第787号一・
乾臨τ［150篇三8月7日

毎週木曜日発行

購読料1年分前金3000円
力

霧
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象
安全性確保対策柱に

究もままならぬ状態︒﹁嶺面は安

いくことが中心︒夏盤整備では新

に関する各穐雁頒の筆先を閣って

び漂子力発電の笈全対策それぞれ

もすでに

く考えだ︒とくに廃粟物処岬処分

点を移行︑内容の孤充を麟ってい

の損失準徽金制鷹の猷設など舞体

国による低利融資ほか︑税制面で

詰手︑このための法体系の遊備︑

に罵処躍関係では第二工場墨画に

製図されているもよう︒

任にさ尾登委託の形での運欝が

学安全分与試瞼センダーを新設し

ント試設計にとりかかるほか︑工

原水禁は︑第二十一回世界大会
の一環として﹇原発・再処理﹂

諺
放医研が那珂
湊支所を新設

新那瑚湊支所は従来の廃懸物や

は郷園生所長が併任Q

放粥能の濃展などいわゆる

も

事故購によるぬ染およびその除去

移行に関するもの︵環境放射坐態

学研究部︶②海洋副題による放射

に関するbの︵海洋凹凹生態学研

性感瓶の濃縮および排せつの機構

伴い原腸力の環境劇剤について

ため︑最近原子力施設の急増鵯に

た那珂湊実験研究榛︑五十ゾ︵一

究所に繍え︑五十葺五月に発成し

を費して新設された四階建ての研

新吏所の主な施設は︑約三億円

究鄙︶など︒

五団付けで︑放鮒線臨学総合研究

の野並研究の愛翫性が筒まってい

墓︶および一ナ︵二十星の水槽︑

の観点からの調造研究をあら

所の東海支所︵東海研究室︑臨騨

生轡学

の

実験場を含む︶と本所の環境海霧

る硯状に即し︑陸と海の

放射性ヨウ累曝射装置鳩が揃って

総懸肘︵科学技術甘︶は︑八月

研究部を統舎し︑那珂湊支所とす

的なリイクル

放射性物質の内染の除鎖︑放射能

生態学的なサイクルから瑚臆放射

から耀境放射能の
単動︑それによる被曝線麗轍走︑

︵七舶︶のほか︑環境放射儀態学

の濃厩鴛の調査研究を総禽的に行

能の調A研究が臥待されている︒

新しい郷珂湊支所には管理課

ることを決めた︒

研究耶︵竃購究箋︑十六妾︶︑海

上壌︑水駅における放尉面物質の

なうもの︒滋獄研究課題は①大気

一月頃までには完了する予窟で︑

∬猛︶の二部が醗かれた︒支所長

洋放尉生轡研究部︵二研錫窪︑十

おり︑一部移転が遅れているが十

ロジェクト別成功払い食費制展を

たと粘論づけている︒

論︑翼議印立ては根拠のないもの

ことを確認している⁝一などと反
なう膨えで噌原子力鄙﹂を新設し

施設は︑妥金霧査で︑人口の増加

蜘立て棄却﹂の決定は︑①再処埋

いく計画で︑海水からのウラン採

など社会環境の変化にも十分対応

慮設備︑いわゆる海中敗出管の設

六月十八日付︶に与し地元の永井

灘および工ふ方法認珂処分︵昨郊

一郎東海村議ら万氏から出されて

いた異議中江てを﹁蹴却するし決
定を不し︑同日︑申立て入に決定
書を予話した︒

永耳氏ら五四は︑再処理施設が
入口週袖地帯に設置さ3著るほか︑

溝洋調飛が十分に行なわれておら
ず︑気層廃聞物による周辺住罷の
被曝線環︵二間三輪蚕．︐︶も大

て理曲つけ︑昨年八月︑翼議を肉

きすぎるーーなとと九項団につい

立てていたもの︒

これに対し科技庁による﹁巽議

と紅いた︒服部教擾の﹁すべての

内︑女川なと現地盾動壕の報憲へ

軍縮﹂の分科会を荒神小学校など

の方針を了承︑﹁康子力開発は田

いうのが鍵本的な考え方﹂と裁い

致てきる中でともに行動しようと

盒勤労笛の闘いにしていζ2と 学蓄開にも愈見の莚いがあるが一

﹁平和利用と核鼠装扁門脇防と核

南二三会場で開いた︒原発再処理

一方︑原水協は明治生命ホ⁝ル

下すへきだ賦との立場を貫いたQ

た︒討論の後︑﹁科学蕾と佐民と

票大君手が﹁原子力発墓所の梱次

問題分科会では︑ます市川震央

ぐ惣故で今や安金神話は崩れた﹂

の一致団結した反対翠雲を展開し
など七項圏の想︐剛を採択︑

よう

上支障のないことが辱められてい
る②放溺件液体騰塾物の海洋奴輩
については操業開始までに詳細な

／年は許容被曝

原子刀委

改造を許可

禎蕨長︶から串請のあった同研究

武戯工鑑大学原子力研究所︵佐藤

綱原子炉の設濾変更は︑将来医

所の原子炉設置変更を許可した︒

するために︑とりあえず構造の︸

療用に利干てきるかどうかを確認
分蒔く︑安全工問題はない︒謹た

部を改組して照射豊を鷲設︑照射

れることになっている⑤万一の射

性茸雲物︵固体および液郷︶は十

限った設計目掛憾てある④晶放射

れば︑脳縢瘍ほか皮膳ガンの治療

療用に改造でさることが昏夢され

劃するというもの︒大学側では隆

標旗袋罎などの安金保護回路を塘

可的請をし︑今難燃をメドに改濾

もできるよう同炉の臼離塁史の詐

科学技術庁原子力局監修

際

いる︒内容は︑原子力に関する

ハンドブックとして好評を響て

網羅︑どこでても曲える便利な

転は︑内外の原子力関係質科を

ど照稲五十葦版が完成した︒翻

編集︑刊行しているが︑このほ

N版の発売を開始

て︑ほかに付録として核燃桝サ

易くするなど羽用の煙をさらに

懸予二落円︒購入希望の向き

窩めている︒三颪四十二ぐ︑弓

からB6判と巷ず大きくして晃

ル誤紙の美装丁で︑形も昨琿版

収録されている︒深緑色ビニー

﹁原子力ポケット・ブック﹂を イクル︑アイソトープ箸讃喪が

藏本原子力産莱会議は輝年︑

していきたいとしているQ

故として治解槽における臨界望

に狭射綴騨曽を与える鳳とのない

定し︑検討評価を加え︑周辺公衆

故︑尊影硲媒の火災箸の鶉奴を想

分な蛍金対籏を講した上で貯蔵さ

箕ゾ．ム／駕とい・

2故値は発鍛炉に

轍鮒︵流翼︑ゾレ〜／年︶に比べて十

曝線量篇十二︑ゾし

いる㈱放射性気体暁黒物による被

安盆館保に力全を期すこととして

い放繍雛を十分の一に低減化させ

とともに︑ALAPの輩洗方に従 原子力委員会は七月二十九日︑

窟査を行ない安全性を再澱認する

武蔵工大炉

たいとしており︑地万懸産局にお

庁

できるよう余裕をもっておO安全

ける原子力担当窟配置も考慮され

技

鷹与︑木科学授術庁長宮は五戸︑

ているもよう︒

モデルプラント建設に譜孚する︒

こらした各種施簾の効率化を睡

取ではカラム式施設を対象とした

創設︑海外進出の積極化を團って

ほか︑ウラン資線の瀦保に関しプ

センター設立︑税制拡充も
昭和五や一隼度原子力予算概算襲求を間近かに搾え︑科学技術︑通産両雀庁それぞれの頭貞改策も
ほぼ嗣家ってきたが︑これによると来郊度は笈盆性確保を牲とする︑核辮料リイクル撒立上の諸聞脚︑
とくに便用済み螺桝再処理や放射性廃棄物処理処分など基盤整備対策に亜貞が置かれ︑それらり体策

瀧丸制体系の冤写しも︑大きな課題︒行政機構拡允では局︑部新設構

の一つとして工学簑全実豊浦晧ヒノターや放射性廃贈物処理処分センター︵いずれも仮称︶の題詩な
ども考えられているもよ・︑︑％

則として認めない一1などとする 全性問題を柱にガードを固めてい

しく昭狛六十七度をダーケットと

趣産省11席業塞盤の整備およ るため︑行政機構の拡允整磁も行

く﹂計画で︑研究はこれまでの憲

して長期ビションづくりと取り組

で︑新政策どころか︑継続研

として施設箸の工学画を中心とし

む︒来葎度はその初葎度で︑とく

車

想が再び壷場することとなりそうた︒
政府は七月二十九日の閣議で対

概騨要求に当たっての墓本望針を

たものから新しくエコロジー西を

前年度比一五％増以内︑別枠は原

湊めたが︑原与力の鳩合︑国隠綴

鮒象としたいわゆる耀境安全へ亟

財政悪化耀境の中で︑これとは襲

対策ではセンターを設立︑五十二

五％に達する見込み︒

務負担行為隈穫蹟の現金化だけで

膿に新しい技術としての原子ヵ開

隼慶かち開始予竃の試験的海洋投

化を進めていく計圃だ︒原子力発

しているのが両街庁の規状だ︒

棄に備えた条件整備を進めてい

電安全対論では軽水炉を対象とし

発をどう進めていくへきか︑苦慮

科学技術庁⁝一半研︑動燃脚業
く︒置碁極貧中だが︑センターは

大所

火の

﹁財國法人﹂として設立︑園の兼 た榔盟改良・隠里化のモデルプラ

を掴え︑とく

國といった
に核融愈研究の本格化移行など予

るたけに︑台所はまさに

算の軒並み大型化が要請されてい

耐震性に加え蒸気発生器やパルプ

三滝箏凝縮栗海再処理施設海中撰

た立場の違い

核を沓定するという考えカは納得

えて真の中細利用を追求していき

できない︒核興器の全面禁止のう
領中の竃染斑寿享氏は従業員被曝

広島で原子力討論会
核兵器廃絶が急務であることを

会﹂の澱・クラーク女史が﹁あら

たい﹂とする慧晃に対し︑米国の

ゆる核利飛に反対﹂と表明︒議師

環境運動家で﹁立ちあがる婦人の

学叢で﹁耀境センタ⁝﹂所長のシ

愉報簿の後︑スウェーデンの逓伝

間に食い違いがでたことをめぐっ

柏崎など各地の原発反対運動の実

ルベルグ聖血がスウェ⁝デンの反

て疑義があり︑駕会役の禰島原発

問題について蝦着した︒東海村︑

開かれた広島で︑六日︑原水祭と

原発運動について講演︒分科会

訴訟の添田弁護土が﹁平和利用を

の原爆死没薔慰鍵・平秘祈念式が

原水協による亡子力闇題を考える

はさらに﹁住民逸動との固い結禽

撰定するか誇定するかについては

集会が個瑚に行われた︒

のもとに着発・薄処理反対運動を

世界に訴える原爆被爆三十周奪冒

原水禁
原水協

浮き出
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などの実讃試験に乗り出す︒この

「海中放出管工事は万全」

安全で環境に調和した原子力発電所

㌦際蕪矛

・礁壌

それは東：芝のモットーです

鱗甑・

TEL東京（03）4騎一7田1大代）東芝創立100周年

鯨芝浦電気株式会社原子躰：部〒lo8東京都｝躯三田3一著3−12

亀岡建原子力唱電プラント困難

う

全装荷燃料の位置点検

動燃の再処理施設問題

で原子力謝発闇題分科念を灘催︒

ム

轟険峰懸蝿夢難

臼

異議申立てを棄却科

服部学立大教擾らの軍門の後︑岩

ユ

F

と髭摘︒敦賀発騒所被曝訴訟で係
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日

原水協の原子力問題分科会のもよう
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（送麟共｝
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幽沸騰水塊転子力発電設備一式（原子炉、核燃料、タービン、発電機）

穏
怪

﹂
ノ

原

理事会

一EA

優先開発事業を選定
原子力は廃棄物など三項目
︻パリ松本駐在緻︼国際エネルギー機関︵︷EA︶理箏盆はこのほど︑代蝕エネルギーの研究開発
に関する長競協力総画の砕内で︑石炭技術︑即子力の安全性︑放射性廃葉物管理︑省エネルギー︑恢

おける協力体制の確窃に梁り綴した︒

融禽︑太賜エネルギーの六項霞の健先開発事業を艦定し︑IEA聯盟諾同閲のエネルギー研鴛聞発に

﹂

iの窮業を優俺陶にとり上げる︒

協力が実現している︒しかし︑大

一︑核蟹玉分野の協力溺画
型超竃榔磁石︑プラズマ加紳技術
皿嫉融合を起こすための大型実験 などの研究開発をさらに改艮︑強
㎜装置の設計︑建設および運転・さ 化するため︑捗融合贈爵歪ほ会を

ルウェーが五番闘の批准国になの

批乱したのに糺き︑今研四月にノ

岡協定は︑一九六〇年のパリ協

タンデム型加
速器で核研究
藻国立大学
嚢帽キャンベラのオtストラリ

ア隅立大学では︑十四UDタンデ

テムに従い︑原子力施設の運魁者

同門漆器は一九七三年に発成︑同

隊子核の研究が進められている︒

ム型加速器を使用して原子および

に重任がある原子力事故の場禽

大学核物理学科の﹂・0︒ニュー

蓑任を免除することを規定してい

二敷地の原発

る︒

建設を拒否
仏北部ノール地方

︵カレー近郊︶︑ダンヌ︵ブロー

ニュ近郊︶の両敷地に原子力発日

アの科学者が原子核の詳繍研究に

寡二二㊤グンデム型加速雛の圧

携わっているという︒

ついて︑フランス︑ベルギー︑オ

ンキおよびその藤辺のエスプー︑

ペボイマ・オイはこのほど︑ヘルシ

︵塔の中に圧力容器がある︶

力容器内部㊦國船難器施設の外観

ランダ︑雛国の四か園協議体制を

掛︵四市の△蝋証人環は約七十五

確立することを求め︑EC委員会 カウニアイネン︑バンターの起

万入︶と目原子力発臆所︵二二た

で契約を交わした︒この原子力発

は三等総娼力二衡万KW︶建設

にエネルギー政策の一環として織

都市暖房用の多目

り上げるよう要請した︒

フィンランド

的炉建設で契約
︻パリ松本駐在異︼フィンラン

︵ダンケルク近郊︶では︑二腎機

篇ユ前に海洋生態系への影響を調

件とする︑ことを決めた︒また英

ドのヘルシンギン・ゾイダン・レン
階＝＝一一冊＝＝＝＝＝＝再＝＝一一＝＝一＝＝：一一一﹇＝＝一一μ一＝一＝一二冊扁：幽＝＝榊＝榊＝ニ

仏海峡沿岸の原子力発賑所建設に

ー総総の約二四％を原子力発電が

万五千KWに賦し︑一次エネルギ

電設備容綴は台謝三千二颪八十灘

N原発25基の承ス認ペしイたン︒のこ一の九計八画五が薙実の現原す子れ力ば発
運転計画を承認
スペイン政府

薦めることになる︒なおスペイン

停KWHで︑その比率は火力五二

となる掻込た︒

融資条件が入札決定の塗硬なカギ

困際置畳て淡定される予定だが︑

定されている︒なお炉メーカーは

力発嘱所論や八面マククカ︶と想

費は三十五億マククカ︵うち原子

で︑運転開始は一九△篇奪︑総工

方五十詩のコッパールネスが補力

するという︒敷地はヘルシンキ西

暖房用薫気を配給する食社を設立

産する多国昏怠で︑四市は今後︑

電所は電力と都響磯罵胴蒸気を生
査し︑廃就物処躍の保証確説を条

発一箆を建設中のグラブリ⁝ヌ

所を建設することを癒沓する②原

トン致授を中心に︑オーストラリ

に︑海上輸送業路に当たった船弦

検討︑評価︑協力を促違する︒

⁝らに測定撞術︑瞭子およびη子デ 設直して︑各国の掻破合引幽の再

で国際協定が発効

核物質の海上輸送

て寒蟹懇確乎ることがで⁝ータの収奪覆てはすてに罎
きわば︑今後数十年間に瞭子力施

る遊民の受請を促進することがて

設が急速に建設されろことに対す

きる︒技術的課題の政治的鯛翻を

がこのほど明らかにしたところに

経済協力開発機描︵OECD︶については困際海洋法のもとでの

るよりも協調的および協力的行動

おける民心資任を規定した国際協

よると︑核物質の海上楡送分野に

考慮した場合︑一方的な行動にで

る研究開発酒動︑その成果︑放鮒

一九七一好ヤ工月︑招亙政嚇間擁

定がこのほど発効した︒同協矩は

の方が効果的た︒参加国間におけ

性暁藁物裁理に関する情報交換の
曝要性は疑いもない︒また⁝部の

れたもの︒一九ヒ三年にフランス

リュッセル三際外交鼠議で採握さ

部のノール・パドカレー地方理二
︵工A猛A︶の莫催で開かれたブ
会はこのほど①オイ・プラージュ

︻パリ松本駐在樋︼フランス北

D原子力機関︑圏際原子力機関

洋諮問機構︵IMCO︶︑OEC

岡が閲心をもっている賊難計画に

EA狸礁玄の承認を経て毎年一曹 参毒する形態も望潔しい︒しか

他の雛型の情報をも取り入れ︑I

し︑旗射性廃壌物管理と研先開発

力発電駈については︑正当かつ独
公盛する︒家た︑原子力安金研究
箏凝の範畷の関調性は麹雑で︑協

グの研究開発が必要てある︒原子

寛の規制判断を行なうために必襲
分野における多岡間の交換協定に
力嫁制に入る削に藻ず参加国間の

六つの優先開発唱叢項目のうち

業謝画によると︑原子力の安全漢
な知識と狸験が薄及されなければ
のっとり︑技鋤情報を交換すると

閑ア ィ タ ホ の L O F T ︵ 冷 郎 層 獲
各種計画の規換︑警標︑資金︑精

ムのHDR︵超加熱蒸気炉︶︑米

失試験︶施設︑口写のNSR報
Rに関する政策を縦定する︒
性二二物管理委員愈を設置し︑①

驚︵原子力蜜故による損害の第三

今回︑施行の趣ぴになった︒
豪たOECD玉子力機関は放樹

ーデンのマルどケン炉で行なわれ

地慣層への放蟹隠忍一物処理に閲

者黄任を規定︶︑一九六三年のウ

︵原子力安全性研究炉︶︑スウェ

ている安全研究謝劇に参加する︒

する協力謝幽働三三およびユーロ

にしたい帯同だ︒家た今鳳︑株式

これをフランス市場選出への糸口

任を規定︶で設置された特別シス

ィーン協定︵原子力肇故の民灘資

一︑放射性廃職物管理分野の協

処狸法の開発に関する協力謝画⁝

ケミックの繭レベル放射性廃冠物

畏期の放射性廃が物処理の信頼

フラマトーム社のクルーゾエ場

力計醐

が突貫すれば︑これ家で外資勢力
に圧倒されていたフラマトーム祉

︻パリ松本駐在皿︼スペイン政

の昨年一鐸聞の総発電騒は八酉六
露所

った︒

％︑水力三九％︑原子力九％であ
転させるという原子力発霞謝爾を

︻パリ松本駐輪鼠ロフランス初

仏フ原発一号

発電機の試
運転を開始
九八四年藤でに盒計二十署纂を運

一膝︑建設中七島に朋え︑一

斑はこのほど︑運転申の原子力発

取鴛交渉が明らかにされたSGP
Mは︑これまでに仏の黒鉛ガス冷

工場建設︑原子力発電所向け鋼費

加炉建設に参加し︑核蝿料再処理

および弁当類などの製造経険もも

っており︑KWU祉に資木参加す
ることで原子力部門の拡大を期し

込みの際のコンポーネント供給分

使用され︑出力をある程度落とし

転には補助亟油ボイラーの蒸気が

ム絆が瓢独で製駕したもの︒試運

の両君が︑謹た発竃機はアルスト

Eグループのアルストム︑ラトー

たQ同一署機同けタービンはCG

電機がこのほど︑試運転を開始し

R︑最大縄力九十三万KW︶の溌

の商用軽水炉であるフェッセンハ

得については︑シーメンス社が優

野に進出するのが狙いのようだ︒

府がBWRの岡際提携を認めるこ

暮以降︒この発俺機はフランス澱

運転は︑一弩機が運転に入る来年

て試運転している︒輿論出力での

陰
護

大のものといわれ︑全重縫で四千

単一の翼長は五＋九耀である︒

鈴︑圓転部たけでも七四ゾあり︑

ノ．

禰覧
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原子力の平和利用に関する共同菓

放射性廃軍物管理︑純融合の三分

ならない︒豪た住罠の療r力憂け

する広町な帖蝦入手の手没を供給

とらに︑西独グロッスベルツハイ

野における協力訓薩がとり上げら

ートの供給で原子力の占める渕禽
するため︑翼体的な方法として︑

D舗撫蟹聾匿薪馨熊魁

入れの障忠となる襲請や慣行は・

ない︒このため緊急に国際協力体

差を小さくしていかなωればなら

各圃の許認呵蕃続きの巾でその格

れている︒

これらの協力謝灘の概要は次の
通り︒

一︑原子力の安金姓に関する協

を引き上げるには︑原子力発電解
軽水炉と墾水炉に関する情報を網

一方︑参加国に原子力安全に附

制を確立する必蚊がある︒

とその関連核蝿料蘭イクル施設の
羅した手引き轡を作成し︑将叛は

磁力および工梨用プロセス・ビ

力計画

安金性を砥俣するエンシニアリン

フ社の株式取得へ

の仏国内出資体制撒立の突破臼に

なる︒しかし︑PWR建設と並び
沸騰水型原子炉︵BWR︶建設の
巻き返しを期すCGEグループが

︵KWU︶社との提携交渉を進め回

CEAのフラマトーム社への参廊強化を麟っている動きもあり︑

改良していこうというわけだ︒

WH社のPWR技衛を国が狡術西
に独のクラフトベルク・ユニオン

難PWRの国産化が狙い
︻パリ松本駐在照日関係筋がこ
のほど明らかにしたところによる

と︑フランス原子力庁︵CE A ︶

ている︒これらの交渉は別々に行

加は︑WK生の賃礁四五％のうち 今後仏三編がこれら一連の動きに

論

がフラマトーム社の株式三三ない

プが醍近提携で原則簾台葱に達し

イム原子力発亀節一壕機︵PW

スペインで鍛初に運転を百獣したゾリタ原子力船外所

われているとみられ︑SGPMと

三芸ないし囎四％を試り受けると

どのような最終粘論を下すかその

し竃四％を取得するとの話し悔い

成り行きに産闇が集まっている︒

Mにとってなかなか厳しいものと

先権をもっているが︑同社一社で

めでいるようだが︑情勢けSGP渡を去明した︒AEG社の持株取祉のフランス南場へのBWR売り

みられている︒

建設グループとの提携は醐岡政府

KWU往は一九六九年︑シーメKWU仕の出資を一〇〇％負担す しかし︑KWU社と仏のBWR
ンス︑AEG⊥アレフンケン両往るのは両が唖すぎるため︑他社と

は撫圧水型原子炉︵PWR︶が穐

の承認が必要で︑仏の軽水炉開発

プとの国際捉携交渉で︑シーメン

そのひとつが仏のCG聡グルー 望で3疑る現状を考濾すると︑仏政

れていた︒

の提携交渉がこれまでにも進めら

の総盒原子力企業として耗躍して

力企業を傘ドに入れ︑閥独鹸大手

ループにKWU社号を冨い取らせているわけだ︒

西独側はこの難局打開に頭を捕め
R︶建設で低迷を続けるCGEグ

進化学株式会裡

皿㎝

しては︑KWU社とCGEグルー

の形式がとられるもようで︑これ

マトーム祉は︑クルーゾ・ロワー

が大筋で含癒さ弼たようだ︒フラ

EG：テレフンケン筏と交渉を近 め同dは︑KWU社の所有株式譲
たと蝦道されたことから︑KWU

仏サンゴバンも交渉

西独と提携を

BWR建設で

ル筏が五一％︑米ウエスチングハ

ウス︵WH︶祉が四五％を出 資 し
ている仏の加圧水矯激子炉︵ P W
R㌔メーカー︒フラマトーム社に

参加するCEAの狙いは︑ W H 社

ライセンスのPWR技術を国産化 西独のクラフトベルク・ユニオ

ているが︑この像気取得交渉に仏

は組織を再編︑親愈社の関連原子

ン︵KWU︶技の株播厳裾をめぐの折半出資で設立︑一九七三年に

のサンゴバン・ポンタムッソン

CEAはこれ濠で︑原子力潜水る交渉がこのところ活発化してき

することにあるとみられている︒

艦絹動力炉を開発︑製造した窪験

U社株の二五％取鰐を國指してA の欠損を娼し︑これを補憩︑するた

夙都港【凶東新橋1−2−13（川岸ビル）TEL（03）573−4235脚

ム
︵SGPM＞・クループが栗りい
出る︒しかし昨年︑AEG仕が欝ス社は︑沸騰水型原子炉︵BW とは微妙と伝えられているため︑

をもち︑また軽水炉闘発費として

毎総︸億五千万毒を投資してきた

は︑この研究開発成渠を三三して

破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波）

材から航空機・原子力機器まで、

璽蒙璽獲
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動

醐糊

（2）

第「78「7号
（篤三種郵便物認可｝

士

土
産

子

昭和50鐸8月7日

二
曲

力

霧
中海に闘すうングドック・ルシヨ

発電の放尉線の環境探全︑発電利

業協同線台の鏡礫な役劉なども今

ビの蕊殖︑発慰所対策に36ける漁

ほか撮期水を凋観したあわびやエ

だ噸トイツや︑大型雄藩の実物を

ともに︑昨秋以来︑ニューフレッ

が国の参加を各騨に曄びかけると

原子力敗養講挫を關く引臼で︑受

本講貴顕いわゆる舐子刀入門コ

講牛を藤賦している︒

ースで︑原子力肇業に関野のある

国︑地方公黙団依および蝦腰企業

鉄工を必要とする分野も、臼

まぐるしい変動に霞面してい

さらに製鉄技構の虚歩と鉄携需嚢の関大L対処タるため水島

るのでナ。すばらしい溝贋壷

製鉄衝を震々と建設しています。

驕

益の地冗還元の闘題をはしめ︑湖

トープ︒原子炉研修駈は今秋十月

臼本道子力研究所ラシオアイソ

原研・研修所

で受講生を募集

原子力教養講座

る︒

原子力視察団の編成を進めてい

・機関などの訪問を組み禽わせた

これへの参煽と欧州の原子力施設

ニューフレックス75開催を機に︑

行なわれることになっている︒

議ムパで誘致の費否凌決する投票が

を報告︑これらをもとに八月中に

エロー環両議会に今同の視察結果

後はラングドック・ルシヨン地方︑

視漿闘は万田離田したが︑帰国

深めてい苦たい扁としめくくった︒

く︑今後とも情魏父換など交流を

深めることがでキたことは慧嚢深

力施設の目論を遡じて覇國関係を

これに対して有沢月一は﹁原子

た︒

う﹂と今國の視寮の慧義を強調し

辮議に大きく役立つことになろ

検討中の原子力発醗駈誘致謝醐の

﹁今同の視察粘果は︑蝿葎灘金で

︵同エネルギー委員食報告宙︶が

ドック・ルシヨン飽方三余議員

楽だ︑アンタニャック・ラング

後の参考にしたい㎏と語った︒

捕水︑排水に臨まれるクロールな

ないが︑ジュネーブa議論催の展 クス75確備委員鼠︵進藤武左エ門

据えつけた近隣各岡のまねはでき

姿員長︶を設卜して検討を加えて

鵠の購務︑数理部門揮幽省ほか︑

線貯

ン地方への二つの海崖立地型原子

総燃を集めて一九六六年じ第一回

きた︒この結果︑展示会参加計画

ックスは︑各岡の療子力醒業界が

を開催して以表︑二臼甲．㌦とにスイ

ぶ会以外に︑これといった国際的

勧︑通醒省︑科学技術庁︑岸業界

盆

雀メナ！レあ餌鍵

力発亀所誘致内枠え︑円水の原子

これらの声に応えてきた原産は︑

議への轡門家派遣などを通じて︑

射線管理で甲敷なのはむしろ衡蔽

スのバーゼルで開かれており︑ム．

な線．†力関係展示会への出贔がな

でこれから新しく線子力関連の仕

その他原子力が奪門でない技術者

募舞人農はニや四名で︑受議脳

箏に入ろうとづる人が対歎︒

は三万円︒希望茜は八月三十一西

住所大阪

原題に玉絹

一二一五六六七︶へ︒

京でに同研修所︵電話〇二九二八

粟原塵業︵株︶

叡縞役社長梨身丈一瓢氏

繕解けい鼠醐罵

力慣欝を調査︑参廿73すにる翻駒 どが海産生物に管える影響間曲︑

のものを︑円木では各藩力会社が

の相違貞もあるが︑日水の原子力

浜側は︑皆実立蔀束︑わが国の参

わが瞬の族籍︑輸送距離︑運搬

横脊などよりも喪主員やその家族

剛が四回階︒常談者のニューフレ

レックス75展示会初参煽は各国の の支持のもとで出本貿易裏壁禽︑

ックス75実行委員愈は︑十月七目 かっただけに︑わが岡のニューフ

関心を呼びそうだ︒

ト建設︑放射能システム設計︑探

にあたってきた︒なお原薩では︑

原嵐︑電機工業金が協力して準備

国から約三千人の原子力関係霧が

原動研の研究

各国代表で組織されている上職

から五U間にわたる会豊中に︑各

バーゼルに集まるだろうと見込ん
でいる︒

わが国がニューフレックスへの

今年九月から来琿八月までの一蹴

健蜜全の十グループにわかれて︑

計画まとまる

文献検討を行なうほか︑慧蜀や情

うもの︒各グループとも共岡調査

間︑自霊的な研究を進めようとい

の72大会からだが︑これはH木原

産

参加に木腰を入れだしたのは前圃

原

鷺本原子力礫業金議が会員会社

子力麗業会議が捜術会議に議長︑
発表者を含むへ表団を派堕したも

の職員を対象に毎年行なっている

う︒参糊費は︸名一グループにつ

﹁原子動力研究会﹂の昭秘五十奪 報交換をはかりながら討論を行な

ので︑展小会への出品はこんどが
初めて︒二十四か国︑一．︑面ご雪社

度研究謝画がこのほど烹と談り︑

無矩間六万二千㎜口0申込み・詳細

る新しい鉄の厨発に、搾りな

三労連

目原群を磯間︑電磁会最らと響鹸

視察団は地元︑フランス南部地

や研％開発の成果が生んだ製品な

した︒

五︑新理炉に対する対応を明押

﹁岡際協力の糠盤性を強調してい

加を強く精乱しており︑近年では
かすかずが出品される︒︸方︑政

ど︑国際陶

㎞控目される展承物の
しその促進をはかるべ愚だ︒

る日本が︑原子力分野での世弊的

ーフレックス展示会になぜ参加し

な協調︑交流︑交易をめざすニュ

ないのか﹂という痢もあがってい

府ブースでは︑檸触命︑新型動力

ェクトや核螂料サイクルなど︑わ

炉︑趣〜力製鉄などの開允プロジ

が国の原．＋力開発の力鵬と硯状を

手没の制約もあって︑前鰍︑部厚

れているとはいえないのが笑吠

の病睡なども念めた霞台的な診断

買ったが︑マネージメントは輸入

鷲睨窯員の葬集が聞始された︒

みせる三一闘疑二巴一戸麺一一

霧

り人事︑セクト体質を改漕し︑ビ
ッグ・サイエンスに取組むにふさ
わしい体制を鞘ルえろべきであろ︒

四︑輯水炉の技術醗寛をはかり
かつ簸た長期骨絡的なκ白球盤の
確立をはかるべきであろ︒

産業展示会に初参加
江早寒日本の技術紹介へ

VTR︑カラーコルトン︑パネルた︒これまで︑訪欧調査団の日程
国際的な原子力技術会識と療︐ナ

などで紹介する予κ︒

力産業国際翼本誌ともいうへき機

環境灘容放射線量が下げられたこ

で︑原子力発磁所の設剖︑謝画の

である︒例えばアメリカの線子力

⁝一などの將性がある︒例えば放

しなかった偏と需われるゆえんて

が参加する展示場に設けられる
百脇方μ川︑

私たちは、未來轡紀の要求す

の名を幽界的なものにしました。

術の優秀さ新しさてつil鉄

は実現する技繕革新の時代に

・刈嬉製鉄は銑銅一貫メーカー・として，

《薪しい鉄）づくり

﹁実現可能な計画を﹂

田幾不信を一層壇大さ廿ろ危険が

緩餓鍵産業基盤確 立 も

ため好︑不況に関係ない体制づく

任とその後の対絡を阿うとるのか

賢なった型の億設を残設するなど

で七月二十日に裏口︑更露福島︑
温釧水利腿の樫熊の突葱︑漁残へ
べきである︒原ぞ力安全規制倭員
の補儂対策など︑広範な分野にわ
原竃敦賀︑閲電天爾など各漂子力
念は内閣に所験する行政委員会と
たる現状視察を溢じて荷益な知兇
発臨所をはじめ康海の温水利用養
し︑独薗の待政貰任と権隈をもち
魚施設︑各県水産試験場などを視 を郷ることができた︒とくに田本
十分な騨任スタッフを擁し︑安全
では一子力開発に平行して霞治体
蟹︑関係萬︑漁楽捲らとも話舎つ
照境審査︑設置の許認司︑胴丸︒
た︒
などによる鰻れた環境弓隠研究が
運転中の舗検査︑矯辺監視など安
ﾈわれているのが甜礫的◎この
この日の懇談の席上︑ピエトラ
全ヒの規制を一元的に行なう︒ま
サンタ田Pは︑n木の原．動力施設
電労連︵稲嬉颪麗会長︶︑電機労連︵樫山利文委員長︶︑造船策機労連︵椰沢鋤造委員長︶による
た安傘硲認試験を管掌し︑許認可
の離象などについて目今團の視察
原子力間題研究会議は四B︑﹁脹子力行政な渥︑改革に関する捉霞鳳をとり醸とめ︑総理府ほか通阯
に際しては公聴勲を藩㎜する︒原
では︑地允で水沸業が盛んなこと
省︑科学技術庁︑労働雀︑運輔省の関係五省庁に茜処方串し入れした︒三労連が一一した形で特別を
子力開発測整後員金は︑競在の原
などから原．＋力発電所が周辺生活
まとめたのは今回が初めて︑近く獣会筋や盛政党にも繭し入れする考凡だ︒
子力委員盆がもつ機能のうち規制
仏・エロー擬議会議員を中心と
環境︑とくに海商生物に及ぼす影
颪を除いたすべてを籍掌する︒そ
響などを中心に調査した︒両国の
する﹁原子力視察田隔︵団長・ピ
提喬は︑原子力開発が必嚢不可 づけの明示も緊張︑と強調︒同偽．弓て努力することはやぶさかでな
の性格は内閣総理大鋸の諮問機関
エトラサンタ︒エロー環議会議 閥には例えば︑フランスでは原子
に︑瀬瀬は長期視撫に宣ち﹁！7 ︐︑が︑結果として︑単なる数盤ム隅
欠とした基水硲勢のもとで︑行き
とし︑委員長は膵任とする︒
員︶一行八名は︑工週閲にわたる
力発電所の建没はフランス艦力公
詰まった現状を打開するにはどう
タントに進めていくべきて︑この
わ
せ
の
訓
圃
に
終
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
瓢三︑原子力の規制︑開発促進に
わが囲関係施設の掘㌘を終・ズ︑四 挫︵EDF︶が一霞に向一タイプ
係る法律を〜水化し︑ 庁の縦舗

すべきかーーさしあたり行政のあ
ある︒政欝は︑水素に宍窺爾能な

ロセス︵政策︶ならひに家禽エネ

りを巡め地業基盤を確立すること

以下︑捉需の強湧は次の樋り︒
ルギー政籏の中に慰め携原子力の

り方に焦煎を覧て労組の立場から

開発謝画の根水盤児翻しこ原子力

一︑原子力開発計画の根木国見
位置づけ︵必歯性︶を明評して国

が肝愛iIなどと癩摘している︒ 書画とその達疵のための興体的プ

委簾会の改組なぎ五項閣に簾約︑
翻しをはかるへきである︒欝近の

の篶え方を示したもの︒鋤彫点を

対処方策を揃移しているが︑提．口

民の狸解と協力を得る必要があ

より縮少されているが︑この国
を公表し︑その処理を促進零ると

る︒また原子力船﹁むつ﹂の木質

総舎エネルギ：調在象鶴給部金の
ｷ報告では︑昭和山ハ十御四千九

はこの中で︑とくに開発計画につ

画でも︑用地取得から完成までの
ともに︑今後の原子力船問題につ

ゑなる数目合

期開︑工事︑運転︑傑修に従饗す

二︑原子力委録会を解故し︑新

いての方烈も明示すべきである︒

しい開発莞通しは
わ冠

る要員の確撮︑蕩処理や廃藁物間

いて﹁エネ調需給部会報告にみる

昭和六十無度四千九薦万KWの 新 蔚 万 K W と さ き の 計 画 六 千 万 K W
的生蜜はなんであったか○亭の灘

解決のためには政胴として本激に

題などを剰えると︑その実現性に

本から綿品すろ麗承物が八月一日

に過ぎない﹂と指摘︑問題

貝体的プロセス︵政鐵︶をどう進

実現晦能な割振を立てそのための

横颪庖からスイスへ向けて送り出

をやりくりしての珍加や︑妓術食

に原子力開発調撃委員会を設置す

たに原子力宏全幌制委員会蓼一3ぴ

エユークレツクス75展示会に田 された︒

れの立場としては︑その実現にむ

このほ ど 開 か η た 臼 本 原 子 力 瞳
とによる影響や︑労働賓の安今性

段階から放射線審理の翰門端誉平

施設などではコンピュータを使っ

鮒線による為型児と陶外性奇型児

ニューフレックス75展示禽へのわ十藁葺から同ご十四田獣で第四圃

疑念をもたざるを得ない︒われわ

凝盆議の第四↑八回原子力薩換懇
に対する癒識が職揚したことなど

行して育成していく必要がある︒

て謹直な指事情報を処理し︑徹底

放射総を対鞍とする環境籔理と︑

を診断によって隊甥することは実

い圧力容器の切藁部分を持ち込ん

めていくかが鐙蟄で︑総禽エネル

談会で︑鎧沢康雄申崇大牽医単部
から︑ようやく発聰所内従業醍の

放射線繊馬には遺伝性︑非遺伝

した健康管理を行なっている︒こ

発電所内従業員の被ばく闇題は潜

管理︑健康診断などの健康管浬︑

ポケット線凝訓などによる被ばく

もある︒

器展ボ宏で構成されるニューフレ

ギー政策の中に占める原子力位罎

教授は門放射線の安傘性扁と題し
放射線管理の闘題が一般にもとり

性のものがあり︑①大屡の被ばく

の辺が﹇日本は来国から原子炉は

冒罵三蓋義︻三三一ご寡雨㎜葦一⁝ξ︸辱量

て講演︑原子力発確所内湧働者の
あげられるようになって鵡︑てい

でも被ばく時に嬢覚しない︵鰹知

襲暴塁︻︻塁三一︻三三一量一ξ三一一︻三警卿三﹁ξ曇一冨一締三三妻哺皿三＝三三ξ三一一三篇㎜︻︻三︻三三一一一三︻讐三蕪三三一

健康響樫斑中心にとりあげ︑所内

覚性︶②放躬線による傷害を他の

原子力発鱈所従業貴の放射線管

る︒

ものと解櫛で忍ない︵非特翼性︶

在佑しがちだつた︒これは安金す

際的に不可能で︑判断の根拠け親

吉沢教授︑原産懇で講演

総合的な被曝管理を

理は普通︑作撹廉など労働環姻の

併榮貸の被ばく管理の確立などを

強調しておよそ次のように逃べ
た︒

原子力 開 発 の 課 程 で 行 な わ わ て
キた論筆のなかで放射線影響の闇

題は常に婁婆な役舗を演じて轟た
が︑その場含発電所周辺住民への

なわち立地という発想︑矯漁入の

担遜作業所の変戴による作累鷲理

環獅問題にのみ焦点が当てられ︑

関心が環境間題へ嬢鰍しがちだつ

は

蒲北区璽染上ニノ三九毎日配某ビ

返本コ⁝ナー

身舎せは日本原子力κ業盆議︒技

発電墨取黙員の放鴇黒藻理の磁

原動研は︑経瘡︑制裟制卿︑原

ヴは湧︑働嘗の信頼渉欝︑将裏にわ

二十五社の企業が出品するκ曲弾

頼る以外にない︒田本でけ従獲員

族の難燃脆︑満人の被ばく歴篤に

ル内一T五臓O窓話し六⊥瓢四

段方式で行なわ

で︒

術課︵電話五九一i山ハ一二一︶家

など個入管理の一

韓物処理︑増獅炉︑工料︑プラン

写炉安全︑工製造口︑薄処理・馬

れる︒しかし︑臼本の欝施設では

つめたユニークな原．脚力閲係機器

ブースには︑懸樋の技術の粋をあ

五i六八一コ
くうえでも不可決てある︒

たって優れたマンパワーを得てい

たこと︑労働書が協力的だったこ

懇談する幻視漿団

の健康管焦すなわ垢健康診断とい

僚IB斑ビルヲ7ング｝

仏原子力視察団、原産と懇談

う考え方か一般的たが︑画幅の放

郷渓醤葦｝峯◎o

順発誘致の手がかりに」

射線管理の墓門蒙が十分に硫傑さ

健階寒京【03｝㎏42浦1Il大喪喪，

7イヤ，帥プ

撰

翫日常製鐵

職：車京擁て代田区六乎町2彊一3

厩勘臆僻雲

い柵勲を燃やしつづけます。

環境対策視察で成果

ALAP︵アズ・ロー・アズ・プこれらの管理を確実に総括する放
ラクヰカブル︶の匿え方に立って

ビルを建てる……？！

月面に

一47

ρ

とーーなどによるものだが︑鍛遅

演ずる實沢氏

づくりを推濫しています。とくにイ葉製鉄所は，その製鉄技

します。きのうの夢が曇よう

二

｛甲

＄

私たちは、その町能蝕…に趣呈

業

雀罰し誇る優れた技由と，つねL斬しい設備で〈現代の鉄〉
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▽子炉多難の力学窓いわれている原嚢の研究緩州︑墨で⁝

無難礎欝罐灘織耀難⁝輔灘糊諜

るQ

約五哲猛がこの開発に従噴してい

欧州製鉄ク
ラブの活動

鞘＼

ス︑イタリア︑ルクセンブルグ︑

ー︑フランス︑西ドイツ︑イギリ

のクラブは欧州七か瞬︵ベルギ

然ガス︑燃料油なとを療料とする

すすの縫など︶︑石炭・禍炭︑天

れる性籔︵ガス組成︑ガス温度︑

鉄に使用される醤允ガスに蟹求さ

るワーキングパーティは︑鵜苫製

末

ま碧㊨価宴思魍︸譜軸

ついて経済比較を行なっている︒

あるとはいえ︑還元ガスの製造・

熱交換器︑材隅︑原子力製鉄の経

済性などテーマの上で共通すると

で原子力製鉄の開発が這められて

ころが多く︑大体類似の思考の申

いる︒lIS王︵国際鉄鋼協会︶

三月にそれぞれの代表蕎をパリに

はこのような動きをみて︑五＋奪

集め︑国際協力の可能性とその方

この会禽では各機関の研究感動

向について意見を求めている︒

状況を報告しあい︑これらの現状

分折をふまえて︑今後の研究開発

にすることがのぞましいかの話し

を貯める上で髪際協調をどのよう

分獺あるいは鰯際具陶研究機関の

命いがもたれ︑研究テーマの国際

適盗であることに客思された︒ど

の交換を行なうことが瑚段階では

あるいは研究成果についての情蝦

って︑研究費醐・研究プログラム

設置なときわめて積極的な懸艶も

とエンジニアリングを必要とする

て原子力製鉄システムをつくるに

随大になり︑サイズマッチングに

ラントの稼働率が大きく異なるこ

認識の上に立っている︒このタス

﹁ノンインテグ

天然ガスの従来法に

するセッションが設けられ︑臼木

協会の年次大会に原発力製鉄に関

四十九年四月にはプラシル鉄鋼

ウムもよく開催されている︒

しての論難に関する国際シンポジ

あるいは核熱のプロセスヒートと

情報交換といえば︑原子力製鉄

るのはよろこばしいことである︒

こうして岡際協調の気運が占われ

れるかは未ださだかてはないが︑

芙然ガスを葺TGRのような手順で措報交換が行なわ
の熟により改質／蔽擬還元／電気

ケース一
く離れた製鉄プラントに送り︑こ

水の霜解／水索によ

炉製鋼
ケースニ

ケース三

る直接亀町／電気炉製鋼

従來法によるコーク

よる改賢／画帰還兀／纏気炉製鉄
ケース四

ケース一をさらにヘリウムの二

ス炉／高炉／純酸熱転炉

度︑中問熱交換器の角織︑改質器

力部会の酒動と大型プロシエクト

からは主として田木鉄鋼協会原子

﹁インテグレイテッド﹂方式

にすると︑製鉄プラントは原子炉

の撫口温農・圧力など嬰なった四

と︒

ばならないだろうと▽73えられるこ つの条件を句えて副補した結果︑

員会が設置された︒システム小委

り︑さらに総掻的なシステム小山

験を行なうための小委員盒があ

鳴動器・麗元ガス襲廻限一1による天

ーキングパ⁝ティが設置されてい

の経櫨措の調査を行なう四つのワ

スの饗造㈱熱父換器蜘原チ力製鉄

セスのエネルギー消費照石墨元ガ

ている︒麗召は①製鉄の各種プロ

討の灼陳とするかが申心的訊題と

ド﹂方式のいずれを今後の調査検

跡を離す﹁ノンインテグレイテッ

レイテッド﹂力式と︑かなりの距

ントを蔭接粘ぴっける﹁インテグ

跡の利用効率を筒めるため﹁イン

に踏み切っている︒このことは核

レイテット﹂万武を採湘すること

講諭をふまえて︑﹁ノンインテグ

も期閣か長すぎること一などの

響て原子力玉戸開発の検討をはじ

ゼネラル・アトミック社の協力を

論をもとにして︑下国鉄鋼協虫は

タスクフォースのこのような結

12︶︒

競鞘力をもつことがわかった︵図

る条件が従来法に比較して十分に

に関係のある核熱を利用しての酉

開催され︑原子力製鉄およびこれ

するシンポジウムがサンタフェて

プロセスヒートとしての利用に関

た︒四十九年十月にはANS︵ア

の立現と成果について発諏があっ

HTGRの熱による改質のうちあ
の概裳が述へら耗︑欧州からもそ

員会では原子力製鉄の経済除の検

る︒①の製鉄の各種プロセスのエ

テグレイテット篇方式を推選して

四雌九ガス製造プラントと製鉄プラ プラントの建設にくらべて余りに

討︑原子力製鉄パターンの検討を

なっている︒原子炉の経揖的な最

炭のガス化・改銑︑水の熟化学分

メリカ原子力学会︶1催の三熱の

行なっているQこれらの硫動は二 ネルギー消費甲についてのワーキ

月にはBNES︵英国原子力学

行なわれたQ続いて四十九年十一

ググループを設陣したQすなわち 解による水累の製造なとの討論が

概念︑技術的経済的評価のワーキ

ロセス利己﹂国際会議がロンドン

会︶霊催の﹁隔温原子炉とそのプ

材料︑改質器開発︑原子力製叙所

ステアリングコミティがそれぞれ

ンググループと総愈調整を行なう

いる︒本年九月クリーブランドで

て開催され︑十八か悶が参虚して

※国鉄鋼業は︑漂料炭資源に関

酒動に入っているQ

欧州︑来田の各機関が木稿で説開

鉄のセッションがもたれ︑日本・

術省協会︶の大会でも︑原子力製

開催予定のA王SE︵来国鉱鋼技
田本︑欧州︑米国における原子

した以降の活動を発舐することに

活発化する国
際的情報交換
力製鉄を推進する機閥の活動を比

なっている︒

た︒改質︑薩擬還九および欝気炉
製鋼の各プロセスは︑現伍すでに

るいは開発水畿にかなりの薄異が

較してみると︑その手段・方式あ

設鍛︑技術的撒餌的襖甜をはじめ

タスクフォースを四十八無六月に

鉄鋼協会は原子力製鍬についての

いが︑将来にそなえる慧味で米国

しては深刻な問題に顧謝していな

な検討に着手

米国も多面的

めることを淡め︑四つのワーキン

ト胴としてもその製鉄プラントは

になるが︑この￥分を製鉄プラン

呉

小燭換は熱出力三酉万KWぐらい いる底本と大きく異なっている︒

と︒さらに原子炉の建設は︑製鉄

と同じ貸しさの検査を受けなけれ

ト﹂することは適切ではないこ

ｦられるので︑﹁インチグレイ

トのそれよりもかなり長いことが

原子炉の耐用期間は製鉄プラン

た損炎にはならないこと︒また︑

加熱しても︑熱経済的にみて大し

こて面援還九炉に吹込むために再

レイテッド﹂方武て還元ガスを遠

問題があること︒

一対一に結ぴっけることに大きな クフォースは次の四つのケースに

とから︑原子炉と製鉄プラントを

綴されたが︑各国事情の相論もあ

トル／百万BTU

問題があることQ原子炉と製鉄プ は︑広い範囲にわたる実験と開発

10
商罵規換で十分に開発されている
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四十八年六月ロンドンにおい

オランダ︶を桟表する鉄鋤企黛あ

HTGR（電力＼

が︑筒温ガス炉とこれらを結閉し

山梨県南都留郡河口湖町大石

所在地

て︑BSCとBNF︵英国原子力

た︒原子力製鉄に価する英畷の熱

四十八璋までの酒量について簡単

るいは機闘を正会員とし︑その代

選元ガスの製造法とその技術に核

一5

歴業会議︶共催で核熱を製鉄に適
用する問題について八か瞬の参加

意がこのシンポシウムを主催した

を得て闘際シンポジウムを開催し

こうした初期的研鋭を基礎とし

ことにうかがえるが︑さらにこの

力製鉄システム概念図である︶︒

還光ガス製造剛の水蒸気改質器︑

て四十八年以降︑欝本︑欧州︑米

嗣←︑欧州原子力製鉄クラブ学士

し︑この二次ヘリウムのもつ熱を

アイディアを一九六三年︑西独ア
還元ガス加熱器︑水蒸気潴熱誰あ

生まれてきた︒木器は四十八隼以

国で本格的な研究を行なう糧織が

核熱を製鉄プロセスへ導入する

ーヘン大学のシェンク教授らが提

ターンを例示した︒熱の授受︑物

るいは水蒸気発生雛で利用するパ

に触れておきたい︒四＋三年九月

表眉はステアリングコミティの委

熱を利用する斑能性︑水の電解・

ランス︑エネルギーバランスをと

唱して以来︑各圏で研究が開始さ

に発讃したこの部金は第一小委総

員となり︑クラブの酒動を管狸す

化学反応により水︽を製造する技

較している︒②の羅元ガスに関す

会︵原子力発電による電力の利

る震賃をもっているζさらに原子

術︑循環ガスの問題︑これらの方

り︑エネルギー消蹟縫を耐算し比

剛︶︑第二小委員鼠︵核熱の製鉄

力製鉄に関心をもつ企業︑団体を

法の経済性などについて検認を行

が提唱され︑多くの螢成を得て三

プロセスへの導入︶︑第三小委員

黄助会獄として広く世界に呼びか

四十九鋒十一月二十五口にロン

難烈轡／

ングパーティは︑現行﹁︐回炉法の他

ドンで開催さ1／た欧州原子力製鉄

0

子力製鉄に聞する大型プロジェク

クラブの実量的活動はいくつか

一 従来法（c）

に慰元ガスの︐同炉吹込法︑直接製

のワーキングパーティで行なわれ

の饗助愈員を集めている︒

おり︑四十九年掛一月には四十三

米︑米国および日本から参加して

ア︑カナダ︑スカンシナビア︑酌

なっている︒

小委員翁︵蔦温熱交換器︶︑第ゐ

会︵原子力縄鍬用原子炉︶︑第四

小委員会︵爆兀ガス製造︶の五二
蚤員会を活動の受血とし︑別に三

←5

トの原動力となったが︑大卵プロ

クラブの総捲では︑原子炉および

＼

錨法など八ケースについて物籔バ

つの試験設備縫蔦元舐験・高温熱

プラント分離
型めざす欧州

け︑欧州以外にもオーストラリ

無九月にクラブが設立された︒こ

1至丁（｝R一〜L単三

の前に澱本錨鋼協会原子力部食の

水素（B＞

十10

舜の投資〉

降の各細の動きに注属するが︑そ

れた︒

昭和四十三年以隣の田木鉄鯛協
会踊子力司会の譜報告︑繭本エネ
ルギー経僧研究所の報告︑同じ頃

のEECあるいはBSC︵英国鉄
鋼公社︶などの報告は︑原子力製

一炭化水素遣

HTGR（製
十20

ジェクト発足以後は︑その尖怠者
である原子力製鉄技術研究組合の
活動を補完する立場に立って新π
な活動段階に入っている︒

四十八矩五月に発罷した原子力
製鍬技術研究組合は國の委託を受
けてトータルシステム︑高騰熱交

換羅︑超耐熱台金︑露髄断歎材
料︑還元ガス製造装置︑還元鉄製

を実施し満実に成果をあげてい

造装顛の六つのサブテーマの開発

シャフト炉高圧下装入排出装麗

⑧富牙急行／〜1弔1湖謝ミよリタクノー15分
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鐙重なものであり︑そこで行なわ

国際協力への気運高まる

は購末の大型プロジェクトの原子

難べ」潮鋲麟

氏

れた経済性の検討は︑原子力裂鉄
が現行技術に比肩し得る可能性を

いが︑石油ショック後の今霞では

↑

八

臓卜原子力産業会議・総務課

申込先

示したものとしてΨての慧菰は大き

吉典附なデータとなりつつあるQ
このような検討から各困ともヘ

占

り7

繍

二

力
リウムを冷却材とする聞濯ガス炉
からとり墨される核熱により︑炭
化水素を水江あるいは水素と一酸

小藩気改質晶

雌巧

敬治
下月
原子力製鉄技術研
究組合。常務理寧
図一1原子力製鉄パターン例

化炭素をその主威分とずる還元ガ
スに改質し︑この趨元ガスによる

電気炉製鋼にもっていくパターン

ヤノー毎

・1ノ一

V V

M鱒M一一囎一一幅一v一〜一M輔〜

醸接織元法から鴛られる魍鱒兀鉄を

珈鰍温

幅一一一MVM 一一卿MM一一岬w幅一一卿一一M｝幅船 螂M

Aハ川〜ψ騨岬

をいわゆる原子力製鉄のパターン

緕

」睦

る︒現在は︑十五企業一団体から

航

各国の課題に共通点

駝締葬姻劉騰縞糊跡縣礫臆駝韓慕謡欧

二心リノ

十15
脚

蠕

温几ノ∫ノ
1き1151照照硬占歪

レ，卜

製

n

緋ガノ

を通じて別ループのヘリウムに移

緋雀〃

下

（4）

第「78『7号

（第三毬郵便物認可｝

新

二
子
原

昭和50年8月7日

第788号一
昭稲50年8月14日
毎週木曜日発行

（送糾共）
1部70円

政
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原子力委員に
吹田氏を発令
総理騰は︑さきに原子力委農を
辞任した鵬翼秀三氏の後任に︑吹

田徳雄近畿大学教授︵阪大呂誉教

試験を実施して支隙ない旨の通知

での研究でセメント固化など処理

原子力発電所やRI頭翼所︑核 理処分すればよいのか一︺これま

さきの野門部金報儀ではその中

ベル圓体鵬翼物の処理処分対簾が

てやっと︑十年巣懸累だった低レ

の基準化︑ルールづく砂が熊点に

査繕粟を前提とした処卿処分技術

ら︑﹁安全評価扁ではこうした調

データもほぼ出揃っていることか

灘隷︑バックグランド嚴射能など

査も終了︑岡海域の生物分布ほか

二千詩溺を対象とした海城環境調

制では慰前の準備も含め既存機関

というのが国の墓本方針︒処分体

行ない︑本格蒲処分は民聞﹂など

は国の灘任のもとに適漫な機関が

くり︑民闇は処理﹂﹁試験的処分

立だが︑この点は﹁國は整準をつ

と民間の役劃および処分体制の確

度から本格化の冤通し︒問題は国

験的処分にとりかかり︑五十五年

う︒海洋処分は五十二奪度から試

とされている︒

方一⁝なども当面の主要検討灘項

や実験動物など特殊蟹騙物のあり

棄物の処理処分体制の確立③廃炉

化研究推進②潴工購業等からの廃

藁物処理処分技術のプロシェクト

任で保管廃表する中

が進められるが︑ほかに①国の嚢

陸上処分も昼時並行して基準化

的処理処分体制の確宣など当面必要な条件整備を急ぐことになった︒原子炉箸規制法における﹁廃葉
の業篇設定など法体系も次期顯寓国会をメドに整織をしていく響えだ︒

冷痛的認識にのぼってきた︒

安庁三庁による千藥盗難山沖千一

ジ︶を用いて各工程の撮作性と蟹

ランまたは劣化ウラン︵禽討胸囲

ウラン試論は︑栄照磁の天然ウ

を受けた︑と発表した︒

年阪大工学部

授︶の趨用を決め︑＋二日︑発令
した︒

吹置旧は昭四十一

醗気工学科卒︑同大助教授を経て

だ︒

ともに今後大きな論議を呼びそう

燃料加工駆業所あるいは再処理施
技術はほぼ確立されたものの︑一

で︑轡門象による梅洋処分に伴う

なお五十一高度分関係予算とし
て総額二十鱈円強が見込まれるも

烽ﾌであることがわか︒た︑と

ーダの局部的な縫縮によって生じ

処狸のため使われていたリン酸ソ

電所蒸気発生器の細管減肉は三水

関西電力は七日︑美浜原子力発

葵浜のSG細管滅肉

リン酸ソーダの
局部濃縮が原因

練を行なうもの︒

¥四年教擾︑五十年四月定年退 全艦を磁認︑あわせて逓転員の訓
職後︑近大教授に就任︒原子力委
員会の原子炉安全響門霧査会委員
などをつとめた︒高亀圧工学︑プ
ラズマ工学︑エネルギー変換工学
などの権威︒

などがそれらで︑纂準化では既存

用しも蕩慮されているようだが︑

た﹁犠用発生麿魯担の原則の適

暫窟揺針の触毛しが霊となるもよ

定︑処分方法︑モニタリング方法

状︑海域および処分可能鐙の湊

﹁評価と計画づくり﹂に当たるも

物対策技術奪門部会は豪さにこの

に着手

急ぎ技術の基準化へ
計画︑体制づ
原子力関聯が進むにつれそれぞれの旛設から緋出される放射性廃藁物も多種多様︑漸次増加してい
くが︑これらをどのようにして安全かつ縄済的に処理処分すべきかーー原畢力委員会が三門部会を設

設等から排出される洗濯排水や使
方の処分方法については長期計画

窮前の安全評纐と計画内容公表に

の活用あるいは財団法人新設とい

の︒

用済みイオン交換樹脂︑フィルタ

わせ﹂とした方針が承されてはい

で門海澤処分と陸上処分の縄禽

なるものとみられている︒海洋処

った二つの蕩え方がでており︑ま ようである︒

け優期研究開発計画づくりほか低レベル固化体の試験的海洋処分に先がけた票萌安全評価にとりかか

ースラッジなどといった放射性廃

よる内外の理解を求めることを特

分可能物の範囲の明確化とその形

すでに水産庁︑気象庁︑海上保
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諶
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関電はこれらの結果を受けて︑

がみろれた︑という︒

P 景多

撃兼o営な薩讐し

︑難妻1鷲彗蛮骸ル

日刊工業新聞社棘都千代駆ナ椴北1−8−10費03（263）2311

との報道に関起して翼懸

の答弁を総舎すると︑同長窟は八
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スウェーデンなどと比べての遅れ

ニックスの運転が好調で︑十億K を取り寓す意味である︒豪た﹁す

た︒原子力では壇殖炉原型炉フェ

石塀依仔から脱却させるための野
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避けることができるとしており︑
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彊は進めるべ些だが︑商業化の

の

炉建設の加速とによって︑一種

の︑増殖炉の遅れと当面の発㎎

ていないなどの闇題があるもの

トニウム・リサイクルを考慮し
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く︑リサイクルから再処理施設
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草翼を準備し︑公表するQ

敵までに解決していくためには︑

注目が集まっている︒

月以降二回にわたって倉計二〇％

一︑庵力説金は︑︸九七三駕八

門は礒ばいてあった

前述の慈動をすべて予定通りに実
旛する︒

米国でのウラン鉱石処理工場建設
発豊実縦をはじめ要湯次のように

の値上けが認められただけで︑設

昨年の自己設備

述べた︒
た︒PUKは鉱物囎式冶金︑ウラ
余
裕がみられなかった︒このため
一︑EDFの昨難の税引き潔96E
上DFの一九七四年の設錨投資額ン鉱石処理工場建設におけるエン

・アンド・ローは原子力施設の設

ジニアリング霊験︑家たバーンズ

ハウを提供する︒PUKはこれま

計・建設・運蟻の縄験およびノウ

十八億謬に比べ七†五億湯へと後

は︑一九七四葺価格で六八無の七

備投賃に向けるための費禽調達に

投資は大幅減少

買十六幽門だった︒しかし自巴資

仏EDF総裁語る 高は︑一九七三葺比二二％贈の二
︻パり松本駐在爆日フランス電

退している︒さらに自潟資金によ

で︑湿武冶金法ウラン鉱石処理工

力公社︵EDF︶のポワトー総裁金比率は売上高の一三・六％で︑

る設備投資比率が︑七三館の六六

万炉ほどの出蟹を課すことになる

総額では七三焦の四十一姫謬から

場をフランスに三か所︵命詐熱間

はこのほど開かれた総会で︑﹁原

ことは上掛に燈する︒

％から昨鎌二三％に大幅減少した

るのは数年後で︑EDFはそれま収支ではや五億渉という厚額の欠

した経験がある︒

︵能力七十万誘︶とガボン︵能力

生産能力芭万ゾ︶︑ニジェール

咋蕉ニや九幡濯に減少した︒経常

するためすべてのプルトニウム関

て﹁すべてを嘱力で︑すべて

EDF総発電縫の三六％を凸めというのは︑フランスが米︑英︑

発電嶽は九ヤ三億KWHに憎え︑ 解を思いた︒﹁すべてを電力で﹂

を原子力で﹂とのスローガンは誤
金制度の不備から負担増を覚繊し

る原子炉安全性の不確定要素②テ

子力発電計懸の急速な拡大に超照

カットで齋；こ歴れと建設費の

資源が底をつくことを指摘した

なければならない﹂など︑皇恩の

一︑昨無の水力は麗蜜で︑その

損を記録した︒

でに膨大な設桶投資を行ない︑高

oLPI§h﹁b

った︒勇力滴費駄は七三葎八・八

一般のコメントに付し︑南無六月 境への悪影響を防止し︑プルトニ

一︑今年十二月三十戸日までに

AIFの繭査は︑NRC敷策を

なると婚曝している︒また経無闇

な影響の一例として︑二矩聞の訂
認司凝結は隠力会社に︑その結累
として鍛終的には公衆に七倦丑千

¥田までに最終風鳥声明霞を公 ウム︒リツイクルの実際の遅れも

①GESMOに関するNRC暫定
政簾繭晒潜の広徳面②プルトニウ
ム・リツイクルの遅れによるコス

対する安全保蝋の上限想定⁝iの

注目されるNRCの反応
来原子力産業会議︵AIF︶はこのほど︑﹁経水炉のプルトニウム・りづイクルに関する搬終決定
三つの面から分析した︒その勝山

ト影響分婿③プルトニウム陣止に

を一九七八無中頃康で延期する﹂という来原子力規制委貰会︵NRC︶の風足政鎮は米国の鐸済に磁

プルトニウム・りうイクルが二

もに︑郊RCがプルトニウムの安

茂対の悪玉を即座に表窮するとと

れる恐れが趨てくるという危険性

艶醒所建設︑そしてこれら発電所

がこれで勅道に乗ったとみてい

ロリストからプルトニウムを傑護

れない限り︑現往の原子力計量を

する疑間点︑欠陥などがとり除か

子炉安全︑蜜金保灘︑従箏曲傑

DA長富の護藥を侮りれば﹁原 溝算しだのだという兇方ができ

軽量小型（16りg120×60×23伽m））

大な不利益をもたらすとの兇解を明らかにするとともに︑NRCに灼し鮫終決定延期の代わりに五項

盤大な不利益をこうむり︑八O葺

目の代替璽を実施するよう提雷した︒このAIFの提誌は︑NRCがさる五月にプルトニウム・リサ落間遅れた場倉︑米国は経済的に
イクルの安盒撮陞問題の評価について一般のコメントを求めたことに箸えたもので︑今後︑NRCが
代中頃まで核燃料サイクルにおけ
るギャップを継続して生むことに

産業界の悪寛をどのように採り入れていくか注目されている︒

するもので︑この暫定方針が開国

産業界は︑NRCのこの方針に

の政策として正式に撮用されれ

NRCはさる五月︑プルトニウすることが延期されることを意味

ムの安全保降問題が解渓されない

Fを中心に暫定方針の及ぼす影響

⑤核兵器の製造を防ぐに不＋分な

一︑安全撮障以外のすべての獅

鼠にわたる代苗璽を提言した︒

今回NRCに対し次のような五項価格の燃科を購入し︑まだ電力料

係許認可猛動の鯵止の代わりに︑

の調葦に乗り出し︑またNRC政

確立されることにより︑読響され

A王Fは︑こうした彰響を圓避 子力発露が露力供給に費試し始め

という︒

コメントを求めたことから︑AI

全保障間題の騨価について一般の

隈り︑ウランープルトニウム混合
ば︑これまで〜九七六郊開始とみ

設の許認可を摺実直︑七八年中頃

イクルとプルトニウム成型加工施

な環塊影響声明螢︵GESMOら
︶れていた混合酸化物轡料のリサ

酸化物燃料の便用に関する総猛的

は採用しないとの懸定力針を発表
した︒これは︑軽水炉の鰍料とし

この撫明轡は︑八層六日の門広

う媒介を通して必然駒に傷つけら

るべき個人の薗由が蟹察国察とい

まで面することになるわけだ・翻に代わる讐奪劃してい

力に関して世騨が隠面している旅

協被爆⁝＝十鶏難﹂を機会に︑原子

畜が決定を下すのに役立っように

拡散⁝⁝などをとりあげているQ

またUCSは︑現在の商胴原子
力発案は初期段階の産業であり︑

米国不院の投整で一三六−二

るUCS︵ユ一一オン・オブ・コン人のノーベル獲受蹴暫を含む総計

の海外への輸出を虚らに再検討す

いのかとなると︑整は沓定的で

しているか︑米国の堰殖炉計画

二千三貢人の署名が得られたとい

るとともに︑血紅の契約が結ばれ

原子力の安全性︑廃棄物処理など

する困難性⑬原子力発醗所からの

終っていない︒

騰欝を招くという悪循耀はまだ

議ではいつそう賛盃伯爵の可能

の問題の解決を図ることを求める

危険な放射性廃棄物の畏期管理と

と指傭しているわけだ︒

謹ちにスローダウンさせるべ毒だ

Readerにより読み出すことかできます。

一二

藁認雪

解決の問題について︑米國の指憩

目の趨箪には生物学蕎の﹂・エド

とUCSが提案したもの︒同閏面統制のもとでの原子炉の国際的な

サル︵ハーバード大名懲教擾︶︑
﹂・ワトソン︵濁︶︑物理学省て

UCS会長のR・ケンドール︵マ
商舗炉でのプルトニウム・リサイ
クルも粥始されていないと振摘︑

二七︒これは筒速増懸実証炉ー

ツチュ⁝セッツ工科大学教授︶︑

増した六千八齎万談の酬減だけ

化学蕎のG・キスチアコフスキー 安全監︑廃藁物処理︑安全辺隅間

・ウレイ︵カリフォルニア大学名

るとしているっこのため同晦畷猫

に終ったときの激職のあと垂物

クリンチリバー炉⁝の予算が穴

四教授︶の五氏が盗たり︑一万二

は︑原子力発磁の郷郡︵モラトリ

語る数字である︒

縄カットを鬼れ︑政府臨身が要

千人制科学蓄︑技術轡︑訳者など

アム︶を求めてはいないものの︑

を進めるには豪だ十分な聴照があ

を含む一万六千人窺に署名を求め

米隅における現在の網次ぐ原子力

しかし︑この数字が何を悪顔

てその塚しが送付され︑今圃︑九

サーンド・サイエンティスツーー
う︒

の︑カットに構成した函三十六

ある︒大蟷カットは免れたもの

彊辮⁝する科学覆岡盟︶は八月六

理︑プルトニウム闘係の国家安全

票は

同声明欝の中でUCSは︑解決る前に原子力の安金性︑廃棄物処
すべき問題点として①安全システ

傑随問題の學急な解決を要求して

れているし︑これからの上院審

日︑フォード大統領および議金に
対し科学蕎ら総計二千三懸人が署

ムの性能を確立する研究の不足︑

いる︒

に多い数とみら

名した声明盤を送り︑その中で米

る経験不腿から難きる紮故に対す

原子力発贈所の碓設・運転におけ

予想外

国における現荏の襯次ぐ原子力発

とともに︑急速な原子力拡大に伴

いう困難な︑かつ未解決の閣題㊥

つまりUCSとしては︑原子力

電所建設を直ちに再検討し︑かつ

う疑問点が解決されるまで原子力

プルトニウムの安金擬瞭手続きが
講した︒

大線量警報回路付

5

3

1

Sumiradは、記憶素子E−Cellに集積線量を記瞳しており何時でも

警報器付計画積算線量計です。

⑧ME期ORIZING

線量をディジタル表示する新しい

作業線量は鵬R単位でディジタル表示されます。

集積線量を記憶するとともに作業

㊥CH巳CKING

クーロ翻心タ（E−CelDを使用し、

作業線量及び作業時間に応じSu鵬irad型式を選択して下さい。

線量積算部に記憶素子エレクトロ

⑳PLANNING

計画積算線量計騙鳴瀬薩1職醜は

てプルトニウムをリサイクル使配

縛一N ﾄ国の科学者同盟が声明

謝画をスローダウンさせるよう嚢

（住友商事錦町ビル）

東京都干代田区神田錦町3了臣11番1号
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⑤特微

原子燃料部

③住友商事株式会社
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京

東

話

電

︵ハ⁝バ⁝ド大学名蕾教授︶︑H 題の解決を図るための適切な研究

Ψ

産
力

大統領と議会に要請

米国の原子力批判グループであ

原発計画の再検討を

（2）

第788号
（第三極郵便物認可

新

高
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昭和50年8月14日

五か年無研究重点に
分担︑実施体制の確立へ
原子力委員会は︑原子炉施設の工学朗安金研究に総禽的︑謝画的に対処するため﹁原子炉施設箸安

評纐

放出猛︑放出形態に関する研究な
ど︒

濡断厨と地震

ルなどを検討し︑面木からの発表

これらの体制楚備とともに今度

東京

されることになった︒こんどの会

九同から一週聞︑ロンドンで開催

英原子力産業象談﹂は︑九月二十

て︑わが圃の発雲は①長紛エネル

委員会で横等した粘粟にもとづい

誘水側代表繊が出席するが︑準備

部会の下に検討会︑ワーキング︒

総命附に新橘勢に対処するため︑

在饗講の強い安全研究実施雛制の

が打ち出されるもよう︒また︑現

付帯研究は民閣が行う︑との方劃

破壊力の大きさとその影響につい

よび破浸モードなどを中心とする

前の過搬挙動︑燃料破損の隈界お

一︑反応度自己研究燃焼破損

開いて議題︑進め方︑スケジュー

︵委員罠・巻縮俊男原目口錺︶を

側は八田︑臼英会談藁備委員会

会談

ート⑥核桝料リィクル⑦桑子力隊

⑤高温ガス炉と原子力プロセスヒ

タンス③新型転換炉④高速姻殖炉

ギー謡藤②パブリック・アクセプ

f薮f5皇

熱至妙
読

のアプローチは

こんでいく野趣があろう﹂︒そ

二郎

ジウムなどの開催を懸じて全体

理論・技術面での安全性シンポ

・︒﹁一つは

の政策簸畏になった

科学技術庁原子力局

宮本

みやもとじろう

よりも内部体制固めに聾きを置

央︒地方の関係を改蕾するこ

昭和二十八蕉廉大法学部卒︒

と偏︒意欲は購々︒

通産雀入省後︑趣商局︑石炭局

ゴルフ︒粟京都出身︒昭和五年

組の男の子︒趣味はたまにやる

⁝

曝 1

一

㎝

る閣議了解が大きな壁Q﹁新規． の認識を深めること︒もう〜つ ・
噌
は中央集権的な発想に星いた中
かざるを得ない﹂のが本巌︒

通産総大酒一己付から七月二

に︒昭和三十八卑から康る三年

﹁聞発の中の安全遡求﹂から

十五藏付で︑原子力局政籏課擾

原子力局で発展期の原子力開発
に携わった○それだけに急成鳥

経企庁水質保全局を経て︑三十

の当室を思い起こすと﹁原子力
のスローダウン﹂にタメ息を禁

八年︑科技庁源子炉規制課憂補

佐を経験しているので・〃古巣

佐︒翌年から二琿間政策課長補

し得ない︒﹁開発中心から蜜全

地固
の購購に﹂一︒十隼ひと昔

ある大入︵たいじん︶﹂という評

め

・繋境問題を反省して

﹁開発と安全﹂に穣変りしつつ

がある︒宝鐸は訟子︵くにご︶

ともいえる︒﹁余裕
まずは原子力返り咲きの弁だ︒

ある原子力の行政姿勢Q当然︑

へ墨帰り

八月いっぱいは来年度予算要

にしてもどちらかというと原子

︒﹁住民への対応は︑PR 夫人︑中〜の長女と幼稚園年罠

住罵との対話の姿勢にも変化が

力の紹介であったが︑これから

全周の新設をはしめ︑機構の改

求で患つく暇もない︒原子力安

化︑廃藁物処理処分センターの

革︑安全研究︑核融合研究の強

．

冤内

定員三

詳継は原産業務課

室張灘原研︑動燃︑原霞

会場釧ホテル東灘クラブ

催する︒期日翻九月十日︑十一日

と課題一をテーマにセミナーを開

﹁軽水炉の安金性研究1その現状

ミナーシリ⁝ズの第九回として︑

臼水原子力趨業会議は︑原魔セ

研究でセミナー原

軽水炉の安全性産

崎孝正︑窩ホ啓二︑来本武︒

田畑侶之︑林優一︑松本宝器︑灘

三︑古林徹︑山川窺央︑河島進︑

護儲︑森圏正紀︑岡鍔明︑川崎幸

︵K・M︶

は反対運動をもっと身近な問題

中東で原子力
交流会議計画
77離に︑イラン原子力庁
イランの葭都テヘランで﹁原子
力技術の移転に関する国除会議﹂
︵仮称︶を一九七七年に聞くこと

が計画さ汽ている︒厳近︑中藁譜
燭で原子力に対する関心が満まっ
ているが︑原子力に関する湊川題

への理解を深め︑関連技術の移

一月生れ︒

として考え︑行政の方から飛び

る願水協と原水禁のいがみあいを

﹁

が︑﹁一五％増の棒内で﹂とす

リ⁝︒ほかに﹁膵業晒帳高石がズ

反映して︑反原発運動で両陣営が

世

設立︑と予算要求は盛り沢由︒

業の盒般的レビューなどとし︑こ
れらに関与する産業界の群動や計
量の紹介に大きなウエイトが置か
れることになったQ
なお︑英翻倒は会鹸後︑蒸気発

増殖炉なとの原子力施設の視察を

生型蟹水炉︑改良型ガス炉︑高速

捉費している︒

業被騨の監視④電力会社のウラン

ツン縣﹁原子力は経済的でない﹂

転︑炎流を中心に︑中東の科学番
と米国︑ヨ⁝ロッパ︑巳本などの

十名

︵弱輩五〇一−一〇六五︶まで︒

切九月五日

多／／／／／／笏

干一四Q

住所贔川区策

︵株︶三興原産に入会代表

取重役井本八郎氏

大井ニー二七1︸○

金属検査︵株︶

7￡LO二二二一九四一七㎎

T九八

住所仙台

原産に入会

？ELO三⁝七六一−一二一一

代表取締役三隅正英氏

三

市新田西町四−一八⊥〜

≡

射射
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験託

試委

糠

葺

圃圃

〈安心を拡げる実額運動〉

実施〔Pノ

四︑構造安金研究応力解析お

想走した安全評価研究など︒

よび構造鮎漁設麩準︑事故時を

五︑放出低減化に関する研究

低減化の研究などQ
六︑確摩込鋼的安全解析研究

子炉の運転データ︑桑津︑異常な

原

旛設のクリプトン︑ヨウ素の放出

拡散の私生と予測をはじめ再処理

二二時の軽水炉からの放出低減化
のNSRR計画による実験および
評働コードの開発など︒

二︑冷却材喪失左書研究
モデルの際発と授証のための総台

の儒頼性請究と瀬瀬想走鯖の冷却

試験︑饗故の舞舞論附評価と機器

計画による大型実証試験など︒

どのデータの収簗︑およびFPの
材箸の挙動解明のためのROSA
三︑燃料鋤鍬通鴇運転騰の蝉

全研究騨門部金﹂を設け安金研究の描進方簾などについて横討キ進めているが︑近くその大筋が固ま
る見通しだ︒同部会は昨年八月発足以来︑原子炉施設等の安金研究の現状を魔直し︑今後の安盆研究

七︑耐霞性研究
動の関係などの耐震解折および耐

象化における燃料のふるまいをは
鑛藍建の安全余裕麗磯認に関する

料破療顕囚の究明︑翼鴇な過渡現

じめ︑評価コードの開発に関する
研究など︒

璽点諜題とした五十一年ゆら向こう五か琿間の罠鰻安全研究四顧策定作業も詰めの段陪を迎えてい

立が雄かしい現状などから︑臼本

日英両国の原子力善業会譲が中

新型炉︑核燃料等テーマに

九月に闘英産業会談

研究なと︒

錬題への取り線み方などについて基本方策の確立を慧いでいるもので︑反応度箏故研究など七項眠を

究の推進方策︑今後の安盒研究の
原子力研究所をはしめとする既存

る︒

原子炉施設等の安目研究につい
蟷点課題について作難を墾ねてき

どの面から体制を拡充し︑国際協

てはこれまでさきの原子力委員会

力による安金研究プロシエクトに

の公蕪法人を申心に議員︑予籔な

それによると︑推進方策の基水

積極約に参加することなどが考え

た︒

基づき︑臼木原子力研究所などが

審査と密接な係わりをもつ凹田基

となる実施分担に関しては︑笈金

環境・安全研究鯨門部会報艦盟に

る安全評価研究をはじめ所要の研

串心となって︑原子炉購故に紺す

R︵原子炉安全性研究炉︶が臨界 のに必硬とする部分︑および経鍔
の長期謝画でとくに罰点的にとり

談は脇租四十七黛十二月の

られているようだ︒

的に民闘が寅担しきれない安全研

の七項園の蟹が検討さ育ている︒

あげる安全研究課題としては︑次

究を線織的に実施︑六月にNSR準コードなど国が安金を判断する

究については罎が︑機器の実謹性

この会談には︑直配が編成する

テ⁝マの大枠を固めた︒

するなど︑本搭的実舐研究施設も

試験研究など基準づくりに必蠣な

心になって準備を進めてきた﹁日

これらの研究成果をふまえ︑より

整ってきている︒周騨門部会では

グループを設け︑総舎的な研究計
確立については︑新たな法人の設

に次ぐ二回目のもの︒日本

画のための問題点を摘出︑安全研

要求する︵原水禁大会強調案︶﹂

輸入阻比︑など運動騒標を提起し

華華ヨニョ玉三≡品玉＝三﹁ご奪︸

が表

康発の金面的な中止

含体する兆しは今のところほとん

山板︒

と︑

なと︑従来の安全性論議一木槍か

W冊≡≡ ︸毒≡需墨≡＝冊iコ≡需≡．茎p一＝三．隻三≡開 隻曽≡︻．︒監三三二玉曇≡・篁雪＝≡≡隻＝一≡二割麹＝≡≡一塵：三・・i釦・≡・＝謄監﹄＝套・i丑・・菱コー薫葦隻一一三≡隻萎萎︸ ヨ

原水協︑原水禁分科会力ら

ての攻懸体勢づくり︒八月二十四

ら脱皮して多角化しているのが館

科学輻との間でコミュニケーショ
ンの場を確立するのがこの金議の

の五田間︑テヘランで開く計画︒

催︑一九七七薙四月十五〜二十日

貝体約な内容については︑各国
代致による運印篭員会とプログラ
ム委巨象を設けて三つめて行く予
定︒

炉主任者試験

合格者発表

ください。

財団法人放射線照射振興協会

聞

力

原

反原発

六田︑広島での分科会でも淵巻

立つ︒同暁に累圏︑スウェーデン

協側が一原水禁のような轟轟的反

簸から三欝聞︑京都での

原発罷申の進展に伴う滋在的

全国集金

から反原発運動家を沼くなと︑国

も

の捉えどころの違いは一厨際立っ

佐世保での集会で盛り上げようと

︒閉鎖的な蕩

参加餐の翻郎討論の中で︑原水

と位置づけての畷水禁

た︒原水協が﹁三猿則にのっとり

原水爆禁煙世界穴会が九日︑広

どみられない︒

核武装化
核︵平和利用︶持ち込

︑十月二十五︑六醸の

鵬︑展崎での全日程を終え閉旨し
運動への

目的︒※国原子力学会︵ANS︶

分裟の論理

差込締

た︒陽本原水協︵共塵党ほか︶と

対は

際原子力機関などの協力を得て︑

平和利用の羅誘をめぐって口唱

参加費二万五千円

原水禁国民会議︵社会党︑総 評

え方では国民的な反対運動はてき

ざるを得ない偏と非をならせば︑

ない︒原水禁のいき力には反対せ

対運動ではダメで︑両鞍の統合さ

イラン瀕子力庁︵AEO王︶が主

双力の分科書とも講師の間題提

原水禁側会場でも﹁共産︑原水協

では政照が川本

との妥協はできない︒＋月来予定
中央公聴会

毒家の環地蝦麹に時間をさき︑運

の

学術会議︑観戦代汝大系のだきこ

会戦は今後零

対斜影運動

みを麟っている﹂と語調を強めて

誘致

すます激しさを増しでうな蟹行き

いた︒

党をバックにした両論綿による反

動成興の分析を試みていだが︑政

起と並んで冬地の原発計幽地域酒

色といえよう︒

際連携を強めているのも撮近の特
原水協は三原則との関連から蜜
全蓉竃を方体とする行政批判に︑

原発中止に見解の差

全性に鮒する保証がなく︑軍聯利

だ︒しかし鏡在のような顧発の安

いう計圃︒

原子力平稲利用に対する両福の

平相利嗣の珂能性は翠玉すへき

岡民

み といえる︒

系︶に分裂したままのこの

欧州原子力学会︵ENS︶︑國

纂添姿勢には隔たりがある︒凍水
協が﹁現在の火規模原子力開発を

は︑核興器の廃絶を様々

中眠して︑計錘を再検討するとと

的運搬

にもその力点を躍いた点

対運動

な健面から訴えたが︑〃原子力反

炉については︑原子力軍和利罵の

もに︑羅紙申および礫日南の原子

住民運動の系列化進展か

だ︒﹁科学穏だけ︑倥民だけの皮
原水禁は原発の危険性塚摘に︑そ

用転用への歯認めがない体制では

がわかれだ原水協といい︑反原発

ことを求める︵一般報告案︶﹂と

れた形で運動を推進していこう

原子力は止めるへきだ﹂と︑

れぞれの濡動のウエイトを置いて

平田利用に〜憲の余地を残してい

一

るのに対し︑原水禁は﹁①安全性

反原発

住所愛

原産に入会
科学技術庁は十一礫︑五月に実

放射線管理︵株︶
施した第十七回原子炉主任技術者

ー九七△

代表取締役村上鐡爽氏
い︒住民運動への働きかけととも

疑並みが揃っているとは商い難

予七九〇 TELO八九九−二ニ

媛県松山蒲郷幸一−四〇九−八

岸昭正︑横山勉︑馬場治︑高橋

試験五二試験の禽格省を次の逓り

出た原水禁といい︑十分糧織内の

いるが︑

期のが運
の系列化がすすもうとしてい

流聾劇をめぐ

に組織内蓋絃がどう強化され変心

集会のあり方などにヤジの応酬の
ほぼ共通している︒声の大きい順

︐とい

の本藩を包含し

﹁原子力行政不侶﹂﹁プルトニウ

原水禁運動の挽

る︑とはい元ないだろうか︒

動

︵原水協︶一門地域住民との周い

致できる籟囲での群動歩調

ょう︵原水禁︶﹂一︒

動を余勤労善階級のたたかいにし

ムの潜在的危険性がもたらす社禽

発和しだ︒

結合のもとに原発・再処理反日運

う建前と

に大別すれば︑﹁軽水炉技術が未

友対州動︑消費養運動︑行政訴訟

的影藤がおよそのワ⁝スト・ス

していくか詫霞される︒

の攻緊材科は
の傑証されない稼動中の原発の運

完阪︵安全駐が十分でない︶﹂
とする計画と縄速繕殖炉聞発の中

どへの臨接曲抗議行勤の強化⑧職

との油壷強化②科技庁︑議省な

中止
転中止②軽水炉型原発の新増設即

に対し︑原水禁は︑①各地の漂発

た形でしめくくるにとどまったの

康発建造副画の抜本的再検討︑を

止︑欝処理工場の運転とりやめ④

＼

〒103策京郷中央区日本橋磁り2丁臼2番10剛電躇（272）8111（代）

O273−46−1639

TEL

〒370−12

お住まいや家財の保険が
姥築費の値上かりに
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

叫

鯖中止③プルトニウムを原発燃料

羨によって︑金面的に総点検する

場から︑広範な科学蓄︑園民の代

三原則︵自主︒民主・公開︶の立

で隔離誉藥めた︒原水協︑原水禁

k禁分科会のもよ

の原発一躍分科会討議は︑いずれ

母勢幽細鱗証義

日本原子力研究所内

群馬照＝高華墨綿災難

．脚

安心を拡げるお手伝い…⑧・・

放射線照射の利用
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一九無と謡われている︒その内訳

散濃縮寒露のリード・タイムは七
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垂1や

箱 釧

ゆ梨県南都留郡河口湖町大石

なければ︑一九八O奪代巾頃には 予備のために十分な供給力の余裕

発調食がへ一二年︑設副および建

駐

き嘗

富士山の眺望一こ口湖畔の散策

ウラン濃縮

轡は響細している︒さらに欧州で

で無闇四千五語MTUといわれて

いる︒今後十年間に︑大統領報告

讃の計画に墨つく縣襲を満たすた

二審にしなければならない︒また

めには︑燃料成型加工能力を今の

成匿率が簸も高いケースの場愈に

は︑三盛︸二野五＋MTUの能

力をもつ斬しいニ工場を︑一九七

三年嬉に建設しなければならな

五一八五庫の十悪間に七七隼以降

き

自然の安らぎを求めて

をとっておくべきである︑と蝦告

は現在︑多国権漁業を溢じて︸九

る︒建︑双星は高いが︑九千ナSW

設が四一五年︑試建転が二黛であ

が行なわれる場倉︶または約落髪

一九七五一八五無の閲鳳増大する 五墨︵プルトニウム・リサイクル

米国以外の国々の原子力発電計画

︵プルトニウム・リサイクルが行

澱縮工場を運転すると︑ウランの

なわれない場盆︶に必硬な擬縮ウ

工場の設計・懲設・醇認町取得に

ランを供絵することができるQ

のと想冠されている︒このため一

九八○隼豪でに外国の生産能力は

外国の駕要で一杯になってし謹

転換工場は建設されていない︵U

う︒今のところ外国では︑新しい

照のこと︶︒

F6灘硬鷹については簗3表を穆

のうちゼネラル・エレクトリッ

ュークリア社が行なっている︒こ

大原子炉メーカーとエクソン︒ニ

ン︶燃料集舎体の成型加工は︑四

軽水炉用UO2︵一薩化ウラ

燃料成型加工

ン︒ニュークリアの三社は圏社工

ク︑ウエスチングハウス︑エクソ

場でUF6をUO2に転換してい

ニュークリア︒フェエル・サービ

る︒カーマギー・ニュークリアと

セスの両社はUF6からUO2へ

カ⁝マギ⁝社はわずかではある
ダ︵冠NL︶にある︒来診以外の が︑UO2燃科集舎体を製作する

J5628

865〜
432三

333〜

ム︒リサイクルが許蒲された場

い︒さらに軽水炉でのプルトニウ

̲化燃繕成型加工工場を一九七

舎︑隼間四百MTUの能力をもつ

五一八五館の十磯間に四つ建設す

ることが必要である︒

醗

濃縮段階が制約要因となるだろ

家た纒縮容鰍が増えれば︑今よ

八Q年代籾めまでに商業規換の生

困豚團︒核燃料サイクルへの投下資本で調査
位︶能力をもつガス拡散工場の建
り漁利な廃藁濃度で運転すること

産ができるように努力しているよ

庫間九千ゾSWU︵分離作簗単う﹂と報告盤は述べている︒

設欝は︑綴縮腹懸の運転に必要な
が斑能で︑それだけウランのフィ

うだ︒しかし外国の藤縮施設が︑

︒

発電所の建設鑓も含めて約照十四

O・三％ではなく○・二％として

ードも少なくてすみ︑廃棄聖恩を

一．ド

管理一﹁は︑能力増大のりード・

に対する政府の確約︑新しい濃縮

億がである︒﹁外麟の原子力計画

尋◆亭・

も低いので︑必要とする資本も比

タイムも短かく︑京た蜜本集約度

◆

フォード米大統領は今無一月︑樂匹に提出した一般教欝の中で︑今後＋蕉間のエネルギー開

るためには︑米国内の資金状況などその能力を再検討する必要があり︑米原子力産業会議︵A
較的少ない︒輸送力の増大には問

ることは疑わしい︑と指摘してい

を支援するに十分な能力を険発す

原子炉燃料の不足による経済

庫間能力九千沖SWUのガス拡

る︒

必要騰は約一八％少なくなる︒

必要であることを考慮して︑濃縮

損窟よりはるかに大きい

的損轡は︑一如的供絵過剰による

七年から九無のりード・タイムが

工場の増設について畢期に決定す

建設するのに必柔な衡本論は第2 M聖Uとみられるが・一九八○銀

ので・

る必要があり︑もし工場を増設し

Uの工場は︑標準型量水炉百二十

脚において二欝茎の原子力発甑駈の建設が必要であると提唱した︒この大統領図画の実現を図

五F︶では特別調査襲顛会を設躍して︑今後︑原子力発電の核燃桝サイクル分野で必要とされ
題はない︒しかし同報告盤は﹁十

かとの点と︑安全保瞳箏続きに関

分な数の輸送容盟が用愈できる

する規制が不明確であるとの点が
将釆問題になる恐れもある﹂と述

た現衛の発電所にある貯蔽施設

︵聾FS︶社がニューヨーク州ウ べている︒再処理に関する不確驚

ークリア︒フユエル・サービセス

ると︑再処理工場が完成するまで

けウランに関して︑来国内の転換
工場と競争閣係にある外国の転換
出掛は︑フランス︵コミュレック

には一万八千MTUに増撫するも

ェスト・バレーにそれぞれ建設を 要因とは︑輸送能力に対する新し

裏の通りである︒

ことが可能だσしかし︑そのため
にはライセンスを変潔し︑施設を

結論として︑報儀欝は﹁使馬済

改造することが必要である︒

み轡料の貯蔵麗を鱒やすための応

謝画に対してある程度の余裕を与

急描覆は︑新しい再処理工場建設

えるが︑この鑓用のかかる応悪描

躍は︑来原子力規制婁爵会︵NR
C︶がプルトニウム・リサイクル
および安金保醗条件に関する日日
を下していないため考慮されてい
るものだ﹂と述べている︒

一括工場の必要数およびそれを

UF6の生産
・ケミカル社のイリノイ州メトロ

J幌の1

艦内の燃脳成型加工能力は金体

国のUF6転換に対する矩聞鰯要能力も持っているQ
千七百MTU︶とカーマギー社の
オクラホマ州セコヤー工場︵葺闇

ある︒

生産能力四千五百MTU︶だけで

カーマギー社は︑一九七七庫末

までに生産能力を二傍の九千MT
Uに拡大するだめ︑一九七五無に
その拡張工禦にとりかかる量疋で

ある︒これが予竃通り完成すれ

の舗要羅を一九七七窪証ぐ満だす

ば︑大統領報告に述べられた計醐

ことができる︒一九七七矩以降の
国内瀦要を満たすためには︑一九

力の工場が操業を開始しなければ

七八年以降二年毎に五千MTU能

H呈︹︺

量は︑一九七五隼において約八千

ポリス工場︵隼闘生落能力一万二

の転換サービスを提供しており︑
U308情鉱をUF6へ転換す
ス︶︑英国︵BNFL︶︑カナ

る米国内の商業施設は︑アライド

御

は︑鍵盤子吸収材を闇に入れて︑
臨騨に対する婆全策を瓢じ︑燃料

誾噤j≧︹︸

a7
憾L81δL8

漁即

籠用済み燃料を原子力発偲所から

要素を従来より密接させて醗蔵す

U308の新工場建設費は約五千

鵬厚

い要求が出てくる恐れがある点

なろう︒

貯蔵脳設に輸送することが必要と

副画している工場も︑最近の許謙
だ︒現在すでに増大している使用

がって︑たいていの陰茎所は一〜十

8の講要騒が現在の製造能力より

ることにより︑貯蔵能力をあげる

済み燃料の諮横があまり大きくな

計通りの能力を発揮するかどうか

五陰間の運転から出てくる便屠硲

は二回分の貯蔵施設があり︑した

炉心分プラス取替燃料一回分また

報告盤は﹁現在サイトに貯藏さ

理

れている軽水炉の使照済み燃脳蓄

処

も︑前述の四つの成擾ケース︵大

再

と︑予短遡りに運転を開始し︑設

も疑問が毘てきている︒この二工

可に関する不確定要握を蓄麟する

さらに一九八五無腰までに完成が

場が設計通りの能力で運転して

原子力発露所の新規発注がなく︑

とする︶③今後十年闇に完成する

露所の遅延または取り消しがない

に運転開始となる予定の原子力発

九七五隼から八五年までの十年間

が鏡状のまま推移するケース︵一

る投下資本額を検射︒調円していたが︑このほどその誤査糖粟を公表した︒今弩はその調査蝦
讐欝の巾から概要を紹介する︒

調査報告

書の概略
﹁原子力発餓が圏内のエネルギ
ユ購要に対しその潜在的な力を†

予是されている発電駈の遅延およ

統領翫画を含む︶の奮い方二つの

ずである︒康た政府の報告による

後毎年姻嶺数の原畢力溌醗所で貯
蔵施設が一杯になるもようだ︒ま

大きくなり︑ほとんど可能性のな

万がである︒今山の調査で㎎らか

外圏向けウランおよび来国内向

ならない︒

盟

マ

●冨七急手∫／渉狂コ〜愚詠よりタクンー15分

O3−591−6121

分に発揮するためには︑核燃繕サ
イクルの分野で百二十億が以上の

同報欝盤は︑一九七五隼に特に

積鰍は一千MTU強である﹂と指み燃料を謄蔵することができるは

ケース︑の三遡りである︒

投資が必要である﹂とA工Fの特 び取り消しが二〇％まで増加する
理調査報告轡は述べている︒この
調査は︑今後十鎌闘に二首璽の原
ケースについては︑一九八八年ま

九七五

摘しており︑少なくとも一九八○

と︑一九七六年末謹でに約五発電

各発鶴所のサイトには︑通常一

所の貯藏施設が一杯になり︑その

薙代申頃までに︑大騒の来再処理

大統領計画に沿って試算

珈億ドルの投資が必要

投下資本の大駆な増触が必要な燃
料サイクルの分野として︑採鉱・
製錬︑ウラン濃縮︑再処理の三つ
をとり上げ︑三分野の中でも能力

のは採鉱・製錬であり︑

を最も大きく拡大する必要のある

〜八五年にわたり叢も費応を必要

でに新しい再処理工場が必襲にな

とするのはウラン濃縮であると指
摘している︒現在のところ︑商業
る︒

星雲サイクルの残りの分野︑1 燃科が諮積されることになるとい

用再処理工場はひとつもなく︑ア
ライド・ゼネラル︒ニュークリア

産︑燃料成型加工︑輸送︑廃翼物

︒サービセス︵AGNS︶社が
六爾
フッ化ウラン︵UF6︶の生う︒
カロライナ州バーンウェル︑ニュ

に拡大し︑さらに〜九八五年まで

ならない︒砿当な低コスト︵U3 8換算で館閣約一万八千踏の供給 年までに二催の嫌聞手三万五千沙

万沙のU308を生産しなければ
石供給能力から判断して︑U30は︑U308製錬能力を一九八○
08換緯でポンド当たり八が︶で 能力をもっている︒〜九七五年の

に時機に譲合った新施設により年

を確保していると欝える︒また外

にされた弦薩能力と蝦塞磯の必硬

三訓1

1，（xX｝1！1（叡）名収容）

，5（X）円（各室テレビ、冷蔵庫付）③会議￥・1時間

曝01泊2食付

子力発題所を建設するという大統
領の計画を支援するのに必要な︑
来燭内の能力について再横著する
ため実施されたもの︒

ここでは成長率が大統領計画よ
りも大きい一つのケース︑小さい
二つのケースの合計三つのケース
も検討された︒すなわち①発醗容

醗の隼間成畏議が従来通り七 ％
で︑原子力発懸の比率は一九八五
蕉に全櫨の三〇％になるケース②
躍力会社が発注済みのものと︑計
画されている発注にもとつく成長

来国内のウラン鉱山は鉱間約九
爾乃ゾ鉱召を蛋産する能力をもつ
が︑現在は七筥万ゾ弱しか獺郷し

購婆駆は︑この製錬能力の約三分

間五万ゾ以上に拡大することが必

櫟鉱できる国内埋蔵騒ニナ万ナで

の二であるが︑一九八○隼濠でに

ていない︒さらにウラン購要が増

大するにつれ︑一九八O藤代宋に は︑現在のところ八難間の埋蔵騒

羅要鍛は二箇以上に猶撫する︒成

よると︑一九七四訳筆引き渡しの

卿している︒飛UFXCO報告に

一方︑U308の契約価格は上

を確保しているとは繕えない︒た

は低錨位の鉱石も採掘することが

撰率について推定した前述の四つ

8年分の資源確保を

だし︑ポンド当たり十五が謹での

要である︒

必要になるので︑採鉱費もそれだ
け縄くなる︒また採鉱費の高くつ
く鉱石の大部分は︑現在櫟掘され

スポットでポンド影たり十五がで

しのものだと︑詩客はポンド当た

あった︒また︑︸九八O孫引き獲

のケースのうち〜二つのケースにつ

Nに製錬能力を二倍に

いては︑一一二年のうちにU30ているという︒

り二十五が葦で支払う悪向をもっ
万鏑になるので﹁八年聞埋蔵騒﹂

ものを含めると︑埋蔵騒は四十二

国における駕離開係も米国の状況

年以内に舗要懸の方が大きくなる

い最も低い成諸白の場含でも︑四

隼闇生産能力一千ショート・誘

い撚り供給余剰はほとんどない︑

駅は第1衷の通りである︒

大統領醗画を維持するために

ものとみられる︒

と類似しており︑大きな溌見がな

米國内の製錬灘弊は︑現在の鉱

聖ぴκ1
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カ

原子力傾傘
政府役割
を明確化
総合エネルギー調査会︵通薩網の諮問機関︑櫃村爾午郎会長︶は＋五臼︑向こう十年越の餐期的総

和五十年代の適正な経済成撰をエ

いる︒企業体賢が脆弱なわが国で

策の拡充を図るべきだ一として

整婦︑翫画づくりを進めるなど施

開発などは国が申心となって体制

ネルギーの面から可能にするとと

資金確保に果たす国の役國も大き

めることが肝要で︑とくに原子力

もに︑国産・引剥産エネルギーの

体の努力目標値﹂として試算され

になったことを強調︑¶巖終的に

比率を四十八庫度の実綾一日目か

少なものとなってきたとの燭勢覇

は国民の負担が増大することも覚

供給コスト軽減のためにも財政搭

く︑蛮的質的補完のみならず安定

決慰次第で達成可能な課題に最大

必要﹂一などとした政策理念を

藩しなければならない﹂と欝嘱し

圏充実化ほか澱金配分で優先配慮

たもので︑答串はこれにより︑昭

打ち出している︒資源が乏しいな

ら一八％へと層大させるほか︑海

のとられることが必要なことを指

︵追加的コスト︶も必要

ど制約条件の多いわが国にとつで

ている︒安定供給確簾と政策目標

八二％へ︑輸入石油依存度を七七

外エネルギー依存度を九〇％から

摘している︒

犠牲

安定供給路線選択の蟷は極めて狭

鍛初から二者択一の態度は好まし

がトレ⁝ドオフ関係にある場舎も

％から六三％へそれぞれ低減させ

断を受けて安定供給確傑のための

いが︑この点に合し蕎申は・政策

くないとし︑両者調整のための基

る襲撃だ︒

限の努力を傾注すべきで︑エネル

鷺標還成の過程では国民経済的負

本ルールをつくるため国民的合恵

ギー源多様化によるリスク分敬も

ならない﹂と強調︒このためには

担︑物価︑環境問題との閲係にと

づくりを急ぐ必要がある一など

した︒答申はその中で︑エネルギー縄価格時代を迎えたわが国エネルギー政策は安定供給確保を酸優

省エネルギーの推進︑新エネルギ

摘︑さらにエネルギーが高衝で稀

くに留製することが肝要だと指

合エネルギー政策の方向を﹁昭和五十年代エネルギー安定化政策﹂としてまとめ︑河本逼産相に答申

の総エネルギー禰要は過去十二銀

ー研究開発の促進などに政策の璽

先諜題に諸施策の展開を図ることが必要など新しい政策理念を示すとともに︑異膝的開発計画は原子

髪の平均五・三％から鵬・三％へ

点を暑く︑つまり﹁わが国自身の

6面に関連要事

とやや鈍化するものの︑その欄間

政策展開では横︑縦両面からの

は八五無で石油換舞八十三億謎認

査会が総含エネルギー政策について箸箏をまとめたのは八薙ぶり︒政府は近く開催予定のエネルギー

画マ

は︑蔑逮繕殖炉・新型転換炉・扇

とくに︑新型動力炉開発資金で

ど原子力先進国では国壁体の原子

闇題︒米国︑仏国︑英国︑西独な

策の一環として実証炉以降の謝画

灘型で﹂﹁擬期的なエネルギー政

追加されだ財政上の描畷︑五十年

に︑笹蟹区分を明確にしたもの︒

▽環境審査調査委託鍵︑︸慮三

科技庁︑二身省が所箇

億二千七百万円︑共同省令により

るための委託饗・補助金︑四十一

実証するために要する転用に当て

▽原子力発躍施設等の安全性を

一嘗六千九颪万円︑科技庁

▽放射能分析確認調査婁託費︑

のについて所管

巌省が所蟹発電期旛設に係わるも

助金︑三絶九千万円︑科技庁と通

▽原子力広報研膨施設整備費補

度予手鉾︑所管区分は次の通り︒
婆が掴摘されている︒

をも襲わせ﹂︑早期に確立する必

一＝一＝：：：鼎：齢＝一＝＝篇：＝︸瓢＝＝一二輔二＝瓢一膳＝＝一＝僧二＝＝＝騨糟一書＝＝＝＝：＝鞠一＝篇＝欄一二＝雷一篇需二コ一器＝：3＝瓢讐鼎一＝・

と約二兆四千億円と膨大な資金が

に総摺ワーキンググループ︵武井

温ガス炉・多目的ガス炉などの爽

でわが国も︑膨大な資金を必要と

力開発体制をとっているが︑一方

日本原子力産業会議はこのほど

給部会らがとりまとめた開発規模

給部会︑総合エネルギー調葦会聡

討を璽ね︑さきの通産省愚図審購

のタタキ台となる数櫨について検

して五項目を追加するとともに︑

用調査委託費など財政上の描躍と

部を改正し︑新しく湿排水有効利

発促進対策特別会計法施行令の一

突鉦試験等婁託蟹︵十二億六千四

にするための命令を舗制したが︑

交付金についても所管区分を明確

に五十年度予選で認められていた

験等補助金︵十七懸千二颪万円︶

原子力発醒施設耐腿僑頼現実鉦試

等委託蟹︵八億六千七百万円︶と

技庁︑蒸気発生器儒頓性実証試験

三三三 二三

麟灘

二

関電一ミ兵発亀所1考機動桝糾

力關発など慮らの決愈次弟で二成可能な課題にまず鍍大隈の努力を傾注すべきだと提啓している︒調

．

秩＝＝∴齧吹＝h＝＝：讐一遇＝一一＝＝一二＝＝一翻＝一騨噌：：＝＝一一傅：＝＝濡：＝＝＝齢一僻＝＝一＝＝：：曽一＝

どう進めるか新型炉

専門部会が初会合
原子力委

の核燃料サイクルのあり方︑これ

必要とされているが︑農期をはじ

蒲男エネ研理購︶︑高速増殖炉分

験炉から実証炉京で含めた原子炉

▽温排水禰効利用調査委託疑︑

千五酉万円︑逓産省

﹁原子力発霞

原挙力開発規模検討委員会︵委員

委託饗︵二億八千四首万円︶は科

筥万円︶と配管信頼姓実証試験等

うえでの制約要撃となる間題点を

原畢力発露施設安全性塞鉦のため

撃墜嚢灘灘灘難

．一
一「
．浅一
、一

対策閣僚会議で本中間答購を検討した上︑今後の政策推進の基礎籔料としていく警えだ︒

．

燃

囎噸
程度になり七三琿実績の約一・七

倍となる見込み︒これに対し供絵

㎎％から八五奪四六％へと低下す

面では石網のシェアが七三年の五

るため﹁購給はバランスする﹂と

原挙力蚕鰻会はさきに設躍した

間の果たす役製︑人材の確保︑立

めメーカーなど民闇原子力藁界の

︵稲 らの開発体制・資金面での国と民

臨監三郷会議︶の初会含を八月十

地・環境・安全面での問題︑地域

資金繰り悪化もあって︑その資金

﹁新型鋤力炉開発専門部会﹂

照日に開き︑今後の進め方などに

化した問題があがっている︒

対策など︑原子力のもつ複雑多岐

科会︵武田栄一藁工大名懲教授︶

の開発で︑約一兆八千億円︑核燃

するかが大きな

扇温ガス炉分科会︵松下幸雄爽大

する新型動力炉關発計画は﹁国主

ねん出

教授︶の山程を決め︑これら分科

料サイクルなどの開発も合わせる

なお政府は同臼︑

三億五千三百万円︑通産省

施設安全性実鉦のための婁託鋼︒

料開発禦鍵団による高速増殖炉原

長︒石原周夫前日本開発銀行総裁︶

五十年度分予籏として総額約五十

補助金﹂として一本化されている

型炉の建設に関する評価検討③日

予測を参考にして第一次案を試算

政理は十鷺日の閣議で︑電源開

本原子力研究駈における多欝的高

第二回会合を開き︑今後の検討の

特別会計法施行令の改正はすで

二億円を拠出することを決めた︒

力副社運︶が作成した第一次原

の各種試験研究に当てる婆託欝・

これにより格納容羅スプレー効集

温ガス炉実験炉の建設に関する評

に各小委遭難で︑これを遼成する

した︒婁綴会ではこの数値をもと

題点は︑軽水炉が原子力発電の二

メドに六十五牽に至る原子力開発

総合的な視点から検酎︑十一月を

になった︒近く施行となる予定︒

は通産省がそれぞれ所箇すること

子力關発規模想定試薬をもとに興

補助金交付に関し︑その財敢上の

体的検討を行なう②核燃糾サイク

措懸︵項闘︶を劇議するととも

の実胴期までに新型転換炉︑高温

だ︒

流となっている現在︑高子増殖炉

新型動力炉開発の今後の霊な問

韓禦会︵座長・伊藤俊夫関西耐

幹事会などを適じて開発規模策定

討委員会は今年七月の発足以来︑

る一ことなどを決定した︒同検

をどう

会で各炉型の各禰データ等資料を
来琿三月をメドに取りまとめ︑間

もとに検討源

産

下に各小委員会を設け検討を進め

今後の遜め方では︑間騨門部会

ついて慧発を交換した︒

稲葉部会畏
進め方について①さきに同憂澱会

醐発規模検酎婁

50年度分として52億円

こんどのエネルギ⁝調査会箸購

みているが︑一方で代醤エネルギ

こうした構築を背禦に︑それで
はわが国として︑どのような政策

曝

第一次試案を一
六月には今後の施策画定に役立て
る部金偏轡を行なう予定︒

原子力婁員会の同騨門部会への
諮問窮墳は①軽水炉以降の新型動

電源特別会計法施行令を改正

．

へ

価検翠一など︒

力炉選定について②動力炉︒核燃

温排水調査など追加

は︑同鰯給部会による謂給副画づ
くりや総禽部会による政策の肉付

ー開発の遅れや資源ナショナリズ
ムの高まりなどもあり︑このため

ベースにとりまとめられたもの︒

全般を通じ特浸的なことは︑従来
殿界のエネルギー隅紬は中心期に

けなど昨年二月以降の各種検討を

だ

供給撫向型

の計画や政策の殆んどが供給サイ
ド憲りのいわば

は遜迫傾向が避けられず︑供給の

鰯

ったのに比べ︑今回のそれは隅二 不安定さは依然続く兇通し︒

となってい

ゼ

規模の最終案をとりまとめる計画

覇桝

，購
ル︑立地・環境問題︑技術簡題な

難

ぬ晶

醸

禰一

ど異体的問題については委澱会の

サクスiノ原子力霊亀所用ノ隊糾

面の省エネルギーも璽視した
要・供給雨面指向型

を︑どう進めていったらよいか

る遡り︑﹁今後は総合エネルギー

833〜88．4
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三菱原子雲グループは、二酸化ウラン粉宋から
燃料集合体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります
御期待下さい……

三二第1船用趣壕斗

ることで︑このほか長期罷給醗画

を﹁欝民一体の蜜力黛棲﹂と性格 1筈串はその中で︑翻題﹃安定

の視点に立った長期安定供論確保

供給のための選択隠でも示してい

答爾はまず︑世界のエネルギー

づけているのも︸つの特色︒

いるが︑試郷によると︑自由盤騨

偶勢を分析︑關給状況を予測して
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︻注︼①一九七三年はBP統謝②﹁石柱﹂は天然ガス︵NGL︶をガス炉などをどのように開発計画
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購読科1年分前金3000円

1部70円

聞

業

力

△・ 葡

踵

CEAが建設に参加

ハ
次のように伝えている︒

来エネルギー研究開発燭︵ER 入れていないので︑私の談叢は記

在能力はきわめて大きい︒

シー州オークリッジのE汽DA研

トミック︵GA︶社と英問でテネ

況について︑国士の七八％は﹁国

（研究施設関係）RI放射線取扱略論蓋二設1｝1コノリルタント、施設の改造・解体、廃山施没整勧、
機器の除染、各種廃叢祠の処理、フィルターの父換、空聞線量率・表面お染4野〉で巨測定、窒調設
備連転保志管理1対曲ノヨ除染および謝 ｝、勘酬x域清掃、浄水魑理
〔原子力関蓬主要得意先
（発酵所関係）B聖目∫力発・琶㈱敦賀および東海発憩サ1、輻ミ屯力㈱ 酷島発、琶所、中国屯力㈱
島根源ゴ力発1琶納、目ケフラノト㈱、火ヌ」し2で由電気㈱ 原Fノ」本部、三憂療f力工業㈱、GB

並びくこ晶繕業務、聖宝理1×域内除染および構掃、許通1×域構掃

竜力中爽読響ザ1、1体アイソトープ協会、東大工諸il原Fノ卿罪究施設、東北大タ・愈属材判型

黙研究肋、ライ憾ノ生物実験ヒーター

立口

区

7

2

2

購婆の七五％までを依存している

だし︑獺灘利用のものは含まれな

ていると儒じている﹂との点も指

が亜大なエネルギー不足に躇面し

〔原子力関運営灘種副
（発熱所関係〉機論その他のゐ山隠去、走期検査時の除染一1一ベイ、核燃桝装荷 交換作業、
個人被曝管理、涛染衣類のラノトリー、冷却取水溝の謝冒｝、鷹二物の運搬、褒匹電所 空調設伽運

石油と天然ガスの供給は︑来世紀

ルギーの自験源が間引に︑かっ酬

る︒われわれが不確定要因の解決

必要としている︒われわれが現在

ラク首相がつとめ︑婁顕は内相︑

㎎二％

レ︵カリフォルニア州︶︑ドレス

化石燃料の代替として原子力を小

9

0

初めには槌渇するであろう︒エネ

い贈加率で難論されるようになら

なければならない︒原子力はこれ

米国の長期エネルギー確保に対す

エンジニアリング開発の状況は現

を園る行動を継続していると同様

らの中でも最劇甚に位臆してい

る懸告である︒われわれは原子力

在︑原子力二二所の多大な利飛を

決定力スローダウンの履行は︑

エネルギー源のみならず︑二極離

卜えない︒これら秘学者の懸念を

にエネルギー保存謝恩を進めると

ど・原子力発璽のスローダウンを

アルストム︑CEM︵スイスのDA︶のシ！マンズ長篶はこのほ 者発表された資籾に墓ついてしか
CGEグループに属する︶の両社求めた八月六臼のUCS︵彊慮す理解することはできるが︑それと

ブラウン・ボベリ社の仏畢会社で

煙開発は核廃園物︑安全性︑拡敬

岡階に︑﹁楽國における原子力発

れは安錫に原子力の選択を魑てて

正当化するに十分である︒われわ

る斜学者同盟︶爾明について﹁エ

ル︑フラマトーム両社とPWR胴ンジニアリング開発は現在︑原子

はこのほど︑クルーゾ︒ロワー

同時に︑クリーンな合成燃料や︑

仏技術の自立化を目指す

に關する未解決問題が解決される

フランス政府はこのほど︑沸騰水型軽水炉︵BWR︶の關発を断念することを決めるとともに︑今
力雛電所建設を携逸するのに十分

発醒機について協定を結び︑①ア

太陽︑核融命︑そして約束されて

を捨ててはならない﹂と述べ︑U ない﹂との彼らの紬論については

はならない︒

までスローダウンしなければなら

CS闘明でうたわれている結論に 強く愈冤を異にしなければならな

特有な核融合

PWR建設に五爵に五加するこ問われることになろう︒

ーゾ凸ワール社・WH社などと に対処するための組織再編を行な

米E鷺OA

米エネルギー研究開発局︵E8
られるかどうか︑CEAの技蝋がDA︶はこのほど︑﹁ISX﹂と

薩業の海外市場進出に拍駕をかけ

一本化政簾決定がフランス原子力

う予定で︑フランス政府のPWR

装置を建設へ

C践Aの資本滲湘の比率は︑クル とが決まったCEAぼ︑近くこれ

く反映させることにしたわけだ︒

製造・輸出︑販売に当たる共釣子

とした︒

会社を設立し︑その業務の大部分
をアルストム社が担当する②この
子会社とフラマトーム社の両社は

いるすべての他のエネルギー源を

後の軽水炉開発は加圧水型炉︵PWR︶に㎜本化することを決定した︒このためCGE︵カンパニー ルストム︑CEM両社は発電機のであり︑われわれは原子力の選沢
・ゼネラル︒ド・エレクトリシテ︶グループに発注されていたBWR二鍵は取り消され︑フランスに
おける軽水炉メーカーはPWRのフラマトーム社一社にしぼられることになつだ︒原子力薩業政策に
関する政府の今回の新方針決定に伴い︑産業界の一部縄織罵編が行なわれるが︑PWR︸本化でフラ
ンス原子力庁︵CEA︶がフラマトーム社に資本滲註することも明らかにされた︒

ストム社にPWR用タービン発聡二三架けPWR建設で対等の立場 今回の政府の緬方針決定は︑軽
機の製造の大部分を発注すること

水炉建設におけるフランスの自立

強くみられ︑民族系資本企業を転
で協力し︑昨鋸末にフラマトーム

フランスの軽水炉開発はこれま

で︑米ウエスチングハウス︵W 成するとの政府姿勢にもかかわら

化を最弱すとみられ︑このためP の今後の交渉で決定されることに

出同けPWRの契約︑エンシニアWR一本化でその一層の職漁が期 なるが︑少なくともフラマトーム

社らが設立したフラマテグ社︵輸

ラマトーム社との謡し合いはすで

費本を参加させ︑政府の買えを強

待されるフラマトーム祉にC漏A 社の株式の三分の一を獲賞するこ

じているのが環状であった︒その
リングなどに当たる︶を両社の折

フラマトーム祉︵クルーゾ・ロワ

ず︑CGEグループは不振に甘んを決めている︒アルストム社とフ
H︶社 の P W R ラ イ セ ン スをもつ

畢出驚の共同子会社とする︑こと

とになるものとみられている︒

り︑パリ松本駐在貫はその内容を

宋に正践受注したサンローラン・

だ︒ISXは越本的にはトカマク

七七隼初めに完成させると発表し

の概念設計を今脳中に終え︑一九

呼ばれる特有な新しい核融合装國

殴︑運藪︑解体②放射性物質の融

る︒同婁興会は①原子力施設の建

藏︑輸送︑利絹︑加工にともなう

1庁を設立すへきである︒
方︑仏共産党の機関紙ユマニ

原子力安全関係
閣僚委を設置
テも︑政請の今回の決定はCEA

ける不縄性を研究することを臣離

型に属するが︑綴温プラズマにお

原子力産業再編で

危険性および環境への影鞭⑬あら

とするもの︒鷺KDAは約二颪五

府

ゆる種類の汚染︑隔衡から人体お

十万謎を投資して︑ゼネラル・ア

政

よび財塵を保護するーーなどの分

仏

︻パリ松本駐在鼠︼フランス政

野における調整を図るという︒た

の権隈︑それに原子力羅業を単純
にベルギーのアンパン財閥︵クル

僚婁艮会を設卸した︒南殿擾はシ

府はこのほど︑原子力安全関係閣

ルギ1政策全般を再検討してその 移翻するもので︑フランスの自立

い︒

一︑完全纒用を守るため︑エネ

プ︶における膿用縮小を愈焦す

︻パリ松本駐在餓︼仏滅蕪労趨

と米国のウエスチングハウス社に

ス政麿が決定した原子力産業再編

ーゾ︒ロワール袖の五〇％鎌寅︶

労連

仏畏主

政府決定に反対表明

；ル祉が五一％︑米WH社が四五 上︑CGEグループが一九七三年に合悪に達し︑協定も結ばれてお
％を出資︶と米ゼネラル︒エレク

トリック︵GE︶社のBWRラデ
イゾー原子力発礪所三︑四囲機
W︶は︑契約価格の再燃酎等で今
響以来建般が中止されており︑そ

との感をぬぐえな

︵CFDT︶はこのほど︑フラン
る︒

センスをもつCGEグループの二 ︵BWR︑出力各九十九万五千K
水立てで逸められていた︒

しかし︑これまでの原子炉受注

いようだ︒

やはり

でもあっただけに︑今團の取り消

爽繍ーーフラマトーム社はPWRの成り行費が注目されていた矢先
十八盤︵建設巾の六鍵を含む︶︑

かるよ墜うに︑フランス聡叡公社

しは
CGEはBWR二基ーーからも
わ

︵EDF︶には①鰹設体制が整舖 軽水炉開発のPWR一士花決定成計画について︑次のような反対

業科学相︑運輸相などで構成され

外相︑藏相︑国防楓︑環唖桐︑工

究所に同装躍を建設し運転する︒
批判している︒

を瘤かず危険なものだ︑と激しく

魑用を保証し︑核燃サイクル産業

に伴い政府は︑軽水炉關発から撤
愈兇を表明した︒

され︑十分な能力をもつ②契約価
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トで︑公衆がどの程度の原子力発

人を対象にした﹁今回のアンケー

との悪識調査も行なわれた︒その

電支持を表明すると思いますか﹂

る︒

また︑原子力発電所がもたらす

結果﹁公衆がより多くの原子力発

るーーなどの点が指摘されてい

不利溢についてどのようなものが

電所建設に螢成する﹂と予想した

に関する米国段の世舗調

もの︒この世論調査は︑十八歳以

あるかとの問に︑回箸省の約箪分

所建設

上の圃属を代表するようにと科学

の二は①原発を危険なものと蓄え

査の縮粟で︑このほど公表された

七世帯が薄象とされた︒

的に選ばれた全米の一千五函三＋

三六％

ている1二三％②放射線漏れ︑汚 各界終日蒼の吻合は次の通り︒
政府揺羅笹

調査結果によると︑調査対象と

染︑原子炉における雄裂を恐れて

アン︒ポイント五六％の佐民がそ

なった来箭民の約三分の二が原子

三八％

四五％
環境目指山砂

れぞれより多くの原子力発電所建

企業幹部

この数字から判断すると︑各界

規制担当篤
④熱汚染︑灘洋生物への危険を遜

の指灘者暦は公衆の原子力支持に

いる1二〇％③珊故︑爆発︑地震

癒している一一二％⑤放射性濠州

による危険を拷えている1一四％
にしてのより多くの原子力発鱈所

物処分について心配している1一

たわけだが︑公衆は︑環境を犠牲

建設は支持しておらず︑濠た原子

設に蟹成している︒

力発電所建設に螢成の激を表わし

力発電の諾細説については政魁指

ついて︑過小に評価していた実懸

デン︵イリノイ州︶︑インディア

住罠三百

を示しているわけだ︒

姫する方向に傾いているとの解釈

ではこうした点も錯まえ︑公衆が

れた二曹でも︑サンオノフレ七五

人を対象として行なわ

％︑ドレスデン五八％︑インディ
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格が安い︑などの点からフラマト

A︶がフラマトーム往に費本参加

世論調査
．σ杉三口誉G

∩︻口爵臼Q転

〇％⑥環境への汚染と損審を恐れ

この世論調査と岡時に︑連邦︑

とする回答を寄せたという︒

ン・ポイント︵ニューヨーク州︶

指轟蓄︵五十二人︶の合計二菅一

摘され︑ルイス・ハリス世論調査

州および地方政府の指灘煮︵五十

一方︑米国のエネルギー供給状

漁者︑環境象︑報適機関よりも科

がうかがえる︒さらにこれらの調

理由として︑原子力は①エネルギ

レている一七％1！などをはじめ 査のほかに︑運転申のサンオノフ

ー危機解淡に役立ち︑少ない化石

ている一九％⑦微用が高くつくと

※国におけるより多くの原子力

いう︒原子力に螢成しだ回学窓の

サンオノフレ原発（写翼；）

二丁建設所

（研究施殴開係）II勧…呼力研先1サ1

へ

学者に醗大の照照を霧せていると

のガルヒンクでその研究推進に塁

発忍所鴇鰻設に鰯網︷ハ三％︑反対一

たっている︒中でも徽新武の

燃料を保存する②費用が少なくて

人︶連邦および州の規制担当窟

八％︒

④クリーンで︑かつ汚染しない⑤

すむ③将来のエネルギー源である

︵四十七人︶︑環境塚グループの

九％︑わからない

社の委託を受けたルイス・ハリス

DAD提供︶と呼ばれるレーザー これは︑エバスコ・サービセス

を自立させる働隈りない供給であ

外国のエネルギー供給薔から来国

︵U蚕繭︑

＆アソシエーツ社が行なった〃米

三次アステリックス

光線砲を用いたレーザー核融含の

国におけるより多くの原子力発電

一人︶︑大・申企業幹部︵五十一 の三原子力発電所周辺に居住する

が得られたという︒

研究分野で最近︑良好な試験績果

周辺住民も調査の対象に

退するCGEグループに対し︑兇 一︑フランス原子力庁︵CE を集中・国有化し︑またエネルギ

ーム社のPWRを志闘する傾陶が返りとしてその子会祉であるアル

多国籍企業に移籔することを愈証

賛

することは︑CEAの科学技術を

一︑加圧水型原子炉︵PW飛︶

する︒

のフラマトτム祉をフランスにお
ける唯一の原子炉メーカーにする

こと は ︑ 沸 騰 水 型 原 子 炉 ︵ B W

ゑ

であるGAAA︵CGEグルー

レーザー核融
合研究進む
西独マックス研
西独のマックス・プランク・プ
ラズマ物理研究所は核雪道の商業

ロ環境保護が条件一
第

利敵を圏指して︑ミュンヘン郊外

全米の1537世箒が対象に

転保マ」、施設内の補助」ひ1
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成
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躍源開発のための投蟹は︑工禦資金だけでも向こう五奪閣に十三兆六千鱒円強が必硬で︑そ
の後の五年闇は謝画規模から類推し二十兆円を越すものと冤込まれている︒張力禰婆傾滞もさ
ることながら︑爾力簗界は今︑立地難に加え資金難に盤面しているのが箋悔だ︒果たして︑こ

のように膨大な臓金をどのようにして捻出するか︑捜獺はどうするかi1一方でエネルギー確
保の国民的要述もあり原芋力傾斜關発など強く鴫ばれているが︑悶題も多い︒そこで︑今圓は

すでに嘗蘂運転中の申圃総

原発クラブ

へ仲闇

爽︶︑九月引田には到れて竣

力冠根原子力発電所︵11写

工式︑

捗

入りする︒

ま

喋藁

蒙

科学技術庁原子力局監修

膿
陰本原子刀塵藁会議は毎奪︑

N版を好評発売中

で︑ほかに付録として核燃料サ

﹁原子力ポケット・ブック﹂をイクル︑アイソトープ等諸蓑が

ど昭組五十年版が発成した︒本

ル嚢紙の美装丁で︑形も昨年翠

編藥︑刊行しているが︑このほ収録されている︒深緑色ビニi

霞は︑内外の原子力関係蜜料をからB6判と蓉干大きくして兇

衝一

千二百円︒購入希盟の向き

ハンドブックとして好漁を得て高めている︒三雲四十二搾︑定

網羅︑どこででも使える便利な甥くするなど利用の便をさらに

いる︒内容は︑原子力に関する

ルの騰期になるだろう︒

の爽に二倍になる︒これから︑公

がないので︑為替リスクが︑裸で

されるが︑聴力会社には︑輸出贔

そうなると︑外憐の発行が期待

i六ご一一一代表︶ま

、

！

日本原子力認許公諏議

◇

あり︑それを簸も反映している醗

日本纏済は︑まさに︑転換期に

な闇題がある︒

はあまり期待できないという深刻

期待できないので︑収益性の向上

豪り︑今後コストの大頗な低下は

露力料金の物緬の後難い傾向が強

期的にみると︑安簸成長下では︑

は︑以上の五つの閥題の他に︑擬

これに課し︑蜜離間題について

こよう︒

ウェイトを黒める嚢譜が強まって

ティーの観点から︑原子力発醗の

しかも︑ナショナル・セキュリ

金負担がかかってくる︒

社や︑臨機メーカーにそれだけ資

の期間も餐期化するので︑総力会

電駈や再処理工場では︑安全審査

の新客澱が加ってくる︒また・発

その上に︑再処理本棚建設など

腰くなる︒

すると︑投鷲の憐妊薩閥は一段と

発騒では︑倥民の反対還動を響慮

子力発醗投資が増加する︒原口不

本臓の占めるウェイトが大きい原

る隈三蓋添係数の増大の他に︑資

囲には︑環境傑金投資の轟轟によ

で描移する鰐能性がある︒その璽

罐力投鐙は︑今後かなり潤水工

の長い原子力

投資懐妊期間

でQ

穣五九

政策︑開発体舗ほか︑原子力発は軍めに原口・一一謙︵露一一
醒をはじめとした利薦の答種︑

の発行額は︑減少するとは論えに

むつかしい

社麗声場は︑その圧力によって︑

かかってくる︒多額になると︑円

総額榮については資金調逗をはじ

段階になったといえる︒

野に

昌昌慶が展開されつつある︒成擾

る一己の弊審を除去するため︑ま

率鈍化とともに強まると予想され

汎るために︑独禁政臓が強化され

た後に述べる国民の企漿批判に応

る方向にあり︑豪た︑大口融蟹規

とが決まった︒大口融籔規制が実

制が四十九年十二月から始まるこ

施されると︑銀行各行はその自己

力各社に貸出ずことはできない︒

翼本の一定率の金額を磁汎て︑鰍

しかし︑設傭資金欝欝に占める備

二

入金比率は︑鍛近︑目覚しい上昇
を示しており︑四十四庫魔の

％が︑四十九年慶には四〇％に還
している︒このため︑すでに規制

國際協力など本文全牽日頃構成

その低下速度は︑それほど轟くは

らの金融政罐は血気勅激の麗合を

代は薬ないと考汎られる︒これか

利は低下領岡をたどっていくが︑

くい︒しかも︑気力憐にはその堰

期なみの支出を係とうとずると︑

逼迫していくから︑醒力線の発行

建て外鍵の発行もむつかしい︒社

外債の発行

環境は憂い︒さらに︑来年以後に

籔の発行枠を拡大するような制電

れば︑増量して︑社日の発行枠を

50

めとして︑根本的な検討が必要な
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墨株式会社

つぎの資金問題は︑やや群細に
検討してみよう︒インフレ調整か
ら︑安定成畏への展關にともなっ

＼

て生ずる︑いろいろなひずみや︑

激しい変化が︑獄中的に現われる
のが︑髄金問題と醤えよう︒

にかかるケースも覧受けられ︑こ

第三には︑倥展運算や環境問題

なく︑また︑当分の聞︑低金利二

れは今後も増頒しよう︒

にかかわることであって︑補導蟹

︑

がある︒インフレ過程で︑一本財
年度には五・七％に上昇しており

の堰大︑理境傑金投資の懸増︵五

まず第︸に︑インフレの後姿窪

力に即して露えば︑豪ず︑立地問
価格や工購蟹が高騰したのに対し

ている︒

その分だけ︑設備投臓額は拡大し

題を克服しなければならない︒電

ていくには︑いくつかの困難な唱

しかし︑この投頒針画を爽現し

日本喪期儲用銀行調査部畏の竹内宏氏をわずらわし︑電力投蟹のあり方︑今後の見劣しと指導

いま︑電力︑鉄鋼︑佑学︑ガス

の四遜を除いて・設纏器の
僚び率を舞出してみると︑五十年

肇五．四羅・五＋憂塵五
題であり︑次いで︑資金問題であ

い︒したがって︑設鯖投籔慣金の

齎魔の再訂価が行なわれていな

十年痩の設備投蟹額に占める押回

これらの問懸は︑いずれも︑日

る︒

このような要園によって︑設備

強めていくが︑あまり大門な緩和

戴璽な源漿である減纐償却斑は︑

政策をとると︑ほとんど全産業に

本経済が︑インフレ調整期から安

り︑また︑発意所の魑工から完成

わたって︑コスト上舞分が一せい

防止投賢のウェ〆トは一二％に達

までの期聞が︑控罠や地方自治体

に価格に転化される司馬性が大き

した︶等による投磯額の増顔があ

％であったが︑石十無権には六〇

とのトラブルの発生にともなって

いので︑コントロールされた緩涌

約がある︒金利水雌が薯しく低下

下げるわけにはいかないという制

ころが︑罐力会社の腹益性が低い

近の推移をみても︑聚気抑謝簾が

ので︑それほど多くの増資を期待

っていることだ︒また︑今後︑金 するとすれば︑つぎの禦気サイク

第四に︑糖入金利が麗水準にな

簾にとどまるだろう︒その上︑預

汐鰍癩
︑嚇

第二に︑安定成穫に対応する薩

％になっている︒

カギ握る社

とられるときには︑濾力擾蜜が制

発の時期が︑國贋増発の晴期と璽

もう〜つの閣題は︑重りに徴蟹

できないし︑増資を璽ねると︑蟹

が発行できても︑順調に消化でき

限され︑刺激に転じたときには︑

なりがちな性贋がある︒粛学︑澱

第五に︑社籔発行の限界であり

るかどうか︑である︒今後の緊気

本コストが上野してしまう

これには︑二つの問題がある︒そ

ている︒これは︑團餓の堰誠のサ

電力業障が︑設儲擾獺をリードし

債枠の拡大

ってきた︒

覆期化する傾同をたどり︑投資畷

てし煽った︒四十三薙度には四〇

署長隼腫の設備衡金蔓團では︑減

金の回転率が低下している︒また

資金の外部翼金子移率は︑上騨し

響えられる主要な要語は︑國際環

価甑都のウェイトは二一％であり

そのために︑金融落勢の椎移をみ

とくに蟹本窯約的であるから︑減

業は︑設儲工瑠に魑議してから︑

境の変化の他に︑園内的には︑環

四十庫代前半の四七％よりも大玉

附金の目減りが兜全に園観してい

著しく減価している︒電力瑠業は

それが完成して生塵能力化するま

境問題の深刻化や倥民運動の激化

に低下しており︑もし︑四十八年

た機働的な投縦が︑一旛難しくな

している︒爲本経済が縄成畏に環

でに憂期間を必饗とする点では︑

等の社翁簡潔の変動にあり︑それ

以降のインフレがなかったならば

さらに︑インフレ過程で地価が

ないので︑顎貯金金利を大輻に引

定成長路線に変ることと深く関係

共羅性をもつている︒これに対し

と同じ嚢因が︑電力魚鱗に現われ

颪十隼度には︑減価償却蟹のウエ

民的コンセンサスの形成をめざし

急騰してし乗った︒総則幟民器に

が︑さし当たって︑本年下期に︑

対策の中心は︑財政の拡大にある

四十年代後半には︑各社とも低収

実に︑本薙農中の公共麗の発行額

イクルと合致しているのである︒・

の一つは自己澱本の不足である︒
社籔の発行限度は︑︵蟹本金十法

益であったから︑法定準備金は漸

は︑十兆円ぐらいに選し︑昨年度

定準傭金︶×2と決められており 地方財政や公社公団を盒めて︑上

減してきた︒照十九年度宋には︑

る︒今後︑民闘金融機関からの僅

ついても︑日本経済を安定成擾路

九聡力平均で︑すでに︑社償枠の

入の大豊憎触が期待できないとず

線に乗せる過程で︑また︑金漫罵

酌な変璽ということも︑今後は議

九四︒㎎％を発行してしまってい

拡大しなければならない︒今まで

の擾資望欲の減退をカバーしなが

講されるようになろう︒

通り︑資金調達総額の三〇％を社

政の役劉が大きく︑国憐・地方蟹

O％ず ら︑安定成畏を維持するには︑財
つ贈蟹ずるという謝騨になる︒と

東電

京

煮などについて金融界としての立場からご葱麗を樹せてもらった︒
き

強い電力界

ﾌ投資意欲
・一％減になる︒設備投蟹は︑鍛
どの藤藁でも環在鮒給ギャップ終購要の塗要な構成要繁であり︑
が拡大し︑収鐙性が著しく低下し電力響の設備投資の拡大によって
ているため︑企藥の設働役資恵欲全巌藁の投資の減邊が防がれ︑ひ

し︑強気な投資態度を添している避けられているとも醤える︒
緬償却の囹減りの影響は大きい︒

他の大部分の騒騒では︑能力化の

たのが︑立地問題と鱈うことがで

イトは三五％になっていただろ

て︑宮・罠・労・消鍵暫が︑非常

四十六館度の三・九％から︑五十

占める用地購入螢のウエイトは︑

職轟燃欝

は︑冷え切った状態にある︒しかいては︑緊気の〜段の落ち込みが

るのではなく︑蟹定成蓬に変ると

長期安定成長前提に

いくつかの例外的な議があ る ・ 一 こ れ ら 鍛 の 鑑 麟 を も つ 座
雛力は︑その代表酌な叢記であ

学等があげられる︒擬銀が・この

重要な国民的合意づくり

期間は〜隼餉後であって︑鰯製が

きる︒その好味では︑威力課業だ

う︒

内

増蒲傾向に入ってから趨罪しても

けで解決できるものではなく︑国

繰畷塾購書

問にあうのである︒現在︑隅絵ギ

傾向が樒濁はっきりした後に︑投

に痩い階間をかけて努力を積み上

ャップが大きいので︑罐要の慰大

資を決意すれば縫い︒

灘欝醗

警灘

説騨

げることが必要である︒

しかし︑騒力箸の業纒では︑五
十四一五年間禰給を兇趨して︑現
総懸難しなければならない︒今後
の日本経済の動向を予測するのは
露常にむつかしいが︑本隼と来庫
鹿は︑インフレ調整瑚として︑低
無に

竹内氏

り︑その他には︑鉄鯛︑ガス︑化

七月に行なったアンケート調萱に
よると︑五十矩度の金産撚の設備
投翼額の荊年比伸び鍛は︑鍵賢で
約一％減である︒これに対して・

罐力は約五％の傭ぴになってい

霧鐘護馨融爵

成長が続き︑少くとも五十一

入ると︑七％程度の安定成痩期に
なるという見通しが︑鍛も実現し
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そうである︒これらの大型魔業で

て︑投資針画を実旛していると欝

は︑そのような申継駆通しに立っ

餓黛審鷲金聞題懇でも今後十年闘

当な計画と露えよう︒

える︒その恵味では・まさに・妥
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聞

高速炉90年代に導入
ばならない︒その開発が顯調に濫

チとともに酒発に進められなけれ

核融合と太陽熱発蟷へのアプロー

避にも示されている︒だが箕際に

となることを否定した﹂という報

還溜弓長が今徴紀のエネルギー源

に電力を洪給しているNREC霞
A力源としての原峯力に対しては

成され︑四十六州︑六額六十万人

約一千の地方躍力システムで構

を与えている︒だが︑ネーダーは

ダーの姿は︑團民に救いと期待と

難で︑爾速増殖炉は︑八瀬KWの ラルフ・ネーダーの原子力発躍に

をふまえ

より以上の説明によって越えなけ

は︑かつて彼が公衆に与えてきた

一

多

flO

澱灘

懲瓢鍵マ鯛

蔓

ネーダーの原子力論争ーラル

フ・ラップ博士の批判

たものだが︑間氏はその一文を次

﹁わが国が︵原子力という︶巨

のようにしめくくっている︒

大な宝物を手に入れるのを拒否す

るものは︑その反対理由を群細に

攻撃をふりかざして︑恐しいばか

のチャレンジに対してネーダー

説明しなけれはならない︒ラップ

りの勢いでやみくもに接近してい

﹁ラヅプの反鹸に答えよ﹂

ネーダー批判

不発全でかつ一般的に非現実的な

は︑ERDAのロジャー︒ラガッ ︵全米艘村躍化協流管禽連合会︶

原子力温品設備が稼働する二QO 関する主張に反論︑このほど︑

NRECAが

み成功した暁には︑高還増田炉は

て商業的に穂入されなければなら

ション﹂誌で次のように述べてい

器当面は原子力︑石炭で
ネルギー・ポテンシャルをもつも
ない︒

の面一〇％を供給することになろ
る︒

二

ラップの解説はもっている︒﹂

ればならない︒それだけの価臆を

ドーリンジャー氏の恵見は㌔

るように思える﹂と︒

5玉ニニ

原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

米原子力薩讐賦議︵A嚢F ︶
が弗行している﹁ニュークリア
・インフォ﹂は︑原子力をめぐ

る米国の さ ま ざ ま な 動 潅 の な か

のだと述べている︒そして︑規在

たこの翫画は︑米国のエネルギー

シーマンズERDA長嘗も﹁繊速 ﹁宙動躍産業に欠けている安全

うと述べており︑またロバート・

のジョン・ドーリンジャ二会擾は

来国のエネルギー供給の大半が

とりうる選択iたとえば原子カ

選択に閲する雪隠かつバランスの

シー上人・分折撞嶺次擬は話者悪

セプタンスにかかわる閥題を中
無限のエネルギー源である濁遡摺

とれた展盟を試みたものではある

現在の軽水炉を禰卜するものとし

心にとりあげて紹介するもので

わられる今琶紀末までは︑原子力 ーの主なものどれ一つをとって

殖炉︑核融禽︑太陽熱にとってか

ションへの依存慶を高め︑したが

も︑その縮小は残るすべてのオプ

から︑と く に パ ブ リ ッ ク ・ ア ク

す︒その七月暑は︑政府機闘︑

と石炭がひきつづきその供給源に

﹁ルーラル︒エレクトリフィケー

捌膿会︑市民総織などの動向の

ならなければならない一これは

ERDAが発表し議会に提出し
O璋までに︑米罵の原子力発躍麗

ほか︑ネーダー氏に関する世騙

燗査の縮果を纏えています︒

問題をとりあげる際︑消羅者の代

の姿勢については混乱が生じてい

ゴ 一

翫画を遊めることは核兵器能力を

垂亙

持つことには結びつかない﹂とし

一

活勲を新たに罫輝を増加して︑全

て︑蝦新の原子力発織所には数偬

二

にも墓本的に露要なものである︒

エネルギー分野に拡大しようとい

玉ノ多一一

エネルギー生産ができなければ︑

がを要することを擢摘︑この発躍

玉戸二5

弁者として登擬するラルフ・ネー

繭入をなくすというような︑可能
る︒

この混乱は︑﹁壷掘エネルギ﹂ と思う﹂と語っている︒
関係筋は論議の的になっている縄

うものである︒薪法興は筆名を求

兵器能力を作り出すための総理的

う︒したがって原子力発難刷は核

につくということがわかるだろ

牲に裁づけば︑きわめて爾いもの

給が︸撃のもとに廊められる可能

るのは︑畢の発躍所からの電力供

ような純度の番い核物闘を生産す

所を利澄して︑核兵器に使われる

生活水準が大きく低下することに

しくなろう︒当面は石炭とウラン

めるため知蟹に送付されている︒

﹁われわれの澱大の閲心は︑短

を完全に利課しなければならな

なろう︒そしてすべての人々が鍵

期︑優期のエネルギー洪給を確保

い︒われわれは核融合︑太陽エネ

る︒

二5二 一 ヨ

るだろうが︑核融合言々は二〇〇

白洲
性ある解決を妨げることになると
警聾している︒

高腰増殖炉の場合︑その開発は

市民の会

労働界︑婦人団体等が大同

自立化へ

〇駕を過ぎるまで商業化されない

憎懇炉は九〇年代に商業運転に入
来エネルギ⁝研究開発局︵ERD って︑輸入を減らすとかあるいは が︑爾遼増殖炉に対するERDA
A︶が六月末に発表した
の蟹点である︒

この報告轡は︑米圏におけるエ
ネルギーの選択と将来のエネルギ
ー源を軌道に乗せるためのスケジ

ュールを贋閉別に示したものだ
が︑米圏はもはや石癌のような単
一のエネルギーにのみ頼るわけに

ルギー︑風力︑固依廃雑物などに

ついての簗申的な研究も支持す

ては︑適切なエネルギーの供給が

﹁エネルギー自立のためのアメ

組の一・W・アベル婁踊展・米労 不可欠であり︑したがって︑それ

る﹂︒

することである︒経済潜門にとっ

ネルギー墓盤を一口拡大すべきこ
リカ市民の△石が六月初旬に繕成

は国民に十分な仕顎を与えるため
働総同盟産聖別会識︵AFL・C

の代婁で構成︑理購には来鉄鋼労

とを繰り返し強調し︑﹁圃象的な
され︑会長にノーベル鍵受鍵者の

10︶のし︒カークランド財務部

な芳法とはなり偲ず︑仮にある国

所の発注をくわだてたとしても︑

が核兵甲製遊の目的で原子力量禰

現在の核兵器圃が濃縮ウランを兵

器製造に使要する国に傑達すると

﹁ネーダーとそのグループはま

だ懸紐されていないことがらを非

難しすぎるのではないか﹂という

三％︶と湛

九％がわからな

い︵一九七二葎に基一

点については︑一一

％︑七二年には四

きi
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三

はいかないとして︑よって立つエ

エネルギー技術國穰のすべてはと
ハンス・べーテ簿士︑理珊擾に米

畏︑金米黒人婦人協畿会のD・ー

NY捌エネルギー⁝機関設置へ

反原子力路線を修正

もに追究されなければならない︒
海躍を退役したズムウオルト・ジ

ハイト会長︑ジャイアント・フッ

数少ない狡術的成功につながる避
ュニア提懸を選出した︒この会の

ド・ストアーズのE・ピーターソ

のうちただ一つだけを簗中的に囲
葭的は︑﹁エネルギー宙立のため

続すれば︑失藁や遜度の化石燃料

めてもエネルギー問題の解決につ

ニューヨ⁝ク州識会は七月︑岡

依移を招くなど︑厳しい経済工面

ン副会擾︑A・フィリップ・ラン

下院が六月に決めた反原子力路線

いた︒

をもたらすことになると指摘して

に努力し︑それを達成することに

ドルフ研究所のB・ラスティン所

設立に関する法纂を可決した︒

を改め︑エネルギー研究開発機関

この新組織を紹介する舘者書見

ウォルスク理購擾によれば︑核

は思えないと述べた︒

原子力反対論議の梅まるなか

の鍵醗炉か研究炉を数千万がで建

経済的な方法は︑例えば勢KW

の気になれば繊塵の技術と獺源で

ウォルスク理購擬はこれに対し︑

小型炉建設ができようと語った︒

る︒米原産︵A工F︶のカ⁝ル・ 設することで︑関心を持つ羅は︑そ

施物のスピーチで︑﹁原子力単二

に再編成しこれまで同公社が行な
ってきた原子力︑化石燃料関係の

発公社をエネルギー研究開発機関

クラブに加入する鍛も合理的かつ

ダーのウォーレン・アンダーソン

で︑原子炉の關発と核兵器の開発

こんどの改正案は︑多数派りー
上院を通過した法案は︑いかなる

を結びつけての批判が続いてい

でズムウオルト理窮擾は﹁エネル
ギー囲立のために緊惣かつ決定的

で︑ニューヨーク州原器謬論笛開

氏によって士院に握案されたもの

ったっしかしこの法案への反対派
は︑もし反原予力法が無膨驚で存

二年の六八％より少なくなってい

﹁ネーダーは︑来国の企業が多

えている︒また今回は＝︸三％がこ

年には三六％

し︑企爽のある一

黛には一七％︑七一

の購いを否定している︵一九七一

のではないか﹂と

蓼

ダーのような撹判蓄がいた方がよ

﹁企藁を自蹴させるには︑ネー

であった︶︒

らないと筈えてい

は︑三二％がわか

いう設問に対して

面だけをみている

くの功纏をあげている脳実を無視

％よりは楢えている︒

階一一＝一需一﹁一＝一需二一冊一直一囲一＝謄︷御＝＝一＝璽彌一＝＝扁一＝層一幽二二一﹇＝＝＝一需＝■二＝ーニ＝冒一凹ーニ一＝幽一冊︷・＝一一属髄︷■＝＝一＝一一曹墜＝＝幽一一篇＝＝＝︷膨＝階一一剛一一四二哺＝冒頭静謹一＝一門﹃唖聾＝潔＝＝鯛

二恩には五二％が同回していたが

る︒わからないとするものは二四

消諜者の安全と利

今回は菰○％にさがっている︒否

％と︑一九七二年の二一％を上叢

ネーダーの
盈を守る

〇％を上回っている︒また︑わか

定したものは二照％で︑前回の二

らないと箸えたものは劇圓の二〇

という行動については
する見解についての世舗調査が行

五八％が樋極的な評価を与えてい
このハリス調査は︑

〇％を翻っている︒わからないと

った︒

るが︑これはちょうど一確前の六
ーダーは原子力発電所の危険性を

％から︑一

ネーダー氏への反応さぐる

支持低下のきざしも

六％に憎属した︒

いう圓箸は昨年の二一％に製し︑

ということ

正しく指摘している

箸は一八％で昨年

ーハリス慢齢調査一

今回は二四％であ

は︑そうは思わない戸〆凶％︑わ

の一九％よりも低

ものだが︑この設問に対する園箸

からない雁四二％︑そのとおり昌

下している︒ネー
ダーの一般的な人

％だった︒

九七一年には一一

わずかに八％だったが︑これは一
っかいな存在だ

いないが︑反面︑同製するものは

い﹂という蓄え方を否定したのは
﹁ネーダーがいっている

三八％で︑一九七ご鎌の四九％よ

る︒これは︸九七瓢年の二四％を

消澱蕎は企業の海樽郡の決定に対

れは一九七︸年にはたった五％に

り減少しているが︑七へ年の二九

かなり上回っている︒三〇％はひ

ネ⁝
よると︑ネーダーに対する髭剃の

して発雷する権利を持つべきであ

いとするものは六匠％で︑一九七

過ぎなかった︒また︑そうではな

大衆の一一％は引き続き

気漸減を示す兆曝としては一

支持と愕頼は依然として根強いも

ということは正しいと思うか

とみている︒こ きつづきこうした兇方に同悪して
のではあるが︑少なからぬ地城に

どうか﹂という設闇には︑︸九七

る

一般 ダーは齊由企業体鰯に反対するや

れるという︒

おいて︑人気下降のきざしがみら

七十八人を対象に行なった調葦に

ハリスが金米各地の成人千四百

三四％であった︒

った︒否定的な回

について︑国属の反慮を調査した

ラルフ・ネ

なわれ︑さまざまな結果がでた︒

ラルフ・ネーダーの原子力に関

1＝二

爾明文はつぎのように述べてい

岡理禦畏が発表したペーテ会擾の

一二％になろう﹂と語った︒また なければならないというものであ

原子力発難所であっても︑その新

ウォルスクAlF理事長が見解
設にあたっては州議会の承羅を得

開発の同一視に反論
な行動を起さなければ︑失業者の

原子炉開発と核兵器
憩加が続き︑十年後には失爽率が

六月に三対一のひらきをもって

換らが舶わっている︒

ながらない﹂と指摘している︒

る︒

團民の繁栄をはかる﹂ことにあ

よって国家の安全保瞳を罷め︑米
この報告繍のなかでERDA
は︑原子刀の現在の技術および次

媚人団体︑金融界︑製造受寄など

会図は労働纒台︑大学︑出版界

の世代の技術である爾速増殖炉を
禽めて︑原子力の壷硬性を璽ねて
強蓋しており︑ウランは最大のエ
爵

ふ

裡

騨騨試瞥噛灘、

素材から航空機・原子力機器まで、
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原

﹁二識ークりア・インフォ﹂

は︑A猛 窪 が パ ブ リ ッ ク ・ ア フ
ェアーズ︒アンド・インフォー
メーション︒プログラムの︻環
として︑新たに手がけたもので

さまざまな憲見が出されていま

ず︒米樋でも原子力をめぐって

すが︑そ の 申 に は ︑ 正 確 さ を 欠

く傭報が も た ら す ︻ 方 的 な 冤 解

もみられます︒ コーユークリア

クリンチ・リバーの蔑逮炉兜成予想図
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﹁将来に原子力不可欠﹂
許認可手続きの改善示唆
哀願木義武科学技術庁擾窟・原子力婁撮長は︑十九鳳午後︑日本原子力産業会瓢の第五十回原子力
産業懇諜会で﹁これからの原子力開発とその誤題﹂と題して講演︑わが国の原子力開発をとり藤く当
面の問題について所儘を明らかにした︒この中で長富は︑難航する立地間題に圏話して①原子力発日

嚇

一画．▼＝

鵠

路問的

は︑わが麗からも政府代表団が参

加するが︑IA￡Aから
を与えられているB本原子

﹁むつ﹂改修委

の初会合開く

て︑B案は格納容器外側上部の遮

蔽を従来のポリエチレンー鉛から

環コンクリート遮蔽材とし遮蔽効

を麟る︒同委鍛会としては九月末

蔽は両案共通で越水紫物質で補強

子力委綴会決定に基づいて設國さ

﹁むつ﹂の改修翫画︑などを検罰

船大原子鋤力学一二授︑宮坂駿一

ムレ﹂睦

原産セミナーシリーズ双

四ソ

窪盈

1

⑳総

昇氏

正雄氏

進氏

試委

験託

照照

射射

原産・業務課︵105︶一〇六五

詳細は次にお問合せ下さい︒

産会員︶・定員30名

・参加費二万五千円︵原

下ホテル東海クラブ︵茨城県東海村︶

囲9月10日︑11田

◎原研・動燃・原電の東海原子力施設の
視察も併せ行なう

・：− ・⁝能沢

⑧安金性研究の概要と課題

◎原子炉安全の基本⁝：⁝村主

説：：：：−天野

原子炉の安全対策の基本から最新の
安全性研究成果に至る総合セミナー

句

地位

つ﹂総点検・改修計画を技術的に

をメドに改修についての基本的な

果を改善する点︒厳力容器下翻遮

横冠するため発足した科学技術庁

方針を打ち出すことになるもよう

ものとして注国された︒

このほか佐汝木長宮の主な発雷
要鵠はおよそ次のとおり︒①次期

初会命では︑葦船購業団が今後

﹁むつ﹂改修原案を提示した︒両

の改修方針を説開︑A・B二つの れ①門むつ﹂の総点検叢濃謝画②

納容器内の圧力容器上部にあるミ

原案の配本的な違いは︑A案が格 していく︒婁員会は黒沢昭神戸商

＋四名で構成︒

原研原子炉工学部遮蔽工学蜜擾ら

なお︑黒船覇業睡は︑﹁むつ﹂

サイルプロテクション︵圧力容器

飛しょう物体から格納容器を防謹

月には出力テスト再開にごきつけ

を早期に遮蔽改修し︑籔十四舘四

付属部分の破損蒔に飛び出す逸失

するための構造物︶を遮蔽能力の

る方向で検討をすすめる︒

丸い水二化ジルコニウム混入遮蔽
材で灘くおおい強化するのに対し

社川崎耐乏がASME︵アメリカ
査に臨んだもので︑聖血の認定取

のNおよびNPTスタンプの使用

船所機械工場︵圃山緊︶で︑原子

気格を得た︑と発表した︒玉野造

力機羅製造に関する設酎能力︑資

ﾌ

原産代表に一

本松珠磯氏ら
しており︑こんどの十九回総会に

・運輸省合同の﹁むつ総点検・改

日本原子力船開発塒業団の﹁む

は︑一本松珠岡麓︵原産副会侵︒
叢話提子力機関︵IAEA︶の

修技術検写影興会﹂︵婁員長・安

力慶榮金識も︑毎奪︑代表を派遮

日本原子力雛墨画擬︶︑那須速雄

である︒

九月に一AEA総会

氏︵同論発酎璽土査︶が原産代表

藤良夫菓大教授︶の初会舎が︑＋

立地難打開の観点から許認可手続
国の代表をウィーンに強めて九月

第十九圓通常総会が︑加盟笹葺か

として出席する予定︒

きの改薔を図る姿勢を打ち出しだ
二十二臼から關催される︒総会に

ペシネ⁝二Q％︑仏原子力庁一〇

め技術検討婁員会を設け検罰を進

同委員会は︑七月二十九日の原

策を見い出すべく原子力委員会の

めている︒

八日︑遜輔雀で開かれた︒

国会での継続奮議となった核拡散

④公聴会は中央で閉門的な技術間⁝ラン鉱の産出が司能になった時点

安全会議で総合的にとりあげたい

％の分握︑モーリタニア政府はウ

問題に関しては三木首引も先の日

防止条約の批准に努めるが︑この

をそれぞれ扱う二つにわける方式︸こと窺召している︒蟻のため
を考えている⑤廃書物の処理処分﹁ 黒熊申の調査は秋には爾開︑鉱脈

題を︑地万で利運係のある間璽で互髪での滲加が罷になる

は︑今後の原子力開発の運命を三一の埋藏羅などの確認を急ぎ︑採掘

いる②総合エネルギー嚢腫閣僚会

配懸︑鍵期的なエネルギー需給の

譲で︑短期的な繁慧廓態に対する

う璽要闇題であり︑国際協力など

米薦脳会談で批准の懸嘲を伝えて

安定化に関心が簾まっているが︑

を通じて解決を図っていきたい⑥

所願隔地城住民への説明の徹隊②聡源開発調整審議会機能の時代的即応︑の二点に許認斑手続き改譲

進法に基づく醜勲績の機能を原子
私はむしろ二途後以降の闇題を今

こりえそうもない登呂を想定した

﹁むつ﹂の総点検︑改修を行うた⁝

といったような改響が求められよ

以前にここで安全を確かめておく

の余地があることを添唆して注目された︒
の解決にあたることが︑後世の国
力という隠代の嚢講に沿って︑例
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では︑立地問題等により︑原子力

璽要性が翫ばれてきたが︑わが国

聞題となっている点にかんがみ︑

核燃料サイクル

だわずかであるが︑二十年の歴史

めには︑ウラン資源の確保︑核燃
次のような施策を行なうとともに

：

⁝ビジョン策定⁝

を経て頓用化時代を迎えるにいた
開発は必ずしも円潤に濫んでいな
料篇工︒再処埋︑廃簗物処理処分

法制の整備等を行ない︒早急に体

一昨年の石油危機以来︑原子力の

っている︒

い◎また禰要面についても経済膿
等の分野について︑購業の確立︑

制の確立を園るべきである︒

ネルギー供給に占めるシェアはま

原子力は⑳炉内での使用期間等
潰の鈍化および︑それに伴う増力
推進を行ない︑整合性のとれた核

年度を欝標年度としたトータル・

麗を講じる︒

り組む︒

ウン・ストリーム瑠業の未確立が

を考鰹すると国縫期間の備茜を行
購要の伸びのスローダウンが予想

可欠であり︑このため學急に六十

燃料サイクルを確立することが不

発蹴所の立地に当たっての大きな

なっているのと同様の効果をもっ

て︑総禽エネルギー購絵︑電力馬

される︒こうした状況を踏まえ

競の一廓として昭和六十年度の原
ビジョンの策定を行なうべきであ

再処理工堀を國内に建

ていること②石抽火力に比べ外飯

等の今後の技術開発により核エネ
子力発議の開発規模の臣標値を再

一︑第一

負担が少ないこと③新型炉の開発

ルギーのより効率的な利罵が可能
る︒この場合︑とくに自主技術︑

に確立することとし︑低レベル廃

系を含む再処理や廃棄物処理処分

︑廃棄物処理処分体制を阜急

検討した結縄︑従来掲げられた六

実施し︑縄レベル廃棄物は国が澱

二︑発電用轟温ガス炉︵HTG

極的に取り組む︒

ことなど実用化のための方策に横

に︑実証炉のあり方を明確にする

型炉開発の成果を騨価するととも

一︑新型癒換炉︵ATR︶の原

うたっている︒

研究の推進1などの強力推遊を

など体制の整傭︑安全研究・共同

研究開発

・にも十分配慮

産業のあり方

管体制を確立するため横極的に取

三︑使用済み燃料等の輸送︑保

任をもって管理することとする︒

棄物の処理処分は民間が主体的に

一

となること一など︑すぐれた 特

縷燃料の安定的確保を園るため

するようつとめるべきである︒

千万KWの葭標違成は二年程度遅 自主生産体制を臨急に国内に確立

ては照千九頁万KWとすることが

れ︑六十隼度の開発目標規模とし

性をもっている︒

また︑欧米麗麗では︑石油危機

る︒

とくに次の対策を講じる必要があ

以来︑石油依存渡を低減させ︑エ

の六十隼慶脂穰を逮歳するととも

適轟であるとの結論を得た︒以上

一︑民間企業が天然ウランの海

ネルギ⁝の安定供給を確保するた

に︑六十年慶以降においても漂子

外における探鉱開発に横極的に取

め原子力のシェアを大締に拡大す
る計画を園圃し︑その推進に努力
力利用を一騒擾薩するために︑今

．

している︒とくにフランスが原子

する︒

原子力発銭財箸の立地の円滑化
を図るためにはさらに次のような

⁝9

原子力利用をわが國に定趣させ

については︑その安全性︒経済性

R︶のわが国における実証炉建設

一・地域住民との難詰・澱料の

対策が緊要である︒

て璽票であり︑このため研究開発

るためには自主技術の確立が極め

ため︑国の規制を充実強化する︒

一︑安全の確保・環境の保全の

強力に講じる必要がある︒

環塊の保全のため︑以下の対策を

残・従業鷹等の安金の確保︑周辺

国民の信頼
安全・環境・立地：

回復で努力
⁝φ

このため︑民間の︸層の努力を期

の評樋︑燃料サイクルの見通しな

提供を稠極的に行なうこととし︑

を横極的に促溝するとともに︑研

どを踏まえて︑これを推進する︒

二︑軽水炉の安全性についての

待するとともに︑中央行政機関と

究關発により生み出された原予力

実証試験︑実証研究を実燃するこ
ととし︑このための体制を早急に

地方公共団体との運絡の緊密化を

原子力の圏発は︑蜜全第一の考
え方に立って避めるべきであり︑

充実する︒また︑軽水炉の安全性

図る︒

このため︑研究開発に轟たって

三︑高速増殖炉︵FBR︶の原

今後とも安全の確保諮よぴ環塊の

の懸場および儘頼性の向上を図り

の嫌嫌の向上のため︑電源開発三

のすぐれた特性を早急に実爾化し
稼働率を向上させるため︑品質管
理体制の整備を図るとともに技術

二︑原子力発爾所等の周辺住民

こととするが︑当颪︑﹁むつ﹂問

保全について万全の措置を講ずる

題を契機として国氏の闇に高まっ

原子力を発艦用のみでなく原子

て早急に方針を確立する︒

踏まえるとともに︑原子力関係産

力製鉄などの多自的に利幽しうる

は︑実用化段階への展墾を十分に
三︑また︑原子力発電所等の立

業のあり方にも十分配慮して研究

法の繍極的活用を図る︒

地方式の多様化と適地の拡大を図

体となって推進する必要がある︒

高温ガス利用技術の開発を国が主

よう︑多目的高温ガス炉の開発や

ため次の政策を行なうべきだ︒

新型炉開発を横極的に推遜する

開発を実施すべきである︒
の研究を推進する︒

るため︑海上および地下立地方式

の対外依存から脱却し︑軽水炉の
わが国独自の改良︑標準化に横極
的に敗り組む︒

三︑原子力発鱈所の混水による

濃水の獲魚等への有効利用を促逸

環境への影響を調査するとともに

ひ

L973撃rB65ff

6▼
た原子力に対する一般的な不安感

を払拭し︑国隣に国蔑の儘頼の回

復︑確立につとめ︑発躍所等の立

地が地域住民等に受け入れられる

原子力発鯉所等について地城住

ようにすべきである︒

ビ
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助成策の抜本強化へ

とし試験研究なども行なえるよう運用

出資額に対し一定翻禽の躍備金を

うな煽合︑リスクの度盆いに旛じ

大差に引き上げられる︒

編は従来の四〇％から七〇％へと

蕩え︒発鱈開発とともに︑融蟹巨

〇％︒

成していく計漸だ︒融藪比率は七

立を踏まえた︑それぞれ処理能力

れたもの︒民間による騨業会社設

﹁再処理禦業﹂は薪規枠組みさ

みされた﹁核燃料﹂関係融蟹は成

放射性廃爽物処理処分などをダウ

交付金運周の改善は﹁交付金交付

り換えること︑なども素点禦項︒

い融蟹制度をプロジェクト別に切

として脚光をあびている橿晒藁佐

原野力船﹁むつ﹂の修理継候補

もう一つの柱一塁盤整備では十

化拡充を図っていく蓄えで︑税制

利融資といった助成簗の抜本的強

ための共議投賢推逸︑圃による低

は十二億円挙証となる毘込み︒金

投によるもので︑爽隼度編出融資

い融資は金属鉱業襲業照からの財

胃森謹むつ市を訪れ︑﹁むつ﹂母

つ﹂視寮議員団一行が︑二十五日

の議会職簸ら十四名からなる﹁む

﹁むつ﹂を規察

館後をメドとした核燃料サイクル

灘などを視察した︒

なく視察︑事業園社宅にも罵をの

ばした︒重三暫によると︑薯前勉

い改修の捜術的な事柄など的をつ

強が徹底しているとみえ︑しゃへ

翌二軒山月臼︑一行は︑嘘奥湾融

いた質問が多かったという︒

構を視察︑漁業と顧子力船との係

岸の漁協を訪2／︑ホタテ漁業の実

わりなどについて漁協幹部から弧

兇を聴取した︒

原船懇の報告

とりまとめへ

資に新しく原子力発電共岡開発︑

にもっていくための資金︑羅の補

二基が対象で︑先行き機麗精華化

続中十一墓に新規一場を加えた十

力船施設と住罠運動を雛点に冤て

に訪れた﹂と経緯を説明︑

﹁原子

おり︑二三に先立ちその実態摺握

に関運して二酉両方の謂瀬が出て

市議会で﹃むつ臨の修理・録遷化

の記者会見で議蒲団は︑﹁佐世傑

題などで意箆を交換した︒金毛後

逐えた報告雛第二次原案をもとに

原案に各委員のコメント・修翫を

いて討議した︐この田の盆合では

間懇談会としてのとり蒙とめにつ

今後の原子力船聞発のあり方など

省で第五圃原子力船懇談会を開き

原子力委員会は二十二臼︑運輸

原子力委

輪番開発も加亀え︑門広城開発融

完が大きなネライ目︒四十六年度

回りたい﹂と述べた︒議営団はき
らに﹁燃羅極引抜きはむつ市ては

轍晃など数か所の改81が指摘され

部分の装現をもっと平易にしとの

轄議したが︑門遺蔽団旗︑総煎検

定など行なわれているが︑経過は

めに炉心の核燃料が破損したり溶

かの原國で異常に急上昇しこのた

つまり原子炉の炉内熱戯力が何ら

験炉ということもあって各圏が注

の広鰍さなど廻界に比類のない実

ず高速炉胴燃膳も実験できる用途

が出せるという︒軽水炉のみなら

ている︒

開発に大きく密与しょう﹂と議っ

極

洲

東

特デ

日

本

本原子力事業株式会社

ス隔も核燃料部錨として遡加︑助︸
⁝

績み立てることができその躍備金

型加工施設︑検査施設のほか使胴

の使用済み燃糾貯蔵施設建設のた

千五百鋤／黛工場︑傑管能力千日

五十葎度から瓢部門として棒組

リスキーかどうか﹂に判断墓雌が

理できる︑というもの︒﹁投資が

船建遺︵改造︶など輸送システム

済み燃料輸送キャスク製造︑輸送

は嶺該矩慶収益計騨上の損益で処

の判断︒準備金のとりくずしをど

利八％の特利が溝えられている︒

めの助成が行なわれる謝画で︑金

あったが︑緒局︑﹁リスキーしと

庫度は新しく凹チャンネルボック

化窮業が対象︒これに加え五十一

ンストリーム嚢業として進めるた

に係わる頭打ち制度の撤廃﹂へ漏

設立が企画されている︒センター

利や齪還期隈などは従来通り︒す

の陸上施設︑門むつし船内をくま

うするか︑その躍︑年限など詳細

遮蔽などに

はまだ決まっていない︒

このほか︑服源立地健進対籏交
付金の運絹の二二︑海外ウラン資

めの条件整備にとりかかるほか︑

り出そうというもので︑騒源立地

光博委貫畏︑十一磁︶議員と随行

世保市の布議会総脇霞員会︵松蘭

鋭い質問

こうした条件整備の一耀として処

課新設など行政体制の整備も舞え

源探鉱開発に関する企業別成功払

理処分センタ⁝︵公霊法人︶を設

られている︒プロジェク別成功払

佐世保市議団が

いては野業化︵第ニ工場建設︶の

立する謝画だ︒とくに鱒処理につ

男端鹸σ電源特会も改善
通産省の来年度璽颪政策とこれに伴う一般貧計概算要求案および財政投融資計画が固まった︒璽点
政策は漿気回復︑資源エネルギー安定確保︑技術闘発促進など七本の柱に藥約されているが︑とくに
原子力開発についてはその強力南進を強調︑このため蜜全対策の強化ほか発電星盤の整備など各種施

参謀本部

は既存中立機関からの協力も得な

対策として新しく損爽鵡備金制度

面での配慰がなされるもよう︒

がら順次︑徐汝に安金性関係の各確立のためのビジョンづくりを進

でに七〜八件の総体的野件が串請

一行は同田午前︑菊胞趣治むつ
を創設する計噸︒新税制は︑例え

種研究をここに簗ゆさせる曹えで

資﹂として装いを新たにした︒鱈

以降融漁対象から外されていた二

市長に碧い︑門むつ﹂の安金性問

力各被の螢金難を受け︑国が政策

次系の例えばタービン発電機︑取

動鰍学業団のA？R︑FBR関係燃料確保をはじめ︑再処理およば
び企業が轡業新会祉に投資するよ

的なバックアップ︑とくに財投計

り替え燃料集合体など﹃国内で深

﹁発慰機器延べ払い﹂融資は継

融資額の増もさることながら︑今

画拡充により開発愚妹へ難局打開
を図ろうというのがネライ︒広城

第二両脚鎚所へのプロシェクト融

回計画では融懐比率がとくに発題

原子力に鰯億円藩論酌
通産省の昭和五十一年度財政投

および機器延べ払いの場含これま
での隈度鴎○％から一騒に七〇％

たこともあって︑諮論は次回にも

日の予定︒

ちこされた︒次厩会合は九月十︸

だが︑実験によっては瞬時鍛大で

層︑内径六ナ編綴規の小さなもの

はわずか三強KW︑嵩さ三＋八難

に役立てていく︒同轍の定格出力

よって欝られたデータを原子炉の

実験によ

が行なわれているもの︒すでに実

本原子力船開発事業団むつ箏業所

このあと一行は︑同日午後︑日

確認したことを明らかにした︒

れも開銀からの黛付け︶は九衝九

復活折衝

認めない﹂との菊池愚亭の慧向を
るよう財政豪局との

謝されるものは金て騙対象に盒め
だが︑ともに騒力各社の方針決定

へ引き上げられ︑このほか広滅開 關発地点となる諾ケースが謝熊取

を待ち︑異体化が閣られていくこ

に臨む計画で︑遍産翁筋は﹁困難

発や再処理への対処描齪を打ち出

はあろうが︑強力に鑑寒したいし

すなど国による助成の飛躍的拡大

とになろう︒

億円に比べ要求ベースニ・素語の

︵従来の粋組み﹃原子力発羅隔の

まず﹁原子力二二広域開発﹂

を図っているのが特憂︒

伸びで︑内訳けはそれぞれ原子力

十六偲円︒五十矩度の三百九十七

再処理事業も新規対象に

ると︑このうち原子力関係︵いず

融資計画が固まったが︑計画によ

されているもよう︒

めていく︒このため︑核原料や核

て工学試験センター︵公益法人︶

研究のいわゆる

込まれている︒原子力政策拡発のための概算自求額は鱈源特会分を除き八億五千九酉万遍︒

策の強化拡充を図っていく蕎えだ︒この一環となる財投計画では開銀からの黛付け一千億円近くが兇

藤

磐磯
通産省の来年度原子力政策の亜
点は安全性確保対策の抜家的強化
と原子力発電開発推進円滑化のた

めの墓盤整備一iの柱二本で︑そ
れぞれ安盒対策では軽水炉安全性
実証試験の拡充︑原子力工学試験
センター︵仮称︶の設立︑機器・
熱型等の改良標準化推進など︑纂
盤整備ではダウンストリーム纂訳
確立の推進ほか︑このための体制
整備をめざした放射駐廃棄物処理
処分センター︵仮称︶の設立など
が︑異体的施策の中心︒

化助成のための原子力発電機雛延
べ払い五再十八億円︑核燐縛四十

八億円︑再処理覇業ナ六億R︒投 名称変更︶では原電の敦賀︑東海

おさらい

安臥解栃や炉心構造体の設訓など
で・今後の

験は一通り終了︑データの蟄鞍置

ってこれらを確謙する誹画だが︑

早ければ九月中旬にも科学技術庁
から使周難燃が下りる冤込み︒

すこぶる順調で︑﹁あと二十團程

融したりするような箏故が趨こら

るためのもの︒﹁原子炉研究のた

TELO3（454）8521

東京都港区三田三丁目13番12弩

社
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まず安全対策1ここでは耐震 発電広域開発四百十繊鱈円︑国塵
性の検討ほか︑蒸気発生器やバル

どと取り網む計画で︑これら試験

初期性能ほぼ確認

験が繰り返され︑出力藪正︑勤特

NSR近
縫く使用許可へ
日本原子力研究翌翌海研究所の

度の爽験でデータはほぼ出揃う見

ロジェクトとしての運転が要謂さ

霞︑来国や仏などから国際協力プ

NSRRは原子炉反応度鄭故︑
酉万KW鞍懸の二十倍近くの出力

通し偏という︒＋月からの本格陶

ないよう︑実験によって窮前に︑

原子炉安全性研究炉︵NSRR︶は
性パラメータ測定︑申性子分布測

燃料破壌総総に先がけ︑綴織が初

めの原子炉扁とも呼ばれ︑これに

が岡のみならず世界における研究

部畏は︑NSRRによる成桑はわ

れている︒原研の村霊違安全工学

のようなメカニズムによって趨こ
︑

故轍に核燃料を破撮させそれがど

しきい値

どうか実験による璽前のチェック

るのか︑その際の

期翫画通りの性能をもつているか

︐
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な
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⑳

購読島上年中前金3000円

聞

産

力

米の電
力各社

約2年の引取り延期

擾期蜜定供

通告してきたという︒また十二基
外轟轟の分析が豪だなされていな

歯髄受理が運れていることや︑海

に公共資金擾助を与えるべきか②

ガス炉︵HTGR︶燃料と液体金

システムに係わる環擁影響の騨価

で︑その霊な業務はエネルギー︒

④APl嚢示認可工爆（6A、6D）

貿金聾助についての調腰髄街露を

うに︑本格的な商漿化をねらった

の形による援助拡張といったよう

公共協議脚務所の設罐︑または他

石建と憐報が数多く提供されてお

NRCは︑この調査報儀欝を関

でもない︑としている︒

ているが︑介入省へ公共資金援助

係当灘者に提示し︑再検酎を求め

を与えることが実現するかどうか

は︑議会の決定にかかっているた

属高速増殖炉︵LMFBR︶燃料

伸し︑放射性廃軸物施設の計画立

とその軽減を確実に行なうことで

しNG・石油・カス・パイプライン

ゼンチン︑韓国︑パキスタンなど

プロジェクトも手がけるなど︑相

米国の野水炉技術より進んでいる

り︑結論として同調査は︑資金援

ERDへの関係壱はこの点につ助決定は蕩えられているほど困難

ことは否めない︒

らノウハウを受ける︑または独自

あると述べ︑カナダ技術二二の可
能性もにおわせている︒

介入者への資金援
助問題調査で報告

米NRC め許認可法案の讐議の成り行きと

れる︒

受け継ついでいくとともに︑核燃

術部﹂が設躍され︑これまで同部

案︑蘇張醜研究︑開発と実証︑運

あるQ部畏にはF・K・ピットマ

腐温蕎圧・自動制御・べローシール

米国の露四濃縮工場建般を員指

は設翫の面でも︑運転巾の燃料取

開発する︑という二つの方法が
魑冒している︒またCANDUに炉

替えができるなどの特漉をもって
いる︒

またカナダのピッカリング原子

DU照基︶は良好な運転爽績を示

葬携︵至−四喪W︑C食

はこのほど︑原子力発町所の許認

米原子力規制委纏頭︵NRC︶ともに今後の議金の動きが注目さ

可手続きにおける介入暫への公共

しており︑これらを背蟹にしてカ
ナダが米国の炉メーカーと竸含し

料サイクルの全分野における業務

に関するものも含まれるQ

⁝前生産︒物賢管理部畏が就任し

もっともNE誌も︑だからと ずると強気だが︑国民の聞に原

門に属していた廃棄物書箱輸送部

炉向け燃料の再処理およびリサイ

転を蟹刑するという︒さらに商用

漂子力火力・宇宙・薩脱排脱・酸怨

ン備薔騒に若干の余裕が生じる程

すUEAのプラント立塘点︵アラへのCANDU売り込みを行な公
つ表した︒この調査は︑NRCの

前身である米原子力婁麗塞︵AE

痩とみるほうが妥当のようだ︒こ

ントンのボースベルグ︑ヒュー

与えることを検討するため︑ワシ

九四四年から五五年頃かけて建設

今回︑NRCが受けとった馬歯

ズ︑カスの三社に委託したもの︒

聾では①政策愚説としてNRC

当の璽水炉技術をもっていること

還︑ナトー3ウム冷却のSDRのよ
は︑許認可手続きに係わる介入薔

であり︑天然ウラン燃料︑漏水減

のうち五型が雨水減遼︑唖水冷却

されたプルトニウム生産炉十三塞

られるが︑もともと米国では︑一

U技術への閲心を画めているとみ に係わる介入煮に公共資金擾助を

こうしたことが米国のC儀NDC︶が昨年十一月︑許認可乎続き

ているなどの璽囎もある︒

バマ州ドーサン︶

罵

鱗︐・・

疵

のため濃縮ウランの安簿供給とい
うことを考慰すれば︑第圏ウラン

第四騒騒の建設をはじめウラン

ってくる︒

濃縮工鵬の早麗な纏工が必要とな

ことに踏み切った背贋には︑米国

縮役務の糖蜜を一回に暇り読める

濃縮珊藁に幽間企藁を腰縄させる

会に法案を提出してその懸隔を慶

の鱈力各社が入金調遼難から原子

謂している︒これが諏められれば

ため︑フォード大統領はすでに議

に憎いっている瑠態を救済すると

遡遇し︑経済的に憂慮しうる状態

ガス拡散法ウラン凝縮工燭建設を

頃指すUEA︵ウラニウム・エン
リッチメント・アソシエーツ︶計

いて璽ましい代考案があるか③介

な介入者への醸接の資金腰助につ

入者に公共資金援助を与える決定

も面輪だ︒しかし︑当隠すでにガ

などについ︐て︑法的︑行政的︑予

が強くなるわけで︑大統領法案に

縮ウラン燃料をべ⁝スにした猫型

たことは︑一九八O無代初めとみ 画・さらには託言分離法のセンタ

を握向したのとは対照酌に︑濃縮

ことは何かーーの三点が盤点的に

調登されたという︒調区報籔磁に

鱗的に愚慮されなければならない

ス拡散工場を持っていた楽国が濃

がら︑講評は原子力発囎計画に

CへNDUのエンジニアリングは
よると︑規則作成手続きにおける

炉路線を追究してきた︒このため

ウラ

工塀を持たないカナダは︑麗瑠な

対する議会の対処が注目されてい

より効率的に利用できるため米国

っていないと伝えられている︒

ュークー3ア︑ギャレット・コーポ るが︑今のところ審議のメドは立

初め︑米国へのカナダの原子炉技

のウラン置鼓期闘を先に延ばせる

RDへの関係者は︑﹁カナダは米

究について︑AECL側の斜向を
という点にあるようだ︒蠣曇ハ︑E

術樽入の可能性検酎を含む共岡研

が︑現状ではE魏Dへの濃縮ウラ の三計圃も実施に移される可能性

米国︑CAN
Du炉に注目

打診したが︑このほどフォスター

対する識会の承認︵景雲︶を求

けにはいかないようだ︒

ながら︑インドはもとより︑アル

を単一部に統策することになる︒

炉研究關発部から移管された縄温

りHUH開V周彫H§寵り彫UロロOMU駈M腫︶H口V昌りH詞V翻﹀むH目き口H目V日H口︶M目VHり

同局の機構を一部改革し︑核燃料

DA︶のシーマンズ擬宮は先頃︑

国内のウラン資源評価︑ウラン濃

米エネルギー研究開発局︵ER でに行なっていた機能を拡大して

わたる議会の籔疑があった︒政

サイクル閲係機能の強化︑拡充を

縮の拡大業覇をはじめ︑放射性廃

子力が定窯するまでにはまだ階

は廃止︑その機能は﹁核燃料サイ

業﹁費塞

株nω④ω
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東本工人

都港区

力発頭酬碓殴翫画の大蟷な遅れに

ERDAの暫定集計結果

現象を示すものである以上︑濃縮ウランの

によると︑侵期固定騒方式による
の契約命については︑既契約を変
いことから︑確契な鼠賊繕累が出

加との共澗研究へ

デンとはかなり趣きの違う論旨

めなかったが︑そのことへの環

もうひとつ︑フランスと並ぶ

なく︑また介入者を壌柔するもの

いて︑もし豊国がCANDU技
な術
ものではなく︑こうした決定は
べている︒同噺にERDへは︑C
を櫟関するとすれば︑AECL原
か子力艦業を屈従させるものでも

同騒の発躍を行なっている﹂と述

国のほぼ七〇％のウランで米国と
来エネルギー研究開発局︵ER AECL総裁がこれに周煙したた

が交わされている︒討議は夜中

魔グループの非難もすでに表函

誌︶原子力発電計画のストップ

欧州の原子力推右派ースペイン

濃縮隅要の抑制効榮などの点にも

︵CANDU︶技術に関する共C
同︽NDU炉に対する現爵点の
A漕DU炉の建設雛︑建設期間︑

︵へECL︶と天然ウラン量水炉きた︒

Dへ︶は近く︑カナダ原子力会社 め︑為体化の覧通しが強くなって

櫃源を士台に一躍して蟹水

ー︒アソシエーツ︑エクソン・ニ

荷炉心引き取りを約拙影繰り延べ

来国の濃縮顧客の多くが︑初装

米エネルギー研究關発周︵ERDA︶はさる六月︑聡力各社などと契約済みのウラン濃総役覇につ いう愈鴎があった︒
いて︑原子力発罐日建殴計画が大地に遅れているため顧客に既契約を変量する窪し出を認めたが︑今
月十八日の変更孚続き遡告期限を過ぎた段階で︑米圏内炉九十六基分が農期固定羅方式契約による初
装荷炉心の引き取りを平均で二十三か月繰り延べるよう求めてきた︒鰻縮衰容のこうした二塁樹炉心

一時的遅延

ウラン濃縮役務契約を結んでいる
随しないとの通告があったが︑残

か月の延期幡を求めているもよう

も繰り延べるとの見方も出てくる

引き取りの繰り延べ要謂は︑ERDAの濃縮ウラン予備生塵闇闇に余裕をもたせることになるわけだ られる濃縮ウラン鯛給の端境期を
が︑こ れ が 原 子 力 発 認 開 発 の
給躍という観点からみれば︑来圏の第四ウラン濃縮工堀の早急な旙工が待たれるところだ︒

来國内灘は衝三十五麩あるが︑そ

りの二藍についてはERDAに何
るのは蛇のことになりそうだが︑

に欝があったという︒海外からの
ERDA筋が簗聞した暫定縫粟一懸が既契約の変腿を践RDA通

のうち①九十六塞は初装荷炉心の
の難轡もなかったようだ︒

初装荷炉心の引き取りの繰り延べ

引き取りを平均で二十三か月繰り

圃定騒騒武による契約は百十三四

一方︑ERD在と海外顧客とのを望む顧客は︑三か層から二十煕

の分離作業黒き取りを一年間調
だ︒

延べる② 二 十 一 甚 は 再 猿 荷 炉 心 分

六十七墨分について何らかの形の

分とみられているが︑そのうちの

抑制

の三時まで実に九躇問に及び︑

化しており︑フランスの秘境論

論翁のひとつの劉薩物は︑小

ではひとつも出なかった︒いつ

やモラトリアムへの要求はここ

負

ER D A が 契 約 済 み の ウ ラ ン 膿
研究に魑手する︒ERD氏は七月米国の関心は︑この炉がウランを

を求めており︑これら合謝酉二十

魑する⑧ 四 基 は 解 約 す る ー ー こ と

までの
の影響だが︑激しかっ

二十五人もの愈兇が落雪された

争はまだケリがついたというわ

安

全講争

︵ニュ

はもちろん

た反原子力キャンペーンのなか

が︑

型蝉による地域暖麗のアイデア

＼

で︑ともかく原子力二進の線を

ークリア・エンジニアリング

載までのエネルギー成擬率二％

が生き残ったこと︑つまり大型

驚くべきことに

あるという見方もできよう︒

維持できたのは︑政府の成功で

注窩されていたスウェーデン

な経

長率ゼロという

禁欲的

営

もは

れた八五年二千二筥万KWへの

でも︑はじめて公式に打ち出さ

炉︵パルスペック三号︶による

を

り一の名をあげ

行なった︒この機構改華によると

のべ︑J・キュ 拡大計画をめぐって︑五時間に

確儒

な共塵党白石

済見廻しを酊握にしている︒そ

までが︑原子力への

．

NP成長窪籔％をベースに新

府が示したのは八五鐘までのG

原子力部門の生塵・物贋管理部の

た・

部擬にはF・P・バラナウスキ

てフランスのエ

たに十四墾を追加姪設︵八一黛

旧物の取り扱い︑附蔵︑処分を抵

ネルギー政策上
の原子力の必要

機能が拡大され︑その名称も新た

発籔安全論争に一応終止符

反政府的

たことで︑一感のピリオドが打

四都爾蕊とめての地域暖腿の検

たれた︒

承認されたのは藻しあたり二
基︵フォルスマーク三︑四辱︑

で︑一九八五焦の原子力般舖は

各九十万KW︶だけの追加 建 設

現に建設︒運転申の＋塾を加え

に二墓︑八二年以降毎年三帰完

置された環境籔理

一方︑新たに設

性を醐めた︒つ

に﹁核燃料サイク

金部門の能力を強

技術部は環境・蜜

いって環境主義巻などの反隈が

周がかかると覚えそうだ︒

クル・生産部﹂と﹁環境蟹理技術

赴@構の一部を改革

核燃料分野を強化へ
ル・生産部﹂と改

ろう︒検討雪颪が饅ければ︑原

討が今町の計画に入っだことだ

ンとは対照的な加速翫醐︒政府

力に批判的な国民へのスウェー

成︶しょうという︑スウエーデ

デン政閥の問いかけだったが︑

ンセンサスがあたかも成立した

露力設備の一二分の一の線にとど

まり︑原子力推進への政治的コ

まる︒八五矩以降については七

称された︒また環
にとっては実に

境︒安全部門に新

子力計画追加の孚がかりになろ

画を縮小し︑他地域をふやすな
うし︑スウェーデンでの地城暖

は反対の多い地中海巌などの計
識会では与党の社△奮凶主党のほ

なセッ
か︑保守党︑中央党もこの経済

なくなったわけではなく︑総論

化することが狙い

ら二十詩層の近顕離にあるため

蟹成の共産党も実は開発スロー

荷益

八年ころに醗画作成が必要であ

ションだったわけだ︒

かのように見え・フランス政府

り︑パルメ首相もその蒔点での

このサイトがコペンハーゲンか

房購票の比璽は非常に大きいが

しく﹁環境醤理技
兜通しに盤成し︑反対は共産党

デンマーク側からその反対の動

︐までに十五基をこえることはな

政雇の読みは蜀面この程度で

きもあるようだ︒

た︒

水炉向け燃料に画するもの︑原子

ン前廃棄物管理輸送部長が就任し

皐翻しておけば︑再検討時期の

改称されだ核燃料サイクル・生

に謙され︑これら渠務の中には軽

七八隼までには運蔽実繍もふえ

ダウンを要求しているので︑政

産部は生塵・物償蟹理部がこれま

クル技術の開発︑実証叢務が新た

ある︒これは九〇年二十四塞と

ともあれスウェーデンの論争

している︒九蒔閣も議論をしな

府はそのことを忘れるなと驚無

部﹂に移管された︒

いうひところの見通しに比べて 廃粟物処分手続きも整幡される

フランスの議会でも︑スウェー

は影面一段落したが︑岡じころ

︵K・K︶
ので︑原子力拡大の蝋越も生ま

431−
833−
313一

タ

鰯

壽

技徳

質国忌がなされておりぎ、す。

越雪業所

会社

工

平田ノ

と認われていました。
しかし、rl班コ流体には余り適さなかった
のです。それを、61kg／cm2という醐斑で、

蹄

れるだろうというにある︒ここ

この原子力計画は︑一九八五

大幡なダウンと書える︒

が実は、バルブの心臓なのでゆ。これが、
90度11犀1転ずる度に、流体のON−OFF首
飾かできるのです。ボールバルブは構造
か簡単で、操f含し易く、理想的なパルプ

▲

魎

叩

21力

★萬麗ガス毅鋪斌験製遣認定寧繋所（認定No

取り出して兄れは、輝の畢宿bない孔の
明いた令属のボールですが、このポール

主な製品

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

灘
状

どして︑原子力はあくまで懸進

の劇的変化がない限り︑九〇年 などの一部少数にとどまった︒

孚蕊しを認明しているが︑状況

墓︑約九百万KW ︑ 全

原発2基追加を丞認

れでもいいかというのが︑原子

な原子力発鰍翫画を承認し

の安金論争は︑議会が
︵年︶︑その後九〇焦までは成

（23）

控え

Z

しかも、原チ力胴バルブに作り上げ、全
気圧シリンダによる臼動操作を亮成しま
した。原子力発受所のバルブ耐圧部につ
いては、設計響命30〜40年とされ、駐日
および水平繭方向の、地貸壮重等の検討
も要求されます。これら、酊久重の考慮
と同時に、原子力用バルブの大きな特磁
として、塵故の皆竣を追求し、高度な品

恥

「

一

灘

世
かろうというのが大勢の見方で

味．

て醗十

」

（2）
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五年間60億円投じて
民聞に試験委託︑国が評価
逼醗雀は︑軽水炉の醤頼性爽羅調査の一耀として昭和薫十鋸度から五か隼聞におよそ六十億円を投
じて磁気発生器の倦頼性実盟試験を実旛すべく検討を濫めていたが︑十九日開いた学識暫六名からな
る﹁蒸気発生羅儲頼性調査婁綴会﹂︵婁踊獲・内田秀雄東大教授︶初会合で実施副画の大筋を決め︑
五か年計画の実籔的なスタートを切った︒実証調壷は民閤に婁託︑調査蟄は雌源開発促進対策特別会
謝︵醗源議会︶から原子力発電安全対策等委託鑓として交付されるが︑初年度の五十隼は八億六千八
颪万円があてられ︑近く委謡兜が決まる見通しである︒

メンバーは︑内田委農畏のほか︑

灘木成文策工大教授︑都嗣泰正東
大教授︑久松敬弘簾大教授︑大塚
唯男聡中研エネルギー環境技術研
究所桑苺畏︑伊藤伍郎金材研科学

藁蓑雀は︑蒸気発二尉信頼性調

研究宮の踏氏︒

査委颯会に続いて︑九月中にも耐
震信頼性調翼長鰍会︵仮称︶を設
けて︑耐震性の翼舐誠験調査に魑
手したい慧向である︒この翼趾試
験は大型二軸同聴加掘台を用いて
原子力機器の耐霞性を翻べようと

か︑フレオン熱流勤試験遊羅を用

の堆横状況の調査試験を行なうほ

れる︒

と経螢を折半負担する方式がとら

峯力安全対策補助金を兜当︑民間

するもので︑国が躍源特会から原

酸ソーダ処理条件︑コンデンサリ
いて流動試験を鍵施する︒

って︑ボラタイル処理条件︑リン

炉の安全性を翼列して原子力溌羅
τク時の試験を行ない︑蒸気発生

蒸戴発生雑償頼性調査は︑軽水

立地の円陣化を図る旧地から︑国
器内部の腐食現象と循環比︑周部

今後の原子力発慰開発にとって

後の礁三二と物量・労欝の急激な

ノ

@原産原動研痂が資金試算

N間に14兆円必要

蒸気発生認儒頼性調査婁蜀鼠の

が実綿誠験の璽本的な方向づけを

五十三駕には︑さらに総舎腐食

濃縮との閲係などの認査に魑手︑

見地から大がかりな箆慮しをしょ
シミュレーション試験装麗により

するとともに︑民闇に醐査を婁託

うとするもの︒関顯露力鍵浜原子

五十四年まで継続する︒

力発電所の蒸気発杢器トラブルな
に模擬した長碍間腐食試験を契騙

蒸気発生器二次側条件を実機並み

して結粟の脚価を行ない︑技徳的

どを通じて国民の聞に原子力発耀

箭場の狭陽化傾向などから︑資金

や世界的な多気の後退に伴う金融

調達が今後の璽饗飢民になるとみ

上昇がもたらした企業収支の懸化

題について︑臼本原子力王業会議

て四や九緯度の調査研究として資

なることも予想される閲発資金問

の原子勤力研究会︵大山松次郎会

金予測を誠みた︒

立地問題とともに開発制約要國と

盆︑隣接蟹にどういう膨響を及ぼ

長︶コスト・グループは︑昭和六

伝熱管に穴があいて破断した棚

し︑腐食要爾の調査にあたる︒

の儒頼性確認の必要性が掴摘され
すかについては︑五十三母度に伝

十薙までの向こう十年闇の所要総

ことから︑鍛近とくに蒸気発生器

ていた︒

る猷画で︑伝熱響破断現象と唖出

熱管破断誠験装麗を屠いて調査す

委鍛禽︵EI︶想定憤に塞いて︑

嗣センターは︑県内六町に設隠し
た放射線モニタリングポスト十五

科技庁島根原子

テレメータ・システムのほか︑実

定値が漿巾三三できるようにした

測袋認三基から送信されてくる測

開所式が︑篇十醸︑松江薦殿町の

工会議所ビル内︑新井実所撰︶の

宮事務所︵松江帯殿町八番地旧商

科学技術庁島根原子力趣絡調整

力事務所も開所

験察︑謡講蜜︑展示蜜などを備え

鵬根県県民禽館で︑生預豊閉科技

鐡︑ダストモニター㎎基︑気象観

地充の人たちの原磁力に対する理

事︑地元関係薔ら多数が出席して

庁原子力局長︑恒松制治励根県知

落成式には佐々太科学技術庁長

解増進に劉与していく︒

社摂︑墨井榮北鍛弓隠年長ら約颪

源エネルギー還魂密︑田中藥電副

境モニタリングについての助言な

村との連絡調整にあたるほか︑礫

なぐパイプ役として県や関係甫町

岡略務所は︑蚕業と地元とをつ

行なわれた︒

五十名が出煽︑開所を祝った︒木

窟︑渡辺通産雀政務次宮︑増田資

レメータシステムにスイッチを入

村一口県知研があいさつのあとテ

多ヨー多多一

多

一

どを行なう︒

橿島興が双葉郡大熊町に完成し

葦玉

二罵

た禰崩県原子力センターの新築落

多

玉二

安全毒忌を確立するための評価検

多 f玉

れ︑オープンした︒

きるものとし︑その共同開発に

玉多

は︑場禽によっては原子力立地の

多 玉 二玉
多

成式が︑一一十臼午後行なわれた︒

所建設をとり家く厳しい現状を打

ガス炉喜入にあたって︑わが騰の

予髄蜜全毛筆は︑GA社の高温

量に入った︒

広城開発の地点ごとに鱈力禽祉が

開する観点から︑電力会歓闇の広

協力して共同の新会社を作ってい

楽に則した隠題斯の概念設計を行

立地礫擁条件︑安全塁蹴︑耐幽基

るが︑関西引力の芦原義蟹会長は

く方武も︑新しい広域運営の一つ

域只同開発の必乾性が鴫ばれてい

二十一日︑大阪での配薔団との懇

として諾えられる一との所見を述

うとするもので︑霞発とGAIは

ない︑安金性︑信顧性を確濾しよ

談余の庸上︑この問題にふれ︑軽

べたもの︒

昨週二月の契約締結以来︑東禦と

サンジェゴで四線にわたり両社舎

めてきた︒△髭六月の契約完了蒔

ターナシ諭ナル社︵GAI︶とのにGA︷から最終報告騰の提示が

米セネラル︒アトミック・イン

蹴発︑GAI報告もとに 同の技術検討会をもち︑作業を進

独自の安全設計
評価検討に着手

水炉出力規換の規格化を進めて経
験を秘むことによりトラブルのな

になろう︑との薯えを明らかにし

い原子力二二所の共同開発が司能

これは︑世界鮒に安全性につい

た︒

ての実証のある軽水炉で現在起こ

ることから噌雛は八月十五闘まで

閥に八十万KW級高翻ガス炉懸鯛 あったが︑一部に邉加補正を要す

期隈を延ばし︑妻田︑改めて受領

っているようなトラブルを防ぐに

所予備安全設蝦蟹約を結んでいた

このほどGA︷の鍛終蝦告轡を受 したもの︒撃発では同蝦笛欝につ

それぞれ八十万KW︑百十万KW
醒源開発会社︵両角農彦総鍬︶は
け取り︑これをもとに囎発独自の

は︑軽水炉を煽二水型︑沸騰水型

級の二機種︑含計四機種樫度に規

システム設翫の確立︑シーケンス

接製鉄パイロットプラントの制御

▽トータルシステムの研究濃

力﹂をテ⁝マに︑二十四醸︑京都

れた︒

二十照日から三日間︑京都で開か

人々による﹁反原発盒麟集註﹂が

原子力発懸計画の檸止を訴える

／

●
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駆脚跡広
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で行っています。

また五十五葎から六十五年濠では
この想定値をもとにマクロ想定し
て關発灘を試籔しに︒この結菓六
十無慶宋の原子力開発羅を五千一

爾万KWと毘込んだ︒そして︑こ
の開発規換に沿って建設資金︑初
袋荷燃料資金およびウラン精鉱︑

を︑それぞれ前提条件を設定して

澱縮︑再処理などの先得投資資金

郷出した︒

予測結累によると︑昭和六十年
末までの今後十年闘の累積総驚金
羅は十四兆六千億円で︑内訳は発

二％︶と圧倒的シェアを占め︑次

電断建設資金が十兆五千徳円︵七

いで取翻燃料二兆三千億円︵︸六
％︶︑切装荷燃料一兆二千億円︑蛇

行投影ハ壬ハ酉億円の順となって
いる︒これには安全研究や新型炉
への開発投資などは含まれていな
い︒潤た六十年差卑度でみると︑
総所要資金はおよそ二兆円で︑建

設資金はこのうち六五％を占める
と予測している︒

こうした膨大な資金縫の調達に
は低経済成藁蒔代を迎え︑かなり

ループでは安金研究や新型炉闘発

の至難が予想されることから岡グ

には政府の薗接投資が強く望蕊れ
る︑と指摘する︒

原発広域共同

開発で所見

格統一し︑より安全で継続運転で

いての評樋検討結聚を隼内には関
立地︑蟹金確保など原子力発掘

黄原題躍会畏
年頃では第四十六回日本電力調査

なお︑立地については候補地と

係富庁に伝える騨定である︒

して岩手県下閉憐郡田老町摂待地

とみられている︒

京都で反原発

分析によるパイロットプラントの

幽門会同で集会を開いたあと︑二

全国集会開く

趨動︑停止解析用ダイナミックモ

費（

の安全牲に対する懸念が出ている

面田翁では今暁から三圏の予備

磯金盤を試簾︑

▽還元鉄製造養躍の研究シャ
フト炉シミュレ；ション装羅の麗
元実験による操業条件︑醤兀時間
などの関係の把握︑冷却方践選定

プ破断試験︑各種野囲気中の高溜

デルの作成などを巾心とするシス

会と総播漿会を開き﹁原発極止の

十五︑六の両日︑京都大学で分科

にあたっての問題点の披餓など︒

精性自験装麗の整備などのほか︑

テムエンジニアリングの開発︑研

N度予算要求

各樋合金についての愚痴累箇の製

究開発の運常システムの冤通し︑

択して閉会した︒

運動を強めていく﹂との窟雷を採

﹁生存をおびやかす原子

▽衡湿断熱材の研究アルミナ

作︑溶性実験など︒

する管理システムの悶登など︒

運営上の閥題点の摘出をはじめと

蜘ノ榔二書映区銀撫4−1｛1一一茎

聞

力
検鯉ムで調査の実施方針などを誌

千懸円の開発資金が必要﹂との予

原子力開発醗の罠樋しは五十四

めていたもので︑実証試験計画で
る試験を行なう︒

流体による隣接響のカイ食に関す

﹁およそ十閥兆六

は五薙闇に①熱流動要園②伝熱管

測繕梁をまとめ︑九月遅鼠︑獺京
に・その他の項囲については原乎

豪た︑叢十四年魔には大型熱流

破断現搬③腐食蒙囚︑について調

通産鐵は︑工纂捜術院の大型プ

・平河町の都通府県会館で開催の

査する︒

動旧懐叢麗を用いて管群防振支持

区の名があがっているが︑まだ可

デルの変形実験︑破壊実験をはじ

験など︒

二次系ヘリウムサーキュレーター
ロジェクト﹁賜温還元ガス利網に

の冬作を倉む高濫熱交換システム

同研究会年会に報告する︒

力製鉄研究組△口が婁託を受けて璽

部︑バッフル近鍔の熱流動日動と

能性を探る段階といわれ︑同町に

まず五十一館度からは︑部分腐

▽選元ガス製造装躍の研究水
よる臨接製鉄法の研究蘭発﹂の昭

設翫奉法の確立︑高温へ13ウムテ 蒸気改質袋麗実験プラントの設醗

同グループは︑石油ショック以

点朗に爽施︒昭和五十三蕉には熱

管軸部近擁の流鋤分布とスラッジ

でには今後なお鋳闇がかかるもの

隈らす最終的な立地定定に負る蒙

食シミュレ⁝ション試験綾澱を使

研究など︒

製作︑建設工事とそのための運航
金属材料

ットプラントの概念設計にまでも

出力五十MW級の薩接製鉄パイロ ストループの設計製作など︒

技徳研究所における大気申タリー

▽鰯耐熱合金の研究

項目︑約三十九億七千万円を頭求

和五十一奪度畢騨として︑六研究

っていく︒

っせいに始まった︒今矩の受験串

する方針を間めた︒この原子力製

一＝：一＝一二二一＝＝

叢終素管製作など
＝二二楠一僻幡＝二備＝薗

め各種状況下での腐食︑強度実験

ス系断熱材についての各樋特性試

シリカ系繊維状断熱材︑石葵ガラ

像｛｛凝））タ茎5−b2b1

モニタリング集申監視設備も

込蓄は一万一千覧薗八十一一名︵第
一繊・四千六翼四十一﹁第二種・

画は昭和四十八年にスタ⁝ト︑昭

鉄大型プロジェクト第一期長期計

和五十三年までの六年閥に七±二

六千九酉四十︶と︑昨館の簸多配

億円を投資していく計画で︑五十

録一万一千二箇三十九名をわずか

ながらも更新︑いぜん根強い入気

テム開発を加えた研究六項目に分

管理システムを禽むトータルシス

を無心とした蕎温熱交換器の構造

営碁所札幌・仙台・名

》3）胆1一ど1q三

曾（｛匠｝）488一ご50ユ

人販巾化【ズ水梨町婁6

論㌧キ株式会祉

福島県原子力センター開所

原子力製鉄に40億円
工技院

▽高温熱交換器の研究

点研究關発項目は次の通り︒

昭租五十一隼度に予定される黒
ス製造蓑亀︑還贈位製造臨写の研

け︑超耐熱含金の材料誠験研究は

安全駐の騨価手法の確立︑一次系

部分モ

究にシステムエンジニアリング︑

超耐熱合金︑熱血断熱材︑還元ガ

発の基礎となる︑爾温熱交換羅・

長期計画では︑添接製鉄技術開

⁝制度はその㈱隼闘にあたる◎

を物語っている︒二十七︑八両田

嵂¥露が行なわれ︑禽格轡犠は

の第一樋に続いて二十九日には第

十二月上旬の宙報で石動される︒

なお昨年京での放射線取扱霊任
管免状所荷薔の合計は︑第一種五
千八百十四名︵認定を含む︶︑第
一蕪m九千囎芭︷ハ十七名︒

試験場に向かう受験煮たち︵二

科技庁金属紡料技術研究所が中心

考慮し適切な設計条件を殺諾します。

⑧放射性廃東物処理設備

40

媛庵卿ピ賄rl聾杭瀬一其み1−1

σ取研JP【）R動燃詳多処理工場間輸送用，

◇配管系の解梼は、独自に開発したプログラムによって安全、経済姓を

u，分離精製技置

◇設計、製図は虜新設討製圓システムを採督しています。

木村化工機

KKIO型使用済核燃料輸送容器

③Pu，

、、

理解増進に寄与へ

直和五十無恥の放射線取扱主任

諺i鱒

管系支持装置、 油圧防振器

⑳核燃料加工諸設ll；1；

@

者誠験が二十七日午前十蒔︑仙台︑

鞠こ譜㌔♂精噸

放射線取扱主任

∫碧
海

聾淋師

◇原子力発電所陶けに最新の規程、規格に準拠し、製作は厳正なQA下

諺

栗東︑大阪︑福囲の金国四会場でい

雫勢魂

赫土 L場
人阪h裳部
東暴支1占

燃料饗索4本入，欝欝25屯）

認嚢器響

配管系の支持と耐震に

核燃料サイクルの一端を担う 調憲5

10
十七日︑粟京・膏山学院大学で︶
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ﾛ麦ウンは︑時代の魏空の禺ではない︒いかに癒︑能

姿勢と心細がなければ︑いかに麗

反映きせ︑どう組み込むか︒その

襲に曙町された公聴会といえど

ｿ繕舗区麟齢蝶湿触熱闘冊

署

にすぎない︒そもそもイエス

はずれ︑枝葉末節の法徳テク一一ッ

﹁聞き畷く﹂でも成功しない︒フ

公聴会は﹁謡いっ放し﹂でも

いる︒それは日本のエネルギー問

ない︑ぎりきOの題四際まできて

射射

照照

験託

試委

原産セミナーシリーズ以

放射線照射の利用

村主

説；：・：： ・・天野

吹@需

讐■

需

組

︐璽

昇開

進氏

正雄氏

・参加費二万五千円︵原

産会員﹀・定員30名

原産・業務課︵105︶﹁〇六五

詳細は次にお問合せ下さい︒

雛

醗ホテル東海クラブ︵茨城県東海村︶

醗9月︸0臼︑11日

◎原研・動燃・熱電の東海原子力施設の
視察も併せ行なう

・：⁝⁝能沢

④安全性研究の概要と課題

⑧原子炉安全の基本⁝：

⑧総

原子炉の安全対策の基本から最新の
安全性研究成果に至る総合セミナー

ダ

財団法人放射線照射振興協会

と﹁拒田植の碕蕎の閥に爵点点

セスなのである︒

を模索する激しい属霊童磯のプロ

かノーか単純に黒白がつかず︑オ

昭和元禄︑愚心芝

あくまでも場内で地域住民と設齪

落間待ち ではいつまでたって⁝人の程度に大達がある︒場外を慧
一
も解決不能で︑技術と祉巌との協
識したスタンドプレイではなく︑

も︑しょせん

力が必要である︒公聴会への期

過表霊園かのスローダウンを経

回のものは性格が巽なっている︒

験した日本の原子力であるが︑今

ール︒オア・ナッシング︵すべて

からこそ公聴会開催が要撃される

クに走るのは邪通である︒蟹成︑

フ

予370−12

厳本原子力研究駈内
O273−46−1639

た大衆鯵加の隠蟹民主制ではな

薔が本人岡士︑対謡する公聴会を

これ濠でのものけ開発ペースが薩

待︑役鰯︑機能もそこにある︒

い︒難題の所在をた費ねて愈理

原子力叢開会は一昨葎︑地元住民から生まの餌を聞くだめ原雛公聴会を制度化し︑禰鵬南で

か無か︶で性癖に聯が決められぬ

のである︒地象住民からさらに旙

稻黍変われど主変わらず︑所変

心がけるのが繊維である︒

われば品変わるとばかりに︑同じ

せるPRとの接点にも当然︑配慮

を広げて国民に問題点を告げ知ら

の足踏みであった︒しかし・現在

論争を各地で繰り返すのは︑蔭間

すぎて︑疇代に先行しすぎたため

の浪薇である︒配録を極力濡罵

的︑現異的な解決手段を提璽し︑

譲論の自由の封殺は轡虫主競の自

積み上げ方式によって﹁多数決﹂

殺行為である︒場外の示威による

た︒いずれ還からず第二回騒も開かれようが︑この原発公聴会のあり方をめぐって﹁雷いっ放

般佳民︑依頼騨門蒙が出席する︒

かなければならない︒

に︑警めから公聴会を設計してお

でも地道に籍実に雀与しうるよう

護るなら︑﹁なぜ不安で反対なの

﹁絶対安全を誕明せよ﹂と相手に

が必要である︒蟹態の葉蘭に一歩

私権に関する聯項は薗接裁判所へ

なければ︑公聴会は存在愈挫がな

し︑一事不再理に努力すべきであ

匡力や場内のヤジなども避け︑正

冷却器躍︶などの安全性︑放射線

い︒

る︒挙証籔任の所在も︑問題た︒

出訴できるので︑公聴会では扱わ

策崇徽力畿第二原発毒機︵BWR︑出力百＋万KW︶を対象とした第面公室薯開い
し︒白きおくものだ﹂﹁技術聞題に片樹りすぎる﹂など運胴上の多くの枇判が出されているの
も麟実︒立地難打開へ不可欠のものとなってきた公聴会一■甲央・地方の二部制を霧えるなど

原子力婁興会でも再検討が進められているが︑今回は臼本経済紙墨論説委員の堤仕落氏をわ

どの公聴会を
選択するか
被曝の避伝的影響︑温排水︑漿観

ずらわし︑その果だすべき役割︑機能︑形態︑ルールなどについてこ愈見を診せてもらった︒

ギー︒環境・安全を区別せず︑何
原子力開発に当たって︑公聴会

ない︒最近はECCS︵緊急炉心々堂々︑鱈諭と条理を尽くすので

期待は幻想である︒公聴金にそも
もかも一緒に同じ土俵でとりあげ

その形熊一

石演危 機 で 代 替 エ ネ ル ギ ー 開 発
そも何を期待するのか︒厨的︑機
などが象点になることが多い︒ソ

不誘実行︑問讐無硝型の日本人

が急務な の に ︑ 田 本 の 原 子 力 聞 発
を必婆とし︑すでに灘署している

に公聴会は︑なかなか慣じみにく

るマーケット︒バスケット︵賢い

か﹂みずからも根拠を示さなけれ

能︑役矧を限定し︑響錯誤の経

公聴会はあく豪でも当郭番同士

は行き悩んでいる︒先進︑後発︑

運でも原子力発至論の立地にノー

い一面をもつ︒まして穏手を熱い

国は臓本ばかりでなく︑他にいく

ば無痛任である︒蟹否の閏の多さ

物かこ︶方式はいたずらに類態を

の対語が原則である︒譲国の公聴

験によって学びながら絶えず苗逸

賃かすことを闘的としない碓設的

藥西爾北 ︑ 資 本 主 幾 に 共 産 圏 ︑ 申

や大きさが問題なのではなく︑双

ベル騰作憲ショーロフらが反対︑

︵1一資源エネルギー庁原子力発電 彼を罷めた特別蚕興会が構成さ

方がより正しい狸解に接近し︑よ

つか先例がある︒その現状は別衷

幣に聴っているという︒原子力発

混乱させ︑論議は不毛である︒原

会はすでに弁議士闇の代理論華の

子力婆員会の關催する公聴会は陳

発二十二隼︑窟蔑二兆円を投じた

な諸点は不得手である︒だが︑關

する漸近法をとるべきである︒民

りよい慧思決定を行ない︑より適

主霊義の要︵かなめ︶としてその

顧所の建設や運転の傾止を求める

藁塵鐡国でさえ原子力の比璽を軒

れ︑公開討論と実地調査のうえで

並み引き上げているのに︑ひとり
機編︑罐力新報社刊門原子力発露

子力行政一般にわたるものと︑安

日本の原子力野島はもう公聴会な

存在講義︵レーゾン・ゲートル︶

切な対顔を講じられるようにする

わが国の み 開 発 灘 標 を 逆 に ス ロ ー

原子力モラトリアム案も約二＋の

全審査すなわち特定地点への原子

納得させた︵モロホフ国憲原子力

を何人も疑わない圃会でさえ今臼
便聴﹂による︶の通りである︒

ダウン︵鈍化︶させている︒何が

ある︒

日本の公聴該は原乎力婁貫会の

﹁環境﹂門安全﹂などの蟄点から

くしては立地問題に突破口を描け

現行の原子力公聴会にはいくつ

る︒

かのタイプがあり︑国情と政策に

のが︑公聴会のねらいなのであ

囲を隈縦し︑後者も他の地点や炉

炉設腰許司に関するものに逸書範

州議会に提幽されている︒本来の

公聴会灘入が定翻するまでに槽当

なお完全とはいい難い︒新欄痩の
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