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国際信胴失墜を懸念
平和利用に影響も必至に

行しなければならないことは翻明

が進む一

ある︒とくにNPT批准によってして各樫新規契約締籍など次第に

かなりの期待と努力が払われたこ

予測となっている︒

年度の三︒五八倍とかなり堅調な

核蓮台逆用化までのR＆Dストラ

炉にいたる開発路線の再検酎など

力問題を冤醸す資料として・ひ
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努力をし︑ユーラトム並み葦察ほ

実︑例えばカナダ政府によるイン

は批准引き延ばしが結果としてわ

こうした形での

の理で︑その際︑NPT未批准が

調整工作

八倍の伸びに低愛したのに比較す

業全分野の研究投漬が実贋○・七

悩︶︑罎気箏業の支出高は三千四

とを物語っている︒

ろくこ湧用いただけるものであ

門R，

持などで窩民をあげ異常な承での

かその運用に伴う最悪国待遇など

全面的に採用︑国際原子力機関に

かち鰐てきた︒わが国主張がほぼ

よる他に例をみない鍛大限譲歩の

にもかかわらずNPT批准は据え

精果として描躍されたものだが︑

竹刀かエネルギーかIl︒わが

臆かれたま京だ︒

よる核実験を機に次第により厳し

国をとり巻く国際環境はインドに

が︑一部行政府内には﹁今国会で

ンド人研修生受入れ鰹止などが描

ドへの原子力機雛敷輸︑米国のイ

い新局面を展開しつつあり︑璽

推准できなかったら︑もう澱任は

政府が核防条約︵NPT︶に署名してから二月三日で満六無が経過した︒この間︑政府はじめ関係
蓄の懸命の外交努力によって董禦の平等化など描躍されたものの︑自民党内にも一部慣鴛論があるこ
もてない﹂とした雰囲気すら漂い

羅︑昨葺七月の米商携憲による機

始めている︑ともいう︒それは︑

が影響を及ぼしてきつつある︒

麗強豪規制はわが国にも徐汝だ

の度命いを深めてきており︑わが国の原子力開発にも影響を及ぼしてきつつある︒国該は渠週からN

がら︑署名前を會むこの十矩近く

自罠党落脳の捲郵性もさることな

ともあって同条約は豪だ拙准されていない︒一方︑核防体制へ国際耀境はこのところ日増しに厳しさ

が望謹れている︒かねて早期批准を強調してきた原産もこのほど︑あらためて政

決断

Pτ審議を再開するが︑解散含みの政治情勢だけにいわばこれが同条約撫准のための酸後の機会で︑
政府による

が国の國際信用失遂といった憂慰

ルギー確保で原子力傾斜開発へ移

がかけられたが︑﹁識論は尽くさ

すべき肇態を招きかねないことで

資源に乏しいわが圏が今後のエネ

NPTは昨矩四月︑第七十五圏臨疇国金では値上げ三法案との絡

根強いようで︑岡条約批准の成り

れた扁というものの慎蜀論は依然

困盤となり手痛い韻塞を畷ること

の努力がここにきて水泡に醸して

みもあって一獲も籍識されず︑繕

は︑火を晃るより明らかQ国書解

府の英断をうながした︒

周︑現状維持︒今国金はまさに三

原子力平紐利用の心耳が阻轡され

散ともなればその蒋点でNPτ承

しまうからで︑さらに蜀要なこと

書に提出︑外務委員会を中心に四

てはならないといった観点から︑

と

十蒔闇近くに及ぶ論議が行なわれ
塵圏の国難︑再開国会留頓の施政
慎璽論との

査察の軍箸性︑平等な産業竸争維

無膚の圧力

れだが︑臨民党内に批准慎璽論が
方針演説で庶木慧相が拙准問題を

を盤台にまた論戦が展開される

方︑週明けの九ヨから外務委農会

行きは金く余断を群さない︒批准

出ていることもあって保葦伯伸の
とりあげたのを受け与党酋脳によ

たが︑このうち鉱工業の支出高は

五颪億円とかなりの伸び率を示し

る昭和四十九鉱慶土留調竃では︑

颪士二億円︵荊犀比一・二五管︶

にもわが圏の原子力窯業が決して
将来を見炎っていないことを知実

邇ｵ†億円︵削矩度比一・六八

日本原子力産業会議はこのほど
昭秘四十九黛度原子力塵業八二調

に示している︒第十六圓霞に澱た

表した︒それによると︑わが国の

昭和四十九矩四月〜五†鋸三月の

れば︑いぜん原子力分室に対する

董概要報告をとりまとめ︑三日発

昭和四十九薙髪原題力説叢の鉱工

ウム・ハンドリング︑超惣轟磁石

テジーの作成②炉工学︑トリチ

また当年度の鉱工業の原子力関

蕊た素馨企業の原子力関係従事

一矩聞を対象とし鉱工業︑鷹気崩 で︑ζくに鉱工凝の支出の伸びが

業︑璽舞鳥総支出はともに削年度

齢しい︒これは主に胆気機麗製遺

など関連研究計画の作成③研究体

業︑造船遣機業の生産支出激憎を

巻の晃込みでは昭和五十四薙の総

業︑商社など七蔚六†社︵対象企

従事者は遡葺展の一・一七焙の三

墨千酉六†五社︑圓讐園収率六五

二百七十六懸円と寒調査関始以来

り︑マクロにみた収隻バランスは

を設け︑鯛糞検寒し詳細な爽質胎

売上は二千七醤九十四癬円に留ま

インフレによるコスト・プッシュ

比かなりの仲びを示したものの︑

にみると︑人件蟹︑材料躍など生

反映したものだが︑これを微國罰

かわらず︑わが囲原子力産業が︑

動を行なうことになった︒今回は

係総支出三千七十憾円に対し︑総

を菱し引いた実質成長ではかなり

・二％︶について﹁売上嵩﹂﹁支

の鼠戸の赤字︒これにより昭和三

婿来にわたっての硬贋養成を適じ

せ会に続き︑実質は二回圏︒なお

昨無十一月二十八日の発足打ち禽

次團は三月一饅︒

賑本原子力実業会議はこのほ

原子力産業新聞の合本刊行

ど門原子力産業新聞L昭箱菰十

る︒

その墓盤確立に積極的に敗り組む

などを行なうため︑企画小心員翁

出愛用﹁商社取扱高﹂﹁従業薔数﹂

涯経斑︑いわゆるコストインフレ

十一年以来十九年間の難燃赤字は
九酉十八億円にものぼり︑風雲技

しい旧史状況にあるなかで︑前年

姿勢であることをうかがわせてい

制の晃薩し︑国際協力︑人鋸養成

の低迷を強いられ︑離無度朱の石

などの各項国ことの実慈が浮きぼ

の影響を受けやすい臓図が飛躍的
に堰大しており︑総支出の酬い伸

術塵藻が願らなければならない苦

芳八千九百九十三人と見込んでお

油危機に端を発した不況の深刻化

りにされた︒

それによると︑原子力発愚計醐

びが実は主にわが国経済市堀のイ

り︑不況の擾期化の兇通しにもか

の大きな影響を浮き彫りにした結
果となった︒一万︑原子力関係技

および政府関係プロジェクトの造

しかし︑原子力関係従顯著は︑

術系従駆暫は︑他薩業の垂絹が低

しかし︑それでも物価捲数によ

度比一︒一七癌の三万三壬

つて補正した設備設獲は実質︑瓢 不況不において他産業が薪並み厳
箪度比一・一一催と不況下におけ

人へ増蒲︒技術系ではとくに安全

置七
びを示しており︑とくにこの傾向

る設備投資としてはまず京ずの伸

部数に瞠りがあり醒すのでお學

年版︵七五六弩−八Q五号︶の ります︒購入こ希墾の向きは︑

めに原騰・憎報繰豪でお申し込

管理函における従事蓄の儲ぴが著

は原子力船﹁むつ﹂間題︑原子

命本を作成し諌した︒この禽本

は建設業︑造船造機業︑鉄鋼繋に

将来に対する原子力関係支出見

一部八千円︵遂籾とも︶

みください︒

揺れ動いた昨年一年聞の原子力
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原子力行政懇讃会が昨年策ま
購と め た ﹁ 原 子 刀 行 政 体制の改

愈兇の醤子は︑碗在の原子力

行政懇一会が打ち嵐した
翻︑行政懇談会が打ち出した愈見は︑こ

ック・アクセプタンスも薄ち偲ない︒今

るようなことがあってはならない︒その

の愈冤が︑かりそめにもおろそかにされ

機閲として審議を聰ねてきた行政懇談会

ほど︑騒急にその実施への翫錘を墨体化

改革の規模と緊襲性が大きければ大きい

し︑これを確実に実行して行くことが肝

のミニマムな騨揮を満たすための行政体

原子力行政懇談会が︑原子力船﹁むつ﹂

制の轡格を示したものといえよう︒

問題を鷹接の契機として毅躍された経緯
要である︒しかも︑今回の改革は︑単に

婁澱会を新しい脹子力婁璽会

る︑爽矯段購にある原子力麩醗駈︑原子

機構を分謝することではない︒機能の一

と原子力安全婁農会に二分す

力船︑研究開発段階のものの安全規制は

﹁行政壷任の明確化﹂に大きく愈を用い︑

一般の關心もまたこの点に鎚中されたの

た︑行政懇鮫藪とその愈兇に向けられる
する欄懇数のスタッフがいなければ︑同

とくに原子力安全委鰍会には糠働を補佐

門にはそれだけの能力が要脚であるが︑

からも︑この懇談金が﹁安全の確保﹂と

一鰻して担当する︑などであるが・こう
した行政体捌の冤圃しにあたっての墾本

すなわち︑①原子力開発利用は軍和目

的な姿勢は︑次の舗点に要約される︒

はできない︒さらに安金政策など︑開発

門鰻会が掲げる二幅な役矧を累たすこと

国践注葭のもとでとりまとめられた行
と規制には璽櫻あるいは不可分な分野も

は当然である︒

ギー編綴の安定確傑に不可欠であること
政懇談会の博論は︑環在の原挙力脚韻会

鮒にのみ限定すること②原子力はエネル

検謝をつくしたことは明らかであり︑ま

それぞれ逓開門︑運輸雀︑科学技術庁が

への対応を急げ

原子力行政体制改革

望⁝

展⁝革・強化に関する贅にの対

応が注圏されている︒すでに政府は関係

憲庁による原料力行政体制改麟強化擢濫
遼絡鼠を設羅︑術敢懇談鼠が示した改越

鍵異体化のための審講に魑潔したのをは
じめ︑各鶴庁とも軍急に附慮すべき麟贋

⑧醐民の健康と安全を確保すること④原

を検謝しており︑新駕度からの描齪につ
いて近く関係衝庁の次富クラスからなる

して行政懇談金が示している四隅会識を

少なくない︒これを調艶するための霧と

政策︑総合調整︑研究開発を撹当する新

を原子力軍和利網の撮傑をはじめ︑脚本

である︒こうした行政懇醗金の塾本姿勢

子力行政の澱任の明確化をはかること︑

行政懇振掛は︑その愈見描にもとつく
どのようなものにするかは︑この改革の

調整の場も持たれるという︒

しい原子力婁罰金と︑安全規制︑安全塞

行政懇醗会の藪兜を異体化するために

成哲を淡する闇題といえよう︒

は︑その純益案を実行に移ず堀禽におい
幽︑他の行政機関の安全規制の再チェッ
クなどを所醤する原子力安金婁興会とに

なんとなれば︑ここに示された錘本姿

質から推して︑このような大饗な改革を

わが圃の行政依系や圏象機構のもつ体

施へむけて︑重圏金中にも所嚢の対策に

るべきである︒

て︑とくに騨蟹され︑楽だ常に留口され

おそくと

丑十二年度から薪しい体制を発足さ

改革を鰐及的速やかに爽施し
も

勢は︑国民の台愈のもとで原子力の利胴

実旛に移ずことには大きな困難がつき談

せるよう求めている︒こうした要説の有
無にかかわらず︑それへの対旛を急がな

を誤りなく進めるための必蟹にして些少

は相当な努力と決断が不馴欠であり︑こ

圏禺に倦頼さ

の饗件であるからにほかならない︒こう
踏み切るべきである︒

をめざして︑その体制

ン霧多！／ノグノ！髪づ！多多！ノ！！彰つ

ばならない︒新体制の五十二蕪魔完全爽

れにもとつく翻身を逮やかに講じなけれ

れる原子力行瀬

とうであろうことは想橡にかたくない︒

明確に二分している︒

問題を検謝するために設けられた行政懸
した認識とそのそれぞれを偲証しうる確

ければならないことは︑

醸金醗齪の経緯と趣露からも萌らかであ
しかし︑国払の期待を担い︑酋欄の諮問
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このほか︑論理共闘贈業としての
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三十臼︑三遷発生器の細籏漏洩発
生のため運転を停等し鮮細調鷺と
原菌究明を行なっている關涯躍力

1

縁

愚

蒲郡甫の協議ホテルで﹁原子力発

瞬から十八日まで蕊臼闘︑愛知興
それによると︑燕気発生露の細

璽に関する安芸特別セミナー﹂を

ついて発壷した︒

山続肉は︑水蚤讐理に縫っていた

醐く︒本セミナーは斯界権誠蓄が

の龍躍づけと内外における開発の

保への対応策︑とくに原子力発羅

一茨冷却水の流れにくくなる部分 講義と懇談を遜じ︑エネルギー礁

リン酸堀が誤謬︸部隻持板附近の

で局部的に濃縮される縮集︑晃生

環状などを霊として安野問題に無

することが判明しただめ︑関西蹴
力では蒸薫発生露一淡側の濁水洗

原子力関連閉業に従噛する役職蓄

が対蜜︒楽長はシリーズ第七回

点をあてながら概説するもので︑

読︑初闘十六Bに中稲電力浜弓原

浄を実施する︑という︒温水洗浄

却水ポンプを運転︑一一次冷部水の

は︑原子炉を檸止したまま一次冷

温度を上げて燕蝋発露器細箇に付

原子力総合シ

ンポジウム

紹︑給日に教竃会館で

臼添原子力学金など閲運三十三

単協会共催による第十鵬園﹁原素

力総舎シンポジウム﹂が顧たる二

月十八︑十九の両田︑策京・霞が

シンポジウムでは特別識演一︑

関の圃立教二会蘭で開かれる︒

講讃詞のほか総舎講綴十一︵研究

発表など三十二編︶が謝画︑安金
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たりA︑B両目鵬に分かれて発表

と成員︑問題点などが二日聞にわ

される︒釘プ切グラム別表謬照︒

されている︒

▽十七田原子力鉱制のあリカ

原蚕力と海洋環塊一

子力施設の安全騨緬−内厨秀雄策
大教擾︒

▽十八鑓

ﾔ講雄地獄化学研究協蕪理噛

襲︑原子力崖叢と水櫛論旨雌鶏毅

尖簾大名蓄蔵擾︑原子力と麗麗雁

二十五臨で︑蓼頒囎は八万五千

金i御園生妻輔原子力婁餌︒定員

誕藁崇五〇三一五七八五︶まで︒

円︒受講希魍の向きは隅協叢︵鍛

英圏原隊力公社

原子炉安全コース
で研修生を募集

九月財田から始まるそれぞれ麹二

英眠原子力公社は六月牽九瞳と
して国民に受け入れられるよう横

週間︑ハーウェルで門原子炉安金

このため︑欄報システムの確

コ⁝ス﹂︵第二十團︑二十〜灘︶

立︑玉城政策の充実等に力をそそ

せは原語・企魎蜜へ︒

揺摘される核燃料サイクルの総舎
酌な確立をめざして︑璽点約に将
来にわたって業軟性のある対策を

の改革・強化を健思するため︑昨

糞卑していくほか︑原子力行敵

鋸末の原子力行政懇醗金の中会報
簿に屯とづ嚢︑行政機構の整備健
違︑法規の艶麗健進に力をそそい

でいく謝画︒さらに利胴躍の向
上︑標雌化など原子力発羅貸主技
術の確立︑輪繊振興︑財政︑税制
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ぐとともに︑とくにその蟹覆が

餓点が圏かれることになろう︒

極的に行動を趨こしていくことに

賦に次のような欝畿と懇談が予定

子力発囎所を羅︾︑十七︑十八繭
ーダウン緋出するもの︒

麟しているリン酸堀を溶かしブロ

昭稲五十一年度購簗地話では︑

るなかで︑﹁君民の禽難なくして

逢め方⁝吹田徳雄原国力婁餓︑原

原簿協が蒲郡布でjM ⁝陶坊瞳興大教授︑原子力開発の

原子力発鷺の
安全セミナー

醤

三十四万KW︶のチェック繕粟に 原子力墨金研究協会は一 一月十六

美浜発躍所一膳機︵加圧水型炉︑

理1蟻軋繊

を璽点醜に爽重していくことにな
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司能性検酎あるいは蚕畿なども開
安定
のための照内体制の整備︑

題︒門機器製造﹂熊蝉では
供給

輸出体制づくりなどが謙題となる

耀

もようだが︑群細内容は京だ間ま
っていない︒

漁醒雀簾源エネルギー庁は

美浜一号機温
水洗浄実施へ

わが騨事体のエネルギーの蜜定化

行謝醐婁愛心のレイアウトを実

円澱な原子力開発はありえない扁
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る詰込み︒

備運転保守

固とした手だてがないところにはパブリ
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の形態と二丈対策の方針︑実態︑

﹁ウラン磯

資金額担のほか穆加國の横酎など
一が焦点となりそう︒

馴﹂は二極体制の確立とその進め
方︑引際共岡麟凝のあり方を串心

国民の合意確立柱に
羅脚事業計画骨子固まる

により︑エネルギー開発の総合

のみならず世界のエネルギー供給

な難題となりそうだ︒

鏡するため︑漂子力得政の改灘︑

子力発議が一つの総合システムと

との体制改姫の方針を踏湛え︑原

齢鶴

〔癒子力閾遡生要響
（発羅所闘
中凶電力（衆
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入月メドに基本方向
欄譲齢検討課題も固まる

に・その鵜効性と盆理難︑二曹設
定と断璽資金謝画の熟酷めなどを

﹁重工﹂︑

検酎︒このほか︑主事対簗︑騒急
融通スキームなども︒

門再鑛理﹂関係は亭主暴露確立の

﹁プルトエウム﹂開係では︑い

的︑擾期的展塾の下に原子力開発

不安緩稲に審与するという捌際騰

の必靱性如何を羨むその態横とコ

理処分﹂は羅内廷制の確立とその

開発依制整備の促避︑原挙力学蹴

強化ならびに漏黄水閤題讐の研究

（研究施毅

業
産

カ

原
わが困における核燃職縮漿化を今後どう逓めていくべきか⁝一そのあり方について長期ビジ霧ンづ
くりに慧嚇した欝欝留の核燃料研究婁醗会︵三鰯良欄綬贋長︶は一月中に︑総合︑プルトニウム︑ウ
ラン鉱簗各部会がとりあげるべき審識聯項について同雀羅撚をもとに横酎︑課題と間題点の洗い出し
など行なった︒﹁あり万﹂極溺は超震欝欝還し粒踏購えた昭穂六十丁度豪で向こ︸つすか無闘が対象︒

ための体制整備が中心で︑政鰐に
の蘭発幽思ならびに緊急課題の検

つ頃︑どのくらいの羅︑どんな形

の獣毛性を鋲え︑その円渦な蟹田

任履行の立煽からの原子力闘鑓の

田ホ原子力薩瑛貧醗の昭和五十

ほか︑利用の位羅付け︑とくにA には圏罠の合懲の形威なくしては

政簾︑關発と蟹理︑璽舗と対癒の

漿要姓の増大をも背照に︑謝蘭と

よる支擾のあり方ほか︑とくに加

に無詰められるが︑これまで餅齪

船R︑F8R遡陰晴期との蕪ね唄
あり得ないとの認謙のもとに︑広

で保鷲するのが適豪か僚蟹の解題

く各界︑各腰の愈冤を鐙約し︑こ

一隼難壁黙劇蜘素本方針がほぼ間 酎などを遡じ原子力開発撹遮の断

れた〃総台騨価

によると︑﹁鉱山・獲錬隔閲係で
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工分野では輸出をねらった体欄整

ており︑捜術闘題のみならず政簾

は海外ウラン探鉱凋発の営標とそ

いによる利隅の考え方︑燃料加工
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保障描置の観点から

また︑核兵器拡散を阻止する法

める﹂と陳述︑擬守的な酬え方を
方を示した︒そして技術醜な保彫

処理施設を建設するーーとの生え

ボ

ウラン開発で
新協定結ぶ
ガ

ン

協定に覆した︒協定の有効期間

換算で一千ゾ︑プラントは一九七

艇は総利益に対する課税孫を二五

鉱山にウラン処理工場︵無間処理

UFはムンナ鉱山からの金採掘量 明らかにしているほか︑売よ崎税

は十五鎌で︑COMUFはムンへ
ナ庫に擬業醐始の予定だ︒COM％から五〇％に引き上げたことを
を販売する欝欝をもち︑選別した
鉱石をグノン鉱山の精錬工場︵隼

げたという︒この結果︑ガボン政

ぼってご一％から二八％に引き上

準についても昨鎌一月一臼に逆の

駈㎝千五百沙︶を建設することに
なっている︒同署繊の処理工場は

間処理輔八四薗ゾ︶に送ることに

︻パリ松本駐在皿︼ガボンのホ

ンゴ大統領とCOMUF︵フラ現ン
在︑ウランの予働選別能力しか

いるプルトニウムと同位依分離技

いてもふれられており︑ガボン政

鮨協定では︑ウラン課税拳につ

もたず︑これを一貫した選別工場

府の昨無のCOMUFからの税収

スピル︒ウラン鉱山社︶を伐表す
に転換︑拡張しようというもの︒

ずしも正当な論理に沿って響慮さ

いる︒さらに原子力発織がもつ危

A嘱μO・9一噸︶に慮した︒

は十九樽五千万CFA毒︵一CF

なっている︒

術について陳述︒とりわけプルト

当初の琿間聖天能力は金工ウラン

鉱山︑コミュレックス︑ユーロデ

驚

るかが間題になるわけだが︑これ

険性については︑すでに十分な制

ほど︑ウラン探鉱開発に関する新

ニウムの扱いに関し︑揺来FBR
るモクタ社のガレット社長はこの
が商叢化した自働の影響について
ふれ︑原子力技術をもたない外国

とを法律で禁止した方がよい︑と

れていないといわれ︑こうした風

諸国に米國がFB民を輸出するこ

提璽した︒

についてはFBRで生産されるウィフ︑コレディフ︑シクレルなど

る原子力計画の拡大に伴い︑安金

御が施されており︑提案さ勝てい

鑑が︑このほど西独連邦譲食︵下

をもとに︑菌独に経済的な電力

また声明瀞は︑少ない原料物質

会往に移管することになるが︑濠

がら︑エネルギーの中でもとりわ

要性を強調している︒そして巾

と斬だなエネルギー源の開発の必

ルギー消費における節約の磁脳性

の最終処分について国が管理す

実施の途にあると述べているQ

騒はイスプラでの労働力確保が翻

うかは疑陽で︑特に英・西独の繭

か岡がこの勧告を受け入れるかど

しかし︑イタリア以外のEC八

プラを選んだという︒

ていたが︑EC委は最終的にイス

ルヒンク︵西独︶が候補にのぼっ

シェ︵仏︶︑ユーリッヒおよひか

のほかにカラム︵英︶︑カダラッ

丁の建設地については︑イスプラ

に淡め︑理三会に勧告した︒5区

ラ研究所内に設雛することを正式

平地について︑イタリアのイスプ

れている核融禽鐘灘﹁JET﹂の

銀謂醸の一環として建設が予感さ

のほど︑欧州数同工融畠開発五か

欧州共同体︵EC︶蚤員会はこ

EC委が勧告

イスプラ研で

﹁﹂匿丁﹂建設は

！

性に関する研究開発罰画の充実も

潮が一般公衆の論議の中に広濠っ

かつ快く受け入れられるものであ

原子力発霧の利用は必嚢であり︑

している︒そして﹁われわれは︑

スクの関係についても改めて調血

は︑原子力発廠のホ棄の利益とリ

いるCEAの利権も移譲されるとていくのを懸念した科学醤たち

議会に原子力推

いう︒

の核燃料サイクル諸社に出資して

擁すれば問題はないとし︑輸出は

FBRの輸出禁止︑そして天然ラン鵬を霊体とした混台燃料を便
ウランの供給が底をつくことにな

る︒

った場台︑米国が海外に輸出した 現有の経水炉とすべきだとしてい
原子炉の蝉糾をどのように供給す

ヤ

西独の科学巻が羅名

CEA生産局が独立 進の声明書提出
全般にわたる業務を行なうことに

院︶に提出された︒この町明叢

る︒

ると考えている﹂と結論してい

子力庁︵CEA︶の生騰局を独立なる︒従業員は約八千人︒社長に

もっとも重要であると述べ︑エネ

を十分かつ継競的に供給するのが

した原子力発寵利用に関する山F明

西独の科学濱六西五十人が署名
﹂
渉鶴螺霧社名は ﹁COOEMA

させて︑CEAの子会社とした窃は遜初の醗︑シローC露A長富がは︑議鍛犠議の議題としてエネル

︻パリ松本駐在澱︼フランス原

会社﹁COGE⁝MA︵核物就
震任
会する︒CEAの生涯旛設を新ギー閣題が予定されているところ

いて︑科学蓋らが最近の祉小謡勢

け原子力発心和用の撚転帰題につ

祉ごがこのほど正式に設立され

され︑これに続いて海外のウラン

〇％出貞会祉で︑核燃繕サイクル

エネルギー源は︑核分裂によるエ

期︑長剃的に可能性のある唯一の
礪独では最近︑エネルギー供給

ネルギーの利用であると指摘して

成︑十二月二十田に初めてプラズ
マをつくり出すことに成功した︒

装蹟の焼換は︑咋難麗に運転を閲
耀したソ連のクルチャトフ原子力

※エネルギー研究開発局︵ER 研鴛所の﹁トカマクー0﹂に匹敵 しいなどの点を理由に︑イスプラ

米プリンストン大学

の実験運転進む

核融合﹁PむT﹂

−燵臨ーー厨一11

と原子力発偽のあり方について必

を踏まえて繍評したもの︒

た︒COGEMAはCEA
一国〇
ずの
仏木
のウラン鉱山利搬が移譲

らく困難だろう︒しかし学ぶへ

こに至る途中のスケジュールも

ることを明難した点がある︒そ

舗懲

立地には強く反対しているQ今言

二鐙ハ千三面八＋七万二千KW

約七％であった︒一昨焦の酉二十

WHで︑金庵力量に占める製口は

闇十八億五千八函七十八万二千K

W︶の昨年一年間の総発15縫け二

基︵総出力三唐四十七万二千K

麺独で運転巾の原子力発瑠所九

西独の昨年翼綾

比率は7％に

原子力発電の

ERDAの核融畠話画による
霊に闇か為る予走の露C理蜜会
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蝶
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実紬の仰びが君しい︒運転中九棊
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米上院政府運営委で陳述
米園が輸撮した漂子力機器および技術などが︑軍和国的利用ではなく瓢郭利用に転瑚されること
をどのようにして防ぐか︑来国では今︑この規制方法をめぐって論議が交わされている︒米上院政勝
遜営震簸会はこのほど︑こうした原子力輸出をはじめとする米国の戦瀬上で璽要な輸出について運邦

の管理館制を再編することを罠的としたコ九七六葎輸出機構再編法﹂の慰議を開始︑寒月中旬から
下旬にかけて聴闘書を開いだ︒この臆聞会に謬考人として出席したハンス・A︒ぺーテ博士は︑プル

ける唯一の現実聞題であると考え

であり︑実際︑それは原子力にお

トニウムなどの管理︑擬障描麗の観点から研究闘発中の高速贈殖炉︵FBR︶の輸罎を心懸で嫉止す

聴聞食の澱切の参考人として畿

る米国で裂熟な科学蓄である︒

ることを提葉︑輸出は現有の軽水炉とすべきだと述べ︑注冒された︒
べーテ博士はコ；ネル大学物理
単教授で︑一九六七隼にノーベル

轡門 銀 ︒ こ れ ま で に G E 社のFB
ール殴︵楽原子力義員金の衝野津
的および行政陶な保障描羅の方法

場したテビット・E︒13リエンソる﹂と述べだ︒

R開発欝業︑エンリコ・フェルミ 員蔑︶が幽すべての原子力機器と
として①億用済み燃料を回国に輸

物麗学籔を憂賞した原子核物理の

F13R実験炉︑アルゴン ヌ 団 立 研
核物質の輸毘を聾すぐに︑そして

ついてのコンサルダントを務めた
示唆したのに対し︑一壷箇に陳述

その配り扱いが論議の的になって

描置のあり方という観点からは︑

究所のFBR研究とその籔全性に 一方醗に発全に中止することを求 送させて再処理する②地域附に再
こともあり︑最近では※殴のエネ

難しい間隔は核兵器拡散の司能性

したペーテ博士は門原子刀の最も

のままではわが国などに適用で

ルギー問題に多くの時間を盟し︑

場をへて発竃所に供絵され︑り巾レベル廃熱物はコンクリート

きない︒たとえば廃彙物のサイ

サイクルによって必要燃料の約

たのち圃化すると庚めたが︑固

ル廃葉物は三︑四年液状貯蔵し

軽水炉でのリサイクルは西独

き点はたくさんある︒何よりも

一δ％を節約する︒

化の方法の決定はこれからであ

再処理喫傭の変化と月内の環境

ト内最終処分はわが園ではおそ

凍たはガラス固化する︑翻レベ

原子力開発促進の立場をとってい
︑

ヨ

紛
︵

ではすでに実証を終っている︒

論塾の局まりに対する機敏な対

圃民や議会に安全処理への展盟

決められる所はすへて決めて︑

は昨蕉現在で七召七十五億三千六

独の原子力発電による累績発電縫

薗万KWに違した︒
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り古い宮堀届だろうと予想して

ル稼働になれば根当の将来余力 原型工場で行なわれるが︑この

応ぶり︑それからダウンストリ

燃秘の筋工は当面アルケム祉のる︒島レベルの鍛終処分はやは

が生じるよう︑あくまで自給重 施設は航窒機の衝突︑地震︑爆おり︑その研究開発の時聞をか

前回紹介したような考え方を
もとに︑西独は核燃科ダウンス

ーム部門をひとつのシステムと

DA︶がこのほど明らかにしたと し︑匝界でも最大級のもの︒
せぐため︑蕊年毎から五十年に

ころによると︑プリンストン大学

発波などのすべてに耐えるよう

みることで︑その金体系の舎理

視の観点で探燭されている︒

プルトニウム︒リサイクルも 設計されている︒とにかく工程及ぶ工学的傑籔施設への紋納を

のトカマク型核密命尖盛装羅﹁P と︑※国は一九八一年を國曾にT で︑この問題が討議されるQ
考えている︒

あるとシュミット氏は説明して

の少ない物質への変換一⁝をあ り︑拙書誌の介入にも十分離癒棄物蟹理費の割台は約二五％で

拡散防止︑プルトニウムの危険 府はこのコンセプトの推進によ

いる︒西独はこの数字にもとづ

融命発電炉実認プラントを完旗さ

﹂T﹂︵

げ︑これらに対する最適解がプ していけるとみているわけだ︒

いて︑電力会社が十分負担でき

九七一蕉七月に建設を關始︑約一

調に進められている︒PLTは一 を︑また九〇年代擾単をメドに核

を実行

千五颪ゾプラントからの各狸

せるという︒

したことだ︒輸送の全薗カッ
ト︑そしてプロテクションの必

の運転もコスト・プラス・手数

ルトニウムの攣期リサイクルだ

る鱒翻とみたのであろう︒

パブリック・アクセプタンスは
望んでも得られまい︒︵K・K︶

千四酉万がの費用を投じて昨年完

思い切った

切り捨て

化をはかり︑問題になる部分の

西独の考え方は昭確だ︒まず核 のワン・サイト集中とプルトニ

以上のダウン

早藤影難案U譲

トリーム部門の完結を︑きわめ
てタイトな田程で推進しようと
している︒

再処理工場については︑資金
を供給する鷺力業界が持株会社

PWKを設立した︒PWKは化

要の最小化︑おそらくこうした

料ベースで請負うようだ︒サイ

とする︒プルトニウムは再処理 廃棄物の鐵も無罪されており︑

西独のこのインテグラル︒シ
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サイズ：800×1000×150％t
（関西電力高浜原発使用品）

関西電力高浜原発使用中

野に

ス

学工欝側の共同会祉 K E W A と

命理化をしない隈り︑原子力は

トは低一申レベル廃欝欝の最終

工場で抽出され︑ただちに危険 その欝に比へればサイクルの他

ステムの考え方は︑もちろんそ

鐙

驚

の間に︑千流雛ゾ︵U︶プラン

問題性が拡散するばかりでそれ

燃糾サイクルの四つの闘標一1 ウムの早期処理により︑テロやH当たりO・一嬬ないし0・0に離撫し切れなくなる恐れが多

を溢引いてKW

年中にサイトを決定︑七七年に

う︑古い岩塩勧地欝卒物色巾で

処分をサイト内で行な え る よ

の少ない物質一1たとえば強含部門からの廃藁潔癖は取るに足

それともうひとつ︑盃十薙先

分にある︒

環境の防趨︑すへての核分裂物 破壌行為の危険を最小にするの

ある︒大型千流百樋プ ラ ン ト

酸化物ーーに変換され︑加工工 りないと西独はみている︒低一

を与えている︒これがなくては

は︑仮に稼働編が低くても初期

サイクル全コスト中に占める麗

す す め て い る ︒ K HWAは工場
質の最大阪利罵︑竃郭柳営への が西独の大きな狙いだ︒西独政橿費用の六分の一纒綿で︑魑料

一七嬬︒これは石炭における同

は碓設をはじめる謄標で計画を

Pu

禰要をまかなえるよう︑またフ

響鐸叢璽

トの詳細設計契約を糖び︑七六

》

燃

豪蹄
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N度原子力産業実態調査の概要㎜

あった︒その支出の内訳は︑嬉備
が︑建設籔︑その他糧澱は物頒指

の原子炉闘係機材部門九十懲円

奪塵比一・一七悩と強化されてい

は前痒度朱に比べ一一十二万七千六

る︒悪闘薫二二企藁の金釧袖幕数

で︑両漿纒が大織に増加している

颪二十人の減少︑前鋸度比○・八

懸︑雛変躍関係部門四十一簿直増

一傍︶︑嬢設費二千二薦八十一億 前奪度と三遷いといえる︒継備費

反畷︑弱腰業︑造船造機業は罰年

数による補正を袴麟すれば︑ほぼ

の増加は︑試験・研究醐発費の堰

費酉五十五億円︵繭毎度繰上・三

円︵同一︑二一悩︶︑核燃糾顕五

と︑技術系従曝蕾︵技術蕎と研究

原子力関係従蟹癌の内訳をみる

九傍となっているのと対照的だ︒

商社の原子力関係取扱筒は二千

を呈している︒

度の受注残を消化し︑激威の聖誕

弩炉︵四

運転維持欝の増加は畠根一弩炉

大︑地冷痛簾蟹によるものであり

運転維持費三韓〜十二僚円︵同

百九十一億円︵矯O︒九六蟹︶︑

︵四十九隼七月︶筒浜

無度比一・〇九優︶︑葛務系が益

蓄︶が一万蕊千八欝六十二人︵前

二・七二倍︶︑その他六十四口開

四首八十一懸円︵繭琿度比一・一

聴講蕨︶︑飛王・放射線の利用部
十九矩十一月︶の運転開始による

七悩︶であった︒この内訳をみる

一難所報の撚り日本原子力就業虫議はこのほど昭租四十九鋸度原子力産業実態論査概要報告を発表
同一・一八傍︶となっており︑準
増加が塞要瞬である︒

門︵二曲円田︶で威少している︒

備費と運動維持費の増加が署レく

した︒調遵は︑企業千再六十五社を対象に︑昭租四十九鋸膜における実績︑将来毛嚢しなどを繁計・
電気詳叙の支出は︑三千㎎蕩十
核蝿料費が減少傾嘲を示している

偲円︵前揺度二一︒三六衝︶︑政 悩︶︑鰻業・土石製品製造業︵九

八倍︶︑メーカー納入が五蕎七十

比一・五九簸︶︑輸出鍍扱高十一

扱蕩一千五召四十四億円︵潮無度

︵繭玉痩比○・八一傍︶︑輸入取

と︑国内取扱醐九百二十七億円

僖︶であり︑工顔・その他の増瓠・

首六十三人︵前鑑度比一・二九

酒毒︶︑工員︒その他が一万六千

千二百七十八人︵前再度比〜・〇

が著しかった︒技術従鱗餐のうち

府閲係機関納入が蘭語白鷹瓢雌円 欝血︑三野度比○・八一簡︶の二

おり︑輸⁝中山は九十一閲鱒円︵M刷鋸展 上では原子炉関係機材益金一千四

円︑前無籍精一・四三悩︶︑事変

・研究用原子炉関係︵三層二億

の伸びをこの調萱の対象となった

あっな︒原子力閣係技術系従懸者

十二人︵赫無度比一・〇四二︶で

っている︒輸入取扱高では発璽屠 研究蓄は一︒二九％の一千七酉八

比一・七催︶であった︒醒気噴業葭三ナ四億円︑土建関係部門誕ハ菅

︵萌年忌比〜・七一償︶となって業種にとど議っている︒部門別売

億円︵麟年殴比○︒七九簸︶とな

︵十三億円︑前年度比○・七九

上馬円で前郷度姥で丁二五縮で

逼迫する原子

力関係収支
売よげ
四十九丁度の鉱工業の原子力関

蟷関係︵上繭一億円︑荊隼度は

率は七・黒％︵前無度

を反映し︑著しい鞠びを験した

のであり︑政府関係機関への売上 係機材部門︵八二七十二停円蜘︑

中の各発電駈の工箏進捧によるも 比べ伸長が轄しい部門は漂チ硝石

少が慰しい︒輸鵬は原子力用蝸材

億円︑前三度毘○・三七悩︶の減

び︑原子力材料の取扱高︵二十四

無度比一

・六〇簡︶が大纒に仲

○︶︑核轍欝轡︵六盗九十億円︑前

︵五酉四十八人増︶と減少あるい

照人減︶︑鍛気事業で一・〇一倍

の○・九一悩︵瓢秀五千丑藪四十

の技術系従廓蓄は鉱工業で前二度

の傭びと比隣してみると︑全分野

企業の全分野の技術系白蝋巻総数

億円を数えるのみであり︑前犀度
比三億円減となった︒また原子力

ている︒〜方︑核燃料閃係部門
は︑餉鋸度に比べ三十三億円威で

技術系従購蕎は鉱工業で前矩度の

一・一七倍と不況下で婆贋懸強に

一・〇六癌︑磁気溜糞で簡無難の

鉱℃叢と電気襲業の原子力関係

努力していることがうかがえる︒

技術系従購蓄を騨門分野別にみる

と︑安全籔理面における比蟹増大

を反映して︑原子力蟹全管理技術

関係の郷びが著しく︵二薗八＋五

人増︑嫁引度比一←三略簡︶︑蜜

た原子力関連技術関係︵八洲六十

原子力專門訴術関係︵二酉八十四

八人晒︑苗田度比一・一二簸︶︑

人増︑前日度比一・二八僖︶も腿

人凪

漸増で強化さ
れる産業基盤

るところである︒

薩における一二の努力が頓請され

国際競鍋力の強化とともに︑輸出

おいては︑技術睡臥の商上による

しく低下している︒原子力産業に

前働蟻のO・七九悩と麟少したQ 闘係取扱混に占める輸出取扱抽は
○・四％︵繭琿度Q︒六％︶と著
将来の売上を予測する上で墾要

な指標となる受注残をみると︑五
十隼三月末における鉱工藁の憂洩

六五癌︶と激減してい

残窩は六千二蕎五十・二億田口︵晶削灘

別にみると︑前卑度に比べ激繕し度比O

︶︑迄船渡機業︵三藤八＋六纈う経済活動の低下箸の現状を示す

内訳をみると︑顧Ψず力騨楽におけ

︸二傍︶︑鉄鋼ものと理解される︒この受注残の

原子力関係健購綴は五十年三月

加を示している︒

ときわめて低く煮込んでいる︒業

四葦慶が一・一七傍の三万八千九

絡の三万四千八穏五十胃癌︑籔十

九十三入︑五十一隼度が〜・〇五

ノ■
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分析しだものである︒以下︑その概要鷺紹介する︒

響えると︑産業興の原子力分野に

造機榮︵四

対する絶待と努力が現われている

を受け更に濤ち込んでいることを

原子力麓業の経灘面の実態を掘難

比四・九三倍︶の著増を反映し
といえる︒まだ︑原子力関係の

臼三十六億円︑前出慶

し︑その問題点の握摘を通じて︑

て︑金体で二千八藪四十億円︵前
総安出高が前臆度に比べ一︒六八

円︑前年度比一一・一二億︶︑進船

薩業としての正犠な発展に役立て
無職毘一︒七五癌︑千二酉十六億

したため︑総支出蕩に占める研究

傍︑周売上繭が一︒七二傭と脚継

B本原子力藍業会議は︑わが國

ることを閉的に︑康子力開発の当

る︒堰朋内容を費用別にみると︑

円増︶と大幟な憎塘を示してい

支出寓は六ψ七％︵前黛展一〇の

初から毎無難鉱工業︑鱈気禦業︑

生薩経費の佃ぴが大きく︵人件費

薩枕など広く開逮産業における原

子力闘係の支出︑売上げ︑人員等

への納入激贈は繭認偏曇薄炉︑ 一帯八鯉円の二部門で禽売上げ高

七四儂︑その勉縫費九璽⁝十鱒円

と抵下した︒なお︑原子力研究
が︑一方︑支出高も三千七牽億円

増加は動燃壌三無で礁設巾の新型 二．五五衝︶︑発変電関係部門

六億M円︑被覆工廠︑原子炉材各二

︵蔚富麗銘〜・七二倍︶と物懸高 窩瀕一号炉の運開︑その他の建設 の七四％を占めている︒前年度に

る調董分析を行なってきた︒この
繕︑前田度比一・八○癌︶︑設備
投資率が一桁台になったのは︑わ
と激増したため︑マクロにみた覇

転換炉門ふげん扁鵯への機器納入

丁三％︶

一％︶︑売上筒に対すろ研究投資 係売上賜は︑一一千七霞九十四雌蕊

報欝轡は︑その第十六厨闘の調葦
盟三ヤ九縛円繕︑前蕉度比一・三
が国療子力帯発史上初めてのこと
道バランスは︑本調査開鰺以裏鍛

鮒に赤字傾向を持続している︒つ

円︑荊隼髭三・

．八二傍︶があり︑その他叢糧る核燃料関係部門で前無二の二醤

業︵二頁二十六億円︑前焦度回心

に比べ四千九百五す六人の増︑前

千九薗七十八癒円︵岡三・五八

来現在ヨ万三千三西七人で嗣無度

丑郊後の五や四鋸度で一・六九

でに相墨の素月を敷するものとみ

種珊にみれば非鉄金属製造業︑窯
のとして︑過去十九草間の研究支

欝の裟勢がうかがXる︒

）822）43−1532

1il紬（0艇）23−4351・名門展（052＞962−0121・大阪（06）931−9058・広κみ（

糠綿｛轟

一

西

やサおば

鯨獅雛

。、鍵

巣逢4ヒ学株式会社

・

粗画−昭和五十鉱三期濠での一隼
二倦に比べ著しく憩潴している︒

である︒研究支出の費團内訳をみ

によるものである︒売上高を業種 で︑売上増はこの両部門に禦中し

・二％から四三・三％に減少して

蕊り︑昭和三十一矩麗以降十九館

こと︑総重要抑制策による各櫨引

衝︶と繕加を倒込んでいる︒

民間企業の原子力関係細蟹蕎の

倍︑核融含を禽むその他製造部門

ていることによるものと思われ

芭九十三人と卑込んでおり︑その

麗込みは︑五十鋸度が四十九隔世
込んでいる暦学︑発変磁関係部門

で同気︒〇一一簡と竪調な増加を見

こと︑家た今回の不況がとくに四

での企業の箏想を調査している︒

な増加を冤込み︑運輸通﹄業︑石

業︒土石製晶製造楽︑鉱業が堅講

うち技術系従箏養は五十四鋸度に

しにもかかわらザ︑襲員の州旗に

らの傾向は︑不況の長期化の発通

磁に達すると幅込んでいる︒こ33

一方︑電気箏業の支出発込み

一・三七催︶︑五十四温度一一︸

銀獲四千五蕩七十四黒円︵同

︵四十九輝度比㎝︒一九催︶︑五 関し︑横議鮒に取り緯む原子力産

は︑五十鉱度三千九齎八十七億円

十

葬破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波）

の実態ならびに43来晃焦しに関す 二颪五十七停円壇︑前薙度比

闇における原子力塵業の実態を分
異常な物価筒が︑原子力欄間に深
獄の赤字副上︵獄門七十六鱒円︑

なったのは昭穣工十八薙度︑四十

いる︒このことからもうかがえる

窮十六億円︑萌蕉度比二︒二㎎簡傾向に加えて・総購要抑制簾に伴

ﾈみに過張の実績で聡字の形と た筆墨は︑電気機器製二業︵一千る︒これは原子力解発計瞬の遅無

前年情語一︒三七倍︶となった︒

︵二醤七億円堪︑二・五㈱倦︶

析したもの一の慨要をとりまとめ
れば︑人件盟の上騰を反映して入

六・二％から

は二四五慰円で︑前年度比一︒一

適り︑物錨蕩の影響が如実に研究

将来の毘通し

は置十四毎度隠込みをQー一一傍 実績の一︒Ω瓢簡の 二万四千三蕩

今圓の支出冤込みでは︑鉱工欝にる︒すなわち鉱工叢の溜出箆込み

塔・石炭製品製肇においては閥

および五鋸後の支出と人雌につい

おいては丁年後︵昭秘五十四庫は五十琿度が四十九毎度実績の○

みを立てている︒

十九高度実績を大きく下戸る犯込

究開発鎚約醜特質を端的に撫すも

出藩論翫︵一千三菅九十八億円︶

・七九価︵うち設備費O・九五

類
繕

万七千五醤二十五

度︶でようやく当無度実績並と毘

鋸度が一・〇三藩︵同一︒コ瓢

一・二六瘤の

と生塵設騰髄翼針︵九酬管六十億

込んではいるものの︑憂欝織匠で傍︶の二千三百八十七億円v煮十
・二臨

傭累誹に占める研究支出の製口は

る︒これは立地問題ならびに資金

きわめて控え欝な予測をしてい催︶の二千六酉＋九欝欝︑五十四

黶E六％で︑設備磯の占める舗は出鉱麗実績の八一九劇相蝸額と
合一〇・二黒を上回っている︒

原子力関係売上隅を納入先別に

難による原子力発玉無建設讃齪の傍︶の三千蕊三十億円となってい

五欝八十摺円︵繭鋸度跳二・O 遅延傾向を厳しく受けとめている る︒部門溺では核馬料関係部門で

みると︑陰気聯業への納入が瞬千

一輪度が○︒八七傍︵岡

円︶との閲連でみれば︑資幽高金

潔調蛮では毎圃⁝御節︑二臓器深刻なものであり︑叢叢の回復ま

十九館度下期以降においてかなり

堅調予測の電 締め盤業の収勇巌下させ・
．気事業関係 資盗りを輩に羅にしている

支出高を対比すると︑売上漏自励
も売上堰になっているところがほ 九十二倦円盤︑原子炉閲係二目部
八千五菌五十五億円︑支出窩累計
．九千四百七十二億円︑となり︑そ とんど︒減少した簗磁は化学工業門一一十八惣円転︑ならびに欽鋼漿
の差額はマイナス九百＋主簿円に
も達しており︑原子力という高大
披術の開発を篁盤とする新しい塵
策分野の購拓に当たって︑趨らな
ければならない琶難期がいかに擬

は横選いなのに対し︑原子力関係

刻な影響を及ぼしており︑例えば

物燭指叡による補正でみてみる

となっている︒しかし不況

と︑設備投資の実質傭び率は一・

下における設備投澱としてはまず
まずの佃びであるともいえる︒業

し︑反醐設備費は

三七・六％から四〜・八％に増頒

件費の構成比は昭和四十八制度の

赤字傾向いぜん改善されず

インフレの影響顕在牝

たものである︒

鉱工業の総p
出・
種魍に設備投資窩の増減をみると

・支

当妬度の櫨子力関係の叢叢戯斑
殖設藁︑造船造機叢︑鉄鋼婁にお

・

・支出が激増

︵鉱工漿︑電気医業︑商社の導出

f︶は︑六畢笈颪鐸糧へ前籏比 いて僚ぴている反面︑醗気機器艘

専藁等で減少している︒

一・四二籔︶であり︑講蒼を關強 造業︑紙︒パルプ製造業︑原子力
した昭和灘十一鉦度からの翼横額

二傍となっているが︑物価掲数で

一照・九％︑その他の経蟄は璽ハ 四昼型の両鋸度のみであり︑祷命

た︒当磁度支出のうち鉱工業の支

補正を加えた実質伸び率で崩年三

支出にも現われている︒部門溺に

鉱工業の原子力関係研究支繊高

出高は三千七十懸円で萌蕪度比一

一簡となり︑むしろ落ち

研號支出窩の増威をみれば︑原子

は二兆 一千三齎四二瓢噸円となっ

・六八悩と激増しており︑鱈気袈
比0・九

炉関係機械部門︵十三億円増︶︑

聞の鉱工業の原子力関係売上臨︑

藁の隻出隅は三千照百＋三豊円︑
こみ黒陶となる︒しかし鉱工鑑金

・二銭無となって

一

分野の研究投資額の知び率は︑箭

いる︒

柑傍便欝醤斑用金
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外資導入に積極姿勢
鎌如齢劒讃囎新皿資源政鯉藁展開㎝へ
このほど来田したオ：ストラリアの3︒ラーキン戴源鎗第一次窟補︵原子力擦当︶は︑一月二十九

いプロシェクトへの参画について

ないだろう﹂と前置きして︑新し

は﹁外書が五〇％以下であること
を凄む扁との簸本的な霧え方を説

明し︑ウラン探鉱の共嗣開発に
も新政翫は解放的な虚勢であるこ
とを強調した︒今後の課題として

なれば︑昭和四十一二奪に日本学術

同センターの設認が本決濠りに

の依制を蟹備していくことになる

順守徹駈に向け行政体制の強化を

会識が放射線騨霧墨礎研究斯の設

管理の不膿行が︸滋に撫荏化しに

傭台での講狸蓑では科学技術庁

図ったのに呼応して︑民闇の関係

京と大阪で閣かれている︒

係ずる二十六の漿界醐体で構成さ
と労働省の摂嶺醤による法制の施

業弊団休が自憲的に籔全魑理徹底

放射性同位元累等の賊扱いに関

れている放射線睡毒防止中央協議

鰯と醗古した放尉線安全管理の笑

膏についての識瓶があるばか︑現

一昨薙︑科学技術庁が中心に法令 硬誌︒

二十六日︵水︶年晶購十時から綴禽

依化となる︒

立を勧告して以来八年鼠の構想翼

船懇談会開く

原産︑原子力

を園り︑適切な対鷹を老い出すた

活動を展挿している︒

の関催︑出版物の配柵などの広報

もの︒このため同協議会穏講習象

めの協議機関として設齪された

瞭霧防止中央協鱗禽

仙台で放射線
講習会開催へ

会︵会長・輿村虎雄氏︶は︑一一月

術の七十七銀膏嵐店ホールで第蕊
回放嵐隷安金箇理講習該を開く︒

この講習会は︑随醤防止法の規
制を受ける取撞野業藤の噛業整︑
安金管理部門の環征養など蟹旧藩

日本量子力薩業閣議はこB︑壷

門むつ﹂て状況把握

をはじめ︑日本鉄鋼連盟︑醗可融

掘・丸の内の工業倶楽部で︑僅補

なお︑岡協議会の金鑓には原薩

簗召命警︑闘叡提要工業書なとが

携について︑束大・吉沢躍雄教授

らによるパネル討論が行なわれ

加盟︑日戸アイソトープ協金内に

職責にある人遠を対象に広く放鮒
線蜜全慧硬の現況を理解してもら
る︒

は︑前政搬のウラン政策︑鷲しい

し︑注目された◎ラーキン次宮補

も極討議であることを明らかに

と切り離して特別扱いにすること

オーストラリアの偽事闘融につ

態度であることを明らかにした︒

よる販規鉱山の気圏には潤極的な

問題だ︑と強調︑総懸点で政府に

売準備を行なうべ港か隔が嶺藤の

際すべきか﹂﹁どのようにして販

らいつ・どのくらいのウラン癒生

らおうというもの︒過精華は束

爵櫨などの製造授術を薦聖一発︑

科でもペレット︑轡科樺︑蝉騨名

制を羅漏しているほか︑軽水炉犬

ン紛末をつくる転換蒲工の製避依

濃縮六弗化ウランから二酸化ウラ

讃唱された核燃料唐綴メーカー︒

友電工の五〇％ずつの姦岡出資で

次いで︑四十七年︑古記慰工と佐

累の紛失・放射線の鍍曝など安全

建設への拓石とみられている︒

語論は樗鞭の然格的な捗野心工場

るが︑8＆W祉からの今鐡の技術

隼間四十ナの設備能力を舖えてい

し︑二酸化ウラン蝿脳成型加ユに

大阪府・能取に核蜂糾工粥を課蕎

を湧化しているQ原子鰍桝工業は

な技術編入契絢を緒び︑その技術

三共局が櫨かれている︒

五團金含を聞き︑﹁むつ﹂をめぐ

博していた原子力船懇談会の第十

木科学技術庁累累︑山野原子力周

同巾央協議会は︑放無性岡蟹鷺

い・事業所の安窒確保徹緩への認

廊を反映して遅れがちだったウン

環境規制︑世界のウラン南場の動

いては四日にアンソニー副滋穏が

識の筒揚と対策の強化に資しても

ジェクトへの外資の綿入は五〇％以下が望ましいllなどと隔り︑新政擢は︑贈主國へのウラン供絵

ン鉱山の生麓鵡備も︑堺伍︑六つ

い︑政府のロイヤリティの取扱い

係をさらに拡大できると思う﹂と

がらも︑総選騒戦中に同政党が裏一ており︑ウラン資源を通じ二階闘

に横綴的に取り糧む方違であることを明らかにした︒

語り︑麟本へのウラン薬湯に以前

の鉱山で生馳煮湯を完了したと説

四十三無に米国のユナイテッド・

ウラン政簾の環境問題とのかねあ

国のウラン蛮源政策の方陶を説明

を明らかにしたσ

にも難して積極的に敗り組む愈両

来日︑新ウラン資瞭政策について

ニュ⁝クリア社︵現ガルフ・ユナ

と襟点し︑オーストラリアのウラン資源政策を中心に日戴聞の協力関係のあり方などについて話し愈

した︒それによると袖壁州は大灘

曖︒今後のウラン探鉱について

も見解が表明されるものと見られ

限︑梁京・赤坂の葵鼠鑓で︸本松魚製原産鋤蕪長︑河命轟晴原艦・ウラン資源間題委員展ら原産密舳

党政懸から自田党と地方弛の連立

のウラン鍛源を偲有しており︑こ
とくに外資の導入について﹁現
は︑この六鉱区で当爾の醗蟄は＋

る︒

オーストラリアでは昨年幸二月
の総雌祭の結縄︑それまての労働

明したステ⁝トメントにふれ︑岡

水炉燃瞬に関する炉心設計︑燃料

イテット・ニュークリア社︶と軽

建設・計画中という︒

した発鷹三六黛が稼働︑三十星が

ー︑アーカンツスなど同社が難饗

大軽水炉メーカーの一つ︒オコニ

管理技術︑製造技術にわたる広範

五十一郊麗二二聚で︑運議蟹︑設
磁鞭におよそ四千万円を計上︑人
員五入を鶴りあてる予算拙置が認
められたにめで︑遺伝子への放射
線の影灘︑公営物賀の影響︑催復
機構の基礎研究が駐な研究内容︒
放射線を介して入を舎む動・植物

無

唖φ

る最近の構蟄に関して説明を尽く

て審議した︒

ととbに︑当面する諾闘題につい

審議の縮宗門今後の刷子力船開

発の推進には︑まず﹃むつ隔を速

やかに整僅︑就航させる必至があ

語誌の解決が習々﹂との慧冤で一

開発蝦業三法の延長と修理愚決定

り︑その前賢となるB本原子力船

致︑層面響の立場から政縄・関係

方面への要望繋争などの働きかけ

て︑その琶礎遍程にスポットをあ

当鰹は世界各国の放射線生物学

て︑メスを入れていく蹴画︒

すべての生物の生命活動につい

授らを招いて︑繋駕六月末点薬巾

政権に移行︒ラーキン闘魂蒲雌鷲

れを質腸帽手国への輸鵬掘灘と考
在の六つの鉱床に対する外国のオ

分に賄えるとして﹁この六鉱区か

入においてウラン資線を他の重職

敵穰下における薪しい資源致搬の

える②輸出したウラン資源が十分
ーナー・シップが儀滅することは

などがあると述べ︑さらに外資墨

発教を献に︑資源分野でのわが国

なセーフ・ガード下におかれる総

つた︒このなかでラーキン次窟補は︑オーストラリアのウラン資源政策について①オーストラリアは

との隈際協力関係のあり方な ど

ウラン資源の開発には環境の撮金

PWR燃料技術導入

長幾にわたり僑頼される供給餐をめざす②国内てのウランの濃総︑膿工はこれを支持する爆管規プロ

で︑﹂・アンソニー副由摺︵貿麗

を前提とする④国内でのウランの

期間は士 一郊聞︒

を含む蝉料製藻・施工技癖全般で

灘入究のB＆W社は︑蜜脳の四

借大霞︑資源省天臣を兼務︶ の

凝縮・加工はこれを支鋳する⑤生

米パブ社と契約

原子静料工楚は︑臼本ニュクリ

¥八B付で政鳴認薄を得たこと ア・フユエル︵G猛四〇％︑臼立

する技丙の念入契鞠を鎧ぴ︑一月

燃繕取紬授術︑炉心施工サービス

二十八田から日蔭を訪耗ているも

築磯に先立って廓繭調査のた め

薩摩工
原子燃料工業︵鈴木二郎瓦師︶

いう︒ ﹁オ⁝ストラーーアは候絵書

産番の十分な利益を確保する︑と

としてウランの姓懸隔場に調頽を

同次宮補は︑オーストラリアの

の︒

新政権は﹁京莱︑民聞企業酒動の
は︑米園のバブコック・アンド・

ウィルコックス社︵B＆W＞との を明らかにした︒

もたらす形で参画し︑金ての関係
覆が満足の欝られるよう配慮しな

間に加三水型軽水炉︵PWR︶用 技術提携の対象はB＆W社が俣 三箆原子燃脳︵三愛命属五一％︑

奨励を指向する漏と述べ︑新敵権
の姿勢を説明したあと︑ウラン資

される生緻函となることをめざし

がら長期にわたり浦費国から仙頼

し酉分の一に下げるための第一段

二扁鳳＝噂＝層＝卿二瓢一＝＝一

閲五か所確保する必嚢がある︒来

に終り︑現在︑第二段階袋置の詳

階蒸発濃縮装置の取りつけばすで

一一扁

ンビア︶など講蛮を進める︒灘外

前駕腰傍額の十二鱈千二酉万円を

奪慶予算ではこの探鉱認査などに

＝＝騨＝＝＝冊

議するPWR燃麟成型舶工技術︑ W冠三四％︑三菱璽工一五％︶に

掛芝各三〇％の共岡出鍵会縫︶︑

いては理論検認中一と離置きしな

源政策について門講細な部鈴につ

核蝿膨の製造と炉心サービスに滞

︵ニジェール︶︑ワイオミング計

との共動議査では︑ジャド計画
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罰簾勇回護圏

を行なうことを決めた︒

に上樫した︒

墜を閣議了承し︑三十一日︑園会

なお︑政府は一月三十ヨ︑廃止

期眼を＋隼間延幽するための日義

の綴報を掘話して二⁝ドの筒い研

原子力船開発賑瑛書法一部改正法

細設計を行なっている︒濠たクリ

システム艦物学に駁り纏み︑次い

計上しているが︑仏︑西独などに

プトンなど福ガス除去にクライオ

で発ガン︑欝粛短縮など放射線の

顧︵米国︶︑昨銀聖正武に調印し

比べると狡術醸では差はないが予

京都大学に全圃の放射線生物研

では還心機以外のガス処理系の実

証試験︑UF6処理系口頼性試験たエルトラド社と附語︵ご対一︶

究書の共圃閥用施設として﹁放射

莱郵麗予算での核燃料対簾駿は

萌無度無二・五％減の酉九十一億

素を取り出す方法︶などて放毘を

ジェニック法︵気体を液化して元

のメカニズムを探る突然変職研究

とになる︒

蝿料の健全性が一履確擬されるこ

晩発効果研究と変異の進行と修復

を内閣総理大臣に笹撫した︒

線生物研究センター﹂が設躍され

福島︑浜岡の燃

る冤通しになった︒文部省の昭和

究テーマを分折・抽出する放射線

六千三菅万円︑髄二十五億七落万

る︒

算額で十奪の遅れがあるといわれ

に下げる研究開発に十億九千八齎

一日八千臓からおおよそ颪分の一

られているウラン試験の終了を

申・低レベル諸多のアスファル

万円︒

を圏梗にプラント建設︑蜜金川

待って︑操業越転五十二葎四月

燃糾再処理関係では︑環覆進め

で行なうビーバーロッシ計画︵カ

再処理ホット試験へ

⁝縢燃姦策⁝

設露礎更は︑いずれも七行七列

子力委員会は三熱︑榮京織力
だ︒蕩レベルてはOECD︒N原E

一KWから○・四四KWとなり︑

の場合も淀瀬離の讐当たりO・六 八型燃料藁台傭を採用する計画︒
輩に適aしている﹂との麟査脂漏

いて︑﹁原子炉等規制法の許可騒

輿敷電力ては今後福島第一発駕

隅一弩︑㎎号︑五開炉についても

料変更で答申

り換えるほか︑諸等餓所六簿炉︑

鰍糾取替黒点で八×八型使用に切

ト固化技備︵ドラム儀で葦二千

いたのを今後の取替鰍料から八×

福泌第二発議所一隅︑二轡︑縮騎

籏︑放射能放出諸鐙化などが進ん

八型の試用に炎えることなどを内

蒲羽一驚炉にも初装荷炉心に八×

︵おわり︶

︵七×七︶型繋属叩台依を慶って

八×八型燃縛集命体の灘入によ

原審ヵ婁
が

り︑燃脳最高緻繊力密度はいずれ

本︶の詳掘設計は五十櫛型にも発
で︑わが國の天然ウラン鵯襲無一

論を調べる試験装畷L饗12は現三縄円を矧上︒昭和六十ゾ無下点

翼︑一再炉の原子炉設腰変礎につ

炉と申部電力浜岡原子力発餓所一

クス法で使われるTBP︵リン磁Aのユ1ロケミック蕩処理既設 福島第一原子力発臆駈二号︑一二暑 容とするものQ

と規馴しているため︑ピューレッ

︵ベルギー・モル︶を使った孫レ

般欝欝の放出を五PPM以下窪︑五十一蕉度プラント譜工弔定
在建設中だ︒ガス拡敬法は所要の

万五千ナのうち三分の一を海外ウ

ベル廃液固化技術共同開発の滲癩

でいる︒安全対籏では茨城県条令

る濃縮工場を稼働させる因標で研

六十無口までに海外と竸舎できう

成果を収めたとして希ガスの周位

ランでまかなうとすると薫千樋の

トー2ブチル︶など曲分合収・除去

究開発が進んでいる︒とくに来無

依分離の璽礎研究に粗み込まれた

旛設に約九簿円を翫上Q放粥能放

度ではプラント掬一万台の縫産に

り千漣のウランを二十奪闇にわた

ントの旧観凌五十二内属に着手し

黙中の遠心分離法パイロットプラ

まずウラン濃纏では︑動轡で開

処理などの核燃秘対策ii︒

ウラン灘縮︑海外ウラン嚢源︑萬

ナダ・サスカチワン州︶などに約

文部省が予算措置

に約六億円を計上している︒還心

物砺究センター

円妊計上︒シー3ーズのうち今圓は 鰻を遇速・遍酷条件下で運転し寿

京大に放射線生
探鉱が必要になる︒一蹴釦琿あた

形︒

驚外のウラン資漂開発では︑鉱

入るための品鷺俣羅技術開発に絢

に九千万円︒

八懸円︑性能アップのための高周

出低劣化で︑低レベル麗液の放綴

を一日あたり0・七犠から十ない

り豪富すると仮定すると埋蔽蹴二
を無

万鏑︑ニシエール級の

山

地駆︵マー3︶︑ルンダジ地区︵ザ

癒調査に約六燃円を計上し川口ル

射射

照照
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堰がため

エスカレーション

ということばで要約で

米原子力慶藝獄議︵A一白︶はこのほど出したニュース︒リリースで︑二九七五無の米國原子力
塵藁界の鋤きは︑

を禽めた核分裂エネルギーが他に﹁優れた科学著による筋の溢つた螢

潔る﹂として︑この一隼の流れを次のようにふり返っている︒

観

一千原子炉奪

融廓故を引き起こす冷却材喪失駆
落が発生する礁率は
に一挙であると副書しているが︑

燃料溶融長老は大低の場台緊急炉
心冷却システムによって防止され
るということを強調している︒藍

数や運転を開始した原モ炉数とい

応しなかった︒明滅の原モ炉発注

はこうしだきざしにあまりよく皮

えはじめたのに︑原子力発鍛計画

では不況から抜けだすきざしが見

許認司濡動が繧黙したという非難

た︒規制画では︑組織変薦により

四〇％弱を獲得しただけに終っ

るその他のエネルギー形態と遮邦

万分の一であるという聞題につい

理の聞題や大旧故発生の礁率は颪

ムの保瞳描躍︑放射性廃四物の処

七六庫匿はHRDAの研究鍛力
のを大きく失なった︒プルトニウ

政府の援助を求めて競食し・一九

て︑理性的な討論を妨げるような

を驚戒するようになって技術的な

原子力反離運動を政樹化すること

いない︒

も燃料溶融毒故は〜件も発坐して

用軽水炉の二千原イ炉矩を通して

していないし︑商業期および撫軍

じて冷部材喪失購故は一篇も発生

商業用軽水炉の纂葭原畢炉無を通

できる︒すなわち︑国内における

を多くの実績から支持することが

難界は︑ラスマッセン教授の予測

うような表面的な面では︑聡力に
が一部にある︒懸紙認可は︑一九
極暑をなくすると︑反対論蓄の蟹

対して心理的なハンデキャップを 成および反対の繭明が発表された
り
負って︑外画的にはより魅力のあ．にもかかわらず︑論争は批判蕎が

対する全般的な纒襲の減少と弱謹
七四蕉の＋五件に対して一九七五
標は単に原子力発囎ではなく︑経

一九七五矩の一般的な経済簡勢

ることを知らないインフレーショ
庫は三件︑完全な建設許珂は一九

る︒この面では一九七五庫に大き

った︒使用済み燃料は商業朋再処

電力会社の謝醐縮小が原子力発

た衙万KWの原そ炉の建設蟹は︑ で︑たぶん金庫でなく六庫で運新

われている︒一九七五矩に発注し

スカレーションと昇等コストに表

ていると︑一丁二＋六が／KW

じ発駕所が︑一九六九庫に発渋し

％︶︑闘接囎および建設期間中に

l％︶︑エスカレーションは

鑓われた予備鑓は三＋三が／KW

齒¥五騨／KW︵一六％︶であっ

紙開始後だいたい四鎌でその二二

國

妬魎

瓦魍

へ

陪

圏

葉

蔑

ｧ・

艀翻懸翻躍圏言

囎

Rocyc奪e

ガス冷却蜻システムの開発と販売

の原子炉メーカー四社も昨鋸は一

理工場の完成を侍っている︵これ

していることは鱈要である︒プル

装所に対して大きな膨響を与えた

燃料を除いて八口六＋八が／KW 論能となっただろう︒その場含の

エスカレーションが二酉五†三が

／KW︵二九％︶である︒その岡 を埋めあわせてし謹う︒

較正にも使われます。

原子炉からO・一︑︑恥レム／矩︑門

・二〜O・三︑︑跨レム／薙の被曝で

九六九薙以来販売敏が澱低となり

ろう︶︒使用済み燃料の貯藏脂力

は︑一九七八年濠で究成しないだ

探鉱ブームを再燃させた︒そのペ

トニウムの商業的リサイクルを箋

の薩業グループはガス拡散法によ

罰している︒ブラウンズ・フェリ

ことは容厨に理解できることであ

び保険料など︶および優入金のエ

駿絹︑建設︑試逓賑中の租税およ

T・KY。隅↑。＜＜・⊂東京原子工業艦式倉飛

な動きはあったが︑進展はしなか

あることを明らかにしている︒一

二十八棊であったのに対してわず

過張五薙聞の艦影平均受注轍が

で十分だろう︒NRCは︑蕊業界

彫済み燃料の中に含隔れているプ

と批判薪に引きずり園されて︑使

ルトニウムを軽水炉の申で薄便用
してよいかどうかを決定するのは

ースはさらに駆まり︑一九七六無

一四〇％減少し︑ウラン濃縮容疑

施すると︑ウランの霜観桜は三〇

る濃縮購鑑へ遜出する胴悪ができ

し︑改甜を加えたものである︒十

ーの場禽は︑この大きな漂子蝉が

る︒たいていの電力金社の堀合︑

︵享万KWの炉が典型︶となっ年に完成すると推定されている︒

めだつ間接的
コストの増大
その内訳は︑覆接鍛が露百七十二

原子炉が縁巧していると戦えられ

Tank

麗

CON了ROしVAしVε

馬サイクルのその他の分野からO を続けるといっている︒他の鰯内

林中内子炉の柵のところに億んで

エス

︑ゾレム／鋸以上の被曝はない︒こ かに五塾を数えたのみであった︒

流動つづく核
燃料サイクル
対決

カレーション

ている︒ただし︑NRCが関了す

塞くとも一九七七庫になるといっ

は︑すべて一九七

五年の核燃料サイクルに対して悪

る燃料サイクルの施設について︑

い自蔵として作用した︒まずウラ

さまがわり

は︑溝処理の湿雑が緩租されるま

いる最も被曝膿の多い人でも︑十

れは︑一人当たり颪︑ゾレム／無罪

という翻然放鮒能に対比されるも

原子力副薩が薗面した多くの紀

のである︒

い案件は︑米国最高裁判所がペイ

念すべき法的試練の中で鍛も新し

リー原子力発野駈に蘭する訴訟で

には試鱒が三千万フィートをオー

ド影たり＋五が以下の採鉱蟹で生

は一一〇％少なくてすむ︒
ERDAは競裡のところ一ポン

バーして記録を翼覇しそうだ︒

一九六〇曇声以来冤られなかった 暫定的な許司を与えることを横製

NRCの原子炉サイトに関する基ンが突然売手市場となり︑それが
準を支持したことである︒

低毒した原子
力発電計画
一九七五葎には多くの原子力発

戒ｪO月にアラバマ州にあるτ鱈漸および火力疑雲所の計願が中

ンの蘭にかろうじてその地歩を保

VAのプラウンズ・フェリー原子 止された︒一九七四俸には約一億

がウラン濃縮の分野へ逸出すると

慢い闘検討されていた民闘企業

済成長および確立した政府の体制

いう問題は︑一九七五無における

七四鰯の二十三件に対して九件で

ち似たというところである︒米原

を約幽十万ショート・漣と推定し

八千万KWの発電駈建殴計画︵そ 野できるウラン鉱価の門確定鉱区扁

ォード政権は︑この難しい移管問

白熱した議論の対象となった︒フ

の中の三分の二が原子力︶が延期

ポンド詣たり

災というような予想しなかった累

ている︒採鉱籔を

力発鍛駈で発生したケーブルの火

されたのに加えて︑一九七五犀に

そのものであることがわかる︒原

故によって︑ラスマッセン教授の

子力に関する論第が上体的なもの
から誓学的なものに変わり︑さら

詐可のうち七件は︑十二月に出さ

と︑一九七五矩の原子力塵藁界の
れたものである︒

子力薩無芸議︵AIF︶によるあった〇一九七丑葎における建設
扇網をさらに悪化させたのは︑蔑

題を連邦政府の融資翠蔓と戦術援

に禅秘的なものまで出てきたの

は少なくとも四千万KW︵約半分 三十炉訳で引き上げると︑これは

フォード政権が︑原畢力謝噸の

が変わるというようなことはな皿が養子力︶が新しく延期された︒

危険に関する金般的な予測の価値

欝による総禽的な燃料サイクルを
は︑原子力発鱈は非常に安金な技

助で実現するための法聚を議会へ

勢いを失なえば國が崩壊する可能

六十万沙に禰咽黙する︵規実には一

確立しようとする絶え聞のない努

送った︒議鼠での議論は︑今黛も

性のあることを愈識しているのは

た契約価格は規在一ポンド嶺たり

力であった︒これは︑憐麗な運邦
疑問の余地のないところである︒

ポンド当たり三十が以下で採鉱醗

およ量二十がである︶◎ERDAは
続けられるだろう︒すでに︑一つ

九七〇無宋の引き渡しを条件とし

政將の蜜僚制蔑︑戴疑鮒な議会︑

大統領は一九七五隼の一般教欝

さまがわりの一年

数多くの騒汝しい批判によって複

能な﹁推定追加職階﹂は約二膏九

関心を示している︒ERDAは︑

エスカレーションに悩む

それだけで︑蹴力の約半分が原子

ヂ

で︑︸九八置隼までに二颪璽の鋤
力炉を穣働させるという薦標を決

雑な仕購となっている︒

多くの面に晒いできごとがあっ

過芸繋留間に明確なキャンセルに

一九七六駕三月宋までに︑蔑営濃

心分離法による濃縮工場の建設に
い︒ラスマッセン教擾は︑原子炉

力発爾に依俘することになる二〇

ており︑他に三つのグループが選

術であるという蛮張を麦持する簸

より影響を受けたのは原子力発趣

縮が期待できるのか︑それとも連

十万漣であると推定している︒現

ール・ウォルスク書長にとってあ

格納容器の外にあるケーブル整で

〇〇無までの楽国の核燃料羅嚢羅

邦政腐が

たが︑豪た慰めもあった︒AIFめた︒しがし︑これはA工Fのカ

まりにも控え隠過ぎるものであっ

近の技術︑行政および認法上の努

に耕する総契約のおよそ六％だけ

の事解に等しい蟹である︒

実にこれだけの埋蔵騒があれば︑

と︑国内で運紙を認斑されている

が昨蕉朱にまとめたところによる

た︒彼はある雑誌で﹁われわれは

空気漏れの試験に使われていたロ

であるが︑昨無の延期およびキャ

動力炉は五†八塁︑建設甲は六十

力によることは聡らかである︒

ーソクによって火災が発生すると

もっと横極的に遥めることを袴え

いうことは予想できなかったが︑

九塾︑謝薩中は百一塾となってい

一九七五隼は︑ラスマッセン原

さらに二十

九八四薙ごろの供給力

子炉安金蝦笛欝の年であった︒こ

の工場を拡張する必要があるのか

不罷の問題を解決するために自分

なければならない・

簸終的なウランの盤渉盤は︑原

る︒一九七五蜂の簸初の九か月翻

料の供給力と闘蒔に燃料サイクル

を知る必褻があるといっているQ

昨無の中ごろ︑鷲RDAも米国月に出された鍛終報告講は︑原子

テムにより炉心の水位も十分醸た

安金に解止し︑予備ポンプ・シス

療子力発電駈は巖大容騒の発鱈斬

ーン〆！！！ーンノ！〆〆ノノーー5！！ノ婆7ノ！ノー〆！一γ

う大高故の発生する確覇は大体十

炉から大山の放射龍が漏れるとい

れた︒

多グ

ック社の受注残を完全に一掃して

れは︑マサチューセッツ工科大学

その予想される結果についても極

トロール︑安全システムの故雌と

ンセルの波は︑ゼネラル・アトミ

五塁ぐらい欄やすことはそれほど

のノーマン・ラスマッセン教授の

この調査は周じょうな主要なコン

での紀録を黛新し︑しかも発罐コ

の康子力による発爾懸は︑それま
難しくはないだろう﹂と語った︒

播灘の下に・三隼間調査・検討

の來端の状況によって支配され

反対運動と安

し濠つた︒それでも︑岡社は鶴温

ストは原子力発懲により軽戯され
た︒時には高い輔入石縮を鰹周す

のエネルギー開発誤画に閲する鍮

被曝影響の不

全研究の結論

筆に筋わった︒そのころ議購篁の

万原子炉運転年に

る発咄本よりも大縄に蜜くつい

きは︑二つの踵要な璽決一高速増

のような摺故は千人を潜在的な癌

た︒口金における厳子力反鯉の動

殖騨開発の継続とプライス・アン

周りで展闘されていた原子力反対

ており︑それは今でも建設鍛の最
も蕩いものである︒鰻近では緬格

だ︒もちろん原子力以外の廼設蟹

炉／KW︵四三％︶︑閣擾饗およ 力の差は︑現異にはほぼ一五％に

も同様に上昇し︑原子力と石炭火

タービンなど︶ではあ豪り兇られ

び建設期間中に縫われた予備澱が

建設曇霞酉七乎がに

ト分野︵設謝および建設期闇巾の

ず︑聞接的な謡曲に関係したコス

︵建墜︑原そ矩コンポーネント︑

を完了し︑この点に関して残って

鍵用可能な隈り低い

︵八億六千八酉H万が︶で︸九八四 閣接蟹は菅五十八逆／KW︵七〇

運勲を冷たい眼で眺め︑多くの州

回であり︑そ

ーーに関して盛り上がらず︑大差

ダーソン原子力鏡町賠償法の延擾

でもって破れた︒しかし一般世論

法が成立する中で︑ERDAは︑懇暫にするが︑いかなる堀合にも

に閲する

安解消に努力
り死亡したりすることはないとい

放溺能放出隈度を決めるため作藁

﹁︵原子力のような︶既製の主要 放射能により急激に睡気になった

な代替エネルギーの必発を妨憲す

いる︒放射能が大土に漏れる購故

う基本酌な繭撰がベースになって

いた一般大衆の不安をさらに軽減

確寒は一万七千原子炉琿に一圓で

る二〇〇〇奪でも大衆の大多数は

に応じ用意致します。
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メ
社

i力−

当面は四基分対象に

示があった︒このため臼嵐側メー

のコンポーネントを希蜜する躍提

しく︑マキシマム十基とし︑今蕉

慧していたが︑ソ連側から再慶新

連側支払い条件等について煮詰め

を含む新しい見積り欝を用悪︑ソ

畷らかになった供給範畷変更など

臼本側メーカーは︑今回交渉で

水型炉十基分ということだったの

う握示しかなかったため︑とりあ

リアなど爾欧各國にも同じく機羅

こんどの対ソ商談は︑その規換

て礎を間めていく上において大き

産業が知識簗約型︑輸出産業とし

とながら︑ともあれわが國原子力

がかなりの額になることもさるこ

回交渉では初めてコマ；シャルな

行きが注目されている︒

な悪味があり︑今後の商談の成り

悼L

司本との協力︑

的な商談には持ち込まないとの考

二分

原産首脳と原子力婁との懇談会

く霊張した︑という◎

リング方式︵生薩分与方式︶を強

方式か︑プロダクション・シェア

ンク・ローンによる畏期延べ払い

側は﹁現実的でない﹂と反論︑バ

を要請した︒が︑これに対しソ国

スによる現金渓済方式での支払い

目一ずっとするキャッシュ・ベー

階︑製贔引渡し蒔にそれぞれ

えで交渉に臨み︑契約時︑中間段

初方針通り︑つまりバーター取引

語がとりあげられた︒日本側は当

技術的な問題の横臥に囎え︑今

調達で打診しているもよう︒

た上で︑再度交渉に轟たる︒

四基分を日本に期待したい旨愈向

昨無二月︑概念設計が送付され

が明らかにされたQソ連は︑イタ

から始まる第十次覧か年計画では

コード等に基づき第一鳳会台のた

カーは帰開講︑先方の技術基雌︑

の改訂と︑これに慕つく各機器の

めに朋悪した初期的な技術仕様鶴

今臓交渉はこうした経緯を踏ま

晃積り作業に着癒した︒

えたもので︑技術的検討としては
昨薙七月に次ぐ二回目のもの︒モ
ロホフ第一翻識畏らを中心とする
ソ連側関係壱と技術仕様の改訂な

われたが︑ソ連側はわが国の技術

覇鯨簿ソ連の設計に基づき
子炉本体︵炉心構造物︶︑原子炉

どについて突っ込んだ討議が行な
原子力発爾設備の一次系機器輸出交渉で一月二十五日から訪ソしていた原子力産業貝合ミッション

力︑供給能力をあらためて確認︑
門モロホフ氏らは﹃日本に対する

容羅︑蒸気発生羅︑霊追山ポン
プ︑加圧器︑蓄圧羅︑空冷卸響︑

︵団長︒石崎翻之三蔑柵工原子力部長︶は︑交渉を終え七日開国したが︑石崎団長は今回交渉の成果
について①ソ連側はわが國の技術検討成桑を極めて高く評価している②ソ連のわが国に対する発注期

発注について技術面では確僑を得

という︒また︑機開の一部追加

た﹄と醤っていた﹂︵石蝋団長談︶

制御棒駆動装躍など十八晶蘭︒詳

の訪ソ・チームが派遮︑手管が行

細検討のため同七月︑技術陣主体

待燈は最大十茎で︑当臆する第や次五か薙計画︵一九七六〜八か年︶では四基分となるもようだ③機
器輸出に伴うソ運側門支払い﹂の方法︑条件面ではさらに検討する必要があるーーなど無点を明らか
鰭条件

︵予備︑治興類など︶について要

子力視察団﹂︵土光敏失団長︶の

えずそれを劇提とした見積りを用

塾側設誹に基づく菅万KW殆濃 求もあった︒当初融融二基分とい

なわれたが︑この席で︑嶺初︑ソ

を踏まえながら︑五月宋をメドに技術的検射およびそれ

にした︒日本側メーカーはこれら

サ

に対し︑発注は無間二露分×α年

原産首脳︑原
子力委と懇談

霞本原子力産業磯之の有沢広巳

︸政籏会議委員ら誼脳は六門口︑来

会獲︑一本松珠磯副会擬︑松根宗

ル訪強奪と両国間協力の問題につ

臼中のウエキ鉱山動力相らブラジ

いて懇談したが︑腐上︑ウエキ鉱

山動力樒は同国の原子力月輪など

ブラジルは璽工業の面で独自技

について要旨次のように語った︒

術の開発が遅れており︑これまで

レベル廃累物の試験処分を國の澱

は同感だ偏として︑大筋において

義徳原子力安全局長ら繭局の幹部

原産の購え方を驚風︑﹁これらに

任において行なうという考え方に

た後︑原産の放射性認諾物処理処

有沢鷹巳原薩会長があいさつし

も出碧した︒

＝＝需＝＝＝鱒脚霧隠一霞讐一駆二＝一二囎一楠一縣一＝陶二輪＝＝ニ＝一■㎜＝＝＝＝＝二騨一瓢一一篇一＝＝一白一二翼＝＝扁＝輔一詳＝口器＝＝曹一儲三一楠＝p

たが︑これによると発注機器は原

原子力襲偶を視察した際︑その技

翻議長を団長とする一行がわが国

ロホフ曇霞原子力利用鶴甲会第一

訪ソを受け返礼として来日したモ

に伴う新たなコマーシャル・プロポーザルを作成し︑爾度交渉に臨む考えだ︒

蕊

㌦

術︑製造能力を高く評価したこと

魑季するにあたっての実施機関の

ウラン

さらに︑ウラン資源の産出国の
国際協議緩織︑いわゆる

学識者は西独KWU社の軽水炉よ

製造ほか再処麗も謝画している︒

えで︑原子炉のみならず核燃料の

をもとに自力開発を進めていく耀

原子力発電は西独からの灘入技術

のではないかと乞えたからだ︒

KWU社と協定を締結したが︑一

ている︒原子力開発では最近西独
あり方など細部については煮つめ

外国からの技術灘入に依存してき

子力発騒開発規模検討委鍛会委員

分問題懇談会座長の茅誠旬氏︑原

国を桐手にしたのでは各国でそれ

力国に限定したのは︑いろいろな

開発規模︑廃棄物などで
日本原子力産業会議は九日︑東

る必要がある﹂と述べた︒また︑

が背蟹︒打診を受けた日本側メー

定

圭

東プリンスホテルに井上五郎委員

闘発規模の問題に関連しては︑原

カーは︑あくまでも機羅製作はソ

藤俊夫氏がそれぞれの検討結粟を

長の石原周夫氏︑同副婁興長の伊

連側設計に墜つくものであること

ソ遮への機器輸出は︑ソ運が岡

長代理ら原子力委員金員を招き︑

を前提として︑この間題に対処す

放射性廃棄物の処理処分対策︑こ

るため︑さしあたり原薩を窓口と

國の原子力発躍開発規模拡大のた
め海外からの調達を検討︑その荷

む姿勢であることを強調した︒

した輸繊国として積極的に取り組

た︒

て工業発展がむしろ隠れを来たす

のほど原産がまとめた原子力発電

これに対し井上五郎原子力婁鷹

﹁海洋投藁など低

ぞれ技術窒素が違うこともあっ
開発規模検討の結累などについて

対策について︑

擬代理は︑放射性廃棄物処理処分

子力発電計画を実歯していくうえ

し︑三菱璽工を総懸会社とする璽

意晃を交換した︒なお︑この懇談

﹁協力関係拡大を期待﹂

とくに︑ウラン開発︑輸鐵政策

をもつており︑この点︑動燃事業

りもむしろ璽水路開発に多く関心

出現への懸念に対しこれ

を聞いたが︑さらに醐速増殖炉開

団が開発中のA船Rについて現状

に閲心はないとして﹁イニシアテ
ィブを取ることはありえない﹂と

クラブ

語り︑ハッキリと蒼窟した︒最後に

い︒ウラン濃縮ではガス拡散万態

発についても研究の現状を知りた

の蔽え方を

程度政膀が指饗することになる﹂

副首相は﹁オーストラリアは日本

も考え︑技術陣は遼心分離法に興

盗難指岡

としながらも︑﹁政府の介入は必

に対し三期にわたり安定して大羅

味を示しているが︑現在はノズル

について

要最少限にとどめる﹂などと説

のウラン資源を供給したい愈向で

分離法採用の方向にある︒さて︑

強調︑﹁麗︑価格等についてはある

明︑競在政府が所曝しているメリ

あり︑このほかウラン濃縮の共同

遼屡暑磐霧
行した薪政権下の霞藻磁際協力関

ーキャサリン鉱山の持株をはじめ

研究などにおいてさらに図嚢相互

四日来日したオーストラリアの

﹂・D・アンソニー曾於相︵資源 係の推進︑新政策説明などの國的

ノーザンテリトリーのレンジャ鉱
懇談で翻首梱は︑オーストラリ

で来日したもの︒

床なども民間へ移譲していく計画

屋︑藁京・赤坂のホテル・オーク

省大臣︑貿麗省大臣を兼務︶は芝

アの新ウラン資源政策に関し﹁詳

また︑オーストラリア国内での

田のこれまでの経験は費璽で︑政
細な部分については員体的に検討

多い︒鍵盤との協力で興体的な問

今後のブラジルの工叢化推進で臼
ラで一本松珠磯︑申山素平澗副会

外資雲譲については︑興体的な外

策はじめ日本から学びたいことは

う﹂と︑しめくくった︒

慢︑松根宗一︑土光敏夫両政策会

中である﹂と前鋭きしながらも︑

資源ナショナリズム的色彩の濃

の協力関係を拡大していけると思

議委員ら原麗戸倉と懇談︑豪州の

題としては鉱物資源開発のための

られる︒原争力平和利用の分野で

舎弁藁瑠など資源供給の廊も考え

開放

から資源開発で数社が進出してい

的

権のウラン資源政策はより
いウラン蟹源を有しており︑世界

プは減少されない﹂と前園きした

門現在の外資によるオーナーシッ

︹オーストラリアは大難の質の良 資比率などについては露及をさけ

廻国の国際協力のあり方などにつ

あと︑﹁現在の七つのウラン鉱山
月の総選雛によって労働党政権か

ウラン供給に対して撰期的に安定

本方針を説明︑鰻州がわが国への

で嶺面の鰯要は賄えるとして︑新

の採鉱を纒嫁する﹂と強調︑現状

するか︑注目される︒

るが︑新政櫃がこれらにどう対応

愈したいと思っている︒

研究開発を拡げ過ぎることには注

なことが特色︒すでにわが国
より積極龍に謬画したい﹂との製

ウラン市場に調和をもたらす形で

ら地方党と自由党の連立政権に移

アンソニー副首相は︑昨年十二

いて尽し摺った︒

薪ウラン資源政策を静心に︑瞬豪

かった前労働党政権に比べ︑新政

であることを明らかにした︒

新ウラン資源政策展開で

規探鉱には消極的姿勢を示した︒

説明した︒

力な織田として一昨年末わが国に

芝︑凹立︑憲士躍機︑石播︑霞鋼

会には山野正登原峯力局長︑伊原

遼打診は︑一昨年︑原塵派還﹁原

アンソニー藻副酋相との懇談会

［で
での資金朗描薩の爆要性を強調し

も打診があったことに伴い︑交渉

に取繕むことにした︒

石崎団畏
の六社で日塞連合を形成︑前向き

灘

を璽ねているもの︒わが国への調

V
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裁判所の見解求める
鍔訴訟への介入積極的に
軽水炉におけるプルトニウム・リサイクル問題をめぐって米国では今︑三つどもえの訴訟に旗で発

展している︒これは︑来原子力規制委鍛会︵NRC︶が昨年十一月に発表したリサイクル鰻終決定期

が強く反発︑NRC方針に対する鐵判所の覧解を求めるべく訴訟にもちこ藪れたもの︒その後︑原子

許可するかどうか︑いわゆるプル
ていたよりも一葎単ほど學く軽水

よび安金性の審奮前に核燃料サイ

た法的に必要とされている環塊お

使用を暫定的に認めるもので︑ま

た︒これは︑NRCが轟初予定し藤明は︑軽水炉でのプルトニウム

いう︒

ープも介入手続きを進めていると

が受け入れられており︑電力グル
鴨＝

覧

圏

．
レ齢

み中中
趣設上
巴建白

昨隼の発症落ち込み︑さらに

うち七蔓が復活した︒

が無期延期となっていた計画の

V潤︾首弩暮M口︶口U口H㍊目V6類む獅︶騒Yほ蔭Hり導琶

運転認可の原
子炉は58基に

だことについて電力会祉側は︑

米ERDA発衷は繰り延べ︑取り消しが据次い
米エネルギー研究開発周︵E

闇に新たに発衷された来国の露

よび遮邦レベルでの規制孚続き

設︑資金調通︑さらには地方お

伸びが低かったこと︑そして建

RDA︶はこのほど︑昨無一銀期待していたよりも電力消澱の

百

は合計十一基︒総容躍一千一一

力会社の原子力発鱈所建設計画

る︒

をその原照としてとり上げてい

三十五万KWであったことを明 に問題点が多かったこと︑など

纂・一二千六撃手三雲八千KW

らかにしたQ一昨舘の合計三十

ERDA調葦による昨今末雪

夜の来国の原子旨旨餓所計画は

と比べ大幅に減少した︒計画が
発表された十一基のうち︑四基

次の通り︒

①運転認可済み巨電カ三二五

が発注契約を紬んだという︵一
基は昨豊中に発表されたものだ

四百KW︑鶏RDA所有一落・

十六基・三千八酉六十五万五千
基はそれ以前に発表

が︑他の

九†幾万KW⑭建設中目建設許
ERDAの暫定集計結粟によ

されていたもの︶︒

み十八墓︒一千七詣三十六万四

ゴ壬言KW︑敷地工面認司済

千八颪KW③計画中11発注済み

可済み六十九塑・七千七十七万

た原子力発装所が昨鋸一鋸聞で

ると︑商業運転開始予定が六か

禽計七士墓︑また発注の敗り

千酉KW︑未発注二＋墓・二

七十二基・八千二頁八十三万五

月輪たはそれ以上繰り延べられ

さらに計画が発表になっていた

ミット西独酋相の仏︑西独酋脳会

西独の高撮ガス冷却炉技術をもと

一九七九年完成を冒標に︑バブコ は︑フランスの響動憎殖姫技術と

五千KW︶だけである︒岡原発は 談が予定されているが︑岡会談で
ッターブラウン・ボペリ・リアク

の保陣措爾条項を順守する︒

七か国会議は︑西独が昨年ブラ

事前協議を強要か

三十八基︒二層三千六百七十二

万八壬ハ菅KW︒

処理プラントの建設許可串小田を

提出した︒プラントの笑初再処理

米原子力規制委照会︵NRC︶に

千百ゾに堰強する謝

画︒プラントの敷地はテネシー州

には駕闇一

能力は年間一千五頁鏑で︑最終的

開発グループを組織する構想が議

た来國が︑その開催を提嘱したも

かにされた︒このプロジェクトは

力開発機構︵OECD︶から明ら

続することが︑このほど︑経済協

＼

賑際原子力機関︵IAEA︶︑O

の︒楽圏は原子力機獺輸出を統制

瀟瀟として多国籍地素面処理セン

ECD原子力機関︵NEA︶︑食

する協定を締結し︑核拡散防謳の

EA︶または欧州共肉体︵EC︶止条約︵NP7︶の窒文化を恐れ延憂し︑一九七八年十一一月まで継

際食品照射プロジェクトを二琿闘

今庫十二月で期限切れとなる国

誓言際機関の共同三川

ェクトを延長へ

食品照射プロジ

という︒

一九八四無完成を騒標にしている

オークリッジが予定されており︑

社はこのほど︑腿罵済み核燃里心

圏点のエクソン・ニュークリア

米エクソン社

再処理工場の建
設許可を申請

論されるものとみられている︒

トール︵BBR︶が建設に当たっに︑両国が提携して新たに新型炉
ている︒

新型炉開発で
提携も議論か

明墾田

千六頁十六万KW④禽計11二函

消しが＋二基にのぼっている︒

KWU社製炉のほかに西独で建が︑発注が遅れていた 基につ

堀といえる︒

へ

T〜十一

罠間のウラン濃縮プロジェクトが
推進できなかった場台のことを想

いても取り消しになったとい
設されている軽水炉としては︑米
バブコック＆ウィルコックス︵B う︒こうした繰り延べ︑取り消
定してとられる臨時の描麗で︑ア
ーキテクト・エンジニアからは年

を魑入れ︑原子炉二輪建設翫醐に

子力筆談所︵最大出力首二十九万

しの発表に対し︑これまで建設
間八千ナsWU︵分離神璽位︶ ＆W︶社設計のPWRを標濁して
日口ロロ︵H禽口口Ω自舜良︵目自︻良負良食自口食良襲

の落ち込みは短期的な現象とみて

充当したという︒西独で計画され

仏︑西独酋脳会談

ルク・ユニオン︵KWU︶社の加＋三の両日︑仏南部のニースでジ

國内篇メーカーであるクラフトベ

︻パリ松本駐在鼠︼二月十一︑

原子力発醗所建設の資金調達で憂

い︒

の六か国と協議しなければならな

ついては︑国際原子力機関︵IA する交渉を進めるなど︑核拡敵防

瞥＝轄一一鼎：＝騨二＝＝＝＝＝一﹁二＝＝＝贈一＝柵＝一一二＝＝濡＝＝＝＝鱒二御＝軸：駆＝一隅＝ニ＝楠一扁：＝需贈＝軍＝鼎一＝ニ＝＝一＝一竃榊一＝一＝一補：＝脚竺＝＝＝＝楠＝二伽＝＝＝＝膳一＝＝榊備：

一〇％ほど引き下げたが︑石癌の 独巖大手の躍力会社RWEは昨圧水型原子炉︵PWR︶の独占由スカールデスタン仏大統領︑シュ
輸入を減らしたため︑八五銀に原

開かれていた原子力輸出に関する

輸出交渉をする場合︑輸出国は他

米︑ソ運︑英︑仏︑瀬独︑カナ

ロンドンで
という目標はその京ま据え齪かれ

︻パリ松本駐在鼠

た︒しかし︑一昨駕および昨年の

ダ︑日本の七か國会議は昨年末︑

子力発駅設轍容鰍五千万KW既成

電力二百羅が実質的に減少したこ

これ以上の核兵雛拡敵を防止する

一︑輸入国が原子力技術および
とから︑西独識会が醗近︑この原

子力発電五千万KW階標に異議を ため原子力輸出における醤理を厳

縄農業機構︵FAO︶の

二機関呉

か国冷血では︑正式の統制協定の

ターの建設を提賢したという︒七

反発をかうとの反対了見が強く︑

しくすることで禽悪︑このほど交

結局︑極秘の交換公文という形式

嘔えているという︒

換公文をとり交わしたことが明ら

プラントなどを輸出する協定を績

ジル向けに原子力発熱所︑再処理

に当たっては広籟な萱察を行な

タン向けに欝処理プラントを輸出

び︑家たフランスが韓国︑パキス

がとられたようだ︒

部を導いており︑堂島各国から二

ルスルーエの食晶保存研究所に水

十三機関が滲加している︒

う︒核燃料︑核物置の流出流入に

一葦に設麗されたもの︒西独カー

締結は輸入嗣からカルテルとして

プラント立地難︑許認可手続き

かになった︒交換文の内容は極秘

ないよう︑原子カプラントの輸出

機露︑核艶麗を再輸嵐することが

斜繭原子力輸出規制で合意
における承認の遅れが原色で︑西

とされているため詳細は不明であ

同によるもので︑一九七︸薙一月
独の原子力産叢騨が八五年五千万

一︑核燃料︑原峯力機器などの

ようだ︒

（＝■（＝＝く罰【く慧く＝L
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米の凡リサ
イクル問題
るものである︒さらに︑リサイク
ル金般に属する決定を下す過程で
の公衆コメント︑あるいは参加を

を表明している︒また︑NRDC

制限するものである﹂と反対の意

人の自由の優密などにも盈及して

いて指摘︑保証携躍強化に伴う個

司による多くの不利溢な影響につ

っとり︑プルトニウム施設の許認

は国家環塊政策法と原子力法にの

期の繰り上げ方針に対しニューヨーク州︑それに天然顕源防護会議︵NRDC︶を主とした環境団体

一方︑原子力産業界でもこの訴

いる︒

訟の成り行きに暴風︑産業界自体

は︑訴訟の申で﹁十一月のNRCく打ち出していくようだ︒すでに

トニウム・リサイクル許可をめぐ

能にするもので︑一九七七隼初め

炉での混舎酸化物燃料の縫用を可

クル活動に係わる暫定認司を与え

採用湊定時周を繰り上げると決め

環境影響声明灘︵GESMO︶の︵拡張中︶があるニューヨーク州 が訴訟に介入し︑NRC支持を強

り巖簗罫側が相次いでこの訴訟に介入したい暫︑裁判所に串講したため︑三番入り混じっての論争と
なっている︒

ウランープルトニウム混含酸化

って米国では︑これまでにも大い

にはプルトニウム・リサイクルに

物燃料を軽水炉で使用することを

に論議されてきた︒プルトニウム

係わる簸終決定がなされるとい

AGNS︑GAの両社の共同介入

縮ウランの口絵行き詰まりの時期

・リサイクルが可能になれば︑麟

このNRC方針に対しニューヨ

現有施設の増強を

う︒

ーク州︑それにNRDCとシエラ

て好莱件となるのだが︑その反

も先に延び︑原子力薩業界にとっ

面︑プルトニウムの取扱い︑管理

ｨ濃縮能力確保で臨時措置

いるミュルハイムーケーリッヒ冊

力会社からは追加施設で必要とす

・クラブをはじめとする六環境一

の追加施設設計の提躍を︑煮た電

米エネルギー研窒開発周︵ER るためアーキテクト・エンジニア

をめぐる安全保瞳問題︑またそれ

∵i

慮すべき間尺が起きているが︑西

のところ軽水炉を採庵しており︑

原子力発聡の必硬性を改めて強調

奪︑原発建設のために初めて上金

ている︒

る電力の供給晦し出の提案を求め

る裁判所の見解を求めるべく昨年

．●o

機の後︑一九八五年の電力醐襲見

来書ほどではないが︑西独でも

ている大型商罵原子力発電所は今

議会の動きに対して︑電力謹上羅

提案を求めると発表した︒これは

施設の設計と追加消起電力の供給

DA︶はこのほど︑オハイオ州ポ と爾力会社に対し︑それぞれ追筋

ビセス︵NFS︶社の再処理工場

達成を目標に
西独の躍力錐界

していくようだ︒

N五千万KW

ニュークリア・フユーエル・サー ラン濃縮工場の能力を邊舶楢聾す

十二月︑来第二巡回控訴院︵ニュ

体は強く反発︑NRC方針に対す

℃・

ーツマスの政府所管ガス拡敬法ウ

するか︑リサイクル許可について

量

ーヨーク市︶に訴訟を趨こした︒

がもつ溝性の問題などにどう対処

は︑政府︑欝金も慣蟹な態度をと
っていた︒

こうした中で昨黛十一月︑N R
Cは混合酸化物燃料に関する総括

甲

米国の原子力発好所（1975fl−12月末現荏〉

通しを改め︑電力需要羅の想定を

薦独政府は一九七三妬の財閥危

鱒
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知事︑市長は検討約す
﹁安全と修理の文書提出を﹂
三木筐相は十日の閣謙後︑院内大臣応接室に久保畏繭累知購と辻佐世保市長を招き︑鑑世保港で
﹁むつ偏改修・総点検をしたいので受け入れを検酎してほしいと正式に要面した︒これに対し知日︑
市擬は政府の愈向を地元に伝え検討する醤箸えるとともに︑﹁安全性と膨理内容を文欝で明示してほ

機に隣接して四十六銀六月から麟

万KW︶i1一昨矩八月から試運
八＋二万六千KW︶11て二号
転開始︑昨年聡からフル・パワ

臨界︑十九涌には初送電の計画で︑

工︑建設甲のもの︒一月一一†八日初

れていたが︑プラグ加工などすで

バイパス配管亀裂︑緊愚炉心冷却

ー出力試験にとりかかっている︒

わが国では現在︑原子力発鱈十

目試験にとりかかっており︑現在

基五百二†七万八千KWが關発さ に取払を完了︒一月初から出力上
れているが︑これに筋え三月には

ズレ込む公郷も大きい︒いずれに

の試運転に慎選を期しており若干

転開始の兇込みだが閣電はこの間

う︒順調にいけば十月から営業運

がら運続負荷など各樫試験を行な

引続き出力上昇試験を繰り返しな

七五％まで段階を踏んでいるが︑

系作動︑チャンネルボックス振動

美浜三号も今秋稼働へ

福島三︑浜岡近く運開

隈調にいけば三月末から中業運転

藥票灘力福麟第一原発三弩機およ

で︑これらを含わせ門内には合計

れぞれ営業運転関始となる兇込み

十月には関西鱈力美浜三弩機がそ

び中部電力浜濁原発一匹機︑今秋

協識禽︵森箋讐穰︶では︑辻市
十三基七衝四ヤニ万八千KWが開

子力船﹁むつ﹂湧嗣国民運動推進

長への激励の絵はがき二万五千枚

とになる︒これで関璽の原子力発

など﹁来国型BWR点横調査﹂のしても年内には同社五番目︑わが

業運転開始へ澗ぎつけられそう︒

東電福暴第一原発三号機︵BW 開始の段どり︒福騰第一原発では

発されることになる︒

め運転を陣止していた同二層機も

R︑七†八万四千KW︶一1一昨 一号機が運紙申のほか︑驚横のた ため時宗を要しだが︑三月には営

同枇全発電設備容蹴に占める原子

電設備は三蛋手簿八千KW︑

原子力発電智見学会︑中学校校区

を印剛して街頭で配るほか︑玄海

年八月に初期臨界︒咋矩四月︑チ

君門地方初の原発となる︒

着工以来五年目︑同社のみならず

一ρ需一＝一瓢

を求めていたが︑長騎興漁運が要

ついて報告する模様︒

識会︑市議鍛を招集︑政府要講に

知禦︑南長はそれぞれ累急に県

止佐世傑現地闘翁本部︵速見魁本

︑

要講には︑佐々木科学技術庁擬
講決定に強く反発︑代表団が二慶

ところで︑正式無燈で政府・原
部擾︶は首縄要石のあった十日︑

また︑原子力船﹁むつ﹂母港阻
禰鵬訟訴第五重弁舗
原告の訴えが適格かどうかをめ
ぐって係争甲の提携電力福二第二

那夫裁判長︶で開かれ︑原告側の

論は九田︑蔵置地裁民警部︵佐藤

と霊張して平行線をたどった︒今

様︑﹁原告の訴えの利益はない﹂

ついて意志表示︵訴訟指揮︶があ

被告の国側は︑準備盈面を提

るもようだ︒

r

出し・再度﹁原告は法律上の訴え
二

︑一

もあり︑こうしたことから三月宋

嘔一一噂静：讐騨

マなどこれまでの審議経過を確認

の冊一＝一一

し︑十四田開催の原子力特別委員

燭勢になっている︒

までの葎度内開催は極めて難しい

噂需一一一一一︐︑

と主張したのに対し︑原儀側は隠

の利益はない︵原告適格なし︶﹂

会︵親委員会︶に報告することに

きり︑本案に入るよう褻書した︒

て原告適格についての審理を打ち

い旨の論証は本粟の問題だ﹂とし

対派学生らが発醤を求めて騒ぎ出

欝欝に強く反発︑鯵聴巾の原発反

り扱いをめぐって一部委員が審議

協力のあり方など基本的問題の取

門家や籠聴者の選別基準をどこに

原子力婁顔会は十日︑五十年度

の人体に対する危険度推進﹂﹁申

が行なっている門低レベル放射線

科学院プラズマ考察組︵何成遜団

携わる技術蓄五人で構成する中園

中国のプラズマ・核融台研究に

中国からはプ
ラズマ使節団

いる︒

醒総研研究部長の一堂が参画して

ら安河内鋸日大理教授︑相由義道

の︒この小委員会婁綴には臼本か

告欝をまとめることになったも

欧州など調査し︑三月末までに報

A・マルチネリ︶が日本︑三国︑

に基づき︑岡計画小委員会︵霊査

たものだが︑この超懸口磁石計画

協力の四計画で国際協力が洩まっ

口相互作用計画︑大型実験二目間

画︑照隠瀞磁石計画︑プラズマ戸

︵萬速中性子発生強力装麗︶計

A︶の核融禽調整婁員会でINS

十月︑国際エネルギー機関︵IE

門出と隠見交換する︒これは昨年

監研究所・原研など関係機関の脚

一行三人が九日来日︑電子技術総

め︑A・マルチネリ氏︵EC︶ら

際協力の胃体的な検討を進めるた

ってくる超醗灘磁石について︑国

爽用核融舎研究開発で璽要とな

一巳Aの核融舎国際協力で

超電導磁石の調
査でマ氏ら来日

への告示など事務手続き上の問題

頭で︑門原子炉箸規制法の解釈を

これに対し裁判侵は﹁自誓の方針

れた︒

すなど異様な雰囲気の申で行なわ

岡田の小委員会は︑学術会議の

なった︒

の訴訟指揮については保留した︒

日本学術会議の原子力シンポジ

いるほか・講演予稿の作成︑一般

寒くかなどに重三の余地を残して

しかし︑参加する各学会代表專

る︒

講演蓄の人選を終え︑交渉に入

で︑それぞれ三十分ずつの予定︒

酒甕⑥原子力の諸問題︑の六件

ギー長給のあり方⑤エネルギーと

エネルギー政簗と原子力④エネル

問題②新エネルギー技術の評価③

る︒講演は①わが国のエネルギー

プログラム編成が考えられてい

による講演︑午後は討論にあてる

をメイン・テーマに午前中専門家

ギー政策に占める原子力の役翻﹂

第一圓シンポシウムは﹁エネル

を打ち出す段階ではない﹂と今後

告長着はある︒原モ騨が安全でな

通して避法性を立鉦しており︑原

一二＝一冨 一一一＝鼎一﹃一二一■隔＝ 一二隔＝一一︾

中電浜瞬一署機︵BWR︑五＋四 関羅美浜三暑機︵PWR︑出力力の二合は一七・︸％︒

国十三番鰹の商業炉が誕生するこ

子力PRを展開する計画︒

単位の映爾会を通じて市民への原

爾開となった︒

九か月半ぶり︑二月五臼から運転

︑﹁一一＝一一

試遇転を一晴解止︑点横が進めら

る燃料簗合体湛然が起こったため

ャンネルボックス内異常振子によ

一方︑﹇むつ﹂受け入れに反対
している長崎興遠計は︑七日の佐
々木科技庁畏冒による要謂で門来
るものが来た﹂と受けとめ︑十二
日に開く第二回佐世保港封鎖実行

営︑木馬運輔相︑井出官麗長官︑
にわたって上東︑佐々木畏官に決

亭力船禦業団の地元との接触はよ
十四の地区労でいっせいに抗議鑛

しい﹂などの点を要望した︒

松野自自党政閉会畏︑松田興衰会
定取消しを求めて陳情する動きが

︒齢居蕃船凶賊団

﹁原告適格漏め

議擾らが同鵬︒三木薗相が﹁むつ
あり︑仲介役の地元選出国鼓議厨
うやく

委員会︵住江委員擾︶で今後の活

脩理︒総点検を︑政府としていろ
の進欝などから正式要請は延び延
理購擾ら禦業団幹部は週閣けにも

会を開いたほか︑十〜日には窟伝
原子力発連記原モ炉設計許蕨﹁取
力1五台で市内をパレード︑三月 り消し請求訴訟︺の第五圓口頭弁
末までにはチラシ十万枚を家宅配

﹁実質審議に入るべきだ﹂との霊

になった︒メンバーは小沢政務次

圓で﹁原告適格﹂について一応の

張に対し︑被告の国側は前回同

伊原同庁原子力安全局長︑内田運

窟のほか山野科技庁原子力局長︑

布し受け入れ反対を盛り上げる︒

ぐり主張対立

いろ横跳した結累︑佐世保港で行
びとなっていた︒地図懇橘を考慮
毒筆県を訪れ地元関係省に協力を

動の導体的方針を決める予燈︒

ないたいので検討してほしい﹂と
して︑七日午前︑佐々木長窟が畏

解禁

協力を要講︑久傑知漿︑辻市畏は

励ましの帯民の訪問やハガキが

要卜する兇込み︒

このところ講壇数件あるという原

科技庁に﹁むつ﹂ 本 部

て上察を求めていた︒

佐世保溢便周の検討を要謂︑改め

﹁検酎する﹂と約した︒久保知珊 醐県庁で久保知瓢︑辻蒲長に会い
は﹁安全性と修理のやり方が大磯
な点なので政府が文筆にして興と
帯に蹴出してほしい﹂と璽盟︑ま
た辻市畏は﹁政府が断圃とした姿

と述べだ︒

勢のもとに取組んでもらいたい﹂

技庁参与が顧間として参画する︒

修理港推進で対策協議
長とする原子力船﹁むつ﹂修理懲

同推進本部は同日午後︑科技庁

一下には裁判挺から今後の審理に

議論は出つくした形で︑次團六月

科学技術庁は・佐世傑への﹁む

推進本部を発足させ︑修理亀推進

で初会堅し︑今後の作業の進め方

奮発事業団理法藁︑それに生田科

輸省船舶局長︑島居日本原子力船

係三閣僚の協議で佐樵保要訥を決
つ﹂修理港頭講に伴い︑十日︑圖

に関し科技庁︑運輸省︑日本原子

政府は一月＋六日の﹁むつ﹂関

め︑首椙自ら圃接要罰する形式を

力船開発窮藁園の間の緊密な連絡

一 玉
ニニ

二一二 二多玉 多多 玉ゴ多多 玉

庁に小沢科学技術政務次冒を本部

5

を協議した︒
一

や対策のとりまとめを行なうこと
ジ

なお︑モックアップ実験の一環

多

て進め︑六月宋までに終える予

をなす下部ポリエチレンブロック

多一

﹁むつ﹂改修の遮蔽実験二王を

定︒八月末をメドに報笛をまと

からの中性子ストリーミング騒測

垂二二

進めている日本原子力船開発郵業

め︑五十一年度の日本設計に反映

会盒で第〜回シンポジウムのテー

知られる︒

囲期的な成果をもたらしたことで

治綴︑放射線瞳蜜論の研究領に雪

ウム開催検討小委員会は︑七臼の

エルキンド氏
招へい決める

の海外原子力関係者の招へいにつ

招へいは放射線医学総舎研究所
の遮蔽効果の把握にとくに力を庄

畏︶一行が六日来日︑名葦屋大学

原子力婁

ぐ一方︑圧力容器蓋部での中性子

性子線箸の鷹学的利用﹂の調査研

躍如︑東大︑京大で講演と討論を

子力銀線会を表敬訊問したあと放

験装躍を視察︑二十日離廻する︒

あと︑阪大︑東大︑原硯などの実

は十二日まで同研究所で討論した

で技術交流を行なっている︒一行

男用長︶

いて協議︑米アルゴンヌ国立研究
まわりこみ

にも力点を羅く

の

プラズマ研究所︵高山
方針︒

行なう︒

もので︑同氏は三月二日来日︑原

の回優現象を初めて証明︑放射線

乳類筋懸細胞を用いて放射線撮鰯

エルキンド氏は一九六〇年に哺
場で完成した圧力蓉器藍部の遮蔽

豪爽は矢沢フェロマイト干葉工

キンド氏︵五〜二︶の招請を決めた︒

所生物医学研究部長M・M︒エル 究の推進にチエを貰りようという

ることから︑署業団ではこの部分

のストリーミング現象とされてい

い上がるようにしみ出した扁舟子

圧力容器と一次蠣船傭の隙間をは

﹁む2の放射線漏れの原因が

終える︒

定は一月から実施︑一一月置旬には

団は︑九日︑三月から始める遮蔽
体モックアップ実験の供試体が完
成したのに合わせ︑同豊穣の概要
を発表した︒

それによると︑実験は日本原子
力研究所東海研究所の研究用原子

炉︵JRR14︶を使って︑圧力

試験センターで︑蛇紋コンクリー

させる︒また実験と並行して哩材

爽験用供試体

喚蕪︾一蹴日割岬呂酬隔卿門田v
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容器と一次遮蔽体の隙間部分︑圧

いて中性子ストリーミング測定な

力容器蓋部︑主冷却籔霞通部につ

どを行ない︑すでに終えている計

せ︑その儲頼性を調べるとともに

算解析結果とチータをつきあわ

薪規遮蔽体の遮蔽効果を確認す

工性に開する試験を行なう︒

響

oJ凱

鵠
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漫界各国で発行される原子力文献︑発表される原子力論文の数はおびただしい︒これら膨大

文献さが

に悩まされた経験を持つように︑それは臼常の原子力業勝や湧動に薩接かかわりをもつ問

な羅にのぼる文鰍︑資料をどのようにして細配し︑いかに利用するか一だれもが
し

題である︒これ京では︑米国が発行する抄録誌﹁ニュークリア・サイエンス・アブストラク

といわれており︑かわって注釈を簗めているのが︑国際原子

ト﹂が︑この悩みの解消に大きくあずかってきた︒しかし︑本紙一月二＋九日穆で報じたとお
聴闘の問題
ほぼ一致した範囲をとっている︒

成するとともに文献の内容を特徴
どによって提供憾報の均一性と潤

材にセミナーを開催すること︑な

営の基本的蜘項についての勧告を

前者は二年に︸回内慶開かれ︑運

原子力産業新聞の合本刊行
臼本原子力産業会議はこのほ
ど﹁原子力垂垂瓢聞﹂昭和五十

無版︵七五六弩1八〇五暦︶の

は原子力船﹁むつ﹂問題︑原子
力行政体制の見薩しなど激しく

の流れをとらえる総監として︑

揺れ動いた下館一年閤の原子力

また内外に趨こった個々の原子

︵SDI︶サービスと︑過まの特

者に提供する醒新構報定期検索

穣不定期検索︵RS︶サービスと

定傭報を一括して提供する過表樋

なお︑従莱のアトムインデック
ス誌の文献詑張形武は文献の鷲録

海外のINIsテープを利用し

すでに一九七一銀ごろから多盤の

た憐報検索の実施状況をみると︑
いては︑索引語に代って抄録を掲

にインプットされているものにつ

なお︑INISの経蟄は︑各セ

スを始めている出門は別格とし

データベースでオンラインサービ

て︑多くの國々で七三〜七四卑こ

出する方式となり︑以後抄録掲載

て︑今年︵第七巻︶の第一弩から

文献が弩をおって愚速に増えてき

始されている︒現在のところ︑S

ろからINISテープの利用が開

ービスまで手がけている国はごく

Dーサービスか大尉分で︑RSげ

となった︒二二は索引として︑茗
者別︑主題溺︑囲体著蓄別︑レポ

隈られている︒また︑薩ドイツ︑

ート︑特警︑規格の寵遇別および
会議別の索引が付されることにな

暑が発行される︒

を利馬していた蛇進国でも前述の

Sに切替えている︒

時期にそのデータベースをINI

原研でも一九七三年の末項から

のアトムインデックスから特定偶

れている︒検索サービスは︑鍛新

のマイクロフィッシェ︵MF︶は を利用して検索できるよう設計さ

轡の望む特定主題の偶報を醒郷機

刊の二次抄録誌INISアトムイ
与し︑大羅の襟留のなかから利用

の開発から取組まねばならなかっ

にあったので︑検索用プログラム

のプログラムを利幣できない瑠惰

機システムが西欧と異なり︑概製

た︒われわれの場合使用する電算

INISでは文蛤に索引語を付
墓ずsDIの開発にとりかかっ

レファレンス︒シリーズとして発

有償て頒布されており︑各国の逓

報のみを選び出して定期陶に利腿
名＝學名亀

●し．8騨亀8・︸・塾噌8客＝︒客匙・脅讐噛8嘔♂罵t・亀Q．﹂乙馬

亀︑8︒．ρ匙リノ監3累︒♂驚曹．・亀．・監二9

ュアルを十六冊からなる1NIン
Sデックス誌︑および非箭薮資秘

行し︑その普及につとめている︒

趣で︑だれでも薩接︑または各罵

τ・塾・

など技術的な面での問題解決につ

トを始め︑現窪︑検索プログラム

内を対象にSDーサービスのテス

た︒七四無の蟻ばから主として所

の欝騰を題じ購入できることにな
篤

亀3・竃多

また︑岡一文献を参加機関に配布

8．．﹁

要麓＝︑φ亀・96乳曝．︒も．噂・監3ρ93客・ノ乞・

し索引語を付算させる門索引黒鯛
㌻9亀＝．監︒ノ亀

噛報の利用
傭報提供の晃返りに原研ではつ

ス︵MT︶

③葬市販資料のMF

ス誌

郷機にのせるための仲介管となる

でSDーサービスを開始したいと

条件となる︒来隼には何らかの形

RSサービスについては︑かな

努力している︒

昭和50年版

川
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照照
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目委

兆し、あらゆる坤∫力関
・囲体掘において原∫力

き褐載、また1解蓄発表さ

昭和50年版

母の一致度テスト﹂︵ICT︶を
をINISで定めた蜆則にしたが

づける璽験語を索引語として付与
匿の雛の維持につとめている︒

って収鐙︑選別し︑その臣録を作 毎隼一圃実施すること︑これを教

し︑これに抄録を加えて紙テープ

影響

の抄録能化が進められることとな

爾と関運してアトムインデックス

る︒その紺象とする主題分野は︑

約頁万ザ︑要鎖一ニナ五名であっ

的に抄録誌に二二えすること
隼度のIAEAのINIS実
予鷲郷
は

た︒

作成した世罪的な原子力愉報ファ

デックス︶を毎月一圓各参加セン

イルのM？︵王N王Sアトムイン
ターにのみ複製して送ってくる︒

ける情報検索

一N−Sにお

情報提供の麗返りにIAEAはっており︑また︑年二回累積索61英︑仏など︑当初︑NSAテープ

一NISの作販物

の二種類に大別される︒

嚢項に索引語を付した形をとっ
体的な甥項の討議とともに参加國

トラクト︶を︑その発行元である
方に存在していたため︑一般にな

禽本を作成しました︒この臨本

IAEAにおける至NISの総
揺実施顕任番は同本部の技術憐報

︵PT︶︑または磁気テープ︵M
T︶におさめ︑毎月︸圓ウィーン
に送付する︒ただし︑発展途上国
部長があたり︑参潴各圏はそれぞ

ー︶を指名することになってい

れ連絡窟︵リエーソン︒オフィサ

る︒その運営はIAEAの軍務総

なお︑これらはすべて葵語ないし
萸文字表記でなされる︒また︑昨

長の諮聞機関であるINlS空回

はワークシートで送ってもよい︒

年までは抄録は上記テープに含め

雑誌論文︑テクニカルレポート︑

とされていたが︑NSAの廃刊計官会議によって行なわれている︒

会議資料︑単行錨︑翻訳物︑特

つている︒

ず︑別にタイプ横銭で送ればよい

クス﹂だ︒そこで今回は︑INISのリエーゾン・オフィサーでもある臼本原子力研究所の大

に開催され︑運欝にあたっての輿

まとめる︒後番は毎妬一回定期的

力機関︵IAEA︶の国際原子力醐報システム︵王NIS︶が発行している﹁アトムインデッ また︑とりあげる文献の形態も︑

り︑周誌の廃鞠は

森栄一技術燭報部擬に︑茎N王Sの活動とアトムインデックスのあら難しをご紹介融つた︒

れた︒この抄録の磁気テープ化は

SAの場合と同じである︒
昨年七月から各國センターの任悪

間の愈志疏通の揚となっている︒

ていた︒昨無︵第六巻︶の第十七

参加の形式で開始されている︒

ンターでの纐用は各国が負担し︑

文献鍛
搬供傍報の質の維持

米國原子力委員会が無期隈に刊行

ュークリア・サイエンス︒アブス

べて参験している︒

アトムインデックスの腰回以来

約六十にちかい参加機関が分散

ウィーンで処理する部分について

ンデックスに引継ぎ︑引退するこ

月にNSAはその役翻をアトムイ力に関嚇する主だったところはす

許︑学位論文︑短繕類などで︑N り︑そのため前述のように改めら
詣は今から十庫以上も前にさか
のぼる︒当院︑世界の公開原景力

の庫々の収録文献燧は褒に示すと

のみIAEAがその一般予籔で負

弩︵九月前半弩︶から抄録がMT

おりであり︑一九七五黛には六万

して藩報を提供するのであるか

担している︒ちなみに︑⁝九七五

大分類でA臼物理︑B翫化学・材 囚獄をみると︑来国約三七％︑ソ

原子力文献の範囲

王NISは発廻後臼が浅く︑三 このシステムにインプットされ

ら︑提供される樹報の処理の均一

文献を紹介する抄録誌NSA︵ニ とになったわけである︒

＋鋸に近い歴史をもつNSAが一 る偶報は公開傭報を潮握としてい
三千件強であった︒その提供国別

樵と質の維持とがその作成物の有

にINISの概要を紹介したい︒料・地球化学︑C巨ライフサイエ 運約一八％︑英約七％︑西ドイツ

じみが薄いと思われるので︑以下

収録文献六万件超す

う日出をもらしたこと︑一方︑羅

概要と現況

一N−Sの

を続けられないかも知れないとい

舞機技術の発達によって檎報処理
にこれが有効に灘入される見通し
が響られたこと︑この二つの蟹偶

F麸彰NSAを肩がわり

INISとは︑王AEAが申心
になって加盟各国の協力のもとに

リア︒インフォーメ；ション・シ

がインターナショナル︒ニューク

ステム︵IN︷S︶発足の大きな進められている醗算機ベースによ
誘脚になった︒一九六五年︑IA る公開原畢力文献情報システムで

細断騨鋤纏蜥大森栄

●監．．・客唖︒

る︒そのため︑IAEAではイン
また︑このM饗から作成した半月

効性にとってきわめて露要とな

文献を集め︑定められた処理を行

EAは米・ソの一報処理聯門蒙の ある︒参加麟は自圏の最新原子力
協力をえて︑原子力分野の科学技
術欄報を世騨曲規模て交換する満

プットのために定めた規則やマニ

他の関連分野と六つの分野に分け

た︑これを資料形態別にみると雑

N工Sセンター︵ウィーン︶に送

ンス︑D鍾アイソトープ︒放射線 約五％︑日本約四％︑仏約葺％︑
なったあと︑これをIA￡Aの王
二野︑E蹄工学・技術︑F目その イタリア疑心％となっている︒濠

報システムーN工δの金体計画の
る︒ウィーンではそれらのデータ

二等ψ葛腎﹂亀●

から田本特許偶報センターに引き

タi︶の協力を得ていたが新館度

てをセットで入手している︒

ぎにあげるINIS作成物のすべ
いてはほほ晃通しを得ている︒た

る︒

悔報の国内利用に移ってきてい

つがれることになっている︒巖終

①IN王Sアトムインデックするとなると︑利用轡の質問を耀

だ︑ルーティンのサービスを実施

の総禽チエック︑調整︑紙テープ

驚報の提供
国内で公刊される原子力傭報を

化︑磁気テ：プ化といった一腰の

として王AEAに毎月一回送付し ②IN工Sアトムインデックサーチャーの獲成確保などが必須

仕上げ工程を原研が行ない︑M①

ている︒このほかにインプットし

関していえば︑二千誌に及ぶ雑誌

た簡報のうち非薦販資料について

費が運絡宮に指穫されている︒I を毎月調べる必要がある︒慨報需

NISの圃内運鵠のため︑原研理供の業務を原研では爲水科学技術

研の技術滴報郡が担当し︑その部

覇藁の聴問機関であるINIS協
慨報センター︑國際医学悔報セン

嶺面︑アトムインデックスのM
Tは醐報検紫サービスの闘発に所

銀製用の原版どなるMr︵銀塩ベ
ィーンに送付される︒

でもあり︑われわれの現状からす

りのデータ麗磯が前提となること

ース︶を作成し︑これも同騰にウ

ると︑残念ながら︑その開始はS

る︒原研は原子力の霊要部分を︑

議金が設けられているQ婁殿は学 ターなどの協力を得て行なってい
識経験轡︑技術虚報関係者︑原子

他は東海村の原製図器館でみるこ

内で試験的に利用している︒その

とができるし︑その複製は原子力

国際医学傭報センターは医学・生

日本の樋報提供盤は世界で五〜

力関係蕎︑騨組閣係者︑融着関係

六位に位悪しており︑偶報処理の
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ウム﹂が十八田︑興窟︒霞が関の

て開かれた︒

圃立教湾盆館で麹二酉人が参旗し

習頭︑吹田徳雄原子力委員が
﹁わが麟における原子炉施設笹薮
研究謝隣﹂と題して特別講凝し︑

安全

の概念などについて﹁愈

安全研究に対ずる考え方を二八︒

メ

し

薄鼠︐劉
〜

通酵マン︒原子力とは二渡灘

科学技術庁

発避聞もない科技庁の庁書は木

︒佐々木鱗

造で俗称

轡理室長という滅ぶれ︒エピソ

武原子力周鎚︑藤波孝夫原子力

馬小膠

原手力安全三次慶

けんじ

佐藤兼二

さとう

み場が悪く底が抜けそうになっ

をまわったときのこと︑廼の踏

ードもある︒新任の挨鐵で庁内

地元関係醤の協力による総台的

！ムの蟹全確保︑それに学霜や

な教薄体制の確立も偏と安全行

である︒三十三

の

四つ相撲

離塁科技庁原子力燭の原子力蟹

こに立つときはコッがいるんだ

た︒上司の藤波氏が﹁キミ︑そ
政の展開に懲欲をもやす︒

昭和二十六無難北大経碕学部

理課畏補佐︒策灘村に設噛する
わが為初のコールダ⁝ホール型

いうわけQ原子力のあとは関

よ﹂︒安金難保は足もとからく

税︑石炭書毛︑繊縦雑貨輸出な

発鵠炉の認司問題を扱った︒環
三熱設・夢殿中を含め発璽炉の

ての製態は絶対に安全︑危検とい

数は二十四棊にも︒

トリチウム︵低ベータ線を放出す

核融含箋用炉が稼働するとなると

ムは生産墨ではアメリカ︑埋蕨羅

組むべきだ﹂と提醤した︒リチウ

四隼闘バンク⁝バー総韻禦館の

初代濃黎として活躍︒ハンデー9

毎朝十分程度のランニングを欠

くことが趣味だがこのニカ月は

かさない︒蜜灘は玲子央人と大

のゴルフの腕は門飛ばさなけれ

戦後の復興ムードにのって経済
曹って今はすべてに安盒議題が基
︒本に据えられている︒
窟庁︑銀行︑民閣製造灘が就職

ばいけない﹂カナダ仕込み︒歩

に化学肥料︑野芝関係を経て三

四十九歳︒

学︑蕎校の二男︒宮城興出身︑

︵K︒O︶
約二薙米原子力行政にタッチ︒

十三琿原子力と最初の臨会い︒

観点から︑木片蜜虫の放射線感受

は︑木材の螢窪防止と櫨物三三の

ナチュラルフーズの吉田患購氏

う︒

第一二藍︑門灘線製遺への放射

なテーマに報告と討舗が行なわれ

線利罵﹂の現況を報告した古画躍

カミキリムシ類など圏内薩︑外国

性について報告︒キクイムシ類︑

メドに今琿蔑から海水橋少資源働

工鱈力研究部の小田萸輔氏は︑電

た︒

出し︑ウランやリチウム園収のメ
ドを獺ていく謝藤︒

R一製造︑企業

子線加逮器で照尉架橋された鍛線

収システム技術醐発の調査にのり

舳た輝料サイクル︒ダウンストリ

むという︒﹁擬期展墾をふまえ

・があって初めて開発が円滑に進

椥政のもつ特騨薫︑実用化するに きと分祈して窟界入り︒火麗窟
．つれ管黙する﹂︒安全の襲打ち 麗調子統計部調査謙をふり出し

﹁安全性の墨打ちは原子力行

戦線の入玉の的︒自らを役所向

印いなく来るのか﹂がポイントだ
つた二茸前の行政チェックと違

一躍びとだ

職している︒従って︑いかに蜜全

うことはありえず︑常に両力を内

課長︑五十無岡三適商事薩窟を

どを孚がけ四十九琿避商属総務

製贔を輸入している︒七痒渤の一

る水累の同位体で︑半減期は十二

るかに彌縮する︒リチウムの採

質であるリチウムをいかに確撮す

ではザイールが群を抜いている︒

歴任した︒この間腿三年遅ら約

@﹁煩は蜜金か﹂﹁黙秘は間違

卒後︑還産雀に入糊した︒当碍

ネ﹂の雷藥に感慨がこもる︒

な安金の判断は個々の入闇に婁ね

度を馴暴化したとしても︑二期的

た︑〜般的物理特性から蜜金性研

られることになる﹂と捲摘︒ま

究を平常︑鯖吊環︑破戒の三段階

診断︑破懐段階の聖経を応能とす

に分ける方法を説明﹁とくに国の

安全性研究

役剛として︑平常運転鯖の二輪の

万一千キューリーをピークに下降

︒二黛︶を初装荷用に五千万キュ

原手力総合シンポ開かれる

など焦点に

騰

蕊

シンポジウム

の晴期をおよそ十仔後に控えた核融合の研穿開発にとって

核融合資源対策に要請大
説拠細め

となるトリチウムの確保は大きな課題︒一九九〇琿代に璽水︵D︶とトリチウム︵T︶のD

核盤台反臨維持の科学的な

燃料
？反応による核融合実験炉が稼働するとすれば︑それ蕊でには膨大な騒のトリチウムが必要になる︒
十八覆︑藥束で開かれた第十四圏原子力総舎シンポジウム︵B本原子力学聾など三十三学協会共催﹀
では︑こうした蒋来展墾に立って︑トリチウムの安全取扱い︑資源などの側置をそれぞれの騨門家が

ムの性照摺握の冤地から﹁まず水

輪議︑トリチウムの工学的研究の推逸や資源確保童画づくりの必要性を指摘した︒

紫との違いを明確にすべくふる舞
挙力編からガラスアンプル入りの

位然効菓も徹底的に究明すること

線をたどっているが︑安金取扱い

リー︵五露ラ︶程度確擬しなけれ

二〇〇〇銀頃にDT反応による

いの綴異を定騒化しベータ線と岡

が先決︑次に水離を用いて生塵︑

の現況を報衝した放餐線医学総命

鉱︑糟錬︑同位体濃縮に関するシ

わが圏はリチウム禽羅の多い欝欝

必要がある扁と強点した︒

濃縮︑分離︑貯藏など工学的な研

研究所の樫田義謬氏はこの傾向を

る前破腰段階の研究を曝要視する

究を行い︑そのうえでトリチウム

﹁公論問題がやかましくなったこ ばならない︒トリチウムの資源に

ステム開発やトリチウムの大鷹取

に患まれず︑もっぱら裟鉱処理技

日厳原子力学盆︑原子力安全研

施設での大規横な工学的研究に移

考察を知えた田本原子力研究所ア

扱い釜敷の開髭などに聞題が山燃

るという研究開発のアプローチが
とから大学研究塞などで取扱いの

イソトープ蜘業部の天野恕氏は

懸ましい扁と抵摘した︒

やっかいなトリチウムの鰯爾を手

術や海水からの抽出技術の隣発に

購えたため﹂と分析︒将来憲キュ

懲大騒トリチウムの黒雲は原峯薄 しており︑學急に総命運な大徽ト

階謝の夜光塗細や生化学研究用

期待︒盆属鉱業照疑団はナ薙醗を

の橿識化合物などに使われている

リチウム確保のための計画に取り

雪劉で製造する際のターゲット物

野

臭化メチル燃蒸処理や萄機リン耀

留灘性に公索衛盤上の難点がある

がヤ分認められ︑放送線法は︑残

散布など残留灘性の難点や長期に

成している︒国内では住友霜工︑

七三駕の庫間醐璽は二十数惣円と

名窃屋商工食議筋で開かれ︑企難
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核燃料製造企
業の再編も
フ

ス

門パり松本駐在贔︶フランス原

にわなる業猫を管配するが︑フラ

鴬給
にプ
関する櫃蝦交換によって帯
lCREL︑S玉CNのグル
ー

R︶胴燃桝製迫に巌たっているS 椴互依仔関係が確立され︑ウラン
0αEMAは核燦料サイクル全般

に大別される︒フランスではPW 場講驚を行なうことができるもの

と濁係筋は明難している︒

ンスが軽水炉開発において舘房水

いることから︑核燃料製造企業の

ルクセンブルク

初鐘荷獣秘の供給に関する重りS
モーゼル川沿岸
王CRELは進出の機禽を奨うわ
の仏立地に不満

うことにもなる︒COGEMAは

けで︑ユーロフユエルの独走とい

型原子炉︵PWR︶一本に絞って魏用螺料の購要が霊となるため︑

子力庁︵CEA︶の一〇Q％出螺
再編の成り行きに注目が集濠って
いる
︒
子会往として先月︑COGEM
A
︵核物警盆︶一iCEA生慶局
フランスの繊燃料曾遊企業は︑

とになるとみられているQ

原発立地にまさる難題を炮えてい

核燃隅サイクル後段の確立は︑

初めとしてまず薦独の題力会社R

ができるよう規約を改正︑その手

子力発璽所を建設する計醐を澹め

ルシェンに酒盛百三十万KWの原

センティシュから十詩下流のレメ

いる︒ルクセンブルクはすでに︑

センブルクは強い不満を表明して

の御地を決めたことに対し︑ルク

流のセンティシュに原峯力警醗藤

力公社︵鷺DF︶がモーゼル川上

PWR罵燃料を製造しているユーS里CRELに三四％出賢してい︻パリ松撫駐筏緻回フランス電
ギー擬律︶のグループと薄嚢荷用

このほど︑CEAからフラマトーロフユエル︑F8FC︵仏ーベる
ルため︑両論列の調整を遮れるこ

が独立一⁝が発罷しだが︑秘話は

ム社の持株三〇％︑それに核早立

蟹遣企業の株銭を移議された︒C 燃縛および無水型原子炉︵BW

も照千ゾ︑九Q駕には約七千沙の ン協会はこのほど︑生産暫だけで

が便爾できるよう建設瘤孚にとり

示済みだ︒岡国としては︑この地

ており︑西独のBBR祉に発注内
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ここでは、ぜいぜい、ヒタミンAかりどタミンZまでをつくる能力がある、ということしか公表できまTSs

匡塀

ノウハウを公表することはできません。知識経験・卿i肖といったものを。，菓であ嘱）すことの困難なこと、

霧
摘している︒

政府が提案した考え方の中で注
困されるのは︑放射性廃絶物の蝦

つて行なうが︑再処理︑訓点物処

終貯蔵は運郷政府が磁接籔任をも

理︑圓収された核分裂腔物質のリ
サイクリングについては原則とし

科の貯藏が必要となり︑一九八一

かからねばならない㎞と強調し

この規約改正は︑生顕者だけの

きではない︑と喪張している︒

センティシュに原発を建設するべ

藻議の面からフランスが差合して

域の立地には優先権があり︑環境

の認識のもとに行なわれたもので

鐙まりでは甫場調整ができないと

新体制のもとで生産薔と消費癌の

設蟄も嶺初冤乗りより大賢に鱒

でに一億五千九百万膠に遡してい

加︑ヒンクレー︒ポイントBはす

金収入減は八千万膠にのぼるとい

る︒さらに㎎葎遅れによる躍力料

今回︑送電を始めたといっても

う︒

月まで数回の定義を経て漸次出力

鼠

なと絹な燃です。蔽脚

この分堅」施論鍬にわたって、・ること、瑠渡務を最優先拷凡ていること

六月に縫合敷地選定
公衆の合意獲得が課題に
一九八五年に原子力発露設備容盤五千万KW選成を圏撮す預独は︑核燃料サイクル︑とりわけその
て産漿界が行ない︑その蟹用も薩
業界重体が負握するという点だQ

貯蔵が必要となるとしている︒

た蜜堰魍になるとみられているだ

るため︑一般公衆の台懲をどのよ

なく潤嚢者も協会に頒熱すること

年ないし八二無までに貯藏プール

め︑再処理プラント︑使胴済み核

うにして獲得していくかが︑麺独

放射性廃棄物の簸終貯蔵は安定し

燃科貯蔵プールなどはこうした岩

た︒そして再処理プラントの運転

の北西部にいくつかの適切な敷地

W鷺を迎え入れることになった︒

が政府計晦よりこ隼遅れることは

塩層の上に建設される公郷が強

があると判明したことから︑今薙

AGRが送電開始
砦㍑引︑留濱の両原発

門パリ松本駐在餓M葵国初の改 今月無臼︑六日に初めて送鷺を關

良型ガス冷却炉︵AGR︶として始した︒英巾央鱈力庁︵C鷺G

かりで︑ボイラーの腐食聞題など

B︶のヒンクレー・ポイントBは それぞれ一辱機が遡転に入ったば

ントB原子力発霜雪︵双子型二 嶺初予定よりも霊鑑遅れ︑また雨

建設されていたヒンクレー・ポイ

基︑出力各署＋六万KWの舎計酉 スコットランド醗力庁︵SSEで両原発とも定格出力は設謝値の

B原子力発電所︵岡︶はそれぞれ れての送電開姶︒里心の遅れで建

三十二万KW︶︑ハンターストン B︶のハンターストンBは三無遅 八Q％に引き下げられており︑五

るQまた両原発の二馨機は今璽に

を引き上げていくことになってい

題転を始める晃込みQともあれ︑

多くの技術問題に遡遇してその鍵

だったが︑その最初の原子炉が運

現さえ危ぶまれていたAGR謝画

る︒

転を開始したとして歓迎されてい

写轟11㊤送蟷を関隠したハンタ

ーストンB原発︵庄上︶と㊦ヒン

クレー・ポイントB原発

載

織鎌黙

燃壌鱗麟

三関燃欝魏

擾段の部分である再処理︑麗藁物心理のあり方が圏標遼成のカギを握るとして︑その体制確立に纏力
約に取り組んでいる︒薩独適邦政府はすでに使用済み核燃料貯蔵プール︑再処理施設︑放射性麗蘂欝
欝藏施設などをひとつの敷地に建設するとの廃簗物蟹理概念を明らかにし︑こうした施設の建設に葱
嘱するため今隼六月までに敷地の選定を行なうという︒しかし︑核燃料サイクル後段の確立には原子
力発璽所の立地以上に一般公衆の理解を得ることが必要条件でもあるため︑政臆は国民との継接桑弧

めることもできるとしている︒

を一九八五年に遡転開始させると

盟も認める
ウラン協会
︹パリ松本駐在皿目オーストラ

ないわけにはいくまい︒

十六社が田無六月に設立したウラ

政冊の今後の難題であろう︒

して︑一九七七年ないし七八葎ま
六月濠でに選定されるようだ︒

消費者の加

必至とみて︑八六年には少なくと

い︒政府はすでに一鋸半にわたり

駆周済み核燃料賠藏︑再処理︑プ

でに葱目しなければならザ︑つ濠

一千四百ナ能力の再処理プラント 敷地調蛮に当たっているが︑西独

政府の建設予定によると︑薙間

ルトニウム保簿︑プルトニウム・

りは今無に犯罪萌孚続きを始めな

連邦政肩の廃棄物管理概念は︑

評価されたという︒

蹟み切った薩独政膨の政策が隔く

鎮禽などを通して台愈を裡ていくようだ︒

原子力髭 聡 斯 か ら 排 繊 さ れ る 廃
棄物の管理について西独遡邦政府

にしていたが︑先月︑マインツで

リサイクルによる燃料爾加工︑放

マインツ会議で︑﹁菖処理プラン

WEを代表してH・マンデル氏は

内容は︑溝処理施設および廃粟

の総堀に差しかかっている︒

イツも︑原子カアクセプタンス

乱くノ、崎さい。いつでも、あなたの亨眉λにビノ々りの処力異を

ぜん。CRCにおいでください。そして、お

構蟻蟹鱗

燃簸灘騙驚

蝉心購艇

おつくりいたします』

は︑咋年罫でにその概念を明らか

開かれた繭独原子力座藁会議主催

購控廃棄物貯戯をひとつの敷地に

七無ないし七八鎌までに三千五酉

ければならないという︒さらに七

一方︑西独最大手の餓力会社R

で再度政府の著え方が示され︑注

の﹁核廃鐙物蟹理シンポジウム﹂

ムを確立しようというもの︒これ

物処分施設の稼働一⁝または稼
とに語が謹と纏った︒ERDA

わった諮闘婁最会を設齪するこ

働が間近いこと一⁝を轍鮒所の

〜

リカ︑英の五か園のウラン生産蓄

リア︑カナダ︑フランス︑網アフ

簗中させ︑統會された蟹理システ

トが予定懲りに運転開始しても︑

と︑黙故に対する前述の課金賠

少なくとも二千漣の籠用済み核燃

を待って︑三〜四月ころ二度國

ルの建設に魑議すべきであると懸

ジ能力の使用済み核燃料貯戯プー

呂を臨めた︒岡シンポジウムには

腰行為のリスクを鰻小限にくいと

によって輸送および外部からの破

十四か圏から約四百入の科学轡ら
が謬加︑翼大な投頸を潮握とする
統台された磯錘物蟹理体制確立に

廃車物処分問題への開炉な筈え

償の実施などである︒いずれも

え︑これを政治的憲伝の対象に

調査に動き出した︒FEAはテ投票の国内的︑国際的影響を考

立つという楽観的な見方も生ま

申に原子力ストップの覧通しが

ドノ

の公聴会をひらく︒

で︑モラトリアムが成立すれ

住民投櫛の趣旨を反映したもの

も当然含まれるだろうからだQ

趣邦政府のFEA︵エネルギ 注民投饗の輩舗は州議会の土

て異体罫描羅を進めることにな

ば︑これらの法璽がそれをうけ

地農閑︒資源・エネルギー婁鍛
ー局︶ や E R D A ︵ エ ネ ル ギ ー

婁鰍蓬のC・ワーレン氏は住民

会が中心になって遜めている︒

キサス大学エネルギーセンター

ている︒婁員会は公聴会の開催

すへきでないという立場をとっ

の

雛故のさいの公衆に対す岬禽兀全

に調壼を蚕託したが︑これは住

〃社会糖経済的インパクト

研詳聞雛局︶も︑住民投饗の

賠償の実旛︑つ豪リプライス︒

民投票派の反発を買った︒もし

すれば︑雛躍所の新規の建設許

建設許司条件とすること︑地下

規舗は違法だという議論もある

可は当分璽めない︒詳可を騰る

つくられ︑レポートの公正を期

の調査の方にも同様の婁賃会が

︵K・K︶

渤捕二階ヒ9り馳町3糾響し几窃碍昏u36伽U（C四G鯉蟹サ叱スヒュー鐸一〉蟹窟〔邸嶋｝武薩鰭覗唱ム融〜鼠綬し臨礫勢．櫨〜み風
luノμ騨掬2門／㌧重雌1》擢鵜謬簿幅らlrl醜

寓絃

闘

業
産

力

原
※国カリフォルニア州で︑原

アンダーソン法の賠腿隈慶の撤

ネーダー派の一部には︑今織

子力モラトリアムをめぐる二度

廃と原子力発罐の安全性につい

としている︒

ープは他の各姻でも難民投継の

には州識会を納碍させるだけの

ニュークレオニクス・ウィー

実現をめざしており︑カリフォ

安全闘係資料を挺示しなければ

がとりあえず一隼簡調竃するこ

発醒断の司鮨倣について州議会

ビタミノ剤な・養分を公衣てきるし公侃なけれはなりま燃・こも・CRCがもってい砧りカウ樹の冠

厭 醤

るとみてよかろう︒

投購艮の六月八βをひかえて︑

を

リフォルニア投彊の

成功

れているという︒この見方がカ
に提償すること

る聡い︒環境派の問題提超は原

前提にしていることは間違いあ

深刻なインパクト が報饅さ などで︑蟹否双方の資料を州民

に努力を払って

れれば︑モラトリアムの成否に

て完全な公共的検討を行なうこ

いるが︑欝欝薦

をつい

子力発鷹の

急ぎすぎ
裁も螢署双方の

ているだけに︑運邦政府や薩業

も影響し︑運邦政府の投票介入

が︑難境規制は伝統的に州の継

環境響霧難解灘

園の佐織投螺が近づいている︒

じられているが︑投螺の結渠が

蟹善懲懲の遮勤は過熱気隊と報

米国の原子力環境論争にとり大
きな分厳点になることは聞違い
ない︒

運動欝金に制阪

に原争力雛羅そのものを齎燃し

とのふたつ︒この饗求圏体は別

継に属しているだけに︑法形式

佐蔑投駆の窒施が決まったの

は昨蕉六月︑環羅団体で 組

になるからだ︒環樋側は調査の

論だけで州の論戦の洗孔をうけ

界も対応がむずかしい︒原子力

織したニュークリア・セーフガ

ていないが︑産業界はその実質

差し止め仮処分を地戯に提訴

四法案が提出されている︒その

を難いとめよう 法の規定を根拠に︑州の原子力

ーズ・カリフォルニア婁鷹会が

的効果の点で︑原子力藤簗の崩

で︑難境派と醒業界の双方が加

し︑その後のFEAどの鍾纏いク誌によると︑瑠住州議食には

金梅避難化

法定撒︵約黛ナ一万︶を上園る

を深めている︒倥民投継が成立

墳につながりかねないと危機感

を設け︵首二十万がまで︶︑

からだ︒その後ネーダー・グル

約四十万の有効難名を獲轡した

ルニアでモラトリアムが成立す

ォルニア州はこれらの調簸結疑

することになっている︒カリフ

米国も︑餉圓に紹介した西ド

れば︑他の州になだれ現欝がお

系や緊急隠綾羅の試験データや

な︵ないが︑そのなかには蟹全

擾黎に付されるのは︑原子蜻

きる可龍性もある︒

蝦

驕騰る轡

上面b

b

鷹毒量…藤巻海．

@
@
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聞

力

原

も︑現実にその農的が安全牲に関
駅に閲するグループとはたもとを

タービューで︑原子力禁比住響胴

っているからである﹂とタニー上

が原子力発電を捌除する効粟を持

が住民投要に反対するのは︑それ

っかかるとマーフィ教授は述へて 分かつことを明らかにした︒﹁私

遮したものであれば縫先条喰にひ

原子力法は︑放射能災害に対す

いる︒

る保讃以外の分野では︑州の訳語

在の保擁推鷹を強化する必要があ

部分は︑門連邦政府が特別に優先

る各種の州法および住罠投票の大

転の禁止︵モラトリアム︶を淡め

と︑原子力発慰所の建設または運

邦政騰の方針に反している︒いず

聴聞かかっており︑悪い所では連

ていない︒湊い所でその審議に畏

ついて轡門的な知識を持ち斎わせ

込んでいるが︑各州はその分野に

府が耀く規制している分野へ持ち

かも知れないわすかばかりの幻能

るが︑その決定が将来支持される

り︑讃画が遅延することだけであ

は︑それにより大きな混乱が趨こ

らが成立した場合の憲要な影響

住罠投煙は無勤であるから︑それ

検討した原子力反対法案および

十三国縫千万㎡の節約となった︒

八︒五％で︑消蟹者にとっては︑

力測サンオノフレ原発

腔ワ導口

一三・三八ミル

︵

ングも胃能になるだろう︒しかし

より六．二％︑石炭の＋七・一四評

第3四半期までの原子力︑石

より二七％安い︒

ネーダー氏︑理

想社会を語る

ラルフ・ネーダー氏は︑ローリ

インタービューにこたえて︑米國

︵β／KW慧︶は嚢1一の穿りでング・ストーン誌︵十一 層号︶の

油︑石炭の癩亜平均発鱈コスト

ある◎

が遡求すべきタイプの祉会につい

ての弩えを語っている︒

岡調難によると︑この九か月に
おける原子力発懸プラントは罪常

部を抜

○私が弩える最良の経腸体制は

そのインタービューの

ャパシティ・ファクター︶と礫

れぞれの部分がその笛的とする購

経済的に可能な限り細分化し︑そ

粋すると次の通りである︒

率︵アベイラビリティ・ファクタ

に好成績であった︒発諸所の儒頼

ー︶がよく便用されるが︑この九

買鴇厨により老鴬されているもの

惟を示す数宇として稼働率︵キ

か月簡︑原子力発雲影はこの二つ

O製遺部門の組職は二つ考えら

である︒

とに分け︑製造部門は労働蕎が運

る︒

配し︑小売部門は繕潜心が運営す

れる︒経蔵を小品部門と製造部門

その期間の魏実の発醗羅の難倉で

間にその発飽所が一〇〇％の能力

ある︒瞥利稲車駄とは︑発醗所が

O大きいということは︑それだ

かである︒歓鼠が檸害し︑競象が

けで大きな欠点であることは明ら

少なくなり︑官僚主縄がはびこる

闇の割愈てある︒これらの数字

燃繕欝が堅いので通話ベース・ロ

○中門と比べて︑われわれぼ何

ことになる︒

ることができるが︑われわhはそ

もできない︒中屡は性病を撲滅す

うことを認識しておく必要があ

きない︒

れが増黙するのを止めることもで

O中館には逓信および交通とい

の愚闇を共顯の藩えに線くような

がある︒しかし︑われわれは多く
ドだけ﹂の稼働率が大きく違って

講和のとれた決定をすることがで
きない︒

いるのはそのためである︒

﹁発鍛所全体﹂と門ベース・ロー

た嚢12において︑石麹の分野で う嶽ではわれわれより大きな影画

九か月間についての平均値を示し

九七五年の第3四米期までの

るQ

みたすために利用されているとい

所は中売およびピーク聴の顯要を

ード用に利用され︑石窟だき発亀

を評価する縄命︑石炭と験子力は

5﹇︶88 その一匹巾に利用可能であった期

み一み一
の体の体
鐘壌 な︾

爺／量石誓

二三ミ野
オジまジ
本宮本論
継発基発
艦率爾石
動動臼月
稼稼利利

右

脇炭罷晶

窺期

の点についてともによい数字をあ
げている︒﹁稼働羅扁とは

AIFが三十二の慰力鼠縫に附

とになる︒

して実施した調査によると︑原子

する一との醐明を出した︒タニー

原子力による総発餓墾は︑壬貰
qn﹃目．

びμμ

第第第

123

で稼働したときの飾紐騒に対する

KWHであった︵威髄償却蟹を盆

力の野糞コストは＋二︒五〇︒ル／

上院議員は︑プライス・アンダー

＋簿KWHであり︑石盤にすると

聡コストは︑石門の一

めた脱輪平均魑︶︒この原子力発

ており︑安金性および放射能によ

ソン法の轟任阪麗額の設定や高速

七十五億濯︑石炭にすると四千万

資源へ転換する必要がある︒しか

建設されるすべての新しい家兎が

かる﹂という点を強調している︒

技術者協会の原
発支持あいつぐ

は︑効率酌な静認司手続および立

る﹂と述へている︒

地許司手続を開発する必要があ

が接近発表した政策餌㎎は︑原子

らせるようなあらゆる政府の繊醗

無十二月︑原子力髭懸の關発を遅

ンジニア協会︵AICK8︶は昨

全※騨門技術巻協金︵NSPE︶ 一方︑米国の全国ケミカル︒エ

であり︑一急激に上昇する製油コ

力は近い将来の不可欠の胆力資源

と碧く計画を謹撰し︑実行するの

子力発電の開発を大饗に遅らせる

りあげ︑﹁これは馬装における原

か︑謹たは止めしてまうだろう﹂

としている︒多くの代替纂につい

史上ユニークな立場にある﹂とし

その各人がこのような鱗項につい

と注意を換趨している︒同協会は

ノ

O

の

黶@蘭

撰長

ロ

本 工屋
吉
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﹁モラトリアムは 無 効 ﹂

な臨的への利朋の可能性である︒

コロンビア大教授が見解
コロンビア大学法学部のアーり

翼にその他の醤的に闘連した法律

あると考えている﹂とも述べた◎

ると思うが︑原子力三三も必要で

院議員はいっており︑﹁私は︑現

であれば必ずしも寒詣条項に抵触

を認めているとし︑したがって︑

によりはつきりと運邦政府の擢限

しない︒

一・マーフィー教授とD・ブルー これらの間馬は︑すべて原子力法
ス・ラピエール蟹騙が一 十二の州

の叢誌内であるとしている︒

権を持っている分野への介入であ

れにしても︑これらは原子力法に
性のために一都の電力会社が化石

検討した法案は︑各州を連邦政

で提案されている法案および庄鴎

り明らかに無効である扁というこ

よる優先条項の支配する分野であ

だろうと同研究は揺識している︒

燃桝発竃駈へ転換することもある

投蟹について研究した縮果による

とである︒マーフィ教授は︑その

るとマーフィ教授は績論づけてい

モラトリアム

を阻正しようとしたが︑それに炎
る人身傷籍に対する費任などに関

増殖炉の關発のような課題につい

ナの化石燃料の消澱を節約したこ

よび函ヨーロッパ諸国の死活にか

し︑﹁来国が大望に持っているエ

一九七二年から二〇〇〇琿の聞に

ネルギー資源は石炭とウラン﹂だ

だというのである︒

かわる問題

トがかかる︶︑一週国の総エネル

来国が少ない石滴を求めて世界市

ギー必要籔の二％以下しか供給し

た︒三万九千人の禽員を葎する問

︸現荏※園をエネルギーの独立へ

NSP￡は︑専門エンジニアが協会の爾明は︑とくにカリフォル

に反灘するという三明を昏冥し

のコストがかかるが︑可能である

することも︑原暴力発電の三五悩

いものである一と述へているσ

に十分開発されている唯一の資源

在大きく貢献できる濠でに技術的

ストを遡減する町能性の最も大き

ある程度のエネルギーの独立性

が不可能になる﹂と述べている︒

は原子力である﹂とべーテ救授は

ており︑同声明は﹁経済的に回収

を引けなければならないという歴

可能なウラン鉱石の供給について

ての研鱒開発を続けていくことが
必要であるが︑一アイデアがでて

豪でに非常に畏い時聞がかかり︑

馬

◇配管系の解析は、独窪に開発したプログラムによって安全、経済盤を

﹁ニュークリア︒インフォ﹂

は米原芋力鷹繋会議︵A−F︶
が︑パブリック・アフェアーズ

ン・プ日グラムの一環として︑

・アンド・インフォーメーショ

原関鍵に 関 す る 悩 報 を 収 藥 ︑ 分
析︑騨幽し︑その結果にもとづ
いて︑全團的なコミュニケーシ
窺ンとパブリック・アクセプタ
ンスの輪をひろげるために発行
しているものです︒この簸報に
は︑原子力をめぐる旧聞の動き

ような法律が成立しだとしても︑

る︒

同研究は︑誠婁が州際商業条項

敗したので今はその醸的を州のレ
する法律もすべて優究条項により

ては原子力批判薔側に立っていた

唯一の選択−原子力

・米

ある︒だが︑﹁石炭ですべてをま

ても︵一千五百一三千億冠のコス

かなうわけにはいかない︒

太陽熱による暖灘を採用するとし

よび田本の経済を餓死させてし懐

得ないしとべーテ教授は抵休して

スの代わりに石炭を利用すべきで

う︒これらの諸国が破産すると︑

おり︑濠た︑﹁太陽熱により発黙

けである︒可能な懸り︑石油とガ

ののないことを説明し︑批判著が

ルギー資源を必要としている︒理

国は︑化石辮料以外の新しいエネ

に引き上げ︑西ヨーロッパ諸国お

よく指摘する原子力に対する非蛾

来国はこれらの園への輸出ができ

煽で競争すると︑石油価格をさら

昨葎初めノーベル臓受賞暫十一

なくなり︑石塁輸入代金の支払い

べーテ博士が再び論陣
名を禽む科学薔グループのりーダ

について凍えているσ

状況が続くならば︑来国は石痴の

コーネル大学のハンス・A・べー 要と供給の状況を分析し︑現花の

を達成するだめに︑乗国は既脊の

いう︒

ぺーテ教授は︑エネルギーの蒲

ーとして﹁緊急エネルギー鱒明﹂

テ名誉教授は︑サイエンティフィ

生窪が最大となる今燦紀茉に世界

ス︑石炭およびウラン︶の生腔を

主要なエネルギー資源︵石油︑ガ

を発表︑原子力開発を支持した︑

ンフォ﹂を発行した背暴には︑

ック・アメリカン誌の七六銀一月

ることになり︑石油の輸入は︑一

の石油生薩の約三〇％を必要とす

ニア州の懸子力反対愚民投票をと

原子力開発への批判や反対が先

と露盤紀末までのエネルギー供給

号に発表した鹸又で︑楽国は現在

代歯エネルギー資源については

鋭化するにつれて︑⁝方的な見

､業用核融照照原型炉が二〇〇 から研究墜でその価魍を翼羅する
〇黛ころに稼働し︑核融舎が二〇

それが大規模な薩業プラントで利

拡大するよう技術開発をするとと

て︑一δOO隼には一千二百樗が もに︑新しいエネルギー資源の開

嗣できるようにするための工学的

九七四鋸の二衝五†欝がに対し

二〇矩ごろ豪でに全獺の鱈沈溺絵

に大きく需算できる唯一の舞化石
燃料資源である原子力を利用すべ

べ1テ教擾は掴摘している︒さら の二一三％を占めるようになるこ

発を進めることが必要である︑と

梁の原子力に対する純粋な疑問

になるだろうとして︑﹁来圏がこ

ての決定を行なったりあるいは決

や繁朴な不 安 を 滞 っ た 方 向 へ 増

のようなコースをたどらないこと

定に影響を与える立法機関︑公共

きである︑と主張している︒同論

制約や規制がなければ︑懸子力発
文は・米国が現在のような状況を

馬容量の急速な発展を妨げるよう

かがえます︒この摘報は発行以

幡させかねないという爽嫡もう

とは可罐だろう﹂としている︒太

ータを提供することによりその動

に︑エネルギーの総消費騒を削減

きに強く反対するよう要求した︒

機関に対して︑技術的︑経済的デ

が大切なことは明らかである﹂と

の羽翼を藤やかに処理するために

な技術的謹たは資源制約はなにも

続けた場会に発生する経済的崩壌

でにはそれより一鱒長時い聞がか

る︒大規模な産業が確立される康

開発にはさらに畏い時問がかか

来︑原子ヵ闘鎌港のみならず議

陽熱によ嬬恋歴の暖罵が酋及し︑

ない︒し写し︑環境保議について
太陽熱によるエアコンディショニ

への努力をし︑消戯を石癌以外の

するよう大規模なエネルギー節約
この闇題が日本お

べきことは︑

無瀞ノ煙橡筑禽歓

がたんね ん に ま と め ら れ て い ま
す︒

明らかであると縞論づけている︒

それが無効であるとされることは

およびその他の蟹法規走により諸

反対を声明

﹁各州における磯子力終止法と
優先条項錘明文化された優先罹の

ことは疑う余地がない︑としてい

子力を規制する縦限を持っている
力鋼︑タニー上院議殿

薬されている法案の大部分の背後
カリフォルニア揚繭繊の罠野党

ベルで達成しようとしているので

緋除吊れている︒州の

が︑サクラメント・ピーとのイン

750

鋼しと題された闘研究は︑現κ提

る︒連邦改府に権阪が㌧えられて

するためのカリフォルニア州の住

昨隼十二月︑﹁原子力発電を禁止

にある慧園についてはほとんど問

決走が州の決定に優先する︒百子

四灘期までの原子力発編の比率は

調査によると︑一九七五隼の第3

上院議員ジョン・V・タ〒氏は

力法は︑原子力の放射能に関する

な打撃となるという理鐵から反紺

瞬投粟には︑原子力の発展に大き

いると︑孫孫条項により︑試金の

うとしているのだ﹂としている︒

子力が嫌いで︑その発展を丘めよ

明文化した優先条項により捌除し

側面について規制する州の権限を

題に壊ず︑簡これらの支持藷は原

同研究によると原子力発電反対蓄

ある︒彼らが原子力発亀に反対す

る蝦項に関係するものでなくて

は︑表湯上は州が放射能に関涌す

来原子力鷹誕会議︵A王F︶の

は連邦目口のレベルで原子力発電

る理由は︑原子炉溺故の野臥性︑

白
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聞

短期間で食用に成長
X試験的出荷めざす

鷹子力発鰭勝から放出される湿着水を利難して養脳漿簗を行なっている垂水概灘開発協会榮脅嚇業
所は︑このほど新たにウナギの選管に成功︑すでに一部は関係者などに試食され好騨を得ている︒温

けではない︒とくに一番大きな問

型介霜謂霞蝕し
隅賄に︑︸方︑わが團の賢漂伏況

の上に立った展開が必要であると

原子力船擁発のカギを握る安全性

本轡はこうした状況を踏濠え︑

技術問題に鱗壱発し︑多くの筏

藥嵩二
一⁝一︑一大学教授

竹

村

数

男

その安全性・−経済性

−原子力離工学

ない闇題でもある︒

た漂子力船の開発は︑
や近い将来枯謁する運命にある石

劔⁝紹
わが園では第〜船﹁む

つ㎏が原子動力塞験舶として露
語︑一昨庫八月初臨界に成功し

近く漂瀕の後︑欝森県むつ定踊躍

上回る放射線漏れが発生︑一か月

た︒しかしその磁後︑設計基確を

は原露から温捌水を擬懸池に放水

題となるのは蹴盛代だ︒事業駈て

一る︒この問題があるかぎり︑ウナ

一するのに葎間一千万円近くかか に帰り係留されたままだQ

入門懸〃

めたもの︒将来を震墾︑正しい理

で︑理論を実際の装羅や機能に密

解と認謙を得るための

滋させるよう多くの麟表を締入︑

陸上炉と舶罵炉の相違点などにも

つ扁開発計画の趨案当初から謬画

ふれている︒著蕎・竹村氏は﹁む

してきだ権威蕎でもあり︑その経

段

験に基づく客観鮒︑明解な解説は

読む人の原子力船への興味を

だ︒また︑これまで︑渥排水の供

はそうした中で︑ある程腱の蟹礎

ているが︑猿子力船の抱える問題

〜とされている︒このほか一般的な は︑環在てもなお羅論が続けられ

命的といわれ︑旛設建設当初か

陸獲殖において騒気伐の負握は致

しかし︑ポレプを便零しての内

かかわらず蹴り撮談なければなら

船階代に備え好むと好まざるとに

船の聞発はやがて郵来する原子力

ら無勢の詳細説明の蠣備轡面とな

明点があるなどと霊興したことか

処理旙設などからの被曝評価で不

藩蘭を提出していたが︑原告は蕩

力船モデルをもとに概論約にまと

ど原子力船のすべてを内外の原子

機畷の趨動理論や原子炉の議造な

羅地点は︑同炉の北五四〇疑︑黛

号炉のガンマ纈による澱大被曝線

溜イ︑上製函入︒定徹三千八菖

と高めよう︒全牽戴構成︒A5判

給源を原電だけにたよっていたた

ら︑原子力発露酬と蜜殖場の闇に

弩炉︑原研・研究炉︑動燃・再処

閣約O・八︑ゾレムG岡炉︑粟灘一

影当たりの収穫の増撫︑早期彊殖

などの養殖の効率化の問題︒康
た︑鋸闇二万人を懇える累物客の
が低下する

が国を無手どつて趨こしている

多歪

玉

多

二

ビLーノ

多

二

玉

多多

灘繊

f

したがつて︑これらから藁海二

れとは異なる︒

レム︒再処理施設からの鰻大被曝

線騒地点は岡施設の爾⑳約二詩

爾西約一・六謎層︑鎌闇約十ご︑ザ

では両蕎を区別して蕩噛する必要

が︑同施設と粟海発蜷所など各原

綴︑年閥約三十二︑ゾレムである

線照が異なり︑したがってそれら

長︶で開かれ︑被告・鵬側の提出

がある︒原子炉からはベータ線と

のベータ線︑ガンマ線の被曝騨価

した準備欝腰をもとに各原子力施

線を主に考慮すればよい︒再処理

られるため︑外部被曝ではガンマ

ベータ線は大部分が皮麟でさえぎ

岡施設の爾西約二計層︑鋸聞約三

線による澱大璽懸被曝線騒地点は

子力旛設からのベータ線とガンマ

について審理が行なわれたQ

設からの墾ねaわされだ被曝など ガンマ線を著騙する必要があるが

焦点である再処理旛設などほか

の後＋月第八回で麟側は被曝の壷

としたことからて︑これを受けそ

る総被曝線蟹を知る幕臣がある︑

原子力施設からの放出放射能によ

大となる地点とガンマ線によるそ

合︑ベータ線による被曝線羅の簸

から気体撲気物が転義される場

で重る︒濠だ︑醐さのある綾気持

線を出すものだ︒内部被曝は無視

ヤニ︑ゾレムと評価されている︒こ

理臓設安全雛董騨門部会で黛闇約

蕩処理施設からは原子力婁︒爾処

蕩欝しても矩間約○・

試験研究題團と蜘請購提出期閣を

用燃秘︑材測④核融畠炉システム

は加黙技術②磁場の生成⑧核融禽

松山地裁︵村上悦雄鐵判罠︶で︑

第十二鳳隠頭弁論は来る二十六口偏

四国電力伊方一弩炉行政訴訟の

内照証醤に対し反対聡問

伊方訴訟は26日

五露︒

分低い︑と述べた︒次回は四月十

曝線騒葺闇五蔭︑︑騎レムに比べて十

れらはいずれも周辺公衆の欝容被

︑ザレム︒

畳を検討評価した根拠説明の雌備

②放尉性廃爽物の処理または処分
▽放購線障審防止1ー①放射線被ば

は評価③放財線利用技術の安全評

くの低減化②放射線羅の測定また

価④放附線による障憲の推定▽核

次のとおり鮨示しだ︒

の響理技術の闘発京たは騨価③使

ムの開発または評価②移燃料物質

し尋間が行なわれる予定︒

・内磁発雄︵葉大教授︶証欝に対

原告側から安金性についての国側

源子炉︵欝

設の安全ーー①鍛料の安金誕嫡②機

矯済核螺繕輸送容器の蜜全評価④

欝堰殖炉と新型転換炉を除く︶施

器離たは配篇系の設計墓準まだは

の多擬化技術▽原子力開発利用に

同位体分離技術⑤核轡繕サイクル

論では︑原鑑側証人の藤本陽一畢

保対策の妥藪性を認論した︒

村主進漂研安金工学郡長が蜜金確

の矛盾点を認謡︑被告圃側証人の

大教授が原発の危険性︑安全審蕉

二月十鐵ま

二︑繭諮叢の提出期間昭稲葦

関する技術の予測濠たは評価︒

一月二十九露の第十〜回欝頭弁
購巾検査法④裳全防護施設の効果

一︑試鹸磧究題鰹

の評癒▽核原料物質①管理システ

〜鞍懸原子力軍和利用論究の婁託 融合腰①プラズマの生成技術また

科単技術庁は十六日︑昭和五十

科 技 庁

委託で公募

平和利用研究

東海二腎炉について厳しい条件で

液体廃棄物による被曖評価は︑

十六︑ゾレム︒

の康子力施設からの墨轍被曝評樋

などで︶放射能を滅衰させてお

施設からは相漫擬期間︵貯蔵施設

玉

む

騨轟

民の蜜金を曙えnぱ︑粟海地鷹各 り︑主に放出される核種はベータ

七園の口麟弁論で石隔戯議長が住

坐卓

訟﹂の第九回口頭弁論が＋二騒︑

多 多三

東海村︑勝田︑面戸︑那珂湊市の

一
玉多多

水戸地裁罠事部︵石崎政男裁判
多多

漏辺住属相沢一正代表ほか十六名

﹁設躍誓司処分取り消し講求訴 が問題となったのは︑さる七月第
︵BWR・酉十万KW︶をめぐり

日本原子力発電会被東海二言炉

東海二号第九回口頭弁論

国︑重畳線量を釈明

上などで改藩をはかっていく計麺

食欲

ためウナギの

一

紐資源の状況を調45えると︑原子力 ・経済性の譜問題を詳細に解説︑

め︑定検時にはボイラーで醐い水

ったもの︒

理施設などによるガンマ線の雛畳

る温排水が遇欝に利贋できるた
め︑冬場でも二十鹿劣後の混度を
保つことができる︒このためウナ

づ

会・敵治間題を提趣したこの旧故

灘を綴つなどの絡愚描懸が不司決

落麗が欝られるようにし雪気代の

この中で国側は︑梁海二弩炉な

被曝線羅の叢大地点は︑同炉の南

ギの鑛の簾をとるの撮しい

協会ではこのうち︑とくに来島

となっていたが︑傑給源を無数化

軽誠を廻るなど︑エネルギー開発

どから放出される気体廃簗物と再

運渠海発註駈から大璽に放出され

が

に一月二十匹目︑同じくフランス

玉

︑簸璽
穐㌦．献軸

聡畿

驚鍵繭防饗
爺門W號

︽㈱

円Q榮黙・新宿の成山裳艦廣刊︒

慶の翫画では単位懸積嶺たりの水

し安定した温水の供給を受けるた

処理旙設からのそれとは放単線の

幾殖技術で闇題となるのは蟻位隻

揚げの向上︑単期養殖を中心的に

DRからの温排水取水も冤込まれ 発が行なわれるよう発想の転換が

め︑今巻には原子力研究所のJP と食溜際発の爾立を前提とした閣

にも達するほどに成長した︒

鯛人差

ギは冬場に入っても冬眠せず成擾
を続けるため自然獲殖の雲台の約

から窒輸されたシラスウナギの

玉多多二

塞紙では大洗工学センターでの

多 玉多玉多

必要との指舗もなされている︒

蝶理していく苧定で︑このため離

十〜四十撃︑大きなものは葱百暢

ウナギの成擾にも
あり軍黙のものは昨年の＋月頃に
すでに食罵までに成長︑二業所で
は食網程度に成長したものから順
半分の約︸年︑難いもので約半影

自然淡水を利用したウナギの餐

十四万尾のエサ付けに入ってお

玉多

多一多二

ている︒

水の環流の円滑化︑栄聾効率の向

などの微妙な問題もあるという︒

にも積極朗に取り編んでいく計画だ︒

水協では︑これをもとに来年度は誹画を増強︑蓬慰効率の向上を図るとともに︑試験的ながら市堀化

昨葎二月末フランスから簑路輸
入された四万鷹のシラスウナギの

される約二十度繭後の温水ですく

稚魚は︑原魔羅欝欝囎所から供絶

すくとそだち︑当初○︒田舞程度
だったウナギも平均齎五十鰐︑ヨ
に原研職贋など関係看に二四の半
で食用にまで成援する︒

岡協会では今回の経験を踏まえ

額程度ですでに一薔五や二期︑二
千尾を放出︒蜜鷹の食卓を簸わせ

殖は静岡堅の浜名湖などでも盛ん

たな獲殖計画に入る予定だ︒すで

﹁味もなかなかのもの﹂と好評を 来黛度には企業化試験をも含め新

だが︑自然水を利用した獲殖では
り︑累いものは今更の七月〜八月

えている︒

冬期に温魔が下がりウナギも冬
には食用にまで成擬するだろう

多

しかし経済性など問題がないわ

一鋸米⁝二年かかるのが通常︒と という︒

眠︒このため食儒に成長するのに

誓ノ

ころが藁灘蝦業所では冬期にも聖
二

著

施工基巻機器または配管系の供

の騨価⑤しゃへい構造の醗謝基準
⑮耐醗設謝塁寒⑦船舶用一偉型漂

で︒

十一無三月三臼から

旨

射射

照照

験託

試委

關法人放：射線照射鑛興協金

産

＝ー
二

ばわが国の新型動力炉開発の命運

れに大型施設をもち二国間あるい

：大洗工学センターの全麻

多門 二 二 亙二多ヨ玉 玉

バックされているが︑ここでの研

洗工学センターだ︒常盤線水戸駅

は多國間協力のもとで研究中だ

鷺覆

力

原

各掻研究開発の鏡状などを弩を這

から蜷で総懸十分︑茨城興大洗町

が︑﹁各研究旛設が一か所に藥癒

って順次︑紹介する︒

たす役劇は大きい︒

を左右するものでもあり︑その梨

の結果待ちといったところ︒両新

の一角約五＋万平方規に各種研究

工学センターがもつユニークさの

している﹂のは他國と違い︑大洗

臨

ジェクトとして動燃購業団を軸に

ン・ファクターの確舐とあわせ︑

型炉はいずれも︑在来炉に比べ燃

施設が建ち並び︑わが国技術開発

一つでもある︒

子炉の安全騨鷹▽放射性廃鍛物勤

放射線照射の利用

凶

究はいずれも︑ナシ田ナル・プロ

した旧燃料以上に新燃料ができる

量要部分のノウ︒ハウを独自技術

大洗工学センターと動力炉開発

わが国における新型動力炉の自
ことになるわけで︑﹁瑠の原子炉﹂

料効率のより良い炉をつくること

史上かつて例のない一大研究セン

すべての研究とその成果は爾速

土工

〒370−12

日本原子力研究所内

群編照高騎甫縮稠：町

富民が総力を結集︑﹁アン・ノウ

主関発は当初誹画に比べ蕃干遅れ

実物大あるいは申間規摸ての試験

によって薪稜している﹂わけで︑

ところで︑こうした新型炉開発

も大きな特偽︒先進各国もそれぞ

と騨ばれる由縁もここにある︒

換炉原型炉﹁ふげん﹂は来琿七月

の中枢墓地となっているのが︑大

が冒的だが︑他方転換比︑つまり

ターを形づくっている︒炉物理︑

①放瞬性廃藁物の放出低績化捜術

O273−46−1639

7EL

ぎみだが︑概して順調で︑新型転

臨界︑高速実験炉﹁常陽﹂は近く
鍛終段階のナトリウム試験にとり

大型瀦鞭難瞥

﹁もんじゅ﹂は五十二蕉慶からの

燃えたウランと新しくできるプル

伝熱流動︑構造機器︑計測制御︑

原型炉﹁もんじゅ﹂へっながるも

静酬

黙

かかる砂糖だ︒塞た︑筒遼原型炉

碓毅魑手へ︑現在検討中の原子力

トニウムの麗の割合も︑在来炉が

のだが︑同時にこのことは︑いわ

委興会によるチェック＆レビュー

約○・六なのに対し新型転換炉は

々の研究成果が設謝ヘフィード︒

燃・材料そして安全性︑耐霞性等

○

八と縄い︒とくに高逮炉では装荷

織懸

譜

調年
エサに群がる成畏した獲薙ウナギ

約○︒八︑高速炉は一・︸〜一・

轟
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左顧経済国民会議︵中山傍知郎議擾︶と日菰原子力文化振興財団︵進藤鼠左エ門一歩擾︶は帖

ノ

砥

V十六臼︑璽東千代田鷹の第一生命ホ1ルで第一回エネルギー問題シンポジウムを開催した︒総画

︵

の

いうことよ0︑経済金体としてみ一がある︒研究閣発の聞盟などを揚
⁝
るならば︑その支払いをどうする 堕すnばなおさらだ︒

多

多

玉
一〆

うる︒すなわち︑①資源外交にカ

る③原子力行嚢を抜本醜に改昂ず

を入れる②難壁開発公団を強化ず

ることを鯖提に︑原子力開発によ

多多づ一 5 多響

り鎖極的に興り唄ひ︑がそれだ︒

づ多 一

原子力塵灘は

いうべきだ︒四千九翼壁KWの原 ない現状から︑しばらくは︑早知

無金瓜︵四坐︶

べきだ︒

現状から推し

懇

翻醐

・ダ曝︑澱 ︾ タ

智

翻

醗盤舞

翻

圏

翻翻騨翻翻翻囎

Opt。o鵬

を繋たすことになろう︒飽乃︑こ
れと畠わせて石億開発公団を強化

輸

また︑原子力と国民遡動の面で

た安金津制を確立すべきである︒

隠見も鵬たことであるし︑一馴し

力行政もそうだ︒原子力行政懇の

いけないQバラバラといえば原子

エネルギー調蛮会の黒給掛子

今臼の政第に

に欠けている︒このへんで︑公聴

は︑控属と鱈傾関係をつなぐ努力

金制麗をふくめて民魔的な方法を
確立しなければならない︒エネル

かという問題がある︒石縮価賂の

藤うことになりかねない︒

轟轟の輸出分欄当の金がとんでし

多

石野民︵社会︶

蜀分数ぶみして諮監技術の確立に
努めるべきだ︒放射性麗蘂物や薄

ひきつづいている︒操業黙を五〇

処理工場など間題が多く︑肇故も

発の結躍出てくる多墨のプルトニ

％までもって行くことも容燭では

べきである︒わが圏は開発と規制

り糧もうとしていることも認識す

ウムを暫越する対策もない︒安全

て六＋難巌での九爺間で︑闘千九

颪万KWを開発することはかなり
難しかろう︒しかし︑エネルギー

からみて︑エネルギー調査金のい

隅襲そのものは︑経済成長の傾陶

う六十奪還惣六千万詩興︵一次エ

のではないか︒

ネルギ⁝難曲換算︶までいかない

Compr￠550r

し︑糟製︑販礁も行なえるように

されない原子力発臨には反対する

の側闘があるとの認識も必要

︹夢考︺

は︑薪エネルギー技術の閣産化を
はかること︑そして第五点は︑螢
源多読澱型樹造を転換し憲エネル

竹本氏︵民社︶

ギー化を搬進ずることだ︒

は計画性がない︒畏期鮒エネルギ
ー政策にも︑臼庫経済自体にも︑

鰯際経鋳への薄応にも︑計醐性を
欠いている︒われわれは経済献体

が︑とくに石炭塵漿の強化は従来

る︒水力も石醗も濠だ期待できる

の計画を資源1とくに石抽は蕎 ギ⁝公社鍛には鑓嵐的に螢成であ
限であるとする立場にたって蕩え
ねばならない︒石油輸入の闇題に

であり︑企業機蟹上公開できない

商騰がつづけば︑臼本の鉄鋼と霞

し︸匁も︑禦入るか入らないかと⁝の企諜系でできるかどうか蕎

ネルギー公社において行なうべき

ようなものは縫うべきでない︒そ

の機能を分製し︑安金製費金を十

一筆ニニ玉

党の袴え方は次の黛点に嚢約し

奪の雀エネルギ；後の翻要七億六

して︑原子力委貫会の規制と開発

分強化したうえでやるべきであ

珠ず第一点
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究開発の勤率的推進を骨子とする

意晃窃では︑﹁エネルギー研究

兇﹂を旗とめた︒

閣発は︑罠期︑総台的観貞に立っ

n逮藩

︶

極

ん

ご鋸

画継歯
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特デ
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騰脚繕

M規格放射線測定器

B・1・ランキン駐日カナダ大

使が十九日原産を訪問︑有沢広巳

子力解団を主とした爾虚聞原子力

会長︑森〜久箏務縄擬と最近の原

した︒カナダは米圃に次ぐ自由世

協力の問題について懇談︵写爽︶

国による外資規制立法化の動きが

界第二のウラン資源傑薄国で︑御

然活発で︑低滞ぎみだった民闇に

あるにも拘らず︑外国勢進出は依

よる探鉱熱も再燃した形Qカナダ

はまた︑隅国独自開発によるCA

に懸命となっている︒

ていることもあってその

NDU炉が輿好な稼働実績をあげ

み

員甕のなかには︑原子力婁画会が

＝榊一＝＝＝瓢＝一：＝ニ＝＝榊二一襯＝＝＝ニ＝二鱒＝＝轍輔＝＝一轍＝一二＝ニ一＝一＝■榊＝一篇扁＝ニ＝＝＝簡＝一二＝ニ㎜層一＝＝＝＝鱒＝榊齢一＝

有沢広田︑渥美健央田二連会

純砕に学術飽なシンポジウムκ

躍力︑メーカー各困五％︑建設＝当面二無間の箏藍屋画︑設立当初

謹で︑これ藤で原子力委籔会と禽

を実現できるような素地を間める

担するが︑このうち民間賃握分は一センターの設立趣蟹二二講のほか

拠出︑蕎が醤七夫簿を皇

の設立総会が︑二十五臓︑粟票︒癌区芝のホテル・オ；クラで開かれた︒同センターはさしあたり圧
力容器や格納容罰︑一次冷却系などを対象とした耐震性ほか︑蒸気発生雛︑バルブ︑核燃料の各安盒
性繕頼性実誕試験を︑実物あるいは実物大供試体によって行なう一画で︑三月中旬から類業開始の予

擾︑内田秀雄璽大教授︑大鐘順彦

が主となるが︑先き行き縛來は各

﹁事態好転まで静観﹂

な色彩をおびてくると判断され

せ醤墨型展のものの作動確認と

決定については鵬翼霧議会での欝

闘で開催準備をしてきた鰹絡豊も

康大教授︑加藤乙三郎飽賜運会

＼

Q％の罰台︒大型撮動台設計製作役員の選任などが行なわれた︒こ

榔機羅酪留保誼の謁戴と試験︑デ

ープによる臓食鏡象や熱流動の

しだQ門薫気発生器﹂試験ではル

e予々籔原子力シンポで方針

に﹁耐震性﹂試験では今後五か年

熟ツイクル貯命試験など︑﹁核燃

る情鎗となってきたこと︑﹁シン

試験を行なうため︑欝饒協力のも

設︑地霞問題への対応を確紅・横

謝薩で大型高性能の振動台を新

議に待たねばならないが︑特別委

学術会議としての具体的な態度

いる︒

などの膏景によるものとみられて

も審議が難しくなってきたこと︑

とに︑財団法人として新設された
もの︒当面は︑圧力容雛︑格納容

今園の方針は︑猿子力隠題鰭別
子力委員会から協力嚢請のあった一
停
﹁原子力シンポジウム﹂について一郵貯禽の﹁現時点で 纏柞に学術
工データ収集ほか照射後試験によ

なシンポシウムを開催する畷

判断にもとづいたもので︑興体的

﹁涙嚢の㎝境が必ずしも整っていない﹂との

﹁協力するとの基本方釘には変薦ご的

料扁ではB型炉蝿科を蛍とした加

る燃腿の健黛性実証などが︑それ

には︑政府の國会答弁︑地方公聴山

原研理購畏とシ駐日公使

調印を終え握手を交わす宗像
一名を派遣でき技術の経験をつむ

藻

7

臨

名まて︑同謝画再評価部貧に顧問

ことができるーーなど︑魏在進め

尋

懸灘

難燃レベルで鱗木となる謝闘を撮

ECCS作動後までの一連の箏故
て推進︑膿前に鯛蒼︑検討を進め︑

ているROSA訊晦とともに今後
の軽水炉平金評価で成漿が期待さ

この甜醐への参加で涯独も︑昨

れている︒

年六月︑米国との間で二国聞協定
に調脅した︒その他︑スウェーデ
ンやオーストリアなども参加を表

同潮気と実験目的を岡じにする

明している︒

軽水炉冷却材獲炎事故の安全性誠

プロセスの解畷を行なっている︒
験研究では︑原研がROSA計画

PBF計画に関する梼報交換で講策定の方向を打ち出している︒

を進めており︑PWR︑BWRま
用た︑近く︑原研NsRR︒米
定すべきである﹂とし︑騒本計画
印も行なわれる予定︒

一1四面に関連配購

の熱気発生雛︑循環ポンプ正比力帯

TEILO3（454）8521

東京都港区三欄三r円13番12号

社

定︒轟こう七か年の事業規模は約四首葺十惣髪︒同日の設立総会で工学試験センターの初代理溺長に
藤波繧雄蕊力中央研究所常務心算が選任された︒

ータの収集ほか事故や故障の分析

響繍二爾六＋億円が見込濠覆躍傭轄課軽

・評価なども行なう一男︒いずれ

調査︑伝熱懲破断環象の要鰹分析

長︑醸成藩邸轡隷業団理購長︑田

原子力工学試験センターは︑軽
も実物あるいは実物大供試体によ

岡聞の設立総金は午後四時単かンターは法人設立の認可串産後︑

水型原子力発餓所を鮒象とした各
る実証試験が行なわれるが︑とく

波櫨雄徳中研職務理禦︒

種梅造機器の安全性乙舳性の実証

など︑勤パルプ扁は格納容器周辺

藤波理窮畏

璽力嫌騨

器などを含む一次却系の破断から

特

墨

。難聴

騰響講
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ー米国務長官

キッシンジャ

早期 の 成 立 に 最 重 点

簗の皐期成立の必要性を終始述べ

國鎌継の立場から核燃料保蔽法

来國の実例にのっとるであろう︑

膿的利嗣の保証の必要性について

その輸出における優陳描綴︑平和
り返し強調した︒

蟹と対外遜商の分野である︑と繰

核燃料卵塔法案の議会一過の興

たキッシンジャー長窟は︑﹁来国

うだが︑※エネルギー研究開発局

体的なメドはまだ立っていないよ

脚力を保持していくため︑圏務省

は門ウラン濃縮瑠漿はなぜ属間童

AE委員展︵上院識員︑民憲党︶ が一案になった場禽のとるべき鮒

後・賢閥に立ったパスツール〜C

キッシンジャー擬窟の課篇の

と述べた︒

はこの法璽の軍期の議鼠通過に巖

嚢 鐘
薦

所鵜ガス拡散法ウラン濃縮工場の
能力を追蒲増強して︑一九八か年

を埋めようとするのがその骨子だ

謡初めの濃縮ウラン鰯給ギャップ

が︑今後間題となる点も多汝ある
ようだ︒例えば︑ガス拡散法を標
隠している現衛濃縮三工燭が多羅

会酬年度︵七六葎十月〜七七奪九
月目における政府の拡敬三工場の
源転に黙する惣力量は︑七五会謂
駕度の実績と比べ一二〇％増の約
六簿八千九墨縄騨になるものと麗

はウラン灘縮昇格の賜騰にもつな

込濠れている点だ︒華美畷の高騰

る︒ともあれ︑達し当たっては核

の両圏

ネルギーに反対の懸を蓑わしてい

獅ﾜで着工できず
強行したため︑ブドウ酒生鷹囁︑

製茶三者間で合意書交わす
西独哨部のバーテン⁝ベルテン

ベルク州ビルに原子力灘霞解︵P 醗夫らの繧践をはじめ周辺各国の

W鶏︑正味繊力颪二十八万三畢K 環境三蹟家濠でもが謬醸して敷地

は勲地の占拠罷解くことを条件に
反対派と話し食いに入り︑その結

三つの壷屋装置に対しKWS屋

税は︑鍛初の要譜項闘はすでに蟻

梁︑このほど州政府︑KWS避蚕の調蒼で解明されており︑また

ィルター︑パイプなどの洗浄絹と

冷却氷盤としてライン川から︑フ

して地下水から取水を謝麟してい

力︑反対派グループの二艶麗で戦

るが︑地下水の影響についても調

意欝をとり交わし︑とりあえず今
母十一月までは建設工蟹に藤呈し

この台葱講によると︑反対派グ⁝磯済みであると楯摘︑こうした調

ないことになったもの︒

ジート︶羅力は︑昨年一月に弼政

たが︑第二響の勲等裁で昨葺十

では駕設の一時優止命令が出され

判所への訴訟に蕊で発展︑第一審

霧響壱求めている・そして⁝地・環境難災諜憲を与え

び水への放射能放出による生還学⁝り行きは︑他の原子力発磁所の立

用することによる影響③大気およ⁝る樋設轡側と反対派との坑争の成

る磯簗への霧②警水霜⁝

場倉︑家たこの謁査髄果の騨価に

これらが十一月旗でに完成しないるものとして注圏を簾めており︑

ビル原子力発躍所の建設をめぐ

府から眼寵建設許司を受けたもの

月︑測定姥設誹司が認められ︑法

W︶を綾する計画を遜めている を占拠し︑実力で難設悪止に当た ループは原発旛設暫側に蕪つの新．蒼の再要譜に不漁の悪を表わして
KWS︵ケルンクラフトベルク・ っていた︒この原発鰹設問題は裁 たな調萱1⁝qり冷却塔の運転によ⁝いる︒

い︑すでに建設予定が一塁以上も

の︑住民らの強い難設反対に購

的には建設再開の態勢は整った︒

おいて欝派が蒼く慈で鑑ベルテンベル姦肇・志の占

︵カリフォルニア大数擾︶︑J・
エッツセル︵ハーバード大決心︶

からなる横距の

い場禽は︑蠣事番岡志で新たな話

るものとみられている︒

邦選挙の際の政策論翁の的にもな

の立山で協力していくものとみら

力していくようだ︒

また︑ショ⁝ト・トン当たり七

進められている︒

は四千八湾六十芳ショ⁝トナで︑

ン酸化物を愈む確認ウラン鉱石雛

強く幾糊し︑これを通過させるべ

でもなく︑むしろ三践とも淡議を

れるわけだが︑今後の原子力麗発

の生濫は︑一九七九郊に開始する

て︑NCC理蟹禽の投蒙が行なわに進んでいるといわれ︑同鉱区で

の

EAと西独のHTG二日盗難が禽

テムがとられるものとみられ︑C

FBR開発協力と岡じようなシス

し奪いの機象がもたれるという︒

一−一ρ

らインターアトム社は仏からライ

の分野ではフランス原子力庁︵C トム被とフランス原子力濫業界が

働弁会社を設立し︑この新鼠祇に

建A︶と繭独インターアトム祉が FBRの設計︑建設において対鴬弁雲社を設立し︑設鍬︑建設で協

騒や一万五千ショート沙を二悩も

のぼり︑一九七四郊＋一月の想だ

るシャビルカ鉱鳳は︑パンコンチ

菓アリデータ⁝川地域に簸零す

激闘ることになったという◎

パンコンチネンタル鉱山社︵英

ネンタル鉱由祉とゲティ・オイル

開発舷︵張ゲテイ︒オイル社の子

っているもの︒爾櫨はそれぞれ六

貧改︶が共同でウラン試掘を行な

五％︑三五％の試掘利権をちぢ︑

のほど明らかにしたところによる

で二十二万八千六酌ショート沖に

は︑酸化ウラン︵U308︶換算
第三︑第Hの鉱区に分けて試掘が

ャビルカ鉱旅の想庸ウラン埋蔵盤

と︑オーストラリア北部地万のシ

ィ⁝ルド社の張嬢子会櫨︶筋がこ

コンソリデーテッド・ゴ⁝ルドフ

藻のジャビルヵ鉱床

二万八千︐ンに

埋蔵量は二十

FBRのノウハウをもたせながれる︒また慕TGHの分野でも︑

運転中の仏フェエックス炉禽醗

して︑そのひとつは代路求たは他

︒八㌧の平均座位0︒三九％ウラ

のリスクと利益の分析をしない

︵ニューヨーク神学小耳授︶︑P 漿には二つの大鷺な欠点があると
・ウイリアムズ︵ハーバード神学

※原子力産藁金儲︵AIF︶はと︑AlF撹薦による岡決羅の反校教擾︶︑の計九氏が出席︑鷲案

る︒

八％ウラン酸化物︵七・六げ．／シ

さらに岡鉱謙には軍均緻位O︒一二

ョート沖︶を膨む勘定鉱頚墨が一

いて狭い分野でしか蕩臆していな

をとりまとめたNCCキリスト教で︑徽興の全エネルギ⁝間貸につ

千二十万シ沼iトナあるという︒

徒社該委員書の婁雌翼をつとめた

した蚕澱雲は当初から一方に片象

CC閏曙を論議し︑妻定の一助と D・ロ⁝ズ︵マサチューセッツエ K・クンツ氏を議長に各繊席轡が いこと︑もうひとつは薙獲を起躍

これら埋卓筆の実盟的な増加は︑

ーH・べーテ︵コーネル大教捜︶︑

それぞれの立堀か

りすぎている支持グループからな

︾ビルカH鉱区で新たに試掘され

場を設けること

る倫理面を取り扱っている箸犠な

持覆︵原子力発躍に批判的︶三舞

岡金議には︑NCC繭明淡識の隻した原子力発躍の拡大利用に関す

ング︑設計︑耀境影響調輩は順調

ジャビルカ鉱区のエンジニアリ

くものである︒

一九七四無＋一月の雛表以降にシ

ら灘兇を述べた︒

っていること︑を揺摘している◎

た十一のドリリングの紬粟に巫つ

鎌磐認原子力の立場明確を

来月の理事会で投票

この公闘の場に

守勢一方に求わっていたという︒

会議の後聯に肇って決議支嬉茜は

を提案︑今隼一

来月初めアトランタで︑提照さ

で注圏される点

霧雲で決楚がなされる鹸に︑N

この四月に行なわれるバーデンー

遅れ︑今のところ少なくとも＋〜

の窩蝕決定を無視して敷地の占拠

しかし︑建設反対派グル⁝プがこ

ビル地方はブドウ酒の生産地と

月までは魑工できない状況だ︒

バーデンーベルテンベルク州政府

して知られ︑KWS電力が絵雛二を航行したため︑箏懇を纒秘した
月にビル原子力沓掛所の潤工を

えみだ︒

みられるが︑鐡近の新技術既発に
國︑との
継継もある︒つ濠り︑建設蟹の罵

伴う建設澱隅騰がその

騰をカバーするため協力して新型

を進めていくには一国薩業界の再
編を待たなければならないとみら

姫開発に取り組み︑費用黄擬をい

却炉︵HτGR︶の際発で協力し 門フェエックス﹂︵出力二十五万

れている︒

う閣題は国務雀関与の蕉点になる
ていくことに倉決したという︒こ

建殴中の西独TH→R

協力の方法として︑濠ずFBRセンスの洪厚を受け︑インターア

燃料保証法薬の成立が︑米国のウ

う︒

くか︑ERDA当局の縢題でもあ
ラン凝集饗業推進のカギといえよ

がるため︑これにどう対処してい
︵E魏DA︶はすでに︑この法環

璽点を麗いている扁と力説した︒

灘で行なうのがよいのか扁と尋

ね︑5CEAは法案の中のこうし

技術の熱発で協刀を打ち出した術

して︑他圃との腰子力協力は※圏
だ条項︑それに政府が罠聞金社と

仏︑西独蒲國の政艇鹸脳金談が
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に多大の利益をもたらすものと指
交わした契約を承認ずるか︑掻糊

二月十一閑十三田の爾日︑薄粥部

開発で協

擁︑原子力協力のカギとなる要凝

い点に閲心があると述べ︑硯状の

するかの権隈しか与えられていな

の一丁スで開かれたが︑両国は口

漿には︑それぞれの瑠慨があると

は︑侶頼臓の嵩い擾期ベースで爾

法婆では不紬であるとの冤解を示

速気嵩炉︵FBR︶と醐温ガス冷 フランスはすでにFBR原型炉くらかでも鰹減していこうとの響

合弁会社の設立を

内外の究騒蝉訓颪に対してウラン

した︒これに対しキッシンジャー

仏︑薦独

濃縮役務を供給す

長富は︑﹁民蛍または圏欝かとい

濠た︑豪圏は描灘醜立場に蹴かれ
ものでない﹂と述べ︑圏務摂嘗と

に建設中︒気霜がこうした新型炉
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いる︒濠た黒鼠は銭饗GR開発に

BR妓術開発では麹磯に蛇んじて

KW︶を完成︑運癒しており︑F

ているため︑脹子力機器および物
れはドルナノ仏工笑科学戦︑マッ

隙されるまでプルトニウム炉の開
発傭逆を求めた趨明を荘園︑報告
醤箪鍵の形で永されたこの小氏を

NCCの決識として採択すべく理月二十八滋︑ニ
ューヨークで公

れだプルトニウムの経済難などに

戴会の決定に委ねていた︒プルト

関する昨鋸九月の脚明採択につい

ロの衡威︑南罠権灘棄の司能性︑

いる︒
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しているこの蓼璽は︑放野性物覆
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は︑倫理学暫の霊
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NCCは昨隼九月︑蜜金性が保するため騨門柳

を決める拶票が行なわれる︒

会が爽月初めに開かれ︑その蟹善

リスト教徒会議︵NCC︶の理事こうしたNCCの動きに対し︑理対書︵原争力発動を貰持︶三竿ー

かどうかで注騒されている出来キ

に今後・反対の懸場をとっていく

平稲蟹玉利隅の原子力発電開発

ークー！！⁝！！一！グー⁝づ一多〆！ーー多グー〆グー4

間駁り決めの段階で︑実際に協力

協力で倉慧といっても︑談だ政府

共岡発表の巾でうたわれたもの︒

トへーファー西独研究狡婿棺との

して岡法験に関心ある点は対外政

粟園の能力で

を璽懸燃している姿勢を添した︒

あると述べ︑醐擾密がウラン盤縮

新型炉

策に粟り出している︒羽隠の政府

乗圏の対外敢簾の観蝋から考慮

これ藤でに培ってきた伝統的な指

が園際曲な原子力協力において︑

間企鐘のウラン濃縮箏桀進出のカギを握るもので︑関係筋ではその成立に大きな期徳をかけている︒

籍なった︒岡蔑窟は畷覇雀の立場から同法薬の早期の議会通愚の必要性を強調した︒この法難は︑民
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圃際協力における米圏の纏縫力保持︑強化を冒難しているキッシンジャー来国務長宮はこのほど︑

旬砥証国際協力で指導力保持
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の放出の司能性︑核盗難廉たはテ

結渠が溢圏されている︒

︵デトロイト大教授︶︑R・シン だ︒僻耳の枇判を要約すると︑躍
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ナトリウム中試験開始
十月からは臨界達成めざす
動力炉︒核撚料開発馨業団は二十五臼︑大洗工学センターに闇闇中の隅感実験炉﹁常陽﹂で二十六

備などの機能をチェックすること

順調に羨めば九月下旬には試験

にしている︒

を完了︑十月からは監界準備作業
が始まる見込み︒
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てどのように対慈していくかが今

口などの総愈的な鮭会闇題は︑現

源︑エネルギー︑潔境︑食糧︑人

粒度予算で周センターへの委託費

在の細分化された物理︑化学︑生

後の課題になる︒科学技術庁は来

などの増加をはかっているもの

浅春にまたがる知識を必璽とし︑

物︑社会︑地学など多くの教科・

かについて広い立場において公正

場でいかに取り上げ︑いかに扱う

とを闘的に︑広領域問題を教育の

自らの纏え方や見方を膏成するこ

に対し正しいナマの情報をもとに

生徒あるいは教師がこれらの問題

乱をきたしている現状を背禦に︑

して欝欝城問題に関する情報が混

感の多様化や醤来への不安を反映

きている︸方︑現代における価値

くる量大な問題として顕在化して

は世界の存立に基本的に係わって

の問題が︑次の世代のβ本あるい

状︒広領城教膏研究譲は︑これら

に反映されているとはいえない現

育制度では︑これらの問題が十分

が箭提となる︒ところが現在の教

となる藩え方とか社会的な価値観

さらにその解朋に当たっては墨本

の︑関係毯が望んでいる特殊法人
化は当面むずかしそうだ︒

﹁総総︑環境問題など広領城に
わたる総愈教蒋を普及させよう﹂

けとなることを目ざして圏主胸な

こ︑
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な議講が行なわれる︸っのきっか︸

岡研究会が最初に取り上げるテ

組織として発足するもの︒

1マについては︑一昨年の石油危

纏

機︑照子力船門むつ扁禦件などを
きっかけとして社禽的にも瞬発な

議論の対象となり︑教膏の現場か

らも強く正確な画報資科等の撮洪

の問題がとり上げられることにな

が求められている﹁原子力開発﹂

つた︒

らの国華から当醤研究会は任三組

織とし︑糟来必要に応じて亀入化

最初のテーマである﹁原子力開

が麟られることになる見込みだ︒

発扁について︑輿体的には︑全圏

の巾・高等学佼の物理︑触会︑化

学︑生物担当の教師を対象とした

定期刊行の﹁原子力と教膏扁︵仮

題︶の発刊が計画されている︒

バイパス管取替

え総点検実施

甲蹴・浜岡﹇丹機

温︑一月から行

通眺省・資源エネルギー庁と科

学技術庁は二十

発魁所一野機︵五十四万KW︶の

なってきた中広庵力・浜陶原子力

金出力試験がほぼ終了したことか

ら﹁最終的な総禽負荷試験に先立

ち︑約二週間炉を陣止しバイパス

を実施し︑万金を期することにし

管の一部取り替えを含む総含点検

属炉は昨隼五月二十九尽料蓑

た﹂と発表した︒

荷︑六月二十臼初臨界︑八月十三

一月にかけ黙糾チャンネルボック

日初発艦に成功し︑その後十︑十

スの損止僅業︑点横整備を発了

し︑一月から一〇〇％出力運転に

た︒今際の描置は︑出力試験が長

入り各種出力試験を実施してい

期にわたったことから︑磯終的な

ることになったもので︑順調にい

舞台負荷試験を控え︑万金を期す

けば﹁当初予定通り罵一月中旬には

いる︒

欝業運転に入れる毘込み﹂として

港湾運送・重量物運搬・コニ場荷役機工請負・倉庫・自動車運送ほか

ム関係ψ48掴当︒四十一庫頃︑N

術を排除し経済旗擬の傾ぴを犠

だドゴール時代のフランスの原

牲にしてまでも独自の道を歩ん

すことを急がない﹂として︑とり

研究鼠では門必ずしも結論を出

あえず広領城問題に含まれる翼然

子力開発姿勢を騒のあたりにみ
て︑国の将来を旋漏する問題に

的な購実や情報について慣璽に酎

IIとこのほど学識経験巻らによ

︵NPτ︶の今国会での取扱い︑ 述べた︒
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科学技徳庁

PT問題をめぐって論畿がわか

せと打磁した︒その日覆︒﹁十

れた城内諸国の騰勢変化をせっ

無たって︑同じ議論︒感慨無醗

石渡

ですね﹂思わず笑いがこぼれた︒

いしわたり

将来炉開発のチェックとこれか

翠

科学技術庁原子力行政の分離

国策としての技術開発を語る

腐
移行に伴って︑原子力周担嶺の
討を背崇に来年度宋をメドに作

／

とき一段と熟がこもる︒米墨捜

ら始まる蝉料サイクルの本格検
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昭和二十六年に東大工学部冶

業を進めたいと語る︒

参購轡が躍かれた︒開発と規謝
の二本立てのレールが敷かれて

・

一月半︒搾り出しのプラスマイ

四 人の心構えも避い︑製切って仕

の分担がはっきり︒当然一人〜

ナスを総括すると一︒﹁澱任

に入っているほかPFR︵尊覧二
劉にあたれる扁︒頭の中にあっ

︵仏腱二十五万KW︶が定格遮転

なお外国では︑フェニックス⁝

十五万KW︶が五〇％出力運転︑

国家はどうあるへきかに深い感

ることは溶して悪いことではな

動を覚えたという︒﹁響かにな

核物質管理に係わる蒲報処理など

って広領域敦湾研究会︵代表世語

霜ふり

綴に対処して︑アンチモン・イン

いて正確な情報資料を提供しつ

る討論の材繕に供する方針︒これ
碁とゴルフが趣味︑家庭は芙

を三新繭から手がけ︑とくにソフ

食糧︑エネルギー︑教膏︑公田な

人・茅門司東大名憐教授をはじめ

同センターのナトリウム蘭運技

となるナトリウムの

TEL（078）221−4王51（大代表）

神戸市葺合区浜辺通4丁目1番11号

欝から冷却材のナトリウムを循環させて燃脳取扱設備などの機能試験を行なう﹁ナトリウム中試験﹂
に入る︑と発表した︒ナトリウム巾試験は建設準備の総仕上げ段階にあたる機能試験で︑順調にいけ
げ顕

金学科を卒業して通血潮入り︒

罫

BNI三五〇︵ソ連⊥二十五万K た 一人二役 のモヤモヤから
の解放︑大きなプラス︒﹁スキ

W︶が三〇％出力運転の段階に達 ∵
⁝
聞ができやすくなる点は気をつ

ば九月下旬には岡試験を完了︑十月から臨界準備に入り年末には臨界土成となる冤遍しである︒

一論を積璽ね︑それぞれの問題につ

い﹂ともーー︒いま盤かさへ

けないと﹂︒

定貫の関係でふり出しは機械試

しており︑高速炉開発ではこれら

つ︑それに関する畿つかの見方や

料取扱試連転の五つの作業グルー

﹁常陽﹂は熱出力五万KW︑茨 密性や圧力制御性などについても

の希求と齪簾としての原子力開

から大きく先行している︒

諸国はスタートで出遅れたわが国

験所配属︒璽工業局製鉄翌長補

プ体制でナトリウム中での機能試

原子力局ーースタッフ百七卜

験に敗纒み︑高温のナトリウムを

燐期の性能が確認されている︒

考え方を紹介︑これを蜆場におけ

大洗工学センターでは①冷郎系

ンターに昭租四十五薙二月に鵜工

城県大洗町 の 同 購 業 団 大 洗 工 学 セ

発に新しい調和を見い出そうと

循耀させた状態で燃料取扱設篠︑

講などを経て︑三十八卑から四

統試験②純化系続試験⑧保護機能

佐子二人と一男一女︵筒︒中

思いをめぐらしている︒

技庁研究調整局総舎研究課長な

大便蟹一箸欝配冒︒帰任後は科

﹁動燃︑原船団︑関係機関など 鰯闇︑外務欝在ベルギー国田本

パワーアップで対処する考え︒

どの動きも含めて説明︑とくに細

トウエアー分野では優れた技術的

︵T・Y︶

学︶︒策票都出身︑四十九歳︒

入とりきめに関し︑﹁わが国は保

蕎積をもつているが︑国内保障描

ブラッセル駐在無代ユーラト

どを歴任した︒

の協力関係強化で﹂と醐結力の

当薩の主なターゲットは原子

いとして︑このため核物質管理セ

陳軽震技術の進歩を麺用すべきで

力開発利用長期計画の兇醸し︒

技術庁から示された保墨描麗実証

ンターの拡発強化が必硬だと述べ

ある︑との態度を堅持したい﹂と

られているほかナトリウムと空気

った︒これらの研究開発は︑国産

術開発は一瓢分類される︒一つは萬

却系主循環ポンプ︑中闇雲交換器

試験施設︒三つは﹁常陽﹂の翼規

近代設備に、創業100有余年の技術と信用

…

二入から七十二入に︒減霞目は

して以集建 設 が 進 め ら れ て い た も
冷却系統機器設備︑原子炉顎脚設

保障措置問題で懇談
席上︑伊原局長は︑國内保障描

て悪晃をかわしだもの︒

にあたっての墓本酌剰え方︑すな

自蔵の協力を要譜した︒

伊原局長ら科技庁側と

臼本原子力産業会議は二十四艮

わち︑①必要な隈麗における現行

どの権威蕎で構成︶が発足︑その

躍をさらに充実しなければならな

核物質保隊描躍問題懇談会︵座餐

法令の改正②査察などの実施につ

置体制の拡充にともなって︑妓術

最初のテーマとして教育の環場か

原塵

同懇談会が行なった横討をふまえ

試験④格納容雛の雰鵬気講整⑤燃

構成して核 分 裂 の な い 状 態 で の 機
熊試験に入っている︒機能試験の
うちすでに常渥空気中での試験と
高温アルゴンガスで糖熱した状態
での試験を終え︑三段階の機能試

・一本松珠華氏︶を開き︑科学狡

の研究開発などの多方面にわたる

験器後のナ ト リ ウ ム ゆ 試 験 に 移 る

術庁の伊原原子力安盆茎長︑半沢
いては現行各規劇関係法令による

これに続く王AEAとの幡鎌描二 悪冤交換の中心になったのは︑

とりあげられることになった︒

らも要請の高い﹁原子力開発﹂が

もの︒これ ま で に 高 温 ガ ス 中 機 能

御性︑保温効果︑熱膨張特性など

誠験で︑系 統 の 予 熱 能 力 ︑ 温 度 制

審議冨︑栗原原子力安全局保障措
立入横齎などの機会の利嗣をはか

盾動が求められている︒こうした

半沢審議冒は︑核拡散防止条約

に予竈遡りの機能を示す緒果が得
置峯擾を招いて︑国内乱戦措躍体

纒広い要求に︑資金︑人材を含め

試験のうち ︑ 醗 終 段 階 の ナ ト リ ウ

て激しく反響し︑水繁を発生す

混ナトリウム申で機器︑材料が健

など空嚢コンポーネントを職温ナ

模模型を試作し︑窩淵ナトリウム

蜜

纂盤の充実轟轟︒同センターは︑
一＝＝﹁

のほか︑篠気発生器︑炉内中継機

；＝一一

ジウム︒ビスマスの会金フリーズ

構︑制御棒駆動機構︑冷却系主循

一

中で機器・装置なとの動作︑二

・メタル・シールを用いて解決を

環ポンプの開発が進められてい

曽一；■﹁

本︑耐久性を調べ︑儲無性を確認

はかっている︒岡施設の霊要コン

る︒

ρ＝一＝曽

するナトリウム機器構造試験旛

ポーネントは︑﹁常陽﹂の建設が

高速炉をめぐるナトリウム特袴

■一一＝︸

設︒これら笹施設からの諾データ

完了したため︑徐汝剛に﹁もんじ

冊コ＝一

核物量管理センターの活用と運寓

二＝営＝

﹁もんじゅ﹂に

の問題は︑実際に炉を運癒するこ

一

二憲と岡鬼歯にもとつく細目とり

；：﹂＝

は亡び﹁常陽﹂︑

ゅ﹂用試作機器に切り換えられ

＝一一＝

る⑬核物狐管理センターの溢開と

二＝：凹

この瀦の懇談会は︑さきに科学

制に関し悪見を交換した︒

ルゴンガス系の隅温時における気

との接触防止に設けられているア

口NHHく静＝＝＝

フィードバックさせ改善︑詳細設

羨工学センターと動力炉開響

技術で十分いけるという臨儲をも

試験装置で技術経験が横まれてい

あと一

ム中試験が二十六臼から始まる︒

曹＝一＝彌

充実をはかる一1などについて︑ きめなとについて︑ユーラトムな

・

ので︑昨年四月からは模擬炉心を

一四

造

本

雄お

総合教育の普及めざす

長

晦

論鱗1
まず原子カテーマに

高遠翼験 炉 ﹁ 罵 陽 偏 の 魏 魏 機 能

いよいよ秋の臨界へ向け

つつある︒うち︑燃料交換シス とによって生ずる誘導放射能闇題
を除けば︑樫汝の実証試験を羅じ

計などに反映している︒

テムのパンタグラフ機構はすでに

たらすとともに︑※アルゴンヌ国

このうちナトリウム機器構造試

立研鑓所から研究農派遣という形

課題克服の圏興がついている︒

階〃の鍾がなったことになる︒実

ナトリウム中試験を行なった︒こ

で源外から高く評癒されている︒

拠暫

験施設では︑ナトリウム羅約二二

験炉﹁常陽﹂︑原型難燃もんじ

実規模試験で自信
ナトリウム技術の開発

る︒この化学的に活性なナトリウ

全かどうかを調べるナトリウム技

トリウム中で作動させ︑その性能

伝熱試験装 薩 ︒ こ の 装 羅 が 昭 和 四

嶺

……
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ゅ﹂とも炉心冷却材には金属ナト

リウムが煙われる︒周知の懸り

ナトリウムは常湿で固体︑ナイフ
て簡単に削れるやわらかな銀白魯

ムを単体で大羅に︑しかも日刊で

術開発施設︒二つは嵩温ナトリウ

ラグ型百薬交換の回転部分で間題

試験を実施してきた︒とくに︑プ

の金属だが ︑ 水 に 含 う と 熱 を 綴 し

扱うという 技 術 は 近 奪 ま で 未 経 験

ム圏体の伝熱︑流動特性を分析

二窮回転プラグ型燃料交換機︑冷

なことであ っ た ︒ 鍛 秘 に ︑ こ の 未

し︑予知するナトリウム流動伝聞

ゾを使弩て実寸大の﹁常陽﹂用凝

洗工学セン タ ー の ナ ト リ ウ ム 流 動

知分野に一 歩 を 踏 み 聞 し だ の は 大

十四無八月 に 完 威 し て の ち ︑ 各 種

@
@
@
@
@
@

@
@
@
@
@
@
@

広領域教育研究所が発足

（2）

P

昭和51＝年2月26E】

二
業
子
（篤三種郵便物認可｝

第814号
（3）

聞

カ

いて統一のとれだ憂本となる計画

が必要である︒

研究開発の重
点目標の設定

エネルギー利嗣と贋境保盒・安

ることはもとより︑さらに司能な

上讐を進め︑各種基準を逮成する

るQいずれも︑研究聞発の欝欝の
鍵ともなるべきものであるので︑
罵能な阪り広く︑かつ着実に進め

研空開発の

られなければいけない︒

効率的推進
エネルギ⁝研究開発の推進方策
の基本は︑隈られた研究開発資源

囲標を達成し郷るよう研究開発活

をもって要講される時期に羅実に

あり︑そのためには次の諸点に留

動を円滑に実理・運組することで

愚する必要がある︒

魂本計画にしたがって︑研究際

︻︑甦麟・翻整機能の充霊

際蔵勲を月雪も効率廉く推進する
ため︑塞施段階において︑閲注す
る開発プロジェクト棺互問の調整

二︑研究開髭体糊の整備

を行なうことが必襲である︒

①如在の研究開発体制を再検討
し︑必嚢に応じて整備することに
より︑研究開発の効率的推進を詐

ε

O

彊

ドま

翻

恥翻門口闘凝

國

圏

T。KY。隅丁。＜＜1⊂東京原予工業蘇式倉載
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③石炭については︑低公費燃焼

PNEUMATIC TRANSFER SYSTEM

今後とも積極的に研號開発を積み

技術︑ガス化︑液然技術箸の研究

8轟ll筋ヒT3nk

①原子力は︑わが国にとって代⁝月を必要とし︑今世細中は︑エネ

術︑すなわち︑省エネルギー技術

ー離給に大きな影響をおよぼすほ

の研究開発は︑わが國のエネルギ

どの舗減効果が期待されることか

力を拠わせることを圏標として︑
原子炉のみならず︑ウラン濃縮︑

ら︑代替エネルギーの研究開発と

紀末にはかなりのエネルギー供絵

使用債み核燃脳の再処理︑放射性

三︑環境保全・安全確保との両

あわせて推進すべきである︒

辺技術も憎め︑システム的な研究

麗粟物の煙久的処理︑処分簿の周

るべきである︒

閉発努力を撰期間にわたって続け

ト付けを行なうことが必要である

③大学は︑とくに研究開発活動

る必蟹がある︒

醗

GAS

藤ねることが必要である︒

替エネルギーの中心として期徳し一ルギー供絵の桐当中分を石油に依

ら放尉性廃藁物の処分家でを念め減は櫨めて魏要である︒

隔るものであるが︑燃料の盤景か存せざるを得ないので︑贈鷺の節

動向に照らして︑評緬検認を加え

艶︑経凝・財政毒情その他の国内

省エネルギー技術の開発讐︑エネ
を策定すべきである︒

エネルギー研究開発の囲標は︑

エネルギー消鑓懸を鯖減する技

科学技術会議︵識畏・三木総理火臣︶が十九霞︑科学技徳行政の見地から︑エネルギー研究開発の

ルギーに関する科学技術の研究開

必要に応じて見離しを行なうこと

耽鯖雛轟轟謹㎜

エネルギーは︑経済・社盆の発

発︵以下﹁エネルギー研究開発﹂

の鎧合性を保ちながら描きだしたエ＊ルギー研究開発の畏期ビジョンを同慧見盤から紹介しよう︒

暴本醗画策建を舎む﹁エネルギー科学技術椎進に関する葱見﹂を打ち出した︒総含エネルギー政策と

展の基盤であり︑人類の文明はエ

一︑エネルギー研究開発は︑摂

ネルギーの潤蟹を白藍として発展
期闘にわたって︑膨大な研究騒発
エネルギー資源の利用可能墾︑各

という︶である︒

技術の司能性およびそのインパク

九六〇年代の

とするものであるので︑基本計幽

負源︵螢金︑人材︑庸報︶を必要

してきた︒例えば
すなわち︑原子力利用の拡大︑

ト︑必要な資盆および人材等を研

太陽︑地熱箸の利罵︑エネルギー
の策建に当たっては︑エネルギー

たのは︑低廉で狸寓に供給された
消蟹の節減等が実現し躍るか否か

が︑璽本的弓え方は次のとおりで

限り︑墓準を下回る努力を早る必

の源衰となる基礎胸研究および人

っており︑その活動を積極的に健

材餐成の分野で︑大きな役圃を担

囲
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世界経灘の拡 大 と 繁 栄 を 可 能 と し

エネルギー蜜源︑つ潜り石油の葎
究開発の各段階に瓢じて欝細に検

食確保との両立を園るための研究

に口触し︑限られた研究開発漁線

研究開発の総台的かっ誕圓的推進

って制約され︑エネルギー研究開

②また増殖炉︑核融禽炉等贈実

は︑関連する科学技術の有無によ

開発は︑本来︑エネルギー研究開

しかしなが ら ︑ 各 国 の 経 済 濡 動
上無尽藏な蟹線の利用に関する繋

控である︒

まえ︑経済政策︑祉該政策︑環境

術政策およびエネルギー政策を踏︷題については・長期のものではあ

討するとともに︑最期的な科学技

る︒

の効率的配分に資する必要があ

発は︑将来のエネルギー供給・消
るが︑その案現は︑現筏の努力に

①この公野の研究開発は︑エネ

発と不糸桜のものとして推進すべ

の拡大にとも な っ て ︑ 石 磁 消 難 堕

箸も曙臥して設定しなければなら

な研究開発を進めることが必要で

かかっており︑今からシステム的

ルギ⁝のクリ⁝ン化︑逸気・無水

謝画籏竃に当たっては︑総含エネ

閣発を引き続き進めるべきであ

要がある︒

②また︑このためには︑計測
技術︑解析技術箸の研究開発を引

三︑国際研究闘登協力の搬進

力を最大隈に潅罵すべきである︒

⑬さらに︑民間企業の研究開発

進ずる必要がある︒

健康︑生濡環境および生態系に与

③さらに︑汚染照子が︑人の

き続き進める必要がある︒

える影響︑事故原賑箸︑環境保全

エネルギー研究開発は︑各国共

る︒

きである︒

ない︒圏標設定に当たっては︑各
ある︒

ルギー政策との整愈性を保持する
ある︒

課題︑各技術ごとに十分のウェイ

の満浄化︑関漣塵設の蜜全性の挙

ことが螢要である︒

螺な役向を荷しているので︑基本

ネルギー政簾の展開に嶺たって鋲

二︑エネルギー研究開発は︑エ

は懸激に上昇し︑乱闘籔源の枯⁝蟹構造を左窟する鰻塾性を碕して

発のもたらす悪義はきわめて大き

が園にとって︑エネルギー研究聞

羅が懸念される塁・た︒二蓼︑エネル干譲隻しお
方︑石炭︑ウ ラ ン 讐 の 石 縮 代 懲 賞
源についても︑利縮技術システム

このような弩え方に鑛づき︑今

い︒

後のエネルギー科学技術の推進に

利用鞭を二階に増加させることは

の不完全さなどから︑代醤資源の

きわめて爾難な状態にある︒この

主な悪毘は︑次の穿点に簗約さ

関する融晃を取りまとめた︒

Nまでの目標設定
供給原の多欝欝

通の鑓要課題であり︑膨大な研究

Opt駐。鵬

岬翻閣圏團翻㎎

Gp｛K》鵬

AutomatlCしoa（館r

4way

Alum旧um

Ca恥「獣lon

ョナリズムの高濠りとあい墓っ

一︑エネルギー研究開発に関す

一︑

原子力技術は総合開発を
三︑甚末謝画は︑エネルギーに

を推進し︑各豪農準の整備に議す

・安金確保の麸礎となる調査研究

今田のエネルギー問題の発生の

するもので︑わが瞠の研究関発鮨

④圏然エネルギーである太陽︑

技術朗響禦は︑エネルギーの大紫

四︑支索技術︒塞礎科学技徳の

地熱等蔓擬間を要する研究開発お

禽むものであり︑躍全体の研究開

よび大陸棚の石油︑天然ガスに関

関連するすべての科学技術分野を

を依存している石油の資源羅の隈

する研究開発は︑騰麓エネルギー

続発籔療︑及び畏期間の時聞を饗

発濤鋤を巖適な方商に導くための

隈が明白であるにもかかわらず︑

る必嚢がある︒

指針として研究閣発に関する璽点

力のみでは隈界がある︒したがっ
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ような背難が︑費源傑有国のナシ

への影響力の増大︑石佃簡格の惣
る鍵本31庵の策定

一︑研究開発に聞する墾点國標
の麗麗
一︑研饗開発の効率的推進

研究開発の基
本計画の策定
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れる︒
て︑OPE C 譜 国 の 世 界 石 油 帯場

として︑金殴界に深刻な影響を与

騰を招き︑エネルギー危機の到薬

えることとなった︒現蕉の内外偶
勢の激勤と混迷の童硬な原瞬の一
つとして︑エネルギー問題がその
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