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ウラン 濃縮に霧法雛駄

同セッションでは︑慶ニューサ

れば﹂と語っているQ

レーザー法との競合示唆
葱吉屋大学プラズマ研究駈擾の隅山一男教授は︑第十二圓二本アイソトープ会議二田臼の二十七日
同教擾ら葱大グループの独霞のアイデアに基くシートプラズマを利用した新しい同僚体分離法を初め
ウスウェールズ大学の岡本和人教

される玉子遷移による髪冠趨利用

授もわが国独自の万法として注閣

て撮嘱︑州レーザー法と竸臼してウランを縷繕できる司能性がある﹈と報閉して自国を集めだ︒岡金

に難田光一理研説任研究貫︑田申郁三東工大教授らレーザーや光化学反慮研究の権威がレーザー同書

プレートを舞い背面から肥薩衡期

れない﹂と述べた︒

な条件が整えば司能性は蕾類しき

は不可能に近い︒だだ今後紅裏酌

﹁励超の確率が低いので現段階で

ン凝縮実用化箆通しについては︑

の同位体分離について報簿︑ウラ

識﹁光化学反憾を利薦する岡位体の分離﹂セッションで明らかにしたもので︑同セッションではほか

体分離を申心に理回国弼能性について滋発な討議を行つだ︒

のコイルでできる一様で草行な磁
して表面蝿離させる技術を開発し

名大グループはすでにセシウム

ン濃縮法は①プラズマの生成に大
場内にウラン付篇と隅周波郎加を
ているほか︑やの†粟オーダーの

千個のコイルを放射状に配置︑こ

醗力を必要とする②ウランの処理
兼ねる二枚の平行醗極を二十四個
シートプラズマの物性譜握を終え

これ豪でプラズマを用いるウラ

徽が少ない︑などの限審要鷹が纏

ている◎間題は①ウランの表薩鱈

門今後︑大学などでの強力な同

が蕩えられている︒つ謹り︑円篇

金円周万向に放附状に備える構戒

ッションを総註した座擾の山串千

位体分離研究の推認が必要﹂とセ

た︒窩山教授らの万法はこうした

†二本程度のシートプラズマをつ

離がう窪くいくかどうか②十の

えられ︑盃定的な兇万が強かっ

巾心部でプラズマをつくりΨ行磁

代衛阪大教授は︑わが国独自のア

場に融って拡散するシートプラズ

くりいかにして処理羅を増すか︑

繍腿を打破して新たな展塑を開く

マのうちウラン麟イオンだけを捕

もので︑カスプ磁鵜でプラズマの
離みが極少になるシート状のプラ

イデアになるプラズマ法や電芋遷
移核励趨法の今後に大いに期待し

にあるという︒高山教授は﹁ウラ
ン濃縮を騨門に研究するグループ

たいと語つだ︒

捉しようというアイデア︒原料の
ウランは円筒端闘におく◎一㏄滋

が今後この研究を引き継いでくれ

ズマをつくり高周波灘鵬を磁堀と
薩角な万向に加え︑このときイオ
たり蹉・六×十の十二手盛のプラ

ｴ産検討委作業大詰めへ

﹁開発規模﹂近く結論

ンサイクロトロン振動に共陽する

ラン鰯はこのうちO・七％︶が処

ズマ密度で最大一一千八欝♂鰯︵ウ

ン蹴イオンとを選択酌にとり出す
理できる︒この方法だとエネルギ

ウラン鷹イオンと共囁しないウラ

ガ式︒

ー効黙はレーザー法と岡様に十K

eV遠出となり︑経済附に競合し 昭和六十五琿までの原子力開発一本原予力塵業会議の原子力発罐開

装蹟概念の一例として︑慮径一
聾︑畏さ一摺の多孔懸円簡の全円
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﹁洲内武雄氏逝去

懇を開き︑地元への蟹講騰期︑方

繰り広げた︒デモは︑門むつ﹂受

漿紬︑大がかりな海上抗議デモを

八田︑佐世保湾内に漁船四百隻を

げた︒同墜漁運では︑整然とやれ

合鋤約千六百人が参加︑気勢をあ

で︑卑湿︑壱級︑対畠など歌仙組

約三藤五十億円という︒

次ぐ水産県で無爵の漁獲水揚賜は

場で十五田停後一蒔から葬儀・同

鐸により︑東熱・魑区の垂尾目星

︸

河内民は大正十五鋸名吉璽二等⁝
ぢ
工纂機械謹話後︑東邦鱈力に入り⁝

岡社技術醗爾顧問から動燃麟業國

今回の消磁はこの緯上り分六酉

ているQ

千八颪八十億円へと大脳に上昇し

当初予測の一千二酉懸円から︑一

禽む安全対簾の強化などにより︑

ATR50年度拠
出37億円決める
羅力業界
羅力十一社はこのほど︑主力姫
・核燃料開驚謡扇暇が開発を進め

るため海外三遠にふみ切ったもの・

八十億円の建設資金の一部にあて

出資額は五十年船止型転逸購闘発

十年度の開発蟹分損金︑約三十七

芳がを借り入れ︑主に米国からの

ズ・ハノーバー銀行から㎝千八十

八十万が︑マニュファクチャラ毛

い分にあてる︒

輸入機羅︑燃料賢などのドル支払

を求

ルパワーは一月上旬の華定︒

に取り藩える工禦も行なった︒フ

ているのが発莞され︑新しいもの

ドのステンレス製︶ににじみが出

蟹︵醐径八穆︑長さ十讐︑駆さ八

目窪炉浄化賛嘆箇についている枝

鰻掴爽脳した液体漫遇撫脇試験で

などの点検整備を行なっていた︒

ーどン発日機付属漿躍︑虫目配蟹

気供給復水系︑ポンプ・弁類︑タ

冷二重をふさぐ工額にあわせ︑蒸

原子炉を陣止し・炉内翫裟露量の

鵬を防ぐため︑さる十月申旬より

が︑燃料チャンネルボックスの掘

したのち鼠運転を行なっていだ

た︒同炉は昨年六月二十日に臨臥

二臼年鑑一階半試羅転を再聡した

炉︵BWR︑五＋四万KW︶は︑

五部心力浜岡原畢力発聡駈一三

⁝
籠撹五十五偬円の三分の二に当た

現在﹁ふげん﹂の建設費予定総

る通力卿負担分︒

額は︑インフレによる資柑の商騰
や安全性確傑に係わる付属装腰機
器設躍などのため︑計薩がスター
トした薦±嵩年嶺階の箆穂り額約
三颪八十憂欝から約六曜八十五憾
円へとバネあがっている︒門富蔑
折半負担しの方針は﹁ふげん﹂が

に入る籔十一叢叢康で続けられる

来卑七月に臨界したのち︑試運転

一方︑二千億ともヨ千億ともい

原則だ︒

われる高速増魑期﹁もんじゅ﹂の
研究開発費霧雪について︑醗力業

白紙還元

界は昨年の躍力社長会で確諏した
民闘拠出基雛の

める方針を再確認した︒

建設費高騰で外
資74億円借入れ
商量東海四二原発

颪が︵約七十

原子力婁

懸樋力委員会は二日︑串請のあ

躍変更を誌め︑総理大臣に箸晦し

︵BWR︑四＋六W︶の原子炉設
油鷹機に端を発した潴物価の高騰

八×八型にするなどの変璽σ

た︒従来の七×七型燃料集倉体を

った中国磁力漏根原子力発電駈

環境放射線盤の低減のための一部

照僻円︶を懸り受ける契約に調印

殴憂虞更︑放射窪灘棄対策発熱を

しだ︒間発露爾の難設鷲薦は︑石

四圏六十七万九千一

るため米園の二銀行から総額二千

KW︶の建設資金の一部に充当す

艮︶はこのほど︑嬉設中の策海第 島根原発の設
一隙子力発露所︵BWR︑繭十万
置変更を認可

日本原子力発電︵白沢蹟一郎祉

浜岡一号炉が
試運転再開

予算約筥菰十二億円のうち︑罠冬

億円の拠嵐を正践に決めた︒この

気出力十六万覧千KW︶の脇秘五 で︑米国花稲入銀行から一壬二百・

ている新型転鎚騨﹁ふげん﹂︵鰍

⁝

門の窓的窪だ・た・困＋七生

役副社長を務めるなど火力発露部⁝

師長に就任︑以後火力部畏︑取締

経て昭和二十六蕉巾部電力火力技

鷺

国譲

中部共岡火力発臆︑日本発送罐を

誌

河内武雄氏︵動力炉・捗燃紺開
︸

︑

発事業団翻理覇畏︑巾部聴力技術
顧問︶は︑肝臓ガンのため二田午

議︒

後一階五十五分︑名古屋甫の中部
労災病院で死宏した︒七十

醗理三山に就任︒五十銀十一月勲
二階から三碍まで告別式が︑それ

騨醸は︑中部電力社聾により各
古屋箭千種区の覚薫山日黍寺で十

この煽含︑地元惰勢なども考凝し

法などを淡めるものとみられる︒

たことや︑効渠的にアピールでき

︵としお︶氏︒

ぞれ行なわれるQ喪驚は畏第餅雄 二箸瑞蜜灘受躍︒

ら三時まで告別式が︑動燃二業司

三臼午後一片から騨機︑岡二階か

をメドに結論を豪とめる予定であ
る︒

立地︑唯一︑軽水炉の三遍婁員
会などでの検討紬果から︑これ豪
でに①将來の原子力発鱈の経済性
⑫軽水炉の稼働率商上⑬ウラン資
源開雛︑などに大筋の冤噂しが得

しかし︑計画を円溺に酒壷する

られている︒

には放射性廃翼物対策︑資金問題
をはじめ原子力行政の確立︑關発

欝認可手続きとパブリックアク

雄進上の政府と民国の分撫問題︑

セプタンスの両薩からのりードタ

めの諸施策実施の必饗性も強く指

イム短縮の聞題などを解決するた

圃委農桑では︑こうした笹子力

摘されている︒

開発上の諸制約蟹薩を園標計画に
フィードバックさせ︑その夢現性
を検酎する作業の型置段階に入っ
ており︑十二月巾旬に鍛終会合を

鑑服として提出する予定だ︒

聞き︑検酎結累をとりまとめ︑報
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動員する構え︒長崎県はお海通に
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安全で環境に調和した原子力発電所

それは乗芝のモットーです

醗沸騰水難原子力発電設備一式（原子炉、核燃料、タービン、発電機）

彌謹識量原子力登電プラント藁菰「

爽脇氏は慰兇交換の場でも︑こ

うした行政システムが確立されれ
だ︑とその改鐘堂添唆した︒一方

氏︵瞬塞メジフィジツクス︶は︑

ない︑と握嘔した︒また葉杖正昭

放磁性核纒と蹉藁罷の生協に関

J・L・マッケオン浅︵※ゼネラ して︑四方英治︵原研︶は︑原子炉
ル・エレクトリック︶は︑海外福

の間遮にふれ︑﹁JIS化を遥めば現在の︵形態での︶取扱主任暫
はいらなくなる﹂と問題を提起し

第士一圓﹁綴本アイソトープ︵RI︶会議﹂は︑放溺線・RIの今後の開発利用に多くの示
ることによって勤気などを醗産で

商藁囲生産︑供給上の問題を撮

の特遷を紹介しつつ︑医用R王の

で照議したUO2からMo99サ
をイ分
クロトロンで生藍されるR工

唆と議題を残してこのほど羅を閉じた︒だが︑そこで提嶋された四丁の解決︑示された可能性

二にR王を供給してきた爽緬と経 離する方法を紹介︒原研では鍛穴

窒機の運航スケジュールなどの問

瀧たすには謬論設備に莫大な投畷

題と大工ないとし︑RI輸送の法 その不足も核分裂生成物Mo99で
野の研究轡の協力にあわせて︑核

隼襲爵産騒千キュリーを囲標にし

た︒

鋼が何らかの改蕾を訴えたが︑欝

的規制は※國でも︑家た圃際的に

験から︑国際市鵬への供給問題は

きるようになれば経済効果もあが
．るたろう︒しかしそのためにはメ

木驚央氏︵大昭和エンジニアリン

を必覆とする︒羅臼学でのMo99
同關発研究を必要とするほか︑五

放射線機羅飯扱い上の隅隅︑手

の遍究をこの会職を通じて杷握された実態に則恥してどのように凹め︑健全なRI利用の通を

提だ︒この技術結石を得るために

グ︶は︑﹁放射線源がそこにある

も厳しくなりつつあるが︑蹉療用

開いて行くかはこれからの問題である︒今回は︑セッションー︵世界のR王利島開発政簾︶を

は安金性試験などが不可欠だが︑

RIの輸送に不必要な規制描認が の繕来性を考えるならば環時点で

て︑線源のり⁝ス︑圓収を行なっ

農林産物害虫
の放射線防除
梅蹟糞藁座擾︵食品総合研︶

窃田忠定書︵中部蟹材︶が実験
結累をもとに木材轡虫の放弱線に

った総台的な対策を講じねばなら

田氏は︑﹁注鮒バリなどの鍵悩と
同横に︑すぐ漸騰に適絹しょうと
するものではない︒輸入木材は通
常三十臼闇の水面処理が必要だが
輸入後ただちに便用する場盆など
はメリットが大きい﹂と笹えた︒

■

照射食品
松出晃控目︵理研︶

の健全性

蘭・壌

エネルギー分敬蛍光X線分祈︑

ウ分祈︑ガスクロマトグラフィー

翼窒誓雄氏︵大放鮒︶が︑イオ

︵日本分析センター︶

浜漏博座喪

へのR一利用

環境汚染調査

▼

．データの擁護を示唆した︒

製遮1一利用ーー廃棄の流れに沿 と述べた︒

二に則した法的規制が墾まれる︑

医学測定器メーカーとの協力や共

分野での利用を逸めるには︑各分

新しい研究開発の結興を試験する

な規制が必要になるといった傾向

というだけで︑︵不必要に︶繁雑

とられないような方籏を灘じてい

のJτS化もなったと述べ︑安全 とち五無ごとに冤題すべきた﹂と

てはどうか◎このシステムが確立

離する感受性について薯縦︑不妊
化︑羽化阻止︑殺虫効興からみれ

キュリーを超えるのは鱒闇の闇題

ず︑より安全な売血の關携利閑に

法規制と実麗的な危険性が一致せ

関については国としてち考えても

堀がない︒こうした安全盤鼠験機

く必蟹があると摺宣した︒

ているがMo99の鰯蟹が法馬二千
摘︒サイクロトロンRIの核医学

続問題については︑パネリスト全

対する愈欲も阻外されている︑と

を避けるだめには︑線源をもっと

国内供給の無口の法規︑晴間︑航

ーカーが技術纂躍に従うことが前

紹介しだ萌唇にひきつづき︑各セッションの概要を特博した︒

﹁放射線機器の醐発・利用・市場性﹂

掴摘︑閣際標類化機構が謝卜しよ

よく封じ込めることも脅えるべき

一方︑憲川一男氏︵新日鉄︶は

らいたい﹂と要求した︒

やすいものにするためにも︸穆す

性が確認されたRI装備機器は形 提璽︑また︑﹁工場での安全露理

く︑ガスクロマトグラフなどは法

すれば︑轟轟晴の問題たけでな

主任蕎制睡にからめて蕪描機器

べきだろう一と示唆しだ︒

は工騰憂が簸妊をもっている︒放

．蒋

うとしている國際駆躍などをわが

鉄鋼築におけるRI機驕利用を例 だ︒線源は拡大する方向にあるが

即く愛しい機器以外にはないので

の廃疑時の問題がフロアーから提

二線機器籠用上の自著もその系統

ば︑放射線による木材の殺虫処理

リーとされており︑治療をうけて

8⊥の医学利用を例に︑利用サ 基準は︑一機関から隼聞一キュ

うえで︑規制を極力ゆるくする錦

える可能性があるかを見きわめた

もどった場禽どの程慶の膨羅を与

あるので︑これが盗態系で人体に

規翻が厳しすぎるところに問題が

磯終処分の問題なども考慮すると

として︑低レベル処埋済廃斑物の

対処しきれない段階に給している

増加は︑処理機関の努力だけでは

懸が増要している1備は六十臼と 物も受託処理している原研の町田
り
忠司氏は︑空要処理裟躍の能力を
幽く︑廃動物処理上端懸だとして

た︒また︑斎藤宏氏︵名大︶は︑

これらの灘務を担課する公共的機

弱いガンマ線しか巖さない1衛の 紹介︑近年の廃華物の購朗︑蟹的

1捌は半減期八臼だが︑鍛近鑓層

関の設立が必要だ︑と強調した︒

研の実偶を訴え︑外部機関の廃棄

点の増設に頼るほかない︑と照門

ト60線源をもつ照射施毅を木材輔 として認められることで︑食品医

材申心部豊麗十二謎ラドのコバル

津圏栄一氏︵三面璽機︶は︑木

べた︒

て善及する珂能性は大きい︑と述

く上園るが︑将来︑殺虫手段とし

二階聞で騒的が選成され︑くん語

は︑従来のくん葎消騒法に比して

放躬線を利用した密虫殺虫の方法

楯谷昭宍氏︵横浜櫨物防擾所︶は

は牛︑豚︑鶏湾が放財縷殺菌食品

た︒現在来國がとり組んでいるの

蟹だとして六八年以降廃北され

かわって睦照がこの研究激発に力

七〇年代には来園原峯力婁面会に

の食品照覇の歴史︑麗状を紹介︑

ティック開発センター︶は︑来圃

レーサー︑アクチバプル︒トレー

している︑として︑環境放射幌ト

社食的な制約からその応粥が低下

どの精擾を持ってはいるが︑近鋸

れる︑測定糖度の推郷も簡鎌︑な

ーサーの騰に応じた計数率が郷ら

介︑あわせて今後の縢題を握示し

をそれぞれの研究室累に醐して紹

E・S・ジョセブソン威︵米ナ 放射化分析利用の進展︑硯状など

いる慰蕎の撲稀物はこの蟹隈から

嚢があろう︑と提鍛した︒山口千

三品局と腿獅雀を説飛するに足る

サー︑放射性トレーサーの手順を

廃棄問題が焦点に
規制に減衰概念の導入を

て解樋︑ガンマ線照射施設の建殴

聾の残留という問題もない︑とし

粉への照射が石鹸されている︒し

は罵馨︑六四隼には小藩と小変

布疑いでいるが︑一九六三駕に

ーは原子レベルまで遍跡できる︒

︵束大︶が概説︒放射性トレーサ

ーサー利用に閲しては佐藤乙丸氏

環境湾染の調薇や籔理へのトレ

磯はくん蒸処理施設のそれを大き

検出感度が趨い︒環塊が変化して

も識別できる︒測定が容厨でトレ

かし六三銀に斜められたベーコン
への利用はより騨細なデータが必

一方︑池田良難氏︵衛生試験

後︑短調命核擁の縫用が増加する

遼という面に影懸が出てくる︒今

はどっか﹂と慰問したのに対し灘

源確保の面からもX線を蔽うこと

糊毅が五十ぐらい必婆になる︒線

入木材全羅を消化するには同説模

れるものだ︑として︑ネガティブ

ガティブなデータこよって支えら

や危険性のそれぞれについてのネ

いが︑安置鑑はそれが塔える膨響

強調された︒

統的研究計画と選局体制づくりが

期待されるとして︑このための系

肥二

【

懸

ほしい安全試験の場
線源の回収で 公社 案も
團の法雛系にくみ入れる努力が必
要だと霊張した︒

羅の製遺販斑にあたり︑安金性に

し︑一般縫にみて利用を阻轡して

はないか︸と述べだ後︑

任暫なしにRτ機羅を使用できな 究所︶は︑メ！カ！はRI綾備機 状懸にある︒大纒な利雨拡大は︑

を選ぶ領向が強く︑とくに取扱霊

細心の配態をしているが︑このた

いるのは法雛だと思う︒陣蜜防止

RIを線源とする測定機羅︑分 胴が荷利であっても他の代薔方武

方法がない堀合に利用される︒こ

析機器は放 鮒 線 を 慮 用 す る 以 外 に

いことがこの離開に措職をかけて

めには確かな技術藁躍が必襲であ

解決して︑RI機器をもっと使い

のため刷つ一つの機器が異った仕
いる︒加藤正議座擾︵慶大︶は放

る︑として︑透過型ベータ線摩さ

明賃は﹁公社形態の機関を作っ

趨されたが︑これに関遮して穴野

届出︑解削︑重任薯などの問題を

様によって製憂きれるものが多く

の概説に加えて︑この点を掴摘︑

四線応用機器の利用状況とすう勢

惣な科学技術関係の法徳は少なく

法は十八銀を経ているが︑逸歩の

にあげ︑この分野での利用は飽和

コスト高になるばかりでなく︑放

これらをもとに陛さ謝の線源容器

醗の安金性確翻実験の結果を紹介

図ることが璽豪しいが︑これが新

式承翻二巴を灘入して利用瞥及を

の対療からはずす可態性もでてく

には︑十〜三十謎ラド程度の照酎

イクルの各段階での闇題点の摘出

除かれているが︑臼本では慰者の

R工協会の膚畑氏も︑書協禽が行 入港摩壁などに設躍︑夜問無人運

健全性デ⁝タの収錐︑実験が続け

ふんで爽験することが盟ましいと

が適当︑とのメドを示した︒また

とそれへの対継を舐みたこのパネ

擁泄物も含まれている︑など彼我

転などにより︑琿闇六十万立方綴

られている︒放鮒線で殺菌した牛

艶語︒川上泰氏︵原研︶︑堀口泰

所︶は︑枇興的な研究影面や撃壌

の湧出による環境汚染︑地下永汲

廃坑になった鉱山からの葎密物質

放医研の五月尚登高は︑饅近施

ことを灘託すれば︑爽構に即した

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

翼鵬鉄柱厩︵日本無線医理学研

鮒性安全検董など他の醗器には冤

い機器やシステムの開発などを中

安全な利嗣と帯堀性の問題︑劃し

密耕線源の簑全性に関して大野

に縮み入れ︑規欄は労働募準監麟

﹁しか

の質担となる︒一方︑利爾蓄側は

られない手 醗 と 兄 君 が メ ー カ ー 斜

平氏︵日本雛条︶は︑取締りに係
しい研究閣罷や新分野への利用を

る﹂と述べた︒

心に利用轡側︑メーカー側の愈兇

わる現行法規では窟封線源の定畿

て行なえるようにならないか︒こ

所が科技庁の協力を得て一本化し

ル酎論は︑平松博氏︵圏出懸科薬

里氏︵醐エネルギー物理研︶は両

なっている放射性廃贋物の一続藥

︵ご千立方摺／臼︶の輸入木材を

現在まで放射線照射に婦面する悪

肉を使って動物契験しているが︑

を例にひきながら照射食贔の健全

えているが︑B本の堀金は︑数パ 減ずることができると述べ︑圃体

設関係の大型廃編物が出てくるよ

遡搬が行なえるような配慮が必要

しか、し、晶1rゴ流体には余i2適さなか、一）た．

法的にも社 会 的 に も や っ か い な R

が明確でなく︑核種による危険性
ならない︑と強調した︒

璽欝しないような留悪を欠いては

科大︶を座職に︑廃粟︑囎送︑放

の相違を撮摘︒米国の規制は簸近

氏の発轡もふまえて︑陣密防止法

荷叢務の状況を紹介︑廃棄物の内

その経済性を禽めてレビューし

連続照射殺虫する設計試案を紹介

現在適用されている規制は︑R1 り爾いが︑現行の木材流通回路の

氏︵ダイナボット・RI研︶が︑ れ︑くん蒸処理コストに比べかな

性について︑これ京での遡落選性

廃爽物についても︑単減期の擾短

また処分の発涌しもないまま︑圏

うになったが︑解依醗備もなく︑

とぎわれていました。

︷利溺を敬還し︑麗らかにRL利 を求め︑罰論を凹めた︒

の差異も弩懸されていないため︑

射性核極などの生塵︑の三つのサ

では安金性と大衆の係護を守るこ

容の多様化と発生蝦の富加などに
思が廃翼時に

た︒

ブ・テーマごとに発蓑と酎論が行

には放射細物麗の減饗という概念

より先荷芝垣の実旛が困難に蹟面

﹁飛一の生慶・供姶・廃棄上の繰題と対策﹂

なわれたが︑1・D︒スミス氏 とと厨横に︑その結渠が技術的な

の燈

が土入されていないため︑その物

愈する傾同がみられる︑と結ん

購寅上ゼロ

︵ダィナボット・R1研︶が米圏逸墾を妨げることがないように翻
における規制状況を紹介するなど

︵農林土木試験堀︶がそれぞれの

裕氏︵都立RI研︶︑木轡璽彦氏

液体︑気体はある定められた迅雲

短縮︑自動化組み入れの可能性な

どを明らかにした︒

以下で銀塊への放出が許されてい

どから︑トータル・システムとし

による河川汚濁など︑への適網が

みあげによる地盤降下︑工高離水

ットコストは五齎八十円と懸盤さ

た︒このプラントの十福間のユニー影響は痛く現われていないことな

の除染に要した洗条液の処分が闇

性匿薬舗に限ったものではない︒

翰送金般を対象としており︑軍扇

の研究からは人闇への安金性に不

輸送問題については︑禽田邦夫

している爽欄を説罪した︒

題だと揖擬した金子騒生干︵浜松

上闘題にならない麗でも︑これを

医大︶は︑R工投与團後の尿のよ るのに圃体廃棄物についてほ謬論

ては利点があるとされた︒この試

て敢扱わなくてはならない︒家た

を示していても放射性廃男物とし

概説︑その実際を紹介したが︑来

工利周にかかわる規制のしくみを

うな萬濃度汚染麗液は防腐翔を加

このため出講期の短かいものや鷹

安をもたらすような結果はでてな

慰者からの撲泄物やその汚染物

だ︒

麗では放射性医藁品を使う病院の

認めないというのは鏡行法の矛題

璽について梅田座畏が﹁現在の輸

スミス氏は︑来囮での賑獲用R

海外の動向にも輿をむけた︒

旗査室においては︑その使用が窒

えて促箇︑半減期も警慮すること

曳網としての繁急性︑規剃酌な配

によって区分けして傑讐すれば△口

またRートレーサーの技術は︑

難中の放射性物質の濃度を縄める

によって全体のR工湾染廃液騒を であろう︑と撮陣しだ︒

トレーサー測周例を紹介したσ

ようなことはまず趨こらないと響

ーセントは気化するものとみなし

理醜な処理が可能だ︑と添唆し

が簡単で、操聡し易く、理想的なハルフ

︑み

︑︑㌦部

鴇︑

︑
誤
︐い
の♂
以

〜

も

ち

︑

藁

ている︒まだ︑米国では下水滋を

御ができるので〜｝、、ボールバルブは構這

聞

業

叢

﹂

キ
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通じて処理する液状廃灘物の廃棄

パルフの心臓なのでず。（これか、

質課訟かなされております。

それを、61kg／cm腰と二し、うr、毒1｛二で、

（7）です，、

力

︑︑

ち

−㌧

901藁回転する蔑に、流体のON−OFF制

しかも、望月需用ハルフに作り上虚げ、杢

取り撮して兄れは、欝の褒哲もない孔の
明いた全禍のノK一ルですが、この本一ル

気庄シリンダによる自動操作を先成しま
した。原チカ発電所のバルブ耐1王部につ
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¶放射線管理の爽態と問題点﹂

主任者制度検討の声
強い型式承認制への期待

げた︒

㌔

装踵自体が適切に作られているな

があがれば︑安全確保も徹底しや

傾向がみられるが︑全体のレベル

暫全体のレベルアップを指向する

近矩・属閥企業を申心に作藁幽幽

雑饒驚黙黙罐讐

債窪々爽氏︵放医研︶は︑RI

どの物理的要件②取扱い孚法が適

を蜜全に扱うためには︑G︾徳殴︑

切であるなどの人的饗件③放射線

●朝
公害対策とR一

うこともある︑などと説明︒これ

トが効く可能性はある︒しかし︑︸

ればなるまい﹂と筈えた︒

出題を含めて総覧麟に検酎しなけ

性だけでなく︑放射線防謹などの

に対しフロアーから﹁PCBの分それらの比較にあたっては︑経濟〜
解に関し︑紫外線分析とコバルト

ﾆ射を検討した糖果では︑饒警

一方︑放射線の間接利用︑すな

はランニング・コストがかなり縄
くっく︑分析工程そのものでは後

わち公選を処理する物質について

田畑米穂座畏︵東大︶

の放射線幽閑薗については︑罵松

換膜や凝簗沈澱剤などの製造に放

茂遵氏︵原研︶がふれ︑イオン交

公審の処理にRIがどのように 者はヤ分の一ぐらいと試籏され︑

として﹁それほど悲観的ではない

ぐらいになる可能性が偲られだ﹂

利用されているのかi一豪ず︑海 金野のシステムでも紫外線と同じ

概説︑西ドイツのガンマ線照射に

外の台状を鷲野正光氏︵原研︶が

の強要性を示唆した︒

すくなる︑として︑こうした努力

一方︑小林黒幕浅︵科技庁︶は

管躍が適切に行なわれているなど

ロダクションに次いで︑原塵R王 の上輿要件の三つを携える必饗が

規制する側の立蠣から︑陣密防止

浜田達二座優︵理研︶のイント

て︑その実施上の問題の所在をさ

利福方蔽によってどの要件に六部

あるとして︑RTの種類︑態様︑

射線を利用することにより︑無公

の霞崎文男委函館︑岡柿原幸二斡

署プロセス化や公型物翼除虫など

放射線鴉綱安全芝蝦検討グループ

た︒砂田録は﹁化学分析のすべて

のではないか？漏との慣間があっ

うとするこのセッションは︑原麗

理のパイロット施設や謝画などを

多くの可能性があるとしながらも

よる汚泥処理馳設︑強国の汚水処

入手しうる線源や線懸面での制約

てきたが︑現在︑岡法と閲係法令

が紫外線と放射線照射の互換性を

法は芯無二回にわたって改正され

持っているわけではないが︑放出

を蒔くかは異なるにしても︑三饗

雛が⇔回の実態調査の趣臨と締果

傾向として熱殺園と放射線殺園の

経濱性騨価も含めて紹介︒最近の

法令との間で生ずる問題は︑法禽

だ︒適用法の花畑など︑他の関連

策への8︷の薗擾利常についての

の関連技術も

﹁光化学反応を酔罵する

岡位体の分離﹂︵座擾︒山窟千代

︵藁工大︶が反応の立鵬からみた

衛氏雁阪大︶では︑田中郁三氏

射線騰密防止規則との関運︑第三

ている︒現行の童任薔制と電離放

らかにしだ︒その主な理膿として

淡まる︑とやや悲観的な毘解を明

は他の代種手段との比較において

性が追究された︒﹁核物量の無碍

トピックスをテーマに︑その可能

と原子力発躍開発﹂では︑二つの

レーザー同位体分離法について発

技術をとりあげた﹁RI利嗣研究 次氏︵指導︶︑蟹沢靖和既︵阪

原子力発艦と罐接結びつくR工 同位体分離について発表︑土塵荘

霊管理と同位体分離

一方︑

の兇議しを行なっている︒これは

ェーション・トリートメントが指

を紹介しながら実際上の闇題にふ

作るためのメーカー側の研究關発

の改翫を要するものもあるので離

司鮨性にふれたが︑臨接利用面で

原子力発電と

現行法と國際塁雌との関係︑国内

これらのキー・ノートをふまえ

駿備された密封RIの利矯は最も されるべきことを示唆した︒
小規模かつ纒便な利用形態であり
における利用箕態の変化という二

増加しており︑こうした機器に装

ちだったが︑その数は銀々急遡に

れ︑使隔日が額んでいる瞳憲防止

間がかかろうが︑逓斜面について

︵ヨ立製作所︶が︑妥当な機羅を つの側面から襖与しているもの

てのパネル酎論では︑鷲兇誓雄氏

備された密封線源三型礁藁所にお
法と他法規との整理統禽はメーカ

過力の強いことぐらい︑その面罵

放射線の特髪縫いてあげれば透

を検酎する際はとかく軽視されが

危険腱も小さいため︑安全論理面

ける放射線蟹躍の実態は無視でき

臨け︑複雑さの回避などをほかっ

は昨年から関係九雀庁で運絡会を

明確化されよう︑と述べて同制慶

承認二度が実現すればその続囲が

穰主任暫の問題は今後の検甜謙題

褻︑岡本租人︵藻ニューサウスウ

墾むものが多い②蟹任と轡理の鍵

令や箇承あるいは運矯面の整禽を

改正を求めたものは少ないが︑政

もよいのではないか︑などの問題

はないか︑第三穏主任薔を響えて

ラフの取扱いには主任蕎は不要で

た︒窪た飯勘氏はガスクロマトグ

代表する形で型式承認図を糞下し

ながらもガスクロ一台を使噛する

したが︑楴心懸は︑これを騨価し

不要と考えら薫る︑との覧解を示

グラフには法令でいう蟹理薩城は

く︑この照射蟹低減のために他の

立を考凡ると照射コストが概くっ

のエネルギーと岡じ効果を得る場

た同氏はニッケル63ガスクロマト コストが経済性に響いてくる︑他

目晒夫氏︵原研︶がJPDR⁝醸
1した中で軽水炉発罐に占める濃

関技術による翠色続編について二

ーエ研のD・グプタ氏が問位体椙 プラズマ研︶がショ⁝ト︒トーク

ェールズ大︶︑爾山一窮氏︵名大

一氏︵理研︶が二光子励趨による

大︶がショート︒トーク︒霜照光

の調蒼の縮果の概婆を示すととも

ためだ︑と述べた︒柿原氏は︑こ

の採用をうながしたが︑飯島弘践

籔理への応用﹂︵座畏・渡辺孝灘

に︑これらの難所の晦として︑

同氏は︑安金性を確保するための

施にあたっては機器メーカーに澱

提趨を行なった︒小林趨敏氏︵原

①規制については法徳そのものの

任の一部負抵を求める傾向が強い

研︶は︑取扱叢雨響の絶対数から

家所で蕃鰻なの篁薯問⁝が考えられるが︑これは毒しも

購爽団が進めているわが圏の商速

がショ達ト・ト書クに立った︒

表︑梅沢弘一氏︵原研︶︑堤正順

縫用済み燃料の核燃焼について発

の蟹雷雨を喚超した︒

蝋が大きいことに際目︑蜜水分離

水炉羅に醇議沓ストの晒

縮ウラン蟄よりも︑天然ウラン璽

禽副は第一種六千函八十三人︑第
二極一万千百二十二人︑総酎一万
七千三百五人となった︒

五十専掌放射綴取扱い主任高試験

で︑さる八月末に爽施した昭和

合哲の淡定︑発表も例琿よりくり

採点の含理化を図っだ︒このため

式を採用︑コンピューターによる

三分の二の謙目に新しく多肢選択

年生︑いずれも第二種︶︒

録されている︒

点の海底地形調査を含む︶﹂も災

海洋処分に関する海洋調査︵四地

が実施した﹁放鮒性圃体廃藁物の

表三か年にわたり海上保安庁など

衷Q今画の研究成果発表会では過

四十八編のうち十六編が口頭発

する︒野鶏塵の調査・研究難文首

九年度の研究成渠をまとめて発表

るもので︑今回は四十八年︑四十

放射能レベルについて発表してい

は科技庁が毎年わが国の環塊など

いての研究成菓を発表する︒これ

線羅に関する調査研究︑対策につ

放射能レベル︑人体に対する被曝

九年度の環境・食贔および人体の

学総禽研究所で昭和四十八︑四十

科学技術庁は十八日︑放射線医

綿日︑放医研で

で成果発表会

放射能調査研究

氏︵動燃︶︑軍田実穂筑︵原研︶

三首七十六人で︑姫蒲響は第一種

第一種三千四醤二人︑第二翠玉千
一行は︑環京の動燃末部を訪れ

といわれる︒

題だ︑として︑︒の制度にかわる︸叶鞘警⇔講獲麟

護協聾常務珊珊︑龍野得三電工研

炉開発翫画の箕態を謂べる︒

七百二十入︵△麟格郵一一一・六％︶

科 技 庁

の糖果を発表した︒それによると

上っている︒今後も多肢選択戎が

今鋸は︑第一︒第二種頷験とも

の四か所の試験腸で実施︑受験養

本年度は仙台︑東東︑大阪︑禰購

科挙技術庁は十一月二十九日付

した︒中山座擬はセッションを総

⑧主任者制度については装備密封

みれば藪誹書四二人い額覆簗の欝衆望・

物理的︑化学的手段との組み禽せ

制度を期

理難︑宇野魔水産大教授︑上白周

たあと大洗と学海の爾速炉施設を

第二樫千六百五十五人︵圃〜二〇︒

来園がエネルギー開発の鞭優先

螺題として取り組み始めたLMF視察︑童画進行状況︑資金投入︑

三索大教授︑森一久原麗工務局農

▽監三白τ三郎全盲趨参覇︑萩

いう︒一一行による日本の箋態調査

暫を含め︑放射線取扱い主任蕎の

八％︶となっている︒今回の舎格
威遡進行
︒当初七億がと兇込んでいた

費も今では十七︑八懸がまでバネ

クリンチリバー実証原型炉の碓設

中

ト萬がたたって国下は

BR計画は︑インフレによるコス 安全設計など調燕ずる︒

米国の液体金残冷却高速増殖炉

役μである会心検壷院︵GAO︶ 轡の議会筋の指示に基づく︑墨体

放射線主任者の
試験結果を発表

谷不二雄蕊取研経理部長ゆ

高速炉開発の実
態調査で来日へ

︵LMFBR︶醗醐の

米GAO一行 上がり︑この先まだ増勢兇通しと
に入る謝画だ︒人戯壁画ではこの

五入程度の所顔を確保していく︒

にフランスでの調董を終えている

のP・ヒューズ次長ら一行四人が 策検射の一環となるもので︑すで

性は第一︑二二瓢わせて百四十一

なお︑今葎の合格暫のうち︑女

採用されるもようだ︒

名︑五十歳以上は二十名︑二十歳

に対応して︑これまで機械覇業本

以下は三十名だった︵最年長は六

︸

を移管︑同社の還心機やプラント

部機械關引証で行なっていた転轍

十五歳目昭箱大学勤務︑鍛年少は

H

ウラ ン濃縮で部新設

ようとするもの︒部簿には︑藤井

摂︶が就任した︒

紀氏︵広鶴造船所UCF開発部十九歳11大阪大学医療技術短大二

装躍の開発︑麗産化体制を強化し

日●n

七日来貝︑約一遇間の予定で動燃

お目は
付﹁
けコスト節減を図れ﹂とする今
ため五十三二度豪でに全体で三十

い︑昭和五十二隼度にはポ格研究

②地域研究所の建設躍備を行な

ラリー翫画を含む研究針画の簾定

の資金を投入して①データライブ

手︑五十一年婆には八億八千万円

第三種

待する閏が大きい︑などの点をあ

線源取扱いに

氏一1動燃︶では︑西独カールスル

︵藁薦鋼管︶もユーザーの葱冤を の一つといえよう︑と述べた︒ま

砂田両氏︵開放研︶は︑公憲対

ない欄勢にある︒原産が濠ずこの
カ三の囎任分担については︑型式

ーの立煽からも期待される︒メー

向されていると述べた︒

分野の調製かち麺乎したのもこの

！

もあることを示した︒

件の絹み禽せによって安全が確保

ム・回猶

線利閑の謎合︑スケール︒メリッ

が案施した爽策︑大阪︑挿豪撫出

霞

態調糞繕累を中心に展闘された︒

騨＝

乱言鶴果に魑目したサーモ・ラジ

城のR王密封線源利閑璽粟所の艶 を紹介したが︑山崎氏は︑機舘に

ぐり︑より適切な対応簾を藪めよ

放射線安全蟹理の突態をふまえ

…

三菱重工が開発体制強化

●●翻09薩鴨

豪た嶺面の騨霧所︵輿京都千代田

古川駆日本海区水

松下及成蔚水産庁塁

路

区内神田二i一︑鎌愈橋ビル内︶

研に移動する︒

も五十二無の中災研完成鱒には図

財闘法人海洋生物環境研究所の

▽二藍擾

役鋼は次の通り︒

壁▽常霧理覇

三野量工は一日半で原動機購業慰した︒動燃計器団が慰める露霜
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理事長に松下氏︵前水産庁次畏︶

N度申に中央研完成

原子力発営所から放出される温排水の影響を総舎酌に調査︑研
究する財団法人﹁海洋生物環境研究所﹂の設立発起人会が十一月
二十七臼︑察票・丸ノ内の策齋盆践館で開かれた︒発趨︽寛は︑今

建設鵡備に入るなどの羅謝画を決めた︒周研究駈は諮手続きを

朝度中に中果研究所の建設欝欝に鯛手︑来館度には地城研究所の

画と収支予簿を決めた︒

︵初年度︶と五十一年渡の醗躍醗

経て十二月中旬には正式に登懇︑わが国初めての総監的温緋水研
究機関としての活動を開始する︒

発肥人会は︑及川全漁連会畏の

設立鵬備会代蓑挨拶︑縫過報告な

それによると︑五十無度翫画で

﹁擾期的観点から温排水調査や関 総額三懸五千万円を翫上し①研究

どが行なわれたあと︑議藤に入り

本部にウラン濃纏鑛羅技術部を新分離法ウラン濃縮技術開発の逸展
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ソ連との協力を推進

来年に重水炉発注へ
産業界

殖炉分営で英國はすでにPFRを

体化について検討するという︒増

その後︑原子炉とタービン聞のパ

今薙五月に運蔽再開した︒しかし

全出力運転を再開へ

筆まで建設は蘭始されないとの冤

で郷止していた送醗も十月宋に再

完成︑蒸気発生器蟻蚕のトラブル

︻パリ松本駐在凪︼一九七二無

年︑原子力濡働で一歩前進をみる

の認司を得た︒プロジッシェ・エ

野運転を行ない︑その後七薫％

W︶はこのほど・全出力運転再開 施した︒八月に五五％の出力上

︵BWR︑鍛大出難曲＋七万函K
があると判明したため︑補強を

ったが︑パイプ支持台の強度に原

もこの変異現象がとり除かれなか

蔽を解止︒七月のタービン試験で

イプ園鋸に変異現象が認められ遥

方が大勢を占めているようだ︒
一方︑産業騨は先月ソ運に代表

西独ビ原発

面を送り︑英ソ爾国の原子力協力

の逓娠關始以来︑故陣が多かった

共岡プロジェクトとして爾還増殖

西独のビルガッセン原子力発電所

開にこぎつけ︑来年初めには全出

炉の麗発に語題が集中しだといわ

に関する議定縢をとり交わした︒

可を受けており︑あとは原子力施
力運転に入るといわれ︑英国は来

設論士局︑保健安全豪局からのサ
ものと期待されている︒

て鍛終の劇烈工壌を行なった︒そ

両踊代表の会舎で︑協力翫画の興

レクトリチテーッ社︵PREA
まで引き叢け︑九月に炉を郷止し
G︶が還算している岡猿発は︑昨

竃

〜〜塾・鑑t8量t8し事ζ魯

約︵NP？︶非隆昌国向け輸出禁

♪竃︐●二魯夢＝塾︐監︑

比璽を七十四対六十九で可決︑他

♪︑ミ

た︑建屋内部の放射能堰は許容騒

︑乞亀︐・亀︐塾竃

限度以下で︑プラントは瑠故の翌

呼びかけた︒今園の描躍は︑南ア

國もこれと二様な措躍をとるよう

運転を続けている︒今圓の窮故は
在来の火力発電所でも趨こりうる
もので︑特に原子力要因によるも
のではないという︒

NPT非加盟国へ

原子炉運転闘係筋によると︑蟹

会はこのほど︑オランダで製造し

︻バり松本駐在鋤︼オランダ議

鳳愚

・㍉鰍︾︑∴串・ 鼠

＼∴診

転回

一

鵬

轡

いる︒この冷却塔は技術的︑経済

写翼︑DAD提供︶を据え付けて

による自然麺風︒乾武冷都塔︵一−

鮒をアルミニウムで叡んだ鋼索網

W︶では︑環境保全の観点から外

嫡﹁THTR﹂︵出力烹土濫万K

ハウセンに建設中の高温ガス冷却

近郊のウェントロップーシュメ

西独ウェストファーレン州ウナ

西独→H→R炉

鋼索網製の冷
却塔を据付け

−Ψ璽▼重昌恩図A一

湯を融髄している︒

わたって舎誹誓事一千八蓉六十万

して一九七三︑七四両年に五圓に

にビュジェニ︑三弩の建設二二と

約一鯨嘱を融資した︒同行はすで

匠万七千KW︶の難設資金として

駈四温機︵PWR︑醗大出力九＋

︵EDF︶にビュジェ原子力発電

行はこのほど︑フランス聡力公序

︻パリ松本駐在鼠︼欧州投蟹銀

欧側投資銀行

設に一億227融資

ビュジェ4号建

止めるためとみられている︒

メ︵RSV︶が滲節するのを食い

ンダのリーン・シェルデ︒ベロル

ラウン・ボベリ︒グループにオラ

クトリック︵G猛︶打スイス︒ブ

で応札している米ゼネラル・エレ

ルク・ユニオン︵KWU︶と並ん

水型學蝉︵BWR︶を母川二仏フラマトーム︑西独クラフトベ

レクトリック︵GE︶社製の沸騰 フリカの原子力発慰所建設計画に

同原発は︑米國のゼネラル・エ

睡に運転再開しだ︒

ち喝卿監︸

の結果︑今回の金出力運転翻灘を

西独グ原発で
蒸気噴出事故

西独KRB社のグンドレミンゲ

力二＋五万二千KW︶でこのほ
ど︑︸次冷却水浄化システムの隔

得るに歪つたもの︒

けだ︒EDFとしては︑技術的に年二月タービン損鰯で運転を僚止

れ︑来奪ロンドンで開かれる英ソ

とフラマトーム社︑米仏両国間の

昼念WH持踏五％の馨蕊 八こ隼には︑独立しだ輕水炉国産
サイズウェルB発電所︑さらにS

イセンス契約の期隈が切れる一九

WH社のフラマトーム社へのラ ン原子力発電斬︵BWR︑鍛大出

の兆しがないという︒

し︑一鉱籍余をかけて補鰺の後︑

外視されることを懸念しているわ

とになる︒しかし︑一九七七矩繭

塀にちぢ豪つた︒

蘂︶の開きは一億場対一億五千万

イト罷職を待って︑樽拾に入るこ

株式の譲渡価

格で歩み寄り

鑑に主眼をおくC聡A︑実薦的な るように臆善して輸出帯場へ逸出

メーカー︶への資本参加問題につ

研究開発均衡を悪署するWH社の

％︑米WH社四五％出資の軽水炉 原子力発電所建設を目指すEDFすることを期待している︒

祉︵仏クルーゾ・ロワール社五一

方︑C疏A︑フランス囎力公 すぐれているだけでなく経済的か
ペン英エネルギー相︑葵原子力公社︵UKAEA︶︑英原子力禽社︵NNC︶︑原勢力発雪気社
仏政贋WH社の交渉 社︵EDF︶︑フラマトーム社︑ つ工業化された機能的な原子力発
︵NPC︶︑英中央醒力庁︵C露GB︶および南スコットランド電力庁︵SSEB︶の各伐表はこの
︻パリ松本駐在贔︼フランス原 WH祉の四祉聞の研究開発協力に 艦所を︑またフラマトーム社はこ
ほど︑騒騒初の商罵蕪気発生慮水炉︵SGHWR︶建設謝画で会駿︑影籾予定より半隼巡れで年四に
子力庁︵CEA︶のフラマトーム関する離し博いは︑軽水炉の圏産 うした原子力発醒所を採算がとれ
酸終醗画を確凹し︑来鎌黙々にも出力⊥争六万KWのSGHWR一偏機を発浅することで台挺した︒
英國の原子力開雛現状は︑改良型ガス冷却炉︵AGR︶の大圧な建設遅れで鰹蒲を余儀なくされてい

るが︑PFR︵薩遡増殖炉原型炉︶が十月朱に送蹴再閉にこぎつけ・謹た葵薩業界の代表団が先
月︑訪ソして原子力協力で醗庵欝をとり交わすなど︑このところ四極的な姿勢が莞受けられる︒
いて︑仏政府とウエスチングハウ

譲渡で酷し台いを続けていたが︑

C亘GBが計翻している幽力三鍛近︑株践譲渡価格についてかな

のが現状のようだ︒

商矯SGHWR一瘍機の発注た
がるNPCの入手不足が原画とみR計画に冒せないで苦慮している ス︵WH︶社の両蕎はWR持株の
望つどもえの思醸がからんで逸展
られている︒英国の原子力巌藁再

のは︑羅働中のウィンブリスSG 編で今年五月︑新たに然制強化さ

蜀初予定より遅れることになった

は︑建設業錺を引き継ぐことにな

り基
のの
歩み憲りをみせてきている︒
疑WR原 型 炉 ︵ 出 力 十 万 K W︶を
れて発避した炉メーカーのNPC六土仁万KW・SGHWR四

ップ殴計の段階で︑予想以上に技

難礎とした薩罵炉でのスケールア

ったAGRを算悪に完成させるたSHB計薩による出力各詣ハ十六万O％を取得する冤込みだが︑当初 狡術の確立を盟むCEAに対し︑ 離弁を修理していた作業贋二人が

たが︑作業を開始して約三日間半
後︑爽然︑過熱華華︵摂氏二颪七
十魔︑六十五気短︶が隈き出し︑

作業興一人が即死︑一人が璽傷を
負いル⁝トビヒスハーフェンの病

院に収容されたが︑鍍の翌臼死

の機器輸出禁止を

故による放射能漏れは認められ

た原子力関係機器の核拡散防止条

いては明らがにされていない︒

亡したもの︒顯故原囲の詳細につ

九六六年に臨界に癒して以来︑

禦故が起きた︒KRB営力は︑同

EDF︑フラマト⁝ムの雨蓄は國過熱蒸気を浴び︑死亡するという

万湯︵仏舞︶対三漁場︵WH提 産化の名欝で経済性と箋閑性が度

KW二基のトよス議所建設に の譲渡樋格交渉における七千五霞

め︑その粥力の多くをこれにとら

表明されている︒JCAEの3 運転阻止を決め︑一次冷却水浄化

れ︑予定していた入贔をSGHW
対する設備投資はすでに政鳴の調

よくも出してくるものだという

原発の箆矯のため約十二騰聞の炉
らくこれが簸後︑それなら三三

もうひとつの底競は︑罠東灘縮

システムの隔離弁の膨理を鍵施し
・パスツール婁蝋長もフォード

業がリスクの一部を負担しなけ

のが︑驚きを混えた翌翌の水彩

というのがGAOの響え方︒そ エネルギー自立公社繋は︑今

れば︑効率寒露嘗は璽めないと

移行はいま無理をするより︑還

のところ成立の見こみがほとん

提躍の原則的欠陥を揺塗し︑企

うなると︑ガス拡散よりは王土

い試みはすへきでない﹂﹁エネ

禦業への外甥出賢が来国の利笹

こういう間題に加え︑議会の

指摘している︒

たしかにガス拡敵か遠心分離

E︒ケネディ議 技術会社と纏縮サービス会社の

ザ環境への影響はないという︒ま

蘭が決定

二会往を設立し︑機密簡報に触

統的な懸戒心だ︒UEAは濃縮

ルギー自立は到選科可能な謡樵

に︑鼠RDAがかみつきたくな ﹁こういう巨額の︑リスクの醐

ど定
ないという︒議貫の懸見は
分離liというGAOの断

的な反発である︒

術的に困難な闇題に遡遇したこと

DA︶はこの報憲に償慨して︑

エネルギー研究開発局︵ER るのは幾然だろう︒

ている︒

心分離工場の段階でやればよい

さらには原子炉の設計・建設にあ

＼

軌避に翻るかにみえた※国の
灘縮階藁民営化の潮途に︑また
晒獄がたれこめた︒議食の原子

ー

だ◎代りに

を撮なうのではないかという伝

かは︑今の段階では断定がむず

十分なエネルギ

かしいが︑問題はそうした断定

麟の欝明に要約

を闘標にすべきだしという

を出したが︑シーマンズ餐宮が

シ〜マンズ長窟名で動議の黍紙
力 三 岡 襲 爲 会 ︵ J C A E︶から
蕎認識爲の反紺が続いているの

に加え︑会解検董院︵G A O ︶

民営濃縮推進に暗雲ーー−

れる潮回には外國出澱を認めな

濃縮蟹業への政府保舐も︑大

︾

いとしているが︑それによって

体岡じトーンで受けとられてい

灘撚織鎌

されている︒こ

る一千億が・エネルギー膚立公

はその娚限を来年劇半と見てお

声謎

の躍がフォード

議余の奨和党には何とかフォ

議会の懸念を租らげることがで

ード大統領か救おうという動き

よりはロックフ

ことを議員は知っており︑謹大

社案とを並へてみればはっきり

り︑米国の濃縮民鴬問題も鰻後

的配慮から︑墾コンクリートに代

わり軽腿の鋼索網を採用︑写翼申

網をつり下げている︒

央のコンクリート支樫でその鋼索

射射

照照

験託

試委

糠

麟受

ください。

難

案旛φノ

干370−12

臼本原子力研究解内

干103鯨翻中央拒ζ日本橋；盈り2丁圏2醤董0懸騰（2η｝8蓄11（代）

O273−46−1639

TEL

が展営翫薩に難色を示し︑代り
に政厨のガス拡散工場の拡張を

騨齢覇議会が強い不満示す

なエネルギー企黎卒解体させる

もあるようだが︑隆正一成立に

きるかは吊断を許さない︒

め︑GAOレポートの基磁にはているフォード井野への冷たい

べきなのに︑同額の資金擾助を

エラーから出た

悪気であろう︒この空気の根源

臨監がかかりすぎると︑政府工

細工場より六億が安上りだとい

WUガス拡敵工場謝画に︑全面 ーツマスの拡張の方が独立の民

る︒グッドイヤ︒タイヤ︵ポー

か

＼

〈豊心を拡げる響町運動〉

騨罵照高鯖市綿貫町

お住まいや家則の保険が
建築費の値上がりに
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

財団法人放射線照射振興協会

独のグンドレミンゲン顎髭

暴謹

勧告したからだ︒

さる六月︑フォード大統領が

提出した濃縮贈業民欝化 法 魔

ている︒その内容は八十億がの

濃縮鱗業の将来へのかなり矧り

気鋤く議員もいる︒

与えるとはもってのほか︑と緻

の当署よりも︑議会にも拡がっ

隻出権隈にもとづいて︑ウラこ

切った見方があるようだ︒GA は民欝濃縮曝藁への八十偬が支

揺暫した購実認識の開遡いを禽
は ︑ い ま J C A 8 の 審 識を待っ

ウム・エンリッチメント・アソ

場の拡張をERDAは淡定しな

的な政府傑証を与えようという

する︒この二法黙への道会の反

ければならなくなる︒ERDA

ものだ︒GAOレポ⁝トは︑こう経済論にあるが︑その六纈が

ツマス工場の運営霜でUEAのの山場に蓮しかかった︒
オ1ド︵大統領︶ーロツクフェ メンバー︶の薄束を政府が刃の

応には明らかに関運がある︒フ
引き受けてまで︑罵鴬移行をす

︵K・K︶

のUEA計画の私企樂性に疑闘を出し︑政府がリスクの全部を
をもち︑むしろポーツマス政府

企業といえるのかという疑悶が

は︑企業への臣額の擾助提案を

ラi︵副大統領︶の財界コンビ みしたという疑い︑これでも仏

＼ノ尊喚

安心を拡げるお手伝い……

放射線照射の利用
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核融合が焦 点 に 賑 ． 勧

には装羅の発注先を決めたい警え

；カー分担を決め︑五十一年度申

げ

囲蓼

は西独︑オーストリア︑スウェー
デン︑デンマーク︑スペイン︑齪

なお︑理在︑田米間ではこのほ

誌面については﹁覆境保全上問題

などを求める一方︑核蝿料物質の

を﹂と要望している◎

があるので的確な鴛理技術確立
立ち入り調葦は︑再処理旛設の
ある茨城県と東灘村︑それに周辺

一月五躍︵月︶午後二

霞が関ビル一階﹁プラ

時半から四時まで

ザホール偏︵千桟田区

などに今後も嫡報交換を弾力的に

進めていくことになった︒

︵PFR︶は臨界達成後︑三つの⁝

王国の二＋五万KW高趣原型炉

願しているため現在三戸KWの低

出力運転を続けているが︑数か月

いう︒

後には全出力運転に入る兜通しと

二十田の食期切れを控え︑衆院

﹁科学技術庁設麗法一部改正案﹂

から十し月二十日に送付された

の霧議正常化を急ぐ滲院内閣婁国

会は十一日の早縄金で同法案の提

同法聡は︑十二環の科学技術振興

案理由説明を聴取︑審議に入る︒

渓に持ち込まれる見逓しである︒

特別婁罰鼠灘議を樫て粟週には採

全局を設無しようとするものQ

設羅法改正案は科技庁に原子力安

次蝦夷となるかは明らかでない︒

本腰子力研究所︑動力炉核燃料開

炉会議は五臼終了したが︑岡日日

の協定﹂に基づく第四回臼英篇速

﹁原子力産聴新聞﹂は例庫の通

戴

村翁

進編著

屠

融点難灘灘鵬難

コ

・遷

竃
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RCC代理店

身ダホ国立工学研究所で運

見︵名大犠欝教授︶︑岡坊︵萸大

人が行なった︒

の薗立︑勝田︑那卿漢市の購員十

一日から藁京と藁灘︑大洗で行

また︑場台によっては調弊のつが

撫璽駕特集し豪した︒緯年層︵一月

簸購付︶をご期待下さい︒・

ガンマ標準線源
セット

︑
薦瞬の加圧水型実験屠原子炉︵熱

冷却系破断を趨こし︑冷却桝喪尖

出力五＋五MW︶を使って︑一次

会場

日時

▽一月五日午後二時単から霞が関ビルで
欝本原子力慶藁禽醗は︑毎年

めの核熱酌実験を行なうものだ︒

が︑来薙は次の趨り開催するこ

日本原子力戸口会議

縷が関三−二一五︶

す︒

た︒これにより冠絶は嵩遡炉の開

とになりましたQ多数ご参加下

名刺交換会を行なっています

り︑四隼間で四蕾万賭を支払い︑
技術騨門象を三名までを派遣して

がで巻るというもの︒これによ

諸データの収集と経験を積むこと

ともあわせ︑一服充実した灘価解

子力行政懇談会︵曲相諮問機関︑

教授︶︑田島︵宣大教擾︶の各委

務局の配属︑心置長の性格づけな

なわれていた﹁液体金属冷却高速

蒸気発生器ループのうち二つが故
︸

かNSRR計画とPBF計画の相
互無償情報交換も検討串だ︒

の絡果﹁念入りな安全確保徹底﹂

飯に羅を妾曇︑そ

鑛磯粧動燃団に要求書提出
茨城県や張海村など勤燃恥業団

の見地から魁理博鋸要求となった

の唐風蹴による測定法の改羨②切

要求鶴は︑①放射性気体鼻翼物

計爾を出すよう求めている︒

断工程と溶解工程から発生する気

㎝岡獅業圃に提出するとともに︑科
ﾆ爾庁にも改頁描躍を要深する

これは︑動燃就業団が九月から

文轡を送付した︒

轟轟・三沢広巳東大名欝教擾︶は

いて検討しているといわれる︒

員が中心になり︑結論の超麟につ

の際のサンプル原液一庫間保存︑

︸行なっている劣化ウランを使った 体廃漿物の監視⑬放射性廃液麟水
爾処理施設のウラン試験でウラン

蜻
心置︑第二十一圓御台を開き︑笛

高速炉情報交
換協定を延長
どに蕉門の間の意見が分れている

日英窩速炉会議

露台を予定しており︑年内最終金

が巾間報告となるか一

田下︑繭本員会の所攣灘項︑箏

穀で何らかの形の﹁結論偏を打ち

の

といわれ︑こうした憶勢から隼内

岡懇談会は︑これまで原子力闘

ない部分の扱いを新しい原子力委

らせ
発利用謝画推瀧の中心的存在だっ

発瑠業団の日本側代衷と英國原子

お
た原子力委員会を︑凝しい原子力

員会に委ねる格好で答即をまとめ

力公社代表は昭和四十五年六月十・

懲電磁諮曙縫慰
委員会と原子力規制委員会に分け

ることもありうるものと予測され
有沢専心

をタタキ台

原子力室員会のあり方をはじめ

るという

結鍮

発状況︑ナトリウム技術︑安全性

つかけ︒LOFT計画滲加予定す
国ることに合愈し︑猫簡を交換し
鵯故時に関する研究ROSA計画

り︑原研が進めている冷却柑喪爽

竃

さい震すようお待ちしており家

協竃は︑原研が参加することによ

︵ECCS︶の挙動を解明するた弓頭に原子力関係者による新無

分折したり︑非常用炉心冷却装麗

護︵L8A蒔の饗轟価

礫閣に装躍不体の建設だけでも一

だ︒原研としてはこの計画を軌道

薩業界には︑米国︑ソ遮︑欧州

闇で協力協定に調印している︒

本などで︑西独はすでに家国との
LOFT計画握加構想は数鋸前

﹂田⁝60計爾について︑原研は 析データの収壌が期待できる︒

い︒

断での決魑に婁ねられる公算が強

@画微妙投
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昭和五＋一庫度政府予算案編成は二＋臼襯成方針の闇議了二二︑二十二呂各省庁に鮒する大旨長原

案内承︑数次の復繕折衝を経て︑二十七︑二十八の繭日大臣折衝︑二十九B閥議決定となる段取りだ
が︑財政難の折から審種施簾岡様︑科学技術庁主管の原子力隔係予算︵概騨要求千ヒ十四鱒円︶に

三段階を経て建設に鶯孚する餅醗

試作開発︑群細設計︑実機発注の

で︑現在メーカーによる試作開発

千懲円を投じる国寡プロジェクト

に廻せるため︑謝麟を分撫する属

を進めている︒近く学士設計のメ

の誕生は︑予算描灘のうえで︑い

間企榮側の準備もいるので︑濠ず

FT−2︑同2a︑加熱装躍な進
ど展中の謝画を著しく圧迫するこ

﹁廃棄物管理の徹底を﹂

轍編雛

緯組

の設定が折衝の最大の熊点になるものとみられている︒

も厳しい査定が予想される︒中でも国のプロジェクトとして虫強した核融禽研究の予算は︑
み

着金ペースでの概舞要求額六十

くぶん波乱禽みの要困を宿してい

りの蕾境に立だされる見通しだ︒

第二段階核融盒研究開発基本計薩
五億円︵大学関係を除く︶のうち

る︒原子力関係畢舞枠内で︑従菜

原子力婁三二が七月宋策定しだ

に沿って︑わが隅の核融含研究は
理研︑驕総研を除いた原研要求分

きる保証をとりつけたいところ︒

計画をスタートさせ丸山で纒続で

は︑六十二億五千万円︒原研では

三十億円余をJ？⁝60の磁場コイの核融命研究予算を拡大しただけ

︵原子力特別研饗開発計画︶とし

て動き出した︒トカマク型大型試

五や難度から国のプロシェクト

験装躍︑JT160の開発で︑科ル
学製作に︑残り三十二億円余を3 では動力炉開発や安全性研究など

の再処理施設をかかえる地元自治

驕発の促進と禺盤による肇篠︑騒の肇物管理の軽

共童体と並んでの新エネルギー源

としても財政硬醸化の時期だけに

テコ入れとの一石二鳥の効果がね

の研究に翻りあてる計画︒3T− とは避けられない︒一方︑大蔵省

別枠蟄求には難色を示していると

らえるとして︑謝画の積極推断を

⁝などを指図した要求欝を︑六日︑ もので︑十三日までに動燃が改自

いわれる︒このため︑この扱いを

マ条件を五十日目に逮成すること

v画にはさらに国離鰻携負担行

為隈度額︵通称︑丸籔︶三野二噸

が脂標となる︒うまくいくことが
確かめられれば六十糊代以降いよ
円をあて建設に備えている︒

墾む声が強い︒

め︑米原子力規制委員会︵NR

米LOFT計画参加で
臼本原子力研究所は年内にも来

C︶との闇で協力協定に調印する

原研

近く協力協定に調印

めぐる折衝は鍛終的には政治的判
折衝のヤマ場は︑JT−60建設

いよ核融命動力実験炉︑鋤力炉の

娘設へとステップアップしてい

丸畷の扱いで︑査定され特別枠で

の実質附なゴーサインとなるこの

の処理が謙められるかが蕉点︒謹

くことになるQ

こうした一連の計画のスタート

定が厳しければそれだけ謝画が運

暇が進めている軽水炉安全性研
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との播摘に終始し

たのも今園の特徴である︒

経済的でない

﹁冊子力発騒一1それはまったく

にのぼる原子力批判の鰺加硫を前

色の紛いものといわれ︑約一千人

漿として︑米国には原子力発囎謝

性および原子力批判蕎の舅力の繕

いると伝えられているのをはじ

が承翻された場禽︑州灘会が︑五
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候捕地にエーウポールトとパンネ

ことも計圓されている︒人工踊の
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西独の認力会社RWHのピブリU︶繁らRWEに引き渡された

開始の予麗︒

明日のエネルギーをになう原子燃料工業

ネーダー氏は饗瓢の冒頭で︑

来国の消蟹蕎運動推進蓄ラルフ

支払わない﹂と題して講演︑経済

・ネーダー氏の提囑による原子力

辮甜原発反対集会開く

の原子力発蟷所の忙殺が禁止さ

しない限り︑カリフォルユア州で

マス75﹂が先月︑ワシントンで開 反対運動に関する状況報告があっ

反対の年次集葺﹁クリティカル・

画に関する瑠実上のモラトリアム

れ︑現蕎プラントも縮小されるこ

と緻働率を弩慮すると︑原子力発

り岡氏は︑現業の燃料サイクル鍵

客︸f℃8

魔が石巌を上回るコスト利鑓をあ

た︒また︑原子力発霞所の安全性

亀9監多監置p審．

現在の原子力発醗所は

齢争に多くの愚問を躍やした昨隼

︸

と違い︑

れた第〜暇に続く二圃圏のもの︒

今圓築該は昨奪と異なり︑政治

かれた︒この集鼠は︑昨鋸行なわ

に︑各州の代表からここ一年間の

とになるため︑各方面からこの州

るわけだ︒

民投票の成り行きが注国されてい

品書の醸接発議を通して原子力
︐鴨ノ︷︐葛︸乙客φ葛＝・客56

基︑舎計出力四蓑万〜落懸万KW

竃覧・亀戸8㌔

は巖近︑原子力発電所の陸上立地

塾︑8㌦

はこれまで︑原子力モラトリアム

を彊賦することになるが︑他に入

G︑

れら二州のほかにアリゾナ︑コロ

が難しくなっており︑陸上立地に

反対の働きをみせているのは︑こ

法興を各州畿会に提労するロビイ

工励と寒地を糖ぶ縄圧送電線の敷

ラド︑アイダホ︑アイオワ︑カン

設が必硬で︑その臓雨として三十

州民投票という形に持ち込むこと⁝

きないとみられてきている現在︑⁝進められている︒

に送り︑膿業・工業用に利徳する

原子力発璽所からの温緋水を陸地

つたが︑その効桀があまり期待で︸原子力発艦所の敷地とする計圃が

鶴に力窪いでい選果が強か醒︒て入超暑建聲曳︑これを

スダコタ︑オクラホマ︑オレゴ

によって︑公衆の原子力反対への⁝公表した翫画によると︑沿爆から

タナ︑ネブラスカ︑ネバダ︑ノー

ザス︑ミシガン︑ミズーり︑モン

ン︑ユタ︑ワシントン︑ワイオミ

愈識を高めていこうとの現実的黍一八〜十話離れたゼーブルッゲ沖に

行なわれることになっている︒こ

での羅名運動が糟力的に進められ

め︑ワシントン︑コロラド州など

ア州の門ピープル︒フォ・プルー
山以内に原子力安全システムと廃

る︒濠たパイプラインを敷設して

ツ州の結果は︑こうした運動の難

るだけで︑今圓のマサチューセッ

ングの各州にわたっている︒四万

段に変えている傾向が見受けられ

解ベルギー巧がかかるとしてい

日の認町串請締切り鼠をメドに薯

要とされ︑岡グループは十二月三

しさを表わしているともいえよ

レゴン州ではほぼ荷点数に達して

六千人の法定偏名を必蟄とするオ

原子力発電所の建設あるいは運

ルーフの原子力モラトリアム発議

の州民投票でピープル・フォ︒プ

てきた︒しかし︑州民投禦を行な
フ﹂グループ提案の噛接発議権行

を表明している※圃の各グループ

シマールアンフラ社がこのほど

名撫めに奔走したが︑紬局︑必要

ルニア州の州民投饗は来璋六月に

う︒原子力安全に話するカリフォ

終目櫻に︑原子力安全問題につい
てマサチューセッツ州の一九七六
数の約三分の一しか集められなか

スト︒リサーチ・グループはこれ

民の騒騒運動では︑カリフォルニ

転を禁止することを旨的とした住

ーセッツ・パブリック︒インタレ

まで︑控民の鑛接踵識権の行便に

うための発議権行使の認可を得る
闇物処分方法が荷効であると確認

従来のやり方かブ
らレイン︵ 垂秀KW︑※︶ 鐵と︑HTGR概念自体の多面

便が認司の獲褥に成功した例があ

ERDAが

︵二十八万KW︑西独︶により 同君に企画を進めるに嶺たって

九〇％である︒なお礒設単のビブ

スA原子力発躍所︵PWR︑鍛大
もの︒これまでの平均稼働率は約

的な可能性を物語っているが︑
と七七年稼働定定のTHTR

として

の枳互関磁性や開発臼標の交通

リスB原子力発心所︵PWR︑同

サミット炉への参加をことわっ

稼働実縦が積繋れ︑トリウムの

め現在で︑延べ運転躊聞で五千二

嵐召手万四喪W︶は兜月初
る︒

技術灘入を急いだことでは過

めるための好機といえよう︒

︵K・K︶

ースはふたたび教えた︒

大出力酉三十万KW︶は来館運転

整理が璽要なことを添してい

あまりにもかけ離れる

たのは嶺然であろう︒

行なわれるのを待つことにな

GA社の行轟詰りは欧州の謝 燃繕サイクルについても実証が

ピースバーゲン両市への藁囲供給

画にも影響を与えている︒欧州

では繭ドイツの鱈力会社︵HE る︒それは長い圏で覧て決して

HTGR︵七十万KW級︶の 百晴間を詑録︑フランクフルト︑

米圏の不況で糊翻ガス冷却炉

に多いに寄与している︒岡原発は

る悪味ではB本が一番大きいの

原研の多圏的炉計画との開係も

段階にある︒発魅用炉の醐入と

も態勢も京だ碧わめて不十分な

田本のHTGR開発はその因標

るか・政府ベースの米i独研究 かも騰れぬ︒西ドイツと遜って

協力がはたして

実現纏るかな

烈靴糎畷

五鋸の余裕が与えられたこと

い︒その愈味ではこれから四︑

幸分詰められていたわけではな

は︑それらの問題をよく著え︑

ニュー・クリ
ア・エンジニアリング誌は︑先

電力供給業務不慣れも一

翻入建設は田本でも検討されて

W︶がGA設謝の出力首＋七転マイナスではないが︑醐業化の

政府
ERDAとGA社および親
帰援助と囲際協力を求めてい

の研究開発態勢を今後維持で縢

電力会祉はどこも契約変璽に
︵HTGR︶翫癬が打撃を受のけ

社のガルフ︑シェル颪社は︑H たが︑その実現は不可能になつ

応じなかった︒

間に︑ゼネラル︒アトミック社

︵GA︶の受注が全部キャンセ
ルされるという巖悪の事態を迎
えた︒

周社は最後に残ったサミット

炉︵出力七牽七万KW二巫︑デ
ルマーバ露力︺を実証炉謝画に

TGA閣発の継続について協議た︒娠ドイツの期待はプロセス

般のニューフレックス︵バーゼ

ての発懸聰HTGR︑とくに
アG
ィデァに注曝している︒それ

将来へのバックグラウンドを固
ル︶で発表されたRTGRの新

ヒート利踊への中暑段︐階とし

A炉の商業化にあったので︑G は変換比を認めてウランの節約

くない︒ERDAがサミット炉て︑あるいはその舶速要國とし

一鯉二千五酉万がの違約金を支 ことが問題のむずかしさを示唆

つの炉が本物になるまでにはい

螢にもにがい縄験がある︒ひと

えば︑現在の雲サイクルHT つどんな禦態が拶唐るかも知れ

率を帰属くで遡る可能性や︑臨
払って︑GAの方から契約 を 解 し て い る ︒ 七 一 万 K W 級 の 実 鉦 A 炉 が 遅 れ る と な る と ︑ H T G

除した︒GAが受注の全部を失 炉謝画は前例がないし︑軽水炉

R計画全般への微妙な影響を免 接還元︵製鉄︶に水繁ガスを使

ER D A に こ と わ ら れ たため︑
の﹁笑証炉化﹂に憾じなかった

金援助を引謙出そうとしたが︑

局︵ERDA︶から本格 的 な 資
を続けているが︑見議しは明る

切り換え︑エネルギー研究開発

GA社の高温炉後退

上げたが︑それから暴無ほどの

ていることは︑この欄でも取り

KW炉を建設する襲えをもち︑ めどを失ったGA社がどの程慶 いた︒GA靴の後退の膨饗ほあ

み変璽の必要に迫られ︑資金難

趙勇磐

には︑近万五千人の法定霧名が必

ているという︒

必要な馨名を臨める運動をすすめ

ったという︒

年州民投降実施を期するマサチュ

原子力モラトリアムの確立を最

曹

GA社の後退でHTGR商
G業
Rよりそれほど醐い濃度はい ないことを︑今回のGA炉のケ

れない︒

それは西ドイツの広汎な研究關

らないという指摘などである︒

実嗣化段

をはじめこれ哀での炉は︑この

化の冤醒しは家ず四︑五薙は還

容騒で商叢ペースの

絆業猫へのGA社の不慣れ︑能 階 に進んでいるが︑その背漿

ついているフォート・セント・

のいた︒当面は稼働冒前でもた

東京（03）433−3111

電話

東京都港区西新橋3丁目23番5号（第24森ビル）
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ったのは︑もちろん聡力会社の

には大型の製造設備を必要とす

資金難が原困だが︑電力設備供

るメーカー側の購偶があった︒

発翫醸のきわめて生産的な募囲
騰鋤とともに同社の契約は軒並

力不足もその一國で︑彊設籔の

西独のビブリスA原発（左）と同8原発

｛
肇
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力

現在わが国の原子力発電所︑R

性緊急性から富民の縢任を明確に

I珊業所等から畠される放射性廃 し︑計画的かつ効審的に爽旛する
ことがまず群璽である︒

このため︑政膚内での各雀庁

爽物は空にドラム衝諾めにされ安

全に陸地貯藏されるが︑この貯蔵
での醐整︑民聞のコンセンサスづ

くり︑民聞︑政府との調整を十

能力も近い将来限騨に達しようと
している︒そこで処分場所を海に
分尽くし︑万命の実旛体制を明確

考え方について検認を行なってき

分鮒簾などさらに検封すべき謙題
が残されている︒

十年余りを経過︑稠在源子力離職

わが園の無煙力開発はすでに二

を迎えた原子力塵集一はこのよう

版は昭棚㎎牽四年︶一実罵化段階

氷灘﹁臼本の原子力麗業﹂︵初

紺策をはじめ︑現在大きな闇題点

る︒とくに叢金性確課︑瑚塊保全

子力醜藁の異態を明らかにしてい

として指摘されている核燃科サイ

闇発規模は運駄巾のもの十墨五煎

二十八万KWへと旗疑︑すでに実 な変瀞を脅雛に︑瑚在の原子力譜

これに対し国としては低レベル
廃置物試験海洋処分は圏の霞十二

の確立にも蕉点をあて︑薄処理︑

加工︑機転塗壁分

業の不舗︑核燃糾

ワンストリーム箏

送︑保管などのダ

癬み核燃料の輸

廃粟物処分︑使薦

クル幽繕のための原子力産楽塁盤

﹀

情勢を総愈的にわかりやすくとり

原子力座業躁編

蜜源エ＊ルギー庁

まとめたもの︒内外の巖新の原子

原子力開発を大き
新︸刊

百本の原子力産業﹂

紹⁝介

このような大睨模開発の一方で︑

射性廃翼物処理処分センター﹂の
くクローズアップ

用化段階に入って久しい︒しかし

設立準備金を設け︑五十一月度畢
させた一降隼の石

築とし昭細五十一隼阜々に国から

々にはこれを設鉱させたい酒向Q
油危機︑これの影

腿山導絡を受託する財団法入﹁放

明確化など興然象徴項は今後の検

だが︑これを実施する際の璽価の
鞭をうけて低迷を

酎に待たれている︒

の原子力塵藁の歴史的経縛︑環

力偶勢を蹄まえたうえで︑わが園

合性のある原子力塵巣のあり方を

げ︑詳細にわたり検肘を加え︑整

もつ超大外資の問題などもとりあ

野で強い影響力を

現︑国民の儘頼を失墜させること

状︑問題点︑今後の螺題等を網

新情勢に即応︑開発のあり方探る

になった原子力船﹁むつ﹂珊件︑

美髪隆時代の出

続ける経済酒動︑

原脆では懇談象での検討をもと

続く環境運動の強化による立地難

弁護士選任が興れたこともある

SCA−1）

に︑圃との調整の場などで随騰民
聞の購え方を反映させるよう蠣賑

︵電気タイムス朔︑騨搾︑二千

探っている︒

していく考えだが︑試験処分以降

絵の讐印実態へと陶かうわが豊原

万KWとする総舎エネルギー謂挿

紐︑昭和六十湿度原子力照千九頁
塵莱をとりまくここ二︑三年頃多

の本格処分の実施依制で墓だ麟 1などが続出︑わが國の原子力

勢は大きく激変してきている︒

照営円︶

か︑公海への処分という鰹際駒問

九州艦力玄海原子力発霧雪敗醤え

と民闇で霧え方に窪きがあるほ

り︑遅くも今月十七日ころまでに

黛禽の整備︑立法︑各種︑関係量

題もからんでおり︑円滑な海洋処
出す警えだ︒

窮の制定④翼翼︑関係煮の台盤を

偲ること一などを國の分担と

ている︒これ談での検酎で︑照間

れる︒

燃料芸濃糖ウランも︑来年三月来

がおり

までをメドに

輸繊誹薄

搬送されることになった︒

は鵬根原発向け所蟹縫縮ワランが

薄目ウラン謙税闇題は︑一昨無

も正

日は引続き﹁課税戦勢撒圏﹂を関

ることになった総腿一万漣SWU践提出するなど政府︑電力楽界両

抗議

の灘縮ワランに対し︑これを保画

分実凋にはなお紆余三菱が予測さ

二重正金の改組拡充は︑一つに

の照申ーニクソン両隙隠金酸の引

米麗務轡窺て鶴処の

が︑これもようやく軸通に藥って

はこうした岡山の核燃秘サイクル
購榮確立ヘトータル・ビジ澱ンづ

臼楽貿甥不均衡羅正楢認の

る冤嬉しだ︒

くりの足場團めを急ぐ必要がある

してわが國耀力十社が緊急輸入す

線し政策的配慮をも各極擾封の申

りすぎた感のあった岡婁災塞を改

耀と
これまでむしろ技術的聞題に緯欝

からでもある︒このため︑今園︑

たしている核燃料研究閣員会︵驚

した諾問題検算で申心的役劇を巣

し︑とくに実際の投翼作業を國の

通隆

岡様趣旨を購入れする︒

一月十菰欝に砥期されたローン

係当周に強く求める蕎えで︑来館

無以降こ

ると︑繰税額は延醐秘など含む七

在のテネシー州ローン郡から今年

同麹員会け照和四十一一

︸して簾料聖・矯壌鱗再

査を受け継ぐ﹁プルトニウム部

しているオークリッジ濃縮工場所

婁翫で行なう際の撮密賠償などの

で羅の霞舗により試験的海溝処分

︑

で舶麗していくようにするととも

の選奨俘業を行なう組繊を醗立

〆

に︑新しく門部会制﹂を撮劃し各

しかし︑放嚇強引財物処理処分

芝

充︑引続き閲避施鍛立案の強化を

間題をぬきに蒋来の原子力発法規

ノノ

磁事績委員鑓︶を大縮に改維拡

リスク対峠等︑婁託内容の明確化

〆ミげげ

による調整鼓謬にも代表を派遺︑

を求めているほか︑脇レベル廃鍵

〆

郡︑オークリッジ膿球行政婁翼禽

し︑これに先立つ羅の鵡備作業に

ミ！ド

五月︑オークリッジ市から同八月

三三し協力する鵬備纏織を設ける

ノ

分野ごとの検討を煮詰めていくこ

換の拡大は溝えられず︑飢民︸体

ノ

秘学捜術庁は五日と↓田付で︑

科技序が公管

第十八圓原子炉並任技術蓄試験二

原子炉︑核燃料の
主任者試験を施行
とって︑この諏税濫饅は﹁政府闇

三試験と第八回核燃料取扱主任蓄

転︑七五爾会引鋸当分として総額

取り決めに協力した﹂ことが︑結

試験の施行をそれぞれ公衝した︒

約四十六鯨九千万円︒麗力各社に

﹁課税

に出たわけ︒

局︑

実施の嚢領はおよそ次のとおり︒

齪囲

府とも協力︑外交ベースを主とし

の楓拠はない縞などとその後︑政

鎌三月九臼〜十一日▽場

原子炉霊任響試験旨▽期田・昭

和五十

絈ﾔ︒一月十六日〜二月十四田

旺漁AO

◎SSD用（α線）サンプルチェンジャー

（Model

求め︑その実現可能性を探るため

♂

図っていくことになった︒

の対応が望まれている︒

〆

掘次いで門錬税対象とする﹂醤遡

物最終処分に伴う國による基窯方

︑≦

とにした︒部雲はこれ家での軽水

針の淡定︑低レベル麗野物瞳地処

〆

告があったもの︒醜力叢界筋によ

ことなどの三論に逮しているぽ

〆

ウラン鉱凱部食︵今擬常正部弓
長︶は海外動向の理解︑天然ウラ

た交渉に当たっているが︑これま

・昭租置十一館三月十七臼〜十八

核燃料取扱主僅蓄試験1一▽期日

晦込期間・一月八日〜二月七日

ンダーで約二十本︶の輸出藩し止 所︒学潭院大学︵爽東・冒白︶▽

でに﹁課税霰楢当分︵十ゾ胴シリ

め扁措置をとることで一二の含

ゾ

漁ができ︑これによりさしあたり
急ぎ必要な騰根原発岡け六十一

18日ヅラザホ！ルで日本原子力研究駈は争八日午後

た︒同じく鎌税対象となっている

SWUのウラン確保が河能となっ臼▽場所・学習既大学︵同︶▽串

〜原研が安全性研究で報告会

○自動化省力化にサンプルチェンジャーを〃

〈改訂版

︸れ蒙で︑核蝿料箏築に開する密と 炉へのプルトニウム利胴実証性調

か︑国に鮒しては︑議ず原子力翠

臼ホ原子力薩業金議はこうした

にしていく必要がある︒

政府方針に即応するため九月︑剛

ノげ建

⁝奉職からはさらにウラン磐戸の譜

ダ︑ベルギーなどが滲加︑スペイ．これらの成果を踏まえながら︑ウ

ン︑凝縮ウランの竪急融通︑備蓄
およひ海外におけるウラン探鉱開

検討を鷹めていくことになった︒

発に隣する問題についてそれぞれ

各部会は割去のプルトニウム部会
に引続き十一日にはウラン鉱業︑

にひっかかり危ぶ家れていたが︑これまでの墜歩で門課税額隈当分の罪麟内保蟹﹂ということで一応の語禽いがまとま

縫腋轟詳記認含羅

にまず低レベル放鮒性腱鉱物の

のが今回の疲府方針で︑このた

試鹸的海洋処分を行なうという

らなる﹁放瞬性廃羅物処理︑処分

力︑RI蟹業所︑メ1カ！などか

核燃料事業化総合推進で

核燃硫を改組拡充

棄物技術騨門部会﹂を設躍︑墾前

を設躍︑以降︑試験駒海洋処分の

懇談会﹂ ︵座長︒茅原腿醐象擬︶

め原子力後員会は七月﹁放射性廃

の評価箸を進めている︒

安全騨価︑巫難の策窟︑甑験結渠

げ

タル・ビジ駅ン策定を懲いでいる

≦

昭和六十隼度を闘標とした核燃

ノ

醐任朋確化を申心に放胃性廃翼物

ミ

ウム捌が障まれるものは一ジ当た

〆避

分方策を検討しており︑海洋投璽

り百惇⑭トリチウムは一漣当たり

〆

しかし︑放射性麗棄物の試験的

ノ

通産省はこ﹂のほど︑岡省のこう

♂

料サイクル禦業確立のためのトー

建

〆 ！

問題全般の間題についての民間の

〆さ

海洋処分問題の解決は︑その曝要
〆〆

など興休的諸闇題を煮詰めている

百万催︒垂葉規制では一投編海域

原子力開発で立地・環境蜜全
と並んで開発の大きな
のが現状だ︒

ネック

となっている放躬性器優物処理処

二十五万本︶が叢大限一など︒

ところで︑王AEAほ四十九年嶺たり隼十万樋︵ドラム蟹にして
秋の理購会の際︑海洋投棄が禁止

る︒
IAE A で は こ の ぽ か ① ア ル フ ァ

分開題は︑ひとりわが国の問題に
とどまらず︑原子力開発に将来を
される醐レベル放躬性廃棄物の定

廃舞物の処理と暫定保蟹②ガス状

費理麟際協力の弱体計画︑調整︑
処理およびウラン濃縮に関する潴 鼓扁︵天沼源都閑長︶に・加え︑
推進︑三二交換のほか︑放射性廃
問題をとりあげ︑それぞれ報岱山
y鍵と﹁ウラン鉱︑悉の三つ
蟹物の地墨簡処分︑爾レベル放蟹
をとり濠とめてきたQ四十八︑四 が新設︑総禽部会︵即事洋一部金
性麗蔓物のコンディショニング︑
十九毎からはこれらと蜘観してプ
長︶は総會謝醸︑萬処理︑放尉性廃
傑響など夏休的な自説も進めてい⁝ルトニウム利用および総帥施籏︑
棄物︑ウラン纏稽に関する聞題︑

期待し︑開発テンポを遼めている

および浮遊性核分裂生成物の補撫

さらに︑NEAで暴︑オラン．会心欝に薪響手・縁懸

蟹の作成︑廃翼物の海洋投葉など

ン沖台水深纏四千五百凝に一九七．ラン濃縮恥策を申15としたアップ
五奪までに七回︑総臓で約二十四

︒ストリーム喋撲化および再処理
箏黛を中心としたダウン︒ストリ

アム繋化についてそれぞれ讐

目玉の放射性廃翼物の海洋投棄を

実施シkいる︒

難月越止口約︵・ンドン籠的窯から評響るため・羅・

十七闘には総懸燭部会が初会含︑

諏税問題

斬発足する︒

え燃料糀農縮ウランの入黍が︑

轡

本 社 168東京都杉並区浜霞
営業所 540大阪市東区山之下

膏轟絃錨

，

㎎脚数か蟹共通の舞鶴でもある︒

望まれる国際舞
台での積極検討

国際惰勢に対零すべく學懸な諸体．題の多角的検酎と調査研究に乗り

残すだけ︒わが国も︑このような﹁際酌動向および保隈撒櫨など譜課

約︶の発効もあと一か国の批准を紹織構燈︑灘業︑資金︑算術・圏
下地下︵シーペット︶処分⑤長嬉

③原子力施設の除染︑閉鎖④海底

島根︑玄海用6
の濃縮U確保．
躁税問題
中事職力島根原子力発穐所蹴替

望洋轡燃蠕・

NIMモジュ・一ルとの接続によりコンバクー・に又、広範な用
途に御使用いた：たけ藪す
詳細資料は下詑へ御請求ドさい。

熱型献浮：瀞讐

の墓鵡で勧告を採択しているが︑
国際原子 力 機 関 ︵ r A E A ︶の調

査によると︑一九八O銀には世騨

で運転中の原子力発電所は四筥一

門二鰹六千二蕩九＋万KWが 開

発される見込み︒こうした原子力
発醒傾斜開発の中で︑それではそ
こから撲出される放射性廃織物の

これによると︑海洋投粟棊華は︑

当熱のことながらIAEA は 開
放射性廃藁物百鏑についての単均

処理処分 は ど う す る の か 一 ︒

発途上国を含む加盟穏四か圏参加

命核橿の変換⑥回収可能な地毛表

制の舗罷れて奮︑関茎
が①楽減期五十隼以上のアルファ

躍物処理処分体制確立のための繁

放鮒性廃鍵物一鋤当たり十糠︒ラ

だ︒

のもとで︑主として放肘性廃爽物

ジウム蹴の場愈一投棄海域当たり

面保管一1などについても横集中 省庁闇調整など︑円滑な放尉性廃

処分の塾躍化に露点を醗き︑急ぎ

ろう︒

︵K・M︶

方︑至EAは︑放射性騰鍛物 地作りを慰ぎ醒めていく必要があ
蟹理国際協力計画をこの五月に卜
︵トリチウムを除く︶は一樋蜜た 定︑十月に廃蔓物働理後蜀会をス

ルギー機関︵王EA︶でも米︑英︑ 廃漿物およびガンマ放剛性廃耀物

検罰申︒︸方︑OECD園際エ投
ネ翼羅年頁憾以下②ベータ放尉性
仏︑加︑西独︑日電など先違十四

り千捜︒ストロンチウム90とセシ タートさせたが︑ここでは廃翼物

冠篭写、蚤ゾ・孫麟

鑓懸
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◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SC〜V−3＞
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思詰磯蒜戴鑑識凝輿讐敵
る立地の円滑化︑資金の確保︑広域運窟

いとして︑安全確保︑耀境保金附策によ

部禽が原子力をとりまく環境は依然厳し

論がわき起こるなかで︑改閥の正式繭し

瞬県佐世撮港に集約された感じ︑蟹否両

第に修理港に〜本化され︑ここへきて艮

うずがまき起った︒しかしそのうずも次

修理継をめぐって︑各地で議致と拒薔の

ェリ；原発で火災欝故︑一︑二毎

▽二十二日

▽十九臼

※プラウンズ・フ

韓国︑NPTを揃准NPG︑BNDCを吸収︑原子力㎝

サイクルーとくに爾処理︑腿麗物処分

立地・環塊・安金などとならぶ核燃料
になぞらえた

持ち越されたかたち︒この分野では今年

ではなく︑核の拡散だろう︒米︑仏︑西

れているのは︑核ジャックやテロリスト

たのも今無だ︒だが︑国際祉雲が鍛も恐

核ジャック対策々という

この問題は首相の諮問機関として設けら

にまでこぎつける一方︑放射性廃棄物処

動燃の再処理施設がようやくウラン試験

めぐって愈見がわかれ︑荷沢座長の試鑛
きだしたところだ︒

理処分センター購想も常体化へ向けて動

米商務欝が打ち出した原子力関係二十四

を懸念する爾が口証っているのも禦実︒

交渉を活発化させている反面で︑核拡散

独などが︑原子炉︑核燃縛の輸嵐や供給

対する締めつけは強くなってきた︒だが

▽二十八日

海外▽四日

科技庁︑五十駕慶

米︑イランへの

の原子力開発利用基本計画を決定

▽六ヨ

行政管理庁が原子力行

が︑規霧手號薄検討調蒼完了豪で

原子炉︑特殊核物質の輪出入の一

▽六R一碧で原発建設予定地で

の判決出す

窃の住属授票︑フラマンビルでは

洋弓︑ポール・ラヌーベルでは反

▽七日目躍ルスター爾ア首相

対が多数占める

イロット・プラントの運転成功を

が同国バリンダバのウラン濃縮パ

特殊核物籔の輸出入禁止楢隙は供

▽十五睡米NRC︑原モ炉と

議会に報告

給傑証ずみのものには適冒してい

二木陰野︶

理化学研究所理瓢長

一十五貝豪で︶

▽二十三爲臼本学術会議蕃の

▽二十五田政府︑NPT批准

総会開く︵

カナダ︑OEC

原研理坦に江藤秀雄

承認黙を国会に提出

海外

▽一難

米NRC︑BWR二▽
十三十田

原発供給︵八墓︶に原則的に合愈

三基の点極結果を発表︑二十三憂

控訴院・ベイリー原発の建設禁止

D原子力機関に正銭加盟▽米運邦

申︑二十一基は異常なく︑うち十

とを明らかにした

七基はすでに運転璽翻しているこ

ら

十一日パリで第一回欧州

▽二十日

▽一

糞離露盤

欧州原子力学婁設立

▽七日中口慰力日日会が慰力

ー対策閣僚金山︵座長

▽十五日政府︑総会エネルギ

毛膏五十八万KW運開を針圃

山聞に二千四首六十七万KW窟紅 ないと目明

長期翫颪を決定︑原子力は今後五

政特別調葦を行なうと発表

▽山隔日

冨展次郎氏就任

▽一日千船嚇鎚団一興長に鰯

閣僚会議初会合

エネルギー対策

団鰯

令▽英原子力会祉︵NNC︶がT

がウイル原発碓設の一時慷止を命

匹止案喬畠す

▽西独フライブルク行政戯判駈

諜饒鯉鐸羅灘

の強化などを指摘していることは兇蔵せ

原子力船﹁むつ﹂問題は今薙の原予力

れた﹁原子力行政懇談会﹂で検討に入っ

告示を削にして︑総評が婁澱を引き揚げ
密一町むつ甫から潰いたてをくってい

機が運転幅止

ない︒趨正な開発規換とその違成上の闇

ン︑慰力講饗の不確定さなどがからんで

界に多くの藏題を残した︒その巖たるも

蕾妙な選曲におきかえられるようになっ

核物質のフィジカル︒プロテクション

入れば時間の問題になって壼た︒

今年もまた厳しい購開けだった︒松の

取消しが相次いだ︒こうした現寅は︑従

建設のおくれ︑謝画の繰り延べ︑発注の

問題などのツメは︑いずれも来年以降に

渠を濠とめる︒

題︑解決簾については原産も近く検討糖

内から福鍋第二原発をめぐる行政訴訟︑

のは原子力行政の抜本的見隠しである︒

しが延々と続いている︒

翌臼には美浜一〜弩が運転僚止︑追うよう

薬いわれてきた原子力発電の経済性に疑

という難解な技術用語が︑ハイジャック

に属浜一弩も︒玄海一暑の臨界で小議を

たが︑原子力鉱員会のあるべき盗などを

問をはさむ余地を与え︑それやこれやが

響たのもつかの聞︑新設なった来原子力

崩

壊

る原子力船﹁むつ﹂の身のふり方は︑

しかし︑石油緬格の方は一向に

途︒この結累︑原子力志向の世界的すう
るなど︑対驕と協調の路線はいくぶん抽

WR二十三基に対する繁慧炉 心 冷 却 装 睡

規制婁願会︵NRC︶が鍛初に発したB 原子力神諾の崩縷 をささやかせた︒
配箇クラック点検命倉は︑一夜にして太

折気味︑機構づくりの難かしさをまざま

のきざしを兇せぬばかりか上興の一

平洋を越えてわが国に波及︑監繍雀庁を

西独を筆頭にスペイン︑イタリアなどの
ざと冤せつけている︒

のっけから受難の無を想わせた︒

してBWRの総点繁指委せるなど︑ 勢は今年一段と強誤った感がある︒仏︑
欧州譜圏における原子力発鱈酎画は順調

聞発を検討︑これらの結論から︑原子

開発規横の見癒しは︑﹁む2以繭がら 懇談ゐ丑がむつを盒めた今後の原子力艶

舐闘の輸出規制は︑わが国にも大きな動

に鯵ぴ︑饗概の大型化も逓んできた︒だ

叫ばれていたものだが㍉総愈エネルギー

そんな世界の旧識とはうらはらに︑NP

﹁むつ放射線もれ問題調蛮委員会﹂で照

窮実︑この一年︑燃桝チャンネル・ボ

が︑エネルギーの自立を求める閏が高ま

力委員会はその改修と総点検を行なう方

T批准承認案は︑さきの遡常国会で継続

揺をもたらすなど︑原子力平租利用面で

ックスの損鰯︑燃料棒のまがり現象︑寒

る一方で︑反原発の動きも活発化し︑ラ
調齎会隅給部会が畏期罵絵属国の巾で︑

劉を固めた︒これを受けて科技庁︑運輸

霧議︑今臨時国会ではついに上提されず

﹁原子力船

気発生羅の故隊などが前半に霧中︑島根︑

イン河の沿彫で︑アルプスの山登で︑反
現状をふまえた目標償を打ち出した︒こ

じまい︒日塞の批准を求める国際盤論も

故原因と背漿が究明され︑

索海を除く各発璽所は半身微睡の状態を

原発簗鼠︑サイト予是地占拠︑住宅投票

約二〇％縮小した六十駕四千九頁万KW つめ︑総点検・改修計画を箸硝︑難儀万

れまでの原子力灘三六＋葭垣千万KWを 雀口同の婁員会がその方法を技術的に煮

行政改革と並ぶ懸躍の一つ︑罠期的な

余儀なくされた︒加えて資金綴織澱迫と

などが頻発︑来魍のお橡を糠つた︒こう

▽十六日

の朔日を決足︑二十五臼に切会含

に福井伸二氏

▽十八黛原子力婁員会の原乎
力船懇談虫が初会命︑婁員長に福

科学技術聯碁次官に
久農知籔善氏▽東電︑柏騎刈羽原

原研が機構改革︑

田久雄氏
▽二十一日

発の設麗許可を肉舗

安全性試験研究センター︑核融含

動力炉開発・安全性研究管理部︑

第八回原産年次大会

研究部など新設

核融合研究でKMSフュージョン気会のクレメンテル委騒屡来田

委員会を設良

A・罠聞ウラン濃縮プロジェクト 力開発問題で総懸

歓への委託を決める▽米ERD ▽二十七日 日本其産党が原子

手を引く▽来E魏DA︑レーザー ▽二十三日 イタリア原子力乗

ショア︒パワー・システムズから

▽二十田

保頗伯仲のわが隠密には樋じなかった︒

▽米テネコ社︑ウエスチングハ

端整ったわけだが︑この嗣︑肝心の母港

内一男氏らの琶界平和アピール七

▽二十七欝朝永振一郎︑大河

措躍協定纂に仮調印

並みが確保されたNPT下の保瞳ウス社と共同の海上原発会祉オフ

▽二十六日政府︑ユーラトム

の数字をどうみるかはさまざまだが︑岡

旧冊

政懇談会を設置
▽三臼漂艦︑四＋八蕉度の原
子力産業実態調査結果を発表

も核拡敬防止条約︵NPT︶未批准国に

立地難の追い打ちにあって原子力産菓は

した物象の多くが法疑にもち込嵌れる傾

この傾岡は細螺でも総懸︒この国では

まさに懇戦蕾糊を強いられた︒

向を強めており︑捉訴︑控訴のくりかえ

▽三十日目日産轡︑科技庁がB

W︶が臨界
WRの緊懲炉心冷却装麗の配管ク

西独バ1デン

ラックに関する点横を掲示

▽ヤニ臼

首相︑原子力行

深刻な資金問題に総懸のエスカレーショ

職嘔

8WR配管の
海外
︒ベルテンベルク州ウイル村で原
発建設をめぐり村民授禁︑螢成五
五％

日鶴

電調審︑伊方原

勤燃︑カプリ計画︵轟

発二号など認可
▽六日

加で仏原子力庁︑西独カールスル

速繕殖蝉反応度聯故換擬実験︶参

原電敦賀原子力発躍筋

二氏︵繊塵顧問︶逝く

▽十田

坂嚢

人委員会がNPT皐期批准を滋相ーエ研と含意▽経団連名轡芸撰石
に晦し入れ

放射線被礫問題調査婁翻金が﹁岩

▽十一日

崎氏被曝の胃能性ないしと報告

開く︵十三日まで︑策京イイノホ

▽十七日鱈調審︑藁醒の襯鋤

ールで︶

?鑓繋難鱗ll難の桑子優れ

膿藻羅縷愛妻蕎嚢系腰

麟

醤

黙一

日照翻笏郷

渠京都文京区湯腸4丁図工鍛18弩羅語812−5111（大代表）

④取締役社畏押本栄

Z

技術をうる

⑧

韓支店劔榊躯鱗4−10−4偲｛03）541−21田

聞

力
総点検始まる
▽七日曲沢会長ら原灘善脳が

との保障描融脇斜鼻渉で念慰︑ユ

▽九田政府︑岡際原子力機関

氏ろノーベル受鑓蕎十一人を含む

▽十七日米でH・A︒べーテ

灘尾総携会長と会談︑五や鶴度原

大軍藏椙︑中曹根闘民党聯漿畏︑

蕩隅一腎運転再開

科学習三十二牲が原子力開発促進
▽川州

子力予箕 編 成 に 関 し 既 墾 ▽ 東 電 橿
を求める緊慧エネルギー粛明を発

ーラトムと岡篭の査蟹条件に

轟塑雑誌の設躍に反対する住民

▽＋一酉電労連が開発副画の
見飽し︑質任体制の明確化を求め

表▽臨独ウイル原発懸工︵十八田
反対派佐罠ら敷地煮拠︑二十田バ

原子力委手金が動力

た原子炉蜜金技術韓門部会の設躍

炉安全鉦鵡専門部会を改組拡充し

▽十八日

た原子力開発第五次提叢まとめる

設番儲に着工延期を勧告︶

実力で耕除︑二十四田暇政府が施

ーヂン・ベルテンベルク州政阿が

が設畷許可取消しを求める行政訴
訟を福岡地鍼に提出

五十葎度原子力予算

▽八饅美浜二面機︑蒸気発生

▽十一 臼

器故陳で 傾 止

▽十九賑来エネルギー研究開

発局︵￡RDA︶と原子ヵ規舗委を決定

愛媛三県への交付がき纏る
フォード米大統

KW︶を翻可
▽十八臼原子力委員会が原子

！

簸糎憂譲動鑓難癖

黙羅戴購軽噛轍調む

㎜㎜…

鼎而…一

個一皿｝鼎㎜一一皿一

政府粟決 ま る ︵ 原 子 刀 蜜 金 局 新 設
などを含め総額一八薫五ナ六億円

▽福島第一一三駈三署が試運転

▽囎源二階にもとつく初の電源

条約︵NPT︶の阜期批准を三木醇開

望照しいとの見解出す

▽三謹

に提出︑E蔑DA約四十三億が︑ 第二原発一蹴︵百十万KW︶︑四

領︑七六会計庫度予鐸教諮を議会

海外
のあり方を検射するため︑首梱の

政周︑原子力行政

諮問機関として原子力行政懇談会

▽一一十五日

▽カナダ政府︑インドへの原子

を命令

却袋躍バイパス管のクラック点横

BW鼠二十三基に対し緊憩炉心冷 原子力委員会もNPT皐期加盟が立地促進対策交付金の藤井︑禰鵬

▽二†九繍※NRC︑国内の薗相︑圃金︑忌敵党などに提嵩▽

動開始

員会︵NRC︶が正式に発足︑酒 ▽二十一限原理︑核拡散防止

▽十二臼原理の訪ソ原子力発

に︶

電所安全 技 術 ︒ 環 境 対 策 専 門 視 察

▽二十二臼高浜一暑機タービ

団︵内田 秀 雄 団 長 ︶ が 画 発

ン部分の難陳で運転印止

力機雛︑特殊核物質の晶出紮止を

同盟が嫌次金園大

がニジェール政府︑仏原子力庁と

英ソが原子力平和利胴協力で合悪

▽十八臼ウィルソン英総懸︑
▽イラン︑欧州のガス拡散ウラ

共岡でアイール地区の探鉱開発に

力船懇談会を設躍

⑳放躬1生廃薬物処理設備

@

燃腰素4杁，墾25屯）

木翻化工機（瓢・PD畷輌剛耀輸送駐織錨轡憎濃鰍監1翼灘1磯1｝

ﾗ型使騰繍送容器

▽二十 三 田

に原子力開発の促進をはかれとの

会で︑行 政 の 不 明 改 薔 な ど を 条 件

を設紐▽海外ウラン資源開発会盟

NRC約二億炉の承調を求める 国躍力の憐方二号︵五＋六万六千
発表

ン濃縮郡策︵ユー鼠誓フ︶への

したと発表

砦

⑧核講料輸送容器

@

U，分離精製留置

㊥Pu，

亀

@

基本的態 度 打 ち 出 す

▽二十八臼九州露力玄海原発

懇糊すると発表

一弩︵PWR︑五十五万九千
謬K
加を表明

第8團原豊国次大会

投資効率を高める

㊥核酬斗加江。潟、没備

@

氏

設計・施工

釧欝、料取扱機器

罵

@

概

酷

囎核燃料交換袋置

@

榊
跡

N幽7批准を求める朝永氏ら

（4）

第805号
（第三種郵便物認可｝

新
業
産

子
原

和50年12月1竃B

j燃料サイクルの一端を担う璃憲謬！

｝…

関東電気工事株式会社

聞

フ
プ

三

PT批准見送る
▽二日原研栗海研で燃料試験
施設の趨工 式

▽三十臼原研の原子炉安金性

海外

▽十二購

オーストラリ

研究炉︵NsRR︶が臨界

ン生薩蓄がウラン協会を設立

で︑原子力の開発闘櫟を五＋五年
▽二十田

仏から原子力発電所

政の欠附言正を三三に卑秘利購促

▽六田

動燃再処理施設のウラ

遜熟蚕を孫択

九州加力玄海原発一

瓢恥

原子力委員塞︑核融

海洋生物環境硯
が設立発起人会

▽十一日

会と学術禽議の原子力シンポジウ

合会議の設罎を決冠▽原子刀翼翼

@鎌

轟7製

≦

さりに製鉄技雨の進歩と鉄鋼需要の増大｛》対処するため水爵

野

プロジェクトで推進決める
▽イランなど発展途上国

ン試験に一部住民が行敵不服審蒼

撃

総評︑原子力行政懇談

に原子力化の波︒ブラジル
▽箕田

法にもとづき自門甲立て

会から酒搾一三婁資︵総評翻識

▽十五臼

長︶を引き上げる

関題編浜二讐炉︵P

財國法人・海洋生

来とエジプトが

米NRG︑プルトニ

三界に跨る優れた技衛と，つねし新しい設備でく環代の鉄〉

護・

製鉄謬〒を累々と建設してし、まf。

は西独から一括輸入へ
．
▽バイパス配管クラック

など原子力発電所のトラブ︑
旧

▽十四臼

ム開催華備運絡該が梯金禽

WR︑八ヤエ万六千KW︶が商策

▽十八隅衆院内閣婁が原芋茎

逓継を開始

参院へ

安全局法案を可決︑本金議を経て

▽二十五田むつ総点検・改修

技術横謝委鍛禽︑原船幅業圃の遮

第十・二圓講本アイ

ソトープ会議開く︵二十七田豪で

▽一一十七日

サンケイ会鑓で︶

物環境研究所設立︑理那長に松下

海外▽五日

及成鶴水薩庁次長が就任

原子炉二塾の供給を禽む原子力平

和利用分野での協力に関する共綱

▽十一臼米撃高戯︑ベイリー

輝明に仮調印

原発の建毅許可取り消し︵シカゴ

▽十二日

控訴院決定︶命令を藁却

一葦半くりあげ︑七七蕉睦めに出

ウム・りづイクルに関する淡足を

すと発表

米NaC︑ラスマッ ▽十九日 西独グンドレミンゲ

▽米デルマーバ・パワー＆ライ

ン原発で冷却樗麟出会故

ト社がゼネラル・アトミック社に

での原子力モラトリアム賛否投票

実現を再掲す蟹名運動︑法定騒名

◇注鼠される無内の動き

数に満たず失敗

▽総台エネルギー対策関僚塾議

の名を世界的なものにしました。

川鉄

術の優秀さ訴しさて

鮪騨川鋳製鉄は銑鋸一貫メーカーとして，

《斬しい鉄〉つくり

ル相次ぎ稼動率が低下

点検・改膨技術検討姿瓢会に遮蔽

▽米で電力会社の資金繰
頃が士爵逓転開始▽動燃が蝦儀と
り悪化などで原発計画の延・ 譜演の会開催
年中が増える︒GA社︐ ▽十七日余船漿目盛がむつ総
甲

▽二十一日佐世保市でむつ活

改彫案を提出

▽二十四臼来のエネルギー問

用国民遜動眼進協議ムム発足

▽スペインのUEM往が西独K ▽二十八響石川鵬播磨蹴工が

リサイクルに関するNRCの決定 ▽来のNP？未批准圏への輸

▽二†六門口

題コンサルタント︑R・ラップ氏 蔽改修謝画は窒当との紬舗出す

ルチャトフ原子力研究所のトカマ

W遅に百万KW級PWR仏
墓アを
トランテック往と紛用立モ騨

を急ぐよう求める▽米WH社︑ウ 出規制により︑ジルカロイ︒チュ

コナー・オーストラ

ネルギー自立公社法案を議会に提

▽十四田

▽一二十田

リア鉱物エネルギー相辞任

セン調査簸終報鑑欝を発表
▽米ギャレットとエクソン・ニ
ュークリア両社が二心分離ウラン

通言省の核燃料研究婁

り消す

発注していた高温ガス炉契約を取
濃縮工堀建設金園をERDAに提

▽八二

物管理の改魯など要求

農会が改組拡充︑プルトニウム部
会が初会禽
経団連︑来無度政府予

がエネルギー政策の基本方針打ち

▽九二

簾に反麟すべき当千のエネルギー

出すか

▽原子力船関係閣僚懇談会︑む

政策への要盟をまとめる︒原子力

關μ

第鮒

癩等

勧動

重

の高温ガス炉事業窮地に

ネルギー自立公選設立構想を発表

▽原子力委︑研究考と専
門家による原子力シンポジ
ウムの開催決める
パ
ビス契約条件を変鍵▽フォード米

が原子力産業懇談象で講演

翁開く

▽ウイーンで王AEA第十九圓総 ▽擬騎県涌遮︑佐世探癌でむつ

発安全審査資料のうち商簗機欝を

ク型核融台研究装躍門トカマクー

反対の海上封鎖デモ予行演習

を認めるよう識金に璽謂▽ソ運ク

大統敏︑本鞘ウラン濃縮謂業逢繊

除いて公開することを決める▽科

▽二十九日原峯力婁員会︑原

度千六百六＋万KW︑六＋琿轟 二叉団が来田
政府︑稲翼勇〜二原子

千九藤 万 K W と す る
▽十六臼

力婁興の騨任を承認

パワー＆ライト社︑ゼネラル︒ア

10﹂運転を開始▽米ルイジアナ・ 発注▽米国務留がプルトニウム・
トミックに発注した爾翻ガス炉二

ラン価格高騰による採籏譲れのた

システムの技術協力で含懲

改修技術横酎婁雛鼠を設關

技庁︑運輸省合岡でむつ総点検・

ERDAのクリンチ・リバー醐速
め既契約のウラン供給を打ち切る

二の建設をとりやめる▽※下院・

▽三十一門口原子力襲爵会︑核
融禽研究の第二段階謝画を簾定し

組倉︑欧州原子力製鉄クラブに加

▽二十飯米ERDA︑ウラン▽十八賦原子力製鉄技術研究
議肥りービス籾搬改驚を雛表︵固

ナショナル・プロジェクトに鱈定

長崎興議金が原子力行

▽十日

訴へ▽来商猫省︑NPT未批准国本初参加

ロ麟

への原子力機羅二十四品圏の輸出
規制を決定

蔚

玄海原発﹇暑が
営業運転を開始

▽四馬

団畏︶が出発

在職

浜岡原発︻号
が試運転再開
中鰍浜岡一弩癖が試運

フォード米大統領︑エ

ーフレックス75開く︑兇水市に臼

海外▽六日バーゼルでニュ

ーブの輸入などに影響でる

▽十九日高松隅裁︑伊方原発

関西電力が福井︑策都な

原子力委員会の原子力

ど六府県漁連と高浜原発の安全協

▽九日

▽海外▽米ERDA︑原発建
増配炉剖諸藩を承認

科技庁︑五十一巨

設計薩の遅れに対応して濃縮サー
︸ ﹁

▽二十九臼

定結ぶ︒

▽十一日

船懇談会がむつの措躍︑今後の關

釦田太三郎原子力委澱

発などで検討継果濠とめる
▽十二日

と通告︑バージニア電力などが告

の行政訴訟に関運して︑国に三盆
報告轡付属資料を除く安金審査関
係螢料の提出を命令

麟㎝

川原子力関係予騨千七十四億円を

米の三富する科

大蔵省に概騨要求

海外▽六日

に二千三賢人嬰名の原発批判潤明

学省岡盟︑広癌被爆三十周館を機

出す

科技庁︑第七十六柱隠
二食に原子力安全局法案を再び提

▽十九日

ェルドマン婁長が来田

▽三顕原産のニューフレック
▽仏政府︑軽水炉開発をPWR退任
ス五加欧州原子力視察団︵松田彰
▽＋五冒米原子力学該のM・フ
に一本化することを決定︑産濁乱

再編成と原子力庁生麗局を子会社
としてフラマトーム被の株武を取
得させるとの方劃打ち出す

▽スペインの霜力二社が米GE

祉に酉万KW級BWR二基を発▽
注二十三日原子力田田会︑むつ
第二回田英原子力産

開発計画の推進施簾を決定
▽二十六日

出発︑二十九〜三十田ロンドンで

業会談代表団︵吉岡俊男団長︶が

▽二爲

▽原産・原子熱発躍開発規換検

の基本方向決まるか

討婁顔会︑昭和六十五年度を貨標

告轡

とした開発都響と聞題点摘鵬で報

火阪セノン｝

ｭOを推造しています。とくに千葉製鉄所は，その製鉄技

づ㌧

@

▽四日来の反原発学者A・R ア︑カナダ︑仏︑爾ア︑英のウラ
・タンブリン氏︑原水禁などの招

きで来田▽衆院外務委員会でN P
T批准躍の 辮 識 始 め る ︒

・五五メ︑要求臆契約はヤ一一月十

定麗契約は八月工十日から覧十三

八ヨから六十・九五がに︶

▽七田原水禁など六団体が反
原発市民集会開催︑住民組織︑消

力協定締績

原子炉︑核燃料サイクルを含む協

▽二十七臼西独︑ブラジルと

斑暫団体などで反原発市民連絡会

議を縞成

▽十濱玄海原発で蒸気聚生雛
細管から放 酎 能 も れ

Φ0

被爆30周年機に
反原発運動激化

科技庁︑動燃再処理施

設の海申放出管に呈する異議串立

▽五日

の統一見解濠とめ関係省庁に梶謡

船重機労運が原子力行政改革など

▽四日電労運︑騒機労連︑造

▽三十田米ERDA︑エネル
ギー研究開発計画簗を識会に提出

▽十一日原子力委員金︑むつ
問題と原子力船むつの開発計画に

▽スウェーデン謙会︑一九八五

ら外される︒

岡纂で高速増殖炉は最纒先項臣か

通産省︑福厨第一原

関する冤解 を 表 明
▽十三日
発二丁の燃料チャンネル・ボック

とを決定▽米連邦控訴院︑ベイリ

年翫での原発新設壼巫とするこ

ー原発建設禁止倉に対する米政府

辻佐世保市長が﹁む

つは政府から褻請があればどこか
と施設薔の爾膿請求を却下▽楽セ

▽十八日

が受け入れ ざ る を 簿 な い ﹂ と の 私
ンター・アンシェーツ祉︑還心分

てを藁却▽放隊研の那鋼湊支所新
設きまる
被剛獲二牽周年を迎え︑

▽ハリス・アソシェーツの原発
建設に関する米隅民の世舗調査で

建設世論調査︑五五・五％が賛成

螢成六三％を占める▽仏でも原発

△護

発蹴など巨額の開発翼金への財政

▽米マサチューセッツ州

▽原子力行政懇談会で行政改革

つの修理で佐世保港便用要謂を決
資金の投入︑電力細田発行棒の引

進を求める︒

▽十一潤

海外

丁︑騒客

案︑蓼院内閣婁員会で提案理由二

原子力安金周設羅法

究︑使絹済み燃料再処理などの促

定か

く

第四回日英蕩速学会識

上げ︑高速増殖炉開発︑核融合研

転再開▽河内武雄鋤燃回虫郷長遊

鹿鵬守之助鹿鵬建設禽

▽二十七日海外ウラン資源闘発

▽五日

長︵原薩顯問︶逝く

▽三日

金社︑仏原子力庁︑ニジェール政
府とアファスト地区での困頓子心
灘発を行うと発表

▽二十八田選民翼長隔緊連僅世

で︑偶報交換協力協定の五黛間延

茨城興︑策海村︑勝田

長をきめる
▽六出

け入れを竃F凸

フォード米

促支部が俊鼻熊潜でのむつ膨理受

溝外▽二十二臼

大統緻︑AFL−C工0金型で市
エなどが動燃に再処理施設の廃爽

東京支店 東京都申央区署座曳丁自13番1轡 雀晃ビル3階

出
出

スに損鰯ありと発表

晃表明

▽十九 田 政 罵 ︑ 自 民 党 ︑ NP 離ウラン濃縮工場建設副画をER

▽六日

原水禁︑原水協が大会︑原子力平

原子力雲霞に吹田徳

秘利用問題めぐり論議
▽十二日

出

滴

島

松

取締役社畏

雄氏

▽＋四日原子力委員会の新型

皿m

玄海原発⁝轡が舐運転

修理港問題で佐
世保に賢顔両論
▽三日

▽五日動燃︑再処理施設のウ

再開

ラン試験を開始▽二難ぶりに原子
力白磁

場

動力炉開発脚門部鼠︵稲興属望部

▽十八警むつ総点検・改膨技

会畏︶が初会禽

術検酎婁願会︵安藤蔑夫委鼻憂︶

が初会倉

▽二十日禰齢県漂子等センタ
ー落成▽科技庁鵬根原子力遡絡翻

佐世保市識らが蕾

難窟灘携所が店びらき
▽二幸五日

森県むつ甫の原解力船隊庵を視察

麗支店

工：

名古懸市中柑区肉芽町竃ゴ臼二二地の1（策洋ビル）
伊｝吹・高知・大阪・横浜。市川・芝瀬1・堺。下津・三尊

，名古

大阪市毒ヒ区r壁謁浜遡1丁目57番地

社

本

0

盟
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高性能吸着

開発に鍵
この海水中からウランを採ろう
いう試みは一九六二琿頃からイ
リスのハーウェル研究所でポー
ランドハーバーという臨海実験
を使って始められたが︑その後

は︑これ族 で 三 十 年 以 上 も 研 究

わが國のエ ネ ル ギ ー 不 足 を 補 う

︑一九八五〜二〇〇〇年ごろに

もウラン隅要の減少するのは遅

殖炉や転換炉が入ってきたとし

界中では数万ナに達する︒高速

このウランの縷度がきわめてう

腿は総四十億沙に淫する︒ただ

一悪当たり三・三論緒て︑その

で驚くほど均一であって大体海

が予想外に遅窪したなどの理由

格が下がり︑原子力発悪所の発

鉾嶽
九六七無声から新しいウラン鉱

れ巖近実用 化 さ れ つ つ あ る 原 子

ウランは海水中に禽まれる炭酸

いのが問題であって︑しかもこ

の翠黛と捜術の進歩でウランの

に頓らざる を 得 な い ︒ し か し 原

十分篶えられる︒そこで︑膨大

ウラン供給の端境嬬のくること
海水と蕊ぜて撹貧してから分離

頃︑抽出剤として各種智櫨溶媒

中止された︒イギリスでは初期

力の燃料で あ る ウ ラ ン は 石 炭 や

独︑英で研究すすむ

性能回収法開発に全力

@一f潮位

こ二ζ騨へ r一

㎜ 一

無機イオン炎換体としては堀基

られた︒

等も吸物するが︑カルシウム︑

ンガン︑鉄︑ニッケル︑バリウ

でなく︑クロム︑バナジウム︑

堺

炭酸亜鉛︑水酸化チタン︑磯化

グネシウム︑ナトリウム等は吸

大吸衝︑すなわち平衝吸魑に達

しない︒ただし水酸化チタンも

させるのには海水の通過逮度を

︑吸葱剤鼻聾たり三置〜五百雷
のウランが翼翼されることがわ

︑ピロリン酸鉛などが研究さ

った︒イギリスの研究では抽出

分二十五穆摺としても二十日間

るいわゆる溶媒抽出法が行なわ

酸化チタン︵驚確には含水酸化

ばならない︒
わが国でもこれまで︑

頃から尊売公祉小謄原製塩試験

︸九六七

が國独臨の技術を開発していか

は微々たるものであって︑今後

を感じていないせいか︑まだ開

が︑諸外国では二月ほどの必硬

発を行なわねばならない点が多

させる方法の開発とか今後研究

︑低コストで海氷を吸蒋剤に接

には効率のよい吸惣荊の礫発と

このように︑海水中ウランの採

自の技術で
ﾞ研究計画・

︒実験三時︑これによるウラン

ウランを採取することを誓え

潮の干満の蓼ぜ利罵して海水か

水位湖に吸魑剤を通して落し込

灘註し︑干潮蒔の水位に曇った

に水門を開いて高水位湖に海水

位の二つの膿水湖を設け︑満潮

海峡にダムを簗いて低水位︑高

る︒そこで︑イギリスではメナ

ることにより回収することがで

ソーダ箸の溶液によって脱愚さ

ウランは酸や炭酸アンモン︑炭

一たん水酸化チタンに吸識させ

塵になる︒

着剤纏当たり六十欝欝程度の吸

上かかり︑一日当たりにすると

力からも海水中の安定性からも

スと繋馬して安定な炭酸ウラニ

義

ウラン資源として海水中のウラ

轟轟顯菅野

としても三 酉 〜 四 齎 万 ナ に す き

かった︒水酸化チタンによるウ

タン︶が最も優れていることが

出剤が海水に溶けて損失となり

︑ウランは抽出されるが高価な

いると弩えられており︑固形物

という錯堀として慶雲に溶解し

を四千万KWとしても︑その頃 ︒

六醤留鰐くらい吸諾する︒この

ン吸垂髪は製法や形状によって

譲串のウラン含量羅は0︒〇

判異なるが︑よいものは鰯嶺た
用いる試験が行なわれ︑荷墾な

％に梱忘し︑適常の鉱石中のウ

︒さらに︑各榔イオン交換樹脂

出剤も得られたが︑いずれも階

済的に成立たないことがわかっ

ランの抽出に当たっては︑まず

の経過とともに劣化し︑また海

ン三筆駅○・一〜○・二％にあ

といわれている︒海水申からの

一に処理せねばならない海水の

中への浴出も無視できないこと

り劣らないものが得られる︒水

に附題しているのはO・一％以

の利用が注霞されるようになっ

頁万沖︑ポ ン ド 当 た り 三 十 が 以

ンド当たり 十 が 以 下 と い う の は

またウランの埋蔵羅もU308

由に入手で き る と は 限 ら な い ︒

よっては栗 然 ウ ラ ン も 必 ず し も

るわけで︑ ウ ラ ン 塵 出 圏 の 政 簾

本はその大 部 分 を 輸 入 に 頼 っ て

ないが無尽 藏 で は な く ︑ ま し て

り︑薩出国 も 石 抽 ほ ど 偏 っ て は

油に比べて 輸 送 や 賠 藏 に 便 利 で

島選麺D隅猫徳鋸紛潮嵐監察能躍饗紐残業磁歪

甕雛尊慮羅鱗残響耽解薄雲讐銑⁝

勢を背漿に顯藍雀は今年から海水中ウランの採取を新エネルギ︸資源開発プロジエクトの一つ

てい嚢はいえ︑関讐からこの舞へ即き鰯待が響られているのも糞︒こうし薇⁝

磁忠に研究が奮られてきている︒回収嵩上のためにはまだ多・の二三が残蕊

晶申に霧勇ランを鳴す糞が各国で解れて費わが国でも四醐工養術⁝

一

海水甲のウランの濃墨は臓界各

いろいろの試薬を臆えることは

がきわめて多羅なので︑海水中

イオン交換体に研究の焦点が世

堀の灘度などで抽出でさなけれ

閉める

︑四國工榮試験駈︑票大原子炉

響一

＿

響

え一

一

＾一．
Fここ7複＿一

｝脇塞

ロットプラント試験を行なうと

ンエルツベルグバウ社では移動

ことである︒またボンにあるウ

あった︒

海水接触装雌を開発中とのこと

工学的問題へ

新アイデア

さて吸穫剤として根面高性能の

の問題はいかにして膨大な海水を

に多くの闇題がある︒巾でも最大

ウランを二二するためには工学的

ものが得られたとしても︑大汗の

キリスて考えられた1朝汐胡タム

であって︑概算でウランを千沙探

海水を漫心剤を通して動かさなけ

また︑何等かの海中構簗物を嗣

申である︒

鋸度中に本格的試験のための年

これによって昭禰五十︑五十一

ント建設のための調蒼研究と概

ウラン約十㎡鰯のパイロットプ

度からパイロットプラントの建

設剖︑詳細設計を終え︑五十二
プロシェクトとして本格的パイ

いる︒

の録画の達峨されんことを盟ん

独霞の技術の一つとして何とか

わっていると思われるが︑わが

的罵成濠でには幾多の醗難が横

界に例を見ない技術開発であり

いる︒何しろイギリスを除いて

格的プラント建設の副画を立て

までには年産ウラン千釣程度の

概念設計を行ない︑昭和六十奪

ント試験と並行して本格的工堀

にかかる︒さらにパイロットプ
竿破菖万円の

婁託され︑圏下︑研究が垂々進

に研究調査がいくつかの業者に

て︑その指螂︑助譜によってさ

︑二藍分離︑立地等の部会を醗

の中にシステム設謝︑吸藩脱

開発調薙研究グループを作り︑

に従来の研究蓄を中心とする技

︑現在岡禦業腰技術開発課を中

金属鉱業票業団に委託されたの

算がついた︒この予算は一層し

究費として一鐙

ットプラント建設のための調査

度から通産雀費源エネルギー庁

中断されている︒ところが︑今

いてはそれぞれの螺祷でほとん

開発している当国工誕試験所を

チタン⁝漬性炭箸の襖倉公義剤

究されてきたが︑理在では水酸

ており︑一︑二二のうちにはパ る︒

ることを二隼ぐらい前から研究 石炭の工緊ルギー利得は四〇であ

︑これを培起してウランを圓塾 法も捨てがたいというQちなみに

数千竃濃縮し譲ることを利用 五・五で単純なポンプ利胴の方

は海藻の一種にウランを長囲よ 場禽九︒八︑ポンプ利用の場合

に︑ユーリッヒ原子力研究所 のエネルギー利得は藩汐利用の

ていたが︑兇獅に外れた︒ちな は︑海水からウランを採った場合

をもっていないであろうと予測 ある︒しかしイギリスでの讃算で

︑あまり海水ウラン採取には興 流を利用してはどうかとの葺えも

る前︑ドイツは海摩線も短か 狭い海峡を大鑑の海水が憧れる海

は西独である︒海外調董に出か ロリダ海流︑臼本海流など比較的

もっていない◎ここで注欝すべ 沖を通るノルウェー海流とか︑フ

ウランの採取に附しあまり關心 いてオークネイとシエットランド

炉に熱愈を示しているので︑海

つているし︑縄遜増殖炉や核融 くる︒

リカや木土にウラン鉱を梢漫購 のような潮汐瀧利用の蕎えも出て

っており︑フランスも旧仏領ア 採鱗が禽わない︒そこでイギリス

じめ低品位ウラン鉱をたくさん 多くのエネルギーを給ったのでは

これに対し︑巌㈱はリン鉱石を ればならない︒海水を動かすのに

籍えているとのことであった︒

再副算では瞳当たり齎二十五が 一〇〇％としても約三千懸ナもの

本鑓が高騰したので一九七四薙 るためには海水からの吸籍効率を

五十賭とみていたが︑その後︑

コストはU308薩漫たり㈱吸
十籍縦と接触させるかという問題
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