一叢950号一
日置ヨ和53年11月2日

毎週＊晒日発行

購謹薙料1鋒三分露窪金45◎◎円

1部100円（送料共）

彪

℃

えだ︒しかし︑個別立地地点の憾

一それは東芝のモットーです一

勢はいずれも微妙で︑愚心還成も

め︑ひきつづき関係麹周による舎

危ぶまれているのが異嫡︒このた

慰とりっけのための横極的な努力

安全で環境に調和した原子力発電

髪
第6回

電調審

裂
浜岡三弩の計画絹み込みでわが

が要講されている︒

国の原子力発磁は義脚申＋六麸九

えるとともに︑わが幽にとり急務

めの諸問題︑薪しい原子力行政体

となっている自主技術薄絹化のた

制を発効あるものとする運欝のあ

マによる縣門象討論なども試みら

り方など課題を焦点に︑特定テー

れることになりそう︒

政臆は二十七βの閥議で︑昭和

た︒﹁璽要性を憎す政府の研究愚

輩漏を翻題とした同憾寝は︑研究

濤動の政瘤の役罰を紹介︑英仏独

並みの政府研究費ながらも政肩負

担の圧倒的に低いわが國の研究身

動を国際比較で特微づけ︑政府の

強化と國杢技術古墨力強化の二つ

役劇漫録の要請が︑既存研究酒興

る︒

の点から掲まっていると結んでい

科学技術庁人事

▽原子力安全闘保隔描灘課長

︵原子力蜜全周原子炉規制二期全

審萱籔理窟︶森下保広▽長鷺窮黒

粟原弘誓

風︵原子力安全周保障描國課長︶

じめ多くの国が各部会それぞれの

離

予108菓京都港謬三田三㎜∫囲13番12暑丁覚L漿京（03＞454−7111（大代）

原譜力
八酉十蕪万九千KW︑建設準傭中

藤醜

C︶が十月二十四繊から三日間︑

核転用に必要な隠間③核転矯探知

要な資源︵資金︑技術︑人員︶②

限必襲な箏項として①核転用に必

ースの評価とすることとし︑巖低

り︑結局※国が折れ︑作業部会ベ

ウィーンの王AEA本部で開かやり方でやればいいとの冤解をと
れ︑密睡余作業の前提となる発羅
規模と該不鱗雲評価を申心に作業
部金間の調整を行った︒

この懸巣︑世界の原子力発鷺規

ご○○○鋸で上限士雇KW︑下 の容湧さ一の三項を盛りこむこと

模︵共塵闘を除く︶については︑

ことが決まったQこのほか八作業

間総会はIAEAが華備にあたる

また︑十一月末の三NFCE中

記八議五千万KWとし︑一δ二五 となった︒
年は上限蕊十九億KW︑下隈十八

核不拡敬諏価については︑各部

億KWとすることで△嚴︒

次編成の報告を了承した︒

原子力事業本部

菖五十六万二千KW︑建設中九基

九基九百二野KWの倉掛三＋野墓

原癌年次大会は原子力開発利用

主家潮力の小林鷹一郎社擾を甥

原魔が毎隼開いているもの︒

覧出すための櫃針を得る場として

にわたる二二課題とその解決策を

愛鷹表明や討論を行い︑開発全般

く内外各分野からの謬加のもとに

に関する理解と協調を珊るため広

pハ百七＋二万幕KWとなっ
た︒

原趨年次大会

準備委員長に⁝
繰題選定など霧雪開始

小林関電社長
日本原子力薩業会議は来蕃三月

縞論を鳩す予定だ﹂と述べ︑一部

かどうかを含めて検討し︑今構図

鞍型を聞き︑灘入すべき
一方︑原峯力委員会は︑新型鋤 係方面の轡
力炉懇談会のもとで動燃瑠業畷が

03−357−2望5芸

部会の各議畏による各部対償告屡

営纂品蟹

浜岡三号を追蜘

工漿籍九千九十一鱒円の総計三兆

薄蛻齟寳迥磨p臼十六億田口︑改良

部門一兆三喜籔十一鱒円︑送配変

る予窟で︑継続分も禽めると発電

千八召三ヤ立業円が追加投資され

継続含め三兆入百憶投入へ
政瘤は十月三十一日の醒源開発調整慕議会で水︑火︑原子力四地点一儀八十万KWの新規鎚源翻発
計画を承認︑五十筆無用二葉開発計画に組み込むことを決めた︒これにより今銀度の撃茎審承認済み

飽源は前圓分とあわせ愈計蒼着九ナ五罪KWとなった︒袋路当初の霞標チ七哲五十万KWに恥し三國
％の達成率︒とくに原子力は浜圏三弩︵鳩力菅ナ万KW︶が蘭膨の禰麗第二原発四弩︑川内二穆に次
いで承謙︑これで三首九万KWの計趨纒み込みが決藤つた︒五十三熱度分所要資金として継続分も禽

八頁五十八億円に達する晃込み

・内幸町のイイノホールで第十二

め発鰍︑送配変霞︑改良工蠣で総額簗兆八菖五十八億円の拠出が払込まれている︒

回原産奪次大金を開くが︑これに

十三︑十照︑十五の三皇閣︑東京

政厨は先行きの罐力需給の遍迫

だ︒

等に鮒処︑豊潤開発を強力に進め

備婁鳳雛にひきつづき内容の誌め

ど傾斜關発への姿勢を強めてい

が行われるが︑今園は︑INFC

分賦がカバーされることになるな

伴う同鵡備委翼会が十月三十︸日

ほか︑放粥性廃藁物対策を確立し

ていく方針で︑今後も地際調整が

鷺など國際的な横謝の方向をとら

に報じられた通産省が門十一月に

開発したATRと電源開発会社がゆを頃安に結論を愛す予定で︑原

原子力部

政府研究の役割
増で科技白書

る︒

鋼会合︑墓調テーマとセッション

地点函二十万KW︑火力二地点五 緊野離施を園ること︑地元住民理

構成など翼翼にとりかかった︒

ヒ重った︒無度国初の闘標千七蕩

結論扁の晃方を打ち消すと周購

翼
賛委
詞費
費会
会の淡定に沿って進め
心入計陰欝のCANDU炉を対爆
象賛

た
た状
状況
況のの
申申で︑CANDU炉急騰

準万KWに対と西％の達成

に・漂子力委墨会抜きの

原魔年次大会雌傭婁興会の初会

番鞭冷熱

FCH︶の技術調整委鰻会︵？C
とする米国の主彊に対し︑英團は

合で挨拶する小林関躍祉畏

総合エンジニアリング

五十二無度科学技術白霧を了承し

ついたものから顯次罐調審で承

鰹進対策付金の特例一且を浜騰三

ら検討︑軽水炉から蕩遼炉への長
期
期置置
型戦型
略入戦
の場台
略
の の一環として璽水炉土

CANDU導入で見解

段階︒

回の原子カニ地点筥九＋万KWを 轟長は二十七Bの緩緩後の説蓄会 入の前提となる塁審調覆をほぼ終

問題に原子力委員長として兇解を

万円が兇込まれている︒十月二十

孫︒とくに原子力は酌測の福島第

に強い不満の悪を表明した︒

る︑と
との
の終
蕩えを明らかにした︒

委整調術技

磯

また︑今圏の新規遡黍磁源の追

うち原子力は中部爾力の浜岡三塀
署についても適用するよう求めた

熊谷原子力婆鍛蝿

イクル上の問題などを広い視野か

十万KW︑原子力一地点得十万K解のとりつけと地縁開発で穰極的

機︒哨艦謝魑によると︑浜岡離職
要鱒を添えた︒
今圓電調審は七月の第七＋万園に次ぐ今黛度二超越のもの︒これ

機は静灘県小笠郡浜岡町︑運転中
の一辱機︑試運転串の二四機に隣接し建設される予寵で︑BWR醗

﹁十一月の結論ない﹂

認︑計愛社み込みを図っていく弩

安傘審董に格段の配懸をうながす

試験・研究施設

翻により筋嚢蟹金も新しく︸兆四

今園電翼翼で躍源關発計画へ邉

原子力発電所

Wの畠計鯛地点二更＋万KW︒に努力すること︑および雌蕊荘地

舶絹み込みが決まったのは水力一

さわやかな世界をつくる

金共通の墓準をつくり︑それをも

京芝浦電気株式会

東

核燃料サイクル関連設備

磁

醗蟻

入の場台の条件書舗を進めている

にており︑このほど総禽エネルギ
含む三薫や五万KWに襲え愈計五 麗で︑CANDU炉の鯨入問題え

求められたのに答えたもので︑十

炉の安全性などの検討を璽ね︑源

﹁軍期に結論を得る一ことが遇颪

一調査会原子力部会が打ち出した

熊谷科学技術庁畏窟・原子力蚕

蕎九十五万KWとなり︑餉奪度認 ついて︑﹁蝦璽に関係各方癒の悪

酉や万KW︒原子炉設躍許司など で今爺度の新規鐵源執箏規模は離

五十五駕八月糠工︑六十隼三月か

駈要の黍続きを縷て順調にいけば

司実蟹二房七十三万KWをすでに 見を聞き︑今無難中を霞安として

黒熱会莞での熊谷発諮はこうし

設蟹として二千義欝六十五懲四千

らの営業運転開始をめざす︒総隈

九繊に山本敬三郎酵罵漿難関から

二原発四鍔と川内二号それに今縢

一月
月に
に結
結論
論を出すことはなく︑関

懸意︑この磁の電調欝承認となつ

の頂閾三弩で畠謝ぞ百九万KW︑

のステップとなっている︒

た︒周悪に際し知購は︑榮海難地

遜藤省はここ数庫来CANDとU
した鴫水炉の経男性︑核燃料サ

安盒委員禽ではさらに環境放射線研究︑原子力旛設安金牲研究の

両曹門部会を畢急に発燈させるほか︑放射性物質輸送に関する魯門馨ムも設隈する方針︒蟹盆蚕員禽は︑蘭引規制の要となるダブルチェックの遜め方についても原子炉安札騨門審査象︑核

旺

羅

原子力発電、2000隼に最大12億KW

園際
際核
核燃
燃科サイクル騨価︵IN とに帯金騨価詩業を進めるべきだ

作業の前提決める

独走

震が危難されていることもあって

奪痩嶺籾の闘標六識＋万KWの￥

について審議するほか︑鄙遵府県などからの要請に獺じてモニタリ

また︑放射性廃小物蟹全技術碧門部書は︑放射性廃棄物の処理処分に関趣して琴海安傘評価︑璽準の策窟などを行うことにしており︑低レベル放射性翼翼物の訊験

でに手順を決め大綱を蜜める方

燃醤安全轡門審蕉禽が発罷する濠

ングに溢する出挙助叢を行う︒

朗海洋処分・試験的陸地処分の職

に核喫緊施設の蜜全基準・指針に

繭安全評価と繕果の評価︑海洋処

核燃料安全論罪曹門部余は岡様

料安盆專門審査会で霧議されてい

関する審議を行う︒鍵鵡化は核燃

とくに耐艘轡をはじめとする各種

の圏内窓口にもなる︒

四専門部会を設置
安全委︑基準化など推進へ

たが︑原子炉安全基準専門部金並

審︵四＋委雛︶はいずれも法定の

針︒原蜜審︵四十五委農︶︑燃安

原子力蜜金委撮会は一麟︑岡議員会のもとに原子炉安金基準︑核燃料安金基準︑礫境放射線モニタリング中央評価︑放射性廃二物安

とを決めた︒

金技術の㎎鯨門部金を設糊するこ

レベル放紺性霊難物処理処分の安

蜜蛮金で欝下入選が進められてお

み︒

と岡様︑十二月初め頃となる兇込

り︑最終量定は新設の四響門部禽

無謀で構成される予驚︒

図形禽とも十〜二十人秤度の学

る︒

分・随地処分の実施棊準︑中・高
雄志放射線モニターリング中震

地域で行われる礫境放書線モエタ

園的なフォ⁝ルアウト陣地の評価

全対策などについて︑調蒼審議す

みに分離・新設したもの︒

原子炉安盒離開轡門郡金は︑客
観的に禽理的な安全規制を行うの
に必要となる原子炉施設の安全墓
輩や綴針を整備︑充実を図ること

る欄際的な原子炉安盆蘂準づくり

1

タービン、発躍機

翻原子力発躍設備一式（原子炉、核燃料、

一一

踊

にしており︑IA鶯Aで進めていリング計趣と結梁の総濠誹価︑金

Q

NFC

＝

團

師唱

穰東京5895番
書舌（591）6121〈｛七｝

東京都港区新橋1丁目1醤B号（東蹴1日館内）

議
会

業
産

講本原子力
発行所
郵便物躍鐸∫
賃審｛利i雪！｛奮3，」1どi…第

聞

業

欧粥勢に巻き返し
で売り込み作戦

分な濃縮ウランと天然ウランのス

を魍やした︒AFCの特徴は①テ

ができる②引渡し時期︑錘の変更

ールアッセイ︵廃棄濃度︶の選択

ができる③ウラン濃縮サービス騒
の確定期間を五聖に短縮した④庵

を十年から三ナ年間にし余裕を設

力会社の都愈により引き取り期間

けた一など︒
増大する艘縮容醗
世界のウラン凝縮蒲璽に対応す
一一﹁﹁網冒

一

口開轄轄一甲

ヨ

蕩電気（株）・原∫ノ」本部、∫愛、

汽力中央研究所、1玉本アイソトープ協会、東大∬≠部・療∫力研究施設、竜北大学・金属材桝研
究所、象尽都立アイソトープ研究所、放射線医罫総合研究所、雲気通鮎研究所

嚇糠

罫撫難

原∫力丁丁（林）G￡・敦賀および福島建瓢二丁、WH。凸浜建設」舜、1体ソールオール（林）、 和テノキ（抹）
（研究施設関係） ロ本線∫力研究所・東ぜ毎・人洗・尚崎各研究月斤、理化学研究所・人和研究綬、

この一九七九隼度C露A予舞累

％の伸び︒一昨隼︵七七隼と七八

轟

繍塞獄甥、贔雛麟墜撃蒐製あ姦1騙轟押韻｛露灘券考騨禰簸

鞭無調緊瞬

備運転保丁、管理1×域内除染およびぎ1掃、曽通区域磁掃、浄水管理

は一九七八年慶予算に比べ約一六

ことから注圏されている︒また︑

奪銘︶の伸びがほとんどなかった

エネルギー節約一億七千三百万

ウラン探鉱・開発には五千万藩︑
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仏原子力庁に
35億躍．を計上

フラ誕鵡鱗儒九
無度政府予籐案︵予舞法案︶がこ

に対する予算総額は七十四億八千

と地熱発亀を申心とする代瞥エネ

年比二・三管の伸びを承し︑節約

七菖腰湯の予算が計土されている

ぶ︑新エネルギー研究・開発一懸

六百万湯︵約四千四十二億円︶︑

圏＝団塊一

五千四蕩万場︵約一千九齎十九億
円︶が計上されている︒
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C猛A︵仏原子力庁︶に三十五憾 ルギーの研究・開発がフランスで

うち原子力研究︒開発予算として
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で︑必要な簸近の地質調琶と水漉

ならない︒しかし反対運動の細書

分析報告がないことから下鮎は強

行されるが︑反対還動がこれに対

されている︒

しどのような動きをみせるか趨鼠

発を鯵止していたが︑七六年新契

軽水炉核燃料穴十鏑の再処理を予

W加庄水型炉︶の核燃料をはじめ

これに続いて琿末にはオランダの
約が結ばれ開発を再開した︒しか

票院が蟹成悪児を衷明したことに

水型原発四幅を建設する計闘に参

軽水炉核燃料薄処理計爾踊は次
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し技術的問題にも遭遇し一九七七

への原発建設は︑一九七六葎九月

抗議して総辞職したQこのサイト 定している︒

年終わりには約二千三百万炉︵約
六十六億七千万円︶の負観を摺え
ることになった︒

公社︶に公益事業認語物請を行う

八十ナ〜二茸ゾ︑八二琿四醤ジ︒

十踏︑八0年茸五十踏︑八一奪蕩

一臼産業研究相が8DF︵仏電の
力通り︒
・リオティント被はこれに対し二

その後激しい反対運動が起こり地

許司を与えたときに明らかにされ

マルクールで実施する予定︒

黒鉛ガス炉の核燃料蕩処理は全部

て隠しを行い︑さらに今年からウ

げてきた︒

千万斌の長期貸出しにより会社立

霊株主の連邦政府とコンジンク

〔原子力関連常墾種目〕

轟蹴
新一発10

一

政令で与えられる︒ペルランの場

齢幣一回一鱒

ており︑八千八蕩ナSWUを供給今回のM・エシソン電力の考えが 開発を進め唖︑字にもっていく三顧

ら八八琿にかけて完成が予定され

保守的な決窺を下してきており︑ にまで爆睡︒今後もこのペースで

る︒これが終わればそれぞれ野間

ケード掲力増強計爾を進めてい

に墓ついて関係資料を揃えて二相

ハパリ松本駐在展︼スウェーデ

ラアーグ再処

理工場で故障

算日には運転再醐

︹パリ松ホ駐在鼠騙フランスの

〇％子会社︶はこのほどうアーグ

タンクへのパイプが硝酸ウラニル

核燃料再処躍工場UP⁝2で溶剤

今圃の故陣はフランスの黒鉛ガ

したことを明らかにした︒

行︶︑修理後十七日には運転樗開

︵プルトニウム生産部門は作業続

繕罷の生成で腿塞したので運休し

なので外蟹市場ではなく国内で発

仏塞講院に抗議

議会が総辞職

原発反対で村

行することになった︒

ン政偶から原発計纐の前途が不明

利子一〇・一二五％oスウェーデ COG露MA︵仏原子力庁の一〇

行がマネージャー︒期聞二十隼・

に年内に政令署名を求めなければ

当には産業栢が参一院の蟹成憲兇

距千拓落ナSWUと四千六酉ナS
ずることになる︒その他︑新技術

債を発行

ンの原発会社フォルスマルクス︒

スウェーデン原発会社
他一程にも破極的に解体蟹騙題を

ローネ︵九十一億五千万円︶の社

ェーデン金融市場で一慮五千万ク

クラフトグルソプはこのほどスウ

二弩機は今年運開に入ったが︑全

長期資金借入で

U開発を続行
メリーキャサリンウラン会祇

カンジナビスカ︒エンスキルダ銀

嬢を発行した︒四割囲の社纐でス
二〇一〇矩前後になる︒

出力運転は今琿末の予定︒解体は

なお︑一号機は七四琿に運醐︑

動きにでている︒

後押しすることを依頼するなどの

から︑二五％の株を所有している

が二五％の株を所有していること

静力二五％︑ペンシルバニア電力

五〇％︑シャーシー・セントラル

︒ベイパ⁝・レーザ⁝法︑分子レ 発一︑一一号機はM・エジソン社が

WUの贈大になるQ両計画の資金のウラン農縮法としてアトミック
は約十五懸がになる当込みで八〜

建設コスト増が州公益事業委の決

ス炉核燃料を処理申パイプ閉塞が

算方式の承認を得たいとの意岡を

趙こったもので︑運賑再開後は残

オーストラリアにおいて現在ウ

︹パリ松本駐在澱園フランスの

憲に響いたものとみられる︒

西部ナントからロワール川をさか

特にコンシューマ霞力にとって

ーンズランド州のメリーキャサリ

はビッグ・ロック・ポイント原発

正常運転ではなく二︑三日で処理

っていた十四少を処理しているが

ラン開発が行われているのはクイ

この決定に面し全米曲面規制協

セーズ原発︵PWR︑八十一乃一 っているメリーキャサリンウラン ン︵人口三千十三︶︑シェ・アン

のぼり三十詩の左岸にあるペルラ
算方式が八入されたことに驚いて
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千KW︶の両原発の建設期間が謝 会社は大赤字︒約一年聞ウラン開

ック︒ポイントとパリセーズ両原

︒レッス︵人ロ三菅二十穴︶両村 できる懸を二週間かけて処理中︒

いる︒しかし︑今回の臓卜は他州

閥で完成していることから︑ミッ

かったことといえる︒

ミシガン州では同州一帯に電力

給︒ミッドランド原発二号が八一

発により一二・四％の魑力を供

コンシューマ革嚢はビッグ・ロ

会盟が切懸な漂子力を中心に建設

五％の躍力をミシガン州に供給す

黛︑一腎が八二年に還聾すれば二

を供給しているコンシューマ霞力

のミッドランド原子力発霜所一心

を勤めているものの︑現在建設中

建設のりードタイムの長期化か

した︒

されていく方圓に進むことを示唆

電力料金に翻動的にCPIが加算ドランドのケースは予想も鵬来な

が大きいしと評価︒今後は一般の

の公述砿業委員会も冤醤うべき所

会の相談役は門ミシガン州のよう
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解説書
来国エネルギー雀︵DO露︶はこのほど﹁※国のウラン濃縮サービス﹂と題する解説爵をとりまと
め発表した︒同識はウラン濃縮サービス需要蕎向けに十月一巳から実施された﹁調整岡能確定置方
武﹂︵AFC︶の説閣を含め︑﹁蔓紫のウラン濃縮サービスが融通性があり︑儘頼できる偏ことを強
調した解説謁である︒ウラン濃縮サービスは米国の独占市場だったが︑このところ欧州の売込み活動

ても即座に応じられる︒今後も十
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しかし︑PUCは従来から電力

し︑今團の決定になった︒

費を電力料金に羽算していく方針
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値上げやM・エジソン社の株の売
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資体
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のある供給方式と説明するととも
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となり三

スの
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％以上である︒
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なったことを解説した﹂と強調︒
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建毅申のミソドランド原発一︑二暑引

原発建設コスト増に対応

DOEのウラン山陰サービスにが始まっている︒
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合意 づ く り へ 全 力 を
﹁圏の醐極的叢叢が不可欠﹂ーー田水原子力文化振興財闘は二十七

に少しでも不安定性が存在するか
ぎり反対運動はなくならないだろ
う﹂と分析︑繊漂践も舟遊遊側か
らもっと国玉な批判が出てくる方
が健全な状態なのでは﹂と疑問を
投げかけた︒一方︑こうした反対

門践憲繭な対語が第ごという湾

運鋤の解淡方簾について田申氏は

え方︒永谷氏も﹁もっと皇民の闇
に入って論議を﹂と指摘した︒

体的なあり方については﹁國が

しかし︑一方では地城対策の翼
越えて翼剣に原子力問題に取り糧

と述べ︑﹁いまやイデオロギーを

に呂ることが必要﹂門同蒔に自治

に無雑道路を﹂﹁園がもっと前面

の方策について﹁漂発量地で藁北

躍︑特別委員会の今期の異体的

総会で報鰻にたった木原婆員長は
﹁現在＋六基の原発が稼働してお

り漂子力三漂則ができた嶺時と大
きく流勢は異なってきている︒こ

臼本原子力薩榮会議が十月三十
日︑藥察・丸の内の臼本工業撰楽
部で開いた第六十五回原子力薩業
懇談会で武中俊三鋤力炉・核燃料
開発事業圃螢源部畏は﹁わが国の
海外ウラン澱源腿発の現状と今後
の見通し﹂と題して謂演︑各国が

ン開発についての秘密協窺が締結

とルーズベルト大統韻の聞でウラ

された︒このとき総織されたのが

CPAと呼ばれる国際的ウラン開

薩接の欝的にスタートした︒こう

れだ︒しかし︑その後︑米ソ簡で

カナダのビーバーロッジなどがそ

逐

響

ン鉱山はこのCPAが蛋蒔開発し

発機閲だ︒現荏稼働しているウラ

たプロジェクトがほとんどだ︒オ

した軍仁義絹のためにウラン開発

緊張緩和政策がとられるようにな

ーストラリアのメリ⁝カスリン︑

のデータは長い閥秘密のベールに

難

たあと﹁臼本はスタートが遅れだ

な投貿を行っている環状に醤及し

つつまれた︒その後も原爆は外交

躍家的兇地からウラン開発に四大

ためプロジェクトの成功のために

の蕎漿として大きな影響力を保持

繰り延べ政策を打ち嶺したためウ

ってから果閣がウラン買いとりの

摘︑このため覆金︑八徳雷膏成の

は各國以上の努力が必要﹂と指

ラン開発は下火になった︒生産中

は研究開発の段階にある﹂とし・

姿勢を規定しだあと︑

幽摩した︒粟察に原発ができた鵬

田敦︵理研︶の四氏が霞網として

ップ︑つづいてオーストラリア︑

みてみると※国が鶴十五万沖でト

つぎに︑現在のウラン埋蔵騒を

田の整理統麗含が逸められた︒

だ︒この闘に大鉱山による巾小鉱

止の鉱主が続出したのもこの頃

していたため︑これが原動力とな

た︒このため当晴チャーチル蒼相

って璽点的なウラン開発が行われ

穂極化が不司欠だと強調した︒
同氏の講演はおよそ次の麺り︒
ウラン開発は鰻初原爆の製造を

璽点的に検討していく﹂と報儀︒

世界鷹師会による糧際茎蘂の遜守

門隠題照鮒

このため猿子力墓本法小蝦腰会も

想定して︑まず水戸氏が︑購

設難して願望的な闇題点を煮つめ

岡一華楽で比較できない︒例えば

まず煎文で﹁その拙会的顕任を眠

十人が発趨する﹂と述べた︒経済

に安いのに対し︑スウェーデンの

ケースで襲惜が翼なってくるか

で繭アに対抗できないなど鯛々の
め︑電鐵料金は少なくとも今の二

場愈では採掘蟄が腐く︑コスト面

門原子力のB一に対抗

性について塞田氏が﹁原発を集崇

田本消蟹薔遡盟︑原水爆禁止田

が急上興したためスウェーデンの

らだ︒しかしその後︑ウラン瓠格

ようなケ⁝スでも騰発の薄塩盗が

﹁たとえ事故を起こしても︑原子

力撮憲贈鰹法により︑撃力藪社の

高まってきている︒

を繰り広げた︒反原子力遇間は昨

東奈でさまざまな形で反原発運動

と提案した︒最後に︑大都市での

九六〇年代の規模に弄すべきだ﹂

からだ︒その点スタートの遅れた

わけではない︒条件の淺いプ質ジ

ずしも鰻論の条件で行われている

発を行っているが︑その多くは必

β本も現在世界各地でウラン開

補償額は六十懸円までに免除され
ている﹂と述べた︒また︑槌闘氏

鷹に続いて二度囲で︑今庫のテー

反原発運動について︑会場から

欝本の開発は不利な点が多い︒原

もゑ

講蹄

嚇毒

灘灘・

・鞠
高

選曲

を行った経験がある︒その成聚を

畑が採舞を農外上して七穴な投費

爆保萄國はその軍国陶観点から田

ェクトはすでに各麟が開発ずみだ
マは門原発をとめて全然と共存で

﹁口だけの原発反対だけでなく山
きるくらしを！﹂︒

核融合研究で

この間︑十月二十八日に渋谷の
も

成果報告会

された︒

事を超こすべきだ﹂との惣発が出

までを﹃反原峯力週閣78﹄として は﹁現葎のエネルギー消毒騒を一

して︑十月二十二厨から二十九臼

政鰐の門原子力の墜﹂行購に対抗

験を伝える会など四十数団体が・

本国践会議︑童嫡適舎会︑原爆体

倍以上に隅議する扁とし︑さらに

に建てると用地費が典大になるた

って掴出されるためコストが霧常

いる︒しかし︑これらの埋鍵盤は

二万人が死亡︑十数万人が璽鰯︑

繭アフリカ︑カナダなどとなって

さらに二十五難以内に十万人が癌

爾アフリカのウランは金にともな

故︵冷却材嚢失霧故︶時には門十

婁磯会を粗織し︑照射にあたって

一方哨エネルギー︒饗源開発囲 果の評価︑公表などを行うための

で死亡する﹂と指摘︑次いで簿川

を規定︑医療照射酎醐の検離︑結

碁特別委員会扁︵石谷潤幹委興

はこの婁員会の承認を繹ることな

氏が﹁正常遜転時でも毎隼二欝二

ていくことになった︒

擬︶の活動の焦点はエネルギー購

どとしている︒

覚し︑高度の倫理難とをもたなけ

如団体︑反原
発運動を展開

給に占める療子力の位躍づけとエ
ネルギー開発︑研究体制の問題点
の摘出の二点︒このため門エネル

ギー欄給二本問題小二身会﹂と
﹁肛門力闇題小委貴会扁が設鷹さ
れた︒

︵柴田俊一委農長︶は門医療照射

一方・原峯力研究連絡委農会

についての腿定的ガイドライン﹂

についてのとりまとめを報儀・ア
承されだ︒これは瞳療法に定めら
れている放躬膜発案装置以外の加
速器・原子炉等による医療照射の

あり方についての璽準となるも
て根本的に再検討することとし︑

の︒それによるとガイドラインは

さしあたり原子力棊本法案の改正

金庫婦入会館でシンポジウム

が
開かれ︑約要人が謬湘した︒シン

．

いた灘浜一纏が十月十二臼からサ

開発推進センター長が研究開発の
現状を概説するほか︑トーラス実

髪

原産に

代表取締役祉獲田代儀雄氏

西日本技術開発︵株︶

入会

八︸︒二△鷺

八二

〒八一〇電語Q九二一七
計画をテーマに臨戦の各擢当から

住所札幌布

︵株︶山田組原産に入金 取

愚頑社長山照正炎氏

二竃一二

予〇六〇

のメルビン・8・ゴットリープ胴

電話〇一一一二六〜1

巾央区大通り︸幽〜困

ンストン大学プラズマ物理研究所

概況報鍛があり︑ひきつづきプリ

ランケット材料の開発︑JT16住
G所樫濁衛如爽区渡辺通二の一の

験︑超醗灘磁石開発謝画︑醜体ブ

︐／汐／彰

現在學受しているわけだ︒このた
原研がイイノホールで
め原発の銀要性を霧えると三木の
属添康子力醗究所は十置曝午後
ウラン瞬発にも格段の努力が払わ
一時から東票・内幸町のイイノホ れることが期待される︒

しも東東に原発ができたら

エウム研究会︶の郡会の下に︑水

ポジウムは肋木仁三郎氏︵プルト

十月十二田に福昂第一︒四二が

︷

ールで第四圓核融愈研究成粟報告

鶏眼︵芝繕工大︶︑帝川定炎︵埼

平均利用拳は50％翻る

運開となり新たに戦列入りし・十

玉大︶︑蜜濁武︵一ツ橋大︶︑槌

＋月のわが圏の原子力発懸研の

月末現在運転中の原予嫡は十六纂

会を開く︒岡礫は森茂核融禽研究

運転実綾は別表の選り︑平均で山

になった︒さらに十一月には東海

を推移するものとみられる︒

備利用率は嶺分の闘五〇％台程度

原子炉がかなりあるため︑平均設

り︒秋になってから定心入りする

＝﹁蚤＝一＝隻＝冊二至＝一n辱蚤卿＝＝隻讐一一＝︷

ればならない﹂と隈療照射の基本
盈二：一隻二＝曽隻コ＝一重一

美浜一号機︑四

講演する武中氏

遡︐ム

間稼働率董照・一％︑設備和用率

第二と浜岡二層の叢誌の戦列入り

イクリング運紙を始め︑四窪二か

鰐

四八︒二％だった︒十月には︑新

が予定されている︒

利用率はともに前月の実績を下回

四十九無七月以来運転縫止して

たに東海が竃検入りし︑伊方一号

年ぶりに稼働

撫聯聯
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武中・動燃資源部長が講演

に伴う原子力行政の問題について

のため新憐勢下での簗原則につい

ウラン開発積極化を

幅止したため︑時間稼働事と設備

が一次系パルプの故障により遜画

ぎ

の現状扁について特罰講演する︒

単一串 原子力特殊扉

カギ握る柔軟な地域政策
﹁政策を超えて合毒づくりを﹂
日・第＋五圃原子力の田配念パネル塵談会を開いた︒テーマは﹁地域社日と原子力﹂︒パネルでは地
域対策のあり方をめぐって﹁地元の翼の発展につながる原発立地を﹂﹁イデオロギーによる原発論議
は葬生産的﹂などの態麗が続出し論議が三熱︑政争を越えいまこそ国別的一己形成に全力をあげるこ

今回パネル座談金は十月二十六
むべきときにきている﹂と問題提

体の権隈増強も﹂1一などの胴亀

このあと︑立地問題解決のため

日の原子力の臼に前後して三国で

繍極的役翻を集たすことが不可
起した︒

とが不司欠という点でほぼ晃解が一致した︒︵践四面に概要︶

催されている記念行瑠の一環とし

金を安くするなど柔軟な対応を﹂

欠﹂︵黒瀬氏︶︑﹁地元の璽気料
が続出・弾力的な地域対策の畷要

て開かれたもので︑同財団の﹁エ
これに対して磁申婿政氏︵学習

ネルギーを考える﹂パネルシリー
ーズの謹 弾 ・
姓が改めて浮き彫りにされた︒

島本学術会議の第七十六園総会

糞蝿医療照射に暫定基準

﹁基本法﹂再検一箪へ

となっているケ；スが多く︑麟家

︵還藤氏︶ーーなど改善壱求める 院大学︶は﹁原子力反対韓反政府

金の便途については地元の裁蜀権

憲兇が続出︑また小林氏も門交付

を大蟷に認めることが必要だ扁と

座談会で は ま ず 黒 瀬 七 郎 氏 ︵ 珠
洲市擾︶が原発と地城社会の墓塞

指摘した︒

このあと︑原峯力及短運鋤につ

的関係について﹁地域の過蘇化に

在︑原発が地域振興に集たすべき

いて永谷農央氏︵地域聞題研究

ますます拍潔がかかりつつある現

役馬は大きい﹂と指摘したのに
家︶は﹁原子力に対して神経癌的

﹁地域振興の中心﹂としてこれを な不安を持つことは欝金な状懸と

対し︑遡藤漿芳氏︵欝岡町蓬︶も

活動計画が無点となった︒それに

…0月E目かり〜8擁までサイクリ／グ漣飯

会﹂︵木原正雄婁員長︶は螺子力

ノカノコ内は桝封の人韻

た︒今回総会は今奪初め第十一期
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ため昭和四十九年に欧来の原発視
げており︑これに協力することは

た︒原発は国が国策としてとり上

するために工薯一時申止を政肩に

りかかっていたため︑薯態を収拾

る︒一方︑日本でも十年程慶前に

要なエネルギーとしての認識があ

るが︑平和利用については将来必

泄界的なアレルギーが存在してい

ありうる︒原子力推進派の内部か

にしろ事故の起こることが応々に

るとそのうち少ない確率ではある

ないが︑これが数万個の機械とな

個の機械では故障しないかもしれ

についても不安がある︒例えば一

学界でも原子力の問題点を明らか

各政党間の合恵を得る必要があり

国中地方から中央へ数多くの

いて一誉つつ︒

今井鰻後に最も理むことにつ

にしていくことが墨斑欠だ︒

説得が行われようやく工薯再開の

求めた︒そしてこの間癒みどうの

レルギーがあったようだが︑最近

は平和利用と軍蘂利用をとわずア

田中原子爆弾が原芋力と最初

合悪がえられたしだいだ︒

いのが心配だ︒原子力は国がやっ

者の灘伍についての話が出てこな

体正しいと思われる︒ただ︑目白

﹁原発は原爆と変わりない鳳と主

に安全だ﹂と實謡するし反対派は

一匹がなげかけられた︒これは大

の出合いとなった︒当時から原爆

国原原子力問題については蟹

だと思う︒推進派は﹁原発は絶対

の登場が人類の心理にどんな影響

成派︑反対派双方に闇題点が指摘

ら批判の出てくるのが健全な状態

を与えることになるか興味を持っ

な取り組みがないし︑票もどちら
だ︒原子力には平租利用と蟹薯利

りあつかうようになったキッカケ

民のきらいがある︒一方︑推進側

本はアンチ原子力でなくアンチ自

できる︒反対派についてはその基

便途については制約がありすぎる

では原子力が泣くだろう︒

張する︒こんなナンセンスなこと

力問題に取り韻んでいるのは周郊

を図ることが必要だ︒わが国にエ

ためにコミュニケーションの贈進

をもたらさない︒これを解決する

う︒神経症的論議は建設的な結論

要だ︒この点をみると現在の教育

と原子力教脅を充実することが必

で︑小︑中︑高生に歯してももっ

に理解を求めるだけでは不十分

に併存することになる︒この状態

聯絡の技術と未開発の状態が地域

永谷原子力が立地すると︑簸

謡のうちに人に訴えるようなポス

ことが重要だ︒単なる紙でなく無

ターが必要だ︒

ついてはこれをもっと活発に行う

いまはまだ科学技術庁のエネルギ

ネルギー政策がないのも問題だ︒

永谷設圏者が︸番熱心に原子

ことが必要だ︒

覚して安全性向上に一層努力する

のは設置蕾だ︒設置者が画任を自

っているようだが︑実施している

ているものとの認識が一般的とな

を向いているかわからないような

面をはらうことが地元の空態形成

ように地方の裁騒を大纈に認める

のが現状だ︒普遷の地塞付税の

国の積極的対

中央はもっと地元対策に

躁題・

応が不可欠9
小林

一

用がある︒このうち脳撃利用には

に不可欠の要因となっている︒合

の翼実だ︒しかし︑原子力広報に

Σ

状況だった︒当時すでに工寧にと

が︑これは健全な姿ではなかろ

悪を形成するといっても大人だけ

ようにすることが必要だ︒

ってきていると思う︒

ことがその縦な原因だ︒このため

得るとの努力が豪周に欠けていた

た︒これが学問として原子力を取

ではこの雨膏を区別するようにな

いか﹂と考えた︒国からも横極的

住民は﹁伺か秘密があるのではな

地について前もって地元の理解を

原子力文化振興財
団主催パネルから

︒．﹃；；．．⁝9響⁝⁝7貫・；駆．尋．．▼

察を行った︒多くは︑これからの
同時に未利用の土地を盾用できる

興

エネルギーの一部は原発に頼らざ
ことになり

黒瀬九か町村が合併して珠洲

挙両繹だ︒地域の振

るをえないという葱冤だった︒反
興にもつながる︒

本と異なっていた︒例えば二四の
南となってから二十三年が経過し

現状

場禽は︑ライン川に濾鉾水放出を

原子力とのかかわりあいから︒
た︒この聞︑市発足当務三万八千
横極的に取り縫む必要がある︒例

人だった人口は︑いまは三万入に

は不独勝であり︑周辺の整備にも

不蒋欠だ︒

の発展に翼に役立つような協力が

ているが︑B本では携進派の内部

なかで蟹成反対の論議が闘わされ

国は原子力開発に磯任を

璽要性を認識し大周的覧地にたっ

てあらゆる人がエネルギー問題の

いけない︒反対派︑推進派を含め

弓

うような形で補鵬を行うことが必

ないか︒もっと︑漁業権消滅を補

要だ︒

田中国によって原発に対する

不安定性は存在しており︑この不

一般にどんな社会でも政治的な

いて璽要な役國を果たしている︒

小林

黒瀬

鮒謡をもとにした実綾の

国︑政窟影周がもっと地

つみ上げが大嚢だ︒

野守が輿剣に原子力緑苔に取り粗

元の醐に耳をかたむけるべきだ︒

んでいる実態をもっと理解するこ

田原国の役割が璽点的に指

とが必要だ︒

摘されているが︑自治体の権隈が

もっと強化される必要があるので

はないか︒全て中央が地元を支配

するのは正しくない︒異際に原発

現状では地元の権隈が少なすぎる

が立地するのは地元なのだから︒

って原子力に取り組むことが必要

のが爽偶だ︒慮ら権利と魂任をも

だ︒

車が登駁した嶺時四詩綴に一望つ

能性も繕えるわけだ︒歴寅に自動

然だろう一と考えている︒原子力

格安で葉虫が提供されるのは当

らには地元には無料か︑あるいは

地を提供し︑発隠旛設を作ったか

が利用されるため︑この川の周辺

る︒西独では冷却水として環の水

るためにはどうするかを考えてい

えて反対し︑鮭進派は現在を生き

り︑圏が強悪づくりに稜詩的に取

色となっているようだ︒

傾醐が出てきているのが最近の特

困原原子力広報に国民軽視の

問題があり︑これからはこうした

が︑川上の発躍所にはそれなりの

：0

て原乎力を考えることが必要だ︒

れている︒しかし︑この交付金の

影響はないとの結論が出ている︒

は徹厩したアセスメントが行われ

いかとの論議だ︒この点について

ら五年間には三十三億円が予定さ

合意づくり

に全力を

またカ⁝ルスルーエでは多くの法

険だ︒催蔑は最終的にはいくらデ

倥民の対応は異なっている︒例え

安定性があるときは原子力反灼は

律家が原難と地域社会の共存につ
だ︒よく地元から︑原発がそんな

ータをもらっても原発が墨金かど

にも環境保謳論者がいて自己の信

ば米国では政府にも電力会社の中

・・今後

和四十庫ごろから原発の誘致を闘

に安全ならどうして粟京につくら

だろう︒そのため原子力をやって

うかはわからないというのが本当

園漂欧米では原子力上進派の

逮藤

持ち強力に取り糧んでいくことが

内容は不十分であり格段に充実し

望まれる︒また︑設躍轡は壌故︑

ー政策︑還産毛のエネルギー政策

ていくことが璽要だ︒なぜ原子力

域振興の来来像を明らかにし︑地

故瞳を起こさないように万全の努

興は深刻な問題で︑とくに不況が

照瀬原子力立地に国が果たす

から反対が出てこない︒これは危

っと力を入れることが必要だ︒地

っと柔軟な対応が望ましいQまた の域を脱していないのではない

が必要なのか︑安全性はどうかな

元の翼の発展につながるような地

えば固定資産税対策についてもも

に転落しようとしているのが

か︒原子力は国策として国が一体

どについて徹醸した教膏を行って

珠洲

ており︑この建物が美観を損うと

いう恵見が出ていた︒
村

威少してしまった︒まさに

行うため巨大な冷都塔が建てられ

は海岸線も単調でみるべきものが
水の魚類への影響について漁民は
温排水を利用して水産資源の養殖

となって穰極的な饗応を團るのが

﹁影響はなかった﹂と答えた︒ま 現状だ︒珠洲帯は能登半島の先端
を行うとともに地域嗣発について

力を璽ねることが必要だQこれか

に位疑し︑近くの金沢からでも率

元対策が望ましい︒また︑漁業補

た原発立地の際には徹臨した論議

いくことが望ましい︒交付金制塵

ている常磐線についてはこの十館

望ましい︒まず国会での合奮が必

はモデル計画を作成し雌元の将解

らの康発は幽趣璽視型でなければ

で三時聞もかかる︒地域産業の振

腿については漁民が海を私有化し

が行われるが︑その大勢は公益燈

たような補麗は正しくないのでは

間襖線化を要塾してきたが︑いま

についても問題がある︒欝岡町で

かにすぎない︒産業については当

この傾購に拍車をかけている︒選

べき役割は大きい︒住民の禰祉向

慮円しか入らなかったが︑今奪か

は昭和四十九年〜五士こ年には颯

察からも自重を得て原発誘致に襲

先④温きの愈見だった︒この視

初石演が採掘され︑日本での石佃

挙ごとに﹁過疎対話﹂︑﹁出かせ

上のためにきめ細かな対策が必要

政争超え︑合意づくりへ

壇域対策の拡充を﹂

べきものがない︒経済的にあらゆ
極的に取り糧むことになった︒

柏崎地方は難業も甥細で

をばん回するためにはちょっとや

発祥の地となったが︑制隈もあっ

ぎ防止﹂が瞬ばれるが︑これに応

︸戸当たりの耕地面懸は○・七三

そっとの施設を誘致したのではダ

た︒こうしたなかで︑昭和三十鑓

えられないのが実惰だ︒そこで昭

小林

メだと纏えた︒こうしたなかで原

代になって原発の詣が出てきた︒

鵬のチベットともいわれてきてい

発誘致の話が出てきた︒蟹成︑反

そこで原発について勉強を璽ね

璽だ︒

こったのはいうまでもない︒この

るほどだ︒そこでこの総総の名欝

る点からみてたち遅れており︑禰

だ実現されていない︒薩業もみる

も受けておらず︑この地城を通っ

ない︒いまもって特定海岸の指定

方︑温誹

選藤福騒緊太毎回沿康の双葉

今井それではまずみなさんの

対運動もあったが︑その多くは沼

㌦大飯 町 長 の 各 氏 ︒ 以 下 概要を紹介する︒

欝︑海門籔院大憲目凹授︑膿塗郎評論家︑永谷奨鑛間霧動勢藁肺

鋸蚊針騨繋欝解離勲藷二三騙賑給嘗雛

O面所報の司り日本原子力文化振翼財団主催の原子力の田記念パネル座談会﹁地域社会と原一
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巫
郡には八か岡村がある︒この地方

− ⁝

@
@

灼の謡をおり象ぜて懸盤がまきお

えだ︒この闇︑欧州の漂発視察も

地死対策は必ずしも十分だったと

起こりうるといわれている︒国家

ないのかと聞かれる︒これまでの

じている見解を発表する︒こうし

この解決方法にはいろいろあるが

いる携進側がいかに儒頼を得るか

やはりあるていど無駄はあっても

て原子力に反対しているわけだ︒

異なっている︒米国の塀合︑推進

がバックアップしているものとし

派と環擁論暫の根元的な違いは何

た話しあいがある点で神経症的反

遡藤原子力問題で最も苦労し

対話による方法が巖薔だろう︒

対と琶目的蟹成が頬立する日本と

ているのは市町村だ︒禰騒禦はい

かというと︑時聞の尺慶が遷うと

なろう︒

る偏との考え方だった︒そこで︑

なぜ榮京に原発をつくら

はいえないのではないか︒

＄中

ないかとの語が出たが︑これはや

ことなどが原因の︸つであろう︒

まや世界屈指の原子力発電墓地と

いうことにすぎない︒環境趨勢は

ということが今後の立地のカギと

行ったが︑多くは﹁鰯策を優先す

違和五十年四月に県を通じて国に

和五十二無八月には通産省による

対し原発立地調査を依頼した︒紹

こか所の怠地計画が進められてい

人聞が何かを得るときは一方で必

なっている︒住民はこの簗霊地

調査の結果OKが得られ︑現在︑ はり都箭周辺の土地の価格が商い

る︒﹃むつ﹄璽件の際は︑﹁むつ

えば宙動購は便利だが︑薯故の無

ず何かを失うことを恵味する︒例

A鼻原子力広報について−：

を珠洲へ扁との誘致の動きもあ

つ蟹故が起こったが︑滞在はこれ

り組むことが必要だ︒原子力と地

へ棄朴な不安を持っている︒隔土 灘発を考えるとき人類の将来を論
り︑康子力への関心は高まった︒

られている段階だ︒

現在︑漁業関係蕎との交渉が凹め

が二千詩層に一室に改善されてき

で論議が行われている︒冷却塔か

行政はもともと圏のためだG政府 で栽壌されているブドウとの関適

今井どうもありがとうござい

永谷原子力の文字に接したの

がもっと毅然とした態慶で台悪形

露の恩赦を受けているわけです

われわれは川下にいて原子力発

ました︒

は米国のマンハッタン計画が最初

ている︒こうした努力が露要だろ

膜子力は国策となってお
だった︒実際に原子力問題に取り

う︒しかし同時にゼロにはならな

べきときにきているようです︒

間題についても翼剣に考えていく

どうするかということだ︒濠た・

小林

組むことになったのは大飯町長を

悪が成立している︒問題は各論を

る霧が天候に影響を与えブドウの

域の共存共栄についてはすでに台

栽培にもその影響があるのではな

ら放出される水蒸気によってでき

原子力開発と環境蜜語に大きな努

しい︒国が横極的な姿勢をもち︑

成について横極的に取り組んでほ

永谷再々にして原子力神経症

いことも認識する必要がある︒

ともいうべき状態がみうけられる

経験したことによる︒原子力計画

反対にご分して混乱した︒原発立

が持ち込まれたとき︑町は蟹成︑

ジ
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④原子力開発のPAへの提言〔国際パネル討論〕

；・

セッションテーマ・・①原子力開発の国際的展望〔国際パネル討論〕
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⑤原子力論争一原子炉の工学的安全性をめぐって〔パネル討論〕
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③軽水炉システムの現状と課題

刊05東京都駆新橋1丁目1番13号費03−591−6121㈹振替東京5895日本原子力産業会議・企画室

第951号一
昭和53年11月9Ei
毎週木曜鷺発行

憲田川馨手1年分1騎轟轟50◎F導

1部10◎円（滋料共）
力

⁝本⁝

日

有資格国に供給保証
途上國の核拡散防壷狸う

芦原︑玉置︑

宗像氏ら受章

宅一︶が勲一等照臨潭︑寮騒英二元

綬灘︑灘麗璽⁝藁康芝縢馳気縦長

︵岡︶︑環境放射線モこタリングに

係港要綱作成へ

熊谷畏官が耐雪

熊谷科学技術庁長霧は七麟︑閣

のツペンテンドルフ原子力発話漸

議後の詑蕎金製で︑オーストリア

﹁懸紙蟹成﹂が退けられた

の運転をめぐる五陰の国民投票の

寛

いQすでに趨縮ウラン︑ウラン鉱
石とも擬朔契約で手潟て済みで︑
糧菜も蒲場緬格で購入する経済的

一奪旭鎧壷光権の栄に酬いた︒京

屋塞原子力研四所理箏長毎2が勲

子力懇談金会築の鈴太廠謬論蝕Q︶

た冗索北露力灘娃長で現在巣北原

五牽三年秋の叙勲
政蔚は蕊臼︑脇頽五十三無秋の

余裕のあるわが圏は︑当薗︑この
構想に消鷺圏の帯煽で参加するこ

叙勲の受蝦蕎三千九濤三人を発表

関する楯鉗について︵53・1・

が勲三等瑞驚囎を受熱した︒

とは港えられず︑何らかの形で費

韓圃が婁際に難博文を提出して議

関西磁力会長宅七︶が勲〜箸旭日大

したが︑漂畢力関適では芦原磯璽

論をたたかわす作業のヤマ場を迎

31︶︑発慮用鰹水型原子炉旛設にお

謝審鶯婚針について︵同︶︒

発慰用原子炉旛設に関する耐麗設

ては論議されなかった︒今後はダ

ことについて︑欧弼の精殊製摘︑

絃漿︑

例えば内睡潤絹のそばに発二筋を

建設しなければならないことや︑

｛｝置∫瀬転い｝煮

贈人

献ずるとすれば︑基金拠出の形態
・となることが予態される︒

※政附は先に薦泉璽力と閥西電
力の使罵済み燃料の欧州圓け委託

えるが︑平和利用推濫の立場から

再処理の輔送を許可したが︑許可
に際しては姿話契約が七七琿四月

淫すべきだ一と主張しているわが

価に激する欝査指針について︵岡︶

発警部軽水糖原子蝉施設の安全評

し︑その後英仏と結ばれた委託契

配縷が必要となりそうだ︒激国は

を疑体的な計爾に緻り煮げるべく
優弧に協力を呼びかける懸隔○

制焦された原子炉立地審甕指針等

ブルチエック︒システムがとられ

中旬メドに新定

うとする※国との協調閲係維持に

金は来隼一月二十二日から二週間

大方の支持が得られれば銀石構想

約の輸送については政策発衷後で

が国の場禽︑四番鴎の要件にひっ

全脚門審糞壷が独自に定めている

の取扱いについて審謡︒墨颪は既

るため︑内規を何らかの形でオー

が︑この扱いをどうするかについ

内規︵振針に類するもの︶がある

存の安盒憲査のための揺針類を便

ソライズし︑置放庁が行う安金審

温撰水が生物に鼠子を嬉えること

は条俘が蟹なっている︒議会制混

などによる嚢因が穴きく︑田本と

載煮儀をとっている購木では岡民

た︒

投票はないだろうと︑コメントし

曝1鄭重ノ焼所中イ弾導，喰飽

われわれ人簸れ会の腺動力てある工不ルギ⁝は︑
その資源枯渇か墨界的な問題となっており︑素通
りできる款態ではない︒不辞典ではこれら工不ル

ギーについて︑際︵源埋藏B甲から︑採冊取技術︑発擢湘

技術︑装蔽︑欝欝法から環境問題などまで︑多揮
多様な工不ルキ⁝問題を差しく理解するために不
可欠な2400議をと1胴あげ簡潔に解⁝顕した︒

繁藤入．〜山本寛編著A5／3eOO円

原ゴカに関する化学工学のうち︑特に安短隅位

凡みボの分離︑総懸サイクルのゆ・で不可欠の肖処理︑

の処理工だ〜について最新の理論を組甑てたもの︒

および長期的汝李hの漁から攣襲な放射線廃象物

ことに難燃同難燃素の分齢項ではカスケ⁝ドにつ
いて突込んだ解説が豹なわれているのが特徴︒

Z融碑識組癩九椴逃

猷斜

闘刊工業新聞社出版局

る指針について︵53・9︒29︶︑
鷹は︑﹁銀行偏偲想を⁝つの軸に

ける放出放射性物質の測定に関す

たものである点︑それに鎮本山雇

して核不拡散潔標を達成していこ

﹁供給瀦は核燃料供総既契約を鍾

核燃繕供絵闘︑消長双倉わせて二

とが譲価されたといわれる︒しか

が核不拡散政策に協力的であるこ

のカーター懸盤発露以前に結ばれ

十か国腹険の霧加を晃込み︑来国

といわれる︒

ストックパイル用に提供する養え

膚らはかなりな騒の濃縮ウランを

関係筋が欝欝明らかにしたところによると︑国際核燃料サイクル評悩︵工NFCE︶の網点の一つ いうのがこの構想の最大の眼澱︒
となっている核燃料擾期供給森田に関する第三作策部会に︑米国は国際核燃料銀行︵バンク︶構想の
改訂版ペーパーを梶出︑供給国が共融で核燃料を俊雄し陰上麟を中心とする消費譜國への鍵給を傑寂

るため主要羅と折衝を露ねており︑この構想を勒溢に隠せるべく機織にも準備に入りたい響えといわ

する一方︑これら譜国間の核拡散の防止を図る響え方を強く打ち趨レた︒米國はこの構想を舞体化す

れる︒

往事を取り込んで畏期的な核轡料

かかる︒圏際街理に蚕ねて機密技

の次団会禽で蝦憲識各藩損蚤の起

﹁銀行偏構想を扱う第四作業部

もあり︑扱いは微妙︒

能︵王AEA︶の保陣摘簾を金て供給を保証するとともに核拡散の

術をさらけ出すことも窯際的でな

灘縮・再処理施設を保有するわ

危険性が楢えるのを携除しようと

﹁資格﹂として①鷹際原子力機

二圓禽禽に國際核燃料銀行構想の
の平和利用原畢力施設に憂けてい

来国は︑鰻月の曇二作業部金第

罪公武ペーパーを総論して以来︑

れる莞通し︒

また︑安全委貫会は八臓の定例

うこととし︑恥いものについては

に粟せる必要がててくる︒

査にも適用できるよう動輪の土俵

会議で︑旧原子力餐員会のもとで

科学技術上鰐られた醸新の知兇を

原子炉寮地審査類釧およびその

影︶︒

四捲劃箸︵カッコ内は制海奪月

取り入れが決まったのは次の十

もとに今後兇欝しを潴えていくこ
とを決めた︒一際付で設置の決ま
った四専門電食のうち原子炉安三
斜躍脇門部宏︑核燃料安金星準騨

体も問題点を洗い出し︑練り蔭し

聴時代の応用放附線化学講座（6）

響軌

渤

帽灘藤1ゴ

欝1の現杁技術と着来技や1し∫

一第2隅環大平葎会議より一

編集委員会鵜新港／3500円

ﾚ識尉

躰瞬力離醗1瑠猛1島崎正之

放射線による莇分野の改質（2） 圃目語Ili紀人
放射線敢扱主任者受験講座（鰻終回）
試験問題の傾向と解答の要声（測走技徳）

間圃霞

離極購読寒讐・雲，7＄◎

隠忍禰融華3粥）

日脇仔ノ」研先麟イ訂搾1

礁

適期に関する覇断のめやすについ
談た︑原子力船﹁むつ﹂の新定
て︵39・5・27︶︑加工旛設の安

蓋置壷指針について︵42・5・離港については︑十一月申旬をメ

ドに要綱づくりを進めているが︑

め興体化したもので︑﹁むつ属は

周辺に放鮒能の影響を繕えない

講じたい︑と述べた︒

謝

騰

レギ｝」薦田康久

川園驚二二

核燃科サイクル
入材養旗
原了力競発と地域協力

起、，μ安藤良ヲく地
BWRにおけるISIの現説と課題 東灘力ら蒼股俊麺
PWRにおけるIS1の現肱と諏題 i馳・勤川勝
理
舶用炉におけるISIの現駄と難題

ﾄ

熈

わか国のISIに関する基〜lfの堤状と動向

醐棚

叢話会それに原子力貸金襲員会卦

を検討する︒このほか︑原子炉蜜

原子力船遡航撫針およびその適飛

これは安全性を理解してもらうた
R︶謝爾を作成中であり︑核燃料 す線灘について︵磁︒11・招︶︑

科の原子炉サイ︐ト外洋藏︵AF 16︶︑プルトニウムに関するめや
については安定供給を維持する︑

軽水型動力炉の非常用炉心冷却系

に溺する判断のめやすについて
と政策方銀を説明した︒豪た︑わ
し︑万一そのようなことが趨こっ
が圏との関連で①芝NFCEに提 ︵45・11・12︶︑発織鵬軽水型原
たとしたら改欝が盒離任を負う︒
子炉施設周辺の線騒國擾嫡に蘭す
案した麟瞭核燃親銀雪構想は臼本
これを機鼠にむつ市︑総論擬南と
る懸針について︵50・5・13︶︑
も政漁鰐解決をしないよう方法を
との閣係で震えているのではない

②日瓜が原忍業を開発することは

奨める⑧核不拡散と原子力開発は
の安金評価指鉗について︵同︶︑
◇
両立する④τNFCEに臼太は協
動力炉︒核辮劉開発絶学団の縫飛
熊谷長蜜は七日年後長講入り
力的であり︑この覧地からも米国 済み燃料再処理施設に係るモニタ
し︑佐世保難工佐世保造船駈を訪
は田嵐に励力していきたいi一な リング謝瞬について︵50︒5︒

どと寛解を明らかにしたQ
盆談には来側からベルゴールト

問︑周難船所岸壁に係留申の門む
27︶︑発電胴軽水型原子炉施設周
つ﹂を視察︒八難には辻佐概保帯
辺の線羅囲標鰯に対する評価指針
職長︑銀漁達・県繕用漁運幹部︑
について︵51・9・28︶︑発難燃
自民党挺晦県還幹部︑久保長崎県
軽水型原子炉癒設に関する安金設

国際閥題幽雅次窟補︑ドイツチェ
・エネルギ⁝局擬らエネルギー備

知響らを訪ね︑三黛闘にわたる
謝審萱指針について︵52︒6・

門むつ﹂修理に対する地死へのあ

幹鄙︑贈広側からは蒲成縫子力委

14︶︑発贈罵原子炉謎掛の安全
いさつを行った︒
解析に関する銀象懸針について

O

顔畏代理︑山野科学技術庁原畢力
局長らが即席した︒

ISIの現状と今後の課題

原野力発電蓼、卜画
鋤聾・随樹脱織頃曜月ノ占 一
原∫力発電瞬の建婁没μ1幽
m魏」力牒小倉威叉
運転経験の標摩化のノ」向
廟電ノ」人場健、、隻

lSl（供用期間申検査）の動向

環人」霞騙捌靖の原予力開発

特別報告

［璽動原発における
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1胴簿
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子
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聞

オーストリアの原発国民

投票とわが国の立場

走されたばかりてある︒とくに原子力発

まり︑療子力研究開発利用畏期計画も改

各地の住民運動の交流など︑住罠

でわかりやすい惜蝦の提洪や全岡

かなりの数にのぼったが︑ともあれ︑こ

には原子力発電が一千万KWの大台を突

出にも積極姿勢を打ち出している︒無内

のも︑何とも葎妙てある︒こうした現象

もかかわらず国民の大辛が猿子力発電開

抵抗があったのも確かだろう︒だが︑に

既定路線に万遺漏なきを期さずばなるま

績を踏まえながら︑国際的対応も強化︑

げん﹂が運転開始となるが︑こうした実

った︒議会下院で今年七月に①原発の運

つた条件にあるとはいえないのが

んどの国民投票で線発賛威派が敗れたこ

と專門家を結ぶための機関として

にはその一石％を西独等に輸出してい

は今圓投票で遺民党が鏑点にとりあげた

発を支持している︒オーストリアとわが

い︒︷︑回速増殖炉原型炉やウラン濃縮︑核

ーしの設立準備が進められており

十二月一子には索京・帝ケ谷の私

学会館で設立総会を開く計画だ︒

特胴委員長︶︑笈斎愕郎氏︵東漿

耐センターの設立発起人は︑三

原研が

兜泰雅氏︵前口餐学術会議原子力

菊池喚治氏︵潮むつ市長︶︑村上

大学︶︑窩沢洋夫氏︵弁護士︶・

らなり︑国民の原子力開発への不

郎殴︵評論家︶を含む二十七犠か

隆氏︵ジャーナリスト︶︑駿弾三
渠報告会︑同二十繍竿後

時楽か
ら東京・虎の門の国立教育会館で

手町の経國連会館て安全性研究成

月十四日午後一時彰から東束・大

瞬庵原子力研究所は来たる十二

安全牲と放射線利用

12月に二つの研
究成果報告会

に大きな期待がかけられている︒

への輸送も便利なため今後の開発

置︑地理的条件が掻く︑濃掘丁場

実情︒こうしたなかで今回の鉱区

絡繹はすでに述べた通り皮対派の悌勢

霞に関しては昭和六十隻一千三謙譲KW はアルバカーキの北部三十鐸に位

投票に委ねたわけであるQ

とはまぎれもないし実である︒有権者総
開発をうたうとともに︑核封戸サイクル

原子力をめぐる及対運動

に終わり︑ヨニ月からのツベンテンドル

数署酉属人強のオーストリアは水力を

は欧米各国で依外︑根強
いQ嶺然のようにオースト
フ原発運転開始は実鏡不司能となった︒

麗し茸闘十五＋層KWRを発電︑夏場 パ⁝ク構想等々新規施簗を示し︑機器輸

中心に総設備縦樋一千万KWの電源を保 の各分野についてもウラン備蓄︑核燃繕

る︑いわば磁力輸出田でもある︒それだ

かった︒クライスキー蕩梱は当初︑下院

を璽ねてきたが︑絡局︑日工が得られな
W︑BW R ︶ が こ の 馨 か ら 輪転開始とな

①オーストリアは水力資源に芋窪れてお

国とでは三后が異なる︒エネルギー貫偽

融翁等名分野で大型施設建設が相次ぐ︒

﹁原子力発電問題全国情報センタ

リアにも波及︑巖近になっ

権をとっていた一九七二琿に箔熟したも

皮肉なことに間原発は野党︒岡民党が政

の甲州では螢成が過￥数を占めたという

のである︒圃民投票で︑同原三一1／地周辺

c オーストnノアで玉臼︑原子力 て騒然としてきた︒このため岡罵議会の
⁝発電をめぐる国民投票が行われ 与党・社会党は︑原子力発電推進の一大
キャンペーンを張り︑この七月には党議

選を來年に控え︑スウェ⁝デンけ会党が
り原子力を導入しなくても電力供給は十

にみる両国の差は指摘オるまでもない

これらに俸う研究開発資金の調淫にも十

展賭た︒隅民投票は︑同国初の ツ ベ

原発闇題で選挙に敗れた先例を璽くみて
分に確保できること②放射糠モニタリン

が︑この現笑は鷹撫しなければならな

とのわが国原子力開発の翁みを正

していくためには会農欄互の猜報

子力施設周辺の農林礒業関係蕎・

の交換︑提供は不司欠として︑原

〜環として政府に対し①原子力〜二

呼びかけている︒設立準備運動の

この闇題については﹁核拡散防

C鷺はA．後のカギを握る存在︒

発に大きな影響を与えかねな

外交のいかんは将来の原子力開

ールがギッシリ︒今聞の原子力

AS麟E

原子炉と影面に圧力容器として重要機器に

ンテンドルフ原発︵出力七十二万四千K 決走までして対処︑野党・国罠党と折衝

転開始には連邦法による許司を必要とす
同原発の運転開始を下院選管とする愈向
グや緊急時対策など安全対策が不十分な

いQと罰時に他方︑わが国が今後もひき 全の配慮が不可欠である︒また︑原子力

破︑裏春四月には新型転換炉門田炉﹇ふ

ることと②ツベンテンドルフ原発の還転
をもっていたようだが︑嗣原発が以外に
こと③岡原発が立地するツルナーフェル

つづき原子力発感開発に詫力を傾記して

けに︑﹁新エネルギー﹂原子力の導入に

開始を許司するという二点を骨子とした
阜く運転開始の麹びとなったこと・社会
ト地城では地震が多発︑立地に不適当な

いかなければならない避難にはいささか

ることに関し︑その螢醤を問うたものだ

原子力エネルギー利用法案︵議農立広︶

こと④放射性麗棄物対自が確立されてい

安感︒不信感︑従業農被曝問題な

党の支持母体である労働総岡盟が就業潮

ないことーーなど諸点に関し︑褄金党が

放射線利用研究成果報告会をそれ

が通過︑その際岡法案を国民投票に鍔す

に加え︑国民党が下院選で原発問題を争

大のため禦期運転驕始を求めていたこと

科学蓄︑法復家などに広く参撫を

臨治体閣係蓄をはじめ一般叢誌︑

が︑結渠は否︑すなわちツベンテンドル

だ︒オーストリア羅民投票の結果を対岸

既定路線を推し進めていくことが肝要

﹁光学罵有機ガラス材料の開発﹂

総施策の拡充とあわせ︑関係蕎による一
層の努力を望みたい︒

例の成果を発表︑別に舶花秀武I

門原子壇用電線の健全陀篇など四

安全委員会が発足したのに加え薬鋸から
ぞれ開き最近の進捗状況を中心に
は規制行政も一貫化︑怪い新たな原子力
各極研究開発の成果を披露する︒
行政がスタ⁝トするが︑こうした一連の
初の試みとなる放射線利用．研究
改革を実効あるものとするよう︑われわ
成渠発表会は高騎研究蕨とアイソ
れはここで︑P・A対策を中心とした各 トープ旗業部の湧動報告が中心Q

旨決まったことを受け実施されたものだ

点に利用しようとした動きもあって︑国

が︑こんどの国民投票を葭相および社会

だともみられている︒クライスキー曲相

一般響町を十分に説得し得なかったから の変化もない︒わが圏なり独自ベースの

フ原発の還転開始に待ったがかかった︒
民投票箸簡らかの形で帰着をつけざるを

って池山の石とすべきである︒

の火事としてみておれないのも事実︒も

得ないはめになった︒篠会党はもともと
党に対する儒任二曲だとして結果を楽観

九・五三％︑反対五〇・四七％で︑票差

視︑政治閉磁化した戦術も︑かえって反

ちょうどわが国では長期エネルギー対
籏の大筋が総禽エネルギー調査会でまと

業務は︑会報等の発行︑調査・出

につながらないよう最茜

会の開催︑講師の斡旋など︒

版活動︑相談藁務︑研究会︒講習

制約

昭和薫十六矩東大教謎学部卒

の努力を︑と強調する︒

後外務省入り︒闘鎌ドイツ大使

課︑四十四年経済男爵際経済諜

館︑昭和四十隼条約局國際協定

﹁日本の資源政策から平和利

止のメカニズムはあくまで平和

︵→Y︶

索京都出身︒昭和十二律生ま

女︒趣味はスポーツ︒

彗

繋

︾

憲

美

2311徽一所理（・6＞3互3−2367平田バルブ工業株式会社
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⑳

核流体漆黒精機の領域です

1。・

・

指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1つで

外交筋によると︑票決は同法察に賛成四

支持率が五〇％内外であり︑それだけに

六四％という投張率が示す通り簗権は

対旅の締束強化を沼いたようだ︒

原発運転開始の強行は下院選に響くと判
断︑与・野党一致した形での還動開始を

は二万九千四百六十九票だったという︒

試みたが︑結局は集敗︑その賛否を国民

ちなみに今圃投票の萄効投票数は三酉十
八万三千百四十七で︑投票率は六四・一

﹁放射線利綱における王AEAの
力研究開発体制の再検討③対等平

A劉A薯務次獲による特別講演 原則の完全実施②安全無視の原子

等な国際関係の確立1を蠣請する

くに

岡センターが謙直している主な

役割と繧動漏も予定されている︒

原子力の安金性についての正確

三宅泰雄氏ら二十七名

ター設立へ

積＋三楽千百ショート・ゾU30しているのは﹁海外ウラン資源開
門圏際資源﹂のニシエール︒プロ

署名運動を展開中︒

ジェクトの二つのみ︒しかし︑こ

全国情報セン
れらのプロジェクトは気象条件︑

8に増加する兇込み︒これに対し 発﹂のアクータ・プロジェクトと

では題気事業蓄の凱契約分などに

供給の方は昭和六十五年代潮半ま

輸送の面などで︑必ずしも十分整

め

米

科学課畏になった

久

く

邦

外務憲翻際連合局の

以降駕給が遍遽する司能性が高

藏剛妙
t

の面での繍瞭協力に讃極的に貢

本部整長︑五±犀条約局書記

などを経て五十一仏訳房海洋法

に疑んじて

※圏の新政策もこ国間原子力

曝していく努力が屏要という︒

不笈対策︑嘗樗鋳代の海洋法会

官箸を歴任︑経済周時代のドル

慣眠を罹りつづけてきた油上大

協定改定︑便用済み轡料海外輔

の最導線へ︒﹁技術

心食︑十二月には第二次日襲協

十一月禾にはINFC寒中二

たい﹂と決意を新たにする︒

的な面について出勉強していき

子力外交

に入る工NF 議の 大波 を曇りきって 原

難問題などの形で黒体化へ︒な

気軽

鱗羅鰍獄漆繋欝

難平戦

神
はあえなく崩れ表つた︒そ

七三琿の石癌ショック︒
話

こへ米国の核不拡散政簾という
ダブル・パンチ︒わが困原子力

を歩み初めた矢先

開発が着手以来二十隼を経過︑
成人の道

だっただけに︑その影響には臨

用の促進が不可欠なことは謡う

利用の前提となる一つの手つづ

定改定交渉とハード・スケジュ

までもないが︑難題はこれと核

き﹂というのが基本的な袴兀

い︑との藍輩が双罵に︒

拡散防止をどうバランスさせる

壁離

かだ﹂︒このためには双方を両

が

で︑この

万︒ポストー蟹FCE体制の中れ︑家主は厚子受入と三男一
手つづき
の確立が急務︑目本としてもこ

立させるための国際的ワク組み

類のないものがあった︒

かでも

に冷水を浴ひせかけたのが一九

国日本︒そこに顧からしたたか

石綿安値神語

−

●

より確認されているものの︑それ

い︒このためわが国でも﹁所要羅

る︒烹菱石擁ではこの韻士事業を
推進するため近く三菱商事と共同

の三分の一凝自憲開発する﹂との

⁝ストラリアなどで探鉱活動が鷺

闘標へ向けカナダ︑アフリカ︑オ

で新会社を設立する著え︒

わが国のウラン資源耗嚢は昭和
六十毎で約六万千七胃ショート・

麟

発化されているが︑これまで成功
ナU308︑六十五加階点で累

轡畿︑

の麟−

嘱焦

貞建

％だった︒

は三菱石油が初めて︒すでにゲッ

鍮

灘
導束・隷

Z

産

ティ石門社が今擬までに政麿から

願綱だ︒開発に成功した場台の権

灘
議

期待は大きい・

ゲッティ石油と契約

こうしたなかで今圓共岡探査の

この地区でのウラン探鉱権を取

門比率はゲッティ石油社五一％︑

〆難

三耳石，由が米国ゲンティ石廊会社と共同で探鉱開発に乗り出す
米翻ニューメキシコ州のウラン鉱区。撹界のウラン銀座とも呼
ばれる妙手ラド高原に位置する最壱望地域に位叙するだけに、

親㍊80年代生産開始めざす

とも呼ばれるコロラド高原に立刀する搬荷

ニューメキシコ州はメジャー各

対象となるのはこのコロラド高原

ことから︑当面広域探査を中心に

に予備探査を行っていたQその結

製錬事業まで共岡で行うこと斎規

契約では開発に成功した場台︑

果︑数多くの

ごろから生産体制に持ち込みたい

定︑順調にいけば一九八○年代中

ったもの︒

三菱石癌グループ四九％︑オペレ

講

力

原

三菱石窟︵馬爪辰郎社長︶は六臼︑米國ゲッティ石癌会社と協力して同国ニューメキシコ州でのウ
ラン探鉱に着手する共岡事業契約を締結した︑と発表した︒契約は①ウラン探鉱︑開発︑製錬商業を

世罪のウラン銀座

行う②探鉱期間は約五年とする③権益比率はゲッティ石癌社五一％︑三菱石曲グル⁝プ四九％とする
ーーなどが叢な内容︒対象地域は︑

社が入り乱れてウラン探鉱開発を

ッキンレー地区の食誹七千七蕾万

に位灘するサンフォアン地区とマ

望地域の一つ︒探鉱に成功した塊食︑一九八○蕉講中ばころから生産体制に入りたい考え︒

ウ

激化させている米国きっての

得︑ポーリング探萱に入っている

調査を進め︑

の一つ︒政府が一九三

坪︒政府の調議で有望鉱床の檸在

ラン銀簗

が示唆されていたためゲッティ石

を絞っていく計鶏だ︒

へ的

コ︑コロラド︑アリソナ︑ユタ四

〇年代に開発したニューメキシ

油祇が難中探査︑地表探蕉を中心

二身難地点

コロラド高原ウラ

ンベルト

認されたことから門開発の可能性

に位置︑※国エネルギ

州がまたがる

ー雀のボーリング調蓋でも﹁最袴

が高い﹂と判断︑今圓の契約とな

わが国の米国でのウラン探鉱に

ータはゲッティ三曲社が担当す

が確

望地域﹂とのお墨付きを得ている

社︑ユナイテッド・ニュークリア

ついてはワイオミング州などでの

放射能異常

地点の一つだからだ︒カーマギー

社など十五もの金業がすでに生産

例はあるもののニューメキシコ州

る︒

灘

蝉

繍搬凡て轍と混同された

脚

羅
§￡ミ：き、曳㌧、き讐

胡憲

に入っていることがそれを裏付け

羅

（2）
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エネルギー革命を展開する鯉のバルブ

原子力バルブ憶

◎

轟

産

力

原

賛 否 票 差は〇九四％
懸念される近隣国への影響

の所に完成していたツベンテンド

オーストリア政府与党︵枇会党︶

子力間男から総辞職した先例もあ

はスウェーデンの内閣が＋月に原

ることから原発の還転を来年の下
院選挙以降に延ばす癒向を持って
いたが︑すでに原発が完成し︑社

会党支持のオ1ストリア労働総岡

鵬党が康発問題を下院選の象点に

魍が罪期擬室蘭始を要求︑さらに

利用しようとの動きがあったこと
から政窟聖遷の判断を避け︑国罠
に判断をゆだねる﹁困民投票﹂を
行うことを薄めた︒

儘民の豫兇は﹁ダム建設はドナ

題が解決していない縣など蟹署さ

がはっきりしていない︒廃棄物問

恷l千KW︶は十二月から運転方が好ましい﹂︑﹁安全性の問題

ルフ原子力発磁所︵BWR︑七十ウ川の流れを変えるから猿子力の

︵國民党︑自由党︶や原子力反灼

まざまだったが︑原発書成が過半

入りの予定だったが︑議会野党

派が①オーストリアの醒力写絵は

反対派の説得力が効を奏したか︑
今圓の投票では原発蟹成百五十七

数を占めると大方が予想︒その間

万六千八酉五十九人︵四九・五三

安金問題で懸念される原子力を利

故発生の際の上流対策など安金対

馬しないでも十分確保が可能②薯

策が不十分③所在地のツルナーフ

子力視察鰯漏を編成︑九月十九醸

から成るhソ趣・フィンランド原

の方針iウラン・プルトニウム路 感じを婿えた一などが縦な内容︒

標露き開発を進める③葉から

畢く開発し︑核融舎は長期的な國

AτFチームの視察先はソ遮側

隆熱く案性が膏とい・た

は比較的大型で大ざっぱだが︑罎

から十月三叉まで視察・調査を行

再処理していく︒中レベルのもの

えるようにする④使用済み燃繕は

︵霞磁流体力学︑核融倉︑墓礎エ

科学アカデミー篇温科学研究所

のアレンジにより四か所ーソ遼

印象諾はソ連の今後の原子力政

研究所︵原子炉の研究・開発︑大

ネルギ⁝︶︑クルチャトフ原子力

には毎庫一千五颪ジの再処理を行

ったが︑このほど視察印象記がA 線を進めるため〜九八O黛代初め

策等について述べており︑①ソ連

腰差に貯藏している︒嵩レベル廃

はすでに地下朱筆〜二千屏の粘土

IFから出た︒

矯嚢︑特に東部地域での大醗のエ

のエネルギー政策の露標は︑團内

四基︶1を︒また︑フィンラン

十二万KW︶を視察した︒

ドではロビーサ原発︵PWR︑四
㎡主翼に建設する⑥ソ逮製原子炉

年代初めには主嚢都帝近郊二︑三

ク物理研究隣︵高速増殖炉︶︑ノ

製する方剣で検討を進めている⑤

型トカマクT⁝10︶︑オブリンス

地域暖房のため五十万KW級の低 ボボロネジ原子力発電更PWR

二物は雲容︑嗣化し岩堪二等に貯

側諸國にもエネルギーを輸出する

温︑低圧の軽水炉を開発し︑八O

ネルギー蠣要をすべて満たし︑西

の二％︵盆設備容劇中︶から〜九

②軽水炉開発を中心に進め︑現在

く︒増殖炉に関しては出来るだけ

来国原子力産業会議︵AIF︶ 九〇年までに二〇％にもつてい
は来国内のジャーナリスト十七名

れていることにあるようだ︒オー

られているが︑比較的エネルギー

している国にはほとんどないと冤

する基準を確立する②静認司がで

条件の鑑な内容は①安金牲に関

準を撮つことすら難しい︒モン

め︑失策蓄が襲え︑現出の蛋濡水

うから対立する︒経済成長を比

早＠H＝＝＝＝＝＝再認＝一日＝営＝篇＝一一圃篇二篇＝＝一＝＝＝＝開＝＝＝一階国国＝鳳＝＝篇一一墜楠＝需二幽＝一幽＝＝＝＝需＝一濫二一柵＝＝■＝ニ＝冊＝＝一＝騨隔＝一需＝＝＝＝幣一＝＝冊冊＝嘗＝＝需隔一＝冊二＝＝篇贈隔齢＝噌＝＝＝階：＝＝＝＝陶＝鵬一甲

ストリアの年記総発電懸力羅は三

タナ州では二QOO無までには原

る繭に住罠投票に付す③事故の仁

が︑どんなエネルギーであろうと

子力発勘所は建設されないだろう

所蕎蓄は全醗艘に饗任を賃うこと
としプライス・アンダーソン法の

まりした国への膨響は大きいと予

買玉％を供給し︑慶場は水離が豊

限度額を放志する④緊急炉心冷却

瀬五＋鰹KWH︒うち水力によりが蟹隠で入口数蔭万程慶のこじん

子力に対する國民投票のなりゆき

だ﹂と訴えたが︑反対派の方が説

も選択の余地を残しておくべき

翻︑来奮二月スイスで行われる原

るほど︒

システムの実試験を行い︑十分満

しい制隈を加えるかどうかについ

ことになった︒

はかなり厳しい条件が課せられる

これにより︑同州での原発建設に

ではないのである︒コモンウエ

がこみ入ってお

が︑それは間題

分かれている

に瀬尾しょうという話にすきな

論は低い生誘客と低い溝鑓水準

分詰めなければ︑ソフト・パス

といっている︒そういう点を十

米圏内の原子力覆対派は電力供

おく一など︒

絵が十分あり原子力発露を豪分必
要としていないモンタナ州で﹁原
発建設反対﹂の禽悪を響︑他州で

﹁原発と核拡散

IAEA磯務総畏騰る

は関連ない﹂

S・エクランド国際原子力機関

︵IAEA︶事務総長は十月二十

二田から二十五沼まで開催された

ハズ
ミ

防止とセーフガーズに遷する園際

※原子力産菜会議叢催の﹁核拡散

をつける第一歩としたがった
と語っていたことから︑今後も同

反対派の運動は十一月に近づく

との闇になんら関連はない︒もし

発出駅の利朋拡大と核兵認の拡散

会議﹂で﹁歴史的に見ても原子力

につれ盤り土がりをみせてきたこ

核兵器を製慈する懲図があればよ

長はこれに対抗︑﹁原子力イニシ

利用の広範な拡散により懐疑曲な

エクランド事務総長は﹁原発の

囲的とした話し盆いの場が持たれ

達したが︑一方では核拡散防止を

感はインドの核爆発の隠に頂点に
ジョージニ会長はビルディング

ナ州の原子力イニシアティブの結

ものか﹂との問題を投げかけ﹁す

が核兵雛襲造の簸的に建設された

さらに﹁すべての原子力発胞所

るようになった﹂と強調Q

粟如何によっては他彊に大きな影

子力研究・濫発の歴奥は

子力発魔所の建設禁止は怯臆のエ

兵翻技術は墓ホ的には類似するが

には結びついていない︒原発と核

の利堀を蹟らしその代置に原子力

べたQ

政治麹に解決が必要だ﹂などと述

ネルギー政策一1天然ガス︑石縮 本来政治的問題に属することから

めていこうというものであり︑原

一十年以

を反原発基地とし︑他州での原子

上になっているが︑当落器の拡散

でに研究炉から始まった世界の原

力イニシアティブ運動を有利に進

ニシアティブ提嘱蕎はモンタナ彊

饗を嬉えることになる︒原子力イ

部の四颪万糧員を代表し門モンタ

＆コンストラクション︒トレイド

う呼びかけていた︒

アティブ80﹂に皮対投業をするよ 冤方が一般に菰がつた︒この不償

トラクシ3ン部門のジョージユ金

C10︶のどルディング＆コンス方法がある﹂とする講演を行った︒

国労働総陶照産別金建︵AFLl
り安価により安易に核兵器を作る

とから︑全※猷大の労網である米

れている︒

様な戦術に出ることが十分予想さ

のイニシアティブ運動に

得力があったようだ︒

足できることを証明する⑤炉解体

ての住罠投票が行われた︒結石は

繍にある︒つまり藩中供給方式

ルズ・エシソンのD・ロシン

ような場合の

り︑必饗な経験や突蹴が不足

蟄とし資本蟄の三〇％を確備して

が懸念されている︒

寓なため様態に撃力を輸出してい

今回の影響は恐くを石癌に依存

原子力に厳しい規制
ヒ﹄﹀
台捧力
置票︵六鰯・七％︶︑反対八万六

建設は不可
米国モンタナ州で七日︑中聞選

千八胃七十六票︵三五・三％︶︒

米モンタナ測

︵五〇・四七％︶と一％に満たな 挙にあわせ原子力雲霞所建設に厳

ェルトは地震の醗能性の高い地城 ％︶︑反魂百六十万六千豊百八入

でサイトとして不適当④放射性

蟹成︵舗隈する︶十五万九千三十

廃藁物の処理問題が不明確1な い徽少差で美馬派は敗れた◎
予想外に反対投与が多数を占め

は資本や労働力や資源をもっと

教会は二鰯以ヒ繭から論議を

を臨き手偏として︑選択が慰め

対する声明を出した︒米国では

懸盤な瀬き孚

いだかに冤られたが︑繕局譜調

ムを使うことの安全性︑廃棄物

︵K・K︶

ρ

た背禦にはエネルギー薯情に態ま

のものを騰比すべしと覇饗した

を止めるために集申供絵方式そ

た︒

どを理曲に運転入りに反対してい

鐸b﹁b﹁P−P﹂P

スクであって︑はるかに耐え得

ば︑人間の旗鼓で制御できるリ

港たので︑鑑産性の低いソフト

も効率的に使えるから発展して
この罵明の評備は神学的な認

・パスでは喝然それらの必要墾

わけだ︒

をあげている︒蒙するにA・ロ

るものだという︒その嶽の標題

橘遍︑屋上の太陽熱採取その他

ビンスの思想を全薗的に受け入

識が墓礎にあることからむずか

が偉大する︒地上の資源の代り

﹁生態学的正義と人間的諸価
鎮﹂が萬明全体のトーンを表し

しい︒しかし基本的な間題は

れたものだ︒いかにも教会らし
く︑このような選択が貧民を潤

ている︒

熱や防寒設備への公共費金の投

どへの強い握哲反応が若干和ら

はじめ︑一蒔はプルトニウムな

に太陽を便えばすむ単純な問題

すことを強調し︑貧民住鰭の断

入を勧儀︑また労働集約的な新

門諸照顧の検討の代わりに緬魑

技術の開発が熟練を要しない多

方式の三倍の資本がいるだろう

は︑ロビンス方ムでやれば現行

られたことだろう︒代替エネル

の悪兜は確かに

ギーへの聯門家

教会の影響力が大きいので︑歴

ないとして︑ 慣入開的働領の次

は価値﹂以外に

一

業界も教会の鋭得に努めたよう

くの働き曙を提供するだろうと

だが︑止められなかった︒商明

充にかなった燃料扁を求め︑プ 述べている︒

は墨面石炭と軽水炉に璽点をお

処分の司能性などは︑さらに実

もちろん︑石炭やプルトニウ

はなるまい︒価値の物只だけで

舐と改諺の努力が必要だ︒それ

れ︑それを放棄してよい理由に

選択が符なわれ︑選ばれた﹁諸

を急ぐ以外に世論の分裂を収拾

され︑石炭は鉱央の緋肺病︑大
気汚染による肺がん︑旋酸ガス

事実扁がもし聞趨っていたら取

は門受け入れがたいリスク﹂と

ね終いがむずかしいこと︑さら

の囎加による気候の変化が門高

ふくみ︑蟻溝の自由制隈との兼

に講材料や工程の転換に必要な

ギー節約が公単な分配の問題を

一方問題点としては︑エネル

くなってし濠うQ

討﹂がいっそう必嚢でこそあ

しているからで︑﹁諸徳異の検
ルトニウムと石炭は鋼底受け入

ムは門悪魔的な灘物﹂︑養殖炉

こうとしているカーター政策と

教金の﹁ソフト・エネルギー

る︒

れがたいという結論に達してい

済的・政治的支配の通翼に化し

・パス﹂は太陽エネルギー︑保

教会のこの態度は﹁技術が経

も紺立するわけだQ

つつある﹂という︑厳しい現代

り返しがっかない︒

する途は恐らくあるまい◎

いリスク﹂とされている︒それ

ソフト︒エネルギー・パスの

資菰の調達問題などをあげてい

らの使用はエネルギ1の登用と

存︵節約︶︑工央︵イノペーシ

コン︶を三本柱とし︑聖体的に るが︑それらも復原不蒲能な破

文明批判に基づいているが︑教

や石炭に比璽を移す一にまっこ

窪
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オーストリア初のツベンテンドルフ原子力発贈所の運転をめぐる国民投票が五醸行われたが︑〜般
の予想とは逆に原発運転反対が五〇・四七％の僅小で蟹成四九・五蕊％を士回った︒この結累類初予

定されていた士脊の運開は出来なくなったが︑約一千憾円をかけ建設した原発がこのまま廃炉とな

門象の間で食い避っており︑

厳都ウィーンから率で約〜時間

今後の動岡が注冒されるとともにヨーロッパ近隣諸国への影響が懸念されている︒

るのか︑反灼派から掲摘された問題点を明確にし将来に運転を期すのか︑再度国民投票を行つのか︑

響

※国のプロテスタント 教 会

しい政策かを決められない﹂と

﹁諸撚実の検討からでは何が正

感じたことにあ

︵金※キリスト教会評議会︶が
いわゆる﹁ソフト・エネルギー

る︒庫明はその

AlFからソ連視察記

は変わらなかった︒プルト一一ウ

世論の分裂収拾が緊要に

廃棄物処分の実証を

原子力による集中供給方式に反

・パス﹂を隻持し︑化石燃料や

80年代初めに

難点は初歩的な経演法糊との矛

園詳細壷料。囲養等で入用の繍含は下翫へこ塵絡下さい。

1500㌧／年の再処理工場
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0

会の選択を分けたのは︑いろい
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溝遜化する濃縮寮務難燃込み漕勲
漏ウランが供給てきることを強調

ロディフはガス拡散法に︑ウレン

販売攻撃に転じた必要性を︑受注

柔軟性が残されていた︒現伍︑第

販売政策を確立しだが︑これには

は企業家ではなかった︒DOEの

したDOEの契約蜜を作成したの

いる︒

愈させる場倉を除いて︑矛癒えが

府はDOEの政治的な必要睦に適

三︑DOEは欧州における足が

なかったことである︒

かりをすでに失っていると源う︒

て来た葭は︑これまでにいないと

なぜなら︑受注の再開に応えやっ

である︒これをすべて変更するの

いう明田な駆実の故に明らかなの

には︑多分︑積極的な販売努力が

必要であろう︒しかし︑そのため

にDOEがやってきたことはDO

わずかに懸廉︑ということだけで

Eの役務料金は竸争蕎の料金より

あり続けるという保証はない︒

ある︒しかし︑料金がこのままで

D⑪霞低料

金を強調

え﹁DOEが欧州諸国に離して持

料金に基づく稜極販売であると薯

を売るのではなくSWU契約であ っている競畢上の利点を無視する

のであれば一すなわち︑濃編役務

するものである︒もし製品を買う

はSWUではなく濃縮役務を販売 サイレ次長は︑販拡成功の鍵は

サイレ次畏は︑DOEが稜嬢的な 一・DOEが手にしている契約

的にしていないことを説明した︒

のではない︒基本的な問題は︑政

i階にあってDOEの濃縮役務
立場のみを考え電力側に立ったも

で︑同氏は﹁私兇ではあるが︑新

﹁第三の点は︑欧州と比較して

て巖大の掘り出し物になる﹂

高性能な遠心分離技術を持ってい一を閉じたことによって生まれたバ

たとし︑次のように述べているG

イヤー側の懐疑心を一掃すること

基本的には料金である︒常に欧州

を実質的に喪失することになるQ

を説け︑個々の問題を解決するた

Eが行うべきことは︑顧客に関心

また︑サイレ次長は立ち遅れを

外国顧客に対ずる受験を閉じたこ

いる第一の理由は︑一九七四年に

ていることが﹁ニュークリア・イ

いことを要しているQ

が直颪することになるかもしれな

DOEの販売に支障をきたして厳しい国内顧客に濃縮販売チーム

羅糖化して︑顧客がその濃縮ウラ

AFCは︑長期売買契約の期間を

期引き渡しに罷るりードタイムを

して契約実施から爆縮ウランの初

⁝百から娘気大会を開催するが︑

※国原子力産業会議は十一二十

DOEですら︑AFCを危漉
し明らかにされている︒さらに
とが

◇

米原産年次大会

で漸契約を検討

翼蜜鷲躍螂原畢鶉賭：翼蘇騨蚤
⑭膣躍醒羅園國

と融通性をもって各麟に必要な濃︸術にのみ隈尊してはいない︒ユー

コは遠心分離法に各々︑限定して

米国内顧客の反癒は条件付きて

の反論

米国内で

販売盾動を続けている﹂

いるQ米濁は顧客に泰比しうる巌 について顧客に伝達するとともに
岳の技術にのみ限竃している︒こ

販拡チームは十月初旬に再び欧

しているQ

の点からレーサー濃編を兇越し資

されたニュ⁝フレックス78国際見 金を使っており︑もし︑これがテ

州を訪問する誌略を立てた︒この

ール・アッセイその他の利用に霧

誌画はスイスのバーゼルで開催

与しうるようであれば︑肝入され

同行した職員は樽ぬ所に民る間
際よで働き︑新しい販売パンフレ

で︑ここで強調されたのは︑来

本痘の展承場に人賦を配するため

従来の窓欝で顧客を織つ体制から一転︑国際会議でパンフレット配布へi一米国エネルギー
ットを種汝の滞画地て配布したQ

るであろう︒﹂

これらのパンフレットには①来麟
圏の濃縮生哩性の増大化ならびに

鼻下のないものから︑あからさま
な懐疑論まで蟷が広い︒

後蕎クループの代表かロチェス
ターガス電力会社の電力系統・轡

含め︑米国政府内に株主を持って

しい契約は旧契約が原因となっ

P／CUP註画は五億励以上の質
ろ︑資金を濃縮副醐に再循環させ

更はここには存魅しない﹂と述べ︑

にすぎない︒期待される三白な変
務料金の値下げを意味することに

が︑ちょっとした描躍を講じたの

Uの濃縮能力を趨煽するもので︑

金を投下して新たに一千万誘SW ようとしており︑資金が余れば役

た請問題を緩和するため︑DOE

でにほぼ全額が蔓払われており︑
いるわけてはなく︑収益を財務雀
微働擁諸費が不用︒第二に︑C王 に納めているわけでもない︒むし

DOEはウラン濃編サービスを料計画課長A・Aフィエラー氏

ｲ羅腰灘難治 利潤追求

否定される

の濃縮役務販売政簾②ガス拡散工

大③遠心分離濃縮副緬の想走生酔
能力︑詳細が君かれており︑余裕

役務料金の
割引き競争
サイレ次長は欧州との競命につ

金的襲付けが疑わしい︒価格面で

FC︶の最終規定案の妥当性を納 になって墨客を探しているが︑資
得させることにあった︒契約規定

てであった︒

P／CUP︶による生産能力の拡

とカスケート患力増強里程︵Cτ ンコとユーロディフ／コレディフ

欧州の濃縮役務提供者であるウレ

したとし︑新規の注文を受けられなくなった不傷感を払拭する慧味もあるようだが︑その製で

議﹂︵ロンドン︶にフォウクト局
長が出席したことである︒

国務省も
乗り出す

場で進行中のカスケード改良㎡画

省︵DOE︶のウラン濃縮サービスに対する姿勢が積極的になってきた︒濃縮能力が只只に燦

は欧州勢による販売攻勢で額客確擬が危うくなってきたための対抗措置だとした毘方もかなり

証するに罵りる十分な四足を与え
うるかどうかについては︑かなり

欧州旅行を終えたが︑この中には

﹁信頼と融通盤あり

よりも一SWU当たり二十がない

まで﹄との態度をとってきた︒し

である︒

要するにこの契約は規制手段なの

は︑麓業界における条件の悪味か

自認し﹁米個の立場はいく分か弱

ジアや欧州における最近の販売拡

ならば︑規模と端整の藤からもア

とにある︒受注の再囎をカータ⁝

ンダストリ⁝誌篇に寄せたサイレ

九七四無に契約を中断したために

張努力に匹敵し︑鍔接契約を強調

政権が早めに発表していたところ

次長の談i−DOEのリスクを顎
ン所嚢墨の引き渡し期間を最長三

ュークリア社のマックプレイヤー

大阪市，竃川匿西中島5−14−10（リクル〜ト新大阪第2ヒル
〒532含（G6＞305−0880（代

人阪同社

強い︒DOEの動きを﹁ニュークリア・インダストリー藷﹂から捻ってみると一︒

特別販売チ

張国による濃縮役務の販拡努力

えている多くの問題を解決するで

﹁DOEは販拡詐画よりは︑むるならば⁝DOEや鑑力会社が掴ことは出来ないであろう︒それは

あろう︒しかし︑もしそうしてし

かし︑現在は顧客の問題にもっと

らすると︑かなり乗り気で柔軟な

は︑受注を再給しており︑遠心分

ごとの抱き舎せ販売のみならず︑

厩する驚能性のある顧客達と一件

する国内販売計画が闇もなく行わ

で︑新しい契約政策の条件案が公

ウラン濃縮関係ではエクソン︒ニ

社東事部駈宿区西新宿1−21（明宝ヒル）〒160費（03）343−4411（代

本

無職錺繍

の疑問が残されている︒

での役離とはそぐわない︑こうし

ームを派遣
世界のウラン濃縮役覇市場にも
た過動︑気味の販売努力を含めた計

濃縮分野における※国のこれま

はや霜漏しえなくなった米エネル
フォウクト周長の贋的は﹁核豚

潤にかかっている︒また販拡の政

濃縮周長W・フォウクト氏の双 料サイクル国際会議﹂でウラン供

ギ：省︵DO鶏︶は欧州の役務 提 画 の 責 任 は D O E の ウ ラ ン 費 源 ・

立場を立て霞す一策として蔭接顧

供会社から憲遡されており︑その

アジアのウラン濃縮サービス顯客

としては難山しい︑いくつかの要

いものなので︑来国内顧客にとっ

いて︑来国がAFC方式を採れその半分はSWU当たり二十 安なるだろう﹂とDOEが利益を国さらに次のような諸点も指摘して

策と戦略を立案し実施ずる霊たる

給甲に闘する論文を登表した後︑

客契約に墓づき︑新しい契約上の

作策は同仁のD・E・セイル次長 作成した調整可能確定醗契約︵A るとし︑﹁傍えばウレンコは躍起

肇務所に派遣するという︑切めて

素が認まれていた︒この小旅行の

世界串の購入習に対してDOEがば︑欧州に比へ来飼の方に利があ

融通性を備えた一大販売拡張運動

が担当しているQ

の踊場調歪旅行を企てた︒それに

しろ讐大湧費暮関係議画﹄とし

留意しなければならないし︑顧客

まえば︑DO￡は規舗メカニズム し三十が低廉であろう︒環在DO
ることである︒欧州側は来国の銘

醸齪鶴郵貯罐感温

較的生産性の憂い設備について議

顧客確保 に本腰

米凶に追いつくことは出来ないで

米エネルギー野

あろう﹂などと指摘︑さらに次の

ます︑過表一稼以上を記し

ものとなっている︒しかし︑こう

離技術と工場を急速に建設する能

は︑DO麹は﹁少くとも国内電気 約からAFC契約への切り替えを生じた空樫が輩因である︒現在で

て︑大急ぎで︑新しい販売思想と

選択する灘縮顧客には﹁ウラン農

多くの藩隣を聞かされる皆労に遡

れるだろう︒このため人影補充も

等されるには〜籍間遅れになった

年間まで変更できるようにしてい

会長が﹁契約の再開︑ポーツマス

㈱取り懸け自在／⑬小型・野壁／⑭静日豊転／
醗既設ポンプと容易に取り瞥凡H∫能

を展開している︒

もかかわらず︑新しい計薩が今な
闘立つた点は※原産と英原産共催

DOEはその蒋別販拡チームを 両氏は九月末に日程の詰まった

お懐疑的な欧州のバイヤーや︑国

による門核燃料サイクル鰯際会

︐灘﹃︐

羊案に関する三か月におよふ検討

っている︒しかも︑一定の薩縮技

縮役務基準﹂を改訂して︑その最

一﹃DOEの欧州における竸争ある﹂などと指摘している︒

である︒蟹玉経験をもった専門家

ていない︑ということが明らかに

事業蓄の希望のすべてを満罵させ

今後︑再度閉じられることはない

力とがあるため︑こうした受注が

いものとなっているが︑それは一

に知ってもらいたいのは︑米国内

る規定と︑旧来の契約政策と比較

初のウラン持ち込みの中断を認め

が︑憂国は性能の面で欧州を上園

のどの電気製業葛も自由に進んで

なった篇としている︒この絡粟か

遇したはずてある︒

必要て︑この中にはウラン濃縮の

であろうし︑またAFC契約が導著に増大させないことを前提とし

る︒こうした護歩は︑国内顧客に

・アッド・オン計画とそれ以降の

について検討する︒

計薩﹂と麗し内外の綴縮霞給計画

㈱攻いランニングコスト／⑬メンテナンスフリー／

三
新

高
高
内のバイヤーに対して︑成功を保

期間を経て︑七月申旬に公表され

しをしている︒もちろん遠心機の

めに進んで手を差し伸ばすことで

たAFCはDOEの為るところ
よで
うにも述べている︒

ばならない﹂

と効果的な慧志伝達を行わなけれ

必要なら
基準改訂

ガス拡散工場の建設費は︑これま

することも誤りである︒第一に︑

﹁来国の技術鮒根拠を過小評価

性能等は機密事項とされている

は﹁役務顯客に最大隈の融懲性を
提供する﹂という新しい旅立ちの
一歩であった︒

フォウクト局長の出席について
翼例だったことは︑会議の開催場

デンホテルに米猿環省の特別整が

所であるロントンのロイヤルガー

設けられたことで︑ここで来国派

ら︑欧州の顧客に鰐処したと同様

読曝し︑窯業蓄の閤題について議

さるに三瀬だつたのは食議に先

管理経験を讐つた電気難業著の響

て︑珂能な限り大きな融通駐を顧

あるが︑欧州との競愈が貝現化し

よって巻樽求められていたものて

DOEの現行計画が実施される論し手助けすることである﹂︒

立って予定されたエつの旅行︑つ

客に提潔しようとするものである

遍の販売小チームは新規および撤

まりまずアムステルダムの電力一

門家も含まれる︒この地位を占め

入された鍛終案が公表されるには

一⁝からわかるO

AFC契約の個々の規定には・たことによって促進されたように
従束の長期確定墨︵﹂TFC︶契患われる︒

であろう﹂とも述べているQ

祉塾務所を訪問し︑続いて西独の

る人はセイル次長の下で圏内運鴬

さらに遅れたであろう︒

製糖化し︑融通性を持たせる規定︑

電力会社グループと会合したこと

について︑セイル次長は次のよう

を統駕することになるが︑この点

い︒さきに実施された恵毘調査で

事業煮の反応はいまた十分ではな

この巖終案に間する来簾内電気

である︒ここで同チームは暴力会

に述べている︒﹁国内間題を理解

テナンス

唖VAR至AN掘が誇る高輪頼性製品群

一一

社の経鴬餐が今後も米國製濃縮ウ

する上て鍵となるのは愚志の畳語

㈱ん全オイルフリー／⑳f垂目、鼻桑、冷却ノ1く．イ、斐／

㊥ジークディテクター／⑳イオンポンプ／⑳サフリメーンヨ
ンポンプ／㈱ソープションポンフン／⑭イ由拡散ポンプ／㈱
バノフル・トランプ／㈱織や「，1およひ測んf」／⑯真空

長》

《特

」
ランを購入するならば上繭に浴し

（職tmc4s〜75×10㌔tmcc／s）／⑳ワンタノチメン

囎ワンタソチオペレーンヨン／⑳幅広い鵬4範囲

鰯翻灘

・

ポーツマス（オハイオ蜘に建設される遮心分離展縮工蠣の予
想図。麗麗1988隼には運開が予定されていたが2，20e万㌧SW
Uが筆993年に、残り6，600万㌧SWUはそれ以降1こなる模繊

融塒

うることを納言させたかった︒

國液体窯素不要のヘリウムリーク勃テクター

力

原

だ

灘綴

護虚難灘雌器藤礁灘懸難

聡二流L機器第2音目

バルブ／⑬欝欝フランシ／⑳フィードスルー

・薫

ぼ

鰹紗撫漣轟輔聯

睡

熱拡散ポンプの高速捕気牲とイオンポンプの消浄
性を兼ね姫えたクライオポンプ

長》

《特

馨馨嚢繹
灘

聴燃藩

（4）
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傑；三四郵闇物謙可｝

子

昭和53年壌1月9B

聞

業

圏本立地
センター

￡

て兇込まれる財源をつかって地域

特性に略じ交付金など立地によっ

を明らか

開発計画をシミュレートし︑予定
将来ビジョン

集

にしていくことに璽点が麗かれ

される

︑

原安脇が報告会

異常事象と

二月五賑︑索京・千代田区四番町

陳例の調査横丁と︑嗣じく五十毎

めていた発電プラント機器等の故

九月から進めていた確率論的安金

の健保会館で﹁原子力発電駈の異

また︑誘球のスタートは・原子

常業覇に入る計画だ︒

被爆線量の慮筈サービスを下め通

の通り︒

究成果報鰹禽のプ鷺グラムは罰表

原子力安全研究協会の蜜金性研

梱違などについて発嚢がある︒

たリスク剥製︑とくに軽水炉との

紹介ほか︑蕩温ガス炉を灼象とし

器︒系統の故二三など異常齋象の

逸︑PWR爾炉型を対象とした機

発の火災購故はじめ米騰のBW

同臓は︑プラウンズフェリー原

てようというもの︒

緊を発嚢︑今後の研究開発に役宣

のそれぞれについてこれまでの成

常燃象と安全性評緬﹂に関する研

報告会は︑同協食が騨門の委贋

化︑地元の翼の難展につながる艮

の作成が憩務﹂としてその墜期蒋

﹁翼の発展につながるモデル讃錘

の螺業所を一発のもとに倉わた

⁝は︑全嗣の原子炉等規制法対象

線籔の登録を開始した︒同センタ

旨︒主な類業内餐は①盒国の原子

うというのが同センター設立の趣

たが︑これら諸点も補完していこ

本人の被曝歴を矩るすべがなかっ

たことのある人は約五万九千名・

月以前までに放鮒線作業に従製し

千名︒このうち︑昭和五十鷹葎二

た放導線作業従事蕎は総譜七万一

マイクロリーダなど一般業務に必

リ四台︑中速ファクシミリニ台︑

一万名となっている︒

結論

序論▽第二牽

現状

ュータ端束雀躍︑高速ファクシミ

要な新システムを完備︑引き続き

代紳齢制慶▽第六灘

評柵㎜

離舗登録を進め︑来儀四月からは

第五瀞離

基蘂▽第七灘開発途上國のスペ

第五作泣二会︵丸鞘増殖炉︶

シャルニ了ズ▽第八灘要約

ニズム︵C︶既存政府間メカニズ 料サイクル︶
▽第一膿基本システム▽第二
寵代替システム︵一︶二〇〇〇

僅溺題

阪陛に入会

︐ク汐／彰

完備を間っていく予定︒

九七塵嬢︵株︶

代表取締役社畏後藤繭氏

早漏陶十二衰

受手に入

〒八一〇磯話〇九二一七八一⁝

岡三中央区渡辺通二の一の八二

一δ六一

社長逢沢難論

アイサワエ⁝粟︵株︶

会

○八六ごi二鷺主一一ゐ一

七の

住

○︑米田

駁綿車社長伊原務民

轡原蔑圧継手工藁︵株︶

に入会

所蔭区薪禰六の

隙産に入会

︻工〇五露語四蒼閥一八

ビル

︵A︶長期商業契約の奨 奪までの魎期︵マスターブレンド

ニズム

北札幌臨設︵株︶

驚三

論策︵B︶各圏の輸出入政策と核 等︶︵二︶二〇〇〇琿以階の漫期
︵放射線腸壁等︶▽芝葺蔵その
他のシステム︵一︶燃繕のタイプ

1．GL、OVESに万一機械的損傷などによる破損かみられたとき、洋装のま豪では汚染事故の危険を生じます。従って、予
め1言頼のおける薄コム手袋を手にはめておいてからGI」OVESを装着することが推奨されています。

傷を防ぐことができて長時間の御使用に耐えます。

種類。㌣議渉

また︑モデル計爾の作成にあた
っては彪源三法レベルの開発副画
に留まらず︑岡土開発計画に粘つ

会を設け︑照や九璋十一月から遣

性諦価手法確立のための調葦検討

12月5日︑健保会館で

究成栗報告会を開く︒

原子力蜜金研究協会は来たる十

安全評価テ陥に

も調整を行い︑湖盆的な将東像を

く地域開発計画との関趨について

鋤いていく方針だ︒翼長的な対象
地点については原子力発醒所二か

所︑火力発電所一か筋程漫を予
定︑いずれも来無三月までに作業

また︑山地センターではこうし

を終える蔵版︒

体的方法のあり方についてコンサ

ステムによる手帳を所持している

手帳の発行が開始され︑碗筏新シ

また︑九月一日から放射線管理
毎奪一薙分の燗入被曝線墨を登録

しい旛設に移る場禽の指定登録③

する燈期登録③薯業所からの照

手の必要注を抵摘していた︒

握する中央機関として昨琿十一月

し︑各従事蕾の被曝状況を一括把

灘縮

不拡散政策に沿つ

︵C︶緊惣時に供

た長態供給保証

住所札幌市

原産に

福陶甫中爽区渡辺遡二の一の八二

H孚R 入会 取締役社擾熊井潔氏 網羅

︸一シム里子藤西︵株︶

電話○〜一−餅網＝1閥

干

氏

〇六五

菓諸軍三十冠条東二の七九五

︵炭化物燃料響︶︵二︶再処理方 代衷取締役轡忠

序▽第二灘

HT 二二

第八作品部会︵薪型核燃科サイ

法︵フッ化物法箸︶

クル︑款型原子炉の概念︶

▽第一灘

システム▽第三灘便い捻て還転

二六

〒一三五

難語五三二t三一二

区聖壇一の九の三一

住玉江粟

原産に入会

のHTR▽第四蘭開じた燃料サ干八〜O 慰事〇九ニー七六一⁝

三擾製鋼︵株︶

イクルで運転するHTR▽第五瀦 O繭ハ
他の炉型システムと共存する形

核拡敬の観

のH望R▽第六灘HTR蝿料取サ
締役社長金田義倉氏
イクル技術▽第七灘

GLOV猛Sの損

2．GLOVESの鋒先部分の保護のためにGLOV犯Sのしに、更に薄コム予袋を重ねて月毛しますと、

地域の将来像を明示
樋難国土計画含め男づくり
瀕村型

たモデル地域振興計画をもとに地

など各極の立地状況に

る︒翼体的には

方自治体との転けいプレイを強

中立地型
ついて︑いくつかの計覇パターン

二月をメドに翼休的な地域開
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った。
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その開発状況は。各国の実情をあきらかにしていく中で、原子力の役割を説く
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原子力安全委員会を生んだ背景は何か。ことしから、大幅に変わった原子力行政。新
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に囎する田来謎会台岡婆襲会を設
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が︑子供や孫のこと壱響えると不

々は門聾心は大丈夫かもしれない

合掌会を基きだい︒懇殖炉ではナ

もであり︑要墾があれば何幽でも

需講蝿が※側と癒冤交換︒それ

設にあたっては地元の理解と協力

環境憬全沖釣蜜が立会薔として︑

を安くして欲しい﹂﹁美浜晦と籔

弾力的遜絹﹂﹁発灘興の躍気料金

賀欝を岡じ地元として︑行政上灼

これらの愈毘に短して動燃翻の

の建設には︑魏元の態向をナ分に

安金性技術の落繍がある︒増殖姫

発建以来十庫余りにわたる国薩の

っと納簿のいく説明を︑と験求し が盤硬だが︑これについては動燃

簾からいえば︑臓寒こそ繕懸麟が

理蝦擾は﹁取様の愈兇ばもっと

審鐙墨書が繊継し︑巖後に︑瀬川

た︒

引き続き地元出席蓄の意晃発表

等に取扱ってもらいたい﹂と述べ

ト

三盤原子燃料株式会叢

磁※協会敗総騨鍛金第一図藁京

醐かれ︑脂※両國の縦軸が石油無

炉の機器を欝本にもってきてテス

瞬してはどうかと提聚︒米議金科

は変りつつある﹂と述べ︑カータ

ー閣魑に嶺磁な顧晃の交換を行っ

給︑代蝕長長など当豫のエネルギ

た︒

十四膜年後の自民党九難壁と来
側六議異との討論で︑ウィドラー
議員︵共秘党︶は﹁石狛醗約の規
実曲な解決策は原子力利購で︑磁

いては一感倦頼している︒た

野でも協力を避めてはどうか﹂と

来は核融台だけでなく︑核分裂分

だ︑温緋水の膨響については︑漁

これに対し宇野宗箔議貴は門核

の核不拡敬政策で覇ざされること

ぞれ厳家の原子力利幣の避が米國

室料会二三団の十五鑓午蔚は公

べ︑翻弄の検討を約した︒

分裂でも協力したい﹂と沼蝦︒さ

一政権が核不拡敬一辺劉から軟化

のないよう訴え︑園田はこれに理

トするような形の交流もできるの

と述べた︒こうして大多数の出席

らに﹁核不拡敬と原挙玄理購は両

しつつあることを承唆︒﹁※国が

解を示した︒

蔑が安心して操鎚できるように圏

書が墓本朗に建設を遜蔑する悪罠

立しうるし︑われわれはプルトニ

露本の漿子力開発を撫えるのはお

を懸ることが不類欠として説明金

福艸堅から霞照敏県企醐開発部原

田麩炎敦賀市長は﹁エネルギー政

反対狸宙を列攣した︒一方︑矢部

に移り︑原型炉が立地される敦賀

たが︑特に欝庫腿傭や騰人金の人

一〜二田闇の代嚢國会識をもち︑

十籔まで約二週間の闘程で訪ソ︑

賑ソ爾圏間には一九七響蕉に締

原畢力関係施設視察も行う︒

結された政府間の科単捜術協力協

定があり︑とくに原畢力の分野で

た協力が舞繍化しつつある︒この

は核欝欝︑高逮増殖蝉を対象とし

三菱PW鼠原子力発電プラン

籍髄膜翻安全艦確録を要望
動力炉︒核燃濁開発鰹巣國が禰井県敦賀甫垂木地鼠に建設を計闘している醐速瀬廼原型無因もんじ

ゅ﹂︵磁気出力三＋万KW︶の環境膨私事葦に関する説明金が︑＋四田年後〜聴辛から敦鍵確吉測の
裡艸原峯力センターで︑福二凝︑敦賀欝︑奨浜町の認鼠輩係蕎や各樋団体代表蓄など三十余儀が出席

を述べた︒ただ一人増殖炉の建設

ウムを使わなければならない﹂と

の樗えを示した︒

かしい︒一璽姓のない遷爾だ﹂と

明・民社︒薪霞由クラブの科技特

に轟つ向から反対したのは控田憲

沼塞の原子力の就嚇を説明︒カー

ではないか﹂と例を示した︒

増募野地眠労働組愈評議会識畏︒

ター敷簾で盟友の来國にがんじが

が奏任をもつて解閣して欲しい﹂

癬︑敗緋水計画︑道路︑凋掘げ轡

上原発はいらない︒圏のエネルギ

控壁氏は門敦駕半醗には︑これ以

して開かれた︒行敵一璽化に伴って蹴り入れられる設躍番號明会の⁝つのテストケースとして︑また

壁などの騰辺関遡設簾︑妥全・環

新型炉に対して地元がどう反歯するかが注翻されたが︑運欝上のトラブルはなく︑鋤燃側の﹁蜜金時

さらに十月下萄からご十臓闘にわ

麗保全対策︑建設・趨賑に際して

醤頼性の確擬には闘繕をもっている一との説賜に︑大部分の出轄蓄が納響︑安全への韻盤な取組みを

たり地充建民に縦塾していた○

の開催となったもので︑鍛近では

を萌示した︒

を期して対処したい﹂と基本蟹勢

トリウムとプルトニウムの安全性

簾羅敦蟹二毎炉に次ぐ試み◎薪型

として列嫁した︒

亭力安心苅解傭擾がオブザーバー

法交付金の 蜜だ﹂として︑蜜金性についても

麗影響問題︒安金性については二
象強腰躍番を代表して瀬川正鍔

必襲︒敦鯛箭は跨りをもって購殖

製作駈醐社畏を溺畏とする＋名の

餅盤したい﹂と締めくくった︒
炉を受け入れる﹂と総べた︒多く

日ソ原子力協定始動

綿森武団長に訪ソ
田本原子力産業金譲とソ漣原子

溝ソ原子力協力協定にはセミナ

代表圃を派著することになった︒

近く第一回代表者会議
の多発が懸念される︒新路対策を

両圏間原子力協力を推逸するため

力利編翻蜜婁戯会は昨館十一月︑

については滋薦︑この二分野を除

ため︑原巌を窓口とする鐙ソ協力

体化することとなりそう︒

訪ソ代蓑稠は次の継り︒

飯照正

く商藁炉の建設運転など分野で異

爾圏で交籔に開催することになっ

樹舞野一譲芝

綿轟力▽難燃

▽懸長

契関難燃務▽醐贋

原峯力本部取締役脚本部長︑浅田

モスクワ貰臨次畏︑大木瓢彦田立

忠一原蹴厳締役︑躰上黛雅丸続

原子力技術本部狡徳部擾︑近藤豊

纂を横欝するなど鵬轟を逸め︑そ

側に提噂するとともに第一圓代表

三麺蜀工原子力技術都次簗︑國分

住狡金属璽察技術部畏︑佐藤広栄

研究センター蜜全解析部擬︒

中村熊鷹原研漿総研安全澁瓢験

郁舅原盤鱗務局長▽オブザーバー

し入れていたが︑これに対しソ糖
原手力利用躍象襲農会も了承︑代

轡金議をソ遡で開鯵することを難

の繕梨を﹁第一次築扁としてソ遮

婁顔畏︶を設け協力醗画の磁山側

子力協力逮絡餐興会︵白沢欝一郎

ている︒このため原慶では臼ソ原

関の代表響による会識を奪一間︑

・ハ

鋤燃理麟畏が挨拶︒次いで鵜木丈

﹇国のエネルギー政策に協力し︑

地域の発展と過疎からの脱部を隈

覧十一謡講月から︑動燃は﹁も

十一醸に薄度説明会がある︒

炉では彿めて︒今國のテーマは環

﹁もんじゅ扁を建設する計颪︒建

六ナ一鑓瓢月臨界をメドに原型炉

日米合同委の設置提案も
一行は十一月十九羽成照発︑三

嚢駆訪ソとなったもの︒

安全盤と信頼性に定評ある

蕊廼囎機株式会社
三嚢商講株式会社

高速増殖炉プラント

原子：カに理解示す

市鰹木地区の橋本昭三区議は︑

るため︑原型蜻の建設に既成︒原

岡野茂央事理覇が﹁原型癖計画
の環境膨響概要﹂について説明

央同劉理知擾が﹁原型炉の概饗漏

した︒岡野理麟は︑土地利用誌

んじゅ﹂の耀塊影響調糞を箋施︑

とめ︑八月二十八簸︑斜学技術

今璽︑その結累を調蓋欝としてま

庁︑通商塵業転︑福＃興に握出︑

子炉の蜜全対策には十分に配慮
を﹂と遡べた︒美浜町の俊鯨目婁
蓄は﹁建設は美浜町を通る凝溢を

考えてほしい縣として︑住民の

利熱するとのことだが︑交通購故

悪向を汲んだきめの細かい対籏

遡︑研究蕎交換などが規簸されて

⁝の開催︑薄霧蜜視察繊の相冤派

﹁原灘敦賀一鞭ができてから九 の協定に莚つく第一回爲ソ康子力

おり︑これらの導体的な協力計画

原子力協力協建を繍擁したが︑こ

協力代表醤会識がソ遡で闘かれる

や逸行状況響を審講ずるため爾機

を饗漏した︒また漁業関係薔は

無間︑その近くで漁者をし生酒

ことになり・原蓬から綿森力濁立

菰○％︑七丑％の段階ことに答纒

九撮に翅漉入後欝気出力二五％︑

に簸小隔界を選成した︒七月二十

しており︑軽水類の避難牲につ

一〇〇％出力を達成

の試験を行ってきた︒

嚇える醗燭︒

を行い︑滋月茉の水格運癒開始に

かけて一〇〇％出力での各翻試験

に入り︑十二月末から来著二月に

と︑いったん運転を郷北して点検

ぶげんL16万5千KWに動燃ではナ謀間程度遡濃したあ
％出力を藻零した︒

動燃購謎鐡は照和四十践葬十二

禰餐漿教賀市明神町にある動燃
嚢叢認の薪型転換蝉瑠璃蝉﹁ふげ

月の綴工以来︑七三余の歳月をか

謡曲出力十六万五千KWの一〇〇 けて岡炉を建設︑今無三月二十鐵

ん﹂が十三藏紫潮九八三分︑定格

肪ソ代蓑囲一行

三褻璽工藁株式会祉
三菱原子力工藁株式会
三廼i金属株式会社

pWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

臼総譜員がエネルギー問題討議
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﹁堪元頬策弾力鑑を﹂

ンスにふれ門飼じ地眠に住んでい
ても漁藁との併謎膿簸は随額の補
慣金が支払われるが単なる駿州は
ゼロだ︒これは平等とはいえない
のでは﹂と述べ︑対籏改魑の必要

原産魑例の：

・：

・

：⁝璽漁購籏を藤箪

原子力セミナー

⁝事務蒸響薄象
：
屡本原華力量叢金議は撹例の畷

なる広い鋼薩について解説するユ
ニークなセミナーとして好評を得

エネ硯が第

回

磁宗エネルギー経膿研究蕨は来

一2携7︑8日に経囲遮で

シンポジウム

たる±再七︑八の両臼︑策察︒

ている︒今園はその第十六圃目︒

ぞれ璽点を躍きレクチャーがあり

前半は蔓礎︑後半は応用齎にそれ

穴手町の経圃達会館麟際会議場で

で〜隼間の酒動を中心とした各麗

シンポジウムはエネ研がこれ豪

ギー縫済シンポジウムを開く︒

エネルギー轍略﹂と題したエネル

﹁流動する世界鱒勢の中のわが國

審議紹の九臼は︑浜際際発の箆学
鍛︒講師はいずれも四四馨門の吉
川秀爽︑鈴木審二︑沢鋤ハ定︑三二

農鞭︑浅醗忠一︑小林三訂︑欝沢

田正湾︑細細睡の各殴︒参舳蟄は

研究の威粟を公表する︑いわば総

康雄︑痢上集一︑大津昭一郎︑山

講撰のみ七万円︑見学会参加奮は

簗綿︒今圓は︑その第＋一閲國︑

されており︑エネルギーに関する

﹁石油ショックから五鉱一と副題

理に八千欝欝円が必嚢︒驚員三脚

締切りは十一月⁝〜十七田︒

＆︒爾込みは繊麗・業務諜まで︒

ロジェクト周コイルの二面が急ピ
ッチで進められている﹂と摺摘︑

さらに吉灘允二大型トカマク開発

希望蓄は岡研究駅まで︒

管理制度海外
調査団を派遣

放射線壷鎌センター

﹁放射線登録箇理善導海外調鷺

放射線従壌蓄登録センターの

邸﹂︵凝畏・山下久雄麗臨ガンセ

◇：欧米口口の厘茅力闘鎌政懸

スを歴訪︑二十二鷺建国予定︒

力關係政府旛設を訪嘱する適合の

界の技術蓄・研究者が欧※の原子

瞬本原子力産業会議は浅場麓業

垂殴駐問羅藩へのお願い・◇

作に璽点がおかれており︑現在訂

部﹂丁1粗画整長は﹁本体の製

イルを巻く段階に入っている偏と

継いでおり謹すが︑鍛近申国憲撮

便窺供与依頼を科学技徳庁に取り

ない購携が出てきておりますので

出の遅れにより訪問許縄の得られ

場

＼＼

瓢

㌔﹇︑i

騰

野

尋ヒ

︑一戸嘱

㈱岡部製作所蕊難論砦麟橿ぜ謂

務書翰魔を対象とした原革力セミ

たが︑この点に蘭しては︑エネル

究所のM・3・ゴットリーブ蕨擾

プリンストン大学プラズマ物理研

（鑓本縫気陰子製）

性を捲些した︒このうち︑研究施設

欝京で一二闇︑葉察・新橋の原産

ギー︒デイリー紙発行人のL・キ

が濠ず第一とし︑醸産等を中心に

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

贋黒

轡

○その他

ナーを︑来たる十二眉四壁から九

会議整で開くことになり︑受講生

を騨些しているQ
煮セミナーは原麗が毎隻一回︑
瀞は阿口湖︑秋は墨東でそれぞれ
騰いているもの︒薙だに原子力業

大衆駒でないこと等を抵摘︑核不

施策を拡充していく必要のあるこ

いします︒

次の提出期隈の厳守を璽ねてお願

▽来圏訪闘臼の五＋思潮まで

に必要懇類を原薩に提出︒

英仏両圏は

▽欧州譜国縫設のうち敷府を通

し串講が必璽な場台

凋藺前︑ユーリッヒの圏温ガス炉

六週闇前︒西独は︑アッセHは六

塞係施設は特劉訪間菖干臓前︑一

○ターヒン蓋司見き窓

問題について科学技術庁原引力局
政簾螺の永野係擾は﹁例えば霊鳥
炉以外に再処理施設などについて

を示したものの研究旛設について

は検酎していく﹂と蘭画きの姿塾

は﹁発爾炉対象が購示されている
ため大二二に襲求しても難しいだ

務に携わる人を耐象に︑原子力開
発の嶺面の調号課題とその背難と

拡敬命が一霊的だったことも反

に雌蘂婁麟会が分掌しいい状態で

係薔が参加している郁︑全般を通

的計穰については﹁一九八二鎌に

か月前議でにそれぞれ必璽響類を

般訪問七重闘萌︑その至適設はこ

なお︑原歴では融講孚続きの群

提墨◎

ので︑希望の方は調査部企醐塞ま

細を一翼領﹂にまとめております

◎カタログ及び藁蓑主一霞き次第お送り致します。

現場に即応した対応不可欠
黛嵐原子力産業会講は＋四賑︑東漿・薪橋の原産金議窺で第欝病都通府警会誤診絡会を溺いた︒連
ろう﹂と実話を説明した︒

会識はこのあと地城対策のあり

こんどの中閉選雛で上下濁院で議

遷

現状を紹介した︒

はないとしながら︑組織改輔に関

じ禽議に灘やいだ雰囲気はない︒

それによるとコスト面でも十分在

初墾的な殴謝が行われているが︑

述べた︒

来発罐に対抗できる蝿込みだ﹂と

○グローBox辻へい用
○ホノトラボ

○放射性廃道物トラム詰室
○放射線廃棄物貯蔵陣
○放射性廃粟物運搬用フォークリフト
○サンプリングフード

絡巌は︑昭和五十一鶴十月に設醗以来毎隼關かれているもので︑原子力行政改革︑τNFCHなど巖
近の内外悩勢について︑原口︑通薩雀︑科学技術庁などから説明を受けたあと電源三法の運用問題を

の示唆︑わが国の中・畏鱗縄給吊

国際情勢︑※国の戦略とわが國へ

点に現状︑実態分析︑問題点など

測︑安金保陣と緊急晦対策簿を焦

また︑超蹴遡磁石聞発謝薩につ

度の鷺通しがついたと撒摘した︒

れにより炉の経済的働颪にある程

として冨与している﹂と述へ︑こ

不純物対策研究の爽績がその窯台

躍による成累にはいずれも長鎌の

功したが︑この二つのトカマク装

12aで低安驚係数の放電に成名︒粛込み道切りは十一月三十臼

⁝2で隅周波越谷を実施︑5Fτ 諺加雛二万丑千円︒定職蕎三十

プラズマ葵験研究室擬が﹁JFTが報欝︑別にパネル討論もある︒

摘︑次いで聡中裕二核融舎研究部

出て談義的繊麗を簸たすことが璽

対策の必要性が改めて浮き彫りに

研究闘発の競状を森艇核融含研究
開発推進センター長が﹁炉体現へ

返りながら原慶が漿たしてきた役

琿秋完了予定の王EA躍際遠藤プ ダ︑スウェーデン︑西独︑イギリ

ンター溺長︑一行四名︶が七田︑

評価されるようになった結集︑技

欧楽へ向け出発した︒※国︑カナ

の不腿ではなく︑理解不覆にある

いて紹介した麗本逸核融合研究部

報薄金では︑まず原研の核融倉

と力説︑閲係霜の努力をう襟がし

がつき︑﹂7⁝60に世界的な期待超罐灘磁石研究窯屡は﹁一九八二

司法璽は効累がないこと︑さきに

を關き︑鍛近の成果を明らかにし

の簸後の物理醜鷹壁も克服のメド

術蟄も増えてきてい鶯と指

方をめぐって﹁圏がもっと劇薗に

要﹂﹁各轡庁の遮携を強化し手
続きの簡路化を﹂﹁立地対策での農

された︒

現場の実構に即織したきめ細かい

だ﹂と抵摘︑また矢部欣弘氏︵福

田本原子力研究所は十五日午後

議会を趨過したエネルギー法案が

が醤せられている︒原研の技術が

繭

開発ぽ蠣金癒等でもつと係守的な

第四回﹁核融禽研究成獣報入会﹂

ものになろうなどと力説︑

製の大きかったことを強調すると

ング氏も楽蟹各地の顕発状況の調

るかの予測はし難いことも承唆︒

査髄果を踏まえながらP・A対策 また︑鍛後に特劉講演にたった

雀︒さらに︑上下覇薫掛局原子力

しかし周氏は︑敬策に関遡︑とく

って康子力開発がすぐにも好転す 委蝿会の廃職に聡し︑現在は萄院

摘︒また︑楽康産が盤界各騒︑と

︒D・ソーン氏は政晦亡朝に不曙 いて﹁理齢も実験もこの方式が炉

とを捲濁した︒エネルギー雀のR は※国のトカマク研究の現状につ

能性を示している偏と述へたあと

に必顕なプラズマを供給できる鰐

心をもつ多くの白濁がいることを

確な点の多いことを反省しなが

明らかにした︒終天斑法獲に懸し
てはヒューストン・ライティング

についても﹁まだ実薮されていな

トカマク方武の炉の経済的晃逓し

があるなどと掴摘した︒同氏はさ

嘗展それぞれ立場からの兇解目明

はτF①Rの本格運転に入る苧定

今毎次大金には六颪八を照す閲

義欠なことを墾えた︒

＆パワー祉のD・D︒ジョーダン ら︑画策推進に塵藁界の協力が不
社長も﹁逆累累﹂と述べ︑鉱産が

らに︑省庁闇検酎グループの嬢討

だ︒さらに炉研究についても現筏

助け磁を出し代替躍を応える必要

に薄処曖は避けて罐れず不司欠だ

欝標が畏簸籍すぎるとし︑とくに

に焦点の醗かれた初日︑フロア⁝

いが︑理論には明るい見還しが偲
くに日本の簾産とは久しく交流を

と述べ︑雌城センターとしてのあ

から質疑も相次いだが︑こうした

られている﹂と婚摘︒また︑翼体
深めていることをあらためて強調

自
を強調した︒

に印象づけられた◎

ベクテル幻象役職のW・K・ヂ 働きかけの強調されたことがとく

訴

必要があるとして大統領への

再処理については胆臼にも動かす

から翻接

ーどス氏は︑難問徴横の軽子力開

外部

が落ち導いてきたことも

した︒趨遠炉開発については︑

り方など独自の予測も混じえ紹介

内部

発だが︑問懸はエネルギーや資金

考慮︑このため

簾︑という︒エネルギ⁝雀の羅臼

議会の働陶を概説しね下院議厩

珂欠なことを呼びかけた︒

中で璽襲施簾に関し大統領に癒援

するなど︑今後一二の区員の蟹み

?年記念大会に内外から六百入

再処理巻返し浮卜

情勢の厳しさひしひしと

蟹的な変化のみられることを指

進展︑マスコミのとりあげ方にも

ともに︑当初に比べ政鳴の対馬は

員約百名が入れ配ったが︑かとい

が期待薄なことを掴蒸した︒

これまで二十五黛間の歴史をふり

た︒

難蕪飴経済性にも曙光

JT60建設本格化へ

井県︶も漁業補鱗問題のアンバラ

れる︒住属感受としては不公平

さらに︑大繭正明践︵茨城墜︶

許駄斡ソ

避︶は纒源三法による立地対策交

る﹂11などの愈艶が続幽︑地元

対し原賑氏も門興をあげての広報

ングは艦調審決定潮に︑第二圓翻
樗金の遡幣について﹁例えば薪聞

だかつて一般公鍛に瞳蜜を与えた

林水産省の役翻を兇薩す必要があ

にのみ筥額の補臓が行われるため灘民にとって不公平が蛋している隔﹁申央から地方への悩報提供の

は安全委員会によるダブルチェッ

いケースもあった︒周辺広報の範

詔嶺を対象としだ場倉認められな

囲はもっと広げる必要がある﹂と

ことはなく︑この誠年間だけをみ

は門発罐炉を対象としているため

はじめ原発立地に伴う地域馬簾のあり方などに恵見を交換︑﹁交回金の使途はもっと薗磁に﹂﹁漁蔑

ク鋤に開催し︑地元の愈見を殉職

また︑通慶雀資源エネルギー庁
指摘し︑船越醤舅段︵山口興︶も

ても化石燃料に比べ五十五憾がも

影講演をした︒同氏はその中で・

﹁口引の交付金単織の大纒引上げ を扁とこの考え方を支持︑これに

シントン特馴区のショーラム・ア

墨金議一九七八無慶年次大金がワ

の節約につながったなどと例示し

凝内の数多くの研究施設は除外さ

は必頭だろう﹂と横綴を約した︒

原薩の都避鰐黙会楓遮毎会のもよう

迅速化を﹂一などの褻望が欄つぎ︑現場に郎癒した対簾の必嚢性が改めて浮き彫りにされた︒
につづいて今琿も岡法の弾力的運

視交付金の延長︑大規模簗中立地

用を園りたい﹂と櫃摘・放射線監

ついて科学技徳庁原子力局政策諜

扁年十月に一町村会魔遼印金とと の門田鎌畏補俊らが原子力行政改

都避府興 会 騨 遷 出 会 は 昭 和 五 十

一もに設麗されたもので︑梱互の慨 輔の境状について門来年初めには

どを政膚に要求していると報鰹し

地域整備瑠謎調整交付金の新設な

トする︒同時に︑公開ヒアリング
た︒

行政一饗化を含め新体系がスター

の翼体的あり方について現在検討

報遡絡を促 遊 し ︑ 原 公 力 対 策 の 発
箕を麟ると い う の が そ の 趣 匿 ︒ 禰

串だ﹂と説明︑第一園蟹のヒアリ

会議では濠ず国分原薩甥務局畏

に反映していきたいと述べた︒

これに対し大橋良二践︵北海

会展外閲係暫を含め十五砂壁から

旛累︑福井興︑茨城緊など会則︑

が﹁立地間題は依然巌しい状態に

¥名が滲 加 し た ︒

あるが︑沼本立地センタ⁝が地域

開発課の原当量長補佐らは霞網三

開発モデル謝蘭の作成にのり出す
など合慧形成のための新しい体剃

法による地域振興対策について

メリカーナ・ホテルで開聴しだが

等々でさらに啓畷を拡充していく

合一原研報管会のもよう

炉

札場台によっては興全域で広報 璽京・内響町のイイノホールで︑

が整ってきている︒原産としても
全力をあげたい扁とあいさつ︒つ

原産の年次大会醐
く評綴︑工学的安全対策や運転経

その利点などについて原子力は今

験︑環境安全対策簿諸分野にみる

﹁原子力 髭 躍 ー ー よ り よ い 世 界

臼︑雌臼簡の欝程で米騒原子難産

のために﹂を塞調テーマに︑＋瓢

岡大会に墾加している原薩の鶴木

題のコつが討識テーマにとりあげ

必要があるとし︑このためには石

憂懸︑バック・エンドとか規制面

わずか四塾にすぎなかったことを

匹年の発注王⊥へ基に銘べ昨年は

だ︒しかし周氏は一方で︑一九七

ようを次のように伝えてきた︒

洋子企瞬整 長 禰 佐 は 關 鵬 初 B の も

◇

られた︒糧頭︑﹁配録は譜る一原

炭か顕子刀かといった議論ではな

初Bは原 子 刀 開 発 の 兇 題 し と 謙

子力を推遮せよ﹂と蟹し講演した

冤逓しに明るさの鐵た核融

＼

の﹂・B・アンダーソン氏は︑カ 大統鑛に働きかけるのが次鶴の
ーター政策の安定化につれ原子力

断面

放射線廃零物ドラム詰塞覗窓

放射線廃棄物醇蔵鷹覗窓

艮本感気硝子㈱総代理店

日OT

闇

一

ュー精代に原子力はさらに比灘を 羅ねに加えこうした協力推進が不

B・B・パーカー来原産会獲は︑ く︑ともに必饗だがこれからのニ

えていくことが肝要だと述べた︒

懸念すべき大会に米康産の開門

高めていかねばならないことを訴

陰陰C︒ロビンス氏も飛入りで艦

ことをまず報轡した後︑原子力開

ているが︑他産講に比べこれほど

発は内外ともに各面で難問を掴え

※原産が翻立二十五周鉱を迎えた
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欄

一一

実繍を残し て い る も の は な い と 縄

でお嘩し込み下さい︒

／も

護ふ烹還

「挙も

昭和53年壌肇月肇6B

二

子
（第一灘邸便物謙葡

第952号
（3）

○

撰
形

讐雛館髪黙蔵醤愛 怨 聾 唖 獄 醸 絹 平 郵 慰 襲 鶴 舞 嬬
認わゆるニューフレックス78大金には世興三十二か国から三千人を超す関係番が参加し︑原芋力

灘難無難灘 鱗灘

M

・

影
の特徴として︑塔内の賢舩を陰極
に︑中心の隻欝欝を陽極にして︑

鯉解罵元をも同時に行わせる断新
なもので︑かつ抽出塔紡質にハフ
ニウムを捷用する興味深いもので

たされた︒ライン河欝のバーゼル

測︶のコ・チェアマンの璽費を果

処して察子炉部門と再処理部門は

るが︑簸近︑過激分子の濡動に対

よび再処理等広範な盾動をしてい

見本市および技術会議が開催され

バーゼルで第五回圏際原子力産業

十月二日か ら 七 日 闇 ︑ ス イ ス の

までは全屡︑行を共にしたが︑以

発からバーゼルでの技術会議終了

心深い現われと思われた︒成圏出

著しい鍛近の原子力潤勢から︑関

十四名と多数の謬加となり︑変貌

迎の蕪辞で始まった︒翌ナ月蕊日

に大会々長バルトハート鱒士の歓

十二か国から参嚇した約千人を削

産業見本市会館内大ホールで︑三

なりかつ改講され︑より懸位に立

は︑軽水炉でも将来︑より大型に

るとするのに対し︑来国の発諮蕎

高速炉こそ将来経済性を髭揮でき

フランスの発霞蓄は︑改農された

イス原子力婁員会の官入検蓋中で

か肩の遷れをみた︒莞学嶺將はス

あるが︑工事ぽ嶺初予定より十八

独KWUのターンキイ・ベースで

して七七隼に工璽は完成した︒西

あった︒一九七三黛に建設を開始

︵ノウハウで楽々デリケートな欄

ガス砿敬嵯に比較し数倍の効率を

もので実験は七難続行しており︑

もっている由︒ノズル法はトン・
オ⁝ダーの多騒処理で君王からし
て爾灘縮ウランの製造はできない
のであるから現在の核重石防止の
要求に倉致した芳法であると謹う
ことであった︒ブラジルからパイ

けた寓遼炉フェユソクス︑そ

藩工五奪で発鷺開始にこぎつ

ス開発に搾常に謬響となっている

たが︑今後のス：パーフェニック

ラ︒アーグ再処理工場の見学は

由︒兇学日当田は解読中であった︒

四聴半まで密鹿悪い見学および説

明討識を持った︒マルクールのU

P1につづくUP2再処理工場と

ラン燃料を空な対象として一九六

して黒鉛威速ガス冷却炉用天然ウ

七無以来擬業がつづけられており

いる︒将来・一九八一年には当工

隼間八酉ゾの再処理能力をもって

場は酸化物燃料処理通用となる予

施設の正式運転ライセンスを受け

︵τBP︒ケロシン︶は現在まで憲で︑活魚十月から新設のHAO

て︑濃燐酸と接触︑TBPを燐酸その操業を開始している︒この酸

保管されているが︑処理法とし

︵貯噛せん断・溶解等︶であるH

化物燃料処理のための潮処理施設

七六無にはBWR燃料十五沙を受

AOの建設は七二葎に決定され︑

離︑燐酸相をピロライザーで熱分

相に移行せしめ︑ケロシンと分

理される苧定とのことであった︒

解する方法が開発され︑本法で処

燃糊六十．ゾを受入れ今年にかけ処

綴近︑6承圏内でも︑使用忌み機 入れテストし︑七七隼にはPWR
器の除染廃蘂︑麗溶媒の処理は現

ばらくの間はガス炉燃料処躍と切

理テストを婁施している︒今後し
験に墓く討議が猛たれた︒ゴスゲ

週聞必要︶を異旛する予定であ

薔え操業︵切篭え期間として約二

実の間題となっており︑贋璽な経

ン︑カールスルーエ︑ユ⁝ロケミ

る︒今後の酸化物燃料の薄処理計

ックと逮続三沼の訪問は特に後轡
二か藤については西独一譲︑ベル

大線量瀾研究委員会編

に一遡間の思い出を残し十月魚田

ェルブールの港町を朝出晃し︑十

十月紅毛二言︒英仏海峡に面したシ

ンクスへと憂けつがれる︒

の経験は次のスーパーフェこ

残念であった︒璽沓下のガードを

中に備えている由である︒低瀕研
究籔のコマレック境土︑岡位体分
離研究塞のシュッテ噂士他の説明

かったのは同位体分離研究察で・

および案内を受けた︒特に興礫深

西独ではウラン濃縮にノズル分離

たが︑日塞原子力産業会議はこれ

降は石僑國長をリーダーとする︑

から七日の間の技術甕議は全体会
つであろうとコメントしたのは興

冤学には鰻も好塵な三期というこ

ン鷹を分離している︒パイロット

造であったが︶から吹出し︑ウラ

に視察団を編成派算し滲加︑ひき

ベズナウ原子力発電所︑ブルガリ
議として︑癒型炉の概念︑使用済
味をひいた︒安盒礫境聞題に関し

滝〜

躇から漏跨の列廉出発ぎりぎりの

持っており︑対人デテクターも地

年後瞬時︑エユークレックス78会 外部の兇学を不許可とした由で︑
議は終了した︒

最近の進捗
状況つぶさに
旛殴観察

あった︒西独DWKでの再処理謝 ゴスゲン原子力発電所を十目九

画説明︑フランスCEAグルー星無二︑覧則した︒スイスのベル
仁摩に位圏しており︑PWR︑電

法を擦溢しているが︑六フッ化ウ

の説明など︑多くの悩報を提供し

気出力九十二万KWである︒発電

プおよびCOGEMAの活鋤状
況チューリッヒの帯闇︑アーレ
ンと

のグループ分けで筆者はそれぞれ
た︒技術会議は各セッションに分

ランと水団の混三物を特殊ノズル

謬加陸風は九戸蹴力石橋周一常
後者のグループに所属したので︑
駈のディレクターであるフ才クト
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米︑仏にみる経
務を団長に︑原産原紐常雄常任四
かれそれぞれ分担出席したが︑ト
氏の説明案内を受けたが︑九月下

このグループを題しての内容の一
ピックとして︑高懇懇と軽水炉の

望役および藤波種雄原子力工学試
喘を紹介する︒

つづき欧州各国の原子力施設の蛸

アにおける原子力魏霞所視察およ
み獣料再処理と麗落物管理︑原子

験センタ：理事畏を顯問に総隠三

壷視察を実旛しだ︒期聞は十月一

び同国藷蘭係機関読間のグループ

プラントは臨径二綴︑高さ二障の

日成田出発︑十月二十脳成照鰯魑

と︑原繊瀬問をりーダーとする︑

鼓講︑問題点を総総

旬に政符から運転のライセンスを

の二十日闇で︑この閣︑バーゼル

ゴスゲン原子力発霞所︑カールス

ニューフレックス78の開会武は 将来における経済比較をウラン臓

で一遷間の技術会識に出腐︑ひき

ルーエ研究所︑ユーロケミック研

実り多かった施設視察

受けて還転開始テストを実施中で

つづく視察先として︑欧州各国の

究所︑およびフェユックス原子力

鉱価格の推移との関趨において︑

原子力発璽働︑薄処理工鵬︑研究

発醗顧見学のグループに大別され

茶壷二田年女蕊蒔からバーゼルの

ぞれ分担調蛮するというタイトな

所等九施設および閣係機関をそれ

技衛会識

瀟性比較の違い

聞

業
産

年︶家でにさらに六十ジの計百二

五十沸︑八一年二瀬沖︑八二年四

十誘︑七九年百二十踏︑八O年酉

画としては︑今無末︵一九七八
打切ることを余儀なくされ︑訪闇

地への予定から残念ながら討議を

ことであった︒

先に対し聾し訳けない思いをした

ギー一βの滞在となり︑次の霞的

ロットプラントの引合を受けてい

直彦

た︒パリで合流後翼ぴ石礪懸隔を

とで︑詳細な心学案内を受けたの

浜辺

スケジュールであっだが︑無願そ
りーダーとするハンデロス原子力

バランスのとれた社会において

〒37卜12高崎市綿貫町1233費0273（46）1639

本縫・策京都港区芝大門1−1−26濁105電話（壌33）72徽（大代）

発行（財）放射線照射振興協会

欝本アスベス整株式会社

三璽金腰︒エンジニアリングセンター

の任を果たすことができだ︒特に
発電所訪闇絹と︑原圏顧問をリー
力発電藤の運転経験︑および原子

フェニックス原子力発癌所見学

畢定︒なお八六隼にはUP3Aエ
翌十一日はユ⁝ロケミック研究

予定︑外国からの再処理受託を主

場としてさらに隼八百釣の二重を

レベル廃液貯槽現鵬を︑COGH

悪のRAO工鵬および建設中の高

離石鑛製品の総合メーカー

原芋カプロジエクト部蝿

最近の傾同として各国の漂子力施
ダーとするラ・ア⁝グ再処理工場

るとのことである︒

百ナ︵HAOの計虚櫨︶に達する

設の冤学は規制がますます厳しく

は幸であった︒

は︑十二臼パリ発︑フランス国鉄

次にカールスルーエ研究斬を磐

ム︑経済システム︑技術システム

は︑社会システム︑政治システ

駈︒ベルギーのブラッセルに近い

鵡オン行きということから羅やい

こ自魍のル・ミストラル弩でアビ

だ気分であったが︑途中︑フラン

MAのクチュール氏および嶺工蝿

鯉保温離

それぞれ匹つの分科会に細分され

牽屠獣責請閉︑麗了した︒函独の

ッパ十三か国の毘蟹で一九五九鎌

モルに所在する同研究所はヨーロ

設立以来︑一九六六〜七四蕉の間

ス国鉄の抜打ちストの付録つき

プレー串ライニング

力技術の環擁安全問題に分かれ︑

原子力研究の中心研究機閣である

縄遼炉︑懸猛技術︑ウラン掛縄︑

に︑冨処理等を含む開発蓋置藁務

次長レドン砥によって詳細流離を

懸フッ素樹脂製晶

で鍛後に禽流し︑ヒンクレーポイ

がそれぞれの役捌を累たしている

当駅は︑一九五六年に設立され︑
治システムを経由することなく︑

紹ウラン充粟化学︑廃添物処理お

ニックス原子力発蹴所はマルクー

で︑これも思い出となった︒フェ

代のF鶏R研究開始︑六〇鎌代カ 基︑Bサイトにはアドバンストガ

ヒンクレーポイント原子力発

二基がある︒所覆代理アトキンソ

スクール炉︵醗縮二酸化ウラン︶

パッキン。ガスケツ艶

訪問グループに分かれ︑ロンドン

承会では田；撫コーナーに問合わせが殺剥したという。

大放射線量実用測定法

トンボの製品

欝蹴

羅不燃建材

なりつつある現状だが︑今圓その

のであるが︑一九六〇銀嶺以降︑

在の騰点での間騙点をまとめて報

藍蝋的に経済システムあるいは三

の嶽進︑再処理難業のための入材

纒所を十月十八賑最後の見学場所

鴬に勲強になったと思う︒また︑

ダラッシュ研究所旛設の充爽︑六

受けたことであった︒

クセプタンスの観点からも感銘を

石翻紡織晶

機会の得られたことは簿難い経験

た︒これらの会講の内容は精に二

社会システムが巨大化し︑かつ政

告し綴後にパネルディスカッショ

徳システムにアタックする現状を

の懸成︑および再処理デモンスト

り︑丘の上の展璽台から両蕎を望

として訪露した︒Aサイトには一

なる対象としている麹である︒乱

かったが︑それぞれ各分野での囑

重の鵜報というわけのものではな

ンで懸架を述べ命つた︒自分の騨

問魑とし即席蓄闇の共感を呼ん

レーションプラントの設麗と遜転

兇した後︑発甑筋内に入る︒擬業

九六五琿遇開のマグノックス炉二
敷府に難燃され︑

七薙ラプソディの臨界等の経験を

ル原子力センターに隣接してお

門分野以外では陰頃から総合的な

だG酎議は同じ立場の立塩の闇の

の國的を蓬成し一九七四鑓ポリテ

の再任蓄であるラクルア氏の説明

受け︑充実した一照であった︒

知識としてまとめる機会が少なか

フレンドリーな藤縄気で活発に行

ィカルな決定によりシャット・ダ

および案内を受ける︒一九五〇年

力施設への航空機雨池について︑

は再麗したい由である︒擬業鰹止

経て︑六八爺フエニックス発竈所

れ七七隼にかけ取替え作業︑テス

γ線・電子線の高線盤β掟に極めて有罵な手引用

あらゆる産業に貢献する

躊
ント漂子乱発健所を訪問した︒こ

慣罪奢圏から3000人を超す謬舶があったニュークレックスア8大

力

三
であった︒

会一技術会講（奪爽）では各國の近況が概鋭、併催された展

大線量測定には、なお多くの技彬的な問題を抱え
なから、現在これらの計測に関するガイド書は、
はなはだ少ない。本書は、斯界の大家たちが、そ
れぞれ学問的な立場から各計測技術について執筆
されたものて、線量剤測のテキストとして、また
参考書として撰測技術に役立つ良書てす。
☆B5判。2，000円（限定版）・干160円

翻最轟理凱

鋸滅欝

ったので︑この授術会識出席は非

われ︑楽しいものであった︒原子

ウンされ︑現在︑旛設のクリーニ

ひきつづき原子力施設兇学を行う

以薬十八か月クリーニングを続行

纂内を受けたが︑町の重扇がパー

ン蠕動の説閣を受け︑所内の詳細

してきたが︑現在はセルを騰けて
アクセス可能な欝欝にある︒エバ

たしていたことは葵国婦人の実力

トで案内に当たりその任を十分果

へ︒麺工以来五琿で七三年末発魑

ボレータi箸には縮当な腐蝕が観 驕始の運びとなった︒七六隼七月

トと麗璽な経験を繍むことができ

と︑また︑発電所のパブリックア
使用済み機雛パイプ類は除染後処

ムのリ〜クが熱交換羅から認めら

分される︒一方海難済みの廃溶媒

薔えて再開に備える︒取出された

察されるから切断して取鵠し︑取

および十月には非放麟性ナトリウ

九八二隼頃に

ングの段階にある︒今後ペルギ⁝
れほどでもない︒フランスの航窒

西独は蟹視するが︑フランスはそ

機はより安全なのであろう︒買う

ての区報の多くは︑この技術会議
の内容に臨まれていた︒さらに展

ジョークもありくつろいだもので

ならフランスの航空機をと言った

に際してのバックグラウンドとし

承会堀の展儲物および配物璽料も

あった︒本知播会議には日本から

周様の構報を提供した︒すなわち
薩独カールスルーエ研究駅での活

多くの闘心を呼んだ︒なお本視察

も各セッションに倉謝十論文が提

団幹襲の井地輝雄氏は原子力発磁

動説明︑闘藤で新しく關発された

ストレーション︑これは再処理工

所の運転経験第四セッション︵計

出されホ視察岡興から工高され︑

程におけるウラン︑プルトニウム

パルスカラム式卓出装羅のデモン

の抽出工程に使用されるものでそ

ラ。アーグ再処理工爆

（4）
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毎遡＊曜臼黙黙

購麟i料1隼分引奪金轟5◎◎P…

1部100円（送料共）
会

ド

N闘に10億ル投入

環境歳導線澱定軍

鐙爽京蟻気特器株式会社

丁護㌧1バ）δ（2灘｝35黛1

ち出しており︑藪州側もほぼこの

ダブルチェック
大綱ほぼ固まる

による鎧装ラズ薦詮議魏出蟄み︒︒ちわが圏け

でなく︑詳細設謙︑工臨認可︑遜

チェックの内容は︑遜本設計だけ

良縷︑浅照忠一︑小林錨敏︑吉沢

川秀夫︑鈴木辱二︑沢井定︑三覇

●

線に則った協定改定を求めている

原子力安全婁

出荷分は爾力六社がそれぞれ個別

国会の付帯湊議もあって︑原子炉

転尊翁にも審竃を行うこととし︑

報鑑馳敗権を行使して行政府に報

設謝と異なるタイプの設計②薪し

口などサイト固有の闇題︑につい

原子力発電所の放射線管理状況を

日系職綴を対象とした原子力セミ

名︒晦込みはお皐めに原塵・業務

環境モニタリングはNAIGの技術で／

絵雛協定改定
第二回会合へ

といわれる︒しかし︑この新保糠
描麗協定に盛り込象れている内容

原子力安金華貫会は二十二露の

は来蕪から

定例会議で︑得政庁の安全審査を

鷺米

は大部分日加原重力協定改定で臼

第二落窪磯原子力協定量定交渉

の大綱について審議し︑その概要

受けて同委が行うダプルチエック

が十一菖中にオ；ストラリアの酋 本が要求をのむ形で決魑している

いが行われることになる覧込み︒

ンバーの決まる原子炉︑核燃料の

をほぼ固めた︒十ご月上旬にもメ

ため︑今園交渉もこの方向で話舞

また︑十月︑米国から正式に串

なった︒冒藪交渉は今庫八月に開

し入れのあった臓※原子力協定改

契約に錐づき今俸から来隼にかけ

ことになっている︒ところが里預

地る
盤︑気象︑海蒙︑自然環境︑人
インENUSAが一五％を引取

て郵
になって 一ジェールONARE
M点朗に行う︒また︑新・増設

住民の愈冤を闘く︒

さらに︑国金付票決議の趣睡を

炉には公開ヒアリングを開催し︑

決まっていないものの︑結局・さ

にも安金委託会がチェックを希盟

生かして①設誹︑施工以降の認可

が出され︑先世き引取り麗はまだ

しあたり今硫︑集庫分として四稼

からも﹁一部引取りたい﹂霞懇向

ジを引取ることになり︑このた

すA
る個
所に
めOURD︑COG￡嫉
︑
Eついては行政庁に報告

監視する一等も盛り込まれる︒

を求め︑審資する②定常還転中の
NUSAそれぞれの引敗り分も当

た︒ニジェールは原子力発樋計画

製窟︶栗原弘誘︵長三論麗偲︶︒

外務総懸陶︵在米碍本大難館参

◇科学技徳懸人轟︵二十日付︶

該分が鑑し引かれることになっ

に捷われるの

をもっておらず︑引取りウランは
圏際協力のテコ

ではないかとみられている︒

黛纂藩繋灘轟饗餐醜

受講者を募集中

ナーを︑来だる十二月鶴臼から九

課まで︒

．

」

＿

ロ

都キャンベラで開かれる莞通しと

かれた第一厩会談で濁薩の講本路

定交渉は来庫にズレこむことが確

醐安全韓門審燕会の愈兇を閥いて

これをもとに薪協定のあり方につ

成文化し︑来鑓一月四田の行政一

線が明らかにされており︑今園は

定的になった︒

蟹化のタイミングに合わせて鍛終

いて興体的検討に入る予定︒醗州

太陽エネルギー転換︵光愈成︶︑

コンピューター利茶研究の共岡研

岡研究⑬プラズマ物魍理論研究と

は昨年五月︑新保陣描醗政策を打

地熱エネルギー︑縄エネルギー物

て含計約七巡四十ゾを翻弄ること

箸規欄法で義務づけられている設

この欝の審議で固まったダブル

理学の六分野︒このうち磁堀閉じ

究センターの鼠楽各︻つずつの設

にしているものの一部︒どこで転

躍雪曇だけでなく購故や故隠にも

決定する段敗り︒

込め核融命と石礎転換プロジェク

麗︵既存研究機関内に設圏の方

墨てする︒ウラン纐格は﹁国際相

換︑纏蔑するかは各社が個別に承

象

トを当圃纒饗して取り上げ︑技術

式に際する錦岡謝画︒

塊に匹敵できるもの﹂という︒

向︶④罪トカマク磁堀閉じ込め方

今圓の台辞は畢期に異体化でき

だけ早い晴期に書論開発に入る方
針が確認された︒

的賜暇牲︑冒用を検討し︑できる

核融ム瞬ダブレ ツト で実験
黛米両国が核融禽︑石炭蔽換など新エネルギー源の研究出発を協力して推し進めようという艮米科

する第二回作業部会で決まった︒大綱は①核融含と石炭転換壱当面の優先分野とし︑大陽エネルギー

学技術協力プロジェクトの大綱が︑十下輩から三臼間︑ワシントンで開かれた日米科学技術協力に閲

転換︵光盆成︶︑地熱エネルギー︑轟エネルギー物理学で共属研究計画を進める②諸プロジェクトの
経蟹は両懸が負担︑今後十年間に十億沿を兇込む③協力実施のため詣網︑大統領任命の双方三入ずつ

からなる購いレベルの日米禽闘婁員会を設棄するi1とするもので︑両国はこの大綱に基づき纒兜プ
ロジェクトの技術的蒲能性と隠構を検討したうえ︑皐惣に実施に向けて動き出すことになった︒

十一世紀の世界の繁栄のために解
決されるべき露要問題の⁝つ﹂と

開発に成功したのはこれが初のケ

一づ 一二多玉ニニ玉多

ースだが︑のみならす自らの手に

よるウランを入手するのも初め
て︒

アクータ鉱床からの可採ウラン

％︑二万誘弱を引敗ることになっ

ダブルチェックはの従来の基本

の原研のJTi60とプリンスト蕉
ン千五颪ナを焦産し八O雌以降二

告させるシステムをとる︑など︒

ルギー機関︵IEA︶のエネルギ 合点された磁摂関じ込め核叢濃

い設副︑蕨しい実験データを部分
で︑焼産物はOURDのほか︑仏

大学のTF甲R︑濁大型トカマク千ゾベースの本格操業に入る予定

計⁝画によると︑今隼六三ジ︑山米

研究開発プロジェクトは①セミナ

敗り入れている堀台③地質︑
COGEMAが獺丁七％︑的
スにペ

る計画に限られているが︑建喪中

十隼間＋憾がはおよその目安とさ
ー研究開発協力を補完するもの﹂

ー︑討論金などによる岡国の核融

ものとみられる︒

装欝欝にも将来︑技術交流が進む

エネルギーに関する蹟※科学技
れる︒

と繊癒づけ︑﹁発展途上麟の購璽

ル・アトミック社で今隼九月から

合研究都門簸の交流謝画②ゼネラ

術協力は︑﹁エネルギー問題が二

外務欝議宮を齪畏に外務雀︑遜産

への協力姿勢を打ち出している︒

も十分に書起ずる﹂として途上麟

今回の会愈には臼本側から富燗

衡︑科学技術庁の撞当轡らが出

玉 多 一 二 一 二 一二

実験の始まったダブレット皿袋帯

して表る五月の日※蟄脳金談で福

ーニニー二多玉

アクータ鉱床開発順調

黶f

協力分野は︑核融禽︑石礎転換

席︑学説側からドイチ・エネルギ

団︑国務省︑大統韻府科学技徳敢

に参加

ビ﹂ユ

田糞蝿がカーター大統領に新エネ

のがきっかけ︒大網は九月上旬の

簾局︑エネルギー雀の代衷が出

ー憲研究局擬を団擾に金米科学財

棄束での第一國作業綴金と今回の
席した︒

引取り

翻本向け出荷始まる
ニジェールも

ている︒すでに仏聴け二十三ゾが

藁囲側は契約によりその四三・三

埋蔵騒は匹万ゾ強といわれ︑うち

RD︑鈴木講照筏幾︶が仏CO
後G
も順調で︑九月中旬に仏陶け一

出荷されたのに続きわが国向け五

海外ウラン資漂開発会社︵OU タ地域でのウラン臓源開発はその

およびスペインENUSAと共
き岡
十月からは籔本商け出荷も始ま

らのフルパワーでの試験も九月初

った︒わが圏が海外でウラン澱源 十七ジが出荷されるなど︑合謝八

EMA︑エジェールONA
部R
初E
荷M
が送り鐵されたのに続
で進めているニジェ⁝ル國アクー

転申だが︑近く田旗本峯力発鑑翁

琶十万KW︶と中部繕力浜岡原半 炉を一だん陣止︑簸終点横を行っ

社張海第一整磁所︵BWR︑膨力無購に終了した︒このため原磁は
力発蹴扉二轡機︵BWR︑出力八ていたが︑とくに問題もなく再び
ら一〇〇％の試運転に入り窟庁の

＋四万KW︶が襲業運転開始の予 出力運転を物始︒今巳二十三日か
逢で︑これによりわが国原発は設

備容羅が一千万KWを超え︑今月 使用前検査を蔓けるが︑順調なら

浜澗二二は静隣県小笠郡浜澗町

継︒講師はいずれも斯界騨門の吉

の同一躍に隣接し建設︑今鶴五月

臓本原子力産業会議は覆例の薯
原電の東海第二原発は菓海・敦

田正蕩︑摩本康の各氏︒謬加齢は

康雄︑川上導一︑大鎧昭一郎︑山

ることになりそう︒

中に十八墓多忙五十万二千KWと ば二十八日にも禽格護が交付され

賀に次ぐ岡社三番鰹の原灘︒わが

臼まで一文間︑東察︒新橋の原総

なることが愛撫となった︒

四欝
国初の蔭万KW級炉で︑MAR
Kから懸魚転入りしていたが︑

会議籔で開くことになり︑受講螢

ぞれ慰服を躍きレクチャーがあり

別に八千五百円が必璽︒定展五十

講義のみ七万円︑藩学金藍暫は

⁝嚢型格納容器を採用したBWRこれも膿調︒最終段階点検のため

一たん逓転を侮止した〇十一月五 を七山している︒
霞から再起動︑使爾酌横査を受け

巖終臓の九日過︑浜岡原発の隠学

としては麗界でも数少ない大型炉
の一つ︒今啓三月初発霞に旗功︑

認が傅られそう︒

ているが︑二十九臼には密庁繋累

荊羅は墓礎︑後半は応用にそれ
以後二五︑五〇︑七五％各段階で

九蟹五幸六万二千KWが開発︑還 の爾力上舞訊験を突樋︑五屠末か

丁絹
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ルギー研究の共岡綴織を提案した

座金を経てまと蒙ったもので︑こ
このみ百合で︑両團は新代憩エネ

ルギー源の共嗣研究謝画を准塾す

のほか協力計爵を規定する墾本文
露を四か月以内に疋式湊定するこ

＼／

設備容璽は1千万KWを突破へ

ることで含悪︒協力は﹁国際エネ

ノ

近く営業運転開始

働三鷹翼易株武会社

特約店
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わが国原子力発彪は現在十六基
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聞

憎

唐ｪ原発支持示す
@舞蟹にの約46万入が回答

鎌継力に依存賛成六七％⁝1※原子力産業会議︵AτF︶は来下院議興三十七名が二十黒川州民の
悪難をより民主離に議会に反映するために行ったアンケート調査から﹁原子力開発支持が圧倒してい
る﹂との結論をとりまとめ︑十一月八欝公表した︒来国では七月の中間選挙にあわせモンタナ︑オレ
ゴン︑ハワイ三彌で住民投票が行われ三州とも原子力発露所建設に厳しい条件を課すことを決めるな

闇中⁝1環境︑安金性と胴囲関発

縫︑慰殖炉と麗棄物⁝一に対して
AIFのカール・ウォルスキi

らない六％との結論が得られた︒

ど︑反灼派の動きが目だっているが︑全依では二対一以上の割合で原発推進欝欝が圧倒している︒

米下院議員はそれぞれ独瞥に原

の地域では﹁非常に資成︵反対︶
どちらかというと賛成︵反対︶篇

め︑AτFではイエス︑ノウのい

の四選択肢のある質問もでたた

っている︒

ずれかひとまとめにした評価を行

対象となった二十三州中にはシ

社のドン︒ウッズ社畏は今後の關

に及ぶ︒このうち開発に至当な鉱

ィンの東瓢颪六十詩層に位黙しウ

床が二か所あり︑雨鉱床はほぼ同

ランの埋蔵範囲は七＋八平方詩綴

規模で含計十万ジの磯認埋蔵簸が

発計画の詳細を明らかにした︒環

により魑手まで予想以上の障蜜が

との協定とり決めが難航したこと

ンカットか表齎採掘方法により採

ある︒また地表に近いためオープ

境問題やアボリジニー︵原住民︶

あったレンジャー・ウラン開発問

予定︒サイト開発と擢錬のための

掘できる︒初期には年産三千ナを

題はここへきてようやく︑開発へ

ウツズ社擾は﹁北部準州地域評

の歩みが始まった︒

さらにすでに行ってきたウラン

出契約を取消すことも考えられる

なお与党の自由党は潮来︑労働

た︒

308の供給は一九八一無の十月億円︶と見横っている﹂と説明し

議会と政將の協定が運れたが︑U 資金総額は三億藪 が︵約六百山ハ十

から始められるよう︑まず施設︑

オーストラリア北部華州のレン

党が政権をとった鵬含にウラン輸

ジャー︒ウラン鉱床開翌協定が三

いる︒

とし︑原子力法の改正を計画して

通路など建設を至急開始する﹂と

たニュー︒ハンプシャー州も含ま

・プロジェクトのサイトはダーウ

鉱床の調壼をまとめ﹁レンジャー

ーブルック原発問題で話題になっ

れており岡州では﹁シーブルック
郎結ばれたことから︑開癸に当た

＝＝＝＝凹＝ニ＝＝＝＝＝輔篇哨＝一＝扁需鱒闇＝＝齢＝＝コ＝一＝＝＝＝一一＝輔：＝＝＝ニ一＝＝一＝一一＝瓢＝＝一画＝＝＝＝二＝：＝口二凹＝＝＝扁＝冊＝二＝＝﹁

識調壷項園があったため︑これを

たとしても米エネルギー省との確

またコンポーネントを売卸でき

換することは疑問視されている︒

EMA︵仏核燃料公社︶との再処ることになるので火力発電断に転
理契約を破幽する一ことを濃め

ツベンテンドルフ原発建設薇は

た︒

定蟹方式聖母契約のキャンセル料
︵総額﹁千二需七十万がといわれ

約八十五億シリング︵約千二百憾
円︶に上っており︑原発蘭引の処

ンセル理由が不可抗力として認め

ンセルと冤なされた場合︑相当な

られればともかく︑一方的なキャ

ている︶やCOGEMAとのキャ
羅噺に転換する⁝一という二つの

トベルク・ツルナーフェルト︵G 分方法については①売却できるコ

拒習する国民投票の精製に対処す

選択の司能性がある︒しかし火力

ている︒しかしいよいよ再処理確儒が募礎になっている︒サイ印︶︑イラク︑ナイジェリアの

︵約九醤億円︶の追加暴論を必要 ならない模横で︑これらの關逮処

キャンセル料金を払込まなければ

るため株主総金︵国有電力公社と

発魑所転換には六十億シリング

を行い︑プルトニウムを抽出すト選定もすでに始まっており︑

の翼体化はまだ先にしても︑ソ
超炉の進出がすすめば遍照的に

に今後どんな波紋を画いていく

しい︒

かは︑なかなか兇極めがむずか

︵K・K︶

ハーベスト法

いる︒

とし︑KWH当たり電力コストは理・処分のなり行きが注霞されて

来蟹軽水炉の技術を吸収し︑そ

ソ運はフィンランドを仲立ちに

続中の詐認可手続きをすべて中止

で遜るだけ小さく抑えるため①継

七地域士力会社︶を開き︑山薬を

KT︶は十一月外出の電気開始を ンポ⁝ネントは処分する②火力発

％と原羊力に対し疑

﹁あなたの地域に原発が建設され は必要か﹂の問に爆縮五九％︑必

と染染的強さを示したのに対し︑

ア慾 鑓 塘 劉 需 懇 葺 賄 罵 蹉 簿

早期魑季への意向を示した︒

原発建設に蟹成し窟すか一の間に

℃

るレンジャー・ウラン鉱床開発会

らない五％との結果が得られ州民

イエス六三％︑ノウ三二％︑わか

理禦藻は今回の公嚢に際し﹁講蛮

問視する傾商が強くなっている︒

要でない三

半力に麗して住罠がどう受けとめ

虜体は霧公式なものだが︑過表に
考慮に入れた七議員だけのアンケ

が反対しない︑一九％が反対する

れば反薄しますか一に対し七六％

エユーヨーク州では﹁エネルギー する②核燃料を売却する③COG原発よりも四Q〜＝○％聴加す

ているかを知るためアンケートを

ート結果では原芋力螢成五二％︑

った︒家たアイダホ州の調査では 問題解決の手段として原峯力開発

行い︑議会での璽嚢な参蕩として
行った専門家によるほとんどの調

反対三六％︑わからない一二％︑

は建設に好意的であることがわか

いる︒第九十五園会期中に民室︑

とも二対一の劃合いで原羊力の必

蓋結累と圖様︑※国民は少なく

で答える問題悪

二十三州の地元で原子力を含め論
との結果になっている︒また一部

ツベンテンドルフ原発

に対する公衆の愈兇をくみ取り︑

﹁椙塗齢額冒最小限に﹂

要性を認めている︒議会は原争力

きたことは注目に値する篇と捲

強力に麗遷する研究計圃を進めて

ート調査を行った︒二十三州でア
ンケートに箸えた佐民は四十六万

映されている点も強調した︒

A−Fによる今回の調董は各議費 摘︒大多数の国民の黄が議員に反
が弓隠したアンケート調蒼をとり
各山険から出された質問醗項に

十五直中七名は原手力に麗する質

はさまざまな項囲があり︑議員三

まとめたもので︑金体を通して見

に彊成六七％︑反対二七％︑わか

も︑安全規制そのものはソ連で
もうひとつ︑八○犀代前半にも厳しいが︒

性がますます高まるという米国的な道を進んでいる︒
とは逆の認識をとり︑計画は

はじまるという繰極的な地域暖

ソ連は最近︑四十四万KW軽 れを武器にソ遡炉の西盛での着

⁝加速される﹂傾陶にあるとい

ンドと協力の話合いをしてい

の売りこみをめざしてフィンラ

罷計画も注激を引く︒暖房への水炉︵加圧水型︶の第三世界へ 場開拓に粟り出したわけで・そ
関心は寒い国ソ適のお国柄であ

う︵ニュークレオニクス・ウィ
ーク誌︶︒

その一例ーソ適は一九九〇奪るが︑格納容羅なしの小型の軽

とし︑また﹁原子力はもっとも

率への窃与はとるに足りない﹂

︸蕩鰻理やプルトニウムの死亡

モロゾフは寄稿のなかで・

けとられるか︒

あたり第三世界でどのように曼

エンドの考え方の違いが︑差し

れない︒安全性概念やバック・

る︒フィンランドはすでにソ逮 は覆雑な影響が出てくるかも知

代に夏ハ十万KWの大型高速三水炉︵加圧水型︶を用い︑都市

らにウェスチン

は運開︑他は来庫幕開︶︑それ

殖炉の本格利用をめざしていから数詩層に設櫨されるという型二基を建設しているが︵一興
から︑われわれの常識をこえて

この報告のはっきりした圏標は

門他国の堰殖炉の工業的発展を る◎その懸盤のためにプルトニ

おくらせ︑※国

∴繕

ウムを蓄横する方針で︑軽水炉いる︒冷却水の出職温度は摂氏たこと︑米国流の安全性概念に

ソ漂賜灘乗り出す

悶題と選択﹂︶を槍薫にあげ︑

G8

︶

れば﹁将来も原子力開発が必要﹂

西側では核不拡散論象が吹き

荒れているが︑ソ遡は圏 外 の
無風地帯 にいる︒ソ逮はカ

ーター政策や国際核燃脳サイク
が追付くための
ル評価︵1聾FCE︶ の 動 き を

とだ﹂と︑手厳

時閣をかせくこ

る︵米ソ協会誌への寄稿︶︒

安全でクリーンなエネルギー﹂

しく批判してい

の使用済み燃料はプールに貯蔵

と謡い切っているが︑こういう

蟷炉は発展途上国には無理だと

モロゾフのいう逓り︑西側譜

しており︑これまでのふたつのので︑破断山骨の発生確率は事売りこみの水先案内役として買

も通じていることが︑西側への

いうように︑米国と愈見が一致

國はカーター政策による開発の

増殖炉︵三十万および六十万K案上ゼロ︑したがって格納容器われたわけだ︒売りこみ先と

百六十度と低く︑圧力も同様な

している部分もある︒しかし︑

W︶も濃縮ウラン燃料で運転しはいらないというソ運技術者のしてはリビア︵すでに協定調
評論家的立場で西側の騒動を見

簡明謹さいな言い方が麺側世界
のソ逮は︑いわば

物していられる︒ソ達は高速埴

無風地帯

遷れを心配している︒しかし

く︑米国の再処理延期政策は全

名があがっている︒

く閻題にしていない︒たとえば

このソ遡の動きには︑西側の
膏ちの原子力風雛が展開さ解滞が目立っているときだけに

無菌

る段階を迎えたわけで︑再処理西側の嘗にはあたかも

張なので︑とくに霞新しさはな

核拡散防止はもともとソ適の主

策への支持を表明している︒憩

ソ遡は早くから︑カーター政

どう見ているのか︒

株主総会核燃料売却など決定

四千颪六十六名にのぼっている︒

争を呼んでいる闇題に醐しアンケ

共和両党あわせ三十五名の議轟が

イエス・ノウ

年産三千㌧めざす

殖炉をふくめて従来からの計画

を延期し︑使照済み燃料を長期呈

壽

遅れともいわれている︒

されたためAVM法に対し出庫の

ハーベスト法は開発が一時中断

たもの︒

ことになったことから必要になっ

廃棄物はガラス固化して返送する

国との契約で再処理した高放射性

ことになっている︒固化工場は外

パイロット︒プラントを建設する

億膠のうち三千万墜でガラス固化

ール再処理工場拡張計画は総額六

で険討を進めている︒ウィンズケ

ト︶法を憩入するかを決める方針

︵マルクール︒ガラス固化プラン

ト法によるかフランスのAVM

：ウェルで開発しているハーベス

適期するガラス固化技術としてハ

ラス固化パイロット︒プラントで

ズケール再処理工場に建設するガ

社︵B翼FL︶は来駕中にウィン

︹パリ松本駐在風回英核燃料公

英︑ガラス固化法導入で検酎

かAVM法か

……

産

力

原

施設建設着手へ

貯藏しょうという米国とは対照れることになる︒とはいっていろいろな愈味がありそうだ︒

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）5711

工場

豪レンジャー・ウラン鉱床

ソ連原子力利用国家婁員会の一

二〇〇〇薙までに原子力の璽要

︒モロゾフ翻委員長は︑フォー を魑実に描遣しているようで︑

ド財國報告︵﹁原子力発電の諸

配

札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九穀

株式会社イトー串
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イ除一難 原子力特殊扉

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 TELO3（567）7271〜8

O

聞
新

業
産

力

原

建設賛成しが大勢
灘意購早期着工には慎重論も
鋤燃瑠藁団は二十一臼︑福丼累数賀田の原子力センターで︑高速増殖漂型炉﹁もんじゅ扁︵電気出

では期殖炉開発を遅らせたり︑オ
ーストリアでは︑完成したばかり

の原子力発躍駈を僚止させてい
る﹂︵川久保良蔵・敦高市農凝協

た︒

ｼに科学技

術長官賞授与
原子力の磁配念作文

十九編の趨勢があった︒騒優秀入

ら四函十︸編︑高校生から二酋五

た︒

選暫所属校には理科教材が贈られ

が﹁私たちの未来と原子力﹂︑高

と﹂と﹁貿源エネルギーと田本の

校生が門原子力開発へ私の蟹むこ

原子力開発﹂︒このうち中学生か

上田美偲︵藥察都・学芸大付属

酸優秀入選暫は次の通り︒

竹纂宙一年︶︑寵山雅樹︵爽東都

︵愛媛緊・傾方中三年︶︑橋本娼

・石神井瀬中三奪︶︑成田率勢

代︵徳論興︒池田高三年︶︑成照

玉津 玉二 玉二多一多多一

一

一

二

写

︵写翼は艶愈搬影する旧びの受

筆者ら︶

二誓﹂ 炉

九人︑愈謝二刀三千六菖十一人と

合格暫のうち最隼長轡は六十五

なった︒

心那︶︑簸鋸幽晦は＋九歳の学生

歳の会社籔︵安醸覇気興産鷲津色

︵熊本大学薬学郷︶で︑いずれも

第二魍合格者︒また女性含二曹は

篤二樫四十九人︵六・六％︶︑第

二種首九十四人︵ニハニ％︶で

醐髄隠語

ン

警

聯へ

蛍業所●東京03（765）1712仔モゴ

間縄△口代表︶などの指摘があっ

また︑劇圓の説明会で﹁もんじ

科学技術庁で行われ︑伊原蜜務次

門原子力の濤直願第十寒中・高校

ゅ﹂の建設に絶対反対の愈箆を述

期から簸優秀中・高校劣各曲名を

このあと父兄らをまじえた約六

一二

合格率︑一種は

E A・：

《クラノクス》

日策原子力文化振興財國主催

の経験から安全性の問題はないと

べた住田ぎ男・敦翼地区労三線合

長谷川修太郎︵長野興︒長野高二

トモ子︵北海道・季稲腐鷺隼︶︑

二回にわたった地鷺説明金が終

原子力施設を視察した︒

十名が藁海・穴洗地区に招かれ︑

二

める計圃︒この坑内インブレース

A

営業部・東京03（762）4451蔭代｝

委員長は︑﹁高速実験炉﹃常隔﹄

購える︒しかし︑愚排水影響や着

評議会議擾は︑福翼凝に対して皮

学技術長憲蟹が贈られた︒

念む入選蕎二十野選一入一人に科

生作文募藥﹂の表彰践が二十臼︑

線の蟹懸効果などについて︑まだ

狭爾への原発集中立地による放射

開くよう要求したQ

内派学蕎も含めた安金性討論会を

わったことから︑今後は福井興の

玉

に行った昭和五十毘年腱放射線取

二

対応する位醗で︑坑通と顧交する

﹂

議会での門もんじゅ﹂建設に対す

それによると︑命格轡は第一種

扱虫優者試験の結渠を発表した︒

一

無︶︒

十分な説明がなされてない︒これ

二一

らの説明を闘いた上で︑町議会と

動きが注欝される︒福井県では

しての態度を決めたい﹂と慣唾な

一方︑早期魑工に反対する悪兇

調査麟を審査中︒勤皇は昭和五十

卑八月以来・動燃提出の環境影響

恵見を述べた︒

されてない︒毎日︑生活茎盤が犯

支坑道を三列に配畷︶︑硫酸やア

石を掘る箏間が省けるため坑内作

昨隼より憩えた︒

牧村安全局長

を招き原産懇

譲本原子力慶業会議は十二月四

日午後二騰から四蒔まで︑榮寮・

丸の内の日本工業倶楽部で第六＋

周日は牧村僑之科学技術庁原子

七転原子力三業懇談会を開く︒

力安金局蔑が﹁原子力安全行政の

薪体制﹂と題し講演︑原子力安金

る︒

馨

職員を募集⁝・

國際原子力機閲︵IAEA︶は

傑磁描圏筒︑技術業務周︑管理局

保陣引例局の強化・拡亮に伴い︑

名古屋052（853）ま461㈹大阪06（453）230王㈹
広島0822（44）0400㈹九州093（921）25王2戦｝

麟響轄

蛍光，曼透携i傷装躍各種

力三十万KW︶の安全性に閲する地元醜明食を蘭いた︒この説鯛会は︑十匹日の環麗影響講蕉説明会
に続いて二魔闘︒動燃側説鋸のあと︑出席蕎が愈見表朗を行ったが︑その大半は︑動燃と國の安全性
に対する懐璽な配塵を前提に原型姫の建設に蟹成した︒しかし︑一部の出席蓄は増殖炉の安全樵︑温
﹁建設と環境審蛮は別﹂として今

されるのではないかと不安感を粗

今回作文藤簗のテーマは中学生

として﹁躍排水影響は朱だに解明

の機関を福井興に設麗する③医師

礪塞昭蕊︒戦闘帯臼木区擬は

る門魔決めがタイムリミットにな

が七颪騰十入︑第二魍が千ご菖七

五葎一月に﹇もんじゅ扁の旧藩を

ルカリ溶液を四十気圧で鉱床に注

入し︑下側坑通に縦横に配備し惣

る︒

人で︑合格率はそれぞれご○・七

門憩殖炉には不安感を持つ︒来国 期間を冤込むと︑この十二月の興

％︑二九・○％だった︒これによ

薩は︑このうち約六千ナの埋澱が

四十二人︑第二穰一万五千百六十

回収孔で溶け出てくるウラン禽有

動燃は月吉鉱床ですでに坑道工

溶液を簗め︑ポンプで汲みあげる

聯を終えており︑蕉内には水を使

の五十〜落ナ規模のウラン鉱床で

きながら出漁している﹂︵腿村宰

網織一郎・美浜町墨金原発特別

動燃申部探鉱事務所が開所

東濃鉱山の場合︑地質構造が米

農の訓練研膨など各穫の計画を進

﹁美浜や敦闘の発電所でいろいろ 会としては地鷺住蔑の健膜管理に

寝水影響︑放射線影響に対する不安から原型炉の學期魑工に反対する葱見を述べた︒

説明会 に は ︑ 地 元 側 か ら 橿 艸 興
数鯛甫・ 契 浜 町 の 議 会 關 係 者 ︑ 各

ていない︒安全性確保について動

故瞳はあったが︑人身購故は趨き

た︒このほか︑﹁敦駕市議会では

国とは違い︑インブレース︒りー

り︑合格者総数は第一種八千照酋
発として力を注いでいるのがイン

方式をとる︒

プレ⁝ス・りーチング試験三顧︒

再編化している︒

畢定しており︑その間の安盒審議

地区代裏暫︑農林・商工・漁簗関

まず動 燃 側 か ら 大 山 落 部 黎 と 中
すでに﹃もんじゅ﹄の誘致閣議を

インプレースリーチング

って磁力注入試験を行う︒麺気立

めている︒このうち新しい技術開

は協力するIiの三点を述べた︒ 次郎・契浜町水産振興会会長︶

係暫︑医師会︑燭年三︑覚上組命

井薦原型炉準綴織擬が﹁もんじゅ

ほしい﹂︵山添栄造・敦翼市議会

しており︑潮陶きに建設を進めて

燃や圏︑環を膳頼しだい﹂と述べ

の賜金設醗﹂︑黒川良艇緊緊蟹理

など二牽ふハ名が出膳︒

塞長が﹁放魏線の入体膨響﹂を説

坑の完成する来年には︑秋をメド
に本格試験に入る予定︒

チング法をそのまま適用するには

表から試錐孔を掘る方式はとら

で坑外からのインブレース・リー

課魍がある︒このため動燃では地

インブレース・りーチング技術

ず︑月吉鉱陳の既設坑通を利稽し

チング技術を開発する方針︒

近く予備試験が藁家る︒

て︑鉱床周辺の錨位の低い部分の

年内にも予備試験

入孔から硫酸家たはアルカリ溶液

はウラン鉱床に試錐孔を掘り︑注

ウランを園萌する技術の開発を遜

﹁ウランを有効利驚できる憎殖炉

を注入︑別の園収孔からウランの

原子力発電醐特別婁顔会委麟畏︶

て究成したもの︒

規︶の鉄筋コンクリートビルとし

溶解液を取り出す方式︒ウラン鉱

明︑その中で﹁動燃は発腿以来十

わが国のウラン埋藏麗は約九千

銀間︑約滋藪人の技術麿︑研究養

露量素膚岐市定林寺八型の台地に

ナQ中部探鉱麟務所のある璽濃地

を一興も早く魑工してもらいた
い︒原子力安全婁員会の厳格な轄

出席して開所武が行われた︒岡市

完成︑二十醸関係轡約百二十人が

が増殖炉の安全技術を墓礎から横
み上げてきた﹂と指摘して︑魍殖

工会議所代裏︶など原型炉の攣期

査を盟む﹂︵家三一〜郎︒敦賀帯商

肥照町浅野の必中にあった旧購務

将来︑謡坂︑美佐野などの鉱床

炉の安全性は十分確傑できると強

建設を重三する鬼瀬が出た︒

動燃漁業随の藩邸探鉱薯務所が

調した︒続いて地元出席脅全礪が
態兇発表を行った︒安全艦がテー

地元対策の改譲に懸兇が輿中︒地

行えるよう財政描躍を﹂1⁝など

﹁電調審決定以前から立地対策が

一﹁

科単捜術庁は十七臼︑語る八月

放射線霊妊者自験結果

種29％
三か所の漫出液注入孔を鯖えた既

・リーチングは鉱床をはさんで︑

っておき︵三つの注入孔の函下に

刀A二
クもなく大輻なコストダウンが可

業がほとんどなく︑保蜜上のリス

能という︒来国ではワイオミング

ン鉱床地縮︒月吉︑美佐野︑謡

小竹誠一・敦賀南賑師か論剛金掻

坂︑定林寺などの鉱床を擁してい

社がテキサス州のロール・タイプ

・ミネラル︑USスチールなど照 け瓢となる坑道を平行してつく

確認されているわが国騒大のウラ

は①国と鋤燃は饗任をもつて放射

る︒中毒探鉱籍務所は︑東濃鉱康

ったにめ︑昨黛十二月から市街地

マということもあり︑韻席者の愈

のはずれにある翫陵臼地に新肇務

灘辺地城の糟密試錐︑鉱出開発蟹

断が業務の拡大に伴って手狭とな

見は安全性に絡んで原型炉建設に
線陣憲救急医療体潮を確立せよ②

所の建設を開始︑このほど地上二

設坑山の薗下張綴ほどの薬園に受

対する蟹否衷明という形に融分け

階地下⁝階︵延べ蕊積千八首平方

討し︑落語によっては蒸器をまと

＝＝＝＝冊＝騨＝墜噂翼鳥＝騨＝＝■一一＝博＝一一＝噌隔＝一一＝＝＝＝一＝常鞠＝躍榊一濫二榊一一噺＝需＝一一＝■＝一＝＝＝＝＝＝＝ぽ諜一﹁脚輔＝一＝＝＝■瓢需一議鶉＝扁需＝＝＝諜＝一■＝一雛＝ニ＝驚＝二昌昌

の要講に郷つた弾力的運用に前節

一鼎瓢一需一＝扁補＝＝＝＝輔＝＝篇一一零二＝＝＝＝属目簾＝＝＝雛コ幣＝一榊

アの原発国民投禦など澱近の康子

二＝曽＝＝＝鷲訟＝＝＝＝＝

田本原子力産業会議は十六日︑

めることになろう﹂と指摘した︒

発対策の抜水的改遡が不薄恥とな

また︑この問題に閲詳して出さ

きな姿勢を示した︒

れたのは﹁放射線以外の門口で炉

っている環状が浮き彫りにされ

これに対し地発からまず原子力
学技術庁︑通産省から新原子力一行

力動向について報告︒このあと科

行政改革について﹁公開ヒアリン

が停止されるケースが多い︒この

また︑立地間題一般については

を﹂liなどが霊な輕晃︒これに

対策のあり方についての弩え方を

各部課で職費を騨簗申︒螢格等等

その他雰破四川簸機材一般

新時代の探傷技術のために、積極的に挑戦しています。

AEモニタリングシステム

特殊塗料はいつも、チャレンジ・スピリットノ

帝自村金綴通格会を開いた︒適絡

政体制︑公開ヒアリングの取扱

グは墨体的にどう還蛍されるの

面での対策の叢叢を﹂門防災計画

しかし︑防災計画については万一

対し森原雇脚務理甥は﹁原産の地

さらに︑魁源蕊法問題などにつ

まとめているQ春にはもう一脆会

細は原産・調査部企画整まで︒

《スーパーマグナ》

工場・久里浜0468（35）0935㈹

設立するなど、万全を期しています。

策奈・萎萎の原産会議整で第三回

会は昭和五十一鋸十月に都道府興

い︑電源三法運用の現状などにつ

は住民に余分な危機感を与えかね

か﹂ーーなどの静間が簗印︒これ

た︒

を卜えて実施している﹂と述べ

いては﹁交付金鎌限の延長を﹂

性などを中心に概説︑質疑に応え

﹁現在の遡絡瑠務所制度は必ずし 蚕麗会新設と安全規制行政の一璽

も十分でない︒国がもっと稠極的

に対し両省庁は﹁公開ヒアリン

も︑安金委員会も発電駈トラブル

た︒

﹁多くが累税となってしまうため 合を開き悪覧を闘きたい﹂と述べ
市町村には十分な税収入がない﹂

蛍光，曼透探傷剤

浸透探鰯、磁気探傷を始めとする探傷技術・製品の

T…糺03（777）1852暫燃

rF王43

紫外線探査灯

さらに近年、各種製品の輸礁に際し、アメリカを始め

《スーパーライト》

中東、東南アジアでは、ASME（米国機械学会）認定取得が

放射線の獲期影響を研究するため

影難㌔

会鷹遵絡会とともに設躍されて以

か﹂﹁安全笠懸会は禁転中原発の

どの態見︒これに対し両省庁は

た︒

トラブルにどこまで関与するの
このなかで︑題源三法問題につ

いて説明があった︒

﹁立地﹂などで意見交換

子力政策は科技︑通産のワクを超

﹁炉以外のトラブル闇題について な役割を果たすことが必要﹂﹁原
は︑極力こうしたトラブルがない

いて報告した通麓釜は﹁抜本的改

グ︑安全婁員会の異体的運欝につ

原産が市町村会貝連絡会

ない︒十分な配懸が必要﹂⁝1な

来︑毎駕開かれているもの︒双藥
町︑柏崎市︑共和町など二十二市

会議では︑まず森一久原工臨務

晦村から二士凱名が参加した︒

あと一年程度で結論が出る予定だ

理珊が﹁国際的には王NFCEが

講については大蔵省に要求しても

よう故陳防止の指醐に努めたいQ え国策として統一した強力な施策
議を開くなどして交渉の地ならし

なかなか実現が容甥でない﹂と実

が︑原麓としても来国専門家と会

をしていきたい︒国内的には安全

のチェックについては﹁安金上の

域緑発・財政問題検討会でも地元
委璽会が発建し大きな期待がかけ

いては現在検討中
交付金の延長︑大規模簗中立地霊

璽要なトラブルは欝金婆騒会で検

としながら
られている︒今Bは浅場的に愚冤 偶を説明しながらも﹁放射線監視

を出してもらいたい扁とあいさ

の実現を間りたい扁と擶摘︑地福

城整備蟹業調整交付金の新設など

特殊塗料が非欝欝検査のパイオニアとして歩んで20余年。

特殊塗料株式会社

《スーパーグ犠一》
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された︒

︾盛

．攣︑／

寒勇

讐漁師

欝

欝

癬

つ︒つづいて国分撃壌原産三日局

Q

染色漫透探傷荊

NDl探傷機材専門メーカー／探傷技術期ンサルタント

《スーパーチェソク》

本社・東京都：大：田区由ヨ三2−3−10（大森三三菱ビル）

磁粉探傷剤

研究・闘発は、今や世界のトップレベノレに達しています。

応力盛糾

必須条件になっていますが、特殊塗料はいち壁く総総。

㊥営業品昌

璽遭嬰

甲．垢舵

明臼の探傷技術に挑むパイオニア

20

磁粉探傷装麗各種
渦流探傷装麗各種
一華波探煽装置各種

CORPORA孚10Nを

75年には、技術提供会鉦として丁露SCO

動

軸金性への懊麗な配慮を饗盤する意毘が
燃の第2旧地光鋭明会

長が原子力行政改革︑オーストリ

特蘇塗料のチャレンジスビリ

和53年肇睾月23日

子
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巳進厚歩の発展をとげる放射線プロセス技術︒その利胴はすでに産業基盤として確立︑臼吉川
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◎・

︐亀・

の参加蕎は三十数か国から約三齎
八十名で︑前囲より頁名の髄加を

化︑フィルム等の接蕊︑ポリエチ
レンフィルムの印刷性潮上︑ポリ
エチレンフィルムに対する金属蒸
毒性向上︑重圏膜に対する印刷性
付与︑収縮姓フィルムの製遣箸で
今後著しい伸びが期待される︒
▽霞子線照射によるポリエチレ
日本で開発さ

ンフォームの製意

▽食品の照射会議二B顕の蟹

示し︑日本からの参加蓄は二十四

発表された論文八十八編︑パネ
頭西独放射線工学研究所のディー

れた技術で今後の伸びが期待︒

ル討論〜はほぼ第一回と同数であ
ル博士が﹁食品照射﹂の招待講債

名であった︒

るが︑論決︑ワイヤ⁝とケーブ
の中で︑彼の滞日中に起こった中

．〜〜D＄・乙茎●監・ノじζ︒㌦♂︐︑

ル︑コーティングと繊維︑プラス
神食品左右を紹介したのはショッ

．

入って見学できるなど︑時期的に
チック︑ゴム︑環境︑食品の七テ
クだったが︑彼は照射食品だけが

ξ〜亀︷．・〜乙3監︐＄6

すように︑まかれた沢山の橿子の

﹁放射線プロセス時代来る﹂が示

．＞＞．t●亀3

も適切であった︒

ーマについて設定された円卓討論
は雰常に内容の充強したものであ

不当な反対を受けているのではな

来国フロリダ州のマイアミで十
月二士二〜二牽六日まで開催され

中から・生き残ったいくつかの種

子が芽を出し︑すくすくと伸び
く︑魚の冷凍僚存でも特許をとっ

爺以上もかかっており︑今必要な

てから全世界にゆきわたるのに西

り︑濡発な質疑応答が見られた︒

それから二年︑﹁放財線プロセ

つと長期的資金を投入すべきでは
なかろうか︒

▽下水スラシジの放射線処理
ご十五日の鹿妻討論で述懐な論

含め︑スラジを殺菌しないで±壌

議がなされたが︑コンポストを

では一致していた︒処理欝は乾燥

にもどしては危険であるという点

スラッジ渉当り︑電子線の場舎︑
士二が︑コバルト60の場含︑十六
かと発表され︑有機膠料の窺要が

高まりつつある今B︑化学合成し
た有機肥料と同様の窒素分を囲む
照射スラッジのコストは僅か二五

ディア研がニューメキシコ大学と

分の一にしかならぬという︒サン

共岡で行いつつある動物試験︑土
壌ならびに作物試験の結果が良け
れば︑有審工場排水を受入れない

ことは食贔照鮒に関する国際的プ

多摩ニュータウンの下水処理場な

▽電峯線照射によるゴムの架橋

れた︒

た第二罎放射線プロセス国際会議

調蛮圃を初 め て 派 適 し た の は 一 九
スの成功とその輝しい未来﹂を標

ロジェクト︵IFIP︶の中で速
る権威あるデータと結論を出すこ

放射線キュアリング用の塗料やコ

常に優れた製品が開発され︑更に

ト低エネルギー電子線加速器の葬

繊維︑フィルムの放射線グラフ

得るのではなかろうか︒

どは理想的モデル実験地城となり

加硫餉のゴム強度や％リカバリ

工性や性質卓上が碍られるため︑

とであり︑食轟照射は食酷添癩物

やかに︑照射食贔の安全性に関す

ファイアーストーンやグッドイヤ

としてではなく食品加工として取

ーが著しく改糞され︑タイヤの加

大会副委員擬のシルバーマン教
ーでは既にオンライン加工が行わ

扱われるべきであると述べてい

状

授の譲によると︑現在世界中で約
れつつあり︑今後の愚智な伸びが

飛躍する産業稠用

二語三十禽の加速器と六十か所の

現

る産業基盤

急速に確立す

て・漸く花開く將期を迎える兆し

五九年で︑私は当時厳工丁に留学
語に掲げた今回の第一薗国際会議

が麗えた︒

中であり︑懸師千谷利三先生を懸

十隼の節目を迎えたわが国の放射

開催を機に調蛮団を派遣し︑約二

日本原子力産業会議がこの樋の

トンを御案内した懐しい思い出が

長とする調査國をお迎えし︑ボス

線プロセスの進路を見懸めること

ことに︑ボストン市の罫水処理

ある︒この調査結果が脚本原子力

場であるディアアイランドの露子

は極めて褥患義と思われた︒

けとなったのである︒以来︑一九

線加速器による液状スラッジ処理

研究断︒高崎研究所建設のきっか

三回の調査団が派遜されており・

六一庫に第二回︑一九六九黛に第

パイロットプラントは︑近くスケ

もレベルの高いものであった︒

第一圓より一編少なかったが何れ

現在一日十七万落の液状スラッ

▽ディアアイランド処理施設

により三百詩ラド照射して殺菌し

ている︒第一園の国際会議のころ

ジを百五十万露子碗電子線加速器

完成したが︑当時使われたドラム

﹁応用放射線化学﹂では聞会セ

題名の特別講廣が格調高く好評で

ッションの桜田先生︵原研︶の同

あったが︑石氏︵東大︶の門ポリ

式に改良され︑スキャンナー窓保

マーに対する高速中性畢照射効 方式はガイド板による自然流下方
果﹂︑細動︵阪大︶﹁医学利用の

輿射法と合せて︑処理綴を四十万

謳法︑ダブルスキャンによる水平
︵原研︶﹁照射による蟻形璽合﹂

ための酵素の固定化﹂︑魏悦氏

ロリダに移設する予定︵約六か月

堵／理に増加する見通しを得てフ

が禁止されるが︑睦ヒ注入宵式に

九八一鎌からスラッジの海洋投棄

後︶になっている︒その理由は一

は何れもユニークな論文で高い評

ル﹂では石谷氏︵古河電工︶の

価を受けた︒﹁ワイヤ⁝とケーブ

﹁高翫ケ⁝ブルに対する放射線架

よる栽培試験はこの属ではできな

橋の開発﹂は厚物の放射線架橋で
問題となる絶縁縁甲の防止技術を

いためといわれる︒

專務のデンホルム氏等の案内を

▽エナジーサイエンシーズ社

提起したもので注隠された︒その
他田畑氏︵藁大︶の放射線架欄に
関する招待講演も極めて明庚で横

己しゃへい型罐子線加塵器を開発

する独翻的な罪常にシンプルな自

した会社で︑これを設書している

受けた︒エレクトロカーテンと称

ッションにおける﹁放射線グラフ

極的間題提起もあり反響を呼び︑

トによるイオン交換膜﹂はユニー

せてもらったが普通の工場の一部

キングシーレイサ⁝モス会社を見

町氏︵塗壁︶の﹁グラフト﹂のセ

期待された︒また町氏の﹁日本に

クな漕想が興味を持たれ︑成果が

の瞬時硬化︑フィルムの接着︑ポ

に組み込まれており︑塗膜や印刷

リエチレンフィルムや金属膜への

おける放射線プロセスの動向﹂は

評で︑わが国の実力を譜外国に認

実によく衡料が藥められていて好

印刷性付与等非鴬に広い用途が適

モリス氏の案内を受けた︒十九

▽サンディア研究所

えられる︒

識させるに足るものだった︒

二五鐘のバンクェットで﹁再来
年藁京で会いましょう﹂と宗像名
門簗畏があいさつされると一斉に

チャレンジする化学

鷲講翻礁治参磐研究員をわず︒わk闇闇の放射線プ︒セス利用の雪転と△晶

二
二

業
今回は四回目にあたる︒放射線化

加速器生産二年で五倍に

Bに落成武をしたばかりで︑日本

鰭猟鑓し禰f験鞠爵響欄【事齢塾

産
れるため︑間もなく運転をストッ

異口熱琶に日本のミーティングを

セシクム獄函万推を用い︑バケ

人として簸初の訪聞となった︒

ットコンベアを用いて一日八立方

するという︒ディアアイランドと

層の固形スラッジを颪万ラド照酎

▽レイケム祉

全く異なる方式で興味深い︒

社屋に田米両国旗をかかげて迎

碍・騨㈱編騨E馨酵鼠L躍一一

拍手が超．こった︒会う研究蓄が

させたいものである︒

た︒社長のスタンフォ⁝ド大学の

は米航空機の配線関係︑残りの半

費を投入している④売上げの半分

贈夢A匹τ

ールアップしてフロリダに移設さ

プする運命にあり︑またサンディ

の難燃化やイオン交換膜の製造の

施設勧門

界申に設撫している自害と獄丁が

鞭＾誘伊磯唱L牌暫顔糞L｛マ融・。

学や放射線プロセスがわが国に定

色の夢が一時は灰色に見えた時も

魑してから二十余年︑当初のばら

＼〆

くれたのを嬉しく思いますが︑マ

治

ート剤が重出されるにつれて︑再

次の東京大会は政府関係蓄一致協

イアミ会議が素晒しかっただけに

聴

び脚光を浴びる兆しが見え始めて

脇募賜麟職魏飴篠崎

る︒さらに︑将来予想される世界

いる︒放射線グラフトによる繊維

ア研究所のセシウム麟葛万犠を用

の豊津猛機に備えて︑病原菌のな

いた固形スラッジ処理パイロット

コバルト60ガンマ⁝線照射施設が 期待される︒

い安全な貯蔵法の確立が急務であ

であるが魑実な延びを示し・一昨

▽低エネルギー電子線の利用

あったが︑放射線プロセスは地味

をあげたばかりで︑まだ線源が蓑

プラントも訪問〜週間前に落成武

エナジーサイエンスやハイボル

今から楽しみにしていると謡って

で開催された第一國放隆線プロセ

年プエルトリコの首都サンファン

工業生瑳に籟われており︑濾速雛

るとしている︒照射食贔の安全性

論文も関心を築めた︒

ブルの放射線架橋を欝的とした七

・・

大きい②厚い経験から来る装園の

塞一瓢蝉勘．

恥鮮仰聞瞳ししτ

力

原

の癬力は十ノ町ッに達している︒こ

に世界一関心を持つわが国の政府

力して︑マイアミ大会以上に成功

趣されていないため︑心臓部まで

テージエンジニアリング等が宙懇

は︑安全性に関する試験研究にも

ス国際会議のキャッチフレーズ

意蔽型小型加餐器量開発してお

響

れらの数字は第一圏の国際会議の

り︑塗繕の無溶媒使用と塗膜硬

列にあり︑関適会社の製品の照射

1ターと三雫万餓子爵の低エネル 研究をもとに電線の放射線架僑で

気団調子畷のパルスビームゼネレ

今回の日本の発表論文は九編で

ないが︑年間生産高について麗る

晴とくらべて格別大きな数字では

だけで安定禰要を確保できる②照

一圃当時の生産高はW・R・グレ
⁝ス社一社だけで満されるといわ

：

今回の調琶団の施設激闘は︑国

完備している⑤施設の安金性が高

ディスカッションに参加してくれ

気共鳴装置︑電子スピン共鳴装躍

射蜜設圏以来十四年間効率良く運

場から世騨一の躍線メ⁝カーに成

成功し︑霞線ケープル一筋に町工

えてくれ︑クック社長自ら授時間

であるが︑艘雑な形の物体を均一

ギー自己しゃへい型工業嗣加二型

長した金社で︑その成功の響胴は

れ︑放射線プロセス産業の飛出が

▽エチコン社

輌凧藍蝋￥瓢挺瓢蹴

説明書、見本をお送りします

麻陥掃槻購＿」機直王臣瞭而

琴＼ぎ

瓢雷｛旨りて僧雪簿儒竈讐ゆ

カラス、金属、プラスチック製品等の放射
能汚染は容易にバノククランド・レベルま
て除染てきます。特に放射能汚染されたク
り一スの洗浄等は非常に効課的てす。

響醗・

と︑謹か二犀後の今臼︑第一園会

照射するためのプラナ⁝線源の開

転し︑汚染事故を含めてトラブル

同社成功の秘密は①加速器に関

がないという実感と囲儘がFDAには目下︑特に力をいれている︒

ねらわない③六・一一％の開発研究

①アイディアを璽視する②大物は

議で発糞された生塵高の五倍の擬

発研究︑六フッ化アセトンとポリ

等にも強い影響力をもつている③

しては醗も権威あるメーカーとさ

今後の利用に

エチレンのグラフト反応︑スチレ

ガス滅菌に使うエチレンオキサイ

勢がに遇するものと撚竃され︑第

ン璽命に対するメタノール添加効

ドの梅蟹田がFDAにより指摘され既に現蕉二百八十台の鴬語を世

輝かしい未来
うかがえる︒その漂因としては︑

る放射線プロセスの動向を伺うこ

果等興味ある研究や︑米国におけ
る放射線架橋による熱収縮性のフ

と問題点を探ることにあった︒

探り︑あるいは漏しい未来の実態

れたこと④細菌の日常倹査体制が

設を選び︑あるいは成功の秘密を
ィルム︑包装容器︑袋︑チューブ

とができた︒

①W︒R・グレース社に代表され 際会議の標語に関逸ある企業や施

類壁面産業の成功︑②レイケム社

がるものもある︶が半分︑残りが

分のうち特注︵アイディアにつな
い等と推察された︒

▽メリーランド大学

安定性︑下作盤が遺れている③単
アータンディー副社長を先頭に

に代表される蝿線通信ケ；ブル等

規格品で︑安定した醐要が保証さ

季隈い歓逓を受け︑生産を半日以

なる装醸メーカーでなく︑社会の
本誌議の副委員擾であるシルバ

▽ハイボルテージ祇
の放射線架橋鼠落の成功︑③レイ

上ストップして線義塾の奥まで学

れている⑤マーケットリサーチが
内された︒この会社の成功の秘密

疑が生きている④霞子線による放

ーマン敦授の長蒔闇にわたる案内

要求に応える装躍を作るという益
を受けた︒窪な装躍は七衝万電子

工業製贔部長のエマニエルソン
ケム社に代表される医療品の放射

氏はじめマルナッティ・フェルナ
線滅菌産業の成功箸があげられる

が良い一等が袴えられる︒

燈秀で︑技術陣とのチームワーク

ンド公等の歓迎を受け︑各種加速

射線プロセス産業の著しい俸びが

は①ジョンソン＆ジョンソンとい

あった〜一等があげられる︒

哺の線型加速器と悶光分析野駆︑

一万犠のコバルト窒素受認︑核試 う軍属一の大医療贔メーカ1の系 器を見せてもらったが︑高圧ケー

が︑﹁議しい未来扁が予想される
次の墨つな分野も強く印象づけら
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力

総支出高は
黒字

塾四台に

鑛工業に三度團の

第二回日米民
間専門家会議
八艮から米飼で開燧
日本原乎力産業会議と米フォー
ド財団其催の日来核エネルギー聯

今國の会愈では︑将来のウラン

題を含む核燃料の供給促証︑王N

市場形態や国際核燃料銀行関遡問

FCEと事後処理︑臼来協調の司

能性などをトピックスとし︑悪晃

米圏代表︶︑J︒ドイチ・エネル

ーバード大学教授︵釧王NFCE

米国からA︒カーネセール・ハ

を述べあう︒

から三田聞︑バージニア州レスト

ギー省研究開発局罠︑﹂︒ナイ・

門家会議第二回会舎が十二月八臓

ンで開かれることになり︑討議ト

コフ・MIT教授︑C・ウォルス

国務省次窟補代理︑E・スコルご

ピックスと墨席蕎の顔ぶれがほぼ
固まった︒

キ・米原麓遅累撰ら二十六人が参

同専門家会議は︑カーター原子
力政策立案ブレーンであるフォー

加︒

の間で︑康子力開発挽逸と核不拡

塵業界などの康子力問題騨門家と

譲関西三論核燃料部侵︑矢田部嘩

瞳磁正敏榮索魍力取締役︑高西蔭

教授︑田宮茂文電響漣技術顧問︑

属本からは大島葱一霧雲工学部

ド︒マイター・グループの核不拡

散をめぐって卒薩な愈見の交換を

鍔芳郎動燃内業団副理融雪︑森一

彦外務雀科学技術担当審議窟︑金

で両蓄は来黛から兜行き四葦間の

の代表がそれぞれ出鷹した︒会議

に行ったもの︒それによると五十

以上の企業千三蕾二十七祉を対象

三年慶の電気終業瀦の設備投資額

は対繭蕉渡比四〇・五％増の三兆

千六薔六十七層円を達成︑このう

原子力産業の発展に貢献する購軍の総合工読ジ島アリンク披術6

る︒漂発設備に募つく七〇％の利
用率なら︑四︒七円まで引き下げ
られる計算︒

五十三無度売上予測の指標とな
る五十二濃度末の受庄残高は売上
高の圏・三四年分に網当する一兆
九千二首十四億円︒暴気浮揚とし
ての繰り上げ発注効漿の表われと

また︑原子力供給産業の経鴬悪

みている︒

臣アンケート調蛮には二雷三十社

射線機器︑キャスクなどのメーカ

行う場として設けられたもので︑

散問題曹門家らと日ホ側の学界︑

今年一月︑東京で第一圓革命を開

予定︒

久原産轡務理翼ら十七人が墨席の

調蕉結集をとりまとめ薩業構造響

催︑双方が蕎え方の一致点︑絹違

議鍛に報告︑了承を得た︒圃調萱

点を開確にしているQ

税制・財政上の畿遇描躍が必要︑

八日︑栗京で両國閣原子力協力の

さしあたり六テーマを対象とした

は九月十五田現在で資ホ金一億円

としている︒

ための協定に調印︑この協定に篁

協力推進のための三門家会議箋黛

を開始します。

懸縣

知懸

灘騨畷

膿比論

灘羅

縫

ノレギー）からエクストル「ダ方式に関

が萄効園答︒五十二年度の設備操

原子力取扱い商社の経駿二十五黒

ーを中心に約一割の企墨が九〇％

業率についてはアイソトープ・放

円︵前隼度一九％増︶を加えた民

以上と餐えた反面︑化学︑機械な

日本原子力産業会議は︑二十九B︑原子力機材の供給企藁を含む全国千二百胴十四社を対象に行っ
た昭和五十二葎慶原子力産業実意調査の結果を発表した︒それによると①鉱工業の箋艘売上高は四千
間企業の原子力関係総支出覇は一

蕎億円をかかえる鉱工榮にも畏入れを脱しての上昇煩商が冤られる②鉱工業

四肖二十六億円で支出高四壬二菖九十九億円を二十七億円上回り︑昭和賜十幽隼度蓬莱八隼ぶりに黒
字を計上︑累積赤字壬

一〇％以下と鷹答︑加滑川均は五

ど全体の約堅忍の一の企業が逆に

二・四％となっている︒﹁今後五

癒の窃無鳳では︑単数が﹁ある﹂

年内の原子力関係生産設備繕強計

と答えている︒

纒転中の原子力発電所に要した

およそ五兆円となった︒

より︑三十一年度からの累積額は

兆二蕗六十傳陶に達した︒これに

に電気箏業︑商社を撫えた﹁漂子力関係総隻繊高場が初めて一兆円の大台に達し︑大型産業の様椙を

︵5・6薦に三連配罵︶

深めている③調董併設の原子力棋給産業経営アンケートから葎閥平均操業率は約五〇％︑五車内に設

備増強謝颪のある企業がおよそ半数を占める⁝⁝などが明らかになった︒

経覆二千二薫五階円を︑五十二隼

薦万KWHで割った原子力発電コ 原子力産業の発展歯黒に関して

度の原発電力羅二頁八十二憾二千

転する電気華墨の隻出は前盛度一

ストはKWH嶺たり七・八円Q石
は︑大半が原子カプラント機盤の

また︑原子力発電所を建設︑運

一方︑鉱工業の支出高も核燃料
三％堰の覧千八百三十五簿霧で︑

抽火力の約九二を下まわってい

インなどが主な納入兜︒

せた企叢は八筥八±瓢社で︑圃箸
加工業︑建設業の将来羅要を舞込
これに鉱工業親出四千四百憾円︑

十九隈自の実態調査に回答を霧

率は七一︒○％︒五十二年慶に原
んだ設備投驚などにより拡大した

日ソ電子力協力軌道に

づき爾蓄は今後︑動力炉と核融禽

次スケシュールを間めたが︑これ

一篇一＝＝二二二幅＝＝＝＝二冒＝二階一門雛＝一一轄一＝＝一開一＝謄二二﹇篇＝一庸＝臨＝＝＝一一一騨＝＝篇＝＝＝隔＝冨二一一一＝一篇＝一＝囲＝一一二一＝一一＝＝一纂霊鞘＝＝＝騨＝一＝一一＝＝＝一＝一一＝ニ＝＝＝凹冊竃＝＝鱒＝＝隔二一＝冊＝＝＝鷲

標準化︑規格化︑発注の標準化︑

子力分野で何らかの箋綾を残した

円︵熊襲︷早出四千六十二億円︑研

が︑前年農一九％増の四千四菖億

実態二目によると︑鉱工業の売

究支出三酉憾阿など︶にとどま

の分野を鴛象に専門家視察団や研

の繊千三億麗に達する毘込み︒内

ち金子力発鍛関係は一瓢二・六％増

訳は紙上工事藩七十九健円︑継続

が灘千八両二十四億円︒また︑核

燃料毅は対前年渡二千八十五億円

み︒

猶の四千六十四鎌継に達する蹴込

また・報告は簸近の電力鴛給状

況について﹁五十欝難度の九電力

の供給予櫛率はコ・八％と適蕉

予備蕊を上回った篇としながらも

今後の謝給冤燃しについては﹁八

月の最大罵要蹴力は年率平均七・

衣廟研究所で近日中に確証テスト

一

企業は五額一社に達している︒

上高は︑原子力発電所への機器納

究者の交換︑共同研究の推逸︑網

により日ソ両国騰原子力協力は翼

クルチャトフ原子力研究所︑コラ

月三十滋帰国するが︑ソ連滞在中

綿森翼長ら原薩代表一行は十一

表翻会議は来薙日本で説く○

ることを礁塾している︒箆一一回代

両褐は︑﹁双方対等の立場︺であ

た︒協力撫進の進め方に関しては

体的な﹇歩を踏み出すことになっ

羅セミナーの開催と橘報交換など
を通じ協力推進を間っていくこと
を決めだ︒協定の有効期間は五無
闇︒こんどの代表団会議は協定に
盛られたこれら遠点をどう翼体化

運用のための初会禽︒原産から綿

していくかに露点を躍いた︑協憲

森力日立製作藤副社畏を団長とす
る飯田正美関西纒力騨務取締役ら

原発︑エフレモ磁気物理機器研究
十名︑ソ趣側からGKAHの一・

ムマッシ原子力機器工揚なと関係

D︒モロホフ第一副議畏︑B・A所︑物理エネルギー研究所︑アト
・セミ潔iノブ国際局次長ら七二

二％で欄撫が兇込まれる一と指

機器発注と工事の準鍋中で嵐また、

を有するベノレゴニュークリエール（ベ

固化処理装置を日揮プロセスにより

施設も視察した︒

に千九彌究＋万KWの新規論手縫

欧米で数多くの実韻と優れた技術

TEし63−279−544｝（大代褒）

体建屋〉の設計役務を終了し、現在、

その後、露揮衣醐研究所でパイロッ

：再処理施1友向けビチ細メン固化処

容易③固化体の浸出姓が低い

聯子力窺黎本部
策京都千代照区大事購2吃一1＜鋲大手町ヒル＞

理施設：（固イヒ装置、固イヒ体貝？蔵、全

B本原子力研究所に納入しました。

いただいております、

＿噸．贈〆

（放射性廃棄物のビチューメン固化処理と日揮）

⑳日鰯株式含社

ベルギーからエクストルーダ方式を

日揮は、わが国第駕のビチューメン

摘︒これを賄うために万十三年度

バランスは昭和五十七奪まで八％

薩が予定どうり達成されれば舗論

のの︑新規欝欝が還れるケースで

以上の供絵予備率を達成できるも

は贈給がひつ迫する町熊性が高い

また︑難儀は今後醒源多様化の

と強調している︒

ため建設コストが調高でかつ懐妊

への投資ウエイトが一纏憎撫する

期間の畏い原子力︑液化ガスなど

だろうとしているQ

①減麻笥が大きい②装置の保守が

技徳導入

三三プ日セスを鯛発、実用化

燃屑開発事業団から使朋済核燃料

最新の技術を各竃力会社より採用

する技術を導入。すでに動力炉・核

トプラントによるテストを紘けており、

ビチューメン翻化処理の特長

iビンはいずれもGE社か製造︒
特に岡炉はわが鶴柳の醤万KW級

炉で︑MARKH型格納容器を探

通顔省は二十四日︑昭和五十

53年度、原発4千億円見込む
三︑五十四鼠算の設備投資酎画の

用したBWRとしては世界でも数
少ない大型炉の一つ︒

中部電力の浜閥二野機は︑昭租
四十八矩六月に原子炉設腰許司と
題気丁作物変璽静珂︑同隼九月に

で︑同社二番盈の原発として完成

工惣謝⑳認司を受けたあと五無余

した︒工事は約千二藤蔓岡︒原子
炉系統︑圧力容器は廉芝と石播︑
タービン発露機は臼立が製造︒

設備投資計画

本
日

種郵便物鋸；馨∫
紹手聾3瞭3月12H第

鰹

Q

産構審が了承

振替璽京5895番
話（591）6121（｛七）

東京都港区新橋1丁麹1番13号（棄馴日館内｝

議
会

業
産
子
原

発行

備州料1難分跡金4500円

綾部1◎◎円（送料共）

聞

論

N70％達成めざす
禰部ザSCC対策 に 重 点

藁京罐力は福脇第﹁原子力発亀所一︑二︑三弩機について二〜三年謝踊で総合的な応力自重割れ防

一次系の一部配管を炭素禽有騒の少ないステンレス鋼に取薔えるとともにクラックが趨こりやすい熱

止対策を実施︑昭和五十五無ころから稼働率七〇％を達成していきたい計顧だ︒格納容器内の原子炉

し︑この部分に画接酸素が触れな
いようにする予定︒連携に運転賭

麻力対策

には流体中の酸素禽携瞬の調整を
行う︒

最後のカギを揮る
については︑溶接時の麗度差によ
ってステンレス鋼配管の内鰯部分
に引張応力が残存しているケース
がクラックの薩接の原譜となって

提出していた柏崎・刈羽原子力発

新潟県は二十五鐵︑粟京電力が

の許認可作業は行わない﹂とのい

安金審査が終了するまで県レベル

対派住職との間で交された﹁国の

間の四十七年三月に豊嗣知事と反

和五十九鋸十二月の運開をめざし

とから激ちに掘鯛作業を開始︑昭

ための全ての手続きが完了したこ

の埋めたて諮可を除き本格着工の

建設工事を惣ぎたい考え︒残され

め︑県の認可は今年度来までズレ

ては当雇建設工蜜に支隔がないた

た公萄水面の埋めたて許可につい

により県の許認

試に認可を通知した︒これにより

⁝日メモ

霞土建屋の建築確認串請に対し正

わゆる

月に県の許認可行政が正常化する

一部公傷水颪埋めたて許可を除い 可業務は完全にストップ︒今年四

同原発建設に関する法的手続きは

て盆て完了︑本格義工の罠通しと

込む予定︒これにより電源ヨ法か

晦村に三士二億円の合引六十六億

ら柏崎市には三十三億円︑一辺甫

その後︑四月に県の保安林解除

濠でに六琿が経過した︒

が準備工劉許可串請を行って以来

なった︒岡原発の本格蕊工は東電

ど本格着工のための建築確認串請

った︒

円の交付金が支払われることにな

串請の承認を受けて︑掘灘工事な

いた︒東電では今回の県の建築確

書を十一月六臼に県に提出して

東電が新潟興に建設準備工累の

七年ぶり︒

ため農地転用許可串請を提出した

ク！多グー！多グ垂タノ！ノタ多葦グ多多ク萎︐

認串請の承認により一部公二水繭

のは昭和四十六難十二月︒ところ
か︑この串請茜が提出されている

多ク多グ多！グ！ク！一多多多多萎！！多⁝ノ多萎多グ多ノ多

を生じさせないよう万全を期す︒

酸素が接触した場愈でもクラック

法に溶接の方法を変更︑流体内の

の内側に圧縮応力が発生する工

るほか︑燃科体についても従来の

ン・ステンレス鋼

駆動機構についても

にとりかえ

ローカーボ

配蟹系の数り換えとともに制御棒

をとることに重点をおく︒また︑

は一琿言分の改丁対策を実施ず

二︑三角のうち一︑三号について

をかけ抜本的な改善を行う︒一︑

れぞれ一側の定検に哲八十臼程度

横を利用して実施する予定で︑そ

東電では今園の薄策を三二の定

きいうえに線騒分布の優れた重荷

のが実情︒このため治療効果が大

からは必ずしも最適とはいえない

墨書の発生を防止するという観点

同程度であるため治療にともなう

来のテレコバルト︑リニアックと

点として愛媛県の伊方原発︑静岡

立地地域モデル計画の作成対象地

通産省は原子力発鱈所など霞源

伊方︑浜岡

窩力腐蝕割れが巖も起き易いの

七×七アセンブリーから八×八ア

み︒二号機は十二月一日からの竃

速中性子線は線圧分布の点では従

はこうした魏︑影響︑応力︑酸素含

センブリーに変更する︒これはペ

検で一矩圏分を消化するチ定︒

めるのがねらい︒

クが発生する一閣となっていた︒

が藤なるケー

レットの盧径を小さくすることに

いるため︑今圃の対策では逆に管

になったもの︒すでに騰号機以降
このため︑今圃の建策では格納容

有墨の

よって鍛高漏度を下げ安金性を高

影響部内側に炭素鋼をライニング︑同時に配蟹内糊に逆応力をかけヒビ割れ防止を図るのが今圃改

応力繕蝕割れは配管内側の麟影
については︑腐蝕割れ薄型が取り
器内の原子炉一次系配管のうちク

ス︒このため今回の対策ではこの

に万全を期す予定だ︒

ローカーボン・ステ

陽子線治療試験へ

いを征服してきた現代医学巖後の

際の計画作成作業は日本立地セン

ンづくりを急ぐことになった︒実

所を選定︑今年度宋までにビジョ

力発電所︑兵庫県の相生火力発電

緊の浜岡原発︑和歌山藥の御坊火

地域モデル計錘

など対象に

響部の結贔塊界にクラックが入る

入れられており︑残された一︑
ラックか起きやすいと予想される

三要素全てについて問時に改鳶策

善の重点︒このため三機とも当瓢一圓の定検に蕩八十日程度をかけ抜本的な対策を実施︑稼働率改薔

現象︒霊な原因は①溶接時の高温
二︑三零機の改詣対策が終了する

ステンレス鋼よりも炭素の含萄畷

配衝については従来使用していた

の少ない
に交換︑勲膨響部の結

三要素

影響により結錨部分に炭素が纂ま
昭和五十五隼ごろには稼働率七〇

ンレス鋼

の謡

％を達成していきたい癒澗︒

配管のうちで最も応力鷹蝕離れ

球間に配管の強痩を低下させる炭

成は発電所立地が︷！1地地点に与え

今圓の地域振興モデル計薩の作

ターに委託して実施する︒

る影響を釣台的な観点から分析︑

電遜二法による交付金の使塗を含

かでも正當な細胞に比べガン細胞

っているため放射線治療に対する

が放射線に対して高い感受性をも

法︑放射線療法などがあるが︑な

宿敵︒治療には外科手術︑化学療

不治

り脆くなる②流体中の酸素の影響

が起こりやすいといわれるのは溶

@畷サイククロトロンで

いわれ︑つぎつぎと

③配籔内 側 の 引 張 応 力 の 発 生 1 ！
などといわれる︒こうした応力腐

接部付近の歎影響部で︑溶接時の
素が集まりにくいようにすること

を妨げる一囲となっていた︒
手八落度程度の熱が伝達して約五

蝕劃れが原子力発鱈所の高稼働率

このため索京露力では一︑工︑
に重点がおかれる︒

放射糠医学総含研究所はこのほ

患蕎沐内の轡部の悪性細心を効果

子線治療では不司能とされていた

頁度樫度になった所︒この聞捨度
また︑応力腐蝕割れのもう一つ

ど隈用サイクロトロンによる陽子

三弩機について今後二〜三年の間
付近ではステンレス鋼の結錨と結

線照射システムを完戒︑来月から

つた︒岡システムは従来の速中性

定検を利用して抜本的な腐蝕蹴れ
の原因となっている管内流体の含

し︑立地による将来像への住民の

め地域の発展ビジョンを明らかに

衛酸素による影響については熱膨

はフランスのトムソンCsF社に

期待は強い︒このだめ︑放医研で

までに口頭ガン︑乳ガンなどで高

中性子線による治療を開始eこれ

置︑スポットスキャニング装置な

倫療用にあて︑照射野入力表示装

つのビーム銃のうち一つを陽子線

放出研サイクロトロンにある三

今年獲のモデル計両作成対象地

すことに重点がおかれる照込み︒

サンプルとなる開発講画序旧き出

いて馳域振興の方山導明らかにし

テンシャルを評価︑これにもとづ

把擁したあと︑その地域特有のポ

にあたっては︑まず地域の現状を

理解を得るのがねらい︒計颪侮成

い成績をあげてきている︒しかし

どが新設された︒慰蓄のガンの広

点としては電調審にかかるなどビ

た︒

露粒子総療の実用化が急がれてい

放射性廃棄物笛理状況は︑原子

がりに旛じてビームを上下・左右

ジョン謝麺の必要件が高くなって

発注︑医用サイクロトンの建設に

へ歯周灘を

炉等規制法に塁ついて露力会社か

に走査して最適の線鍛分布を作り

着手し︑昭和五十一隼二月から速
ガン撲滅

とも

ら提出された昭租五十二隼度の放

う︒身体のなかの深い部分のガン

五〜六撃のガン治療が司能とい

タイプ

型

方︑醸岡については敵者は

生︑御囮坊︑伊方が捉ばれた︒伊

eV程度が騒標︒これにより深さいる地点を中心に画定︑浜属︑帽
とりまとめたもので︑その結果︑

については手術でガンを露認させ

手術察を兼ねていて︑手術中にも

ことがてきる︒このため治療塞は

点については来葎度以降検討する

福井︑福島などの大規模集ゆ守地

画を作成することになる押込み︒

また︑放射線管理箸報告書と行

ことになる冤通し︒

にすれば最獲の総療効菓をあげる

政通達に墓つく従事蕎被曝放射線

患部に陽子線を照射できるように

濃墨號を下まわっていることが確

曝線窺は︑との発電藤でも許容被

床治療をスタートさせたい考え︒

開始︑順調にいけば来鋸度から臨

放医研では来月から試験照射を

く地域振興計翻との関連について

に留まらず︑国土開発計画に基づ

っては電源三法レベルの開発計画

また︑モデル計画の伶成にあた

鍛笛理報告書等からまとめた従蓄

設計されているのが特色︒

九臼︑発熱隅原芋炉施設の放射性

認されている︒

も調整を行う方針だ︒
を原子力安全委員会に報告した︒

廃棄物管理状況と従薯省被曝状況

N度の原子力発電所の従事者被

者の被爆管理状況によると︑五＋

いる︒︵溺衷︶

の一例目してモデル計

比較的溺欝に近い

過疎

液体︑気体︑両放射性廃棄物とも

これに薗接陽子線を照射するよう

︑後蓄は
わっていることが明らかになって

全串業藤で放出蕾理臣標置を下ま

つく放鰯性廃棄物管理報告爵から

上げる仕糧み︒照射能力は九十M

を纏緬︑束隼度から︑臨床治療を
開始し︑

入類巖後の疾病

安全局が安全委に報告

開いていきたい計画だ︒

ガンは

全事業所ともパス

科学技術庁原子力安全周は二十

射線等蟹理報告書と行政通達に墓

おり︑今弧度をかけて照射テスト

に陽気線治療尊哨窯も整備されて

に含まれる炭素が顕著となるため

︹︸

的に破壊する画期的な装置︒すで

鹸の間の粒界部分にステンレス鋼

…
…

産
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発電用原子炉施設における放射性廃棄物管理の状況
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安全で環境に調和した原子力発電所

一それは東芝のモットーです一

己藁品霞

翻原子力発躍設傭一式（原子炉、核燃料、タービン、糞蝿属

〒108東京都港区三曹三丁昌13番12号TEL東京（03）454−7111（大代）

O

聞

中
産

ｽ翻利用のみ﹂を条件
仏︑中国に保証取り付けへ

ともに日本側にも技術交流を打診

化︒これに伴い欧※各覇の鋤きも

するなど︑中国側の計懸が表面

酒発になってきた︒中国は今無三
月の全国人民代表大会で今世紀宋
には工業︑膿業︑国防︑科学技術
の㎎分野の得代化が掲げられたこ

たと麗られる︒

とも原子力西入のキッカケになっ

中国の原子炉重重決定万針が表薗化して以来︑メーカーの二二先が海図されていたが︑二十五田付
の米紙﹁ニューヨーク・タイムス﹂は︑楽政膚盗周蓄はフランスから要講のあった中国への原子炉輸

き原子炉購入の計画があるのか︑

中日の原子力発纒所灘入の護
していない中燭がフランスの鷺山

原芋力発明は二十無以上の経験

援助が必要︒

九月の工AHA総会で保障携を有し︑千六藁原子炉無以上の経

抜け穴を残すことになる︒

麟られ︑一方︑τKFCE︵圖際
のみ検討に語いするもので︑工業

れるので︑ソ通としても原子力計

⑱圏躍謹類躍照照

助に焦点を翻きIAEAの播動金
報世界に適胴されなければ騒騒な
で運転中の原子力発電所は二蕩八

きる規制のため申止されかけてい

験を持つにもかかわらず︑襖雑す

には十分なエネルギー供給が必要

国がその消費水準を維持するため

醸を蒲逸しなければならない︒こ

翼瑠魁遜鵜原畢肉鵬滋藤蜜蚤

饅を行った︒一九七八無六月現在

基︵総発電規横約一億一千万K 鷹関係予簑は齎海難の支持を得て

る︒またソフトエネルギー推進の

核燃料サイクル評顯︶会議では核

︵岡約九十犠から同百五十穫︶が 動きもあるが︑これは開発途上国

九葎は約一千五首二二︶︑増襲

W︶︑今世紀宋には全発電設備巾 増額︵七八奪の約一千万がから七
五〇％に屯するとも兇られている

は康子力の平秘利罵を前向きに謡

拡散防止の強化が期待される︒原

現状を踏まえエクランド蟹肩総畏

えていること︑配陣措懸の発実の

に比べればわずかな額にすきず︑

は︑その国の膨大な原畢力開発磯

い︒工業国が負担している援助額

減価を蕎目すると増大していな

技術上の援助はインフレやドルの

王AEAの開発途上国に対する

關発途上麗への擾三

である︒

必要性を強調した︒日置は次の瀬

は相互関係はなく︑今後も十分な

子力の草和利用と核野芝の拡散に
◇

保瞳描蔽で接散に対応していけ

りQ

核拡撤防止

原子力旨旨の役翻

Tに舶盟していない国もある︒地 ネルギーとし原子力の推進と︑ウ

工業國は唯一の現実的な代欝エ

現在薫四か国がNPT︵核拡散る︒
防止条約︶に頒盟しているが︑原

の研究・開発︑それに開雛途上国

ラン賢源の衛効釈馬のため増殖炉

子力糖設を持つ雰核兵羅国でNP

すべての核拡散防止上の計画も王

AHA︶乱丁五爵はこのほど︑国域核燃料サイクルセンターなど︑

エクランド国際原子力機関︵王

AEAの保温描認適用が潮提で︑ が鼠子力を利用できるよう十分目

をスンナリ受け入れるか︑原子爆

NDムT︵核拡散防止条約︶を締結

連総会で①核拡散防止への努力②

弾も既に開発してきたことから今

性︑容器製造技術が完成したと

のため〜九七六⁝八○琿にはクル

︸九九〇駕には石細不瑳が予想さ

発は難航しており︑また世界釣に

シベリアにおける石芋の探鉱開

論的計画に当たる﹂と述べた︒

援助増大が望まれる︒

原子力発露の役剛③開発途上国援

は以薗からあったが︑灘本通薩楓

回のPWR購入囲的の一つには原
今園封入された使用済み燃脳は

が九月北京を訪聞した際︑中国側

オスカーシャム原発で照射された

は門石炭火力と水力を巾心に進め

ではないと伝えられており地域住

子力麟水艦の動力としての無徳を

の動きが激しくロズウェル市の比

入れることにある︑などさまざま

健康と安全性を保蒼し︑便用済み

るが︑原子力発電所も数か所建設

燃料を永久に地下貯蔵できる技術

する﹂との誹画を述べ︑中細の原

いる︒

西側の今後の娚待と予想は引続

出を条件つきで承認したと報じた︒米政臆はフランスが中国から平和目的以外に使用しない保舐を取

く﹂ことを明らかにした︒フラマ

ハウス︶社から技術記入した加圧水型炉︵PWR︶が一〜二尉販売される模様︒

り讐ることを条件にしているが・これが取り付けられれば仏フラマトム社が※WH︵ウエスチング

中團の原子力発電駈建設醗画︑
トム側の讃極的な申国進出はフラ
ンスにとって巨大な市場の一つに

加圧水型炉醐入決定など欝欝明ら
かにされたこともあり︑各鰯の主

のと晃られる︒

新田場開拓へのハズミをつけたも

転フラマトム社︑西独KWU︵ク フランス国内の原子力発注鈍化も

力軽水炉メーカーである※WH蹴 なるとの見通しを等懸したことと

どの対巾接近がにわかにあわただ

ラフト・ベルク・ユニオン︶社な

ものを使用︑アセア社のロバーツ
的能力はある②運邦総濠の廃棄物

の実験実施許可を牢講していた︒

ムマックはこの礒設に必要な籔

の四か駈で禽酷警護万KW︒アト

ー一一ン︑ロブノ︑ウクライナ南部

設中のものはスモレンスク︑カリ

力を三層に拡大する無骨︒現在建

建設し︑さらに八○一八五矩に出

所︵四欝万ないし八語芳KW︶を

嶽ネシ︑アルメニアに原子力発電

スク︑チェルノビルスク・ノボボ

誌﹁パルチナヤ・ジズン﹂︵党生

︹パリ松本駐寝賦︶ソ連共薩党

八五錐四干万氏Wに対応

工場建設進む

ソ連︑機器製造

し︑実際の便屠済み燃料を使って

フォース隅圧研究所は容器の耐久

民の説得がカギになりそう︒

な翠玉がでている︒

外
海
驚臣
処理容器︑案証段階に

ー＆鉱物局長は﹁ニューメキシコ

濡︶によるとこのほどアンドレイ

材を供給するもので︑総口開二十

中Q七八年の投資額は一億三千

七億凱︵約九千七齎懸円︶で建設

⑳既設ポンプと谷易に取り替凡11∫能

政策の遅れは制農上の行き詰まり
にある︒原子力を﹃鍛後の手段﹄

ステムとして原子力を認知しても

としてよりも巖も現実的な代醤シ

を批判した︒

らうことが硬要﹂とカーター政策

使用済み燃料容

器の実験開始

チ・エネルギ⁝研究局長は米缶子

なに
かなか多難なようだ︒
州はDOEのWIPP開発計は画

ンス︵ロストフ近郊︶の﹁アトム

・キリレンコ政治筒員はボルゴド

マック︺建設現場で行った叢説の

七欝万散でコンビナートの電源と

なる火力発電所の建設なども進め

られている︒また罵住颪演二十八

れている︒

万軍方層の衛星都布の建設も行わ

海上原発建設コ

九七七無身受二十万KWか

なかで﹁ソ逓の簾子群発膳所の出

力は

万KWに拡穴を醸標としており︑
アトムマックはこの建設に必要な
コンポーネントを製造するコンビ

ナートでソ逓エネルギー愚策の中

スト20％割高

薩独のフォ

西独︑予簾打切リへ
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子力計画を初めて明らかにすると

素︑使用済み燃料︑蟹製礪に制用

デュ⁝チ周長は十月に省庁間検
討グループがとりまとめた報欝欝
﹁※國の放射性廃棄物貯蔵政策草

力雪曇会議の三次大会と並行し

協力し検討を進めてきた︒しか

酸化アルミニウム製容器は擾さ

来原子力学金が終ったころニュ
初の使馬済み燃糾を封入し︑今後
ー・メキシコ督戦ズウェル翫でW の便用済み燃料地下貯藏実舐のた

⁝河を下りニュー・オリンズに◎

ルカー・ハウフ研究技術相はこの

⑳安いランニングコスト／⑭メンテナンスフリー／

しかし︑フラマトムのPWRは

﹁85﹄年に廃棄物詳貯蔵へ

ニュー・メキシコ州力ールスバ

されたものからの廃蓋物の三種類

初沼蝦米原子力学会年会で講演
ツト近くに建設を予定している廃

これに対し︑ニュー・メキシコ

棄物 隔 離 試 験 施 設 ︵ W I P P ︶ の
を貯藏していく方針と語った︒
行方が溢騒されているが︑米エネ

スウェーデンのア鷲ア社

て閥催されている※原畢力学食

し︑一藏では乱民の安金性や環麓

IPPについての公聴金が開催さめの実験に入ったことを明らかに

スウェーデンのアセア社はこの

の葎次大会︵十一月十二臼〜十

の保全︑経済問題が牽分載証され

れ政麿側から﹁WIPPが完成す
した︒

が︑ニュー・メキシコ州での計画

ルギー省︵DOE︶の﹂・デュ⁝州のN︒フランクリン・エネルギ 案扁にもとづき発表したものだ

六田︶で﹁一九八⁝隼までに建設

ない限りこの謝趣に螢更すること

れば灘南には一日五爵の便用済み

ほど︑酸化アルミニウム製容器に

許認切手続きを提出し︑環境影響

はできない扁と政府の藪任をより

六質菌修︒ダイヤモンドに次ぐ硬

E五層︑盤径五十穆規︑衝搬千ら八○隼三千万KW︑八五年四千
る﹂との説曙に端を発し︑トラッ

諸隊を積んだトラックが通過す

そこで大型の船に移しメキシコ

ほと︑海上原発建設計癬の研究開

発予籏を打切ることを明らかにし

に墓づき①潟上原発は建設コスト

た︒この決窟は研究技術雀の調奄

が陸上に対して二〇％潮高で②海

ことによるもの︒

洋汚染の危険が大きい⁝と認めた
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園VARIAN祉が誇る高信頼性製晶壌1￥

しさを晃せていたが︑第一讐炉は

フラマトム社がWH社からライセ 米からの技術灘入であること︑対
共産圏輸出を禁じたココム規制が
あることなどから米政府に輸出許

ンスを得ている加冠水型炉が西側
原子力技術の第一弩として建設さ

可を幽幽︒※政將はこれに対し
技術移転︑核難敵︑ホワイトハウ

れる櫻様になってきた︒

フラマトム社は十月︑中圏に対

火力と水力が羅圏で原子力発電の

し九＋万KWの原子力議所売却 スの中曲浦り政策︑中国には石炭
交渉を逸めていると発褻し︑交渉
必璽はあるのか︑といったさまざ

今回の決定を下したと伝えられて

﹁常駐の技術チームを齪き・詳細 まな角度から相当の論議のあと︑

は順調に進展していることから

なツメを行える体制を敷いてい

脚
饗 ㈱

評価も行う︒一九八五ないし八六

明確にするよう述べた︒

また︑薩業界からはホストン・

年には便用済み燃料貯藏を開始で

さがあり︑地下水の影饗があった

きると兇ている偏と楽観的な見通

しを述べ︑WIPPの建設を引きエジソン社のJ・ハワード副社長 ク通過禁止の清条令をつくれ︑な

としている︒

としても数発煙隼の耐久性がある

一遍口口御扁

どの惣発が飛交うなど︑会場は騒

騨謄騨一讐﹁

パ撹・パーティ原発計緬はアリ

湾︑パナマ運河︑カリフォルニア

にテネシー州を劇発︑ミシシッピ

ゾナ原子力発臨プロジェクト︵ア

湾を経蒸しプエルト︒ペナスコで

一P＝＝席

然︒他の南での公聴会でも反対派
唱＝噌一＝

が講演に立ち門二無間にわたる技

隔＝一鱒﹇一

リゾナ電力他四団体︶が建設を進

荷上げ︒大型トレーラーに移しア

月下旬到魑した︒

中︒園︑五臓機は発癌済みになっ

リゾナまでの険しい道のりを終

めており一︑二︑三暑機は建設

ている︒
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放射線の防護

理して生まれた技術馨総掘︒原子

計装制御分野の成果を簗大成︑整

裟︑プロセス計装︑安全保護計装

炉の計測に的を絞り︑中性子計

し︑防護の基本的考え方に立って
実務を行い︑得られた鶴岡を正し

と垂垂性など︑雲霧にわたって︑

数の生物学的︑限学的知兇を理解

遅成される﹂との弩えにたち︑放

く騨魎してはじめて放射線防護は

罷業用の発躍設舗は︑火力七千八

原子炉内の憶報をキャッチする

ことの技術という極めて特殊で馨

門的な知識を要する領域なので︑

装制御に携わる研究煮︑技術蓄に

門外漢のアクセスは難しいが・計

技術コンサルタ

は︑技術データ︑参考文献も聾憲

になる︒

で︑またとない

薯看の新口氏は新島大学教授︑

ント

また荒氏は臓本原子力研究所副露

一

り確実に原子力文献情報をお届けします一

毎弩1鋤夏AEAから送られて

KWから三千三醤万KWに藤でダ
ウンするなど︑厳しい摘況下にお

江藤秀雄︑飯国博蘂

録・各橿酢装の方法︑機認の特質

原子炉の計測に必須な薯柄を収

︵改訂三版︶

霧中栄一︑熊取敏之

覇など放酎線防護の各側面に六人

射線の測定︑安全厳扱い︑管理実

かれている︒

餌沢正案︑吉沢康雄

なお︑ナ一月末のわが国の購気

共著

いるQ四十七年に次ぐ三瓶困の改

などを詳濾している︒

八万KW︑原子力千再五十万KW
で蓬髪は一懲千五蕩九十八万K

P︶は昨奪一月︑﹁すべての被鰻

新刊紹介

入れつつ禽理的に達成できる眼り

丸謡刊︑A5版︑三哲七十一ぐ

務の関係煮に好個の講︒

験をめざす人たちや放射線管理業

訂版︒放射線取扱主任暫試験の受

は経済的︑社会的な要因を曙懸に

国際放射線防識委員会︵亙CR の権威が系統だった解説を行って

百七十万KW︑水力二千五酉七十

りなどから原発計癬の立地確保が

W︒構成比は原芋力九・九％︑火

子力発電に対する反対運動の高ま

化率を達成している︒しかし︑原

各地で難航︑旧風計画は畏期計画
力六七・九％︑水力二一一・二％︒

て︑旧版の﹁被曝の制限﹂﹁放射

三千五百円︒

任研究員で︑いずれもこの分野の
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での關重囲標が照租六十年六千万

更なしに同じ設計で建設できるこ

線義理の実際﹂の一ぢの灘を全醸

原子炉の計測
克之著

艦影苧代一⁝︑

荒

原子炉の中枢神経系ともいえる

体制の確立②難民一体による山岨

ている︒

AT兄実証癖の建設について 糖度に運開にもちこむ計画をたて

は設備操業率五〇％程度でも採籔

研究薔の簸も不廻すると考えら

術系原子力従癖蕎の樋門分野目

︻今後不足すると蕩えられる技

る︒

化︑の二点に簗約される︒そのほ

的銅盤形成への努力と立地対策強
ったが︑それら企業には一部の機

が取れるとの回答が一五％程度あ

窟庁議司︑監翻・検蛮の愈理化

か主な悪事は次の通り︒

の不還分野闘板金加工︑空調技

換気空調設備︑生物代謝︒黙練工
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蘇動率も忌避基調へ
東海第二︑浜岡2で大台入り

低く保たなければならない﹂こと

などを内容とする士奪ぶりの薪
勧讐を発表したが︑本門は︑新勧

動燃瀦業団は二十八臼︑去る十
とが実霜野構想の図標となる︑と

告の放朗線防護基本漂則に沿っ

三日一〇〇％出力を還成した新型

動燃がATR開発で方針

怩jW実証炉計画

臼本原子力発電東海第二 発 慰 駈 ︵ B W R ・ 出 力 認 ナ 万 K W ︶ ︑ 中 灘 力 浜 岡 動 機 ︵ B W R ・ 出 力
八十四万KW︶がわが国第十七︑十八番囲の原発として二十八︑一〜十九の豊田椙次いで戦列入りした
一

署機︵PWR︶が運開予定

的に憲き改めるとともに︑心線盤

放射線被曝影響研究の新しい知

五十三隼度にまとめる実証炉概

ん﹂︵雲気出力十六万五手KW︶

転換炉︵ATR︶原型炉﹁ふげしている︒

に入った︒また︑藁海第二原発はわが国で初めて薦万KWを超える大型BWRである

ことにより︑運転申の原子力発電設騰容羅は千百五十万二千KWとなり︑わが国の原子力発電は

千万KW鷲代

で︑単墓出力も薫万KW級の大型炉晴代を迎えた︒
になり︑今回の二篁の戦列入りで
浮れなど一連の軽水炉トラブル要

が︑来葺蕊月と六月には単字出力蕩十七万五千KWの関西罐力大飯一︑一

わが国の原子力発議は十一月末

警

﹁法金等の数値の背後にある多

分的な改訂が施されている︒

毘︑保健物理実務経験に纂づき部

無学で調整設計を完成させる食

の次のタ⁝デットとなるATR実念設副をふまえ︑五十幽︑五十五
証炉の開発計画概要を明らかにし

一千万KW台に躍り出︑名実とも
國の解明が進み︑気転の僧頼性が
上がったことによるもの◎最終的

現在︑運転中十八躯千齎五十万二

手KW︑試運転中二墓二螢手五 に米國に次ぐ 原発大国 となっ
毒︒

る︒動燃では建設が認められれ

みて︑決める方針を打ち出してい

実証炉概念設謝の墓本的蕩えと

た︒

勤率向上︑従業員被鰻の低減︑負

それによると︑実証炉の霞気出

には五五％〜六〇％程度になると

つく変更以外は原則として行わな

入れ︑設計を埋める︒

荷追従性の控能潮上︑などをとり

莞込まれる︒

い③﹁ふげん偏の設謝︑製作︑据

一方︑今無の原発の運癒実績は
力は原型炉からのスケールアップ

付︑試運転の経験を︑ソフト︑ハ

九千KW︑建設準備中七墓七三 鳥

万KW・無熱一基五百八＋三万 た︒

の妥当溢などからみて六十万KW を憲義づける核燃料サイクルの特

ード両面で活用︑安金性確保︑運

して︑①門ふげん﹂型六二炉開発

ネラルエレクトリック社からの技

圧力管構造︑制御樫︑シールプラ

とし︑岡一構内に削去KW二基 性を確秘し経済性の向上を痴る②

は︑原子力委貴会が五十二代半ば

霜覆ウエスチングハウス社とゼ

利用率四一・八％︶から脱却する
術灘入でスタートしたわが国の原

を並列配翻した双子型にする︒そ

までに原型炉﹁ふげん﹂の実繍を

万KWで合計は三十四墓二千六百昨年の史上簸悪の記録︵平均設騰

ことは確実で︑すでに上灘期には
芋力発罐技術は年々国産化体制が

設計する④ユーザーの重視する稼

転保守のしゃすさに重点を担いて

ば五十六無度帯芝に着工︑六十二

藥躍福鵬第一原発闘母機が運開
箪均設備利用率五九・六％の成緻

の設計を尊弄し︑実緩︒経験に墓

グなど重要機器構造は﹁ふげん﹂

七＋二万千KW︒
した十月十二日にわが国は英国を

して核燃料を有効に利用し多様化
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り

するとともに︑原型炉と大きな変

wな

進み︑稠在では九〇％以上の國藍

△轍

械製造業︑鉄鋼業などがあり︑窯
際には設備操業率〜○％以下に低

次いで放射性廃謡物関係︑核燃料

れる分野は放一線技術関係であり

期M︵回答率六五％︶

強化に駕する串本としての輸出対

核燃料の舖蓄︑今度の輸出規制

技術関係︒技術蕎はやはり放射線

迷しているところが多い︒生薩を

技術関係︑放射性廃暖国関係︑そ

とりまく環境を反映して企業とし

現在設備フル操業の企業が〜割

策の確立︑原子力発聞所稼働率の

強︒全依の無数は︑三無以内のフ

向上︑原子力発電プラント構成要

管麗が要求されており︑放射性廃

研究番・技術姦の不足分野到計

通りである︒

のあったものを列挙すると以下の

その勉悪毘として輿体的に圓答

になっている︒

ナンス︑溶接︑汚染除鑑分野の順

また執練工についてはメインテ

の必要性を示唆している︒

1スの発掘︑放射 るため研究蕎︑技術蕎の養成確保
線綿密防止法と鷹
療法の整盆性を図

昭和五十二黛度の設備操業率に

言︶

︻技術系原子力従薯者数の過不

ること︒

棄物問題は今後ますます藪要とな

に閲しては歓会的に︑より厳藍な

せて原子力供給産業の経営慧識壷

原子力産業を発展させるために

聰所定期検糞の短

して原子炉技術出際の順︒放鮒線

ての操業溝能な下限燈をよりきび

一以上は麗通しが立たないと回 しく兇ているものと思われる︒
︻原子力塵業を発展させるため
の施策︼︵回嫁暴七四％︶

る回答として︑単数の企業が﹁増

は︑大半の企業が漂子カプラント

縮︑放射線利用二

爽すべての規格化︑長期ビジョン

ル操業を書込んでいるが︑三分差

︻生産設備の憎累計難M︵圃箸

答︒

今後五年以内に

率七蕊％︶

原子力関係生謹設

強計画を持っていない漏︑残り半

技術者の過不足は半々に

平均約50％の操業叢
園答企業数を二百三学社とした︒

は原子力に関与しておらず︑萄効

備を増強する白蓮
︻五十

造のための設備操業率を筋窮軍均

藁化︑税制・財政の優遇描躍が必

対して原子力関係の研究穫・技術

機器の縞馬化・規格化︑発淺の標

管︑勲練工の総数が過密ぎみとす

ている﹂と答えている︒計面のあ

要と兇ている︒輸出に期待する企

数は﹁なんらかの憩強計画を持っ

九〇％以上の設傭操業率を圓書

業は二〇％と態外に少なくなって

その他の憩毘として原子力発露
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っている︒
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