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﹁早期批准﹂に変更なし

山三密を訪ね︑捗防条約批准闇題

ストリア大随とともに科技庁に森

十五日︑一謄帰瞬中の藤山駐オー

外務省の藁郷難務次官は六月二

ていない状況だ︒

国内意見の調整が焦点
インドの核実験以来︑わが園の核拡散防止条約︵NPT︶批灘聞題がにわかにクローズアップされ
るようになった︒政府の早朗批准の基本愚母に変更はないものの︑批准にふみ切るには批澄反対派の
説得︑国内査繁体制の確立など︑隈内コンセンサスをつくることがきわめて至要視されつつある︒核
拡散する方向にある一際梼勢の申で︑わが國はどのような態度で同条約批准闇題に臨むことになるの

インドの核実験をはじめ︑フラ

る︒二三外務雀の一部に﹁インド

りだすことの緊嚢性を指摘してい

の意見調整とコンセンサスをつく

ー﹂構想が大蔵雀嶺局に認められ

で要求した﹁田本保障諌早センタ

制度を確立するために今奪度予算

の︑その前提条件となる国内薄墨

同庁の至上課題となっているもの

見一致をみだようだ︒

た上で着手する一ことで一応の恋

協定交渉は︑この調整の粘累をみ

についで協議したが︑①政勝︑与

ンス︑中国︑英国の相つぐ実験︑

の核集験など一眼の核拡散の動き

なかったことから︑いまだ国内査

か︑園内外からその成り行きが注國されている︒

米国のエシプト︑イスラエル︑イ

によって︑批准問題の国内調整は

組織の一部を改正
科学黙認庁は七月一日付で訓令

十一名の嬰金籍査窟﹂が躍かれ

りに法名の﹁安全審査管理官﹂と

日仏科学技術

協定の主な内容は①科学技術占

の交流︑整髪家会議の開催︑共問㎜

駐日大使によって署名︑締結され

@混 ﹇
などのため︑日仏科学技術協力

状況の襖討および協力隠勢の作威⁝

験に端を発した新局面は︑むしろ

おり︑これまで科学技術分野の協

和二十八年十月発効︶が結ばれて

ける繕国政羅関は協奮も㍍

じて同委員会の下に專門部会を設⁝

禽委員会を設躍︑さらに必要に応⁝

に設けられた八名の査察窟は︑今

開するため︑地元問題や地域対策
などに曹従的に敗り組むもので︑

．

このためには︑芙然ウラン資源確

工欝欝の膏旗のほか︑再処理をは

保︑濃縮ウランの確保︑核燃料加

じめ放射性廃繕物の処理処分とそ

このような鄙局が科技庁に組繊的
に設けられるのは初めて︒また同

ストリーム蛮業の確立が急務︒中

の利周︑輸送システムなどダウン

汀

M﹂

頚

東｝k部巾央擦銀座8−11−4アラタビル

できれば︑批推承認渠を閃会に提

協演にもとづいて発展させる②協

より︑科学技術協力霜互義の⁝

研究訓画の実施︑情報交撲などに㎜

雪仏科学技術協力協定が七月二

協定を締結
重︑外務省において臼本側大平外

新周面に対癒しきれないことを示

出するという従来の著え方では︑

編するにも︑国内の批捲反対論を

唆するもので︑門内査察舗展を整

務大臣︑フランス側ド・ラブレー

問題点はむしろそこにあることを

た︒田仏噸圃間には文化協定︵昭

力に関する慧兇交換・協冗の実施

説得することがまず必要であり︑

示すものといえる︒インドの核実

核防条約に対応するわが國の外交

力︑交流も岡協定内で行なわれて

エートが大きくなってきたことか きめを締結できる④協定は二年間一

つく活動の実施細目を定める取り⁝

政策が︑あいまいなものであった

いたが︑最近・科学技術分野のウ

このため︑核をめぐる世界的な

ことを明らかにしたといえよう︒

協定とし

荷効で︑一方が終了を逓際しない㎜
嬉妹

ら︑文化協定の

＝＝＝

のための調査に当たる第二紀委員

員会﹂︵高島洋一委員長︶に︑こ

め︑このほど岡省﹁核燃料研究委

引続きさらに積極化する方劃を固

謝上されたことから関係諸調査を

転円石の核燃料箏業対策礪査費が

通産省は︑四十九犀度予算で一

通産憲が三か
年計画で案施

で委託調査へ

濃縮と再処理

一＝謄一幽顧一

情勢の変化によって︑罰内のコン

さどるもの︒謬説度予算で措躍さ

騨一二需7一

限り騎勲延溶する一⁝など︒
一＝曽＝㌦バ股口H目口㌦

てあらためて締結されたもの︒
︸＝＝＝㌧4日目目貯U﹁

センサスを得るには︑これまで以

上の努力が要求されるとして︑

原子炉規制課の安全審査管理官

業務を実施する︒

︹早い時期におけるわが国の核防 として各原子力施設における萱葺

っているのも瑞実︒

条約批羅は蕪雑だ一との声もあが

た供給を受けられるものと判断し

れていた︒職制上︑安全審査嵩上

法名と安金審査冨十一犠は原子力

ている︒

宮は総理府令による管理職で︑安

の安全審査窟が配躍され︑業務を

金事蕉要理富一名の下に二i三山
なってきたことから︑これらの法

ポスト石油エネルギーとして原

雲を設配した︒

子力発霞には大きな期待がかけら

全審査塞は廃止された︒

れているが・その円滑な開発推近

実施する︒なお︑これによって安

このほか︑同臼の周議決定で政

のためには調和のとれた野駈料サ

令と制度を大幡に見期すため設け

学審議宮を長として︑同庁をあげ

策課に﹁原子力篇用推進特別対策

年度予算で要求したが大蔵雀嶺局

は︑昨今の原争力施設立地難を打

て検討するが︑同職譲塞はこの饗

原子力法令制度審議塞は︑現在

に認められなかった﹁日本傑陣国

イクルを確立することが肝要で︑

室﹂が新設された︒同特別対策釜

の原子力開帳法令と制度が︑わが

君センター﹂構想にかわるものと

國際協力課の保障搭躍整に新た

務の担当噴務局となる︒

られたもの︒麗薩し作業は大石科

備︑IAEAとの傑障措置協定が

このことは︑国内査察制度の整

党間で意見調整をする②瞬際原子
家た︑核防条約の捗螂料確保
力機関︵王AEA︶との保陳措置に与える影響力を疑問視する兇

ランへの原子炉と核轡料の提供・

困難になった漏との西があるとも

委農会の原子炉安全騨門慰査会の

そのほか︑フランスのイランへの

察制度の基承的な胃写簑が決まっ

業務を補佐するとともに︑安全性

供給と爾アフリカ共和国への供艀
報道されていたが︑その後︑﹁核

方も出ているが︑外揚総筋では︑

交渉など︑核防条約をめぐる国際
防条約の基本的慧義は︑新局面を

判断が強まり︑これにそって関係

に関する箏務で拝上的事項をつか

の方向で新たな

このため︑潜圧核保有国とみな
方面に早期批准を積極的に働きか

による同庁の綴織の一部改正を行

ることになった︒

法令・制度など見直し

なった︒原子力局関係では︑政策

国原子力開発の初期に形作られ・

課に﹁原子力法令制度慕議塞﹂が
新設されたほか︑国際協力課の保

その後︑部分的な改正は行なわれ

運用なども行なうことになる︒

旨は︑塁塞二俵の科技庁サイドの

τhe

批搾によって核燃料がより安定し

滴勢は
迎えても失なわれていない﹂との

されているわが国の核防条約批准
けていく方釧を打ち出したといわ

核拡散

局面を迎えることになった︒

問題が︑いちやく国内外から注目

一方︑保障繕躍協定衝で核防条

れている︒

では政肩の率期批准の基本方針に
約に関与する科学技術庁では︑保

を撫めることになった︒外務省筋

変麗はないが︑核をめぐる国際山
隙描置の平等性を確保することが

隔語群蜜には八名の﹁査察富﹂が

の︒核物質の国内管理制度の〜環

して︑悪名が予算化されていたも

面の緊惣課題で︑同第二小委はさ

でもウラン濃縮と冨処理欝欝は当

中にも公募を含む内外調査機関へ

の委託を終える予定︒ウラン濃縮

ビジョンの確立とその推進方法︑

関係では濃縮ウランの多角的確保

個騎プロジェクトについてのスタ㎜

ディなど︑再処謡係では再議離

職灘麟難灘麟塑
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勢が流動的なこともあって︑国内

新らたに設けられた︒また︑これ

たが︑今臼のように実用化が進展

エートが大きいフォールアウトや

しあたりこの二つの閣題を中心㎜
モ
に︑シンクタンクなどをフルに濡皿
がかかることかり︑今の陣容では

ことになると︑化学分析には人手

曙境放射能関係の業鵬を取り扱う

手不足になる︒現在・約四億一千

このあと︑森山罠官は機器分析

した︒

発足を祝うとともに︑職員を激励

した状況に適切な対応がでさなく

田本分析センター︵宗嫌興二理
事長︶は七月〜臼から︑東京・駒

室を視察︑同センターの初蕪蒸で

一轍度までの三か無群画で︑今月

調査はいずれも今繊度から五十

込の理化学研究磁壁で本格酷な分

ある横須賀溢の海水が︑測定試料

万円の予算で東票︒板橋の公密研

なお︑同センターでの機器分析

なうほか︑化学分祈では低バック

だ︒

析業務を開始した︒これで原潜放

究所敷地内に︑岡センターの建屋

用し委託調査を進めていく袴え㎝

射能測定データのねつ進をした

としてセットされた﹁ゲルマニウ

を建設中だが︑完成する今葺十一

の陣容は役員六人と職員十一人で

は︑ゲルマニウム半聯体検出器を

時空白

ム半椰体検出器﹂の始動スイッチ

月頃には職員を三十二人に増やす

﹁分析小馬事件﹂以来︑

となっていたわが圏の放射能モニ

業鵬開始時における同センター

を押して分析をスタートさせた︒

このうち分析業務を担嶺する職員

生力としたガンマ線分光分泌を行

ことになった︒

する

検出器なども整備されている︒

ぞれ調査対象となるもよう︒

ビリティ・スタディなどが︑それ

海台鵠旋転犠瞳
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Centre

Radiochemical
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高精度検定保証

融く一＿
呼
⇒業鳶ぞ璽痛論盤尊

9核種

60KeV−1．8MeV

〜

一

@
@
@
@
@

タリング体制は︑一芯再建される

ギ前九時からの業務開始式には

は七人︒理研から

計画だ︒

参院選滋の癒擾の謹製をぬって︑

部膣が狭いこともあって︑当面は

とした業務を行なうが︑これには

原潜関係の放射能測定分析を主体

聞借り
理壌侵の挨拶のあと︑﹁初めはさ

森山科学技術庁長窟も出席︑寒嵯

さやかなスタートだが︑一つ一つ

いるものの︑今後︑化学分折のウ

十分な傭制と同センターでは兇て

実績を績みかさね︑擁からず日本
の放射能分祈の総本山となって欲

Q

しい﹂と述べ︑同センターの業務

…白

fご

ガンマ標準線源
セット

∵」

A

彰
く科技庁〉

いた安全審葦窺は廃止され・かわ

森帳官「将来は分析の総本山に」

まで原子炉規制課に付躍されて

爲：本分析センター

ユニークな

RCCの標準線源

謬

分析器の始動スイッチを押す森山畏官

本格的な業務を開始
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聞

米も供給の意向表明
注目される中東諸国の今後
ニクソン米大統領が先月︑中東譲岡を歴訪した際︑エジプト︑イスラエルに発電用原子炉と核燃料
の供絵を約束したことは︑各国に驚きと不安とをもたらしだ︒さらに︑フランスがこのほど︑イラン

原子力技術

に原子力発電所を建設することに会憲︑また米国もイランに原子炉を供給する用悪があるとの慧向を

〜一年苗の場倉で六三・一％︵旧

当たり︑分離作業駈引き取り直前

一人村トウ町木古

6〜海町乃鍋栃名

ヨ

蒲器購彌麗

確電電堪臓躍一

各魁業所にてヒル讐理繋務を欝梁

望撰東和40鹿・．
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本禰東敦大聖以

農工販叢

力
鴬三二出出子

叢発汗等張

の
祉所所所所所儀

東福・次描一二他

蹴継膿

電力中央研究所、日本アイソトープ協会、東大工戸部 原多力研究施設、束北人勝・金属材桝研
究所、東暴都立アイソトープ研究所、放射線医争総合研究所、電気通信研究所、㈱東暴原子力産

τ
曇

％︵五三・六︶︑二〜三葎前五五

五七・三︶︑一〜二年前五八・八

〔原子力関蓮主要得愈先
（発聡所関係）目本原一∫力発￡纏㈱・敦蟹および東灘発電所、東暴電力㈱福二発電所、中田竜力㈱
・島根原子力発〜琶所、日立ブラ／ト㈱、東京，乞浦亀気㈱・夏子力本部、二鍵原 力」：：業㈱、GE
・敦賀および福島建設所、WH・rl耐兵建設所
（研究施殴関係）日本原子力研究所 乗海 大洗 ドξ」紬各研究砂テ、理化審研究所・大和研究所、

ることになっているが︑インドが

濃縮解約料を改

六三・一％

・五％︵五〇︒八︶︑三〜四蝉葡

米AE最
C高で

米国原子力委露髄︵AEC︶は鷺方式契約の一部︑またはすべて

冷却水の急激な圧力低下を防ぐ方一

（発鰍所関係）機器その他のゐ染除去、走期検査時の除染・サーヘイ、核燃糾装荷・父換作業、
燗入級曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水勝の清撮、廃二物の連累、裂屯所・生調設備連

原器有圏となった現在︑イランが
核兵器を装備する悪図があるので

いる一1との観測筋の見方もあ

はないかーーイラン筋は哲定して

五〇・四％︵四六・一︶︑四〜五

六〜七蕉前三九︒五％︵三六・

〜六年前四二︒五％︵三九︶︑

年前四五・七％︵四一・八︶︑五

の解約將の遜約金支払い条項の改

分離作業単位︵sWU︶品薄妾た訂を運邦公報に告示︑六月二十日

がを郵送した︒

0

｝

このほど︑ウラン濃縮役務料金を

子炉を供給する場含︑厳しい保陳

今寺の改訂は︑さる二月一日付

四︒六︶︑八−九無前二六︒知％

の原子力援助が今後にもたらす影
響は大いに注目されようが︑原子

を訪聞したニクソン米大統領がエ

5

〈353＞

る︒その点︑擬製は︑イランに原

描麗条件を付けると謡明︑核の軍

二・一が︑従来の所要発議武契約

り︑新しい固定選書武契約で四十

付で発効した︒

蟹転閣の懸念はないとしている

払い割倉と比べ一・五〜五・八％

︵二五・一一︶︑九〜十薙前二五・

四︶︑七〜八奪前三七・三％︵三

︵今奪十二月す八田発効︶すると

ウス︵WH︶社︑仏のフラマトー︸

しい解約料の製口は評管sWU
四％︵二三︒汎︶となっている︒

増となっており︑顧客が支払う新

ム社とともに・WH社設謝の加圧

連邦公報で告示された解約料の支

ともに︑昨黛五月発効の濃縮役務

イスマイル・エジプト健力相︑ア

水型原子炉の安金性に関して︑共

で四十七・八逆への傾上げを告示

ともあれ︑来圏がエジプト︑イ

夏準に基づく長期および短期冬瓜

ミアド︒イスラエル鱈力公裡代表

に触れていない︒

が︑フランスは︑これについて特

スラエルに原子力援助を約束した

六月二十六日︑エジプト︑イスラ

との間で調印され︑エジプトは現

ことに始まる来︑仏の中榮諸国へ

エルの濁國に各々三千九甫万が適

〜手段として︑政冶の場に登場す

力技術が先進国による国際交渉の

もっているが︑発墨炉はない︒ま

で過熱された蒸気が冷却系をとお⁝

今圃の仮契約は︑AECのウラ法を見定めるのが目的で︑炉心部一
ン膿国役霧基準に基づく固定羅方

り︑冷却材ポンプ箋した蓉∫

に設躍される試験施設は約四馬万

どうなるかをテストするもの︒C
︸
￡Aのカダラッシュ原子力研究所

式契約の暫定契約期間綿め切り属

みられなかった異例のスピτド締

分を負握することになろう︒

がと兇込まれ︑フランスはその畢陥

あわただしさであり︑これまでに

絡であった︒なお︑馬田がエジプ

来原子力委農会︵AEC︶に原子

来国商務省海瑠鰯はこのほど・

米海臨局

原子力商船の予備
安全解析書を提出

ト︑イスラエル両國に供給する濃

縮ウランは六十万KW・発鱈炉向
けで︑初装荷炉心と再装荷八炉心
分とみられている︒

仏︑WH社と

力商船の予鯖安全解析報告轡を提

（08528）

（2

委員罠をはしめとする原子力委員
会のトップクラスをイランに派遣
し︑イランの原子力計画に関する
二国闘協定のあり方について検討
し︑最近では︑発電用原子炉二目
を提供する罵愈がある︑と関係筋
は謡明している︒六月三十田テヘ
ランで︑米国が今後十奪聞にわた
りイランに磯縮ウランを供給する
協定に調印したのも︑援助の一環
とみられる︒

同研究を行なうことに同恵した︒

た︑イランは核異器拡散防止条約

原子炉と核燃脳を提供すると約束

ジプト︑イスラエル両国に発電矯

クルスコ原発の礁設総額は二鱒が

この影野は︑原子炉の灰︸

金で六十六万励を隻払い︑またイ

こうしたフランスとの原子力援

エジプト︑イスラ
エルと仮契約結ぶ

サブスケ・エレクトラルネ︑エレ

ロンドン市場で工数一千五百九十

を上回るものとみられ︑両鷹力も

︵NPT︶をすでに批准してお

スラエルは小切手で七十二万六千

にわたり供給する仮契約に調印し

助の話し憂いのほかに︑イランは

り︑国内の原子炉については国際

した極悪に基づくもの︒

ロレテールスキットの両霞力会社

万がの資金調達を画策していた

クトロプリプレダ・ザグレブ︒プ

米国原子力委鼻会︵AEC︶は 仮契約は︑レイAEC委員長とである六月三十田の四日前という

米原子力婁

た︒これは︑六月中旬に中東諸国

当の発送炉用濃縮ウランを十年聞

ランスの高速増狛炉開発に関心を

これまで来︑ソ趨︑カナダとも原

第一号原発 に融資銀⁝
輸⁝

から受注したクルスコ原子力瓶覗

所︵PWR一璽︑出力六十一万五が︑今回の米輸銀の融資決定でそ
の大部分が亮漫されることにな
る︒

共同安全研究

は商船口乞の推進機関向けに少な

フランス原子力庁︵C鶏A︶は 出した︒ 同報告訴の中で︑海襲局

噸蔵

業伊ぎ究所、ライヰ〆生学勿実験ヒ／ター

明らかにしたことにより︑先進国の中東諸掛に対する政治的駆け引きの〜手段として
が持ち出されるようになったことは︑核拡散︑潜在核保有ともからみ︑今後の世界藁葺に新たな物議

イランは現在︑米島回の勲出力

もっているといわれ︑イランの原

子力開発における技術援助交渉を

る機会が多くなってきたことは改

ジスカールデスタン仏大統舗と

子力開発促進にも二郷的姿勢を示

鷹協定に基づき︑その査察を受け

原子力機関︵IAEA︶の保悪妻

五千KW・プール型研究炉一翼を

六月二十四日からフランスを訪問

していた︒今後は︑イランの科学

に来岡は︑さる五月にレイ原子力

行なってきたといわれている︒特

をかもしだすことになろう︒

したパーレビ︒イラン国王との酋

番︑技術者の訓練をはしめ︑濃縮

めて熱慮される必硬があろう︒

脳会談の結渠︑フランス︑イラン

ウランの供絵などの交渉が輿体化

五十億炉心当の広範な経済協定を

中心となり進められているユーロ

することになろうが︑フランスが

場建設に︑石油利権による夢大な

ーゴスラビア最初の原子力発電所

千KW︶である︒
融資の内訳は原発絹機器〜樽五

ロベニアのサーバ川近郊のクルス

なお︑クルスコ原発の敷地はス
八十万ザで︑金利は年七％といわ

コで︑運開は一九七八年の予定︒

千⊥ハ酉二十万購︑核燃料一千九︸細

れ︑米国がユーゴスラビア同けに

揮業者により所有・運航されるこ一

を舞・嚢たはそれ以あ魍

これらの屋標が達成されれば︑

備璽転造鉱管理1丞域内除染および清婦、ll馴凶域清掃、浄水管理

嚇総

（06＞

1話

立口

原
次郎
鈴木貞一郎

両国は六月二＋七日パリで︑総額

スはイランに総額十二倦がに及ぶ

結んだ︒岡協定によれば︑フラン

の建設に台意︑一九八五矩までに

鵬力颪万KWの原子力発磁所五茎 ディフのガス拡散法ウラン濃縮工

?ーゴへ約一億八千万ドル米⁝

米楡出入銀行が六月二十八日︑

建設に約一億七千六夏力炉を融資

今働︑融費の薄象となる原子力

することを決めたという︒

明らかにしたところによると︑ユ

H︶社の子会社ウェスチング︒ハ

発電筋は昨任︑ウエスチングハウ

ンフォ ー ド 祉 が 嬢 設 中 の F F T F
︵高速中蝉子萸試験施設︶向け鋼

年をピークに八五痒には昨郊の水

1の効率的利用と無駄を黒くこと 特定目的に限定し︑消費騒は八○

エネルギー消費量の申で輸入が占

すでにニューヨークのG・G・シ︸

原論繕︵u・cc︶の設塾

転保き、施設内の補助工事並び1こ謡繕業務、管珊】区域内除染および《触1｝、匹通区域湾掃
（研究施設関係）RI放射線取扱失験室 1愛刮コ／サルタント、施設の改造・解体、廃叢施設整備、
機撮の除染、各種廃粟物の処理、フィルターの父換、…墾間線嵐率 友面拓染餐分鹸則走、窒調設

l／
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力

子

収入の一部を投識するようフラン

うると観測されている︒

スがイランに要講ずることもあり

一

国

FドTF用原子炉
容器が現地到着
米

準に引き優すIIなどを目標にす とになり・バプコック＆ウ・ルモ

くとも三つの同型式の舶用炉製造

によって達成される︒第二に︑石

このほど︑来国のウェスチングハ

油依存度を増大しない鱒囲で電力

一

ス︵WH︶社がユーゴスラビアの こうした融資をするのは初めて︒

でに繕大させる︒これらの目標を

める剛合は六〇％から四〇％に引

それによると︑十二万軸磁力︑炉

移といわれている︒

プライス・アンダー
ソン法の改訂を可決

来議鼓上下両院原子力合同委︹ハ

のプライス・アンダーソン法の改

貧︵JCAE︶はこのほど・照行︷

辞難黒瀬略法粟二

7

2

〔07702＞（2

2

）

ビル代行

一磯原

株式会社

完成させるという︒協竃に懇罪し

はフランス産業界にとって︑これ

たフルカド仏蔵相は︑﹁この協定

一

までにない巨額なものである扁と

パーレビ国王はフランスを訪問

述べている︒

中サクレイ︑マルクールの各原子

※国のウエスチングハウス︵W 鉄製原子炉容器が・このほど︑ワ

達成できれば︑石炭および石繍

る︒

五％から三五％に引き上げる︒そ

き下げられる︒八五年以降は北海

へ
のエネルギー朋絵戦略を決め︑理

共同体︶委服会はこのほど・今後

は︑ガス生産に使用される羅を計

中で電力が葭める割A口を現在の二

消費を奨励し︑エネルギー消費の

の結果として︑原子力薦場が大幅

︻パリ松本駐在鳳︼EC︵欧州 らの合成ガスなど︶は三分の〜ま

二会に提出した︒これは︑石油へ

算にいれても︑エネルギー総説要

石油価格の値上りーーなどECの の四分の一程度に減少させること

に拡大されることになろう︒また

懇⑳翻諜羅惣一士﹁
の依存度大︑輸入への依存度大︑

陽継︑地熟など新エネルギー源は

ができる︒二〇〇〇奪における太

心出力レベルが熱掛力で三＋一万

癌田などEC域内の新しい資源開 ヤープ社により行なわれており︑㎜
発を進めることによって︑さらに

ならない︒

7
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2
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1，猶

原

﹂
プ

原
力研究駈を麗学︑同国王は特にフ

シントン居回ンフォードの建設環
場に到暦した︒

この容器は環掃が三戸五＋ナ︑

ナトリウム捨却システムを採航

コンパッション︒エンジエアリン

し︑WH社の設副仕横に基づいて

エネルギー供給における弱点を指

生産騒を大編に増大する④石樒の

二千九置KW︑軍均船二十八︒八
㎜

輸入依存度を減らしていく︒

勢に応じて定期的に修正していく

消費はガソリン︑化学原料などの

（572）573壌

（03）（571）6994〜7

1話

叢礁

なお︑これらを参照した超大型

摘し︑中期︑長期の対策を掲げた

エネルギー戦略示す
供給齎では︑①八五葎までに原子

べきだ︒

って予測ではないので︑各国の偶

既墾85年原子力2億KWこれらの数字は一つの囹標であ
総需要のわずかな部分を占めるに

力聚題が発醒縫の五〇％︵総容壁

濠たこれらの戦略は叢誌︑対外

いった他の諸政策を含めた厩舎的

っていく②EC域内の固形燃縛関係︑嵐窓政策︑科学技術研究と

二億KW︶を占めるところまでも

とどまるであろう︒

については︑次の二つの目橡が趨

一︑一九八五琿の國標⁝一編蟄
改革していかなければならない︒

ー供給の中核的要累となるように

でには︑原子力とガスがエネルギ

一︑長期賢慮ーー二〇〇〇隼ま

に述べている︒

り・戦略方針の申で概略次のよう

いかなければならないとしてお

は︑意三門に供給構造を改革して

もの︒こうした状況を打開するに

グ汁が 製 造 し て い た も の Q F F T
Fは︑来隔子力委員会が研究開驚
している液依金厨隔遮増殖炉プロ
ジェクト引跡桝︑桝料の潟燃焼慶
実験研究を行なうため︑賂設され
ている︒

昨葎二月末には︑原子炉容器を

囲んで擬講ずるための晴騒璽第
ニナの原子炉傑講容器が出筒され
ており︑今無九月に空馬容器内に

岸︒

原子炉容器が据え付けられる予

︵石炭など︶生産量は現在の水準

ネルギー消費の伸びを縮小してい

〜に︑経済成長を抑制しても︑エ に据え躍く⑬EC域内の天然ガス な観点から取りあげられなければ

求されなければならない︒まず第

くことである︒これはエネルギ

1b63
3994

7

1〜占

取締役会長
取締役社長

3購
敦賀1：

〔原子力関連鴬藁穗離〕

議

一

｝

原子力は二〇〇〇矩にエネルギー
総儒要の五〇％を占めるところま

水素ガス︑石癌および固型轡料か

建設 現 場 に 到 麗 し た F F T F 下
でもっていき︑ガス︵炎然ガス︑
原手炉窓器

，

@

（2）
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聞

力

工業罵非厳壇検斉での放射線被

の作業状況を再現した結果︑ビー

の疑いが濃くなり︑二十七日当蒔

されたが︑二十五日ころから被曝

研究用細速装灘リニアック第二実

四日︑研究員六人が同大単核物理

一方︑東北大学理学部でも二十

健康診断の精策六人とも異常は認

ガンマ線と巾性子線に被爆した︒

ターロックが雨水の侵入で故障︑

科学技術庁に六月二十八日入っ

観点から憂慮されている︒

次いでおり︑放射線の安全管狸の

技庁と放医研はサイクロトロンの

レム被曝したことが判明した︒科

の千分の一漏れ︑推定三万⁝四万

備の作業を行ない︑一人が全身に

ることに気づかず約五分間実験準

験察インターロックが故障してい

められなかった︒

出ないようになっていたが︑イン

曝耶故に続いて︑大学︑研究機関

ムシャッターから放尉線が全開時

た報告によると︑放射線医学総禽

条がない︒

での研究員の被曝がこのところ相

さらにボーリング間隔を純め四百

研究所の医用サイクロトロンで︑

利用旛設を訪れた集票大学教獲学

大洗町にある東北大挙材料試験炉

このほか︑工十一日には茨城県

企業探鉱へと避む予定︒

から施設退出チェックの際放射能

團フッ素樹脂製晶
團保温材

部の来棚修助教授︵三六︶の義衣

る票故が超きている︒岡助教授の

を設

灘ブレーキライニング

綴グリッド以下とし︑第二段階の

三日牛後六時ころ陽子ビームをR

三十︑ザレム︑五人が恥部に直径五

推驚被曝線墨は約颪ザレム︒放医

箏業団

めの予算化を図っていく方針︒四

エッケミコート（防錆、防塵、塗料）

研究員の被曝が続出

動燃は︑年間約二億円の分握費

汚染が検出され︑汚染源を調べた

じて印瞬紙を貼付ける作業をして

運転をストップ︑ビームシャッタ

−十律の範囲で簸高四・ニレム︑

所毘はないが︑同研付属病院に入

放医研︑東北大︑東大で

いた同研究所技術部サイクロトロ

るQ同サイクロトロンはフランス 澱低闘︑ゾレム被曝したことがわか

ーの漏れの群再調査を行なってい

教授が科技庁に報告したもの︒実

のトムソンCSF祉から購入︑今 った︒二十九罠︑塩川孝信理学部 研での猜飴検壷では放射線障密の

ムスポットを撮影するため︑サイ

I生塵ターゲットに照射してビー

ノ管理課の小川博嗣さん︵三九︶

春据付けが完了︑引渡しを終えて

院さ廿︑念のため径過観察を行な

コバルト58による汚染が検幽され

結果︑岡助教授の研究塾の床から

が︑篠手の抵に陽子を約二⊥二秒

験察の貯はインターロックされ︑

の探鉱に当たるが︑民聞の先駆的

を投入してジャド地区の第一段階

ジャド鉱山会被は今矩九月頃は

被曝したことが判明した︒小川さ

扉が開くとリニアックの放射線が

クロトロン出口のシャッターを閉

フランスニ入︑西独︑日本各一人

く局部の被曝であり︑生命には別

調整作簗を行なっていた︒なおご

は推進騒体となる

議窟も郵貯されているが︑題酷衡

っている︒

に紅斑ができ︑一癒皮欝炎と診断

んは十ヒ臼になって︑ひとさし指

なウラン鉱山探鉱を行なう建前か

からなる調鴬合を編成︑二組に分

擬鉱申︒

金には動燃から野沢和久資源部海外調査課長が出席︑今年度の調査実施計画を決めた︒

ニジェールはウランが唯一の主璽

で携致が

たが︑この日の

承認

ということになっ

での
の採決見合せ﹂が反対側から出さ

あらためて確認された︒

再審査

って︑一尉当機を中断︒一この田

れたりしたが︑結局︑九時四十分

十三顯円︒電総研など国公立試験

十九箪度の研究開発費は総額約二

九蜥蹴力・川内原発サイトの全景

過ぎから再開し二＋九陵年前零時

催予定の電調審に川内原発を上程

氏に正四位

政府は六月二十竃臼の閣墜で︑

去る十七闘急性腎不全で逝表した

議常圧擦談役︶の正四位叙位をき

故今艸葵材氏︵日本原子力主業会

めた︒これは同氏の原子力開雛と

し趨賜されたもの︒

くに核燃料開雛に尽した功績に対

国際会議案内

原子力損密賭償と保検に関する

国際会議︵米・葵原産共催︶睡九

月十日から十三日までロンドンで

開発課まで︒

開催︒申込み・問合せは原産動力

．

臼本原子力産業誹議は毎年隔

ブックを刊行

一原子力ポケット
．

一﹁原子力ポケット・ブック﹂ 9
︑を編集︑刊行しているが︑こ一

．した︒三肖六十台︑定価千九・

鶯円︑購入希望の向きは早めい

・

に原塵︒業務課まで︒電語菓h

し察︵五九一︶六＝一一︒

翻不燃建材

醗パッキン。ガスケット

仏︑独とウラン探鉱
Nには企業化見通しも

動力炉・核燃料開発醜業団はこのほど︑エジェール共和国の東北部︑ジャド地域のウラン探鉱を行
ら︑第二段階の企業探鉱は国内の

れて推穫型鉱員の地質調査を開始

鉱山会社に移譲する方針Q

する︒なおニジェールの分握舶用

ール政戦と二五％ずつの共同出資で現勉法人の新会社﹁ジャド鉱山会社偏︵資本金槌屋†万円︶を設

なうため︑フランス原子力庁︵CEA︶︑西ドイツのウラン開発会社ウランゲゼルシャフト社︑ニジェ

は薩独との技術援助協定に墓き西

立︑同地域での共同探鉱計画を進めることになった︒ニや八日置ルセイユで開かれた第一回技術委員

続を済ませて六月初め参加料を払

経済面でのフランス依存が強い⁝CEAと共同でイムラレン地区を設立して発耀した︒動燃が国内手

独が支出することになっている︒

これまで仏CEA中心に進められ

する方針で︑このため︑九月に帯

ニジェール國内のウラン探鉱は

いこみ︑斬会社は下請二五％ずつ

北に約八百謎︑リビア︑チャドと

てきたが︑ニジェール政府はこの

川内原発一蹴機碓

四十五分︑蟹成二十三︑反対八の

の均等出資となった︒

の闘境に近い地域で︑＋万平方菌

賛成多数で

ンクタンク九祉の華華が内定して

研究機関のほか︑四十三企業とシ

ジャドは︑アガデス地城から栗

探鉱は従來 ど う り の 開 発 推 産 路 線

の鉱区にわたって仏CEAによる第 段階のフィージビリティ・ス
数年︑叢叢一辺倒からの脱脚をめ

屑取りは法だ決まっていないが︑

蔑選があることから何時にするか

資源︒先のクーデター後もウラン

を維持する こ と で 落 ち 晒 い た ︒ 同

ざして先進諸国との共同探鉱路線

設〃岸承認した︒箭総会はすでに

立する蕩えで︑来無想以降このた

国西部のアガデス地域一帯に広が

い︑八尋層闘隔のグリッドで鉱床

タディとしての鮎礎探鉱を行な

三十九年︑原発誘致を決醸してい

なお︑九州電力は今秋十一月開

る山積型ウラン鉱床では︑SOM飛行機からのエアボーン探萱や地

を打ち出している︒

新会往は今後四一五年をメドに

AIR社︵ニジェール︑仏︑西蓑チェック調董で萄望なウラン兆
分布を摺握︑好結果が得られれば

ジャド鉱山禽社は︑昨年＋二月

候が鬼出されているQ

を開発︑一 九 七 〜 奪 か ら 無 睡 七 頁

るもよう︒

おり︑近く契約締結のはこびとな

独︑伊の出資︶がアーリット鉱山

引続き二弩機建設についても市議

術は五年間がそれぞれ第一期謝画
期間︒この間︑太陽エネルギー技

シャイン推准本郡﹂を二心として

故今井美材

る︒しかし︑その後憎勢が変化︑

川内原発建設を承認
予定︒一弩機は五十毎十月着工︑

でに大方の検討を終えて﹁建設螢

ガス化・液化が九無聞︑他の三技

のニジェール政府と西独ウランゲ

定に沿って今琿五月十四田︑動燃

麗児島県川内市識量は六月二十・

五十五無七月の運開がメド︒これ

賛成多数で可決

九日︑九州電力が計画中の川内原

川内市議会

五十沙の生雍を始めているほか︑

の参加を留保した形で設立︑それ

会に承認方を串請する湾えだ︒

ジェール︑仏︑田の出費︶が七八

ぞれの出資比率を三五％︑三五

反対陳楮が相次いだため︑市織会

年から黛藍二千ゾのウラン生産に

その雨部でCOMINAK社ゼ
︵ルニ
シャフト︑仏CEA三蕎の協

入る体制を整えている︒また米国
％︑三〇％とし︑ニアメに本往を

太陽熱発電パイロット・システム

て准めるほか︑効果的な研究推遊

進められる予定で︑すでに担当審

・のほどその四十九奪還が完成︑

術ではピーク時出力千KW程度の

の開発︑地熱エネルギー技術では

リー・サイクル発億システムの開

垂水を利用した一万KW級バイナ

発︑石炭のガス化・液化技術では
処理能力二千誘／田級ガス化発電
用ガス化プラントの開発︑水馬エ
ネルギー技術では蜂料躍池実用化

て開発しようというもので︑嶺面

のための科学的研究籍理手法の開

つ︒繭暦二〇〇〇璋を鍛終自賠と

本社・東京都港区芝大門1−1−26⑩105電話（433）7241（大代）

東∫7い大阪・名苫犀・仙台

翻

畢−翼

翻

53
のパン・コンチネンタル石油が仏

磯は二十八日午前粗金︑特別委貴

田︶の本会穣承認となった︒本会

会からの報告を受けたが︑購鍍の

成陳情﹂を採択︑この日︵二十九

額十九億円で瀕業捕償交渉も妥暮

途中︑甫議会場周辺に資成︑反対

この六月にはて二号機盆わせ総

川内漂発は九州電力が麗児島曝

した︒一方︑市繊会は︑すでに早

両派多数がつめかけケが人が出る

までに用地貿収をほとんど終了︑

川内南久重騎町の岡萱所王地約百

会で安全性問題などを中心に曙犠

くから紙子力発電所問題特別委員

子力発雌所建設を淫事多数で罵

三十五万平方酵に硬設を計画して

決︑承認した︒

いるもので︑ここに出力いずれも

A蒙9
ウラン濃縮役務に関するユーロ

で︑エスカレーション条項付き︒

といった不禅事があったこともあ

力

ユ社は来啓からローヌ川岸トリ

発の円滑な実施を苅るため︑新エ

関連性などトータル・エネルギー

済社会や良然環境に与える影響に

・システムの研究︑燗々技術が経

の出発対象技術は太陽エネルギ

発なども行なう計画だ︒

︒アセスメント︶を岡時︑並行し

ついての蜘前評価︵テクノロジー

ンの供給を受けるのはこれが初の

化・液化︑水素エネルギーの四

ー︑地熱エネルギー︑石炭のガス

しているが︑さしあたり︑石炭の

翻石綿紡織晶

エポニッケEM（耐酸モルタル）

1500（

日本アスベスト株式会社

村

本

八十九万KWの原子炉二基を速く を顛ねてきていたが︑二十四日ま

電

カッサンでのウラン濃縮工場︵ガ

ー技術開発計画i﹁サンシャイン ネルギー技術が果たす役劉や相互

のための新触媒や材料の開発1一
二†鍵田︑東京で調印︑締結され

ディフ社と電力九社との契約が︑

ス拡散法︶建設に着手︑昭和五†

計画駄が七月一日からスタート︑

わる難富で無公宙な新エネルギー

などに当たる予定︒これら研究開
た︒この契約は︑ユーロディフ祉

四年初頭運開を目指す謝画だが︑

ぬよう︑工場定型で努力したい恥

石癌などの既存エネルギーに代

実施に移された︒

いうもの︒今年一月に契約勲績が

をナショナル︒プロジェクトとし

ケースとなるもので︑ユ社との供

わが国が米国以外から濃縮ウラ

などと述べた︒

謹り︑ユ社のG・ベス社長が来日

給契約締結は︑わが国の濃縮ウラ

すものである︒

研究開発は当面︑工技院﹁サン

溺の契約を締結しだもの︒濃縮ウ

二二三十七渇︵綿一万四千円︶

ランの価格は一毫sWU当たりン供給源多角化への 歩をふみ出

したのを機に︑二†七臼︑各社個

進められていだが︑このほとまと

合悪︑その後霜総雛の調整などが

SWUを几電力向け供給しようと ﹁磯縮ウラン供給に支陣を来たさ

U︵分離作業︶ずつの台計一万ナ 結に謝悪を表明するとともに︑

通艦省工業技術院の新エネルギ

の十無閣にわたり毎犀一千沙SW ベス社長は︑調印に当たり契約締

50同社の参加を得て
が昭和五†五無以降六ナ四海まで

サンシャイン計画がスタート

溜ノ航κ

蛙ミヌ1ミ都轡灘区1池袋2｝目4番1号

〒170電話03（916）5121（代｝

ポットライブ調整自由

太陽エネルギーなど開発へ

鹸

常温硬化性厚塗り可能

團日本ケミカル建設（株）

金属、コンクリート接着力大

蟹石綿製贔の総合メーカー

173kg／c㎡
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大切であり︑轟入技術をマスター
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八一葉柄

駄聡愚妻
鋸＼

勲︐

識

鴫

をモジュール化し︑ブロックこと

ためには︑原子力発電所の各部位

賜にすることが聖楽であり︑この

ためには・組立︑塘付の工噌を餐

く︑建設︑工事の華華性を覇める

また・工期を阜めるばかりでな

謬諾霧嚢叡瀬

疑雛鍵鷲謙蒙葎誕盗聞黙鴇帥欝欝⁝ 鑛駐︑轡暴
玉多多多一多一多

冨など謹灘工甲羅業部の児嚢纏に概説していた蓉〜
ぎ臼玉多一萎

検討項霞︑検討内容とその効果

するのに嚴良の道と考える︒

価値観のなかで︑翼に理解のでき
としては︑次のようなものが考え

り万を厳しく再騨価し︑日本での

ザーをも含めて︑原子力技術のあ

藤本の軽水炉開発はアメリカか
る技術として受け入れねばならな

はじめに

らの捜術灘入にはじまり︑二十二
られる︒

新材料の受用によって︑小型化︑

機器のレイアウトの改薔をし︑

つつその対応を薄えてみたい︒

軽水炉に開する運転︑建設︑保

足弱期間︵例えば五二間ぐら

いる︒今後︑ますます原子力が霜

基約壬ハ落万KWを手がけて来て い︒そこで︑軽水炉技術を横磯し

安の経験が磁ねられるにしたがっ

い︶の間︑炉型武と出力規換をい

に機器︑配管を工場取付けとする

気エネルギー供給の主力と期待さ

て︑ユーザーやメーカーからオリ

ことも考えられる︒

れるようになると︑軽水炉は原子

ジナルなアイディアが芽ばえてお

設計様式は変えることなく標準化

スコンデンサーの採用等によっ

作が試みられており︑また︑アイ

ば︑醐張力鋼による格納容器の製

作業者の被ばくについては︑法
ンクリート遮蔽壁を設け︑磁接被

放射能を保聾する機器や配管はコ

①作業環境の改講を園るために・

開発などが必要である︒側えば︑

を含めて作業の方法︑検資機麗の

使用済みフィルタの取替方法の改

廃棄物のドラム衝の遠隔擬作化︑

学分析に活用するようにし︑鷹体

閉やサンプリングならびに放射化

コントロールや自動化を︑弁の開

③遠隔操作を懸るため︑リモート

袴慮しなければならないだろう◎

の曲論の大きな勤陶を芹右するの

ることであるといわれている︒こ

なくなってきているようにみられ

いことであり②安全課躍の権威が

リックアクセプタンスが得られな

きな要囲は・①官地同点でのパブ

鰐水炉の闇発を阻齢している大

作業者の被

的には三ヵ月三レム以内とするこ
ばくしないようにしたり︑弁撮物

翻︑工業用テレビによる作業監視

対する被ばくを軽減させるように

会︶勧告の主旨にそって作業省に

ラス遮蔽をし︑機器配置設計︑窒

運搬周のフォークリフトには鉛ガ

などが考えられるσまた︑④作業

ションのための横査機器の慮動化

ならびにインサービスインスペク

顧ちにその構輯は田嵐の漂畢力開

論象であり︑トラブルであって︑

は︑アメリカでの軽水炉に対する

ばく軽減

とが定められているが︑これとて

る︒また︑暇体廃棄物屠ドラムの

も工CRP︵国際放射線防護委員のための遮蔽したエリアを設け

努力しなければならない︒特に原

調物訓の改薄︑モニタリング装蔽

の完全シール化︑ポンプ鎖のグラ

ある︒②漏洩防止のために︑弁韓

の設計についても改秘する必要が

弁の操作の霞動化︑燃霜取鋳作業

体の処理タンクの増大︑大型手動

層間の短縮を綴るため︑放射性液

の輸入捜術で澤く象れたものであ

る︒それは軽水炉がアメリカから

発の前途に大きな膨響をもってい

子炉数が増加し窟期検査の機金が

て被ばく管理を里馬に行なう必要

多くなるので︑下請作業者を斜め

がある︒また︑定期検査を迅速に

の例を参考として︑甲掛の項閣に

討を濾えており︑宏全件の証明に

水炉ではあるが・醤の陰唄

イツではアメリカから記入した軽︸

鰐鰯藤塚過誤蝦蟹

炉安藝協会︶の彫心窪している

兜日︑西ドイツのτRS︵原子

るからである︒

ケージ化およひ作業手順の整備が

の迅速化︑空調用フィルタのパッ

の捕堺技術の改薗︑ドレン配管の

璽要な課題としてあげられよう︒

ンド漏窺蟹の低減化︑放射性ガス

脳を向上させるという命題も一方

独立化と漏水検知器の完備などを

行なうことにより・発醗所の稼働

ではあるので︑謹製の効率的実施

させるためにあらかじめ炉心や機

制彿系讐を加えねばならないであ

・

ターナルポンプを採用することな

ろう︒さらには簸近話題になって

いる①蒸気終盤器細笛の減肉②P は自註をもっている︒したがっ
WR蝉料権におけるコラプスの驚 て︑アメリカでいろいろな寝全問

認の設計変更またはレイアウトの

生曾WR燃科のデンシフィケー 題が握趨されたとしても︑そのま

二期が必要となる︒

また︑冷却材喪失窮乏塗箸に放

の内容をみると︑ポンプ︑バル

ションに係る出力制暇④PWR螺求西独での闇題点とはならない﹂・

また︑わが国での軽水炉の墨差

ブ︑配蟹に関ずる郭故が多く︑こ

料のボーイングの発生︑と事故や

との脱アメリカの蜜余震術独立説

に︑技術基準の強化を蕩懸してい

を間いて︑日水の立ち陰れを痛感

独嘗させるため︑すなわち︑国蔭．

したものであるQしかし︑襟まき一
一
ながら︑軽水炉を田水で技術的に
安全上留意しなければならない現

トラブルにいたってはいないが︑

ているので︑その対策について＋

象が発生したり︑予測されたりし

ユーザーとメーカーの信頼と協力

化するためのアプローチとして︑⁝

いている工場を指定して生産を委

分検討し︑予防搭置を講ずる必要

ねるいわゆる強暴工場制をとるこ

があるので︑昂質寒造のゆきとど

るが︑工場での品質管理にも関遮

れらの僑頼性を向上させるため

どが考えられる︒

出される蒸気を別縢共通のコンテ
ナーに隷き︑そこでスプレーによ
り冷却することによって︑一ユニ
ット当たりのコンテナーの容照を
小さくすることも考えられる︒

軽水炉の利用率を向上させ運転
の億頼性を高めるためには①保守
が要塞で簡便迅速でありながら︑
要所︑要所を＋分に把渥している

がある︒したがって︑先行的に実

ものでなくてはならない︒また︑

とも考えられる︒また※園原子力

証試験を璽ねて︑施設設備の健全

②壌故の発生を極力押えなければ

委農会の︵アトミック・エナシー
換︑定期点零時の作榮方法の手順

︒模

術を臼嵐独自の判断で理解できる

を取り除き︑安全鴬嬢︑建設︑逓
二十寒冷の闘︑軽水炉は原子力

ようにし︑軽水炉の開発阻春寒困
袋制御系︑工学目安宝施設︑電気

たい︒このような基盤のナにたつ⁝

転保守に十分調達し︑安養を期し〜

て︑はじめて大規模な原子力逐電

ろう︒しかし︑それにはいろいろ

の開葬が安全で秩陪よく進められ

弊吊の主流を含むことになるであ

な閣題点はあるものの︑とりわけ

るものと考えるのである︒

系︵シーゼル発磁機の作動不良︶︑

のトラブル︶に潔故やトラブル

鐸水炉捜術のわが國への岡化定満

原子炉冷却系︵逃し弁︑安全弁

が多いことが示されている︒この

化を読むのである︒

を進めて︑捜術的︑社金的な寝全

を加える必要があり︑ドラム缶詰

ゆ9

ことからみても︑日本のトラブル

9

の傾向に先行炉を有するアメリカ

めにして一言保籍し︑いずれは海

率的な方法について多角的な蓬察
ならないであろう︒例えば︑洗濯

洋投粟というような単純で楽観豹

分についても︑鍛も経碍的かつ効

藤織のろ過に蒸発濃縮凝脂を矩用

が︑放射件騨液の分離︑貯畿につ

するわけにいかず︑蘇めて放出し

な籍末にはならないであろう︒

放射性廃棄物

ているのが実証であるが・いろい

いてもさらに横討が加えられねば

原子炉からの放射汁総懸物の放

ろな工夫がされても饅いのではな

ステンレスタンクに貯蔵されると

いか︒巌た︑中レベルのものは︑
であり︑rCRP勧告のアズ・ロ

なことであるので︑多魚的なシス

トリ⁝ム涯業の在り方の士で薦笈

騨つけ出すのも︑一3来のダウンス

であり︑膠爽物の中に付加価燈を

の放出低減
出を極力絨少させることは︑躍境

しても︑低レベルのものは︑固化

処理処分の技術開発はこれから
放射能のレベルを低威させること

ウ・アズ・プラクティカプルの趣

して貯蔵させねばならないが︑そ

︑

国

BlJUTSU

ミ醸

淑一

東京都渋査二千駄ヶ食3576〒i51電話03如27601

本社

明快にやさしく伝えます。

炉型︑規模な
どの標準化

るであろう︒しかし︑現在のまま

力開発の中心的存在として鱈燃す

し︑生産の品質管理や禽理化を行

て︑格納容器は小型化されてきて

くつかのクラスに分けて︑大きな

なうとともに︑運転の悶熟を園る

り︑米国生まれの軽水炉技術を日

ものである︒①標準化するので︑

おり立地の上でも設計の上でも無

爾性能化を図る必要がある︒例え

二院の信頼性が高まるとともに②

下なスペースを減少し︑経済性が
同上する︒

大輩生塵︑見込み生産が可能とな
り経緕性が隅まり︑②機器︑部材
の万換性があり︑楚設︑保守の効

ならないQこのために︑日常点 ・クリアリング・ハウスの一九七
の改醤ならびに保守がしゃすいよ

安全性と信
頼性の向上
各種購故時の搭躍を響慮に入れ

うに機鴇のレイアウトを改撰して

守の標準化により︑運転員の教義

率化が期待できるし︑さらに④保

性を証明していかねばならない︒

や溜魑のためにょい・また⑤実証

て︑箏故防止のための設謝変更を

軽水炉技術の改幽策の方向とし

の下に軽水炉の技術襖討を蕊め︑⁝
一
国摩型茎蜂弊水炉を定め︑安難聴

二隼四月〜七三笙二月まで︶運転

おわりに

性のある技術のアレンジとなるの

パイプ破断二二のような窪々購態

霧える︒例えば︑BWRの再箔環いく必要がある︒また︑インサー

ては︑規格化︑標準化の検討を塁

コンパクト化

刀九十八件が引上されており︑謝

上のトラブルの報舘によると・二

で︑安全響萱は容笏で霧齎貰聞も

EG社が開発しているようなイン 法の開溌︑象たは検査測定を実現

を招かないように︑西ドイツのA の完全な実施に必要な検簸測定方

ビスインスペクションの方法とそ

短くなるなどの利貞がある︒

しかし︑定型化した期聞が長く

本としながら︑その申からフィー

建築物構遺や工法に改良を加え

写型

なると技術の進歩に必嚢な慮畝競
争が阻需されるので︑庄凝しなけ
ればならず︑一定期閣議の炉型︑

した技術に同化しなければならな

が国の社会的︑経済的風土に倉致

ドバックして設謝変更や技術開発

て︑建設工期の短縮化を図るもの

旨に沿っており︑余魏球的な意味

がある︒

テムアナリシスを十分行なう必要

からいって︑萄豫頑なことであ

の技術的製付けがなければならな

れには︑焼却やプレスによる欝欝

いQまた・放射件弊棄物の処難処

跡轡

の姿で規模が拡大していくことで
良いのであろうか︒わが国での姥
設︑運転経験の実績をみるとき︑

で新税火力の七五％以上に比較す

第一に奪闘利用率が六五一七〇％一

ると低位にある︒第二に一件の事
故当りの鰻止時聞が擾く︑火力に
比較して発生璽力騒当りでは一・
三優ほど事故による発電支陣が多

い︒第三に定期検断のB数が長
く︑火力の約四十五賑に比較する

と六十冒1百日と王O％以上と な
っている︒第四に建設に長期聞を

陣し︑四 十 八 i 五 † 四 か 月 と な っ
ており︑建設巾利子は莫大であっ
て︑建設費の増大を招くことにな
る︑などが思いあたるのである︒

したがって︑この対応として︑第

臨力︑性能をユーザーが目標をか

い︒第一二に標藁化︑規格化によっ

の方向づけを行なうことが螺まし

で︑例えば︑並行作業ができるよ

る︒

踊帯でも放射柞ガスの捕捉・貯
蔵︑ろ過などの研究が避んでいる

商工美術株式会社

弊社の企画と創造性か新時代の原子力産業を

CGNSτRUCTION
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DεSiGN
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むつ原子力船展示館

九弼電力・玄海発電所展示館

原子力を私たちの生活の中に

S蹴Ol《O

展示する技術はものを創るこころてす。

一にQA︵クォリティ・アシ ュ ア

かげて︑メーカーの技術開発に期
待し︑その時期に竸争入札によっ
て︑次期の標輩タイプを決めるよ

て︑晶質管理や生産の命理化を鴎

く︑メーカーとしても︑ユーザー

うなクレーンの設備やレイアウト

米国では海上原子力発為所の設針も標華化の対
論はパブりック・サービス羅気ガス社の海上原

ランス罰晶質保証︶のための管理
体制を整備するとともに︑機器の
製作︑掘付︑運転と各段階におい

うにしていくルールをユーザーと

るとともに︑運転の習執に騨念ず

から高く評価される技術開発に勲

の改薄︑構遺物の部分醜試験方法

メーカーでもつ必要がある︒

ることが必要である︒

葱を趨すものでなくてはならない

の採用などがあり︑部材の露訳化

させる必要があろう︒

軽水炉 は 外 国 で の 発 案 に な る も

し︑ユーザーは注又した捜術開発

とともに重要なことである︒

視しなければならない︒第二にわ

のとしても︑田本人の福祉向上に

の成果は必ず採目するという相互

建設の合理化

役立つ技術として︑成り立ち褥る

儀頼の中で計画的に進めることが

澱i唱酬＝鰹即言

勝臣
饗蟹離離翻蓑『鍵盤獲》邑玉

てのQAを普及し︑その状況を監 本の技術纂盤に根づくように岡化

大規模開発計画の前提に

ーのみの問題だけではなく︑ユー

。

デザ牙ンする

独自の軽水炉基盤を

ものなのだろうか︑これはメーカ

J

「．

＝

医
王
児

（4）

第732号

（第三穏郵便物認可）

新

業
産

子

昭和49年7月4E1

箇

琵召秘蔵9年7月11…≡ヨ

第733号一
毎遇木曜臼発行

購議科肇年分前金3000円

髪

狛崎

号と玄梅

膨
一号

灘鐸蕊
辮

凝三惑
欝癬

霧働

なろう︒と同晴に︑原発開発でま

して約六菅三ヤ万KWを計画して

は原発が園白押し登賜することと

おり・引続き開催予窺の醗調審に

闘題点を洗いだし︑議舗のための

とや︑放射性陶位元素が各分野で

健進ずることが嚢請されているこ

によって原子力発磁の開発を一溜

とくに︑昨今のエネルギー危機

げての兇養し作叢の聴取周とな

力法令制度欝議塾は︑この庁をあ

が︑訓令によって設腰されだ原子

翼体胸な検酎作叢に二手している

たプロジェクト・チームが発尾︑

すでに大石科学審議宮を長とし

や鋤度を改策するための樹簿翼を

ずれにせよ科技庁としては︑法令

ほか︑原子力婁員会の瀞見などを

と運絡して購務周ベースで進める

おり︑嶺分は通呼総など関係隠蟹

警みぐあいをみて決めたいとして

会の幕議については︑検認作業の

る愈向だ︒

一応の法案を上程したい蓼え︒影 愛心に作成することに全力を傾け

嚇

⁝⁝1

N版の発売を開始

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︑アイソトープ等譜蓑が

貝本原子力藩業会議は毎鎌︑

編藥︑善行しているが︑このほ収録されている︒欝億ビ一丁ル

は︑内外の原子力闘係資料を網若干スきくして見甥くするなど

ど四十九冷評が完成した︒本轡表紙の美装丁で︑形もB6判と

射射

照照

験託

試委

〒370−12

蘇中のほか︑十七墓約千四函三十

るのもこのためだ︒こうした中で

力全般にわたるが︑とくに原子炉

タタキ台を作る方針だ︒また︑騨

利照拡大のすう勢にあることなど

る︒検討期間は約二か鎌をメドに

廃厳物処理処分の規嗣習熟③核燃

ンドブックとして飛騨を得ていゑ首六十警︑定髄千九百円︒購

羅︑どこででも使える便利な笠利雨の便をさらに深めている︒

る︒内容は︑原子力に関する政入希望の向きは纏めに凹本原子

策︑開難陣制のほか︑原峯暴発力唱嚢会識・業務謙︵電詣東京

藤本一轍噌ず力塵囎袈瓢議

五九一⊥ハ＝瓢代表︶象で︒

ﾅ近の放磁性鷹欝欝開発の動向
郡立大村上悠紀雄
厲ﾋ姓医薬晶への要望〔1〕
金訳大久肥欣一
厲ﾋ性医薬舐への要望〔2〕 ダイナポ／トRI研滝野 博

探衛資い子円纒

は現在六二約二百三秀KWが運

万KWが建設串だが・建設串講ベ

ークに減少へ向かい︑昨蕉は一件

ースでみると四†五年の七纂をピ

もなかった︒昨秋の石癌危機以

来・原子力発躍への鷺烏は愚遼に

臨まり︑爾力蛋社も施設議画で原

子力への比璽を覇めるなど石癌過

の方向を脂聾しているが︑そうし

度依存から脱却した蹴源多様化へ

た憲味からも今回の﹁原発電脳審

千六酉六→鷹⁝円︑送変雛砲策務部

醐かれた今無度初の要望審︵第六

畑懇8年間
謙譲Kw開発

決定﹂は今後の胴発促進へ是がか

政府は四田の聡源開発調整審議会で︑昭秘照十九鞘当徽序開発墨本計薩と罪工ハ隼国家で晦こう八
門約七概観菖十億円︑改墨⊥購約

められたものでも地充問題がかた

りを与えるものとして浅囲されよ

か隼闇の長期耀源醐蕎標について審議︑いずれも掛金趨り承認した︒これによると︑今奪度は原子

二酉五十慮閂が試騨されている︒

二千七筥八十慮円の命懸一兆七千

つかずいまだに霧工を余響なくさ

畷婁で・離調蟹の庸上門安金性確

だまだ残された問題が多いことも

鞍繊

力二地点を念む合計二十二地点約振二二†て万KWの新規魑工を認可︑長期目標ではこの閥八千八百

◇躍源立地は︑ここ数隼︑公

を要求され

＋五圓︶だが︑環境閤題への対処

原発建設

を訴える抗識墨團が裳力限

出され︑葺堀周辺では

止に出る一陣もあった︒

反紺

期の実周化の逸展により︑必ずし

等規憲法と放射線隣警防止法が申

＝一二簾二一一二灘騨＝＝ニ＝二胴囲灘一瓢＝瓢罵：＝曽一＝＝詳＝開瓢一二一一一一騨一二＝騨一団＝潟暢一騨

点が誹画に糧み込まれた︒原子力

も現行法令や制魔が階代の蟹請に

心になるもよう︒

から︑これら法令や欄慶の兇圃し

しており︑来無度の通常国金には

わが國の原子力関係法令や制

料対簾關係11蔑闇再処理聖業の規

闘いて検討を進めていく醗画︒い
が今後の原子力開発政策と行政を

系としては不十分なのが現状︒中

実用化晴代を鞍置にひかえた法体

原子炉建腿は墾礎工麟が完了し

慶は︑そのいずれもがわが國原子

科学技術庁原子力局監修

薩の欝標としては今秋にも一応の

っておらず︑また核燃繕加工窮業r

再処理工煽は安全騰蒼の対象にな

なっていた︒例えば︑現行法では

円溺に遜める中で︑大きな課題と

門婁員会など学識縄験蕎による部

十分対応しきれていない︒

口繍一一＝＝＝一二＝三一＝幽轍雛＝輔＝獄＝＝＝樽＝一一鼎糟＝榊一瓢一こ轄二輯一齢傭二篇二鞭＝隔一一一＝一輪＝儒一諮＝

う︒電力各社は今黒馬開発冒標と

七十九万KW︑うち原子力三千四十覧万KWの醗源醗嫡を開発する計器1一などとなっている︒

早喰題や安全鮒策などで地元との

でより厳しい

る︑などと試畏している︒

これにより︑五十六蕉度末の電

や九万KWを円開発する必要があ

五十六蕉度家で醐こう八章犀間

＋二万八千三百XW︑原手力二地 畏が澱源瀬からの制約などでこれ
源黒瀬は︑既蒋施設と原子力千四

千四百KW︑火力†四地点三蒼四 の四日罐源雪隠図南は︑⑱経済成

点璽牟五万九千KWで︑台翫二 豪でよりやや減速する︑との見通
菖三十万KWを禽む継続露量申約

可されたのは水力六地点†七万八

千四＋五万KWの台謝八千八百七

うかがえよう︒轡滞状繊の醗源立

れている何業かがあることからも

ながら︑約五首蕊＋万KWが認 傑でより万全を期すよう﹂要璽が

だ︒

調整が難航︑全く行き詰京り状態

地・このま京だと攣晩︑電力不戦

可︑原子力も一昨年の爽寿町島第

このBの電調審で薪三咲工が認

にあった︒このことは︑闘発囲櫻

をきたすことは必至︒罐源烹法の

十二地点五颪二十六万五千七藤K しのもとに︑㊨昭稲五†六盗度の

W︒うち原子力は︑東議力羅 禰螢電力麗は六千八百二ず億KW 四千四百十万KWを命わせ総論酎

一億七三士三塁KWとなる兇通し

答葎八i一〇％が灘持でき︑羅源

W︶と九猟腿力門玄海二暦﹂︵出 神びなど霧慮し約一区点千万KW だ︒酬翻通りに遊めば供給誤謬躍

隔・刈羽一二﹂︵出力百や万K Hとし︑鍛大購硬囎力は民生扇の
力五†五万九千KW︶の二つ︒計 とする⑬蛋矩の麗期ピーク賭に約

それぞれ水力二五・七％から二二

一〇％の供給絵描率をもつーーな 欄成比率では四†八矩慶茉に比べ
どの条件を設定し開発規模が想足

・七％︑火力七一・七％から五八

画によると︑両琵電所はいザれも
軽水炉で︑返く原箭炉塞麗籔円串

応しだ纒力蜜驚供総のため︑魔源

されたが︑この糖果︑これらに対

︒三％︑原子力二・七％から一九

で魑工︑柏醗⁝刈羽は五†六無七月

響判

に対し一昨隼二〇・五％︑工女四

ｴ黙一揖機から二年ぶり︑一一地

して排除した。

舗定など政府︑醒力各社があげて

など阻止行鋤に出馬が、機鋤隊がと

躍・二％といった尊慮審決定率の

舶麟刈羽原悪
騒簗会を開く

立地難解消〃へ全力投球してい

となった経済企画庁には4日皐朝
反対派の住畏ら約100人がおしか

低さからもわかるし︑電調霧で謂

墾
難

一蹴調審の会場

璽懸蹴誌翻
躍夕立塊問題の深剣さがここにも

艦をはじめとした利用の各種︑

O273−46−1639

TEL

厳本原子力研究所内

群馬眼窩簡纒綿澱町

臼刊工業新聞社東京者肝代駆九段北1−8−1◎費03（263）2311

一〜

国際協力など本文全十⊥ハ漁構成

特鑛：放射性医薬晶の動向とその問題点

舗手続愚など所璽の段どり遂踏ん

よって供給力の強化に役立てる一

魑工についても︑地元との調整が

方︑今回醗調審淡足分以外の新規

つき次第︑豊本岩乗を改訂して順

なおこれら臨源開発に必要な蟹

次追加していく響えだ︒

現行の原子力関係法令や制度を

覇制になっているなど︑大規模な

は産業政策的な館彩が濃い政略許

大鷹に毘逸すため︑科学技術庁は

i−A一
金として︑今黛展は発電部門約手

総合進捗率
で約29％に

しが必要﹂と管澄していた︒

科技庁は︑検討課題として①贋

鶴根通産謂も先国会で﹁畢期属目

B塞原子力発囎会祉漿野暮二発 躍するとともに︑大石敏朗科騨審

化︑環塊放射能モニタリング体制

魔・安金関係曄安全審査体制強

子力法令制塵審議会︸を訓令で設

ームを発足させ︑本格的な検討作

議密を展とするプロジェクト・チ

七月一撃︑原子力局政策謙に﹁原

工以來順調に進んでおり︑六月末

て地嚢醤に頭を出し︑並行して臨

力騰発の歴史の初期である昭和三

制整励︑器財性物論の輸送規舗強

難業蕎の監麟強化②麗鍛物關係拝

められてきたタービン建瞬は登電

十庫代初めに纂難曲な形が定めら

化㊥立地関係闘原発立地推進⑮行

整鮪︑核物質管理強化︑R王簿用

磯爺工購にとりかかっている︒今

れている︒その後継分的な改正が

政機構関係擁上鞍に閲撰する行政

業に糖際することになった︒

葎の主薬日韓は五月から始まった

逐次得なわれたが︑餓近の原子力

項国にあげている︒兇醸しは原子

機構整備丁一などの法難と醐度を

現在で総命粟糠灘は二八・七％︒

格納容羅の据付け工囎で︑これか

繁利贋など︑細しい膜子力開雛利

発醒をはしめとする放詩性岡位汚

P5臼発亮

灘

鱈所の建殺は︑昨薙五月の本格魑

原聡策海第二の建毅

原子炉等規制法など中心に

放射線照射の利用

日

製判

虫最説1波

へ
科技庁、時代の要請に対応

迎えることとなる︒

?講肇羅論議廟窟蝶傷果言嚇理のと嘱法翌翌繍改をあ研際応械領第訂

濶ｿ550円（〒30円）

四川は水力千七菅四†九万KW︑ ％︑となる計騨︒このだめ政府

顯

格納窓器の据付けが始まった原躍東海購二原子力発躍所

から︑玄海は五†五葬二月から︑

．鷲

麗一蟻鱒轡鰹緊華鵜≒妻

火力四千八†億万KW︑原子力三 は︑引続き継続中品禦の円渦化に

轍
︑暴
鍵恥

法令剃度を見直しへ
ら慶にかけ濯接など工顯のψ堀を
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それぞれ還転転始に持ち込む藍建

輪

︐継曝

鯨凶漁鶴雛属病斑茗飯田正宏

謗O園世界核医学会に期待する

簗

財団法人放射線照射振興協会

一行政の立場から一

@

盤

tllll欝

騨技術庁中沢幸一

厲ﾋ性医薬品の管理体制

樫田義彦

一許容璽に対する考え方一

放医研

僻沢正実

厲ﾋ轍医薬品製造と患者における問題点

圏立衛生三浦久保五郎

厲ﾋ性鷹薬品の取扱い方

難儀
灘

籔替粟噌ξ5895欝
竃筥舌（591）6121（｛七）
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等部70円

聞

業
産

力

原

團罵
翻

日立︑東芝︑三菱三社に
順調に進むウラン濃縮開発
軸心分離法によるウラン濃縮技術開発を進めている動力炉・核燃料開発副業願はこのほど︑昭和四
十九隼度分としてこ脅五十台の還心分離機を田口製作所︑束票芝瀧電気︑三日差工業の三社に発注す

︷

いるもよう︒とくに励螺蝦業聞の ρ

地と原子力発懸所﹂が予短されて

ック・アンド・レビューし︑五†
になっているようだ︒共催する地

をサブ・テーマに議論されること

影
原子力発虚所と

萬処卿臓設を近くにひかえている
こともあってか
罵処琿工場の安金性をめぐって

二藍度からパイロット・プラント
発網織︑塞腸︑シンポジウムの内
容や識師など詳細については︑硯

の建設に魑手する方士だ︒
中村康冶動燃塞盤禽國核燃料部畏

一方︑原水爆鹸止三民食議︵社

の賭ウラン磯縮の垂心分離機の 在︑検討鴨
聞題点はその儒頼性と経済性だ︒

β

熱曲一
︐篭選一

切

薗u酒の原手力

正敏

とゴルフ仲間・堅黙黙にく紳

㌔

わえて原子力畑での欝欝な経験隅

漸蔀露気工学科卒・日本発送醗一

の持ち主︒昭和二十琿に東大工

へ︒黎明期の三十駕には原子力

⁝

︷

一

民聞なりに一生懸命下り綬んで

﹁原子力の安全聞題には浅間は を経て懸力再編で二十六奪簾電一

豊田

とよだ まさとし

保蜜部擾になつ驚

藁京纏力の原子力機構が大葬

発磁課畏に︒臼本原子力発鱈会

・に変った六月一夏︑金国の電力

?社に先がけて一︑顧子三保物部﹂ いる︒國との分損を決めるなり

﹁手打ちそばの作り方を覚え

所長へ・

り

㌦

力部畏鐘・四＋六年麓霧卍

で編出した︒四ナ隼︑東醒原子㎞

門原子力発磁技術読本﹂を共同

社に出向申の技術課長時代に︑

よう働きかけていきたい﹂と語

．が誕坐した︒原子力建設部︑ して國が横極的にやってくれる
岡管理部︑核燃料部︑榮醒原子

力自発研究所︑索電原子力保健 る︒増大する漂子力発電所計画
．安全センターと並んで同社原子
翼を握う︒文字

金覚︑総評系︶の鼠膵大食でも︑

力開発本妻の

した場禽にも同様である︒分離機

単機としてだけでなくシステムと

︒

㌦

て︑カンパン出してもいいくら︐

偶報通

を作ちれまし

り命︒養子力発露所施設の建設・

ここ敷無朋︑門原繕︒三塁卿分科 ・どおり安全を保つことがその繋

局擾︶はこのほど︑八月三十田か

田本科単三金議︵三山惣三瓢務

回︵昨無八月︶は編拝県小浜市と

マに岩内霞割と共催で︑また第二

酪で﹁索子力心臓と漁業一をテー

たしている︒第一圃は北海激岩内

はまだ決まっておらず︑分科会以

を招く軒天︒分立象の詳細な内容

・イングリス騨士︵核物階子薔︶

ューセッツ大晦救授のデイビッド

たが︑今織の大象には廉麟マサチ

は︑反対運動に大きな膨響を与え

士げており︑醜類のエネルギー源

用における放購能騨籍闇題を駈り

水協は︑第四回語弊大会で凧租利

細についてはやはり検討中だ︒原

この間題をテーマにする方針︒詳

ており︑今慶の大会ても原則的に

また︑原水爆禁止擦本協議会

在の体謎における実用化開発には

には原則的に賛撤しているが︑現

協の世界大会は広鵬︵八月五︑

り︑機械工業の成長比率は︑それ

・七％︑簡成長一・二％とやや鈍

って落ちていく︑この結渠︑実質 は隅旗擬の六二％︑低能畏は照○

廃夏物処理における葛レベル放

A主催により来墜∬月十七鷺〜二

て闘催︒問舎せは原産・放射線開

十一日豪でドイツのミュンヘンに

発課豪で︒

研修生募集

期間H

田本原子力研究所は次のコース
の研悔生を野牛している︒

原子炉研修所

第二回原子力教獲講座

資

串込締切馴九月七覇

十月二十八

▽第八十六回脚門課樫︵R工の

生物科学への利用︶

月二＋八田

串込締切麺十月十九臼

十一月二十六田〜十二月

▽第八十七回專門謙譲︵放射線
化学︶

縣門課程の受講脳などは第八十

十一爾

五國に岡じ

一丁二八−四九の岡研膨所︵曾九

問盆せ・串込は︑文東区本駒込

四醐一哩一一一一︶まで︒

干五三〇

蟹

住所大阪市

原産に入

留〇四二

住癒二贋帝下速僅

干一八一

北区中之覇三の三

会社長井上徳治践

鐘淵化学工業︵株︶

一丁四八一一〇一一

九の七の一

紆擾高城誠氏

︵株︶東京糖密原産に入会

彰︑．彰
騨簗人員11二

講筏降原

受講料腱二万五千円

十月一爲〜十二臓
十四名

格睦爾卒蕊たは岡程度

串込

子力の塾礎︑放射線と測定︑促健
物理︑炉工学︑法規︑爽験

一＝

みは︑茨城興那珂郡蘂海村の隅研
修勝︵曾〇二九二八−二⊥

ﾜで︒
ラジオアイソトープ研修所

受講料翻二万円

受講料など前

▽第哲二十七回慕礎課程十二

十二名

月二＋八日

ρ

▽第八十五回轡門諜穆︵RIの

化学応爾︶ 十月七属〜二十颪臼

ースを一QOとすると︑中成獲で

設定したもの︶の場愈約二百十一

憂講料牡一万

六︑七日︶と擬鰯︵八月細鱗︶で

三つがそれぞれ他の要事にどのよ

は七五︒四︑低成長ではエハニ・一二

︵稲粟私案ケース賑︶の場禽約早

低いほど黒いわけだが︑一次産業

兆円となる︒綴金上昇率は高成長

五千円

勢爽入綴旨十六名

に閲して曝本経済研究センターが

うにはねかえるかを比較したもの

にとどまる︒もっともこれと密接

︵ケース

堀土ハ兆円︑高成畏︵今團の試算

な場會

圏際会議案内

聞かれる︒

行なった試舞の縮果を紹介した︒

である︒この試算にはさまざ豪な

な関連をもつ穆税負挺率は︑低成

射線の利用シンポジウム9工AE日〜十一月十五饅 爾込締切目九

これは三無都会の提要テーマで

前提やファクターがあるのは艶然

長ケースでは薫製所縛の二四・九

福祉・嵩猿坦の一藤をうかがわせ

悲観的な場愈

︵ケース

その詳細を示しているが︑今膨の

ぞれ二〇・一％︑一二・七％︑一副

一

にちがいない︒ゴルフ︵ハンデ㌔

け扁の脱都会蛋酒ならではの音響

てね扁と黙務勝の

食えるそば

い

その﹁原子力保安部︸の那長 立地問題を円滑化することが肝

まる︒﹁地元の不蜜を解消して

運転や便用済み燃糾の輸送など

一

あたるのが霊な業務︒

巻に﹁わらび﹂︑秋に﹁しいた

金縣をもうけて原発翠霞が核兵器

マとして討論されているが︑今鰯

毒に圃分科会を設けることになっ

零に保安大綱指針を整備し︑保安
㌧の審査や保安技術の調糞研究に を前に安金への社会的要請も強

の価格は︑い謹のものからニケタ

の傲冠大会でも広量︵八月五︑六

ることを内定︑近く正式契約が結ばれることになつだ︒この二百五十禽はカスケード試験の第二段階

であるC12計画のもので︑同襲業団はこのC13誹爾の運転成累を五十一年度にチェック︒アンド
順調に遮んでおり︑椙滋の成果も

は下げたい︒現伍︑C−1計画は 闇題とともに岡大象の大きなテー

夏本計画通りに開発は進んでい

得ている︒原子力委澱会が定めた

て近†奪獲でCi2を巡転させ︑る︑と自儒をもっていえる︒

立をはかりたいとしている︒そし

・レビューした上で︑パイロット・プラントの建設に趣手することになる︒

欝︶︑長崎︵八月八︑九欝︶澗大

な物価上野にもかかわらず︑契約

22︶と囲麸︵初段︶が趣味︒

交渉が比較的スムーズだったのは

岡山県出身Q象庭は冠子馬人と

動燃覇業 國 は ︑ ナ シ ョ ナ ル 9 プ

国家的な対処の関聯性を指摘す

要一という当彌の

ロジェクトとして開発が進められ

に豊田氏︒三障間勤めた福島第

に

二療子力発電所建設準備義務所

処方鱗

ている︒また︑咋庫は島国の原発

一列だけ消灯Qいぜん電力慮霊

二人ぐらし︒部擾整の蛍光灯は

反対黙黙アーづ一・タンブリン軽

各メーカーのウラン濃縮技術開発

科学者会議が討論会

五†一無度でその運野離累をチェ

ている逡心分離法によるウラン濃
の蚤要性に対する認識が深く︑協

﹁猛ないことはやらず堅実一

る︒

長を鈴木範雄氏にバトン・タッ

ら三B閥・茨城県水戸寵で第認薗

大飯町で﹁原子力発儒断の集中化

外の題下について実施するかど

盾ﾑつけ難いもの雌かな口調で 本棺︒OBは打ってくれない﹂ 規制が続いている︒︵K・O︶

門原子力発罐間題シンポジウム﹂

と環境破膿﹂をテーマに原発皮対

であることから︑その凍発反対論

を地発の原発反対纒織と県催で開

銀輪濁戯顯食肉と共鯉で︑それぞ

︵共産莫系︶も︑これまでの燦騨

礪傘識は一昨隼から原エ丁力驚醗

くことを決めた︒

原水禁大会も原発を論議

士を招き︑同上士が楽原子力委員

縮技術開発に︑肉叢度から本格的

一方︑C〜1謝團に参加するな

の二百五†台の入札には参加しな

．チしての就任︒大柄な身体とは

力的だったからだ︑としている︒

ど︑これまで遠心分離機の製作を

禦業岡岬海脇業所に据付けられ︑
かった︒岡社のウラン澱縮遠心分

余ローレンス放経線研究所班蜀員

に取り纏んでいる︒四十八隼度予
鎌で発浅した哲八十禽の選心分離

機は︑十三段のカスケード試験

試運転申︒すでに一部分で六フッ
離機部門である明石技術研究駈の

︵C−1計癬︶を行なうため︑岡分議していた川嫡露工業は︑今圃

化ウランを使周して濃縮試験を開
原子力研究塾は︑今年四月になく
なり︑人農も削減して一部のスタ

始している︒

カスケー ド 試 験 の 第 二 段 階 が C

水戸帯で開かれる今圃のシンポ

大会で原子力発電問題をとり士げ

i2計画で︑これには二百五十台 ッフをプロジェクト堅に移し︑C
11謝画で納入しだ遠心分離機の 所礁設をめぐって︑地鷺反対継職

ジウムのテーマは︑まだ鍛四重に

としてその平門利絹の搬進と研究

サービスなどを行なっているだ
と共催でシンポジウムを敏無慶に

決まっていないが︑一癒﹁石油基

ある﹁総合エネルギー対策におけ

みてみると一i︒

だが︑この興味ある霞みの結果を

％から︑中成長で二六・六％︑高

いくための関遺問題の一つとし

成長︵稲集翼翼ケースー︶の場含

ている︒

六十黛度におけるGNPは︑低旗長では三〇・七％と増大し︑窩

実質で約琶九兆円︑中程凝の威長

楽観的な場命

比率は低成長照︒O％︑中成長一

一方︑塵巣構造の変化は成擾が
ー︶︑

達成可能 のために闘ホ経済研究センターで

試算は稲藥私讐に粥いられだGN の場禽一六・八％︑中成長の場含

︵ケースM︶にわけて︑

H︶︑努力鞍擦として

供給が

稲葉私案は︑今後のエネルギー

いたもの︒

て︑岡引会が金森委撚に依頼して

る原子力の位鰍づけ﹂を検討して

一貫して反対している︒なお原水

一1一

うかも襖酎中だというQ

の遷心分離機が使われ︑カスケー

開いておゆ︑各サイトにおける反

五す台によるカスケード試験Ci

れシンポジウムを開いている︒

ド・システムと隔心分離機の畑田
け︒特に積極的な開発をしておら

ら撤退したと伝えられており︑今

ず︑このため同社は滋心分離機か

台︑藁芝に八十台︑三菱墾工に五
後︑パイロット・プラント建設な

性︑経済性がテストされる︒今

十台それぞれ発庄することを決
とで同社がどう動くか︑注圏され

圏・動燃黎業団は艮立に酉二十

め︑現在︑各メーカーと鍛終的な
ている︒

頬逼動の揮論的支替の役断りをは

打舎せを行なっており︑近く正鐵

2計画を通じ︑遠心分離機とシス

動燃攣業懸は︑遠心分離機二箇

テムの儲頼性︑経済性などのデー

な契約が継ばれる予驚︒発注金額

関係予郷九十六億円の三分の一︑

は︑四十九無度の二心分離機私財

タを得るとともに︑盤艦技術の確

九月二十三田から約一週闘︑東京

てきており︑今園は第十一回圏︒

議︒毎奪一回︑繊塵交薫に主催し

る︒関係筋によれば︑昨今の異常

読

約三十二鱈円程歴と伝えられてい

罵鱒

芯糞藁

で開かれることがこのほど決まっ

た︒テーマが近く圏まる予定た
七月九日開催されだ原賑の原子

︵四十五無から六十無学に肇る平

Pの伸びを中心に諾え︑ケースー

％とそれぞれ落ち込む︒同横に対

ル

区眠本橋小網町二の七木宗小網ビ

が︑RIおよび醸子線を用いだパ

力開発利用実行計画委出会総記部

縄盆はそれぞれ二選七十万円︑蕩

月二日〜二十五日

九月︑東京で開催

会で︑金森久雄会員︵日本経緕研

︵二六・四％︶をとりあげ︑さら

均成長率四・四％︶とケース櫃

外援助額も︑中成長では醐繊擾ケ

回に同じ頭込締切はいずれも九

早馬〇ゴ一

住釜中央

原産に入会

聯詩六七−六四九

代表取締役璽永生彦氏

策京湊深︵株︶

雲集人員11三 〇六−一一〇二一一一一二
究センター理顯長︶は︑さきに稲

七十万円︑欝圏十六万円と試籔さ

と低下するとしている︒

ースの六一％︑低成長では四一％

月五眠〜二十九日

八課題の今後の研究の進め方のほ

イロット規模の照射技術など継続

葉原子力婁蠣がエネルギー繕と

れる︒濠た︑社禽資本の充実を示

B二％と微増する︒国際収隻面 ▽第蔵二十六圓碁礎課穆 十一

禽フツ素エラストマー︑醐分子凝

か︑前園会合で新しく握案された

に顕著な傾向を求めるために別途

す政將魚本ストックも︑高成侵ケ

では︑貿甥収支が翼成擾ケースで

今秋九月︑藁票で開かれることに

原子力発煙の位瞬づけを・経済成

想定︑昭和六十年の時点で︑この

より爾い成長率︵同九二％︶を

九％と実質成鍵盤の低下にともな

なつだ︒臨本原子力研究所と仏原

纂剤︑膜など六誤題についての研

獺葉私騨

貝仏放射線化学運絡委員会が︑

子力庁との聞の協力協定︵昭和四

のケース︑いわゆる

⁝悶

◇

一踊麟綿欄繍㎜ハー脳撚㎜隙囎繍一聯醐鰐㈱

宙龍

長などと関連づけて提示した三つ

原子力発電所の立地条件
原子煩の安全性に関する最近の話題

第10章
第11章

お申込み、パンフレットのご請求は下記へ

第II編参考酬関係論文要約・1，ストの紹介

〒107東京都港区赤坂9−6−39（第7〆、橋ビル）TEL（03）404−0雲61

㈱ソフトサイエンス一

限定300部

オフセット印刷6G◎頁

@
@

ることになろう︒

一

原子力発電所の温捌水問題（エコロジーの立場からみた温排水）

第9章

定｛面35，000円

原1子力発電所・から放嵩される放射性物質

＝

クロス装帳

上製本

第4章トリチウム生成源と環境への放出

覧

魯

各mの原子力施設に対する規則・管理基準

第3章

舎

究内義等を中心に罰議が行なわれ

田島英三、叛倉哲郎、市川龍資、吉田博之

編集執筆

第1章概論

第2章

@
@

一三・一％︑低成長の場盆一一・

一）

第5章 トリチウムおよびクリプトンー85の霞然界における挙動
第6章海洋における二身骸物質の髪癖力
第7章 ラジオエコロジーの研究の現状
第8章 環境放射能による人体の被曝

A4判

NP、賃金上昇など試算

ナ年五月締繕︶に塾つくもので︑

一工

曼奢攣蓼璽金森氏が紹介

両者間の協定円溺の運用のだめ会

三

＿＿＿繍一一醐㈱蹴醐麟欄・一一鮒蹴鍵一㎜一興照欝灘鮒諏翻柵一聯

第1編

新刊図書予約案内

@
@
@一
㌧

箏

＝＝

稲葉私案の世

（2）

第733号
《第黛種郵便物謙可1

新
子

昭和49年7月日臼

聞

新
業
産

力

原

顯客に薪たな不安をもたらしたようだ︒

β

唇

■

要素に採用した理由は︑これらの

の方式に付随する隅要騒の不確定

所璽羅契約による料金には︑こ

5．75

臨時費（15％1

3＆50
（小計）

44．25

傷しい基本料金｝

僻要理喫約1 咽定鐵契約）
一2．15
葭II払い金に対する金利

る潮払い金の金利を考慮して二︒
一五がが差し引かれる︒

なお︑これらの薪料金は本年十

で三十六・八がである︒

ラ

ン

町村代表が原
発誘致で会合
フ

対の機運もあるの

建設により①ロワ！ル川の水温が

代表も謬加した岡会舎では︑原発

璽になる一な．どの点も撮摘さ

ーニュかツールーズ近郊に敷地変

しない︑誘致を懸記すればブルタ

ール川の水位が低いときしか使期

フランス躍力公社︵EDF︶の税収入が得られる︑冷却塔はロワ

上興する②周辺の生物が延々の影

の方が大勢を占めた︒

れ︑金体的には原発建設の穰極論

響を受ける③西二十四層もの冷却

させる一などを根拠とする反対

場i1はこのほど︑ユーゴスラビ

行コンソーシァムーーロンドン市

行など六銀行で遇営されている銀

ソ運のモスクワ・ナロードニー銀

塔は美観を損ない︑霧などを発生

態見が閣示された︒しかし︑禦業

フィリピン初
米WH社

の原発を受注

米国のウエスチングハウス︵W アのクルスコ原子力発電所︵出力

力公社から出力各六十一一万六千K

に約二億一千六百万がの儲漱供与

H︶社はこのほど︑フィDピン躍 六十一万五千KW︑PWR︶建設

も借款供与
ユーゴの第㎜丹原発向け

であることを明らかにした︒

年問に三更可分億リラの隠蟹が必要

囲万ジ︑その開立蜜として今後十

ラン埋蔵騒は盆属ウラン換舞で約

畢力婁農会はこのほど︑岡国のウ

︻パリ松本駐在鍛︼イタリア原

量は約禰万トン

伊のウラン埋蔵

いる︒

碧七千六百万騨の融資を表明して

すでに同原発建設向けとして約一

を決めだ︒なお︑米輔出入銀行は
Wの加圧水型原子炉︵PWR︶二

にも及ぶとみられ︑核燃料も含豪
れる︒フィリピンの原子力発鰍所

基を受注した︒受注総額は五億が

ダンピエール︵ロワール川上流︶

発注は今回が初めてで︑一九八二

︻パリ松本駐在翻ハ︼原子力発電

では︑今後︑年間一千万藩の遡策

矩運開の予定︒

民の中には反

代表が近くのジアン町で煮命︑原

スト・ナショナル・シティ銀行︑

︻パリ松本駐在鼠︼米のファー
討した︒

子力聖主所建設の得失について検

で︑このほど周辺二十か所の町村

ロンドン市場

税販入が兇込まれるとして原発誘

断の敷地に選定されたフランスの

ス

嶺たり三十九・剥染︑固定羅契約

羅契約でSWU︵分離作業単位︶

2．15

輔齢

営＝

ードで契約した分が影繕を及ぼし

たのではないかとの涌しもある

ジプトへ五颪十七・九漣SWU︑

が︑今後十年目に供給する墨がエ

U︑イランニ千七十一・六樋SW

イスラエル五菅六＋九・七ナSW

開発費︵七照年以降分︶を加えた

U︵原子炉二塾分︶という数字か 金構成要素として選心分離の研究
らみれば︑取り立てて問題にする

今回の契約一時鯵止がいつまで

るのは電力会社だ︑との概念に基

成菓を鍛終的に利益として受けと

という︒遠心分離の研究開発鑓を

続くかは明らかに脚されていない

懸ではない︒

が︑濃縮料金の値上げ闇題もから

ない諸国は︑昨今の石油危機の二

入れると︑濃縮ウランを自給でき

み・AECの今後の出方を考慮にづくものである︒

からの串し込みが六月に樂申した

階点で︑既契約羅はA鷺C想定よ になってしまっているので︑海外

七月一日現在︑A鷺Cが締噛し 摘︑特にコナー室長は本年四月の
た発餓炉向け長期契約颯は台猷で．

L20
遠・紛艦の研究闘発費

この方式に墓づきAECが受け取致を村解体で歓迎しているが︑佐

また固定羅契約による料金には︑

五がのリスク負担饗が加算され︑

さに係る推定籔を補足する三︒五

う︒

の舞を踏む恐れもでてくるであろ

イスラエル︑イランと異例のスピ

く︑濃縄ウラン購給のギャップが 一との見解である︒エジプト︑

出力二億七千三首万KW相当分に りも少なぐ︑またその弾び率も低
のぼり︑このうち所要野方武契約

は麟内三軸八千爾万KW︑海外炉 現われ始めるのは△二〜八六年頃
用二千六百万KW︑また固定麗方 で︑実際の供給行き誌まりは八六
鎌だ︑との楽観的な新しい冤解を

饒①鰍議会聴聞会で報告

改訂濃縮料金の詳細
@

二月十八日付で雛撰するが︑それ

レガシー翫画分儲蓄次畏は六月二

までの濃縮役務料金は現在︑所要

契約懸との関係を再検討するため

十五日︑上下両院原子刀合圖婁三

引き上げも含まれ︑また新たに料

講して今回保留されたのは︑国内
としか謡明されていないが︑その

米圏原子力儲蓄会︵AEC︶の政府資金の五・五％から六％への

KW相当分と海外炉七や八重・総 他の饗巽も考えられる︒つまり︑

た理由は︑AEC能力と串し込み

AECが簗期契約を一時停止し

KW・海外炉用四壬言万KW相
示していだ︒

式契約は国内炉用一憾二千四百万

3．75

れ︑海外炉の内国は日本のニや七
はあまりにも多くの嚢累があり︑

に︑⑳能力の限界点を計擁するに

報告した︒

濃縮役務料金改訂の群細について

縮轟轟婿来構遣聴閥会で︑ウラン

答羅幸六男KW一分とみら非公式にAEC筋が掴重しだよう会︵JCAE︶の第三綴ウラン濃
墓をはじめ︑西独†墨︑フランス

年以前に簸初の引き渡しをする分

正確な予想はできなかった②八二
溝次畏によると︑値上げの巖大

墓︑ブラジル︑イタリア︑メキシ
要国は田刀蟄の萬騰で︑その他に

原子力転換の波は︑工業先進

ドの核実験以来・イランの原子

ある︒イランはカナダ原子力会

核武装の考えをもらしたからで

レビ国王がフランスの記者に︑

力計画の姓格は一変した︒パー
んできている︒

国だけでなく︑中小諸国にも及

なかでも詳論をそば立たせた
のは︑石油王国のイランであろ

た︒フランスはもともと平和利

生産炉がある︶にも立ち樹つ

らに︑大型の五十〜六十万KW ている︒同国は人種差別野望の

ウランも持てることになる︒さ

る見通しだから︑薫察対象外の

可能性研究がすでにスタートし

ズル法のスポンサー︶との共同

ため︑アフリカのなかでは孤立
級発電炉の設計研究がまもなく

しており︑ウランの加工帳墨と

があるが︑フランスの援助に閲

完成する︒

らの擾助に鰻も期待をかけてい

かでない︒イランがフランスか

ドのような自前の再処理技術も

るだろう︒パキスタンにはイン

はパキスタンへの援助を檸止す

インドの場禽と同様︑カナダ

こに発注されるか︑その椙手纏

で︑差しあたり百万KW炉がど

政治上の動機が存夜するわけ

いう経済的名分とは罰に︑国際

する蓋察の群細については明ら

ることは間違いないし︑技術的

う︒安定したかにみえた核拡散

後の石茸の璽大さは明らかだろ

いずれにせよ︑インド核実験

いかんに注出すべきだろう︒

可能性は大いに

術援助を与える

ものではないことがはっきりし

防止体刑が︑それほど確固たる

るとは思えないが︑どこかが技

なく︑核武装がかんたんにでき

に未熱とはいえ︑オイル︒ダラ
ーの威力は無視できない︒

イランと同様の動きは隣国の

ンーーフランス

両国の原子力湧動に国際監視の

トの協定は︑最も危険視される

た︒来国とイスラエル︑エジプ

あり︑現にイラ

閲係の進展が注

このように平和利用の写照が

目されているわけだ︒

う状況のもとでは︑何らかのハ

多いし︑大国の核兵器独占とい

が︑米国の影響力の及ばぬ圏も
のひとつ爾ア共和国では︑石油

タガをはめこもうとしたものだ

与えるだろう﹂と謡萌した︑

の魑上げを理由に原子力買置計

ろと欝につく国がでてくる︒そ
と伝えられている︒パキスタン

画を加速しはじめ︑年内には衝

ドメがない限り核拡敬のすう勢

にはドル臓金はないが︑技術は

の稼働で︑プルトニウムはすで

るというのが大方の見方で︑西

のウラン濃縮技術への自動があ

︵十二万五千KW︑カナダ襲︶ かし︑この背漿には︑同国独自

ある︒

ネルギー転換ではなくなりつつ

原子力転換は今や︑単なるエ

万KW級二墓を発注する︒し は抑えられそうにない︒

にたまっているしへ今年中には

ドイツの電力会社ステアグ︵ノ

︑一一纂諺：︒一潔＝＝鯛一一︒：一＝7︑一二一＝一一・一ρ＝瓢：・一齢一一二齢﹁．

﹂

︵K・K︶
相当のウラン埋藏羅が確認され

九七一年以来のカナップ発躍所

イランより一歩進んでいる︒一

﹁核開発の推避に国民は支持を 進んでくると︑ほかにもいろい

ドの核実験後︑プット首相は

パキスタンにもみられる︒イン

活発雛鱗無識灘
︵米国製︶の研究炉があるだけ

う︒この国は熱出力畢K．W
だが・昨年の石門危機以来・膨
大な原子力計画が報道されだし
た︒まず︑フランスとの闇で石

業

濃羅︑再処理までの核灘料工

を見返りに︑発電炉五颪万KW 働きかけているが︑ 加工から

油︑天然ガスー上露接取専一1 社や米国のメーカーにもすでに

供給の合愈ができた︒その後︑

ためとして巽薗に閃き流すわけ

への喪心を︑原子力発電の

オイル・ダラーの薔繍につれ
て︑計画はみるみるふくれ上が

世界の注視のなかで︑パーレ

り・二千万KWり上の原子力発 にはいかなくなった︒
電とその電力を利期する石油化

を帯同してフランスを訪問し

ビ国王は六月下旬︑原子力大臣

いうことだが︑国王はサクレ

た︒隠的は発電八五基の購入と

た︒石油は化学工業に振り向
原

罵を窟板に幻日発を進めた前歴

コーーーー饗ーーーーーーーーーーーーーーー⁝一⁝一髪

炉二十基・総容騒一千六百膿十万

象た㍉これまでに契約締結を串

当分となっている︒

ンコなどとの契約能力が満杯近く

憶測もあり︑先月の濃縮役務料金の罐よげ告承に続く今圃の措國は︑来国内︑海外の電力象社︑濃縮

関係を翻印的に再検討するためと述べているが︑一部にはAHC能力に隈騨がきたのではないかとの

難糊止すると雛表した︒AECはその理由として︑申し込まれた濃縮契約羅とAECの濃縮能力との

来国原子力委員会︵AEC︶は七月二日︑発羅用原子炉向けの濃縮ウラン供給の長期契約締結を一

六月に海外から串込み集中

既契約量の再検討か

。＝

については︑ユーロディフ︑ウレ

AHC供給のフ仁ド物質

噸

八墓︑スペイン七墓︑イラン六

コ︑ポルトガル︑爾アフリカ︑韓
国・台湾㍉葵国の各二塞・ギリシ
ャ︑オランダ︑タイ︑ユーゴスラ

灘
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二二生産金利

覧一門膳一：び一二＝＝7一二＝寵：

納台・禽沢。肪府・凶国・出胎

プラントの減顧償知、

学工業脅盛の大構想に発展し

安い
子力で︑というのである︒

け︑電力はもっぱら

一

工燭〆防磨・爆・富士・襲岡・蝋・門司・熊塞・鶴授

新濃縮料金の構成要素
イ︑マルクール︵プルトニウム

九二名古膿・広島・嬬幌

業吐。潔嬢醍／憲寡・大助

ビアの各一塾といわれている︒

エジプト︑ イ ス ラ エ ル ︑ イ ラ ン
との契約締紬交渉は特例として︑

ット・サウンド・パワー＆ライ

長期契約は六月二†一日のバジェ

ト︑パブリック・サービス・オブ

・インディアナ両社との契約締締

を最後に︑禦実上︑それ以降は行

一方︑AECの濃縮能力につい

なわれていない︒

ては︑現行三工颯谷針で年間約一

万七千ジSWU︵分離作業単位︶

だが︑カスケτド改良酎画︵Cl

P︶およびカ ス ケ ー ド 磁 力 瑚 強 誹

画︵CUP︶により一九八○年代

初めには年悶 約 二 万 七 千 五 胃 ナ S

WUに補強される︒ラーソン原子

擾などは過表において・少なくと

力馨輿︑コナーA萢C謝画分析竪

ところが︑五月十八日のイン

零杜／竃京都千代田区穴手町1−6−1

3．鈴

その他運転費

42．10

4乳脚

計

覇

論一一＝甲一の＝＝一7一騨訂＝一7〜一・輔一一一

す。

1925

霰力費

：
：
：
一

●
卿

オークリッジの米AECガス拡重量縮工場

協和醗酵は、これからも霞目
と期待にこたえて、ますます
この発酵の木を育てていきま

期間5年・無記名

が世界に進出していますρ

期間1年・無記名

発酵の木に実った数々の襲品

つくる喜び・⑧・長銀の債券

無限に伸びる発酵の木

十3．55
リスク負担費

b一

も七四年来あるいはそれ以降も擾

…一…一…一…一………一…一…嵐…

5．30

@ 金税、流動鯉
C互P／CUP、その鰹
@ プラン贋本費
（31）

米AE躍
期契約を継ぶ能力がヤ分あると指

雛

合

SWU当幼の料金（ドル）

索
要

諺
一…一…一…一…一…一一馴一一b

和49年7月11日
子
（第三種郵便物翻剛

第733号
（3）

タとは違った麹類の核データが必

計には︑従来の核分裂炉用核デー

ズマ炉心を包むブランケットの設

核融倉炉の灘発において︑プラ

子入射反応の核データは皆無とい

③性
放射線損鰯︑③超蔽効聚︑など
eVから＋四MeVの鱒囲の中

乏しい︒特に︑エネルギーの八M および反跳核などによる熱発生︑

うな核融合核データは現筏非常に

要がある︒しかしながら︑このよ

収などの翻倉︑②ガンマ線の吸収

チウムの生産︑中性子の増募︑吸

ペクトルを持った中豊畢しか発生

い︒原子炉やライナックは運続ス

嚢躍はタンデム傭速器以外にはな

ァ粒子の各週反応断面績を含んで

持つた中性子しか発生できない︒

は十四MeV一点のエネルギーを

ネルギーが低すぎる︒τ︵d︑n︶

いる︒必要とされる入射エネルギ

反応による低エネルギー加速羅で

核融A屠バ用核データには大別し

の物理盤を算定するために必要

できず︑原子炉の協禽にはそのエ

要である︒ブランケットはエネル

てプラズマ中での熱捗反応に対す

とされるもので︑巾性子やアルフ

などに対する遮蔽︑トリチウム生

ってよいような状況である︒

産︵璽水素︑一二墨水累を反応させ

ギーの取出し︑超電巡マグネット

て︑その反応を観測することによ

部からガンマ線か中単子を照射し

eVの握子を発生できないが︑

め︑エネルギーが八ないし十四M

の趨速エネルギーに隈塵があるた

ンケット中また

分が二ないし三蟹

ていうと︑大部

普通のバン・デ・グラーフではそ

う三つの機能を負わされている︒

るいわ︑るD一τ炉の場合︶とい るデータと︑ブラ

発にもひと役

一範囲は︑申性

り定撫する葬破壊法とがある︒い

性子︑ガンマ線

はその内壁での申

子核データについ

ずれの方法による測定でも︑燃料

あまり用いられなかった物質で穂

そのために︑従来の核分裂炉では

核融合炉の開

確なデータが必要であり︑その整

申に生成される超ウラン心素の正

を測定するか︑または燃料体の外

灘懸欝懇諸諸欝欝羅灘
｡編出鞍麹緩欧剃裁纐聾麺帆覧麹菱勲騒．唱

嬉 溜 蔭 警 碗 轟蔭霧蔭蛾蛭3縣 講 ぽ
妻子は蕩エネルギーで大強度の
あるかという問題は︑最近湿CC

づき核燃粗からどのような発熟が

射してくる中性子︑ガンマ線︑荷

ラズマ炉心からブランケットに入

成されることになる︒しかも︑プ

値にも低エネルギー翻に大きな不

チウムの反応断面横である︒この

一里炉においては︑重陽子とトリ

希蝦するエネルギー爾を持つた中

このようなエネルギー鱒囲で︑

ずれているのが特徴的である︒

羨慕なエネルギー領域が萬い方に

データの二種類がある︒繭奮はD の分裂炉用核データの場含よりも

や荷電粒子による核反応に関する

羽子を発照し︑かつその燈を容易

く︑核分裂生成物消滅処理の基礎

ータの湖窟ができるばかりでな

発生できるので︑核融合炉嗣核デ

Vのエネルギーを持つた中性子を

︐

二

一

多

︷︾

二

罵ノ多

二

玉

二

二 〜﹂多多二言 二望

一

二づ

一多 多 悪玉

二

玉

多 一二

原子炉語性子より高エネルギーの

歪 差置ノ戸

データを測定することもできる︒

多 ︷二

核から蒸発して綴てくるもので︑

そのエネルギーは数MeVないし
いる︒第二図には︑超ウラン元素

の粒子による核分裂の核チータの

このために︑蕩エネルギーの各樫

ないが︑数MeVないし数＋Me

ギー加融盟を使用しなければなら

数＋MeVである︒
からの発熱藍を核糧別にわけ︑発

特に超ウラン元素の璽イオン核反

測定が緊急に必要となっている︒

応断颪積は大型タンデム加速器に

Vのエネルギーを持つ中性子の反

よって︑もっとも的確に測定でき

応は核分裂をする断面積が罪常に

るかもしれない︒

大きいので︑婿来消減に利用でき

中性子の発生には︑超覇エネル

に示されている︒アメリシウム躍

熱に対する窃与の大きさが相対的

一鷹にその逆娠の様子が示されて 粒子を照鍵しだ方が勢利である︒

からの発熱鍛より大きくなる︒第

用いると︑数MeVから菰十Me

と︑キュリウム蹴−躍は炉の歴

S︵緊惣炉心冷却系統︶などの原 ものである︒核融念炉設掛のため

が望惚れている︒後駕すなわちブ

確定さがあって︑それの精密測定

eVから＋五MeVであり・
集メガボルトタンデム舶速器を
二十

きた︒申性子核データの測定は︑

管の蒔に問題を生じることが指摘

時および津津済み燃糾の輸送・保

ット中での挙動すなわち核データ

には︑これらの放射線のブランケ

らの遅発中性子︵およびそれによ

い︒放射性廃棄物の保蟹という立

原子炉を停止したあと︑ひきつ

今まで主にバン︒デ︒グラーフ加

子炉の安全監の問題とからんで璽

備を憲がねばならない︒

速器およびリニアックをもちいて
されており︑これら強暴の核デー

要である︒これは核分裂舞成物か

核データとは
行なわれてきだ︒特に高速中性子

る︒

タ整備が緊急の課題となってい

核燃料計量は原子炉を運転する
る核分裂︶︑ベータ線︑ガンマ線

場からこの問題をとらえると︑こ

核データとは本来原子嬢の盤質

に関するデーター般のことである
に対する核データの測定には︑バ

には︑従来︑原子炉設醗のための
役劉を果たしてきた︒ところが口
上で懸非知っておかねばならぬこ

る︒一般的にいって原子炉を傾止

とであるが︑特に最近工AEAになどの放射線によるものが主であ
したあと︑一部の同位元素からの

に変えることのできる中性子発生

ン・デ・グラーフ加速羅が大まな

申叢子核データが霊であった︒し
述したように︑親在︑必要とされ

よる核物質の糞察︑いわゆる傑陳
措置︵セーフ・ガード︶のために

ランケット用賀データは︑①トリ

が︑特に原子力の分野でいう場合

かし︑饅近では原子炉の安金轡︑

されてきており︑バン︒デ・グラ

る核データの賢と塵が大幅に拡大

をあらかじめ詳細に知っておく必

めの核データなど︑その範囲が慧

核燃酵麗︑さらに核融合炉のた

ーフ加速器の果たしてきた役製も

れつつある︒特に大型タンデム加

から覆与が大きいことがわかる︒

このように︑碓ウラン元素の核

の安定核廼にくらべて中性子器が

る︒核分裂生成物は岡じ原子番弩

データの必要性が噌大しているが

核分裂生成物は︑超ウラン元素

ほしい大型タンデム加速器

に比べると半減期は短かいが︑そ

大きな役割

うに処理処分するかは蚤大な問題

生成された超ウラン元素をどのよ

このように︑使胴済み燃料中に

物等総舎対策懇談会﹂が発表した

昨薙五月に原麓の﹁核分裂生成

る︒これについての群しい議論は

せ︑安定核極に変換することであ

成物に照詳し︑核反応を起こさ

これを放麺性核種である核分裂生

ことにあった︒しかし︑今日はこ

経済性と安全性をバランスさせる

方は︑炉物理︑炉設計の棒内での

有効利胴に対するこれまでの考え

原子力開発における核データの

綴．

︸

鶴

三美印刷株式会社
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クリエイティブ
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聞
速に拡大している︒

速器のすぐれた璽イオン瓠還性能

ン元繋の接データの取得に欠くべ

いは璽イオン核反応による耀ウラ

データの必要性高まる

のように短単減期のものと同時に

反応断薦横を巾心とするものから

大型タンデム加速器にとって代ら

原子核の携遮や︑その崩壊に関す
には︑超ウラン一嚢のム晟︑ある

核データの 内 容 も 中 性 子 の 各 租

るデータなどを含むようになり︑

対象も原子炉携造材や核燃料材に

を除いてよくわかっていない︒積

残念ながらその性質は一部のもの

る︒これに腐エネルギー中性子を

多く︑中性子過剃核といわれてい

からざるものとなっている︒

わずかではあるが︑数百奪︑数

の放射能が非常に強いため︑これ

璽要なエネルギーの上限はせいせ

である︒一部はアイソトープ電池

エネルギー間口とのバランスのた

の枠をはるかに越え︑環境問題と

◇

っとも必要とされている︒

エネルギー陽子加速器︵数十億 中性子放出反応の断面穣の領がも
電子ボルト︶を使罪して︑多雪の

などに利用するとしても︑大部分

めに︑多種の核データの必要性と

高エネルギー中性子を発生させ︑

は安全な腸所に格納保目しておく

報告磁の申になされている︒この

性に関係する核データ︑および核

燃料計璽︑廃棄物処理︑など安全

その荷効利用が強調されている︒

がとれるかどうかを判定するには

融禽炉用核データの測定と整備が

剛能であるか︑また経済的に採算

現在︑基礎となる核データが不足

消滅処理システムが技術的に実現

超ウラン元素は回収核燃料に混

しており︑その整備が先決である

絨処理を弩えなければならない︒

ぜ原子炉に罠して︑燃焼させるこ

かまだは理想的な処分法である消

とも考えられるが︑その際一部は

型タンデム加速器が必要であり︑

測定には︑基煮的な道奥として大

る︒そしてこのような核データの
子による核分裂生成物の各種反応

強く要講されているのが現状であ

断面積である︒発生する中性子の

といわれている︒この堀含の核デ

成されるので︑消滅ということに

る︒

その速やかな設置が期待されてい

ータは︑中性子の発生羅と︑中性

はならない︒消滅を効率よく行な

る原子核破砕反応および破碑生成

大部分は︑高エネルギー陽子によ

より別の超ウラン元素が新たに生

うだめには︑核分裂を効率よく趨

燃えるけれども申性子捕獲反応に

させる必要があり︑そのだめには

◎営業内容

核分裂生成物や趨ウラン発繋が匿

放射線を除き︑放射器性は急遼に

極的に韻ウラン元素をつくって︑

についても︑長期にわたる感激と

えられ︑豪た中蜘子のエネルギー
も必要であり︑このための技術開

学矩という畏寿甜のアルファ放射

その核データを系統的に測定整備

い数MeV︵一MeVは函万鱈子

安全研究に

減衰してゆく︒その蔚間的変化の

体である酪ウラン元素の存在が問

するには︑原子炉だけでなく大型

範囲も︑従来︑高遷炉の場倉でも
発が行なわれている︒中心的課題

正確な予測は︑安金性の問題ばか

題となる︒これらはウラン︑ある

の発熱黛の枳対値を小す。

大型の葛燃焼度の原子炉の運転

高速増殖炉の使用済み燃料中の超ウラノ核種から

ボルト︶であったが︑核融ム暴の

（年）

衛突させて︑二掴以上の中性子を

は︑照筑後の核燃料中のウラン猫

りではなく︑便用済燃料の移送︑

タンデム加速羅のような璽イオン

20

平行して・消滅処理の可能性が検

またはプルトニウム脚の豊門であ

いはプルトニウムが炉内で中性子

一＿＿．

で︑核データとしてはこのような

あるいは貯蔵のための収納容器の

ても必要である︒

加速器を使齢することが︑どうし

，ゲ

放出させ安定核纒に変換するわけ

る︒測定法としては︑照豹済み燃

をいくつか吸収し︑ベータ崩壊を

，1ぺ

ネルギーになっている︒

100

討されている︒現在︑荷力な方法

璽鼠＋四MeVが鍛も墨なエ には︑炉内における超ウラン元素

梅成材や大きさを決める場台に燈

その発熱猛は計算によると︑西奪

繰返して生成されるものである︒

、

力

原

料から適当な資料をとりだし︑化

成物であるため︑その核データは

非必要であるが︑対象が核分裂生

几素からの発峡聴の刮合を小す。

として考えられているのは︑超高

の薄種が原予炉特性に大きな影響

学分離ののち竃観する破壊法と︑

＼＼

ないし二百年後では核分裂生成物

燃料体を切断したり︑溶解したり

ほとんどのものが不明といってよ

を与えることがわかってきた︒ネ

せずに︑燃料体が自ら出す放射線

騒

消滅処理の検
討にも不可欠
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＼
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本格試験へ確証得る
高速炉の技術格差を縮小
動力炉︒核燃料聞発禦叢獺は八臼︑同綿業獺が茨城緊葉茨城郡大洗賄の大洗工学センターに難設し

対比・ナトリウ雲水の覇配分鉦で・璽計癬にかわる詣の活

伴う蒸気発張器の性能変化および

処理はそれぞれ管玉の網織とする ⁝

を踏むことになろうが︑濃縮と@
再

調登を済家せ新会社設立の段どり

露によるモックアップで磁熱試験

数︑長さ︑その支持方法︑材料な

発儀器を試作し︑伝熱間口径︑本

段階の実証試験として第二号蒸気

澱細部
技術課

なお︑準備翁はさきの澱蔦会議

幅鮒性廃毒物を鍛終的にどう処

についても研究を進めているよう

を閉じ込めてしまおうという方法

くの嶽に穴をあけその中に麗葉物

うした手法の一つとして︑地底深

p二

へ

ノ多二一≠皇室多多≧︶多ノ〆

多 一

日本原子力産業金漆は︑今秋

二多〆

ドー

多 多ノ 二う︑〆︐︐︐二日

ﾞ器髄罐鵜難

わ沈りフランス︑イタリア︑ス⁝

欝論叢灘畷⁝

M米國デ占イト甫で甕回鐸

投処

⁝たる﹁欧※原子力︒エネルギ㍉

醐

⁝職発熱響縫に駆騨鱗離調薫

⁝轟エネルギ会議は﹁奨の箋馨計画だ︒

合わせば群馬原子力薩業会議．⁝

⁝縣薪割蠣製織は薪割瞬競無難⁝
⁝九月二十三購から五日闇開催さ

〆ニノニ で≦

ニノニ

〇八

一

二︐多二︐︐一︐

ニニニ多〜

︑

一九七四葬無月

QRNL⁝NSIC一一

三麓規39搾WASH⊥三

口分布︵US・AEC︶ 一九七

②原子力懸盤駈胴敷地周辺の人

一蕊

欝欝

する選択文献集

①軽水型発電炉のECCSに関

文献案内

ついて特許を串講甲︑という︒

廃棄物圃形化技術︵SSP法︶に

理も研箒で︑現在︑このための

海薩五︑六千綴程度への廃棄物処

サンディア研ではこのほか・深

う︒

らの研究の成り行きが油図されそ

1などとした葱覧もあり︑これか

まりにも不確定要素が多すぎる一

こらないか・一重価だけではあ

が︑ガスによって岩盤に亀裂が趨

なろう﹂として詳価する人もいる

億隼間は安金な廃鋸物の処理法に

思いきった研究だ︒成功すれば数

ーザーを食えば皇女だし︑かなり

ドミ〆二！多ニノ

￨騨羅鱗裟磯黎禁猟豪語榮︷照︵五九⁝
湖一

も行なっている︑という︒

宇乱用原子力磁池のアセスメント

説明によると︑新手法は地底三
千層程度の特定懸盤を鐸孔︑その
中に放鰯性廃粟物を流し込めば︑

ックスをつくり蜜全に廃棄できそ

そこで轡と廃棄物が一種のマトリ

う︑というもの︒サンディア研で

かっているもようだ︒﹁窄孔はレ

物に関するモデル実験にもとりか

し︑三懸円程度をかけて嶽と廃棄

国原子力委員会︵AHC︶ではそはすでに累くからこの研究に魑手

での最大瑠の一つでもあるが︑米

分するかは原子力開発を進める上

繊一策鳳脚㎜㎜⁝隅皿劉環網酬施設視察団齢

蜘団員を募集中 原産

制御系の変化︶③構遣試験︵蒸気

門準備会は今後一1二庫のうちに

発焦電の大型化に伴う製作・粗立
のがよいのではないかと思う﹂な ⁝

の成習のカギを握るものとさえいわれており︑三無という前例のない短鰐聞で完成︑試巡転に成功
のほかナトリウムーー水反応の詞

炉疲術を確豆するための臨監課題

動計画について蕩えを明らかにし

この蒸気発鑑器の系統は︑原子
技二上の隠題点杷握︑運転条件に
どと述べている︒

リウム系︑水蒸気系の条件変化に

状態の評価︶②動特性試験︵ナト

炉に代えて主礪熱器︑中間熱交換

礁についての調査︶④材料試験

よる振動︑変形などの発蛋の司能

予算案約六千八薦万円を承認して

したことは︑海外先進認国との開発格差を縮めるものとして評備されよう︒

などを進めてきた︒五＋MWの蒸 どを変え﹁もんじゅ﹂の最適設計

糞研究︑材料試験︑襖査法の開発

いる︒

のだめの選択を行なうことにして

恥処理部

技術課

蜘

雛・活水器︑さらにナトリウム

義は大きい︒

系︑水蒸気系を備えて原型炉﹁も

による溶接部の儀頼性確認︶を行
いる︒

︵材料の強度︑腐食のデtタ評価 で九月宋瞬まで今焦度上瑚の暫定

の性能試験︑構造試験で総量︑的

な蒐

んじゅ﹂を換造︑運転や制御など

な評価が碍られるようになってい

わけで︑磁外先進譜瞬から縛れて

が翻の技術水準の麗さを翼証しだ

これらの巫盤にたって①静特性試

気発生認のモックアップ試験は︑

験︵熱通過畢測定による設計との

︑

この五＋MW一署による構造︑

原子力開発に灘謁したわが羅が︑

動燃はこれまで一MW蒸気発生 特性評纐に次いで︑動燃では第二

る︒

わが国は三番目︒しかしいずれも

クトで西独と共同研究︶に次ぎ︑

属遼炉開発で癬産技術を集約︑梅

発表した︒蒸気発生雛は︑蔑速増殖炉のナトリウム系の熱を水に伝える熱交換器として︑高速炉開発

た五十顛W蒸気発焦器が全出力遮続試羅転に成功︑本権試験を今後推進するうえでの確証を得た︑と

工期は四葉以ヱを要しており︑三

差四身のメドを褥たものとして懲

蒸気発生器の画幅は︑覇速増殖

の一つ︒動 燃 蟹 業 団 は 昭 和 騒 士

はわが国が初めて︒これによりわ

年の短期間で定格出力に達したの

一

黛魑工︑五 十 六 年 臨 界 予 定 の 圏 遼

調査活動本格欧化へ

に機構も固まり︑誤長には一本

のヤ社で構成されるもので︑すで

濃縮・再処理準備会
﹁濃縮・再処理準備会﹂がこの

ｱ離

翻弛原型炉﹁もんじゅ﹂の建設に
兜んじて︑性能や構遺の織豊を行
ない安全性を実誕するため︑大洗

工学センターに一MWの小型燕 気
発生雛試験旛設に引続き五十M W
の凹型施設を建設した︒

ほど発燈︑多雄な田圃対処への一

脚卜しだ五十MW蒸気発生羅試
験旛設は︑門口∬製作駈が蒸気発儀

松珠鐵氏︵原璽蘂︶が就伍︑著聞灘灘

歩を踏みだしたが︑岡雛備宍は近

クト・チーム

機器・設備の製作︵礁屋は蒲水建
務局長には︸四一郎氏︵前東醒企画

た﹂と．三二務局長はいう季︒将来

器を︑欝士躍機︑川崎蟹工が網田

々のうちにも瑠務局体制を整え本

は︑必要に応じ︑学識経験箔から

を霞むことにし

設︶を担当したもので︑総工覆は
縮︑再処理の三部制がとられるも

蜜語︶が発令︒寓務局は灘務︑濃

蜷理会は︑核燃料サイクルの中

格的な調査濡動に乗り馴す︒

発生器の据付けを完了︑今年一月

成る会長補佐職︑螺門委員該も設

約七十簿円︒昨日の十二月に蒸気

ようで︑各社からの嚢貴の派遣

躍の考えた︒

だ︒このほど消魂で来田したサン

を待って︑近く一台十七⁝十八愚

内諾済み塙という︒参読会は構成

でもとくに重要なウラン濃縮およ

ディア研究所のビショップ︑スナ

び再処理繭役務の要業化に際し会

十徳の担墨副社長と霞雛巡醐金長

から各系統劉の試運縣を亜ね︑六

準備金機構は別離の通りで︑現

分裂生成物遜譲禽戴策懇談会の一

イダー濁技術騨門家が︑原産︒核

月天全出力で七十二時簡の蒸気発

麗か日当製饗・嚢蓬

の醒力中央三社と原盤︑鱈勤逓副

がメンバーで︑東磁・関贈︑中軸

社設立まで︑この間︑内外箏嫡や

在︑闘鶏のほか︑鍛高会議︑相談

生器煙続運転に成功している︒

役それに参与が顕かれている︒議

にしたもの︒サンディア研はニュ

部メンバーと懇談した際︑明らか

だが・何を︑いつまでに成さねば

会長をもって構成する常任謬与会

動を本格化する計画︒﹁予測団体

決機関となるのが懲懲会議で︑メ

五＋MWという最大級の蒸気発 投融資のあり方︑新塊割の形態︑

を進めていこうというも ならないかといった賭獣的呂標も

生器の開発はフランス︵EDF︶︑立地など諾了蛮に当り︑いわゆる
醸備

の間︑窒廊︒顧閣は州まだ躍かな

も設けられている︒副会長は嶺分

ーメキシコ州アルバカーキに本部

ンバーは構威十社の各社長と一本

を躍くAECの一付羅研究所で︑
漂子力分野では主として原子嬉蜜
愈︑発霞所許認司のための技術的

力会長が就任した︒

い﹂︒監慣には平井麗一郎東北霞

松金長の十〜魯︒梱談役は交渉申
だが︑木川田一隆東電︑総総茂難
関霰︑横霞通失継電各慧職長の三

確備会は︑壌務局体制の整伽に

氏が戯任するもようで︑﹁すでに

研炎および放慰性廃棄物処理処分

発の聞題点偏︵動燃・神鳴貞二

ル討論二件︑州海外ウラン資源開

ニニ二一︑二 ニニ ノ 一︑二 二〆多二一二︐︐多ニニ〜

ウム鉱物研究委員会が各地の現場

初︑B本学術会議のウラン・トリ

二 ニニ 一・

写照㊤五十MW蒸気発生器と 引続き調査論蔵の本格化をみるこ
一・

の分析などを損嶺︑核兵器岡発や
ノニー♪ニニニニ

とになるが︑一水松会長は誕議会
㊧試験施設建薄絹燈︵大洗︶

東濃ウランで

一九七匹奪四月57

③軽水炉運転へのプルトニウム

利用の影響

氏︶・﹁ウラン鉱床の生成に関す
る鍔際シンポジウム報告﹂︵簾大

で開催︑その後旧原子舩料公園の
探鉱鄭門委員会︑臼本原子力挙会

搾WASH⊥一δ三

堀篭原子力学会

・片山儒夫氏︶の特瑚講演二件な

現地討論会

が引疑いでいるもので︑今圃は動

tSA一四八九六

一九七四年蔦50ぐBNWL

④高レベル放射性廃藁物処理

臼木原子力学会は︑臼本編山地

力炉・核燃料開発罪業団の調査で

内︑坑外謄頭などを見単する︒

濃鉱山現蝿で二班に分け︑調査坑

どの講演がある︒求だ︑十日は東
質学会︑田本鉱業会と共催で︑八

る南濃鉱山について︑地質関係の

有望なウ︸フン贔位が冤出されてい

譜イ

G

⑤高温ガス炉の炉心冷却能力の

本報告書は同会議及び欧米関連技術の現状紹介を行うと二時に今後わが国の行う
べき研究開発の検討に対して何等かの示唆を与えんと志ざすものである。

@

岩に窄孔、閉じ込める

、、、、、、、、、、梱、、、、、、、、、、酬

一二近〇四

兼ねて欧米に調査団を派遣した。

@

館で﹁岐際県東濃ウラン鉱床の開

動燃事業団資源部業務謙で参加

一九七三年三月

原子エネルギー有効利用の立場からこの種の検討を行なっている掲記懇談会第二
調査検討委貝会が此程米国マイアミで行なわれた水素経済第一園團際会議出席を

@

放射性廃棄物の最終処分
忠門家が討論する︒

解析

ULFGAA

的に理論だてて推進されるべきである。

@

月八日から三田間︑土岐帯文化会

発上の諾閥題﹂と題して鋤九回資

漁込みを受付中︒参加費千円︒先

（85版 約200頁
￥2，000・6月下旬発行予定）
欧米諸国においては、存来の化石燃料資源依存のエネルギー形態を脱却し、かつ
環境への影響を改善するため、従来より石炭（褐炭）ガス化、水、蒸気改質、水の
顛化学分解等、新しい二次エネルギー源の開発研究が積極的に行なわれて来た、
特に昨年来の石油危機を契機としてこの傾向に一層の拍車がかけられ葛家的規模
での開発計画が米、独等で推進されつつある。天然資源の賦存状況や環境醐よりの
制約を考えれば何処にも増して、わが国においてこそこの研究は積極的かつ系統

夢与会

…購馴

@

﹁国内探査の再検講﹂に関するバネ 芯順締切り⊃

原子炉多目的利用懇談会「原子炉熱利用関連技術調査団」調査報告

聞

産

力
子
原

肇務局

米AECでi新手法

八醸と九日の両田﹁照顧鉱山﹂

欧米における原子炉熱利用関連技術の現状について

寧務局蝿
プロジェ

認

あり︑あえてこうした
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最赫会議

現地講論弦は︑原子力開発の当

竈誕…591−6121（代表）

酸縮・再処理華二会の機構

源開発郷地討論象を開く︒

臼本原子力産業会議・江湖諜）

（申込先

オランダ︵応用科学中央研究所
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難
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をかけて︑希融溶液の中で除女に

経済性の検討
筏︑爽験段階のものが大部分であ

い︒一方︑ABS汚水を放射線で 放射線照射の聡智処理は︑現

微生物を作馬させなければならな

処理する堀禽には一万う8の照射で

り︑広く爽磁化されるまでには肇
八O％以上のABSを破聾するこ

とがで纏る︒これらの翼果よりA

っていないQパイロットの運転緬

射麗壷できるだけ少なくして効果

BSの発泡限界まで低滅させるに 果や︑樫汝の試郷桑果から実践化
する上で鰻大の問題点の一つは経

を上げねばコスト衛になる︒副．

済性にあるといえよう︒そこで遡

P1§一

蜜

T〜25窄〆愚）芝ロ

／

ぐ容食食禽蹄自餅臼臼甕口書食負甕自一丁＾翻Ω食舞Ωα舞Ω一Ω食食論
D

㎝ 公 田 の 難 は あ ・ 箋蒙馨れているが︑彊︑・の 軽 お 護 撰 利 ㎜
ロ閉が世界的にクローズアップされてきた︒とくに水処狸への放射線利用は︑薪たな可能強をひ
の照鮒で十分であると費えるQ

は︑二恩程度の濃度では一万評

対鮒低減羅が大きくなり︑また濃

処理の経済性について湾察しよ

源︑照射袋躍を巾心として放射線

休憩

げ

溺講式

方︑灘鹿が低い腸命の湾染物の梢

下水串の浮遊物の沈降の健遮お

放躬線関係法規ω

補講

よび下水処理嚇における活性汚泥

休憩

班

局

度が低いほど希釈効巣が働くの

類

班

B

放射線関係法規

轣Eものとして奮され︑響れている旧しい技術である︒・のほど︑箋簸化講晒
O

ll認碧

A

習

7／30（火）

究会がこの問題に閲する報告瞳を発表したのを機盆に︑局研究会の主脳として︑そのとり京と

う︒

まず線源としてコバルト60︑原
子炉︑瓠遠蟹︑範用済み燃料など

習

ノ，

α

過の促鵜のために放射線照射が袴

実

密封門門

〃

〃

法によるスラッジの沈降および濾

効であることが羅告されている︒

昼食

実

」

密封線源の利絹

で︑汚染濃度の低い上水源水に適

実際の研究は︑汚染水を模擬し

源

?とよと

休憩

雌

〔2｝

放射線遮敷濱習

課することは有利である︒

ていろいろな磯度の種々の化学物

これらの緯はスケ⁝ルアップそ
の他の研究によって︑繕来大鶴に
低滅する可能性を含んだものであ
るが︑一般的には従来の処理法に

過を行なう︒汚灘処理槽は三つの

ン方式である︒処理鮨力は二万ガ

部分からなる畏難聞エアレーショ

ロン／脳である︒照射摺における

リー︑照射容騒は二十万置であ

線源はコバルト60︑一芳六千キュ

ある︒

り︑照射効果率は九〇％以上で

湾泥処理槽の流出氷は︑照尉槽

へて簸終三水となる︒仕上峨過

で照射を受けた後︑二段の濾過を

では活性巌フィルターを寒い︑O

本プラントの一か圏谷にわたる

1酒

および滅菌︒

岡

放身撒生物演轡

縣めに甦られ麓璽豪華藁離暴原霧饗露所畏︶山系轟

胃腺踵織備麟曜 日 映 腰 膿 腱 腱 暁 闘 高 炉 ー ー ー ﹂
る︒またそれに加えて濡性湾泥法
化学変化を趨こす︒

淵瀬原子力産用金識の放鮒線化

使って水処理を行なう場合の処理

が響えられるが︑これらの線源を

することは容腸である︒しかし︑

放射線照射によって汚水を殺菌

化騨湾染物魍としてフェノール︑

籔の照射効果が検討されている︒

々の排水に対する処理籔の御簾働

籔の試織例を蓑2に示す︒また種

放射線の照射を受けた水中の湾

この万法は堀紫雲薗のように継続

染物照は放財飽の薩接作絹および

効粟はないものの数多くの殺薗効

では全く期待できなかった脱色効

シアン︑界藤活性鶏︑萄機塩累剤

彫研究喪は︑諮外欝の爾発動膚を

水の放射線分解生成物によって化
などを禽愛せだ試験水︑および模

湾水を放射線で照射しだとき糊
学変化を趨こす︒これによって生

果や︑殺薗効果などが現われる︒

い分野の拡大を琶途として︑昭和
待される歪な効巣は次の五一であ

照射で一〇〇％の殺歯が可能であ

都甫下水に放射線を照財するこ

る︒

とによって下水処理を行なう商業

放射線によるCOD︑BOD
6︑
0︑一万六千キュリー︑処理能力

行なわれ照射線麟五万評で処理後

プラントについて擾瑚翻の研究が

および？OC︵藁蕎機炭素騒︶の 三十日十ガロン／爲のパイロット
低減の効粟は数多く認められてい

の流出水中の大腸躍の大部分の死

る︒照射串に箆気の注入および過
酸瓢水素の添加によりその懸減率

滅︑磁物分解樵および非生物分解

気を吹恋込んでいる叢雲にはCO 性洗剤の九〇％以上の破壌︑パラ

はさらに大きくなる︒遮続約に空

Dの低績値は照射線騒に比例して チオンの六五一七葦％の破腰を確
謙しだ︒

幽幽三二粥によるABS︵アル この商業プラントの概嬰は︑國

減少する︒

興型的なデータを蓑一に示す︒運

している︒

1に示すようなフ潔ーシフトであ ・五PP魚の堀累で殺菌を完全に

流濃難を鯛節するためのものであ

患囮戯話掲水

り︑購時にフィルターによる濫濾

↓

汚泥法で処理する場禽には畏晴間

管

生化学的に分解されにくく︑活性

破壊︑除去については︑ABSがる︒巖擁の貯槽は湾浬処理槽への

キルベンゼンスルフォネート︶の

を褒3に示す︒

果が認められており︑概して†万

都市下水の処理都甫下水の放

は︑①溶解する禰機物の酸化②含

物線処理によって期待される勤果

︾ドの照鮒で九九％以上︑薦万ラトの

凝汚水の放射線処理についての報

解幽界な物質の分子躍を一〇〇と

歴藥添於法は︑初めは殺菌を留的

フロリダに建設されている︒この

衛化学三冠の変性および分解③コ

とする︒第三は汚泥のコロイド約

質を変性して生分解を可龍なもの

つれて︑その酸化効累を利用して

としていたが︑化学汚染の逸行に

闘発にあたって線源はコバルト

ずかるものと仮定すれば︑十万ラド

る︒酒性汚泥は経済性等種汝の暴

性質を変化させ︑沈降と濾過を畢

る︒

ロイドや懸濁粒子の沈降および プラントの第一轡が一蓋七〇葎に

の物腿を変化させられる︒

︾民
下野

放射線による上水処

開発の現状
上水処理

理に関しては︑現在のところ都市
下水および瀬瀬廃水の放射線処理

所を持つ纒れた方法であるが︑処

める︒第四は化学物質を放射線分

濾過の促艦⑳殺躍および滅菌であ

の照射によって︑約六十メ修／謝

べてこの湾染物蝦の化学変化にあ

仮定し︑水からの分解生成物がす

告がある︒

分解の四型な物質を分解可鮨にす

文

団

ることができる︒たとえば︑生分

る︒第一は生物化学的酸素要求懸

鋤糊しながら︑放脚線麹用の薪し

四十六難に﹁公憲問題に酎する放

ワ⁝キング・グループを設け︑会

尉線の利下﹂を講籔テーマとして

醐樒互畷で文献の翻豊︑彌報の峨
討を行なってきたが︑嵐薙四月︑
水圏埋 に閲する蝦儀欝が書成

した︒これまで放射線による水処

は鬼うけられないので︑この調葦

理閣題を金般曲に騨価した報即下

研究は葬常に蒔獄を響たものであ
る︒ここにその一門を紹介して︑
謬弩に洪する次第である︒

水処理の概要

と照射効果
現在︑水処理の対象は上水処理
と下水処理の一うに大別される︒

上水は飲料水として利用されるた
めに︑完全な濁澄と殺薗を必要と
し︑従来は塩素処理法が用いられ

に比べて余り研究が進められてい

理鯖閥の蝿いことや︑余剃スラッ

ものが触え︑その機能がマヒして

以上のような諏訪から︑放射線

分解︑分離︑除厳が提案されてい

〃

塗懸塁壁繊捨鐘撮

聞

力

原
ている︒一方︑汚水の主なものは

ない︒しかし︑飲料水源の河川水

の化学湾染が隼汝ひどくなるの
︵BOD︶および化学附酸素饗求

都市下水と工業廃水である︒これ
らの汚水の浄化に従来鰻も多く使

は生物化学離分解の國難な汚染物

騒︵8D︶を舞させる．第二 で︑上水源水の放射線処理が必要
となる聯顧が生じつつある︒

利話したいわゆる酒性湾泥法であ

嗣されている方法はバクテリアを

ジの処理などの問題に撫えて︑バ

と滅囲である︒

解するQ第覧は放射線による殺漉藍素処理としての機能を膜たし

現在︑一般に浄水に用いられる

クテリアが生化学的に分解できな

ずイオン化と励趨が起こる︒この

くるであろう︒

ている︒さらに今後は︑この堀素

い成分は除表できないという水蟹

ような過程によって分子は分解し

処理や活性炭処理では浄化脳難な

的な限界がある︒これに対して水
り
処理に放蜀線を利用する方法は現

かつ化学的により反応性の纏い物

質に変化するQ汚水は大顎の水と による上水急騰の化学汚染物事の
少麗の湾染物質からなるので︑放

に依存し︑効果を大きくするには

る︒照射効果は︑照射する線鰍

る︒

ない罵れた特徴を多く備えてい

物質に放射線を照鮒すると︑象

残されているが︑活性湾泥法には

購点では主として経済性に聞題が

薗
射線のエネルギーの大部分は水

放射線処理の罎大の特微は︑シ

い︒汚水処理のような灘酒には照

線鰍を大きくしなければならな
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実用化のカギ握る経済性

微生物では処理の困難な有蜜化学
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水資源再生産に曙光

物麗の分解除張が可能なことであ
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上プラントにおける運転結果

表1

フロリタ放射線下水処理
装置の工程
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昭和49年7月18日

簿週木畷B発行

購面恥1年分前金3000円
日

英政府
嗣国

＝一

繭

開

回

面

一

早急に蜘万KW発注
ある⑧軽水炉の蜜全性に関する判

産業界には決定に不満も
葵国のE・バーリー︒エネルギー槽は︑十日︑議会で﹁原子力発電蕨の次期昼型に蒸気発生乾町炉

わが国が糊入する悪向があれば炉

璽水炉を購入するよう希豊する②

ると提翻している︒

向け抜本的に見戯す時期にきてい

るとともに︑柔軟で強力な聖旨に

なお︑森山長蜜は十六日の認献

の耐用艶聞三ヤ露分の天然ウラン

建設の全期間を短縮するだめ︑原術政務次官の後厳に︑間じ参議院

の丑○％株主GECは政膨淡定炉原型炉︵ATR︶を敦璽に建設を強力に展溢すべきである︒原発院選を機に引還しだ擬屋茂科学技

玉彰 一

る一iなどに軍慧に取りかかるべ
きだ︑と述べている︒

会長︑幹購長を歴任︑四十六年参

院選に慮馬︑初当選した︒現在︑

また︑原子力行政機構では許認参院建設婁総会理璽︑予籔委︑交

二fl●﹂

ニニー

多5白玉多

多玉

ニニー 多
一当 二

曜

卿

世界の蕊

重水炉販売でウ
ラン供給も考慮

を供給することを袴附してみたい

金見で︑同報告轡や霊界の癒冤を

カナダ︒グレイ総裁

利用長期計画の大野な見入しをす

念頭において︑環行の原子力開発

参考にしながら︑今世紀宋までを

③イラン︑ルーマニア︑デンマー

ており︑ルーマニアの煽合二十墓

韓国訪門の途次わが國に立ち量

分の引醜いも出ている︑などの点

ったカナダ原子力会社のJ・L・ クなどが璽水炉購入に態欲をみせ

会長らを訪ね懇談した︒

るよう︑原子力委媛会に指示した

グレイ総裁は十五田︑原産に有沢

を明らかにした︒

儀盤の内容を箕現するために︑来

科学技術庁

中村禎二氏

政務次官に

円程度にする悪廟だ︑と述べた︒

ことを明らかにした︒また︑同報

開発のスピードアップ︑高温ガス

度予騨額の約一一・五倍︑千八百懸

年度原子力関係予蝉獲求額を今庫

グレイ総裁は席上︑①わが國が
も亀裂が生じそうな雲行きだ︒政

炉と薪型転換炉の動力炉政策上の

興体的には①妥全性確保は国が

逢などが必要だと強調している︒

府としては国民感偶を考量して国

当局の﹁軽水炉の安全審査習熟に

薩炉の放棄には踏み切れず︑横査 覆躍づけ︑核融合研究開発の鑑

せ・雲霧的な制約から圧力響式の

は心髄はかかる﹂との見解とも併

謹を負うことを覆に難体制

に解体炉の総合的な安全問題の検

断は下さず︑原註力施設検疏外局

の役割分担を明確にし︑大極な予

に嶺惑しており︑GECはすでに申︒カナダ︑イギリスそれに日

政府は十二曝の蘭議で︑先の参

工学面の研究を進め︑政府と推量
とみられる︒

の拡発︑実簸的研究を強化し︑炉
SGHWR選定に断を下したもの

わが国では動力炉︒核燃料開発

酎をツメるよう褻継した・などの

経済性︑輸出能力などの利点か

点を鯛らかにした︒

︵SGHWR︶を選定する﹂との政府決定を発表した︒英翻の軸力庁はこの決定に沿って向こう一年
半のうちに総翫四薦万KWの原発計画に魑毒することになる︒圃産炉と来團製の加圧水型軽水炉︵P
WR︶の比較検討をめぐって二年半︑多くの論議を呼んだ炉型選定問題は︑ようやくその終魑点にた

な問題を残している︒

どりついたわけだが︑同時に︑萸薙界の一部にこの決定への強い不満も出ており︑今後になお微妙

算描躍を講ずる②慰速な規模拡大

している︒また他の溝型について

発設計の標準化などを皐惣に検討議贋の中村禎二氏︵囲民︑長崎地

GBと︑葵国原子力会社︵NNCメ
︶ドに︑ほぼ同じ型式の新型転換 に対応し︑技術者の確保︑増強策

ら軽水炉灘入を主張していたCE 購業団が昭和五十一濃度の臨界を

は︑①マグノックス炉は大規模な

湯水炉フ

二

必璽性を強燃している︒

安全研究を一厨充鍵させることの

ト

三菱躍機株式会社
三菱商事株式会社
三菱金属株式会社

高速増殖炉プラント

のうちに中央躍力庁︵CEGB︶穰︑環境保護団体とも協議したと

庁が一か所︑それぞれ双子型の原

水炉選溝の理魑として︑①儒頼性 が二か訴︑爾スコットランド耀が

株武保有を減らす悪銭を明らかに

鍍が当然だが︑巖終的には国の畷 灘蘂華華瀞隷穐達

つつあるが︑岡時に資源に乏しい

＋年塵牟万KWの原発開発計画穴︑新立地方式を貝体駒に二二す任︶をつとめ︑自民党痩崎興総務

二

原子力はエネルギー安定

求めるための方法論開発の必婆性

ジー・アセスメントなどδ調印を

三菱PWR原子力発電プラン

三菱璽工業株式会社
三菱原乎力工業株式会社
三菱原子燃料株式会祉

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

バーり一・エネルギー相は︑醜

がある②すぐ発注できる⑧原子力
新規発爾に適さない②改良型ガス

の今後が注記される︒

する③廃棄物は発生暫舶用負担裏方区選出匡写爽︶を趨話すること

子力発議所の建殴に魑澄する予定

ァミリー

地︑環境保全に対処するだめ放射

任で国属の不安を解消し︑藥中立

灘織

熱轟蕊

で陣する④蘇響イクル確

難難鑑譲畿嬢

にとるべき藍島および璽要塞籏を
提鱈している︒

それによると︑この爾三下︑立

立︑天然ウラン蟹源確保のため蜜︑を決定︑同日任命した︒

地内題などから原子力關発利用は
行諮りをみせていたが︑着艦よう

力をはかる⑤立地確保には地域開六年四月まで長崎緊議会識爵︵こ

遠国に根をおろした密接な国際協
は七月十二日︑原子力開発利用を

ある唯一の新エネルギーである原

中村氏は昭和二十二銀から四十

やくその開発機運が爾まったとし

に︑必要な当面の璽要施策を報欝

は︑醗低限の目録順として︑その

一

可制度の鮪節的な改魑︑電調審の通安全対策特別機一会委鰻︒長崎

一霞

発墨画との調整︑麗罵機会の増の間︑緊議会副議長︑同識養を歴

素にとりまとめ︑闇畏官に提雪し子力の開発利用の推進に成功しな

達成に全力を尽すべきだと指摘し

機関である﹁原子力問題懇醗△脊

本︑イタリアを加えた

触書検蒼当聞の安全性峻雪白が

所の順調な運転実繊を待つ必要が

冷却炉︵AGR︶は建設中の発躍している︒一本化して体質強化を

︑晒

ているほか︑今臼のエネルギー悩

た︒森山長筥は︑この報告購を筒ければ︑エネルギー確保面でその

ている︒そしてこのためには︑総

ニニー多

白櫨は︑第一の諜題﹁翼源・エ

一つの総盆的な依系としてとらえ を強調している︒

体系全体の調和をはかりつつ発展

原子力発題をエネルギー多横化の

ネルギー懸盤の強化﹂において︑
とする響え方で澱かれて

させる

同時に︑科学技術が璽献すべき

きた科学技術から︑総愈的体系の

おり︑従来の経済面鍵に貢潤して

らえ︑

自的利用に質献ずるものとしてと

これをエネルギーの供給確保と多

第二の螺題﹁新領域の開拓﹂では

中軸として位置づけている︒また

強化②新領域の開拓③歓貧開発基

資源問題解決を強調

誤顧を①資源・エネルギー基盤の

割をまず明らかにしている︒

て︑時代に即応した科学技術の役

r玉多

合的技術力のレベルアップ︑核燃

えることになるであろうとの二本

多

出︑原子力開発利雨痘毒計画の見

一

種馬万法の見直しの必要を指摘す興出身︑七十一歳︒

科学技術庁は七月十二冒︑四十

料の有効利綱が可能な新型動力炉

タキ台として検酎するよう要写す

八年度の科学技術臼繍を閥議に報

仁多♂一

るとともに︑来薙度藍蝋編成に反

二

映させるなど︑適切な描躍を軍葱

告︑了承を得た︒

﹁激動する蒔代への対応﹂と鰍

ナショナリズムの台頭に突き当た

確保のカギを握るものとして︑そ

い

の開発利用への要講はきわめて強

四十八欝欝の
石油危機を背景に
科学技術白書
調和を求める科学技術を指話して

全問題を魔燃し︑従来から技術開

っている澄汁・エネルギー問題︑

盤の強化の三つに要約して︑それ

いるのが薄層︒このため︑第三の

産業活動の薫製な拡大や人口の大
二二への簗申に対する生酒環境整

ぞれの国状分析︑問題の指摘︑研

発の最璽点購項として薦めてきた

田正男︑田申六助︑小筥山雀四
郎︑伊藤宗一郎各国会議轟の十人

備の立ち遅れなどの國民生湧に認

は︑ソフトサイエンスやテクノロ

課題﹁社会開麗基盤の強化﹂で

術活動は︑自然︑入闇︑社会に対

と述べるとともに︑とくに疑

のメンバー︒四月以来六圓にわた

これからの科学技

究開発の動向を群漏しているが︑

する影響を広く響面し︑これらを

全般を酒じて

魑した緒問題の二点をあげて︑科

¶原子力利用の推濫に関する方祉会発展棊盤を強化するために︑

学技術はこれらの解淡をはかり︑

策﹂と題した岡報欝羅は・昨年秋特に璽八な齎務を負うものだとし

ある︒

る会舎を開いて︑検絆した結論で

理︑穏当秀三原子力婁顔および前

のほか︑弁上五郎原子力婁厩穫代

対策婁屡長︑木川田一隆璽蹴会長油危機や闘発途上国にひろがる

会撰︑松根画一経団遼エネルギーを機にクローズアップされた石

沢広巳原産会畏︑土光敏夫経団遮題された今回の白翻は︑論策戦争

報告鰹をとりまとめたのは︑有

に実施するよう書示した︒

慮しゃ基本政策の審議︑立案のタ認識に立ち︑現状分析と今後翼慧

勢から調えた堀禽︑現行の昭墾ハ

臼開かれた臨騰原子ヵ婁麟会に提前逸を阻蜜され︑混乱の時代を迎

子力に対する購待が急速に爾まり

森山科学技術庁長富の私的諮問の石油危機を契機として国民の原

枕￨長期計画等に反映へ

原発推進方策を提言

図ったはずの原子力産業界に早く

で︑初の商用璽水炉は強奪宋か来

欝欝政府はカナダ政府との闇に

偲やすい④英罵技術を採用してい

璽水の供給︑機器の製作などで協

る⑤ウィンブリスの十万KW原型 年早汝にも発注される見込み︒

大型商雨炉へのスケール・アップ

炉が六年闇順調に稼動し︑殴蹴上

れで
る撒水はカナダからの供給を受
の同じタイプのCANDU型炉

が容易⑥カナダが五十万KW規横 力体制をとり︑当面︑炉に装翼さ

すに際し︑科学技術特別蚤畷会と

政府は︑SGHWRの結醗を繊

設する醗画︒

良好な成菓を得ているllの六つ け︑将来は露水工堀を葵園内に建
を攣げ︑さらに︑懲頼性があり︑
かつ團民の納響が得られるという
特蟹を特に考懸した︑と述べだ︒

@
?紹

あなたの三菱

口

当面予定される商用炉の出力規 昨露九月に発足した原子力彫工諮
今後とも一層円滑に描進ずるためわが国は︑現在︑実用化されつつ
模は六＋万〜六士ハ万KWで・総 問蚤 醸 会 ︵ N P A B ︶ の 見 解 を 響

赫
響

−豊

稼鋤中のウィンプリスSGHWR原型炉

安全性と信頼性に定評ある

卿

出力は約四百万KW︒今後一年半 漏する一方︑紅熱界︑通商総命同

礁
、

振薔舞誕京5895番
竃話（591｝6121（代｝

棄京都港挺新橋1丁鑓1番…3号（策電旧館内｝

議
ム
瓜

産
力

子
原
本

発行所
昭和31年3月12日第二三種郵便物認可

（送料共）
二部70円

75，888

67，388

75，940

67，440

謝

74，057．5

66，557．5

74，094．5

66，5鱗

74，133．5

83，579

95，207

83，579

95，207

83，579

82，438

73，479

82，438

73，479

82，438

73，479

175，000

153，000
297．3

180，QOO

160，〔X沁

180，000

160，000

165，000

140，000
78，162

96，685

78，247

96，858

78，338

62，739

357．9
E

96，513

単位：千ドル。上段は藻礎入札掻格、鼻ド段および下段は代替入札価格。

仏︑南ア両国が原

定︒

三年中頃に全出力の運転開始を予

ウラン濃縮工場建設で
来團の第四ウラン濃縮工場建殴

を屡指す民闇企業グループ﹁UE

ト・アソシェイツ︶﹂ーーベクテ

A︵ウラニウム︒エンリッチメン

ハウス︵WR︶社に出力各百十五

勘ーー﹂

謬．

・尋︐

炉・議

利用会社︶︑インターアトム社を

ブルガリア初
の原発が運開

ブルガリア通盆BTAがこのほ

ど伝えたところによると︑同国初

のコズロデュイ原子力発電駈︵双

乎型PWR︑出力各四＋四万K

う︒同原発はソ運の擾助のもとに

W︶︸弩機が運転を開始したとい

建設されたもの︒コメコン︵共産

ソ連︑棄ドイツ︑チェコスロバキ

圏経済擾助相互論議︶譜国内では

った︒

アに続き四番呂の原発所有国にな

共同原発計

画を中止

王子製紙

庫の運聞を圏標に︑ウエスチング

ギ︑牛肉︑梁物など十二晶種に及

ノルウェー両国

スウ墨ーデン︑

「科学」と「人の和」で

万KWの加圧水型原子炉二幅を発

要な照射騒︑二重の味鎚低下など

び︑西欧ではデンマーク︑オラン

ているが︑面通に商業化濠でに

技術的問題が握趨されたことによ
スウェーデン︑ノルウェー両国
って︑エクソン・ユユークリア社 はスウェ⁝デン側国境近くに甚同

原子力発置所を建設する計画の予

備交渉を逸めていたが︑このほど

同計醒を中止したもようである︒

仏と米

安全規制の情
報交換で協定

︻パリ松本駐在餓︼フランス工

臨擢し

はベクテル社を選んだ︒しかし︑

Fq舜口夢二

写爽は︑オット・ハーン簿のタ

評価を行なっている︒

﹁オット︒ハーン得﹂に続く原子 中心に原子力コンテナ船の経層性

西ドイヅは︑原子力鉱石運搬舩

が︑第騰次原子力計画のもとに現

ま象保蟹したいとしているが︑A お︑オランダは香料︑小エビ︑キ

A￡Cへの建設許可串調繍はその の放射線照射を認噛している︒な
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瓶︑GKSS︵原子力船建造運航
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退することになった︒

ていると伝えられている︒

EC規制当局はこれに難色を示し ノコなどすでに十二品毬を興り扱

濃縮ウラン購入契約交渉は一歩後

なお︑同聡力は将来︑計画便濡

のウレンコから濃縮ウランを購入

の兇通しが立った鵬舎を薯烈して

いるクーベルクがあげられてお

を防ぐ照射騒とを平均化させるた

︻バリ松本駐在働︼EC︵欧州

で共同研究開発を進めているが︑

性を実悪するだめの塾礎として︑

は・現在得られるレーザーの千悩

っているという︒

同鍛力は嚢初︑訟九八一︑八二

った︒

を怨めていると伝えられている︒

り︑蘭アの総腱鞘滋の八O％以上中の細爾を︑放射線照射で殺菌す

一︑腐敗を防止するために食品

この鶴協定には︑フランスが南

る方法︒

を洪給するといわれるエスコム

影響も響慰して周国の原子力開発

一︑殺菌あるいは発芽防止に必

計画促進を表明している︒

︵蹴力洪給公社︶は︑石油危機の
与するとの交換に︑南アがフラン

あ︑比較的少羅の照射で殺菌を行

発した新技術による他の製贔を供

スにウランをはじめとする原料黒

欧州で食品照

一・疑雲・欝物叢り扱

なう方法︒

田を供給するという取り決めも魯

射研究進む

共同体︶委員会は︑欧州の諸研究

きが注圏されている︒

まれるものとみられ︑その成り行

南アフリカは現在︑当初計餌よ

所︑特にオランダのワーゲニンゲ適が㎜九五八年に騰鈴薯を認可

い方法︒
りも二庫學い一九八○年に興国鰻

食品照射の普及例としてはソ
初の原子力発馬所を稼働させる愈

二墓の建設契約を今薙末までに繕

大略次の三項目が中心となってい

向とみられ︑出力百万KW原子炉 ンのITAL協会と食品照射分野したのをはじめ︑穀物︑タマネ

びたいとしている︒敷地候補には

米ローレンス・リバモア研究所

データ︒ベースの開発に主眼をお

ダ︑フランス︑イタリアが馬鈴濫
ここ一か月ほど悪欲的な話し合い

両国政府は通商協定締結のため︑

千七酉二十軒を選択したと発護し

はこのほど︑レーザー光線による

る︒

このほど︑濃縮工場用敷地の候補

た︒同用地は︑アラバマ罐力が建

レーザー濃縮パイロット・プ

の
以上強力なレーザー光線の開発を

注臨されるところだが︑今のとこ

ラント早期建設

構想への鷲響が
ろうとしている︒

含む大鰹な技術的進展が必要にな

る理由はないとしている︒なお︑

ろエクソンは同社の判断を変更す

ローレンス・リバモア研究所自身
も︑必要とされる大暇な技術開発
にどう対処していくかは明らかに

EC︶はこのほど︑原子力施設の

業科学省と米国原子力婁踊会︵A

米リバモア研で実験成功

レーザー濃縮が進展

実験にあたったカリフォルニア

る︒

くものであることを強調してい

︵PWR二巴︑出力各八十六万を
K六〇％以上に濃縮することに成
W・一九七五・七七鋸運開︶に隣 功した︒この実験は︑レ⁝ザー光
線と紫外線を使うもので︑加熱さ

一定のレベルまで励起させ︑紫外

線をあて︑U麟原子だけの電子を

UEAによると︑工場建設の簸れだウランの蒸発流にレーザー光

接している︒

終決定は今年後半までに行われる
が︑ガス拡散法を採用した煽合︑

五十がから七十五年贋には三百二

していないが︑予舞は薗無度の百

調印した︒

安全規制に関する嫡報交換協定に

この実験計画は︑約三年削の理

強力なレーザー光糠の開発など

十万びに増大されている︒

論的研究から始まり︑一無ほど前

を判断するための一つの繭進とみ

って魅力あるものになるかどうか から準傭がすすめられていた︒

レーザー話術が商藁的な灘縮にと

ローレンス・リバモア研究所で

子を電極に誉める︑というもの︒

は︑この実験が︑商業利用の町能

齢

注︑ア⁝キテクト︒エンジニアに
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プラント能力を年問九千ゾSWU線によってこれらの醒子をはじき
︵分離作藁単位︶として総額二十

と試難している︒なお現在の建設

七慮五千万がの籔爾がかかるもの

計画では︑七六年中頃に薔工︑八
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五無に延期すると発衷︑資金調還

今隼初めには運開予定を八三︑八

いため︑このほどWH︑ベクテル

に奔走したが︑そのメドが立たな

両社との契約を取り消すことにし

クワニカシー原発計画の成り行

たもの︒

が︑この原発向け燃料として濃縮

きが注目されていたのは︑同電力

C︶ではなく︑欧州の選心分離法

位︶を︑米原子力委質会︵AE

原子力船の経済性評価進む

力商船の建造計画を進めている
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煮
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格いて二千五颪万〜五千万がの節

メーカーとのプラント仕様の解釈

利益をもつ︑ともつけ加えた︒

約が可能で︑燃料サイクル劉でも

で︑オプションとしてさらに二墓

格に比べかなり爾いが︑この点に

は︑他の四社が提案した軽水炉廼

の入札戴象となった原子炉は四塾

りのバラツキが生じている︒

札二案のように価格においてかな
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アに原子力発霞所とフランスの開

ついてGA駈筋は︑HTGRのな
供お︑TVAの炉メーカー選
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67，608

Aの厳密なプラント仕様が繰され

73，204
78，585

れ︑またプルトニウム・リサイク

62，648
67，524

1．玉

62，567

78，408

170，（X）0

A

大成建設は

二番目
23．21

編
72，857

380

た︒さらに各炉メ峯力1が現在翫

77，550
82，400

艇年4月
83年4月
83駕10月

力

原

75，050
84，goo

B

73，031

W

77，550

C

190，000

G

360

B＆W

297．3

G

66，633．5

82年10月
社名

5炉メーカーのTVA向け入札価格
表一1

（オプション）
お年1⑪月
@
溺年10月
（万kWt）

運開

置暫繍㈱盈灘廠毒治率沁4策察都串夷町鍛座2−5−11

セント／八五Btu
単位

一番際

B＆W
b El
f A
f E
浴gH W

TVA向け燃料サ
表一2

（2）
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新

子

昭和49年7月18已

聞

産

石播と
伊藤窓

評価され た 技 術 ⁝ 水 準
蓑紐シーブルック原発向け
伊藤患商窮︵戸繭誠瑠社長︶と石川覇播麟礪→蘂︵翼藤慣社長︶の両社は十日︑来国ニュ：ハンプ
シャ1璽力向け原子炉格納容器を輸出することについて来国画と基本的合懲に達した︑と発表した︒
技術水雌の向上でこのところ原紙力機器の海外向け編出が稻次ぎ注目されているが︑格納容器輸出の

が原子力発電に鍛璽点を撒き︑そ
の推進を一段と温めているため原

当たるほか︑オーテックス社技術

と同社がもつ糠蟹加工・自勤鰯御

蛍光X線分析器

狡術とを臨み盆わせることによっ

出す勇針だ︒

ま

り

く

とな

胃瑠

ORTEC社製品をより一騒使いやすく考えていただくために

ストノクセールスを採用致しました。

アフターサービスからアプリケーションに至るまで

技術代表∬：蟹第＿精工舎科戦器三業2課

総

説：；−・通産省

井上

力氏

⁝ 束工大 鈴木弘茂氏

蒸気発生器及びヘリウムサキュレータ

・電源開発松本静夫氏

3︑

安全性⁝⁝⁝：東大都甲泰正氏

・全講師

・−原研 村田 浩氏

超高温ガス炉と多頭的利用

：⁝：

電話︵謝︶六一二一︵縦︶一〇六五

臼本原子力産業会議・業務課

詳細については次にお間合せ下さい︒

o定員50名

O参加費二万円︵無識食代︶

08月7日︵水︶︑8日︵木︶
o麹町会館︵東京・平河町︶

7︑パネル討議・

6︑

5︑核燃料サイクル⁝東大三島良績氏

・

4︑

⁝

2︑燃料及び炉心の特徴

■

︑

一その現状将来性及び問題点

高温ガス型原子炉

畿社はORTEC社製品の技術紹介のために同社製品を数多く

蓋羅所︑動燃画業躍東海鄭業所︑

大洗工学センターのほか︑温水獲

ゴ大学でコミュニケーション理論

ン・ミシガン大学を卒業後︑シカ

七葎来原産に入り︑七一⁝犀から同

究所︑米国原子力学会を経て︑六

テムやコンピュ︸タ鱈語なども關

つ︑井川旭村村畏も﹁安全裡に運

原産に入

集めた応用測定室をユーザー一に開放することになりました。

のブレダ︑オランダのロッテルダ
ム︒ニュークリア両社工場などと

立地・環境問題の轡門家でパブ

ポール・ターナー氏ウェスタ

魚場なども視察の予定︒

ターナー米原真
言理事長が来日

リック・アクセプタンスの問題に

25臼︑原罪懇で購漢

隠蟹理や生産体制が契約交渉で高

二時から開かれる原子力産業懇談

︒丸の内の日塞工業倶楽部で午後 ：ラi製造社︑アルゴンヌ国立研

を響攻︒ボルグワーナー社︑クロ

繕に成功しており︑これによる贔

E︶のNおよびNPTスタンプ取

ともに来国機械技術筒金︵ASM

定で︑この間︑二十五日には吹京

も造謡が深い︑米国原子力産藁会

会に出籍し﹁米国における立地・

議副理解築ポ⁝ル・ターナー氏が

にな

決め季

環境問題と原子力開静﹂について

ったもの・とみられている︒

く騨価され成約の

力について打買わせのため︑訪日

子炉関運機器の米国内生産能力が

当する︑いわゆる国際分業による

作︑PDMが据付けをそれぞれ担 両国原産をべ！スとした日来協

講浪する︒原購敦闘︑閲電奨浜両

発論題とほとんど澗じ︒原子力開

発︑販売している﹂

十四霞︑来慨した︒

こと⑳わが国の機械輸出が︑技術

したもの︒二十五日まで滞日の玉

の方針を明確化し濃縮役務の供給

発関係は︑同協避の適用外となる

こんどの契約は石播が機器の製

水藥の向上によって原子力機器の
米国法人との共同受注だが︑契約

隅要に砿じきれなくなりっっある

ような翻度技術の結羅である知識

播両社は原子力機器の海外向け輸

態様はともかく︑耳袋忠および石

が核融△口の基礎研究などが

副理畢長︒匹十五歳︒

ーーなど︑内外侮勢の変化があげ

集約的分野に移行しつつあること

することを希望として述べるもよ

ギャップを生ぜしめないよう無二

工作機械等を製造︑最近は原子隠

盟の翁社として︑階計を主とした

第一⁝織工書はこれまで精密機

出にも慧欲的に取り組んでおり︑

部そ

今回契綿に引続く次の受注につい

術水準の向上﹂という点︑石播は

られている︒同晴に︑とくに﹁技

成約は︑わが国では初めてである︒
てもすでに交渉中︑という︒

の範囲に入るようだ︒

原子力膨門の岡社横浜第三工蠣

協力の方法としては︑騨門家な

米の技術等をもとにした科学計測

なお今回聴閲会ではこのほか︑

うである︒

ゆる
が・昨年の米国アンチ・トラスト

ということが一つ

あだっては︑契約条件の一つとし
の特微だが・この契約の背縫には

逆輸出

今回︑伊藤忠と石播両社が共同
て︑プラント輸出臨界の宿願でも

の業務提携を機に︑同社は今後︑

さ6に︑こんどのオーテヅク被と

機器の分野にも進出しているが︑
する︒

二±瓢日と二十四日にはUEAとどによる会含︑憾報交撚︑轡門家

ギャレット・エアリサーチ︑グッ

米オーテック

の交
CENGEXの両グループおよ
び流および共同計画などを実施
国将来の原子力開発は米国との密

ドイヤー︑エレクトロ・ニューク

オーテック社は来国有薮の放射

オーテック社全製贔の輸入販売に

接な協調を主軸として推進してい

レオニクスなどの掌握分離機メー

受注に成功した原子炉格納容雛は

濃縮聴聞会証言で

くことが墓本的な考え方であるこ

法による國外認定工場として︑伊

柴田中電常務を派遣
米議会

カーの証霞が予定されており︑レ

第二糟工舎は十一日︑来国オー

第二糟工舎

社と業務提携
とを改めて強調︑将来のためには

イAEC婁員掻も嚴後に証醤する

⑪エネルギー自立計画の申で米国

ることになっている︑という︒

わが国の原子炉隠蟹メーカーは

塵体制を整えて国藤化に大きな役

繋

むしろ鰯要の大部分を占める米国

ある物価スライド条項が採用され

ニュ︑ハンプシャー電力が大西洋
摩ポーツマス近くに建設を誹画し
ているシーブルック原子力発電所

の︒留藤忠がかねて︑現地の旛工
劃を鋳たし︑海外画けでもすでに
米議会上下尚院原子力郷里婁員

もよう︒

テック社と業務提携し︑同社製鼠
の販売とエンジニアリング・サー
ビスを行なうことになった︑と発

ネルギー②地熱エネルギ1③エネ 表した︒

協力の対象としては︑①太陽エ

に績ばれだもの︒

の蓄え方が明確にされることが門
司欠だとして一日も早く米國各界

日米エネルギ
ー協定が締結

エジソン夢話協会︑TVA︑米国 日米エネルギー研究開発協力協

D︶発電⑦燃料醗池⑧超躍灘まだ クトロ一一クスおよび多璽波高分

水紫エネルギー⑥鯉磁流体︵MH 子核物理実験用モジュール型エレ

転され多くの成累が傅られるよう

倥所千代田

東京（03）682−1m大代表

東京都注東区亀戸6−31−1電話

〒136

︵出力百二＋万KW︶向けのも原子力発躍開発の進展に伴い︑生

会社ピッツバーグ・デモイン・ス

チール︵PDM︶およびプラント核燃料分野で原子燃料工業がタラ

会︵ J C A E ︶ に よ る ﹁ ウ ラ ン 濃

プール原発胴ジルカロイ・スペー

殺謝金社ユナイテッド・エンジニ
縮灘四二来構遣に関する聴闘か誉

が十六日から開会されたが︑わが

三二蕊響曳

している︒

アーズ＆コンストラクターズ︵U サーを輸出しているほか︑鍛近で

EC︶両社と交渉中であったが︑ は旨本鋼管や住友金属工業が爾温

二三回申部電力常務取締役が出席

圏からは醒力業界を代表して柴田

で成約を得ている︒石播もこれま

ガス炉雨轟級鋼蟹の米国剛け輸出

このほど墓本線で盆画に還したも
の︒

で米麟望VAのブラウンズ・フェ し︑証怨する︒

定が＋艦齢︑ワシントンの米国務

発表によると︑受注した格納容

省において︑田本側蜜翔駐米大虚

線計測・分析機麗メーカーで︑原

精三濃縮工臨の能力が八O葎代初

れぞれ証戯するもようで︑米国以

出力業界︑ウラン鉱護照代表がそ

ーなど︶④石炭のガス化︑液化⑤

ンのリングハルス一暑炉用原亭炉

リーニ︑艦齢炉およびスウェーデ

ることから︑幣来の濃縮欝業体制

期に世騨の隅要に応じきれなくな

析器でわが国を含む全世界六〇％

ルギー貯擬装麗︵大容璽バッテリ

羅は二基︑来年四月から向こう二

圧力容盟の輸出に成功している

はマイクロ波による送電⑨腐性能

以上︑シリコンおよびゲルマニウ

や適正な濃縮規模等を検糊するた

推進方式⑩エネルギーの保蒋︵節

ム践放射線検出器では念じく七〇

の闇で調印︑締結された︒この協

その他1一などとなっており︑通 ％以上のマーケット︒シェアを誇

約︶⑪廃棄物および廃熱の利用⑫

米国側キッシンジャ⁝国務養竃と

黙に薪エネルギー源の研究開発分

定は︑鰻近のエネルギー危機を背

に短し鴻鵠論評が行なわれだと伝

売上︑柴照代表は︑第二段階で

えられている︒

外からはわが国のほかユーラトム

では和田轟醇関躍翻祉長︵当蒔︶

ているもので︑同十月の第二段階

め︑昨年八月以降密事聞催してき

太隅︑地熱などで協力

年闇が納期で︑契約総額は海上運

が︑格納容露の受渥は︑わが国と

JCAEの聴闘会は︑来国の現今回は第三段階に当たるもの︒

円︶程度となるもよう︒阜ければ

送羅を禽み約六首万騨︵約十七鱈⁝

米国へのいわ

しても初のケースとなるものだ︒
原子力鍛先進国

八月早々にも正式契約締糖の見通
しだが︑とくに機器本体の製作に

警

た記念パーティでは関係各界から

住所中央区

原産に入

放射線計測の分野にも全面的に進

っているほか︑蛍光X線分析シス て技術の向上を終るなど︑X線︒

祝辞が醤せられたが︑この中でク

産雀のサンシャイン翫画の研究開

このあと︑河内動燃鴻業団醐仰

野で︑より一法協力を進めるため

望擾が﹁本施設はわずか三年足ら

の証醤内容をふまえながら︑わが

爾速増殖原型炉﹁もんじゅ﹂開

一
発のカギともなる動力炉・核燃料

社擾金濁騒二氏

註畏醐部政二氏

区︸ツ橋一の一の一一工○○

金

簗亜燃料工業︵株︶

ニー四一工二一

策橋二の八一工〇四躍詣二七

書

三菱レイヨン︵株︶

彰︽勇
ンスト在日オランダ穴使館科学ア

動燃購業団は昭和五十一年には

適鍵盤に反映させることにしてい

二弩機の試験結果を︑原型炉の蝦

機と︑億横を変えて現在建設中の

完成した五＋MW蒸気発生汚毒

墾む﹂と述べ︑竣工を祝った︒

開発購業団の菰＋MW蒸気発生器 ずの工期という世騨に類をみない

タッシェが﹁立派な施設が新しい

講談

累さで定格出力を超成し還続七十

施設の竣工式が︑＋日︑阪城県穴

試験はこれからで︑各位のご協力

桑たすものと期待する﹂とあいさ

原型炉の建設に魍饗するが︑今後

をお願いしたい﹂とあいさつ︒田

擁

條ﾔの運転に成功した︒建設を 原子力疲術の開発に大きな役翻を

洗町の同瑠業団大洗工学センター

まった竣工式神罰には︑河内動燃

中蒸気発生器關発部擾の径門下報

したい︒購藁圃が逓める本格的な

詩業団醐理顯長︑大庸同理璽︑繭

る︒なお︑大洗工学センターに建

原産に入

躍詣二一一一三山ハ三

一
陶

設中の爾響岩殖実験炉﹁じょうよ

羅諾二一三1二二＝

往畏申村欝雄氏住所千代田

佐世保魎工錐︵株︶

聾

〒一〇〇

区大王町二の二の一新大手町ビル

（株）第二精工舎はこのたび米国ORT露C社製品のB本国内販
売およびエンジニアリングサービスをはじめました。

刷

担激したメーカー各社に謝颪を表

田認士電機社命︑四本川崎璽工社

告︑建設を握当した潤水建設︑醗

う﹂は︑濡幕の＋月には銀製を終
え︑その後十一カ月かけて各極装
躍を試験運転︑来秋十月ごろ臨界
となる兇込み︒

句

午萌十一時から中渠制御璽で始

擬︑松本日蹴製作所餓力購藁本部

士︑用璽︑日立㎎社の表彰・半沢

祝辞に引き続き︑列席者全鰍で蒸

聚

神事のもよう

がわが国璽力業興を代表して心置

蒸気発生器の本格試験へ

した。

1

で行なわれた・

劉本部獲︑坂野満水建設副社喪ら

大使飽科学アタッシェ︑地元関係

気発生器︑ナトリワム系統など試

竪樋酸建艦の閲係音︑それに在B 科学門並庁原子力局次長らの来蜜

者など約七十人が列腐︑祭壇に玉

一時から本餌第一会職窯で開かれ・

，

零

一一

験施般を兇て回った︒また︑年後

，

田常務

串を灘遡して旛殴の安全を祈願し

[

懲輯

動燃大洗エ学センター

篇

魂
た︒

@
@
@
議撃

誠

50MW施設で竣工式

＠舜「『匿＠が一段
使いやす

脚

欝難癖
織間脳．

竣工式であいさつする河内動燃劉理開田

鎌髭攣1

プ

原

職

一
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二

業
3

子
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三

産

＝

バ

︸

これは核熱をプロセス・ヒート

る︒すなわち︑①原子力発蛾によ
あげたものを示そう︒

業部鼠が技術的間題点として取り

①多闘出隅温かス炉の炉心を構

る水の躍気分解②核熟による水の

における中性子照射による影響の
関係の解明②爾温におけるグラフ

成するグラファイトの純度と窩漉

して︑鉄鉱石の薗接纒元に必要な
ァイト申の熱感力とその影響の解

製造された水素は多園的高温ガ

濫度︵摂氏約八百五十度以上︶ま
明③核分裂生成物による冷却材ヘ

ス炉の高温ヘリウムの顕熱を利用

で撫熱して虚接諸元プロセスに使

ートアウト現象解明とその対策④

リウムの汚染と機器におけるプレ

被覆燃料粒子の被覆材に対する賜

用する︒

であるが︑多囲的醐灘ガス炉の冷
三︑原子力発醒による電力を現

としたシステムであって︑経済的

気釜熱炉で置き換えることを中心

おける化石燃料使用の加熱炉を電

このシステムは︑現行製鉄所に

も舎む︶の開発と確性試験データ

象の解明⑧荒馬熱材科︵金属材料

に対する高温の影響⑦水素遡過現

温の影響と対策⑥燃料要素の響命

燃料核のアメーバ現象に対する爾

温の影響の解明⑤被蟹燃料粒子の

行箔置1転炉法に利用するシステ

天然ガス︑ナフサ蒙たは液化石炭

却材ヘリウムの顕熱を利胴して︑

として利期する簸も一般的な方法

スの水蒸気改質により選元ガスを製造するシステム

舞響

来国の原子力製餓利爾への働きは︑これ象で臼本や欧州における研究油脂のカゲにかくれていた繊があった︒わが團ではすでに︑この關発が愚産街の大型プロジェクトとして鮭畿されており︑欧州でも︑つとに葵国を軸とする康子力製鉄クラブなどが襖射を続けているのに比して︑心門は贋蠣な蝿帳

をとってきた︒しかし︑持てる圏来国の鉄鋼藁騨もこのほど︑原子力製鉄利用に本腰を入れてとりく

と︑米国鉄鋼業が原子力製鉄の開

む姿勢を打ち出した︒今圃は︑その動向と内容を新日家心隔の余田陽一氏に紹介していただこう︒
ある︒

なる還元ガスを製遺して︑これを

照し︑水素および一酸化炭素から

な電気加熱方法の開発が必饗とさ

のような軽い炭化水層を水蒸気改

で核熱により加熱するものであ

ーの集積⑨冷却材ヘリウム中への

鉄拡石の趣元反応に必要な温度ま

水素および水蒸気の漏痩対策と核

②多擦的高温ガス炉実験炉の閲発（日本原チ力研究所）

④商用規整原チ力製鉄プラノトの設計

①トータル・ノステムの最適化の追求

③パイロノト・ブラノトの建設

るが・その主な部分は次の通り︒

ように提釈している︒

調査検討項目についても︑以下の

さらに同協会は先ず魑隠すべき

原子力製鉄プラント建設に対する

③二元ガスの最圃納の選定
究開発プログラムについても︑い

②多目的塾長ガス炉および核鰹㈱プロセス系の開発とパ

方籏の横討を行なうこと︒

③バイロノト・プラントの建設

ろいろ黒体的な握粟を行なってい

の概念設討（原子力製鉄研究組合）

①多闘的爾温ガス炉を利用する

れる︒

原子力製鉄開発スケジュール

製鉄トータルシステムの巖適化の

解明すべき技

①核熱利用系サブ・ノステムの開発とトータル・ノステム

分裂生成物の選元ガス混入防止対

る︒この纒元ガスで鉄鉱石を密接
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た新しい原子力政策のあり方についての申闇報告をとりまとめ︑中曽根通麗桐に答申した︒岡部会が

通産省総合エネルギー調査金の原子力課金︵松根宗一部会喪︶は十八日︑昭租六十年度を国璽とし

の原子力雛醗開題は0国民的コン

このため︑同部会報告では︑今後

たこと等からくるものでもある︒

を輩とした拡大への方向づけを行

箋現巻当ることが適藪だ隔などと

に﹁これ以上は今後の政籏努力で

た書え方に沿って︑当面は海上立

方針とすべきことを強調︑こうし

る適地拡大︑引取り保証体制の確

唄や零下立地など新技術関発によ

要性が戦闘ってきているが︑この

荷圏の擁護策とも桐挨ってその璽

壁とともに法制の整備を早急に行

技術開発を継ぐ︸方︑国は助成胃

こととし︑このため︑立地確保や

なう麗麗がある︒廃蘂物の処理処

ためわが國としては今後︑核燃料

利用の多様化︑長︒短期契約を含

処理の技術開発を行ない・簸終処

分丼国は︑草葺に窩レベル廃藁葺

分体舗についても検酎すべきだ︒

む融澱買鉱など多角的確保方策の

針を明確にし研究開発や調査︑国

また︑処理処分についての憂庵方

▽発羅所等の立地の円滑化立

海外での探鉱開発に際しては成功

際聞協刀の分野でも翻極的な役劇

検討︑海水からの採取研究の搬進

ど反耐理由に対応した一つ一つの

など民聞企藥が愈欲的に取組む体

払い融欝制慶の充鍵︑引取り保舐

llなど︑強力な描躍が必要だ︒

稻実な描鐙が必要だ︒とくに安全

を粟たす必蟹がある︒

水︑地元メリット︑再処理翼成な

性については政府の考え方をより

制を確立することが急務で︑備蓄

安全性

しては環境傑全や

約が多いわが国と

慰まれず立地上髭

資源に

も検討する必換がある︒濃縮ウ

実証試験で示せ

燃料有効利用等で

纒れた三型を採用

の賃金と長期闇を腰すため︑窟民

した新型炉の開発・纒入では多額

核燃料
ランの確保は長期的には国際取引

の分揚を明確にし︑効購的な体制

備蓄体制検討を

▽新型炉の開発・引入

炉︶からくる不安解消のためには

明確にすべきで︑轟入技術︵軽水

宮民協力による
実鉦試験によっ

て皇室に間土の
ないことを証明

の原子刀発騒所憩大に対処しコン

めのシステムの確立が必要だ︒さ

多角化の方同が盟ましく︑このた

すべきだが︑こう

パクト化など炉の改良とあわせ機

を整えることが必要だ︒

だ︒また︑今後

することが肝要

器の標翠化につとめるべきで︑こ

慧ぐとともに︑国際共岡瑠藁も描

らに︑独自技術による工場建設を

できるものに霊堂を躍き︑より効

問題や核燃料問題等の解決に樹与

▽技術開発の促進当函は立地
のため海上立地や地下立地なども

のほか立地方式多様化と適地拡大

醜すべきで︑備蓄も検遷すべきで

鵡鮒な技術をつくり出す努刀が必

検討する必饗性がある︒温携水対

▽ダウンストリーム轟業の確立

ある︒

のみならず︑塵藥段階の比璽の囎

要だ︒手法としては︑塾礎的技術

ど膨二二減化の描躍が必饗だが︑

必要があり︑早期稼働を霞途に︑

再処理ほ慧き自主体舗を確立する

にとくに強力に取り組むべきだ︒

大に伴い実用化のための技術開発

置では深魍取水や冷却塔の採用な

研究すべきだ︒

漁業振興など温捜水の積極活用も

国内第二工場建設と取り組むべき

中央公轡審議会水簸部会の温緋水︸

今年麗申に作成することを願櫻に

水の温慶などを規制するもので︑

力発璽助などから携出される温雛

の作成を急いでいる︒これは原芋

防止法に基づく温飯水の規制基準

なお︑環塊庁は現在︑水簸汚濁

だ︒第ニ工場は民闘ベースによる

窟
弓馬

天然ウランは

▽核燃料の確保

境

が記者会見課
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制強化一などを指摘している︒奮が毒警にあるほか轟僚

の分担明確化と︑濃艶雀の行政体

地円渦化のためには放射鴨温撲
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N六千万KW開発

四月以降︑原子力対策小委暴会で検暮してきた繕果をさらに検酎︑とりまとめたもので︑報告による
セサンスづくり④周辺産簗の国産

国民的合意など基本に
と︑﹁原子力発電は昭和六十年度六千万KW關発を一報の目標とするが︑今後の政策努力によってこ

など薮技術關発の穫極化⑧圏際的

化と自主技術体舗の確立④核融倉

︒再検酎は同部会

いて轟体躯︵与信姦照︶を講ずる

立など核燃料の確保一1などにつ

必腰がある︑としている︒

対籏小盲澱会で機羅生産依劉など

なお同報告は﹁結び﹂で︑三民

想定では︑他のエネルギーとの関

を含む原子力産黎の現状と問題点

して繍極的な努力への姿勢を指摘

慶六手万KW轟轟﹂を一応の目漂

がらも︑﹁現段階では昭和六十隼

連もあってなお検討を要すとしな

なっている︒同鯖に︑発一夕換開発

視野に立った計量推確ーーを墨本

れを上州る規模の実現を巌ることが適訳﹂とし︑このためには国民的コンセンサスづくりや自空技術

これらの纏累について︑闘報告

る畿も畜力なエネルギーだ﹂とし

は︑まず︑﹁原子力は一掴に賛わ

りかかった︒

原子力部会極酎もその一環で︑

原子力版

てその繍極利閑を強調︑発露開発

こんとの鰻鮨は︑いわば新局面を

の

迎えた総合エネルギー政簾再検謝

が︑ご無四か月ぶり︑今奪四月か

進路などビジョンと蓄え方を主と

ら原子力発醗關発の役剛や今後の

した墓本意勢について糧広く検酎

エネルギー調畜会︵通産相の諮問

の分析・騨緬および︑開発翻標と

毛利新長官

の期待に添いたい﹂など︑長富就

あるものの︑無関心ではいられな

授︶において四十六年から検酎が

分科会︵主鷺・聾川行平元璽大教

日本原子力事業株式会社
社 東京都千代田区霞か関3−2−5TELO3（581）7301

本

体制の確立など基本方釦のもとで︑酒事一丸となった努力が必要だ︑と強調している︒

石鹸危機後のわが国薪エネルギ

機関︶は今無二屑から︑超和五十

そのための立地の確儂など当薦対

1政策はどうあるべきか﹂j総合 する一方︑部会内に設けだ原子力

菰︑六十両隼度における石礎や石

年︶でも轡定された規膜︒だが︑

さきの周部会中間蝦管︵四十六

三木武夫氏の後任として趨溺さ

任にあたっての抱負を述べた︒と

している︒﹁六手万KW関野﹂は

油など一次エネルギー供絵心能騒
処すべき関遵譲方簾についての審

その後内外傭勢は一変︑各国が開

れた毛利松平環二心擬窟は十九日

くに原子力関係については︑﹁放

い︒

東京都中野区本町1−31−3TELO3（372）0141

社

本

雫

議︑再檎討を行なった︒

雛加速雲叢向にある中で︑わが国

配者会見し︑﹁人闇の生命︑健康

射性至親物処躍処分問題について

遜められており︑今黛農宋にも鍵

踏値を示した報告鐙がまとめられ

環境庁駅務当局の誘による

る予定︒

響の繊麗を纂体鮒かつ詳細には握

と︑温排水の海中生物に与える影

することは︑その調査研究自体の

墓準値はほぼ通産省の現行の甥査

内容から惑わめて難かしく︑規制

基肇魑に近いものになりそうだ︒︸
︻
また規制方法については政・省令

などの罰則を伴う法令による規制

いうものが電力会社などの大企業

を行なうか︑または温緋水規制と

を対象としていることから︑行政

掴灘でも十分効果を上げることが

できるとの悪難もあって︑最終的

な糖論はでていないようだ︒

極東貿易株式会社

社（鷺気部）

本

東京都千代田区大手町2−2−1TELO3（270）7711
東京電気特器株式会社

特機電子株式会社

大阪市東山本町4−29T覚しO6（252）3512

モニタ性能、安定性
互換性、使い易さで
御好評をいただいて
おります

カネ

とした一鶴の政籏見細し作叢にと

はこのところ立地難に猛薦し想定

という鼎呂な仕禦を扱う環境庁展

一︑環境庁は墓黎作りをして実

といった性格があるので︑各省庁

施は所管の各省庁がこれを行なう

ことにあたる必要がある︑と驚え

の仕禦の内容を理解し︑協力して

ている︒

廃棄物貯蔵所︵原研︶

AEC−NlM規格放射線測定器

シリーズ

工

60
と各エネルギーの位認づけを中心

規模達成が危ぶまれてきている︒

冒に就任でき使命感と光栄を覚え

配者会見での雛轡上欄は次のと

ことを明らかにした︒

開発のほとんどを灘入技術︵軽水

行能力を備えたこの船の舞台は北極海。張りつめた鰺
い氷を翻って航路を醐き、反発用資材・詳言を満載し
た船団をシベリアへ送り、シベリアの資源を積んだ輸
送船を迎え入れるのが主要様務だ。いまレニングラー
ドのバルテスキー造船所では、来たるべき原子力商船
時代にさきがけて、全喪約150m、船幡約30mの「ア
ルクチカ号」の騰装が急ピッチで遜められている。
（APN提供）

⁝

一︑環境をよくすることは一懸

おり︒

国民の関心蜜であり︑期待されて
いることだ︒最轡の努力をしてこ
の期待に添いたいというのが今の

一︑方針としては︑大義名分や

偽わらざる心境だ︒

謙舗にとらわれることなく︑要は

なって施策の嚢付けをしていきた

実行である︒必要な解版措圏を行

い︒一に実行︑一一に実行だと考え
ている︒

一︑︵詑暫からの翼聞に対し︶
原子力関係は科学技術庁の所蟹で
あるが︑放射性廃藁物処理処分問
題については騨身性という問題が

毛利

@
@

は︑無関心ではいられない﹂と述

シベリア開発にひと役

炉︶に依存︑PRも十分でなかっ ている︒議論より爽溢して︑国民

連

べ︑この問題に疑心を持っている

ソ

階曝すすむ

店

特約

電源、マルチ、放射線

ρ

紬

織

D−100

技術資料、力夕日クは下記へ

⑪

開A16

潮懸婚蹟紺

馴磁酬

欄凹需
輔
蹴
闇
翻
㈱
灘

レーニン丹に続くソ連第二の原子力砕氷船「アルク
チカ（北極）号」の完成が近い。原子力船ならではの航

松根部会畏

藁京5895番
電護舌（591｝6121（代｝

東京都港区新橋1丁葭1番13号｛棄電旧館内）

議
為
皿

業
産
力

子
原

本
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聞

上院︑全会一致で・可決
大統領の独断に歯止めを
米上院は七月†臼︑一九五四無原子力法の一部修正法案を全会一致で阿決︑今後米圃が平和利用を
目的とした外国への原子炉供給に関する協力協定を綿繕する場禽にも議金の承認が必要となり︑大統

承認と決定は︑三十日以内︵議会

的であっても僚子炉供給協定は無

弩炉をワシントン州サッソップに

米WPP＄S︑原鰯万KW︑八一隼運開︶および五

†万KW︑七七年運開︶を一騒騒

また二雪囲︵GE読響BWR︑首

し

・

本

〒105費（03＞43卜5176（代表｝

に塞づき鵜竿された協定について

子炉2基を発注
※岡のワシントン公営鱈力供給

ど︑ゼネラル・アトミック︵G

A︶社設計のR？GRを売り込む

ためSHTR︵商灘ガス炉会社︶

お︑同原発建設はベルビア周辺住

に身網︑受注落勢を固めだ︒な

ている︒

民の同愈を得ることが条件とされ

敷地を決定︑

原子核再

効になる︒

上院がパスツール峰正法案を可

システム︵WPPSS︶はこのか
ほら約二十︾離れたハンフォード
る︒

社︵CEM︶︑ペシネ・ユジーヌ

τGR︶を発注するのではない

⑨API袈示認可エ場（600、6A、6D）

の晃解および勧告を三十蹟以内に
議会に報告するよう義務づけてい

の行動に影響をきたし︑大統領権

コック＆ウィルコックス︵B＆

ど︑圖辻の四︑五目炉としてバブ

決したことにより︑今後︑大統領

また下院についても︑こうした
限で国際政治交渉の追具に原子炉

・キュルマン︵PUK︶・島山料

かとみられている︒同原発の入札

米ウィス罰ンシンの四羅力

昨無︑ウエスチングハウス︵W

所所有地比率は︑ウィスコンシン

馨

哩ノしフ

る︒

供与を持ち出すのは鶏実上困難と

WPPSSの第︻号原子力溌躍

所の完成予想図

鋸

なお︑米圏の原発計画は現在︑

る︒今回調叙した三士一か国の原

には︑軽水炉メーカーが癒養する

炉経済利益グル⁝プ︶はこのほ

墓︒二億︸千八颪二十二万五千K なるフランスのGIE︵高温ガス

高温ガス冷

Wである︒

スイスの鷺力会社

却炉発注か
︻パリ松本駐在凪日スイスのロ

・ド・ルエスト・スイス社は︑近

発計画から想定すると︑これら諸

といわれているが︑クルーゾ・ロ

H︶社に九＋万KW・加圧水型原

た米ウィスコンシン州の四電力会

社はこのほど・畿初の馬騎の敷地

子炉︵PWR︶六基を一括発注し

としてミルウォーキーの西方約四

すと強調︑民間機関に建遺調蕉で

ハーパク・ロイド社は︑プルー

広範な擾助を与えている︒

メル︒プルカン遁船会社︑原子炉

製趨企業のインターアトム社︑G 十五顎のコシコノンを選定したこ

同社の所有運航になる原子力コン

KSS︵政府一部出職︶と共同でとを明らかにした︒四電力の発達

＆ライト祉一九・一％︑ウィスコ

︒六％︑ウィスコンシン・パワー

・エレクトリック︒パワー社五八

オット・ハーン号は︑積載能力

一六％︑マディソン・ガス＆エレ

ンシン・パブリック・サービス社

い環境に克つ

しぐ
厳強

七万KWを含め盆計で二百二十四 メーカーのCHRCAの各社から

運転甲の四＋七巫・二千八百一ハ十

干

三昼炉︵CE社製PW雪颪二＋

炉をワシントン州ハンフォードに

万KW︑八0年運開︶および四号

弩炉︵B＆W社製PWR︑三三＋

WPPSSの原子力発電所は︑一

今回の原子炉二棊発注により︑

三隼運開の予定・

トン州サッソップに硬設され︑八

八二年運開︑また五署炉はワシン

ワシントン二戸ンフォードで一九

一棊を発注した︒四暑炉の敷地は

Wの加圧水型原子炉︵PWR︶各

二十五万KWおよび頁二十四万K

アリング︵CE︶の岡社に出力百

近郊にそれぞれ建設することにな

間内に審議する機璽がもたれ︑鍛

度を急速に嵩めた︒また︑運桑中
の原発では︑英国が二十九夏︒五

棊・

国では今世紀朱までに全発電騒の

ワール︑エレクトロ・メカニック

来年秋着工へ

になろう︒

約半分を原子力発霞が占めること

︷千八酉三万KW︶が続いてい発魔所向けに高温ガス冷却炉︵H

三璽ハ万二千KW︵同罪＋墓・ くペルビアに建設予定の原子力

にのぼり︑次いでソ運の十

十二基・一千三颪九万七千KW︶ ーザンヌに本社をおくエネルジー

百五十九万七千KW︵原発計画四

W︶︑コンパッション・エンジニ

協定を法令によって定められた期

なろう︐

世界の原発現況を調査

仏︑独の計画が拡大

しなければ︑たとえ平和利購が国

終的に上下両院が協力協定を承認

の日金申︶にJCAEに提出しな
ければならない︒

これらの必要手続きは平稲利用
を目的とした協定に逝用され︑特

に畢利用分野での協定について
は︑前述の︵三︶の手青きの代わ

りに細目︵d︶が適用され︑その
米原趨

米原産蝶理鱗長が明らかにしたも

となっ

JCAEへの提出期限が三
米国原子力産業会議がこのほど

十日以晦から六十田以内

申で
ており︑﹁六十日口中に︑もし議

千六酉十一万二千KW︑葭葺中頁 三頁三万六千KW︶︑西ドイツ三

AECは現に原子力法改正案を

原子力船のチ
ャーターへ
西独の大手海運会社
西ドィッのハンブルグに本拠を
おく大手海運会社︑ハーパク︒ロ

イド社は︑GKSS︵原子力船建
テナー船の建適計画を耳垂︑協調

︸万七千ゾ︒キール造船所で一九

依制をとっているQ

六四琿に建趨着手︑六八年越晃成

造運航利用会社︶所有の鉱石運搬

チャーターすることについて折衝

用原子力船﹁オット・ハーン﹂を

を続けている︒原子力船の運転経

一毎機の魑工は一九七五琿秋︑

クトリック難路・三％である︒

二奪璽の予定︒

運開は一愛機八一琿憂︑二穆機八

パルテック︒エクスチェンジ社に

した︒なお︑同弩は七︸庫六月︑

とがある︒

穀物運搬用にチャーターされたこ

面ドイツ政府は︑第四次原子力

験を得るのがその顯的︒

コンテナー船の町能性追求をめざ

計薩に征漁船に比べ有利な原子力

●

O

領の決定でも議会が拒哲権をもつことになった︒今回の議会の行動は︑先月中榮諸国を訪闇したニク
ソン大統領がエジプト︑イスラエルに原子炉供給を約束したことに端を発しており︑たとえ平和利用

原子力関係蓄からの資料に璽つい

ので︑調蚕は︑三十二か圏の二曲

定は発効しない

況の調査糖粟によると︑運転中の

ている︒

および公署電力会社︑供給築省︑

権限が規定されている︒

醒気出力︶二千四筥二十九万三千

原子炉は九十一纂・総容羅︵正味

とりまとめた世界︵米町を除く三

今月︑上院に提出されたパスツ

士隣国︶の原子力発前帯計画状

統領に提出しなければならない︒
ルJCAE副委畏畏が上院に︑ま

ール修正法案によると︑第頁二十

との議会の介入

力の範翻②安金︑保障措鷹が維持

たM・プ一耳スJCAE委員長岡
が協定には①期聞︑条件などの協

会が協力協定を拒略すれば︑同協

下院に︑それぞれ同じ内餐の修正

三項の細圏︵C︶に規定されてい KW︑嬉掌中七＋七星・五千九万 ランスが四十九墓・四千酉二十五

と同一陶けの三星を扱う協力協

︸翼・九壬㎝百工十七万三千KW十七棊・二千九酉五聖六千KW

けで・物的な防

出して︑垂垂規制の権隈亭明確

大営に挙るのも防ぐべきだとい なる︒

利用があり︑国民に武羅の携帯

国の橘命だと書ってしまえばそ

麹

217）

★高圧カス設傭試験製適認定事樂所（認建No

r

が目的であっても軍襲面への核転用という観点から︑議会が大統領独断の決定に鎌止めをかけたもの
とみられる︒

定締結を約束したニクソン大統領

発璽用原子炉供給に関する協力協

法案を提出した︒

る﹁撒出力五千KW以上の原子炉 七千KW︑発注済み七＋三猿・五 万一千KW︵うち運転中は十二・

エジプト︑イスラエル雨国への

の齊明に対し︑米議会上下両院原
れる︒

されるという係齪ーーなどが禽ま

定﹂項屋を削除し︑細農︵d︶の

二千二二八†七万五千KWにのぼW︶︑スペイン三＋一棊・二千九

で︑合計では三酉四十二纂・二億

各江別の原発計画をみると︑フ

子力合同婁員会︵JCAE︶は六原子力法の第酉ニや三項および
同法の関連規定は︑原子炉京たは
なリスクを継続させず︑その履行

た外国への原子炉供給協力協定も

適用範囲内に草和利嗣を囲的とし

︑大統領は︑協力協定が不当

月二十五賢︑会臼を開き︑大統領
特殊核物置の輸出を禽む協定を外

るかどうかの判断︑決定を下し︑

が共通の防護︑安全保障を推進す

一

商明に対する一般状況の抱握およ

をふむよう明紀している︒

圏と精ぶ場禽︑次のような手続き

︵同八基︒一一颪二十六万七千K

び原子力法第菖二十三項の膨正が

でそれをやってきた※国が︑平

で発展せざるを得ない︒畢薯面

備施設について

にしょうとしている︒その動機

れて特殊核物質のフロー︵隔

AECはさらに︑原子力産業
した武袋守衛や地方警察に頼る

うことにある︒

っと大きいというのが︑米国が ンボーム報告の公表︵四月︶で 訓練部隊の冨麗︑場台によって

を突きつめると︑不測の珊態の

れまでだが︑核拡散防止の要求

問題

はここ六か月の悶に原発への依存

首二十四万一千KW︵同三棊・九

っている︒AECの蕩えは︑発
のだ︒わかり錫くいえぱ・窃盗

は︑原子炉安全

は原子力商船の乗組員に附し

齢

禽めるというもの︒さらに同修正

一鼻刷囲

＋議了三千KW︶で︑この三か醐
一一一﹁薗鴨一︐一囲一一一一卿一

法案では︑JCAEが︑細目︵d十
︶四日来為したポール・ターナー
一翻曽＝一嚇一

るという︒この調擬結渠は︑七月

必要かどうかを検討した︒そして

一︑米国原子力委員会︵A慰 承認しなければならない︒
一一﹁協力協定ならびに大統領の

■一＝縛一

えているようで︑核燃料関係施

曹一一；刷一︐一

設の集中立地論が勢いを増すこ

一 ＝＝一魑

守るために︑武装した守衛を剛

ようとしたもの︒原子炉の仮想

団の巧妙な襲購方法のモデルを

の塾舎と同様︑

れ︶やインベントリーはいたる

を認めている騰だ︒ここまで神

は戦闘機やレーダー装備のヘリ

中だが︑AECは報告欝をもとがひそんでいるようだ︒

の原子力♪て乃ヲ

い 躍無難

い鵬一＿＿棚繍麟輸繍

＿＿一一軸

＿＿＿＿＿＿

＿

社。東京都港区新櫓4丁目9唇11暑

〈カタログ進呈〉

満堀一致で菖二十三項の修正法案

ヨ7

土筆と同様︑趨こり得る重大

全くうっとおしい話だが︑盗

とになるかもしれない︒

インシデント︶を想定し︑それ

殊核物賢にアクセスする人間の

難の可能性を突きつめると︑特

︵デザイン・ベース・

曝せに顔をしかめている電力経

保糠システムー⁝原芋炉防護系

に待効に対処できるように安全

薯件

の運転認司には︑安全保陳︵讐

餓駈が馬副をうけたとき︑地方

租利幣への適罵を港口手軽に袴

身元調べ︵人駅安全保陣︶にま

として片付けてしまえないとこ

り一を︑単なるフィクションだ

襲え︑それを防げるかどうかで

えるのは当然かもしれないが︑

に雲霧一1を整備しようという

国はともかく︑調印国には国際

警察の到魑までは発電所関係看

防備体制の十分さを判定するわ

備︶計画の提出が必饗条件にな

欝省も多いが︑それ以来発電所

した︒思慕所と武装守衛の取り

率配遷すべきだという縮示を出

一8＝＝一一 一ρ＝ 刷一噂 ！一；＝一騨

を採択︑同日︑﹂・0・パスツー C︶は協力協定ならびに勧告を大
一：＝：愚目目回μ貼γ〜・＝一
＝＝鯛骨；﹂

ノ ︑

核防条約︵NPT︶の未調印 この蹴理小説蕊がいのストー

原子力機関の査察が実施されて
ろにテロリスト横行時代の悲劇

たちで発霞所を守り︑原子炉が

いる︒査察の屠的は︑要するに
がある︒原子力発電の普及につ

特殊核三鷹が搬流しされず︑在

るべき鷺が確かに蕉ることを確

董防護の蕩え

て︑人頭安全保隙規制を禁止す

特殊核物質の管理︑取扱 いで

米︑警備体制の確立

認するli査察を受け る 側 か ら

いえば証明するi一ことだか

ら︑そのためのハード ウ ェ ア
︵物的箇理システム︶も種々蕩

しかし︑この安全保障システ

所にあるし︑それらが悪党ども

だけでは問題がありそうだとし

経質になるのも核独占を始めた

これはいまのところ米国での

る最高裁判決があったからだ︒

ムは︑嶺の餓力会社やその背後

全体にわたる蜜月保陳体制の横

て︑連邦政府による護衛や特殊

方を探ることに

にある当蟹国をチェックするた

に狙われる確率は︑少なくとも

討を進めていたことが︑ローゼ

察されてきた︒

めのものだ︒仮に発電所の外部

原子炉の蟹大憲故の破率よりす

コプターの崖動も検討すべきだ

報告密はまた︑AECが指示語である︒米国には膨大な軍事

から盤撃暫があって︑力ずくで

特殊核物質への墾繋やその盗難

明らかになった︒この報告は︑

特殊核物圃を張み出し︑どこか

いて物々しいほどの取り細みを

に連邦政府による輸送実施も考

愉快でない
の安全解析と岡じ方法で︑蜜全

に︑あまり

可能性を否定し切れないところ

い謀特殊核物質の驚備体制につ

としている︒盤繋の危険がとく

の地下蜜で爆弾の製造を企てた

が結局は公衆に対する危険を構

保羅システムの十分さを検討し

米原子力婁員会︵AEC︶は成するという観点から︑原子炉 に大きいのは特殊核物質の輸送

始めた理由にほかならない︒

としたらどうなるか︒発電所は

このような襲撃に対して安全な

壊︵サボタージュ︶の企てから

昨年十一月︑原子力発四所を破

のか︒その績果照こるかもしれ
ない爆発事故の危険から公衆は

︵K・K︶

守られているのか︒
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原子力室を新設叢邸
機器標準化なども課題に
璽電メーカーを主体に加盟約二百四十社で構成されている日本電機工業会︵密山博吉会長︶は︑十
五日付で︑同会購務局に響務颪属の﹁原子力蜜偏を新設した︒今後の一宇炉機器生産関係業務掌大に
苅処し︑メーカー各社が業界内の恵麗調整を霊とした窓口組織の一本化を図ったもので︑初代整獲に

團が初めて︑ゆくゆくは機器標準化等の検討も行なっていくもようで︑わが團のこの分野技術水準の

は二宮良一氏︵田立︶が就任した︒メーカーが原子力分野でこうしたまとまった纏織をつくるのは今

向上のみならず︑国藤化を申心とした原子力産業楚魑化への大きな役劇を粟たすこととなろう︒

目の場
﹁どうい

としてもつ嚢務には大き

なものが期待されよう︒

う仕事を︑どんな形で︑どの鱒三
幅でをやればよいのかなど︑爽務
内容はまだ決まっていない﹂︵二

芝両社派遣による数名のスタッフ

軸蜜長︶という︒今年は巴立︑東

で業務の消化に当たるが︑ゆくゆ
くはもっと充実させ機器標準化の
間題なども担当していくこととな
るもようだ︒通産織関係筋は﹁こ

たことと禽わせて︑燃焼羅からの

ラントにしすぎた点に無理があっ

設計概念においてコンパクトなプ

ない②使用済み猷料の再処理はし

岡工場は︑米国のニュークリア

ざと麗せつけたものともいえよ

新しい技術開発の困難さをまざま

薦効率︑安全性の向上が強く嚢盟

歴化に伴い︑運転の禽理化︑運

東隅通商

東陽通商︵野村侵社展︶はこの

ーカー︑キャンベラ獄の金製晶の

ほど︑米国の放射線測定罷蓉門メ

のシステム僕給体舗をしいた︑と

輸入総代理店となり︑放慰線測定

キャンベラ祉は一九六置隼に世

発表した︒

騨で藁葺のNてMモジュール製最

を市販して以後その製品緯を拡大

コン検鵬器︑多病波高分析雛を加

して︑ゲルマエウム検出器︑シリ

でのシステム化を確立している︒

え︑検出器からデータ処理装躍豪

製鉄研究組合

手町二丁囲三番地六国タイムライ

．

支社／暑；轟・八幡

になったもの︒

・フユエル・サービス社をはじめ

理工堀が湿式法︵ピューレックス

半乾式法︵アクアフロール法︶を

法︶であるのに対し︑ユニークな

採用したことで︑世界的な注目を

と・このような点に根本的改造を

簗めていただけに︑今度の決定は

煽えるには︑従来の建設蟄に匹敵

再処理計画を再検討
GE社

パイロット・プラントに転用する

米キ社放射線製

子力腹違の視察に当たる︒

討を行なうもようだ︒

めて︑岡社再処理建業計画の再検

GE社は︑プロセスの変更も含

う︒

高速増殖炉燃料屠あるいは研究用

意味をなさない︑などの理由で︑

する賃金が必要となり︑経済的に

こととし︑前後策が練られること

商業的泊船としての運転をしない

モリス工堀は昨駕夫︑年間三首

ことを検討している﹂と述べた︒

ジの再処理施設を完成して以来︑

修正が容厨にできる︑など画期的

試験運砥を続けていたものだが︑

示された覇熊が生じた場ムロには大

な特侵を備えており︑第一辱シス

総踊で原子炉飛躍と再処理は行な

されているが︑策芝では︑﹁CO

品の総代理店に

わないことが約策されていた︒こ

POS﹂が適寓運転︑緊憩駅止︑

火力・原子力発膿所とも︑大餐

予定という︒

︵千葉緊︶で八月から運嗣される

訴訟蟹鵬の各自面懸1などが和解 テムは更察電力袖ケ溝火力発電所

量市に報告または違絡すること︑

条贋に定められている︒

大島研究駈は三†四年に設立さ

のため原子力船﹁むつ﹂用の舶胴

れたもので・当初大宮市との問に

炉開発のため臨界箕験装羅を設羅

松崎氏ら派米
五教師決まる
財団の輪文藝桀

が事務所移転

﹁原子力製鉱技術研究組合﹂は

年行なっているもの︒今回は全国

フビル内醗語翼京︵一西三︶一

は八月二日︵金︶︑十九臼︵月︶

．の曹を一斉休淫します㊥

ｭらせいたし肇︒一

支店／鹿島・午葉。東京・jll崎・横浜・駿河・北睦・四日竃・堺

指示により︑同工堀の設謝・建設

米国ゼネラル・エレクトリック

に構成されたチームによって︑ホ

するためのフロリネーターにみち

UO3粉朱をフッ化ウランに転換ウインズケール工場︵英︶︑ラ・

︵G旦︶社のバン・ホーミッセン に無関係であったスタッフで特別
再処理関係山嶺部長はこのほど同
ット運転を開始するか否かの問題

た︒メーカーを代表する中心的役

ない一⁝などを前提に︑④大宮市

アーグ工場︵仏︶︑日本の動燃蟹

を検討した結果にもとづき︑同工

割を果たすことにもなるわけだろ

が必要と認めた再話︑定められた

き︑この時︑岡市北袋町の各臨治
弦長は︵確認のため︶立含うこと
ができる︒また②項が守られてい
ることを確認するため︑市職興が
岡建展に立入ることがで蓉︑この

動などを禽めた欝欝所の完全自動

約束違 襲故鰹止および襲故傳二藍の再趨
だとして地元反対編綴︵山木

︵四†一年︶したのは
る弁護士︑科学者各二犠は︑甫職

化への要盟を十分満足させるもの

反

員とともにMAPIの案内に従っ惣次代表︶が撤去を要求︑訴訟を

階︑上記各自治山長とその指定す

業団爾処理工場など︑現存の再処

日したが︑†七日午前︑原産を訪

関係諸竃庁との聞のパイプ役を果

うし︑機器の改建︑標準化など︑

事件に終止符が打たれた︒

わたって裁判で争われていたこの

びく機構が所期の働きをしないこ

往の再処理購叢計画説明のため来

場の商藁運転を毘疑わせ︑これを

席上︑同部長は﹁イリノイ州モ

約三百万KWの原子力発電所が運 たすのが一つの任務だが︑機器生

もちろん国としての問題でもある

安全性に閤題があるとして︑地

籍協商業運転を見送る

問して懇談した︒

リスに建設した使用済み燃料再処
理工場は︑同社ジョーンズ会擾の

業界における電気壌業連命禽のよ

産業興にはこれ謹で︑例えば出力

これで業界の懸向も闘き易くなっ

れまでは個汝バラバラだったが︑

転中だが︑石油危機を機に開発促

ところで︑わが国では現筏七基

進の硬譜がまた一段と高まり︑エ

燗所で市職鰍が測定のための識料

わが国企榮は近川︑毎年一千万K

されたもようだが︑こうなると︑

元反対住民から撤去するよう訴訟

秘解条項の内容は八項冒からな

︵空気・水︶を採取することがで

が︑こうした点からの行政撮噸も
やり厨くなる﹂という︒

うな線織がなかっただけに︑ここ

ネ調原子力部会はついさき頃六十

した︒六千九百万KWの試舞も出

痒度六千万KWの開発規模を答上 が新しく︑そうしだ 体翼強化横

これまでわが国の企粟は海外か

る羅産化への対処︑体制の強化が

器国産化の向上と︑標準化等によ

臨界実験装置訴訟問題

反対住民と和解成立

ら技術を灘入︑消化することによ
って技術ポテンシャルの基礎を築 W弱の消化が必要となり当然のこ

機以降は九〇％以上の国産化が可

き︑今では八十万KW級でも二暑 とながら企叢聞協力を主とした機

能となってきている︒が︑来国企
を起されていた三麺原子力二二会

として︑今後の電力供給に置献し

いる︒

とができる一1などを醤箏として 正され︵ 二†六庫︶︑法律上臨M界

このほか︑従来実施している排

浦摺地裁の﹁設躍許可串黒黒﹂

の提出命令︵四†七館︶・東崇高

日本原子刀文化振興財圃はさき

とした高校教師からの論文募集を

になったため︑獅務局を現筏の経

受託研究の本格化移行に伴い季狼

に﹁エネルギーと文化﹂をテーマ
たがへ今回の和解で解決した︒

行なったが︑審査の島崎︑福留敏

二日から新襲務所で纂務を開始し

団遡ビル内から左認に移既︑二十

行氏︵広暴絵入爾校教師︶ら十二

この論文募簗は同財団が︑高校

犠の入選が決まった︒

から二醤五十簾の応勢があり十二

〇〇一代表

新蟹務所は︑東崇都千代田区大

東察芝浦鉄気は十七臼︑火力お

名が入選したが︑うち松崎徹︵欝

た︒

よび原子力発鍛所のコンピュータ

森嘱立△僻高校︶︑十亀好雄︵神

理科教育の充実に役立てるため毎

制御による完全自動化システムを

ェアシステム﹁COPOS﹂の
山開
市立須混織校︶︑森久美争︵麗

本単讐子︵山口県立療育篇校︶の

︵札幌衛立山の手獲護学校︶︑騨

松市立唐松第一高校︶︑下山照央

五教師は今秋九月中旬から約一か

嗣社によると新システムは︑従

発に成功した︑と発表した︒

〒一〇Q
鍛も効率約に実現する新ソフトウ

粟 茨

ステムを開発

完全自動化シ

密﹂の解釈問題にまで発腿︑藍下

ていき占いとしている︒

起したもの︒原子炉等規制法が改

バトロンを重重しない②臨界実験

実験儂躍︶︑サイクロトロン︑ベ

て︑確認のため同点屡に立入るこ

解することで合悪︑七月†七日︑

野離装認撒去訴訟は︑このほど和

社︵ M A P I ︶ 大 駆 研 究 所 の 臨 界
り︑①同研究所には原子炉︵臨界

野を中心とした原子力関係調査︑

実験装麗が原子炉として扱われる

築界内の懸見調整などとともに︑

瓢設の﹁原子力蜜﹂は機器薩業分

不司欠となってくる︒

業による輸出攻勢は依然激化︑一

方では急速なスケール・アップに

てきているのが現状だ︒

より技術内容も相当に掲度化され

気・誹水の定期測定と御簾帯長へ

ことになったことも︑この訴訟を
いた建物では汚染管理区域の設定

装置︵すでに撤去ずみ︶を躍いて

の達成だ︒

誤報福鵬第

○海外業務提携、TRANSNUCLEAIRE（フランス・アメリカ）

蕊認鮮翫
愈鑛翻
以下に獲縮できる②運転学識芋順

月聞︑同財随から米国に派聡さ

設工蟹申で︑とくに三層機は近く

・出力三酉四や五万二千KWが建 瑛のものに比べ①作成黒闇が半分

れ︑趨校理科教育の実憐講査や原

サイトで三〜六畜機の四ユニット

襖雑なものにしていた︒

長︶で正式な引解手続がとられ︑
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