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日本原子力産業金講は七月一振︑原子力愚説關発規槙検討委琴芝の初会合を開き︑昭和六十五薙に
墾る原子力発徽の開発規模の本格的検討に入った︒この会員会は︑予爆される安定型低成畏経済下に
おけるエネルギー禰紬見通しを龍燈に︑昭和五十五年︑六十葦︑六十五年時点における望潔しい原子
力発醗開発規換を想定︑これを達成するうえでの制約要因とその解決策を明らかにしていこうとする
もの︒発足した原子力発電開発規模横酎委員会は︑学識経験蕎︑産集界など広範な分野からの委員三

悔鰐
肇備委員会を設け︑経済成展関係

原産では委二二設麗に先だって

てる⑤諸故障や稼働率の低下につ

について実現の年次的弘通しをた

把握︑温観水影響等の総量的推進

際協力面からの極証が必要④安全

資料の濃餅︑開発上の問題点の摘

いて改趣の兇逓しを明らかにする

夢の摘出等に当たっては隠時︑部

出などについて︑それぞれワーキ

などのほか︑電涼構成上の問題︑

整備︑公聴会による社会的要請の

初会舎ではまず︑委綴穫に石原
ング・グループで基礎的な倹討を

核差料サイクル︑所要資金︑入員

性試験醗究やモニタリング体制の

周央前日本開発銀行総裁︑麗筆員
露ね︑①原子力開発規模の検討に

くことなどを淡御した︒

長に楯葉播三日本偶報開雛協会理

について︑委綴会での検討に際し
て基礎となる考え方を煮つめてき

問題︑二陣傭制上の協力問題など

た︒

妾たっては長期的な経厨成長見通

の増加は従来より低いと予想され

委員会では﹁かりに露給条件に

る③想定駕次のエネルギーバラン
ス検討に際しては︑毛質エネルギ

ない︑墓本となる開発規模の検
討騨価を行なうために幹贈会︵塵

購爽だ︒さらに環境問題などから

どの練り間しを迫られているのも

助・朝日断聞社論説委員︑岸本康

蟹理センタ轟務理聯︑摩二日之

気常務取締役︑躍層芳郎・核物麗

会副会長︑国籍芳郎︒東京芝浦電

いう原子力発電翫画の妥当性に対

なった︒昭和六十年六千万KWと

ある問題燕を洗い出し︑討議を行

点を総ざらいする方向で検討を加

の批判などあらゆる角産から問題

じめとする行政の取り組み姿勢へ

する疑念や︑安全審査の公開をは

くなっているう汎︑あいつぐ故瞳

原子力発醗の立地の確保が難し

灘輔欝額鰭

が原子力発惣への僑頼磁を低下さ

電源開発狸蝋︑笹生仁・開発計画

えたもの︒

せるなど︑原子力開発をとりまく
諸傭勢は大きく変化している︒こ

研究所長︑厨村武久・古河艶気工

業常務取締役︑瀬川正男︒動力炉

以来︑原子力開発利用の現状︑エ

同懇談金は三月十八日の初会倉

のような構況によって︑これまで

う計画の実現は困難視されている

の昭和六＋黛六千万KW開発とい 業副社長︑末永総一郎・三菱璽工

について関係省庁の説明をうけた

ネルギーの中の原子力の位麗づけ

産業界︑漁業関係蓄などから葱晃

あと︑原子力委員会はじめ学界︑

英三・立教大学教授︑田励敏弘・
臼本興業銀行常務取締役︑田中謹

核燃料開発騨業団副理珊畏︑田脇

治郎・東東電力副社長︑田筥茂文

自由再論に入った︒今後原子力婁

聴取しており︑この日の会愈から

だけに︑原産が今回︑現在の諸条

これを遅成するうえでの諾問題を

力発電の妥当な開発騒標を示し︑

濃縮︒再処理準備会顧問︑中村貢

件を踏蒙えたうえで︑新たに原子

明らかにすることは︑現在︑開確

選し︑エネルギー暴露予測︑経済
跳躍率予測箸についてはできるだ

農会の役蹴とその控格・規制体系

東京大学教授︑桧山義夫・東京大

の分担のあり方などで間題のツメ

安全研究体制︑国と地方照隠髄鞘

学名懲教授︑平塚保明・金属鉱業
環業霧雲議長︑伏兇康治・名古屋

を行ない︑原子力行政の新しい方

かつ説得力のある目標を持ちえな

よって立つ指針を与え︑新しい縫

大学名懲教授︑法蜜四郎・控友原

向を打ち幽していくことになる︒

いでいる原子力産業界や関係雷に

原子力発電は石櫨危機をきっか

済体認に即応した原子力開発を謝

子力工業騨務取締役︑紺田浩・日

していく方針だ︒

けとした石膠纐格の画論︑供給不

画的に実施して行くために欠かす

守・大日本水産会奪務理瑠︑吉岡

本原子力研究所副理麟擬︑森沢墓

け政府などで検討された案を妙用

安などによってその必要性があら

原子力発電開発規模検討委員会

ことのできないものとい沈よう︒

た︒今園は宮沢︑マカッケン両外

日から二B聞︑外務省で閲催され

りあげ︑世界における核欝欝の必

済問題と並んで︑原子力闇題をと

大︑資本交流を図る⁝1なとの経

な貿賜を推進︑雨国憲の鷲揚を拡

闘題であり︑謹た本質的にエネル

子力船の開発は企業体力を趨える

に開発自体には受け身である②原

に異論はないが︑海運界は体質的

開発の緊要性が増大していること

と石癌醤蝦の有隈性から原子力船

するとの野臥町明を採択し開会︑

絵なとの問題にふれ︑カナダ産の

カッケン外椙は︑とくにウラン洪

また会議終了後の認者会冤でマ

原産も政府主

る︒

推進に閲する考え方などを検討し
た︒

﹁原子力商船に関する国際会議臨

五月・ニューヨークで開かれた

から︑原子力商船の爽証船就航は

日本原子力研究所東海研究所の

動力試験炉︵JPDR︶が六月二

同炉は安全性確保を主とした軽

十八日正午過ぎ︑臨界に遠した︒

水炉燃糾の国藤化に役立てるため

造工攣を行ない︑四十七年二月︑

当初の出力密度を建増するなど改

ていたが︑同矩八月に炉心スプレ

薩出力薪燃料による初臨界に達し

ー系配轡にクラックのあることが

ため原研は薩ちに試験を中止︑原

わかり冷却水雪覆もあった︒この

因究明にあたる一方︑銀常箇所の

改修を縫いでいたが︑今年三月朱

も順調なため六月中旬から燃料装

までに修優を終え︑各種機能試験

荷を關始︑この臼の臨界となった

もの︒原研は引続き各種炉内構造

蕉ぶりに八月中旬から原子炉を再

物の機能試験を行なった後︑難燃

訴動︑年度内いつばいをメドに順

たがって出力悩楢︵九十MW︶に

次出力上記を図っていく予定︒し

よるいわゆる3PDRi賢計塵は

込みだが︑運転は当固︑颪五十サ

来年度早々からホ格聞始となる見

いる︒

イクルかまたは三鉦間に眼られて

合で︑原子力行政に灼して批判の

名望教授︶は︑三十臼の第八回会

政懇談会︵婁員長・有沢広巳東大

長︶山本幸助

課長︵石抽隣発公団総務部総務課

窃論纂付︶安楽隆二︑原子力薩業

長官宮房参購窮︵長

日本原子力麓糞会議は三十日︑

︵七月一難︶

◇通塵憲資源工＊ルギー庁辞令

堕京︒丸の内の工覆楽部で原子

箇租の諮闇機関である原子力行

原子力行政懇談会

問題点討議へ

意見聴取終え

た︒

の臭え方を反映させることになっ

原子力委二会原子力船懇談会にこ

て﹂との方向を打ち出し︑三日の

て討議︑﹁第二船外発は政府轟轟

子力船隔発事業団のあり方につい

一船以降の計画推逓体制︑日本原

から︑﹁むつ﹂の今後の描躍︑第

画を推進する必嚢があるとの観点

は︑わが国でも原子力船田口化計

兇方が強まっているが︑懇談会で

力商船聖代は八O年代後米とする

︼九八︸i△蕉︑本格的な原子

原研・JP
DRが臨界

ためて確調され︑﹁準國塵エネル

吉田正勝・九州駆力常務取締役︑

俊男・田本原子力発醒常猫取締役

渡部賭雀・申部脳力副社長︑綿森

▽委員展・石原周夫︒前環本寺

委農は次の通り︒

ギー﹂としての優位性は︸般附に
認識されつつある︒しかし一方で

難銀行総裁︑▽翻委員長・偶藤俊

▽オブザーバー・井上力・通産

力・日立製作断聯務取締役

は︑世界的スタグフレーションの
進行にともなう国内的な総網嚢抑

日輪惰報開発協会理藁薦

夫・関西電力副社長︑稲藥秀三・

街路源エネルギー庁審議官︑半沢

レ︑愚民経済濡動の低擶が擬期化

▽婁贔・轡木成文・璽象工業大

治雄・科技庁原子力局次長︒

制政策のあおりをうけて︑インフ

傾向を添していることなどから経

学教授︑正親兇一・電気製業工合

生大艶はじめ両国の関係各閣優が

要性を再確認し︑とくに質子力費

事務レベルの折衝へと交渉の場を

ウランは国内への供給を優兜する

なろうなとと語った︒

には厳隠な保障摺置をとることに

力船懇談会を開き︑原子力船開発
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済冤通しやエネルギー購要予測な

第二船は政府主導で
翻矧原子力船開発で見解
胎盤的に開発自体には受け身であ

日本船主協会︵菊地鯉次郎会

り︑政府童麟型で推進すべきであ

より憾が比較的小さくなるとして

る﹂との知解を発表した︒この兇

も︑これを明確にすることは従来

長︶は二十五日︑原子力第二船以

セキュリティー画︑国際収支︑国

降の開発体認について﹁海運界は

ー源の纒給兇通しほか︑環境面︑

の横笛的な考え方が変ったことに

催予足の原子力委員会の第四圓原

桑を象とめたもので︑七月竪臼開

解は同協会工務委員会での検罰結

術交流︑投資︑合弁会社の設立︑

子力船懇談金で同協会の代表がこ

明には⑰資源など山鴛︸心に科学技

供給および市場機構の確立を図り

出書して最近の愚変ずる世界経隣

材および襲傭の移転は受欝にお

るので︑政府主二型で推進される

ギー政簾としての国策マターであ

発毛は①石癌をめぐる世界惰勢

の冤解を開陣する︒

へき役講︑協調の町能性について

国三二三下における繭国の興たす

べきであることが盛り込まれた︒

ける発効な保照象潟下におかれる

いく㊥保護電義を抑え︑より自慮

両国の互恵的野漸関係を強化して

爾国の経済︑政治關係をより強化

移すことになった︒今回の会議で

ほか韓園に原峯炉を売却する場合
流を図っていく葱向であることな

導開発要望へ
について︑カナダは日本と資本交

は︑とくにカナダの外資規制政策

べきである︑の二点を指摘してい

広範な協議が行なわれ︑二十四日

第七回日加閣結膜員会は二十三

日撫閣下奮会

原子力協力な
どで共同声明

皇一三

はならない﹂とする意晃なとも考

擾︒伊藤俊夷関西囎力副社侵︶を

灘・

響

難論難．

設圏するとともに︑界棒鮒な闇題

会の運営方針についての辮議を行

しを棊礎とする②エネルギー三重

齢欝癒

それぞれ選出した後︑今後の婁樋

会︑小委農会を設けて検討してい

十名で構成され︑九月を蔑標に食尽をとりまとめる予定︒

講

購長︑蟹藤俊央閲西羅力翻社長を

㌔

…
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安全で環境に調和した原子力発電所

それは東芝のモットーです

沸騰水形原子力発電設備一式（原子炉、核燃料、タービン、発電機）

藍翌原子力発電プラント圏顯謬

高

力

ければならない︒同晴にこ

鵬所が決定され︑整備されな

ない以上︑どうしても新しい

行なうなど︑遮へいのみならず原子炉の

ついては国の澱優において十分な妥当を

おいて行なうものであるが︑その纏宋に

硬な改修は原子刀船足発購業団の磯儀に

兇解の巾で︑﹁むつの技術的総捲検と必

された結果といわれており︑船舶推逸の

エネルギー安定供給の観点が強く打ち出

は︑従来の経済性中心の見方に加えて︑

うということが明らかにされた︒これ

は本格的な原子力商船時代を迎えるだろ

んでおり︑一九八○薙代後半には︑世界

の爽証紙就航を一九八﹁〜二年頃と兇込

いく計画で︑広威懇には必要に応

城運営執行体制の死実化を爾って

懇談聾を新設するなどして電力広

社擾︑総裁によって構成する広顧

ほか︑中央畜力協譲聾に十二力の

簗連含会に正翻晒蝋会議を設ける

とくに中央機能の強化では電気撃

を含む賭検討を遊めていく方針︒

硬に臨じ協力する︒濃縮︑再処

国が中心となって開発を遙め︑必

る︒実用化に簗るまでの新型炉は

を開発し︑かつ揺曳化につとめ

として電力各社が引き続いてこれ

業炉として瞬発中の軽水炉を霊軸

二︑共同購入︑融通など擬・短期

建網など各面にわたっての糧互五

び濃縮役務についての受け入れ︑

鉱石︑LNGなど資源の確保およ

▽資源の広域運欝天然ウラン

剛

四竃⁝
月以来︑萄森嵩むつ市の縁港

原子力船﹁むつ﹂は昨年十

展⁝に係留されている・しかし・

行なう︒

もに︑両周波数運血塗㈲の増強を

のことは︑﹁むつ﹂の出力舐

性能︑その億主要な点において︑再び同

分野にも原亭力化の波が急還に押し霧せ

羅力関係諸機

〔原子力関連主要得意先
（発墨所関係）酸茎腺予審発壇㈱・救賀翰」＝び東海発亀所、東京電力㈱・描翻発蹴所、中圏二二㈱

系蔓韓送霞目を一麟拡充するとと

験︑爽験航海を湾えるとき一園璽要にな

様の藍田を繰り返さないための綿密な計

▽機器の標鵡化

転保芋、施没内の補助三舞並びに滋繕業務、管理区域内除染および譜掃、鰹逓区域構掃
（研究施設関係）Ri放射線取扱実験室1没書1トコンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃棄物の処理、フィルターの交換、i霊闘線慧率・表爾拓染率一叢」測定、協調設
備運転保守、管理匿域内除染および縛掃、1樋区域清掃、浄水菅理

に推進する︒原子炉については商

ってくる︒

画をたて︑それを慣盤に実行する﹂と述

視野での協力を行なう︒

（発聡所関係）機器その他のゐ染除西、定期検査時の除染・サーベイ、核燃桝装荷・父換作業、
掴人撤曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の謝野｝、廃事物の巡搬、熱電1」11・…聾調思妻遷

論それ︑その籔任と魚撹で強力

﹁むつ﹂は不幸にして︑出力三石開始

理︑廃藁二段理など︑核燃料サイ

器の標準化︑規格の統一化は従来

〔原子力関連営粟種昌〕

﹁むつ﹂の改修と

早々︑放射線もれを起し大きな混乱を招

じ日本原子力雛醗からも参加を求

から促進を図ってきたが︑原子力

クルの確立については︑組織的に
開発を逸めるため︑国の協力も含

ユーザーとしての電力業界と電気

関係を含めて今後さらに推直し︑

めて新体制の樹立を急ぐ・

▽躍力融通強化のための連系線

の拡笏全国的な胴給の安定に備

によって機器の僑頼度向上とコス

機械諮興メーカーとの幽しい協調

調査についてこばむ理曲はない﹂

係地域の儒民の理解が得られれば

についての調萱要舗を受けた︒関

﹁閲霞社痩から正践文聡で︑設臆

うか﹂という麗問に︑小谷町擾が

環境調癒の賑し入れがあったかど

置議員が一閲聡から発蹴所立地の

無所属十τ茗︶で共薩党の松本型

共産七名︑社会国名︑公明︸名︑

町議会︵議風総数二十六名︑うち

会で明らかにされた︒開会噸の岡

たことが︑六月二十四日の岡町議

調査を実施したい﹂旨︑甚し入れ

まい︶地区で︑発聡所建酸の環塊

谷潤一郎町長︶に﹁閾町蒲井︵か

の臨︑京都府熊野郡久契浜町︵小

トの低減につとめる︒

え︑地域間電力融通の積極化に対

ため︑送醗熱雷をも蕎癒しつつ運

する諾条件の整備を行なう︒この

関西醗力がこのほど雲丹後楽島

とぐに滞井地区は戸数十左戸・七

7

肚原勒嚇の他｛麟二雑題満更罵｝舳翻・てピル鯉鰯を麟

2

6

7

9
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総点検を急げ

地元ととりかわした協定によってその縁
ていることを物語っている︒

．

する︒建設工期についても十磁力

の会社間とも広く共同立地を推進

進めるばかりでなく︑ブロック外

ロック内での共岡立地を横代的に

し︑電源の開発については地域ブ

源地点と纒要のバランスを翼検酎

▽電源の共岡立地地城別に電

的計画は次の通り︒

魔力広戚運嘗拡充のための興体

の拡充方策

⁝電力広域運営

めることになっている︒

べているが︑その実施にあたっては︑そ
こうした世界的な原子力船爽用期を控

いたが︑故陳そのものは舶矯炉の本質に
かかわるものではなく︑したがって改修

子力船開発を本来の姿にひきもどし︑そ

えて︑わが国は翫画から大錨にずれた原

の祠れをとり戻して行かなければなら

る︒このことは︑引続いて行なわれるで

ない︒今後の原子刀船開発のあり方につ

儲をもって臨むことがとりわけ必璽であ

あろう出力試験︑爽験航海などに際して

も出力試験をしながらこの概の悔理を行

も求められる︒こうした一運の開発過程

も野鴨だ︒レーニン讐もまたサバンナ号

の蟹的を明らかにし︑捜術箭な十分な自

港は︑五十二鋸群をメドに撤去すること
になっており︑政膚はいま新隠港探しに

放射線

なったことが明らかになっている︒放射

いては︑原子力婁厩立に新たに設けられ

の黒総とその禦故をきっかけに広

線もれの原困調査にあたった﹁むつ放射
において再び進め方に誤りを生ずるよう

もれ

懸酷だが︑﹁むつ﹂に押された

されそうもない︒新概港の候補地が噂に

がった原子力行政への不偲は容厨に払拭

線もれ闇職漁董婁鱒金﹂は︑技術的な問

ているが︑なんと・いっても第一の荊提

のぼるたびに︑地元に大きな母港反対の

は︑﹁むつ﹂の改膨と総点横を遡かに実

た﹁原子力船懇談会﹂を丹心に検討され

の今後にとどまらず︑わが国の原子力船

なことがあれば︑それはひとり﹁むつ﹂

開発の芽をつむことになりかねない︒こ

題のみならず︑政簾︑繧織︑契約などの
無点から︑その隠接的︑間接的原因を究

施し︑臨力試験︑実験硫海を遡じて原子
力船固袴の性能と安全性を立通しつつ︑
この﹁むつ﹂を使って商用舶用炉を開発
して行くことである︒こうした蕩え方の

し︑三一船以降の違め方も固まろう︒

中で白船辮業団のあり方もきまってくる

つ﹂問題で一頓座しているが︑五月に獲

わが國の原子同船開発謝画は︑﹁む

業団の磯任は麗い︒

の愈味において︑原子刀婁鍋会︑康和禦

遣したうえで︑原子刀船開発は必要であ

動きが起るなど︑その決定までには多難

漁業蓄をはじめとする地徳住民は︑

を思わせるものがある︒

り︑そのためにも﹁むつ﹂の遮へい改
修︑原子炉部分の点検を指摘し︑出力試

﹁むつ﹂の田田性が確諏されないま柔順

港化されることを拒んでいる が ︑ ﹁ む
験を承唆している︒

がいるというジレンマがある︒だ
麟で關催された﹁原子力商船に関する国

原子同断画会もこの調蕉縮累をうけた

つ﹂を万金なものとするためには点検や

港
の腿解を発表した︒原子力婁熈会はその

形で︑﹁むつ﹂の開発謝画を継続すると

各祉闇の調整を図る︒

▽康子力の共同開発原子力に

原子姫から核燃料サイクル全般に

鰻璽点を躍いて開発することとし
なお︑今圃の塾ぶ万針は電源開

かつ体系的に共同開発を推進す

わたって一連の絹関性のもとに技

る︒このため︑国の藻潮たるエネ

徳・安全性研究をも含め︑総禽的
力業界は今後︑中央および地顧協

ルギー管簾のもとに国と罠間︵電

示したにすぎない︒このため︑爾

盛られた囲え方をどう異体化して

との開発分野と分担を明確にし︑

力︑メーカー︑非鉄︑化学など︶

を完了︑六月二⊥T六日から臨界試

く︑日本海に面した地域︒

十余人の暴腿半漁で兵庫藥側に近

久蘂浜町は人口約一万四千人︑

と管えたことによるもの︒

正午︑二〇％濃縮ウランー水素化

ても︑気象・海象・生物等の環塊

としており︑すぐ調査に葱手でき

・環境調斑の串し入れをしたのみ

ておらず︑発懸所についての立地

躍針画を原子力か火力かは決定し

一方︑閲西騒力は岡地点での発

験にとりかかっていたが︑この田

ジルコニウム会金燃料棒醤二十一

末を装荷したところで初期臨界に

原研は引続き︑出力較正︑出力

達した︒

タ測定など各種の機能試験を済ま

分柘︑出力上碑︑動特腔パラメー

急上職とそれに

原馨薦解糖腰塁が獣罷醍醐翻碓凱準

8月に初のパルス実験

NSRRが臨界

完的役劇﹂ほか︑組識機能の強化

いくかについて電発が果たす﹁補

議食の鳩を趨じてそれぞれそこに

発の今後のあり方について掴針を

くりを急ぐ考えだ︒

際会議﹂では︑各国共通して原子力商船

影
で嘗民それぞれの役劇と麗任分担
の明確化が必要なことを掴摘して
おり︑その際︑今後の關雛推盗に
当たっては﹁民聞は軽丞騨を主軸
に露力各社が引き続きその引引化
につとめ︑爽周化に至るまでの新
型炉は国が中心となって開発を推
め︑民聞は必婆に応じ協力する﹂
とした考え方を打ち出している︒
電力灘界はこれまで︑動燃繋累邸

に対し︑財政嶺局からの要謂もあ

を中核とする新型動力炉開発翫画

よる燃料溶融な

調蒼には一年畢はかかる兇込み

（｛⊃77〔｝3＞（∂）1636◆（6）1326

鰍書占

〔353＞
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原
次郎
鈴木貞一郎

改膨が必要で︑あり︑そのために﹂やはり

が︑むつ市の母港にいつまでもとどまれ

二
九電力

．羅襲

﹁官 民 の 役 割 明 確 に
立地︑開発は各社共同で
電力業界は六月二十貝︑璽源開発会社総裁を含む鎌継社畏会で︑蹴力経営の今後のあり方に関する

の︒その中でとくに原子刀懸鱈については︑國によるエネルギー政策を踏まえながら密罠がその役割

塞本方針を決翻した︒基本方針は︑認力広城運欝の拡充︑強化について各社の悪血統一を図ったも

と畷任を明確化したうえ開発推進を図るべきだと強調︑開発に際しては﹁民閥は軽水炉を主軸とし︑

新型炉は国が中心になって進める﹂といった考え方を打ち出している︒

って︑開発饗の半額を負握してき

﹁甚末方針﹂は︑電力需要の僚

の五項闘︵別稿謬盟︶を掲げてい

月に発足した鱈力広域綴織商全薗

広域運蛍⑤機器標準化の描進ーー

的に見隠したものだが︑これによ

せて八層に初のパルス実験を行な

滞ほか資金難︑立地難などにあえ

ど原モ炉反応度
る︒

だ︒現在のところ発電母樹の晃通

NSRR計薩には世界各国が注
が簿られれば︑関電が現在難設巾

しは立っていない︒原子力で岡愈
ータを今後の原

ているが︑昨今の憲として懸章難

ると︑今後の贈源開登は従来の九

．灘磯

することになろうという︒

相互参加の形による協力について

か︑国際エネルギー機関諸国も大

すでに藻沫的学童ができているほ

自︑とくに米国ではPBF題画との大飯原子力発難航と問型を設罰

から昨年︑この蕎え方を﹁白紙遡

ぐ電力業界が︑引き続き経済の低

入れした︒今回の製本方針はこう

窟民

ようとするもの

計開発に役立て

子炉臨釜解析や

い︑ヤ月末頃から水格的な燃料破
翼体的行動計画の中で︑とくに

した業界の湾え方をここであらた

から新しく

するとともに︑従来

ので︑予鱗編成期を前に政府の対

協調

炉心構遮体の設

畢故を模疑しだ

懸力体制に新しく鱈発を加えた十

確認

題してほしい﹂湧関係当局に申し

成擾化︑燦源問題の深刻化および

醗源立地については︑これまでの

民闇主轟

壊実験にとりかかる謝画だ︒

露力体制のもとで広城運営の拡充

東︑中︑西各ブロックにとらわれ

の

めて

い︑得られたデ

を図っていく必要のあることをま

の建設工期についても各社間調整

ず共同立惣を薦めるほか︑発璽所

躍

各種笑験を行な

れぞれ対応について新たな展開を

点の広域的活用︑原子力発電開発

ず強調している︒つまり︑電源地

を行なっていく方針だ︒原子力発

転換期

駅開発は当駅の巖璽点謙題で﹁原

だいわば︑

エネルギー供給構造の変化へのそ

にも拘らず

求められているのに対し・こうし

その経蟷基盤を確固としたものと

に伴う協力体制の強化および脚力

藏
応が注囲されている︒原子力登電

へ路線を大廻に修賑したも

購給の広域的調整を基水に︑資

炉から核燃料サイクルまで全

し銀鎌継定供給の僅命を完遂して

子

バブコックヨ立︵株︶興エ蠣

耳翼目臨界を前に監備が急がれ

きな関心を密せている︑という︒

般にわたり総含的かつ体系的な共

でいわば﹁原子

岡開発を進める﹂湾え︒そこで

めの原子炉﹂︒

ていく弩えで︑そのための翼体的

炉開発研究のた
行動謝画として①難燃の共紙立地

〒七三七

重三O八二三一二一一二六一

広鶴漿興市霊町六の九

開発ではこのほか︑颪処理や廃棄

l関係諸問題の現状認識と難題を

ついても組識的な開発を憩めるた

物箇理など核燃料サイクル確立に

踏まえながら︑今後の羅力経営の

め国の協力も含めた新しい体制づ

ているNSRR︒順翻にいけば十
住所変更 社長上野勝二氏 倥撰
ー政策立案を豪ず葡握に︑その上

は︑圏による確固としたエネルギ

月末から本格的な核燃料の負心爽

②原子力の共同開発③電力融通強

験が始まることになる︒

化のための連系線の拡充④資源の

これまで約二

あり方について業界としての万難

いくためにはどうすればよいかi 金︑用地︑資源の効率利用を図っ

麟諜鰯

久美浜町議会で町長答弁
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聞

力

圏

軽水 炉 の 必 要 性 強 調
スト増で増殖炉後退へ

DA︑達邦エネルギー局などの各

ていた︒

一九八五〜二〇〇〇隼までの中

大な影響を与えそうだ︒

後退は︑摂期エネルギー供給に多

十階がを上回る原子力発継所︑ウ

アソシエーツ︶︑賢聖分離のセン

︵ウラニウム・エンリッチメント︒

ウラン鉱石の安定供給を園るとい

返りとしてブラジルは西独に対し

ては︑同協定にのっとり西独がブ

特に原子力発電所の漣設につい

う︒

ー・アソシエーツ歓の計画通りに
進めば︑八六年宋までには戯唄で

翻

羅

鰹

窒

器＼

当社はFAP里G撃高として、躰原子営業朋：魏扇子炉研究用原子炉0

核燃料コンテナ向
け加熱装置を開発

した※周が︑踊在ソ仏英蕊國にそ

たもの︒

転用される恐れがあるとして各国

ついて西独筋は﹁西独政事がブラ

から注闘を錐めていたQこの点に

ジルへの原子力輸出を許可する際

っても︑その許可前にブラジルは

は︑それがいかなる形のものであ

簸

灘
灘

脳鷲

国際原子力機関︵王AEA︶と査

らない﹂と語った︒

察に関する協定を結ばなければな

仏︑スペイン両国

︹パリ松本駐在麟︼フランス︑

5雛

萌富

は︑平和利用國的の原子力が軍鶏

独との原子力協定締結について

PT︶に署名していないため︑西

ブラジルは核拡散防止条約︵N

ることになる︒

ラジルに出力百三十万KW級原子
岡社の握案によると︑約十億メ 六千ゾSWUの濃縮ウラン生産が
炉四基を一九八六母までに︑また
緕ｵ四葎が樋格︶の資金を投 可籠となる︒
九Q年蒙でに追加四基を完成させ

独

ラ・ブラシル外相は六月二十七鼠

ゲンシャー西独外椙とシルベイ

西

入して年闇能力三千ナSWU︵分 ブラジルと原
離作業蝋位︶の貞心分離プラント
子力協定結ぶ

を建設するのが囲的で︑政府が一

九七八矩申頃までにこの提案を認
司し︑建設許可がおりれば︑八一

ボンで︑原子力技術協定に調印し

年までにプラントを運開に弾き︑

八六年来までに商業生産を開始す

た︒岡協定のもと︑西独は今後十
五年間にわたりブラジルに総額四

ることができるという︒

米圏の民間企業が異体的なウラ

西独最大手の餓死会社RWEのほど︑圧力容器の底部︵墾磁三百

大型高速炉建
同敷地では︑すでにビブリスA

R︑最大出力百三十万KW︶は来れた︒

ビブリスB原子力発電所︵PW九十五誘︶据え付け作業が始めら
年ナ月の運紙開始を自指し︑順調

︵PWR︑実大歪力百二＋四万四

設で交渉進む
に建設工罰が進んでいるが︑この

就千KW︶が通転

闘のエネルギー窟瀾発する

との判断から︑今回の謝画案には
その最優先開発条項をもりこまな
かったようだ︒このため巾・長期

英国の表面加熱装躍メーカ⁝の

英ホットフォイル社

ホットフォイル社はこのほど︑核

瓠熱装薩︵11写爽︶を開発した︒

の關発において趨い抜かれ︑国家

ック・リッチフィールド社の子会

ルコ・ニュークリア︵アトランチ

工場で難きたプルトニウム盗難

スペイン両国は︑スペインに出力

計画中のスーパー・フェニックス

百二十万KW級高速増殖炉︵仏で

巾で︑RWEは
さらに同敷地に

KWの加圧水型

出力各営三十万

炉と同様のもの︶を建設する交渉

％︶をスペインの二歩が買収し︑

資している分︵同社資本金の二五

インの電力会社ヒフレンサ社に出

ランス電力公社︵EDF︶がスペ

を進めている︒この交渉では︑フ

原子炉︵PWR︶
二二を設躍す
る許可を政府
に晦謂してい
る︒

イン原子力蚕員会︵JEN︶はフ

れているという︒このため︑スペ

に再投資するとの形式が詰し命わ

萬速炉を建設することになる金事

写翼︵11DA
EDFはこの出資分をスペインで
D提供︶は︑ビ

プリスB顕子力
発電所岡けに搬
暑中の圧力容器
底部︒

点炉の研究調査を進めている︒

ランス原子力庁の擾助のもとで高

力研究所殿動力炉咳燃料醗聯三門麟界実包置舗放射線艦

のエネルギー供給源開発として︑

ルギーの優先開発方剣が打ち串さ

燃脳コンテナの汐留温度をあらか

FBRのほかに核融禽︑太陽エネ

調整されるという︒

れ︑この三つを柱に今後の開発が

この加熱装翻はすべて注文生産で

ERDA筋は︑今後のFBじR
め開
定められたレベルに維持する

発について﹁FBRは今なお︑
で︑ERDAの前身である原子力

まずコンテナの正確な鋳型をとり

ン濃縮工場建設謝画を政曄に提案

無難馨鷺愚翻塑離鯉隠難野袴加熱器が

期待されている﹂と語り︑今回の

かったようなコスト増に遭遇︑政

米園のセンター︒アソシエーツ

発ン汐齢遠心分離で81年運開

の岡審議会の会合の後︑モートン
彼はこのほど︑米エネルギー研究

窮件がきっかけであるが︑その

ジェックスに続くもので︑センタ

他国に先駆けFBR詔旨に海手いただけに︑実質上のFBR開発したのは︑ガス菰散法のUEAラン濃縮施設などを建設︑また見

プロジェクトとして鴻儒をかけて

ー

委員会の時代からFBRの關発に九九〇年代には運転に入るものと

ルギー研究開発についてはこれま

期︑二〇〇〇年以降の長期的エネ

と同購に︑一九八五年までの短期

脳が一二に会して米圏のエネルギ

長官がメンバーとなり︑行政府首

同謝画草察は先霞初め︑メリー
商務長官は︑今後は在来の軽水炉

ウラン濃縮工場建設壁画案を正式

開発局︵ERDA︶に磁心分離法
社︶︑EN亙・一一ユークリア︵エ

の基礎になった資料を・薩叢界

いまでのプルト

さいNRσが盗難の瀬瀬を否定

の司能性を調琶するため設立され

府もこれ以上の早急な闘士は無理

国の軽水炉開発晴代にもみられな

いた︒しかし︑FBR開発は︑※するものではないとしている︒

にはFBRの商業化が期待されて方針はそのスロー・ダウンを慧味

来エネルギー研究開発周︵ERDA︶は六月三十臼︑将来の米国のエネルギー研究開発計画案を議 最総点が齪かれ︑一九八七鉱まで

年濠での短期ヨ標として軽水炉とウラン資源の開発が強調された︒しかし︑中期および罠期的な潜筏

会に擬出︑岡計画簗では︑エネルギー供絵源として原子力発餓の重要性が改めて認識され︑一九八五

エネルギー源としてその開発がこれまで鍛優先されていた高速繕殖炉︵FBR︶は︑鍛優先研究開発

のひとつとなり︑米國のFBR開発は実質上︑後退を余骸なくされることになった︒

頂図からはずされ︑核融含︑太陽エネルギーとともに優先的に開発される潜在エネルギー資源三本柱

のエネルギー供給については︑軽

昨年翼鏡︑国務省︑内務省︑ER

原子力発電をはじめとして現在選

水炉と国内ウラン資源の優先的開

冠RDAはこの計画纂の中で︑して石炭︑石藺︑天然ガスの關発

択されているエネルギー供給源を

濃縮工場建設を提案

削減するこ と は ︑ ま だ 選 択 さ れ て
発に霊脹が置かれた︒

荷をかぶせることになり︑これは
ランド州キャンプ・デービットで
開発に瞳点を亡くとの方劉を明ら

ー政策を審議している︒六月初め

いないすべてのエネルギー源に重

渦旧すべき解湊策ではないと指

かにし︑これまで簸優先の国家プ

レクトロ⁝ニュークレ戸戸クス社

︵議畏・モートン商務長官︶の会

の駅長社︶の両社による共同瑞業

開かれたエネルギー資源審議鼠

ロシェクトであったFBRの開発に提幽︑政府からの機密技術およ

摘︑原子力開発に反対する批判者

を後邊させるとみられる発器をし

を失う︒拡張計画中のNFS社ード大統領がかかげる一九八五

に一切挺供するよう要求してい

ニウム瞬なら現

発見されたということなのか︒

RC婁鍛に震の 相は窺大な盗難の 可能性 が

力会社はもちろん︑NRCもそ擬照システムではなぜ不十分な

ともかく︑来国のリサイクル

門糊剛翻麟繋駕

を階に攻離するとともに︑来国の

の︒同審議会はフォード大統領が

合で明らかにされ︑横討されたも

び資金擾助を要請したQ三社はア で︑昨月︑ウラン濃縮漿業蕊出へ

エネルギー供給源として原子力発

年に原子力二百プラントの﹁エ

る︒リサイクルをなぜ延期した

得の保陳システ

したのは︑その雷腿どおりに受

明

シンプソン会畏はNRC決定

ウェスト・バレー工場も︑︸年

ネルギー磨立謝画﹂の目標と

のか︑爾処理までもなぜ認司で

波及をみると︑この実綴はフォ

半から二庫の計爾延期はさけら

は︑どうにも両立しそうにな

に説制していないことに対

れない莞通しで︑そのほかの潜

瞭

きないのかを︑NRCが
塵払騨はプルトニウムの安全

い︒

れば︑そのマイナスは測り知れ

在曲再処理墨管への影響を含め

可の郷止で薄煙羨定のチャンス

電を改めて鍛璽嚢糊している︒そ
﹂

︑／

米原子力規制婁員会︵NR どプルトニウム関趨施設の許認

して︑一一騨はそこに

が

保陣に︑これほどのぎせいがな

あるのかを疑っている︒プルト

阿

いる︒※原子力産業会議の﹂・

ぜ必要なのかの理解に卜しんで

ないほど大きい︒

その結粟目に冤えているのは

可簿止も発表したため︑騒ぎは

痩用済み燃脳貯識プールの建礒

ムで十分という

けとってよいのか︒それとも輿

ったのは︑昨駕カーマギー社の

ニウム問題がここまで深刻にな

この決定により︑再処理施設

C︶が決めたプルトニウム・リ

までlIが︑※国の産藁界 に 波

大きくなった︒

ラッシュのエスカレートだ︒魔

考えを述へ︑N

シンプソン会長は︑三蕉動くら

ではまず来年バ月に運開予定の

米国の恥リサイクル決定延期

産業界に大きな波紋

サイクルの延期ーー一九七八年

RCの決心を変えさせよう と 働

紋をひろげている︒産業界はN

きかけたが︑﹁改心の見込みは
源い﹂とニュークリア︒インダ

購の趨こりは今年一月︑環境

ストリー誌は伝えている︒

審議会︵CEQ︶のR・ ピ ー タ

のかという趣露の質問をしてい

アライド・ゼネラル社の五塵プ

の安静壁心業務に澄われること

ーソン会穫が︑プルトニウムの

安全保陳間題の検討⁝〜NRCラントが影響をうける︒國下商

延期はその波紋があまりに大き

安全保隠問題の黒い影をひとき

る︒プルトニウムを再処理サイ

遜ければよいという離礁も産業

になりかねない︒さらにアライ

界から出ている︒アンダースN わ澤き上がらせている︒米国の

業再処理能カゼロの米國にとっ

ルト当逃が奪うように︑リサイ

RC委賃擾が︑雛の聯隊システ 延期により日本のリサイクルも

が実施中ーーがおわるまで︑リ

W・アンダースNHC委 貴 摂 に
は大げさに謡えば米国の猿子力

クルの運れもそうだが︑嶺薗は

遅れそうだが︑米国で起きてい

く︑その大きさがプルトニウム

発電の運命を左右する態味をも

残存微濃縮ウランを團収できな

ムを適用するより︑新システム

る遅れの覆紋は︑日本には無関

ド・ゼネラル社のE・シューベ トに貯藏して︑当画輸送問題を

のNRCは態慶の決定に時間が つが︑それをわざわざ止めるの

いことの方が影響が大きい︒そ

︵K・K︶

ではすまさ

て︑アライド・ゼネラルの運開

というのが鷹

を開発する方が學いと答えてい

れそうにない︒

係な

サイクルの決定を延期するよう

は

れがやがてウラン供給への圧力

認識の違いが鵬ているようだ︒

るあたりに︑産業界との微妙な

要講したこと︒発足したばかり

かかったが︑五月初め︑ピータ

業界の反応である︒さらに︑稼

核燃料サイクル金諾への影響の

になるからだ︒あれやこれや︑

全く無茶だ

ーソン騒擾の勧告にしたがうこ

トリック社のモリス工場も︑認

働に失敗したゼネラル・エレク

耐岸の懲懲
ルの延期だけでなく︑菖処理な
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聞

力

原

⁝ジ・ミーニィ※岡労働総同盟博

ている︒同蚤員会は︑﹁国は︑政

は立証できなくても︶︑環境的︑

る︒

慧甑的に受け入れ蒲能な発臨用エ

論別会議︵AFL・C蕉0︶課府
員と民閣が原子力発電開難にかけ
ゆ
た二十葺の歳月と数や偲騨の戒果

原子力指向強まる
このシンポジウムに鰺離した多
岱がネーダー氏に挑戦するような

原子力魔藁新閥は︑米国原子

へのパブリック・アクセプタン

力麓糠霧諏議︵A−F︶が原子力

ことにでもなれば︑それこそ

力産業会議の四月末の会識を機会
に︑これに参加した建設業界の労
働縁台幹部グループが議会にもう
れつな攻勢をかけて以来︑次第に

入の戦い

する当初の投資額は大きいが︑結

払うべきである︒原子力発電に対

を見ることができるか

もしれない︑としている︒

なる︒一九八○奪から八五奪藤で

から著しく贈加させるようつとめ

に原子力発灘の鋼舎を現在の水準

局︑原子力は電力の中で一番安く

雇用面からも
原子力発電を

電計画推進への国家的支持を強化

フォード政権は強力な原子力発

すると艶積られている﹂と述べて

万〜一千五藪万建設労働時周を要

を設躍する場ムロ︑一網につき一千

なければならない︒原子力発電勝

蕎は電力業界でさえ功を奏し綴な

している︒大統領の諮間機関であ

いるQ

労働学理委議会

の旗

る労働籔理委員会の勧欝にもとつ

冷却されてきている︒ネーダーの

かった

く六月十四眠の閏晒のなかで︑フ

アンチ・ネーダー

して︑この動きに注目している︒

る建設禦業と生産酒動の拡大は︑

を呼びかけ

あげに成功をおさめつつある﹂と

さらに同氏は多くの政治的変化
をあげて次のように述べている︒

ォード大統領は︑﹁電力染髪によ

大衆の理解

くり出すパンチもものかわ︑労働

巨

た︒

ネルギー源であるとの聞象を与え

澱後にピッツバーグ大学のB・

を器用するためにあらゆ緬努力を

念入りに調べても安金で︵騒的に

米物理学会シンポジウム
なシステムが検討されており︑こ

米困物理学会が窯催して行なわ⁝な警擦行為を行なわずにすむ完堪

るシンポジウムで︑石炭と猿子力﹂れによると︑核轡料サイクル上で

れた将央のエネルギ⁝選択に聞す

のみが今後放十郊聞に必要なエネ一攻繋臼標となりうる個所に必痩な

コ⁝エン二士は︑テロリストが盗

ントンでの反原子力熱は︑濃原子

数の物理学壱にとって︑原子力は

スの輪をひろげるために毎月発
行している﹁ニュークリア︒イ
ンフォ﹂を継続して紹介するこ

は︑すでに本紙七八○丹にその

とにしました︒五月号について
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﹁町民が納得するかどうか疑問﹂

つ晦を誘致するのは聴期尚早﹂︑

という反対懸兇が出た︒このため

決議文は﹁むつ扁を削除し﹁原
子力商船﹂と修正して採決︑蟹成
十一︑反対ヤ︑議擾一で淡議しだ
もの︒

に対する国・県︒町民の態度待ち

を聴取した︒

軍需利用研究施設の設躍場所に餌

決灘の内容は①田草町は原子力

ど︑農崎緊の動きがにわかに二重

陶を一苗の市議会で表明するな

を薦いた心臓ペースメ1カーの安 原子の構造︑母子力の解放︑核分

で︑日金階代に撹嶺した映画美術

の売れっ子・市紺爾氏によるもの

金棒﹂︑﹁そのまたあとにひかえ

る︒原子力がより身近かな問懸と
なってきている今日︑本革は︑こ

原子炉等規制法

など施行令改正

政府が閣議議定

政鰐は七月一Bの閣議で︑原子

憲防止法施行令の一部を改正する

炉等規制法施行令および放鮒線随

主な改正点は︑科学技術庁の原

ことを淡めた︒

子力旛設検査富を現行の十山人か

二十人から二十二人にそれぞれ改

ら十九人に︑また放置線検鷲冒を

めたほか︑両法にもとつく群可︑

検麓などの手数脳を引き上げてい

今翻の原子力旛設検査蜜と放鮒

る︒

線検査窟の増訂は︑急増する原子

に対応して︑その内容を強化︑充

力施設や放射線取扱禦繋所の検査

一一

照照

三口

試写

社

干370−12

ため︑京た米国塵室嗣や天然ウラ

商協議で︑日来の貿易収変雛均衡

紐ウランは四十ヒ黛八月差臼米通

琶団を派遣したQ鮒象となった懸

るのか詳細が不明のため︑懲瀧調

7 莫大な先行擾資が必要な原︑
ンのフィード謹で課税の対象とな
子再開発−新型炉も西金間
題が一つの大きな選点となり︑

そう︒豪爽は覇速実験炉炉心h
構造物の掘付け作業︵動燃︶・

燵正のため一万ジSWU︵分離作
饗羅︶︑三偲二千万が欄嶺を緊懲

輸入する契約があったもののう
ち︑オークリッジ工腸に保鷲中の

いわれている︒

もの︒課税総額は十三−囎億円と

れているが︑繰税通告をしてきた

などに対する閲心が昨今にわかに

建殴の進め方11の三点に焦点を 料サイクル諮瞬讐の試獅︑両翼物

げ

決のため軍急に町内の実態を調査

岡一万ナSWUはオークリッジ
︵テネシー州︶︑ポーツマス︵オ

ハイオ州︶︑パデューカ︵ケンタ

るもよう︒この際には︑例えば原

のはテネシー州だけで︑今後他の

ッキー州︶の三工場に分散保蟹さ

子力薄緑の伸びや高遼増殖炉およ

ようというもの︒

審議は︑①軽水炉以降の新型動

駒門部会は︑現在動燃礪業団を
中心にナショナル・プロジェクト

爾まってきたこともあって︑こう

絞り︑新型転換炉やGA型職温ガ 対角や資金︑所要人選といったそ

ミノ

賀の本会醸で︑松崎武議員他主名

関する特別決議璽を霧識︑原子力

といった状態だが︑辻佐世保市獲

現在田平町としては︑この決議

商船の母港化︑原子力平和利用開

も﹁むつ﹂改修に要請があれば転

で提案された原子力船受け入れに

を対象に菖がに対し四メ七十一一一機

発施設の誘致に積極的に取り絶む

米テ州ローン郡の通告で

州に謹で波及するのか問題︒

び核融台炉実用化隠笠の影鞭をも

讐灘鰹

禽んだ新型炉鎌入の前提となる譜

︑蕪融

力炉として開発すべき炉型をどう

条件の検討ほか︑経済性や灘境問

灘

として進められている新型紙換炉

殖炉原型炉建設に関する騨価検討

するか︑その炉型選定と②隅出潮

は︑わが国における鷲型動力炉の

がそれぞれ新しい段階を迎え︑こ

した内外技術聞発の鋤向やエネル

細な襖酎が進められるものとみら

ス炉︑CANDU型璽水炉︑的の
確他制約条件などについてより群

題︑安全注を中心とする各回型の

ギー蟹悩︑安金性確保の婆謂など

贈殖炉および多闘的醐温炉の各炉

︵チェッ〃＆レビュー︶とその建

経済附社会的譜構勢の変化を踏謙

〆

これらの検酎を進めるため︑同

えながら︑わが国における今後の

！

≦ノ

れている︒

芝

げげ

型についてわが国における無題づ

〆

ミノ

開発推進はどうあるべきか検酎︑

のほか海外で開発中の霊感ガス炉

および尚藩殖炉両炉の自主開 発

〆

けの明確化を図っていくこととな

げ

建ノ

方向づけをして政策決定に役立て
ノミ 〆

廃当物の固化処理︵躍申研︑千七

〆

儒頼姓解析︵照本造船研究協会四

ン交換樹脂の化学分解減当処理法

蕎籔十四万円︶⑭中レベル廃イオ

ミノ

科学狡術庁は一蹟︑昭和五十年

蟹性廃蘂物分離特性︵墜芝︑千

九電力金社と原子力発躍会社は

の基準で︑七四葺に逆のぼって実

ば︑七月一日に郡裁判駈に出頭せ

裂の仕組み︑原子炉の構戒︑核燃

﹁絵でみる

ゐ
このほど︑米国テネシー州ローン

よilという騒通流を受けだ︒

宿保港を使用してもよい︑との慰
入から①オークリッジ濃縮工場に

ことで︑蟹成決議した︒

保落している濃縮ウランに財産税

︒カウンティ︵ローン郡︶の笹財 施する③課税について異議があれ

酉五十八万円︶⑯耀境放射線測定

されている︒田平町︵梶川財基町

管理のためのエキソ電子線簸謝材

餐は﹁木は冤えずとも︑それによ

薬である②國はエネルギー間題解

翫﹂︑恥ききめがずっと持続する

電力各社はこの通告が︑突然の

・炉の臨界﹂︑﹁なまけものは醗

を課税する②課税は時価の三〇％

い

万円︶⑰放射線被ばく登録二二を

めあげたものだけに︑解説の流れ

料︑原子炉の制御︑放麺線遮蔽・

造雛動と安全性評価︵賑本溶接協
会︑千山ハ 臼十万円︶④康子炉圧力

容雛の超薫収探騰による欠陥定盤

測定︵三菱蚤工業︑五百†三 万

原子力のはなし﹂

って森は冤えるはず﹂と述へてい

目的とした被ばく線懸峯醗辞価

原子力についての亜門轡は数多

全評緬︵日本心臓血圧研究振興会

炉心の除熱︑原子炉の安金性i

での経験を・去隠にまと

いが︑本総は︑これから原子力を

大なるかな・遅発中性子の効粟﹂

五頁六十万円︶⑲放射線発がんの

の金九灘構成だが︑謹題が示す趨

現嘱
︵賦嵐保安罵贔協会︑七百七十八

に無駄がない︒イラストは漫画界

料の開発︵松下雪気麓榮︑四百五

落下騰の安全性︵三舛造船︑千六

⑮使用済み核燃粗輸送容器の海中

︵貸本揮発抽︑㎎颪四十五万円︶

百八＋二万円︶⑨隔膜法ガス状笹

五頁九万円︶⑩覇温燃焼ガス申の

を決め︑発表した︒婁託蟹交付の
試験研究題霞は︑燃料特性など二
放溺性物照の除去︵大阪府︑四百

慶原子力平和利用研究婁託籔交付

十二件で︑総額は三億五千六菖十
一芳円︒

試験研究題隠と受託蕎および釜
託額は次のとおり︒

①二酸化ウランペレットの熱変

形に及ぼすペレット勺法の影 響
︵原子力安金研究協会︑三千一万

円︶②原子炉材料の疲労とクリー

学ぼうとする人のための入門糧︒

誘発機構の解明及び放鮒線二三の

りまさに

万円︶⑱ラジオアイソトープ四葉

検出技術の確立︵原子力安金研究

プの相互効粟を篶遺した構遊設計

惹句︑千七百三万円︶⑳核融合燃

脚門粥語をやさしく料理し曝し解

円︶⑤八×八型燃料集合依による

しは・バックアップスクラム裟

概賂を謬るための好個の園欝とも

あわせて改正したものである︒

実するのがネライ︒また工数料の
ませてくれる︒難をいえば比喩が

れから轡門欝を読もうとする人が

五十

なろう︒︵臼刊工講新聞社刊︑A 引き上げもインフレなどの実橘に
5判︑説搾︑一部六闘八十円︶

多く不正確さが多少でてくること
だ︒これらも十分承期の上での覆

しを箆るだけでも楽しい︒例えば
﹁おとなの粘土細工︒頓心の核設

開発灘入間題と取り纒むなど現役
第一線で活躍中の轄者が︑その長

の予測・騨価︵住友原子力工業︑

湘法人放：射線照射振興協会

塾盤覆原子力工法練式金祇

繍：翻：鰍。子懸屋

六薔三十一一万円︶

，住友グループ

⑭

1鵜

饗な微風樽造︵ヨ水気象協翁︑二

千五百六万円︶⑥遮蔽

炉心スプレー系の冷却能力︵田立

﹁何かあると・すぐ手放せエと安

料アイスペレット︵三菱原子力工

くを占めるイラストでもりあげら

説した各塵が︑全体的にも灘分近

塾輩︵騰本門擾協金︑千四百十二

業︑千七士一万︶⑳保随描麗横証

の手腕を生かし﹁むずかしい原子

万円︶③原子炉配蟹系の局部的構

孚段としてのガンマスペクトロメ

れている︒粟芝炉はじめ原研の材

力﹂を門楽しくL描き出してい 躍﹂等々︑とにかく説む人を楽し

喬雄薔

三十八万円︶⑪環境放射能試料に

トリによる核物質の測定︵核物質

る︒内容もさることながら︑晃出

1κ・嚇
千七爾†万円︶⑬巾レベル放鰯性

解説欝で︑

製作所︑一

関する各種測定器の分析目標値の

料譲受炉︑動燃の縄還炉など建設

旗烈1ぐ

放射線照射の利用

明日を担う

タカシマヤの商熱心

の梱互作用︵臼本翅築学象︑照千

絵でみる

構造における爾速中性子の挙 鋤

に携わり現在は原躍で窩温ガス炉

ら

群罵隈羅臼甫縮霞町 二本原子力研：究所内
τ更ユL
O273−46−1639

O3（256）783

TEL

電力各社

管理センター︑二千六百二十九万

林

紹新
介刊

颪八十七万円︶⑧一体型置用量の

万円︶⑦原子炉建物と地盤

辱胃梅舜
7

原子力委

円︶⑫トリウムーウランサイクル

燃料特性など対象に22件
資五十万円︶⑫放射線賊塊定に必

助成費は3億6手万円

︵原子力安全研究協会︑一一千四衝 鍛適化︵臼本分祈センター︑二千

齢・ズ

鏑紘

東京都千代田区鍛冶町2−6一

本
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原子力船﹁むつ﹂の教訓から
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くるのではなくて︑例えば全漁連
なり原藍なり劇禽フリーに麗し合
えるところで︑どこに沿摩漁巣警
の物日点が残っているのか︑母港

いて田転語を詰めておく必要があ

との競倉関係はどうか︑などにつ

守

の態勢

については︑﹁絶対安全になるよ

ないだろうか︒蟹爽と騒ぎがいっ

に陥っているのが地元の実構では

子炉は健全で︑チグバグな嚥じ

騒ぎはあったが︑﹁むつ﹂の原

全体に影辮を及ぼしうるベースの

ベースなり︑中央の機関のような

ーカルな方に突っこまないで︑国

そのアプローチにはあまり先にロ
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@
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@誌議︐・熱 微畿︑

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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ろう︒ローカルな地域問題として

もちあげる蔚に︑こうした機会を

って晴間がかかる︒地域の問題に

進行すると︑翼実を探るのにかえ

もっともつべきで︑ぜひこれを異

荒稲蔵・前﹁むつ﹂船長に聞く

介在する場合もある︒
制してもらいたいと思う︒

ズにできにくくするような動きが

奥陵湾の漁罠もどこの地域住民

理解得て地域

ついては︑できるだけ国選全体が

法があって

しても︑実験段階なるが故にかく

攻め

ことで︑理解が得られていく気が

も慎璽な立地条件であるかという

する︒

そこでこうした

の態勢を足場に︑国としても

とコンセンサスを得るための
り

非常にシンプルな︑あまり難しく
ない軽口で国民の耳に闇わず語ら

策が今後とも必璽だろう︒国民の

ずのうちに漫透するようなPR対

国の抱える馴染みの溝い原子力

う努力し︑不貝含な点があれば︑

原子力船開発事業団を辞任︑後任

〆

欝欝徽

にPRすれば︑例えば母潜問題に

う︒原子力船の特性をかなり頻繁

神としては何も変っていないと思

られている︒船の場合にも基本精

こかで誰かにという手だてが設げ

国民全体の利益に関する問題をど

発電所の場含︑慰源＝

コンセンサスが得やすいように

特性の把握を

も︑こと原子力に係わっているに

同じレベルまで引き上げられ︑原
子力のイロハとくに放射能︑放射
線の説明は了解済みとみなして︑

できることが墾ましい︒何らかの

了解点をペースに翼体的な目しが

形でこうしたことを行なわなけれ
ば︑いつもゼロの状態から始める
ことになり︑この繰り返しではい
つまでたってもダメだということ
を〜番強く感じた︒国のレベルで
これだけ発達している報道媒体を
活用して国罠の理解を得るように

るうえで大切なことはその一点に

してほしい︒原子力の開勢を進め

尽きるような気がする︒

母港撤去の不自
然さ嘆く声も
﹁むつ﹂の騒ぎの後︑多くの方
々から愈冤や注文をいただいた︒

も問題になる︒醐の方も園民に代

場合︑受け入れる側の認識の度盛

プロジェクトをどこかが受けもつ
な内容や︑国の対応方法に閲する

安全審査豫々という極めて騨門的

指摘もある︒けれども一番多かっ

って地域の人々の協力を得るのに
何らかの描爾を講ずべきだ︒何を

たのは︑なぜもっと放射線漏れの
実態を繰り返し知らせなかったの

なすべきかは︑高いレベルで吟味

船プロジェクトと︑地域住國がそ

すなわち少なくとも藩邸を及ぼす

中で課題をツメていくことが盟ま

漁業と原子力の共存関係は︑ロ

の﹁むつ﹂船長には十六日︑前航

荒穏藏氏は六月十五脚付で日本

ーカルな闇題としてはかり扱うと

海訓練駈麿雲丸奪任教富︑桜水幹

ぶ

誇瞭

ド

ヘ

︷墾初秋・原難船﹁むつ﹂が臨界を震後・學炉か綾射線が漏れるという慧難ず

﹁むつ﹂問題は特定の土地の極め

盤になる原子エネルギーの利用に
まつわる知識が不十分な場合︑そ

のことは政治的に利用されやす
い︒科学以前の問題として扱われ
やすいので︑これを聞く一般住民

は右でも差でも転んでしまうとい

思う︒

う傾向がその辺に内在していると

基礎知識もと
︑に話し合いを

プに確認するというような方式に

的に﹁むつ﹂の現状︑内容を知ら

せざるを得ないと思う︒こうし

かということ︒受け身でなく積極

て地城の特性を魑鍵に捉えていく

して内容はそれぞれの壷便グルー

に理解や関心のあるなしに関係な

﹁絶対安全か﹂という質問︒開発 せるべきだというのが︑この問題

安全についてよく纏われるのは

く︑ほとんどの人の共通した注文

過程が絶対安全なものなら︑ほと
んど試験をする必要がなく︑すぐ

奥陸海のホタテ養殖は栽培漁業

こに主張する権利なり利益なりと

こうにかみ舎わない︒南民の中に

れる︒

ばあるほどそういう基本姿勢の理

かえっておかしくなるという気が

夫氏︵四八︶が任ム叩されだ︒

こって︑それが中央にはね返って

する︒ローカルな闇題がポッと超

轡蜘・i羅；嚢繋一端

甥が

るに及んで︑地元漁業者の頑強な入湛興趣運動を誘発︑太織洋上を漂流する騒ぎにまで進展し

たことは舘憶に新しい︒﹁むつ﹂問題を振り返って︑蔚﹁むつ﹂船展の蹄稲蔵氏︵現・遡輸省

●9
8

てローカルな極限された特殊な問

漁業全体︑とくに栽培漁業を営む

のものではないという認識は誰で

題として捉えるべきではないと著

かに門認可された物件﹂という羅

ももっていると思うが︑周辺の漁

灘業暫全紘の認識からみれば︑

民が翼陸湾の水の闘い方について
える︒

る程度うなづける︒

知識の欠如が

努力がなされなければなるまい︒

の最たるものといえる︒天然ホタ

の問に︑睡ね賑わせてみて︑符合

ような紬桑になる場含にはそれ以

とが糖びつかないと指摘される方

は︑どうにもこの珊実と母港撤去

政治利用生む

漁民の認識を得るうえで一番墓

ひどく神経贋になっていたのはあ

識に立つ︒本来︑水は漁奨者だけ

9

航海訓練所研究調査部擾︶に国民的命慧形成への課題などについて愈見を聞いた︒

馴染みの薄い
原子力船開発
今までの産業開発でもそうだっ

たが︑原子力はとくに曝しいエネ
ルギーということで︑実用化の段
階に入っているとはいえ︑非常に
騨染みの薄いテーマだといえる︒
原子力船に限れば︑原子カプラン
トをもった船ということから︑船
全体がまったく難しいものである
かのことき印象に騨っている︑と
いうのが案外当を得た筈かもしれ
ない︒振り返ってみて︑酬染みの
耀いものをどう馴染んでいただく
かということの方が︑使命のすべ

開発は︑どこかで誰かに協力し

てであったような感概すらある︒

てもらわなければどうにもならな
いという縢題を抱えている︒原子
力で今後翻すます問題になるのは

獲る漁業から作る漁業へ とい

母港に隣接する沿犀灘業︑とくに

う栽培漁錐との竸合である︒最近
とくに海洋法などで経済水城での
行動範囲が狭まってくると︑生産
がある程騒騒灘できる漁業が魅力
あるものになってくるのは︑自然

だった︒

テから地まきに︑そして吊馳式で

点があれば︑話のもっていきょう

擁しをします一という蔵本姿勢を

前に︑必ず試験を一時中止して兇

で︑したがって﹁むつ﹂の安全性

さま実用化に踏み切ればいいわけ

効鶏よく調てる方式に移行し︑順

もあったと思う︒しかし︑国︑購

の結果かもしれない︒

調にいった︒﹁むつ﹂の動きとほ

叢団側と地元漁業考側との間に出

解が深まると思うが︑これを政治

◇

に計画がどんどん実施に移され︑

の理解を得︑話すチャンスがあれ

難いた︒かなりの入にはその姿勢

るまでには至らなかった︒結局あ

的課題にすり替えられると︑とも

も沢山いる︒

ぼ比例したといってもいいくらい

向に瀧みながらも︑確約が得られ

港をめぐって問題が整理される方

常に定醒してきている︒過去惨た

あいう姿で終ったことについての

すると政治的な語し合いをスムー

が非

んたる海にまで落ち込んだのをよ

いう特殊な海に限定されず︑沿摩

反省がある︒と圃躇に︑奥陸湾と

ホタテ畑

うやくホタテで優蓋してきたとさ

周辺をとりまく

実施が戒麗したということで湾内

えいえる︒漁業蓄にとっては明ら
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船積されて出航します。また先頃北海道士幌農業試験所
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開発

子力開発体制の改革に諮季すべき
だ︒原子力贈物局は科技庁の小手
先の改正だけでおる﹂とした野党
側の反対論にさらに曲を注ぐこと

海水ウラン採
取計画に着手
通産雀

エネルギー心境技研原子力化学部⁝

空任研究環︶︑神山弘輩︵醗中憂

原子力部次長︶罠縢好生︵三口総

長︶︑古徳武︵蹉菱金属開発不部

ウラン︑ストロンチウム︑バナ

力発露所︑英澱原子力公社︑ハー

イツ研究技術雀︑ユーリツヒ原子

の諸氏を団員とする皿行五名Qド

舎研究駈産業技術部主任研究員︶

事実︑科技庁首脳にも臨時圃会

シウムなど海水中に含剥れる希少

になりかねない︒

資源の回収謝爾に取り企んでいる

子力庁︑ランス潮力発電藤︑ハワ

ウェル原子力研究所︑フランス原

として同法案を再上程︑成立させ

通産省は︑一億三千万円の予算で

上程は難前論であって︑実際問題

ることは絶望的との考え方から︑

昭秘五十駕度の璽轡調薇研究に酒

イ大学を訪ね︑脚門家と技術的問
手したが︑その一環となる海水希

一万︑金属鉱染箏業団も顧産雀

からの〜億一千丑薗万円の研究委

モデル調査にあたる︒カラム式と

託費をもとに海水希少資源回収の

全式による特性掘握などについて

潮汐式の二つのモデルをつくり両

調査団は︑通覧省から約千五函

を受けた三要総隈研究所が派遣し

アプローチしていく︒

いというものを︑そのままの形で

ばしい︒爵森県のむつ市であぶな

﹁むつ﹂は修理した上で新母港を

移転するというのでは問題だ︒

佐々木義武科学技術庁長窟は八

郷ないだろう︒他の原子力委員と

は︑本人の決意も強く認めざるを

一︑稲菓原子力委員の辞任願い

決めるべきである︒

田︑閣議後の認蕎会見で︑今国会

佐々木畏宮が誉者会見

理が先決に

﹁むつ﹂は修

授を団畏に尾方昇︵尊売公社中研

寒一

たもので︑菅野鼠淺策大工学部教

万円の予算で海外窮惰の調査委託

賭発した︒

約一瓢週間にわたる欧※馨梼調査に

題点などについて討議する︒

例えば①核蝉料課を核轡繕開発課

充して原畢奉安金開題の專任スタ

従来の原子力局の機能を

1A封A︵国際原子力機関︶憲四大プロジェクトといわれている

騨加速する方向にあり︑

語った︒

程したいしなど︑要雷次のように

会で︑また地方公融会は麹域に密

分けて︑科学酌問題は中央の公聴

それぞれの特徴を生かして開くこ

になり残念だ︒NPτの保障縛目 とには賛威だ︒

臥した問題をとりあげるといった

協定予備交渉で︑日本は安全周を

一︑今国会で原子力簑全局膝隠

では︑こういつた状況を背環に︑

新設して蛋察問題に取り組むと約

法案は通ると思っていたが︑廃案

四大プロジェクトそれぞれの問題

醸酒
点を横委するわけだが︑権威筋で

いる点で︑大きく注圏されるもの

混入を防止する方法の慌しられて

世保港が受け入れを検討している

・門むつ﹂の修理港として佐

R︑八十二万六千KW︶は蒸気発

高浜原野力唱上空弩炉︵PW

が運転再開

高浜
ことから研究開発上の諸問題を脚

束しており︑国際信義からも心苦
は︑田本のJT−60は︑その特長

門家レベルで討議しょうというも
の︒禽議には四か国の聯門出約四

優添からは︑原研の森茂︵核融

しい︒臨疇圏会に再上程したい︒
十名が参加した︒

合研究部長︶︑吉川允二︵腰部大

ともいうへきプラズマへの不純物

ら導門脈虫設権を決めたもので︑

た︒間会議は︑核融合研究開発の

今圓のドブナ帝での專門家象議

計画を

伝えられなど︑各国ともこれらの

10

騨門鄙振は心誤をメドに審議︑政

鯨門出禽への諮問堵項は①軽水

策決定に反映させる︒

られるもよう︒蝉端部会長には稲を踏繕え︑核継料サイクルを展望立を急ぐ必要がある︑との見地か葉秀三氏か就優の予定︒

原子ヵ委

少資源回駁海外禦儲謁査圃が五日

むしろ現在の原子力周の枠内で︑

と核似料規制課に②業た放射能課
を拡充強化して原子力安余課にす

ッフとする一など実質的な安全体

る③さらに現窪︑原子力安金局を

に灌・タバコ値曲げ法案など生酒

制の強化を図ることが大切だとの

策として︑早い晴鱗に開かれる畢

関逮法嬢のみを上程する方劉との

醸見もでている︒しかし庁内に

ている科学暴説禽二人を堅懲に補

腰上しもあり︑予断を許さない惰

設置するということで聖席となっ

府は澱終Bの四日に審議︑採択し 勢︒求た︑臨時團会開催が遅為れ

る藍本方針だが︑政府は臨聴国会

て本金議で成立させる背水の謝醐

定の臨時議会に同法案を陶上程す

現機構の再編検討へ

科技庁
国民の個頼を得る原子

を展開するため︑科学技術庁が今騰盆での成立を強く盟んでいた原子刀安全周設認のための

国会での廃案について﹁国民の信

をたてたが︑縮局本会議自体が開

予定の臨蒔国会に同法案を爾上野したいとする一方︑上程できない同語も予想して︑現在の原子力燭

マイナス﹂と失型の篤が強くでて

頼を回復するどころか︑かえって

に二分して︑原子力の安

︑

と規制

ば︑原子力行政と政籏の35り方を は︑こうした慧兜に対し反対論も
︸
駆本的に検討している原子力行政．あり︑科技庁全依としてのコンセ
⁝
懇談象︵僧沢広己会長︶の儘印と⁝ンサスを畢急に礁立することが強

このため科技庁は︑今後の対応

の枠内で機構の再編成などを行ない︑安全体制の実質的強化︑拡充を函りたいとしている︒

全体系の強化・拡亮と磯任体制の

ほぼ同時購になってしまい︑﹁岡

同法魔は二月一環︑國会に士樫
されたが︑衆院内閣委雌象に付託

年頃発成させる予定だが︑最近︑

建設に遇工し︑五十五5五十七

く︑求められている︒

かれず廃藁となった︒

確立を間るため︑原子力の蟹全開

設する一という科技庁設鷹法改正
されたあとも慰議は濫まず︑会期

棚函を担当する原子力安全局を新

案は︑いわば科技庁の今国会での

注目されるJT

相堅して決めたい︒

四臼︵委員会採択︶にやっと羅議

口︵科技庁との逮台霧査︶︑二十

も押し駆った六月二十麟︑二十三

で廃薬となった原子力安全局設躍

され︑本会議で二十六日採択︑参

来国︑ソ連︑EC︵欧彊共同体︶ 今後︑激しい競翁になりそうQ

繰 とする経済的社会的諸悩勢の変化

一︑原発公聴会を中央と地方に

実験袋礁丁一

度予算編成の当初︑﹁行政機構の

院に送付した︒しかし参院でも塞

そして日本の各研究關発計画が︑

唖臨界

新増設は一切認めない﹂とする行

会議での趣謡説明をはぶいて内閣

催による﹁大型トカマク実験尊門

いずれも大型トカマク袋旙である

ソ達の

政管理庁と︑安全行政推進の立場

委員会に付託するという

日程で︑ソ連のドブナ市で開かれ

欝金議﹂が七月四日︑約一週間の

難灘欝御 鱗

ｪ完成︑運転を開始したことが 法案にふれ︑﹁臨時國会に再上

から新設は必聴不可欠とする科技

の扱いを受けながら︑公職選挙法

酎灘核融合専門家会議開く

庁の強い意廟がかみあわず︑鍛終

などの激しい与野党対決のあおり

議鞠矯醗羅騨無難舗鱗錦鱗繍獣鎌瀬髄難 麟灘議慰羅 纐

した長期的な動力炉開発の施策確

を受けて予定還り審議できず︑政

会は八日︑同委農会に門新型動力

施策確立を図るため︑原子力委員

軽水炉に続く新型動力炉開発の

けに科技庁内︑関係者間には︑今

多ーーーーー

異例

て設腰が認められたもの︒それだ

的には三木鹸梶の裁断で例外とし

斬設にあたっては︑昭和五十年

昌玉醐昂だったQ

懇談金の釜串をまって抜本的に原

かれないことから︑同委三子も開

﹁科技庁設躍法改正案﹂は︑鍛後の土礫場で廃案となった︒このため科技庁は︑耀い時期に開かれる

力行政

鯨波乱に留んだ第七十五趨常国会は四日置混乱のうちにその購を閉したが︑

還

国民の信頼戚に影響
細醗糠

（転科共）
1部70円

σ

いる︒

蕩

炉開発軍門部会﹂を設麗した︒

重態土足索

D
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鶴
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高

年4基着工に下降か
背景にエネルギー需給停滞
門パリ松添駐寝鑓︶フランス政府は近く︑一九七八庫以降の原子力発電所建設計画を決定するが︑
これまで一葎に六〜七纂といわれていた七八奪以降の悪闘ペースは四〜五蛙に落とされることになる

もようだ︒フランス一町公社︵EDF︶は一九七四〜七七奪までの原発魑当分として︑すでに二十五
基の燃工を政麿から斗掻されているが︑反対運動︑それに今後のエネルギー禰給見通しなどを蕩慮に

を置めてきているQこのペース下降が正式に決められれば︑生産拡大および建設態勢強化を盗めてい

上からの波及も強く受けているよ

兆しは︑こうした謂給兇通しの二

ている︒原発蕾工ぺ⁝スの下降の

三︑四心機の嬢設をも中止してお

Rであるサンローラン・デゾー

件改定要求のため唯一の受注BW

BWR技術向
上で体制強化
伊︑官農体ヘ

の間で交わされ︑本部はジェノア

同コンソ⁝シァムの設立は︑す

に羅かれる︒

でに実証されている沸騰水型原子

設を考慮に入れれば︑現在の原子

れているが︑将爽の高速増殖炉建

醤︶・とAMNインピアンチ︒ターいっそう引き上げていくことを目

イタリア原子力委三会︵CNE炉︵BWR︶の矧識︑技術水藁を

しかし︑一隼に匹〜五塁の細工

協定調印は︑クレメンテルCNEむことでも協力していくことにな

︹パリ松本駐在鼠︶フランス餓

M︵スイスのブラウン・ボペリー

四﹁

艶稀

q

醗ティソタル方式てドリフト（誤差）かありません．

翼

㈱検出器はGM計数管を使用、特鷺フィルタに

灘

轍
電

富

「パーソナル・モニタ」としても使嗣てきます．

り︑輻水炉からの脱遜説も伝えら

決定がなされた場禽︑原子力薩業

フィンメッカニカ・グループ︶の

ミチ＆ニュクレアリ社︵︷冠Iー 的とするもので︑今後︑合理飽な

いは
騰水型炉︵BWR︶のCG8グ
ル国内の競争奥手であるフラマ

N婁員腿とビアジニAMN社穫と
る︒ 騒

灘縮ウラン備蓄駁は増加していく

の二か所で︑いずれも英仏源敵沿

九七六距︑七七駕にそれぞれ六転

岸であるQこの新たな発注は︑一

ずつ計十二塾藩工が予建されてい

ど︑海外向け原紙力取租篇燭に闘

れる麗込み︒

・グループの仏子会社︶に発注さ

淵

ソトに入れたり、バンドに取りつけたま

うだ︒

後の政府の急速な原子力転換政策

有利との慰向が強い︒そのため西

力塵業翼に引き続き留まるほうが

方法で国が所有している原子力技

る︒フランスの軽水炉は︑揃圧水

界に及ぼす影響は多大なものとな

術を利憂していくという︒またC

NEN︑AMN社の懸者は︑圃内

両曹はこのほどローマで︑共岡の

のではないかとも伝えられてい

型炉︵PWR︶のフラマトーム社独のクラフトベルク・ユニオン

に対する反対運動が影響している

る︒一方︑ドルナノ工業科学相が

ようだ︒フラマトーム社との提携

トーム社との提携も検討している

および海外市場にBWRを売り込

ープの二嘗が開発に当たっている

検酎の習漿には傘下の退出容器製

ル﹂を新設する協篤を結んだ︒岡

︵KWU︶社との国際提携︑あるコンソーシアム門ニュークリタ

た最果︑安全性︑耀境保全に間門

が︑フラマトーム社を例にみて

造企業ネイルピック社とイタリア

︵クルーゾ︒ロワール系列︶と沸

が残っているとの疑問を抱いて婦

も︑圧力容羅騰濫による採算がと

叢近訪米して原子力施設を視察し

園したことも︑エネルギー政策二

れるのは六魏からという︒つま

蔑んでいないとの噴憎があり︑圧

力点幾︵EDF︶はこのほど︑近

8基発注へ柵

製造工場能力を年闘八纂に拡充し

が︑濃縮顧客に誤せられるフィー

契約廃翼縷度の引き上げにより

近くPWR繍

藍換のきっかけをつくりつつある

のブレダ社との提携交渉が順調に

二％である︒

という︒またジスカールデスタン
り︑三〜閥鰹薄を投じて圧力容器

十月一軒に約O︒

大統領も蜜定成長︑雀エネルギ
ー︑欝基盤といった社会経済ビジ

ド物質の調達蹴も多くなるため︑
いとの報滋も伝えられている︒

力容器製造の欝期毘通しが立たな

めだとみられている︒なおO・三 諺語︵PWR︶八塁を発注すると

E況DAは段階的な61き上げをく
決出力百里＋万KW級加圧水江原

っっあるフラマトーム祉は︑少な

ばならなくなる︒さらにCGEグ ともあれ︑論説が七八濁り降の

EDFは︑一九八五無の撃力醐くとも二簸を鹸出に依駕しなけれ

ョン作成にとりくんでいる︒

要の冤通しをこれまでの四千二菅

ル吉の場愈には︑EDFがP
原W
発建設計画における糖工ペース
饗WHか皇天夏雲KW

タント会社を設立

するコンサルタントおよひ技術協

仏フ社に二千五

はEDFのアルマン・リュクソ局しているという︒
初に0︒一ぞ石％︑そして八一館

初にO・二万％︑八O禽6一鋸殴当 優が就任した︒

鵡

⑤

計用事簗部

記

黙坐電機製造株式会社

入れると︑鍛近では︑七八無以降の魑工ペースは現荷ペースを下回っても支障はないとの癒冤が大勢

るフランス原子力産業にも多大の影響を及ぼすため︑その成り行きに関心が議せられている︒
論叢科学省筋は︑原発君工ペー
ス下降の理由として①石油節約政

一i特に必饗があれば田熊ーー癬

簾の成功②ドル杷協の下落による

フランス政府が一昨日十一月︑

との慈見が出されてきており︑こ

一九七六奪以降に新規に着工する 工で十分エネルギー隅給に冤順う

発呼所はすべて原子力発囎に転換

の題向を明らかにしだ︒敷地はパ

荷の契約分離作簗漁を超えない③

仏C鑑Aなど㎜㎜者

成慶同糟にしている︒原子炉木

るうちの一部で︑八五琿家での発

子力庁︵CEA︶︑フランス電力霊︑蒸気発生器︑熱交換器はフラ

門パリ松本駐在銀︼フランス原

リチーム

リュエル︵セーヌ・マ

慧向をくんで大蔵雀では︑三千二

ド物婦警は○・一％の場台と比べ

石油梱場の軟化傾尚③代蔵エネル

％に引き上げられた場合︑フィー

ギー開発の冤逓し⁝一などによる

給の檸滞という背鰻があるにして

七八矩以降の原子力発魔所建

うした動きが近く決定される政府

の蟹閉または解約料は課せられな

講整畿の欝欝引き譲し開始は八五

炉受注の余地がなくなる恐れも出

の

菅倦KWH︵毒芹の実績は一千七てくるわけだ︒

Kに引き下げているが︑大統領の Rを志向している勲状から︑軽水 下降を決めた場禽︑エネルギ⁝禰

来︑原子力発慰焼建設爵醐の拡大

するとの方針を明らかにして 以

エネルギー政策の再転換をあげて

県︶とファレーズ︵マノシ戸山︶

にも反映される︑との見

い︒調整の中には濃縮役務引き濡

会謂毎度以降にならないiIとの

海外向けコンサル

約二〇％増になるという︒

設計瀬

しの際の囎︑予定︑騰期などが含

条件付きで行なわれる︒この調整

力婦警を行なう共同各社﹁ソフラ

い︒

し︑八月十八詞を期隈に内外の鷹

E紀DAに趨悠しなければならな公祉︵EDF︶の被爆はこのほ マトーム祉に︑また発電機はC君

を涼む纈霧は︑八月十八賑藪でに

縛れる︒この契約選捉は①七五会

も︑その政鍛転換に対する風惑た

が懲還に立璽され︑その実硯をめ

百九十七億KWH︶で十分たとし CG露グループは瑞在︑契約条 りは強くなるといえよう︒

条件の霊な点は次の通り︒

契約済みウラン濃縮役勝の変麗

きを求めている︒

いるが︑一昨鋸の石油ショック以

米⁝

一︑灘羅役猫契約の解約を肇む

顧審は︑八月十八鷺象でに8aD鍬年度の引き渡しは変署しない②

渡し期間の契約十黛聞における現

張エネルギー研究關発局︵ER た︒来国の脚力聖霊は昨無来の灘

濃縮既契約変更条件で

胎

方が強いという︒

通告期隈は8月@に

ざしてこれまで政府および慶業界
の建設態勢強化︑拡発が進められ

てきた︒鷺DFの原子力発蹴 計 闘
はすでに一九七四無窮工特として
六熱︑七五㎞算七熱︑七六︑七七隼

府から認阿を響ている︒

各六棊の一計二十五錘の籍工が政

の場禽︑解約料は藤せられない︒

Aに通無しなけれはならない︒こ 改萬される分離作業騒は当初引き

一九七照︑七五の両会式無展に顧

契約廃棄濃度引

設立した︒同調の設立は︑ドルナ

トム︵SOFRATOM君︶フ
﹂ラを
ンスは一九八七無の原子力

発園生瞳七千万KWを目標にして
岡概要によると︑現行の契約麓麩

榮界からのコメントを要請した︒

四＋四棊︵うち出力颪三＋万KW

いるが︑EDFとしては︑PWR

WR︶＋六塾︑蔦藤炉三墓奪藩

級二十茎︶︑沸騰水型原子炉︵B

で︑資水金は爾若君︒資金剖画の

興体的な業勝に従黙する︒祉侵に

作成︑原子力施設の原設計などの

ノ工業科学据の蟄請に星つくもの

DA︶はさる五局初め︑ウラン濃 一八一金儲年展において段階的に

十口までそのまま維持され・ヒ八

ている引き上げは七八欝欝観世当

引き上げていくという︒計画され
した繕疑︑その膨響の及ぼす艦大．

る引き上げ計画の概裳を明らかに

が・このほど・現当警慮されてい

百万羽．を借款

︵EC︶

畷

煮囎

濃匿O・二％は一九七七郊几月三

縮断罪の契約廃凝濃展引き上げの

楽エネルギー研究開発局︵銭況

米ε飛◎A

き上げ案を公表

霧が猛ROA︵家たはA猛C︶に

おいても︑七五食詔調度の前払い

たが︑E紀OAが今回︑この内外展に充当される︒いかなる場愈に

認めるようE罠DAに要請してい支払つた鳩⁝⁝払い金は︑七六かム謝無

濃縮役勝についても︑その変麗を

そのためすでに契約済みのウラン

函の大麟な遅れを余磯なくされ︑

DA︶はこのほど︑契約済みのウ 金調選難から原子力発醜所建設謝

杯r囲鑓 ラン濃纈般務の変廼糞発表し

しかし︑七八爺以降の篶工ペー

スについて冴購折︑

岬

の顧客の腰謂を受け入3︸て契約活

の・琵Rが原雲叢所融痘孕倉以讐護憲む讐

溶質謝塵を延期すると発表した

誘綴的案件を提示したも⁝霞支払われなければならない・

〜︑濃縮侵携契約を解約しない

の遅れによる影響を評価・罵横罰一は・逓携の解津料を課ゼられる︒

性を誘たわけだが犬旱合⁝嬰は・蕎し滋藤叢講

〜

を期限に顧客からの契約変更手航皿整する機玄を一圓匁えられる︒そ
︸

設が完成した後の労働蕎対策もな

SSーグループがユーロディフ社 数千人の労働春が失喫し︑デモや

確力

琴線作業に窟重レムマス1ワをノ

ポケット

ζ＿）

｝『

警報音を発し、作業藷に知らせます。

よってエネルギー特性をよくしています。

あらかじめ設定された線脚こ達すると

12：（新ζ1激隔rしρノレ」1』LO3（2ユ1｝7111財語

藷←

⁝

千人に占えるとみられ︑その受け

ストが趨きたという諾い経験があ

拶一︑

レムマスタは、放射線作業に従魅する

〒重OO敷，，都rf㌧illl｛イ1鼠奥r1

ま作業てきます。

層

一縛▼凸§▽ムー

濃縮工場の建設進む

おざりにできないため︑その検甜
も進められなければならない︒地

入れ施設の礁設がトリカスタン開
発購務所︵地方開発庁の出先機闘

格的な段階に入り︑同敷地では労

の発注を得て建設に当たっている

る︒トリカスタンの場含も︑団施

この対策が十分でなかったにめ︑

中海岸のフォス新工策地帯ては︑

出力八十万鴛千KW︶の當瑛運転⁝ ︻パリ松本駐在愚ユーロディ
一

働暮の更け入れ縫設の建設が急が

濃縮工場は現在︑議定通りに土地

長銀人とみら汽︑このままだと数

設が受け入れうる人礫はせいぜい

た︶を中心に調整されている︒U

として一九七四無七月置開設され

開始が近づいている︒問原書は︑ ・フ櫨が仏のトリカスタンに想設置

れているが︑このほど︑これら施

造成を終えているほか︑トリカス

巫鱒功地域開発も検討へ

エルベ川沿樺のプランズプッテル・のガス拡散滋ウラン濃縮工場︑そ

設冤威後の同地域の開発検討も始

千人の失嬢蕩が出ると予測される

に託てるという︒

㍉

9月に運開へ

西独ブ原発
西独のプランズブッテル纈峯乃
発電会批が建護中のプランズブッ

近郷に建設されていたもので︑叢れに岡磯顯工場陶けの磁力を生涯

子炉建歴藁礎鉄筋姐み立て工罫が

タン原発四猛のうちの二麩分の療

テル原子力発碁所︵BW紀︑最大一

契約轡はクラフトベルク・ユニオ一するフランス磁力公社︵駕DF︶ められた︒
リ
ン︵KWU︶社︒一九七〇年にゐ︸のトリカスタン脹子力発惣所︵Pトリカスタンては︑難設工購最

ので︑同地域での伽羅開発を検射
し始めたわけだ︒

このほど始まつだ︒

千KW︶の建設習慣がそれぞれ水 瓢までに︑労働蓋が六千人目ら八

一方︑トリカスタンのこれら施

工︑昨奪蟹騨に達し︑今無九月に一W飛騰塾︑最大出力各九や五万七 盛期の一九七六無から七九︑八〇

がいっそうたいせつです。

⑳黙螺線鷺は仏範囲に設定てきます。
⑲設定脚餓のi500ことに断畿畜を発するため、

携帯に便利な小形噸盈輩、作業考のボケ

N

内

ポ

̀鞍

、

㊥警蝦畜は90ホノ以上、イヤホ／でも聞けます
かり騒膏の大きい場飯ても使用できます。
⑳被曝日算瓢は上面についているメータにより
簡畢に読みとれま噂

放射線はRに見えないだけに安全対策

⑱充湿式、乾電、也式のどちりても使絹てきます。

乏

き

E体

i社：て嬉li

人の被曝放附線量の積算植を｛則定し、

、

?…

は瓢鷺運転を開始するという︒

の工おシ i十をマ（鼠 銀
〜嚇よ 濫ム年供トB同 行

部費び

魔

トは款ラ行州

）張器・

塚拡慰ンマ闇借フ銀漏投

轟轟難業薯薦繍護．奪麟諺篇麟琶ε

病

力

q
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広域操査で鰯定締結
向こ う 8 か 年 メ ド に 調 査
鋤力炉・核燃料開発購叢隅嬉曲舞︑閥灘アフリカ地区・マリ麟でのウラン資源瓜城探書に開する岡

マリ騰の葭府バマコかろ川棚五百爵酵ほどに位麟す漏約十万軍刀謎耀の地域で︑さしあたり今後三三

騰との賜の協定欝︵探査権設定︶に講印した︒協定によると︑爾旧業圃が広域環査榔を設定したのは

間をメドとした講奄にとりかかる謝醐だ︒埋蔵鉱簸や叢叢などは今後の澗査を待たねばならないが︑

探査櫃の設定は︑昨無薄に動乱事

マリ園におけるウラン費源広域

ルジェリア両国の臨境近くに位晒

北漿約五函♂層︑ニジェールとア

定されたのはマリ図曲肘バマコの

ら﹁絃品庁岩を箆盤に︑これを不

周辺状況ほか︑こ瓦屋での講査か

の山塊に奮謹れており︑こうした

対検地城がアイールなど一連の山塊に軽輩れていることもあって︑かなり蕎熱望されている︒

業醐が行なった鉱叢購情調査の紡

賦に︑維積型鉱陳に発展する醇能

整自に概う第無紀睡中にウランが

である日本傑混用繍協会は︑この

フィルムパッシのツービス機翼

の実態を灼確にとらえ金蝦蟹な登

実現が叫ばれているが︑この現状

現状で︑その登録システムの翠期

試験研究テーマは①原子炉︵職連

マに盤つき︑実験︒アンケート調

ている施設での騒騒詳価の三テー

への

気運も再びクローズアップされて
ほど被嫁く線図評価の一腿として

録のシステム化をめざすため︑御

増殖炉および斬型転撲炉を除く︶

なお︑料技庁の葦†蕉度録瑛の

施設の安金㎜汲射性廃島物または

罠癒し

きているもよう︒懸盤蔽附も地下
放射線被ばく翌録篇埋を囲的とし

撮書社を遡じて︑豪た放鷹鰯の支

本傑安用品協金ではイ代田保母則

援も受けて三か隼舗薗で調蕉研究

た磁進灘騰による

資源開発には礎盤的で︑とくに外

査研究に取り組むことになった︒

た被ばく薫製当盤評価に医する調

科学嬉深溝の照湘万十年度研究憂

被曝線量評価

実際の晶質保証機能についても︑

品質の優秀性のほか︑陸離盤景︑

日本鋼管は二田︑ASME︵ア
は世界で縮めてという︒穰費は︑

も行なわ奉る予定︒工灘1県はフ ク綴員︑デュマ饗携局長︵調査二
ランス醇蔀︑地申海に翻した風光

発篇罵に関する技術の畢測または

核融禽⑤保障措齢授術⑪原子力開

所肇蘭製作飯︵鋳鍛鋼品および鋼

棄したもので︑六月には日本製鋼

雛︑原子力黒影雛などの設副︑材

両社の認定取簿はこの制獲に醸

放尉性廃叢物の蟹理に関するシン

解三月二十二日から一一十六臼謙で

両盆議への参脳申込みおよび論

ウィーンで開催︶

闘発部技術課へ︒

文提出などの詳細については原産

けだが︑これまで全てを海外︑と

な物質﹂の親警語をつくり出すわ

かる考えで︑祇十一鉱腱を期し木

終え今秋巾にも麟験製造にとりか

原研は近く装麗の改造︑整繍を

懸ツッ素樹脂製晶

班讐を得なう︒

いるといわれ︑このため開驚や坐

国資奉による開発揮鉱を歓迎して

展観七海七十八万六千円の交弱を

区を取得したことがあるが︑砂漠

鉱繋礁も例えば閲税獅などむしる
受けて笑施するもので︑来無三月

使用戯核継糾轍放射線障霞防止④

さなどあって︑志野︑添格再調葺
罰査膚側に有望な策娘が多いとい

夫謹でに調査謡講を袋とめる︒

の裂離噛といった地理的条件の悪噌臓に対する規舗はほとんどない︒

までには肇らずし豪いに終ったと
われている︒開発段階へ移行の際

で研究受託

いう経紳もある︒

料仕醸︑製作︑検燈に関する諸規

千八置八十一万円となっている︒

規の研究テーマは十酔罵︑一纒六

採択された︒採択されたもので新

ーマに麟請のあったのは四＋仲︑

十億千颪三十万円で︑そのうち二

評価時翻であった︒これら勢集テ

十二件︑三石五千六薦十二万円が

保安用品協会
を行なう計画︒一儀霞の五十糖度

被ばく線描の登録管理について

っており︑政窟出資の地下難源開 は現在︑金園各欝欝まち託ちの被

はΦ覇エネルギー旗躯線被ばく線

には同藩政㈹が参加する櫃利をも

も被ばくの囎鎌を法令で膿めら瓦

マリでのウラン資源探鉱は隣接
国ニシエールなどで探鉱開発が猛

器探鉱に進むことになる︑とい

靱縦貫における測走法の確立②黒

籔遡が行なわれており︑しか
発公社﹁SONAR廻M偏とば
のく鈍

科学捜術庁艮富が撮廠す

に合致した幾 人被ばく線轍灘の霜以繭におけ

格を制定︑その二二はアメリカの

けているり

板︶がこの制展に猛つく諏定をう

によって個人被ばく繊髭を推定し

ほとんどの州で法制化されるなど

る被ばく報玉露の椎建⑬計舞響

たい一としている︒

厨侮和な頭注活動を展聞していき

圏家的襟準として認められてお

録機関はなく︑過ムの被ばく集績

一方︑神β製鋼藪も三漫︑溶接

開国際ム講圏剛な歴㎜

発に関するシンポシウム︵王A鷺

贔ほNPTスタンプ︶謂篤蹴得機よび制郷のための原イ力技術の開

力発懸用圧力餐器瀦N︑同容器部

A霊催により明無三層十五田から

▽環境海染物蝦の測定︑検出お
場︵接接揮︶と鋳鍛鋼工場︵高砂

器製漁メーカーは︑縁秘の購入に

ASM猛の陥繍僚全休翻︵瞳子

SMEの品賃保証体制承認工場と響にもつながっている︒

た︒原子力用材料製遺に関するA S賊E認定取得は醒際的な評儀取

り︑贈益基蹴が厳しいことからA
AS簸19の認楚を受けたと発表し

棒と鋳鍛鋼品の二つの材料分野で

データでも不朋確なものしかない

る機関に61き幽す

ている

質的︑地理的な類似性をもつ同園
う︒

発化するにつれ︑これら両石と地

が大きく君鑑︑かつてリジを授げ

国際規格︵ASME︶に合格
講雛原子力材料で認定取得
メリヵ機械学象︶の電子力脚継闘

周辺の約十万男♂綴の地威︒今
原子力亮纏の信頼甦同上の観点

したと発与した︒諏驚を受けたの

無鋼管の製造に関する諏定を搬幽

するアドラル撃レ・イホラス山塊

から︑原子力発電磯器や原子力

の判断もあって︑同奪秋から醐暫

用材料の晶疑保々体制強化の必蟄

果をうけたもの︒﹁衛墜地威﹂と

ている︒鉱鳳の伏態や哩滋鉱鍛︑

性もヤ分にある臨などと蕩えられ

は︑継三無鋼費の全磁種金郵イズ

後無機悶をメドにボーリングなど

性が麟ばれているが︑原子力剛材

調査を行なう計画で︑引続き詳細
愚位など詳細は今後の調燈を待た

このほどそのための侮業を終了︑
調糞のため必漂ならば協定期間の

で︑炭撮鑓︑盆金網︑ステンレス

で協定欝づくりを急いでいたが︑

七二︑灘外群情調糞で渡欧中の神
料メ⁝カーの臼木鋼蟹と神潭製鋼

鋼の全鋼獲にわたり︑サイズは最

ねばならないが︑﹁かなり蕎鰹

所が翻次いで権威ある米国の原子

さらに三隼閲の延長も司鮨になっ
視﹂されていることは確かだ︒十

蟹凝所︶で︑両工場が工場設備︑

あたって材隅メーカーの酪賓傑証

して認定されたのは・同社田嵩工

能力をはじめ設訓︑延喜︑横竃︑

＋九田まてウィーンで闘催︶

大外径約モゾ層︑簸大勝さ約二業

昂霞保証など全般にわたる難詰勲

体制について霧査し︑定期的に藍

力焼格に禽箔︑薄霧材脳メーカー

求裾野を満たしていると黒められ

が︑昨犀制定された原子力用材糾

摂することを曹達づけられていた

が地質製麺を行なった膿にウラン

のアメリカを中心とする海外布場

奪ほど削︑フランスの地買調班所

盒しているかどうかをチェックす

ASMEが定める厳格な規格に遜
たもの︒同社では﹁原子力用材料

ーカーの工場が認定されれば︑材

ポジウム︵IAEA艶治により明
のASME品質保証舗度で材料メ

岡地城はアィール︑ア承ガール

身繍後期︶の各氏︑ラングドック

により材料購入に際しての機器メ

進出の溢が關けるとともに︑これ

の警竃を受けずに樗料を供給でき

糾メーカーは改めて機器メーカー

︑ゾ塗壁で︒登園無鋼管の講墨継得

・ルシヨン地方議鼠からヴィダ

鋼管はこの規格に命格︑六月十六

るもので︑隔社が製造する継囲無

ーカーのチェックが艶除されるこ

を得た︒

ル議嶽︵エネルギー委貫会婁員

とになる﹂としている︒

諮墨付き

畏︶︑アン謎解ャック職員︵代議

田付で認定さ汽たもの︒同学では

賦響の徴縦が発見︑西ドイツも鉱

来日する調査団メンバーはエロ

技術︑愚聡懸獲に計い評価を得た

の

ン鉱陳賦存日域とされている一趙

ー県議金議員ら理学とエ主筆県の

士︑エネルギー蚕貴会蝦告窟︶ら

ことにより︑﹁原子力照だけでな

といったアフリカでも萄数のウラ

ている︑という︒

購貞二探鉱開発撞幾理肇が岡閃を
諮闘︑ママジケイタ工漿開発公益

禦欝欄との聞で協竃搭に調印し

協定によると︑広城探擬権が設

た︒

所属するラングドック・ルシヨン

が滲加︑このほかドゥマンジュ︒

く︑広く精殊蟹の分野でもより一

▽核燃糾サイクルから発生する

地方議食議員二名で構成され︑エ

モンペリエ・ポールヴァレリー大

シ7菱多！！ーノ！ーシノ！ーシンノターンノ！ノ⁝！！！！！ーン！！多〆ーン！多！一〆〆！ノ⁝

くに米︑英繭癬からの輸入に頼っ

模は無難一難約十臓︑鋸鎌五十週

播製造に碧手する計画だ︒製造規

﹄

㊧

葺

閣本アスベス一式会社

束温都耀i11X南轟1㍉川6−5−19〒1｛l
T鴛L（（＞3）474一・1111（人代表〉
工 場 峨；」い 「都宮4 癌・熊本

産

力

原

ロー県議象からピエトラサンタ議

学救擾が同行する予定︒

つ︒⑪単威期が六謄閤と短かく⑳

て欠かせない門診断藁剤﹂の一

ていただけに︑国麓化への道を開

犠が必要とした翻嚢予測もある︒

いえよう︒その上︑役に立たなく

㈱滋綿製品の聡合メーカー・

紅議し適切な設Fli条1／1を設定します

謡扇躍罫罫翼

◇総譜、製図は自動設rl【製図♪ステムを採用していまず

懸不燃建材

麟血綿紡織晶

囎保温材

◇配雛系ω解析は、独ギiに開発したプログラムによ・て安全網蒼剋を

鰍か一瓢欝イ畿ング

て行っています、

醗パッ串ン・ガ筑ケ輔

丸源ゴ力発電所殉けに最斬ω頻？、規絡に韻処し、製｛駅鋸禰な位＼ト

本歓・東京都港磁芝大賜1一三一26購105電話（433）72農1（大代）

箭。福岡・最齪

μ・諺、

名鳥屋・入阪・神

ASMEは︑ボイラー︑圧力容
ような仕組みに変った︒

員︵原子力闇題研究調査委員金蚕

テクネチウム99澱に仕上げ・これ ベータ線を放出せず㊥ガンマ線の

いたことの意護は大きい︒モリブ

モリブデン酸堀を二次メーカーの

エネルギーも蟻い一1これらが︑

これはまた︑ガン懲鞍にとって

患桜はもちろん︑医療従箏書にと

はただ単に輸入晶を胃弱贔に置き

犠のモリブデンを輪嚇している

わが国では四十六繊度実績で二百

プ︑例えばヨード撒などと比べ被

管薬女持装置、 油羅鴨撮器

あらゆる産業に貢献する
トンボの製最

配管系の支持と耐震に

編潔

社

本

テ劉『F

員罠︶爾査葦葺︑ベロルジ諸議員
︵婁暑湿報衝窟︶︑カンパエヤツ

ラジオアイソトープ製遣セル（原研）

、

無和テノキ橡武会糠

朗報i⁝︒短寿砧の放樹性岡位元 医藁沓製造会社がさらに調剤して
素︵ラジオアイソトープ︶が各樋

け︒

を藁剤として診断に燧うというわ

ウム99郷の謂要は急増︑このすう

鍛近︑モリブデン99ーテクネチ
にもわが国独得の交通事情もこれ

勢は竸命核種を弩燃しても今後轟

構︑大騒かつ定期的な輸入の場盒

として約千犠ということになる9

疾病の臨床診断あるいは冶療用と

ところでこのテクネチウム99鋭

ガン患者に朗報

っても﹁余分な放射線被曝を憂け デンの単減期はわずかに六十七隠

して広く縫網されていることはす
でに兜刻ご承知の遜りだが︑こう
した一環として︑田本原子力研究

ありで︑損尖が大きく︑利用拡大

換えるというに止まらず碁客の点

昭五十〜五十五蕉には痒闇千五薗
ないで癬む﹂といった観点から歓

も含めメリットは各薩で大きいと

分は鋤くだろうとみられており︑

迎されているからで︑この点・同

への障宙となっていたことも確か

だが︑ガンにはことのほか碕効打

毬の診断に対し他のアイソトー

Mo99の本格製造へ

所が近くモリブデン99の庶格製造
に薦罰することになった︒朗報と
は︑このこと︒

を放つもので︑これまで脳腫甥の

だ︒原研でのモリブデン本洛製造
照射︑できた核分裂生滅物の巾か

診断はじめ肝︑腎︑肺︑甲状腺︑

％濃縮のウラン囑を国選炉で

いうのが原研の謝画◎だが︑モリ

胎盤︑骨髄など臓關のシンチグラ

が︑ちなみに米囮の場盆︑〜九七
ぷ
二薙だけをみても薙聞五千〜六千
ブデンはもともと︑その濠まの状

曝線擁は約三分の一︑という︒

惟が縫用されている︒

ムほか︑循潔器機能の診断に広く

のだからいってみれば一挙爾褥︒

畳用・今ではシンチグラム幣とし

原研の計画はこのように﹁開申

い︒つ漏り︑原研で製品化された

態で陰擬駈療に諾うことはできな

なった便乗済み海難が原料となる

らモリブデンを染出分離しようと

一
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原子力モラトリアム︵傾止︶案

原子力発電所建

委貫会に与えられるべきであると

委員会は︑使用済み核轡料再処理

委環会の認滞を必要とする法案︒

所を建設する前に︑アイオワ簡業

米A−F

調査から

薄し︑独嚢管蔓擬受章

前誘辻繊案に類

とも通過したが︑技術的理由で州

HI山ハ一三〇

知壌は拒哲した︶︒

似した立法は下院で可決されたが

コネティ

カット科

とを要求︒

同修正案

璽力施設評瀟辮議食

発戯評の建設を禁止︵一九七五年

同月十八日に聰聞会開催Q委員金

アム

いプラントは照影の八○％に出島

ことを指示︒その黙想に鰐口わな

効性に係わる澱小当準を設定する

ング・アイランド海峡における原

原子炉安全シチテムの信頼性︑ロ

隅評価轄議会に︑原子力発電所と

委鼠会コネティカット州鱈力辺

ニ薙後に︑原子力零露に起

國する人体への揖鰐およひ財蒔損

ダウンさせる︵一九七五葎三月十

に︑原子力発慰所の安全システム で薔決された︶︒
グ
HBl七六六四原子力モラトリ ︵緊急炉心冷卸系統を含む︶の有 HBl七六五九原子力発羅騨価

警に対する電力会社の財政費任の

子力発三所からの排出物による放

限度が法律によりとり除かれない

八目に聴聞金開催︒黍細螺で哲決

射能影響と熱影響︑それに原子一

における安全の信頼性を調査する

SBl︸〇四一原器力発躍に関発饒およひ放射性物質の輸送中

された︶︒

トが設躍される庸治体の住民投票

する︸般投粟提案されたプラン

システムの禰効性が斥力施設評価
曙議貧により定められた実際の原

ことを指示︵委員会で霧議中︶︒

原子力発窟評価委員会を設醸する

は建設を禁止する︒各原子力発露

たは関飽施設のツィト選定あるい

一回再検討することを要求する

監視施設を連邦・地方行政講で年

モンタナ丹

︵委員金で沓決された︶︒

SB⊥一毛原子力無罪所︑ 票を行なうという認酎を得るため

アムを規定するハ下院で否決︶︒

射性廃博物貯藏に関するモラトリ

ける原野力雁設の建設と運転︑放

HB！四割言㎜モンタナ州にお

には︑四万六千人の署名を必要と

郡民はトロージャン発電所の運転

原子力教濤を求めるコロンビア

あるいは漂了力施設の建設に対し

は蓮転を停止する命令に違反した

郡にある原子力発電所の建設また

というこ

の罵名が必要である︒この請願諜
不趨嶺な懲類提出

ミシガン湖から五暇以内で

HBl﹁五六八原子力モラトリ

アム

呈し︑かつ現在工窮が進められて

の二子力発電所の建設と運転を禁

いるものの建設寸止も要求︒

A一七〇七

海洋保護区域に原

ニュージャ
ージー艸

子カプラントの建設に関する無期

監置灘

が原子力発電所を建設する嗣に禽一
同決議の形で認鰐するという法的一
手続きを必要とするもの︵一九七
五年五月七溺に聰聞会開催︒上下
両院で蕾決された︶︒

︸

州知郭に放射線

︑不ソタ艸
Hドー四五六

たらすこと︵委員会で否決され

源の規制の舞任を引き継ぐため蓮
か︑豪たは延ばされだ場禽︑それ
り
邦政鳴と台愈することの罹瞑をも㎜ に五葎後に︑原子力発雅語の安全

た郎⊥三九覆翠

で正式に承認されるまで︑原子力

る︵七五任三月十九日に聴唖会Q

州誠

止を取り決める惣法修正を要求

の製造︑護り扱いおよび貯蔵の禁

投票の童舞に盤づきプルトニウム

下院合同決議案︻○二五

オクラホマ卦

あり︑有効な電力源として実証さ

マサチュー
セッツ州

︵下院で講決さ汽た︶︒

へ

S8一四五六

無爵以内に条件

ミズーリ卦

された︶︒

える慰法修正を蠣求︵下院で告決

るための伝律を制定する概利を与

性撲出物のモニタリングを規舗す

金に立地︑発竃所の数および放射

下院合同決議案︻O二六

S81六三原子力発電所建
設が州によって認められる餉に︑
放射性物質の漏れまたは転用に起
礪する損欝に対する賜糾補債︑す
べての安全システムの実証済み回

九七五年三月十九田

目性︑放射性廃細物の罰金処分を
要求する︵

た︶︒

に聴聞会開催︒委道会で署決され

！

委員金で蕾決︶︒

アムを襲求する︵委詩会で沓決さ

を建設することに関するモラトリ

すべての放射性廃三物の

通切な保障描

保健環臆長官

カンザス州
HB⁝﹇＝九八

︑

により保認された
瞭

が闘発され︑公表され
るまで原子力発纏所の建設を制限

蜜全処分

える以前一年以内に︑運邦の信頼

所の許鋸両について︑明確な廃二

がA口わなければ︑原子緑発霜所ま
S81五七五州が許認可を与

性限麗を変更し︑雄筆以内に廃二

七六奪に繰り延べられる予定︶︒

物処理孚続きと安全システムの葛

全駐問題が成功罪な試験により解

ネブラスカ州

決される③放慰性廃棄物国詰の蜜

を州政尉に蟹済する︑また放射線

物放戯計画を理一圓公表すること

S8⊥一＝

〜

しB⁝四三九原子力が安全で 効性について十分な試験を要求す

する︵委員会で誘決されたQ一九

住民

れるまで︑これ以上の原子力施設

子炉試験で実証されない場禽に︑

嵐︑加工︑濃縮︑再処理︑刊誤解一 原子力発電所の逸転を制話するこ

手は処襲に関し六か壷

止する習犠を得るため︑州全域に

れた︶︒

五千人の職名を必要とする︒

議が一九七六庫に州民投票を行な
モラトリアムを制定すること︵委㎜
うという認斑を得るには︑十一万

ワシントン艸

興会で哲決された︶︒

放射性内染物

ミシガン州

上院では蓋決された︒

HBl六﹇︑二六
質とエネルギー生産を規制し︑新

リアムを制定する︵委員会で齋決

しい原子力発電所に関するモラト

AB一三七八︑SB一＝一七

ンシン単一

ウィスコ

HBI二五酉州議金の三分・
望華に兇占うまで︑漂子力発鷹所︸

HBi六二八九堀境瓦器輝明欝の二の轟により矯され萎全⁝
を受け入れ︑それが公衆の便監に

調査を行なうよう命じた︶・

立法陪審員は圃提案に対し一層の

二温に聴聞会開催︒四月二十三日

定している︵一九七五矩翌月二十

建設を始めることはできないと規

うに十分な供託金および有価議券⁝
㎜
を州の財務局に供託しない限り︑

に対し︑それに見禽う賠損を勧な⁝会開催︶︒

鷹野や三重貯蔵における護憂請︵一嵩七葦四月百に臨

釜の葦聞艶を霧づける・㎜ ㎜原子力発電所の継続評懸を開始
霧与するかを証明し︑かつ五年鎌
⁝
さらにこの法案は︑手毬所濠たは㎜し・言掛を五広間停止することを
に見織していくことを各原子力発

電蕨に要求する︵灸舞会で否決さ
れた︶︒

バーモント州
H一一二七原子力目今所の鰹

メイン丼

同法案に騨名︶︒

︵州知日は一九七五璋四月蕊日に

SI五〇九新しく原子力発三 設には州議論の認可を必要とする

れた︒︶

臼ウィリッツ上院議員から農事さ

するたろう︵〜九七五鋸囚月十八

経済的︑環境的な影響をベースと

露要︑定案された働設の社食的︑

の決定に際し土州のエネルギ⁝

を必要とするもの︒委員会はそ

にはアイオワ州軽業委鍛禽の認司

建設大型エネルギー施設の建設

SI四六五エネルギー施設の さ発︶︒

の勧告を決議した︶︒

畿罫灘触診漁灘醒

切懸鐸

が約二十州の州議食に上程され︑酒盛な論議が交わされ

た︒しかし︑これらモラトリアム纂のほとんどは各州議会の委員会で署決され︑同案をめぐる
議会の動きは一応おさまりつつあるのが現状だという︒一三州のうちアイオワ州など七州の議
余でモラトリアム梁を辮議中だが︑司決される見通しはほとんどないといわれている︒今署で

る内状調糞結渠からその概要を紹介する︒

エネルギ⁝研鷹開発公社と同鎌に
同州原子力・宇露開発公社を再繍

H臓一二八二
設に関する五年闘のモラトリアム
を設置するというもの︵委員会で

エネルギ⁝政策

習決されたが︑束無に繰り越され
る予定︶︒

＄B⁝二︻五
欝議裂に︑大型エネルギー施設雌
設の必要性と立地に閲する決定に
対する規闘を制定することを変饗
するもの︒施設総設前に審議会に
よるその必要性の認斑を得る必要
があるとするもので︑七六緬七月

いう原子力発電所建設に関する法

LO1一二三二五つの条件設 いくつかの疲原発グループは︑
一日まで効力をもつ︵監置会では を行なう非猟奇の施設がアメリカ
．内で一歳以上継続して存題する場
定と原予力評価機構を設補すると
すべての原子力発霞所の建設を郷
愈をのぞいて︑鷲しい発鋭匙の建

実証済みの窃効性②放躬性廃棄物・

原子力発億駈︑あるいは漂子力

子力発全盛の禁止を求める︒この

全轡が立紐されるll京で斬規原
地認刺発行を六器閣禁止する︵委

州議会が︑発 施設の建設または拡張に関する立
営所は安全であり︑廃藩物は控民

発議が一九七六奪十

する︒

月に州民役
員金で習決︶︒

あるいは原子力施設の建設出たは

間禁止するという窯出について行

るとの決定を下すまで︑原子力発

を危険にさらすことなく処分でき

HB一二二七九

オレゴン州

律︒葎は①茎⊆の案蓋の⁝奮る署醗露める︒この発

邦政府の信頼性隈展をとりのぞ

の二二な処理⑧無限の僑頼性︵連

ロード・ア

Lal︻五五五

下両院で習決された︶︒

拡張に関する立地認司発行を五師

なわれる補欠選挙の手続きを制定

公共亀力会社
統獣たは建設するずべての副圃に

囎所の建設または拡張に関する立

の際のプラント資任保険をかける

子力発電所の所説管に対し︑箏故

全システムの実際の試験に鐙つか

立地認可発行されるり前に︑有権

インディアナ州

地認萌発行を六鐸翁忌が止する︒原

団体は︑州および塗家がこの発議

トを縮小させるというものQ労働

する︵蚤員盆で蕎決︶︒

を六黛間遅らせる請瀬潜を配布し

を妻せるこξい歪︑の及幕つ要求薯︒塗の決定婁
ぼす経済的混融性を強調し︑この

院の三分の二の支持を必要とする

なければならないし︑かつ上下両

SBI九〇七原子力発電所︑ ている︒この請融は︑コロンビア
﹁ピープル・フォ・プルーフ﹂

たカリフォルニア州環境経済審議

と三十日闇の拘留を求めている︒

場舎︑一田につき五千万賭の罰金

七山ハ無十⊥一月に州民投勲那を行な﹁つ

者による州全体の認司を必要とす

バロック上院議員から提出され

SBi＝﹇○原子力発霞所のる︵一九七五薙三月二十一日︑

発議に横櫛的に反対している︒ま

肇︶は︑法的および樫済的理由か

野盗または拡張に関する立地認可

︵委員会で否決︶︒

が提案した原子力安全に関する州

うことで認められた︒この発議は

らこの発議に反対している︒

という認可を得るには六蕾人ツ上

掛巾︒聴聞塾開催の予定はない︶︒一

隈のモラトリアム案︵委風宏で下

原子力の安全を求めるオレゴン

とで︑一度も拒謝されている︒

は

た︶︒

原子力事故保険が有効になる②安

州民による原子力安盆の発議は①

設に係わる悪兜を述べる機会が保
留されている原子力建設を張瞬間

霞的は原子力安金に関する発

法

禁止する︵委員禽で否決︶︒

CFA⊥五七九原子力安全
発行︑または菊椛著がプラント硬
の方法が州議会により萄効である

ペイン氏から提出された︶︒

議と同様︵一九七五琿㎎月や日︑

以内に安全システムと廃炉物処分

州浅投戴で承認された場愈︑五奪

一九七六穿ハ月に州民投票を行な 会︵代論者はE・ブラウン元知

民の磁接発議︵イニシアチブ︶は

ルニア州

カリフォ

も石油構馬所や原子力発電所を学

H一五二﹇九三州のどこにで 七策館五月七二に聴聞会開催︒上

く︶④安全な閉鎖⑤裏故賭の効果

イラント丼

的な避難計麟⁝⁝の五つ︵一九

列された︒

ーノルド発話所はこの対象から除

一数で︑同州での今後の原子力発 設詐町を禁比しだ︒デ議アン・ア

ワ据エネルギ⁝政策審議会は渦場

盃決︒七五銀四月十一懸︑アイオ

電所の最終決定権はアイオワ商業

は︑来原子力薩業会議︵AIF︶が最近とりまとめた︑米各州の原子力モラトリアム粟をめぐ

ニューヨーク州

一㌢簿

鹸認鰍

欄㌻

駅＼唱ギ鞭

続癖

アイオワ丼

A8一二九六五瀧＄B一二三二成すること︵蚕員会で審議中︶︒
公聚保健法にこれまでに認則

密護中︶︒

A一七 一 〇 四

て命禽的なものを制定する﹂と賞

後使用されないエネルギー源とし

ストについて︑現有施設に加え今

な社会・環境・保健そして経済コ

﹁核分裂エネルギ⁝に関する防度

州蜜全エネルギ⁝法﹂を制定し︑

門二﹄ーヨーク

止する条項とを棚える︵委員会で

も運転容最を増加させることを禁

町内に︑いかなる運転中の施設に

法律上の所衛区域の境界から二千

薦または住居を対象としだ実際の

設の建設をも禁止する条項と住居

転されていないいかなる原子力施

されていないか︑または以蘭に運

七

hU
t
hU

米国ではこれまで︑原子力発電所の建設︑運転を禁止または檸止させることを圏的とした
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三菱璽工糞株式会祉
三菱原子カ工難橡式会

聞

晶
産

翠大統領＝騨

資金調達にメド訥．甦

一・UEA計画が失敗した場合

に備え︑HRDAが建設する現有
濃縮施設への遇加設計を行なう︒

位︶プラントを建設するというも

め︑滋在濃縮事業蕎にとって︑政
府の備誌分を流用することが実現

ひとつのカギとなろう︒

するか否かも︑今後の禦業促進の

主な製品

高温高圧・自動制御・べ［コーンール

悪田ノ剛！ア彫フ睡

431−

チャトフ原子力研究所で建設され

原発2基建設

で仏に申入れ

韓国謝酋相

︻パリ松本駐在風︼第八回仏韓

ほど訪仏した韓國の閥騰祐副葭椙

経済闇僚会議に出鷹のため︑この

兼経済企画院総裁は︑フランスが

動所二基を建設するようドルナノ

欝国に出力九十万KW級原子力発

熱し入れについて︑フランス側は

仏工業科学相に物し入れた︒この

韓国では現在︑米国製の軽水炉

検討すると約束した︒

二茎が建設されているが︑ベトナ

原子力火力・字宙・霞脱排脱・酸繁
しNG・石ノ由・カス・パイプライン

建設について①ソ彫心の出力四十

﹁トカマクー0﹂が︑このほど完成

讐といわれ︑規模において今年末

胴⁝

水炉︵CANDU炉︶の提供を確

5176

〒！⑪5

四万KW加圧水型原子炉︵Pて
Wいたトカマク型核融禽研究装躍

でも巖大のもの︒磁場の主半径が

した︒同装躍は世界で開発中の申

民︶の建設︑運転で協力し︑その

この規模の原モ炉が中心となる②

技術改罠を期する︒今後十蕉闇は

をできるだけ早い時期に実現する

出力醤万KW級PWRの鐙産体制一・五綴︑プラズマ半径が約四十

鰍
隔⁝

ム戦象後の極策情勢の変化から︑

米国が韓国の原子力発頭所礁設に

難㊥を示し始めているため︑懸仏

約し︑また︑フランスのPUKと

・懸

−

・・

いる︒韓国への原子力輸出交渉で

接近策がとられたものとみられて

ンゴリア︑ポーランド︑ルーマニ

はほかに︑カナダが天然ウラン璽

アの九か国で︑準加盟国としてユ

鋤

﹁P﹂τ﹂に匹敵する︒

に完成が予定されている米国の
るlIを箇標にしていくものとみ

③高速轡殖炉の研究開発を促駁す

られている︒

コメコンの正式服盟国はソ運・
ブルガリア︑チェコスロバキア︑
キューバ︑策独︑ハンガリー︑モ

辮幕怖惚楽聖礪軸
新政策では︑将来のエネルギー供
給源として原子力発電の璽要性が

ていくためにも原料物質源の開発

強調され︑謹た燃料供給を維持し

が必要であるとしている︒

2…7）

☆葱圧カス設備賦験製藍認定寧鞭所（認定No

議会へ送る灘縮教総に罵名したフォード米大統領麺りPーサン

．費︑

一方・顧客側の電力会社は濃縮

とも必要なわけだ︒

獣櫻

て最大の関心畢は質金問題であり
これが原因でプラント建設が実現

にも︑政府の資金熱海保証がぜひ

しないという壌態に陥らないため

原子力発電を中心に

ブラジルと隣りのアルゼンチ

︑

鯛名馬エネルギー15か年計画
コメコン︵共益圏経済電工相互
会議︶は先月末︑ブタペストで三

ンを対独支払いの一部に当て

ンはともに核防条約に加盟して

サンゴバン︒テクニック︒ヌーベ

まっているとも伝えられている︒

國際的な査察闇題で交渉が行き詰

交渉中だが︑これも署務描躍など

理パイロット・プラントの建設を

ルの両社が使罵済み核燃料の再処

ーゴスラビアが参加している︒

次期五か蕉計画の中には火力︑

ｪ雑鍛鴛穣製核融合装置
連

に対処するだめ原多妻所の建﹁T−10﹂が完成
ソ

︻パリ松本駐在鋤︼ソ運のクル

カーのGA捜は﹁今圃の計画取り

一

タ

一
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一︑民間生産者と契約している
海外および国内顧客の双方に薄し
大統領がその契約を保証する︒

および隔膜︑シールのようなコン

今回の大統領提案は︑UEAが
今隼初めに政府に要請していた援
助方式と似ており︑識金がこの提
ポーネントを供給するとの保証も

臼診

案を承認すれば︑UEA計画が曲
館要な点であるが︑UEAにとっウランの供給保証を並んでいるた
道に粟る可能性が大きくなる︒U

EA計画は︑ガス拡散法による琿

の︒建設鐙は当初見稜りで二＋七

年が妥当︑との見方も出ている︒

る︒濃緒工堀については︑西ド

は公式のことで︑両国は互いに

設が早惣に進められるという︒こ
のため加盟諸国は︑原子力発電所

社に発旨した出力各酉十六万KW かった政府の澱任を追求する強い

基の鰹設引圃を取り止めることを

決定の可能性を求めて︑電力側と

止め渓定後も︑RτGR建設の再

不満をも表明した︒一方︑炉メー
の高温ガス冷却炉︵HTGR︶二

ルイジアナ州ニューオーリンズ南

決めだと発表した︒同建設計画は

ており︑あくまでもHTG況計画

契約交渉を継続していく﹂と語っ
方のセント・ロザリーにHTGR

出力各七†七万KW二親︵デルマ

GA社の現在のHTGR受注は︑

今圓の二塾建設取り止めにより

にしている︒

一号機は一九八二矩︑二弩機は八 を推話していくとの態慶を明らか

一周建設を予定していたもので︑

四葺に運転開始を目標にしてい
た︒

電力金棺筋は︑建設費が当初の想

二基︵フィラデルフィア電力︶の

ーパ電力︶と出力各百十六万KW

計画取り止めの理由について同

心し︑その費用調達が不可能にな

定額十二沁がから二十三億がに倍

ア・エジソン︑アメリカン・エレ

ったか♪だとの点を指摘している 合計四墓︑それに爾カリフォルニ
が︑政府の原子力許製出手続き改

θ

力頂五十万KW標準化HTGRの

クトリック・パワーの両社との出

開発プロジェクトだけである︒

イト往︵ミトル・サウス・ユテf ㎡の遅れなと︑政府の原子力政策
リティーズ系列︶はこのほど︑昨

に趨博する要因も多大に影響して

年ゼネラル・アトミック︵GA︶ いるとして︑これ謹でにみられな

平照バルフ工業株式会社
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議会の承認が当面の課題
フォ1ド来大統領はこのほど︑蔑聞産業のウラン濃縮瓢業進出を認めるよう求めた教露を議会に提
出︑現行の政瞬独占によるウラン濃縮禦叢を蔑闘に移管していく翼依的な立法措置行動に粟り出し

た︒同大統領の提案が議会の承認を得れば︑ガス拡散法ウラン濃縮工場建設を計画しているUEA
︵ウラニウム・エンリッチメント︒アソシエーツ︶をはじめ遠心分離法を開発している潜往濃縮事業
者にとって︑資金および技術面での政府授助を期待することができるため︑この大統領提案は産業界

ネント︑資金擾助に擾近し︑かつ

婚五千万メ︵一九七四年ドル価

間能力九千沸SWU︵分離作業単
れ︑産業界はこの提案を好意的に
政府の備蓄分から濃縮生産物を購

から好悪的に受けとられており︑今後の議会審議が注目されている︒
潜在ウラン腰紐事業者の濃縮工

入するか︑またはそれを売却する

大統領が議芸に承認を求めた濃

受けとめているようだ︒

とするフォード大統領の提累は︑

堀建設計画への昊質的擾助を旨的

憤︶であったが︑澱近では三ナ五

いて︑UEAとその契約交渉を行懸が︵七六庫ドル価値︶に高騰し

権利を民聞会社に与えることにつ

一︑失敗したプロジェクトを肩

計画が郷滞していたUEAにとっ縮計画案の饗魯は次の趨り︒
て濠たとない好条件であり︑象だ
代りする際の支出を補なうため︑

ているという︒プラント織工が七

遠心分離法開発に関心を示してい

米エネルギー研究醗発局︵ERD ︸︑UEAの場倉と同様な一般七年として︑盆能力生産に入るの

なう︒

るギャレット︑エクソン・こユ︸

A︶に鍛大八十億がまでを支出す 取り決めに基づいた民心分離法の

が単くても八三奪︑一部には八五

ることができる権隈を認める︒

政麿がUEAに︑ガス拡散技術日間にわだる当絵会議を開き︑三

再処理や濃縮の技術が

イツが開発申のノズル法の技術

る︒

潜在濃縮企業からの提案を躾撫す

の三社にとっても計画推進の異鷹
一︑政府の濃縮技術とコンポー

クリア︑センター・アソシエーツ

的な足掛かりになるものとみ ら

してしまえば︑ある国の核監理

いない︒そこで両國の酋椙が核

いる︒

の悪落決定を有効に防ぐことは

が提供され︑二無地から実験工

拡散

事実上不可能であろう︒したが

って再処理・濃縮施設に対する 場︵二百沙SWU規模︶の建設保有国の意麹を蒼撫し︑保隙搭

この協定のもつ悪味・影響は

根手の動きを冤ながら鰻終的に

躍をうけると書明しても︑それ

圏際的世論になりつつあるが︑

非常に広汎だが︑当面の問題に

が開姶される予定である︒

カナダのトリュドー酋桐は︑こ

闇題はそうした議論が惜勢の発

地域的な多園聞管理は︑有力な
各国の火力←原子力転換の進
れは触世界で最も厳しいセーフ

は核傑衛への道を残そうとして

縄認雪

力

原
行が核拡散のリスクを塘大させ

限っていえば︑ブラジルが慶前

いるのだという疑いが消えな

展に追いつけるかであろう︒

そういう懸念を強めたのが︑

アルゼンチンとの協定更改交渉

ガードだ﹂と述べ︑この方針で

の濃縮・再処理工場の保待を望

この両国のように︑比較的平

い︒

み︑西ドイツがその提供に岡津

和な関係にある場合でもそうな

したことにしぼ

六月末に調印された西ドイツー

られよう︑ニュ

は禦

米倉のルイシアナ・パワー＆ラ

GA社の受注残は4基に

ている︒いったいどうずればこ

をすすめている︒

どう縫蛙瞬轡

い地城では︑平和利用技術と核
保有への欲望とはむしろ当然に

のだから︑他のもっと緊張の唱

結びつくものと酔えた方がよ

・ウィーク誌に

よると︑ブラシ

い︒したがって︑技術提供のさ

；クレオニクス

ルははじめ米国

いの

来安全保障について

ン︶の安全保障条項は拡散防止

ル︶︑カナダ︵対アルゼンチ

︵K・K︶

のモテル・ケースになる︒

米ルイジアナ電力が決定

のリスクを抑えながら︑次代の
エネルギーを原子力漿聡でまか
なっていけるか︒この問題は撒
界が当面している巖も緊急を要

昨年のインドの核爆発実験以

する諜題だといえよう︒

来︑インドへの技術提供国のカ
ナダは今後の拡散を防ぐため︑

︵ウエスチングハウス社︶と交

をあげてきたが︑どうやらその

と将来その上に國

ブラジルの望月協定である︒報

渉したが︑笥※政附の政搬︵介

際管浬のあみをかぶせていくこ

確約

一方ロンドンでは︑昨無難以

道されたように︑この協定は少

入︶て協力が中断される﹂懸念

なくとも八鮭の発竃炉

安金保陳のフレーム作りに金力

理解の一

各薦二

致

を得るための非公式の七か

警え方が固まったようだ︒その

とは絶対に必要であろう︒

だというプラシル政瞬の考えを

当彊の西トイツ︵離ブラジ
イクルの全施設について顔トイ

十万KW級︶に加え︑移燃料サ から︑画ドイツレの交渉に切り
換えたという．プーツソルからの

は米︑ソ︑英︑仏︑西ドイツ︑

国会議が開かれている︒七か園

協定だ︒そのなかにはプラシル

の営為誤脱娠の限界を物語って

強めたようだ︑このことは来国

大飯市東区北浜五丁昌一五

噸1

核爆発利用をしないという棍手

で︑臼︑削の濃縮L場をもつべき

ウラン虞蟹の憾製しとからん

でのウランの探鉱開発への協力

・憐亥鴨墜

噛羅

O

φ

辱
欝欝

ひとつは︑たとえ平和目的でも

全燃繕℃イクルにNPT︵核拡ブラシルの原子力崖業の出立を

カナダ︑田本で︑三縄の惣蜀は

達成させようという︑惨界の工

ティブな領域に限っての難陳強

理や濃縮のようなとくにセンシ

も含まれ︑ブラジルはそのウラ

︵条件は蔓付け︶されたことも

国による約束の明記であり︑カ

業史上前例のない﹁大鷲協力﹂

鐙濃総申し込みか一儲間棚上げ

ナダはその根拠を核爆発利用の

用すへきたというものと︑再処

散防止条約︶型の保障懸盤を画

ツが技術を提供し︑十万年後に

ことに耀いている︒もうひとつ

実用性がまだ証明されていない

は安全保障条項の有効期闇を︑

化論︑とに分れているようだ︒

鳶

期闇まで延長することである︒

従来の十五年から施設の全寿命

料

高温炉2基取止め

（20）

（2）

第784号
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晶

子
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聞

業

﹁開発必要﹂で一致顯蠣捕
縄佐世保の動向カ ギ に
原子力委員会は十四臼の第四回原子力船懇談会で︑原子力船開発の今後のあり方などについて︑海

被曝管理で電算

機処理検討へ

鍮
菰

︐琵

監

︐9

﹁最近の鍵が関界隈では輔凝

資原エネルギー庁の
初代原子力産業諜蝿

山本幸助

や族もとこうすけ
なきゃ﹂と就任第一声は国産化

醗縣一興鐸倒懸

ロジェクトに願いないが︑民間

でも努力してほしいと項類の一

針︒業界への注文もなかなか︑

ンストリーム禦業を︑多少時間

手厳しい︒廃棄物処理などダウ

原躍が餐鋤会画一

てたら外国資本におさえられて

り全のためにも罵塵﹄というのが 論︒ウラン資源も︑ボヤボヤし

は︑﹁むつ﹂熱電・母港化反対と

舎爵葉﹂だとか︒何かあっても

しまう︒ただでさえリスクが大

鱒動転胴磁難漂然罷職舗魏題鋤麗
輸入品だとノウ・ハウこれあっ

隅っていく︸．とになった︒委員会

に原発反紺運動と四醐楚歌の感

立地難に加えて資金難︑それ

ある︒

務の︑もう一つの大きな柱でも

とともに山本さんが受けもつ業

ものにしたい︑という︒帰属化

はかかってもまずしっかりした

が翌︑鶏︑鯖置ぐ九月圭語蒜臼取種尋鈍し︑

たりて︑手が出せない︒その点

は①社員および不譜業蕎作業員の． アフターケアもスピーディー︒
⁝
健康管理︑彼ばく管理など改餌を
相次ぐ不祥事に︑やきもきもし

@麹

旬の矯例市議会への継続蜜議が決⁝被ばく管押体制について兇画しを
まるなど︑

ている山本さん︒この七月の通

岡凝品だとチェックも容男で︑

ぐって大揺れ︒八月九日の被爆二

淳省組織改正で︑資源エネルギ

謹むつ﹂受け入れをめ

十周葬以後に政府と地元の折戸が
図る②健康管理︑被ばく聾理に関

﹁む

遊する物質にくっつきやすく︑こ

来鋸三月で晴限立法切れとなる

﹁RI刺用機雛︑放射線測定機器密灼策︑潮境滑染調査など社雲的

①﹁世界におけるR王利用開発

で︑民間では負輸しきれず︑国罠

欝欝購簗団の改組問題について

第十二園会議では︑アイソトー

の開発・応用・市場性﹂H加藤正 関心が深く︑国民生濡に身近なト

いて平松博冨山大教授ら＋二氏が

不惑

翌ﾌ五入住まい︒畏野県出身︑

の無はもう目の前︒︵Y・T︶

藁大法卒︑論語に了う

繭ドイツでは︑原子カプラント

交換した︒

子力関係機関の品質管理体制︑試

績のある臼嫁製鋼研をはじめ︑原

み

ーエ研のD︒グプタ氏ら六人の講 起点にしている②平和利用から軍

が

事利用への移行の司能性は常につ

病院では関係機関に届け出るとと

の報告を受けた︑と発表した︒岡

のラジウム伽管二本を粉失したと

道病院から十一二八︑ゾキュリー

科学技術庁は十四出︑名古屋鉄

でラジウム粉失

バ

イ余館で行なわれる予定︒

の実態を視察

品質管理など

ルを採択して閉会した︒

には皿切閲与しない﹂とのアピー

討論会は最後に﹁核兵器の開発

たにした︒

り︑この聞題についての雑9㎜識を新

いのではないか一1との論議があ
名鉄︑浜田病院

原子力開発をめぐる諸問題に関
する十三日午前のセッションでは
①﹁低レベル放射能による放射線

障害﹂︵道家忠義早大教授︶②
﹁原子力開発の問題点﹂︵小野周

東大教授︶③﹁核燃料再処理およ

それぞれ問題点を提起した︒この

行勇気象研究所員︶の講演があり

トニウムによる躍境汚染﹂︵杉村

之助原研副輩任研究員︶④﹁プル

が圃の腺子力材脳籔理︑検査など

重水製鋼所塞蘭製作所を訪れ︑わ

週間︑東大︑金材研︑動燃︑原研

︒検査視察団は︑七月上旬の約一

西ドイツ政府派遣の原子力規則

大阪科学技術会館衣がえ

衣がえ

エネルギー資源︑地域社会︑環境
公告︑生活科学の四コーナーに三
十三社〜団体が展示︒関西原子力

力炉部長を団長に︑横幅機関の響
一〇〇％ちかく海底に沈降してい 門家で構成する一行五名︒原子カ

っていたラジウム郷針十本のうち

の一本︑一︑ゾ践がなくなっている

原子炉工学生乳所

のがわかり︑届け出た︒

所長に青木成文氏

︵菓崇・二黒区大醐山︶の所長に

東京工業大学原子炉工学研究所

に伴う教授会で選出されたもの︒

任期は三無︒

カ

︑︑︑

︑︑︑

グ

㊧

式裡
株会

本

ネ

新大芋町ビルヂング

@

運︑造船など関係各界の代表から慈見を求めたが︑①原子力船開発は今後とも必要②実証船の開発は
するデータ類の処理の改㌫を隅る

ンサスづくりが第一と︑山本さ

が深い原子力開発だが︑コンセ

具体化するとの観測があることか

きい探鉱開発︑それを千穏資本

んは﹁住民との対話を大いに行

ら︑革新系繊体が現地闘象を展

一庁に﹁原子力産業課︸が旧窟

のだから︑これはた束らない︒

をバックの国際石油企業と競う

原子力船﹁むつ﹂をどうするかについて政府筋は︑改修後︑母港を決める鎮扇を固めており︑佐世保

政府主日で行なうべき③協業団を改組した傾久的な機関が必要︑とする悪晃が大勢を占めた︒〜方︑

房総務課原子力曄樂塞を母体と

なうべし﹂論蕎︒

⁝⁝を目的とするもので︑年内に・
⁝

して︑遅ま砦ながらやっと誕牛︑

燃プロジェクト別成功払い融資

そんな質間に反応はピシャリ︑

際︑反対運動を盛り上げる動きを

その初代諜長に就任した︒石油

の動向を注視している︒

開発公団から二流ぶり本庁に簾

候補地

周委員会は健康節理・被ばく管

など
政府から要請があった場禽︑

理データのコンピューター処理に

⁝

つ﹂の安全確立と隙子力行政の立

予︒

の市民が同請すれば︑修理蔭とし

て醸しが明確にされることを条件

は一応の中間報告をまとめる予

ものを使う﹂というユーザーの立
て受け入れてもいい﹂との悪評を

みせている︒辻市擬としては︑

第四回原子力船懇談会では︑臼

示唆しており︑佐世保港で改隆す

植物防隠所の楯谷昭夫氏ら二十一

璽京・成城で紘子央入と一男

なった︒

場から︑より消極的な態度表明と

り﹁今の原子力開発は

原子力は縣来の本命︑だとす

も実現させたい﹂と︒

本船主協会︑臼木造船工纂会︑三

ついても検討していくことにして

買い食

菱原子力工業︑全巳本海員一隅︑
に︑地元の禽悪をとりつけたい考

海員組舎の村上行示縄合長は︑
る方向で購態が進展する可能性も

眠塞海技協会︑臼本原子力船開発

の感がある︒これ

じゃダメ︑自力でやる努力をし るならば︑もっとドツシリ腰を

理の実態と間題点﹂薩密封線源袋

立ち会うことを工務ゆけるなど綿

ぢ

岡田午後の核の蟹田・平和利己

り

連から関心を集めている二つのト

密なチェック制度を設嵐ているが

ぽ

機器材料な践の購入に際して︑検

のため沈険速度が畢くなるのでは

燕機関の豊門籏がユ場平日検査に

人が講演②﹁アイソトープ研究と

ないかと蕩えられるという◎

放射線管理の実施状況︑問題点︑

今園の視集は繭ドイツへの輸出実

一竃虎雄理研主任研究員ら七二が 原子力開発﹂旨原子力発罐との関

備機器使用の事業所に電点をおき

﹁RI無用機関における放射線管⁝ピックスにスポットをあて︑横浜し︑プルトニウム鵬は海水中に浮

分析︑解毛策を見い出していく④﹁

いスタイル

いる︒

四つのパネル・セッションの概

ている︒

﹁

えのようだ︒

﹁むつ﹂問題は︑原子力開発体制 でてきた︒十一日に終った薄端金

の欠陥に由来するものであり︑体

懸樋団の各代表が今後の原子力船

と提叢︒また︑﹁むつ﹂の船員問

開発に対する考え方などについて

題と定係港に関して︑浅井栄資・

R亙会議編成大詰へ

一九八O母代後半に予想される

綴本原子力塵業会議は今秋十一

制の改箪なしには開発は難しい︑

原子力船突用化晴代に備え︑﹁わ
海狡協会損は①﹁むつ﹂には海技

月二十六︑二十七の両賑︑束察・

痛論を述べた︒

が国での原芋力船開発は必要﹂と

歴が認められておらず︑その羅正

免状取得条件となる船員の乗船履

関連機器展示会も併催

の︑どう取り綴むかという開発体

の認識ではほぼ一致しているもの

の平和利爾はもともと琿類利胴を

験検査などの現況を晃でまわった

をめぐる総抵討論では︑①原子力

きまとう︑などから核兵器の禁止

位体分離について西独カールスル

イソトープ協会︑日木原子力学会

大手町のサンケイ会館で︑日本ア

政策﹂口述原子力庁A・ガバナー いてみると︑①短しい時代に対

第十二回食議の発表︑講論に併

もの︒

ピックス︑核物質の計簸管理︑同

が望まれる②定係港を求めるのに

野の中から︑醍林劇物の審虫の放

氏ら仏︑来︑日をはじめ︑IAE応するR1利摺﹂一1墨縄な利用分演が予定されている︒

なしに本当の軍和利用はありえな

の理解ご協力も不歯欠︒政府主轟
は︑強化拡充した恒久的な機関と

プ・放射線の利用健進庁策につい

また︑講演のニセッションにつ

制については︑それぞれの立場の

全性を平賜に解説し︑理解を深め

際して︑國民に開発の必要性と安
との共催で第十一薗日本アイソト

Aなど国黙機関の代表が︑開発利

せ原子力関係機器展示会がサンケ

改鵡対策を論ずる︒

相違から微妙なズレがでている︒

ープ会議を開くが︑岡会議準備委

射線防除︑照射食贔の健全性︑公

略はおよそ次のとおり︒

造船工業会が﹁開発には︑長期に
る努力が必要︑と語った︒

員象︵御園生圭輔委綴畏︶による

用︑規制の両面から現況を紹介②

で﹂との兇解を打ち出してい る
することが墾ましいとする意見が

わたって莫大な研究投資が必 要

プログラムがほぼ固濠つた︒

のに対し︑船主協会は﹁開発蟄が

計翻システムの開発と黙黙性︑さ

を性格づけ

中で︑気象研の杉村氏は門核実験

の実態を視察した︒

技術館が

査について臼本側専門家と葱見を

本社東京都千代田区大手町2備2弓

TEL（078）221−415！（大代表）

産

力

原

るほか︑わが国で最近闇題になっ

央束穴教授ら四氏が憂しい機器︑

ところで︑﹁むつ扁の描出につ

らに標準化などの問題点に論及す

て来︑仏などの代表から発表があ

いて政府筋は︑﹁むつ﹂を修理点

た放射線便用事業所の安全管理な

る⑧﹁RIの生産・供給・廃棄上

強い︒

も多くの課題を抱え＋分な成果が

どで報告と討論が行なわれる︒プ

の課題と鮒策﹂厚隆学利雨サイク

に露点を妬いた会議

フォールアウト︵降下物︶のプル

蒙た︑鵬根県の團立擬田爾院で

もに病院内とその周辺を探索申︒

トニウム融は︑海洋では一〇％臆

西独の検査官ら

広轟・長燐の被爆蕊十周年にあ

びプルトニウムの聞題﹂︵中齢篤

たり︑核爆睡と原子力腸発をめぐ

度︑沿岸の水深の浅いところでは

垣祷秀武前所擾の圧期満了改選

膏猛威文岡大学教授が就任した︒

﹁明潤への道を開く一私たちの

五十平方耕のコマに門わたくした

懇談会と関西電力は共同で︑約百

る諸問題に懲晃を交換しょうとの

プラント機器材料の特性把握のほ

下物が海洋中で拡散されるのに対

も十六日朝︑子供の癒の治療に使

修学旅行コースに組みこ豪れる

昏睡から︑科学轡颪四十人の呼び

ると推定される﹂と述べ︑海底棲

か材料検査︑溶接手順試験︑剛性

社会と生盾の科学﹂をテーマに︑

などで無問十蕊万入の見学者が訪

の仕組みと原子炉の模型︑放射線

ちと原子力発電﹂と題して︑発電

かけで＋二︑士二の藍田︑東京・

息戴物への影響の田無から讐告

原子力の展示

し︑十四臼午

れる大阪科学技術センターの科学

計測器パネルなどを立体的に展

港区の欝山会館で門核兵癬禁止を

装いも薪たに

後︑会廟議雄岡センター酋及広報

示︵懸隔︶︑日頃なじみの薄い人

した︒ストロンチウム90などの降 試験︑非破壊検査など製造上の検

視察団は︑K・ガスト内務省動

冗員会委員長︵露立繭船副社長︶

ねがう科学織フォーラム︵討論
を行なった︒

港湾運送・重量物運搬・工場荷側幾工請負・倉庫・自動車運送ほか

@
@
@

@
@ 。

会︶﹂が關かれた︒

改修開館式

ソi二

一一

繋潮
日

紐

脅

り

一

うと趣圓をこらしている︒

被爆30周年にあたり
たちにも原子力に親しんでもらお

核禁と平和利用で討論
のテープカットで︑二奪ぶりの

科学者；砿開く

綴

廻

豊

莫大なだけでなく技術問題以外に

予測できない現状では︑海運界の
検したあと新定係港を決める方針

ログラムは︑パネル討論四︑請凝

漁襯 醜 馬
轟ゾ哩 ・艶

﹁国の内外を問わず︑開発された 市長が﹁安金性が確認され︑帰国
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吉

参加は問題とならず︑国のプロジ
ェクトとして開発すべきだ﹂とし を固めているが︑さきに辻佐世保
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一

ルの各段階で隠面する闇題点につ
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●

国の長期エネルギー購給計画の検

び六十隼度を醸標年次とするわが

に設躍され︑昭和五十五難度およ

倉エネルギ⁝野島ム蕪給部会の下

当聯門婁蝿会は︑昨銀十二月総

以下のような詰論を得たので報告

領とその勝本朗考え方について︑

擾期エネルギー減給計画の闘醸数

立場から検討を電ねてきた絡殿︑

四分欝金を設け︑それぞれ導門酌

エネルギ⁝︑供給力︑海外醗給の

甲などの分野できわめて部分的に

エネルギーの実用化は︑穴陽熱亀

智計画期答申においては︑来粟

いう講識に立つべきであろう︒

安定性の程臓がそれたけ高まると

テンポがそれたけはや量り︑その

●

討楽霞ねられた︒以来︑当歳総懸
する︒

るなど︑今回の報簿に審せられた関心は大きい︒以下にその概要を紹介しよう︒

比中に九．六％を冤込んでいるが︑その可能性や妥当性をめぐって早くもさまざまな声があが

今後繕大する可能性が大きいとして︑六＋露千九蔚万KW︑岡年度のエネルギー供給構成

力と液化天然ガスを醸視している︒とくに原子刀は洪給の安定性が引く︑その纒済性も含めて
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をほぼ金面的に認め︑國側に門部

所が五月二十六日に行なった決定

消し行政訴訟に関し松劇地方裁判

U︑国と住罠の聞に法律関係が生

命︑身体︑財塵の安金に制約が生

を設躍許可したことで︑住民の生

璽力との間の費料とはいえ︑原発

を認め①蜜全羅査資料は國と四国

葛腰高鍼の決定は一審の原決定

五＋六万六千KW︶の設躍許可取 などとして即時抗告していた︒

定漏摘の全ての胆方原発安全審査

国象の利益︑公共の編祉をこえる

じる②企業機密の文樽であっても

関係資料を提出するよう決定を下

國側は高松高鍼に①民訴法一三

し︑関係者に通知した︒

国側はこの工審判決を不服とし

ものではない一などとして原決

て鍛蕩裁にヒ告するかどうか︑現

定通りの決定を下したもの︒

の間には存在するが︑住民との間

在演討中である︒

二条︵文欝提出鏡務︶に定める法

には法律関係はなく︑訴訟によっ

律関係は︑圏と雲居者の四園電力

ても発生しない②文灘中には商業

の保安規定について政府認可がお

なお岡璽望では︑これら各施策

らピエトラづンタ団長をはしめ各

のが来田の臨的︒懇談では仏側か

なう﹂という五項目の面容︶を踏

りるのを待って︑埋ければ八月上

硬評している︒

石えながら︑地元茨城県漁哩から

から一京松玖磯原産副食長︑政絢︑

議員︑在臼大使館関係蓄︑田本側

民間︑地方自治体などの関係吾

の璽点的推進を星木方釧としなが

に蓄締し﹁画一的な枠にとらわれ

旬中にもウラン試験にとりかかる

ン換算︶の未照射ウランによるユ

刮画だQ試験は約十ゾ︵金属ウラ ら︑原子力開発の竪要性をも十分

つ偏問題で懲りた原子力委員芸

ノ

⁝

〆

〜

〆！〜

@撒

@銀

獅

栄に努力している一と田本の原子

慮が特に璽要で︑住民と原発の共

﹁原子力開発では地元苅策への配

らが出席︑談ず︑一本松副会長が
よう扁要望している︒

ることなく強力な搭躍がとられる
階が行なわれる産繭で︑調整期間

いる︒

仏・エロi県会議員を中心とす

仏裡察団

に大きな関心

温水養魚計画

ニット単位での巌巌作動など露段
積極的な姿勢をみせたものとして
評価されている︒

なお動燃婁業圃は︑現在申請中

進めるほか安全確保対策など璽要
施簾の強力推逓によって国民の信

る﹁原子力発電所調査団漏︵団長

議員︶一行六名は二十・臼に爾白日︑

頼を回復することが肝要だと指

施第一駕度にふさわしい十分な描

二週間にわたる国内視察を前にし

・ピエトラサンタ・エロー興議会
極めて厳しくよほど強力な施策が

くGゆ行政機構の抜本的整備強化② て二十一賦︑東宗プリンスホテル

置がとられるべきだとして︑大き

摘・行政懇談会の翼果を受けた実

ない隈り原子力開発のみならず︑

ノ

た環境の申で働かなければならな

エトラリンタ団長は﹁エロー県で

力発電灘醐を概説︑これに対しピ

〆〆ノ〆！建

いだけに︑堅牢な船体はじめ︑冤

〆ノ

ンス初めての海岸立地型原子力翠

！ 〆途

異⑬原子力発電総△ロシステムの一

〆

安全磁保︑環境保全対策の強化驚

〆！〆さ

な支照をきたしかねない︒原産要

〆建

望はこうした情勢を背漿に︑今後

〆ノ

霞所の誘致をひかえて垂水の海岸

ミ

力産業政策の充実11の五項目を 立地型原子力発電蟹情を調識する
〜

貫化④技術開発の強侶促進⑤原子

這

昨庫兼京でに各種機器機能試験では機器や装置の監視で常時当磁

ノ

の原子力開発を円滑に進めるため

き

には︑まず行政機構整備を強力に

て原薩葭脳と懇談した︒近くフラ

国全体のエネルギー供給にも大き

枠にとらわれず

を含む七か月闇程度が見込まれて

が﹁再処理旛設の安全性確保﹂に

このことはむしろ原子刀船﹁む

ノ

の嚢請に応凡たものでもあるが︑

定︵﹁本洛季重前にチェックを得

薗しは今隼二月の原子力蛮員会決

今回の再処理麗設設謝・工事冤

糖胴づけている︒

なっても安全上の支障はない﹂と

設計や工事検査も妥当
原子力婁員会は二十二日︑動力炉・核燃料開発事業団東海再処理施設に関し︑①科学技術庁が霧擬
した設計・工瓢方法および施設の検査は安盒蟹査の内容に従っており︑妥当②動燃禦業団によるウラ
ン試験試還転謝画は妥当で︑この計画による試験を実施しても安全上支障はないーーとの周委貫会群
処理施設安全審査騨門部会︵高鵬洋一部会擾︶からの報告を了承した︒

くに設謝・工霧の主要学窓につい

学技術庁による許認司のもとで設
まえた上で︑近く開始予定のウラ
試験丙容の妥当性がチェックされ

！

は止めてもよいほど︑という︒

パイプに付着する蜀の除去聞題な

問題が話題にのぼったほか︑排水
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汽ーノ

揖、

の実際建設に当たっての設計やエ

動燃纂業団の榮海再処理施設

そのための墓雛は妥当たったかな

方︑ウラン試験については従業籔

従っており︑妥当﹂と判断︒一

ては﹁いすれも安全審査の内容に

力O・七口／臓︶は︑四十四年差

門部会があらためて全般を見満す

どについて︑

謝や工購が進められ︑昨秋発成し
ン試験について動燃欝業団がつく

たが︑この結粟﹁運転計画は妥

による専

原子力委員会安全審董を経て総理

た︒これまでに化学試験などもほ
った運転戯画は妥鎖かどうかチェ

第三者

大臣から建設が許可︑その後︑科

とんど終了︑近く未一尉ウランを

当で︑当該計画に棊つく試験を行

見剥しに当たり高論鄙会は︑耐

ックしたもの︒

引続き便用済み燃料によるホット
震︒遮蔽︑臨界安全︑樗料︑工程

原慶首脳︑原
子力委と懇談

格段の配慮を要望

使ったウラン試験に入る書画で︑

試験を行な？た後︑来卑秋から本

設け︑地耐力地盤状況や遮蔽構

の四つのワーキング・グループを

こんどの高島鄙貧報告は︑軍格
遺︑火災・爆発防止対策︑溶接興

格操業開始の段どり︒

全性確保の立場から︑安全審査後

礫業開始を来銀に控え憲として安

日本原子力塵業会議の常任理事

二十三日︑原子力委員会委鍛と当

会および政策雲議委員など酋脳は

面の諸問題について懇談︑席上︑
来年度原子力予算編成方針につい

嚢

原子力をめぐる騒近の諸偶勢は

ての要望も行なった︒

ノ 〆

を含む試運転を終え調整中であっ

は水産業も盛んで︑日本の原子力

乏い氷を鶴りながら貨物船を目

ること︑指極ずること︑計測する

た︑レーニン号に続くソ連第二の

用斑飴狡術などの視察を通じて原

発露所の周辺漁業対策︑湿排水利

子力発電所誘致に備えたい﹂と強

ことなどのための各極機器や設備

的港まで先轟することがアルクチ

内生穏条件も快適で︑全桑組員に

子力発電所と地域開発など広範な

調した︒懇談では放射線影響︑原

原子力砕氷船門アルクチカ穆扁

やスポーツ施設︑サウナ浴場それ

個蜜があてがわれ︑ぽかにサロン

に座膳酉五十の映写察をもつクラ

ど実務的な弔し会いも行なわれ

脇凝

蒜

高裁も資料提出命令

はすべて最新式のものばかり︒船
て就役︑氷の洗礼を受けながら順

アルクチカ号はレニングラード・

調に航海を続けている︒

のバルチースキー造船所で建造さ激

フ氏は一九六四年からレーニン号

ブもある︒船長ユーり一︒クチェ

しメ瓢認

刷

ζ

触糠野鴨繋

奄繍熱験一

本原子力事業株式会社

．鋤

㌃誰・㌦ざし＿＿

一31−3TI・〕LO3（372）0141

三三

愈薄講

公共福祉との関連重視
靱．

た︒

視察団は二十二日から二週間に

の船長だった人︒船酋が急角度に

わたって各発電所︑水繊施設など

曲がった独得な構造は北極航路を
夢にまでみたというロシアの名提

を視察して関係蕎と懇談する︒八

詑窮

月五日離日の．ノ定︒⊥二面に関連

麟ステバン・マカロフ氏の設計に
よるもの︑という︒

壁

･

N

@西岬縦一蝉

29TELO6（252）3512

4

＼

技術資料、力夕ロクは下記へ

岬い卿Ψ一驚押脚畑嘲脱㌦
〜轍卿…卿
燃 脱〜

…………｝

塗藩粛

／

ます。

ぶ

ギ

癖継藩瀞

癖

ノ轟繭

軸

壻

電源、マルチ、放射線
ノ
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

原産首脳と懇談ずる幕議羅団

特

一r蕊竃噛藍色
癖鋸・ 離転噸
T識1ド靴講評

パ鍔遡

晶「薪

喬

難灘

@
@

@
@

M規格放射線測定器
AEC−N]封＿＿

○○ シリ

国側、最高裁上告を検討

贋

1

が了承

が︑この六月から処女航海を兼ね力穆の便命︒氷という敵意に薩ち

ひろびうとした船内サqン

瓶

D

開A16．

詣
騰鍵靭鞍轍轄藻

完全自動化で遠隔操縦

辮灘欝

アルクチカ号就役

含など調査する︸方︑この間現地

ボ轟

ソ連の原子力砕氷船

〈予算〉

儲
北氷洋で就役中のアルクチカ号の勇姿︵→ASS︶

レーニン号につづく

原子力委

@
@
@
@
@
@

＝

︵湿式ビューレックス法︑処理能 斑内容が適切なものであったか︑

≦

ミ鵬獅噛軸幅

振癒東京5895番
代｝
謹舌で59τ♪612書

策京都港区新橋1丁厨1番｝3号（棄電旧舘内｝

議
ム
耳

業
産
二

子
原
本

発行所
昭和3瞬3月12賞第三種郵便物謙μ王

（送料共》
1音区70円

聞

業

力

原

＝躍

≡
c

闘

＝
＝

げかけ︑一九七六会計矩度の米エネルギー研究開雛局︵ERDA︶予算纂におけるクリンチ・リバー

加との原子力
協力交渉進む

う︒またアルゼンチンはブラシル

難設で協力を得たい意向だとい

万KW︶が運転を開始する一九七 内附璽に晃命う核燃隅成型加工パ

発磁所︵CANDU炉︑出力六十
一︑一九八三〜八非器漢でに国

半分をカナダから調達する︒

を建設し︑必要とされる核燃糾の

アルゼンチンはこの謝画をもと

イロット・プラントを建設する︒

T︶に調印しておらず︑米国をは

こ〇〇〇年に竺千万KWにする

五無までに一茜七＋万KW・また

と同様︑核拡散防止条約︵NP 八館までにウランの採鉱︒製錬所
じめ関係諸岡は︑両国がプルトニ

一︑現在の小規換なウラン鉱山

ことを鷲標にしているといわれて

に︑原子力発電設備匹田を一九八

︻パリ松本駐︷佳鼠︼西独とブラ

ウムを所濡することによってそれ

に代わり︑七千万が導擾資して国

アルゼンチン

ジルの原子力協力に続き︑アルゼ

を核兵器へ転際することを恐れて

内のウラン鉱開発を純なう︒

ンチン︑カナダ両国の闇でも大椀

ナダ技術で差水工場を建設する︒
︵CNEA︶は︑コルドバ原子カ

一︑アルゼンチン原子力議員会

蟹水炉︵CANDU炉︶四基を
のは
概要は次の通り︒

ら出力各六十万KWの天然ウラン アルゼンチンの原子力開発謝画

一︑一九八二〜△二年までにカ

ット・プラントを建設する︒

でに使用済み核燃料再処理パイロ

んでいると伝えられている︒

瞳措鷹を降すとの博識な態度で臨

核の竃事利用防止のため厳重な保

ンとの原子力協力交渉について︑

いるが︑カナダ政府はアルゼンチ
一︑CNEAは︑一九七七年ま

じめ︑核燃料工場︑凝望工場︑再

ー

処理パイロット・プラントなどの

いる︒アルゼンチンは︑カナダか しているわけだ︒

一模な原子力協力交渉が進められて おり︑そのため両国の動向に注国

ERDAの計画によると︑磁力会
社に一九七六年度の開発資金とし
てこれまで期待していた三千百三

ることができれば︑政府二三と愈

十万がを六千八百十万がに増掘す

わせ新焼の十五か月間に一鱒九千
九百二十万メが謝上されるため︑

副画継続には支繰をきたさないと

国初の原子力発電所を発注内示し

フランス政府もこれまで︑CGEる︒このためCGEグループかららなる西独のコンソーシアムに同

た︒炉型は加圧水型原子炉︵PW

︸方︑米国の増血炉謂画につい

グループが民族資本企業であり︑
てシーマンズERDA畏官は﹁七

ら︑同グループの育成を擾満して

わされ︑L︒カフリン議員を申心 BR計画の重要性と纒先度が低め されるのは好除しくないとの点か

今後の両者の動きが︑傳滞してい

した提携鞍下の習鑑を務慮して︑

判断に鞭つくものとみられ︑こう

ンが予定されている︒SENU祉

地はモーゼル川上流のレメルシェ

の提携綱し入れ受諾は︑この経済

クリンチ・リバー炉建設副藤に

の考えのようだ︒

炉︵LMFBR実誕一辱機︑出力三十五万KW︶の建設資金認司が注習されていたが︑このほど米
下院でERDA原案にそって承調された︒これ康でに働のない岡プロジェクトの資金増について︑下
院では賛薔両論が相半ばし︑一時は予算の大鑑削減もありうるのではとの観測もあったが︑産再話︑

六間度の資金削蹟提案は︑﹂MF かつフランス霧がPWRで独占的魚握を減らすことに役立つとの

きたが︑結周︑入札価格で二〇％

R︶で︑出力は百三＋万KW︒敷

ついては︑下院で悪発な論象が交

ERDA筋などの巻き返しが功を奏したようだ︒しかしERDA予算案が下院を逓過したものの︑上

るが︑そのようなことはない﹂と

とができず︑後退を余儀なくされ

も高いBWRはその差を縮めるこる欧州BWRクラブの縞成を促すは︑ルクセンブルク政府と西独の

られたとの印象を与える恐れもあ

述べ︑計画の縮小はあっても︑二

からさらに四千万遭を削減するこ

にそって一億三千詰篭万がが認め

期エネルギー確保の観点から憩殖

西独に一号炉

高速実験炉建

に設立された︒

RWE電力の折半出資で昨薙二月

とを要求する修正案を提出して同

こうした守勢から脱却するため

ものと注目を集めている︒

計画の大幅縮小を主張したが︑同

て強調している︒

炉開発を継続していく決懲を改め

たわけだ︒

二颪二＋七で否決された︒

修正案は張決の結果︑蕩三十六対

︹パリ松本駐在凪︼仏のテクニ

仏︑ブラジル両国

設で協定結ぶ
ルクセンブルク

を発注内示

CGEグループは︑引引相手のフ
よる現状打破との能えから西独の

が︑問題はフランス電力公社︵E 約などの兇撫しでEDFと覆交渉ラマトーム社︑それに国際提携に

DF︶から採算に兇会う発注保証 を行なっているため︑工事が停滞

則的に禽鋭したKWU社は︑一方ワーズ・デネルジー・ニュークリ

炉爽験炉﹁コブラ﹂をリオデジャ

ラスの両社はこのほど︑窩速増殖

いた︒今園︑CGEとの提携に原NU︵ソシエテ・ルクセンブルゴ カトームとブラジルのニュクレブ

している︒CGEグループは︑蕩KWU社との提携で交渉を続けて ルクセンブルクの電力会社SE

CGEグループは︑国内の軽水速堪殖炉︑高温ガス高望炉の建設

が得られるかどうかにある︒

であるサンローラン・デゾi三︑

コブラは︑パリ郊外のフォントネ

︵BBR︶︑オクティブの三社か
オローズ研究所で開発された﹁ミ

ブラウン・ボベリ・リアクトール

ルはコブラ炉で高速増殖炉の研究

ネルブ﹂を改良したもの︒ブラジ

の一〇〇％子会社になる方向にあ

って︑軽水炉難設でもフランス市 決定しているため︑シーメンス社

﹁一一O■一一曽■一一■雪嶺雪一曹膚一鞠一冒一﹁儘一一鼎葡軒に

開発を行なうため︑それに必嚢な

場に留まりたい豊岡という︒また

原子力協力櫨定に羅籍するゲン

四望機の建設も︑建設駿と受注契

シャー西独外相︵右︶とシルベイ

一＝＝：；＝：一二：一：一一：一：輪一一：一一＝＝＝一一：一一：＝一：冒：＝＝

されているが︑ウラン鉱床が罷見

て︑燃料成型加工繋で倉弁会社

それぞれ七〇％︑三〇％を出資し

研究興をフランスで訓練させると

レブラス社︑一五％をステアグ
され︑採鉱された場舎︑UG往は 社︑一〇％をインターアトム社が

ラ・ブラジル外櫓睡WWP
︽再処理︾

米企業脱退後

いう︒

を設立する︒

イツ場については儲り入れ金で謙

西独のKEWA︑UHDEの両

調趨する︒西独分のうちの一碧ド

︽ウラン趨縮︾

かなわれる見込みQまたニュクレ

二〇％の引き取りが保証される︒

顯独のノズル法ウラン濃縮謝画

も事業を継続

蘭R＄vが義勇

K︶の副画立野︑態設で得た経験

のゼネラル・エレクトリック︵G

sV︶グループはこのほど・※圏

りーン・シェルデ・べ切ルメ︵R

︻パリ松本駐在餓︼オランダの

転経験をもとに協力する︒

を︑またKEWA社はWAKの運

ン︵CB1︶両社が﹁ロッテルダ

H︶︑シカゴ・ブリッジ＆アイア

軸つ

を

日

ギ

とする反対派は︑七六年度予節案
たが ︑ 今 回 ︑ 下 院 で E R D A 原 渠

院での承諏が残っており︑下院岡様︑LMFBR計画については激しい論議が予灘されている︒

分を隙力会社の負担に依存すると

国塚予獅の要求額を減らし︑その
ERDAは当初︑一九七 六 会 計
年度︵七五駕七月〜七六琿六月︶
られたもの︵来国の会謝年度は︑

六年七月から九月までの過護期三

め︑一億三千函十万がの中には七

こうした憐勢を踏まえ︑ERD来年から十月開始に変更されるた

の剖画変更に踏み切ったわけだ︒

でも︑その実証一弩機のクリンチ

の高速増殖炉開発予算として︑中

を削減する案を議会に要罰してい

︒リバー炉建設関係澱に震点を畷 Aは当初予舞案から五千四十万炉
き︑その資金を一億八千百五十万
がと見繊り議会の承認を求めた︒

提携で原則的合意
配鷲麗BWR受注促進か

西独︑ブラジルの両政府は先月
二十七臼ボンで︑原子力の駆和利
用協力に関する相互政府聞協定に
調印したが︑この協定は︑これ謹
でにない超大型の協力協定との騨

Gーテレフンケン社が株践売却を ボベリ︵BBC︶︑バブコッターネイロに建設する酒客を結んだ︒

いるが︑フラマトーム社のPWRの五〇％出資の親会社であるAE エール︶はこのほど︑ブラウン・

炉礁設で舗集型原子炉︵PWR︶分野では現在のところぬきん出て
︻パリ松本駐在綴目仏のCGE一R︶分野における提携交渉が紙筆を開発しているフラマトーム社

しかしその後︑ERDAがLMF
BR謝画 金 般 を 見 憂 し ︑ ク リン
チ・リバー炉建設の異常なほどの
コスト増に対処するには︑資金調
遡の面で識金の支持を得ることが

レクトリシテ︶グループと西独の 達した︒正式には両国政府の承認
一

を待って︑受注態勢に入るわけだ
クラフトベルク︒ユニオン︵KW

作に粟り出したが︑同プロジェク
トに対する議会の風炉だりは強く

子炉安全研究業務における技術交・
〒

換を定めた四鋸間協定に調印し
た︒岡協定のもと︑西独は三人の

一顔：＝一＝＝＝＝伽一層＝一需＝偶＝一一一＝一一四＝＝一一謄＝一一＝階＝一＝騨一一＝＝＝一一階＝一＝■＝＝＝需＝脚一一＝＝句一二＝騙＝＝＝働一瓢＝一一：二一＝一二＝一

とりあえず七六庫度については︑

米国のLOF
T計画に参加
独

社をニュクレブラス社の技術提携

UCLEBRAS︶彼が参加し
︑％︑インタtアトム社が一〇 者とし︑ブラジルに使胴済み核燃
一五
繕再処理パイロット・プラントを

させるとともに・その兇返りに薙．た︒両政府聞協定の調印ととも

に本馬を挫く︑実証プラントの建

％をそれぞれ出質して︑ブラジル

糠︑臨原子力協力協定から

︽原子力発躍所︾

ッテルダム・ニュークリア社は昨

H︑KWU︑オーストリアン・ヘ
していく慧向を明らかにした︒ロ

濃縮施設をブラジルに建設する︒

ルーエ︑の再処理プラント︵WA

濁往の協力を符てノズル法ウラン
への第一歩を踏み黙したわけだ︒

原子力協力協定に纂つく両国闇
の各分野におけるプロジェクトの

︽ウラン驚源︾

詳細は次の通り︒

ブラジル国包角子力按社︵エン

薙︑RSVグループのロッテルダ

ム︒ニュークリア社﹂の共同経営

西独のどプリス原発級の加圧水

ストの三社からなるコンソーシア

する︒

九八六年までに︑また同規模の追

ムの協力を得て︑ニュクレブラス

設︑運転に当たゑm幽栖往を設立

︽燃料成型加工︾

加四星を九〇奪までにブラジルに

ブラジルの濃縮施設建設は︑まず

ブラジル炉向けの燃料成型加工

建設する︒ニュクレブラス社が七

三十万KW原子力発電所四基を一 とができるようにしていく︒GH を放棄しても︑単独で業務を継続
パイロット︒プラントおよび商罵

型原子炉︵PWR︶による出力酉が独霞で原子力副画を調整するこ

プラント建設で︑西独のクラフト

ム・ドックヤード社︵RDM︶五

五％の出資で発足したもの︒

一％︑GE︑CB1両社各二四・

ベルク︒ユニオン︵KWU︶︑R
五％︑KWU社が二五％を出資し社はブラシルに大型原子炉コンポ
ーネントの製造旛設を建設する︒

に漕手する︒実証プラントの建設

ニュクレブラス︑KWUの両社が
設立︑一九八五年までにブラジル

て禽弁のエンジニアリング会社を

BUの面訴が技術援助を行なう︒
るが︑そのうちの七五％をニュク

籔は六野ドイツ場と想定されてい

十A
ゾSWU︵分離作業単位︶
NUCLE百
B八R
S︶が五一％︑西独のウランゲゼ 能力の実証プラントを一九八一蕉

ラジレイラス

き大規換な商罵プラント建設計画

二地城で七万輩千平方計綴が計画

弁蕪社を設立する︒当初の探薄は

ラン探査・探鉱・採鉱に当たる舎

それぞれ出資して︑ブラジルのウ

ルシャフト︵UG︶祉が四九％を 頃までに完成させ︑その後引き続

プレサス・ニュクレアーレス︒ブ

全分野にわたる計画

NRCのLOFτ︵冷却材喪同
失試
着万がをNRCに支払塁⁝諜都邑輌四二西独のステアグ︑インターアトム

と西独研究科学雀はこのほど︑米

来原子力規制委員会︵NRC︶ 狡術脚門蒙をLOFT餅薩に参撫︷価が圖く︑各万面か．り注霞を集めにブラジルのニュクレブラス︵N ブラス社が七五％︑ステアグ枕が

西

験︶計画への西独の参加︑また原⁝

U︶社の謹水型霧︵BW

一

だ︒このためERDA筋は議蕪工 ︵カンパ〒・ゼネラル・・止に進展︑・のほ・原則的な蓬 に運れをとり︑唯一の受注BWR絹発慰機を受注していることもあ

至誠との愈見に大勢が傾いたよう

V

か月分の八百十万がが禽まれる︶Q

△

来鰯の液体金閥麗速増殖炉︵LMFBR︶開彊計画の大麟な資金埴は︑識金内外に大きな波紋を投

熊民間の出資増に 期 待

一億三千万．ルを承認

＝

建設する︒UHDE社はカールス

米国のLOFT施殴

︐0

㊥その他核燃料関連装置付属品部品等

㊥BWR．PWRの炉心管理サービス

睡

電話東京（03）433−3111

東京都港区西新橋3丁目23番5号（第24森ビル）

高温ガス炉用被覆粒子燃料等

融畷

2燃料

動力炉用UO

原子燃料工業株式会社

Fue∬1ηd耐rles，酬．

Nucleαr

㊥材料試験炉及び、研究三一板状燃料、

◎BWR．PWR．ATR．FBR．等

子燃料工業

原

に な

翻

ノレ

の 工 ネ

明

i
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醒

︶〆

聞

力

原 研
高崎研
えている︒このため胴途として︑

プラント部晶のパッキング︑ライ

①濃磁酸︑苛性ソーダなどを扱う

ニングやホース顯②耐熱︑耐水蒸
気性を要するロール︑ベルト③原
子力・公宙防止関連機器の部韻︑

旭硝子では二年後の本格的な企

などが考えられる︒

業化をメドにサンプル配布などに
よる商場開拓に努めていく方針︒

放射線によるゴムの改質に関し

際する研究例があるが︑乳化重合

ては︑フランスで橋かけ反必を利
新しいフッ素ゴムは︑①硝酸︑

大きければ︑線源︑しゃへいなど

線法と岡様の性質をもつゴムの製

来のゴムに比べ耐薬品性が非常に
の設備を娑するとはいえプロセス

従来︑耐熱性ゴムとしては︑フ

良い②耐熱性に翻れ︑一嘗二＋度

ラント規模が小さければ触媒法︑

製造方法は︑環応雛に水と原料

Cの高温でも長時聞使用に耐える 的に簡単な放射線法が羅利になる

反応では初の試み︒企業化にはプ

の四フッ化エチレンとプロピレン

硫酸など腐食性の強い無機の酸や

リコンゴムが用いられているが︑

を二十五〜三十詩鰐／平方律の圧

造技術を完成︑酉魍の反応器によ

耐二瀬性が不＋分︑コスト隅︑な

③耐熱︑耐薬踊性ゴムとして潮気

ッ爽ゴム︵六フッ化プロピレンー

どの欠点がある︒この欠点を克服
力で注入して放射線照躬または触
絶縁性が優れる︑などの性能を備

フッ化ビニリデン共げ嬰篇体︶とシ

するため︑高崎研と旭硝子は︑四
媒添加するもので︑これにより四

鋼管防食で技術提携

アルカリに商湿でも侵されず︑従

フッ化エチレンとプロピレンが放
フッ化エチレンとプロピレンが交

日機装が西独のコ社と

とみられている︒

附線の作用で反応しゴム状の物質

ックスができ︑さらにこれを凝圃

互に結舎した濃いミルク状のラテ

させて得られる生ゴムを加硫して

を生ザるという田畑米穂・璽大工

礎研究に 要 目 ︑ 同 教 授 の 指 灘 と 大
結晶化する︒

放射線法の腸禽︑ゴムを作るの

日澱本偲 線 に よ る 用 途 試 験 の 協 力
を得て︑新しいゴムの共同研究を

放射線医学総倉研究所はこのほ

射エネルギーを逆同時圓臨を通し

で数首分で測定︑迅速化できる︒

置はプラスマイナス一〇％の糟度

て

このため原子力発磁所や再処理

にかけるカットオフ

方式を採用︑これ濠での五倍の百

㏄の試桝も翻定できる装置の開発

え︑水蝦計測方法にも未知の部分

に応じた注入鰍の詳細が不明なう

ンカウンターに擾続︑検出した入

でとり蒙き︑液体シンチレーショ

固体プラスチックシンチレーター

プロセス謝算機システム群︵マル

それによると︑このシステムは

り︑十暇前後もかかったが︑新装

この方法だと前処理に時間がかか

ンターを便って行なわれてきた︒

訴訟は︑昭和四十六年五月︑下

ーCRTディスプレイ装瞬を中央藤で現場検証を行なった︒

チコンピューター︶と多数のカラ

謂け会社の作業員︑岩佐隠蟹窄さ

日午後︑敦賀箭明神町の合扇発電

巾の大阪地戯民購九部は︑二十

明実施化試験蟹補助金千七颪万円

試作試験偏として科学技術庁の発

に縮少して運転員一人で操作︑監

七層と従来の制御盤の約三分の一

じて効率配薗︑操作盤の横蟷を約

もに︑スイッチ類を操作頻度に応

ィスプレイ装麗に畏き換えるとと

慰謝料など四千万円の損密賠讃を

地戯に訴えを趨こし︑原躍に対し

内側に皮引炎を生じたとして大阪

業に従幽して放鮒線に被曖︑右膝

膠一階で一次冷却水配管の穿孔作

んが︑原璽敦賀発電所の原子炉建

下講作業員被曝器訟〃を霧理

ノウハウなどを響理しているコン

視できるようにしたのが特長︒こ

の

きったもの︒日機装では注入蓑躍

く異なる方武で︑BWRなどにもスレクトラ社との技術提携に踏み

防食技術は︑アルカリ処理とは盆

は従来の水質調整装齪と同様なの

れまでのイメージを〜新した新し

﹁この地方は地理的にも比較醜

いて﹁原子力の殊遇所所星羅には

またフランスでの地元図題につ

現場検証には︑大阪地識の大久

土︑説明員などおよそ三十人が参

による事前調整を済ませたあと一

加︒裁甥所と原告側︑被告側三番

時四十分︑放射線管理区域に入

続きをチェック︑一樹半から四時

り︑入城の手玉︑通路など入城手

まで原子炉建屡一階の作業現場

ルートを申心に検証した︒

で︑罎佐さんの作業の状況︑行動

欧州原子力製鉄

クラブに加盟

原子力製鉄組合

地響原子力即興所に対する理解を

べると比較的原子力発獄所誘致に

では社会党︑共産党とも白蝦と比

だが投嬰については﹁フランス

だ憾寝があるようだ︒原子力発電

と︒この辺にもとくに田本を選ん

の変化などに閲心をもっている﹂

民が反対デモをするというような

原子力船﹃むつ臨肇件のように漁

国でもない︶フランスでは日本の

鉄郷社七社で構成︑米国企業を食

行なう研究団体で︑欧州の主力製

力製鉄の技術的司能性心鷲などを

射射

照照

験託

お住まいや家財の保険が

試委

鍾

＼

趨

ノ
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ふるい

で︑礫境放胸能に含ま江るトリチ

ンプルをそのまま迅趣に︑しかも

情度よく測定できる装霞として注

施設での環境モニタリングで︑サ

目されており︑医理学研究所では

㏄の試料まで測定できるようにな

など塾しく精度が向上した︒

に取り組んでおり︑今年度は﹁極

なお︑医理学研では︑二三五十

企業化を図っていく考えだ︒

のため磁解濃縮やガス化などの前

アンモニアやヒドラジンなどを使

されており︑火力発電所などでは

がある③防食効果の証明には長期

適否監視制御体系に導入したもの

微羅トリチウム放射能測定袋罐の

ってアルカリ処理をしているが︑

間を要するため︑短期の実験紬果

で︑制御盤の指示計︑記録計をデ

ョンカウンターやガスフローカウ

処曖をした後︑液体シンチレ1シ

トリチウムの場禽︑低エネルギー

これまで環境放射能の測定は︑

与分もおよそ五分の一に抑えうる

った︒またバッグランドの測定窃

ど︑眠本無線鷹理学研究所と共岡

ウム︑炭素14など︑低エネルギー
放射線を高補度で︑しかも従来の

定できる装置を開発した︒

およそ五分の一の時關で迅速に測

邪

翻門中の微弱放射線を禽んだ試
料の測定には︑宇囲線などの

魔物〃をいかに消表するかが大き
な問題︒共間開発された新しい測

はBWRでは採朋できない︒このを実プラントにあてはめるのは適

これらの薬品を使用する防食方式

切でない︑などの観点から︑この

定装躍は︑このため︑試料ビンを

ため原子力発聡の場禽は︑主とし

ンブルグ鱈力の子会社で︑同社の

技術に鷹窟な経験と実繍をもつハ

の交付を受けた︒

でいるが︑露華裟が糠翻した中性

て腐食に耐える鋼材の研究が進ん

る︒ハンブルグ霞力では近く運転

適用できるとして注閉されてい

で国産化は司能としている︒

敦烈港に似ているところがら︑と

発餓収益から税金として吸収され

ば︑ある市では原子力発鰍所のお

求めて争っているもの︒

に入る畢定のブルンスビュッテル

い中央集票監視制御システムの灘

保戯判長以下裁判一二名︑灘記窟

どを手がけている臼機装はこのほ

入により運転環境の改蓄︑省力

に必硬な線鍛率は一碍間当たり一

躍を据えつけており︑原子炉への

逼塞原子力発斑会社敦粥発羅所

大阪地裁が被曝断訟で

原電敦賀発電
所で現場検証
Aシステム﹂の開発に成功した︑
と発表した︒

申監視制御システム︑﹁PODl
効果的な注入麗や発罐所魚荷変動

験的にも解明されていない②蝦も
中の溶篠酸素灘度の管理が必要と

注入する防食技術が理論的にも経

力発電所の運転中枢である瀬田集

東票芝浦電気はこのほど︑原子

策芝がディスプレイ化

二名︑それに原告の岩佐さん︑原
のハンブルグ鞍擦が開発︑一九六

適用第一義としての幕議を実証す

化︑能率向上︑信頼性の向上が図

ど︑縄水の中性処理による発電プ

二年以来同往の火力発騒駈で実用

原子刀匠鱈所︵BWR・八十万K
原発中央集中制
W︶に中性処狸罵の酸化剤注入一
御システム開発

・三〜五×十の五乗レントゲン︒

化されているが︑沸騰軽水炉︵B るという︒

共同研究終了後︑高隔研ではゴ

ンスレクトラ・ウー紫藍ネーメン

趨崎研では︑コバルト60のガンマ ラント鋼衝の防食に関し︑西独コ

WR︶にも採用できると考えられ

告︑被告双方の訴訟代理人弁護

ムの畿適製造法と条件︑実用化に
線を照射して乳化璽口させた︒製

スベラートウンク社と技術提携し

れるとしている︒

あたってのゴムの特質などについ
法が簡単で︑安価なプロピレンが

入︑鋼箇の内面にマグネタイトの

醸機装は①わが国では酸化剤を

て︑三十描の半引続式反応羅を用

ているのがミソ︒

トでおよそ二〇％程度有利になる

セットにするかフロンティニアン

くに敦賀・奨浜原子力発璽所の腿

覆殖など︑なかなかシャレた案が
れ四五％と二〇％︑誘致蟹成の省

待している﹂と訪日の愈義を強

出ている︒

県畿会識曇ら一行六名の視察団が

環議会での決戦投票にかかってい

調する︒

か場所は未定である︒

みた︒

﹁エロー県での原発建設計画は

五一
すでに国会での承認を得︑現在誘

工作が必要︒望薄の視察糖果に期

％

派が三〇％という構成︒

の原子力発電立地の参弩にしょう

致の蟹蕾は八月に予定されている
やってきた︒地中海に癒しスペイ

る︒そこで実地に調査して海岸遮

た十分な交付金が毘される︒例え

ンに隣接する爾仏部ラングドック

一郎単襲長︶は︑十八日︑同組含

原子力製鉄技術研究組禽︵藤本

が欧州原子力製鉄クラブに準加盟

かげで多くの公共施設が難備さ

恩葱は大きい︒このような地元優

れ︑住民税が隔止されるなどその

深め︑必要なデータを得るため図

対しては好慧的で︑誘致はほぼま

業︑漁業への影響︑周辺生活耀境

ルシヨン地方に︑仏電力公社︵E

DF︶ に よ る 二 つ の 数 百 万 蕎 級
設の話がもちあがり︑エロー県の

海岸立地型原子力発電センター建

したことを明らかにした︒

候補地の一つにあがった︒エロー

鑑視察謝画が立案されたわけだ︒

これにより同紅禽は欧州との憐報

む四十三機関が楽加盟している︒

欧州原子力製鉄クラブは︑原子

遇搭置もあって地元民の原発誘致

県ではさっそく臨海原発の実偶を

視察先には地理的な類似点なども

ことは囲えられないしという︒住

セットまたはフロンティニアンが

みることにした︒そのへんのいき

民感情も日本とはだいぶ違ってい

に対する態度は好慧鮒だ︒︵被爆

さつや原子力をめぐる住民葱識な

てか︑原発用の人工畠を設訂する

︵7・Y︶ 交流を促進していく︒

所建設プランも︑お厚臼を反映し

るようだ︒

決まれば七九無か八○隼には溢

案︑温排水を利胴しての熟繕魚の

ちがいない﹂と楽観的だ︒誘致が

完全海摩立地国

に糧婁な社会党︑共産覚がそれぞ

工︑八五奪には運開とする計画︒

臼本

f釜ドウマンジュ氏に聞く

立地問題で日本視察

の票を得るためにはまだ説得

と︑フランスのエロ州県などから

日本の箋傭をつぶさにみて地球

発鯉所配管などの防食には純水

た︒この技術は要録所の給水に微

一方︑ 旭 硝 子 は 触 媒 法 に 的 を 絞
のではないかと推測されている︒

騒の過酸化水素などの酸化剤を注

原料の半分を占めることから︑従

を防︑﹂うというもので︑西独

高精度・迅速測定へ

来のフッ累ゴムに比べ︑結晶コス

ビ

強固な防食皮膜を形成させて

放医研と医理学研が新装置開発

発に成功した︒

水質調整装腰︑水質管理計器な

サ

学部教授 ︵ 原 研 客 興 研 究 員 ︶ の 纂

る工業化試験に成功した︒

ゴム製造について企業化への児遡しを得たもの︒

のあと︑原研は放粥線法技術の改良を︑旭硝予は触媒利胴法の開発を︑それぞれ進め︑新しいフッ素

エチレン︒プロピレン系ゴム︶の開発に成功した︑と発表した︒昭和四十豊年から日豊間の共岡研究

田畑研での放鮒線利用企業化共岡研究の成果をもとに︑新しい耐熱︒耐冠註性フッ素ゴム︵四フッ化

日本原子力研究所は十穴日︑同研究所醐騎研究所︵柴田擾爽所長︶と旭硝子︵山下秀明祉長︶が︑

耐熱・耐薬品性に優れる

旭硝 子 と 共 同 で 開 発

ノ

いて研究を続け︑このほど技術開

行なった︒

低線量測定に威力

が避ばれた︒風隠ー累日会は誘致

まとめ
であるポール︒バレリー大学

どについて︑視察団の
役

教摺F︒ドゥマンジュ氏に聞いて

〈安心を拡げる実額運動〉

画帰

難

〒37G−12

︑

群馬録高崎市綿貫町 日本原子力研究所内
TEL
O273−46−1639

置

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。

財団法人放射線照射振興協会

騨

弩慮して

孔螺

建築費の値．上がりに

＼

曜

って開発を進め︑同じ原料で放射

場が見込まれるパッキング類

安心を拡げるお手伝い……

放射線照射の利用
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聞

力

原

学士会

施設で漬躍している人たちがそれ

のは︑原子炉内の核分隊の程度を

う仕組みである︒面遍いと思った

たいが︑紙数の制約があるので︑

安全の出題についてもっと懲き

れわれは研究者たちの精力鮒な努

原子力の開発や利粥について︑わ

のことを述べておきたい︒それは

とはまだある︒が︑ここでは︑別

との一部に過ぎない︒欝きたいこ

以上に述べたのは︑気付いたこ

ないため︑実物の発電機を見学で

ていることであった︒ただ階聞が

檸止するという安盒装躍にもなっ

川の事故の際に自動附に核分裂を

単に調節されるばかりでなく︑三

出し入れすることでその出力が簡

調節するための制御棒で︑これを

学士会鼓帳

にその印象を霧せている︒ここに紹介する見学認の⁝

⁝

水を中心にもつ広大な懇親敷地の

洗エ学センターも褒海田という湖

財源に不足はないのか︑研究嘗の

のか︑設備を動かしていくための
ているか︑ないしは後者の方が薩
滋よりも大きな比高を奪えられて

されたら︑どんなに細やかな学園
になるだろうと︑羨ましいQ

この研究所では︑核エネネギー

ている︒ここは将来の発電用原子

など︑最も将粟性がある︒実物の⁝炉としての聞速業殖炉と要撃転換

鍔繋羅携鐸轍鮒鼎鱗搬製鎚蒲
の生醗システムの研究︑安全性の

巻かれた套なドーナツ状のもの一約三越あ︸女心総集藻の実

ど距大な装羅︒幾つもの電磁石が﹁ロケットに似た断面桜蓼型て長さ

で︑この巾で核融倉が鵡こるのだ㎜寸大摸型を手にとるように見学し

研究および放射線の利用の研究等

︸九五六難施行の原子力基本法に 的利用として︑礒接製鉄︑愚挙工

が︑動力として笑用化するのは昭

会議蜜に案内され︑所長さんの

業︑海水の淡水化などの砺究も行

が行なわれている︒原子炉の多匿

なわれている︒次に︑われわれが

稲七十五年という︑恩の擬い話で

説明を聞く︒わが臨の原子力は︑

星本方鍔が示され︑平和圖的に限

おいて︑その研究︑開発︑利用の

心配している放射線の彰響である

発電会社の東海発蹴駈へ行く︒午

罵覧学となり︑まず︑日本原子力

ルギー問題に視線が集中している

⁝蒲ショック墨︑暫いエネ

午後の日程は購聞の関係で駈け
認・漂い羨第である．

⁝子力開発には臣額の資本が煮るも

四十三本入っている︶と麗き︑原

て︑その一本が数千万円もする︵百

ることや民主︑自主︑公開の順子

あった︒

響理謝は繊界一美髪しているとの

であり︑わが国におけるこの安全

前中のむつかしい説明から比べる

︵五︑ゾレム︶の量で心配ないもの

が︑原子力施設からは全くわずか

を得る手段としては︑原子核分裂

している︒次に︑原子エネルギー

ことであった︒また核融會におけ

とわか憂い気がした・すなわち・閥璽性についての藩萎め

と身近かな発麗の話なので︑ぐっ

翼の原子力法と著しい相違を示

力三原則を唱っていることが︑外

と原子核融愈の二つに大別され︑

る燃料は海水からとれる無尽蔵の

︵ヘリウム︶は安全無論である点

ものの輸入であり︑なお現在動力

い浮かべるのである︒②安金性の

以還景象不知春秋此小年也﹂を愚

核分裂によって発生した熱を水熟一たことは極めて有意議であった︒

⁝の分野の一端を轄見し︑その安全

癖わが国におけ桑翼
いずれも原子核反応の蒔に出入り

盤水素て笈金性も隔く︑廃菓物

私たちは原子力エネルギーの危

炉と新型転換炉︑それに原研で核

炉・核燃料開発郭業団で葛速楢殖

射能に対して広島︒畏崎の原爆の

私たちは核分裂による中性子の放

のと思う︒

り︑疑しいエネルギ曹源になるも

融禽炉がそれぞれ研究開発中であ

いては開発を遅らせ︑トラブルを

解とはあまりに開きが大きく︑ひ

聞題は専門象の理解と一群民の理

の知識と関心をもち装わせている

て︑国土利閑の近況には私も蓉干

︵大営省︶などの委員の〜人とし

それに返耀鋼産処理特別小委員鼠

省︶や菖部圏整備警議会︵国セ庁︶

も聞いた︒佗宅宅地響議会︵建設

研究所だけで約八十五万坪あると

まず︑広大な敷地︒鐵本原子力

野球場もあり︑駐恥スペースも十

い花を添え︑μ生施設の運動場や

に点在し︑花壇がいたる所に美し

設や事務所などの建物が松林の中

五万坪という広大な敷地の中︑施

く科学の研究所に相応しい︒八十

あり︑いかにも時代の最先端を行

然の緑の森林に鶴まれた好環魔に

ここは︑美しい驚摩に接する薗

は︑原研東海研究所から始まる︒

が侍機︑これに分乗︒今田の兜学

ネルギーのうち原子力エネルギー

ー計画は︑一九八五奪までに総エ

が理解された︒わが国のエネルギ

文化生播が成立たないということ

ば︑国民生庸︑広くは瑚際祉会の

プロジェクトとして突現しなけれ

に来ているし︑国家的︑蕾世界的

に進められなければならない時伏

替エネルギーとしていやおうなし

すでに阪界にきた石油︑石炭の代

原子力エネルギーの開発利用は

号まで稼働中のようである︒これ

現僅原子炉は一号失事訳以下八

花との感があった︒

うである︒幽霊の正門見たい楯羅

ロギーの道開にしたりしてきたよ

ぎ︑政治鮒に刊滅したり︑イデオ

てもなお残る︒荘子の﹁朝菌不知

に限界があり︑姻何に技術進歩し

きたいことは︑①入闇の認謝能力

外洩から当灘蓄に留廻していただ

ステム工学ではないか︒私ども門

ない︒原子力発電炉は安全性のシ

問題は安全性ということ以外に

ステムも技術当事者だけで解決で

タンクてなかったか︑安全性のシ

かったか︑なぜそのタンクて他の

の鐵に起きて一日前でも後でもな

島で起きたか︑また水畠で何故そ

との方が多い︒何故千葉でなく水

橿難驚原

泰久

という論理もある︒例えば︑人間

が薗然を理解したつもりでいるが

わからないことの方が大部分てあ

る︒水島三要石演タンクの流出事

故も︑原因究明してもわからぬこ

きないことてはないであろうか︒

スペシガレ皮粧品

気に認題してタービンを回すとい

するのを防ぐための技術を開発す
ぞれの翌翌に確偏をもっているか

先を急ぐ︒もう

力をもっと儲溶してよいのではな

冷却材喪失試験装麗の前で

る研究が並行的に行なわれている

が分散的に立地していることは︑

は︑行く先々で臨偲と明るさに射

この東海発電所の最大出力は十六

きなかったのは残念︒わが国初の

⁝参加・安藩究や原勇諾所の繧●建設の譲・嚢糖登熟から核謬論の現状を⁝
⁝視 察 ︑ こ の ほ ど 発 行 さ れ た

らたと︑私の闘には映った︒

研究鴇に対する快適な環境の毒中

ちた人びとの癒待を受けたことで

いか︑ということである︒訳無の

万六千KWである︒

的に原子力開発をみつめているといえるのではなかろうか︒

⁝執籔蓄諸氏が播躍している世界は︑原子力とは緑遠いようたが︑そ為だけに鍵識をもって客観⁝
閉

し︑原子炉の建設は特別に厳重な

になっているが︑それ以上にやは

ある︒武闘記霜という職業がら︑

することだから︑ときに失敗があ

大洗へは美しい灘岸線のドライ

会報から

り万が一のことを癒えたからであ

企業や駆体︑機関を訪ねることか

だからといって蕾定的な立場から

り鰐ないわけではない︒しかし︑

をとるのは︑命点しにくいことで

＝＝＝＝一囲二＝営＝＝＝＝＝＝：＝唱＝薗＝二＝一扁＝圏＝＝冊＝＝齢＝需＝＝二二陶＝幽一＝一＝＝一＝層：＝：翁

ある︒

削二＝＝＝一＝＝隔＝脚一一＝一一＝層＝＝＝＝＝ニ■＝一零＝

になりかねない︒進歩附であるこ

時代に戻るべきだなどということ

がある︒

ろう︒

私には多い︒そして︑企業なら企

対応するのは︑明らかに誤りであ

耐震設副になっていること︑など

だが︑その万が一のことが起き

業の禅譲︑停滞企巣か薦力あふれ

には絶好だった︒初聚の海が穏や

ブを約二十分聞楽しみ︑気分転換

ことが少ないのである︒こんどの

な敷地の傑安林に圏覧れて諸施設

る可能性は極度に低いとみた︒人

る発展企業かは︑そこに働く人聞

ないと人類は原子時代ならぬ原始

るQ批判は建設的でありたい︒で

問題が契機となってか︑この⁝

間の仕噴である以上︑一〇〇％の

の顔蝕から判断できる︒帰滞企業

むつ

完全さはむろん困雑だが︑しかし︑

の従業員からは︑生気を感じとる

エネルギー問題への閲心のたかまりからか︑はたまた

考え得る各種の郭態を想定しての

一一一＝＝一＝＝＝一需一＝層二隔補＝＝一二柳二一＝一＝二鰯＝噌＝一＝階冊＝榑：＝＝＝ニ＝ニ一＝一＝＝＝＝ニ＝＝轍＝＝＝＝＝＝一冊二炉二＝一用＝＝需＝︻ニ＝＝＝一＝扁＝＝＝−

努力がヨ本︑いや人頂の瓢爽のた

周到な用惑がしてあることは疑い

闇ところ原子力施設を訪れる見聞著の数は鞍実に増加︑加えて訪問蕎の厨もぐっとひろがってい⁝
⁝るようだ︒さきころ学士会が試みた茨城県簗海地区の原子力講施設兇学会にも総勢六士二人が⁝

川

めに非常な莫剣さをもって着実に

見学先で生気の乏しい顔を莞かけ

つ心強かったの

開発とその利用の将来について語

続けられている︒それは鯛えぱ︑
ない︒例をあげれば︑事故を鰯故

かに渚に波を打ち返していた︒大

私には全くない︒

ろうなどという大それた考えは︑

として展開させないための︑つ蒙

﹁むつ扁の母畿建設だとか︑他の

どこかの原子力発電所建設に対す

しかし︑おそらくは日本の最高
水脹にランクされるであろう頭脳

質は申し分ないとして騒は大丈失

中に︑幾何学的に黙しく配躍され

ることがなかったのは︑これらの

とって初めての経験である︒外国

設を爽地に見学することは︑私に

なのか一素人の悲しさで︑そう

とを自認する人たちがそんな立場

り︑小さなトラブルが襲故に拡大

したり悪乗りしたり−薬餌なマ

る地元住民の反対に輯々に一と

スコミもその仲間だが一してい

を集めて展開されているここ︵澱

発の努力が日本の将来を左右する

る人びとの態度に老大な疑問を投

しか私には受けとれない1逓合

に違いないとw︸一悶えるほどの重さを

本原子力研究所など︶での研究開

もつものであることは︑門外漢の

以不︑認憶の底に残る宅な点につ

うことを私はひしひしと感じた︒

げかけるものではないのか︑とい

た時間内での駈け足見学で得た印

のこの櫨の施設はもちろん︑臼本

いるのではないか︑と兇受けた︒

する巨大なエネルギーを利毒する

ま野九階発ときわ八丹にて棄海

らないし知らされもしなかった︒

険さと安全性についてあまりに知

対象領域の性格からして︑それが

楽しみにしていた当主は三三に

駅論十晴四十七分︑筆海研究所講

さっそく山本研究所長から概況説

地獄を連想し︑いたずらに恐れす

邑

悪まれ︑参加蕎一行六十一瓢名は黛

裳に入ったのは十一階であった︒

ませて︑午舳九時に上野駅を発車

本的理念をお聞きしたQ

明と︑原子力発電と軍租利用の日

︐

ない︒安盒への配慮なしに開発さ

切り車輌におさまり︑小学生の修

のである︒

れた原子力−そんなものはあり

学旅行のように期待に胸をふくら
亡に追い込む霊牌と化するであろ

子力研究所左し圓しの二台のバス

した︒東海駅に葦登すると日記原

多くする︒もっとPRが必製と思
テーマになっているのは︑その関

が︑これだけの広大な敷地を保有

を一四％とすることによって︑年

らは外騰によって技術開発された

題惟形式の他に︑仏教には閃縁論

している研究所は他にない︒しか

分に備えられている︒余談だが︑

ているようである︒

率三〜四％の経済成長を贋途とし

う③闇鉱︑科学の函果律や確率論の

も︑人口密集地帯から離れている

このように美しく環境づくりがな

仏が嬉々訪れる渠大の構内なども

係からである︒

とはいえ︑璽京から工時間前後で

科学の背景に因果律の問題

行ける同じ豫都圏内である︒広大

PRの必要性を欝欝

う︒安全の確保が決定的に墾斜な

幽然といえば確かにそうかもしれ

曜

資生堂

SPECIAL

）／1HL〆隔日DO

〆

私にも谷場に理解できる︒限られ

象を結論的に︸蓉つなら︑そのこと
いて蓋丁述べてみたい︒

とができたのは︑安全への配慮で

他の何よりも強い共感をもつこ

を自分の圏で確認することがてき
た︑ということである︒

のものも︑残念ながらまだ兇たこ
いったことは私には皆圏わからな

確保とがここでは同樫度に扱われ

¥分な設備が完壁に整っている ある︒原子力の開発利用と安全の

田本の将来を託するに足るほど

とがなかったQしかも︑科学およ
い︒説明を聞きながら︑まあまあ

原子力開発研究のための各種施

び技術についての鍵礎知識は︑正
蔭謡ってゼロ同様であるQだから︑ そんなものか︑と思った程度であ
る︒だが︑ここでは完全に毒慧の

政雄

舞譲葉平高

としたら︑それは薦ちに人類を滅

有望な高速炉・核融合

響ないはずだが一⁝が罷りにある

一層深めた開発認識

通允

顯田舞尾関

わずか一度の兇学で田本の原子力

濯序盤黛
核融合トーラス2号の説明を聞く

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

期間5年・無記名

無記名

年

期間

長銀二の債券

つくる喜び
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一

原子
力委

で推進

牽の両輪

温黙黙備藷離難箪

棄会
廃部

に有効な対応籏を謡い擁していく

核融禽研究闘発を一元的に把握し

なお︑原子力委貫会はわが国の

められることになる︒

糞

要求の強い

と締結した技術援助契約によって

わが國のメーカーが外国メーカー

科学技術庁原子力局によると︑①

による﹁一元附な監懸富庁の潮瀬

れ問題調査委員会︵大山委鍛会︶

部会参考野獣は︑安金轡誹議責

が国のメーカーが二宮に開発した

守秘義務を課されているもの②わ

つの技術的総点検と改修が綿密な

婁員会の箆解﹂に述べられた門む

題に関する六月十日付の﹁原子力

勧告と︑これを受けた﹁むつ﹂問

のもとに三蓋にあたるべき﹂との

想で︑中央登録管理制度という一

るもので︑大きな奈義をもつ﹂と

四国電力伊方原子力発電所〜弩

している︒

機の設國許可取り消しの行政訴訟
で︑高松高裁第二部の秋山裁判擬
が︑七月十九日︑松山地裁の資料
提出命令を不服として上告してい
た国に対して地堤命令を認める下

た昼餐公開の方針から︑高裁への

定を下しているが︑国側はこうし

力船閥発購業団が策定する総点

き﹂との趣旨をふ醸え︑鼠本原子

餐電力と日本原子力発電会社

料雲霧体変更に伴う原子炉設睡変

が申請していた沸騰水型軽水炉燃

九臼︑これを許翻した︒両電力に

更について︑原子力委員会は二十

よる肉請は︑福島第一発定所一旗

︵百十万KW︶︑敦駕︵三十七万

機︵四十六万KW︶︑菓海二暑機

五千XW︶の燃料藥合体を︑従来

の七×七型から八×八型の核燃料

一十五日

σ

濫

霊

一方︑放射性廃躍物薄簗技術騨

駆馳金は︑低レベル胴体廃棄物の

試験的海洋処分を昭和五十二年ご

ろ始めるのに先だって蟹前安全評

海洋処分の結興の評価︑海洋処分

価を行なうもの︒このほか試験的

および陸地処分の実腿基準の籏定

研究開発の唯進と成果の評価につ

放射性廃藁物の処理処分に関する

いて検討する︒すでにOECD・

康子力機関では︑昨年までに六回

の海洋投蘂試験をスペイン西方の

深目城で行なっており︑海洋処分

原子力蚕員会としては︑轡門部

に一応の評価兇通しを得ている︒

会での審議と併行して︑処理処分

体制の整備︑国と罠間との協力分

担のあり方などの問題について︑

うえ対策を確立していく方針であ

電力業界など関係方蘭と協議した

る︒なお︑同部会簿門委員は左蚕

簿雄都立嚢讐＋毫・

があることや︑﹁むつ﹂の影響で

翫爾の調整にあたる糧織として核

会部金による安全審査の審識過程

設謝などに関するものであって︑

応の方節づけがあるが︑行政的に

る︒

▽逓薩省辞令︵

棒配賦に切り替え︑健全性を高め

人事

原子力火力 宇宙・直脱排脱・酸繁
しNG・石ノ由・カス・パイプライン
高温高圧・自動制御・べローソール

原子力委翼会は二十九日︑﹁環
境放射能安全研究部会﹂と﹁放射

躍を決めた︒

性廃棄物対策技術聯門部会﹂の設

面部会の設羅は糟糠＋月の環境

もので︑環境放射能安全研究騨門

・安全専門部会の梶誉をふまえた

部会は環境放射能安全研究の①企
圃立案と調整②成果の評価と活用
③国際協力︑について審議する︒

とくに各研究機関の聞の有機的な

の工学的安全研究と

連けいを保ちながら︑原子力施設

の関係にある環境放溺能安全研究
を長期的な視野からとらえ︑原子
力施設周辺環塊の放射能の挙勤や

るための蕪本方策を検討する︒自

ら二十五名の騨門委員で構成︒

方針︒同部会は江藤秀雄原研理襲

が遅

で︑原子炉設躍二戸または変萸許

の契約上︑守秘義務が課されてい

串講書がわが国のメーカーなどと

上望み補償も善業書自身の繰済基

データの的確な把握に異効のあが

上告は行わなかった︒

﹁む2改修で

謬論産業局次畏︶森山励磁▽科技

付︶灘源エネルギ⁝庁次長︵機械

313−2367
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臨昇藤達成目指す
ト
臨界プラズマ達成を圏ざして先

国家プロジェク
米團︑ソ連︑西欧と並んで四界のトップレベルにあるわが國の核融舎研究を一網強力に推進するた

影響についての調査研究︑環境放
鮒線モニタリングのシステム化研

目論的な研究が進んでいる︒米プ

め原子力婁魔会︵佐々木委綴長︶は︑昭和五十黛度から第二段階に入った核融愈研究を国力を結引し
て開発にあたるナショナルプロジェクト︵原子力特別研究開発謝画︶に指定︑トカマク型装蔽により

リンストン大学はTFTR計画︑

進諸国で大型トカマク装躍による

次のターゲットである臨界プラズマ達成を諸職ず計画を間め︑三十﹁日︑委員会決定する︒これに俸

欧州共同体は萸仏独伊の諸国が霊

然放鮒線と原子力施設からのもの

究などを総合的︑謝画的に推進す

い開発体制の中核となる核融含研究所︵仮称︶の設立についても構想圃めを急ぐことになる︒

との弁別測定技術の開発︑被ばく

力となりJHT計画を進める︒ソ
連では炉心モックアップに相濁し

技術検討婁興会︵仮称︶を設ける

﹁研究開発を効率的に進めるた

いという前提で提出を求める慣わ

同語贔会は︑﹁むつ﹂放射線漏

ことが二十九臼︑正式決定した︒

ジェクトとして開発強化を間る︒

計醐にそれぞれ取り組む︒わが国

る獅項として公開されないのは︑

しになっていた︒商業機密に属す

昨隼七月︑研究の第二段階を迎

め︑特殊法人・核融合研究駈︵仮

料が公開されており︑この数痒来

えるにあたって原子力委員会の核

称︶を五十一琿度から発足させる

ベルの研究に仲間入りするもの︒

全脚門讐査会報欝樹の三極類の資
のJT−60計画もこれら巖先端レ

炉は六十地代愚妻に実現させるな

れていることなどから︑実現は先

熟地取得などの

可串講欝︑同添付謹類︑原子炉蜜

融含研究開発懇談会は︑昭和五ナ

べき﹂という懇談会の提言は︑特

ともいえるT120

璋代中頃に臨界プラズマ装躍を完

殊法人の新設を認めない国の方針

実験炉の卵

ックアツプ試験撞羅を運転︑実験

成させ︑六十黒目に実験炉炉心モ

どの擾期謝画を示したが︑原子力

ガラス張りの安全審

委鷹会の計画も大筋で一致︑次の

司の串謂番である電力会社が串講

科技庁が部会参考資料の公開に

計画のもとに慎璽に実行されるべ
内容を補足説明するため任愈に提

済的照付けがない一などがある︒

盤に依存するもので保険などの経

るシステムについて結論を得るべ

原子力瑠業従業員が業務上被っ

るもの︒

敦賀など三途

検︑改修計画を吟味していく︒

子炉メーカー側の実験データーに

出しているもので︑この申には原

ふみ切ったことついて︑原子力婁

挙專門審査会の部貧点字資料につ

が︑これにより一段とおし進

わが国の核融ムロ研究は︑昭和四

にズレこむ見通しだ︒

根まわし

十閥年から四十九銀までを第〜段
ステップとして臨界炉心プラズマ

原子力霧雲会は二十九臼︑原子

安全審査部会の参考資料

商業機密除いて公開

融薄金議を設ける謝團ヂある︒

試験装賢JT−60を昭和五十四︑
五隼頃の完成をメドに建設を進め

子力特定総合研究に揺定され︑日
水原子力研究蕨︑理化学研究所︑

核融禽研究第二段階では︑プラ

る計画︒

階とし︑食盛照射研究とともに原

理を中心とする研究が行なわれて

電子技術総命研究所でプラズマ物

ズマ物理中心から炉心工学技術に

磁場装醗JFT12で︑七百万豪
度で研究規模が拡大︑このため装

きた︒この間︑原研のトカマク型

員会は﹁原子力関係懐料の公開を

準法施行規則の疾病認定墓準につ

わゆる

脚門部会はこうしたことから︑

きだ︑と指摘︒さらに補償体系に

合同委貝会設置
科技庁・運輸街

八×八燃料に

する資料も含まれるため︑部会で

いて定めた昭和三＋八年の労働基

当面講ずべき施策として︑放射線

ついて尊門部会は︑賠償法を改正

対する国民の理解を深めようとす

関する技術情報など商業機髄に属

為

いても︑今後は繭榮機密を除いて

一一＝一一

公開する︑との科学技術庁の方針
これまで商業機踏に対する配慮な

力発魁駈の安全審査高鷲のうち︑

＝

逓めることによって原子力発羅に
餉＝一

は従来︑部会参考資料は公表しな
一﹁■︻囲一嘗

を了承した︒すでに原子炉雀躍酔
噌一一魑卿柵

どから公開を拒んでいた原イ炉安

一F一帽帽幽一

混播とする必要がある②認定補助

一一一旧一讐一

従業員の離転職に関察して被はく

髄一冒一一醐P

るが︑当面は放医研などで調査研

機関の設躍は引き続き極討を要す

一需一n一一︐

とくに改める必要はなく実行に移

線盤の一襲した把握が蜷しい③従

＝冊＝幽﹁

業藪損審が賠償法に含まれていな

哺＝一＝一

六回にわたって検射を行なってき

されるべきもの﹂との基本的考え

曜＝＝一一窮

予郷枠をはずし︑ナショナルプロ

要となることから︑従巣の原子力

二秒閉じ込め︑米ソのトカマク型

■一需一曹一噌︐

装躍に匹敵する成累を収めた︒
一瓢一一一一︐i

方を踏襲①認定②被ばく線懸の記

究を推進し︑成果の写照をはかる

た原子力婁興会の原子力監護従業

一1と対処施策を提案︒被ばく田

綴災轡補償騨門部会は︑ニナ九

働協約による上綴み補償の普及な

無の記録に関しては︑全国的男瓦

いため労災傑険制度の充実化や労

の内容は事業畜により差があり︑

どに前進がみられるが︑労働協約

録③補償体系について施籏を報告

原子力事業従集信災害学士上の

日︑門原子力損欝の賠償に関する

定︶を改正し従業為損密も対象に

問題点としては①業務と疾病の発

法律︵賠償法11昭和三十六駕制 している︒

禽めることを基本方釧とすべきで

で統一的に登録曹理されるのが理

た原子力損憲の賠償については︑

準局畏還納︵白血病︑皮麟ガンな

被ばくと疾病との間の因菓関係の

し従業員猛悪も朗象をすることを

牛との間の因果関係を推定するい

三十七年に設躍された騨門部会が

ど十二症例︶により運用されてい

立証が難しい認定聞題には︑①労

ある﹂などを内容とする検討結果

四十年に﹁賠健法を改正して従業

るが︑その後の医学の進歩に照ら

が︑労働塁

風損魑を対象とするのが適当で︑

して十二症例の準拠基準としては

みなし認定

その際︑労災保険の対象外および

を︑原子力委贋会に答書した︒

原子力雛爾斯や再処理工堀の運

る補償との関係は︑労災保険の補

基本方針とし︑労災保険制農によ

庁辞令︵二十五日分︶科学技術庁

働省の騨門家金茶で行なっている

原子力船﹁むつ﹂の総点検と改
かな結論を期待するとともに今後

罵付︶宮本二郎︒

原子力局政策謙擾︵通三省大旨留

認定基準十二症例の見醸しの速や

術庁と運輸雀合同の﹁むつ﹂改膨

膨について検討するため︑科学技

爾擦討を要する②健康瞳理の記録

運用とすべきだ︑としている︒
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すべき﹂と報告しており︑今回の

原子力事業従業員の災害補償で
に携わる従業展の原子刀災蜜補瞬

原子力委専門部会答申

蔽︑核燃料物麗の加工︑使閣など

賠償法適用が適当

こ（1）壕、

『
蟹
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一

一
の爾温・高密度プラズマをO・〇 翻建設などに膨大な闇発予算が必
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米議会

九月〃に政府案検討へ
@核の盗難などにも適用か
靴 翫
米議会上下両院原子力合同婁員会︵JCAE︶はこのほど︑政府提案の現行プライス︒アンダー

核物質の盗難に起因する損審の補

を適用することができるか哲かの

回にもプライス・アンダーソン法

こうした適用は現状ではまだ無理

議論が出ている︒しかし︑同法の

のようで︑昨隼これを提案したリ
ビコフ上院議員案は両院協議会で
蒼湊され︑また議会の璽請を受け
てこの補償適用が司能かどうかを
調査していた米原子力規制婁員会

れた場燐で生じた損警にまで拡大

釈が一般的で︑﹁施澱または謝晒

原子力謄躍所鴬合が遜紙中または

きなかった︒イタリアでは現在︑

応札したが︑受注を得ることはで

難設申で︑一九八五無までの謝画

された輸送ルートからはるかに離

として二十灘︑総容羅約二千六百

璽の約五〇％を原子力発電が占め
るという︒この二十基のうち未発

今回のフォード提興は︑この

禦故による損傷機購の取り換えに

二臼︑火災摺故を趨こしケーブル

力上昇試験において︑振動問題な

は運転に入る予定であったが︑出

補春方武︵実際にかかった鑓用

の属託運鴬に︑いわゆるコスト

と

乍r
︷

立潤

新η

間

宿一藤

岡 西3者

新代

区一当
宿表担

郡至

東電

をし

・羅

・−吏

oo原

亟翻

魁

甲

鋳噂した︒同原発はさる三月二十

止され︑事故原瞬が調査されてい

を損鰯︑運転申の一︑砥粉機が鰹

していないが︑？VA側の鯵痩︑

だ羅故調査に関する最終結論を出

ミュレーターをサンローラン︒デ

春以降でないと鬼通しが立たない

という︒ヒンクレー・ポイントB

スケジュールがまたまた馬騎に遅

い︒しかし民営移行には少なく

が現実に支出されることはな

コスト野戦

を支払う︶を採点しているが︑

もいえるこのフォード提案に︑

民當施設への

8111〜4番

損傷機器の取
り換えに着手
米のB・フェり一原発

るもの︒NRC日の特別調査奮颯

米圏留VA︵テネシー渓谷公

フェリー原子力発動所﹃二弩機

会︑7VA側の調査委綴会とも決
員会︵NRC︶からプラウンズ︒

万KWが予定されており︑総発電社︶はこのほど︑米原一塁規制蚕

適周はされない﹂という︒したが

お

軸って核物質が施設から︑または
ゆ

輸送中に盗蜷にあい黛そ艇に付随
して発生した座薬は対象にならな

郵

しかし︑醤RC報稽讐では︑核 注の分については亟水炉が有望と

いわけだ︒

の還転再開を目標にケーブル火災

ゾー原子力発電所内に設置すると

どで運転にトラブルが生じ︑運開

原子炉︵BWR︶の運転訓練用シから燃料装荷を始め︑今年二月に

遅hるという︒岡原発は昨駕四月
WRに続き出力百万KW沸騰水型

られたようだ︒

︵BWR︑澱大出力各颪九万八千
設計変璽計画がNRCの了承を得
KW︶の修復羅可を得︑年茉まで

の寓があり︑CANDU炉の世界
は︑羅非とも今回の交渉をとりま

帯場進出を期しているAECL

どに対する特別賠償法を設ける②

とめたいとの横極的姿勢を示して

償する代醤鍵として①盗難羅件な

物質の破壊︑盗難による損轡を補

盗難から生じる損露を補欝するた

いるわけだ︒

レーター発注

PWRシミュ

めプライス・アンダーソン法を修

︵NRC︶も醸近︑否定的な結論
正する③盗難と破壊を補墳する分
離保険システムを設ける④テロ行
為による損鰹は政府が補償するー

にてまどり︑今回のCEGB発蓑

れば十分とみられていたが︑調整

このトラブル調整には六か月もあ

が繰り延べになっていた︒当初︑

！
いう︒

また遅延へ

仏EDF AGRの運開
︻パリ松本駐在鼠︼フランス電

英躍力庁が発表

子力発取所︵双子型二基︑出力蕎

ているヒンクレi︒ポイントB原 七二隼完成の予定だったが︑この

冷却炉︵AGR︶として期待されの難設は一九六七年九月に始まり

ると︑英国初の商業用改罠型ガス

水型原子炉︵PWR︶の運転無二このほど明らかにしたところによ

ではさらに運転開始が遅れ︑来葎
ニック︶社に出力九十万KW加圧 英国中央電力庁︵CEGB︶が

MT︵ル・マテリエル・テレフォ

立について︑NRC内部の検討も
力公社︵EDF︶はこのほど︑L

進んでいるようだ︒

核物質の安全な取り扱い方法の確

ーなど六項嗣が提添され︑今後の

NRCの調査結果によると︑プ

を出した︒

府に 天 然 ウ ラ ン 醗 水 炉 ︵ C A N D

政

所

B 製

餌株式会社

ソン法修正案を欝議する聴聞会を九月に開催すると発蓑した︒原子力賠償保険を規定している現行プ

ライス︒アンダ⁝ソン法の改訂︑延長法薬︵H・R・一灘三二三︶は昨年愛︑上下両院を通外したが
フォード大統領の拒蒼権行使に合い︑同法蹟は再審議禦項として今議会︵第九十四︶に持ち越されて

ライス・アンダーソン法の現行解
釈では﹁原子力施設の破壌︑核物
質の輸送妨窃が原因で周辺地城に

以降とみられている点︑議会とフ

U︶炉を売り込むため︑伊τRI

い︑それに対する一〇〇％の

UEA要求を一〇〇％受け入れともこれだけのリスクがともな
たものだ︒政府︵エネルギ⊥研

︵K・K︶

年ころには竸争的濃縮窮業の時

代が訪れるわけだ︒

難

いたもの︒核物質の安全保障の問題が取沙汰されている今環その篤盗難などにもプライス︒アンダー

予想される︒

一方︑核物論の安金保騨の観点

欝えた場含に適閑される﹂との解

放出能汚染を引き趨こし︑損密を

ることが握簗されている︒

︵上院では五嘩延畏を両湊︶とす

ソン法を麺用してはとの提案もあり昨年末以来の取扱いをめぐる動きがまた活発化してきそうだ︒

昨庫璽︑両院を通過した現行プ

ライス・アンダーソン法︵萄効期

心が集濠っているが︑破壊活動や

にプライス・アンダーソン法の改

と交渉を続けているという︒AE を与える協定を︑イタリアの会社

た︒発注価格は一千五百万塀で︑

調練向けシミュレーターを発注し
CLは︑PMN社を通じイタリア︵PMN社︶と結ぶ悪騒をもって

政狩にCANDU炉を〜墓ないい
しるものとみられている︒

れ︑．一九七七無に完成を予定して

どユジェ原子力発情所内に設躍さ
AECLは二瀬前イタリンピア

カナダ原子力会祉︵AECL︶ば︑カナダ以外の滋界市場でCA ンチ社と組んでイタリア囎力公社

加AεCL それ以上売り込むことに成功すれ

みで伊と交渉

重水炉売り込

から期近︑その取り扱い方法に関
JCAEの計画によると︑九月

訂法案は︑門商用原子力発電所に

限は一九七七年七月三十一臼︶改

旨説明を受けるという︒さらに聴

府側の証言を求め︑行政府案の趣

会の承認を得ない隈り改訂法案は
聞会では︑関係各方面からの慧冤

訂に関する審議を再開し︑まず政

発効しない﹂との条項付きであっ

期限は八月八日となっている︒し

も求める予定で︑コメント手続き

いわゆるラスマッセン報告縢が議

たため︑十月︑フォ；ド大統領は

おける購故危険度の騨価報告欝︑

署名を桓習した︒同大統領は︑こ
かし︑ラスマッセンの最終報告欝

削除したプライス・アンダーソン
ォード政権の不協和膏がことある
ーフィンメカニカ︒グループのプ

想と受けとれる︒

にる︒またEDFの計画では︑P
NDU炉を製造し︑販売する権利 ︵ENEL︶の原子炉発注入札い
六十六万KW︶の運転開始がまた れることになったわけだ︒

の改訂粟の議会での再密識を 要

によ る と ︑ A E C L は イ タ リ ア 政
がJCAEに提出されるのは十月

筋がこのほど明らかにしたところ

陣するとともに︑その付帯条項を

法修正に関する行政府案を繕盆に
ごとに表面化している現状などを
ロジェッタチオ二二・メカニーチ

議会がどう反癒するかが見もの

がなければ民営覇業に
は顧客︵贈力会社︶がっかない
やシールの供給のほか︑あらゆ

究開発局IERDA︶は隔
府膜
保証

である︒

をふやしていく予定で︑日添︑

UEAはこれからパートナー

る技術擾助をUEAに与え︑そことをこの数字は物語ってい
濃縮公社

一食議員の暫定的

る︒フォード提案が

西ドイツ︑イランなどの外資の

を襲爵きしたため

寮

齢

＿確

費♂騰撫

晶
捉出していた︒行政府薬は付帯条

考慮すると︑九月に再開されるJ

長らく腿ぶみしていた米国の

れに対してロイヤルティ︵三％︶

敷地はアラバマ州内︑一九七七

八五年ごろの予定だが︑所要誰

年にむ工して完成ーフル運転は

参加も予想されている︒工場の

件をのんだ︒そ

思われるこの条

れは高価なよう

政府の濃縮ストック分のUEA 政府はグッドイや社のものと

といわれる理由が

政府保証

案に関心がもたれたのもそのこ

そこにある︒

付きの民営

民聞濃縮壌業計画が︑フォード

要するに簡業性を傑証しi︑
しかし一度死にかけた産業グ

ろである︒

ループは︑政府などのテコ入れ

濃縮民営移行軌道にーー

いては礁設提案の邸集が行なわ

である︒一方︑還心分離法につ
機会をのがし︑

の応勢が予想されている︒当面

れようとしており︑三グループ

力は約二酉五＋万KWとぼう大

を背負いこむよりはましだ︒階

による売買をみとめ︑UEA計今後永久に濃縮工場の資金負損

だが︑ぐずぐず

画がさらに遅れれば急きょポー

ろ完成が爆薬で︑そのあと二千

は二百ゾSWU規横︑八⁝年ご

して民鴬移行の

で生惑返った︒今年の初めころ

期がおくれるほど民営移行はむ

黎認政府保証の議会承認要請 目
には︑ポーツマス濃縮工場の二

ツマス工場を拡張し︵その設計

作業単位︶のガス拡敬工場建設

になる︒

に一九七七年から訟手すること

十隼来の運當番︑グッドイヤ・
七田無のニクソン鏡開以来︑

ずかしくなる︒ホズマー前回員

供給源証

の畷用である︒米国は政府施設

それらが順調にいけば︑八五

〜六千沙SWUへの拡大が行な

タイヤのUEA参加が確実になはあらかじめ青石︶︑民選がい

公

り︑ウエスチングハウスなどが

だがそれにしても︑八十億が

側では評価したようだ︒

永久

濃縮民欝への道は長かった︒昨

抜けた穴を十分に埋めた︒新U いとって罠聞を救済し︑供給斑
︒

が順調に進めば︑この八十億が

の支出権限は大きい︒それは内
として最高八十億がの支出︵契

を土台にした構

う要譜した︒もちろん競落移行

るはベクテル︵UEA︶︑エクことなどの民営実旛の 条件

場の委託運営

政府工

約︶権限をERDAに与える外
よの顧客に対して︑米大統領が
ではないかと思わせた︒ホズマ

って︑民営移行は糖局無理なの ヤが多年の経験をもつ

ソン︵CENGEX︶のみと
な示したが︑これはグッドイ
を提

フォード大統領は以上の蟄常

の暫定公社蜜も緒局

年璽ころにはウエスチングハウ

EAは︑もし夏鳶が行詰まった 任も眉代りする

よいよダメとなれば工場こと買
ス︑ユニオン・カーバイド︑ゼ

場禽︑政府が計画を立代りする

われる︒

ネラル︒エレクトリックなどの

社案になってしまうものと政府

主力会社が縮ついで脱落し︑残

ループが︑九千沙SWU︵分離

ッチメント・アソシエーツ︶グ

のUEA︵ウラニウム・エンリ

ベクテルーグッドイヤ・タイヤ

会で承認されれば︑溢しあたり

改正をふくむフォード提聚が識

軌道に乗ったようだ︒必要な法

政権の肩入れでどうやら実現の

をとるが性能は十分に保証し一

藩薦雪

項を除いて実質上︑昨庫の改訂法

−蔭り06画糞︶0Ω冒匪ーー藍

CAE醤議での激しいやりとりも ェ・ニュクレアーり︵PMN︶社

西独向け核融含電
磁コイルを製作
英リントツト社
英国のリントット・エンジニア
リング社︵本社︒英南部ツゼック

ヘンのマックス・プランク・プラ

ス郡ホーシャム︶は︑西独ミュン

ズマ物理研究所との契約のもとに
制御熱核融合研究向け電磁コイル
を製作しているが︑今慶終りには

マックス︒プランク研究筋はユー

その引き渡しを完了するという︒

ラトム︵欧州原子力共同体︶の支

り︑英リントット社に総額二＋五

墨ぜ得て核融合研究を進めてお

万峰を上回る形武の異なった十台

ントット社は︑契約十台のうち数

の磁磁コイルを発注していた︒リ

台についてはすでに製作を終え出
荷済みで︑今慶申には契約分すべ
ての製作を完了し︑同研究蕨に引
き渡すことになっている︒

（21）
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科学技術
会議・部会

新技術の貢献度示す
急ぎ基本計画づくりを
科学技術会議のエネルギー科学技術部銭︵黒川翼武部会展︶は七月二＋四日︑﹁エネルギー研究開

備︑研究開発資源の拡充︑開発体

のためには①計圃・調整機能の整
観点から在来の化石燃斜の荷隈性

最近︑﹁隈られた費源﹂という

カ原子力学象が一般公衆洵けに発

はこうした環状のなかで︑アメリ

的観点から網羅︑わかりやすく概

発の現状と譜問題を社銭的︑科学

と環境﹂で来国における原子力開

会︑今後の課題などの各方面から

の必璽性︑安全性︑行政︑地顧勉

最新の間題点をそれぞれの原子力

の五氏との対談を通じて原子刀の

田富茂文泌縮・再処理準備鼠顧問

欝教授︑大神正原鱈常務取締役︑

安全管理部擾︑武田栄一棄工大名

原産銭優︑宮永一郎原研保健物理

力開発密分野で濾躍中の有沢広嘩

力問題について﹂では日本の原子

説したあと︑第二部﹁臼本の原子

刊した照疑慮筈簾﹁原子力発電と

ズアップされているが︑一方で人

ー源としての原子力発騒がクロー

類の未来を担う原子力エネルギー

が一般に認識され︑代轡エネルギ

べきであり︑墓本計画とその方針

に対する漠とした不安が高まって

制の整備が必婆②エネルギーの研

に沿った実行謝画を策定する必要

いるのも窺実︒とりわけわが国で

芥

究開発は国が本心となって推進す

めには︑原子力施設の安全性︑儒

成︑確保についての翫画を別に簾

がある③研究開発を握う人桝の養

は昨年璽の原子力船﹁むつ﹂の問

推進はもとより︑使絹済核轡料の

坐する刈田がある一などとして

頼性の向上等に閲する研究開溌の

再処理旛設などの関連旛設の建設

性の問題は︑環境影響を起点とし

題が契機となって︑原子力の安全

また︑研究開発資金は米国五千

いる︒

一方︑蝦告欝では︑エネルギー

て核物質管理など包括的︑総禽的

翻

四頁億円︑仏二千百欝欝︑西独千

・整備が必須条件としている︒

研究開発の口口方策の目的は研究
開発資源︵薩摩︑人材などをふく

る︒聞き手は読売新聞科学邸の中

論説︑問題点を浮き彫りにしてい

うした諸々の動きの過程で衷明さ
環境﹂を中心に︑原子力全般にわ

な問題へと発展してきている︒こ

たる広籟な問題を総台的な見地か

五藪学籍︑英国︸千五十億円︑カ

なくないが︑一方では原子力に対

半分以下だと指摘している︒

一千億円で圏民一入轟たり各国の れた慧見には傾聴すべきものも少

ナダ六百六十億円に比して臼塞は

開発を奨励し︑その円溺な総理︑

む︶の澱適な配禽を図って︑研究

運営を可能にすべきだと指摘︑こ

﹁エネルギー技術開発の展鋸と繰題﹂を見薩した形で︑エネルギーに開署する研究開発の穫期的︑弱

発の畏期慮標﹂についての報告錨を燕とめた︒これは隅郡盆が四＋九駕五月に中詳報鑑として出した

に一九八五年に三千一五千万KW︑二〇〇〇無に六千芳一一億KWの開発を見込んでいる︒

蹴警︑八百五十円︒

村政雄氏︒読売新聞社刊︒A5判

第八回原産年次大

箏などに際し人為的過失に起因す

璽嚢機羅の製作︑据付け︑改食工

他の電力各社に対しても同じく︑

るよう厳しく指示した︒同賭に︑

決定︑わが圏関係では北海道電力

用︶の条件付きで契約することを

︵プルトニウムの軽水炉への利

ついてプルトニウム・リサイクル

から新規契約分のうち四十五基に

界の濃縮隅要を賄いきれないとし

がつた窮態を璽視︑再びこのよう

る欠陥が生じないよう工場製作段

二基︑関西蹴力三基︑四国灘力一

体制︑作翼管理体制および広報連

会の議事録を刊行

な窮態が趨こらないよう︑九州鱈

階を愈む作業工程について慎璽に

発一茎の八巫約八百万KWがこの で︑新たな国際環境でのエネル

墓︑臼本原子力発電一基︑露源開

て濃縮契約締糖を一時修止︑今後

力に対し①他の蒸気発生器細管に

配慮するとともに︑要注悪箇所に

の濃縮ウラン供給バランスの観点

対する異物混入待無の点検︑現地

おける作業に当たっての物品管理

うえ抜本的な体制強化策を立案す

で改造工贈を行なったり作業階に

ならなくなった︒

第八回﹁原産駕次大会﹂の議

内部開放の階悶が鍵い機羅等につ

の徹底および作業轡に対する教育

・リサイクル技術はすでに確立済

﹁プルトニウム

み﹂とされているものの︑不確定
要素はまだ多いといわれ︑このた
め﹁条件付き﹂契約を余儀なくさ
れた電力各社にとってはいわば先
行き﹁不安な要素﹂を残す形での
契約でもあった︒それが︑こんど
の謳渡によって軍く︑しかもより

約を結んでいるが︑このうちER 有利な条件での磯縮ウラン入手が

蒲の運びとなるもよう︒今後は受

ない﹂としており︑早晩︑正式認

どの譲渡について﹁とくに問題は

DAとの契約分は一九八五隼十月 可能となったわけo政府筋はこん
ならないことになっている︒とこ

までに初装荷燃料を引きとらねば

ろが︑電力醐要が郷滞してきたこ

になるが︑どんな形で譲渡が行な

け取り側と臼米両国政府間の問題

われるか︑方法はまだ周まってい

が

ピ

取締役社長今井美濃

一丁一七四

八ー一一二

︸○

電語〇三ー九六

夫氏住所板橋区小豆沢三の六の

原産に入会

オリエンタル酵母工桀︵株︶

・企画謙まで︒

料別︶︒購入希望の商きは原鷹

判︑躍ぐ︑頒価六千三百円︵送

や悪見交換が行なわれた︒A4

て︑の覧セッションで冤解発表

への提器ー体制問題を中心とし

や

クル上の礪襲聞題︑原子力開発

す

iその鍵纐と経験︑核燃料サイ

保全と原子力關発︑動力炉開発

ギー自立化と原子力開発︑躍境

イイノホールで開催されたもの

に︑今笙二月︑索東・内幸町の

をどう進めるか﹂を茎調テーマ

大会は﹁これからの原子力開発

聯録がこのほど刊行された︒岡

いて薄慶従来の点検内容をチェッ

の充突等につとめるよう︑文欝で

﹁条件付き﹂契約を結ばなければ

クし異物混入の可能性がある機器

注慧を喚起した︒

轡 ・駆

ともあって︑開発計画の兇薩しを

ズレ込むことになり︑この結栗︑

行なったところ一部が二隼間程度
東京躍力の水野久男社長は二十

ない︒

条件付き契約のうち海外からの二

八基のプルト一一ウム・リサイクル

三i三五二ー六二五一

宿一−六−五

取締役新見文彦氏

ば︑わが国の場禽︑ERDAとの 共益︵株︶ 原産に入会 代表

た︒このため東璽は︑ERDAが 今圓の謎渡が正武に認可されれ
も認める﹂とする契約条件変更を

基分を禽む都合七基分が通常契約

鱈語〇

井帯大手三ー四−一

住所橿

原塵に入会

餓詣〇七七六！二三ー三〇〇〇

干九︸○
の第一弾ともなるものである︒

代表取締役社長加藤尚氏

福井放送︵株︶

〒一六〇

住所新宿区新

のウラン濃縮役務に関しうち四星

せ袴慮︑この余劉分を電力四社に

に切り換えられることになる︒

内外顧客に通告したことともあわ

ったとしても一九八六年以降の世

さきに決めた電力広域運営実現へ

ERDAは昨年麗︑現有の三濃なおこんどの措躍は電力業界が

譲り渡すこととしたもの︒

原子力発鱈︑四国羅力の四社に譲

局︵ERDA︶とすでに契約済み
巖近門初装荷燃料引取り羅の険更

﹁東霜が来国エネルギー研究開発

四塾分﹂が余剰となる冤通しを得

︑萬︑

噸麟嚇

東電が4基分を4社に

濃縮ウラン譲渡へ

にっいての点検ほか︑②物品管理

絡体制についてさらに調査横討の

ら一問一箸形式でわかりやすく説

一問一答と解説
明したもの︒第一部﹁原子力発璽

「原子力と環境」

の混乱の原因となっている︒本轡

饒亮新聞社刊

する罎解や理解の不†匁ざも現在

作業管理など徹底を

原発事故対策で注意喚起

含的な研鏡国標を設定し︑その抵進方策の羅本について検酎を瓠えたもの︒原子力については技術的

し︑研究開発臓を拡充︑開発努力

に八一一五％︑二〇〇〇年に工O わが国は︑研究開登をとくに璽潤

ある④エネルギー資源をもたない

一二八％が節約できる⑧エネルギ

により︑エネルギーが一九八五年

ムとしてとらえ⑳システム構成の

報衝秘では⑪科学技術をシステ

確立⑨製造・施工等の支援技術の
を強化する一を強調している︒

検討にあたっては︑エネルギー

ーは経済社会の維持発展の基盤で

供絵の多様化︑消蟹の節減︑環境

確立⑳自然︒社会環擁への対応㊥

連することから国金体の研究騰発

価格競争力の保荷1などを明確に あり︑国のセキュリティに噛接関

︹

︵

刊

分を北海道贈力︑関西電力︑日本

り渡すことになった﹂と語った◎

東鱈はこれまで長期契約にょっ

ィフと二墓分のウラン濃縮役務契

砂

講藩ー

ヒ

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SCW−3）

T∈L（03）313−1311

「「E三L（06）986−3935

168東京都杉並区浜田山3−20−9
540大阪市東区山之下町108USビル

本 社
営業所

獲望麟識藩舞式歪盤轟量

み

六

SCA−1）

（Model

するため﹁技術水輩の目標扁を数

○

原発建般の
遅延などで
五日︑電力社長会後の紀者△訟見で

醸鐸囲騨駄璽綴
：水野東蹴社畏

てERDAと十九基分︑ユーロデ
縮工腸だけでは操業率楢強など図

○自動化・省力化にサンプルチェンジャーを〃

O

糊藷電力︑メーカーに指示

︵

地暇

保全・安全確保をとりあげている

ビ

ｩ水中のウノノ抽出

の﹁噺本計画﹂を臓定する必要が

川州性川州物
の塾理・処分

璽で設定している②新技術の開発

一一㎜

聞

増航炉

（20，400）

500万k￠（

が︑供給の多様化については︑石

︵

︵一

︹

1qεく斑における

終ぐ犀は

rO
OQ

︵

し
●

低この内両が入気出運喚社と策品がはに発
下と管で雀り
@〜｝耐欄の序漏｝出治ロコ｝
、発さ転趨にもを管生二関殿
歌ロー肯魍7 十τ 貢捧
抜融合

㎜一一一一…

薯秀解秀全徳謎鴉勇囎雛郷
たK込万｝万五れ速便お。キロキ九果圏にど原
辱）7叡1℃椴

（10，500）

謂
合

力

原

︑

し

目標とする段階を4す。

凸
面
騨
飾溌ガス炉

1，（XX）ガkw（1，600）

︵

更

鵡
e型艦換炉

1

〉

①穀響

㌔

事、瀬悔

500）

一

Wんロキーロキ千る増用り認膨八こ標貢が子炭
ので認億影万も殖済、を 、五れL献捜力の
○

②簡レヘル

○

300力kw（
○

地熱利用技術
礪処鐘

Q
○

帥低レベル

500）

1QO）

o

@
○

舷用済核燃料
再懸理

100万k2（

礪鹸

（15，Qeo）

10，000／Jkw
び女全取吸い

太陽エネルギー刊用
技術
し

Φ麟増殖

力に発こあ細中の月
も1よぴよ一産気
発よ生んつ費にで十玄文力う作う再 、発九
駆 つ器どたのハ 、田海欝1厳業Lび科生州
にて上の、摩ガ調放原でおし管岡こ学器醗
ﾎ趨部箏と耗ネ奮尉発同よく理電の技細力
すこ改故い損のの能のじぴ指の力よ術管玄
驍闡｢がう傷巻結禰禦く他承体にうの漏海
儒 、工発もに尺果れ故注電す制対な両〜胞原
鰍ｱ購電のつが 、がは悪力る強し廓省窮子感の中所 。な混蒸検試を各と化物態庁故力

唾欄

覗81の研究開発段賠であり
の起占は

→

㌧

換炉粥

5，000力kw（8，0（X））

500）
500万k￠（

国内石油、天然ガヌ

2000年
1闘

Puの側1及

500万k2（

原チ力利用技術
○
」

①び新塑転

石炭利翔技術
（新技術分のみ）

500）

@軽水炉及

原い）K）Kの炉咳と供二無らとし術、ガ
子るとW
、Wのの燃く給Oにのしう的太ス
力 。そ（二（
、技料に騒○は技てるに陽化
ﾝ一の同O石一術の原にO石術つ程みエ・
九可九〇穣九開再子組隼磁開み麗てネ液
¥八熊千O換八発処力みに換発あをエル化
力五性万奪算五な理に込は算にげ一ネギ、
を年を〜に五年ど。関めニーよた技ル1天
実・大一は千にに処しる簿億つ 。術ギ 、然
現五き簿六〜三左分てと四五てこ水1地ガ
雑尽炉破全

ｫ

し

①募戯

T査、生薩技術

｝
｛
●

4，000万t（2，800）
2，0〔X）ガt（1，400）
ウラノ醸繍

1985奪
薄闇
2｛Xズト

供給撤に貢献し得る技術水準の環標

技術の種類
箋蟹
・躍・
時
及
轡

一2〔匿x

一正｛鵬

段階
肉用化
実為匠

基礎 兄用

曹及

研究鵬発段階
研究闘発縄題

（カノコ内は石油換算万kの
（呼」力関斑）
研究開発課題の開発li標（1985を貸1標）

Q
スゆ鉱敗法
ガ
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産

子
（第三種郵便物認可
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◎SSD用（α線〉サンプルチェンジャー

瞳Mモジュールとの接続によりコンパクトに又、広範な用
途に御使用いただけます

詳細資料は下記へ御請求ドさい。

＼ゴ

三

力

原

1

一

＝

詔

＝
﹁大型トカマク実験玉門家会議﹂が王AEA︵国際原子力機関︶主催

理霧

鳳︐

一

三7

心えあわせると︑非円形断面に柔

ゆ
の実験も考慮していることなどを
なお︑この設謝は︑プリンスト

能性があると見ている︒

ィングハウス︵WH︶との協同に

ン大学プラズマ研究所とウエステ

Tokamalく Fuもlon

密度閉込め時閥︶を実現すること

ラズマによって臨界条件︵温度︑

なお︑この設計は日本原早力研

会議での印象として強く感じた

臨界を圏指す大型トカマク型装躍

れまでのトカマク型装躍と上述の

五詩ガウスで四万Aのプラズマ電

ことは︑各国が核融含研究の相当

の部分を︑大型トカマク計画に簗

マの実現は︑安厨なことではない

が︑達成できる名標であるとの判

の核融合研究は︑大型トカマク計

断が働いている︒すなわち︑世界

画を契機として︑関運する研究を

も含め︑拡大した新しい段階に入

りつつある︒

日本の研究方向

の適正さに自信

一方︑諸外国とはやや異なつだ

道iープラズマの体系的研究から

種上げるといういわば論理的筋道

ちょうど諸外国と同じ蒔期に︑臨

示すものといえよう︒

関係筋の判断の正しかったことを

剣に討議してきた研究蓄の主張︑

これは研究の進め方について翼

にタイムリーなことであった︒

計に到遼していたことは︑まさ︑

7−20のコイルとなると︑外部のプラズマ電流八十万Aである︒こ 界プラズマ試験装躍JT−60の設
工場で製作する由である︒この会

との申聞に位するこの装丁で︑ど
いう巖大のグループが出席し︑設
を十万團行なえるよう設計されて

流を得ている︒これは運転初期の

界の注圏を集めている︒現在磁二

薫MW以上︒わが国の活画では︑ か︑完成予定時期は決まっていな

によって︑さらに発展することを

の核融舎の研究開発が︑この計画

の次の世代の生活墓盤を築くため

エネルギー問題を解淡し︑日本

推進することを決定した︒

謝画︵国のプロジェクト︶として

﹂τ⁝60を菖むいわゆる第二段階

このような憲格的燃焼実験は動力

蟹辞を送るとともに︑よい結果を

日本アスベスト株式会社

される︒四台の装羅のうち罪円形

60

『

軟な姿勢で厳り組んでいると推測

︵注︶TC→効果完全電離の

﹁︾

12

1980

願うものである︒

多了凱

断面はJE7だけなので︑ちょうよって行なわれている︒
比較的低温︵例えば千万度︶の

上の丁目爽を入射すると︑︵熱

三三三三プラズマに酉KeV以

どいいバランスになっているとも

：・

思えられる︒
・

運鋤によってでなく︶入射した

3〜25
1980

いデータを得るには︑六か月以上
実験炉炉心モックアップ試験装躍

対しては︑大賂千三百−二千階隠

度一千万度︑閉込め時闇五十︑︑野秒

以上のデータが得られれば︑トカ
マク型の優位は一価明確になると
考えられている︒これだけの大型

も報通されたように︑世界鍛大の

期待するものである︒

懸保温材

TFTR

350

データであり︑T−10にふさわし 原子力委轟会は七月三十一日︑
億は︑構円断面︵非円形断面の一

によって一九八四隼頃から始めら

円との答であった︒

マクを見学

トカマクであるこの装躍は六月末

装躍を完成させた関係者の努力に
T110トカマク見学−新聞に
研究所の約頁名のスタッフが中心

から運転を始めた︒この像型は︑

灘ブレーキライニング

： アメリカ

．

際のエネルギーによって薩接核

1，2（X）

年

この装羅は︑嬰CT効果︵注脚

C7効果という︒核融臼断面横

融合反応が超こる︒これを︑T

焼︶を趨こし︑反慮の起きている

べて︑TCT効果の方が趨こり

の関係から︑熱的な核融合に比

易い︒ただし︑大儲の発生エネ

プラズマの特性を試験することを

マの圧縮加熱も特色である︒

特色としている︒さらに︑プラズ

ペクト比︵旦a︶が小さいと磁 照︶を利用して︑核融禽反応︵燃
場は弱くできるが︑装躍としては
取扱いにくくなる︵表参照︶︒

璽水素と三田水素ガスをプラズ

手軽に燃焼自験をしょうという狙

ない特別の不純物対策を採用し︑

4紹

申しょうとしていることである︒
JT−60では︑他の装灘のよう

設計の一つの特色となっている︒

公式には臨界プラズマ試験装躍

究所で進められており︑今無智は

磁気リミ附註の採用︑材料の選択

330

にD︒丁燃焼は行なわず︑水繁プ そこには︑炉心条件に近いプラズ

という︒プラズマの容積六十立方

を鍛穴の囲標としているので︑こ

いる︒他の装躍の設計に比べて︑

うる︒籔蓄は︑最終の設計におい

・処理など︑他の設計には毘られ

50

剛二三諏ヒーのMW
第二段目越ハワMW
いが︑鍛も臨くて一九八二蕉のよ

狙っている︵放露命の概算熱出力

これだけの大型装認であるため

た︒

のような結果が得られるかが︑世

に四十五名のグループを憾め︑設

炉炉心プラズマそのものの蛇道を

については総力を結集しようとし

察した︒

を始めだT⁝10トカマクなどを視 ている︒既にカラム研究所︵英︶

35

うである︒また︑コストの質問に
種︶の採用にある︒非円形の得失

れる予定︶︒

計に専念している︒この装躍の特

52

の研究開発を原子力特別研究關発
について議論があったが︑その実

開発を競う各

6

綴

の期間が必要であろう︒イオン温

験的評価は時期尚累であり︑もち

国の研究計画
まず︑これら四謝画に共通して

型なため︑技術的困難さも大き
い︒ソ遼でτi10までの一連のト

Ti10トカ
いることは︑温度五千万度以上︑

ろん得失についての結論は得られ

T120は︑他の装羅に比べて大
密度十の十三乗以上︑閉込め三曲

O・二秒以上を圏標としているこ なかった︒

JETの構円のタテ︒ヨコ比はカマクを製作してきたエフレモフ

となって設計を進めている︒嗣研

とである︒この条件を実現するに

究所は六千人以上の所農を雛し︑

二であり︑極端な非円形ではない
はおおよそトーラス主半径︵R︶

ータを付け︑ほとんど円形断面で

三二︑副半径︵a︶一層︑磁場三 こと︑その第二期実験ではダイバ
十一五十菌響が必要となる︒アス

トンボの製品

管系支持装置、 油圧防振器

10〜20
1979

25

トロイダル磁場1くG

プラスマ電流MA

﹁大型トカマク計画﹂の段階に入り︑核融合開発鍛大の山場を迎えようとしている︒このよう＝

な状況のもとで︑七月︑

一

マにして︑実際に核融点を起こさ

一

はり熱的な核融合によるエネル

1

七月四臼から十一日までの一週間

るが︑これについては︑各計画で

せることをD・τ燃焼といってい

−

モスクワ北西衝三十試にある学園

りeCT効果を優って︑なるべく ルギーの必要な爽霜解では︑や

都帯ドブナで開催された︒参加煮

ギー生成に頼ることになる︒

1

でドブナで開催された︒本丁ではこの会議に出轄した轟茂原研核融禽研究部長にその内容に則

の進展を難ずるほど奨な馨

でなく︑広く今後の核融舎炉開発

って墨な研究計画であるばかり

して世界の開雛現状を紹介願った︒

?議の背景

とその概要

いは︑借れている︒しかし︑TC
差がある︒T−20はD・丁燃燐を

世界の核融含研究はトカマク型をもつものである︒そこでTAEは︑ユーラトムニ十名︑日本八名
︵原研六︑葉大︑名大プラズマ研

しか予定されていない︒JT16く
0動力実験炉の荊段階という役冒

綴が名前の曲玉である︒炉心プラ

不純物対簾︑プラズマの制御など

が行なわれている︒

詳細設謝とコイルなどの試作開発

いる︒

の点で優れていると考えられる︒

試作開発を行なっている段階であ

て︑この点の補正が行なわれる可

約三千万度以上のプラズマの場舎
大型トカマク
とくに聞題となる︒JT160では
計画に焦点

不純物によるエネルギー擬失は︑

を確認することを霊な目的として

ついては︑鍛も慣蚤に設計されて

主目的としているが︑JET︑？T効桑は実糧煩ではあまり役立

Aの提嘔により︑各計圃の狙い︑

の設計よりもやや大型にした方が

5〜10

4ノ（10ig

れに対して障蜜となりうる問題に

の成果をもとに︑次のステップと

名であった︒日米が会議の趣旨に
は燃焼実験を予定していない︒

いいのではないかとの葱見もあり

7〜10

5×1019

mう

ラズマの閉込め・加熟の比例法則

FTRは燃焼実験回数は約五千回たないこと︑TFTRはあとに続

沿って専門家を派写したのに対し
なお︑四計画とも︑公式に詳細

1

ズマに近い臨界条件を実現し︑プ

して︑核融合炉の炉15に近い条件設計︑技術的問題点を討論し︑各 各一︶︑米国十五名︑ソ運五十一二

開催地に近いユーラトムからは︑

計画の発展に役立てるだめに︑こ

いる︒この計画では︑従来の装躍の会議が開催されたわけである︒

を爽現しようとする謝画が進んで

とくに︑これらの装躍および闇

新局面迎えた核融合開発

臨界めざす大型装置

ももっていることを蕎えれば︑こ

に比べて︑必然的に大型装羅が必

り︑電気機械としても︑未曽有の

設計︑あるいは材料手配︑部贔の

規模のものであり︑設謝︑製作上

大型トカマク実験に限定せず︑幅

条件の達成を狙う計画は︑一般に

闇となる︒このため︑このような属設備は実験装躍としてはもとよ

大型トカマク爽験計鷹と呼ばれ現

欄ユーラトムのJEτ︑日本の ﹂ の 問 題 点 が 予 兇 さ れ る ︒ こ の た め

狡術的討論を璽視しだプログラム

となっている︒

T160︑米国の？FTR︑ソ運の
T120日目計画にしぼられてきて

会議の正武名称は︑工AEA主

2

6

漫

馳

ﾃE

いる︒これらは何れも非常に 大 規
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