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力二十億円となっているG

原子力欝欝春の従業翼が機務上

点となったことは蒼めない︒た

原子力界にとって︑この一蕉

社

円︑北陸電力二十憾円︑北海道電

の一

受けた損審の補髄体系や賠麗麗翻

点を洗い鷹すとともに︑賠償踊躍

内外の主要動向を詳細に解説した

だ︑独自の技術で開発することに

間は︑内外ともに開発体制を見

七墨書︵送料閉︶︒購入希盟の

向きは原蓬・業務課まで︒

原子力事業本部

は敷府の〃ドル減らし対策

の妥当性を調べるとともに︑﹁原

象について安全評価し︑設計方針

の遡蕾を判断している︒新規三捲

顎故と仮想箏故を馬鞭︑立地条件

溝に聚塊に放出される銀体廃簗物

ーは学識経験蓄︑関係園体の代表

額の改訂にも審議を行う︒メンバ

蟷用軽水型原子炉施設に関する安

が非常に理解を添している︒核融

は試行錯誤がつきまとう︒マスコ

繕す一館であった︒それらは1 ふんだんにとり入れるなど一㈱

離昭和53年版⁝
カーター政穂が着干柔軟になった

愈のような臣額のいるものに単年

ミ蘭係蓄をはじめ国民がもう少し

子力政策扁燃パブリックアクセ

れている︒﹁エネルギー﹂﹁原

療子力漁火は蘭無販から本文
を三段網みとし好評を得たが︑

國原子力屋漏殴鵬一弐（原子炉、核燃料、タービン、発聡機

千億円︶を米国に支払った︒これ

◇
原子力の開発と規制の両機能を

サヨナラ・パー

子炉立地審査指針﹂に従って璽大

が催した内輪の

は三野夕︑科技庁会議甕で禦務局

併せもっていた﹁原争力委員会﹂

た騨門部会などのうち安全関係の

なお原子力委員鍛のもとにあっ

原子力委員会は暫定運営
薪︒原子力委員金と原子力安全委員会による二水豆ての新しい原子力体制が四日︑発罵した︒原子

ものは今後︑安金轡凝会に移し変

三審賠麗制覇闇商懇談会﹂の設躍

額の改訂などを審議する﹁原争力

聾

針のうち﹁鎗金評価審糞指針﹂は

として設

ティ

それぞれの瑠象の安全評価にあた

囲玉

となるものだが︑臨時国論に提脳中の委員人禦の國会承認がまだ得られず︑改革の

にひと康ずピリオドを打った︒こ

力規制行政の一鱗化を三か月後に控え︑原子力行敵懇談禽︵有沢雌器座長︶悪夢に沿った改聴第

えられるため︑三濁付けで廃止と

の日阪りで邊任する井上︑村田両

を酸後に︑二＋三無の歴史

麗の決まった原峯力安全委鏑書は憲なきスタートとなった︒科学技術庁が示した委員人肇に野党が反
なった︒廃止されたのは︑原子炉

原子力難業施設に働らく従業員

臨時会議で決まった︒

って賢能しなければならない禦象 が九月二＋九響の原子力委員会の

施設等安全研究勢門部会︑瀾境放

と︑票象解析の際の基本的条件・

た︑﹁富麗殺謝審葦指針﹂は︑安

律﹂の対象外となっているが︑昭

判断墓詣などを示したもの︒ま
は﹁老貢は死なず︑ただ消え由る

全審責をより客観的にするため︑

に関する耐建設護審査指針﹂およ

と液体廃器物中の放射能羅を測定

懇談雲は︑法改正に際して問題

藥備を進めている︒

けて科学技術庁は法改正の方向で

門原子力撰憲の賠蝋に関する法

擁放射能安全研究馨跨部会︑放射

のみ扁と紬んで︑拍黍の中︑庁禽

和五十隼七月の原子職事藁黒鍵翼

が業務上受けた損蜜については︑

性廃羅物対策蝋画灘門部会︑核燃

これまでの審葦経験をふまえて強

災憲補償聯門悪金の報告で︑業務

認識が鷹野をともにした関係蓄に

これ濠での委員会の開発機能を引

とあって委員会麗係のセレモ

を後にした︒

に判断し︑雪空捲針として簡約化

訴学︑地質学などの知兇を工学的

える方針が打ち出され︑これを受

上の塗絵を同法の原子力陪審に撫

罵れのあいさつ︒井上委蝋長代理

門国民の傷頼の得られる殿子力
き継ぎ︑原子力利嗣が難事転用さ
覆

の七霧議会︒

したもの︒これまでは﹁安金石議

会︑原子炉安全技術轡門部会︑環

行政偏を標榜して︑二十三叫ぶり
れることのないよう平和利用撫保

文字がわずかに人翻をひいた程

ニーは一切なし・このB新しい金 料妥金騨門慰査会︑安全会議−

安全評価・測定・耐震

射線モニタリング申央評価騨門部
ばかりになっている︒

の改革で発建した隙子力安全委員
の監視役を果たすと岡蒔に︑開発

玄関の﹁原峯力安金委員禽﹂の八

属プレ⁝トにつけかえられた正面

側に繭委照会の婁蝿墜が設けられ
度︒

な欝議が行われてきた︒

審資揺針﹂に基づいて燗別に詳細

となった︒

霊役不

会は︑科技︑通産︑運輸三省庁が

すでに科学技術庁庁禽四階の片

利用の推進を図る︒

新体制巌壁の四日は︑

ブルチェックするほか︑公田ヒア

捲当分野ことに行う安金審蒼をダ

リングを蘭催︑安全規制の徹底を
内装もほぼ終えて﹁委員﹂を待つ

新委員人顛発令までの閤︑原子

期す︒一方︑新・原子力委員食は

一方︑門放出放叢論物賢の側定

原子力委鰍金は九月二十九日

び﹁発電欝軽水型原子炉施設にお

もの︒

するための標華的な方法を定めた

原子力委が三指針制定

御園生薦委員と覇・原子力委員に

の臨購会議で︑原子炉安金技術響

ける放鵬放射性物質の翻定に関す

捲針﹂は︑原子炉旛設の讃歎運転

内定の寓翻︑新鶴闘委員が暫船君

門部会がまとめた軽水炉旛設安全

金設計審蒼指針偏に則って︑運転

などで構成する︒

に運當にあたるQ

新たに決まったのは﹁発電胴軽

原子炉施設の安全審蕉は︑﹁発

水型原子嫡施設の安野評価に関す

隣の異常な過渡変化と甥故の両聯

針﹂を委員会淡課した︒

る掴針﹂︒

また︑四臼付で︑安全委員会の
婁務夕霧となる原子力安全局原子

が設けられ︑七人のスタッフの配

る審査懸針﹂門発醒幣原子炉施設

力安全諜に﹁原挙関聯金調盤墜扁

属が淡まった︒

かもしれないが︑澱水がいざとな

度ことの予篤査走制度ではとても

魔容であってほしい扁︒

爆発売を開始
れば独立できるところまできたこ

無理だ﹂︒

新しい幾期謝闘は今濠でと違っ

子力船むつ︑立地︑爾速増殖炉

った原峯力用語の解説も収録さ

やウラン澱縮︑核融命など大型

表されるが︑国内ではさらに原

無FCE︑安全委薪設等々に代読み易くなった︒多薙の蝦黙だ

﹁改革は一歩前進といえるQ開

プロジェクトの本格化に伴う所

プタンス﹂については新たに麓
だ︒原子力委員会の任務は規制に

エネルギ⁝の対比︑行政の動

が起こされ︑原子力とその他

つぶさに解説◎協定︑エネルギ

向︑原子力をめぐる論象などが

ぼりにされてきた︒こうした内
外の豊麗製項に焦点をあて︑さ

ー諸表緊々費繕編のデータも羅

要賃金の確保の問題箸々も浮き

まざまの角度から詳細な解説を

過米が駿され︑大きな政策淡定に

ii反対運動について︒

加えた気鋭五十三黛版﹁原子力

貿される魏魏が少なかった﹂︒

発と規制を分けることには螢成

うみる︒

一1委綴会のあり方︑義目をど

とは罪常にうれしい︒
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以隣︶︑轟足すべき成家より不十

井上原子力委員長代 理 が 退 任 一
分な方が多かった︒一つだけ良か

て概算ながら予算が副上された︒

繭独の点播には予舞の膿付けがつ

卒直に︑さよなら会見

﹁自主開発に実り﹂

原子力政策が始まって十蕉間はも

ったと慰うのは︑昭墾二＋一口に

原子力関係の実籔的な巖商ポス

の三

トにあった芽上五郎原子力委副長
維新

日︑六年間の座を離れた︒

代理が︑新体制移行

岡田︑詑曹会見した井上委翼長
代理は︑門昨庫八月の任継切れの

際宇野長窟との糊し合いで1聾F
C露︑原子力予騨︑行政職第の三
つの問題にメドがつくまで︑とい
いている︒敵府は﹃望ましい﹄と

﹁原子力に反対があることはい

つばら技術轟入の時代だったが︑
うことで留厳したが︑一二つとも還

い︒欝欝につながる︒しかし︑反

私が撮甕した後楽十鋸はようやく

さよなら

A4判︒脚台︒定鍍一部置千

するだけでは計懸が実現できず︑
密空技術が実り始めたことだ︒薪

会兇

まを語ったさわやかな

始となった︒

いくら出すということを示さなけ

に辞めることにした隔と辞任の弁

からずメドがつくので︑この機会

ーー一番印象に残るのは︒

た︒技術的にも政治的にも失敗し

だった︒

た︒船だけでなく原子力開発に失

気高いもなく︑率函に思いのま

寓だ︒

ればいけない︒原子力委員愈がこ

﹁鍛大の失敗は﹃むつ﹄だっ

年鑑﹂がこのほど刊行︑発売開

型炉︑再処理︑灘楯とも闘霊技術

うした精果を出したことを内閣は

対のための反対は理解できない﹂

を述べたあと︑認蕎団の質問に笛

の弾発に富民が踏み切り始めてい

え次のように語った︒

て対応するが余念は許されない︒

る︒王 N F C E に は 窟 主 性 を も っ
懸濃してぼしい︒
うれしいことには核融愈に総理

⁝⁝ふり返って溝えることは︒

営藁品館

賠償額改訂も

原挙力

の間原手力安全婁儘金は窒臼の褒豪︑また薪・原子力委員会は償委員が暫定的に就くという変怪運欝

従業員損害の補償審議へ

発︑国会承認が遅れている︒場合によっては会期宋の二牽一日頃までもつれこむことも予想され︑こ

原賠制度懇が発足

罫価審葦指針を禽む三つの﹁摺

全委員就任の内定している吹田︑

力憂員会は︑熊谷長窟のほか︑安

薪設の安全委細会議異擾案に4
鐵覇褒示板が取付けられた

京芝浦電気株式会

東
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東電に続き閣電倉も
懸欝欝議会は反発の構え
来国政府は九月二十八圏︑関西電力のユナイテッド・リプロセサーズ社向け使用済み燃料の搬出を
認めることを決定した︒今葎三月核不拡嗣法が成立して以来来政府がわが国の使絹済み燃料海外輸送
を認めたのは︑粟町分に次いで二番目︒十月三熱の議会公聴会でナイ国務次窟補も﹁ケース・バイ︒
ケースで対旛する﹂との響え方を表試しており今回の粟電︑蘭霞分承認の動きは米政臆が核不拡散法
の適用に弾力的な方針を打ち出したことによるものと受けとめられている︒しかし︑議会はこれに反

醸本海運倶楽部で開かれた同省業

でに千一二千沙SWUの工場がで籔が電力総社に販売される⑳電力

開始︑実用プラントは六十五年ま

SWU規範で昭和五＋九年に運転同︶が生産される予定︒このうち

明らかにしたもので︑最近の還心

に計翻に取組むことの願望性を訴

れをきたしてしまうと述べ︑早期

きていなければ︑世界的にみて遅

九百沙︑九州密蔵二千ゾ︑東北電

西電力罵一千山ハ酉ーゾ︑中部露力一一千

頁ゾ︑東票電力蟹

別の引き取り分は北海通霞力千三

六年は二千二百十ジを生産する予

九五年までは二千六百ゾ︑一九九

原研人轟

大洗研・宮永氏
高崎研・重松氏

日本原子力研究駈は十月一日付

で大洗研究所所擾に宮永一郎氏︑

高騰研究所所長に璽松友道氏のそ

れぞれ罪任など一連の人嚢異動を

発令した︒憲な人薯発令は次の通

国際協力竈侵︵岡︒謙授待遇︶

り︒カツコ内は前職︒

漿山英一︑狡術橘報部掻︵同部長

心得︶沖本秀四郎︑ラジオアイソ

トープ原子炉研修所次長︵国際協

海研究所副駈畏兼安全性試験研究

力蜜畏・次長待遇︶廟嶺泰夫︑璽

女川原子力発電所計画は︑藁北

ため非常用ガス処理系等を変更す

樋設の性能と儘頼度を向上させる

代表取締役社長松岡良明氏

住所

（錦嚢所関係）機器その他の朽染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核獣料装蒲・交換侮業、
個人被曝讐理、湾染衣類のランドリー、冷却取水齢の情掃、廃粟物の運搬、蒙竜所・空調設備運
転保守、施設内の補助エ事並びに営繕業務、管理区域毒除桑および謝諏普遡区蜘，1掃

機器の除染、各種魔棄物の処理、ブイルターの交換、空一線熱率・衣獅f与染肇分布測定、空調設
備運転保守、管理区域内除染および滑掃、普通区域消毒、浄水管理

（研究施設關係）R三放射線取扱ツ、験皐設附コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、

〔原子力関淫主要得意先〕
（発三所開係）日本原子力発電（株）・敦賀および東海発電所、東京電力（株）・福島原子力発電所、

墨囎・鋸電撃灘簸魏読ll貼警ン確饗叢難語購舜鷺ll本職饗、

電力中央研究所、H本アイソトープ協会、東国工学部・原子力研究施設、東北大憐・金属材料研
究所、東京都立アイソトープ研究瞬、放射線灰宇総合研究所、電気通信研究所

生産体制を続けたあと八七︑八八

分離機の性能アップから︑約七千

える一方︑経済性を追求できる薩

誘︑四国躍力千百ゾ︒同計画のう
ち二万八首沙が日本に引き取られ
ることは︑現伍電力会社が確保し

自主開発ウ

ている約十四万ナの約七分の一に

として確保されることを悪

当たる数璽がさらに
ラン

課し︑わが国の海外探鉱は﹁将来
ウラン所要璽の三分の一を自主開

一歩をふみ出すことになる︒

発する﹂との目標へ向け大きな第

アク！タ鉱区はニジェールのア
イール山塊薩方に位置︒昭秘四十

吉三︑高崎研究所擾︵同大阪研究

所長︶璽松友道︑高繭研究駈開発

アイソトープ原子炉研膨所次展︶

試験場長兼第四開発室長︵ラジオ

小林畠敏︑高崎研究駈大阪研究所

電力が宮城興牡鹿郡日曝町と牲鹿

露詣○八六ニー三一−二二

〔原子力関連鼠講種目〕

年目二千七頁ナ︑一九八九年から
二万八百ナがOURD分︒この全

で綿戸義一核燃料本部副本部撰が

団の第や一管﹁報告と講演の会﹂

る分離能力が得られよう︑と兇適

台惣兀成時には当初の予定を上國

力千九百沙︑申国電力千七酉沙︑

う核燃料施設安全審董の拠り所と
することを決めた︒当面︑臼本原
子力研究所が誹画している放射性
麗藁物置盒試験施設が初の適用ケ
ースとなるもよう︒

原子力安全委員会濡動が軌道に
乗れば︑これを踏まえて同委員会
による核燃料サイクル施設安全墓
準づくりが行われる見込み︒

A︑ニジェ；ルONAREMが薬

ター長︶村蛍逸︑一三研究所保蜜

センター長︵安全性試験研究セン
五年にOURD︑仏CO
GEM
理︑それに旛設や設備︸般の五項

岡で探鉱をスタートして以来︑さ

管理室次畏︵同・次長待遇︶丸出
國にわたって安塚評価上の基本的

らにスペインのHNUSAが加わ

中心に開発が進められてきている

り共同出資会社COMINAKを
はケース・バイ・ケースで懊蟹に

に魑鉱︑九月から生産体制に入っ

もので︑今庫初めにはウラン鉱床

四開発室長︶大鵬裕之助︑大洗研

ている︒すでに仏COGEMA向

擬︵高崎研究所開発試験堀長兼第
ン艇工旛設を贈象とした﹁加工施

究所擾︵璽海研究所臥所擾兼保安

三︑石掛友湾︑高田稔︑大森栄一︒

NAKでは今年中に七百八十ナを
生産し︑来年にはこれを千九百五

▽鯵年遥職︵九月三十日付︶11

箇理室擾︶宮永一郎

石原豊秀︵同鰹位復職︶︑杉本栄

る段どり︒計画によるとCO厳I

ン第一腎が電力会社に引き取られ

リカのコトヌー趣でB本局けウラ

荷されており︑今月中には西アフ

けの金属ウラン換算約四十ゾが繊

アク；タ計画のウラン

罠本側引き取
り量決まる

小用されていた︒

に対する各種の指針が適閉ないし

設の遺金審萱指針﹂や原子炉施設

﹁蕎え方﹂の拠り所はなく︑ウラ

行われていたが︑施設に共通する

これまで核燃料施設の安全審蒼

票項を定めている︒

同報告は園地条件︑放射線轡

定だ︒

また︑今國分の輔送についても

業界の体制整備が必要だと問題点

科学技術庁原子力安全局農の私
的諮問機閣である核燃料サイクル
安金敷漿検討会︵座長・攻撃騒平

藥大教授︶は九月二十九B︑﹁核

千五百誘︑関

議会はずでに反発する動きをみせ
しを述べた︒

さらに︑パイロットプラントに

ており今月中に予定通り搬出でき

原電千四百ゾ︑北陸電力千四颪

るかどうかは微妙︒しかし仮に議
続く実証プラントは二百一一二百沙

に上回るものになる見適しとなっ

燃料旛設安盒基準の考え方﹂につ

二日︑この﹁考え方﹂を同庁が行

を火蓋した︒

会が反対竃元を行った場舎でも大
統讃の拒否櫃発動の孚段が残され
ているため蘭痛分の許司はほぼま
ちがいないものとみられている︒

議会が反対決識を行わない騒合は
今洞申旬には政府決定が翻動的に
発効する見込み︒使絹済み燃料輸
送船は九月二十日に田本に入港し

い藁電︑関束分と核不拡散法成立

ており︑来国の承認が得られしだ

七五年に契約されたという蕎醗が

ている原鶴分をあわせ今月東には

婚前の二月にすでに落丁通知を得

核不拡散法が成立する以前の一九

核不拡散法以後瑠の新規契

いた︒

姿勢を占う一つの試金振となって

発する醗えをみせており予定通り今月中に搬巌が術えるかどうかは微妙な悩勢だ︒
今回※圃に輸送詳町申講が出さ

あり

れていたのはわが国が昭和五十二

約についてもこの運針が適々され
河石へ商け出港する段どり︒

こうしたなかで二十八蟹︑カー
ター米大統領が関電分の輸送許可
るかどうかは余断を評さない︒

年〜五十九鎌にユナイテッド・リ
プロセサ⁝ズ数に覆処理を婁託し
を決定したことは米省慮がわが国

50トン能力止圃りそう

濃縮パイロットプラント

ている千五百漣のうち粟購分二十
への規舗について弾力的に対処す

る路線を打ち出したことを示唆

四ナと關醗分十三・四誘︒このう
ち使絹済み燃料貯藏能力がしだい

し︑十二二B議会が開いた公聴会

ついてはすでに来DOEが八月十でナイ國務次蜜補も﹁その購の核

に隈界に近づきつつある蘂爾分に

が及ぶ穫農などについてケース・
動力炉核燃料開発薯簗団が晦山

た︒これは四日︑康蒙︒平河町の

不拡敵への努力︑規制により実轡

示・九月二十一日には隠金の承認
バイ・ケースで対応していく﹂と
興人形隙に建設中のウラン濃縮パ

西露付けの官報で輸送群司を公

も響られていたが︑關右回につい
灘軟な方針を明らかにした︒しか

遠心機性能のアップで

ては比較鰐貯蔵雛力に余裕があっ

いての報簿をまとめ︑牧村儲之原
子力安全局長に報告した︒

岡報告露は︑核燃料サイクル関
遡施設のうち︑原子炉等規制法の
﹁加工﹂﹁再処理﹂﹁使用﹂の各
施設を主な苅象とし︑事故や嚢丁
数災蜜拡大の防止に努め︑軍常時

画︒このうちOURD引き取り分
代表取締役社長薪川茂彦氏 建山

千八百六十沙の生産体舗にする計

原産に入会

D︑鈴木蓄照社畏︶のアクータ・

広島市三川町十の九〒七三〇1

新一躍機︵株︶
プロジェクトの臼墨引き取り分が

は今年三百三十八沙︑来無八百四

＝

九一

海外ウラン資源開発︵目OUR十ジにアップ︑一九八○鋸から二
射線被曝を実用司能な限り低くす

決まった︒それによるとアクータ

二菖四ナが予定されている︒計画

十五ジ︑一九八○年からは毎駕千

にも従黙暫や周辺公衆に対する放

るとした観点から︑施設の建設︑

︒プロジェクト全体で今庫から一

電議○△三一四七−四二

運転に関する安全評価の考え方を

九九六年まで十九璋問に四万八千

7七三

住所

原擁に入

取締役社擬金光武夫氏

︵株︶テレビ新広島
会

四

広島市出汐二の三の十九

爾謡0八ご二一五五一一＝

昭和四十五年十二月に設隙許可が

設麗変更は︑その後の技術進墾

おりている︒

六百ショート・鋤U308︵以下
は一九八六茸まで二千八百六十沙

蕊とめたもので︑原子力安全局は

一

原子炉は五基︵前月は三墓︶に上

女川原発原子炉

設置変更を許可

住所

が平均聴聞稼働率一〇〇％︑また

岡寓市柳町二の一の二士二干七

一一

4

6

6

（573＞2

二
三

上半期まずま

った︒

ところで︑四月から九月までの

で時閥稼働垂ハ五・三％︑設備利

今年度上半期の還転実繍は︑卑均

原産に入

@躍謡〇四六六；霞四i漏竺二

取締役社授香川博氏

会

日本ギア工繋︵株︶
串謂︒霊な変量は①燃料棒の線出

神奈川興藤沢市欄原町七四二五

をとり入れ藁北電力が今隼七月に
原子力委員会は九月二十九日︑

るため旧設計の七×七型燃料藥臼

力密慶を下げ︑健全性を向上させ

原子力饗

東北趣力から出ていた女川原子力

用率五九・六％と︑まずまずの成

闇稼働墾ハO︒七％︑設備利用華 それぞれ匹一一・八％︑一二八︒九％

発葬所の原子炉設翻変翼晦講を許

田となった︒昨薙慶の同期実繍が

回復ぶりQ上半期には︑東海一丁 珂する雷の決定を行った︒

だったことからみると︑かなりの

九月のわが国の原子力麗軍票の

五五・二％だった︒九月には︑新

四月十八臓に運開した麗第一・

る③平水器冷却水の水中放流方式

体を八×八型にする②工学的安全
たに覇騒第一・一讐と美浜三毎が
定業入りしたため︑晴間稼働講と

町にまたがる地区に電気出力五十

〇〇

原産に入会
設舗利用率は前月に比べて一五％

五弩が同九九・九％と好認録を綴

二万四千KWの沸騰水型軽水炉を を採用するため復水器冷却水排水

︵株︶山醗新聞社

程度低くなった︒運転中の原子炉

殺躍しょうとするもので︑すでに

尊位麗を変更する一など︒
設備利扇率八○％を超えた︒

した︒さらに五基の原子炉が二二

琵

本社（原子力部）

科技庁検討会がまとむ

方︑一か月闇全く稼働していない

原拶jコ．業（株）GE・敦賀および福島建設所、W無・高浜建設所澗本シールオール（株）、二和テノキ〈株）
（研究施設関係） 日本原了力研究所・簗海・大洗・高崎各研究所、理化学：研究灰・人和研究所、
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︸廓

証

リングハルス原子力発蹴所庁迫が総

I進んでいたイラ来チ︑海難蓬

ンの国際協力な九原七子閥

く解

説﹀力無開設

九月十七田には地方原子力反対

ナゼール工業地帯のペルランとブ

ーニュ地方に接するナント・サン

の更更を決だした場含には反対運

立場におかれており︑プロゴフ村

対が強いので地方窟議余は難しい

による建設上の理れが主な原魍︒

シM
ャン・マリー・ケルロック村
N猛XOはプロゴフ︑−STP

を計上していることを明らかにし

GBが隼間︸千万げノの研究開発蟹

非難︑これに対しヒル総裁はCE

1．GLOVESに万一機械的損傷なとによる破損かみられたとき、素手のままては汚染 1叡の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける薄コムチ袋を手にはめておいてからGLO＞ESを装着することか推奨されています。

傷を防ぐことができて長時間の御使用に耐えます。

燭手璽業頁●寸，去夢

よる電力罷要の欝欝化と反対運動

将来の原発計画は里国の繕要動岡

と各国政府の方針しだいとみられ

子力が占める比華は別羨の適り︒

る︒EC諸国の総発電電力騒中簾

発注︑昨年までにフランスと同様

計六墓の発注を行い︑イランでの

建設中・謝麟中の原発は愈誹＋二

一方︑米国とは七万琿︑今後十

纂となった︒

年間に八慕を建設することで舎愈

の原子力政策の変更による保隔擶

が響られたものの︑その後の米国

贋条件の強化などから︑翼体的な

譜にまで進まず技術鴇食成での協

また︑エテマド総裁は昨駕四月

力程獲にとどまっている︒

熟同し︑耐乏技術での協力と曝イ

腔を示唆するなど︑各国との協力

倉弁のウラン探蚕についての蔦能

ていた︒

を要繭し源子力開発の下地を間め

原子炉解体を

めぐり応酬

英園では新規の原発建設にかか

長はサイトに決濠つた煽盆には住

解体隠題を無視していないと強調

@ト地015以長

離一二縫編獣炉と

夢

︐

・︑

委員会がデモを繍織し︑五千人が

ルタ⁝ニュ地方に各︸か所の原子

地防衛グループを組織した︒同グ

体制をととのえており︑農民は農

はサンマチュー岬に近いプルーモ

罠投票を行うとしている︒村民の

するなど︑旛酬も始まっている︒
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多多⁝．︐多多多

には不足が生じ始めるとみられて

⁝二多多⁝−

百人︶を遺定したため住民の反対

一多

予定外の運休もなく・一九七八年

発︵BWR︑四十六万KW︶はラ
︑i岬のプロゴフ村︵人口二千五 と見込まれており︑一九八O薙代 投票に参塗して旗蝕をはっきりさ

多多 ； 多一 多多

ヵロライナの八二％︒塞た石滴火

いる◎このためEDFではブルタルターニュ地力への原発建設に反

；．︐多多 ⁝多多 ⁝ 多多 ⁝ 多彪多多 ⁝ 髪多多 ；多多

力の依存が商かった州はマサチュ

運動が急速に盛り⊥つている︒

．︐多多

上を依存した州は十五州など︒ち

六月で発騒騒九簿六千万KW且・

．．︐多宝多多 ．．︑︑多多⁝︐︐多難多

なみに石炭火力に依存が高い州

ーセッツの八七％︑カリフォルニ

運娠二万七千六薇二十万階⁝間︑負

パンデロス原発︵GGR︑四十参羽︒またファンデン・アオド頑

反対麹動にあって計圃は停滞した

プロゴフ村では村長以下反対の

動の激化が予想される︒

まま︒ブルターニュ地方について

ペルランについては昨無激しい

力発電所建設を計隣していた︒

ーガンは門ラー岬が難き延びてい

子力施設の解体聞題を取りあげ攻

一ヘクタールを翠煙する地霊で概 響の矢野に立てようとしている︒

を導き込んだ旗が振られた︒二十

ゲールを遡遇と報告し︑その二養

が実際に農耕不可能となり︑爆観

反対理由は原発と送電線でラー岬

に解体蟹を加算していないことを

すでに反対派はCEGBが建設費

五︑六両円︑ブルターニュ地方識

から経済社会理窮会はプロゴフを

ヘクタール︶︒

閾食がこの選定に澱終凶決定を下

選定した︒しかしその決定は七十

ンズケールの三万三千KW実験用

英国で遡上に解体されるのはウィ

フ村ではさらに激しい反灼騒動の

会︶に調査を委託︒調蕊の結梨C

STPM︵海洋魚梨科学技術成
協されている︵村の闘積は千蕊百

︵國立海洋開発センター︶とI

ヘクタールの敷地のうち二薫三十
のサイトを撲補としCNEXO

〜九一四葎に砲弾よけに動員され は獄DF︵仏纏力公社︶は五か所 ループはEDFが小当とする葱颪る公聴禽と並行し︑反対難聴も原

くために扁で﹁ブルターニュ人は

月で発露騒騒億KWH︑通転七藤集って反対の気勢をあげた︒スロ

九万七千KW︶は︑一九七八釜ハ 港には約幽翠礎の勲船やヨットが

った︒

二十塒間︑負駒華八三・八％とな

スペインの〜九七八奪六月の総

発電騒は七十一憾二千五苗万KW た︒七八庫に申け子よけになれと

ホセ・カブレ！ラ原発︵PW Hで・その内訳けはそれぞれ水力 いうのか﹂とか﹇石油薦染だけで

力五億四酉万KWRだった︒

仏︑サイト選定
で反対運動激化
五千人がデモ

は傷つけられ︑軍楽も打撃を受け

すが︑その決定いかんではプロゴ

沢︑十五万KW︶は︑一九七八年 三十七億八千九薫万KW薙︑火力 汗分だ︵アモコ・カディス毛嚢
六月で発瞬爾羅億九讃万KWH︑ 二十八穏三千二否万KWH︑原配件︶︑原了力はいらない﹂と標議
運転七薗二十廻覧︑負荷率九四・
三六％となった︒同原発は七月十
四細で還開十周毎を迎えたが・そ
の闇の発会羅九十五樒七千九嘗胆

KWH︑運転六万八千九否五十＝

せることは避けたものが多い︒ブ

は︑オハイオの九七％︑ノース︒

荷率二八・八％となった︒

ど三原驚はこのところ順調に越転

スペインのホセ・カブレ！ラな

スペインの原発越転状況

順調に運転

アの六二％などとなっている︒

％
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七人の婁員のうち三十入が欠席し

︹パリ松本駐在貫圖フランスの

展開が予想されている︒

晴聞︑負萄率七〇・四％︑稼働率

新型ガス炉︒三︑四庫後に予定の

るというもの︒漁業としてはエビ

実験完了後︑解体されるQ
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て︑蟹成二十八頭︑反離二十一票

ブルターニュ地方経衝社会理箏会

る︒

部

@Ψ均023
@最低018

七ウデもデにい所ギて

九九 ︵労縄代表など︶︑粟権一票︑投 澱が漏排水で壊滅するとしてい

ブルターニュ地方の昨薙の発電

八一・一％︑核馬料再装荷は七

が原子力発魔所︵臨三十万KW︑ 腿は九簿九千酉万KWH︑
サンタ・マリア・デ・ガロナ原
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GLOVESの併用をお奨めします

PR◎T置X

の御使用に際しては

GLOVES寧翻鵬搬
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@東泉︒大手町の経団趨会館＝

下ルで開かれていた暴里
＝の原子力学︒協会童催第二圏＝
＝ ﹁環太平洋会議﹂は九月二十篇
謬九日閉撫したが︑同轍議のハ儒
罵
Cライトの一つ︑核燃料サイ篇
＝クルに関するセッションでは一︻

需①ウラン資源国のカナダ︑オ篇

虚言アのウラン腰縄
誕開発動向②技術・難度・政治瓢
讐的翻図からの核拡敵防止方策＝

の蓄秀⑧環太平洋響翼

一

一

属
1

ウラ ン鉱床発見続く
C・ラヌナル

くウランのストックパイルだ﹂と

カナダ・エネル
ギー鉱山壷療織

インドの核実験から約半無後の

会社はキー・レイクでニッケル鉱

一九七四年十二月︑政將は︑天然 も諮われている︒西ドイツの合弁
ウランと漂子力資材の輸出に関し

床の中にウラン鉱︵品盤賛評・

エッソ・ミネラルズ社がミッドウ

五％︶を発見︑また︑つい最近︑

て保磁搭麗を強化する旨の政策を
発表したが︑海外諸国との闇に垂

エスト︒レイクで大規急なウラン

足な保瞳描躍協定が締結できなか
ったため七七年一月からウラン輸

ーン地域に簗旨しており︑岡地域

州北部のアサバスカ・サンドスト

CEが始懸ったのを契機として︑ 鉱床の発見地域はサスカチュワン

出が禁止された︒その後︑INF鉱床を発見した︒これらのウラン

この行き詰まり状態が打開され︑

カナダのウラン資源は︑西六十

周辺は一躍脚光を浴びた︒

七八年から輸出を溝開︑この九月
には日本との間に新しい保障自制
協定が調印された︒

能な議定︑口承︑推定資源か倉計

炉／詩膠U以下のコストで回収司

るものとして︑現在︑二つの法案

五十万メトリックゾ・ウラン︵M

ウラン業界に大きな影羅を与え

が下院に提出されている︒一つは

オーストラリアでは︑一九七〇
月︑﹁一九七四年群塊傑謹法﹂に
ては︑オーストラリアがウラン蟹

く量を決定した︒この決定に際し
することにしている︒

トラリア︒ウラン輸出公社を設立

をリサイクルしないウランだけの

な可能性がある︒プルトニウム

リサイクル︒システムが採用され

源開発により核不拡散に対する発

懸盤意︑核物質防護描置などから

高速炉が今後十⊥一十年忌闇に

用な暫定サイクルとなるQ

のウランを減らすことができ︑有

NPT保障描置とフォールバックるとすれば︑軽水炉用の約一五％

また政府は一九七七二瀬月に︑

う環境調査を実施することにし

基づきレンシャー鉱床の開発に伴

勇力を強化し︑プルトニウム経済

カ︑ナバレク︑イーリリイなどの
た︒七六年一月に第一次憂欝報告

年代初顧にレンジャー︑シャビル

講︵ウランの取扱い・利用に伴う

なる保障猶躍政策を発表した︒

への移行を遅らせ︑あわせて資源 ・セーフガーズ制度︑再処理の事

された︒七七隼六月下血︑八十沙

璽生なウラン鉱床が絹次いで発兇

国としての國際的費任を果たすこ

殖炉の運転は︑ウラン脳からプル

実用化すれば︑第一号から高速摺

との火網性がとくに蕎溜された︒

さて︑オーストラリアの現在の

トニウムへの転換炉として機能す

ウラン埋蔵羅は西側世界盒体の一
七・五％を占める︒ウラン資源の

る熱中性子炉から全面的にプルト

アリデータ・リバー地域に閲逮し

8︑八四一八五俸一万ショート沸 は︑九〇八代以前は原子力発霞開

〜八二奪二千ショートナU30蔵置性がある︒オーストラリア

いての政府の想定値は︑一九八〜

ウランの無間生産・販売璽につ

けば穴騒のウラン鉱が蟹玉される

おり︑さらに探鉱開発を進めてい

ば︑軽水炉︑重水炉︑軽水冷却黒

炉が大規模に肩入されないとすれ

クルは何の誘覆にもなるまい︒

牲子炉でのプルトニウム︒リサイ

ニウム依存することになり︑熱中

存伍が確認されるような地質学的

れた︒これらの報控書を受けて政

た諸壌煩の検討評価︶が提出さ

たって重要なウラン輸出国となろ

G・パティ

から︑オーストラリアの場合︑ウ

府は︑七八奪八月二十五日︑環境

ン輸出に嶺たっての規制・管理の

U308︒今年六月︑政瞬はウラ
発を考えていないので︑将来にわ

原子力委鼠会

オーストラリア

重要なウラン⁝供給国に

に最終報告書︵レンジャー計画と

／詩望U以下のコストで翻収司書 諸問題の検討評価︶︑七七鋸日月
な確認埋蔵騒は二十八万九千ジ︑
過表十年間の探鉱活動経費は約一
億妙に齢した︒一方︑米国では︑

同期間内に七簡の経費をかけて探
鉱した結果︑確認埋蔵量は五十二

ラン資源の三紋率がいかに大き

保全︑地域原注民の生濤に留懸し

詳細を発表︑適切な時期にオース

に萄罪な地域は広範囲にわたって

く︑発見コストがいかに小さいか

つつ︑慎重な規欄と管理の下にウ

万三千沖になった︒これらの比較

七四年十月︑ホイットラム政権

ラン資源の開発をさらに進めてい

クルして使うことは国家経済の見

鉛減速炉にプルトニウム・リサイ

今後三十年︑プルトニウム増殖

は北部騒乱のウラン資源の大規模

が理解できよう︒

開発計画を発表したが︑七五無七

う︒

が︑四％程度の濃縮度で約五年の

ーチが研究の緒についた段階だ

ク︑スペクトラルシフトのアプロ

軽水炉燃料のタンデムースパイ

と︑ワンス・スルー系では微濃縮

また燃料サイクルをみてみる

らない︒

蟹理などの役割を考えなければな

物貯蔵︑同位体分離︑綿密な燃料

性︑相対的な価格︑原子炉︑廃棄

サイクルに関賭して︑核拡散低減

撫工︑燃料形態を袴え︑謹た燃料

潜在的な役劉として︑規模︑還隔

かわりをもつ︒各種の条件のうち

熱中性子炉と高速炉︶に広範にか

鵬︑微二一ウラン︶や炉型︵主に

り︑燃料︵プルトニウム︑ウラン

及ぼしうる月日作用要因は沢山あ

燃料サイクルの生産性に影響を

地目
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利む
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の政策作りであってはならない︒

INFCE作業により誤解がとか転用抵抗性をいかにして高める

に墓ついたもので︑麗罷進行中の

ウランを輸出に回していくという

TU︶︑予測資源が四十万Mの
T五千八百MTUが︑八四年にはには︑国内需要を優先し︑残りの

一九四六年に公布された原子力蟹 U︒なお︑前述のミッドウエスト 倍堰する計画だ︒現在︑国内のウ

﹁原子力管理行政法粟扁︒これは

拡散防比に賜督していくことが必

ノ︒

機

唄

鎗
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謹とする使用薦み燃料貯藏セン胃

一

て多騒のプルトニウムが生産され

要であろう︒

硫黄分（10PPm以下）

＝ター構想④核拡散抵抗性のあ＝

一

れることを期待ずる︒

政策的な面からは︑携互の關

押しつけの政策であっては逆に核

栄進化学蘇式会社

︸斎・ウムサイクル歯豊

l

ものだが︑巖近の状況からみて︑

心甥についてのコンセンサス作り

世界の原子力産業に携わる蕎に

兵器への通を歩むことになってし

轟

曳

黹ﾀ

東京者【〜港区東新橋1−2−13（」｝1岸ヒノレ）「PEL（03）573−4235（代）

＝する論文発表が︑米︑加︑襲＝

i

一

醤の技術響門家から得われ︑会＝
四恩参貯蓄の関心を興めた︒こ嵩

l

一

誓の論文か・・主な内容真
冒

カナダは将来にわたって口頼でき

ており︑いかなる代替サイクルで

ある程慶困難にずるぐらいのこと

兵器に転用するのに手間がかかり

が流転となるが︑現蕉のような輸

め︑技術・制定・政策各面から核

とっては核分裂の平和利用のた

見ている︒

性を少なくすることができる︑と

に最適化した新微濃縮サイクルと

装荷期間とするワンス・スルー用

比べると競い残るとは考えにく

リサイクル系では︑①ウランと

い︒

プルトニウムを特定の熱中救子炉

にリサイクルする方式②ウランと

サイクル方式︵軽水炉から黒鉛炉

プルトニウムを二世代蟹の炉にリ

または璽水炉へ縫﹁プロセスド・

ル④トリウムサイクル︑などが検

タンデム﹂︶③高速憎殖炉サイク

をもつている︒

討の対象になり︑それぞれに特質

トリウムの金谷的な役劇は︑開

発・実証計薩や十分な評価ができ

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

一

謁

一一

訟掲げる︒

なっている︒

ラン重要は︑生産羅の二割程慶と

かが問題であるが︑すでにきわめ

・レイク等は︑この数値の中には

指摘したような捜術でフル・スコ

％を解決するため︑一〇％にきゅ

し大きな影響はない︒間題の︸O

化することも璽要である︒さら

うきゅうとすべきでない︒数か国

も絶対的なプルトニウムの蟹に対

に︑核翼器への縞馬のステップを

ーベイランスができることを制度

これはきわめて重要で︑そのため

で高速増殖炉の開発が進められて

ープのセーフガーズ︑フル︒サ

CIV8X方法などに量る関歩心
むような国があれば国際的な制

いるが︑新型炉では︑資源節約へ
の影響がでるのは二＋〜三＋年後

しか出来ないこと︑また︑再処理

ンセンサスが生まれるだろうか︒

出規制政策で翼の核不拡散へのコ

EPR王では︑技術的には︑核ある︒

が高まっている︒

裁を加えるような紐度化が必要で

変わりないことが示されている︒

ロスアラモス研のキ！ピン氏が

噛まれていないQ

初めて核拡散に抵抗性のあるもの
来露力研究所︵EFR1︶では

るウラン供給国であり続けよう︒

理法の改訂版で︑原子力行政を開

カナダのウラン政策は︑基本的

?動E・増注ス†

不拡散へ刀懸作りを

年間のウラン生産璽は︑七七隼

発推進と規制に分離するというも
の︒もう一つは︑﹁ウラン・トリ
ウム鉱業評価法案﹂で︑七〇節三
月発表のウラン鉱業の外資規制政
策を法律化したもの︒

七四年から七五無にかけてのウ
ランの南場価格の高騰は︑国内の
探鉱開発を大いに刺激し︑探鉱投

核拡散に抵抗性のある核燃料サイ

とリサイクルを実滅することは再

資額も大蟷に遡大︑七七琿だけで

クルと蝉型の研究を行っていだ

ポートが出ているが︑その中に

処理をしない場舎より転用の亀険

で︑当薩のウラン節約のため堰殖

約七千万炉が投資された︒その糖

が︑核拡散防止をより効累的にす

劃しておいても︑再処理をしたも

は︑プルトニウムを展く冷却し貯

のでも︑プルトニウム一陣︽当た

炉が必要なわけである︒

粟︑最近︑ウラン鉱床が薪だに相

るためには︑いろんな点から湾え

りの核兵器への転罵抵抗性は岡じ

各方薗から核拡散防止研究のレ

次いで灘見された︒ガルフ・ミネ

ることが璽要で︑これは〜般に対

︵品位○・三％︶は︑地表薦に近

しても︑原子力狡術が平秘利用に

リム
トウ

一二

になる︒

ラルズ・カナダ社が発兇した鉱床

隈られていることを証明すること

ム・インベントリー︒コントロー

析︵NDA︶の能力は格段に進歩 コンピュータのデータ分析と処
理技術の向上が根まち︑ダイナミ

蓼
毒

るような商業施設の設計について

い︒

検討もせずに葬り去るべきではな

鞠

材（浸透・磁粉・超音波）

壊

素材から航塞機・原子力機器まで、

力

原
いため鋸茨掘りが可能だ︒アマク

センサス作りであって︑押しつけ
多 多重 ニニ 三 一多二 一 多二 玉 二 多重 多多多重ニニ 二rの

危険性をもつという考え方は誤解

蔽う︒INFCEでの僅業もコン

社が発旧したクラフ・レイク鉱床

二

再処理そのものが霊な転用への

で︑プルトニウム︑U濃︑U獅が

二 玉多多 多三

三

になる︒つまり技術的︑舗度的︑

髪ノ

は極めて高品位︵五％︶で︑﹁ア

多

分離されないかぎり︑技術的には

こともない︒まだ実在庫を調べる

示され︑プラントの運紙を止める

玉多

政禽的問題の三つが縮命わさり︑

ダイナミックな物質計騒の結果

ニットを選択する納会にはプロセ び︑従来のものと区別している︒

ロセスと呼ばれている︒一つのユ

はほぼリアルタイム鐸ニア・リア

玉 づ多 ーニニ 二r◎亀ノ づ 多 玉多多づ 玉 三二 玉 多 箒玉 多二

マク社が喬莞したのは鉱山ではな

多いプラントの場愈︑特殊核物質

ス中の物質の離流時間とか︑定詰

のうち一酵樫度の誤差で行うこと

効劇的なセーフガーズと管理シ

が比較的大豪に核兵器に転用され

的な灘定が行えることが条件にな

ダイナミックな物質バランスと呼

ステムを行うため︑近代的な技術

ていたとしても︑算出できない︒

ができる︒計側結藁は自動的に表

コンピュータ化されだデータ解 例えば一千詩確のスループットの

必要もない︒

のためにもイン・

ルタイムで計測できるもので︑そ

が非常に璽要になってきている︒

一％といえどもかなりの羅になる る︒つまり︸つのプロセスをユニ

ライン︑アット・

析︑データ・ベース・マネジメン

わけだが︑計騒の

ル︶と呼ばれるダイナミックシス

しており︑ロスアラモス科学研究

熱中性子炉でのウランをベース
とする燃載のリサイクルには様々

日本ではP茎NC︵プルトニウ
対象をスループッ

テムを使い︑オン・ラインのND

進む計量管理技術

ックな物賢計璽管理システムとい

ト技術が進み︑いわゆるダイナミ

トの全体としてい

必要がある︒

ラインで計測する
ることから︑しか

ックな物質計測とコントロールシ
所のDYMAC︵ダイナミック・

G・キービン
従来の核物質計鍛では施設内の

て︑ユニットプロセス聞の物質の

131でなくなるというのは︑施設ットプロセスに分けることによっ

だがない︒タイム

流れを騒るわけで︑空聞的にも時

ステムの新しい徴代をつくりだし

qスアラモス
装躍を停止し︑洗浄し︑実際の筏

の鯵止をしばしば行うことは経済

マテリアル︒コントロール︶は最

ている︒

うものがでてきた︒

庫麗を計騒していた︒この場台︑

的な面からもむりなことである︒

間的にも特殊核物質の流れを把握

が︑プルト一一ウムの計測を二検認

も進んでいる計測装置と思われる

科学研究筋

六か月から一年の間隔をおいて実

ダイナミック謝壁方法とは︑一

のプロセスを通じ行う計臆方法を

することができる︒このユニット

Aを行い︑計測を行っている︒

施し︑施設全体を緩解に行わなけ

つの施設をユニットに分け高橋慶

璽盤
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蜆代の非破壊分

ればならず︑精度的にもタイムリ

で計雛することで︑ユニット・プ

糟度的問題ではスループットの

ーな点からも臨界があった︒
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燃料の開発必要
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聞

産

﹂・ヤング

環太平洋霜繧設立を
ルギー・アソシェイツ祉

インタ；ナショナル︒エネ

サイクルの闘に大きな思いはある

たものは容羅に封入して発爾所に

ければならない点︒薪たに加工し

燃料は癖心に遼隔操作で装荷しな

CAND口でのトリウム︒サイ
は︑①FBRシステムとトリウム燃料のアクティビティのために︑

ればならないような問題はない︒

ない︒原子炉安全基雌を変えなけ

で︑フィージビリティ上の問題は

トリウムサイクルを灘入するうえ

八駕闇なんの撰醗もでていない︒

四十〜五十隼たたないと鵬てこな

が︑それは二〇〇〇葎に麟入後︑

ルに完全に被詳していない颪五十

もつタイミング︑また技術を商業

しかし︑このサイクルが縫済性を

クルの開発にあたって問題となる

また︑一九六八隼から七〇年の

ラン依存の低減が平野か②トリウ

間︑平常でO・○〇一群獲のプー のは①トリウム利絹でどの程度ウ

搬入︑しゃへいした部屋に納めて

家た︑シナリオ分析から︑CA

をスタートさせることが必要だ︒

め︑とくに遠隔加工処理研究開発

には今から必要な研究開発を避

二〇〇〇鎌頃と思われるが︑それ

ベースなものに変えるのはたぶん

おき︑そこから顧接炉心に装荷し
なければならない︒

はウランの消蟹羅をかなり簡約す

サイト外貯蔵︵AFR︶の構想がろ︑プールの管財化はO・○二酉 童要な設計変璽や原芋冥冥金墓詣
る③長期的な総答礼蟹頗懸を比較

ムサイクルのCANDU炉置月い
で②全ての薪型炉の燃料サイクル
の改変がいらないか⑧トリウムを

の燃料璽素を購藏しておいたとこ

ワンス︒スルーの天然ウランサイ

インターナショナル・エネルギ
陵になったが︑プールのドレーン

護照J・〒ギ

二千年︑劾利用に覆

を交換︑洗浄し薄ぴ貯藏を実施し

は何で︑その盤成はいつ頃か④ト

RSでなんとかやっていけそう た晴の臓はO・OO一翫犠以下にクψと競争力をもたせる経済条件

⁝︒アソシェイツ︵IEA︶徴は※必要となろう︒

託を受けた﹁使鰐濱み燃料闇闇﹂

で︑AFRや再処理工堀建設計薩なった︒カナダでの劔では実際に
る際どんなニードが必要か︑であ

リウムが商業規模で絹み入れられ

国エネルギー衡︵DOE︶から婁 禽湾と韓国は二〇〇〇隼までA

ーー便用済み燃料の緋出騒︑貯藏

は持っていない︒カナダはCAR被擬材に損騰が顧ているものもあ

りFB逸の方が好ましいという証

NDU炉でのトリウムサイクルよ
新論は︑トリウムサイクルをと

リウムとFB8の燃料サイクルのることによって大払のウランが節

すると︑代苗サイクル︑つまりト

って簸遡なルートはトリウムかも

拠はない︒カナダのような国にと

を娼すことは︑ウランを節約し︑

語用に間すことができ長期的な鼠

約できる︒節約されたウランは解

る︒鰻初の一うに﹁イエス﹂の答

原子煩安全墓雌を変えなければ

闇の避いはそれ程大きくない︒

繊を持ち参舶する彫をとる︒豪た

ら構想の域を脱しきれないでいる

単だが︑魎志湊建が難しいことか

ぽ
ケットでつくられる︒いずれはF 燃料リサイクルが必要になる︒新

なる︒ウラン鵬はFBRのブランし︑トリウムもウランも爾方とも

晩期的戦賂を実施するうえで欠か

方とも謀議することが︑これらの

株式会社イト嘲串
札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
詳しい御問合せはイトーキ鉄扉部原子力課 東京都中央区銀座1−13−12電話03（567）7271〜8

施設の必要幌︑鞍懸・経済性間題

②もし受け入れられれば地下貯幽

を撰っていくことから①ARSしない⁝⁝との結論がでているQ

言しなくてもすむことになり︑将

羅織には評議余のほか規制︑核不

とになるわけで︑西分の一がFB つくり出すため繭胃的に必要︒燃

三十万ゾ︒リサイクルによってト

る︒ウラン酸化物の消費懸は三齎

のためにこれから先︑長期にわた

すことのできない饗素になる︒こ

R︑四分の三が転換炉供給とな 料サイクルはウラン︑トリウム両

リウムの必要墨は罪常に少なく︑

る研究開発がいるという問題点を

て使うことにより︑資本コストの

で便う考え方は︑FBRと綬禽せ捲えている︒

トリウムサイクルを新型転換炉

六千ゾ程度になるQ

ンド一妙詣たり響られるエネルギ

大福な引き下げが司能となり︑燃

角

イ恥一串 原子力特殊扉

など一1について︑一毎闇にわた DU動特膏のワンス・スルー方式 るが︑運転上なんら問題は出てい
る調蓋をまとめた︒対象となった

いずれにしても環太浴客諸国内

牽五か国の癒麗はさまざまだが︑

のAFR雨男︵ウェットかドライまでに貯蔵駈建設は憲務である︒

し㊨一九八五年までには中央蟹理

の米国と田水にとり︑一600年同時に完全に新しい原子炉型を曲

二〇〇〇年までの環太軍洋諸麟の

保︑ウラン海外輸出︑新しい炉型

しれない︒これは国内便爾羅の確

財藏謝画についてまとめてみる︒

内謁場での経済的なウラン安定供

来のカナダの原子力計画に大きな

料の利爾効率を腐めることがで

第二に︑CANDUシステムと
にることができると響える︒

融入の園避︑との間のバランスを

ならないフィージビリティ上の問

異体的な実施となるとかなり難し

くない︒避ってくるのはトリウム

蟹騒になるが︑憲に軽水炉からの

一！ーランーン

でてくる︒一方︑多磁閤構想の場

が昨隼十月発表したAF飛政策で ケ⁝ルの経済などのデメリットも

BRと融濃縮ウランサイクルの新 型炉とFBR落胤が必要で︑これ

も荷溢という利点があるQしか

は①政府が儀理黄任を持つ②電力

拡散政策︑PBC計理・籔理の独が今や決定する騰期にきている︒

型騒換炉だけで臨力を供給するこ

プルトニウムに関する限り平衡に

ものを消織する◎その後FBRはき︑同時に核拡敵防止の観点から

韓国︑メキシ灘各二︑烹千鏑の使

合﹁船頭多くして︑船山に上る﹂

立した部門が設けられ︑全体を管

賠藏技術は再処理技術に比べ簡

う︒

侮効になる︒

ただし︑以下はDOEに提出したかは横綴中︶を醗画している︒メ

〇〇年に始めた場愈のシナリオで

CANDUプラスFBRを
二の〇
U炉
安全性が撫われることは全

題は冤綴されておらず︑CAND
給にとっても溺外市鵬にとっても

FC猛などの結論もとり入れ︑再
処理のオプションを開いておく多

②ARSを拡張し②運邦政府が膏國闇管理の貯藏所建設が鍛も実際

を設立させ建設にあたるが︑韓國

一方︑米麟は①簿処理を延期し

も公式な方響は出していない︒

もので︑DOHの三晃ではない︒ キシコはARSもAFRについ
いが
て︑現在険路が進んでいる1饗 影響を与えることになる︒
環太軍洋地域縫購済み燃料貯蔵

解するAFR施設を建設し︑一部的である︒貯藏を一嵩だけで実施

などの諸国もエンタープライズの

センタ⁝を建設するには︑技術︑

ットはあるが︑核不拡敬闇題︑ス

すれば使用済み似料輸送でのメリ

多〆ーン4−2！

からみ襖雑多岐だが︑二〇〇〇無

籔金︑制度︑規翻︑政治的問題が

醐をもっている︒カーター大統領

海外の分も受け入れる︑という計

策会社がPBCエンタープライズ躍していくという方法がよいだろ

二千渉︑賑杢一万八千樋︑台湾︑

には来騰十万二千ナ︑カナダ六万

用済み燃料が出てくるとみられ︑
会社は輸送讐も含め︑欝藏代金を

ことにもなりかねないが︑スカン

ミ

は燃料をつくり出すため︑躍力を

これらを受け入れる政策が必硬

ジナビア航窒︵ヨ岡協同経営︶

技術的間題ではフランスは帰期

ビジネス

貰払う︑などとなっている︒

各国の政策をみると︑滋本は①

と

だ︒

管理

劫導入でコスト減

のように

を分けて成功している例もあり︑

原子炉サイト内貯蔽︵ARS︶を貯藏での被糊撚の問題があり︑十
年くらいでだめになるとしている

P・カステン

︸年闘行い②溝処理し⑧プルトニ

オークリッジ

多雨間で十分実旛していけると思

二

トリウムサイクルの関心は︑①

ノミ

ことができる︒この場愈︑兵器級

ン鵬によってディネーチャーする

ー鯉が増大する⑧ウラン鵬はウラ

直立研究所

が︑バッテル研究所の研究ではス

〆

ウムやウランを再利翻し④貯藏す

ノ

一

う︒

≠
≧二

ためには寒参家が原子力の安全窪

ノ罫

テンレス・スチールとジルカロイ

さ

るという方針を持っているもの

さ

の政策が原困の〜つ②トリウム燃

〆

料サイクル利用によってウランポ

二

で被朝し簸大三万六千MWD／ この構想に篁つく環太平洋貯蔵

う

の︑核拡散がらみの拘束などから

多

謝画が遅れており︑熱間貯藏li MTUバーンアップしたものが十センター︵PBC︶は来︑嗣の国プルトニウムに反対するアメリカ
ノ

かつてほど問題化していないよう

と必要磁を十分謙識する必饗があ

ilおロー23；

き二

そして︑核拡敬の危険のみが強調

だ︒また︑廃蘂物問題も︑これを

、o〔1

〆

経済を強化するためには原子力が

される傾向にある︒騨門蒙はこの

の核物質の生産が難しい④FBR
きなインパクトを厚える司祭性を

る︒ソフト︒パス論争も将来に大
能であり︑現在︑スタートの淡定

安金に処理することは技術的に可

撃著CR）

ミ

不司欠であることを政治蒙に理解

によって解決できると脅えてい

屈側は究極的には国際的儀理鯉農

イクルを使う腸禽にはとくに魅力

と熱中性子炉の共存はトリウムサ

ト〆

ミ

韻近の原 子 力 の パ ブ リ ッ ク ︒ ア

させ︑岡特に大衆の纏持を響るよ

もっている︒ソフト・エネルギー

1

多ミ
〆 ︐︐

クセプタン ス 問 題 は ︑ か っ て の 技

うにすることが細則だ︒

論はすでに二十五年雨でもみられ

また︑将来の聞題としては規剛

トラルシフト︑転換炉などをい

ば璽水炉とか蕎混ガス炉︑スペク

炉とは新型転換炉のことで︑例え

ある特徴となる︒ここで熱中性子

を待っている段階だ︒

たが︑ソフト・エネルギ⁝論幾は
机上の空論に陥ち入りやずい傾向

と︑もう一つソフト・パス論蟄の

エネルギー論蓄は現実にしっかり

をもっているのに対し︑ハード・

1りoo

力

高

術︑経済的問題から政潰鮒あるい

ルをいく分譲敵抵抗性のあるもの

る︒技術曲な黙黙で核燃料サイク

はモラルの問題へ璽点が移ってき

反対派は原発の間題点として①
核拡敵②放射線被曝③原予力の安

ている︒そしてこうした変化に原

子力関係蓄は必ずしも十分に対応

liの四つの聞暗点をあげ・政治 際管理の交渉に失敗すればこの磁

金性④放劉性難場物の処理処分⁝

にすることはで港ようが︑翼の国

しえていないのが現状だ︒一方・

﹁カギ握る合意 形 成 ﹂

う︒トリウムサイクル利用によっ

）
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康子力闘紺薔の発欝はニュ⁝スで

て彫響力も大きい︒なぜ原子力が

根をおろしているのが精徴だ︒照

っていくことができる︒FBRと

て転換炉の紙換銘を○︒九までも

こうした新型転換嫉をコンビで使

MW影たりの資本コストの引き下

中性子炉をサポートできるので︑

えば巖初のFBR一基で四基の熱
る論議にかかわらず政治象は原子

@筆hO瀟費犠はリサイクルあ

鋸G・無㌔㌦徽タ桝孟OOO︻

茨城県岩井市軍戸423TELO2973（5＞5711

工場

合この雨暫の相違を十分認識して
いくことが必饗だろう︒

原子力システムが経済凶に葎利

力路線を選択するだろう︒また︑

な趨り︑世界中でまきおこってい
問題があげられる︒この︑規制の

FBRと熱中性子炉の展開戦略
を図に沿ってみてみる︒

プルトニウム消黒影炉とFBR
は・プルトニウムのネットでの消

FBR
Pu一直ド季費

大きくとりあっかわれ︑したがっ

家が原子力を支持しないよう働き

闇題については︑あまりに規制を

過剃規制を團避することと世界ヘ

げができる︒

強化するとコスト騒につながり原

ることになろう︒

とが将来の原子力開発のカギを握

力の菓たす役劉を十分認識するこ

エネルギ；を供給するうえで原子
危険性があるということだ︒この
問題は将来世界闘な問題となる可

@DUギII

iワノススルー｝

これほどまでに政治間題として提

難馨勧ヘネリィ氏特別講演
かけている︒原子力平秘利用に伴

購演ずるヘネリィ疑
子力が経済的に受け入れられない

欝藩・A騰
能控がある︒この問題を解決する

鰍轡ム換か

軽水炉

趨されるようになったのか︒それ

るため福祉︑社会関係轡と予騨の

問題たが︑入々が鏡実にうるもの

は原論力が昆額の澱金を必饗とす

獲簿競争をしなければならないこ

う核拡散の危険は原子力利絹スタ

に非常識なほどのコストをかけて

がない極低レベル放射線放出低減

放射線被騰の蘭題も蜜くからの

とが一因となっている︒醸子力が

近ではこの問題は政治朗︑モラル

ート当初から存縦していたが︑最

険が現実化する功能性がある︒

極めて必璽とされる国ではこの問

だ︒米国の堀含・再処理・FB逸 この間題は戯少していくだろう︒

的色彩を色懸くしているのが特微

な原発安全灘録などにより酸近は

嫡の安金牲間題はこれまでの鍵妊

@脇伽の漉費尉お悩10b
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題はそれほど政治問題となってい
ないが︑原子力を

の延期は三内の原子力開発に大

いる麗実を理解するようになれば

としている圃ではとくに大きな政

きな影響を与えようとしている︒

醗後の乎段浬

の問題を解決するためには︑國幾

治問題となっている︒このためこ

長期原子炉戦略

ノ
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︷環峯糞繋吾房第六セ・シ・ン﹁學力識の蔓に関する地多力﹂︵パネル慧
̲︶では今後の各国計画と国際協力のあり方に駕点があてられ︑﹁人秘養成の国際制度の設立

一

纂﹂麗核織サイクルセンタあ欝が必塞1など蘂な贅が相次いだ・出席蕎箕

噛シ・で開回れることにな・た︒

しかし︑原子力分野での協力は

これから原子力開発を行おうとす

こうした傾向を回避するために

力して地域センターをつくること

実施すること︑第二は数か国が協

料サイクルセンターをつくるか︑

いくつかの問題点もある︒その一

ウム使絹を断念するという方法も

または第四の方法としてプルトニ

発先進国で︑これらの国は装置︑

養成︑安全性墓華︑現地企業の参

ある︒このうち︑とくに放射性廃

技術の供給国であり︑原発運転の

方式︑製数の國体との契約などさ

加などについて明確なプログラム

棄物の処分については国際センタ

る国は単に何年に阿万KWを開発 だ︒また第三に世界中に一つの燃

ログラムを軌道に乗せ︑すでに一

まざまな形式があるが︑ことに人

に実際のプログラムに着手する数

を設定する必嚢がある︒このため

するという計画だけでなく︑人材

部で発霞に入っているような閣

い︒商業ベースの契約はスケジュ

秘養成については適切とはいえな

つはコマーシャル・ペースでの協

だ︒第三のグループは原子力発電

ー構想で実施するのが好ましい︒

力だ︒この彊契約にはターンキー

検討する国とさまざまな段階の国

プログラムをもっている国で︑こ

ループをつくり︑十分に事前の準

鋸まえに一つのプロジェクト・グ

グループは数鐸まえから原子力プ

がある︒こうしたなかで︑饗冨な

ールとコストを璽視する傾尚があ

豊富な経験をもっている︒第二の

経験をもつ国が︑途上国の計画に

るため︑十分な訓練が行えない場

ぞれの段階に応じて協力していく

はまる︒スケジュール趨り計画を

原発の安全性研究についてもあて

合があるからだ︒こ︸εた傾同は

の現地人が参加できるようにして

に建設段踏に入るときにより多く

備を進めるべきだ︒こうして実際

エーションが加えられて検討が進

の通りで︑これにいくつかのバリ

基本的にはそ

ループだ︒これからの陽解がそれ

れから建設に入ろうとしているグ

ことが必要だ︒また︑地域協力は

ジャンプッソー

く賛献ずる︒とくに︑マンパワー

協力することは時間の節約に大き

についての協力の愈義は大きい︒

ウラン資源供給の観点からも興味

められているが︑放射性麗棄物処

麗成だ︒途上

メンディオーラ

必要はない︒並行していまから検

国にとって人材養成︑技術移転︑

いても︑幽明の段階でルール︑規

理処分はINFCEの結論を待つ

行われなかったり︑コストが足り

おくことが必要だ︒安全規制につ

材養成を考えるとき第一のグルー

進めようとするため十分な研究が

欠だ︒各国の原子力開発は三つの

深い問題を提趨する︒とくに・人

に設計︑建設︑運転に豊富な経験

安全性の分野での国際協力は不可

ている︒核燃料サイクル部門での

討していくことが璽要だ︒

ンアメリカ︑アフリカ地域での原

対臨についても十分注藤する必要

分賄いきれないような場合には人

化してきており︑こうした面への要が増大してこの樋設だけでは十

ア地域でのRCAは︑今後︑ラテ後︑原発への禽悪形成問題が表面 たい︒また︑将来︑この分野の需

原子力は無二

メキシコは原 ているし︑経済性もある︒安全性

のエネルギー供給の三主性をもっ

ジャンプッソー

を庄いでいく必要があろう︒

ネルギ⁝源の研究開発にもっと力

きすぎている︒原子力以外の薪エ

各国はあまりに原子力に蟹点を麗

﹂・凋ーン︵フロアーから︶

制コード︑墓準について十分にみ

いては︑この廃棄物を燃料輸入国

棄物の処理処分だ︒この問題につ

子力地域協力のよい繭例になると

きわめておくことが璽要だ︒

が財蔵するのか︑輸興国が引きと

材養成の地域センターを設立する

メンディオ；ラ

また︑再処理については一国でなどして対応していきたい︒

がある︒
これから原発

考えている︒

ジャンプッソー

に乗らない場含でも︑地域協力で発建設に関恕して王AEAから援についてはさまざ濠な異った素見

クが原子力への傾斜を強めさせ

体的には一九七三琿の石油ショッ

いう恵兇にも蟹否両論がある︒興

があるが︑原子力は安全でないと

は規模が小さくなり︑商業べ1ス

計画をもとうとしている国が原発

うなケースも出てくるだろう︒放

実施すればコストにあうというよ助を受けた経験がある︒

検討する必要があるQこうした問 兜進国から経験を得ることは大製

なことだ︒ことに研究開発︑人

どうするのか︑などについて十分

するのか︑また籍雇坑がない国は

るのか︑最終処分は岩塩坑に貯蔵

たりする可能性がある︒

ない場合象ず完全研究がネグられ

大韓民国政府の計画では

lAEA

進むアジア
での協力
ユン

材︑材料サービスなどの分野での

各国の要望を受けて聯門

だ︒これから原子力開発を進めて

題の解決には国際協力が不可欠

グループを派還するなどして協力

垣花

には現蕉第一暑炉が運転に入った

射性廃棄物については不確定要照

メヒア

一九七四年に原子力計

閲がかかろう︒

人桝獲成だ︒IAEAも人材不足た︒大陽熱については実用には時

しているが︑問題は運転のための

家をもつことが望ましい︒このた

の傾向にあり︑各国が独自に尊門

てはあるていどのオプションを設

が残されており︑その処分につい

垣花入管養成の話が出たが︑

けておくことが璽要だろう︒

いくには輪出国︑輸入国が手をた

ードも窺要な分野の一つだ︒一方

協力が必要だ︒また︑セ⁝フ・か

門限罐についても訓練を実施して

訓練を実施している︒今後は原子

ではないが︑RI利屠については

ジャンプッソー

割は大きい︒

ため︑エネルギ⁝問題の解決のた

可能性は証明されていない︒この

しい︒太陽款についてはまだその

ユン韓国は石炭︑水力にも葦

ことは難しい︒

が必要で︑わが国だけで実現する

だ︒太陽熱については大きな資金

九五％を石油に依存しているから

った︒フィリピンはエネルギーの

IAEAによく国の将来を決める墾要な決定だ

いく予定で︑現在︑その検討を行から原発を計画している国はこう
っている段階だ︒業体的にはトリいう形で騨門家養成への第一歩を

統一することが必要となろう︒先エステの理論物理研究所を利馬しふみ出すことができるようにする
進国では︑とくに〜九七〇隼代以 て原発韓門家の養成を行っていき必要がある︒

たなオプションを設けるのではな

IAEAでは︑原子力発電の分野めにも地域訓練センター構想の役画が決竃されたが︑これは単に新

ばかりだ︒この古里一号の平均稼

ずさえてよりよい核燃料サイクル

隣接した国では安全性の考え方

垣花IAEAの機能と計画に

る人材餐成計画には蟹成だ︒これ

働率は当初の予定を超え︑この六

直隠を追求していくことが彊要な

地域燃料忽センター検討も

﹁入赫慧養成で覇業を﹂

運開させる予庵だ︒しかし・実際

二〇〇〇年までに四十基の原発を

璽要だ︒

プから第三のグループへの協力は

分な検討を行えないのが現状だ︒

第一のグループは︑いわゆる原

グループに分けることができる︒

の原発が運転中だが︑いずれの麟
フィリピンでは人紛不足が深躍な

したばかりの国︑これから計画を

をもっている国︑原発計画に着手

討し︑この地域での原子力開発に

洋諸国が協力して新しい戦略を検

国際協力の必要性は高く︑環太平

計零一︸署一〜3乙〜㌔くゴ〜㌔じ︸〜ζ︑〜・・〜︸㍉♂ノ〜︐竃3監・ ︾監〜︐㌔く一曾︾t3㍉！㌔・︑

入材養成が
途よ国

⁝最大の課題
だ︒

横難的に翼難していくことが重要

メヒア フィリピンの原子力開
の
発に国際協力が果たすべき役翻に

原子力と国際協力の開係

は大きいものがある︒その一例と

村爾

どんな国でも効聚的に原子ヵ瀾発

は切ってもきれない関係にある︒

を進めていくためにはプラントと
して規制の難題があげられる︒フ
ィリピンでは原発の建設と翻転の

核燃料サイクルを結びつけていく
必要があるが︑一翻だけでこのす

エンジニアが十分いるとはいえな

規制は敷盤にまかされているが︑

だ︒そこで阿らかの国際協力が必

ンサルタントと契約することにな

いのが現状だ︒このため外国のコ

べてを賄うことは不可能だから

源がほとんどなく︑ウラン︑濃

ようやくライセンスを交付した︒

を依頼し︑その報告にもとづいて

った︒このコンサルタントに調糞

要条件となる︒とくに︑臼嵐は資

縮などはその多くを海外に頼って
いるのが現状だ︒それだけに国際
協力の必要駐は跳い︒現筏環太平

も国際協力を必要としている︒新
問題となっており︑あわせて技術

洋地域では合醗六万八千二百MW 轡門家の多くはパートタイムで十

しい局面としては原子力箪租利用

か月闇五〇％以上の記録を達成し

ついて説明しておきたい︒IAE

を安定させるため農縮ウランにつ
いても一国だけに頼るのではなく

核燃料供給保

多数国との契約を考えている︒

ジャンプッソー

る︒これらのシステムが確立され

証の考え方は各国が支持してい

東尊〔者巳新宿区西新宿1弾21（明宝ヒル）苧160君（03）343−4411〈代

社
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聞

業
産

力

原
っている︒太平洋地域諸国には既

一報の不足がマイナスの要阪とな

カギとなろう︒

ついては︑浅近︑挙用済み燃料貯

Aは﹁原子力平毛利用の繁栄と安

についてもあるていどその概念を

ている︒また︑核燃料サイクルに

れからも環太平洋諸国の経験を学

全性に蒲速度的に容与する扁こと

国際機構で

⑭完全オイルフリー／⑭液休日素、冷垂水イ・紫／
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ンポンプ／⑭ソープンヨンポンプγ⑳曲拡散ポンプ／⑭

蔵プールの拡張が決定された︒こ

んでいきたいし︑まだ韓国の経験

を羅としており︑このため多く

供給保証を

は進んで提供していきたい︒機器

u離横縦難鰭

えうるシステムをつくる必要があ

人材訓練など途上国のニーズに応

る︒同時に︑核不拡散旨意につい

《特
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翻VARIAN社が誇る高信頼性製品群

に俸う核拡敬防止の観点から新た
な国際的な調整が必要となってき

環太平洋会議のパネル附議

多子機器第2部

ノ9レフ／⑭臭空フランン！／⑭フィードスルー

についてのマイナーな闇題は建

均衡に分散しているため︑国際協

村餓世界には技術と資源が不

めには原子力以外にない︒

でも多数国に供給源を求めるのは

どんな消費国
プションを善いておくことが璽要

ジャンプッソー

核燃糾サイクル

るまで便用済み燃料は貯饗し︑オ

国内の筋力問題がある︒とくにア

力は極めて重要な意味を持つ︒こ

設︑運転経験によって多くの経験
が得られるし︑こうした経験を万

当然のことだ︒来国の核不拡散法

最後に放射性廃棄物問題

の協力には相互理解が大前提であ

ろう︒こうした原子力開発分野で

ても国際的なアレンジが踊躍欠だ
垣花 INFCEでも検討され

について︒

村沼

いるわけではない︒

メカニズムを確立するとともに︑

はセンシティブな物質のコントロ

を対象とした原子力地獄協力協定

を決定している︒この施設で︑こ

のため︑まず第一に資源の移転の

だ︒便罵済み燃料の貯蔵は捜術的

じて核燃料︑機器供給を保証する

をカバーできる︒

れから十絵鑑に撲出される廃棄物

って︑米国との供給契約を求めて

核轡料サイクルについて

必要がある︒再処理についても︑

1ルと核燃料供給保証が趣鵠であ

巖近︑国際核燃料バンク構想︑国に司能で︑凝塊へのインパクトも

再処理延期にともない政

村細

ユン

少ない︒

ジア地域藷籔内の協力については

際核燃料供給トラストなどの考え

RCA協定が一九七二年六月に発

方が打ち出されてきているが・︒

まちをくり返さないようにしてい

効している︒これは︑原子力科学

難にフィードバックして同じあや

蓄の養戯︑放射線利用の健羨など

で︑オーストラリア︑インド︑パ

それが必要とされるとき︑鍛も好

原子力離業界簸大の問題は核燃

くことが重要だ︒

料サイクルの問題だ︒貯蔵能力の

ングラヂシュ︑インドネシア︑日

一AEAを通府は優用済み燃料貯蔵プール拡張
拡大によって︑一応の解決策を得

水︑マレーシア︑フィリピン︑パ

メンディオ；ラ

短期的な解決にすぎない︒このた

られる見締しはついたが︑これは

ているが放射性廃棄物処分を含め

メキシコはま

た核燃料サイクルの進め方につ

メンディオ⊥7

ムも簸切に論理されるようなメカだ原発の話調計画を決建していな

キスタン︑タイなどが参加していましい形で処理され︑プルトニウ
がある︒そして︑さらに将来はF るoRCAは途上国の自立を手だ

強力な国際協力が図工となろう︒

り︑この男神にのっとって初めて
る︒第一は各国がそれぞれ国別に

いては四つのケースが脅えられ
役を果たしてきている︒このアジだ︒

よる保証には鑓成だ︒また︑供給

い段階だが︑核燃料の国際機関に

め地域協力で再処理を進める必要

もう一つの問題点は︑放射性候

BRを開発していく必要がある︒ すけするワク組みとして大きな割 エズムを確立していくことが墾要

幽液体窒素不要のヘリウムリーク升テクター

翻拡散ポンプの高遮甥気性とイオンポンプの清浄
性を兼ね備えたクライオポンプ

畏》
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毎逓木曜臼発行

力

た後︑一たん炉を車止し蒸気発生

関

関醐餓力の美浜原子力発蹴所一翼機と大飯原子力発墨所ご号機がともに試運転を開始︑来隼響から
器細管の転身現象讐を点演ずる︒

だ︒昭租四十七年十一月魑工︑今

々
憂にかけ戦列入りすることが確実となった︒羨異心暦機は蒸気発生雛細魑漏洩および燃料依損劇で昭
点検には十一か月間が冤込まれて

た︒十一瀦露力系統に輿入したの

採用するなど︑めずらしいタイプ

租四十九年七月から運転を蝉止していたが︑その後修復︑五日︑四庫三か月ぶり再び臨界となったも

無九月十四沼初臨界を遷成してい

の︒十二臼︑躍力系統に併旧する︒大飯二穆機は今年九月十匹田の初臨界後︑各設備の誠験を繰り返
していたが︑隙調なため︑十一日胆力系統に併入︑ひきつづき繊力上昇試験へと段どりを進めること

大飯二懸機ハPWR︑出力蕩十を受け︑ひきつづき出力上翼試験

四万KW︶はわが甥のPWRは型
九十讐綴にわたって折損してい
度をかけサイクリング還転を行っ

美浜⁝署機は今後︑一か月楽程

の出力規検のみならず︑アイスコ

に双子型︒単機容照でわが国二大

欝業運転を開始︑戦列入りする︒

る︒順楽なら来隼六月から待望の

七万五千KW︶は岡一辱機ととも を実施︑霞庁の使用前出奮を受け

ッフル板庭愈部の隙間から横流れ

たもので︑これは燃料棒が炉心バ

ていた︒

になったもの︒美浜一号機は鋸明け︑大飯二号機は来薙六月から営業運転開始の予定だ︒

原発として昭和四十五庫十一月に

明︑このため通薩︑科学技術両省

合体一体に損鵬のあったことが判

て︑四十八鎌の定検の際︑燃料簗

簿止︒その後五十一銀翼になっ

様の薯象が発生︑このため運転を

したものの︑鴎十九鋸七月再び同

れが生じ︑対策復旧後運転を再開

十七年六月に蒸鉱発生器細管に漏

醤断︒このため爾省庁は門遡転再

価でも﹁安全性は確保される扁と

た経過を了承︑原子炉への影響評

原子力委興余も今鋸七月︑こうし

を行うなど修復につとめてきた︒

縮める一方︑折損燃牒獄門の回収

た︒その後︑バッフル板の隙間を

に打ち当たったのが漂照とわかっ

振動︑バッフル板が他の燃料棒

に入り込むジェット水流を受けて

へ向けて四駕ふりの本櫓航行の途 乗船している︒

い改膨のため︑蓬嫡県︒佐世保港

十時︑気笛を倉図に出帆︑しゃへ

踏︑大沢文男物議︶が十一日午前

の原子力船︸むつ﹂︵八︑二一四

れていた臼本原子力船開発蟹業団

欝森興・大晦の定塵取に係留さ

四十西入のぽか謂業團技術職鼻︑

を晃送った︒﹁むつ﹂には茶山興

駄員など多数の閲係者が﹁むつ﹂

覇長︑河野導藏むつ甫長︑魑業懸

政務次冨︑野村一彦原船蜜業団理

など過激派の集縮も莞込まれてお

墨日の＋六円には︑核マル︒中核

入日阻丑集翁やデモを計画︑入港

帯内と海上で大がかりな皿むつ﹂

佐世保では︑社会党・総評系が

助エンジンを使って︑平均時速八

庁は闇闇三月︑関電に対し運転再

開の延期を解除する﹂旨関電に通

報道閲係者ら禽わせて五十九人が

﹁むつ﹂は陸奥湾から津軽海峡

している原産視察団の飯麗學雄幹

たる区外の幕を切っておとした︒

あいさつを皮切りに︑六臼闇にわ

委員長でもあるバルタフト博士の

フッグ面心か︑フランスの鑑力講

ひきつづき︑フランス電力庁の

民間拠出の特
別税制延長を
原蔵︑FBRて襲認

歎・

驚

熱鷺藤

トープ総台研究蕨の篠懸酋治研究

ニュ⁝フレックス78の田本ブースまで約二週間の臼程で︑同会議へ

名︒十月十四臼成田発︑二十九臼
J￡TROへの連絡によると︑
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この︶ち︑新型転換炉原型炉に

ついては同制度のもとに建設磯総

あたる驚首四十二鰹円が民間拠出

額六識八十四億円のうち五〇％に

に大きく質献した︒しかし︑﹁高

金としてつぎ込まれ︑陶炉の建設

は︑昭和四＋餓無時点の﹁動燃膿

速堰殖磁殖炉原型炉﹂について

田本原子力産業会譲は九雌︑動

論えん金の損金獅入に関する稼税

力炉︒核轡料開発職業圃に鍛する

本方針F⁝では照和万十一奪度頃建

業圏の動力炉開発業務に関する墓
う関係雀庁︑団体に要盟した︒

特別措躍難聞を七曜間延畏するよ

いても当初秘画でカバーされる麗

設終了の予定て特溺税制描譲につ

込みだったが︑開発︑立地蝿勢な

﹁動燃覇業國に対する出・んん金

どから醐炉完成予定が昭和六十庫

の彫金働入制農﹂は高速増殖炉と
新型転換炉の原型炉建設のため蔑

ついてもこれに愈わせて七葎間の

に延摂されたため︑岡特別里離に

間から拠嵐される覆えん金につい
て︑その拠出を円滑化するため幽

來蕉度から糠手が予定されてい

廼畏が求められていた︒

えん金を拠出した法喜の所得金額
計騨ヒ損金の額に獅入するという

る高速塘殖炉原型炉開もんじゅ﹂

もので︑﹁程税特別描鷹法難六十

の総建設麗は約三千六蟹六＋億円

行い値踏交換を葡うもの︒第一園

が一鑑に会し求心発表や討論など

聴などについて世界各国の開係者

研究開発の現状︑鍛近の企業感難

ついては瑚在検討中︒

が覧込まれており︑罠間負軍分に

六条の六し規驚に璽つく特別描

二十一

融︒離象期聞は昭和四十四年四月
一日から昭和五十四矩三月

臼までの十駕間となっていた︒

放射線利用調
査団14日出発
原巌が米團に派遮

で開かれている︒また︑簗二回会

は一九七六鐸五月にプエルトリコ

薗州放射

げ毒

︑媛

凹本懐子力配業会議は︑来国フ
ロリダ州マイアミで第

照

灘⑳燕唾

欝畷

議は日本で粥かれることがすでに
線プロセスに関する埴土食議﹂が

のを機に︑この会議への参羽とあ

十月二十二田から本日問開かれる

わせ来国における放射線利朋関係
施設を訪聞︑関鍵に当たるため調

余齢は各棚放射線利用の新しい

査団を派週することになった︒

く場瞬︒このため︑晃学蕎の数も

いった左コ⁝ナ⁝と︑巖も闘につ

γ一 熱

日本のブースは︑蕉面入口をは

学蓄でにぎわった︒

れ︑各国の展示会堺も数多くの晃

が開かれ︑活発な滋議が霞開さ

ーノ萎グ多多多⁝多蓼ーグ萎老

備︑驚備にあたるQ

翼︑海では巡視船艇三十六壇を配

り︑灘備陣は︑機動隊四千入を動

する︒

十六凹牛前↓時︑佐世保港に接岸

ノットで幽香航行︒順調に行けば

開の延期を指示するとともに︑原

知︑ひきつづき関電による各設備

佐世保入港は16日に

原研などでの原園究明の結渠︑

因究明に乗り出した︒

機能の再点険と希ガス三二箸監視

に出たあと日本海回りで繭下・補

タタ多多ーーー多
噛︵漂産︶は︑三環・バーゼルか

感をよんだ︒

あることを訴え︑参加蕾の強い共

ら岡会議開韓のもようを次のよう

電の藁要性を展開︑また爾ドイツ

橘と今後の展望も含め︑原子力発

窒参懲研究畷を団長とする︑石纏

原瀧派還の認街団は岬立アイソ

決まっている︒

今國の出資国は二十二か蝕︒出

顕吉欝欝工学部助教授︑広谷購灘

匿をきわめている︒

展機関四切六十七︒展示腰積約一

ス原子力漕融会社のスティワート

発電湧の経済性について︑イキリ

原塵關発部技術課主僅ら一行総
年少三時前には︑ほぼ編鵬︒視察

◇

万置千平方厨となっている︒

団のメンバーも会場の⁝角を占め

ニューフレックス78開幕

日本館に出足好調

BRDのバータレット殴が原子力他の圏のブ⁝スと比べて多く︑繁

オープエング・セッション会場
◇

に伝えてきた︒

﹁今日の原子力はさまざまな間
題を抱えている︒だが︑この会議
をとおして︑ここに参加した岡胞
たちとの対話の中から︑きっと︑
解決の糸口が見つけられると確信

一点に注視する入王の臨︒鱒か

ぽか︑エネルギー憲やハイホルテ

参加し総総の利矯動向を把握する

⁝ジエンジエアリング社︑レイケ

は展示初磁の三賑︑多くの参加

な会場にひびきわたるひとこと︑

副袖長が原子力発電所の安金遡転
て︑熱心に聞き入った︒

談が舞い込んだほか︑多数の技術

ム社︑づンディア研究所など関係

蕎で賑わい︑軍くも三十八件の商

的な聞台わせがあった︒碍嵐ブー

る︒

機関︑研究所を継継︑調資に当た

った︒

子力産業がおかれている剣会的璽

翌三崩牛後九時︑技術会譲︑展

スは展示にまとまりがある点で好

について︑それぞれ棊調譜激を行
五爵国をむかえる国際原子力産

要性を指摘︒沖しい現実と麗娩に

評を博しているという︒

バルタフト委鰻農は︑今期︑原

業臼玉帯技術会議︵エユークレツ

ルでは︑新型炉の概念の全体会議

示会がオー−プン︒ウイーン︒ホー

でくる︒

ひとことが︑胸の奥深く入りこん

している﹂

駁容飴興は六送人︒だが︑開金の

にあてられたウイーン︒ホールの

﹁ニューフレックス78﹂に参加 り︑今圏のニューフレックス組織

定係彪では上条勝久科学技術庁

についた︒

燃膳損傷は炉心コーナー部に位謝

談議

の強化など入念な雌備が進められ

﹁むつ﹂大湊港を出港

鴬業運転を關塗した︒ところが四

美浜一愚機︵PWR︑出力三十十部屋︑一本は約八十穆材︑一本

ら戦列復帰となりそう︒

いるため︑順調にいけば蕉明けか

ンデンサー方式の厚子炉格納器を

空からみた葵浜原子力発癌断

明躍の幾藪にとって必慶不可欠で

スイス産業冤本溺漁務局艮であ
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原発反斌に不満高まる
燃料装荷不許可が聖火
フェルディン首相︵申央党党薗︶の率いる三党趣立囚閣︵中央覚︑保守党︑自額党︶は十月丑日︑
核撚料装荷の許認司闘題をめぐり内部分裂︑内閣が総辞肥した︒言立内閣では中央党だけが原子力開

エネルギ⁝委鷺会はその後︑七

政策をとった︒

五年のエネルギー政策に沿いエネ

ルギ⁝政策の悪転換はやめる︑
放射強廃比物に関する問題は解決
できる︑などの原子力推進の結論
をだし︑産業界からは原子力関逮
企業がスポンサーとなったコーベ

装荷についてはフェルディン薗相が強行に﹇許刺しない﹂としたことから他ご党がこれに反発︑総騨
職という黛態に濠で発展した︒

τERCOMは時期尚早として儒

対運動の一環として行った︒IN

定したため環境保護グループが反

独のエネルギー情勢から増殖炉計

を建設ずるサイト候補地として指

きだ﹂としている︒

画の必要性を認め︑来国の政策に

マー経済圏がカルカール原型憎殖

工嚢の続行を認否すると決めたこ

炉︵FBR︑二＋九万畢KW︶シュミット倭織政権としては西
とはシュミット連邦政権を露難な

票には移民労働轡も参舶を認めら

民に棄権をすすめていたが︑投

対してカルカールの原型炉建設を

れ︑参加は議初の予想を覆し有権

濃縮あるいはその形体や成分の変

産業の発展が米国の原子力政策の

薯構を考量してECが行った技術

核物蟹を欧州の精殊なエネルギー

ーラトムとしては※国や飽国薩の

験一七︒五MW︶の解体作業を だとして︑筋力会社による財政

もち︑SR琵︵ナトリウム炉実 利益を享受した世代が払うべき

ニューヨーク州でも︑廃厳物

を審議する際に原笹力反対勢力を

勢いづけることになろう︒醒近I

ンジェ原子力発電所二弩機の総出

アンデンヌ︑オヘイ蕎村︵ナミュ

ら︑節約と資漂の多角化が叢記に

大半を輸入に儀存していることか

ベルギーでは一次エネルギーの

く形勢だ︒

今後・反感は全国的に拡がってい

党の激しい攻繋の的になっており

送霞する協定を結んだことから野

に認められている以上きわめて正

るECの保陣制度の効渠が国際的 で支配的勢力をもつ社叢党とチア

一

力のうち五万KWを岡州以外にも

ギ

当なもの﹂との見解を述べた︒

両両︑過半が
ル

原発に反対
ベ

ール州︶で十月一日行われた原子

力を奮いている︒すでに昨年の総

なっており︑世塵原子力開発に主

︹パリ松本駐在鍛回ベルギーの

この地方への原子力発電所建設に

によるもので︑世界で最高σ原子

発電灘の二二・四％が原子力発露

力住民投票ではそれぞれ噺ハ⁝二％が

された二日には掛戸で﹁われわれ

年には総設備容鋤の二〇％︵現在

力発電所の稼働率も高調で︑八0

反対を表明した︒この結漿が発表

の勝利﹂と大きく導いた購が張ら

・O
六％︶までにもつていく計画
この住罠投票はINTER三C

れ︑お祭り騒ぎだったという︒

M︵露力会社グループ︶がこの地 だが・今回の住民投票で︑原子力

方を一九八O母代に原子力発電駈 誹画も微妙になってきた︒

4皇

1＿

立場に盧込んでいる︒同漕殖炉は

リ⁝マー経済相の決定は遡邦政権

八％︵オヘイ村︶が投票するとい

者の七六％︵アンデンヌ村︶・七

一九七三年着工︑ベルギー︑オラ 急ぐ方針で進めてきた︒このため
ンダも参賊してすでに十億環が投

選挙に対する配慮があり︑ノール

を困惑させており︑この背後には

倥民投票自体は法律上の拘束力

う高率だった︒

O日代初期と予定されていた︒

ドライニシェ︒ウェストファーレ

資されている︒運転開始は一九八

リーマ1経済相︵自由党︶は

はなく︑巖終的な決定は政府がエ

ン州で環境派勢力が増大している
のでそれに対処するための政治的

﹁臨力講要拡大が緩瞳化している

現状では危険が大きい増殖炉を建

無視することもできる︒しかし敵

になっており︑蜜月投票の結果を
同悪がないと工事続行ができない

治的には大きな膨響をもつことが

ネルギー計魎のワク内で行うこと

︻パリ松本駐在鼠M西独ノール 政策の線にもそう︒カル二一ルは

ので対策に蕩慰しているわけだ︒

性格のものではないかともみられ

既存原発から排嵐されるプルトニ

設する必要がない︒この方針は︑

ウム貯蔵センターに転換されるべ

でのこの自由はIAEAが確認す
NτERCOMは︑リエージュ州

しているとし︑﹁核物資平和利用

ている︒しかしりーマー経済相の

ドライニシェ・ウェストファーレ

圏の交渉が始まってからでなけれ

米国の原子力政策一1核拡散画稿

についてスウェーデンの厳しい規
ン州のホルスト・ルドビヒ・りー

ば実際の影響を計ることはできな

エス計画により︑蕩処理されない

制を満足するシステムが開発さ

ルの航海条令に類似した惰勢をか

防比法は一六五一年のクロンウェ

使用済み燃料の取扱いと欝欝処分

回るなど︑七六隼当晴の盛り上が

査でも原子力支持者が反対轡を上

発反対を掲げ︑内閣を支える保守︒自由両党は顕発開発に蟹成していたことから︑中央党は当切から

つことになった︒七七鉱には︑運

原発開発で妥協を強いられてきた︒しかし今回のリングハルス三零とフォースマーク一号両機の燃料

転入りしていない原発に対し︑使

これに対し委員会は﹁ECとして

更と一部核物質の貯藏について米

影響を受けるおそれがあるが︑過

際の閉鎖は恐らく三十隼先だが
一資金の横立てをはじめようと
している︒ネーダー・グループ

一力︑来国では廃炉︑廃施設

現に進めている︒また原子力産

と廃炉闇題の公聴会を開こうと

予想され︑議禽でエネルギー誹画

リングハルス三塔機︵PW鶏︑ は原子力間題と悪化する経済聞題

は航海法が英国を有利にしたよう

国の襲前承認を必要とするという

また米国産のウランの再処理︑

開発蟹成と必要論が政府内・外で

な事態が核拡散防止法で再現する

要講はECに乙子な課題を提起す

った原発反対の勢いに比べ︑原発 もしだすおそれがある﹂と質問︑

れたと発表︒また︑巖近の世論調

九十一万KW︶とフォ⁝スマーク について政府不儲任動議提出を検

終処分計錘の明確な提示を条件に

用済み轡料の再処理︑廃監物の臨

もりあがってきていた︒

ことがないようあらゆる努力をす

﹁影響評価は困難﹂

った︒今後の後継首班によっては し︑原子力開発に魍止めをかける
原子力開発が稜揮的に擶進される

い﹂と答えた︒

れらが重なってついに総辞職とな

エネルギー革命を展開する鯉のバルブ

一号機︵BWR︑九＋万KW討
︶す
のるなどの事態にまで及び︑こ
核燃料装荷について︑ゴスタ︒ボ
ーマン経済相︵保守党党誼︶とオ

ラ︒ウルスチン副薗相兼協力相

る﹂と強調︑さらに核拡散防止法

長年続いた社罠党に代り三党連

EC︵欧⁝州 律的および政治的影響を予兇する

の協力関係やINFCEの結論上
が︑産業上の選択に墓く需要に応

去二十盗聞の来国とユーラトム開

る︒

︵脂由党党蒼︶は強く諮司を霊張 ことも弩えられ︑癌目されてい

放射性廃藁 物 貯 藏 問 題 が 解 決 す る

立内閣が七六葎九月誕璽して以

ことは簸かしい﹂という見解を表

していたが ︑ フ ェ ル デ ィ ン 首 相 は

までは認めることはできないと
来︑中央党は連立内閣停続のため
盛岡体︶委員会はこのほど欧恥毛
明した︒

の影響については﹁ECの原子力 る性格のものだと指摘︒しかしユ

し︑九月二 十 九 臼 ︑ そ の 趣 謡 を 公

には原子力で妥協せざるを得な
雲譲農の質間に答えて門三国が今

べきだ︒いずれにしても鶯Cと※ きるのでなければならないと確闘

およぼす影響などを考慮に入れる

EC委米の核拡防止法で見解

表した︒

く︑縮局原子力発砲の金画禁止を

がEC諸国の原子力平和利用に法 員︵オランダ︶は﹁翼長の核拡敏

季二月九日採択した核拡敬防止法

︹パリ松本駐在凪

これを境 に 当 初 か ら 原 子 力 闇 雲
実歴するには肇らず︑エネルギー

らの廟祀聴取︵ワ⁝クショッ

じ︑あらゆる平和的冒的に利用で

で足並みが そ ろ わ な か っ た 中 央 党
委員会を設躍し委曇会の結論を待

切れる︒そのさい︑二面か

※国はすでに︑エルクリバー

プ︶も嘘めている︒

費が出ることは避けられない悔

全・耀境閤題の全面再審査の乱

曇

欧州議書のバン・エールセン議

は孤立化︑ ま た パ ル メ 社 民 党 覚 酋

三︑管理を裳する放射性廃棄
物がどのくらい発生するか︒
四︑解体作業へのプラン上設

できない時期に来ている︒原子

閤題はより広範で︑もはや放鰯

炉︵二十六MW︶の解体経験を も閉鎖i解体の蟹用は原子刀の

ははじまろうとしている︒たと

いるが︑このぼ

W炉解毒の調葦レポ⁝トが繊て

汀）チョーズ僚発はフラノスに建設、電力の5G％を折」穐
ティハノノェ原発の電力47万kwはフラノスへ送霜。

勢である︒

えば西独では︑二⁝ダーアイヒ

加盟国でもこうした解体研究

りをふくむ解体方広︑大型輸送

おり︑NRCも検討中である︒
バッハの二水炉︵十乃KW︶を 力規献委員会︵聾RC︶も本腰 叢会議︵AIF︶による斎万K
を入れ︑ウラン製錬所︑転換施

216

計の影響︒

発電炉の難陳がおわり︑その
コンテナーなどの開発のほか︑

解休鏑︸弩にする計爾でカ⁝ル

一︑州はスウェーデンやカリ

いる︒すなわち⁝1

米国の今臼の情勢をよく勒して

どNRCも加圧しているが︑そこで討議題馨が
水炉につにてレ

た︒それによる

ポートを完成し

ムの実現まで許認司と建設のモ

ヘルキーの原子力発電所稼働状況（8月）

搭置の確立をNRCに要求して

蟹理1解体問題が起きるのは遠

次のような問題が提超されてい

欧弗経済共岡体︵EEC︶委る︒

蒔遡耀耀蕪薫蒸

っている︒

1沼24

一

い先のことではない︒

をへうすため︑

一︑入体被懸

十一甚︑軽水炉箸五墓︑九〇奪

員会は︑一九八O薙代にガ ス 炉

らせるメリット

設︑燃料加工施設︑鰹水炉︵P と廃炉後の即時解体和見横りは

解体を数＋奪週

スル⁝工研究所が技術的検討を

W鼠︑BWR︶︑泥禽酸化物四
燃千二百万がで︑A︷Fレポ⁝ C露Q︶のような政策をとるべ

代にガス炉二十基︑軽水炉等九

と︑その間に炉の建物や系統が

すすめている︒この炉はわずか

蔵所について脚力的な検討をす

料加工施設・低レベル廃棄物貯

蔓︑二〇〇一一一〇奪にガス炉
十四墓︑軽水炉等四十﹁窺が廃

老化し︑環境汚染のリスクが増

十三冒間しか稼働変繍がなく︑

フォルニア州や環境審議会︵来

炉になると見て︑その管理・解

放射能が低い点で解体テストに

二︑州の饗前岡恵なしに︑国

ラトリアムを布くべきか︒

955％

2

きか︒つまり廃棄物管理システ
によって妥当な解体賭期が判断

すことの不利益の比較ーーそれ

この管理・解体費の撃払いは

の廃簗物腰藤野の立地を禁止す

628

237

ドール

トの二千七頁万がをかなり上園

この廼の計画の必票性は昨隼す

すめている︵再処琿施設は報告

体研究五か庫計画を提案した︒

向いているが︑問題は解体廃棄

ーモント︒ヤンキー社は騰却が

実は

される︒

鎖手続案︑環境影欝報告趨の作

ずみ︶︒転置中にはそれぞれ閉

でに醜悪されており︑各園が計

ーダーザクセン州の低中レベル

︵紙・践︶

る政策をとるべきか︒

97％

i）W憂え

1，724

ン＼

婁

凝兎

1環05鶯（03）431幽5176禰賄セノタ｝管〈044＞833−23・・大一業所費（・6）313−2367平田バルブ工業株式会社

9

リーマー西独経済相

二〇〇七隼に備えて一つまり実

の問題だ︒現にバ
の有効な除染方法の關発︒とく

画に蟹成すれば︑EECと傭圏 二︑表面や閉鎖系や大型機器 物の捨て場駈だ︒その候補にニ

決定にもちこむ震潔で︑頻側か

成を終げん︑NRCとしての政策おわる一九九五年︑認司期限の

現在

国の費用折半負担て研究が行な

が︑ここの認司期間は本庫未で

291

870

1

回勅醗騨橋4

増殖炉建設を拒否

廃棄物貯蔵所が上がっている
ラントの場合の研究︒

100％

PWR
PWR
PwR

ｩ力RwH

トール

／

289

395

チョース

一

99％

炉

1897

。十

合

395

ティハノノェ1
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稼｛動率

吊
力
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型

線f力発電瞬
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村
イ
ヘ
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ASIM置

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで
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。

カルカールに試練

に冷却材喪失璽故をおこしたプ

提案によると︑爆発や焼き切

ヘルギーの原子力住民投票結果

（85）

われることになる︒

し

（2）

第947号
（第三種郵便物認可）

同

子
昭和53年壌O月12臼

原子力バルブは

核流体剃御精機の領域です

O

聞

ているのも特色︒

行制廣翻設の篶え方が打ち出され

立地問題のパネルなど

原子力映顧二本が上映︑七時半こ

過ぎ終了の予定︒ひきつづき簸新

◇

の磁の全盤程を終える︒

同財団はまた︑今月宋から来月

ることこそ立地難解決の鰻大のカ

的な期待に占えうる嘱望を確立す

岡日は午前十一時開場︑まず醗

画上映とパネル座談会﹂を開く︒

プレスセンターで門最新原子力映

て＋月二十七賑︑集宗・内牽町の

小林罵民はいずれも地元の環聯雷

題にメスを入れるQ遼藤︑黒瀬︑

長それに評論家田原総一朗各氏

単教授︑永谷畏央前禰井興大飯町

万五千円︒詳細︑晦込みは學めに

コ⁝スとも定異四↑名︑参加蟹二

十月二十三日〜岡二十困日︑中国

動燃一跡建設別記駈▽Cコース

して門原子力開発と地域聞題﹂を

九％と﹁混成扁の二四％を上船り

示唆に霞んだものとなろう︒六時

材×一⁝︑ザ綴微細な欠けのある燃料

の傾商が り轡料体を支持する金翼に二八︑ザ

3実れた躯体に施工でき、工期を短縮します

地域振興対策については﹁電濾

獅Q6日は原子力の日

にかけ蓋コースに分け原子力施設

むというのがその構想︒このため

方出先機閲が盆力をあげて取り済

ギになろうと強調している︒思体

新版原子力映醐七本︵各十五〜二

まで︒

同財団︵談話五〇四−一三八一︶

礎資料の公際の健進が不書誌だと

体が一体あり︑燃料体取扱い時に

浮き彫りにされている︒建設に反

4．飲糾用水タンクに綾討てきます

@を兇冒し将莱を発通した振興
計顕を﹂という匿え方︒このうち

テーマに午後一一．時一一十分からパネ

︸月一薦︑動燃大洗工学センター

▽Aコース十月三牽一田〜十

の見挙会も次の要領で計画︑参癬

ル座談会が開かれる︒パネルはフ

︒藁縮福音原発▽Bコース十月

催し多彩にー
十月二十六田は十五躍目の原子

ジTV解説蚕員の今井諸氏を司会

三十一臼〜十一月一二︑関寺の大

縮源立地の課題については﹁発蹴

力の日︒原子力界の祭典にふさわ

に遠藤累芳福鵬興窟隣瞬長︑黒瀬

飯と鵡凛両原発・原磁敦賀原発・

摘︑この規状を打開するために罐

しく︑今鎌も転た︑この臼を申心

七郎石川興珠洲南浸︑小林治助新

翼体的には電源開発綴進法に蹴源
的には霞源三法について①地方慮

十分︶の上映があった後︑エネル

長︑永谷氏も地域間題研究家とし

癌を騨集している︒

化させていく大きな要園になって

に余国各地で多彩な行惣がくりひ

潟漿柏崎桁罠︑田中晒政学二院大

上野させ︑地城社会を根本的に変

のメンバーである十二繍庁の燈篭
いる﹂と評価しながらも門腿稽の

ろげられるか︑鑓本原子力文化振

所立地は地域の住民所鰐を急激に

を明確にし︑地鷺伴罠に喫しては
効果は一時的で︑波及的な財政窃

興財樹はこの記念行噛の一環とし

行うことを提覆している︒電調器

環境膨響評緬霧をはじめとする関

ため織源ヨ法を晃縛し地元の長期

塔にも隈界がある﹂と播摘︑この

開発促進のための手続規定をも盛

主体の翻玉繭腿権を認める②交付

て薔名なだけに︑謬見はいずれも

また︑提隠は﹁補償間題﹂にも

指摘︑さらに現行の漁業法が定め

対する理由は﹁運転時に放出され
一

動の準備を進める︒

らの燃料体四体を取り替え︑再起

﹇地震災欝箸による大漿故

対する対策が不蟹だから﹂の二二

ニ％︑

放射線影饗とは何か︑原発から

原薩が刊行

﹁放射線と遺伝﹂

田麗氏講演を収賞した

％︑﹁何となく不蟹だから﹂のニ

が不籔だから﹂の一九％などとな
っている︒康た﹁原子力に対する

の微暴放射線は遍傍的陣留につな

イメージ﹂でも﹁縣来必要となる
臣大なエネルギー﹂と回答した人

がるのか︑一部に報告されている

無機質浸透性塗布防水剤

調蟹制度の抜本的疑慮し︑改正を

の岬解が褥られるさつ各雀踊の地

係衡樹を磁極的に公開︑賞全性へ

り込むこととし︑盗該隼慶甲州地

期閤の恒久化を麟る③交付金の公

メスを入れ︑まず漁業補綴の薗提

ている﹁漁業調整蚤詩会﹂を繕署

1などがわかった︒関聯ではこれ

発生したのが原因と警えられる一

眉根原発︒動燃人形繰鉱業所︒三

点の渓間は土地収胴法の盛業認定

などの措躍をとるよう提謡︒

共用旛設維持蟹理饗への本盗i ギーを蓄えるシリ⁝ズの第獺弾と

度関係翁庁の聯門姿騒金の審議を

となる温翻水膨響の科学的解開を

して灘榮補償に関する調整を泊る

二％

が出席︑原子力立地をめぐる諸問

に︑簿熱噛業管から串論がある都

制度に魔ずる形式に改めるととも

経て総理大盤がその認驚を行うな

急ぐ必要があると前躍きしたあと

る放射線が不笈だから﹂が

ては﹁もっと開発する芳がよい﹂

が一九％なのに対し︑三九％が

が一δ％︑﹁安全性隔と答えた人

ればよいのか⁝︒斯界の権威︑

﹁放射能﹂︑三〇％が﹁原子爆弾﹂ ムラサキツユクサ論はどう解釈す

裏はさる七月三田︑原産の原子力

國窟遺伝学研究所の照島弥太郎紅

産業懇談金でこの問題について講

蔽し︑適伝のしくみ︑突然変異の

発生︑放射線と遺伝︑低線羅放射

ユクサによる実験と間話点などを

線︑詳容灘の決め方︑ムラサキツ

大放射線量実用測定法

臨調 審 翻 度 見 直 し を L
鱗 土地強綱執行綱 度 も
全国霞力労働組禽連合会︵橋杢皆紅会長︶はこのほど﹁雷源立地撹進のために﹂と題する提︸閣を
とりまとめた︒霞労相はこれまで原子力開発問題について禽計六四の提露を行っているが︑立地四坐
に焦点をあてたのは類歌が初めて︒娠．口は﹁エネルギー安固供給確撮に立地婚が大きなネックとなっ

濠た︑着工欝制度についても

されているにもかかわらず多くの

どの制度を取り入れる必褻がある

適正な漁業補蟹が行えるようにす

と鍛も多く︑ついで﹁故陣などに

が五一％と儲蓄数を占め︑﹁これ

かに漏洩はないが︑外観検査によ

としている︒また︑この構想では

べきだとしている︒

昨隼渡に平均時閤稼働率が数％

以上開発しない方がよい﹂の︸二

総論繊成︑各論反対

悔報の公開︑住民参筋による＋分

るため補脳額学窓のための漁業基

調査対象の一万人のうち圃駁数は

面接調査方武で行われたもので︑

査は今霧二〜三月に調萱贋による

した世論調糞結果を発表し弛︒調

＝零柵︷﹁需＝＝＝一＝＝騨一＝︷＝＝＝一一︷＝一＝︻一噌雪＝躍層一一畠一山一一置畳＝一一；一＝＝一︷嘗一一一需一月鮒︷＝一■＝＝︷＝＝州

な蟹前審議を条款に土地の強制執

わが臨原発の運転実績

上期︑平均59％の稼働

八千三士一︒それによると︑まず

日本漂子力蕨業会議が調べたわ

発一︑︸⁝勢︑高浜︸穆は︑今年慶

という汚名をかぶった福鵬第一原

％︑﹁やめる方がよい﹂の六％を

福島五号戦列入り雲霧騰
が国原子力発要所の今無四月から

に入ってからは︑いずれも順調に

﹁原子力繕嘱開発の蓬非﹂につい

九月まで＋楽期の運転実緯は三二

運転︑各種トラブルに対する懊璽

に払拭されていない現状が浮き彫
りにされている︒

燃料体四体

暑で通慶憲発表

を交換
大飯

た︒猿産では同講凝の内容をまと

解説︑これからの課題も示唆し

め︑このぼど製本化し販売してい

代表取締役歓長彦坂繁雄氏

九七一

コンクリートを緻密化する

Ti誌552−6954〜7

（策京建物策八羅洲ビル）

東京都中央区八丁堀2−27−IO

ている環状を打開するためには立地対策の抜本的麗噛しが不可欠﹂との現状認識から①電調露謝度を
改革し︑許認測乎続を円渦化する②亀源三法の弾力的逓用を麟る③条件付きて土地の強制執行制度を

薩一的な罵蒼を受ける結果︑孚続

灘入する一などの蕎え方を打ち出している︒今月中に関係各目口︑団体に提写する予定︒

撰嵩は︑まず﹁立地継続の促

分とはいえない﹂と指嫡︒このた
地点が未藍子となっている事実は

﹁地方公奥圓体の同悪取付けがな

め︑電源立地を公県晦業に準じた

開発の圏標設定にのみ有効であ

蟷密男の島隠調整機能が単に露源

が遅延するなどのケースがあり十

含エネルギー対策推進閣簸会議で

ものとして位澱づけ︑法律の適用

︶︾

三％︑設備利用率五九・六％と︑

由隔については﹁石藺衡源が近い

を思いうかべており︑㎝原子力は
大きくヒ圓っているのが特㊥︒
﹁原子刀発露の開発に髄成する理 危険なもの﹂とのイメージが完金

の通り︑箪均で時聞稼働率六五・

状態か

な対策が奏功し始めたようだ︒
低迷

将来なくなると慰うから﹂の六二

総じて稼働率の

まずまずの成構となった︒昨黛度
の素餐実益が︑それぞ腕四二︒八

ら脱脚し︑明らかに運厭実綾の

％をトップに︑﹁現在のところ原
子ヵ以外に適当なエネルギー源が

機趨をみせ出したのが︑
上半期年俸︒下楽期には︑上半期に

上昇

上半鶏実繍をみてみると︑四月

に使えるようになるから﹂の一七

ないから﹂三葺％︑﹁筋力が麗翻

ると︑かなりの圓穫ぶり︒

％︑三八・九％だったことからみ

78910繋栓

︶

て福騒第︸原

通産雀資源エネルギ；庁は九

くなるが︑東海第

％︑﹁轡界の先進国でも原子力開

日︑關癒電力大飯原子力発電所一

比べて定検入りする原子炉数が多

％︑

第一原発五号がほぼ一〇〇％で運

発四簿︑浜岡二勢︑大飯一野の計

発が進んでいるから﹂の一一

十八臼に懲業運転を開始した福覇

転を継続︑平均設備利胴率も八○

二心が當榮運転を開始し新たに戦

原理に入

課まで︒一部三百円︵送料別︶︒

三洋水路測澱︵株︶
会

題認照蕊二⊥

1高水圧（・蜘1晦畑｝に耐乳完壁な防水効果を発抽します
2イ財、の防水剤と異なり建物の内部から施工てきます

特長

進﹂につ い て 昨 年 六 月 ︑ 第 二 園 総

打ち出された立地幕続円滑化の方

除外︑許認可由請の属出︑協議扱

しいことを示唆している﹂と指

り︑実際の立地纒進の効果には乏

ついては﹁特定窟庁と関係法令の

があると述べている︒

いなどの改善措爾を実施する必要

針を騨願しながらも︑その笑滴に

運尾基準の中で電源立地の公益性
の認識はまだ低く︑詳認司に際し

00

氏C5

836

列入りするため︑稼働実繍の上騨

次冷却水中の放射能纒度が上屏︑

岡炉は試運転中の八月四四︑一

況を発表しだ︒

千KW︶の試懸紙巾のその後の状 る︒入墾希望の向きは原麗︒総務

﹁施設の安全溌を間る技術が陶上 穆機︵加圧水型︑出力百十七万五
いる︒

っている︒

しているから﹂の七％となどとな

﹁もっと開発する方がよい﹂また

しかし︑原亭力開発について

このため全燃料体百九十三体につ

発を支持

過半数が原

も期待できそう︒

％台と・順調なスタートを切って

美浜一署と浜澱一号の上半期の
運転実繍はゼロだった︒これまで
美浜一穆は蒸気発生器や燃耕擁折

は門わからない﹂と答えた入に対

損鶴瀬対策のため百年余り︑浜岡

総理府が世醗調査
︸号は制御暴騰動水圧系配箇や再

いて燃糊体横議を行った︒

この纏果︑①シッビング野蛮で
る帯町村に原子力発爾駈ができる

〇五

住所港区薪橋欝の二三の七︻工

し門もしかりに︑自分が住んでい

漏洩の疑いがあると判断された燃

﹁原子力開発には蟹成だが︑地

料依が三体紹められた②三体のほ

元への窟塊には反対﹂一総理府

ことになった場禽完成するか﹂と

循環系分離配管の摂理箸のため冗

の設問ケースでは︑﹁反酎﹂が蕊

費九月から︑運転檸比の状態が続

について全国一万人を対象に実施

は四日︑エネルギー︑原子力開発

γ線・電子線の高線盤測定に極めて有用な手引用

㌻0

いている︒しかし爾炉とも隼内に

叙景會紅炉ン罪》拶翼シや躍ン
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30年初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

和53年10月12iヨ

新
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ステムの改譲が進んでいるQ今回はこのほどウィーンで開かれたりエゾンオフィサー会議に参〜

一羅欝欝諺餐難聴ぺ籠輝雛器腱礪甥旧観説
蜘

上の理由によるものである︒

このオンラインアクセスで検索

新一刊
委員会報告函の和訳が

放射線影響に関する科学のいわば

一九七七隼黒帯科学 告書は一九七七焦春までの線源︑

々疑問に答えてくれるのが水報告

いるのか︑その影響はどうか㎏等

たい︑どのくらいの被曝を受けて

書でもある︒放射線関係従嚢者必

紹⁝介

携の図讃︒放射線医学総禽研究所

藁大成版︒人間が受ける被隈線墨

SU社から刊行されることになっ タを示す一方︑放射線発癌︑選伝

に困難な仕事で︑INISでいう
線の線源と影響﹂と顯し近くI について文献を引用し詳細なデー

このほど完了︑﹁放射

と︑約三十万件という文漱精報が
た︒

するデータベースの維持は︑非常

あり︑毎犀六万から七万の贈加で

国連科学委員会報告書

A4判上製本︑

予定︒上︑下巻に

＋二月上旬刊行の

分けられ各巻四条

知冤を網羅︑詳細に記述してい

が及ぼす影響についても遊鳥の

力情報リサーチグループ︵電話東

円︶︒予約串込みはISU社原子

︵上下巻一括購読の場禽は八千

﹁放射線の線源と影響﹂

の専門家が租訳に当たった︒

形に整理して提出された故もあっ

ある︒それに索引語ばかりでな

的影響︑子寓内被曖など放映線

て︑すでに数回議論のあったこの

く︑抄録も認んでいるというIN 報告書は国運加盟

国連科単委員会

問題も︑いくつかの付属提案があ
の各国から提出さ
れた﹁放射線のレ

ィスクスペース︑IRISたと文
羅縣に関する各種レポート類や学

によるソフトウェアと︑大踊のデ

術論文を中心に︑世界の斯騨尊門

る︒

オンライン検索には︑検索露語

ったにもかかわらず︑無事採択さ ISの特微がある︒

ング︵旗を立てる︶するか︑タグ

た︒データを含む文献にフラッギ

献六万件ごとに二〇〇メガバイト

家が評価と討議を重ね︑まとめあ

れ︑氏の労をたたえる声が多かっ

をつけるこの企ては︑すでに何園
に達する外部記億容璽が必要だ︒

締以上︑五千円

か討議され︑その有用性は認識さ

焦ことに刊行されている︒今回報

げたもの︒一九五八薙以降四〜三

ベルと人類への影

れているものの︑労力魍について

なくなってきた今日︑﹁人はいっ

京二六五⁝〇九四一︶豪で︒

原子力用語の多国語辞典の作成企

各国からの反対があったQこの されるが︑上述のようにソフトお
よびハ⁝ドウェア︑データベース

より︑遠隔地の電算機にダイアル

一九七七年から二隼閥の実験

クセスすることになっており︑I

は︑IAEAおよび加盟国に︑実
NISの概念からすると︑各国内

際の経験を傳させるためで︑①I のINISサービスを行うナショ

フトウェア︑応答時間︑要求詑憾

儒の質②還隔通信の性能︑応用ソ

と電算機のネットワークができる

がかなり顕著で︑もし︑各州算機

この辺になると︑将来への含み

関が担当することになる︒

AEA本部と各加盟国間の遠隔通ナルセンターか︑その指定する機
国では︑IAEAの電蓄機に接続

で︑王N王Sのオンラインがなか とが容易となって︑ヨーロッパ諸

する方が︑データベースを維持す

一九七六年十一月の王NISリなか実現されないのは︑この硬磁

王AEAは︑その黛的から︑するよりコストが低いという事蹟に

エゾンオフィサ1会議で︑この電 からである︒
算機ネットワークを七七犀初期に

放射線と無縁の生濡は考んられ

分野別にみると︑第二裏の通り

た︒

画が進んでいるとのことであっ

点について︑ドイツ︑フランスで
の維持に︑非常に多くの費胴と入

もちろん︑強力な霞算機が使用

どの分野でもアメリカが圧倒的な

だが︑これを世界各国と銘べると

群〜︑●㍉く〜 くゴ︐㍉〜くゴ〜︐㍉︽ 〜〜亀・㌔舜ゴ〜くゴ3零・ご・ゴ・・8．︸㌔ 薯 〜くゴ3葛＝fξ〜︸〜●二ξ鰯

五十七か
今回の会議の最大の議題である
の実験データが罪常な説得力を発

国が参加・
数を誇っており︑相対的には︑日
データフラッギングは︑ブルガリ

クセス可能に

ン検索能力i一の調査が霊目的︒
ンシステムでIAEA本部のデー

墨③データベース設計とオンライ
ある︒INIS加盟国がオンライ

幽本

タベースにアクセスする計画は以

は︑ウィーンまでの回線料と各国

司能になり︑他の情報システムや

ナルセンターに桐互にアクセスが

うになる︒非常なメリットが期待

データベースにアクセスできるよ
ンライン検索に適当な形のデータ

される反面︑王NIS独自の原則

は無料︑となっている︒

担︑システムにアクセスする饗用

ては︑第二期以降の問題というこ

なるかもしれない︒この点につい

成と維持の費周は王AEAが負が若干の修正を要求されるように

ベ⁝スと必要なソフトウェアの作

での端末機器は参加国の負担︑オ

転筋国が分担するが︑その原則

この実験のコストは工AEAとようになると︑それぞれのナショ

でに必要なソフトウェアをもって

ク

月IA露A事務総長は︑参加国をおり︑また機器も熟練した入墨も

確立するよう勧告され︑七七年四

一＝騙＝二一一一一卿鼎＝一一一一冊髄一＝■一一一騨＝二一：一一＝冒一＝一一＝＝幽一＝＝二嵩一覧一一＝＝一＝一＝一一＝一鱒一一一一一一一一＝＝＝一＝一榊＝一＝鼎＝圏冊＝＝篇＝＝一＝＝一二一冒一二二冊

本はライフサイエンスと化学が強

または蓉用園線でアクセスするこ

IN−S

員が要求される︒多くの加盟国

・
揮した︒

カでは雑誌が四五％・レポート四

実験中

零骨．暫﹁雪・■鵯︒脚︐﹁o︐●b

アのガショコフが擦れた報告番の

なっている︒

三％なのに対し︑日本は雑誌七五

ダイレクトア

国際原芋力偶報システム︵IN くて︑アメリカ︑ソ逓に続く︒弱

十三国際機関となった︒覇業とし

IS︶は加盟看が現在五十七か国 いのが材料と高エネルギー物理と

の大きなものの一つとなっている

％︑レポート一九％ということで︑

ても国際原子力機関︵IAEA︶ 資料の形態からみると︑アメリ

は年々成長して︑大国際会議の様

すすむネットワ 警

秀四郎

豆AEA︑EC濫甲・心に
欝欝擁灘仲本

抱えている︒

玉から三七〇／一五八︑三︑○○

状ではヨーロッパ宇蜀機関のもつ

必要なディスクスペースが工NI となるにちがいない︒ことに︑現

ブリュッセル︑ルクセンブルグに

ゲン︑ダブリン︑アムステルダム︑

ステーションとして︑コペンハー

ト︑ロンドン︑パリ︑ローマをキー

／

・一擁

馬隊穣く

︑緊＼︑・

くタまヤリ

＼

餓

惣少M：＼

隅難囎編黙〜

万

鱒．q＼

竿

ド

＼壕穫磯

．嫌ご喫

憂 灘

瓠賦

鍍鍵撚懸懸

∴ト熱
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一

冒
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盟

噸

し︑その リ エ ゾ ン オ フ ィ サ i 会 議

雑誌投稿の方がまだ︑数は多い︒

語四五％ということで︑原子力で

相を呈している︒巖近の会議もこ

は類本文献の半分以上が英語で憲

使矯識語からみると︑田本は英

かれている︒これは︑海外投稿が

語で書かれだものが五五％︑日古

といってよいであろう︒したがっ

体システムも総々と充実してきた

多いばかりでなく︑隔本における

の五月ウィーンで開かれたが・入

て︑内容はより技術的であり︑ド

力システムの繊巧化が主題で︑全

キュメンテーションおよび霜欝欝

王NISの最近の発展で庄冒さ十か国とし︑一郭間の実験につい

一か国あたり︸か所のみからア

OKの主認憶容騒に変わり各二〇 謡方式で文献は検索される︒利用

宇雷関係文献にもアクセスが可能

・臨独購翻騨モ臨

INIsダイレクトアクセス実

＼

験といい︑EURONETや︑あ

鳶

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総含警報糊御システム

醐詳細藪糾・図面等て入用の場合は断言aへこ蓮絡下さい。

生きております

欝桑

嚢鐸留鑑穣仲嵐秀四郎氏をわず︒わk原峯力技術情報ソス．アム

聞

業
産

処理の双方にわたって︑詳網に過

入力関係では︑前園︑法籍関係

欧文誌の翼献に負うものである︒

ぎる嫌いがないでもない︒しかし︑

一方︑最近の通信技術の進歩に

とで︑今圓はふれていない︒

にスコープが拡大されたが︑今圓

国際尋用癬線もしくはダイヤル回

文献情報処理プロジェクトとして

上の理由にもとつく︒

て許可を与えた︒この制度は予算

嫡

ことになろう︒

れるものは︑なんといっても︑ダ

︒

EAの電算機システムに組み込ま いコストと高い傷頼性で︑非選別

学的利用﹂に及び︑件数で八︒五

れている︒AGRIS文献の方的
がにどの国からもアクセスできる

会議では門電離放射娘とRIの医 イレクトアクセス実験であろう︒

IAEAの電算機は︑七七隼に
鰍細き出しのため︑利用蓄の端宋

多いのはAGRISを薔著すると
になれば︑その利益は非常なもの

の一つであり︑原子力の国際協力

システムの間では︑オンライン対

％ほど猶えることになった︒王N 線を用い︑IAEAのもつ文献デ
強化されて︑王BM三七〇／一四 向きのシステムである︒利用番と

は︑世界でも巖も進んだシステム

をベースにして完成しただけに︑

王sシステムの巖大典拠であるシ ータベースにオンラインアクセス
し︑その計舞機によって検索を行

現在︑オーストリア︑オラン

Sより少なくてすむからである︒

アクセス施設をおき︑EC諸国の

せ質問を作ることになる︒

になろうとしており︑国際協力の

奮はプール論理の演算を望み舎わ

ダ︑英国︑フランスなど西欧八か

〇メガバイトのディスク十二個を

今圏の実験期間中のデータベー

もち︑全体で二︑四〇〇メガバイ
トの容騒をもつている︒遠隔通儒

もアクセスできるという広域オン

もつデータベースに︑どこからで
国がすでに実験に入っており︑そ

各国が持ちよるデータベースは

ライン構報サービス纂業である︒

物理︑電気︑生物︑医学など数颪万

証本測としては︑距離的にも遠

ることになるであろう︒

スは次のようなものである︒すな
つながり︑いくつかの型の遠隔通

数百万件を対象に

の成り行きと国内情報壁塗との関

隔であり︑さらに国際データ通信

実は︑心々の形とルートで︑あが

コントローラーによって入力線に

儲園線でも取扱いが霧能である︒

ソフトウェアとしては︑二つの

も含んでいてその準備がかなり進

件に達する予定であり︑INIS

匿Cでも新システム

守っているわけだが︑早晩︑この

係から第一期実験の成り行きを見

主要なシステムをもち︑遠隔プロ
セシングのモニターシステムと蓄

国際電算機ネットワークとして

展していることに感銘を受けた︒

現在準備が進行中のユ⁝ロネット

た︑11ASAとの協力により対
璽応に着手せねばなるまい︒
可能となり︑昨年懸にはモスクワ

か月のアグリインデックス約ご十

件の文献②AGHIS巖近三十欧
六圏からのダイレクトアクセスが

のアトムインデックス︑約十ご万

横・検索システム︵SτAIわ
Rち︑①INIS巖近二十㎎か月
れそれの成果を収めつつある︒ま
S︶がある︒
前者は︑種々の相互遠隔通一碧
動のために設計され︑モジュラー

国境を越え電算機ネットワークが

︵δRONET︶は王NるI
S東実
いは
欧圏での進展からみて︑
験より︑分野として広く︑多国間

のは︑IN王Sと全く同じシステで実験が成功している︒

万件︑である︒AGRISといと
う︑この三月にはソフィアとの間

整備されつつあり︑惰報活動にお

になっていて︑応用プログラムと

IAEAのいい分としては︑でI
あることと︑データベースの大

りつつある︒

ムで作られた国際農学惰報システ

開始になれば︑非常な反響を呼ぶ

ける国際協力は︑新しい段階に入

︵FAO︶の契約によって︑工て
Aの計画ということであるが︑安

ムで︑IAEAと世界会議機P
構ISシステムの論理的延長としきさからいって︑十二月から操業

操作プログラムのインターフェー
スとしての機能をもっている︒

後看は︑データベース作成と維
持︑とくにデータベース検索と文

く㌧3ご

彗

■

▼

専

・

・3器

力

原
その進展ぶりは大方の注閣を簗め
ソーラスについて瀬瀬露語版が進

三％

三五％

⁝八四％

一

⁝二九％

二⁝一一・二％

㎝二九・八％

も極めて興咲ある実験である︒

うという︑技術的にも︑園際的に

第二 蓑 主 題 分

物理
化学︑材料

ライフサイエンス

RI︑放射線利贋

工学︑技術

その他

EURONETはフランクフル

ている︒

lNIS掲載文献
二〇︑四九
一〇︑八︸九

六︑六五三

七︑六九八

熊ドイソ

︑一五一

ﾜ一一一三

一二︑○○

三︑八五一

五︑八六七

本
フランス

日

イギリス

オランダ

ン 連

アメリカ

第︻褻

のフランス語︑ドイツ語と倉わせ

行中である謡の報告があり︑既刊
INIsの一九七七琿にお け る

収戯数は六万九千二十八件だっ
た︒中国が未加盟だが︑七十か国
の総数を示し︑世界の原子力文献
のほとんどすべてを収めていると
いってよいであろう︒その各國別
の入力数のうち主なものは第㎝裏
の通りである︒

日本の 三 千 八 百 五 十 一 件 は ︑ 田

本で発行された雑誌二蕾九十四

麗︑レポート︑特許等から原子力

たもので︑核物理から化学︑工

文献と見倣されるものを拾いあげ

学︑医学まで︑幅広い範囲が対象

IAEA
チェソコスロバキア

で

こト、

輸♂

…な

欝朧

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

捲

湿

器

縣

昭

ン
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金庫つくりの豊かな経験が
原子力事業特殊扉にも
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鵡

となっている︒内訳けは雑誌論文

二千四百六十件︑レポート六百七

内容である︒

十八件︑ 特 許 五 菅 六 十 七 件 と い う

一、

鰍

氏
仲

（4）
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力

日

核封印方式

囲
唾皿

月￥

で総点検・しゃへい改修を行うが︑政府は新聖主の躍期選定を遽ら

﹁むつ﹂は十六日午蘭七四十五
たが︑警衛の巡視船艇に排除され

路前薩にこぎ出し︑陽止行動に出

この暴説朝から集会を開いたあと

人制過激派は胸千人を市内に藥結

一方︑社余党︑総評系は約四千

分︑佐撹係港への入口にあたる向
た︒﹁むつ﹂は︑進路妨審やボー

れており︑﹁むつ﹂の繭塗はいぜん多簸をきわめている︒

たを取り外さない

の膿流以来︑園鉦ぶりに蘇生への糸口にたどりついた︒燃む2はここで樹海かけて圧力容器の飛ぶ

岸壁に接岸︑照和四十九焦秋の一︒四％出力上鐸試験段階で起こった放鮒線漏れとそれに続く

鵬溢後五日間約千五曲網間の航灘を経て︑＋六田午朋十隠＋分︑援際県・佐世保市の佐世保重工業甲

日本原子力船開発嚇業団の隙子力船蛸むつ﹂︵八︑一瓢四少︑大沢文男船長︶が︑驚森緊・大映溢

島

¥億円︑魚価安定基盤整備甥業

内外の主要動向を詳細に解説した

嘱

一

三菱原子燃料株式会社

照⁝

売 申

らかにしており︑もし疲に議会が

三菱原子力工業株式会社

魚懸蜜窟特別基金寮竃購業対策に

脚⁝昭和■53年版繭

燵発

王NFCE︑安全委新設︑原ふんだんにとり入れるなど︸調

を続行︑瀬蘭講渡氏が爾処理施設

の擾蚕解発勤の手段が残されてい

反対決識を行った場愈でも大統領

三菱璽工業株式会社

に五鳳円︑群二十五億円を先嘱す

が︑今の蒔点では誘致話は出てい

に解説︒協定︑エネルギー諸表

版﹁原手力無鑑一がこのほど刊子力をめぐる論争などがつぶさ
行︑発売中です︒

A4判︒二等︒定緬一部五千

原子力奪鑑は前黛版から本文箸々資料編のデ；タも真葛だ︒

を三段纒みとし好評を得たが︑

今無版からは加えて覧出しを多ヒ唐門︵送料別︶︒購入希鰹の

ては策醒より比較的使用薦み燃料

送が予定されている関霞分につい

くし主要動向には写轟︑閣表も向きは原薩・業務課まで︒

機能を鷹子力委員会と原子力安金

隔壁力の開発利用と安金規制の両

二十八田門輸送を承認する痛旨大

貯藏能力に余裕があったため九月

統領無私が行われたあと︑麗在議

委員金に分与するよう︑前逓常国

改正︑ヒ月五臼付公布したことに

金で原子力基木法など関係法律を

会で緑藻が行われている段階︒し

ぶ程度などについてケース・バイ

策への努力︑規制により実績が及

務次密補は﹁その羅の核不拡散政

かし︑十月三厳の公聴会でナイ国

伴うもの︒

民間再処理法案
衆議院の科学秘術振翼対策蒋別

は継続審査に

散法成立以蘭のものについては特

・ケースで対応していく︒核不拡

解体題題などで政鍵盤解をただし

ることから関露分の許可はほぼ京

臼に臼本入港後すでに禦繭に輸送

優れた技術と品質を誇る

ることにしている︒ちなみにこれ
までに﹁むつ偏に擾入された簾金
は︑建造躍九十懸円︑陸上付帯施

子力臨むつ︑立地︑蕩還堰殖炉読み易くなった︒多年の懸案だ

設麗三十懸円・磧究驕発籔その他
八十億円︑計二百億円となってい

要質金の確保の聞題など内外の子力政策﹂﹁パブリックアクセ

れている︒﹁エネルギーし﹁原

つた原子力閑語の解説も収録さ

やウラン濃縮︑核融禽など大型

原子力をめぐる霊要動画に焦点プタンス﹂については新たに灘

プロジェクトの本格化に伴う所

る︒

の閣議後の詑蓄会解で熊谷科技庁

を浴びるのが新母繕探し︒十七躍

﹁むつ﹂鷹世保入港で再び脚光

畏惣は︑過鍛に誘致の購し出のあ

船して格納容器内の右舷船脚壁︑

ない鷺を嚢明︒同日の衆院決籔委

細な解説を加えた昭和五上〜藁ネルギーの対銘︑行政の動飼︑原

をあて︑さ謹ざまの角農から群が起こされ︑原子力とその他工

上甲板原子炉部ハッチ後部など︑

騒禽で︑出野原子力選良は︑誘致

が賜︑五か所ある

船内五か所の放射線騒率を測定し

の堅し出のあった所と科技庁側で

候補地

たが︑繭森緊・大湊港出嬉前と測

であり︑近々のうちに検討を詰め

適地と蕎える所を園薗上で検討中

った

竃燈はほとんど岡じで異常はなく

たい︑との悪飼を明らかにした︒

るとは藩えにくいQ

が地元の岡悪を得てスンナリ決ま

これまでの鍵裂からしても新母港

た︒

このほか︑上船罷業鐡の研究開

られず︑異常のないことを確諏し

ニタとも入港嗣後の櫨に変化はみ

放射線麗箪も壁間モニタ︑海水モ

照難壁でのモニタリングポストの

世保畜︑侵繭県漁連の代衰蓄が乗

三年間の総点検・改修へ

騰輪阻壷 船 団 か わ す

鵬

後騎を予定より一蒔間半翠く瀬難

康船型漿団・科学技術庁は今後

造計醸をどうするのかなどの問題

発機関への改組悶題や第二船の建
業を含む企業群と契約を結び︑巣

が原子力船開発の視界を妨げてお

﹁むつ扁膨理に関して佐世保璽工

春から本格工慰に入る方針︒一二確

は当分続

り︑

悪天候下の航侮
聞の膨理に五十五億円植込んでい

きそうだ︒

風騨による熊価の低藩補騰として

環︑門々炉等規制法一部改正法案

委員会︵渕水園炎委員畏︶は十八

た後︑圖法案の審議を次期通寓国

ちがいないものとみられている︒

力安全委員金と新しい原子力委轟

ことになっていることから︑この

限りこの公添は闇動約に成立する

承認が得られていた灘電分を積み

三菱グループは永年にわたって織上げた
技術と経験をもとに、安全性、経済姓の
高い原子力技術をお届けする努力を続け
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三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

ています。

るほか︑地発との協定に基づき︑

安全委入事承認隷会翻
募金議での承認後︑廻国湊定︑任

会へ継続審査とし国会閉会中も審

関電分輸送承認は匹瞬付けの醤報

︵二間再処理法案︶について質疑 別に考慰する﹂と柔軟な方針を明

命されることになる︒

議を行うことを蟹成多数で可決︑

参院の承認経て発令へ

今回の入箏はニナ三悪ぶり原子

この睡衆議院議鼓へ細し出ること

＋月四臼からスタートした原子

象の桜蝦入事が︑十八臼午後八時

力朽政改革に藁り出した政府が︑

ことを日月に遡知してきた︒二十
鐵には関西電力分についても認斑

立︑二十日には醤本への通頬が発

ままいけば十九Bには決定が成

わが岡からユナイテッド・リブ欄

込んだあと︑規血︑福井興沖で関

使用済み燃料運搬船は九月二十

行される冤込みだ︒

セサーズ祇に委託されている千五

込んだあと二十九田には纏島に回

り︑OKが出しだい関蹴分をつみ

州へ向け謝彪する︒

り︑予楚顯りいけば十一月一轍欧

議会の承認も衛られていたが︑そ
の後議会の公聴会てこの驚題の検

一方︑今回＋三・四ナの海外輸

通知が遅れていた︒

討が行われていたためわか顛への

送許珂を公示︑九月二十一田には

OEが一月十四撫付けの窟報で輸 飽への諮蔚瀬知墓ちとなってお

葭ナのうち二十四ゾ︒すでに※D

瀬勢は昭和五十二無〜五十九矩に

今畷委謁再処理が認められた鎌

となる見込み︒

向け使用済み燃料の搬出を認める

以内に議会が反対決議を猶わない

に難燃され︑この公示から十五臓

かし開かれだ衆議院太会議で共産

を決めた︒

海外委託再処理で

競在の原子力委員会がもっていた
れた︒聚議院もこ十重か二十一欝

ll月初にも搬送へ

党を除く賛成多数で可決︑承認さ

の本金議で承認の冤込みである︒
岡欝承認された人肇は︑滴旗豊
日立製作箭顯閾︑鰯村試久原子轡
料工業祉猛毒氏の原争力委緻食委
員就任と︑内田秀雄烈士大学工学
部教授および吹照徳雄︑御圓生葉
輔殉殿子力蚕員︑田島莫鷲立教大
学理学部教授︑山本寛エネルギー
総禽工学研究駈理箏長五氏の原子
力宏全委隠金委鑓就任の爾案健︒

冨島龍興爾氏に熊谷太三郎科学技

原子力姿員会は現在の新関飲歳︑

五氏で新発漫する︒痛成新委員は

術庁長宮門原予力襲員長を塘えた

吹田氏︑島村新螢員は御園生氏の

それぞれ從江︒この人事は参議院

Q

種郵便物謝1」∫
紹和131｛13用Zl佛

一一

輪講塘P構超

東電と関電分の使用済み燃料

鑛替東京5895番
；壽（59茎｝6…21｛fヤ｝

東京都薦区新橋1丁屡1醤13号（東鷺旧館内｝

議
会

業
繋
子
原
本

発行所

講腕押1蕪分薗金4500円

1部重00円（送料共）

二

まで候補地︑臼木地区のある敦賀

査幽をト月二十臓からト一月八目

門もんじゅ﹂に関する環境影響調

動燃事呆団は︑高速贈殖原型炉

影響調査書縦覧

もんじゅの環境

調罫書を縦覧することにしたも

前提となるため︑その一環として

は地元の論意をとりつけることが

福井県に提出しているが︑着工に

十八日付で科学技術庁︑通産雀︑

動燃は聚境影響調査欝を八月二

︵南曜は十一躇三十分まで︶︒

午前九時から午後四時三十分まで

町牡麗購にまたがる百六十二万平

万四千万KWで︑建設敷地は女川 必要な摘報提供のための経費lI

工できるものとみている︒

締結により計画通り十一一月には魑

協定﹂︑﹁魚業補償協定﹂の二時

いた︒藁北電力では今回の﹁安全

議し︑最終協定の締結が憲がれて

ニテ七か所Q臼曜と祭日を除いて の臨時総食で﹁漁業権消滅﹂を決

決蓉︑残る﹁女川晦漁協﹂も今織

i︑敦賀市中央公民館︑美浜町役 訂一懸五千万円が仮払いされ一応

及︑または当該区域を含む地方公

設設躍の必要性に関する矩識の普

設麗畢定地点住民に対する嶺該施

価するために必要な経欝②旛設の

設の設置蓄が行う調壷の緕果を評

かじめ行う調奮であって︑当該施

されている地点の地質に関しあら

原子力関係では①施設欝欝が予定

場など公共施設と原子力関係施設

市と︑福井南︑美浜町で住民に縦

格低落が発生した場合には誠愈を

動燃が華美降下で

覧する︒縦脆場所は︑羅拝繋原子
の︒

トする高温炉心部鱗遣実験装置が

もって楠繍する﹂としているのも

今回の施行令一部改正は五＋三

れることになった︒二十田交付Q

が︑それぞれ委託饗として交付さ

施設の立地環境調ゑと水︒火力を

追認したもの︒これにより原峯力

れているのを受け︑これを政令で

が追加︑交付金交付対象が拡大さ

征度予算で﹁環境審責等委託費一

方綴︒五十八年三月置開陳定︒

常勤理事を増
員し体制強化

廃棄物の試験的処分に備え

女川原発はBWR・出力五＋二共団体が行う地域振興計画作成に

力安全対策課︑福井原子力センタ

完成した︒来年三月までにはヘリ

原子力環境整備センター

特色︒

原子力環鹿整備センターは十六

Bの役貴会で村越駿︸同センター 含む地域振興モデルプランづくり

また︑工薯の進捗状況︑運転状

については常時連絡するとともに

況︑放射線測定︑温排水調査結粟

ウム純度管理装隅︑耐豊関係の塑

の袋躍も全て完成する︒

鉛ブロック反発訊験袋道など残り

原研の多圏的実験炉開発計画は

にも新しく対処することになった

を図ったもの︒すでに高綴断麟材

わけで︑立地センターなど調糞機

究として︑原子力製鉄技徳研究絹

参事︑腰無量周総務部獲および石

関による委託調査が実施されるこ

より量兀ガスをつくって鉄鉱石を

原健彦田本原子力研究所本部調査

わが国で研究開発を進めている

HEND￡L本体ループの塁本漂
製子二部の故障︑核燃科物質の盗

役三輪の常勤理製新任を決定︑同

窓口に︑製鉄関連企業群が受 試験装躍︑圧力容器鯛試験用醗気

難︑被曝線騒が法令魑を超えた場

選元︑還兀鉄を製造するのが塁本

含︑同型炉に薯故が発生し女川原

原子炉の多自的利用は︑原子炉墨

に続く高混炉心部構造実験装置の

とになる︒五十三年度予籔として

作設計終了︑軸温工学特研の完成

立地環境調査費九千九百万円︑地

のほど新設装躍の第一陣として︑

田付発虚した︒

炉などの移設を終えているが︑こ

発が停止する可能性がある場含な

域振興モデルプランづくりでは全

に︑多目的高温ガス実験炉︵熱出

試験開始により︑工学実験試験の

政府は来年秋以降︑低レベル放

けもっている︒昭和六十鐸代初め

構造物を実験炉模擬環境下でテス

力五畿KW︶を完成させ︑原子力 燃料体ブロックを安持する床二部

原研は︑これまでの研究で︑被

製鉄利用系と績びつける計画︒

て五十近億五千万円の支払いを規

町の魚業権消滅に対する楠蟹とし

一方︑﹁漁業補償協篤﹂は女川

造︶や処分マニュアルの作成など

整備センターも騨絹船建造︵改

進める一方︑実旛聖体となる環境

日臼後三時から綴蛾まで︑東東・

臼本原峯力産業会議は十月三十

定されている︒

定︑さらに風評による不買︑価格

こうした試験的処分の本格化に対

急いでいる︒今回の役麗人事は︑

丸の内の日本工業撰楽部で第穴十

体枠として〜慮二千七着万円が弔

低落の際にはこれを母系すること

処︑体制強化を間つたもの︒石原

施に移す計画で︑これに伴う処分

の匂当台会館で行われた︒これに

とし︑温黒鴨拡散については露

氏は漂研の潮海研究所燃料工学部

海域の翻転︑関係法規の整備等を

より岡原発立地聞題は計画発表以

るとしている︒

力︑漁業繭者で共同調査を実施す

実施するとしている︒

ステロイXなど燃材料の特性デー

渠北露力が富城興牡麗郡女用︑

来十二翔ぶり一応の決魑をみた︒

女川原発で安全協定

タを得る一方︑ヘリウムの伝凱流

牡麗騎に建設を予定している女川

東北露力は︑残された牡鹿町三魚

に関する試験を行うなどにより︑
基礎技術の基盤を確立した︒

女川原発の温寒水拡散影響範囲

ど経て九月一田かり本部調査役と

長︑企画整長︑高曇研究所所長な

武中竣三資源部長が﹁わが国の海

日は動力炉・核燃料開発窯業団の

六回原子力産業懇談会を開く︒同

30臼︑工藁倶楽部で

資源開発テー
マに︑原産懇

このため次のステップである実

艦協定の調離漿が十八日︑仙台帯

療子力発電所の安全協定と醜業補

に含まれる漁業権消滅対象海城は

城喋もほぼ闘様の項目に四十三懲

格着工に入りたい考え︒

のと謹製︑今回の三県同時認珂と

外ウラン資源瀾発の環状と今後の

十八日開かれた調印式ではまず

なっていた︒

出遊興知事︑木村女川購長︑若林

約五十万課方綴で︑対象となる漁
敷強要があるという︒このうち五

円︑佐賀緊は三十懲六千万円の財

政府は十七日の閣議で︑露源開
発健醜灼愛翫闘余計法施行令の一

部を改正する政令を了承︑とくに

になろう︒

取締役社長大橋康次氏

墓所札続

説︑今後の課題など指摘すること

を深めてきた昨傘の開発現況を概

開発単動をふり返りながら厳しさ

はこの中で︑これまでの海外探鉱

見通し﹂と題し講演する︒武中氏

協はこのうち四十万平康平を占め

の段階で大

る﹁女川町漁協﹂と残る十万平方

内諾

蔵省など黙黙雀庁の心慰が得られ

なったもの︒

耕に入る牲社町の﹁鮫の漁﹂︑﹁需

鱗との交渉を嬉ち︑十二月から本

難漁業補償協定にも調印

規膜の大型構造機器を使った実証

動や炉心と同じ条件の下での昭射

試験をほぼ十露里にわたって行う

覆燃料粒子や盟鉛︑耐熱金属材ハ

射性廃棄物の試験的海洋処分を実

研︑利矯系を工業技術院の委託研

の消費税︒その税収を環魔放射線

どについては緊急連絡の義務を規

図式︒原子炉系の研究開発を原

の監視︑温排水調蛮︑周辺遵賂の

走︑異常の際には立ち入り調査を

資温度千獲の高混ヘリウムガスの

自治雀は十七日︑茨城︑愛媛︑

整備︑港湾旛設の建設など原発計

段階へと踏み込んだ︒

熱エネルギ⁝を撚り冒し︑これに

じ

ミもヌ

離漿慈

懲凝
佐翼の三興から窃講されていた核

藁北電力社長が﹁安全協定﹂に調

たあと︑昭和四十九年までに再

は﹁原饗建設同類決議﹂が行われ

住所岡山南

締役社長大本栄一氏

か月以内︑愛媛興が等か月以

題原異国施行令が改正

環境調査など
対象に交付金
印︑つづいて岡社擬と鈴木女川町

のうち︑牡鹿町の

礎﹂︑﹁前綱扁の合計四漁協︒こ

茨城県十三億五千万円︑佐賀察十

漁協縄合長が﹁漁業補償協定﹂に

重間に愛媛県一一十五憾八千万円︑

原発は︑茨城興の葉海︑佐賀県の

妥協について

調印した︒﹁安全協定﹂は二十二

ていたため三興の正式串講が出そ

新設により賄えるとしている︒

とな 八億九千万円がそれぞれ核燃麟税

ろった十三臼から十七日の認両ま

⁝⁝一多ー ー グ 多 一

燃料税の新設を蔵式に許可した︒

あてようとするのがこの購想︒

画を円屑にすすめるための対策に

スピ1ド黙黙

の運絡然制︑補醗問題などについ

った︒

で五鐵間で

五十一年

が

を果たして

まま踏蟹したが︑これにより核燃
以来︑昨年は福島県が実施︑今年

て定めたもので﹁女川原発周辺倥

条で構成︑放射線監視体制︑票故

に入り茨城︑佐蟹︑愛媛の三門が

民の健康を守り生繕環境の保盒に

発立地によって誘こう五年間に予

設の通を開くことを懲涌し︑他の

認可は原発単数立地累にも同税新

れていたが︑今回の三下への正式

会﹂を発罵させ検討するとしてい

どで構成する﹁環境保金監視協議

については関係蓄︑学識経験番な

まだ環境放餐線測定︑温排水調査

耳遠役社長小坂隆造氏
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六−四四八一六〇〇一

センタービル

石金二〇

締役社長高松俊夷氏
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原産に入会

儀駈浜山黒
購護〇七六
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取締役社長宮騎時雄氏

札幌市西区発寒九五〇

会

露話〇一一一六六一⁝一〜二七一
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原盤に入会

代表取締役歓長大石益光氏

太陽蹴設︵株︶

四i二三一践一一一

取締役社長廣田種雄氏

儒

原塵に入会
甫中央区北四条西四の一︑日興ビ

北羅興業︵株︶

一一一五三一一

原産に入会

二

露話〇五四二一八二⁝一一一
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電駈あるいは発露所建設に関係す

干五五〇

同条例案を九月宋の各県議会に上

円︑焦脇整備など語論安定灼策蟹

る︒

こうしたなかで羅馬は内諾を受

今園対象となった三県の核燃料
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取締役社長野原陽一氏

全力をあげる﹂としている︒この

促進について穰極的に新技術を灘

には三門とも施行する煮込み︒

漂渡に入会

幽してその実現を図る﹂と規定︑
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帝人製機︵株︶

でいちはやく新税創設の道が開か

については福井︑福騒累のケース

ほか︑放射線間食については﹁発

玄海一編︑愛媛緊の懲懲一暑の三

帯西区江型番一の九の一︑肥後橋

需所周辺への放射線放出低減化の

潔治省と折衝に入り︑今秋九月に

璽︒このうち︑愛媛興の場合︑原

核燃料税構想は榎数の原発が集

残されたガ島根︑静陶

も同税新設の遵が開かれることを

は岡省から三県に対し内諾が与え

中立地する︑いわゆる原発先進藁

憲味し︑

られていた︒

税概想は︑興内に立地する営業用

程し可決したあと︑今月中働まで

定戴策費二十億二千万円など︒茨

ことになりそう︒

原子力発電所の核燃料が装荷され

に宮冶省に正式申講を行ったが︑

る風評によって艘林奮発資源の価
自治省ではいずれも問題はないも

注所大阪

など各県にも大きな影響を尊える

灘茨城︑愛媛︑佐賀三遷に

同税施行騰期については茨城県

料輿は福井︑福厨︑茨城︑愛媛︑

内︑佐賀漿が六か月以内となって

諸県の核燃料税新設対象となる

佐賀の五県となった︒六隣以内

おり︑おそくとも来唇四月頃まで

三県岡時認可は原発単数立地緊に

設の通が開かれていたが︑今回の

福島のケースでいちはやく新税創

ゆる原発先進藁に対しては福井︑

核燃料税を正式認可
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一九七三卑還転開始したBN一三

五Q︵三＋五万KW︶は順講に還

て七万立方綴の淡水を生産してい

転され稼働率九〇％︑発議に加え

る︒増殖実証炉BNl六〇〇︵六
十万KW︶は建設巾で︑一九八○
無頃運開の予定︒この発話コスト
は軽水炉よりも一δ〜三〇％剛高

七＋睡万KWが濾舶され︑今後の

経済の悌びを十分支える電力を供

る口火となったフォースマーク一

一一・七

の原発を発注する磁瓢を曙らかに

に衝戟KW級軽水炉二三各二か所

ギー婁預金の箏想通り奪間直・八
％しか増悪しないとしても︑︸九

がを支払い︑十七万入の失業蕎を

九五薙までに飽力のため璽事億

ンジェリー二総裁以下取締役会の

N駕しのアルカルド・マリア・ア

能期が切れ決定できなかったが︑

から発庄がてきることになる︒原

政膚が近く新総裁を圧命ずること

発建設はAMNとSIGENに発

でPWRとBWRの二本建で進む

注されることになる梗様だ︒国内

ことには疑問があるが︑国衡のA

期しているので罪業上は当薗問題

MNがSIG鷺N樵の五〇％を保

がないので〜本にしぼるのは原子

ことになりそう︒

力鷹鑑の萬編がすんでからという

怩jW原発

仏ギナール社

門パリ松本駐筏澱冒フランスの

脳力公社︶から齎三十万KW原発

周ポンプ七千七蕎万湯を受注し

課基嗣のポンプ三千万湯の憂詫に

た︒イランと南アフリカの原発各

アンジェ三署機とデル四署機︵餐

続くもの︒衷た近くベルギーのチ

九＋万KW︶用のポンプも聾す

さらに山国でストーヌ・プラッ

る覧込み︒

ト・ポンプ社︵英国︶と折紫で設

宣した子金社も好調で︑九十万K

ている︒ギナ；ル枇の年晦は六偬

W級着装二墓分のポンプを受淺し

漏︵輸出五〇％︶︑原子力部門は

一〇％を占めるようになった︒

魂

雌鷺

廃棄物処理システム、炉過器、濃縮器等

冒削蕊党煙立内灘を内部分裂させ

讐機︵BWR︑九十万KW︶と給
リできることになり︑悪化してい

︵昨無の総発罐電力鰍の

ルギーに次ぎ原子力発磁依存農

新内閣の誕生でこれが加速され︑

蟹が削減されており︑エテマド潮

米国原子力無業金議︵A王F︶

出すことになる﹂さらに門遮邦政
府による石油火力新設の禁比とい

撰銀閣εL
︹パリ松本駐在風勢イタリアの

EN￡L︵国蕎竃力公社︶は庫内

原畢力機器にも総含技術竈結集

原子力開発謝画で星並みがそろ

スウェーデンで原予力推進派のウ

わず内閥総辞職という形をとった

〜万KW︶の燃料装荷の許可を初
う︒またスウェ⁝デンはすでにベ

ングハルス三辱機︵PW疏︑九十 た経済問題解決の糸織になりそ

注慧されていたフォースマ⁝ク

め︑建設が続行されるかどうかが

ルスチン自由党党薗が十三日︑国

内閥が発疑することになった︒二

会で後継日経に選出され少数単独

隼闇にわたったフェルディン萌連

A三論機︑リングハルス四署機 ％が原子力発電︶の爾い国だが・
も建設が進められることは確実視

立内閥の原子力騰発反対色の強い
政策に終止籍が打たれ︑原子力開

数喉内に総設備三鷹︑総発電蹴力

騒のうち原子力が二五コ口後を占

されている︒

総鐵が発表した﹁一九九四年まで

めることも十分予測される︒

る計画や︑現κ開発が進んでいる

に原子力でご千三資万KW﹂も大 したQ鴛NHLに対して釜月十二

O

りすれば八頭隼までには舎二五酉

これらの五纂が爵醐磁り遜松入

発が磯極的に進められるものとス
ウエーデンの産藁界から期待が霧
せられている︒

六〇〇より一二〜一五％発瓢コス

鎧修蕉が論えられる撰様で︑すで

黛︑AMN︵G冠のBWR︶︑S

暫万KW級の筒混ガス炉を利撮

だが︑BNーエハOOではBN
−W級の原子力阿亀所を建設す
万K

無難

し︑九〇田代には冶金︑化学工場

IN︵B＆WのPWR︶三社が殺

なっている︒

傷懸と見横り籔を提出した後︑E

IGEN︵WRのPWR︶︑SP

の方向は臓避できない﹂と結論す

を改組するか︑廃止しなければこ

てくる︒画一のエネルギー婁貰食

が要覧︑経済附に大きな影響が出

露力コストが穴輻に上野し︑失業

けられるなら聰力供給が北まり︑

州のエネルギー政策がこのまま続

ランス審議会は﹁カリフォルニア

カリフォルニア州環境・経済バ

二三環麗・経済審議会

員会改組を﹂

﹁モ不ルギー委

に仏フラマトム社との煕墨の契約

適の隠蟹炉の運転・建設状況を述

が必要になる︒例えば加圧水型炉

は今奪二月に英・米の科学暫から

魏！．」
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，

も中止︑と伝えられている︒

トを醗下げることができる﹂とソ

用として実用化していく方針も明

また︑現び運転中の原子力発囎

べた︒

や反対運動から原子力開発が大洗

所は二十一棊八齎牽七万KWに達

イランのA・エテマト原子力庁

らかにされている︒

に後還しているが︑ソ連では原子

し︑使分済み燃料の処理問題がで

総鍼が解伍され︑その後任が注囲

自出生義園諸醐では安全性閣題

力機器の供給不足による原子力計

てきていることから︑使用済み燃

されていたが前エネルギー省原子

原子力庁総裁に
ソトーデニア氏

画の遅れはあるものの︑陳子力エ

料の葎間生成羅が千五隠ゾになる

力担当次窟だったアーマド・ソト

ン

ネルギーの利用はエネルギー部門

八○今代には︑再処理工場を建設

ーデエア氏が原子力庁の総裁に就

ソトーデニア原子力庁藻塩はエ

ラ

金体の萎びを上園る難びを添し︑

し対処していく方剣という︒

に達した後︑蒸気発生器の火災壌

テマド蔚総鍼の下で副総轄を務

イ

増蟻蝉や発霰以外での原子力利照

益々増大︒暖房粥や各種目薬の熱

故を趨こしたことを除くと順調に

め︑原子力開発を急ピッチで進め

BN一三五〇は一九七二庫臨界 任した︒

源としての多呂的炉の開発も活発

運転されている︒この趨転経験が

計爾などの蘭から漂子力の比順も

になってきている︒

ン労働番の鰹金が大幅アップ︵約

しかし近代化反対派の強力やイラ

た経験もあり︑適任蓄といえる︒
ている︒

増殖炉閉発の原動力の一つとなっ

冬學の暖勝として石炭︑ガス︑
容量の消費が多くを占めるように
なってきたことから︑八○民間に

この報態鶴は玉来経済研究巨象

る報告欝をとりまとめた︒

もので︑カリフォルニアの厳しい

T弱︶された分だけ原子力開発

るためには数十億がの開発・建設

はこれに勧わり地域隈日用に五ヤ

ら︑この方泓が実像された鵬盆公

資金と二十犀以上にわたる努力が

して進め︑軽水炉や増殖顛での核

と在来の薄処理技術の欄発を並行

ギナール社はこのほど8DF︵仏
められないとし︑﹁CIVEX法
NERAは﹁電力鷲要がエネル

てきる長期的な技術的解決策は決
﹁ClVEX法

開発価値あり﹂

プルトニウム魏の含荷率を憎や

の場禽︑三・二五％濃縮ウランて

発表されたCIV鷺X法に注霞︑いる︒

るだろう扁としている︒

間約颪八十葛樫度の監督が発生す

千人︑臨力鰯遜てをしない隈り黛

九九熟年までに失業薄三十閥万工

C夏VEX法は︑ウラン︑プル
うような規制が邊繍されれば︑一
トニウム︑核分裟生成物を別々に

の放射性廃躍物を混ぜておくとい

プルトニウムは分離せずに一定腿

の由来は属間︵典羅痢用︶のピュ

がある﹂などの慧冤があり︑いす

用ポンプ受注

︵N温貧A︶とコンサルタント会

AGNS社から今團提出された
イクルの精微はーウラン販売の

衆に十分な説明ができるかどうか

原子力規制政簾と石炭火力に対す

社が行った最新の調竃をまとめた
繭にネプツニウム蹴やウラン鷹が

必要﹂と掴濾している︒

方法は謙だ命名されていないが︑

る︒灘スト的にも十分司能﹂とい

といった点から慎璽な態度をとっ

に︑核拡散防比にもすぐれたもの

濠た︑麗聴点では核拡散を防止

施えられる︒炉内で轡豊後︑プル

になる︒高智嚢件でないネプツニ

る糊隈が残っていることが前握に

う新しい方法を工NFCEに提集
その基本的な考えは︑一般にプル
したことから︑リバモア研究所や

緊を増やす︵五％〜一〇％︶こと

ウムを加えるので従來の濃縮ウラ

一・五％〜二％禽まれるが︑その び鍬腿として便絹出来るととも

により︑プルトニウムを高湿にし

オークリッジ研究所の政府職階の
科学嵩がこれに溢冒︑検討を始め

核響町への利用を困難にするとい

スパイキングは一般にコバルト

ているという︒

したウランやプルトエウムに琵命

すためには︑従来の核轡籾にネプ

よかったものが三二偽筆％にする

ウエスチングハウス枇の核燃料部

A一解グループが綜舗

しテ漕リストなどの接近を閑雄に

ツニウム謝やウラン蹴を癩えれば

必要がある⁝など︒

分離する方法とは避い︑ウランと
を設けC王VEX法を検認してい

にすべての必要な技術が醗意され

するということで焔られており︑

よい︒このプルトエウム蹴の含

たが︑このほどその内容をとり濠

燃料サイクルがスタートするまで

産纂界の問でもすでに研究が進め

御率が五％くらいになると表醐温

発日コスト増もわずかで岡祉で建

とめた︒

ンよりも少し高く濃縮したウラン

られている︒また︑プルトニウム

度て約八菅七十農︑一〇％くらい

ことができることからこの瞬発に

設した肉置岬工楊とも義倉わせる

ﾌような高破射性物質を再処理 うもの︒

だと約千六蕩臓になる︒核爆発袋
C王VEX法や三口抽嵐を星本と

と鵡レベル廃棄物を混命しておく

トニウム弱体も約六語五十農て溶

置は約二首腱が隈界であり︑プル

るべきだ﹂との袴え方を強調して

する再処理法も検討されている

ーレツクス法

百万KW級
発を続ける価臆がある︒建設コス

技術的に司能であり今後さらに麗

N・PUR鴛X再処理法をもじつ

それによると﹁CIV露X法は
う︑一種のスパイキング法︒名前
の抽出研究が残されているが︑こ

解することからAG饗Sの科学蕎後ネプツエウムを再利回するため

トはピュ⁝レツクス再処理工場よ

績極的︒今後の闘題として薦処琿

AGNS側では金集からみれば
長を中心に十八冬の調蒼グループ

が︑両藩とも薦処理の過程で蝉体

は判この方法では爆発装鷹にプル

のための予算を政縛に要珠してい

たもの︒

CIVIL四
I獣
A 建設へ
トニウムを入れ核兵器を作ること

ほ鋳じ︒CIVEX法を蓋す

り少し局くなるが︑運転コストは

FC8︶に対し︑各囮からさ窪ざ散につながる扁︑﹁経済附な問題
まなアイデアが提鳩され難燃が進

ムが機微扱いされていることか
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る︒累エネルギ⁝雀はプルトエウ
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下の衝突や便用済み持料のコンテ

放射性物質輸送で調査

﹁核燃料の事故 は な し し
サンディア研

サンディア研究所は︑ご年三の

は﹁この予想雁は︑米国における

任蕎のア︸ト︒デュ・チャーム氏

き詰っている︒

ているが︑将来の計薩に繭州で行

ン州では︑原子力開発が進められ

ニューヨーク州とウィスコンソ

も述べている︒

分の解決策は出てこないだろうと

以内には受け入れ可能な廃棄物処

あるとし︑同時に今後十〜十五奪

ていない︒委員会は︑知箏のかけ

り︑知事にはなく法的な力は持っ

る権限は州のサイト委員会にあ

れたもの︒漂白力発送所を認可す

を俸止することを決めた︒

以降の原子力発題所の計画と静司

ニューヨーク州では︑ヒュー︒

い原子力政策を現在再選のための

イリー︒ニュース紙は︑この新し

ニュ⁝ヨ⁝ク・タイムズ紙とデ

ではなく︑その委員の過半数が知

し︑それは独自の判断によるもの

を上手に処理するだろう︒しか

ック・サービス・コーポレーショ

P＆L︑ウィスコンシン︒パブリ

スコンシン躍力︑ウィスコンシン

PSCWの命令に従って︑ウィ

亡率の毎琿三十万人強であること

その他のあらゆる原因による癌死

ケアリ難蝦が︑八月に山月は稲藁

選挙運動中であり︑世論調蛮で共

建設段階にあるもの︵ショ〜ハム

和党の州上院議員ペリー・ダーや

題を︑他の権力の源を排除するこ

ンの三原子力発露所について州が

ンの三社は︑八月三十一日にヘブ

る︒

と比較すると小さい篇と述べてい

邦政理より発表されるまで︑現筏

NRCが開催したサンディアの物処分についての十分な計画が連

艦籍康子力学会ニュ⁝ヨーク支部
とナイン・マイル・ポイント︶以

中間レポートに関する公聴会で︑

発控と一時的不妊︶を引き起こ
議長のチャールズ・イリッシュ氏

廃棄処分でクレーム

死亡と六人の初期病的艶状︵肺併

す︒このような璽大事故の場含の

は反対すると発表した︒

外の新しい原子力発露所の建設に

ナーの火災1は︑十人の癌による

﹁わずか縣と発表した︒

死亡または五万鍵以七の損害が発

は一九七一年と一九七七無の間に

ウィスコンシン電力副社長ソル

七年に還転開始の予定︒

を提供した︒この発竈所は一九八

要求している﹁権限の証明﹂確請

﹁都甫部における放射性物質の

は︑七憾がに達するが︑可能性は

除染と避難コスト︑駈得の損失

申聞調査で︑大都市を通過する放

事派だからである︒エネルギー間

輸送﹂と題する総倉的な調査は︑

射性物質の輸送に関連する危険は

定常的輸送と疲想翁故による危険

ー︒このモラトリアムが放射性廃

燃料のコストについて長期的に不

廃棄物︑デコミッショニング︑核

と僑じている﹂と述べている︒

れらの不確実な闇題も解決できる

点については心配しているが︑こ

物処分計画の実施を遅らせている

覇業委員会︵PSCW︶が放射性
り︑悔んでいる︒連邦政府が廃棄

認した改良計画についての淡窺に

棄物の問題を如何に解決または緩

確実な点があることを理由に︑ヘ

近原子力発魔の環境謹の利点を確

和するかは慮ちにはわからない︒

ブン一号機およびタイロソー棚機

とにより郭前に決定することが法

に原子力発電以外の代薫製につい

この州のエネルギー政策の転換は

ようになり︑経済的に璽穴な影響

会は一瓢人を守るためにこのよう

た︑十の州が廃棄物貯蔽所の禁止

を禁止する法律が出来ているQま

鉛ガラスで放射線をシャットアウト！ゲ

は米原子力篠藁会議︵AlF ︶

・アンド︒インフォーメーショ

が︑パブリック・アフェアーズ

ン・プログラムの一理として︑

原子力に関する傍報を収簗︑分
析︑騨価し︑その結果にもとづ
いて︑全国的な調ミュ議ケーシ
ョンとパブリック・アクセプタ

ンスの輪をひろげるために発行
しているものてす︒この情報に

ミッショナーであるジェイムズ・
氏に負けている知事の政治的

よってウィスコンシン州での原子

て検討し︑連邦政府が有効な叢談

何時もの通り訳しみの中で採薦さ

的に有効か否かという点に疑問を

の命令について︑﹁PSCKが酸

件︑州内で二壬一顧三十九件あっ
フロッカ氏は︑電力量要について

力発電の可能性を認めたことを知

・バーシュタイン氏は︑PSCW

この種の輸送事故による毎年の
たことを明らかにした︒ただし︑
がき

ウィスコンシン州では︑州公益

持つものもいる﹂と述べている︒

煮温矛盾原子力行き詰まる

被害は︑癌死亡箏故○︒○〇三
の予憩では現在許認司について審

タイムズ誌は︑﹁ケアリi知薯

ニューヨーク州エネルギー・コ

の契約に基づいて作成された調
人︑遺伝的影響○・OQ七人︑初 これらの事故のうち︑傷蜜または
議中の条件を急いで決定する必要

生した輸送事故が︑市内で二颪二

萱結果によると︑定常︵要石な
死亡︑損霧について核燃料物質が
期病的 症 状 O ・ O O O 七 人 ︑ 早 期

九〇年代初めの需要をみたすため

はない︒一九八O年代末から一九 の発衰は︑選挙の庫のゼスチャ

について訟舞している︒NRCと非常に少ないと述べている︒

し︶輸送による健康に対する危険

た︒

関係しているものは一件もなかっ

判断するため十分︵二黛︶時間が

所の稼働が二︑三隼遅れるとコ

4ーンノ！〆多出つンノイうン！

している低い新感力需璽予想値

ない﹂とし︑また︑﹁通営の条件

なコストを玄払うことはほとんど
で進展すると︑好ましい条件の下

る労働蓄でも発癌率の高い業界で

の下で簸も高い放射能を受けてい

を及ぼす︒状況がそのような点ま

りで︑このような電力不足は︑最

り︑その後段筒は厳しくなるばか

ることになる﹂と懸告している︒

を伴う病気からははるかに守られ

働いている労働者より生命の危険

でも︑回漏する家でに何年もかか

九八○年代初めに醒力不足とな
の経済欝欝を達成するためには︑

二つの理由から︒

だろうが︑巖終的には配給附石の

初は短期酌な霞力の規制で終わる

は︑大統領の全国エネルギー計器

多多

物処理計画を採矯できるか哲かを

あ

はほとんど無視で港る程度であ

曝による一年以内の薦亡︶○・O

死亡︵肺または骨髄への急激な被

断したのは①一九七八〜八七年春

と罪難している︒

り︑また︑定常輸送の癌死亡率は

米︑長期的には電力不足

N代に供華綱限も

OOO二人となっている︒調査責

毎年○・〇直入で︑これは五十年
に一人癌で死亡︵被膿後三十年以
内に発生︶することを慰幽してい

岡調蓋はニューヨーク帯の四十

る︒

平方瞬の地域をモデルに選び︑そ
の結論はすべての人口密慶の萬い

の長期電力供給力に閲する予想は

C︶の新しい予測によると︑米国

短朗の供給票情の改謡は︑﹁規
制過剰︑厳しい財政窮隔︑燃料供

蓄全体の平均被曝線書は︑毎年O

能を受けているだけで︑被隈労働

門博学労働轡の通鴬の条件の下

・四レムである︒

線騒を十分の一にすると︑現在か

赫も
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は︑原子力をめぐる月間の鋤き

ず︒

がたんねんにまとめられていま

陥
幽
地域へ適用でき︑計籐には︑兵器

プの放射性物質の輸送に係る危険

発露設備を増設する予定で︑墓本

十黛間に米国は三十万四千MWの
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率より小さい﹂という銘較からN

ら二千庫までの間に二二三十〜葺

w卜

全来露藩儒頼牲審議鼠︵NER には悪化している﹂としている︒

が禽まれている︒米国内では毎黛

○年代初めに腕力不建に陥るとい

昨年さらに悪化し︑米国は一九八

ている﹂と述べている︒作三山の

で被磯できることになっている︒

野墓によっては︑十ニレム／無ま

における放射能に誘発された致死

﹁人間および

の従業員の四半期ことの謝二品は

RDCの立場を支持できないとし

ての聴問会を間き︑被曝限度につ

SI「）セ

鶏本電気硝茅㈱総代理店
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と兵器部品を除く︑あらゆるタイ

この種の輸送が三百万件以上あ

﹁コス群増え︑魅険も﹂

は︑原子力関係従業被曝線壁率

う﹂とNERCは述べているQ 原子力規制委員会︵NRC︶今までに被曝した線鰍の生涯被曙

により打ち消されてしまうだろ

を十分の一に引き下げるように

い産業界の致彰職業病の平均危険

癌発生の平均危険率は︑被土のな

原鍵盤反頬派は︑

三レムまで許されることになる︒

は︑鏡野入手できる祷報を墓にN

の五州で廃棄
RDCの講願を下調した︒N米
RD

米国内の五つの州︵ルイジアナ︑

いての最終的励告を出す予定︒

えて︑高レベル廃蘂物購蔽駈設置

で︑最も進んだ機器より遥かに低

ゆくさを植える計画とコロラド州

騨＼

大きく変更する必要がある︑との
NERCが﹁階い兇通し﹂と判

り︑その中の九十％は井戸の追跡

負荷用の堰熱中十一万八千MWを 絵についての不確実性︑発日と配

昨年の短期鱈力供給票橘は露力

これらの設備が予定量り増設され

という天然資源保護審議会︵NR この勧告通りにいくと薙聞忍駒線

う﹁調い兇通し扁となった︒

節約の影響と設備役資の傾滞のた

るという点については悲観的と隠

計画中の原子力と石炭火力発電

DC︶の請頗についての決定を延 畷が五レム以下である隈り︑全て

調蓋や品質籔理箸の鷹療と工業利

めに豪農したものの短期事樋は実

は︑非常に正確であり敏感である

期し︑報告領以下であっても︑被
曝を

極く一部だけが制難境以上の放射

用向けの放射性物質︑残りの約三

態を反映しておらず︑﹁長期無力

ているとともに②電力会社が提出

ので︑放射能モニターとしてトラ

とも述べている︒

等の篭力業界に対する強力な制約

十二万件の輸送は艇縮ウラン︑プ

供給に醐する見通しは昨無実質的

でも︑統計的に価領のある反旛を

デスカンチアを使う必要はない﹂
アがこれらの変化を蓄綬できるの

力︑八千を石縮火力としているが

ルトエウム︑痩用済み燃繕の中に

の科学響は今でも大気艶麗をモニ

ノの被蟹が必要︒トラデスカンチ

得るためには︑少なくとも三石︑ゾ

原子力︑十四万二千MWを石炭火 霞の各面に薄する一般公衆の反対

禽蒙れる特殊核物質である︒

うと現象の調査を続けている︒例

ターするシステムとして開発しよ

盤基準法下げ請願を拒否

その他の生物偏に億険な放射能を

特に璽大な嚇故⁝たとえば高速

監視する﹁人間の放射能モエタ

えば︑ハイウェーや大気が汚染さ

た︒

計画について険黙するよう勧告し

できる点り合理的に低く

ー﹂として原子力発躍所の周辺に

は約三か月に隈られているので︑

は︑ヨ本の市川定央氏の撮響によ

するために決められたALARANRCスタッフによる分析結露ている︒
れている都市地域に植えている︒

るもので︑米国の原子力反対組織

レムとすると︑労働八口全体の総

物貯蔵を禁止
的なものではなく︑強制力をもっ

メリ⁝ランド︑ミシガン︑モンタ

NRCはALARA計画C
はの自
主通り塁華眉を毎年五頁︑︑野
要求
くさ戦術扁と称するものを全米で

被曝線騒が題醒し︑作業効率の低

ナ︑オレゴン︶では︑廃翼物処分

た険査対象となることを提案して

し︑健康に対する危険率の総計は

いる︒また︑新しいBE王R︵イ下により︑多くの入間を必要と
オン化放射能の生物学的影響レポ

贈罰すると述べている︒

の︒﹁むらさきつゆくさ戦術﹂は

ート︶が今年宋か粟年初めに発行

の研究会を通して進めているも

の招講を受けて︑﹁むらさきつゆ

このむらさきつゆくさの使用

むらさきつゆくさの雑種を植える

位でなければ

原子力施設のサイトでの年間被曝

輸入

男爵は三千六覆ゾレ

ノウハウ

ニュー濁⁝ク州ロング︒アイラン

された後︑NRDCの請願につい 原子力発電所のコストは︑被曖

日本から

ロラドなどで展開

﹁トラデスカンチアは機器では不

プルックヘブンのボンド博士は︑

ック︒サービス・カンパニー︒オ

という戦術を進めている︒パブリ

ブ︒コロラド社の環境問題部長H

・メッツガー氏は︑この戦術は
﹁放射能についての一般公衆の不

ドで現在建設工薯中のショーハム

﹁むらさきつゆくさ戦術﹂

感率がNRCのガイドラインより原子力発電所の周辺にむらさきつ

ならない︒原子力発言所の被曝霊

安を新しく生みだす試みにしか過

するのに役立つ蒔があるが︑この

を分なときに化学反応物質を探知

の欝欝謙薩に対する政冶問題に加
問題の花は︑﹁トラデスカンチ

い扁としている︒

遥かに高くならない隈り悪銀がな

ぎない﹂と書っている︒

ア﹂と呼ばれるむらさきつゆくさ

ロールされた条件下で実施される

橿の塞験は無常に注葱深くコント

前に議会の承認を要求する法律を

と廃棄物貯藏所を州内に設置する

至っていない︒

検討しているが︑まだ成立するに

射能による癌の発生を一件劇減す

かけることを五味している︒﹁社
れている5︵N118︶方武では︑

う勧告しているが︑環在︑提察さ

百三十簡が繕痛ずる︒これは︑放

の雑種︒その一部は大気中の刺激

庫闇薦レムという制限憾が全て
るのに使われている機器は︑トラ

る︒

存のための動員﹂が利饗してい

﹁革新的なB本的方法扁とし門生 の従業員にただちに適用されるよ

いレベルの放射能を測定できる
さらに﹁むらさきつゆくさは価

とることができる︒これらの機器

デスカンチアより遥かに如く読み

また﹁現在放射能をモニターす

憤のある放鮒能モニターとはなり

必要がある﹂と強調している︒

物に触れるとブルーからピンクに
変わる︒この花は︑一九五八黛初

綴ない︒完全に蟹理された条件下

めから故スパロー隅士によりブル
ックヘブン圏立研究所で研究が始

るために三千万が以上のコストを
められたもので︑ブルックヘプン

／

平

力

原

A薙Fが門ニュークリア・ イ
ンフォ﹂を発行した魏魏には︑

方的な晃

原子力鯛発への批判や反対が先
鋭化するにつれて︑
解や不正確な惰報が増難し︑大

や棄朴な不安を誤った方向へ増

案の原子力に対する純粋な疑問

かがえます︒この構報は発行以

輻させかねないという案驚もう

会︑連邦・捌政府︑マスコミな

来︑原子力関係者のみならず駿

どからも注鼠されています︒

㈱岡部製作所罐響需薬勝ゴ譜

＼

○ホノトラボ
○ターヒン室覗き窓
○その他

縣

断面

放射線廃棄物ドラム詰塞覗窓

放射線廃棄物貯蔵庫覗窓

⑱

○グローBox近へい用

○放射性廃集物トラム誌室
○放射線廃集物貯蔵庫
○放射性廃桑物運搬用フォークリフト
○サンプリングフード
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臨本︑麗界第二位へ

メ舜

瀬盤 十 六 基 浮 戸 K W を 達 成

へ騒擾の秒

一千KWとなった︒

五墓八蕎七十七万八千KW︒こう KW︑建設あるいは建設牽備巾八 は＋一月中には
一千万KW

十月二十六日は原子刀の日︒康

原子力の霞ポスター

子力への閲心を⁝と科学技術庁が

蟻礼瓢

とより︑魁気ノイズや耐腱対策も

ア⁝トディレクタ⁝河北勇也氏に

を急ぎ鍛大盤の課価手法を明らか

保安作業を自動化する﹁超畠波濤

しては︑昭和五十八年頃をメドに

諏論家〃も︒

研修生を募集

諾題作

原研・研修所

雪水原子力研究所研膨所はラジ

噂塾礎課程1一五ナ四黛二月五懸〜

一月置臼〜二月一臼︑▽第︸五九

▽第一葺八隅墓礎諜誤配五十四年

▽薩浜一塔機八月十八譲に一

二十・九口瞬〜二月六日目鳶口人磁只十

ション測定コース︶五十照葎一月

一五圓蝉門課程︵液体シンチレー

締切りは十一月二十五臼︒▽第一

ｼ︑受講料五万五率円︑串込み

三月一磁◎いずれも騨集人員三十
ったため傾焦し点検調蛋を実施し

次冷却秘ポンプの振動が大きくな

ているが︑これまでに園転軸を一

認められた︒原㊧を今後さらに詳

六名︒受講料四万円︒締切りは十

躍している軸受けの一部に異常が

一次冷却撮漏洩

▽伊方一弩機

第五園原子力

入門講墜麺五壇四奪一月十六藏〜

︿原子炉研修﹀

二月二十三田︒

細に調外する︒

のため十月館田節止︑点検調査を

結累によると︑一次冷却材の温度

誌¥九賦︒琢集入員蕊十二名︑

爽旛しているが︑これまでの調査

計測用配魁に設けられている弁︑

出撃側に接続されている道止弁の

および一次冷辮磁ポンプの軸封水

五日︒詳細は圃研罎所まで︒

受講料八・矯︑円︒締切りは±一月十

については昭秘鷺十四薙をメドに

一方︑冷却配管の応力腐食曲れ

技術酌経済曲調価の問題も含めて

十七年をメドに核燃料サイクルの

を擬え反対運筆にもさらされる今

満ちた初期から安金監や資源問題

けた懇蕎は︑この本で夢と期待に

けたともいえる︒

本的な知識を提供することに心が

霧えるうえで︑その糸瓜となる駆

†円︒

／

︑

O

︑隔．

φ

欝も聯職総

コ鯛唱道r翻倒

離離灘

睡璽翻

罰

事務灰移転のお簿らせ FB裂

エンジニアリング重重所は十一月

トラブルにより︑一次冷却樗が一
次冷却材ポンプ軸封目から逆流し

丁目一番一腎新序宙ビルヂ

六田から臨監所を子骨都魅区南欝

力﹄に立ち返って︑もう〜度広く

は﹁あとがき﹂で還圏の﹃お語原子

購話は索崇閥七五⁝〜六六一︒

ング蔭館︵二階︶内に移転する︒

働

漏洩したものと蕩えられる︒

三機とも︑いずれも外都に対す
る放射能の影響はない︒

︹新刊紹介M

﹁原子力との共存

処理については︑焼却法の改心に

原子力登電の長期開発戦陥の分

つつ︑平易に原子力利罵の仕絹み

日までの開発の軌跡をふりかえり

璽｛（玲）誕5−6261

み︒嘱源の安定化や空調設備はも

してもチータの儀頼性が損われる

施されており︑長い総懸糖密測定

ー・アレルギー扁と配したヌード

の

則︑もう一息﹂と評したその方面

ながら愈味不明ぎみ︒﹁公開の原

閲心・無麗係﹂に続く

︒ポスター︵写翼︶︒昨年の﹁無

敏頼して捌難したのが﹁エネルギ

欝灘鐵

算概況は次の選り︒

ついて申間発表した︒各原発の一

弩機についての建期検竃状況等に

これまでの測定解祈のように麗

三原発の定検
概況を発表

ことのないよう配慮されている︒

場で採取した環境試科やデータは
研究整にもち婦ってからでないと

同携は①従業員の放射線被ばく

結果がわからないという

もどか

低減③応力腐食継れ対策④燃料交

低滅鮒簾②環魔への放財線影響の

で測定するかたわらから評価がで

能や空間線鵬率など難点でも現煽

譲機の自醐化一1などに改繭繕麗 しさ がなく︑土壌中の欝然放射

獺は約八首±二士円︒

きる凋点をもっている︒価格は一

が講じられているのが特穏︒建設

このほか︑現在︑中部爾力の浜

剛二号︵BWR︑八十四万KW︶
台約三千万円︒
関西電力の大飯一野︵PWR︑蕎 サイト周辺催罠に環境放射線監

藁崇電力襯騰第一原子力発磁駈煕弩機︵BWR︑臨気鵬力七十八万四千KW︶が十二臼︑鴬業運転
を關閲した︒同炉は今年一月臨界後パワーアップテストを続けていたもので︑栗聡五灘国の原発︒こ

れによりわが国の原子力発電設煽容量は愈計＋六墨九筥五＋六万二千KWとなり・翼国を抜いて世界

一千万KW鴎代

オアイソトープ︑原子炉濁部門の

七年一月に原子炉設隙変更許司と

にするのが萌提︒さらに趨振実験

爾検査作業還隔化装躍﹂︑門超篭

から︑今譲の発語の現状までを種

日本中の方々に原子力開発の歴吏

焦点をあて昭和五十六庫頃までに

析︑罫価を行い︑エネルギー供給

倫（03＞馴ユー2三91

束∫♂蔭坤央眺録乏冷4一10−4

岱ω6＞488一ど50互

兵漏話尼鯖冨1】垂ノ竜瀬「｝i島1−1

J場

奉峯上

第二位の原発圏となった︒さらに今隼末までには中部露力の浜濁日案︑関西躍力の大販一弩︑原電の

東海第二がそれぞれ戦列入りする予定であり︑わが機の原子力発電は

を開放点検した結桑︑蒸気発生器

研修生を次の要領で馨纂中︒

一次冷却材系統

である支持ピン︵約二・九樗層×

の水勢から上部炉心野盗物の一部

▽美浜三号機

題塵︑科学技術の両欝庁は十七

遡塵︑科学技徳両衝庁

躍︑腿西慮力の葵浜三暑機︑同萬

一スBWH︑百十万KW︶の趨醐
るが
とあって各地の原畢力発露所で

十七万五千KW︶︑原票の爽海第 視のありのま獣を虜接腿てもらえ

関心を集めており︑地下水系の状

読み段階に入った︒

の 況を調べる試験研究機関などから

浜〜豪雪および㎎国営力の伊方一

﹁放鰯性廃棄物対策﹂では帯化

装麗による震動実験を行うほか地

︿ラジオアイソトープ研膨﹀

も堰き合いかぎているという︒

万齎五十KW︑尉本は第三櫨で十 KW︑試運難中四基四酉二十九万 控えており︑わが国の原子力発電

夏六薔九士秀九千KW︑霞調審 大台を突破︑今年末には千＝暫六

性廃棄物の海洋処分技術の確立一

処理︑減容狡術︑海洋処分などが

一因摂の課題と未
来への展望し

々の角展から眺めながら語ってみ

よりも︑私の西語や体験を語っ

ようと蕩えた︒轟轟は解説という

て︑読蓄の方々と一緒に原子力な

行うとともに︑落下衝繋︑伝熱︑

透過型霞子顕微鏡︑構造秘隠瀟瀟

に占める原子力発雌の位麗づけを

㈱核酬〜1取扱機器
⑭Pu， u，分離精製装置

議

人販由北鷺氷衆町46

燃料要素4本人，重量25屯）

福島第一原発㈱零機は昭和四十

したなかで索電風鳥第一．四二機

灘を詳細陰陰中︒

約五・五単層︶が発冤された︒原

磁気工作物変勢許司をうけたあと

z鱗

灘麟聡繹轟鍼．麟

♂

議決定ずみ五壇四蕩八十ヨ万KW ＋七万七千KWに達する見込み︒

壷艦癬

が運開したことにより︑わが圏の
の舎謝三士二等二千五葱六十二万

また︑これにより運転中原発の

機︑磁気テープ︑ディスプレイ︑

野外環境中の放射線を︑灘走現場

﹁火力︑水力︑原子力﹂型から 鮒線測定虚 を開発︑デモンスト

︐疑瓢蝋

四十九年九月に着工︑その後今庫

一月に臨界しパワ1アップテスト原発設備容騒騨はナ六基九草磁五十六

環境放射線嘉定車

金発慮設備に占める潮合も八︒五

万二千KWとなり︑英国を抜いて

には一〇〇％出力を遠成︑総台試

％ヘアップ︒璽磁内の総発霞設備

の開発した高純度ゲルマニウム検

世界第二の原発留となった︒

験が行われていたが︑いずれも順

二千七颪七十四万五千KWに占め

ていた︒こうしたなかで今璽七月

調な結果が響られたことから十二

る原子力発電容騒は︑一三白五十九

を中心とした実証試運転が行われ

臼窟庁験蛮に△口格︑岡臼わが国十

出器♪局分解能ガンマ線スペクト

NA−Gが開発・販売

六番目の原子力発聡所として営業

万六千KWとなり︑垂垂十七万園 ですぐさま解析処理できるという

ロメーター︑デ1タ解析処理瞳舞

繕然原子力農業︵饗A︷G︶は マイクロバス︒サイズ︒NAτG

運転を開始したもの︒同量機器の

千KWの水力発霞を抜き︑従来の わが国では初の水撃的な 環置放

立︒

国雇化率は九一％︒霊契約番は田

ステムを塔激し︑野外環境中にあ

プリンタ⁝など一触の願解分皿シ

ど各地の原子力施設へのお披藩論

﹁火力︑原子力︑水力﹂型へと水 レーション・カ⁝として︑このほ

いては長期課題として昭和五十九

力と原子力の順櫨が逆賑した︒ま

原魔調べによると今年六月宋現

にとるようにキャッチできる仕組

無以降にも引きつづき研窺を継続

在の慰界の運野中原子力発礪設擶

ほか︑五十八年までには遮蔽︑耐

﹁耐腿設計﹂ではまず夕月︑福

する懸盤︑また︑被曝低減対簾と

る微弱なガンマ線の羅や核用を手

この測醜悪は︑一⁝十五人桑りの

圧試験などについての実験を完了

測網により地塵入力波特性の解明

覇︑城山などに頸紙された地醗観

キャンペーンに漁り出した︒

露力中央研究所はこのほど昭和

する箏定︒これらの実験健気にも

た︑岡炉謹開により十肩十叢日現

置十三痒度長期研究計画をとりま

とづいて髄上と海上輸送の製故將

冗躁脱党

とめ①使用済み燃料輸送容器の健

などに璽点をおいていくことにな

波除染作業還予感作装羅︸を開

内汚染管理手法についても改測を

原子力かニューフェースとして

るものを購えてみたいと思う﹂と

繭川籔偉著

わが国でも話題を藥め始めた昭和

龍しているとおり︑原子力問題を

隅る︒このほか温擁水の拡散予

三十年︑哨お論原子力﹂の定期放

測︑生物への影響なども二親︒

とともに原子力髭躍の経済的︑祇

送番粗で多くの聴取蕎に藷りか

長期研究計画まとめる
地方武について昭和五十八年頃を

金的側薩にも焦点をあて︑昭租五

耐火︑背圧︑漫灘︑藤蔽など輸送

研究を満了︑さらに︑海洋処分に

責装麗などの新システムを癒入︑

明らかにしていく計画︒

擾期詐幽ではこうした研究開発
ン圃化について照和五十五無爵を

メドに研究を急ぐ予定だ︒

羅中研

発︑さらに作業環境蟹麗手法︑体

下立地︑浮上式立地など新たな立

った︒岡計醐は就こう十年間の研
究開発職略について毎隼遠慮しを
行っているもの︒

それによると今年からの新規研
究項隠の璽点となるのは使用済み

燃料輸送容器の健全牲試験︒これ
は今年から六か無計醐で蕩三級キ

メトに解明を急ぐとともに︑減容

中に予想される蛋種禦故に対する

ついては︑処分パッケーシの健全

などに取り組むとともに︑高槻構

興彌無力の影響︑代憐材料の辞樋

本郷出版社刊︑A五敵︑九蒼五
健全性を爽証しようとするもの︒

にパッケージ海洋処分時の安全性

性解明を急ぎ︑五幸七鰯頃をメド

や粟野を説き明かしている︒轄蓄

このうち伝熱試験については昭和

ャスクについて設計︑製作研究を

廃棄物処理などに焦点

璽点︒セメント固化︑ビチューメ

造物に対する劣化︑寿命予測につ

全性試験②機器︑配箇系の億頼性

安曇評伽を実施する︒

調書を行う︒

試験③従業員の被鰻低減化④放射

容蟹順位は一位が米国で七十一董

業運転中十轟ハ纂九百五十六万 一千

五千三百五十九万五千八薔KW︑ 在のわが国の原子力発霞計醐は蟷
二位が英噸で三十三塁八着八十四

鐸．

NAIGが開i窪した磯境放射線測定用デモンストレ

退球支店

四四（57a）8851

干1（雌東東郡串央区銀郷8−11−4アラタビル

ーション・カーの内部。省側にディスプレイ叢緻、
データ解析処理翫算機、ガンマ線スペクトqメータ
などが並んでいる。

入阪㌧。瑛部

アイソトープ部

（原研」韮）DR二重再処理工場聞二一瑚，

ブ酸i鯵二筑回ドづ融＝ン摩盤難く璽§纏

鎌磁
鵜

謬ホ翻艦工機

KKIO虐使用済核燃料輸送容器

説明露、見本をお送りします

⑱放射性脱棄物処理設備

カラス、金属、フラスチノク製品等の放射
能無染は容易にバノククランド・レベルま
て除染できます。特に放射能汚染されたク
リースの洗浄等は非常に効課的てす。

一一

一一

塾魁

放射能汚染の除去

灘
五や五奪中に虫要な異験を終える

Q

︐灘
騨譲無

臼WRのたち並ぶ東西身銭第一原手力発聡所

塾亀

響

微

⑱核鰍料加工諸設備
⑭核酬擁輸送容器
⑲核燃料交換装置

圏翻翻

覇

核燃料サイクルの一端を担う 鴫盧欝

無
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三
新

業
産

の昨今の目配など両国に類似点は

約三分の二を翰入に頼る状況にな

隼頃には全一次エネルギー供給の

しっっ粟たされたため︑一九七三

た︒

シエアを負蔵することになってい

され︑一九八五年には︑〜五％の

E＝＝躊

度成擾を支えた輸入石油への依存

少なくない︒エネルギー欝でも︑高

拡敵政簾に象徴されることき原子

かざるを得ず︑また︑米国の核不

独よりさらに宙立慶が低かった︒

エネルギー比率八九・九％で︑西

わが国の一九七三無度異綬は輸入

っていたと謡われる︒ちなみに︑

力をめぐる襖雑な国際政治の動き
そこで西独政臆は︑懸薬の総舎

を軽減ずるため原子力に蟹きを躍

に︑自国のエネルギーの将来を賭

エネルギーを供給ずること②中期

遅筆格の高騰と供給の不安定化を

させる一方で︑現点間題として石

運転中

﹁第二次改訂﹂には︑二〇〇〇
年までの西独エネルギー予測が燧

｝

i1982

1

建設中

墨は︑硬炭換気二億四千五薦万ジ
から二億二千二百九十万ジへと縮
少された晃通しになっている︒

経済成撰率については︑﹁九七

報資料として添付されているが︑

されており︑

〇〇年を軍均して約三％︶と設定

九〇年に同三・丑％︵八五〜二〇

田

これは西独政府自身の予測とい

五〜八五鋸に年平均四％︑八五〜
・鳥影ショック後の経済成撰鈍

う形をとっておらず︑薩独三研

増加の経済成長に対する弾性値は

錘

化と省エネルギー推逸を響即し︑

七五〜八五年が○・八三︑八五〜

井

総︸次エネルギー消麗畷は︑︸九

盆にすぎない︒薩善政膚は︑これ

究機関に委託した研究結果の総

に﹁ある三韓の時点の予測数値﹂

〇〇〇年を平均して0・五弱︶と

九〇年がO・五四︵一九八五〜二

的・政治的情鋤の変化に照らして

﹁予測箔果を︑現実ならびに経済

かく︑一九八五年頃以降継続的に

ック億後のような特殊船期はとも

○︒五前後というのは︑石油ショ

いうことになる︒しかし︑弾性値

ネルギ⁝消騨の抑制②エネルギー

幣に洗い堕しつつ﹂飾馬していく

はあるものと思われる︒

達成しうるかどうか︑議論の余地

の蓑現﹂としてのみ緬憾を認め︑

としてではなく︑﹁将来のすう勢

次エネルギー消費

炭換簾六型一千万ゾから五旛⁝五千

八終年見通しで︑七三年計画の硬

五百万ジへと約九％下方膨正

項葭が露点施策影身である︒

供給における石油シェアの軽減③

はずである︒ただし︑経済成長率

①節約および合理的使用によるエ

豊欝な囲国資端たる硬炭および擾

的財政の強化等の社会的および経

る反対気勢
・現

の支柱として︑国内の石瀬断篇と

原子力は函独のエネルギ⁝自立

状

軟化傾向みせ

については︑雇用悶題の解決︑公

済的鼠標の達成のために︑当薗翅

炭の擬先利用④原子力開発︒ただ

な範輿望で︑国民の安金を第〜に

自身の判断︵政策囲標︶が明認さ

％程慶は不可欠であるとする政府

し︑電力供給の保証に必要石刷欠

の分緻および国際協定・国際協力

考興しつつ実施する⑤輸入ソース

れている︒

一次エネルギー消蟹璽見通しは︑

並び・七三無の論戦のエネルギー

﹁第二次改訂扁の一九八五隼総

経済成侵鈍化と欝エネルギーを見

計画以来︑一遷して壷要な位圏を

の新技術およびエネルギー再生利

潮を動員すべく︑エネルギー研究

越して︑硬炭換算四億八千二百五

独の地理的条件で箏にし得る全て

を引き続き推進すること︒

占めてきた︒しかし︑七五年頃か

38ア57

（沖）1

1978630現デr。良工調べ
いわゆる﹁墓本方針﹂では︑同三

訂﹂の準備段階たる七七年三月の

シェア一五％から︑﹁第二次改

でに命計二千二齎十七万KWに達

よび建設中の原子力発黒犬は︑す

り︑一九七七隼十一月鋒芒運転お

﹁第二次改訂﹂では︑岡二千四頁

七八年中に建設許可︵第一次部分

千万KW︑シェア＝冤︑さらに しており︑これに発注済みで﹁九

エネルギー計画ほど弱まる掛商を

五万五千KW︑PWR︑八四年運

ッカーウェストハイム⁝二︵八十

R︑八三年運開予竃︶ならびにネ

ブリス⁝C︵百三十万KW︑PW

万KW︑シェア一〇％と︑酸近の 建設許曹︶が下される見込みのビ

みせている︒

訟を背墨に︑七七奪半ば頃までは

四百万KWを越える讃算︒もっ

開予定︶を茄えると︑舎謝で二千

高まる反対運動と相次ぐ原発訴

数無間の原子力建設モラトリアム

に連邦政府の運立与党たるSPDとも︑建設申分には裁覇駈により

を要求する空気が灘隈であり︑特

三基︵グローンデ︑ウィール︑プ

︵社会民蛍党︶およびFDP︵自工購中断命令を受けているPWR
由民主党︶の各内部で意兇統一が

リスト馬下童同盟︶の方が原子力

行政訴訟の本訴判決が下される予

が禽象れているが︑還からず関係

成らず︑むしろ野党のCDU︵キ ロックドルフ各薫三十六万KW︶

開発に横極的な姿勢を示すなど︑

れていない︒この他に計画中のも

一種の政治的な昆迷状況を戯して 定であり︑工蓼萬開の道は閉ざさ
いた︒その後七七年十一月に至っ

定︶︑ファーヌムA︑B︵各百

W︑PWR︑当初雪年の運開予

て︑まずFDPが態度を緩め︑原のには︑ハム︵百三十万三千K

の党決議を行い︑ドイツ労働総同

子力モラトリアムに圃難しない旨

両津臨所は︑ゴアレーベンの廃棄

年運開予定︶などがあるが︑この

盟︵DGB︶も︑完全器用を巖優重＋万KW・PWR・八四〜八五

力挺進を囑えるデモを組織した︒

先とする学齢から︑十一月に原子

シュミット首相以下の開発推進派

るノルトライン・ウェストファー

建設許可を下さないとの方針をと

可が付舞されるまでは新規の康発

SPDも＋肩の党大会の結果︑物処理センターの︵郡分︶建設許

が成立し︑やや消極的な姿勢なが

レン州に立地を予定しており︑見

と左派中心の反対派との間で妥協

ら原子力開発を滋める冨の愈志決

決議内容が︑﹁第二次改訂﹂の原

ンターであるゴアレーベン計画の

愈的なダウン・ストリーム処理セ

原子力開発の将来は︑世界初の総

定を行った︒このSPD覚大会の製しが立っていない︒当颪︑薩独

子力を﹁電力供給の保証に不二欠

られる︒

帰趨にかかっているように見受け

な範囲内で︑国民の繋金纒先に再

な表現に踏襲されているわけ︒

説しつつ﹂開発するという控え国

藩

謹

翻原子力発電設備一式（原子炉、 j燃料、タービン、発羅機）

麟

営農擾乱

〒108東京都港区三田三∫目13番 12号TEL豪京（03）454−7111（人代）
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ら原子力覆灼趨動が高まったこと
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十万ゾと︑讐第一次改訂﹂よりさ

棄ルキー籍の保葱約≡雫雑修護れてい

一それは東芝のモットーです一

@

mイボノノ〜1
mイポノノー2

3

一霞％︑総夕霞蟹の四五％︵発電諸 警鐘をならしている︒

・エネルギー節約努力の強化

豪四千五菅〜五千万KW︶の毯標

Nに翻万藍w開発

三年九月に︑いわゆる﹁擬期エネ

および擾期にわたりエネルギー供

急難勒発源会謝罪

カギ握る廃棄物処理計画

ルギ1計画﹂を発表した︒これに

ところが︑巖初の計闘発表直後

第照次中品戦翁勃発醐萌の⁝九七

いる︒したがって薩独原子力開発

盛り込まれ︑その後の謙画を通じ

に突発した石油織機は︑エネルギ

的エネルギー誹画の策定を急ぎ︑

の現状把握は︑わが国の原子力を

ての一麗した墨本方針とされてい

ー問題の重大性を国民に広く認識

で︑両国は共趨の問題をかかえて

考える上で役立つところが少なく

るのは︑次の講項欝である︒すな

して対処していかねばならない点

ないものと響えられ︑現に盛んに

わち①消麗替に十分にかつ安価に

そこで本稠では︑一九七七隼十

ある︒

調査・研究が行われているようで

二月に発衰された函独政府の﹁エ

よる原子力発露所建設の遅れであ

以上の長期化と︑反対越動激化に

えた二大婆贋は︑経済不況の予想

間に︑エネルギー議題に影響を与

﹁第一次改訂﹂の簾定後数隼の

書画改訂

題で下方修正

原発︑立地問

もたらしたため︑輸入石盤依存度

ネルギー政策と環塊敬策とを獄卒
せしめることーーである︒

この巖初の計撮では︑化石燃繕
欝欝の可能性をずでに鑑識し︑一

Ψ舎

西独政府はこの門第二次改訂﹂
の中で︑

京芝浦 d気株式会社

東

視ツ石伴にギ楽囲の五
った︒これらの現実に対応︑修正 を逓じての輸入リスクの軽減⑥西
を施した上で発表されたのが︑一

九七七隼十二月の﹁エネルギー計
画第二次改訂﹂である︒これが西
独の鍛新︑つまり現行のエネルギ

この﹁第二次改訂﹂では次の六

ー計癬となっている︒

・翼．腰

安全で環境に 調和した原子力発電所

繊

給を確保すること⑥エネルギ⁝価

︵

＾

＝

圃

出力3疎w以1の発二二

@2

ﾂ実は脳お
ﾜ現 、吹け

13基

針

Bる三二に

計

合

l願い原二
ﾅづう子次
ﾍけ予」力改
?の測発訂
驍?i数霞一

oWR

1
1
i1983

1
1

i1989／
i1985

咩IW年一
ﾟなとの第

〉

zルケノKWB
CザールKKI−2

：＝
＝＝

｝

i

り颪九だ
、

i王978

P362

i1985

戟[リノグKRL−1
戟[リノグKRL−2

｝

i198護

W55

p）WR
ｳ〕WR
蘒JーウエストハイムGKN魂

o、、R
o、、R
o、、R

vライノティノグ1、KPt

｝

i
P〜、R

ヒブリスーし

14828
（13墓｝

言圭
小

P30
P30
P30
P30
P30
P30
P30
P46
P30

ｦ異黒八した体Kl五

P30

owR

R08

P967

Q5

2
1

11
W0．5

P976

P30

1975
P977

X07

i1984
）
i
〉
i1985
）
i1984／85＞
i1986／87＞
i
〉

性か千るをな四一た

h）、〜R

X0

aw疑

（1983

tZ一ヌムーA

泄S一とは
求̀に 、 、

EノターベーザーKKU

EィールKWS−1

a、、R

R27
NリュムメルKKK

P303
P303

M千改と位11五訂る國

i1978
i1982
i1980
v子一雪原、カ月1冤子一発の通力次霞一しの堅甲第を相

）

OローノデKWG

130

oWR
oWR
nムKKH
l騒一例対ル四次に的

gTGR

P362
Eエノトロノブ

oWR

）
）
）
）

五お七一も

小

P316 i1980
P308 i1980

窒a駐

氏

、

｝

i1981

NラーフエノライノフェルトkRG
工％次修

、避iは力消やし一の蜜や四望下訳シ四一方対

a㌧、R
o、、R

井

轤ｯ四九あ凝る年1護りK原十1五

i1981
P31
P31

驕灯ｹ石原
、

。

・翻るはい二五

ュルハイムーケールリノヒ
tィリノプスプルクKKP−1
tィリノプスブルクKKP−2

1365
P299
P361

（1983／別）
i198〔｝ ｝
hつ、〜R

OノドレミノゲノKR正狙一B
Nノドレミノゲノ｝〈RB卜C

11

mユターデKkS
rルガノセノKWW

PwR
oWR
awR

P975

IフリノヒハイムKwo

7308

繧ｵ一腰資
ｰての著源
邇l一で別
齪Z九あで

ｪと発佃子、

プロノクドルフKBR

U7
a、〜R

ユO

oWR

?９68

､）WR

Q5．2

潟mゲノkWL

（11基〉

計

W55 P976 12
R45 P969 4
U62 Pq72 5

a〜〜R
o、〜R
o
アに改正るが対訂が

Jールスルーエ

1
sノカーウエストハイムGKN

i1978 6＞
P966 12

T8
MZFR o擁WR

CザールKKI−1

式 出 力 感開（r疋）
型

名

1204
1）WR
ビブリス、

oWR
aw｝宅
aWR
aWR
qブリスB
tルンスビュノテルKKB
OノトレミノゲノKRB

焉@、けこ璽
ﾌ偏ると
ﾆ期淺をて、的薦強 し
、

西独の原子力発電開発現況
寶ﾝ塗輿響

設
施

つi剰界策三

ﾄに石園年
ﾍ惑縮題計
ﾈわ帝で画
轤ｳ場あ麗
ﾈれに
っ来いておた一

JルカールSNR−3〔X）

6

85

格の長期的な安定を図ること④エ

@ P212， 1ご。（乞ゆ）
福n12｝

獅O0〔ど9，

｛18）

盛

6
mユ｛al

v（〔」｝

@Uま〔且3） 1γ｝qO

吐oo（1伍｝o｝

ﾂ1（1り

泱､〔30）

cOl（IB，

№潤obl

肖00ほく翼）ω

早?｛h）

@l

18≧」（きaoσ1

W弔ど臼ゆη

cb3｛27切

ネルギー計画第二次改訂﹂を霊要

唐X5｛169｝

P87（110｝

@71〔zω

課疹

な質料として︑西独エネルギー供

8rSq菖≧｝

R1婁〔99｝

?醗がス

閨@ガカ

鼠

毒鴻uσo｝
βi

｝暇4

､b（CP｝

吹C

，ヨ」〈E〔賜

hユ。〔100｝

b3｛73｝

b戟o6？｝

CG

づ．改繭∫

力

原

／
卜
ノ」
ε史｝」㌧換隻γr1

R8（η

@Rρ（7）
ﾊ8〔「）

ﾄの隠

外77（匙00ω

獅ﾐ2q7ω
o藍」〔1qま｝

〔r7…2，

対の調第論
供し一L一

㍉＿．曲，．．．．．…．，，．一。ノ
P縫1灘｛1羅難ll要や化にとルおえ繍八

四
隠
aolE（b且｝

2｝

22ど｝｛lb

3，

７〔1bω

獅?ｌムω
@73（1） 7れ｝〔15ゆ｝

̀郎（朽，

ﾐ0621｝

版
牙

zσG解r〔f齢

ﾄ

…一…・
性跡るで
費藻別一次工区ルギー，肖簸見通し

雄

庸匹
Q2｝も（｛25｝
V9（ユ1》

Q護，α1｝

L。⇔9
譲

d

b，

／降

?

久改。r

露9
θ
o

／降

@

課。

@〈77罰

｛739｝

@

σ0

o醇

広翼翼 純本ゐ針 節
（7霊n｝

工窄ルギ膚腕第
k瓦擬，

1〔陥1｝
藷985

1個個〔r灘）
諱@r入改訂
197副

（6）

第948号
（第三種郵便物露可）

子
昭和53年10月竃9日

一瓢949号一
昭秘53年10月26臼

簿遡木曜日山行

翼体的には︑物の筋を通した原

だ︒これらが政策の基本となる︒

熱処理民営化法
案は継続審議

（放射性廃棄物のビチューメン固化処理と日揮）

は今鰯二月瓢十一臼︑八十四園国

会に提出︑これまでに衆院科学技

蟹審議を終えているが︑今臨購国

術振翼対策特別委圏金ではほぼ実

府・自民党は参院へ送った後鼠期

金は会期が短かいこともあり︑政

第八十五園国警は二十一臼閉会
したが︑再処理購業の民営化を司

原子力産業の発展に貢献する日揮の総合工読ジニア

国内では原研︑動燃の技術悔報を
ふまえた調嶽能力を猶用したい︒
第二は︑このファクト・ファイ
ンディングで得た購樋を︑例えば
シミュレーション︒モデルによっ

を開始します。

切れ廃物となることを懸念︑衆院

ルキし〉からエクストノレ「ダ方式に関

能にするための原子炉等規鰯法一

その後、日揮衣浦礒究所でパイロッ

部改正法築は二十霞の衆院本金議

衣浦研究所で近鐸中に確証テスト

てあらゆるケース・スタディをや

機器発注と工事の準備中で魂また、

を有するベルゴニュ門クリエール（ベ

る︒これには原晒︑動燃の力を濡

欧米で数多くの実績と優れた技術

日本原子力研究所に納入しました。

針を固めていた︒

固化処理装羅を司揮プロセスにより

科技特どまりの継続審葦とする方

懸番の味方で︑このような立堀か

体建屋）の設計役務を終了し、現在、

で霞民党などの蟹成多数で継続霧

ら安全霞員会の仕瑠をやっていき

厨揮は、わが国第1号のビチューメン

隠とすることが決まった︒同法案

たい︒放薩研所長の経験を安金委

理施設（固化装贋、團化体貯蔵、全

用するほか総合研究開発機構︑日

し︑国民の儒頼を得ることは︑原

原子力墓本法の改正にあたり︑

原子力発電所などの原子力旛設に

ベルギーからエクストルーダ方式を

技術導入

そのための方策を進めたい︒

蘭し・設麗警可やそれ以降の各段

歩を踏み出すことになった︒

委費金の役にたちたい︒

日揮プロセスを開発、実用化

本エネルギー経済研究所などの践

こで得た結論は臨御婁騒を決め︑

子力利薦の大前提であり・これな

その墓本方針に安全の確保を睡と

たい︒それがP・Aであろう︒

確保描羅をとり規制政簾に万全を

階で安金審鷺をはじめとする安全

安全委員会が葎

Wがぺ⁝スとされるなど軽水炉一 蓄との聞の悪兇の趣いによるとこ

：再処理施，没向けビチ，メン固化処

リ

各街庁の周長を捲議して政策立案

くして原子力利用を国罠禰祉の向

することが加えられた趣翻をヤ分

吹田原子力安全婁員擬わが国

田儀安全婁員

効に機能するためには最初が大瑠

の儲用を獲製することが蜜金銭員

だ︒安全規鰯の実緻を蟹ね︑国民

ルの自立︑新型炉開発・瀬入と研

CANDN炉灘入問題についてど
はこまで熟詰めさせるかにかかっ

高速炉の基本路線を確認した形︒

ただ推逢している人たちが安全だ

と四っても︑難民の立場または受

け叡る側の立場は避うのであっ

った︒従って安全には受入れ側の

て︑この点の蕩慮が今まではなか

私は原子炉欝金

いただいておりま

民各騒の理解を深めるよう努力し

を園りたい︒さらに国内学識暫の

原子力安全婁綴会に与えられた

上に轡与させることはできない︒

学的︑客観的に豊実を調べ︑フ

としては︑原子力の平和利用をめ

機製造など国産濃縮工堀建設のた

とおり︑国民の儲頼を呼び震す努

会の役鰯だと思う︒婁員懇談語の

究開発の健遜︑機器産藁の懸盤強

山塞安全婁員安全に紺する基

ている︒成哲は瑚としても︒

ろが大きいと思う︒この違う点を
化など積雪化を図っていくとした

ける﹁核不拡散法﹂が打ち幽さ

内灘安全委員

判断を加える必要があると愚う︒

脚門審糞会で働いてきて今度安全

委鰻会に移ることになったQ竃竃

これを生かしていきたい︒

会で多少の経験を横んでいるので

使用済み燃料輸

米国︑関数に

※羅政簡は二十日︑欝欝醒力の

欧州向け便賜済み歎繕の搬巖を認

めることを正式に瀬織してきた︒

容易③膨化体の浸出性が低い

間シンクタンクも活用したい︒こ

第三に︑原子力婁願会は民閣の

無罪を導き︑婁員会決定したい︒

認識し璽闘を菓たす熔解である︒

新原子力婁展会と原子力安全委風会の婁員人購が二十日夜の参院本会議で原基どおり承認され︑翌

磯務は厳しく︑かつ蟹大なものが

ァクト・ファインディングの認識

国罠各位の愈愈を聴き︑広く国

期さなければならないと警える︒

医者は︑本来

識蕎と定期的に懇談し︑自らの政

ある︒婁農会としては科学︑枝術

の上に政策立案すべきだ︒これま

ない璽要な課題だ︒安全を渉猟

ぐる諸問題の解決は︑避けて趨れ

御幽生安金鎚綴

子力開発政策でありたい︒そのた

策のチェック・アンド・レビュー

に基づいた厳正︑申立な宣堀から

二十一日登令された︒原子力婁鱗には安全婁鍛会に移った吹田徳雄氏の後任に潤成糞垂︑転じく御園
生津灘氏の後任に鵬村武久氏がそれぞれ就任︑留圧の新関欽哉︑宮鵬龍興些事爵とともに原子力開発
を撫う︒一方︑安全婁磯には吹田︑御園生遠浅のほか内田秀雄︑田島英三︑諸本魔の各践が就任︑安

めに＝〜つのアプローチをしたい︒

をし︑問題を発墨したら改瀕して

患まれていないので天与の悪を利

で工務局強化が雷われているが︑

全確簾への国民の負託に応える︒表る㎎臼︑法律上発足した繭委展食による猿子力の開発と安全規制

第一は︑原子力はあまりにエモ

規定した安金婁員会議覇運営規劉
粥して禰祉團家をつくらなければ

今後は海外には科学アタッシェ︑

の二本立て体舗は︑これにより陣容が整い︑国属の儲頼の得られる原子力政策展開に商かって魑実に

新・原亭力委奥抵を代表してニ
を竃めた︒委員会後全銀魔が罰者

で世騨に核廃絶を訴えていくべき

ならない︒反面︑唯一の被爆国

提出し了承を求め︑奮闘簾の実行

めの体制固め︑資金確保等に繍極

こうした謬え方は従来垂線をほぼ
踏襲︑発醜規模も昭租六十隼三千

対憾すべきことも強調しているQ

W万KW︑岡六十五隼六千万Kかかっていることは観過去と技術

この申でとくに原子力について

きな供給霧能性をもつ﹂と位園づ

民の原子力に灼する儒頼が失われ

力をしなければならない︒現在国

けながら︑このため核燃料サイク

は門石癌代替エネルギーとして大

を図っていく馨えだ︒

ーショナルなことが多すぎるQ科 これを国民の離に興すようにし

ナ一頃認蓄禽見した潤成婁員︵二

半・中立な立場から規制敬策に万

職蜂に臨み︑吹田婁厨長が﹁四

エネルギー調査会が報告

原子力︑促進を強調
閣僚会議に上げ施策実行へ
した報優羅をとりまとめ︑河本趨
産描に写出した︒

竪樋の控格にいかし︑国蔑と安全

十四日の原子力委農会定例会議で

金を期したい﹂との婁騨撰談誕を

り寒いをもつようになった︒両刃

報告は同懇談会が昨葎憂とりま

明確な時期を避けながらも﹁早悪

一盤紀へのエネルギU戦贈﹂と題 とめた中間報告を︑以後の内外二

本邸題懇談会ば二十覧B︑隔﹁一一十

心え方を打ち出している︒いずれ

本理念︑とくに原子力のような新

五の変化に対癒︑艶癒したもの︒

失敗に加え軽水炉定魑化に懸命な

しい技術については安全のことを

に結論鳳とうたっている︒ガス炉
一部会擬︶報告を受けたもので︑

潮力藁界がこれにどのような皮応

も二牽四闘の原子力部禽︵松根宗

脹子力部会ではこれらに圏下し改

をみせるか︑

原子力部会はじめ調査会各部禽︑

ギーの擾期醐給バランス︑多様化︑

獲標準化推逸や爾性能燃脳の畢黒

した灘も強い︒

分科盆の報告をもとに各櫨エネル

緊急蒔対策などを検討︑闘題点指

瀬壁面︑濃縮ウランの備撚︑核燃

発表以巣二国閣原子力協定の改定

れ︑現行協定ではカバーできない

目2︑3面に墾羅要

串し入れば日加協定︑艮鰻協定に

側薗が出てきたため︑今曝の改定

しかし︑これらはいずれも鐵撫交

無視しては研究開発は遜まない︒

摘と提謡を行っている︒河本通二

のモック・アップ試験︑磁心分離

料パーク構想の実現︑再処理機器

﹁慣璽な対隅を﹂と

のエネルギー対策推進閣僚峻酷に

相は謡曲告懲を二十七臼開催茅定

次いで三番闘︒これを曼けて政府

獲※原子力協定は一画四十益田

晒したものが穴部分であるため政

渉で新協定に盛り込まれる形で決

ィブな技術移転の規制ーーなど︒

①平和利用核爆発の禁汝②センシ

申し入れとなったもの︒焦点は︑
では門王NFCEの先取りはしな
い漏との条件付きで交渉に応じる

成立したもので①平和的利用⑧認

概え︒

められた国間での資拐等の移転②

が確認された︒

送許可を通知

公開廻報の交換③王AEA保瞳措周は﹁INFCEの先取りはしな
応ずる方針◎十九曝開かれた原子

睡の適矯lIなどを条件に①資 い扁とのユーラトム方式で交渉に
材︑設備装腰の移転②濃縮役務の

蕊月︑核拡散に厳しいハドメをか

うのが密な内容︒これに対し今隼

燃料開発事業団から使罵済核燃料

丁巳LO3−279−5441（大四幅）

：最新の技術を各電力会社より採用

原子力穣粟本部
東京都千代田鼠大手町2−2哩 〈新大手町ヒル＞

する技術を導入。すでに動力炉・核

①減二二が大きい②装羅の保守が

嚇

熊谷原子力婁員擾から婁騒擬代理
に撮犠された︶は︑原子力開発利
発表︑各委鍛も抱負を語った︒

発露︑婁騒畏談謡次のとおり︒

用を推進する一方︑核廃絶にも愈
を注ぎたい舅の決癒を婁明すると
爾成原子力婁爵

の剣で︑天与の懸の良い面と悪魔

原子力は欝本国民に大きな係わ

して述べたい︒

の遷し禽いがまだなので︑藻類と

原子力婁農会

ともに﹁物の筋を遡した獄子力開
発政籏﹂の展開に抱負を語った︒
一方︑同日︑金綴が辞令を受け

を開き︑安金委員長に吹濁氏を燕

の爪の颪がある︒わが国は蝦源に

取った安全婁轟は︑薩ちに初会禽

は毎週水購臼の開催とするなどを

一

提供1一箸の分野で協力するとい 力国際問題等懇談盆でもこの三島

に等し入れてきた︒核不拡散政策

来国政府は十七譲︑外蓋省に対

国際等懇で対応協議

⑬日揮株式二二

トプラントによるテストを翻しけており、

ビチューメン露化処理の特長

動
米国が改定申入れ

選︑岡婁員長のもとで︑定例会議

噸

譲

蟻

配春服毘ずる左から内臥霞鵬、吹臥御園生、山塞の斎安全婁騒

一雛鞠鞭鞠認心

し︑日米原子力協定の改定を正式

Q

義米原子力協定

決め

鋤を互選、議事運営規乏

婆凪畏に吹園氏（右から
た原子力安全婁鼠会初会

力

日
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聞
二

業

副

魂譜

れる︒

繭期よりも増大するものと麗込ま

不調基本問題懇談会報告から
一面所報の通り通産雀口命エネルギー調査会墓本間題懇談会︵会侵︒有沢広巳粟大名欝教︶

薫習分解技術開発を昭和五十七年

を醸標としつつ︑嶺面︑現行の一

する︒また︑バイナリ1発露等の の受益蓄が贈力消費薔である場ムロ

図るσ

レベルの廃藁物の保管処分策につ

また︑国際的コンセンサスを形

いて研究開発を進める︒

︵五︶露源多様化の推進

担も鷺懸すべきである︒

源多様化のための消費番コスト負

▽国の施策における璽点的な資

電源立地促進苅策の一閣の強化

源配分および石縮関係諸税の使途

を図るとともに︑電源多様化を強
力に推進するための方策について

の冤直し︒

ク︑収益性︑懐妊期闇等の点で問

エネルギー関係投資は︑リス

険討を進める︒

題が多いことかにかんがみ︑国の

∬︑新エネルギー技術開発の促

絡来のわが蟹の自認的なエネル

に努めるとともに︑資金確保の方

施策の中で極力璽点的な資源配分

策を演塗することに当たり︑石舶

ギー供給源としての新エネルギー

サンシャイン計画をひきつづき推

便途の見蔵しについても険討する

関係諸税の盆理的なあり方︑その

技術開発を積極的に進めるため︑

進するとともに︑拡融台の研究開

︵二︶パブリック・アクセプタ

必要がある︒

発の推進を図る︒また︑国際的な

A・亙EAなどの場で穫極的に寄 V︑電源立地の私蓄

展開
を図
成するためINFCE︑I
A
Eる必要がある︒

▽捷報の提供とコミュエケーシ

ンス向上のための今後の課題
式基盤の整備︑電源立地地点対策

醒源立地に関する国罠愚盲意形
︵二︶石麹利粥の推進

▽悪思決定のための仕繰みの試

ョン

み︵ケースに対応した地方公共団

の強化︑原子力安全政策の一麟の

班︑資金の確保対策とパブリッ

による慧冤交換︑利警調整を図る

体︑利蜜関係者︑学識関係者など

▽需要の安定化を國るための安

与する︒

には︑異体的方策の一つとして爾

研究開発を進める︒

▽倉理的な石縮の使用︑△口開的

対応を強化する︒

を図るとともに︑緊急時の行政的

こととし撃ちにこれに魑手する︶

千万詩彫を二千万詩認に拡大する

▽石油開発の促進を図り︑昭和

︵一︶原子力開発の促進

ク・アクセプタンスの嗣上のため

調進︑環擁対策の充実を図る︒

定供給の確保をめざし︑海外炭の
開発︑輸入の携進︑国内礎二千万

・・

的︑長期的な地域振興計画の策定

▽漁業と鎖鋸立地︵冷却周取排

不安を解消するための基金の創

を澄むわが国埋墓の政策体系の申でエネルギー政策が全体的に整合性凝得ながら展開される必要があ

密接な関連をもっている︒これら

な課題となっている︒このため︑

整を葦葺に進めていくことが大き

露源立地問題では︑漁業との調

設︶

▽原子力︑新エネルギーの開発

策の検討を進める必要がある︒

今後とも財政面において適切な

の繭入

配慮がなされることが必要だ︒また︑プロジエクトの段晒・性格等によっては︑必要費金の一部につき受蕪蕎に梱応の小出を求める方

策も考慮すべきであり︑この場合

供給確撮に努めていくことが必要だ︒また︑わが国のエネルギー政策の推進に当たっては︑これら

省エネルギーとエネルギーの安定

圏

プリントアウトまで、完全に自動的に行えますb

頃までに完了する︶を園る︒

六十五履践には百五十万疹／日
︵わが国石簡需要の約二割︶を自

主開発原独としてわが国に供給す
な石落無格の形成︵価格形成につ
いては︑家報酬灯佃飛禽め原則と

ることを欝標とする︒このため︑

石窟公団の機能の拡充などを図

するものと見込まれる︒また︑太

▽安金性の確保および儒頼件の

る︶および石痛企業の体質強化を

して宮由な市場に委ねるべきであ

▽石窟酪素の増強︵石面公団に

る︒

よる備霜を畏期的には三千万詩娼

原発目標達
成に全力
代醤対策
盟・代替エネルギーの開溌・灘

の期聞︵既存一九九〇矩代︶にお
陽エネルギーの利照も期待されよ

入の促進

いては︑

沙程度の生産の椎持を図る︒

仕組みの試み︑必要に応じた調俸︑

の施策を明らかにした︒

︵一︶資金の確保対策

▽また︑石炭需要の拡大を図る

仲裁のためのルールの演討︶︒

ため︑経済的負掲の軽減による石

▽原重癌関税問題

面︑現行の財源繊麟を継続するこ

など︶

▽地域住民の癌祉の向上︵総画

炭需要の穫極的喚起︑液化・ガス

石独・石炭対策については︑当
進を図る︒

化技術等石炭利用技術の開発の推

■

富監懸り藤デイカウ汐

㎞
︵ハ︶石炭のガス化︒液化とい
う利鞘形態も一部灘入されること
が期待される︒

︵イ︶わが国の石乱売入玉は︑

3︑二十一世紀の初頭では︑

︵イ︶エネルギー羅要の茎葉の

お︑梱墨程慶のウエイトを占める

減少するものと見込墓れるが︑な

増殖炉の本格胸普及が用いられ︑

︵ロ︶原子力については︑高速

ものと箆込まれる︒

かなりの部分を輸入石油によって

︵ロ︶それ以後の将来に対処し

賄うことが司能である︒

いては︑

一はコ一十一世紀へのエネルギー戦略﹂と題する巖終報告をとりまとめた︒以下︑同報告讃から一

により本格的な利用が行われるこ
とが期待される︒

国内石炭も国産資源としてエネ

石弓代替エネルギーの開発・遡入

ルギー供給安定化に審与する︒

▽液化ガス天然ガスの埋蔵騒

石独︑天然ガス︑地熱︶

﹁石油代替へ全力を﹂
カギ握る原子・力発電開発

▽水力については︑発電原価を

9P含

1（TC＞シンチレータを併用しているため、

レータとNa

一その概要を紹介する︒

◆エネルギー供

給構造強化を
が石油に匹敵するものであるなど
に穰極的に取り網む必要がある︒

畢

の利点をもっており︑石鍼代替エ

展
エネルギー間題を検討するに際

ネルギーとして積極綴織入を穗っ

ポテンシャルは隈られているが︑

2︑前記時期より約十奪間程度 石炭の液化・ガス化素絹も本格化

しての基本的な留態点は︑次の通

ていく必要がある︒

りである︒

わが国のエネルギー問題の塁本

て増大するエネルギー購要に対し

それぞれの利点があり︑極力その

羅的な

▽開発エネルギー︵水力︑国産

エネルギー供給樋造の脆弱性をい

利用をはかるべきである︒

は今後とも経済社会の発展に伴っ

かに克魅するかにある︒また︑エ

▽新エネルギ：︵太陽エネルギ

ネルギー問題は石綴代醤エネルギ
ーの開発・灘入には相当長期の期

ニナ一世紀における一つのエネル

ー︑核融舎︶

太陽エネルギーは

ードタイムが極めて長いという特

間を要するように対応のためのり

とによって︑所要の資金を確保し

水の瀕業に与える影響の科学的究

︵三︶液化ガスの藤入を健進ず

るため︑LNGについてはプランていくことが必要である︒

ギー源として発展が期待され︑核

ト建設︑LNG船建造︑購要家の ▽露源多様化鮒策

質をもっているため問題莞服のた

の観点からの規制が強まっている

向上の推進はもとより︑核不薄闇

4︑それぞれの期悶を通じ︑国

に︑新型炉の開発・導入および研

に︑かつ︑畢期に確立するととも

低減するための助成策の必要性に

れる必要がある︒

究関発を進める︒新型炉について

ついての険討のほか︑中小水力画

﹁

柔軟な対応策推進を

論

命的︑体系的な調査の実旛を媛討

点の経済性の改哲︑包蔵水力についての調査の実施を図る︒ ▽地熱については︑西霞調査をひきつづいて行うとともに︑総

は︑高遜鋼殖炉および新型転換炉

また︑核融禽の研究開発が進めら

り︑本法律に基づいて産業︑民生︑輸送部門の省エネルギーを推進する︒ ▽省エネルギー設備没資のため

関する法律︵案︶の早期成立を図

三業を︑原子力開発利用全体とし

▽これら広範な分野にわたる各
▽財団法人省エネルギーセンタ

ての整命性をとりつつ異効性のあ

の金融︑税制上の措置を講ずる︒

一による省エネルギー指郵︑普及

る形で岩倉的に推進する︒ ウラン資源確保のため﹁ウラン蟹源確傑対籏委員会﹂を溜刑する

結

三︑エネルギー事清︑とくに国

る︒

際エネルギー憾勢は︑今後とも纐

諸外国の摺餌も的確に踏まえ︑参

めて流動的であると予想されるこ

とともに︑ウラン濃縮については

互に協力すべき点は積極的にこれ

した長期の需給見通しや必要な施

H︑石漉の安定供給の確保

に︑諸外国を上園る藤野をもって

らに取り網むことが必要である︒

策について︑さらに︑内外の動向

一︑わが国は︑エネルギー問題 考にすべきは参考にし︑また︑摺

j原演供給源︑供給ルート トの建設を推進する︒再処理につ

取りくむ必頭がある︒アメリカで

る種々の政策と有機的な連携が保

パイロットプラント︑実証プラン

いては︑その窮業化の早期確立を

もエネルギー法が議会を通過する

たれる必要がある︒すなわち︑エ

▽寒蘭的原瘤確保策の推進

の多角化を園る︵昭租六十五隼度

図るとともにバックエンド諸施設

など諸外濁でも縢極的な効累の展

れる︒

加えられることもあろうと考えら

計声ll事二部〒100鯨都千代田区有鋼丁1−12畦TEL（03）211−7111㈹騰

蜜士電機製造株式会社

うQ

グ調査︑配食振興や異業暫の督来

明と既存計画におけるモニタリン

︵イ︶︑その初頭にも石油の増

組織化等を図り︑LPGについて 電源多様化の促進を遮るため︑

産夢違の到来することが考えられ

国際偶勢に対して穣極的に対応し

求める方策も盆め︑今後その具体

金体の霞力消賢蕎にコスト負擬を

ギー源としての中核をなすものと

産エネルギー︵水力︑国内石癌︑

︵四︶国産エネルギー︵水力︑

は︑輸入墓地建設の出題を曙る︒

融台は︑超長期的な将来のエネル

るため︑エネルギーの羅要の増加

つつ︑原子力発電の基盤となる核

つつ︑晴期を失せずに実行され
期籍される︒

燃料サイクルをできる隈り自主的

めの努力は二十一世紀をも展望し

なければならない︒また︑エネル

定の地位をもつものと響えられ︑

天然ガス︑国内石炭︑地勲︶は一

ご︑二十一世紀初頭烹でのエネ

して︑エネルギーに占める割盒は

その二は︑石墨代替エネルギー
の開発︑瀬入の促進であり・鱈源多様化を含 め た 貧 賎 促 進 の た め の 筋 要 の 質 置 や 研 究 開 発 を 穰 極 的 に 講 ず る こ と で あ る ︒

の通りである︒第一は︑礪要面での課題で︑産業︑民生︑輸送の各部門の特性に

第三の課題は︑上記課題に実効

地熱︶の開発促進

司鮨でなくなると冤込まれる︒

ルギー供給源についての概括的な

魎・

︵ロ︶原子力は軽水炉を中心と

分を輸入石癌によって賄うことが

さにかんがみ︑国際的な視野をも

総合的政策が不可欠−

課

1︑今後十毎間程度の期間にお

展望は次のとおりである︒

ギー問題の国際的なかかわりの広

一︑エネ ル ギ ー 問 題 克 服 の た め

った的確な対応が必要である︒

▽輸入石油今後︑供絵制約が強まると見込まれるものの︑代螢

融禽等の新エネルギーの技術開発

位は急激には低下せずひきつづき鍛も高い︒ ▽原苧力 長期的にみても山型

応じた実効性ある省エネルギーを

性をもって取り組むための手段で
あり︑所要資金の確保とパブリッ

頃にアジア地域からの輸入を全体

からなる核鰍料パーク計画の興体

題・立地問題︑工業技術問題等と

とにかんがみ︑報告において提示

ク・アクセプタンスの向上が璽要

の三原程慶とする︑昭和六十五年

が国としては︑諸外国よりも一翻

っていることにかんがみれば︑わ 済協力間題︑産業構造︑繊維問

二︑エネルギー締込は︑隣接す
だ︒

ネルギi問題は︑通商︑貿易︑経 もみきわめつつ必要に感じ鰺正が

業化を描進ずるとともにとくに高

入体内汚染の有無の遜速な測定、核種の嗣定を行ない

ます。（実用新案：出纐番号No囎一126113）

を推進しました。管理番号設定行動表示器へのカード

さらに、富士電機てはホールボディカウンタの臼蓋化

投入で、被検者の行動指示、測定から測定結果の

微量の放：≠牲物質を
迅速に演：織しま沈

産

力

原
の政策課題を明らかにするための

特質と需来のエネルギー供給構造の要望は次の通りである︒

背璽となる各エネルギー供給源の

ギー問題を莞服していくための総

その三は︑太陽エネルギー︑核

的︑技術的問題等の存在によりわ

を推進することである︒

炉の開発・薄入によりウラン資源

るエネルギー転換のための構置等

挺進するとともに︑鰭要面におけ

て︑その一は︑石油の安定供給の

開が図られつつある︒わが国のエ
廃棄物処理については︑放射性

ネルギー供給構造の脆弱性が際立

策の推進︑璽質紐対策の推進︵重

︵二︶遣繰原瘤の安定朗引取対 廃藁物の処理処分の研究および事

分の一程度とする︶︒

化を携進ずる︒

脚本課題に対処するための貝回
的方法の詳細は次の煙り︒
一︑省エネルギーの推逢

▽エネルギーの使用の合理化に

シールド式鉄しゃへい体内に、大形プラスチックシンチ

体内；に二残留する

進

までに政策原油をわが国霧要の三

である︒

の有効利用が可能であるなど︑今

なかで大きな供給可能性をもつ︒

確保を魍ることだ︒このため︑長

第二は︑供絵面での課題であっ

であり︑かく広く賦存しているた

期的な輸入石拙の安定供給の確保

世界的に賦存蟹は四大

め︑その開発ポテンシャルは大き

策を整備することが必要だ︒

く︑今後の霊要な石油代替エネル

また︑液化・ガス化技術の開発

を直るとともに︑緊慧時への対応

▽石炭

を講じることである︒

後わが国の石独代替エネルギーの

その四は︑立雌の促進だ︒これは︑わが国の二次エネルギーの供給を確保するという観点から璽要

倉エネルギー政策の基本課題は次

1︑こうした背漿の下でエネル

．

が国エネルギー供給源としての地

エネルギーの開発︑論調の経済

塾

ギーとして位麗づけられる︒

（一

○

（2）

第949号
｛第三闇闇四物認可）

子

昭和53年10月26日

富士の放射線機器

富士ホールボディカウンタは、検椙器としてシャドウ

難険︑補膨の的確化と殿間の短縮
化を肥るためこれら惨業を命理的
に処理しうるよう︑ユーザー︑メ
ーカーが協力してプラントのメイ
ンテナンス体制を整備・改蕎する
必要がある︒④高性能燃料の早期
実綱化等翻原子力発霞プラントは
出力変動に十分追従しうるものと
することが必要で︑このため︑高
い倦頼牲をもつ高性能燃料の実期
化を急ぐ必要がある︒

また︑廃炉問題も擾期的視点に
立って調査︑険討を迄める必嚢が

エネルギー禦偶や二子濫

▽パヅリック・アクセプタンス

ある︒

の推進

ていくことが不斑欠であり︑この

発罐に関し広く圏民の理解を求め

ス活動を進めている國︑地方公共

ため︑パブリック︒アクセプタン

醐体︑電気薯業蓄らのそれぞれの
役舗を明確化するとともに︑これ

動の腿開を図ることが望まれる︒

ら欄翫間の通携を深め体系的な活

そのための中核的機閲の三脚︑指
灘も必要だ︒

また︑必璽に旛じ関係資料を公
開するなどして地尤住民讐の適切
な慧見を立地誹画に反映させるこ

施のための囎備も進める必要があ

とが解要で︑公開ヒアリング鵠実

る︒頚業との認整がとりわけ弱要

な課題となっているが︑このた
め︑温排水の影響調査や有効利用
の推進など問題解決のための積極
的な努力が必要だ︒さらに︑発躍

電源嗣法の醸屠とその拡充など︑

用脚設周辺雌城整備法箸いわゆる

関係機材箸に係る讐理体制を〜魍
発寅することが不藍瓶だ︒すなわ
ち︑国内保障描鷹の〜懸の充実を
麟るとともに︑原子力関係資機材

カル・プロテクション等について

および技術の輸出入隠秘︑フィジ

関係法令の整備讐に努めるととも
に︑密属における管理体舗の充実

ニウム燃猛工︑認レベル麗藁物
っているが︑これらは一依的に進

受益者負担の
方策も考慮を
資金確保対策

題となっている︒すなわちウラン

れ︑これらの資鍮三俣が緊急の課

水炉の定着化︑儒頼性の向上︑原

再処理︑廃二物処分の獅業化︑軽

ン資源の探鉱開発︑備諮︑濃縮︑

の助成が不惑欠だ︒すなわちウラ

切に配麟することが必要だ︒

を図るべく︑今後とも財政醐で適

であり︑政府は︑その謝睡的推進

っては必要資金の一部につき受益

プロジェクトの段階︑性格等によ

他方・技術開発讐の進展に伴い

工︑薄処理および廃蘂物処理処分

鉱石の探鉱開発︑濃縮︑燃料加

子力機器薩業の基盤強化等推進の

書に欄応の負担を求める方策も警

の核燃秘サイクル確立のための研

癒する必要がある︒かかる場禽

ため特段の助成描徽が必要で︑雲
間資金の効漿的活用を図るための

究開発および悪業化一兆七蕩億

利子補絵︑政府保証等の措醒も稠

究箸に必要な資金は三和五十一当

発︑核融愈の開発︑その他茎礎研

ついては国家資金の十分な確保が

力が必蟄で︑とりわけ研究開発に

等は国家として鍛璽点課題の一つ

るが︑かかる原子力響の技術開発

進展に伴い増大の一途を辿ってい

技術開発等に要する資愈は開業の

きと弩えられる︒一方︑これらの

策の一つとして篶挿すべきだ︒

求めることも資金調達の異体的方

して︑霜力消費蓄にかかる負担を

愈には︑電鍵多様化健進の一環と

等の受込轡が撃力消臓暫である場

その開発計醒および開発休制の検

段階の大型炉の建設についても︑

携進すべきだが︑エネルギーの長

速増勉炉を茎本路線として強力に

国の原子力編慰開発は軽水炉一高

このため︑従来にも増して関遡企

とが原子力機器産業の璽要諜題︒

を進め︑軽水炉の定義化を隈るこ

かれた資源舵圏際的講条件等にか

期的安定供給の確傑︑わが圏の置

炉の確立に姦通し︑国際的な檎報

る必要がある︒二方︑日本型軽水

業は︑共同して技術開発を推進す

①新型

そのま濠便え︑ウラン資源の利翔

アリング機能の＝兀化等その体制

硬設計繭に対旛しつつエンジニ
れたCANDU炉は天然ウランのを

を携進ずるため︑これらの計画に

びそれに続く実誕プラントの建設

究開発︑さらには核熱利爾を広範

繰研

広島0822（44）0400㈹九1，1・IO93（921）2512㈹

の処理等の確立が緊要な課題とな

める必要があり︑核轡料パーク構
想として推漁を黙るべきだ︒この
ため︑騒騒︑再処理属懲化のため

原子力開発利罵を推幽するため

の原子炉管規制法改正法案の滅期
円︑新型嫉開発〜兆ヨ千二藷億m目

および園民金般のパブリック・ア

必要であり︑また︑核燃料二業等

るべきだ︒また︑原子力技術開発

クセプタンスの確立が極めて物要

新たな受業分野の確立のために国

よって断要薄金の円溺な調達を隈

め︑動燃座業繍の調査︑探鉱の充

億円の艇額にのぼるものと試算さ

無から六十駕度で約三兆八壬喬

國が行う研究開発の資金は︑原

実強化︑金属鉱業勲業囲の出融資
だ︒隅としても︑安全確保︑環境

劉として一般財源により対慮すべ

制度の穣極的繕用箸を行うべき

立︑鷺源三法の濡胴︑贋境影響調

保全はもとより︑支援体制の確

イロット・プラントに続き二五プ

討を進め︑畢期に翼体化を間る必
要がある︒欧辮先進国では高速増

んがみ︑かかる綴本路線を支輪舗

▽越水炉の醐発・組入

癒換炉の開発腿原型炉﹁ふげん﹂

運転実績をあげているが︑わが国

対癒しつつ︑機器共岡製作で体制

賢DU炉はカナダを中心に欄濫な 機器翻パイロット・プラントおよ
開始すると購徳されている︒鳳来

ついて改鍵墾段の検討が必要だ︒

に導入するに際しては耐震性等に

理臓第二再処理工場の難設を田魔

整備簿を行う必要がある︒④再処

効率も高いなど利点があるQCAの整錨を行う必要がある︒③濃糖

の実用化を闘懸す大型実証炉の硬

これまでの検討によると︑これら

四郊答には全出力での定格運転を

設については原型炉の運転研究等

捜術的閣題については対処しうる

が現在試運転中であり︑昭秘五十

に決定する予定であり︑そのため

を踏まえて昭秘五牽蕪代半ばまて

ント・エンジニアリング︑醗機︑

捜術で推進するため︑化学︑プラ

二藍箸関遮業態を縮嬉し︑プラン

られるが︑今後さ3に塁壁な検討
を進め関係方面との連携を保ちつ

る︒

トの製造体制を整備する必黎があ

との見逓しが響・︾れていると弩え

つその轟入について墜急に言論を

には︑実証炉の詳細二天およびそ

関し︑技衙的・経済的な検討を稼

得るものとするQ

の検譜を積極的に進め︑実認炉に

ぐとともに実二化に翌る開発休制

長期にわた

▽機器製遭体制の確立醸本型

漏ガス炉および懲擾選一75製鉄︑水

な開業分野で醗能にする多鱈旧型

核轡型サイクルの各分野に係る研

再処理︑鼻繋物処理処分といった

を図る新型炉の開発および磯縮・

る︒このため︑核燃料の衡効利羅

一麟の醐農化を進める必要があ

用を進めるためには原子力技術の

り効率的︑多寡的な斜子力開発利

▽研究開発の促進

鴬の横講を移気に巡める必痩があ

つつ︑核不拡敵に関するわが団寒

嶽から︑宙霊技術の確立を推進し

る︒濠た︑摘出構造の高度化の観

る︒②CANDU炉の導入琵わが

自主技術開発
で体制整備を

水方針に刷って︑原子カプラント
箸の輸出を逸めていくことも螺ま

軽水炉確立︑核撚料事業の進展︑

薇型炉の開発・轟入
昭和繭ハト

㊥常業品罠

地元禰繊対策の強化が懇象れる︒

濃縮uを備蓄
再処理で会社⁝
長期購入

核燃料サイクルの確立
▽ウーフン資源の確操

の駈要資金として照和五十

難鹿

から六十琿度まで十年間に愈黙約
核融愈︑星礎研究︑安全研究︑そ

成立を巡るとともに︑坐法の成山V

±二兆円が必要になるとみられ

の他研究開発一兆四千三頁催円一

契約の確保︑ウラン探鉱︑開発︑
後速やかに︑電力業界を中心に関
る︒霞童的な核燃料サイクル確立
などだ︒

は︑適摂な賃担舗禽︑負担方式に

引攣り箸諸対簗を総合的に︑鉱頗
係業界を結課して再処理窮業金田
のための研究開発およびその難業

極的に極類すべきだ︒

会社︑電力会社箸を結心した依舗

を設立する必要がある︒この場
に要する資金ならびに新型炉の閥

︵うち鳥速増猫炉関係〜掘円︶︑

の下で臨めることが必要だ︒麟
合︑立地の確保については︑地光

だ︒さらに︑資源の有効利用︑資

資金調選には今後とも特段の努

は︑これらをバックアップするた

源齪に紺するバーゲニング・パワ
査の実施等立地の塩鱈化のための

る︒これとあわせ︑実用プラント

ラントの建設を遙める必要があ

匿箏

旛策を進める必要がある︒萬無理

．夢●︐●嘩●：︐冒α﹁曾曾●鴨；B．■●賃．脚嚇9︐．噛璽顧

ーの形成等の観点から低品位鉱や

箸の技術については︑大型化に対

への移行をも含めた薯渠体制の確

ているが︑わが翻でもエネルギー

殖漸騰発を国が舵体となり二進し

処するためのせん断器︑抽戯器篶

海承からのウラン薩収等の技術聞

ウラン三鷹の

発も進める必要がある︒

▽ウランの備蕪

進めるべきだ︒また︑急心分離機

立および駅馬の協力体制の羅立を

機器のモック︒アップ試験︑混禽

交換についても横極的に対癒して

抽出法・転換法︑高レベル廃藁物

浅しつつわが圏原子刀発端体制の

供給途絶︑ウラン濃縮工場の故瞳

研究開発の鹸題黎プロシェクトの

箸による核燃料の続絵黙止など嘆

とが必要だ︒

製造等腿連甥業体制を確立するこ

レベル廃唄物については︑減饗化

おける爪琴的処分の箏業化を検㎡

いくことが期待される︒②轟速増

の処浬︑放射能低寒気の技術開発

ほか︑窃民一体となって実証試

することが必要だ︒蕩レベル麗継

究開発を健遺するとともに︑民間

曙処分をはじめ最終処分授衝鴬の

一つとして︑窟民密接な協力によ 体質を強化するため対慮手段の多

を隆める必敷がある︒また︑プル

炉の建設を欝進ずるため︑これら

殖炉H原型炉およびその後の異系

態に対処するため︑核燃料の備蓄

がある︒カナダで開発・欝欝化さ

趣化についても十分酎思する必要

が必嚢だ︒このため︑電力余社が

り蜀蝋的な人的・資金的投入を罵

▽放射姓廃賜物の処理処分

るべきだ︒

トニウムの軽水炉および新型紙換

低

共課して︑おおむね一己分の濃縮

ウランを国内に備黙することと炉への利胴で実認試験を巡め︑減

各分野の具体的施策
し︑彌が備諮施設および備茜胴濃損ウラン利用技術開発も検討する

験︑試験的処分箸を近め︑民闇に

技術および保管方法鱈について研

物については高レベル廃蔽の二化

圃蹴工

の晒用︑核差料の職際的理論メカ場の建設は安定供給の琴柱︑将来

が必要であるQまた︑減損ウラン

の濃縮役務に闘するハーゲニング

▽ウラン磯縮の齋盤自誓

縮ウランについて助旗を行うこと必黎がある︒

・パワーの形成︑将来の備麟︑機

ニズムとの関係︑天然ウラン備薦

器輸出への対応策といった観点か

についても検甜を進めることが劉

まれる︒

による処理および保管の肇業化に
ついて擬塗することが必愛だ︒さ

ら極めて癒裳であり︑績極蔚にこ

らに︑高レベル廃三物の長期保管

▽再処理工場等の建設唯三等

迎︑プルトニウムの醇蔽︑プルトめ︑三三事気団で宝玉建設中のパ

算用済み燃糊の一難購蔵︑再処れを推進する必製がある︒このた

以下のような複数の選択肢の採的を原子力後発国樹けのものとし

研究開発を推進し︑その画展に眠

および二三処分鴬については︑地

てこれを位翻づけ︑わが醐を念む

胴︑賞源園や発展途虻国に対する

し︑暇が行う安全篇理の暴休的内

機器三業の塞盤強化

新型炉の開発に対応しつつ効率的

の利用分野の研籏開発︑より長期

素製造・石炭の蔽化・ガス化等そ

れる︒

業構造の尺度化︑機器の信頼性商

な研究欄発と長期にわたる技術照

的なエネルギー漂としての核融根

▽原子力機器鰹叢の野駒的娠興

上およびその供給安定性確保箸の

顧を岡能とするため︑そのための

心の研究開発を長期的見通しのも

▽蜘繭速増殖炉の鯛髭

策原子力機器製慧については産

観点から芳墨技術の確立が必要で

体制およびさらにそれを円講に実

とに計趣鮒︑総命的に遂行する必

高速原型炉建

あり︑このため改良三楽化による

用化につなぐ休制の整鯖を速やか

要がある︒

設︑早期着手へ

田塞型軽水炉の確立︑擬人等核燃

に行う必襲がある︒①軽水炉翻詣

襲があるQ

容および方策について襖認する必

先進園が通常行うウラン確保のた

経済協力無を行う必要がある︒

①海外におけるウラン資源開発めの対策とはしないとの方向でこ

いて︑團際的命憩に星つく戦渦を

④プルトニウムの国際籔理につ

を撹進ずるため︑費分国に対するれに対応する︒
投網嚢︑経緕協力等多様な箏段を
積撫的に綴み命わせて展開する︒

⑤羅際便贋済み趣料階蔵︑窩レ

②国内線縮魯業の県期確蹴を図整心する方漏で対継を進める︒
る一方︑資源国を澱む黒瀬濃纏環

料サイクルの確立︑新型炉の二瀬

霊技術による鐵本型軽水炉の確立

名古屋052（853）1461㈹大阪06（453）2301㈹

︻面所報の遡り︑総合エネルギー遡輿鼓原子力部会の報告

力発艦駈の運転・籏理ほ康子瞬発
題プラントの運転・蟹耀︑保守の
整磁確立を図るため︑技術情報の
簗中讐理および悩報交換の円調化
を捉進ずるとともに︑運転︑保守
等に必要な要田の確保が必要だ︒
また︑建期険蛮讐における機器の

不拡散政策を
内外に明示へ
政策の国際的展開
原子力開発利編の遊展に応じ︑

国際的な核不拡散の立場からの要

講︑資源圏の資源政策︑原子力後

強化を進める必要がある︒核出料

業についてもわが纒技術の薦粥をベル廃藁物処分︑より効粟的な保
障囲灘技術関発箸といった国際闇

年負初鎖に臨界に馨一心しめること

た長期的振興策を講ずる必読があ

轡原子力開発全般の整愈性のとれ

工場・久里浜0468（35）0935㈹

が二十繭巳とりまとめられた︒以下︑闘報轡から繁二灘﹁興

@と り遡
@り ま り
@あと 、
@げめ総 概ら合

発圏からの協力要講等わが礪が対

サイクルは各分野の圓勧化を塁本

図る方満で検討を進める︒

協力について︑これらの検討に積

を嘱橡に原烈炉建設の翠期蕊葬を

営業所・東京03（765）1712㈹

をとの

処すべき国際約な動きは︑一簡深

とするが︑薩ちには完金な圏灘化

③天然ウランおよび濃編ウラン

熱るとともに︑原型炉に蒼く実認

堂業部・東京03（762＞445耳代｝

《クラノクス》

蟹繭玉

@一霞…報

まりをみせ︑複雑さを増しつつあ

は必ずしも現突醗ではないので︑

に係る騒際的な供給メカニズムに撚的に参加する︒

《スーパーマグナ》

@施十面

る︒このため︑わが国の核不拡散

「

閲する構想については︑主たる蔭

その他舞開申検査機材｝般

新時への探傷技術のために、積極的に挑戦しています。

A巳モこタリングシステム

騎殊塗料はいつも、チャレンジ・スピリソト／

@体が

に対する政策を国際陶にも明確に

進めることが蓬髪だ︒このため︑

紫外線探傷灯

10（大森三三菱ビノレ）

甲143

蛍光，曼選i探鰯麹

〜交透探傷、磁気探傷を始めとする探傷技術・製品の

@要れエ
@をたネ

供給源の多角化および圏際協力を

設ウするなど、万全を期しています。

TEし03（777）1852←代｝
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《スーパーrライト》

特殊塗料が非破壊検査のパイオニアとして歩んで20余年。

蒋蘇塗料株式会社

｛スーパーグロー》

的ニー

」一
灘灘灘lllll隷鞍藤纏縫襲艦離華墨養ξ攣繍構成を的

するとともに︑国内的には原子力

さらに近年、各種製品の奉魯ll㍉に際し、アメリカを始め

中東、飼葉アシアでは、ASM￡（米田機械学会）認定取そ【｝が

応力褻料
蛍光，憂透探傷装躍各種

必須条ぐiになっていますが、特殊塗料はいち壁く舛応。

磁粉探傷装置各種
渦流探傷装醗各種
超音波探傭一躍餐種

CORPORA孚10Nを

75年には、技術提f共会礼としてTESCO

染色，曼透探傷剤

NDl探傷機材門門メーカー／探傷技徳コンサルタント

《スーパーチェノク》

明日の探傷技術に挑むパイオニア

磁粉探纒剤

研究・開発は、今やlli界のトソプレベルに達しています。
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予備計画開始を勧告
貯蔵所︑88年には完成を
来国の放射性廃棄物貯藏政策を検討していた省庁間検討グループ︵IRG聾シュレシンジャー委員
擬︶は十九日︑﹁政府は廃斑物の地葺貯藏に関する予備計画を始めるべきだ﹂とする報告欝をとりま

とも可能などといった考え方を示している︒報告憲は三十日闇一般に公開された後︑大統領に提出さ

とめた︒報告轡はその中で︑一九八O一八二卑までに貯蔵駈を選定し︑一九八八蕉までに完成するこ

れる︒

的︐な計画の開発・策定の爾任者

設を進めれば一九八八犀までにフ
ル・スケ⁝ルの貯藏サイト操業も

司能である⁝などとしている︒

プリンストン研究所で建毅申の

い値を示したなら商用に向け開発

の紹果が翻りにトカマク以上の高

後︑主要磁場工学試験施設として

炉となる炉型を選択する④選択

一九九〇年代運開を蹟指し設計に

Tタ丁臼Q八一隼運転醐始へ︒

﹁七九年度予算教書によると三億 とりかかる︑とした構想が基本に

されるべきだ偏と説明︒さらに

三千四蕾万がを計上し昨隼の予算

トカマク型のPL①︵プリンス

なっている︒

トン大型ト⁝ラス︶装置の進捗は

を若干上繭っている︒しかし一九
八○年まで各年で約五億謎の予算

著しく︑七〇年に蕪氏五頁万度︑

が司能なよう現段階では研究︒開

建設中のTFTR︵トカマク試験
度を達成︒この結菓から次期炉で

での計画は①プリンストン大学で

デューチ周長の一九九〇年代ま

今年七月には予想以上の同六千万

七七釦十二月に同二千五頁万臓︑

発費を分散し十年以上各種の研究

ブン︵投入されるエネルギーと核

あるTFTRではブレーク・イー

一議（572）885ユ

トカマク以外の

研究開発も要求
米エネルギー織
核融禽開発に灘する米議会や一

いるが︑米エネルギー省︵DO

は必要﹂としている︒

般の注國はトカマク型に簗中して

E︶では数穏の核融合技術の選択

を進める必要があることを主彊し

炉︶が実証炉となるよう建設を進

IRGは大統領から十月一日ま
でに廃蘂物政籏を検討するよう指

ている︒

繊力

融合によって生じたエネルギーが

ゼロ

運転を圏指す②綴性閉じ込め方式

莞通しもある︒

等しい︶を還成できるとの明るい

め八三〜八四隼には

はローレンスリバモア研究所で進

DOEの﹂・デューチ・エネル

が︑決窟的なものではない︒トカ

る③両方式による実証の後︑原型

め︑実証目標を八五〜八六隼とす

ギー硬究局擬は下院の料学︒技術
小委員会で﹁トカマク型はミラー

マク以外のものもトカマクのレベ

益事業として認可した︒サイトで

ルまでもっていく竜王があり︑そ

した勧告謁を提出した︒

たデータを達成し核融合の本命だ

ら生産が開始されるとみられてい

装置も含めすべての装置より滑れ

示されシュレシンジャーDOE畏
官を委員長とし︑国務省︑運輸
省︑環境保護庁など士二関逮省庁

会︒その下には代替技術︑運邦政

の春菊クラスで構成された委員
府の役割︵許認司︑指針︑墓準
等︶︑国防廃棄物︑貯藏および料

のサブ・グループが設置され︑
であるアボリジニーの反対で鉱山

注済みである︒完成は一九八五

ポ5ユでづ敦う＝ン麟とi武i臼；雄アイソトープ部

・覧縣差

ともいえる運邦政府と州との問題

貯蔵サイトを選定することは可能
それぞれ検討を行っていた︒

鋸下期の予定︒地方は職業税の還

他

されています

カーター大統領の原子力政策に

にするようカーター大統領は知
で︑特定の候補地に的を絞って建

れており︑公益事業認町で細裂が

GAOは報告書で①髄大する低は五月初めから準備工覇が着季さ
レベル放射性廃棄物の管理は社会

加速され︑さらに建設許可が下り

総工費葺十二癩塔のうちかなり

働く大工襲場となる︒

り・NRCは低レベル放射性廃棄ればピ⁝クには四千人の労務番が

的︒国家的問題になってきてお

物の容讃を減らすよう指角してい

の額を地方企業に優兜的に発注す

原子力発醒所から出てくる低レ

追求等により信頼を独占し、世界120ヶ国の広い分野で使用

についてはII各州間の協力を密 となる︒一九八O一八二年までに 金︑輸送︑国際問題に関する六つ

嬰︑インディアン代表︑州や地方

た︒

外駿
海臣
﹁低レベル廃棄

くべきだ②不必要な放雪線被曝や

ることになっているので岡地方が

ベル放尉性廃棄物は核燃料サイク

る︒

元で年間一千万考の収入がえられ

米A一﹃

視察団を派遣

ソ連に原子力

ル中︑醸も大きな体横を占め︑こ

い地下に貯蔵しておく一⁝では一

によると︑現行の埋設方法⁝⁝浅

九八O年代に満杯になるとしてい
る︒

米国原子力産業会議︵AIF︶

から成る﹁ソ連・フィンランド原

は米国内のジャーナリスト十七名

NRCが面掛を葦葺するよう
な︑またその方法を強化する規舗
を実施すれば①現在の低レベル放

子力視察団﹂を編成︑九月十九日

に乗り上げたこともあったが︑よ

前に企画︑稟西間の緊張から晒礁

いる︒AIFはこの視察國を一年

から二週間の視察・調査を行って

以降も利用できる②NRCは埋設

射控廃棄物埋設施設は一δOO年

施設の拡張や薪規の埋設地許可を
行うことにより︑社会・政治上ま
たは技術的出題を検討していく体

とサービス、また優秀な技術陣による研究開発並び安全性の

欝
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開発は白紙の状態に後農り︒

鰻政府部内には総要羅との契約

﹁強行にウラン開発を﹂との毒も

を果たせなくなるとの懸念から

あるようだが︑これまでにも環境
問題から開発中止の石動が強かっ

潤うことは確か︒すでに準備工嚢

放射線の潔境への放出をなくすた

米GAO︑NRCに勧め
告低レベルの放射性廃轟物処理シ

物管理強化を﹂

楽会計検葦院︵GAO︶はこのステムに対し︑許認可︑萱察︑モ

弩懸﹂せざるを得なくなったこ

制ができるIIなどの点から効粟

AIFは滞在中︑ソ連では原子

うやく実施に漕ぎつけた︒

ー︑増置炉施設︑原子炉製造工蠣

力発電蕨のほか核融舎研究センタ

とフィンランドではソ連製の原子

力発露所を視察したいとの愈向を

参加したのはニュ⁝ズウィー

伝えているという︒

ク︑ワシントン・スター︑エネル

30余年にのぼる経験をもつRCCの製品は徹底した品質管理

工業計測器用各種線源
研究用各種線源
原子炉スターター中性子線源
静電気除去器
校正用標準線源
標識化合物

粥

馬済み燃料の再処理問題は一魑深
刻になってきており︑敷膚の種極
自治体代表で樋成される﹁実行計

通過させた後︑アンソニー副首椙

た経緯があるだけに︑波乱も予想

レンジャ⁝鉱床はウラン十万ジ

されている︒

とは︑米国が再処理延期路線に

があがるものとみられている︒

カットノン原
発建設を認可
仏政府
日公

門パリ松本駐在鼠︼フランス政
府は十月十一田付政令︵十＝

布︶でロ⁝レンヌ地方カットノン

墓︶建設を公 クス︒ウィ⁝ク︑タイム紙など︒

原発︵酉三十万KW加圧水型炉二 ギー︒デイリー︑ニュ⁝クレオニ
基︑九十万KW飼一

闘闘戦闘闘闘闘闘閣闘雀羅闘闘闘閣闘輪郭闘闘闘闘闘圏単襲闘黙黙闘闘圏闘闘闘闘
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墓つく再処理無購眼延期により使

的な廃藁物政策実旛が待たれてい
画評議会﹂を設置する︒運邦政府

﹁開発着工闇近﹂とみられてい

兼蟹易資源相︑バイナー・ア求リ

環ンジャ訟矧土地所有者が反対

ウラ ン開発暗礁に

た︒こんどの報告謁は︑そうした

哲権を与えるより﹁協議と協力﹂

の主権に依存したり︑州に対し指

報告畿は︑①高レベル放鰯性廃

政策の基本ともなるもの︒

の形をとる︒現在検討されている

たオーストラリア北部漿州のレン

いは三か所︶の貯藏駈を選択し︑

ジニー︵原買春︶問題相︑北部地

一か所の貯蔵所より二か所︵ある

棄物が貯藏される地魍の特性は科
学的に十分調べられる②高レベル
廃棄物は数千駕間安全に隔離でき
一州だけに集中させることはさけ ジャー︒ウラン鉱由開発の雲行き

発条件︑朗間について合恵が偲ら

域評議会りーダーの一

る見込みがあるi一などの廃棄物
が危うくなってきた︒鰻政肩は二

の埋蔵が推定されオーストラリア

次にわたるフォックス委員会報告

署の間で開

る勧衡内容になっている︒

に対し︑低レベル放射性廃闇物に

るーーなど彊の拒否権を回避でき

でも指折り︒今年申には関係熟睡

とを添し︑予備的計上魑手を勧告

れるまでに至った︒しかし︑十月

対する広範な監視の必要性を指摘

貯藏についてナ分可能監があるこ

を憤璽に検討し昨隼八月ウラン開

建設に薔工︑一九八二無ころか

このような米国の姿勢が︑欝

﹁再処理国自身がどのようなプ わけだ︒
ルトニウム返愚規則を薯えてい

た形跡もある︒

各国の遍随は得られないと観念

を建設するので︑これは﹁既存
旛設﹂とは見なせない︑つまり

の埋設施設の拡彊が問題︒報告欝

ほど原子力規制委員会︵NRC︶ ニタリングを案施していくべきだ 三千二哲万尋︑住宅二二戸︑仮設
一との二点を強調している︒
施設四千万漏がローカル企業に発

廃棄物計画寅施に関してはーー

初め︑ウラン鉱地域の土地所有轡

している︒

発を決め︑今年六月に閲適法案を

ス﹂にあまりこだわらない線が

RC︶のギリンスキー委員も・ 司能性を実証しようとしている

IRGはさらに厭世のポイント エネルギー省が規制面を除く全般

出たこと︒ナイは証一署のなかで

が見え︑﹁ケース・バイ︒ケー

一︑既存の契約については︑

が表明された︒

発電所の貯藏プールが満杯かど

善〃を慧齢するのかの評価はむ

改
肉な覆い方で関心を表明してお

ずかしい︒上認の最終目標に関

本などにとってどの程渡の
しないと︑親密な同盟国に不正

り︑核不拡散法のタイムリー︒

黙もし東電︑閲鷺の串謂を承認 るのかに毒味がある﹂とやや皮

爪のケースことにあまり細かい

義と不平等の印象を与えること

する限り︑来国の態度は少しも

うかは間わないi−つまり︑懸

審董はしない︒

ウォーニング基鵡はきわめて厳

二︑再処理後のプルトニウム

になる﹂︑また﹁他国のプルト

むを得ず﹂移転を認めようとい

ニウム利罵路線に考慮を払うべ

政膨一議会の力

した・謡いかえれば各国との協

﹁八面国のプルトニウム路線を

こと︑またナイ発雷のように

設が※国内ですろ難航している

きる︒しかし︑集中貯藏駈の建

変わっていないという見方もで
の返遷は︑タイムリ⁝︒ウォ⁝

扱い

とはいえ︑軍曹政府が再処理ー

関係から︑再処理容認に傾いた

が立消えになつ

既存施設

ンズケールの

蝦道が明らかでないが︑ウィ

しいものだと驚冠している︒

うものだ︒議会が討議したのは

ニングの原案を満たすよう饗求 きだ﹂と外交的配転を璽視する

米︑再処理容認に傾く

東躍︑関躍のケースがこの例外

のウィンズケー

か︑また移転先

響えを述べており︑米国政府が

力関係をこわさないよう収拾段

プルトニウム管理が焦点に一
欧州や日本の再処躍路線を﹁妨

プルトニウム管理に最大限介入

階に入ったと兇るべきなのかも

ル︵英︶はこれ

三︑米国は薄処理の代案があ

審﹂すべきでないと考えはじめ

してくることは避けられまい︒

から再処理樋設

ることを証明するために︑国内

たことを示している︒

する︒

新たな施設として核不拡散法の

の使用済み燃料贈藏所の建設を

知れない︒

は再処理路線の﹁供給効率性﹂

︵王NFCE︶の攻防の焦点にいずれにしても︑日本として

その辺りが国際核燃料サイクル

厳璽な条件を諜すべきだという

第二はその結渠︑國際討議の

なりそうである︒米国は他国の

を確保するため︑一麗した主張

ポイントが再処理後のプルトニ
ウム返還︑つまりプルト一一ウム

再処狸路線にブレーキをかげな

べきだ︒

加速し︑国際貯藏施設を奨励す

これらの証書は︑個々の内容

管理にしぼられる傾向がよりは

政府側の証人は国務省のナイ

点であったQ

次官補代理のほか︑エネルギー

よりも全体としての来国政府の

︵K・K︶

を展開すへきであろう︒

姿勢が注圏される︒ひとつは

批判的な原子力規制委員会︵N 間中貯藏所を箋現して︑代案の

つきりしたこと︒今回の承認に がら︑一方では使用済み燃料の
が︑三障人の恵見は一致してお

﹁既存の契約﹂を容認する態度

省と蟹備管理・蟹縮局から出た

り・ほぼ次のような政府の態度

恥

産

力

禮︑夢
東電︑蘭磁の使用済み燃料の
英国への輸送︵移転︶闇題は︑

※国下院の国際経済政策・質易

（86）
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Z
小委属会︵J︒ビンガム婁展 規定に該当する
長︶で討議され︑二二間の公聴
会︵九月末︶で︑カーター政権
の現在の脅え方︑議禽との食い
違いなどが明らかになった︒

※国の核不拡敬法では︑既存
の再処理契約︵昨年四月までの
契約︶について︑ケース・バイ
・ケースで来国系使罵済み燃料

いる︒つまり法の建前はあくま

の移転を承認することになって

で蕩処理反対︵延期︶だが︑発
露所の醇蔵プールが満杯か︑契
約不履行によって当撃国が違約
金をとられるような場合に﹁癒

@

一
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業
線を説明︑政策推進上線余議代表

まずエネルギー間題への基本的認

各氏が出席した︒それによると︑

しかし︑エネルギー︑康子力開

間︒

﹁王畿は地元にもっと迎の通っ

のデータ公表を漏⁝1などの意見
が出ているのも今画アンケートの

また︑﹁原発の安全性﹂では多

な対策を挺める﹂と政府の二本路

五日︑全国五百八名の原子力モエ

た施策を﹂一1科学技術庁は篇十 特飽︒

ルギーのりードタイムを著えると

発について今後も論議をつづけ翠

猶予は許されない﹂と讐麗したあ

雲にコンセンサスづくりを慧ぐ必

く不安はないと翁えた人をかなり

くのものが不安を感じており︑全

ルギー総命鮭進委顔会と政策鑑進

う点で各党の悪兇が一致◎また︑

識については巖電要諜題﹂とい

ターに蔑して得ったアンケート調

労組金議︒

場から﹁閥周問題を解決していく

世話入の橋本孝一郎氏は労粗の宣

要があるという点では全党の兇解

と﹁こうしたなかで開発掘進と環

その対策の一つとしての雀エネル

境優先の爾論は灼立したまま︒食
うえでもエネルギー開発の箪要性

査の結累を発藻した︒

シンポジウムではまず社会経済

は窩い︒嶺颪石癌︑原子力に璽点

がほぼ〜致︒この閤題について西

萎漏一叢篇憂⁝棄憂一当

︵※メカニカル・テクノロジー︶

済み燃料せん断技術▽動燃箏業鐡

原

研

第七圓多圏的高温ガス炉研究成

の経翻遮ホールで開かれた︒

粟報儀会が十九田︑栗京・二季町

ーツ︶六月炉第一次系における藁

薯業照︵仏サン・ゴバン︶ヨウ素

姓廃隅隅処理設備の設誹等▽動燃

る﹂と強調︑また武谷濁昭動力炉

験へと新しい段階を迎えつつあ

基礎研究の段階から大規模実証試

菱蚤工業︵来ベクテル︶プレスト

プトン減収施設の詳細設計▽陵螢

ンス・アプリケーションズ︶クリ

除去技術▽動燃粥業団︵※サイエ

の概要について﹁実験炉設計のた

開発・安金性研究管理部鐸は五二

の炉心支持構造物の応力解析▽動

実験︒

イン線騒評価法確立のための野外

ぐことが不可欠だ︑と強調しだ︒

旧著的な代薔エネルギー開発を急

るず乳質に進躍の力手原

i品

融調灘 麟

繍噸難

発行（財）放射線照射振興協会

国民会議醐議畏の大河内一男氏が

早急にコンセンサスづくりをすす

悪とは何か︑国属とは何かを含め

で同慰が簿られた︒しかし︑その

ギーについても﹁必硬﹂という点

・アンド︒アソシエーツ︶高速網

上園つた︒不安の原因の大部分は

をおき国が懸樋的に立地間題に取

める必要がある﹂と間題提起し

岡▽動燃負業園︵同︶使用済み核

蕎性腐蝕・生成物の藷一調葦▽三

レスト・コンクリート製原子炉格

また特別講演にたった生馴黙諾

藺ヌ・ユー︒エス︵※蕪US︶プ ている鳳と現状を五輪した︒

燃甥業団︵仏サン︒ゴバン︶便用

はなはた少ない。木護は、斯界の大家たちが、そ
れぞれ学問的な疏揚から各計測技術について執筆
されたもので、線量計測のテキストとして、また
参考吉として計測技術に役立つ良書です。

約五哲名の謬測者を前に﹁エネル

るが︑この悪の闘を克服していく

技術の現状と動向の調査▽動燃薯

殖炉の構進設計法▽九州電力︵米

特殊グラブ概念潤筆▽動燃覇藁団

リート製格納容器

▽零露商薯︵来エ

納容器斎持つ原子炉建象設謝▽中

日本エネルギー経済研究駈所撰は

顕爵謹︑検査技術︑および㎝般橘

なから、現在これらの轟1測に関するガイド露は、

ギー原子力問題には良悪両面があ

調査は今春三月郵送による甜述

岡氏は門次期国金にもエネルギー

一

住友商嚢︵※エナジー︶原子力発

燃料輸送容器の保守・除染技術▽

︻譲薫蓋璽匪一謹羨≡一篇︻糞雷一美箋藪憂叢醤一一凹凹套璽蕊一＝伽羅塁蘂一≡一議瓢一難琵§一一︻躍葦藝︻護≡︻﹇髪一至蓑≡躍︻篇一叢蓋華一養︻︻藝塁篇叢≡一一慧聾隅＝鷲＝讐︻﹇簗§㎜一︻＝羨毒一≧叢叢濡謹瓢︻養璽三＝
一

業団︵仏サン・ゴバン︒テクニー

圓転胴バランスのレ⁝ザ膨正▽田

研究▽日立製作所︵西独KWU︶ ク︒ヌーベル︶プルトニウムの精

商粟井︵英G￡Cリアクター・イ

電所の確率論的安全評価に関する

サウスウエスト︶猿子カプラント

本原子力研究駈︵来GA︶大型ト

属冷却蕩速増殖炉の技術調査▽霞

を持つ原子炉建家

ナジー︶原子力船

ルトニウム燃料の輸送鯖両聡発に

シアム・エル・アイ／エヌ・アイ

報▽励心落業団︵激騰ードネル

曲線量測定には、なお多くの技術的な問題を抱え

産

力

原

製工程▽三井物産︵米ミツイ・＆

臼玉窟井︵西独インター・アトム

沸騰水型原子炉用制御盤駆動機

の甜質毒忌と検蛮技術▽田塞エヌ

ンスニュークリエ！ル︶使照済み

イドライド成形体▽丸紅︵仏トラ

イップメント︶原子力発鱈所用
︒ユ1・エス︵※NUS︶液体ク金

・インターナチォナーレ・アトム

レソトに係る反応廣試験▽三井物

構▽璽京芝浦電気︵同︶同▽北陸 ・カンパニ；・USA︶UO2リ
ペアクトルバウ︶ジルコエウムハ

産︵岡︶▽東東芝浦電気︵ノルウ

報衝会では︑山水賢蕊鶴理珊長

プラントの贔質保証と検戴技術等

︵米サイエンス・アプリケーショ

み核燃料輸送虜容器の取扱および

ス炉開発は︑研究塾レベルによる

があいさつにたち﹁多呂的高温ガ

ル▽繋目造船︵米NFS︶使用済電力︵来サウスウエスト︶漂子カ

ンズ︶クリプトン回収施設の詳細

年門外国技術鯨入戸次報告をまと

カマク装翻の資料など▽センチュ

め︑二十田発表した︒

ェー・スキャンドパワー︶核燃料 核燃料集禽体輸送容器の研究開発
▽木村化工機︵仏ラ︒カレ！ネ︶

設計▽闘末原子力発躍︵来ベクテ

除熱▽新構造技術︵来①ストレス

ル︶沸騰水型原子力発飛蕨の放射

ー︶軽水型動力

船︵米エナジ

それによると︑高蔵力関連技術

エ⁝ション・リサーチ︒アソシエ

ート用引器材の隅瓦装躍および関

イ︶UO2ペレットに係る及応度の冷却材嚢雪颪故解析計騨▽関西

国鰍力︵※サウスウエスト︶原子

関する檎雲気▽三井物産︵米ベク

炉の建設・運転

超えるもの︶十七件︑乙穰技術導

ダイン︒エンジニアリング・サー

璽力︵来サウスウエスト︶原子カ

カプラントの昂質保誕と検査技術

一九九〇庫入にはエネルギー危機

﹁石油兇猛しからこの藤まいけば

めの総合データが自益と整ってき

プラントの晶翼保証および藤塚技

に関する解析計

︵来サウスウエスト︶来国玉子力 試験▽三井物産︵岡︶岡▽動燃質

術▽傍藤忠商蟹︵英C・イトi・ 等▽藁京芝浦電気︵ノルウェ⁝・

科技庁が52年度報告書発表

連使用技術▽躍本製鋼所︵米テレ

四牽件︑謝五十七件となり︑昨蕉

ビス︶原子炉圧力容器▽控友商薯

業団︵米バッテル・パシフィック

︵米エナジー︶原子力発電所の確 算プログラム▽臼本原子力肉入

の五十二件を上園って︑過去鰻蕩

率論的安慰評価▽＝⁝井造船︵来テ

・ノースウエスト・ラボラトリ

計の技術飽検討▽センチュリー・

スキャンドパワー︶BWR過渡解テル︶瀟瀟刈羽原子力発電機の設

乙種▽田水工ヌ・ユー・エス

蛍葛一般についての偶報

析評価▽三井造船︵米バーンズ・

レダイン︶高温圧力容器等の設計

アンド・カンパニー︶爾中性子束

嫡︑このためりードタイムを考え

が発生する可能性が高い﹂と指

等▽中部爾力︵※サウスウエスト

炉に関する熱水力の技術的検討お

リサーチ︒センター︵米ラディエ

五十二鎌度灘入原子力関達技術

いる放射性物質移荷モデル▽闘本

︵※GB︶中性子ラジオグラフィー︶核燃料再処理の液体廃液に罵

＆・ルー︶軍機冷却設鮪▽動燃民

ーション・リサーチ︶スカイシャ

調査▽日揮︵仏サン・ゴバン︶

S︶プルトニウム︒モニタリング

田本エヌ・ユー・エス︵米NU ・エス︶核燃料パークに係る技術

ーシステム▽磁立製作所︵スウェ

ーデン︒A︒B・アセア︒アト エヌ・ユー・エス︵西独コンソー よび騨価など▽北陸電力︵来サウ

業腰︵来オードネル︶高速増殖鱒

︒リサーチ・インスティテユー

スウエスト︶原子カプラントの昂

甲種▽原子辮料工業︵西独K ト︶原子力発電設簡の検査技術等
WU︶沸騰水型軽水蝉燃料のラン に係わる調査▽三菱盤工業︵※ベ

ム︶カール燃料出力ランプ試験▽

投澱家︑技術内容の順︶︒

プ能力の評価▽圃︵来GA︶破樋 クテル・インターナショナル︶原

は次のとおり︵日本町企業︑外国

を醗録した︒

◇

入︵期闇が一年を超えないもの︶

甲種曾件︑乙種は態態

性能解析評価▽一一一天物塵︵※ミツ

リー・リサーチセンタ︵米ラディ
ブーツ▽﹁二茸造

原子力機器付属部品エゼクタブル

ストレストコンク

ークス︶プレストレストコンクリ

テール②ハウレット・マシン・ワ

多藏的腐温ガス炉発簑会
▽三菱環工業︵米ベクテル︶プレ

の遡入は︑甲穰技術鎌入︵契約期

器用ピン・クロージャおよびシー

一
一

間または対価の支払期閥が⁝鋸を

科学技術庁振興局は昭和五十二

1

子力発飽プラントの墓塞山鼠謝画

高崎市綿貫町；233蛭〔｝273（46）1639

〒3ア0−12

》

︵米ハ⁝ン︒＆︒クレイ︶圧力容 および原子炉建膣の基本醗自重▽

Q

核燃料粒子の被覆法▽三拝造船

大線量測研究委員会編

@
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二
二

力

原

漣

原子力発露諾約のカギを握る施設管理体制︒

一千万KW時代
㌔

を総総に控えて大規模実用

㌦化に果たすその役翻は大きい︒が︑一方では稼働率と保守作業問題︑人材不足など残された課

州

⁝題も多い︒こうしたなかで欧州では自虫管理の徹騒︑計画的な人材膏成など独自の体制が確立卍
曲
㌔

画

パリからスイスのチューリッヒ

昌途に建設が進められていた︒

に飛び︑週宋を過︸．﹂してから︑ベ

が見える︒

二詩摺ほど先方に露天堀の採丁場
き込み︑各宮で自主的な放射線被

安全に係わる基礎をみっちりたた

﹁これらはあまりにも理想にす

曝蟹理を可能ならしめる︒

ぎない﹂ととられるかもしれない

いると思われるが︑いち様に発醒

る機関であったことにも関係して

プラントのすみずみにも感じられ

な姿勢が︑言葉の端々にも︑また

分たちで自主的に安全織持蟹理を

今圓の調奮項目の一つである放

行う︒したがって︑TUVのイン ①定検開始の六か月ほど前に保

成する︒あ隣り問際では重点項國

守・補修項目および作業工程を作

が不明確になったり︑人秘確保も

スペクターは︑建設中も︑運転中

常駐することになる︑ということ

も︑臨検中も︑ほとんど発電所に

含めて準備が不十分になる︒

執黙している従業員を司能な隈り

区域内での作業には︑プラントを

業員から確保し︑籍に放射能汚染

②必要な人材は︑発餓所内の従

であった︒

発電所の保安工蟹に対してもオ
ーナーは横極的に取り網んでいる

平常時メインテナンス伶業には

⑧外部からの応援は︑まず同系

当てるようにしている︒

列の他の発電所に求め︑それでも

性もなく十分にやっていけるだけ

発電所のスタッフで︑残業の必票

の保守・補修要員を抱えているよ

ごとに契約を結び保守・補修工事

雨避の場愈は︑各メーカーと富検

を委託している︒

うであるが︑タービンのオーバー

やはり外部からの応擾を必要とす

うんのこと︑その後妻隈蓄の健康

ホール等が禽まれる定検時には︑

ツの放射線医療糊度について述べ

いてはいけない漏といった放射線

讐ドーズ・メータのみを信じて

る︒

期検診を受けることになってい

に異常がみられなくても︑毎年定
普選の医蓄が︑三週間の特糊な

なければならない︒

講習を受けることによって﹁放射

鷹のオスター鱒士の葺石が︑非常

線医﹂になれる憂節がある︒した

療体纈が敷かれている︒

がって︑この放射線医を中心に医

◇

全予定を無道膨了し︑漏途の機

に印象的であった︒

上から猛る霜解圏は銀色に輝き︑

例えば︑従薯者の年間被曝石墨

点から二か月以内に放射線医の診

が○・五レムを超えると︑その時

察を受けなければならない︒それ

大自然の奨の極地を見たようであ

った︒

が一・五レム以上になると︑その
時点での被曝の被審状況︑原因︑

詳細にチェックされることはもち

被曝青の健慶状態︑被曙歴などが

一

！

よ

よ

㈲原子力弘済会資料センター

﹁こんなに近いから石鎌火力も

とれているのですよ﹂と︑関係者

今のところどうにか経済的採算が

いるのである︒

が・写実ヨーロッパでは行われて

調査団の鍛後の訪問地は︑フラ

安全管理に
：

われわれが訪れた発電所のオー

西独

は口をそろえて謡っていた︒

ンクフルトにある西ドイツ璽気事

醒ドイツでの第二の訪問地は︑

活気がみなぎっていた︒

今回の調査旅行で︑原子力発電所

タッフの他に︑放射線問題研究者

調萱園の図的を汲み︑電事連ス

業連合会であった︒
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