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一方︑新︒原子力委麟会は新
闘︑筥翻彌委颯に潴えて︑薪型炉
開発と核燃料開発に璽購な経験を
もつ潤成遡日立製作所顧問︵睡前

核融合協力で
合同委設置へ
斬エ＊開登の日米協力

ベルの環米禽同婁員会を設立する

i⁝との点で総譜双方が愈恵し

今懸の穀倉は︑福田麟網が五月

た︒

に臼来科学技術協力の推逸を提

の罠米曽脳禽談でカータ⁝大統領

薪エネルギー研究開発等に関す

子力麓業界に転じ︑巖近では一N る田米科学捗術協力第一圏作漿部

み出したもの︒国際エネルギ⁝機

れ︑興体化への叢初の第一歩を踏
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動燃理璽畏︶︑それに富界から原

雀で關かれ︑①核融舎研究を纒鑑

十八庫インド大使︑五十〜年原子

①大正五年一月間臼
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な役劉を累たしている翻粒武久氏
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①明治三十
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添籍⑬出身校④塞な経歴の順︒
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安全問題金甲に通じた濁愚英三氏

会擾の山本寛浅︑元原子力婁賛で

内田秀雄氏と核燃料安金題門審査

べり︑原子炉安全騨門歯査会擬の

国会の承認経て発令へ
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炉の工学安全率題と係わりの深い
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換工学︑原子炉工学が総門で原子
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分野の権威である御園生氏が横す

政撚学科④四十一隼外務雀憾報文
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高まる世界の原発依存
米国原子力塵業会議︵A王F︶は︑今年六月宋現在を対象とした﹁世界の原子力発露所﹂調査結璽
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間︑パリで開かれた︒会議には四

学会の協貿の下に同四月︑五日

力学会の初二業として︑来原子力

九七五鋸㎎月設立された欧州原子

界の薩面する諸問題について濡発

現在と将来﹂のテーマの下に産業

約千人が参加し﹁欧州の原子力の

での第六嗣大会には十五か国から

輸送・廃棄物管理⑨原子刀機器⑩

題⑦品質保証と信頼性⑧田野理一

放出線防護とリスク評価⑥環境問

と核燃料蟹理⑤原子炉の安全性一

原子炉多日的利用各テーマのもと

に論文を幕簗申︒会議終了後︑施

な討議が展開された︒原産でも丸

設訪問のプログラムも組まれてい

セ審塩抗︑TH孚R︑SNR三〇

る︒主なものは︑西ドイツのアッ

ン十万ナと推定されオーストラリ

四名の議質は﹁報告國のベースと

としている

ストを無視したもの︒産業界は︑

無にわたる廃棄物管理にかかるコ

済学番︶は︑設備利用率を考懸す

して適当でない︒コマノブ氏︵経

力会社はなく︑経済比較の対象と

差は若干少なくなるだけだ︒解体

ストを蓄態に入れたとしてもこの

なっている︒解体︑廃棄物処分コ

また︑コマノブ氏の掲摘は現実の

資に対する見返りを受けている︒

より隠避者は五十五億が以上の投

七五蕉以降だけでも盛衰力発電に

八億が︶で︑不当な率ではなく︑

炭より一KW猛当たり五が安いと 約総額千五貰億がの五％強︵七十

日︑マグニチュード一以下の微蟹

二詩藻離れた地点で︑八月二十九

シ⁝ブルック原子力発電所から

︵NRC︶は麗ちに調査︑門安金

性について懸念すべきことはなか

た疑問を投げかけ︑これら播飛を

必要があるだろうか⁝⁝などとし

ている︒エネルギ⁝節約について

などによる上騨分をカバーしてき

発の大型化により原料︑インフレ

WH︶の一〇⊥瓢○％内に収まっ 設蟹も上昇している︒巖近豪で原

子力と石炭のコスト差︵五ミル／K はなく︑どのタイプの発露所の建

設許可が下りたばかり︒

題がこじれ八月十日に三回営の建

シーブルック原発は冷却装躍問

った﹂と発表した︒

含む儘簡をカール・ウォルスキ：

は︑殿も経済的な方法ではある

では飽和点に達していることなど

たが︑この﹁規模の経済﹂も現在

ス︒アンダーソン法による欝金プ

電所の建設が必要になる︒プライ

ト報告はエネルギー問題の検討で

た︑﹁小委員会の原子力発想コス

りャン議員の疑問点に凹答︒ま

発注先はフランスビル・ウラン鉱

鵬︵黛二万ナ︶建設で発注した︒

のムナナ・ウラン鉱山尚け硫酸工

が料金61き上げの理由⁝一などと クレップス社はこのほど︑ガボン

聚リ松本駐在鰻︼フランスの

仏社︑硫酸工
場建設で発注
が︑廃止される発醒筋を補い︑総

解体饗︑廃棄物管

AIF理窮長に送った︒

量醒電力を猶すためには目しい発

上げは原子力発躍駈特有のもので

力六六︒二％︑石炭五七︒一％︶

運転実繊︵七七年設備利用率原子
一KWH当たり○・二︒ル弱︑廃棄

原発が他のエネルギ⁝源より安い

物処分コストはエネルギ⁝省の暫

の補助金などの料金は含まれてい

への支払い総額は一千九百万ザ以

ールについては︑婁業轡から政府

ない③轡門家は新しい発電所を建

ウオルスキー春野長はこの儘簡

理コストは僅か

を受けて一⁝﹁猿子力発蟷所の運

設するよりエネルギーの利用効率

る︒エネルギーの節約は︑膣用機

上に塾している︒しかし補蟹支払

均衡を欠いたもの﹂とし再検討を

山会社で︑製法はペシネ︒ユジ⁝

A−Fの解答

会を増大し︑経済を強化し︑原子

転理乱﹂は指摘のようにほとんど

に対する政府擾助は商用原発の契

いの実纒はない︒原子力研究開発 求めた極寒を送っている︒

を上げる方が安くっく︑としてい

エネルギー革命を展開する幽のバルフ

〇︑URENCOの遼心分離プラ
ント︑フランスのCOGEMA再

ラント︑ガラス固化プラント︑ト

処理プラント︑フェニックス・プ
山中国霞力副社長を団長とする視

リカスタン甘薯プラント︑ス⁝パ

現状と今後の方向採る

欧粥の原子力開発

学会とフォ⁝ラムが合同会議

十七か国から約一瓢千人︑わが国か

議﹂と︑フォーラトム︵欧州七か

闘﹁フォーラトム大会﹂が﹁原素

マに初の會闘物議として︑来年五

力発電−撹界の選択﹂を墓調テー

月六日から同十一臼まで六日聞︑

西ドイツのハンブルグで開かれ
る︒

会議では︑原子炉システム︑国

らも月並原子力学会畏︵当蒔︶は

察団を派選した︒

際協力︑核燃料サイクル︑経済
性︑資金調達︑保険︑リスク評

じめ二十名が参加するなど大規模

タリアの地熱・太陽款実験施設な

ー︒フェニックス︒プラント︑イ

価︑パブリック・アクセプタンス︑

ネル討論等で構成される計画で︑

ど︒

今回の禽同会議は論文発表とパ

なものとなった︒

転経験③核燃料技術④原亭炉物理

①設計と建設②原子力発罐所の運

﹁フォーラトム大会﹂は第一圓

欧州のエネルギー政策︑および安

のパリ大会以来︑三無ごとに開か

全性と環境対策など諸問題がとり

れており︑一昨蕉五月マドリッド

詳細は原産︒企画竃まで︒

第一回﹁欧州原子力会議﹂は一

あげられることになっている︒

北部準餅のレンジャー・ウラン開

哺齢一＝：瓢一一一一＝一一鰍﹁＝隣一＝一＝＝篇冊一一一一葡一騨瓢一曽＝＝

知畢エネルギー会議を開いたが︑

られたことを明らかにした︒現在

発の期間︑条件について禽愈が得

のための描羅として①放射性廃棄

伊︑独︑ベネルックス三国と協力

その際︑敷府の原子力計画を達成

騨＝糟一＝一︻輯一＝一＝一一：需＝一＝一需一＝階騨冊＝幽＝＝＝＝一＝一＝鱒二＝芦静翼障一＝一一一需＝零一鼎＝一＝＝＝＝冊一一＝騨＝葡一騨＝＝＝一潔一＝一＝＝騨一＝二＝瓢一齢一一﹇二＝嚇一ρ

し建設中︒西独は二十へ万KW︑ 物管理②放射性物質の輸送③新し

するには大統領が康子力に対し強

合恵にもとつく協定播づくりが進

百三十万KWを他国とのコンソー い原茅力システム開発④原子力施

められている︒開発期間︑条件な

製革墜落

とした見解を開らかにするなど︑

設の立地⑤軽水炉⑥繕殖炉⑦ウラ 力な支持を蓑明することが不可欠

どは近く明らかにされるもよう︒

シャムで︑英国は独自で百三十万

ン鉱寓︑十三所からの鉱薄処分サ
百六十七万KWの計画も立ててい KWを︑泉も三＋芳KWの隙型

原子力開発に横極的な動きをみせ

国立公園︒野盤生物管理長寡との

なっていたことから︑協定轡には

国立公爵も含まれ︑闇題の一つに

ウラン開発地区にはカカドゥー

イトの七項目にそれぞれ課題を指

るが︑一部には楽観的すきる︑と

解計画を進めているなど︑来国以

をそれぞれ原子力で賄う計画︒こ

鉱床開発へ

レンジャー

ている︒

した兇方もあるという︒

のためには連邦政府が藤任を持

声明は﹁廃棄物管理問題の解決

摘した﹁原子力発露政簾舜明﹂を

う計画を大幅に上廻っている︒そ

れらはいずれも韓国の一一一％とい

占めつつある︒ソ連では一万二千

る高速幽殖炉議画も璽要な位圏を

原発推進の政

採択した︒

調査で注目されるのは︑ベルギ

の他六か国でも来国を上回る計画

る︒

ーで昨年の総発魔麗の二二・四％

を持っている︒

外の離郷炉開発は軌通に粟ってい

第五回臼に当たる今回調査の特

が原子力発電によるものだったこ

数か国が建設・誹画を遊めてい

微としては①新たに原子力計画を

と︒スウェーデンがこれに続き二

アでも指折り︒揮発はペコ・EZ

なっている資源小委の公聴会記録

このコストは

れば石炭は高くなく︑国内の大部

コストは原子炉の簿命を四十年︑

全米知甥協会は八月二牽九日︑

原子力論争の火種の一つとなっている問題に経済性︑と

は証誘の多くを無視し︑配録以外

が︑まだわかっていないもので電

設備利用率を六〇％とした鵬A口︑

金※知瑠協会は今年二月に全米

レンジャー・ウラン鉱床はウラ
首相兼蟹易︒資源相︑バイナ⁝︒

社と政府の舎弁会社レンジャー・

借地契約も含まれている︒

アボリジニー問題相︑北部地域評

採掘期間︑条件で合意

千藪七十九万KWの原子力発露設 転中で︑さらに六十万︑颪六十万

ど政府︑州それぞれの役割も明確

議会りーダーの三者はこのほど︑

ち︑速撃︑州︑地方自治体︑民間

KWの繕勉炉建設も進んでいる︒

にした内容となっている︒

KWと十五万KWの繕殖炉が策
運 声明を採択

備華麗を持つ兇込みで︑これが夷

フランスでは二＋五金KWの贈殖 米国の短・中期エネルギー供給源

りわけコスト試騨方法についての論議がある︒今春米議会

の欝料によるところが多く︑驕見

気料金に入っていない②KWH当分の地域で安いと疑出している⑤

が発生した︒米原子力規鞍鼻員禽

シーブルック原

コンソーシャムが当たる︒

下院の敢部活動委員会がまとめた報告購﹁康子力発電コス

に欠けている﹂とし︑分析・客観

を持って趨かれており︑諸口知識

たりのコストには︑プライス・ア

醤扁をまとめ提出した︒

バック・エンド

コストを無視
リャン藍鼠の手紙

・天然資源小委員会委員侵はAI 力発電所建設に必要な時間︵十一

でいない︒調蓋では︑原峯力は石

が解体︑廃冷物処分コストを含ん

レオ・リャン環境・エネルギー

発近郊で微震

ト﹂もその一例で︑政界︑産業界閣で新たな論争を巻き超

性の不足︑誤りと不正確性︑蟹事

る際には大土な料金引き上げを要

用と商業用廃棄物の区別をしてい

ものなら︑原隊を建設しようとす

で︑試騨方法にも不備がある﹂というのが︑岡報告憲の骨

れているウラン艘緒︑三十年間に

子︒その中で原子力発罐蕨灘入の拡大に聾し将来の原子炉

およぶ政膀の身金援助︑研究開発

○・五⁝一・五ミルとなっており原

ないなどの点も含め﹁反対意毘

定数値によると︑一KWH当たりとは摺馨している︒霞気料金引き

解体︑放射性馳棄物永久処分方法が不明確なこと︑他のエ

を簗めるのに︑あれほど蕾労する

ネルギー源と比較した経済性などに謬及︑原子力規制委員
会が原発の新規建設や欝認司に際し舞鶴性廃棄物処分間題
の解決を条件にすべきだなど厳しい規制を課すよう勧告も

している︒と同時に︑同報告翻にはこの調壷結渠に反駁し
た少数議員の反論も付認されている︒いったい︑何が問題

で︑どう紺処しようとして い る の か ︒ 両 蓄 の や り と り か

・天然資源小委員会︵レオ・リ

ら︑経済性論争の一端を拾ってみると一︒

コスト・デー

ャン委展覧︶が昨年開催した公聴

石瘤火力発電所を建設している電

Fのまとめた﹁原子力発電駈の運 十二鋸︶をかけずに達成できる④

会の証警をもとに︑調査したも
の︒この報告盆発行を︑政府活動

転爽緬﹄に対し一i①解体や数千

夕を分析せず

委興会は蟹成二十三︑反対十四の

発したもの︒

ヌ・クールマン社︵PUK︶が開
多数決で議決したが︑反対した十

少数議艮の反論

廃棄物問題など焦占⁝に

経済性めぐり論争

求し︑サンデザート原発建設肺患

腱か

こしている︒﹁原子力発電コストが安いというのは偽り

ンダーソン法︑税金により還嘗さ

オーストラリアのアンソニー副

現すると昨年と比べ約五〇％の伸

が互いに協力することが肝要﹂な

びになる︒一九八O年には二千八 炉が越転に入り︑齎二十万KWを に原子力は必須﹂とし︑その撤逸

全米知箪協会

二〇％増の源億三千六颪万KWに なっている︒ちなみに米国の総発

なった⑧総発電設備容璽は昨年比

だった︒

電騒の一二％は原子力によるもの

ソ達の場愈︑一九七八年中に一

より八か国増えた②原子力開発が

への傾向が強まった無といえそ は二㈱・五％︑ベルギ⁝は二〇％

362，791

発表し調査捨象となった国が昨年

の計五百八十六棊になったとして

三十五基二万一千四落三十万KW IIなど︒全体的に︑原子力依存 備容蟹の一六％を︑スウェーデン

586

A

まったものの︑今年はこ十九墓に

ランス；丁四％︑西独一一％と

一・七％︑スイス一六︒八％︑フ

う︒

436，0王2
［

闊

なった④昨年の発注は十二墓に留

正式に決定した国は四十蕊か国に

いるQ

d

睡中

…
世界の原子力発電（米国を除く〉一

﹁原子力発電コスト﹂は下院政
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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つで
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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原子力バルブ憶

核流体制御精機の領域です
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三

原発立地

罰した精果︑いずれの条件をも満
道を轟くことを葱昧し︑厨根︑瀞

は原発単数立地県にも新鋭曲屋の
二十五健八千万円︑茨城県十三億

いう︒このうち︑五駕内に愛媛墜

らざるを響ない部分もある﹂と揺

価のためのデータには推定懸に頼

がらも︑

設禰を設賊した堀纐纈四万本が収

摺の花醐岩麟に一平万詩聖の跡蔵

と指摘︑処分については﹁地下千

当面ガラス固化が中心になろう﹂

腫等の疾病による危険と比較して

腰強／年程展﹂と指嫡︑ガン︑肉

て﹁原子炉の危険憐は＋の秀十一

たあとラスムッセン報告に醤及し

例案を提出︑今年申には正式に施

工学部教授㎎氏が長期エネルギー

村に四薦二十誘能力の核燃料脳設

三菱璽工

が開かれた︒陰煎原子力文化振興

力しをテーマにしたパネル座談会

める原子力の位躍づけ︑原子力船
むつ問題︑原子力のパブリックア
クセプタンス等々問題を無点に態

この中で︑エネルギー問題に關

見を交換︑酎議した︒

﹁こうした薗

﹁﹃むつ﹄の炉はスッキリした毅

い漏と強調︑岡鵬氏は﹁検討は隠

謝であり遮蔽を改騒すれば間心な

た﹂などと述べ︑政府と住民の幡

蟹体制の醤用いかんが熊点になっ

頼衡係を確立することが不鰐欠と

今後の謙題を指摘した︒これに対

は違うとして﹁原子力船が必蟹な

し田原氏は政厨が轡う本膏と建朗

く︑改峰後﹃むつ﹄をどうするか

らむつ市定係港で改遇すればよ

の徹底を求めたQ﹁轡門家が腰か

も示されていない﹂と反論︑自転

け的なのも間直﹂﹁政府はもっと

の臓疑も相次いだ︒

澱金没入を﹂など︑フロアーから

﹁新しい四徳を受入

パブリックアクセプタンス問題

については︑

本部調壷役︵高騎研究藤長︶石

で次の通り人購異動を発令した︒

露本原峯力研究所は九月一日付

原研人嚇

石森氏新任

研修所長に

晃が大勢を占めた︒

することが必要﹂などといった愈

劣を糊断できる秘料を園蔑に提供

ている﹂︑門各翻エネルギーの優

れるかどうか必覆の議論が欠け
しまず大儲浅は0廻CDの獲期予
測︑わが国が欧来各国と澱源瑠悩

を翼にしていることなど捲擁しな
がら︑﹁今後わが圃が現在の経済

成藁をつづけ芋竃を維持しよう
とするならば原子力以外に選択の
道はない﹂と強調︒沼原氏はエネ
ルギー間題への政府の戴粗み姿勢
に疑問を投げかけながら︑﹁国民
の間にエネルギー問題の論議を巻

追網がどう対処すればよいか愈思

き趨こすべきで︑これらによって

決定できるよう民患的なルールを

昌＝

亨

三囲

属

1興定出版皿

セッションテーマ
1海外諸機関のアイソトープ・放射線利用に舛する兄解

2わが岡におけるアイソトープの供給（生産、輸入〉システムに関する深題

3暗碧に役立つ放射線利朋
4健康へのアイソトープ・放射線の真葛

（含パネル離論）

﹁環在のところ定羅的評

嫡・将来システム全依を対象とし

も七桁程度危険駐が低く︑ベネフ

岡氏はさらに労働者闘題にふれ

と蕩えられると掴噛した︒

ィットを穆慮しなくても十分安全

納司能で︑日本の堀合これで二〇

このあと﹁社会総革リスクと原

と述べた︒

一δ隼頃までの発生墨は賄える﹂

た総合的餌価が行えるような定騒
的評簡手法の確立を急ぐ必要があ

また・﹁核燃料サイクルの放射

る︑と闘題提議した︒

門公衆に比べ労働者のリスクは大

に起霞するものよりも賑藩や感躍

きくなるが︑そのリスクは放射線

子力産直﹂と題して講演した弁上
武一郎氏︵題中研︶はまず危険の

能と放射性廃棄物の対策﹂と題し

概念について﹁自然石憲死亡率は

がある︸と指濃した︒

での安全確保にも万全を期す必要

が大きい﹂と述べ︑

など一般労働災密によるものの方

て講演した江村悟践︵勤燃︶は放

十の競買訴人／無程度で︑入は死

射性廃棄物の発生蟹についてコ一
〇〇〇黛の累穰騒は中低レベルで

り賄える謝騨︒

購渡蟹遜し︑エネルギー対策に占

十鴎万四千平方綴の敷地に建設さ

漂子力船﹁むつ﹂の入港を一か

運転や制御榛パターン調整を行っ

財薗が科学技術庁︑運輸省︑日本

明手

行される兇通し︒

三嬢では今回の内諾を受けてい

れ︑加工工羅︵約二千五百平方

を備えており︑原子燃料工業の四

月後に控えた三二︑佐世論甫栄町

たため︒また腐浜二弩は︑復水羅

原子力船開発璽業団の協力を簿て

子蝉研膨駅長︵アイソトープ螂業

原健彦︑ラジオアイソトープ︒原

研鰹所長は蟹月理璽が兼務して

頭付︶石森艦太郎◎

いたが異動に伴い石森氏が新任︑

ることになった︒

帰日研究所擬は降月理甥が兼務す

TEL（03）591−6121

原発安全性で
シンポジウム
壁塗・原総研窪徽
日本原子力塵業会議は九月一︑
二の両欝︑藁蕎・単河町の都通府

残された

漿会飽で第十五圓原子動力研究会

岡各興など
凝にも大きな彫響を与えることに

年象を醗いた︒

なりそう︒

内諾の通知を受けた三興のうち
このうち黛点となったシンポジ
ウムではまず竹越悪露︵電中研︶

が原出力発電システムの総愈的リ

嘲こう五蔭間に予想される財政購

愛媛興の場合︑原発立地によって

要は三十四億三千芳円︒内訳は原

試焜pッケージ三哲六十八万 亡のリスクが十の翌ご漁人／奪で

の茶六乗人／痒程魔となるとほと

スクについて門ウラン採鉱︑糟錬

本︑画レベルで百㍊キャニスタ

子力安全灼策蟹一億一千万円︑環
段階では一般的な聞題はなく︑再

即聴的な対策をとるが︑これが十

境保金頬簾蟹五億円︑漁場整備な

たしていると判断︑内諾となっ

に伴って︑現状の濠までは照和五

不聴することも予想されている︒

合体をウラン羅にして黛闘四十沙

原芋燃料工叢の工腸膳設はこうし

十七︑八駕頃には供給能力が一部
岡社は大阪府泉南郡熊取町に隼

製造する︒

闇四十踏の舶工施設を保蒋︑これ

競︶︑廃置物量灘︵約七百十平方

十沙を含わせて鑓間九鶯五十少の

止しその後置検に入っている︒福

プの巽常振動のため十八瞬以来傾

覇第一の一︑二号の設爾刹用率が

照⁝率が九〇％を下闇つた︒これら

の点検濡禰を行ったため︑設備利

八O％を下回ったのは︑出力蝋纈 の交通会館で門エネルギーと原子

日本原子力庵業会議が調べた今

認みがないなどと述べ︑セクショ

﹁むつ﹂問題では柴田︑騰騒両

ナリズムの葱幣を難曲した︒

氏が放射線漏れ調査と遮蔽改膨の

O

謄区新橋三一1−13

『FlO5

日本原子力産業会議・技術課

福井県と同一方式で
今年乱甲にも正式施行⁝へ
蜜治雀は茨城︑愛媛︑佐駕の三軍から要講されていた核燃料税の新設について﹁間魍はない﹂との

判断を高め︑五日︑三県に対し正式な申講手続きをとるよう通知した︒核燃績税新設の内諾は昨日十
月の網田興以来一雨ぶり︒税率は核燃料費の五％︑幽冥対象期間は五年と︑核燃料税︷番繋りを累た

した弔歌県のケースをそのまま踏写した形︒三繋とも今月下旬に予定されている興議象で核燃料税新

んど関心を恭さなくなる﹂と述べ

に癒魔陳述︒この中で柴困氏は

技術的検討に加わった体験をもと

万鰺千本に遼する﹂と述べたあと

田原総一朗評論蒙︑大暴患一粟大

掘︑岡田俊一瓢畏繭大緩学部教授︑

処理︑廃棄物についてもしだいに

ずれも今月末に予定されている定

ど生業安定薄簾魍八億円︑周辺道

例議会に薮税を施行するための条

設のための条例を可決したあと自治憲に正式申講︑今年宋には施行に持ち込みたい著え︒

五千四颪万円︑佐魍興十八億九千

税金として 徴 収 ︑ そ の 税 収 を 環 塊

たもの︒今回のゴー︒サインはい

︒一翼一瓢＝一＝一一一二騨＝雛＝二＝＝＝齢＝＝一＝＝齢＝識︸騨＝鑓：齢＝齢罵備冒一回二僻一P＝＝＝＝榊＝＝＝鱒＝讐一二一膳

巧円がそれぞれ核燃料税新設によ

高レベル心心物処理については︑

の項臼に鰹十三鱒円︑佐駕興は三

放財線の監 視 ︑ 温 排 水 調 毒 な ど の

わば姻繭協議朗なもので︑最終的

顯蕪五十五年操業めざす

冨一一＝二二一翼＝＝＝＝篠一町一篇一＝篇竃冊二＝鼎二一＝ニ＝ニ＝一＝二需＝一一一＝一騨二輔＝鱒＝＝榊＝一列

先濫累については禰芽︑福翻繋の

十懸六千万円の財政踊要があると

対応策が整いっっある﹂と述べな

原劉︒このため圏治雀でも三県が

いたが︑今園の三興への﹁内諾﹂

ケースで新税建設の道が開かれて

安全圏籏︑本辺道路の整備︑港湾

な決定は県側の正式な手続きをま

二千万円など︒茨城興もほぼ隅横

今回対馬 と な っ た 三 興 の 該 燃 料

れらの条件に適禽するかどうか検

曲譜している核燃料税についてこ

路の整備等民生安定耐簾躍二十慮

税は原子力幽魂所に核燃料を装荷

緬設の建設など原発讃画を円漏に

つことになる︒しかし︑大州省な

た背醗に纂つくもの︒

わが国では︑日本エユクリァ︒

GE四〇

︵ウラン換織︶︑三養原子燃料

︵三菱金属互％︑WH三四％︑

耕︶︑機械棟︵約羅臼平方綴︶な

軽水炉用核燃料の鰻造能力があ

城県那珂郡粟海村大字平原の約

どで構成︑濃縮度四％以下の二酸

る︒しかし原子力発霞計画の進展

五％︶が茨城興・鞍壷

化ウラン粉末から軽水炉罵燃料集

配跨の原町稼働爽績

時間稼働率は
七六︒九％

蕉八月のわが國脹芋力発電所の揺

確立する必要がある﹂と閣題を提
趨した︒柴田氏も言霊氏の愈見に

開いたもので︑フロアは辻市長は

無調︑しかしわが翻では総合的に

じめ︑むつ洋白に畿たる佐磁保璽
工の社腿︑恨むつ派の入たちら約

の結果︑八月の平均設備利屠墨

今志度に入って︑四月から八月
九・八％だった︒時間稼働灘は劇

に耳を傾けていた︒

否五＋人が席を埋め︑討論に熱心

どの道が最もいいのか誓え出す仕
が︑九月から定立検に入る原子炉

鼠︑柴田優一東大原子炉実験総

蚕麗擾を驚会に午後︸蒸すぎ開

パネルは津本康共岡通僑論説翻

豪で運転爽縷は向上し続けてきた

用鶏は巷﹁落ち込む霞込み︒

が増えているため︑今後︑設鯖測

月の七照︒九％を超えたが︑設備

艮間

八月は定検を終えたばかりの敦
賀が人為的なミスにより約

繋止︑爾浜一轡が一次冷却紡ボン

原畢力文化振興財団生催のパネル

革12，000（送料・込）
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大線量測研究委員会編

回

する際︑こ の 燃 料 鐡 の 八 分 の 五 を

進めるため の 藏 策 に あ て よ う と す

ど関係省庁もすでに内諾済みとい

＊カノコ内は1角月の実績
溢1。建議終∫（811）」｛力罰i珂のため停ll（8 ZD
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5 一一次凹凹材ポノブの異常聞応のため握証（818一）

護

40トン加工工場増設へ

るもので一種の霞的税︒劇烈対象

8）

電力に燃料簗禽体の納入実繊を醸

蹄に適合している﹂との安全讐

1）

獅
爾
耀

利用率は繭月と変わらなかった︒

は︑七〇％台には薫らなかった︒

：原薩調べ：

文化財団、佐世保でパネル
稼働率七六・九％︑設備利鞘漁工ハ

・

むつ問題などで論議

までに醐西七並︑九州累累︑四羅
住友電工︑古河蹴工各五〇％の

1（99

会議の全貌を収録

大放射線量実用測定法

一一

藻実績は別表の通り︑平均で賄間

・

エネルギーと原子力テーマに

期聞はいずれも五奪︒

の公郷が強い︒

われ︑運くも今年中には薪税成立

箸確が出たことから︑通産省によ

門

自治体が 独 自 に 新 税 を 設 窺 す る

る工麟認可を経て︑十月頃にも麺

99
〃

この種の税金は︑いわゆる門法定

共学出資会社である原子燃料工業
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んでいる︒
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業
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聞

産

わが国が原子炉多自的利周のための高温ガス炉研究開発に魑晒してから︑すでに十年︒いま
一つのステップである出口温度千度をパス︑六幸年代薦半の実験炉建設へ向け順調にレールの

今駕七月には七〇％までの所定の

いないが︑一九七二年にCEAが

ては三体的な炉建設計画はもって

フランスは︑高覧ガス炉につい

米国GAと協定を結んで以来︑サ

試験を終了し︑無内の一〇〇％出

クレ研究所を中心に︑高温ガス・

力を霞指して試験中である︒今後
の計画としては︑大型高撮ガス炉

流動︑蒸気発生器などに関する試

九八九泥田開︶を薯えて ループを用いて︑断塾構造︑炉心

のリードプラント︵電気出力九無

漏W︑

験を行っている︒
冷却協会︵GCRA︶が欝欝設立

十二MW︑墨欝温度摂氏七三一十 おり︑躍力各社の参加によるガス

実験炉ピーチボトム︵露蝋出力四

八度︑一九六七隼還開︶が︑所期

わっだ段階で︑来鐸予備安全解析

された︒現在はその概念設計が終

クリッジ研究所で部分試験を行っ
ス冷却高速炉については︑醒気出

羅を提出する予定である︒なおガ

岡研究計画﹂を発星させた︒これ

九七一年から﹁ガス冷却高速炉共

冷却高速炉の将来性に魑凝し︑一

OECD−NEAではヘリウム

終アし︑圏下これを解体してオー

目的を達して一九七四年に運転を

ている︒これにつづいて撹別言初

に︑GAと電力七十祉の参加によ ど十一か国と︑西欧有力企叢で設

力三芭MWの原型炉開発のため は日本を富む米︑英︑西独︑仏な
るヘリウム増殖炉協会︵HBA︶ 立したガス憩殖炉研究協会︵GB

の高温ガス原型炉としてフォート

いる︒環在六百MW実証炉の概念

RA︶の協力によって進められて

セントブレイン炉︵電気出力︵三

百三＋MW︑摂氏七召八＋五鹿︶
が一九七六年に設立され︑㎝九九

は照射後試験まで終了し︑実験炉

研究を璽ねている︒耐獄∩合金の硲

って大きく一歩朗進しだと書えよ

大型ループで︑実験炉建設に向か

鍵

繋

入室管理システム／CCTVシステム／熱線感知警報器／震動感知警報器

き褻難

奪悌岡欄

1

；

顯

犀

潮岬

上をすべり出そうとしている︒蔚人來踏の挑戦だけに︑各国との開発競争も熾烈だ︒世界の開

発の環状はどうか︑わが国の問題点は一︒今暇は原研理嚢の天野昇氏をわずらわし高温ガス
炉研究開発の現況についてこ紹介願った︒

のプラントの建設を終え︑穫氏九

﹁

良好な還賑性能を示し︑大型高盈

化や魍接製鉄などに利用される予

颪五十度の高温出力は︑石炭ガス

奪

石油下五 に 深 く 依 存 し た 従 来 の

を提供してきた︒この成果に基
が建設され︑一九七四年に臨界に

設計が終了したと伝えられる︒

〇母の還転開始を護照として作業
が進められている︒

達した︒出力上昇に際しての相次

えて︑実験炉概念を明確にした︒

究では︑実験炉のために開発した

の探索をつづけている︒燃料の前

燃料を国内で製造できる確鱈を得

う︒高温ガス炉は黒鉛ブロックで

ひきつづき︑炉心装荷方式をはじ

化プロセスについて︑在来の酸素

炉心が構成されているので︑耐腿

を︑腐食︑クリープ︑照射脆化な

試験も璽要な課題の一つである︒

改浸出金鋸ステロイXRの鰯久性 処理工樫で璽要な黒鉛の燃焼ガス

燃焼法に代る二酸化炭素燃焼法を

ているが︑さらに異常高湿時の挙

謬饗し︑ベンチスケ⁝ルの実験で

勤側定などを通じてそれらの改農

この改良命金がヘリウム環境下で

どについて検討した︒その緒累︑

の強獲特性と監視方書︑ならびに

究では︑数種類の候補材につい

コラム︶の炉心模型での試験を終

炉心欄成の墓本である一領域︵七

わり︑つづいて炉心を蚕彊に切っ

はあるが︑極めて優れだ方武であ

また︑炭化ケイ素智の破降につ

た垂璽一次死炉心模型による試験

優れた性質をもっていることがわ

研究を進めている︒黒鉛材料の研

て︑実験炉の設計や安全性評樋に

実験炉の安金等に関する一型の解

つシステム総盆設計を開始する準

いても︑流動魍内における高速流

ることを実験によって確認した︒

析醗酵を行い︑これらを評価しつ

めとする炉心諸特性︑高温構造物
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所とGAが中心になって開発した ぐ故障で計画が大幅に遅れたが︑

米国ではオークリッジ国立研究

定である︒

ガス炉開発のための毅璽なデータ

き︑闘国では最近︑園に示すよ

エネルギー翻給体制から脱却し︑

うな︑発電炉とプロセス熱利用炉

畏期的に 安 定 な エ ネ ル ギ ー の 確 保

を翫るには当面原手力の開発が最

の開発を並行して進める開発計画
を決定し︑体制を整備している︒

い︒とりわけ︑核熱エネルギーの

蹟簾利用 は そ の 主 票 な 一 翼 を 抵 う

鹸璽点項目のTHTR⊥一一〇〇

も璽饗であることは轡うまでもな

ものであ り ︑ そ の 有 力 な 手 段 と し

二本

二＝一四＝雪一＝圏＝一扁＝一≡＝蒙＝照臨＝鴨＝一幽一瞬＝騨＝輔＝一一＝＝＝

ての高温ガス炉の開発針錘が各国
で避められている︒これについて

︵欝気出力三霞MW︑出篇温慶摂
実験炉建設へ
嘆八貢五十度︶はユ！リッヒ研究
追い込み態勢

所とBBC／クルップにより設計

わが国では昭和照十三葎以来︑

政冊と民闇の諸機閲で消熱利用に

海外の騒騒とわが国の現状の概要

シアムが建設に当たっている︒同
轍の役割はペブルベッド型炉の建

につなぐことと︑同型炉の経済性

世界は原型炉段階へ

高温照射技衛の醐発実験炉の

を計画している︒

体の照射を行うためにJM珊Rに

運転状態を模凝した条体下で燃料

と容甥に分離することができた◎

ジェットによる方法で︑被穰粒子

酸化ウランを便忘することにして

実験炉用の燃料としては甑濃羅の

生きております

高

略

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報制御システム

麗詳繍賃料・図面等で入絹の四隅は下記へご連絡下さい。
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1即
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応

一

設運転の経験を得て将来の実証炉

の糖価を行うことであり︑運転開

野

る︒

定に調印する趙びともなってい

毅鐵

され︑HRBほか二社のコンソー

・各園の饒状

始は一九八0年に予定されてい

天

プOGL⁝1は︑その後順調に運

設躍したインパイル︒ガス・ルー

に生産されたハステロイXRの伝 行っている︒ゾルゲン法を改良し

的な性格ももっているので︑これ

道興であると同時に︑小型原子炉

なった︒これは実験炉の︸ループ

原子力事業特殊扉にも

識羅響下縫一軒犠

金庫つくりの豊かな経験：が

購1

酵
．

具体化する国際協力開発
日本原子力研究所・理事

いるが︑弼来の燃料としてトリウ

て︑薗径五百ミクロンのきれいな

転されている︒OGL；1は八竜

ム燃料についても路盤的な研究を
実施した︒またガンマ線照射下で

酸化トリウム燃料核がつくれるよ

かった︒この成累をもとに工業的
必要な高温照射試験を5MTRで

て工業技術院大型プロジェクトの

て︑実験炉建設の自儘を一魍深め

が順調に運転されることによっ

熱管を試作し︑比較用伝熱鷲とし

射該験を計画している︒

うになり︑つづいて被雛試験︑照

の腐食反応試験︑炉床部黒鉛材料

る︒またこれまでに得られた知見

高撮熱交換器試験に供試してい

の高温荷璽試験︑照射クリープ試

を行い麗唖なデータを得ている

粒子燃料の研究では試験製遺を原

射試験を中心に評価解析を行って

︑ブ
ックカラム湾曲試験など
JMTRやJRR12を用験い
たロ照

ス放工率を測定するだめのガス・

ている︒被耀燃料粒子のF・Pガ

が︑さらにデータ白毫のため試験

をもとにして︑さらに纒れた愈金
いる︒すでに初期の燃料について

スイ⁝プ・キャブセルもJMTR

で完成し︑霞璽な照射データが得

開発に成功した︒この成累は各圏

ブン羅立研究所で第一回臼米高温

試験研究実験炉設計の検討評
ライズコーティングをすると︑水

から心当され︑国際協力を行う腸

ガス炉安全性研究傭報交換会議を

国際協力昨奪九月︑ブルッヘ

・素の透過麗が数十分の一に減るこ

台のわが方からの有力な擬二項霞

験装腰︑高癌炉心構造実験装置︑

開いたが︑今年十一月には糊目で

られている︒

とを晃出しだことは︑一つの大き

になっている︒また炉内に多数用

炉心流動実験装薦︑高混断熱材試

題点で︑その高議融化のための試

ている︒

解明するだめに︑豪華二幅配蟹試
な成累であった︒炉物理の研究で

いることを予定している蕩温熱電

第一薗会議を開鰹することになっ

価から提起された工学的諸問題を
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OGし一1
順調に運転
・・高温照射技術

は︑以繭楽重工炉の硯究のために

心血に入る予定である︒これと並

対の儲頼度が低いことが一つの悶 験磁器の整備を進めており︑近く
つくった臨界異験装躍SHEを思

健金性を実証するための大型構造

いで︑臨界質蟹︑制御棒の反応慶

炉工学的研究伝熱流動の研究

機器実証試験ループ︵HE蕪DE
同委員会の下に高澱ガス炉パネル

行して︑大型二輪構造物の性能︑

て討議を重ねてきたが︑近く原研

L︶の建設を計画していたが︑今 が設圏され︑睡独間の協力につい

では︑巖近大型高温ヘリウムガス

について現代制御論に墓ついたシ

の研究では多冒的プラントの制御

とユーリッヒ研究所の間で協力協

の二分の一のヘリウム流懸をもつ

西独とは︑賑独科学技術協力合

ステム制御方式を策定する汎用プ

騨化され︑製作に魑饗することに

卑慶マザー・ループの製作艶が予

作開発を進めている︒原子炉制御

測矯を行っているが︑さらに精度

︒ループを擾窪し︑水素透過実 特性パラメτタ︑出力分布などの

ログラムの開発をすすめ︑その試

効果およびその相互干渉効果︑動

験︑熱交換器と萬生熱交換器の伝

のよい実験を行うために︑二級粒

験のためのプラントシミュレータ

・ループの二次系として水素ガス

熱特性試験︑蔑濃機器配蟹の断熱

とを計画している︒埴輪炉計装の

子燃料を絹いた体系に移行するこ

を作成している︒

二次系は予想以上に安定した運転

研究では︑世界に先駆けて六薩摩

特性試験などを行っている︒水素

Cの高潔に耐える核分裂計数管の

高温機器および構遣物に関する
ー水素の熱交換器の伝熱轡にカロ

をつづけることができ︑ヘリウム

罵ノ麗イコー

獣顎憧、磁灘細細

震試験用炉心

高認ガス

子燃料工業会祉に依頼し︑原研は

燃料乱脈の研究実験炉胴被擬

備を進めている︒

際

を紹介したい︒

⁝・：

すすむ西独
⁝と米の計画
：・：

西独では阜くから原子力の広

ス化ならびにガス輸送供給ネット

る︒またPNP計画は︑石炭のガ
ワ⁝クの確立を函的とするもの

範な核熱利飛︑ことに翻内に大騒

温ガス炉の有用牲に魑目し︑独自

で︑一九七四年に石炭会社やGH

て原子力製鉄技術研究粗盆が︑そ
れぞれ分担して研究開発を進めて
いるQ
原研では︑昭和四十四彰以来︑
多目的高温ガス炉の研究開発に取
り粗み︑出口嘉慶摂氏譲受︑熱出

氏
野

天

，

ウ

●

に存在する石炭のガス化のため高

にペブルベッド型炉を開発した︒

西ドイツの高温ガス炉開発計画

停

力五十MWの実験炉を建設する計
画を進めている︒試験規摸のもの
は別として︑この炉は麟入宋踏の
高温炉であり︑その達成のため燃
料秘料の研究をはじめ蠣広い研究
開発を精力的に展開している︒

爽験炉の設辮研究実験炉の設
計研究では︑実験炉の利用欝的を
①多目的利用システムの実証試験
②高温燃料材料の照射試験③高温
ガス炉システムの安全性試験に定

計︑概念設計および調整設計を終

め︑現在までに試設計︑予備設

噛轄
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その実験炉AVR︵電気出力十五Tなどによってプロセス熱二期研 関する検討が行われてきたが︑現
MW︶は一九六七年に運転を開始 究組合が設立された︒現在はその
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つCANDU炉は天然ウランを国燃
︑フランス︑西ドイツ︑ソ趨等

程度実悪炉としての運転実綬をも

さらに︑カナダ等ですでに根締

速炉の開発については※国︑英

要な研究開発を進める︒なお︑高

料とし︑ウラン資原の有効利鰭︑

毒に抜本的解決が望まれる︒また

く必要がある︒

域社会の認識を飛躍的に高めてい

必要性等について︑国民

に十分留意しつつ︑紙たに以下の

原子力委農会は︑これらの請点

必要となっている︒

臨主的な技術を確立することが︑

が国に書した軽水炉として定律化

力発転所に積極的に薫り入れ︑わ

電気弾物蓄が新だに設置する原子

とを期待する︒このような成果を

や経済性をも謹めて評儀検討のう

発︑核燃料サイクル等との閲連性

め︑ひきつづき新型炉の自励開

り︑その導入が検討課題︒このた

能が期待できる︒したがって新型

料資源の弾力的自用等に通れた性

消費鐡や濃縮作業籔の節煙︑核燃

は核燃料特性からみてウラン資源

新型転換炉

核愚意サイクルの薗では︑技術的

長期計画を策定したが︑現下の内

︵ロ︶新型転換炉

な完成や事業実施の体繧確立が急
第三は︑漂子力利用をとりまく

の転向で特に重要な愈義をもつと

期の高速三重炉実用化が望まれ︑

の制御を考慮すればできる隈り早

通じての技術的︑経済的評轍に基

・運転経験と大型炉の設計研究を

の建設については︑原型炉の建設

あって︑従来︑原会心発電藤の建

嶺薗の巖大の閤題は立地問題で

るなど︑資源供給颪︑技術面で外

ン濃穂役務を全面的に海外依存す

の場倉︑天然ウランの供給とウラ

とくに留懇すべきことは︑わが礪

核燃料サイクル確立について︑

重要だ︒

イクルの自主性向上を図ることが

処理処分方策を確立して核燃料サ

化するとともに︑放射性廃棄物の

国内立地等を進め︑供給源を多糠

縮技術の自生開発︑再処理工場の

によるウラン資源の深鉱開発︑濃

が必要であり︑他方では飼らの季

の両立をめざす国際努力への協力

検討等を通じて︑平和利用と核防

る︒端た︑供絵の不安定時の窮態

天然ウランの供給源の多角化を鐵

議を進め︑これらの施籏を通じて

興体的方策について関係者間の協

して電気事業轡が引取ることとし

功プロジェクトの生産品は原則と

を間る一方︑わが岡企業の開発成

成功払い融資等の助成制鹿の強化

発累進のための金属鉱業蟹業闘の

場稼働を道標に︑その経済性を確

て︑ウラン濃縮技術の開発を進め

部分を国内で賄うことを霞標とし

産工場を建設し︑新規需要の相当

請に対応して︑自主技術による国

ます高まっている︒このような要

縮ウランの国産化の必要性がます

保︑供給の安定化の観点から︑凝

図る︒

二︑安全の確保と原芋力に対す

る国民の支持原子力利用は︑安
全の確保を大前提として進めるべ

とともに︑原子力基本法等の改正

きとする従来の方針を再確認する

▽原子力発聡

総合戦略・

燃料サイクル

っており︑さらに︑核鰍料サイク

一︑天然ウランの確保

こととし︑具体的進め方の検討を

または濃縮ウランの形で備出する

に備え︑ウラン資源を凄然ウラン

に昭和六十薙代中頃までに実用工

進め国産技術の確立を図るととも

切ット・プラントの建設︑運転を

術の開発をひきつづき推進︑パイ

逮心分離法によるウラン濃縮技

電気事業番の海外長期購入契約

進める︒

〔原子力関逮営業種目〕

転保守、施設内の補助1：事並びに営繕業務、管理区域内除染およびf酸掃、 〜通区域謝rr｝
（研究施設関係）R三放射線取扱実験室設露1コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施工整備、

（発璽所関係）機器その他の汚染除去、走期検査時の除染・サーベイ、核燃料装祷・父換聖業、
門門被曝管理、朽染衣類のランドリー、冷却取水備の構図、麗棄物の運搬、変電所・空調設備運

機器の除染、各秘廃棄物の処理、ブイルターの交換、聖間線量率・表磯汚染畢分布測定、窯調馬
騰運転保守、管理区域内除染および清掃、普通承域滑掃、浄水管理

〔原子力開連憲要得夏鳶〕
（発電所関係）日本療∫力発竜（林）・敦賀および東 毎発屯所、東尽電力（株〉・福島原F力発電所、
中国電力（株）・島根原予力発亀所、九州電力（林）・玄海原∫力発屯所、三菱商事（株）、 （関電興
業（株）、関曲亀力（株〉・芙浜発電所）、日立プラント（林）、東京芝甫電気（株）・原子力本部、三菱、
原子力工業（株＞GE・敦賀および編島建設所、W琵・高浜建設所、日本シールオール（株〉、．一和テノキ（抹）
（研究施設関係） 1」本原子力研究所・東海・大洗・尚血石研究所、理化学研究所・人和研究所、

電力甲央研究所、B本アイソトープ協会、東大∫学部・原子力研究施設、東北火止・金属材料研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究所、電飢通信研究所

って︑克脹課題が多くなり︑厳し
に第一次の作業が終ったが︑今再

とより︑原子力利用という置網科
ならないことを政策の基本とする

る︒改良・標膨化は今後とも政

した第二次の改農︒標準化を進め

辞み燃料の再処理技術の開発等必

は︑協力を借しまないが︑それ

学技術が祉会に門訴的に受容され

方針が受け入れられるよう努力

ものであり︑国際場裡でわが国の

畢悪に方針を決定する︒

ては︑立地円滑化の見地からはも

例えば軽水炉については︑故障

るよう︑園としての確固たる方針

さが深まっていること︒

やトラブルの発生があり︑定期検

を表明するとともに︑原子力技術
麿︑電気事業蕎︑機器メーカーが

下がみられだ︒原子力発電に対す
し・またそれを可能にするだけの

の国際協力を陰極的に推進する︒

査の畏期化などから︑稼働率の低

今回の畏期計画策定の背票とな
の安全性︑野帳性︑原子力利胴の

まえがき
った諸甥樋をあげれば︑次の通り る国民の不偏感を招く一篇で︑酒

第一は︑エネルギー源としての

国際環境の変化︒禿来原子力利用

一体となって︑強力に累進するこ 濃縮作業騒の節減等の特長があ

原子力の地位が一激高まつだこ

の研究開発資金の調達が管窟の課

がれる︒臣大化するプロシェクト

般と地

と︒わが国の場合︑原子力門経規

である︒

模は︑盲域五十二無口末ですでに

多闘的高温ガス炉は︑この実用

当面︑原型炉の運転を進め︑技

考えられその箋用化へ努力する︒

転換炉は︑高速繕殖炉の実用化と

▽将来の炉型選択と薪型炉關発

の化石酒面依存低下に貢献しうる

化により︑エネルギー多消費産業

え︑灘入に関し︑結論を得るQ

外構勢は流動的であり︑今回結論

の得られなかった問題もあるの

軽水炉のみに依存する限り︑長

一︑将来の炉型選択

させていく必要があるQ

には︑資源と技術の両面を通し︑

で︑今後の内外情勢の変化と施策

国際的な係り台いが多く︑わが国

の進展を十分に踏まえ︑この畏期

一方︑世界的な傾向として︑原

八百万KW︑総露源の七％強を占 題となってきた︒

として︑今後とも原能力分野の二

⁝タの蓄積︑経済性の評価等に努

術的諸性能の確認︑安全鑑評価デ

国闘・多国間の協力︑資源国との

と期徳され︑この研究開発を推進

子力の将来に対する素建な傷頼と

する︒

期待の時期を過ぎて︑その安金性

原子力発電規模に限界が生ずるこ

期的には︑ウラン資源の縦約から

ルギー総供給のうちの重要な柱の

加えるなどの弾力的描置を行いつ

類歌を柔軟に冤濾し︑適時修正を

れる︒原子力は︑今やわが国エネ

他方︑核不拡散強化を圏的とす

昭和七十霊代の本格的実規化を囲

の効果︑臓卜戸当炉の開発の進捗

づき︑わが国の核燃籾サイクル上

必要な研究開発を進める︒実証炉

力を傾注︑実証炉の設計やこれに

への不安を中心に︑原子力利用に 開発協力等を進める立場にある︒
対する批判と反対の動きがあり︑

二︑新型炉開発

ルトニウムとウランの有効利用な

標として︑その開発を進める︒高

ウラン資源

ど核燃料の利用効率のよい新型動

速増殖炉開発はナトリウム冷却型

︵イ︶高速埴殖炉

力炉に期待することになる︒

は使用済み燃料から回収されるプ

力発電規模の畏期にわたる拡大に

とは避けられない︒従って︑原子

った︒今後︑叢薄約紐約が生ずる

る蜀際的制約が︑近年とみに強ま

この目標はわが国の長期的なエ

可能性があることを當に留愈して

つ接極的な推逸を図っていく︒

つ︑わが国の原子力利用の適切か

エネルギー政策の要脚のもとに︑

墨本万針

じることが要論されるQ

る蔵主性の確保と国際協力原子

二︑軽水炉の改良・標準化

より還い将来を展望すれば︑ト

わが国は︑来国からのプラント

勘案して総合的に二連検討し︑昭

状侃︑毒水の供総体制等を十分に

ネルギー鷲給を展望し︑石油依存

炉を対象として︑実験炉の運転等

は極力抑え代薔エネルギーを巖大

リウム・サイクルの導入の可能性

を逓じて︑基礎的技術の薔穰を図

の開発協力については︑ひきつづ

輸入とライセンス生産を通じて︑

り︑その成累をもとに︑露気出力

力の研究開発国際協力や賃三国と

現象が一般化している︒

域社会の強い反対を受けるなどの

原子力発電所の立地に際して︑地

第二は︑原子力利用の進展に俸

た︒

着実に躍進されるべきものとなっ

一つであり︑原子力利購は︑燭の

め︑今後惣速な比重層大が期待さ

KW︑同六十五年六千万 K W

規模を黙秘六十館三千一二百万

と想定し︑これに伴う核燃料
サイクル上の日置と︑原子力
船︑放射線利用︑安全性研究︑

技術蓄養成および核融倉研究

ラムを 打 ち 出 し て い る Q 同 計

開発等々にきめ細かなプログ

利駕の基煎方針﹂︑第二童﹁原

画の第一輩﹁原子力研究開発

子力研究開発利照の進め方﹂

の大要を二︑三面に︑第襲爵
門原子力研究開発プロジエク
トの推進﹂を四面に掲げた︒

安全性確保
など前提に
限に關発するとの観点から得られ

も検討の必要があるが︑トリウム

き積極的に推逸する︒

資源はわが国には賦存せず︑トリ

秘六十年代前半の還転を呂途に建

度千度Cを日賦とする実験炉を昭

和五十年代半ばまでに決定する︒

軽水炉技術の消化習偲に努め︑鋭

たものであり︑わが醐の将来のエ

意国産化を進めてきた︒今日︑軽

ネルギ⁝白絵構造を安定的なもの

一段階として︑発生高温ガスの温

︵ハ︶多目的高曇ガス炉 第

他方︑技術面では︑自主的な原

三十万KW程獲の原型炉を昭祁六

子力技術然系と原子力産業の確立

十琿代初頭に臨界に棄らしめる︒

原子力委員会は︑わが國の原子

明確でないので︑墓本路線として

とするにはこの原子力発霞規模を

ウム・サイクルの技術的見遡しも

大きな遅れなく実現させる必要が

いるが︑鱈頼性向上︑保守点検作

ついては︑外的な制約を極力少な

をめざし︑また核燃料サイクルに

水炉の安全性は＋分に確保されて

力利用の開始当初から︑原子力基

さらに︑原型炉の建設︑運転経

本法の精神に基づき︑その推進を

は︑軽水炉から高直増殖炉への移

業性の向上等の面からは︑なお改

技術︑水素製造繊塵等の開発が推

設する︒利用系技術に醸しては︑

験の評価を十分に反映しつつ︑実

進されており︑利用系の捜術開発

用炉の経済性毘通しの確並と技術

定して研究開発を進める︒

炉を昭和六十年代後半の臨界を想

もとに推進されるよう配慮する︒

と実験炉の建設とが緊密な関連の

墓本路線を補建する炉として︑

行を引き続き推進すべきである︒

る︒この炉は︑ウラン濃縮作業蟹

また︑蔑速堰殖炉の実用期には

このような観点からわが国では

良の余地がある︒

を節減または不要とする当初の欄

核燃料サイクルが確立されている

原曲力瘤霞の開発規模は︑経済

大限の努力と協力が望まれるQ

ある︒このため︑政府と民間の巖

確保する︒

たるわが国原子力利用の自主性を

くすることなどにより︑内外にわ

國ってきており︑その理念は︑嶺

の内外悔勢の推展を考慰して︑今

性の向上等を図るべく︑圏主技術

業員の被ばく低減︑保守点検作業

極的利用による核燃料経済上の優

想から進んで︑プルトニウムの登

設は安全問題︑環境問題に対する

国との深い係り合いの上に成り立

認するため︑実証プラントの建設

て軍急に検討を進める︒

を行うものとし︑実施体制につい

︵3面につづく︶
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町から一麗しているが︑特に最近

子力発電は他の電源に比べ勝ると

による改心を加え︑さらに標壁化

高温還元ガス順潮による霞接製鉄

も劣らぬ経済性を持っているし︑

を行うだめの改霞標華化計画を昭

的諸性能の実証を自的とする実証

資源的にみても︑昭秘六十五鰯頃

新型転換炉の開発が進められてい

原子力研究開発プロジェクト

トの計画的推進と政策還欝上の配

までの発電規模を賄うに必要なウ

儘頼性︑縁働率の㎝腿の向上︑従

慰

ラン資源の供給とウラン濃縮およ

面でも制約され得るが︑今ヨ︑原

とに︑計画的に推進する︒特に︑

は︑総舎的かっ長期的な視野のも

び再処理サービスは手当て済みで

四︑原子力研究開発プロジェク

が国は︑原子力利用を︑厳密に平

資金の調達とその有効利用に十分

後の原子力利用の墓本方針を示せ

和の霞的に徹して進める︒原子力

配草し︑計画的推進の実効性を確

あり︑さらに今後核燃料サイクル

地元住民の不安心の諸要践のため

さらに︑ウラン資源国との及好

が緊急課題

少なからぬ遅延を招いており︑今

を中心とした天然ウラン確保を期

関係を強化するとともに︑ウラン
このような諸費勢に対処し︑わ

て︑海外での探鉱開発を行う︒こ

核燃料サイクルの自主性の確

一一︑纒縮ウラン確保

この発露規模の実現を阻むもので

後ともこの傾向はつづくと思われ

ルをめぐり差込の国際的動向が厳

化率を高め︑薙間所要蝿の三分の

待するが︑襲弊的には︑開発輸入

一︑原子力平和利用の確保わ

の平和利用を確保するため︑原子

関係施策の推進により︑ウラン資

ば︑次のとおりである︒

る条約︵聾Pτ︶精神にのっとり 保するよう努め︑その推進につい

力基本法と核具器の不拡敬に関す

て︑政策運営全体の調和に努めつ

源の有効利用も萌能となるので︑

︑原革力発鱈の開発規模

る︒原早力発電と関適施設の立地

しくなってきたことである︒

が国の窟主性を確保できるような

のため動燃嚢聡慧の調蛮探鉱港動

原子 力本部
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力

原

原子炉等規制法はじめ関係法令に

つも︑求点的配慮を払う︒

原子力発電の開発翼翼としては

が円滑に誉めば︑昭秘六十矩慶と

国内保障措置体制の一魍の充実を

総合的なエネルギー罷給バランス

六＋五庫慶の開発規模の團標は︑

自主性確保

基づく厳重な規舗を実施し︑また

六十年三千三

はない︒

による原子力行政の新体捌発狂を

の接点から昭和六＋隼慶に三遷二

百万KW開発

機として︑国民の健康の保持︑環

徳万詩心ッ︑詣ハ十五無痩に︷ハ午万詩

る︒

策の一魍の充実に努める︒この上

境の保全等安金確保に係る各櫨対

核燃料サイクル確立には保障措

を推進し︑蟹隈企業の灘外探鉱開

早態に努める︒

面立地難打開に努め原子力発霞の

目標とするとの総舎エネルギ 手鏡なく実現され政府と民間は当

散防止のための技術開発︑制度的

腰︑核物質防護対策の強化や核拡

一程度の開発輸入確保を冒標とし の安全供給が損われないよう国際
ー調査会基広問題懇談会の検討結

地点に即したきめ細かい対策を講

安価確保と環塊僚全に万全を期し

に立って︑原子力利鎌に対する広

い国民的支持を得るよう努力す

会議に報告されている︒

果が総会エネルギー対策推進閣僚

三︑原子力研究開発利用におけ

る︒

柳ッ
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う︒

旧年に運転開始
再処理など

逸めるに当たっては︑核物質防護

ルの爽証試験を進める︒プルトニ
実施する︒海洋処分としては︑二
射性廃寄物は︑発生羅が少ないた

イオン交換樹脂等中レベルの放
から実証試験を行う︒

の方向づけを行い︑晒租六十年代

る︒原子炉機器の製造能力も技術

の売上げは大きな伸びをみせてい

的に軽い水準に達し︑この結果︑

め︑処理技術が確立するまでの間

放理性廃棄物の処理処分鮒簾の

し︑これまで爽施してきた海洋調

の国産化率も九五躬を超える︒し

新たに建設される原子力発電設備

化体を深海曙に投棄することと

手遅に当たっては︑国と民闇の役

ウム燃料の加工については︑実二

施設内に霊異し︑その処分は︑高

化に必要な研究開発を進め︑プル
査箸の調董研究に棊づき︑環境へ

トニウム燃料の加工︑爾レベル放

トニウム加工を実証するととも

等の黒地から︑隅一敷地内にプル

鮒性廃藁物・処理等の施設を建設

翻を明確にして竃民が一体となっ

かし︑このような成長にもかかわ

レベルまたは低レベルのものの処

らず︑その薩榮基盤はまだ十分な

ものとは適い簸い︒これは︑特に

て鰯民の理解と協力を得︑国際協

だ︒

分に雌じて行う︒

の影響罫樋を十分行い︑国民の理
解と協力を得っっ︑国際的な協調

ル放射性廃棄物は︑灘減期が長

再処理施設から発生する高レベ

調のもとでの総愈的な推進が必要

に︑溺業化の演奏を行う︒

また︑プルトニウム利罵の安全
のもとに︑試験的海洋処分を実隠

原子炉機器製造分野で多くの研究

し︑この結累を諏価して︑安全性

醗終的な処分は︑国が中心とな

開発や技術薔横と多額の設薦投籏

安全性の研究を一瞬推進し︑核不

確保に万全を期すため︑生物学的

する立地方式︵いわゆるコ︒ロケ

ーション方響︶の歳男も響慰す

・
三・便用済み燃料の罵処理
る︒

く︑かつ︑放射能が高いため︑環

って謝癩的に試験的海洋処分簿の

第二再処理工場の毒口開始まで

便編済み燃料の薄処理は︑ウラ

を確認し︑本格的な海洋処分へ移

境汚染防止の兜地から︑灘永久的

ン翼源に乏しいわが国にとって必
拡散の毘地からはより効果的な核
行する︒

は︑海外委託で対処する︒

物質防護と翼壁職醸を実施するた

要不再欠である︒このため︑核燃

一方︑昭和五十一輩の東海鰐処

を璽するにもかかわらず︑近年の

籾サイクル確立の〜環として︑再

原子力発垣壁の立地の難航等のた

傘地処分の長期欝藏方武につい

したのち処分する︒轟レベル放射

に係る技術的墓準等を整備︑厳璽

ては︑原子力施設での経験を踏ま

性廃棄捌の処理処分の当画の醸標

次︑原芋炉製造企業の収支も蟹騙

子炉の建設忌数が増加すれば︑逐

試験研究を推憂し︑国は安全四二

め︑これに必要な研究開発︑制獲

え︑五十無代後半の煎格実施を黙

処分については︑今後行われる研

され淳業墨盤も安定していくと書

な安金管理が必要であるので︑安

理施設の運転に対する翠蔓原子力
置の険嘆美を進める︒

標として︑謳準備を進める︒並行

究開発の進展に応じ︑国が行う安

定な形態に圃化処理し︑一時貯凹

処理は国内で行うことを原則とし
交渉にみられるように︑核不拡散
五︑放射性廃棄物の処曖処分

としては︑劇化処理と郷蔵は︑昭

全管狸の翼体的内容と方策につい

の加速暴︑研究陰晴の大型共同実

とくに大学および研究機関等で

関する安金研究は長期にわたるも

璽がある︒かつ︑今後は︑人材の
鐙よりも質の薦に轄に璽点をおく
べきであろう︒このため︑原研︑

放鷹研等で実徳している原予炉研
修︑アイソトープ研膨隆について
は教科課程や旛設の充実を図り︑

繕織的︑体系的な獲成訓練を行
う︒開発途上国の科学技術者の獲
成︑指識量にも配慮する︒

．産業基盤ぐ
原子力藤簾

輸入のほか︑国内磁産を進める︒

ラジオアイソトープの供給は︑

の環麓安全対簾を確立する上で︑

必要としている︒また原子力施設

塵業界でもこの点を踏まえ自ら開

霞霊技術により進める必要があり

の観点からは経済面︑捜術面で海

外企業との竸争力を養うべく︑自

生技術開発等一麗の企業努力が必

による共碕研究︑共隅受注箸の依

要である︒まだ︑あわせて各食業

本格的な輸撮藻渠としての発展

舗も検討する必饗がある︒

には核燃料サイクルの分野での海

と考えられ︑この齎での関連巌業

外への役務供給休制の確立が前提

の努力が必要だ︒この場愈︑核不

拡散にも十分配慮する必要があ

る︒また︑軽水炉の改良・標藁囲

は︑機器の一顧溢の向上︑設計・

製作の規格化の促進を通じ︑総愈

きるなど産業面で大きな効果が期

的な技術蓄積と生薩の合理化がで

待されるので︑政府と隠隠は協力

して軽水炉の改良・標準化に一層

核燃料加工はすでに塵業として

努力する︒

定擁しつつあり︑今後は技術の一

麟の向上と核燃料の安定を期待す

高遼増殖煙やウラン濃縮機器の

る︒

ついては︑関鍵企業での研究開発

製造箸︑濃しい技術の産業分野に

努力はもちろん︑より葎効な産業

研究開発の心懸が︑円滑に産業界

のプロジェクトとして進めている

電気爵号蓄は︑ユーザーとして

に吸収されるよう配慮する︒

を漿たしており︑今後とも撰銭技

原子力産業界で極めて覆要な役翻

一煽積極醜な姿勢が塑まれる︒

術開発の推進とその成漿の採用に

馬強

勘募一

幅
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再処理体制を攣急に確覧する︒

今後は︑保蟹放射性廃棄物の蝦
して︑地築処分でも模擬廃夏物を

た処分は︑当陣地燭処分に銀点を

租六十年代初頭に実証試験を︑京

放襲踏廃棄物の処理処分に關し

放射線の醗業分懸での利用は︑

のが多いため︑醜体的な爽施題画

力施設の轟轟と安全規制の中に適

−

の確立が急務

函︒今後︑立地が円滑に進み︑原

ついて厳しい国際的要求があり︑

強化の見地からわが国の再処理に

解いたフィールド試験を行い︑ひ

め︑受渉の安定しないことが一

また︑INFCEでは︑現行の終
再的な処分が璽要な課題になると
きつづき試験的陸地処分を実施し

処理技術や酸終処分技術の研究開

研究の兜実強化を図る︒

なお︑高レベル放射性麗藁物の

このような墓本的霧え方のもと

で発生する低レベル放射牲廃寺物

憂えられる︒このため原子力施設

な安金規制を実施する︒

に︑東海再処理施設の還転を通

処理技術︑代替熱処理技術︵混含

えられるが︑原子炉受注の安定化

じ︑再処理技術の確立を園るとと

抽出︑塩分再処理等︶︑多数国間

て検討する︒

もに︑再処理舗要の一邸を賄う︒

國き︑調査研究を進め︑わが国の

さらに︑今後増大する再処理羅要
その結粟を踏まえつつ・本格的処

あるいは地種的な再処理センター

は︑安定な形態に圃化処理し︑海

に鮒処するため︑第二再処理工場
等の制標的代提案等︑広い範囲に

社会的地理条件に適した処分方法

を建設する︒第二再処理工塀は︑
わたって蒋処理の評価を行ってい

司能性も高くなることを十分弩懸

と放射線従窮巻が放射線を受ける

験研究施設に関しては︑十分な湧
嗣を遺る必要がある︒

発を逸める︒

これらの墓礎研究の推進には大

二合線の環境影響に関しては︑

しておかねばならない︒

学︑政驚関係研究機腿および民間

・安全研究など

変化に対応

・量と質的な

分に移行する︒

本格的な商業灘設として︑建設︑
る︒わが國はこの際︑より有効な

洋処分と駿地処分を組み倉わせて

運転は︑電気聯渠暫を中心とする
保愛重羅技徳の開発など︑核不拡

開発を推進する︒

民聞が行うものとし︑昭和六十五
敬に翼聾しうるような技術の研究

物の発生騒も増大するので︑国民

に建設に魑孚することが必要︒

年頃の運転開始を囲途に︑速やか
開発を進め︑これらの検討に稜極

環境放射能レベル監視の充実と結

的に協力する一方︑再処理を中心

漿の前壷が必璽である︒また︑低

このため︑關係法令の整備︑立

い施設︑使用済み燃料再処理旛旧

水炉︑新型炉︑プルトニウム取扱

このような事態に薄処して︑軽

▽安全研究

機関が人材交流︑共同研究を朽う

原子力発電をはじめとする大規

レベル放銅線の生物学的影響研究

とした自主的核燃料サイクルの脚

遊の核燃料サイクル諸施設︑長期

継確立を図るというわが国の諸本

模な原子力利用の多面的な推選に

地対策の推進等必要な描躍を講

的羅え方を︑国際的に強く室張す

じ︑再処理技術の改良等の研究聡
発を逸め︑また︑環魔に放出され

など密接に協力し︑また︑国際協
力を強化する︒

を推進し・低レベル放射線の人体
に及ぼすリスクの分析評価を進め

的には核融台炉に閲し工学的安全
研究を進め︑特に軽水炉について

る必要がある︒

野の科学技術蓄の必要性が懲大し

伴い︑原解炉施設に加え︑核燃料
加工施設︑再処理施設等の核燃料

は安全余裕度を実談データにより

施設︑設鮪の工学的安立研究に

る︒

闘︑プルトニウム利用

サイクル懸盤旛設が増大し︑国内

確認するための大規模な安金性爽

る放射性物騒をできる限り少なく
する技術︑高レベル放射性廃棚物
新型転換炉の原型嫡の趨転等を

の核燃料物麗等の取扱い騒も欄煽

ているためその養成を撹進ずる必

金を必要とするものであり︑政臆

食磁照鮒の研究をひきつづき推這

にもとづき︑政飛関係研究豊丘︑

切に反映するよう努力し︑また盤

他方︑安金性︑環境保全等の分

処理処分技術等の關連技術の研究
逓じ︑プルトニウム利用を実証︑

ついては︑大規模な設備を要する

また︑再処理施設の建設計睡を

開発を推進する︒

誕試験と改良標蝿化のための礁究

ものが多く︑また︑畷境放射能の

する︒これとともに︑放射樵廃棄

多数国聞協力と田島間等の二国間

と民間が一体となって効登降に進

するとともに︑家二塁繕の殺聴・

大学等がそれぞれ分担のもとに研

影響や放射性廃棄物の巖終処分に

協力を藤壷的に握進ずる︒

め︑樗来民間企業での実用原子力

殺虫への利用の実用化について研

野も研究開発を措進ずる︒

▽原子力船

船建造に円滑に移行することが墾

観点から︑IEA︑IAEA長箸
期の
閲にわたり︑かつ︑多額の資

軽水炉へのプルトニウムリサイク

行う︒

今後の研究の進展如何によって

って実馬化が進められる司能性も

は︑トカマク方式以外の獺郷によ

原子力第一船門むつ﹂について

あるので︑プラズマに関する基礎

究を推進し︑将来の原子力童謡の

は︑遮蔽改修と安曇性心点検を行

究を進める︒巌巌二合や照射法の

研究︑ヘリオトロン︑慣性閉込め

ましい︒

▽核融合

放射線の利照は今後︑多趣化︑

安金研究の成合は︑これを原子

展開に対癒することが璽璽だ︒

高度化が期待できるので︑ひきつ

の充実を図る︒

多混化讐により︑習糧研究の一二

原子力船の國際航海への就航を

るよう配慮する︒

定の検討に対し︑わが国も齎献ず

円溺に謡うための国際的な基準策
に関する十分な経験を横むことに

い︑建遊をできるだけ下期に発了

ズマ試験装麗︵JT⁝ 閉込めに関する研究も一難の推進

研究開発に当たっては︑核融合

を図る︒

より︑原子力船の総禽的な安全

し︑隻験航海等で出入港︑航行箸

臨界プラ

同隠にプ ラ ズ マ の 閉 込 め の 効 率

60︶を建殴する︒

全問題に対する国民の理解を得る

がある︒また︑これらの分野では

強制の整備について検討する必要

工合漿を國民に明らかにして︑安

康子力塵業は今後の発電規模の

づき政臆関係機灘を中心として︑

分野の一つに成撰することが期待

期大に伴い︑わが国の主要な産業

大学︑罠闇機関等の協力のもとに︑

▽慕礎研究と技徳者の獲成

▽放電線利罵

環在︑原子力利用は︑多くの分

放射線の医療分野での利用は︑

また︑放射線利用技術は今後︑

を欝濾する︒

今後︑陽子︑堕イオン︑パイマナ

開発途上国との国際協力の分野と

されており︑関係企業でもこれに

性︑信頼性を確認するための技術

﹁むつ﹂開発と並行して︑墓礎

ス中間墨等の粒子につき︑がん治

しての進展が響えられるので︑騰

野で爽用化段階に達しつつある一

ている︒原子力の研究開発莉用は

備えた一履の企業努力が要認され

の安金性研究を同賄並行して進め

研究︑設計研究等原子力船開発の

療職事の司能性を総命的に評価し

から開発に至る広範な研究活動を

方︑漸型炉︑核融合等はなお墓礎

特にトリチウムの生物影響は関係
機関の緊密な遜携のもとに研究す

ための墓盤を固めるために必要な

つつ︑その研究開発を進める︒極

後とも配曝する︒

発途上国との技術協力について今

化の研究を行うとともに︑将来の

るつまだ︑核織機研究闘発を進め

研究を継続するとともに︑安全

産︑診断治療技術および放射線滅

短懸命ラジオアイソトープの生

核融融炉の 技 術 的 塾 礎 と し て ︑ 超

ェクトとして政府関係研究機関︑

るに当たって︑ナシ薪ナルプロジ

つつ改擬舶用炉︑関適機器等の舷

牲︑鱈頼性の一魍の向上に配疑し

究開発を推選する︒

菌の利照分野の拡大に関しても研

よう努める︒

魔灘マグネ ッ ト ︑ ト リ チ ウ ム の 取

大学︑産藁騨が総力を結耀して取

屠炉プラントを中心とする広範な

総命的な研究開発を准進ずる︒

り扱い方法 ︑ 炉 材 料 等 の 工 学 技 術

組むとともに︑研究開発の遊展に

研究開発︑原子力船についての経

動燃漿業団等が帯心となって︑国

臨界プラ ズ マ 試 験 遊 麗 の 次 段 踏

を確立するための研究關発を行

としては︑昭墾ハ十鶴代の幽海成を

ついて検罰する︒

が必要である︒

発するその姿勢を〜癒強めること

応じて︑硬究開発体謝のあり方に

用技術を開発する上でも︑纂礎研

さらに放射線の利用に証する新利

黛途として 蝉 心 工 学 試 験 装 躍 の 建

ラジオアイソトープの利用拡大に

設を峻討す る ︒ こ の 装 麗 で は ︑ 醤

伴う放射性廃蔓物の増大に対処し

わが国の原子力難業は叢濃慈速

放射線の工業分野での利息につ

に成長しており︑原子力関係機羅

いては︑装藤や孚法の標準化︑規

究の囎嚢姓は大きいので︑大型の

このための十分な研究開発体制の

研究開発の推逢と並行して︑墓礎

済難の解明等を進めることとし︑

る︒

て︑実態に即した処理対策を講ず

核融△口研究開発の国際協力に関

の拡大に努める︒放酎線化学の分

格化等を描進し・利用分野の︸鰯

しては︑自憲開発の原則を守りつ

今後の原子力船の研究開発は︑

懸騰を國る︒

の潮段階と し て の 核 融 合 反 癒 爽 験

らびに圏際協醐による絹互啓発の

つ︑入的物的資源の効率的利用な

颪トカマク 方 武 を 想 定 し ︑ 爽 験 炉

︵蟹水粟・トリチウム燃焼爽験︶

恥一驚 原子力特殊扉

第二工場︑65

JT−60建
⁝設に重点

9

等のトカマク方式以外のプラズマ

含
核融含など・
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零
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昭和五十 薙 代 後 半 完 成 を 目 途 に

り

および炉心工学技術の総舎試験を
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ｴ子力研究

開発プロジェク
トの推進計画

ただ︑研究開発は︑常

必要がある︒

︵三︶
にチェック・アント・レビューを
行い︑褥られた成果を踏まえて︑

その後の進め方を止める性格であ

ある︒

また︑大型施設の建設が纂申す
る前期比か黛は︑所要資金の簿び

今後の原子力研究開発

率も高いものと見込まれている︒
︵二︶

これまでに得られた研究関発
成果と研究關発の現状
ウラン資源鯛発

︵︸︶国内ウラン資源埋蔵籔の

一

ム護申年間の三軍開発
課題

鉱

j海外ウラン資源の調査探
奪間所要量の三分の一程度

把握がほぼ終了するとともに︑

の開発輸入確保を圏標に︑海外

6新型転換炉
︵〜︶原型炉は五十三年三月に
月界︑同七月発電を開始︒

︵二︶漂型炉に続く実証炉の概
な研究開発が行われている︒

念設計が進められ︑建設に必要

7核融合

jATR技術性能を確認︒

︵二︶実証炉の設計をはじめ大

︵三︶五十隼代半ばまでに実証

型化の各員研究開発を行う︒

炉建設の結論を得る・

jJT−60の運転を行い︑

！

㈱岡部製作所畿響驚馬溜ぜ詔

ウラン萱源の調鐙探鉱を推進︒
︵二︶一越製錬︑転換技術開発

置︵JFT12︶と高安定化磁プラズマ条件を達成する︒

︵一︶中間ベータ魑トーラス装

○ターヒン箆覗き巷

O罵

○ホノトラホ

○放射性廃渡物連搬用フォークリフト

一匹製錬法の開発︑海水ウラン

資金の確保については︑研究開発
回収技術の開発が進んでいる︒

パイロットプラント運転︑大

（日本電気硝子製）

燐鉱石ウラン等低錨位ウランの

るため︑必ずしも付表に示した計
という墓本的性格から︑財政薩で
︵二︶海外ウラン資源の調査探

製造︑遮蔽等を研究開発︒

︵三︶超電螺磁石︑トリチウム

場試験装置︵JFT12a︶の︵二︶震性閉込め方式等を研究
建設・還転や各種基礎的研究の

︵五︶核融禽国際協力を推進︒

︵四︶炉心工学装置建設を検討

成果を踏まえ︑臨騨プラズマ試
究開発が進められている︒

験装躍のための墓盤的技術の研

︵二︶実験炉を建設する︒

㌣

わが国の原子力利用の
画を今後十無間固定するのではな
適切な配慰がなされることを期待
型プラントの建設で窯証︒

する︒他方︑その騒的制約もあ

東艇で採掘︑製錬技術を開発︒
︵四︶低品泣ウラン回収技術開
発実用化評価の知冤を得る︒

人形峠と

鉱はニシエールのアクータ鉱由

の動陶や国際的な研究開発の進展

く︑また︑国際的な核不拡散政策

査探鉱に必要な電脳が整いつつ

︵三︶鉱山技術開発

のそれぞれの性格に応じ︑各種の

り︑漂白力研究開発プロジェクト

が嚇一の成功例であるが︑鉱区

等に応じ︑既定の計画を変更すべ

ある︒

2ウラン凝虚縮

取得等により︑今後の本格的調

き事隅が生ずることもあろう︒こ
財源を考懸する必要がある︒

すなわち︑プロジェクトの性格

のため︑付表に示した計画は︑今
後の研究開発の進展︑國際環境の

︵三︶原型炉︵出力五十万KW

を継続︑舶用炉プラントを研究

料照射後試験施設で使用済み燃

︵三︶燃料安全に関して爽用燃

A計画等によりECCSコート
A墨画を進め︑LOFTに謬鴛
の開発・検証が進んでいる︒

︵三︶通欝運転時︑異常過渡時

︵四︶構造安金︑確率論的安全

料の試験等を行う︒

︵五︶国際協力を逸める︒

評価等を研究︒

／

︵〜︶
墓本方針は第一牽に︑その進め方
は第二奮にそれぞれ示したが︑こ
れらに即して今後十年間に推進す
べき原子力醗究開発の主要なプロ

これらの各プロジェク

ジェクトは︑付蓑に示す通りであ

︵二︶

j大型構造機器実証試験ル
等による燃材料試験︑耐熱金属

程度︶を欝指した研究を行う︒

性総点検のあと実験航海等を実
施︑建造︑運航経験を取得︑技

j第一船は遮蔽改修と安全
験中に放射線漏れが発生︑遮蔽

開発︑経済性を解明︒

︵二︶原子力船開発の墓礎研究

術を蓄黙する︒

︵二︶漂子炉圧力容盟研究︑一

@工学的安全研究

体型舶用炉設計研究等を実施︒

を進めている︒

改修工薯の準備と安全牲総点験

年臨界に選したが︑出力上昇試

︵一︶原子力第一船は︑四十九

9原子力船

機器実謹試験ループを建設︒

材︑黒鉛材等の試験︑大型構造

︵二︶栃料試験炉のOGL11ープ試験︑燃材料試験を行う︒

︵一︶実験炉詳細設計へ進む︒

j黒鍵分離法研究開発① 8 多目的高温ガス炉

パイロットプラントで遠心機や

︵一︶還心分離機の開発が進み
欧州三圏の夢心分離機と同程度

るいは多様な金融手段の浴用につ

プラント性能を確認②経済性確

に応じ︑民間資金の一審の濤周あ

要な修鉦を加えていくべきものと
求たは上回る性能を得ている︒

認のため箋証プラントを建設③

いて配鼓する必璽があるほか︑原
︵二︶カスケード試験により︑

高性能化︑蟹産技術等を開発︒

変化等を蹄まえ︑適時見颪し︑必

する︒

システム矩見が得られている︒

︵二︶その他のウラン灘縮研究

子力を含むエネルギーの研究開発

遠心以外の技術を評価研究︒

j藁海溝処理施設の運転
薄塗で再処理技術を確立する︒

︵二︶再処理欄運技術の研究開

実証試験を推進︒

固化プラントを建設し固化︑工

︵四︶密造安全︑放射能放出低
目窪︑耐鰹研究も進んでいる︒

j低段騒放射線影響研究

①拡

晩発陣主線蝿効果関係と発生機

︵二︶被曝線懸騨価研究

構︑ヒトの遜伝霞継を研究︒

ご
ま
・

◎カタログ及び資思懸絡耀き次第お懸り致します。

る︒

トの推進に当たっては︑原子力利
用全体との関連で総合的︑体系的
に進めていく必要があることに留

二︑原子力研究
︵三︶五十二琿度よりパイロッ

究開発が進められている︒

︵二︶放出低減化関趣技術の研

︵一︶東海施設で試運転実施︒

3醇処理・プルトニウム利周

トプラントの建設に着手︒

により受益するエネルギー消費者

る蕎え方もある︒

にその受益に応じた負担を期待す

今後︑このような見地を含め
て総合的な縢討を進め︑急駕する

発

廃液蒸発処理等を開発︒第

︵三︶核不拡散に有効な再処理

二再処理の技術を薔積︒

用研究開発

︵三︶プルトニウムの軽水炉利

技術の研究が進められている︒
︵照︶プルトニウム燃料の照射

放射性廃簗物処理処分

試験等が進められている︒

4

アスファルト固化法を実舐︑実

︵〜︶反応度事故のNSSR研
j反応度票故に閲してNs
j中・低レベル廃藁物① 究成果が安全棊藁作成に反映︒
sRで新たに照射済み燃料試験
︵二︶冷却材獲失島田でROS
︵二︶冷却秘獲失劉故のROS
のコンクリート固化法はほぼ確

分システムを確立する︒

海洋︑陸地処分を実証︑処理処

︵〜︶中・低レベル廃二物処理
立し︑アスファルト固化法の研
究究開発が進んでいる︒試験的

用化を図る②低レベル廃棄物の
海洋処分の準傭が進み・また陸

学貯藏を実証②処分研究開発を

@環境放射能安全研究

罫価

晩発︑遥伝︑内部被懸瞳審研究
︵二︶被曝線審豊津研究

○その他

○サンプリングフート

慰すべきである︒

軽水炉を定魑化させ︑発磁規模
開発資金の確保
の拡大を図るには︑工学的︑環境
付衷の推進計画に璽づ

き︑今後の原子力研究開発を進め

︵一︶

し︑安全の確保に万全を期し︑天
ていった場倉︑その所要賃金は︑

的側面双方からの安全研究を推進

然ウランや緊縮ウランの確保︑再

原子力研究開発資金の確保を図

計画的遂行を期するものとする︒

今後十年間︵昭和五十三奪慶から
六十二年慶まで︶で︑ウラン資源

︵付衷︶原子力研究胴発プ瓜ジ

処理体制や放射性廃棄物処理処分
体舗の確立等の各分野にわたり︑

性廃右翼処理処分関係でそれぞれ

・ウラン濃縮関係︑再処理・放射

り︑もって原子力研究開発利規の

サイクルの確実な整備が必要であ
ェクトの推進掛画

一︑以下の裏は︑霊要な研究開
発プロジェクトについて︑今後十
野間の研究開発課題︑そのスケジ

目的露語関係で約九千億円︑その

一兆六千億円︑核融舎・原子力多

約四千億円︑新型炉蘭発関係で約

発躍規模の拡大にみあった核燃料

り︑このような核燃料サイクルの
どの要素の一つが欠けても︑発醒

他安全研究等で約七千億円︑以上

︵二︶再処理・高レベル廃液の

遊め地黒処分の諸甥備を行う︒

動を研究︑ハルデン計画等参加

c激xル廃棄物①廃液 等の燃料ふるまいやFP放出挙
固化技術の研究開発が進み︑地

地処分調査が行われている︒

溺処分調壷が行われている︒

5萬遼増穂炉
施設に改造し︑試験する︒

j実験蝉は十万KWの照射︵一︶一線麗放射線影響研究
四月に臨界に翻し︑五士二無七

︵一︶実験炉は︑昭和五十二年

月に五器KWの定格運転を開始

散モデルと単鋤等を研究︒

○放射線廃；菓物貯蔵庫

〜

、Gu

○クローBox近へい用

○放射性廃棄物トラム詰寡

い

｝1〔汀

艮本輩気硝子㈱総代理店

、遷D卜

規模の円濁な拡大に支陣の生ずる
恐れがある︒

ュール等を示したものである︒

二︑表では︑国が関与する硯究

を合計して総額約四兆円程度︵昭
和五十二無慶価格︶にのぼること

付表に添す各プロジェクトは︑
上配のような各プロジェクトの内

逢める研究開発は禽めていない︒

開発に限っており︑民間が独自に

以上の所要日金推計は︑例えば

ただし研究職発プロジェクトの実

が見込まれる︒

に考識して課題が選定されている

高速繕葦手原型炉建設蟹のように

容的︑技術的な相互関遡性を十分

ものであり︑これらの携逢にあた

れている箋証のための各種施設

用化の段階で必要になると習えら

いても総額で算入していること︑

っては︑一つのプロジェクトが遅 別府と別間で分担すべきものにつ
延した嘱合に他のプロジェクトひ

︵三︶トリチウム生物影響研究

の計錬モデル等を研究︒

＼

㌃

放射線廃粟物ドラム諸塞覗窓

︵二︶六十年代初頭に原型炉建
設を完了︑運転経験を得る︒

@騰研究

︵一一︶原子炉︵電気出力三十万

i3｝トリチウム生物影

した︒

@等σ）研究

︵三︶トリチウム生物影響研究
環境申挙動等を研究︒

i4構造国画 放射能
@放出低減化、鰯震

遮伝的三目等の基礎研究を行

k2）被晦線猷、〜漸研究

環境汝全研究

鉛ガラスで放射線をシャットアウト．〃

（一

（一

（

（一

（一

（一

@研究

一髭的女全研究

@研究

う︒

線〜力船

@研究

︵四︶高速炉燃料サイクル確立

多目的凸温カス炉

k2源∫力餅｝に鞠する

︵三︶六十年代後半の実証炉臨
騨を想定し研究開発を進める︒

合

運転

見通しを得る︒

戯

糊i後試験
後試験臨没の建設
犬用黙劇昭射

贈

10

（一
（一

（｝

（一

（一

核

（1｝研究翻発

断

放射線廃粟物貯蔵庫覗窓

界

新型転換炉

53 4着1．

KW︶については必要な研究開

炉

内部被曝実験棟建設

〔1題1線駄影響研究

ROSA一州詩画

i3淋料女心に関する

欄㈱ ﾙ轡）

発と建設鍛工の準傭が進められ

勲

LOFT詐画参加
ROSA一且、；1

醒謝済燃料試験
本1穫

…
総盲検出力｛y試験犬験飢1蛋琴

選繭改鰹

画
o2胎切削喪失1職に
@関する研究

黶j

o3｝一般研究謬舞発

ている︒

増

533臨

︵実証炉等︶については︑その実

速

@発

ほ腺チ力第1般の開

建設

施主体が未定であり︑今後その演

局

A燃料、材料等

設，汁

つの呂安であって︑園路の堤体化

@研究淵発

11

設、1卜各種研究

i3腺型炉

運転
建設
計
設

i2庚験炉

騰料試験

NSSRの

嚼ﾝ
（1放勧1｝故に関する

墨（建設について検討）

i4影！心王γ試験装【欝

趣転

およびこれらの所要親仁携謙は一

i2海レベル廃棄物

放射性廃棄物処理処分

α｝中樋レベル廃彙物

（一

巡転
建設
設詩
に｝基礎実験施設

P2｝JT−60

運娠
建設

隠秘
537発電開始

建設

〔1源型炉

建設

研 究酵舞発

設計

@①原型炉用施設
@②実証炉贋施設
i5パBR再処理ハイ
@ロノトプラノト

響について十分評価するなど︑総

理

P2膿漏炉

建設
設、｛卜

i4鯵料製造絶設

いては原子力利用全体に与える影

処

i3げルトニウムの軽

下の表に含めてある︒

再

@水炉利用研究開発

討が必要であるが︑とりあえず以

縮

Aその他のウラノ濃
@繍学徳研究

や見顕しに応じて変動する監格の

濃

o3次。正炉

w研究設灘
B・

k2｝実。証知1

建設
証試験ループ
@大型構造磯器実

建設
運 転 曜射施設へ改造照射試験
524臨界 5375汀1くw選成
@
建設
運転
ﾝ計
設計各種研究開発建設
11次験炉

譜幽幽
調 査、基礎研究

@③地層等処分

実施

A試験的海洋処分
B試験的中帯処分

建設運転
凹凹
蔵プラノト
A固化処理L坦坦

実絶

諸準 儲
諸準縮

建設
@設計
@②実証ブラノト
ノ

@研究開発

i2膚処理関蓮技術の

設計
化ブラノト
@アスファルト圏

三回転

試験
｛1凍海綿処理施設

運転

ものであることに留愈する必饗が

ラ

@③遠心分離機の簡

惟能化等

として破墨の生じないようにする

ウ

@る研究躍発

合的︑体系的な蟹理を行い︑全体

源

（D遠心分離法に関す

翻

資

528貯工

建設
運転
駁夏部分運転開始
ノト
@パイロ・トプラ

535籔工

産

@孫欄発

一、

@技術開発

㊤

@凋査探鉱

i2ト霞製錬・転換技

ウ ラ ノ

i3麟拠技術開発
i4懸愚位ウラノ回収

原子力研究開発利用長期計画から
運転
好殿
設計
@

運転
建設
設 討

@①パイロノトプラ
@ ノト
A大型プラノト

蕊摩
》

力

原

部ｭ課題

幽

麗解
ほ晦外ウラノ資源の

囲

蕊
62年度
〜
53年度
50〜52無度

､究

閣
期
画
計
績
実
期間

（4）

第943号
（第三魎郵便物認可

晶

業
子
昭和53年9月等4日

聞
新

業
産

力

原

﹁早期着工﹂が大勢

果的な活贋で配慮を﹂︑門環境黒

を偏︑﹁電源立地対策交付金の効

表も︑増設に批判約で不安を持つ

一奪には改痩型モニタリング・フ

するのが︑実験の匿的︒昭和五＋

海洋処分候補海城B地点で行った 水圧がダミーに与える彫響を観察

結果を発裏した︒

放射性固体廃蘂物海洋撹翼実験の

立入検癒の結果問題はなかった︒

り︑放射線障凄防止法上科技庁の

ト︵高速増殖炉撚料サイクルの

荷プ
と経営の共同⁝をその条件と
やいわゆるCIVEXコンセ

ヘビーフードに
違法放射線照明
中神食品に営典禁止処分
愛矩県豊橋甫の中神食晶工棊が

の粉宋野菜を飼料などと偽って︑

昭租四十九隼からベビーフード用

は三千♂望フ

保有盤を発裏

科技庁︑核物質

科学技術庁は十二田︑昭和五十

三無上期核燃料物質箸保有羅を発

それによると︑六月三十日現在

表した︒

で︑使用購業所︑製錬︑原子炉︑

煽工︑再処理各施設の原子炉箸規

制法に基づく核燃籾物質箸の保有

漿は︑天然ウラン三百九十鵬ゾ︑

ン︵金属︶二千五百八十ニゾ︑ト

劣化ウラン百七十七ナ︑濃縮ウラ

ニウム三千二醤七十四謎緒となっ

リウム七千九酉六十詩鰐︑プルト

曙灘

△⁝

藝

嚇

魯

謹

mN VW

軽水炉燃料の炉内挙動から見た安全性（市川逢生）

悪見が多いことを紹介︒婦人金代

海洋センターが投棄実験

五︑六月にかけ実際の海洋処分侵

レームを開発︑昭和五†二葎の

遼慶は二・九〜三・三綴／秒と判

その績果︑固化体降下の軍均的

六千蕎〜六千一一蕩綴︒

域で投棄実験を行なった︒水深は

十麗︑藁経再四十七度の﹁B扁海

補海域の〜つとなっている藍絵三

実験に使われたのは放乳糖物質

ミまくまき

六・一％と上野し︑七月と八月に

た︒ナイがζいたいのは︑プル

されているほか︑爾処理施設

貯

ている︒プルトニウムは原子炉施

藏

設内に二千九酉八十九菌望

一原子力システムの総安全性一

廃棄物固化
体は健全

しさ

鄙の藍が陽没したものの︑キ

明︒キャッピングを施してないも

ャッピングしたものについてはく

の

びれや段差がみられた程度で︑着

かったという︒

薩による固化体表颪の変型等はな

はともに六九・八％の好実績を示

トニウムの熱中性子炉リサイク

群馬県・高繭甫のラジエ工業に放

とが判明︑愛知県は九日︑じゃが

課線照射委託し︑販売していたこ

濃縮ウランは九九︒九％以上を

に頁八十三謎耀ラ保有されている︒

米国に依存︑例外的に英国から二

百十六詩修の供給を受けている︒

アスファルト固
化施設は安全

原手力婁︑動燃針函で答串

動燃駆業団が爽海盆処理施設

ファルト固化技術開発無熱につい

敷地内に設認を計画しているアス

て原笹力委員会は十二霞︑核燃籾

安金蔓門審査会の報告をもとに審

い﹂と答医した︒

議し﹁施設設麗は安全上隻障がな

シンポジウム論文集

表は原発の必要性を認めながら

げかけ健男診断の拡充など各灘で

も︑集中立地︒安金性に不安を投

圃体化の健金性は保てる﹂i⁝海 ーを深海テレビなどモニタリング

を盆まない圏化体のダミー︒ダミ

の関係暫一顧の努力をうながし

﹁水深六千層でも放射性廃旧物

射能について継続的な追跡調蛮

い︑

・システムとともに落下させ︑高

洋科学技術センターは七臼︑昨年

原醒敦賀二博機は出力菅十五万

た︒

﹁温排水琵殖興業の輿態をもつと

炉︒プレストレストコンクリート

き矛

チ

鞭

曹：篇＝﹁一＝一篇﹁＝﹃竃置一＝聯一一一聯＝滞＝一︷＝㎜一薗一＝︻i箒︻﹁轟＝︷唇＝＝＝＝︷＝﹁二撒；﹁膣慧■＝諜謬一曽一＝＝

ゲノず
＼

覧や灘〜⁝翼

︑

を﹂など︑要盟は多い︒また︑

隔密に対応できるシステムを地元
製の原子炉格納容器を採屠してい

糧
一篇一＝︷

ことがあげられる︒今璽における

︒七％︑五月五六・七％︑六月五 最放射線照射業の許司を受けてお

原子力発鱈の躍進ぶりは目覚まし

し︑ペースロード電源としての講

異常渇水のため葉水率が悪かった

全国的にP醒すべきだ﹂﹁放射線 KW︑PWR型の国焼改塵標準化

医師会の中につくるよう提案した

部への放射能放出低減にも工尖が

趨合金︑敦賀市連野蛮奪醐︑敦駕

く︑七月の発電羅は萌黛岡月に銘

の七︑八月に原子力が水力よりも

墜を施しつつある︒その結渠︑こ

面穂比率は︑火力七八・蓋％︑水

翻の田田性を認めながら︑一方

ルの不必要と︑核燃料銀行︵I 核防塁準︶を推奨したがClV子力の利益を保証する制度﹂に

W・マーシャルが︑これはプル ラストとともに︑使用済み燃料

︒プルトニウム
べて〜三〇％腫︑八月は六九％増

灘十五偲四千万KW鷺で︑いずれ を記録するなど︑原子力は圏民か

力一三︒九％︑原子力七・八％だ

では田本を例にあげて︑一九九

NFA︶構想の適切さである︒ 鷺Xについては︑当の提薬着の は︑いわゆる供給保証や燃料ト

いもを除いて照射を禁じ︑食品衛
生法第七条に基づく告示避反とし

て同社に滋業禁止と回収を命じ

厚蛋省の調べで︑中神食品は照

た︒

蜘したキャベツジュース粉末︑ハ
クサイジュース粉末を東窟の和光

これらの会社でベビーフードや野

堂︑キューピーなど芸裏に販売︑

新製品開発研究用に使われたりし
ていることがわかった︒器都府旧

ラジエ工業は群馬興知箏から食

躍を指姦しだ︒

B511反

集中立地などめぐり論議
臼本原子力発罐会社は八田年後一時半すきから︑禰井箭告河の禰井原子力センターで闘社が誹画し

こらされるなど多くの特畏を持

るほか︑薦気発生器二次系の水処

これらに紺し他方︑敦賀雌区労

つQ五十五庫一二月趣工︑六十一琿

だ︒

いた︒原子力発置所建設では禰島第二原発四弩機︑川内二弩機に次ぐ三つ鳳︒この臼は雌元の市︑漁
評代表は﹁既設の原発まで否定す

三月運開の予窟︒説明会では原蹴

い扁など横轍鮒な葱毘も椴次い

協︑商議所︑婦人会︑灘隼団など諸団体の代表ら約五十人が出腐︑原醒側からの説明を闘き︑悪兇陳

する︒エネルギーは全国的聞題で

るものではないが︑贈設には反籍

ている敦鯉発電所二恩機建設に関し霊として環境影響評纐の間題を中心に︑地元住民への説朝会を開

述と質疑を術つた︒席上︑大方は安目確保で一魍の努力が必饗なことを指摘しながらも︑畢期魑工に

の板禽敦賀発斑斬長︑今井技術部

理や核燃料に改謳が加えられ︑外

蟹恵を示した︒しかし︑一部敦魍地区労評などは鰯網地区での原発増設に反対するとして説明余終了

長︑湯原捜術邸環境撮当からこれ

齋趣愈婦入会︑敦賀南賑師会︑市

rB」海域での投棄契験
となったのに対し︑水力は七月が

力がますます国蔵物濡の中に定着

一三％繕︑八月が四％減であっ 心嚢の電気を発電し︑今後︑原子

八千六函万KWH︑水力五十六億た︒

していく傾向をみせ始めた︒

の七月の発野選は原子力五十六鰺

発電羅で︑原子力が初めて水力を

四十九億六千八首万KW賢︑水力 備利用率が四一・八％と史上最低

八千四颪万KWH︑八月は原子力 昨蕉慶は原子力発電所の耶均設

力︑水力の順になるのも晴間の問

らまだ十分な儒頼を得るに至って

〇琿に六千万詩鴨を達成しても

った︒

も原子力が巷干水力を上回った︒

ある﹁センシティブな旛設﹂を

題となった︒

認めるとして︑無期延期の主張

いない︒しかし今年度に入ってか

加が欧州諮国にとってはかなり

を取り下げながら︑抵抗力のあ

その理由として︑原子力神託所の

痛いであろう︒

る技術の採用と多型聞管理一所

中央電力協議余が発表した題力

になりそうだと︑各国の供給不

またそれに関趨して︑ナイは

らは︑平均設備利用率が四月四八

安をなだめながら︑当面は麟別

フランスが開発申の化学濃縮法

稼働実櫨が向上したこと︑水力が

および國際的な備蕎が鍛適かつ

鰯給状況重重によると︑継力九社

ちなみに昨年度の磁力九社の層

電畷構成が実質的に火力︑原子

遮い抜き︑これによりわが国の発

この七︑八月の電力九枇の月間

榊羅七︑八月の発電量実績

原子力が水力上回る

らについて詳細な説明があった︒

い理由はない﹂などと詰め登り︑

環境影響 評 価 に 関 す る 賑 賑 へ の

とまではいかず︑﹁温排水

の影響は未解決の問題が多い︒今

原発藥中立地に異論︒三三団の代

あり嶺爾に藥難しなければならな

説明会は︑昨隼七月に遡産省が省

この中で各代表はそれぞれ立場か

議会各代褻それに帯畏の十五殴︒

声声明欝を出すなど︑野宮運動激化の動きもでている︒

議決定︑新しく制度化したもの︒

ら敦賀原発二弩機建設に螢成︑反

この日は︑詩形巻である原電から

敦翼毒機の設酎概念と経鷺︑特

は原発がエネルギー対策上不間欠
なことなどを指摘︑慰晃もその早

対の見解を明らかにしたが︑大方

期魑工を望む爾が大勢を占めた︒

徴お・よび環境対策などについて説

しかし︑こうした螢成慰見も

明︑ひきつづき諸団体の代表十五

のあと質疑が行われたが︑説聡会

人が一人約三分ずつ愈見陳述︑こ

条件

無

で終わった︒

は終始スムーズに進行︑約三時間

葱晃陳述したのは浦底︑立石︑

門稼働率が低いのは技術が確立し

後も調査に力瞳入れてほしい﹂︑

賀市漁協︑敦翼商議所︑敦賀地区
ていないため︒安金へ十分な配慮

饒ケ浜の三区長と敦蟹甫農協︑敦

労評︑皇胤地区同盟︑敦翼市区長

な以上︑高速増殖炉のオプショ

十分な対策だという考えを示し

ネルギー転換の兇通しが不確か

ンは捨てられないと︑その基本
認識は従来と変わっていない︒

のナイは︑カーター政櫨は反原

輸入エネルギー依葎を一〇％減

しているわけである・また﹁原

子力ではないのに﹁その拙判に

ナイは石炭とともに軽水炉の役

巖近の國際会議には核不拡散

耳をかそうとしない﹂と︑各国

の国際贈藏鮨を含めている︒

璽するに︑ナイ演説は来国の

トニウム利用職略のなかの比較
的小さな︑長期の蕩鰐十項にす

という姿勢は依然きびしい︒会

態度の現実化を赤しているが︑

場で批判を浴びた薄処理委託へ

ぎず︑プルトニウムの危険性自

もうひとつのハイライトは︑

核防条件の薗から締めつけよう

核防体制強化の露標を五項凝に

体も小さいと反論している︒

つあった︒ひとつは蔑洋装殖炉

の﹁ケース・バイ・ケース篇の

ナイ演説のハイライトはふた

にロンドンで開かれたウラン協

らせるだけだと︑日本の努力に

整理して提示したこと︒すなわ

楽観で鱗瓢蕪敏継

論議がつきものだが︑七月越ぱ

会霊催の﹁ウランの翻給シンポ
ジウム﹂もその例外ではなかっ

や来国魔業界のかたくなさに不

の畢豊実罵化に︑四条件をつけ

がかかっても核防努力はやるへ
きで︑再処理やプルトニウム総

同愈もその一例である︒コスト

量は多少遅れても影響は小さい

要でないセンシティブな施設の

たこと︒闘条件とはプルトユウ

圃避③核拡散に抵抗力のある技

という見方が累鰯にある隈り︑

なが6も一法容認の態度を示し ち︑①全領域セーフガーズ②必

ムのフローの乱読化︑転用が駕

術の縫用④センシティブな施設

1NFCEの前途は蒙だ楽観で 知竺部は製品の些些や移動禁止措

菜スープ製品として販売されたり
きにくい燃料サイクル︑多頭間

の共醐管理⑤原子力の利益の享

︵K・K︶

受を保証する制度︑の五つであ

きない︒

港盛新橋1−1−13

（03）591−6121

慧

ための寒葵な輸出の自爾で︑や

る︒ここでも米国は︑必襲性の

悟）

（江村

ヅ轡鶴翼

髪理︑さらに資本蟹を園収する

り方いかんでは経済的負担の増

（吉田弘幸）

て

＼

￥3，000（送雲斗別）

Soclal Total Rlskと原子力産業（井上武一郎〉
臣大産業の安全理論（高橋 実）

干105

た︒来国からナイ醐墨譜窟補が
招かれ︑カーター政策の鍛新の

ナイの演説には米国の態度の

見取図を示したからである︒

評定的な冤解を述へたため︑他
ナイは﹁核不拡散とエネルギ

満を示していたという︒

ー安全保隔のバランス﹂と題し

イの楽観論は変わらず︑現在の

微妙な変化がうかがわれるが︑

かった︒多くの発表者が米鰹の

会場の反応は芳しいものではな

て演説したが︑短期︑中期には

確認羅は過小であろう︑灘縮テ

工技術の進夢で︑二〇〇〇奪ま

ウラン資源騒についても︑ナ

過去の政策ーウラン輸入 制

原子力の留与も小さく︑両暫の

ールからのウラン圓収や燃料加

の発表暫から批判を浴びた︒

限︑濃縮圏定契約︑不当なテー

矛盾はそれほどシビアではない

でに四五％のウラン節減が可能

核燃料サイクルにおける放射能と放射性廃棄物の対策

技術課

0

日本原子力産業会議

込先

T￡L

Q

ル︒アセイ︑政策のたびたびの

る蒔間はある︒問題は畏期で︑エ

力界にとって重要な課題について最新かっ有益な報告
か行なわれています。

II

（1）各種構成要素の現状（竹越 舜）
（2）評価手法一確率論的な安全評価（竹村数男）

各種新型炉構想の比較、RFCCの検詞等わが国原子

原子力発電システムの安全性

1

〈内容〉 本年度グループ溺報告では、原了力発電所の運転経
験と信頼性、放射線防護と除染、軽水炉の運転と燃料
の健全挫、原子力発電の経済性、地下式原子力発電所、

軽水炉を中心とした種々の原子炉型の燃料サイクルにおけ
る放射性物質（アクチナイド核種）の生成・消滅挙動につい

（送．料別）
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わが国初の原発訴訟と高稼働率で海外からも注冒を簗めている伊方原子力発露所1一︒ここ

で九月七日目日本原子力産業会議の原子力産業懇談芸が開かれた︒講演と見学の会⁝参加蕎約

と見 顯 に 調 和 し て い る

瑠

太陽﹂も上映され︑長翻氏の説明
を一魍わかり甥いものにした︒こ

ており︑なかなか見応えがあるも

の映画は産業文化奨励遡を受賞し

の︒宇和海側の湿暖な気僕による

みかん作り︑聾竃な魚類にアワ

どを含め︑建設地の地質調蓋︑海

い自然等々︑佐田岬の自然環境な

力の露力供給の約四分の︸を一動

一号機同様︑加圧水型炉︑五十三

一弩機に隣潔し建設中の二号機も

辞が誘致反対共闘委農会を結成︒

方︑十月になると伊方町の一部訓

訟を提態という譲態になり︑﹁藁

ビジターズハウス見学後︑ハウ
動きがにわかに活発化︑町遵の九

四十六年に入って︑反対共関の

四＋九年には︑建設工薯の選捗

い﹂との感想が見学看の購中での

を見せ︑﹁感覚的にも違和感がな

まとまり

率も五〇％と進んだ︒五十駕に反

会話に闇かれるほど︒

淡水化処躍というユニークな装畷

原子力発露所内用として海水の

対派四民が﹁通道潮途廃癒無効﹂

を中止するという嚢態になった︒

装置は一臼田たりご千沙︵二基︶

も餌方原発の縛徴の一つ︒淡水化

の行政訴訟を趨こし︑⁝たん建設

しかし︑その後日窮も順調に進

の純水を製遣して︑施設内のプラ

Parls

第65回原
産懇から
口四国電力副社畏︵それぞれ当

昭和四十七隼ご月︑醒調審は憐

ビ︑サザエの収穫︑騨予灘の厳し

方一弩を承認︑四月に入り有奪来

閣係薯の努力を描いている︒

象調査︑建設︑還転に至るまでの

時︶の間で交わされた︒

千万円︶が行われた︒八月︑反対

漁協と補健契約の鰻終調印︵約八

自然に溶け込

発反対八田遵格協議会﹂が結成さ

派の第二の団体ともいうべき﹁原

長厨所長はまず︑馬方原発の位

がかかっていたも

若干の
れた︒十一月︑原子炉設置許可︑

モヤ

碧機の遷転状況︑建設中の二号機の進捗などを紹介する︒︵K︒H︶

㎡六十名︒この数字も解方原発に灼する閲心の高さを示すものだろう︒今回は伊方原子力発鱈所
騨
鰍のPR館として完成間もないビジターズハウスで行なわれた講演を中心に︑佐田岬半醒の自然

国鉄予 護 本 線 八 幡 浜 か ら 車 で 約
腰︑敷地の状況︑海面埋立てのた

設準備翫から建設所に名称変更と

機により供給︒二讐機は進捗率鷺

に一〇〇％の稼働率を示し四国総

学︒﹁伊方原発一号機は七︑八月

む伊方原発

のの地上＋五・五綴︵標高約二百

講鑓のあと参艇轡は四班に分か

四十分︒伊方原子力発露所の手削

ころには環境への影印を十分目目

十綴︶の展盟塾からは伊方発電所

電気工作物変璽許司もおり︑この

はじめ︑宇和海︑瀬戸内海が展望

めの百万立方綴に及ぶ山の確保︑

に今年六月に完成しだという﹁伊

い説明したあと︑資料として配窃

各建屋の位囲などをスライドを使

方ビジターズハウス﹂に到際す

された﹁建設の詑緑一馬方発電駈

機︑中央制御窒︑淡水化装圏を蜀

できた︒展示ホールには原子炉格

れ︑発電所の外観︑タービン発鱈

納容器内の精密模型︑放射線の遮

埋立てを進め︑当初の地形とはだ

る︒輩中︑﹁死の灰より郷土をま

した上で︑山の掘削作業︑海面の

もる安全を﹂と繍いた原発反対の
蔽用験装嗣などさまざ濠な工央を

跡も残っている緑色の基礎岩盤の

七月︑反対派が工曜日耐風を分断

並行して反対遡動も熾烈になり︑

昭和四十八隼に入ると︑伊方建

ももともとおとなしい人ばかり︒

地主︑灘協組沖田から原発誘致の

実物などもあり︑他のPR館を十 四年三月あたりから︑一方晦長︑

には最も懸念していた松山地裁へ

するなどの動きに出てきた︒八月

騨方原子力発躍所は︑昭和四十

説明した︒以下はその概要1︒

一辱機﹂をもとに一号機の歴吏を いぶ遷ったものになったσ

立蟹板が︸つ葭を引いた︒地元の
こらした模型や装躍︑ボーリング

本州から伊方原発建設反対の人が
分目研究しつくした様子がうかが

会は原子力発電所誘致を決議︒一

陳情があり︑七月︑二方町臨時議

月には八千人の入場蓄があったと

の建造物とは違った

クリート偲という印象の強い現代

ス内にある藥会ホールで︑長厨修
町越線にバリケードを彊って作業

始まったが︑この数臼前には海に

み︑九月︑原子炉容器の据付けが

漁船︑窒にヘリコプターが飛交

テムにも工夷がある︒取水はより

また︑温排水の取水・放水シス

ント屠水に腹囲されている︒

五十〜隼︑愛媛緊︑損寿町と四

い︑さながら倉戦のようだった︒

を行い︑漂子炉の優水器を冷却し
た温排水は新たにくみあげた海水

冷たい水を取るため﹁深鰯取水﹂

と混愈し︑五十厨沖合いに放綴す

国電力の闇で安全協定が調印され

対派支覆覆が増えてきたσこうし

るというもの︒全体にかなり細か

19フ7
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人が﹁裁判後の騨方は静か︒建民

くるとこのあたりも騒がしくなり

成以来︑平均五千人の入場者と八

える︒ビジターズハウスは六月完

E八％﹂などの説明を受けた︒

の問題は雨不罷による給水制限と

ますが﹂と話してくれた︒刀心

いう︒地元の蘭心もかなり高いよ

の成磁︑西の伊方﹂と呼ばれるよ

四国汽力取締役・虜方原子力建設

鐘・建設要蝿などの搬入を阻比︑

Wに比べコンパクトQ匝大なコン

か︒今慶はエネルギーよりも水樋

照十五年四月︑爾地売買契約を完
うになった︒

万八千KWと・現在主流の霞万K

源間題が深刻であったようだ︒佐
うだ︒

了し︑平嚢地点でポ〜リングを開

﹁原子炉設囲許可取消﹂の行政訴

田岬に通じる国遵一九七弩線の侮

伊方原発の十
発立地に適していることが確認さ

始し︑地盤が十分な強度を持ち原

筋所長が﹁傷方原子力発電所の建

初の爽力行便に出てきた︒一方︑

れた︒

設と運転﹂と題し講濃した︒昭和

畏麗建殴所畏

年史を概説

に三購町までのバイパスもぼぼ完
成に近く︑この道ができれば虜方
原発濠での道のりも大幡に燈縮さ
れることになる︒

よくまとま

ったPR館
横方ビジターズハウス
原産懇墾加管は講演の潮に醐級

十二月には町兜漁協と六熈五千万

いのもとに︑松田漁協粗野畏と山

調印式は白石知霧︑出本町長立会

保養施設を思わせるPR館の腿 望 四 十 四 年 の 伊 方 原 発 誘 致 か ら 建

と努力を票約した︑雷わば﹁伊方

円の漁業補催契約が調印された︒

館︑嶺麟も﹁伊方ビジターズハウ
原発の十年虫﹂︒

塾や展示ホールを見学︒このPR 設︑現在の運転に至るまでの帰日

ス﹂と気がきいている︒この日︑

た中で︑十二月︑無事燃料装荷が

い点まで配懸が行騒いているよう

たが︑このころから藁筆からの反

完ア︑籔十二年一月︑臨弊を麿成

講演にひきつづき伊方原発のあ

P
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昭和53年9月14日

一華9騒号一
B三和53隼9月21Eヨ

鰹遡木畷B醜行

原子力委員会は十九瞬︑門昭租五十四三度原子力関係謹製の見穰りについて﹂を委農会決定し︑福
田首組に提出することを決めた︒﹁見凝り﹂の中で︑岡委員会は農本原子力研究所の核融台臨界プラ

求

兇送り分

︑国庫綴務負握雌蕊十四懸円︑現金三百七士磁円の國復を

勧告〃した︒一般会計

注文

をつけたの

求に大当な原要求差額分の圓復要
求という形で

委翼会設躍法第三条にある首里の

ズマ試験装躍︵JT−60︶と動燃擬闘齪の高淫増殖康型炉﹁もんじゅ﹂の五十四年度一般会計概算要 は異例のこと︒ 注文 は原子力

三菱原子燃料株式会社

：三菱商轟株式会社

対し︑岡大使は︑①冒本がINFられており︑今圓の調査を瀬じぞ

視察団員は次の搾り︒※印はブ

原

高速増殖炉プラント

CEの方鉗に融って進める点を爾 うした両国間協力の聞題について

結渠を先取りすることはしない③

※石橋周一▽殿問

ト

三菱金属株式会社
三菱鷺機株式会社

も話禽われることになろう︒
く評価する②撃墜がINFC獄の

▽団畏

田常雄︵原産︶︑※藤波慣雄︵原

子力工学試験センター︶▽団費

属︶︑大川幸雄︵住友原子力︶︑

東芝︶︑※小禽良雄︑小山田哲也︑

剛︑可兜次郎︑縄木公麗︵以上︑

小路博︑宋広和艇︵以上︑三塁重

F）WR船舶絹原子炉設備

米側︑再処理で

配慮を約束
熊谷魏魏が彌国難

で榮海爾処理工鵬運転について響

INFC起の結論は八○奪響なの
ルガリア班視察議員︒

一一樹から十六顕までカナダ・※

一︑日米共岡研究の対象と期待

慰したいと語り︑理解を示した︒

されるGA社の核融含叢誌ダブレ 井地輝雄︵九電︶︑×井上ご 郎

は︑帰国後の記脅会見で︑スミス

ット皿は完工式が視察の前日行わ

国を歴訪した熊谷科学技術庁畏筥

来核不拡敵問題挺当大使との会談

れ︑第一園実験が始まるところだ

︵三菱商鵬︶︑江上慶郎︵住友金

に語った︒

や施設視察の印象などを次のよう

参加する司能控が大きい︒

った︒第二回から臼本の奪門家が 大沢蜜隆︵簗菱原子力︶︑大野正

再処理闇憩で配慮を要謂したのに

とユ雪囲ケミック・モル研究漸

木張︵大成建設︶︑田中遣︵原

×欝山又三郎︵窟壌薬舗工業︶︑

研︶︑孚塚義炎︵磁機工業禽︶︑

臼田佳郎︵騨銀︶︑※中皿節︵電

発︶︑長谷川文男︵神戸製鋼︶︑

︵策洋エンジニアリング︶︑※山

原辺蔭彦︵灘菱金属︶︑広照政好

銀︶︑※荒木孝雄︑飯葛學雄︵以

崎壇︵大林組︶︑吉丸八紘︵開

上︑原産︶︒

民間再処理法

案︑質疑続行へ

第85刻時国会開会

第八十五臨騰国会が十八葦葺簗

十月二十一臼まで会期三十四日閣

園会は首樽駈偲︑外交︑財政の

の審議を開始した︒

て︑委員金審議に入るが︑原子力

三演説に対する各党代表質問を経

関係では総懸会から継統となって

︵欝欝難処理法築︶が衆参面院の

いる原子炉等規制法一部改正法案

科学技術振興対策特別委農会を舞

羅籠番号一部変更

台に質疑が続行される︒

田本原子力産業会議は九月一

即⁝．．．⁝．についてお知らせ．．．⁝．⁝ぺ

㎞

噸換設備を更改し︑従来の単独㌔

聯瓢＋五田から瑠務局の難語交⁝

㎞鷺通雅謡を一部交換台に組み一

卍入れます︒これに伴い代表番⁝

に纏え︑新たに一本増設一

嘱弩もこれまでの五九一一六一㎞

M

轍し謹すのでこ遮絡は代蓑番号噛

卿

五九一−六一一コ

岬

騨代表番号

幅をご利用下さい︒

日本原子力塵粟会議

五九一一瓢二〇六無

税

岬

三菱PWR原子力発電プラン

一︑スミス大使との会談では︑

降︑薪・原子力委騒盆最大の課題

柳消奨︑※谷臓臨︑水野雄弘︵以

︵放射控廃棄物処理︶︑GFK汚工︶︑魑沢靖二︵帯入製機︶︑下
！ルスルー工原子力研究所︑ラ・

となる兜逓し︒五十四琿度はとり

あえず一般会計の邊加蟹求によ

上︑臼立︶︑黒朋英曙︑富沢延之
アーグ湾処理工場︑OECD原子

係機器のほか︑礁築物︑橋藥など

︵以上︑千代田保安用品︶︑高

り︑プロジェクトの繰り延べや後

エユ⁝クレック大傘技術会議

力機関など︒
う考え︒

には撹界各羅から避千名を超す参

水平・重薩方向加振のためそれぞ

が︑佃圧を送るポンプは騒膏を出

値︵標準照入試験の打撃園数︶騰

すため︑鉄筋コンクリートの建屋

加振機は漉圧によって操作される

この蒸礎は︑従来のものに比

れ七台︑十二台の加振機がつく︒

べ振動伝播の蚊遣余裕度は三管以

五冨が設計薗標︒

内に設罵される︒敷地魔騨で六十

五十程展の安定︑強固な砂磁腰の

上あり︑鍛も大きい鯉濃のときで

上に礁設されている︒

も︑施設に一番近い住宅地︵千

とはない︑とされている︒今無末

の振動試験もできることから︑窩

振動台の屠塗としては原子力関

には盤礎工事を終え︑五十五年に

験など原子力機器以外の試験の問

城沖地震後︑ガスタンクの振動試

齎︶の住幾がこの振動を感じるこ

は大型島無能振動台を据付け︑五

い愈せも殺甥しているという︒

安全性と信頼性に定評ある

三菱璽工業株式会社
三菱原子カ工業株式会社

PWR原子力発電プラント

歩度の予舞簗申を回避しようとい

原子力憂農鍛の梁務嶺局である

加が予竃︑興業展には一九七五年

機関から出晶する︒また︑視察団

科学技術庁は今後窟民覚︑産業界

の訪問国の一つ︑ブルガリアから

の離團を上園る踏襲が確定してお

終局はこうした泥酔要求に﹁行政

りわが国からもこれに窃民二十薦

庁としての予算嚢求のルールを破

はさきに原子力研究開発で原覆と

の決断を配したい慧向だが︑大蔵

るもの扁として翼っ襲うから皮発

の交流墓盤をつくりたい鵠も伝え

などのバックアップを羅て︑首相

今後に大きな波紋を投げかけてい
る︒

に︑これくの参羽とあわせ欧州各
國の原子力開発現況を調萱するた
め原産が派遣するもの︒一行は石

とする総勢三十四名︒ニューフレ

橋周一九州魅力常務取締役を団長

ックス大会に出席した後︑スイ
ス︑ベルギー︑西独︑スペイン︑
仏およびイギリス班とブルガリア

圭な訪問施設はゴスゲン︑パンデ

班の二班に分れ︑調査に嶺たる︒

ロス︑ヒンクレイポイント各原発

蝋
ξ

騨方︑水平・藁隠に加振ができ︑

欧州原子力視禦蜀一行
の鉄筋コンクリ⁝トからなり︑N 最大糠振力は約 二千跨G︒また︑

さ約七万立方綴︑睡さ約十五万ジ

欝／

醗
十六奪末完成の予定︒

世界鍛大の振動台は︑鍛大繍誠
羨望翼翼鋪︑テーブル寸法十五層

Q

…｝

力

臼
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ヨ藝…（591）6121（イ七》
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購醗料塞隼分醗血確500円

1翻100円（選料共）

聞

土
産

力

原

﹁妓箭的に問題なし﹂
岩石閉込めの安全性指摘

素はない︒ホストロック方式は長

米民間シ
ンクタンク

﹁一般環境影響気心扁は使屠済

般の評価に付されている︒

み核燃料政策︑海外の便用廣み燃

方法の三部作から成るもので︑草

料貯蔵︑使用済み燃料貯蔵・処分

案は使用済み燃料貯藏政策に該盗

ンス原子力庁︵CEA︶は※国︑ 案したもの︒化学濃縮製法だと

適で︑百万KW級原子力発電所十

の観貞から強い関心を示し︑また

ネルギ⁝雀で︑来観が核拡散防止

ことが適当︒来国の交渉橿手はエ

・プラント︵年産五十一二百跨S するので︑核拡散につながらない

経済性についても開発できると認

基程度をもっている国に建設する

WU︶を建設する交渉を進めてお で輸出できるとしている︒その経

めている︒一方︑西独との交渉は

核兵器用の高艘縮ウランを製造す

済性を実証するためにはパイロッ

西独と共同で核拡散につながらな

ト・プラントの建設が必要で︑そ

るためには数十年の歳月を必要と

り︑早ければ年内にも協定調印の

い化学法濃縮ウラン・パイロット

見通しだという︒

仏独の原子力協力をさらに一歩前

から数億湯を投資して研究開発を

ー長宮︵現工業相︶が一九六八年

ア︶が強い関心を示し︑米国と西

国︵ベルギー︑スペイン臼イタリ

ス拡散法濃縮ウラン工場︶の参加

れた場舎には五年聞にわたって毎

はノズへ法︶︒共同建設が協定さ

ることも考えているようだ︵現在

縮ウラン工場をこの製法に切換え

開発に成功すればブラジル向け濃

進させることになる︒西独はこの

れには米国︑西独︑日本︑オース

化学濃縮法は一九七七年五屋二

進めてきたもので実証用のパイロ

いることが明らかにされている︒

独との交渉がすでにかなり進んで

日︑当時のCEAアンドレ・ジロトラリア︑ユーロディフ︵欧州ガ

ット︒プラント建設の段階までき

に大いに成功したしとも述へてい

WASH1一四〇〇の絶対的なく
蟹の事故系列の局面を確定するの

ルクセンブルグ

原発建設基

を採用するよう要暮した︒

の中型濃縮ウラン工羅馬として巖

冷却に利用するというもので︑六

原発の特徴は下水の水を痩水器の

約束されることになるもよう︒

から下水を引くパイプライン工事

が八月から始まっている︒下水を

十七筆耕先きのフェニックスの跡

利照するのはもちろん世界で初め

フランスのカットノン原発の公

六日参当院を通過した︒中央原子

参事院はそれは建設の野望になら

ことに消極的な態魔を示したが︑

△二庫︑二︑三曹機の完成は△爪

る︒パロ・バーデ一弩機の完成は

化した下水が利用できることにな

︸臼二億七壬誉万リッターの浄

ないと認聴した︒ルクセンブルグ

発が入口の多い地方に建設される

力施設安全周︵SCS王N︶は原
てのこと︒この工票が完成すれば

年六月に行われ︑七八年七月二十

共甥業認司の公開調責は一九七七

放送を通じてフランスが西独墓準

化学濃縮法は庫千ナSWU程慶奪一億疹から二億考の共同出資が

ていることを明らかにし︵ザルツ

故癸生確率が高いか低いかは決め

国に国際協力による共同開発を提

︻パリ松本駐在銀︼ルモンド娠 ブルグ核燃料サイクル会議︶︑各

して米政府の使用済み核燃料政策

けた後︑﹁一般環境影響照明しと

︵九月三！四日付︶によるとフラ

より︑環境にどのような影響を与

使用済み核燃料を貯蔵することに

る︒

えるかについて〜部の調蓋は終

四〇〇の

確率推定にあたって︑それらの大

のソースが沢山あり︑

一四〇Qには小さめ︑大きめ両方茉までにNRCに提出される︒

周グループの最終報告書は九月

かねるが︑これらの推定誤藻は一

年二月置五日まで一般の評価を蔓

とまる模様で︑これらはすべて来

なる燃料貯蔵・処分方法も近々ま

ケーションズ社の報告書が墓礎と

貯蔵や今回のサイエンス・アプリ

するものと思われる︒海外の撚料

米国エネルギー省︵DOE︶は放射性廃棄物処理・処分についての二般環境影響購明﹂︵GEI
S︶の作成を急いでいるが︑技術的側画から廃棄物地下貯蔵について検討を依頼されていたサイエン
ス・アプリケーションズ被はこのほど︑﹁放射性廃藁物地下貯軸壁⁝GElSのための技術的研究﹂
と題する報告書をとりまとめDOEに提出した︒報告謝は﹁地層に適した形で廃棄物を鉱石中に封じ

期にわたると地下水等の放射化が

この方式が選ばれる可能性が大き

手法を評価︑響批判

般にきわだって小さいといえる②

の捲雲となるものとみられるQ

込める方法で十分貯旧慣能﹂と結論しており︑このところ貯藏に対する消極的な二見が多かったこと
から︑関係者は今圓の報告書に強い感心を寄せている︒

ションズ社がまとめた二十四巻四
考えられるが︑鳳収珂能にするこ

今回のサイエンス・アプリケー

千ページか ら な る ﹁ 放 目 性 廃 棄 物

的研究﹂は使用済み燃料貯藏・処
い︒回収技術も基本的には確立し

地下貯藏一G獄ISのための技術とにより十分安全であることから り︑草案としてとりまとめられ一

分方法に関し技術的側面から検討

し評価したもので︑DOHがまとており︑二十一五十年聞の暫定貯

仏カットノンにクレーム

事が進んでいる︒

音の予定︒二︑三碧機も順調に工

準を厳しく
︻パリ松本駐在風目ルクセンブ

では仏独では一部で技術的アプロ

政府の不安に擬してはフランス側

きさを判断する二段がない⑧解読

同グループは︑フォールト・ト

ルグ政府は国境に近いフランスの

割磐田努報告書を再検討
学教授を委暴言に︑七人の専門家

カットノンに建設される原子力発

めている環 擁 影 響 蔵 明 の 基 礎 と な 蔵 後 ︑ 回 取 し て も 経 済 性 は 兇 禽

放射性廃棄物処理・処分が明確

般安全闇題を取扱うのに使う中心

リー︑イベント・トリー分析は一

のしにくさは同報告講の最大の欠

でないとし︑原子力開発がストッ

で構成する原子力規制委員会︵N に・同報告が軽水炉代替の発霞技

仏のビュジェ

点⁝iなどを挙げている︒

魍貯蔵と岩塩に代わる岩石︵ホス

RC︶任命のリスク評価再検討グ 術の評価にも拡大利閉されるべき

性塁準の厳しさは同水準であって

霞所︵PWR︑九十万KW︶のー
安チと解決法で藻異があるが安全

と評価︑方法論を鐡賛するととも

トロツクーー花こう岩︑頁岩︑玄武

のところ廃棄物闇題が話題の中心

プしている国も出てきており︑こ

H・ルイス・カリフォルユア大 報薄霧を念入りで為りのない二曲

の特徴をあげている︒結論は次の

岩︶に封じ込め貯蔵でのそれぞれ

金性夏準が西独よりもゆるいフラ

は①原発建設認可三十を行うのは

％︑原子力関連情報不十分六八︒

が必要五藷％︑原発建設反対四〇

いこうとする策略︑との見方が強

ティプ投票を有利な方向に持つア

る︒

エジプトとの議し舎いを進めてい

ある︒もし原発建設反対が過半数

なども懸念されている点に特徴が

政府はすでに国民投票が終了する

中の四壁も艶紙に罠される︒連邦

水を利用
米のパq︒バーヂ原発

原発冷却用パイプライン

工寓が進むパq・バーデ

KW︶の建設が進んでいる︒この

ビュシェ原発箪号機︵PWR︑九

⁝時五十三分初めて臨界した︒送

二万KW︶が八月三十︸日午前十

電開始は十月中︑商業運転開始は

年内の予定︒

五月に運転入りしたばかり︒

︵PWR︑九十二万KW︶が今頃

設中の五号機まであるが︑二母機

︵GCR︑五十四万KW︶から建

子力発亀所︵PWR︑百二十七万 ビュシェ原発は運転中の一号

アリゾナ電力のパロ・バ！デ原

︻パリ松本駐在鼠日フランスの

規制要纒などへの取り入れを勧告

危飽することはないと答えてい

的方法となるへきだとし︑新しい

ンスの墓準で建設されることに不

る︒

している︒

安を懐いており︑ガストン︒トル

だと示唆した︒その一方︑岡報告

SHI一四〇〇︶の再検討結果のベースに欠け︑統計処理が十分で

また︑﹁一四〇〇が原子炉安全

ソ・ルクセンブルグ葭椙はザール

學くて一九八一無︑運転開始は一

い︒これに対し︑

原子力発難所の難壁性が州議会が薦足するような方法で実
証されること︑核燃料サイクル全般が州議会の決定する方法

七％︑など︒

簗め﹁原発建設を住民投票で﹂と

スイスでは昨年︑立川が署名を

スイスの環境保謹派

響を懸念

冷却塔の影

九九〇隼代で︑倥毒虫禦は時期尚

オーストりア初

︵4面に関連記事︶

ペ1ン活動も始まつアいる︒

蜜とエネルギーを﹂というキャン

﹁モンタナに仕

で蟹理されること︑原子力による掲害の賠脳にあたっては連

早である②原発の建設は国のエネ

いモンタナで

原発計画もな

邦法に定める上鎌を取り払 う こ と 一 1 の 三 点 を 骨 子 と し ︑

ルギー政策のワク内で決められる

べき事項であるfIとして住民に

一九七六年の大統領選とあわせ︑米国の六州で原子力発電の

司否が問われた︒いわゆる﹁原子力イニシアティブ投票﹂が

棄権を呼びかけている︒住民投票

憂慮される他州への影響

行われ話題に上ったことは記憾に新しいが︑今鰯十月から来

について王NUSOP︵世論調竃米国のモンタナ州では十一月に

れ︑当初の予定より延期されたも

いう発議を行ないこれが認めら
野党︑廃棄物処分を追及

のの国民投票は七九年二月二十八

の原発に試練
オーストリア初の原子力発電所

ツルナーフェルド︵BWR︑六十Bに実旛されることが決まった︒

国民投票が十一月五日行われる︒

を占めることになれば︑現在計画

各国のイニシアティブ

せまる住民投票

年二月までの聞に︑第二波ともいうべき﹁原子力イニシアテ
ィブ投票﹂がベルギー︑米國︑オーストリア︑スイスの四か
国で行われる︒このほかスウェーデンでも今璋中に原子力政

の興体的内容は伝えられていない︒繭記四か国のうちすでに

策について国民投票を実施する総懸を畷らかにしているもの

行われる旧知甥選にあわせ︑原子

ツルナーフェルドは十二月に運転

九万KW︶の趨命を淡めるための 観光都南だけに冷麟塔からの蒸気
機関︶が世論調査を行ったが︑六

が予定されているが︑野党の人民

往民の半数以上が門原子力の必要性を認識している﹂との世
論調査が出ている国もあり︑楽観視する向きも多いが︑反対

力イニシアティブ投票が行われる

党が安全性と放射性廃棄物処分が

まで新規建設を認可しない政策三

聖餐猟
︒九％なので住民投票の結果は明 ことが決まった︒モンタナ州では

七・三％が反対︑螢成はわずか五

現在︑原子力発電所も将来の建設

︵与党︶攻勢の材料にしょうとし

明確でないとし︑総選挙で社会党

るなど︑予断を許さぬ檎勢にある︒各国のイニシアティブに

派の動きも選蟻響動などとからみ盛り上がりをみせてきてい

らかとみられている︒その他の質

が電力供給が十分あり︑忌引原子

計画もないことから︑原発反対派

論っている︒

る︒

ていることから国民の判断に委ね

問では次のような絃果がでてい

力の必璽のない州で濃子力建設

は十月一国に行われる原子力発電

ベルギーで今後も原子力発難所

エジプトの砂漠に貯蔵する計画で

ることを決めた︒政紆は廃棄物を

所建設計画に関する注民投票で反

対するよう注民に呼びかけてい

している他州での原子力イ一一シア

反対﹂の合愈を得︑八○蕉に計画

冷却に浄化
研究を一綴合理的なものにし︑多

が一九八O琿代に廃蘂物貯蔵の実 行ったラスマッセン報告憲︵WA が︑解釈しにくく︑適当なデータ
証計画を掲げ︑これと並行し︑員
中間とりまとめを車軸した︒

になっているが︑米麟ではDOEループは七日︑約一年にわたって

貯蔵のどちらをとっても施設はぼ
体的な指針ともなる﹁一般環境影

中間とりまとめの主な点は︑①

ないと指摘して批判している︒

ぼ同じ︒岩堀貯蔵による安全憔︑
響薄聡﹂の作成を急いでいたが︑

原発が臨界

う一などとなっている︒

へ
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それによると︑聞グループは同

安定性についてこれを哲定する璽

岩囁また は ホ ス ト ロ ッ ク に よ る

通り︒

る盤要なもの︒この報笛憲は春植

仏C匠A

が建設されると思う六〇％︑エネ

バ

購

渓

享

籔

墨

麟

繕

轟
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響
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繋藤 灘

設

眉川澄内冠腰箆

米、西独両国と交渉

る︒一方︑この発電所を建設する

騨騨灘

エネルキーフラント事業本部

買：麗買

東京都イ代田区大手町2−2−1（新人手町ビル） TE1」（03）244−6125．5383
原チ力野業部 横浜南磯子区新中原町1番地 TEL（045）751−1231

讐鄭罵欄

懲

廃棄物処理システム、炉過器、濃縮器等

鑑濃

貌掘

灘

原子炉圧力容器、格納容器、原子炉系配管、熱交換器

帆

巽

博

原子力発電プラント用の主要機器の設計・製作・据付

奥碍馬

諺

化学濃縮実証工場建設で

INTERCOM︵霞力会社
ルギ
︶
ーで
不足で原子力発霞所の建設

量

関する概況をまとめてみるとーー︒

原発反対を
呼びかける
ベルギー地方職会
ベルギーのアンデーヌ地方議会

♂

轟

無

融、

興骨
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一歩

︸

同鉱山には地下二面充十〜二醤

み︒

めて高いのが精邑︒鉱山では︑今

イエローケーキは薦アフリカのコ
から千百名湯慶になる兇込み︒採

代には従業員も現在の七百名程度

一調塵

物の基準が整備され・今年﹁月か

菱総研システム開発部長︑池田洋

木技術研究所副所長︑藤織潤；二

滲颯蟄四万円︒申込み締切りは十

勢樂人員は五十名まで先魑順︒

諸氏︒

一弩

が誕生︒引き続き試験運転

◇

して十月下旬に面罵済み燃料輸送

馬齢扱いは七万件を超したとい

三機関が加盟しており︑昨隼の文

でいわば注文品型︒あらためて質

万四千円︒門リクエスト﹂傭報の

した︒

±磁円の増資を行うことを決定

十田︑これらの湧動に鮪えるため

詳細は茨城興那珂郡藁海村の原

神戸商船大で

国際会議あんない

▽※鵬原子力産業会議は今秋十

ークで核不拡散と保障描躍に関す

月二十二臼から四日聞︑ニューヨ

る国際会議を開く︒詳細は原慶︒

▽国際原子力機関︵IAEA︶

計薗課へ︒

と欧州経済協力開発機構・原子力

三月二十六日から三十欝まで︑ス

／

機関︵OECD・NEA︶は来春

ら発生する麗磯物のオン・サイト

イスのチューリッヒで一発電炉か

管理に関するシンポジウム﹂を開

▽米国原子力学会︵ANS︶は

く︒詳細は原薩・計画謙へ︒

アリゾナ州フェニックスで﹁原子

今秋十月十髭日から十六頃まで︑

力産業の萄成に関する国際会議扁

同会議ではエネルギー講給や輸

を開く︒

出︑薪型炉を含めて二〇二五犀ま

について検討が行われる︒詳細は

での原子力産業各部門の計画など

グピ／彰

原産・技術課まで︒

原産に入会

所擬生田愛甲砥

︵財︶B本エネルギー経済研究

原塵に入会

一工O丑 電話五Q

代表取締役久保徳

︵橡︶東京エレクトロン研究所

一−七八山ハ一〜三

十森ビル内

催所業区虎ノ門一の＋八の一︑第

所

る計礁︒このため00RDでは二

がタイムリ⁝に入手できる方法は

う︒警報過多ぎみの今日︑三門家

輿施︒契約料は＝︸万六千円︒

文意検索サービスは来蕉四月から

子力弘済会︵電話〇二九一一八⁝二

原子力学会が

秋の分科会
五百超す研究発衷など

一︑明器ビル〒一六〇電話三

雄氏住所縣宿区西新宿一の二十

圏三1四四二

丈夫︑穀類芳郎両翻理薯長が動力

炉および核燃料開発について概況

﹁ふけん﹂の試運娠︑FBR実験

報告する︒午後はATR原型炉

﹁もんじゅ﹂の設計など動力炉開

炉﹁常陽﹂の完成および周原型炉

一圓﹁報告と講繰の会﹂を開く︒

ム技術開発︑ウラン濃縮︑資源開

核燃料サイクル・ダウンストリー

発と︑再処理工場のホット試験︑

岡日は年葭中︑瀬川正男理事長

0

騨噂†7勉−側蓋警占

｛聚3）シ塾5−626i

曾

｛｝3）54三一z三91

秋の分科会を開く︒

今回は四日闇にわたり炉物理・

演︑六つのフィルムセッションが

数五百＋編の研究発表と二つの講

工学および保健物理各分野から総

一エヌ・ティー・エス技術部畏の 炉工学︑燃料︒材料︑化学︒化学

らは西海再処理施設の試運転にあ

輸送も始まったQセミナーでは核

わせ発電所からの使用済み燃料の

燃料等輸送
でセミナー
燃料物麗とR王の輔送に蕪嶽をあ
10月17︑18日一

課まで︒

︒委託研究の成漿などについて斯 月六B︒希望の陶きは原因・業務 計帳されている︒参加賢二千円︒

て法令︑輸送物の基準︑安全評鋼

る︒

界雷門家諸氏からレクチャーがあ

日本原子力産藁会議は来たる十

の原薩禽議室でセミナー﹁核轡料

上健一科技庁原無力安全周核燃料

轡用船門臼の浦丸﹂の寛学会を

原産ではこのセミナーの一環と

規制課長︑福田佐登志同軸俊︑武

講師は齎木摺文責工大教授︑村

月十七︑十八の両日︑東京・港区

物質とRIの輸送﹂を開くことに

新燃料︑滋強済み燃料そしてR

︵於茨城興・東海港︶を予震して

業務課まで︒

ひつ迫は必至の威勢︒こうしたな

かでアク1タ・プロジェクトが生
憎体制に入ることはこれまで海外

横で八五庫に六万千七認ショート
・ナ︑二〇〇〇年には三十九万四

料サイクルが

依存一辺鋼だったわが国の核着

れ電力十社に供給されることにな

千ショ⁝ト・捷に達するとみられ

る計騨︒

るのに対し長期契約分は十四万

へ尚け大

逓産省核歎科サイクル研究会の

国産化

予測によると一九八五鋸三二二百

し︑海外ウラン探鉱濡動は﹁将来

えることになる︒

る偏との員体的目標へ新局薗を迎

Wの原子力開発門標を達成するた るのみで︑このままいけば麗給の

万KW︑二〇QO駕一憾薫千万四
K千ショ1ト・ゾが確保されてい きな第一歩を踏み出すことを悪罰

から適切なものをリストアップし

けば︑弘凝会が数多くの文献の中

所要羅の三分の﹁は自生開発す
というわけにもいかず︑ここで敗

て罐月一励︑盛込み蓄宛て郵送し

ファスト地区でのウラン探鉱につ

ている千八颪平方爵耕にのぼるア

施する︒ただ﹁摘報なら何でも隔

てくれる︒スタンダード型刃引の

いては︑萸部地域での谷塚に熊点

ドラム指首四十四本分のイエロー
ないものか︒然然館で︑あるいは

る︒

問式をつくり聖算機処理へ圓され

支離鵜報入手の驚きは原子力弘

一麗に希望のテーマがない場禽 本格実施となる︒無聞契約料は二

関係機関に出向いて調べるのもそ

により再選されたこの文鰍満報は

済会との契約のもとに︑希望の僑

一五〇愚説︶まで︒

﹁陣板﹂部門認定により岡社だけ

報をあらかじめ晦込み登録してお

神戸製鋼所は七日︑岡社加古川

B本原子力学会は来たる十月七
日から十日まで︑神戸帯索灘露深

で原子力分野の材料から機器製造

江の神戸商船大学で昭和五十三隼

製鉄駈で製作する漂板に米国機械

とになる︒一社でこのように繊緬

10月4臼海運倶棄部で

と講演の会

動燃が報告

学会︵ASME︶から﹁原子力機
までの 一翼製造体制 が整うこ
器罵材料製造に関する認定認﹂

のは世界でも初めてという︒

囲にわたってASMEを取得した
︵QSC︶が交付されたと発表し
た︒﹁原子力用機材のための懸

板﹂がASMEに認定されたのは 同社は原子力分野に本格的に進
九七六無十・〜月埆康

動力炉・核燃糾開発瑠業団は来

廃するため

たる十月稲臼︑午餉十購から索京

子力委麟会﹂︵委員長・萄川正康
取締役︶を設罵以後︑ジルカロィ

・平澗町の日本海運倶楽部で第十

いでわが国で四番冒︒

岡社は︑すでに高砂鋳鍛鋼工場

ンネルボックス︵大久保化工機工

轡黒眼型管︵長付北場︶や︑チャ

日本製鋼︑新田鉄︑川鱗製鉄に次

﹁鋼管扁︑日高工鵬の﹁溶接棒﹂

の﹁鋳鍛造品﹂︑展麻細工場の

実績を秘み臆ねてきており︑さら

場︶︑復水管︵門司丁場︶などで
についてASMEの原子力材料製

造の認定をうけているほか︑高

核燃料サイクルの一端を担う 鴫憲欝

毎外ウラン

資源開発

ウラ ン自主開発へ
ってほぼ水平に金属ウラン換刑四

七十耕付近に約二藤ニや診にわた

西アフリカ・ニジェールのアクータ鉱山でのウラン開発に取り組んでいる海外ウラン土竃開発︵ほ

るとみられ︑儲位もO︒四％と極 なり受講生を琢毒している︒

万〜四万二千ジのウランが存在す

第︸号
試験的雪転を続け︑今年申に約六

謝課畏︑荒縄栄夫運輸雀大臣乱落

一久鷺舛遊船原子力事業盛装躍設 いる︒参加費一万五千円︒同じく

繊︑試験的生産体舗に入った︒今隼中に金属ウラン換舞約六百沸を生産︑八○隼代から二千誘／軒の

首沙を生塵Q来蕉には藁蓑能力を 贈加の一途︒このため昨鎌ナ⁝月

るにつれ︑顕離︑蟹︑回数ともに

I等の輸送は原子力開発が進展す 村祥央RI協象醒薬鷹峯蔑︑大類

生産館舗に入る計画︒一九九三鰯頃までに四万二千ナの生産が予定されており︑このうち約一万八千

技術安全管理窟︑永愈正聡中研土

代から平均二千鏑／年の本格擬業

千五百ナ／奪にあげ︑一九八Q奪 には安全輸送に関する法令︑輸送

産化謝画が初めて翼体的なレールに乗ることを昌昌し︑﹁将来ウラン所要願の銀嶺の一を自主開発す
る﹂との目標へ陶け大きな第一歩を踏み出すことになる︒

構錬工場は塩化ナトリウム・ウ
トヌー港から船号みされ︑大部分

に入る予定︒このため一九八○年

ラン溶液にマグネシウムを撫えイ

フランスで転換︑濃縮した後B本 掘には今年からおよそ二十年程度

アクー タ 鉱 区 は 同 国 ア イ ー ル 山
塊西方の九︒九草山詩層で︑アフ
エローケーキを生産する仕組み︒

躍本引き取り分は四三・三％とな

露探埋藏躍約四万二千ナのうち

に輸入︑一九八0年代にはわが国 かかるという︒

ウランメッカ〃の

一つ︒脇和四十五年にOURD処
︑理能力はウラン鉱石で六十万ナ

リカきっての

でも

による原

発運転が行われることになる兇込

十月から本格実施へ

霞主開発ウラン

した場倉︑金観ウラン換籔二千四
AREMが共同で探鉱をスター
颪沙／年が生渡できる計算︒

／蕉
︒N
ウラン盒有率が○・四％と
仏COGEMA︑ニジュール
O

ト︑その 後 こ れ に ス ペ イ ン の E 蕪

USAが潴わり共周出蜜会祉CO工場完成後同鉱山から掘り出さ

扱われる惰報は門スタンダード﹂

文鰍テーマリストはすでに用葱済

をあて︑今無策までに延べ一万八

に魎鉱︒その後本格生産のための

坑通を掘削し︑待望のウラン鉱康

・ケーキ︵金属ウラン換算四十ゾ

今後の各分野研究開発に大きく質

一方︑同じく00RDが実施し
と﹁リクエスト﹂の二概類に分類

みで門墓礎から応照までこれでほ

文献情報サービス

されている︒前提はいわゆる既製

とんどの満報はカバーできる扁と

原子力
弘済会

ぼ整い︑この十月から一般へのサ

腺型で︑前もって矯恵された文献

施設整傭が行われていたが︑今璽

程度︶の

の一つだが︑大変な時間と労力の

献しょうと期待されている︒
一般への文献検索サービスは原

かかるケースが多い︒そこで朗

始める文献検索サービスがそれ

研の協力を得て原子力弘済会が実

報︒原子力弘済会がこの十月から

あの件はその後どう進展しただ

ービス提供の段どりとなった︒現

日産イエロー・ケーキ第

在︑INISには五＋七か国︑＋
テーマの中から希霊のものを選ぶ

千耕にのぼるボーリングを実施す

一曝︑

ろうか︑この技術の騰報がぼしい
が続けられ九月中旬にはCOGE

弘済食では講っている︒十月から

糟錬工場に鋳ち込まれ︑八月三十

MINAKを中心に開発が進めれ
らたばかりのウラン鉱石がウラン
れていた︒

こうしたなかで今日初めには地

MA引き取り分として二営二十膨 ーー等々︑こんな時︑必要な簡報

ことになる︒後轡はスタンダード

にはウラン縫錬工堀も完成︑生産
が仏へ尚け出荷

設備も羅ってきたことからイエロ
された︒日ホ分の引き取りは今秋

懸

の＋月からスタートする計画︒

初荷

⁝・ケ⁝キの試験的生産体制に入

下二薫五十耀︑延長蕊千二百層の

っており︑焦心万八千ナが輸入さ めにはわが国のウラン所腰羅は累

ナが二本引き取り分となる憶込み︒アクータ鉱劇が生産体制に入ることはわが国の核燃料サイクル国

OURD・鈴木薔照社撰︶はこのほど完成したウラン構錬工商で国産イエローケーキ

を産 後掘潮︑橘錬など全工程について

融 網目本分は今秋 か ら

圏

だ︒世界各国から集められプール
された文献の中から︑要望に応じ
必要なものを引っぱり出し提供し
てくれる︒

この仕丁みはつまり︑原子力関
係文献橘報の癒遡促進を霞網に国
際原子力機関の呼びかけで組織さ

れた国際原子力構報システム︵I

NIS︶が︑世界各国から送られ
てきた購報を︸つのファイルにま
とめ︑情報提供の見返りとしてそ

れら情報を磁気テープの形でIN
IS加盟の各国︑各機関に送って
くるというもの︒この磁気テ⁝
プ︑すなわち世界の文献燧報のわ
が畷の受入れ窓口は臼本原子力研

の挨拶の後︑新関欽鹸原子力委員

て総状と今後の計瀬筈々が各担当

に原子力総愈製造体制の充実に努

発など核燃料開発それぞれについ

砂︑大久撮両地区化工機工場も興

が﹇原子力をとりまく国際環境偏
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各種新型炉構想の比較、RFCCの検討等わが団原子
力界にとって重要な課題について最新かつ有益な報告
が行なわれています。
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シンポジウム論文集

〈内容〉 本年度グループ別報告では、原子力発電所の運転経
験と信頼性、放射線防護と除染、軽水炉の運転と燃料
の健全性、原子力発電の経済性、地下式原子力発電所、
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1

原子力発電システムの安全性
（1）各種構成要素の現状 （竹越
②評価手法一確率論的な安全評価 （竹村数男）
II 軽水炉を中心とした種々の原子炉型の燃料サイクルにおけ
1韮

畳込先日本原子力産業会議・技術課
〒ユ05

一原子力システムの総安全性一

W

巨大産業の安全理論（高橋

実）TEL

（03）59三一6121

W

ラ｝）

る放射性物質（アクチナイド核種）の生成・消滅挙動につい
て（吉照弘幸）
軽：水炉燃料の炉内挙動から見た安全性（市川逢生）

核燃料サイクルにおける放射能と放射性廃棄物の対策

。S田圃1。1附と原子順番

（井上武一郎）
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力

霞

昭穣荊3月121！第瀬郵｛難物轟暮鷲∫

有沢原産会長
が訪欧

﹁便用済み燃料の中のプルトニウ

る偏と各国の理解を要隠したあと

はもっと十分置認識する必要があ

について﹁プルトニウムの危険強

は﹁国際協力による技術移転をす

講演したR・リー浅︵韓岡原研︶

力発言技術の霞憲開発偏と題して

このあと︑﹁軽麟における原子

連絡依制の完備などにより曹用運

冤地から︑昭和五十一無七月以降

前に︑同霧壷会は︑安金性確保の

らに︑専用運搬船の航路での沈欝

分な安金対策がとられている︒さ

や蜜全運航の指轟などを通じて十

想定して公衆の被曝線懸を評娠し

ら二十一摂理でウィーンで開いた

模の再処理工場に閲して田本︑西

今回の作業で︑無闘千五醤ゾ規

CE︶第四作業部良は︑十八巳か サーマル利翔について報告した︒

ィ；ンで胴催される︒

月二十九田から十二尾一臼までウ

も今会舎で淡まった︒次闘は十一

ど︑報告欝の臨次とスケジュール

める︒ベースケース︑代繍技術な

雀側から新藤領男室謝窟︑憩谷正

産

より安全で効率のよい沸騰水（BWR＞型塊予力細読プラントの開発を

彦霊計宮が同席した︒

環太平洋会議
参加者と懇談

原

二十五日から榮東で開かれてい

る環太平洋会議海外参加蕎と原産

関係蕎との懇談会が二十七田︑東

た︵軽写爽︶︒

漿・有楽町の粟崇会館で開かれ

懇談には岡会議滲禰蕎からC・

﹂︒バーディ︵オーストラリア原

︵カナダエネルギー・鉱物・資源

子力婁員金︶︑﹂・C・ラナルズ

雀︶︑G・T︒リースト︵カナダ

原子力公社︶︑Y︒K・ユン︵韓

ス︵メキシコ大学原子力研究駈︶

国科学技術研究所︶・L・ガルペ

R・メンディ主翼ラ︵メキシコ国

ア︵フィリピン原子力委員会︶︑

立原子力研究所︶︑E・N・メヒ

盆︶︑鼠・ファーガソン︵※DO

E・﹂・ヘネリィ︵来漂子力学

猛︶の各氏︑原産側から吉岡原磁

酬社長︑森艶羨毒心らが巖翼し

懇談でファーガソン氏は核不拡

た︒

散電猫について﹁この政策を進め

NAIGは東芝・三井グループが進めている

間の田穗で西独︑スイス・オース

誉いレム︑二千規ケースで六

ていくためには核轡樽の蜜定供給

原子力開発の基礎から応用まで

トリア・英および仏の西欧五か鷹
を歴訪︑各国の原子力関係酋脳と

嶺薗の諸解題を中心に愈見を交
換︑懇談する︒この間脳会長は︑

ニューフレックス78協会にも繊縛

十月転臼からバーゼルで開かれる

する︒葛沢会長には総合研究開発
機構の向坂正男理蟹長︑原産の石
川治郎総務課覆が随行する︒帰國
は＋月＋四田の予建︒

く必要がある﹂と掴摘︒また︑イ

︵原子力庁︶は﹁わが國は騒露な

ンドネシアの一︒プライヨト氏

ースで輸出を続けていけば〜九九

石窟資源があるが︑このままのペ

間十

ドレムとなり︑国際放射線防護婁

気聞蚤胃︑野レムに比べて十分酷い

農会︵茎CRP︶の許容被曝線磁

値となる一とし︑これらの評．起
結梁から﹁わが濁での使胴済み燃
料の海上輸送は＋分安全隔との繕

報告露はこのほか︑岡際間の海

論語貸した︒

が国が海藻階変形防止用のキャス

が不可欠の条件となる扁と荊難き

上輸送の安金確保については︑わ

ク圧力平衡弁の開発利用を濁際機

制を確立するための検討をスター

したあと︑

及し門盗難犠の供袷は二騰間協

メンディオ⁝ラ氏もこの問題に欝

トさせるべきだ﹂と指摘︒また︑

﹁學懲にこのための体
る︒

関の場で提書するよう指摘してい

長期開発資金
の確保を要望

た︒このあとメヒア氏は原子力分

給を保証する必携がある﹂と述べ

定ではなく︑IA露Aを通じ供
田本原子力産業会議の有沢広巳

康産︑大蔵嶺局に

会長︑円城青次郎副会長らは二十

言成などについて田本と協力して

野での国際協力について﹁技術蕎

いきたい偏と指摘︑これに対し古

五日・都内のホテルで長岡実大蔵

が酋相に提藷した長期的な原子力

雀主計局長らと会い︑さきに原産

いきたい扁と述べた︒また︑ラナ

岡副歓長は﹁てきるだけ協力して

ルズ氏は﹁環太箪洋宍議ではこの

研究開発資金の確保について改め

地域にとどまらずもっと広範な参

て襲饗した︒原子力研究聞発所要

るか︑その資金確保に財政嶺局の

蟹金は今後十区間に四兆円とされ

案︑ヘネリー氏はス孤議と会議の

加を認めてもいいのでは扁と提

ていく必蟹がある﹂と述べた︒

閥についても継続的な簗流を行っ

会愈には︑原産側から田尊閣弘

特段の配講を求めたもの・

履違︑国分郁男慣務周畏が︑大蔵

資余問題懇談会委員︑森一久癬務

強力にバックアップしています。

学協会共催

原発に積極的な各國
蒋沢広巳麟本原子力産業会議蜜
長は幸月二十八欝成田発︑約二週

れを九七・四％まで引き上げる計

衛士銘茶的で︑研究開発を慧ぎた

を引き下げるためウランの有効利
らないが︑原子力平和利用を阻醤

い﹂と述べ︑引きあげの程度につ

蘭だ偏と述べながらも原発の安全

するようなものであってはならな

いては規在の三軸MWD／鏑程慶乱の原発安金記録を選成していく

籟りがちだったが︑現在原子力開

ン氏︵※DOE︶は核不拡散閥題ことが闘安になろうと指摘した︒

これに対しR・L・ファーガソ を五〜六万簾WD／鏑程度にする ためには慣璽にも慎璽を期してい

性については﹁これからも長く撹

い﹂と強調した︒

核騎問題めぐり論議も
醸水原子力学会︑来岡原子力学金︑カナダ原子力協会共催の第二回一環太平洋会議扁が東京・大手
町の経団趨ホールで二＋五一二＋九田の五臼聞の予定で開嬉した︒﹁原子力発要所の建設︑運転と研
究開発﹂が塾調テーマ︒藤︑米︑韓鷹など太物洋地域から約二十か醐四颪五十名が参加︑一︑二︑瓢
田田には参煽各国からそれぞれ原発閉発計画が紹介されたあと﹁核防政策も必要だが︑これによって
軍和利用が陽露されてはならない﹁太平洋地域で天際技術交流の強化を﹂⁝⁝など濡発な慰麗交換が

発の園産化に鹸大の購点をおいて

すめると周時に自主技術の開発に

﹁原子力発纒および蹴力計画にお

ム含蕎墨を低くするため核敷料燃

さつ︒つづいて第一セッション

いる﹂と理状を紹介︒さらに最近

環太単洋会議は一九七六薙十月

けるその役劇﹂では二本︑来国︑

ため一九八葺〜二〇〇〇無に必要

〇銀代には格渇してしまう︒この

れて以来隔矩ことに開かれている

金力をあげている︒標確化をスタ

ど各樫の薯故聴試験条件を満たす

八着度での三十分間の火災試験な

一八︒七％から一九九六奪にはこ 賄いたい﹂と引爾を紹介した︒

の核不拡散政簗については﹁IN 焼度を引きヒげることを憂えてい

き上げは二八︑ウラン︑濃縮作藁懸

韓閣︑カナダなど八か圏から原子

一

芸能な方法を兇出していかねばな

もの︒太平洋地域各日の代表が〜

このうち︑濠ず﹁日本における

な発電設備のうち￥分は原子力で

エネルギーと原子力発電﹂と題し

ートさせ︑自門技術比率を現花の

理解を深めようというのがその目

て講演した新関欽哉氏︵原子力署

FC逸を通じて技術的︑経済的に る﹂と指摘︑さらに﹁燃焼度の引

的︒日本原子力学会としては辞め

員︶は﹁石磁購給のひつ遡は石油

力開発の現状が紹介された︒

にホノルルで第一回会議が開催さ

行われた︒核防問題についても討論される予定︒ほ6面に関遡配購嚢

祷沢会畏

霊に金し︑原子力技術交流と相互

て主催する燭際会議となった︒後

原子力委︑安全を確認

援は原子力婁員会︑原薩など︒
に代馨しうる繊頼性のあるエネル

運び込む侮上輸送については︑N 構造や設備が十分安全性のある設

厳曝な法令基準に従って設副され

会議でまず山本賢薫原子力学会
ギー源の確立を求めており︑この

核男鹿安余丁門審蕉金︵会長・

使用済み燃料の海上輸送

会長が﹁原子力エネルギ！利周を
舗給ギャップを埋めるのはウラン

TS社が福島︑美浜などからの運 誹となっており︑安全運航の抵憩

ている︒また︑麹用運搬船は船体

濫めていくためには醒際協力が不

由本寛藁大名誉教捜︶はニや一握

提出していたが︑同委農会は︑二

十二圃の調盗審議を璽ね①海上輸

万一︑キャスクが海没︑放射競物

確率は奪闘一千万分の七・六圃で

りすることのないよう法制の整備

搬船が環故に遭ったり︑沈没した

十六日の定例会議でこの報告を了

送中の使翔済み燃料キャスクの安

こうした海上輸送購代の到来を

伴う本格輸送に鯖えている○

承︑わが國で行われる使用済み燃

全性②環境影響評価融安全対策な

原子力発電藤から出る遺漏済み

その結果︑ますキャスクは斑摺

ても︑水深二百駁侮没ケースで無

懸が漏蔑するという諸悪の喫態を
專庵運搬船一賑の浦丸﹂︵約千二

の続さからの落下縛帯試験︑摂氏

子炉︵プルトニウム生身︶で田

燃料を輸送谷器︵キャスク︶に納め

蔭八十総ナ︶で東灘再処理施設に

なった︒

ぞれベースケ⁝スとなるスタディ

に今後︑簿処理・プルトニウム機

同量金は︑ベースケースをもと

本︑加工工場でベルギーからそれ

べ⁝スケース合

磨茂漏電気尽業連倉会技術顧問︑

第四部会作業にはわが国から田

扇恩︑評価作業へ

ペーパーが出揃った︒

ピューレックス法による再処理工

縁について経済性解析︑環麗安

料課長らが出席︑臼産百沖程魔の
再処琿とプルトニウム利矯の技

場計翻︑薬梅湾処理施設で行って

一NドC巳籍4部会

田中泰文科学技術庁原子力局核燃

どを総禽的に検討してきた︒

繕海上輸送の安金牲を確認した︒

報鑑査をまとめ︑原子力委員会に

は十分安全が確撮される漏とする

一国内の使用済み燃料の海計輸送 航経験を鎖み︑再処理施設稼働に

﹁これまでの原子力開発は灘入に

しかない﹂と訓撒きしたあと︑

徳叉

可欠︒今回を契機に国際協力の横

罫ざ

術問源を巾心に襖討を進めている

会愈で︑技術響価の無量となるベ

鷺C︑贈戯でフランス︑玉液・原

独︑英国︑輸送に関しては英国︑

樋際核趣料サイクル認価︵工NF いる混愈抽出実験︑ATRのプル全︑核拡散抵抗性の評価作業を進

ースケースの設定について台懸が
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新長期計画策定と
今後の課題

化する⑧濃縮ウラン確保は還

一自主確保を農標に施策を強

ン髄源開発は駅要麗の三分の

集し地元と戦意形成のためのル1ルづく ことからみると︑規模はざっと六癌︒確

あり︑臼標達成へ今こそ官民が総力を結

いる通り立地難打開が当面最大の課題で

なくされている︒擾期謙画でも指摘して

行計画に比べほぼ半減と下方曝正を余興

過鎌十年間のそれが総計七千慮円だった

還について明確な方策を承していない︒

たい︒残念なことに畏期計画では蟹金調

たという︒原峯力委員会の姿勢を評緬し

不拡散︑禁輸等々諸々の規制の手が四方

時に︑国際規制の圧迫も急速に強まり核

じめ開発途上諸国も堅巻的だ︒しかし同

力開発に努力を紅中︑産油国イランをは

海外でもわが国同様︑いずれもが原子

でロ⁝タリーキルンを便って︑加

の難関を打開するため英仏日など

的にも行き詰まりが出てくる︒こ

を広げるとなると技術的にも経済

低いことから︑低品位鉱まで対象

が早くかかるうえ︑ウラン収率も

の年生産璽も一丁五詩耀程痩が限

死するケースがあり︑単位当たり

ては濁水︑農薬の影藤などから弊

好評︒このうちクルマエビについ

／詩竺程度で︑東京市場などでも

詩草︑クルマエビ六千九百八十円

した︒販売価格はウナ麗質蟹田／

緒︑クルマエビ四百八十詩を出荷

すきない︒

心分離法による国産化に主力

かに距額だが︑決して手の届かぬ数字で

無法を中心に低轟僚鉱処理の研究

熱しながら濃硫酸で漫出させる硫

ては送気と水車による曝気が単位

度︒しかし︑シラスウナギについ

究︑關発︑利用各面にわたる員体策につ

は条件が整い次第本格的な海洋処分へ移

証試験を進める⑥低レベル放射性廃蘂物

る⑤プルトニウムの熱魔性子酒利罵で実

c画はわが国における原子力の研 操業開始を囲途に麺やかに建設に着手す

うした中で︑ウラン資源開発での引取り

ほとんどが従来路線の延繰上にある︒こ

囲体にさほど新鮮味はみられず︑旛策も

屑勢が流動的なため︑全般を通じ計画

れは︑こうした各施設がいずれも開発無

びも著るしいことに視点を躍きたい︒そ

野で大型旛設建設が椙次ぎ隠金需要の伸

年間にFBR︑ウラン濃縮︑核融合各分めている︒そうした中で国産化率が高ま

ら︑むしろわれわれは︑唐画の繭期五か

はない︒しかし︑規模もさることなが

﹁輸出産業﹂という書葉も新しく登堀︑

はまだまだ脆弱である︒擬購計厩では

りを急がねばなるまい︒

八方から伸びてくるなど原子力をとり巻

開発が進んでいるが︑鉱石と硫酸

を傾注︑六十年代中頃の実用工場稼働を
望⁝ 新しい原子力研究開発利用長
㎜期計画ができあがったQ長期計 めざす④再処狸第二工場は六十五庫頃の

く環境はこのところ厳しさの度合いを慰

との均一混含技術などに問題が残

いて指針を示したもので︑今回の計画で

理開発でのコ・ロケーション方式騒騒の

保証・備癒︵濃縮を含む︶の検討︑再処

代初頭に固化処理と貯蔵で実証試験を実
開発体制の整備など駆ったことは新機軸

考慮︑核融舎研究所構想︑原子力船研究

を兜右する︒原子力委員会が首楓に異例

の成盃は今後のわが国原子力開発の命還

るからである︒そして︑これら大型施設

手以来の

も一貫化するなど原書力開発は装を新だ

安盒委員会が発足︑来年からは規制行政

進の箋質的初年鹿でもある︒近く原子力

発の必要性は高い︒来十度は長期計画推

給体制を固めていくためにも自主技術開

企業努力を鼓舞しているが︑こうした供

コンパクト化によリプラント建設

効率処理が可能②漫出処理設備の

る︒このため①低贔位ウラン鉱の

率的に遡続処理ずることができ

袴効に生かして大容麗の鉱石を効

均一混ムロが可能となり︑反応熟を

して横み璽ねていくことにより︑

は︑粉砕鉱石を早い魍ごとに連続

という︒

と︑濁水の流入などが今後の課題

海水を使用しなければならないこ

調整中のため原電の定検時に自然

力試験炉からも取水するが同炉が

になったと指摘している︒原研動

規くらいまで司能なことが明らか

ったとはいえ︑わが国原子力産業の基盤

は今年度から昭和六十二黛度まで向こう
行︑陸地処分も五十薙代後半からの本格

施し六十年代に地層処分を圏点に異義試
として紅躍づけられる︒新長期謝画では

の飯盛異串をし︑有沢会擾ら原産豊艶が

に再揮発するが︑新長期計画の策定を機

籔が安くなる③自霊蓄熱による加

でき︑年生産購も三十賭鰐／軍方

面懸嶺たりの収獲を高めることが

実旛をめざす︒高レベルのものは六十無

五月から轟門部会を設けて一年半に及ぶ

験を行う⑦臨界プラズマ試験勲爵を五十
また︑各種施策の推進で国を中心とした

首相︑財政当局に研究開発饗金の確保で

に︑蟹金手当てをはじめ各藏で十全の配

委託開発課題に選ばれた薪技術

されている︒

明らかにしている︒原子力委員会が昨鎌

十か威望の各彊施策の蜜点と推進方策を

検討を璽ね︑まとめあげた︒

年代後半完成を蔚途に建設するほか︑六
自主技術開発をことさら強調︑このほか

英断を求め提書したのも︑こうした点に

態がとられるよう強く要塾したい︒

としてここに簗中す

て策定︑以降ほぼ五年ことに見聞されて
十年代完成を灘途に炉心工学試験装置建
従来の長期計画ではいずれも抜けていた

配麟を求めているからに他ならない︒ち

群民舞

きているが︑今鷹はその第五回葭︑昭和
設で検討を進めるーーなどが主な内容︒
研究開発所要資金を冤穰り総額四兆円が

なみに︑現行のシーリング方式だとせい

長期計画は昭和三十二年十二月に初め

四十七年六月策定の現行計癬が内外摘勢
とくに原子力発電關発では軽水炉の定魑
必襲なことを明詑︑今回計画を特長づけ

試験・熱媒体粒子の流動性確認試

の安全性︑還元ガス循環効異確認

だ︒

鍍製鉄へのメドをつけていく計画

低贔位ウラン

連続処理﹇技術開発へ

OO七％程慶でも九五％以上の回

下する︑などの利点があり︑O︒

収が司能︒懸盤位ウラン鉱はもと
より銅製錬廃捷中に含まれる微麗
ウランの憾収にも威力を発揮する
ものとみられている︒

新技術の開発が成功すれば︑使
用可能なウラン資源の範囲を拡大
できるだけでなく︑採籏ベースの
高昂位ウランの処理にも在来法よ

漢長︶は二十一日︑﹁低品位ウラ

新技術開発覇業団︵武安幽光銀

効率よく運続浸出処理してウラン

を混台︑熱熟成して均一に混ぜ︑

暦としてベルト上で鉱石と濃硫酸

産二百ジ能力の薪技術に基づく連

理装置の十分野一程度にあたる日

国際資源では在来の実質軍陣出処

に大きな期待が寄せられている︒

確実視されており︑その開発成果

ため大気汚染公審上葎利なのが特
色︒第一期計画のカギを握る中間

報告謁によると同協議会メンバ

今後の課題という︒

金沢布原産に入会

一の一

予九二〇

電話〇七六二

一殴寝所石川緊金沢甫広二一の

市長岡良

を行っており︑流水藻対策などが

ど貝類の養殖が生︒蔑による養殖

施設はアコヤ興︑アワビ︑カニな

海原発の温水を利用する佐賀興の

びの飼育に璽点を牽いていく︒玄

根原発ではくろあわび︑えびあわ

百冤︑タイ類千二再再の養懇︑草

井県水試では今津塵ブリ類二千二

温調整が難しい扁としている︒福

する冬季に定横が行われるため水

水養魚施設でも門巖も水温の低下

えると擢摘︑覇根原子力発電所温

殖スケジュールに大きな影翻を与

検︑事故による温水供給摩出が養

題︒また︑禰井県水産試験嘱は定

多くの制約を受けるのが今後の課

海薗がなく港を使用しているため

域生蟹網の利用については適轟な

ビの茜養などが霊な薯業︒前面海

仔の飼膏︑ウナギの鷺成︑イセエ

エビ︑アワビ︑カザミの産卵と稚

地区に放流した︒タイ類︑クルマ

イとヘダイそれぞれ五千尾を綴南

昨年中に約十重規に成長したマダ

育てて︑とる漁業﹂がモットー︒

浜岡一署からの取水︒﹁つくり︑

鹸岡県温水利用研究センターは

の変化に対応︑屑繭に沿ったものへ改定
化により規模拡大を図りながら︑七〇年

原畢力直接製鉄の実現は現在鉄
鋼業が使用しているエネルギー源

ン鉱の翼果漫出処理技術﹂を委託

の長谷川津一氏らの研究成聚︒

溶液を取り出すもので︑国際資源

ールのウラン濤声に移送︑テスト

続漫出処理装醗をつくり︑ニジェ

り経済性に薩る方式となることが

開発課題に選定した︒アラスカ石

普通︑ウラン鉱石などの漫出処

￨門国際資源隔に委託

漉の子会社である国際蟹源︵株︶

理には低澱慶の酸またはアルカリ

ことを司能とするため化石燃料の

を漂料炭から原子力へ切り変える

に委託︑三年闇約五億七千万円で

ムがクローズドサイクル化される

熱交換器︑蒸気地無装置︑ピッチ

開発する︒この技術は︑粉砕した

を行うことにしており︑二帯留慶

ガス井受註のうち︑水蒸気改丁装

を使った低温漫鵠が行われてい

置についてはすでに今啓五月に完

で成渠を確認する計画︒

五−十律の薄い顧にしながら濃硫

ウラン鉱石をベルトコンベア上に

発電所温水利用養魚協議会はこ

ているのは門温水幾魚開発協会﹂︑

ーのうち原子力発霞断から取水し

⁝﹂︑﹁欝欝県水産総懸場﹂︑

﹁静岡緊浜岡湿水利用研究センタ

のほど全国＋三か所の発難所温水

果㎏報告欝をとりまとめた︒同協

した﹁発難所温水利用蚕魚の成

利用養魚嚢業の現状と間題を分析

温水養魚協議会が報告書

養殖の企業化へ全力

る︒ただ︑この処理法は漫出時間

成・ピッチ・ガス化無言も七月か

このため岡組舎では今後これらの

酸を翻面に散布し︑十段までの穰

ら試験器選転に入っている段階︒

節約に貢献できるうえ︑全システ

熱駕燃料の節減で操業コストが低

された︒すなわち割田期計画は①原子力

燃焼武と電気式熱入力装灘が設け

験などを璽点的に実施︑原子力慮

発躍乱発規模を昭和六十・年三千三営万K 代のFBR実矯化へと継ぐ路線を確認している︒とくに所要資金については財政

られヘリウムサーキュレータか

実験装置を使って熱交換システム

ぜい二兆円︑計画規模の半分が賄えるに

の第一期計画としてパイロット・

新局颪を迎えることになる︒

当周を押しきり︑あえて明記に並み切っ

W︑同六十五年目千万KWとする②ウラているものの︑立地難を反映︑目標は現

通産省
工技院

テス恥ループが完成
鰯籔魏11月︑千慶達成めざす
通産欝工業技術続は二十六臼︑国の大型プロジェクト﹁罵渇還充ガス利用による圃接製鉄﹂のカギ

を握る丁五MWヘリウムテストループが竣工したと発表した︒同ル十は石川島播磨壷工業が昭和
四十九年から建設を進めてきたもので︑千度C四十気圧という超高調ヘリウムの熱交換性の謡講的試
験を可能とする画期的な総懸︒岡プロジェクトを担当している原子力製鉄技術研究組台では水蒸気攻

プラントの二十五分の一程度のモ

ものの︑丁五MWのヘリウム

門島根原発一︑﹁佐賀累﹂1一な i二〇一二Ω一＝

理黒帯中川平太夫氏

原

産に入会

議会は昭祁五十年︑全国の原子

ど︒このうち︑原醗一号から取水

謎語〇七七〇二⊥ニ

を開始します。

欝

①減巨群が大きい②装署の保守力書

麗装躍︑ピッチガス化装躍とともに本格実験に移り︑昭和六十年代の約薦五十ナ／墜生産へのメドを

原畢力 顧 接 製 鉄 技 術 欝 欝 開 発 計

つけていく薄え︒

画は国の 大 型 プ ロ ジ ェ ク ト と し て

デル実験装薩の製作が行われてき

ら送り込まれる一次ヘリウムを千

十五企業一朗体が一体となって現

験に入り︑遅くとも十一月には世

W高温ヘリウムテストループは中 五度Cに加熱する仕組み︒近く実

ループが完成したことは手度Cと

している温水養熊關発繊雲が力を

︵財︶福井原子力センター
養魚を行っている螺業所が参加し

力︑火力発露所の温水を利補して

干九一騰

ルギー）からエクストルー「ダ方式1二関

鯉

その後、B揮衣浦研究所でパイロッ

度Cに艇熱︑これを暴けて中間熱

闇熱交換麗を中心に慮撞製鉄のた

超耐熱食金の開発︑コスト低減な

界油糟の千度Cに達する兜込み︒

ストループは中間熱交換器とヘリ

いう前人未踏の熱交換技術確立へ

住所禰井藁敦賀南吉河三十七の一

三浦研究漸で近日中に確証テスト

日本原子力研究所に納入しました。

た︒

成︑六十年代に菅五十ジ／日程度

続するトータル・システムを完

験を行うため建設されたもので︑

めの高温熱交換システムの総禽試

ウムサーキュレータ︑ヘリウム

大きな第一歩を踏み出すことを黒

入れているのはウナギ︑クルマエ

ー〜七一〇

を有するベルゴニュークリエール（ベ

固化処理鼓置を臼揮プロセスにより

在原研に建設が予定されている

の順接製鉄を行おうとするもの︒

を中衆熱交換羅で九百工十五慶

純化装閣︑不純物分析システム︑

て発足以来︑鶴翼交換を中心に温

塵中にウナギ六千九厨八十四謎

ビの企業化試験︒すでに五十二年
ている︒

水食熊技術の総合的陶上をめざし

機器発1主と工事の準備中で魂また、

臼擁は、わが譜第1号のビチューメン

五ナMW多目的高灘ガス炉に接 このうち今回竣工した一・五M 交換器が二次ヘリウムを九二二十

まず高温ガス炉から取出される千

C︑四十五気圧の二次系ヘリウム

計装制御装躍で欄成︒熱入力は約

どいくつか問題点は残されている

に伝達︑この高温を利関して薩接

慶C四十気圧の一次系ヘリウム熱 薩接製鉄の 心臓部 の一つ︒テ

製鉄に必要な還元ガスを作り出

三MW︑一次系から二次系への熱 味し︑薩譲製鉄研究は昭和六十卑

へ向け

し・シャフト炉で鉄鉱石とまぜ△口

ドッキング

には高温ガス炉に代る熱源として

交換能力は約一・五MW︒一次系 代初めの高温ガス姫とト⁝タル・
システムの

その原理︒昭和四十八一五＋四年

欧米で数多くの実績と優れた技術

○

TELO3−279−544【（大4七表）

体建屋）の設計役務を終了し、現在、

原子力藩典寡部
東京都千代陽区大手町2−2彗 く新大手町ヒル＞

技術導入

霞揮プロセスを開発、実用化

研出藤 研睦月洵嫉
輔一霧 懸他処理襲

理施設（固化装置、固化体貯蔵、全

⑬副長株式舎社

ベルギーからエクストルーダ方式を

磯霧

再処理施設向けビチ㍗メン圃化処

日謄躍

いただいておりますヒ

容易③固化体の｛受出性が低い

蜷灘鐵

燃糾開発事業団から使用済核燃桝

総合工ンシニ：Pリンク

最新の技術を各電力会社より採用

．

する技術を導入。すでに動力炉・核

難鍵．1

トプラントによるテストを臨けており、

㎝肢

わせ綱材を作り出そうというのが

高温ヘリウムテストル・一プ

曝蝿

ビチューメン固化処理の特長

驚鰹

≡

（2）

第945号
｛第三種郵便物認可｝

耳

子

昭和53年9月28日
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（放射性廃棄物のビチューメン固化処理と日揮）

細
論

業
産

力

原

ζ

外驚
遺臣
括方式を希望しているが︑その方

いてUKAEAとC猛GB要
︵暫中
に央
対して電力の約四〇銘を石

るとしている︒公開調査方式につ

合流し︑外国の謬蒲も期待してい

この計画にはすべての電力金社が

下のコストで供祭した︒この遡続

麹火力発三所の発露髄より灘分以

・ヤンキー原論炉はメイン州の翻

検討する②一九七九年五月一曄を

に反対する運動の可能性について

ーバレー開発公社︶の原子力施設

アラバマ州にあるTVA︵テネシ

箪か月間に七牽九万KWのメイン では①グル⁝プは︑テネシ⁝州と

社祉長碧・W・サーロi氏は﹁十 隼の全体謝睡を決めた︒この会議

性廃棄物キャラバン﹂を粗織し︑

たT・ベビル議鎖は﹁小委醗会・

殖炉︶の研究旨旨を行う﹂とした

無間﹂MFBR︵液体金属高遼楢

大盤鱗が﹁CRB貧を停止し︑三

約束を櫃に再びCHBR開発予簾

とした見方も強い︒

嘗業所・策京03（765）1712㈹

電力庁︶は設計とサイトを禽む

薫二薔万ゆ相擁の石癌を筋約した

運転で七十懸KWHを発趣し︑約再処理雨蓋国際日とする③﹁放射

る︒

ウェル再処理工場へ簗脅すること

来春に金国の町をまわり︑バーン

式は今後の諜題の一つになってい

ことになる﹂と説明︑今後も認録

全てを含め︑核燃料サイクルの各

ウラン鉱山から兵器の製造まで

された︒

することを検討する︑などが採択

と反対派グループのリストを発行

プを御重する④壁塗の原子力施設

ができるか箇かを検討するグル⁝

連続運転記録

五月一日を再処

た︒

更新のため努力をつづけると語っ

悪日を達成
メイン・ヤンキー原発

理反対國際臼に
米反対派︑来隼の戦術練る
門なまず同盟しと門生穿のため

委員禽︑下院で審議され過半数を

領は擾否権を行便するようなこと

麟牌

《クラノクス》

英︑FBRと

PWR開発へ
公開翻壷は来年禾
門パリ松本駐蕉員冒ジョン・ヒ

二十万KW級

ヤンキ〜原子力発慮所は︑定検入

続運転の認録を謙遜したメイン︒

顯︶の週朱に軽水炉による鰻長連

メモリアル・デー︵五月三十

ルUKAEA︵英原子力庁︶総裁
は︑九月十二艮︑百

高速二二炉と酉簗十万KW級加圧

九

水型炉のウィンズケール再処理工
匠拡張工甥方武の二酉調査︵
七七鋸︶が準備のため来琿末筆に

に応じた反日運動を展開していく

の鋤員︵MFS︶面部支部﹂のメステップを明らかにし︑それぞれ

なることを明らかにした︒さらに

最初の商用繕獺炉原発の建設はU りのため七月中旬に送躍を申止︑

を碍︑大統領に送られることにな

響︑上下面院の審議にも付され

が大統讃の署名を得られるか︑昨

に擾習擢を符写するのではないか
てきたCRBR予算に対し︑大統
CRBR建設のための予算二塁が

行便されるか注圏されている︒

﹁寒々した︑賭激とした規則の竃

ワシントン︒スター紙は社説で

劇︒今回の問題でクリティカルな

シーブルック原発が建設されてい

きことが明確になっただけ﹂とし

許認町の問題点を早急に解淡すべ
シーブルック原子力発電所の蕩

る︒

うな法律が必要﹂と陳偶してい

﹁趨邦議会が建設を命令できるよ

るニューハンプシャー州知瑠らは

面から批判がでてきている︒

許町︑鯵止﹂の繰返しに対し各方

もどした︒しかし︑今園の﹁建設

魑がつき︑建設工蜜は酒気を取り

三にわたる﹁冷却上書問題﹂に決

ぐり批判集中

許認可規則め

シーブルック問題で

はない扁と述べている︒しかし︑
無籍様CRBR建設には拒沓擢が

プトと交渉してサハラ砂漠への

ーーただし米園の露悪を要す

廃菓物処分の同意を敗り付けた

轟鍮

大阪06（453）2301←代1

名古屋052（853）1461腎や

Nまでに完成槻購書 淋
施設はDOEにリース
旛設も必要になることから︑敷地

フリーマン総鐡は以餉︑ホワイ
トハウスのエネルギー・アドバイ

いわば原子力反紺派︒今回の総戯

ザーでゼロ成獲提囑轄であった・

めには累葱に肥VA理劉会とDOサイト注目については︑TVAの動きをみて︑﹁右濁りのニクソ

もよう︒

る︒上下両院愈同委員会での審議

る︑この耳金な民量的手法を踏え

ヨーヨ一三釜繍一≡二藍憂︻一篇藁一瓢一諾︻一＝鰻︻一＝編＝匪瓢一嵩箋筆︻一一漏ヨ論一一一躍犠

メイン・ヤンキー原子力発電会

ではそれほど大呂な修正は加えら

へ

れないとみられていることから︑

轟藁⁝一一一﹁簿一§︻︻ヨ富鷺一差讐筆逼一一騙㎜一⁝一篇＝三︻＝︻︻︻婆一一叢蕊

議が行われていると述べた︒また

ギー研究予鎌﹂案を三齎十九対七

大統領︑再度拒否か

クリンチリバ⁝

?九十二臼となった︒

ンバーを中心とした約慨十王の原

ン前大統撹がむしろ中国関係を正

カーター大話領の原子力政策に
米下院本会議はこのほど︑クリ

ンチリバー縄速増殖炉︵C8B十一の圧倒附多数で趨過させた︒

二九七九志度公益事業エネル
ギー研究予算﹂案を下院に提出し

通

フェルの七ナ万万KW炉︵昨無

たオーストリア政府はツルナー

出て交渉が23き悩んでいる︒ま

処理委託契約も議会から異論が

いるし︑仏COGEMAとの再

って賠償訴訟が起きようとして

たフォースマーク一髪炉をめぐ

じる法律ができたため︑完成し

の解決まで新発電炉の通転を禁

ーデンでは湾処理・廃棄物間題

になっている︒スウェ

廃棄物闘題が原子力発電の

議された後︑上院嵐会議での承認

一當一﹇

子力反対派は︑七月初めにアトラ

常化できたように︑ブリ1マン総

よる再処理工娚延購がこのまま長

と設計やサイトについて綿密な協

炉サイト外二陣施設︵AFR︶建Eの正式承認が必要となるが︑こ 側は十二月までに口論を出したい

Sのバーンウェル再処理工場など

すでにボーイング・エンジニアリ

引き︑廃棄物隔離試験三三︵W工

む﹁一九七九無度公益禦業エネル

使はなく︑すでに許認司審査と

ンタで開かれた一部戦術会議で来

KA泡A︑三電力庁︑磁力審議会軽水炉による適続運転の新記録は

設強引に取繧んでいるTVAではれは九月下旬にも承認が得られる としているが︑ブリ：マン総裁は
裁はAFR計画を累期に実旛でき

を麟観し・穫極的に開発を進めて きは来奪の啓か璽までに終え︑一
を検討している﹂と翼体例をあげ

九八O年の璽ころには建設にとり

ング︑ベクテル︑エクソン・二ー

一部ではみている︒

か所の候補地に絞られているとも

いる︒八月にはホワイト︒ハウス

で建設を終えたいとしている︒

たこともあることから︑すでに数

R開発予騨五憾がの総懸にもメド

かり三十か月︵〜九八二隼末︶
とDOEの協力をとりつけ・AかF

回金灘での対簾とし︑TVAは

クリア︑ゼネラル・エレクトリッ

の段階に入った︒

がつくなど︑いよいよサイト選定

眠懸がの予算は当颪の営標であ

と処理能力一万五千ゾ以上の貯藏

PP︶が計醸題り進まないとなる R︶開発のための予二二億がを読 黒瀬案は上下両院台同婁員会で審

る一万五千ゾの縫縮済み燃料財蔵

る︒

施設の建設に使われるものとみら ク糠蝦との話し含いも進んでい
れている︒八三年に完成させるた

ら生ずる地方負担の一切を学習

敷地買収の段階にすすんでいる

センタ⁝計画さ
え圓まれば除子

スができつつあるともいえよ

いうコンセンサ

力発電はOKと 完成︶を稼働させるため︑エジ

うQ研究開発議爾も魑笑に進ん

る︒ツルナーフェルドでは運転

写本ではまだ︑廃棄物闘題に

の員否投票が近く行われる︒

欧州ほどの繁藤感がないが︑敷

︵K・K︶

西独に大きく水を開けられたと

地取得に閥つに取り営んでいる

露えまいか︒

営業部・東京03（762）445王㈹

◎

の新しいパターン 行手形

棄物センターの受け入れには

の関連施設分が量りないとい

社会契約

が必要で︑その形ができるまで
力会社の子会祉で私企業だが・

している︒施設習のDWKは電

にはやはり掘当の聴間がかか

の約辛分を所記する大地主が売

計画自体は﹁国のプロジェク

る︒課画は難航しているが︑来

う︒残りの土地は教会と全敷地

却を拒盃しているため︑全部の

ト﹂だから国が支払えというわ

二⁝ダ⁝ザクセンでは一巻州

国におけるような州の捲語梅行

愚案はかんたんではない︒施設

瀟のDWK︵ドイツ再処理会けである︒
議会選挙があった︒キリスト教

ハ千万がの予舞を縮

周酸化物か︑PU−U酸化物み︑通常の十縮の価格を提示し

ことは︑見方によっては大きな

社︶は総額

で︑その立場が日本に一番近い

民主問盟︑社会民差党など三大

用済み継料の移

西独進む廃棄物管理センター計画ーー

前逸だ︒廃棄物

ているなど立地に金がかかるの

爾済み燃籾千七霞五沖の罵処理

とであり︑米国

動はEC内のこ

支持率五二・入％

か︑燃料体のいずれかになると
みられている︒

公表されなかったが︑巖近スウ

用済み燃料の処分にも蟹成で︑

政党が原子力片持を表明し︑使

その上︑許認司審査をすすめ

でいるようで︑カールスルーエ

は西独も同じであるQ

世論の動陶は悪くない︒経済成

研究センターが新しい臓解ミキ

との協定に再処理同意条項もな

ているニーダーザクセン州が総

長と原子力に反対した贋麗防護

報通もある︒紙装躍によると︑

サー・セトラーを開発したとの

いので︑日本とはだいぶ薯偶が

額三億逆の補鱗要求をつきつけ

票しかなかった︒薗接の地元漿

派の瓢党は全体で三・九％の得

ェーデンの新訓にすっぱ抜かれ

て︑遠邦政府を關らせている︒

たため︑西独議会が審議を饗求

内訳は即金遡千二落万がと十無

入が従来の千分の

廃藁物中へのプルトニウムの混

違うが︑プルトニウム問題の性

一方︑注闘の放射性廃彙物管

でも新党一七︒八％に対して︑

質は同じであろう︒

理センターは︑ニーダーザクセ

センター謝画の強力な支持餐が

契約には戦争︑スト︑技術間

璽の二％のアローアンスなどが

題への免叢条項やプルトニウム

下水道の捲備蟹︑実訂試験によ

間に毎黛二千五蒼万が︒道路や

に減るとい

ン州ゴルレーベルで敷地の約三

するさわぎになっている︒

委託契約を結んだ︒その内容は

の場舎︑使
ランスCOGEMAとの間西
に独便

湾処理工場のない西独は︑フ

のは西独であろう︒

今田の核不n拡散論議のなか るというのが唯一の条件で︑結

増殖炉に二億ドル

を御漏蓄に一九八三薙AFR完成員会︵NRC︶への建設串講手続 ッジ︵テネシー州︶籠城︑AGN
る男﹂とした諏価もでている︒

デビッド︒フリーマン7VA総鐵見通し︒TVAでは原子力規欄委以前︑下院小婁礪会で﹁オークリ

政府提案の便照済み燃料の原子

になる︑と懸念されていることから7VAのAFR開発に期待が乱せられている︒

原子力発電藤建設謝画が穎調に進めば一九八Q葎代には各爾力会社の使用済み燃料貯蔵プールは満杯

するという計画を明らかにした︒AF8施設をTVAが建設し政府にり⁝スするというもの︒来国の

の確保次第では岱山ナ規模の施設
めていく﹂とする政策が米エネルギー雀︵DOE︶の手で進められているが︑テネシー・バレー驕発
公祉︵TVA︶はこれに関連してこのほど︑⁝九八三鎌までに処理能力約﹁万五千銃のAFRを建設 増設もありうるもよう︒

﹁原子炉サイト外に使罵薇み燃料貯蔵施設︵AFR︶を建設し︑地下貯蔵実施までのブランクを埋

・、。

分の一の買収を終わった︒これ

麺独に隈らず︑欧州各国では

その他非破壌検資機材一般

D・フリーマ

ンTVA総裁

う︒

特殊鍵料はいつも、チャンンジ・スピリソト／

／謡夢

にもかかわらず︑再処理︒廃

五二・八％を得ている︒

CORPORATIONを

＼・

る損蜜の賠償︑その他の経済的

設立するなど、万全を期しています。

AEモユタリングソステム

新時代の探傷技術のために、積極的に挑戦しています。

広島0822（44）0400㈹九州093（921）2512㈹
工場・久里浜0468（35）0935㈹

75年には、叢論提供会掘としてTESCO

『F王43

紫外線探f嘉灯

中東、東南アジアでは、AS瓢E（米国機械学会）認定取そ辱が

蛍光漫垂垂煽装羅各種
磁粉探煽装麗各種
渦流探傷装畷各種
超音波探傷装躍各種

τ窪しO3（777＞1852腎熾

《スーパーライト》

さらに近年、各種製品の摂家に際し、アメリカを始め

本社・東京都大田区斑王2−3−10（大森三菱ビル）

五三探傷剤

構究・開発は、今や世界のトップレベルに達しています。

』螂
k

鋭
し、

も関心のあるプルトニウムの遮

だけでも使昭済み燃料プールと

《スーパーグロー》

特殊塗料株式会議

《スーパーマグナ》

浸透探傷、磁気探傷を始めとする探傷技術・製品の

蛍光，墨言語煽麟

特殊塗料が非破壊検査のパイオニアとして歩んで2G余年。

応力塗料

｛になっていますが、特殊塗料はいち早く舛応。

必須条イ

染色両毛探傷剤

NDl探傷機材専門メーカー／探鵬技徳コンサルタント

《スーパーチェノク》

二二の探傷技術に挑むパイオニア

ζ議

含まれているようだが︑録本に

懸は︑核燃料サイクル評価︵工

を取りもどしている。

（84）

一二

83
NFC猛︶で智慧した形態に由再処理施設を建設できるが︑他 撮失など︑この門圏象計闘﹂か

N飛Cの建設酢可再々発行によリシーヅ
ルック原子力発醒所の建殴が再開。解腿
されていた労働者1，800人も復帰、田舞

〈米下院〉

昭和53年9月28臼
子
（第蕊種郵便物認可｝

第945号
（3）

1特蘇塗聯⑳チヤレンiジ選ビ1♪ソ闘

⑭営業品囲

聞

．原子力の国際見本市﹁ニュー

三三低毒が期待される︒▽自動核

える性能を有し︑西ドイツのKK 銭でパネルを展示する◎このパネ

で︑日本原子力研究所が研究開発

施設や製品を写翼で展示するもの

﹁常陽﹂等に多数納入箋繍を有す ロジェクトに協力して四囲が行っ

ニオブ酸リチウム

温音響検出器

を行っている多目的高温ガス炉プ

原子力発霞駈 K炉等での納入窯繍がある︒▽高 ルは高温ガス炉に関する研究開発

で行われている一連の出遣分析作

トリウム中に耐える性能を慰し︑

繕贔を用い︑摂氏七急度の高温ナ

樫分析装圏︵P︶

から臼報︑月報の作成まで自動化

業を自動化したもの︒測定・分析

したことにより大蟷な雀力化を園

つ儘頼性・応答性・擬作性等は世

ラギング野葬常にコンパクトか

原研に納入した炉内ヘリウムルー

実験︑蕩温耐熱材料の疲労試験︑

リニア形露磁ポンプ

原説開顕設など放射線管理区域内

また戦士躍機製造はこのほか︑

安全性高
いバルブ
伊藤忠︵ウツエバルブ︶
ウツエバルブは高圧ラインバル

べより強靭で安全性の高い大型型

ブとして︑通常の鋳造バルブに比

の他に︑数個の小型鋳造バルブ

入鍛造バルブを出品する︒またそ

を・一つのフレームに簗台して一
台のアクチュエータ⁝で作動させ
るマルチバルブを出踊する︒この

させる方式に比べ︑簡蝋な擬作で

使用できる︒

液面計︑模擬

燃料が中心

に︑大豆なコストダウンが見込め

正確に作動させることができる上

のと期待する︒

ることから︑大いに興味を引くも

のが特色︒本液面計は蕩速魍殖

実験炉﹁常陽﹂に全函的に便用さ

れたほか︑各種ナトリウム実験装

模擬燃料ヒータ：ピンは三際に

躍に多数使用されている︒

寸法︑欄造が同じであり︑しかも

原子炉で便閑されている核燃料と

核燃糧と三等の熱出力が得られる

助規躍舞
﹁誘轟型運続目ナトリウム液面

一当流速ヒ⁝ター︒助川電気はP

模擬したヒーターピン単体とFB

WR︑BWR︑FBRの核燃料を

計﹂︑﹁模擬燃料ヒ⁝タピン﹂︑
﹁環状流路型リニア誘藤三二ポン

これらには通常︑衷面温度計歳用

R用模擬燃料簗台体を出品した︒

プ﹂などが主な展示︒誘憩型運続
式ナトリウム液画計は高速楢嬉運

この液面計はとくに温魔補臓に工

用液体金属ナトリウムの液面計︒

の他に温慶禰麗プローブを用いて

夫をこらしており︑検出プロ⁝プ

温将補腿を行っている点が大きな

用されている︒本ポンプはダクト

歎也

〆

評

驕ヒ

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

フレックス78機器展添会﹂が十
月三臼からスイスのバーゼルで

開かれるQ同技術会議と併催さ
れるもので︑今回は第五回目︒

原子力発躍所の奏達遼転監視シス

従来のイメージを一新した新しい

プの組込作業等を写頁で示してい

っている︒▽PODIA︵Pる
︶︒▽ナトリウム用自動運続式プ 毒筆ブロック模型の試作や耐露

テム︒カラーCR7の大々採網︑ 界の最高水蟹にある︒▽アニュラ
多璽化計璽機システムの灘入によ
かつ高倦頼性が特徴で︑シリーズ

る︒

り運転の長鳥化︒省力化︑運転儘

コンパクト

ミニ 頼牲の向上が期待される︒▽孚O 化して各種の照照条件に応えるこ

獣

露華︑法規︑規劉を綿璽して実作

極細熱駈対がうめ込まれ痩われ

これら高趣質の原子力関連製贔

○ホノトラボ

わが国からもすでに政府関係︑
民間あわせ二士二機閲からの参

も︑チャンネル︒ボックス︑原

加が予定されており展示晶 冒

子力用弁から新型TLDまで多
種多様︒霞進月歩の発展をとげ

▽燃料自動交換機︵P︶

葵毒島︑遷

装羅は︑従来の各バルブをそれぞ

▽核融盒実験影響︵P︶

の作業者の安全管理用となるデジ

をベースにした⁝アィジタルプロセ

稼働率向上
コンを用い炉内の燃料を還隔自勤

れ単独のアクチュエータ⁝で作動
ラズマ研で計画されたRFCI
ムX
マスタD・サーベイメータ︶も

名大プ タル表示方式の携帯用測定器︵レ

交換する装翻︒燃料位躍の記億︑
ス制御盛挙︒分散式階魍制御を特

SDICーマイクロコンピュータ
とができる︵二分の一のモデル︶

などに重点
霞動位躍決め︑自動燃料移動を採

徴とする︒▽BWR嗣炉内中性子Xの本体とプラズマ発生装騒︒こ 出品する︒

・粟芝
爾した世界でも初めてのもの︒▽

○

が被曝する放射線蝦を測定して︑

Ψ

器・磁場コイル等からなり︑高周

る︒

デジタルサーベイメータは︑空
間ガンマ紛墨測定用として線蟹率

でき︑また︑モニタ音で線唖率の

を三桁のデジタル表示により獄裏

どちらも充書池を使用しており

強さを知ることができる︒

二婿導ミ

短時間の急速充電により︑繰返し

等

特徴︒このため安定した温慶補償
特性が得られる︒誘纒型であるた

ず︑取扱いが容賜であり長寒ム叩な

め榛出謡はナトリウムと薩接触れ

業ができるよう運用面でのフレキ

てコサイン分布としたものもあ

る︒また姦凶分布は奥炉を模擬し

て構成されており︑顧客先の国家
製品を製造している︒さらに︑使

シビリティをもっているのが大き

猛セクション銀の思想を骨子とし

馬済み材料再処理工場用の布ガス

な特長︒

板︑各種溶接秘料等多出にわたる

処理プラントをはじめ各極廃ガス

銅禽金コンデンサ；チューブと管

処理︑廃液処理等の廃翼物処理プ

高速潮殖炉粥液体金属ナトリウ

やプラントを供給するためにはエ

ア誘翻躍磁ポンプ﹂

に円建を用いた﹁環状流路型リニ

獄ノ紳

◎カタログ及ひ資本二二頂き次第お送り致します。

る原予州技術のすいを禦めた鹸
新製品が一墜に勢ぞろいするだ
けに︑各国関係者からも高い関
心を簗めることになりそう︒以
下今回罠間出品からその一部を

炉炉心内出力分箱監視周検出器︒

らかじめ設定した線璽に達すると

穂騨傾をデジタル表示し︑またあ

レムマスタDは︑放射線作業者

現在国内のBWRで使用されてい波霞磁場によるプラズマの封じ込

れはダブルカスプ形で大形翼空容

初めて原子炉圧力容器下部の制御

る︒▽FBR用中性子検出器摂めを研究するための世界で唯一の

検出器 国産技術で開発した原子
直騨で

棒駆動機構の取外し︒取付け作業

CR D 自 動 交 換 機 ︵ P ︶
﹁儒頼性の向上︑稼働率の向上

を選隔自動化したもの︒在来設備

紹介する︒なお︑このほか全体
ブースではパネルを中心にわが

下の物を展示・出編する︒項目の

および被鰻低減﹂に四点をおき以

測定機器
二士鑑機・川崎懸エ

蜜士題機製造と川崎璽工業は工

響報膏を発して作業者に知らせ

サイクル︑新型短開発計画など

付着品を最大限に工場内で付漕し

認したものを据付け日程に合せタ

嗣チューブを採用している︒

耕でありステンレス鋼製の熱交換

大級のもので伝熱面横は千百平方

HEXはBWR型用としては法

効粟をあげている︒

精密化する

大型装躍である︒

ック工法が採用されるが︑IHI

天六闘度の高湿ナトリウム中に鰍

国の原子力開発の封状︑核燃料

が紹介される︒

摺︑最大高さ四十八屑と大型のた
め据付け現地での溶接によって一

細謹

て百十万KW級では醗大戸二十六 イムリーに現地へ搬入して大きな

蔵する耐圧・気密性の容器であっ

PCVはRPVや配蛭類等か
をつ
内工場で仮組みし寺法精慶を確

基以上の実綾を要している︒

KW墾墓および輸出を含めて＋ ションや現地作業建場も湾慮した

王H−のRPV製作は︑百＋万
ではPCVに紺着するペネトレー

高信頼性の容器である︒

下に︵P︶とあるのはパネル展示 と比較して︑大幅な堅田化および

圧力容器のパ
ネルなど展示
石 播
石川騒播磨璽工業︵以下王H
王︶は東芝︒IHーグループ協問
で一遡した展示場にて︑沸騰水型

誹ることは贔編上︑作業安全上極

体化するが︑現地作藁墨の減少を

軽水炉︵以下BWR︶発醗プラン
ト胴﹁原箏炉圧力容器︵以下飛P

V︶の据付け状醒康子炉格納

めて樋纏がある︒そのだめ大プロ
﹁黙交換器

︵以下H建X︶﹂の写轟を展示︒

容器︵以下PCV︶﹂

使用可能︒

このポンプの各主要部材は︑海

証体制確立p

高度な品質保

水への耐蝕性を弩懸し︑1818ス
テンレスを使与している︒

本珂動翼ポンプは︑昭和四十二
鋸に一号機を火力発電所に納入し
て以来︑現在までに四十三台を多

神戸製鍋

ムの循環ポンプの中でも聡磁ポン

ンジニアリング能力︑原子力製贔

で︑ナトリウムの灘電性を利用し

1も、（卜し

㈱岡部製作所蕊響躍醗穐冨詔

D与IDL

臼本選気硝子㈱総代理店

壺10T

○タービン室覗き窓

○放射性廃陸物運搬用フォークリフト

○その他

○サンプリングフード

」

○クローBox逆へい用

○放：射線廃博物貯蔵庫

融幽

○放射性廃菓物ドラム詰室

肺鞠￥陣次覇騨棚■茜嗣定押韓弥

業
産

力

原
巖近の原子力発電プラントの一

画は︑竈気出力酉十万KW級が多 経済性高い循

いが︑BWR型プラントでの蒸気

⁝環水ポンプ
三曲璽エ
蕊菱董工業からの出編は復水器

方面に納入︑運転状態も良好で︑
蜂評を得ている︒

と建設︑ウラン濃縮用各樫機器材

ラントに関するエンシニアリング
成果をフルに生かして︑世界的に

原子力に関する二十年来の研究
で翼開慶を0％から一〇〇％まで

料と使用済み燃料輸送容麗等核燃

プは︑翔動部分がなく︑構造が鰹

優れたジルカロイ被覆管︑チャン

灘

料サイクル分野を確立するための
わせて復水器への簸適冷却水腿を

力容器︑ステンレス鋼々蟹や化学

容器用欝機鍋品︑樫鋼板︑各種圧

の製遺にふさわしい設備と製造︑

て電磁誘灘作屠によりナトリウム

から小型︑中型のポンプに多く使
り・また出ロ弁の擬鰯および撒水

消翻動力の大蟷な節約が町能とな

機器プラントの熱交技術を軸とし

試験︑険奮の各技術のみならず︑

を駆動する︒最高六哲度Cの逮続

単で保守が容舅であるなどの利点

器チューブの損耗が少なくなるな

た給水加熱器等各説熱交換器およ

高度の品質僚証体制が必要︒品

使用が司能︒

機器の製造に露叙している︒

ど︑閲係機器耐用年数が延び︑経

び各種機器などの製造供給を行っ

質保証体制は︑米国NRCの10C

響ることができる︒これにより︑

済性が高まるなどの特徴をもって

ている︒同階に︑原子力発露所周

FR50アペンディクス8とASM
擬水および工腸冷却水用設備にも

︵AL茎P︶

いる︒本ポンプは︑原子力発電所

非鉄金属材料︑チタン即金および

面橿鉄鯛材料︑高圧配陣用愚管︑

ステンレス獲麟緩管︑原子炉圧力

ネルボックスを始めとし高速塔用

竪彫可動翼斜流徳環水ポンプ

調節でき︑無難⁝ビンの負荷にあ

還転中でも制御箋からの伽羅操作

ポンプ模型﹂︒本ポンプの特性は

冷却用の﹁体形可動翼斜流篠環水

発生源であるRPVは一三七欝数
十ナともなる重羅物である︒RP
Vは製作に約三隼の長期闇を要す
るが︑その間厳蕉な品質管理下で
あらゆる規則・規棚に舎致して安
金性を保証できることを確認した

鮮騨奎
PCVの据付け状溌

㍉

9

頁十万紙W炉躍A醗紙IR型罵のみでなく︑火力発電燐︑一般

（日本電気硝子製）

／
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レ

高性能のナ
トリウム弁⁝
岡野パルプ
高速憎殖炉は冷却材に液体金属

れている︒

同一中心線上に大小のベローズを

材とする看過器であり︑游替の孔

に選択でき︑孔径より大きい粒子

径はクラッドの粒径に応じて三川

は確実に分離し高純度の澤黄水を

被曝測定に

画期的装置
松下蹴器

／

〇トン級の発飛曲解紬材をすでに

○／五〇Qゾインゴットから二〇

ットによってである︒当祉は㎎○

足できたのは健全なる大型インゴ

るのが特色である︒この設計を満

部から幾分離れたところとしてい

体化し︑かつノズル溶接部を本体

本体部となっていたが︑これを一

たノズル部分の溶接部がフランジ

分は従来二分割の設計であり︑ま

り説明し︑その形状を明確にする

・

μ

ため︑モデルを廣示する︒この部

ホルダーに入れたまま五十欄の

犠

ど比較的小規模な野業所で放射線

TLDを自動的に連続測定できる
＼

作業に従事する入の被ばく管理を
︸即して行うことを囲的としたも
ので︑従来不可能だった低エネル

ギーのX線や皮下線騰の測定を笛

る︒X糠からガンマ線まで幅広い

能とした︒
新型TLDシステムを展示す

放射線のエネルギ⁝を吸収︑藩撫

供給装躍を接続すれば巖大五面個

ようになっており︑漁獲のTLD
のTLDの麹続温言が可能︒窪たびにチェック︑異鑑があれば麹ち

をあてると放射線の麗が︑一素子

TLD飛動灘定装礪にはマイクロに機器が陣止するようになってお

し︑普通のタングステン霜球の光

あたりわずか○・八秒で従爽の約

に△口格するケーブルおよび難燃
性を強化した経済的なケーブルを

いては現在問題となっている火災

出品︒なおこれらのケーブルにつ

に際しての腐蝕性ガス︵主として
囁酸ガス︶の発隻についても考慮

◎

八十本以上製作しており︑これも

機器を長びつける配蟹裏罫料につ

ンレス継手などの実物カットサン

動華麗用各種管類および各概ステ

が期待されるクラッド材は国内一

製作している︒今後も特殊な用途

エルボー︑ペネトレ：ション等も

料被櫻用ステンレス︒シース管︑

ルミニウム︒ブロンズ︑カッパ

ルのサンプル材を展示した︒

i︑九〇一一〇カッパー・ニッケ

NUCLEXではステンレス︑ア
換器馬ステンレス鍋蟹および蒸気

︐高性能な廃水．

処理装置

三井金属

処理技術をハンディなタイプに
されるRCMgM︵9クロム液⁝
2

FBRの蒸気発生器用として抵奨 三井金葉鉱業は︑電解浮上法廃

強獲および篇工性がすぐれており

25ニッケル︶や︑耐酸化性・高混

すぐれたSCR−3︵25クロムー

は・高凝での耐応力腐食割れ性の

また︑新製品・特殊製品として

ンプルを撮熱している︒

発生器用鋼管などの実物カットサ

ラッパー響︵穴角管︶︑中間熱交

樋殖炉︵FBR︶に関しては︑燃〇〇％のシェア！を持ち︑今園の

えた︑IHEE1383規格試験

は耐LOCA性および難燃性を備

プルを出監︒開発途上にある高速

ス鋼管︵Uベンド蟹︶︑制御雛駆 いても力を入れており︑ティーノ

用︶︑給水三熱器用長尺ステンレ

材配当璽BWRの再禰環系配管か当社は溜頼性を璽求される主璽

ステンレス夏霞︵PWRの主冷却モデルによって紹介する︒このほ

鉄︶︑エルハルト方式による古径

N75目75謀ッゲル⁝15クロムー

悸30ニッケル20クロムー鉄︑H

蒸気発生罷陽台金醤︵HR7TA

ロイー4︶をはじめ︑PW祝の

るQ

牽癌以上の高速で測定できるのが

籍に働いているか一鳳測定するた

︒コンピュータを内藏︑機器が正 り︑常に正確なデータが得られ

はもちろんのこと病院や研究裳な

特長︒原子力発醗所などの大施設

器上部に溜った炉液を空気圧で逆
流させるだけで︑簡単なバルブ切

内︶で終了するため︑定常運転で

換操作により短賄間︵一分開以

は完全自鋤化が欝能なこと︒また
瀕材は逆流することで再生でき︑

二次騰棄物をほとんど漿生させな

獲麟闇にわたって傍用できるので

い︒島守が容易なのも難燃︒

得ることができる︒NPMFの特
長は茄材の農づ濠りを除藪し炉超
能力を再生させる逆洗操作が炉過

優れた難燃
性ケ⁝ブル
日立躍線

原子力発語軌の安全性に対する
必要性から︑ケ！プルについても

されている︒

一般的特性に加え︑耐LOCA性

鋼管新製

住友金属

品が中心
魯 ︐

任及金属工業は火力謬論馬蝉籔

︵LOCA・冷却材嚢失顎故︶と

妹品︒省エネルギ〜対籏として現

難燃性が必要となる︒日立電線で

トの安全性の確認に寄与するもの

鵬で簡単に放散ロスを測定する黛

診断に巖適︒

的で開発された︒憬温配管等の熱

と期得されている︒

熱伝導率測

︹

モリブデン︶︑醐温ガス炉︵HT パッケージ化した異験竪胴麗水処
GR︶の蒸気発生器用として開発

クロム︶︑燃料再処理閑の極低炭

されたHR7H︵32ニッケルー20

露解浮上法は︑三井金属の中央

しようというもの︒

法の原理を︑原子力分野にも展開

等の除蓋に樫めて衡効な霜解浮上

理装隅を鵬写した︒璽金属イオン

ニ

ニッケル！62ニオブ騰UrUnu

素ステンレス鋼轡︵25クロムー20

s65︶などを紹介している︒

材料開発の

現状を紹介
日本製鯛

研究所で開発︑三井金属エンジニ

無機質浸透性塗布防水剤

三︑弁座部はフリースタンディ

閥︑摺勤部の焼付防止
内外に組禽せる方法を響回し︑弁

特にリフトの大きいゲート弁は

五︑バネカを介して︑グランド
をコンパクトにする画期的な方法

ング︑ノズルシート構造

パッキンの一定の締付力を
である︒

八確ゲート弁二一六匁

弁口径1ーグローブ弁四分の一！

圧力クラス薩クラス九〇Q

設計仕様

保つ構造
六︑弁捧の剛性を持たせ︑黒熱
撰失を少なくする構造
べローシール弁

SUP8ROの原子力発贈扇に
萱一気圧×摂氏三首二

ベローズー1成形多腰ペ二二ズ︑

度︑五千回露命儂上

使用されるベロ！シール弁は︑グ
ローブ型で四分の一⁝八匁︑ゲー

問題点を解決した放射性廃液処理

MFはこのプレコート型游過器の

なり廃蘂物騒を堰筋させる︒NP

ため︑この炉材が第二次廃蘂物と

した鵬舎には潭三助材を交換する

ト型で二⊥ハ匁の欝欝で標準化さ

自動化可能な．

⁝ろ過処理該
日揮

欠陥サイズの決定に有効なデータ

藁鱗
@難

隙懇灘

ら原子力発電用測温鍋響︑盆金管

Q？M迅速熱伝灘総計は葬破壊 の製蔽妓術を纂礎として︑古くか
測定が町能︒測定銀閣も三十秒と

N王⁝HFM熱流討︑SHOTH

を製造・すでに多くの実績をもつ
論難的な製品および新しく開発し
た新製品・特殊製晶を出昆する︒

552−6954〜7

東京都中央区八丁堀2−2アーiO僚京建物策八舞瀕ヒル）TEL

ナトリウムが使嗣されるが︑液体
金属ナトリウムは極めて猛性で空
気や水分と激しく反応し︑また︑

構造物に大きな熱間繋をおよぼす
ことから︑翼質の聞題点を内蔵し
ている︒

この問題点を解決して原型炉︑
あるいは大型炉用ナトリウム弁の
供給を指陶して研究開発を進め︑
独自開発したナトリウム用弁を紹
介する︒

十二杉Y型グローブ弁

設計仕様

型式
＋気圧

放射性廃液が過処子システム

採取がリアルタイムで得られる︒

定などで威力

これまでの熟伝轟率謝にない特長
をもっており︑放射性廃懸物の熱
伝導率測定用として脚光をあびて

逗RNiHIT保温テスタ︑SH

に兜駆けて開発された熱流値を指

今回のNUCLEXではベル
アギ
リングによって︑すでに過宏七

水の処理周に納入されている︒

十簡翫くらいのユーザーの工場排

る軽水炉に関しては︑燃料被覆用

現葎︑実用炉として採構されてい

ジルカロイ・シース管︵BWRほーのコックリル社謝謝のノズルフ

1高水圧／柵12kg／醐に闘え冗瞳な防水効宋を発蝉します

2．イ1珪、の防水剤と異創）建物の内部から施γてきます
31論れた謡本に施 してき、エ期を短縮します

特長

装躍︒NPMFは均一な孔を有し

設計圧力

液体金属ナトリウム

獲氏六百度

辱と駆勤装醗からの位躍儒署によ

あり︑可変亀探老子からの探爾信

ンラインで検査縞菓を知ることが

このため︑立会検査鴬︑顧客もオ

たポリカー︑ホネートの溝膜を炉

設計温度

め︑被検体の内画形状の変化が玉

完金に分離できず︑また囲づまり

では一野以下の微細なクラッドを

が最用されているが︑この游過器

法として主にプレコート型炉過器

廃水等からクラッドを分離する方

使用流体
遠隔罐動操作式

︵NPMF︶を紹介する︒原子炉

特徴

駆動方式

一︑耐熟衝繋構造

二︑弁捧軸封部は改良型フリー
ズシール方武

出することが切能︒本装腿のもう

り︑リアルタイムでモニター？V

︸つの特長は︑データ嚢添装躍に 藍できるとともに欠陥形状および

上に被検体の断面像︵Bスコープ

蹄は︑配魁嗣探撫子駆勤装園︑制

昭和電工では社内ニーズに対

いる︒

表︑インディケーション分類握と

OTHE8N−QTM迅速油皿灘
ステムと呼ばれプラントの検査対

示する計器︒原子炉の安全︑熱解

羅

ジルカロイー2︑PWR膝ジルカ
ランジ製作の受継を︑パネルによ

4飲料用水タンクに使用てきます

発行（財）放射線照射振興協会

コンフリー｝を緻嶺化して、完壁な防水効果を発耀します。その効果は水
久的て脇外の老化を完全に防ぎます。

されたものて、線量轟レ測のテキストとして、また
参考書として訓測技術に役立つ良露てす。
☆B5判・2，000円（限定版〉・〒160閂

バ／ヴ／クス（セメ／卜駄粉体）を水で浴き、コンクリートの表雌に刷て；冷
りするだけて、バンテ／クスの｛辞｛剤か射晶体の毛細鶯組織に深く浸透しコ
／クリート1こ含まれている水酸化カル〆ウムと反医して粘品体をつくり、

人線量測定には、なお多くの技術的な問題を抱え
ながら、現在これらの計測に関するガイト書は、
はなはだ少ない。木潔は、斯界の大家たちか、そ
れぞれ学問的な立場から各計測技術について執筆

30年の歴史と世界の権威が保証した
デンマーク製の決定的な防水剤

大線量測研究委員会編

獺舗縄ン罪械隅・シ緩緩ン

高崎市綿墾駐町1233璽0273（46）1639

『『370−12

︑遠隔自動探
傷可能に
飼立製作所

御装鷹︑デ薯タ表示装麗︒間もな

応して数々のユ一丁クな熱計測機

昭和書字

像︶を表示︑詑録できることであ

く闘発を完了するデータ処理装麗

器を犬馬︑販帯しているが今圓の

像︶または︑平薗像︵Cスコープ 司能となった︒今團出晶される装

る︒被検体の断薦像が得られるた

を接続することにより︑従来の波

立体表示騒を作麟︑作面すること

形表示︵Aスコープ︶のデータ 展示は実績のあるSHOTHER

ができるようになる︒塞照影は︑

象に合わせた駆動装齪を用意する

析に萄効で︑これまで最も遅れて

R王TACHlAC
率計
S
の三
U
種目
THシ
IM熟流副は世界
ことにより︑原子力発電プラント

いる熱雷計測を可能としたもの︒

薮1T撮温テスタはHFMの嫡

のほぼ金物の耐蕨溶接部箸の検査
が簿能となり︑原子力発電プラン

廃水処理パッケージ

・◆

臼立製作 所 か ら の 出 馬 は 門 断 面

表示践還隔庖鋤超膏波探鰯装圏﹂

本装麗は ︑ 原 子 力 発 電 プ ラ ン ト
の安全性を 確 認 す る た め に 行 う 供

粥期間申検壷の被曝低減と検封の

儒頼性の向上を図る装躍︒今圓

は配簿用探 鰯 装 躍 を 展 噛 す る ︒ 配

管溶接部の 近 籠 に ワ ン タ ッ チ で 取

／

蒸懲蟹

＼

大放射線量実用測定法

コンクリートを緻：密化する

γ線・躍子線の蕎線麗，剛定に極めて有用な手引用

麟

・

，
◎

・脚
亀

遠騙自動探鰯叢置

9

り付けられ る 軌 道 上 を 可 変 角 探 触

子をもつ駆 動 装 麗 が ︑ 糊 御 装 園 に

よってプロ グ ラ ム 自 動 制 御 走 行 す
るQ
司変角逐 触 子 に よ り 被 横 体 内 部
へあらゆる角度の超膏波を放射で

きるためあ ら ゆ る 方 向 の 欠 隠 を 検

騒蕪

㈱3もく学讐駐w囁レ鴨樗覇騰
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原子力計画は︑韓国電力会社

︸九七六年に国営聴力公社︵N 事認司を出し︑原子炉格納建屋︑

でもウランの探鉱活動を進め︑カ

に露要だ︒開発藤上国に特有な迷

ブリック︒アクセプタンスは非常

環境汚染や核兵器拡散や放射溢廃

儒や︑癌︑不妊の恐怖︑さらには

在交渉を進めている︒一方︑国内

百誘の司採暴が見込まれている︒

PRPP一号の補助活動として
マリネス︒ルテては少なくとも二
①核燃料の探索②技術マンパワー

安全で環境に調和した原子力発電所

PC︶が策定した原子力拡大計画 タービン建屋等の離職が進捗中︒

開発する︑としている︒原子力発

民の理解を得るための清報濡動と

纂物の蓄積が指摘されている︒国

ン手段を蓄える②オピニオン・リ

ーダーの利用③マスコミと政府の

のいくような岩戸を国鼠に流す⑤

広報部門との効果的な逮携④納得

に応じて運開させていくとするも

一それは東芝のモットーです

は︑二十無闇に六基︑四千MWを

原子力謝画遂行に必要な薩接の

して①効果的なコミュエケーショ

人員は︑八五年までに本部要員颪

E・メジア

Nで4千MW開発

PNPP一号の初装荷燃料用の二十名︑運転員苗三十名︑規制ス

P一号︶が八叢年︑第二讐機︵P ンスー1を異施中︒

露所の運開は︑第一号機︵PNPの養成③パブリック・アクセプタ
︵KECO︑主要株主は政府︶震
︑PP二弩︶が八四琿︑第六弩機
︵サンファンニ号︶が九五矩の予

ス会社︵KNE︶︑原子力研究駈定︒

フィリピン
原子力婁鼠会

設の研究を進め︑現在すでにサイ

地点を慣重に評秘している︒

おけるブラジル人の技術スタッフ

社

〒108東京都港譲三国…三W∫鍔13番12号TEL東京（03）454−7111（大代）

原子力エンジニアリング・サービ

︵KAERI︶︑原子燃料公し
社かし︑巖近︑PNPP一︑二
︵KNFBI︶︑科技庁原子力
号局
︵各六百二十MW︶の運開予定

公憲問題について環境保護看との

その他の補助活動として︑大統

協カー1などを実施している︒

のような開発途上国にとってはパ

な経費がかかるので︑フィリピン

PNPP一電計画だけでも莫大
ト選定墓準が確立され︑趨通な数

れ入秘計飼を進めているσ

ためにPA￡CとNPCはそ物
れと
ぞ使用廣み燃料の工学的貯蔵施

頷の諮問委員会が︑高レベル廃棄

タッフニ十五名︑合計二颪七十五

ため資源保有国との交渉に入っ

た︒そこで政府はウラン入手の となる︒これらの人員を養成する

り延べとなった︒NPCは︑将来ウランの供給をウエスチングハウ

︵AEB・規制機関︶が異施す
は︑それぞれ八四葎︑八八無に繰
る︒

の霞力購要を満たすのに地熱と水

名︑九〇隼までに禽計三颪照十名

力発霜に依存度を高めており︑原

ス社から受けることは不可能とな

WR︶がこの四月に運開した︒古

韓国政府は︑原子力政策と重工

里二号︵六苞五十MW・PWR業
︶化路線の下に︑原子カプラント
子力の役割は雷干低下している︒

PNPP一号計画は︑ターンキ
た︒昨年︑ボンに使節団を派遇し

と鯉山︵六蔚七十九MW・CAの
N国有化を打ち出し︑七七年四月

た︒巖近はオーストラリアとの間

に︑
①ターンキー契約は採用しない
DUlPHW︶が昨奪︑古里三
・テ
ベースで︑契約者はウエスチ
四号︵各九百MW︒PWR︶が②
雲KAER王とKNEがア⁝イキ

にウラン購入の前提となる八丁措

クト・エンシニアリング国産化の

ングハウス社︒今年四月に︑原子

譲︑それぞれ強盗︒八六隼の原子
に資木参加する⁝⁝を主な内容と

慣重でなければならず︑聞違いは

ンシニアリング・グループの援助

ので︑メキシコ塵業界が外国のエ

＝＝＝＝一＝＝＝＝一一＝＝＝一一禰冨＝ロ書一一■＝凹＝＝＝＝冊一＝＝＝一一＝＝＝一一騨＝＝一一＝＝二二＝鵯＝＝＝＝；■＝需需＝＝＝＝＝篇一＝冊＝＝＝齢＝＝糟寓篇＝＝一＝＝＝＝一＝一一＝＝旧

人︵全体の七

は七七年の一八・七％から︑八一

許されない︒

は海外の虫立会祇八社と技術協力

二〇〇〇無までには四十四基の

﹁％︶から八二隼には五百八十六

無の五五・一％︑九六隼の九七・

は七八葎の菖二十

協定を縞び︑入域開発︑技術デー

をとっている︒

を得て原子炉建設に参加する方針

恵義の検討︑海外業界との議論︑

ットノズル法による二颪ゾSWU 七六年来までに︑原子力計画の

ニュークレブラスは現在︑ジェ

人︵全体の九一％︶になる︒

国内産業の原子力機器製造能力の

子力産業発展のための基本戦略は

／奪の論証濃縮工場を建設中︑ま

原子炉開発が予測されている︒原

①秩序ある国産化の健進②標準化

た百トン／無の燃料羽工工場を建

○％へと増大していく︒韓国は現

り︑麗業界の人々はこれらの基盤

である︒

⑧國際協力④研究開発の継続ーー

タの収纂・蓄横︑国内会社への技

は古里三︑四三建設計画に参加す

化率の数字は控え目すぎると主張

地調査︑人員訓練計画などのステ

炉型概念が出てきたため︑政策決

いっていないこと︒第四に︑各種

グナベルデの建設があまりうまく

に︑螺子の原子力発電駈であるラ

兵麗政策を強化させたこと︒第三

メキシコの高官達の伝統的な反核

するネガティブな世界的傾向が︑

米大統領を中心とした原子力に対

となったこと︒第二に︑カーター

百五十万疹／田輸出できる兇通し

なり︑さらに八O年までに原油を
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設中︵一九八O年操業予定︶だ︒

している︒しかし︑原子力開発は
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ブラジルと西ドイツの政府間の
将来の醸力舗要増を賄うのに︑

関激してエユークレブラスにも適

原子力技砺協力協定は︑R＆Dに いるQ
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二号は翌鰯に契約された︒原子力

開発の重要性を十分に認識した強

め︑建設計画は海外からの影響を
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もろに受け︑四年以上の遅延とな

力な悪思決定機関がなかった認

め原子力の灘入を決定した︒それ

ジ 費源埋藏墨から覇与して︑伝統的
ラ
ブ なエネルギーの自給自足を図るた

ﾈいし十五墓︑将来の霞力爾要

は千〜千二落MWのユニットを十 った︒予算は当初の五倍に膨れ
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て︑原子力開発を拡大する必要が
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は原子力技術センター︵研究開

は大きいが︑乱数隼後には完全に

と決定︑技術移転の露要腔から発

設計︒エンジニアリング︶︑エユ

発︶︑ニュークレンハプラントの

であり︑現在約

人材養成が原子力計画趣行の要

である︒

クレップ︵NSSSの製造︶など

電規模は原子力産業一般の開発に

原子力システムの中心はLWR問で舎中子会社を作った︒それら

かねない︒石炭は石独の玉倍の埋

コミットされてしまう︒かくし
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インドネシアの原子力購発は︑

藏騒が確認されているが︑スマト

時／人︶等に比べても低い︒これ

人︶︑フィリピン︵二筥二十KW

縄済華船によると︑国民一人当

他の欝欝アジア諸国と同じく遅々

たりのGDPは一九七五隼の管照ラやボルネオの内陣部の不題な所
にあり︑ジャワの消費地からはほ

十一納から二〇〇〇葺には㎎四八

テンシャルは大きいが︑資本藁約

ど遼く問題がある︒水力発餓のポ

は自家発を持つ企業が多いこと︑

成長率は七︒四〜七・五％︒農業︑

＋六炉に繕大︒この間の平均経済

たるものだ︒一九六八年から原子
力をオプションとして薯えてきた

いこと︑発露所建設は資本樂約的

すら學急に麗発できない状況だ︒

二〇〇〇鎌までに露力鰯要は琿
間一五〜二〇％の割食で贈大し︑
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と予土される︒八五年越ら二〇〇
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鉱業に比べて︑工業︑輸送︑通儒
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原発計画は未定

が︑確置とした計画はない︒

ギー資源 保 有 国 で あ り ︑ 埋 蔵 羅 は
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