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許転炉季続きの古れ︑四か月はT

か月におよんだが︑十七か月は

ハーッビル原発の屡延は二十一

TVA伽原発建設⇒ス拳見積りを修正ぺβ
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会︵NRC︶は今黛すでに十二基に類し原発建設許認司を出しており︑各電力二二も建設コスト口直
建設許可を受け︑今年五月建設許
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が︑今回の冤忘しではハーツビ

欝は平均千が／KWとなっている

つき十二万KWは性能アップにな に還開させる予定である︒
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百浦／KWとなる︒TVAではる
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号機の還開は八三駕

ップス・ベンド醸発は十算計がと

㎝億三千二颪万がが計上される 削をえたQ

晃瞬もられていたが︑今圓のコス
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の強化︑タツ巻への鰯鯨を嬰濾し

護︑機器の鱈頼陸の向上︑耐震へ

︑

GEのR一轍
が一時停止に
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後の詳しい調査を待つことにして

このラジオアイソトープ生産炉

いる︒

は※国内向けに五〇％の医療用ラ
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米原子力規制委員会︵NRC︶ るが︑海外にもモリブデンを五〇

生産も多く︑今後主要山主の不足

等の非破腰検査用のイリジウムの
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はGE社︵ゼネラル・エレクトリ ％︑キセノン九覧％等を輸出︑碍

運転停止を指示した︒これは敷地
付近に地決断園がある可能性が強
まったためである︒同炉はカリフ

アイソトープの商業生産炉として

力を有し︑現在では医療用ラシオ

させる方岡で動い︵いるが︑数週

所︑カナダの堅雪で生産を落雪

イド祇︑オークリツシ国立研究

ォルニア州にあり︑五万KW熱出 が心配される︒ユニオンカーバ

最も生鷹墾の多い炉である︒
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行なっているが︑とりあえず十月
今隼に入ってから曉在まで︑十
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ップス・ベンド一議の計十二基で

聖俗と太陽熱エネルギー開発の必

W︶それにハーツビルの四墓とヒ

事認可豪たは建設許可を出した︒

二鋸間は行わない︒この期間中に

新規の発注は今後十八か月ないし

一塞の原発に対しNRCは限定工

ある︒発注済みはイエロークリ！

ク一︑二号︵各PWR︑菖三十三ヒップス・ベンド原発は今年十月

金の支出と援助は拒否している︒

要性を認めたが︑それに必要な資

る監視ができるようにする③安金

設に当っては箭民とその選良によ

条件を確立する②原子力施設の建

を実施するσ①国民による討議の

一︑次の一一簾則に基く原子力法

補うため石炭︑天然ガス︑水力へ

ない③原子力発電所計画の減速を

関する要請が十分に満たされてい

この炉型についてはまだ安全性に

用高速潮影炉の建設を油断する︒

ーパー・フェニックスを始め商業

国民による広範な討議を行う②ス

目の原発である︒

万九千KW︶一婦・計画申は今の にNRCから許認司を得た十二番
ところゼロである︒

性事務局を設立し︑原子力安全関

社党︑原発中断を議決

NRCは安全性の点から火災防リー一一三弩︵各BWR︑頁九万

TVAでは現在ブランズ︒フェ

ト見潤しによってハーツビル原発

コスト上昇の曳なものは設計変

お安いものとしている︒

R︑醤＋露華KW︶︑セコイ

ップス︒ベンド原発二基は十八簿

係諸機関のそれぞれの灘任を明確

総選挙への政策固める

ておりこのためそれぞれ二千八百

ヤ一︑一一号︵各PWR︑百十八万

フランス

巧が︑三千五百万が︑三千三酉万

フランスの

旧エネルギー砺究開発局︵露R よる三懸五千万炉︑物価上巴によ

︻パリ松本駐在鍛

多角化をはかる④エネルギーの節

6 2
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福策二三大鵬九四以
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耳
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文盲別館内

四基の見隣りは三十五鱒避に・ヒ

を担当した場△口の原子力政策を決

の依存を拡大してエネルギー源の
﹁︑しかし︑この原子力法は左

搬濠

鰺む

京都立アイソ
ライオン生物

遷のため五慮七千演︑計蘭学延に

議した︒これによると十八か月な

化する︒

に利用できる新エネルギーの開発

約を強化し︑それと平行して霞ち

K

ぼゑ

ド ゑ

ヤ

拶寒轟

ゴ

あ

灘鰹鼠諺︒︐

ぐドぼ

一 v冠璽繍

炉

が

（研究施設関
中央研究所、

がに昇った︒

いし二無間原子力発電所の新規発

翼豊野が現在政府が隠しあるいは

注中断︑スーパー・フェニックス

利用していない惰報を十分検討し

この決議は＋一月＋二︑三両日

を促進する︒

アム箋施決議を次のとおり採決し

てからでなければ箋施できない︒

の建設を中断するなどのモラトリ

た︒

パリ郊外クリシーで開かれる金国

フランスでは来年⁝二月に総選挙

社象党デーで討議される︒

ヤ

嘩

灘購

ゆぐ

戯 憲

麟

轡繍醸糠蝦

獣繕

聾

羅撫︾犠

黛

き

ン

サ

所、WH・高

三千KW︶︑ワッツ・バー一︑二

金のねん出にもあるようで︑こ

料金値上げを認めながらも︑料

そこで政権握峯薩後に次の項圏を
定め暫定エネルギー計画を議会

一︑政府のエネルギー政策は失
敗に帰した︒反対運動はその高圧

に提出する①一九七四年⁝二月のメ

が行われる予定である︒各政党は

すでに選挙運動を開始していると

環で︑各党は

伝えられており︑今回の社会党の

原子力政策もその

今後の原子力政策を順次出してく

センター

・空縄設備運転保守、

︐訪

終

灘

鞍

日立プラント

弩︵各PWR︑面二十一万八千K
社会党欝記局は十月十九日︑政纒

険料のぽか︑リスクや金利椙当

ーディナリイな料金

金収入の圏由な処分を制限し︑
げ
使用済燃料貯藏政策についても

的な乱暴で警察羅家主義的行動を

スメール原子力謙画を放棄し︑工

一
激しく葬難している︒政府はまた

一

原子力発電が
水力を上回る
米FPCが発表

〔原子力欝欝主要得恵
（発耀所閾係

頒されることになる︒

のほかターボ発電機の孜罠のため

再処理についても︑議会はバ

の方もカ〜ター政策にとっては

験研究費千三百万炉の助成を認

の間題の過去からのいきさつ︑

現で議会が認めたようだが︑こ

薦院協議会の妥協案はこのあ

るものとみられている︒

器の除染、各
保守、管理区

が︑一千ザの計一悪騒百万がが遥

○銀代中頃の原子力発霞駈の建設

＼

RDA要求を︑

分も回収できるようにというE

トとして利用できるか︑INFカーター政策との開連は他の問 議会への提示を求めるなど︑用

めた︒講糞費はバーンウェル工

を示している︒料金値上げ案も

C露︵国際核︒燃料サイクル評 題より複雑だ︒もともとERD心ぶかくチェックしていく姿勢

場を国際管理のモデル・プラン

A料金の値上げは民鴬濃縮専業

政権が大幅償上げを提案してく

議会にかけられるが︑カーター

依然その観点を

運邦動力委員会︵FPC︶の調
査によると一九七七年上半期にお

カナダがウラ

ン輸出を認可

スウェ；デンに百七十五万峰

︻パリ松本駐在鼠︼カナダ政臆

マイズン社によるスウェーデン核

はこのほどアグニュー・レーキ・

万墜の輸出を認可した︒これはカ

燃繕供給会社長けウラン颪七十五

ナダ︑スウェーデン間で九月に締

協筐に墓つくもの︒

緒された核拡散防止条約保障描置

（研究施設関

DA︶のデータ1によると︸九八る八千万がの計十懸がである︒そ

b−O
ーンウェル工場︵アライド・ゼ

ノーマルでオ欠かせない要素だ︒議会の方は

ネラル社︶に調糞費管万がと試

価︶に寄与できるかなどのスタ

を成り立たせる一条件として醤

という表

いた︒ただクリンチリバー炉の

︵ERDA︶の七八隼度予ー
糠炉の開発は継続する態度を貫

当国エネルギー研究開 発 局

許認可手続は窪窪してよいが︑

われたもので︑会計検萱院︵G

をへらしながらもクリンチリバ

︵七七琿十月⁝七八年九月︶

万がは・安全保障システムや核

ディに充当される︒また千三百

政府と勧羅魏篶

捨てていないが

と両院本会議にかけられ︑さら

ERDAを含め
に銀豆タ1の拒齎纏の関門を通
らねばならない︒議禽の現実路

ける原子力発電所による総発電電

て当面罠鴬移行

線に対応して︑政府も現実的態

二十四万九千KWHになった︒こ

力鑑は一千二筥三十七億九千二藤

力力炭曲ス他

原水置石かそ

強細塵驕医畢翠黛饗譜叢薄癖馨

体、廃棄施設整備、機
布測定、空調設備遅転

被曝管理、汚
施設内の補助

業
産

力

原
が︑一か月遅れで成立に今一歩

とし︑整地工事の両懸を政府の

今回の予算はフォ⁝ド前政権
時代に編成され︑その後にカー
ター政権が登難したため︑その
闇の政策転換をめぐって議会の
審議も紛糾した︒とくに高速増
殖実証炉︵クリンチリバー炉︶

の考えは購えて

度をとるかは微妙な蕨だが︑拒

防目的にかなう工程の改良研究

いるので︑闇題はむしろ値上げ

判断に委ねたあたりに︑カータ

れは全米の総発装電力蟹の士勇

ル工場︶の延期問題︑ウラン農

否権を発動したのでは今後の政

に髄用できるが︑使用衝燃料の

の対外影響と値上げによる増収

ーの拒蒼権を藪識した配慰があ

を占めるもので︑水力発電による

縮料金の値上げ︵商叢化︶が論

総発魑騒﹁千百三億七千菖十三万

いる︵バーンウェルはまだコー

処理には使えないことになって

ある︒

いう読みはホワイト・ハウスに

るようだ︒この結果計画が二年

もしこのまま議会案の線で七

策がいっそうやりにくくなると
程度おくれるという冤方と︑大

現に国務省が値上げは艘縮契

る︒

議のまとになり︑結局上下藺院

ルド︒テストも終わっていな

約の障審になり︑核防圏的にと

分の使い道にしぼられてきてい

協議会による調整にもちこまれ

蠣な遅れはないという見方が嘗

スキームのなかで︑工場閉鎖や

い︶︒要するにカーター政策の

七千KWを一︒三％上回るもので
ているが︑いずれにせよある程

もあるものと思われる︒

たが︑協議会の結論はカーター

度の計画スローダウンで政府と

ってはマイナスだと述へている

の理想叢義に黙する議会の現実

ス発電に紙一墜の楚にせまってお

また︑原子力は米国の発電醒伊
のは︑カーター政策の墓本線か

ルターナティブ︵代案︶アセス

の展開はINFCEを窮めたオ 達ランク串第三位を占めているガ

八年度予舞が成立すれば︑今後

らは当然の表明であろう︒しか

人皇の分散という鰻悪の薯態だ
けは避けたいという︑蕾肉の延

の金諏対雛をさけながら︑当面
核不拡散論議の落ち難く先を冤

の聞題とみられる︒

高速増殖炉については︑議鼠

︵K・紙︶

り︑この順位が入れ替るのも時聞
になる︒

し一方︑ERDAのねらいは便
メントの成り行きにかかること
用済燃料貯藏センターなどの資

命籏の色合いが濃い︒

濃縮料金の値上げは税金︑保

兇てよかろう︒

守ろうというのが議会の二塁と

串本原子力研究所・東海・大洗・高綺各研究所、

設所、日本シールオール（株）、三和チンキ（株）

装荷・交換作業、個人

〔原子力関趨営藁種目 〕磯
（発蹴所関係

疑；職
L懲灘 一
事中のハーツビル原子力発蹴

に対して八千万メを認め︑予算

うだQ

主義賂線を示しているといえそ

計画と商業再処理︵バーンウェ

AO︶あたりは る可能性は今の厭うすい︒

卑度内に建設ははじめないこと

（67）

までこぎつけた︒

／
は前政権の要求額一難五千万が

子力本部

本社（原子力部）

東京都中央区銀座5−5
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聞

業

濡濡脚トン操業めざす
O約半分を国産化へ

醗

繊
ワ

にも絡えていくとともに︑今園の

好評発売中
和五十二隼版がこのほど刊行︑発
売中です︒

原子力全般に関する

や国際条約︑協定醗︑提醤︑購明

のが特館︒体裁も従来の二段組か

原子力行政の現状
@
（原子力局 森本）

もらさず掲載︑盤界の原峯炉一騎

など蟹料も麗蟷に簗録している︒

核防・米原芋力政策の転換︑技術

とあわせ︑エネルギー戦略におけ

移転総懸原子力外交の新しい動き

ら三段組みに変翼︑小誌出しゃ図

ハイライトとして位顯づけている

る凍子力の役劃などを詳細解説︑

的にとり謹とめ︑わかり易く解説

心に内外の猿芋窪開発動向を体系

易いものとなっている︒

表︑辱翼を多用するなど一睡読み

本々は︑昨鎌一鋸聞の動きを中

したもの︒昭和二十六箪以降昨駕

一部近千七蔵円︵送料とも︶o購

B5覇・脚イ︑箱入り美装了︒

までのこの分野全般にわたる詳纐
を認識した原亭力蕪表ほか︑内外

入希簗の向きは猿薩・業務課へ・

の原土力開発憾制や関係機開の港
動状況︑原芋力産藁の実態などを

の霞き出しである︒

どで構成する門反原子力週闇77実

消痴者鐡体︑反原発グループな

このトータルシステムにより従来

ラム藁薦尊墨も五蓬本／年程度に

約二千本／庫にものぼっていたド

11／19（金）

業を実施するなど全力投球を行う

矯

成渠をもふまえながら︑先行き設

行委員会﹂は︑原子力の譲︵十月

二十六田︶をはさむ一⁝十四日から

減少する発込み︒

放射線蹄害と放射線管理
@
（東汰 告沢）

予足︒百WR﹂嗣燃料の爾転換
購要は約五菅ナ／無穆度となって
おり門フル操業に入れば約半分程

食指力蘭係の手引描としてひろ

ェーデン・アセア社との間で進め く親しまれている原子力甲乙の昭

問祉では︑これと並行してスウ

度が国産化できる﹂という︒

繕大を鳶禦に昭和四十四庫八月に
ている六フッ化ウランー二酸化ウ

昭和五十三銀慶からに予窺されて

転換細工纂藁の許可をうけ︑四十

いる動燃からの委託研究﹁嵩凶漁

ラン蒋転換技術の技術輸嵐交渉︑

いた索海工鵬の作業体制を憩強︑

難炉の燃料再処理についての墓礎

八無三月から︸部操業を開始して

認可能力の二首四十樋／隼フル操

研究﹂にも取り読むなどして核

策を囲指すことになったもの︒
再転換方式は愚臣が猿臨に関発
燃籾部門を強化していく予定︒さ

蟹検査に今織パスし︑颪五十沙／

備の増強を謝画︑将来﹁BWR﹂ 縮羅で処理してアスファルト圃化
する︒一方︑紙︑衣類︑ポリエチ

索漿を中心に先鋭的な反原子力籍

動を展開︑二十九臼の東京簗会で

原子力産業政策
@
（通産省 山本）

都甲）

（東大

窪友金属鉱山は岡榮海核燃糧工場で行っている核燃紺加工幣のウラン再可換私業を強化する方針を
固め︑来秋をメドに二百四十踏／薙の二酸化ウラン粉末製造体制に入る誹画だ︒筒社が独嵐に開費し
した﹁湿式溶媒抽出法扁︒すでに

つづきPWR用燃料の再転換購要

らに蕩転換罫業については︑ひき

矩程獲の生益に入っているとこ

ユエル﹂の一回にわたる蔽格な錨

納入兜の﹁藤本ニュークリア・フ

このため倥友金属鉱山では核燃
ろ︒計画では︑現在の配慮三交代

メ程度の微少な績子まで除去︒さ

料サイクルのアップ︒ストリーム

用燃料の再転換一〇〇％國麓化に

らに︑強制循環至聖蒸発型廃液濃

スチングハウス社の舎弁で設立さ
制から来秋には四臨三交代制に移

三菱金属︑三菱原子力工業︑ウエ

部門国産化への嵩い要講に対処︑

反原子力宣言
など打ち出す

た東票簗会では︑原発︑再処理の

しめくくった︒約三瀬人が参加し

危険控や開発の中止を訴える基調

反原子力週聞案押纂駅

圏内各地からの反対闘争報告など

﹁私たちはいま︑璽大な艦載に

を行ったあと︑都内のデモ行進に

報告︑海外反原亭力運動の紹介︑
強引な原子力発電計画を抵進しょ

たっています︒政府や塵業界は︑

うとしています︒いわゆる﹃エネ

打って出た︒

と各地の運動との翼翼が強調され

この纂会では酋都圏の反対還動

ルギー危機﹄を誇大に霞聾し︑人
々を不安に陥し入れることにより
産業界の利潤と日本の核武装につ

﹁行動よびかけ﹂も採択された︒

﹁蜜聖灘とともに葉票集会からの

原子力開発と環境問題

子日 書撮 讐日 多日 三日

ｿ疑応答

た湿式溶媒抽出法で︑アップ︒ストリーム部門國産化への酬い要目を背禦に濠ずBWR爾燃脳再転換
の約半分の醗産化を達成しようとするもので︑将来さらに今回の成桑をもふまえながら工場を拡張︑

生命謀核燃

れた﹁三菱原子燃料﹂で︑また

一〇〇％躍産化を麟っていきたい恵向だ︒

原子力発 醒 計 画 の
料サイクル ︒ そ れ だ け に 核 燃 料 サ
イクルの国産化︑霞立の璽要性が

レンシートなどの雑圏体について

たあと未駒焼成分を含んだ排ガス

応じていきたい轍商だ︒
へ
や紙︑布などの雑圏体廃棄物箸の

を心心薦度に保だれたセラミック

は麗燃武の妻壁体量却炉で焼却し

三体︑と多畷多様︒このうち気体

らに放射能については二段構えの

・フィルタの表颪で完全燃焼︑さ

セラミック・フィルタと蕩効率フ

六年宋に日本で醸初の希ガスホー
ルドアップ女義を開発︑設闘し︑

ネル︒ボックスなど炉心から発生

このほか︑制御棒︑燃料チャン

ィルターで除差する佳維み︒

体︑固体についても超ろ過器︑廃

憂えるなどして対応︒その後︑液

放出放射能を従来の百分の一に

廃藁物の処理については昭和四十

行︑隼闇三頁六十口回二十四隠間操

翻廃棄物処理施設で

焼却︻窟本格⁝操業へ

﹁BWR﹂爾燃料は日立︑菓芝︑しだいに高京ってきている土嚢の

・フユエル﹂で全翻要が賄われ

GEで設立した﹁日本ニュークリ

ト計画︑豊海村再処麗施設ホット
ているのが現状︒しかし︑薩縮さ

産ウラン濃縮パイロット︒プラン

強く指摘さ れ ウ ラ ン 団 主 探 鉱 ︑ 国

試験など﹁自立﹂へ魑実に新しい

を除去し核燃料成型加工用一高網

れた六フッ化ウランから︑フッ爽

だが︑なかでも﹁加工﹂︑は巖も産
ウラン粉末に変換する門薄転換﹂

ステップを踏み固めているところ

開化が進んでいるといわれる部

和束焼却部門について木質操業の

口熱操業に入って

麗棄物処理設備で︑近く可燃性雑

ム︒今黛九屋

は︑﹁三菱原子燃料扁の﹁再転換

過程については︑﹁PWR﹂罵燃料 日本原子力発鱈敦賀発電駈の新

購実︑海 外 で 天 然 ウ ラ ン か ら 六

ための準揃作業を急いでいたも

門︒

固体焼却システムの塞格的操業が
の︒

成型加工一貫工程扁により全脳が

カバーされているのに評し︑﹁B 開始される︒岡設備は①液体処理

フッ化ウランへ転換︑綴縮された
燃料を︑さらに二酸化ウランに再

五蕩十五立方耕キャスク貯蔵プー

する賜放謝性圃体廃棄物階蔵用の

ながる漂子力利用の通を国民に押
しつけようというのです︒いま手

﹁よびかけ扁には各地での訴訟の

原子力施設の安全対策
@
（東大 都甲）

日本原子力産業会議・業務課靴鞭鴨臨11謡

フィルタなどを含む新廃策物処理

ルと延諏横坐千三颪平方屑︑ドラ

をこまねいているならば︑私たち

支援︑抗議商動の強化︑核燃料や

薫

爆

講義内容

i藝

11／18（木）

ｨ申込、詳紬は次にお問合せ下さい

液艘纏器や焼却炉︑セラミック・

施設を建設︑原子力発醸所から発

ム缶一万籔千本を収容可能の三踏

はやがていや応なしに原子力社会

のボイコットなどとともに電気繕

使澗済み燃料輸送陽止︑翼射食品

金の不払いも翼体的戦術の一つと

にとり込まれてしまうでしょう﹂

して織り込まれている︒

⁝⁝これは十月二十九田︑反原子

ツ橋の日本教育会館で開いた反原

途方もな

とキメっけ

人間の薩緩と自由を基木とする小

原了力社会を選ぶか︑それとも

技術の上にたつもの

く巨大で麓険︑かつ非人間的科学

﹁宣議﹂は︑原子力を

︸方︑原子力利用捲習を駆った

力週間77実行婁員会が千代温州

子力建長集会で採択した﹁窺譲﹂

去る十月二十冒年後肺炎のため
に遜表した日本原子力事業金議顯

藤象二氏︵零露大学理翼長︶の騨

さくても入聞の手に命つた技術の

間︑日本原子力鋸漿相談役の故瀬

儀が二B牛後︑粟京・野山斎場で

として選択

・エネルギー・パス論﹂の影響が

を迫っており︑そこには﹁ソフト

まがその分かれ路だ

上に成り立つ社会を閉ざすか︒い
樗国大

しめやかにとり行われたQ
故瀬藤氏は大正照焦榮

卒業︑十四無同大教授に就任︒以

認められる︒しかし脚下は︑前暫

十三隼日本原子力薯業社

擾︑蕊十四無筆機大学理配点など

示してはいるが︑後者の路が畏体

を選んだ場盆の危険と恐しさを

後︑一一

の硬職を歴任︒三＋一膳原産理

のようなものであるかについては

的に何を捲し︑またその社会がど

襲︑三十七黛圃常任理薯を経て四
十五薙から岡顯問をつとめた︒騨

ふれていない︒

ウラン資源開発の現状と
ﾛ題
（動燃 武中〉

@

楠

儀堀では大学関係蕎︑原子力関係

アイソトープ・放射線利
lの現状 （原研 小林）

（撮しテキスト、昼食代、見学会は昼食代、視察、
バス代等集合から解散までの一切を含む〉

産
WR偏用燃料については︑大郷分 建隈②焼却炉建屋⑧サイトバンカ

賦する気体︑液体︑圃体廃棄物の

貯藏能力をアップしたのも特徴︒

現在︑放心性物質を含まない雑

建ドラム缶郷蔵庫を設讃するなど

まず︑液体については前段フィ

固体の焼却テストなど操業關始の

システム化を麟つたもの︒

ルタの役謡を巣たす畿磁ろ過器で

てきており︑近く︑焼都鄙門につ

ための準備作業も鍛終段階に入っ

放堪能低威化︑減容化のトータル

排水中の鉄鋼の七〇％以上を取り

いても本格操業を開始する予定︒

除いたあと・酢酸セルロ⁝ズ製の
膜を使った超ろ過器で欝万分の一

戸慧

謝無鱗

ノ

岩越〉

（原竃

（一三研竹越）

瞬

人のありし購を偲んだ︒

]経験

段：昭和51年11，月15日（月）〜圭8日（金）

識

蓄ら多数が参列︑適影を前に︑故

原動力発電所の建設と一

@

原子力の安全対策、環境問題を申心に、原子力の基礎から開発の現状や問題点
ｳらには将来の展望にわたる総合知識を短期間て修得できるセミナーのご案内

原子力発醒所から放出される放

GE社で溝転換したものを輸入し ー建屋④ドラム缶貯蔵量1からな 射性運算物は建屋内の換気をした
空気などの気体︑作業衣の洗たく
排水︑ポンプからの機器排水など
の液体︑ろ過材︑イオン交換樹脂

ーー

節月

稼働実績は30・

％台に留まる
原塵調べ
藏本原子力産業会議が調べた今

転実績は平均で鴎間稼働率三八・

隼十月のわが麟原子力発電所の逓

五％︑設備利用率雛瓢ハ・五％と︑
いずれも︸二〇％台にとどまった︒

わが囲原発は九月三十鷺から伊
方〜弩が新規戦列入りしたことに
より運松中は十四基︑設備容雛七

齎九十九万四千KWに達したが︑

を行うなどあって︑実緻はともに

この十月は電撃などで都禽八基が
運算僚止となり︑一議が黒闇点検

三〇％臼と低調だった︒戦列復帰
となった福騒三弩はじめ奨浜二弩
高浜無難︑島根︑伊方の馬事はい

源子力発電概論

11／15（月〉

171。

｝1：18｝休憩

ll．88｝髄

93。

閣

蒔

赫

一一一

転換これを成型加工する全ウラン

る廃棄物処理のトータルシステ

巳

「

燃料成田工程のうち﹁成型加工﹂

については︑﹁PWR﹂用燃料は ていたのが実偶︒

奮

中間［㌔検（10圭一1019）

P

紅無
嚢羽撃説∴．繍

故瀬藤象一氏偲んで

，

、

瓜釜中（121〜）

力

原

輩

﹁

8コ涯＿検ll零（q15一）

核燃料サイクル概論
@
（動燃 串村）

@
@

25一）
捗嬬3（9
〆t

11／17（水）

見学会：11月12日（金）中部電力・浜岡発電所
参加費：＜講義＞55，000円く見学会＞8，5ρ0円

@
@

〃

擾カノコ内は別月の人績

11／16（火）

場：原産会議室

会
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含塞武運転
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地域群発と原予力
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（目大 笹生）

@
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各綱の原チ力開発情勢
@
（原研 林〉
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日常生濤の各面で有励に役立つ多くのメリットをもちながら㈱び悩んでいるのが︑アイソトー
プ・放射線利用の実態だ︒一部事業所で篇理上の手落ちから事故が発生︑法令違反もあったり
で社会的問題ともなったが︑こうした事態はいったい何故起こったのか︑関係法規は果たして

現状に沿ったものとなっているか1日本原子力産業会議はこのほど︑盒国巡六蕩の関係事業
所現場壷任者に対するアンケート罰責をもとに実態を調査した報笛書をとりまとめた︒アイソ
トープ・放射線利用安全灼策グループ︵曲輪文男委員長︶が二庫半に及び検討︑分析を重ねた

もので︑法規制︑機器・設備・施設︑生任蕎制度および廃棄物処理処分の四項圏に幅広くメ
スを入れ︑現状での聞題点指摘と諸問題解決のための対策︵方向づけ︶を示している︒原産は

主任蓄制度に関しては︑現在︑

では第三量的主任蕎鵠度を設けて

が大体定着した現在では業樋や規

ープの便閑方法やその規模︑種類

ほしいという函も多く︑アイソト

▽対策作業蓄の教育・訓練等

模別に何種かに分類することも可

明確化が望まれている︒

容・権限の行便箸について範囲の

その資格が与えられ︑再審蛮する

は︑全体のレベルを岡上させるこ

能と思われるし︑そうした方が事

は︑一慶試験に合搭すると永久に

かというと疑悶も多い︒このこと

密封の形態別︑また密封の場盆そ
制度になっていないことにも起因

かなり軽減でき得ることからも重

とにもつながり︑主任蓄の負擾を

放射線障署防止法により密封・非

の使用畷が十憧を超えるか習かで
主任煮が現実

を選任することとなっており︑主

の壷金籔理に当たる場盆の必要知

要な問題だQしたがってこれまで 実上必要な知識を確実にもった主

一種︑二種の放射線取扱い詑任番 するが︑実際には
・放射線利用が推進されるために

も各機関・団体等で行われている

任蓄が選任されるという利点が生

の事業所特衛の便用方法や使嗣機

識範囲は︑翼然ながら主としてそ

種類の贈加について翠期検討が望

ずることからも︑現在の主任者の

にも共通の筆記による国家該験で

講習会やセミナ⁝等の開催をより

任者試験はそれぞれどの利用分野

頻繁に行い︑同時に便用事業所が

で実庸を把握し︑現状に則した規
器等に関連した事項に限られるた

は康子力委員会︑放射線審議会箸

めと思われるし︑また特殊な使用

所の申で安釜池理の立場にいる者

されることに異論はないが︑事業

には藻琴的に述べられておらず︑

隈については︑放射線障霧防止法

放射線取扱い主任蕎の職務・権

る範娚がかなり広いため︑安全管

となっていることと︑その要求す

ては︑書状の試験制度が矧識本位

放射線取扱主任蓄制度に関し

ついても変更の必要があるか哲か

る事業所における主任番の種類に

容やそれらの機器のみ使周してい

るであろうしまた主任煮の職務内

これらに対する法規制の内容も変

層の安全が確保されることから︑

が実現すれば縫用時における一

化ならびに型式承認制度の導入等

アイソトープ装備機転のJ王S

まれる︒

いる︒したがって︑大学に在学中

広範にわたっており︑また利用方

現行の試験制度ならびに主任蕎が

一覧︑二種の区分けのみでよいか り一層推進することが必要だ︒

業種別︑便堀形態別等の開催もよ

法に限っている場△口︑ある程度の

あり︑広範な知識が必要とされて

の蓄が簡単に奪格し︑実務経験の
喪い者がなかなか奪格しないとい
う面もある︒勿論︑広く十分な知

﹁＝＝一＝瓢＝＝一＝回＝一＝＝一一扁＝冊＝朝剥

で実質面での経験と安全留理上必

理上必嚢不可欠という実践的な爾

識をもっている蓄が主任者に選任

法も異っていることから地域別︑

われることが必蠣である︒

ニロコニニロニニて

知識で十分である︒したがって︑

制のあり方について十分検討の行

現行制度のあ
しニニロニニコニコ

り方見直しを
ロ

放射線安全篇理は単

要な知識をもっている蓄が台格し

また︑鷺離放射線隔霞防止規則に

訓≡一≡ニ⁝⁝主任者制慶㎜

のではなく︑作業者金穀のレベル

に主任番にまかせておけばよいも

ないような試験制度であれば︑問

に鞍点を置いた試験内容とするよ

再袴を要す問題だと思われる︒

るべく関連雀庁間で十分に横討し
の向上を図り︑関係煮一へ一入が

設けられているガンマ線透過写

十二月のアイソトープ会議でもこの闇題を中心課題の一つにとりあげる予定であり︑繭発な討

類であり︑このため小規模・低価
蟹任分握の明確化を図るべきであ

題であると岡時に︑アイソトープ

▽問題点

騒便用のものほど相対的に厳しい
作業に麗薫った疋酷な知識をもち

等︑密接につながる問題も多い︒

る︒また行政指導においても十分

したがって主任蕎の問題について

規制が行われる結桑となっており

は︑こうした関運事項も禽め総愈

翼撮影作業主任蓄︑X軽作業主任 うな改蕾が必嚢である︒また現状
の主任者制度は一極︑二種の区分

の紋扮いに関しまったく実務経験

となっているが︑調齋結果にもあ

業務に当たり︑一結の安詳性を確

関連も明確になっていないため︑

蓄︑第︸種作業環境測竃士等との

施されるべきである︒

噛

アイソトープの使用に

当たって︑放射性廃棄物の発生騒

▽対策

から解決が強く望まれている︒

は各事業所で傑籔しており︑その

よる集荷の対象とならない廃慰物

がら希釈廃棄ならびに廃棄業看に

委託処理を行っているQしかしな 物はその代表的なもので︑関係者

など特定の便用に隈っている企業

的な検討を行った上で諸対策が実

ニコロニコココはニニコリコニコニニほでコ

の無い毒あるいはその特別の帰郷

現在集荷が行われない騎殊な廃棄

良を行うことも大切だが︑岡晴に

畷＝塁⁝≡一⁝廃棄物の処理処分⁝

コ

の対策急げ

特殊廃棄物

ており︑主優蕎の安金管理業務内

らわれているように︑非破壊検査

統一した法解釈のもとに的確な指

複雑な手続き︑行政指導は不統一

機器規格化で機関新設も

各事業所によりかなりの差が生じ

例えば密封小鴨源装備機器︵ガス
クロマトグラフィー装置など︶一
台のみ便用といった薯業所では︑
現状では法規制に対しかなりの過

放射線障害防止法はそ

重感をもつている︒

▽対策
の第一条で述べているように︑放
射性岡位元素ならびに放射線発生
装蹟の取扱いを規制することによ
り放射線陣審を防止し公共の安全

をもたない医師︑歯科医師︑薬鍛

所でそれらの貯蔵に頭を痛めて

物についても発生番側によるある

囲的が達せられるように技術的改

傑することが望ましい︒こうした

の使用世業所から生ずる放射性廃

る︒したがって︑このままでは今

程度の処置後︑これらを一報して

を極力減ずるため︑少量の利用で

愈味から職員の教商・訓練は大切

師等を主任蕎の実務につかせる場

棄物は︑その種類に応じ使用事業

影響を及ぼすことが懸念される○

後のアイソトープ使網にも大きな

塾は近無ますます憎加の一途をた

属出︑許罵等の手続きについて

な間題であり︑アンケート紬粟で

合には何らかの方法で実施訓練を

もとづき希釈廃棄︑保篇廃棄また

所で放射線量憲防止法規の規定に

どるばかりであり︑多くの事業

は︑特殊な使用の場合を除いては

も盛んどの票業所でその必要性を

行うことが望まれる︒

っても目的により規制する法規が

現在︑アイソトープ

えた機関が早態に設置される必要

引取り処理できる技術︑施設を備

▽問題点

また希駅廃棄に関しては︑現行

ては取扱いに習熱した専門家が存

的金聾が必要とされるものに関し

法規で気体および液体の放射性廃

度で環境に撲出することが認めら

これについては貯蔵の後日本原子

れているが︑圃体廃棄物について

は日本アイソトープ協会が簗荷し

行うには困難な面もあり︑職員の

を守ること以外の義務から解放さ

管理業務に費す時間からいっても
知識向上を望みつつも︑なかなか

れるべきである︒とくにアイソト

できるよう法的︑捜術的体制を確

在している各事業所内でも処分が

現在要求される広い知識をどれだ

以上の紺策の貝現化を隅り適切

それぞれの灘任範囲も明確にな

減衰しても放射駐廃藁物として取

はこうした基藥がないためいくら

その扱いに際し防疫面からも三門

り︑メーカー側からみると安金が

⁝プ装備機器の安金性で巖も闇題

がある︒また医療廃棄物のように

関しては︑何礪類かのアイソトー

となる火災時におけるアイソト⁝

棄物は定められた核樋についてそ

プを使用する条件で申請をした場

八進が級られ︑ユーザ⁝側では作

確認された機器の普及による利周

扱わねばならないことになるため

れぞれある一定の蓋蘂値以下の濃

けの主任蓄が保持しつづけている

盒︑空気中や撲水中への漏洩墾な

プの飛散については︑メーカー独

すでに減嚢により検出感度以下

の法規には定められていないが︑

力研究所施設で処理できるものは

実施できないという問題がある︒

ど環境への放出羅もかなり大きく

業蓄の鱈険の念が軽減され︑かつ

翻で試験を行うことは不可能であ

となり事実上放購能がゼロとみ

ゆ

な安全確保のもとでアイソトープ

薄鼠る計算のもとに施設が許灘さ

法律と関係づけることにより欝頚

り︑こうした閤題からも十分な設

では各メーカーとも大体同じ考えで機器製作に当たり︑騰落防止の

れるという現状であり︑したがっ

上の審葦や許河等の手続きの簡累

アイソトープ礎閑事業所の設備

過大に評価した廃棄物の墨を増潴

︒施設については︑安金を顧識し 現状であり︑このことは危険性を

すかいずれかの方法をとっている

処理蕎側にとっての負担はかなり

この解決が図られれば発生蕎側︑

毒物が急速に繕恕している近年︑

への放出隈底心については︑現行

また︑放射性国体廃棄物の環樋

立すべきである︒

ため線源の固定を二璽にすること

て過大な設備が要求されている面

とくに短寿命核種による放射性廃

S化されているものはあるが︑大部分の密封線源についてはまだ規格化されるに至っていない︒現状

一一＝冊一＝＝冊＝一＝楠＝幽幽二＝＝圏＝＝曜膠

窮状ほど複雑な手続きは必要ない

として︑一事業所で職員の養成を

認めている︒しかし︑大企業は別

州≡≡讐≡⁝≡輔一﹁

1

法規で規制をするような例外をつ

と思われる︒いずれにしても迅速

灘が行われるべきである︒

くらず︑すべて本法律で一本化し

化ならびに簡素化できるような撃

規相互の内容のくい強いをなくす

ものであるから︑場合により別な

異なることもあり︑さらに法規相

規制することができれば望まし

規制を受けたり︑問一のものであ

互の内容にくい違いがあることか

ば︑少くとも重櫻規鱗を排除し法

い︒しかしこれがむずかしけれ

なっている︒また︑各法規につい
よう他の関連法規との整舎性を図

淵⁝⁝難鑛畔

規格化︑型式承認制導入へ

ては解釈に蟷があるため︑担当窟
によって行政指灘がくい違うこと
もある︒ 層出および使用・変更・廃止の許可等の手続きについても襖雑で

あり︑許斑基準の判断にも時により変動があるため︑使用側にとつ

アイソトープ装備機

があり︑このことが使用蓄に対し

保蟹廃棄または廃藁蕎蕎に引渡

なし得る廃棄物でも各事業所で

器は現在の民間事業所だけをみて

▽問題点

等は常識となっており︑また線源

望まれる︒

備を備えた公附機関の設置が強く

た許可を得るまでにかかる日数は

て当感してしまうこともある︒ま

容器の秘質︑密封状態の維持など

には規絡化に先立ち︑これ蒙で一

物︑恐速化が閣られる︒そのため
もメーカーにより独自の対策がな

部で行われきた規格関連訟験研究

すぎて過大な設備を行うことは不

アイソトープ装備機雛

べきであり︑さらに制定された規

を国が電体となり本格的に実旛す

▽対策

かなりの負担となっている︒

有しており︑かなりの台数が使わ

も一事業所当たり平均四︒七台保

てされはいるが︑機器の安全性に

題であり︑極力迅速化されること

れているが︑今回の調査結果では

作業日程との調整からも墾要な間

が望まれている︒

の安全性をより向上させるために
な第三蕎の立場から像謹される体

﹁機器の一魑の改善により安全性 対する判断璽螺は公的機関のよう

は︑メーカーが機器の心願の改良
を向上させてほしい﹂︑﹁メーカ

て︑核種ならびにその使爾璽に癒

軽減されるはずである︒したがっ

プの使用蟹︑留封・非密封の形態

での危険を生じ新しい問題を駕こ

をつづけることは勿論大切だが︑

させるとともに︑放射能以外の面

糊にはなっていない︒そのため︑

を法規により定める必要がある︒

般物質と岡等に敗扱えるよう基準

度が一定償以下になった場台は一

関で近庫利用が激増している短寿

規制面の改謹が必襲だ︒

命核橿の使用に伴って生ずる廃棄

ISO︑J王Sなどによる規格の
化種の試験︑検定に食製したアイ
ソトープ装備機器については︑使

じ貯藏期間を竃め︑かつ放射能濃

愈理であり︑行政指灘等により現
万一撃故が生じた場愈の灘任もは

ザー︑メーカー双方から改哲が望

用暫は指定された使期︒撮守条件

イソトープを使用している医療機

実のアイソトープ利用に毘繕った

の一部を負うべきだ﹂とした声も

1も安全に関しては少くとも貴任

強い︒アイソトープ装備機器の安

これにより︑メーカー︑ユーザー

や型式承認舗度の組入が必要だ︒

すだけである︒とくに最も多くア

格に機器が準拠しているか習かの

により窟出制または許可制︑第一

全に関しては︑線源醸体の安全確

公的機関の設置も必要であるQこ 設備・旛設で許珂が得られるよう

一部の密封線源容器および放射線 暴露試験ならびに各氏試験を行う

種または第二種の放射線取扱主任

者を選任しなければならないとい

つきりしていないことから︑ユー 測定器等に実施されているような

う規舗の差は設けられているが︑

一部の密封線源容器についてJI アイソトープ使用設備・施設に

まれている︒

現行の法規はまた︑アイソトー

また︑現実の事業所での放射線

ら︑これらのことが現場で蟹議す

務季続き方法の確立が必叢だQ

を確保することを霞的としている

法規︑現状に難い改善を

議が展開されるものとみられている︒以下︑同報告からその総論を紹介する︒

重複規制排除

規鼎

ぽニニニニニココニニのニニニニニド

し整理統合を
に

罰≡・三 ≡ ≡ 漸 法
アイソトープ・放射

鱒＝騨一＝＝＝齢一一繭一一一噂一一＝＝一二御＝＝拐

【

る轡にとりしばしば混乱のもとと

の欝的で引馬しているものが重複

ているため︑場合によっては一つ

舎にいくつかの開遼法規にわたっ

場命は医療法施行規則といった貝

放射線や放射性医薬晶を鑓擁する

電離放射線瞳轡防止規則︑診療に

防止法︑労働安全衛生法に墓つく

線利屠に関する法規は放射線障蜜

▽問題点

ハ

＝

保が基本的には最も璽要だ︒現在

態では︑これはかなり大まかな分

O

﹈
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力

日

設を設解しようとする背難にはウ

1などの点を指摘した︒

改蟹を新体制確立の㏄躍としてい

拡大︑加盟国増膿などIAEAの

るのに成功したもので︑盤縮展を

測定はしていないが︑十蒔聞で○

士げることを素的としたため収騒

同グループでは︑レーザ⁝装躍

・○○て︑掛矧ノ冤出というQ

ラン麟をイオン化︑嵩亀山をかけ

いくとすれば︑法定で出力の大き

いるQ将来︑突喫驚換を砿大して

酸程度の収難の纐加が可能とみて

三菱金属株式会社
三菱囎機株式会社
三菱商羅株式会社
三菱原亭燃料株式会社

翁でない﹂と述べ︑NP饗の通園

ト

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社

﹁現筏の傑擁措麗は理想的だが＋

新しい国際秩

ラン供給︑膿縮と再処理の黍託等

さらに︑プルトニウム・リサイ

つの役割りとなろう︑と指摘︑さ

に

は︑このほどわが圏で初めてレー

た電極に補捉し濃縮するもの︒波

いレーザー装躍や置数瀟に耐えう

電：プラン

同氏は︑各論が再処理︑濃縮施

序の確立必要

がある煎を掴摘︒これには騰際核

については﹁カーター政策は嶺分

クルと商業爾高速炉無期延期政簾

栄核防専総懸︑原巌と懇談

燃料バンク︑圏際購蔵システムを

くことも薯えられると述べた︒

来田巾の米プルッキングス研究

確立するなどにより再処理︑濃縮

貿易の寮竈轍への懸念などの誘臨

八日︑東票・大季町のパレス・ホ

所の﹂・イエーガー主任研究麗は

力開灘を進めていけるだけのウラ

ている︒しかし︑ウラン資源埋蔵

が必褻︑さらに王AEA体制などンが停在しているとの潮提に立っ

の閥プルトニウムに頼らずに原子

量いかんによっては蕩速炉の憩入

へのインセンティブを減らすため

の今後について︑岡研究駈が政府

既存の制度とのかねあいを図り・

は皐藤ろう﹂と捲摘︒世騨的なウ

の総愈的な覇秩序を確立すること

の委託を受けて実施しているセー

いくことが藤駿だと述べた︒

薪しい原子力開発環唖を整備して

テルで松根宗一原産購任勲問ら原

フガ⁝ト蘭係の研究成衆にも触

塵闘係愚と懇談︑核拡散防止政簗

れ︑①核燃料の倶給傑証︑謄蔵な

は核拡散を防止するとともに垣壁

驕発が要求されることから︑翼処

らに艘縮については︑高度な技術

これに対し︑松根氏は﹁NPTランの蜜定供給確保も新倣制の一

インセンティブを減らすだめの総

制への理解は得られにくいのでは

利子の鰹逸を傑些している︒斬体

ど︑蒋処理・プルトニウム利用の

愈的な薪國三体綱を確立する必要

◇

て︑大型装麗丁一20の設制も進む 工場などを視察する予定︒
など世騨屈揺の水準にあり︑こう

今圓締結される協定は︑これに

て︑これからの騒ソ原子力協力を

もとつく相互協力の成果に頒え

より大きく進展させる布石になる

今園来臼したのは︑ペトロシャ

ものといえよう︒

ョーノブ原子力利絹田家製缶金閣

ンツ議長をはじめ︑B︒A・セミ

通産雀門軽水炉改装標奪再調査

流れ

プルトニウム謝蟹櫓に移す作業を

ザーを便って極微猛ながる三五％

畏四二四六オングストロ⁝ムの蝕

る及応報の開発が必要になるなど

界のヨ菱

あなたの鶴沼

ある

原子力協定調印へ
究者の交流︑共購研究︑などの協

騨 ソ協力具体艦に布石
ソ趣原子力利罵国象委員書のA・M・ペト嶽シャンツ識長は︑田本原強力産業会議とソ漣原子力利

おり︑この締紬によって︑田ソ簡

力法やその仕線みを明確に示して

ともいうべきものだが︑その

ロシャンツ議展の来臼により︑原子力分野におけるBソ協力の墓盤を込めるものとして注屋されてき
冬型協定

ないか﹂と指摘︒イエーガi氏は 理ほど闇題になるまいと述べた︒

がある②ウラン資源がひつ迫する
場倉︑莇遜炉の遡入は窪まろう一

定調印に臨むほか︑枝差染型・原

賛︽員費臼自︵餐︵鍵︵H︵翼自含︵饗q口爵︵貝ム疑食負負︵梶︵踊交HHQ︵り

定があるが︑原子力に特定した協

ソ連は︑一九五四年オブニンス

より円滑かつ効率化されよう︒

の原子力交流はこれまでにくらべ

閉国壕委興会が結ぶ原子力協力認定に凋印するため︑ソ運働関係衡四氏とともに九臼衆草した︒ペト

た協力協走はいよいよ成立︑発効の運びとなる︒同協定は

くものとして期待される︒

漿的に進めるためには︑原子力協

子力委南宗とも蜜毘︑まだ︑原子

締精によって︑田ソ間の原盤力協力はより貝体化︑円樹化され︑・国ぐるみの広範な協力にも溢をひら

圏本原子力産藁禽議とソ連原子

て︑クルチャトフ研究所にトカマ

来︑常に原子力兜行事として歩み

クで︑世界にさきがけて五千KW 発では糞取い基礎研究をふまえ

における協力のための巳太原子力

続けている︒高速炉の分野では︑

ペトロシャンツ議長は十醸午

の商纂原子力発灘に旗益して以

何らかの
産業詮議とソ連原子力利用岡山婁

山国に兜んじて三十五万KWの

前︑科学技術庁で宇野長属と二

力協定は今回の門瀕芋翠霞和刹用

子力皿和利用面での相互交流に努
とが墾ましいとして︑検討を進め
鍛会との簡の協定﹂が初めて︒騎

原型炉BN⊥瓢五〇を〜九七三奪 したソ連との協力はわが国の原子

力の繊縄みや仕組みを明確にする

めてきたが︑とくに昭和四十八薙
てきた︒本選六月︑土光素躍経國

協定は相互軍等の原翔にもとづ

に運開させ︑これに続くBNl六力開発に費するところが大さいも

力利爾国家婁願会はこれまで︑原

六月の訪ソ原子力視察団︵団畏・
運会長︑森一久原薩常任理事が訪
き︑まず動力炉と核融合の分野で

ク夕山ワ⁝10を硬讃したのに煽え 力発磁駈︑研究馳設︑原子力関係

土光敏爽原産副会擾聾当賭︶︑翌
ソした際︑この闇題が翼体鮒に煮

を設けるこ

四十九年一月のソ達訪臼原子力視

〇〇︵電気出力六＋万KW︶も近 のと期待されている︒
く完成の予定だ︒核融愈の研究開

協力し禽おうとするもので︑こ

を日本に招き︑藁京で︑有沢広巳

起こり︑訟験駿程が約一週閥遅れ

分配器に詰まるというトラブルが

鯉・動燃・再処理施設で

プルトニウム初抽出

ﾚに達し︑ペトロシャンツ議擬 の分野に関する暫門家視察駅や研

つめられた結累︑双方で塾本的な

の交歓を通じて︑日ソ閥の研究開
原薩蜜畏と岡三擾の簡で調印する

子力利用国家三鷹会第一副議長︶

察団︵口授︒︷・D・モロホフ原

雛協力が双方にとってきわめて好

臼ソ間には︑昭和闘十八隼に潤

運びとなった︒

原産とソ連原子力利用圏象轟轟

ましいとする認識が強まった︒

國政瞬が締結した科挙技術協力協

照日箏業画東海樗処理旛設で七

フ製久喜・V・P・プラスト

際燭次長︑V︒V︒ステコル言

団﹂︵団長・内田秀雄東大教授ほ

フ発露機械雀技術螂長︑S・V
濁際周憲任技師の五氏︒一行は協

ム扶に上筆させ︑この

難壁をコリメ⁝ターを羨してビ⁝

行い・ここに製品プルトニウムが

の濃縮ウランをつくるのに成功︑

紮レーザーで先ずウラン脳だけを

二種類のレ⁝ザi光線をあててウ を改農すれば︑さ6に十悩から胃

わが岡で初めて誕激した︒抽出さ

六日︑大阪市立大学で開かれた電

性を実葛し実用化への通を開い

プによる実験成功は理論的な珂能

れたプルトニウムは約一直嵯と推

でイオン化するという＝段階分離

詳聞が控えているが︑阪大グルー
内の天然ウラン金鵬に電子ビーム

の中にO・七％禽まれるウラン獅 た点で大きな悪言をもつ︒

方式︒この実験から︑天然ウラン

選択鮒に励鵡させ︑騒擾三三七一

影切の副醐てはや月末にはプル

浴けて慮てきた天然ウラン原子の

を照射してご千度以上に撫熱し︑

オングストロームの撃藥レーザ⁝
畏間ベースでの田ソ原子力協力協窟の締結を五玉後に擦え︑な

ていたが︑せん断工程で切断片が

トニウムが抽繍されることになっ

陶グループの実験は︑真空容器

ごやかに歓淡する有沢繊塵会畏︵賓︶とべト日シャンツ・ソ連原手

気挙会関西支鄙大会で発表した︒

力利用国簸銀鼠会議畏︵左︶11九日タの歓迎レセプシ蕊ンで︒

会は︑これらの協力を円灘かつ勧

瞬︑初の園産プルトエウムが誕生

た︒このため動燃では馬漕予題し

岡施設では九月二十二日に3P ていた約ニナのうち○・八ゾを後

した︒

大阪大学工学部レーザー核融禽

の濃度を五十催の三万％獣で高め

・ルブノブ原子力国幣凶家委轟金

レーザー濃縮に成功

離作業を行った︒

D費燃料のせん断︑溶解を始め︑ 半にまわし︑一・細螺について分

ン麟にして約一←一誘を処理︒十

ヤ月末豪でに合融二十一体︑ウラ

一周〜田から溶解液を抽撮工程へ

要り・分離試験を器楽︒葺田京で

に分離第一︵核分裂生成物の除

研究センターの山中千代衛教授︑

阪大㌶二段階でウラン分離
ルトニウム梢製の各サイクルの工

ニウムの分離︶︑ウラン稿製︑プ

査︶︑分離第二︵ウランとプルト

程の運転を終え七薦︑蒸発濃縮し

米、独、仏などで動向探る
に確竃ずるのはや臼以降になる︒

男沢靖和助教授らの研究グループ

通産省の調査団出発

とりきめ

一

疋されるが︑液響を測定して三際

たプルトニウム溶敵を蒸発衝から

塁永炉標準化

△無
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Fu利用︑あくまで阻止
議会との摩擦さらに増大へ
カーター大統領は五醤︑クリンチリバー高速養殖原型炉︵CRBR︶建設継続のための八千万が支

たが︑ホワイト︒ハウス側の観測から﹁大統領は議会の決定しだいで拒否権を行使する﹂とも伝えら

出法薬に対し︑核拡散防止の立場から擾否権を行使した︒議会では両院とも建設推進の悪児が強かっ

れたため︑上下両院合同協議会において八千万ザの妥協を決め大統領に送っていた︒議会に突き亟さ

れた岡法案を成嶽させるためには︑上下両院のそれぞれで三分の二以上の多数が必嚢で︑今後の議会

ブ︑資漂の角効利剛︑技術の進歩

の動きが注圏される︒

る九
プルトニウムの生産と利用を避
CRBR︵四十万KW︶は一
などをめぐり︑カータ⁝政策と対

立してきだ︒来家計検査院︵GA

けるだめ厳しい政策を発表した︒

七一俸以来開発が進められ︑フォ

カーター大統領は核拡散防止を

するようを呼びかけた︒霞闇闇諸
の置れはコスト増置につながり賢

る七千冠百万がも盃決し︑自動的

ための三千三苺万♂︑妥協案であ

に下院歳出委員金が譜上した推薩
のための一難五千万談が認められ

33，75を否決

800

プルトニウム利用

託三脚

クりンチリバー増殖炉予想図

ならば供給が舗要を上回るという

成長でも不足は一億沙︑低い成穫

し︑エネルギー相は楽観は禁物と

ギー一千万ナの見通しだQしか

ス五千ないし九千万踏︑新エネル

中︶石油一鯨五千万ノ︑天然ガ

力政策﹂を打ち出し︑核拡散防止
下両院の委員会レベルから粉糾Q

米国内でも同予算については上
ための予算とし︑七千五蕩万〆の

・エネルギー樒かこのほど公衷し

意書を萎みとり︑CKBR継続の ︹パり松本駐在員︼英国のべン

を一〇％1八千ないし九千万ナ ナ︑原子力九千五重訳誘︵二千五

て二〇〇〇琿の需要は当初の予態

姶めるという悲観的兇通しに対し

○矩代初頭にエネルギーが不附し

に拡大する︒これに対して国産エ

長︶か四億五千万ナ︵傭い予想︶

辞をとらなければならないとして

持するため今後二年間に次の諸通

して英国のエネルギー生産力を羅

のためには︑使罵済み核燃料再処

たエネルギー政策作業文書による

謝画︶を早事に椎進ずる︒また同

にも利礪出来る⑤スロー︒アウェ

であるQ贈殖炉はウランを五十癌

画︶CUP︵カスケ⁝ド出力増強をとれる④増殖炉や転換炉に必要

用済み核燃料の貯蔵﹂によると一

る原発三億八千万KWに冤禽うウ らはウラン霧要を安定させる要素
である︒

①新しい原子力発電所の炉型選
定の輸出拡大②今世杞末には必嚢
になると認められている高嘆摺殖

炉に関する決定③ドラックスB火

A︶︑彪力審議会︑消費者連盟︑

記録更新

になりそうであるQ

らに十二墓が認司される模様で

今年中に許認司を受けるとみら

れている原子力発電所はIーパー

キンス一︑二︑王弩︵PWR︑各

酉二十八万KW︶︑タイロン︵P

ビルヒル一︑二号︵PWR︑各颪

WR・蔭＋八万八千KW︶・マー

ート ︑二号︵PWR︑各闇十

十七万五千KW︶︑ジェームズポ

一﹃三号︵PWR︑各面三十六万

八万二千KW︶︑チェロキー一︑

KW︶の計十一璽である︒

原発政策で国

民投票実施へ

スウェーデン

︻パリ松本駐在凪︼スウェーデ

ンのオロフ・ヨハンセンエネルギ

ー椙はこのほど来年中に原子力政

策について国民投票を実施する慧

ディン首相態様︑原子力反対の中

図を明らかにした︒同相はフェル

央党に駈属する︒また原発メーカ

て政暦が保饗している株︵五〇

ーのASEAiATOM社に対し

％︶を売却する意図をも表明し

七月末までに実施の意陶だ︒一

た︒この政府資本の引揚げは来無

では︑十一月十五日までに縫罵済

方︑電力業界および原子力産業界

み核燃料と廃棄物貯戴計醐を政府

に提出することになっている︒電

︵PWR︑九十五万二千KW︶と

力業界はリングハルス原発三号機

バルセベック原発二摺︵BWR︑

六十万KW︶について十月一日ま

について病罵がいく解決策を回す

でに使用済み核轡料と廃棄物貯蔵

月十

ことを条件に核燃料装荷を認可さ

れていたが︑この期隈も＋

五礒まで延期された︒フランスの

うアーグ工場における再処理契約

COG建MA︵核趣料会社︶との

料サイクル全般の聞題がててく

も︑ウラン資源︑廃棄物等の核燃

ンな資源埋蔵騒調査をさらに拡げ

である①米国のウラン資源評価の

る必要があり以下の懸盤が必要

なくなる︒探鉱と生産能力を高め

子力計画調査を大望に超える値た

乱調KW︑源外一億一千五百万K 再処理

億二千三膏万KW︵米国内二億八 場愈は返却する︒

いく︒八九年まてに供給能力を三

再処理の利点は︑①プルトニウム

の膏五十万SWUが必要であるQ利用ができ︑懸爽は高速瑠殖炉や

W︶に見盆う濃絡ウランと︑軍用

やウランを罵猛雨出来る②薄処理

原型転換炉の燃級が抽出できる︒
るのも必要てある︒DOEはウラ三億二千三無想KWはDOHの新

儒頼を圃復する︒このためオープ

が︑罐力小原の備蓄も蕩膚されて

により三七％のウラン︑二五％の

るべきてある④DOEは混合酸で︑NRCの基準も奏楽までに完だは建設許司を出している︒︸九

は促隊禍置無題と切り放して考え

境問題にかかわるGESMO評基
価準作成に関し協力するよう要請

らせるべきではない︒安全性︑環

輸出問題︑核拡散聞題にからめ遅

最終環境謹聴書︶の進行を原子力

クル・プルトニウム使用に関する

おける混愈酸化物燃料へのリサイ

RC︶︑環境促護庁︵EPA︶は米原子力規制委員会︵NRC︶ たが︑この問題に関し隔壁の産業

③DOE︑原子力規制委員会︵N

業規膜貯厳許可を行うようにする

廃棄物圃化技術︑八五無までに商

る︒さらにも八難までに商叢規換

スペイン︑原子

案が提罎される予足だ︒

椙︑英国漂峯力公社︵UKAE

エネルギー相︑スコットランド

十八田︶に撮出する︒腿委員会は

︵二十四名︑第一回会合十一月二

巖近設置されたエネルギー委員会

エネルギー相はこの作業文書を

トを反映する懸銭政策

の開発⑦エネルギ⁝の実際のコス

ルギー節約の強化⑥新エネルギー

ステムの建設︵二十薫風︶⑤エネ

業への発庄④北海天然ガス送出シ

選録AIFが出した報告讃﹁使力発電所建設にともなう蛋亀機企

散防止敵策支持麟へのウラン供給

異薩の全出力運転に必要な電力を

九八六年まで再処理は期待できな

貯蔵と輸送

政策を明確にすべきである︒これ

確保する②DO鷺はポーツマスに イ方式に比べ頁億がの節約になる

ニ○○○琿までに計画されてい

ラン需要は約二百三十万ナであ

ス確保で聞題になる︒貯蔵と輸送

い︒多くの原発が貯蔵所のスペー

DOEのデータによると一九八隼京でに完成させる③DOEは○ カーター大統領が璽倍している

に関し①貯蔵に閲し明確な墓準︑

廃棄物処理

させるため①DOEは商業規換で必需条件を規定すべきである︒
行えるよう再処理技術を促進す

べきである②DOEはバーンウ ①高レベル廃藁物処理の計麟を
ェル群処理工場を蝉騒していくべ

いる︒

と︑従来の一九八○無伐終りか九

核燃料サイクル政策委員会︵エリ

ス・コックス議長︶はこのほど
﹁核燃料サイクル評価扁と題する

建設する遠心分離濃縮工場を八九 一など︒

核拡散腿題も︑原子力機羅供給国

ガイドラインを示すべきである②

近の昆通しによると︑三十妙／ぱン

が濃縮︑再処理サービスを禽めた

政府は一九八五郊までに地下謄蔵

※政臆の門旗界の原子力副厩調

売込みを行うことによって拡散が

・二％の廃棄濃度で分離を行うべ

業単位︵SWU︶の儒要がある︒ きである④ポーツマスの準備には

九無まてに三千六薦二十万分離作

数社の企業を参加させるべきであ

っている︒採掘可能なウランだけ

で採掘可能なウランは薮八十万ナ

億三千蒐百万KW︑一δ○星に であり︑推定猛は酉六十万ナとな

査﹂によると︑

八日目から八九年目で不足がみら

防げるQ団際核燃籾サイクルセン 可能性を調べるべきである③原子

九八五年には一

は三戸へ千万KW︵今園の調査 で

る⑤濃縮料金は運転にかかった費

再処理︑廃棄物処分早期実施を
米A−F︑核燃料サイクルで提言

炉から遠くにある貯戴所への輸送

れるが︑ストックパイルで賄って

発電設備容籔になる︒これはそれ
ぞれ三百八十万ゆ／騰︑一千八十

万疹／ヨの石油を籔約できるも
のである︒しかし︑原子力開発が

釣忍に固める②DOEは今庫中に労組代表蓄等から成る︒

今園の声 明 は ︑ 核 燃 料 サ イ ク ル

ン評価を畢慧に行う②政府は不必

いる︒しかし︑八九葎以降計画に

るQ

化物燃紺製造を援助すべきであ

縮少された計醸で進んだとして

が原子力開発の妨げにならないよ

要に環境闇題︑土地の隈定・規制

十分な墾ではない︒このため①D 濃縮サ⁝ビス節約になる⑧来國は

詑録更新なるか

うフロント・エンドからバック・

でウラン探鉱蕎の葱欲をそぐべき

OEはCIP︵カスケード改良俣
計障描置︑核拡散間題箸で主導権

きである③GESMO︵軽水炉に一般環境縄墨濫を完成すべきであ

エンドまで一貫した対策の皐期実

ではない③政府は再処理︑濃縮能

る︒

﹁ウラン﹂﹁濃縮﹂門蕩処理鳩貯

成させるよう要望する︒

スペインは〜九八七難までに原

子力発霞暫干以上を建設の計顧

省慮はこのほと﹁多くても十内外

毘通しになった

ためとみられている︒

ー論要が

減速
許認可の記録があるが︑今鰯はさ

六六銀︑七四年置地盛三基という

編小を示唆した︒同国のエネルギ

する︒EPAの艶準は七八年ま 一墓の原発に劃し限定工事認両ま にすべきである﹂と語り聞発計画

は光駕に入ってから現在まで︑十

十二基を許認可

米NRCすでに 力計画を縮小か

施を政府に提言したものである︒

力︑廃棄濃度の決定︑それに核拡

再処理はエネルギー資源の有効

藏と輸送鴇廃棄物処理﹂からなり

用のみにすべきで︑剰余金かでた

ターも一案である︒罵処理を推進

五億KWから縮少した︶の原子力 では五十万鏑ほと強要に応じられ

声明を発表した︒

る︒エネルギー雀︵DOE︶の澱 凝縮

来原子力産業会議︵AIF︶の ウラン
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ネルギーの供絵は石炭一億七千万

妥協案で可決した︒その後下院の

二〇〇〇無五億六千万誘︵高い成

は一九七葺年三億四千酉万ナから

颪万跨は運転︑建設または計扇

@藪齢

瀞騰勢

明るい兇磁しを掲げている︒需要

︵石炭換舞︶下國り︑高い岐定の

勲繊韓

決定が待たれたが︑九月︑停止の

英エネ相︑政策文書を公表

擾盃の考え

るとのみかたも一部にはあった︒

鍛終的に八千万騨に決走︒同麟に
を購いたわけである︒

上下両院では双方の調整を図る

では︑今後の政策はやりにくくな

罫院本会議（9月）

今織の拒否概行使で︑大統領の

た︒

1院本会。義（7月〉

ため上下両墜口同協議会を開き︑

対し大統領が櫃藷曜を発動したの

O︶も計画続行を※議事に﹁CR

ード前大統領は七八会計隼度予算
漂子力平秘利用に纒究させようと

として二億 三 千 四 颪 万 八 千 談 を 副

国のウラン濃縮を一手に麗ってい

険が減少するものではない︒建設

BRの延期によって︑核拡散の種

していた︒ そ の 後 ︑ カ ⁝ タ ー 大 統

明てない﹂と勧卸している︒

新瀬瀬︑早期選定を

するこの国内政策に︑各国も協力
上︑CRBR建設を蓮める準 備 を

領が新大騰領として一月に就任
る米国の影響力は大きく︑贈殖炉
今葎七層の上院本妻議では︑カ

し︑カータ ー 大 統 領 は と り あ え ず

C駐BRに一簿五千万談の睡臥を 開発を惣いでいる各国は と蒙ど

お0
750
カーター入統領（4月）

チャーチ上院議籔等を中心に︑核

ータ⁝大統領の建設延期への堅い

カーター人統領（2月）

拡散防比の国際的イニシャティ

の色をみせた︒

タリンチリハーフ8会計鐸度予算の提案通過額の推移

理と高階憎殖炉の無期隈延期な

い

2348
1500
フォード搬入6銃領
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ど・核兵器に結びつく可能陸のあ

組んだ︒しかし︑四月には解熱芋

カーター大統領

主な内容は以下の通り︒

株式会社イ総高串
札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
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原子力特殊扉

O

庫獲内にも輸送︑搬入するため協
定締精となったもの︒監置の謂細
は明らかにされていないが︑関係
筋によると①輸送上の濃任は電力
各祉と原罐の高岡責任とする②眠
力各社は事前に輸送計繭を興およ
び村に提示し協議する③眼力各祉
は地元と協議し禦故対策要蹟およ
び安全輸送要領をつくる④県およ
び橿は必要に応じ立ち重い調査を
行うことができ︑必要な描磯も要
求できる⑤電力賦性は原砲内に輸

力発電所からの便用済み燃料を菓

付属覚霧もあわせ調印︑とりかわ

画の瓢薗運絡なと七か条から成る

とになっている︒同日は︑輸送謝

るもので︑原魑と関竃両社が東電

全確保と環境保金を圏的に結ばれ

済み継料輸送に際し周辺住民の安

の段どり︒この協驚は今後の纐用

の他確力各社とも順次︑ほぼ局じ

が附象となるが︑先行き搬入予定

圓はさしあたり必嚢な東電と関躍

いう︒

孫

瑠

野

春

ワ

場

好評発売申

や国際条約︑協議轡︑提誘︑繭明

ら三段組みに変更︑小毘多しや園

判

巻原発の計画

概要を公表

康北羅力

藁北愚力はこのほど・隅社が新

ている巻原子力発亀所の謝圃概要

潟罪報蒲除郡巻町に建設を予定し

計醐によると︑巻康発︸号機は

を明らかにした︒

傷を防くことができて長時問の御使用に耐えます。

《種類・寸法慶

もらさず掲載︑碧羅の原子炉一覧

核防︑来原子力政策の転換︑技術

など資料も麗憲に集録している︒

移転等々原子力外交の新しい動き

とあわせ︑エネルギー戦賂におけ

ハイライトとして位羅づけている

る原子力の役割などを詳細解説・

的にとりまとめ︑わかり易く解説

甥いものとなっている︒

表︑写翼を多還するなど一戸読み

のが鳴色︒体裁も従来の二段組か

したもの︒昭和二＋六隼以降昨黛

一部五千七曹円︵送料とも︶︒購

B5判︑㎜ぐ︑箱入り羨装丁︒

による新税の

入希額の臨きは原産・糧嚢課へ︒

を記労した原子力蕉表ほか︑内外

原発先進県

は作られたものの︑各県に

ていること︑例えば小数甑立地隈

より鋸源三法の恩恵の程度が異っ

例

な情勢︒徳井︑罷鵬爾県によって

動状況︑原子力疲業の実態などを

の原子力開発体制や関係機関の濡

までのこの分野全般にわたる詳細

心に内外の原子力開発動岡を体系

本欝は・昨葎一高閲の動きを中

売巾です︒

箱五十二無版がこのほど刊行︑発

嚢．

原子力関係の手引欝としてひろ

覇例

では新税による税徴収を行っても
十分財政に寄与しない︑など県に

もケース︒バイ・ケースの検討を

より条件も多樫多様で︑罠治繍で

行っていく藷︒

沸騰水型軽水炉︵BWR︶で︑出

力は八十二万丑千KW︒十二月の

1．GLOV罵Sに万一機総髭損瘍などによる破損かみられたとき、素丁のままては汚染事故の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける薄コム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することが推奨されています。

想について﹁原発立地にともなう
出鰻により県財薮が圧迫されてき
ており︑何らかの長期的財政措置
を構する必要がある﹂との認識か

月十四日︑臨治糊に対し核燃料税
く親しまれている原子力霊鑑の昭

ら︑今愛以来の類務接徳を経てヤ

新設を証式に購講︒これに対し窃

治街では﹁地方税法上間題はな
い扁との判断を圏め︑二＋八田︑

同税新設を原躍通り江式承認する
ことを決定︑これを受けて昨秋の
編井県の実施以東〜翫ぶり︑金照
二鎌瀬の核燃料税として福腸県新
税構想が実現することになったも

福島興は計只中を含め計＋星の

の︒

でに濠す一億九千万円を初徴収す

によ

る掘込み︒

二番渠り

による

が設けられたことにより︑荻城︑

福井方式

島根など︑すでに臨治繍に予備的

れ︑

り︑核燃繕税斬設のレールか敷か

今鷹の縮鵬の

料税構想に先鞭をつけた福鉾県
原発

原発立地が予定されており︑核燃

とともに︑わが圃衡数の
Q

同県では立地による財政につい

県

て

な打診を行っている各原発立地桑

は圓こう葺黙想に原子力関

係啓発対策︑原子力発編藤周辺放

を中心に

出

射線監視︑漏排水影響対策︑健康

をめぐる勤
籍理対策なとの運欝的経鐙と環境

潅が酒発になる可能性は爾いとみ

袖揚以後
保全報策︑憔業安定対策︑民生蚊

られているが︑今後の動綱は微妙

ビ地域約〜万平力詩綴︒周国で

GLOV旦Sの損

2．GLOVESの指先部分の保護のためにGLOVESのiに、更に溝コム手袋を重ねて便用しますと、

漁業 補 償 鰯 定 に 調 印
安全協定も締結へ

電力・地元
田本原子力発躍会被と電力九社はかねて茨城漿脇門と使用済み燃料搬入に伴う專用彪設置に関する
漁業補齪交渉を璽ねていたが︑このほど舎葱に達し︑四日︑水戸市の農林水塵会館で協定潜に調印し
た︒補償額は漁業補償金十一礁円と関係十漁協への漁漿振興衡金五億円の総額十七落盤︑うち漁業補
償金は十一月中に一括払いされる︒壽嗣魅難題が決着をみたのに脂え︑このほか十〜日には縫用済み

鯖はこれで一応整うことになる︒

燃料輸送に関する地発と電力各社聞の安全協定も締結の運ひとなるなど︑罵処理をめぐる周辺礫境整

海再処理施設に海上輸送︑荷揚げ

は福話一諾機の十︸・四ゾ︑麗霞

ならない⁝一などが塞な内容︒今

送の鄙獲﹁本部﹂を設けなければ

する暫矯港を設けようとするため

て四十八琿に原曝が菓侮第二発鰭

された︒漁業補綴についてはかっ

電︑関磁各説間で安置協定も締縞

のもの︒願事偽には原電環海籔

な羨浜二署機の＋六ゾをそれぞれ

簸鰐策︑健康管理鮒策などの投資
的経費として約漂工十三飴六千万
円が県財政から出監を遍られると

麗中にも旨旨開発調整審議会にか

巻晦議会で了承が観られれば来毎

焦度からの着工をめざず◎二号機

け︑六十庫獲運開をメドに万十六

以降は各画十万KW級の軽水炉と

子力発議所とする弩え︒

する予︷疋で︑最終四葡万KWの原

ﾅ低O18

点で︑それぞれ漁趣側に支払うこ

発躍所荷揚げ場が使われる計画
駈樹揚げ場を設けた際︑県漁蓮に

核燃料税を正式施行
五年内に85億円徴収へ

を実施しており︑動燃箏業団が昭

は︑すでに仏︑西独がウラン探鉱

秘五ナ年令に爽施したウラン探鉱

墾﹂との結禦が響られているとい

のための鉱業誘殺調査でも﹁衛

うQ

インドネシアでのウラン探鉱詔
発仁所敷地は佐疲・弥彦岡走公
画は︑もともと同国側のリ⁝トで
園内の一部︑日太海に藤した松林
スタートQ﹁協力範囲﹂など二丁 約二職知新Ψ力桝で︑ほぼ買収済
的間題を除き塁本線では大筋禽慧

@下地015以量

漁業補憐 交 渉 は ︑ 醒 力 各 社 原 子

で︑このため漂纏が窓購となり交
四億千八署万円を支払ったいきさ

福鵬暴

政狩は六野︑インドネシアでの

ウラン探鉱で
交渉団を派遣
税︑不動産取鴛税などによる純壇

ウラン探鉱を進めるため通騰︑外

については︑闘避資産

今回施行された福晶県の﹁核燃

と

分は三十六倦九千万円に薄恥るも

入

予測されるのに対し︑原発立地に
福昂県が十臼日露桝税を正式に

穫税条例扁は立地している原子力

のとみられることから

よる

旛行︑汲城県も同税新設を検射す

の核燃隅疑の五％を地方税法にも

発電所に核轡嗣を裳荷する際︑そ

構成する政府交渉馴を諸国に派遣

政府︑インドネシアへ

るなと︑このところ原発立地県に

出

よる核燃隅税新設をめぐる動きが

した︒約一週聞をメドにインドネ

務納雀と動燃璽業団など関係蕎で

とつく法建外落題税として微双◎

政は大きな籏迫を受けると指摘︒

財政隠蟹のない

の焦額八↓八億七千万円が
その税紋入を銘肝放射線の糖視︑

入

猶発化している︒電源三段目恩憲

蔽排水話調などの笈全対策疑︑屑

となり県財

の樫度など各県により条件も多種

シア歌読との交渉にあたり︑同国

出

多様となっているなかで︑今回福

県では今圓の核趣科税によりこの

二番乗り

に次ぐ同社部欝霞の原子力発電所

み︒栗北電力はここに女川︑小筒

顕水隙子力二業禽議は十〜月二

285±5

協簸が結ばれることになろう︑と

渉が避められていたが︑このぼど

つもあるが︑再処理施設の本格
撮莱開始を間近かに控え頻繁な浴

山辺額など妥結︑四悪に違したた
め︑四日調印の運びとなった︒
用済み轡料輸送船︵日の丸丸など︶

の出・入港とそれに伴う瀕業上

同日は︑電力側を代凹し原鱈か
ら大神正副昇藤︑県闇闇から小崇

︵補腿交渉︶が行われたもの︒

の更障︑漁業権隠滅区域の拡穴な

で構成︶に調照した︒これによる
濠た︑再処理に伴う縫幣済み燃

彦窟徳門簿用纏灼策委興会該長代

と浜側は補償金＋二懸円を士

茨城県と岡粟灌村および原電︑栗

料の輸送に関し十一日には地発の

ど駅態の進展に対処︑幽門疋づくり

月申に︑漁業振興賢盆五億円を関

行らが出騰︑協竃欝︵全州﹂か条

係十漁協振興計画がまとまった時

辺道路の整備などの環境整備費篶

でのウラン探鉱についての交換公

襲した形での

に達しており︑ウラン探鉱に関す

として四棊を羅く副懸だ︒

騰勢日竿継十時から十二疇謹で︑

@掌均023

聞
新

高
産

力
子

原

をその蕊ま踏

八十八隠七千万円のうち八十五億

文をとり交わしたい慧向だ︒

る交換公文とり交わしはぼぼ問題

国際経済勤向で竹

国の原子力閉発謝画の進展に伴う

東京・丸ノ内の臼塞工業儂楽部で

2正0

8．5

福井方式

にあてようとするものて︑課税期

七千刀円を演こう五暫間の捗轡料

による核似料に一応の

探鉱の対象となるのはスマトラ

ないものとみられている︒

内氏を招き原産懇

ウ

ないが︑最近の技術動陶や規棲拡

鑓水農期個期銀行調翫部畏の竹内

部

7．5

島県の

原

間は施行臼の†一月＋臼から五年

徴収で賄うことができるとみてお

島のほぼ中心部に位置するジャン

わが国では昭和六十二年頃まで

源開発︵OURD︶の日水側引取

湯厩の所要ウランを海外ウラン資

を中心とした

鋤万十九懸原子力産業懇談鼠を開

分などにより箏影て済みだが︑各

の激化などあって

いヒニ晒強い憩殉をもっているといわ

大の容易さなどから濃縮技術とし

交渉が妥結次第︑動燃争業欝と
金属製榮聖業田が岡地区でポーリ

する︒

東京都手代田区神田蜜山町25
電話254−1341（大代表）

r

o
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は

発先遊興

閥︒

り︑初午展分として来覆工月夫ま

加︑猷岡研究の驚能件について滋

四十も向十一月の田巾⁝ホイット

て遠心分離法が採用されることは

宏氏が﹁激動する国際径済の構造

れており︑田張金議もそのための

ラム会談て裸体化が話禽われたも

ほぼ聞違いないもようで︑このた

原発先進圏

ラン開発竸象

く︒エネルギー︑資源︑環境籍欧

のまま輸拙するのでなく付加価鱒

有騰だが︑同国は天然ウランをそ

簸州は羅罫侮数のウラン螢源保

いる︒

＝二＝二開；鼎一＝＝＝冊＝聯＝コ＝一鷹謄幽＝一脚＝一二記胃一＝＝竃＝二瓢一二＝罵一一口謄＝＝一一＝＝冨＝＝＝＝＝＝＝一＝＝＝幽二一；ユ＝＝﹇＝＝嘗富＝器幽﹁

東京で薄紅協議﹂

福島渠では︑こうした核予料構

レールが敷設されだことを意味
し︑原発ヴ糞垂の税制隆遇描置を
めぐる今後の勤きに波紋を投げか
けそうだ︒

b蔀へ
評の
︸ル溢

ウラン濃縮共同研究で
究のための会議が十一月十四田か

議する︒

迹o方から六〜七猛程度が参 の高い濃縮ウランの形で供給した

論訟訴迫は先行き必艶の情勢︒こ

欝顧で内外径済は最近厳しさの度
余議は商業規模ウラン濃縮プラ

ので︑許葎のナ一月以隣これ点て

め岡瞬は西独・蘭・英の遠心分離

騰嚢ウラン濃循県周研究構想は

ら五田間︑東京で開かれることに

ウラン讃縮に関する臼醸無︑岡研

一耀となるもの︒詳細は明らかで うしたなかでインドネシアはほと

購いを一段と深めてきているが︑
ントをオーストラリアに建設する

に二鳳開催︑濃輸ウラン篇給⁝晃逓

なった︒

んど末知数の国だけに︑独開開発

ための技勧約︑経済的な諾課題に

し︑工場の建設負命や電カコス

とわが麟の畳紙しと題し特別講演
り組む計函︒

今麟はこうした購勢︑動同に関し
ついて検封しょうとするもので︑

O扁とも話合いを遣めている︒

欧州三国グループ門UR鴛NC
ングを含む水甲羅ウラン探鉱に取

されている︒

迪恬ﾙ今回はその第三画圏︒縮織倒から

ト︑濃綴技術の選択などについて
み燃科輸送専爾船門臼の遺墨丸

株式会社コ1クゴ

発売元

@下地016以1
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ンフォ﹂を発行した背鍛には︑

原子力開発への批判や反対が先
鋭化するにつれて︑︸方的な見
解や不正確な情報が増加し︑大

や棄朴な不安を誤った方向へ増

集の原子力に対する純粋な疑問

かがえます︒この檎報は発行以

幅させかねないという実情もう

來︑原子力関係者のみならず議
会︑運邦・州政府︑マス笥ミな

五〇％二大させうるのであれば︑

てエネルギー埋藏蟹を二五％から

題が発生すると予想している︒石

末にきわめて漂刻なエネルギー闘いる︒

二年後に電力不足も

で包まれており︑新しい四四KW

い扁としている︒

エネルギー情

﹁手製核爆発物

は分らないと回答した︒

くならない︑と園答︒また一〇％

意したが︑五七％はそうまでは悪

か篇との問に対して︑喜二％は同

るERDAの推測は不確実のもの増殖炉が利鵬できる見込みは小さ に︑事態は悪化すると思います

たび発電設備の不足ということを

萎多ググ多！！！！多多多！多！グ！多⁝多一多多多多！多！多一！ノ！多⁝！ノ！！一多！︐

同氏は︑米国が今骸紀末まで繊

ついている︒この調葦では︑増殖

これを支持すると回答している︒

炉や再処理といった複雑な原子力
般公衆はあ濠り
再処理の経済的な利益と︑派生

容認してしまえば︑それを園復さ

技術者グループが論文

で示された四人の原子力技術看の

年に至る発臨用化石燃料と核燃

報告馨﹁

ロンカイト氏が特別司会番になっ

ー放送鍛終握当習ウォルター・ク

効率的な核爆発物装罎の粗立に関

子炉罵プルトニウムの特性および

の繕果は︑八月末︑CBSのリレルで採用されている保隔搭置︑原
九七七琿から一九八六
今度発注した二麸の原子炉ーパ

料瞬謹に関する新たな譜制度も蕊

ロ・ベルデ四および五は︑おのお 料︑所要婦と諸制約﹂の中で︑燃

憩した問題点に論及している︒

ち︑三分の︸は︑米國は所要石油

れた千四蕩六十三名の人びとのう

ニウムから爆弾を製心することは

射射

照照

鴬垣

試委

−

1

1暫縞織

輪業蝋肋

認識

欝鮒輝欝欝

鴨．

亨370−12

問題について︑
短らないことが判明した︒これら
するかもしれない核兵器拡散の危

盆米電力儒頼度協議会︵NE疑によっては︑深刻の獲を増した供 必要となろう﹂と黙儀したNER ※国民は山煙霞％対二一％という

﹁相薄的に経験の乏しい個人が

の概念についてきわめて罠く知っ

エネルギーを確保するため︑さら

C︶によれば︑鏡在態設題もしく給劇通の可能性も生じる﹂と予澱 C報笛讃は︑さらに︑カーター大 夕泊的な田舎いで︑縣来の豊罵な

一人か数人で核爆発物を僅れる︑

米C協Sなどが調査

勢認識に甘さ

しても︑四二％の人が再処理を選

統領の岡家エネルギー計画が︑と

ことを支持している◎また五五％

に多数の原子力発電所を建設する

せるために必要な新規設備の建設

択し︑一覧％の入がこれに反対し

は将来計画される石炭火力や原子されている︒

くに産業界による天然ガスや石磁

NERCが懸念を表明には︑文掌通り数か年の隠間が

いし八％にすぎなかった︒しか

た︒カーター大統領が反対してい

の利用を魍気エネルギーにシフト

険性とを離比した顧接的な闘に対

し︑颪擾の過樫で︑より多くの事

ることを回答者に磯認した後でも

力発電所が折良く運開するかどう

ている︑と考えている人は六％な

実を知った後で︑五六％の人は︑

四二％の入は︑米国が世騨の主流

作れる﹂は誤解

贈殖炉技術の分野で米国はその選

にそって薄処理を行うべきだ︑と

この結論は︑九月八日に発表さ

択の道を開けておくべきだとした

ある漏

という凄しは︑断ったくの誤解で

これは︑ニュ⁝クリア︒セーフ

讐北※大撃力系統の勉強的な儲縮

で︑自分たちの霞治体内に原子力

紺三三％というかなり高い割含
は一九七九無にも発竃設備不足の

かには不確実性があるので︑来蟹れた岡協議会の第七籔年次報酬謹

ように述べている︒﹁このことか
展と適性に関する検討﹂において

瞳態に陥るかもしれない︒その結

ティ誌七・八月弩に掲載された

て︑同ユニットは︑単一踊躍所の

﹁手製原爆症候群﹂と題する諭文

発電所を建設することを支持して

ニューイングランドの電力七社

発電世騨記録三密九十億KW慧を

て放送した三聴間に及ぶ長時聞番

搾濡幡顕黙認耀鎧

﹁大衆メディアに冤られるいくつ

組﹁エネルギー疑難実と恐悔と将

この論文は現在︑核燃料サイク

BSとニューヨーク︒タイムス紙 結論である︒

これらは︑八月に爽施されたC

らも︑電気エネルギ；の需要を隔

のとなるだる2

国士経済にとってさらに必須のも

粟大魑力供給の質が低下し︑場台一引き出されたものである︒﹁ひと

させるであろう︑と指摘し︑次の

回答︒これに対し二七％が習と回

この調萱は︑こうした結粟をふ

答した︒

のに対して︑ノーと答えた人は一
五％にすぎなかった︒

※国は摺殖炉の経済的および技
術的な壁上司能性を試験するため
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ニアリング社に二簗の原子炉を発

ノ監＝8刷．8㌦ノ乳ら

め︑その信頼できる盟冨な供給が
り︑﹁

が所有し︑ノースイースト・ユー

保持している︒

た︑深刻な障欝をもたらすかもし

KWH以上を発電したが︑これも蟹の電気署業者が発注した原開炉 またNERCはこれとは別個の
の共同世論調葦の結論である︒こ

連続運転期間中に四十七層五千万注したと発装した︒これで今無米
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コネチカット・ヤンキー

連続運転記録を達成
ティリティーズ社が蓮転を握当し

原子炉二基

﹁もし原子力発霞が長期にわたっ

ムからの爆弾製造の容易さを強調

かの論文は︑原子炉嗣プルトニウ

て醒源として踏み止まるのてあれ

い﹂と断器している︒

素八が気ままに出来るものてはな

エネルギーに関する見解を聞わ

来﹂の中で発表されたもの︒

で建設中の三ユニットに趨艇され

九％は分らないと答えるなど︑来

をすべて生涯していると考え︑一

している﹂が︑﹁原子炉用プルト

るもの︒なお︑パロ・ベルデ計薩

要性がある﹂︒

ば︑養殖炉の進んだ技術に頼る必

のパ・・ベルデ原盤議凝議
アリゾナド・S社

の技術建設籔理はベクテル︒パワ

ス社は︑コンパッション・エンジー社が担当している︒

アリゾナ︒パブリック・サ⁝ビ

憲諮は次のように述べている︒

れない︑と述べている︒澗燃料報

数は愈誹四纂になった︒

ことを示すように︑コネチカット

ている五十七万五千KWコネチカ

世界新記録である︒さらに加え

・ヤンキー原子力発電所は軽水炉

ット・ヤンキー炉は昨隼九月十躍

認録は破られるためにある

運続運転の世騨記録を樹立した︒

から今年八月十九日まで閣断なく

の一九八八年と⁝九九〇奪に運開

新しい記録である三百四十四田

発霞した︒八月十九田︑給水加熱

を新規発注
は︑わずか一か月前にミシガン州

機の一つに軽い膨繕を行うため傾
止されたが︑八月二十二田に運転

のビッグロックポイント原子力発

を薄開した︒

にあるコンシューマーズ︒パワー

ぐものである︒

電所が作った三百二十五日をしの

財団法人放馬線照射露盤協会

産
⑱
A嚢Fが﹁ニュークリア・イ

幽
どからも注園されています9

0273−46●一1639

τE工，

巳本原子力研究所内

群馬鍛高聴市綿貫町

力

原

子
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冊

放射線照射の利用

第902号一
昭和52年11月1帽
鯛木畷日i鑑行

量部100円（滋料共）
瞬饒料書年賦1蟹「金4500円
臼

うえ︑原子力欝欝総画のおくれか

についてすでに手嶺て済みである

〜5．毫終

露本原峯力産業象議の有沢広巳会獲ら葭脳は＋醗︑日ソ原子力協力協定締精のため原産の招きで来

ら契約分の消化期間はさらに先に

核融倉については︑﹁難しく︑
陶はないか︑と賑本側の愈同をた

ービスに際してソ適と協定する曾

同議長はさらに︑ウラン濃縮サ

条件について回負する立場にはな

ペトロシャンツ議長は︑翼体的な

けるか︑との眠本側の質問に対し

再処理について何らかの条件をつ

を結んだ堀舎︑ソ連は墨該燃料の

いとし︑その理磁の一つとして

たのに対し︑可能性はきわめて簸

の濃編サービスの城跡性を打診し

造残夢を視察︒ここでも耐膿設計

子力コンポーネントやパイプの製

りたくないからだ﹂と述べた︒

会

金︵蜜孫平藤姦酪農長︶では核防

原房雄婆藍玉︶に付託︑外務婁墨

科学技術振興対策特別委轟会︵藤

一部改正法案が衆院で膨正のうえ

発饗叢団円・原峯炉等規制法の両

羅宇力関係では藍本原子力船開

た論議が続行中だ︒

終盤圏余は参議院を舞台に白熱し

二十五田の延擾会期切れを離に

圏

件︑成立へ

原子力三案

轡

麟

幽したA︒M・ペトロシャンツ︒ソ遭原子力利用国二王展鼠講擾ら一行と璽崇・大孚町の経園趨禽館

切ない﹂と述へ︑萬処理その他に

伸びそうなこと︑パイロットプラ

瑚段階で新たに濃縮サービス契約

対して干渉しないとの原則を示唆

で会談した︒席上︑ペトロシャンツ羅長は︑原子力開発への穰極的な愈欲を示すとともに︑ソ連から

を追加することは難しい総勢にあ

した︒

のウラン濃縮サービス受け入れの司能性を打診︑原麗側は盗面その貝体化が難しい伏角を明らかにし

ることを説畷した︒一方︑かりに

の権利を抑制するような条体は一

は︑どうしてもこれを成功に灘か

わが国がソ適と灘縮サービス契約

いと前躍きしたうえで︑﹁相手国

炉揮発の眼臣は︑その経済性にあ

した︒

ねばならない﹂との強い慧欲を示

ントの稻工など欄内での濃縮計國

るのか︑璽源的観点にあるのか﹂

が逸展しつつあること︑を説明︑

この日の会談は︑原産とペトロ

との闇いに対し︑同議擾は﹁資源

たが︑これに關難した臓問に答えて︑同議長は︑ソ遷は濃縮した燃料の再処理などについて干渉する

シャンツ聯繋ら五氏との初会禽︒

悪商のないことを示唆した︒

日本側から有沢原産会畏︑一本松
的観点に立つ﹂と明確に管えた︒

古藤野団逮騨務謙譲︑松根経団運
大きな仕珊であり︑実用化聴期の

だした︒これに対し福沢原産会長

さらに︑零本側がウラン鉱つき

逸藤両副会議︑蕎常任理頸のほか

エネルギー対策委鍛畏らが出覆

は︑わが国が今後約＋葎闇の醜嚢

原躍の教翼原子力窺贈駈︑働撚職

条麹灘締繊麗協奏承認について質

業団の新型転換炉﹁ふげん﹂︑翌

とも騰疑澱程をほぼ終了︒このた

疑が続けられているが︑雨婁員会

ツ議擾︑セミ碧⁝ノブ国際乙次畏

に関して懸見を交換したほか︑わ

力利用国議象のペトロシャン

ら一行は︑駐Bソ遡大使館のボリ 十二日関銭の馨倣原子力発電所を

なお︑一行は閣西地区視察につ

も擦決︒外務委貴盆もヤ七霞には

しめくくり質疑を行い︑十八田に

め科技特は十七田に安藤良隔世大
禽問題︑新型藪換炉撚料︑蒸気ド

いで渠芝タービン薦工場︵川埼︶

題︑製造工程︑製造能力などに強

が国独自の技術改良︑高瀬化闇

ラムなどに闘心を恭したほか︑雑

石川島播麟横浜第一二工場︵磯子︶

一日から十四霞にかけて︑関爾地 加えて︑とくに耐縷問題︑癒力腐

ソフ科学技術滲滋藤とともに︑十

区の原軸力発電駈︑原子力麗連工

圏体廃棄物の処理技術︵敦賀発電

ついて轍冤を交換した︒謹たヤ園

藏の購え方︵美浜発草藤︶などに

海研究所︑動燃藥海箏業所︑同大

など京浜地区の黒星施設︑原研菓

順調にいけば二十一田の嵐会議に

標決に持ち込めそうで︑いずれも

騨が強い︒

委胤擾報告︑成立の越ぴとなる公

二：旧四一玉篇冨＝濡玉酬＝＝＝齢蚤＝一湘＝認玉曽篇一餅二臼隻闇鮒＝齢＝一遷

マン科学技術街次留がそれぞれ羅

交換公文で取淡められた両麟聞

犠した︒

は相互鳶職の漂則のもとに︑科学
・技術暫の派遺ほか︑公的研究機

科学技術協力の空な内容は①両国

爾国はかねて科学技術協力につ

ンポシウム︑パネルおよび科学技

関の科学・技術蕎による会議︑シ

外務省で調印︑両国開協力の穫極

いて謡盆いを進めていたが︑この

による協力を促進する④協力は現

政府は各櫨構体︑機関および個人

②必要に応じ魑断協議する③繭鷹
月塞憲義続一党中央委貫会敵治周

行法令の範囲内で実乱する⑤肩効

術展示芸を開催︑警報交換も行う

質が繭国間経癬委員禽出腰で来日

興が送付されてきたのを受け交渉

したのを機に交換公文調即の還び

繭の終了通告がない隈り効力をも

期間は二黛だが︑その後も三か月

が興体化︑同日︑ミッターク粟独

饗東独側から協力のための取決め

推進が図られることになった︒

る協力のための交換公文が十六繊

独︶との間の科学技術分野におけ

わが国とドイツ民主共和国︵東

二＝二鼎玉一二＝一二玉髄幣一一コ駅頭

洗工学センター︑日立製作所出立

＝冊隻

田には︑三菱璽工神輿工船駈︑住

轟＝鵠

工場などを視巖した︒

を行った︒

ペトロシャンツ議長らは十一田
寡翼一1㊤は原塵との懇談㊧は葵

漫原発を翫れ制御量で鋭明を受け
るペトロシャンツ議畏︵右から訴

友金属工業鋼管製造所を訪れ・原

熱のこもった恵冤交換︑質疑慮答

を参母人に照き顧莞を聴取した漉

楊を訪聞︑関係蓄の歓迎をうけて

所︶︑使用済み燃料のサイト内廓

教授︑菊池濃治前むつ箭長ら六氏

に︑各施設の藤任琶︑専門家らと

施設をつふさに境察するととも

い関心ψ籔讐た︒

覧学したが・発電システム全般に

耐震設計など

﹁ソ適としてはそうした繭例を作

ネルギーを手中におさめるために

見瀬しもさまざまだが︑無限のエ

ペトロシャンツ議罠は︑ソ趨の

した︒

原子力關発に対する蓼え方を紹介

開発は樹遼堰殖炉なしでは考えら

したなかで︑大規模な原子力発電

ぺ議畏ら原子力施設を筏察

に関心示す
原産の招きで来日したソ運原票

れないと指摘︑﹁ソ連は︑その開

べた︒また︑講本側の﹁高速増殖

発に強力に取り線んでいく﹂と述

鰭課罐難⊃

となったもの︒わが魍側から高厨
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重要性増す原子力発電

ぱ 薩 長 ニ ニ ヨ ニ コ コ ニ ホ 肝 脳 ニ コ ニ セ コ ニ 暇暇ぼ

らの原子力発電は有機エネルギー

東欧でも相次いで運開へ
レーニンはスローガンとして共

画も含まれている︒そして︑原子

が︑このなかにはソ連の電化計

ギー資源のみで発展をとげつつあ

コスイギン首根は﹁国産のエネル

ソ運共産党大会二十五厩大会で

源と伴用されることになろう︒

力発電は醒化計画のなかで重要な
る鍵界で唯一の国だ﹂と述べた︒

しかし︑このような壁窟な資源が

位置を占めている︒ソ運の発電事

産解義国家の達成を灘っている

剛層国家委員会のA・M・ペ ト ⁝

蹴召番したソ連原勇忍

順東︒待楽町の朝日講裳で開か⁝

諾シャンツ饗は吉︑雇

ｽ黒撃力肇国輪回

麟朝日新聞社後援の野鶴塞で ⁝

噌蓮における撃力議の胴
⁝慧義﹂と題し特別講演︑発篭⁝

脚性を指摘したあと︑とくに大⁝

泥譜におけ巖勇の璽三

窟揮発でのFBRの鶉蕊 業は急速に発展しており︑一九四
総出力は二態三千二頁万KWに拡 ッパ︒ロシアでは︑この有機燃料

存在していながら︑ソ連の人口の
⁝を強調︒蜜全性については ⁝ 六 年 の 総 発 電 出 力 が 壬 齋 四 十 万
KWだったのに対し︑今年一月の 七〇％以上が居住しているヨーロ

凶雰塞に雛すること蕊
が不零してきており︑この傾向は

この不足を補うためには西シベ

は一兆三百八十億KW蒔に達し 贈大しっっあるのが現状だ︒

大した︒鰭力生産は一九七五年目

た︒これが一九七六年には一兆千

貰十憾KW時に期大︑一九七七庫 リア︑カザヒスタン ウズベクス

炭︑天然ガスを還距離輸送するし

万−七千万KWと規定︑このうち 初めて運開したオブニンヌク炉以

入った︒シベリア原発︵一九五八

る︒ビリビノ原発は冷却材の霞然

年︶︑ベルヤルスク原発︵一翼墓

ック海岸のプルノ；︒レイレネ

葉水型炉を中心に︑ソ連の技術援

ニア原発︵四十四万KW︑一九七る・このうち娼力四＋四万KW撫 る熱供給原発が順調に稼動してい
六年︶︑などがそれだ︒

＋万KW蛙九六四璽一士基二 所二基が稼働中で︑聴手の三憂

給用熱の蛋醗に際しての熱出力は

ル原発では四十四万KW加圧水型 行っている︒佐宅暖房と熱料の供

壬二百万−千五百万KWを原子力 来︑つぎつぎと新規原発が運開に

これは新たに稼動する全発電能力

発電で賄うことを決議している︒

十万KWは一九六七年目︑ノボ 目も建設中だ︒ユラ原発は︑同半

炉二塁が運開︑さらに四墓が建設

還転の満足すへき経験は炉の余力

レニングラード原発の定格出力

ビネーション生産を高い催頼度で

︵七子KW︶が稼働中で︑パルテネルギーと堅気エネルギーのコン

えている︒この熱供給原発は熱エ

の約五分の一が原子力発躍となる

ボロネジ漂発︵一暑箆二十一万K 鵬での水力発躍の将来性が低いこ

循環チャンネルタイプ炉を四基備

ことを恵味している︒この数字は

Wは一九六四年︑二号墓三十六万 とから大きな意義をもつ︒一方︑

醤望招／時となっている︒

助で各種に原発が建設されてい

ソ連が露力生産について原子力発

中だ︒

北極地方のユラ楽鵬では現在・

電を撮要潔していることを帰して

KWは六九璋︑三号基四十四万Kアルメニア原発はトルコ国境に近

四十四万KW加圧水型原子力発電 る︒東独ではうインスベルグ原発

いる︒

発喪を容易にし︑大電気出力を得

ブルガリアでも四十四万KW型
原発二棊が稼働中で︑さらに二墓

黛︑男嫌基四十四万KWいカフカズの海抜千颪耕の由蕪地
帯にあり︑地籏帯の上に位鷹して

が建設中︑チェコスロバキアでは

Wは七
は七二隼︶︑ユリスキ原発︵一号

いる︒カフカズ地方最初の殿振で

さらに一九八五年ころをみてみ
ると新規原子力発電所の還麗テン

弩基四＋照万KWは七四琿︶︑レ あり︑この地方での原発の漫透に

基四十四万KWは一九七三駕︑一

﹁A⁝1﹂原発が稼働申︑このほるため炉の出力をさらに引き上げ

原発運開テンポは畢まろう︒

ポは二三となり︑それ以降さらに

ソ速の原発は熱中性子炉と高

は七五年︶︑クルスク原発︵善書

水型炉とウランー黒鉛沸騰水型炉

Wは一九七三年︑二号基百万KW 熱中性子炉原発は基本的に籏圧

ニングラード原発︵一号基颪万K 興味ある課題を提出している︒

原発へ基が完成︑さらに⁝基が建

中だ︒またフィンランドでは隅型

鉛減速材隈度の引き上げ・燃料集

躍ポンプのヘッドの引き上げ︑黒

か四＋四万KW型原発二基が建設 ることを灘能にした︒これは空循

スにしている︒熱中性子炉は徴界

りの発電原価は石炭火力より三〇

こうした大型ベッセルを心嚢と

セルを必要としない︒

瓢十六◎五︑四十︑

のに対し黒鉛チャンネル炉は落︑

暫万KWへと漸進醜に大型化する

炉が二十ム︑

に十分マッチしている︒諏圧水型

よび樗来の原子力発汗の発展傾向

黒鉛チャンネル型炉は現在︑お

って得られた︒

良︑セパレータの改良︑などによ

金体の構造と冷却替循環回路の改

速増殖炉の二種類のタイプをベー

発が建設中だ︒

設中で︑ハンガリーでも最初の原

れも軽濃縮ウランを使用してい

KW︑七六年︶︑ビリビノ原発 の二種類が開発されており︑いず
︵四基︑七蕊〜七六鰯︶︑アルメ

で最も普及しているタイプだが︑

ソ遡では一九五四年六月︑榿騨で

多一葦多多！多多！5！多多多多！グチ！多一華多タ⁝一多多多〆！ノ！髪多チノ多！ダ︐
いタイプの炉といえるQつまり隈

颪五十︑︑野︑長さ十一〜十三層にも

ジ原発は三頁万KWの石炭利用大 さ胴頁ゾ︑騒板頁五十−︑野︑フ合札

いていえば︑例えば︑ノポホロネ

RBMK炉で大型艦

％も安いことがすでに実証されて

と大型化していく︒世界の古典的

百五＋︑二頁﹇看四＋万日目へ

中化︑放射性廃蘂物処理・処分の

画酬

核流体制御精機の領域です

⁝できる﹂と述べ︑また残され捌

7腿としては廃蕩処姦梱
⁝策を捲摘した︒以下に概要を⁝

岬

封一＝雛糟＝墨＝一一一一騨響墨一二■＝二隻＝＝＝二亀

かなく︑電力についてもシベリア

おいて現在︑淳良のものの⁝つで

調書が黄濁醗安いこと︑出力比に

力をもっており︑一KW／時あた およぶ加圧水型炉のような大型ベ

型火力発電筋に較べて十分の競争

ソ淫と諸外表における加圧水型

多目的利用原発も実用に
炉の建設および運転の豊欝な経験

しないということは璽機械工場で

二二技術の発展は常に発電設備の

れは毎蕉エネルギー蹴要が増大し

単位出力の増強を伴ってきた︒こ

てきており︑小型設備では実現不

況は猿子力発露にも完全にあては

その結構出力颪五十万KWのR

まる︒

BMK型炉の設計が開発された︒

X⁝千五百型炉二墓を設躍するイ

現在︑リトワニア共和国でRBM

が進められている︒さらに現夜二

グナリンスカや原発の第一期難燃

出力二薦万KWのレニングラード の設謝を閣郷中だ◎設備の大型化

を配能とし︑この傾向は大型化に

出力は紫蘇二百MVで︑そのうち 比例する︒

テムにとりより便利な電気出力を

拓し︑所要の経済地区の霞力シス

またソ適の極北︑マガダン地区

れだ︒

組織化︑環境管遅の改善などがそ

原子力バルブ憶

圃れ

譜介する・

達する予定だ︒このうちには︑も

度翫画では一兆千穴百偲KW將に タン︑トルクメン等から石漉︑石

ちろん原芋力発躍も禽まれてい
からの蕎圧送電線に頼っているの

資源を邉って東へ︑粟へ︑と進み

ブレジネフ当鉦長は﹁われわれは

が現状だ︒こうした偶況について

国家発醗計鑛にめざましい舞献を

原子力は一九七六年においても

る︒

した︒この年にはノボボロネジ

いる︒

望百〜五酉ナもするような鋼製品

あること︑などだQ

製趣課程をはぶけることを愈淫し

は原発の湯銭と近代化をもたらし

もちろん原子力開発が進展する

原子力発露所は九十七億KW つつある﹂と表現している︒

とともに運転の信頼性と安全性間

魅惑的な炉といえる︒こうした理

Rl千︶の弾発を容易にした︒水 容器︑大型配蟹の欠陥発生を苧報

題が先鋭化してくる︒これらを無

由でソ趣では大型原子力発電建設

出力百万KW簾等方型炉︵VVEしかし︑この炉は︑塚動中に炉
ずるための十分な蟹の橘報を獲得

視することはできず︑璽大な関心

またソ連共薩党第二十五園大会

界速水冷却炉は世界の熱中性子炉

する課樫が禅客であること︑燃料

は蚕五億KW蒔の躍力を劣産し は門ヨーロッパ︒ロシア地区で
た︒一九七六⁝八O年に簗る五か の原子力発醗は他の螂門を追い蒼

のうちで騒も開発の薩んだ部類に

時︑レニングラード原子力発電所

くほどのテンポで騰発する必要が

めの湯本タイプとして葺BMK炉

鎌計画ではさらに原子力発躍を強

可能性を分漏した結果︑巖も危険

が裸罵された︒この炉は遼転隠の

可能な絶対的増大が要請されてい
まり燃料袋荷の頻度を変える階一

な事故は冷却水洩れによる事故で

計昼をスピードアップしていくた

長はコンパクトなこと︑比較的簡

定の隈度内に隈られること︑など

ることで説明できる︒こうした状
単な熱交換回路ですむこと︑姫心

儒頼度が高く︑とくに織部栃の循
環園路を分割することにより高度

あることが解明された︒この場含
仮説上の巖大監護は︑空循環配蟹

の装蕎変えを運転中に行うことが

の安全性を保誕する︒一方︑燃科

の欠陥をもつている︒経済性につ

をもっている︒原発設備の損傷の

鱗騨

の瞬間破裂が起きることで︑しか

できるなどの特徴があるが︑逆

も︑原発の懸源が岡時に切れた場

の橿造秘の墨が少なくてすむこと

サイクルの制御が困難なこと︑つ

蕪

灘灘

ある﹂として︑一九七六−八0年 属している︒この炉のすぐれた特

事

△是︒

に︑循環國路が比較的復雑にな

エネルギー革命を展開する鯉のバルブ

RBMK型炉二基を備えた躍気
薦一二百四十万KWRBMK型炉

る︑などの欠陥ももっている︒

当然︑こうした購態には︑突然
大騒の洩れと冷離礁の喪失が起き

策が要求される︒以前には購えら

り︑さらに一〜墓が建設中だ︒各熱

原発は一九七三隼以降稼働してお

た場合に安全を銀証するための方

れなかったこれらの安全対策を追

は発電設備のコストを下げること
加灘離することは当然原発建設費
を引き上げるが︑石油︑ガス︑石

利用される︒闘型鳶万KWクルス 子炉は大型原子力発電への道を開

七〇夢糟／時は地域暖房用として

ク原発は一九七六年十二月運開︑

このようにして︑RBMK型原
れた場命︑原発の竸争力はこれで

炭の纐格引き上げ傾飼を響睡に入

もなお変わらない︒こうした仮想

もつ原発を設置することを可能に

ノブイリスク原発一号墓︑臼ロシ

さらにウクライナ共和国のチェル

した︒しかし︑このとき︑艦力生

ており︑技術的に回避できると確

ア共和国スモレンスク原発などの

産センター設備の大型化︑出力の

てくる︒すなわち︑技術的保守の

らの蒸発は出力百万KW炉をそれ 繕穴に必要な新たな要因が登場し

建設難業が遜められている︒これ

事故は設計の段階で全て懸離され

醤している︒

発纏出力の大型化については︑
ソ運では加繊水型炉の出力を百万

中心地ビリビノでは一九七四年以

改善︑修理作業の改罠︑出力の藥

来出力各一・華華KW四璽からな

みだ︒

KW以上に引き上げる必要はな ぞれ数墓設麗することになる冤込
い︒黒鉛チャンネル︵紀BMK︶

ることができるからだ︒この炉は

炉の方が比較的容錫に高出力を得

大型ベセルがないという点で颪奪

ξ

昏

ξ薄
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化する計画が打ち幽されている︒

＼

度における総量霞規模は六千七薗

＼

しかし︑二〇〇〇年までは︑これ

饗

軽

罐函
懸

G樹轍一序騨腿騨漁識

アルメ漏ア撒

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで
な
す。単にバルブとして汎用弁と混同された
ら技術が泣きます。
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力

二

熱中性子炉はどのような型の炉

らだQどんなタイプの炉の設計で

禽理的に利用すことに蠣魑するか

た基太的な課題は︑中性子を鹸大

わたる原子力発電還転経験は︑十

て注慧深く運転が行われるなら・

分憾理がいきとどき︑規制に融っ

九七七奪五月に

原子力発醗は難く安全であること
を承している︒

開かれた王AEAザルツブルク難

慰の安盒俊について﹁原発は世界

論でエクランド総長は︑原子力発

て僑頼性の蕩いことを実糊してい

の延べ稼働階間千四頁年にわたっ

原子炉炉心ではウランの核分裂

る﹂と報毒している︒

原子力発醒所の運転の過程で放射

齪娚内であることを長している︒

まり轟然バックグラウンド線懸の

は濠だまだ十分な段踏に罷してい

廃二物処分についての正規司能性

と蕩えられるが・蕩レベル放粥性

廻できる解決方法が罎られている

処分については永久撮存に十分野

原子力発躍所をつくり出すうえで

世界中でこのような麗放射性廃

技術と経済の捲櫨を改薄する過程

する︒近代化は︑あらゆる生産の

の敗善︑近桟化を絶え聞なく要求

しかし︑使用済み核燃料を原子

であり︑ガラス畷化︑セラミック

炉の発展上鎌も鍮要な問題の一つ

模な原子力開発︑とくに高騰堰殖

ルギー供給の闘鶴を解決する一能

類は霧来核識禽の力を儲りてエネ

い分野ではなおさらのことだ︒人

要だが︑原子力発躍のような新し

同きに取り組んでいくべき間題

題は未解決で︑世界がこれから輌

処理はまだ大きな発農をするとは

原子力発惣で便爾済み核燃料の再

礪蕉および近い将来では世界の

決鰐龍な問題であり︑かつ︑必要

は国際協力の実規によってのみ解

な問題を内勉しており︑この解決

る見込みだ︒核融盆は非常に融難

能性は二〇〇〇奪以降のことにな

だ︒

現を確愛しているということであ

磁謬

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

FBR三線は不可欠

の場合でも︑二次核燃料︑つまり

奮ハ十万KW級葛燃増量炉の建設

半島においてBNl鋤型総総増感が進められている︒即ちウラル地

年末に︑カスピ海犀マングレラク

ス状の廃二物とエアロゾルが発生

の過程で放射性核分裂生成物︑ガ

は綿密に危険性を謙り除いたあと

する︒放射性のガスとエアロゾル

排気口から大気巾に放出され︑放

廃差物は永久保停のための特別貯

粥性物質で汚染された液体と二番

藏所で管理されている︒

性核分裂生成物の混顕爵で汚染さ

液︑続演服薩水︑などで︑圃体廃

ことは疑いのないところだ︒原子

あらゆる困難を莞服するであろう

大鷺な独立しだ一つの発電の分

いる︒確かに原子力発電が非常な

体放射性物質の処理方法と三蔵

冷物は︑室として設備の部贔︑計

棄物を処分するための経済的でし

を鶴に伴うもので︑またそれが必

力発購所から特別の放射化学工場

固化︑難燃ルマトリック法など世

受け㎜とり⁝クを知らせる讐報装

だ︒縫用済み撚料の蕩処理は極め

思っていないが︑蒋来︑蔦速鰭播

が必要となる時期には︑大嶽の麗

つけ金ともいえるだろう︒

り︑儘じることは成功の一つの手

（臼本職逆夢手製〉

六十万KW型炉を建設中

プルトニウムの萬生薩率の高い高

る際に中獅子のムダな擬失を少く

もウラン︑プルトニウムが分裂す

用することはできない︒鍛罷申界
するということを霞的として構造

速増殖炉ほど合理的に核燃料を使

では各腫減速材および冷却材を使
を湊めるものだ︒

％であり︑この条件下で七万立方

も進めている︒

大な努力を払っており︑こうした

放劉能汚染から憬護するために翌

れた比較的大蟹の中︑低レベルの

住罵の安金性を傑会し︑環境を

れつつある︒放射牲物質の大気中

液体︑固体廃濡物が発生する︒液

野に成長しつつある原子力発日が

問題は総禽的対策で次第に解決さ

KWに遼し・一九九〇年には九慰 への放出を引きさげるための原子

体廃棄物は一次冷簾梅︑使鰐済み

新しいタイプのさらに改譲された

には世界の原発は一品十製︑二懸

KWに︑また二〇〇〇奪には＋三 炉構造の改薔︑原子力発電所の設

液︑イオン交換フィルター二段

燃料要素冷却プールの水︑除染溶

るとはいえないのが現状だ︒

射能蜜全規準の規定化︑液体︑母

億KWに増大するものとみられて 計︑煮転にあたって順守すべき放

危険性を内在しているのは鱗実

器類︑作業服︑ガス浄化系フィル

原子力発電所周辺で行った調査

かも捜術的に碓実な解決方策の研

著い新しい発魁分野は︑当然そ

番の間断だ︒

という課題は技術が岩虫する第一

子力発纏弓馬の改薔巻雲っていく

の荒い超費した発電を確撮し︑原

核の磐裂によって安簾した露頼性

方法の改薔︑などがそれだ︒

では周辺線蟹は大部分が鋸間〜レ

ムのナ分の〜ないし頁分のてつ

タ⁝︑などである︒

だ︒このだめ原発の運転にはあら
ゆる安金上︑儒頼上の対策を講じ

海外の多くの騨門家を驚かしはじ

多多多多一多多多多多多多多ノ！多多！！！一二萎グ多グ！多2

ソ連を含めた世界各麟の多黛に

分し何行動にもわたって永久墾場
に埋葬しなければならない性質の

金性のインターロックが囲えられ

究が続けられている︒これは大規

ものだ︒

ており︑危険は逆に少ないといえ

に再処理のために送り胤す段階に

鍛が設襯されており︑タンク内に

て複雑な放射化学的プロセスだ

炉に大猟の二次轡料プルトニウム
れている︒鼠戸済み核燃繕を化学

になることが予想され︑鎌継深い

放射性麗棄物の処分は大鷺な難題

努力が要講されることになろう︒

乾

⑳謁

と

雪

章

二

＼／

◎カタログ及ひ資本1連絡憤き次第お織り致します。

用する熱中性子炉が製作されてき

気轟三六＋万KWの醐速購殖炉の

ている︒加圧水型炉︑禰闇闇型

ードで蟷気出力一万二千KWのB⁝㈱原発は薩力嵐薩とカスピ海の
建設が終了に近づいており︑ベロ

原型原発の建設が完了した︒BN 方のスウェルドロフスク近くで電

炉︑水冷却ウラン黒鉛炉︑ウラン

O飛⁝60型葛速中性子炉が完成し海水淡化装躍に蒸気を供給すると
ヤロスク原発の憲基好機となる苧

ん六八鋸レニングラ

黒鉛スーパーヒータ⁝型炉︑有機

炉の儒頼性の高い運転実纏は実礪

た︒大型実験粥原発BOR−60い
型う二つの欝的をもっている︒一

ソ遡では

炉︑璽水炉︑ヘリウム冷却炉︑高

高速髄殖炉の開発にあたって学

層／臼の蒸溜水を生産したQこの リウム以外に分離ガス錦鶏の研炎

石癌価格の上昇により原子刀発

人類は絶えず行進しており︑技

嚢務総包の予測では︑

！多！ク多！一！づ！グ多多！多多⁝多多〆多⁝一！グ！グ垂

安全盤は確保できる

性質を最も荷効に利用することが
聰の璽要旨は一懸高くなってきて

自然の過程であり︑人閥の黛橘と

術の絶え間ない酔払と改良もまた

でも毘られる日子力発電の増加は

濡動の法則といえる︒世界中どこ

九八O無

高速鱒殖蝉の冷却材としてナト

蓄︑捜撫養の採用した道が正︑し
姫の順調な雪転をベースにして現

定だ︒

かったことを実誕した︒︸九七二

九七七隼中期の出力利用慶は六五

冷却材減還桝使罵炉︑ガス黙鉛

型炉などがそうだ︒

温炉︑炉心チャンネル姫︑横配躍

しかし︑高速欄殖煙こそ︑今後

とくに力を入れて開発すべき炉
だ︒将来︑核融舎が速かに開発さ
れることを期待しない隈り︑薩灘
繕殖炉なしに世騨における大規模
な原子力発霞は賜えれられない︒

注意深い運転管理が条件

可能で︑かつ︑自然には葎在しな

ルギーの童要な供給資源と蕩える

おり︑多くの引々が原子力をエネ

腐逮繕殖炉は核分裂反応の纒れた

い核燃料ープルトエウムを岡三に

う︒

生産する︒

に至っている︒ソ適では原子力発

現在︑世界で熱申控午炉は膏基

以上稼働しているが︑繕来はFB 題と他の古典的発鰭は対立競翁す
るものとは警えていない︒原子力

めているが︑しかし︑こうした原

ている︒

での大規模原子力開発は︑FBRを発鷺と熱供給の補照的エネルギ

畢力開発の進展は新たに原子刀発

Rが中心となる必票がある︒ソ遡

ー源と蓄えている︒しかし︑エネ

灘の立地という新しい聞題を提出

に高い期待を霧せている︒核燃料

ルギー資源が乏しい国においては

廃棄物対策に全力を

の有効利用の観職から原子力発罐

している︒IAEAのエクランド

る︒

核融合は二〇〇〇年以降
ークした場合に地二水︑塘下水︑

ンクは内纐にステンレス鋼︑炭素

面識的な危険を防比するためにタ

なると問題は︑はるかに復雑化し

例えば︑麗遺物貯蔵タンクがり

近隣の財蔵池が汚染されるという

ートで作られている◎さらに︑万

も威蟹を濡せれる液画計が取り付

が︑水抽出一雨吸プロセス︑ガス

的複雑さを蕩えると︑その異環司

性がある︒しかし︑学術約︑技術

鋼をライニングした鉄筋コンコリ

一リークした際にこれを集める大 てくるQ放射性廃棄物処分の問 界各国で研究を急いでいく必要が

けられている︒必要な場禽には移

法︑隅温冶金処理法などが開発さ

ある︒

し変えるための予備タンクも設け

このように安全性を璽聴した蟹

核燃料が分離されるわけだが︑こ

的に再処理した絡果として︑二次

られている︒

理を行っているかぎり︑嫡子力発

低レベル︑中レベル放射性麗粟物

しかし︑璽要なのは核融愈の実
鷺所は他のどんな工業期設備より

の糖果生じる核分裂姥旗物は非常

【A〔H

諦瀧ξ鶴

蔑

ト謡三齢

に危険な物質で︑廃藥物として処
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ビリビノ原発

力発電駈は設謝で鷺亜捌戴にも安

撫

購灘するペトロシャンツ凹凹
危険が大きいとはいえない︒原子

放射線鷹棄物ドラム詰窪覗窓

断面鑓1

放射線廃戴物貯蔵羅覗窓

○放射哲涜難物連陣門フォークリフト
○サンプリングフート

○クローBox遣へい溺
○ホノトラボ
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原子力は︑璽要な強味を持つだろ
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原

米NRC

法律の改正も必要
二原発で試験的実施へ

︑

婦︑劉繊

？

①原子力の標漿化を逸める一方

②遡邦政府と州政府の検査の璽複

は︑広範な再調蛋を簡素化できる

る︒荒塗化と敷地調査の早期二野

敷地の単期調査と認可の準備をす

原子力規制委員会︵N鼠C︶は︑NRC設立以来二葎の経験を生かし︑原子力発露所の許認可のり
ード・タイム短纏のための研究を終え︑試験的に実施する方針を固めた︒これは各原発での繁雑で重
襖する作業を避けるため︑また︑それにより起こる睡擦を避けるため︑原子力発電所の標準化︑国乱
の一本化を冒ざしたものである︒許認可の短縮はカーター大統領の方針でもあるが︑今後必要となっ
てくる原子力法の改正︑州との協力がカギを握るものとして注囲される︒

一方︑リチャード・ケネディN が日月してきた環境調萱を州の監

をさけるようにする︒環境保護庁

めて発表している︒霊な検討内餐

価を充実する︒

させるための鋤きが翼体的に出て

階からオープンにし︑各段階で規

RC委曼は︑ミズリ⁝州で開催さ 督下におく③原発立地は計画の段

エネルギー省︵DOE︶笹官は上 讐検董の質の向上扁﹁公衆との交 れた﹁第四園エネルギー会議﹂に
制の対象となるものすべての調蛮

流堰大﹂であり︑結果は次の通

原子力法

おいて﹁許認司手続を改涌するた

院での長講認証式で︑原発許熱川

九五四奪に施行した

を早期に行えるよう準備する④一

り︒

①広範な許認可捲強調を修正し

期間を半分に短縮する方向で検討
していると述べたが︑これはワン

の凝議を搏麓行わない︶と標準化
講がだされる前に︑許認珂鞘当の

る②不必要な偶報を取り除く③申
め︑原案を選言中である︒ケネデ

対する許認酊手続きを改正するた

削減と同日に環境問題や安金性の

璽櫻をさけることにより︑コスト

同法は︑各州との協力を進め︑

現在︑米政府とNRCは原発にを現状に命うよう改配する︒

を中心に改善しようというもので

NRCスタッフと串調番との相篁ィ委員によると︑許認胃手続き改

員擾は許認司のりード・タイムを
る前に行なわれる初期段階での評

あらかじめ促す④正式な評価が出
なければならないとしている︒

以下のことが講本的に盛り込まれ

定がどのような形をとろうとも︑

改定されることになろう︒法案改

質を落すことのないようなものに

子力発醒所建設に反対して︑一〜

ネルキー計画第一次改訂︶から三

が占拠されたり︑あるいは﹁原子

想︶へと下方修正されており︑逮

ルギー謙画改訂のための基本樹

に蟹成が五二％︑茂対が四三％︑

世論調琶結果によれば︑原発建設

対応︑などの好ましい結累が得

の実現は絶対条件で国にとって最

ンスにとっては︑原子力発電計画

漫食し分裂を際際に示したことに

ていたもので︑今回の機会に學急

優先覇業だが︑このまだ新しい課

不十分で︑それはときには原子力

題について国属の知識は一般的に

目標を失ない︑今後はますます石
油に依存することになる︒来国の

られたため︑NRCは八つのサイなった︒米国はエネルギー開発の

れれば︑NRCは産業騨側からのトを選び実施していくことを決定

生活水準が低下し︑高い失業率が

に行うべきである︒これが実施さ

あるいは議会側か

クトリック・ガス社とコモンウェ

した︒また︑ニューヨーク州エレ

信ないし不安の反応として現われ

発躍エネルギーの発展に晒する不

原発推進蕎

反原子力蓄

との評価を払

出ることは必至だ︒学殖炉の遅れ

らの

︵発注はしていない︶の一墓を選 はコストの髄煽と時間のロスにな

ルス・エジソン社のキャロル原発

るだけである︒大統領は同時に︑

水藁において十分なものだ︑とい

ーに関する偶報がその質と客観封

ろうと同委員は語った︒

拭でき︑各界の理解を得られるだ

び︑設計と建設許認可の時間短

にしてしまった︒①難物自動鮨の

次の璽要なエネルギー計画を無力

長は︑大統領の拒齋権行使は︑

ティーグ米下院科学・技術委員

の管款⑧自動繭の推遂システムの

からのエネルギー利用研究のため

や農場︑森︑あるいは産業廃棄物

などの計飼である︒

を国際協力で目口していくこと︑

厨的で︑バーンウェル再処理工場

止と放射性廃棄物の安全性研究の

大統腰の当初の﹁エネルギー危機

か

研究と低公審︑低向日の研究④高

同盟国

は戦争に匹敵する問題である﹂と

か

エネルギー物理の研究⑤核拡散防

敵

いう主張に矛盾するものであり︑

戦争中に

の仙境いがつかなくなったような

下爾議員は︑穣極的に石佃︑ガス

ものであると語った︒さらに︑上

テネシー渓谷開発公社︵TV

ならない︒審議余はこの保証を与

える任務をもち︑その謬見表明に

できるよう監視し︑偶報提供の方

よって国民が客観的な二身を入手

法を提案する︒このため審議会は

関係雀庁︑政鰐機関︑国有企業に

きる︒また︑その使命を果すため

必要な資料提供を求めることがで

必要と認める場舎には権限をもつ

フランスにおける原子力反対運

証明を求めることができる︒

科学研究機関と協議し︑醇門家に

A︶のオ⁝プレ・ワグナー総裁は

の決定が米国をいつの間にか二流
国に格下げする結果を生む﹂と述
べた︒

名︶▽科学アカデミー会員二名︵互選︶▽人文科学・政治アカデミー会員一名︵岡︶▽医学アカデミー会員一名︵司一︶▽エネルギー︑経済および輸送技術部門の騨

水

で終ってしまう︒政腿と

水かけ論

ではない本

三†年閣の調査に結鹸三十年闇にわたるランド・コー

というのである︒

総合的に原子力は優秀

のために職場危機に曝されている全国党大会でどのような原子力政

臣である︒審議会のメンバーは＋

政権聖運轡としてのSPDが︑ 摩く︑国民にも人気がある婦人大

た際に約束したもの︒定例閣議の

県︶を訪逸し︑環境間題を取上げ

統領がバルイーズ︵オートザルプ

十三日︑ジスカール︒テスタン大

ユ騨相を任命した︒周母樹は人望 る任務をもつ︒その設立は八月二

が︑総合的に論れば康子力は化石

摘され︑十分な解決を兇ていない

コスト︑安金性︑核拡散問題が指

が欠如している︒最近の十年間は︑

力の毘通し︑代替技術開発に努力

設遅延や︑裁戦所による工畢停止

八名で構成は次の通り︒

表四名︵葭相が撮名︶▽霞然また

コミュニケは設立理由を次の通り

る︒

燃料よりも纒れている︑としてい

よる原発建設妨審反対のテモが行おける原子力モラトリアムの動
き︑あるいは日本の原子力開発に

エネルギー資源をもたないフラ

説明している︒

︵M・K︶ 環境委員会の推爾に基き蓋相が指

は環境保全譜協会代表六名︵最高

う︒

軸

とって璽麗な膨響を与えるであろ

結忙し︑六百五十七万人の糧舎員

西ドイツの縷織労働蓄の八割を

原子力施設サイトの南町村長代

電力会社︑製造芸輔翼の労働者に策を決定するかは︑ヨーロッパに

飛涙

灘饗

い樋報の供給によって確立しよう

格的な建設的な空夢の基盤を正し

住罠との

議鼓設置が決まったわけである︒

報を提供するほかないと認めて審

るためには分りやすい客観的な構

しては住民の不儒︑不安を解消す

かけ諭

対運勤との討論は多くの場台

などをとっている︒こういつた反

儲︑不安をもたせる戸別訪問戦術

護協会APR王など︶は住民に不

動︵地球友や対イオン化放射線保

してきている︒過激な環境保全運

動は漸次サイト周辺の住民に漫透

ネルギー︑地熱︑石炭ガス化︑核

のであり︑石油輸入に次ぎ・膳殖

ランスと月一を始めているともし

米国の原子力産業界ではすでにフ
なるだけであり︑これからの二臆

年進んでおり︑拒盃権はさらに五

ている︒同総裁によると門フラン

聖の崖れを璽ねることになる︒大

代が巖も不幸な影響を受けること

マイク・マコーマック下院エネ

統領は九〇％の轡門象の態艶を撲

スは高速増殖瞬では三国よりも十

ルギー技術小委展長は︑十一月

逸民に客観的戦報を

となる康子力の研究開発の基礎を

米国で自給できる主エネルギー

下のように語った︒

悲劇的な日 であったとし︑以 除して小数四壁をとった︒この樫

五臼は※国や自由圏諸国にとって

になろうと語った︒

れるだろう﹂と述べた︒さらに

なければならない事態に追い込ま

フランスから罵速控目炉を購入し

を発動したことに償激︒﹁米国は

大続目がCRB沢に対し︑目引罹

の大統領の措置は議余を饗切るも

に大きな期待を寄せていた︒今園

算では大統鑛に譲歩しつつも︑特

融合︑贈殖炉等を支持︑贈短炉畢

の代替エネルギーとして︑太陽エ

る︒国民には原子力発電エネルギ

すでに試みとして︑大統領から

る︒

縮の試験的実施を行うとしてい

ものについて1鉱繊労働粗倉など五つの労働綴

う完盆な保証が箒えられなければ

駐を行ない︑時間的余裕︑迅速な

控えたヤ一月冬田には︑エネルギ

研究②オイルシェル︑地方自治体

提案のあった検議官のサイト鴬

カーター大統領は十〜月五日︑

要である﹂との方針を決定してい
る︒シュミット首相自身が明謡し
ているように︑数十億瞬以上の原

激な羅力を伴う

発建設計画が笛に浮いたままにな
SPDの全国党大会を五日後に

炉技術を他の先進国に頼るように

クリンチリバー懸殖炉︵C8BR︶
の予算八千万がに対し︑就圧以来
切めての振否権を行便したがこれ
に対し議会︑産業界から次のよう

B︶の中央執行委員会は過去出隅

を擁するドイツ労働真岡盟︵DG

一一＝＝＝謄二瓢一＝＝冊コ静＝榊＝黒一二朧＝冊二＝＝＝鱒＝＝

西ドイツ国民の原子力開発に対
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西ドイツ論難響胴の少数党であ

千万KW︵一九七七年三月のエネ する態度は︑例えば今黛二月にシ

に開かれた全國党大会で︑原子力
力反対村﹂や﹁及好の家﹂が建て

邦政厨は今隼宋磁に各政党の党大

二三地への原発建設については︑

る目由党︵FDP︶は十一月八田三万人のテモが行われたり︑敷地

モラトリアム案を排除し︑新規原
られたりしている︒さらに前述の

禽の動きを見てエネルギー計画第

蟹成一四％︑反対五七％となって

ュピーゲル誌によって発表された にわたり﹁原子力エネルギーは必

溌の条件付き建設を認める妥協案
三発四所については今欝︑四二裁

二次改訂を決定することになって

反対運勤も︑過

判勝から建設工禦申止裁定が下さ

っており︑このため腿用確保と将△口悪はまだ十分であるとは言えな来のエネルギー確保が環実の問題い状況である︒とはいえ︑原子力となっている︒

を圧倒的多数で採択したと伝えら

おり︑原子力開発に冒する國民的

れた︒詳細については不明である

が︑岡党は最近原子力開発につい れており︑現在工事はストップし いる︒て消極的態鹿をとっており︑今隼たま康である︒しかし︑ミュール 西ドイツ運仁政麿は︑マットへ六月の同党幹部金では左派の圧力 ハイム︒ケールリッヒとクラーフーファー研究技術大臣囲舞が大衆により実質三年程慶の原子力モラ勢三下響襲注目されるの原発政策

フランス原発情報審議会を設立

ポレーションによる原子力に関する調竃の結論がでた︒

これによると︑原子力メーカー
門屡屡名︵首相が選定︶首相の諮門機関として設けられ︑原子力発鯉エネルギーに関す

初期の二十薙閻に較べると︑原子

は国家に十分に賀熱しているが︑

︻パり松本駐在脇目フランス政府は十一月九臼の定例閣議で﹁原子力発爾彌報審議会﹂を設立する

る課題について国民に完全な偶報

は︑国民からあ合から約四万入がドルトムン市でまり支持を受け集会を開き︑ボン還暦に対して新ておらず︑整然 規野選建設を出来るだけ早く許萌

主党︵sPD︶は・＋五日にハンェンラインフェルトの両発電駈にとの公開討論を行ったり・ま些 とした反鮒運働とは区別されていするよう訴えると共に︑原発建設

政令を蟹算し︑酋相の推薦で任期

鰐する国民の理解を得るために原
こうした原子力反対住民遡動の子力公開キャンペーンを実施して

りている︒

霊な影響として︑西ドイツの一九きたが︑その効果はあ足りなかっ

は︑四〜五千万KW︵一九七三駕

一方︑反対運動による原発の建治家を厳しく拙判した︒

るようである︒

を提供する方法を検討し︑提案す

ブルクで党大会を開催することに

設を数隼間中止させるというよう

るように︑原子力発難所の新規建

しているが︑FDP決定にみられれたが︑建設工事認可の判決が下発行するなどして︑原子力開発に

ついては建設許司取消訴訟がなさ般市民向けの小確子﹁原子力﹂を

三年の初代議長にシモーヌ・ベイ

社民党の方針は海外にも影響運邦与党の多数党である社会民

FBR海外依存を憂慮
モラトリアムを呼びかけている政

の蕾禦は襖雑なものだったといえよう︒

拒否権行使に反論

正の提欝はNRCが以前から行っな激しい反発の濁が上っている︒

縮小するため︑轡門家グループを

ジョセブ・ヘンドリーKRC委交流を図り︑両蓄の技術的理解を

ある︒

︒ステップ︒レビュー︵闘じ内容 より明解なものを串講蓄に配布す

と語った︒

めには法律の改正が必要である﹂

は﹁原子炉許認可の期間短縮一

招晒し検討︑報告書をすでにまと

ア

きている︒シュレシンジャー・米

原子力発鱈所建設許認可を短縮

雛

ク・アクセプタンスに向けて二黒 われるようになっている︒

は評価されているようである︒
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測走終ゴ後、舘果を

米議会、産業界

1定を勧ないます。また

採用し、人体内ん染の有佃の迅速な測定と核種の1

ミi

体内残留微塀放射【 越勿質を検知します。検出器は、シャドーソールド式
鉄しゃへい捧内に、大形プラスチノクシンチレータとNa王（TDシンチレータを

曝＄曲

E塁

西ドイツでは︑一昨無二月にヴ八五奪における原子力発電規摸たようである︒もっともパブリッ

な決議は 採 択 さ れ な か っ た ︒

イール原子力発雌駈が住民によっ

ロックドルフ︑グローンデ等の原百万KW︵一九七四琿十〜月のエ

ギ

謙周部およひプリンタ

動
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二めます。

明日の技術がいかされています
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管理番号設定表示器
個人コートを設定し
鼓検搭の動f乍を指小

口的により各種のデータ処理装湾が用急されています。（実用新案．出願1｛ヨ）

ll際燃1∵！三

ホールポティカウンタは、瞭∫力施設やアイソトープ取扱施設で働く八びとの
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卜
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四〇 ％ の 省 力 艦 実 現
試料採取以降を全目塗化
原子力発奮所の核翻分析を霞鋤化する﹁核腿分析自民装隈﹂の興圏開発にとり組んでいる翼翼︑粟
芝︑日本原子力購業のヨ社はこれまでに同装麗四系列のうち第一系列について夕霧福鵬第一原子力発
購所三弩機で性能確認試験を終了︑今無慶中に全システムを完成させる予定だσこれ豪で手鋤で行っ
ていた山水・オフガスなどの核腿分析のうち試料簾取以降の測定︑核魍計算など盆ての工程を測定袋
麗︑コンピュータを窟繕して自動化︑核纒分摂作業の三〇一四〇％の省力化を薄能とする画期的な分

析嚢麗︒今後さらに誠料採蹴段階の翻動化︑PK測憲︑脇粟捌走など化単分栃をも含めだ灘定作業の
傘自励化をめざしていく計画だ︒

聖楽曝・新橋の原産盆議整で開

三東芝脚長︑翻婆爵長に永野治石
長橋尚︵囎紮遡︶︑長溺泰蔵︵動

K︶︑中鶴敬︵溝塞機船工業禽︶

一郎︵蕊菱蟹工︶︑長岡趨︵NR

闇︶︑佐波蕉⁝︵粟芝︶︑来車聡

川局藪田覆工集副繊擬を選出した

禰永鱒︵原研︶︑藤波纈雄︵原争

螺︶︑原礼之助︵第二糟工事︶︑

かれた︒初鼠動は婁農長に玉囲敬

どについて慧罵を交擾︑永野翻委

あと︑展承鼠への謬加のあり方な

︵佐友原子力工榮︶︑掘一郎︵頭

力工学試験センター︶︑法貴四郎

し︑興体的な参加方法などについ

蝿摸を座長とする幹製会を設附

み︒十五〜三十の試料を設麗河能

降の段階は金て自動化される仕縄

︵磁機工榮盆︶︑綿森力︵繕寛︶

脳︶︑森一久︵原質︶︑鍵瀬文雄

ニューフレックスは原子力機羅

て話めていくことなどを決めた︒

▽オブザーバー

西繕一︵製鉄門訴研究纏合︶︑

蹟くだけでブラウン蟹に測定結果

なサンプルチェンジャーに試料を

九六六琿以来三琿毎にバーゼルで

・悩報の紹介︑簗換の場として一

智︶︑児玉勝臣︵科技庁︶o

晃灘︵遅産雀︶︑小林蟹諺︵外務

百五十二方綴にアップの予定︒雌

展承面欄も劇圓より五〇％髄の四

備婁員会では来秋までにヨ〜四鳳
程度会食を開玉章紅雲をまとめて

国際安金塞準
25段には沿岸海洋シンポも

策定で報出鉱諏

岡準備議員は次の懲り︒

海洋シンポジウム駄を開く︒構一

気鍛庁講宴で﹁原子力施設と沿岸

五B午爵＋隠から藁京・大手町の

原子力安全研究協会は十一月二十

▽阿部栄炎︵冨士磁機︶︑上野

敦賀原発が半年
ぶり運転を再開

一 ＝一一障曹 一 ＝一一一P

︵艦船樹︶︑緊々木離二︵欝経鷲

齢曽騨一冒輔騨

唱髄一停卿曽

海の七蔓となった︒蒸気発生器対

二暑︑筒浜⁝一号︑鵬根︑伊方︑玄

垂︑敦鰻炉を含め顯號瓢一響︑美浜

でわが国の運転中原発は十七田懸

顧髄一一一︐冒

辺鑓境における安全確保のための

生優男︵JETRO＞︑櫟本畠驚
昭が閥十一奪以来放射性麗蔽の周

敏央︵原子力文化振興財蹴︶︑瓜

いく予震︒

武霞康︑水野上

翫郷過程を省力化︑この露量︑核

が映し出され︑これまでの測定︑

のうち震示会には醜業の﹁ニュー

開催されている国際冤本箭で︑こ

析へと圏擬傷を進め︑将来︑デー

フレックス75﹂から蓼加︒今園は

種分析作叢の九〇％︑一丁タ評麺

このため粟餓︑描画︑日田原子
十二．ゾ屑で︑第一〜三系列はゲル

奉安協・

纐などを禽めた全駅要人費の三〇
〜四〇％を二三化できるというQ

原子力発電所凹

このうちすでに第一系列につい
ては棄鑑禰励第
目機で姓能試験を終了︑競在︑第

いてもすでに設謝を終えており︑

行っているところ︒第二系列につ

三︑第四系列について性能試験を

システムで構成︒試糾容騒はそれ
来黛一月には理場に搬入︑今琿度

放射能濃度測定周の第瑚系蜀の四

ぞれ第一系列十四・一︑ゾ膨︑二十

藥羅ではさらに試料採取︑化学分

にも性能確認試験を終える翫画︒

練分析春の人手不建を背黒に総△口

ド趨︑第二系列十饅︒一〜五二ゾ

力躍に頼っているのが脇明で︑獣

的な核樫分析自動化が求められて

認︑第三系列二・箕鰯︑第四系列

原子力発躍駈の核櫨分析作業は

ガスの定常鮒翻定︑原子炉摩止蒔
いたのが現状︒

原子炉水中の放射性ヨウ素︑オフ

に行うヨウ素スパイク測定︑破損

力覇業では昭和四十九年から原子

燃料検藪のためのシッビング瀾定
など多種多様︒ところが︑こうし

の無人化をめざしていきたい轍演

タ騨価作業段階を残して測定作業

だ︒

遷転中は七難に

策で優比中の姜颪一調機を除く池

ていたが︑うち福騒一尉と浜岡︑

三月二十九黛から走検入りして

鋸ぶりの融業運転再開となった︒

高浜一語についてはその後転たな

鰯始にかけ立ちあがりが予定され

敦璽別の戦列区営により︑これ

二月彿旬︑浜岡が三月宋にとそれ

高浜一編が来慰段々︑禰鵬二弩か

醤蝦は定検中︒いずれも艶紅から

放附線﹂では各禰工業プ欝セスに

いた欝水腺子力発磁幣社敦賀発遜

駕する駆用技術や経済性と︑核分

駈が十五瞬︑竃庁検竃に含塾し半

講給源陶や輸送上の諸問題をとり

題薩︑科学技術の爾雀庁は十五

◇

ぞれズレ込むことになった︒

蟹常が発冤︑このため謹製溺開も

あげながら・生麓体剃確保への方

裂盤成物や超ウラン元素開発利用

題点を弱らかにする︒

途を探る︒鶴内彌襲に射する供給

について検討が癬えられよう︒

の内外現況を紹介・メリットや悶

のテーマと方向を捨ってみると⁝

一O
セッション豆は﹁海外諸暗闘の
アイソトープ・放射線利期に対す

の必要性︑輸入の製鷹︑経済二等

もたれるが︑それぞれセッシ遡ン

Z醗翻輪匿聴講醐麟難癖窮

瘰熄?備委員会が初会合

委員長に玉置東芝会長

ンピューターと帰結︑試料採取以

マニウム検出麗︑第圏系列はヨウ

斗を対象としだ門幽幽分析憲動装

化ナトリウム検出器を装備し︑コ

躍﹂の開発に懇手︑今園の現場試

〇％以上を凹めるガンマ線放出漏

販されてい る も の の ︑ 応 用 霞 囲 が

験となったもの︒岡装磁は︑原子

力発電所の核樋分析作業のうち九

幽く・測定糟慶も十分でないこと

炉水ヨウ懸口定︑全核種分析など

た核型分析作業については︑簡単

から︑実際には︵例えば放射牲核

な﹁自動憶 測 分 析 シ ス テ ム ﹂ は 市

種の測定のうち簸も頻繁に行なわ
財閥三聖定を行う第︸系列︑第一
系列を改定︑コンパクトにした第

れる放射性ヨウ繁の測定について

で
二系列︑放射整廃液︑スタック・

季動

数欝にわたって瀾定義園にかけ︑
ガス義定などを行う第三系列︑金

も採取した 原 子 炉 水 を

人

自ら湖定麗を算志するなど

とになろう・

開発の実態に鋭いメスを入れるこ

f開幕迫るアイソトープ会議
アイソト ー プ ︒ 放 甥 線 は そ の 特
性を活かし 広 鱗 な 学 術 ︑ 産 業 各 分

細なひびを発兜︑このため堂該部

鼠︑福島二曙︑外浜一議︑顔岡各
炉の九月以降の印間段階篤検概薩

セッション璽﹁アイソトープ・
懸盤線利鰐の進展を題して﹂は利

利用
︒斑﹁生濤に役立つ

セッション

セッシ諏ン班︑W︑Vは
関︑世界擬健機構︑芝露科学婁員

を削り取ることにした︒

る覧解漏がテーマ︒国際原子力機

も含め生産から廃漿までを体系と

を豪とめ︑発表した︒

今團会議は・利備上の将来展璽

なり鰹魑す る と こ ろ ま で に 発 展 し

用上の闘題点とその対策について

や贈品照鮒︑撲ガスやPC 論ずる︑いわば

チューブの蔽体凝遜探嚇脚気の結

奈良藥立籍大

トリチウムを
紛失と届出

ム十五︑跨糠を全部のみ込んだとす

を続けるよう指添した︒トリチウ

厳鷹疫慧︑とりあえず強力に探索

い︒科技庁は履出が遅れたことを

れたという︒まだ発莞されていな

いたが︑大学紛争のため鷹出が趨

する放射能の影響はなかった︒

三猿発いすれの場合も外部に薄

放射線利潮﹂では曝療期異の滅薗

ン

コレツトリテーナ

会から代表が謬臓︑それぞれの見

B処理など田常生濡に深く

び廃翼物処分の問題点を摘出︑海

▽福島二弩

して総括的にとらえようというの

闘書したトピックスがとり

圏の現状と原闘を掘り下げる︒本

外に比べ瓶調に進展してないわが

︒利用全般にわたる問題およ

される技術が紹介される︒

あげられ︑現状と将来期待

総括セッショ

てきている︒と同晴に︑今後も各

内外から晃解と最新情報

分野で経済 ︑ 技 術 両 面 か ら 他 窮 法

との組愈わ せ ・ 競 合 な ど 相 互 関 連

のもとに魑実に進展していくもの
とみられている︒しかし他方︑撚

綱の進展と あ わ せ ︑ 法 体 系 の あ り

調査でも多くの問題点が指摘され

紙既報の通り︑原塵が行った実態

科学技術庁に十六臼朝入った連

・放射線の質献﹂は鷹学分

絡によると︑奈農県立纒科大学で

∬﹁漕艇へのアイソトープ

ており︑ここではこの結果をベー

機器展示会も併催

スに激しい論議が展開されるもの

題点が数多 く 掲 摘 さ れ て い る の も

方や機器の 安 全 性 な ど 開 驚 上 の 問

野での利用のいろいろがテーマ︒

外部被曝の心醗はない︒

一犠で︑受講料は

を開くことになり受講生を騨錐し

謝測講座︵ガンマ事事測コ1ス︶

募藥入鰻は十

ている︒

三万円︒麟込み締切りは十二月十

、

無賑︒受講籍盟︑詳細問△口わせは

五六六七︶謙で︒

岡研修駈︵璽認〇二九二八ーニー

B本原胆力以外システム︵株︶

診断︑治療雨面でアイソトープ・

原野に入金

紹介する︒

ると︑被曝線籔は約ニレム程贋と

解を披渥︑現状と将来展墾なども

袴えられよ般公衆の評容擦腿

が特色︒舗段階における問題点を

の届出があった︒それによると紛

トリチウム十翼ゾ覆を繋留したと

摘出︑解決方策を探りながら︑と

ともみられている︒なお会議と並

浸本原子 力 産 業 会 議 が 十 二 欝 欝

行し原子力機器展示会も問会囎別

欝欝だ︒

放射線利用は急遼に備びているが

で︑五月に紛央に気づきさがして

チウム十五い㍑︵三本の犠詰め︶

㎜工〇五

追認〇三⁝五九一一Q三八五

八薔や暦第十五森ビル

慌所蒙票都灌区虎ノ門二了醸

取締役心病上本穣

ここでは心臓疾病︑脳卒中︑ガン

セッションH門わが国における
アイソトープ供給︵生産・輸入︶

くに利爾面ではライフサイエンス

といった三大成人病を例に鍛薮の

など今後期待される分野での応照

システムに関する難題﹂では利用

ソトープ・放射線関係機器多数の

︵葎闘0・五レム︶を上國るが︑ 氏

や社会生活からの婆講に対騙した

出展が予定されている︒

失したのは今無一月購入したトリ
簸新技徳の紹介などもあろう︒黒

黷ﾅ開かれる︒ヤ閥社からアイ

プ会議では ・ こ う し た 偶 勢 を 踏 ま

ンケイ欝欝で開く臼本アイソト王

まな麺

﹁社会に貢献するアイソトープ︒

膨から九艮まで藁京・大手町のサ

B≡講談行替

診療技術について紹介がある︒V

類・寸，去齢
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二千年までに四
を十二分に発揮

備の粋を簗め国際竸争力の面で
力発罐は︑二〇〇〇薙には二十

切実な要講だ︒八六年五基の原子

切薔え︒外磁覇悩の悪い韓国では

南がかりで﹁国産化健進﹂に力こ

の一つに据えるべく朴大統領のお

産業を脅成し・将来国の主力産業

二番手の強み
している︒

55
﹁7
．旧

−一十⁝
一

単一簗約的なアーキテクト・エ

の工業都帝蔚出の現代造船所に覧

逸の象徴をわれわれが訪れた南部

均伸び率一〇％︒その驚異的な躍

蕾しい電力璽僑の棄頽がそこにあ

先のかげに節電徹底を強いられる

数鋸二〇％近くの伸び︒産業用畷

済成長を反映して電力翻要はこの

逓じて原子力藍業を膏て︑ゆくゆ

力で満たし︑原発機器の国産化を

る︒電力霧要の伸びの大半を原子

に酉懲がの膨大な総投蟹額がい

容麗は約六首万KW︒目覚しい経 二十赤心︑運転に必要な核燃料費

キテクト・エンジニアリング三無

術の国産化と国内原子力蘭係アー

の脱却②設計エンジニアリング技

露所建設のターン・キー契約から

戦略の屠格をなすのは①原子力発

な厚切が大きい︒自立化への二本

率︒国策票業として原苧力発電駈

た︒原研五一％︑民間四九％の銘

企業十二社の共同出質で誕生し

大掌工業︑韓国電力など民間主力

出蟹︶と現代洋行︑三星璽工業︑

る︒韓国原子力研究斯︵政府全額

十一月の遷開はあと数か月遅れる

ソシェイツなど六社と技術提携︒

無までにおよそ五千人を血道しな

墓の原子力発電所が稼働する八六

よそ千人置金麗孝ソウル大学工学

李楷KNE国縫副社獲は﹇第四 原子力産業の膏成にあたって政

ければならないという︒このため

部原子力科主任教授によると︑五

府は金融・税制面の援助を行い︑

道にうまく乗るかどうかはこの数

機器圏産化の學期達成に努めるこ

厳が勝負とみる向きもある︒

次五力隼田面の完了する八一庫に

に進めているという︒

脇門分野ことの提携協議も多角的

は国内主轡型の建設螢標に向かっ

で︑原子力の尊門家だけでなく︑

強力な人桝養成謝画の実施が必要

機械︑金驕︑懲気︑エレクトロニ

とにしている︒原子炉一次系機器

号機と六弩機の計画にはKNEがかに運欝資金として畏期低利融資

野で訓練を稜んだ技術轡を脅でな

クス︑化学工業︑土木工学の各分

て人材や工合の技術データを藩繍

の租税減免政策を施す方針だが︑

類の圏発生産に対して補助金のほ

外国のサービス会社と設計・エン

そのテコ入れ具合も計画達成を大

先進技術の移殖に力点をおき︑五

ジニアリングに共同参蝕する︒そ

の人材養成必要
人材の養成も大きな課題︒昨無

ー不足も懸念されるという︒

に教えるか︒教える鮒のマンパワ

従薯者に原子力技術をどう血漿的

しがちな点︒もう一つは原子力未

は各分野の技術者が原子力を敬遼

ければならないと指摘する︒問題
きく左右しそうだ︒

N間に五千人

して後続機については完全国産化
を期したい﹂と摩羅を語った︒し
かし資本金二億円︑スタッフ四十

末時点で原子力分野の従要蓄はお

人のうぶ声をあげて間もない岡祉
にとって親会社との利審調整など

ー政策は日本の原子力醐発謝画に

は七九琿一月に麿工するが︑仏フ

勢とうわさされている︒こうした

一本松珠磯原産燧金長が門カータ ラマトム祉が独KWU社を郷え騰

沿って一つの可能性を示唆した︒

＝一一噌一尊一一＝＝二＝＝脚鱒一二一騨臨一文単＝一一＝＝篇二日一嘗二二＝榊＝㈲＝雛＝葡＝一騨一一一門灘雛一鞠＝箪一鴛一幽諦一＝葡一一望諾＝一欄＝剛μ＝一一雛︐一＝一

悩みも多い︒国産化推進の本格墨

人︒ガードマン︵民聞︶約百二十

いる︒米政策の百八十慶転換でか

人︒侵路防止対策は厳露を極めて

処理商談がたち消えになった︒再

た︒﹁農立﹂へ向かって灘走し始

﹁全く同感だ﹂とする闘が聞かれ

とに対して︑韓国の関係蓄から

技術の移転が司能だとアプローチ

段階的なしかも総倉的な原子力の

ル討論で︑西独から韓麗薩榮界へ

を難いてみせた︒仏︑独

いずれの小旗が契約調印式の机上

切り札

魏を認める決定を下しました﹂と

が縫國の原子力発電所建設への魏

方策を示したあと﹁先週西独政府

子力感羅技術の纒入をめぐるパネ
処理をどうするかは決まっていな

めだ矢鑑だけに露盤の魔合いは日

偶勢を反映してかKWU代表は原

い︒古里発躍藤では壷皿済み燃料

ってのフランスと韓国との聞の再 大きな混迷を招いた﹂と述べたこ

を十二取分は貯められるという︒

建贈塁一号近く選曲開へ
五︑六号機に激しい受注戦

を飾るにしても︑いまや原発輸出

遷いはない○韓国︑そして繊細仏

は国ぐるみの商戦であることに間

本とさして変らない︒

古里一︑二戸機︑月城一五機に

シンポジウムで米原子力産業会

議のC︒ウォルスキ会畏は門比較

独︒帽互にチャンネルをつくり︑

だ︒そして︑いま十二月の正式発

次ぐ第㈱暑機計画は自紙愚元され

技術交流の輪を広げつつある︒こ

国々には便用済み燃料を︑残存す

注を間近に控え︑五︑六弩機の受

的小規模な原子力食傷誹画をもつ

るプルトニウムとウラン等価の新

なのだろうか︒

うした中で︑日本と韓国は今だに

近くて選い国

る︒五弩機は七八琿

注象悪含戦が火花を敵らしてい
月・六号機

引換えるのも一案だ﹂と※政策に

糠

野難

日 会 社

騒騒灘
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翻原子力発囎設備一式（原子炉、核轡料、タービン、発義義

醗

〒100東京都港黒三田三ぎ臼13番12号TEL東京（03）454−7111（大代）

干⊥

国謹化峯％

ンパワーを国象的見地から組織化

定着させ︑国内の縣門技術者のマ

して活用︑原子力産業の高度化︒

ンジニアリング全社﹁韓国原子力

原子力技術会社
中核に基盤強化

の自立化は建設に伴う膨大な外郎

五基二千五百万KWを見込んで ぶを入れている︒原子力発璽蟹業

る思いがした︒建造能力世界一と

くは輸出産業にまで一︒これが

の親藩︑建設技術サービスを場立

させ︑機器・蛭藻の国産化を進め

っている︒K鐸Eは米国のバーン

総容麗の五〇％以上を賄う計画︒

技術株式会社﹂︵KN8︶は︑こズ︒アンド・ロi︑ギルバートア

系統化を推進しようとの使命を担

四十分︑七璽二十万の人繍を擁す

この長期的なエネルギ1原子力化 流出を防ぎ原子力技術を産業技術

ところで︑羽田から空路一時闘

ま化学︑鉄鋼︑遮船などの蓬幹産
るソウルの夜はネオンの海の東京

され︑一九七三年にできたばかり
る︒堪嘱する購要を瀧たすため︑

の育成③機器・蟹材の国産化率の

うした国産化掻進の中核母体とな

翼を中心に急還な経済成擬を遂げ

の同遊船所は阻隔を超える手持ち

八一年末には千四十万KW︑第五 韓国の原子力関係者の描く未来図

として定魑させるなど国民経済的

受注をかかえ活気に瀧ちあふれて
次経済關発五力琿計画の終る八六

二召

には原子力発電所の建設費に

いる︒八千人の従業魔が二十四時

二〇〇〇薙には四千万KW台の規

隼宋には千九百万KW︒そして

薩二〇〇〇年に50％以上賄う

産業育成に国産促進

二年かかるものでも︑ここでは八

横とする擬期電源開発謝画︒

間三交代で勤務︒﹁欧弼で建遺に

カ月でできます﹂と︑説明も諺ら

コスト謁の火力から原子力への

設定と国内禰要の翻出④原子力発

るため原研が薄讃した技術と海外

である︒

醒所の標華化⑤贔質像証の制慶弔

ウランは低品位ながら埋藏が確

古里原子力発話所は七一薙十一

城一芸機︵CA蛋DU︶はカナダ
島の東霞端︑半農単漁の集落を抜

見通し︒一弩機に隣接の二号機サ

業物第1磐原発、古鰹発躍所の襲歩
燃料濠たは低濃縮ウランの供給と

営業品霞

r

つつある︒この十年余のGNP平に地べ際立って階い︒総発囎設鮪

人口約三千五百万の韓国は︑い

鍾百億ドルを投資

新

業
産

力

卿Tr一一

二一＝＝＝齢一一一隅＝＝隔一一＝︸一二一一騨一＝嘩雛＝騨：ニ＝幽幽齢篇＝漂＝＝二＝＝墜＝＝

先進諸国の灘入技術を関係産業に

圏内空幕型の原峯力発心所建設

化への研究開発助成である︒

認され︑﹁八O年代には一部利用 ⑥金融・税制上の魎偶描躍⑦國産
可能に﹂との見方もある︒

李嫡暉原子力常任婁員はシンポ

月の憩工以来︑五年七か月余の今

にある︒古墾一︑一喜機︵PW 年六月十九臼︑臨界に達し韓国に

一︒陵墓化促進の

がここ

ジウムで﹁石油代替エネルギー源

標的

としての原子力の安定供給を図る

けた陸の突端に︑淡いブルーに色

初の原子の火をともした︒朝鮮半

発②原芋炉多自的利用の推進③技

で受注した︒だがこの契約方式で

原子力公社がそれぞれターンキー

囎には弓5原子力発電技術の藁蓑︑開 R︶はウエスチングハウス社︑月

の開発と国際協力を通じた磯源の

術轡の養成訓練④三内核燃料資源

彩つだ建屋を横たえている︒試運

前半をメドに段階的に脱皮︑国内

イトでは岩盤を掘削する基礎工累

転で二次系復水器給水配管にトラ

主輕体制への道のりを歩む︒完成

が八分どおり濫捗している︒核不

こで︑ターンキーからは八O隼代 ブルが見つかり︑当初予定された

した吉里一号機の国産化率はわず

は国産化健進には妨げとなる︒そ

かに一九％︒八一年に五五％︑八

拡融や核ジャック防止の国際潮流

確保⑤財政援助糊魔の確立ーーが

六年七八％︑九一薙には九二％象

は古里ののどかな片田舎にも押し

必要﹂と摺摘した︒臼本と趨って

で国産化を推し進めるのが嶺面の

の多いこと︒富動小銃を隅から下

まず鼠につくのがガードマンの数

日露︒品螢珊には〜OO％壷口化 霧せている︒古里発露所を訪れて
時期を熱交換器八一年︑燃料取扱

げ要所要所を固めている︒一︑二

設備九一年︑原子炉九六年差どと

獄裏の建設︑運転従事蓄が約四里

原子力本部

浦電気株

推定原子プコ発電所機器国産イヒ
とにしている︒

10
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兇込み︑関係産業の書成を蟹るこ

安全で環境に調和した原子力発電所

囎

しげ︒酉万ジドツクを擁し近代設
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︸

動燃理事長に瀬
川正男民が昇格
糊置藥幾に金岩氏
政府は十八日の糊議で二十一日

〆〆ノ

さ

辞任する清成迫動力炉・核燃料開

ミ

発熱藁醸理職長の後任に瀬川蕉微

轡務姦悪︑四十二薙動燃肇髄脳理

大蕉二型一月

薯︑照十六黛岡三酬理興野︒

四十三蕉取締役原子力本部長︑四

電機麟業編次罠兼原子力塞部喪︑

秦芝電機瑠業部技師長︑四十一隼

︵株︶芝浦製作所入社︒三十八琿

無東禁膏濁大学工学部雪気科卒︑

生まれ︒氷籍藁崇都︒昭和十工

金工芳郎氏略歴

睡融業麟副理灘擬の昇格を決め
一十一罐石

大正充奪九月

で金窟蕩郎臼本原子力漁業常携取

た︒また翻理胴長には

締役が任命された︒

瀬川正窮氏賂麗

沢賜等工業学校電気科卒︑日本磁

生まれ︒本旛岩手照◎昭稲九隼米

力入社︒十三郊逓侶雀鱈力籔理輩

原子力購業常務取締役︒

ナ野饗常務取締役︑五十一年日本

♂

建

︶

備筒狡孚︑三十虚勢東寒逓商塵榮

ミ

さ

溺公益廓業部摂︑三十七琿公益製

ミ

業周技術長︑囚十年日本囎気協食
ノメ

この塁の参院選轟け打ち出した

にも舞える︒

あがって固い擬手︒協力の促進を

擦研究や分握研究の驚動駐も協 本の原子力関係旛設を視察して︑ 使︑スパンダリヤン墨田ソ遮逓商

ほか︑将来両麟の施設や機関の共

連部分は金て削除された︒政府は

民党から修蕉纂が提出︑薄処理関

込まれていたが︑衆議院段踏で自

力の分筆を試み︑新エネルギー開

聖エネルギ⁝の役蹴ととくに原子

で経済の安定維持に果たす各穏四

てながら各党莞解を求め︑その中

では董察の取箸性︑商業細密の漏

まっている昨今︑このパネルはエ

エネルギー国会開催の蟹講も宿阿

が十二月困闘から新しくNPT保 強化という大前提に籏え協定締緒

えながら︑内外営営を踏まえた嵐

れよう︒フロアからの質疑もまじ

によるミエ国会として位躍づけら

鑓長を総禽灘雲に︑田楽二時十階

隅欝は臨本順潮岡焼偽論説劉婁

含めワーキング︒グループ︵第一

れ︑多鰯閣再処理センタ⁝樗想を

四︑二十五の覇蹟︑鎌継で行わ

自轍の三点にテーマを絞って講本

の田塞測議長は韻鷹茂文濃縮・揖

團案が総濠る発湧し︒岡グループ

技術資料、三夕qクは下記へ

薄
ソ連原子力量
影

動ヵ炉核融合で協力

盆
〆ノ

わるなどとして政府の蓄えを執拗

羅の規定化は猛木的人糎にもかか

側としては藤津性の間題に大きな

沢会長は﹁協窺実際のスケシュー

ものの︑対処方策などは必ずしも

識と考え方が明らかにされていた

の還迫などいくつかの共通した認

で決湾︑祉党修正案は哲決され

局︑受勲が統一見解を出したこと

各党政策では世界エネルギ1蝿総

零本側鐸土光経団過食長︑茅︑一

なまでに趨求︑社会党から墨差規

本松本原慶麟会長︑川碕科技庁漂

ネルではむしろ異体策に撫点を騒

明確でなかった︒このため今回パ

定削除の修正案も出されたが︑結

係と制御獄︑核反応閲係の分野で︑

た︒岡法輪には﹃罠闇再処理隔の

ヤンツ翠玉衷のほか次のとおり︒

護印式出席蒲は祷沢︑ペト鷹シ

ルについて気圏的なテーマと期間関心をもっている﹂と語った︒

視察騒︑硯究者め交換盛る
日本康茎力薩業会議は＋八鰹︑ソ趨原子力利翔醗家三島象との間に民間べ⁝スの日ソ原畢力協力協
定を締結した︒協定調印式は問硝年後四時から策豪︒赤籏の永テル︒オークラで行われ︑鵜沢原産会

蔑とA︒湿︒ペトロシャンツ問蚕綬貧議優が︑闘本語とロシア藷で欝かれた協定露鎧ご通に蟹名︒こ
を蕉度内に提粟︑その結果をもと
に来鐸初め曹門象による会禽を開

原子力関係機関に対する聯門象視 原産としては島速炉︑康子炉安金

子力局調糞露際協力課幾︵原子力

︵3厩に協定文︶

照時二十鵬分︑温ソ漂子力協力

察畷の交換と年間研究蓄二︑三二 性︑放射性麗継物の共同処理など

き︑作業実行プ窃グラムを作る︒

協定に無名し協定霞を交換した萄

ための関係規竃も抱き命わせ捲り

強く述べた︒

れにより濁蕾は動力姫と核融禽の二つの分野で協力を進めることになった︒

調印式では︑まず袴沢原蕨会擾
が﹁この協力協定の締結は両園間
の今後の原子力平和利用の協力を

局長代理︶︑森漂薩常任理懲︒ソ

なると確僑しており︑この基礎の
蘇いあった︒このあと協定実環に

議︑実現を麟る○また榴篁に関心 田本の科学技術︑腺子力が広範か代表部鑓鷹代衷︑セミョーノフ原

方︑ペトロシャンツ議長は﹁日連壁鐸ポリャンスキー駐繍ソ連大

程段の一無以内の欄葺交流を行う で協力を期待したい﹂と述べた︒

上に饅ソの立派な花を咲かせた
こぎつけた実質的な立役穫である

発や雀エネルギーの貢献度などに

洩防止︑核ジャック対策等々めぐ

期隈がナニ月騰戴と追っているこ

填たる十二月二撮年後︑索京・銀

芸︑まず各論嚢が①それぞれ政党

醗な弩え方を逃べ︑ひきつづき窮

TELO3（454＞8521

東京都港区三田三丁闘13番12号

祉

一目円溺に推進するための端緒に 沢︑ペトロシャンツ蕎代表が立ち

い﹂とあいさつ︒次いでペトロシ

法案を再び提趨︑成立を期す︒

次期罷常国会をメドに罠寒駅処理

ノ多グノ多妻

から野党が

り幽静があったが︑NPT体制のネルギーに閲するいわば六大政党
際措躍体制へ移行︑臼主葦察を行

ともあり

FC聡︶設蝦蟹禽の決定に基づき

国際嫉燃料サイクル評働︵IN

24日から東燃で

理議長国協議

一NFC霞再処

國されている︒参朋無繕︒

熱した論戦が展開されるものと注

うこととなることに伴い︑これに

隠った形で︑門期限内発効﹂が園

といった

る舞えだ︒

協定承認を閣議にかけた上︑発効

既定路線

していくの

制の強化は

握保

のための手続きへと段どりを進め

艶査漿をどう

曙えから︑このため駈疑は團内盤

上の変更を加えたもの︒聾PT体 られることになった︒政驚は近く

国際信嚢

必要な一部規定の溝頒など手続き

原子炉等規制法の改正はわが国

フ駐騰ソ逓大使館科学鯵蟹宮︒

トフ発電機械省技術部長︑ボリソ

ステルニコフ同設計局長︑プラス

のある問題に関してセミナーを開 つ高レベルで展開されているとの畢薄利用買簸委騒会国際局次長︑

多多！多⁝！！！多多多多多！

NPT縮瞳措羅協定の承認問題もメスを入れることになろう︒

催するとともに原子力の公開資籾 印象をうけた︒したがって田本の

4ノク〆！6多髪〆

原船國

研究開発機関に衣替えするために

保障措置も新体制へ移行

寒璽

むつ遮蔽改修

調印後︑岡代衷が詑帯会見︒鵜 能性は非常に大きいと思う︒ソ適

土光経団面食擬︑ポリャンスキー

協力協定は︑①協力分野②縣門

駐縫ソ趣大軍が︑愛盛の調離と今

家視察懲の交換⑧研究薔の交換④

ャンツ議痩が立って﹁ソ遡は原子

がらも成功を収めた︒このことは

共岡研究の推進⑤穏互セミナーの

力平和利用で先進的な国であり︑

原子力の梢互協力に讃晒しい麸礎

騰催と悩報交換⑥交換の仕事と経

を送樗︑定期的な偽報交換を行う 各機関とソ連の機関と協力する朗

をつくり娼している︒ソ遡はこの

後の成功を祝して杯をかざした︒

分野で三十か国以上と協憲を紬ん
蟹分掲条件⑦共顯蟹項⁝⁝からな

臼ホも原子力利嗣の開始が遅れな

でおり︑原藏との協定締紬を歓迎
り︑鷹名隊から荒年闇萄効︒

この翼翼に基づき願塵とソ連原

している︒現筏この協定の員体的
成累を華濾することが桐互の課題
子力利粥園象婁忍会は︑動力炉関

際木醸子力船開発壌業隣法およ

めの原子力基本法等一部改正決纂

なお原子力安傘婁鎚金新設のた

は二十四縢の衆議院科技特で次期

法︶とともに激子力船關発が聴観

伴う轡秘鋭務に集中︒とくに参議

実施に伴う保隙措囲協定の二等に

が十二月十二臼からウィーンで開

第一園狡術凋整委員会︵孚CC︶

とワーキンググル⁝プ書禽が欄次

CE作業欝欝の議長田間予縷協議

かれるが︑これを控えて︑INF

碗議鋤︑共薩党︒獲麟博義物識院

ている第闘グループ伽羅処理︑プ

騰本と英澱が共同議長園となっ

いで開かれる︒

れも衆参薩院科学技術振興対策特

座のヤマハホ⁝ルで門エネルギー

ン︶作業のタタキ台となる検討項

園会愈雑十・二月六︑鍵田︑ロンド

ル﹂の護長園闇予備協議は一鞭

ルトニウムの取扱い︑リサイク
別委礪禽に在籍する

科学技術

楽衆議院議銚の六徳六三で︑いず

議員およひ新墾田クラブ・鑛岡歓

﹁
議院議昼︑講社党・中村利次参議

った︒

び原子炉等規嗣法の澗︸部改正法
必要な期聞Q野党冬党は同法薬の かといった瀬飛議題に絞られ︑瀬
寮と核賃器不拡散条約︵NPT︶ 審議に際し法のあり方へ時隈立 走情蝦処理機関の制度化とこれに
護學なことなど期寒しながら政府

エネルギ⁝問題に閲するミエ同

観月2属︑ヤマハホール

六政党の代表
を招きパネル

エネルギ；問題で

にいう公開との譲ね禽いもあり罰

罵会へ継統霧嚢とすることが決ま

ついて︑参議院は二十一澱の本塞

係幽撤表に関する四瀟協定も不履

兇解を穫し︑これに筋えむつ工臨

院秘技特では守秘に関し︑三陳則
議で審議を付話していた科学技術

に反雀がない濠求いわば半溝川的

行と追求するなど放射線至れ問題

振興対策︵藤原湧雄委綴畏︶︑外

会から委貫簾報俵を聴取︑採決が

な延長ということに猛反発Qこの

務︵安孫子藤霧委員擬︶の両委員

行われたが︑報㌫料り賛成多数で

ため岡法案はさきの月一で廃案︑

危ぶ談れていたが︑研究開発機関

今圃会でも晒礁に乗り上げ成立が

可決︑三塁件はいずれも食期來を
待たず成立した︒

坐職類業薄鼠︸部改正は原子力

愈︑やっと成立の遡びとなった︒

・田子力を鍛える﹂を蜂鳥テーマ

のエネルギー政策②原子力など石

ばかり︒

法纂提出から〜年ナか月ぶり︒岡

油代霰エネルギーの開発③立地と

通

箏業纐の存観期隈を昭和五十薦無

法会立により︑昨黒藻変則的な運

に︑六入政党によるパネル沸談会

への移行で与野党が薦み至り脅 鼠ーー二本原子力文化振鈴財附は

茶〜月末隊象で四望八か月聞延長

を聞く︒

船﹁むつ扁開発に当たっている岡

するもの︒減法築では当初︑六ナ

化し今後は原子力船むつの意蔽改

営を掛けていた原般箏業繊は蕉括

窃討論に移り︑フロアからの質疑

処理購険難額闇︒

衆識院識員︑公明党︒堀出啓興参

聯衆議院類本︑社象党・石野久男

パネル出席粥は囲民党・与謝野

ニ鋸三月末闘までの延長が計画さ

修に傘力を投入︑政膚による新研

れていたが︑衆院段階で難民党提
藁により笑雛三鋸闇に延憂期潤は

た︒

究機関づくりも始まることになっ
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﹁不足倉に原子力を﹂
ことからも︑原子力の推進は欠か
せないというわけだ︒

N只C

クック原発

停止を指示

難

︑幅

の鞭翻瞬難轡騙
髪聾訟訴概9磯
いる＋二の箋についても鶉を聯
したが問題はなかったQ一九七五豊

原子力規制委員会︵NRC︶は年のブランズ・フェリー原発の火
災薯故以来︑火災にたいする防護

ルド・C・クック一号機︵PWは改良されてきているが︑NRC

一方︑祇会民主党︵SDP︶と十一月十八臼︑ミシガン州のドナ
ともにシュミット政権を支える連

の条件によっては満騒に電気コネ

を揺示した︒蒸気︑圧力︑温度等

島にも渡たり・同盟は﹁すべての

憂慮ずる科学蕾同盟︵UCS︶の．輪

騰舞誌

ぜ罫／

．藍

ぎ騨

織．爵

＝＝糟

スプリンクラーなどのシステムの

る︒

闇に火災障壁を設ける︑としてい

曹﹁

側が籟琴弾から蕎利な時期とみて

先にした原子カプラントの設

凝離職濾縣幣磁−讐

て︑﹁新しい原子力発躍所の建設

は︑今奪六月の特別党大会におい

クターが作動しないという理由に

原発の閉鎖と建設停止﹂を訴えて

一ρ

使用済核燃料再処理工場、原

立与党である欝欝党︵FDP︶ R︑蒼九万六頁KW︶の運葎止

は︑再処理および放射性廃棄物長

いと同原発の場命冷却材喪失窮故

よるもの︒コネクターが作動しな

営一︸噌圃剛

ない、安全と環境保全を最優i

社民党エネルギー方針決まる

るまで三年程度の原発建設停止を

期貯蔵施設に関するメドが得られ

れている安全ケーブルはそれ自体

一

いずれにしても︑イランが義士

るっ

を示したものであることは明らか

W︶をもっという計画実現の慧図

イランは一か月前にはフランス

だ︒

のフラマトーム社に九〇万KW加

圧水型炉二基のカルーン原子力

を正式発注し︑さらに四墓発注の

発電所︵八三⁝八四隼完成予定︶

藪図を表明した︵交渉開始は来年

なかば以降となろう︶︒KWUへ

ハウス社による原子力発電駈六な

の発注内示は米国のウエスチング

いし八塁建設交渉が︑カーター政

権の核拡散防止政策から傾秘して

かけるものとも受取られている︒

いる誘きにイラン側として圧力を

スチングハウス社に発注された︒

は進巖できず罵原発二聖域はウエ

しかし︑米国が原発コンポーネン

ト輸出ライセンス発給に手張どる

ようになり︑核拡散防虻の観点か

ぶまれるようになったので︑原発

ら核燃料サイクル・サービスが危

供給先の多角化を期し・トリリョ

W︶は麺独KWUに発恕した︒

昨奪スペインは︑使用済み核燃

料を再処理のために葵仏に輸送す

子力分野においても求められ、

西独の敏会民主党︵SDP︶は＋一月＋五日から五日間覚大会を關乱し︑今後のエネルギー政策と
しては石炭利爾を最優先におき︑原子力は不建分を補うものとする方針を決定した︒連立与党の自団

の決定によりシュミット遠立脚機は新しい原子力発鱈所建設計編を作成していくものとみられ菱蟹さ

塊︵FDP︶も一尉顕子力推進の方針を固めシュミット二相や産業界から歓迎された︒今圃のSDP

ンディア研究所での試験において

︵LOCA︶購に安全装躍が働い
かた︒これに対しNRCでは①サに使用されていない②現在使用さ トレイ︑火災探知システムおよび
なくなる恐れが出てくる︒転炉還

あまり多いため︑安全性の確率は

する隔ことを決めた︒しかし五か

躍気コネクターは正常に作動しな

月後の十一月八日︑自由党全国党

れる︒

かったが︑LOCA時における環
おちている︑と語ったQ

回一一﹁需﹁

NRCではこのためケーブル・
一

ベーの両サイトに一揃つつ行わ 成約を急いでいるためともみてい

近郊とテヘラン爾爾百二十㎡のサ

一●﹁＝＝
i胴
8一一冊一曽冒

示講はテヘランで原子力機関のア

用して少ない水量で運転できるよ

の建設なので新しい空冷技術を採

が今園の内示は水が少ない地方で

一八二無完成予定︶を建設中だ

二十万KW蒲圧水型炉二郷︵八一 力発電所二十基︵約二千三酉万K

KWUはすでにブシェールに頁の澗渇に備えて一九九四隼に原子

の計醐である︒

ーマド・スデーニア長吟とKWUれ︑一九八四奪ないし八七黛運開
の親会社ジーメンスのヘルスト・
ヘルシュター社長が霧心した︒こ

の協定があげられる・

二階一禰一＝＝一胴一口＝＝騨一凹＝一一＝＝隔一瓢＝二漏瓢

過去二十年闇の核遍羅の研究開
発についての国際協力は︑袴効な

画のほかに︑国際原子力機関︵I という説もあり︑ 部では八︑九

うはかられる︒総工蟹は五十億が
きな研究駈との協力協定を持って

フランスはスペイン商けパンデ

した︒

発一基を購入する愈図を賑らかに

フラマトーム社から九十万KW原 原発一︑二署︵各PWR︑菖万K

協議し︑スペインが一九七八奪に

ルギー相は︑フランス政府雷脳と

アルベルト・オリアルト工業エネ

︹パリ松本駐在畏扁スペインの

供給先を多角化

ら原発購入へ

スペイン︑仏か

がとだえ蕾魔にあるので︑イラン

力産業界が国内の及対運動で受注

迎えている︒⁝部では西独の原子

外に學い進展として驚きをもって

ては欧州の原子力産業界では予想

今回のイランの発注内承につい

筑を求めているといわれている︒

ラン側は石癌による現物支払い方

ある︒また︑更払いについてはイ

AEA︶および国際エネルギー機十億炉に淫するとみている向きも

が逢められてきている︒

二国闇の協力や多国間の協力計國

MlT︵マサチューセッツ工科関︵工EA︶の各種委員を漁じて

いる︒その典型的な例としては︑

った多くの欧州諸国は︑米国の大 ものであった︒上述のこれらの計

規模の小さい核弱含研究所を持

ドナルド・C・タンク原発1、2号機

米圏に強い不満を表明していた︒

棄物処埋システムの開発を行

∴ピ議灘

臨瓶・＼魯

駈四基の発注を内示した︒この内

幽一噌P回国 一ρ需一＝韓謄

では修理に少なくとも一週間はか

一

転蕎のインディアン＆ミシガン社

研究開発の推進のほか︑原子力謝

西独に原発四基発注

︵クラフトベルク・ユニオン︶に

九四年︑二十基を目指す
イランの原

ユーラトム委員妥は︑資金の八0

の麹でリーダーシップを発揮して
いる︒

一九七三隼にイギリスのカルハ

実現が遅れている︒

T︵八○庫完成予竃︑湿度○・五 題は未だ解決しておらず︑計画の

稗騨＝＝＝＝＝騨＝営一塞＝＝＝＝＝＝＝一一騨＝冊＝＝囲＝＝脚＝鼎一榊犀■＝＝脚冊一一

子力機関はこのほど西独のKWU百二十万KW撫圧水型原子力発電 の建設はイラン中払のイスパハン

︹パリ松本駐在凪

イラン

一騨一厘幕隔口口

ムを部分的に覆す議決を行ってい

画は七五無に七菅十万鋒︵石炭

億八颪万沙とほぼ横ばいの計醐

一

大会で三豊間の原子力モラトリア

換算︶から八五奪に六率二百ナ

達邦政府としては禦気不振︑失

会においてシュミット蕊相︵SD 業問題を解消していくためには経

︵同︶の約九二の伸びを計画して

画について讐海外依存の高いエネ

ハンブルグで開かれた歓会党大

P副党首︶は醐独のエネルギー計 済成長率を四％に保っていくこと

いた︒また石炭と褐炭を襲わせた

塊条件下で作動する安金システム

が必褻だとしているが︑このため

ものは七五鋸一億ゾから八五琿

かるとしている︒

にはどうしても原子力の比璽を大

で︑國内埋蔵鑓の拡大は期待でき

る︒

きくしていくことが必饗である︒

ルギー問題を解決するためには︑

あらゆる国産のエネルギー開発を
今無三月の門エネルギー計画第

ず︑石炭の見通しも石油とほぼ岡

検討していく必要があり︑原子力
二園改訂監本方針﹂においても石

將期に枯渇すると見なされている

つである︒峯面は石炭を

もその

利用および籠約︑エネルギー関係

片叙存縮小︑エネルギ⁝の関聯的

た︒

口先的に使用していく篇と語っ

達した︒さらに大型のトカマク装

エネルギー偲持時間は六Qゾ秒に 零度︑閉込め時雨 秒︶である︒

温プラズマを得ることに成功し︑
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進む国際協力
る︒

躍丁一20の設計が進められてい ％を提供するとともにJ玉堤支持

大規摸な核融禽研究開発に着手

JFPCC象議では︑雨国がし
最た最も新しい国は冒本であるが

大︶とオランダのコスファス研究
一九七六隼から建設に着手する予 駈チームとの間の協定︑ロス︒ア

ムで国際設翫チームが編成され︑

癖◇還

ロス原発一号機︵五十四万KW黒ることを妨げられており︑その際
鉛ガス炉︶を輸鳩したが︑その後

してきました。それら技術は原

原子力産業の発展に貢献する

や れ

あ
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豊富な経験とノウハウを蓄積

渉摩羅雪

米ソ︑毎年会議を開催
麗在核融盆の研究・開発を進め

その無罪は高い纒先順位が簿えら
れており︑研究水準も急速に向上

ラモス研究駈およびパテユーアに

粒了知度（1cc当り〉×聡し込め時鵜（秒＞nτ

⑭欝擢株式三社胴輪

を残していま魂撲i揮は技術

罪勉〜〜

近の成果と繕来の計編のほか︑と

定であったが︑サイトの選択につ

1

くに注愈すべきトピックスについ

月十八日

［：コ！趨議発表

いる︒核融合は二〇〇〇薙代のエ

してきている︒また十

軸対称高ベータ

ている国は二牽か国近くに産して

ても語し耀うことになっている︒

タ

臨

10

力

原
ネルギーとして魅力があり︑癌発

あるイタリア核融禽研究駈との聞

翼簿

いて懸毘の相違が生じた︒この聞

一

5

論

撮摺

隔計

には冒ソ民間協定髪結び今後の協

西F
独に
旧ERDAのある職員がJ
P核融倉に駕する大きな晒算

購

婁員会のメンバーは︑慰霊の核融

CCに関して説明したところによ 計麺があるが︑これらはすべてユ
体︶のもとに統盒されている︒

究の中心は︑トカマク炉であり︑

男

な努力が続けられているが︑匿大

の他の分野で大きな成粟をあげる

ると︑いすれの国も薫要な開発分

ユーラトムがメンバー機関の計

欧州ではイギリス︑フランス︑

力が期待されている︒

ことが必要となる︒このため各国

野については相手麟を頼りにして

画を承認し︑黒金の二五％を提供

つで構成されている︒

命分野で実力のある態門家八名ず

は海外との騰報交換あるいは国際

はいないが︑中間の酒動について

せるためには科学︑技術およびそ

な繋金難題だけではなく︑成功さ

協力で核融含研究を推進してい

は相手国の成粟から偲るところが

⁝ラトム︵ヨ⁝ロッパ原子力共詞

る︒各国の協力・協定あるいは麗
状は以下の通り︒

※国の計画と比較すると︑ソ連

大きな研究所はそれぞれ相当な

している︒欧州における核融命研

の核融倉開発計薗は大規模で範囲

規模のトカマク炉に関する実験

1〔X）

野力発電所の放射【生廃棄物

蟹義民

多いということである︒

在進行中の米ソ核融含研究開発に

も広い︒核融盆研究駅の中心的研

と理論的研究の計画を持ってい

億慶

処理装置など、数多くの実績

ll｝i発においても各種放射性廃

蝋

実験結果
O

ラントの設計・建設を手がけ

d

◇

関する協力協定である︒一九七三

究所はモスクワのクルチャトフ研

る︒

1㎜

は、妙理匿紀にわたり石油精
は、妙理匿紀にわたり石油精

＿％
楚臥臥 ＿％

晦讐

総懸協力の最も蕎名な例は︑現

年にニクソン大統領とブレジネフ

を曙え出し︑建設したのはこの自

究所である︒鍛初のトカマク型炉

※図のTFTR︵一九八二奪完

によると︑核融命発霞協力盒同委

ア慨レ［画
ル
乃度

製・石油化学をはじめ各種プ

鰯ヘ

薄一策楽弓1
イオノ温度箔

チータ・ピノチ

10M
10ユ3

1012
101乳

1010

麟欝欝臨．

使用済核獣

議長によって響名されたこの協定

灘権を握っている︒岡硯究所のT 標閉込め海鼠O・二秒︶に相当

成予定︑冒標囁獲○・六億度︑旨

開催し︑その琿の交換計画を確認

員会︵JFPCC︶が毎隼会議認
を所であり︑今もこの分野では虫

KAで運転され︑十分に縄粋な醐 は︑欧州共岡トカマク炉ーーJE

−10は磁場三十五KG︑躍流四蕩
する欧州の核融命研究の次の段階

っている︒

100

＿薄
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麟
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瞑
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陸︑海⁝︑室輸統コ基潅†へ

一九七三年泓規則に準拠
運輸翁はヤ七磁︑放射性物質輸送に閲する門危険物船舶運送および貯蔵詩興﹂﹁放射性物質等臆輌還
搬規則偏門田動瞬運送薯業等運輸規則および道路運送顯繭の保安茎華﹂門航鐙法施行規則偏11の四省

規欄体制整備の一環としてIAEA一九七三庫規則に準拠して陸︑海︑空にわたる昌運規劉を統

令を改定︑これにともない新だに幽麗運告示の制定︑改定を実施した︒核燃料サイクルの総禽朗安全

定︑技術墓華の鰻款化を図ったもので新たに①被曝高辻と臨界防止概念の伴用②輸送量数③押送の確

認i⁝などの概念を灘入︒すでに科技庁も岡様の概念に従って関運規則の改建を実施しており︑来隼

て縣輔送規則体系が出そろうこと
になる︒

今園の改正の霊な燕は①基準︑
標識の陸︑海︑空統一②輸送指数
の藤入②危険性の高い︸定の放射
性物質輸送の際の大臣の確認謝度

i一など︒このうち新墓準ではま

から脇険度に応じて﹁﹂型﹄﹁A

ず輸送物を放射線被曝防止の観点

門第一概﹂ ﹁第二種扁 門第三樋﹂

等と想定し︑このうちBM︑B陸上輸送のうちサイト内輸送と輸

はA型︑この千分の一以下はL型 の蕩処理関係部分が成立すれば︑

葛が参脱して立錐の余地もないほ

ルで開かれた︒

日午後︑藁京・平洞町の金共連ビ

に携わる関係諸機灘に対する偏執

術研究と同時に︑研究戦略︑国際

國醤尊爵の往復旅費および給与を

会議を開催する︒なお︑本会議は

議するため︑奪一翻薩蚕の魯衷暫

の確認を要する逓遭難躍につき協

各種︑團際協力など本文全＋五

癖構成︒換簑表や賂語嚢︑妬表

など諮表も麗騒に収録されてい

B6判上製本︑畑等︑定価

ます︒

手九葛円︵送料とも︶︒購入希

B本原墨日産藥会議

︵電話璽承五九一1六一一一一代

墾の向きは學めに原産・業務課

表︶まで︒

融禽は兇込みのない極めてリスク

しながらも・巌近の研究の進展を

の蕩い聖算﹂とする冤方もあると

どうかは典姻に論議する間題では

紹介しながら﹁もはや成功するか

は爽現すると確繕する扁と強調︒

なくなった﹂と述べ門今世紀中に

成功の婚期が學まるかどうかは経

済的政治的にいかに核融含研究に

摘した︒

力を庄ぐかにかかっている︑と握

ニューフレックス78

機器展示会の参
加募集始まる

薬秋十月無〜七鑓の五日間︑ス

イスのバーゼルで第五園因子力醒

の門原子力機賠中妻会﹂が關かれ

業麗本帯門ニューフレックス78扁

た︒

るが︑康産はその参事重要を始め

ニューフレックスは一九六六奪

ている原子力禁書市で﹁原子力機

以来三婆毎にバ⁝ゼルで開催され

器展示会﹂と門技術会議偏で構

ューフレックス75に論叢加︑藁酉

成︒わが国は︑腿示会には前回ニ

平方桝に各糧機器等を紹介して好

加︒出品対象踊闘は原子力関遠機

評を得ており︑今回は二曖響の参

詳糊︑謬加澄し込みは原産技術

翼︑アイソトープ関遼機器など︒

課まで︒締切りは十二月十乃日︒

代表取締役

儒所藁察都申

原産に入会

オーシャン・キャスク︒リース

︵株︶

社長金芥多壁男心

爽区罎本橋小海町ニー蒐撰場仙ビ

−五△二五

核

子力関連機器及び材料の製造販売

難濾

原

燃料の転換成型加工及び販売

原子力関連ソフトの開発と技術指導

ミ

の講離

睾臼

ぎ

住友原子力工業株式会社

ハンディサイズの総合データ集

N版を発売申

㎜原需懇
日本原子力麓叢禽議は毎黛︑

編集︑刊行していますが︑この

﹁原子力ポケット・ブックしを

ぼどその昭和五十二痒版ができ

本欝は︑内外の原子力腿係資

あがり発売中です

脳を網羅︑どこでも使える便窟
なハンドブックとして静評を響

﹁粒子入射欄勲技術扁などについ

ナーの開催︑原研JTi60とプリ﹁テストスタンドーτS−1によあと﹁ト⁝ラス実験﹂﹁炉物理﹂

つある成桑が報饅された︒

て実験炉実現へ商け轄実に進みつ

ナ⁝氏は・米国の核融禽暴発につ

Ti60関係機器の一部発注を開始 また︑特別講演にたったキント
した︒昭和六十無代には実験炉の

いて︑関係菅の一部の間に・門核

に相亙セミナーおよび共岡研究を

て覆禽を提供し︑また医療を補助

舞担する︒受け入れ側は︑無償に

冨＝訟＝一一鱒＝＝一＝一膳二一＝＝一冊一＝：＝＝＝二二

段階に進む副画だ﹂と説萌︑この

行うものとする︒

る︒

両圓において交互にこれを実施す
窺を賃激する︒

しスケジュールに関連する国内旅

実施する場台︑下職の条件により

これら協力の導体的な

六︒四相質セミナー参棚のた

葛効期間満了融︑いずれか一方が

効力を盗じ︑五年間有効とする︒

本協建は一九七七無十一月十八
磁︑璽獄において厨本語およびロ
シア語で答二通作成され︑各々は

ャンツ

議長A︒M・ペトロシ ル〒一9二電話○＝丁受口九

ソ運原子力利吐露象委員会

会長衡沢広巳

日本原子力産莱会議

七︒7本協驚は︑爾蓄の四悪 燭一の効力を有する︒

によって生ずるものであって雨暫

等を審議するため︑かつ︑ホ協定

「

の観点から別途に核分裂性物質を

いても運輸大騒の確認を受けると

に分類︑このうち﹁第三顧扁につ

している︒

一方・輸送の墓雌については被
曝防止と臨界防止の醗点から懸た
に爾数櫨をかねあわせた﹁輸送指

じたラペル表示︑輸送方法を定め

数﹂の概念を馬入︑この指数に感

一定数値を超える放射性物質の輸

米国でも現在︑一九六七銀工A

送を禁丘している︒

EA規劉に応じていだ輸送規劉の

関する政策・開発体制ほか原子

ているもので︑内容は原子力に

力発雛蹴をはじめとする利用の

放自性物賢によって汚染された物

送物の基準は科技庁が︑またサイ

ど︒金編ではまず村田蔭副早算長

﹁核融合研究成果報告会偏が十八

に沿ぐわない面が出てきているう

の輸送に蘭する墨鵡隔を鍛終筈
U型については新たに運輸大盤の

ことになる見込み︒

ト外輸送は全て運輸劣が担遜する

よぴ続報交換

五・一両薔は︑楊互に関心を
持つ問題に関するセミナーを開催

六・一

項に定め

テーマ︑視察瓶および研究暫の人
数︑聴期︑期間︑および関係機関

本協定の六・一︑六・一

め派遣される密門家に対しては︑

本協定は︑羅私注から

胴における陰面の活動に関する公

二〜三奪の協力スケジュールでこ

については追って講者協議の上︑

七⊥エ
驕資科︵報告講︑論文およびプリ

五・一一両蕎は︑原子力平和利

する︒

戴職

一本原子力研究所主催の第三園

え︑もともと海上については国

安全確認を義務づけるなどとした

改
一九七三年版への改定作業を実施

制が整うことになる︒濠た︑圃会

わが国でいち攣く鍛新輸送規則体

甲で︑来隼一月の統一施行により

型﹂﹁BM︑BU型﹂に区別︑各
核極︸．﹂とに例えばトリチウムは千

覆以上ヨウ素鵬はヨ十挫以上の

現筏︑核燃料物翼の輸送規制

際政飛聞海畢協議機閣︵IMC
晦︑これをうけて各欝庁で改定作
られたほか︑さらに門臨界防止﹂

一月一臼から新輔送規制体系が旛行される︒

は︑陸上輸 送 に つ い て は 禦 業 蕎 が

業が遊められていた︒すでに科技

稼働予定のダブレット簸装躍に日

あいさつしたあと核融台研究部畏

協力のあり方がカギとなろう﹂と

ジェクト以上の決惑が不司欠︒技

が﹁核融舎研究は従来の巨大プロ

成果報告会には関係者ら約蓋百

自ら実施す る 際 や 門 手 持 ち ﹂ の 堀
O︶︑航聖については園際航空運

を鯨入したままだったため輸送表

送協会︵王ATA︶の各規制概念庁分は十月に新規劉が公布されて

炉の設躍︑還搬等に関する規制﹂

示方法も陸︑海︑窒で異ってく
る︑などの聞題が生じてきていた

﹁縫絹済み燃料の再処理の肇業に

閲する規制﹂で︑また委託業書が

本劉研究蕩数私を招き協力をスタ

る中性粒子入射法の改農など大型

のが爽情︒今圓の改正は︑こうし

ンストン研究所の間の総締しゃ断

装縢実親のための研究が進展する

たバラバラだった陵︑海︑空規則

器に関する惰報交換などが行われ

輸送を行う場合は還輸省が﹁欝欝

のE・E・キントナー米エネルギ 駿決め締結まで実施司能な輿体的

る冤込み︒鋸※両国はこの禽慧に

の護照氏が・開発の概嚢について

協力のあり方を協議する﹁合岡会

ンなどをテーマとする建議家セミ

議﹂を設綴︑来朝第一照会禽を開

ート︒ステラレータ︑ヘリオトロ

を︸九七

ー省磁場核融命エネルギー部擬と

協定締結の基本線合意

ぞれ規制︑さらに海上︑航寮輸送

総含的安金規腿体制の完備を旧ろ

して続一改正︑核燃料サイクルの

の聞で闘米核融金協力のあり方に

蕉IAEA規則に雌出

については 運 輸 省 が ﹁ 危 険 物 船 舶

うとするもの︒昭和五＋鋒一月の

訪問︑共岡研究などとする⑧正武

遜搬および貯藏規制﹂ ﹁航法空難

原子力委澱会淡定職放射性輸送物

表した︒

く一1慕本線で禽慧に達したと発 璽づき来年にも核融禽協力協定を

科学技術庁は二十二籔︑来磁中

るのが現状︒

行規則扁にもとづいて規制してい

ついて協議︑①磁場閉込め核融愈

紬ぶ︒

金般について協力する②協力の方

の輸送に関する技術酌塁雌につい

懸鎌の王AEA規劉にもとづいてて扁にもとづいて五十二無八月放

翼体的には︑馬颪︑米国で来璽

法は鱒報交換︑研究甚派遜︑施設

る分野を担嶺する研究灌二〜盛名

一・一一その他の分野の協力に

十八日調闘︵薦所報︶された

研究番の交換はその期

第圏廉共澗研究の推選

を延律することができる︒

っては両蕎の合慧によりこの期間

間を〜矩以内とするが︑場倉によ

三・一

を毎箋換する︒

本協定に定める科学技

を趨湘することができる︒

・三
術協力は︑両圏の法律および諸規
則に従って実旛される︒

二・一両蓄は︑蘭圏の原子力

第二箪奪門尿視察団の交換

に基づく原子力平和利用における

力利用圏家 委 員 余 と は ︑ 相 瓦 原 則

告しない限り︑本協定は自動的に

期間離断の三か月以前に他方に通

協定の廃棄を希燃する蜀を五駕の

六︒五前記の条件は︑簡暫が

られた条件が適競される︒

別途招待した騨門蒙および科学蓄

れを定める︒

る側は︑悶麟葭勝闘の流麗旅費お

並びに嵩置楚に定められていない

日本原子力塵業会議と

港門家視察団を派遍す

よび滞語中の食籔を負撮する︒受

シンポジウムの参細面に対しては

一・一

一一各視察醐は︑漂劉とし

六二

け入れ側は︑宿学蟹および国内旅

適周されない︒

の成累を知る自的をもって︑原子

必要に応じ医療を補助する︒視察

躍を負擾し︑また通訳を確漏し︑

力平和利用の科学技術研究機関お

ント︶を適窺︑相互に送付するこ

二

象視察団を交換する︒

五庫延畏されるものとする︒

とにより︑驚期的な科学工区の交

ソ遡原子力利用国家委員会との原

子力卑和利用における科学技術協

よびその他爾趨で原子力平和利用

四・一雨書は︑将来醐国の諸

鋪︻壷協力分鰯

施設もしくは諸機関における共同

換を行う︒その際︑濁者は相関方

鯖七輩共瀬購項
研究または分握研究を行う可能性

囲訪問の際に便粥される爾語は︑

て︑八名以内で構噛し︑訪問機関

澗響は︑水協簸の遂行

により変電することができる︒

七・二

びその他諸機関において研究を得

状況および予篤される奮然的計画

うため研究番を派遣する側は︑両

科学技術研究機閲およ

両蒼は︑本協窟に基づく聯門豊

六︒一樵

もできる︒

幌察鐡および研究轡の交換︑並び

に関する条件

第六激交換の仕組と経費分担

力は︑相互 原 則 に 墓 づ き ︑ 次 の 分

次のとおり食愈した︒

欝欝難原霧ﾚ国難
脇獲覆縫濃霧協蕩

52

盛況の核職合研究成果報告会

に薄し︑雲影部費料を送付するQ 両轡の禽愈により英語とすること

科学技術協力の推進を希望して︑

、

があるものと考える︒この種の研

平和利用における科学技術の進歩

磁本原子 力 産 業 金 議 と ソ 違 漂 子

◇

定﹂は次の通り︒

原子力利用国家委員金との闇の協
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究︑実験設計および爾国施設の運

Q

@
@
@
@
@
@
@
@

●

住友原子力グルー

昭和52年肇1月248
二
子
薦三種郵便物認可

第903号
（：3）

聞

業
産

力

原

ノ連の原子力発躍は︑黒鉛チ

趣の

原子力の父

といわれる

クルチャトフ目土の顔と︑﹁私

＝雪＝＝一日噌

も亀ち

＝＝﹁＝一

亀号︐

一二騨＝μ昌昌

︑亀等

騨榊二巴＝＝

需

＝需＝一算＝羅

一一

瞠＝

鼎

肝

⁝

る︒一讐機は七三無︑聖母機は⁝

一一

一補＝

︒総七四年趙開︒

し

一一鼎

l

l

一

ーー

lI

l

一

一

1

一

一

世界屈撮の水準にあるソ蓮のスは一口三材︑断面径八十靴ノ︒＝

一

︵1一薄霞︶Oトーラ

中︒

＝

1

射射

照照

黙黙

試委

財団法人放射線照射振興協会

l

＝

＝

﹁TI犯﹂

璽目的炉︒三十五万KWの発墨

磁力と淡水を編綴に供拾す6二

た高速増殖原型炉BN一細は︑

てカスピ海沿岸で還転を開始し

一九七三薙︑世界にさきがけ

轟

躇径十ザの﹁T120﹂を感謝︻﹁

＝核園圃技衝の総力をあげてクル 同研究所ではT−10の研究成果一﹇
議チャトフ研究所に建設されたトをふまえて︑鼠下︑トーラス一﹁

瓢

瓢カマク型臨界プラスマ試験装置

高速増殖炉
︷

の発露と一難七万立方層の蒸留

能力を持つが︑巖近では六五％

る︒ソ趨ではさらに鱈気出力六

水生産のパターンで稼働してい

の建設をペロヤルスクで進めて

十芳KWの高速憩殖炉BN一蹴

いる︒写翼上翻左窃に脱塩装

躍を配したBNi鋤下襲BN

〒370−12

旨本原子力研究所内

はその生涯を祖国の原子力利用

た﹂との間博士の語葉が記され

開発にささげてしあわせだっ

ている︒発亀所の建設とともに
周辺は大富然公園に生まれかわ
ったが︑わけても四十二万晩方

スンともなれは︑釣糸を垂れ︑

詩ヅといわれる冷却池は︑ノー

という︒写編上薩ヘロヤルスク

⁝臆総懸醐鞭欝灘辮鰍⁝

亀篭8．︑亀

・

⁝

oWRは黒鉛チャンネル型と諸国輸出援助のヒナ型でもあ⁝
旗がしら

⁝並んで︑ソ趣の実閑化路線を進

旧むもう一方の

霧

⁝鱈気出力四↑四万KWのPW鶏
繍

︑

一一＝

乳

のスケールアノブは︑もっぱら

岬

を必要としないことなどから大鮒

はヘロヤルスク原発を大難にス

この炉型にしぼって薩める方針

うノエフチエンコ寵︒

一細からの罐力と淡水でうるお

︒．磯︷綿

編1カエ孝ルキ一纏換機みの初期

圃摯圃

O273−46−1639

TEL

水遊ひする家族つれでにきわう

にクルチャトフ博士の顔と醤葉

原子力発難所の全脳︑建麗薦壁

一醸線に貫かれた磁路と

が携かれている︒左目附言な冷
却池

かある︒

禰の対岸にヘロヤルスク発臨藤

繭

嬉ご零審

運開︶しているが︑これを追っ

︷

レニングラ⁝

黒鉛チャンネル型炉は圧力容器一

〜

トの大型原発

型化が容易た︒ソ趨では発璽炉．︑

て属容璽の三︑四弩も建設中︒

レニングラード原子力発電燐

ケールアノブしたものた︒すで

下1ーターヒン室

岬

に︑難燃出力百万KWの黒鉛チ で︑二哲四セ万KWの設計にも
ρ
申睡炉心部

ャンネル型題一難が稼働︵一号 魑翻している︒写翼上睡全脳
は一九七三年︑二弩は七五庫に

蛮撰

群馬猛高晦市綿貫町

同文書院

f㌧衣

君359−9671

0−1316

680円

エ不ルキーなくしてこの潰は存在しない石田罐購蟹

3500円

コ〜艮緻欄

攣

工

料

燃

核

35008

西田健皿武

クマ〆弊

イ

〆エ

D

騨−
鰍紬試

騨麟

350

4200円

内紳人児ア

エルワキル鋳

M赫

原子炉の熱工攣

3500目

1瓢1∫み罫

原子炉の動特牲と制御

ヤノ＊ル型姫︑加圧軽水型姫︑

写爽でみるノ遼の

B

放射線照射の利用

原 子カエ象ルギ

8500円

姉妹桐悔ゴカの執1f」の」銘力ん1ミ！

欺拍1曜の彰ヂノ

／って合しタ

今後の凹型としての高速増麺炉
を大きな三本の柱として醐発さ

型を中心に

繭

阪庫英晃訳

寧都大学鋤教授

MMエルワキル著

級ミ垂峯張

げ区ま」菓1−19−5

fi〜彰r

唖〒i60！kヌ

れている︒ここではこれらの炉

一

尋譲

真毒

編

エィルキー変換の郵礎」塀1のμ盤の感に

現イilπ1発↓欝欝＿あるものまてを

のものカリ

理

物

の

炉

子

原

を賦みたが︑将来

のエネルギー︒ノステムとして

臨

覇

原子力発躍

る核融ム暴欝蹴﹁→1組﹂も紹介

回国か多大の努力を傾服してい

した︒解鋭︑闇闇醗明は編簗部
が継したものである︒

N

…

（4）

第903号
（第三種郵便物認旧

新
子
昭和52年で1月24日

