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力

総ヵ戦懸鯛でPRを
エ︑不穏調小猫興近く﹄提言へ
い︑さらにこれ謹で原子刀に川棚
の機会が比較的薄かった社金工や

國目的合慧の形成ーパブリック・アクセプタンス︵P︒A︶をどのようにして求めていけばよいか
が原手力闘発円渇化のだめの喫繋の諜題となっているが︑この問題について検討を進めている総総エ

．ウラン濃縮共岡研究

⁝三論専門家
会議ひらく

：

一
・

だったが︑岡圏の政断交代ほかウ

の︒﹁単期開催﹂が薩州側の希望

原子力委顕ら六名︑わが燈からは

れ醗瞬刻からK・F︒オールダi

の選択1一など︒会議にはそれぞ

なお︑本慰門蜜会議は霊として

出席している︒

︵﹂・フォックス婁員長︶の報告 中村康冶勤獣職階間隔駿ら八名が

ラン鷲源政策に関する特別蚕賛象

の開催も大薦遷れとなっていたが

が遅れだこともあり︑聯門鑑会議

捜術的側噸からの検酎を行なうも

澱顛ウラン艘縮町回研究のため

このほど第一園禽誠閥催が外務雀

国側は藤癖との擾期にわたる協力

の瀞門蒙会議が十一月二十九臼か

樽門籔会議の研究テーマは①濃

協調関係を保つことが羅要との観

コミットするものではないQわが

醗離︑濃縮ウラン躍際瀧給晃通し

縮ウラン薩際痛給の兇通し②藻州

点から典岡研究に騒んでいる︒

ので︑駿州立地の灘離隔堀設躍を

讐についての検討が始まった︒

の天然ウランの利観経籠性の兇恐

東
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原子力本部

で開眼︒

この三門家会議は︑さる︸昨年

ト④蟹金調達⑤第三國からの技術

し⑧灘縮工堀のサイト︑電力コス

との交渉は︑このためのもの︒政

づけられている︒醐際原子力機騨

結ばなければならないことが工務

T下移行に伴う新傑瞳描國協驚を

渠鋸十二月三臼謹でに蛮察のNP

条約により十八か月以内︑つ止り

眠批准欝黒雲が行なわれたが︑同

会で承認︒翻識淡定を経て六月八

NPTは今庫五月二十七俵に圏

する蕎えだ︒

岡協定承認のための条約黙を握出

ほぼ終了︑次期遡常國禽をメドに

と交渉巾だが︑協定内容の酷めも
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バラ隔ではムダがあまりにも多

らの使用済み燃料約二十七ナを搬

3PDR︑BWR︑PW鰐
Rはな
どか
鍵准欝懸濁に先立ち六月幽臼

いるが︑さきごろ行なわれた同機

から木格交渉入りし詰めを急いで

た⁝ため︑次期遠望醐会をメドに

関との協議で門ほぼ了解が得られ

便無涯脇驚承島糧㎜黙件を提出する

これまで交渉の経過によると︑

段どりとなったものσ

営業品翻

ら十二握漁家で四日臨の鵬程で

十一月の田中⁝ホイットラム懸濁

鞠：＝欄讐＝

営脳裂談で三三が拠まっていたも

もようだ︒

P・A問題抜きでは煮えられな

圏楠の違いもあり︑それぞれ三脚

の構えを強調︒こ

逸められているのが寅滴という︒

総力職

のためには︑瞬による握当雀庁を

い︒そうした点でエネ調の場にお

も一様でないが︑ともあれ﹃バラ

ることが購要で︑と竹工に翼傭的

ける凹丁数護﹄は漸糊曲なものと
して浅図︑今後の議めに期待がか

めのヘッドクォ〜ター・システム
づくりを行なうことが必嚢など︑

けられている︒

もようで︑奪㈱十ゾ程度の処理を

塞格趣転は万十鷺班慶からになる

入︑再処理ホット試験を行なう︒

第二次試験は︑これらの窮醜し

フル義兄にもっていく予審◎

籔郊ぐらい汚なった後︑一一薫帰籍

言がかかったがこのぼど完了◎

提讐も打ち出していくこととなる

橘動を体系的にとらえ調整するた

超えた政府べ！スの機構を整乱す

など

のため商民をあげ組繊的な鯉応が

い原子力開発︒海外各國でもわが

心理学の鞠門簸等も結藥して大規

まえ︑このため︑今後のP・A身
動は政府︑地方欝治体︑関係癬
体︑醗力等がそれぞれの皇考を明

確にした体制づくりを法ず行な

i第次論⁝

ていくことを墓末方向とすべきだ

模かっ全体として整愈のとれたス

ものとして夏野されていない㊥P とりまとめの段どりとなった︒

をまとめ︑その申で①今後は醤民闘係機関︑各界獄門蒙による総力戦として強力に推進する②濤璽を

ネルギー調董会原子力部会の発醒・機器小頭瀬瀬︵稲葉嚢⁝︸委暴擾︶は︑撒ければ今月中旬にも報告

岡報告はその中で︑とくにP・

体系的にとらえ調整するための参謀本部づくりが不可欠⁝iなどとしたP・A戦略展開のための叛し

淵源の乏しいわが国こそ︑原子
R活動の対象が必ずしも明確でな
A戦賂に関し﹁これまでの対応が

つれ︑反対違鋤も次第に融化︑こ

力傾鎧開発の途をとることがエネ
く︑内容も総じてわかり甥さを欠

国岡様︑原子力開発の大二丁化に

ルギー安定供給に不司欠とされな
くきらいがある一⁝などから︑努

トラテジーを確立︑その上で各分

がら︑しかし﹁方でそのための国
力の割に呼集のあがっていないと

野の響動を強力︑キメ細かく逢め

炭的野愈がまだ必ずしも十分に簿
いった摺箔が強い︒訴民方が隠題

のような方簾をとるのが最も効果

ウラン試験を開始

で︑①プルトニウム溶液の蒸発齪

蒸発鉱での蒸発哲人試験︑ウラン

か条および議定轡︵十八か条︶で

保瞳聯繋協定は羅文と本文九十八

トム並みとし②澱縣国待遇を盛り

数度にわたる予備交渉で①ユーラ

数箭は核防条約︵NPτ︶芋に たものとなるもようσ協竃恋文は

NPT保障措躍協建 橘旗︑これに補疑取決めが付随し

に提出︑承認へ

次期通常国会

改鷹三分の確認試験を行なうもの

プルトニウム溶液活発餌のパッキ

脱硝試験i一など︑葺内約一か月

動燃・再処理改修工事終えて
勤力炉・核蜘料開発聯業団の東

ング部からの溶液漏れとウラン脱

を費やして実癒する︒その後ツイ

縮試験②脱猶部分ではウラン溶液

海再処理施設は︑トラブルのあっ

硝工程での配籔フランジ部から溶

二月褥めから実施し︑コールドテ

クル全体の錆

おける蛮察適鶏のための撮陳描躍

込む⁝1等汝を内容としたものに

式 会 社

浦電気株

ゐ
釈 芝

い提書を打ち出す奪えだ︒

られていないといったことから︑
で︑籔金投入にもムダがある︑と

的かーー稲葉小委は︑さきごろ欧

方について検謝を璽ねているが︑

バラバラだった扁ことの笈雀を踏

各計画は立地難に磁幽しているの
いうのが闘題の焦点︒

体︑胆力などによる多彩な展闘が

一体︑どのような傭制下で︑ど

が現状だ︒倉悪とりつけのための

試みられているものの︑いずれも
米閥か国を対象に行なった調査の

斗酒動はすでに︑政府︑地方二二

⑭反対運鋤の態様に応じた対症療

で④各セクターの活動内容は全体
ほぼ甚本線も圏まり︑近く報篤憲

法的︑後遙い的なP鶏になりがち 結郎等ペースに︑わが国でのあり

として艶含性がとれシステム醜な

た脱硝部分と胸騒部分の孚慮し改

の運鮨を簿止︑パッキングの鞭蓬

液漏れが蟻じ︑このためプラント

ストを終了する︒それらの結果が

二次総含試験を来奪
次ウラン試験を開始した︒

えなど寧薩し毒言工類を行なって

協定軍馬について麟際原子力機関

が簿られていることもあり︑この

することなどすでに鍵騒的な了解

ため協議は個汝旛設の董察業務騒

など定める補足取決めを中心に︑

基準づくりなどが焦点となった︒

詑録や報告の制度化︑そのための

六施設の糞察欝欝墨など澱めを懲㎜

は同補黒取決めにいう︑各論一個

⁝

認原子力発躍設備一式（原子炉、核燃糾、タービン、総懸機）
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一人ひとり放射線管理拳鰻が俘成され、チータはコンビ晶一タで厳麗に管理される

造を終え︑十一屋嵩十三から第二

第一次ウラン試験は昨隼九周か

よければ︑同奪七月中旬をメドに

機︑運転を再開

福島第三三号

発刊の開発ペース︒
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いた︒工噛は万金を期したため時

一翼叢叢＝

集瀕三号機の魁業趣転開始は今

毫葦蓬翼一

二方郡美原晦

発蹴藤三腎機に次ぐもの︒これで

篁帯月の東票磁力福島第︸原子力

関繭鱈力が黒藻繋

璽機と並び建設中だった同轍轡機

一万六千わ
Kが園の原子力発明は十三墨・総

の圃篭穂懸康子力発田所ζ⁝〜

︵PWR︑出力八十

への
藁斌電力の福島第㎜激回議野機

独冑斑察

﹁ユ⁝ラトム並み査察﹂に対する

力で解鱒しているといわれてお
︵BWR︑出力七十八万四千努K

疑問等も政府の
纏糖度来奥績六・六％から七←二

ーターの運絡線接続部ボルトのゆ

W︶は︑隙子炉再循環系ポンプモ り政府はこれらから︑体羨までに

るみ故鱒で十一月二十騰繕から運

観桜自身︑染浜三穆機の運開は

％へと看聖の上議となった︒

なり︑総蹴源設備に占める比率は

W︶が︑〜丁年後三輪半から當業 設備答懸七藤四＋二万八千KWと
運転を開始︑戦列入りした︒

美浜三勝機は昭和四十七鍍謡月
に隙子炉設躍許碧を受け︑周七月

響機につづく五機眠︒これで岡社

美浜一︑二弩機および澗浜〜︑二

から趣工︑昨銀十二月の燃籾裟偽

界︑二月十九田から瀬送磁中だっ

を縫て今年一月二十八日に初期臨

定づくりを終える方針だ︒

戦鎌瀬のための新しい係隔描躍協

子力機織と再燃協議︑Np雫難

ぎ︑耀ければ架習攣汝にも国際原

転を峰止していたが︑このほど膨

から超転再開となった︒

懸

第2次ウラン試験に入った璽

復︑十一月二十九日午前ナ〜蒔半
⁝万八千KW︑電源設備全体に占

の原子力発話は設備襟腰三審

める原子力の比率は︸八難となっ

劇震は線∫力発電フラン1・の建設・保へ」時にお壱ナる放射線作業者の衣全管理を、放射線管

理憩長の統遭及により雛進してい謹す。また山山丁激の改善等による被曝低減封策にも
努めるとin塒に、全｛〆薩溜）被曝日脚コノビュータ処王甲により記録し、目附線蟻につい
ては法量準を1分卜回るよう、厳戴な管flllを行っております。

轡

再処理施鍛
一十

たが︑経過が順調で通学儀による

た︒九電力でトップを切る原子力

使聖書検査にも愈格︑この臼から

八颪二十億円︒

営業運転開始となった︒総工籔は

《原子力発電所作業員の放射線管理》
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ら実施していたが︑岡年十一月︑
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原子力発鵬所や関蓮する研究旛設
る﹂との結論が得られるなど︑科

よる被曝は自然被曝を大きく下回

がとり家とめられ︑﹁試験処分に

などからの 低 レ ベ ル 放 獅 性 廃 棄 物

ゴーサインがすでに臨されてい

学的禦前罫価からは処分謝懸への

大な麗に難 ず る と 予 測 さ れ て い る

に対癒し︑①昭和五十三黛腱頃か

る︒

ら低レベル 放 射 性 圃 体 廃 棄 物 お よ
そ四百捜を太平洋に何圓かに分け

産業界︑金漁運は九月から大日氷

海洋汚染防止に取り囲んでいる水

こうした動きに対し海を守り︑

海洋の追加調整等の騨懸検討を行

て処分し②試験投棄の結累および

ない③次の段階として予定の本格

からの正式な説明を受けないま濠

応策の検討を開始︒十月には政府

処分に傭えるliというもの︒す 水薩会を窓口に︑この翫画への対
でに︑政府の委託を受けて実際の

で一絡

とりまとめていたが︑このほど︑

﹁基本的には反対﹂との蕩え方を

冤闘きしている段階

処命活動等を行なう財団法人門原
子力環境整備センター﹂も発尾︑
十月には昭和四十七年から四十九
無にかけて水産庁︑環境庁︑海上

討していくことになったρすで

説明を受けたうえで再度態魔を検

政麿からこの謝画の詳細について

平洋上の処分候補海城の源洋調

保安庁など関係雀庁が行なった太

蕊︑こうしたデ⁝タにもとづいた
に十一月上旬には伊原原子力蜜全

西独から璽水69㌧が到藩した建殴中の「ふげん」

一

刊
国にとって必然の流れ

原子力の妻入がわが

核エネルギ⁝の恨源はどこにあり

ている︒今回発行された上巻は︑

をもつ読暫を想定して濠とめられ

を解説した﹁核分裂炉﹂︑プラズ

サイクルにおける物闘の変化など

1を取りだす機構と炉型︑核燃料

った﹁核融愈偏︑放射線の許容

マ物理︑トカマク方式などを扱

最後に原麦会長墨差広巳浅が︑

科学技術庁原子力安全局はこの
ほど︑昭相五十一庫展放射線取扱
霊任省試験の合格薔︑第一種八百
五名︑第二種目角買二十六名の舎
計二千困百四十一名を発雲した︒

今日の試験は︑八月二＋五一一二

七田の三臼間︑仙台︑集京︑大

一種は二十〜圓昌︑第二種は十八

阪︑福岡の四会場で実馳され︑第

二目に影たるもの︒

受験嶺込み番数の総計一万千二

箇理︑瑠故とその対策︑翻倒除

玄︑放鮒性廃棄物響理などをとり

成︒とくに社余勢にも麗大な蘭心

と線源②癌治療のための速中性子

の応嗣で︑①速申性子玉穂癬施設

薮・R・ウィサーズ博士︵来アン

︵来コロンビア大学︶の特別讃演

ダーソン病院︶とE・ホール教授

⑤速中性子線の臨床経験について

第二臼欝の加速器の診断︑核医

各講師から講演がある︒

生産②加速器による生麓核種の診

学への応用では︑①診断灘R工の

断利絹③粒子線の診断と将来への

利用と︑午後からは病院内設躍を

た加速羅科学への要望②圏内の各

考慮した加速器で︑①医学的にみ

種加速器の医学利用計画③病院内

射射

照照

◇設計、製國は自動設計笠雲システムを採用しています。

㊤

舶一 醜

羅長

ぬハユ

東甲東阪

ほ

継溜密広

ロ

4大 岡
略︵本
お11熊福

輯盟

難

◇配管系の解析は、独自に開発したプログラムによつで安全、経済幌を
考毒し適切な設計条件を設定します。

で行っています。

紙

である以上・できるだ

線が物賢の巾を遡過する際にどの

どのようにして劣まれるか︑放射

力を求めて一をテーマに︑いかに

田本以上にエネルギーの将来を心

﹁日本のエネルギー政策と原子力

颪瓢十六人︵うち第一種脳千八百

設麗加速器のプロポーザル④その

行なわれる︒

将来について講演とパネル討論が

安全性研究で

成果報告会

験託

試委

◇原子力発電駈向けに最薪の規程、規格に準拠し、製修は厳正なQA下

は不可能⁝⁝などの観点から水産
：

け多くの入びとに原子力について

紹介

正しい知識を与えることは急務で

に対し﹁要望愚漏を提幽︒ただ単

に安心であるという﹁科学的論

ある︒原子力の盤は少なくないが

を感じる読暫魑もあ

題して講幽した︒岡氏はその申

して︑圏罠全体の合意︑とくに地

三二人が出鯖︑二つの認念講演と

配し︑墨銀計画をたてているが︑

閣発﹂と題して講演︑将来の日本

十三人︶は︑前團よりやや少なか

人︶とこれま

＝

原研がπ日︑全共連で

日本原子力研究所は十二月十七

田午後一時楽から魁傑・平河町の

子力安全性砺究成粟報告会﹂を聞

全共運ビル大会識窯で第四回﹁原

報告会は原研が行なっている各

く︒

掻六千九齎八f 糧安全性研究に関し昨年一塁闇の

管系麦持装置、 油圧防撮器

庁︑科技庁︑環塊庁など閲係三遍

拠﹂を提添するだけでなく︑こう

正確な知識を与えるものは大部に

麗︑測定︑内︒外部被曝︑放鮒線

るような﹁儒頼関係﹂を樹立する

融難距議
原子力工

した結論を漁民が十分受け入れう

すぎ一般の読蕎にむかないきらい

ふまえたうえで漁業関係蕎として
とともに︑さらに処分による漁価

細説明金を箏定︑こうした説明を

の正式態度を固めていく蕎え︒

いたりなさ

があり︑平壌な瞥襲繍には

あげた﹁防射線の防謹扁の四醗梅

の低落などをも含めた祇会的︑経

@学概論・上

濟的な側醐からの検討を徹慧させ

く

全漁連ではこれまで︑政層説明

が甥せられている放射線とその瞳

を受ける以酌の段階の十月に大饅

ようなふる諾いを食じるかなどを

ジをさいて詳述している︒︵培風

憲防止については︑かなりのペー

末欝は︑こうした難をのぞくた

る︒

とりあげた﹁核エネルギーと放射

伯閥︑A5版㎜搾︑千八百円︶

ることが必要︑などの考え方を表

線輪︑核分裂遼鎖反応のしくみと

本水薩翁を通じ①原子力船﹁む

炉心特性︑炉心の構成︑エネルギ

明していることから︑こうした

学生程度の一般物理・科学の知識

の面への対応 めに企画されたもので︑理工系大

つ﹂の放射線漏れ窮件︑佐里保港
ソフト︒ウェア

幽遠器とくに中性子線の癌治療へ

が今後の進展のカギ沸握る慶事と

﹁むつ﹂母港化反対運動等に典型

の必要性を浮きぼりにした︒

的にみられるように︑安金性確保

武田衡源エネルギー庁審議嘗︑柴

長は政膚説明会で門漁業蓄の了解

なりそう︒これに魁し憐原安金局

を量るまで処分は実施しない﹂と

について非常な不僑照が存啓して

る海洋処分珊蘭調董繕果が十分に

②昭和四十七年から行なわれてい

原子力発醗所所在市町柑協議会会
長︵敦賀甫長︶︑原田建浜町擾︑

で︑エネルギー禦憾の危機感を将

域住罠の理解を得て原子ヵ開発を

周無を迎え︑その認念会議をさる

パネル酎論会が行なわれた︒まず

石縮代替エネルギーの開発にして

経済のビジョンとの係わりからエ

ったか︑箕際の受験蕎数は蘭回よ

樋三千七百⁝一

り眠人増の八千八百七十八人︵う
ち第

いかわらず厳しく︑第一樋で

での最筒を記録した︒食格率はあ

・七％︑第二種で黒一・六％とな

今團の台格者のうち︑最年長煮

っている︒

は第二揮の六十歳の千藥県環境捜
術センター勤務蓄︑鍛年少者は第
二橿の十八歳の福岡工業高校三無

扱輩任毯は︑第

般

成渠を中心にその現状︑問題点な

どを報告︑今後の研究推進で

田蕎翻理壌長の挨拶の後︑森騰異

の理解を求めようというもの︒村

好︑軍野見明︑石川豪渓︑今井和

夫各氏による燃料︑騒故蒔再冠

価に関する研究発表と︑仏サクレ

水hNSRRおよび環魔放射能評

伊劉

おり︑これを一委する必要がある

田察大原子炉爽験所長︑央部金国

線③粒子線治療の生物学的墨礎④

こうした問題に前向きに取り組む

嚢鰻工取

来にわだって購ホと世界を比較し

円滑に推進していくかについて︑

十一月二十五田︑大阪科挙技術セ

彫金式では伊藤関原生仏員長の挨

も計装通り進まない︑などをあ

ネルギー間題を捉え︑今後︑完全

以蘭いわれた﹁露水はジョニ黒

科技庁

放射線取扱試験
の合格者を発表

憲廟を表明しており︑今後の三農

鈴木関蹴弊社擬︑柴田一

ながらのべ︑とくにその留暴とし

行敵︑学騨︑地方宙治体︑電力︑

の襲撃が注圏されている︒

知らされておらず︑これが不繕感
魍増魑している③もし処分に

締役が参加︑﹁地域における原子

て①一九八五奪から九〇薙には石

メーカーそれぞれの立場から論議

力開発の描造﹂i倥属の理解と協

油の生塵は頭打ちないしは下って

ンター内で聞催した︒関原懇が関

拶についで薗田科学技術庁長窟︑

げ︑今後はさらに各麟のコンセン

事理の継持︑社会禰祉の充実を國

のCANDU炉で手一杯なだめ社
輸より︑動燃に霞水売りこみで商

なみの髄格偏はジョニ黒がわが圏

のため取り扱

皇軍︑第二種一万二千七百五十八
名と合計一万九千七百四十六名と

利用でシンポ
九︑十日︑放医研て

≡…糊㌧キ橡露癖祉

財団法人放射線照射振興協会

を
より安金が失なわれた堀合︑回収

住民の合意求あて

今日に憂っている︒

羅響二十周年記念会議
日本原子力繊麗会議関顯原子力

西地区の産業界︑学界の総慧で雛

橋嵐通産衡資源エネルギー庁長

サスを得ながら原子力をはじめと

るには︑六％の経済成長が必要で

がかわされだ︒

足したのが屡説三十一庫十二月︑

蜜︑葎原曲経連会長︑佐伯大阪商

するエネルギー開発を進める必要

蜀罠の66念会議には引臼から約 くる②※濁をはじめ欧州各国とも

わが園原子力開発の翻調製であっ

工会議所会頭の来航祝辞があった

懇談会︵關原懇︶が今年劉立二十

たが︑以来海外偶報の二二︑一般

あることを実薮陰に分析し︑エネ
ルギー調費蝉性懲︑内外エネルギ

があるとのべた︒

ー開発促進婁孔会委鐙長稲葉秀ゑ

談があり︑今鐸愛から翼依的なツ

関税引き下げのためむしろ安くな

ー供給瓢悩のなかから康子力開発

幽するほど余裕がなく︑一方︑米

メを行なっていた︒このほど︑

説委員の瑚会で山野原爆力局長︑

パネル討論では︑堤日経科学論

のち︑社会経済國民会議エネルギ

業の爾成強化などを中心に閲麺︑

氏が﹁原子力開発と地域開発﹂と

への原子力知識の普及︑原子力塵

西藍本地域で酒発な濡動を続けて

井興敷盤市で建設を噛めている

國はツバンナリバー璽水工鵬の規

含め約説十五懸円で話が濠とま

概騨ベースで藤六十ナ︑輸送籔を

動力炉・核燃料開発纂業団が福

新型転換炉﹁ふげん﹂鋼減速樗の

換縮小で大毒にはないなどの理由

液体

進み︑五十二奪度末臨界をメド

心への注入は五十二無來〜録画嵩

加速器の医学

一月宋現在で総盆進捗率八九％と なった︒

親筏︑﹁ふげん﹂の建設は︑十

いは慣窮だ︒

して陶繊な

ランデ1﹂に匹敵するなど依然と 生︒今園の舎格蓄を填め放射線取

ったことから︑いまでは﹁趨級ブ

二臼朝西独から薄着したQドラム から︑雨圏からの購入を断念︒ち

り︑搬入となった︒

西独から購入した69トン

﹁ふげん﹂用重水が到着

ょうどその頃︑西独が墾水正路擦

璽水酉六十踏のうち六十九漣が︑

缶三蔚十五本に詰められた墨水
は︑コンテナー船に荷積みされ︑

約︸か月前西独を綴航︑十一月三
十爲夜藥母港に憂事︑陸揚げされ
たあと大型トラック五台で現地ま

に︑本格的な据付け調整などを行
を軽水炉路線に変更したため︑一

サバンナリバー工場で生産された

で陸上輸送されたもの︒今回︑西
独から到鎖した翻は﹁ふげん﹂に

九七四隼に閉鎖した二ーダーライ

西独KKN炉からの聖水も米国なっている︒搬入された璽水の炉
必要な璽水翻六十鏑のうち︑第一

；研究所原子力安全廓長P︒タン

年初めの予定︒虫歯では今後︑運

放窮線鷹取総含研究筋は︑九︑

ッヒバッハKKN︵出力十万K
ものでやや 申古品 ではある
一ジは来無一月入荷の予定︒

W︑璽水減速︑炭酸ガス冷却︶炉 が︑KK蕪が﹁生まれるや否や閉 転に伴う若干の産山補給や取り醤

回囲輸入分の六十九ゾ︒残り九十

スにおける安全性研究の現状﹂が

ギー博士による特別講演﹁フラン
を再生無窓できる樋設も

えは米商からと癒えており︑

＋田の爾爲︑同所講篁で加速器の
鎖﹂でほとんど運転していないこ

劣

の懲水が不必要となったことから

ンポジウムを關くQ第︸垂込は︑ 謝麟されている︒

医学利用と題した第八圓放鷹研シ

﹁ふげん﹂爾璽水は︑妾初カナ

謝画中といわれる︒

化無水
となどから︑

で安い

センター︵GFK︶とジーメンス買物といわれる︒

閥炉所有のカールスルーエ原子力

新華語様
うことであったが︑カナダが良国

ダあるいは来圏から購入するとい

営鑑所

本社
工場
札幌・仙台・名吉墾・大

苧370−12

日本原子力研究炉内
0273−46−1639
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放射線照射の利用
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聞

った︒

しい論争となって非常に興昧深か
しかし︑いまや石癌の現突的な

給を続けることも可能であろう︒

が︑これもまた翼体的な闘雛利用

欧州ともに石炭に注昌が簗まった

計画が検討されるに及んで︑昌々

から参加して︑わが国のエネルギ

供給鍛は︑産癌鯉自身の利魯計轟

の困難性は︑①大規模開発に伴う

石炭の再開発︑再利編について

の困難性が現われてきているQ

して︑石撫消蟹圏としては︑それ

って庚走されようとしている︒そ

をベースとする別個の方程筑によ

臨ちにパリに引き返えし︑十七瞬

第二は0鷺CDの国際エネルギ ー供給闇題について説明した︒
この会同は︑時聞を十分にと
り︑しかも相詣な麗の統計やデー

アの代表と並んで隠蟹し︑﹁日本

﹁危険﹂と翻訳するよりも︑﹁溝

いろ鳶職な闇題はあっても︑結局

から原子力に重りつつあり︑いろ

は原畢力の闘発利蘭を抵進ずる以

外にはない︑という生え方に傾い

このことは決して石炭を放翼す

てきているように態われる︒

が上鐸すればそれだけ供給も繕加

発利絹も進めるが︑やはり霊力は

るということではなく︑石炭の開

的に上興していくだろうが︑価格

である︒

するという保証はどこにもないの

う︑と説明したとき︑たち謹ち出

ただけであって︑政党ぐるみ︑労

なり︑過激派の及対遼動が激化し

ても︑それはわが国の実偶とは異

Ψ

内谷見本呈

ー機閲︵王EA︶が今園はじめて
設けた作業部会︵≦gズ広げ︒℃︶

対策︑とくに憂規制強化との

開発コストの上書②大気汚染防止

である︒IEA知盟署國の民聞のタを使って進められたので︑内容

で開かれた︒

ような決め孚を持ち論わせていな

エネルギー馨門家十八名によって

を心慮に規鰍あるいは修正しうる

構成され︑今回のテ⁝マは﹁エネ

り葎在しないこと⁝1などだ︒

ついて蔦蔓な解決方法が蓋し当た

た︒

今圃のテーマは君癌癒格の盛

なお︑米國桑門国際大会では・

的に非常に莞疑したものであっ

期的瓦塀﹂であったが︑産演国の
ルギー琴平問題偏で︑十一月十五

激しく変動する世界樋勢︒その影響はエネルギー︑康子力問題であっても例外たりえず︑い

議嗅脳の政櫃交代がこれに抽灘をかけている︒こうした変革の聴期において世界のエネルギ
代表が﹁石趨緬格は代醤エネルギ

このような状態を︑ある義犠な

トレード・オフ関係③輸送闇題に

ー︑原子力慨勢の現状を的確にとらえておくことは今後わが国の原子力開発を円滑に進めてい

1の隈界開灘コストと同一水雌に 臼から十九田まで五日間︑OEC私は＋一月目六B午前の﹁エネル

いのである︒

ー團際書議に畠鮎され﹁世界の現状﹂をつぶさに菟闇してこられたエネルギー経済研究所所獲

くうえで不燃欠の問題だ︒そこで今鰹は︑十一月中旬︑来国と欧州で關かれた三つのエネルギ

ば欝議会あるいは騨門主綴会のよ

のエネルギー鯛給の展望と原子力

︵R工SKY︶状態と表現した︒そして︑騒近はまた振峯は石炭

石癌轡門の経済学暫は﹁危険な扁

力を含むエネルギー全般に及び︑
うなもので︑幽庸轡がそれぞれ一

であろう︒石縮価格は今後も継統

氷を踏む思い﹂といった方が適切

ル討論金に︑米国︑英国︑イタリ

ギ⁝供給と原子力恥に閲するパネ

六時間にわたって大論戦が繰りひ

の役麗扁について報鎖した後︑賢

この作業部会は︑呂本流にいえ

D会議整で開かれた︒

界番国のエネルギー碑門家七十五

疑応分を行なった︒

英語のリスキイという㎜謬葉は︑

名によって構成され︑今圓の窮一

論を術なう形式︒私はワシントン

時闇程塵の説明をし︑その後で討

なり疲労困ばいした次第である︒

聯門蒙だけのフリーな議論の堀で

ろげられた︒とくに︑エネルギ⁝

う主張をしたために︑議論は原子

まで引き上げられるべきだ﹂とい

⁝
圃総会は㎎十五名が墾加して十一

しかし︑無理をしただけのこと

しかし︑今園の印象では︑撹騨

た︒

月十三日にオックスフォード大学

て︑なんとかエネルギー問題の璽

ダーシップの再確立を中軸とし

稔り多いものであっだ︒数多くの

めに︑今後とも石藺輸入が繕撫し

っと深刻な予想をしているようで ルギー講絵見通しについて説明

のエネルギー響門寡の多くは︑も

派の勝利に終って︑反対遡動は隙

し︑原子力︑LNG︑石災など代た素望投票も︑すべて原子力擢進

された麗間は・それだけの石階輸

幸い︑※国では各州で行なわれ

襲性を醐罠全般が理解するように

醤エネルギ⁝の計画遅延によりわ

原子力になるという悪味である︒

しないと︑わが騒の前途は危険に

ある︒その理由は︑資源羅あるい

私が一九八五年のわが國のエネ

ギー総供給醗に蕗める輸入石演の

続ける晃通しであり︑一次エネル

満ちたものとなってしまうのでは

が國の石縮輸入騒は現蕉の野墓近

成長率を維持しょうとしているた

はあって︑こんどの撮彊はかなり

の堀において愈見を交換すること

国際的なエネルギー脚門鑑と懸隔

会議の印象

．

曽あるために︑爾に衣を魑せない激 の原藤大金での仕薯が終ってから

の生圏麗朗氏をわずらわし︑その印猿等についてこ執筆卒一隔った︒

充実した
⁝国際会議
・：⁝・：・・ はじめに・

十一月十 日 か ら 二 十 二 購 ま で 十

石油供給
：

に不安感
比率は︑この家ま推移すれば十琿

は謝要羅と魔独国の翼翼・輸出政

後においても七〇％という爾螂か

ないだろうか︒

さて︑これら三つの国際会議お

入が確保されなかったらどうなる

るわけではない︒私の観測では︑

組ぐるみの反対運動に発展してい

おそらく欧米ではこれから第二次

か︑ということだった︒それに対

原子力ブームが訪れるのではない

して私は︑エネルギーが供給薗の

スト・プッシュ型のインフレとな

ホトル・ネックになって経済はコ

かと思われる︒

発利用︑とくに原子力発電が全く

それに対し︑わが國の原二審開

り︑それに対して禰要抑制政策が

ンの状態に移行し︑経済成長率が

とられる結果︑スタグフレーショ

からみれば理解しがたいことのよ

郷馴しているのは︑去来諸国の眼

書物はほとんど見舞らない。本1裏｝はこれらについて，この分
書物はほとんど見舞らない、

＝＝

とに記述したもので，原子：
とに記述したもので，原子力工学を専攻する学生や技術名ば
かりでなく，関連する化学，金属ユニ学などの学生，技術者に
かりでなく，関連する化学，

ができたし・ワシントンでは漂産

大会出席以外の僅かな時間を利罵

やブルッキングス研究駈︵次のカ

して遮邦エネルギー庁︵FEA︶

ーター政権では政策淡定に璽麗な

でも反対越動が激化したとはいっ

を越したとみられているし︑欧州
第二は︑石油供紬の今後の流通

くまで楢大せざるをえないだろ

ら下らないことになってしまうで

策とが︑もはや無閲係に決定され

よび会議以外での懇談を通じてま

﹁原子力が再浮上﹂
深まる危機威のなかで
細羅謙断生田豊朗
いうことである︒

るような煩商になってきていると

下落してエネルギーの躍給がバラ

のような趨勢を冷縫に受けとめ︑

うである︒わが国の為政管は︑こ

ンスするだろう︑と賜えておいた
が︑これは経済政策の運算として

それにもかかわらず，凝着：
それにもかかわらず，凝着からのウラ／やトリウムなどの褒

ご幽間︑か な り 忙 が し い 臼 程 で 欧
州と米翻へ 出 張 し た ︒ 出 張 の 霞 的
は︑エネル ギ ー 開 係 の 三 つ の 国 際
会議に鵬燃するためである︒

役劇を集たすものと予想されてい

三つの国 際 会 議 の 中 心 は ︑ 来 團
原子力塵簗 会 議 の 国 際 大 会 に 出 席

まず︑欧州での二つの籔際会議

まとめてみたい︒

らを選じて得だ印象と感想をとり

し合うことができた︒以下︑それ

る︶を読慰し︑旧知の人たちと詣

して︑田本 代 表 と し て パ ネ ル 討 論
会に霧舶することであり︑このス

ケジュール だ け は 単 年 ほ ど 罰 か ら
決まってい た ︒ と こ ろ が ︑ そ の 後

開催が決定し︑出席を嬰講され
であるが・それは次のようなもの

になって︑ 他 に 一 ろ の 国 際 金 綴 の

た︒しかも︑双方とも日本からは

ず第一に強い印象を受けたのは︑

しについての不蟹感が想慷以上に

蟹源蟹と鰯影響とのバランスか

強いことである︒

らいうならば︑石油の供給はまだ

あろう︒これは︑後述のような石

石油供給の将来についてのこれ

油供給の不窪人性から響えれば︑

までの定説は︑一九九〇聖代のい

は極めてまずいものといわなけれ

最後に︑わが国の寝藁力勝罐に

沈愚再響すべきであると患う︒

明瞭な形で提承されるであろうか

錬，原チ轡料の襲曲加工，物駄などが 貫して書かれている
錬，原チ轡料の襲曲加工，1

113来京都文京［ぎ本郷7−34

とっても三三義であろう。

業
産

力
第一は・英国のオックスフォー

である︒

ド大学が中心になってこのたび設

すると日本 か ら は 羅 も 謬 託 し な い

私が唯一人 の 出 席 暫 で あ り ︑ 欠 席

ことになってしまうので︑結局︑

ネルギー政策クラブ﹂

立された﹁オックスフォード・エ

非常に危険なことであるのに︑濱

田の二次回収まで計算に入れれ

嶺分の間は＋分に期待しうる︒亀

︵O×ho− 今後のエネルギー問題についての

ことにしたが︑その紬粟︑欧州一

塞自身はそれを︸向に感じていな

薩の限界点が現われ︑それ以後は

ずれかの時点に︑産土国の石縮増

ばならないのである︒

ら︑このような米国の蜜全保瞳政

野の権威である著者が東大における1一数年の購義の内容をも
野の権威である著者が東大

しかしこの種の入門轡は殆んど見あたらず，ここにこの分野
の新巡気鋭の＿入の工学者によって本爵が公刊されることは
時篭を得たものと思われる。本轡の内容は大学慌，四年を対
象としているが，基礎的知識を必硬とする鎌継・研究研の技
術者にとっても有臆なものとなろう。

原f力工学における原イ燃判工業の「琶嬰性は鞍っをまたない。
原f力工学における原イ燐

原子力工学における原子炉構造工 yの垂要ドiは近臼ますます
認織され始めてきた。すなわち原ず炉の設1，｝及び安全評しに関
して構造の問題はその士台であり，中心的位離を占めている．

料

燃

炉

鵜原 子
回原
子

￥2§OO

菅野門門
菅野門門

口］原子炉構造工学
営 健三・矢川元基
￥2500

A5判・平均230頁・上製力・
A5判・平均230頁・上製カバー装／価￥250G〜￥2800

孟

ヨ穫をやり く り し て 全 部 出 庫 す る

である︒OP猛C産瘤国を含む世強いことである︒これは︑わが国

危機感が︑予想以上に深く︑かつ
i来翻i欧州と大西洋を一一回も 冠鳥潤緊①婦αq蟹℃9一〇驚6一gび︶

いようにみえる︒金く理解しがた

渡る破陰に な り ︑ 正 鎌 な と こ ろ か

いことだ︑というわけである︒

ば︑今後の購要繕崩を湾えても︑

以外のすべての圏において同様で

こうした拙判に対し︑私が﹁例 石癌供絵は横遷い︑ないしは減少

あり︑それに比してわが燭の国内
におけるエネルギー問題の受けと

とって嶺面の大きな単券は︑カー

ャンペーンの間に打ち幽され︑ま

たフォード大統領によって大統領

ター次期米大統領によって選雛キ

齊明という形で公義された米国の

えても︑政策醜な代襲性は乏しい

結局︑残るものは石炭と原子力

と蓄えなくてはならない︒

である︒そして︑この両替のプラ

核不拡敬の新政策である︒

すなわち︑石油危機の薩後には

策とわが国の核燃料サイクル確立

するカーター政櫃によって︑より

これはおそらく来年一月に発題

イオリティの間には︑一種の﹁振
子還動﹂のようなものがあると懸

原子力が注頃を浴び︑原子力発認

政策とをどのような形で調秘させ

われる︒

されたが︑安全牲の闇題などいろ

を中心としてその開発利用が推選

ていくか︑原子力政策はこの襖雑

らず︑そのため︑今後ともより業

にして園難な問題と取紹まねぽな

いろの探題が出撃し︑計醸の実施

そこで原子力に代って石炭が兇

はスロー・ダウンした︒

古れ・こ三鶴ほど簗磁・碗藁断な星羅が暴れる・

・磁・㌔

エ蛍シ畢幅ズ

全紛巻

婆原子炉化学
囚放射線計測概論
薗核融合とプラズマの制御
囹放射線化学
国照射損傷
回原子カプラントの構造設計
回原子力熱工学
圃原子炉の理論と設計

編集代袈コ関日晃

⑯巻渥脇悪

縛原1

生顕氏

◆

箏
，
，

（4）

第854号
（第三三翻郵便物認葡

新

子
原

昭和51年12月2日

第855号一
昭秘51年12月9日
毎週木畷iヨ発行

購医料三年分前金450◎円

1部lOO円（送料共）

撃

慰し国際社金の一鶴として適切に
対処しつつ︑﹁わが鰹に適した核

〃

ぴ

「ρ

ム

たことは︑今後の原子力開発を円

子力開発に対する圃民の不安や疑

住民に対し了しい難識を提供︑原

知識について広く欝積

ョナル・プロジェクト︶に指定さ

で原子力特別研究開瑳計薩︵ナシ

ら︑昭穣賭銭舞文︑原子力婁盛会

四⊥ハ︶

一月五田︵水︶年後二

藤塞工業倶楽部・二

灘縮ウラン価格は︑傾上りの傾

とは蒲扇i一などとしている︒

初めには実粥工覇を縁働させるこ

する必要があるが︑昭和六十卑代

の国際的動向など踏まえつつ検討

設鯖期としては︑核燃料サイクル

濫めることが必要②実罵工鵬の建

監本原子力塵叢会議

階大金堂︵千代醗鼠丸の内一−

会燭

購から三時潔まで

霞時

▽︻月五繊午後二時置らβ本工粟倶楽都で

臼本原子力産山寒議は︑毎奪
奪頭に原子力灘係醤による獅噛

滑に進める上できわめて階宜を得

問に応Xるための十分な附言を行

約五滋慮円を投じ︑建設する翫画

模︒昭秘五十二奪度から四無闇に

作叢蝋僚︶︑遷心機で七千台の規

とに﹁動燃の強めるパイロットプ

欝駆蜜では・これらの成粟をも

タが得られるまでになっている︒

ロットプラント設計に必要なデー

ロッパ水準に匹敵する成果とパイ

わが国の遼心分離法によるウラ

大きいので︑その前に実用工踊の

建設することは︑経済的リスクが

点検でそれぞれ運転重三︑まだ十

わが国原発はつまり︑十一月

次ぐ原発定横入りで五〇％を躍る

ど好調だったが設蝿利粥率も︑相

上購平均で六讐

から欝業幽趣開始となり戦列入り

にもなるともいわれ︑動燃の遼心

に期待がかかっている︒

へ

分離法ウラン澱縮の畢期技術開発

岡野保次郎氏

田本猿子力産業会議繭灘会鑓・

陶野保次郎践はかねて入院蒲療ゆ

日本医科大学付属病院で腎不金の

だったが︑七田午前槻時十三分︑

ため遊表された︒85歳︒自宅は藥

京都千代田区三蕎町議一八︒

蒔から三時ま

灘儀は土瓢臼午後一時から二賭

で︑藁京・築地本融寺で玉璽璽工

まで︑告別武は同

社舞としてとり行なわれる︒茎短

騰野田は東大法学部卒漿︑蕊嚢

は騰野公平氏︒

航空機製作所擾など歴任︑常務を

雛工の餐崎遊船所報門脈︑各占歴

経て二十一薙祉舞︒三十九銀から

周社摺糠役︒造船︑航空機産業の

等各界における践の功綴は数知れ

膏成はもとより︑生潮の経済︑文化

の娘から尽力︑顧子力委員鼠参

ぬが︑また原子力開発でも幽思期

の要職にあって指藤的役割を果た

与︑原薩翻会長等々窟民関係機関

子力繧業の推薦で多大の翼鰍をな

すなど︑原子力界の長哲として原

嘱

@1てし誌鹸紀

︑

ﾒ．
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Ψ

線あておの雄
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篇
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取る50よエ夢︑︑1扱の彗ひ験蜂︐式ぎかソ諸
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験く更0答

1︷謝験ol

澱w邸馴播篇塩【尋翼曝航噌糖も酔

辮料サイクルの確立を蹴ることが

に灼する藥大な腿心を欝外に含ま

必要﹂として︑米圏新鶴策の動向

せている︒

また︑今園の白轡の剛魎ともな

の父綱交換会を行なっています

とになりました︒多数︸．﹂滲雪下

が︑来年は次の顯り麗催するこ

敵府は七日の閥議で︑﹁国民の理解と協力を求めて﹂と灘題した昭和五十一隼原子力鋸報︵原子力

た搭醗であったとしながら︑しか

十八鎌痩から動燃を中心に進めて

なうことが肝要︑と播摘Q翼体策 れ︑この基本計醸に墓づき昭和閥

るためには国民から﹁原子力は必

l皿︵二百五十台︶のカスケード
試験などを行なってきた︒この結
果︑選心機開幾︑安全工学研究︑

四千台︑五十五奪末までの後項

で︑前期の昭秘籔十四隼匿までに

ン職質はガス拡敵法に比べ①羅二

十分の一程度の爽謹プラントまた

法ウラン灘縮パイロットプラント
が出たこ

・

低調︒月間平均で四〇％台へ落ち

だったわけ︒今鎌塵に入り

ズレ込む雨漏しとなつだ︒サイク

一月のわが國原子力発語所設備利 のため運転萬開が奏薦二月宋まで

二本原子力塵藁会議が調べた十

リング運聴が待たれる美浜一石

したが︑これによりわが国原発は

驚確ノ灘噸墨諦

＝
︸霊
一備に

﹁国民の理解﹂求ある
っている第六勲では︑簾子力の広
範多岐にわたる課題を兎服するた
めには﹁何よりもまず︑國民の理
解と協力を直ることが前提だ﹂と

す︒

さいますようお待ちしておりま

白購︶を了承した︒原子力開発二十周鎌にあたるこんどの白轡は︑過表の原子力開発の大きな流れを

し︸方で︑最近の團際悩勢は核拡

として國鶏の愈冤をできるだけ反

籍

ふりかえながら︑簸近の原子力闇闇をめぐる核拡敵防止を強化する臨きや原雛立地の難行など極めて

敵防止の醗点からの保瞳蔦蔓や核

内外情勢の厳しさ警告

しそのためには敷暦︑地方公共獺
体︑電力雲社や麓業界が原子力の

厳しい状況判断から﹁今﹇口原予力をめぐる醸大の繰題は国民の理解と協力を懸ることにある扁という

物覆防護の強化︑爾処理・濃縮技

経籔三面三十懲円を投じて遡心機

きており︑昭租獲十一鋸痩までに

認識に立ち︑当面する原子力政策の璽要課題について全容を示したのが特徴︒

ウム等開催で努力することなどを

映させるための公聴会やシンポジ

要﹂との理解と協力を轡ることが

も朔

ス︒メディアなどの

感獲

でわが圏原子力開発を円綱に遊め

望している︒ド3面に概要睡

関連技術開磋︑カスケード試験︑
薯命試験などいずれも大規模︑養

︒藤波憎叢叢力工費研究鶴瀬額︶

野麗騒が少ない②比較的小規模で

は・実用工場の第一ユ箒ットを建

ゴー︒サイン

：

運娠を燭止︑正常運転を行なった

一月末家で予定で八月から定絵入 中︑九墓の商周炉が何らかの形で
りした禰鰯第一原発一号も原子炉

のはわずかに三墓という

弩各

用鶏は︑別嚢の凝り︑礪均で㎎八

なお︑美浜三嬉機が十二月一日

込んだのは︑八か月ぶりのこと︒

は中問点検を終え︑また禰島第一

照巻伽＿獅＿糟解ゆ→τ炉哨誉鱈渇讐軸脅

ρ

の聞発︑C⁝工︵齎八十台︶︑C 飼にあり将来はSWU畿だり埴土

麗を〜麟強化する鋤きも酒発にな

原茅力臓憲は総論︑各論⁝原子

を批准し原子力開発を平和厨的に

年鷺月核拡敬防止粂約︵NP？︶

るには︑新たな国際勤陶に十分霞

警手となる︒

動燃が計画している私心分離法

パイロットプラントは︑三％濃縮 期にわたる運紙経験を穰む必要が

は七臼︑原子力婁踊会に﹁鋤力炉

ウランで副産五十ナSWU︵分離あるものの英麟︑西独︑繭のヨー

峯力政策全般の課題として①流更

廻心分離法によるウラン濃縮の

ーウラン濃縮試験工場1

N度建設着手へ

隈り利塗することを改めて確認し

とくに第二灘では︑わが国が今

力瀾発の動岡︑蟹料編の三部構

り︑この魏魏に立って︑今後原子

原子力をめぐる巖大の問題であ

いる︒

の二年まとめた白癬に比べ︑この

成︒繭回の昭和四＋九薙・五十年

一年間の動き︑核拡激防止条約︵N 力開発を進めねばならないという

P管︶批准︑原子力行政懇の筈 のが主旨︒

子力奮発の渉みをふり返りながら

峯力開発利絹の現状と繰題扁で原

第一部の総論では︑第一灘﹁原

面で逸展がみられたことから︑か

串・各騨門部会の蝦告など纒々の

なり翼体性に欝み︑内容の充実し
現状︑問題点を洗い出し︑これを

迎え︑わが国議農技術による薪型
する翠蓋傭勢への対癒②安全の確

パイロットプラント建設の評緬検

ラントを︑来無度から建設虚血す

うけ第二灘から第六激で今轡の原

動力炉や原子力施設など開発がよ

の推逓⑤圏民の理解と協力を罎る

保③核燃料政簾の強化④研究翻発

に潮期分の建設・運転経験と選

十年を

うやく 異り の蒔期にきており︑

核燃料開溌購業団が計爾している

ることは週当﹂と結論づけるとと

ゴノサイン

原子力反対運動や立地環魔羅題

ための努力⁝1をあげ︑原子力三 討を行なってきだ原子力蚕醗会︒

心機性能向上の成渠を取り入れ残

評価検討で

にもまれながらも安全研究翫画︑

パイロットプラントは︑おおむね

謹め方では︑①億ちに実用工堀を

核燃麟サイクル問題懇談会のウラ

の︒

龍増設が測能1⁝などの理由か 設し︑経済性を確認して実用化を

も経済性がある③灘縮工場の段階

た︒これにより︑鋤燃の至心分離

建設は

＋︸月

設備利用率は

輿績

お苛い
配蟹の溶接部のそれぞれ一か所に

水位測定墨および原子炉浄化系目

％︒趨浜二弩︑浜岡︑玄海

このうち湖海炉は定検︑敦賀炉

は︑蒸気発生器頬策で検討申だ︒

原発三男および美浜二二重機も修

％強を維持するな

州が九月以降それぞれ定検入りと

これに加え︑敦賀炉が腰間点検

﹃にじみ﹄のあることが奏薦︑こ

なったことが十一月の平均設備利

・原麓鯛べ

平均四八％

一
とになり来年魔から水格的な建設

とした罫価纏粟を報欝︑了承を得

建設葱手することは適当である﹂

曲会の鎧え方︑進め方︑昭和菰十

今圓は原子力關発が澗一

たものとなっている︒

ってきたことを強調︑こうした中 あげ︑また︑科学蕎や受命家︑マ

術︑原子力賢糧など輸出制限の描

般︑地域

w

用率低下に大きく影響している︒
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全米三十六粥を対象に
摯牌六地点の開発めぎす
米エネルギー研究開発局︵琶RDA︶は十二月二品︑放鰯性廃棄物地顧処公のための立地至芸計趣
を爽施するにあたって︑全米三十六州における地下爾の調萱に翻帰すると麗表︑これについては︑す

務
として︑カンサスとエユーメキシ
コの両弼ではすでに菰範な規地作
業調謹が行なわれていると述べ︑

黙瓢用廃難物蹄蔵のためのサイト
としてあげられたニュ⁝メキシコ

示している︒

州内の立地調蒼を継続する悪向も

は立池鯉定を胴か所にしぼってい

地について調蒼を行ない︑境荏で

用に当たって︑薄か所の建設候補

いう点を渦蝿一致で協調した︒

積極的な国際協力はおしまないと

▽摺塩国論処分法に関する地質

しN（3・石）由・ガス・パイプライン

についての分析Q

調印︑実験︑計認類や陸墨の闘発

などに対する協力︒

むMF齢盆用S

米麓飛ゆAが＄＆W︑W騒と

Gの開発で契約

来エネルギー研究開発周︵ER

DA︶はこのほど婿来の大規換な

液体金閥職遜増勉炉稽の二繊類の

バブコック・アンド・ウィルコッ

蒸気発生器の閣発を逸めるため︑

ハウス︵W頁︶社の爾社とそれぞ

クス︵B＆W︶社︑ウエスチング

いうことを明らかにした︒一ろの

れ契約交渉を行なう策定であると

二十健円︶程塵と発横られてい

契約の総額は約照千万が︵約齎

︵シングル︒ウォ⁝ル︶︑WRが

響動壁︵ダブル・ウォール︶の蒸

窟︒

気発生器をそれぞれ闘発する予

原子力開発促

進で協力協定

ソ避とチェ篇

るため相蔦協力協定を結んだもよ

子力開発を一騰偲逢および強化す

うだ︒これはチェコのストローガ

ル愚相が鍛二二ソした際ソ遡政府

側と調印したもの︒

西独原産が
原子炉会議

ドイツ原子力藤藁会議は下上三

マンハイムで﹁原子炉余算−一九

月二十九醸から煕月一揖まで西独

璽

高漏高旺・禽動劇御・へO一シール

学技術塞㈱ポーツマス落城盤理整

応できる供給能力を保持すること i塾それぞれ設けること︒

問工場の拡張建設は一九七七匁

ができると強調している︒

の春から開始される予定で︑堀川

組織敢準要累は︑①濃縮拡張謝画

一九八○郊代半ばの予定︒

廃棄物の地層処

負撫は膨大になる︒それを議盆

まいが︑そうなると政府の資金

漂子力火力・秘密・直脱機鋭・酸累

匿RDA︑⑪聡⑪安定供給および増汰する脇要に対
アド・オン黙認撃高で

組織内部を改革
米エネルギー研究開発周︵￡R

能力は︑凋葎工場の能力振張を含

完成した鱒点における※麟の縷縮

DA︶はこのほど︑オハイオ州に のメドは一九八六年︒拡張冠着が
ある敢府飯衡のポーツマスガス拡
敏法ウラン濃縮⊥腸の拡張︵アド
︒オン︶淳酒実魔を強化援助する めると現職の約二倍になる︒規α
見横られている工螂費は二十八億

カレ⁝ション・フィ：を考えた場

が︵約八手四欝億円︶だが︑エス
︵ORO︶の組織改藁を行なうと

ため嗣オークリッシ遜懲珊務所

発表した︒

︵約〜兆瓢一千二濡物円︶になるも

ERDAは︑暴務所の絹繊改
合︑最終コストは約四十四懸逆

オ⁝クリッジ遡営麟務所の滋な

のとみられている︒

墜次長膳②ポーホマス計勘拡張工

・鯉撃

とともに︑※騰および諸外国の原

万KW級原発八墓は†分供給で選

容懸は一千沙SWU／無︵醤二十
る︒契約下では︑B＆Wが焦土

蝉二二＝需＝鷹寡＝＝＝コ：一層一＝㎜二罵：二一＝：二＝＝：＝二：驚二二輔：認＝一＝二軸＝葡＝寓榊一＝＝

西独︑濃縮工場建設へ

一＝塗＝二櫛＝＝＝一聯二＝口＝＝

子力発躍願に対する濃縮ウランの

体制を一驚強化することを期する

の拡張計画実施についてその黒田

革によって︑ポーツマス濃縮工場

ERDAは︑来濁ホ土の四十五
廻には慰塩魍のほかにも頁冶爾や

ていくことへの農儲をのぞかせて

O︶に麺独を代襲し参饗している が独圏の磯縮工場建設により︑海

分で協力を強調
◎ECか︒麗賦A

ィック社は緻退の理由を﹁灘縮

開訪中雪ばれた協定は次の項國
政策の不確実さが豪だ当分続く

ンのテーマは核燃料サイクル︑新

七七偏を開く︒本建議岱セッショ

型炉食毒︑核融霞技術など︒

一再︵8WR︑各九＋四万KW︶

五千KW︶とフォルスマーク一・

の建設完アを許曙するもので︑リ

フォルスマーク一一丹は七七駕宋に

ングハルス三号は一九七七奪中頃

運開がそれぞれ予定されてはいる

ルギー政策の計醸を再藩記するた

が︑結果的には議金が現行のエネ

簿は轟初の謝画盗り粟讐に運

囎（06＞313−236

が三管領
衆塞西人

r

野細

平105

健

質保誕かなされておりよすり

花こう嵩囎などを臨め有望な地盤
地域︵地下約チ五函鮮︶が分敬し
ているとしており︑一九八五銀か

ルイジアナ︑ミシシッピー︑テネ
いる︒

米贈議理会識︑※国恥蔑会議など

る騰︶でフル生濫体制に入るのは

U聡AN−Tが計画表示

との遮携を深めるとともに︑こう

れ行なわれる予定︒

と原子力発電に思い切った資金

▽各織地蟹魍に輝期的に納めら

を満たそうとするもの︒

地の一つに上げられているオスバ

れる廃藁物容器の安金性や耐久性

条件付法案作成

原発建設継続で

〜

ーガー・ホクワルト地域では︑住
民が濃縮工場を麗棄物財蔽施設の
建設と誤解し一購は騒ぎになった
が︑同社が工場建設の際問地区に
対し一千人の職場を供塚する︑圃

スウェーデン政府
伝えられるところによると︑ス

条件

であろうとの綴方が強い︒しか

め一九七八黛濠では遷開されない

し︑規荘燃料装荷巾のバルセベッ

ク

ス薫︒四駅︵PWR︑各九十一万開するものとみられている︒

四三の原発︑すなわちリングハル

431−517

劔（044）833−231

（03）

重支繍∫七ンター

ので・3ゆそれ盗、6玉kg／ぐm空という占｝月で、

でに三＋六州の知購に対して通知したことを明らかにした︒放射性廃棄物の管理︑処分に関してはさ
きに打ち出された来大統領の原芋力政策に糊する輝明の串で︑放射鑑廃歌物の蟹理技術を一九七八隼

濠でに爽輸し︑高レベル廃棄物の欝藏蕨を八五駕までに完成することがうたわれており︑今回の鷺R
DAの描麗はこの方針にもとつく興体的作業の開始を示すものである︒
ら九一隼までの聞︑ほぼ二駕おき

シー︑テキサス︑ユタ︑ワシント

に一︑二か所の貯蔵所を完成させ

でに六か所の麗蘂物貯藏所を開発

しかしここでも賢聖になるのは

年まーク︑オハイオ︑インディアナ︑

括的な原子力政策押明にあわせ
するとしており︑一九八五鋸まで
ンとサウスダコタの十三州で謝画

￡RDAの興体躍では︑九

て︑放附姓廃判物簿理の鮮細な謝
に巖初の二か所を擬藁︑さらに八
候補雌城の態塵だ︒これについて

来腰では︑十月茉の大統領の包

噸が発表されているが︑これによ
されている︒地質学に関する文献

葦は︑イリノイ︑ミネソタなど六

一か薪︑九一薙に一か所をそれぞ 研究およびある程塵の現地作業調

州︑継馬学についての文献研究

σRANIT祉︵ゲルゼンペル外
グ依託に頼ることなく安定供具を

棄物響理に証する一般環塊膨響齊

七庫までに二か所︑八九年までに
れば︑一 九 七 七 年 に E R D Aは廃

ため立地調蓋もかなり広範にわた

れ擬藁にもっていく翫画だ︒この

は︑アラバマ︑アリゾナ︑ジ3⁝ した計画の全段階に遡邦敷府と当

ERDAは︑全来捌知嚢会議︑全 西独︑イギリス︑オランダ三国 薦ウラン濃蛮行綾薯滋
共岡ウラン濃縮漂蕩︵URENを
C政府に提出した︒これは︑顔独

ベル廃蘂物永久購藏所の礫補サイ

明轡察の公示などとともに︑縄レ

ることになる︒

陽○％︑ヘキストニO％︑ニューケ 確撮し︑さらにはオランダにある

トの選別︑調蒼︑選窺に関する広

ム閥O％の隅隅出澱会社︶はこの アルメロ濃縮工場︵西独・オラン

立地中心地での誠掘野壷も含め

経済協力開発機構︒原子力機隠

いる︒

た実際の現地作論調萱は︑コロラ

ジア︑メインなど十七州でそれぞ

該政鰐が闘与することを期待して

いる︒その第一田無がこの地下腰

つたものとみられている︒

投入を行なおうとしたものだ

の拡張謝蜘も︑多難が確定しな

不

工堀は天然ウランを濃縮するため
環境に無える影響︑ことに放粥線
髄霞︑は易くないということを明

鰹設の纒続に関する故轍の

趨とチェコスロバキアは今後の原

︵0猛CD・蕪冠A︶の放窮性廃伝えられたところによると︑ソ

月二十厳︑六鷺の二重闇にわたっ

一熾夢違旗への不儒およびオランダ 灘物処理処分横戸グループは十一

は現在パイロット・プラントでの

て懸銭物の安全処理処分法の問題

一㌧

ほど︑彊国内に客分難によ⁝ダ蕎馨の懐疑の籠羅

ック・リッチフィールドがセン 業騨は下間濃縮の崩途に当面晃

ノ！・ハウ取摺のみに興味を承し

について会議を開き︑廃棄物の藻

また︑E盆DAは特別のケース

したのち︑上院の支持を簿よう

ているため今後継続購に投癒する

どの地質顧内処分法が醗も趨して

開演戴には堀腰︑謡講麟や岩騒な

る以外に道がなくなった︒今の

︐

臆な作簗に魑手することになって

︐

ド︑ミシガン︑ネバダ︑ニューヨ

7

調査だが︑こんど明らかにされた

︑

ター・アソシエーツ︵磁心分離

ことはないであろうということを

偶蟄が変わらぬ直り︑その先の

切りをつけたといえよう︒

として隆正努力も行なわれた

グループ︶から脱けた︒U鷺A その結構︑八○年へ切期の螺

晃越して︑岡醗薩の推漁に踏み切

が︑徒労に終わった︒

工場拡張︵九千ナSWU︶に頼

RDA︶との契約では︑UEA
一千億がのエネルギー産難助成 クトロ・ニュークレオニクスが

趨加工場も政麿が建てねばなる

暫の賃担で工堀を建設︑運転

いるということを確認し︑今後も

擁期対策は︑ポーツマスの政附

とは醤定できない︒アトランテ

残っているが︑打蹴をうけたこ

ー・アソシエーツにはまだエレ

は脚翼上の解体︑一方のセンタ
この N F A A と と も に ︑ ロ ッ

法纂も流薩した︒これはエネル

クフェラー翻大統領が推進した

ギー翻立をめざして︑石亀開発

し︑場合によっては敬府がその

る︒この立地調蕉に語誌して候補

営艘縮墾はや

いため月別密議で進めている︒

ことだが大型技術に固萄の

場をはっきりさ
せた︵ベクテルなどは政斑工覇

コンセンサスを伶っていくこと

遡業形態を禽めてリスク舞損の

をどう処理するか︑

確定要素

濃纒にも再処理にも共通する

れないという立

AAなしでは民 りそうにない︒現にポーツマス

騰業繋はNF し︑灘縮論議は謹だ嶺分おさま

だろうから﹂と説明している︒

がすんなり講めるとは繕えない

この分野での研究・調磯に関して
URAN王物詣はこの謝圃の準

方︑納税

力発醒の郷諾が続きそうなこと

が︑議金では全くの不入気で︑

︵幽晦︶しか賃わぬ

が総コストの一五％のリスク

を示しているが︑再処理のスト
全階麓を難いとることまで決め

たな後遜が明らかになった︒

﹁作られたエネルギー億機﹂と
いう疑惑まで招いてし豪つた︒

法蹟の発想も鐸られた理由もN る︶︒※二三子力芝業該議のシ

の講舞轡にはなると醤ってい

NFAA廃案契
機
を

ている︒しかも契約は二十五無

米国

後退する濃縮計画

購態は核燃料保証法案︵ N F
AA︶の不盛贔から始謹つた︒
法築は縦断濃縮講業に対して全

たもので︑民醤移行の成蒼がか

も続くのだ﹂︒

腰的な政府保羅を与えようとし

かっていたが︑十月初めの象期

この過大な政府鰻助のおかげ

で︑U￡Aは核燃料価格に幽す FAAと似ており︑過量な醸藁ンプソン前金畏は﹁欧鰐が必要

切れで漉産してし豪つた︒A・

スチブンソン上院議展は法嬢へ

受け入れたもの︒

﹁らかにしたため倥蔑側が金筏の交 ウェーデンにおける原子力発駕所

︸に総額約十億嬬︵約一千二濁顎 メントを求めるため週々法律趨革

き設 法廉がすでに準備され︑コ
一URAN工7被は問工揚の粘難

いう問題をしっかり解淡して再

あることを︑※圏の購態は教凡

出発しなければなりない状況で
背禦には︑NFAAが来澄汁で

が差し遡った問題だろう︒そう
を引いたわけだ︒

助成に対して議禽が明確な一線

生き返ることはある豪いという

な藤縮工鵬を建設すればよかろ
る隻配力をもつようになる︒そ

なければ公共企藥でもないし一

う篇と爆弾隠蟹をしたが︑この
んな民闇鎌継は﹁良由企簗でも

1※国議会人の常識では劉鷹受 ると︑こんどは嚢界の反応が

ている︒原子力の新しいテンポ

三好畷の隼間売上灘を冤込んでい

罵に送信される摸様だ︒岡法纂は

悲観的冤通しがある︒カ⁝強弾

こうして法鑛が不成立に終わ

求一一ツマスガス拡宗法ウラン漉縮工」覇

る︒工堀完成の第一段階での縷縮

骨︶霞じる滋で︑欝後テ
蓑面化した︒まず︑ベクテルと

︵K︒K︶

け入れがたいものだというの

だろう︒

はそこから自然に生まれてくる
鼓の一般醐な竈戴などから︑薩

グッドイヤータイヤがUEAをの大統韻当選︑議蝿の交代や議

か鎗単で、《多し易く、規ヨ想的なバルブ

鞭灘鑛臨墜欝醗
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第855号
（第三穰郵便物闇闇）

二

業
子

聞

業

近く医療法を改正し

罷は鰯野題噸

放射性曝薬酪廃簗物対策を実賦し
ていくための黒影を藤織中︒
の
また︑鯖聞の経過により纒めて一プラスマ閉じ込め磁石が増大のネ

成哲

のカギを握って

いるといわれるが︑原子力婁端金

の開発が

低いレベルに下った放射牲物獺を⁝ック︒とくに超蹴灘のマグネット

の間題について

わゆる

︵全熟︒安河内昂鎖大教授︶は︑

裾切り

放射性物質の規制からはずす︑い
ターを中心とする低レベル放鮒性
も鷹薬癩として叢に利鰐されてい

この問題に焦点をあて四月かち横

の

法の改正とあわ遣て審魍院の麗禦

こうしたアイソトープを全て法律一

門超艦灘磁石分科象串闇轍出掘狸

︒︑携噛癖露召還した舞を羅︒た舞馨誓

て短いタイプのものばかりであ一討を進めていたが︑このほど今後

・核融揚繭議の纒畿藤磁石分利金

廃蘂物の海洋︑陸地処分計覇の進

ソトープの半減期がいずれも極め

るテクネシウム︑滋ード等のアイ⁝

物跡藏謝画の整舗︑．裾切り

で規制するのは科騨繭に憲味がな をまとめた︒
⁝

一方︑隈盤轡ではこうした躍纒

問題など放射性賑薬贔利照に俸う

わが国の核融禽研究開発は︑眠

懸機器の発注などで滋汝と逸めら

60︶のトロイダル・コイルなど心

一

の態度を打ち出している鴇内郡魚

渉に関趣︑これまで門維対反対扁

七十穆桝ほどが

態兇など提出︑その照臨化が今後

三無三照憲工︑五十七妬残月避閥
がメド︒

美浜一号機の

燃料棒に欠損
趨薩︑科学技術の両端庁は男盛︑

弁上原子力襲茎長代理は同鼠︑

る︒

この問題に関し一環擁および従業

騒に過し何ら実憲を等えるもので

はなかったと響えられるが︑原子

恐れなしとしないので︑閣耀に対

力発識欄発利縮に不懲感を与える

し強く反省を求めるとともに︑両

際︑①平和利縮に徹し流勲縫な麟

が原子力婁鰻会の刑務だが︑その

黛の趣旨時に取り出された初裟荷

地調蛮を行なったところ︑四十八

用済み燃料の擬魎状況について親

た︒

よう嚢講しだ㎞との談謡を発表し

を賜らかにし所要の対簗を購ずる

坂浜一難機の燃料調蕊は﹁かつ

昭和鷺十一鋸版﹁原子力無鑑﹂

ク﹂が刊行︑好評発売中です︒

GLOV置S喰飾籔摩の御使用に際しては

1．GLOV建Sに万一機械的損続なとによる破損がみられたとき、素了のままては汚染廓故の危険を佳じます。従って、〕㌻
め信頼のおける薄ゴムF袋を丁にはめておいてからGLOVESを装着することか雑奨されてい回す。

傷を防ぐことかてきて民時閥の御使絹に耐えます。

磯種類・寸法掛

鋼線コイルでは︑羅無抵携︑超大

々な璽にあたり無理︒かわってニ

電力︑材濁疲労や黙認絶縁など隅

オブ・チタン禽禽などをマイナス

の開艶囲標︑三三内容︑礒究開発

の進め秀などについて述べるとと

いる点︑鍵購技術撃発の月齢点を

もに︑わが麟の環状︑立ち遷れて

とくに研究闘髭の罵言計画で

飾述している︒

部分昭和五十一︸躍度開始とみられ

は︑藍蝋灘マグネットの開発が大

一期︑五十八−韻士一鋸臓を鯖二

るので︑五十三⁝葺十七難麗を第

モックアップ装羅の製作兜了を灘

期とし︑第二期間でに実験炉炉心

を行なっている︒

標に今後十黛を毘通した計癬策定

核融合研究に闘連する技術囎発︸
芦

などについて検討も潴えている︒

振興︑福祉廟上など地城開発に誠

く隔なっていたため︑定検購にこ

折掘μした状
癒をもつて対処する⁝一とした

態︒嚢該燃料棒の一部が﹃もろ
がつけられている︒

協も近く闘催畢定の臨購総代会で
条件

れ巻原解炉から取り撮す際に折撮

熊度膨正へと画かうものとみられ

北海道聡力はこれらを踏濠えな

任体制の萌確化を磁つたほか︑原

の課題となっている︒

關薩電力契浜原子力爽餓所一遇機

立入り調査で覇明
動的な状況となってきている︒圏

際簡勢に適切に対処する②原発を

ことが発兇された︑と漿全した︒

燃料の慰留権の一部に欠撚のある

家庁
︵PWR︑繊力三十幾万KW︶
使に対し蟻憩に麟実関係︑原騰

はじめ原子力旛設の総△口的な安全

原子ヵ隼鑑・
対策を㎝麟強化する⑧原子力発電

発の面輔な携逸を図っていくこと

民の理解と協力を簿つつ康子力開

状は厳しく︑国際醗にも極めて流

一無畏樋設計醸によると悪難五十 したものと関醐鍛力では述べてい

⁝がら︑他方︑泊村︑冶内郡澗漁協 ている︒共和・油原発は紹秘五十
を串心とする周辺四胸懸との交渉

子力行政懇談禽からも安全規鰯行

パイ4

計画と整合性のとれた︑わが圖に

て演融羅故があったのではない

および﹁原財力ポケット・ブッ

渠︑現在随馬済み燃料跡藏プール

り調蓋を行なったもので︑その繕

：原子力求ケット︒ブック
適した核燃料サイクルを確立する

に伴い︑三日通薩街係り窟が立入

か﹂と礪金箸で指摘されていたの

・好評発売申

ルギー源獲得濠で広範多岐にわた

④誤爾の問題解洩から将来のエネ

る誤題で︑薄月的爵麟的に研究開

ポケット・ブックB6判︑鰯

円︵送料雛︶

焦鑑B5判︑蹴骨︑五千七頁
発を川遊する⑤原子力開発の必要

に保蟹されている七×七格子繁合

購入希鍵は原産・業務課へ︒

尋︑二手七百際︵送料璽ハ＋円︶

國賜の理解と協力を得る1等々 体燃脳一体の二策の燃料棒に欠擬

性︑安金性︑慰め万などについて

のあることがわかったという︒当

GLO＼14Sの損

2．GLOVBSの指先部分の保誕のためにGl、OV鷺Sのしに、欝に薄ゴム手袋を藁ねて梗ll｝しますと、

展が急がれるところだ︒

講問題についても総禽離な検謝を

い︑あ購書ことから︑こ墜

廃棄物貯蔵計画も整備
を勢州に規驚する方針を膿め︑ちかく

らの闘題についての検酎を横極細

法事規制の対象となっていないア

れているが︑次のステップ︑すな

馬脳
慣習醜ルに引
実施中︒このうち︑まず各病院の

院が全圏に約九百か販も敬在して

の隠題︑放射性医薬繍廃棄物の殺

イソープ投与懇望からの一癖被曝

三生街は︑病院で傍常される放財控仙薬醗廃藁物の
このために必蟹な医療法の聾止を爽旛する予簸だ︒これまでこうした放射姓廃羅物を
欝蔵射画の整鰯については︑これ

いることもあって︑嗣収作叢が＋

秘五十奪慶から第二段階に入り︑

き取ってきたR工協会等の醇戴キャパシティーに十分な余裕がなくなってきたことから︑法醜に規定
まで︑放射性鷹薬贔を便朋する病

界に遜しょうとしてきているため︑改めて正式に麗黒物の圏収を法的に規定︑規状糸蘭にふみ還すこ

分に行なわれず︑園収誹醗と跨藏

臨界プラズマ実験装麗︵﹂丁一

されていなかった放射性医蹟品關係廃棄物鷹収が附象から除外されるようになり︑病院丙の賠蔵も限
に認めるとともに︑並行して細網

いくために必嚢な紺策について総台麟に検酎を遜めていく蟹隈だ︒

わち箕際に墨水轟︒三鐙水素を核

とになったもの︒醗生雀では︑これと合わせて雀目自画をはじめ今後放射性鷹薬醸利溺を横瀬化して

融含させる実験炉炉心モックアッ

二蔭度以下の極低灘に傑ち︑固偉

菌対談等も露めて放射性医藥醗潤

﹁ある種の金属や麗麗を絶対ゼロ

物理学や理講物理学に璽ついた

嗣を樋極化していくための総台的

の課題となっている︒プラズマ嗣

プ装躍や動力実験炉の悪感が今後

葺

いないことが確調された﹂として

が︑門敷地周辺には影響を与えて

腰張の促遷が麟られることになつ

再処理旛設の建設︑醗縮技術の研

政の

T︶批娃によって平和欝的に撚り

度近く謹で冷却すると殿熟抵抗が

の弱めに入りたい警えで︑莱轡の

じ込めの磁鳩を作るには︑従来の

一

不安を解消し生活環境保金につい

轡内町議会はこれよりさき閥十

成決議案︵議踊提出︶の採習につ

運転経験の短い賀状においては︑

究出発がそれぞれ進展︑また︑安

力得政体制の改姫︑強化に騙する

に趨した核燃料サイクルの確立を

を改めて内外に明確に示したが︑

原子力風発利縮を濫めるとの姿勢

わが醐の原子力開発をめぐる現

全性研究︑儀頼性実証試験︑放射

性廃劇物の処理処分ほか︑核融

翼化などを樹子とする原子

つつ︑憐璽な運転に努める必要が

あらゆるトラブルに適切に対処し

ある︒

図っていくことが必要だ︒また︑

闇題の燃料樺はご本とも嬬部約

対九︑無効一で周決議渠を可決へ

の僅少蓋で採択︑協力義心を褒腿

七蜂七月に反鮒翼下を十二対十一

いる︒

区約穏三十万平方耕に建設が予定

電涼開発調魑霧議食上樫へと段ど

されているもので︑北海道纒力初

りを進めていく計蟹︒漁協との交

北海遊・平内町議会︵里下佐一

て最誓の対策を講ずる②漁叢との

議穫︶は三日置北海撃墜力が計画

共移共栄はもとより︑地充藤業の

田要望零鷲皐過ぎ︑夏虫十三︑反

な検酎作業を急いでいく齪画だ︒

謝画が必ずしも︸致しないなどの

うした病院の貯藏謝画を園収題画

により原研︑R玉協会等の放射性 を引き受けるRI協塞等の貯戴能 間題点が生じていた現状がら︑こ

に禽わして艶禰するなど整合的な

わが圏の放射纏利鰐の座隅規制

ることから︑原子力環境整楠セン

力にも十分な余裕がなくなってい

的に璽付づけられていない放射性

共和三油⁝原発促進へ

してきたことから︑いちはやく法

て使周されるものについてはとく
医薬贔廃鐙物の回収が除外対象と

廃物貯藏鮨力も次第に限界に幽

に医療法で別個に規制されること
みなされるようになり︑しかも︑

には放鮒漁猟轡防止法があるが︑

になっている︒このうち放出性麗
ロンドン条約への加盟閣題から放

放財線利縮のうちでも鷹薬醗とし

闇物処分対策については︑放射線

聾儲が懲がれ︑こうした点からも

採択した︒

医薬最回収の法的規定が婆調され

の原発︒禺力気十七欝九千KWの していた町鳶も覚欝を﹁凝繕す

建設賛成決議を採択

収が規燈されているのに対し︑医

している共和・泊原子力発熟所建

射性麗棄物対策に関する圃内法の

療法では杭州の段階までしか規定
ていること︑などから今圓の医療

瞳憲防止法では廃纂簗暫による園

されておらず︑これ濠で放射性医

共和・泊原子力発臨写は轡内郡

一βから騙蒋識金が開金︑建設蟹 欝の黄成淡議採択で鱗態は一転︑

了解が得られており改正実施に問

いて覆審が続けられていたが︑三

すでに︑RI協会等からもほぼ 数で可淡︑採撰した︒

PWR一墓が設躍される計画だ︒ る扁猛北徽に伝えていたが︑この

に行なわれてき

設に閲する門即成決議扁を寮費多

樋薔的

藥品廃対日の日収はRI協金など 法改正の動きとなったもの︒
により

共秘町と古宇郡泊柑にまたがる地

たのが現状︒ところが工榮︑鷹学

等へのRl利用の垂木な轡加など 題はないとみられているが︑團収

＝＝篇一＝偏一驚＝＝圃＝齢＝躍一糞＝卿二＝鱗一累：＝一一榊＝轍＝＝簿＝鞘二幽＝＝二曽用＝＝榊＝＝＝＝冊榊一＝㎜＝備齢＝鱒＝＝需＝＝辮＝一竃一＝一席鴛寓＝鴬＝＝一一扁＝備葡一＝＝＝鴨＝㎜二篇＝＝輔一扁翼一鱒＝漏＝ニ＝瓢一＝＝轍一一補＝＝山脚一＝■＝＝簾＝幽需二＝輔＝轍一＝＝一μ哺扁＝帰＝＝驚二二＝＝嵩＝榊＝漏＝鮪楠一＝＝一扁＝＝職榊＝騨＝一＝

瞳描躍強化で國際的鋤きが活発と

天然ウランの確保︑ウラン濃縮

でに実粥段階にあり︑全発蹴設備

核拡散防止の観点から単二描圏の

超電導磁石の開発で
選の放脚線関係詔録も調査した

○
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loか年翻画を策定
を秘極的に推進する必璽がある︒

@
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核融合会議・分科会

は酸璽要課題であり︑関遼の施策
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力

原

原子力白盤は第−部総論︑第亙
なるなど♪原子力をとり巻く環塊

再処理︑放射性麗生物の処理処分

国際偶勢では︑インドの核実験

た︒揺らん期の三十無代︑そして

の約六・六％を編め︑難聴状況も

止のために努力していく必腰があ

今後とも国際協調を募り核拡敵防

鎌︸月に科学技術庁に原子力安全

原子力行政体捌については︑今

局を設翻し安金牲確傑に蘭ずる磯

（輿舘誠験）（本格鮒処分）

原子力白書の概要
部各繍i原 子 力 唱 発 利 用 の 勤 向 一
は内外とも非常に復雑になってい

を契機に核拡敬への懸念が急速に

たな課題も艦じている︒

命︑多厨酌趨渥ガス炉鞘当など新

と︑澱料鰯の三部構成︒ここでは

らに今後の煎格化に対処︑わが国

等々それぞれ進展しているが︑さ

原子力発電は軽水炉を叢驚にす

化︑核物蝿防護の要垣など核拡敬

高まり︑核物近場輸出規繭の強

る︒

安全対策

愛出を強化しようとする動きが酒
発になってきている︒わが国は今

四十年代は原発建設が本格化し新

安定化しっっある︒機器のトラブ

鋤きもでてきており︑こうした国

強化に加え再処理技術輪出規制の

政策全般で課題を明示

一層 強 化 へ

総論の第︸爾﹁康子力關発の現状

と謙題﹂をとりあげ︑以下︑その

◇

概要を紹介する︒

わが躍の原子力開発利幣は昭和

¥一銀に 原 子 力 塾 添 法 が 纒 行 さ

としてスタ3トを切った︒昭和繭 ルは︑薪技術箋用化の初期には一

型動力炉欝欝も圃のプロジェクト

般によくみられる機舘の懸盤禽な

際憐勢に塵慧しっっ︑わが国の核

年五月の核兵罷不拡敵条約︵NP

十八年宋の石狸機を契機に原子

どによる初期故鰍であり︑原子力

燃料政策に取組むことが肝要とな

れてから︑今年で二十年営を迎え

力開発への期待は一魍爾まった

発電の塾本醜総懸殴謝の不備まだ

る︒

が︑一方この贋から原麩立地をめ

隅速遡殖炉や薪型転換炉開発︑

ってきている︒

（実蔽懸口）
〔壇層処分〕

・∫

饗内町議会

は公衆に放鮒糠による影響を与え

（実譲i試験）
｛繭）
（

〔翠雨処理・貯蔵〕
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一︑一十︑核拡轍防止のための保 る斑能性壼ホすものではないが︑

核燃料サイクルスケジュール
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操
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力

に一睡の米原子力産叢金議主催フォーラム国際会議が︑およそ二十か國︑手人の代表を澱めて

開かれた︒墓調テーマは﹁明日の轍界のエネルギ；﹂︒国際原子力遡商政策の購求︑核燃料サ

政変

とカーター新政擢待ちの

肇幽い

に開かれた岡会議を通し

イクルの展銀︑エネルギー供給の申の原子力発電の籔躍づけなどから原子力の役割を総括しよ

うという試み︒フォード

素顔

を遽ってみる︒

ウムを軽水炉の混織酸化物燃料と

て原子力平和利用の拡大に伴って核拡散防止という国際的な枠線みづくりに醸面している原子

力の

関してわれわれはどこにいてどこ

ll︒再処理とプルトニウム・リ ためのプルトニウム転換施設と窩

岐路に立つ
レベル放射性廃器物貯蔵施設の建

してリサイクルできるようにする

ﾄ処理工場
サイクルの現状をレビューしたア

に行くのか︑灘いようがない一

一九七四庫のインドによる平繍

十月二十八日︑﹁再処理とプル

アライド社は︑GA社との共岡 トエウムの再利用は国際門並が量

子力部長は︑こう切り鵬した︒

設計画を検討している︒

国汝に

ライド・ケミカル社のコルビー原

キナ奥い

顕的供与原子力援助の核鰻発への
応用︑そして
よる相次ぐ原子圏発躍・再処理の

灘入翫錘︑ 八 ○ 鋸 約 一 轍 七 千 万 K 出 岡 で ︑ 再 処 理 金 社 A G N S を 設

簾を打ち繊した︒皮肉にもそれは

領は︑拡敬の抑止を愈麟する新政

した珊爽に注目したフォード大統

び︑核拡敬の潟威を例翫するこう

込濠れる世界の原子力発電の伸

を盤えつつあった︒使嗣済み燃料

簡簗再処理工場として︑魑汝陣容

翻司条件に臼翻しうる来麟唯一の

に年間千五函ジ規模の再処理工場

できるとするに罵る理由がない隈

拡散の付構リスクを効果的に克服

原子力規舗婁厨禽︵NRC︶の警

を建設した︒バーンウェル工蠣は

り占めない﹂というフ愛ード二

った︒

廃棄爆発生国
貯蔵が原則に

されることはありそうもない︒原

物が再処理を引き受ける国に貯蔵

で生じた狸掘物の鰻終処分所を用

子力発鶴駈を建設する國は︑国内

長しなければならないだろう﹂と

フォード閏明は︑濃縮︑再処理

述べた︒

ゴミの発生暫引き取

は適切な核燃料供給を確探する︑

施設の保有を断念する国に対して

コルビ⁝氏自豊示唆するようにバ

み燃料を返却または処分してエネ

のもとに消澱者が供給者に使用済

嚢のアービング氏によれば・協定

らない︒必要とされる澱金︑工期

﹁これは政府の手で行なわねばな

縮工場建設の皐期魑手を訴えた・

シンプソン繭楽原公会畏は︑濃

と提侵している︒王AEA米国財りの原図 が明示されたわけだ︒

ーンウェル工堀は解価施設と多繊

ルギー等価領の新しい濃縮燃騒を

それでは﹁どこに行く・のかし︒

麗再処理センターとしての翼慶を

の点で属間の箏に及ぶものではな

幡えており︑この方向に逸むこと

が響Xられる︒エネルギー研究開 受けとる方銭が有力だという︒
い﹂と握摘した︒

灘・

燭に行なったプルトニウム︒リサ
トこウムを使用済み燃籾の形でも

した同氏は︑民間炉で生ずるプル

ィフ︑コレディフのガス拡散法灘

方︑ユーロデ

発局︵逸RDA︶とAGNSが
﹁別
来国の原子力協力政策﹂を紹介

分離された形でも︑IAEAの膿
OGEMAのべス部畏は門ウラン
翼下に賠蔵する新しい制度の横討

ことは技術︑経済︑政治欝リスク

強縮がサービス劉業であり︑この

縮工堀建設計颪を進めている仏C

クルすれば︑しない鵬含に比へて

イクルの経済性比較では︑リサイ

年間原子炉一蹴嶺たり五営万難か

を始めていることも明らかにし

騨︾

鍵灘礼

会で流点した原子力熔融規則につ

界的に予想され︑八○年桟後牽に

無代中頃には濃縮能力の不建が世

穴懲二千五頁万がにも及んでお

顧客にもたらされた節約額は総量

子力の利用に伴い璽装甲社とその

建設計醐の逸展に伴う魑用機工の

に占める猿子力の罵嚢性︑発雛型

台となるエネルギー供給︑その中

︑懸謹雛

いて関係方颪で禽蟹が得られつつ

︒灘ぎ

処理はその必然性︑経済性︑安全

あると述べ︑輸入国による1八E は分離作業能力を簡増しなければ

ローデン聾RC雪濁畏は︑蘭議 なければならない﹂という︒八○

と無縁な絶対胸な繕頼性をもたせ

ら一千万がの節約ができるとい
た︒

性が翼謹されるまでは契施せず︑

全記録の保持などを強調した︒こ

繕大︑他巌業と比類のない運転安

ャンペ⁝ンで示した﹁米国内の再

う︒カーター次期大続騰が選挙キ

萬処理をするとすれば多国間で行

浦にして五十憾港︑石炭にして二

﹁七五隼に七基︑七六薙延

纂の

期で蕾境に立っている点を響いて

原子力蓬銀が発庄取消しや計画延

協鼠科学スタッフのコクラン氏は

節約論を展開しだ︒策然資源傑謹

策などを衝くとともにエネルギー

麟仕懸な危険性︑廃藁物衝理の無

で賛否討論

原子力選択

がらその利燕を強調した︒

れに対し撫舗側は︑原子力嚢故の

り︑これを群論に踵き換えると石

の決定︑筒レベル廃棄物の極久安

力露罐の遡転義繍をレビューしな

の闇には岡様な簡増が鰻少限必要
になると述べている︒

一方︑エジソン繕気協鼠のクロ
フオード食擾は米国が康子力に依
存しうる開確な政策をもつことが
必要であり︑許認可手順の改測︑

秘・施設の再移転監視など数項臨

罵処理︒リサイクルを認める描躍
ンウェルが初の多圏間実証工場に

門眸子力寄贈⁝鍛

発浅ではもう新しい禦業ではな

食議蟻終日︑

上位か召下泣か﹂のパネル討論が

速な決定がいると語った︒八五駕

全賠藏の実証︑濃縮追加能力の迅

ンキ﹂訴訟翻翁の手を緩めない﹂

い﹂﹁環境鎌議派はバーモント・ヤ

に遜鵡づくりが遊んでいることを

推進︑郷繭双方のリイドから四一

明らかにした︒

に※醐は増力の三〇％︑フランス

も︑悪外に大きいかもしれない︒

核燃料サイクルのトピックをみ

ずつのスピーカーを出してそれぞ

なる司能性は購間はかかるにして

千七藤万沖にのぼると述べ︑原子

なう﹂との輩X方に沿えば︑バi A綴綴の受け入れ・原男望ならず・さらに八五象究葦

新 たな枠組みを模索⁝

核燃
を化学処理して硝酸ウラン︑硝酸

W︑九〇鋸約六億瓢千万KWと冤立︑翻訳ロライナ彊バーンウェル

塵簗翼が確立を求めていた

プルトニウムとして抽出する工程

核拡散防止︑共通の課題に

をコントロールするものであっ

料サイクル︑バックエンドの完結

二郷噸齢騒灘羅鍵願い翫善羅罵転鍵謹認蜂

して足もとをすくわれた︒まず

丁︒AGNSの難業計画は一朝に 再処理隅要の増加を蹴込んで地

は六八︑西独は四〇％︑臼木は薫

れの論陣をはった︒

を完成︑来駕初めには化学テスト

園％を原子力に依存することにな

た︒ジレンマの中で迎えた会識は

てみる︒西独エユーケム社のイエ

ろうと殴込んだ︒今無上畢期に原

から盛んにヤジが飛んだ︒

と謡明した︒たまりかねたフロア

域センター構想も盛んである︒台

みて︑外国でできた高レベル麗三

リネック原子力部展は﹁長期的に

掘進鰐は︑将来の経済成屡の二

に西部太平洋地域に雨間千沙程腰

﹁どこにいるのか﹂がおぼろにな 海電力のチュ三社擾は八八年まで

門原子力はその選択の避を失な

調にアメリカ人が好感を抱かない

ヒビット扁のような的はずれな乱

﹁モラトリアム漏門バン﹂﹁プロ

と醤い切る︒

らではなく︑政策の不在からだ﹂

ば︑それは住民の支持を露なうか

をとりつけたあとでもあり︑萄妙

墓の合子魚島蹴プラントが順調な

﹁嚢縮能力確擬籏の遅れ︑再処

る︒﹁がんじがらめの逓獺郷理︑

の規則と齢認難関遡の訴訟を攣げ

るもう︸つの材糊に同社擬は施設

漂子力の将来に疑悶を投げかけ

実である扁︒

脚原子力選択の道を炎なうとすれ 紬は軽水炉の腸禽より一段と不確

想を提示した︒アジア地本の原子

いかねない膨大な償機に試してい

という心理的な要素や金※で六十
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力発蹴計画を濫めている醗力陸田

で包葉の原子力発電描進への了承

る︒二対一以上の差で︑工匠七廻

の地域再処理センターをつくる構

儒担し︑米團領の醗に米翻技術を

がそのサーどス委託に癒じて翼金

縫って工鵬亭建設しようというも

数限りない蟹判の提趨要求︑ハー

をとりまく不寮襲園が取り除かれ

躍の不安︑これら核燃繕サイクル

ドウエアの変璽に次ぐ変織は︑必

運転を続け︑国醍が安定供総と低

選択のカギ︑政策に

醒力碁金という原芋力の利益を要
ィア電力のエベレット社喪は﹁パ

にみえるかも知れない︒だが聴聞
元廉子力綱翼のダブ殴はブラジ

ブリック・アクセプタンスと原子

はそうだと思う﹂︒フィラデルフ
ル︑イランなどを二心にした地繊

の︒

核燃料サイクルセンター構想︵濃

力の将来偏の講鎧でこう口火を切

を確立し︑規則と訴訟のごたごた

われわれが核燃料サイクルの基盤

門米國が原子力の明磯な役翔を

璽荷を課している駄︒

然的に醒力講社に醤舞い切れない
縮︒再処理を禽む︶について︑麟

ない限り原子力選択の濡力はわく

クルの不安から楢殖炉の樗来は雰

ったいま︑この遜うつはなぜなの く再処理とプルトニウム︒リサイ

できる濠では︑原子力へのこれ以

と共存できることが舎理酌に確儒

もった躍象エネルギー政策を備え

まい︒また︑エネルギー欧策がな

鱒勅住民の支持得たが
角していることも加担した︒原㍗

では原
子力贋対派の抑比魔をことごとく

力の推進に州ゴーレのサインが灯

原子力住厩投饗

葬って原子力弾は一碧のパブリッ

った︒
で利点が大きく︑輸出閾題ともか

ク・アクセプタンスをとりつけて

単位の工鵬に比べ経済面︑技術面

動議化させるべきだと櫃摘した︒

らんで論議が無詰ったので學急に

いる︒﹁ありのままを補えるこ

常に不確実だ︒米国の聴力会社が

上の敏存は遡実よりも繊条に織し

か︒

﹁国歩的なエネルギー政策︑と

騨びかけなど︑パブリック・イン

てなされねばなるまい﹂︒

と﹂の効果︑報避媒体を通じての

この技術を便える要証はまだな

㊤米原子力蟻ム築欧州原子力掌

く︑LMFBR燃料サイクルの完

会︑米原慶共簸合同開会セッショ

だす原子力の明確な役劇がない﹂

りわけ縛来のエネルギー供給に漿

︵阪・◎︶

フォメーション作職の成功は数回
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来春力ら試験開始へ
研

析により︑軽水炉で冷却材聾炎脳

纒続する︒この突験のデータ分

を破裂させ︑照和菰十五鋸度豪で

実験は難三〜㎎体の燃料藥禽体

し︑分析する仕掛け︒

ス圧変化と湿慶を二秒毎に測定

集合体試験装置が完成
軽水炉の冷部材獲失瑠故時に︑燃料簗合体はどのような挙動をするか︒昭和四十九無度からこの間

擬燃料讐口体水蒸気中撫熱装圏﹂据え付けを完了し︑巣年一月攣々にも第一隠試験を莫施する︑と

遮で試験研究を箋施している日本義子力研究所は十三臼︑燃料藥合体猛撃管の破裂試験を行なう﹁慶

発表した︒この装翻は︑冷却材獲失珊故階を模擬し︑趨温水蒸気中で燃料被覆蟹の膨張・破裂試験を
行なってデータを集収︑燃料簗ムロ体の安全余裕慶を求めようとするものだが︑燃料藥愈体の破裂試験
謝画は海外でも箕例が少なく︑その成菓が注留されている︒

一

慧︑小柵にまとめる制約から﹁提

﹁＝

▽︻月五日午畿

一月距臼︵水︶年後二

㎜時から萄本工纂倶楽部で

B時

i四

一本工業倶楽部・一一階

塁から三蒔拳まで
会場

B本原亭力薩藁会議

大盆堂︵千二二区％の内
⊥ハ︶

的に犠牲を強いられたり︑擁壁の

てくることを除去しようとするた

被蜜を翔ったり︑翻威が身に迫っ

一︑モニタリング体制を確立さ

べく換韓に襖討︑鵬備すべきだ︒

題について定蟹的な蔓準を劇附す

が十分な機能を果たしていない一

している②わが国の濫悪形成制度

利益︑不利益に対する認識も不建

業の対応が硬窺化し︑また住蔑の

謬論を禽む一重艶理とされたい︒

としての催民の交渉権を聡確化す

手との交渉の場を設立しうる縦利

るために騰報公闘制農を確立ずる

その数の大鷺さによってこれまで

⑬催罠が一定数集まる場会には︑

なかったさまざまな制度的要求を

一定の数と手続によって行政や企

なしうるという講強暴を認める④

業の一部あるいは全部を差し止め

うる権利を住民に認めるIiの照

項霞を提薬︒合憲形成への道が開

かれぬ藤織に倥難燃動が撒き寝入

りするか︑より過激な実力陽止行

騰にでるかの二蓄択酬を迫られて

いる現状から︑こうした袴え方が

鎌継で広く討議され︑異体化に進

立煽から︑住民運動を無視して開

ど

凝中心に中立的な

アンケート︑インタビュー調査な

るいは既俘の注体系では費任の所

発生源を特定化しえない場倉︑あ

②何らかの被雷が発生してもその

数に犠牲を強いることに反対する

を①多数の経済離利益のために少

﹁原子力難業新難燃は例庫の通

ら

と結論しているQ

お知

せ

一︑三懸にコ奪の纏

︸

鞠轍

鵡された悪隠金てに対する説明は
なされていない﹂としながらも門現

段階で朋らかにしうる項醸につい
て原子力婁醐会や騰係暫の墓本的

屡本陽子力藤藁会議は︑毎鋸

の名瑚交換会を行なっています

隼頭に原子力関係薔による新奪

が︑来年は次の通り闘催するこ

めた﹂としている︒

な蓄え方ははっきりさせるよう努

今後の取扱いについては︑門原

応ずる条件整備を急ぐべきだ︒

す︒

さいますようお待ちしておりま

とになりました︒多数ご参加下

予炉設躍に関し総理大瞳に篭串す
る譲での問︑引き続き撰璽な黙秘
を行なって︑蒼串に際し鰻終朗な

ている︒

襖討繕巣を明らかにしたい﹂とし

申醐報告欝は︑第〜編で原子刀
と原子力行敢︑安全性︑ダウンス

一︑原子力行政懇の箸晦内容に
籔成である︒

をただす運動﹂とこれを定義した

めに客体である行政や企業の行動

ついての漂チカ委農会の講本的な

トリーム︑慶境保金︑電源三法に

一︑地元に研究機閣を設製して

義の繕神に沿うものであり︑民塞

ほしい︒技術開彊を遜め安全性を

一︑再処理を魍内で行なうか海

警え方を述べ︑第二鰯で紙醒興か

故が発生した堀合でも︑安全審査

地二障罠から提娼された文欝愈

れたく︑とくに倥罠が容騎にわか

①こうした問題に対する行政︒企

価︒続いて今後の問題点について

な要瞬とその純量を繭漉きに評
した対応策を確立ずべきだ︒

霊義社会実現のための極めて羅要

りながら﹁住民運動は近代罠霊夢

おり︑摸擬燃料棒として中空の酸

基準に示されているように非常用

と騰薬物雲叢︑隈唖保金︑地滅開

兇は原子力行政︑曝書性︑再処理

発との関遡︑原子炉設認蕎への要
望など広範多妓にわたっているが

外蚤託ずるかは経藤的な検封も必

あと︑控民遡動の歴史をふりかえ

裂の衝撃が周露の燃料棒挙動にど

炉心冷却装躍︵ECCS︶からの

ことにもなり︑各方蘭からその成

一・正しい世論の形成なくして

成制度拡充について轟体的に①掘

などの点を指摘︒さらに合意形

一︑興中立地における醒擁水間

黒潮刀驕発の進展はあり纒ない︒

る計器の設躍を心がけてほしい︒

健隈︒被礫響埋センターを設摂し

十一ケースでのインタビュー調査

る②その交渉を実質的なものにす

間で愈見が分かれ︑開発推進上の

子力︑火力発電所建設︑新幹線公

実証

鍵︶は︑近蕉とくに顕著な現象と

鑑を進めることが困難になってい

をふ奮えて︑難ず住民運動

なっている住民遡動の愈義を解明

る現状を分析︑今後住罠の合慰を

り本弩をもって︑昭和五十一無の

冤い出されることになるだろう・

行動主体との罪悪形成のあり方を

欝欝署とし

むときこそ新たな解淡への糸鐵が

探求した﹁住民運動・住属参加に

在を遍羅しえない場禽の齋任の追

縫扁を特嫁しました︒新年弩︵一

実証研究

関する研究﹂をとりまとめた︒半

来て開発を搬煙していくための方

求︑あるいは被審発生の総懸予防

し︑地威社会における住罠と他の

蜜半民の研究機関である総合研究

策のあり方を探ろうとしたもの︒

硯究

など︒報告馨は︑こうした

京藁コンビナート公警に反対する

ディーおよび伊方原子力発醒駈・

新羅線繊密など十のケース・スタ

市コンどナート公窃︑犠露膣での

任において闘催してぼしい︒

一︑巾央シンポジウムを陶の帰

うなことはしないでほしい︒

を尽し︑ささいなことでも隠すよ

一︑企業は故殿等の免服に全力

一︑発羅税の創設を論えよ︒

て対処されたい︒

め騨門蒙による公閥討論食を開き

大港な随審となっている︒このた

一・安金腔の食客では騨門家の

する姿勢を饗す必要がある︒

とi一σ

国は圏策として原子力開発を推羅

一︑労働暫の被曝管理を強化し

その巾からいくつかを櫓ってみる

嚢だが︑国策上からも将来を三瀬

十分確かめるとともに︑虜主狡術

軽水炉の冷却材が獲失した場倉

の程度の膨響を与えるか一など
リウムをつめ醒気抵抗を利粥する

化アルミニウムを髄い︑中空にヘ

冷却できることなどを案証できる

注水によって燃料藥含体を鳶効に

冷却を行ないながら︑燃料棒の破

果が注欝されている︒

ム

らの説聡︑第三編で藁三舞力から

燃料棒の被覆管は︑内庄の上鐸や
安全余裕度を三無附に観測する燃

など磯際の被覆管温度︵千度以

宛成した装躍は︑水蒸気申で加
裂進行を︑燃料縫内のヘリウムが

夢吟

による闘発日湛を圏るべきだ︒

混度上昇のため︑膨張・破裂を趨
料樺数＋雄による燃料藥含依の試
上︶に近づけている︒水薫気流で

す原羅になるといわれる︒原研で
熱するための反応槽︑電気制御・

の説明をそれぞれ記載している︒

こし︑罪常撰別心冷却水の流入を
験が要講されていだ︒

は︑昭和四十九鋸慶から昭和五十
僑弩変換装麗︑記録純麗で構成さ

さまたげて冷却材流路閉鎖を超こ

五年匿まで七庫西霞で冷却材喪失
れており︑本体約二姻にもなる︒菓

回答

麹故聴の燃料極安全性試験を行な

地元意見に中間

ユーロサム︵ジャパン︶社が電気制

っており︑昨年獣でに燃料樺一本 芝が反応槽と模擬燃料藥食体を︑
による流路閉鎖試験を鍵施︑すで
御・儲母変換装羅を︑沖電気が儒

この飽元〆民からの慰晃は︑今

催民に送信しだ︒

柏崎刈羽原発設置で

の閉鎖予測で成果

原子刀委麟象は︑今璽︑璽崇蹴

原子実学

に
馨記録装躍をそれぞれ製俘担探し

力の柏燗・刈羽原簿難戦にかかわ

ある程度

をあげている︒しかし︑これでは

試験に用いる模擬燃料集合体は

に提出されていたもので近藪二十

庫七月五Bから八月閥日毯での閉

た︒総製作螢は約一偬六下万陶︒

る公聴会開催にかえ︑地息書論か

する燃料棒との接触によってどの

ら葦登により意見を求めていたが

その結粟を安金慰査に反映させる
原苧力蚤国会は︑この中聞報告

閥通にのぼる︒

灘をまとめるにあたり︑岡原発は

の尊門家を採罵︑幾蔵し︑糧織体

十四日︑受け取った恵見を﹁棺騰

七×七︵四十九本︶配列となって

不＋分で︑①被覆蟹の膨張が隣擾

程度の影響を受けるか②被覆響破

原研．粟海研究所に完成した燃料簗壁体水蒸気加熱装歴翻葬常用

に係る文段葱見に対する中聞報飴

・刈羽原子力発躍所原子炉の設綴

現在︑安全審奄中であり︑安全副

制を強化するなど原子力時代に対

住民運動を分析

一︑闘係累総体は理事に原子力
磁﹂として豪とめ︑原子騨安全轡

査の甲立窪を擬なわないよう蟹

よう努められたい︒

擬燃提禽体の破裂試験を行なうことができる︒身動の太い円筒形

門審査食に提添するとともに地充

とを叢叢する燃料安全性試験研究の一環で︑年間三ないし四体の模

部分が反応槽︒上部に燃料簗△四体の頭部細箇がみえる︒

炉心冷却装躍からの注水によって燃料簗合体が有効に冷却できるこ

糊

月五臼付差︶をご期待下さい︒

ト

無菱商爾株弐会社

職

開発機構の婁託により昭和五十年

﹁霊体である地域注民が︸方

三菱原亭燃料株式会社

P

の虫張一など四つのパターンに分
類︒

三三金騰株弐会社

6

警︑日照権間題など常緑な分野に

柏崎︑伊方原発も対象
﹁繧民遮鋤はどのようにして生

w

研究の実施調萱の対象となった

一1白本総合研究所︵響家茂所 広がる住民運動を対象に実施した

じ︑いかにすれば解洩できるか﹂

嚇
開

のは柏崎刈羽原苧力率電所︑四日

三嚢i耀機株式会社

欝蹴

︑総

・籔

欝

問難

原

六月から五十一薙七月にかけ︑原

三菱PWR原子力発電プラン

世界の三関

あなたの三篠

安全性と信頼性に定評ある

蕊菱璽工業株式会社
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原

海外炉の技術源入に始まったわが麟の原子
力開発は︑核防条約批准という劇的なトピッ
クに彩られた今隼︑二十年の歴史の節黛を麺

原子力発耀は圭響颪照 ＋ 三 脚 K W が 撮

過した︒

業に入り︑総餓源設傭の七︒箪％を占める︒
二十鋸の滋藤︒軽水炉の安全性を爽増し︑

成熟の

圏民の理解と協力のもとに六十駕四千九酉万

へと移行する︒そのバトンタッチはス

KWの原子力発躍計闘を呂 標 と す る
綴代
ムースに進んだ︒昨葎の﹁海洋生物環境研究
所扁に続いて︑今一は門原挙力工学試験セン

ター﹂と﹁原子力環境整備 セ ン タ ー ﹂ が で
き・実翫体制の藁盤が薗まった︒
原子力行

にも再建案が出た︒﹁原峯力

原子力蜜金局の翻設にみられる
政のたて眠し
行政懇談会﹂︵三木酋相の諮問機関︶は行政
への難民の鱈頼をとり翼す冤地から原子力蚤

徳案が農期切れで

流魔

した︒髄藤オハイ
た︒

▽±苗

長崎県︑政府に﹁む

輸鋤契約の調田︑フランスとパキスタンとの

まとめる︒原子力は北海通︑榮北

力九社︑昭和五十一叢叢施設計画

十︸項騒について質問欝握出▽聡

つ﹂で遮蔽改修工壌の内容など二

再処理施設輸84交渉の進展など原子力閏際題

藁票︑北睡の四社計薩で四地点蕊

西ドイツとブラジルとの閲の原露鋒施設の

ているとはいえ︑一九八○葎代後単以降のウ

商は活発化の兆しがみえてきた︒しかしこう

オ州ポーツマス工場の能力拡大方釘が決まっ

ラン灘縮賜嚢を濠かなう※躍の将来計團はい

した原子力輸灘を核拡散につながる危険な兆

コレディフ澗祉がガス拡散法ウラン濃縮工場

の過を墾んだ︒フランスではユーロディフ︑

強くその窟霊規制を求めてきた︒

揆とみる来翻は簾子力先進認岡に鋤きかけ・

農標雌化で中闘報告

八十万︑颪十万KW級を対療に改

来圏のもたつきを尻闘に欧州は満々と蔭立

ぜん暢の中にある︒

増嬉炉につなぐ塾幹路線が淡まり︑巾継ぎと

て世界の漂子力擬勢に転機をもたらした︒単

︵PWR・急心八幸九万KW︶の

▽十五醸九州電力︑川内康発

機囎・設備改良調蒼婁興食︑原発

▽騒士臼通慰撫の原子力発電

しての墾水騨にも検認を膿える方針がでた︒

相五悪の拡大に伴う核拡敬防止の着地から︑

落合旗秀KW

雀庁賜の安全綾瀬朽政の縦翻り化︑二度にわ

発と安金規制の権限を別棒としたのをはじめ

核燃料サイクルを確立する翫画が強く求めら

た︒

蛇心分離法の灘縮顯業刮闘樵選に踏み切っ

フォード大統韻は十月束︑カ⁝タ！候補が※

四隼に一朧の大統領鎌継は︑来爾の︑そし

れた︒原子力婁はこれに対し還心分離機七千

建設謝麟を健遥︑西ドイツもウラニット祈が

たる公開ヒヤリングの開催など纂煎構想を筈

台をつなげるウラン濃縮プロジェクトのパイ

ロットプラント建設翫藏にOKを出した︒動

西ドイツ・ウィール撃発をはじめ原子力施

の設備利馬粥は今山魔餉灘には六三％を翻

のに呼応して︑新しい原子力政策を黒鍵︑従

口内再処理のゆ止など独鼠の考え方を聾した

燃の璽海蛍処理工堀に次ぐ属間による第二再

▽二十四田

第六圓フォーラト

防護脚門部会を設醗

原子力婁︑核物籔

スウェーデンではこうした動きが鯉挙戦のタ

処理工場の建羅針画も蔓塞的なレール敷きが

を克服しつつある︒

を慶

設をめぐる住民の反対運動が各國で括発化︒

とはいうものの立地膿境が金藤的に好醜し

録︑数隼来の購

ーゲットに謹みこ誤れるに繋った︒

経済利生よりも核拡散防止

▽二十三照

始まった︒放射性廃博物の処理処分にも長期

﹁石癌に代るのは甲子力しかない扁⁝︒六

がえし︑

設譲警司を串請

たわけではなく原発艶語は蔵町ら蜜各地で厳
的な方尚づけが出た︒

来のプルトニウム・リサイクルの潮握をくつ

しい試刷に晃舞われている︒原子力婁蝿会が

刑する方針を∬ち出した︒商業再処理剛の延

ム大会参崩欧弼原子力視察団︵駆

月のカリフォルエア州そして十一月分コ獅ラ

門家

長・丸山賢三郎巾園電力劇社風︶

調印以来六隼を経たが︑わが醸が九十七番

対話の姿勢を打ち出した新潟公聴会も照

禁止︑蕩処埋・腿縮の国内確保を断念する騰

期︑再処理・濃糖の捜術と随設の蕊無間輸出

圏の核防拙准羅としてその仲間入りしたこと

に基く漂子力抑窺翼がことごとく敗北を製

は︑草和利粥に徹する日水の姿勢を改めて内

ドなど六州で行なわれた住残イニシアティブ

シンポジウムも反対派の激しい抵抗の前に立

WR︑出力六＋万KW級︑発飽と

更▽仏欝臓︑リビア陶け原発︵P

薦十万九千KW︶の建設地点を変

西独BASF原発︵PWR︑出力

送従業罵の放射線田川を調査▽

海外▽張NRC︑空港での輸

究五か無謝爾決める

▽原子力蚤︑隈子力旛設箸安金研

条約の揃准蟻を蟹成多数で鰐決

衆院慰会議︑拡防

が綴発

共得

再処理をはじめ燃料サイクルの確立をめざ
すわが圃にとって※麟の新政策との

ウラン資魔税︵約十三懸五千万円︶

は滋醐の澱機運無題となりつつある︒

政府︑久保長騎県知鱗

▽二十八磁

に対する核燃桝供給撮試など厳しい描記は凝

でなく誹認可の締めつけ︑質金田などから低

響を及ぼした︒

縮サービスを楽罵に依篠する各圓に大きな影

迷を続けた︒強力会銑の原発建設謝闘の延期

しかし︑来国の原子力産業は反対運勤だけ

産業助成を慰乱したエネルギー醸立法纂︑ウ

▽二欝

原発の欝金協定を︑白石愛媛堅知

船開発難業嗣法が期隈満了▽伊方

海水脱塩の二璽闘的炉︶を倉顧▽

に﹁む2鰹燧の蜜金性説明麟警 を麦払うことに禽恵▽醸然原子力
▽五三圃食︑核防柴約揃准で

に調印

▽仏政府︑エネルギー計醐を改

塵を調査︒二十四社が要請に呼応

七八庫原発開発璽を吾万KW

徒鼠識︵NCC︶︑プルトニウム訂︑仏電力公社︵EDF︶の一九

海外▽四譲︑全米キリスト教

来猛RDA︑再処理で民閤の関心

薯︑山本餌方町獲︑崩口圏園脳力
往喪開で調醗︒年間O︒七︑ゾレム
▽九欝 漂研︑※N穴CとNS

▽二臼︑乗GE社脹子力 讐議再開

クレーポイントB原発︵双子型二

懲原子力

球団鰹鳶を求める渓議を採択▽國

▽十〜十二日

ターストンB原発︵岡︶それぞれ 発電開発総合システムの礎立をめ

塁・出力各六十六万KW︶︑ハン

界のウラン獅源・生産︒翻嚢報告

炉建設のノバトーム社設立

原子力庁︵C￡A︶など蕩速増殖

麗発協力で台悪︵十一田︶▽西

対策豊を設齪

科技庁︑原子力局に原子力船闘発

％と発表

の一九七五鋸猿発稼働率六四・鰹

浜騰原発一轡機︵B

漿爾︑機運一︑二

圏鵬

▽十七磯

▽二十二日

化で申間報智

通産雀︑標準

冨

独︑ウィル原発︵出力璽帯八万

グループとウラン訴訟で倉憩▽二

福羅第一原発三弩

穆機で福鵬興︑関係照町と貯金協

十

原子力婁︑昭和万
鋸獲原子力閣発騨用纂本謝國

▽簗十一霞

に次ぎ世一第三健

国会︑NPT

通産欝核燃研︑核燃料

批准案を承認
▽四轡

ンを打ち出しその実現のために必

要な今後十年闇のとるべき行動計

▽十眠

謬院外務婁︑NPT趣

醐と政策を握示

▽十一儀

学術象識原子力問題

認で審議入り

水九薦六十︐ゾの漏れが糊畷▽原子

懸盤催は照難と開鼠講の嗣会議第

子顛設齪で安金審戴を糧示

子嫡安金亜門審糞鼠に川内原発原

七十回総会で報管▽原子力婁︑原
原子力蚤︑核燃籾安金
趨門下墨金を設躍

▽九臼

力金員に新関欣哉渓

▽三欝 原研JPDR︑ドレン
特別婁・原子力シンポジウムの単

設備容羅六璽ハ＋万KWで乗︑英 大腿白帯力使節遡が来臼

W︶が運開︒わが麟の原子力演鱈 調資で政府と地方自治体の二つの

機︵BWR︑畠力七十八万㎎千K ▽一懸仏から康発立地健逸の

▽二十七田

牽六日筆来ERDA︑ウラン灘縮
定に調硝
幾錺凝金の伯上げを発表

囲劔

浜岡一︑福鵬︻
・三号機が運醐

駆畷

欝﹂を濠とめる▽二十五臼︑西独

漂子力機関︵N欝A︶共岡で﹁世 クス賜速繕殖姫の発注を認可▽仏

際原子力機関︵王AEA︶と欧州に減少させ︑スーパー・フェニッ

原正覚婁︑核燃料サ

館次大金を開催
▽士一臼

イクル問題懇談金を設繍▽織調審

一弩機バイパス配奪取酬え総点検 着相が醐速増歯騨と感温ガス炉の

▽瓢十一臼

九州畿力・鱗内原発︵PWR︑八ビブリスB原発︵PWR︑出力衝

局︵ERDA︶シーマンズ擬窟は ▽九欝 原船団﹁むつ﹂改鵬の

提訴▽来瞬︑

液体金厩罵逸轡殖嫡︵L酸FB遮蔽爽験計爾の概要を四二▽陳

雛行政訴訟第十二回口頭弁舗︑内
温舞雄︵藁大教授︶主人に対し原

敷府︑エネルギー

扇面から反対静間
▽二十七碍

オークリッジ南とローン郡に濃縮

核撒台八議︑超餓灘磁

を決窟▽騒力十祉︑※テネシー州

▽一霞

HA︵国際エネルギー機関︶の擾 石分科会を設籔

問題の藤豆協力を擶類するためI

サイクル確立のための擬期どジョ

発建設誹議は台謝十一塾設備容縁

九七五葎の新規原

し︑エユーヨーク州と環境醐依が

ウム・リサイクル許可財政簾に対

送電開始▽米NRCの門プルトニざして﹂を塞調とした第九圏練産

豊麗︑

改農型ガス冷却炉︵AGR︶ヒンRR・P8F計画の招互協力協の
定被懸線鰍営標櫨を明詣

エンジニア蕪人が辞職▽英圃初の

海外

箸喘蜜辮を叙勲

ツ会長W・L︒シスラー氏︑勲一 懲を畢渡す

ズ・アドバイザリー・アソシエー

期協力計魎へ船揃▽オーバーシー

が相次ぎ︑原子炉供給灌摸は苫麗に寛たされ

万KWを越える︒第九十四議金では︑原子力

炉に原子の灯がともり︑その供給躍起は四千

式に取りつけた︒

ち消えとなった︒佐世搬への﹁むつ﹂の塵壊

へ醐けて方針決めをした隼と

し︑来鶴の原子力発熱計颪は儘民の斐持を正

外に示したものとして愈磯深い︒

成熱

建園二強奪にわく米国︒六十棊からの動力

港政府要講は窒転の家謹約一薙が経過しよう

来黛度の原出力開発利用悪澄計画練り鷺し

としている︒

談甕が

を蘭に︑今年は原子力蜜語会の騨門都会や懇

▽十九鷺

照込研の緩縮サイク

ラン濃縮購叢の罵欝化を藻証する核燃糾保証

新設︒祇長にジローC露A擾窟が
戯征▽繭独の科学無理遣五夢人が

を議△鷺握鵬

囮鵬

原子力工学試験

ロト鷺ン設齪完了︑一〜月下旬から

▽・†六日 科学技術庁膿墨力安

実施▽総命教灘の藩及めざし広韻

ホ格研究を開始

全燭がスタート︒樹代原子力安全

R︶計懸に関する簸終耀境影響鋼 慶︑原子力婁轟と﹁原子力発罐關

域教驚研究食置建

約千三颪万KW▽仏大統領と西独 十九乃KW︶の濃墨三士を承麗▽ 蕊十万KW︶臨界▽来原慶・来国

局擾に騨原無徳藤織調整局鍵が就

明盤︵ERDAi︸五三五︶を発
公規横検認の結累﹂について愈晃

三子力工学試験セ

進めるLσFT讃穰に謬舶翻印 対にあう▽米WH社︑米電力金華

▽華三階原研︑※NRCが簗千KW︶︑住民らの強い建設反 WR︑五＋闘万KW︶運開

中部蟷力瀕閥原発

任▽政驚︑・原子力船︽むつ﹂総理

三木欝棚︑久井長騎興

▽二十五職

ンターが設立総塞︒初代理蝦畏に
藤波糧難鍛中研常義理禦が就任

ングハウス︵WH︶の蕊原子炉メ 正式襲調▽科技庁︑原子力出門む

策海第二懸盤行政翫

隅鰹実験炉門常陽扁

ーカー提出の原墨炉標雌化華鮪上

▽牽七曝

▽一晶十六隠

済み燃料の昭欝欝＋四︑五毎度以

DA関係約三十九懸四千芳メ︑※

原子力規制婁颯金︵NRC︶関係模検認婁腿金︑最終嬢欝轡をまと

原薦・原子力闘発規

舩の第九園算盤弁舗で醐健︑璽盤

▽十二田

ー艘葭梱と懇談

つ﹂鰹理港推逸本部を発足

降十黛間処理鞍懸千懸盤処理の委

子力センター建設構想に閉する調

灘を認司▽NRC︑大規模地斌原 ▽原産︑藻州﹂︒D・アンソニ ナトリウム中試験を醐始▽解方原

臼︶▽フォード大続鱗︑一九七七

齎報綾織を審綴金に提出︵十九

醐角耀総総鼓︑懸

粗む方針を明示▽玄海原発二弩機

▽二十讐日

託契約を決める

﹁むつ﹂改膨・総点検をしたいと

︵GE︶︑謙ンバスション・エン知難と辻佐泄傑帯撰に佐獣僚港で

▽十陰

嚢▽米原争脳力規鱗婁腿金︵廻R 炎換

九躍総社擬金︑英

ジニアリング︵C琶︶︑ウエスチ
国BN F L ︵ 核 燃 料 会 社 ︶に使用

▽ニや一難

湛に擾鰯興佐抵保港を正式淡薄し

センターが設立

める

社COGEMA︵核物質会社︶が

することを提察▽仏C￡Aの子金

で萬速増殖炉の輸出を法螺で禁止

︒べーテ博士︑張上院遜蟷婁蝿盆

約二解四千川芳が▽米ハンス︒A

もなった︒薪型炉の閣発は︑経水姫から高還

原子力襲間食︑越

政鰐︑B添原子力

どで技術灘入契約を糖ぶ
二十一浸

淘くう：壕1
く
ゲ

C︶︑ゼネラル・エレクトリック

▽灘外※エネルギー研究開発

原子力婁騒擾代理︶が帯金△口

子縄目・核融愈金議︵鰹擬・遡上

一邸改正法纂を蟹金に上野▽原子

船閣発駅三山法を十無閣延撰する

▽

｛みi

われる︒昨毎四︸％台を低迷した原子力発電

：趣罎

申︑来鋸度からこの方向に沿って敬革が行な

嚢1

B＆W社とPWR用核燃料獲造騒
な了した原子力発電推進の函明記

▽二十八日原芋燃麟工業︑来

延長を決める

水原子力船開発禦業諸法の十庫間

▽二十七臼

門出交渉で訪ソ︵二月七欝帰羅︶

工原子力三毛︶＼原子力発霞機器

ッション︵鐡擬・石騰麟之 二藝璽

を新しい原子力婁と原子力安金婁に分け︑開

圏職

政瘤︑玄海二巴
の設置を許可
▽十二臼政府︑五十年宋原 子
力行三三三鷹︵萄沢広巴座擬︶提

化に関する愈兇﹂で掴摘された改

出の﹁漂子刀行敷体制の改華︑強

箪塞の三一化で︑原子力行政体捌
改革強化推逓運絡金山︵座擾︒川

譲子力婁騒会二十周

鵬窟騰翻長窟︶の初老合
▽十三日

灘1

交渉入り︒

館配念交換禽を醐催

鰯蕪

隔会社として穰極的に原子刀に厳

原子力塵除運台ミ

におよぶ監視システムを納入以来、あらゆる線子力施

設でご愛顧をいた：だいております。

齒R

シス駅ム

電をはじめ、さまぎまな原子力旛設の設搬には、充分

な安全設計と底盤線監視システムが必要です。

−3に、エリア。水・ガス・ダストなど50チャンネル

蟻鶴醗黒︑繕．詔

ド

ζ

窟：量蔵財線監視

1原1
繊設
度予篤欝欝を議会に提出︒ER 線羅を釈明
︵PWR︑五十五万九千 K W ︶

▽二十五圏

躍認可

。鵬，、21卜7111，代）⑤翻躍聯

訓灘目梨田

冨士電機製造株式会掴

お凹い合わせば

富圭手機は、昭和35年圃産1号炉としての原研JRR

安全をまもっています。

戦士の計測枝爾

新しいエネルギー源として、期待されている原子力発

あらゆる原子力施設で
放射線を監視し、

@
@
@
@
@
@

放贋研の医用サイクqト殿ン

（2）

第856号
（第三種郵便物贈可1

新

子
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干1（X）棄メ」南都丁代欝区イ1衆団∫1−12−1（萩有業町ビル）

○

晶

力

原

○

臼本弁護士遡舎金︑第

子力政策を発心︵二十八田︶▽簸

原研と米原脚力規制

覇

驚恥

世界最高権威ASMK認定

藤圏ノ更！ア彫ツ鰭

核拡敵を防比していくための新原

に闘し門採掘︑籔亮は両懸一との

州︑特鋼婁照会がウラン開発政策

繁一次誤謬

遡唾

米・原子力モラ
トリアムが否決

▽鵬頗原船珊藁囲法延鍵法輿︑

▽十一日

審議未了の家ま蒔閣切れ廃渠

LNG・石油・ガス・パイプライン

海外▽第六園フォーラトム大

一部灘騒は反対︶で斑淡︑承認︒ 金閉瀞︵五田︶▽※鷺KDA︑エ
随囎

米政府︑核拡激

﹁むつ﹂の佐世保港膨

防止で薪政策
▽露日

理受け入れに反心して総解︑社金
党︑原水禁︑反むつ嬢共闘会議が

▽八霞

佐世保階で藁会

十九奇人橿擁謳大同で原子力開発

婁貫禽によるNSRR計画検討会

▽十二臓動燃余業鐡の六フッ

議が初会禽

動燃貝母獺藁海再処

萬三部圧・自動制御・べm一シール

四覚の蟹成多数︵共麓覚と自民党

▽巨鳥︑核兵器不拡散条
▽原子力委新型動力炉開
約を拗高し米︑英︑ソ三国発専門部会︑軽水炉から高
に枇准書を寄託︑政府声明速増殖炉へつなぐ基本路線
も各国に送付
を答電
⁝

@▽原子力行政懇談会が原
▽原子力委︑放射性廃棄凹
・子力行政の養魚・強化に関係処理処分対策に関する基
する意見をまとめ菖相に提本方針を決定
一
出
▽フォード米大統領が原ハ
▽安全性実証試験のため子力開発で萩政策打ち出す凸
の原子力工学試験センター ▽米伊州で原発をめぐり〜
および︑低レベル放射性廃住罠投票︑圧働的多数が原一

の薄検討を提讃▽科技庁︑回田
的海洋投蘂の環境膨響は窃然馬脳

︒

▽米議会︑核燃料保証法㌦

を大きく下園る偏との二三環境安

棄物対策を進める原子力環発支持

境整備センターが発足

一

化ウラン転換嚢躍が運転開始︑P

一己世界

霞藤ウラン灘縮共

▽二十五臼開原懇が劇立二十

察遡が嵐発

フォーラム大会墾加訪米原子ヵ視

原漿膜還範

金︑﹁処理処分の経蟹は発生轡が

全評価報告欝を作旗▽原子力婁麟

︑
▽豪州政府︑フォックス一

第十騒墜膿聯次大会

▽十三碩

NC法完成へ

▽十二臼

性廃棄物灼策方針を決定

負隠する﹂などを内容とした放鮒

︷

▽浜岡一署︑豊島三号︑案が時間切れ廃案となり民
始︑わが国の原子力発電設

?浜三号が営業運転を開閥濃縮計画挫折

僻

備容簸七百四十二万八千K委員会の報告を受けてウラ
v︵十三基︶に
ン資源開発︑輸嵩積極化へ︸

雌備婁澱会︵薫至言蕊轟轟痩︶が
初金銀

▽二十九沼

周年舘璽議

同研究騨門蒙会議が初会舎▽藥餓

▽三十日

轟轟第一原発三暑機が還転再開

ウェスティングハウス社がPWR

U鷲A計画

からベクテル社など脱退▽来G

撮持するため六原則からな A︑改罠型高温ガス炉設計で顕独

主な製品

衆睨科技特︑むつ闘

▽磁友商撫とダイキン︑米CV1
社と原発胴フィルタ販売で提携

▽九臓原研︑JMT飛にガス
ループ蝉内箇を設麗

核燃料サイクルの確寛など柱に午 周無認愈研究講演盆

入る

船開発禦藁蓑遅延擾法鍵の審議に

衆院科薄舞︑原子力

イクルの各段階の旛策で政府と践

イクル懇が第眠目会倉︑核燃料サ

▽二十日

▽三十一臼閥蹴伊方原発用の

窒

エネ調原重力部会

構原峯力機関の放射性廃爽物処理

7

▽総懸 磁
題で墾懸人騨び簗印論議▽科捜庁

発でボヤ▽仏ラ・ア1グ再処理工

を葡決▽※プラウンズフェリー原

来鳶院外交婁︑対外援助法改正薬

省︑研究蘭登状況で第五次報箇▽

の離筆懇懐総勢▽西独研究狡術

NPT承認で原子刀婁瞬擾が談議ネルギー電量・悶驚・実際のため

原濫が第ニや五

法躍の継続霧議を淡定

が灘立二十周黛で醗念式典▽斬障

原産︑昨薙十二月未

▽衆院本金議︑上船購墨隙法延鍵

▽二十 陽
▽二十六日

凹

子力婁騰に向幽翠浅発禽

旧訓の世界の原子力発醜所設櫓襟

三民党科学技術部
場の高放鮒性酸化物燃料処理施設

▽二十七藏

回は三論二千九語十万KWと爾査 遡常総会

紬累を発表▽金沢大学理学部付醗
会︑原子力行政然制に関する掘窺
が寅験運娠を開始▽西独原子炉蜜

A編盟隅︑原子炉安金と核舞台で

鶴に銀翼を与えるよう黒蝿▽1鷺

全蚕︑ B A S F 計 画 を 承 認 し 内 務

で科技庁擾欝に晦入れ▽放瞬線讐

エネ調猿子力部

墾院外務委︑R P 議 会 ︑ I C R P 勧 籔 で 翼 繭

の低レベル放鮒能爽験施設が麗燐

▽二十一欝
▽三十一鰹
金︑原子力発電開発の三期構想づ

日露禽三鷹遜増殖

︵磯海で六月電気まで︶

▽一⁝十八讐

科技庁長窟︑再処

炉調整婁が初山愈︑協力棒拡大へ

▽二十九臼
理関係異議宙立てを藁却

灘外▽爾ア︑原発建設で仏に

系冷却材ポンプ国産化に渠り出す

滲院煎会議︑NP くりに衝手▽76世界環塊展開韓 協定

Tを融融多数で期淡︵共薩党反
対︶

▽二十四鷺

脳圃

？批准滋諏薬件を自︑社︑公︑蔑

⑳
原子力シンポジ

臨治雀など関係雀庁に例し︑原子

二覆十四億四を要求

ウム計画後退へ
金聯門審蕉象の運欝箏続きを改蕉
力行政懇答購のすみやかな実旛を

正践発注▽来NRC︑ブラジル原 ▽士一⁝魍 原峯力婁︑原峯炉安

▽一日政騰︑黙劇でNPT批子力婁と原子力規制および安金研
し安金審糞機能を強化▽囎労違︑

摺袋荷燃料が規地サイトに到葱▽

原子力婁核燃麟サ

究で狡術悩報交換協驚締結▽イラ
求める七項翻にわたる要膿欝を提

原子力環境整備セ

開の集たすべき役割りを明示した

▽二十一鱗

原麓が遡薩︑科技︑惣治︑大藏の

▽十一日

▽二十八臼

准を決定︵八β批准轡を※︑英︑
健業鰻被醗低減で爆撃に申入れ
電調鷺︑照租五十一

ン︑仏への原発皇基発注を磯認▽
▽十六臼

仏工漿科学相︑当漁の原子力施策
薙度霞源開発塾本計顧を決定

ンターが発足︑拐代理壌擾に管内

原子力婁新型勤力炉

ソ三か羅に霧託し九十七番鼠の加

で褻明︑独團開発路線を強調▽米

盟國となる︒政府磯明も送付︶

科技庁︑柏騎刈羽原発

良帯氏7電力業界︑九鎌懸三千瓢

済み燃脳再処理の中止を嚢明▽英

を講大評儲していると反論▽アル

▽二十一B

海外 ▽米ERDA︑廃羅丁田

が中闇報告まとめ題薩相に雛串

論難立地調葦に魑季︵二日︶▽藏

プラント建設に魑賦することを決

国際協力を強調

処分検討グループ︑地騒処分での

毛を政府に提出▽経済協力開発機

独URNIT祉︑灘覆工堀建設鳳
▽一臼関鱈美浜三鼎機が運

定▽原峯難癖︑昭和五十一年慶原

螺社燭阪

東本コr大

のでヴ．それを、61k副。弾βという高庇で、

▽三艮

中間報街をとりまとめる▽原子力

▽米大統領選雛で原子

▽CEA︑EDF︑フラマトム社︑

条件付き原発許認蒲再開︵割田︶

リアム断決︵一丸︶▽米NRC︑

ン州など米国愈愈で原子力モラト

ーター氏が勝利︵二心︶▽オレゴ

力に厳しい態度を蓑明していたカ

海外

理施設︑改膨工瑠終え第二次ウラ
委︑漂子炉嚢虫周辺公衆の被曝線

核燃糾税新設を正配認可

▽二＋二醸懲治省︑福井凝の

ンテストを開始

▽スウェ⁝デンの憂心挙

薄暮の照照済み燃料の海外群処理

海外

鑑闘罪証葺︑ゾレム評価一軸で線懸

各織庁に対し殿源三法の弾力的出

▽来核燃籾綴証擬闘︑下

職が曙られるよう要望
海外

ウラン会社︑筆癖での再処理を政

院を通過︵四譲︶▽スペイン掴有

で漂子力開発に厳しい方針を打ち

藁京霞力社長に平

来上院︑核燃料保証法

▽二十七藏

▽海外

外M
四飯
︵十九繍︶▽米NRC︑G猛岩S

︵十勝濁︶▽萸政府︑BNFLO
のの一部として健康︑安全︑環境

RC︑原発の許認可を一時檸虻

の分野でイランと協力協定▽豪N 出している促守三貫属愈が勝利

騰に握興▽英原子力公性︑安傘性

婁託方針打ち出す

懇購への聴換を基聯路線とし︑多

開始＋周年

九爾︑川内鮎子力

の謝覧法決める

開発騨門部金︑軽水炉から麗速轡

アルゼンチン原子力婁︑新ウラン

原産︑核融禽研究開発で報管描▽

原三頭灘炉が運転

公聴会謝醐纂を新潟興に予示︵十

露的翻温ガス炉を並行開発すると

▽二十葺日

六賑温順購宛て文欝で正式蟹講︶
▽三十日

の報簿撚を提出︒転換炉の最終決

行政懇︑原子力行政

製錬工堀魑工へ▽キューバ︑ソ逮

定持ち越す

越智学術会議巌長︑原

と原発輸入契約▽仏PUKグルー体制の改編強化に関する葱晃をま

▽四臼

プ︑ウラン鉱処理でSτ鷺Cと契 とめ誼相に提出

▽二十七霞

核燃麟税新設を内諾

海外▽※ERDA︑天然ウラ▽二十一隣霞治雀・裾井県の
ンおよび濃縮ウラン供給で方針変
璽▽フィリッどン︑仏と原子力平

和利罵 協 走 締 結 ▽ 来 E R D A ︑ 西
発贈藤建屠設澱業事協議会との閥

σ￠

遜譲力輸出を従来通り進める慧向

ゼンチン原子力叢︑二〇QO葎ま る新政策を採択▽NRC︑バックなどと協定▽西独︑ブラジルへの

を表明︵＋六日︶▽西独AEG
を発嚢︑原発許認可血肥にメド▽

でに十六塞︑一千五織笠KWを運 ・エンド環境影響評価暫定規則案
開させる長期原子力閣発計爾を発

一嵩木改造内閣発足︑

を政肩に提謹▽フオ⁝ド大垣領︑

AIF︑核燃料サイクル完繕など社︑KWUの持株をジ⁝メンス社

▽ゴ欝

る蟹成決識を採択

秘泊原子力発霞蕨建設謝薩に関す

原子力委︑重工農から

に売却
フェニックス建設中止の要請を決

表▽仏イ寝室ル凝議盆︑スーパー

翻

わが国の原子力

▽島田

開︑わが国の原脚力発心十三塞︑

違心分離法による灘区パイロット

総設備容醗七颪四十二万八千KW 子力薙報を閣識に報告

ヨ
発電7
4万KWに

北海道署内町議会︑共

科学技術庁長冨・原子力酔人長に

について

行政懇が第三十五圃

叢終答申以後

▽十六門口

会愈︑

財田を交換▽原説閉業製法延穫法

原子力耀塊聴講セ

案︑改めて科技特に付託
▽二十二β

ンター第一圓設立蕎会議︑設並蓄

金桝研が翻立二十

囲襯

荊爆圧男氏が嵐任

▽十五田

終協定に調印

︵二日︶▽スウェーデン新政斑︑

間ウラン濃宿計醐

研究開発協定で調印▽米鍛大の民

薄暮実上騰決︑難問濃縮覧送りに

で環境傑全︑営業補償に関する協

総額七癒峰に達する十か薙投蟹計

廃棄物対籏条件に建設中の原発は

影響に関する瀬終報㌫をとりまと

独と隅速会誌術情報交換協定締結

定欝に調閣

ラン灘縮糾金値上げを発嚢▽米上

誉

醐を承認▽米鷲ROA︑原発鷹ウめる▽台湾︑米と院外鵬翼で縫期

▽フィンランド︑ソ題と原発難設

科技庁︑昭和五十二

羅める︑などの方針を土曜▽仏政

出語

院が七七薙度ERDA予籔纂を承
原子力公社︑原子力に蕎憲的な柵

府︑核拡敬を防止し原子力輸繊の

⑪

環境整備セン

▽ゴ

工籔環境汚染婁の報傷は環塊影響

工繊繰下げで舎慧▽米N鶏C︑イ

年慶原子力関係畢算概籔要求の概

認︑原子力nは四十六億が

行政懇が意
見書を提出

ンド晦けウラン輔出を認薩▽オー

要を発表︒腰弾力安全対策の強化︑

原子力蚕︑抽崎刈羽原

ストラリア︑ウラン鉱藁塚で外資

▽二購
発公聴会に代り文轡で地元から魎

の参撫枠緩和など政府新方針を決

▽六B

㎜囲

繍国

見を求めると湊定

繍皿

の協力は鵬難と科技庁に纐知

弩魑工

織子力婁放射性廃藁物 定▽西独とイラン︑原発建設で契

対策技術騨門部会︑今後の放蟹性

⑰⑳

約▽来原産︑原子力輸出政策で握

三菱獅工︑PWR一次

示しだ申間報告をまとめる

廃翼物対策で推進体制と閨標を明

▽八田

原子力蚕︑環境放射能

ター発起人会
▽七田

安全研究の積極化を二目︑影響評
議五か黛雲霞づくりと内部被曝調
査に譜手

▽±二二原産の招選で来日し

代蓑に荷沢広巳原座会長
幣﹂門原発の潜寝的種険性﹂など

勤燃費築団︑藁京出

▽一⁝十一臓

畷が﹁ウラン協会輪に加盟

▽二十β

たH・マンデル藪独原産余部︵R

ール敢府とウラン擬鉱に関して二一

クラブで講擬▽羅際資源︑一一ジゴ

313一一2367

（06）

干鵬

囎

曹

僧綱F斤

奄慶（0塵4＞833−23玉1

（03）

虚災鯉ぎ・もノター

鯉

監

o

直

覧

＝

邑

▲

o

。

431−5王76

法港区新橋4−9一王1

しかし、繭圧流体には余り適さなかった

町

繍

◆

WE蹴力会社副穐長︶がB本工業力︑藩論醗力︑三拝物藍︑佐四白
金麟原子力発難所駈荏

平珊バルブ工業株式会社

と、ゴわれていました。

原子力界に拾う

の無点から原子力平租窮摘めぐり

▽六日

が鯖単で、操｛乍し易く、理想的なバルブ

および水平尚方向の、地蔑荷重管の検酎
も要求され紐解。（これら、酎久骨の考慮
と岡時に、原子力珊バルブの大きな特色
として、事故の膏無を追求し、高度な品
蟹保工がなされておりまり。

原子力火力・宇宙・脳脱排脱・酸藥

堂々と貫いた原子薬用バルブの難関

；駐磁の優秀な品働織罰：三綱

しかも、原予力用バルブに作り上げ、空
気圧シリンダによる髭働操作を先成しま
した。線ぞ力発蟷所のバルブ献罷部につ

が入は、パルフの心臓なのです。これが、

いては、設誹欝命30〜40年とされ、錘：燕：

90度lr11転づる嗅に、流体のON−OFF制
脚かできるのです。ボールハルプは構造

今年の主な動き

子力シンポジウム閣催で環堵点で

▽八日科技庁と運輸雀︑むつ
峰理彪問題で野砲緊と佐世保市に
圃箸綴提出▽政府︑躍源特会施行

舎の一部を 改 正

▽九β原子力婁核燃料サイク
ル懇︑遠心分離ウラン濃縮技術研

究開発謝画 の 評 価 検 甜 を 開 始

▽ヤ日原船麟叢腰︑むつ遮蔽

玄海一

約

議
山出

実験の計測終了と発表
▽十二B

▽十驚日革新系科学番︑むつ

問題でシンポジウム

▽十五闘四国蹴力︑窮二の原
子力発服駈建設で徳騒銀および阿
爾薦に懸盤綴蓋串入れ▽寮慷英二

被爆三ナ一周年を迎え

・

取り繊して掠れは、何の裂哲もない孔の
明いた金薦のホールですか、この応一ル

出

輪編

原水禁︑原水協が大会︑﹁軍事転

▽五二

墓本路線決定

新型動力炉の

鵜繭

帯町樗協議余が科技庁︑通藻衝︑

，

陳研理禦畏 鎌 継 発 舎

▽十七日臼立と栗芝︑アセア

トム︵スウェーデン︶とBWR憐

原子力蚤︑凝の協力

報交換で禽 愈 と 発 表
▽十八臼

が得られず 柏 崎 刈 羽 原 発 公 聴 会 の

開催を断念 ▽ 榮 海 難 町 回 ︑ 原 子 燃
料工業の懸腕成型潴工工腸建設翫

安川第五郎前康慶

画を蟹成多数で可決︑承認
▽二十五日
会擬逝芸

座三
沢

酋相に憲見轡を渡す

に

式

9
●
零

働

驚
．

．
レ

昭和5壌年12月16臼
晶

昌
昌

子
（第：三種郵便物認可

第856号
（3）

53

74

55

34

28

21

32

B

17

3

11

2

2

｝

一

米ハリ

ス社

厳

一

敵／鴛
︑デ誌峯

掌糠懸一

曝した︒同原発は各種システムの

などが主一瓢です。蕨R＆D

せん。CRCにおいでください。そして、お話しください。いつでも、あなたの症杁にピノタリの処力箋を

％

構懲鱗雛「．鍛戴蟻鱗醗〜壌醸騰解糠鞠隷難綴・職癬㌧孫

噸紅霧蕪蒸難穿霧鵡．

また︑岡一解機︵PWR︑出力容墨は五薦六十四万鷺千KWに達

㌔
器︸・

暁

叢

試験およびチェックを行なうため

ヒタミン言なし，成分を公戎てきるし、公表しなければなりません。でも、CRCがもっている13；仔力分野の受既
ノウハウを公衣することはできません．知1融・経験・頭脳といったものを誌薬であらわすことの繕難なこと、 計翼

ドール原発二
二月︶も蒸気発鑑器でのもれのた

その総出力は膏七十四万KW︒建

のストーン＆ウェブスター社に委

盟国がフランスの原子力塵簗に加

購読腿蓋置

四＋秀KW・運開充七四隼＋ する茅定︒
め十二二輪に運転が傾止されて

設申は二基︑酉八十二万KW︑発

︑懲

託されたことに強い不商を表明

えている駈力にどのように対処し

颪

2螂

2

号が運転停止
蝉心事装荷で

している︒

ベルキーでは現在︑三塁の原墨

炉容器の内部部晶の分解において

のため運転を僚酸していると明ら

制御棒が損慨を受けた︒この紬

力発電所が商量題転に入っており

疑︑制御榛の膨理に隠閾を要する

力八十八署KW︑運転開始予定一

原子力晃難所二型機︵PWR︑出

で︑一九△一耳塞でに総発麗設備

ラマト⁝ム祉の舶圧水型一本にし

注済みは二君︑二百八万充千KW

隅経済相は︑漂子力開発の推進

ぼられ︑イラン陶け原子力発電所

ため運転再開は多少遮れる模横︒

を支持するシュミット蕊棚の社蔑

ているため迫力業界ではもっと厳

てからは徐汝に出力を上げ今隼束

あと屯田を要するが︑運転に入っ

一墓輸出では予備研究開発が来國 九七七無一月︶の全出力還藪を認

しい原発㎡醐の縮小が出されると

し︑バ⁝ル営相に滋処方を璽講ず

党に対し︑消顯派の臨由党に属し

いうことを予想していただけに政

フランス︑欧米諸

これは︑仏電力公社︵EDF︶ までにはフル運転に入る予定︒

る購簡を送付した︒
迎している︒

府の立場および発呈した方針を歓

ンジニアリング会往の設立を輩漉
しており︑それが実醸した場禽に

とフラマートム往が共猛の輸繊エ

庫四％︑館力舗敷の増加簿は薙六

は︑他のエンジニアリング会社は

︻パリ松本駐在興︼フランスの

電力業界では︑藤ドイツにおけ

・五％とみており︑反鰐運動など

るいはそれに参舶してもフラマト

原子力鳴門から排除されるか︑あ

このほど︑ドブレ禿蕾根︵ドゴー

ドルナノ工業科学棺は繍民議会で

る今後十無間の経猶成髭率は実雛

によって原子力発電所の建設が凍

ーム社の下葺けとなることを憂慮

国の圧力に対処
縮される重星には︑一九八○鋸に

したためにとられた樽罎︑と受け

ド工事科学網が潮解

している︒

は電力が不混ずるであろうと予測

しては︑広聴なパッケージ・サ⁝

仏︑フ社のPW盆 止められている︒ABHTEXル派と議興︶の米圓および欧鰯の同
独占体制で苦慮

ているかという騰問に対し︑概要

ビスを提供できる体制を確立して

門パリ松本駐在鐡回AB翫TE
対処する慧向だ︒

一︑パキスタン向け漂子力発電

Xを構成しているフランスの諸研 米囚RCが全出 次の通り副えた︒
究鰻獲瓢往・エンシニアリング会

の輸出については︑仏政臆は明確

筋および使用済み燃料欝処理工場
カルバート︒クリフス樋門機

た︒

G︑テクニップ︑ウルテ！︑アン

力D
運E転
社︵S氾RETE︑SO
Tを
E 認可
はこのほどカルバート・クリフス

来原子力規舗唐竹賢NRC︶ に契約は腰行ずる旨の兇解を示し
ンスの軽水炉型学窓力発艦燐がフ

チール社など︶はこのほど︑フラ

の超縄中性子束炉で︑構造物翼網

クレー研究所にある膿力立万KW

一︑イラク向けオジリス炉︵サ
料装荷を行なっていない瀕子口幅

および核燃料璽素を照慰する翼験

ということを発全に保読する協定

▽すでに原子炉建屋などが完成

醗所等にも適用される︒

しているバルセベックニ野︵運転

しており︑それについて外国の等

炉︶の輸繊は科学協力の分野に鰯

欝を政府に提聾しなければならな

闘始予楚一九七七奪十月︶につい

渉があったという傭報については

い︒

いない便用済み燃料の十分に安全

ては︑所有轡は法律で規定してい

通報を受けていない︒

▽聡力会社は濠だ再処理されて

な鰻終処分をどこで︑どのような

い︒運転認婿の決定は政將に依肥

る諸条件を満たさなければならな

ス政府︑原発建設継続で
スウェ；デン政鰐は十二月三農

しなければならない︒

方法で行なうかという計薩を明示

建設サイトについてはフランスも

T︵欧州共筒のトカマク装蟹︶の

カダラッシュを候補地に上げてお

するが︑避開は一九七八痒以降と

▽鰯力会社はこの法璽が立法化

する︒

一︑欧州共圖体︵EC︶のJE

にスウェーデンにおける葭子力発

嗣済み燃繕の安全層理に対する保

▽再処理についての契約は︑使

証を与える協定を法的に結ばねば

法案を作成申で︑冠
辞法律矯激局に送付するというこ

条件付き

とを発表したのに続き︑十二月九

の立場にある︒そのサイト遮択は

り︑英畷︑西独・イタリアと対讐

で行なうことになっている︒

EC理醸金が正武な孚続きを踏ん

トなどについては経済的補償のた

る︒

めの法約権利を翻するものとす

される以前にすでに支出したコス

いて作成される法律は︑窪だ運転

▽醸府の条件付き法律にもとづ

ならない︒

に入っていないか︑または謹だ燃

ように明らかにした︒

臼︑岡法案の輩な要求購項を次の

▽霜力会社は箆用済み燃料の薄

雛回る響

ス社は次のように述べている︒

この直謝決定は︑建設溺醐の遅

た︒

れと淡刻な勲地問題などを霧懸し
たものとみられている︒しかし︑

だとしている︒

現実的なアブ篇ー

計画を進めてゆくことがエネルギ

擬進行巾の原子力発殿駈の建設

チ

ー計薩実害の

条件付き法案

ドール原発1・2号機

醒所建設の継続に関する敵腿の

の内容を明示

潮懸轡山颪懸響騨蟹

処理に対する断種性が礁保さるれ

⑲

門数￥の士では今圓の原子力支

々は︑原子力開発における璽要な
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が︑儀捧として︑國罠は①漂子力

今後の課題は放射難廃棄物処理処

31

ここでは・せいぜい・ビタミンAからヒタミンZまでをつくる能力がある・ということしか公表できまTSS脳

持率は鑓脇より灘酒下圃っている

E︶は十二月九曝︑ドール原子力 れている︒このようなもれは他の

ベルギーの電力調蒼金︵UEおり︑経優期間は十日程度とみら
驚隠幾遍機︵PW窺・出力四十 原子力発趣駈などでも彊生してい

︵カリフォルニア︶の薔原発の周

25

582

は電力の航要エネルギー源である

であり米欄内でその資源鷺をほと

⑫陰子力は蜜全で供給艇力も十分

んど確保でき︑かっ輸入エネルギ

辺住民をも調査の附象にした結
分間題に与する解決策および興体

一
一

4B：名寅麗G62

対し︑国民が今日のエネルギー危
機を認識していると櫨えたのは︑
ー源の依存縫を軽減することがで

︸万KW︑運開一九七露隼十一るが︑塵境への危険はないと強調

政治的指鯨蓄のたった二％︑財界
きるので︑漂子力以外には発電用

般公衆よ

工不ルギー不足は境仔深亥llか9将東はウ

42！…穴販24i

月︶は十一月菰田から炉心再装荷

人の九％︑環境保護衝体抵纏蕎の

エネルギー源はない扁i一などの かにした︒炉心再装荷の際︑原子

調査の嫁鑑によると︑国民およ

点を強調している︒

五％にすぎなかった︒

ハリス社はインディアン・ポイ

ント︵ニューヨーク︶︑モリス

果︑これら鷹辺三民は

め︑今後の原子力開発計画の二進

的な計画であると蓄えているた

︵イリノイ︶︑サン︒オノフレ び各琿駆体の揺轟的立場にある人

りも原子力翠霞に対する三陸は強

および磯民の強い支持を欝るには

く︑また起こりうる製故などに対
して懸念が薄いということが捌明

な実施対策が必饗であろうという

廃舞物の処理処分に対する翼体的

結論を出している︒原子力に対す

六％が原子力発霞は義金だと答え
たのに対し︑一般公衆は二重％︑

る劇罵の寒暑は溺裏のとおり︒

した︒原発サイドの周辺二段の七

環境儂護団体関係者は五三％たっ
た︒

調葦縮漿のまとめとして︑パリ

開発目標引下げへ

（各分野の鱒散ちによる工刷レギー不足に桝る1眠の関心度の予測）
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あろうと懲じられており︑原子力は他の代替エネルギー瀕よりコスト圏で安いのが魅力だとされてい
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るーーなどの諸点がク切ーズアップされた︒
ためであった︒催民投票の結渠か
ら見て︑国民は原子力に対する素

％︑笈対は二二％であった︒

エバスコ敏のシャーマン社長は

今回ハリス社が行なった世論調
董は一九七五葎に引続き二四目で
振な蕩え方を明馨してくれたもの

わからない
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六州での住属投梁の際︑ハリス社
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関係轡︑麗境傑護団体の指滋養︑

て行なわれたもの︒この調糞は︑
が術なった懸前世論調査では闇闇
原発灘辺佳属を禽めて圏醗金般が
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の原子力に対する隻持率の度合い
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業
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原子力鋤万眠Wに
@エネ醗が内外情勢踏まえ予測
日本エネルギー経済研究所︵生田盤朗筋長︶は九︑十の爾田︑菓察・大笑町の経醐押金館で﹁エネ
ルギー多様化膳代におけるわが国の職略﹂と題しシンポジウムを旧いだが︑この串でとくにわが国の

エネ研
シンポ
の情勢である︒

︑

〜︑わが暇の経済成長蔀は︑昨
鋸麗と今鋸魔の低成長を勘案すれ
ば︑昭稲五十・無⁝山ハ十劣十年間

うえでも︑﹁少なくとも次世紀に

繍の團蒙安金保陣を確係していく

籍している︒

験は︑三三五十二黛三月八三〜十

八千人で全添の六％を占めてい

る︒蓉た女峯の研究本獅蕎は一万

率をみると︑大学等は一八％と繭

る︒また︑研究費の対萌丁度繕加

九十九億円で一五％となってい

簾のあり方をとり蕊とめたもの︒

ながら︑今後わが国がとるべき方

上圏と先進圖との関係から分析し

の世界経済の動向を︑主に織田途

来約二年間をかけ︑石油危機以後

込みは︑昭和五十二鋸一月十七日

六田︑騨習院大学で実施︒受験串

は︑二心五十二年三月十五瞬〜十

▽第九圓核燃料取扱盗塁番試験

庁原子力安全薄霧黙黙規二流へ︒

歴蜜︑三三抄本︑罵麟を添え︑科技

歴盤︑戸籍抄本︑熔断を添え︑科技

からご月五臼までに串込み麟︑履
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治聾儀婁農長︵三淺璽工業即妙︶

あい照らしだ笈への量れをおしん

給の緩和は石麹鷹機以後の櫨界的

形蚕万KW②蹴調 外依俘度はほとんど低下すること

に全力を傾注してその繊強につと

べ︑雀エネルギー対策とともに原

強調しすぎることはない﹂と述

地発との譲し硬いの進み門流鷺を

臼︑学習院大学で箋旛︒受験串込

同じ構い佃びを示したが︑環擁の

る︒

たが︑研究機関は一〇％︑会社等

年度の贈加箪二五％をやや下圓つ

このうちエネルギー問題につい

SCA一三）

葬儀︑し

遍膨にあい耀した偶本潤之助原産

の賜辞についで︑癖人代衷として

顯悶︵湿原麗桟嚢常任理環︶は︑

めやかに
故一門撮次郎娩偲んで

だ︒小一三間の騨機の聞にも︑ひ

いては︑ここ一〜二籏に行政撫醗

万KWとなる④昭墾ハ＋五銀につ とする楽観論に対して︑現在の鵠

なく・欧来講国と比べ極めて不蜜

めるべきことはいくら強調しても

を推進する必要かある一⁝などと

ーシップのもとに国をあげてこれ

で︑瓠速耀翫は三十万〜八十万贈

ては原子力を中核とした代替エネ

の禽社等と外麟との技術交流実績

保護は千八十三鱒開で︑一五％の

▽鼠社等と里謡との閥の技術交

は六％といず孔も潮鋸度︵研究機

瓢Mモジュールとの接続によりコンパクトに又、広範な用

一︑倶給兜通しについては︑窟
ず石癌以外のエネルギー源噺親翼

二手七欝万KW︵エネ講報衝は二

的に雛際すと︑水力が昭租六十無

ふり返り︑その關発二上に残る故

ともに歩んできだ原烈日の一穴を
野駆菱蟹

午後︑藁票︒簗地の黙臨戦でしめ

展︶の三灘璽エ業社葬が︑十三田

が続六とつめかけ︑斉場鯖鷹にお

きつづく四民銭に墾列する人びと

〜四懲五千万詩溺が限度と響えら

った︒

し黙っだ黒い列を擬くつないでい

れ︑三段の政策努力が行なわれな

のみ葎回している︑と指摘したあ

な不況に伴う講襲の減退のなかで

んだその入となり鷺しのぶ守屋学

徳をたたえ︑蝋落にして英断に認

社翁︑経済界に尽くした故入の

やかにとり行なわれだ︒

工凝社擾︑萌原口力巌簗金野劇出 人の旧きな足跡にふれつつ︑脇腹

された故岡野傑次郎氏︵

轡不全のため呵る七同一隣逝宏

万KW︑原子力が六十館二千七欝

千八醤三ナ万KW︶︑六牽丑駕三千

万KW︵エネ調達衝は鰹千九葎万
KW︶︑六十五鋲血千一力KW︑輸
入振巌が六十薙七千九灘万〜八千

四十万ナ︶︑六十五焦九輪八穣万

ﾒ万・ゾ︵工伽羅欄嗣報㌫は一難二蕎

六・四％︵標藁ケース︶となろ
〜一簿記藪難燃︑輸入L聾Gが六

は草三五・二％︵抵成畏ケース︶

う︒︵昨葎八月のエネ調不測は岡
牽魚二千七醤芳曲︵エネ調報恩は

いであろう︒

ゾと大幅に下方膨正せざるを篠な

滑化することを娚即して︑新設規

が改麹され︑開発落選の推遜が円

四♂ヤニ醤万Lジ︶︑六十・略奪四鶯や万

六︒六％︶︒六十一薙−六十五難

ルギー型へと移行し︑照和五十隼

いと︑将来の所要羅を確保するこ

一︑わが綿塵漿は次第に雀エネ

原勇議開発規模に離し籍六＋矩一芋七藪万XW︑闘六＋五三秀KWとし糞意通しを発 は一一丁五〜四％Q
表︑注臼された︒予測規模は総禽エネルギー調査盆報労にいう照報六十卑四千九欝万KWを大著に下

ついて現在再検討巾︑原子力襲鷹書も来響をメドに現行麗期計薩の改灘に璽り出す薄雪だが︑渠たし

方膨正するもの︒立地難もあり﹁四千九落万KW開発は嚢実上︑不篤能﹂とされエネ調は闘発無畜に

とができない︒

ー開発副醸運延のしわよ翌は輸入

一六十奪のエネルギー／GNP弾 一︑したがって︑代蕎エネルギ
性燈はほぼ一となろう︒

合計すると約

定な霊歌に立つことになり︑授期

れ︑しかも代替エネルギー開発も

審決定から遮開までの期闘は土工

されるものと弩えた⁝⁝など︒

禰嚢が鰻大した一三には大幡な石
二千七

模が駕間距酉75KW面壁に引き上
と門もし世界的に雨気が圓復し︑

和六十鋸の輸入石音鷹は照鰐四千

駒澤で討論されることになり︑昭

罐規換は六十讐三七欝万KW・

臼万KW︑六十五庫五千万 げられるものと予測し︑五鋸闘で

一︑以上の無勢から︑わが罵一

六十五駕五千万KWと大繊に縮小五聖芳頑程慶でピークに達する兇

黙黙罐難繍

なお︑原子力発電計圃を六十無

次エネルギー含煮羅は昭箱六十薙

KWと極めて控えめに茅干しだの さらに二千万薦万KW滞積が追煽 縮の値上げ︑ひつ遍が十分予想さ

岡研究所の予測鴨猟は大略次の

は以下のような状況判断によるも

こうした劉懸には羅大な影響を受

十分逸歩していないわが国では︑

を行なっており︑とくに籏子開発通り︒

1の關発計置を下方に彫正晃礒し

万〜五億諸等︵エネ調報告は四億

生田所撰は総合報鮨で︑代翻エ

けることは明らか﹂と日誌︒わが

てどの程魔になるかーー翼体的な数字がはじき趨されたのは今厩が初めて︒
シンポジウムでは︑鰻近のエネ

八千万謎認︶︑六十鷺年は㎎穏七

のだとしている︒すなわち︑①硯

ネルギー覇発計爾が現状の豪謹推

羅給︑発酔罵燃料多搬化の効累と

ルギー偶勢︑わが麟エネルギー罷

︵エネ調報告は七懲ゐ牟詩潟︶︑

一︑巌界の石物蔭塵は臼薩八千 で石痕換篇豊幡四坐〜七鱈⁝謎認

千万〜五郎︷牟万計拐となる︒

移するとすれば︑エネルギーの海

六十五奪七億一灘千〜八鰹三千謎籾規

発調整霧島振で算定済みの計霞を
から照鮒整へ搬送︑ここでパレッ

擬期化する傾向にあり︑ほぼ七奪

となろう︒

までには製作と唖研大阪研究断二

て篠竹馬ストッカ；へ︒約千三百

トに入れ︑横込みコンベアに坐せ

おける新エネルギー源の実環塞で

摺搬速器棟照雨整内設暇を発了︑

国際的視野に立つたエネルギー戦

せられるかによって決豪るが︑現

エネルギー蟹源である原子力蘭発

略を礁嚇し︑政府の強力なりーダ

は︑もっとも蟹要かつ儲頼できる

緬でストッカーは一杯になる︒こ

原子力直納の規横は︑五十二︑覧

鰐には破縫凌票たすことになりか

続き飼立衛生試験所が得心となっ

の後︑出鷹コンベアに乗せられた

十三繭無度で何基を蹴調欝欝過さ

在計置巾の原子力発醗燐における

って︑照和六十隼までに運開する ねない︒わが国としては︑満州に

て行なう健全性試験に役立てる計

パレット内のみかんは︑捌御意か

半とみなければならない⑬しπが

その後甑運転に入る予定で︑引

一︑わが國の石縮輸入騒は照億

在運転中︒建設串ならびに電源聡

給の展望︑世界経済とエネルギー

放豹線照射で

黛おり︑関係窃の注醸を簗め

実現といったテーマについて︑そ
れぞれ木村︑松興︑窟館︑鈴木各
霊任研究員から岡研究所の研究成

果が発表︑それらを藥約した形
で︑﹁エネルギー多様化暁代にお

みかんの青カビ退治
原研が新⁝装置設置へ

ら選隔藤蔓によって漂動醜に二簿

今麟設蹴される嚢麗は照鮒に適

蒲速器は︑覇痴態率電子線加遡器

加遼器で照射される仕艦み︒一一轡

子ボルト︒照劔に必要な全工程の

科技庁

炉主任︑核燃料主任
者試験要項を発表

ルギーの開発を促進する必褻があ

▽第十九圃原子蝉主姪技術曹試
▽研究盤を組織別にみると︑会

みは昭和五十二卑一月十七騰から

で糞払額の繭三度比傭び率六％に
％︒この比率は昭和四十無極の一

増︑偶報処理は千三十四層円で一

流を件数でみると繍出は二千八颪

＋一仲で繭第麗より二七％の憩

USビル

承腋詰識舗講篶翻

ける政策の選択﹂と題し焦三三擾
から四三報告が行なわれた︒

今回シンポジウムにおける報告
画だ︒

ッカー︑上下反転装等等で構成さ

するよう︑コンベア︑賠留用スト

表面殺麗を行なうことにより︑膏
カビの発生を防止しようとするの

田添原子力研究所は七臼︑みか

が呂的︒原研はこの中で曳として

昭租六十年︑六十五鉦のエネルギ
ん照慰用コンベア装瞭製作に閲し

は︑石油危機後の悩勢をふまえ︑

川山開工と契約を締繕した︒

取り外しもできる︒

れており︑みかんの諸賢時以外は

子力開警の強化の必要牲を強く揺

が︑昨卑八月に行なわれた総合エ

るが︑今画契約で製作されるコン

照鮒技術の研究開発を分撮してい

摺摘した︒

ー需給について展織したものだ

みかんの照射は︑四十二犀九月

ネルギー調査会の計測に比べ︑一
から始まった原子力特定総△口研究

と警えられるので︑含計二千七菖

れを受払額でみると野望額は六齎

経済調査脇が握営

鵜えると︑それは六薫万KW程度 原子力開発の
重要性強調

次エネルギー三熱を低めに予測す

所為躊聞は約一一時間︒

▽会被等の研究腿を巖裟別にみ
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照射するみかんは︑まず冷蔵灘

＝＝＝冊＝＝＝開＝＝＝一＝冒禰＝一＝薗劃一一級＝鶴一＝冊＝＝樽＝一二＝＝需＝楠＝一コ一＝＝鴬灘需輔一■騨一＝＝一隔＝＝一＝一口層榊曹一＝晶＝＝＝＝圏鼎＝筑二一＝＝ニ＝響＝

ベア装麗もその一つ︒来日二月末

食舗照鮒計画の一環で︑蝋子線で

＝禰瓢一＝＝＝一＝＝鞠鼎一一■一認＝需＝竺＝＝＝＝榊一二榊用一＝＝篇＝二開＝＝

るとともに︑船舷に替るエネルギ

二十憾円で

O％︑政論は八千八百

科挙技術庁は十一田︑第十九圃

％増撫し︑研究機関は四千四蔭九

燃料取扱キ任暫試験実施要項を発

原子蝉主任技術者試験と第九回核

矯嵐経済醐査協議金は十曇日︑

油危機後の世界と顧水野と題する

開発途上燭経済を中心としだ﹁石

報簿譲をとりまとめ︑﹁八O酒代

六十六懸円で軍慮度より一七％の

で前隼鹿より六％の贈加となっ

深義︑支払額は千六濁九十一懸円

た︒露な網手国は輸出では米濁︑

ると購綱強械工業が四千五惣円で

め︑ついで化学工藁が二千二藪二

蝦も多く︑金産業の二四％を占

十一礎盤で一九％︑輸薩用機械工

後半には世界購に石器の矯絵がひ

囲︑政府一二・七％壁織︒

▽会社等の研究費を特定翻的別

ブラジル︑インドネシア等︑輸入

三〇％で︑前毎度に比べ民間八・

にみると宇濁開発は七飯三十一懸

業が二千八薗九十五慰円で一七錫

表しだ︒異施概璽は次の趨り︑

円で繭彰度と比べ五一％増加とな

社等の研究費は一兆六千八酉四十

る﹂と二選した︒これは石川六郎

つ点する可能が強く︑わが国とし
では楽困︑頭独︑英鷹など︒

▽研究関係従業蓄数は山鳥十五万

八艶福で︑研究螢無体の五七％を

麗鵬建設副社擾を婁員覆とする調

それに よ る と 昭 秘 五 十 隼 獲 の 科

対し受取額の伸びが敵無慶比一七

・三％以来わずかずつ魑際してき

三％の伸び︑原子力開発は九首五

の跳馬捌を澱めている︒

を占め・この三つの議事で全潮嵐

実質成長率は横ばい

り︑君門度の増施率五三％とほぼ

四勲閥十三土合で一八％腿馴した

幕に下回った︒

が︑いずれも前年腰の増加郵を大

の翰び率が昭秘四十無調来はじめ

占め︑大学等は八千閥暫四十三三

三三醗食が昭和四十九駕十二月以

学技術研究籔は二兆九千七颪九や

超過傾陶がやや解消

たが︑石墨は潮鋸歯の一・七八％

器厳器隅で六％の増︒また前轍魔

一夕野鶏までに受験回込み欝︑履

六千入で蘭年と変わらないが︑研

傑で二八％︑研究機関は四千㎎首

二三︒欝欝で鯖年蔑銘一〇％の増

％瑠と

より小編ながら減少した︒欧米諸

て小麟だが減少したこと︑わが園

より二・四％の膳加となってい

究本営蕎は無十一万七千人で繭黛

舶を示したものの︑簡琿痩の増撫

されつつあること︑などが特徴︒

圏の水霜は来圏二・一婦％︑葵圏

原子力研究費鰯億円に

率 ご ⁝％を大蟷に下回り︑インフ

▽昭瓢五十磁塵のわが闘の科学

以下概要はおよそ次の適り︒

入

四十七三三果の横ばい順商から依

レを警懇した爽賢成畏率では晒秘

欝五％の高い簿びをみせた磁洋開

然ぬけ回 せ な い 状 態 を 添 し た 激 鰹

E一一％︑繭独二︒煕二簿︒

捜術研窺徽一一務九千七爵九十肺臓

庁康子力安全局核燃料規制諜へ︒

て提誘は︑まず﹁石油危機は一過

のうち盆社箸の研究籔は一兆山ハ千

閲一コ％︑会社立端％︶を大継

となっている︒このうち宙然料学

舶︑念入は六千七濁六十六件で離⁝

性のもので︑石佃は余っている﹂
箪度より一六％増加している︒こ

に下回った︒

発は哲九十七慮円で一％の減少と

▽研窮鐡の政府と属麗の支墨翻

なった︒

舎は属籍が二兆九濁四十億円で七

「「蓬三L＿（◎6）986−3935

本社168東京都杉並区浜寒山3−20一一9

54◎大阪市東区山之下町1G8

編ハ

や九憾円で一〇％︑大学等は八千

献隼魔比九％繕︑特定霞的別でみ

昭和51年度科学技術砺究調査の概要

た原子力關発研究費の九爾置十五

▽国属総生産に占める自然科単

総理府 統 計 周 は 十 三 日 ︑ 昭 秘 丑

︑前⁝薙慶比六％仙鯉もほぼ円岡傾

十一年塵 科 学 技 術 研 究 調 竃 繕 果 を

発催した︒岡調奮は総理騰が昭秘

のわが国の金社・研究機関︑大学

等での科学技術研究活働の動向を
調董しているもの︒

庖然科学部門の研究鍛の躍り台い

¥八隼以来醸年匹月一臼現在で 嘲︒そのほかではGNPに占める部門の研究費の比率は︑一︒七六

…懸

八藪四十八懸円で醗鎌度に比べ六

◎SSD用（α線）サンプルチェンジャ〜

（Mo（玉el

@
部門の二兆六千二肖六十三慰円︑

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SCW−3）

ちぐ

随／

一

営業所

Q

一一

○自動化・省力化にサンプルチェンジャーを！γ

。伽

昭和51年12月竃6臼
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聞

力

原

一九七四鎌九月の米羅ドレスデンニ弩炉に端を発し︑またたく闇にわが国の各BWR型原子炉を止

クラックが発兇されるに至って︑このBWRの応力腐食翻れ対策は原子炉構造材料の鷺樋的な訴訟要

めさせた憾力腐食謝れ︒再鱈環系バイパス配蟹だけでなくECCS系炉心スプレイ配籔にまで己様の

問題点の一つとして︑今後原子力発躍が安金で僑頼度の爾い塞纏を上げていくうえで不可欠の問題と
して広く認識されるに塑っている︒こうした問題に対処するため原子力諸員会・原子炉安金技術面門

桝であるだけに必ずしも簡単な問

司能性があるが︑原子炉一次丸材

とは実験上からも確かめられてい

ス鋼に謝れが発生しにくくなるこ

オンも低くなれば三〇四ステンレ

する検討が必要である︒さらにB

材流民の繕大などの水書発話に閲

動前の十分な排気と突起累︑冷却

る恐れのある領域においては︑起

このため応力腐食剛れの発肇ず

うな低酸素ステンレス鋼︑あるい
は三四七︑三二一のような炭化物
安定化ステンレス鋼が縦旛力腐食

四L︑彫工ハL鋼は割れ感璽性が

翻れ殴に馨れている︑しかし三Q

に強度が低いため配鷺の肉離が厚

全くないわけではなく︑また一般

くなるなどの不利な蘭をもってい

射線下で生ずる過酸化水素の強い

余地が多く残されている︒一方︑

レス鋼は溶援方法も薦めて黒潮の

墨理に︸騒注意する必要がある︒

黒焦を増大させることになり︑水

力腐食謝れ対簗としてはすでに述

めには露台朗な研究体制を畢急に

確立することが墾蕊れる︒このた

応力腐食鮒れに対する安金対策を

▽畏期的対策BWR配糖の呪明し︑それらを総愈的に検討して

術の軍士︑ならびに運転条件の検

期間中検国技徳および漏洩検出技

の運転上の当季の対策として供用

研究を実施するとともに︑原子炉

レ

㊧

詮撲所札鋭・仙台・名古屋・人阪・神戸・広島・禰岡・長崎

て破断に至る前に局所的な漏洩ま

題ではない︒経験によればフェラ

る︒また二選時や起動などの過渡

また三四七︑釜二一鋼は海外に

る︒

おいてPWRへの農好な趨網結蟹

用実繍は少ない︒一力炭素鋼は鋭

酸化力も検討の対象とすべきであ

⁝

が示されているが︑BWRへの便

敏化麗象がなく︑これまでの軽水
炉における経験からも応力腐食覧
れを生じない材料としてよく知ら

立場からみると︑そのうち少なく

これに代る材繕の選定には多くの

にバイパス配管の除まも考慮すべ

剛＝コ一＝冊コ＝雷＝＝冊二冊＝コ＝＝一一＝一＝鱒＝御＝開篇冊＝＝＝層＝冊＝＝＝＝一冊＝＝＝＝＝＝輔＝二一二一＝凹二二＝一匹一帰＝＝＝＝二＝一幽幽二一＝＝＝一層＝闇一二瓢二一訟＝＝二＝一＝一コ＝＝＝幽＝冊＝＝幽＝＝＝＝一冊P禦＝扁一二需

わが国では現在六茎のBWRがのためには︑定簾中の非破壌試験

配管の窯場交換あるいは補修に

きである︒

べたような既存炉の両全対策上の

康京都晶川区酌品川6−5−19〒140

たは罪破壌試験によって削れが検
出されており︑そのような形式の

ト系ステンレス鋼︑すなわち︑ス

イト数％以工を禽むオーステナイ

しかしながら小規模とはいえ︑

破断に至った鋼はない︒

ーバーレイなどは濾力腐食灘れに

一次冷却材の漏洩は原子炉施設の テンレス鯛鋳趨熱︑溶接金属︑オ
安金性確保の観点から妊ましい襲

生じにくい材料であるQしかし︑

おけるクロム炭化物の形成による

例え延性材料であっても配箇の内

クロム欠乏城の生成が︑応力繍食

対して抵銃性が強い︒また粒騨に

技術の賢士︑応力点食謝れの根本

制れの一つの襲國になっているこ

象ではないので︑供用期闇中世董

がると︑それが蟹壁を贋遍する前
的な艶話箸を禽め原子炉施設の藤

側から円周方陶に沿って謀れが拡

でも不安定破壌条件に達して土野

く必要がある︒

織的な安金性を今後とも温めてい

試験研究を行なう必要があるが︑

時の水麗の客員にも注葱を向ける

WRにおける冷却材への添加物に

とから︑三〇四L︑三一六しのよ

破断に蚕ることはないかとの三門

オーステナイト系ステンレス鋼は

が残る︒この点︑さらに実証的な
腐食翻れによる破掘は一般の応力
これまでの配籔奔れの翼例では垂

応力︑水質︑

必嚢があり︑例えば檸組隠に大気

＝∴皷噬Rニ＝駕一一補一一騨＝＝＝＝需一一一二需＝僧＝＝＝冊＝階階二μ鼎＝一冊＝冊＝冊二＝一働雲＝帰＝瓢＝＝階需＝瓢圏帰馬＝讐＝＝＝冊＝一＝＝ニ＝鴛冊＝一＝一齢胴＝需

靭性が高く︑本質的に脆性破腰を

る︒高温高圧水環塊下におけるス

より検知されるものと警えられ

の発生︒成擬を経て割れの進展に

腐劉れにおけると岡横に︑罰れ核

を示した︒以下︑同報告から︑その概要を紹介する︒

部会は原子炉材料小委齎禽を設け検討を璽ねていたが︑このほど口笛購をまとめ︑今後の対応策など

序文

材質がカギ
対策
応力腐食謬れはこれまでの廃駅

酸素を蔭達して起動時には一定晴

開放された冷却水は約八PPMのよる防食対策の町能性を検討する
一︑材料の選定三〇四スチン

ことも必要であろう︒

からみて材料の周部における応

購残存すると蕩えられる︒また放

力︑水質および材質の緊要困が璽
蜀した結粟窪じているので抑止の

総合防止対策強化を

レス鋼に比べて耐食姓に劣るため

れている︒しかし炭素鋼はステン

とも一つの要因を十分に除けば発
る︒

便胴申の水腐食によるクラッドの

ている被膜破壌説によれば塑性歪

生を防ぐことができ︑さらにそれ

基礎研究の進展ふまえて

によって金属裏薩に形式された被

ら三要爾を抑舗するならばそれだ

を強化するとともに︑運転中の漏

ドの研究ならびに爽プラントによ

中のBWRのオーステナイト系ス要がある︒また仕切り弁︵例えば

描醗を講じつつ︑その抜本的解決

た︒

東京・宇都宮甲矯熊本

（大イ穐表〉工場

丁駕I」（03）474−4111

@

社

本

ヲ穆『F

三〇四型に
割れ多発
・
BWR配山系の応力腐食製れはテンレス鋼の応力腐食割れ機構に
関しては電気化学的測定の霞難
さ︑熱力学的データの不足もあっ
てその詳細は十分明らかになった

ン一驚炉︑オイスターフリーター

世界各誌で例えば来国のドレスデ

讐炉︑ナインマイルポイント〜号

は次のように理解される︒

とはいえないが︑おおよその機構

ランダのドデワード︑インドのタ

炉︑ラクロス︑エルクリバー︑オ

ラアール一讐炉および日本のJP ステンレス鋼の応力腐食割れの
DRなど比較的初期の原子炉でも 過程はある大きさの翻れに成畏す
るまでの畏い潜伏期間とそれ以後
の劉れ進展の比較的短い期間に大
別される︒微視的にみると︑この
応力腐食割れの発生には最懸隈塵
の塑性謹を与えるような応力が必

膜が局部的に破腰されて粒界近跨

け効漿は大きくなる︒したがって

要である︒最も一般に受入れられ

に侵食が起こるとされている︒侵

以上述べたように誤用の材料には

食が十分深くなると︑その底部の

運転中だが︑このうち五基が応力

出系によってできる隈り漏洩源が

洩検出隈界を引下げ︑かつ漏洩算

際しては︑鋭敏化ならびに溶明引
これまでの禦鯛からみて︑それが

腐食割れを経験している︒しかし

薩を冷却し溶擾入熱を低く抑える

張残蟹繊力を極力低減するよう内

に︑ステンレス鋼による内諭内貫

など旛工条件に留葱するととも

である︒

運転上の描躍としては冷却材繊

確諏できるようにすることが必要

力バウンダリに残留する送気鷺を

引き金になるとは習えにくい︒

しかし原子力発電所のより一笑

冷却材喪失増段のような大鷺故の

の安金性の向上と鶴頼性の確傑を

長短期対策検討を

廻れた新材料または改良材料の開

腐食劉れからみた原子炉旛設の系

重要な実話での測定研究

園るためには︑高温爾翅翼におけ
る応力腐食翻れの機構と支配逗子
ならびに配管の破壌モードに幽す
る十分な曖解と︑それを踏まえた
対策ならびに研究が必頭であり︑

統および機露の鷺要性に対凝した

さらにこれらの研究に際し︑感力

溶接方法︑翻れ感受性の低い材料

びに配蟹の豊山モードについて解

接的に関遡するあらゆる難爽なら

る必要データの測定が塁まれる︒

極力少なくするよう趨掃墨の排気

ある︒

を選ぶ方法などを検討する必要が

ど応力腐食謝れに噛接あるいは間
を十分に行ない︑できるだけ畢期

発︑さらに水賢蟹理︑溶接加工な
的および擾期的対策と費全研究の

に溶存酸爽を低減して摂氏二〇〇

再循環系バイパス配管の弁︶を開

度以上では十分低い水躍に傑つ必

にして︑可能な隈り枝配藩中に山

整える必要がある︒

蕊本的姿勢とし

テンレス鋼配蟹の応力腐食蹴れを

を負る擾取的観点に立った対策を

ては従来の技術でもって規在運転

?質管理慮力腐食翻れ防 早期に検出し︑かつ発生頻塵を低

間時に検討する強襲がある︒これ

討についても璽要性が慶趨され
留水あるいは低流遼水を生じさせ

これらの研究成果を総愈的に凝

ないようにする必嚢がある︒さら

▽短期的対策

推進が溜まれる︒

次のような配響割れに関する短期

……

減させるような運転蟹理および補

必要である︒

灘菱織灘1織ll灘1難灘鱗1灘ll蝶羅灘撃雛撫鍵選耀1羅聯1縣薫蒸鱗ll霧糞辮糠離欝鍵盤轟二品ll欝1鱗1灘鎌離離ll蕪総懸
膨技術を確立することである︒こ

焦の観点からは一般に酸素濃腱は

◇配管系の解析は、独自に開発したプログラムによって安全、経済性を
考慮し適切な設溺条件を設定します。
◇設罐、製図は自動設爵製麟ンステムを採用しています，

@
@
@

て行っています。

@

◇厘ゴ力発〜』厨向けに最新の規稗、規格に準拠し、製作は厳がなQAト

@

経験されているが︑一昨年九月来

畷インチ・バイパス配讐に劉れが

国のドレスデンニ轡炉の再循環系

発罠されて以來︑わが国でも福厨
︸号炉︑浜岡︸弩炉の再循環系バ

イパス配蟹に微細な躍れの存在す
ることが確認された︒その後再循
環バイパス配管だけではなく︑敦
賀︑禰鵬一〜三隅の各輝で非常用
冷却系の炉心スプレイ配蟹にも同
様の微細な翻れが兇出され︑配響

譜／日のオ⁝ダーのものと推定さ

WRにはこれ家で一次冷却水によ 展するようになり︑およそ軍均一

る同種の配魑翻れがほとんど経験

れている︒

照

@

蕊籟テノキ株式金網

財団法人

射

O273−46−1639

τ駕し

託

〒370−12

臼本原子力研究所内

委

ｱ二放射線照射振興協会群馬隈高騎市綿照町

ﾇ系玄持装置：、油圧難論器

射

照

験

試

I夕

配管系の支持と耐震に

放射線照射の利用

。れ験験れ一をカラ籔はに関転処対一ら禽藩のれ
る階なけたてとてる子の
意応グ鋼に二黒に運水に術確も立づ各写れこらには葦
な適を料そ
い段とお比し法れす康炉る剛三野麟
技的で確塾す基盤とか野に三

一一

BWRのステンレス鋼籔の応力 BWR配管系に用いられている低い方がよい︒溶存酸棄も塩素イ

されていない︒
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