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馬

容器検査など規定へ

塞施するという厳格な一貫チェッ

会祉︑輸送奪黛会社の麟業化促遮

などで構成するキャスクのリース

もある︒また商量禽挫や還送鼠社

合わないのではないかとする冤方

現行生産能力だけでは購要に間に

るとされているが︑ピーク時には

無間数墾ずつのキャスク翻要があ

KWの原子力宛鴬規模を艶込むと

をみせている︒六十奪四千乃頁万

・メーカーを中心に慈発侮の兆し

返く放射線審議会に諮問

アイソトープから使用済み燃脳ま
ク体制がとられる兇込みである︒

初めぐる動きも今後急遡に濡聚の
魔を云えるものとみられる︒

茨城緊策海村の動燃賢裳葦葺海
灘業駈再処理懸物周辺に庄む地元
磁は︑行政臣服欝査法

第六条の規竈に基づき︑咋矩十月

蔑ら七十

六田付で﹁再処躍施設ウラン試験
寅施の通知﹂と﹁同施設撮蜜規定

し︑監護藩の騰本を異議串立入に

ウラン試験の実施に対する異議

郵送した︒

窃立てば﹁蕩処理施設の機雛製作

霞付で科学妓術宇疑憲から勤燃理

などを理由に誤験輿施は危険だと

段階の施工で仕様縄違反がある﹂

科技庁

再処理の異議
串立てを棄却

駆長あて︶の取騰しを求める翼議

するもの︒これに対し擾窟は瞥遡

認撒処分偏︵いずれも臨隼八月七

科技庁長富は二十九隠付で︑これ

醸接法的効果を生ずるものではな

知漏は法律に鞭つく処分ではなく

串立てを行なっていたが︑俊汝木

ぞれ﹁獺下調﹁簗却﹂の決定を下

ら二件の蟹議蜘立てについてそれ

佐々木擬窟は︑およそ一遡間の

深い感銘を受けた︒核燃料サイク

るものぞとの慧気に燃えている点

術にプライドを持ち米圏技術何す

させたいという感を一議深くし

選任された同社酋脳陣は次のと

畏の常務取締役騨格を決めた︒

と鈴木小兵衛取締役・粟海建設所

両常務取締役の取締役醐社費昇格

行ない︑新たに憲岡俊男︑大神正

取締役会で・代表敗締役の選任を

互いた第十九圓定騰株主総会後の

読本原子力発蹴会社は二十四曝

原蹴︑鈴木氏は常脇に

吉岡氏と大神民
が副社長に就任

を明らかにした︒

講紅中︑繭ドイツのマットへーフ

ル確立のための技術的見通しに確

をおし進めたい篇と蔚向きの慰向

ァ！麹邦研究技術大臣との金談で

儲を響るとともに高速炉開発にも

ドする一二をあげている燕大いに

田独の原子力聡発に関し今後萄隅

牽分簸途がついた︒オット・ハー

きな哉累をあげている点︑大いに

の協力関係をさらに繁鱗化するこ

ンの成果を悪闘し︑西独関係蓄の

国の当芋者が︑いずれも窮らの技

とで盆慧︑フランスのドルナノ産

原子力船開発にかける情熱に触れ

篶えさせられるものがあった︒繭

業科学大都との会談では原子力政

ど所感を明らかにした︒

策の聴聞題と技饗賜発の見瀕しに

わが国の原子力船開発を懸非成功

署えさせられるものがあった﹂な

ついて愈兜を交換︑さらにマルク

た﹂と燐感を述べた︒

な

ール原子力センター︵仏︶︑ビプ

原産首脳︑ソ連

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

原子力委願会の放射性物質安全輸送三門部会は昨隼一月放射性物質の安金輸送技術墓離を富めた
が︑これを現行法規に取り入れる整備作業が︑科学技術庁︑運輸雀など二子釜庁で進み︑今三秋には
原子炉等規翻富麗遷の政令や告籏︑遜輸轡令などに新たな技徳墓準が盛りこ象れる麗通しとなった︒

送関遡業界が︑これを運がかりに活気を取り位すものとみられる︒

リスク負担が大きいことから使用緕み燃料輸送容器の製作を手控・ズるなど模様ながめの続いていた輸

際原子力機関︶の輸送七薫無勧告
で各纒放射性物質の輸送について

た状態での確認︑を科学技術庁が

をわが国に適用する際の輸送捜術
容器の糧類︑技術的方法などを詳

原子力婁員会は︑王AHA︵国 放射性物質の輸送技術墓準は︑

墓醜を定めた轡門部会報簿を受け
一方︑法体系の整備を覧通して
産業界の輸送乱髪活動もキャスク

﹁政府主導開発に戚慨﹂

リス原子力発奮所︑アッセ放射性

と、寄われていました。

細に定めたもので︑法体系への線

連する総理膚令をはじめ航窒︑陸

廃薫物処分場︑原子力商船オット

部欠陥ら

礪

か簡挙で、操作し易く、理想的なバノレブ

て︑岡報酬を了承するとともに︑

を決めた︒科学技術庁︑還輸欝な

上︑海士の輸送に係わる通黄雀

訪欧の佐々木長官帰国

郎社擬︑吉岡鍵男翻被獲︑大神正

おり︒一本松珠磯会長︑嵐沢蜜一

衛常務︒

翻社史︑安永一雄常務︑鈴木小兵

福島二号機の配

指示

管一部取替え

嫌心スプレー系に

科学技術庁猿子力欝金局に二十

六日入った報欝によると︑菓東電

力福暴第一懸子力発電暫響機の

った超膏疲探鰯菰験で

炉心スプレー系配糧について行な

質傑証がなされております。

カウこは、バルフの心臓なのです。これが、

み入れには︑原子炉等規制法に関

ど蘭係雀庁は︑この決定に沿って
令の改訂が必要になる︒

新大使と懇談
有沢︑土光︑松根各氏ら原薩酋

レスホテルでポリャンスキー薪駐

脳は二十四日・東票・大手町のパ

行在わが国とソ連の間では原芋
炉機工の供給︑核融禽研究などの

ており︑ポリャンスキー大使はこ

面で協力関係増進の機運が高まっ

れらについて﹁積極的に協力関係

しい掻示がみつかりこの部分を念

のため新しい配管に取り替えるこ

に鳶職ピーク婿要時に陶けての中

とになつか⁝︒呈露力は六月十四臼

間点検としてポンプ深層︑計雛

っていたもの︒運転再開はこのた

類︑霊要配管など点検整備を行な

め八月上旬となる冤込み︒応力腐

食が原囲と蕎えられるが︑詳細は

のでづ。それを、61kg／cm2という高邑で、

90展11糠云する度に、流体のON−OFF制
卿かできるのです。ボールバルブは構造

しかも、原子・田口ハルブに作り。｝け、窒

取り幽して祠れは、何の変哲もない孔の
明いた全属のオドルですが、このボール

﹁早急に法金整備を進めること﹂

法令の改訂を検討するとともに雀
原子力発電計画が進展するにつ

であるのに対し︑政蔵主趣獲で進

和利綱が︑※国のそれが民間童藤

庁腿の法体獺郷の調整を懇いでい

れた縮果︑麗継物のガラス羅化や

力講和利用が政府童轟型で進めら

薩長竃は﹁独仏両国の原子力平

・ハ⁝ン野︵西独︶を視漿した︒

鯖と西ドイツ︑フランスの原子力

憂国の嚢子

れ頻繁になることが予想される使

開発利用実渦視察を終えて工十八

第六講話独科学大機金談への出一長麟は︑二十九日︑

たが︑これまでにほぼ成興がまと

送容盟︵キャスク︶一墓ことに設

粥済み燃料の輸送に閲しては︑輸

められた結累︑世界を穴遂くりー

臼ソ至大麗と懇談︑懸案となって
はならないとして・その研究蕎を︻いる日ソ問の原子力協力の主題な
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高磁鱒の成功にみられるように大

会に輸送の際の放射線墓躍につい

田帰鰹した佐々木撹武科学愛重庁

まったことから︑近く放射線辮議

計認可︑工程重三︑内容物を詰め
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擁護された︒そのときの安川さん
ツ︶︑ジョージ一憶勲輩︵ギリシ

を養成しなければならない︒それ

備籍を図ると岡時に︑優れた人握

は単に技術的に崩撤しているだけ

どで意毘を交換した︒

予想され︑そして関係嵜のコンセ

出すにつけ︑先々に多くの園難が

驚旭田大綬噂を憂

の態度にこそ︑民主︑翻主︑置紋

四十五年勲

ンサスが得にくいとき︑周灘に租

蟻︒海外からも功労十字齋︵ドイ

ャ︶ぽか︑﹁FE﹂LOW﹂のを称
かもし出し︑組繊にまとまりを

の落髪力塁本法の生きた梼坤を冤

問題の解決を求められている︒そ

原子力罪は今後に多くの難しい

る思いだった︒

の初代理事長︑原子力発纏︵株︶

のκめには技術の向上︑体制の整

が必要とされるからだった．︑康研

生み出す安川さんの僻が肥い人柄

など︒福綱の炭鉱財閥︑安川敬一

の初代社長︑原器の会畏︑また束

門思い出の記﹂︑懲回額六十無﹂

穆︵米︶が贈られている︒茗欝に

郎元男爵の五男︒

前原趨会擾

鐘
でなく︑縞神隠な闘も嘱慮されね

ばならない︒原子力の安盒性︑必

嚢性について情熱と誠実をもっ

鍮

炉心スプレー系の応力腐食を原

配置取り出し後に調査される︒

翻第一原子力発電所〜弩機︑三毎

鶴とする配蟹クラックは︑昨年福

対簾が講じられている︒

機︑敦賀発日所で発生︑それぞれ

しかし、繭圧流体には余り適さなかった

気圧シリンダによる自動操作を究成しま
した。原ヂ力発耀所のバルフ謝罷部につ
いては、設言嫉綿30〜40年とされ、嚢i醗
および水平両方向の、地震祷重等の検討
も要求され訟す。これら、耐久件の考慮
と岡時に、原子力附ハルブの大きな特色
として、嶺故の紫鉦を追求し、四度な酷

、

て諮ることにしている︒
＝一一謄幽翼一雛一一榊一翼≡ニニ騨＝＝＝鷺一瓢＝騙罵一認＝篇＝柵

会畏となり︑園十八黛五月健康が

繊麗第五郎翫逝く
多大の足跡残し

荷沢広巳

産業金聾会堂︵談﹀

ボ駐臼ソ運大使と懇談ずる原産菅脳

コ一層＝＝一一一謄≡

拶
量︽原子力産業会議の前会授・

たり薦力的に多難な原子力産業界

安川第五郎氏は︑点ハ月二十五B年 すぐれず辞任するまで二年間にわ
前一時二十分︑東京都世圏谷医玉

の〜人︒

の指灘に当たった︒財界入の中で
原子力通

川田照調鵜二の九の十三の自宅で

柄が︑誰からも親まれていた︒生

ソフトで︑人聞的に洗練された人

老嚢のため逝去︒90歳︒七月七難 は数少ない
東察・欝欝の轡山斎場で騨磯︑引
続き周所で年後難蒔から三編半ま

て︑国民の理解を求める運勤を展

べ︑道機としなければならないも

た役國は常にわれわれが思い浮か

開しなければならない重要性を憲

について私は一ついつまでも忘れ

うと︑安川さんの人柄と果たされ

られない思い出がある︒安川さん

に這われたのも由りである︒それ
また一つわが殿康子力界の臣塁

ゑオリンピックの豊隆委員長など

が墜ちてし撚った︒蜜川さんはこ

が原研理糠蔑で原研設立華創のと

安川さんを偲んで
炭庁野山︑日銀政策委員︑原子力

き︑ある研究者の懸想償条が問わ

前の要職は︑安川蟷機︑九州磁

委当会参与等汝数知れず︑窟︑学︑

れまで︑関係者が総意を結簗し︑

力︑日本鋤力協会各会長ほか︑石
故安川氏はわが塵原子力開発草

大きな露標に向かおうとするとき

で告別践がとり行なわれる︒喪霊

創期の頃︑譲本原子力研究所理黙

民の枇会︑経済︑文化等諸分野に

想繕条により研究蓄が差別されて

れたことがあった︒そのとき︑思

は擬男︑壮氏︵発駐米大使︶︒

擾︑日本原子力発御会社社罠に就

及ぶ︒三十九隼のオリンピック東

いつも中心の立鵬に立たされた人

購本原子力

任︑その脅成で尽力した︒四＋六

京大会の際には二日月潟擾をつと

だった︒それは未踏の分野に乗り

のだと思う︒

年蕊月には故曹礼之助氏の後を継

め︑藁票践輪を成功に纒いた︒

いで日本原子力薩業会議の二代照

麟
晦
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つくることになり︑他方︑圏は纒

三業界が一致協力して財団法人を

れている︒ただ燃料体性能試験の⁝−

能といった嵩性能のものが嚢求さ⁝瓢

蓬＼磯

︒塗

鍔嶺
旧記

足りなくなる分についてはユーロ

米国からの購入分︑八○庫頃から

＼

と反対派の論拠としてもよく引き

／

ているが︑炉が全て外国からの技

合いに出される慧眼だ︒この部分

ろから鋤きだすと予想されるわが

ディフからの購入︑八二〜三隼こ

蒔粥

⁝㎜

術灘入である点で︑設計響のソフ

経済性に引き合わない臓をももっ

は非常に大きな資金を必要とし︑

要である︒これを補ううえでもウ

か︑いずれにしろ強力な灼策が必

問題の放射性廃棄物だが︑低レ

ベルについてみると︑一九九置隼

が実証試験をやってポテンシャル⁝ると︑その中流はある程度確立し

ついても二万七千誘くらいふやさ

やっと罵りる程農︒中期契約分に

サイクルにしても︑将来のウラン

らに髄外したウラン⁝トリウムリ

〜

原子力関連ソフトの開発と技術指導

縫

クラブで開かれた第五十三圃原峯力産土懇談会で﹁核燃料サイ

＝

たりすることが必嚢で︑灘入元へ

源精会の運粥を通じ各種試験設備
ための設備はセンター自らがもつ⁝ 原子力発電の燃料は核変換を行

て確立する必要があるなど︑問題

ても九〇緊緊には何らかの手を構

国の夢心分離法による︸二つを潴え

においても翻薩技術の確立につい

ずる必要性が出てくる︒この分野

ているなどの性格からこれ濠でも

日までなおざりにされてきた問題

に実験プラントまでもっていく必

て明確な方針を打ち出して計画的

り完成されており婿来にわたって

つぎの燃料加工についてはかな

要がある︒

どこがどう分澄して実施するのか

いく必要がある︒これまで﹁支魔

早掻に輿体的な方針を打ち出して

だ︒国内でやるのか︑やるのなら

常に必需性が指摘されながらも今

トウエアをわが国謎解のものとし

点もある︒上流については︑ウラ

⁝原産懇⁝

き

れず︑次第に門火扁がついてきた

作り﹂だけでなかなか検討がなさ

騒鮒には心配ない︒一つ残る聞題

供給が禰要を上回る勢いであり︑

ロイ︒スポンジの濁産化を確立す

はジルカロイの地金であるジルカ

この翼翼に焦点が当てられ全力的
に取り組む機運が縄まっており豪

ことから︑鍛近になってようやく

爽力委員金でも懇談会を設け検討

生冒し輸出していたが︑強要が減

ってもわが國は以潮これを大御に

に入っているQ美ければ今卑申に る必要があるということだ︒とい
もその決断が下されることが望濠

るので︑技術的には闇題はなく︑

り生産を申止したという経縛があ

れる︒

核燃料づイクルの問題について

大望に生産できるようになれば輸

ても早急に手業形態など第二︑三

そこで︑海外開発については九

ランープルトニウムリサイクルの

を高め︑自儲を深めていかねばな⁝ているものの上︑下流については

にはいかないにしろ一驚してみる

蜜源のひつ迫を予測すると︑簡単

原子力関連機器及び材料の製造販売

難

いのか︑検討するということで⁝糊

な設擶で︑どう進めていったらよ⁝＝

＝

鮭

原子力技術は闘度かつ襖雑で︑またその技術が外国から灘入されたものであることや頻繁な

クルにおける諸問題と展墾偏と題して講演︑ウラン資源︑加

の全面依存は好ましくない︒しか

計画はなく︑他の既存の︑あるい⁝なう点で従来の燃料と異なってい

⁝ニウム・ウランが燃える際そばに

が必要か︑どう進めていったらよ⁝に燃料を作り出すことができるわ

こう七か無闘で約四蔚五十鴎億円⁝化は難かしいと予測されることか

討した資料がある︒それによると

は通産省の核燃料研究委員会で検

出贔昌としても有鯉視される︒

いきれない分は英国等へ依存して

次の再処理については︑まかな

藁蓑となる原三豊開発規模につい

ては一九八五無四千九百万KW・
そのま蒙薦線的にのびるとして九

工場建設のための異体的な方針を

五鋸には一鱒三千万KWを想定︒ いくほかないが︑繍藍工堀につい

これをもとに向こう十年間を苧

五琿までに六千ナ足らなくなるわ

要がある︒

〇町代からFBRが入って︑その明らかにするなどの描顯をとる必

測︑この闇は軽水姫中心とし︑九

後三十無で軽水炉は減少していく

琴旧弊引回韓聾嬬
ン資源はかなり供給手嶺てができ

り実のある協力関係ができること鼎

けで︑八四葎から毎庫アクー繰出

応えていくこともできる︒とも

ねば翻給バランスがとれないと帝

／

は︑それではどんな試験を︑どん⁝7

トラブルの発生もあって︑その安全性について不蜜がもたれがち︒そうした不蜜解消へ︑大き
す︒つまり︑例えばバルブだと総⁝＝
工業︑再処理︑廃朝物処理金般にわたって類題点を総括しなが

三脇臭繍菓大工学部教授は三十田︑東京．丸の内の田本工業謬

な役捌を損って今年三月︑財団法界﹁原子力工学試験センター﹂が設立された︒準備僅業も
合的な試験のためにはどんな設備⁝踏

的な方針を明澄にし︑全力曲に取り纏む必要がある﹂と強調し＝

らとくにダウンストリーム薯業の不備を指摘︑﹁いまこそ興体

し︑軽水炉の場倉は︑新型炉のよ
に必要な補助金とか︑あるいは実

は建設中の施設を使わせてもらお⁝る︒ウランが燃えてできるプルト

藤波さしあたってやろうとし
いかなど︑委員会で検討中です︒⁝けだ︒これをうまくサイクルさせ

⁝囲では極く少緊しか存任していな

を投入する薄舞で︑うち振動饗膳⁝ら︑核分裂エネルギーに嶺分依存

とくに臼本はこの種の費源はほ

にその実施部隊なるプ︒ジ・ク⁝ら︑羨糠の黎㍊の悪窪

一﹇

順調だが︑藤波慎雄岡センター理襲擾に曰く︑現状と実舐試験の今後の霞め方などは⁝1︒

の振動台も水平蒙塵幾時加振が司⁝＝

ついてこく簡単に：・︒

ター設立の経緯とその獣的などに

うに全てについてやる必要はな
舐試験のための委託麗拠出とかで

うと思っています︒
一試験の準備など進捗状況は⁝トリウムを題いておくことによつ

すでに述べましたように⁝て使用することができる︒これを

iところで︑センターが行な どうなっているのでしょうか︒ ⁝て生成されるU鵬は再び燃料とし
︸曇証試験の課題︑今後の計画な
藤波

ているのはバルブの儲頼性箋証試

バルブ最悪試験︑轍腿実証試験と⁝れば大変経済的な資源の利用法と

現在︑試験のためにはどんな設備⁝何圓もくりかえすことによって常

験と燃料体の性能試験︑それに各

で︑とくに耐膿実質試験婁員会に⁝生成物はその性質に癒じ︑いろい

核燃料実証の三つの委員会がそれ⁝なる︒この転換によって簿られる

どについて：︒

つです︒とくにバルブは各堅いろ

藩機器の鮒霞醤頼性実証試験の三

麗の王つの分科金も設けられてい⁝ことによって効率溌が陶滋する︒

は試験体︑振勤台および基礎・建⁝うな炉型に糧み△口わせて使附する

原子力発電に汎用できるのはウ

これらが全て原子力発躍駈の安全

・︒

⁝つの物麗は地球上の採掘鰐能な範

ベテランを膨してもらい︑幹部要⁝ランとトリウムだけだが︑この二

ます︒センター自身も︑各界から⁝

んなものが各所で使われており︑

ているわけで︑このため鱈頼性実

運転で一つの大きな役製を菓たし

Ii蟹金計画などは

員はほぼ確保できています︒

藤波

証も一応全体を対象に試験を進め
ていく謙画です︒酎鰹性箋証は︑

け大きなモデルを用い試験する計

設毅は窟・罠折潔ということにな㎜するとなると︑よほど効率よくこ

嶺薩︑五十六隼度蒙で向⁝い︒核融台もごく近い将来の実用

実物あるいはそれに近いできるだ

こういつたところですが︑これと

調にいって三︑四年後試験三門と⁝

によ・て奮ていく譜です・順⁝毛叢くなる罷性も蕎い︒

ンターが自ら・あるいは委託研究⁝が始蒙り︑慰うようにウランが入

めた基本的な蕎え方をもとに・セ⁝まう︒枯渇する前にウランの象懸

っています︒試験は婁鍛会がまと⁝の資源を利用しないと枯渇してし

画となっている︒当課のテーマは

は別にもう一つ︑蒸気発生器の倦
頼性雲証試験も課題になっていま
す︒しかしこの方はすでに発電用
熱機閲協会での試験︵姿託︶が違
められており︑鼓舞はそちらの進

側から要請が急がれているのも︑

ト・チームが編成されることにな⁝商藤るわけだ︒燃料サイクルには

瓢

が必要なのか︑酎獲性誠験のだめ醐＝

藤波その前に︑ちょっと︒と
く︑とくに璽饗な機器の酎腿性と
全面的にバック・アップするとい

一1まず ︑ 原 子 力 工 学 試 験 セ ン

いうのは︑軽水炉はわが国原子力
か︑あるいは昨今問題になってい

た︒以下その要旨を紹介する︒

発電開発の当面の童流になるもの
う形のできあがったのが︑このセ

Ψ

ンターということになります︒

るような工学的なトラブルについ

基

と航踵づけられていますが︑これ
をエネルギー源として定魑させる
ためには︑とくにその璽要機器に
ついてわが国独自で試験をし︑必

要なデータ を 蓄 樋 す る こ と が 肝 要
です︒こうした要調は︑原産や原

安協など関係筋を趨じすでに早く

から強く出 さ れ て い た が ︑ 延 び 延

びとなっていた︒そこへちょう
ど︑鱈源開 発 促 進 と い う こ と で 蒋

助が得られるようになり︑これを

別会計が総 ま れ ︑ そ こ か ら 欝 金 援

契機に箋註試験を行なう独立の法
入をつくろうということが慧速に
逓み︑センター設立が実現したわ

や新型転換炉は当初から実証試験

けです︒ご承知のように︑腐速蝉

をやりながら閣発を進めている︒
軽水炉の堀合︑米国技術の灘入で

もあり求す か ら こ れ に 梱 翻 す る よ
うなものがなくてもやっていける
ということで建設を逓めてきたわ
けです︒が︑箋際にやってみて︑
例えば配管にしても蒸気発生器に
しても︑まだ懸盤に新しいところ
ですが︑いろんなところでトラブ

こういつたところですね︒そこ

捗状況をみていく映えです︒役所 なる叢で・この際に籔馨と⁝とんど外国に馨していることか
て霞らが実証試験を横難ね︑経験

ると思います︒

ルが発生し・そのために補燈に箏
間どり︑それが稼働率の低下につ

で︑現在のセンターの大きな仕事

五年濠で累謝で三十四万八千ゾの

で物を判断し対策ができるような

ているという点で︑八十揚代まで

ながって︑軽水炉の経済性圏体難

⁝コールダーホール型︑軽水炉など
⁝で普通に縫われるウランープルト

素地をつくっていくことが璽要と

緊要が麗込まれる︒このうち八四

題にされるようなことにもなって

は闇題はあ濠りおこらないとみら
⁝ニウム系の圓路と︑一

にもなりましよう︒要は︑世界に購確立しているのは燃料を潴零し原

される︒

なりましようが︑漫然︑團際協力

遡扮するものをつくることが必要⁝子炉に入れるまでの工程だけで︑

あれ︑ここで監蟄なことは︑各種

測される︒これは大変な仕覇で開

つぎに濃縮ウランをみてみても

必饗性はある︒

として原子力を欝てていく必要が⁝かなり整っている申流の部分につ

発のために公社をつくるか︑濠た

らない︒大きくは将来の輸出塵業⁝十分でないということができる︒

⁝いても︑加工はほとんど國内でで

一1ありがとうございました︒⁝きるとことからかなり手遜てされ は既成のところの投樋を拡大する

ある︑ということです︒

ータが早婚されていけば︑将来の

わが国の原子力開発で㌶三寿に
にも関心があります︒とくに耐鍵

辜]／年︶の開発を行なって 璽要性が醐まってくるわけだ︒さ

性研究のレベルは高く︑新しい装

な原子力寒心が行なわれている﹂

るが︑その勢望塾が上割ると予測

酸化ウラン

思われます︒こういうことで︑ユ

ら︑間接胸にもいろんな効果をも⁝と二酸化トリウムを用い︑トリウ

いようですが︑國際協力という点

ことは多いでしょうが︑こういつ⁝せるトリウムーウラン系の圃路の

す︒美景も外圏から教えてもらう㎜転換することを利用しサイクルさ

﹁下水ができていない濠塞大規模

無ころまでは儒絵バランスが保て

いる︒こうしたことを纏えると︑

／

魚騰

れる︒とくに遅れているのは下

ーザーである罐力︑メーカーであ

藤

ということで︑そのためには肖ら⁝燃料サイクルを川の流れにたとえ

た方法ができるようになれば︑よ⁝二纒鎖がある︒

ではどうでしょう︒

験計画は世界的にもまだ例が少な

e

実証試験によってわが国独自のデ

技術協力闇題も︑キブ＆テイクの

ギブの材料が増えるわけですか

東京都千代田区鍛治町2丁目6番1号
電話 東京（256）7831番

贋璽羅

1灘

住友原子力工業株式会社

詑

と

喉、

たらすことになる︑ということで照ムが高灘中性子を取り入れU鵬に 流︑ダウン︒ストリームの部分で

やはり︑そうした部類のものを改

る罐気機械工業と︑それに建設の

ーーところで︑こうした実証試

聞したり︑繕来の設計の改農をし

三島良績東大教授の講演から

徽ができれば︑各鷹からの要講に

藤波貝依的には将来のことと

いまこそ決断のと

核燃料の転換成型加工及び販売

●

住友原子力グルー

隣「
瓢

＝
＝

翻
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﹁鍵証試験によって軽水炉技術を農らのものにしていくこと
が必要です﹂と聡る藤波・原子カ工学賦験センター理華蝿

れ料約兆ま

ル配そだル

とらこに九劉高ト固

実規模実証試験に着手

講演中の三鵬教擾

。は減酉

結襲醤茅蹴1雪魂献麟
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ま燃ち一甦るルで四
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業
産

力

原

決め 手 な い 国 内 市 場
流動する提携関係

分の︸はクルーゾ工場が製造して

うすることによって︑五琿後には
てはじめて選択する構想だという

ンスと原子力の平撫利用での協力

癒に関する技術情報交換について

この協定はお互いの国で開発を

協定を糖んだ︒

〜︒この協定は原子力の平和利購

について二十葺か黛契約を結ん

の部門はCEA全体のラジオアイ力技術の籍効利用や契約上の交渉

仏C庭A︑R一 てCEAの化学部に配属する︒こ性岡位元素︶の開発・利用︑原子

る︒協定期闇は十黛だが︑繭国岡

互利用益をもたらすためでもあ

るものであり︑まだ濁国に対し絹

うダブリをあらゆる面で減少させ

注する謝画の中でその段階におい

一八＋万KW級原子力譲所を発 認識もある︒

いうもの︒この協定はフィリピン

などで爾国が絹互協力を行なうと

での研究︑技術開発︑R王︵放射 進めるうえでそのR＆Dにともな

ソトープの販売の売り上げの瓢分

水素︵トリチウム︶などを製造し

子力庁︵CEA︶全国委員甕は口 ③中性子源︑低放射線源︑三璽

建設および運転に要するフランス

の原子力発剛計硬に対する原発の

る︒

悪の上で延畏も可能となってい

β弓
の二を占める︒

糧の態毘を取入れてこのほど放射

に対してCEMは消櫛的で︑特に

︻パリ松本駐在鼠︼フランス原

立旨目一

ーゾ・ロワール社との提携もあ

を再編成

向が注冒されている︒また︑クル

親会社のブラウン・ボベリ社の動

り︑倉併はなかなか難かしい発通

ービス提供をも禽む︒

R︶の設計︑開発︑建設および思

網

︑

︻パリ松本駐在風︼スウェーデ

︵地葺暖腿︶漁網原発の建設を計

ンが次の二つの発醒・蒸気発生

一︑バルセベック原発3穆機︵筥

画している︒

十穆隠径のパイプラインで四や詩

は約四十か所に小型漂発︵プール

されているが︑中小都帝について

プ工場の緋熱が地域暖房胴に利周

ラ︑ノールケッピング︶︑紙パル

一︑このほか火力発鷹所︵ウプサ

国有通力局︶

離百二十蜻︶︵パッテソファルー1

クホルムの二食罵に供給する︵距

イプラインでウプサラ経由ストッ

︵百万KW︶が製造する熱湯をパ

一︑フォルスマルク原発4腎機

する︵シドクラフト社︶︒

︵命計約蒼万人︶の暖騰用に供給

グボルグ︑ランズクローナ諸都市

ピ 離れたマルメ︑ルンド︑ヘルシン

・世界の原子力発電h
所地図を発売中

田木原子力産業筆癖は世界一
︐各圏の原子力発電所筋在地を・

・明確に図示した覆界の原子9

赤叢匪幾を緩・発売．

9

カラー多色智・四六全︑

・中です・
判︒筒入りで一部千三頁円︒

残部少々︑購入希墾の向きは︒
早めに原薩・業務課まで︒

六〇度Cの熱湯襲趨用とし︑首二

と液体金属蕩遡増殖炉︵LMFB
万KW︶の十万MWを一二〇一一

DA︶ぼこのほど︑薦ドイツ政騎
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米￡RDAと西独

情報交換を締結

熱利用計画
LMFBR技で術

スウェーデン

に配属されることなく労糧の要望

ている都門︵職員六十人︶も各部

とになっている︒

仏と原子力平和
利用協定を結ぶ
フィリッピン政府
フィリピン政騰はこのほどフラ

属間企業から天然ウランを調達す
るため︑あらゆる努力をはらって
もだめな場合や︑民画所葎の天然
ウランを委託濃縮屠に調達すると

の原子力機器︑資材やその他のサ

も決して蟹成ではない︒EDFとプ︶部の再編成についての方針を

原子力発電所の箭場は狭い︒原子

通りに化学部に全員配属されるこ

しだ︒さらに発注者である鷺DF 性同位元素︵ラジオアイソトー

ーーラジオアイソトープ部︵職

決定した︒

せてその技術開発の進捗や発展を
農四頁人︶を次の蕊部に解体して

しては両論⁝カーの技術を竸鍛さ

みたうえで選択の余地を残したい

悪運︒またこのため面三十万KW それぞれ次のように職綴を他の部
級原子力発羅駈では︑とりあえず
局に配属する︒

①賑療用ラジオアイソトープ生
薩部門︵三颪入︶は生物医学韻研

一墓分ずつを発注

究筋に改組し︑労組の凡打に従っ

両メーカーに

ることを警えている︒さらに︑そ

し︑その成累をみたうえで選択す

株霊︵三九・二％︶で︑あとフラ
炉︑原子力部門についてはフラマ

いうことも不可能な場命︒

②もし︑顯客が購入を希理する

政府所願のウランを売却する腸

ぎる脚台︒

濃縮ウラン鰍があ象りにも少なす
ERDAは︑藤業界が濃縮ウラ

DA︶はこのほど天然および濃縮 ンを確保するには民間企業から天

盆にはERDAの決定および詳司

の麗は政府および契約上の必要条

いるが︑揚倉によってはERDA
が必要である︒売輝司能なウラン
は政府所有のウランを︸定の取引

とを驚麟に入れてから引渡すとい

て代わるもの︒

う方針だ︒

たウラン供給に対する発表に取っ

し︑来国内においても梢当鷺のウ

件にマッチしなくてはならない

天然および濃縮ウランは次の方

いる︒

また︑濃縮ウランの売却および

ランを消費するため︑その対策と

りースに関する現暫の契約は今後

段階に来ている︒

してまず政騰の備薔鷹を確保して

子炉の製造に間する技術研究開発

を行なっている︒この薗万KW級

だが︑その大半が外部から︒運転

五俸醤から完成まで千一千五頁人

エネルギーの四五％を占める︒

同國では暖膓綱燃料消費が一次
から︑あとどのくらいのウランを

も引続き有効という︒

型︶建設が検討されている︒

①万一︑纈客が予期せぬ緊慧騨

スコダはソ適の技術養や墓門家 法で︑ERDAが売却する︒

売却することができるかというこ

中の労働蓄の数は一琿︑二奪閉で

と協力して齎万KW級の軽水型原

態をまねき︑それに対慮しょうと

い範翻で海水の迷謬が摂氏一了ユ

仏プロゴフ村

て選んだ四力勝の旗補地の一つ︒
の原子炉製造はチェコスロバキア

出された場面︑エビ︑カニ︑タラ

西端プロゴフ村︵人口二千醐醤

ら機械や器材をもちこんで作業開

村の薦績は千二百鍛だが︑そのう

る︒フォンテーン・アン・アホッ

いはずがないと漁蔑は反論してい

度︒これに対して漁民や腿罠が受

ド岬は蟷が三f四詩で︑プロゴフ 後は掃除婦や職人を送りこめる程

の商店が多少娠わうが︑運転蘭始

璽員は二一三頁人︒建設中には村

格や充分な材繕ももっていない︒

定で進めている︒

できない﹂と述べている︒

量講

慧鵡

蕊擁

％訟

耐磁

き

ま

・∴噺ζ

黛︑−

い籔孫獅繋

麟

・

繋

箆萎
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叢
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灘
旭靴 麹 熱

轟匡齢翻軽き辮翻

日揮の総合エンジニアリング簾舞

︻本化か競争か

ランチック社とすでに舎餅を決定
いる︒

ンスの数社が出蟹している︒九十

いて業務を遊行していて︑最近に

ーク時で二千ないし二千五工人︑

千から千五葛人︑三年︑国庫醸がピ

すずきなどの漁場が影響を受けな

人︶の顧民や農民が翻動車︑鰹節

始の通報を受けた︒この通報を受
スコダ・グループのエンジニア

加盟している︒

限止しようということになった︒

鉄柾を五蟹綴間隔で設躍するため

EDFとしては︑この村民の決葱五KV二本︑≡五KV一一本︶の
とせまっても︑私には判断する資

電設綴織鰍は五基︵現在運転中

利益はほんのわずか︒原発の硯設

原子力産業の発展に貢献する

門パリ松本駐在鼠︼フランス慰力公社︵EDF︶は近くパリュエル︵セーヌ︒マリチーム興︶とフ

ーム徴に発注するが︵完成亭定一九八一一二無︶︑そのタービン発電機をアルストム社とCEM︵エ

ラマンビル︵マンシュ県︶に百二十万KW級原子力発魔所︵鵬圧水型炉︶二二ずつの建設をフラマト

レクトロ・メカエック社︶のいずれに発注するか決めかねている︒政府は原子力産業界再編成計爾の

一環として繭メーカーの提携ないし舎併を希鐘しているが︑CKMはこれには消極的でむしろフラマ

一九七五年八月六騰の原子力薩
しており︑競在では新しいアルス

トーム社の親会社クルーゾ・ロワール枇との提携強化を指画している︒

業界再編成計画では輸出用原発の
トム・アトランチック社の設立を

天然・濃縮ウラン

輸出会社フラマテーグ社に出直謬

万KW級原子力発電所のタービン トーム社独占の体制が確立され

見通しで︑ことに酉三十万KW級

出資手続中︒これに灼しC露Mは︑ス リズムは︻九七八銀以降は減速の

しかし︑原子力発電所の発注の

タービン発電機はアルストム社が

三分の二︑CEMが三分の

加することになっていた︒輸出に

発電機では︑アルストム歓が二十

する持株会社を設立し︑原発一式

ついてはこのほど南アフリカから

四墓分︑CHMが八基分をすでにについても一再馬験鰯にまとま

然ウランを買い︑委託濃縮を行な

一年にタービン発電機で技術提携 社ではこの眠気に進むことを全面

なって︑岡グループはインターア

し︑一秒聞に一一蕩ゾもの温水が撲

度あがる程度といっている︒しか

にバリケード

民が地質調査が行なわれるのを知

は一九七四無にあげられたが︑村

諸資材をもちいてバリケートをき

門パリ松本駐在鼠︼フランスの

いる︒

ネントの試験や検査が行なわれて

ずきEDF︵仏料率公社︶地質調けたケルロック村畏はびっくり

ぎる︒村長は﹁私は技術蕎ではな

ける舗約や不安は余りにも大きす

ったのはこの六月二日で︑八購か

コムトフにあるバルコニイ・チ

二詩を使う︒そこに激発の建設の

ち原子力発導燈は二酉診︑海岸線

制造りを行なう憾際経済組織︶に

ューブ製作・製鉄所︵暇當会社︶

た結果バリケードをはって入村を

し︑さっそく村民を臨めて相談し

発電駈サイトとしての渇望開始を

の前に一感後首の地位を取らざる

このような頭要な決定はなぜ羅会

Wとなる︒

纂︑建設中四墓︶で︑一九Q万K

︵百万KW切懸塊︶のサイトとしし︑潮の流れの途度からいって狭

彼用済核燃料再処理工場、原

イスのブラウン・ボベリ社が主要

発注があり︑秋にはイランからも

受注しているため置碁が纒勢︒C り︑西ドイツのクラフトベルク・

供給で方針変更

発注があるので計薩通りフラマテ

EMでは頁三＋万KW級原子力発ユニオン︵KWU︶のような組織
ウランの供絵に関する改定方針を

た︒政府としてはタービン発電機

ーグ社の組織が進む毘遡し︒しか

うのが最も良い方法だと空嫁して

米エネルギー研究開発周︵ER

し︑国内市場については何の決め

打ち出した︒この方針は一九六八

手もないため︑アルストム祇︑C 電所で挽回を期している︒CEM体制が塞現することを望んでい

し︑CEMが縫立てる機材の約三的に支持している︒しかし︑これ

や譜資秘の供給はスコダ・グルー

条件で︑売ることも可能だとして

るQアルストム︒アトランチック 庫九月︑旧原子力委員会が行なっ

になる︒アルストム枇は造船業界

EMの濁メーカーが競翁すること とクルーゾ・ロワール社は︸九七

第一位のジャンチエー・ド︒アト

急ピッチの原子力開発

プが行なう︒現在︑このグル；プ

一九八○年までに百九十万KW

チェコス ロ バ キ ア の 原 子 力 開 発

チェコ
計画につい て ︑ 周 國 の 政 府 関 係 筋

アホツド岬にある︒候補地として

風光明媚なフォンテ⁝ン・アン・
にとってもちろん初めてであり︑

トムエネルゴ︵INTERAΨ
︸O
九八六卑に設置のメドをおいて

MENERGO⁝原子力発い電
所さらに︑改痩型燃料セルを
る︒

は︑加籏水型炉︵PWR︶第毒は同国の原子力発電謝画を実施す
るため生産施設および設備の能

の建設での機器製造協力︑資材の

機ボブニス ︵ 出 力 四 十 四 万 K W ︶

力を拡噛している段階であるとい

ープは軽水炉を鋸間五基製造し︑

だトラックの入村を妨げ︑原子力

査班の地膜探鉱蓑麗などを積込ん

はじめとした霊要原子炉コンポー

の初発罐開始が㎜九七八年に引続

供給︑技術授助等の面でその体

さらに頁万KWあるいはそれ以上

今後の五か無鐵では︑同グル

八年以降毎庫︑発電を開始する予

十四万KW︶が︑それぞれ一九七

きPWR型二︑三︑照織機︵各四う︒

定であると発表した︒従って︑一

諸国における原子カプラントに亡

たちはすでに二十二万KWの蒸気 では東欧相互経済協力騨議会加盟

とりあえず秋まで繰下げさせるこ

で議決しないのか︒私の能力をこ

タービン製造技術をマスターして

とに成功した︒プロゴフ村の沖は

でもない︒しかもその代憐として

風禦がそこなわれることはいうま

うな機能にもっていくため冶金技

るためにそれぞれの工場施設を拡

をえなかった︒

チェコスロバキアの総電力発生騒

九九〇無までUには原子力発電は の規模のユニットを製造できるよ

張したり︑設備を改戯して将来の

であると認めてEDFがブルター 漁罠の反対は温排水による海の

海流が激しく温緋水の拡散が鼠落

いから原発を受入れる運任をとれ
子炉の設計に取組んでいる︒原子

開発健進にそなえている︒さらに

ほかに高さ六十焼の高圧線︵㎎四

炉の製造では︑霊に嵩品配スチー

問製作所では︑原発の建設に使用

おり︑現在では五十万KW級の原 いられる特殊なチューブを製造す

ル・インゴット︵鰻大匙羅爾三十

術のマスターおよび総合的な技術

五漣︶の開発および製造︑圧力容

の約二〇％を占めることになる︒

チェコス魏バキアの原子力開発

される精殊な勲爵榛も製造する︒

一九八○銀までの同国の漂子力発 研究開発の基礎造りを完了する予

計画に癩わっているスコダ・グル

や資桝の品質試験等の作業が最終

器の璽装部分の溶接および熱処理

える鵜島を取れといっても私には

ープは一九七四年にソ運とチェコ

環境汚染だが︑EDFはこれに対プロゴフ村の佐民が蛋ける経済的
との間で定結された協定にもとづ

ニュ地方に建設する原子力発電所

チェコスロバキアで建設される

子力発電所の放射1牛廃棄物

饗

子力分野においても求められ、

澱畷

翻

A

全ての原子力発蹴所に対する機器

ご㌶

懸

護灘犠購1

してきました。それら技術は原

開発においても各種放射堂

豊窟な経験とノウハウを蓄積

畷羅灘

を残していま実財軍は歪

ラントの県議・建設を手がけ

は、約半猛と紀にわたり石油精

簸黙黙磐態

E

処理装置など、数多くの；

製・石油化学をはじめ各種プ

総合エンジニアリング会社B揮

D
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急

業
産

力

原

懸案となっていた核拡散防止条約が批准︑現在これに引続き保擁円田協定締紬の木格交渉が
進められている︒その中心となるのが核物質の白飴な管理︒平和利用を捉保していくという恵

ユーラトム戴みの肩代り管輝

を独自に行なっていくための管内システムの整備作

味で今後の原子力蘭発を蕊宍に遍瞑さ珍ていくうんでの必須条件といわれるゆえんだ︒わが凶
でも瑚在
業が急ピッチで進められている︒そこで今圃は第二構工禽取締役の漂礼三郎氏から※閃におけ
る管理システムの搬新の開発状況を紹介してもらい︑あわせてムノ後の研究費発の難題点などに

底的に追及された︒

作の闘題もあり︑通常のプラント

▽勤的乃法中性子︑フォトン
題の一つで為るが︑これも鮮％以

核猷晶晶戦の曾祈は︷三鷹介な問

捉陣措闘の必駿性から発生した

PWRの燃糧真中核燃料物質の分 っている︒

難がある︒その霊なものを記すと

破壌測定︑蛍光X糠法による亜 が︑他の愴野にみられぬ技術的困

農のある放射線計測の分野は︑隈

馬面である︒調和利用の分野で三

ぞうしたメーカーを縄つけるのは

ム化までとなると※瞬においても

も放射線計測全般︑しかもシステ

を孚がけているメーカーはあって

がめても彰々の放銅線計測の分野

協力が必要となる︒メーカーをな

蹴をシステム化できるグループの

測機器グループの協力︑さらに計

できる技術を有する総合三軸線計

く︑放射線計測金般にわたり儲頼

に記すと︑来國の例でもわかる如

このうち技術附間題に関して璽

問題︑の三つにしぼられる︒

て糖密計翻管理を推進する術政党

纏措躍以外の分野での懲義︑そし

と技術的問題︑構瞭計蟹管理の傑

これ塞で記した話を頭約する

結

の指導必要

行政面から

る︒

分析について︑三鷹︑適溺性が徹

で試繕を照射︑核分裂の結果放射
内の雪辱︒ロスアラモスで開発さ

析︑分折測走に常騰使胴されてお

核燃料の楕尊覧璽魁理は他の工業

次の通り︒

論

と比べ比較にならぬほど複雑であ

三際議科による分析の場禽︑各

の比較で一〜二％の繕度範照が蝦

絶敗により数多くの機器が開発さ

hたウラン︑プルトニウムのガン

の潮騒では一一署％の精度︑嘆た

分野における計測の蟹嬰性とあい

が︑続驚融鍛が蹄及したのはごく

鉛︑スズメツキ厚み測定は鍛工場

▽計測計縫技術の特殊性贈答

れらは進渉も攣く概俘の科学機

い分野である︒

器︑計測機器メ⁝カが李がけにく

その上放射線計測機器メーカー

られている︒

の大半は規模が小さく財政的基盤

一方原子力旛設の設計︑建設を行

も弱く︑システム化など聞題外︒
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@三

艦瓢

くく
030602

嬰献

瀞購

川東陶
囁宿妬

本大回
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蕪
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隷

なく搾常に縫済的です。特に詔憶容量の少ないコンピュータにおいても威力を

機器とも化学分析︑霞蹴分析法と

れ︑各機器について適用窪︑最濁

マ・スペクトルメトリによるd測

と結びついて騒々の工業分野にお

ウラン濃縮度測定のガンマ・スペ

り︑直読棒の胃石義理になくては

鍛近で︑たかだか五薙︑歴史の鐵

で定資した技術となり︑その締

となるのは特注的ガンマ擦︑中性

塾

▽インライン計欝システム化と
計測機器を組費せ
コンピュ⁝タに鈷盆︑システム化

ソフトウェア

する場愈ソフトウェアの問題がで

なうのは大企業で︑放射線針測は

保障搭灘から発生した核燃料の

黒門業蓄にまかせる場合が多い︒

メーカーの谷間を浮ぽりにし行政

精密簿理は原子力に関係している

繭から放射計測の総台機雛メーカ

きるフロッピィディスク装澱です。処理速度は従来の高速PTRに較べ約30倍、 PT
Pに較べ約10倍以上及びカセット磁気テープに較べ約10傍以．卜、そしてエラー率

儀されている︒またスクラップ中

条作等が詳細に検討された︒

衷1に列燃してあるのは現κ原 は︑ゲルマニウム︵リチウム︶単
肇たカリフォルニウム蹴を使用

アラモスと︑機器メ⁝カとの協力

羅は原子力硝究駅︑虫としてロス

ならない笈置となっている︒

した燃料瞭の分析装置もBWR︑ いて必要欠くべからざる捜術にな

れ︑ウラン︑プルトニウム分折計
クトルメトリ機器では○・万％の

であるが︑ウラン︑プルトニウム

性がとりあげられた◎※国では難
羅方法︑機器の標埠化︑縫罵に際
鶴獲が蝦籍されている︒

導体検出器と波島分析器の組舎U

核燃料物質の精密謝籔管理の必
スアラモス研究所が巾心となりエ
で闘発され︑各椰標準茜料︑実際

子力施設で実用に供されている在

嚢性が超こったのは︑際陣湯翻が

ネルギー研究開発局︵ERDA︶しての揺灘がHRDA核燃秘物質
の燃料俸︑スクラップ︑廃燵物の

い分野ても十隼に鵡たない︒銅蟹

に多大の貢献をしている︒また︑

タ

耀

畷

蝉

子︑蛍光X線の計測であるが︑こ

果︑品質の均一化︑原桝料の節約

礼之助

メッキ厚み瀾だの場愈︑単に犀み

理︑凍繕の簡綿による終路盤から

まって急速にその蠣要性を隅めた

発端である︒来國においてもロス

難しいシ
ステム化
問題噸

であったが︑購講義蹴システムを

漸騰の必要件は至として細鱗費
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行なわれている︒

管理 研 究 金 ︵ I N M M ︶ を 通 し て

核燃脳物質より放

は静的︑動的方法に大別される︒

核燃料物質を分析計掛する方法

で捜術的な検討が行なわれたQ

討i一新機雛の開発

一︑鼠侍の方伝︑機器の調査検

のプログラムの下︑次の如き順序

々の乱曲中のウラン︑プルトニウ

ム同位体の分析︑醗鑑だけで な
▽静的乃法
射される特性的ガンマー線︑中性

二︑無用面の検討ーー各種試料

の動きを罪破壊的にとらえるDY について適用性と分析註墜間度の
原子力の分野で保陣門閥聞題の

原

ることではない︒

てくるが︑これは簡単に解決でき

結︑コンピュータによるμみ制御

プラントの設

▽プラントの設計と爵嶽管理シ
樫は確立︑稼働しており︑剖網結

京で祷なわれている︒この縞璽︑

ステム設計の調秘

カ︑その柳期の頃から強調された

渠をもとに行種を変えるとなると

年間一L場で珂絶円もの纐鉛の節 常別々のクル⁝プで哲なわれる

引と計畷管理システムの設計は通

のは︑幸いであった︒

かなり大がかりな投資が必要な場
原子力以外の工業で補密計巖讐

現在まで平和利島の分野で放射

⁝萄成の必要性を認識させた︒

高速紙テープ読取器（PTR）、穿孔器（PTP）とプラグコンパチブルで、従来の
ペーパテープベースのシステムプログラム、ユーザプログラムをそのま＼使用で

世蚤鞘喝澱
P

アラモス研究筋のキーピン等が中

来的な機器であるが︑これらの碧

枝じ二…：ミ麗

心となって霊に技術面を検討︑個

ついてご執筆顯つた︒

点
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最大限に発揮できます。（特許繊荒中）

く︑各歴程中で核燃脳物質の実際

三︑マイクロ︑ミニ︒コンピュ

子を計測︑核物質の靴を求めるQ

ムの開罷が行なわれているσその
ータとの結目ーー機器の擬作とデ

総ム鳥撃墨黒システムへ

第二構工禽取締復

増大する精密計量の重要盤

れろが︑試料の形状︑化学︑物理

一

線の醐定︑線腿の測定︑という工

糠計測といえば︑ある特定の放射

が︑核燃料の計羅管理は総台的な

合に﹁点と点偏の関係であった

川棚蟹理︑つまり門線﹂の測定の

も核燃繕の計鰍のみならず︑環境

必要性を提起した︒これらはなに

放射能の測定奪代の分野でも必要

現在来国で計薩兼行されている

である︒

行政的擶蹴の一つは︑エネルギー

研究開発縄のプログラムの下︑I

る核燃料分析︑計較機羅︑さらに

NMMが中心となって推進してい

の指轟があるがこの結粟原争力平

将来はシステムの標躍化と普及へ

性があらためて認識されよう︒
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子工
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MACとよばれる計騒管理システ確立

結漿︑核燃料物質の計理正理の必

四︑セントラル・コンピュ⁝タ

ータ処理

なく︑燃料サイクルの経済樵︑最

ルバランスの監理

との一型⁝一匹行程中のマテリア

要性はなにも保陣毒忌問題だけで

理等原子力全般にかかわりのある

問題への適用箸

羽尺籔理︑生産籔理︑環境︑安金

五︑工場全体の管理ii探薩描

質醤理︑さらに環境間題︑保健物

ことが判明した︒

最近︑ロスアラモス研究所を訪
間︑キ聖ピンと話しあう機芸を偲
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また︑前詑の閥発プログラムのトニウムの糟驚分析︑誹蟹の必要進行と並行し︑行政的措撚もとら
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聖蕪羅ソステムの鐸とり入れ盤肇︒に舞鋤疋だけでなく塵種と連

される中性子︑ガンマ線の特性よ

以上のうちほぼ完了しているの

傑陳措躍に関連しウラン︑プル
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り核物貿の璽を求める︒

は第三段階までで︑第翅︑第五段

ロ

ム工場で謝画されている︒

ラインの計量とマテリアル・バラ
分析方法・

鴉

蘇鑓嬉矯記

たので︑キーピンの仕事を申心に

︒

来國における核燃料物質計鰻簿理

㍉

モス獲所に建酷のプルトニウ

原理的には忌詞の二つに大別さ
磨こそDYMACとよばれるイン

ステムの羅で・早・翼アラ◆物質計量管理

の現状と將来の発展方向を紹介す

ンスの全体的費理を灘的としたシ精密化する核
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PTPに較べ1／10以下なのでプログラムの出し入れの

頻度の高い科学技術計勢用として極めて優れた萎縮です。
本装麗を使用するにあたって特別なオペレーティングシステムは…一切不要で、オペ
レーティングシステムのためのコンピュータの記憶容量を増設する必要性は全く

はPTRに較べ1／100、
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日揮が動燃から受注
霧 齋 鮒世界最大級の 規 模
田本揮発癌︵鈴木義雄社長︶はこのほど︑動力炉・核燃料開発撃業樹から再処理施設内に遠隔する
放射性廃旧物ビチューメン固化処理プラントの設計役務を受浬︑来日をメドに各種付帯設備を盒む詳

ストリームの中でも再処理とともに巖璽要諜題の一つ︒同社の薪プラント設計受注は︑これまでの再

細設計にとりかかることになった︒放射性廃棄物の処理処分は核燃料サイクル︑とくにそのダウン

サ

本ビチューメン固化処理プラン

長をもつ︒とくに減容という点で

容になる⑤保守が容甥⑥運転費が

体に比べ閣分の〜〜六分の一の滅

発電所の放射性麗翼物処理施設︑

設を手がけたのをはじめ︑原子力

てわが国初の再処理施設の設計建

テムエンジニアリング技術によっ

っていく弩え︒

計蘭だ︒

めの研究開発暴動を強化していく

浜岡二号機向け制御弁
ガ社

系から炉水浄化系統や安全系統︑

はタンデム型とすることで︑弁本

体は単座を適用でき︑内弁推力の

軽減で操作部の小型化が司能②内

弁は︑クイック・チェンジ方式の

採用で分解︑組立てが簡単③ケー

ジ・ガイド方武により漉体の影響

ーー等六︒沸騰水型炉蒸け国産贔

による弁棒の芯振が解消できる

の納入は同社にとって今圓が初め

て︒受注額は約三億円︒九月中に

は全騒納入の予定だが︑同社はこ

ている︒

のほか︑数件の双海な商談も避め

ノ
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熱交換器に接続されるヘリウム循環器

それまでの﹃輸入販売㎞から新し

㌧ぐ＼竃齢一犀ン〜

四社一圃体が個六のサブテーマを

く主として加圧水型炉を対象とし

た二三弁の鐙塵化に乗り出した︒

分担して実訂する︒

昭稲五十一年度の委託金は三十

引続き五＋三年度から麟工予定の

岡社は詳細産生の受注を受け︑

なった︒

こうしたことから︑楽聖の受海と

で豊実に実績を残してきており︑

圃化処理装躍など原子力戸外分野

およびわが国餓初のビチューメン

他の方法に比べ安獺ーーなどの特

は︑試算によると一九九五無に︑

ビチューメン闘化を採用した場舎

で四酉六十万本となるのに対し︑

セメント劇化処理を続けた場禽に
⁝颪︑五葎聞分貯藏可搬な能力をも
ったもの︒田揮は来斯四月納入を 二翼翼ドラム飯にしてわが圏全体
・メドに︑謹聴設計を締める︒

⁝トは︑再処理施設から発生する各 は首四十万本にまで減議すること

設礪以来︑岡独のもつ攣れたシス

飼プラントの建設と試運転導行な

け納入窯纏をあげる

蘂療一︑二弩や爆根など各原発向

が予察とされている︒

億九千万円で昨奪の約二億︒とく

十七薙からは沸騰水型炉向け艘御

種の放射性廃棄物を潮処理し︑溶

に億接製鉄パイロットプラント建

浜岡二得機向け受注した制御弁

弁分野のシェアは三〇％を超す︒

方︑昭和四
設への焦点となる熱交換雛の研究

醸揮は︑一九六五確の原智力部

ラム笛充填し︑階藏施設で蜜全に

で︑国内の原子カプラント用制御

目の製造にも魑手するなど懸欲的

融ビチューメンと混和減午後︑ド

保管する施設︒日揮がベルギ⁝の

来これに擾続される偏狭ガス製三

熱交換器試⁝作に焦点

について蜜点鮒に爽施していく計

襟蔽︑環元鉄製造装躍の研究開発

開発に焦点があてられるほか︑繕

べルゴニュークリェール社から瀕

度なエンジニアリング技術を潴

f露盤究開発費は倍増
原予力製鉄計瞳は通薩省工集技

石川翻播磨璽工業が担当︒今年慶

画だ︒

将来の原子力多識的利鞘のホー

術院の﹁蕩温繧元ガス利溺による

は︑受託駿約十八億円をつぎこみ

いたるプラント悪所に配國される

廃棄物処理系続といった二次系に

る霊給水弁をはじめ︑原子炉一次

プの一つとして期待されている原

醸接製鉄法の研究開発偏大型プロ

これまでに各社が試作した超耐熱

は︑原子炉水羅をコントロールす

子力瞼接製鉄の大型プロジェクト

ので︑昭和圏十八無にスタート︒

ジェクトの下に実施されているも

つかって一MW級の試作錨 二百五＋一台︒阻隔操作により︑

このうち黙交換器の研究開発は

に取りくんでいる原子力製鉄技術

烽

それぞれ性能が発揮で謙るもの

究空心を石窯舎が担当︑撫盟の十

気胸労の多い中間管理職など

予定だ︒

八○％を出荷︑九月中には完納の

髪
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（原研JPDR動鍬1写処理工場開輸送用，

姦した技術をベースに︑岡社の高

え︑完成させたもの︒ちなみに︑

ギー政府が五〇％の出質を行なっ

ン固化処理については骸界で叢も

ている企業で︑とくにビチューメ

研究総禽︵理覇長︒藤本一郎川騎

第一段階第一期計画として昭和五

を製造︑耐熱台金の適性の比較試

製鉄社長︶は︑プロジェクト四無

十ヨ無までの六籍闇に七士

ス・バルカン舗御弁﹄に共逓した

で︑このいわゆるガ凝議﹁コープ

億円

謬にあたる昭和五十一葎慶穣業計

る︒また将来各社で開発した高温

験等を行なう計魎をスタートさせ

究蘭発では︑それぞれテストプラ

は︑とくに︑気分転換を図るた

ガデリウス社︵ジョーナス︒ゴ
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の線Mも曜用琶れるよ塑つになって

C線が ︑ 照 射 架 禰 P V C 線 に 置 き
みる︒
︒

ポリエチレン︑誰獣

難燃性で醸摩耗に強い糊巻きPV きた︑藤についたものを朔多して

交換機配線柑として使われてきた

まだウェスターンエレクトリッ

鳥

﹁るQこの緒果︑蔓麓畿うトラフに マ！ウ暦鋒鞭⁝鯛． ＼

一驚被響に緊攣鷺して特性喬上させる濤は︑長江馨の儒纏空と禦
り︑驚湿した部酪の難話受換局で

点は︑ある社において電線の化学

は添物をコンパクトド一ごきるメリ

って︑アメリカに次ぎ日本の偲線メ⁝カーの多くで採周され︑丁々その市鵬を拡大︑今後は原
芋力編隅所などに要求される難燃ケ⁝ブル製造にも縄一期が見込まれるという︒電線製造プロ

子線架速器を利用した電線ケーブ

架橋法︵被槻材料に化学薬品を配

注友羅工

ポリエチレノ︑ご一ル；
ックス﹀

垂

鍛鷺︑P

アメリカと珊仁の動向を比毒し

煩向を示している︑

ク配線材中に占めろ毒灘・よ顛碧ゐ

ヒ一︑

的にさほ二挙哨な︑

ボ寝エチレン︵レイ

デン︶︑ビニル︵レイニル︶

藤麟二線

機部門で煙購5昌て．岡ごゴ．臓

ポリエチレン︑ビニル︵ラッ

騰立電線ポリエチレン︑難燃

ドワイヤ︶

てみると︑〜致しない燕語群ミ．炉

O273−46−1639

TEL

セスへの放射線架橋技術の巖近の動向と今後の兇疑しについて︑古測露職工誤差線璽産本部原

く

子力プロジェクトチーム裂チーム畏の小田英輔沃にまとめてもらった︒

電子線法︑経
済性で優位に
蘭線製適 へ の 放 射 線 利 用 が ︑ 新
しい展闘を 示 し て き て い る ︒ こ れ
までに寅罵 化 さ れ た 放 射 線 化 学 プ
ロセスの中で︑躍線の被覆籾料に

ルの放胃線架橋が︑近六隆盛をき

合しておいて︑被躍後に加熱して

杉から○・〇四〜冠にまで細くで

られるが多くの燕で蚊慣し︸︑㎏

詔ハゆニチレン︑

維獣ズーこ添レ︾︵ラジセ

放射線照射の利用

＊今日の原子力動向把握のために！
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ン︶︑ビニ㌻︵どニラツド︶

冾P難靴1国強弩讐灘隷1瓢蕪灘駕♂1鼠旧誼蹄誉轄骸l

放鮒線を照 射 し て 酎 熱 電 線 を 製 造

わめるであ ろ う と 予 想 し た ︒ 当 時

溝橋させる︶と醒子線架橋法を綿

かわりはじめている︒従東の配糠

きた︒これは照射により改質され

メ

する﹁爾線 の 放 駕 線 架 橋 扁 は 歴 史

及している が ︑ 今 後 は 鍛 誕 交 換 機

が膚く︑ア メ リ カ と 臼 本 で 広 く 普

ーブル︑電力ケーブルの製造プロ

用配線材や 謝 御 ゲ ー ブ ル ︑ 計 装 ケ

この分野の草分けで異色の会被と

密に比較した結栗︑電子線架橋法

産性を陽撰する複雑な工程で製造

材は綿巻きや︑綿糸の幽霊など生

されていた︒これを電線の購造が
照射架礪ビニル﹇懸だけと単純化

その後の数薙間にアメリカでは

だ硬質ビニルを絶縁とするので︑

㌧

三

力

原
セスに放 射 線 架 橋 が 漁 り 入 れ ら れ
る大きな動 き が あ る ︒ ア メ リ カ の
近況を開心に概観してみる︒

六鎌繭︑ 幽 明 原 子 力 産 業 会 議 の
インフォーマルミーティングで︑

アメリカ 原 子 力 委 員 金 ︵ 現 在 の E

して知られ て い た レ イ ケ ム 社 の 照

が今後経済的に優ると結論したと

RDA︶のバランタイン博士は電

が︑大企藁であるウエスターンエ

いうのである︒

ル︑IT T 社 が そ れ ぞ れ 電 話交換

この予測どおりの結果となり︑新

絶縁燦みを懸くできるためであ

た︒また艦線の蔭径も○・〇五四

できて︑璽産性が一段と閻上し

しだ鰯実は ︑ だ ん に 加 選 器 の 鱈 頼

鋭の棚罎器が続汝と灘入︑増設さ

もブームに

性が薗上しただけではなく︑経済

れた︒麗蕉製造︑販売されている

線材の製造 に 電 子 線 加 逮 器 を 採 用

機ワイヤ︑ 屋 外 紬 縁 醒 線 ︑ 醒 熱 配

電線ケーブル

レクトリック︑ゼネラルケーブ

射製品は臼 本 で も 注 自 さ れ て い だ

亨習聾堅肥二二魏1」、田英輔

性が衛利と な っ て き だ こ と を 明 ら

「科学と技術」照中美知太郎臼本文化会議理事長

f原チカエネルギーへの挑戦一1976年一jRフライ米国ERDへ塾長宮

特製筆工

塗線材からケーブルへ

かに示すも の で あ っ た ︒ バ ラ ン タ
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解

故安川第五懸腕︵前凹本猿了力

七環︑束宗・禽出の膏山斎場でし

質業会議会長︶の葬儀と告別式が

めやかに行なわれた︒安川氏は産

力開発では藁創購から薩業界のま

策︑文化など多方面に活躍︑原子

とめ徴として︑原子力鰹業の蕎成

葬儀には︑生前親交のあった経

に多大の功績を残した︒

済人をはじめ敵治家︑文化人︑ス

ポーツ関係福ら多数が参列︑澱影

えない偏故人の遺徳を偲んだ︒

を潮に﹁人に頼まれるといやと愚

繕論として①原子力発魁勝は︑

響門象の横討では︑技術的に十分

圃原子力発璽設備一筑（原子炉、核燃料、タービン、髭躍機）

麟融駒譜一

蛍業品霞

露な

驚
欝ず︑

るQこの場倉︑それぞれの性格は

を増やすことも考慮する必要があ

﹁﹂
題として①ガラス固化のような高

るが︑その結果によっては別の方

いては﹁学術会議の添弾も打診す

二〜ノ

査のあり方など﹁原子力行政﹂に

安全②巖近の国民の関心は繋金霧

集中③イメージとしての原子力は

﹁原子力知識水準の圓上には惰報

悪い︑などと握摘︒対策として︑

一簸を用いた実験で燃料の僑頼性

乗越は源∫力発電プラントの建設●偲ゴ時における現す線｛ノ牒各の安全窪轡を、放射繍㌃
理手蕨の統 普及により撮淫しています。またダ雌丁顧の改善等による被麟邸鰯策にも

努めるとII馨1時に、全角業捲の被曝四手をコノヒニェータ処理1こより記録し、被曝纏1セについ

ては法基準をト分ト回るよう、厳酷な管理を行っております。

推進体制と目標示す
などが協力して︑墓燦化は隅が凍

放射性物質処理施設での笑廃液に

雲と民闇の協力を褥て実旛する︑

陸地処分については︑陸地保管

・パッケーシ甲立化など低レベル

としている︒

い︑地中処分は五十四奪頃から実

また・聯門家シンポジウムにつ

試験胸海洋処分については︑﹁環

多

で禽遣した︒

の繰返し提供が必要で︑テレビの

が十分高いことがわかった②ER い﹂などと述べている︒

レントの原発サイト訪問などが闘
炉を作る技術ができている﹂と述

原研理事に
工藤振作氏

は︑出力︑倦魑性の面でも十分な

商業化の閉講に整然とした開発計

臼本原子力研究駈は織田︑工藤

べ︑FBR開発が現在すでに塞証DA主醐のもとに一九九三銀頃を
の段階へ入っていることを強調し

画が避んでいる③バックエンドと

理事に任命した︒四獺圧期切れと

振作︒死大蔵省大臣欝房審議密を

e

工学貯蔵実証諺十年内に
放射性廃藁物処理処分の具体的な方向づけを審議している原子力委員会の放射性廃棄物対策技術専
門部会は六田︑﹁今後十年内に高レベル固化技術と工学貯蔵のパイロットプラントを完成︑運転開始
する﹂などプロジェクトの目標や推進体制について握言した隅部塞研究開発計画分科会の中間報告を
原子力委員会に報告︑了承を得た︒宮民の推進分担が初めて明確になったわけで︑原子力委員会が近

レベル廃井物対策②ビチンーメン

よるホット試験︑愚挙貯藏など高

蕎干異なろう扁と答えた︒

う星準丸瓦︑立地選楚などを行な

は五十六銀頃から本格化できるよ

悶報告は︑湾処理工場で発生す

く予定している放射性廃棄物対策金般の方針決定に反映されることになる︒
放射性麗日物処硬処分について

廃藁物の海洋処分③低レベル麗棄

法を謬えざるを霧ない漏として︑

は環境・安全轡門門余放射性圃体

物などの地中処分と陸地保管④放

ることを添唆した∩

原子力委蝋会独言の開催もあり得

に本格的処分を実施すること︑を

原子力施設やアイソトープ利用動

射性為体黒蟻物の下限燈設定⑤麗

誰訊験を腸始︑今後十鋸後を囲途

﹁原子力環塊整備センター﹂が串

囲標に掲げ︑濁の支援のもとに

どをあげ︑鵜発冒標へのアプロー

物雌蕊など特殊廃集物の処理︑な

施し︑その絃果を踏まえ︑本裁的
海洋処分を実附することを霞標と

心となり︑原研︑慰監事叢暫など

境などへの安全性を評価のうえ実

する︒これに伴う廃棄物パッケー

が協力して実覆する︑としてい

る高レベル廃菓物は麟在的な危険

長期施策が必要なことから︑これ

﹁試験的海洋処分は五十調度に安 からの低レベル廃藁物は羅が多く

を揺坐する扁と述べ︑処分は矧の

ジの基準化などに関する研究聞発

性の強いこと︑原子力発電所など

をプロジエクトとして直進すべき

廃棄物分科会が昭和四十九璋十月

全評価︑五十二蚕室実施を囲標に

だとし︑﹁高レベル放射性廃藁物

る︒

原子力委︑柏崎

たが︑放豹性廃棄物対策狡術轡門

費任のもとに原子力環境整備セン

円本原子力研究所の委託で政策

原子力婁員会は二田︑東電棺崎

は︑田宮茂文濃縮再処理紫備門門

科学研究所が行なった原峯力安金

徳問題の体系的整理︑安全開題に

間を主査に︑導門家による安全技

・刈羽原発公聴会を断念し代って

十

地死利密関係養の悪見を文欝で聴

で公示︑文憲受付けは公示後コ

くなる︒公臆会の掲ち方は一部改

日聞科学技術庁で行なう②提出慧

後︑他の地域でも公聴会は開けな

チ方策を明示している︒

おく﹂など基本的な方針を提直し

ター︵仮称︶︑原研︑電気嚢業者

﹁電調審前の開催も﹂

帳笛はさらに坐面の研究開発課

の三プロジェクトの圏標と推進体

対簗﹂ ﹁海洋処分扁

﹁陸地処分扁

部会は昨駕七月こうした方向を踏

いては︑門今後十奪聞に圃化処理

まず︑高レベル廃棄物対策につ

制を明示した︒

まえて設躍され︑研究開発分科会
と安全評樋分科会のもとで放射性

作りを進めている︒

廃藁物諸対策の広範なプログラム

た︒科学技術庁側は︑大詰めの極

が︑一田︑公表された︒同調査

討段階にある原子力行政懇談会の

性に関する総合調査研究の結果

ても学術会議の協力が困難な場台

誌に装われた受け取り方の分析︑

間する社会各セクターの新聞・雑

取︑安盆審査に反映させることに

は朋の方法を袴えざるを得ないと

をできるだけ早期に公表する③極

兇については検討状況の申間報告

譲されてはいるが︑小手先の手薩

六田開かれた衆院科学技術振興

釜串を待って煮つめたいとしなが

および工学貯蔵のパイロットプラ

〇〇〇隼頃までに発通しを罷るこ

対策特別委員会で︑科技庁は原子

らも︑﹁公聴会制度をより広い観

た︒①二五聴取は七月五瞬の窟報

とを努力囲標に地層処分を中心に

これは近江簿記失語︵公明︶の

の態肢を示した︒

なり︑次のような聴取要領を決め

を策定した﹁研究開発計画﹂︒高

調査研究と技術開発を湿る扁とし

調慰繭の開催﹂

炉設灘に係る公聴会について﹁無

か﹂と科学技術庁の見解をただし

レベル廃液については当諏︑一定

これらの推進には動燃が体制を整

という瓢つの作業をもとに門安全

栗京在住七首人対象の世論調査︑

しでは対処しきれないのではない

期聞タンク内欝藏したあと安定な

備強化してその申心となり︑原研

甜精漿は原子力委員禽が瀬棚に安

中間報告としてまとまったのは

公聴会弾力対処で意向

圃化体とし︑﹁取出し司能な工学

全審査答篤したときに答申の写し

﹁政府蟻蚕﹂な

貯藏施設﹂に保管︑地厨処分を主

く︑計画の進展にあわせた開催な

点から考えたい︒一圃限りではな

夏

器開発に関して相互にバランスの

二

の設計︑建設︑運転に関する日米

多︷ノ

とれた情報を交換する⑤第二園日

5

米禽岡高速増殖炉調整委員会を来

一︐

台岡セミナ⁝を来年開催する③今

隼秋ワシントンで開く一⁝の諸点

る④日来談国の高速小戦原型炉

性偏を捉えたもの︒

の︒岡氏は︑﹁新潟公聴会とり止

〜多5

後繭國が冥冥技術蓄の交換と共演

た︒

玉

とともに公表する︑など︒

稗蒔に答えて明らかにされたも

二玉二

ど︑地域住践の慧兇を求める機会

合えていく慧同を明らかにし︑申

玉

央での山門家シンポシウムについ
5二

その結果︑①安金性︑燃料・材

実験プロジェクトの実施を検討す

力協定に基づく第一名張来八徳高

キング・グループ会議を今隼中に

6

速炉調整委暴会は六月二十八日か

実証の段階に
米関係者︑原産と懇談

成渠を評晒した︒さらに①EBR利屠を袴えるべきであり︑人気タ
談︑﹁すでに来鷹のFBR開発

開催する②安全研究とLMFBR﹁CRBR﹂と門もんじゅ扁の機
などで開かれていたが︑七月一一日

双方の代表が日来の高速増殖原型
炉の機器開発で今後斑石交換する
などの協力を取り決めた合流講に

同委員会は︑四牽四無に締結し

艦名︑閉費した︒

た︒﹁開発計画を効累的にスピー

ドアップしていく慧味でもB来両 なる再処理︑廃藁物対策も︑炉開
したベックジョードERDA原子

第一圓日来舎縁懸速炉委に出席

性︑燃料・材料︑ナトリウム技

魍開のFBR技術に関する協力関発と並行して魑爽に研究が推進さ

なった高田欝史理蔀の後任︒

係の強化は悪親深い﹂と倉岡委の

れている︑などと揖通した︒

炉開発実証部長らは二日午後︑一

た協力の技術分野︵縞物運︑安金

高速炉開発は

ら五田間︑東奈・赤坂の動燃本部

国のエネルギー研究開発局︵ER

について︑それぞれ臼米愈周ワー

DA︶との間の田来高速増殖炉協 料︑プラント経験︑プラント機種

動力炉・核燃料開発箏業面と※

めの経緯︑背農からすれば︑今

ど︑爽施の叢誌︑主体を弾力曲に

藻
・・蕊

︾︾

昭和五十二隼頃から開始予定の

ること︑を提嘉した︒

ントを完成︑運転させ︑処分は二

敏策科研が安全性で調査

や国立試験研究機関などが協力す

このうち骨格となる携進体制など

「原子力」イメージ改善に

など対策の基本的据え方を示して

二

rTVの活用を」
本松珠磯醐会長ら原産関係蒼と懇

原子力本部
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ブランズプソテル原発︵一九七八年完成予定︶も詞横︒三弩機は一九七穴鋸着工苧定が七七年となり︑従って一九八一年の

一︑二年繰下げられる︒ソ連は続 定も一九八○年の予定だが︑まだ

こ︐瞬

の祷効な手段が︑住民投票であ

ドとソ連はこのほどフィンランド

甑

ることは否定できない︒大型技

槍

兇解を出し︑違憲訴訟が起きる

術の噸入にはどうしても圏罠の

︻パリ松本駐在画

フィンラン

ることになっている︒

響

II

バ用力子原たい貫と々堂
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致保証かな（されておりまつ。

○
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力

原

可能控を示している︒来礪の原

ソ連と原発建設工事繰下で合意

て今後二奪くらいは原子力発電

子力法は放射能規制について趨

で順調に進んでいる︒二暑機︵B
駈の建設許瓢はあるまい︒これ

WR型︑筆力百万KW︶の運開予

たというのが一般的な冤方だ︒

が州法のはっきりした﹁効果﹂

完成予定も遅れる︒㎎号機は八二

べ︑産業界のレポートは﹁休恵

ンダーソン法︶撤廃の要求を除

環境側は賠償限度︵プライスア

いて齎万KW級の原子力発電所 着工されていないのが現状︒原子

フィンランド

をとっている暇はない偏とあと

で建設申および謝渦中の原子力発

電所四基︵各四十四万KW︶の工

ウランはカナダから購入し︵協定

上︑これからの各国の課題はど

︵加圧水型炉の予定︶建設を提案 力発電所に必要な燃料である莱然

葎完成予定だったが︑その着工も

に続く住民投票への対策を訴え

コンセンサスが必嚢である以

方投票運動をすすめ

るからだ︒

邦政府の排他的権限を認めてい

ている︒

ている環境・市民団体は︑カリ

カリフォルニア州罠は︑串黛

麗通しだ︒これに対してTVO署名済み︶︑ソ煙で濃縮し︵委託
以上にわたった繭派のキャンペ

しているが︑それもかなり還れる
大きい︒たとえば︑州のエネル

した︒ソ逮が建設申のロビイサ原
ギー保存・開発委員金による燃

ンのアセア・アトム枕に発注した

イ︶が一九七四年の末スウェーデ

纂を〜︑二郎繰下げることで合悪
く評価しているが︑薩業側の罠

質的に岡しだと州法の成立を高

に完成の予定だつたが︑工蜘は少

確かめるかにあるといえよう︒

フォルニアを﹁ワン・ステ ッ

ーンを遡じて︑原子力発電の

なくとも一琿遅れているQ二弩機

んな方法でそのコンサンサスを

プしとして他州の投票の勝利を

いろいろな問題︑とくに引取性

︵テオリスーデン・ボイマ︒オ 濃縮︶︑スウェーデンで加工され

料リサイクル手段の利用司能性

廃彙物処分のような厄介な問題

子力発電所一弩機は一九七六璋中

万は分れている︒これならやっ

の証明︑あるいは放射性事彙物

︵K・K︶

っており︑十一月に投衆が決ま

の畏購保管ないし処分万法︵連

めざしている︒各州の婆情は違

ていけるーモラトリアム効果は

﹁提案﹂︵イニシアチブ︶と実 今後の運用にかかっている颪が

である︒州法のそのほかの点は

一

けば︑住罠投蒙にかけられた

鵠

ない一という楽観論︑新たな重
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しかし、曲1L流捧には余り適さなかった

も娑求されよづ。これら、紺久鴛の考慮
と岡時に、原イ力用パルプの火きな特色
として、肇故の皆鉦を追求し、蘭展な品

が簡単で、操難し易く、理想的なハル＝フ

麟、縫

干田の擾秀な品一睡凝体繭

か入は、バルブの心臓なのでづ、これか、

しかも、原∫一月｝ハルッにf脅リ1け＼築

取り幽して兄れは、侮の変哲もない孔の
明いた令属のホールでつか、このボ ル

気再シリンタによる自動操竹を完成しみ
した。原f力発亀所のパルプ耐圧部につ
いては、r没鑓か命30〜40角とされ、重痘

901莫回転つる1契に、流体のON−OFF制
御かでさるのです．ボールバルブは構造
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三菱重工がPWRで
立海二号機から採用へ
三菱重工業︵守屋学治社畏︶が加圧水型原子力発電プラント一次系冷却桝ポンプの出産化に乗り
賑した︒かねて岡社高砂製作所で研究中だった諸試験の成粟が擬好なため国産化に踏み切ったもの

最終段階の

で︑三菱璽工は九州羅力玄海原子力発躍所二弩機から国薩ポンプを採用していく計画だ︒一次系冷却
材ポンプの国産化は︑沸騰水型プラントも含め︑わが醗では初めて︒大型機器園産化の
だっただけに︑岡祉の実胴プラント採用決定は︑軽水炉定着化へ︑今後の麟薩化推瀧に大きく

十五台も︑

舎︑現僅運転中および建設中の十
墓に採用されている一

すべて米㈱WR社製︒このため三

確立・原子力機器製造のあ軌方な︸
一

研究を充実していく︒

故源の原園ともなりやすく原発の

また軽水型原発の溶援継乎は

甲どについて︑二琿ぶり︑この五月
から再検討にとりかかった急戦力

からもさらに一段高いレベルの溶

FBRの場舎だと温度︑圧力の点

豫的

な部分についてのデー

今年展から新たに︑入地鰻の際に

タはほぼ鴛られていることから︑

除熱ポンプは正常に働くか︑モー

！

な部分につ

題となりそう︒

動的

ターの図転軸は曲らないか︑と

いった機器の

委﹄の千客諜題は︑軽水炉の改良

らの委託による叢叢を受けた際の

格的な隻験を開始︒さらに原研か

ック・アクセプタンス︵PA︶の いて実規模のモーターを商いたホ

・煙雲化︑新型炉の導入︑パブリ

良・標魔化ではその員体化の進め

パイプ破断三三では︑破断時のパ

あり方︑新立地方式ーーなど︒改

方︑新型炉問題では新規導入に伴

止するための間定霧興の開発のた

イプの

の挙動︑これを防

う陛業政策としての受けとめ方︑

振れ
とくに業界体制とのからみなど︑

では︑高温ガス炉について原研か

していく聖画だQこのほかの研究

PAでは行政上どのような撫策が めの研究開発などを重点的に爽施
必要かなど問題点の現状分析と適

疲れ

の研究を行なうほ

についての

クリープ

テロイX

らの委謁により超耐熱舎金々ハス

格な対応策さぐりが︑焦点となり
そう︒

小委員会は基本政策小委が得沢

岡

号番

琶
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所

オユフトム山鼠加欧州原子力

アキレス聾してしばしば窪

いくこととしたもの︒各小委鋤会

塞た軽水炉の耐膿実験について

問題に取り組んでいく計画︒

の

は︑これまでの落髪で容器籍機器

ポンプは園転軸と圏定部間のシ⁝

および瞬処理問題は当薩の亜点課

手当てが必要なウラン費源の確保

通雲省の総倉エネルギー調査会

か︑環境強度に関する研究ではナ

社喪北銀農三一

新分野に

由 欧州原子力視察

団の墾・書刊行顯㌍ひ蟹蠣帳錫

鏡

部会が︑それぞれ諾題の

はいずれも近く初会合︑検討に着

B5讐獺愈一部二千円
︵送料翔︶で有料販布も行なつ

巖
ているので︑購入希望の陶きは

原
日本原子力藏奨金議が鵬月二

畢めに原藏・業務課まで︒

行動鮎〃宗一会で煮詰めて煮の捲摘され一分だが︑これが

十四日から約三週聞にわたり欧

で岡組診ては今年展の受託研究費

接が要請されるようになる︒そこ

州六か国に派遣した﹁第六園フ

手するが︑うち蝿基本政策小委隔

の約一⁝秀の一をつぎ込み︑溶接協

は原子力開発金般に通じる出雲問

加に伴い大型化されるなど最近に

菱重工は︑WH社と冷却材ポンプ
興水を扱うのみならず︑とくに原

て放射性暁藁物の処理処分まで核

保から︑濃縮︑加工︑再処理そし

﹃核燃料小委﹄はウラン資源の礁 象とも協力しながら孫点的にこの

子炉格納容諾内に据え付けられる

がっており︑﹁今後の大規模化で

なって

題を︑随時開催︑検討していく︒

の製造・販売について︑お互い
ため放射能を臨んだ冷却材がポン

プー︑容羅もプラント出力の憩

に技術提携関係にあることもあ

プ外へ漏れ出たり飛敬しないよう

て検討するが︑そのなかでも急ぎ

燃糾サイクル金碧の諸問題につい

もほぼできあ

り︑約五黒円を投入︑かねて岡社

は︑嶺薦︑ポンプ台数を増やすこ

標準型機

高砂製作所の関係設備を拡充する

とで対応できる﹂という︒

種試験を績み重ねてきたが︑締果

るという︒鍔発生防止のために使

ルに特別の工夫がこらされてい

一方︑試作など国産化のための各 配慮が閣題点の一つだが︑同社製

が順調なためこのほど実期プラン

岡装躍は①放射性ヨウ素を効率

原子力部会︵松根承一部会長︶は

﹃発電・機器小

トへの採用を決定︑悶産化に踏み

初期のキャンド︒モータ型から
軸封型へ移行してきた冷却材ボン

子力機器の国産化促進というわが

国の方釧に沿ってHECA製遣技
術を導入︑ダイキン工業が製造に

臼︑盛名CVI社︵オハイオ州コであるペンウォルト社の子会社

的︑経済的に除去できる②猛性炭

寺次郎日経新聞会長︑発電︒機器

核融合炉工学講習

会で受講生を募集

原子力学会

ノ門の国立教濤会館で﹁核融命炉

工学講習禽﹂を開くことになり受

勢集人農衝名︑受講繕は岡学会

講生を勢集している︒

万四で︑非会員は二万五千円︒廓

込み締切りは七月三十臼︒受講痢

三i五九一一一九二七︶まで︒

望︑問禽せは同学金係り︵磁語〇

原潜に入会

東鍛環境エンジニアリング︵株︶

−0

東電

京

一つ
憲与するものとみられている︒
われている各部材筒級不当鋼の溶

切った︒周社はその第〜弩として

した中で〜理系冷却柑ポンプは︑

も極めて厳格な騒質保証システム

ンプは蒸気発盗器とともに徳環系

水型︵BWR︶でも︑臨御棒駆動開始予定で諸準備が進められてい

冷却材ポンプは︑原子炉で発蛋

る九州電力玄海原発二野機隅から

接ほか︑各構成部材製作について

実用化していく考えだ︒

撫圧水型︵PWR︶に限らず沸騰まず手始めに︑昭和五十五隼運転

ント一次系の心臓部に該嶺する露
機構などとともにまだ輸入に頼ら

統を構成する︑煽圧水型発電プラ

要機器︒原発建設のこれまでの経

に︑加圧水型発電プラントの場

ざるを得ないものの一つ︒ちなみ

した熱水が蒸気発生露内で二次系
の水と熱交換してタービン発醗機

験と技術蓄積によって︑わが国メ

が確立されている︒

を躍す蒸気を発生させた後︑再び

ーカーはすでに同規模なら二響機

瀬難 米 社 と 技 術 提 携

一次系冷却材ポンプは︑高温高

る徳膿ポンプ︒原子力発電プラン
以降九〇％以上の国産化が可能な

漂子炉に還流する途申に設躍され

トで使われるポンプは多種多様︑
までに成長してきているが︑こう

原発用フィルタ販売へ

嶺たることになったもので︑両徴

で︑各種のガス処理装眩や低温機

CVI社は︑化学総藻メ⁝カー 一体で鴬業謡動にあたる︒

ロンバス市︑﹂・ピアース社長︶

小委が稲葉秀三経済調査会会長の

など各界代表十三︑四名で構成さ

とする慰力︑機器メーカー︑鉱山
わが園の二〇〇〇年まで超長期

れている︒十一月いっぱいをメド

急ぐことになった︒

見通しに立った原子力発鷹規模ほ

に報儀築をとりまとめていく︒

と︑長

て︑これまで行なってきた自主研

る︒同組禽では︑この問題につい

疲
の研究において

湿ガス翼翼材料についての
クリープ

田本原子力学金は来たる九月二

階から四澱まで三臼間︑東象・虎

中心となるのはFBR用ステンレ

ます渦速増殖炉に関する研究で

か︑原子力利用推進のための諸方
策︑核燃料サイクル各分野事災の

溶接︑耐震性

ス鋼の健全轍試験と溶接継手の評

疲れ

価研究︒便糊される材料では︑繰
り返し使用による
原チ力発電の進展に彬う．高漏
一
構遺 の研窺開発︑津幡性試験等
一
を行なっている高温構造安金技術
一
研究緯△口︵理解長︒木原博菓大名

隅日㎜構造研の纂集計画

究繧動を充実していく︒

の丁々破損の研究職についても研

広巳原産会畏︑核燃料小委が円城

が兇つかっ

トリウムを冷却桝に縫出した場盆

このほど・同部会内に塁本政策・

6

いずれも原子力部会委員を委興長

核燃料︑発露・機器の三つの小委
採馨しているという︒わが国でも

7 霊亀終∫ （616）
8 復水器洗擁
29から6 2bまて翫力40力kw）

員会を設躍︑異体策検討の晶めを

行なえ︑劣化調萱も柵戸用キャニ
表フィルタ1装躍HECA︵蕎力
効発電所の約七〇％がHECAを
率チャコール吸着装置︶の製造技

の特色をもつというQ

事

いる︒ほかに高浜二暑機が復水器

止入りしたことが大きく彰響して

洗源で約一か月闇の出力抑翻を余

指示

は点検中に炉心スプレイ系配管の
一部に欠陥の

しかし︑この六月の設備利運率

計醐的

施していく計爾だ︒

住所繕区芝浦三一十四⁝二十一
の耐縷健全性の研究を璽点的に実⁝きたこともあって︑今黛凝から新
一たに〃クリープ についての碧 予一〇八 賭話四五四一五六八五

⁝も・〃疲れ デ表が護照・て

の正会澱一万五千円︑学生裂員一

低下は︑噴故や故障によるもので

誉教授︶の薫習五＋︸無度蔀業計︷究が軌道にのってきたことから今

が相

はなく︑七︑八月の電力講要壇と

票決ま・た・それによると今忘年渠には箋盗聞讐をとり
度は響続蕎麟殖炉︑藍ゆまとめるとともに︑霧から鷲

クリープ

で五六・五％︒五月のそれが六七・

所設備利罵率は︑別表の通り︑平均

その試走供給に対処したものであ

ス炉など六テーマについての研究 ⁝を受けて実施してきたFBR︑葛

誤聞鱒用による

三％と農好だったことからみると

りいわば

活動を充実させていくとともに︑

たことから︑この取賑えで申旬以

廻書の低下︒島根︑玄海両原発が

ることから︑数字が示す実績ほど

乗効果を及ぼし影響を大きくす

好調な運転を続けいずれも九〇％

懸念されるものではない︒定検お

とくに︑高速繕殖炉の溶接寒季の⁝れ

降停止したま京︒

を超す設備利用率を示し︑蕩浜一

よび点検中の敦賀︑美浜二審機上

ころによると︑六月の原子力発電

号機も戦列復帰したものの︑敦賀

原発も閥もなく戦列復帰の見込み 醗研究・樂炉の・動的部分

なものでもあ

で︑福島第一原発一︑二︑三号機

日本原子力疲業会議が調べたと

・原産調べ

平均で56・5％ 儀なくされ︑福畠第一原発一暑機 研究など重点

設備利用率は

六月

絹が内定している︒住友商翼が原

力浜閏二弩炉絹に岡装置八台の採

部品交換などが全くなく︑従來の

スターにより的確なサンプリング

の取替作業が自励化︑遠隔操作で

ダイキン工巣と住友商霜は︑一

再処理事業化などで

罷のメーカー︒米国の最近の原子

具俸策煮詰めへ

の原子力発電所用放射性ヨウ素除

原子力部会が3小委設置

原発が董月から定検入りした豪ま

だ︒

ークに備え中閣点検のため計画僚

と美畷翠煙機各原発も要云誤要ピ

○

関西電力高浜原発使用中

なり︑臼本原子力発電東海二讐
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る︒⁝一と陳迩して難儀︑被藤織
霧の主張は翼っ向から対立した︒

高裁から資

四国電力の伊方原子力発電所原子炉設躍をめぐって︑建設に反対する地元儒民三＋五人と㈱
との閣で争われているわが国第一弩原発訴訟﹁伊方原子力発電所の原子炉設躍許可処分取消し

料提出命令

のは昭和四十八隼八月︒門原子騨

陥がある﹂﹁漂子一発魔所敷地内

炉は︑構造的︑技術的に亜大な欠

器細管破損二二などが生ずる漂子

て訴訟にもちこんだものだ︒これ

同五月藁却され︑これを不服とし

議瞬し立てを政府に行なったが︑

方炉の設麗許可取消しを求める異

月︑川口寛之代表ら醐十益人が伊

盛の上がりかけていた照十八無一

発電所の建設に聴する反対運動が

第一鰺口頭弁論に始まる︒原子力

伊方訴訟は︑四十八年十二月の

講壁訴訟﹂は︑松山地鍼ですでに十六回におよぶ口頭弁論を量ね︑審理は申盤を迎えている︒

◎

今後の原子力発餓謙画に及ぼす影響も大きいだけに︑来郊にも予想される判決が注開される︒
揮方原発訴訟展開と建設状況を見てみた︒
●

える︒次いで内容の違法性として

認呵処分の手続き上の違法性を訴

この伊方原子力発選所がわが国

頃には完成にこぎつけるQ

コ次冷却桝喪失乖故︑蒸気発生

の設薗は地元住民の健礒に影響を

までの瞬頭弁論は十六圃︒原告

とに審理を進め︑第九醐以降は証

側︑被告・浅側とも波野欝画をも

入尋問に入っており︑簾近は月二

断高裁の資料翼翼翁金︒松山地裁

弁論での原告霊園をほぼ容れ蕉︑同

この閲のトピックは第五回口頭

園のペースで開廷されている︒

松山地裁︑来年秋一
し︑原発立地は︑薩接︑間接にミ
カンの雑益に影響をおよぼす︑な
門放

が﹁担轟瀟が麹己の心覚えとして
難波に要点をメモし異人として所
持しているものを除き︑安全霧査

命令したのに対し︑原告︑被侮双

関係暴挙のすべてを提出せよ﹂と

ﾞ・

礪
1∵＼禰灘：庶無

鮨
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@
@

商用炉で初︑48
の洗礼を受けた

及ぼす﹂という川口寵之浅ら地元

原発訴訟

に向けてせり出した一連の背の低

には︑中央構造線が通っており︑

初の

い山系が伊予灘と宇和海とを分
住民三十践入は﹁誌相の出した原
地艘︑地すべりが趨こりやすく︑

四国の西端︑佐田岬︒鐙後水道

けている︒還く平安の曹︑伊予水
子炉設薗許司は違法﹂として松山
また︑原子力発電所内便用の淡水

原告側の訴状は︑求ず門審奄期
ど立地選定に誤りがあった

射性廃軽物による平常時︑箏海賊
の被曝評憾がズサンであり︑圃体
廃棄物の処分︑使用済み燃料の処
分方法︑漏緋水による被爆などの
欝査がなされていない一などをあ
げている︒

縁懸証

﹁

矩伊る告

A全所て

が加、、けは金力輸性言い
｣贈速放異れ実審を送だ。ろ
ｵ大的粥中ば証資ト Aけ岡 。
ﾄす集性化なとを 1 pで祖原
｢る積廃にら科すタ藁な状欝

年8月に提訴

虻が出役したとされる宇和海の大

の確探は地下水からでは難しい

間が六か月の短期闇で︑十分な審

り審査を行なっておらず︑また住

安全問題で論争続

地鍼に国を相手どり︑原子炉設置

﹁職方訴訟扁︑来年にも予想され

小さまざまな脇町を毘やりながら

る判決を繭に法嬉論筆は︑原告側

こした︒三奪囲の麗を迎えるこの

道一九七弩線から分かれた山道を

の主張する蓮法﹂と被告・国側

許瑚取消しを求める行政訴訟を起

転︑眼前

八幡浜から醐でおよそ四十分︒ミ

には瀬戸内の伊予灘がとびこんで

のぼりつめると風蟹は

の﹁適法﹂の根拠︑

カン畑の段丘の懸がりくねった国

くる︒樹々の緑が紺碧の海薩に映

るQ

鍛大の争点に中盤へと突入してい

白く輝くコンクリ⁝ト塊︒建設

安全性〃を

ひときわ置く輝いて兇える︒

えて幾何学的なコンクリート塊が

工薯もほぼ完成に近づいた伊方原

水の影欝︑淡水の確撮で独慶の調

子力発電所であるQ四国電力が愛 査がなされておらず︑とくに湿排
媛興西宇和郡伊方町の七十五万平
蒼がされていない﹂

門自空︑罠

方綴の敷地に電気出力五十六万六

R︶の一号 炉 の 魑 工 に 踏 み 切 っ た

千KWの加圧水型軽水炉︵PW
主︑公関の原子力三原則にのっと
民の葱思も反映されていない﹂と

していたが︑五十年七月︑高裁は

方がこれを不服として島裁に抗告
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原
のが昭和四十八鎌六月︑来翰四月

これに対し︑被告・圓側答弁諜
は①審薮期闇の鼓短によって蕃蒼
内谷は変らない︑先行炉の審査経

子炉篤規制法に一ついて行なわれ⁝ いま︑伊方原子力発電所一語炉

験を入れ十分蕃査されている②原⁝

しない③妄覚炉の癒大温故は災際⁝醸標に懲ピッチで進められてい

た許物処分は舐子力三原則に@
違反．⁝の建設が︑五十二奪四月の運開を

る︒すでに総禽進捗率は九二％を

た機盟装躍の単体試験︑冷体試

超え完成も間近い◎据え付けられ

験︑などに作業員の目が光る︒原

め︑来夏四月に蛍漿運転という計

子炉の試運転を十一月頃から始

画︒騨方原子力発電駈の然設蟹

一跨炉に隣接して建設が予定さ

でに匹十九か月を兇込んでいる︒

る︒煕十八琿六月着工から完成議

酉六十三億円にはねとがってい

OO一レム以下︵請容騒騒○・五 経蟹の高騰で︑五十一蕉度では七
レム︶におさえられ︑入体への影
禦は無視でき︑また重大事故を仮
定しても︑気象︑地形を十分弩慮

し︑立地審査指針を満足してい

一よは大か

放射線照射の利用
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、原理安駈れを率のえ化な査安子

、使環漂うあテ処払子葛は
ｾ事礪鷹子ちりム分水炉人賦
、とを 、盧を回
@発み染のれそし禽再体超開
ﾈ生燃が大てのてめ処のすか

@故国湾炉さ

ﾇ確料堰幽い審

財団法人放射線照射振興協ム
圏
日本原子力研究所内 〒370−12

木村イヒ工機

KKI。三悪騰㈱送容器

幽核燃料取扱機器

饒

1
し
険
繍鞭讐茎霧男奄建鱗簾奪難藷羅窯

たな開高健却チよ1がの企秘九下機は
ﾆ姿に戯全桝ヤびナ徳閥業密旧し蟹資
る原教ら

いは＿原ユと翠

◆

運転晴の放射線管理は︑瀬田O・ は︑四蔚五十億円の当初予定が諸

分な耐震設計がされている⑤車常

予想される巌大地霞に対しても十

詳細な正直検譜を行なったうえ︑

④敷地付近の地盤︑地震について

するのに必雲な描羅が講じられる

ても鄭前に発晃され︑綴金を確保

には起こらず︑論りに起こるとし

@

丁匙EL

贈支1占阻隔躯銀脳一10−4費消樋1−2正田

桝殴細本入，亜1重赴25屯）

@

7・

＠放射性廃粟物処理設備

@

@

新

@触

ノ

U，分離革製装遣

働Pu，

腎

@

一

⑳核燃禰交換袋置

一

⑨核燃ぞ1輸送容器

⑲欝欝物旧。吝設備

j燃料サイクルの一端を担う霜野7］

@

も勢つ決性喪ンそブら悪秘の閉た文料双証堅目証誘
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團

安全審査機能を強化
チェック
行政懇意見に対応
一貫体制
庁に対し態兇を述べる﹂ことによ

告存受け﹂たり︑門所管雀庁から

討秘蔵ブタうれ強はと

︑点えあ葱につかしに子

究炉しの区分でタテ劉り行政との

した︒﹁発贈炉扁﹁舶縮炉﹂﹁研

とすることができること︑を規定

は会長の岡慧を得て審忍会の決定

調査審議脅行なうこと︑部会決定

ち安金性に関する珊項についての

は工襲計颪︑便覆剛検蒼などのう

炉内籔は︑一次冷却系の試料照射

ら構成︒今團炉心部に設羅された

次冷却系︑ヘリウム精製系などか

うとするもので︑一次冷却系︑二

の炉と恥じ千度の条件で照射しよ

ガス愛用の燃料および馨料を爽際

いて︑有益な姻見が得られるもの

り︑燃料体の確性︑照射挙動につ

FP放出・プレーアウト箋験によ

司能なことから︑三本ピン照鮒︑

ム流動下で原子炉内の照射実験が

した︒OGL11は︑多慾的高る温
計画だ︒

スループOGL11炉内管を設得
塗て︑今薙末にはホット運転に入

計︑製作︑運転によって得られた

もみられ︑このOGL−1の設

OGL11は千度の高温ヘリウ

薄応を︑また設計から使嗣前曲輪

卑から製作されていた︒

部分にあたるもので︑昭和四十八

劇的高温ガス炉の建設に反映さ

成果と経験は︑次の段階となる多

遇した安全審

原研では今園の製作に先だち︑

葦体鰯の確立をそれぞれ憲園した

炉内蟹を試作し︑これを大型高網

までのチェックで

審資会は十五賑︑三部分の目配

もので︑審蒼会機能を強化した︒

を決めるが︑当璽丁ズのない舶

に設躍︒千度の高漏流動試験を実

八月中に調印

すものとして注目されている︒

ヘリウムガスループ︵H？GL︶れ︑実験炉の先駆門役蔭りを果た

用炉部会を除き︑発電蝦業炉部

施し︑得られた炉内窟断熱材の取

PT︶が国会で承認︑竪子された

政断は︑核兵器不拡敬条約︵N

Np7保障獲蟹協定

し国会提出へ

ス講︑内壁働に耐熱材料費ステロ

高圧︒このため圧力管にステンレ

︵IAEA︶と同条書下の保障朝

のとあわせ引続き國際原子力機関
サン

姿協定締結について本格交渉入り

をはさみ

しているが︑累ければ八月中にも

ソラミ
ドイッチ践

とする︑ヘリウムガ
スを中心部に径復分離して流すた

本格交渉といっても︑協定内容

調印の麗還しだ︒

中︒原研ではこの闇を利用して炉

壁サイクル運転を終え︑現在定検

あり︑このため交渉は︑両者聞の

たものができあがっていることも

JMTRは六月十八田に第三翼
は昨年宋までの予備交渉で固京つ

工爽がなされている︒

めの仕切管を設けるなど︑特別の

断熱材

イ；Xを粥い︑その申聞に高性能

ムガスは千農︑三十気圧と高温・

炉内管の中心部を流れるヘリウ

作に反映させ万全を期した︒

会と研究炉部会は今月中にもメン

︒こが隔るに輸てけて宝殿

をたしど幣

付け万法等に関するデータを︑製

さ利なル︸にぞ硬再

バ⁝欄成を終え発足のもよう︒

転せ続なて

料試験炉に炉内管設置

原子力委員会︵佐々木委員畏︶は十三醸︑原子炉安金騨門審査会が原子炉設磁許可の安金審査以降

を受けて︑薪体制移行までの当面

原子炉の設羅許可以降の安全規剃

意G一躍難麟灘灘難奨1螺羅鞭灘1羅陰縫ll糠1

L一亙最終段階へ

り︑原子力委がダブルチェック機
能をもつことになる︒

さらに︑審董会は﹁際子炉に関
する距大な窮故︑故瞳について原

のは通塵雀︑船は運輸省︑研究踊
の描罵として現行の法体系のもと

に関し悪兇を求められた場舎﹂調

韮

原慨、多霞的高温ガス炉計画

の璽要脳項にも口脇を述べられるようにするなど審責会の運脚手続を野咲︑﹁発電一霞業炉部会扁
など三部会を審司会に置いて設計から使用前検蒼に至る安金悔に関し一引したチェックシステムをと
ることになった︒原子力行政懇談会の中間とりまとめで指摘された安全規制体舗の〜螢化要請に応え

発段階にあるものと研究施設は科
で原子炉安全聯奮励査金の運営季

葦審議あ行ない意兇を述へる︒

子力婁の唱曲または所懐雀庁の報

学技術庁がそれぞれ一珍して担当

を明確にしたもの︒

続を改娠︑安全規制体制の一貫性

たもので︑改正は現行法体系下での運用にとどまり︑新体制移行までの﹁つなぎ扁描躍︒

する方式が乳価﹂﹁原子力安全委

子力委厨会設置法に基づき行なわ

慰歪会議欝手続改正の指示は原

員余が行政庁の規制をチェックす

れ︑審糞会規程もこれに伴い一部

所本意難茎糊避翼豪禦藻琴灘毎髪鋒ll溝論議謬1輩譲れ用どト物すれな処なれ当が脚達墨行でき制平し嚢い︒の内護るのの二写るの鰻理かのて反子しのな︑たし稲た

岡委貫会は︑原子炉安金専門黎

この改正で︑﹁原子炉賓金馨門

毒

審資会は︑今後︑安全審資段階で

︒締ブ︒締︒しイがとへにる

明示した︒そして当面の描罵とし

究戦艦︒るたかは出四米

る必硬がある﹂と改革︑強化策を
原子力行政懇談会は安全器琶行

毒

際

O下1工塁簿

唐P灘い円沖州の諦実難

〈時の駆…題〉

が改蕉された︒

︑告は1だ︑た准︒のこ化かけ

○

より広い国際協力にむかって
賃刊工業新聞社東轄1〜丁佃駆厭北1−8−10岱03（263）2311
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設計︑工禦方法︑工肇計画の認可
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て﹁改革が実規するまでは︑運開

≦

ﾀ定同位体の医学ての利用

政のあり万について︑基本的な安

憲躍けで瓶を策打二て勧議ネけしき批だたく強らが

一

使用前検賀の難所酵母庁が確認す

︒そ

特集：安定同位体利用の現状

捷

により︑原子力婆婿会の安全騨門

・国つ発国
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聞
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・

原子力発露の本格化に伴い
放購性廃棄物対策の確立が緊
．急課題となっているが︑原子◆

叫技術騨門部会は六闘︑門放射

ガ婁曇．驚性蔓物潔．
挫廃棄物紺策に関する研究開

発計画扁の中間報告をまと 一
め︑発表した︒岡部禽は昭和り

蘭￨灘醸欄諮

安全処分策確立へ
際酌な協力を図りつつ研究曙発を

物対策の技術経験が浅いので︑国

考える︒わが国は︑寓レベル廃蘂

｢て垂下究する必蒙あると

しも輿体的でなかったので・同門

いては︑従莱︑その進め方が必ず

提訴されているが︑地巾処分につ

に︑施設での保管に関する指針が

また陸地処勢については・先

ロジェクトV

く尚レベル麹射性麗棄物対策プ

プqジ諜クトの霞櫨と推進体制

が国で実施しうる処分刀式を確立

が進められている状況にあり︑わ
ついては︑試験的海洋処分の計錘

レベル放躯性毛贈物の海洋処分に
放射性物体廃粟物のかなりの雛

璽があると蕩える︒

放射性固体廃棄物については一般

を占めると購えられる極低レベル
までに毘通しを得ることを努力闘

は昭⁝和六十旺奪︵一δOO矩︶頃

ることとする︒また処分について

プラントを完成させ運転を開始す

化処理や工学貯蔵のパイロット・

今後十隼の間に固

み璽ねていく必要がある︒

きな図題となるので研究開発を積

進める必要がある︒

放射性廃梨物対策は︑灼象とす

棄技術などの検討に合せて各種廃

が検嗣されているので︑輸送︑投

三等雪雲昆窃
る廃棄物の放射能レベル︑形態︑

山を要すると考えられる︒このた

するに到るには︑今後なお相可帰

低レベル放射性靡棄物対策低 および調費研究の進めヵを示す必

放出放射線の種頚︑エネルギー︑

棄物パッケージの墨準の整備を急
を提謡する必要があると考える︒

心となる動鍬鶏簗附が体制を整傭

畢滅期などから採るべさ方策を翼
め︑巌彌高レベル廃液は︑一定期
ぐ必要がある︑すでに︑試験的海

その他藩催物対策アルファ醜

強化してこれに当たり︑原研︑圏

標として地層処分を中心に調査研

にするが︑この報告潜作成に漫た
聞のタンク内貯蔵後安定な周化体
洋処分用セメント融化体に関する

理を要する廃原子力施設︑動物牲

棄物や発牛の形態により特殊な処

これらの推進体制としては︑巾

立試験研究機関などが協力する︒

匹

；

芝

︹λ

劇

原子力産業の発展に貢献する

覧舞

燃

灘

蟻鎌ゆ

．咳凄

態餌灘

騒

麟．撚

纂

灘碁疑雲無い繕

−

先にした原子カプラントの設

放射性廃活物と以別した処分方法

っては社翁酌関心の高い再処理施
とし︑再処理旛設の敷地内などに

れを基礎に処分対象となる放窮性

暫定指釧が提示されているが︑こ

廃棄物︑廃萄機溶嫁などは︑必要

秘五十二無度頃から開始予定の試

素法の容認解析︑コンクリート容

器高水圧試験などが︑実旛された

③ビチューメン・パッケージで

は︑動画が薄膜蒸発衝による國化

淺出試験︑燃焼性などの試験を行

体の物性︑放脳性分解試験︑RI

ない︑原研では混秘蒸発装羅でス

って︑R1の漫出性︑耐放射性の

ラッジなどの理化を定常的に行な

評価を進めている︒

︿陸地処分の必要性﹀低レベ

低レベル廃棄物の陸地処分

ル放射性圏体廃彙物は︑海洋処分

と陸地処分を糧み合せ行なう方針

ものなどは発生照低減化︑滅容器

f史用済核燃料再処理工場、原

り処分の実施墓準など慰議検討
設から発生する筒レベル放射性廃

設﹂に探蟹するのが寝当と袴えら

設ける門取出し可能な工学貯藏施

廃刊物の糖類に応じて広く遮用で
に応じ検討する︒

価

︸

液をストロンチウム90とセシウム されている︒

処分には︑各国とも慎撫て︑現在

ない、安全と環境保全を最優

究や妓術開発を図るQ

物の対策と瀕子力発電所などから

れる︒研究開発計醐の作成に当っ
きるよう基準を拡充︑整備する必

験的海洋処分では︑礫境などへの

果を踏まえ︑本格的海洋処分を実

聲

十ニナのガラス固化休が窒気冷却

︿パッケージの腸幾と安全評

ステンレス鋼製タンク貯蔵を採漉

欧豪諸国で︑酸性の康ま︑廃液の

鎖︒処分に当たっては︑処分地の

処分万法の異体化を計ることが妥

予力労野においても求められ、

T巳L東京279一瀦41（大代褒）干100

計・建設を行なっております。

してきたが︑今回︑十鋸閣程9

発生する低レベル放射難廃棄物の
対策を中心とし︑併鞭てその他の
ては︑鍛終処分の確立に要する期
要があると考える︒

昭

廃棄物対策の一部について検討を

い程度にまで減嚢する期間を考

間と地脚処分に影響をおよぼさな

︿海洋処分プロジェクト﹀

ものは︑窩レベル放射性廃棄物で

安全性評瓢のうえ実施し︑その縮

施することを二男とする︒これに

の研究開発を推進する︒親権体制

伴う廃藁物パッケ1シ棊感化など

﹁原子力環境整鵬センター﹂︵仮

は園の澱佳のもとに︑財醐法人

■の■

行なったQ今團検討の対象とした

．度を冤込んだ研究開発謝麟をu

からの試験的海洋投蘂では︑

声策定したQ ﹁脇和五十二無頃

今後の安全性辞価結累を踏ま
・えて実施すべきだ﹂などとしげ
ている︒胸脚は次の通り︒

雛〃

プロジェクト選定を

および欝蔵捜術輸送方法などにつ

慮し︑当期聞の保管に適した闘化

いて︑わが国の技術水向を潟慮し

は薄処理第一サイクルから廃液︑

発躍所︑測工施設︑R王取扱施設
つつ畢期実用化を隔ることを配慮

らの高レベル放射性麗蘂物の感化

称︶や原研︑爾漸騰業蓄らが協力

人﹁原子力環境整備センター﹂
︵仮称︶が中心となり︑原研︑鉄
気灘業蓄らが協力して実施する︒

なお︑これらのプロジェクトの

方式のパイロット施設で跡蔵され

億﹀①セメント︒パッケージでは

︿團化処理﹀綴レベル放射性廃

している︒この方法は︑短野命核

どが行なわれ︑農愚な結漿が得ら

棄物処理システムの開発を行

東京都千代田区火手町2−2−i（新大学町ビル）

子力発電所の放射性廃棄物

低レベル放射性廃棄物では原子力

からの蒸発濃縮廃液︑スラッジ・

処理︑工学欝蔵や軍議処分を中心

として︑試験的海洋処分について

とした高レベル対策プロジェク

研や民間の協力を得て実施する︒

して実諾する︒基準化では國が原

工学貯蔵に続く処分は地細処分

する︒

潜筏的な危険性の強いこと︑また

生する蕩レベル放磁性礎棄物は︑

ト︑低レベル放射性廃案物の長期

る︒検討に際して釜本的な考え方

焼却灰︑雑固体廃調物などであ

は調査研究が緒についたばかりで

保蟹や漫語処分を対象とした織地

地傑蟹については︑照和五十六犀

再処理工場で発

あることを考慮すると︑その調査

ベル放射牲隅体廃棄物は︑騨が多

原子力発醒所などで発生する低レ

処分でも岡様にプロジェクトとし

頃から本格化できるよう基準整

対策の進め方

研究を総愈約に推進する必要があ

て推進するのが適齎だと考える︒

備︑立地機関など行なう︒地中処

推進に堵たっては︑醗際的な協力

が有望と著えられるが︑わが圃で

理施設から発生する護レベル廃液

り︑かつ処分法の確立が廃棄物対

いことから︑これらの対策の確立

また︑極低レベル放射姓國休憩

は次の通り︒

は︑趣めて蕩い放鮒能と崩壌熱を

策の機幹なので︑今後の対策の困

は社会的襲請になっており︑かつ

藁物について放射性廃棄物として

の下限値設定︵裾切り︶やR三関 分については昭租五十四年頃から

を漁り︑あわせて大学などの協力

再処

筒し︑かつ畏単減期の放射性岡位

標を恭すべきだと栄える︒また︑

め︑これをプロジェクトとして推

長期にわたる施策が必要であるた

実謡試験を開始し︑今後十庫後を

を期待する︒

属レベル放射性廃液対一策

元素を含むので︑環境汚染と公衆

わが隅の謹厳が処分に必ずしも適

國途に本格的処分を実施すること

陸

の放射線被曝防止には︑それらを

さない場禽を鶏丸し︑処分ではな

進すべきだと湾える︒

係施設からの特殊廃藁葺の処理に

を圏標とする︒この推進体制につ

︿陸地処分プロジェクト﹀

し・安全な処分方策の確立を図ら

墨画畢永久的に生濡騨から隅離

プロジェクトとしては︑すでに

ついては︑學急に兜撫しを論るも

く澱終講戯せざるをえないことを

想定し処分の代蕪方法についても

のとする︒アルファ廃黒物︑廃原

なければならない︒

しかし︑叢終的処分万法として

洋処分計醐が翼体的に進められて

低レベル放射性麗煮物の試験的海

ラミック固化︑盆溺嫁震への埋め

溜︑アクチノイド元素およびその

に含まれる放射性核種の危険性

光物タンク賠蔵は︑短期的には︑

︿処分V筒レベル放射性廃棄物

は︑発生後六穏〜七強葎までは核

永久処分の方針を確立している醐

選定︑処分法など充分な狡術的墓

園に立ち・逆櫓な聴講のもとに進

める必要がある︒

︵三面につづく︶

してきました。それら技術は原

1撤繍

力

原

る︒なお︑地蒔に頼らず︑消滅処

いては︑国の支援のもとに財馳法

調査研究する必要があると考え

子力施設の解体などでは︑蒋粟大

の処分に輩点をおきつつ︑他の代

いるが︑このほど︑爾処理τ場か

込み技術が今後の有蜷な方法とし

他の熟察の三群に分離できれば︑

からのセシウム瑠︑コバルト60な られているが︑圏際的に処分が禁

ている︒将来水冷却方式も横討

どの漫出試験︑耐漫出性の改羨実

中︒英︑西独︑ベルギー︑ソ遡な

分が可能となる︒現荏︑核的性質

について五醤K窪／碗下での高水 を図りつつ︑陸地保管豪たは地中

験︑二菖溜の題定指針パッケージ

て開発中だ︒わが国では隙研︑動

の未知の部分が多いアクチノイド

燃︑大阪工業技術公験所で︑圃化

禿素の核デ⁝タの微分測定などの

で︑とくに海洋処分は準備が進め

研究を騰満している段階だQ

れている②多墾構造パッケージで

厳璽な蟹理が必要となるR王が限 原研でセメント・供試片や粉粒体

物処理とパッケーシ化の現状﹀原

どは最終処分法が確立しない閥は

はないが︑多くの麟は①甑定的に

は︑原研で圓化体キャッピング部

弁職金性試験︑煮焼︑ガラス問化

糧の減褒を衛ち熱を効率的に除張

取服し司能な外耳施設に貯蔵する

欝趨試験︑胴都圧縮強獲試験︑高

定でき欝欝の簿命に献じた処理処

るが︑長期的には︑施設の老朽化

分裂生成物︵FP︶が︑それ以 技術的に確立しているとみなされ

でき︑安全性が高いとされており

子乱発寵所で︑現在︑セメント固

水圧下での繋金姓検甜︑常圧RI

止されているもの︑投藁が困難な

による移し換えが必要となり︑安

②十分な安金性が確保しうる処分

化の対象となっている廃藁物は︑

漫出試験︑コンクリート・ブロッ

する方針︒

降はアクチノイド元累が支配的と

わが腿でも当薦︑この方式が採ら

法を確立するーーとしており︑永

蒸発濃縮廃液のみで︑傍胴済みイ

︿貯蔵﹀廃液のタンク貯蔵では

なり︑薔万年程度その危険性が持

全性︑経済性から不利であるとい

れる︒

久処分の方法では︑鐘化した麗棄

圧挙動とセシウム餅の乗出試験な

続するといわれる︒硯在︑種汝の

われている︒圃化処理技術は︑世

圃化体の貯藏では︑来睡が地下

︿麗獲

管理体系が提案されており︑確定

界的には流動床仮競法︑ロ二王リ

ク落下試験など︑電中研で荷眼嚢

海洋処分用パッケージ

的なものはないが︑タンク貯蔵←

タンクに︑まだ雑固体廃棄物は︑

オン交換樹脂︑炉過助剤は施設内
へ埋設しようとしている︒

開発においても各種放射性廃

＿銅壷犠鞭総劇烈瀦。．．．
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これまで放射性廃棄物処

圃体廃棄物の下限嬢殴定︵胴
棄物の放射性物騒盒萄墨に下限値

する必要が薫じている︒放射性廃
安金評棚がなされており︑あらた

﹁裾切り﹂の方法は︑①放射性廃 でこれまで人間生活から経験的に
おき︑核反応に関する研究が進歩

素の短為命核樫への変換に霊点を

層のような褄数個の移行過程を経

川・湖沼や処分した廃棄物と通気

認する試験的陸地処分の二つのを

地で︑一定賜閣にわたり適性を確

理処分の研究開発がなされてきた
の必要性は︑放射性廃棄物箇理を

を設けること︑つまり﹁裾切り﹂

きる放射能レベルで区分する条件

に︑安全評価をし︑影響が無視で

無条件裾切り②蒋定の経路を潮提

編合︑金体の管理を大醗に改善す

被曝が無視できることが明らかな

切りは︑経銘が特定でき︑人間の

司能な方法と考える︒︐条件付き裾

めて評価する必要はなく︑実施

の情報を調萱舞積し︑解折検射を㎝

テムの調査高レベル廃薬物金般

萬レベル放射性廃棄物管理シス

して評働を行なうQ

した段階で廃藁物処理システムと

ールド試験などを実施する︒これ

験︑小規模な野外設備によるフィ

塊シミュレ；シ蕊ン装羅による試

価システムをより楕衝にする︒環

る核種挙動を明らかにし︑安金評

設周辺の監視区域内で阜期に爽施

ないので︑別途︑既存の原子力施

のは厳しい条件を仮窟する必婆が

化廃簗物でも特にレベルの低いも

蓄える︒地中処分で︑低レベル固

棄物として全く取扱う必嚢がない

が︑放粥性固体廃棄物の定義の検
合理的安全に実旛する上で盤要︒

無条件裾切りの掴標は︑朱然に

付き裾切り一⁝の二方法がある︒

液固化体を用いて︑低漫毘性︑熱

盆慈が得られる方武で実施するた

は︑わが瞳の環麗に適し︑圏民麟

蔵︑

る強度︑耐火性︑耐久性︑遮蔽︑

遣物については︑地震などに対す

査研究地中処分や陸地保蟹の構

環境シミュレーション試験︑フィ

性核種︑移行経躇などに麺欝する

期にわたり行なう︒代蓑的な放射

棄物を対象に︑地中処分試験を長

を選定し・低レベルの各種圃体廃

タリング・システムによって検知

理処分は︑これ豪での研究成果を

物性廃棄物怪動物屍体などの︐処

性や処理法から巖も有ましい方式

麟まえ発生発での保醤蟹理︑輸送

②廃有機溶媒麺廃有機溶媒処理

を選定し︑鍵証試験を実旛する︒

種や発生冗が多種にわたることか

処分では︑同餐媒︑混入放射性機

ら腔状などを体系的に把握し︑適

切な処理処分法を調糞検討する︒
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討と関連する研究は︑ほとんどな

に明確にされているといわれる︒

①箋証試験膵大型原子炉施設な

することも可能と袴えられる︒

ソ連などではその下隈櫨が法劇的

行ない︑技術開発の選択︑方向付凹 らの成果を用いて礫鏡影響壱総舎

学試験胴モックアップ施設の建

両立盤など諸性質を試験評価し︑

的安定性︑耐放射線性︑容器との

モニタリング︑収納方法などを検

どの麗辺駈視区域内に試験サイト

設︑整備を進め︑実廃液を取扱う

め︑安金性に璽点をおきつつ籔理

処分︑傑管構造物の墨準化の調

的に評価する孚法を開整する︒

ることが可能と響えられる︒

する調藩究を慈う︒ま酵㎜

ホット試鹸︑工学試験につづき固
わが國に適舎した管理技術を確立

輸送︑処分など管理方式で

化処理プラントの建設︑実証運転

薩合性を確認する︒地下水や土壌

ールド試験など安全性試験や安金

ジ化やパッケージの強滋︑長期安

処分︑保管パッケージの墓弊化

討し︑基準化に反映させる︒

擬と実廃液闘化体について容盟材

低レベル廃棄
物の陸地処分

ついても検討する︒

技術の長期的兇通し︑管理制展に

料︑構造︑パッケージ化技術︑耐

換

分に関する調査研究を進め︑高レ

久性などを試験し︑貯蔵時安全性

て箋証的に確認し︑基準などへの

固化体のパッケージ化賦験

ベル放射性廃棄物質理の体系化を

評懲の結果を実廃棄物処分につい

し安盒解析の基礎鱒報をうる︒

推進する︒

ほか︑処分した固化体一部を取り

を採取しモニタリングを継続する

の調査研究地中処分︑陸地保管

を行なう︒また工学貯蔵施設の技

験研究︑処分︑保籔構造物の基準

定性︑放射性核種の浸出性などを

パッケーシについては︑パッケ⁝

術的要件の調査研究と地騒など処

けなどに皮映させその効果を予測．

広く存征する放射性物質のレベル

に関して︑模擬麗液置化体と実廃

されていない︒放射性廃棄物の増

放射強廃棄物の鏡野幅を設ける

実施し・動燃のホット・セルと工

加に伴って︑放射性固体廃棄物と
一般巌業廃白棄物との区分を検討

地中処分と陸地保管に関しては陸

魏麗圃髄麗 題
放射牲廃棄物対策の当面実施す

化調査研究︑処分︑保管パッケー

べき研究開発計画は︑①高レベル 地処分場の調蛮研究と安全評価試

物の海洋処分③低レベル廃蘂物な

検討し︑暴準化に及映させる︒

して処分場候補地を選定する︒②

地申構造物などへの処分試験を行

③アルファ廃藁物親アルファ廃蘂

いるので・あまり処理を施さず︑

物の発生光と犠は︑現在隈られて

各施設内の保籔場所に保轡してい

物悦都による舐容処理技術の確立

るが︑今後の発生騒増加から可燃

ージ化の研究開発や他の放射性廃

を図り︑長期保蟹に適したパッケ

の検討を進める︒④廃原子力施設

藁物とアルファ廃藁物の区分方法

の除染︑修理︑改造睡の経験が役

翻解体技術は通常の原子力施設で

立つことから実績データの収集︑
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硫黄分（10P・P・m以下）

高レベル固化対策など

i

放射性廃藁物対策②低レベル廃闇

放酎性廃藁物
陸地処分場に適した場齎を種々の

酌陸地処分誤抵レベル圓体廃藁物

出し経薙勤化を観測する︒②試験

立地の調査研究

固化処理プラントの爽証試験

モ漏タリング・システムの研究

トレーサ：

ミック濁化処理蟹験

放射性廃爽物の陸地処分の開始

の傭報をうる︒

グシステムの研究︑輸送調資研究

ジの基準化調査研究︑モニタリン

模擬廃液の仮焼︑ガラス︑セラ

固体廃棄物の下隈値設澄⑤特殊廃

どの地中処分と陸地保管④放射性

開発し︑岡手法を粥い僕補地を選

宣地条件に照らし選窟する手法を

について︑安金評価を行なった

を本格的に地申処分する処分地

実規模圃化処理プラントを再処理

後︑陸地処分作業が終った後で放

施設に併設︑プラント侶頼性など

定する︒①立地調査薩現在までに

レベルの舎成模擬廃液を使って固

を総倉的に実証する︒

射性核種の膿境申での移行状況や

化処理試験を行ない︑液維成プロ

放射性國体廃棄物下畑値設篤に
セスの適愈性︑巖適オフ・ガス処

環境の異掘など安全性を確認する

を実施する︒

関しては︑囲標墓準値設定の調査

得られた研究成渠や資料︵航空辱

次の曇り︒

盤物の処理が中心となる︑概要は

高レベル放鰯性廃棄物の研究

翼︑地質園など︶を用いて廃疑物

後・本格的処分の移行前に試験的

群分離・消滅処理の塞礎研究

処分の適性を実証的に確認する︒

処分を爽施し︑安金評鯖の検討や

高レベル廃棄物中の放射盤核穰に

ため︑モニタリング試料の採取位

で検討する一方︑実閑規模の工学

置︑採取頻度︑モニタリングの対

理の豊能性︑荷効性を小規模試験

の陸地処分場として可能な地域を

象項圏などを決定するほか︑モニ

施する︒特殊廃棄物は︑アルファ

ついて︑処分羅低減化のため楽減

予備離に調蛮する︒必要に応じ現

検討︑レベル区分試験と評価を実

的諸問題を解明する研究開発を進

地踏査を行ない︑地域特性を掘握

では模擬廃液の仮焼︑ガラス︑セ

廃棄物の処理技術と廃原子力施設

れた長寿命核種︑特にアクチノイ

期別の酬分離を行ない︑群分離さ

ラミック固化試験とその覇化体評

価試験を中心に高放耐性物質処理
める︒

脅力候補地の罰前安全評価H選定 し褥る異常の下隈値を明らかにす

低レベル固

戴物陛地処分場として︑安金評価

なう︒特麗の試験地で暫遍的活用

物性で調査を実施する︒

その他の廃棄物の鯛査研究①動

の解体処理方法︑RI関係の卿物

滅処理概念の司能性を検討する︒

ド元素を短潜命核種に変換する消

実際の再

屍体︑有機溶媒廃棄物の処理方法

処理高レベル放射性腱液による固

る︒環境中の放射能の連続圏動測

爽廃液固化処理賦験

験︑圃化パッケージの工学欝綴︑

開発樋設で実廃液によるホット試

化処理試験は︑碑化処理技術の開

定法・システム集申管理方式やモ

の試験研究を進める︒

した廃棄物処分候補地について地

輸送︑地贋処分の調窟研究︑群分

①群分離試験財アクチノイド元素

るく

高レベル放

やストロンチウム90︑セシウム瑚 くずれ︑地籏などの藻礎的要件を

離・消滅処理の墓礎研究を実旛す

発実証などに不眠欠だが︑施設の

るQ
雌中処分翼翫試験

システムを確立する必敦があるた

体廃棄物の地中喩接埋設濠たは︑
・究を行なう︒の縄滅処理の予備試

め︑窓棄厨︑帯水署療待茎議と講処分

安全騨価の試験研究

験野この試鹸は︑速中性イによる

物大ビチューメン・パッケージを

性︑高水圧下特性︑RI漫出特性

用い︑静的動的負荷特性︑耐衝撃特

での固化対象麗棄物︵硫酸塩︑イ

パッケーシの製造技術︑高水圧下

︵金麗片︑ガラスなど︶にっいて

オン交換樹脂など︶以外の廃棄物

方︑実

核反瓢を判用してアクチノイド元

海洋投棄用
パッケージ

特性︑耐衝螺特性︑R工疫出特 などの検討を行ない︑安全性を爽

海洋処分の投棄体となるセメン

性︑検査法などを換討し︑パッケ

立を國り︑墓準化に反映させる︒

証するほか︑各種試験検責法の確

ト︒パッケージ︑多璽構造パッケ

ージの墓準化に役立てる︒

ージ︑ビチューメン・パッケージ
などでは︑その墓恋的特性︑機械

ドラム缶の墨華化の研究開発

セメント・パッケ！ジの衝撃試験

ドラム価にっいては︑これまでの
究開発

などでリブ︑ふたの締付けなど検

セメント・パッケージと

多璽構造パソケージ塞華化の研
放射性廃梁物の形態や礁化パッケ

岡様の試験を行なうほか︑パッケ

的強股︑耐久性など明らかにし︑

ージ法︑設備が必ずしも同じでな

討を要する諸点が指摘されてお

系的検討を進める︒

除染︑解体︑撒去︑処分などで体

禦例を研究対象として醗鎖方法と

り︑また︑JISの改訂が行なわその管理法︑大型装躍や構造物の

偶報交換を積極的に進め︑適当な
頼性試験を異旛して基準化に役立

ージ構造細目の検討と均圧機構信
能でかつ安金性が確保できるパッ

器ドラム飯の構造や謝食性尚上な

れたので︑これらを愈め廃藁物容

チューメン特衛の課題として廃

立てる︒

どについて碍検討し︑璽準化に役

ビ
セメント︒パッケージ塞華化の

焼性︑水による膨潤性などの基本

棄物混入隈度︑耐放射線性︑燃

ビチューメン・パソケージ

﹁試験的海洋処分罵セ

の明確化︑墓準化を図る︒

てる︒

い原子力象業所でも十分逝購が可

蓼
護
ケ⁝ジの璽本的︑戯通的必要条件

メント圃化体に関する顛定撮針﹂

研究瀾発

葬破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波）

素材から航空機・原子力機器まで、

業

ぽ

整備にはかなりの時聞を要するの

圧3璽転
〜i2は61｛ξからヌξ

射性廃棄物

ζの地の廃彙物、こ渕タる調銘胴1駕

低レベル廃藁物海洋処分の研究
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放射性廃

イオン交換法などにより分離試験

2−1 海胃処分附ハノケーノの革準化
ω
セメノト・ハ！ケー／翠準化の研究閥発
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@
@

必要な圃化体

に︑ユーロケミックの隔際協力計
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固化処理などの研究開発につい
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ては︑動燃︑原研︑大阪工業技術
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原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

晶

業
産

力

原

でNRCは︑タラプ⁝ル康子力発している︒

㊤

◇配管系の解析は、独輿に閥発したプログラムによって安全、経済性を
考慮し適切な設剖条件を設定します。

て行っています。

◇設謂、製図は農動設計製図システムを採用しています。

KWG社とともに︑プルシッシ
ュ︒エレクトリジタッツ︵PE

◇薬嚢力発電所向けに最新の規程、規格に準拠し、製作は厳正FなQAド

西独のグロンデ

管系支持装置、 油圧防振器

請に対するNRCのライセンスのいることにともない︑インドにお

ベルク・ベッサー両電力会社がグ

A︶とゲマインシャフトクラフト

をかわし険超する予定︒NRCは 薩ドイツケマインシャフトケル

ロンヂ康子刀発露所の共岡所有に

原発建設着工へ
ンクラフトベルク・グロンデ電力

けの低濃縮ウラン輸出に関する許

の再処理技術の開発が進められて

電所から取出される鱒嬉済み轡料

配管系の支持と耐震に

改正を求めた︒これに対してNR けるプルトニウムの貯蔵に対する

正欄所が必要であり︑またその修
さらに︑タラプール原子力発電醒

発育所︵PWR︑出力酉三十六万ク・ユニオン︵KWU︶で︑ター

会員︵KWG︶のグロンデ原子力当たる︒主契約者はクラフトベル

Cは︑このライセンスに関して修 ポテンシャリティーについて論議

蕉を求められた場禽は十分に検討

の薦処理をインドの施設で行なう

て使用された獣料や特殊核物質

五無六月十九日に趨されたもの︒

KW︶の建設負心がこのほど認め ンキーベース契約︒発注は一九七

でエドロー社の二番闘の輸謝串請

運転開始は一九八一年の予定︒

して行ない︑七月二十円の公聴会

ということについては※国とイン

や道路の態設書契転身業が開始さ

られたため︑建設薄地の地ならし

の最初の輸出串請︵九ゾ分︶を認
の讐議を行なうとともに鍛初の申

く保陣描記が効梨的に適粥されて

ドが結んでいる協力協定にもとつ

を坤出しているため︑エドロー社

鎖することについては反対しない
論に対するライセンスをも耀わせ

れた︒

対してNRCが許認司孚続きを行て再検討する︒しかし︑イントは

いるかどうかを両渇が認めたうえ

NRCは第一回闘の輸出晦講を

必要としているため︑NRCはこで検討すると強調している︒

現荏タラプール用の認識を累急に

が︑三聖体は±罫の輸出晦請に

なう前に七月二十賑の公聴会で検
討したうえで方針を淡翻すべきで
れらの諸条件を満たすということ

野司黍続き方法のあり方について

認可する際に︑同発電所から取出

ラプール原発向けウランの輸出で
この繊月に訴状を提出し︑この串

はローヌ川流域環境保金委戯会︑

地琢友の金︑CFD7︵民主労
フランスとスイスの三十団体で︑

連︶︑PSU︵統一拙会党︶など

論調査では岡原発建設に反対は少

黶@崎
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タラプ ー ル向け九ト
使用済み燃料引取り条件に
来原峯力規舗委員会︵NRC︶は七月二貝︑エドロー・インターナショナル社から繭請されていた

ゴー・アヘ

インドのタラプール原子力発躍所︵BWR︑趨力二十万KW二基︶向け低濃縮ウラン九樋の輸出を認 あると縷縷した︒
可した︒この認籍に先立ち︑NRCでは数圃にわたり公聴会を開いてこの輸出に対する

NRCは︑インドのタラプ⁝ルらプルト一一ウムを抽出する施設を
輸出諮可串論を出しており︑こ

懸は十二ゾ︑濃縮度二・七％︶の

される使用済み魅糾を来岡政將が

ほぼ完成していていつでも運転に

で蕊団体を説得し輸出認可を下し

エドロー社の最初の輸出申諮に

入れる状態にあること②インドが
れに対する公聴会が七月二十臼に

高速増殖炉原発サイトで

村は

は︑工場阻止とともに住民の反対

数派︒そこで反対運動側として

潔境保全運動のランザ・デル・バ

スーパー

めぐらしてあるが︑四Bにはデモ 教授が先頭にたって振射してい

にキャンプを禁止した︒反対運動

を歓迎しているため︑皐魍を理由

ている︒藤四十ヘクタールの敷地

︻パリ松本駐薮鼠︶

る︒その輿論は本年初頭から進め

営業所札幌・仙台・名

を決めたもの︒この認可にともない︑同社は引続き同発電所尚け二月目の輸出晦請をNRCに

原潜力発魑所向け燃料用低濃縮ウ

隔かれ︑保騨欝欝や他の総連蝶蝿

引き取るということを蔚提条件に

ランの輸出許期葉軸を出していた

を核兵器幽愁のだめ漉編するのを

原子炉から得られるプルトニウム

が論議 さ れ る 予 定 Q N R C と し て

たもの︒

エドロー・インターナショナル社

阻慮する衡効な保糠措醗制鹿がな

を引続き認めるかどうかは二十欝

は︑今後もインドへの核物質輸出

ついては︑シェラ・クラブなど蕊

に対して︑同委三幅メンバーによ

いこと一などを理密に︑来国がス

られ︑六月のラ・アーグ再処理工

スーパー・フェニックス

隊の一部が鉄条網を切断してサイ

スト︑フィリップ・ルブルトン爾

ト内単寧をはかった︒これを妨げ

︵璽一十刀KW は慮流の通じている鉄条網を張り

のサイト︵フランスのクレイ・マ

した︒

ルビル薩ローヌ川リヨンから上流

i…和テノキ採式金社

ッド
提繊しているが︑疑RCはこれについては今月二十日に公聴会を開くなどして検討したうえで態慶を

る賛喬を闘う投票が得なわれ︑こ

ペインに同國九番閤の原子炉を輸

高速増殖炉原子力発電所︶建設中

・フェニックス

団体かNRCにタラプール原発向 七月二十日に行なわれる公聴会

の陶講に対する許認角は一九鷺四

で決定を下すもよう︒

に開かれる毛引会で横討したうえ

決定することとなるもよう︒

年の原子力法および一九七四年の

のインドへの核獣料輸出にも反対

出した蒔に反対したと岡様︑今回

一＝一隠一＝＝鼎一帰＝一陣＝雪鞘＝帰＝一＝＝＝：＝一＝二一＝鴨＝川西鴨＝一回＝＝＝＝＝＝二＝一＝＝一一＝＝＝；﹁＝需＝＝皿；輌＝＝二回一喝＝＝

エネルギー改正法の全ての墓準に

反対派が坐り込み

そうものであるとし︑三対一の多
インド圓けの輸繊はシェラ︒ク

ソッ社、ゲマインシャフトクラフトベル
ク。ベッサー社の三間所有〉

饗RCはこの串請に対し︑数回 ラブ︑憂慮する科学者岡盟︑天然

グqンヂ原子力発蹴所の完成予想図（K
WG社、プルジッシユ・エレクトリジタ

数決で同社に認司を嬉えたもの︒

醒蹴鵬購灘懸灘曲撫懸錦鶏骸．ぐ

ン

同社の輸出串講によれば︑今回の

φ
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一県・妻子中央研究駈の健闘十万癖 一

アップ中だ︒闘社は翻入技術によ

・設備を三十万層硯蓋へとスケール

＝＝；

一

慶

剛騨需＝一︐ー

アイソトープ会

議報文集を刊行
原

ト麟際放射線防護蚕繭会委員長M

≡≡．≧一≡ヨー．二．．．︶﹂

用の耐圧ガラスの末格的耐圧試験

その手はじめとして近く︑カメラ

耐圧試験を行なう鋸盤で︑豪ず︑

開縣騰儒回

川
謝

つ︑原筆力文化振興財

紙で中学生は五枚以内︑高校生は

ら一つを選び︑四暫字誌め原稿粥

ついてこう考える﹂の一舐アーマか

とエネルギー偏︑﹁私は原子力に

日本と原子力﹂︑﹁私たちの生猛

うことになった︒﹁二十一世紹の

ることなどまとめ︑慮騨してもら

な原子力の話題あるいは感じてい

らは新しく中学蛋からも︑身近か

対象に実癒されてきたが︑今年か

作文勢集は過去七飯︑潤校生を

募纂﹂が・このほど開始された︒

団による﹁中・商校生からの作文

が︑その

行漿がくりひろげられるもようだ

隼も各地でこの鐵を配念︑多彩な

十月二十六日は原子力の醸︒今

原子力文化振興財団

作文募集を開始

申・高校生からの

を開始する予定だ︒
︐原子力の臼醗愈・

疵纒雛裁縷縷麺
加︑﹁公警対策とアイソトー⁝

矩馨繕鋸鑛

一月謝罪・大手町のサンケイ愈

理本原子力雇欝金議が単二十

れた︒報文集は︑これら内容の照

一

この研究謝礪は①水深六千層以

分野の開拓について太材の材質改

した︒

原産に入会

さらに︑放射線プロセス窟用の

麓に入金

電話

試委

験託

照照
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東空電千代田1＞ぐ量産Hl∫2−2電話乗京21！局3721番（氏表

JNF︑三隅原子燃料︑原子燃料
工業︵住友醗気工藁︑露河回気千

館で開いた﹁臼ぶアイソトープ

︐髄一一幽間圏

@

B5判︑蹴盃︒一襲一万五芭⁝

蟹て︒催つぶさに集録したも

山盆議しの報文簗が︑このほど刊
⁝行された・

的麟鍵講擁禧

一

鋸鱗鱗錦嚢

⁝クさが内外か響く評響れて

で︒

一﹁一欄齢膚

モニタリングのための各穰懸隔︑

上に使照できるテレビ・カメラを

応勢竣一人一点︑黒インクかボ

十枚以内に濠とめること︒

ールペンまたは濃い蛇心でタテ基

き・玉繭の終りに氏名︑住所︑所

属校︑学卑︑性別など明記するよ

田︒遜秀作には科学技術庁長窟職

う盟んでいる︒締切りは九月十六

が授無・うち撮優秀三簾には五万

円相嚢の雛型券ほか所属校に答十

万円椙当の教樗︑優秀十鰭に一万

円先聖の閣讃券が︑それぞれ伴星

される︒これとは別に︑入選蕎全

貫が原子力旛設兎学に招醇され

放射線の丁業利用では①放射線

丸誠璽工簗︵株︶

近来については︑矩用済み燃桝の

帯一〇一

工業窯変耐火物の進歩を代表する

らない霊鑑霊徳を確立︑謝襲鍬の

︵WH︶の被櫻懲技術を筆入した

の実質的な品質識定取得をほぼ終

三愛金属工業は︑昭和四十九年に業各五〇％ずつの共同出資︶ヨ社
画塾原子燃料︵三管金属五一％︑

化の観点から被概蟹についても躍

通肢備は隙子力薩業の潜旗︑強

WH・二四％・三要璽工一五％の粟え︑今後に備えているQ

西慰力羨浜二︑三勝炉︑高阪一︑

岡出資︶の騰要家認定を鞭響︑関

質レベルにある睡雇最の便用を奨

瓢彰無糖塵隠

威する敵策をとっており︑三々蓑

一
＝一＝

適︒岡センターが科技庁の委託で

⁝茎；ーヒ三≡一

；できるだけでなく︑世界の灘の

昭秘四十八奪からの四か年計灘で

数長後には大辛を国産品で賄える

芳解から三十万綴に贈強を園って方尚にもっていきたい蕩え︒こう

どこに処分するにしてもそのテス

・桶川にある製造設備を奪産二十

した辮愛発通しを背暴に︑被樋簸

いる︒

タリング技．術の確立一の研究で

する圏化体の健全性に関するモニ

行なっている門深海六千綴に処分
同装躍は一般の水鶏実験罵に作

も︑機盤の醗圧試験などで威力を

メーカL黙筏は徐々に能力アットプ
が薄能なわけだ︒

の被穰蟹メーカーである住友金属を懸る副爾だが・原発計画の煽滞

られたもので実際の廃棄物を入れ

窪た︑PWRとBWR薩タイプ

工業も今後の購要晃趨しから兵離でやや避踏み状態が続いている︒

発揮することになりそう︒

放射性廃駿物の試験的海洋投棄夢

深海カメラの開発テスト胴には議

闘化体と同一のプレ鴛ムに粗み込

定地は約六千綴︒十分これをカバ

んで高速で落下させ︑水圧が二化
体に及ぼす影響を観察記録する②
海底近くで圃化体をフレームから

の衝突による影響を観察選録する

切りはなし陰野落下させ︑海底へ

⑧難化体を國聾するーーなどの内

容のもので︑これまでにすでに黙
々機器は完成︑いよいよ今黛麗全
システムとして実際に水深六千層

付近の海域で主食テストを行なう
予定︒このため︑そのまえに二部
の機器について岡装置をつかって

のエネルギーの強襲︑質②エネル

碗在︑放射線プロセスの利屠は

囎話五九一一

めの鵬速器がヨーロッパで五台︑

プラントが動いており︑殺蘭のた

一縷愈河灘ビル

一

守

雛J N F 晶 質 認 定 に 合 格
初装筒炉心にもわずかながら食い

一部を納入︑取鶴炉心だけでなく

藤水型軽水炉︵BWR︶の核燃料被獲管を生産している神戸製鋼所は︑七日・譜硬象であるBW 二号炉︑九州電力玄海一号炉燭の 力会社に対し輸入酪と溢色ない晶
R燃麟メーカー︑環本ニュクリア・フユエル︵JNF1一来ゼネラル・エレクトリック四〇％︑環芝︑
醸立冬三〇％の共岡出資︶祉によるジルカロイ被躍蟹の品質認定試験に愈格︑このほど正式盆通経を

辺倒に近かったこれまでの被耀衛市腸を︑徐々

段の増産体制を敷いた︒

せ︑將来の霜写影を艶込んでいち
柔く第
一方︑米ウエスチングハウス枕

るが︑容器の物理的耐圧盤試験︑

耕︒鍛大︑海低一万五千層の水底

在踊圃が進められている低レベル

てのホット試験は難しいとみられ

高圧実験水槽を設置
@肇糧海洋処分計画﹂に威力

がこのほど神ゑ川県横須賀荊の海

高科学技術センターの蔑圧爽験水槽

門医療器興の殺菌︑歓員用木材

来国が最も薩んでおり︑次いで欝

〒

住所

原産に入象代表取締役鵬谷︽

︵株︶日本原子力摘報センター

羅話Q六−六四八−三七

えば仏では︑新たな莉用分野とし

〒一〇五

く︑とくに聞体反応に便利である

所栗遷都千代田区内神磁壁⁝ニー

株式
会社

燥
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受け圏内のBWR型発電所への納入資格を取御した︑と発表したQこれで︑三菱金属工業︑住友金輪 込みをみせている︒同社は埼玉県荷炉心の曲面蟹圏挫化黙を高め︑
後押し躍を得て︑輸入最

工業を加えた被覆管メーカー三社による原子力発議所用国産燃料重重蟹の出荷体制がひとまず整い︑
通薩雀の圏産化推進策の

ジルカロイ蟹の研究を始め︑照十

に﹁囲産贔扁に謙き換えていくための生産墓盤が悶濠つたといえそうだ︒

軽水炉に実用化されている被機

管は︑エッケルを含むBWR馬の七矩には※國のゼネラル・エレク
ジルカロイ2と禽まない郷雲水型 トリック︵GE︶社と技術握携し
田本原子力発電敦賀発蟻駈や薦独
炉︵PW R ︶ 用 の ジ ル カ ロ イ4︒

納入︑実験炉をも含めすでに延べ

部製贔を

十五万規の生慶実績をもつ︒こう

のKRB発霜所鴬けに

発生した熱を効率的に冷蔵水に伝

した実績を背鍛に︑悶社は四十九

核燃料と冷却水を隔絶︑核分裂で

の役闘
庫︑購要象による認疋を購講︑ジ

洋科学技術センター︵石禽秀次理

鰹封容器

と核分裂生成物を緊

じ込めておく

ルカロイ被継管製贔二千ホの鵡質

媒体

をもつ︒多璽安金防護システムの

評価のほか︑設備︑関係野川など

える

心臓部であるだけに︑原子炉の倭

わが国最大規模の隅羅塞験水槽一径一 ・四綴︑加圧部分の蕩さは鷺

頼性・安全性を確かなものにする

旺可能で︑繰返し加圧力能力は六

に値いする千五蕎六十気圧豪で加

千覧営綴に値いする六噛癖五十気
圧︒加圧部分の休積︑加罷能力の

事長︶に完成︑すでに撫圧試験を

る︒昭秘葺十二庫度を盈標に低レ

点でわが田鰻大はもちろん︑だて

終え︑近く本格的な実験段階に入

ベル放射物廃棄物を試験鮒に灘洋

型としては世界でも類を冤ない規

の量質保誕システムの月一を受

岡社では︑山欝興・獲狩北工場

投幽する謝颪が進められるなど・

でも約一万二千耕だから︑深撫の

模︒世界一深いとされる礒水灘溝

け︑認定試験に含格したもの︒

の設備能力を奪闇三十万耕︵七万

海

ため蕎農な技術が要求され︑醒食

五千本︶に増強︑七月から稼働さ
廃残物の最終処分地点として

性︑熱伝轟性︑化学成分︑強度︑
延性︑寸法精度︑健全性など酪質
要求はすこぶる厳しい︒

神戸製鋼所は昭和三十二琿から

洋〃が注隠されているだけに︑そ
を再現し︑廃棄さ

あみゆる水圧状況を伶り出せる︑

深海状侃

の

︒現

まさに

の材鴨改農などへの放射線工業利

ギーの商品化③細蟹問纈④終済憔

で溢々と企業化が進んでいる状況

取締役社長小田原大造氏

盛穴二︶京でQ

る︒莚織は岡財団︵東禦蓋○困−

用の新分野が開拓され︑企業化が

は報需のなかで︑まず①照慰コス

一iなどの難題がある︒田畑教授 蕎︑医療器愁殺函︑家鼻讐の分野

本︒しかし岡氏は︑今度の会議で

大阪市浪速区北蒋職務町六i〜

おり︑インフレ⁝ションと相まっ

定駕してきている﹂⁝⁝今答万月

昂報艦︒このうち木材の財質改黙

ヨーロッパ︑とくに仏と西独がこ

三五︒

五五六

／／／／／／／拶

プエルトリコで醗かれた﹁第一園

トの低減②発生籔置の簡素化③蜜

については来ではすでにご荘が生

の分野で闘ざましい発展誉とげて

て糧済難が簡京っている︑と指摘

放射線プ鷺セスに関する網際会

全確保一⁝などの面での技術が確

きている印象を受けたと獺摘︒例

また︑巖近の放射線丁業利期新

議篇に出席した東大工学部の躍畑

広がる放劔線銘利用

た︒

ノグ！づク！！ノ！！！！ノ！多！づ／！！ノ！〆ノ！！！ノノ！ノク！！！〆〆ノ！！ノノ！！！！ノ！！グ／グ！ノグ！ク！ノ！ノ！！！！！！タ！！づ／ノノ〆！／ノ！！！〆ゴグノグ！！グ！ノノ！〆多ノク！／ジ！！！！！ノタ！タ多

世騨の海の型崩覆

れた容器の物硬的健全雛テスト︑
そのための機器の開発箸に威力を
発揮するものと鱗待されている︒
同装置は三菱亟工神戸造船所が

?し た も の で 外 径 丁 六 耐 ︑ 内

累穂教捜が十三田の第蒋十一回原
塵総愈企爾委貸公で︑その模様に
ついて報逃した︒

二一三

氏

てウッドパネルの放射線プロセス
による塗装技術を企業化するなど

螺国際会議の模様報告

この分野への闘心が蕩まっている

放購線の工業利用が開始されて

という︒

住所爽票都港臥薦新槻一一十

阪療器興の殺麟については約六ヤ

紅卒閣始︑コバルト6⑪を艇っての

ことなどな指摘︑さらに轟分子の

エレメントや原子炉の核分裂片を

ニや鎌︒同盆議は︑これ家での実

と︑被照射体への混度効梨が少な

寛し︑勅通にのってきているこ

〇五九五

交換卒符なうことによって新たな

績絶集依旗︑関係君が互いに悪発

問題点卒探り︑放射線プロセスの

共産鵬にも二台作られ︑すでに定

二蓋四⁝九豊肥六

住
利用布．図る四的で開かれたもの

分麟が罵能なことから食品の保

と報告した︒

ソースに用いる力法が紹介された

理事長松下友成氏
で︑米︑翻︑英︑仏︑薩独などか

五〇鷲代に比べ相嶺低減して毒て

細しはじめている︒コストも一九

︵オ翼︶海洋生物環境研究所原

鋼所の超奮波探傭︒寸法測定装置

分解笛にも糊している︑と説曙し

存︑公宙の元凶である鵜合物臓の

被導管国産体制の整った神門製

@

の論文が提禺された︒
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ちボミゆユロゆちこのぎゅのこコで

メォアエコロちロのもしごナ

まち

ごユのち

じロの

白本エネルギー経済研究翫の向坂正男理甥撰は・このほど開かれた同研究所劇立十周期記念肱

もない開発途上国が工業化︑慶業

ル九千資源そして資重力︑技術力
綱要想定自体にかなりの無理もあ

あってすこぶる困難で︑このため

エネルギーだが︑これについては

うことを慰遷している︒次に国産

こういつた斜線部分が消えるとい

い康子力が落ち込んだとすると︑．

原爆利用など政治問題もあるの

ク︑原子炉の爆破︑核拡散による

いてはプルトニウムの核ジャッ

択した方がよい︒ただ原子力につ

字となっている︒地熱発電一千万

十一億菌膨という二〇〇〇無の
消磯羅はやや過大かもしれない︒

KW・石窟や天然ガスニ千万が 命︑単に経済性だけでは済まない

を供給することによって、明i…のゆ

る︒

ことであり︑他方︑蝕欧大剛や臼

いう数字が人購一入蟻たり六千認

しかし一九八五奪の約七並詩認と

▼

たかな袴会づくりに橘要しています。

ーをどうやって確保するかという

本のようなエネルギー大騒消磁

壷㊧

りのお役に立つワリフドー・リッキ

堰産︑生活向上に必要なエネルギ

田・とくに田本のように孤立し

どちらを選択するかを考えた覇

となっているが︑照残のコンセン

が必要になるのではないか︒将来

ソ

﹁

曾

醐願

HI1

〒…◎2鴛263

一九八五璋以降かなり増やした数 で︑石炭や石油などの化石燃料と

サスづくりに海難を感じている現

問題もある︒国薩エネルギーにつ

いては︑水力開発の余地は少く︑

膨︑石炭系千万ジは少くとも椎持
しなければならないし︑さらに水

ぐらいになるのだから︑もしそれ
以降あまり増えないとすれば︑要

また石炭の増産も盗難だ︒

た・しかも輸入依存の大きい国が
どうやってエネルギーを確保した

力開発も加わっており︑実現のた

鯖点の感覚でいうと︑これだけの
開発計醸達成は大変難しい︒天然

するに経済は成長するが︑エネル

こういつたことを考えると︑こ

らいいかという間題にもふつか

の投資資金は︑大変匿額なものと

とするエネルギー供給確傑のため

のエネルギー供給確保に即し政府

うな消極的な方策ではとても︑必

要な財政螢金を出す能力はでてこ

ず︑その愁味からも﹁エネルギー

油などエネルギー消費にかけるこ

開発税﹂のようなものを応力・石

うにガソリン消費税が道路建設に

とを戦える必要がある︒現在のよ

示して料金の中に含京せ︑それを

電力業界がプールして︑新しい動

第三は代替エネルギーの開発︑
利用の拡大だ︒まず原子力につい

力蝉など研究開発に便うというこ

とを薯えるべきだと思う︒

ては臣額の資金が必要だし︑とく

の認識を高める必要がある︒政府

応するかについて今ここで︑国民

そして産業界も︑擾期戦略を選択

湾染という耀塊負荷を小さくする

ついて︑装躍の改擬によって︑万

くべきかを考える必要があろう︒

し︑今からどういう手を打ってい

から︑もし原子力発電の安無性に

燃料よりも原子力の利用拡大を選

全の態勢が得られるならば︑化石

ベイルート

フフ／クツルト

ニューコーク

ロ！トノ

U騨豚ρし段牝113

東舘届τ

ガスおよび二成燃料については︑
9．・鴇．69噛︒

こうした洪給積み上げによって

れから長期にわたって日本が稗飯

も︑なお依然として一億四千万㎡

ることがわかる︒

二〇〇〇銀のエネルギー隅要を

め大きな政策努力を必要としてい

仮りに十一億計鍔として︑一次エ

ことになる︒

混乱してしまうし︑かといって愈

ギーはゼロ成長という玉代に入る

理的な國際的配分方法が蓄えられ

ことにでもなると︑世界は鉾常に

庫でも維持するという想定を灘い

る︒もし︑力ずくでの配分という

た︒しかし︑オイルシエールの耀

と同じ比率︵一五％︶を二〇〇〇

ン墨たり七千詩留で計脅すると十

なるに遷いない︒この盗釜調達方

是体の甲での比重を・一九九〇年

九億鏑ぐらいで︑米圏の石炭増薩

策を考え︑国民の理解を広めてい

成は容易でない︒石炭にしてもト

世界の石癌生産のピークがくる︑

見方だと二〇〇〇年初頭ぐらいに

避を節約するか︑一般炭の輸入を

影に妾たる潮煮題部分が残る︒消

設定にもよるが︑比較的楽観的な
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二千年ピー

よいか︒まず石油は︑盤界の石湿

ネルギーの供給をどう纒画せれば

卿

ついて蓋しい工央なり︑糊度なり

く必嚢があると思う︒調達万法に

るかといった難問題も生ずるり

増やすかということになるが︑未

トなど状況を憩えると︑天然ガ

生藍が横遣になるにつれ︑日本の

境制約︑石炭ガス化液化の商コス

逼迫するエネ

になると試算したQ原子力につい ％節約するということになる︒も

石演輸入鑓も

充足部分を節約するとすれば＝二

饗￠相当に大きく想定している︒

ス︑斎篭燃料の比色一徹％を維持

泣Mー需給

九八五奪以降横難

ということになる︒悲観的な見方

〇年野点で世界のエネルギー供給
することは困難︒水力開発も容易

をすると︑一九八O年代後単にピ これら曲線をさらに延長︑二〇〇
ークに到達する︒その中間的な髭
の組台せがどうなるか︑訟箕して

・石油供給力

クに下降
第四次中腰戦争の際アラブがと
方が︑一九九〇蕉代前半にピーク
でない︒

炭を瓢億沸以上輸入し︑一簿KW と罠聞の役割の二挺を明確化する

みた︒

った石演戦略にショックを受けた

OEC D 諸 国 は ︑ エ ネ ル ギー共通
が到来するであろう︑ということ

が稼働するとした︒エネルギー消

ては二〇〇〇奪で一億五千万KW し石炭火力で補うとすれば実に石

こうした国際鐙瓦のもとで︑そ

日本の場合

こう考えてくると︑石炭の和用

・

を今後︑とくに一九九〇庫以降樒

こうした状況から︑石演増産が

豪ず︑錯体のエネルギー消賢難

だ︒

の伸びを一九九〇鋸以降十乱闘で

政策を立てた︒エネルギー消留の
節約と代替燃料の開発を健進して

にその所要資金をどうやって確保

ということがまず必要だが︑岡時
二上の石炭火力をつくるという破

するかという方策も必要である︒

樋の一八％ぐらいを占めることに

目になる︒輸入炭による石炭火力

政府資金については・財政の菌難

れでは日本の今後のエネルギー鱒

なるが︑栗たしてこれが可能かど

を将来拡大しなければならないと

嶺に拡大していかないと︑世界の

給はどうなるか︑添格的不足にど

うか︑現状では大変胴難だ︒例え

三％とした︒かなり低い数値だ
が︑これでも石湖換舞一

ういう灼応簾を弩えていったらよ

﹁エネルギー特別会計﹂をつくら

ないと︑政府が分撹すべき資金は

﹁エネルギー開発税﹂を創設し︑

燃料︑石炭の利用というものの二

の石炭・石漉特別会計に原子力開

調達できないと警えられる︒既存

入や原子力開発のうち斜線部分が

日性は一嵩高まり︑略体の三悪近

欠落するとなると︑節約なり代替

は圃難であろうQその上︑石油輸 な状況が続くこと必簗なので︑

ば一千万KWの巨大な集申基地を は患うが︑ここまで拡大すること

町坂

いのか︑蕩えてみたい︒まず︑エ

石油へ の 依 存 度 ︑ と く に OPEC
隈界点に到達することを予想し︑
代替燃籾の開発を網当な程度で健

もし︑激国を除く主嚢工業諸国

しれない︒

OOO駕 エネルギー翻要は満たせないかも

原油への依存度を軽減しようとい

八0葦代後灘以降には原子力やそ

資源不足汐深刻化は必至

開発税で財政強化を

隠点で世界のエネルギー消費は二

アラブの政治的キャンペーンとい
の他代替エネルギー開発の進捗度

進して石油への依存度を下げてい

う意味合いがかなりあって︑その
如何によっては︑世界のエネルギ

う共通の努力方向を淡めたわけだ

後の状況をみると︑この共通政策
ー霞網は葬常に逼迫する司能性が

億千七百万袴／日になる︒その消

の方向に向かって必ずしも着汝と
あり︑いわば本格的なエネルギー

が︑しかしこれは︑対OP鷺C対かなければならない︒とくに一九

各国の努力が進められているとい

いった可能性もでてくる︒エネル

れないが︑しかしここで︑一九八
五年り降での並鰍の節約はエネル

係の支出をもぐり込豪すというよ

くを節約しなければ賄えない︑と

全国に十二〜十三つくらなければ

男
ネルギー舗要想定の前歯として︑

ならないということを煮えただけ

ギー・ゼロ成長の状態を慧味する

正

が石炭に大きく依醸することがで

文豪の経済成長率を一九八五無ま

でも︑このことはよくわかる︒

羅講草隠向坂
蟹を満たすため︑一九九〇年以降

で十隼闇を実質六％︑その十一〇

いうことになる︒

不足の時代に入る可能性があると

図1はエクソン社資料によるも

きないとすれば︑やけり工業諸陶

〇〇鋸議でを三︒九％などとして

世界のエネルギー供給の中で︑

うことではないようだ︒

ので︑一九九〇年までの世界のエ
に二二建鑑墨が世界的に横遣に入

がエネルギー消費の節約に対し今

ことを︑念頭に翻く必要がある︒

ば供給錘はかなり楽になるかもし

から︑今後のエネルギー翻給安定

硯筏その約半分︑旗五％が石窟だ

ネルギー儒要をどのようなエネル

り︑全溝費騰の二〇％程度︑発電

試算すると︑二〇QO隼のエネル 国民の台惣を得て︑これだけの立

にしても︑よほどの本腰を入れて

働約にしても︑代薔燃桝の供給増

ギー滴蟹雛に対して三割節約すれ

のための戦略を考える上で︑撹界
ギー供給の粗愈せで満たすことが

はむずかしい︒そこで︑斜線の部

地ができるかもしれないし︑判断

し園際的なエネルギー配分をどう

これかちのエネルギー問題を考え

圓されているというようなことは

それに比べご傍以上になる︒第二

ンスは保てない︒

は︑エネルギー消費麗を大きくす

岡隠に民闇でも︑エネルギー価

ると不食理なやり方だ︒

ックスとがある︒工業諸麟にとっ

ればするほど︑そのために生ずる

格︑料金をエネルギー確傑という
てはエネルギーの節約ないし照照

環境破壊を防止するための投資コ

しかし今後の技術進歩により︑

石油の供給が畏期的にみてどうな

るが︑これを原子力で賄う︑とい

能力で十七億KWぐらいに相影す から糧当な努力を傾ける必要があ

なる︒一九八五奪以降の蒲要予灘

ギー消灘は覆油換算十一億詩認に

細 榊 篇欝漁

効率を高める努力が︑非常に蟹要

石油ショックが一応癒えひと蜜

観点から晃薩す必要があろう︒将

だ︒節約の量要性は︑工業諸訳の

ストも大きくなる︑ということ

心という状態だが︑糟来のエネル

の節約は︑環境対策コスト節減と

中でもとりわけ田本にとって大き

くと︑現仔のNOXやSOXの
揚後︑高速増殖炉の開発︑ウラ
に今

だ︒化石燃糾の消費を増やしてい

ン濃縮︑放女性廃藁物処理など多

ギー危機の司能性︑それにどう対

来の研究開発に充当することを明

な愈味をもつ︒それは第一に︑今

出暴準を還成したとしても︑なお

くの研究開発費も必要だ︒しかし

いった点からの効果も弩えられる

後供給のための投費コストがかな

かっ耕出猟蟹としては将来のある

再び贈えていく旬能性がある︒そ

わけだ︒

そこで︑それでは一体︑日本の

り上がると思われるからだ︒従来

無期il多分十五奪後ーーからは 原子力利胴は化石燃料に比べ大気

エネルギー開
発税の創設も

長期的なエネルギー戦略をどう選

のように輸入石油にエネルギ︑供

の場舎︑健康などに被審が及んだ

策

択していったらよいのかというこ

給の四分の三を依存していた状態
だと投資コストはあ議りかからな

対

問題となってくるわけで︑混在か

とが︑謡本の将来にとって鐙大な

らそれを兇定め︑翼体的な燈下を

とすれば︑一議︑排出総鐙を減ら

くなる︒つまり︑エネルギー消欝

すために要する投資コストは大き

いが︑今後エネルギー供給は罪常

エネルギーの一単位豪たりの供給

に資本藥約的となり︑そうなると

﹁エネルギー戦賂の選択﹂とし

増加に要する投資コストは遍嵐の

弩えていく必要があると思う︒

エネルギー開発を含めた供給のミ

ては︑大きく分けて節約と︑代藩

牌
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霜

置

り︑と同時に︑一九八○年代後半

点で石皿であらわされた原子力に

上でまず第一の問題になろうQ石 る︒これによると︑一九九〇年時
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力

﹁改革案の完全実施を﹂

きだと指摘︑他方︑安金性やエネ

準じた公際ヒアリングを行なうべ

以外の各種施設についてもこれに

しいーーなどが︑その内容︒原発

公聴会︑当面は全て対象に
わが国原子力行政の立て直しについて検討を進めていた原子力行政懇談会︵有沢広巳座長︶の糞垂

報告案がまとまったQ血管案は︑①現在の原子力委騒食を新膜亭力蚕員会と原子力安金委轟轟に分号
する②安金規舗行政の一翼化を図る⑭環境放胃線モニタリングについては地方三雲団体の実施に対し
て︑国はそのために必要な基準の整備︑技術蕎教梅ほか財政描蟹など講ずる④公關ヒアリング︵公聴
な安金基準の作成・変堕に関する

ルギ⁝政簾との日夕あるいは凱要

会︶は︑当面︑全ての発電所設置の際に突いて定鋳化を図り︑その成果を踏まえて制腱化を換討する

黒門家による公開シンポジウムの
開催も求めている︒公開ヒアリン

ーーなどが骨子︒近く薗網に提轟︑行政ベースに乗せられることとなるが︑疑雲は︑政府によるここ

重唱の不祥瑠︑そして顧子力黒む

の相次ぐ故隔︑原子力婁農の辞任

分析化研のデータねつ造︑原発

豪とめを農相に提出︑引続き三農

規制行政に焦点を漫てた中間とり

茅力委受会のあり方︑および安全

昨薙暮︑その中核部分となる原

にこれにかかわる公開ヒアリング

を淡議する蘭に通産省共催のもと

い門あり方﹂を撮編している︒

だ﹃公開ヒアリング品として新し

ては︑従来の概念から一歩すすん

される︒

だけに︑行政ベースの対応が症臨

倒れとなり︑専門象シンポジウム

調しているが︑新潤公聴会が計鷹

ととするなど︑

グはダフルチエツクの際も開くこ

つ放射線漏れによって頂点に旧し
二月から環塊行政︑公聴会のあり

に盛られた改節璽の完全な箋施を強調︑速やかに行政体制を再確立するよう求めている︒

た国民の原子刀行政に対する不儲

題︑とくに中央行政システム化と

方など密議宋了となっていた諸問

薦をふまえ︑﹃地腫公共団体が行

要請は強い︒提醤は︑こうした自

う権威ある機関の必要性を撮嫡︑

ことで︑データの科学醜適切な評

い疑問にどう対応するかといった

化された原発は逓産省︑原子力船

を削る②安全規制行敵では︑異罵

に分け︑開発と規謡講機能の分離

原子力婁国会と原子力安里委員会

科学技術庁がそれぞれ撰嶺し原子

は運輸省︑研究開発段階のものは

価ができ︑必要に応じ提言も行な

原子力従渠麗の放射線被曝にかか

は︑國はこのために必要な分析法

わる安金衛生問題への対応も行政

なう環境モニタリング舳に対して

や墓準の整備ほか技術撮醸︑技術

体制改顛の大きな柱︒

力安全委農会が再議齎する一⁝な

的なバック︒アップを行なう必要

醤の教脅訓練︑財政描灘など金置

報告集は二＋一菖の同懇談金会

どが報告案に盛り込まれた︒

全規制行政の一強化についてはさ

く首欄に提出される予建︒

台で了承の上︑最終報簿として近

なお︑原子力甕員会のあり方︑安

放射線輝宙防比行政のあり方で

つまり①環在の原峯力委員書を新

きの中聞とり藤とめがそのまま︑

がある︑などとしている︒

に伴って一般から提起される新し

中心となっているのは︑関発利罵

る予定で︑できれば昭和五十六年

格的処分を行なうかどうかを決め

ごろを雪颪に本格処分に入ること

案によると︑基本方針はまず放射

が誓えられている︒一方︑陸地処

性麗棄物を蕩︑中︑低レベルの驚

られており︑このうち高レベル放

段階に区分する方陣で検討が進め

験を行なっていくことになる冤込

なったうえでサイト内での実証試

み︒とくに低レベル廃三物の試験

分は︑箏前評価︑立地の選定を行

する﹂との世界的な研究開発の方

的処分についてはその重要性︑緊

射性廃引物については門半永久的

向を麺本毒針に︑三〜略奪の内に

に生脹圏から隔離し︑蜜全に籔理

処分方策の方向づけを淡溢すると

強調されており︑このためその申

急性から官民一体となった推進が

二幅機関として政府洋装のもとで

いった瓢巧え方が打ち出されている

鷹化の研究など安全な処分方策を

で設けることが弩えられている︒

処分甥藁を行なう﹁法人﹂を民悶

もよう︒長期賠蔵のための廃棄物

をメドに永久処分に移ることが検

他ガ︑これら放射性廃棄物処理

確立しだうえで︑二〇〇〇駕ころ

討されている︒

討作業で放射姓廃習物処理処分対

原子力婁農会は︑これ豪での検

は︑陸地処分と海洋処分の二本立

低レベル放射性廃冠物について

観念にとらわらず︑その都度見團

になるが︑実施にあたっては固定

原子力委尉会︒放射性廃棄朝技術

原子力行政に粟たす地方公共団

策に関する讐え方が圃謹ってきた

ての方向で検討中︒このうち海洋

処分のための研究開発は︑さきに

を開く﹄ことを嘉木路線とし︑こ

るが︑その焦点の一つが環境モニ

体の役劉も大きな問題となってい

ことから︑七月末をメドに今後の

中レベルの放溶性廃棄物は海洋

の際⑱知事の協力を得て︑できる

タリングのあり方︒現在は旛品番

せる養えだ︒

しを行なうなどして柔軟性をもた

投爽はせず︑陸上保蟹とする方向

限り地光で開く④対認方式を採用

による実施が法で義霧づけられて

験処分を実施し︑ここで得られた

処分については来鋸度をメドに試

呪臓源開発調盤審議禽が当該訂画 もタナ上げの格好となっている折

姿勢を強

感︒行政懇は・こうした一連の不

対舐

祥雛が﹁その護岸に︑社会の変化

する㊥当画は原則として全ての原

諸対策の進め方を主とした基本万

に十分沿った形で行なわれること

騨門部分が出した記聞報告の主謡

を置いた検討を崩えてきたが︑こ

発を対象として開き定瀞化を図っ

里をとりまとめる薄えだ︒原子力

＝＝＝一一一＝一＝幽一鼎：鼎：一：一躰辱

結果をヤ分検討評緬したうえで本

が打ち出されるもよう︒

硬臨さをはらんでいたため﹂とし

制改革の骨格が野毛り基本構想づ

れ豪で段階で全般にわたる行政体

って︑地方公共団体

いるが︑住民不安の解消などもあ

地方行政の充実︑つながりに主羅

た反省を踏まえながら︑他方︑今

て︑それらの成果を踏まえ先行き

に対応し得なかった原子刀行政の

後の大規模開発へどう対応すべき

制膨化を横許していくことが墾濠

この需要羅をカバーしていくため

倍増︒至近葎度の経済安定成長冤

KW強だったことからみると︑約

が電力需要の鈍化もあって五首万

二手期待騒となる︒うち五十一矩

P伸び率を平均六工程度と見込み 残り二千五葱ニや五万KWが新規

浮

︵︺紋︸116b
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霞1

KWの新規続騰が認可された︒

水力と火力のみ十七地点八†七万

なお岡既の電調審ではこのほか

ップの見還しだ︒

たものが一五・五％にと纏縫強ア

原子力は五十隼度末六・六％だっ

源構成比で漸減傾向なのに対し︑

万KW︒水力︑火力がいずれも電

総設備容羅は一億六千二再二十五

万KWとなる︒五十八年度末での

五十四万KWの含計六千二函五十

二百四十八芳KW︑原子力千八百

水力千酉四＋八難KW︑火力三千

の九士芳KWを差引きそれぞれ

加設備は老朽火力など廃止兇込み

これらの締渠︑計画期闇中の堰

京電力の福観第二⁝三号の三基︒

︒泊︑灘北電力の浪江︒船難︑東

組込み期待分は北海懲電力の共和

計九筥四万KWが団標︒覧十塵隠 る︒原子力の五十一璋度薪規計画

W︑原子力三蕎三や三万KWの含通しを反映したものとみられてい
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長期電源開発見通し

昭和五十一年度蟷源開発講本計

計画期間申に電源六千三百四十二

胴能原子力は千八百万KW

﹁

六千万KW運開へ

爽施

の運びとなった︒昨隼三月の検酎

くりが終ったため︑最終報鑑提出

無半ぶり︒

年末臨界目標に

順調な機能試験
萬速巽験炉門常陽﹂

高速贈殖実験炉﹁常陽﹂は︑五
十一奉書臨界圏機に︑機能試験の

への 局で検認中のこれ濠でに嗣謡った

る不安を払拭し協力と麗解を得る
山手から︑約

報簿案は︑原峯力委員会のあり

一熱一魁縄︵甘−丘畳一

か︑主として国蔑の原子力に対す

ための方策とあり方を串心に︑学
術鼠議や金漁連︑主彌連などから

この中でとくに﹁公聴禽﹂につい

も慈兇を聞くなどして47政体制塗 方など柱とする本文全七薙構成︒

艶

般にわたりメスを入れてきた︒
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巖終段階︑ナトリウム中試験を順

験を七月いっぱいには終り︑約三

函が︑十六日午後経企庁で開かれ

万KWを運開に持ち込む必要があ

調に行なっている︒動燃はこの試

二五十項醸にのぼる性能試験を行

︵会長・三木酋梱︶で決京つた︒

た第六十九回魑源覇発調整審議会

計画規模は昨日の六千四十九万

年八〜一〇％維持が繭提︒

る︑としている︒供給苧備率は各

っていく計画た︒﹁常陽扁は蝦

墓本計画は長期電源開発規横想

なっためと︑燃糧装荷︑臨界にも

初︑熱出力五十MWで運転される

定について︑毎隼︑兇博しと修正
が・その後︑七や五MW︑蕎MW

ほぼ昨年度並みだ︒計画期正中運

KWをおよそ三首万KW上回る︑
昭和五十八琿度まで蒔こう八か補

がH
加えられているもので︑今圃は
と出力を上昇させるMARK・

三流に移る︒炉出力上昇には︑燃

年度宣命では︑感謝期購中のGN 万KWが継続工嚢中で︑このため

間が対象︒これによると︑五十一

これを前提に︑昭和玉十八感度の

二分新規計薩組込みは水力二百二

開分のうち︑すでに三千八百十七

し︑反射体をかわりに入れ︑嘱託

料周りのブランケットを取りはず

もっていく計量︒﹁もんじゅ﹂な

中性子反射をよくして出力上昇に

を六千百六＋六懸KWHと試算︑＋秀KW︑火力三皇＋万K
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関羅蘂浜発蹴所1号機周燃料
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原子力輸出規融に重点
拡散防止へ米の役割強調

の決議を行なった一日はこの協定

廃棄物ガラス固

ーションによる協調行為︑つま

協会の規約は協謎やコンビネ

▽ギール研究筋︵ペルギ！︶腫

チニド研究︒

この計画は完了する一髪剛の一

九七九隼に購委員会で冤馨しが

概念や 黛間︵一九八一〜八四奪︶継続さ

①唐子炉安盆性研究②プルトニ

同婁翼会のつよい璽謂にもかか

ウム燃料とアクチニド研究③核物 わらず︑閣僚会議では今だに欧州

ステージに対するサイトが画定さ

質や放蔓性廃零物の蟹理︑放射線共岡トーラス訴画︵﹂露丁︶の次の

各々の欧摺共岡研究センターに れていないため︑この計難実施鰯

測定および標準化に閥する研究︒

矧当てられた研究テーマは次の遡 間に選定することが改めて必璽に

原子力関連機器及び材料の製造販売

原子力関連ソフトの開発と技術指導

住友原子力工業株式会社

東京都千代田区鍛治町2丁目6番1号
電話 東京（256）7831番

でに千ナのガラス固化実現を期し

ている︒パイロット︒プラントで

ス圃化する計画だ︒本工場の建設

は二三のブロックに廃野物をガラ

六年︒これに要するコストが約五

趨工は一九八○無︑完成予定は八

から研究開発されている中レベル

フランスの技術を憩入することな

る︒実験に成功すれば︑葵国は︑

のピ⁝ク益万三千沙よりはるか

り鑑麗制隈︑鷹定価格︑個々の

謬

核燃料の転換成型加工及び販売

は︑石癌ショックによる石油懸格

ハーウェル原子カセンター

化技術で実験

⁝
︹パリ松・不駐在鼠︼イギリス原

子力公社︵UKAEA︶のハー千
ウ鰯酉万曜︵約一二酉億円︶と冤横

雛から七 描縄を徹底さけるための絹互協力

放射轍廃棄物のガラス圏化技術に

る︒どうもウラン霊場は一般金

に低い︒そこから八鷺鎌の十万

契約についての橘報変換など︑

ユーラトムと核

謝画している総額七二クローネの

￠

は原子力の輔繊に関するすべての

てきたQ

覆が趨るとともに聖遷2

許認鰐をNRCが発行するというの僚上げ箸により原子力発禁の必
ものだが︑環礁はまだ︑商霧雀が
原子力機器の輸出許司︑エネルギ

ー研究爆発周︵鷺RDA︶が原子 こうした情勢の幾化に対応して⁝
無にロンドンで開かれた原子力供

なっているのが実状だ︒

力技術の輸出許認醐をそれぞれ行 議としても・一九七轟と七六︸

ェル原子力センターは︑十五年目 られているため︑濁と中央電力庁

を行なう必要が生じている︒また

ついて三三を進めている︒この実

︵CEGB︶の出資を求めてい

輸出許認削活動においては︑N 給國会議などの場を遡じて︑保障

六郊圏月三十賑までの一館聞に二

験は

くウィンズケール再処理工場で処

漁内的には︑来上院は︑面ドイツ

リス核燃籾公社︵BNFL︶が行
理し驚廃謡物をガラス飼化して発

と呼ばれイギ

とブラジルの簾子力協定締縮やフ

なっていて︑一九八○駕代宋期ま

審議検討された総台的な

＋⁝薄に開かれた閥僚会議の際に 得なわれ︑さらに岡計醐が次の四

同婁員会は︑この新顔爾は昨年

なわれる︒

︵大気汚染︑海水蕩染など︶も行 局がその作業調整に獲たる︒

られ︑これと禽わせて環麗研究 の作業については中曳原予力測定

五〇％が原子力の安坂研究に向け 放射線測定や標準化に関する金て

この凝計画では︑撃殺全体の約

れ遊められる︒

Cの騰つの研究センターでそれぞ イッ︶旨プルトエウム燃料とアク

ま︑ギル︑ペッテ・など・丑▽力門生研究所︵西ド

究・調蟹︒

浅暫に返送てきることになる︒

ランスがパキスタンや韓圏に対し

讐蕎研究センタ人﹂Rc︶の篠点が羅かれる︒
新しい四か庫研究計画実施のた

指針にも旧とついて進められると れるべきかどうかを含む︑計画の

属南場とは性質が趨うので︑本

ペースで能力拡大を進めねばな

誘へ年率は一二〜一五％のハイ

が検討される︒

し︑次の研究計画実旛を提鍛し スムーズな移行を麟るための方策

欄蓄に協力してもらって醐襲兜

た︒

めに嚢する臓用は約〜鱒五千六

鮒融辮蠣壁皿畷塾

究・開発はイスプラ︑カールスル

輸出申講がペンディングになって

に決議案を題過させ核物質の保障

いった点を箪慰して︑昨奪十二月

飛躍や国際協力を強化する愈味で

爾処理工場を売る岡能性もあると

しかし︑その反闘︑過表二選間

いる︒これは米澱の原子力輸撫脹

に核辮糾サイクル金般にわたる輸

来国が井底権を取るべきであると
して大統領に決断を迫った︒

鳩能力を持つ痢が贈温してきてい

某の拡張を示すものである︒

ハーベスト

四用三十露現在︑颪十五件以上の

丁六十四件のライセンスを発行︑

RCは一九七五年五月

は成立しないことになる︒JCA

れた協定に関する報銭錨を議禽に

Eは同期間中聴聞貧を開き握察さ

提出する︒

岡報簿澱は原子力の輸出信認岡

原子力機器お⁝

よび核黎の驚許響霧に関⁝ることは明らかである︒︒の欝

フォード大統鎖は

︵N鶏C︶に慰すが︑今素月︑

出諮珂蜘罰壱米漂子力規制委員会

力機器︑核物質あるいは技術の輔

原子力協力協定のわく内での原子

に述べている︒※国のメーカーは

手続問題の動きについて次のよう

米議金の上下両院原子力盆問委員会︵JCAE︶はこのほど凍子力の開発︑利用︑属制に関する年
次報告盤を発明した︒この奪報は原子力法の規定にしたがって︑原子力にかかわる対外政策︑防衛︑
貿易︑財政など広範な分野にわたる巖近の動きとデータをとり象とめたものだが︑わけても︑西独と

は國際約な傑鷹措鷺制度が確立さ
する方針

界金員の原子力輸出蒲場︵約籔蕩

呼んだと述べるなど︑平和利絹を通Uての核の拡敬を防ぐための原子力輸出規制問題にかなりのスペ

ブラジルとの核燃料サイクル金般にわたる協力協定の成立が米識貧︑とくにJCAEの甥大な関心を

ースをさいている︒

同報饅繍はまず︑原子力の輸出
れているかを確かめることによっ

を打ち癩した︒この方

鱒が︶に対する銘率は覧八％に達

九五四琿か

実績にふれ︑米国は

針によると︑NRCは受理した輸

EC委︑新計画を承認

出許驚晦請を会務省に送付︑同製
は嶺該申認に離する行政膨として

てなされてきた︒来国はすでにこ

よび二つの国際機関と結んでい
の態麗をあらかじめ明らかにした

のような協力協定を二十九か国お

楽圏では︑原子力の輪出に関す
る︒協力協定締結にあたっては︑

上でNRCに通還することになっ 欧州数綱体︵EC︶委員念はこの﹁要研究分野︑エネルギーと礫境に

のように述べている︒

て世界的なシェアを維持してき
る議会のコントロールは※国と諸
外国と交渉した内容が議会に提出
ている︒

している︑と前躍きしたうえで次

た・米国は原子力の分野で一九五
外国との間に締綾されている漂子
され︑議会開会中六十繭にわたり
士無政府還魍委員金が検討して

ら今臼に歪るまで研究炉を含め動

四隼から七五年十二月までの間に
力協力協定にもとづいて︑原子力
審議される︒この緒粟もし議会が

いる親子力輸鐵機構再編成法案で

力蝉の輸出や灘縮サービスにおい

約二首九十億騨を輸凝し︑うち闘
の平租利絹を雛禦蟹的に転用する
提出された協力協定に反対する矯

エネルギーと畑凍境に焦占⁝

億炉は原子炉の販売︑酉九十億が
ことを防ぐために適切な※國また

ほ

は濃縮サービスによるものだ︒世

買手ということより︑それを越

r−b﹁ρ1︐ 醤万麟︵約八薦七＋億円︶で︑研
素鑓八〜牽万泌︵精鉱︶に見

えて﹁フォーラム扁が必慶とい

逓しをできるだけ確かなものに

︐LP幹b

そのほかにも各国政府の介入や

焦産能力約二万鏑は

合わねばならない︒濠た現符の

したわけだが︑消鑓薔の側ては

というユユークな羅針を打ち出

うことかも知れない︒

環麗問題など︑ウラン毒悪に影

ウラン協会童催の国際シンポ

九五九琿

響する不確定要素がいっぱいあ

ジウムが六月十一鍵からロンド

▽イスプラ研究所︵イタリア︶

なってきた︒
ウランの取引に欝欝彰懸するよ

り︒

らない︒それには今後十無の不

協金のこの変貌にとまどいを馴

スウェーデン

融合研究で協定
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爵算

ノウハウを公策することはできません。知識・経験・頭脳といったものを自穿てあらわすことの嗣難なこと、

＝＝

めた︒装灘はポケット線騰副の閨

指摘したあと質疑を行った︒

を手がかりに︑遮蔽改修をすれば

苅勢力強靭の巻き返し策とみられ

ど︑同研究所に完成したわが国華

させるための東通・柏崎刈羽原発

﹁JエPP︒T一狂﹂のプラズマ原子力委屡会は安全審萱に反映

大の聚状磁場系プラズマ翼凄絶躍

発生実験に成功︑庫格的な試運転

計画の地元利警関係者の文題によ

馳穿る

伍頼

鰍O

繊欝簿

撮境解斬

愛奮性解析

構灘解婿

遜磯謝舞

トータルな憾隠処珊πサービス

環

践鋤凶幽

園にわたって開くなど地送な努力
取り繕み︑好成績を挙げている︒

大と藁大の鷹師國が多くの青玉に

愛戯工大炉での医療寒鮒は︑過

大丈央というのはひっかかる︒も

﹁わずかな出力上界試験の蟹料

捉療法が九月にも開始される兇蒸

決め︑嗣炉を使う原子炉中性子捕

しとなった︒この療法は︑脳腫競

芸に照射を引受けていた垂準原子

さらに懇談の後半では放母線の

る場面も︒

ている︒なお二十田の懇談玄を軍

力産業研究筋の研究炉が閉鎖され

閥線を照射すると放射能が蕎興す

っと総舎的な修理が必要﹂﹁衝突
ておき︑ホウ素が疾愚部に選択的

患鞍にホウ素化寺物をとりこ吊せ

性︑放射線利用の多様性など放射

るのではないか﹂など︑放射線と

一
原子力広報関係者と消霊寺との

線の基本知識をわかりやすく説

長

懇談会が十五田︑藁象・八癒識の

に入っだ︒

る悪冤を八月四臼を期隈に公難し

医学利用に関心が簗麗した︒門レ

ているが︑二十一日午後京でに三

安全の問題に聾闇が簗聰した︒

この装認は約三＋億円をかけて

明︑﹁鷹学︑食贔︑腿業へと放射

ントゲンは一翼に何圃かかって

商工中金ビルで開かれた︒鍵盤興

ふだんあまりなじみがないうえ

十通の意覧が霧せられている︒地

線利用の分野が多岐にわたり︑し

核融禽炉の実親へ向けて︑主にそ

対

業関係暫と一般消蟹薔との

も安金か﹂﹁放射線治療で本嶺に

だいに田汝の盤活にまで利権され

促進のための丁重を行なって

に︑國にもみえず︑葺にもきこえ

話

は轡無と

原子力鞘翅会は安全麟葦縮桑を

いう︒

シンポジウムレベル

ものが多く︑ECCS作動など

域開発のあり方など一般的内容の

の物理的実験を行なおうとするも

のチェック︑通電試験などの弔鯖

月には据え付けを終え︑鋼御記躍

ので︑一昨隼建設に馬手︒今黛五
医療

に翠がわり︒放射線によ

試験を繰り返し︑十臼︑氷素ガス

絹談漸

嵐して︑説盟暫側も即腐の

ガンは治せるのか﹂など身近な体

医学利用に高い関心
消費者が原子力 勉強会

るガン治療の現状︑放射線医学総

三園営の放電で典型的なトカマク

を注入︒その顕のうちに︑わずか

酋相に答隣する際︑捷出葱兇につ
ロトロンの治療効果などの品題に

いての委蝿会の兇解を添えること
にしている︒

・プラズマを確認した︒通常の装

金研究所に新設された鷹罵サイク

熱心な質疑が続けられた︒

露が必要で︑メタルパッキングを

躍だと約一万回のクリーニング放

。の分野が広範鋤、わたっている。と、醜鵜を露塵に駈ている。となどが，娩由郷蔵・＆・

欝

廓

験にもとづいての切実な質間が続

いる消費窮追給霧懇談会︵余擬・
野田漂失田塞消費蓄協会理事擬︶
が霊催したもので︑都内各区から

約二十名の地域梶野代表らが出
腐︒広報側からは田本原子文化振

るようになってきている﹂との説

がわか
明にメモをとる叢嬬らの嚢情は真

ず灘儲半疑︒門この会場内でも年

実感

興財団鱗務局豊穰蓄らが説明にあ

間約百二︑三十ドレムの自然放鮒

って説閣されても
たり︑超に放射線と安全性に焦点

どう違うのか﹂といっとオ⁝ソド

剣そのもの︒﹁放鋼線と放射能は

線を受けている偏と聞いて納得す

ないとあって︑微に入り細にわた

をあてながら約一蔭間半にわたっ

ックスな質問に癩えて門食贔に放

まず︑広報側が放射線の安全

醗難論騨鷲

ほ艶
解

て質疑が繰り広げられた︒

⑫

おつくりいたしま曳「輌潜解析
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わが国最大装置が試運転

＝

が激しくなるために個人被曝線鍵

消費者との懇談会のもよう

力

原

＿〆

せん。CRCに郭いでください。そして、お話しください。いつでも、あなたの蔓藍1杁にピノタリの処方纂を
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スペイン
における

の資蓮・藝撮の醜い馨・臨颪蓑れてよ

｣呼続爆講謙 鰹 羅 脚 病 ⁝

園毘経済データ

a、b、cとも単位は1（懸㌦（1㌦㎜60ペセタて換算）
＊建設期間中のインフレーンヨン、金利（資本費を11．5％と仮定して）を見込んだ原予力投資額（初装絢燃料を含む〉の合舗

フランスは︑契約締結隠に親金

しては︑このような言立からの解れだ例であるが︑遠謀期間中の金

ことを鰹撰にしているスペインと

園産化比粟を六〇％まで蕩める

これは一定の仮親の下に計騨さ

命は輸出価格の八五％まで融資保
五％︑契約に規定された支払条件

七％ということである︒

にしたがって現金一〇％︑残りの
は七〜九％︶︒さらにEX王MB

鉦をすると政策を変璽した︵金利

資条件を変更し︑融負後軍隼以内

後七奪︵契約締結後期†二・五

融資期聞はプラントの運転閥始

融饗するというのが原則である︒

能力を強化することが大切であ

のとし︑電力会被の翻巴資金調選がって︑原子力発想所の建設に当

めには灘力料金を現実に則したもかということを馨している︒した

ストにいかに大きな影響を及ぼす

に籔還する堤舎の金利を八・二五

無︶︑翻心は違警合計幸四回の

利が原子力プロジェクトの投螢コ

11％

に金利をそれの二五％づっ増やし

％とし︑融資細腰が二鎌増すごと

めることが必要であるが︑そのた

13％

9％

面の他に国内での費金供給力を葛

一九七七

7％

ンでは法的にまだ問題があり簡単

つぎに建設糊間中の金利を建設

費に入れると仮定し︑その運転麗

西独は︑競金一〇％︑メーカ⁝

ストへの影響

つて蒙る・この懸識字で捉

賢に対して大きな影響を及ぼすこ

えると一九七五無の物価水準で四

出保誕会祉COFAC冠︑西独琿
の︑金利は蕉九％︑H露KME調
Sべる︒建設娚幣の金利が建設する蕩万KWの発電駈の擾署響
融資保証会祇RE鼠MES︑英の
国保証は融籔額の一一・五％︑保
に輸入価格の一〇％を岡〜条件で

ヨンだけだと六懸五千五百二十万

えると九懸六千四颪万がとなる︒

がなくても一〇〇の投翼額で一四メ︑それに建殺期間中の金利を加

〜％とすると︑インフレーション

の輸畠儲嚴綴証機関ECGDがそ
証秘O・二五％である︒このほか とは明らかだが︑例えば利率を一 億五千万騨の投資がインフレーシ
れである︒〜般に金利は七・五

の悩み

残り五八・八％は建設期闇中の金

稼働時聞を年六千晴間とすると・

これらの条件のもとで発電所の

また巨額の黒金を必要とし碓設

遇描灘もある︒新規投資準備金

まれる新規投其屋備金に対する纒

が大きく︑建設期間も装い原子力

扱いを受けているが︑必要螢金騒

きるというものである︒ただし︑

資源に患まれない国として今後原

峯力発鱈に対する依待度の高まる

放射線照射の利用

ANKは一九七五琿九月に再び融八五％は契約の支払条件に応じて

原子力発纏の資金問題は︑建設
11％

る︒まだ融璽に妾たっては︑融資注恵することが大切である︒特

だっては工期が遅延しないように

一九七八

均等払い︑金利は七・五％／無で

つた工蟹の後期になって遅延する

に︑すでに臣額の投資をしてしま

離郷総生麓︵GNP︶は︑〜九簸高を融顎期間十四無以上の九・

九七九〜八五9％

資金が臣額であるということと建
設期闇が長いということに起凶す
る︒スペインの煽禽︑巖近では建

条件を少なくとも五二飛躍き後︑
十隼で償題とすることが必要だう

ある︒契約条項に基づく契約金額
の変更︵エスカレーション︶︑建

五〇％とした︒蔭嬢願誓率や擬理

設蟹は大体七欝が／KWであると 七四難を四兆二千二着八牽三層ペ

EXIMBANKは今後継E
接の融
保資
険料などは融資金額の中に

には実施できない︒

設期間中の金利およびCOFAう
C︒発電断の りース というよと︑建設髄に対して大きな影響を

の一五％までを禁内講蝕分につい

含まれる︒この他に通常契約金額

この経緯から明らかなことは︑

工などその他の条件は従来通り︒

年は一％︑一九七六無は二％︑︸

の比率を下げ融資傑証を中心とし

いわれ︑百万KWの発電所を建設 セタと推定し︑それ以降一九七烈
するには少なくとも七樋がが必要
九七七奪は三％︑〜九七八年は四

て来魍からの輸出を腰秘すること

うな概念も一部にあるが︑スペイ及ぼすことになる︒

である︒また︑建設樹聞は趨常七

でそれぞれ成畏すると仮定した︒

％︑一九七九〜一九八五年は五％

および金融機関懸盤で残りの九〇

総資本形成︵GCF︶は一九七四になるだろうということである︒

年といわれている︒

したがって︑原子力発醒の籔金

つぎに欧州各園の融衡条件であ

次に墨金コストの発電コストとえるために︑一九七六年一月に建

れは資金調淫盟と減価楽部率によ

るが︑欧州諸国は國策総社または

運転コストに対する影響について設を開始し一九△二年一月に完成

に対する懸を調べてみょう︒こ

ペセタは約五円︶と推定し︑それ

年を〜兆五醤八十五億ペセタ︵︸

る︒融資心骨は七年据導き後十二

％を融費するというのが原則であ

金利負担のコ

て確保するかということと︑建設

が多い︒すなわち︑フランスの輸

政鰐臨依が融賞保証を行なう場含

て融資することが多い︒

期間中のインフレーションおよび

その総殺ホ形成額とした︒

以降は毎無團民総生産のこ五％を

問題は巨額の必装資金をいかにし

して解決するかということであ

金利に関連した闇題をどのように

欧米からの融
資とその条件
スペインの原子力発電謝爾は︑

調達

フレーション率を一〇％とするこれを発懸所の懸命である二十璋

六・七になる︒建設恩讐申のイン

利である︒換雷すると︑最初の緬

深まる

ると粉本費︵金蔓と減緬償却︶は

・九闘で鯨無均等に償却していくとす
となる︒このうちインフレーショ

と︑一〇〇の投資額は一九

国内調達分についても融撰するこ

投資額は五二％・建設期間中の金一KW星だりの渠饗は二蕩八

電力料金適正化の声も
とが多い︒受注するために聖業銀

工鶉期間の副い新規投資について

法＝一一／一九七五は︑電話会社

ことを認めており︑原子力発電の

推進を訴えている以上︑原子力発

電所建設資金の確擬についてなん

らかの抜本的な螢蛾を行なうべき

軏

薗

射射

照照

験託

試委

・

冒

⁝ギ

1し

臨

髭

ハ

H

る︒

原子力発電計
裏一⁝は︑一九七六一八五奪の

画と資金需要
原子力分野で必要な投費額を岡民
経済と対比しっっ示したものであ

原子力発電環流は国のエネルギ

る︒

％︑融資率および期閣は発展途上

行からも慣選期閥十庫程塵の並行

ンの影溜はわずかに三三二％で年一二・九七％になるQ

丁万KW︑一九七八隼に二欝万K麗在のところ米国からの軽水炉の

醐向けが九〇％︑十二年︑先進工

免税措躍︑減価蟹却特別描躍など

財融
政上の優遇描羅としては︑減
てのEX王MBANKの従来のの

た︒これは︑輸出価格の一〇％は

スペインのケース

税制の現状と問題

である︒特に︑国薦化毘率を醐め

欠であるため︑士力金糸の自田蜜

この雌備金はいかなる溜息にも隠るために国内での資金調達が不朗

〒370−12

ー計画に墓づき︑一九七七年に二

九八O郊に二選万KW︑一九八〜 来国輸出入銀行︵鷺XIMB業
A国N
講けが八五％︑潮騒である︒

利が三︷％︑インフレーションが

W︑一九七九黛に三酉万KW2
轟入に大きく依饗しているため︑

融資が行なわれることもある︒

細心盤却の増加および利益から生間那の建設資金とまったく同様の

資条件の概要を説明したもの︒し

は︑資本金の六％以上の利益が生発電所の建設資金についてはなに

が／KWRと計算される︒

琿に二酉万KW︑一九八一葦に四 K︶からの融資が大きな慧味を持 燃料は九〇％︑五犀である︒

トが以前より轟くなっている︒

葭万KW︑一九八三卑に三酉万K っている◎表一2は一九七七〜八

九八五奪に三百万KWずつ運転開

は﹁建設期聞中の固定金利扁を投

原子力発走崩建設蝦金について

始するものとしている︒建設螢は

かし︑簸近EXIMBANが
K一の
般政
に篶えられるが︑スペイン

鰻蕩限度として新規投資準備金と電力会社は将来資金難に陥るだう

じた場含に︑その利益の五〇％をか新しい優遇描麗をとらない限り

W︑一九八四隼に珊百万KW2
O奪に運転を開始する発電所につ

価格上昇を除けば︑四菅菰十が／

することが法一九／一九六﹇に規

籔コストに盒め法人税の画で優遇

％︑二〇％︑八％︑三％と仮定し

現金払い︑三〇％はEX王MBA一というものがあり︑新規投藪の

して免税の扱いを受けることがでう︒スペイン政庸は︑エネルギー

では原子力発電所に闘する特罰な
／一〇および四五／四五／一〇の

た︒また︑初装荷燃料費はインフ

ための銀行および国際機闘からの
NKからの礒接融資︑蕊O％はE

定されている︒

扱いはなく畿力業界一般に適用さ

設期間中の資金鱒要の配分は︑建

原則から灘O／三〇／三〇／一〇 れている優遇描躍が適用されるだ

KW︑建設里美は七年である︒建 策が変わり︑表一2に示した九〇

設着工の年から運転開始の薙まで

けである︒

レーションと建設期間巾の金利を

X王MBANKの保証絹き商融
業資
銀についての纒遇描躍を規定し

順々に三％2三％︑〜八％︑三五 の原劉へと融萱条件が厳しくなっ

除いて禽刮四千五百万がである

X王MBA醤Kの傑誕なしの融九
蟹六一が施行されるまでは機器に

行からの融翼︑残りの驚○％はE

融質に関しては法一九／一九六

が︑その蟹金舗襲の配分は運転厨

の国的に転駕することは許されな

ている︒しかし︑この法一九／一

始の年までの翼壁聞にそれぞれ三

および電力会綬の発行する株式に

を原則とするものである︒しか

ついての税制面での纒遇描麗につ

し︑これでは欧州の金融市鵬の方

ついては二十庫間の償却が許され
％︑一エハ％︑八％︑四％︑一二四

ていたが︑現在ではこの法律に基

％︑二五％であるとした︒インフ

資額の七％を利益から控除して免は︑適正な電力料金を認めるとと

ことが必要である︒そのために
減価蟹却は⁝般の発電筋と同様

金甲絵力と資金講達力を強化する

づきそれが十奪以内となってい

に巖離離簾率七％︑期聞は最大限

い︒また︑法三／一九七四は︑投
が福利な条件で融擁をするので来

園受けることにより爽質的

る︒このために十鋸間の融資を続

いて規定している︒

レーション率は︑圏民経済金轡の

けて一

螢奨励策として艦力会社の新規投
での発庄が濯えた︒

国からの輸入が減少し︑欧州城内

税扱いとすることを規定していもに減価鰻却︑薪規投萱準備金︑

率と原子力関連分野のみの率と区

二十一隼である︒例外的な場台を

発電所の建設資金は水力や火力発必要である︒

このようにスペインでは原子力嗣上の優遇描躍を確立することが

繕資・華表発行などについての税

に二＋年間の融資を受けたことに
一九七近年二月に鶯X王MHA

別してそれぞれ次の織り仮定し
た︒

また︑資産再評価により動じる

・七六％である︒

る︒

されないので実質的には資金コス

優遇描認は前の十鋸間にしか適用

除き︑鰻麟率は巖大七％︑鍛低四

％まで拡大し︑瞳接融資のない場

NKは欧州籠鵬に対抗するために している携が多いが︑税制薦での

招％

15％ 顧接融資を輸出価格の三〇〜五五

原子力分野

15％

17％

経済全体

一九七六

一九七五

財団法人放射線照射振興協会

4．6

43

。ム

翻

繋灘灘課の総懸論の優謹

建設期間中（5拝）

聞

EXIMI3ANK分

業

建設期聞咽5年）
5十12㎜17葎

産

渥％

7％

利

力

原

渥％
EXIMBAM《から（コスト渥％
建設期間中（5年）
5十12＝17年
5十5掌10年
5十2％一7％無
5十5謹10年
5十5−10駕
（1）琉金10％、駕XIMBANKからの直接融資90％
（2）現金10％、EXIMBANK：からの直接融資45％、ExrMBへNK：の保証付き尚業銀からの融資45％

6％
渥％

保誕手数料
保
証
貸付の將期
機雛融資の償越期閥
燃料融資の償還期間

群馬県寓締市綿貫町 B本原子力研究所内
でE工」 0273−46−1639

商業銀行分
米国からの輸入額の45％
米国からの輸入額の45％
直接交渉て決定
金

45：45．10糞ミ（2）
10案（1＞
90

米国からの翰入額の45％
米圏からの輸入額の45％

米麟からの翰入額の90％
米誌からの輸入額の90％
機器に回する融資
燃料に紺する融資

スペインて建設工醸中の原子力発鷺所に対するE：XlMBANKの融鐙条件
蓑一2

0G64
0．068
073

0．〇三6

0．017
0玉8

72．1

6＆0

55．1

4＆1

0
0．081
0．084

0
0．020
0．021
0．022
023
0

0．087
α092
0．086
0．085
O．077
a／c

0。021
a／b

28＆5
252．1
220．6
192．5

1984
1983
1982
1981

40
3．9
35
32
30

420
168．2

36．7

32．1

1469
128．4

28．0

1122

24．3

835

総澱本形戒（c）

スペインの原子力投寅計画
（建設期間の金利を禽む）

表一1

王98Q
1979
1978
1977

2．4

1985
1976

21
16
膿子力投資額（a＞＊

972

20。9

瞬民総生違量（b＞

0，021
O．019

率

比

▲エ

隔

（4）

第835号
（第三種郵便物認可｝

新

子

昭和51年7月22B

匹召率口51葺三7月29Eヨ

第836号一
毎遍木皿日乱行

購読料1隼分前金4500円

1部100円（送料共）

窮︑機構など固めた上で︑岡セン

る︒海洋への試験的処分は五十二

際の処分業務を受託することにな

年度から始め葺十七年璽濠でに近

五十四奪度以降試験開始となる見

圓程慶行なう計画で︑陸地処分は

通し︒

センターは五十一︑一濁琿慶に

される難度流千万円程度の拠出

からの委託を受け一般的︑墓礎的

うち﹁運転︑保守に従類する技術

策が不運欠だと指摘︒とくにこの

確保などの彌で相墨憩い曇った施

巻の確保﹂の柱として被曝低減対

な調竃研究のみ行なうことにとど

今後の原子力開発を進めていく上

策の類書性を指摘し︑この問題が

金︑および圏からの婁翫聯蝦腰で

鐡が実施することとなるが︑いず

での欠かせない条件であると強調

まる計画︒したがって翼体的な試

れ旧来は特殊法人の設立など体制

験研究は主として原研︑動然醜業

額約五十五慮円︒

整備が急襲になってくるものとみ

で陶こう六か年間の劉叢規模は総

なお︑萬レベル放鮒性麗翼物の

している︒

運営される計画で︑竃十六隼慶ま

縫期約管理と永久処分は麟の澱任

られている︒

つづいてこのための轟体的な蕩

となるが︑このためセンターは国

的な蕩え方を示したうえで︑厨辺

神に沿って実脳すべきだとの基本

え方に言及．︑放射線懲理は国際放

一＝騨＝＝瓢幽需＝一一需＝置＝一＝騨二轄＝算冊二圏一＝二篇営＝＝二驚冒＝二一＝＝曽＝＝：一：冊＝一冊営＝＝霊嚇脚

係各雀庁︑電力関係者箸に対し串

線蟹と従箪者の被曝線麗との比較

射線防護委籔象︵亙CRP︶の精

し入れを行なった︒蹴労遡ではす

艦所の被曝低威刻策﹂のあり方に

でに藁薦二月の﹁第五次握書﹂で

は同一視できないとの考え方をと

を行ない﹁唱法﹂と﹁従業鍛﹂と

ついての篭え方をとりまとめ︑閥

原子力発電所従業澱の被耀低減対

原子力開発計画に謡及︑これを達

の必要性を指摘︒さらにICRP

総被曝璽の醸安を設ける一⁝こと

②発蹴藤︑定検等について塁塞の

一基準にある線脳の明確化を量る

曝線羅は養蚕運の放射線労働下統

対策については︑まず①素人の被

酸後の被曝低減のための墨体的

eはないしと強調している︒

して第二義的にとり扱われるべき

りながらも﹁従業員への配麟は決

策の垂要性を訴えてきたが﹁編在

い難い﹂との認識から︑罵度その繁

まだこのための対簾が十分とは震

急性を訴んることになったもの︒

それによると︑豪ず前文で昨隼
十二月政府が﹁総倉エネルギー政
策の麺本方針﹂として打ち嵐した

破ずるためには濃縮ウラン︑再処

昭和六＋隼四千九蕊万KWという

全国汽力労働組台窟禽会︵涛木

民間各界などから分糊拠出される
十二鰹円を基本財産とし︑これと

理︑廃棄物対策︑資金︑従業潜の

な被曝も避ける②可能な重り低く

棄物処理システムの開発を行

九月にセンター発足

ソトープ協会など窮民閲係蓄によ
ターは九月早々にも設立総会を開

これまでに闘まった計圃による

蟹一会長︶はこのぼど﹁原子力発

が︑それぞれ鐸任となった︒公達

翼の改良︑総懸性の高い機雛の趣

流入鐙の低減②作業の廟動化︑翼

要困として①原子炉へのクラッド

る︒それによると被曝叙爵の減少

減対策のあり方を明らかにしてい

の三つの被曝要爾をもとに被曝低

﹁人漏﹁放射線鰍﹂門作業運転﹂

保つ〜一ことを基本の響え方に

昭和二十五無

出︑興任︒井上審議窟は同日付け

否繭次畏は貿易周擾にそれぞれ転

二二密は通商国論審議窟︑森蜘否

高宮窟魔総務課長が鼻任︒増田塞

薯業部長の後任には服部典徳望庁

勧籍にもとづき①いかなる不必要

電力業界から普通財産として窃付

橋本長官︑大永次長

任︑新次屡には大永鍾作岡庁公益

長官に橋本利一逼商政策霞幕が就

辮編審議官には武田氏
河本遡麗椙は二十七日︑小松勇

辞職した︒

武園審議営略歴

精大藩〜工学部電気工学科嶺後︑

の磯上ーーなどを指摘したうえ

入︑補修頻度の減少③放鮒擦細識

で︑原子炉再箔環ポンプ点検作

O

日揮の総合エンジニアリング技術

開発円滑⁝化へ大きな足場
成︑法の整舖箸は園がその翼任の
もとで行ない︑したがってセンタ

棚電力など詳聞各界は八月中にも財団法入﹁原子力環臆整備センター﹂︵仮称︶の設立楽備委員金を
設翻し劇務内容ほか人遡︑機構など固めた上︑九月學々に設立総会を開き同センター正式発議の段ど
ーはこれらが諸緊緊

原子力闘発の進展につれ各種施
る検罰で︑その申核的機関となる

て禽葱︑基本方針が革まったこと
と︑同センターは各種放射性田面

のもとで異

りとする翫画だ︒原子力発爾所等で発生する番毬放射性廃贈物の処理処分とこれに伴う耀境保盒に関
し調董研究することと︑国および電力各社からの婁託を受けこれら廃棄物の試験的海洋・陣地処分な

ど行なうことが簸面の主要甲南で︑さしあたり昭和五十六無度まで向こう六か年間の所要賞金は無
業ペースで約五十五憾円︒試験的処分麟業実施が主囲的だが︑兜行き籔︑六年後からの本格処分に対

設から発生する放射性廃棄物は多

力環境整備センター﹂設立につい

民間の新組織⁝1財膨法人門原子 き︑遅くもム萩中には配当発動の

処したものでもあり︑その設立は︑今後の關発利用円渦化へ大きな足場を築くことになろう︒

纒多横で︑騰も多くなる︒とくに

ベル放射性通辞物で︑現在︑ドラ
もあって︑八月をメドに設立雌備

段どり︒

多いのは原子力発田所からの低レ

ム笛に固化処理された後︑サイト

物の処理処分とこれに伴う環垂垂

よび電力各被からの委託にもとず

全等に関する調蒼研究ほか︑國お

五舷樫慶の構成となるもようだ

く低レベル放射性廃器物の試験的

た︒準備委嘱会は各興代表十四︑

後も急増は必薫で︑十年後には塚
が︑うち電力界代表には田中薩治

処分︵海洋︑陸地︶を行なうこと

委髄会が設けられることになっ

二十万本を趨す覚込み︒このた
郎東遷︑撰藤俊夫関電︑渡部三略

を当面の空要業務とし︑このほ

の数は五十年農末で約六万本︒今

め︑処理処分体制の興体化が急が
中耀各社副社藁と正親兇一電装遵

内に安金に津蟹されているが︑そ

れていたが︑これまで通産省︑科

箏築部撲︑原子力聞題のとりまと

田康工業技術院総務部技術審議官

工業三二庁に入る︒四国︑大阪各

総務部研究開発窟︑公益嚢自局原

な被曝低減対策を提雷︒これら対

業など個々の作業における興休的

通一局公益難業部長︑工業技術院

月から工業技術院総務部技術審議

までの実体分析から大胆な被羅対

し︑新設プラントについてはこれ

設プラントの線駅低減を最慶先と

策を実施するに簸たってはまず既

子力発慰課長など経て四十九鋸七

欝︒兵庫県出身︒48歳︒

原子力局政策
課長に森本氏

また︑窟検そのものについて

策をとり入れるよう求めている︒

子力発電の定盤は火力鎌瀬所の方

は︑その必要性を認めながらも原
⁝月建設ね工︑四十隼五月臨界を 度蟹議翼長重任︶に森本爾文・資

法︑頻度をスライドさせたものだ

してきました。それら技術は原

⑪日粛醗騰謡伽・・灘

子力発電所の放萄手性廃棄物

酵・建設を行なっております。

東京都千代田区穴手町2−2叫（新大手町ヒル）
了EL策京279−54劇（大代衰）マloo

ぢ

嚢零

鰯

繋鐡

︑灘

蝋譲薫．︑︒

三脚灘滋

さ

先にした原子カプラントの設

罐

㌔

ない、安全と環境保＝全を最優

使用済核燃料再処理工場、原

欝

灘高邑纒頭

め犬牽となる審議窟には新しく蟹

轟
媛武
﹄藍−勾ノ／∵

アとしての茜労も並々ならぬもの

科学技術庁は工十七日付けで︑

科技庁
昭秘三士一碧五月に茨城県東海

原子力局数策課長︵原子力法令制

があった︒

二十五奪

源エネルギ；庁石炭部計画課獲壱

村大字書方に敷地選定︑

経て︑四十一年七月逓転開始︑四

全施設の機能を保持するという観

と指摘︑原子力の場舎︑燃料体の

点から全ての機黙の検査が行なわ

存在︑放射性物質生成薗からの安

れがちだとして︑放射線被曝とい

年東大経済学部卒後︑通塵雀に入

胴十四年逓産総掘叢調査課獲︑四

省︒経企庁︑石油開発公暇を経て

う原笹力の特殊性を十分総懸した

発令した︒森本氏は︑昭和二十八

四十六璋頃から七五％以上の稼働

十六隼駐ソ一等盗記窟︑四十九年

り︑鋼材酸化聞題などを克服して

率を達成︑以来安定した運転を示

同参薯窟︑皇霊資源エネ庁石炭部

ナニ薙七月から盒出力運転に入

しており︑五十葎慶は八一％の稼

があると述べている︒

働率︒世騨でも難く評価されるま

歳︒

計癒課畏を歴任︒兵聖運出身︑45 独自の定検基雌が定められる必要

開発においても各種放射性廃

騨罎霞灘灘
細響羅灘灘1驚瀦＿．

原子力技術者確保の条件
でになった︒この磁器の送亀砲力

豊富な経験とノウハウを蓄積

く窺冴暦目．．ーツ

従業員被曝低減を
騒は八十七噸KWH︒

を残しています6日揮は技術

蝋

子力分野においても求められ、
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顧

ラントの設計・建設を手がけ
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また

瞬型聞題
をベン︒エネルギー相に提出する

が再燃しているようだ︒﹁SGHWR放棄か﹂の憶測が乱れ飛ぶ一方では︑﹁新し近田中に塾則問題に覆する報告嶺

い雛型選択をめぐって一九七〇奪代初めのような︑ながながとした感難論がむし返されるのでは﹂と

どをふまえて行なわれたものだ

安全性に毒するマーシャル報告な

ステムが敗り付けられている︒キ

キャスクおよび関係機需類の設計

ステムを供給する︒この中には︑

済み核燃料の輔送に関する二二シ

炉︑聖運機器︑核燃料履歴を供給

う︒硯在少なくとも五か国が原子

んにかかわらず今後も続くだろ

NLインダストリーズ社は使用 のすう勢は米国の輸出政策のいか

ャスクおよび補助冷却システムは

に十分な余力をもっており︑輸出

しているが︑これらの鰯は容踊的

揚げを容易にするため補助冷却シ

特別に設計された畏さ約十八︒五

ロー・アップ︑鉄道およびトラッ

許認可串講手続きおよびそのフォ

力を確立するために売り込みをは

酷業としての観点からその供給能

れた上で鉄道輸送される︒

ク輸送梢のキャスクの製造や補修

綴の酷覇の上に装顯され︑固定さ

キャスクの長さは二颪四杉︵約

作業が禽まれる︒岡祉はアライド

のバーンウェル再処理工場まで輔

諸国の原子力薩纂が急激に伸びて

来国としては︑※図以外の主要

の緊要性を示唆している︒
水炉公使罵済み燃料をAGNS社

しさにふれ︑来国の明確な対応策
；ビス︵AGNS︶社とすでに軽

さ二十三樗綴の冷却水がキャスク

験するという長期契約を結んでい

︵鉛︶の隣さは約十五讐綴で♪藻

︒ゼネラル・ニュークリアー・サ かっている︑など三界偶勢のきび

三・一二綴︶︑外側の蔭径は九十

諱i約二◎四綴︶︒霊要旨蕩⁝

レートは底部およびキャスクのふ

底部に溜っている︒減損ウランプ

魍強化するためにも︑各供給国と

濃縮・再処理技術の銅製などを一

きているため︑核興雛拡散防止︑

岡社は鉄蕊輸送用キャスクの使

る︒

用認可取得以前にトラック輸送用

たの内測に県域されているほか︑

中性子遮蔽の役鰯をするためキャ

高給ポリマー︵髪型体︶シートも

施されたこの闇題の再評価は︑電

量水炉などの投茜炉の閣題も含ま

を受けている︒

米原産

原子力輸出政策で提言

とを米国の政策とすべきだと指

和利用の原子力発罐を促進するこ

のエネルギー調理を満たすため平

目的に沿う範囲で︑逼迫する世界

の拡散を劇限するとともに︑この

結論として周報告諮は︑核兵器

いる︒

スクの上部および底部に装綴され キャスクですでにNRCから認可網互協力を強化すべきだと述べて
が︑これはSGHWRだけを対象

は五〇％から三〇％にさがったが

に︑ヒル総掘をりーダーとして実

懸念する声も聞かれ︑この難題がいつどのような決猫をみせるかは予断を許さないが︑SGHWRにだろうと報じている︒同紙はさら

る米醐の軽水炉を憩入すべきだ﹂

よる四雷万KW原子力発露欝欝への繊手を囲前に控えて英国原子力界の葺きは急だ︒
︻パリ松本鍵在野︼英陽のフィ
という憲見が豪た塞た台頭してい

力鵬給︑安全性︑AGRの技術的 ｵたものではなく︑AGRや加
ている︒

ナンシャル︒タイムス紙主催の原

る︒軽水炉の聯入はGECの主張するGECの蛍張とからむ勤きと側面︑原子力曜業の現状のほか︑
れている︑と伝えている︒

計されたもの︒キャスクの設下上
の主な特徴は①内外部とも低圧力

供給国相互の協調を

これは米国の軽水炉謙譲すべしと

子力セミナーにおける萸濁申央鍛
王釜環塊蕩堅餅員会の環境問題に

大型キャスク運用へ

みられている︒
だが︑餓近CHGBもこれに同調
力庁︵ C E G B ︶ ︑ 英 ゼ ネラル・

高速増殖炉については︑このほ

したと伝えられる◎
エレクトリック社ハGEC︶など

の発謬から︑英閏の腺子力贈業界
ど王整環境汚染委員会が大型炉の
は①蒸気発生蟹水炉︵SGHW

摘︒こうした圏標達成のため︑︑米

再処理に何の支援も与えず︑やみ

た来猿子力産業会議︵A王F︶の くもに関連施設の供母を撞めば︑

国は①濃縮と薄処理サービスを他

原子力の輸出隠題を検甜してい

諸国は独自の能力確保へ走るだろ

になって放射能がもれても外に流
出しないように容器は二墾になっ

原子力輸出政策委発会︵委澱長・

同掻な措國をとるよう奨励する②

NL社が使用許認可を取得

ている︵乾式輸送︶②ガンマ遮蔽

G・スタサキスGE社副社擾︶はうと蟹告している︒

他国と適切な保障措認のもとで原

喪︵NRC︶から使嗣認可を得た︒ たのは同社が初めて︒他のキャス

がある⑤容器は耐火性︑耐漫水性

れた謬説でも耐衝繋累︑耐計算盗

能だ④キャスクが課まって落とさ

設を独瞬に建設しようとする動機

誹野上必要な濃縮施設や再処理施

メ手は門非核兵器国が原子力発電

から七六駕にはその単分に落ちて

めるシェアは一九七二隼の八五％

案にはなく︑趾界の輸出市場に占

れにより他の国々が不拡散政策に

のある米原子力輸出を支援し︑そ

子力発電の開発に協力する③懸力

の消饗国に握供し︑他の供給国も

来麟のNもインダストリーズ社 十体︑沸騰水型炉では使用済み燃

また︑同報鮨譲は︑米圖はもは

囹際協力の必襲性を認め︑スーパ

は鉛と減損ウランとスチール混合

や商業的原子力技術を独占する立

水炉の鯨入⑬大型蕎速埴殖炉の建
料二十四体に相当する︒使用済み

の核異器技術の拡散を抑制するキ

七月二↑㈱臼︑平和利雪を通じて

いられているが︑このキャスク・

ク・システムの冷却材には水が用

はこのほど独囲で研究開発した軽

る③キャスク内外部の熟調整が岡

製で中性子遮蔽には水が旋用され

ー・フェニックス︵仏・函独・イ

するということに関して認可を得

燃料体を乾燥した状態で鉄遵輸送

このキャスクは鉄道輸送吊に開発

今後も米国の影響力を行便する④

従うよう説得することを還じて︑

しかし︑ここ嶺分葵鰯の原子力

されたもので踊存するキャスク・

いると述べ︑この減少は他国から

したものだが︑マグノックス型炉

というのが大方の予想だ︒こうし

みた米国の政策の不確定さによる

から改罠型ガス炉︵AGH︶に進発鱈謝幽は減速状櫨を続けるだう
んだ際︑それが大纈に盛れた苫い

にだっ蝦告劔をまとめた︒同委員
輸籟の金ての必要条件を完全に渦

など利点が多く︑NRCおよび運を減少させることだ﹂とする立場

准を他の国に働きかけ続ける⑧I

強化を他国と検討する⑦NP？拗

子力発揮の拡大に伴って蟹田携躍
の再処理や廃棄物処分の要求を受

関し他の供給国と協定を縮ぶ⑥原

け入れる状況にないが︑世界では

するーーなどを提藷している︒

AEAを支援し︑その機能を強化

いし︑主として國内的な不確定要

とが明確になれば︑自前で濃縮・

四十五か国が璽要なエネルギー源

素を掴えているために︑他国から

再処理技術を開発する必要はなく

として原子力を選択しており︑こ

︒サービスを受けられるというこ
約十九万四千ぽン︵約八十八鋪︶︒

なるだろうとしており︑※園がこ

から適切な纐格で核轡料サイクル

〜的な原子力輸出逸書搭躍要綱に

システム冷製材にはヘリウムが使

使用済み燃隅を満載したこのキ

安金性の条件には必要ではないが

れらの国が必要としている麟縮や

※エネルギー研究開発周︵ER 在進められているプロジェクト・

ン︑マニピュレーター③放射線吸

モートコント趣旨ルできるクレー

防腐物質の広範な利用などが含ま

状の二化体に転換する︒この新し

の高放射性廃液を固体粒状物質に

この施設では・三千ガロン／欝

ての機雛作動チェック⑤高質合金

この旛設は一九六三奪以来化学

収窓ガラス④テレビカメラを引い
設を新設するため︑ジョーンズ・

る廃埋物蝦焼施設に取って替わる

処理プラント分野で行なわれてい

もよう︒

ボーコン社と契約交渉をつめるこ

れる︒

し建設依顯を行なった紬果︑一社

転換するため流動床蝦焼万法を用

施設の大きさは︑長さ二酉五十

ステンレス・スチール製の容器に

れる︒粒状の固体廃棄物は大きな

化粒子の流動床の中ヘスプレーさ

いて︑これら廃液は嘱せられた酸

い施設の運営にはアライド・ケミ

する建設蟹は約四千万が︵約闇二

ほ︑高等三十規︑高さ七十五㍑

カル社が滋たる︒

十億円︶で︑建設期闇はだいたい

議められ地中に貯蔽される︒

この施設の愚な特徴には①腐食を

で︑冬種処理セルを備えている︒

防ぐためのセルのライニング②り

閥十か月の予定︒魑工は本矩八月

よび運鴬を要するため︑建設は現

からの予定︒岡施設の早期完成お

この新しい廃外物固化旛設に要

が選ばれたもの︒

に際し︑E盈DAは民闇企業に対もので・高放射性液体廃濯物を粒

とを明らかにした︒この施設建設

学研究漸内に放射性廃棄物固化施

DA︶はこのほどアイダホ国立工 デザインの完成以前に始められる

瓢＝髄冊＝騨一＝＝芦一＝＝＝一＝一＝＝鼎＝＝＝二＝嘗鼎一一二＝＝需一一二二■一一一＝＝一一＝茜＝一＝冊＝儲＝騨匿＝＝＝繋二目＝謄篇＝＝＝一一＝榊驕＝﹁ニ一＝二冊＝胴謄一柳＝幽一＝＝＝謄二囲二一需＝二＝＝一凹二陣＝轄需＝一罵二＝月齢一一＝¶＝一

このキャスクにはキャスクそのも

ス拡散工場建設会祉︵COR￡D

のの冷却および再処理工場て荷

ャスクの蚤駅は鉄道朧気を除いて

一照した輸出許司要綱に従う⑤統

編される︒

で誌ハ颪砦刀湯︑七五年由丁に⁝二野⁝四イ†

ものだと纒摘︒米国は麗有濃縮能

た中で興原子力庁︵AEA︶はこシステムの中では逆討の規模だ︒

万漏に上った︒ユーロディフはベ

されている︒

NL1一〇／一握キャスクは使たしており︑その性能は高く評価

ゼ

ンコストも萎めた予騨に対する発

ルギー︑スペイン︑イタリアおよ

システムとして設

注は七四席茉の二二％から七五難

び欧州共同体︵￡C︶煽盟國と長

ロ・リリース

にはコンプレッサーと隔壁の濃縮

でのこれら融資からの引出し額は

期融資協定を締逸した︒七五隼來

七偬三千葭乃湯︒七五琿十月置は

ウラン騰衡の璽要コンポーネント

聴骨では︑発注はさらに八五・四

フランス政府は第一園の補助金五

も含まれている︒〜九七六無六月

％まで伸び︑建設計画は四人りの

千万湯を払い込んだ︒

し︑同璋末で株憲への供絵蹴は八

IF︶が設立された︒この会祉は
欧州にガス拡散法凝縮ウラン製鷺

力を超える新規受注を受けつけな

のほど・GECの持つナシ葺ナル この鉄道用キャスク・システム

の二〇％を譲り受けて︑胤資比率

・ニュ⁝クリア徴︵NNC︶株式 は﹁翼﹂1 ○／強豪﹂と呼ばれ

いては正武販売契約を締縮してい

範園内で計画通り進展している︒

九・五％を占めた︒また仏罐力公

一︑資本金は七六年三月二十四

濃縮・再処理技術をもつ複数の園

とへの危険性が強調されている︒
ことに北海石佃の予想外の開発で

︻パリ松本駐在鼠︼ユーロディ

る︒七四年には非株網綱の西ドイ

限の穰載騒を確撮するために

一キャスクで四千五落網移以上 嗣済み燃料の安全輸送および鍛穴

原子力発蹴計爾の縮小が検討され

フ株主総金でこのほど一九七五年

ツ︑曙本︑スイスの各ユーザー︑

來の六四％に引上げられた︒これ

のウランを運ぶことができる︒こ
ているおりから︑﹁SGHWRを
計一五％から三五％に引上けた︒
この結果G鷺CのNNC持株比の
率濁は潴圧型炉では使飛糖み燃料
緻を放灘して驚立された技術によ

建設計画順調に推移

度決騨報告欝が発表された︒その

七五無には株主とそれぞれ契約

ユーロディフが決算報告

概要次の遡り︒

一︑ユーロディフは一九七五年

社︵EDF︶と第一工鵜への送躍などによって支えられた︒

〜︑七五鋸五月二十ヨ日にはガ

には薩縮ウラン販売の商業基盤や

この成粟はユーロディフの作業達

それに対する強力な金融茎盤を確

契約にも騒騒した︒

成計麟の適確さ︑国際入札の慣行

立し︑株喪の範圏を拡大し︑ガス

を目的とする︒岡社に対する白鷺

︸︑一九七五無︸月には第一工

第二工場を建設し︑運滋すること
場の計醐能力は九千ゾから一万八

日︑第蝉騒澱の増資で九億千三百

拡散法濃縮ウラン製遺第工工場建

子力庁︵CEA︶二九％︑イラン

毘編はユi窟ディフ五一％︑仏原

七十万場に引上げられた︒七五年

設計画を検討するための子会社を

約蓄による前払い金額は七四年末

宅聾石臼六十万疹と淡めた︒販売契 原子力機関一 ○％︒

隻払われる第一回前払い金額を三

着ゾsWU︵作業分鷲位︶に引十一月士二艮には 九七六年甲に
上げられた︒七騰隼一月現在の経

絡五千三百万藩︒エスカレーショ

済条件での建設蟹兇横りは九牽五

会は︑これらの原子力利用国は︑

経験から︑再び単独技術で進むこ

八年六蕪四百万KWの日工を予定 蛸炉︶への関心を高めている︒

設などの動きを読みとっている︒

キ贈スクに対して原子力規制委員

リア集罵の函二十万KW隅速贈 水炉用使用済み核燃料輸送用大型
SGHWR計醐は一九七七〜タ七

R︶計醐の縮小︵六華四颪万KW建設に反対しないという画論をだ

関する報労・軽水炉の圧力饗器の

一九七窪に従来のガス炉路線から転進︑蒸気発篭水炉︵SGHWR︶の採用を決めた英国で︑
タイムス紙は︑ヒルAHA総鍼が

ヒ月二十日付フィナンシャル・

タイムス紙が報道

炉型問題で
強まる軽水炉導入説
再評価作業
SGHWR計画縮小か

、

壼墓に︶②G鶏Cによる米隅軽 した︒また輸出については敵府も

SGHW円型ウィンブリス原発

L一米ERDA一

丁猛LO3−567−7271

㊥

設立するという盤陀な成果をあげ

た︒

一︑ユーロディフは第一工場一

80年運転目標々こ

原子力鉄客部／集京都中央区銀座1磯3−12銀友ビル

株式会社イ恥団串
株式会社イ野一串東光製作所
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黍
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事

子

十和51年7月29Ei

聞

比較考量4

原安協融

難しい
へだたり埋める研究を
原子力安全研究協盆は七月二士工日︑東京・赤坂の虎の門共済会館で放射線環境間題と一般大気汚
染に関する譜讃とパネル討論の会を開いた︒これは同研究協会の環境出題に関する検討グループ︵座

趨じて︑原子力環麗問題と一般環境問題とは︑その歴史的背暴の細いから基準︑規制︑欝応策が異な

長︒田鵬英三立教大教授︶が四十六年以来研究してきた成果をふ聞えたもの︒この鐵の講演と討論を

夏の大会スケジ
ュール決まる

広翻箭﹁原発・再処理﹂

門平和

﹁むつ・原

﹁む

﹁原発・むつ・核エネ

原子力およひ環境問題の分野て経験総覧なコンサルテ・イング

︐

大手町ビルT巴L（03）279−5441（代）

ミネソタ大学被会学教授D・アブ 動﹂など▽広協大会ーー五︑六﹇口
ラハムソン博士︵騒然翼源係累協

会︶︑EC社会経済委興会P・K
利用と核武装﹂など▽授崎大会i

一七︑八日定盤保市

一七︑八日灘崎南

原水禁︑原水協

・ケリー罐士︑オーストラリア鉄

原水協▽東東大会i七月蕪十一

広騒帯

藁京学士会館▽世界大

霞太田区体幽幽▽團際翁議一八月

一︑二田

会一㎎︑五︑六日

長崎市

つ・原発﹂▽激界大金i八︑九日

ルギー問題偏

原研

原子炉工学専門課
程で硯修生を募集

日本原子力研究所ラジオアイ

ソトープ・原子炉既習所は︑来た

る十月十二日から十二月二十四巳

京で第一回﹁原子炉工学馨門課

程﹂を開設することになり︑研修

大学理工系卒業程腐の学力をも

生を琢織している︒

つ省を戴象に︑原子炉工学の基水

朗知識を講義︑実験︑演習等を通

@ならびにエンジニアリングサービスを提供する

なく︑コスト／利益の計算も袴欝
しなければならなくなっていると
して︑﹁あ象りコンサーバティブ

ー氏︵以上原水禁大会︶︑﹁沈黙

道労組申央執行蚕員丁り・フレーザ

﹁プルトニウム社

受けることで﹁測定士﹂の資格が

▽佐世保大会

原水爆禁止日水協議会と原水爆

に評遷すると翼の利溢を見失う結

果にもなりかねない偏と謹告し

ケシュールが決まった︒それによ

禁止購本国民会議の璽期大会のス

て大切だ﹂と今後の問題を提起し

現在︑放射線取扱い票業駈など

得られることになっている︒

発扁▽沖縄大会1十六︑十七︑十

た︒また・鈴木氏は大気汚染の面

の犯罪に反対する会﹂のR・サク 八︑十九躇那覇市

というものが何にもとついている
にも放射線の考え方を急速に取り

る︒

ソン氏︵原水協大会︶らが来日す

かを十分わきまえる必要があると

で世界大会︑三際会議などを開

票都

適して︑安本氏は門p畠やPPb
が必璽となるが︑原子炉霊任技術

には第︸種作業環境測定士の糠格

﹁オーストラリアのウラン反対運

会﹂﹁反原発運動の国際遡帯﹂

二臼

原氷盤▽国際会議i一八月一︑

は次のとおり︒

三水禁と原水協のスケジュール

ると今無も懲都︑広脇︑長崎など

入れつつある実悔にふれながら︑
﹁とくに将来超こることが予想さ

して︑﹁放射線被曝の線羅と八二

訴えていくとともに︑これに関運

き︑それぞれ世界へ向け核廃絶を

がしきい値のない薩線関係にある

は︑放射線に対する驚え方をとり

れるものをどう扱うかという蠣命

門むつ﹂などの原子力平和利用︑

して原発︑再処理施設︑猿子力三

との仮定にもとづいていることを

入れる必要がある﹂としながら

常に考懲しなければならないしと
指摘︒大塚氏は﹁一般の汚染問題
が示

も︑門

ため︑原子力関係では海外から米

核防条約もとりあげる計画︒この

激騰されたリスク

をみればわかるように︑今までは

のものであって︑生物学的影響な

す数字自体は︑里美や行政のため

らない﹂と掘出した︒

ならがいがある﹂と述べたのに関

わなかったというにがい経験があ
どに適用する鳩台はサーベイ・シ

利益に摩擦し︑不利益に関心を払

る︒このことへの反省が高まって

との批

蓄︑核燃料敗扱主任者︑第一種放

計算にすぎない

い蟻に原簿霜用︒て行く霧ム釜されていなければな

ということばを実感として敏感に

場禽︑

他方︑山墜浅が﹁大気汚染の場

射線取扱主佳暫のうち二業所の選

が強調された︒
判はあってもやはり数寧が必要に

受けとめる人は国民の何パーセン

研究のすすめ

っており︑これを比較風騒することの難しさが播摘された︒しかし両者はかなりの部分にその鶏え方
をとり入れる刺能控を残していることが明らかになり︑今後の
塚益比古の各氏が懸兇を交換した

盆のように︑現実に翼翼が出てい

慶﹂熊取敏之氏︵岡︶︑﹁一般大

一般大気汚染と放射線の影響
なろう﹂と述べた︒一方︑これと

気旧染の環麗規準と規制﹂山本宜

バックグランドの百分の︸に︵放

はこれまで傑守的に

評価すればよいとされてきたが︑

れたリスク

は別の観点から市川氏は

が︑焦点の︸つは田三座擾が提起

は︑前暫が現実に被密を経験して
とは何

計節されたリスク

︸般大衆の教蕎は︑規制にもまし され︑労働大臣の指定する講習を

任届けの出ている煮は試験を免除

した

山県氏は

た︒

るということと︑放射線のように

トいるだろうか︒レベルに対する

正沃︵際生雀︶︑﹁大気汚染陳審
かという闇題︒

るところでそのレベルを切り下げ

おりその 瑠 態 の 改 茜 に 努 力 が 払 わ
の判断基礎﹂鈴本武夫氏︵公衆衛

誹箪さ

れているのに対し︑後者は被署の

生翫︶︑﹁放射線麗境問題と

出規雌を︶切り下げることは恥き

では︑放射線陣密防止法に華拠し
て︑厳愚な測定︑響理を行なって
いるが︑放射線蘭係に新たな規舗

作業環境測定法の法令制定の三図

枠がはめられることについては①
五十葎五月一濤公布され︑五十二

し︑健撰を保持する﹂ため︑昭和

﹁労働蓄の適正な作業三巴を確保

などを驚めた作業環境測定法は︑

度実塑される︒測定士の貨格蟹項

鍛近は放射線防護の衝からだけで

環境測定士で初試験
覇醐規制繁雑化に戸惑い

琿四月簗十醸から施行となる法

R・H・ゲーガン氏は今秋十月任

二巴英多子力アタッシェのG・

バッタリー氏新任

タッシェ交替へ

頭日英原子力ア

ゲーガン無配番

定︒

九月宋︑次回試験は来葎三月の予

なお︑今回の試験結巣の発表は

綱きもある︒

ど同法令の制定慰事を疑閥視する

る薔の妓術盤上にはならない一な

繁雑になるだけで︑婁際に測定す

定が行なわれている③興銀手続が

が不明確②勤行法令でも十分な測

これまで労働安金徳生法では︑

律︒

作業環境の測定義務を規定してい
たが︑﹁測定囁﹂︑﹁測定方法﹂

などには基準がなく︑また︑測定
機関の登録制度もなかったことか
ら︑﹁作業縢境測定法﹂を新しく
制定し︑澗定データの続一化︑構
度向上を図ることになったもの︒

櫨︑二種とあり︑放射線関係は一

岡法が定める﹁測定士﹂には︑

種の範中︒騒音︑粉じんなど環境
公霞測定の制度化が指摘されてお

の法令化に歩調を台わしてその法

り︑放射線測定も︑一般公審測定

制化が園られた︒

新任予憲のバックリィー氏は︑

の予定︒

マンチェスター大学卒業︵物理学

教鞭をとってきたが︑一九四九奪

専攻︶後︑各種工科系大学などで

にUKAEA入りし傑健物理︑生
産管理︑製造各部門を撮墨︒一九

工場原子炉部部蔑に就任︑現在に

六四無からウィンズケール再処理

至る︒六十識︒

ンノ至難7ぴ3

［

計騨されたリスク

発生を未 然 に 防 止 す る た め の 努 力

の各講演が行なわれ︑両暫の棚違

大気汚染し大塚益比磁践︵電発︶

般

いもあって︑基準︑規制︑対策な

がなされているという実悩のちが

点が摘出されると岡時に︑実際問

ゆえの難応の難かしさ

現

どにかなりのへだたりがある◎両

築がある

題に臨回している大気汚染の

へ

者のちがいを明らかにしこれをつ
きつめて行くことによって︑
と︑推定によらざるを得ない放射

榮察など全国五か所で実施され︑

技術者など約二千鶯犠が受験し

原子力施設︑放射性物質取扱い
翼業所などの放射線騒率と放射牲

た︒

づく﹁作業環境測定法﹂の規定に

この試験は労働安眠衛生法に基

物質濃度の測定には︑国家試験に

パスした﹁作業遜境凝滞士﹂の
資格が必藪となり︑その第一回騒

盗酒の

より行なわれたもので︑郊二葉樫

への放乙線の利用という

の資格試験が二十四︑五の醐臼︑

い状況︒男性の五六％が安全性を

に関心の⁝局いことが

中の原子力

なお︑アンケート雪礫者の内訳

認めているのに対し︑女性は安金

をみると︑女性はわずかに五︒七

代︑三十代騒が六〇％近くを占め

鞭

はG︒E︒バックリィー氏が魑任

務を終え帰饗するが︑その後任に
来庫の施行跳からは︑放射線管
理区域などの外部放射線騒率と空
気中の放射性物質濃度を測定する

繍灘鱗

株式会社

工 ス

LTD

CO．

を埋め︑その豊麗影響を

だたり
ゆえの鰐

線影響の

経験がない

客観的に分析︑評懸できないか︑

川龍資︑鈴木武炎︑山県登︵公衆

パネル討論は田島氏を座擬に︑帯

これらの講戯をうけて開かれた

た︒

応の雄かしさが浮きぼりにされ

成聚報告

というのがこの検甜グループのテ
ーマであり︑この田の
会 のネライだじ

パネル 酎 論 に 先 だ っ て ︑ ﹁ 環 境
放駒線の基準と規制﹂市川龍資氏

原子力発電に期待をかけており︑
女性より男性に︑若会席より．﹇同奪

それぞれ四〇％程度を占め︑川洲

明証になっている︒

の二極化傾陶が呂ている︒安全性

％で︑女性の物理科学関係方面へ

性を認める人と恩讐を訴える入が

﹁必嚢﹂の七五％と﹁どちらかと

原子力発電の必要性については

に関してはこのほか︑若黛贋で是

齢纐にその度愈が強い︒

いえば 必 警 の ＝ ％ で 圧 倒 縮 多

六十代でその割合は八○％に達し

職業圃では会社員が七

％で圧倒

十代︑四十代以上の麗は少なく︑
に比べ三二圃は安全性を認める人

鋤

J︑という数字がでている︒

的に多く︑公務羅は八％︑学生は

幡多く︑次いで
門動力扁﹁躍力﹂の九通人︑﹁機

六百十七人で

﹁医綴﹂門医学﹂と答えた人が千

下さい﹂との問いに対しては︑

っているものをできるだけ挙げて

また︑瞥原子力の利用分野で知

増えている︒

が少なく︑逆に不安を訴える人が

ていること︑会社員や商工臨鴬暫

っているほか︑駕齢別では一⁝十

の興味︑関心の溝さを端的に物語

一方︑﹁原子力発電の安金性扁
に対しては︑門安全だと思う﹂が

比率は五〇％を士回っているが・

法は9扁との間いには︑八六％ま 金扁が三〇％で︑安金性を認める

全性を認める人が増え︑五十代︑

習が捲抗︑年齢騒が上がるほど安
た格好になっている︒

﹁原子力発霞は必要だと思いま

つ︒

か﹂などアンケートの設問は七

安全性では﹁不安﹂層も

原発の必要性認める

分析結果が︑世騨環境展︵W鷺 E つ い て ど の よ う に 感 じ て い ま す
雌坙{ 生 麗 性 本 部 ︒ 臼 本 経 済 新

ース入場薔を対象に行なった強弓

聞社主催︶賑本原子力颪某禽議ブ

力発電に関するアンケート調食か

月三十︸臼から六月九日濠での十

ら︑二十二日明らかになった︒五

日聞︑葉東・購海の国際箆本帯会

でが懲石曲による火力発電﹂を挙

門不安﹂とする答えもその強弱を

二五％︑﹁どちらかといえば留

スには灘万六千二葭人が入場した

六万入の見学斎を集め︑原鷹ブー

げ︑発霞方法については大楽が正

別として約三〇％を占め︑安全性

まず︑﹁臼木で最も多い発磁方

が︑環境展参加醐体の一つ霞気藷

しく理解︒また﹁今後力を入れる

場で開いた同環蝿展は︑およそ十

撃払合会が入場蓄にアンケート調

業扁の三蕎十一人︑﹁船舶﹂の二

人じ

い

颪二十八人などの順︒治療や診断

。災

1詳

二細
、ぺ定
1三審〇九火

。

涙
麟

毒

められているが︑蜜金性に関して

罵

数を占め︑必要性は十分認められ

，

すか漏︑﹁原子力発電の安盒性に

△

は十分とは 毒 い 難 い 一 ⁝ ︒ こ ん な

答を衛たもの︒

︵放医研︶︑︻放射線隙撫の危険 衛鑑院︶︑安本正︵放賑研︶︑大
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砂漢と古代文明と石湘に象徴されるイラン︒この国はいま

石油以降

にそなえて長期的な

エネルギー政策の礁立をはかっている︒来爺四月に開かれる陳謝力技術のトランスファーに闘

されることが牽分予想される︒イランとはいったいどういう圏なのだろうかll︒このほど同

する国際会議もその一環といえよう︒これを契機に︑イランとの交流が原子力の分野にも拡大

奈薦︒われわれが他人類ならず感
入間が生きてたどりついたことで

ワインは紀元前二五〇〇隼頃温帯

駅をすることになるが︑いわゆる

た︒さてここで︑このワインの講

の人はものすごい金持で︑研究は

勉強し樒当に詳しい︒もっともこ

るし︑その中で︑β本との際係も

簿えたよりは遥かに明るく︑この

クでセム族あるいはアーリア人樋

西部アジア︑つ豪リイランやイラ

趣味という︒

窒からみたテヘランの夜は私が

あろうか︒

塒間でも美しい夜興であった︒大

により︑発酵による製造方法が考

にも身近だと感ずる︒パスポート

ずる三三の蟹部は︑やはり物理的

質素だが︑よく洗濯︑みがかれて

をチエツクする制服︑星もとは

便飽の繊避えを受けながら夜明け

一つに︑ペルセポリスがある︒ペ

鰻後にやはり見てよかったものの

いくら語してもきりがないが・

いる︒北京の夜風は︑ちょっと蛋

ルセポリスはテヘランの爾約千詩

砂漠の中にある︒当代オリエント

に話しが灘臼いうえに︑非常に穣一伝わり︑さらにローマにより今鐵

に統一された︒その勢力は東方で

イラン系のアケメネス朝ペルシア

掘界は紀額則六世紹後半ペルセス

実時間十二〜十一二階間の後︑イラ

大きくしたようなパンを売りにき

きめが阜く照ったが︑どうもこれ

るものだと懸う︒飲む程にその効

いが︑このワインは試みるに値す

の詩心に一脈懸ずる人鑑への

と覗いてみて︑かなり杏白︑妊甫

多く撮ている︒その内容をちょっ

ンスである︒高い石柱と大きな壁

彌によって全体を構成するが︑そ

の一つ一つの縫や壁の縦緻な彫

いほど濁らかで︑思わず触りたく

刻︑その画はとても石とは思えな

なる︒呵千何万の人がそうしたに

避いない︒あるいは彫刻師がそこ

︐ド

＝騨

璽

薗
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・︒スケジュールの

くるのだが

のホテルに入るQこの隠からチッ えられたといわれている︒そして

び機上の人となった︒ここからは

このアーリア人種の影響がイン

暖かいなと思っているうちに︑賜

クルーより粟客の方が少なく︑ア

プの藩労をすることになるのであ

コンファメーションくらいは当然
すべきものと蕩えていた私は︑終

メリカ人︑イラン人︑日本人の十

に表敬を行なった︒大便は非常⁝OO郊頃フェユキア︑ギリシャに 地方︵湾川沿の地方︶から三つた

の上に置いて︑まず紅イラン大使⁝た︒ヨーロッパへは︑紀元酌一五

屑のシラーズという町の近くの︑

始恥かしい思いをすることとなっ

名程獲︑これで撮算がとれるのだ

て︑あたふたと十七聴発に乗り込

獣調彫蟹騙薫弾

た︒とにもかくにも︑トラベラー

ろうかという程のものであった︒

もって︑出発の田家でセットでき

のヨーロッパ全土へ驚及すること

懸蟷懸献貼騎雛

ァームできた航空券を当摂手にし

ズ・エージェンシーによりコンフ

クトをはじめとして︑経済︑技術

ても心強蓬感じさせるものが並と弩たようである︒そうい︒た

極的な人で︑その後の会談におい

は中宍アジアへ広がると岡聴に︑

ン時間の朝一時四十分︑初めての

がペルセポリス︑ダリウス一撹に

こととなる︒この中心となったの

よって落都を誇ったが︑紀

兀前脳

酒の原顧を飲むことだといえよ

顕方ではギリシャ世界と対決する

テヘランに降り立つ︒かつて︑こ
った︒
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夕食には︑シャトー・シャルダ

世紀アレキサンダー大王の一方遼D

ない︒しかし︑さすがにこの水を

がらワインを飲みつつ詩を詠じた

は旧本とよく似ている︶の由麗に

う︒まあ︑このイランでも︑苗な
飲みながらペルシャ繕理を︑とい

ッシュというペルシャ︒ワインを

心とした腿業が盗んになっている

が穴したものだと思うのはその壮

征によって破壊されたという︒私

利用してこの川の両翻は果実を甲

いのは︑その川の両測の木陰の甲

のであろうハ⁝フーエズ︑フェル

あり︑その水源は約一僧ナ︒磁白

ﾍワインのことはよくわからな ドーシら︑イランの園民的詫人も

うことになり試みることにした︒

たので︑五＋リアル︵一薔曳裂︶

◆
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水とパンと
ン

ようである︒帰り道︑鰺滞搾る箪

る︒まさに︑テヘラン人口︵三十

出したら風囲敷一杯のパンを買う

イ

の窓に裸建の少矩がビスケットを

三万人︶の何分の一かがここに移

ワ

のワインを昧わうというのは︑際

これがイラン美人かと眺めなが

とることができた︒これらの協力
に︑鈴なりのように自家周磁を持

次の田は︑金曜田︒イランの田

動したのではないかと思える程の

大さと岡躇に︑その繊細さのバラ

込み︑川涼みをしていることであ

が話説︑役所・企業では木曜田も

鶴蹟にあたる︵イランでは金曜沼

物

いうことになり︑今回資源エネル

︒

があるように思えるのは︑ひ

感

ギー庁井上審議窟︵私は審議留の

風

意味では︑諌さにこのイラン地方

む︒機は七〜八剛かたの入りで︑

問題の謡禽い中に︑﹁原子力利罵

の下のシルクロードをどれだけの

コンファ茎長ションできなかった

ためて雷うまでもなく︑多くのエ

の協力についてハイ・オフィシャ

ら・二十時四や五分頃にはもう北

ないという始末︒実は︑これでも

﹂といった表瞬が用いら

ネルギー産業分野で活躍されてい

ということが︑後で遇汝わかって

ととなった︒このムードは私も︑

イ後

から﹁澗本通産大匝訪イ前と︑訪

現地大盤館のみならず︑イラン側

協力推進に多大の成果をあげるこ

圏を訪れた日産雀遡商政策局の広瀬定康氏にその印象をご胎齢願った︒

．シルクロー

ドは短かく
空路イランへ
﹁中索な ど は ︑ ま っ た く 他 入 珊

る人にとって典型的なことではな
ル・レベルでの語合いを

れたことなどによって︑ヤ分感じ

いかと⁝︒﹁イやそうではない

だ﹂というのは︑ここで私があら

ゾ﹂という人がおられたとすれ

はテヘランが海抜千二落溺という

﹂と

ば︑先達と先晃の明に頭をさげざ

はめになってしまった︒このパン

いき腿であろうか

興

もので︑水というものに覆する執

歴史の重みまざまざ

織田となり︑一般は週五鷺制を採

当初︑この会議は三月申旬頃に

ペルセポリ

まで蕩えてこの渦らかさを維持し

いたくなる︒

ているのではないだろうか︑と疑

なぜπがそこに︑ある︒

それにしても私にはわからない
二つの
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鞄持ちとして︶が朽かれることに

は︑一応の関心はあったものの︑
行なわれる予定で進められていた

歴史のなぞ

スの疑問
この地方が演じた歴蔓を書えな

い︒また︑興味のある人はテヘラ

がら︑博物館を麗で歩くのも楽し

に窩殿が作られたのであろうか・

その一つはどうしてこの不毛の串

環境が変化している土という甥だ

に何か大きな環境変化があったの

とすれば︑それではこの中分地域

禦だと思っている環麗はそれほ

長綾織張所

るを響ない︒私も今園︑中東の

象ったくの他人璽であった︒そう
が︑イランの卑末が三月ニや田で

甦るか古代の工業技術
分地のためだったようである︒樹

ンのバスタン博物館で土器等の知

ティークへ行くと面白い︒神戸に

識を仕入れた上で︑町の中のアン

娘さんがいるという店主は︑サラ
セン模様の研究の蔵並を漏してい

ど︑変りやすいものなのだろう

だろうか︒それともわれわれが大
う︒そういった中でちょいちょい

蘂
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なった︒

いう一味で︑この華華は︑そんな
三月二十一醸が新隼︵イラン懸一

はなんとも芙逸しく︑臼本へ持っ

下にペルシャ美人を持らせ︑ペル

人と過ごすのも楽しい︒ここのバ

晃かけるのは︑部屋の奥でシャイ

骨

爾肉県倉敷l11水結川崎通

二︑三の国を畠分の閉で晃る象で

人闇が見出きしてきた︑こく当た
三五五蕉︶で休みがあったり︑そ

て煽りたいものの一つであった︒

シャ畜楽の蜜をと想塾しながらの

緊終漣頸麟羅広瀬総噸
っているようだ︶︒テヘラン郊外 福をあらためて思い知らされた気

また︑民心蟹定策の一環として拗

に酩酊させコクリ︑コクリという

ペルシャ︒ワインは︑私を瞬く聞

アな町並みなので楽だった︒いわ

黒を頼りに探すのも︑翻合スクエ

ザールはイラクのもの岡様有志

か︒それともう一つは︑中索の他

があるのだが︑この立派なペルセ

の地域についても共通するところ

︵茶︶を飲みながら商談︑雑談を

ポリスを嬢難した人闇はどこへ行

している光象である︒取扱う商贔
は変わっても︑生馬の灘を抜く商

へ行ったのだろうか︑あるいは技

ったのだろうか︒その技術はどこ

売が何薫隼もの要目じような形で

い︒あの﹁ペルシ∀の南鵬にて一

行なわれているというのは感慨深

ろうか︑わからない︒このような

術というものはそんなものなのだ

人々が︑技術がそのまま順調に維

の第一楽聴が毎の底から聞こえて

ょっと買い物をしてもきびしいか

持︑阪長していたら原子力発電所

くるような気がする︒しかし︑ち

など

かくにも一鞭も早くシルク・ロー

︒とにも

にということ

けひきというもの︑いわゆる撰い

たちどころ

毎月つちかわれてきた﹁生きる﹂

に滲透しているという感じであ

11門商い﹂というものが田常生酒 になると思うのだが
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り露な照臨録だと慰って頂きた
の野臥手側の実務繁多のため次汝

がする︒遥かに毘上げるエルプル

価を顔結しており︑この圏での数

さて土筆日からはウィーク・デ

で︑一部には︑古い建物が残って

野菜︑織物︑土釜︑衣料贔といっ
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い︒

ズ山脈の山々に残雪を理ることが

少ない安いものの一つとなってい

い璽の時期︵六月第一〜二週︶に

の水力・慶業の多星影ダムを冤に

できるので水がどこからくるのか

とスケジュールが遅れて︑結周懸

一月初旬に中東︑とくにイランを 入ってしまった︒さて︑これで川

出かけたが︑ダムはカラージュ川

わかるが︑紺碧の欝空と地上はカ

る︒

今圃のイラン訪問そもそものは

手側とのアポイントメントもとれ

︵奥入瀬川程度︶上流︑ちょうど

サカサで水分らしきものが覧嶺ら

イということになる︒テヘランの

ゆるアラビア数字と︑イラン数字

いるようである︒内部は簿熱く︑

たものから電気製品︑玩興等々︑

ものだ︒

ドをオイル・ロードに拡幅したい
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じまりは︑河本通産大臣が︑今奪

訪問したことに嬬を発している︒
たし︑ということで現地へのフラ

エルブルズ山脈︵反対側はカスピ

入ぴとは︑一般に午後一〜二時頃

を勝曝してある番地を兇︑家並を

いてる申でムンムンとした多少ア

所々入り込む光の中に鱒が沢山浮

の飲物店らしきところに飛込ん

る︒
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海測となりその地域の気僕・風土

荷様のま豪その田が終ってし漆っ

段階に入ったが︑これがなかなか

まで働き︑家で食購をし︑その艇

できた︒︵これは︑後でホテルの

楽しみながら数字を覚えることが

ンモニア興のある人いきれが感じ

で︑セブンアップ︑コカコーラで

でもあるということになるのだろ

おそらく隅から隅まで兇たらなん
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睡眠︑五購頃から蕪た湧動を開始

勘定響きを読むのに大いに役に立

活気あふれた市場にも

生きた﹁商い﹂の伝統

するようだ︒日中開いている露店
もがあるが︑一般的にいうとその

頃からショー・ウィンドのブラ
インドがまた上がっていく︒この
ような町並みを早き選るのは覇地
なのでつらいが︑異なる風俗を覗

を下って行く晴などは︑職歴に

喉を瀾し︑お互に全く霞葉がわか

った︶躍が乾いてくるとそこいら られる︒夏︑米︑小麦紛︑書味料︑

十分な街路樹が覆って田光を遮ぎ

らずに季翼似︑葉身の一階舜︑老

い︒パーレビi通り︵現国王の名︶

きながら歩くのはけっこう楽し

地がよい︒バザールへの通順を地

り︑その下はむしろ濠しくて居心
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