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購競料1年分前金3000円

アファスト地区︵に齪で

八一年には探鉱調癒終了を待って
フィ⁝ジビリティ・スタディにと
りかかりたい響えで︑順調にいけ

藍開始の段どりとしたいもよう︒

ば皿九八O脚継潮半からウラン生

ところでニジェールだが︑岡図

原子力安全確保
来日申の米圏エネル郷1研究開

体制など中心に

いようだ﹂ともいわれているが︑

単独あるいは共岡で探鉱開発に粟

メジャーも巨大な翼本力をもって

今回はまず︑座長を茅誠司原匹

題などを巾心に処理・処分実樋管

ものについては︑環蕉技術開発も
遽んでおり︑昨葎十月に出された

藩糖篤騨誌羅
産欝などで腱と民間の協力分梅問

制に関す洛横討が樋煮て嚇や 磁縫︑処分は跡透三二
続旧制が無論で︑試験挺藥について

を弩えている︒中︒岡レベルのも

備と箋証を術なう財翻法人の設並

掛外灘譲鰍携購霧
る耀え方を明確にし︑今後の推進

のについてはそのための技術を聞

C︵来国原子力婁貫会︶からER

DA推移の基本的考え方であり︑

これを醤醗に︑一般公衆︑ERD

など

PA︶の騰餐を渦足させ簿る形で

A︑NRC︑米国潮境偲欝庁︵E

と説明した︒

子力開発備制となっている

ス懸化技術箸の開発を葱ぐが︑こ

の油蝉においてはより多くの部分

を団が擾うことになろう偏と政府

このあと懇談では︑今後低レベ

側の鰐え方について説明した︒

ルの放射性曜糸物処理処分をど

心に捲界からの醸罠が交換され︑

のような形で実施すべきかを中

門太型施設では低レベルの放射性
い
タ

ま

な

廃棄物の処理は施設内で司能だ

る放射緋麗冠物の処理依制の確立

が︑申小のRI事業所で利用され

が慧務﹂︑﹁海洋投璽の際生ずる

必要︸懲硝レベル廃磯物長久は︑

国際問題に対処する体制づくりが

政鰐が公圏の形で行なうべき﹂一

などとした韻学な尊霊点が指摘さ

同懇談虫は︑政鰐と諮接な連絡

を保ちながら︑紋射性廃戴物処理

処分問題に対する横誕を重ね︑必

て葦葺的に働きかけを．付ない︑原

蟹があればそのつど︑政府に解し

麗としての汚え方を反映していく

紋射輯脱蹴物処理・処分問題懇

鶏えだ︒

談宏のメンバ⁝は次の逓り．
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︵NRC︶との関係などについて

この中でERDAの臨本的性格な

原薩側代表らと懇談した︒同氏は

どについて﹁原子力︑太陽熱︑地

罐篇幣鋸恥辱

熱など複数の凝エネルギー源の開
発局︵ERDA︶環塊蜜金問題撮
当次富ジェイムズ・硬・働バーマ

アク茎短鉱区がわずか十単方前屑

力周次長が︑放射性固体廃鐘物処

劉会衆に蚕熱したあと︑山野原子

難謙譲蘇誌

る役わり︑三国原子力規制婁蟹金

には︑すでにわが国からOURD
ン氏が二十四日原産を訪問し︑E
RDAの今後の原話力關発におけ軸 の安定的確保を触るのがAE

などが門アクータ鉱山関発﹂︑動

燃覇鎚団が﹁ジャド鉱山開発﹂な

日本輸出入乱賊︵梅田糞社擾︶も

どで進出し︑禽秋十一月巾には

外からもすでに西独︑イタリアな

錘露髄年末から調査に着手
海外ウラン資源開発会祉︵目OURD︑鈴木薔照社長︶は九月二十七日︑かねて岡祉が仏原子力庁 賦存が確認済みのアクータ鉱区二

ど各国が探鉱・開発中︵アーリッ

がほぼ確実視されているほか︑海

インガル地区開発に辺り出ずこと

百隣りだけに︑ポテンシャリティ

ルやエッソスタンダードなど石油

ト鉱霞︶で︑コンチネンタルオイ

およびニジェール国政飛と交渉中であったウラン資源戯同探鉱開発に関する契約がまとまり正式調印

ータ鉱区に比べ資源地盛はやや深

ーは雰常に高いしという︒﹇アク

されだ︑と発表した︒契約によると︑共岡操鉱開発地燕はニジェール国アイール山塊西方のアファス

尾らずの面横なのに比べるとこん

呪ウラン・ラッシュ﹄でにぎわっ

り嵐すなど︑このところ暁ならぬ

ト地眠約二千平方♂駁で︑三筈は年茉からジョイント︒ベンチャー方武︑欝欝総懸黄抵のもとで鎌継

どのアファスト地区は相当な広さ

地区における第一期ウラン灘源広域探査に乗り出す謝画だ︒

とG
ころ︒品位や埋蔵鉱羅などは今
きれニジェール囲のURAN正

発鞍手﹂の大筋で合鍵に達したこ

産業界の意見反映

OURDは仏原子力庁CCE
EA
Aから共岡探鉱の亡骸が打診による慕礎調竃が続けられていた
および一一ジェール国の両蓄と協

それだけに摸数鉱康賦蒋の可能性

とから︑その後引続豊︸

原産廃棄物問題懇開く

とともに︑産業弾としてこの問題

府の篶え方について説明を受ける

方策等についる蝿体的検討を行な
か
う必勝があるとの弩えから︑二十

発中で︑とりあえず蜜全を磯綴し

は畷の委託を受け︑このための輩

に穂高酌に対処していくための方

五田の理環象の．那認を経て原産が

名が︑嵩十六日午後︑羽田発︑離

行十四 れた︒

針などについて懇談した︒

代表団が訪英

日した︒一行は二十九︑三十磁の
萄臼︑ロンドンで開かれる第二回

門訴原子力睦巣金談に日本側低

巌
臼黍原子力産業会議派遮の﹁第

表として出朧︑門エネルギー事情

のテーマを印心に︑藺圃の殿子力

門核燃料サイクル﹂1⁝など七つ

ク・アクセプタンスと環境問題﹂

と原子力開発計画﹂﹁パブリッ

二園日葵原子力産業会談代表団﹂

原

︵喩長・吉岡原電常務︶

たうえで傑管することとし︑ガラ

放射性麗凝物下職処分問題は七
月︑猿子力婁綴会﹁放対性廃藥物

対策技術欝欝部費の設灘により
昭和五十二蕉放購性廃二物試験海
洋処分を掛接とした瑠萌安全料地
猛藁の簾定など墨体的駿討がスタ
1聴して科総省︑懸

原子力産業会談

紳たに設蔽じたもの︒舟

が国籍樹性騰菓物解題に対する敗

理処分聞題について﹁低レベルの

鷺R︵公的機関︶を含む三輪で検 後の調査を待たねばならないが︑

も強い︒ともあれ︑運くとも一九

長︶を設立し︑ニジェール国アク

契約締紬へ駈饗献金など諸条件の

甲ド

響

聞題懇談轟護初磯曲を開き︑生田

年前︑﹁放射性廃織物処運・処分

ート︑これと並

國について︑掛灘の弾力附運胴と

入機器でこの摺躍の附象となる磁

田鰻灘驚当篇でさし墨たっての輸

爆発裟躍亭醐発︑核拡散への国際階羅の全顧徹圏は無理︒このため
酌な不安を招き︑輸出国側の資任

ている︑という︒

力︑昨年六月からA口弁会淵砿﹁ア

関係筋によると﹁すでに萄望鉱嚥

ータ地域を対象としたウラン蟹源

クータ鉱鎚﹂︵P︒タランジェ社 討していたが︑今駕二月﹁探鉱開

開発のための共岡探鉱を実旛中で
諮めが慧がれていたもの︒

轡で難終

すでに一部ウラン生麗のための鋤
契約によると︑ウラン蜜源共問

波紋呼ぶ米機器輸出規制

どがあげられよう︒寄算協調路線

が大きな論議を呼んでいることな

懇談中のリバーマン氏

圃

謡本原子力王業思議は二十六日

タ〜

力源確保など諾輩備が悔められる
一方︑この＋月からは斜坑の掘酬 探鉱開発地点はニシエール国アイ

方に位階するアファスト地区約二

ール山塊醐方で︑アーリット市爾

こんどの探鉱謝圏は︑これに次

るショイント︒ベンチャー方式で
ポーリングなど探鉱作叢に魑手︑
〜九七九年宋まで四段階に分けた
調盗が逸められる計醐だ︒この間
の欝金計嘱など詳細は明らかにさ
れていないが︑蟄用は全て三障の

講
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安全で環境に調和した原子力発電所

それは東芝のモットーです

園沸騰台形原子力発電設備一式（原子炉、核燃料、タービン、発電機）

彌臆産原子力発電ブうント圏鍾翅

ノ

聞

原子力関係予算の

ほか特別会誌から通靴工︑科学捜術庁が
金﹂水番︒原子力関連の学該開催

十︑牽一頻の二か局は﹁秋の学

開始が賑込康れるという︒酉五＋

学︑光化雛︑分光学などに新領域

融含︑廃彙物処理︑工学的安全性

編︑機器構造四十七編をはじめ核

岡懸紐では︑切めてのレーザーに

やウラン磯編などの発表がある︒

行なう各種の償頼性笑証試験などにあて

億円を投じて五無漏に蔽城県・筑

特微にもなっている︒

波に研究所を完成する構想︒照広

が晃込まれており︑これが来隼度予算の

が潔くほか原子力機関による各種

進めて行くために︑現在何が必盤かとい

大理学部︶︑第十九圓放附化学討

化学討繭該︵岡六日〜八日・部立

にかかわる研究と対策の緊襲性は︑今醸

学︶︑鯖十五同田木核藍学金総会

論金︵同十七日〜十九田︒九州大

一か月聞に鍵照している︒

と︑各派瓢とも十一月上旬謹での

皮切りとなる放射線影響学金で

は︑フォトンファクトリー︵放
鮒光二塁研究所︶謝爾について︑

筒罠和武東大豪雨が特別謂纐す

を勧告した︒

岡学書ではこのほか︑特別講演

︵麟立・山田轟羨難氏︶も予審さ

一方︑原子力の関係機関空催の

れている︒

行堺も鋸内は療り沢山︒繋留壌

業団の第八回報㌫と薄儀の藪︵十

月十五日︑象感・金鼠連ビル︶︑

原子力帯金研究協会の﹁原子力発

︵岡二十日︑藁京・彪の門其慧智

磁所の僑濁度に関する研究報告﹂

館︶︑第十二回原子力の臼︵岡二

し︑国公立関運試験研究機関の公

十六臼︑原子力の臼にちなむ催

アイソトープ協金拭催の第十二回

開麺各地︶︑原産︑原霊力学会︑

話本アイソトープ会議︵十︼月二

十六〜二十七日︑象禦︑うソケイ

﹁ストレージリング﹂で二十五穏

ムと環麗﹂︵七日午後︶などニテ

計器︑シンポジウム﹁プルトニウ

ほかに訂細来定ながら原研の﹁多

〜十臼︑千蘂帯・放医研︶など︒

ム﹁加齢の璽物学﹂︵十二月九臼

会館︶︑第七回放医研シンポジウ

ドーナ

ーマ︑一般講演蔚四十一編の報告

の曙を超蕩濾で回し︑このと

瓢子ぱ︑程度に保ったまま

が行なわれる︒

る︒加速器で打ちこんだ鶴子を︑

よるウラン濃縮に関する研究発表

の蝦告金も囲臼押しだ︒

うことの一端を示している︒瑚境・安全

の原子力開発が遡遇している聖意を薗視

璽されなければならない︒この懇談金が

学術金議が昨秋︑敷麿にモの讃宜

られる九十二鱒円を加えると︑巣琿度の

金第十八御大会︵十月蒔田〜七巳

秋の学会は︑澱応放射線影響学

安全関感予算として︑澗省庁あわせて酒

後の成習が現在うつべき軍門
段階を

潤えた研究開発の柱ともいうべき臨界プ

核融畠の笑窪頷の繕触は︑第一

分岐点に立たさhており︑今

にかかっているものまでも
が︑こうした随一的制約の余

迎えてのものである︒この将来エネルギ

ラズマ試験装麗3T16⑪の本格建設課を 筒懸円ちかくが璽求されたわけだ︒

りめて聖駕な襟度といえよう︒こうした

運滞なく進めて行くうえで︑粟年度はき

・頭豪工業大︶︑第十八園放射線

き原子力であっても︑これに困家蔚プラ

嚢のエネルギ⁝政簾上のキメ手というべ

るにせよ︑原子力開発を踏実かつ円飛に

この数字肉体は鷺ゆうくつなものであ

て︑国家財改の逼遡から調謬財源などの

波をうけることは実際鵠でない︒まし

ー確侠のための研究を先進諸國に伍して

概算要求によせて
望⁝要羅購騨肋螺麟鞭
ゆとりを許さない犠駕鷹にあっては︑緊

子力関係要求額は今琿度予舞を二五︒五

すれば澱然であり︑国がこれと取り織

館︶︑醸瓜原子力学象昭和五十隼

原子力行政金般を椹本的に冤直して︑今

ツ

霊的叢雲ガス炉﹂﹁軍属舎﹂﹁安

き放射される強力で運続的な電磁

十一月と十二月に開催される予

金性一に関する研究成果報告雲が

＝鼎層＝﹁一

一需一＝喝︐

﹁保鯵物理﹂など

＝噂＝一一一

定︒

原子力茜雲秋の分科食は︑﹁核

＝＝＝︐一

燃秘﹂炉屠料﹂

謄＝＝一﹁一

う計画︑雲現すれば︑放衆意によ

波を各覆の研究に役立てようとい

一

インタ⁝ナショナル社︑ウラン濃

桝︶︑三露盤工業︵豪WH︑欝乎

縮工場立地に麗する調糞蝦告資

︵西独インターナショナル︒アト

力発電プラントの保守︶︑動燃

子力婁貴金の予測の達成は詩語困

・フェア・ケルンフォルション

炉︶︑東芝︵西独ゲゼルシャフト

ベクテル・パワー︑原子力発鍛新

ー︑原子力配管殺計︶︑環態︵※

設計︶︑一二井造船︵バーンズ＆ロ

賓全性の横討︶︒

用済燃料の照射量試験研究︶︑東

気受運輸機工︵株︶
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払冬至

駐播持ち込まれた︒科学技術 庁 の 原

％上添わる千七十四偬円︵他に憐務負目
将來へかけての再究開発が闘さきの財政

み︑これを克服して原解力を今後のエネ

戸・大阪府立工獲算術研究所︶

秋の食圓分科会︵十一月謝6〜六

イオリティが尊えられるという期搏はき

予算化の推移に濫同したい︒

箏構によって麓筍されないように︑その

ルギ；供給の確固とした握い孚として竃

行為六甲六十八傾円︶︑通巌省のそれは
わめて少ない︒

着させることを隅罠は期待している︒だ

全指向の傾向を示している︒岡翁の一般

後のあるべき姿を承すために首綱悪霊の

﹁原子力行政懇訣鍛﹂の結論はナ分に瞥

十六憾円︵六・一％︶などが主なもので

ている障子力饗鉄関係予郷が全体の七〇

象鮒は大型プロジェクトとして進められ

︵岡二十七瞭〜二十八鐵︒寮都会

う目指は︑海外先進譜国が︑エネルギー

型動力炉濁色脳十八催円に加えて︑放射

とい

胞立をかかけてその興二化に腐心してお

性廃蟷物関係に三十五催円があてられて
が︑そのためには予雛的鷹峯と並んで︑

饗翼となることを見逃がすわけにはいか

維繊と人を含めた行政のあり方が大きな

こうした状況下でまとめられた科学技
的撫洋処分をひかえての対簾費が描腿さ
ない︒

いるQこの中では蕩レベル廃藁塚処理技

術庁の要求は︑動力炉開発に三薗九十四
ねるなど︑懸腿の謙目黒渓に取り纏もう

術の研窮開発費と戴レベル廃鷹物の試験

来年度の畢算要求にあたっては各省庁
趨陽︵全体の庶六・六％︶︑緯燃料薄策
とする蜷勢がうかがえる︒

に強衷る◎

これでいいのか

あたる五十八億七千万円︑財欧投融蜜と

り︑そのいずれもが原子力傾斜政策を強

一般会翫から今織度胸箕の総噸〇％贈に

して千五士﹁蔭円である︒このほか︑咋

く打ち出していることを梱るとき︑とく

を原子力発飽の安全対策にふりむ

安全研究では軽水頓関係八十億円︑薪

く電源開発促進対策特別金計から約九十

秋以粟施行されている鍛源三法にもとつ

怏

今年慶のコ五％以内に挿える
展観一蔚六億円︵一九・二％︶︑安全研究

けることが硬求されている︒

とも

西八十五億円︵一七︒一一％︶︑核融合六

この意味から︑ちかく打ち出さ曇る

ことが閣議了鷲されていることを瓢75慮す

は︑関係省庁が蕾しい台所をやりくりし

煩陶を示している︒これを今年度予算と

あり︑その構成比率は二三とほぼ同繊の

通産省の原子力闘係予郷嚢求もまた蜜

れば︑これらの原子力関係予舞 要 求 頷

てやっとまとめあげたものだということ

形で設けらわたものである以上︑その

ができようQしかしながら︑束薙度の予

検討の結疑必要となる財源は︑国家予算

れるべきである︒

編成の途上であっても︑擾兜的に搭羅さ

倍の環境労金対策駿に細えて︑莱年譜要
求には以たに放射性廃瀬物処理処分薄貸

％ちかくを薦めているが︑今落度の約三

費︸偲二千万円が計上されている︒この

︒八％増︑核燃桝対撮一九︒二％増︑蜜

の対比で捉えてみると︑動力炉即発二九

％増と︑安彙研究︑核雲台に大きな媚び

全研究四〇︒五％繕︑核素望＝篇四・九

数黛の一瓢五％に比して一段と厳しいも

郵要求に課されたこ五％の枠は ︑ こ こ

のである︒原子力開発の如く︑安全・規

＝﹁：需

四分科会の禽同︒炉物理五十七
画一一二7一

る影響研究はもとより︑放射線化

一件︑乙繍一五件でA口謝十・六件︒臼

嵐側企業と購入兜︑技術内犠は次

曙種

のとおり︒

られたため︑いずれも従粟計颪を

でに火力三千濁八＋五帝KW・原 下回るものとなった︒したがって

日立︵来GE︑樹速増嵩

争力千六颪ご十九万KW︑水力千 この謝画でみる限り︑六十黛原子

ることを削提とし︑五十七年度ま

で︑残りを蔭子力︑火力が分樺す 度の七％から五・五％に引き下げ

＋九万KWのうち二〇％を水力の取皿となるGNP成長率が劇年 原子力関運技監の導入は悶絶十

＋七三慶までの電力紺襲職艶ハ千四

苓5

制の分野でも研究開発の分野でも鷺要な

のうらすでに工講中および電憂欝

二蕊二十五万XWの蹴源を遡開さ 力六千万KWとするこれまでの原 炉︶︑集計︵楽GH︑筒速養殖 ムリアクトルハウ︑蕩速窮殖炉の
この結果昭和五十七無鹿宋の澱

難︒さきに通産省の総藻エネルギ

グ︑高議増毛炉︶︑石川島播贋墾

せる必愛があるとしている︒

ー調査会が見圃した六十庫四千九
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終的な餓気禦業用総醒源設備は︑

断︑配響の強目謝日用コンピュー
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とを見畏している︒

今回の計画の数値は︑無期予翻

と麗込んでいる︒

軽水炉︶︑動辮箏業園︵仏原子力
庁と西独カールスルーエ原子力研
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それによると︑鴫や九毎度新規
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しカ、と

湊球分の四磁器KWを除いて・

この間に完成させることが必要な熱気事業用発羅二股の

秋の学会目臼押し
御部製品︶︒

科学技術庁は九月二十九日︑昭

原子力は高速炉など16件

技術導入で報告書曜

八年間に二千四十八万KWを斬規
漕工に期待するとしている︒
計画期間中に必要な電源を調達
するに嶺って︑畏期謝画では︑五

長期の電源開発の目標

力

原

︵同期間中に老朽廃癒兇込みの火

鮒

昭和50〜57年彦〔に要る気力｛共給の安定確保を麟るため、

原子力︑今回は見送り
騰入年間に㎜万KW増設
政府は二十六R筏第六十七回餓源開発調整審議金︵食良三木首相︶を曳き︑昭和五十駕麗電源開発
基本謝画と長期懸源開発囲標を決めた︒それによると︑今月度の鷺線開発謝画では新規聞発轡標五四

では︑昭涌五十七郊度まで向こう八隼聞の計噸期醐に︑六千園十九万KWの運転開始を晃込み︑この

十一万KWのうち半分に当たる二萱二十七万KWの霞源開発に劔工することとし︑笈鰐五二開発團標

うち薪規麟手は幽幽申および電調審決定分︵継続地点分︶四千一万KWを除く︑二千四颪八万KWが

一方これを達成するのに必直な

目標︒この繕果︑同期聞中の原子力の増頒設備は千六蕎三十九万KWとなる︒
電力転輪︑供給︑資金計薗などの
項囲についてとりまとめたもの︒

る鰻大言力に対し各鋸八〜一〇％

電力供給源については︑想定され

力七＋四万KWを驚し引き五千九

120

今囲の罐 調 審 で は ︑ 原 子 力 発 電

の供給予備率を袴慮したうえで︑

想定︑これをもとに照和五十七稠

129

は緻み込ま れ ず ︑ 原 子 力 の 五 十 黛

る昭和五十〜五十七銀の八年間の

度の葱手設鯖百四＋七万KWは年それによると長期予湖の巫本とな

度内に予定 さ れ る 次 回 爾 調 響 の 椀

度の総躍力鮒要搬は︑隼平均伸び

GNP薙軍機伸び率を五・五％と謝画期閣申に六千四十九万KW

擾期電源 開 発 團 標 は ︑ 今 年 慶 計

百七十五万KWの増となる︶の贈

討にまつことになった︒

画の薄漿と な る も の と し て ︑ 爾 度

率五・八％として︑六千五百十五

源の運転開始が必要だと結論︑こ

水

全

欄祉安定成長下での国民総生廃

︵GNP︶成長率をもとに︑長億
期KWHと算出している︒
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火力︑原油値上げ響く
再認識ム 璽 ド高まる

原子力
ウィーンで開かれたOP￡C︵石癌輸出国槻構︶閣僚議て︑二十七臼︑一バーレル︵酉五十九
認︶滋たり十が騰十六穆の原油価格を︑十月から一〇％引き上げ︑十⁝が五＋蔑ンとし︑来架六月謹
の引き金をひいた一昨三秋の大幡値上げに次ぐ

の二号機︵周︶は五頁二十四億円
で凍価を円十銭︒平均は十一円七
＋銭となる︒

雨期的に約一矩のズレはあるが
両蕎の平均発磁原価の比較からも

電の年間売上耐は一兆二︑三千鱒

原子力が経済的なのは明らか︒東

が︑燃料の大部分を占める石油の

円︒その四〇％が燃料代に圓わる

値上げ影欝分だけでも膨大なもの

石油冠機

でこの価格を凍紬することが淡豪つた︒
になる︒

総工費千七百九十三億円で︑発電

運開の一弩機︵六十万KW︶は
原器円六＋銭／KWH︵KW庫当

試験を臼本原子力研究斯が︑アス

は︑食品照射に必要な麗装用高分
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機器の鰺壷、各種廃畿物の処理、ブイルターの父換、学闘線鼠4〜 掘写し染ダ分看，劃訳し 争調設

解毒性廃液瀞化技術の研究開発

子フィルムの贈物について行なっ
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個人徹曝管理、凶染衣惣のラ／い1一、冷却取づく講σ）濤掃、廃棄物の連搬、笈屯肋 腕1亭1設鮪運

を進めている通鉱備工災技術院の

ベル廃液圃化処理技術開発を動燃

ファルト圃化処理授術開発と高レ

憾イオンとの反慮性がある轍分離

C︶の塩講の一部をNメチルシチ 処理には0り耐放射線性がある⑭蕪

た研究て・ポリ塩化ビ一帯︵PV

凱子︑川上淫胞所罠︶は︑これま

製品科学研究所︵藁京・太覆区下

でに改質ポ雪気塩化ビごル︵Nメチ 事業駆が︑放射性物質貯蔵珊ガラ

ルジチオカルバメート墓を荷する

鎌は︑改質ポリ堀化ビニルが放溺

グ予が必要とされる︒製磁科

貿能に舗れる︑などの特性を備え

廃液処理材研究進む

ポリ堀化ビニル︶の照射後化学試

か

化水素を記するPVCの放私線ると評樋︑新たな試験装麗の整備

羅改質ポリ塩ビで試験

験から︑この材質が耐放射線性と
廃液中の金葎補集特性に優れてい

線にさらされても金綴がくっつい
ス材料の研究を大阪工業技術試験

ることを確認︑近く廃液処理胴燭

所がそれぞれ実施︑製品科学研究

ても分離しない優れた醐分子であ

なる分離性能に関し本格試験に入

がすみ次第︑第二の関門で最大の

●︐＝曾・9乙亀璽＝亀■＝騨ノ

一︑鹸近聞題化してきているフ

ル︑安全讐理︑開発途上瞬の原子

にザルツブルグで︑核蜂脳サイク

一︑一九七七奪五月二一十三日

器世弊的な茎準制定を検討する︒

ィジカル・プロテクションに灼す
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駝餌諮糊無熱難蟹舗勲箋鷺癩強仕評価研究

分解が全く掴制されることを晃い

分峯材料としての論蔵の決め手に

駈もこの一環として廃液処理胴島
分子縁料の開発にあたっている︒

ることになった︒

放射性廃棄物処理処分技術の研

開発を握鷺している製酪科研機

︑・罵嘔

脛

れていた鯖＋九三圃際原子力機関

九月二十轡からウイ；ンで開か

︸本歯止︑一AEA報蕾

の検討す事む

安全評価基雄

客亀亀・◎．9爾事Σ・脅噛塾83

究開発については︑中高レベル暇

等

に︑圃の同誌を明確にしておく必

関︶との面面描認協嬉の締結を繭

竃〜塾〜零亀︒二客・ち亀9馴．零ρ陰τ8．塾9監回り・乙亀・亀・．8．蓄・亀︑︐器零8㌦．9竃・︒．しち◆＝等φ

会の︸般駿間で門県内へのむつ入

要がある︒などから今後三園程度

い﹂と再度表明︒問睡︑長崎市議

旭には絶対反動﹂の態肢を表明し

の会合で︑政府︑産裳界の強兜調

を受けにく

ていた諸谷渡弓長鶴市罠も﹁側人

懸離

い原子力の国産エネルギー源とし

比率が小さく

席上︑科学技術庁側から︑日本

整を園っていく︒

ての刊蝋も︑再認識されようとし
ている︒

力開発などを巾心に︑原子力発霞
政弦とIAEAとの間のNPT
︵保
王AEA︶通冨総会に臼本原子

躍

田木原子力発電食往は九月二十

原

東海第二に充当

八十億円の増資

るQ

に星点を麗いた国際会議を開催す

と後退︒地元では佐世課港受け入

に佐世保斑磁化に反対はしない﹂

的には反対だが︑現時点では公武

隙側の値上げ旋風の申で︑燃料費

経済的な優位性とともに︑産油

薩油側側の攻勢だが︑インドネシア系原油などもこの決定に追随すると予想さ3／︑旺業弾︑とりわけ
磁力コストの閥○％が燃料代という磁力業界へのはね返りは大きい︒と目時に︑火力と比べた擦子力
の経済的纒位性を翼確認する機食にもなりそうだ︒

たり十万円︶がそれぞれ加算され

副寺中の広野火力の場合︑五十五

興体的にどの程展のシワ霧せをう

原価十㎝鳳円六十銭︒五十六無運開

上高る働定︒これに火力の固定費

けるかはまだはっきりしない︒こ

て八円二十銭︑八円八十銭とな

動の最近の職色として﹁概援的だ

一末松氏は︑その中で一AEA油

総会のもようについて報窃した︒

産の第調味総愈企幽委員食で同

本松珠磯激薩醐会長は︑一隅︑原

力摩業会議を代表して出重した一

臆措躍の実施にあたって︑原子力

避け︑現行制度からの円澱な移行

箏業警の過慶な負撹をで潅るだけ
支部の宜議採択は︑修理受け入れ

うした繕鍔から自認党擬遮振世保

機運の盛り上げを悪照したものと

現行法令︑制度の逓絹を架方針

を図る見地から一部変更を加えた

れに傾く土壌が培われているGこ

もいえようQ

とし︑そのための描麗として酸内

った初期の橘動に比べると原子力

立R

次郎

原油値上げの動きで鰭力業界が

れは︑鷹翻国側のプレミアム動向

拶†二・劇団が原油をたく火力と

る︒

﹁むつ﹂修理受け入れ

丁零の影響︑石油新価格体系の中
原子力の原価に二割余の差がある

自民党佐世保支部が宜言

現行規制法に

規制の笑施については①原子炉等

の東鶴第二原子力発電所の丁壌費

五繧の取締役会で︑昭秘五十蕉度

二十

万祇で四万株︵五％︶︑その他で

約三万株︵王・五％︶を予定︒こ

1露西

1B

力

嬉工げ後の船穣み分の波及時期︑

での逆ザや処理など不確定要素が
が︑この差が移鋼連盟の上胃で吸

放射能湧奏して入体に影禦が出る

収されるとした場含︑核轡欄間は
翻民党長崎県遮佐世保支部は九

油依待麗の蕩い磁力が大きな癌手
天然ウラン価漏り四十五がと三倍

多いためだが︑いずれにしても石

を受けることは確実︒

ことは蕩えられない②疑全強は︑

発常に焦点を絞るなど︑実際的な
鎧装に税極的に対処している﹂と

命に充当するため︑新たに第十六

印象を述へたあと︑IAEAの澹

・五％︶︑原子力五グループ

が︑電力十社で七十三万株︵九〜

ては目黒善割当てで行なわれる

今園の八十万株引受権の右脚

闘衙六十億円となる︒

で︒これにより原霜の新資本金は

十隼十二月十七田から二十二田家

株式は八十75株︒串込み期閣は五

次八十螂円の増資を決めた︒発行

動状況を︑エクランドーAEA箏

おり︑今後とも黄務の徹底を間

れにより︑引受け擾の持ち株比率

業醗先肋、ライィ〆｛物友験ヒノター

各欝灘戸膏にてヒル盤理難鞘を蟷難

鈴木貞一一郎

原

㍗

ドし

取締役会長
敢締役社長

に高騰して火力と均衡する勘定︒

改正を行なう②施設検査︑使用前

規舗法で細川し︑そのための一丁

検査︑定競検査など各種の検査の

沿って運用
保障措麗て科技庁方針

機鼠の利用を図る③適正著者関係

政府︑長崎県知甥︑佐世保南長が

田本原子力熊業芸議は一日︑聡

門原子力船むつの佐世保修理港受

保隙して当然③受け入れ決疋ば議

力︑メーカー︑原子力関係機関の

また負荷率が五〇％を蕎干下闇っ
け入れに鷲旗し市民の合目を殴る

としない︑などの考えを述べ︑

会の護決で十分で山並投票は必要

次のとおり報告した︒

霧総長の演説を引起して︑およそ

一︑パブリックアクセプタンス
の間題に業界駒に取り組むととも
に︑負荷寧低迷に伴う原子力の信

理化して自動検査への一歩を踏み

るQ

は単二電力の蕾七十一乃株︵三七

O％︶など電力十勝が三丙七

・三％︶︑関薦亀力の五十九万株

葺グループが四十四万橡︵九・七

十六万株︵八一︒九％︶︑原子力

原

％︶・その他が驚十八万株︵八・

なお︑九月茉現在︑東海第一

四％︶となる見込み︒

町華分七九四弩三韓︑動燃P

蔑bら

子

月二十八田開いた臨時大会で︑

こうした申で︑原子力と火力の

ても火力を凌ぐ︒

て何らかの原子力平和利朋開発の

ための四日をする一方︑国に対し

コスト比較では︑原子力の纒位性
が督す蒙す明確になってくる︒騨

今月眉工し昭和五十六庫運聞苧

元的に行う政府慮轄の哩門機関設

分問題にも上盤的に対処する︒

頓性の闘題︑放粥性廃煎物処理処

一︑安金保鎌に伴う査察業務は

すると南濃に︑クラックや表面の

出した点に大きな節義がある︒

な原子炉の安全性についてのリス

る︒

ク購前評価の作業を行なってい

一︑各國の原子力開発の供餅と

評聖母準を検討中︒このため︑許

なるような世界共遮の原子力安全

認司︑立地︑設計︑運転︑保守の

NCプロセスの丁零中︑旭硝子は

発の総禽進捗率は六四・五％︒

一︑複数国内で協力して核燃料

〜⑪∠9君8以ご｝見い〔｝ご

原

聞

力
定の榮電福昂第二原子力発鱈所一

理センター︵駒井健一郎会長︶を

業務の効魯化を鋼るため核物質魁

これから着工する発躍所について

代ム者などで構威する﹁核物質傑

描置の運絹について説議した︒

拡散条約︵NPT︶に盤つく保瞳ど運用方針の説明があった︒二

繰網︑運勢基盤の充実を図る︑な

措羅悶題に関する懇談会縣︵一本

久鰹勘一畏騎県知解が二十三瀦の

松霊園座長︶初会愈を開き︑核不

﹁むつ﹂の安金性確保には翼長灘

で︑熊点となっている獄子力船

﹁むつ﹂受け入れをめぐっては

た︒

ら顕任をもつことを明らかにし

門球の発惣醸価の誠舞によると・

野機︵菖十万KW︶の総工費は二 利益を地元に還元するよう蛍求す
る﹂との冨露を採擬した︒

負荷累七〇％として比べると︑原

乎力はKWH当たり七円二＋銭誠
︑ 讐鷺蒲の防覆︑姦代

なる︒これに続く五＋七卑運開の

立を縣とする民閲鯛憶陶との閥に
度の確立を磁む声が最近筒まって

岡懇談会は︑①園内下肥措置制
か︑原子炉を胆嚢した状態で︑一

いる㈹IA猛A︵岡際原子力機

県議象で門鑑過料棒を抜いた状態

いて︑①修已後の丹羽日陰を佐世

般船としてなら受け入れてもい

ズレをみせているQ
保港内で骨なっても海水や大気を

﹁むつ﹂の修瑚受け入れ問題につ

豪た︑匠糧保市の辻甚講長は
火力はOPEC値上げ荊で八円二など含んで二千三蔭三十四借円︒
発電原備は十円五十銭／KWHに二十六︑七爾臼の市議会一般質問

十銭︑値上げ後では八円八十銭と
なり︑一円以上の差が出る︒もつ
とも火力燃料の大半を依仔してい皿岡二月機︵同︶は八円七十銭︑二
る低サルファのミナス原磁は現在．
臼つの平均は九円五十銭︒
これに附し東亀が問じ福島県に

億円︶は︑流体論理素子技術を帯

丙れは工薫閉テレビで圏視横恕し

IAEA予算の三分差一を蚤てて
磁した齢しい空気センサーの開発

組み技術を蓄積してきた︒岡社は

一︑張ラスマッセン解析のよう

シチズン時計は︑年閥約一千万

作る加工機や検査機の多くを自社

か国に販売しているが︑こ汽らを

個の時計を生産︑国内と世界肖五
分解︑組立︑調整が容易なビルド

て親掛判定する仕組み︒グローブ

ブロック方武となっている︒

の慨人差があり︑酪質の安定が難

数年前から核燃料駿造磯器の製造

各段階での安金評価棊準を検討す

緊密臨動機械技術を習漿にした

旭化成の誤りにつき訂正し蒙す︒一

る︒

だけに甲子力輸出の司能

進出

性の面からも今後が期徳される︒
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クル計画を検討している⑪

講鞭

サイクルを確立する地鼠墨堤サイ

審蟻

ボックス内に設置するため唾罵の

ペレット外観検査装踵

に成功︑このほど塑力炉︒核轡料

繍庫

闘発二業醐東海嬢業所に︑この新

検査致謄﹂を納入するとともに︑

核燃料ペレットの外観を精蟹検査

しい②ペレットに接近して憂時間

にも進出︑勤燃壌奨剛に舗陽轡料

で開発するなど靖織工作機械と臨

するもので︑検査ライン上に順次

作業するため被ばくに対する配慮

棒総命囲動検査装置などを納入し

従来︑ペレットの外観検査は①

技術を採り影野た門ペレット外硯

新技術で特許を出願した︒

送り出されたペレットごとに︑そ

が必要︑などの欠点があったが︑

た︒今後原子力薩婁用機器のあら

動化機械の開発にも積極的に取り

のコーナー︑円筒藏︑端面を空気

開発された新装置はこれらの問題

ゆる分野に進出したい蕩としてい

冒視検査に頼っていたため検益農

圧差利昭の雪気センサーで︑微細

る︒圓際醜に評価の窩いわが圃の

納入した装雌は︑プルトニウム

な﹁欠け﹂や﹁遡れ漏がないかど

処理できるなど︑作難を大恥に含

を改蒲︑一ペレット蟻たり六秒で
︸時計︵山田栄一社畏・資本金五十 うか調べ︑製舐の愈蕾を窟動判別

、魂蝋縮髪

疹嶺たり十二・六避の蕩緬格︒発

精密機器、原子力に進出
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シチズン時計が動燃へ

戯原価は九円匹十銭にもなる︒
原子力の郷定には︑核燃糾三無．

を天然ウラン︵U︑0︐︶十万メ⁝
／げ︑︑濃縮役務六十が／分離作業⁝

鑑鶉．︑成型聖二票／蕗．⁝
U︑再処理．輸送穏五十が／菌躍．〜

ア
Uとして計算している︒この論難﹇

詠検査装置納入

時計の大手メーカー︑シチズン

核燃料蟄欝欝はKW11蚤たり 一 円 ⁝

謡講礪離鞭駅

戸愁壷羅監

は整嘉の牟．四六響は五⁝
がでは六円三十銭となり

円七十銭 ／ K W H ︒ 燈 上 げ 後の十
一・五

これだけで原子力の固定籔原衝を
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⁝コンクリートの収⁝
縮ひび割れを防ぐ．

として畿近脚光を浴びている︒

ていだ︒騒気化学工業は阜くから

コンクリートの瞑縮ひび黙れの防

る︒この優れた物性から︑構造用

すると安定した適肢の膨張を生じ

が採用される機運にある︵写爽は

ブル分野でも新しいタイプのもの

されている︒

轡8﹄y

藤禽慰線の出晶は猿子力発飽所

の格納容器内外で使網される各櫨

する堀鍛ガスを趣力抑えるノンコ

に原子力発臨所用ケーブルはd︶放

レーション硝ケ⁝ブルなど︒とく

ルのぽか・同軸ケーブル︑ペネト

の磁力絹・舗郷用︑計装罵ケーブ

！
ローシプルビニルを探周している

用に耐Xる②原チ力発鱈駈の設計

の発生が少ないi一などが特憂︒

謹まセラミック・フィルタで蔽渦

除染と岡隠に再燃焼を図る②完全

乾武処理方式で除蜘率が醐い㊨二

次廃液が発生しない④運転保守が

答厨⁝一などだが︑放尉性廃混物

てきている殿だけに︑蕨谷効果が

の処理をどうするかが聞事となっ
タを用いた低レベル放尉性廃饗印

炭化鮭素セラミック・フィルタ

高いものとして注闘されよう︒

・エレメントは銑却鼓置用フィル

ので︑翅翼性に優れているほか長

タとして同社が独臓に開発したも

れが塞体焼却処理プロセスの優間

瀞蒲が期待されることもあり︑こ

ントの実物を出鍋︒蝿却処理装罎
は同祉が藺独カールスルーエ原子

スル⁝工漂子力研究所陶け逆輸出

ている︒技崩導入先の湘独力iル

も行なわれている︒

発向けに開発しなもの︒原晦敦賀

撫

の特長は①焼卸炉排ガス滞喬温の

処理能力蘇時五十謎鰐︒この装羅

二子力発愚所て二三中の同銚麗は

誰々設61改良を撫え︑臼本の原 性を動かぬものにしたともいわれ

力研発所から技術を導入︑これに

硬累セラミック・フィルタ・エレメ

ルタのイラストおよび耐熱性炭化

によるパネル︑セラミック・フィ

焼節処理盈蹟のテクナメ！ション

凹無碍チはセラミック・フィル

廃粟物処理綾謹

思置効果高めた・

耐熱︑長寿命で．

で︑経済性でも優れており︑原子

ース︵VV︶にとって代わるもの 想定購故条件に耐える蜘甫欝ガス

ケーブルとかビニル外表ビニルシ

チレン絶縁ビニルシ支︵CV︶ 射線難境下において四十無間の傍

のが特長︒これ家での架橋ポリエ

泣Vースには燃焼によって発生

絶縁依を難燃化するとともに︑ビ

の一般領域で使照されるもので・

一三昴FRICVは原子力発脈い所
うり

Vごの開発にも成功しているQ される一般分野の利用にも最適と

ルシース・ケーブル︵FRlC
カプラントに限らず難燃性が襲求

環としてケー

この点に魑困︑多年にわたるポル

取付けられた後は金て遠隔︑自鋤

原発安全対策の

トランドセメント製造の技術と経

﹁デンカボロン﹂は避気化学工

ラブ︑重体︑地下窯︑水槽︑溢路

業が︑閣産化の要璽に応え︑五十

展示会に出品されたパネル︶

舗装などに広く轟用されている︒

的に歩一47する︒原点を設定した後

絶対番地方式の制彿方式をそれぞ

西独向け逆輸出も行なわれているフィルタ・エレメント㊤

野に

十月七日からバーゼル︵スイス︶
㌧演

丘︑躯体防水を麟的として屋根ス

三十九矩︑わが図で初めてセメン

験をもとに鋭憩研究を進め︑昭稲

トの収縮ひび趨れ奮兀全に防止す

蕎余隼にわたる総倉化学工業の技

カーバイドである︒

CSA﹂の開発に旗功しだ︒テン的としたヒューム管︑平成鋼籏︑

濠た︑ケミカルプレストレスを目

術硲積を儀かして開発しだボロン

﹁テンカCSA﹂翻これ謙で︑ る膨彊性セメント況填込コアンカ
セメントの本璽蘭な欠陥である硬

カCSAは磁霜灰︑石瀬︑ボーキ矢坂︑プレキャスト版などのコン

生羅管板管孔に四本の足︵タッ

れ翠雨している︒同工躍価格は一

号番

S

で開かれる﹁二蕩ークレックス75

デンカCSA

ボロンカーバイドはダイヤモン

・⁝；

ひに次ぐ硬度をもつ︑中性乎吸収

削︑鮒購耗性に優れているIiな化乾繰収縮によるひび翻れば避け

鍵ぜ寒
きもしダ

︑＾配㍗云・

ことによって横断する︒探傷プロ

る本体と︑ループ堅外にあって本

ーブを保持して管仮下面を歩き止

体を制御する画塾盤で構成される

プ︶で重語状に圃定︑二本のタッ

ア︶の両側に鎧備された旋圓アー

式で約四千五爾万円︒

︸ピッチ蕪十五秒でへ霜動駆動︑

体の璽醗約三十五蜻緒︑歩行速度

発に臨功したもの︒今無二月に闘

ムのプローブ案内機構が検査すへ

クリート製品の分野にも多く利羅

原子力藤藥の國際見本市︒一九六

各種のケーブル

冷却桝鰹失壌故時の環境特性など

その僧頼挫が問われ︑難燃性ほか

る今臓︑ケーブル分野においても

原子力発醗所の蜜全性が叫ばれ

︒・・

⁝応︑難燃性で特罠

新規プラントに対⁝

で︑セメントと遡蝋撮含して水秘

サイトを主醸分とする焼旗化忌物

と数多くの特性をもった工業材工

ることができないものと考えられ

六焦・に各国原子力藤岡ハ界が総意を

簗めて第︻園を開催して以来三隼

窪

軸
る
聴毫︾

が橡雌化されたことによって︑新

規プラントではこうした榮作を漁

ユール式放雛線測竃器により構成 採用される機巡にある︒昭職電線

足する新しいタイプのケ1プルが

トゲンの四竃類︒設定線膿に対す

初の遺品でもある︒GM討謝儀︑ 値は三審︑五十︑八十︑璽ザレン

マルチチャンネル・アナライザ らこの分野に進出︑鋭瞭研究にっ
とめており︑簸近では新タイプの

︑︐葦

ちく

圏

矯

州蹴力玄灘原発への納入もすでに

ぼ保証済みで︑関電高率原発︑九 プッシャーでプローブを挿入する

警報付きポケット線鰍齢︵松下獣器︶

・詳〜勢帖

チレン絶縁ノンコローシプ・ピニ

ー﹂を出騒︒モジュール構成が四

された﹁八一九二一四〇九六Ch 蹴畿はわが国原子力開発の当初か

五％以内であるQ

▽曝塞原子力瑠笑独薗技術で

競薩鯉︑

⁝に働きSG管検査

この装蹟はつまり︑放躬能レベ

決まっている︒

ルの購い水窪内で蒸気発生器細蟹

薩躍﹂︒原子力発慮プラントの蒸

楚蕉方式︵ロボット︶渦磁掘探鵬

プを交互に離脱︑歩行︑挿入︑固

が︑玉体は取付け城蹟で響板醐に

気発生器細蟹を探鰐するため岡社

のが原理で︑探鰯は本体︵キャリ

定運動をして前後左嘗に歩行する

を闘蓬髪に探傷するもの︒蒸気発

の神戸造船所︑嵩砂研究所︑崇都

は全て絶対播地で表示される︒本

精機製作所三着が禽岡で研究︑關

三菱鐵工業からの騒騒は﹁憲動

探傷籍ポット

・高放射能申で縦横．

窪窪レムマスタ

勲・

開発したAEC⁝NIM規格モ
テム
ジに驚展できる︒

難燃性ケーブル﹇難燃架橋ポリエ

変換増朗部︑計数避難締︑聖君指

数管で受けた放射線パルスを墾携

・増聾し︑これを債算醗路でデ

で獲麟鰻をアナログ変換して小型

ジタル積轟すると岡購に︑指示部

メータで指示する化組み︒擬篇撹

欝士電機と嗣

設定値は簡蟻に変彊できる︒

▽松下電器勧業

分で︑このため多極類仕様のシス

添都︑鱈民部で撫成され︑GM回 る検出精度はプラス・マイナス一

デンカCSAの混和剤㊥と製品

㌻
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機器展示会﹂には二十四か圏三蕎
二十社からの出潮霊加が翫画され

窓が庄昌されている︒機器展示会

臨力が大きい︑醐累源として効果

るなど︑かってないその規換と内

に併催されているものて︑いわば

は騒際的な原子力技術会議ととも

騨議灘灘灘懸

．警報付きで作業員

放樹線環境下

被曝線澱齢◆

の安全確保に対処

▽冨士霞機製造
の作業員の被曝放射線蟻を灘噛し

ツト型警三線騒櫓門窟土レムマス

蜜全作業の指樽とするためのボケ

タ﹂を出焔り被曝放尉線羅穂纂騒

﹁警報倒きボケツト線溶卍漏を出

じく松下母君も警蝦嵜発生方式の

池を探糊し急速階動議翻充電器と

騒︒電源部に懸想璽アルカリ麟電

続ブザ⁝警報︑人体局辺放射線レ

の指示︑設定値を超えた場禽の連

轟鰍

華
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墨株式会社

ことにバーゼルで關かれており︑

バーゼルで

聯
溺

今回はその第四圃昌︒わが国から
も今罎初めて︑企粟二十五社が各

社技衛の粋を藥めた訊二ークな原

子力関係機器や研究開発の成果が

曙
A・

10月7霞から

10

東電

懲

申
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ゆ
サイズ：800×1000×150％t
（関西電力高浜原発使用品）

濤

聖

畷齢

き細蟹に自動的に位躍決めされ︑

難紬魯

に

や

ネ

ウ

力

原
ベルの職低に対する購貌ブザー音

組み禽わせて使用するため︑傑守

のピッチ変化による調帳⁝一など
に特長があり︑個人の放射線安金

が餐易で︑経済的といった利点が

陣勇

ある︒検出放射線はエックス線︑

委轟・

管理胴として小型︒軽罰化された

霧

繕輪

灘

経済性の爾いユニークな製品︒パ

騨

ガンマ線が対強で・標準設憲嶽二

♂
ヨ

セ

測

蒸鉱発生器細管・讐板の籔孔に4本の箆で
逆さづりに固定し2塞の足を難燃に離脱、走
行、鎌入、固定して細轡を採課する欝動走董
方式凋蹴流探偶装置の本体と、㊨操作盤

ーソナル・モニターとしては国産

更

琳

＝
＝

も

識購

藩論︑・

嚇

め

管探鵬横査に使用されて性能はほ

響
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主蒸気隔

ズ・パルプなど
▽電気化学工業

鉛鎌継

▽臼本碍子パネル︵放射性

・バルブ

廃曰物焼却装齪など︶

▽松下皇考塵下熱ルミネッ
センス線猛剖装置︑ポケット欝
報副など

用艦線ケ！プル十七本座込み︶

▽昭和鱈線電畿パネル︵六
〇〇〇V一華ケーブルなど︶

▽日立艦線パネル︵LOC
A横擬試験装膿など︶

▽旨旨製作所カラー・コル

▽電気量業連禽会

ポンプ

▽三愛原子力工業

惣力需給

流難計︑

ルパネル︵燃料集禽体随縁︶

▽欝本ニュークリア・フユエ

▽日本原子力襲業八OOOトン︵五＋MW蒸気発生躍など︶
チャンネル多墾二季分析羅

▽寓士露機製造ポケット線
蟹謝

▽川嫡重工業パネル︵コバ

のパネルなど

論尚幹範駈︑制双造聖慮

を誇る付帯装置⁝

⁝

カーで便矯されるなど︑電磁ポン

繍欝謄︑︒

に合格して以来国内十一の原発向

査にも豪たる計画だ︒

国に調査団を派遮︑輸出市場の調

播磨雛工藷社は協岡でPCV︑

その他︑藁京芝浦電気と石川鵬

際︑川崎工場の設備および製造管

飛力鶴田の傾向︑欝欝設備容騒な

紹介︑電気旧業運禽禽はわが圖の

高速炉炉心構造物をカラー辱轟で

く解説している︒

一・VHTRの研究開発︵儀ホ

原子力研究所︶

︵動燃事業団︶

一︑賜速実験炉と新型転換炉

一・原子力製鉄フロー・ダイア

▽カラー・コルトン

グラム︵原子力製鉄研究組△口︶

一︑核融禽研究装躍︵日本原子

叢雲︶

力研究所︶

一︑窩ベータ・トーラス磁場袋

一︑再処理施設︵談叢崖錐団︶

麗︵騒子技術総台研究断︶

、

療子：カおよひ環境問題の分野て経験鐘富なコンサルティング
ならびにエンジニアリングサービスを提供する

発瓢築団﹁常陽﹂をはじめ各メー

七台︑レベルスイッチニ頁十四

プ膏二十四台︑電磁流慰計百六十

純化ユごット︑水黙検出計各数台

本︑プラギング計十七台︑その他

三菱原子力工業は︑電磁ポン

ニューフレックス75機器展示会に

の製造実績をもっている︒今回︑

躍磁ポンプなど

プ︑口尻流雛計︑レベルスイッ

うち︑PTSt一〇〇重三磁ポン

出展されるのは︑これらの製図の

チ︑プラギング計︑純化ユニッ
ト︑水講極繊趾箸の液体口広用機

プ︵睦写翼︶とFM3／8B−L

器の開発を進めてきたが︑これら
は小型・低コスト・安定した性能

型艦磁流澱計の二つ︒

ることになったわけで︑国内のみ

Rスタンプを付けることが許され

けバルブを納入している︒かねて

子力用バルブ認定資格を解るため

この結果︑原子力用弁製造工場と

よってそれぞれ施策の現状と今後

パネルおよびカラー・コルトンに

五分︑一巻︶が上映されるほか︑

クトの環状を紹介しだVTR︵十 一︑原子力船﹁むつ﹂︵原船禦

力炉︑原子力船など開発プロジェ

政府ブースでは核融台︑新型動

各種施策の鏡状
をパネルで紹介

E認定により同祉は今後︑製晶に

しての認驚を得た︒今圓のASMどをカラー・コルトンでわかり厨

理システムについて調節を受け︑

RPVおよび軽水炉霊饗構造物︑
ASM濃澱の調査団が来日した

の準備を進めていたが︑今庫七月

◇

精慶⑤兜金な作動と性能一1など

米機械語金︵ASME︶による原

岡社は米GE社による工場審董 穏接輸出も可能となった︒近く米

ならず米国やカナダなど海外への

躍磁ポンプ

などを特長とし︑動力炉核燃料開

に十八嚇という大口径まで羅産で

けの﹁ボール弁﹂を出照している

したバックパネルも出品している

が︑この弁は四＋鋸闘という長期

注屡されている︒

間の使用に耐える︑水平垂臨の両

きる体制にもあり癬期的なものと

詩鰯の柔らかい帯に加工︑＋枚つ

長さ約一層︑隈さ五︑ザ姻︑璽さ一

方向への耐纒設計11などに特長 吸収力⑳煙い耐麗食性⑤嵩い加工

が︑岡バルブは型打鍛鋼ボデーを

つ真空パックされているため漫罵

便嗣したもので①軽鰍・堅牢な構

終

といった特長をもっており︑すで

造⑭材震の均一化③醜い熱猛雨の

性に覆れているほか︑構の擾さが

▽平田バルブSUSボール ▽藤愈餓線パネル︵藍玉所

島原発︑PCV︑RPVなどル︶
ト6⑪照射施設︶

重工業カラー・コルトン︵機

▽栗康芝浦慰気︑石川島播磨

▽三舛盆属鉱業

宋︑ペレット︶など

ボロン︵粉

▽欝ホシールオールベロー

離弁選鶴摺盆せ笑置など

展示会出贔企業と展示物

被擬管など

▽神戸製鋼所蜘料チャンネ
ル︑被擬管など
▽住友金属工業

▽三箆金属パネル︵被覆
管︶

▽三菱原子燃料カラー・コ

蕉気発生器細

ルトン︵燃料集禽体など︶

▽三餐趣工業

▽岡野バルブ製造

管胴自勤検霞装麟など

・放射線遮蔽材とし．

て︑加工性も高い

忌門タフビルト・パルプ﹂を紹介

一葉鰐に整えられているため璽籔 があるもの︒同軸はこのほか新製
調整が容拐で必要瞬が迅速輩締︑

でき︑運搬にも容厨一といった

人力によって帯を細分することも

工瓢上のメリットも多い︒なお岡
社は鉛繊維の製造に関し︑ニチエ

金属一を設立している︒

ン化工と共同出資によって﹁サン

18匁までのものが⁝
すでに量産体制に・

常︑蒸気発生器粥および︑炉水浄

部に鉛を充壌する工購は孚間と熟

化系配管︑隔離時冷却系配管など

細長く複稚な形状の隙間でも素聞

平田バルブは原子カプラント向

ている︒シルカロイ被獲管研究開

発罵も含めて一万ホ以上を納入し

・バルブ

ト状に配陶させた︑纒九十︑ゾ綴︑

二万五千本︑一部が海外商爾炉向

塩釜穂のオーステナイト系ステン

超葛破塾生雛
など新鋭設備によって製造から試

▽住友金属工業

してBWR用チャンネルボックスレス鋼鋼管も製遺している︒

発によって習得した技術をもとに

は今︑考量までの内定分を禽めて

け輔出されている︒

▽神戸製鋼所場府北工場でシ

所向け三体を納入したほか︑現在

ルカロイー2・ジル上唇ィi4︑ の企業侮にも成功︑原慰敦賀発躍

轡廃度三四〇〇〇MWD．／Tまでステンレス鋼それぞれ被麗蟹を製

炉︑ハルデン炉などで照射し平均

の間︑試作被蔵管をサクストン

管の供給蕎として認定された︒こ

による工場︑製晶の資格認定にも

く︑かつ均一に充填できる齢衝撃

弧

禽格︒ジルカロィー4燃料被襖

品は薩径Q・婁ゾ層の緻維をマッ

っている︒放鮒線遮蔽のため聞隙

できる一⁝などといった特侵をも

鉛繊維（三井金属）

激を必嚢とするが︑標雌仕様の製

じない④望ましい形に容易に加工

量産化に備え国産

体制を整える三社
被糧管

▽三菱金横昭箱三十三奪から

ボール弁（平沼パルプ）

鉛繊維

鉛緻維は︑一瓢井金属鉱築が闘社

生産の蕩純度鉛を原料にし独自技
術で撹界で初めて工業化に成功し
たもの︒原子炉礁屡やタ⁝ビン礁
屋の壁︑床などを欝通するパイプ

を充填し︑放鮒線を遮蔽する圏的

またはステムとスリーブの聞二部

に特に適倉するよう開発されたも

羅搬
懸

や振動によって充壌部に隙間を生

ので︑①遮蔽能力はもちろん︑②

騰臨轍
濾

﹂
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O％は璽油焚き火力発餓所︑三〇 発電所建設を計画している︒この
原発は地域暖滅期として一階間蟻
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第19園︸璽躍総譜開く

ホテル｛ヲイラ

パリ地域暖房向
％は臨埃焼却所からそれぞれ供給

たり一千煕蕎一二千ゾの燕気暁雨

国際原子力機関︵IAEA︶は

九月二十二日︑ウィーンで第十九

の三か隅の新規加盟を承諏した︒

ブ蔚提田連邦︑タンザニア共和国

圏ホテル紹介

仏クルーソ
された︒熱気の翻裳見請しは︑一

を藻ねているわけだが︑完成予定

で︑今圓︑地城暖房だけを目的と

画選成を搏っている余裕がないの

》

7．〔｝U（，

け原子炉建設を
九八二無に九爾八十万誘︑九〇無

が一九八八隼と豪だ豪だ時間を冒

仏CPCUが握案
には少なくても一千三薗万ナに運

するという︒

に趨困ずる地価の高騰︑石趨節約

通説
常総会を開き︑カタル︑アラ
CPCUとしては︑EDF圓の

するものといわれ︑そのうえパリ

などの点から新規に火力発煙所を

︻パり松本駐在鍛︼パリ地区の

このほど︑パリで開かれた園際配

こうしたCGEグループの動き
地域暖騰促進を期すCPCU社は
地軸周辺では︑大気継紙防比規制

に対し︑軽水炉開発だけでなく将
熱遡禽大会で︑一九八二鎌のパリ

九か国となった︒

IAEA加盟四国はこれで合計霧

スペインのUεM璽カ

スペインの電力鼠社ユニオン・

いう︑発注のひどいダウンに冒

入さま

お

・ロワール

国際市場進出めざす
をうかがっていたクル⁝ゾ・ロワ

する原子炉建設の計纏を明らかに

れ︑これが実現すると庫間八百五

めることも可能になるだろう︒

理虚を︑当面の不況よりはエネ

を向けているQコッホ氏はその

b，（民X）

￥

ダブルルーム

来の新型姫建設にも進幽する機会

函迫暖麗向けに熱繊力百＋万KW 私設することは難しい状況だ︒

西独KWUに
ンス原子力庁︵CEA︶が原子力

このため願力生塵と小城暖鰐を したわけだ︒原子炉設謝は︑フラ
燕ねた原子力発飽が一躍クローズ

︵圧力三十一姪︑温度摂殴二百七
＋度の蒸気を一階闇当たり一千四

潜水艦用に開発した加圧水門型炉

ール︒グループは︑GAAAへの

経嘗謬加によって増濾嫌開発に粟

アップされ︑すでにフランス鍛力

五詩離れたアシエールに出力九十

炉︵PWR︶一基の発注内示で契

オン︵KWU︶社と加圧水型攣

ど︑四三のクラフトベルク・ユエ

エレクトリカ︵UEM︶はこのほ

公社︵EDF︶ではパリから二十 ︵PW侃︶を墾礎にするといわ

発注内示一基

頁五十ゾ生麓︶の原子炉を建設す

ることが必蟹であると撮廻した︒

スの増殖炉開発はこれまでCGE

り出したい愈岡のようだ︒フラン

グループの独断豊実がめだち︑ク
パリ地算では昨無︑薫百八十万

賛成の比率が葬常に爾いという︒

万ないし爾三十万KW級の漂子力 十万沖の才気供給が司龍になる︒

対に︑原子力豊強所の敷地候補に

一方︑政界鰯における蟹蒼状況

は︑与党のUDR︵ドゴール派︶

初綾荷継覇もKWU社が供給する

めから碓設してみるだけの憲味

つまりシッビングポート︵原灘

︑

がないのだ﹂と欄烈に批覇して

ルギーに対する手前勝黍な︑あ

︵孤・K︶

ヤ

》
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GAAAへの参加で交渉
軽水蝉開発における加圧水型原手炉︵PWR︶への一本化︑それに伴う原子力薩簗再編という仏政

府の方針決定に墓喜︑PWR鰻兀に全力投入の体制強化を園りつつ套多ルーゾ凸ワール・グル
ルーゾ・ロワール・グループの逸

世舗調査機関SOFRESがさる

るいは幻想的な観念の広がりに

炉︶←インディアンポイント︑
ヤンキー︵罠間実証炉︶の高速

いる︒

問題はクリンチリバー炉のコ

求めている︒多くの岡民が原子

るようだ︒

全室、バス、カラー↑V、電謡、エア｝コノデイノ鶴ノ付

このような中心街にあるにもかかわらず、
夜は閑静であり、 人生の三分の一は寝て

ｦ

過ごす という皆様の大切なお奮闘を納
得いくまで蒲足させることができます。

ープが︑今圓の薩藁萬編の一環として高還増殖炉建設の態勢圃めにも乗り出していることがこのほど
ナの蒸氣を消延し︑そのうちの七

しかし︑CGEグル⁝プが軽水

鯛らかにされた︒この動きは︑沸騰水型原子炉︵BWR︶開発からの撤退を余日なくされたCGEグ 出の傘地はないとみられていた︒
ループの恥藥縮小︑魑絹対簾が灘つかけとなっているが︑増殖蝉開発に麟糞の多くを依忙していくこ

に羅馬増細思魁設でも国際市場遮

とになるCGEグループがどのような態度を賦していくか︑今後の成り勤皇が注目される︒

炉墨からの撒退で鵬周対搬問懸

のぼっている地城では︑賛成四二

六九・五％︑独立共和派︵ジスカ

のはこれが初めて︒このPWRは

れ︑フランス原子力庁︵CEA︶ ％︑反対三七・五％︑わからない

露を整んでいるわけだ︒ともあ

ールデスタン派︶六五％とこれら

をかけ︑CGEの顧子力政策の誤制で同グループよりぬきん出てい

BWR開発からの撤退が決まっ照臨翻を憩目してBWR設計に取あまりがパリのCGE本社にデモを抱えている環在︑原子炉建設体

二〇・五％との紬果が出ている︒

は翼成率が高いが︑野党では社会

ンの原子力発鱈所建設に進出する

の産業界への薄舞の交渉がどうな

調査紬果をもとにした一般的な

約を結んだ︒西独の企業がスペイ

るクルーゾ・ロワール・グループ

兜方として︑全体として原子力発

り昂瘤摘するとともに︑鶴遮増堕

受けた︒この難局を渠り切るた

握るものとみられる◎

るかが︑今後の成り行きのカギを

たCGEグループは︑嶺藏の原子り噛んでいただけに大きな打繋を
力瑠藁を失い︑その対策に頭を痛
としては︑この機会を荷効に利了

党五四％︑共産党五〇・五％とそ

し︑仏が開発した國膿技術を照隠

要求したという︒

躍翫建設には賛成だが︑自分の鷹

の比率は低くなっており︑さらに

設された岡談躍は︑磁場の驚半径
八月に行なった
に

だ︒

反了し︑一方ではエネルギーの

力に反対し︑沖命要田の開発に

増残炉版をやるべしというわけ
の璽荷の

このコッホ氏の批判はシッビ

ストアップの原隈にある︒コッ
ホ氏はそれを．規制

ングポート以後︑米圏がくぐっ

で汚染をがまんしてエネルギ〜

高価格を非難し︑誰かがどこか

ニックス並みの続飯水準でやる

ためと兇︑それを威らしてフェ

てきた環境論争の悪縁をやや軽

コッホ氏によると︑クリンチ

のぞかせている︒

のでなければ︑競争性の羽成は

リバー炉はフランスのフェニッ

くみている嫌いはあるが︑クリ

んでいる蜜の良さ︑さらに風力

を生魔してくれるものと思いこ

ク︶
ス炉︵二十五万KW︶に比べ 到織おぼつかないという︒クリ
︵﹁EBRi2プラス十葎﹂

ンチリバー計画の矛盾をするど

て︑増加するエネルギー需要を

や地熟や太陽エネルギーによっ

くついている一

ンチリバー炉の経懲管理は︑さ

面もある︒つま

規制の餓荷がそれほどかんた

て四管から六儘のコストをか

不轡襲纒馨灘

に筋担しているから始末がわる

る︒しかもマスコミがこの幻想

充覆していけると思う幻想であ

りこの実証炉溺
醐によって︑商

異化への道堂

んにふり落せるものかどうかは

なほど いと同浅はなげく︒

け︑七年もかかって一九八二隼

規制と資金の璽荷キ麗し︑か
︵ERDA︶に移されたーーの川

禁血的

気につけようと

金体の足ぶみを問題にしたも

にやっと稼働する計噸だが︑そ

したことが︑

の︒来国のエネルギー事満は︑

いきんエネルギー研究開発局

今後十痒でーー一九八五年京で

とを指摘している点だQおそら 疑闇だが︑環境擬護とエネルギ

スウェーヂンがしたように一i

ー供給との当面の両立点をーー

に徹底して︑政麿の全額負担と

下から一1が︑その方向をさら えってスローダウンを招いたこ

くクリンチリバー計画のテンポ

になる

KW︶が動き謝す⁝一︵そのあ 管理による 原型炉計画 に切

本物

済的︑政治的に

では︑軽水嫡の大容蒸器の進行

見出さねばならぬことは確かだ
も薯えると︑実嗣隅照覧の出現

ていないし︑商速増弛炉計画は

ろう︒来国では家だそれができ

の提璽だ︒そうすれば規二上の

はいつのことか分らぬという︑

との二薔万KW炉も建設中だろ り替えよ︑というのがコッホ氏

賃担が大鵬に緩和され︑コスト

う︶︒これではフランスとの距
離は縮論るどころか︑ますます

てそうなれるだろうかという疑
聞を握起し︑※国には石油︑石

十五炉︑七五無九炉︵予想︶と

その論争のはざまで苦しんでい

コツボ氏の懸念がよく分かる︒

このほか豪颪の軽水炉の建設

も削減され︑さらにこの原型嫡

とも七＋五万KW以上の

計画から少しの遅れで︑少なく

耀炉翫画〃を民闇が並行的に照

引き離されるだけで︑第一こん

兇込みのないものーーは﹁実証

な深いものーーてんで経済性の

鱒などとはいえないはず︒はじ

ことが︑世論を感わせる原鷹に
なっているという︑日本などか

準商 では︑七三年四十炉︑七四年二
ら晃ればぜい沢な悩みの一面も

炭︑水力などの代薔資源が多い

ことを璽饗しているが︑はたし

に一i原予力発電が技術的︑経 ー・フエニックス炉︵百二十万

のころにはフランスではスーパ

に︑より広く回国の原子力発鰍

ー炉︵醸速辮殖実証炉︶を中心

こんどの論文はクリンチリバ

論陣を張っている︒

クリア・ニューズ八月辱誌上で

ど一琿︑同氏はふたたびニュー

を紹介したが︑それからちょう

オナード・﹂・コッホ氏の批判

炉系統のほかにタービン発欝機︑

住地が敷地になるのには反対との

トリロ近郊で︑運転開始は一九八

PSU︵新庄派︶にいたっては蟹という︒敷地はマドリード北方の

か︑または建設麟の地域では六ご

成が二六・五％で︑反対が際立っ

％︑反対三五・五％・わからない

傾向かあらわれており︑中でも原

二無の予定︒

設体制を早急に確立するよう
め︑CGEはGAAA従業員炉
七建百

ルストム社は︑PWR馬タービン五十人︵疲師 二五十人置一般従業
鰻二百三十人︑技術上欄衡十人︑

原発建設に

発立地ですでに発織税などの税収

ている︒

めているのが環状だ︒子会社のア

発聡機の受注確保で当座をしのげ
設翫要颯百人︶のうち三蕩人を糊

は瓢四・五％︑わからない一三％

上の利益を受けている地城では︑

・五％と螢旗の比率が高く︑反対

における蟹否の状況をみてみる

となっている︒しかしこれとは反

九％であったという︒また地城島

と︑すでに原子力発餓所が運転中

最大鐵力蔭三万二千KWで︑原子

るものの︑同グループに所附する

原子力エンジエアリング会祉GA 口する方針を打ち出したが︑労緩

賛成55・5％
仏の二二調壷
門パリ松本駐在銀︼フランス電

が一・薫五層︑磁場五十爵ガウ
発鱈所礁設に関する世論罰査

力公社︵￡DF︶の張駈を憂けた

によると︑GAAA従業員三階人

パリ松不駐窪員が伝えるところ

AA︵CGE三〇％︑アルストは
ムこれに強い反対を表明した︒

ク社三冠％の顔出澱︶はとくに︑

社三五％︑フィブカイ・バブコッ

一

産

ス︑鍛大プラズマ罐流八十万アン

よると︑仏異事の五五・五％が原

ソ遮の核融含装羅

このシリーズの第一薗で︑米

藩霧雪

ペアで︑世騨醸大のものである︒

発磁設蟹蔵の慧を表わしている︑

仏国罠の原子力

初期運転の段階で︑磁場菰詩ガウ

﹁トカマクー0﹂
六月末に堅紙を開始したソ遮の

力 順調な運転進む

原

との調査結託がこのほど明らかに

世論土野の方法︑醐査対象とな
った人数など詳細はいまのところ

不明だが︑嬢設に螢成五五・五

國の窩速罎殖炉計薩に対するレ

ス︑プラズマ電流四万アンペアの

ているが︑同装躍の能力一杯のデ

された︒

トカマク型核融順順験装齪﹁トカ

に入っており︑これ豪でに良好な
ータが得られるのは早ければ山開

マクー0﹂は現在︑物理遜転の段階 データがすでに傳られたといわれ

四囲を観ているという︒モスクワ
宋か︑来隼初めとみられている︒

購灘

のクルチャトフ原子力研究所に建

隷幽

戴

欝欝

（25）

ノノグルルーム
ノイノルームA
ノイノルームβ

纏会蝿に限り特別翻引を谷ないます。

ρ

また歩いて5分でショソビンク街（国際
通り）や沖縄郭大の飲食街に行けますの
で、観光ホテルとしての機能をも兼ね備
えておりますQ

沖縄海洋博へどうぞ一

玉
ぜ醐

鞭襲
ソ連の核融合装置﹁トカマクー0﹂︵Hタス︶

㍉

空港より車て10分（2k則）、那覇巷へは5
分（1kのの位麗にあって、地立酒難をは
じめヨ銀那編支店や諸金融機關、並びに
大手企業の支社・営業所等がひしめきあ
い一ビシネス活動には最適であります。

κ07ZエZ4盈吸

1
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票
＝

て門騒近の蕨州政府のウラン資源

明︑今園の鍮どについ

薄し勧告する立場にあ脚βと説

が︑これは九百MTU／無までグ

この生陛能力は七酉MTU／無だ

標に生肱を蕩開︑精錬を行なう︒

をつぎこみ︑一九七六奪三月を囲

キャサリン鉱山に︑；千六︸白繭が

鉱昧発麗会祉と政府とのバランス

る︒この鉱昧の開発に際しては①

は七六鉱から頒手︑完成に三面を

題である︒レンジャー鉱濫開発に

には鮎漁を開始する計画で︑生涯

ニューフレック

ス視察団が出発
日塞原子力薩馨践講派遣の門ニ

行なうほか︑併催される原子力の

国際縢本市ともいうべき原子力関

加し︑わが国原子力関係業界など

係機器二選会にわが園として初参

が牌をあつめた最新の原子力技術

同視繁団はこの後︑ビプリス︑

を紹介する︒

をはじめ︑カールスルーエ原子力

ウィンブリスなどの原子力発臨監

ューフレックス参加欧州原子力視

務︶一行二十名が三臓午後︑羽圏

察団﹂︵団罠・東北霞力松田常

など欧州の原子力旙設の現状を璽

センター︑ラ・アーグ再処理施設

発︑離日したQ一行は六〜十凹ま 研究センター︑マルクール原子力

で開催される濁際会議に参筋す

点的に視察︑二十三田漏騒の予

織

磁蜜

響

硬

曾

繧しを行なう︒

美浜二号機サイ

浮しており︑新規探鉱によリウラ

臼︑藤屋発生器細管からの放鷹能

適律僧費源エネルギー庁は︑篇

遡産繍が方針決める

クリング運転へ
加工性を高めて輸出することが

ン舗要は満たせる︒そのため面嫌

るとする予測に対しては毘較的楽

塁本方針だが︑これは契約の必須

に入る方針である︑と発表した︒

について︑近くサイクリング運紙

二叢︵加圧水型︑五＋万KW︶

行なっていた関西雌力美顔発鍛所

を煽症し︑同月十三田から盲検を

漏れのにめ今矩一月八田から運転

︸︑今後のウラン価格について

ィールド調査を行なっている︒

七十万騨を投資︑三グループがフ

懇談はこのあと原産側から︑

条件ではない◎

規模は当沢渡五衙MTU〆蘇︑

﹁将来ウラン鵠給バランスがくず

は︑核燃サイクル上の他事業の価
予定．環在これを吸収するだけの

後に︑五千MTU／妬に倍増するれ︑需要がひつ迫するとの亭測が

格とバランスさせ︑世界市場で決
マーケットの有無については横疑

廻れている︒これに対し資金難へ

ながら︑そのための解決手段︑つ

ついた中・藻期的な課題だ﹂とし

リギリいっぱいまで消化してしま

れ︑感力各社はいずれもこの馬脚

まて﹂とした限度が載務づけら

らゆる努力が肝要︸としている︒

調還など可能な対簾についてのあ

附庸資金拡充をA．儲む多元的な資金

れたためと血縁されている︒通産

の浄化に罵いるリン酸堀が濃縮さ

数矩聞の磁器所得の急速上着︑機

した諾情勢を踏まえた上で︑ここ

米国では多くが収支悪化︑外部資

のみならず世界的傾同で︑とくに

金問題︑このことはひとりわが国

深刻な噛態に立ち董っている資

するだめの温水洗漸を命じていた

塩を取り除き︑ボラタイル処理と

六本の栓工事と細籍の付議リン酸

雀はこのため︑滅肉細管一薔六十

一顧

J1湧晶晶剛山導㌻轍語1驚§幽幽筏1讃総踊

｝

長期安定供給確保へ

政策は過去二年間の経験をふま

レードアップできる︒現在確認さ

ある﹂﹁寄州でのウラン探鉱への

臆する︒

一︑現在AAECの讃算によれ 燕気発生雛無籍についてのこれ

資本参加は安定供給磯保に有溢﹂

ウラン鉱の存在が確認されている

ば・盤州には十八万八千MTUのまでの調憲で・一壷六十六木の細

一1などの悪冤が述べられたが︑
ライト氏はこれらに対して﹁藪州

している︒

はウラン供給に積極的で︑日本を

一本に漏洩細蟹が発兇されてい

蟹に威肉指示があり・このうちの

このようにして一九八○〜八一

が︑近く地質学的蕩察も含めた発

蕉にはレンシャー鉱原は伍闇五千

MTU／郊のウランを供絶できる資源輸出の鍛墾要国の一つとして

の対応がなく現状のま京推移した

まり資金調達のあり方について︑

が妨げられる構造部分で︑冷節水

る︒この原騰は二次冷却水の流れ

題にどう対応すべきか一1通山雀 なければならないといった臆力安

とした学窓︑五十卑代餉単の約五

関投負家の旗長などもあり枕綴の

ン酸濃展が一PPm以下に下がり

が︑九月來現伍こ次冷却水中のリ

日刊工業新聞社畑都fM［凱段北1＋10智03（263）2311

での五臼間︑スイスのバーゼル

定︒

罧爽はニューフレックス視漿団

る︒原子炉の安全性︑放射性廃棄

の﹇行

物処理処分など原子力開発間題の

子力関係著らと広範な意搬交換を

技術的側面を申心に世界一國の原

著えている﹂と削覆して次の点を

一︑国内でのウラン探鉱事業へ

が︑一九八一奪以降のウラン資源

ン翻要情勢にかかっている︒これ

指摘した︒

には糖果をとり窪とめる︒この結

開発は︑ひとえに世界答国のウラ

果がウラン輸出の障轡となること

い︒

の外資鯵加規制は︑領分変更しな

瑚在検討中でおそくとも来命初め

して︑②の忍逢聞題については︑

れ濠での経纏か65閣題は少ないと

つの聞題がある︒①の問題は︑こ

点でのマーケットの窩無i1の三

②環境保金③採取が可能になる暁

鋤薦麟到五年後年間五千︐ン目標
来旦甲の簸州原子力曇鍛会︵AAEC︶特別調査部長ウィリアム・J︒ライト氏が三日︑二本工業

鉱の現状などについて説明しだ︒同氏はこの中で蕨州の今後のウラン政策などについて①消賦国に対

クラブで一本松珠磯原薩劉会長ら原麓雷脳と懇談し︑蟹州政府の今後のウラン政蹟の方針︑ウラン探

ついては比較附楽観約だが︑新規ウラン資源開発は継続する⑮外螢との共同ウラン探鉱規制は変更し

するウラン供絵は長期安定供絵を暴本とし︑積極的に紺処する②今後の世界のウラン賜給バランスに

ないーーなどの棊本的な弩え方を明らかにした︒
メリーキャサリン以後︑摂州の

政府は︑各國の原子力開発を安定

らのウラン供給に当たって︑野州

そ次のように膳つた︒

はないと予測されるが︑この間は

鮒な契約を暦本としている︒

的にサポートするために長期安定

懇談でライト氏はまず︑同氏の

ない︒最大の問題は③の市場の論

各国とのウラン輸出交渉を行なわ

え︑世羅のウラン南場の滴況変化

れているメリーキャサリンウラン

蕨辮のウラン探鉱については︑

ンジャー鉱床の開発を讃えてい

ウラン開発の中心となるべき鉱山
り
としてノーザン・テリトリーのレ

にともなってより舞体酌になって

張州原子力政策における役翻につ

いて﹁AA幾C下の欝欝会議議政府が株式の四丁六％を取込し

きており︑ウラン潤蟹圃の現在お

鉱床は七千MTUで︑そのうち三

一︑将来ウラン照込がひつ賞す

罠として・AA獄Cを難じ政府にているクィーンズランド州メリー

よび将来のウラン南場動向調査
分の二がすでに契約済︑残り約三

かけ︑おそくとも一九七九矩初め

が︑今回の北米︑欧州︑臼本歴

ついて も A A E C を 通 じ て 市 腸 に

分の〜に当たる二千五酉MTUに

ライト矯

したあと︑醸州のウラン探鉱の現
出せるよう交渉巾である︒

訪の霊験な圏的である﹂と前凹き

状︑市場の鋤向などについておよ
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を習負っ

行︑儂入れ金や外資の活絹などそ

内部資金の充実︑堪資︑社債発

これらに必要な設備資金を調達し

定供給のための

代工毒金の約三分の一にも達す

兆阿を奮む総額十六兆円強︑同年

霜気覇業が隠面している資金問

てもいる︒原予力雪面が資本集約

れぞれについてできる限りの描躍

盆調達難といった

聴けやすい付春物の除宏が確認さ

孝

宿命

は︑口気口業審議会︵逓産相の諮

的で︑単僚建設費魍大や懐嬉期聞

を講ずることが必襲だと指摘︒し

消化碁盤は瓢調な広がりをみせ市

発磁所を売却する鍛社すらでてき

れた︒このため今後は渦流探傷試

を即け

かし︑増資は即効性が期待でき

場も漸次拡大傾向にあると判断︑

の館力安定供給に不安がもたれて

ているといわれ︑自費削滅地域で

と︑負荷変化による蒸気発生器二

﹁汽罐櫃省の翼端に留存しつつ︑

うなると現爽聞題として資金調達

融資規制など制約無漏も多く︑こ

なお︑通帳償は一日︑社偵発行

この法定二度砕拡大について措
の可能性が最も大きいのは象ず社

ている︒

躍﹂すべきことの必要性を強調し

験で細窟の健金性を確認したあ
債発行阪度額の増大であり︑その

いる︑ともいう︒

旺力
ず︑借入れ金は金融酬編めや大口

っているのが実楮だ︒建議はこう

領発行限度額を現行の二倍とすべ

る膨入な資金不足に番いる︑とも

間機関︑墨田新三会疑︶から﹁枇

擾期化による三布要の贈湘につな

る基本的な蕩え方について建識が
屠︑次期通

通産省次期国会に特例法

社債発行枠倍増へ

電力会社の資金難救済

きだ﹂など今後の対処方策に関す

あったのを受けて︑

常国会をメドに特例法を提出する
ことを決定︑引続き華備を急ぐこ
とになった︒特例法は嗣ごう十か
矩闇程度を対象期聞とした隠隈立
法の形がとられることになるもよ

グ運転に入る方針を決めたもの︒

的に原子炉を運転するサイクリン

のリン酸塩を沼解するため︑試験
果

によって五十矩代荊半中に約六兆

行枠の二僖増となるもよう︒これ

次側水の流動脱拝作用で難蔭解性

で異現したものである以上︑ただ

出すことを決めたが︑拡大縮は現

の長期資金調還の柱の一つとして

単に呼気好業自らの経鴬舎理化︑

隈度枠拡大のための法改正に粟り

工瑠資金の約三捌をこれによって

広く活用︑電気叢叢もこれまで総

﹁通歴省の調査結果と今後の描鷹

なお︑原子力委二会は岡日︑

黙諾効

電力安定供給をまず大前提に︑

とみられている︒

円の醗力償発行が可能になるもの

によってそこに禦約された形

がり︑このほか公欝附策や安全性

こうした資金難一連寓事轡にどう

されるはずのものでもなく︑この

狡術關発努力等のみによって解決

資金雛が関係諸学題の

確保対策に伴う諮経鍵の増大︑機

賄ってきた︒しかし︑こ㍍には樋

ための枠の拡大︒社傭は外部から
石油危機を契機に内外経済は激

露輻格の高騰なども設備資金臣大

気嘆業法第三十九条で商法特例と

いう︒

動︑その申でわが国電気魚業も物

闘題は単なる短期的な資金繰りに

対為すべきかーー建議は︑﹁資金

う︒

価の上昇︑購要の伸び悩みなど影

と︑欝気窮乏の資金爾要は五十世

化の蟹姻の一つ︒一部試算による

談認を発表した︒

は蟹当﹂などとする隙子力倭員長

響を受けて経欝墓盤は弱まるばか

薩細面に関連紀齋

唐沢

産

点︑岡舞曲も﹁新しい広域運営に

理研

@

原
しての﹁資塞および準備金濠たは

和泰

り現抜とi擁一

≠b

り︒一方で︑エネルギー政策上︑

囀蛯ﾅ十五兆山ひや催円︑同後半

翻薫要配購

画▼

対する轍極鮒な取組みとともに︑

損本

D

魑ノ、

@》

皇宮藍額のいずれか少い額の二催

ｫし系一モノユーし型｛i既器と1じ用

@＝

とどまらず︑聡気購業の特性︑エ

q特集〉放射線測定機器選定の手引き

繁＝
ネルギー政簾からの要請等と結び

e秤の放脇贈出器
∫峯醐 覇劉 良冶
}ノしチチャ／和しアナライげ 武護岸 村田 裕
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三曲依存度低減とともに原子力発

で蕊十二兆円に達することが冤込

馴噺

潟Bクロいコ／の刊用一そ

酢煮

則定ず去

数?鼻翼瞬糊定鼓匡』らf政ぴ

厚研岸H】昌美
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ノ、態

１における原∫屑ご樹敵の

@

定価550円（〒30円）
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電事審が建議

雛溜難聴原
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@

「P
7

騰

繊

ラA
鱈の傾斜關発移行など要請も強く

代日

振醤棄京5895養
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訟

産
力

子
原

本

発行
昭和31年3月12日第一種郵便物羅可

（送糾共）
3部70円

聞

力

原

決定 遅 れ の 影 響 憂 慮
逼迫の使用済燃料貯蔵能力

馨

ウランープルト一一ウム山台酸化物燃料の範瑞に関する総揺環境影響幽明欝︵GESMO︶の採網
決窟を一九七八無中頃まで延期するとの米原子力規制婁鍛該︵NRC︶の方針に対して︑米麟猫霧筋

は鍛近︑このGESMOの採用が遅れることは国際的な保駆描躍計画および米国内外の商厳引に不利
益を及ぼすことになるとして︑慧ぎこの淡定を下すべきであるとの慧向を明らかにし︑その貝体的方

策に梁り出した︒GESMOの採胴延期は鰻水炉のプルトニウム・リサイクルを遅らし︑再処理工場
の運転講鵜を一九七八隼中頃まで禦実上環結させることになるわけで︑その上再処理工場が稼働しな

向けプルトニウム・リサイクル決

多大な不利雛をもたらす恐れがあ

国際的な開脚描躍計画と簡取引に

済性さらには保隔搭躍の観点から

を示しているわけだ︒

駒に踏み切ることになるとの兇解

サイクル計画を進めることに積極

米以外の技術︑あるいは自力でリ

リサイクル捜術に依移しないで︑

いことにより増加しつつある便用済み核燃料の貯藏問題にも鮒処していかなければならないため︑連

﹁プルトニウム・リサイクルに開

邦政府関係各機関の今後の醐整︑決断が待たれるところだ︒

米国務 衡 筋 が 最 近 明 ら か に し た

定に対するコメント提出期隈はす

ところによると︑NRCの軽水炉する来國淡定の遅3■は︑技術︒経

でに過ぎているが︑国務憲として

今團の調蛮では︑U308十万

から提供された︒

七千ナ︵全契約の八五％︶につい
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ろ︑器材︑医療羅異︑特殊驚材︑

二基︶については︑一九七一葎の

るとも伝えられている︒そこで当

業醗の澱金支払いにも擾澄してい

〜︐亀＝・亀琴

薯︐乳畢ζ︸ζ︐

SGHWRへ

建設計爾の一滋賀止が伝えられ

約そのものに難色を示し︑現在︑

上げると通告したため同電力が契

いるようだ︒

この急場を乗り切ろうと画簾して

からの研究開発籔援助を要講し︑

突畿炉とすることによって来政府

ミット原子力発欝をHTGR改
の称︶建設への設備投資を翻可し

子力発騒所︵鳩力各六士ハ万KW

を副画しているサイズウェルB原

英申央醒力庁︵CEGB︶が腿設

た︒この投資の対療となるのは︑

ている︒また来デルマーバ醗力発

るゼネラル・アトミック︵GA︶ についても︑岡雌力から建設製の

行なうかどうかを淡める方針を明

した動きの紬罠をみて邊二軍貿を

イヤル・ダッチ︒シェルは︑こう

≧

近く原発立
を提翻したわけで︑今回の調査で

仏政府

出力百三十一芳KW︶である︒

︵出力各六十六万KW炉二巫︑総

EB︶のトーニス原子力石漆所

GA社への出資の一翼を担うロ 四塾︑総出力二百六十四万KW︶
と南スコットランド聡力庁︵SS

工を強行すれば臣額の損失を招く

締上げを拒否されているため︑着

一讐轄鴨：

らかにしているQ

設蟹轟騰で瑠業の行き詰まりに磁

㌔d巨二：一＝︐一︐一一＝扁一

地点決定へ
は︑この規模の三分の一の一千沖

結論から︑三千踏SWUプラント
ーツ社の提案プラントは︑UEAそのほとんどが機踏扱いのもので

とになつだ︒この一次避定では︑

電所立地の策一次選驚を行なうこ

庁などで構成︶を開き︑原子力発

︵工業科学省︑難境欝︑地方開発

︻パリ松本駐在凪︼フランス政

プラントよりも分離作業単位︵S 今圓公表されたのは機密情報に関

この規摸でもガス拡散プラントと

同調査によると︑UEAが計画七十八談で生産することができ︑
している総額蕊十三憾が︵一九七

の竸合も司熊という︒

が︶の奪間九千沙SWUプラント センター・アソシエーツ社は︑

六葺ドル価憾想定では一二十五鯨

の素心分離プラントは七十がで提

対しセンター・アソシエーツ提案

て琿間能力三千踏sWUの還心分ランを生醒すると工芸し︑これに

万賭を両社が設備投斑し︑残額に

建設総額十億避のうち約一編五千

ルド両役の共同瑠業で︑プラント

とアトランチック・リッチフィー

U︑一千鏑SWU︑三千沙S業W
推U
退については︑六月にフォ1
それらの実際的な経済性分析をし

をかけているようだσ

料保証法学﹂の成立に多大の期待

・シュール・マルヌなどである︒

ブロー・エ・サンルイ︑ノジャン

ンビル︑ポ⁝ル・ラ・ヌーベル︑

ろ候補地として有力なのはフラマ

立地点を決めるという︒今のとこ

八年までに懸凝する三︑四か漸の

地点を選び︑第二次選定で一九七

蟹議を藩論して六︑七か所の醗補

食︑市町村議芸などで得なわれた

候補の中から︑地方議会︑緊議

F︶が選定した三十八か斯の立地

はsWU当だ毛＋九メで濃縮ウ エレクトローニュークレオニクス 昨葎末フランス電力公祉︵ED
離法ウラン濃縮工場︵一九八一葎

供することができるとしている︒

十億謎を投入し

との計

運転に入る︶を建設する

ついては濃縮契約販売で調達して

に生薩を開扉し︑八七館に全能力

エーツ社提案の

この謁査は︑センター・アソシ

た︒

査結果がこのほど明らかにされ

を提供することができる︑との調

府は
SWUプラントでもSWU当た
り近く︑原子力関係雀庁委照禽

濫の形でまとめられた調厳結果は

一二算＝葡

社は現在︑インフレなどによる建

各七宅喪W二二︶の契約価格

注のサミット原子力発醗︵嵐力

水炉︵SGHWR︑現在PTRと

のほど︑岡麟初の商矯蒸気雛立雛

︻パリ松本駐在皿︼英政府はこ

英政府

の投資を認可

．㌔．・ち含・乞亀ヂ・篤t．ノ監♪墨亀●監︑●二客ご驚・t3．驚蓄φt峯・名ちσ亀㌻ご＝

腿だが︑このうち米フィラデルフ

研究開発などでわずかにあるだけ

GA牲の売り上げは今のとこ

覧億．︒竃t・ち魯●〜3ζ︸竃

約鰍は今無七月︷日現在で︑U3 二千八菅ナを一一％上園つた︒

ぼり︑今無一月一日現在の十一万

08換獅で十二万鉦千四蔚ナにの

go｛｝

WU︶嶺たり九が安い濃縮ウラン 係ないものだけであるQ

くろんでいるセンター︒アソシエ

一二＝二需 一ρ＝需一曹一一 ＝謄＝輔 一一＝＝需用 ︾一曹﹁僻儒＝幕

冷却騨︵HTGR︶メーカーであ
面しているという︒GA社のHT
こととなる︒

ル雨者の折米出穂による高濾ガス

一

GA祉がこれを二十困鱈がに引き 塵の救済早漏としてGA穫は︑サ

当初建設契約価格十二億がに対し

子力発醗所︵出力各種十六万KW といわれ︑二千八首入におよぶ従

ィア鱈力の発注によるフルトン原

GR受浅残はこれまでのところ四

亀塾の噂．欄・・●薯8曹事8唇♪亀ノ監︒ノ器亀脅亀審ζ辱﹁し︸亀

時しのぎにすぎない︒

貯蔵も横幽しているようだが︑こ
れも

再処理工場が稼働しない慮り根
本醜解決策はないわけで︑プルト
ニウム・リサイクル決定に閲する

事業不振に悩むGA社

1020

11，8〔X）

また︑センター・アソシエーツは
爾を対象に︑TVA︵テネシ1渓

レオニクス︑バーンズ＆ロ1・イ

谷公社︶︑エレクトローニュ1ク プラントの規模を年闘三首沙SW いくものとみられ︑今後の濃縮鱗

王袖がその技術︑経済性について

だが︑大型規模にしてもそれほど

九千ジSWUの四つの段階に分けド大統領が議会に提案した﹁核燃
ム・エンリッチメント・アソシエ

経済的メリットが褥られないとの

を目指しているUEA︵ウラニウンダストリアル・サービスセスの

かけて行なわれていたもの︒報告

Sumiradは作業線量か計画線書に達しますと、アラームで報せます。

高騰のウラン価格
妹子萄74年引渡しで7・90︐ル
來エネルギー研究開発局︵鶏R で︶を調べたもの︒データは︑一

契約価格調査容受を公表︑一九七

DA︶はこのほど︑園内のウラン 九七四無から八二無までの聞にお

増の平均七・九〇がになったこと

隼の平均七・一〇騨に比べ八十膨

08︶価格は︑ポンド滋たり七三 る原子炉メーカーおよび躍力会社

四隼引き凝しで酸化ウラン︵U3 ン生慶業蓄と購入契約を結んでい

ける引き曝し分として︑国内ウラ

る⁝との麗解に螢成の悪を妻わし

は連邦政府が資任をもつべきであ

ており︑これを鏡寅化していくこ
とによってプルト一一ウム・リサイ

クルの商業化を迅速に進めること
ができるとも述べているG

の引き渡し頒概は一九七五無の平

1974

一方︑一九七四〜八二葎までの

の剛含（％〉

問に引き渡される総ウラン購入契

平均樋格（ドル）

一九六七無から今無七月一照蒙で 均八・四五㎡から八二年の平均十

し暦年

オイル︑ロイヤル︒ダッチ︒シェ

︻パリ松本駐在颯︼米ガルフ・

（1975彗三7月1目現在）

九︒二〇がと︑軒並み闘騰の兆し
に契約されたU308のポンド当

続して行われている薙間調査で︑

ある米原子力委鍛ひ緊W郡代から継 月ダ日向在の契約のもとで︑将来

この調査は︑ERDAの離身で
ての価格が明らかにされ︑今年七

明らかにされた︒
一方︑GESMO採用決定のが延

場の運転認可も運れるため︑増加

期に伴い使用済み核燃料再処理工

しつつある使用済み咳燃料の貯藏
をどうするかという差し迫った解
決すべき聞題もクローズアップさ
れてくる︒原子力発転所敷地内の
貯蔵能力では︑一九七八矩中頃ま
でに満杯になってしまうのがほと
んどといわれ︑貯蔵能力を増やさ
ない限り発艦炉を鰹比しなければ
ならない噴態もありうるわけだQ

娚待されている︒

ERDA︑NRCともこの点来を
状憂
邦政府の學急な罵度の決断が
慮し︑建設巾の再転理工堀内での

開発局 ︵ E R D A ︶ の 核 燃 糾 サ イ

また国青身は︑エネルギー研究

おける※国のりーダーシップの低
クル作漿部餐が︑この春に承した

であるとの寛解をもっており︑そ

﹂と述べ︑外圏の原子力翻画に
はGESMO採罵淡定を慧ぐべるき

念を撮摘している︒つまり︑諸外

下︑原子力関係輸出趨の減少の懸
﹁叢薄された施設および輔年中の

れを遅らすことについては罪常に

が建設を諮負っている︒完成は予

実証高温炉に変更を

憂懸して い る と い う ︒ と く に ︑ N
プルトニウムの保障措躍について

けの燃料︑材料の趨燃焼度実験研

占めている液体金繍轟逮増殖炉帯

五十六㍑︑遡転甘藍百六十五沙︑

うちの一つで︑各ポンプの畏さは

RCへの月明の中で圏務省筋は︑ 国の多くが来國のプルト一一ウム・
も

一次冷却系ポ

ンプを据付け

究を行なうために建設されている
もので︑ウエスチングハウス︒ハ

流騒能力一万四千五蕩渚／分であ

米のFF→F鱒 る︒このポンプは︑液体ナトリウ

定よりも大編に遅れており︑臨界

ンフォード社︵W憂の子△奮︶
ムをFFTF炉心と簗つの熱交換

二次冷却系続に送る役回をするも

建設されているFFTF︵瑚 遠 中
蟹との閣を循環させ︑原子蝉熱を

に遠するのは阜くても一九七八卑

価格が報告
された契約

（U30呂㌧）

ホノド選たりの

電磁するため︑一無間もの階闇を

Reaδerによ1）読み鵬すことができます。

引き渡し
契約 量 多罪要燈
引き渡

米羅の民間濃縮鄭叢への遊幽をも

120×60×23（㎜））

（1609

軽鐙づ、型

米ERDAのウラン価格調査

ーツ︶に対し︑避心分離法により

（住友商謬錦町ビル）

東京都干代田区神照錦町3丁租11番1号

Su翻radは、記憶素子￡一Cel圭に集積線量を記憶しており何時でも

警報器付計画積算線量計です。

⑳MEMOド〜IZING

線量をディジタル表示する新しい

作業線蟹はmR単位でディジタル表示されます。

集積線量を記憶するとともに作業

⑫CHE：CKING

クーロメータ（E℃e11）を使用し、

作業講話及び作業時間に応じSum童rad型式を選択して下さい。

線量積算部に記憶素子エレクトロ

⑧PLANNING

計画積算線量計騙麗聯恥翻認は

⑱特需

原子燃料部

奪住友商事株式会社

来ワシントン州ハンフォードに

性子禦試験施設︶の一次冷却系統
のQ

FF惚Fは︑来エネルギー研究とみられている︒

米センター・アソシエーツの計画

配線端坐報回路付

東京（03）296−3135

耀1話

向けポンプ︵μ写翼︶が︑このほ
ど炉内に据え付けられた︒今回据

え付けら れ た ポ ン プ は ︑ 蕊 つ あ る 開 発 局 ︵ E R D A ︶ が 研 究 開 発 を

遠心分離の経済性で調査

ガス拡散法ウラン濃縮置場建設
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圏

採決に野党加わらず

ﾅ≡

﹁むつ﹂受け入れ実質支持
撰燭県議△瓜は︑定例興議会簸終日の四日︑﹁原子力行政の欠陥を蓬正し単離利罵を促進する戦略決

翻
織の変更と人珊異動を行ない︑
﹁原子力船開発部﹂を新設した︒

原子力船關発部は︑原子力商船
の開発体制強化を図るため船舶三
業本部技術開発窪内に新設された
もので︑原子力商船に関する調査
研究︑開発︑舶絹原子炉システム
の基本誹醐︑兇積畳謝などを損当

般修理船としてなら入港に問題は
企恥部擬︶が︑同門原子力船開発

議案﹂を蟹成多数で司決︑﹁むつ﹂受け入れを揮薔しない留筒を聞接的に褒明しだ︒
県議貧筋では﹁あく京でも原子
ないしとする兜の発話などとあわ

嵐部管理農スタフグループ部長︶

部長には吉田正雪氏︵離海外郡業

部統括部長には嘘沢昭氏︵前開発

淡口は自民党から動識として握
力平和利用に対する県議鼓として

決識と受け取られている︒

せて︑むつ問題での爽賢的な促議

を訴えた︒

契約を績ぶなど十臼後には到来が

予測される原子力商船本格化時代

▽片山龍二とバラエティ・ショ

りに視点を置きメスを入れるQ

同講座が原子力をとり

▽継嗣市民離座﹁日本の鰐来と

原子力﹂

五﹂︑連動の部では︑﹁ふげん芝

いての報告︑映画州動燃一九七

わゆる海串放出管の設計および工

れた再処理施設海巾排出設徽︑い

議申立ては︑八月五日付け蘂却さ

ノ

■

も

札幌・仙台・名吉屋・大阪・神戸・広島・編瞬・長麟

二十一臼

大阪︑朝日新聞社で︒策票睡十四

あげるのはこれが初めて︒東票と

日岡山市︑

二十二日米

二千街万円︑核融合研究六十五慮

異議串立ては︑保安焼定では︑

うと︑露磁流体︵MHD︶発飽二あった︒

研究開発︑﹁常陽﹂の廻設︑門も

箏方法認司処分に対して行なわれ

で行っています。

▽原子力文化講演金
ギ後六晴から銀座・交胸社ホール
ーのタベ

▽講演と映画の会

円に比べ三・五億強で︑原子力関

ている︒

八千首万円などを科技庁が要求し

核蝿料取り扱い主任茜の保安管理

に入れば︑周辺の倥民にまで重大

り︑もしこの僚安量定で本格操業

を迎えたが︑発足以来︑高速実験

んじゅ﹂の設計︑再処理工場の推

◇配管系の解析は、独自に開発したプログラムによって安全、経済盤を

十月ニや六日は原子力一アー︒こ
の日を中心に今無も濠た各地で︑

で︒テーマは﹁顕子力と我々の来

一不五日年後二陣から

原子力界の祭典にふさわしい多彩

で︒第一部﹁おはなし﹂ではTB β午後五時半から映画州原子力発

水戸箭仙波町の県民文化センター

二曲︒大阪H三十

一︑墓箆誓雄︑内藤蛮爾の三選︒

講演︒パネル討論出腐暫は柴田俊

一日年後一購辛から映画と稲藥践

三︑稲藥秀三の

題﹂の出膳者は向坊薩︑邸勘英

演︒パネル討論﹁臼本の原子力問

﹁八O年代の贋本を考える﹂で講

璽と地縷﹂上映後︑林雄二郎氏が

来偏︒今日︑公選間題の顕在化に

S放送主婦陶けラジオ番組でおな

獅Q6日は原子力デー

今年も催し多彩に

しも入婿の謡講に結びつかないの

まった計画を拾ってみるとll︒ 伴い科学や技術の進歩発展が必ず
二十︑

な行癖が催される︒これまでに間

▽原子力映顧と講顔会

二十一の両日︑銀座・ヤマハホー
ルで︒毎年︑原子力開発を素材と
した映画は数多く製作されている
が︑意に旋し︑一般の人がお闘に
かかる機蝕はほんとに稀︒そこで
今鎌は︑昨庫秋以降製作の作酪中

子市︑松江市︑二十一⁝

司会はいずれも摩田論説委興○

摺孚に原子力問答︒第二部﹁ア

山口布︑二十四日広働市で︒提佳

油膜︑今井霞雄各原子力閲係者を

トラクションーマジックと歌と漫

じみの片山氏が吉田節生︑黒川

艸隆轡︑辻誓夫︑奥野健窮三氏が

才﹂の出演者は望子光︑漿朱子と

ではないかといった疑問の粛も多

巨大科学の名で代表される原子力

本を選び二日闘で

発の一端を理解してもらおうとい

閣発を﹁入類の未来の議題﹂とし

展日経新闘論説委毅︑優長鼠NH

一斉に上映︑これを機に原子力開 い︒果たしてそうか︒ここでは今

う趣向︒海外からも四ホ︒両日と

イエス玉川の各氏︒

北村秀人カルテット︑海あさり・

から愚作二十＝

も午鵤十時半開演︒罷申正醗︑登

の開発課程や愈磯と文化との係わ

てとる凡ながら︑疑問に応え︑そ

K解説婁奥が講演︒

盈窮業のPR﹂がテーマ︒

川尚佐両氏の講蔽はいずれも﹁公

振興澱関係の概要を豪とめた︒そ

から約二・雲霞とインフレ経済を

係盟では同旨度の三百八十九億円

果

雄代表︶からそれぞれ内閣総理大

海村などの住民七や一人︵寺沢追

六日過茨城県水戸市︑勝田市︑

ラン試験運騒計画などについて︑

降再処理施設の保安規定認司とウ

動力炉・核燃料開発漿業団の下

規定に異議申立て

ウラン試験と保安

E

める科学技術振興蟹は削駕咳比二

反映して六国問に悪激な増大を示
している︒

雀庁別では︑科学狡術庁の二千

菅三十八鱒円︵全体比五三・二
％︶を筆顧に︑通産雀七衙十五

隻省薦六十二億円︵四％︶︑その

︑隈
金等が二五・四％贈の九蕾三や三

ている︒

他三酉九確円︵七・六％︶となっ

颪九十六億円︵七・四％︶

億五千六颪万円︑原子力施設の安

計画などを含む助成費・政府出資

億円︵緊七・八％︶︑農林省四
流捧︵MHD︶発磁︑覇温選元ガ
穂一億円︵一〇％︶︑文部雀二
ス利園の薩接製鉄︑サンシャイン

％増の千三十八億九千万円︑醒磁

図る試験研究機関経世が〜六・九

の設備︑整備︑経常研究の充実を

となっている︒うち訳は︑研究所

三・三％増の四千二十一億百万円

れによると︑来鉦麗一般会翫に占

＝一一一罵＝一＝＝緩＝一＝＝二欄＝﹁：＝一■＝幽一一＝二輔二＝認一二＝牌二欄一一一一一＝鱒＝＝輪＝＝＝＝鞠：騨＝二需＝＝：一櫓一一轄＝＝藺一＝＝＝一曽一＝二一＝＝一＝＝コ＝篇＝補＝鴨一二一一﹁＝ニ＝灘：昌一㎜＝﹁

に備え︑繍極的な取り組み姿勢を
みせている︒

要求四千二十一億円
N度科学技術振興費

科学技術庁はこのほど︑黙秘五十一絶塵予算要求のうち科学技術

茎

が二五・七％増の千八十四億七千

億四千万円︑海水淡水化と副薄物

の権隈︑事榮︑再処理工場の周辺

不服審葦法に基づき蝿捕串立てが

匝と科学技術庁長留に対し︑行政

六菖万円︑ロケット開発など宇囲

利用十二億四千万円︑島翻還元ガ

なお︑科学技術の主な項圏を拾

全性研究︑放射性廃続物処理処

関係費が二六・四％増の八入八十

分︑繊融合研究など原子力関係欝

トニウム研究の必要性を痛感︑す

千六営万円⁝一などを通信省が︑

発研究所︵仮称︶設躍に十五傅九
この粟鶴度科学技術振興澱要求

再処理施設に関する溜男および

な影響が出るとしている︒

は︑溶接︑配衡の曲げ加工など施

丁郭︑ウラン試験などについて
周田は︑これらナショナル・プロ

原子力施設の窒全研究衝八十五億

冾ﾉ動燃が報

額は︑昭和四十五伊都午颪四十姫

ている︒

七十五億二千五百万円llとなっ 千六齎万M門︑新エネルギ・−技術開 全般にわたり異議を串立ててお

監視区域の線麗率など保安規定の

え方としては︑設鯖︑作業方法︑

夫張工大教擾は﹁生物学的勤藥を
めぐって学蓄聞に大きな差が出る
のは︑篁量的には現行の線駐評価
のやり方に問題があり︑これは実
用的な研究からだけでは解決でき
ない︒だが微視的線鷹測定のよう

い︑安全審査が形式的で︑極糞が

ウラン試験を巾止し︑再点検をす

不明確など︑大忌故が趨こる荊に

工工難が仕穣欝の指定逓りでな

催しでは︑茅誠司工大各誉教授

の計颪について報鮨がある︒

の特別講演門中国を見て﹂︑動力

ジェクトの開発状況と成粟︑今後

動力炉・核轡料開発鱗業団は十

告と講演の会
五日・栗京・平澗町の全共連ビル

う︒その懲味で実矯と基礎の研究

な新しい立場にたてば解決できよ

の糊互補完的な縮め方が必要﹂と

を契機に︑学貧としてこの問題を

炉﹁常陽偏︑新型転換炉原型炉﹁ふ

進状況と安盒性︑爆心分離法のこ

これまで再処理施設に対する異

やる細務があるのではないか◎プ

分離法によるウラン濃縮技術の開

げん﹂︑鱒処理施設の建設︑還心

本社東京都昂川区晦晟川6−5−19干140

ヒソテ劉『F

する︒技術開発察原子力商船開発

出されたもので︑﹁原子力の平和
の目障的聞解を示しただけ﹂とし

に︑ハードチェックについても来

フトチェックについては今鋸諾

体的検討を行なっている段階でソ

点極についても現在そのための輿

ントのチェックを含む﹁むつ﹂総

まだ畢故解析︑設謝︑コンポーネ

の発注を行なうことになりそう︒

とを目標に︑今蕉度申にこのため

億蔽モックアップテストに入るこ

ごろを メ ド に J R a − 4 を 使 っ た

型舶陽軽水炉技術に関し技術醐入

石播は昨矩仏原子力庁と加圧水

がそれぞれ就任した︒

利罵は石門に代るエネルギー源と

九月十一臼︑﹁原子力委饅盆原

この嬢を一つにしぼり︑来蕉二月

して緊急の製題︒圏民の期待は大

検討急ピッチ

むつ改修計画

ているが︑久保擬崎県知雛の﹁一

あ謹り安全性の確立︑壷任体制の

きいが︑原子力産業の推進を急ぐ

られない︒被爆県民として核の羅

整備を怠るならば圏民の摺頼は縛

雛利用には網対野望であり︑水産

子力船懇談禽﹂報告により︑今後

原船轟業団

し︑笠全性の確立と国民のコンセ

ない︒原子力行政の欠隔を懸正

の原子力船開発に妾たって①異用

県として放射能による汚染は許せ

ンサスを響たうえで圏をあげて研
の兇通しがっく謹で圃が中心とな

え万が示めされたが︑規在日本原
隼度には碧手することになりそう
だ︒

環境への掘威

対応が要譜される漏と揺組した︒

松澗氏は︑プルトニウムの生物

︑

提度した︒最後に︑座畏の田島英

で第8回﹁報告と講綴の会﹂を開 炉関発︑核燃料開発の概況につ

ルトニウムサイクルができるか習

考慮し適切な設計条件を設定します。

⑩放射性廃棄物処理設備

究開発に取り組まれるよう要望す

びに県内入魁に反対する決議を求
子力船開発郡業団︵脇居辰次郎理

しがたったことから︑今月中には

プルトニウムと環境il最近︑

ワーク下での管理が必要で︑耀境

ス利用の薩接製鉄三＋九谷七千万

社鼠的側爾からも話題の多いこの

庫津別︑臓器別にプルトニウム

円︑サンシャイン謝画五や五催五

汚染の傾向を帳嘉した滋沢氏は︑

もっている︒これにひきか

八億五千四省万円︑科学技術関係

問題を門門家の立場から論じよう

コ九六一二無業の米ソの核実験最

でにかなりのマンパワーと経験を

というシンポジウムが︑東京・大

盛期に比べると現在の臓器汚染は

モエタリングなど総愈的なネット

鰯山の東京工集大学で開かれてい

およそ＋分の

学的効果を考えるうえで穴痔な点

行政蟄・その他が二一・七％贈の

た臼本放射線影轡学鼠第十八回大

アウトの威少と一致する︒一方︑

として︑①環境から人体へは経口

摂取より吸入が願要素路となる②

催する︒動燃は今無で創立八周薙

るよう要求している︒

ム研究は貧弱だが︑シンポジウム

三立大孜授が門臼本のプルトニウ

かは原子力平脈利用の開発の行方

の一年︑などを予定︒

た例がある︒

発などの撹進に取り組んできた︒
に深い係わりをもつ﹂と結んだ︒

⑧Pu，

U，分離精製装｛置

繍

ん日本

7z5

への配慮から畏期的な観点からも は憂うべき実情﹂と鶯火︒織田暢

会で澱終薦の七日︑行なわれた︒

肪︑肝︑脾よりも︑造翻臓器や生

殖腺に高く諮直することは注冒す

が顕碧③体内での羅性に関しラッ

化学灘性より放射線軸性の効き方

放射線影響学会が〃簾開く

プルトニウムで論議

に鮮少︑フォール

講演したのは︑杉村行勇︵気象

研︶︑滝沢行雄︵秋田大医︶︑村
野徹︵動燃︶︑松岡理︵放医研︶
の四八で︑いずれも気象︑医学︑

放射線防護などの薦からプルトニ

べき所麗で︑このことは今後の原

線の研
究薔︑専門家︒放嚇線影響学会が

子力開発でのプルトニウム彫響を

ウムの問題に取り纒む窮

するのは初めての試み︒

会場参加薪をまじえだ罰論で︑

するのは難しい︑などを挙げた︒

トと犬ではかなりの挫があり小動

次いで栂野氏が︑施設颪からみ

霧えるとき︑大きな愈磯を提供す

プルトニウム問題を集中鮒に討議

杉村氏は﹁核実験フォールアウ

たプルトニウムの放蟹線防講の現

物の実験から人間への膨響を撤締
陸地表土の三＋穆内に九五％︑海

る﹂と強調した︒

底土でも約一〇％欝虚している︒

況を述べたあと讐今後の防護の薄

需沢覆難東大教授が﹇豊岡はプル

肩口類にも目引されやすい﹂と

トなどによるプルトニウム脚は︑
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力
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れぞれ上昇することが見込京れる

力発雌の毘鄭が一四・一％へとそ

︒

O
︑

G

ーー

O
．

?魏
としても今後新しい広城運嘗を展

可能にするという菟地をも考潤し

と考えられる．このような開発を

とめなければならないQ巌懇談会 ることを指向することが志ましい

の建設︑廃三物処理処分対策の確山

ルの確立︑とくに第二再処理工場

れなければならず︑核継紺サイクー

的︑システム的に開発がすすめ理

体鑛．貌黙思

規模で岡櫨のものを引続き開発す

開していくことが必要との認識か

て︑躍力各社は数同開発または輸

り︑業界全体としての効率化につ

力にとっては︑設輪投盗の効率化

醒一貫自主経欝を前捉とした九宗

ら︑この点に関していくつかの提

温気灘業はこれらの瀬瀬をヤ分

難すべきである︒とくにこの際︑

点からも霞力業界は協調して攣急

必要とするため︑この効率化の観・

立などについては︑巨鐘の擾資を︸

新しい広域運営の展開発送配

など経諾力と健全な経鴬碁盤の確

番開発など広域的開発を強力に悪

逸しなければならない︒

立はもちろんのこと︑エネルギ1 需をしたい︒
政策︑環境保金︑蜜金確保︑立地

発に留意する必要がある︒

大消費地向けの遠隔語源の広域開

12謬照︶︒
電気鱗業の設備投資は弗常に規
に検討した上で︑その異体的威案

②広域流適設備の整備金国的

っている広域運常が新たに実施さ をすみやかに置めることを強く要

などの多元的な観点から必要とな

望する︒その際新しい広域運営の

な購嚢安定を蹴るための地城間融

ては他への波及が大きく︑金融逼
れることが聡要である︒これにつ

通の強化を目的とした墓幹送醒線

原子力の安全研などにおける協

に体制を確立すべきであるQ

模が大きいため︑資金調達につい

迫時には調遠に非常な園難を伴う

展開のなかで輪唱開発の稜極酌濤

調体制の確宣原子力発璽に関す

用︑および九薫習︑醒源開発︑日

二水炉の改農︑高直化等を含む贈

る共同蜜金研究体制の推進および

いては︑従来︑餓力融通が中心で

の整備について︑広域開発︑広域

蒔代的誌面である立地面ではみる

今後・魔鯨帯業者が︑従来の制

運営を撤進ずるとともに周波数変

ことになる︒

体制を確立すべきである︒

機羅の僑頼性の陶上を図るほか︑

力関係聯盟の改罠標雌化により︑

本原子力受贈の間の勤続的な協力

とくに大消隔地陶け滋隔餓源用星

換設簾の増強を凝る必要がある︒

べき成翼はなかったといえる︒螺

の原子力発罐の広威醜開発原

力会社は︑広い視野をもった闇︸

子力の安金性の確保︑資金︑立

ことを前提に資金調達試算を行な
性と地域に襟醸している利点を生

度の緯組みなどがその濠まである

かしつつ︑ともすればありがちで

いても電力業界内に協力体制を確

温排水対策など贋境保全対策につ

うと︑総工廓資金の三分の一程度

ってくるなかで︑これ濠で公憲防 の調遠不毘を生じ・その額は無一

境保全に対する祉会的要請が強ま

の比璽が一孟・六％へ︑LNG火の資金負担が避けられない︒③環

讐

原発建設︑安全研究︑核燃料サイクルなどの広城的開発を握附しているのが沖闘される︒以下
漕はそ の 要 籔 で あ る ︒

資金需要の
今後の動向

急送三線や広域運醤︑広域開発の

〜三兆円に達する膨大なものであ

地︑捜術者の効率化などを期待し

止投資が年々上灘してきており︑

あった地域的閉鎖性から脱却し

︵図−謬照︶︒

軸力禰要 の 見 通 し と 耀 源 開 発
て︑各社梱互の協調体制による新

立すべきである︒

しい広域運嘗を展開することによ

建設を懲ぐ必要がある︒

る︒

中軸となるような地域問連系線の

今後とも公密防止設備投資のため

電源開発問題
豊漁闇灘に対する諸対策

の轟騰により姫ずる資塵の悪価と

危機を頂点に生じた機器纐格など

上興︑企業の活動性の高康り︑機

鍛近数蕉簡の個人所裾の急遮な

476，㎜

211

146

178

％︑山ハ十卑度二五％に威少するこ

綴することが認められており︑今

電気羅業の蜜定性︑知名度などや

待してよいと思われる︒くわえて

ととなるQ増資︑社蟹︑借入金に 後もひきつづきこうしだ配麟を期

露気覇業が従来から社債の鰯人消

よる調達上の限界なども含めて総

当率は︑約三五％程度の水華を圏

命的に勘索すると︑内部資金の充

要とするが︑その達成は必ずしも

餐易でない︒このためには金融政

策上の配慮が必要とされ︑また︑

儲用銀行︑儲託銀行を中心に抵触

現在の大口融資規制がすでに長期

する銀行が存在する現状にかんが

て週切な配欝が望窪れる︒また︑

み公益麟欝である惣気聖業に対し

國内金融市場からの資金調遠の補

クトローンの轟入︑外績発行など

完として︑外国銀行からのインパ

財政窟金の活用国のエネルギ

の活罵も図るべきである︒

ー政籏の円滑な遂行を図る立場か

ら︑鎖極的な財政資金の投入が二

巴される︒これに関姦してとくに

①原子力発躍については︑現在

次の搭羅を講ずべきである︒

の原子力発躍機露融資の拡充に加

えて︑広城闘発などの観点からと

ている︒このため︑電蟹雛墨の社

行なうべきである︒

は︑特別有利な条件による融資を

くに箪要なプロジェクトについて

籔発行額は法定限度枠に制約され

れか少ない額の二簡駄までとなっ

よび準特金または純潰産額のいず

により︑商法特鋼として﹁資本お

行限度額は︑露気近業法三十九条

しかし一般電気差違暫の隙目発

可能と試算される︒

謹でに約六兆円の霜叢誌の発行が

前提にたてば︑五十〜五十五薙度

化促進につとめていることなどの

増訂は資本構

糠とすることが趨当と考えられ
る︒

増資の見込み

成の改訂による企藁体貿の強化と
いう観点からは好輸しい︒しかし

税込み妻妾コストは社償や癸金
よりも醐くなる︒増資全体の寒
しをみると︑安定成長経済下にお
いては販益率の低下が予想され︑

談たキャピタル︒ゲインがあ誤り

が低水準となることなどのため︑

期待しえず︑さらに実質的利回り

②甚同投資︑輸番投資など広城

力発電などの圏産エネルギーに対

開田の三月となる星斡外囲線につ

ることとなっており︑今後の順調

通じて餓気購業の設備投資資金緊

する低利融轍など財政投融資を拡

な社贋の発行が行ない難くなって

条件整備も魏要だが︑その郎効性

要が急増するという覧通しにかん

園るための社鰍発行限度枠を拡大

や再処理など核燃麟サイクル確立

どの技術開発への財政資金の投入

のための低利融資などを行なう︒

⑤新しい広城運鱈の展開のなか

今後の電

で︑電源開発の積極的な濡網を園

借入金と外法の潜用

すべきである︒

④新型炉開発︑新発送磁方式な

③地熱発電︑水力発露︑石巌火
は期待し難いので︑せいぜいこれ

がみ︑社債権薔の保護などに十分

大する︒

いては電源開発の月一を間る︒

までのすう勢︵確草均伸び率六︒

の設備投資に必要な資金の確保を

留意しつつ︑とくに慰源開発など

いるという現状および五十樽代を

九％程度︶を若干上苅る七・五％

られる︒増資の拡大を㈱るための

増資の全体規模は伸びにくいとみ

ては鯖読約一八％の貰い伸びを必

て︑今後はいたずらに規換の大型

資金購要の増加要談今後の電
の費金罵要は概水鵬に擢移し︑し

の遠隔化︑都市部における流通設
資金問題は︑電源開発抹制のあ

テンポで増加するのに対し︑石油

化にはしらず︑当分の聞は漣当な

力設儲慣金纒要は五十年代を通じ
たがって︑火力発鷺の単位建設費

と広域運営

①経済成長率の低下︑筋約の開
簾の言為化に伴い︑送配磁設備の

関投資憲の成長を背羅に︑東萩の

今後の中長期︵昭和五十一年度〜

六十鎌度︶にわたる欝欝鞍懸は︑
次の要因によりかなり増大が予想
も礪水準に推移する︒④聡源立地

五十一無〜五十五無痩の間につい

安定的な日本経済の成挺に伴い︑
される︒

待がかけられるQ

これまでのような無軍均増加率一

二％という湖い欝欝から約半分程
講にもかかわらず︑近無みられる

消化藻盤は順調なひろがりをみせ

設備資金調
達のあり方

度︵六％程度︶の伸びに落ち撒く

翼による鎖価挙党による兜当率低

蒔価の聡しい杷避や償却方法の変

320，（鴎0

聞

内部寳金の充爽内部資金︵内

60／50

156，伽

ている︒従来から︑わが国の社題

部紹保︑減価償却︑工聯籔負担金

率（％，

下により︑内岩質金充当畢は石油

り方を含む匠気鰯業の効率化が総

など︶の充爽は︑経鱈の健全性の

命的に検討され︑それとの関連に
おいて対策が立案されなければな

60／55

危機以前の四十四一七薙度の平均

単位建設躍の上菅添景は今後も強

資金聡要見通しと震金調遼上の

55／50

公益性の観劇かろ最も優署して趨

まる︒

躍源開発関係設備能力の拡充は経

51−60

窮協において︑醗気雛業の社畷は

による負荷率の低下などのため︑

期聰要の増大が顕磐であると見込
済成翼率や電力鱒要の伸びを上回

広域開発の柱に原発

56〜60

約四五％から五十五佃野二四・二

冷房醐要などの蔑生用鰯要増大

まれるので︑郊負荷率は低下し・
る率で行なわなければならない︒

要の特徴としては︑冷虜罐要等麗

必螺な繊度宋設備は隅婆の伸びを
②今後の露源構成において︑エネ

ものと締込まれる︒今後の艦力欄

上園って増撫するものと見込まれ

51〜55

鍾

趨

覧

麟圃

案郷中！

ルギー供絡の安定性の商上の見地

艇，（朕）

予103策京都中央区日本橋遜り2丁臼2醤1嘱電猛（2箆）81U（代）

る︵衷1一重書︶︒

42，500

〈安心を拡げる実額運動〉

から︑石油火力発聡の比亜を低下

60無言

16，300

すなわち第﹁に原子力発揮所の

の安定供給上︑璽饗な愈鱗をもつ

（単位：｛慧円

安全性の確保と環境の保全︑火力

ものである︒しかし︑今後の工鎮

55年度

13，910

資金隅要が四十年代とほぼ同様の

⊃年騒

発鱈所の公憲防止などに万全を期

49驚度

すことが澱も璽饗であるとの認識
のもとに︑霧査︑検査体制の強化
拡発︑安全性の実証試験の実施な

ど・施策の充実を睡る必要があ
る︒環境保全については︑耕煙脱
硫装齪の採用など公審対策および

頚縄と予想される︒

社債発行枠の拡大上述のよう
に増資に多くを期待しえないとこ

ためには︑金融機関借入に対する

気購榮の所要資金の確保をはかる

ろから︑電気副業の蜜金の大田か
つ安定的な確保に脳力な役職を粟

る︒

たし︑これまで総工欝金の約三

期待が依然として大きい︒とくに

ください。

昭租六十琿度における供給畢備⁝

社債発行枠の拡大で
確保のための不可欠の硬件であり

資金調達

らない︒題気の安定供絵を確保す

また︑経嘗の健全性の確保なくし

発醗の比璽を急速に増大させるこ

問題以上のような点から︑実懸

るためには︑黄金闇題の解決とと

させ︑原子力発醒︑LNG火力

設備は︑一億九千醤二十万KWが ととしているが︑このために生じ
ベースの設備投資︑設備容猟の伸

力を一〇％程度とすることを囲標

る単位建設蟄の劉大︑腰妊期聞の

ては農大な外部螢金の調逮も附難

とすると︑昭和六十庫度の六度宋

見込まれ︑その鱈源構成は︑総舎

もに︑醗源開発に関話する①安全

13，660

充実は︑全体として設鮪投螢資金

びは従來のような薄い成長は示さ

8，441

ある︒

長期化による設備資金欄要の増加

3，973

温銚水対策の推進につとめなけれ
ばならない︒また︑電源開発につ
いては︑地元住民の理解と協力を

得ることが黙諾である︒このた
め︑安金性の確保︑環塊の保全な
どに万金を期すほか︑いわゆる躍
源三法による雨雲翼翼辺地城の整

るとともに︑地元に対する広報体

齢により地元住民の福祉向上を図

翻を調圧してきた社髄に多くの期

＼

エネルギー政理の観点から要講さ

6，011

i万kw）

4，218

無論末設備

1，908
i億1くwh）

力

原

71

となる︒内外資本盛場での外部費

69

・公蜜対策の強化②地元との協調

72

ないにもかかわらず︑次のとおり

11．3

傾向は謎々強まる︒煽えて︑核燃

19，120

れる耀源開発構成多様化政策の推

56

金の調選に種々不鑑定要因が存在

6．3

⑬新しい広域運當④慰力龍要の舎

52

殺備資金二字はなおかなり大きな

120

料の孚豪て︑濃縮︑再処理︑麗棄

8，154

進により︑石盛火力発懸の比璽が

力腿要の畏期冤馴し

する点を考えるとき︑内部資金の

贈

理化を撹進ずることが︑必饗で

1ひ，α甚

伸びを示すものと見込まれる︵衷

Σ5αX

物処理箸原子力発鱈に関する特別

〜｛｝，αx
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55

お住まいや家期の保険が
建築費の値上かりに
十分対応できるよう
お宅のご契約額が
適正かどうかを
ぜひお確かめ

・

一＝

制の確立など諸対策を積極的に推

安心を拡げるお手伝い……

誌
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弊募も

顯霧講

九棚に初の原子の灯
∴〜〜蒋啄

うさひしい状態だつた︒が︑十薫

原発の二塁だけが順調な運転とい

め漂寵藁薦発酵所と申国露力腸根

が︑このほか来隼三月窪でには集

終了し営業運転辮始の段どりだ

浜＝署機も今月中に範閉繭欝欝を

トップ︑修復が嵐めりれ︑このた

︐
塾
サ ぼ
九州電力玄海原子力発羅所一二機︵PWR︑出力五十五万九千KW︶が十五B︑通産備による使用 検︑粋事などでそのほとんどがス
前横査に含格︑三口から三業藍紙を開始した︒同社はもちろん九州地域でも初︑商藁用炉としては艦
︐蘭隅電力繍横原子力発躍所に次ぐわが国九番囲のもの︒これで︑わが国で運転中の蹴発は総計四齎四十
五万二千KWとなった︒今月中には関西浮力轟浜二弩機も滋藁蓑転開始の予定で︑引続き来年三月濠
でには榮崇鍛力禰鵬第一原発瓢唇機︑中部躍力量剛原発一弩機も営業運転開始の運びとなる晃込みな

ど︑これらを合わせわが国の運転中原発酵再度内に六百六＋万KW強に選する致しだ︒

弩爾原発も新しく

原子力発

醒福勧第一原発猛霧︑中部静力浜

﹁研究費税額控

れていたが︑蒸気発生器細管漏

発一︑一薄︑関囎灘浜一答各原発

調にいけば鉱度内に総計六百六十

磁クラブ

ての襲墾を十一日︑大蔵省に提

科学技術振興関係税制改正につい

薔五つの請獺を継続審議とするこ

らの﹁むつ﹂受け入れに関する螢

の見地から態度決定を留糊したも

などに慎量を期す奏書がある︒と

が︑佐世傑市議会は安金性の闘題

全国集会開催

るQ

それによると︑①党佐世盛総支
茗の
上崇代表団を派趨して十六︑十七

部四犠︑地区労八私︑針十

の爾日︑摂本原子力船開発瑠業団
や科学技術庁の代表蓄らに会い佐
世傑魅への正式要請申止の賢し入
れを行なう②二十五臼年後六時か
ら佐世保市︒労働福祉センター大

べしを開催︵石橋政嗣社会党欝配

舗篁で﹁原子力を考える御民のタ

畏︑上田誓岡塗議院議異︑久山三

瓢十六臼鹿子前・海浜ホテルで反

四郎阪大講師が譜演︶③二十五︑

原発全国代碧玉会議を聞く④二十

社無党佐世保総支部は十二臼開

う⁝一としており︑さらに辻市長

調査会にも説明した︒

改正要墾は︑﹁増撫試験研究蟹
の税額控除制度﹂の延長と︑﹁技

の拡充・延擾および

炉燃料チャンネルボックスの損煽

けられた炉内謝装管冷却罵の冷却

んで労働界代叢の婁員を出してい

孔をふさぐ工購を施すことを決

原子力行政のあり方について三

辞表を提出︑受理された︒引き揚

委員は︑隅聞年後の行政懇△奈口で

め︑藁京電力と中部鍛力に指示し

について防止対策を検討していた

げ描雛は・原子力行構のズサンさ

た︒

が︑九田︑下部の炉心支持板に設

十五回心ム合を開き︑懇談会の絃論

響いる原子力行政懇談金︵座長．荷
沢広巳康大名轡孜授︶は九日︑第

が傭われながらも蚊府の基本醜姿

る総懸は九田︑酒井；一委員︵総

をまとめる作業に入った︒今後︑

勢が変っておらず︑懇談会もこの

評副議畏︶の引き揚げを決め︑岡

機などでみつかった沸騰水型原子

泉磁力福昂第一原子力発露駈玉藻

通園雀資源エネルギー庁は︑東

通薩衡︑難事と申躍に

動防止策を指示

炉内計装管の振

政訴訟を趨こすことにしている︒

中

訓

建設準蘭 中 合

度︒後蓄は︑法人︵皆人︶が工灘

や提供した場含︑その収入金額か

藤薄権︑技術役務等を源外に譲渡

所得控除する制度︒いずれも来年

ら樋別に応じ七〇〜二〇％藤でを

わが国の研究盟が京島所得に占

三月末で期限が切れる︒

三一四％台を下回る︒また狡術貿

める口合は自律％︑霊愛兜鵜園の

ﾄ︑米の九・三一葛別格として

麗収支此︵露出／輸入︶はO︒一

も英︑仏︑なとと比べ格差は大

きい︒科技庁はこうした実蝦か

技術を振興すべきであり︑同率に

の制匿が必要﹂と強調している︒

技術貿易促進のうえからもこれら

財源難から廃止愈肉の強い大王雀

・との間で縮論が鐙るのは十二担︑し

罵機以降の改良となっていた︒炉

R︑四十六万KW︶にはなく︑二

この冷却孔は福島再機︵BW

をプラグすることになった︒

ついても原子炉を傳止し︑冷螂孔

運癒中ではあるものの︑これらに

︵墨力約六〇％に総懸︶以下で試

六月から炉心流雛を定格の四〇％

部冷却孔を備えていることから︑

︵五＋四万KW︶も同様な炉心下

部電力瀕岡原子力発醒所一号機

三弩機︵七＋八万四千KW︶︑中

め︒沸騰水型炉で試運娠中の福島

ボックスに接触︑醜裂が生じたた

却水で振動を趨こし︑チャンネル

内謝装管が︑その周りを流れる冷

える分は五〇％を税額粋除する制一うになる毘込み︒

増以下の分には二五％︑これを磁

した場合︑その増加部身の㏄五％

鍛縄額を超えて試験研究顕を支出

二点︒前者は法人や個人が過去の

る所得の特別控除制度﹂の創設の

﹁闘内における技術箸の取引に係 ら︑﹁蜜定成長時代の今こそ科学

換除制度

術等の海外取引に係る所得の特別

S974電調審決芦ご

された

クス五山麗十八体のうち三体に損

四千KW︶の燃料チャンネルボッ るが︑これをプラグしても炉内副

罵を旛す︒

う︒同型の福島覧丹機まで同じ描

袋蟹の冷却には支陣がないとい
いじりで即題の解決を図ろうとし

姿勢を改めるものではなく︑機構

炉内の中性子を計嚢するための炉

め︑＋〜月中にも行政のあり方・

している︒

機構の改軸などを紫とめた答串が

福島一再機︵BWR︑七＋八万心当たり八十八か所の冷却孔があ
をもとに慰議を進

この温の会愈で荷沢座長から提示

木葭相の三間を受け検討を進めて
マドく

一

むつ二十俊世保蜷会デモ﹂を行な

さる四望には︑長繭県議金が野

いた第十二腰定期大食で﹁むつ﹂

六日午後一時から松浦公隙で﹁反

党議貰の一芥退場のあと保守系議

には︑その段階で反門むつ﹂の行

が﹁むつ扁臨け入れを決定した場合

社党佐世保支部が方針

万二千KWが開発されることにな 出︑窩民党科学狡術部鼠︑党税制

くも来轡京でには東鱈禰励第一謙

る見込み︒玄海原発に続き関霞高

洩︑再循環系バイパス配管および

を約藻か月ほど遅れての営零落転

議察を可決︑﹁むつ﹂受け入れを

とを決め︑市日会としての態度決

の︒

識貧に一応持ち越した︒ただ︑こ
の聞︑政膨から膨理彪としての佐
世保蔭入港で正武要田があれば︑
臨時濁議会を開いてこの問題を討

aに反むつ

定を十二月初旬に始藤る次の定例

Bの九田︑労組︑市民団体などか 甥実上認めた格好になっている

俊世保守識会は︑定例議会鍛終

離難態度決定持ちこす

﹁むつ﹂継続審議に

︵使用潮検査︶に△口格︑当初予定 御極郡動水圧ポンプ損鰯による点

八七％︒今奪一月末に臨界︑各種
開始となった︒

これで九州醗力の艦源設鹸当否
臼二十四万KWとなり︑構成

は︷ハ

力七藻・九％︑原子力九％︒この

比はそれぞれ水簾一七・一％︑火

翼の電力どーク晴には供給ピンチ

鮨漏れ嚇故を趨こしてストップ︒

による調査で燕気発生賭細蟹内に

なお周社は玄海一縷機に続き岡

に覧舞われたが︑これで供給苧馬

上の欠陥ではなく︑工灘管理上の

二号機設蹴を許翻陶蜘豊中で︑ほ

力も当醐は確保できそうQ

ミスだったために窮態を更視した

かに鹿児島県川内地点についても

ハガネ製巻き斑が混入しているこ

両省庁は九蹴を含む贈力各祉ほか

わが国ではこれまで三蟹八十九

◇

検討中である︒

あわせ九餓も再度︑各樫機器の総

底を期すよう厳しく掴添︑これに

関係メーカーに澱し工郷管理で徹

とがわかった︒原子炉自体の構謹

麗工および通産︒科学技術爾省庁

漿数は︑その後の九州磁力︑三嚢

の醗画だったが︑六月十日︑放躬

試験を経て七月から営業運転開始

の日の運開となった︒国薩化率は

月末︒やっと九月から試運転の再

科学技術庁は︑磁器五十一矩度

科技庁が大蔵憲に要薙

除制度延長を﹂

中

3

傷があったもので︑この原園は︑
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1
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と︑WH社が電力纈客と契約工み ンザス・ガス＆エレクトリック︑

未調達などで供結に変障をきたす

十二出品蓄に比べ︑今回は二十五

三三力叢蜜ハ＋旧
カラー・パネルを展熟していた︒

た︒また展示会場の面積も前盛の

か園︑四面二十豊出品潟にのぼっ

一万一千二酉七十八Ψ方層から一

万四千蔚六十七平方綴に増え︑ス
イス工業藍本術の七ホールを使漏

際見本帯を園際協力︑原子力崖業

畷は二〇〇〇艇︵石別路舞で二四

社副総裁廻界のエネルギー繕費

は今園が四圓懇︒門エネルギー生

欧州謁国および※ソは︑この国

している︒

イス工巣児木南嘱號局長兼ニュー

翼・

たが︑将来もその優位を保ってい

園際濁場における鰻僚を占めてき

■

会畏高連憎順炉は一般に︑安定

ート英ニュークリア︒パワー社副

ジェームズ・C・C︒スチュワ

く意陶だ︒

になった︒

守

際㌔

ハインリッヒ︒マンデル西独R

油臨機後はさらに優位に立つよう

酬

編セ

︒難

賎ぜ

織目

翼

畷趣
職

難

至

商剛増殖炉を実現するには高度の

した弾力性にとむ遍照を行なう︒

などを確認しなければならない︒

信頼性︑ナトリウム圓路の耐久性

理費︑償頼性のある燃漉度などが

核桝繕ツイクルでは生類費︑再処

経擬性を決めることになるが︑商

用炉では稼働球と寿命期悶がきわ

めて磁要な襲素となる︒

㊤穴日の技術会議開会セッショ

ンのもよう㊦同セッションで挨拶

するウォルトハルト組織委員畏

ノ︒

︸

二﹁

巣進化学蘇式会：被

意欲的な欧州諸国一

祉は兜月初め﹁オ⁝プン虜鳩にお

︻バーゼル罷涯松本駐在凝︼ニ

大きな銀扇を含んでいる︒そのた

に拡大を続ける︒拡大する露硬を

娩

鹸騰

ラン濃縮分野で墨園はこれ濠で︑

来の霊殿エネルギー源として緊要

き

燃

視させようとするものである︒ウ

の鎌料撮証戸戸は︑核燃料を幕

瓢

町養

る︒一九七〇綴代に入り原子力は

保証があり︑対外依存度を軽減す
多数の機器を展示︑あか抜けした設副で覇を競っていた︒機器展示会に初謬加の謡本も︑会場正面入口左手のめだつ場所に三冠平方溺の展示醐積を確保し︑落籍いた矢

︾

耕

免

国際競争力をもつようになり︑石

iカー︑電力会社が一戸となって 概観で︑コストについても十分な

鑑

脚

しい赤色を背聚に六政府機関︑二

繊

召㌢

淀融閉．

甥・鋭

＾耀購 ・麟牌

騨熱

垂
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め聡力各社と橋力的な覆し襲いを行なっている︒

いて醜行価格でウランを購入する

ューフレックス75は十月六郷︑ス見本市︵通称ニューフレックス︶

こうした調査報告を踏まえW11

しかし︑最近のウラン価格につ

ことは︑法律士の観梅からも商業

あった︒

いて経済コンサルタントに調董さ

的に実行不足能で︑不莉益でかつ

W粧は ︑ 今 圓 訴 訟 を 櫨 こ した
カンザス︒ガス＆エレクトリック

せたところ︑ウラン緬格の巽常な

瀦禰關嗣

社をはじめ米国内の暴力十七社と

までの蔦騰は︑㎜昨年宋のアラブ
諸芸の石蘭禁輸に鰐を発する一連

賄うものは核分蟄エネルギーしか

綴に附かれている隅際原子力薩業

これら契約は一九六〇年代來ない

ウラン供給契約を結んでいるが︑

し七〇葎代議めに締精されだもの

にも力を注いでいる︒とくに仏︑

売り込みの場として鯨視︑展示会

ルギー研究開発局核燃料サイクル

に機器展示会︑技術会議が開かれ

生塵部次幾

薩のための原子力捜術﹂をテーマ

給契約並行についてW11社は︑法デリック︒P・ウォルトハルト簿

ない︒それはすぐに供給が鰐能だ

フレックス粗織婁織会委員長フレ

したウラン商場での法外な憾格醐

し︑化石燃桝資糠に比べはるかに

め電力顧客と絡んでいるウラン供

原子炉の売込みと螺繕成型加工欝

薩独両翻はそれぞれ二千五蔚平方

ことも晦らかだ︒原子力謬論の

じめている︒

㍉

の質の向上にあるだろうという院の三分の二の岡意を要するよの中身の標準化も︑NRC︵原化設計にもとつく設繍許両脚請ひとつをとっても︑炉メーカーNRCの見解も難聴に値いしよう︑藩法改正を求めるという︑

現実納な内容に変ってきてい

フォード大難領提案

一九七二年の二十二か瞬︑三薦三 層の展示薦積を確探し︑政膨︑メ

たが︑なかでも機器展示食は前園

といわれ︑その当時は︑WH祉が の出来喰に趨困し︑縢黙罪がこう

士の開銀の辞てその五日間の簿を

購請につ

ニテクレオニクス・ウヂNRcは発暑たわけだ︒ ぎつ誉馨しようとしている

律的にその引き強し浅務を免除さ

コピィ

﹁︑／

騰の想定を正当に見込むことはで

もっとも

湾えられた以上に大変なことをまで手のついていない諒解をつ

業進出を期し︑その一環としてウ

OW うにないという︒

開いた︒スイスのバーゼルで蓋年

∵㌍蝿輪講裾輪編麗縫賑賑蕪雑需け㍊

れる立場にある﹂との演題を発褒

部分の設計が建っていると︑結 ン の一拝になっていることは慰孕

きないとの縮論を娼したという︒

蒼ずみ︶プラントの コピィ

ラン倶鴇に力を注いでいた騰代で

＼

ク誌によると︑その原困は原子

つで︑ネーダーは発塩醒ことあ

来議会でのクリンチバー炉れた︒規制部のスタッフは標準炉部分たけの標準化では︑在来いては︑謝震騒騒のようなサイさいの緊急蔵雑輩画もそのひと
トごとに当黙掘磁する部分や︑

コピ讐講ずみの原設61にその優の改るいは州︑﹂とに︑副両の拡充と

︵醐速増殖実証炉︶をめぐる攻化の岡的ーリ！ドタイムの獲部分との芝之部分にいろいろな

打台せが十分行なわれさえすれ

またさいきん注闘さhるのは三二羅鎌進ま灘羅馨誕獣譲磯

ア州ではすでに法輪総名故が集

承認が響られれしていることだ︒カリフォルニ

鞭

の撮用については︑NRC良を採り入れることで︑瑠帥の避姫識融の実施の要求を出しは

ば︑手続きはも

との事．隅の狂禽せが不十分で︑

イ

防が終って︑米国の原子力界も縮一を忘3亀ているというわけ問題が蛋じること︑また

もともと歴鼠壁は︑標準化の

一息つきたいところだが︑原子だ︒
力編速の諸擾照がなかなか軌道
に粟らず︑一方ネーダー・グル

認 可 の 促 遥 に マ ト が し ぼられ︑

の連結はブラッグとソケットのし︑標準化のメリットはりードある︒住民投票の闘的も︑たと

思われるが︑こういう来凶の経京っており︑他州でも蟹走敏に

設註の手蓋しが必要になっていばその後の予撒きははかどると

薫炉メーカ⁝が標準化設計︵原ることにあるようだ︒NRCに

サイトの摺前審査と︑機羅標製作榮に金力的に取組んできた︒

化がその柱であった︒と こ ろ が

詐認町︵促進︶注臆は昨舘の嫡子蝉部分︶を陶請したのは⁝昨需わせると︑原子炉と在粟部分験は欝本でも大いに参霧になるなる織込みのところがいくつか会で流濫し︑今薙再提出された琿秋のこと︒それからもう二年

けがあまり良くない︒さらにそれた設計はひとつもない︒標準ないが︑連結部分のパイピング

もかなり出ているが︑これ象でと在来部分メーカーとが別の闘う︒

降

幾
犠

2−B（川岸ビル＞丁罵Lα｝3）5フレー4￡3駅U

東球都港区乗新橋1

鎗

葬破壊検査機材（浸透・磁粉・超振舞）

素材から航空機・原予力機器まで、

（一

修正案もかんじんの薩榮界の受になるが︑NRCの承認が得らさしこみ位にしか蔭えられていタイムの短縮よりも︑プラントえば原子力の建設について州下

子力規劇委員会︶の審董がさっ

回

蒙．︐穴 夢 灘
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硫
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N死Cは発擁してなお円が撚る︒

・繍

弓

肇
︵K・K︶の許認醗︒安全委員会がこのほ の不満の種だ︒また標準化のも また安全性の開連も在来那分の勢とフィロソフィを固めようとどNRC規制部に蕾惰を厳し入うひとつのル！トー既設︵慰かなりの馳闘に及ぶので︑在来いう努力が︑当諭 スローダウ

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

嘘一

ばり進まぬとあって︑業を煮やの串請以上に規制部の熈問攻め罵︑別の描位を考えていて︑そ
したAIF︵原子力産巣会議︶ に舎っているというのが産榮界の謂艶が必要になったりする︒ いが︑規制の貯門機関として態
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﹁一剛ユークリア︒インフォ﹂

は米原苧力藤簾会議︵A量F ︶

儲億︐ル相当を節約

は︑発電所が運転呵能であった時

三つの燃料母野について驚賢所の

潮の騒騒である︒今國の調製は・

原発の長期的
経済性を強調

傍近︑ニューヨーク蜜争分祈協会

エバスコ往のうでクル副孤銚は

エパス調美園畏

ベース・ロード︑ピーク︑ツィク

性能を比較しているが︑それには

ル発電所のすべて含配れている︒

興饒は︑今から二〇〇〇年まで

五がKWHであり︑懸磯戴の繭那KWH︵一五＝％︶に上騨する︒

か石澱火力発麗所を建設し続ける

O2除ム養罎不襲︶は三十八β／ 命中に発霞す濁声＋億KW疑の嘱

の閲は︑電力会航は原f力発惣所 炭を利饗する6屍火力発電酬︵s 二蕩四十万KWの発嚇所がその寿

ことによる酒盟薦の磁力穫命の鯖

KWRであるとして︑羅衷壼力を蓬えると︑原苓力を探用した

約は故面万妙に達する︑と述べ

だろうと語り︑一九八ヒ年一月⁝

ると︑原子力営門所が鹸も安くつ

ウランと濃縮桝金の上書により

た︒

にとってのあらゆる要囚を考慮す
日談でに二爾四十75KWの発鴫谷
矯を必螢とずる電力会紘を例にと

た︒

って︑塵下力KWの原子力発電くことは明らかである﹂と述へ
屡．星︵最初の一量は一九八煮鎌

に療攣力発電の三十五評／KWH昇しても︑発電コストはわずかに

ないが︑﹁順子月はこの問題の解

七薮％として︑十年間の平均︵一

台は例外として〜六％︶︑稼働櫓

臓†鼻詰／KW11は曙四十九評／
る◎

し︑高磯黄痕藤津炊き火照鷲醸㊥

六β／KWR︵一壷拶︸にヒ岬

力発罐の諏卜八♂建WHは丸十

よび遡都政驚による富力金祉への

ン法の砥摂︑贈殖炉心繊の撚大お

賛虞派は蝿欝する科学叡聞盟の

講か﹂が中心︐であった︒鍛止令

の原解力発醗所官設禁止禽は琵か

︐

茜又
憂憂

綴本建設工業株式会社

が︑パ ツ リ ッ ク ・ ア フ ェ ア ー ズ

上半期の原発実績調べ
を維持︑向士させ︑贈撫オる人々

七年にそれぞれ運転開嬢︶を謂っ

は六十七が／KW鷺︵九一％︶に

決に大きく霞献ずることができ

原子力発継瞬の発竃コスト璽瓢十

九八五⁝一九為五年︶をとると︑

醒際に向って︑﹁OP鴛C諾圃に長期的には︑来圃は原芋力発電網

ている︒

低刺還購硬設質金の端渓逢勧焦し

愈

試委

験託

照照

射射

罫

r⁝亀⁝亀⁝⁝⁝竃⁝：：⁝閂⁝⁝畦⁝﹂

ない︒U308の価格が轟轟三上

富源からの独寛性を強める必蟹が

た時の発戴コストを比較してい

る・その理由は原子ねの昏昏性で

一＝二＝＝＝■＝一＝：二一圃鵬＝＝襯﹁二＝轍コ鴨＝一一鴨＝暫＝＝一＝＝凹一一二隔闘一一一柵＝榊一＝＝＝一冊＝＝需＝葡＝馳曹楠二輔一＝扁＝＝＝一鴨一＝＝二＝＝﹇＝＝帰階一一＝一鱒＝潔＝齢＝備＝＝＝一楠＝鞠＝＝＝一一榊

ある扁とライクル幾はいってい

ある﹂と述べた︒

の開発を金面的に支持するように

UAジャーナルの三ヤ五万人の．発電は五分の一のコストですむ︒

なると確閉している篇とワード沃

ヘンリー・ケンドール︑スタンフ
であることは明らかである︒われ

とっては︑欝欝が経灘職争の儀襟

ォ⁝ドの生物学菓ール・エール

虫︑テキサス大学教授リン・ドレ

に・蕊た団が正しいエネルギー計

としてたゆまず前進が

・アンド︒インフォーメーショ
ン・プログラムの一珊として︑

原子力 に 関 す る 構 報 を 収 藥 ︑ 分

所の実績は︑第一悶￥期の方が第

の︵ム盆で︑﹁bれbれの坐繕水離

一九七瓦年上緊期中に一時轍鋤

この調鳶によると︑原子力発鍛

鍛近鋸力書社を調糞したところに

果原子力艦貰盆議︵A︷F︶が うことになる︒

いて︑全闘的なコミュニケーシ

析︑騨 翻 し ︑ そ の 結 墨 に も と づ

漆らにライクル氏は︑時閥が経

なってしまうということが繁々心

に磁力を錦絵していくにつれて︸

原予力発衡の画報的石窟性はなく

人嶺たりのエネルギ⁝必群鶴も増

一aに運筆開鳩と仮定して︶と八 つにつれて漂子力発懸駈の方が柑

二四畢期よりもよかったことを示

一月一臼︑つざは一九八七牽一月

している︒稼働贋は七〇・乃％で

くつかあったが︑その彫均仏帳展

○万KWの石炭火力発催駈三二 獣的に薄羽になると童質してい

を停止していだ原子力発叡所もい

る米麟内の原子力発電コストは化
大する︒國家の蜜全を椎持︑強化

よると︑一九ヒ万鋲土画期におけ

学食の三五・四％の二繭遅い数

ョンとパブリック・アクセプタ
ンスの輪をひろげるために発行
はよいカであった︒上罪期の米三

配されるが・﹁そのようなことは

石燃料発磁よりも四一一・六％蟹か

するためには︑外瞬のエネルギー

％であった︒第︑四骸期の運転再

る︑陶定費ぶ一縷％︵原F力の場 上獅するが︑低娩黄西部習熟下火声

る︒一δ〜翼然までの盗聴年の間

してい る も の で す Q こ の 構 報 に
字であり︑石炭の単均は五九・一

とって︑雌独の解淡簾というの麺

ある塙と述べ︑エネルギー問題に

續ｪ五駕︑一九八六薙︑一九八

内にある原ヂ力発電所の廓均稼鋤

能醇購比率は︑原了力発電が平均

掘は山八四・二％へぐあ︸り︑化落辮繕

つた︒これは︑発電経費にして六

懲ヒ千万避の節約であろと珂晦

七七・九％で石融の七五・七％よ

は︑原 子 力 を め ぐ る 飛 地 の 動 き
がたん ね ん に ま と め ら れ て い 謹
に︑石油一億一千五衝万49︑また 発電漸の望均嫁掛曝は四五・九％

・七％にはおよばなかった︑

巾止した原子力発電所があったた

蕪麟翻難

は石炭二千五山75誘鷺節約したこ であった︒

食雛に関する調査によると︑上二

AIFが実饗した激瞬内の飽三りは少しよかったが︑石炭の八一

ず︒

とになる︒

同調費によると︑今郊の上単品

％であった︒種働率と題転畷三三
めに︑その実債は畢吻してそれほ

期の運転酵瞬時閤比帯は山子力が
第一⁝四￥期には︑簿躍︑定懸銀
の原子力発鍛コストは十丁四一
誇／KW猟へ加滋平均︑蟄木彊却 ヒ一・釜％︑化葡燃聴がb八・ガ 守および鰍科黛換のために通転を

皇臣率は︑手書所の信頓挫を示す
どよくなかった︒平均稼働率は五

OQ％で稼働し 八・二％であった︒また平場簸転

二つの指嶽である︒糠働率は︑発

磁所が発霞容賦

た時に発想されるKWRに尊る町能時開⁝比率は六五︒一％に下が

は述べている︒

モラトリア
われが建設する原子力発露所はす

セルまたぱ延期により︑〜閥ヒ五

タ

委縫長のデキシー・り一・レイ女
〜七九驚の五か揮の閤に発電答蹴

冨がガメラの齢で講論を聴き︑考

イパー氏であった︒十二入の裁判

リッヒであり︑当月派は元A鶏C
給することになる一とワード氏は

の俊践授票で勝様麟に脱するが︑

にして皿蟹．千万KWが影響をう ルニアの諏子力講象は︑来鋸六月

ム是か非か
述べている︒原子力は︑﹁発撫の

け︑建設瑛搾は二十工万件の化瞬

一九七四館叩の発電鷲のキャン

ために開発された最も蜜い方法て

その様子がツンフランシスコのビ

かった︒

は七対鶯で獣止脅螢成派の方が多

へて︑この闘いにおける凱器鷺供

あろ︒建礎籔および開発盟をすべ

を暇なつている︒また︑醒搬の損

戴罰形武のこの番組では︑﹁将来

デオ・スクリーンで放映された︒

家すますさかんになるカリフ薄

て禽めても︑繊モ炉は化石蜂料発

の決議は︑プライス・ブンダーソ

失は二酉五十僧がに署する︒組禽

のなかの六陀％は︑現δの原隊力

護たうえで投漿したが︑その結果

露所の米分のコストで発癌でき

またタイムズが︑ワシントン・

画を立案するのに必敷な蜜実をつ

ればならないと思う︒

… …

一

費を含む︶であった︒なお︑石山
による発窺コストは宏・ユ丁七三

済︑石炭はヤ四・七一βであっ

また︑遡邦電力姦露虫による

た︒

剛禽である︒運転呵能登間詰奪
O・二％より懸かった︒

竹︑x期醐中に発電されたKWHの
り・石痴の七五・六％︑石炭の八

と︑脅館士罪期の果国内にある療⁝・−・

子力発艦癖の総二毛繰は七賢六十

五万人が原発推進決議
鉛雛・欝欝解毒同勢台︵AFLが果国にとって不呵欠であると判

︑

配管工糧合も支持

億KWH強であり♪これは閑内山
発電鍵の八・三％に棚畿する︒砲

力発電による経犠齢約のために︑

力金社のスポークスマンは︑原子

湿力潤金は羅の水藁が維持され
ており︑その利議は多くの場含消
蟹掻に麟元されている︑と指如し

る跡運転費にいだつては︑凝然力

いて調饗したら慨らは議しい発薦記罫の中で︑一般大衆の慧蜀を調

苔油縦笛が偲ゆえに原子力発電

ってくれるからであるQまたこれ

今目においては︑エネルギー聞

何が嘘っており︑人びとが常業に

だろうかQすべての入が︑本滋に

が原子力発電をただちに優兜扱い

いう結果が出ていることを無視し
たのも残念である︒このグループ

脳轡置生賑重人

關法人蔵射線照財搬興協金

聞

力

−C夏0塘盟︺はこのほと︑強力 断している︒

モービル石油等等は︑最近の痕

駈の建設に反対していることが判

る組禽の沖網狩りをしたな今無の

な僚子幻発慮繭玉の推進を聾沸す

明したというような印象を受けるい提子力発亀所の難設に蹟成で︑

経費編約諮よび化石揮糾の節約

子力描画に関する

だろう︒しかし・そうではないのわずかに一九％だけが反対でありに支持した科学者のもうひとつの

について心配するのか9それは︑

一人のノーベル鍛受賞薇が盆濠れ

一八％は不明である︑ことも蝦概要譜について劇及しなかっだのは

断の近くに住んでいる人も六三％

だろうか︒

ど後の方まで読謹ないのではない
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ていあ︵

およひ厘対慧晃についての報追が

である︒この二写譜瀟入は︑手紙

原子力が蔭浦とガスの卵絢を背負

ポストがこの件に関する認hでや 安全規購は点播的にはト分である

灘だけで十州︑万万人強に及ぶ労

不十禽であるとして︑ニューヨー

により﹁憂慮ずる夢想著同盟偏のしており︑また既存の原子力発電残念である︵この詳明漕には︑十

萱したところ︑六三％の人が新し

という点からみて︑原智力発魑の

働姦を織撮する名詞管に級禽か︑

ク・皮イムズとポスト︵ワシント

立場を支持すると闘溶した人数で

冷酷墾の鎧成

の調血には懲薗46期発も含豪れ 議会とフ惑ート政権が銀漏におけ

刈熱は露国に印禦的である︒今回

る原子力驚鱈を積極的に震持する

ン︶に﹁八は語る︒しかし︑その

の決譲は︑ミ・ンガン州・ウィスコ

と考えている︒

ているので︑とくにその繊が強

内輪は十分報潅されていない﹂と

つたように︑原子力允電所を強力

いQ毎鎌第二四半期は︑多くの原 よう勧告する淡議を採決した︒こ
子力発織所が定期保守と燃料交換

は︑誠aやその他の関係凝がエネ

ルギーについてなぜ早しい考え方

ある︒しかもそれは調査した一万が新しい漂子力発電瞬の建設に賃ており︑その中の六人は親子力の
開発と最も関係の深い科学である
われわれは折りに触れ︑畿裳が

題する次のような広告を題した︒

二千人の専門壕の二〇％にしか過成しているとも報話している︒

ッキー州︑ウエスト・バージニア

ンシン州︑インディアナ州︑ケンタ

故メツセツシーが撫りらないかを

しているからである◎さらに︑何

ができないかということをよく糊

のために運転を簿止する隠だ︒し

ぎないのである︒

物理の分野であ

かし︑今鋸の鐙二四半期の実績は

健全な岡冠エネルギー改策を実施
州︑バージニア州︑ミズーり州︑ネ

第〜四畢期よりも少しよくなって

た︒しかし︑われわれの選んだ議

するのが遅いと西って批威してき

灘蕊醸適正な原子力報道を繕懐燧
州の労働組禽て採択されている︒

いるGその婁な原囚は︑石痴価櫃 ブラスカ州︑アでオワ州︑カンザス

うか︒三つの世論

甦壽えるだろ

が上昇し続けたためである︒

員が幌心機関を通して知るエネル

ニュ⁝ヨーク・タイムズは嗣じ

ではないと藷っている︒

O％の園欝欝であっても驚くこと多くの読蚕は︑あの66鱗をそれほする必要があると考えている︑とかむことができるようにならなけ

ようによると︑米国の技術蓄の五六％

ような要講が科学覆の匝界で強くされている︒タイムズは︑ニューオン・リサーチ批が実施しだ調査 どう盛じているのかがわかるよう

また︑タイムズが最近︑オどこ

つたことが引用さ汽ている︒

説明しているからでもある︒

ギーに閲する清報がアメリカ入の

二千三萄人の科

発電の股対者は品

﹁原子力は安減て経済的︑しか

豊薯が原勇
も環境上からも受け入れることの

石油会社が広告で訴える

は︑十一・三六ミル︵加重躰均︶で

AIFが﹁ニュークりア・イ 第一四半明の原子力究電コスト

報道される必要があるのではない

題に関する灘圓がもっと客観欝に

ンフォ﹂を発行した駕簸には︑

しかし︑この調査は中ほどになの飛行機や鉄滋の開発に対する反

ビュー・ホフマン氏は︑家つたくない︒しかもその群細は終りで出

って初めて説明されているに巡ぎ対者と同じようなものであるとい

そうてはないと譲っている︒この

調査機関の費任菖であり︑この分

して健黛な立法論罎に必要な噛実

つた印象を与えるようでは︑どう 野の軽門家として臨められている

を知ることができるだろうか︒

この間題に関する感膚について課

可能にするものであることを実証

は関心の憎い人熱であるから︑六だ︒しかし本当にそうだろうか︒

支持されているのであれば︑彼らスの〃バランスをとった

できる園内燃科資源であり︑薫暇

した一と決議文は述べてい⁝の︒こ

ク︒ダイムスの

な似料危機に際して社会の成長を
た︒原子力発電も第二四畢期には

の決議文は︑鉛管工および醜窟工

学煮︑政騰に厨．＋力発電晒建設の

β︑石炭は＋四・五〇︒几であっ

少し上昇して十一・四六ミルになっ

の国内エネルギー供給に対する寅

てくる誰噴の最後の部分にまわ
たが︑石繭は三十三・〇一β︑石

釧な憂慮を及映したものであるQ

と志する記壌を検討

せっかちな論蒼は︑科学者につ

してみよう︒

酬減を襲譜

たとえば八月七日付ニューヨー
炭は十四・九二がになった︒上半

泳ルギー臼給を唆成するために
WHより六＋万・一％も安いとい は︑原峯力発電膳設を増やすこと

これは石油の鴛十二・㌻馬バ．／K

一・四茶ル／KW∬であったが︑ マーチン・﹂・ワード議長は︑工

期全体としては︑原子力発電は十

あったが︑筍油は三十二・四三

原苧力開 発 へ の 批 判 や 反 対 が 先
鋭化する に つ れ て ︑ ︻ 方 的 な 見

粟の原子 力 に 鰐 す る 純 粋 な 疑 聞

解や不正 確 な 構 報 が 増 加 し ︑ 大

や繁朴な 不 蜜 を 鶴 つ た 方 向 へ 増

かがえま ず ︒ こ の 儲 報 は 艶 行 以

幡させか ね な い と い う 爽 樒 も う

来︑原子 力 関 係 春 の み な ら ず 議

どからも注鶏されています◎

会︑遼邦 ︒ 弼 政 府 ︑ マ ス 調 ミ な

︑
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当面の処理体制確立へ
RI協会の貯蔵能力限界
科学技術庁は十五臼︑放射性廃藁物処理連絡協議金の第一回会倉を開いた︒同協議会は二子力発電

所および再処理臓設を除いたアイソトープ︵R王︶敗扱い購業所︑核燃料加工業管︑医療機関など各

射性廃簗物などは回収しておら
ず︑これらについては各施設こと
に保管している︒とくに︑捗螺脳

ため貯蔵場所に二段︑一二段にドラ

加工業葺の廃簗物は︑敷地が秋い

ム衝が績み量ねて貯蔵されている
といわれる︒医擬機関では使周さ

れるRIの紛失もあとをたたない
現状だ︒

立するため︑五十年度予舞で体制

に焦点をあて︑學懲に解決簾を確

から耕出される各種廃粟物の処理

どはドラム衝で約︸万五千本にも

供試動物のホルマリンづけ死体な

ない液体廃葉物︑トレーサー利網

物︑医療機関で使用されるラジウ

料の生産に伴う高放射能鷹の廃棄

が倉果れる要語性廃斑物︑夜光塗

を要求している︒

年度予算で関係経費五壬二酉万円

整備費一千万円をあてるほか︑来

同購入ど融通︑電力融遍強化のた

日までの御適間︑EC木部ほか 踏京えながら︑仏企業のみならず

ろうというのが圏的︒十月二十六

扱っているが︑政厨への信頼性確

係の促蜜監視もここが独立的に取

では︑こうした譜問題への対処を

めの基幹送電薇拡充︑機器標準化

訪し調煮に賜たるが︒六月決定の

と規格の統一⁝1などを内容とす 丁田の関係機関︑勉力会祉等を歴

題︑スケール︒メリット︑土地の

立地のあり方︑環境対策︑資金闇

など体制のあり方ほか︑鱈源集中

公露事漿茄と仏願菜との典同開発

R六十万KW六基の建設を決定す

として一九八五年までにSGHW

ス原型炉の運転経験のもとに進め

る考えで︑その設副がウインフリ

次の原子力開発計画

亀力広城運営拡大方簾が原子力発

有効利矯などについてキメ細かな

▽雛水炉

る広域運當拡充に選り出すことを

電餓斜開発を主眼としていること

保に有慧義なものとなっている︒

うした新方策を受け今後の円滑推

決めたQこんどの調査団派遣はこ

調査が行なわれるものとみられて

め︑ドラゴン・プロジェクトも閉

恥に伴い筒温ガス炉閣発をあきら

▽湖温ガス雌臼SG11WRの探

設創を進めている︒

きCFR11︵萱三＋万KW︶の

偶を深め︑現在その経験にもとず

順調な試遜転が簡用炉開発への自

▽蕩速炉鐸ドーンレイ原型炉の

られている︒

もあり︑こんどの調査もこの点に

いる︒

焦点が側てられるもよう︒建設籔
の増大や新技術に対するリスクの

購業による石油危機後の対応ほ

分轄など調査諜題は多いが︑ここ

進に役立てるため︑欧州各瞬電気

か︑共問立地や共同開発のあり

国の今後の協力関係促進に大きく

一︑英国側からは各テーマに関

審与するものと思う︒

し概要次のような発貫があった︒

る︒これは︑人間がふつうに生誕

は年開五︑ゾレム以内とされてい

懇談金委員として同懇談会の潟え

提粟︑続いて向坊氏が原子力行政

るガス冷却高醜炉開発ではガス炉

線影響学会︑日ポ海洋学会︑B茶

来たる十一月四嗣︑東京・千代㎜

施設と沿岸海濠シンポジウム﹂が

学協畠共催による第六圓﹁原子力

マに羅物理箋︑果歪箋の七

実蹴ムm公雄
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シンポジウムのテーマは﹁モニ

のあり方につグて地元茨城県漁連

白

鯨

η

明日ではなく今日

▽核燃秘サイクルけURENC

ており︑再処理関係ではBNFL

Oによるウラン濃縮箏業が遣温し

による増設丁田が進んでいるQ

A−F年次大会

申し込みを受付

米国原子力麗業会議︵AIF︶

﹁挑戦された涯莱一新しい濡動を

は十︸月十六〜二十陰の五翠蔓︑

開始する時1﹂を基調テーマに一

関係蕎と報道関係者との間に迅速

はなっていない︒これは︑原子力

ているが︑それほど大きな聞題と

英鷹でも最近一部反対運動が起き

▽パブリックアクセプタンス

給の約三七％︶程麗開発を期待︒

一億四落馬KW︵全エネルギー供

を畢める考えで︑二〇〇〇葎には

と保存のため藍子力開発はテンポ

とになるが︑石畑費源の角効利用

て石曲生艦は国内儒書を上回るこ

八O奪頃には北海油田開発によっ 副が進行巾だ︒

万K糧度が開発の見込み︒一九 の特長を生かしたGBRの詳細設

中で︑⁝九八五卑には総剖千五颪

国備
を含む欧州主要メーカーによ
SGHWR四百万KWが慾工英準

鎖されようとしているのは残念︒
で︑AGR六薗万KWが難設申︑

ノックス型炉五目万KWが稼泥中

▽長期副砲薩薄濁では現伍マグ

アクセプタンスと環境問題しなど

もこれらに関する当薩の諸問題に

広範な変動がみられ︑今園会談で

の変化など原子力産業の各分野で

化︑世界的な樗燃料サイクル環塊

リックアクセプタンスの畷境の変

子炉開発計画の変更と進展︑パブ

化︑原子力開発計幽の見薩し︑原

羅経鍾①よぴエネルギー情勢の変

讐

が行なわれた︒石油危機後︑両

七つのテーマを中心に発表と講論

超える代表が参朋︑﹁パブリック

一︑会談には両圏から四十人を

方︑送鷹連系など実態調査に轟た

第二鷹脳英原子力涯羨望談︵九

に田添側代表団田長として出席し

月二十九︑三十両田︑ロンドン︶

た密岡俊男原魁万尋はこのほど帰

ついて極めて逸楽な情報と意兇の
交換が行なわれたが︑いずれも両

九七五無次大会を開催する︒詳

置場物をどう処理︑処分するか1 る風潮で・わが国もいずれはそう

た卒爾・協調的な関係が確立され

世界に誇るような安全研究蓉問研

かつ正確な幡報を流すなどといっ

十年代にはエネルギーと國民経済

で︒しめ切りは十月二十七日︒

細︑参加申し込みは蛇遣倉画鋲ま

朝日市民講座﹁日本の将来と原あげたのは今圃が初めて︒会場は

ているからと蕩える︒猿袴〜月に

1などの大きな技術開発上の問題

と規制の金園を開くのも一案﹂と

制電球に分離し︑一曲甲．﹂とに開発

偲健欝金周が設立︑原子力施設関

究所を作ることが望ましい︒

▽田畠氏原子力発竃所から外

の技術開発などの問題の横討を行

雄郎舶郡司

功酒面礫ゆ翼翼

一蜘糠グラムは別表参照︒

轍糠職励瀧講義による発蓑と討

鑛鱗質

慰響継麟戴熱

献瀞獺講耀論結麹酸囎講

欄辮撚繭燃一手町の気象庁盤で開かれ

原子力安全研究協会と日本学術

沿岸海洋シンポジウム

中心テ

モニタリングを会議︑果原子盈蓋︑果放射

なることが望ましいが︑それ象で

の間に環境︑公密問題が介在する

部に放出される放射線の霞標線雌

ない︑今後とも節約と同時に新技

方について﹁さきに出された有沢

がある︒

五隠に開瀕︑まず﹁原子力発醒と

会議エネルギー部会で︑今後のエ

の際エネルギーの不足が今後の圏

して宇廃線︑大気︑建物などから受

二隼餉から科学技術

子力﹂が︑十四田︑有楽町の朝日

ックなどが舶わり︑エネルギー

パターンとなり︑これに石油ショ

ネルギー供絵可能雄や憎加のため

民生酒に与える影響を分折してみ

術の開発を急ぐ必要があるとの縮

▽向坊氏

講裳で開かれた︒二十六闘の原 地 震 ﹂ と 題 す る 映 薩 が 上 映 さ れ た

確保が園難になってきている︒こ

る必饗がある︒原子力開発では安

ど約四酉名の出席者を前に︑未

子力デーにちなんで臼本原子力文あと︑会社婦りのサラリーマンな

﹁八十年忌の臼本を考える﹂と題

だもので︑同講座が原子力をと り 来 工 学 研 究 所 所 畏 の 林 雄 二 氏 が

化振興財団 と 朝 日 新 聞 枇 が 共 催 し

して議痒した︒

が︑その場台の変化は︑現在より

試案はまだ変璽の脳髄性もある

以上の安全を守る方向へのみに限
られる︒またこの結論が実際に実

耀境への放射線放鷹によって一人

現可能なものであることに配麟す

圏のラスムッセン帳告によると︑

ける自然放射線量頁︑野レム内︒米

つついてメインテーマのパネル
酎論会﹁田本の将来と原子力﹂で
は︑向坊隆菓大教授︑田隈墓二立

回と算出されている︒このように

が死亡する確鶏は一万七千年に一

となった条件をキープすることが

一鶴百本の将来と原子力縣

重要﹂門原子炉安全のパブリック

ることが璽要﹂と説明した︒この

肘論はこのあと︑これをうけ

あと各氏から﹁ラスムッセンレポ
発のうち原子力問題においては①

て・より馬体的な闇題に熊点をあ

・アクセプタンスを得るには丁学

原子力発露所は奨金に作られてい

場盆敵府︑民間ともに︑より以上

安金性確保捜術の問題②一九八O

て︑原子力委員会のあり方︑原子

朗安全性確探だけでは不十分︒例

ートについては︑その副算基礎
が璽要で︑そのた83に原子力坦坦 年以後のウラン供給の確保︵八O

の安慰へ向って常に前進すること

無までの必要ウランは契約で確保

力行政懇談会の状況︑漂子力船

るが︑原子力開発は常により安全

会は︑貰任休制を明認にし︑安全

ずみ︶︑溶融加工のための技術開

側に立つことを前提にしている︒

・の技術開発問題︑原子力の安盒性

確撮の割込ができるように組織化

いて︑質疑応答形式で︑約一塒闘

安全問題など中心に

論を得た︒新エネルギー源技術開

民

聞論説婁員の司会のもとに原子力

ﾌ＝馨迎え︑雷純之鵬日新

覆各 大教授︑稲藁秀三経済調査金盗長
向

国

か
左

ﾕ礁誠講騰襲勧
について︑それぞれ次のような聞

えば国会で安城論議が行なわれる
などの社金的判断の材料が必要痛

﹁むつ﹂の闇題などが話し台われ

た︒この中で稲粟氏は原子力委員

臨を改糧してエネルギー安定供絵

発問題㈱点在の低い原子炉の稼動

1一などの広範な問題点が指摘さ

ても開係霧が総論的にこの闇題を

昭和三十〜四十八薙

会のあり方について﹁世界的に原

すべきだ︒軽水炉の安金性につい

▽稲藥氏

の利日月墜をあげること︑放射性

源として完成させること︑ウラン
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樫の原子力施設から生じた放射控麗藁物の処理方法︑処理休制について共岡処理システム確立を國る
新しく設けられた放射性廃藁物

現在︑R王協会では︑核燃料加

処理連絡協議金は︑原子力の利用
ある原研の放射性騰棄物の処理能

工業者から出るウランなど核燃料

目的で設 け ら れ た も の Q
協識会は ︑ ① 核 燃 籾 加 工 製 業 所

くに︑まだ原研に引き渡されてい

力はほとんど限界といわれる︒と

などについて検討する︒メンバー

なっており︑RI協会の貯蔵能力 ム脚などアルファ放射体を倉む放

開発に伴うこれら廃棄物の諸問題

から排出さ れ る 廃 棄 物 の 処 理 ② R

も限界︒

I使用施設 ︑ 核 燃 糾 使 用 施 設 な ど

は︑田本原 子 力 研 究 所 ︑ 醸 本 ア イ

﹁欧州広域運営調査國﹂を英︑
仏︑西独およびベルギーの四か国
に派遣した︒

慰力業界はこの数鐸︑玉転立地

した唱態打開のため今頃六月︑左

麟・同会議の成果などについて要

難ほか資金難に陥っており︑こう
ロ弘中央鱈力協議会鳴狢罵長を國

門の共岡立地︑原子力一霞一同開

旨次のように語った︒

覇原発共同開 発 に 焦 点

広域運営で欧州調査

ソトープ協 余 ︑ 動 力 炉 ︒ 核 燃 料 開
発鯉川団︑ 潴 工 浄 業 番 連 絡 会 の 関
係機関とオブザーバーとして隈生
出・通鮭雀が加わっている︒

民間企業 ︑ 研 究 機 関 ︑ 医 療 機 関

などのRI萎萎三業所は全国で三
千か駈を越え︑使周済みのRIの
鱈力業界は十日︑欧州各国にお

長とする中山三郎毒気癖翠陰台会

発︑天然ウラン鉱石など資余の共

回収や手袋︒作業衣など固体放射

性廃藁物の収集はRI協会が一手 ける驕気廓業︑とくに広城運蟷の
環境対策部長ら一行十六名構成の

あり方について調査するため︑出

吉岡幽間
暫定的に︑原子力委員を開発と規
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に請負っているが︑引き渡し先で

・麟贈、

題提趨を行なった︒

研究し圃民に対し蜜全を誼明して

六・五〜七倍になったQしかし四 いく必聾がある︒また︑政府は︑

の闇に経済は六倍︑エネルギーは

マ

くにお伺いてきるよっ、勢力しています．

難癖＝漿京郷港区牝豊山2の9の5
TEし（03）404−4111（大代袈》

もあります。日麓大災は、明日てはなく今日す

⑳6母火災渇よ｛猷険鵜武を舷

の藤故て、取り返しのつかないことになった例

噸義

れた︒
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と考えていた矢先

す。明日ても契約しよっか

あなたのそばに量産火災

保険の儂丸は、Z要になってかりては嚇すざま
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副理購畏

的な臨騨蒲の機能試験に入った︒

は据付を終え︑今隼四月から本格

十二無に建設に潜孚すべく禦簗団

た︒今後はこれをもとに︑昭和五

ない︑九月宋に報告醤が提出され

ナー内の配暇を主体に見闘しを行

％を越えている︒

五十一薙十月には全機器の据付

二月の臨鐸を国

を完了︑臨界蘭の系統機能試験を
行ない︑五十二年

﹁ふげん﹂の建設工程をみな

︑鍔慶
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費
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灘

為

韮山麟魍墨醗

で、観鎌嫡ル回しての機能をも兼ね備

て︑①設計研究②炉物理研究㊨伝

されたCl韮もメーカーの研くを

沖

澱黎

難
難

藁＼

をマリ政府と締績し︑現在マリ政

府の協力のもとに画格的講豊を開

い

完了を期している︒研究開発とし

熱流動研究④部品︒機器開発㊦燃

程腔メドが得られつつあるが︑更

を越えており︑遡転猛頼性もある

運転聴聞は驚十万マシン・アワー

る︒現窪まての還心機試験の銀計

終えて︑逐次試運転に入りつつあ

騨材桝研究開発⑥安傘研究開発︑
を進めているQ

正男

多い︒これに続くスーパークリテ

瞥

操鉱プロジェクトとなるケースが
次第に多くなりつつある︒

アフリカにおけるウラン費源探

始しようとしている︒

へごま

お

り︑

がらたえザ一歩先の研究開発を実

瀬川

再処理慎重にテスト
懸口購擾

羅礁

瓢

る︒この畝験は走格以上の糠速試

の施設が斬たに逓転に入りつつあ

に続餅的な寿命試験のための一連

クリプトン縦収︑高レベル廃饗

れる︒

験を学んで統副使データが作成さ

み込んだ︒

物のガラス固化など再処理工場を

薄処理施設は難燃九月よりウラ
ンテストに入った︒機器の侮動確

とり旗く糊辺技術開発では︑わが

パイロットプラントで期衛すべ

期す一万︑運転愛員の教鳶識練も
国はかなり遅れており︑資盆的な

認︑蒋性試験なとを通じて蟹全を

行なう︒ウラン欝欝として天熱ウ

き標藁盟還心機の設剖統一化はよ

メーカーの平岡体鱗による盤面工

うやく明確なものとなり︑今後は

面もさることながら人的な隊畏の
不罵が特に痛感される︒

ラン約十ナの模難燃桝纂倉体︑二
酸化ウランのペレット︑紛織なと

回収ウランの弗化工程について

め︑入形峠の拍鋤設備の一部とし

ィカルの島性能機の開発も︑単に

は︑予備的なR＆Dを実施するた 学的研究と鍛雇化体制にまつ彊が

験のための安全審血を経たうえで

て四弗化から六弗化への工程を滋

ウランテスト終了慢︑ホット試

が繰返し便用される︒

明薙薄以降螺焼展の低い鱗屑済螺

勢離性能の醐だけでなく︑システ
ム工学と蝦蟹趣して狂縦筋麗は急

加工串申である◎

四十八無以来ナショナルプロジ

料を使い三半年間ホットテストを
行なう予定で︑試験運転は当初の

﹁欝欝二年後臨界へ

この一薙聞︑カナダ︑オースト

鉱織豊の問題は相箏園敵陣との協

ラリアなど従来からの調査を継続

力とともに︑新しい問題の提趨を

指して工犠を進めている︒初装荷

と︑米国でクリーブランド社と共

する一方︑カナダでエルドラド社

遠心機累計運転30万奏レに

叢撫熱、

露台体とプルトニウム燃料媛禽体

5．（XX，
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人さ蓬

お

蓑

金

料

灘

贈爵に関しては微濃縮ウラン燃桝︐

考える︒液体廃棄物の放瞬能低減

一年の予定が一館半以上になると

新型転換炉の研究開発は﹇ふげ

ュリーの放出鷺の人爵翫爾を約十

化に関しては一日嶺たりO・七キ

の部材の蟹作などを進めている︒

設︑通転の順に進められ︑現在は

を今年七月に増設︑遡転体制に縷

分の一にするための薫発処駆設備

ん篇を主体として設計︑製作︑建

各機械の先行確認試験と運転︑撮

唾㌧

姦

鱒

︵亙︶を民聞五社に馨洗︑コンテ

機能試験は①常温窒気中での試験

内で襖討︑設副の調整を壇ねて最

守のための研究開発へと選んでお

ロットプラントの勧工に係るもの

〜

高速増殖 実 験 炉 ﹁ 常 陽 ﹂ の 建 設

②機雛をアルゴンガスで加熱した

終的な仕醸を慰める一方︑チェッ

に︑安全審賓と礁設の離備を進め

クアンドレビューを受けるととも

﹁六十隼までに麟際競争力のあ

蕊瓢餓獲麟岳滋藤 劃988（68）騒騒1

撃％蟹誇岬9

騨簾

業

力

た状態での誠験︑の三鷹階で安全

状態での試験③ナトリウムを入れ

温窒山鴫での試験を終え︑さらに

筒速炉の研究開発は︑初期の碁

で︑将来誹画とその可能性が議論

る︒

る国内丁霊濃縮工場を稼動せしめ

されよう︒

われが置網すべき臆断戦野は①パ

撚禍難鱒
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鴨

ホテルタイラ

シ
チ
あ
空巷より箪て10分（2k朗、那覇繋へば導
ケ を な
分（1k田）の位踵にあって、地｛詮鑓をは

@
@
@

騨

纏
総

全室バスカラーTV、電譜エアーコノディノコン付

えて糾譲ず。
こ颪マな中心街にあるにもかカ・わら或
べは閣静であり、 人生の三分の一は寝て
過ごす という皆様の大切なお時間を納
得いくまて講足させることができます。

噸

を確認し つ つ 行 な う が ︑ 麗 在 ︑ 常

ナトリウムについては一次系︑二

礎的な研究から機羅の安全性︑信

ること﹂が囲標の還心分離法ウラ

次系とも所定麗の受け入れを完
了︑︸部純化運転を実施してい
頼性などの実証試験に移り︑①炉

ロットプラント建設に向うための

イロットプラント謝画時期の妥影

チェックアンドレビューでわれ

る︒

ン濃縮開発は︑五十一年獲にパイ

性の澄明②開発してきた技術の成

﹁もんじゅ漏用構造機雛④蒸気発

物理研究②﹁常陽扁照構造機羅③

今後︑高 温 ア ル ゴ ン ガ ス 中 お よ

原子力委農会のチェックアンドレ

びナトリウム申での各種作動試験

生器⑤謝測制御研究⑥ナトリウム

ビューが行なわれる︒これはパイ

を行ない ︑ 炉 心 燃 科 集 命 体 を 装 荷

技術⑦燃料材料研究⑧安全性研究

隷鱈

鋸

して臨界と な る の は お よ そ 一 鎌 後

翻

・

などの開発で︑実規換に近い規模

@欝

となる見込みである︒

新型転換原型炉門ふげん扁につ

での試作︑試験を実施している︒

アタンクなど原子炉本体の窪要機

いては昨奪十一月よリカランドリ

初装荷燃 糾 体 に つ い て は 全 数 の

簗胴体に つ い て は 炉 心 内 へ の 装 葡

製作を兜了 し ︑ ブ ラ ン ケ ッ ト 燃 料

が完了している︒

では︑原子炉建屋︑タービン塞︑

﹁常陽﹂は当初五＋MWの熱出 器の螺付が始まり︑建設工箏関係

力で運転︑ そ の 後 ︑ 熱 出 力 七 十 五

カランドリア上篇板の浴接︑冷部

出力百MW︶へ移行する計画で︑ 成︑全容を整えつつある︒現在︑

系配醤工臨︑タービン本体据付︑

遮心分離装麗

霧繋

團ホテル紹介

》

庖

MWの運転を経て照尉用炉心︵熱 懸隔貯蔵プール建屋などがほぼ完

灘している︒

爽施︑金工堺の総台進捗率は七〇

謝測中央制御整の配線工溺などを

現裁そのための特性解祇などを実

嵩速増難原型炉﹁もんじゅ﹂に

ついては︑今鋸一月差ら調整設計

懸覇鑛

（6）

第79「ア号
（第三懸郵便物諏可｝

新
産

子
原

昭和50年10月16B

H召和50奪三10月23鉦ヨ

第798号一
毎遇木曜日発行

購読料董過分前金3000円
日

瞬漏

︾

で覆う
の一つが整っ

を求める悪翼陳述を行なった︒

入︶の第三回口頭弁論が二十日︑

︵原告︑小野田三蔵代嚢ら四酉三

の原子炉設躍許潔癖繁し講求訴訟

発飽すれば﹂という仮定を前提と

ことが必婆で︑原告らは﹁窮故が

は薄湿上の利益を冷する帯である

政訴訟で処分の取消しを求めるに

する必
要性を強調し︑地方︑国全体に波
及した財政冠機克服︑エネルギー
間題︑教肖︑福祉︑食糧政築など
内政墨画にわたって所儒を嚢明し
たが︑このなかで︑とくに原子力
開発問題にふれ門今後ともエネル
ギー資源の安定供給を図るため︑
石人産出國との対話を進めるなど

を確保するために︑国民的禽懸の

笑施され︑その結果が関係覆に十

た技術のTAについては﹁国民と

段になる痛と述べ︑悪食闇題化し

志演定を行なうことになるが︑そ

の対謡のもとで合意を形成し︑懲

提供するための荷勤な手段として

の技術に紺する総含構報を閣民に

保

同推進協議会には会員として市

内造船下講企業など百七十四社︑

十団体︑それに個人百二人が参加

し︑社会覚︑地区労を中心とする

受け入れ反対派に対抗して①安全

ットの配布③講漁会︑討論会など

性のとりつけ②各種PRパンフレ

の開催を鼻薬方針に積極的な薦民

会員約二百三十人が出席した総

PRを展開していく︒

会では理癖会で理蟹長に互選され

﹁われ

た森実雄氏︵総力町商店街歯髄

長︶があいさつしたあと︑

利益を有していれば︑それが購実

は︑処分を取消すことに実雛上の

勢力を結醜して受け入れを促進し

これまでバラバラだった蟹成派の

ぐって螢否の渦まく佐世保市で︑

原子力船﹁むつ﹂受け入れをめ

を促進し︑衰世保垂直ひいては爾

用と原子力船﹁むつ﹂の受け入れ

民総慧で積櫛的に原子力の軍和謂

の確立を國に要望するとともに市

だきたい﹂と︑最近とみに地方自

力立地に格別の理解と協力をいた

拠法規の原子炉箸規制法は公共の

められるべきものである④当該根

利益がき損されたか沓かにより決

弩炉は︑束躍が晒和査十六黛の運

なお︑覆土第二原子力発港所一

次國の口頭弁論は十二月＋五日︒

と述べ訴え輝下の判決を求めた︒

象としているのではない⁝⁝など

ており︑個人の私的多忙を保講対

による災欝の防止について規制し

容に違法性がある︑と主張してい

ぼす②出金霧査の手続き︑辮資内

より住幾の滑膜と財産に被害を及

発聯故が発生すれば放尉性物質に

こしているもので︑原告側が①原

分取り消しを求めて地元儒民が趨

両所訟とも原子炉引目許可の処

安全を確保するために︑原子炉等︸東海第二原子力発電駈訴訟の第八

制で︑個人の私的利益が対象では

︶
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本

副原子力事業株式会社

科学技術塗議総合部象のテクノ

ロジーアセスメント︵TA︶分科分周知される必要がある︑として
いる︒

はプラスの影藩に比べてマイナス

﹁TA灘入にあたっての基水的霧 豪た︑﹁技術開発の初期段階で

金︵小林蜜治垂蕉︶は二十顯︑

え方及び推進のための施策﹂に関

テクノロジーアセスメント

の影響の予測が困難な場命がある

TAの実施と紬果の公開が著えら

告欝は︑技術の開発とその社会へ

する報告藩をとりまとめた︒岡報

れる︒その際のTAの内容は︑プ

どまらず︑蟄用効賢分析や多様な

ラス︑マイナスの影響の比較にと

の適用に聞係する当鄭蕎はTAの
合意形成︑意
自虫的実旛を通じて︑将来のリス

志決定に重要

たものでなければならないことを

価値観を考題した総合評価を示し

クを同避し︑狡術開発と社金への

が︑技術の成果を受ける側も︑T が・実胴化段階では新しいデータ

原子力製鉄など数十課題の事例に

わが国では︑昭和四十六鶴以降

強調している︒

適用との調和を図ることが必蟹だ

応も司能になり︑この段階でのT

に伴うマイナス影響予測やその対

Aによる悩報によって技術の内容 が整備されるため︑社会への適困
を理解し︑その効用を掌託するこ
とができよう︑と掴摘︑このため

お奮発

佐世
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にはTAが第三蓄的立場で公正に Aの実施が安全性韓藍に璽要な手 TAが藤入されている︒

全力をあげて阻止する︑との申し

には原船購業醐を簸れ︑安金性な

入3つを行った︒なお登呂の十六日

ところで︑辻市長の

どで口業圃幹部の説明を求めた︒

である匠世保市役所職員組合は︑
十八田︑﹁むつ﹂受け入れ反対を
決議した︒社会党︑地区労︑総評
系の勢力が強いといわれる︒

単なる彪懐︑懸念だけでは﹁法律

上の利益であると否とを間わず

ようという推進國体︑﹁むつ﹂活

ある﹂との大会蜜蚤を採択した◎

本国罵の平和と繁栄を害うもので

治体や地域住罠の反発の強まって

開をメドに禰赫県双葉郡認陶・楢

に普及させ︑あわせて原子力行政

﹁法徳上の利益﹂があると主張す

罵醒民運動推進協議会が発建︑二

われは原子力の正しい知識を布民

るが︑この解釈は誤りである③

十一臼︑佐世保商工金巾所で設立

上の利益﹂とはいえない②原告ら

門法撫上の利益﹂の有無はその根

拠法規が︑処分取消しを求める看

総会を開いた︒

いる原子力発璽所建設への知繋の

の危慣や懸念に基づく一審は門法

るのに対し︑圃側は①引目想定上

いるかどうか︑さらに現実にその

の個入的な利益を保議対象として

積極的協力を褻心した︒原子力摩

を投じて建設を進めるもの︒

葉町に総工賞二千九颪四十七億円

園口頭弁論が行われる︒

滅所の安金性︑環麗闇題︑経済性

にはなじまない②原子炉等規制法

律上の利遊﹂とはいえず行政訴訟

禰島訴訟に続いて二士二田には

と反論している︒

ないので原告に趨訴の資格がない

は公共の安全を確保するための規
に︑強化される傾商にあり︑円滑

電所訴訟の第九圃鷹頭弁論︑三十

松山地裁で四鷹電力極方康子力発

でも口頭弁論

伊方︑東海第二

などを批判する原発反対運動は︑

贔近︑原発立地点←全扇的連帯

←原発立地点llという新しい

な原子力発電誹世運當のためには

フィードバック︒パターンのうえ

藤治体の協力が不可欠となってい

TELO3（454）8521

東京都港区三田三丁目13番12暦

原船団

鉛にかえ重㍑
条仲

原子力船﹁むつ﹂受け入れに反

会い︑﹁むつ﹂の錠旭保入港には

十七田︑佐々木科学技術庁擬冒に

策揺藻力の福島第二原子力発電

福島地方裁判所︵佐藤邦央裁判

して︑放射腔物質による勉険一般

所︸讐炉︵BWR︑百十万KW︶岡日の口頭弁論で︑圏側は①行

笈︶で開かれ︑被告・国側の奥平

を指摘し︑被警をうけると童張す

させて唄える思脅を打破

るが︑具体麟壊実にもとっかない

守男磯理人︵法務熊大販窟携︶が

蚕備欝にもとづき・訴えの黎

鷹

門むつ﹂の安全性

を地元住民にどう説明し含愈をと

燃料棒つき

子力船關発塾本謝画の改定や︑

た格好だが︑餐期的視野に立つ原

入れ要請の

Nに再出力上昇試験へ

﹁むつ漏のしゃへい改修針口を検討していた日本距子力船開発饗常団︵崩贋顧次郎理甥畏︶は︑十
七日開かれた科学技術庁・運輸省共岡の﹁むつ総点横改修技術極乱闘奥会﹂︵委員長・安藤農失束大
教授︶の第二圓会命に︑昭和五十四琿度の出力上昇試験再開をメドとする総点検計画と︑格納容器上
部を璽コンクリートで舞うなどのしゃへい改修案︵霞霧照︶を提出しだ︒十一月十一日の第三回会台

りつけるかなどの問題が残ってい

4で部分的なしゃへい体モデルを るといえそうだ︒

対する﹁むつ﹂母溢化限止佐世擬

﹁むつ偏しゃへい改修方針が固

現雌蘭薄型鄙の上京団屡十二名は

つ﹂の爾出力上昇試験を行なう計

長宮に阻止申入れ

佐世保上京団が

線漏れの主因が圧力容認と一次し

＼＼

羅﹁具体的事実ない﹂と国側

訴えの却下を求める

まったことで︑政府の疹理港受け

画︒

設謝を練り︑五十四年慶から﹁む

験や材秘試験の結果をもとに墓本

を進めていく考えで︑しゃへい実

使ったしゃへいモックアップ実験

など構造上の手職しをするほか︑

詰めて上部しゃへい体を張り出す

象によるとされるため︑す海問を

る高速中性子のストリーミング現

ゃへい体のす熱間を通って移動す

で川裾鋼が岡案に対するコメントをもちょり詰める︒
窮業懸の改膨窺によると︑しゃ
へい改膨は②原子炉圧力容雛フラ
ンジ部のす崇間に水棄化ジルコニ
ウム入りの保温材を入れる②圧力

しゃへいのコンクリート︑上部し

容器上部しゃへいの鉛︑上部一次

分の一になるという︒

︵銀間五〇Q︑距レムに士爵︶の十

一將闇当たり0・〇五七︑ゾレム

部曙板での放射線難は改修羅の

誹となっている︒これにより︑上

繁物質をしゃへい樗料に用いる設

ゃへいリングの鉄を︑それぞれ含 綴速晦性子の減速能力の高い含水
水騒の多い蛇紋コンクリートとす
る③格納受難上部二次しゃへいの

蓄沖の璽コンクリー

鉛とポリエチレンにかえて八十讐
隈︑璽さ約一

ンクリート︑二璽底にホウ素入り

トにする⑳格納容器下部に舵紋コ

珊業団はこのしゃへい改修案に

萎

説

圧力容器︶

けるi一などとなっている︒放射 沿って原研藥海研究所のJRR一

ポリプロピレンのしゃへい体をつ
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もとに原子力の開発利粥を携進ず
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米NRC

核物質等 の 管 理 強 ∵ 化
来年一月までに議会に報告
米原子力規制婁員虫︵NRC︶はこのほど︑同盤員血の中に安全保障局を設置するべきか︑設置す
る場禽はどのような機能を同局にもたせるべきか︑を洪めるための横酎資科を作製する調査に弱塾し
た︒安金係障周の設躍は特殊核物質およびこれに閲連する麗設の醸護︑管理の強化を図るものだが︑
核兵雛製造への転絹の危険性をもつプルトニウムの取扱い︑輸送闇題などの早急かつ附確な解湊撮が

期待されており︑NRCはこの謁査緒果を来年一月までに議盛に鞭熱することになっている︒

の規模は出力無万KW級二基とみ ことに端を発しているが︑こうし

た行動は嗣法しくないものとして

南ア向け原発

られているが︑一部でこの輸臨交

及ぼすかどうか︑に礪点が置かれ

建設で交渉中

政騎は岡将軍花器絶したσ

るという︒京た調査にかける時間

渉は︑蘭独が酪アフリカの桜兵器

エスコムの原子力発憲所詮設契

の多くは戟各蜜愈探輝措置関係の

約交渉にはKWU筏のほかに︑仏

フトベルク・ユニオン︵KWU︶ はないと善侍し︑KWU社の輸出グループ︵フラマトーム往︶︑来

た︒しかし︑閃独政府はその慧鵬

エレクトリック・サービセス社︑

・スイス・グループ︵ゼネラル・

爾独のッラ

西独KWU社 製造を擬助継るものとの観測がて

この観測の根拠は函独空環総監・

祈はこのほど︑南アフー3カに原子 を認呵する方釧を承唆している︒

︹パリ松本駐在鐡

検誌に費やされ︑さらに盗蝦の規

いろいろな仮筐を設定し︑それに

力発電所を鷺類する契約を酌アフ

摸︑各織施設がもつ特矯について

対する防衛力および対応力︵州お

に大きな挑心が笥せられているσ

の阿まてにNRCは調叢結果をとよび雌綿繭漿︑連邦婆員︶の柑対

調査の期眼は繋駕一月十九日︑こ

軍が仮猛て衛アフリカを訪問した

NATO箪肇盃員蕪伏喪のラル将
プ ワウン・ポベリ社︶も参㎎して

の盗難︑不法便用などを防護する

した施識からの戦略的な特殊新霊

力④連郷防衛力と地方対応カー

那焦慮力⑭逓邦防衛力と連痛対応

州・地あ対雛力②筏賜賄繕力と連

ど象屠獅さ場といわれ︑塑

てどの程度とり入れられるか︑な

鞭潤か︑安全罪障局の設鷹によっ

とするもの︒

務を難生に厳めていくことを目的

協憲のもとでは存蕉しない民闘の一 祉を設立︑民欄企換と協力して業

して四千万湯が充嵐される︒

半摺資て︑とりめえず擾鉱資金と

を発罷させろ︒薪会社は両社の折

いる︒

父渉中てあると発薄した︒原子炉

安全偲障を確卜することについ

的役鋼が分析される︒

リカ電力供総公社︵エスコム︶と

ならない︒

り蕊とめて議ゑに報課しなければ

機能を安塗保障局にもたせること
が考慰され︑捌竃サイトおよび輸

どのような形の蝦告懲を作成する

係奮の贅馨りにN︒︒が癒は︑フォー︒議が欝︑サ

今繊の調血では︑NRCが認縛ては︑四つの概念①罠闇防衛力と

を墓礎に︑飼筒設澱の必藤性およ

再誕されることになるようだ︒

送申の両薗にわたる防護の方策が

に遡った特殊核物負の阿収に関す

こうした調鷹のほかにも︑盗難

上﹁公社の酒動期間は＋年で︑そ

らかにしたもので︑岡大統頗は席

エニーユクレエールを設立した︒

タル・コンパニー︒ミニエール︒

ウラン探鉱開発騨譲の子会筏トー

ンフランシスコで開かれたAFLの多角化を進めており︑とくに原

ャー︶と同桜にエネルギー部門で

CFPは︑圃際石譲資本︵メジ

びこれに代わるものと照らして設

このエネルギー倒立公祉設立構

置が適切であるかどうか︑また大
虚根なプルト一一ウム・リサイクル

の優は塑然解酒する︒多くの入々

子力部門では一九七ご年十二月に
IC10建設組臼の軍次大会で明

が原子力産業に導入されることに

るNRCの役鮒︑現行の僚隙措置

か注国さねるところだ︒

よって同局設蹟の凝望性に影響を

る協定﹂

︵一九七五郊七月施行︶

︐送の分野における民賢畷任に関す

ており︑今回の違心分離法二副畷

リアおよびフランスに約二十のウ

案の遺構岸醒め会計四件の計画慨

同社はアフリカ︑来︑オーストラ

を考慮しているとみられ︑七億が

Kは非鉄・化学西入として膜子刀

部門にも進出しており︑ウラン探

ラン鉱区をもっている︒求たPU

た連邦機関で︑大統傾に負心に報

Mがフランス︑カナダ︑オースト

鉱闘発では子会枕のSOGURE

るため︑網羅往を設立してこの露

自立化を虚ろのは不閃能とみてい

をかけて八一〜△蕉にほ初期の

硬が明らかにさhたわけだ︒今慶 の二隅際協定も同時に批乱した︒

告する形嬢をとり︑蔑聞企業が独

近くウラン探
鉱会社を設立

べていた︒

サイクルの諾瑠業に積極的参勤し

携を通じ︑将来はPUKの核螂桝

CFPはPUKとのこうした提

ている︒

エクトのみに蒼二する﹂などと述 ラリア︑米でウラン鉱区を駈製し

窃て行なうことができないプロジ

立化を達成させる︒公社は独立し

が︑一九八五年蕊てにエネルギー

生匿を開始したい影向のようだ︒

﹁酸府が支援しうるプラントの数

フ可iド米大統領はこのぼど︑

米大統領が議会に

民閤企叢のウラン濃糀俄銀幕出
謝晦の申請が何件かあるものと予
エネルギー公祉
については︑ガス拡散法のU露A 想されているが︑ERDA筋には
設立法案を提出
︵ウラニウム・エンリッチメント

あり︑最終的には識会の資金提助

︒アソシエーツ︶︑遠心分離法の は三ないし四事業け扁との話方も

独立した連邦機関﹁エネルギー臼

蔑駕・︑

蝋 ぐ￡

えられている︒

仏C﹃粋︑PUKが共間ていきたい慧同をもっていると伝
︻パリ松本駐在暴ロフランス石

画の実証心慰機﹁クリンチ・リバ

力研究所︶と共周して大型増殆炉

と︑原干力発揮所および他の原子

圏のウラン濃縮能力を拡大するこ

帖
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承腋爵蔽総調完藷量

センター・アソシエーツの醐社が

一方︑藤独はパリ協定の批准と

隈になった︒

雪国の批准により批判国は十二か

六八年四月施行しているが︑今麟

すでにぶ醐蜜をERDAに提出し．惣認次塘といえよう︒

パリ協定を批准
僻︑西独の両国
経済協力開発機構︵0鷺CD︶

原子力問題解決
建︵CFP︶︑ペシネ・ユジーヌ

近く︑一九七三年十㎜月に精んだ

・キュルマン︵PUK︶の両祉は

ともに︑ブリュッセル追加協定

立公筏﹂設立法案を議金に提出し

がこのほど明らかにしたところに

た︒この法漿は︑今後十奪以内に

か騰

が調印︒パリ協定で規定した賠侵

纔Z三年一月に欧州十罵

先頃︑原子力餌故による損害の第

よると︑イタリア︑繭独の爾囲は

米労働総同盟配別会わ嚥︵AFL

栄労働総同盟が決議

の早急対策を
核継科リイクルに関する捉携議定

臼
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一

るため︑一千停妙を投資して岡公
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もの︶︑そ耗に﹁核物賃の海上輸
一口＝＝輔一 一

定一通称パリ協定一を批准︑
九月十七闘︑九月㎜二十田にそれぞ

シスコで傘葦登aを開き︑今後二

年間の統﹂活動決説案を採択した

⁝C10︶はこのほどサンフラン
アにバーンズ＆ロー筏を選んでお

ラント・アーキテクト・エンシニ

ている問懸の解決を求めるため︑

が︑その申て原子刀産業が蔵面し

た︒同決議には︑原子力発電断馬

策を働きかけていくことを決議し

ンジニアリング社を指慨したQさ 連邦政肘︑来議会にその早懲な対

@昧蝦瑠薄駒83年10月臨界へり︑また総倉建設契約蕎として先
来エネルギー研究開発局︵ER

初予算璽よりも六千五十万賭削減

月︑ストーン＆ウェブスター︒エ

計画また繰り延べ
れ0銭CPに批准欝を盛認したと
いう︒パリ協定は一届六〇隼七
月︑欧州十六か鴎がパリで調印︑

クス型原子力発飽所用︶︑入間四

民謡の設計概念を聞発するためE

ところによると︑米閣の液休金属

DA︶筋がこのほど昭らかにしたされ︵この酬減額はERDAがら議
にクリンチ・リバー炉に続く大
会に要請しだもの︶︑これを上下

ント︵操業停臨中︶があるが︑β

筥ゾ能力の酸化物燃糾再処理プラ

一帯︵出力三＋五万KW︶﹂の臨ほど繰り延べられることによるも 設計調費に乗り貸し︑その契約交

こと︵手続き聴間の短縮︶︑再処

力施設の許認斑手続きを改画する

炉の建設スケジュールが十五か月

卿騒一千沖の酸化物燃麟再処理プ

渉の事業蕎としてゼネラル︒エレ

NFLはウィンズケールに岩間処蕩町所殖炉︵LMFBR︶開発計両院が承認したことにより︑実
証DAは︑このほどEP盆1︵
R
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の十
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の法燈にとりかかるという︒新プ

ンジニアリング︵以上アーキテク

チングハウス︵WH︶社︑総合プ ト・エンジニア︶を選んでいる︒

るとも伝えられている︒
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第798号
薩；三極郵便物認可｝

新

山
産

子

昭和50年10月23B

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SCW−3）
◎SSD用（α線）→ランプルチェンジャー
（Model SCA−1）

MMモジュールとの接続によりコンパクトに又、広範な用

︑／

聞

業
産

謡講協
委員会

題だとしている︒

凶ろ

るしくみ︒

機鋳間をもとに統計的に算嵐でき

出し故隙回数︑総運転晴閥︑総待

して故瞳データ︑運転経歴などの

原安協の 原 子 力 発 電 所 安 全 性 評

プラントの状況を蓑わすデータと

艦二度試廊 を 行 な っ て き た が ︑ こ
蛮票として騒体的に故礫調査票︑

台帳が必饗だとし︑そのための調

核穫と一遇闇当だりの放射能④注

についてからの無数笥主に用いる

最鶏取扱量は︑医師で五四ブキュ

テクネシウム99mの一週豪たりの

ウ巽織︑金鵬などが多く取扱われ

十箪来覇騒テクネシウム99m︑ヨ

を覧つける核

医学診断技術の発展で賑師や放射

財筒に防働を耕絹しているかどう

輝気の在りか

くに西ドイツの展示が他を圧して
線技師の放射牲同位琵素︵R工︶

リi︑放射線技師で四酉ジキュリ

地の利を生かした欧州難業国︑と

いたようだが︑同展示蕪初参郷の

などに圓答を求めた︒

か⑤手指の欝欝に障轡はないか︑

いう新しい試みでは︑指紋から銀

の手指の指紋を採取してもらうと

の異常が感じられると回答︑両手

後蕎に三名が手指の皮欝に何らか

十名︑放射線技師では前蒜に一思

験隼数十璋以上に十四名︑未満に

一五％が防護筒を使用萄鷹師の経

ー④医師の二万％︑放射線技師の

の被曝鰐硬は慧外にルーズ駄とい
う現状が猛古駆大学放射線技術学

名大グ

利用が増えているが︑﹁注射の際

ニューフレックス開催四回隅に
校の激越久氏らのグループが行な

誌都裏饗響開かれる置去
︸園日本核賑学会総会で二十七日︑
︸ 医者の不養生 の実態を蝦話す

ループ

に対する関心もかなり高

〃田本

してようやく展示金に参加したわ

かったという︒

を集中的に処理するデータセンタ

ｽ調講・かにな・︑叢

が岡の場愈︑商業的見本市への出

の商量ということに纂調がおかれ

品というよりも︑国際協調の場へ

たが︑こうしたソフト・ムードも

瓶塵データを調査する信頼度響
門エンジニアの配澱③データセン

ーの設立②原子力発電所の機鵠信

タトと各郷業所儒弗展エンジニア
る︒

この賛評から防護筒の使周蕎が

評判を呼んだ一困のようだ︒しか

その監置︑①医師百三十五名︑

との樒互運絡の緊密化④原モ炉運

い術薔の手指の被ばくの金町的な

の瞳密を推定する可能性があるこ

愈外に少ないこと︑指紋から手指

常と判断されるものは医師の中に

実体を掘輸するため核医挙璽の会

放射線技師六十名︑その他二十一

調査は︑短半減期核懸が多用さ
れるにつれて薫視されるRI取扱

回り︑展示品それぞれについて貝

名が回筈︑回収率三二・五％②十

ルなものが技術的間題をかなり上

体的な取引や代理店契約に関する

員六穏八十二名を無作為に選びア

薙以上の経験覆は鷹師の方が三四

し会場でのやりとりはコマーシャ

交渉のきっかけも生まれるなど︑

︵医師︑放射線技師︑臨床検量技

ンケートを送付︑①職業上の区分

鮨蕎の信幡度解析への理解の向上

原子力士魔所における儒落慶画

わが国の技術とその成粟は各圃関

師︑薬剤師など︶②RI取扱榮務 ％と多く︑放射線技師は九〇％が

一1などの体制の整鮪が必要だと

引には︑機器やシステムを対象と

係蓄の注霞をひいた︒こうした打

二四あっだ一1などがわかっだ︒

するものと︑プラント胃体の確率

診や問い合せが桐次いだため︑急

指摘している︒

論的安置評価とがある︒小石貝会

放射線で速効化

化粧

時間は留分以下ですむよ

アイデアを握供した商気宿・美

うになる︒

峰酒類の上野博資氏の語では︑味

が変らず防麗力もあり︑醸造上の

研究所高崎研究所︑放聖画照射協

くがなくなることが︑B本原子力

電所などからの放射詫廃躍物処理

科学捜術庁と涌産省は原子力発

瀟瀟の賀成︑研修などを行なう︒

そ四十八時聞かかる︒ところがガ

酒類のにこりをなくすまでにおよ

講演の要旨は36よそ次の通り︒も現われている︒しかし過度に虚

とを知ったとしている︒

は機器の儒頼度評価の異体化を進

濁省庁はすでに五十一年度苧箕
要求に関係予舞昂盛り込んでおり
放射性廃簗物処理処分センターに

酒類おり下げ剤

拠︑鴬業関係暫を増騙した出鵡雷

ているシステムがあり︑コモンモ

であらわれるまでには︑なお時聞

める一方︑機器の信頼度について

機器の三瀬度謝算システム確立に
ード故瞳の取扱いが藤野②待機系

が必蟹であろうが︑すでに展示会

満酒醸造の工程で出る﹁にご

原研萬崎研
て︑通産省が一億千万円︑科技庁

メリットは大きいという︒法制上

対する箏業澱補助金︑婆託費とし

りしを取るのに鰹う﹁おり下げ

の問題が今後の実用化への

が雌しいところがら︑民問出資

三祉が参加︑約一万四千平方層の

このセンターが設立されれば︑国

ンマ線喬照織すると酒類中での分

▽今弁域原

バ

を

曽

一帽唱璽ρ槻耀一暫韓需鼎一需﹁一需需罰一国尊

﹁罵語自蔵しみ︑識しめ﹂を与え

Rl取扱いで

原研︑協会

講習生募集

▽日本原子力研究所ラジオアイ

ソトープ・原子炉研修所は第一三

五︑一三六回ラジオアイソトープ

いる︒研修期間は第一三五圓が五

研修鍵礎課程の研蔓生を跨寄して

一一瓢ハ回が五十一鋸二月十七田〜

十一鋸一月十〜︸臼一二月六白︑第

誌¥二日︑各回とも琿集人員は

黒十一一各︑蔓講料は四万円︑串込

締切はいずれも十二月六賊︒闇い

みが兜行ずる煩闘が強く︑これを

門︵文京区木駒込二一二八⁝四九

▽奥野筑藤欧文化が故物の変

は第一二園が五十一隼一月十九臼

会の受講蓄卒擦閉している︒会期

二︑一三回密封線源瑳礎話術講翌

▽日木アイソトープ協会は第一

自門四四⁝四三こ︶へ︒

臼杢又化では︑自我の形成が未発

に公籍などもそのまま蝦大する可

和的で︑受容的である︒このため

匠千円︑印押締切は五十

錐人員は六十四名︑受講糾は一万

一膚十六日一二十臼︑各回とも藤

〜二十三欝︑第一三園が五十一駕

墓轟を重三霊彊

能性がある︒現代社雲では科学的
自門︵昼の思醤︶にのみ焦点があ

同眉掃︵文君津末駒込ニー二八一

年一月

像に執着することは︑実態を獣心のルールの中でどう決定していく

達なだめに︑物事に対し比較胸調

化に対し敵対的てあるのに対し・

必要だ︒

落語文化とバランスさ量る陶覚が

たというQ理飾職会も技術文化の 台bせ︑劇込みは同研修所RI部

かろうじて人間仕雲の秩序を保っ

餉俸冒O●禰騨口囲尊︸需噂

実像

みきわめていくと感能に︑この産

るパブリツクア

・飛諜鰐

関

が一書千八百万円を要求してい

所

による財団法人を設立︑五十二年

明らかになった︒

間組舎などの共岡研究でこのほど

会場は原子力関係機器で埋められ

処分の群備に︑﹁放射性廃蓋物処

としては海洋投棄や陸地処分など

散力や吸籍力が増大するためおり

本工業斬聞社後榎のもとに臼太原

窮故への執着という形でめには︑原子力開発の

子力文化振興敵艦が主催したもの

スタートし茱

子力軍戸利用が

仮想

で︑今園は科学︑文芸など広い視

@薄墨黎今井氏らが講演・セプタンスの

開発の磁化論主題に
野から原子力開発の文化的側面を

においては♪ての実態よりも︑

り︑原子力開発

九五〇犀代よ

ラ蝕

約闘名の参加箔を前に︑﹁原子

捉えようという試み︒

力の実像と虚像﹂︵今井隆吉氏・

てられがちだが︑潜在化しがちな

一三圃︶︒問い台わせ︑摺込みは

十B︵第一一面︶と二月七麟︵第

▽辻氏ギリシャ神話ではプロ

芸術的思霧︵夜の黙考︶を鏡開祉

が先行してきたが︑日 だ︒原子力開発は歴史上酪例のな

至悪﹂のみを

メテウスから﹁火

で︑臨場感︑切懸感が欠けていた 廃華物処理処分などの撫辮料ツイ与えろれだ人聞が混乱して滅亡し

素では︑原モ贈技術の多くが輸入 い匝大科学であり︑ウラン濃縮︑

四五︑電九四六⁝七一一一︶へ︒

虚像

になりそうだ︒

の単分以下の時闇で不透明な混だ

剤偏に放罰線を照射すると︑従来

度から予定されている低レベル放

政府としては︑特殊法人の設立

る︒

射性麗翼物の試験的な海洋投翼の

十月七日から蒼瞬間︑スイスの

押処分センター﹂︵仮称︶袴財団

の安金性の調査研究などを同セン

グルテン︑ゼラチンなどを主成

クス75展示会︵醒際原子力滞業兇 た︒わが圏からほ政府︑研究開発

バーゼルで催されたニューフレッ

夏蔦とともに曄白谷二十五社が参

法人として五十一隼度阜々にも設

講斉研究︑陸地処分の検酎︑試験研

塞欝︶で︑日本の出昂機器に予響

加した︒このほど婦溢した関係者

下げの効渠が増し︑にこり癒消す
二＝一＝

究︑PR︑廃催物の蒲報管理︑狡 分とするおり下げ剤は︑添加して

を上回る関心が藥まつだ︒この展

ターに委託して行く考えだ︒
：：一＝＝一日＝：＝＝＝一＝＝・＝＝隔＝冊一＝一＝＝

後原子力開発が︑長期的に廃業と

を掘えているのが

：

立する方向で検討している︒

虚像

膨像

ーチ︑ギリシャ神話から原子力の は例．んぱ原子力開発の白金賜題でして︑最為力の石油代替エネルギ

実像〃だ︒今
への関心が蕩いが︑この

来来像毯で広範な考察を経て多様

に内在する文化的闇題魚にアプロ

それ異なった分野かろ原子力問題 今臼でも︑開発予測など

だ︒二＋六日の原子力デー記念行

勤学町の交麹社ホールで開催され

な闇題石径があったQ

の炉心冷却璽笑事故相楚などの一源としての期待に応えていくだ
事の一環として︑科学狡術庁︑臼

汝の未来﹂が二十一日夕︑磁束・

原子力文化議凝会﹁原子力と我

咀：闇＝＝＝鞠：：一二需一：四一＝一＝＝榊：＝＝＝一：禍一＝鴨偏＝一：隔二＝鞠＝＝一＝欄；＝瓢＝﹁＝＝襯＝楠：＝一：＝＝需一＝

によれば︑嵐吊物の規模などでは

科技庁︑逓薦が方針

廃棄物センター
来年度設立へ

ったようだ︒

際見本帝出晶の畢ごたえは十分あ

のばしている企業もでるなど︑国

り一体化するため欧州乙訓に足を

これらの成果がはっきりした形

は︑原子力発電所の安金性同価を
が多いので趨動の償二度が羅要③

終γ後︑糠手先との謡し熱いをよ

の考察も潴え①窩度に多璽化され

核医学会で報告へ

もあったという︒

より向上させるうえで︑機羅の故

ステム解析にはシステムのフォル

安全評髄のような大規摸複雑なシ

トツリーモデル化が試用︑などを

隣修理に関する情調を機器の油日

ことが大工であるとしこのため①
職漁している︒

ニュークレ

に注意を」

示会には二十五が国から四百三十

ックス75

日本の機器に関心

商取引きに手ごたえ

各原子力発手芸からの名馬データ

製僅や随嗣のデータと一芸に得る

また︑報告では︑原子力発電所

価小婁願会 は ︑ 過 表 に 原 子 力 発 餓

の際︑可融 の 基 礎 と な る 各 種 機 盟
運転報告醤︑機器登録台帳の試作

その雛懸所を構成する機器の登録

の幡婚度デ ー タ の 不 屋 が 痛 感 さ れ
を行なっている︒故樋調資禦およ

を調査対象とし︑機器峰に作成さ

び機器登録台帳は六十稠類の機雛

理万簗について検酎し︑故隙・点

発醗斯に垂垂される信籟度︑エン

れ故障調燕表については各原子力

ている︒これらのデータは︑鱈算

ジニアが認入することを想定し

横調葦粟や 設 備 台 帳 の 実 庵 的 な 醤

を嶽とめる な ど 機 盤 儒 輔 度 評 価 の

ルされる︒個欧の機器の故隔地や

機にパンチされ︑それぞれファイ

修復率などを郷出する場会︑これ

肉づけ を行なっていたもの︒

ず塾菰的データの収集については
らのファイルから必要な項錺を西

小婁澱会 の 豪 と め に よ る と ︑ ま

倦籟度算繊 プ 鷺 グ ラ ム の 処 理 手 順

式を整備す る 一 方 故 陳 率 に 関 す る

瞳データ収藁の興体的な様銭や処

ていだ︒そ こ で 同 一 委 隠 女 は ︑ 故

化する作業 や 淵 瀬 爾 炉 心 冷 却 系 の

所の確率蘭 的 安 全 翻 価 手 法 を 体 系

するうえで︑フィールドデータと

た︒機器儲頼度データを体系繭に甥握していくには︑今後データ・センターの設立など体制整備が課

騨価の基本となる故陳データの収集︑処理方法などについて同委爵会が豪とめた調査結果を報告し

東察・虎ノ門の共済会館で開かれた岡協会の原子力発餓所為頼震に関する研究報告会で︑機器信頼度

原子力蜜全研究協銭の康子力発艦所安全性騨価小霞嶽金︵委四脚・郡縞目正東大教授︶は︑二十臼

センター設置・今後の課題に

データ収集で具体案

鰐

原子力発雅 所 機 麗 の 信 輔 度 を 計 算

「手指被曝

禽にどう反映さゼるかが二戸だ︒

クル上の雨量をはじめ多くの間題

放射線照射の利用

塾

射射

照照

験託

試委

刺r劃》中央鴎鰹4＿10＿4費（03＞SU＿2191

車猷支1ム

燃粧要望4本入，重量25屯）

木村化工機（願・PD畷輌処理・場騰送馬・懸命響騨牌溜」誌：：騰二llli

ー

脚。鋼製懸濁送容器

…・

…

かけたのを猛たゼウスが︑人闇に
だけに︑この傾飼が勲著だった︒

財団法人

O273・一46−1639

TEL

〒370−12

臼本原争力研究所内

放射隷照射振興協会群罵黙窩鱗市綿餓町

一二

力

原

原安手の研究報告会のもよう

｝

の来来像︑開発予測といっ なう簿能性をはうんでおり危険かを買える必腰がある︒

科学評論録︶︑﹁現代科学史の面

た

われ︑二三購間にわたって︑それ

文張評論弥︶⁝1の三講瀕が行な

﹁二つの臨然観﹂︵奥野健男氏・

から﹂︵画質爽氏・東海大数授︶

@
@
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新
子
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寧

聞

の凱炉による研究の繭儲がないの

二蕩九十万スウェーデンクローネ
︵約二億一千万円︶で三年間で支

フランス︑西独︑※騙︑デンマー

払うことになっている︒蓼加濁は

クなど︒

一εA傭報交換野画
︑

きキゆな

鰹 蝿卸
三輪

︒フリードマン国際部長と成田原

ト等の交換︑研究蓋の交癒︑豊門

れた安金研究に関する研究レポー

したもので︑蔭※醐国間で実施さ

子力局長との薄蘭交換により聞始

ろ毒噌
ズ

︑華鱗鮒轍一︐臨へ監

P8F欝画概愈図

︐籟融蟹欝
．︑︑
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インターラ

という悪味で特色のある計薗た◎

と規鯛の両グル⁝プが接触をもつ

1EA参加掴で実施している安
ックスにまとめて︑これに棊つき
三篶な情報を例えば論文︑データ
の形で交換する計画で︑現在︑そ
のための協力取りきめを検誕串︒
参加経費は不必嬰の換様︒

OECD原 ンプ計画

＝

撃h

林）

実施されてきた︒現在は・熱油鼠

駕A︵原子力機閃︶などによる協 を有し幽己の魁糾を破撰しない
で︑適当な部分について交換磐塘

の︒協力分野は一次冷却材喪炎購

家食禽の開催などを実施するも

故︑反慈展恥故︑大型鵬適用鋼材

炉R⁝2︵五＋MWt︶での波B
術W
設計縫喚などに関する研究で

ーチンワ；ク化されており︑源調

なお︑米国からの送付資撰は公

に交換が進んでいる︒

て閲正中︒わが園からは原子力平

ものは︵社︶凹本溶接協盆におい

租利用研究委話費による研究︑原

研で行なわ31た研究︑その他臨立

試験研究機関で実馳された研究に

ついて︑英文敬約を付け︑原文を

臼独安全研究協力

滋付している︒

昭和私論妬薙十月に締結された

ボンにおいて第一回軽水炉安全性

定に塁つく協力で︑今無の四月︑

騨門家遠藤が開催され協力の枠組

ては格納単二挙動︑反応度喫故・

などが海難さ勧たQ協力分野とし

璽

武中）

による材料挙動などに重点が移っ
ているようだ︒わが圏は︑主とし
て︑情報交換による協力て参加す

究を実施し︑設謝方法︑小規模実

器︑醍管などに関する非核実記研

挽模のHD轟轟を用いて︑格納容 全研究を1起A・安全研究インデ

西独のカールスル⁝エにある実

HDR計画

渡穏MWt・抄︶炉を用いて︑出ることにしており︑現窪検認中︒

性の高い燃繕設麟法の確立を図る

料の挙勤︑轡桝の安全解析︑安全

て︑事故時および異話運転時の燃

に獣数体の安全牲を実慰する計略

OSAlH桝画︶︑反応股璽故実験装瞭︵N力
S翼箔事故時における炉心︑とく
RR︶の誠験研究を進めるとともに︑海外と協

岡際協力の進行と現状の概幾について︑鳳子力

力協定を結んでいる︒原子力の安全性醗究での

局技術振騨課小冊罵秀氏に︸．﹂紹介麟つた︒

験による研究成果などとの比較検

原子炉の安全性は︑エネルギー

で︑実験慌中に装荷した賜料を高

q力機関

スウェーデン原罪力公社が多陽

N猛Aによる協力は︑￡C一札旧臣際協力として提案したもの
力など癌発に行なわれている︒

金研究協雲・閲覧窪に醸捗閲係の

開のものはすべて︵贈︶隙子力断

で︑ハルデン甫画︑CSNIの協
で︑ストートビク研究所材科試験

に関する研男を実施する引闘で︑

り︑参加蟹は約七千万円で五十駕

特色がある︒療研が参棚してお

一一§E

耐齪設計などに関宣る硯究で︑補

現在︑爾隣で実施されている安心

報交拗︑趣門家食禽の開催など︒

研究をまとめた英文レポートを作

成中て︑それの交換後︑員体的な

⁝

都甲）

i東人

酒科学捧は感度薮原勇の箋性研
一究に蔚八十五億二千万円を︑うち海外との國際
．協力プロジェクトに約四億九千万円を要求して

声いるが・饗・果原勇研究所などで原群
の安全性を図るため︑冷却材喪 失 事 故 実 験 ︵ R
もの︒

わが團における原子力開発は︑
発生にともなう放射性物質および
力があり︑二岡間協力では実行不

ρ．

放射性物質 お よ び 放 射 線 と い う 未
放尉線を完全に管理し︑一般公衆
出力て照射することができ︑炉心

EA︵国際エネルギー機関︶︑N P諮Fは︑窪いパルス出力惟能 討を行なう︒わが閾には︑この種

知の対象物を取扱うため当初から
町能な大プロシェクトの共岡運當

ッA
ケン原子炉施設を用いて︑一
動転験︵RIA訊鹸︶︑LOビC

を嬢討巾だ︒

を放尉能による危険にさらすこと
マルビソケン計画

技術開発と 礫 境 促 全 と の 調 和 の と
出力・冷却材流磁不整＆試験︵P

なく︑エネルギー供給を図ること
などを実施している︒

れた雛展を圏指しており︑とくに

り強力に推進さ撹ている︒

BF己惚が主にPCM試験に璽ジ
点ェクトに拶管されたもの︒

心掘展の測楚︑内鷹測定など計装

多国閲協力に比べてより密接な

醗⁝⁝・り臨

他の参加隅はスウェーデン︑フ

協力が期待されるもので︑環在︑

ある︑現孔情報交換についてはル

照射中の燃桝樺の短径同定︑中

授術が優れているのがこの計画の

参加費は欝十鋸度六千万円︒その

特曲である︒原研が参加しており

度から三無計画である︒

試験なとができる︒
次融却系毛管破断時における原子
ハルデン針醸
R標準炉鱒の破損に関する研究を
IEAに基づく協力は︑来限の わが国には原研に原子炉安金性 炉︵BWR︶格納饗器の応翁に関
ノルウェー原子力研究所︒ハル
行なう計睡で︑楽︑英︑フラン
する実規擾総倉試験濁画で︑従来
強力なドライビング︒フォースが 研究炉︵NSRR︶があり︑主に
デン沸騰重水炉︵二十五MWt︶ ス︑西独などが参加︒この重訂も
かかって︑プロシェクト晦にかな 反応駐勇略下ての燃科挙動に重点 は︑OECD・NEAのプロジェ
を矯いて轡糾の性能および信頼性
ハルデン計幽と同様に計装技術に
をおいた研究をしており︑米濁P クトであったものが︑IEAプロ

ギi機関

国際エネル
スウェーデン原子力公往・マル

にある︒安全研究はこれを満たす

CM識験︶︑反応展製故下燃科挙

原子炉の蜜全性については︑今ま
ものであれば︑その実綿が国内で
あるか団外であるかに絢らず︑必

で得られている科学技術的知識︑

実験データ︑国際協力等により得

れるべきである︒

要なときに︑必要な研究が突施さ

したがって︑安盆研究の瞬際協

し◎F7酎画
を置いたものと桐補的な関係にあ

わが囚は原研がN鷺Aのときに

米国アイダホ闘立工学研究所

共通課題の解決図る

ィンランド︑デンマーク︑西独な

↓

トー

昭和四十八年益月︑※国AEC政府ベースの繊独科学妓術協力協

日米情報交換取りきめ協力

している︒

ど︒

し

合の開催などによる協力で︑研究

情報交換︑君門密会愈︑年次顔

CSN一による協力

来瞬および颪独との協力が興体化

NSRRなど国際舞台へ
る予定︒現在の討画の参加費は︑

︵照和五±蕉頃︶しても参加す

参計
加しており︑工EAに移管
るため︑NSRR譲瞬とPBもF
︵IN鱈L︶にある加圧水型実験
用原子炉︵熱陰雨五十玉MWt︶ 爾との間の無償での絹互参撫を検

を粥い て ︑ L O C A 規 蟄 の 予 測 の
討巾である︒この計画は米隈が主

i託

顯羅

今後もより広く種々の国々と安全

定︒新型炉の安全研究に関する国

研究の隔際協力を突施していく予

て議論が始まったばかりで今後の

椏

〔

際協力については︑亙EAにおい

原野力全般に関する質疑

握当官）

果日 讐lI讐H 饗貝 管購

碍子力行政の脱状

i僚」引力局

配慮をしてきた︒国際協力につい

力については︑従来のような國際

ついて︑多圃間協力および二国間

多

力

1泉∫二力産業政策
i薄煙省 担当潅1）

占沢）

i棄大

小林）

i涼研

られた情報などを勘案して特段の

のが欧来先遂諸脳からの技術遮入

ては︑わが園の原子力開発そのも

ベースのもので︑むしろ︑暇の内

親善のための協力ではなく︑実震

初から外國との協力関係に蟻蓮
外を念めて安全研究の実施分担を

協力の二つの形態に分けて述べ

ための解折手法評価︑鷺CCSを催国で西独︑スウェーデン︑オー
含む工学応安金防護装置の挙動解

PFE計画

ストリアなどが参加を表明︒

明︑LO C A 時 に お け る 諸 デ ー タ

c；

脇

放射線障害と放射線管理

pの現状

11／20（木）

により間曲されたこともあり︑当

点を躍き開発を進めてきたといえ

この國際協力にも︑国際協力に特

考えたものといえる︒もっとも︑

荷な外交的︒政治的町断に猛づき

る︒

現在︑軽 水 型 原 子 炉 の 安 全 研 究

ろんである︒

実施されるものがあることはもち

について︑昭租四十九年八月設置
の原子力婁員会・原子炉絹目目安

現在実施されている︑または︑

盆研究門門 部 会 に お け る 総 合 的 計
画的検討に し た が っ て ︑ 国 際 協 力

ており︑今 ま で 得 ら れ て い る 原 子

協力が予定されている国際協力に

炉の安全性を安全裕度の定雛化な
る︒

を禽む富民をあげて強力に実施し

どを図ることにより更に向上させ

︸▼

ECCSからの冷却水崖入晒の

を用いて検擬することにより解明

熱水力学的諸現象を縦少規墨袋置

するもので︑蒸気の運勤縫フラッ
クスの影響が大きいため袋置は小
型と大幅の二種娘を興揮すること

︸

導恒

¥2LI︒〜し一
十

醸

アイソトープ・放射線利

中村）

i動燃

繍

胴

原∫力開発と環境問題

（娼しテキスト、昼食代、見学会は宿泊、
飲食代、視察バス代等集合から解散までの
一切を含む）

力

原
国際協力での田本酌な書え方は

の取擬などのため︑非核実験およ
び核突験を行なうもの︒憲催園は

ストリアなどが参繍を表明︒

細濁で︑西独︑デンマーク︑オー

多国間協力には︑OECD・1

麺

わが圃は︑日本原子力研究所に

る熱水力学龍挙動を総a的に試験

ECCSなど︑LOCA時におけ

A1箕があるが︑ダウンカマ重要

究を実規換の鋼板により爽施する

圧力谷器陥超解鋼扱に関する研

HSS→照門

換参舶の形で参加を検討中︒

評価できることになる︒現在︑交

についての諸現象を実情に即して

ECC水の下部プレナムへの滝入

FE副画に参加することにより︑

なるので実炉に近い条件にあるP

およびダウンカマ防さが実炉と異

になっている︒わが凶ではROS
するRO S A 声 色 が あ る が ︑ 核 試
験を笑施する装置がないというこ
とを考慮し︑当初からこの計画に
参加するため嬢講を墾ねてきた︒

環在︑来駕との開では協力の詳細
についてほとんど台難に達しつつ
ある︒わが國の参蒲臓は運嵐費と
して鉱間．厨万がであり︑構報交

換︑研究職の派遣などをも行な
う︒

pBF群群

i

原」二力施設の安全厨策
i東人 都甲）

見学会：11月14日（金）中部電力・浜岡発露駈

11／21（金）

各飼の原1二力開発情勢

i源研

岩越）

?経験
i房ミ魔

ウラノ籔源1粥発の脱状と

ﾛ題
i動燃

日：昭和50年11月17日（月〉〜21｝ヨ（金）

擬鍵

＿

：1：繋1休憩

翻｝搬

93。

魏ルギー需給と脇

11／17（月）

・犠錨燃野，

原」二力の安全対鍛、環境闘題を中心に、原」＝力の星礎から開発の規状や問題点さらには将来の展望にわたる総合知識を短期間て修得できるセミナーのご案内

時悶

鳳

動きに注爺する必要がある︒

港1凶新梼｝1−1−13「rE！詔（591）6121

東芽匙翻

『＝105

申込先：日本原子力産業会議・業務課

@
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婁撫

隔．
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@
@
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?摘穀交懐

講義時間内容

＝
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レート警の受換
爵嬢櫓弊関ずる研究坂果
k雌〔事敏
帝王材喪失劇故

画韓窄
仏

米

誕

歯理

u／19（水）

参加費：〈講義＞55，000円く見学会＞15，000PJ
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西口等

@
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11／18（火）

場：科学技術館6階第3会議室

会

》園艘集｝凱

武井）

期
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X究〜校漉

格網饗鵠
1次冷却炉破嶺
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月
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i
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@

モ
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i露呈研 竹越）

@

謬廊期簡幟撫質

原ゴ力発電所の建設と洋

@

米囲︒アイダホ国立工学研究所

︵INEL︶にあるPBF︵
出実験計画で︑来圏のホリフ
大定
規模
力四＋MWt︑パルス積童男盗ィールド国嘗研究所︵RNL︶で

騨∫力安棄研究に閲する欄緑協力ヅロ〆エクト

（エネ研

@

E

1

@
1
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ﾛ世二二関

鰯寵呂交戯…睡㈱鮫換】
力蹴1挫醸ガ・鞍1情鮫襖｛
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一＝

来春開催は確定的に

また︑原子力委員会側から申し

が学術会議の協力を得て開催︑原

政策に反映させる②漂子力伽羅会

ち舎つたこともあってウォーミン

手にしただけ︒学会シーズンとか

ヤッチボ：ル

員︑半沢原子限局次長らの参加が

吹照原子力婁奥︑御園生原子力委

る協議機構で︑原子力委側からは

二業
ニニ

〜ノ多多二

玉垂

一

毒

二

玉

二

多ノ〜

の開催とはしない方向が出ている
玉多；

の中で︑京ず楽国の最近の原子力

の出席者で盛況︒ラップ戎は議演

ル・プラザホールは約二西五十名

点に焦点が当てられた︒ラップ氏

合開発の黒瀬しなどの広範な問題

行して増大する規制の問題︑核融

廃棄物処分問題︑原子力開発に平

ー謂要予測の試弊を示し︑これら

ルギー供給構造︑今後のエネルギ

鋤商予測では︑現在の来国のエネ

いて︑本論の今後のエネルギーの

大きな通徳問題だ﹂と指摘︒つづ

るが︑次代へのエネルギ⁝確保も

は︑通偲問題が巖大隈に利胴され

論拠に批判を加え︑﹁反対運動で

傑つことによって︑誤解の回避に

は常に︑一般帝民と緊密な関係を

では不十分︒原子力発電所関係薔

力の安全をコントロールするだけ

にふれ︑﹁現在では工学的に原子

ク・アクセプタンス問題の撮要性

急がれる﹂と指摘︒またパブリッ

面からも原子力発電所の標遷化が

の負担は隈度に達しており︑この

手続き︑輻告欝の作成などの義携

に際し︑課せられる膨大な許認可

会﹂が二十⊥ハ日午後一甑附から俊世

社金党︑総評︑地区労などによ

市はじめ外部から駆けつけた

支

滲加のほとんどが麗児島県・川内

参加団体ののぼりなどかち集会

自勤庫五十台で五コースに分かれ

次郎代表︶は︑二十六日十聴から

求華華鍵崎垂垂行嚢員金︵福岡醇

れぞれ原子力船門むつ﹂受け入れ

市内を︑海上からは小型船で︑そ

反対を呼びかけたあと︑衛内・麗

内田傑信・共産党長崎県文教委員

子前広場で門流︑集会を開いた︒

一方﹁むつ﹂受け入れ推進の運

長ら菅五十人が参加した︒

つ﹂濫用国民運動推進協三会は二

動を展開している佐世保市の﹁む

と﹁﹃むつ﹄は安全﹂を染めぬい

十五日午後﹁原子力の平和利胴﹂

艪ﾅ市内全域をパレ⁝ド︒また

た横幕をボディに巻いた自動辮†

帯製糖抜き通りの士力町商店街の

粟辮漁利︵日給放射線影響学会・

婁・京大基礎工学教授︶︒このほ

大教授︶︑高木修二︵原子核運絡

花秀武︵原子力研究連絡婁・策工

り︑国際聞に日本への疑惑を坐ず

会で継続審議になったことによ

した︒渡部氏はNPT批准が前国

所︑四国電力伊方発電所一走炉︑

九州電力玄海発電所一弩炉︑東畑
原子力産業研究所研究胴原モ炉の
設認変更をそれぞれ認可した︒

艶麗発電所︵BW紀︑三十五万

七千KW︶の原モ炉設置変更は
今後廃棄物が贈饗するのに対処し
て固体廃懸物貯蔵設擶の貯蔵能力
を強化するだめ︑同敷地内の圓体
廃翼物轟き場を現在の約千軍抗日
・二棟から延べ約三千三菖平方屠
・一読に拡大するもので︑二百認
入りドラム飯で約一万五千本が貯
蔵できることになる︒

料貯蔵ラックの構造を変更し︑現
在の一二分の四炉心から三分の八炉

に強化するもの︒両発電所の設躍

心︵燃料禦含体約三薔体︶相当分

変更は将来︑再処理工場に引き渡
す前の使閑済み燃料棒の蓄横に対

ペースは︑常時︑緊急雨の予備と

処したもので︑一炉心相当分のス

して保持しておくことになってい
る︒

策票原子力産業研究所の原モ炉

あるか﹂と質問︒これに対し三木

い硬蟄をもっているが︑NPTの

首相は︑審議を進めたいという強

る必要があり︑超党派で対処する

性格からも各党の同慧をとりつけ

努力も必要だ︑と答えた︒

予定︒

る反対遇闇は来鉱一月二十九日の

十一月二十七日︒藤本証言に対す

ないーーなどと証塾した︒次回は

③核燃料サイクルが確立されてい

響がある②国側の騨故想是が甘い

①原子力発電所からの放射能の影

側証人の藤本陽一・早大教授が︑

山地裁で開かれ︑地元住民の原告

の第九回口頭弁論が二十三日・松

四国懸力伊方原子力発露所訴訟

伊方訴訟で第
九回口頭弁論

︵熱出力百KW︑濃縮ウラン燃料
使用︶はアイソトープの製造︑放
射化分析の研究︑脳腫携の治療な
ど纒広く利用されてきたが︑業務
鰹止に伴ない便用済み燃料を再処

ン騒で九十詩綴をフランス原子力

理することになったもので︑ウラ

原子力発電所から出る温鉾水影

響を日仏で難燃協力を進めていく

二十四臼開かれた衆院予算耐過

後爾国は満報交換︑研究者の炎

部会第二回会合でまとまった︒今

た日仏科学技術協力海洋開発導門

謡が︑このほどフランスで開かれ

会で貿問に立った公明党の渡部一

鍛院予選で公明党渡部氏

政府をただす

NPT問題で

伊方発露所簿炉︵PW聚五
庁︵CEA︶のマルクール再処理温排水で日仏
十六万六千KW︶の手躍変更は︑
工場に委託する︒
相互協力合意
便用済み燃料貯蔵単磁のうち︑貯

傘立
武に貯蔵する使用済み燃料貯

蔵プールからの燃料棒を
て

蔵ラックの枠聞隔を縮少し︑貯蔵
能力を三分の九炉心︵三分の一炉

六十体︶相当に設計変更する︒

心九交換分11燃料集事体で約三酉

ていく︒

玄海発璽所一鷺別︵PWR︑五郎氏は︑核防条約︵NPτ︶の批 流︑共同研究などで協力を促進し
十五万九千KW︶の設躍変更は︑ 准問題に対する政府の態度をただ

げ

︵︒

21力

☆萬圧カス設備賦験製遣認定羅叢F斥（認定No

る﹁むつ母潜化限止侮世保大簾

保市・松浦公園で︑労組轟︑学生
ら約一万三千七百人︵組霊催蚕発
表︑警察発表八千五百人︶が参加
して行われた︒藥会には地元選出
の石橋社会党総配長︑先に原子力

評副議長︑原子力発電所建設反苅

行政懇談会の委興を辞めた酒井総

全国代表蓄金議の代表らも出臓︑
石橋轡器撰は﹁むつ受け入れば市

びかけ︑強力な反対運鋤を展開し

民の安全を無視したものだ扁と呼

ていくことを訴えた︒集会はさら

に﹁むつ﹂の廃船要求などを決
議︑このあと帯内をデモ行進して

フレットニ千部を配布︑市民に理

三か所で原子力船﹁む2のパン
で︑市内労組員など地元の

解と協力を訴えた︒

援団体

また︑共産党系の安保破棄諸要

子力学会・藁大工学部鑑識︶︑吉

部教授︶︑森英夫︵資源エネルギ

の評価にも影響する︑として﹁今

問題に焦点を当て︑ラルフ︒ネー

はこの中で︑規制の問題に関して

のデータから︑現在の石油︑天然

努める必要がある﹂と述べた︒

国会で同条約を批准する考えが

るおそれがあり︑このことは書本

ー

ける固体桝料への転換﹂と題して

ダー氏を中心とする原子力反対運

ギー供給構造から︑将来は石墨︑

︵講澱内窓︑二︑三面に︶

受方発電所と岡じく︑使用済み燃

る︒

か一瓢宅泰雄．原子力特別婁員会盛

英三︵岡・立大理学部教授︶︑野
中到︵物理学金・東大名簿教授︶

二 玉 ニニ 玉

だと強調した︒

づン多

のあった日本原子力発電敦賀発電

原子力委員会は二十八日目串講

敦賀は貯蔵設備を拡大

伊方など変更認可

ー特別委・一二黒鳥機技師長︶︑垣

装罠がオブザーバーとして参加す

葉北大鷹学部教授︶︑山県寛︵原
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いを起こす一塁もあった︒

気勢をあげた︒この閥過激派学生

賛成側も積極活動展開
参加は千人程度とみられている︒

「むつ」受け入れめぐり

約二十人が警窟との間に小ぜりあ

佐世保で反対集会

︵同︒原研副留任研究員︶︑田鵬 沢康雄︵保健物理学会・超大医学

大経済学部教擾︶︑巾鵬篤之助

▽木原正雄︵原子力特別委︒察

委農会メンバーは次の通り︒

原子カシンポジウム開催検討小

いる︒

開催は極めて園弱な幡勢になって

側の愈向ともあわせると︑鎌内の

期間を見込みたいとする原子力婁

開催周知徹底などに二か月程度の

紆余曲折も予想される︒一般への

が・初の試みだけに藁備段階での

辮鑛連 絡 会 設 け 調 整 図 る
原子力婁輿会主催の初の試みとして注目を簗めている原子力シンポジウムは日本学術会議の協力の
もとに開かれるが︑学術会議の原子力特別婁二会︵三婆泰雄委員長︶は二士二日︑開催協力に臨む基
本的蓼え方を確認する串し舎わせを行ない︑二十圏日の学術会議第六十九回総会に迫加報告︑了承を
得た︒学術会議側は三十日の﹁原子力シンポジウム開催検酎小委員会﹂初会命で蝦備の大筋を固める

方針で︑十一月十二日頃に予定される原子力蚕員会と学術会議禽同の﹁原子力シンポジウム離若妻
絡金﹂にこの結論を提示する予定︒こうした藥備状況から推してシンポジウムの年内開催は箕賢的に
不可能で︑来春にズレこむことは確定附となった︒

うもの︒学術会議は同十七日開い
入れのあった日岡の原子力シンポ

など異体的検討を進めるiIとい 軌道に乗る覧題しとなった︒

ジウム開催に際し学術会議に協力
だ運営審議会で︑大筋で原子力シ

原子力婁員会から原子力シンポ

要講のあったのは九月九日︒その

五︑六人ずつのメンバー構成とす

される見込みだ︒連絡会は双方

メンバーも小委員会の中から選出

ジウム雌備連絡会への学術会識側

との問で始まった妻壁準備の︒キ

力﹂の形でこれを受ける学術会議

﹁主催﹂の原芋力委員会と門協

ンポジウムへの協力を淡めた︒

ンポジウムを開き︑今後の原子力

則として資料は公開する③康子力

予想されている︒

玉

原子力シンポジウムは一回懸り

ほど学術会二二での準備作業に蚤

グアップに手闇どつた格好Qこの

二

たる小委員会の顔ぶれが固まり︑

ウム開催のための準備委員会を設

は︑交互に初球を

原子力の融融︑安全などに関しシ

ため科学者︑開門蒙が中心となり

内容は①國民の理解と協力を懸る

多

婁員会・学術会高訓岡のシンポジ

霧ビ亀や監L7

け︑テーマの選定︑蕉門家の人選
二二二

来臼を機会に日本原子力産藁会議

米国の原子力︑エネルギー問題

講演︑将来のエネルギー供給源と

動をレビュー︑データを示しなが

このあと質疑応箸では︑放射性

コンサルタントのラルフ・ラップ

ら︑極端に走りがちな反射運動の

が開催したもの︒会場の霞が関ピ

僻

﹁醒力会社が︑原子力発電所新設

を強調した︒この講演は岡博士の

しての石炭と原子力の璽硬性など

資源︑環境問題をつく

ラップ博±が講演

﹂

論

ガスなどの液体燃料中心のエネル

原子力などの固体燃料を中心とす

313−2367
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原子力火力・宇宙・直脱排脱・酸素
LNG・石，由・ガス・パイプライン
高温高圧・惣動制御・ヘローシール
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はあるが消費規制といった搭
灘もとられるようになってき

エネルギー源開発へやっきと

ているのが翼傭のようだ︒新

なっているが︑︻方で欝欝の
ための活動もさかんという︒

このほど来日したエネルギー
問題の権威円・ラップ博士は
二十四目原産懇で講演しこう
した お国の齋惰 を披澱︑

論点に認識の甘さ

ところで︑もし私に﹁何颪万謎や

ので︑一面聯の中でローズ博士が

ーズ両博士の詔箪をもとにしたも

雑誌に載ったM︷Tのターボ︑ロ

科学者ではないし︑また彼が醤ず
ついていない︒企業は一体︑どう

に稼働できるかどうか冤通しすら
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⁝の原子力に関する諸鮎漁﹂と題

が︑それをもとに覆審︑﹁ネーダ

入々のために二十一にもわたる種

り︑またNRCはそれを阻止するているのは勘端なリスクのもとで

影響閏明蜀の提出を襲塗してお

反原発を唱えている入逮で︑問題
はそうした入園が艮常のリスクを
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全く無視しながら将粟の二代の危
険に対する通徳問題をもち出して
いることだ︒彼らの論点がもし︑
そうした滋癒餅盤だけだとするな

に出くわしたこともある︒砂漠の

をつくりなさい﹂と醤っているの

めて太陽熱利用のためのシステム
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ろうか︒
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ギー供給で努力をしないことも憾

っきりと︑巌々博学条件のもとで らば・例えば将来のためのエネル
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可能﹂とうたつている︒例えば︑

落下するとしたことも考えている
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した分析資糾を出版した︒しかし
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つまりネーダー氏は対認を旧く墾

らは何ら反応が示されていない︒

が︑これに対してもネーダー氏か
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た際︑たまた豪新しい資糾を見つ

物問題に関する選管を漿遷してい
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けた︒啓肇資料として非常に役立

間を対象としたものだが︑それは

果に基づくデータから概観してみ

鍛近私がまとめた予測と分析の繕

次に︑来国のエネルギー贋鷲を

そのうちどれだけを獲得できるか

さて︑現在の来国の急撃備蕪羅
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消暇羅は鋸闘六や億ゆに噛する︒
したがって来国でのピーク鋳石油
生産をどうするかは備蓄躍懸鼻か
ら逆罧の形で決められるが︑問題
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のエネルギー増加率を仮定した︒

この問題に関し私は︑二・五％
ギー堪構想が現実的だろうか︒私

にし︑石巌および天然ガスの三囲

今後二十五年越に石炭生膿を三門

を減らすという前提のもとだが︑

は原子力に対し決して感欄的では

方が良いとも思っているが︑これ

が司能かどうか︒専門工と食蟹を

果たして例えば石炭の三惑増採掘

しながら誕合ったこともあるが︑

にはその利用盲あるいは経済性と

を掴摘しなければならない︒さら

ことであった︒当然のことだが︑

あまりにも問題が多すぎるという

固体燃料を使うためには︑そこに

に︑エネルギー購給の面からみ

エネルギーをくみ取ることができ

米國が現在薩坐している問題は

ある︒

てもなかなか困難といったことも

いたが︑現在は一拝五十妙を払っ

つて七十万人以上が地下に潜って

難な問題があるということだ︒か
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ペルシャ漉開城での石癌聞題は国

ルギー不足で悩んだことがないが
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で︑嶺然︑規制措躍がとられるこ
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GNPを飛ばすということだが︑
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闇には﹁もうこれ以上のエネルギ

い﹂とした愈見の人もいる︒この

いわゆるエネルギー・ゼロ成長憲

義潜遼はGNPと総エネルギー石
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曹ﾍ一千兆B胆U︶という数
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とくに石演と天然ガスの生産に限

億沙を掘削する激醐だ︒ところで

るものだが︑この石燦は今薙約六

る︒

るのか︑いささか懐疑的でもあ

て︑果たしてそこからどれだけの

いった物理的舗阪が多ということ

なく︑むしろ太陽熱エネルギーの

汰されるようになってきている︒
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と︑今だにNRCは︑ERDAが

もあれ︑ここでわれわれが瞳面し
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米国のエネルギー事情

んでいないわけで︑このためわれ

ないことを示す実例でもあろう︑

二十一世紀ヘエネルギー漿構がど

ついこの前の日建臼のことだが

われはネーダー氏を迂回して一般
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んな状態で梁欲するかが間題だと

公聴△ぞ器量したことに関しWH

の人々に臨擾訴えるしかない︒し

つけ出せなかった︒ここで一つ︑

習えているからである︒つまりこ

どれだけのエネルギー資源をも

かし︑来国の電力盆批の人達はど
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匹敵する︒このことからウランの

のウラン鉱は四千台分の石簾に

いては︑ラスマッセンレポートが

原子力雛電所の安全性研究につ
忘れてはならない︒図に恭されて

ルギーが不足するというリスクを

荷のリスクだけでなく︑そのエネ

ば仮に石油採掘可能盤が二慮麟と

給するエネルギー源として︑例え

腰になると予想される︒これを供

が︑実現のためには麗際的コンセ

物の試験的湿多投蘂を検酎中だ

一i親在日本では︑放射性廃広

には反対だ︒核融合については二

十偲が／年をつぎ込み活発に開雛

しかしそれにもかかわらず︑カ

れ︑保蟹されているこれらは約二
げ
鰹が椙当にも諾する︒しかし︑

ンセントがなければ無識味︒遠縁

例えば︑電力はあっても塚にコ

くるからだ︒

写以上に︑糟来のエネルギー源と

ネルギー資源に乏しいだけに︑誤

しての核遊興の役劉は大きいだろ

かしこれ豪で豪︑ソ︑莫︑仏など

ガンを引趨こす﹂と主張する︒し

逃げた﹂と憎纒されて報灘され

が︑これが門従業興が先を競って

洩れ︑従業員が緊選した環件だ

原子力発醒所内で微腿放射線が

国際的解決が必藥だ︒

の戦報がスムースに一般の人達に

時闘をかけて累退したこと︑など

米國で増殖癖空発が遅

を響ている︒現在プルトニウムが

伝わらなかったということだ︒原

ラ博士

いる他の多くの危険を利潮するだ

異版に闘題になるのは籠用済み燃

子力関係者は原子力発電駈運転に

鉛かうス

嵩がある︒

おり︑酉暦二〇〇〇鎌にはコロラ

オイルに関し大きな関心を轡せて

え方について︒もう一つ︑将来の

ンサス作りが必硬︒この悶覆の蕩

ぎをピークに減少するようにな

すると︑液体燃料は一九九〇年過

み奪わせによる巨大な供給再戦性

エネルギー供給誹顧における核融

いるように︑軽水炉と憩殖炉の組

いるが︑近くこのレポートの亮全

る︒太礪エネルギーは二十年に二

この分野での避標的禅在となって

いのは︑石炭︑ウラン双痘がけな
は︑精に注囲に領する︒例えば︑

衛利だ︒しかしこの堀練墨醐しだ

なものが患される茅定︒ラスマッ

イジアナ州がそうであっだように
米飯のエネルギー供給源となり褥
し会うのではなく︑小力とも必襲

ドおよびその周辺で約七十偲ゾが
採掘されると予測している︒ワイ
るが︑住罠の多くはそうしたこと

ラ博士低レベルの廃饗物につ

オミング︑モンタナ︑ダコタ冬州

いては︑国際協燈もあり︑この鱒

粛の役鋤について︒

二で贈呈すると仮定している︒化

十五導︑十五年ごとにファクター

石燃料は大きな供給源となるが︑

翻在原子力爽餓断から嵌されだ廃
闇物︑テイリングは響羅に納めら

センレポートは原子炉獲鰍を徳の

れ保籔されているが︑この再利馬

だということだ︒

だが︑この中にカリフォル一一アの

あり鯉る秘故と比較研究したもの

囲内で司能だが︑この際︑放棄す

のために自分たちの土地を工藁化
需来のエネルギー源確保という

撤出購︑畷境などの間題点も多

るのではなく︑海底にうまく納め

の一部にも再㎏以上の魍を奮む騒

大問題に対する米国蔑の平心はま

顎堤な廃蘂物のエネルギーは︑現

い︒二〇一〇琿以降の原子力発電

してもらいたくないとした愈隠を

十一のダム決壌の確率を盤した

在地下に埋藏されている石塁エネ

が点線で示されているのは︑その

もつている︒

だ低く︑これ豪でエネルギーに関
ものがある︒これによるとダム決

ルギー全てに中土するほど︒将来

ためにはそこに佐む人々の生濡や

して苦撮を経験したことがないだ

るケースでは二十五万人が死亡す

壌の確率は壁塗三十五分の一︑あ

エネルギー網要の荷無にかかって

後の開発が︑その時点での各国の

ることが必婆だ︒轟レベルのもの

けに︑危機感に乏しい︒政府当局

と仮定すると︑現在容羅に納めら

の石巌の緬格が五＋メ／踏になる

大な石油騒があるが︑この採掘の

権利を犯さざるを響ないような購

がないということになるからだ︒
るという結累さえ出ている︒

リフォルニア州では︑来奪七月に

多鰍のエネルギーを必要としない

エネルギー政策もせいぜい五一六

暫も機翼が不足している感があり

年といった短期的な対策に陥いり

の理由で︑遅れがちだ︒

綱懸炉開雛は数零露がかかるなど

味のある問題を提趨しているわけ

来醗のみならずB本にとっても愈

やずい︒現在︑電力鉄社は原子力

沓を決する投顕が行なわれること

は原子力発酵駈モラトリアムの採

な燃料を使うかがいずれ︑問題に

は︑宇圏エネルギ︑の櫃威ハンス

う︒しかし融合の将来性について

・ベーカー教授の﹁五〜十鎌後に

ループは︑プルトニウムのセーフ

による大気圏内核実験ですでに三

た︒この事件で従業員の靴約三十

て︑多くの規制が課せられるよう
になるが︑この問題を解決するた

ラ博士まず第一に︑原子力発

めの方策について︒

らだ︒プルトニウム聞事は原発反

ろうし︑よりによって葬常に難か

料再処理工場の場合だ︒しかし︑

保っていく努力をすべきである︒

︑
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の対応急げ
開発を推逸するのと平行して多く

国が︑今後どの程度エネルギーが

をすすめている︒田本の堀禽︑エ

の規欄を嬰求されるようになり︑

一一〇四〇黛︑今から向こう露営

だが︑こうなると次代にどのよう

なってこようし︑その選択に際し

になっている︒われわれは一般大

消蟹できるようになるかも一つの

とに蝋づき︑ふり出しにもどるだ

は硯在の方法が蕊ちがっていたこ

ろう︒成功したとしてもこ〇一〇

だろう﹂という翻を引組したい︒

黛以綱に商藁化されることはない

いずれにしても薪しいエネルギ︑

源の開発がオンラインになるには

黒体燃料への移行が世界酌な論

多くの困難なファクターがある︒

政府関係書の翻識は不足してい

題となっているにもかかわらず︑

1一米國での一番ホットな環境

る︒

ラ博土最近の謡題は︑例えば

運動の拗嘲について︒

EPAは現在原子力発露所の聡故

るが︑ネーダーはこれを磁ちに利

を想定した避難計画を模酎してい

ガードと濁色を論拠に増殖炉開発

十一一万覆︑一万ポンドのプルトニ

足の放射能汚染調査が行なわれた

た異含だ︒コネティカット州の

に分離してから︑増殖炉開発にブ

を批判している︒反対の論拠とし

ウムがばらまかれているが︑現在

が︑その購は︑従業員が二十四躊

期拡大し︑運動を開始するといっ

レーキがかかるようになったが︑

て例えば︑テロリストがプルトニ

このうち九八％はすでに大気中

闘その靴を恥き一隼闇通勤して諮

る︒反対派の人々はよく﹁一ポン

il原子力開発の進展と単行し この問題にはプルトニウムの蟹理

ウムを入黙した際の大腰輿がよく

れば一ポンドのプルトニウムによ

から消失している︒私の計舞によ

ドのプルトニウムは九十億人に肺

など政治的︑環境的問題が影響し

あげられるが︑これはシナリオと

稜される放射能羅の五十分の一だ

が︑いずれにしてもこの問題には

ている︒増殖炉開発を推遮する上

してはよくできている︒しかし︑

るかないかといった程度との結果

り肺ガンが発生する購台は一人あ

での問題点について︒

画するなら︑現代社会に内在して

もし私がテロリストで大惨購を計

対論者の最も乏く揚げる及対理由

しい原子力を薄象にしたりはしな

ために︑住民とのコミュニケーシ

となっている︒増殖炉開発をスロ

るということだけでは不十分とい

際し︑一般大衆の誤解を回避する
確かに強い︒しかしプルトニウム

うことで︑これを一般の人々に理

コントロールする技︑術をもってい
つある︒一つはフォード財膨で︑

はすでに三十千思から葎在してお

解してもらうことが必要だ︒

この問題で璽要なのは︑放射能を

この財囲が出したエネルギー問題

にさ置きれてきたが︑彼らのヘル

り︑何千人もの人がプルトニウム

ョンの場を確立し︑密接な関係を
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いとの意向をもっていると伝えら

レクトリックおよびカンザス・シ 奮・他にイスイ麦ト三テ一る織を与え・輸出に応じてもよ

を撮供するならば︑一億源を超え

目的に転唱しないとの確実な照隠
ユテでリティーズ︑TVA︵テネ

イリティ⁝ズ︑フロリダ・パワー

れている︒

シー渓谷公祉︶の九往にのぼって

る︒これまでに訴訟にもちこんだ

ティ・パワ⁝＆ライト︵共同訴

＆ライト︑ショ⁝シア・パワーな

来国のウエスチングハウス︵W 電力禽祉は︑カンザス・ガス＆エ

に︑電力各社と契約済みのウラン

H︶祉がウラン価格の繕騰を理由

訟︶︑バーシニア・エレクトリッ

にしている︒

どがWH灌羅哲の方針を明らか

を上園っている︒

西独︑デ両国と

ていなかった︒

謝關についてはこ別まて公にされ

号が運転しているが︑軽水炉導入

ラン蟹水炉︑十二乃五千KW︶一

のカナップ原子力発電駈︵天然ウ

パキスタンでは現在︑カナダ製

供絵引き瀕しの一部を取り止める

リックをはじめアラバマ・パワ

●♪罵︸亀乳

に下がったが︑こうした廓滴にも

亀︸・乳．・．●會﹁・︑τ翻監♪暑︒ノ竃易︒︑3の齢b曾・し﹄σ

ク＆パワー︑ユニオン・エレクト

魅︐塾・

としだ先月初めの通傷に対し︑同

＝

社と引き渡し契杓を結んでいる懸
名竃ρ竃曾．︒覧．

にかなりの期待を遜せていたとい

●39監亀●t．伽p亀．9﹁︑ψも乞8●賢．t9♂亀浮竃＝・監︑9も塾ぐ♪暑・

いてシーマンズERDA痩醤は︑分に把握していないしなどと述べ

う︒このGAO報告繍を受けたJ
かかわらず石油︵三三︒五％︶︑
的な議婁審議に入るわけだが︑パ

CAEは今後︑大統領法案の興体石炭︵五二・六％︶と比べこれら

しては大統領法案を基盤に三つな

ているとも伝えられており︑米国

兇解としながらも岡法藥を非難し

・三％を占め︑KWh当たりの原

発躍羅は︑米国の総発趣盤の約八

照方策を弩慮しているERDAと
スツールJCAE鉱員長が側人的なお今薙上灘期における原子力

民間企爽の麟縮瑠業への遮莫照

明した︒

スターツGAO院長に対し﹁調査た手紙を捲り︑強い不満の懸を表

こうしたGAOの評樋結論につ

あがっているという︒

である一1などの糖論がやり玉に

強い不満を示すERDA
ウラン濃縮鱗藁の民闇への移蟹撹進を期すフォード米大続領提案の﹁一九七五年核燃桝二王法案﹂
については︑これまでにも政府関係筋︑膣業界などでさまざ謹な騨価がなされているが︑米上下両院
でおらず︑購爽の譲認および不正

原子力命同蚕綴会︵3CAE︶の璽講を受けて同法案にうたわれている資金擾二面の騨価検酎を行な 横型は大統領の趨向を十分にくん
っていた米葺針検壷院︵GAO︶はこのほど︑その晃解をとりまとめた報告懸を公表した︒しかしそ
というよりもフィロソフィーを主

いし四つの民間濃縮プロジェクト

ミルであったという︒

子力発電コストは粟均＋丁璽

米原子力規制三士会︵N冠C︶

栄NRC

情報交換協定

体としたものであり︑米国のウラ

の退縮能力拡大の計画遮展はまだ

子力委員金との協定は︑公衆の健

的とするもの︒豪たデンマーク顧

全腔分量における構報の交換を目

交わした協定は︑原子刀施設の安

定を精んだ︒西独内携欝と調印を

両国と原子力構報に関する交換協

はこのほど︑西独︑デンマークの

その手初めであるGAO評傾城果まだ楽観視できないようだ︒

を実現にもっていきたい葱閥で︑

仏政府に原発

購入を打診

康と安金の利益のための原子力規

パキスタン善相
︻パリ松本駐在贔目このほどフ

制情報および原子力安全性研究に

のプット露礁は︑フランスから原

ランスを公式訪問したパキスタン
修復︑定鵜保守点検さらには燃脳

る︒

子力発電所︵PWR︑出力六十万関する満報の交換を團的としてい
KW級︶を購入することについて

批判がくすぶっているようだ

HWR避択は政策ミスだとする

の支礁を決め︑もはや引き遮せ

が︑政鰐は開発費五一七千万が

婁現する可能性があるわけだ︒

※圏以外でも︑巖近スウェ1

ぬところへ進んでいる︒開発誠

進展いかんでは︑璽丞炉轟入が

民欝移行などの間遮の続出がか

活を勧告している︒提唱者はス

デンの科学者が璽水炉謝画の復

ドタイムの擾期化︑再処理工場

なりの璽荷と感じられているの

管︑蒸気ドラムなどの︑プロト

験の中身はカランドリア︑圧力

聞題︑ウラン濃縮工場の増設︑

原子力の耶翼翼働率は五八・二％

の再装荷で隠題を鯵止したため︑

ては︑いくつかの原子力発灘駈が

達した︒しかし第2四半期におい

ばなかったものの︑七七・九％に

％︶︑石炭︵八一︒七％︶には及

また単身利胴箪は処理︵七五・七

ン麟縮能力を拡大しなければなら

慰凝

り扱いについて政府は︑UEA計ないという緊急を要する現状を十

辮叢推進に嶺たってのリスクの取

の内容は︑※エネルギー研究開蜷局︵ERDA︶が期待していたものとはかなり食い違っているとい確な点がある︒また霧観的な騨価
われ︑ERDA薗脳筋は強い 不 満 を 表 明 し て い る と い う ︒

約度がかなり騰い購業であるが︑

GAOは報歯繍の巾で︑いくつ である④灘縮禦業は︑蟹本蟹の簗
かの繕舗 お よ び 勧 簿 を 述 べ て い る

が︑申でもERDAを落胆さ せ た

鱗馴齢火力より高い稼働率

原子力の信頼性確認

ものとして①ERDAは︑庫 聞 割

白sWU︵分離作業単位︶磐
のガス拡散法ウラン濃縮工堀を建

設するというUHA︵ウラニウム
・エンリッチメント・アソシエー

簡36よび石炭双方の火力発電所の

の軍均稼働率は六盗・二％で︑石

同調趨によると︑原子力麩璽萌

らかになったもの︒

した今年上半期の僑頼性講竃で明

社の運転認可済み樂電所を対象と

米原子力産策会議︵︽IF︶が ATFがこのほど行なった電力各
このほど伝えたところによると︑

ツ︶翫画を捲西するべきである②

本

政府は︑現荷のガス拡散法蓋置三

零

は霧爽で︑カナダ炉の良い稼働

やはりカナダ炉の稼働性が良い

トックホルム工科大学の教授で

︑／

状況や運転中の燃料交換︑再処

ので︑AGRのにがい経験から

タイプ製造をふくむ大掛りなも

A︶も以蒲とは悩勢が変ったこ 理なしのワンススルー方式など

大な不足が趨きるという群鶴を

が︑ERDAの目にはいかにも
ことと︑霧来濃縮ツービスの撫
︵AECL︶に共同研究を繭ス
入マートに見えたとしても不思

とを認め︑カナダ原子叩刀会社

り天然ウラン炉としての墨水買

勧告の理由にあげているQっ当 建設を急がず︑﹁十分な実醗の

ップしたAGRと避い︑こんど

豪た三皇KWからスケールア

している︒

上に﹂のフィロソフィを打ち出

許謙可規瑚がカナダ⁝炉︵CAN ニュークレオニクス︒ウィi

の特性を買って

れた︒ERDAの関心は米国の
識はない︒

取輪鞘鎚鱗

は十万KW原型炉が慢期闇運転

いるわけだが︑

尊覧の核燃料サ

しているので︑NPC蘭脳部も

町も誘致に蟹成し︑サイトも決

の輸入謝画を悩めている︒地元

層群に向けて機器モックアップ

のサイトも決定︑一九七七年の

採用にふみ切った英国は二か駈

待たねばならないが︑叢近の核

どうか︑その判定にはまだ数年

る︒英国の選択が正しかったか

引渡し︶が調印寸前になってい

縮ウラン路線を採ったため︑商

委贋会︵NRC︶も申訥前の予良ガス冷却炉︶雛醗所を完成さ

を購入するという︒原子力規制

らみて︑日本にとっても

盗聴

︵K︒K︶

は無関心ではいられぬ間題

新大手町ビルT巳L〈03）279−5441（代）

東京都峯代田区大手町2−2−1

疏Nぴダは過虫を振り返冬って反目し未来に向って羽ばたくローマの神でダ。

来鷹の原子力発醒所の今矩上半鶏

ホ

窮水炉の購入可能性の検紺が
※国で始まろうとしている︒爽
際に灘入されるかどうかは豪だ
わからないが︑軽水炉の核燃料
サイクルにいろいろ聞題が起き
ており︑その兜行きに不安が持
たれている現状を反映している
ことは明らかだ︒

煕水炉を入れるべきだという

代替炉

イクルの不安定

動きと並行して︑ニューハンプ

DU−P鼠W︶の建設費︑建ク
設誌によると︑このERDAの
への関心を世界的に腐めている 成功の自益があるようだ︒必要

さが︑

購間にどう影響するか︑燃料の

な蟹水一千二酉ジは︑カナダか

らの熟議によって嚢明されてい

来圏はプルトニウム生鑑を

発の都市罐力が六十万KW二墓 試鹸などの準備を急いでいる︒

定ずみという手際の良さで︑地

一方︑璽水炉︵SGHWRら︶
購入する契約︵八Q琿代潮単

証拠といえよう︒

たが︑解翻可などの晃通しがは

シャー州のある会社がカナダ炉

が︑原子力発電には軽水炉−濃

はじあ︑璽水炉の経験は豊艶だ

どに向けられている︒

のエネルギー議奏政簾にから

利嗣1一つまり楽圏のウラン蟹

いない︒しかし最近の原子力加

藁炉としての蚤尚書開発はして

炉

RDA−AECLの奨同研間究
にの
はAGR放粟の不満︑SだG
ろう︒

せねばならぬし︑碗筋技術者の

英国はまだ五か所のAGR︵改燃料サイクルの多禦多難ぶりか
る点が注囲され出したからだ︒

源をそれだけ引き延ばして使え

備審査に応じる悪天なので︑E

問題が浮かび上ったのは︑来国

み︑難丞炉によるウランの荷効

用をためらってきた︒鍛近この

っきりせぬため︑電力塾社は採 節約をどの程度期待できるかな

喰違は︑以蘭からH・べーテ氏

（27）

エネルギー研究開発局︵ERD速要求とからんで︑軽水炉リー

し

ン還ハ7ぴ3？

D．一

CO．，

閥uS

蘇式会社

工 ス

⑧

ユ 一

㊥

工堀および第四工鰯以降の濃縮施

寒

＊

＊

奉印は適用されていないもの。

の運転盤能は石佃および石炭焚き

＊

率

率

寧

＊

傘

＊

（泣）コモノウェルフ・エノノ〆の数γは、この調佃ζ問に舎わなかったが第3四半期以幾の調査には禽豪れる艶疋。
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15ワォ｝卜・カルフォーノ1｛｝は2月7日〜5月9日まで燃料再鼓荷 検鷲のため停1』
⑤ラノアヨ・セコ1号は4月18日まで巡転に入ちなかった。
σ糊カリフォルニア・エノノノの数宇は6月までの！2か月悶で表わされている。
⑲ブラウノズ・フエリー1 2暦は第2四 闇主において感喜停1ヒ。しかし 平均計算の対句になっている。
｛g次力｛石油と石炭函方）の胃均稼働率は48．0％（第1四半期） 437鰯（第2四Ψ期｝ ま≠こΨ均利網率は79筋（第1四5ド
期） 779弼（纂2四率期｝。
1眼火力1石油とる炭瞬方）の平均三脚寧は459％ 平均利胴率は78．5％。
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12貼用率は実瞭の使用の有無にかかわらご プラノ｛が与えられた用聞中の使用に和棚で3る時聞の鋼合。
③5月8日まで源子力猪蹴の実績はない。
謝1藻は第2賦宰期に燃料の再装衝か行なわれた。
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原子力およひ蝦境問題の分野て経験豊蜜なコンサルティング
ならびにエンジニアリングサービスを提供する

︑

聞

力

原

れが前置の落ち込みや傾滞をカバ

発生電力の五〇％はフランスへ︶

たうえで︑炉型馴葉計︑発電鍵績

ーして世騨総謝を約三千三百万K の二基である︒
原藤では︑今回の結果を整理し
W押し上げる形になった︒
来︑英︑スウェーデンをはじめ

調蚕絃果などを加え︑近く﹁原

を附簸にしている︒調鷲はまだ簗

で︑今回は今年バ月島二士の状況

把握するために行なっているもの

の原子力発躍騰発の現状と醗画を

か月闇に・初めて約畢男KWの

きた※國の計画は︑今年前楽の六

にこれまで増大の一途をたどって

上蓋計画決定の遅れがある︒とく

などにおける計画の延期や申砒︑

この曹漿には米︑スウェーデン

石川謝播磨璽工は二十八臼︑フ

ターサービスなども両社が協力し

積︑群書設副︑機羅の製作︑アフ

階では欝榮濡図上の深壕交換や見

石播︑アトランチィクの両社は

うち四望が稼働申であり︑設備を

のに対し︑佐々木長鴇は﹁九二の

きていると蓄えるか﹂とたたした

理蒼の知識まで必嚢とするもので

作業員は個々の装罎の設計轡や管

せている︒雲台に醤っているが︑

9，（蹴）

》

7，（xx）

》

9，〔貰x，

多目的高温ガ

東京・千代田区のパレスホテル慨

8，（XX）

運転申闘六千七颪三十﹁

レベルの試験処分については技術

み︑闇舎せは原癌︒技術課へ︒

で特別懇談会を開催する︒晦込

》

ス炉報告会

原 研

時半から︑東東︒大孚町

日本原子力研究所は十一月十四

臼年後

の経団連ホールで第四回多磨的高

る︒原研は多國的隔蔽ガス炉の研

温ガス炉研究成果報告会を開催す

究關発成果について︑四＋七四以

来毎焦発表を行なってきた︒今回

ガラス周化するだけでなく︑巌終

現在巾止されている﹂と述べた︒

醜問題はないが︑政策的配慮から

方の岩堀魍の広く分布する地域で

い︒このように処理された放射性

的に結酪構造にすることが艶まし

閲醐餓力局量原子力発電所二号

》

7．O〔×）

︻霊彰M昨無十二月宋の設備容羅と基数

箆謁脳

鰯鵬

は︑特別講演門蓬期エネルギー戦

のミッチェル︒グレノン博士の講

略﹂と題して国際応用分析研究所

プログラムは次の通りQ

演も予定している︒

多目的二藍ガス炉研究開発の概

長︶︑命玉ガス炉用黒鉛秘料の研

要︵武谷清昭安全性研究響理部

餐︶︑窩温ガス炉の伝熱流励に関

究︵佐々木暴一黒鉛材料研究室

する研究︵岡本芳三伝熱流動研究

室長︶︑OGL−1の蟹作と開発

会代表監珊のツイラス・クリング

だから実用炉段階では十分安全だ

炉段階で経験を積み蟹ねているの

保身しながら途めている︒故臆は

5，0｛x）

》

建設・謝画中11四億四百六十三万KW︵閥

1

観風

計合

処分狡術の現状を説明した︒岡氏

蝿︶︑多国約高温ガス炉の設計研

究︵脅地誓遺墨園的頬設計研究室

擾︶︑長閥エネルギー戦賂︵ミッ

チェル・グレノン王王ASA︶︒

スパーグ氏が二十四臼午後︑原産

ルの安全性と両方あるが︑燃料サ

と考える︒試行錯誤の概念には該

W︶の洋書運転開始が滋強延期さ

機︵PWR︑出力八十二万六千K

為ることになった︒岡二号機は轟

だったが︑試運転段階で譜機器の

初十月末から営業運娠開始の計画

ととし︑このため︑約半月程慶欝

安全点検をさらに慎亜に一47なうこ

業運転開始を引き延ばすことにし

なお高顔原子力発表駈では岡一

たもの︒

号機が昨鎌十一月の営業運転開始

八五・七％の繕稼働率をみせてい

以降強調に運転中で︑九月末現在

る︒クラゲ来鰹で悩まされた同触

発もスクリーン敷設で対処し︑蜜

》

万KW︵璽ハ＋二憂︶

59188046233333211互15ウ幅2

ラ・ギ∴ナ・・イ・鳳耀継々のアイノ日西フスカベスス東イイオプアハチイ台フ韓そ

騰銘盤台覆︑器毫慧4625966滋

数蒸

羅容鷹設

数魑

燈容嫡設

数越

リチタ韓 ノリリ イごギイイリノノ山

はこの申で︑とくに高レベル廃疑

デ

回の協鰹調印により商船用原子力

三蟹に放鮒能を麿封︑安全性を確

鵬棄物はまず︑不溶性の萄いキャ

蒸気供給システムの技術闘発にま

物の固化処理技術を紹介︑その安

ニスターに収納されたあと︑二璽 試験︵大内信草材料試験炉部次

で協力関係を拡大したことにな

またクリングスバーグ氏は放射
性廃藁物処分の現状について﹁米

スチュワート︑シス

ラー両氏との懇談会

11飛25臼︑要砦主催で

の原子動力研鑓会・再処理︑廃盛

クリングスバーグ氏

国では全て陸上保管される︒低・
中レベルのものについては︑ドラ
ム崇めにしネバダ州にある政府所

について技術提携しているほか︑

て十一月二十五日午後六時一八聴

代会蓬W︒L・シスラー氏を招い

賦本原子力慶蟻食議は国際放射

石播は昭稲三＋九薙以来アトラン

とくに①粘着力②高温安熱性③物

貯蔵処分︒商レベルのものについ

衡の放賜性麗棄物処理場で地下に

協定内容は︑商船馬原子力蒸気

物処理グル⁝プ︵角谷省三童澄︶

イクルの問題は蝉の安全と混同さ

当しないと箸えたQ

はない︒その点で認識が遡ってい

ュワート氏と米原子力藍業会識初

供給システムの開発に関し必要に

チィク社と串速ディーゼル機関の

線防護婁眞会解貫長C︒G︒スチ

この悪味では︑世界の原子力発電

七＋万KW︑基数にしエニ十一基 続けたことにあるといえそうだ︒

応じて相互に偶報の交揆や共同設

ても︑同じくドラム蕾詰めの方法

贈加している︒しかしこの蔚半六
開発は昆ぶみ状惣ともいえよう︒

理醜強度iIの確保が必難条件︒ 試験鮒処分を行なった︒しかし筒

五十銀度補正予算案を審識中の

れると誤解される恐れがある︒再

次に六＋奪四千九百万KWの達 主として秘料︑冷却水︑溶接に紺

﹁高レベル廃薫物処理に際しては を検討︑カンザス州ライオンズ地

か月間の伸びは︑三脚︑一昨嫌と

で講演︑米国の放射性廃藁物処理

︵NAS︶放射性総揚問題婁員

来臼巾の全米科学アカデミー

クリングスバーク氏が講灘

結晶構造への
処理が効果的

保する﹂と説明︒

カス二本ノスノダーノスノrアダアノノアノ湾ド国織

麗演題劉講畿畿霧鵬皿鋤嵩街＆a3島島LLL
量容㈱設

S1

八さ蟻

お

百五＋三夏︶総計雁四億七香九＋期万KW︵六百＋由基︶

罰合

中転転

R3

全性︑処理の蕎え方などについて

名番

P7
P6
Q1

る︒

定だ︒

一部とりやめが最近しばしば報じ 子力発臨断一二表﹂にまとめる予

として︑原子力発電開発の停滞や

閣の關発の伸びを危ぶむ見方もあ

謝の途巾だが︑このほど運転︑建

落ち込みを見せた︒今後十館聞に

ランチィク社︵本社パリ︶と商船

ランスの蒋力造良禽社であるアト

について今後技術協力を進めてい

と商船用原子力蒸気供絵システム

兜にフランス原識力庁︵CEA︶

79

製造に関して提携関係にある︒今

衆院予算委圃ハム試は︑二十七日午後

処理︑廃棄物処理は個々に報国を

よう配慰している︒地方にいくと

る︒トレーニングの積み蓮ねで経

れて響えることには全く同感﹂と

全運紙へ万全の携えだ︒

5，〔xx）

》

一人さ激

お

人数

ﾀ

ii蔓

金

料

えております。

層層の原子刀発鰍駈︵出力三万KW以上︶は︑六月末現伍︑運転中のもの翻転千八颪五＋万KW︑
百六＋四目︑建設・計画申のもの約四億三千六百万KW︑四百八＋二八になった︒これは田本原子力
藍鼓議が圏下とり豪とめ中の世騨の原子力発蹴所調査の概騨閉門︵麗別︶の結果である︒鰻近の資金
覇偶の悪化︑反原聚運動の激化などから︑ここ数年来の急速な拡大傾同は︑銚化したものの︑全体の

でいることを示している︒
ランス︑イタリア︑スペインなど
ったが︑今回の概籔璽謝の縮累は

られていたこともあって︑世界金
急増傾同が沈静化の方廟にあるこ
の計画がかなり増加した点が四目

容羅︵酎門中を含む︶は︑今年上半期に約三千三爾万KW増え︑世界的にエネルギー原子力化が進ん

この醐萱は原鷹が毎年︑六月末
とを示している︒

設・謙脳中の発餓駈に関する国罰

原子力発臨駈の新設二墨という政

と十二月末の二回にわけて︑各国

概策がまとまった︒

策を打ち繊したスウェーデンの煽

石播︑舶用炉で提携

それによれば︑世界の運癒中︑

仏ア社と技術協力推進へ

建設・針画中の原子力発鍛設備容

くことで醜悪︑このほど両社間で

て実施していくというもの︒

︵六百四十六蔓︶と五目KWの大 れた︒しかし︑鍛も大きな要圃は

協定錨に調印しだと発表した︒

騒は総計約五億四璽一十万KW 禽も約翼万KWが計画からはずさ 用原子力蒸気供籟システムの開発
欧州の一部の国を除いて︑ほとん

曾にのせた︒昨葎十二月末の四重

6月30日現在

謝作業を行ない︑将来の実用化段

七千百九十万KWから麹二千二蔚 どの国がこの六か月︑環状維持を

顕子力髭電所設麗容盤（単位MWe，Net）

つづいてきた藩一億KWという しかし一方では︑薦ドイツ︑フ

三ヨ≡一§需ヨ篇︻竃籠竃一︻姦三一葦器譲︻三星﹁妻塗薫蓮毒一一養惹華竃§︸霊薫套毒嚢︻塁藝窯藁≡羅一養葦棄叢叢一毒蓋⁝秦三︻一︻§墨養三一竃一一三嵩巽蚕蓋窪一萎叢一譲藁囲一−

社貧党の石野久興氏が︑食糧︑エ

一薔数十聴聞の痙学と︑実潔をさ

い︑この中で当醐の原子力間題に

ネルギー間題を中心に質疑を行な

検討中で大衆に危憲を及ぼさない

ふれて安全性確保などに政府の耀

からとは考Xていない﹂と

する配慮からで︑従業員の不始末

不慣 験しながら燃えることで進歩する

本通麓糊は﹁あらゆる努力を熈ら

ないと達成は不可鮨と思われるの

炉の運転に従織する壱の安全管理

で長谷川労相が門労働雀でも原子

と考えている﹂と説明した︒ここ

と動燃郭業団薄処

石野氏はこのあ

をしりぞけた︒

成毘歯しはどうかとの問いに︒河

発飽の反騰に紬びつける人が多い
一応分けて考

安全確保で論議展開

れ説

廃灘物処理ができないから原子力

石野氏は︑まず︑代替エネルギ
〜︑

力

理施設でウランテ

篁翻に考えると禦故がでるから︑

簸後に石野氏は﹁安全について

の徹底を撚る﹂と約束した︒

扱っていた従榮員

理を今後十隼間照千ゾを外鷹に依

念には念を入れる欺蓄えか﹂﹁再処

スト申ペレットを

﹁労組

頼するという語があるが籍英か﹂

したという

被曝

間題をとりあけ追求した︒

が人さし指に

隙舞社会党石野氏が質疑
力︑その他の舗問題の解決に努め

はもっと教背を緻難してくれとい

団の酬え方を求めたのに対し︑溝

同癒︑河本逓魚鱗は門爽圃と折衝

全鍵バス、カラーTV、電器、エアーコンディソヨノ廿

このような中心街にあるにもかかわらず、
夜は閑静であり、 人生の三分の一は寝て
過ごす という皆様の大切なお時間を納
得いくまて繭足させることができます。

〆〆クルルーム
ノイ〆ルームA
ノィノルームB
ダブルルー ム

原魔会鋤に限り特溺福引を行ないます。

えをただした︒

ー源としての原子力が六＋琿六千

次いで石野氏

た︒

万KWから四千九百万KWに変っえたい︑と述べ
たが︑問題は地域住属の皮対運動

が各地で趨きていることにある︒

発躍駈︑再処理工場︑廃興物の処

が︑原予力行政で

る︒原子力の鵬愈︑研究上それは

理処分を通じて管理ができないと

何ら問懸はない︒しかし商業炉で

﹁試行論難﹂という醤葉がでてく で︑安金の確保︑国民の理解と協

いか︑ややもすると発職所だけの

安全性の確俣はできないのではな

さを階に羅めた︒

成理窮長は﹁教鞭訊練が必要なこ

中である﹂として購実を認めた︒

っているがどうか﹂と︑動欝難業 とただした︒三木首相は﹁念を入

状にふれて︑﹁潔故が箪薩に農っ

とは承燃しており︑離礁薔には︑

また歩いて5分でションビング街（国際

沖縄県那覇市松山苅ρ閤14の7

い一ビジネス，舌動には叢適であります。

聞

二
猟

・

て作蟻薔の不慣れや経験ボ昆から

軽水炉の管轄状況がよくない現

達賢したいしと述へ見通しの難し

炉では儂むへきだと思うが︑どう

試行謙譲というのは鴬険だ︒商業

闇題になりがちだが︑この点どう
か︑とただした︒

か︑と発解を求めた︒

佐々木撰嘗はは研究段晒︑箋験

ハ

これに対し︑佐々木科学技術庁
旧劇は︑原學炉自体と燃脳サイク

翻ホテル紹介

ホテルタイラ

空港より車で10分（2km）、那覇，巷へは5

側988（68）翻二1

通り）や，中縄鰻大の飲食街に行けますの
て、観光ホテルとしての機能をも蕪ね慷

沖縄海洋博へどうぞ

印》30MWe以上の闇闇炉を二階

1 関騙浜2臓『一二
ll月中旬から運転開始

分（1k帽の位置にあって、地元企業をは
じめ日銀那覇支店や諸金融機関、並びに
大手企鑑の支社・営藁所等がひしめきあ

瀕07亙矯盈紬

昭和50年肇0月30日
新

業
産

子
鈴三四郵便物凹田）

第799号
（5）

聞

熈ーー摺糠

環境影響の定
いこうと計曝しているが︑このよ

論的な研究・調奮をさらにやって

ルギー選択の比較についての方法

に行なわれる門環境に対し原子

とだが︑来無の二目あるいは三月

準備を進めている︒こく最近のこ

﹁原子力発霜露の僑頼性﹂シンポ

ブルックで開かれた亙AEA叢催

ジウムはこの件に関連︑おもに四

量評価研究へ

KW級を対象に長期闘の運転実績

十万から六十万KW︑さらに酉万

の計画を実施するに当たってTご 境に与える影響についての問題は

開発・研究が進められたが︑その

ラブルを除去するための積極的な

められたもので︑初期段階でのト

ウラン資源關発の現状と

／

繍鶴田量︑題⁝

討会﹂に出席してほしい鷺硬望を

力が与える特別な影響に関する検

うな研究はエネルギー生産および

︵選一へSA︑ルクセンブルグ︶ その利用が至境におよぼす結果を

国際応燭システム解析研究醐

へSAは︑国連環境計画周︵UN
他の爽爾可能なオプションと切り

をもつ原子力発馬所を手写にまと
UNEPから受けた︒原子力が耀

社会をとりまく種々な技術的リス

EP︶か︑らの資金援助を求めて 離して箸えてはならないものでも

の協力を摺て︑︷AEAは現在︑ 定灘繊麗することができよう︒こ

計画に対する愛撫も多いが︑これ

ための調製を行なっている︒一

クに対する一般の反応を評価する

さて︑大規模な原子力発電填入

らの闇瞳点は主として次の三点に

によくなってきた︒今日︑原子力

結果︑大型原子炉の稼働率はさら

しぼられる︒すなわち①原子炉禦

方︑︷工ASへは︷AEへおよび
いる︒工へEAもこのUNEあ
Pりと
︑こうした極討を謹じ加盟類

担覇官）

i通産省

一熈
簾︻回原子力平和利用国際会議が一九五五年八月八醗開かれてから今年はちょうど二十周隼
圏︒關発利用の進展とあわせ麺際原子力機関︵一AEA︶が果たす役廻もそれだけ多く︑一望趣
要となってきている︒今園は︑今秋の同機閲総会における畢務四丁報告からIAピAの今徴の方
故発生の危険性︑安竃した電力供

発蹴駈は傭頼できないという些事

題がさらに適切なエネルギー戦略

集をすでに得ている︒INIS第

NDP計画の実行に比べ今年は十 ステムに機械読み型式のアブスト

IAEAでは昨年の十五の主な二
U諮問委員会の勧告に対しこのシ

万がへと三倍も増加した︒そして

への参加を歓迎したQ今春インス は禦実ではない︒

を選ぶこともできるとして︑会議

世界保健機構︵WHO︶の支援の協力して春望のエネルギー技術に

援助計画推進

要請強い技術

っと総濠的な比較を行なえるよう

よって生じる蹴塊影響についても

給看としての原子炉の儒頼性②放
もとに︑現在実用可能な全てのエ

UNDP副画︵中には将来袴望な w描翻問題一憲嚢利用転換やテ

十か国にも及んで五つの大規摸な

ネルギーオプションと将来のエネ

に達しており︑総醒力エネルギー
物質︑とくにプルトニウムの安全

容璽の約六％に胡当したものとな

容腿は十九か盟約六千八百万KW となってくる︒工八EAが何故二 射性廃棄物の処理・処分問題③核

向と課題など主要点をとりあげ︑その概要を紹介する︒

原子力発電計
画で業務強化
り︑IAEAもその任務を粟たす
び協力が必要だ︒巖近では昨隼馨

ロリスト活動から守る描圏︑であ

含むウラン探鉱動画に取り組み︑

っている︒エネルギーの必要性は 結果をもたらすものもある︶等を

今臼︑世界のほとんどの国が認

による会議が開かれ︑海洋投棄︑

と今年五月の二回加盟藷国尊門蒙

際的な対策を得たりまた促進する

原子力産業政策

吉沢）

i東大

エネルギ ー 源 と し て 現 在 最 も 有

効的なもの は 化 石 燃 凝 だ が ︑ に も
に当たって︑これら三つの問題点

一月から全ての獲料に対するこの

ラクトが灘入された︒一九七六年

ようなアブストラクトはINエS

九に増えている︒現状の拡張規換

が継続すると仮定すると︑現在の

技術援助計画は引続き原子力発

技術援助蟹理体制を再検討する必

供はいずれ︑一九四七痒七月に米

配柘される予定だが︑この満報提

電醸入と原子力技術の適用性に対

供に関する運當規定および原則も

済み燃油の取扱いあるいは︑起こ

ウラン精錬時に生じる廃物︑使用

に貧農を賜いた業務内容の強化に
つとめている︒

はこうした理由があるからでもあ
る︒

また支擾しているかは︑ひとつに

羅の核燃料しか使っていないこと

め︑とくに蟹嚢視されている︒だ

も等慮する必要がある︒一麟当た

現況と将来の見通し箸と並行して

る︒これらを反映し︑王AEA主要がある︒IAEAの技術援助提アトムインデックスに配載されて
催の原子力発電計画および実行に

し︑さらに強く要請されてきてい

闘するトレーニングコースのシリ

にできるような原子力施設の設謝
の必要性箸が検討された︒将来問

り得るディコミショニングを容漏

究には必要で︑UNEPにはこの
題として︑麗在大気中に放出され

形での援助と協力がこの調査・研

あるいはコンピューター謝画期の

ンターで調査

地域的燃料セ

が同購に︑現在の熟中性子炉は微

えるのかは ま だ ほ と ん ど 知 ら れ て

り三十炉以下で入手可能な盤界の

によって ど の 程 度 環 境 に 影 響 を 与

おらず︑ こ の た め 許 容 限 度 設 定 な

ウラン資源は約三酉五十万沙に隈

拘らずこの 化 石 燃 料 を 燃 や す こ と

が必要とされている︒

どに必要なさらに一一の調査研究

定され・例えば葭万KWの熱中性
子炉一輪だけでもプルトニウム・

こうした 調 査 研 究 に 関 し 将 来 問

版された原子核科学アブストラク
の第一回國が九月初にカールスル

題にふれる な ら ば ︑ 核 分 裂 が 化 石

趨用されるためには条項等は鍛も

国原子力委戯金によって初めて出
ーズが構成されている︒すでにそ

新しいものでなくてはならない︒

ている放射性核種の郵駅および貯
蔵に関する技術開雛なども諜題と

加盟譜国の大多数が原子力にお

トにとって代わるものとなろう︒

いる︒

計画のための資金援助を嬰講して

国際原子力情報システムの運営

核燃料サイクルに関しより一纒

ーエ原子力研究所で行なわれた︒

の国際協力が要譜されているが︑

なっている︒

いて鹸も興味を示している分野は

リサイクル無しの場合その三十年

このためIAEAは地域鮒核燃料 廃棄物の管理は原子力産業が臨

に関する運要な開発が︑六奪前か

一の代諮エネルギー源であるとい という寿命の身開中に約五千ナの
ウランを使用するため︑競在のウ

らすでに開始されているQ昨年こ

燃料にとっ て 代 わ る 利 用 可 能 な 唯

うことがで き る ︒ 原 子 核 分 裂 は 増

スのサクレー各原子力研究所で行

来琿は米国のアルゴンヌ︑フラン

やはり猿子力技術の下学︑蚕業研

なお︑固体高レベルおよびα線

のシステムに寄せられだ記蟹や条

る適応性である︒アジアにおける

究および水資源開発・研究におけ

をおびた廃嘗物を地質学上安定し

なわれる予定だ︒

た︒参加四十六か国のうち三＋二

項の数は月録五千から六千であっ

般の理解や受

た畷の中に跡藏して処理処分を行

技術援助額の目標が︑一九六六

か国︵開発途上圏も含む︶は特別

勒している安全性の問題および原

なうという方法が徐々に受け入れ

無の二百万メから一九七六蕉には

子力発電に対する

け入れ箸をスムーズに解決するた

られてきているという概念のもと

主として食品照射を対象とした地

範な調査検討を行なっている︒こ

めの量要なカギをにぎっている︒

に︑︷AEAは常任諮問グループ約五百五十万がに増加されるもの

サイクルセンター構想について広

れらセンターのメリットは燃料再

つまり放射性物質を環境に放出し

を設置し関済する認問題の検討を

ラン資源羅でわずかに七百塁の熱

処理センター︑廃藁物処理︒処分

たり︑その処理処分を地中哩設や

中性子炉をフィードできるだけと
いう計算になる︒今年度巾には動

センターや原子力発電所箸を一つ

海洋投棄によって済ませるといっ

給に対応するため化石燃料を引き

原子力による設備容鍵六懸KW︑ 力炉の数が二百周目到達︑このた

継がなくて は な ら ず ︑ 十 焦 後 に は

め︑増殖概念︵蕩速又は熱巾性子
のサイトにパックにして設召する

加しつつあ る 世 界 の エ ネ ル ギ ー 供

あるいはその階点にでの世界の贈

という点にある︒加盟諸国による

域的共同プロシェクトも耀えられ

繕殖炉︶が謙入されない隈り︑核

な国家情報サービスの提供のため
と懸われる︒UNDPの資金はこ

分裂エネルギー期闇がそう長くは

の五葦闇のうちに首万麟から三百

を供給できるものと期待されてい

白めている︒

力エネルギ ー 設 備 容 騰 の 約 二 Q ％

た闇題は︑入念な國際酌計画およ

に面罵される王N工Sのデータ収 ているが︑こうした計画推進で国

特定確報の提供︑騨門家の派遣・

ためにも︑加盟譜園およびWHO

放射線障害と放射線管理

第1田 第2日 第3日 第4艮 第5日

（但しテキスト、昼食代、見学会は宿泊、
飲食代、視察バス二等集合から解散までの
一切を含む）

続くものでないということも明白

やFAOの協力が羅非とも必要で

が必要であるということを理解で

アイソトープ。放射線利

都申）

i東大

都甲）

i廓大

参加費＝〈講義＞55，000円〈見学会＞15，000円

る︒現在︑設躍された原子力発蹴

核兵器を保有していない國に対
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際安全保瞳描羅は薩業に棄する負

のではないかといった疑感感さえ

pの現状

小林）

椏
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ろう︒また︑このアプローチは︑

ある︒この闇題は一九七〇奪以来

ンポーネント︑材料や技術的ノー

保留になっているが︑結粟として

トや技術的ノーハウ等を完全な核

偏である︒非核兵器保有国のうち

からである︒核爽験禁止の績極的 ずるには︑国際的規劉の設立が歯

し︑それらを生産しないよう要講

な促瀧は非核兵器拡散を支持する

世界全体が食糧不還購代に隠面し

握でないということを誕明できる
ウムの分離・貯蔵施設に対し適用

ある国は︑この会議に対しざ折感

有効的な鍵盤保障擶睡がプルトニ

することを保証し︑危険な核物質

者に対しはげましとなり︑また核

や原子力オプションをあきらめる

ハウの商業ベースの競争や流通が

が認驚されてない者の手に渡ると

兵学防のためには絶対必要である

燃料サイクル保障描躍なしに醸入

もたらすことになるQIAEA描
保躍制度を技術檎報やノーハウの

することができるといった結果を

交換に当てはめるといった手段を

いった危険度を減少させるだろ

う︒NPT再検討会議はこの概念国と主張している議論を弱める︒

一⁝

ワ

11／20（木）

i原聡

見学会：11月14日（金）中部電力・浜岡発電所

力

原
保障措置に関する事務総長コメント

障描醗が一九六一奪に初めて日本

いるものと確信するQ

とることは︑正しい方向に進んで

霞由に行なえることになる︒優障

にも必要である︒しかし︑これら

における小規模研究炉に対し適用

エクラン ド 禦 務 総 長 は と く に 傑
の勧告はこれ以上掘り下げた物の

されて以来長い月日が経過した

きるであろう︒

IAEAの研究・アイソトープ

もっており︑同時に完全な核実験
禁止協定および核兵器縮少交渉の

これらの問題に対する再検討会
議で得た結論は︑商業ベースにお

の健全性を理解し︑それら原子力
関係施設の経済上および安全上の

が︑現存するギャップを︑NPT 核燃料サイクルサービスによっ

た時︑この食品照射の一糎の開発

障搭齪聞題に関し同報告の中で︑
冤方をしないため︑さらに検討を

当会議では長賠的な政治解決を要

など一AEA内部の対応策とあわ要する問題が残るQしたがって︑

する顎態はまぬがれないとみてい

自動式チータ処理システムの採用

つかのコメントを述べている︒以

せ︑いわゆる﹁外﹂に譲ったいく

が︑そのまず第一は︑核融台開発

部では広麗な研究を進めている
核爆発の平和利用が︑原子力ジ

の陰膳と配布計醐の開始であり︑

に必要な厘子力および分子データ

成立を期待している︒

レンマのシンボルとなった︒将

ける原子力発電およびその開発の

来︑この技術採屠によって生じる

メリットに注冒しており︑さらに

IAEAのイニシアチブを歓迎し
早娚実用化以外に代替するものは
現在の政倫情勢に沿った︑今日

たりNPTに関係している全てのないと霊着していることだ︒
機関に対しこの研究および検討に

ダイナミックデータの後髪的な編

国際管理下に

能であるQこのジレンマに対する

核爆発実験も

全ての活動に適用を

私が思うに︑IAEAの保障措

る︒

の原子力霜動に適期されるべきで

麗制度は罪核保有國における全て

◇

下はその概要である︒

原子力機器や核物質のメーカ⁝

検討会議の中で響られた︒私の念

実現感能な方法や手段がNPT再利滋はどの国にももちろん利矯可

原子力閥発と環境問題

i原研

原子力全般に関する質疑

日本原子力産業会議・業務課

申込先

がそれら贔物を供給し納める時点

協力するよう主張した︒これは核

原子力施設の安全対策

中村）

林）

i源研

岩越）

]経験

場：科学技術館6階第3会議室

会

その他アクチニドの全てのサーモ
量器不拡散をもたらすだけでなく

の受理または完金な核燃料サイク

て生じる経済上や技術上の利益と

発容羅の拡張と互に関弔しすぎた

た︒環境に対する放射線および放

集も年内完了をメドに始められ

では罪放趨性汚染物に関する研究

が行なわわている︒

核燃料サイクル概舗

日：昭和50黛11月17日（月）〜21日（金）

期

において受け入れる国が一AEAあるQこれまでわれわれは︑核爆

解決策の一つは︑すべての核爆発

が定める便垂目躍の茎準に沿って

願は︑次回の再検討会議で世界に
ル傑隊描躍の必要条件の受理を毒

安全性や物理鮒保安対策にもつな

傾向がある︒原子力発醒所︑小規

は別に︑触盟国の国懲原子力関係

その受け入れ体制に万全を期して

射能の影響や非放眠性廃棄物の環

施設あるいは国際ベースで運営さ

実験を国際制度の管理のもとに躍

して︑縮めなくてはならない︒す

対しより安全な対策や方針を打ち
模で非経済的な再処理工場︑濃縮

がるものである︒

いない隈り︑完金に満足できる保

れている静劇が国際安全保障に審

境に対する影響についても研究
与することができる︒もちろんこ

くことである︒ぞうすれば核実験

なわち︑われわれは非核保有国に

全高禁止が鍵施され︑すべての国

おける効渠的な保隔楢躍の完全な

兵器拡散やそれに関連する問題に

工場や各穏の研究炉等の建設が増

出すことであり︑それまでに非核
えるにつれ恐怖を与える可能牲も

すべての国が関心を示している

騨描躍制慶の実施は得られないと

核兵器拡散除去の努力の一環とし

思う︒この傑障搭躍捌度確立に関

て︑核暴器保有国が特に麗要な増

むことである︒

中︒モナコ国際海洋放射能研究所

の統舎されたアプローチは︑プル

れらの国は霊輸出薔であり︑国

幅を担っている︒なぜならば︑そ

において適罵されることが可能に

適用を得るために努力しなくては

で個汝発電所の数を減少させるだ

トニウムが利用司能となった時点

って対策を練るなど閣題に取り纏
ならない︒この厳しい法則制度の

ついて核兵器保膏糊精が中心にな

連する王AEA再極討金議での輸それだけ増えるが︑もし核爆発容

下で︑原子力発電所の炉およびコ

なろう︒

騒がさらに繕撤するとしたら︑核

11／19（水）

i動燃

撫当官）

原生力行政の現状（原子力局

Il／21（金）

各国の原チ力開発情勢

原予白鞘服概i論
i罵巾研 竹越）

原子力発聡所の建設と運

1王／18（火）

武中）

武井）

ﾛ題
i動燃

エネルギー需給と三子力

ｭ送
iエネ研

高野）

i横浜園大

＿

翻｝休憩

器｝殿

93。

時間

原チ力盤緯距講

11／17（月）

原r力の安全対策、環境問題を中心に、原盤力の基礎から開発の現状や問題点さら
には将来の展望にわたる総合知識を短期間で修得できるセミナーのご案内

講義時間内容

＝

レ￠7

ーミ

峯囎1糖

擬…

出上の必要条件における勧告は︑

、

NPT統治に成果をもたらすため物質︑原子騨およびコンポーネン
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