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蜷気箏渠連愈会は六醸の社長会で︑躍源閥発会枇︵両罰艮彦総門︶が検討しているカナダ型蚤水
た憲岡を一がしたことによってにわ

姫CANDU蝉のわが閣への灘入の司薔に闘し﹁近く原子力婁讐瓢の薪型動力炉開発懇談会で基本方かにスローズ・アップ︒懇談会を

禽は州まだ懲議段階である﹂と

針が決められるので︑その縮累を尊引するのが至蟻である扁とした冤解をまとめた︒CANDU炉灘設け検討を璽ねている原子力二瀬
入聞題で極力業界が態度を明らかにしたのは︑至芸が初めて︒見解は灘入に街簸も沓定もせず︑従来

に反発︑対立が二面

して︑この通薩翁の独自ベースの
いさみ毘

からの蕩え方を確認した形︒門原子力委決定を贈璽﹂としながらも慎隠な対応を求め︑仮に受入れの

が不笏欠であることを指摘している︒

方針が淡まったとしても安全性や饒帳性等各函でさらに詳細な調査と検証炉によるわが織型への改農

炉はこの路線を補完するものと位

る呪力各歓の禽慧とりつけに乗り

し︑電発を逓じ ユーザー であ
ANDU炉など露水炉や高温ガス

会決定したもの︒安全姿鰍会は①

続きについて扁を改め︑安全委鍛

処理旛設の安全性の確認に係る手

関する諮開を憂け︑審議する②再

安全で環境に調蓋しだ原子力発電

一それは東芝のモットーです一

路線を強調︑簿点となっているC 面︑六十万KW級二蔓韓入を予定 二隼に決めた﹁動燃審業囲の再

躍づけてきた︒とくにCAND出
Uしていた︒
こんどの社摂会難解はこうした

業界がその考え方を照したものだ

際し︑前もって薗相から安全機に

もできていたという︒

薗相による再処理施設変璽承認に

約束

蝉に畷しては門技術開発的なもの

う

とし︑容騰は三十万KW級﹂とい 動きに対応を迫られた袷好の露力

ては事鶴に醤相から試運転緒果の

安全婁︑設置を決める

原子刀安傘委員金は自記︑鼠壁

性物質安全輸送専門部会の一躍を

岡部会は︑核燃科︑使用済み燃

決めた︒

料︑放射性一位元素︑放射件岡位

性物質の輸送に関し︑安金基準の

鴛素による湾染廃藁物などの放射

する︒

資源エネ

整備・蜜重言緬や安全灼策を審議

人事異動

▽逓産憲︵㎎磁付︶

ルギー庁公益薯業部開発課長︵大

臣富裁付︶縄松壮三郎︑巾小企業

干108棄京都港区三田三｝∫闘13番12弩TEL嬢京（03）《54−7111（大代）

処理施設の水格擬榮開始にあたっ
路線を確認した形︒疏水炉につい

力業界はこれに筏流会兇解に示す

同蟹擬団は飼田︑自民党の二子

ー庁公爵聖業部開発課長︶藤咲浩

振興癖豪農に三岡︵資源エネルギ

原子

ム

國原子力発鷺設備一式（原子炉、核燃料、タービン、発蹴機

が︑結局は軽水炉﹂局速炉の従来

うものの建設費翻高は避けられそ

の形だが︑とくにCANDU炉処
に理施設の安全性に関し璽要と認

を謡
受け︑慰議する⑧その他再
てもCANDU︑ATR弼報
論告並

からみから﹁国際協力上︑憾むを

恵向を反映︑激闘的な懸慶を固め

った触点②今後︑誘致の期待され

のは①地鴛から新定係彪誘致のあ

いて調べ︑彫壁を建設できる造成

力船対策特別婁員会正副委員長会

針︒

ことから︑建設費低滅の努力とと

転傑守性などが環要な因子となる

議にこの方針を説明した︒

億頼性の向上︑夕露性麗通し︑運

もに・ユーザーである磁気瑠業日

▽科学技術庁︵五日付︶

力局核燃料課長︵計主局科学調葦

理

古隈通薩周醗工部長︵原子力局核

霜︶吉村晒光︑遜産雀に出晦擁名

▽理化学研究所︵五臼付︶

燃料課摂︶田中久泰︒

π︐△鳳

覇︵理化学研究所総務部長︶曝露
靖︒

げ︐鷹一畢

錫本原子力乱書瓜議

営難品蟹

﹁仕上り単働は軽水炉並み扁とい

うもなく︑新しい核燃料サイクル

る︒

との方針で安全性の確認に対処す

評価騨門部会で調戯審議するーー

は︑環撹放射線モニタリング中讃

結漿の総台的評価に落する禦頂に

境放射線モニタリング謝画とその

を受け審議する④再処理施設の慶

められる黎項には︑蓉相から報告

も著えねばならず︑耐霞性など技

ついては例え灘点するとしてもさ

に

術的な諜題も残されているなどの

検証炉

らに調竃研究を麺ねる必饗があり
商業炉の前段となる

懸念に加え︑同じ蟹水炉ではすで
に動鰍を中核にナショナルプ慣ジ

している︒

慎館な対応が不庭竃なことを擶摘

ェクトとして新型転換炉ATRを
よってわが圏型へ蓄蔵誉図るなど

当額をこれに投蟹してきた経緯な

原子力婁員会︒懇談会は来週中

闘発症で経険難にもかかわらず相

どあり︑こうしたことから︑CA

原子力発電開発はさしずめ軽水炉

得ない﹂とした判断もあり資源セ

﹁C

7

放射性物質安全
輸送専門部会

NDU炉導入にはこれまで難色︒ にもCANDU炉灘入閣題に関し

の定着化に全力を傾瘍︑改無二華

ていく篶えだ︒

一方︑通産衛は︑ウラン闇題との 基本方針をまとめる予建だが︑電

まとめる篇蹟報等したのを受け︑

キュリティを登簿に押し出し︑当

化しκ︒これらに対し砥力業界は

頼性の確僚を最纒先として譜外醐

化も進め︑先行き轟遡炉へと繋ぐ

を明らかにした︒

の摘出にとど塞っており︑ATR それによると︑現地調査を行う

ついてのコンセンスと主な問題点

遡産雀酋脳が﹁十一月にも﹂とし

﹁耐震盤など課題も﹂

での禦故・故縁などの分析解朗は

CANDU炉灘入の町習に関ら
すし︑CANDU炉の安全盤︑査
鱈会原子力部会が﹁畢急に結論を
る社長書の莞解は次の逓り︒

一︑本盗︑原争力開発対策会議

を進めることが必要であること︒

ANDU炉﹂

講本約視点﹂﹁新型転換炉﹂

要がある悔などとしている◎

再処理安全性の
確認対処で方針
また︑CA聾DU姫に閲しては

讐＝

これは原子力婁員会が昭和五ナ

対処方針を決めた︒

﹁耐震性について︑わが国の厳し
原子力安全婁が決定
い耐震設謙の要講に対応するため
原子力安金委員会は六随︑ ﹁動
十分な検討が必要﹂﹁確証試験の
燃二業醸の再処理施設の安全性の
一部に独自の試験が必要﹂﹁CA
確認について﹂とする安田確認の

無DU炉灘入の場愈には︑確証試

験などによりわが国に設躍される
炉として︑その適五星が認められ
るようにする必襲があり︑軽水炉
と翼なる特萄の問題もあるので︑

多数ご参加下さいますよう︑

スホール︵二階︶で開きます︒

1月5日目金︶︑東京プリンスホテルで
田本原子力適業会議は新碁一

京プリンスホテル・プロビデン

特認まで理事・魁区芝公園の藁

一月菰日︵金︶卑後一時から三 こ躍内題し上げます︒

例の新装磁繭交換金を︑来嫌は

わが穰のCANDU炉に対する塁
としている︒

新定係港選びの
調査方針決める
原則謙遜曜
﹁む2新定係港選定の調癒方針

日本原子力船開発襲業國は五二

社

京芝浦電気株式会
原子力事業本部

東

からCANDU炉問題についても
安とより︑さらに詳細な研究調査
全性︑偶頼性︑経済性︑遡転特性︑

②わが國の環境風土に適目するい

評価横丁に備え︑詳細設計を攣懇

ATRに関しては︑門実証炉のる地点⑧港湾計画や開発謝画につ

罷非にはふれていない︒

実証炉開発やCANDU炉螂入の
CANDU炉問題
第九園会合で技術警官グループの

核燃料ツイクルとの関連︑園山化
薪動懇・技術

報優をもまとめたワーキンググル

分科会が報欝

原子力委面会鷲型動力炉開発懇

えで︑まず検証炉を羅じて改農を

談禽の技術検討ワーキンググルー

わゆる日本型改蔑炉を確立する構

加え︑自民的合意が篠られるよう

の問題︑その他の各雨にわたる検

洋藍にとり進められることを望み

酎結粟について報讐を受けたが︑

れを受理した︒

地のうち適地と考えられる地点⁝

祉擾会議は中眺的答串として︑こ

一として︑誘致地点については地

態賜をまとめた︒岡報告雛は二塁

設︑鋤一期の六〇％まで進捗︶を

元の山隠を聞き現地調欝をする方

に進めるとともに︑原型炉の運転

の総掘ワーキンググループ︵主査

﹁実証炉の評価検討には安全性︑

実緻を窪み璽ねる必要がある恥
予定︒岡懇談金はワーキンググル

の新型動力炉騰発懇談会に提出の

が開発串の薪灘転換炉︵Aτ飛︶

ープ報告をもとに懇談会としての

ープの総揺報諾轡を作成︑十二田

翅︑磁気聯業が軽水炉の定着に

と飽源開発金被が欄入計画中のカ

四闘の第九圓禽臼で︑鋤燃薯二陣

灘入の斑盃については︑近く原子
ひきつづき︑高速増殖炉の開発に

ナダ型巨水姫︵CANDU炉︶中
の間的な結論をまとめる方針︒

プ︵薫葦・都駆泰磁歪大教擬︶は

力婁員会︒新型動力炉開発懇談会
金力を傾注する既存方針に何ら変

技術的關題などを検討した中間報

二︑社長会議は︑CANDUた
炉い︑であったQ

で棊塞的な方針が決められると聞

増廼炉を含む新型炉の開発につい

わるところはない︒このため島速

ては増力業界と動燃購業団との闘

検討は︑技術聞題の獅実確認に

構成︒

ルトニウム秘宝﹂﹁結震﹂の五臓

﹁軽水炉におけるプ
蔭の篶えを穂極的に反映させる必

に設副に関する垂髪委員会を設搬

・生剥蟹朗田策エネルギー経済研

悶報儀欝は﹁検討にあたっての

璽するのが饗影であるとの結論で

き及んでいるので︑その紬果を尊

三︑なお︑本鐵の社長会議で出

することとしている︒

が︑総掻グル⁝プは十一蹟に開く

閥︑再処理および放射性麗闇物

た︒

B

あった︒

された大難の悪麗は︑①仮に政府

入闘題は十罵に総舎エネルギー調

でCANDU炉受入れの方針が綴◇・自発によるCANDU炉究
喜断長︶第八園圃愈に提鳩された
された獄舎にも軽水炉の経験に照

熱生産︑黙供給および海水脱塩

五︑多糧的利用炉−工業絹高湿

謄＝竺閏＝階一＝＝一一＝馴嵩＝＝一瓢二髄＝謄一口

での交流推進を取りきめている︒

︵八〜奪に田本︑八二無にソ遼で

化旧物︑増産に関する研究︵八

六︑アイソトープの生意︑標識

それぞれ十愛重︑八名︶

期醐十繍闇︑讐本で開催︑派遣人

れ十二縁闘︑君名︶

郊にソ逮︑八二年に醸本でそれぞ

準等を検討する必要がある扁など
運娠経験︵七九年九月︑牽謝閣︑

︵獺ナ四万KW加圧水型炉二三運

は世界叢大級となるアトムマッシ

転中︑同量墓建設中︶と完成鯖に

なお︑原産代表趨はコラ露霜所

三︑原子力施設の耐塑性および

ソ趣︑八目︶

二︑軽水炉の開発︒曲射および

員六舶︶

料技術と二三経験︵七九無六月︑

一︑軽水型原子力発宛所の核燃

協力プログラムは次のとおり︒

の二分野を除く滋範な顕子力分野

＝帽＝＝＝一﹁＝露駕＝篇＝＝扁コ＝一闇瓢＝一幽＝＝一＝営幽＝二■＝需一扁＝隔需一墜＝＝＝扁唱一＝＝＝＝＝：楠＝＝＝＝⁝瀧謄＝閏階＝＝一＝＝一一＝＝鶉冊＝冊隔＝鷲儒＝＝＝＝謄冊一閥＝＝一﹁＝＝＝

日ソ原子力協力

﹁核燃料﹂皮切りに交流

贈欝により禽憲した憩門象会議協

専門家会議の計画決まる
懲懲原子力難業愈議とソ遺原子

力プログラムの翻闘を開らかにし

ミョ⁝ノブ田際局次長との聞で十

た︒綿森力面獲︵灘立翻社長︶とセ

力利鎌国象委員会との聞の原子力

議のためモスクワを訪れていた第

協力の進め方についてソ遮側と協

一月二十九珊結はれた覚欝は︑穰 蜜金性︵八Q薙四月一六月︑十臼
互平等の原劉で代蓑虫︑轡門蒙を

の処理処分︵八0隼十月⁝十二 外圏代表腰として初めて視察し

一圓圏ソ原子力協力代表者会議原
産代表罷の浅田忠一原懸厳締役︑

派遣することが聡醗され︑礁ソ政

月︑十田間︑ソ連︑六名︶

原子力機器工場︵四期蝋画で建
大水新彦賦立原子力技術本部技術

紬︶に基づく核融禽︑筒遜炉協力

府間科学技術協力協驚︵七三鋸締

閲︑二水︑八名︶

部擾︑国萎萎鍔原藍摺糠周憂の欝

一

」
繍職は四壁︑書置会見し︑双方が
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産

力

ランスは従来のパターンとはかな

一︑一方︑石炭の消費は一九八
五琿まで着実に伸び︑その後は大

編に麹びるQこの需要に見合うた
め西部懸詞地の比嚥は大きくなる
とともに︑各州は二倍以勲の石炭
生慶が必需になる．

一︑電力消費は譲実に伸び︑ほ

とんとの州で二倍以hの伸びがあ

る◎このため墨銀万KW級の発電
所五蕎四十四基が必要になる︒窪
来の火力発電所の増設に多くを期
待できないため︑原軽重が巾心に

トフ・エネルギー研究局溺農はこ

どを化揖歎料と凍子力により供給

の設備容冠が必要で︑このほとん

資木費に比へ二〇〜一〇〇％コス

千五肖万KW︑増癩炉は軽水炉の

との局エネルギー粒子を魚金輪に

ランケットで囲み水油や薫水桑な

炉︵トリウム︑鉛など蓮金属をブ

トリウムかウラン鵬︶︑側途贈蛤

して高速贈殖炉︵ブランケットに

置くことになろうが︑ウランのポ

要に応えるため︑軽水炉に主力を

要腔を強調︒また﹁聴力会在は矯

給ずることになる⁝と原子力の必

子力発電により臓O〜四〇％を供

る供給は制隈されることから︑療

また︑早期開発により電力供給の

を失いひいてはコスト認になる︒

遷れをとることになり︑褥外南場

発していたのでは海外との競争に

て︸米印譜の砺要に融合うよう開

さらに増殖炉開発の勝期につい

件をととのえるへきだというも

ガスの輸入により埋められる︒

済み燃料の輸送をある場禽には

敗北を認めるか︑それとも使罵

十七日から二十九ヨまでウィーン

とくにフランスのユーロディフ

うひとつのハイライトだった︒

発な濃縮競象市場の成瀬﹂がも

このロントン正議では︑﹁橘

国七十七か魍の立場を代表し︑

を引いた︒事務総長は非同盟諸

でに報告書一次草案︑十一月まで

王A盈A鳴務総長の発動も注霞

簸川の政策とロンドン供給圃盆

れた曇珍襲蘂は七九奪＋一月の

案として鍛終総会︵八○無二月二
十五膿一二十九麟︑ウィーンのホ
ウフブルグ宮殿で開催︶に提出︑
決定されることになる︒

最終報告謁は各部象の僅業結果

きだと述へたQ一九乞六年のエネ

が

次エネルギー需要の六〇％を

供給する予測だつたが︑着工が比

に竃穏万KW建転て︸次エネルギ

ー需要の〜万％を供給てきるにす

利用と蔭子転転憲駈着工に成功す

きない︒この一当以内に天鉄︑ガス

れば︸九九五隼の﹂次エネルギー

万％︑その他四％︒現在は石炭一

七％︑天然ガス一二％︑原子力一

の要約と三NFC発作引金体の総供絶構成は︑石炭二二％︑石癌四
矯の二部構成となる︒この作業は
各部会報鑑強にベースをおき各部

（発一所関係〉機器その他の朽染除ム、．し期検査精び）除染・サーベイ、核駅馬装荷・父換脅業、
飼人扱曝管理、汚染衣類のランドリー、冷淘，取水講の ・貴1掃、脆衆物の遮搬、変屯灰・空調設偏趣
転写f、三瓶内の補勤い1唖びに昌繕業孝芳、借馴×域内除染および 謄躍i｝、暢面×域謝11｝
（研究施設関係）
R王放搬線取扱人験㌣ 没β｛コンサルタノト．施設の改農・解体、廃棄施設整鰯、
機器の潮染、義塾廃棄物の処理、ブイルターの父換、空購」謝1陣・衣1鰍・、染移｝擁・、貝呪、・卜調設

備運転保ゴ、鱈理【X域内除染および 11ξ掃、
1〜通【寒紅 ｝零1掃、浄水覧珊1
ξ原子力関連主要得奮先〕
（発選所関係）目本線∫自発屯（耕、）・敦賀および東海発1し所、蜘」㍉屯力（林）・福艮三聖∫力発屯所、
中lll屯力（林）・島根1泉ゴ力帯死目、九川留力（株）・玄 励1モ∫力発・鉱所、 菱商事（株）、（関1し興
業（株）、関西1』力（林〉・芙浜発憩リテ）、1粒プラント（林）、船ん之庸屯気（株）吻iミ∫力本部、菱、
線∫力i．業（林）GE・孜窒￥および拙砧建衡ザ1、wH・団浜匙、設所、財〉一ルオール（株）、
剃テノキ（株）
（研究施設関係） iレ駆原∫力研究所・蜘毎・人洗・凸鐸｝奇各僻究而、理化∫研究湧・人翻研究所、
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メ
岡松田おル句越班倉鵬

三人膨概♂木間

・淋無業灘

藷檸緊胴峨課

屯力ゆ央研究班、H本アイソトープ協会、来人レ！部・1泉∫力研づヒ施設、来乱人！・令属材料研
究所、東ヌ」諸鐙アイソトープ研究所、放射糊ケ、ノ総合研究所、1磁u馴。研究所

てに※国の電力謁痩は約綴蛾KW は一鱒七千宥醤万KWから四億二

のぼど︑ピッツバーグで開かれた

することになろうQしかし︑論理 ト尚になる︑と試算しているか︑

ふつつけ破砕して中性子をつく

内のU308は瀟五十万ゾからん
ポテンシャルか工がることも見逃

ンド覧たり五十励て供給てきる国

せない﹂とし政府が積極的に取綱

の︒また英園は一九五〇鎌代初

認めるが︑抽出プルトニウムの

計画が順調で︑第一カスケード

議のガイド・ライン︵輸出制

七・七％︑石寄継︸・七躬︑その

るQ

他O・六％の内訳けになってい

伊に四百五十

二億円融資へ

舶

〔原子力関連欝漿種営〕

エネルギ⁝省のロナルド・コス

核融倉に関するシンポシウムで講

ウラン価格の↑目刀から増殖炉も採

る︶︑核融合・核分裂琵命炉︵核

むことを︑経緕面から指漉した︒

算は倉う﹂としている︒

融命炉炉心の周囲にブランケット

ことから︑増殖炉開発が玉敷︒工

首万誘で供給面に問題が出てくる

︑顔︑その中で核融合へのつなきと 的にも環境緬からも化石似繕によ

を置く︶の順に早期に開発してい

OOO璋まてに必豊な原子力発電

くことが好ましいと擬舗した︒
コストフ周農は﹁二〇〇〇隼ま

的に方広決め︑曝程づくり︑構報

に第二次摯案を作成︑響八○琿二

﹁原発建設の

額は輸出入銀行設立以来の高額︒

能か︑太陽エネルギー︑地熱など

収集︑予備検討に婁点が置かれた

なろう︒

月の韻終総会で鍛終彙案を決関す

が︑総会は現在まての進握に満

がどのくらい朋待できるか︑もし

エネルキ⁝供給がナ分でない場 ることなど作叢スケシュールを決

今翻の輻鋸叢は統計を基に舞出
したもので︑二璽ハ十四基の原発

建︑来年は各都会とも詳細情報の

登園か必愛とずる原寸力発電駈建

中央電力連合金会長はこのほど︑

︹パリ松本駐在員ロテンマーク

デンマーク中躍連会長語る

早期着工を﹂

合︑GNP︵演民総生産︶や鏡在めた︒

評緬分析と技術的制度的検討を含
む他の閲趣下堤の検討を行う︒

一次尊案を五月来までに作成︒こ

今後︑各作業部会は部会報告書

際機関から約二酉五十入の代表が

中間総会は︑五十六か国︑貰国

建設︑茄炭の生産の贈大︵バ⁝ジ

の璽湧墓蟻が維持できるか︑など
多くの問題を提起した形になって

ニアの一簿⁝千差から二億九千ナ
増・ケンタッキーの㎝億閃千踏か
いる︒

ト原子力機構総裁を議長に選び︑

出席Gエジプトのカマル・エファ

て最終報告欝﹁次草案をつくり︑

八作業部会と技術調整委員会︵T れを受けてTCC仮議長が各部会設には十五ないし一⁝↑薙かかると
CC︶が作業進捗状尻の評爾と再 議長と協藏︑IA獄Aの助力を得強調し︑できるだけ醜く着工すべ
検討に閥して報告を行い︑次いで

めの鍛携の原子力霞草計画のと

返愚には厳しい条件をつけると

は来隼には避くも生産を開始︑

会の慧見を忠実に及映︑反対恵見
も記載されることになっている︒

韓国︑七億三千
百万帆W級二遜建設へ

二百万トルを借款

トロに一九八鵬焦完成を霞指し建

・し話（09弱5〜＞6

米商務省

認可の遅延などから原子力発電所
り違ったものになる︒

らヨ懸四千ジ憎なと︶が現実に司

年2月に最終総会

一︑ガスの消蟄もテキサスを除

ントを求める︒コメントを取り入

INFCE参船隅に配布してコメ
エクランドーA鴬A事覇総長がI
ルギー話画だと八五鎌には原子力

を報告した︒

NFCEへの王AEAの貰翻ぶり

きから︑濃縮ウランとプルトニ

いう中間路線をとるか︑その三

八憂に一万五翼sWU工場
限︶に︑すへての国が敵意を感

約︶違反国に対すると同檬なペ

対して︑NPT︵核拡敬防疵条
計画を手控える

ナルティを科すへきだという︑

︹パリ松本駐在踊ハ回欧州投資銀

様子は見えな

行︵EC︶はこのほどイタリアの

欧頻投凝銀行
入銀行との聞て七億三千二首巧

設備投資に︸穏八千五蔭五十万U

韓国電力はこのほど︑米国輸出

がの儲款契約を結んだ︒これは韓

いわねばならない︒

国が懸濁建設を予定している原子

︹付記M添欄第八十七団で紹

力発電駈︵PWR︑九十九万四千C︵約四二五十〜︑億円︶の融資を

設されるアルト︒ラチオ原子力発

2

「b根鼻八束郡鹿島陶1〜句

﹁原発︑薪たに踊基必要﹂
百万KW級炉︑50嬬で
来商務省はコ九八五奪から二〇〇〇隼までに※国内で欝万KW級漂発をさらに二闘六十四基建設
する必要がある﹂との見通しを持っていることを魍らかにした︒商務省の兇通しは同省の海洋︒資源
・科学政策調整部が簸近とりまとめた蝦告諮﹁各州における﹁九八五黛から二〇〇〇葎にいたるエネ
ルギー消饗と供給バランスの予篇晃通ししにもとつく︒報告諮はそれ自体冤凹しを述へただけのもの

の建設が大幡に遅れていることも

なものになり︑エネルキ⁝需給バ

策調整部の報告澱は五＋州の

あり︑環勝点でのデータから見て

を基に予想したものだが︑磋設許

だが︑来国のエネルギー計画立案に〜つの播針をを奪えるものとして注巖されている︒
来商務雀の海洋・質原・科学政

八五妬から二〇〇〇隼まての各種

で引き続き贈醸するが︑それ以降

九

発振所︵火力︑猿芋力︑水力︑太
も結果はほぼこの穆艇かむしろ過
は大編に減少する︒圃時にアラス

一︑石墨の消費は一九八五薙ま

陽エネルギー︑風力なと︶の建設
少評価になる一と莞ている︒

一︑園勢調査晃通しによると来
き一九八五鎌以降︑徐々に減少す

国際核燃料サイクル評価︵IN のホウフプルグ窩殿で開かれ︑八

産州の生慶は下降する︒

カなとメジ勘一に属さない石刷生

ド・アイランド三墓︑ノース・カ
国の入口は今世紀末までに二惣六
る︒国内の生産は大野に減少し・

FC3︶の中間総会が︑十一月二 つの作業部禽が一九七九隼五月ま

は概略次の通り︒

指笛麟にみるエネルギー蝿通し

見通しと電力毛蟹を各州ごとに調
董した初めてのもの︒この結果︑

ロライナ十一基︑ニューヨークニ
千二蔚万人︵二二％増︶になる︒

スカ︑メキシコ︑カナダから天然

その不遜分は石炭のガス化とアラ

各州に必要な原子力発贈所はロー

十二墓︑カリフォルニア三十二

が︑カリフォルニア︑フロリダな

北東部の各州の翻加はわずかだ

ウムの利用を篶えており︑以来

つに一つの選択を迫られている

じていると述へた︒とくに︑供

これに薄して米国原子力規制

ス往︑タービン発爵機は英ジェネ

4

6

6

報告書︑部会慧晃を尊重へ

墓・などで五十州合わせると二才

二十黛間一貫した政策であるこ

と述へている︒

の西域を震ざしている︒世界の

給契約を︸方的に変更する鑓に

一NFC匿中間総会で合意

六十四墓が必要と指摘している︒

その巖拐の﹁再処理委託﹂で︑
王NFCE︵国際核 撚 料 サ イ

とを強調して︑爾独代嚢ととも

最近の磁路は︑米圏がこの第

濃縮能力は明らかに過剰気味だ

でCC会愈で承認を碍て︑巖終草
較的単期に行われても一九九響無
王NFC鷺巖初の一無間は必然

米国は一歩後退を余儀なくされ

に﹁全く博しいシステムを毒え

三の路線一中間路線⁝をとりつ

どサンベルト地帯の人口繕は欄当

クル評価︶の各部会も︑各閃か
ている︒※国の希望は英属︑フ

るより︑今の技術を改善する方

商務省側はコ九七六卑のデータ

らのデ⁝タ載藁を終えていよい
ランスが曼託契約の調印を延期

英国代表のハーマン卿がその立

の反原子力レポ！トは︑政策と

介した来岡プロテスタント教会

億円︶はローマの北方百詩︑チレ

ラル︒エレクトリック社︑アーキ

るQ原子炉は※ウエスチングハウ ネ海沿岸のモンタルト・デ・カス

テクト・アンジニアリングは米ベ

二基︶の建設費金に当てられる︒

電駅︵九＋八万二千KW︑BWR

静岡llし小笠郡浜1朔町仏倉
r工笹
傭植
併→← 継曙
1覆膨乗II

又春別心人f

東夙都中剣×銀声率5−5

（573）2

・

4

3

7

ロ占（572）5

Bし

会議に招嬉されたエクラント

よ評価の段階に入り︑ざラフト

が︑両懸とも拒

後退⁝する不拡散政策

参筋四十か国の葱兜は三十九

哲の態度は固

が︑フランスが

することだった

で︑※圏の孤立がはっきり

供給を保証しているユーロディ

議の中心は再処理とプルトニウ

場を再確認している︒

代表金器に決足が持ちこされ
た︒

︵K・K︶

五千三霞万逆の︻螂にあてられ

KW︶一業の建設費総額二十一優 笑めだが︑うち澱薦写りラ︵九十二

途上国の要求を紹介したのは・

フと︑鷹介な核不拡散条件を押

ム管理問題と見て問謹いなかろ
う◎

しては採択されず︑来矩五月の

い︒各麟かろ出

つあることを示している︒再処

しつけようとする来待との蓮︑

へし
理契約調闘という英︑仏の強い

フランスはそこに自儒をもち・

対

米︑各国の反発で 申間路線

態度が︑※圏の主張を押し切り

市場の袴利な展開をはっきり読

い︒九月来にロ

委異︵NRC︶のV・ギリンっっあるといってよく︑﹁プル

んでいるように児える︒来園代

するだろうという大方の予想だ

トニウム返慧を求める強い商業

そのまま来国への痛烈な批判と

的圧力がかかるだろう﹂という

資を受け入れて

スキーは︑米国がジレンマに立

表が濃纈契約の条件をさらに緩

ンドンで開かれ

たされていることを認め︑核不

ギリンスキーの懸念表明には︑

和できるだろうと述へたもの︑

が︑来鷹ははたしてどんな対応

ハーマンの難戦は︑ウランが

そこまでは介入し切れない米国

濃縮の競争南場化に押されてい

が有望だ﹂と現実論を展開して

石癌以上に一︑政治難燃﹂である

拡散法の規竃︵﹁ケース・バイ

失墾躍のひびきが感じられ

た来︑葵原子力産業会議共倦の

﹁蒋処理延期政策﹂のカータ

現状では︑その洪給不安を緩和

︒ゲース﹂の燦燦︶にしたがっ

の

を罠せるか︑現実的な妥協案が

ー政権にとって︑問題の纒免慶

する搭躍とともに︑再処理と堪

て再処理委託のための輸送を挺

いる︒

は再処理委託ープルト一一ウム返

殖炉の利用を正当に行なえるよ

j鰍料サイクル会議﹂でも︑

還⁝軽水炉リサイクルー嵩速総

見つかるか︒いずれにせよ︑論

懸炉という欄間的順序になる︒

クテル社が日当ずる◎今珂の借款

4

0
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本社（原子力部）

米エネルギー省局員が講演

る米濁の立蠣をうかがわせる︒
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なくもない︒
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敦賀営藁箭
大阪出張所
鵬根出張所
四國出張所
九七出張所
浜野出張所

2000年、30〜40％は原子力で

習するか︑米国の不拡散政策の

亀

16匠
3

40
福侮県双乗切入能田1屯話（024G32）ど
7 り
回番｝亭rイ圭｝ 1し13舌（02928＞（2）i662

r気城莫し選｝13∫吋〜H；評し

東，磁極鍛所
大，先営業所

一円営叢所

ビル代行

株式会社

80

が提出されはじめた︒
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業

子
原

和53年12月7日

聞

業
産

年賜けに行政一貫艦
勲酬澱栓講醸合理 的な砂ン野馳鋼へ
牧村露之科学技術庁原子力安全局擾は日本原子力産業会議が二十二碍︑索票・丸の内の工業クラブ
で蘭いた第六ナ七回原子力産業懇談会で噛原子力安全行政の新体制﹂と題して講参︒﹁國賜の儘頼を
園硬していく新システムが學慧に軌遵にのるよう全力をあげたい扁と述べ①原子力︑安全︑独学員会
は設腰許旬後の璽饗なトラブルなどについてもフ労ローする②従来原苧力委縄張が採塾していた掴針
類は科目し︑混乱が趨こらないようにする③ダブルチェックは舎理鮒に行いムダな爬羅がかからない

革が鍵現できることになった﹂と

原子力行政懇談会警晦にそった改

行政改革について﹁ほぼ一〇〇％

牧村局長は︑まず今圓の原子力

を踏襲していく方釧だ﹂と指摘︑

力委員禽が打ち出している揚雪暮

明する﹁方︑物当薦︑従来の原子

隠していく﹂との墓本的方針を説

いても﹁これを新しい副詞から兇

ックを行うことになろう﹂と述べ

どについてはとくに璽点的にチェ

新しい技術が纏み込まれたときな

れたとき︑設躍サイトの特殊性・

た鎚金確保の考え方が取り入れら

がらも︑凝体制下のダブルチェッ
に引き上げるなどして利晒してい

﹁内規﹂などについても﹁寝藁﹂

てはそのつど行政庁の報告を受け

階で︑のちに確認すべ灘点につい

さらに︑爾委員金の墓誌後のフ
ォローについては﹁諸謝審薇の段

クなどの運用については門ムダな
きたいと述べた︒

するダブル・チ嫁ックの興体的あ

また︑原子力安全婁圏会が実施

を受け悪発をとり蒙とめることに

のについては同じく行政庁の報告

炉のトラブルについても璽嚢なも

られるようにするぽか︑遡転申の

胸脚がかからないよう舎理的に行

り方については﹁現在検討中の段

っていきたい﹂との方釧を明らか

また︑同局長は原子力安金委員

にした︒

〃

繍化につ

などを闘的とする﹁原子力

出した︒

原子力醤蝦センターの発足は︑

日本科学蕎会議が毎無各地で開催

運転実績回復へ

放射線の閲発利用︑縁近では世弊

全般にわたり世界各悶から数多く

る三際禽議ではこうした開発利絹

また︑※国のBWRの異常潔象

渠たしている﹂と述べた︒

は明文化されなかった﹂としなが

初佳嶺として十二月五臼に科学技

原子力藏報センターは発建後の

の六践が常任理購に選出された︒

て﹁耐食性材料の燧用︑原畢愚意

どによる﹂と指摘︑その紺策とし

雛製僅工程と溶接法の改醤︑水質

きたいと撰嫡︑まず公開ヒアリン

流集金の心置を予定している︒

蘂京で原子力関係住罵逸胴金灘交

にPWRの異常景象について報号

猿子力安全研究美食は五聴︑集
祭・蒲が谷の健保会館で門原子力

細管漏洩闘題にふれて門わが国の

楊愈︑外国プラントのように灘入

河川水による粒界翻れはないが︑

高浜一号では応力と力雛ソーダの

檀乗により︸灰測からの応力腐食

割れを鑑じたケ〜スがある﹂と福

により洗瀕を実施し︑遊離アルカ

摘︑①窟検時に二次側水の張替え

リを除去する㊤適正なホラタイル

処理を施し︑補給水からのナトリ

ム重度を監視するi一などの対策

ウム鵬の念入に対してはナトリウ

を㌶旛し︑発生防止に全力をあげ

月目ら一九七六無十一一月までの二

また︑鍋田氏は﹁一九七滋隼三

ていると現状を紹介した︒

十二か層閣に押脚で起こった八十

発矯蕨の異常餓象と蟹全評価に関
する成漿報徳会偏を開いた︒報告

七件の原子蝉蝉益鵠象のうち九件

さらに︑リスク評価のあり方に

離

笠

D、

鎌頴

ニットはその葱図する機能を十分

金品で二酉台以上の加速盟と約六

について報告した鍋田降章氏︵漂

のリークとクラックが一九六九隼

纒︶は﹁冷却材旺力バウンダリー

っている﹂と述べた後︑そのうち

から〜九七三奪までに十四件起こ

ンレススチールの応力腐食講れの

罪な原茜の一つとなっているステ

らも﹁選民の無頼を罎復していく

術庁で吹圏徳雄原子力安金委騨擬

また︑新しく制渡化される公開

グの前に騨門家による公開シンポ

管理強化などの改蓄策がとられ︑

ヒアリングについては﹁従来の公

シウムを開くとの方針を明らかに

係騎報資料の駅集︑整理②間際交

和照十九燦十一月から進めていた

欝の不鯖に起閃している㎞と指摘︑

は誤凶年︑結線のミス︑逸転手順

金は岡協鼠が小委綴会を設け︑昭

発電プラント機器箸の故聯例の調

御伽時の魚横を国君に行い故際発

査検罰と︑同じく五十黛九月から
進めていた砧靴論的安盆評価手法

生の防熊につとめるとともに誤操

ついて講凝した近藤駿介氏︵東

嚢があると編摘した︒

作の防ま︑乎膿罎の継備を漏る必

確立のための調査検討のうち叢な
成果を中心に開かれたもの︒

臼に起こったブラウンズフェリー

このうち〜九七五蓮一角二十二

原発の火災廓故について報借した

ては﹁リスクとは何か﹂﹁その受

大︶は蟹盒性アセスメントについ

け入れ論議は何か扁などについて

神長茂竪雄氏︵巾聰︶はh火災は

十分な台懸があるわけではなく︑

深層防護強化の必属性を明らかに
したが︑この防護が公衆の安金を

た扁とのNRC特別検討グループ研究が必要としながらも︑原子力

守るのに厳重であることも添し

醸物問題が社金策騨価を下げてい

るが︑リスクについては受容でき

のリスク騨価について﹁放射性廃

る扁との評価例を紹介︑評価孚法

の報傷を紹介︒また︑緊懲蒔の璽

いて報儀した著林泰爽氏︵東電︶

確立の必要性を指摘した︒

要なカキを握る囎源の慨頼姓につ

は米園で起こった故陳の調蛮紬果

麟

Dに原塵セミナー

放射線利用の現

の賛蚤なデータが綴告︑最新惰報

の会議にわが國を代護として参加

が紹介されたが︑セミナーではこ

び︒この闇︑わが燭でも各廼分野

間十億励とここ二銀間で五簡の伸

した馨門家讃氏が講師となり︑ホ

応用各顧にわたるプロセス全般の

ットな話題提供に加え︑裁礎から

セスが企業化されてきているのが

知識を概説する︒

＼

で面隠な進展をみせ︑多くのプロ

供され︑照射製品の売上げ窟は年

十のガンマ線施設が工業利爾等に

憂講者を騨纂

状と展望課題に
﹁放尉線プ匂セスー⁝その商巣
化の現状と展墾﹂をテ⁝マに︑臼

藥京・新橋の原産金講蜜でセミナ

ホ原子力農業会議はナニ月十九磁

現状だ︒

欝欝五十犠︒参加籔一万円︒串

など準備作業が懸ピッチで進めら

ためにもこの役翻りは大きい㎏と

と御園生素輔同書全委員と懇談︑

その結巣︑蝦近では応力臓食罰れ

込みは原産・業務課まで︒

原悶について﹁熱処理工樫や溶擾

ーを開くことになり受講藩を勢要
している︒

ナ罵下旬に米圓マイアミで開か
れた第二圓放射線プロセスに関す

すでに蕊十無以上の歴蔓をもつ

聴の熱影響で鋭敏化し︑これに設

門研究開発段階の炉扁と﹁実用 評鐡︑原劉としてすべての新・増

れている﹂と述べるとともに︑

設炉について実旛していくとの方

原子力三原則の厳守と民謡的な公

は減少している﹂と述べた︒さら

計範エ山農や隠名の残蟹応力に趨

≧タ多ーンー多多⁝多一⁝多多一多一多多ン多琴

炉﹂の概念については黙軽水炉が

針を職掌した︒上腿的には原子力

た・また︑センターは来無二月︑

蘭ヒアリング制度の確立を要墾し

廻する大きな応力がかかることな

実用炉であることが明磯にわかる

できるだけ対話方式を採閉してい

行政懇談鍛の答繭の線に則って︑

いては﹁親在このための政令改正

摘した︒

形で定義される冤込みだ﹂とも指

聴禽が馬跳のため開けなかったケ

した︒

流の撹進③会報の発行④懇談会や

子力書論利用灘原鋼を厳守させる

科学薔︑法律家など縄広く参撫を

儘幾︑廟総体高唱︑農治体洲浜︑

溜︑中覇篤之助︵猿研︶︑安新欝

した鶴賀治夫浅︵関電︶は復水器

ースがあることなどから法律的に

してきた盒国シンポジウムての参

﹁住翼遜動の金簸交流をしたい﹂

加姦らの要講を異体化したもの︒

h感発の立地が決翻する家ての闇
霞力会誌からの一方的な黛伝が行
われている︒公正な判断をするた
めの安盆・贋境闘係の鱗報︑費料
がほしい﹂との襲盟が出ていたの
に癒えて︑十月二十六藺から原子
力行政に批腿朗な立場の秘学蓄︑
弁護士なとニナ七名が設礁二流を

原子力悩報センターは門民塞・

研究会の開催⑤住號還動盆懸交流

穿

霞監・公開﹂の原子力平和利用鷺

進めていた︒

原則を騒動の柱として①原子力闘

簗会の開催⑤全綱住民組織嚢覧の

熱が逓開となり新たに戦列入り

ための諸繊麗ーーなどを行う︒個

しかし︑十⁝月のΨ均設備響胴率

設立総会でこ篇樒泰鮭︵酌臼木

呼びかけており︑初蕪麗は五蔚人

学術会議原子力問題特別委員幾︶

や下座っており︑運転爽績の面で

七月十八臼に運転郷比川副が解

小野周︵漿大教授︶︑菊池換揖

の金凝を圏嘉している・

除された美浜一弩︵昭和四十九

二十臼から二十六臼までの二回に

欝氏︵榮大︶服部学︵立教大学︶︑

︵前むつ衛擬︶の三碧が代譲理

わたりサイクリング運転を実施︑

に61き続誉六罵から十五鐡までと

無七月以来運転伽止︶は︑先月

は月並みな縮果に終っている︒

五四・〜％は︑今庫度の平均をや

と初めて一千万KWを突破した︒ 地地域の終業・農林関係穫︑〜般

は愈計十八基千函五十万二千KW 人盆疑を艶然として原子力施設立

一千万KW時代
利用率は如月を上回る
十一月のわが濁の原子力発磁筋
の遜転実績は別心の翻り︑平均で
時間稼働率六〇・三％︑設備利用
率五醐・一％だった︒

十一月は︑蔚月同様に七星の原
子炉が定検等でほとんど運転並肉
のままであったが︑一次系バルブ
故陣のためストップしていた伊方
一驚が平常運転に復帰したため︑

平均落間稼働率と平均設備利用率

し︑十一月宋叢叢運転中の原子炉

号︵8WR︑八十四万KW︶の編
二築⑦相談業錺⑧講師の載漉⑨原

一

噺業盆画︑予算を決め︑理壌を選

会で︑原子力憐報センターの会劉

ケ谷の私学会館て開かれた設立総

正弐に発覆した︒隅ヨ︑東察・市

聞題会園醐報センター㎏が二撒︑

交流

報の伝遠と各地の催民還動の経験

正確で分かりやすい原子力鱒

住疑運命の交流めざし

ンターが発足

原子力情報セ

れている原子力行政の

一方︑来奪の一月四賦に予定さ

ている﹂と述べた︒

バーが璽面しない形で人選を逸め

を確保するために︑両組織のメン

いたが︑ダブルチェックの独立心

霧査会と技術顧問藪との腿係につ

評価︒原子力基ホ法の基水方針に
すでに設躍許司した炉に膨響を与

いては﹁従来メンバーがダブって

も﹁安全の確保﹂が新たにつけ頒
えないよう継続性のある行政に箋

ようにする④公開ヒアリング実施競に轡門蒙によるシンポジウムを箕旛したい一⁝などの弩え方を明

えられ︑安金璽視の万全の体鋤が
点を麗いていくとともに︑従来の

た︒

敷かれることになったと強調しな

らかにした︒

欝
はともに前月の実繍を上園つた︒

を引絹して﹁ディーゼル発確機ユ

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）571ユ
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村上薩︵科学シャーナリスト︶︑
小野周︑小崩光雄︵集察都職興︶

原安気が報告会

講演中の牧村局撲
轍列復痛に〜歩ずつ近づきつつあ

対策などに成果

．1〜い

︵BWR︑函十万KW︶と浜闘る凝
︒

異常事：象防止

零細壁

十一月には︑下旬に藁海第二

灘
簸♂

識鞭、

一

なろう﹂と撮摘︒また︑安余馨門

〃〃

92写〜）

階﹂としながらも門従来と異なっ

〃〃

根 カ

シ︑

※カ ノコiノ」はi！1｝月の人顎

会が用いる安全審萱の指針類につ

き

鶴

Q

q92（99三）

嚢耀盤懸

株式会社イト團串
札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
詳しい御問合せはイトーキ鉄扉部原子力課東京都中央区銀座1−13−！2電話03（567）7271〜8
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原子力産業新聞
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一米あなたの職場と直結する
駆

團膿腫醒軍賑

脇馬
B5版・並製箱入・656頁

昭和53年は、わが国の原子力史上、、節目 とも
いわれる、歴史的な年となった。
原子力発電が、1000万kWという大台を突破し、
発電量でも今夏、初めて水力の発電量を抜いた。

定価57⑪⑪円（〒240円）

大好評発売中！

原子力船「むつ」問題に端を発した原子力行政改
革も、原子力安全委員会の発足でその形を整え、
明日の原子力開発に向けて、新たなスタートを切

』鎌㌧。

鉾講

った。

麟1疑

ますます逼迫するエネルギー事情と厳しい国際
環境が生んだともいえるこの53年の出来事。
本年鑑も、この現実を直視し、明日の原子力が
進むべき方向を考え、ここに新たな編集方針の上
に、53年版「原子力年鑑」を刊行する。原子力に
関与する人はむろんのこと、エネルギー問題を考
えるすべての人の、好個のガイドブックとなろう。
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なにが反原子力に走らせるのか。なぜその動きはとどまる二とをしないのか。本年鑑で
は、初めてこの問題を本格的に取り組み、難航する立地問題に鋭いメスを入れる
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一絶対温度九酉慶と予測していた は一連の試験を一九八六年家で兜

夢

例の新年名刺交換会を︑来隼は

日本原子力融業会議は薪春夢

外から波羅されている︒

今園の成書と今後の成り行きが内

畢

ム縄

処理麗が魍えるマイナスがある反

する炉として改良された堀合︑再

ては門わが国の寮全墨雌等に適愈

たせる﹂とし︑CANDUについ

日本原子力慶纂会議

v案内晦し上げます︒

多数ご参加下さいますよう︑

スホール︵二階︶で開き象す︒

東京プリンスホテルで
1月5日︵金︶︑

，塗の

いか﹂とした予想とは巽なる結墨が一部出てわが国でも大きな論議を呼んだことがあったが︑二重の

能を実謹するとともに︑関係コー

であることが︑これらのデータに

実験結累はこうした疑念を払拭︑ECCSがむしろ期待以上に作動することをあらためて実証︑設計 ドが﹁十分に余裕をもつだもの偏
コードの正しかったことを毒づけた︒

よって示されたわけ︒﹁実験項霞

と予測傭よりずっと速い蒔間で炉 は四百近くにわだり︑このためそ

実験は露国アイダホ州にある国内に窪勤的に注入︵散水︶︑色心測九十秒に対し実験では四十七秒
立原子炉実験所のLOFT炉を胴を冷やす仕組みがとられている︒

には出力レベル七五％で実施︑再

設を建設し冷却材獲失寅験を続行

有効利用により︑天然ウラン所襲
来薙フルパワーでの誠験へと段ど

了︑昨薙からはBWRを附象とし給︑高速顛実用化聴期など燃料サ

況によっては将来︑特に新型転換

イクル上の不確定要図もあり︑状

串︒すでにPWR関係の試験を終璽が低減︒将来の芙然ウラン翻
たデータ敗簿に魑手しているが

りを進める計画で︑今回得られだ
データともあわせひきつづき確認

炉を併用する場愈に萄効な役劇が

Aの試験を通じ新しい知見︑

嫌麟入に伴い円滑化が鰯待される

データも出てきているしという︒

が・保証はなく︑有利性の確保に

また﹁ウラン確保はCANDU

菓たせる﹂としている︒

報告が蕊とまる公騨は薄れた︒

盤は①核燃料サイクル上の評緬②

いる﹂門罐気嚢馴者︑メーカ1は

野計画に影翻を及ぼさない配懸が

資金の増大が原子力開発全体の遠

炉型多様化の影響として門開発

努力がいる﹂と国際誤題を指摘︒

り︑この席で懇獣会としての中間

◇

国際的際題③炉型多様化の影響④

総括ワーキング・グループ報篶

技術に関する問題点⑤璽水炉の経

墨水炉の経済性については﹁新

技術暫確傑対策が必要﹂と指摘︒

型転換炉︑CANDU炉とも現段

済性⑥その他の闇題点︑の六療︒

新型転換炉は﹁燃料利用の弾力

く︑確実な評価は困難で︑今後︑

階では設謝など未確定なものが多

核燃料サイクル上の評働として

用・高速炉実用化蒔期の遅れの際

的かつ確度の高いものが得られる

群継な設計の詰めなどにより客観

漁協会擾︑自治政務次窟︑運輸政

次窟︑防衛庁長窟︑鼠治大臣︑癩

囲ま要言三鷹

半導体！リコンの中1辱チドーピング技術

鵯鋤杁∫佐野博敏

囎・脚鰍椿

面講座

・棚・軸二二麟

斬時代の応用放射線化学講座（7）放射線硬化と

隆

A5料／葉5000円

長谷潤正義・三島離郷監修

4貼話︵〇一一︶工轟ハコ

一二

．︸

一︵代︶

東京都下低繊区九段北一一八一十

目刊工業新聞社出版局

昭射試験／11核融八U炉材絹ほか

1概説／2核鰍朴／3減迷材・反射一4／4制御一4
／5冷却材／6構造44／7圧ヵ谷器・配管材利／
8しゃへい材材／9失用炉の材凝の使哨経験／10

してきたメ／パ⁝有志の協力のもとに︑その技術
成果をまとめたもの︒
圏主要内容

第122委員会か過去20年にわたって協同で研究

本μ日は︑原〜力発電の中核である核轡詞および
原ぞ炉材訓︵核融合炉一4凝を含む︶に関する理論
と実際を集大成したもので︑とくに工業材利とし
て実際に役立つデータを収めることを第 喪とし
て編集︒執筆は主に目本︐争術振興会の療イ炉材朴

性︑熱中性華炉プルトニウム利

の天然ウラン所志懸節減効累など

ようにすることが必要﹂という︒

から︑開発に成功し攣期実胴化が

務次窟︑党翻瞬馬長︑党政調副会

＝贈＝認噺一偏二＝一篠一一＝一一＝榊篇＝＝鱒一一瓢一＝一＝一＝＝＝＝＝回＝楠一＝襯＝需二■一凝二＝欄

進められれば将来穆効な役翻が漿

係では隼明け密々にスタートする

＝榊＝＝＝＝一＝需＝囎一榊榊一応＝＝三一＝鷲雪月＝二騨一一＝一

爽験を璽ねていく蓄え︒

一＝＝二四＝一一＝＝一一騨＝備冒諜一＝＝備二備闘一＝認桝＝一騨＝＝コ轍＝一一＝＝二一＝＝

縦翻り原子力行政に伴い︑商用発

大正四奪十一罵盤

まれ︒愛知緊一編市総身︒臼大経

江蘭爽澄浅

長︒衆・盛選七回︑大平派︒

ほか︑将来の実用原子力船の規制

祉法人ひかり学闘理覇擬︾甲小企

済卒︒大岡製糖社擾秘羅︑拙会福

原子力に関連する閥瞭は︑この

電炉の一嘗した規制も担う︒

の科学技術庁擬富︑森由欽司氏を

行政を担聾する運輸雀が︑かつて

家公安委員擾︑北溝道開発庁長

大剛に運え︑INFCEを軸に業
孫福祉協同組禽理総長︑建設政務
々原子力外交の活動籍囲の広がる

建に伴う政務次蜜入蜘を決めた︒

敢府は十二田の閣議で新政権発

政務次官も決まる

営︑衆︒蟻選十二圓︑難中派︒

外猫雀は︑幽田礁外相が留任し

金子科技庁長官︑江賄盈薩相の

た︒

明治四十庫二月生

科学技術政務鞍懸は羽生醗欝欝︑

金子麿三氏

略歴は次のとおり︒

象れ︒長騰興北松浦郡嵐身︒二月

西一郎両氏の起用となった︒

通薩政務次官には中翻源太郎︑中

1乞∴

験はほぼ泳功だったといえよう﹂

と︑この実験に派逓研究風として
謬繍している厳本原子力研究所の
田坂完二東海研安全工学部翻憲任

LOFT炉は簸大熟出力が五万

研究騒は伝えてきている︒

五千KW・出力レベルにして大型

一月五隣︵金︶午後二四から三

東プリンスホテル︒プロビデン

蒔半まで東票・港区芝公幽の東

く︑この種の実験で塞物の原子炉

PWRの六＋公の一に桐導体繍
比で五分の一スケ⁝ル象で横磯で

千八薫KWと約半分︑五〇︑七

きる︒今回実験の麟出力は二万困

米国原子力難業会議が伝えるところによると︑米国で九二原子炉による冷部材喪失実験が行われた

が︑￡CCSが効果的に作動︑実行き七〜八鋸間︑七段階に分け継

られた巖初の試験だっだ︒NRCが使われた例もなかっただけに︑

だ︑一〇〇％と三スチップに分け

，

れた︒ECCSが作動することは理論的に㎎らかにされているが︑原子炉を用い確認されたのは今回 際は岡七酉八十農までにしか上昇 続する︒とくに君CCS関係で わが国では原研がROSA計画
面︑蔽新作自益の節減︑燃料特性
が世興でも初めて︒八年敵︑来国で模擬実験ではあったが門ECCSが期待通り作動しないのではな しなかったという︒￡CCSの機は︑LOFで炉を使って︑来鎌秋のもとにセミ︒スケールの騨用施 による転置効藥︑プルトニウムの

が︑実験は成功毅に終了︑緊憲炉心冷却装躍︵獄CCS︶も予想以上に好調に作動することが確認さ

を立証設誌コート 々余熱も

鑑

高小卒︒県議︑美本遠洋旋網漁協

Q

「−

会長︑兼夏物塵社長︑全國塞き網

ノ
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第3匿界の核開発

掘

外務省
綜予力資材の輸忠規制問題
RCA（R1・放射線利薦開発と研究教肴に

草・放脳郷脇、血目跳出達雄

外務省 金1ぎ熊ヲ、
との協力問題を考える
開発途ユロにおける原子力β｝1発の現状
外傍省
と諸開題
伊藤正彦

財吻∫ノ瑚触山本

原チ力外交のフロンティア…開発途｛二田

州8園メスバウアー効果の応川田際会議から

外務省 矢田部壕彦
原子力協力と開発途上国
国際的にみた原子力聞発と対開発途上
1至1際厨∫川幾関 垣花秀武
田援助

政党による線子力政策の形成過智一その政策分折と

贋鐘］原子力開発をめぐる南北問題
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エネ政策を一本化
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明闘の探傷技術に挑むパイオニア

子難し墾箔霧かかるものと

原
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旺C委、域内の原則まとめる
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力

原

﹁国産鼓衛⁝開発急げ﹂
巳講首相の諮問機関設置を

摘︑さらに旨旨再処理については︑
﹁鑓成だ﹂としながらも門東海再
処理工場の経験を騒大阪に生かす
体制を確立する必要がある﹂と述

一方︑廃棄物処理処分について

べている︒

ランについては﹁霞空探鉱開発体

ハンディサイズの総合データ集

原霧蝋舗

N版刊行

田瓜原子力灘業会議は三年︑

種︑国際協力蕩々で早成︒換騨

﹁客人力ポケット︒ブック扁を 力発電をはじめとする利用の密

関する政策︑際発体制ほか原子

編集︑刊行しているが︑その照

の輔翼分担を明らかにしつつ海洋

るとともに国は陸上処分地点の評

投鐙の畏体的スケジュールを励め

表や略語嚢︑隼嚢など諸表も懸

は﹁低レベル放射性廃棄物は憲民

濃縮ウラン政策については﹁鶴産

秘五十三無版が二十田刊行︑発

位ウランの開発が必要﹂と指摘︑

濃縮工場を中心とし︑その補完と

価をすすめる叢叢がある﹂と揺

制を強化するとともに備諮︑低錨

して國際濃縮市場に求める一とし

驕に収鎌︒

また︑核物質の輸送対策につい

料を網羅︑どこでも縫える便利

まで︒

鰻の陶きは窪めに原産・業務課

千冊子円︵送料とも︶︒購入希

が行うことになっており︑岡政令

もの︒

案は研究開発段階の炉を据継した

︵一︶研究開発段階にある原子

政舎要雷は次のとおり︒

炉は︑発電用炉︑船舶設躍癖で︑

の︑または鋤力炉開座業勝墓本計

政令施行萌に設麗許町を受けたも

︵﹁特定型原子愛という︒︶を

顯での設躍予定炉と旨旨武のもの

︵二︶特定型原子嬢のうち︑研

検討対象として定める︒

究開発段階にある原子炉は︑発電

絹は高速翻殖購と璽水減速沸騰軽

水減速加圧軽水冷却型原子炉とす

水冷却型原子炉︑船舶設備炉は軽

ようすることが原則であることを

に扁と題する穴蔵は①再調審制慶

行われた門細論立地増進のため

︵三︶特定型原子姫以外の原子

る︒

認識し︑逓用薗の改蕾を國る必要

を改革︑群論司手続きを円滑化す

くには︑代替エネルギーの中心と

運からエネルギー繕撫を隈ってい

策を示さない限り慢界にはこれを

階立て︑延べ三千軍方擢︒総工蟹

③条件付きで土地の強制執朽制廣

﹁ふげん﹂等を

研究開発炉指定

認可がほぼ終了したことから今時

開発諮可など魑工に必要な霊な許

せる計圃だ︒

り︑美ければ来秋十月にも完成さ

尾パイプ工鋸などに魑聾してお

階にある原子騨を定める政令案に

の設國許司︶に係わる研究開発段

大賢から

会は八日︑総理︑通産︑運輸︑露

行動実証試験︑原発運開前後環撹

ついて︑﹁内容は適嶺﹂と管申し

子炉等規制法第二十三条︵原子炉

詩・房総丘陵が断厨となって太平

た︒

醗語四

二

をつけた︒

五〇纒謡〇一四⁝

丁四四i五一

住所臨海通整欄闇竃仲町六四

星座に入会

干一〇四電語五六二

住所魁区

原産に入会

取締役社長本田英二氏

目欝工事︵株︶

電諸八一六一厳 一〇二五一

ディング

銀座一の七の一〇︑銀座鵬翼ビル

取締役社獲井上鍼氏住所中央区

日鐵ドーツム︵株︶

一＝

〒〇

金委薦会の悪見を聴く﹂よう注文

炉の設國が計醸される堀愈には安

と著しく異なると認められる原子

の原子炉の基本的な設計の籍え方

って門技術的観点からみて︑従来

なお︑安全帽理会は答串にあた

施行の予定︒

八臼までに政令を公布︑一月四畷

が決まった︒政膨は遅くともこ十

研究蘭発段階の猿子炉とすること

﹁ふげん﹂︑原子力船﹁むつ﹂は

型炉﹁もんじゅ﹂︑新型転換炉

爾婁貴会の笹爾により︑藩遠原

とする︒

大臣は遼やかに検討を撫えるもの

原子炉のいずれに該嚢するかにつ

等規制法第二十三条第一項各面の

になったときに︑その炉が原子炉

炉は︑設躍の翼体的内容が明らか

となっている﹄とし二担安全基

がある﹂と述べている︒

日墨原苧力塵讐一議

ているもので︑内容は原子力に

なハンドブックとして好評を得

B6判上製本︑姻づ︑定価三

売隣始となります︒

ては﹁架犠の箏故論議が先行し・

騰落は︑内外の隙子力関係資

摘︑さらに﹁高レベル廃正物の技

ンターも考慮する隔との宣え方︒

三工場については地域サイクルセ

訂認可手続きの璽櫻︑繁雑化をき

ている︒

法開発に〜騰の努力を扁と強合し

ている︒

濠た︑萬処理については﹁輿濾

また︑プルトニウムの軽水炉利用
たしているため円渦な運用の支臆

工場での実直をふまえ︑第二︑第

についても世界の儒頼を得るため
については門利用灘顧を明示し︑

これを突践していくことによりわ

準にかなった晶群容器を使用する

一方︑今回第六次石塁と同階に

して原子力を開発していくしかな
受け入れる土壌がない﹂と撰摘︑

構町に決定︑以来累の建設許認な

は十二億円︒許認可季続きのうち

濁董無が答串

在︒艇盈畢鵬を含む関東︸円の臨

岡研究所では中央研究職建設に

原子力委質会と原子力安全婁員

海地方で二十か断以上の候補地に

の起工式となったもの︒

兜立ち復水器濡雪影響調査︑魚類
が進んでいないこと一⁝などの条

影響比較調査などできるものから

干一一三

千代鑓メインテナンス︵株︶

一三

原子力サービスエンジ轟アリン

二颯一

取

西新橋二の五の十干一〇急電

鐙瓦○南側

二一六囲酬一一

麺Ψ

ド勉轟・

ゲ幾

黒門照藁︵株︶原塵に入金

誕狂〇一−五一十一

士八〇六

北九州箭八幡西区榮浜町一の一

電語〇七八一六五一i五五五 締役社長柴凶武雄氏住駈無品凝

原産に入
代蓑取締役祇長中村隆司氏

巳鐵セメント︵株︶

藁

欝

き拗

黎
詮

弩

︾

馨臥

婁継

犠

贈

翻転隔

翻騨
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全劇露力労働組合連合食は六臼︑科学技術︑通産︑遡輸の三街庁に対し﹁戴立型核燃料サイクルの
確窃を求めて漏と題する第六次提諸を行った︒握謡は﹁軍職細緻を二尊しない形で核不拡敬政籏に協
力する﹂との茎広認識から①内閣総理大鵬の諮問機関を設け︑わが圏の疎影的対応策を明らかにする

握翫はこのための轟体的な方針
には國としての総禽的な方策が不

②地域核燃料サイクルセンター︑圏際核燃料バンク構想についても積極的に検討する②藤霊騰発に焦

提雷はま ず 原 子 力 に 対 す る 総 禽
のあり方について﹁わが圏がただ
司欠だと述べている︒

が翻が軍聖職礪に撤していること

以上は一般貨物と岡等に取扱える

を馬入するllなどの考え方を打 いて︑総理大群︑通薩大臣︑逓輪

点を麗いた核燃料サイクル確寛を急ぐ一⁝などの雌巧え方を打ち出している︒

的な位翻づけについて門石油への

さらに︑核燃料サイクルの各段
を内外に焦すことが璽要だ﹂と指

ち出している︒

わが国の方釦を検討するために科

どの魔備作業が進められていた︒

のこされた保安林の解除︑建築確

依存魔を低めながらGNPとの関単に罪核の方針を訴えても︑プル
トニウム利用︑僚隔描醗︑核物質
階での興休方正では︑まず天然ウ

田の約五万簗方綴︒建膣は一部三

立地点︒敷地は麹隅郡御宿町鷹和

い﹂と述べたあと︑﹁総画エネル

こうしたなかで十二月初め豪でに

認許可も近くおりる晃込み︒岡研

現地で松下友成嗣研究所理事長︑

御鷹町は東康から電磁で工時

ったことなどから千葉県外虜の御

ギー調査会原子力部書墓本政策小
学技術庁が設翻した国際問題等懇

される墓礎的な函嶺研究に璽点を

究所ではすでに爽潮海水取り入れ

岩艸敏炎御宿町長らが出席して行

ついて①データライブラリーの設

間︒さらに帯街地から北へ二二

中央研究翫は各地の温興国放出

洋に落ち込んでいる谷間の一つが

原産に
代表取締役懸物今田研繭氏

︵株︶数嬢解析研究所
入会

住所目黒区中図黒︸の一の七一︑

会

二

薄身和製繭町一の一の一幅六践

役社撰石繭講之氏住駈神戸階兵

ニールセンビル〒一五三電語七 グ︵株︶ 原産に入会 代表取締
一〇一八五二

代表取締役社長岩濁鱈氏

住所札幌衡鰯軍区平岸四条一E

原薩に入

Tl補；L（045＞751−1231

横浜il磯」な1）《新中線町1番地

原チ力事業部

る②電源三法の弾力的遜用を図る

防護描躍などについて最体的な施

況が窺好なうえ地元から誘致があ

婁興会が発表した核燃料サイク
談金については﹁
千漿県外湧の御宿町に建設が予

可︑自然公幽内の開発許司︑林地

国有地払い下げ許町︑宅地造成鱗

とが墾ましい﹂と強調している︒

羅などの関係から観護の便に比較

ての闘え方を明らかにする必要が

件で選定を進めた結粟︑海洋の状

への異体的対応の必嚢

甲購建股工策︵株︶

躍謡〇ニー八二一一四四コ

癖暴

勘t欝

ξr

8

申央講究所が起工式

ルの各論 も 基 本 的 に 支 持 す る ﹂
としながらも︑さらに強力な対応

の灘携水研究のかなめとなる存

おいたいわばベース棊地で︑今後

提琶はこの機関で﹁プルトニウム
われた︒中爽研究所が溝工となる

的患まれていること②海洋の汚染

来秋10月完成めざす

との立蠣を蓑明︒さらに核燃料サ

・中央研究所の超工式が＋二巳︑

定されている海洋集製糖境研究所

れるもの﹂としながらも︑﹁この

に対する墨体的方針︑アジア地区

に発足して以来髄鞘ぶり︒

のは同研究所が昭和五十庫＋二月

三生研

イクルをとり京く国際悔勢につい
総理大臣の諮問機関を設翻するこ

方針を確立していくために﹁内閣

政策が卑租利用を阻轡するほど行

での地域核燃料サイクルセンタ

応騨価する﹂

ては﹁核拡散防止政策は簸も墾ま

き過ぎであってはならない扁と掲

ー︑核燃料バンク構想などについ

欝付で諮問のあった原

れるよう断固たる態度で頬処する

摘し︑﹁臆力の安窺供給が確保さ

のがわが国が生きのびる道だ﹂と

地点での野外調査のなかから提趨

行政一霊化に伴い︑原子騨の規
の安全保瞳と繁慧階対策﹂と題し

制は︑実用玉繭炉が通産憲︑寅爾
らに︑この前提となった稼働率に

研究をスタ；トさせており︑来秋

が国の総一次エネルギー隅嚢は六

門政治的変藥により大曜な石抽エ

て報告した田中紀夫主僅研究費は

からは研究スタッフ︑データライ

ある扁と指摘︑また︑核物質防護

＝一躍寓＝＝＝帰榊＝冊＝＝＝一＝＝瞥＝齢曹＝齢補＝一篇■＝曹備＝＝＝認一二認＝二冊＝騨＝＝冒＝曹＝駕＝＝篇二騨鱒霜需一＝一コ口一曹＝二＝＝＝＝冊＝＝雛郭榊＝＝＝＝凹鴛冊＝■＝一＝＝＝＝＝榊＝鯖諜二一扁貫輔轄＝＝＝一一＝騨＝冊一＝儒＝

強調している︒
＝騨＝＝＝補一＝曽一＝：一一一

ついては門六〇％とし︑鰻終年度

石門ショックから五難1﹂を開い

：謄＝轄＝＝稗二轍＝＝需一一鴨＝＝冊＝曽＝一二■榊嵩

運開分については六五％に改薔さ

舶絹炉は運輸雀︑試験研究炉と研
千嫡母沖︑六

会

究開発段階の原子炉は科学技術庁

十鋸石癌換鱗五億＝

ネルギーの供給鯵止がいつ起こっ

住所港区虎ノ門四の三の二十︑第

ブラリーなども中央研究所へ移

十五奪六億四千三蘇万漣に達する

れると予測している﹂と指嫡し

ても不思議ではない﹂としながら

転する予定︒

エネルギー経済シンポジウムは

だろう﹂と指摘した︒これを供給

も﹁わが国の堀合︑こうした不測

た︒

同研究所が一庫闇の成粟を中心に

た︒

︐ク汐／彰
源別にみると︑六十年度で輸入石

〒一〇五

代表厳締役社擾森川蘭二丁

油三億九千八酉芳計拐︑原子力発

このあと生田適齢藤長は総括報

七三年の石油ショックから五四を

毎鋸開いているもの︒今回は一九

二二森ビル

︵株︶藁塚久栄

の罰態に対する紺猫体制は万全と

代籏取締役祉長調輝氏

実理するなどしてバーゲニング︒

各論

四−一二一一＝

はいえない﹂と指摘︑軍急に総禽

る﹂と指摘︑﹁サウジアラビアの

パワーを強くすることがカギとな

住所申央
的な繋急晴対策を確立する必要が

経たこれまでの世界のエネルギー 璽一壬ハ落七＋万KW︑国内石炭 告のなかで世界のエネルギー購給

原産に入会
エクソン祇など個々の予灘により

万メなど︒同氏はこのうち原子力

千八酉四十万誘︑LNG二千六齎予測について﹁※エネルギー憲︑

かでわが国がとるべきエネルギー

動向を罵検討︑こうした潤勢のな

禰給源は巽なってくるが石癌増産

石佃増産能力を楽観的にみた鵬合

っていくかに大きく依翻してい くことが蟹要﹂﹁核融禽を早期に

藁との相互圏際協力を強化してお

このあと︑パネル酎論では﹁申

原産に入会代表取締役勉長小野
発電について﹁飽調膿認可後聞業

限界点がいつくるかはサウジアラ

薩臼本橋三の一の︸五〒一〇三

職略の方向を明らかにすることに

運転開始にいたるリードタイムは

ビアがどういう形で生産三州を行

ある︑と警告した︒

難点が躍かれた︒

凝規地点については八二︑増設地

敏雄氏住所文京区溺鵬一の七の

このうち︑﹁わが国の中綴期エ

隼鹿宋能力は五十三年十月宋闇夜

点については七庫とし︑昭和六十

洋謡二七一−一嵩一一一

した羅拝賢一密鉦研究綴は︑まず

で運転申︑工窮中︑餓調審認可済

の

にパネル討論内容︶

性が浮き彫りにされた︒︵薩四面

照

へ

＼

廃棄物処理システム、炉塞器、濃縮器等

三．遡

エネルギーブラント事業本部

環聡：置

鱒麟

原子力発電プラント用の主要機器の設計・製作・据付

騰嘆

53

ネルギー隅給予測﹂と題して報鰹

前提となる経済成挺率について

﹁六十一一六十五無度に毎隼三筥 も限界点に到達することもありう

また︑﹁わが圏エネルギ⁝供給

に入会

への対慮翼翼化を﹂11などの難 北海避テレビ放送︵株︶ 原産

一九九〇庫ころに幽界の解悟増産 る﹂門狡術開発投資︑社会的側面

颪七十万KWをとった﹂と指摘︒ 幽界点がくることもありうるし︑

みのもの蕊十四墓を合酎し二千六
の揚幕傾向から昭和五十一鰯十二

窟た昭和六＋五節度については

﹁鹸近の経済︑エネルギー翻要

臼本エネルギ⁝経済研究所は

月に行った前圓の予測を下方膨正

九八0年に 癖が相次ぎ︑総合エネルギー政策

七︑八の羅 臼 ︑ 東 京 ・ 大 難 町 の 経

するのが妥当だろう﹂と述べ︑昭

万KWが還開するとして瞬千二菅 る﹂と述べた︒

非観的にみた塀合は

団謝金館で 第 十 ︸ 回 エ ネ ル ギ ー 経

万KWと畢測した扁と述べた︒さ

を

爆撃

原子嬢圧力容器、格納容器、原子炉系配管、熱交換器

｝嘱四

循蜘鐸

幽嚥

＼

石川幽樋廠囎蕊

○

鱗

購

響懸

ぺ
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原手力機器にも総難技衛竈結集

㌻♂

●

響

一
一
ぞれ五・五％︑五％と想窺︒﹁わ

原発60年2670万KWを見込む
和六十︑六十五鋸の成畏躍をそれ

楽観視できない需給

済シンポジ ウ ム ﹁ 流 動 す る 世 翼 情
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エネ研がシンポジウム
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三薗所報の通り日本エネルギー経済研究所は八︑九の両日︑東京・大手町の経団逮会館で第

副

一

煽

副千〜園エネルギー経済シンポジウム﹁流動する世騨滴勢のなかのわが國エネルギー戦隆を開り
嘱いた︒今圃は同シンポジウムのハイライトとなった生田蟹鶴所長の総摺報告と小山茂樹氏︵中
㎞東経済研究所︶︑佐藤誠一二郎民︵榮大︶︑堤佳辰氏︵沿経新聞︶︑深海薄明氏︵慶癒大学︶の

エネ研ン
ンポカら

ウジアラビアがどういう生産政策

な技術開発努力をつみ重ねていく

る︒ではどうするか︒やはり地道

ている石油危機は萌回の危機とは

しかし︑〜九八O葎代に予測され

質的に異なっており︑従来のよう

これらの偶勢を蓄えると︑現在

な対応ではのりきれるかどうか問

の多少余裕のあるうちに横極的な

ことが璽要だ︒このための資金︑

五年の経済成長率を五・五％︑五

縄織について総舎的な上路の確立

堤技術開発は一つのバーゲニ

田本だつたようだ︒外国では比較

中藁諸国も︑大きな関心を示して

両陣営はいずれも原子力を璽渋し

時に国際協力を進め︑謡本なくし

のだ一というような気概で受けと

成問題については総訟鶴田成︑各論

ってこよう︒また︑国民的臼悪形

成功すれば先行き大きな悪味を持

核融合についても︑これの開発に

深め︑臼本経済が崩膿すれば相手

る場合には資金をどうするか︑政

また︑エネルギー対策を実施す

る︒これを弩えると石油があって

過大評価されたという一國もあ

ある︒こうした社金心理学的な薗

も石抽ショックがおこる量目性が

佐藤日本入の大部分がエネル

の対聯も必璽だろう︒

ギー問題に不安を持っていること

では何らかの不安を感じている人

も注意する必要がある︒ある調董

は八O％にのぼる︒これは大変な

きている︒いまこそ適切なりーダ

も﹁必要﹂との認識ができ上って

る︒岡時に︑短期︑中期︑超長期

て質体的に検討しておく必要があ

な前例からも教訓を学んでいく必

ノ︒

談・

二

旧

法

霧

1繍醐＿怖卿繍

糞

嚢

鎗

藝一＝塁＝

讐

〜

譲

恵

より現実的な例として六十︑六十

だ︒このままだと一九八五庫ころ

一九七三年の石油危機で

題だ︒

対策を実施しておくことが大切

深海

を國ることが急務だ︒

六％︑五︒五％︑低成長ケースと

しても︑それ以降わが国経済が失

までは大きな問題は起こらないと

％としたが︑高成長ケースとして

予灘した︒この高ケースは安定成

して五％︑四％の場台についても

こうした事態を回避していくため

的冷静だった︒これはやはりヨ本

ワーとしての役割をもっている︒

いるが︑これもバーゲニング・パ

速状態におちいることになろう︒

刻な不況が続くことを愈陣する︒

にも国が横丁的予簾を縷み︑同時

の国内体制のソフト薗に間題があ

長ケースに当たり︑低ケースは深

ウジアラビアが急遜に生産を拡大
このうち低ケースをとると康子力

に企業が順調な設備投蟹が行える

ックの蒔︑﹁少し寒くても耐える

るのではないか︒米国は石工ショ

一番大きなショックを受けたのは ング・パワ⁝となる︒また︑藁西

していくならこの限界点が一九九
を薄めてもいけることになり高ケ

麗を取ることが必要だ︒また︑同

よう企業体質を強化するような措

をとるかに大きく左右される︒サ

〇年以降になることもありうるし

十︑六十五隼で七百万疹／B︑八
百四十万疹／日にも達ずる︒しか

めた︒これに対し︑日本の反応は

にも石油繕産が限界に達するかも

生産麗の制限次第では一九八0年 ⁝スだと華墨の石油輸入墨は六

＋万KW︑六＋五年四千二薫万Kしれない︒もし石癌の儒給がひつ

て徴騨経済はありえないというよ

山

こらなかった︒しかし︑一歩まち
しこの高ケ⁝スでは必然的に世界

反対という状況を打破していく必

Wに留まると予輝される︒この数 迫すれば︑これは単にエネルギ⁝

要がある︒今後はとくに各論に璽

値は政庸の対策健遙ベースよりも

原子力発罐についても技術︑資

点をおいた対応が大女だ︒もう一

がえば日本に大きな影響を与えた

金はあっても語言が得られなくて

つの閻題は醸近社会と政治がすれ

かもしれない熟件は何回も起き

計画が実施できない状態になって

違っているということだ︒技術が

パニックに近いものがあった︒

いる︒今後はζつしたソフト薗に

開発されても受け入れられないよ

うな状況をつくることが重要だ︒

もっと力を注いでいくこどが璽要

うになってきている︒技術不儒の

を高めることになり︑国際的コン

ら一叢〜％ずつ実施していけばよ

だ︒また︑エネルギー例題につい

生産雛に占める賑本の輸入シェア

較的安定した雄界傭勢を利周して

いとの考え方もあるが︑これでい

時代に入ってきたのではないかと

の大きな懸念がある︒

程度で︑現在は二千万ゾにすぎな

国も大きな影響を受けるといった

原子力開発冒標をダウンしたのは

府と民間の分担は︑台顧形武はど

石癌ショックには二葉が

存していることが強調されるが︑

い︒何億ナもの開発はとても不司

う︒

蘭係を作っていくことが重要だろ

この階点で露本は石癌供給の巾
庫度の一次エネルギー講要は五鱒

日本だけだ︒しかも︑この冒標は

うするかなど異体的対応について

深海

やはり手がたい代印エネルギー

日本が戦象に突入した躇接

か︒実際はサウジアラビアにも食

本当に弱いのは日本だけだろう

のであり︑今後︑相互依存関係を

糧贔など自給できないものがある

いうのが世界的な潮流だ︒そのあ
とに太陽がくる︒しかし︑日本で

としては原子力と石炭しかないと

は石炭は最大時でも五千五百万誘

の原因は石油だった︒当時の﹁二

分にすきない︒この対日石漉禁輔

潟程度だった︒これは今日の二子

二の石油消費羅は二百二十四万詩

堤

いだろう︒

この間に横面的なエネルギー対策

てはとかく厨本が饗源小国で︑エ

危機として表われるだけでなく︑

今回のエネルギー露給予測では

とを認識する必要がある︒

社会的側面
への対応を

ネルギーの大きな部分を外国に依

低い数目だが︑昭和六十葎までに

た︒この五矩間に何も起こらなか

鱈調審を通っているものを二士す

代診エネルギー

けば函黛たっとエネルギーはいら

いまこそ︑官民をあげて鍛大の努

ははかり無れない︒ところが実憾

ると二千六百七十万KWとなる︒

ではパネル討論に入りた

なくなる計算になる︒

経済低滞に癒接つながるというこ

門象のなかには石油をめぐる憩遡
は他のもっと資源構造の麗かな国
今後霞調審を通るものについては
生田

イラン動乱が誰も予測で

小山

悔勢のカギを握る中東悩勢から︒

いと思います︒まず︑エネルギー

を実施しておくことが璽要だろ

力を重ねるときにきている︒

ドタイムは魑腹鰭から運開まで八

ったといって︑今後も大きな嘱件 はあと七年しかない︒原発のりー

な悩勢の変動を捲摘し︑紺叢薄を
よりも頬策が運れているのが実儒
安全審査などりードタイムが大網

う︒

フリクトを鷹むことは遜けられな

一各氏が参加したパネル討 論 か ら こ の 概 要 を 紹 介 す る ︒

依然楽観許さ
ない石油情勢
生田所畏総括報告

年程度かかっており︑六十年時点

呼びかけた人もいる︒しかし︑轡
で︑石癌ショックから五四たった

能だろう︒さらに昭和六十五軽四

標を達成することは物理的に不可

能だ︒つぎに︑原子力についてだ

断︑凝少への対癒も遅れていた︒
八千万賭認︑六†五年魔は七鱒一

いるかのようだ︒日本には石炭に

見慮しのたびことに引下げられて

ときと岡じくらいの衝撃だった︒

えていいだろう︒原子力について

数字だQこれなら国民的態毘と考

しかし︑いまではこのショックを

エネルギー危機に傭える

たって強い影響力を持ちつづけた

を愈めた代替エネルギー開発も社

田本経済が混乱すると世

るといわれた︒しかし︑日本は世

る力をすべて出しきっていくこと

な可能性をもっている︒持ってい

策が必要だ︒また︑原子力は大き

ておくことは︸つの方法と響えら

界中でもこれに一番うまく適応し

蓄の強化がある︒この藤での穂極

れる︒また︑日嵐の資源状況から

要がある︒

lll崎（044）233−4351・名晒屋（052）962−0121大阪（G6）931−9058・広島（0822）43−1532
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鷲掴化学株式会社

：

瞬本は第一次エネルギーの六〇
の予測はすでに勝負がついてしま

が趙こらない保証とはならないQ

きは︑これにともなう石縮悩勢の
％を中東に依存しており︑この石

一九七〇年代の世界の大きな動

変化をある程度予想させるものだ

本ではこの動きを正磯に予測した
今日︑もう一鹿認識を新たにして

っているといえる︒そこで︑現在

人はいなかったのが実悪だった︒
横極的な対礁策を爽施することが

った︒現に一九七一隼にも外国萱 茸が確保されなくなるときの影響

このため一九七三無の石細滴勢の

に短縮されない限りこれ以上の目

変動は海外にとってはある程臓予

をみてみると経済成長率を昭和六

が︑石曲ショヨク以後︑琶界申で

今後のわが国のエネルギー鰐給

必要だ︒

十隼まで五︒五％︑昭墾ハ十五薙

測された﹁石油危機﹂に留ったが
曝本にとっては誰もが予翻できな

までを五％と想定した場禽︑六十

総合政策確立が急務

い﹁石漉ショック﹂となった︒

いまでもこの対応は十分とはいえ
千万詩㍊になると予測される︒こ

国際⁝協力積極化ふまえ

ない︒この石麹ショックから五重

千二百万KWを達成するために きなかったように依然不安定蟹照
ラエル交渉も賠礁に乗り上げてい

明らかにすることが雪曇だ︒

のうち供給源別にみてみると原子

搭麗が戦争のキッカケとなった︒

が経過したが︑幸いに︑この間譲

るのが実儲だ︒また︑エネルギー

いうことも十分認識する必要があ

を三冠させていかねばならない計

一九七三年の石芋ショックはこの

しろウランにしろ原料が少ないと

は・五無間に整三百万KWつつ が残されている︒エジプト・イヌ
算だがこれさえ遷成されるかどう

深海

⁝シップが必要なときだ︒

ているほどだQこうして石刷ショ

乗り切り︑蟹易黒字が問題になっ

佐藤中藁でのソ連の影響を過

供給の璽要な要園となるサウジア

とにも配幽すべきだ︒

か予断を許さないと考えている︒

カギ握る技
石炭︑LNGなどについても楽観ラビアの石油藷粥能力についても

ことはない︒ソ逸がその相季国の

会経済的対応を加えて実施してい

で起き︑どう対応するのかについ

わけだが︑この間どれだけの季が

からだ︒また︑石佃ショックにつ

購要に十分憾えることができない

にはまずこれがどのくらいの確率

打たれたかというと︑その答は肯

界経済が影響を受けるような形に

大評価する傾蓋があるが︑ソ運は
てきているようだ︒中栗は一九八

定的だ︒例えばイラン動乱をみて

なっているとエネルギー供給安定

術開発投資
○〜九〇網代にかけて政治的にも

も︑この国の石油に五％しか依存

くことが大窮だ︒

一九七〇年当時の計画から後退し ックは一見乗りきったかにみえる

しかも︑これらの数償の前提と

石癌増産設備の面でも難闇をかか

していない米国が大きな関心を配

いては別の側薦も見逃してはいけ

はできない︒

なっている六十年まで五・五％︑

えており︑順調に繕産を楽観視で

っているのに対し︑一六％を依存 確保上有利になるとの堪え方には

ない︒漸時石演の申璽依存が高か

地続きの同盟国以外では長期にわ

六十五隼まで五％という経済成長

きる情勢にないということだ︒石

賛成だ︒世界の安定のためには霞

今 後

率はこの闇わが国の経済の低滞傾

癌政策囲身についてみてもサウジ

している課題は比較的楽観視して

本の安定が不可欠との状況を作っ

生際

繭が維持されることを悪味する︒

アラビアだけが西側の鷲要に応じ

いるような現状だ︒

堤当面必要な対策としては備

またこの畢測は六十年三億九千八

た政策をとることを難しくさせる

LNGも原子力も石炭も禽め︑でたためこの困難を乗り切ることが

が大憲だQ待ちの効用はない︒米

ったため︑これで日本はダメにな

颪万謎認︑︷ハ十五鎌四億六千︷ハ蔵

ような環境が出てきている︒

ャイン︑地熱︑水素などがあるが

できた︒そしてこれがそれ以後の

ストップがかけられるというよう

国の新原子力政策で論難再処理に

たではないかという人さえいる︒

的には失敗した︒環本は立ち塵つ

代醤エネルギーとしてはサンシ
るが︑これが確保されるかどうか

万詩語の輸入石油を前提としてい

これらでは扇前の代替はできな

エネルギー問題の解決を困難にし

らいの姿勢が必要だろう︒この蠣

現在世界は藁西問題・南
北問題︑先進国間の問題などをか

いQまた︑省エネルギーについて きるだけエネルギー供給源を多様

た︒短期的には成功したが︑畏期

年

臼︑国産化に盛点を置いていくこ

佐藤
第五次中東戦争などにより二曲供

かえている︒このうち東西︑先逢

ための多少のムダは覚悟するく

化することが大購だ︒技術開発の
リクトは続くが︑ほぼ一九七〇隼

これは心がけだけではできない︒

が次の間題となる︒この間題には

給が中断あるいは激減するという

三・五％が茅定されているが︑

は昭和六十年一〇・八％︑六十五
産が限界に到達する可能点が高い

十年間で一三％の省エネルギーな

東京都港露東新橋1−2一玉3（川岸ビル）TE：L（03）573−4235（代）
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素材から航空機・原子力機器まで、
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緊惣磐態と一九八O無代に葺合増 国間の問題については当面コンフ

ものとみられている︒こうした比

代を踏襲した関係が継続していく

陰
磯
ち石癌瀬産限界がいつくるかはサ

という二つの側面がある︒このう

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

＼魯｝

硫黄分（10P・P・m以下〉

低塩素分（150P・P・m以下
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舞遡木曜属爽行

一決意叢叢だに門∵鵬祝﹄う

これに対し酋棺も﹁検討する一こ

と濠らず︑結論は持ち越された︒

同懇談会は︑十二月二十五日に

繕果︑標準燃料の破損しきい傭が

破慣につながるような極めて璽大

約二哲六十惣／鰐UO2︑原子炉

謬加蓄は伏見緊治学術会議禽艇

水力学朗嶺勲の理解が深まり︑計

告・冷却樗襲失鱗故聴の炉心の熱

高め愈う﹂ことがわかったと報

には○・二詩催／平方讐綴になり

秒後にゼロになるが四西八十秒後

の膏顧で乾杯︑両翼員会の新しい

門新行政が原子力塾本法の糟碑に

澱擾代理が影響としてあいさつ︒

門出を祝った︒

故に関する試験研究について﹁三

述べた︒まだ︑大型再冠水効累実

工雛第二研究豊長は︑来圏︑苑

鉦試験に関還して︑軍野冤明安金

独︑臼ホの三か国研究協力協定が

巖後に米函地騰調田所D・B・

近く調印されると発裏した︒

﹁米国における轟レベル放難性廃

スチュアート地質鉱物試験窯長が

簗物の地糊処分の鐵略﹂と題して

特劉講演しだ︒

一

三菱原子力工業株式会社

CANDU問題

とを約した︒

鍵

1〆

三菱璽：工業株式会社

再び金含を開き︑各馳駅から鱈摘

昭稲五十二輝度に終了したRO

s金計薩︵PW魏を換擬した冷

却材獲失温故︒罪常用炉心冷却実

全工学第一研究峯長は﹁婆心燃料

験︶の結集について︑斯波正鶴安

さらに︑爾成迫原子力委麗獲代

くしたい﹂と強醐︒吹霞徳雄原子力安金委食言も﹁科学的︑中立的立禰から安全確保を期したい﹂と

たすと判断︑福田簡蒼相に当薗急

薫二十七園に及ぶNSRR翼験のアクータ鉱
山が開所式

雲華シ7疹

た籔側の協定璽を蔓けて今回は顕

は次圃以降にもち込まれた︒

優れた技術と品質を誇る

結論持ち越す

れ︑現行の蜜金評価纂壁燈二百三

UO2以上であることが確認さ

の整理と︑今後のスケジュールに

る憾であることが明らかとなっ

十焙／縛UO2が十分に余裕のあ

な破賦しきい蝋は三熱八十膿／纏

ついて審議する︒これらの問題点

のあった核燃料サイクル︑安全

のうちさらに検討が必要なものに

性︑経済性︑麟際闇離離の問題噸

懇談会︵座長・村田漕日本原子力

翻型動力姫懇談会

研究所理藥長︶は十覧B︑第四鳳

ついては︑ワーキング︒グループ

原芋力婁贋会・新型動力購開発

会合を騰き︑前圏に引き続きワー

に中購報儀を藻し顔す形で詳細検

た﹂と報告した︒

キング・グループの中間報欝を墓

う︒

に愈見交換したが︑CANDU討
炉することも蕩えられているもよ

だめ心置多雪努力していきたい﹂

かないと大変なことになる︒この

灘入については各二幅の愈兇がま

を期しだい︑と寒露を蓑開︒

らにもとづいて薪安金規制に刀金

理は﹁原子力開発は内外ともに多

極の中央表漁温麓は︑ECCSが

行っていきたい﹂と述べ︑﹁これ

回の会愈を持ち︑ダブル・チェッ

くの難題を抱えているが︑一番の

と蓄圧注水系は互いに冷却効蟹を

完全に再簸水される︒低圧注水系

会も開発と規制に二分される新体

筋倦を表明した︒

までに打ち舎わせ会を盆め三十数

編韓藍﹁薪鴛敢確立に全力﹂
臼塞原子力産藝誠議は十八日︑告祭・丸の内の臼本工榮クラブで門新原子力婁逢妻︑原子力安全婁
騒銭発足の簗い扁を隔いた︒このなかであいさつにたった金墨摺三新科学技術庁擬営は︑今後の原子
クのあり方︑公關ヒアリングやシ

問題は一九九〇〜二〇四Q年の皐

のっとって発展することを期待す

制が整った︒今後の原子力灘発に

ぎ必要な核融合臨界プラズマ試験

鯨コードの妥当性が確認されたと

R⑪SAHの
成果出揃う

装羅﹁JT160﹂と高速原型炉

科学技術庁は来蕉鹿原子力麗係

の協力を求めた︒

聾蝿擾は今後の蔵しい原子力安金

予算として一般総計総額千六酉九

低下︑圧力容器上下差圧は頁六十

ンポジウムでの羅民の癒毘をどう

世紀あまりをどう乗り切っていく

る﹂と述べた︒︵差別稿護照︶

作動してから躍頁秒後に筥度Cに

反映するか︑前原子力婁照会から

かだ扁と懸摘︑﹁原子力の耀いり

会鵬には金子︑吹田両婁畷獲を

このあと︑井上五郎前原子力婁

引きついだ指針類をどう兇霞す

ードタイムを薯えると比較的余裕

と述べだ︒

ている︒近く安逸婁騒会の警え方

か︑などについて検罰壷遜めてき

予騨については一〇〇％爽瀦を﹂と述べるとともに門新行政体鰯にもとづいて原子刀醐発に全力をつ

譲本の将爽を湛えながら︑国罠の

のあるい家のうちに手を打ってお

力蘭発の墾要なカギを握る籔金問題について﹁今後塾点的に取り紹む︒少なくとも現在襲爵している

福祉潮上に璽献ずるよう科学技術

がまとまる予定だ扁として︑これ

はじめ各婁醗︑原子力関係蓄ら約

し門やっている熱望に対して必ず

門もんじゅ﹂関係丁合計三欝七十

二億円︵鯛千三十四億円︶を追加

原研が安全性報蟹会
臼本原子力研究筋は十四欝︑東

嚢嬉していた︒計圃的騰発推進に
支陣のないよう畢蹄の追加要求が

磯囁厳54年度原子力予算で

網野枠要﹇臨求︑㎜百㎞棚に直訴一

にもとづいて中立の立堀で規舗を

しも＋分な予騨がついているとは

たあと︑研究開発賢聖問題に諮及

厩の改革によってわが国の原子力

いえない︒少なくとも現在襲凹し

金力をつくしだい﹂と駈儲衷萌し

行政は第二のスタートをきった︒

ている予騨については一〇〇％爽

二百五＋犠が謬加︑まずあいさつ

原子力蘭発は現筏︑内外に多くの

現するよう努力したい﹂と強調︑

にたった灘酒広巳原薩金擬は﹁今

国民の付託を受けてこの園難を乗

解題を抱えているが︑両婁魔会が

臓原子力安全性研究肉縁欝欝会を

海・大手町の経囲遡ホールで第六

金子科学技術庁摂宮兼原羊力委

行われたのは︑原子力婁腿農麟

嫡畏は十九日︑翻議後︑縄成原子

設以来の︑早足の描羅︒金偏撹宮

政面への繕醗に璽点的に取り親ん

今後原子力開発の差付けとなる財

は政櫃が交替したこともあり︑岡

これは現行シーリング方践の棒に

り切っていくものと鱈じている扁

納めただけのもの︒原器力婁麗禽

報告会ではまず︑撃墜進安全性

十六億円を概鐸獲湿しているが︑

と述べ︑﹁このため蜜民が一腰協

力婁厩撰代理とともに大平角相に

B︑このことをあらためて大憲首

試験研究センター擬が︑反応度職

行政のあり方について﹁安金二兎

關いだ︒

でいく決愈を明らかにした︒

は経畷見積りの中で︑これでは原

相に隠謀︑醤処を襲濡したもの◎

力していく必璽がある﹂と関係暫

会い来駕度原子力予糠に麗し聴段

皐力開発の計画的遂行に糞樋を来

これに対し︑七日に就任した金

会の鹸大の任務は安全確保のため

まだ︑吹田徳雄初代原増力安金

の配麟を求めた︒

子岩三科学技術庁長蜜︑原子力婁

多4多ン！

勲痩は﹇わが国の原子力発磁規換

は一秀KW燃え︑攣力婁畷の規制行政であり︑各メンバーは

海外ウラン資源鎌継︵OUR
進展がみられたことだ︒これが工

の間にみられた成累をあげるなら

NFC鶏でもわが腿が先進諸国に式が十八賑︑同地でムンカイラ鉱

三原劉の一つ・自霊堂晃に相当な
各雀庁の怒愈によって分断されて

て行われた︒岡鉱山の正武開駈は

山水薩大臣︑鈴木社擬らが出燃し

ることになったが︑璽ましいこと

いいということではない︒両婁鍾

となっていると儀じている︒今圓

伍して十分な発言をなしうる塞盤・

だ︒しかし︑これは原子力政膿が
得た描硬だった︒両婁麟会堂二条

禽の簸璽璽任務は塁壁法難一条に

ことになったのは必要かつ蒔宣を

機関とするか八条機闘とするかが

あるように原骨力の研究︑開発お

行政が別記の婁轟会で駅家される

笄上潮原子力梅醤長代理のあいさ

論議されたが︑その結果答申の鯨

ジェールとともに共周ウラン探鉱

OU8Dが昭秘四十五銀に仏︑ユ

原産虫催﹁新原子力婁綴会︑原

つはおよそ次の寄り︒

璽畿務に﹁十分に尊慶する﹂との

の改正で原子力行政の民叢的門構

子力蟹全盤資禽発疑の副い﹂での

◇

よび利縮に関する国の施策を欝魎

を開始して以来八鶴ぶり︒

鳳ジェール・アクータ鉱繊の開駅

昭和四十七年以来原子力委自製

雷葉が加えられた︒これは寧日会

の法的根拠が確立され︑家た当主

D︑鈴木藩照職長︶が逸めている

の仕頭に携わってきたが︑果たし

的に遜行ずることだ︒今回の改正

第二回日豪協定
改定交渉ひらく

づいてその進路を淡定しINFC 思讐腿子力協力協定改定交渉の

分野でもわが国独自の判断にもと

題のみならず核燃料サイクルの各

な壷金と努力によって新型嫡の問

駆発については︑畜属による大き

の職能を実質的には三条機関と岡
っだか織掘だるものを感じる︒岡

灘簸鱗行政改革で強調

﹁信頼﹂へ礎再構築を

て原子力騨のために十分に役にた

隼は原子力退職漫画が改定された
犀で︑しかも引き続いてオイルシ
ョックが起きた︒当蒔設定された

昭秘六十隼六率万KWという囲標

閥︑オーストラリアのキャンベラ
る地歩を築き郷たものと薄えてい

Eの鵬でも先避廻国に伍していけ 第二圃金盆が士二〜十五の三β

で開かれた︒

によって安金規制齎を独立して解

る︒今後︑繭委譲会と原峯力蘭言

題一般の魑頼を確保すると隅晴に

切の一致した協力でわが国原子力

る︒さらに遡って湾えると宙主︑

原子力政策の民主的で一発的な椎

様に権威づけたものと蕎えてい

進を醒り将来のわが国エネルギ璽

政策が韻塞法に嘔われた当初の根

は少し希鯉的屋標だったにしても

小吉欝の確立を謙ったものと響え

ってこれが楽減しなければならな 民主︑公開の猿則︑なかでも民生

政簾上の原子力の位翻付け壱明確

オイル鷹機を迎えたあとに︑かえ

くなったということは腿らかに原

られる︒

今憂の第一圓会談で提嵐され
子力政策の失敗だと貰えざるをえ

今回の擾期議画で原子力蘭発霞

蓄の愈見交換が行われたが・結論

今回の改正で行政購務はできる

標が半減することになったが︑こ

添側から新協定璽が提示され︑濁
だけ簡素化する悪味から許諏可権

本趣鵠に樟ることなく発展するこ
ない︒第二の失敗は﹁む2閤題だ︒

限をそれぞれの所籔雀庁に分甥す

化することが蟹要だ︒

今圃の行政改革で﹁むつ﹂襲件

とを期待したい︒

を契機に原子力の推進政策と規制

︐︐一

駕

力

田

新行政体劇スタートを歓迎して醐かれた浮袋餓会艶足の藥い

O

三菱原子燃料株式会社

ています。

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

忌菱グループは永年にわたって積上げた
技術と経験をもとに、安全性、経済性の
高い原子力技術をお届けする努力を続け

躍飛臨

三菱PWR燃料
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痛

原

核防条約批獲という劇的なトピックに彩ら

た已加原子力協定改定交渉が決慰したのも︑
加療中

だった美浜一号が十月再臨界に溜

けた︒蒸気発生器対策などで四年余にわたり

一月だった︒三月には自主技術によるATR

ドに郵備を慧ぐことになった︒八二前米国

までまる四庫︑やっと身のふり方が決

決魑
で︑模凝実験ではあったが︑

ているCANDU炉灘入問題︑どうやら結論しないのではないか﹂として疑問が擾げかけ

﹇期待通り作動

まった︒懸れおし迫った昨今の語題を独占し

技術検討委員会が

核封朗

工事

▽九爲新型転換炉門ふげん扁

は無能と報告

▽十日総合研究開翌機構が報

が全炉心初臨界

告憲﹁二十一世紀への課題﹂︑原

むしろ期待以上に作動することが実証︑確認

られたECCS一巖近行われた実験では︑

された︒この欄薯故実験で瓜物の原子炉が用

雛の璽要性を髭擁

海外でも原子力をめぐる論議は騒然︒エネ

は越年のもよう︒

ルギー自立を求める声が葛まる一方︑反原発

いられたのは世界で初めて︒

▽十寄島動燃︑高直能還心分

の動きも次第に唇発化︑怪民投藁や国無投票

2﹂を初公開▽熊谷科技庁鐸宙ら

離機﹁カスケード試験装櫨BT

久傑長崎緊談叢︑辻佐世盛箭獲に

カーター旋風︑今年も︒三月成立した一九

巻き込んだ︒資源が少く先行きプルトニウム

対し〃核封印

七八隼米核不拡散法は塵界を衝撃の渦の中に

否︑スウェーデンでは内閣が総辞職に追い込

とくに璽大︒当初から反発は強く︑このため

利用路線を進もうとする強国にとって︑覇は

アではツベンテンドルフ原発が外転入りを擾

顕薯なできごと︒低迷をつづけていた原子力

いずれも原発計画を持たないモンタナ・オレ

まれた︒住民運動のお膝元︑米国では今葺︑

が頻発している︒そうした一つ︑オーストリ

莞服はまじか︒

ぎつけたのも︑この年の原子力発羅をめぐる

﹁ふげん﹂が待望の臨界︑独自開発に初の成
果︒高性能二心分離機によるウラン濃縮の成

を認録した︒数年来の

発電の設備利用率は上半購平均で五九・六％

条件

︒戦術を転換︑

外堀

から新規

イン各国との協定改定交渉は階礁に懸り上げ

▽十五日

政麿︑立地二進対策

つ﹂受け入れを薄要町

た格好という︒すべてがINFCE後に持ち 交付金交付灼象に新たに灘縮施設

囲㎜

炉闘題検討へ▽通産雀・発会嗣薪

型動力輝開発懇談会を麗麗︑二水

型炉等実困化調査婆興会が中間報

▽二十五躍

伊方原発裁判で国

▽＋九臼藁京で關催中のIN

駈幾に熊取敏之氏

FC露第四作業部会会合が閉会

告︑CANDU炉灘入にOK
側が全面勝訴︑原簿適格は認める

舜同一網
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の原子力開発︑今鎌は︑その歴史にまた新し

功はこれに花を添えだ︒﹁伊方原発評認可に

い

いとする判断を示した︒英国ではSGHWR要求で首樽薦訴という異例の描鷹をとったの

立を葭面に︑行政櫨への認法介入はなじまな

▽二十露

短

伊方原発裁判で
国側が全面勝訴

▽岡山漿︑動燃のウラン製錬パイ

米適邦鍛薩裁︑ミツドラ
ンド︑バーモント・ヤンキー両原

a技術改農で覚描︑日立︑東芝と

海外

ロットプラント建設に病態

▽六日動燃とパンコンティネ

発裁判閥題で﹁鐵判所は康発に関

へぢ
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四

れて二十庫の節目を二隼前に題過したわが国

い一ページを露き加えた︒それは︑原子力安

遡法性なし﹂とする四月の松由地裁判決︑五
しかし︑こうした明るさの反闘︑とり巻く

立地に歯止めをかけ始めた︒

方弐による門む

全婁澱会新設と規餓荷政の一臓化︑原子力発

環境は依然厳しく︑前途は多難だ︒原子力協

病

一一千万KWの大台突破そし て 自 童 開 発 の 花
月の再処理海外婁託調印︑六月の原子力課金

定改定では磯州とも交渉開始︑加えて※国か

委員塞とエネルギー資源開発問題

十六回総会︑原子力平和間題特別

鐵嵐学術会講が第七
巷の不況風をよそに︑原演価格は︑逆転ど

▽十六臼

を遍加

ジア第二の猿発国に︒※国ではシーブルック

ころか︑予想外の大月値上げ︒原子力閣発捉

づくりを終えこれから評価に入る︒

越されそうだが︑その王NFCEは〃±籔躍

の行敷改藁︑原子力安全婁農会は難薩だっ

た︒原発許認可をめぐる楽適邦鰻高裁︑西独

原発闇題が一躍ぶり淡魑︑建設再蘭となっ

この隼︑韓国では古里一暑が完成︑東南ア

ユーラトムほかスウェーデン︑スイス︑スペ

ﾂ︑国麗醗水炉﹁ふげん﹂臨界と灘外ウラ

工描薩解除︑九月の海外ウラン蘭発成功︵生

委員会新設法案成立︑七月の美浜一管運転人

ゴン︑ハワイ各州州罠投票で原発立地に厳し

この数年︑原子力界は分析研データねつ造︑

ン資漂開発での初の成栗などに代表される︒

らも交渉入りが打診されている︒二十身ぶり

で︑一一塵にわたる公開ヒアリング︑ダブルチ

た︒陣容も整った今︑闇題はむしろこれから

訴訟で松山地裁は国側全面勝訴の糊決︒四鋸

﹁ふげん﹂臨界

▽ご十八日原子力婁員会︑食

特別委員会の新設を決定▽放医研

二を開始︑これによってわが国の運賑中原発

進の饗講はますます高まってきた︒原産そ

は命翫十八藝︑設彌鐙摺千暫五や万二千KW

原子力発慰分野では︑今隼︑困塞が磁藁八

産開始︶など︑明るい話題はつきない︒

で趨こったECCS配管クラックに揮うわが

放射線罪破壌検奮利用での相次ぐ被隈︑来国

ユ峯スで悪戦蕩醐の遮続だっただけに︑明る

国原発の総点検︑燃料棒の曲がりなど旧いユ

憲法裁の覇決も今年の灘外トピック︒三権分

間にわたり争われてきた科学技術論争に一応

講への対応が不司欠だからである︒

も︑縛来のエネルギー安定供給へこうした要

ェヅクなど課題は多い︒わが国初の伊方原発

儂有国となった︒今一つ特舗すべきことは︑

を断念︑AGR主力路線へ︒ウィンズケール

となり英国を抜いて世界第二位の原子力発電

七月の露力九樵発電半襟で原子力が口上初め

再出理工煽拡張も︒醗州ではレンジャー鉱床

が北部華州で世界騒大クラスのウ

▽二十七ヨ

新型転換炉原型炉

体制に移行▽臼立︑藁芝︑一二菱

ィフ︒トリカスタン濃縮纏頭が試

ラン鉱床難解︵一難︶▽ユーロデ

品銀鮒研究開発プロジェクトの延

坐

雛共同で﹁濃縮エンジニアリング

日︶▽ジェネラル・アトミツク社

核拡散防止法案を司決︵七︑九

四弩の新規着手を認司

臨調審︑高墓二︑

窮務所﹂を開設︑ウラン濃縮プロ

運転開胤賂︵六臼︶▽米上下両院︑

▽露購原産が原子力産業実艦

長を決定▽熊谷科技庁璽實︑

通達嘗︑臓源エネルギ

つL問題で長崎県議会議獲と懇談 ⁝庁公益瑠業部に慰埋立地対策窯

▽一臼

が世界最大の核鼎呂実験装塵

▽巾部鍛力浜岡二讐が臨界▽原子

警む

ブレット頂存で籾のプラズマ閉込

▽カータ1大統讃がIAEAの力
保委澱会が動燃鋼業団の爾レベル

ンタル立憲四社︑オーストラリア

学技徳委員会︑クリンチリバーF Lが千六凌乱の再処理委託契約に

な

▽二十二讐GEが藁電とBW
放酎性物事研究施設の安金性で管

共同研究へ

瞳描躍受け入れを議会に嚢講

ない﹂と判決︵三門︶▽来下院科

する政府の田本政策に判断を下さ

▽十一日長腰興漁逮理薯会︑

▽二十四日電力セ祉とBNF

のウラン共同調査でジョイント︒
幽麗

衆院科技特の自民党理十三氏に原

8Rの帯鱗を髄活︵士甫︶▽カ 調臨︑⁝九八二無から搬出へ

腸拡張を承認︵十五臼︶▽※DO

︑︑㌢詫

撫醸霧鐘二臨

国安協第十回二業

題産省︑原芋力発

※司法省︑国際ウラン・

財団が報告認で皇宗炉の必要性主

を告訴︵九B︶▽ロックフェラ：

カルテル問題でガルフ︒オイル社

海外

とめる︒

二次改良標準化プログラムとりま

露所の改良標固化で中闇報告︑第

▽三十一臼

常総会︑会擾に有沢広巳氏再任

▽一瓢十譲興産が第二十七回通

力安金研究総禽発表会開く

▽二十五田

﹁むつ﹂受け入れ封離方式に剛力

ーター大統領︑インド向け濃縮ウ

カーン行政鐡︑フラマンビル原発

▽十二臼東京で一￡A第三十 ラン輸出を認可︵二十七嗣︶▽仏

的に対癒へ

子力麺本法等一部改蕉法案の審議

▽二十九日原産の有沢会獲ら

ベンチャー協定に調印

を新設

めに成功したと発表︵二十七B︶

ダ

調査結果発表︑原子力関係総支出
は八ヂ九頁三十六憾円に

▽八日東電福騒第一原発一轡
が発電聡始

建設許萌取り消しを求めて異議申

原子力国際問題

促濫を要講▽饅本原子力学会が菰

十三年期年会

五園理嚢会瀾健︑核融舎国際協力

の鞍懸中断を編令︵二＋八日︶

▽十七日原研JTi6G製作

︷国図譜潮懸源︑ウラ

唖岡

協定に調印

▽十八日粟窪福醗第一原発五

で日立と契約

母が運開▽高速騰殖嫡﹁常礪﹂の

ン開発にメド
九州電力が玄海一辱原

；ルのテモダンテスム地区でのウ

▽英議会下院がウィンズケ⁝ル工

張︑マイター報告と灼立︵十B︶

▽二十臼灘縮再処理準備会が

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報制御システム

詳細餐科・図面憲で入用の場合は下記へこ蕊絡下さい。

い謡題は久しい︒

購実この一鎌︑原平力野は新無皐々から泰

の由比符を打ったが︑闘時に宿題も残した︒

原子力輸出規舗騨門家会

十三露︶▽ユーラトムとカナダが

し立て

等懇談会が発足

▽三十一日内閣総理大颪︑五

縫︶▽米国核拡敬防止法が発効

︵十日︶▽西独懸法裁判所︑SN出力上昇試験スタート
R一際認難聴懸問題審理へ︵十一

▽十九日衆院科技特︑原苧力

▽二﹇口

発について鹿児急襲︑川内市と建

墓本法等一部改蕉法薬を可決▽日

NRCの安全性改良心骨は妥当と醗ウラン濃縮共岡研究第㎎躍哨舎

設協定締結︒

田︶▽米原芋炉安全諮闘委綴会︑

報告︵十三臼︶▽来DOEが議会が閉灘
解敵︑電甥運内に再処理会社設立

国際翼源会社︑ニジェ

に原子力許認岡垣母法を提出︵ナ

▽四臼
七難︶▽スウェーデン・エネルギ

飲

して猿子力婁員会が来薙慶康子力箏糞の遷撫

先のいいスタ⁝トを切った︒一月・爽海第二

そして原子力船︒門むつ﹂は十月不況脱鐵を

開発問題が慧転解決︑来隼麗の開発魑手をメ

て水力のそれを上回ったこと︒八︑九︑十月

政治

も記録を璽新︑原子力がベース切ード用蹴源
に佐琶保港ドック入り︒

共に原子力発蹴百万KW級 時 代 に 兜 鞭 を つ け
箏みやげ

原発が臨界となり昨年馨臨界した大飯一矯と

に確圃たる位躍づけを得つつあることを魎づ

▽二十八日福騒第一原発階層

▽三十臼藁電禰厨第一原発の

が臨界

使嗣済み燃料︑藥海鞘処理施設へ

▽三十一日原子力委興会︑環

搬入

境放鮒線モニタリング巾爽騨憾専

海外

門部会がまとめた新捲針を了承

ジェクトに薪機軸︒
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た︒一璽規制問題を焦点に難航をつづけてい

醗圏

エネ閣療会議︑

資本原子力産業会議が

璽要電源を指定
▽五日

▽十二日原子力発醗立地雛遊

薪年名剃交換会︒

議が輸出規制ガイドライン発嚢

が共和︒泊原発建設協力を萌捷と

北海遵士力と共和町

懇談会が初会禽▽璃織綾醐代表者
︵士葭︶▽カーター大統籏が⁝

▽十四讐

会議︑織子力欝欝機器輸入調萱國

した覚欝に調郎▽鹿児鰯興川内市

鞍懸描躍協定に調田▽英国政府︑

エネルギ︷1欝に百二十六億騨︵二 民ら内閣総理大臣に対し川内原発

九七九隼予騨教醗を議会に提出︑

▽十三日筥城興石巻繊商工会

の派懸で含惑

臼加原早力協定改定

ウラン製錬プロセス・パイロット

AGR二基︑皐期建設を決定︵二 ▽十六譲 三夏金属︑動燃から
十五臼︶▽※国会計検査院が濃縮

▽応命原子力委員金長期計黒

を了承

十三年鹿原子力開発利電基本計闘

試送醒開始
第十一回原産

▽十三冒原躍東海第二康難が

CE対策に総力態勢へ

国際問題等懇談会が発足︑INFール再処理工場拡張に岡恵︵星

▽英環境相︑ウィンズケ

目門部門︑爺婆炉一空華炉路線を

原産・顧ソ原子力脇

政府︑原子炉等規

海外

確認

▽＝十善

▽二十一田

纒力︑鉱田︑商社

制法一部改正法案を国会に提出
▽二十二臼

など二十六団体がウラン遡源確保
対策婁分会を設立︑海外探鉱に全

黛次大会開く
エネルギ⁝総禽工学

▽十四〜十六田
▽二十⁝ご日海外ウラン資源閣

▽十五日
研究所発建

心外OECD︒NEA劉立
▽繋
十六日アンソニー醸酋棺︑

床に魑鉱

発会社のアク！タ計画︑ウラン鉱

力態勢

▽七ぼ原子力委員会・原子力

勧告▽西独の趨職中︑建難中の原

ーンランドで一万沖潮懸のウラン
埋藏を確認▽ユーラトムとカナダ
が保瞳描齪協定に調印︒

翻脇

灘縮ウラン事
務所が発足
▽一臼科技庁︑門原子炉の設

引取り無期に融通性︵二十六露︶

麹︑艘羅ウ︸ツンサービス再開へ︑

﹁むつ﹂総点検︒改鰹

ラン開難にメドと発嚢
▽八層

鎌継整を新設

▽二十一臼原子力委員会が新

⁝委綴註︑原子力開発の継続を政
府に箸申︵三十日目

／／／ごぐも〆豪

㎜

㎜

金庫つくりの豊かな経験が
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㌧ 琶ノ
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邑

鵬
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幽幽』器

罷

、灘

入室管理システム／CCTVシステム／熱線感獺警報器／震動感知警報器

＼麟

議所が女川原発建設促選決議
▽十七臼
交渉が再瀾︑相互譲夢で決魑へ

▽十八臼原罐臨海第二原発が

B加原子力協定改

発各十四蓬に▽￡C幡鎌会︑グリ 力連絡委員会が初会台

臨界︑わが国の原発薫万KW級時 ウランサービスの確保をDOEにプラントの詳細設計を受注

▽十九日中電協︑五十一二年慶

代へ

▽二十 三 騰

蹴力供給基本計画籏定

定交渉が簸終決漣︑ウラン熱輸描
瞳解除へ▽臼ソ科学技術協力婁轟

会が第一回会議▽総禽エネルギー

頬策推進閣鰹会議︑原子力十一地

点を璽塑畷源に遍加掴窺▽日本学

術会識が第七十三園総会︑第十一

▽二十四呂原産︑米フォード

期金腹に伏見艇治氏

麗︑運転等に関する規賄等﹂の一

圏随外相との会談で臼顛原子力協

部を改正︑餐PT下の新羅険描圏 ▽オーストラリアのペコ／8Z社 定改定を正武弛し入れ

︑無帽︶

財樹共膣の臼豪核エネルギ⁝韓門

念シンポジウム開く︵

総会講開購︑米核政策めぐり討論

嫁鑑欝騰

灘叢濃懸

口

轟三

7

編

生きております

塾」」鎌鍛纐
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誉擁

蕪

脚
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榊一

原子力事業特殊扉にも

麟

寧蘭灘践焦一

蹴力鴇抵、鷺卜lFしと再処理婁既契約
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力
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⑪
圏岡

核封

FBR開発でヨ
独仏三国協定
蔑繭興議会が

物議仏︸瓢醗が粟察

術で安全との警え表明︵十二臼︶
犠量定を正武重し入れ︒

などで合慰▽三菱石樒が米国ニュ

▽科技庁︑菰十二件の原子力海

▽二十∴R酬

新型転換炉原型炉

中速増殖原型炉門も

﹁ふげん﹂が一〇〇％出力を還成

▽十躍日

第七十六園罐調 んじゅ﹂で秘の地元説明金開く︑

外技術噸入報告発表

来識魏魏治罰議会第一引割崇シン

控民代表ら蜜金性確保を要塑▽臼

で原発に理解承す▽原産が第三回

ポジウム聡催︑エネルギー分科金

エネ調の基本闇題

書︑浜澗三野の魑工を承認

原子力文化振興財

▽二十七厳

▽十六購臼来科学技徽協力の

団が原子力の賑認念パネル

大綱淡まる︑核融愈︑ダブレット

都道海興金轟遼照会闘く

懇談会が報告︑原子力促濫を強調

▽二十五臓

ーメキシコ捌でのウラン探鉱開発

でゲッティ石沙漏と契約︑八0無

㎞

衆院︑萬処理民悪化

法獲継続審議を決定▽社余経済国

り・波紋広げる︒

▽二十臼

▽原子力基本法等関係法 渉三重規鑓を栗の蕉
の改正に伴い︑新・原子力 代り贈答﹂とすることでケ︷

▽牽三賑

代生塵めざす︒

漂流

二

閣外ベルギ；のアンデンヌ︑

⑱猿鍵聾翻麗醗醒躍欝

▽来下院もクリンチリバーFBR
予籔を承認︵十四臼︶▽緯罵初の

属無識︑田経新聞が﹁薪段階のエ

▽オーストリアでツベン踊

リ︒田豪協定も交渉入り︒

ネルギー政策﹂シンポジウム開く

委︑安全委体制スタート︒
蜘

康子力発躍吉璽一層が完成︵二十

漂子力行政一貫化へ︒

港︒政治

点提起︒原子力委は異例の㎞

▽原子力研究開発利用長一
▽﹁むつ﹂︑総点検・し
ゃへい改修のため佐世保入 期計画が改定︒十年間・四︷
に四年ぶ 兆円の開発資金調達に問題㌦

却︑国が勝訴︒

▽わが国初の伊方原発訴 テンドルフ原発運転の是非一
訟︑松山地裁は住民原告の をめぐり政争がらみの国民︷
設置許可取り消し請求を棄 投票︒僅差で建設中止決ま㌦

B︶▽籔州︑フィンランドと薪傑

團鵬

瞳描麗協定に調印︑物附防護を義
務づけ︵二十日︶

⑫⑩

新日乗原子力協
定が正式調印
78核兵器完全禁止︒被

りの錨︒

％が原発建設反対︵吋墜︶▽米D 実験などで十葎閣に鞍懸が投入へ

オヘイ玉村で原発住罠山盛︑六

OE︑麟縮ウラン安定供給売り込 ▽十九日 動燃瑠業圓中部探鉱

▽二十二日原子力蜜全婁騒

みへ︑欧州勢に巻返し︵一8︶▽ 堅塁所が開所

二日︶▽米省

スウェーデンで新内閣発足︑原挙
国開発に穣極姿勢︵十

新潟緊が藥醗柏崎

刈羽原発建屋の建簗確認単二︑七

▽ニや五聖

会︑ダブルチェックの大綱洩める
庁間検酎グループ︑放射性廃棄物
地下貯蔵で報告繍提出︑予舖餅画

第一園沼ソ原子力

とめる︑総支出高は一兆円台に▽

五十二隼度原子力産業実態調印ま

グラムで欝欝に調印▽原鰹が昭和

協力代表轡会議︑今後の協力プロ

▽二十九銀

計検黒田︑KRCに低レベル放射実証炉で開発計繭概要
性廃聞物の箇理強化を勧告

臨囮

わが国の原発︻

二十三州州民の陳芋力愈識調物︑

六七％が原驚支持︵八日︶▽来政

み込みを禁止︵七爲︶▽米原産︑

シュレシンジャ三間D

設醗▽放導線天白毒中央登録セン

▽六趣

ターが被鰻豊明登録を開始

舗︵二十五田︶

▽±〜了十銀鶏キャンベラで

会講︑核融禽の臼※協力華箋実現

OE長留が熊谷科学技術庁朝帰と 府︑仏の申國向け原子炉輸出を承

臼肇原子力協定改定交渉︑第二圃

翼瑠鷲薩臨源霧海韻霞製織幡

▽二牽錫原研理購撰に村田藷

▽二十一日

欝欝善絹が策海︑

でFBR技術協力協疑に調印
▽二十四浸

▽一一十七鐵政府︑第二再処理

大洗の原子力施設を視察

懸政府が新ウラン輔出
▽一難
爆蓄擾護樵界大会参着金講關く

濯

▽米最高裁︑二原発の一︷

▽米政府︑工NFCE予通
箕追藤要求︒
じ︑国際核燃料銀行横⁝想な

ど核不拡散順守と平壌利用 時運転停止を命Oた控訴裁㌔

㌔

介入は誤りとして︷

逆転判決・

逸脱

推進両立への基礎固め急 判決に対し︑行政機関の原曜
ぐ︒二国間協定改定で78年発許認可手続きへの司法権副
衝︒

核不拡散法背景に各国と折

奨浜一尋が戦列復婦

米国が日※原子力協

子力安金婁轟会が放射性乗率安全

含（06）3σ5−0883（代

〒532

▽一三
計魎で墓本万針︑民間会社設立は

方武による﹁むつ﹂受け入れ

聞
墓塞設計後に

海外

実験櫟が完成

▽二十八B放医研の晩発障審

を淡州▽繋駕協が定例総会︑恒久

的財源描躍要璽へ▽原研が繕灘を

核封

改正︑核 融 禽 推 進 セ ン タ ー 瓢 設
佐世保市議会が
政策︑保陣描麗など強化へ︵一

▽三臼
印
臼︶▽仏原子力庁が放射性廃棄物

▽ヨ臼全原協が翻設十周年配
念政簾討論禽︑地域政籏めぐって
議論

▽八鼠有沢会長ら原産警脳が原
子力婁員会と懇談︑原子力畢騨で
舞舞▽熊谷科技庁擬蜜︑﹁もんじ
ゅ﹂環塊審査の促進を福拝漿知麟

▽十一田動燃とDOEがFB

に依頼

発効したと発表

R大型炉心物理共馬弓験で契約が

初のウラン採掘︑引取り︒

▽十二日

力蜜金委麟会が発罵

▽四外新原子力委鳳会と原子

開始を勧告︵十九鱒︶▽ソ遡︑ニ
羽ぶりに本格魑工へ
▽わが国の運転申の原発︸
▽自主開発に今年も花二
ューフレックス㎎でFBR關四望▽二十六豊原芋力の貨
つ
動燃の﹁ふげん﹂一
一千万KWの大台に︒総州訓
閣発表︑BNl一六〇〇は一九八 ▽二十八臼 原爾栗海第二原発
〇〇％出力達成︒海外ウラ 電電力量で九電力七︑八︑ 嘱
五鎌完成へ▽西独経済棚︑カルカ が運開︑わが国の原発規模一千芳
ン資源のニジェール計画で 九︑十月の実績は水力を上㌔
ール原型顯殖炉建設を捲語V四書 ・KW台を興破▽鍵が新型転繧

副

ウェーデン政府︑リングハルス三

燃料装荷を許可しないことを決

▽一貫原子力安全委麗会が原

同︶▽米オレゴン州で原発住属投

開発で地元原住罠と外地協定︵三

海外薮政府︑レンジャー鉱尿

中部纏力浜岡二薄原発が趙開
率五九％を記録▽福厩第一原発四

子炉白金墓醜︑核燃料安金墓雌︑

千万KWを突破
ネシー・バレー開発公社︑使聞済

脚機が還開︑わが国の原発規換九

へ▽四〜九月のわが国の原発稼働

み燃料欝戯旛設建設へ︑一九八箪

に入港︑三鷹間の総点検・改修へ

▽十八日新原子力婁展︑原子
力安多多蝸が淡定︑原子力婁麗に

▽十七日

濁成氏︑安全婁翼に吹国氏ら︒

輸送騨門部会を般躍▽磁労運が核

大江〒お，定川区西申言5−14−le（リクルート新犬蔽第2ヒル

メ、歓丈ネ土

方式による門むつ﹂受け入れ

を決議︑﹁むつ﹂膨西港問題鍛終
籔理鱗務所を設立︵八日︶▽米ア
トランティック評議会が核幽幽問

的に淡魑

国遡羅縮総会で核防機構の強化を
日簸原子力協定改定

回る・

ケーキ生繭︑年内に六首漣塵嵐へ

弩機とフォースマーク一弩機の核

▽簾舞猿子力協定改定交

ユーロケミック社︑同社

施設を段階的に政府に移罪する協

定︑岩盤調蛮へ︵二十九臼︶▽テ

海外

定に調印︵一掬︶▽米国と毅州が

躍暫定協定に嗣印︵羅臼︶▽来N

原子力安全委員
会が正式発足
▽二鐵通力十祉︑ウラン濃縮

薗圏

西独憲法鍼︑繕殖炉建設

炭利晒繕に顔点

棄雰「都毫斤梱区酉白襲［曽21（明寅ヒル）二F150a（03）343隔醐ll（代

塗土

本

眼叢錺繍

▽九臼愛媛緊麺宇秘郡伊方町

毅定は禽慧と裁定︵二十六日︶▽

プライス・アンダーソン法の上限

性認める︵十九醗︶▽米鍛腐戯︑

一部佐渓︑郷方一纏欝欝設計画で 題で提欝︑再処理︑憩殖炉の必璽

麗児鰯興川内市議会

国を絹手どり訴訟提趨

▽十四 臼
が川内二弩原発建設促逸陳傭を採

ユーラトム︑米国と原峯力協力
協定改定交渉へ︵二十九日︶▽オ
ランダ議会︑ブラジル向けウラン

原子力婁蝋会︑福騰

輸出を承翻︵三十日︶▽籔首網︑

▽十六 日

襯鵬地裁︑福騰第二

提嘔

▽十九日

第二原発二号炉の設二期罵を笛申

原発に対する海醐埋め立て許可取
▽十五罠

と

＼

東爾アジア地区原子力協力協定に

環塊モ一一タリング中央評価︑放鰯

ξ

会禽開く

▽十八臼原子力婁鍛禽原賂制

燃料サイクル自立化と立地促遜方

海外

憲閾題懇談余興三回会愈開く

罵法灘からゴー︵八獲︶▽米NR

認籍は愈懸と判決︑SNR一欝に

田︶▽EC婁員金が共岡体エネル

炉で鷺CCS作鋤塞験に成功︵九

C︑麗立漂子離実験駈のLOFT

臣に江鷲翼湯浅▽臼本エネルギー

▽十二臼原子力委・新型勤番

ー導門寡会議開く

▽八陰嚢國で日米核エネルギ

経済研究筋がシンポジウム

科技庁長竃に金子嶽蕊氏︑通産大

▽七臼大平内閣がスタート︑

策で関係府庁に提講
CANDU炉問題

年内結論薄らぐ
▽照艮原子力安全婁轟会・新

キンググループが中間報告

型鋤力炉開発懇談金技術検酎ワー

▽五滋原船難業鴎︑﹁むつ﹂
新定論港選びの調査方針決定

灘入悶題寮内績論隙らぐ▽海生玉

炉暴
開発懇談会開く︑CANDUギ
炉ー政簾で登高刀針︑原子力︑石
魔羅逃︑CANDU
一を騨滅する﹂との墾度を表萌▽原 ・中央研究所が趨工式

騰難問題で﹁原子力委鷹会の淡定

▽六臼

票︑原発建設コストの爾力料金紹
性廃闇物安全技術の四幽門砲金を

米政冊︑連動分の

▽十六口嗣

門むつ扁が懸盤保港

第二当量

向を分析︑建設許可はナ一纂に

▽二十竃〜二十九臼

太平洋会議開く︑核防議題などで
論議

▽二十六臼原子力隠接製鉄の
カギを握る一︒五MWヘリウムテ

▽二十八爲

ストループが完成

検謝グループがラスムッセン報告

暴騰瓢毘する原子力奮腿

料金十億がをDOEに前払い

躍︶▽米AlFが上挙期の原発動

原発推誉の函明を採択︵二十九

け入れ︵十B︶▽全米知瑠協禽︑

聞題でEPAの﹁安全﹂判断を受

酉五＋六万KWで世界第二位へ

宮城興女川町漁協

RC︑シーブルック原発の冷却塔 鋸完成めざす︒

▽二十六日

が女川原発に伴う漁業櫃消滅を議

▽三十一日海外ワラン窺源醐
発アクータ計瀬︑第一暑イエロー

抽出法さらに重事へ

▽八田原躍が敷蟹二暑建設で
環塊影響評価地元説明金・﹁農期

愛知繋︑遡法放射線食

纏工﹂が大勢
▽九濤

鍼照射を行った中神食贔に轡業禁
止処分

原子力婁髄か築門原

使用済み燃料海外輸送を確認
▽二十九轡

子力撰蜜白浜舗痩問題懇談会﹂の

再検酎の申闇とりまとめ︑黍法は

海外来NRC・リスク騨懸濁

殴麗を淡定

▽二十一照原説力委踊巌︑核

騨樋︑データは批判︵七田︶▽ス

團岡

懸茄を決定

▽二十五臼政府︑IAEAの
原子力協力協定締結に伴う保輝搭

に提霞

脳︑原子力開発資金の確保で着湘

︑▽﹃一十三鎖有沢会長上坐薩主

ま

華華原子力協窟改

︻常陽﹂が菖鷲聞遡

交渉がスタート

続運転を遠成

▽十六臼

自民党原子力輪講推瀧都通府凝運

石川梨珠洲市長に黒

※科学技術局︑放射性廃

蹴囮

定議定轡藍鯛印

▽二十二日

工業団地への核融合研究旛設の立

▽二十二日原研︑茨城緊向山

省庁に要望

絡協議金が地元対策の強化を関係

り消しの 訴 え を 却 下 ▽ 原 子 力 安 全
局に原子 力 安 全 調 査 鵡 備 窒 を 設 鷹

戯職

﹁ふげん﹂が

試運転を醐始

⑳

棄物地下財藏で報鋸描︑現在の技

海外

瀬七郎氏再選

▽三十β

ん扁が試運転開始

▽二十九日新型転換炉門ふげ

議開催︑原発煙葬めぐり論識

と米シエラクラブが㎎顕米麗麗会

▽一葭麟本立地センタ1が改 地を県に幽し入れ▽臼氷贋境附会
線︑電源立地へ金力態勢へ

▽三艮動燃︑高寄羅殖原型炉
﹁もんじゅ﹂立地点の調董報管を

電機労運︑原子力開発

福井興に提 出
▽七日
に纐極姿勢打ち出す

爾空回が五十三年度

▽十一日原船嶺業繍理箏長に
▽十四日

野村一彦氏

露源闘発基本計爾を決定︑原子力

▽十七面魂照︑カータ︸会

六百十万KWに滋手

談︑核深酒の顕米共同研究で合憲

期計画が改定

原子力開発長

▽一日

▽十八日久保長紬興知遡︑辻
佐世保市長 が ﹁ む つ ﹂ 駅 程 港 受 け

科技庁︑妊産嘗が原子

入れを正践 園 筈 ▽ 科 技 ︑ 葭 垣 両 憲

原子力婁興会︑乙子

力関係予舞を概錬要求︑科技庁は

▽十二臼

庁が美浜一弩の試運転爾開を指示

自艶開発に窮点

力研究開魏利用長期計魎を改建︑

原子力婁鱒金︑晶相

承︑海上輸送の安金を確認

テナンス

㈱完全オイルフリー／㈱融体牛素、冷jil水イ、変／
⑭安いランニングコスト／⑳メンテナンスフリー／

隔子機器第2部

バソフル・トランプ／⑭舞i空rJおよび測定子／⑭爽㍗
バルフ／⑭典空フランシ／⑳フィードスルー

今年の主な動き美

燃料安全蝉門審董会の報告を了

に煙霞七十二億円の予簾濾加要求

▽十九β

二一％摺の千七首憾賜︑通産四四

田※科学技術協力簸＝

％減の三十四偲円︒

騒会設躍へ

東海再処理施毅に

圃作業部会︑核融△口協力で命同寸

▽六日

▽窩城漿女川町義脚漁協が女川原

臼韓科学技術爽務脊

﹇むつ﹂受け入れ

▽七〜九鼎

関する冒※騨門蒙金議開く︑混愈

《特
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原子力界に拾う

氏

発欝画に対し条件付き蟹成を決議

▽十九臼
会議開く
▽二十一 日

で政府︑原船勲業団︑臼蓋興︑佐
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世保市︑長晒興漁遮が五雲協定▽

積液体窒素不要のヘリウムリーク朔テクター

翻拡散ホンプの高遠耕気彊とイオンポンプの冶浄
性を兼ね備えたクライオポンプ
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産

力

原

米︑来夏にも措藁蕎定
規翻基準への爾汝も進む

るとみられている︒

にエネルギー省︵DOH︶が計画金を調達するため識会に働きかけ

をメドに作成していることを明ら

来コモンウェルス︒エジソン社

調ン・エジ社︑W綬社に二麩

ての原発発注

米で今年初め

た︒この協定はAGIP︒ニュク
レアーレ︵ENーグループ︶︑ブ

フィン深謝ニカグループ︶︑ウエ

レダ・テルモメ冥冥カ︵IRI︒

スチングハウス社の特許櫃をもっ
ているワイアット︒テルモメカニ
カ︒ニュクレアーレ︑チュルポガ

締結した取決めを承認するもの︒

︵WH︶祉に出力薦＋万KW︑加

た︒コ社のエイヤーズ会痩は﹁発

型炉二三を発注したと発表し
E蕪1は新協定によりAG庄
I水P
・ニュクレアーレ社を通じて国産

注された原発は石炭火力に比べ︑

トー木ス原発

るQ嗣原発の建設蜜は二十五懸炉︒

一〇％葺く発電できる﹂としてい

核燃料供給の役割を確認された︒

欄造物の製造︑システム化︑建設

またワイアットとブレダの両社は

組立ての轟任をもつ︒さらに新協

プは外国における協力を強化し︑

英の勉方理蘂会

住民投票を否決

定によりEN工︑更RI両グルー
原子力書置を拡大することになっ
ている︒核燃料︵潴三水型炉用︶

ト・ローシアン地域理嚢会はこの

製造会社CORENに対する出資
︹パリ松本駐在凪︶英国のイース

AGIP・ニュクレアーレ七一ほど︑トーネス原子力発電解︵貢

比率は次の通りになる︒

習決した◎この否決は建設瀦認を

て住蔑投票を行うという提案を

・五％︑ワイアット︒τGG二四 ＝ギ万KW・AGR︶建設につい
四・○％︒

・五％・ブレダ・テルモメカエカ

愈敬するわけではないが︑住民投

票で建設挺齎を期待していた反対

タービン受注

／

0

︑

聾三帰rマ智む轟僅職ア畠レ

に翻する継続調鷺とバーンウェル

ス濃縮工場での樹心法による工場

している次の予箪ーー核拡散防比

ら含わせて二重五十名が参加◎こ

製二水炉の対トルコ輸出が実現ーストリアのツベンテンドルフ

運動︵スコットランド原子力抵抗

運動︑地球友の会など︶にとって

は敗北と受取られている︒反対運

で二社が競争

動はデモに住禺を動員してきてお

U，分離精製装置

れると見られている︒

再処理工場での試験用に千八颪籔

十万炉︑実証用AFR︵原子炉サ

敷地選定とコンポーネントの調達

いるCRBRのコンポーネントと
イト外︶廃棄物貯藏施設のための

魍設計画に一懸五千万メー1も承

ただ二会窮では︑DO鶏がニュ

ーメキシコ州カールスパットで計

薄︑仲介者への資金援助︑原子炉

の予騨の支出を遅らせようとして

でCA︒パーソン︑GEC両社が

千万ないし一億四千万攣︶の受注

かにした︒

しそうである︒わずらわしい不発電所は︑すでに完成している

期の毒も出ている︒

英ヘイシヤム︑トー＊ス原発

四％︒また七三％が罵塵の公開調

る︒

㈱放射性廃棄物処理設備

第九十五回議会の最終段階で︑

一懸七千二百四十万メの衡金が

ハードウェアの調艶が進むことに

に五百万が︑オハイオ州ポーツマ

BR︶の一九七九葎度関係予籏一 投入されれば︑すでに即題進んで

クリンチ・リバー増殖炉︵CR

共同決議で認められ︑カ！タ！大

億七千二百四や万がが上下両院の

なる︒実証増殖炉の設計は︑現在

統領の霧名を得て立法化された︒

六〇％を完了︑四十ジの炉格納容

これにより一九七二駕に承認され

ているCRBR予籏を陥凹に保証
器は製作を終えその他の主要なコ

認している︒

成したコンポーネントはテネシー

ンポーネントも既に契約済み︒完

大統領が︑この予籔の支出を止

魔に納入されている︒しかし︑C 画している使用済み燃料貯蔵実験

州オークリッジや製作所近くの愈

するものとなった︒

らせるか︑無効にしなければなら

めるためには認可予騨の支出を遅

諮認可促進法案がつぶされたこと

RBRに間する作業は詳乳業関係施設IW王PPの承認または許

き嶺るとも見られている︒

が選まない早り︑いずれは壁に突

ない︒しかし︸九七四年議金予舞

には上下両院で過半数の激認を得

没収規制法により無効にするため

も︑その動議は上下雨院で哲決さ

ど︑ウエスチングハウス新製加圧

のうち西独からは六十名鑑が参撫

が蟹否にかけられる︒全般に廃

けわしい︒西ドイツの三国共岡

登評億する餌︵ウエスチングハ

だけに擾入した璽傘や契約綴務

わが国では魅しずめ︑新型転

︹パリ松本駐在鰻日英国の申央

六万KW・タービン四墓︵癒二

各繭三十万KW・AGR︶の六査
十を要求するという結粟がでてい

たヘイシャム︑トーネス両原発︵

ンド蟷叢叢︵SSEB︶が発注し
調蒼でも原発反対四二％︑賛成三

罐力庁︵C鷺GB︶とスコットラり︑十二月第一週末に行った世論

換姫︵A→R︶とCANDU炉

もとに進めている欧米諸国の現

︵K・K︶

状を晒揖の石とすべきではない

か︒

偲〈｛渇）488−2501

昇庫県尾騎群杭瀬痔」島1−1

クノースウエスト硯究所に依頼し

工場︑混台酸化物燃料製造工場︑

加厩水型炉︑沸騰水型炉︑再処理

低レベル放論性廃藁物︑ウラン製

さらに︑この研究に墓づき炉型

の研究状況について説明した︒

が進行中﹂と規制墓守作成のため

錬所等のあらゆる形のディコミ
国際原子力肇関︵IA廻A︶と経済協力開発機欄・原子力機関︵NEA︶はこのほど︑ウィーンッショニングとコストの詳細研究
︵オーストリア︶で第一働の﹁ディコミッショユングに関する箇際シンポジウム﹂を開催した︒会議
では各團で傍われている﹁ディコミッショニング﹂自諏の定義︵解体というよリリタイヤー︑任務が
終る︶が不明確なことから相互に確認する鵬薦や︑設翫の段階で解体しやすいような概念を取入れて

の研究が進んでおり︑KKN︵三明らかにした︒

水型炉開発にあたってそれぞれの

ることが必要で大統領がCRBR 今回の予舜法は︑CRBRの他
から︑DOEは来年魔予冷案で資

十二万KW︑璽水炉︶のディコミ

コミッショニングが適当かを判別

運転時間などでどの概念のディ

ッショニングを来年箋施し︑ビブ

ディコミッショニング国際シン

また大会は萸語︑仏語︑ロシア

リス原発︵百ヨ十万KW︶の解体

ポジウムには二十五か国のIA露 するための﹁ディコミッショニン

語︑スペイン語の羅訳がついたが

A羽盟国とその他の機閲の代表か グ・ガイド・ブック﹂を来年の麗

し関心の高さを示した︒シンポジ

ディコミッショニングの定義自体

W麗社のライ
センスに参加

棄物処分間題が膨を投げている

発電炉輸出国に仲間入りするこ

ウス社運G︒ハールパート︑来 クル効累に匹敵し︑ワンス・ス

の後始宋が大変で・対策は五里

をめぐる論識が将来への試金石

スウェーデンでは︑三党趨立霧中の状態だ︒スウェーデンを

激しく竸っている︒

ウムでは旧訳経験︑方法︑国内政

研究にも外挿していく︒魍独のデ

宏の三つの考えを正心に研究開発

夢EN一︑直飛母
︹パリ松本駐在鍛︺イタリアの

のが親段階の特微であろう︒

注されている︒ルーマニアへの

一月の米原産無次大会では濃縮 がそのほとんどは叢薄以外へ発

たが︑運転の司宰は完成時に萬

反対で建設続行が危ぶまれてい

そのほかの欧

検討することで︑ようやく遡邦

だ︒同じく英国では︑エネルギ

議会と据の妥協が成立したよう

州では︑全般に
まだ俸滞の域を
脱していない︒

ー嘗が商業圏遠増殖炉の建設提
案を用照しているが︑電力翻要

務次官代理︵米︶の講印から明

NFC鷺︵国際核燃料サイクで︑エネルギー省は代鎚の当面 に敬還されている◎

原産庫次大会︶が出ており︑工

の決め手にしたいとの讃えだが

だが︑扇掛も建設も自主技術を

を歪決されたオ

羅投馨繧

らかになったもので︑カーター

ル騨価︶の劉代護には﹁来醗の

バーンアップ上昇にともなう技 内閣が原子力発躍政策の不一致見習って︑二〜三無は幡勢の変

いる︒お隣りのスイスでは来隼

権限と麗任を定める協定に調印し

簾︑国際的毘地︑除染︑遡隔擬作
がはっきりしていないため第一欝

しているとし︑来国などと異なり

︑

などが話し台われた︒デずコミッ

C︶のR・パーネ二士が第一セッ どのハプニングもあり︑この概念

転換︵新しい炉に転換する︶の蕎

︵表謬照︶は防護貯藏︑埋設︑撒

策る一躍もあった︒

がいかに新しいものであるかを国

ーシャム一二簿炉をトルコへの

炉で︑すでに発注済みのオスカ

プルトニウム経済をめざす諸

度の四％への引き上げ︑濃縮テ

Rl三〇〇︶は︑地元ノースラ

醐速塔薙炉計画︵原型炉SN

磐
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