所となり︑EDF

一︑西爾部地方罐タルン・エ・

発鷹駈に融化︒

ガロ！ヌ民青金は環塊保全の立嘱

門パリ松本駐在鋤︼フランスの

ドルナノ仏科学相慮る

ドルナノ工藝糾学相はこのほど︑

工灘向けなど多鼠的利用などの面
でも活用できるとして︑同地点で

は電力輸送費の軽減︑地城暖騰・

の立地を推謁しているが︑政府の

からゴルフェッシュ原子力雛徽所

ルドー地方では︑鵬圧線による鍵

誘致に慣璽に取り縄むと表明︒ボ

いては年内に敷地を渓醸したい︒

ている︒

；韓齢暢O一

六万KW︶三十憾七函万KWH

なお︑フランスで運転巾のGC ︵八二％︶︑ビュジェ一讐︵覧十

CRは経済性に乏しいとしてこの Rの昨鑓一室岡の発餓鍵繍はマル

した︒フランスは一九七〇無︑G

藪は反戴を議決︒

三十八地点のほかに遮加分として

一︑冒iヌ・アルプ地方魏イゼ

ク⁝ルG⁝二︵簸大出力四万K

セーヌ川下流のバルベ︑上流のリ

ール興議会はサンモーリス︒レキ

關発を断念︑現在では軽水炉関発

一︑ブルターニュ地方翻モルビ

︻パリ松本駐在鼠Mフランス政府はこのほど︑原子力発羅所の敷地候補としてフランス鱈力公社

例としては先月︑パリ地区にも芝

ジル原子力芝羅所に蟹成︒ローヌ

を表明︒

メーおよびアシエールの三地点に

原子力勢耀所の立地に闘する各
蝦翫圃があることが明らかにされ

・アルプ地方議葺は同康発には蟹

には反正の悪妻を表明︒この地方

原子力目撃藤建設酎画があること

︵EDF︶が選定した黒十八か駅の地点について経済祉会婁鰻躍︑地方議会などから立地上の愈見を アン興のエルドペン市議会は反対
求める箏続きをとるとともに︑四月以降のフランス議会で原畢力謝画および原子力発三所の安金性に
ついて霧羅を行なう方針を明らかにした︒これは︑一般国蔑の闇に趨きつつある原発反対気遇に対し
その地域約鋤向を摺難し︑まだ議会での審議を通して圏罠の支持を求めることを図的とするもの︒原

地方機関のこれまでの励きをみて
切の大都帯近接の謝圃として舗議

は大いに注灘されるところである︒

みると︑原発誘致による財政収入

にはビュジェ︵蓮華甲一璽︑建設

観破壊と水虻谷頭の点で反対意見

レーザー核融舎

醗究で契約へ

米E臼DA

米エネルギー研究開発局︵ER

おエア

駈懇

会〒昭83組
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業憂舞

環社場阪
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望冒呆誼がなされておりよす。

子力針爾拡大を期すフランス政府が︑こうした方肉で原子力開発を進めていくことに踏み切ったこと

1一出力五†万KW級二纂が稼働をよんでいる︒
の旧慣︑二階二千万藩の税収入が

甲四墓︶︑クレイ・マルビル︵出

地検討は順翻に進んでいる︒

一︑地方議会の原子力雛璽隣立
旨次のような点を明らかにした︒

金難を理由に発注済み四墨の建殴

フランスの原子力政簸について要

とって関心のないものになってし

繰り延べを発表したためδPS

簸終決定は濠だ出ていない︒

こうした地方自治体の動きを背

まつだ﹂と語った︒

DA︶はこのほど︑KMSフュー

ジョン︵KMSF︶社とレーザー

重脚絆∫ヒノタ
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しかし、晶1i流体に1よ余り適さなかった
ので噂、それを、61k劇αバという高欄で、

が強い︒

一︑ラングドッグ・ルシヨン地

テ・ネコ社が脱退表明

翫画は一階挫折を余儀なくされて
OPSは当初︑出力首十五万K

Wの晋歓蟹加圧水型原子炉︵P しまった︒轟初針癬では︑四蓬の

とを決めた︒金額は三十五万が︒

正式契約は今笙ハ月末までに忍ば

平田バルブ

と践われ．ていよした瀞

成だが︑ソワイヨン原子力発恵愛

あるllに璽きを蟹く蟹成 舗 と 安

力酉二†万KW商難用箋還欄殖炉

原拠立地醗補地点の各地方自治

全性および軍内保金上の立嚇から

用︶︑トリカツサン︵ユーロディ

産用四重︶と立地点が多く︑一九

匹五％をこの地方で占めるものと

八○犀には原子力発羅般幽艶魏の

米国の海上原発計画で

一単位としてその製造翫画に魍賦 年五月︑八七無五月と籔〜六年の

だが︑今回の司法省の帯解は︑プ

ペレットの単動に関するデータを

いては、設1で［珪命30〜40年とされ、乖直

榔

繍

鋳るために︑起RDAとXMSF

麗を用いて難問圏燃しようという

社の技術隙がKMSF社の爽験義

か簡甲で、門門し易く、理想的なパルフ

しているサンローラン・デゾー村

状だ︒EDFが選足した三†八地

の消極舗が相半ばしているのが現

産に影響を及ぼさないことを条件

フ社のウラン濃縮工匠周け罐力蛋

に蟹成︒

点の甲には︑すでに原子力雛躍所
が遜開している六か所︑建殴甲の
螺
みられる︒

一︑下ノルマンディ地万H地方
米国大手の遺船企漿であるテネ

が八一葎一月の重曹予定であっだ
コ社所萄のOPS株については︑ ︵AEC︶が提嘱した原子炉標準

WR︶を藻盤に︑米原子力婁忍会 うち一指が一九八O犀五月︑二弩 核融禽研究に関する契約を結ぶこ

識会はラアーグ再処遅工鵬に近い

コ祉はこのほど︑海上原子刀発耀

璽藁として毅立されだもの︒テネ

況が注函を簗めている︒一九七

フラマンビル原子刀雛三所に無極

WH社が買収し︑OPS噛藁を化
継政策にのっとり︑原子炉八蕪を

が︑繰り延べによりそれぞれ八五

七蕉遜開を國掴す﹁7琶TR﹂

所建殴重縫を撲灘しているオフシ

鑛騨平縫

㈱

八か所は含豪れない︒象た巖近の

建設進む

下闘TR
西独の高濫ガス炉

的に蟹成︑他の二地点も誘致を歓

PSは昨鎌十二月︑従簗二七西人 シガン州アン︒アーバーにある同

この契約によ鍵瓢sF社はミ

れる予定︒

を二膏八十人までに整理し︑フロ

遅れとなつだもの︒その糖粟・O
酵駈謝画を強力に支援していだパ

OPSからの脱退についてテネしていた︒しかし︑海上原子力発
ブリック・サービス︒エレクトリ

約纂雌によって︑実際に濃縮ウラ

ール購鞭がAECと濃縮サービスた鵬合のさまざ蕊なターゲット︒

この爽験謝画は︑いろいろなレ

隅の爽験を促翻することになる︒

ーゲットとの相互開係を調べる一

社の施殴を健って︑レーザーとタ

社の澱金難を理由とする異常なほ

ラットフォーム型海上原子力発躍

リダ州ジャクソンビルのプラント

にした︒OPSは一九七二鋸︑プコ社のフリーマン難敵は﹁羅力会

PS︶から脱退することを明らか

ョア・パワー・システムズ祉︵O 続していくものとみられている︒

は︑冷郊材にヘリウム・ガスを

また総力容舘︵鈍甲爽︑DAD
一︑ブルゴーニュ地門出ヨンヌ
興議璽は水璽に乏しいヨンヌ川の

どの契約遅延のため︑OPS珊叢 ック＆ガス社︵ニュージャージー

鵬に建設していた海上鈍子力発耀

ンを必要とする盆点に四〜十六鎌

契約を結んでおり︑財政的に懲耀

でも門戸を關放しつづけるという

各研究所で行なわれているレーザ

もの︒この爽験は現在HRDAの

仮定にもとづいてなされだもの︒

繋駕に︑司法街はこうしだ見解

ールはA鷺C以外の供給源からの ーとターゲットの網羅関係研究を

が︑提案されている濃縮ウランプ

90∫良［嚇」」る1良に、

球睡ノ曜：ア彫ツ雛

しかも、療イ力用ハルブに作り⊥け、藁
蓑序シリンダによる自動操作を完諄し熱
した。原托力発1三所のバルフ紺圧部につ

原子力火力・宇宙・薩脱排脱・酸轟

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

☆嵐圧カス般挿画験製盤認定鄭繋醍（認定晦21力

取り hして兄れは、纏の変哲もない孔の
明いた全観のムールでづカミ、このホール
が丸は、バルフの心臓なのです。これか、

だし体のON−OFF制

および水マ両方向の、地震荷二等の検討
も襲求されよ弓。これら、耐久性の考癒
と阿時に、線チカ用ハルブの大きな子馬
として、事故の皆搬を追求し、高度な品

碑かできるのです．ホーノレパルフは亭墨壷

聞

業
産

力

原
畷独ウェストファーレン州ウ
ナ近郊のシュメハウセンに建設

中の腐瀧ガス冷却炉︵K→G 握供︶材料にはプレストレスコ
ンク
リ⁝トを縫蓋している︒
K︶﹁TRTRi一簸大出力
三

所の建毅を葭鮒にウエスチングハ

州︶が︑他の男爵会社と同横に欝

ウス︵WH︶社とテネコ社の共同 は短期的︑擾期的にみても当量に

えで︑そのウラン灘縮サービス契

先駆けて︑隅蟹懸を予測すること

ーザー・パルスによって照射され

米司法省はこのほど︑電力会社

約を分かち言おうとする聡切金社

を求められている︒璽満州の過大 しうる圏内の諸芸金社ならどこに

一多！！ーノ4ーンー4シ勇6
によるウラン灘縮分離作業プール

述べている︒

の握携を墓園したものである︑と

⁝ノノーンノ
には反トラスト法上の闘題はない

瓢箪鰯電力会社間の提携認む

濃縮プール設立へ

と発表した︒この賢愚は︑反トラ
スト局が現筏︑濃縮ウランのプー
ル瑠撚の実態に翼議をさしはさむ
愈圓のないことを示したものだ︒

反トラスト周を購糊しているト

国が圏象曲な努力を注いでいるレ

禰完する愈味をもつと岡時に︑米

ーマス・践・クーパー驚法次富補

ないという認識にだって打ち出さ

濃縮ウラン購入を悪図するもので

り蕉確に兇極めるためにも大きく

ーザー核野禽プロセスの今後をよ

予測︑鍛小予測にはペナルティが

れだものだ︑ということを強調し

繰されるので︑躍力会社は擾期予

その綿業はAECによって独占的測上のリスクを最小隈にとどめる

顕献ずるものといわれている︒

ている︒

民間産粟はウラン薩縮分野への

に濫められている︒原子力発電を

は︑このプール欄想は米原子力婁

止され︑その灘縮習得については

行なう醗力金社はAECの濃纏契ールすることを狸案してきたわけ

展会︵AEC一⁝現在A鷺Cは
逸灘
出の可能性を横酎しているが︑
エネルギー研究蘭発周に移箇され

ため︑それぞれの濃縮契約羅をプ

ている︶との契約を履行するう

い

（2）
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聞

業
産

こと自体︑不思議に懇ってる次

Qを蓬めた霧遅の稲垣武臣会長

切れのいいこと

妙なだけに︑歯

門前の輪を躍機労遡︑遊船璽

づくりに入っ

懸紙遮にも広げようと協調体劇

スクラム

た︒三月の電力中央労使金︑騰

の

月の鯉金糊争を控えて粟京・三

供給源として必襲︒だから原子ばかりは欝んない︒

﹁歯窃れのいいことだけ欝

圏の蹴労運ホ部で会喪とその周

ている︒

︵K・O︶

辺はこのところ多硲多忙を極め

って済むのならいいけど繕局樵

だから⁝﹂︒原子力製出所の

分の舞にふりかかってくること

従聯著門人の被隈を珂鮨な限り

すべき集件が︑欝欝に盛られた

いうことになろうか︒その整傭

る種機感1︒鹸近の原子力をとしそれには玉書整備がいる一と

のアヤかも知れない︒その種機

駆子力行政︑開麗研究体謝︑放

でもたたかれる︒政府も研究者射線下労働対麗の改警︑そして低く抑えるにはそれだけ従購巻
の数を増やさなければならず︑

謖ﾜ次樫醤をまとめる段物でが

團民舎蔽獲郷への努力だ︒

もそれに対礁してもう少し穰極

原子力麗適学協会譲の第十三

力研究所の森氏らがそれぞれの立

講演でも大阪大学の羅綾氏︑康子

繁物処理︑安全性舐験︑放射線の

ンでは︑ウラン濃縮︑鱒処理︑廃

二会堀に分かれての各セッショ

鵬から考察を加えた︒

回原子力総含シンポジウムが︑十
八︑十九の両賃︑璽票・霞が関の
瑠立教簿会館で關かれた︒

あいさつのあと筥覇六二原子刀餐

の鋤向について熱のこもった報笛

利罵の管理など︑広続な研究解発

初ヨ2藤原子力学鼠撰の蘭会

別識演︑﹁昭和菰十一黛から本格

あげられた主璽テーマは約二十︑

今回の総舎シンポジウムでとり

や繕褒がくりひろげられた︒

爾が核融舎の砺究帝制について特

砺究に入るには今鋸中に原研と大

なければならない︒嶺薗トカマク

しぼった繕果であることを思えば

叢催轡側があらかじめ︑しぼりに

学研究機閲を静めた体制固めをし

ックアップ︒システムについても

原子刀がいかに多くの研究湧鋤に

を中心に開発するとしても他のバ

並行して研究する必蟹がある︒そ

る︒写爽睦総合シンポジウムのも

よう

支えられているかがうかがい知れ

は︑ひきつづいて行なわれた総舎

炉遮蔽の改膨︑安全点検などの作

のためにも雀朽葉の協調が璽労れ

けでなく︑どうずれば効集的な放

る﹂と述べた︒核融禽炉について

に笠置されだ瞳蜜防磁法について

劉線蟹理ができるかについて臼頃 簗について助醤していくもの︒

海船事業団が

は︑利用の爽態にそわない点が多

年次報龍思鋼

日本原子力船奮発禦業団︵佐汝

ついて点検のための整鯉鷹急ぐよ

ンダリー中の圧力や混慶が常時・

心だが︑その他原子炉冷却材バウ

野︑燃料裟荷︑臨界および出力雪

報衝会を開く︒﹁むつ﹂の機能三

振興ビル会識量で同珊藁囲の奪次

箭十時半から稟票︒虎の門の船船

しいと呼びかけたものだσ

う指示していたが︑各社ともこれ

て醗蛮対象に含まれている︒点検

縢接かかっている類似の筋筋も総

木繍驚理璽擾︶は二月二十山ハ臼午

ついての調整もできたことから︑

︐係累周辺の放射能調壷についてそ

覆︑選蔽問題︑プラント管理︑定
みられている︒

には少くとも瓢週閣以上が必要と

示以後・全BWR二＋三三中これ

じような異常はないか調査のため

ことから︑わが醐の同型炉にも同

にクラックのあることがわかった

らにもう一つ小さなクラックのあ

デンニ弩機ではこんどの検葦でさ

この問題の発端ともなったドレス

し︑残り十塞がなお点検申だが︑

化学︑生物㍉鷹学の基礎知識と職

；スは放鮒線防謹に必要な物理︑

次の要領で騨鎚している︒このコ

十二回放劉線防護課程の研難生を

放電線曝学総禽研究所は︑第三

放曙研

研修生募集

行なわれるもの︒﹁指示﹂を受け

い︒研究弓蔵は四月書開から五月

務上の技術を習得させるのがねら

ることもわかったもようだ︒

遮蔽︑安全性の

で︑大学まだは短大を撚乏しだ暫

原國の究明にあたっているが︑新

一九七四鎌七

布の放射線生物学的髄帆

一九七

②吸入プルトニウム放射線璽分

月53警BNWL−B⊥一

欲する統謝的解析

①クリプトン85の半減期測定に

㎜鞭献案⁝府糊

蓬蓬訓練部へ︒

・留〇四七二i五一⁝二一一一︶

岡研究所︵千翼市穴川鵬1九一一

月一日まで︒串込み・問い翻せは

薔を対象にしている︒串込みは三

かこれと同等以上の学力を有する

二十三日まで︒郷簗人瀦は一一⁝十名

専門部会新設
原船蔓講
臼本原子力船開発購藁翻は︑こ

︵山興麗夫婁綴墨︶で︑漂子力船

のほど開いた第十三園技術婁願会

﹁むつ﹂の遮蔽改膨僅業と蜜全点検

を逸めるにあたって広く川本家の

は︑これら三遷のほか︑輿豪爾力

根原発︑中部電力浜岡一慰機︵甑

﹁遮蔽騨門部会﹂と﹁安全性守門

愈兇を求めるため︑同委興会に

﹁む2の放射線禰れについては

部会﹂を毅躍することを渓めた︒

殴する騨門部会は﹁むつ﹂の原子

二〇

六九

饗九月45警WASH⊥三

総理府の﹁む2放射線漏れ闇題

画だ︒点検は炉心スプレイ系が中

れ運転郷止中で・この間︑ECC調蛮婁鋤会︵大山義矩感興長︶が

根原発は定検中等いずれもそれぞ

降還転を郷止したまま膨理中︑醗

系バイパス配蟹のクラック点横以

および浜騰一層機はさきの再循環

運転申︶の含翫六纂︒禰鰯一臨機

禰脇第一原雛一嵩機︑中團軸力騒

今園の点横調査対鮫となったの

させ︑総点検にとりかかった︒

転中の敦賀原発をそれぞれ郷止

機︑日添原子力発電も十四臼に運

次いで十六臼には還賑中の四二轡

瓢越転落の禰覇第一原発三弩機︑

たため︑爽崇罐力はまず十三冒に

を慰いでいたが︑ほぼ体麟が整っ

た後︑各社とも点検のための準備

までにすでに十三墓が点検を終了
レスデンニ暦機でECCS月送蟹

圏コモンウエルスエジソン祉のド

BWR型発罐炉の総点検は︑来 ※国ではNRCによる点検の掴れぞれの撮当選が報告する︒

出した︒

いずれも炉を垂垂︑総点検に粟り

までに難欄体舗を整え点検項國に

からいわゆる学識経験蓄の態冤だ

っている︒提璽は︑こうした蕾漿 の人たちがもっと藤見を出してほ

頭を悩ませている罠聞産月の現堀

原子力シンポジウム
いとしてその改正を鐙む碑が縄ま

原子力学会など共催で

S系配衝の調査もあわせ行なう醗

財団法人

︑力

原

謝

を分析︒

@
原子力不儒︑そじてそこにあ力照臨所の建設は難める︒しか

鵬第で一扁︒躍動遼は昭和四十一
N以来過去四回︑その時々の原 ーム
隅子力問題の核心を的確に衝いて

@

的にいって︑労使冊でそれぼど りまくムードが生み出した轡翼

属提轡してきたという︒しかし蠣
揖

@

それが︑﹁むつ﹂問題を契機に 感について︑﹁新しい技術は何

驚璽視されていたわけでもない︒
牌

@

ぜん奮藁め桑うにな︒
胴じ一︒

識繍
瓢 ＝講
1＝＝
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はなんといっても技術的な甚準の確立にあ

より一層で十︑卵レム毎蒔とし︑こ

、

｝隙：驚二二
︒︾

験および漫蔽試験の順に行なわな

舎︑岡一物で︑虫下試験︑繭火試

る必蟹がある︒この試験には実物

ほど高く︑醗縄一・革綴︑巖低○

下踵離は職送物璽纒により︑軽い

れが騒大になると考えられる方法

以上の水頭で︑放射性物質讐のも

つけ試験︵b︶自幽落下試験︵落 については︑漫漉誠験はO．九姻

趨欝時試験は︑︵a︶水の吹き ければならない︒核分裂性輸送物

いこととなっている︒

蜘

舐験のほかに購故時試験に含格す
をと り ︑ I A E A の 櫨 以 下 で あ れ
ば︑個々のケースで許斑を受けて

@

江

譲

写懇親㊤−／2モデル︵五Lジ︶盤

︒の落下の瞬闇と霧鼠験

逼

嘱芯

群 露3心篭

尋

匿

乏

〆

6ぱ㌢智︐鼠

2

㌧

0明日ではなく今日

松 ヒ鼠村・ 4央中藍搬噛癖締大東名俘敢社勇士弱輩 本策＆エ

@
@
@
@
@
@
@
@
@

・㌧鞠塞轡興
岬＼鰯。／

線羅率は二百︑︑野レム毎階を越えな

幽購．璽
輸送物とよばれ︑技術纂準内に定
められている通津蒔試験に禽格し
なければならず︑またその放懸能

掻
赫
職、謙1／

使用済み燃料などの放射性物麗の輔送上の蜜全を確翻するためには︑体制や制魔を含む総合
的な兇地にたった検酎が必覆だが︑その

国際原子力機関の勧告にも照らして冤薩したわが国の狡術纂鵬を打ち出した︒そこでこの機会

る︒この悪味で注図されていた原子力婁屡会の﹁放射性物質安詳輸送騨門部会﹂はさきごろ︑

は採らなかった︒そして縣来爾放

件欝で千︑ゾレム毎蒔としている櫨

限度以上の放射龍をもつ放射性物
えば一輸送物の川面糠翻は二首メ れはIAEA規則の二十ドレム毎
レム毎時とし︑王AEAがある条
蒋より厳しい︒しかし特別な描躍 鷲は︑B型輸送物として︑凡常蒔

厳しい規制櫨を採用している︒例

て︑一部では工AEA規則よりもい︒また輸送物横芝蹴魎外側表面

に︑同騨門部会の部会擬欝木成文東察工業大学教授に︑その概襲と輸送用容器開発試験の状品
をご紹介願った︒

安全輸送技術

基準の見直し
わが國の放射性物質は従来から

放射線臆審防止に関する法令や規

則および瞭国記搬規則等によって

民

木
密

（4）
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舘三種郵便物認可）

二

業
子

昭和50年2月20B

蕪

第764号一
照和5脚2月27日
毎週木曜臼発行

購競料隔年分前金3000円

直ちに批准手続きを
騙踊国内体制も急ぎ整備へ
綴本原子力藤藁会識︵有沢広巳塾長︶は二十一田︑﹁核兵器不拡敬条約︵NPτ︶の二期批准に関

Tを批准することが穴鶴握だとした基煮認識のもとで①雪膚枇准を内外に蜜明するとともに︑両三な

興会など関係筋に握出した︒提重は︑原子力軍和利罵を安定的かっ謝画的に進めていくためにはNP

かの形で影響を与えることも予想

がてはこの条項がわが圃になんら

質など供与を禁じている隔が︑や

形で編綴化するかーー協定爽文の

に焦点が・

准を翫えたもので︑醤子は次の遜

誌め

とりまとめと︑査察適用の技術的

注文

のほとんどについて

改鐘された新しい査察技術採用で

鍛禁国待遇を与Xること⑳繕來の

國が不利な敗扱いを受けないよう

すること＠査簾箕施の段磯でわが

はコーディネーション方式を採用

については⑪わが閣への墨髭適網

文化したほか︑とくに技術的問題

騰全十八か条から成る協定案を成

文と本文全九十八か条および議定

きた﹂といわれ︑餐渉によって鯖

確実な保証をとり付けることがで

きた

で︑かねてわが国が強く主張して

ると︑﹁IAEAは非常に協力的

膿かれた︒欝欝局痩らの説明によ

譲問題に閲する

り︒

一︑わが圏が原子力闘発利庵を

には︑核兵器不拡散条約を拙准ず

安定的かつ翫画的に推逓するため

ることが︑一つの大きな離提条件
である︒したがって︑水条約を単
期に批准することを内外に獄明す
るとともに︑必要な国内孚続きを

一︑核兵盟不拡散条約に盤つく

礒ちに開始すること︒

保陣描圏に圏する協定を︑これま

原薩は二十日午後︑核防条約特

いてNPTをめぐる最近の偶勢︑ の間で禽同婁三会を設けること⑳

別蚤興会︵土光敏夫婁興鍵Vを開 猛舎うためIAEAと露ホ政府と

査察趨閣に俸う蕾偶処理などに当

保陣描懸に関する二言を︸元的に

きないり査察で条件が整った今︑

愈などこれまでの交渉で得られた

軍等性確保についての原則的な舎

平和利用推進のためにはそれらの

Aに常設すること一1などで含

の第五次予備交渉とNPT累期批たる擬障描躍技術婁興会をIAE

霊として保隊椹翻協定一締のだめ

行なう政府隠轄の聯門機関などの

立し︑かっこれを遂行するため︑

適正な保瞳醤理のための舗慶を確

一︑圃内においては︑核物囎の

との闇に遡やかに締結すること︒

われることともなろう︒NPTはでの予備交渉により合懸に遷した
線で国際原子力機関︵IAEA︶
その第三条で門構批准国への核物

一碧手続きを薗ちに開始すること②保瞳描圏協定を速やかに締賊すること③政府圃轄の騨門機閲設立

され︑エネルギーの蜜定的かつ計

する提霞﹂をまとめ︑同日︑三木着桐はじめ各衡庁大臣︑衆参両院︑自民党ほか各政党︑原子力婁

を含む翻内保隔商圏体制の整備を行なうこと；iの三点をとるべき描躍として強調している︒

んでいるともいえよう︒

讃の根拠である︒識定聡への﹁簸
國際常識を越えた譲歩によって成

画的な開発への大きな危険をはら
はいずれも︑IA鷺Aの

原塵はこれ濠で核物質など箪漿
懇圏待遇条項扁挿入が異例のこと

こんどの原語提盤はこうした衛

准に開する提重聡などについて憲

庁原子力周擬および野田熱闘省園

覧を交換したが︑島上︑生田科狡

運局参鵬歯らはとくに第五次予備

﹁＋分に講足のいく成疑が得られ

蔓渉の結粟について概要を説明︑

だ﹂などと述べだ︒

第五次纒綿交渉は三日から九日

こうしたことも袴えあわせやば︑

約への速やかな圭冠によって初め

︵条文化︶されることになった︑

愈︑これらの諸点が議定轡に明記

い限り原子力軍和利用のための核

Tにもとつく尊霊描躍の適用がな

が強く雷門されたが︑交渉の結

いわゆる﹁ユーラトム並み﹂査察

題の一つは﹁平等性の確保﹂で︑

り続けてきたIA￡Aがここにき

1︑

叢

講麟

磯
融 謡

窯齢翻

日

奪磁
ﾓる し

二 国 工臨黛

導

等

鱗霧鑛灘薯纐

勲伽

隣騨臨十二

本

TELO3（4騒＞8521

東東都港区i三田三丁癬13番12号

社

成粟

転用防止のための歯止め︑いわゆ

興を踏まえながら︑NPT累期批

がぼしいのなら・何故それを堂々
と譜わないのか︒自らによる議璽

本法序うくっていながら︑これを
︒わが
國には菲核三顧則もある︒もはや

はいろいろだが︑いわゆるフリー

NPTは曳く批准すべきと思う︒ いわば総論的な成果をどのような

今回は査察の簡素化・合理化ほか

一発の核戦力が評価に価しないの までウィーンで行なわれたもので

・ハンド論轡の篶え方は弊実理的

NPT批准の是非をめぐる蹄議は自明で︑核戦象などは想定もで

に激った︒

に関し腿疑に感えて嚢醤次のよう

後の認書換兇で︑NPT撹准冊題変えるのならば別だが

有気広巳原産会蝿は二十﹁日午

NPT問題で会見 立法で平和利用に徹した原子力璽

有沢原産会長が

設立を禽む体制を警備すること︒

し得たものとも騨価されている︒

定定されたNPT再検酎会識開催の編状受持はわが圃の吊環社会で

こうした観煎からも︑ここにきて

の冷用失墜︑孤立化を招くことは

ならば︑肇機密の保護で鰯簡を

必至で︑学際ルールへの償義を置

る保瞳超群適用に伴う査察のあり

を働きかけてきたのもわが国であ

方について︑NPT批准を駆本的交わしたもの異例の描躍︒五月に
な考え方としながらも︑当初は慣

り︑さらにかねて強く糊張してき
た保瞳描躍技術婁腿蜜も現在開会

の漏洩防止ほか平等性の確保など
賭点について懸念があったからに

申の一AHA理懇獣で設園がほぼ 目麿会見する有沢会畏

璽な態度をとってきた︒慶藁機密

他ならないが︑握雷はここで︑懸
決定の兇結しで︑いわぽ︑わが國

﹁NPT批准で欝欝があるとす

ら︑NPTの皐期批准を強く打ちの主張は全面酌に貫かれたわけ︒

念はいまや解消されたとの翻識か

出している︒三日からウィーンで
れば査察問題しかなかった﹂︵有

﹁コーディネーション方式によ 沢原魔金擬︶わけでもあるが︑今

だと思う︒核武装へのオプション

このようなことに対する諸外醐の

という︒

途を講ずること﹂について︑佐々

原料物照︑特殊核分裂性物麗また

が国にも適用することで合悪︑査

物麗︑設備︑蜜虹鱒の将来の安定

て大きく巌歩したことは︑わが国

る︒一方︑国内的には︑今後の核

物質など計鐙籔理制度の拡兜とい

いえそう︒

障瞭

行なわれていた第五次予備交渉で

窟民あげたこれまでの構力的な

やこれも片がいた︒

努力もさることながら︑こうした

る査察の適用﹂などわが圏がかね
て強く主漏していた藷点がほぼ全

原子露語級会︵委鰍長︑佐々木義武料技庁長楽︶は二十一日の

疑念を払拭することが必要た︒

力平和利用のための核燃料や醗備

での批准が塑ましい駈ということ

木覆籔畏は罷暫会冤で﹁﹃今國会

保陣一腰交渉で焦点となった問
NPTは各加盟國に対し︑NP

て司能になる︑と強調している︒

ための事行き傑舐は何もないこと

や資秘など安定供給を図っていく

いるコーディネーション方式をわ

果︑対ユーラトム査察で採用して

③NPT倣制の外でわが國が原子 冤解にいう﹁逮やかな加盟への

疑念を払拭することが必要なこと

萎墾讐翼翼︸籠⁝＝難⁝羨諮⁝⁝⁝⁝妻⁝三器詔塁⁝塁話語鵠羨≡︸

面的に麗められたことが今回の提

γ

臨時婁二会で核拡散防止条約︵NPτ︶に関し﹁速やかに舶盟の

四十五年二月︑わが圃政府がN は同団午後︑佐々木婁隊長から三

は設徽︑蟹田等を供給しないこと

途を講ずることが璽豪しい﹂とした同委興会の麗解をまとめた︒

PTに調印した際︑同書三会は︑ 木製麺および舛拙内閣窟罵畏営に

11などを指摘︑これら諸点は条 である﹂と語った︒

﹁この条約の運用に当たっては原 手渡されたが︑井出擾窟は﹁原子

力委熈会の冤解は尊璽しなければ

察藁務麗の計騨ほか設計鎌継の審

加盟国に対してこれらの殴鯖︑資
性は確保しうるものと評価する︒

ることを負心にすることを約束さ

原子力委の見解

を膿携づけている一方︑すべての

子力平和利用が阻審されないよう

ならないと響えている﹂などと同

せている︒すなわち︑NPT体制同簿とする旨配した舎顧メモがと

糞やIAEA糞察の配分率なども

また︑この結縁︑翼PT下の撮騨 材等を可能な鍛大隈度まで交換す

溝にもとづいて翼施されている一

措縢協富は現在わが国が細謹閣協

日の認者金冤で語り︑今国会での
原子力婁貫該が発表した﹁該兵

ン方鐵の適用へ︑これまでくすぶ

り交わされた︒コーディネーショ

器不拡緻集約と腰子力軍灘利痢の

AEA促随摘翻に比し︑その内容の外においては原子力平稲利幣に

批准ということについて姿勢は変

描遣に関する兇解﹂は次の通り︒

らない鍾もあわせ明らかにした︒

原子刀単坐会の正解は︑その中

係わる核原料物照︑特殊核分裂性

際原子力講関︵王AEA︶とのN
謹についてもより慨麗に配照され

供給を確継しうる保証はない︒

において改謹され︑商業秘密の保
描蟹協定締績に関し︑わが国が他

ためには︑保纏描躍に関する平等

で①NPT第三条にもとずく保瞳 当婁麟会は︑今回行なわれた口
配鰹が必要で︑国際原子力機関に

PT第三条にもとつく保瞳楢雁協 ることが期しうるものと憩える︒

権確保の得られる兇通しが得られ

ともいえ

團に比べて不利な取扱いを受けな

定に関オる第五次予傭交渉の経過

わが閣にとって︑核燃料拳蟹簿の

および結累をみれば︑NPT下に閣酌に揺ることを墓本躍念とする

期待

よる査察も各国ことの管理制慶を

いことがこんどの第五次予備交渉

おける傑瞳描願協窟のわが国への

の批准に対する
で明らかになったこと②原子力平

原子力平和利電をさらに遥める

和利用を基本理念としているわが

を講ずることが望ましい︒

た今臼︑還やかにNPT合掌の途 った 宿題 が残されたものとも

原子力の研究︑開発︑利用を距和
れたものとするよう政府の尽力が

核兵器その他の核燃発装置への癒

活喫するなどより簡繁︒合理化さ

鯉叢れるしとした襲臨監欝を発

用を防止することは当然であり︑
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力

原

くべきだという懲見もあるが︑核
融愈炉の科学的可能性はいまだ実
鉦されておらず︑現網点では増殖
炉をとるべきだ硫と述べた︒

計圃で垂込な位躍を占めるもの︒

の餓気出力異験炉において生じる

私は確信している︒それに超過の

確立させるだめに質金が必票だと

追ったが︑岡長冨は﹁開発態勢を

のだ﹂と愚闇を受け流した︒

大部分はインフレの影響によるも

とみられるギャップを禰なう翻発

総額二慮千五百万が︵エスカレー

禁園炉計醐は︑近くERDAと

ションを禽む︶と想尾され︑一九

七七館罰工・八O俸運關を予印し

界の代衷︶の共同による商藁矯憩

クリンチ・リバー炉の完成予想園

完成を営標に︑その男用として二

霜力研究璽が︵鷺PR工一1産電

殖炉置け詳細設計の仕様義手饗講

ている︒敷地は開発の握揮にあだ
るプリンストン大学︵ニュージャ

丁倉TRの環麗問題については︑ が機器メーカーおよびアーキテク

ージー州︶のキャンバス内︒濠た

ト︒エンシニアになされるものと
ERDAが二月三分野国羅環麗政

パスツール︑ケースの両三院議
貫︑マコーマック︑ルーシャンの

触れとなるのでは︑と関係管間で

爾下院誰興らが核融台計画促雌を
明酒薬を発表しており︑三月三†

みられているため︑その前逓の先
策法︵NEPA︶に墓つく環境酉

支持したが︑甲でもマコーマック

をかけて堰殖炉双発に取組んでい

一臼を単離に一般のコメントに付 は期待している︒来囲は国家威儒

が英羅にそれぞれ平和臣的利用の

十五万ザが見込まれている︒

アリゾナ・パブリック・サービ

原子力狡術を供給することに合悪
したという︒現在︑ソ運が醸点し

ズ︑ユニオン・エレクトリック︑

同調査では︑西部地城に再処理
工場を建設︑運転する際に蕎醗さ

域に立地する原子力発電所の核燃

料サイクル全般のかなめとなる璽

要なものである︒西部プラント

は︑経済的利叢に舶えて核燃料の

リサイクリングを可能にするの

撫

で︑エネルギー資源の保存にも役

立っ︒プラント建設鑓は山州菰千

八O露顕中頃までにはこうしだ萬

万がを上回るとみられるが︑一九

処理躯業に見舎うほどの西部懸命

ているものと我々は弩えている﹂

産策の＋分な成長と発展がなされ

と︑調査にあたる抱負を語った︒

︒M・ストラi社︵ニューヨーク

なお同調査翫灘の指揮には︑S

れるとみられる技術︑経済︑躍撹
などに関遮する要圏が評価される

市︶とボルダー社︵コロラド州︶

各種放射線機器

鋤

難

力研究所殿、動力炉．核燃料開発襲業団各種臨界実験装置

核融合の早期開発を
̀鉦新年度予算審議で要請

先進各圏は︑将来の原子力発電を担う嫡型として癌速口殖炉︑核融欝欝灘炉の闘発に期待をかけて
いるが︑とりわけ米仏ではこれらの開発動圓に強い関心が筒けられている︒一九七六会計年度の予算

審議中の米山会でも︑エネルギー研究開発周︵HRDA︶の殿子力関係予騨薬の中で︑この二炉型開議雌は︑トカマク型核融台試験炉
発に論識が鎚喫しているという︒

は︑核融合翫圃資金の妥当性︑L だとの態度を明らかにしだ︒七六

くか︑議喪の態慶が注目される︒

源として核職台がどう扱われてい

一万︑L駈FBR叢記蟹についるが︑今後クリーン・エネルギー

辱炉であるクリンチ・リバー炉の

てパスツール識殿は・支出趨過が
班FBR欝欝の必要性について特象翫卑慶のTFTR予騨として七

設謝と畏期リードタイム物蟹の調

明の中では豊国闇の碧いきずなを

米西部地盤の八躍力会歓はこの

ワシントン・パブリック・パワー

ことを決め︑その鯛査機関を設立

設に関する可能性調董に乗り出す

などのデータが得られるものと期

とともに︑工場の規模︑建設階賜

があたることになつ易いる︒

すると発表した︒調査に参加する

ラル・エレクトリック︑アリゾナ

八霞力会下はポ⁝トランド・ゼネ

待されている︒調査は今無中頃の

・パブリック・サービス︑ヒュー

運転聡可済み時書誤所有菰藁葺

所の状況はつぎのとおり︒

蒼∩目︻︵月囚︵翼A鑓負A月HA鍵A目︻A襲︽陛︻︵歴︻口口自臼︵爆H︵目民︵疑良臼魯口口︵日囚口︵旨良自

いては昨年翫瞬発表され︑残り七
曜はそれ以朗に発表されていたも

墓・三千八百八十七万四菅KW︑

醗
の︶にのぼった︒しかし︑電力各

二墨・

AEC勝有二墓・九十麗万KW︑

建設中口建設群可済み六十

社間の資金状況懸化が影響して

KW︑未発注＋羅・千早晃＋

二億三壬蕎七＋二王KW︒

四万KW︑合餅丑一百三十万基︒

隷

薗

り

475MeVの加速に成功した日本初のプロトンシンクロトqン用ブースタ電磁石（高エネルギー物理学研究所掌納入）

︵TFTR︶を箪期に建設すべさ
きれている︒

フォード来大竃韻が二月三日に
遣加謬論として三千五颪照十万が

して有墾な核羅列炉をもっと優遇

原子力協力で合意

薦五†万がlーエンジニアリング 非常に激しいとシーマンズ畏留に

議会に提出した七六会翫年慶予籏

チ︒リバー炉醗酵総緻は八千五箇
還同けーーが要求されているが︑

鎚によると︑核融合発動関係の研 一1が翫上され︑このうちクリン に各婁蝿の麗閣が築磯︑将来炉と

究開発予騨璽求総額は前口慶比三
すべきだと指適された︒シーマン

相互に技術供与行なう

保つことの含慧がもりこまれた︑

予舞で二千匹百万が︑それに全計

かにしたところによると︑新年慶

ERDA担当冒が予豚霧議で明ら
ズE R D A 長 官 は ︑ こ れ ら の 熱 間

万が︵慕礎趾画予騨の照千九颪六

に対し﹁核融舎関係の予騨増も聴

ウィルソン英醤相は二月十八日

しいもので︑﹇年譜の特別断画に

下院で︑さきのソ遡訪闇は英ソ両

ラントおよび資本設難閲係の一億

蜜全性研究關発の四千百万が︑プ

一億二千万がである︒これに対し †万がを禽む︶にのぼる︒さらに

千五颪万が増︵四丁︸％壇︶ の

國の巖鰹先プロジェクトに指定さ

画が議鼠で承認されるならば︑鎚

れている液体金属取口増殖炉︵L

殴期閣の一年短縮・千五百万〜二

﹁西部薄処理センターは︑西部地

ス社のW・P・レイリー鍛金擾は

どの程度の慨金をつきこむのが妥

ている炉型と英國禁則とは異なる

当かについては上限をもうける必

と語っだ︒まだ同葭相によると︑

国闘の閲係が新だな段階へ饗訂す

ーネントと共通問題があるといわ

が︑それらには多くの早出コンポ

千万〆の節約も墨継だという︒

その愈悪の中には書論の平稲鼠的

認

ストン・ライティング＆パワー︑

パシフィック・ガス＆エレクトリ
ック︑南カリフォルニア・エジソ

ほど︑西部各州に立地する原子力

く︑安全聞題も大いに軽減され

炉は低温︑低圧でタービンもな しい報告欝を出した︒一方︑環

取り止め14基
繰り延べ搦基
米原発心画︵昨年宋現在︶

米エネルギー研究開発局︵ER か・昨薙一年聞に発注済みまたは

ムが罰購利用の

昨年末現在の里国の原子力発灘

限定工無届事済み十基・千五十五

十二基が経済的嚢函によるも

十三墓・一億五菅十二万九千九首

万六千KW︑翫画殺到発注済み九

六千三百二十八万三千七函KW︑

の︶︑さらに筥二十六基が六か月

なっている︵うち八十葺塾が経済

炉は三十二鍵︵うち二十五基につ

万三千KW︑また発注された原子 的要霞によるもの︶︒

発躍所︶︑総隅谷麗騰千三百六十九

から無期の範囲で建設繰り延べと

爾力各社の原子力発電所謝画状況

士勢に及ぼす影響は大きい︒

︵K・K︶

明富
利用原子力協力が含まれていると

る現萄のゼロ出力物理冷帯と徽初

訂鑛鍔灘蒸

群処理工場建設
の調査に乗出す
輪識が行なわれてきている︒核

発電所からの使用済み燃料を再処

ン︑テキサス・ユティリティー

拡敵の問題で主力メーカーのア

が︑論華のさなかだけ

支出は二十鱈がも髄えている︒

されている︒この蚕繭は出力五 に︑国民に与えた心理的影響が

えようという提案も民闇から出 はない

スウェ⊥アンが一昨年来の避
この負担を減らすのに弩えられ

米西部の8躍力会社

れている︒

フ︒ソ遮共産党盤配長との共閥闘

総額で実に脳億八千百二十万がが
要がある︒増殖炉は一九九五庫ま

午二函七や万が増︵︸二・四 ％
増︶の一一鰯幽霊千詣ハ一臼七十万がII 要求されている︒

でに運開ベースに粟らないので︑

しかし︑昨綜莱の内外欄勢は

処分から欝金問題まで︑二〇〇

ともに︑英国がソ逮に︑またソ遡

TFTRは︑水聚ガスを便用す
る靱開けとなるもので︑ブレジネ

MFBR︶開発には︑中年麗比三四千一二酉五十万がをも簾えると︑

この点︑上下両院原子力合同婁
LMFBRの纂礎計圃に二億六

千萱譜や万が︑LMEBR奨四顕
一会︵﹂むAE︶の予鱗審議で 國は核融舎計画に論点を轟いてい

ρLPb﹁bI信一
う兇通しを出して︑それでもい

いてその愈見をきいた︒審識長

石油消顕騒が穴きい︒そこでこ 三基のインジェクション・ポン

〇年に歪る長期の腿望のもとで

ス善良炉︵八十万九千KW︶の では核拡散︑霞大貝故︑廃配物

動いていない︒とくにリンガル

いかと國幾の判断を迫ってい 必ずしも政府に有利な方尚には
る︒

麟灘島鰻
された原子一景は三十よハ藻︵二十・一〜一

DA︶がこのほど発表した米圏の 計画申の十四塾が取り止め︵うち

イギリスが加わり︑西ドイツに

・サプライ・システムの各社︒

難論争に決瀞をつける時期が近

セア・アトム社がイランへの義

るから︑国民にも受け入れられ ク氏︵生化学習︶は︑最灘裁に

︵欧州共同体︶の原子力転換目

も火車がくすぶっている︒EC

建

万KW程度の小規模炉を三十基大きかった︒問題は畿会で論議

難されたのも︑スウェーデンの

倉輸出に努力しているとして非

を兇舎わせるとすれば︑あとは

この闇題の審螢を提群︑最高裁

西部プラント

る万法は︑こ多闘にもれずエネ

をほぼ賄えるという︒この種の 検査機閲は︑主契約嘗ウェスチ

あまり作れば︑全国の暖麗隅要 され︑国家電力倭興会と原子力

経済成物を抑えるしかない︒そ

は水爆への放出間題しか扱えな

理するだめの

づいている︒スウェーデンが製
ルギー節約と原子力転換だが︑

ングハウス社の

争はいま鍛終段階を迎えつつあ

う︒ともあれスウェーデンの論

世舗の厳しさを直すものであろ

安全問題の解決まで原子力建設

最終段階の環境論争ーー

る︒

今日︑欧州の環境鍮争はスウ
ェーデン︑ノルウェー︑オラン

とつは原子刀の安全性について

こでどの程度の低成痩経済を︑

万の政府も︑年初に提案した一

這いのが握案の狙いである︒一

とを非難する厳

近く結論へ輪難

政府の説明が無期を納得させら

たとえば今後十焦にわたって安

ダ︑ベルギーという中小国の間

れるだけの説徳力を欠いている

驚的に維持でまるか︑またその

塊陣営のりーダ1B・ギルベル に拡がりをみせている︒これに

へ

スウェーデン︑

騨鞭急感

によると︑昨年一年閣に計画発表

刺激しているときだけに︑スウ

マッセン氏らとともにA・タン

ェーデンの行方が欧州の原罪力

膿がこれらの諾国の環境団体を

に入る予定の原子刀五三による できなくなった︒

利用が必要だと説き︑今旦運転 ベルク氏らの要求を政府は無視

九七五年度辛籏案のなかで︑エ いとして部下したものの︑米團

提起だった︒政府は躍力購要の

石油節約効果を強調して︑それ

ネルギー節約と代替エネルギー の環境科学蕾を曝べというギル

伸びを年閥二％に維持できれ

となく原子力路線のPRに力をあるエネルギー審議会は︑ラス

ことに国民が同糊するかという

黒い市堀

こと︑もうひとつはプルトニウ

檸止した理由はふたつある︒ひ

原子力発三所の建設︵新規︶を

一昨庫︑スウェーデン議会が

である︒

た※国の環境霊磯暫たちの紐醤

ェーデン政府の審納会に呼ばれ

するか糊するかは世界的な影響

●

を与えるだろうとは︑最近スウ

の暖罵用石油を原子刀に躍き換 プの瑠故は︑

根塞的なもので

スウェーデンは冬畢暖占用の

鐘

のが︑スウェーデン政府の間題

わたっだ論争が︑このふたつの

ば︑原子力の結論を数年延ばし

入れている︒

亭

竈川猛し匡巳uuU川u

かの問題である︒以来一献余に

難題にどういう結舗を鵬すかは

てもよいが︑そのまま凹めば†

麟・響三幅雛鑓

英ソ両欝脳

流れ出すのを禰効に阻止できる

予断を群さない︒

五年後にはゼロ威畏になるとい

纏譲蕪潔二論議

罵

こうして︑首相の諮問機関で
一九七三年の後半以来︑石痴

聴

◇

感

鞭鴫・

繋鷺難子蔵開

み

一壕

凄

鵜
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鵬

聯
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基準や指針の整備へ
安全審査を側面から強化
原子力委属会は十八日︑昭和四十三年十月に設躍した動力炉安全駆準尊門都会を山止し︑これを改
縄拡充した形で漸たに﹁原子炉安全技術騨門部会﹂を設麗することを決めた︒岡蝉騒部会は︑原子炉
施設の蜜全曲雌・掴針を艶毒するとともに安全性に閲する問題点の技術的解明︑評樋などを行なう︒

ための技術的間題の検酎に入る︒

原子力婁展会は︑これらの調査
審議にあたって︑脚門部会に小委
鐙会を設躍することを自慰してお
り︑さしあたり早急な整備が望墓
れている墓躍化について小婁二会
を設け︑耐転圧翫基躍などいくつ
かのグループにより異体的な検討
に入ることになるもようだ︒

ついての聯門部金の結論は︑原子

安全間題担当の山田太三郎原子力婁鍛と学識経験暫若干名の構成となることが内定している︒

炉安全騨垂垂蛋会の発議に反映︑

耐鰹設翫雛準︑立地指針などに

と認める強盗︑について調壷審議

羅④その他の原亭力婁出会が必嚢

の異籔的な強化が園られる兇通し

になるがこれにより安全審査体制

的篶え方で間題が生じた場舎に対

原子炉安全技術専門部金の設翻

脚門部会の第一囲会合はE月中

処できる審議体制が整っており︑

は︑昨年†月︑安全審査体制のあ
その処理繕累が常晦行政に反映さ

旬に予定され︑席上雲量展に山照

審議の効率化を促逸していくこと

り方などについて箪甲した原子力
れていくことが必婆③原子力婁貫

する︒

婁膿会環境・安全騨門部会︵山隔

だ︒

葉康鰍力・柏嫡刈羽原子力発電

報管は漫該地における無断懸の

門部禽の筈甲は①こうした面を改

にぶりがちだった︒環境・安全騨
いる︒新慰門部会は︑原子癖施設

解に濡することをその国的として

および原子力部門の強化を柱とし

化の徹底ほか罐源立地の円盤推進

北海道鰍力は二十田︑経営効鶏

工流撮愚︵諏畏級︶がそれぞれ配

され︑部喪のもとに計画︑安金︑

拡瀕したもの︒轡任轟轟制が探翔

原子力関係業勝を分離独立させ︑

るが︑来轡と園髄に迫った魑工へ

方︑綱力的な地元交渉を璽ねてい

定︑以降︑各種調馬を進める一

に同地区を原発建設予定地に決

運転に入りたい闘えだ︒

と設備機器の据付けを完了し︑試

は昭和五十一庫五月には建設工禦

世界的なもの︒臼本核燃料開発で

計画通り持ち込めるかどうか︑欄

属された︒

勢はなお微妙︒地元では︑共和町
および泊村の両逃該町村による蟹
成決議はすでに得られているもの

図られだが︑これによって門原子

す必要もあって社内体制の整備が

基を建設する餅画で︑岡祉施設計

村にまたがる地区約酉三十万平方

北躍は岩内郡共和町と蕊宇郡二

議︶︑協力悪向を表明していた町

層に五蓋万KW級頒圧水型炉一 は園十七無翼反対陳憐を採択︵決

こうしたこともあって岩内町識会

心にした反鰐運動が根強く展開︑

蜜源エネルギー庁長窟に手渡し︑

々木科学技術庁長窟︑憎田通産雀

官二皮優蜜︑長谷川労働大臣︑佐

に対する第五次提雷を︑海部内閣

労運がさきにまとめた原子力開発

志村禦務局畏ら幹部は十九臼︑露

金︑勤番函十三万人︶の稲燈禽擬

電労連︵全国電力労働繕含逓含

躍労遼

政府に提言の
具現化を要望

うとともに︑これに伴う一嘗の人

北海道電力が
原子力部新設

た空将組織機構の一部改正を行な

購を発令した︒原子力部門の強化
では盤し迫った原発三物へ︑今後
の許認司手続き増大への対処ほか

力部﹂が新設︑初代部長には籾井

畏も覚瀞を﹁翻結する﹂芸北電へ

の︑隣接の籍内町で一部漁民を中

利夫火力部部長代理の弊任が発令

画による来隼四月露都︑五十六年

伝えている︒

初代部畏に村井氏

された︒新設の原子力部はこれま

三月の運開が目櫨︒四十四無九月

引続き地元交渉の強化で万全を期

で火力部原子力謙で取扱ってきた

報衡がとりまとめられ国への要望

で︑このほど約三か月ぶりに調査

を預けた格妊︒地元櫓矯薦の小林

り︑いわば羅に蜜全性審葦のゲタ

けた形の問題点の捲摘にとどま

結周︑漂発地盤としての適職を避

委嫡会の新設など原子力行政の改

策を提起︑その中で﹁原子力規制

推逸する見地から当面の墜賂胃開

原子寒釣機構の改琿など臨写の
提出した︒

麟提出となった︒蝦唐はこんどの

市長は﹁こんどの調糞締果を全面

健全な原子力開発

譲﹂懲実用炉の改良研究・健逸﹂

提醤は

的に僑用したいし︑これ以上騨門

場含慧への努力﹂などで国の譜施

を

残されていることが判明した﹂と

調査紬果について︑その中で︑①

員現化を強く要望した︒

いうのが同要璽の結論で︑今後の

試掘抗内数か所で小網魍の禅在が

門なお解像すべき点の

いて一躍綿密かつ的確な判断のな

安全審査殴階で指摘の問題点につ

されることを求めるとともに︑繧

附なことは国の窟憲を待つしかな

策を求めている︒政府および関係

るが︑︸方で阻縢無因も嵐てきて

強化しなければけらない禦醐もあ

の酒標は石佃問題などを袴えると

相の発講とあわせて︑関係閣僚が

ことを指したものだが︑河水通薩

て原子力発墨開発計画を練り啓す

定する経済社会型本計画にあわせ

福田翻総理の発露は︑来難度策

ということで︑国への野望でも閥

すことになるのか判断できかねる

物の場合どのような影響力を及ぼ

与えないが原発のような特殊構造

通常構造物に対しさしたる支隔は

し問題は︑これら諸点がいずれも

地に沸騰水型軽水炉で照射した燃

・大洗町の躍本原子力研究所隣接

る日本核燃料開発会祉は︑茨城県

日立︑菓芝の共同出資会社であ

B本核燃料醐発

衆識院の予鋤委二会で二十日︑

から長期開発國標を縮小の方聞で

としながらも︑環境上などの制綿

原子力発電の必要惟は変わらない

らないかと思っている﹂と述べ︑

薩治郎原子力開発対策金議婁贋長

合食からも加藤乙三郎金長︑囲中

議を行なったもので︑電気事簗連

と六千万KWはちぢめなければな 発︑公密問題などに閲し︑集中審

プラス・マイナスの要鵬を袴える

らが謬老人として娼腐︑原子力発

だったが︑原発の甚輩がわからず

盤がどうか検討を進めていく嬉え

﹇調査は雑嚢︑原発にとって地

る︒

なう必璽のあることを掴尽してい

ボーリングによる遽跡調査など行

点﹂として強調︑堀合によっては

四壁余の燃料濃口体を解体して検

の性能品質を保証するために擾さ

この検査施設は燃焼度など螺料

ボ施設の本格建設にメつた︒昨年

料集台体の爽験を行なうホットラ

ール部の工聯を行なっている︒

体を取扱えるホットラボとしては

−二四五一

@⁝T流照一一

住駈大

原麓に入会

蹴謡〇六一二六瓢

阪市南区安堂喬顯一丁目四五の

代表取締役菖沢定雄氏

非破壌検査︵株︶

子力委員会を訪間する︒

同博士は＝再二日来電︑まず原

ての定懸玉樹解を深める︒

岡博士の招へいにより加令につい

に撫する研究が遜められており

に把握するため正常生体での加令

究﹂で放射線の晩発陣矯を定鰍的

する癒険度推定に関する調査研

研究﹁低レベル放射線の人体に対

野の第一線研究書︒放医研の特別

生物学的硲究など広範な免疫学分

一驚盟移植の免疫学︑加令の免疫

周博士は抗体産生細胞の動態︑

た︒

子力関係者として招くことを決め

を昭和四十九年算の招へい灘外原

生理学部長︑τ・マキノダン博士

国立老人病研究センター細胞比較

原子力婁彌会は十八日︑米国の

原子力委︑加令
硬究の権威招く

引き続いて行なわれたもの︒

る十二日の醗酵遮への表し入れに

省庁への要盟はこの観燕から︑さ

ホットラボ施設

いる︒

て小林市長に対し抗醗行動にでて

これでは澱任のがれだ﹂などとし

のみにすることなどはできない︒

は穰えないし︑漿の調査結玉をう

がない限り安全性が立証されたと

元反対派住民は﹁疑問に対する答

る︒こんどの翻査結累について地

検謝へと段どりを過めることとな

て︑こんどは士俵を変え国による

らの原子炉設躍許認町甲講を待っ

一応終えたわけで︑今後は藥電か

で︑地元自治体による独自調薇を

柏購刈羽原発の地盤聞事はこれ

戯向を明らかにした︒

﹁放射線下労働対策の改趨﹂﹁川

断脳の概念ほか欝容地耐力など原

い﹂と述べ︑棄羅に対し要講した

認められたが︑この程度ならば工

禦務孚続き僚留も﹁解除する﹂愛

合目調査にとりかかっていたもの

学的対処が司能でとくに彗星はな

子炉設醗に關し地盤論題の検討で
必要な諾硬件の尺度を軍懲に明確
にしてほしいことなどを付物︑薔

昨年†一月︑地元樒隔箭の小林治

柏崎刈羽原発地盤問題の調査は

処を訴えている︒

が十分かどうか︑東電から提唱さ

ために独霞調査を行ないたい酋愈

助市長が反対派住民の誤解を解く

に璽点を薄きながら︑地盤の強慶

れた蟹料などをもとに独自調査し

向を衷明︑轍鮒に対し﹁聯務手続

存筏とその影響力など反対派主張

からの霊張を蟹遷した新潟県は︑

た結渠を七項自にまとめたもの︒

営の保留﹂を蟹翻する一方︑関係

﹃軟弱だ陸とする一部反対派住民

地元棺鷹箭からの蟹請もあって閥

報告を受けた興は問題点をさらに

工料の提撮を求め︑以降︑緊との

所翅設予定地の地盤問題について

新潟県が地盤問題で要望

﹁安全性︑国の審査で﹂

原子力濃口を互選して安全確保の

とから原子力婁颯会が監接この審

会自らが判断すべき内容も多いこ

技術門門部会の設躍を提案してい

摘し巫遊部会を改組し原子炉安全

議に加わることも必要︑などを摺

文舅部会擾︶の提案に呼憾してと

全問題への対処強化を図っだもの

られた描躍で︑原子力婁鵡川の安

といえる︒

軽水炉の安全設謝審蚕捲針の策

導門部会は︑この握躍の趣蹟を騨

原子力蚕贋会が新たに設躍した

た︒

力婁風会の動力炉安全塾躍脚門部

基難・指針の整備︑安全問題の技

引したもので︑原子炉旛設の安全

酎などについては︑これ窪で原子

矯や原子炉立地審奮掴針の適用検

会が懸議してきたが︑瑠務局に余

惰と協力︑昨年十一月以降特別調

四項冒に整理︑簗約した国への票

術的な解閣・騨価を行ない︑安全

進班を編成し自治体独自の立場か

鐘錨を作成し︑二十一巳︑君健男

ついて綴欝するだけの還鱈形態で

力がなく︑原争力震璽会の講間に

ど︑周調査班による報告がとりま

ら検討を進めていたが︑このほ

性の岡上と安全に対する圏戊の理

②圏題点の技術的餌価③国際的基

の安全性に係る①鋸準および擢針

あったことなどからとかく酒動が

体簡とすべき②新しい知晃・塞本

蝦環が佐々木磯武原子力襲撃長へ

い②畢定地付近に翼殿坂断騒の延

六千万KWという開発規換につい 長ほかその他断口も舐箸なものは

とめられた︒

一
国などの実偶から︑開発を急ぐと

存在しないことが推定されたと
ては︑あらゆる萄度から再極討し

いlIなどと指摘している︒しか

成年代についてもとくに無題はな

たい﹂として︑六千万KW開発を し︑地盤の強度や変動︑安田厨形

かにした︒

強行するつもりのないことを閣ら

﹁原子力発麗の長娚計画の冤薩し

麟故を誘発することになるとして

た︒これに対し福田翻総理︒経企

が必票ではないか隔と政斑に迫っ

いる◎敬府としては五十一年度か

公筑に計画縮小の歯向を明らかに

じくこの点を﹁なお解明すべき

の本格建設に

ら作る経済︑祉翁の金体計画の中

したものとして注圏される︒

庁艮蜜は︑﹁六十庫二六千万KW

でこの聞題を扱うことになるが︑

原子力発躍開発規模の問題がとり

蹴所の蜜金問題︑従藁員被曝問題

査できるもので︑擬尺の燃料集面

この日の予郷委員会は原子力開

あげられた︒問題を提起したのは

兇慮さざるを得ないとの冤解を承

労働部擬︶とされており︑報密は

力尾らずに終った﹂︵筋藤駆商工

十月に魑エ︑現在地下に通ずるプ

社会党の石野久男氏︒同氏は︑わ

至難舞婁凪会のもよう

一方︑測本通薩相も﹁六十隼二

などについて意麗を述べた︒写翼
子力開発を目標としているが︑米

一

縛

○
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開発規模縮小の意向示す

した︒

原発計画再検討へ

が国では六十年慶六千万KWの原
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ところが︑さらに原子力の蕩度

設計麺輩で建設されている︒

原子カプラントは爾暫の調租した

とではなく︑現に建設されている

プラント設計はそれほど困難なこ

安定した定常運転を確保するため

放射能安全の基礎理念をもとに

る︒

保に嚴大の努力がはらわれてい

ることになるので︑定常運転の確

続することが低廉な電力を供給す

ラントは定常な運娠を安定して継

立てられている︒一方︑原子カプ

のような墾礎理念をもとにして組

のためのエンジニアー3ングは︑こ

賢存がない︒原子力の安全性確保

制限することであることは何人も

射能の人闇環境への影響を最小に

は︑つきつめれば放漿線まだは放

原子カプラントの安金性確保

念と事故想定

安全性基礎理

一

5

二

一二

多玉多 二多 一二
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〜ノニニ

づ多

玉
二多二

︵璽﹇ノ多

の瞬時ギロチン破断藩故である︒
れる材料は高度の酪質擬誠が要求

一般に原子カプラントに使鯖さ

れる︒

この想定を変更しない眼り︑原子

を生して︑ひいては逆に定常運継

舞

謂

氏
ノ

らの偲造物の破撰・変形モードは

褒1に示すように種六の運転条件

われわれエンジニアは破壊と破

で翼っている︒

復旧が不可能な壊れ万をさしてい

ている︵図一︶︒宝輪は構造物の

断と破損を・欝粟をわけて便用し

る︒破晒は構造物が二分闇れるよ

の研究が大きく異施されても︑原

れた材料を使用し︑合理的な設謝

これらの自僧は︑品質の傑証さ

しかしながら︑現状で満足して

ている︒

いう雷葉に比べて健金性という欝

慧葉を調いわけてきた︒安金性と

原子カプラントの設計︑題転側よ

させねばならない﹂と立教大学田

への反映は小さい︒もちろん躍境 が緊張してよく司馬壷璽ねて進展
効興を無視することはできないの

渠を強調しすぎた騨価には笑内が

ュートで飛ひ出させても助かる筈 む︶と材質劣化である︒水贋境効

た賦験が必嚢であ

し荷璽を璽鍛させ

贋境のもとに綴返

条件下で︑冷螂柑

ﾕ 匹己﹂﹂不連続効果

きプラントを正めて処躍すれば大

である︒この蓼え方は︑原子嫡安

瑠故に肇らない﹂とする設醗態想

全騨門寒になかなか受け入れられ

しかしながら︑最近発生した動

ない︒

を実証してい

りーク︒ビフ

力炉の二二クラックのトラブルを

ォー・ブレイク

みるといみじくも

る︒超畜波襖壷によって梅短され

であり︑りークを生ずるわれ照遇

たクラックは遷展活写の運いもの

までに十分置蒔間的余裕がある︒

さらにリークしたクラックから︑

配籔破断に釜る時間的余裕もより

このような推定を契蟹するのが

大きいと推重されている︒

健全性研究であるが︑その研究は

い窯だに緒についていないのが現

トの大噸故を想定してから以後の

蜜全性研究というのは︑プラン

霧が欧来でも出はじめている︒プ

することは誤りであったとする反

評価のみで原子力の蜜金問題を僻

を灘価斡ずに︑いきなり安全性の

最近︑プラントの機器の健全性

状である︒

処理の研究であり︑健金性瞬究は

がっくであろう︒

プラントの大儲故はおきないこと

りーク・ビフォ

段といえよう︒

今後の原子力の蜜全性凄蔦める孚

の能力を棚粟して評価することが

ラント機器の健胃度と安全防議系

設計思想を定着さ

その第一に︑
ー・プレイク

を野薮する研究である︒

せるための研究がある︒門こわれ

︻二一＝幅︷；一糟＝＝︷

階需阿一需一需〜謬一一＝：一 薦冊＝一謄﹁一一＝刷二野匡儀≡＝＝︷聖二

る削にりークを生ずるからそのと

設計に反映させれば︑原子刀プラ
ントは︑安全防護設備のお化けの
ようになり︑本末が転倒して定犠

過度の耐霞設副が要求されてい

贈品を妨げる緑町となる︒

いる状態で豪ことに乗り心地が悪

るプラントは︑荷東の上に粟って

く︑余分な振動を機羅に与えてい

ての反衡は安全南本理念の合理化

る︒原子刀安金性のあり方につい

カプラントの安全

につながらなければ︑一向に原子

性の保証は得られ
ないであろう︒

〜

展速度が遅く︑リーク敦でには十

一

れない︒適正な調里宮累が褥られ

㊨論を呼び適正な調査絡渠が得ら

大きくうける部繍については形状

不十分なことを蓄慰し︑放射線を

翫蕎は放射線撮礪効果のデータの

がある︒しかしながら︑原子炉殴

な現象があらわれてくるかも知れ

ルからスタートすれば次々に大変

すべて︑プラントが破断するモデ

ることが予想される︒安全研究を

れないと大変な安全研究成果とな

開されるが︑十分な配慮がはらわ

ばならない︒プラントが還転に入

制類する試験と検蒼が実施されね

め︑進展性欠陥の半在はきびしく

防止に最大の力点がある︒このた

中の品質保舐依制は︑不安定破壊

ばならない︒原子カプラント建設

性偲証に万全の依制を整えなけれ

示したように︑激職保証と健全

とを防がねばならない︒

おいても不概定破壌に移行するこ

いかなる定常または過渡的荷麗に

なるから︑縫用されている部材が

に︑対応処醗の時間的余裕がなく

定破壌は嫡孫破壌といわれるよう

しなければならない︒とくに不安

ないとき︑健全性研究はゆがめら
原子カ プ ラ ン ト に お け る E C C S

を単縄化し︑荷重効果も軽減させ

ない︒ところが往々にしてこのよ

分な騰聞的余裕があることを確算

れる︒高速炉開罷におけるナトリ

る努力をして主要機器の健全性を

うな試験は工学的常識を逸脱して

一方︑軽水嫡プ

ウム環境効粟研究にもその傾向が

傑紐している︒そのような設計・

ラントでは別蓑に

訳められる︒ナトリウムに試験片

製作努力を無視した︑特殊な齎速

とを何人も翼存がなく承認するで

開発側も問題点の提起を

を漫議して試験すると強度劣化が

いることでありながら︑原芋力安

あろう︒

降下させ得る︒そしてその後の処

分に隠間的余硲をもつて抵窒まで

し︑上空の飛行中トラブルでは†

ちぎれるような設計をしていない

は・飛行機がそんなに継雛に翼が

問題である︒われわれエンジニア

も横めというのに似ているのが・

大きく現れ︑ただちにナトリウム

研究が学会の研究発表に多いのが

れ︶の発生は覚遷しなければなら

ってからは︑表面にき裂欠賂︵わ 蟹故の発生は来然に防止されるこ

軽水炉で実施される選り︑大きな

このようなエンジニアリングが

畷境強度を設計に折り込謹ねば不

ない︒このような表面われは︑逸

寧杜／壁二郷マ貧田匡な珊ロー6一…

防ぎ得ないがその発生確率は低く

歩しているのが異音である︒

抑える謹でエンジニアリングが薩

うな壊れ万ではあるが再生が可能

壌れ万鷺さす︒エンジニアが規異

な壊れ万である︒破掘は部分的な

破壊︑破断︑破

損のもつ意味
に弩えている登れ万は破損モード
であり・破損するまでには†分変

原子力における安盆控研究が︑
とかくこのようなパラシュート研
形する遇程があり︑まだ小さなり

が︑破掘までには†分な購閣的余

ークの生ずることは想足している

究にかたよっているのが気にかか
る︒パラシュート研究は飛行機の

る︒

機体の健全磯の傑談と無関係であ
裕があり︑安盆に原そ炉を揮建し

子カプラントの健全性を保駈する
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