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いるため︒

と来鎌度は〜般会計手二酉四十九億四千二酉万円︵前庫比一Q・五％増︶︑蹴源特会六識二十二億八
万円で一一・五％の欄︒本格的遮

科学技術庁は一鷺︑来無二原子力関係予算概算覇王をとりまとめ︑大隊省に提出した︒それによる
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るほか︑新雨係港関係費として六

様化勘定は七九・九％増の八十三

あり方を検討しょうとするもの︒

ため︑その円滑なうけ入れ体制の

このためキャスクのハンドリング

憾鷲千六函万円と大難な坤びとな

るのは立地対策の大幅な拡充︒こ

策などとならんでハイライトとな

千七穏万円も新規︒大型炉を補完

軽水炉多総監利稽調薇委託費七

進をほかるるとともに︑原子力発

ﾍ十九簿千六蕩万円を要求︑主

電施設安金解析コード改鏡等黍託

に耐腿安全性コードの開発に痴点

このほか︑海水ウラン圓阪シス

をおく︒

テム關⁝発調蕉三論九千六齎万円︑

ステム開発調蛋委託費手簿千六否

円︑原発技術蕎教膏訓練施設に財

円︑原発品質保証検討調査二千万
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同邸会蒸本問題小委員金が中心と

保するためには核燃料サイクルの

わが国のエネルギー安全保陳を確

している︒

所や原子力研究施設の視察を予定

之時岡部総舎計画麗放射化工副書

長・中国原子力学会常務鐸灘︑方

師長・沈俊雄二部原子炉システム

研究設議院副技師長︑尚永驚闘部

で︑わが煽との交渉では︑昭和五

十三卑八月に磁煽原子力協定改r

園会にお

原子力に貢献する徳田の原子力関連真空装置
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み︑五十八年完成をめざす︒

関係機陀の人員は顔懸盤八名︑

このほか︑註解興廃蘂物処理処

ィージビリティ調燈をスタートす

する中小型炉の可能性についてフ

実験などが計顧されている︒

分対策委託籔として一一鱒七千二齎

のために新設される幽つの交付金

る︒また︑第二再議理工娚技術確

このうち隔子刀の寝全性確保蒋

万円を灘士︑海洋投纂のためのパ

設箸立地協力交付金では康発縫地

制度のうち︑とくに猿子力発礪施

っている◎

ブリック・アクセプタンス対策籔

万円を計上し︑昭和六十・五無兜成

証調査蚤託費には二十二億千九薗

動轡語八十七名︑原船頭二十名︑

などにあてる︒海洋投藁について

凋辺の彪気料金を実質的に劉引く

放医研六名の増員を要求する︒

は今隼度分とあわせ実施計画の約

る︒

という画期的な試みの実鏡をはか

帳万阿を計上しているQ

改鍵技術確証試験に十二慮五千流

をめざしている第ニ工腸の翫闘推

半分程度が予鐸化されることにな

原子力発露の安金性確保対策費
では號⁝謡次改良標離化調査のスタ

ン構想調査に三千万円を予楚︒

る︒また︑パシフィック・ベース

︸方︑遡雇蜜の原子力関係予舞

策︑薄荷追従運転のための蔦性能

ートが焦点の一つ︒被曝低語化対

鱒千四闇万円︑財政投融資は七三

は〜般金計が二丁六％減の十六
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が大編減となっているのは︑おも

て推論されてきた門原子力南岸製

い英仏へ薄処理を委託している放
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鋭﹂が今隼度で〜慮終了すること

にこれまで大型プ穏ジェクトとし

になっているため︒これに対して

放賑研は二二・九％増の丑十四

え︑実証炉設計の詳細化をはか

初の本格的プルトニウム二瀬研究

億九千八葎万円︒このうちわが国

億六千万円を計上している︒

いても三億五千九百万円を予定し

二十二億四千酉万円を予定︑この

る︒原型炉﹁ふげん﹂の運転には

安全研究は放射性麗棄物対策に

るQ

投から四十二態円が晦まされてい

五十七年度には終了させる︒

天・八％期︶となっている︒
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に送り返されることになっている
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電源特会は立地蒔石が
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増の七曲譲十八鰺鞍置落万円︑多

を再検討するほか︑原子力の開発

Ψ和利用の交流と協力の可能戦を

れは七月に︑日中澗挙揚の原子力

施設となる内部被曝実験棟建設に

立地健進簾︑原子力発電のいっそ

は十七億六千二齋万円をつぎこ

を建設し︑禽計七千台を運転入り

ふまえ︑印小破断を想定したRO ット・プラントののこり分三千台

国斎訪賊した際︑会談のなかで浮

さぐるため︑原産訪中代蓑田が中

利用健進の観点から︑原子力発酵

施設の設甜・建設に心手する︒

を要求︒高レベル廃纂物安全試験
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原子力政策見直しへ

ほか︑﹁もんじゅ曲用の桝繕製造

鷺環欝億八千五藤万円をつぎこみ
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学的安全研究では︑TMI溺故を層七千醤万円を計上︒濃縮パイロ

施設の完成をめざすとともに︑工

設蟹二千懸円のうちおよそ七五％

ウラン引当については薇八十五

これが認められれば来犀慶で総建

昭和五十九隼九月完成をめざす︒

が予算化されることになる謝郷︒

のための方策について審議する︒

うの安全性の確傑︑信頼牲の向上

最中・原産蕾脳をはじめ原子力関

馳券種新しい情勢ふまえて

係養と金談するほか︑脹学力発電

八億七千八頁万円の饗求︒海外ウ
の代諮エネルギーの憲力としで強

の策定も今園検討の俺点の一つ︒

た新しい核燃料サイクル確立戦酪

させる︒原型プラント設工費は

力に原子力開発をすすめていくた

動轡は八・六％轡の千鷺百十六

田中通艦梱は二十八脂︑総出エ

めの墨体的戦略を検討していく︒

簿二千八爾万円の要求︒このうち

ラン探鉱については六十億論点
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今経度末魑工正麩の高速増殖炉原

ロジェクトを欝進ずる︒今隼にく

万円を奇禍し︑世騨各地で二十プ

型炉

﹁もんじゅ﹂の建設には百八

日来核融舎協力には四十四簡八千
齎万円を予嘱している︒

多隠的商磁ガス炉研究は五幸四
欝一千万円︒このうち大型構逓機

なって検討を行い︑来蕃をメドに

雛実証試験ループ︵班氾ND麓 十鐘㎜灘万円をつぎこむ︒新型転

て兇黙すよう諮問した◎前圓報告

位譲づけ︑政策のあり烈烈につい

代表醐のメンバ1は次の通り︒

るが︑これは来奪度は論点を絞り

▽団擾

らべ一プロシエクト減ることにな

自立化が不可欠との観点からウラ

を予建︒げんざい行っているチュ

ン資源の安定的確保策︑ウラン濃

葦葺第二機械工業部醐

一盛の紬論をとり藤とめる予窟︒
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以後の内外再論をふ調え︑こんこ

円を謝上し︑五十八隼獲完成を

就中的な探鉱を行うことになって

ック・アンド・レビューをふま

陶部盆が前回蝦告をとり濠とめ

めざすほか︑実験炉詳細設計につ
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長︒中獺原子力学会理鱗▽団員
六千万KWを闘発する扁との露標 物処理処分体制の確立などについ
てその総倉的な推進方策をあきら 戴伝麹岡都北票原子力研究所副駈
をうちだし︑その達成へ向け核燃

中国機械工業部

代表団が来日

蔵︐三光岡部総愈計画局副局

十悪後に全鍛力群の空空％稗度を

一︑原子力発電コストは石盤火

轡長

岡大量は︑まず﹁経済問題でエ

力発醗コストの約辛分程度であ

部長・中国原子力学金副会長▽秘

ネルギー問題ときりはなせるもの

る﹂とのべ︑この警標達成へ響け

まかなえるようにする必要があ

備︑再処理工場の建設促進︑廃夏

﹁エネルギー問題は︑こんにち

はなにもないしと︑こんこ二本経

縮実用化のための奇襲化体制の整

の麟本経済が疇出しているもっと

済が健全に発展をとげていくうえ

料サイクルの嘩立︑機器産業の基

たのは︸昨隼十月︒それによると

も璽要な課題の一つだ︒このため

り︑こんご代価エネルギー騰発の

盤強化などを積極晒に推進すると

報告は門昭和六十五年度に原子力

原子力をはじめとするエネルギー

でエネルギ1問題の解決が最大の 全力をあげるとの姿勢を強≦つち

最纒先課題とする必要があるQこ

しかし︑そのこ石痴をめぐる国

の蕩え方をあきらかにしていた︒

かにする︒

開発資金の確保臨画については通

のため︑十隼後には冬葵〜薄万K

だした︒

W程度を開発することとし︑︸あ

産省の施策の巾35にすえ︑万金を カギの︸つをにぎっていることを
強調したあと︑代勧エネルギー開

岡大羅の会兇要繍はつぎのとお

期していきたい隔1一田中山ハ助灘

同調総盆計闘周物理技帥︑張宇傑

9月16田から27日野猫局慶動制御醐技師擬︑王成孝
巾圏第二機械工業部代衷駆が田

鰹同部宮塚魍際課員

在賑中魍大便館益駿講詑冒︑張鱗
では﹁原子力発霞の役國のいっそ

月十六田から二十七醸蒙での十二

うの拡大﹂が合慧されたのをはじ

協力協定が発効

定の改訂を進めてきた︒その中

本原子力産業会議の招きで︑九
促進には国民の理解がなによりも

が大きく変せんしたため︑こうし

新増加原子力

大軍だ︒この藤でも努力していき

していくQしかし︑こん︸．﹂の立地 化︑今奪六月のベネチアサミット

際エネルギー蝦勢はさらに緊迫

塵大馬は八月二十七陰︑日水プレ

畑鶉魅エネルギー開発促進で

爆標に焦点をあわせて政策を展開

資金確保に万全期す

スセンターで詑番会暫し︑こん︸︑﹂

総合エネルギー政鐵の確立へ購け
強い決憩でとりくんでいく葱向を
あきらかにした︒

た新しい状況をふまえて原子力開

終了し︑原子力をめぐる国際嫡勢

め二隼単にわたったINFC鴛も
理工場などタウンストリームを確

一︑原子力開発については鰐処

たい︒

立しておくこともきわめて鍾愛

一︑エネルギー懲発投殺は予算

り〇

面の障雷によって阻害されるよう

て︑氷鋸五月︑第九十

議定磐の署犠がなされた︒そし

いて批准承認され︑このぼどその

なことがあってはならず︑税制

九月二臼︑閣議の承認を傅て新

箏驚黍続きが終了したもの︒

発戦略の罠直しを行うことになっ

カナダは以荊より核不拡散強化を

だ︒登地問題などなかなかむつか

はかるため・各級と懸子力協力協

譲︑金融颪で万金の措概をとって

今圓の検討では︑こうした偶勢

臼加原子力協力協定が発効した︒

をふまえながら原子力の位調づけ

たもの︒

捗をふみだしたい︒

いく必要がある︒とくに︑贈源立 しい点もあるが︑ぜひはやく第︸
地促進対策については総舎エネル

社糎

ス平
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十四万三千KWに達した︒一方

今井大使の

歓送会開催
﹇日︑工糞クラブで

磁本原子力産業会議は一筆︑索
東・丸ノ内の臼本工業クラブで︑

科

しかし︑慮分自
身の中ては
学技術と刷目の
国際的舞台での
関連について

というテーマは
一貫している偏

と語った︒ま

て︑これまで運転申であった甑ド
このほど駐クウェート大使に任命
イツのグンドレミンゲンKRBl

子力から放り出

た︑﹁これで原

発熱技術部長︶を囲み︑歓送金を

一号︑仏のマルクールG1二暑︑された今井降吉氏︵前刷本原子力
米のインディアンポイソトー号の

こも原子力の仕

ていない︒こん

されたとは思っ

この食には原子力関係者ら・臼

開いた︒

ごろ今井氏と親しい暫二十名余り

事はできるだけ

繊麗鎌継＋七難五千KWが閉鎖
今回の調査紬渠では︑運転巾の

が参鵜︒松井明原産副金長の乾杯

されることになった︒

原子力発電所をもつ原子力発電国

つづけたい篇と

定︒

九巳に赴任の予

今井氏は九月

強調した︒

の欝頭で開会したQ

﹁数学︑国際政治︑新聞︑原子力

あいさつにたった今舛氏は︑

はニセニか国で︑単年前の調蕉と

原子力発露設備容量では︑※の一

ってきたことをみて︑珍獣・窃獣

発騒騒祉︑外務省と︑これまでや

かわっていない︒また︑運転中の

位︑日本の二位︑ソ連の三位はこ
れまでと変動はないが︑薗域六位

の仏が初めて一千万KW台に到遠 のようだと言われたことがある︒
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（庄）頂痘は運転〔bの発電設蒲容墾贋を原黙とし，顧次，建設中，発庄済みおよび計登串の容雛頃とした。

に入解し︑十四詩アンペアのプラ
ズマ電流を励起︑紙持させること
に成功したもの︒

核融命の実用化には︑莫大な数
のイオンと電子から成る超開田︑
高密度のプラズマが必襲︒

プラズマ電流は︑このようなプ

トカマク炉は︑その袴的な炉と

ラズマをつくりだすもの︒

隙研の今圓の威果は︑いわば・

このプリンスストン大学の値よ

り︑一ケタ上まわるもの︒

国際会議あんない

▽田際安全傑健研究駈電催﹁放

射線のリスクに関するフォーラム

九月二十二日〜二十三臼︒※燭ワ

ーー電力会社と医師との対話﹂翻

▽綴際原峯力機関︵王AEA︶

シントンで︒

寵催﹁原子力発電所の口㎜質保証に

三月十一日〜十五日︒オーストリ

関する国際シンポジウム﹂一1来背

アのウィ⁝ンでQ論文提出締切り

は十月六賊︵原麓必鳶︶︒参加興

以上問い愈わせは︑原産企顧察

し込み締切りは来年四月三日︒

▽米周原子力学会︵ANS︶童

まで︒

催ワークショップ﹁原子力施設の

安全性一鐸十月五日〜八日︑※国

▽来国原子力産業会議︵AI

オークブルックで︒

F︶主健ワークショップ﹁新たな

ついて﹂鐸十月十四田〜十七日差

状況下での原子炉の建設と運転に

※国アトランタで︒スリーマイル

島原発事故後のメーカー︑電力︑

以上問い禽わせは原産技術課ま

規制当周の対応を中心に︒

住所千

原涯に

で︒

理研究駈がACT11を使い︑一東京タングステン︵株︶

来のプリンストン大学プラズマ物

社畏巾尾智三郎氏

形

グ汐／彰
トーラスニ弩機︶による高周波実

入会

原研の発表によると︑今年七月
として︑JFT12︵原研核国国

験を行ったのが五十工蕉︒さまざ

畳ワットあたり二十アンペアの

代工区鍛槍晴一一−六1︸

髦b〇三−二五六一六四一一

干一〇

まな工夫と実験により︑このほど

電流励起率を得ているのが最高

Wの高周波をJFT−2プラズ値
マ︒

七酉菰十メガヘルツ︑否二十五K

飯尾博一

郎︵旭化成︶︑北川一男︵茨城県

工︶︑落命甫︵原研︶︑亀山大二

シニアリング︶︑及川健︵川幅重

ィー・エス︶︑太田文馬︵東洋エン

藤誓央︵晒本開発銀行︶︑末光久

ー︒エス︶︑戸田哲雄︵間粗︶・

計︶・松井勇︵福島集保健環境

胴元祐︵原産︶︒

︵中電︶︑江波声邦和︵エヌ・テ 部︶︑的場政史︵三菱戴工︶︑購

石博︵関電︶▽団員

苓φ6◇OAY9φ0ム▼負98φ◇φムサ8φ◇OOO◇φSO8φ＄ウ8

柵欧州原子力視
察団︑五日出発
日本原子力産業会議派遺の㈹欧
州原子力視察団︵団叢・吉田正〜

中部電力副社畏︶は凹田︑JAL原子力協議会︶︑小暮良Ψ︵住友

一行は︑西独のミュンヘンでひ

雄︵欝士電機︶︑杉野栄美︵田

原子力︶︑斉藤酋久︵動轡︶︑優

らかれる第十一園撹界エネルギー

圃︶︑頒中山︵佐藤工業︶︑大農

四二五便で成田を嵐発する︒

会議に参加︑ひきつづき西独︑ス

輝夫︵B本原子力事業︶︑璽谷茂

永野卓三︵小野濁セメント︶︑芳

︵四四︶・徳久誓央︵エヌ・ティ

イス︑英︑仏の原子力旛設を歴

国の原子力開発の実態を視察・調

訪︑二十一B間にわたって欧州各

査する︒

島県環境局︶︑藤原成司︵開発設

賀幸雄︵間纐︶︑藤井重雄︵鹿児

モ＝

1＝

齪鵬

仏︑ソ連圏の躍進めだっ
原産調べ 新たに順順が運開
滋庫原子力塵業会議の調査によると︑世界の原子力発電所は運転中︑建設中︑発庄済みおよび計礪

中のものを含め六月未現在で︑総謝六酉四十四基︑設備容疑五億四壬酋二十四万KWとなった︒こ
の半年間に新しく八棊五酉七や九万KWが運転を開始し︑五基三百三十二万KWが︐佃工︑一塁百三十

方でキャンセルもあい次ぎ︑八虐九藪十四万KWにのぼった︒今回の調査ではアメリカの惇揚と比し

万KWが発注︑二塁二百六十七万KWが新規㎡画に組み込まれるなど蕊実な結縄を示した︒しかし一

て︑フランスとソ建圏諸囚の躍進が菌立ち︑世界の療子力地図の上ても︑その明晒がはっきりと浮さ
彫りになった︒

ドイツのノルト二号の各一基であ
し︑麺独︑英を抜いて吏僚に躍進

で︑今回は六月末時点での実績︒

る︒また︑着工となったのはチェ

産圏諸国の原子力発電に対する強

した︒また︑ソ連を妬心とする共

世界の原子力発電所調董は原熊

コニ墓︑ソ連二基︑ルーマニア一
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基となっている︒新たに発庄され

集計の結果は別表に示す通り

が毎無二回︑六月宋とやご月束現

に︑新たに八棊五百七十九万一千

い意気込みがみられ︑ソ運︑索

在一

2

18ア2

発霞炉を対象に集計しているもの

KWが運転を開始し︑五基三葱三 たのは西ドイツの一墓︑新規計画

規の建設︑計画への準備も四々と

溝︑チェコが運転設備を増し︑紙

論予測燈︑一詩ワットあたり薦六

饗

脅94
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原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで
す。単にバルブとして汎用弁と混同された
ら技術が泣きます。

在の定格電気毘力三万KW以上 の で ︑ 荊 無 末 に 比 べ ︑ こ の 半 年 間

十二万KWが右工︑また一墓颪三 に組み込まれたのは仏の二鷲のみ

装本原子力研究所︵藤疲蠣雄理

十アンペアに迫る数値である︒

告

2

聞
十万四千KWが新たに発注︑二基 にとどまった︒

事長︶は八月二十八臼︑高周波舶

核融倉の実用化に不可欠なプラ

整えている状況がうかがえる︒

さらに一方で︑来國でも原子力

スマ電流の安定維持は︑今國の原

こうした設備容癒の鵡実な増加
とは瑚に︑建設計幽の中建もあい

のプラズマ露流を励起︑維持させ

熱による実験で︑十四詩アンペア

二璽ハ十七万一一千KWが新規に謝
画された︒内訳をみると︑運転開

許薫製発給手続きが爾令し︑本年

して各国で激しいデッド︒ヒート

末までに新規原発の運転入り︑建

研の成巣により︑その実用化に︑

いるのが︑安定したプラズマ彪流

を演じ︵いるが︑その壁となって

次いだ︒特に今繊の特徴は︑その

ることに成功したと発表した︒こ

あかるい見通しを得たものと︑関

キャンセルのすべてが来〜国だけ

設義箏が兇込まれるなど︑世界全

係蕎は評価しているQ

号︑グラプリーヌ一鴇︑トリカス
のものに隈られている点である︒

ンペアの影写励起率で︑米アルゴ

れは︑一種ワットあたり百十ア

始したのは︑仏のダンピエ⁝ル︸

タン︸腎の三幅をはじめ︑ソ連

体の原子力発電をとりまく環境
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エネルギー革命を展開する趣のバルフ

核流体制御精機の領域です
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○

千

業
産

力

︑

疹熱熱今

下院で可決した法難の正式名称

研究・開発・実証法扁 ︵HR山ハ一鳳

は二九八○隼核融舎エネルギー

画法集は︑一九七八琿以来の核

○八︶︒

融命をめぐる一遡の科学研究の進

歩にふれ︑﹁撹界の科学暫は今
や︑核融含開発の工学段階を積極
的に進める晴期だとの信念を表明

核融倉の﹃アポロ謝画﹄が必要偏

の研究開発実二三醐を確立し実行

緊急時計画が認

可の前提条件に
N院Cが新規則
米原子力規制委興会︵NRC︶

して発覧所から約十碍︑食物摂取

放射能璽による大気吸入酔臥に対

緊照隠対応が不十分と判断し︑四

ばならない︒NRCが︑それらの

月一尉までに履行されていなけれ

テムの整備を除き・一九八一琿四

か月以内に改謎されなければ︑N

による被曝防止に対して五十瞬

一︑熱闘番は︑詳細な緊憲時謝

に︑それぞれ拡大する︒

醐の爽施手順をNRCに提出しなRCは早急に原子炉停止を考慮し

一︑NRCは︑運転認斑の前提晴規則案を発衷し︑一般公衆から

策がある③運転を継続しなければ

②欠踊を捕うだけの十分な暫定対

計薩の欠陥は蓮要なものではない

NRCは︑銀簾十二月に新繋懲蕎が︑NRCに対して︑①繁慧時

なければならない︒ただし︑施設

は︑八月十八厳付け遠邦三二で︑

ければならない︒

コメントを求めていた︒新規則

ならない止むに止窪れぬ理由があ

新規則の主な内容は次の鷺点︒

新しい緊長時規則を発喪した︒

条件として︑施設蕎︑州および自

効する︒

は︑窟報告添から七十五日後に発

ば︑運転を停止しなくてもよい︒

る1醤の続足のいく説明ができれ

治体の興急時計画を塞蛮して︑放

薗は︑十五分間の翼急時蟹報シス

設醤︑州および自治体の緊懸時計

運転中の原子炉については︑施

射線緊要時に十分な防護描畷がと
れることを確認しなければならな
い︒

億四千万場と発表した︒またこの

っていた︒しかし︑ホワイトハウ

︹パリ松本駐筏鼠︼ベルギーの

シャルル・フェルディナン・ノト
スは七月十四日︑﹁G鴛SMOの

原子力技術協
力協定に署名

の約束を曼けていることを明らか

同原発はベルギー国塊にあり︑

にするコミュニケを発表したQ

拡張計画にはベルギー圏内でも反

対自動が起っている︒フランス政

の質問とそれに対する園芸を含め

府は四月に公開調査における自民

て結渠を通報することを約賦して

ASTの基

いる︒

礎工事終了

酉㎡焼のルプールに一一困万KW康 で︑人鎖三十五万の地区の暖房を

がととのった︒だが岡行政裁判所

八月七磁には運転再開できる準備

た︒

認められたので再び停止してい

からの資金の供給という南北間の

技術と資金の供絵︑アラブ産藺燭

われる︒この場禽フランスからの

だとその輸送に鉄道タンク旧約一

さなければならず︑たとえば石油

リーの標鵡燃料を無闇資万ゾ燃や

§沁

〜雛

︸

目艀玄小

記録・ま）」、します。

m冗

麟
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一︑緊慧鷲計画の対象範鰯を︑

来原子力規制委員禽︵NRC︶

舞であり︑米国の核不拡敵および

に宣して︑ベルギー政府がフラン

W︑PWR二塾︶の公開調査完了

十万K
︵連邦特別侵愈基金や特別税収シ 化物燃料のリサイクル利用に関す

アート・アイゼンスタット内政問

外交政策にも逆行する扁︵スチュ

ョー原発拡張計画︵颪＝

ム外相は八月七難︑フランスのシ

に関し︑一般からコメントを求め

O再開に反対を表明している︒

ス政府による公転調査結粟の選報
題担当補佐富︶として︑GESM

る一般職境南明澄︶手続きの再闇

の開発⑥総台的な環塊モニタリン

RCによる低レベル廃棄物分類法 る旨を明らかにした︒コメントは

ステムなど︶④立地屑二食への連

棄物管理が猛機的状況になると指

処分場の新規開発が還れれば︑廃

邦政滞の財政的・技術的援助⑤N

および爽証炉の稼動題標をそれぞ

グ計醐⑦N飛C︑運輸省による総

倍掴する︒建設資金は岡出力の軽

故障の糖果︑八二無の修理作業蟹

ソ連︑原子力給熱へ

ソ連APN通偲によると︑ゴー

リキー布郊外に建設中のソ連簸初

確傑できる︒普選のボイラだと︑

フランスの

構原発は七八鋸六月十八こ口タ

るかどうかを融資の後七月三十田

発の建設を副饗しており︑フラン

発熱猛が一瞬鰯当たり七千謎カロ

︻パリ松本駐在鼠

ービンの厳秘と微鐙の放射能を帯

送電を開始したが︑三十一臼に一

スとは資金協定を交渉の畢定とい

モニタリングポストてす。

善ヂ

醗豊指向駿Nai（τ1）シンチレータを抹糊しました。

を桶損しています。
⑭検出部の周圏、二度を一定化するた：めの橿温蓑置

、、ナ趨部の空調およひノ鍍補債幽門により、巌
度麦化の影響を極めて少なくしました。

耀磁離士電機

勇要であり︑DO猛はそのための
奨励策をとるべきだ﹂と指摘して
いる︒また︑核融台の開発利粥を

サービス歓︑ジェネラル・アトミ

稜極的に進めるため︑エバスコ・

ック樵︑マクダネル・ダグラス

理研究所など︑高い技術能力をも

社︑プリンストン大学プラプマ物

つ罠間および公的機関が昨鋸﹁核

民闇産業界でも強く︑来原産︵A

融台発電の実現を支持する報告書
融愈協会﹂を発罵させた︒

王F︶は昨照門に︑今世紀中に核

を発表し︑﹁薩業界は今から核燭
台開発に爽質的に参加することが
開瓢＝＝＝コ一＝＝＝＝幽＝＝＝＝2諜コ＝階＝冊胴冊盟＝冊篇＝コニ＝一累＝隔隔一＝需階＝＝瓢一＝量一営開

﹁処分場は広域立地で﹂
灘錨廃棄物処分で報告書
処分場の広域立地確立のため幽間

全米知事会議︵NGA︶は︑こ ている︒翼体鮒推進策として︑①
のほど︑﹁石州は低レベル廃鍛物

協窺締結②処分場の必要性と広域

は八月十三田付け連邦留報で︑G

フランスがベルギーに

G匠SM⑪再開クル評纐︵INFC￡︶の結果が公開調査結果
出るまでということで俸止してい
の通報を約束

澱任をもつ︒新

立地方針に関する一霞の会議を開

たが︑INFCEが今無二月に終

の安全処分の第

催③処分場が立地される州や地域

で一般の声募集

たに低ベレル廃彙感動分場を聞発

再開は︑国家の安全探陣にとり円
ESMO︵軽水炉における混合酸

NRC︑留報で工料 了したため︑停止の理由がなくな

することは白雨の澱糞蟄優先課題

に財政的インセンティブの付与

ンガス上院議貴らが七月十五Bに である﹂とする同会議タスクフォ

一方︑上院では︑ポール・ツォ

するーーなどを定めている︒

来国では現在︑臨界プラズマ条
件の達成を目指すトカマク核外食

エネルギー工学法案﹂︵S二九二 賛成のもとに採択した︒

試験炉︵TFTR︶をプリンスト
提案したこ九八O奪磁気核融盒 ース報儀欝を︑五十州の全知襲の
ン大学で建設申で︑それに続く核

れ一九九〇隼︑二〇〇五年として

融倉工学試験装置︵ETF︶の予六︶が審議中︒上院興は︑ETF 報告諾は・まず低レベル廃藁物
備設計も行われている︒このよう

九月二十九臼京で受付けている︒

な状況をふまえて︑同法薬は︑①

摘Qそのため︑全米五十州に別個

琿以来︑カーター大統領のリサイ

GESMO手続きは︑一九七七

ETFを一九八七庫までに稼動さおり︑下院案とは著干異なってい

舎的な検奄実旛体制一1などの政

している﹂と述べており︑マコー

に立地する必襲はないが︑六〜八

せる②商業実証炉を二〇〇〇年ま
るので︑下院纂と調整のうえ︑近

マック議員ら核融台促避論者たち

クル反紺と商業再処理の無期延期

政策を反映して︑暇際核燃料サイ

の霊容器の据え付けが亮了した︒

水炉原発の約二倍と見秋られてい

上り︑この間の代数鬼門料金は二

泡W︶歓では修理疑は九千万場に

炉礁物前の工場で組立てられ

鵬距

臨象
策︑挽面面の勧鑑を行っている︒

た︒

一方︑グラブリーヌ原発二号機

バングラデシュが仏と

の原子力絵筆ステーション︵AS

︻パリ松本駐在二目岡連総会に
出席した婦路︑八月二十九日︑パ

原子炉格納毒害の鉄骨重み立てが

リに立翻ったバングラデシュのラ

行われている︒高さ五十厨の建屋

え︑送電を開始

九週間の運休終

う︒

は二懸場膨張する冤込みだとい

SPX製で窺三七蕩十五ゾ︵付観

︵問︶は八月二田臨界︑岡二十六 た炉の孟容器は︑ステンレス鋼
露午後十隠二十八分︑初送電を行

った︒出力引上げは願調に進んで 品とも︶︑臨径瓢十一綴強︑高さ

転再開を認可
規︒一一十一臼︑工場から炉建物離

︻パリ松本駐在鼠回西独のシュ

フェッセンハイム原発一献機︵八

いるQ

に運ばれ超璽機で蕩さ三十五層ま

レスビッヒ・ホルシュタイン州行

十九万KW︑PW飛︶は八月語同協定はフランスにおけるバン

パネルなどが収められる予定︒二

には二基の原子炉︑コントロール

西独ブルンズビュッテル

グラブリーヌ三弩機︵問︶とト

菖は井戸

政裁判駈は八月二十一譲︑ブルン

グラデシュの原子力技術番調練と

コンクリート打ちが終了し︑一号
で引上げられた︒二十

ズビュッテル原発︵八十万六千K

橘報・專門家の交換を規定してい

T︶は︑現在︑AST鉱害の基礎
リカスタン三号機︵岡︶が今無十

の爽上まで移動され︑下して据え

漏運転再開︑十麟送電を開始し

る︒バングラデシュはダッカから

ーマン大統領は︑フランスとバン
二月または明澄〜月に送臨開始の

付ける作業が行われた︒この作業

た︒九遍閲の傾止期間巾に核燃料

フェソセンハイム原発㎜号

予定︒ダンピエールニ号機︵同︶

W沸騰水型炉︶の運転再開を認聴

を取懲え︑魎材六か所に欠陥があ

グラデシュ闇の原子力技術協力棊

は遅れて明無二月送電開始の兇通

の冤成でスーパーフェニックス

した︒

れた︒九月末には主容器内に冷却

びた水の漏洩が発蝿されたので運

時間当たり四︑署認の蒸気漏洩が

容与竃に署名した︒

しだ︒さらに明隼中には数墓の運

うち雨落五十万労働階間が消化さ

建設に必要な千二酉万労働二親の

ナトリウムと熱ナトリウムを分離

休したQ修理には二無以上かかり
土木玉代が完了する︒この内部構

は運転馬開の資料を審査するため

二号機は七月八爾後もサイクル

ち機械・磁気工購に入る︒

こ〜三年に一盛燃料を敗りかえる

万七千繭が必要だが︑原子力だと

だけですむ︒

三角協定による原発建設が警えら

定している︒

れる◎フランスは器材の輸出を想

造物の璽羅は六義五＋沖︒そのの

燃料取償えのため檸止Q

NERSAのポリス・サイトチ
一か月の猶予期間を求めた︒州の 延長運転申だつたが︑八月門田核
いる︒エレクチテートベルケ︵H

安金性機関の謂可は七月に下りて

ため、療ダ力委負会より公禰された 環境放躬線
モニタリングに関する指針 に適合した環境放射線

総連

する内部購造物が据え付けられて

憂の炉の台計熱出力は菖万KW
中には︑フランスがソ連︑覆水を

安全容器内へ主

国になるものとみられる︒

追い抜き世界第二位の原子力発弛

転入りが予定されており︑八一年

二十綴︑壁の隈さ二十五〜六十︑︑庚

行政裁判所が運

る︒

夏芝毯はすでに八二KWHを越え ¥二田︑炉舛戸の安全容雛内へ は丁二瑚で二十五葎で核燃料が

二十万KW高速溺殖炉︶では八月 開始を確認している︒その増殖率

だとの広域立地の方針を打ち出し

か所に最適の処分場を開発すべき

鱈力を供給するためのトリカスタ

スーパーフェニックス

容器据付け完了
︹パリ松本駐在風Mフランスで

ニックスが一九八三難末頃に送電

N￡RSAがクレイマルビルで難ェフスキー社長はスーパーフェ

ン原発二弩機︵九十万KW︑PW
R︶は︑七月二十二闘に臨界して
いたが︑八月八田年後︑初楠葉を

核三食の開発促進を嘔える声は

く採淡される兜通しだ︒

窟はこれらの國標を達成するため

でに稼勤させる③エネルギー伍長

スタン原発二弩機とグラプリ⁝ヌ

は︑この八月にはいって︑トリカ

建格出力遜転を続けている︒その

9◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎肇◎◎◎◎◎◎◎

も﹁核融台開発に制約があるとす
サ
れば︑それは技術でなく資金だ︒

醐

と霊難している︒

訂購求額より約九千万が大幅に上回る四億三千四琶五十万がを認めた︒

八〜黛鹿の核融台予算として︑カーター政権の滋初要求額よりも三千万が︑財敵緊縮政策発表後の改

ネルギー開発のため総額二講論が︵約四発四千癒円︶を支出することになる︒下院本会議はまた一九

員︵民主党︒ワシントン州︶ら約酉六十名の超党派議員が提案したもので︑今後二十隼間に核融含エ

を︑三百六十五対七票の圧倒的多数で司決した︒同法粟は︑今奪三月にマイク・マコーマック下院議

来国の下院本会議は︑今世紀末までに核融盆異謹プラントを稼動させることを口論蔓立とする法案

殊蕪来年度予算も大幅増額

実証炉へ陶け蹴臆ドル

︐

隠圏

原発二号機が︑あいついで送電を

行っだ︒岡一暦機︵同︶は五月三

働エネルギー平担化幽路（B本原子プフ研究所所有
牲誇〉の抹罵により、入射γ線エネルギ嘱衣二階

崎州濾

ぬ

十一﹇q垂垂開始︑六月十一臼から 設中のスーパーフェニックス︵菅

畠士闇闇製蓮講式会徒

計ノ自ll畢業部

〒1GO爽京都千代田区有集町1−12−1（新有泉町ヒル＞TεL（03＞2117111る

臥

富士環境放射線モニタリングシス艶ム

特長

睡

原∫力施1没周辺のγ線を事｝㌔渋よく連紘的に1翼il瓦し、

売測定します。

．一

ユーロディフ濃縮ウラン工場に

開始した︒

グラブリーヌ原子力歯茎所（フランス北部海岸）

礁趨灘聾〆

ボ

仏トリカスタン2号、グラブリーヌ2号

︻パリ 松 本 駐 在 興 ︼ フ ラ ン ス で

あいついで運転開始

原∫力施設周辺の媒境放射線；甕｛の軸視を勧なう

酎γ線を高感度⑳高精度で
@
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・〃三二

本郷の学士会館分館で﹁原子力防

た◎各方面から閲係留二十数名が

災に関する公開研究会﹂を共催し

に幽するいろいろな蕩え方をぶつ

参加し︑主催蓄翻は﹁原子力防災

けあって︑討論するためにこの機

次に︑中島篤之助氏︵学術会

会をもうけた﹂と説明Q

議︶が讐﹃新防災対策﹄を批判す

る﹂というテーマのなかで︑﹁日

もかかわらず︑聰るべき防災体制

水は世界第二の原発懸になったに

ができていない﹂と述べた︒さ

らに︑原子力安瀬委員会の門原子

て篇にふれ︑原子力防災計醐の整

力発電藤讐周辺の防災鮒策につい

なうと述べていることには疑問が

備を災犠灼鐵基本法に墨ついて行

あり︑原子力防災は地方圏禽体が

理で︑新たに国が全颪的に費任を

中心となる三密対策基本法では無

もつ体制を作らなければならない

また︑赤塚夏樹践︵前松江高専

と強調した︒

について漏というテーマで︑原発

教授︶は﹁島根原発の防災体制

所在地の県民としての立場から話

の下に現在すすめている﹁原子力

をした︒同氏は︑緊が国の指導
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二十五田︑門島根原発の防災対策

日本科学煮会議︒島根隻部は八月

についての提案﹂を県に提出した

ことを明らかにした︒この中で同

支部は①施設のすべての﹁先行的

事象﹂を迅速かつ正確に凝側に通

報させること②災苫想定とそのお

のおののパタ⁝ンに対する防災対

策の確立一1を提案している︒
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鉛ガラス と遮蔽機器

様

蔓

壁

性：圭60σ％

ホットサイズ：730

％

コールドサイズ：38び％

厚

さ：1000％

シャッター厚：鉛50％
総重量（外枠含み〉．約14，000kg
ハルト照射室シャッター付遭…蔽窓

○大小遮蔽覗窓

○フォークリフト用遮蔽窓

○照射装置

○各種遮蔽機器

○サンプリングフード

○その他、特殊機器設計製作

藁囲離三一踊
〒160東京都猟白凶lh析律】4−8−10

TELO3（377）81貝

O

聞
二

業
産

力
子
原

輸入晶に多い哉障L
訓鞘解影標準化の推進必要

それによると報銭は︑わが圏の

また︑製作蟹理︑施工管理︑運転

いうものが比較的多い﹂と指摘︑

性の確認が十分でなかったためと

いっそう充実︑原子力発魔施設の

さらに報働は﹁品質課証庸動を

をあきらかにしている◎

示している﹂との墓本曲な賄え方

臨剛一
●

動力炉・核燃料開発事
翼囲の理瑠になった

追田

泰章

やすあき

もっとも身近かに感じた原子

で志向する︒生粋の大蔵マンで

﹁誠

まず原動研の増増炉︑燃脳︑経

一無闇にわたる研究磁動の成果が

済グループなど十グループから︑

このため︑こんご漂子力部門を

バーなどを開発︑被曝暴威化に新

ール︒クリーナー︑キャスク︒カ

贋境︑欧来各国の原題力施設にお

力︑原芋力難業の展開とその国際

ら︑代麟エネルギー開発と原子

金の一望︒中物論をあ京り吸収し
ないため︑原子力発鷺所の燃織被

力界にとって璽要な問題の総揺的

発な調査研究
原動研年会
臼水原子力産業禽議は︑八月二

覆管や冷却管に使われている︒
同社ではこれまで︑ジルカロイ

ルギーの環境に専える影響と︑そ

再生可能エネルギー︑笠子力エネ

の安全性を確傑するための投資効

巣鵯の比較を行なったQ

放射能除染剤

実験室、プラントおよびガラス、金属、プラスチック製品等の放射能汚染は容易に
バックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄

には非常に効果的です。

タに饗づけされたものを︑好ん

だが︑人情味もある︒

ある︒

趣味は初段の照懸︒﹁人問社

﹂と︑原子力をとりまく厳し

い環境に蕾笑する︒門購間をか

関ビルで第十七回原子動力研究禽

十八︑二十九の蒔田︑更黛・霞が

八○奪代の突入とともに︑ここ

管の製造は中央技術研究所で試作

ls電⑪磯翻y慧翻1瞼蹴櫨1》e盤⑪◎㎞r⑪鵬1◎翻◎醐

設を訪ねる︒

力の出会いは︑五＋一聯七月か

実﹂と﹁人の難場に立って蕩え

さニた

購貼代︒四者協定が四十九年十

る﹂が避田さんの生濡繕条︒

鍵
このほど退任した西澤公慶理

月に締結されたため︑一購のと

ら二年閣︑就任した習森県關知

﹁核燃科サイクルを︑こんこ
蟹にかわって七月一画轡で大蔵

会も︑こう︑際讐のように論理

どう生かしていくかが八○年代

のの︑大湊亀に建居中の﹁む

きのような喧騒さはなかったも

の大きな課題︒その惣味でも︑
に就任した迫田隠退氏︒わが国

動力炉・核燃脳蛙戦正業岡の果
原子力研究開発予算の三鯛強を

けて説得するのが一番なんです

大

そんなとき︑迫鰹さんが感じ

ね縣とみずから結論を鴻き出す

使う事業醐の

︒迫

だけに︑

田さんはきっぱりという︒﹁も

とったことは

藏汰臣

撒くも︑事業団の

マスコミ

役灘と抱負を語

菓象大学法学部察︒鴻子夫人と

昭秘三号生まれの玉十二歳︒

クールさ︒

らなかったはず扁Q

たら︑今日のような恥態にはな

については︑げんざい鋸商糧井を

︵す︶

通じて米噸ケム・ニュークリア社

のあいだに一勢︒

閲を活鷹し︑その三舟により総合

大蔵省跳身だけに︑ムード的

的な検封体制を充実すべきだ漏と

からの技術藤入の司能性について

なものはさけ︑客観約な︑デー

は製作工場の講定︑型式認定等舞

検討中︒この方法は︑霜気分解作

・﹂と︑〜か月

舞保証に関超する新しい制展につ

し︑さらに①品質保証に関する教

隼会を開いた︒

脅︑訓練の推進②企業内の昂質保

また︑雲隠は検認体制について

用を応矯して︑効率的に放財能除

発表された︒至情度は昨蕪三月の

証湧動の管理要素別対籔の強化⁝

除染対象物を彪解槽に入れるだけ

たINFCEなどのぼう大なデー

米TM夏購故︑今町罵に終了し

﹁国の検査︑罠闘の霞霊検査のほ

で︑分解せずに除染できるほか︑

染を行うことができるのが特色︒
かに新たな実施整体として中立機

ら本格的な放豹能除染作業をスタ

ても特殊な霜極を用いて除染でき

鰭解槽に入れられないものについ

タをふまえたものであることが特
億円と売上げの約拳分を占めるに

徴︒

この新食社に結簗し︑総踊約な放

しい局糠をひらいてきており︑こ

また・原子力開発計画の進展に

特に再処理・廃棄物処理グルー

で添唆に認んだ報霞がなされた︒

発無の交換経験など︑嶽木溜身の

AST￡X︶や岡工場の酸園収蒸

プの報告の中では︑動燃︒集海再

ー

再処理工場の除染技術︑廃炉対策

禰一騨響需一

処理工場の保陣措躍技術開発︵T

一

などにも礁点をあてていきたい愈

弾

︒試験を行いつつ受注していた ことがらが述べられ︑独白技術の

圃疇一冒

向︒

ともない︑たんに原発だけでなく

ける放壌線管理など︑わが国原子

射能除染体制を整えていく方針

脚騨謄日隔

極的にとりくんでいく方針だ︒

ん︸．﹂もこうした新技術の開発に積

一

ジルカロィ管

曽需需一卿弼

させようとするもの︒この灘解法

によって︑作業被曝を大幅に低減

これは︑読解研磨広などの醐入

を入れていく方針︒

する新しい除染技術の導入にも力

トにともない︑機械化をはじめと

また︑岡社では新体制のスター

だ︒

それぞれのグループの立場か

る︒受忍では︑これまでにもウォ

ートさせ︑げんざいでは奪商五十

1などを提愚している︒

いて検討を行う﹂としている︒

かげて動燃の各施

たくの素人なので

﹁原了力はまっ

る︒

うすこしでも正確に蝦熱してい

にゆれ動いた時期︒

省理財局長から財単組当の理箏

て︑この闘標に潮けて働︑産業

稼働率の綱上が期待できる﹂とし

また︑報告は﹁バルブ︑ポンプ

の陥質商上をはかるため︑その標

誹装制御機器讐の原子炉周辺機鋸

轟化を推蒸する必要がある﹂と述
べ︑さらに﹁必塾なものについて

的にいけばいいのでしょうが

だす役翻は大きい﹂︒

遍産省

酪質保証の現状をあきらかにする

管理︑偲守管理については﹁管理
信頼性を向上させることにより︑

つ﹂をめぐって︑地元が︑ゆれ

界︑関連國体が総力をあげてとり

る︒

くむことの飯要性を強調してい

それによると︑まず壌点となる
のは鷹業界全体の晶質撮証活動を
剛上させるための墓盤整備︒報簿

﹁昂質保証活動に統一的な基準を﹂Il通腔省の原子力発電駈品質保証検甜委員会は一鷺︑申間報
告をとりまとめ︑発表した︒昨年品質像証播動の不十分さに起困ずる熟故が多発したことから︑こう

な猛準・指針を策定する必饗があ

は﹁品質保証濡動に関する統一的

る﹂とし︑さらに﹁企業内の晶質

それによると報告は﹁原発故陣は機器別にはパルプ︑ポンプ︑囲装制御機器に多く発生しており︑故
親発生機雛を国産晶と輸入品に分類すると輸入酪の方に多い篇と分析︑墨体的に︑こんご漏質保証濡

を実施すべきだ﹂との蕩え方をう

保証湧動についての客観的な診断

した惰況をもふまえ︑こんこの品鐵傑証濡動のあり方をあきらかにするため検射を行っていたもの︒

の標準化の推進③申立出会機関の活用④品質撮読に関する教脅・訓練の推進11などが必要だと提鵜︑目

ために昭和四十一鋸から五十㈱黛

過程の要頷襟が十分でないため︑

ちだしている︒

動を強化し稼働率を向上させていくために①贔質保証活動に関する統一的な棊郵︑指鎖の策定②機器

までに園に対して報告のあった原

または蟹纐讃の管理が十分でない

している◎︵鎚6面に概要︶

子力発爾駈の劉故・故陣台計颪流

めざす 五茗を蓬している︒初代蓑

千万円︒発駅階の従業農は約八葭

一対応していくことになったもの︒
﹁原子力代行﹂が
ｭ足．ピル代肇鶉華寿

釧雛縣総合的な除染会社

沈殿池で底に沈んだ活性汚混は

露﹂・下水道の整備されている欧
米各国で︑湧発にとり入れられて
いる︒

いたっている︒

＝髄需＝：＝蝋コ三＝：＝⁝⁝冊≡冊一＝欄；＝嘗憎＝＝鷲二：幽＝⁝冊≡＝＝藁＝胃一瓢需釜謄＝＝＝＝＝≡幽＝卿鼎＝＝＝＝⁝＝冊＝冊皿＝卿＝嘗葺藁＝塵＝＝＝＝騙曇日≡一階＝冊＝＝圏＝営三鼎二＝陶藁隔＝冊＝＝≡二圏

十困件について分析︑その結果
ためというものが比較的多かっ

しかし︑報鰹は習㎜質保譲に関

た一と述べている︒

﹁故陣が発生する機盟はバルブ︑

ポンプ︑計装制御機器が多く︑さ

連をもつ溺故・故締により運転中

らに故陣発生機認を国薩贔と輸入
晶に分類すると輔入昂が多い﹂と

ビル代行は︑わが国の男子力創

は鈴木社畏が兼務する︒

除染作業は放射線管珊礪で特殊革期に︑いちはやくこの部門に瀞

ら発避させた︒

昭秘五ナ三年度は昭和四十⊥ハ蕪獲

原子力発電漸の放射能除染を中心

な技能を要求されるためこの部門國し︑昭和三十二奪には原子力分

ビル代行︵鈴木貞一郎袖長︶は

また︑旧故︒故隠の原閣を管理
の約六分の一程度で︑矩々低下し
とする原子力関金業務を行う轡解

の発鷹所が惇止する率については

面でみると﹁設計管理では海外か
てきており︑わが園の昂質保証活

を分離独立させ︑こんこの発展に

のべている︒

らの鯨入技術や設謝改饅がなされ

織社﹁原子力代行﹂を九月︸田か

野に進出︑そのこ三十八隼ごろか

動が着実に向上しつつあることを

妻琴北大教授︶によると︑本シス

濃縮槽で水分を減らしたのち︑消

げる︒

テムによる発臨電力を料金に換算

化槽へ︒

この﹁下水汚泥濁化ガス利用発

すると︑フル運転で︑隼闘約一千

西ドイツのハンブルグ南︵人麟

科学技術庁がこのほど発
衷した計繭によるとその爽

六罰万から三千二菖万円に相当し

に撫熱してあるこの消化糟内で・

蔚十六万︶では一千KWの発磁機

約一千二画万円◎

た技術等について設計条件の妥嶺

認擁罫易薩
験の委託先は︑北九州窃の

二％が節約されることになろう︑

処理揚の金縫用無力料金の六〜︸

宿機物は嫌気性の微生物によって

うかがわれた陶

路積がしだいに進んでいることが

蒸気によって︑常晒三十六度C

臼明︵ひあがり︶処理場︒

分解︑そのときメタンガスを放出

の購要の伸びに対処するため︑生

が︑昨今の安定した雛要︑こんこ

門原子力技術と順境﹂と題するシ

さらに︑ニや九田の午後には︑

瞬台を保荷し︑処理場の醒力はむ

産響理体制の強化をはかったも

ろんのこと︑あまった五漸KWの
計爾によると︑このメタンガス

住友金属工三

する︒そして︑汚泥曜を滅らす︒

一闘︑九千立方層︒そのうち︑二 糖類は売磁されている︒来カリフ

・製造工場完成

と抵附しているQ
家庭︑工場から発生した汚水は

臼最大処理鮨力十九万瓢
千立方摺のこの貨明処理場︑他の
処還堀と岡様に︑発生するメタン

汚泥ガス発電へ一歩

ンポジウムが開かれ︑買頭の特別

の︒

講演で山田太三郎氏︵元原子力委

盛友金属工葉はこのほど零丁の

岡工場の盆薩能力は鎌間三＋万

ォルニア州のサンノゼ市︵人口五

綴Q同社はこの気門工場瓢設によ

千八酉立方綴のメタンガスは︑二

備が完成︑操業を開始するのにと

鷲も︑欧米艶みになったといわれ

Hの電力を生みだしている︒

落KWの発電機と繭紬するスパー 十五万︶では︑一日︑十四万KW 鋼管製造所にジルカロイ籍墨引設

下水送管を通って処健気へ︒処理

残りの六千二蔭育方姪は︑熱効

る今購のニッポン︒汚泥ガス発聡

ク型エンジン︵ガス尊焼エンジ

銘うつて︑瞬氏が長隼にわだって

蝿︶は︑﹁エネルギーと環境﹂と

ガスをボイラーで燃やし︑その発

場へ送られた汚水は活牲汚泥︵好

率八五％の既設ボイラ⁝に送られ

その名は﹁メタトピア篇

り︑ジルカロイ燃料被灘管の本格
生蒸気で潤化櫓を舶温するという

気甦売繋物を多鍛にふくんだ泥︶

でまた︑ひとつの発畿システムの

調査してきた︑在来エネルギー︑

もない一田︑面心製造所生薩部に

その発織方式とは︑﹁下水汚泥

荷効利胴を行っているが︑これ

蒸気は︑廃熱ボイラー︑それに

研鋪が動きはじめだ︒

整備にかかっている︒

メタンガスを生みだす滴化槽に利

す︒

一二︑四十八トンの蒸気を蛋みだ 石建のカギが︑ひとえに下水道の

食生酒の向上によって︑汚泥の

溝化ガス利 潮 発 霞 ﹂ ︒ 五 十 五 ︑ 五

に︑燭−二穏KWの発出機を設 と大門の嘘気が吹きこまれている

ン︶に利用される︒

十六の二か 隼 計 画 で ス タ ー ト し た

はっ気槽に入る︒こまかい浮遊物

用され︑システム金休の効率を上

示唆に富む活

受注体制にはいったことになる︒

この計画︑別称︑﹁メタトピア﹂

蹟︑処理場内の使用電力を補てん

に送られる︒

よって分解され︑次の醸終沈殿池

ジルカロイは︑ジルコニウム壷

撃壌蟹工場を新設しだσ

と名づけられる︒今琿度は︑シス

や衡機物は︑この好銘性微生物に
科学技術庁の﹁下水汚泥消化ガ
ス利雪検討象﹂︵霊葦・松本順一

第Z丸［毒ビル費（0δ）「〜B−88うし

東一曲申出1ズi艮呼7−13−8

ヂ1（罫

胃

しようとするもの︒

年度は爽負 荷 運 転 を 行 い ︑ 計 測 岬

粛σスで・コラウ1二凝醗式i薮櫨アイソトープ部

※説明書、見本をお送りします。

無リン酸洗剤

珊⑧

鹿圏圏

甲乙
曽

A

テムの設計・施工を行い︑五十六

究に恕織しはじめた代物なのだ︒

五十五繊 度 か ら ︑ 初 め て ︑ そ の 研

もあるかも し れ な い ︒ だ が ︑ こ の

耀して何ことか︑といぶかる人

琶界第この原発大瞬ニッポンに

日本﹂⁝一︒

発晦の実屠化をはばむ﹁後進圏

??

隔陵ほお︑初生蓉︑
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欝面藤報の通り通産省の原子力発電所贔質保訂検討委農会は

電力会社は︑設計段階では原子
れを実施している︒

通産省・委員会

⁝

建設段階と同様の管理のもとにこ

▽事故・故瞳についての分析結

：扁＝＝帽﹁

か︑プラント︒メーカーから漕出

静二階隔＝凹一

される配本設計︑詳細設計等設計

一二＝一卿一

一︑事故︒故障算計百五十四件

ラント︒メーカーの検葦および試

十件程度︵うち十件程度はプラン

事故・故障の総数は︑ここ数年二
すると︑バルブ︑ポンプおよび計

る︒また︑故障発生機器別に分類

機︑船臓︑化学プラント等の原子

附象とするとともに︑口輪の航空

イツおよびカナダの原子力分野を

木︑来国︑英国︑フランス︑西ド

にもとつく溶接方法認萌に際し︑

度があり︑わが国では電気事業法

イツの授術検蛮協会による認定舗

工場ことに溶擾設備︑溶接工法︑

発生機器を国産品と輸入品に単純

装制御機蟹が多く︑さらに︑故障

っており︑原子力発電の安全性に

これも一種の製造工場の⊃り鰻疋制度

溶接土の技能を審査しているが︑

ト停止事故・故陣︶で横ばいとな

について︑中立機関のはたすべき

力以外の分野における規制の現状

の分野では︑航空機製造蔀業者の

と考えられる︒国内の原子力以外

四︑また︑事故・故鑓の康因を

に分類すると︑輸入品が多い︒

役割などをもふくめ調糞を行っ

えでの阻鴇要因となっているQ

対する躍民の信頼感を確保するう

各哲理要素別に詳細に検討すると

認定制度・﹂Isマーク表示許可

二︑昭租五十四年度におけるわ

︿調査結果﹀

暴落の認定制度等がある︒

について分析を行った︒晶質保障

酋入技術や設計改良がなされた技

一︑原子力発露駈の罷質保証に

に広い意味で関連をもつ資格制農

た︒

術等について設計条件の妥当性の

関する規揃として︑わが国では発

として︑わが国では原子炉等規制

設計管理においては︑海外からの

︵プラント停止事故・故障件数／ 率が低いのは︑前述のような運転

確認が十分でなかったためという

電所の着工以降の段階でプラント

法による原子炉主任技術蕎︑電気

四％であったが︑このように稼働

中の発電所の停止により稼働率が

ものが比較的多く︑また︑製作蟹

構成機器の換査を薫点的に行って

事業法による主任技術蓄の認定制

が国原子力発電所の稼働率は約五

発電時間︶は︑傾圓として年々低
低下したことや磁力腐食孕れ︑勲

環︑範工管理︑運転管理︑保守管

おり︑亀力会社︑プラント・メー

に関連を有する事故・故障によ

下してきており︑原子炉一基当た
痩労対策工事等の補修工事のため

理においては︑それぞれの管理過

度があり︑また電気事業法にもと

り︑運転中の発霜融が停止する率

り一年間に約一件弱の離離であっ
定期検糞期間が長期化しているこ

いては墓本的に民国で対処すべき

カー等の企業内部の品質保証につ

．門＝一一讐

一銅篇需薗
轄：
＝一＝葡卿
二：＝＝

卿一一襯一一＝

帽一＝＝一曽

曹一一＝一一轄

った︒

骨一一P一回一輔︐

圏一一一一需＝静

・一一■一■輔■

卿囲鶯

ことと考えられている︒これに対

る浴譲士の技能霧査も資格制度と

つく溶接方法認可に際して行われ

さらに︑原子力発露所の運転員

考えられる︒

いる︒海外では︑※国およびカナ

による資格試験制度が換刑されて

の指揮監督蕎についても四脚機関
甜質保証活動の監査を重点とした

っているが︑※国では企業内部の

機器の検査を重点とした規制を行

ツはわが麟と同轍にプラント構成

し︑諸外国をみると英国︑西ドイ

四︑原子力発電施設の諾質保証

た︒

め︑または憂領港の管理がヤ分で

三︑実際の事故・故障の原爆を

程における要領書が十分でないた

二二騨＝一一︒一＝＝＝曽

ないためというものが比較的多か

とによるものだQ

これは原子力発魁施設に算す

てみると︑設謝︑製作︑施工︑運

品質保誕上の管理要素別に分煩し

るわが国の品質保証活動が着実に

が︑一方で原子炉の無数が増加し

ρ一＝＝：弊

転・保守など全般にわたってい

向上しつつあることを示している

齢一二＝一＝

ているため︑わが国全体の年聞の

体制は︑品質保証の国際基藁とい

社間の趣絡会議の開催などの努力

助長する方商の金員参潴の全社的

えるIAEAの贔質保舐実施基準
が払われているが︑なお一嚇の緊

ダにおいて公認検糞蝿の認定制度

な品質管理が行われており︑これ

二︑中立機関をふくめた公的な

準があり︑西ドイツでは技術検査

および非破壌検査に関する資格慕

規制を行っている︒

では国がみずから実施している

検査の実施体制をみると︑わが国

底させる必要がある︒

五︑一般市販品︑輸入品の購入

密化をはかり︑再発防北対策を徹

に当たっては購入先の認定︑購入

からみても︑基本的に確立してお

向にある︒しかしながら︑下請企

A︶︑西ドイツの技術検蛮協会 だ︒国内の原子力以外の分野で

が︑来演の公認検査機関︵AI 協会の検査蜜の資格認定を検討中

り︑また近鎌さらに強化される傾

業その他の多数の関趨企業の末端

の努力が払われているが︑これら

最の仕様の明確化箸贔質保証向上

この方式により︑わが国は竃動
車︑家電製品等世界に誇りうる高

まで密議︑管魏を徹底するには困

が効果的に機能している︒現に︑

窓頼注の製油を数多く作り出して

難な颪もあると貯えられる︒

調査

ては︑従業員の流動性が高いこと

いる︒いっぽう︑※国などにおい

六︑運転員については︑従来か

国では罠間の中立機関が大きな役

士︑機閲士等の認定響が行われて

士︑整備士等の認定︑船舶の航海

また︑国内の原子力以外の分野

品でないこと︑ユーザーが限定さ

割をはたしている︒

では財鐡法人日本海拳協会︑高圧

五︑原子カプラントが大騒生産

いる︒

て︑教費訓練が十分に行われてき

ガス保安協会などの中立機関が大

ら訓練センターを設けるなどし

︵TUV︶︑英国のロイド等諸外
は︑一例をあげれば航空機の損縦

︿調奮の対象﹀

統一的基準の策定を

をさらに徹底する余地がある・

産業界の晶質保議については︑

▽簾業界の品質保証についての

保証の実態

産業界の品質

︐脚一一＝一卿

図潜の承二な㈹等を行う︒工場製作︑

力発電所の基本性嫉を作成するほ

㌔

申間報告から

曝︑中間報告をとりまとめ

た︒それによると報告は﹁わが国の特徴をいかした品質保管のあり望事探るとともに︑米国等

の組織的な罷遠耳証濡動についてもその優れた薩を参考とすることが必要﹂とし①品質保証の

9

統一基薩の策定②機器の標蟻化の推進③中宣検査機関の濡艇1⁝などを提案している︒以下概

要を紹介する・

事故・故障に
ついての分析
▽わが国の原午力発鷺所の品目

験に必要に応じて立ち会うととも

現地施丁︑試運転の段階では︑プ

く国V
に︑保蜜規定の作成等を行ってい

保証活動の概要

国の規制等は︑露気事業法およ

る︒運転・保守の段階では︑発電
所の運転︑保安規定にもとつく定

であり︑設計段階では︑原子炉設

期自主検査等を行うとともに改撰

び原子炉等規制法にもとつくもの

いに︑墓本設計︑詳細設計の妥当

羅許可および工壌計画の認可のさ

と同様の管理が行われる︒

︿プラント・メーカー﹀

工事が行われる場合には礁設段階

プラント・メーカーは︑設計段

階では溶接検査︑燃料体の検査を
行い︑現地施工および試運転の段

階では基本設計︑詳細設謝を行っ

性を確認している︒工場製作の段

て籠用瀬検査︑発電所の維持管理

階では︑据付工事箸の進捗に難じ

ている︒工場製作︑現地施工︑試

たが︑補修作業員については教育

四・事故・故障などをはじめと

について定める傑安規定の認司を

訓練補修作業のマニュアル化が十

などから個々の作業著における鹸

中立的検査機関設立も
露力会社︑プラント・メーカーお

工場の認定制度としては︑米国の

運転の段階では︑機器の製作︑据

する検葦︑試験を行っている︒運

▽国の規鋼等についての調査

機械学会︵ASME︶および西ド

付け等を行うとともに︑これに関

野であることなどから︑プラント

れていること︑技術的に新しい分

転・保守の段階では鷹力会被の行

する運転・保守経験を設計へ反映

︿調査対象﹀

は︑毎鋸一回定期検査を行うとと

だ︒

きな役割をはたしているのが環状

もに︑改良工事が行われる場合に

質潮上のための意欲や能力が必ず

させるため︑強力会社︑プラント

行っている︒運転・保守段階で

善の余地がある︒

分徹底されていない繭があり︑改

は建設段階と総懸の規制が行われ

よび燃料メーカーにおける届質保

しも均蟹化しておらず︑このた

べて十分にはかられていない︒

構成機器の標準化が他分野にくら

う定鶏自主検査等に協力するほ

証体制を調査するとともに︑主要

の推進電力会社︑プラント・メ

▽品質保証に関する教育・訓練

だが︑とくに下認の点に留愈する

全般の管理をいっそう徹底すべき

冊髄一＝ニ＝＝＝＝：＝＝需幽一＝＝＝＝一一一＝一＝＝一直＝一＝一回P冊；曽：置＝冊＝一篇；一︻冊＝＝＝一：＝一盛＝魑一＝

三︑原子力発電プラントの製造

るQ

か︑改農工瑠が行われる場含には

園の規制についての調査では臼

︿電力会社V

・メーカー間の情報交換︑電力量

三︑企業内の品質保証統猛部門

いての客観的な診断の実施

＝一一曹＝﹁冊＝＝；；一冊

め︑職務権限の明確化︑晶質保証

品質保証向上

ーカーおよび下瓦企業その他の関

︿設計管理V

必要がある︒

の従事煮が蒲えるべき乱川に隣す

プラント・メーカーは関係蓄と

の基本的方向︒

工・保守等に従事する者の技術︑

試験等による縢証をよりいっそう

に個々の作業看の品質向上意欲を

サ⁝クル疲動︶等にみられるよう

ける原子力発電に関する贔質保証

ト︒メーカー︑燃料メーカーにお

一︑晶質保証酒面に関する統一

二︑企業内の韻質保証濡動につ

的な基準︑指針の策定

管理者の鹸質保証に対する意識を

電力会枇およびプラント︒メー

▽企鑑内の品質保証活動の管理

る︒さらに︑海外からの購入品・

の開連企業の管理を十分徹底す

カーにおいては︑下請企業その他

要脚劉対策電力会社︑プラント

向上させる︒

をはかり︑国︑民聞および中立倹

の関連企業における品質保証活動

・メーカーおよび下請企業その他

認する︒

一般市販品等の儀頼性を＋分に確
練体制の充実をはかる︒

査機関の三者により︑総合的に演

TELO2928〜2−5063

毎‡，

茨城聾り｝i3王吋君15舜ミ

ご希望のテーマに関
する文献をまとめて

検索します。

Systemの略称です。60ケ国

献リストを作成・送付します。

（財）原子力弘済会資料センター

か協力し、年聞70，000件の文献を滋気テープに収
録しています。B木の担当機関は日木原子力研究
所ですか、翻内サービスは（則）原子力弘済会か行

のデータベースから、

IA￡A（1覇際原子力機関・ウイーン）か中心とな
り、加盟国の協力のもとにすすめられている匡1際
的な原子力文献情報流通システム，1ntematlonal

RS（遡及検索）
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部門の独立性および監督機能の強

ル懸銭により纏織的に磁質保証橘

化ならびに文藝化およびマニュア

動を行っているが︑必要以上に多

調査した︒また︑米園企業の髄質

︿調査緒漿V

連食業において・設計︑製作︑施
バル

質保証を統括する部門に従事する

▽機器の標融化等の推進

る基準の策定

いては︑製造工場の認定・型式認

前述の贋環状と問題点﹂をふま

くのデータ書類を要求される反

▽品盈保証の基盤整彌電力会

面︑その品質保証の水藁は必ずし

〜︑原子力分野に限定せず

二︑わが国の原子力発電所に係

社およびプラント・メーカ1なら

︿調達買掛﹀

徹鷹して行う︒

的にみた場合︑わが国の羅質傑証

る品質保謹のあり方を諾える紅

番には品質保証の奪門教薄の徹底

を十分に行うこととし︑とくに海
が高いこと︑終身履用鰯が一般的

斑︑わが国の特徴を十分考慮した

定等晶質保証に関連する新しい制

をはかる︒さらに︑経営蓄および

協力して設計条件の妥当性の確認

で従業員の企業への婦属意識が強

びに下謂企業その他の関連企業を

度について演討を行う︒

訓練を行うとともに︑これらの蓄

く︑望薄性も良いこと等から︑一

うえで︑その特徴を生かした品質

ふくめた産業界全体の品質保証濡

▽中立検査機関の活用園の険

技能の向上をはかるための急追・

般従業興の品質向上への感応が高

保証のあり方を探るとともに︑米

動の向上をはかるための基盤を整

子炉周辺機器の品質陶上をはかる

く・また・設計などの技術煮の質

国等の縄織的な品質保証懸隔につ

な実施空体として中立機関の濾用

査︑民間の自働険査のほかに新た

ブ︑ポンプ︑計装制御機器等の原

も高いなど︑贔質保証上特徴的な

方策を横託する︒

え︑以下の点に留葱しっっ品盟傑
窪38

備する︒このため︑以下のような

証下調薄策の異体化をはかること

24

・61・

いても︑そのすぐれた面を参考と
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することが必要である︒
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条件を上している︒更に︑多くの
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に対する品質保詩活動の商上のた
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が必要だ︒

他

め教商の徹底をはかる︒また・品
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もに・必要と認められるものにつ

管

企業で品質保証向上策についての

あること︑国民全体の教湾レベル
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保証についても調蕉を行ったQ

な機器別の品質保証の異体例や調
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一研究開発テーマの関連文献をすべて知りたいときまた必要なものだけにしぼりたいとき一

一第竃045号一
昭和55年9月HEi
毎回木曜1ヨ蝿行

隅自由1隼分離愈55◎0円

二部120円（送料共
⁝議

力

科技︑通産両大臣へ

境保全︑振興整鮪などについて地

っての夢心箏である安置確保︑環

薩痢醐國の一貫した責任を
田本原子力産業会議の荷沢広巳会畏は万磁︑臼本工業クラブに観望一郎科技︑瞬串六助錯乱両大臣
を招き︑﹁原子力立地健進のための地域政策の確立に関する鼓二三偏を提出︑すみやかにその実魏を

とが︑もっとも解要なものとなろ

なされるよう条件整備をはかるこ

方行政による主体的な取り組みが

二か月をかけてとりまとめた検討結漿をふ濠えて行われたもの︒それによると要望は門げんざいの立

はかるよう硬繁した︒嚢望は原薩の地域・行政閥題等研究会︵雷査︒笹生仁隣本大学教授︶が約二鋸

地難を打開していくためには︑原子左利配を最優先にすすめる函として︑新しい政策を確立する必要

熱認毒薬甥無熱謁

使用済燃料20
トンを再処理へ
燃

するためには︑たんに現行の立地

う﹂と強調︑門そのさい実効を期

く︑漁業など既存の地元薩業が共的に確保する必要がある漏と強

巖業側からの適地基準のみでなを纂中的に実施し︑財源をも一発

立地の遭定にさいしては︑原子力めには︑巖標奪限を設けて車曳榮

業の共存の璽要姓を強調︑原子力原子力利書体纏を完結していくた

に確傑できなければ︑十分な研究

し︑﹁質の高い研究会等を継続的

を提鱈している︒︵月3︑4画に概要︶
それによると要襲は︑まず一九

てをとりまとめ︑予算配分したも

遜鷹徳︑安全婆に

全審査を諮問

通騰省は三田︑臨本原子力発電

︵福丼県敦賀帯︶の安盒響査を終

︵鈴木俊〜社長︶の敦貿二懸機

え︑漂了力婁員金と原子力安全委

山地憲冶

部

白㎝

大

碧践
出田松

⑰ 慮

−処理の技衛とシステムー

A●

臓

わが劉のエネルギー事情が緊追度を増している
今日︑原子力エネルギー利用の藪要遣はますます
高まりつつある︒そこで本書は︑西ドイツ核燃料
サイクルセンタ⁝の技術解説と安全雛の闇題を中
心に︑核燃覇再処理について包括的に記述︒麟晴
に繭独と似逓つた杁混にあるわが国の原子力事精
についても解説を闘えている︒

石門保他訳B6／980円

一核燃糾再処理をめぐって一

保健物理入門講座く10＞方父射線と被曝（2）

終︶キャンペーンとなる︒処理す

る燃料は︑九礪電力玄海発電所一

議炉の置︒六ゾと関繭電力美二一

謄炉＋四・幽ナ︒九州脳力の再処

六葬四月までに︑九十九ゾまで再

薦※再処理協定によって︑芳卜

理は︑今園が初めて︒

処理できるが︑げんざいまでの処

の打開に園しては︑﹁地域の笑情

赫腱等の逓用喫緊によるのみでな

ている︒

開発の成果は期待し得ない扁とし

報告は︑こうした立地難を打閥

の︒この﹁兇積り扁には︑園がと

農会に趨聴した◎今後︑両凌農会

神田啓ζf…

観

アシア療イ力地域協力（RCA）とわがlliの役目

礫難業脇翻騎離鯉

鋤

翼体的には︑まず﹁立地初期段川正男理爆擬︶は四曝︑九月五日

ジの再処理を行いたい舞え︒

き︑来無︑畢々にも︑残りの十七

に応じたよりきめの細かい施策を

での増設・増蒸によるもので瓢規 この濠ま推移するなら原子力開発く︑原子力利用を醸期先にすすめ

存する条件をふくめた趨地選定を調︑このための特糊措鷹法制定の

んと無明かつ深刻の農を加えつつ

りくむべき原子力開発の羅木約な

を行なう予定︒

は約一葎をかけてダブルチェック

敦賀二弩機は敦賀南㎎神町に建

設され︑覆本原子力発慰にとって

は薫製濁の原発となる◎同原発は

の確立と漂輩化にむけて︑二十万

わが潤における軽水炉の國窯技術

導水炉の技術の確立と定着化をめ

KW級における国籠改名標確型頒

ざすもの︒特に︑わが懸では初め

スト・コンクリート︵内径四十

て︑原子炉格納容器にプレストレ

三層︑内翻六十薫材︶を採罵し︑

る︒

耐震性の一騨の購上をはかってい

l壱堺の核融郁統のち垂状と将来

発賦する必要がある﹂との考え方

階から国の一鐙した穀任体制を整から十一月にかけて︑無二＋ジの

ては︑今圓の二十一ナにひきつづ

理墨は六十一ナ︒動燃蟹業灘とし

動力炉・核燃繕開発璽業醐︵瀬

備する必蟹がある﹂と指摘︑とく使用済み燃料を再処理すると発表

をあきらかにしている︒

に﹁これまでの方式に加えて︑薙した︒
たに通府県が地域の実嫡に応じて

今鳳の作業は東海再処理旛設の

社会潔境・漁業畷境箸に関する調便婿潮検査のための第二次︵監

殖箸に充幽しうるよう税制面の改

を留撮し︑代替漁場造成︑資源増

の理解を一理深め︑かつ︑自己の

展開し︑原子力に対する地域生民

ウφ◇φO◇A▼φ＄良Ou◎◇φ3φO◇φ◎◇φ

の棊本方策を検討しうるようなシ

確保︑漁場環境保全︑地域振興等

正を検討する②風評による漁価装

査を行い︑これにもとづいて安全

ステムを設ける必要がある扁と自

落など予測しがたい損窃の発生に

利罵の推進に短する協力を露なけ

撫翼との調稀を麹って︑その開発

丁体の役翻の明確化を強くうちだ

備える救護鱗度の検討一⁝などを
また︑報告は︑照査生酒に籔大提案している︒

している︒

る鰹としてのエネルギー問題への

方陶に即したシステムの整備をは

行うなど︑沿摩避難の新しい展開横討を捉験している︒

また︑人材確保の認識性を強済

ればならない偏としている︒

立地は︑この十鎌閥にわずか鷲藁 臨標の謝覇蟹隈成は璽難のことと

の利益と地域祉金︑地域平石の利

難本姿勢を明示しつつ︑麗民生湧

また︑報鑑は﹁こんこわが圏の

五地点を数えるにすぎない厳しい いえよう﹂とのべている︒

な係わりをもつ水窪業と原子力薩

八○黛代をむかえた世界のエネル

状況にある﹂と櫃摘︑さらに﹁リ

毘積りは︑原子力委が関係省庁か

がある﹂と強調︑翼体的に①量地初期段階からの圏の一聡した灘任体制の整備②永輪業と粟窪してい

ギー情勢について﹁石油の焦産調

かるとともに①漁業補償金の一部

ら出された原爆力概算要脚のすべ

くための行政施策の整錨③原子力開発を纒先陶にすすめるための特別措暇法の検討ーーなど︑円墳簸

整が聡給関係とは無縁に行われる

ードタイムも長期化しつつあり︑ していくためには門地域社会にと益との調和を岩盤として原子力開

約舘盟途上燭に対する技術援助を

た条約第四条の染織状況を毎無口

平和利用資材輔購入の促進を定め

考え方が示してある︒

﹁石目中心の購給構造をもつわが

ある﹂と分析︑こうしたなかで

容︒これらの検討襲墳について

寄す場を設けるーーなどが憲な内

ルギーとして澱も期得される懸子
力の研究開発利用を︑エネルギー
政策上の巖琢畷課題として推進し
ていく必要がある漏と振摘︒さら

の石油火力讐に比べ低簾な漂営力

に今園は麟を一歩進めて︑﹁在来

発惣の推進は︑物価抑制に糞饗す
るだけでなく︑石崩輸入のための

敦賀2号の安

など国際エネルギー情勢はいちだ

平和利用 @は大筋合意 鞭雛鷹灘藁

促進するために基金を劒設する③

それによると︑今暇の禽懲事項

国の場愈には原芋力開発を加撃化

は①原子力機器等の輸繊規制につ

最終宣言採択できず能擁〜騨．んこにあか

検酎会議

スタートから十善翻をむかえて︑

いう異常肇態へ発展︑核防体制は

NPT再

することが國際社会におけるエネ
シュネーブで開かれていた第二

鰻会の場で翼体的にツメる︒

は︑こんこIAEAの供給保証委 それによると︑﹁石曲代替エネ

回核防条約再出討会議は︑田程を

に嚥題していることがあらためて なく座前に輸入照と協議する②条

い塞その戸主をかけた館大な危機 いては供給罵だけできめるのでは

ルギー安全保陣の観点からも強く

わたる討議の瀞を閉じた︒食議が

二購間延長して七臓︑約四週間に

要請される﹂との環木的な認識を

しかし︑こんにち金発鐵設備の

あきらかにしているQ

これに対して︑禽議のもう一つ

需＝一＝＝一＝＝＝需＝盟冊＝騨＝冊幣＝＝一嘗＝＝二一＝＝＝一＝＝需算＝膚＝一一＝一一；一＝幽冊幽隔＝冊＝轄＝

の俳︑嶽となった原子力平和利胴間

五十六郊度原子力関係畢算の見蒙

うきぼりにされる形となった︒

縮撹務の不履得﹂間諜をめぐって

質については︑途上燭から﹁現状

りをまとめたQこの原子力予算の

一二％を潤めるにいたった原子力 延長されたのは︑﹁保櫓濁の核箪
発鍵も︑立地の醐からみると﹁ほ

核大暑と発展途上矧の見解が鋭く

では条約加盟国の方が非加盟国よ

原子力委員会︵叢員長・巾二一

﹁国家に根づく原子力﹂

とんどが既設地点やその周辺地域

対立︑会議の鵜切れ京で覇者の軍

り不利な就場におかれている扁と

郎科学技術庁長貿︶は五陰︑昭和

安全保障の視点を強調
勢が調整できなかったため︒この

の強い不満が三星したものの︑韻

56鋸魔原子
力予暗記穰
ため︑禽議は最終筑一w雪口を採拠でき

ないま濠隠間切れ閉会となると

外震漉出の妖減による罰際暇支の

をエネルギーの灘だけでなく︑園

コニ巨匠いぼニ

電力の二三％を原子力でまかなう

千二薦〜薫壬狸婆万KW開発︑全 改魚にも資する﹂として︑原子力

ニニコニユニココニニ

調︑このため︑こんこ政府として

＝幽＝隔＝＝隔冊＝コ＝；＝膳＝曹＝＝＝二胴＝篇＝二界＝＝＝器二器＝＝m＝﹁＝需需＝韓＝禰＝一＝謄＝；ニコ＝＝篇需＝＝＝コ豊¶＝幽＝＝算；︻開口＝罷；二開口＝鳳＝瓢＝響：＝＝＝謄＝

も原子力開発の促進に全力をあげ

の安金保障と深くかかわる︑より

安が必ずしも払拭されていないと

一騨鼎

﹁そのためには政府が濠っ先にた

との喫緊へ陶け対策を促庭してい

るとの決慧をあきらかにした︒

広い視点からとらえているのが特

とりくむとともに︑さらに一歩も

し︑そのための対策として①原子

1パブリノク・アクセプタンスとカタストロフィー理論

UJ中央研卿月

忠

3よイ、

尽都人

松山

外務資

V騨

地闇題の解決だ﹂と強調したあと

ち︑これにあたっていかなければ

くとの姿勢を強くうちだした︒

二歩もすすめなくてはならない﹂

つづいて︑田中六助通産大黒も

染髪であり︑大臣に就任以来この

として核燃料部門へのとりくみの

ならない﹂として博大隣への期待

問題に触点をあわせてきている﹂

Ψ

安全委定例会議
を木曜臼に変更

原子力安慰委員会は一田︑

子力安傘異材会議類運欝顎脚漏の

一部を改正し︑安蝦鯛の定例余講

を従爽の毎週月曜環から木暇欝午

後二時に溺愛した︒

東京都千代田区九段北へf八一十

闘刊工業新聞社出版局

同炉はPWR颪十六万KW︑昭 罠本ゼオン 銭鶴康治暑 A5／2900円
廃棄物処理を進めておくためには︑現代の技術
Z十一任士一月に運開予定︒
体系を廃東物という瑛側からの視点に立って昆直
しをし︑餐会システムの変革をしていかねばなら
ない︒本営はこの考瓦方に基づいて︑現へにおけ
る廃棄物処理の聞題点︑処理技術︑処理体系をこれ
までの研究晶果と成功例をもとに乎易に解説した

瞥原

禰一

科技︑通産両大

臣を招き午餐会
5巴︑工繋クラブで

これに難して︑中川一郎科学技

と原子力触発促進に︑起点的にと

また︑困罠の安金性に対する不

長︒

術庁擾窟は﹁エネルギー頽勢上︑

力発電所鵠の安傘運転の突績積み

謹た︑早大距は﹁原子力発電に

扱︑通礫両大阪歓迎口重象が五

原子力開発がもっとも重工な局鵬

緊要性を強調︑フランスなど世界

﹁原子力はエネルギー政策の根本

口︑東京︒丸の内の田水工業クラ

りくんでいく恵陶をあきらかにし

をのべた︒

ブで約颪二十名が二世して盛大に

をむかえている時期に畏冨に就厳

珊木原子力産業会議雫催の科

開かれた︒

③安金確保対策の強力な展開④万

上げ②環子力安全規制行政の充実

一乃︑原子力発砲所騎の笠地誌

充実ーー等をあげている︒

一の婿態に備えた防災薄策の整備

いようにするためにも醗間再処理
謝画を皐急に進展させることの必

の原子力先進隅との竸鍋に濠けな

分の五十程度であり︑この点から

要性を捲超した︒

ストは石油火力を闘とすると約半

もその健進をはかる必要がある﹂

たあと︑興体的に﹁漂子力発亀コ

ざい漂子力開発には解決すべき劉

と強調︑十隼後に原子力発癌を丑

ている扁と餉灘きしたあと触げん
ギ⁝開発の霊力として原子力開発

これにあたる必要がある﹂と強

題が山積しており︑欝罠の総力で

して︑その綴任の鱒大さを繕捜し

をすすめることにしているが︑そ

まず︑有沢漂薩会長が歓工あい

午餐会で挨拶ずる中川︵右︶︑田

のためのもっとも重要な課題は立

さつにたち門わが国は代蘇エネル

塵会撲︒︵合成寡翼︶

中︵左︶爾大臣︒中央は有沢際

占番1日童〜光

駐繊御｝

1核融合オリンピノク・ブリュノセル会議からみた

i

」】㍉都人ゴ

・

安捺r台那

舩蜘｝牒雌資海潮ノレキー11 縄目1v，裕
動燃再処理．1一場の雄進
動ノ卿喉轡糊雌紐業卜堰 中萎む健太舞〜
民間1翌」処理事業の擢進
B軸r麟サーヒス 渡辺斐藷iノ

〈煙戴〉

わが隠の轡処理をめぐる国際的動き

1研究曲淵れの中濃漁化

東私人，

再処理事柴の規制について

曲技御】仏竹差、文
商業再処理L場への政κ1の文援

醗簡要醤己購
原ゴ蕃民期匹1【画と4亥撚引サイクルの動鞘4／l

核燃料再処理をめぐる
最近の動向

1一く特長〉

年三購読料8，760円
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産業会
原

発行所日本
長二四i牙史雫勿、轟」可
擢｛不1レ菟暫3月12誓第

三
二

業

勿

麗

ペッカ 驚

烽̀長官︶精瑚講演

第11回世界エネ会議が開幕
漫界エネルギー会議の第＋︸回大会が九月八臼︑五日間の臼穆で︑瀬ドイツのミュンヘンで開弱し
た︒今大象の基調テーマは門われわれの世界のためのエネルギー﹂で︑エネルギーと環境・社会の関
係に穣点をあてた議論が指顧に展開されるものとみられている︒七十か国以上の国から約葺千名︵醸
本からは約七十名︶が参撫︑提旗論文も蕊六十四欄を数える︒八日︑オリンピックホールで開かれた

開会式では︑フランスのペッカ⁝原子力庁︵CEA︶長霞が︑一九七七薙の第十唖大越︵イスタンブ
ール禽議︶の精漿をふりかえって︑﹁原子力の危機は世界の危機﹂と警告︑ミュンヘン会議がエネル
ギー撹進の大愈唱だけに終わらずに貝体的行動の第︸歩となるよう訴えた︒

ひ 釣︑

形

扇

〜︑成長を続けるには節約だけ
コモ・エジソン社の

が︑特窺の違反項闘に対し︑暇ち

ィ規則違反を隠すため共岡謀議し

プラント内に入った③セキュリテ

た一iというもの︒電力心隔は︑

からだ﹂と述べていた︒さらにザ

いる︒

の期限は短かすぎる﹂と憲張して

棄物協定を結ぶには︑八一駕七月

る場食の監視は要求しているが︑

ウランと原子力技術が再輸出され

したことに驚いており︑カナダの

意があると述べている︒スイスは

名が署名していたが︑

スイスはこの要求は受入れる用

原子力工業（株）G疑敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所二本ソールオール（抹）、和テノキ（抹）
（研究施設関係） B本原了力研究虜・東海・人洗・高崎各研究所、理化学研究所・大和研究所、
竜力串央研究所、日本アイソトープ協会、東人…1二学部・原子力研究施設、東北人掌・令属材利研
究所、東京都鉱アイソトープ研究所、放射線医∵総合研究所、屯気通鈷研究所

に改蛋措置をとったことに鑑み︑

現時点で送金を課すことは︑改善

トリカスタン一

昌 一一謄一
曹嘗
孕鼎
一静開曜 一

ループの報告によると︑西ドイツ

ツは︑米国と違い︑人口密度が金

ール心墨は︑﹁もともと︑西ドイ

八千二百

（発電所関係）機器その他の朽染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核厭判装荷・交換作業、
個人被曝管理、二二衣類のランドリー、冷却取水溝の 1重1掃、廃棄物の運搬、変tも所・空調設備運

セキュリティ違

一

下流域にある︒一九七八年六月︑

では七八犀の事故をきっかけに①

国的に平均化し︑都市も各所に点

無効署名が多かったため︑有効署

とができる︒

〔原子力関連誉業種願〕

では不十分で︑工業国は︑今日入

管理が不十分であったことを認め

たが︑偽の報告をしたことはない

措置を継続して実施していくhで

米NRC 不灘当かつ不必要であると結論し

反に罰金課さず

脚＝一：

岡原発の試運転期間中に︑作業員

建設許可串請の審査を︑事故の結

在しているので︑以前から米国よ

いと反ばくしている︒

果を踏まえて完全なものにした②

り厳しい安全対策を講じており︑

ずしか上回らなかった︒

転保守、施設内の補助ユ事並び1魏鴇繕業務、管理区域内除染および清掃、普通区域讃掃
（研究施設関係）RI放射線取扱実験室設瀞コンサルタント施設の改造・解体、廃粟施設双幅、
機器の除染、各種麗蒸物の処理、ブイルターの交換、空間線1凄1率・表門朽染率分布測定、空調設

備運転保醤、管理区域内除染および清揃、普通区域 謝，量｝、浄水管理
〔原子力関連憲要義奮先〕
（発竈所関係）1レ餐原子力発寒（株）・敦賀および東海発屯所、東京屯力（株） 畑島原∫ノ拶蚤憩癌
ゆ国電力（林）・島根原∫力多音長所、ノし州電力（株）・玄海原一野力発電所、
一菱曲事（株〉、 （関電興
業（株）、関西電力（林〉・美浜発電所）、目立プラント（株）、東京芝瀞も気（株）・原イ力本部、＝菱、

手できる代替エネルギー︑すなわ

ならない︒

ち石炭と原子力を利用しなければ

則違反に関しては︑コモンウェル

これとは別に︑セキュリティ規

米原子力規制委員会︵NRC︶ た﹂と︑ビクター︒ステロNRCと主張していた︒
検琶実施間長は︑岡祉に対する諮

一︑石炭や太陽エネルギーを開

簡の中で禽明した︒

ィーズ原子力発電所の貴任者二入

ス・エシソン社とクアッド︒シテ

に対し︑同祉のクアッド・シティ

違反内灘は︑一九七七年にさか

が途邦地裁に超訴されていたが︑

は︑コモンウエルス・エジソン社

ーズ漂子力発心所で一九七七年に

のぼるもので︑①プラントの枢要

発利用するにしても︑それが︑猿

かすためのものであってはならな

セキュリティ︵物的防護︶規劉違

連邦地裁は︑八月鉦︑罪を一箱い渡し

発建設に紺する努力の不整をこま

い︒

部に通じる防護トアを︑鍵もかけ

一

需一角一一噂 ≧

ず驚備もおかず︑開け放つしにし

ている︒

さない旨を通告した︒

ていた②訪問客が護衛もつかずに

反があったことに関し︑﹃金を課

一︑原子力は現実に貢献の実績
を繕加し続けており︵八五年には

OECD諸国の心気輸入墨の二五 ﹁コモンウェルス・エジソン社

隔一＝＝

ネルギー計画をめざして多大の努

号︑運転停止

廃棄物排出嗣郵管破損で

︻パリ松本駐在鼠︼この八月八

庸に初送彪を開始したばかりのフ

︵九＋万KW︑PWR︶は同三＋

ランスのトリカスタン原発一一腎機

日︑二次系の液体廃棄物排出用導

蟹一本が破損したので停止した・

いる気密回廊が浸水し︑内部回廊

破損によってこの導管を保護して

を経て諸筆に水が入った︒廃藁平

貯蔵され排出される︒鯨管の修曖

った︒廃藁物は回収してタンクに

中には異常放射能は認められなか

分することを禁ずる﹂ことを要求

二年ぶりで運転を再開したが︑二

が︑規則に及して︑タービンと原

カナダは︑スイスが審議を延期

している︒

防の精神に反するものではないと
︵N湿CO︶は︑﹁廃棄物に対す

力が強化されることはないし︑核

ってアルゼンチンの核兵器製造能

を内政干渉と抵摘︑この玉出によ

重水工場輸出に反対していること

ルツァー歓による対アルゼンチン

委員会は︑ことに︑カナタがサ

ン協定草案の審議を延期した︒

が内政干渉だとして網野とのウラ

議会委員会は︑カナダ政府の態度

︻パリ松本駐在風︶スイス趨邦

内政干渉が理由

カナダとのウ
ラン協議延長

スイス議会

には約八日間を要する見込み︒

ード処分堀を運営しているニュー

一方︑ワシントン州でハンフォ

め﹂と請願の趣雷を説明︒

棄物のハキ溜めにするのを防ぐた

は︑﹁ワシントン州を︑米国の廃

ブ運動を進めている甫民グループ

もよいとしている︒イニシアティ

他州の一揖物の受入れを許司して

ン州と廃棄物贈蔵協定を結べば︑

岡イニシアティブは︑ワシント

る︒

願謁に閲する州民投票が行われ

月四日の大統領選挙には︑この講

あると確認した︒その結累︑十︸

したイニシアティブ講願が有効で

射性廃棄物を拷ち込み︑貯藏・処

ワシントン州内に医療用以外の放

男蜘十一月に住民投票

廃棄物持込みはダメ

医療用以外の

︑フランスは︑期待されるエ

である︒その解決は︑計醐経済讃

一一幽幽曽魑

％︶︑しかも︑作業員にも住罠に

一

も大きな事故が生じたことは一度

力を払い︑消費の節約︑広大な原

が自らの分野で負っている澱任に

来ワシントン州嶺局は九月二
日︑二九八一年七月一日以降︑

り︑OPEC︵石癌輸出閏機構︶

匹敵する︒

曜謄卿曽P縛

のテーマで︑円甫会議とワ⁝キン

もない︒︵τ臓1では犠腕薔は出 国および開発途上国を含めすべて

子力無熱の推進︑石炭利用への復

一︑しかし︑渠国など数か国で

八臼の瀾一癖で特別講趨したベ
ッカー長窟は︑イスタンブール会

としての石炭漏︑﹁原子力の必要

の経済機構はデリケートであるの

一︑原子力の危機は世界の危機

廻

ググループ会合が計麟されてい

の国が生産︑テクノロジーの開

帰︑新エネルギーの利周などに尽

る︒

発︑人賦の養成に協力して︑はじ

力してきた︒

なかった︶

めて得られる︒

を凌駕するありさまで︑このよう

は︑原発の発注取消しが新規発注

遡命論排除︑論め排除

議の結果を振り返って︑断固たる
態度で

にして取消されたKW数は石癌の
不罵踏数に相当し︑その影響はま

を力説し︑次のように語った︒

ず開発途上国に及ぼされる︒原子

が発表される︒そして︑牛後に
一︑七七奪当時すでに必要欠く

力沈滞の電髪は技術上の問題では

ータ︑資料の収集・発表などの盾

べからざるものと認められた野心

世界エネルギ⁝漕網は︑人類の

的闘標︵石炭三億贈産︑壷網力の

は︑技術セッションのテーマをさ
らに煮詰めて検討するため︑﹁盆

動のほかに︑三審に一圃︑琶界大

成・非在来石油︑合成ガスーそれ

利益のためにエネルギー資源の糊

今大鼓では︑九︑十︑十一田の
六無催増など︶に応えうる結累が

ギーと環境﹂︑﹁エネルギ⁝︑社
性と問題﹂︑﹁エネルギーと公衆

なく︑先進国の灘圧は明白であ

らの将来の役割漏︑﹁開発途上国

金を開催している︒

的として一九二四年に創設︑げん

午前中に﹁エネルギー供給﹂︑
得られなかったQ

る︒エネルギー資源の生塵︑輸
会︑環境﹂の四つの技術セッショ

ポークスマンは︑門監査の経験か

︐ 多元多多 ；︑︐多 ︐一多多多ラ ︐︐︐︐多危多多︐．︑︐︐多多︑︑︑︑多多多多

査していることを明らかにした︒

らして︑許容蚤を越えて被凝した

多髪

岡社スポ⁝クスマンは︑﹁実際に

作業員の人数や被曝線騒魑は︑調

：多多多一

岡社スポークスマンが語ったと

憐レム被曝したかを最終的に判断

一多％多多

ころによると︑作業員の被曝線墨

蓋が終了する二趨聞後には︑大匠

多多⁝；多多

は︑原子力産業が趨常行う方法
するには︑今後の計算と評価紬果

に減るものとみられる﹂と述べ

・⁝多多ヲ⁝

︵すなわちフィルム・バッジを鵬

が出るのを籍たねばならない﹂と

コ

部につけて︶で測定︑バッジは充

た︒

；燕怠昌犠熱

と指摘し︑したがって︑﹁来国の

る恐怖は感惰的なものであり︑ハ

粟閣的にはTMIと同種のもの﹂ クリア・エンジニアリング会社
ケメニー報告箸一連の対策を読ん

ンフォードは安全問題を引き起こ

認町を得て︑運転再開にごきつけ

︹パリ松本駐在凪︼西独のブル

たばかりのトラブル発生となっ

していない﹂と述べ︑﹁州間で廃

していたが︑このほど︑裁判所の

められている方法で︑その測蜜結

ンズビュッテル原発︵八十万五千

で非常に驚いた︒というのは︑西

十八賑︑運転再開検査計画中に測

子炉の聞にあるバルブの繋金二等

︵注︶ブルンズビュッテル原発

果は︑鷺︑手︑頭など身体の他の

原塵派遣の欧※PA小氏調査グ ドイツでは既に手を打ってあった

た︒

許容線墨を越える鎌継の弼能性

鳴ったため緊急停止した︒

定器材の欠陥が探知されて蟹報が

簸大三レムになっている︒

イニシアティブ請願には十四万

をきったまま︑操作していたた

運転員の教育・資格要件を法律で

ハンブルグ亀力会社では測定器

規捌した③監麟宮庁の監督を強化

故障したとき︑このバルブが作働

め︑タービンに熱風を送る装躍が
米国の現行の連邦規制によれば

樗は炉外のもので放射能の漏洩は

も五無間は原発の還転を続けるこ

カナダからウランを輸入しなくて

なかったといっている︒しかし︑

嶺は︑イニシアティブ成立に必要

したーーの対策を講じた︒連邦内

また︑独自の改良型原子炉を空理

せず︑外部に放射性物資が漏れる

している輪と付け藤えたQ

リューネブルグ行政裁判所︵シュ

務省のザール原子力安全局長は︑
﹁ブルンズビュッテルの事故は︑

浸出が起きた◎岡原発は︑この事

な十二万三千七十一名を千名足ら

毒水工場輸出に反対したことはな
の初期結果からの推定計篇にもと

は︑頭部のモニタリング・パッシ

たものとなっている﹂と述べた︒

KW︑BWR︶は八月二＋四貝
は︑ハンブルクの北方︑エルベ川

認めないと通告した︒

二年ぶりの再開むなしく

か慰測定器欠陥で停止

二田の記者会見で︑sC猛枇ス 間に生じた︒

の修理を行っていた最近の三か月

この放射線被曝は︑蒸気発生器

述べ︑さらに︑すべての関係する

スポークスマンは︑門胸部レベ

被曝した可能性がでてきた︒

線猛を上園る︶かなり高い線騒を

レベルで測定したところ︑︵許容

地点で働く作業綴について︑頭部

の指示で︑発磯所内のいくつかの

ところが︑先週︑NRC演出竃たとも指摘した〇

いた︒

作業員は放射線区域外で働いてい

分許容隈度内に入る数櫨を承して

；多多

送︑転換︑利罵や経済成長とエネ

；多髪

で︑火遊びを止めるべきだ︒

多多

iよりよい理解をめざして偏など

一・エネルギー輸出国は︑世界

のエネルギー間題駄︑﹁国際商品

発と平租利嗣を躍進することを国

ざい七十八か国に国内委澱会をも

趨臨

ンを設定︑舎糠穂六十四篇の論文

﹁エネルギーと社会﹂︑﹁エネル

ペンカー畏官

ルギー消費の関係の会食︑関係デ

つ最大級の葬政腿国際組織であ

、㌻

鐵

故以来︑修理のため︑ずっと停止

4

鱗、

部分の被礫線羅を保守的に考慮し

ルでの測定は︑一般に産業界で認

ラブルで選転再開は組月に延びた。

6

、％
鶴〉

は十月三十一欝までは運転再開を

・エシソン︵SCE︶社は︑九月 づいたものである︒

二臼︑漂子力規制委員会︵聾R

笛78隼6月のタービン轟故以来陣止して
いたブルンズビュンテル原発。今回のト

6
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C︶に対し︑サンオノフレ原子力 作業員被曝は︑全身で三か月間︑

発電駈の作業賛数名が巖近の四半

期に許容騒を越えて被曝した町能

性があると報告した︒
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にも國を向けざるを繹ない周極が

いる行政の狭間におかれた諸問題

が進められることを願うQ

た総愈エネルギー対策推進閣僚会

や地域筏会の繕来経蛍などに関

樗からは︑地域における安全確保

とを反映して関係の送騰隈や市町

し︑国の質任の明確化や地方公共

議による要対策額二二源指竃︵昭

団体の仙躍づけを求める強い三廻

和五十二年以来計二十五地点指
定︑うち原子力は十二地点︶︑さ

すなわち既設地域であるか新規

らには昭和五十三卑の原子力安心

地域であるかを宣わず地元僅民の

が繰り返し提起されてきている︒

改革など︑濁による一連の制渡︒

理解を得るにあたっての地方自治

擾員会発楚など原予輩行政体制の

た︒

依制整備も議朗きに進められてき

の難しさが騒立ってきているが︑

治体の理解・協力を鶴ること宮体

らに立地未経験地葺においては自
知識と体認をもち︑かつ地域にお

豪国スリーマイル︒アイランド襲

体の囲難は増大してきており︑さ

ける調轄経験も積んだ地方自治体

故の発生後は︑地域におけるその

しかし︑その後も実質的にはす

のもとでの既設地点やその周辺へ

ような趨勢はさらに一般と進行し

でに原子力安富問題などに相応の

の欄設︑贈棊はあるていど進展し

調審以潮の懲悪形成期においては

に︑贈源薫法による水産業関係の

いて通産行政のワクをこえた各雀

とくに地域の産叢振興の側面につ

と︑また地域が希求する地域振興

ては︑その安全翼翼に関して聯管

補の墨金難題にある︒これについ

は︑国の法制度のなかに﹁地域偏

いる︒したがって︑これについて

し難いというケースが蛋じてきて

聡し︑事前の苧備的調査すら憩戯

ど︑新しい総愈的な闇雲みをいか

推進︑魚価低落階対策の確立な

画的な保金︑砿業振興の謝糊的な

纂盤としたうえで︑漁場麗境の計

する国としての臨本認識の確立を

るエネルギー悔勢をふ濠えて︑原

残されており︑こんにちの慧迫す

制度︑財政・税制面の問題も多く

なう南町村財政の不安定さなど︑

いるため五庫でほぼ半減︶にとも

な減少︵定率十五黛償却となって

をはじめ︑鰯定資塵税収入の懲速

機叢論

⑧営業品譲

は︑こうした原子力添地の剛節化
の諸様相をふまえ︑競行の原子力

行政および立地行政上の法制度の

に生じているギャップや︑騰の各

理念や運用と︑地域の情況との間

どを逓じてわが麟における原子力

多かった︒その結果︑この帳欝欝

欝庁がそれぞれの立場で処理して

かし一方︑昭和五十四奪三月※国
でとりあげた藷提認も︑単にこれ

利嗣の蚤嚢性が再確謙された︒し

までの行政論理に禽わせて部分的

たものの︑新規地域での立地促進

都意府県等による諸声萱や振興方

施設蟄鮪もほとんどとりあげられ

バーされていないといった塞塞的

庁にまたがる総盒性︑継続性がカ

規翻︵二業轄規制︶の立場をとる

という視点を確立し︑原子力立地

に築くか︑またこれらをふ濠え

争力魔設の地域への立地に麗する

勲

騨駕

液晶液
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原産︑地域・行政問題等研究会報告書より
一
一颪所報の通り田本原子力産業会議は五毯︑門原子力立地促進のための地域政策の確立に関
する要望懲扁をとりまとめた︒げんざいわが国の原子力開発が自註している立地問題の実態を
総舎的に分析し︑その打開策をあきらかにしたもの︒それによると要望は﹁原発のリードタイ
スリー・マイル︒アイランド原子

に対処されるだけでは︑問題の本

力発鷹駈における宝蔵の発生によ
って・原子力安痛論筆が薄び活発
質的解決につながらないと怨われ

本研究会としては︑この報告諮

となり︑地域における防災対策の

がきっかけとなり︑政府・闇闇の

をえない︒しかし︑その離応は共

期段階が符政約にはある種の空白

ないなど︑社会的不公軍感まで盤

国の資望体制やその取因み努力が

に係る地方公莫隅体の上置づけ役

て︑陸域側とは異なる独闘の広域

難

AEモニタリングノステム

るものが多い︒

地と地域社会との関遮にも新しい

・体制の整備・構築にあたっては
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確立

原子力損害に関して万一に備え

る賠償制度はあるが︑これは風評
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以上のような現状の墓本認識から︑原子力施設の立地に関

的選択に一つの区切りを設けるよ

㌦

うな行政システムが整舗されねば

地域の振興整備とくに地域産業の

ど班存の地元産業が共存する条件

立累する﹁地域振興計画﹂﹁涌業

さらに詳細な確認がおこなわれる

な関心事項であり︑立地を契機と

なおこうした地域a意の確認後 などを含めた︑より総命的な適地

ならない︒

振興計画﹂さらに﹁地域安全確保

ことなど︑いわば立地決定にいた

する地域の振興整備への期待も強

請されるにいたっている︒

による公共施設中心の整備にとど

備にあたっては︑斜行の電源三法

り国による沿岸瀕場の生産性向上

れている現状を改酋する必要があ

による乱言低落等の蟹態には適用

されない︒このため現状では漁業

最大6個

（2280mm）

する問頚の本質は︑エネルギー問題という国民全体の利益と

地域社会の利溢との対立を調整し︑社会的含意を形成するた

めの仕組みないし制度の聞題と考えられる︒そのためには︑

興に関して︑住民の信頼が得られ︑地力公共団体などが袴効

計爵﹂﹁漁場環境保全計癬漏など

るまでの関係双方の一連の積み上

い半面︑貴重な沿岸資源を盾用し

総舎費振興に関する施策の拡充へ

の素材として連動・懸用され︑立

げの通筋を明示することとなり︑

安定的に漁業を経営してきた地域
等ではきわめて強い反発も生じて

まらず︑地域の産業振興等をもあ

含的な配慮がつくされることにな

て原子力地域整備に関しては︑地

るよう制度・財政措置等について

わせて国の総愈行政として進めう

くるという背景があるGしたがっ

城塵業の振興方策や地域の将来経

格段の拡充がはかられるべきであ

る︒

キメ細かな績み上げを︑電覆審以

営の視点に立った調葦・検討など

のための事業が進められるなど︑

る︒また︑漁業者がいだく重量と

諸対策の整備 い

新しい資源管理型漁業への政策展

不安に対して︑すすんで異体的な

煮の抱く偲来的な不安や懸念まで

手妾量売探触子至

10kg

地域における安全の確保ならびに社会墓盤の整纈︑産業の振

にその調整努力を展開できるような︑立地の初期段階からの

地段階に入ってからの地域におけ

かつ各段階の調査等を地域の側か

さらに新たな産業の育成・誘致等

る総合的なとりくみに資しうるよ

らも受け入れやすいものとする総

二︑総含的な適地選定システム

うにすべきであると思われる︒

の確立
繭詑の国責任体制の一貫整備に
閣嚇し︑これに先立って事業煮が

地域における安全の確保に関して

管体制を変更することはないが︑

却にともなう固定資産税収入落差

開が鋭慧行われつつある︒そうし

間題を掘り起こし︑解明を行った

による超膏波軸力測定方式の採用か原子力業界で急速

量

行政的システム作りが必要であり︑その実現は国の貰務とい

提言する︒

わねばならない︒そのような観点から︑以下のような擶置を

の岡意をえて圏が門調査地域指

初期段階からの国の責任体制の整備嘱

現行の法体系のもとでは︑原子

びに塁本方向の検討などを国が都
道騰県に委託し︑③それらの結聚

定漏を行い︑②上掲の諸調査なら

を公表し︑事業蓄による諸幽間の

力立地にとってもっとも肝要な初

を︑象業者および地方公共隅体の

絡果とあわせて鍵層舎意・漁業会

期の地域における貧意形成段階

し僅民の食意をえて翼体的な計遜

噛蓼確傑爵寒興σ露穣制蟹騒

じみがたい側面を深めつつある︒

る︒その際︑原子力地域の既存灘

したがって公共用施設に係る補侵

前の早期の食意形成段階から進め

ら︑当薗電源特会についての各雀

略準要綱等を蝿醸し︑事業者によ

は以下の携置を講ずる必要があろ

庁調整用の別枠設定などにより各

業については︑対象規模や開発効

省庁の協力体制のより強力かつ貝

ていくことが肝要となる︒

スの政策によって必ずしもカバー

用の点などから従来の各省庁ベー

①施設者は定期的な運転状況︑

また︑原子力施設においては住

事故等について都道履県知事およ

民防護や環境保全について建設・

に対する監視︑発雷を認めること

路國体とくに︑都道府県に事業暫

が大きいなどの︑原子力立地に固

た豫味で沿岸域への原子力施設立

含めてすべて事業蓄による﹁事前

した状況を打開するには︑とくに

手続きを確立することが必要だ︒
このため都道懸県による落前の

瀕業への予測しがたい損害の発生

うえで︑必襲な対策を講じていく

漁業影響調査︑周辺魚場運転保全・

に備える﹁事後下網篇の蕎え方な

地に関しては︑新たに召命資漂政

重大な係りを有する食糧︵漁業︶

漁業振興等についての方向・方策

らびに対応策が畢急に確宜される

策の観点から︑ともに国民生爵に

こなう漁業振興の範囲とを明確に

る署前・事後補慣の範囲と国がお

③地域における安全確保のため

有の問題も介葎する︒塞源三法等

ておらず︑そのため地域の側から

一

体的な推濫をはかる必蠣がある︒

継続的に精別の配慮を要するな

遡転段階から閉鎖︑解体蒔にまで

②地域における安全確保のため

び帝町村長に通報すること

立は難しい︒これがため原子力施

ど︑地域の績禅的・物質的賃櫨が

必要と思われる薯項については︑

の競状の施策はこのような地域の

建設終了後の地元覚働力問題や債

大きく獲時間にわたる︒その聞︑

必要と認める腸愈には都道府興知

一方において地域住属および南町 事は︑原子力施設内に立入調査す

設の立地について都道府県知事が

村の要請に適切に対処するととも

都道府県知翁は︑叢務大網に対

実情に十分応えうるものとはなっ

ることができるものとすること

描躍を求めることにより︑砺蕎の

し︑事業者に対する必要な措匿を

に︑他方において国に対し必要な

聞の実質的な仲介調整の機能に期

要求することができるものとする
こと
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観点からの総鋒芒財源対策につい
ては︑電気税の電力生産地域への
優先的還元︑電源特発による蓮転
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され難い状況のものも多いことか
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自主的な対応に委ねている︒しか

段階へと進みうるようにするため
には︑初期段階からの濁などによ
る原子力施設の安全腔についての

じた環魔防護規制の視点を欠いて

なしには住民の儒頼感の維持・確
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原子力施設の安全確保の出帰は
技術の問題であると隅時に︑これ
を運用する仕組みの問題である︒

親行の原子力法制では国の專蟹体

いるため︑周辺地域における環境

要がある︒

待することができるようにする必

したがって︑規制に係る国の尊
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原子力施設地域に係る

ﾁ別筆法などの検討

亀

政策とエネルギー︵原子力︶政策

の明示によって︑広域の関係漁業

必要がある︒とくに原華力開発の

ルク管埋方式に代り、精度の高いEXTENSOMETER
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適確な備報提供とともに︑地域の
安金確傑および振興整備に係る国
の一貫した総門的貰任体制の明示
が不司欠と考える︒

一︑初期段階における行政シス
テムの整備

に選択するためには少なくとも①

放射線監視︑防災対策︑温排水規

れているものの︑地域の特注に応

事業蓄が行う宙然環境に関する調

制等に関して︑従来ともすれば園

制のもとに事業者規制の形がとら

歪などとは別に︑都遭魯鈍が社会

の責妊が明確でなく︑国の開脚防

今日の状況のもとで︑地域社会

環境調査・漁業環境調董などを実

護の姿勢にも不儒をまねく原因と

が原子力施設の受け入れを曳体的

影響を解明する︒②それらの対応

施し︑施設立地にともなう諸般の

なってきた︒

とくに環境放射線監視について

国の欝欝体制の整備

一︑地域の賦金確保についての

策としての安金確保方策︑漁場環
境保全方針などをふくめ︑さらに

策︑産業振興対策などについても
は︑国の導管体制を篶難して安全
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との相互の位置づけと共存につい

た後に漁業補儂に入るなど︑規行

養をも斜めた下墨形成をおこなっ

力地域に疲及する懸念も強まりつ

拡大にともなって︑すべての原子

えないこととなっているが︑こう

補償﹂の巾でのみ対応されざるを

税・電気料金などによる地域還元

て国の謡本認識を確立することが

の事業蓄本位の手順・仕組みを改

つある放射能風評による魚価低落

側から強い嚢請のある地域別格差

方策については︑困難な間男を含

て︑地点選定段階にはじまり漁場

先決である︒また︑これをふまえ

善すべきである︒また︑土地とは

の問題︑取放水の大量化による瀕

露気料金などについて︑幅広い検

〇QO隼ころまでのわが圏のエネ 釈のみで承ることはきわめて難

んでいるが︑一面︑準国産ともい

利用形態を異にする三白に係る補

しかし︑これら筋要の新規地点

しいと思われるので︑今臼の急遡

いうるエネルギーを安価にかつ安

諸政策を一貫して整備することに

保全・瀕業振興など興体的な行政

償を事前補儂だけでカバーしょう

の確保等を︑原子力や電源施設に

ルギー供磯上︑きわめて量要な課

して原子力地域の盤台的振興をは

するエネルギー薯情のもとで国と

質について国民的な理解を高め︑

定的に供給できる原子力利用の特

より︑露盤のようなすべてを金銭

一︑原子力施設地域の安全の確

題となっており︑近い将来︑相当

かる観点にたった抜本的な縦度・

補儲のみによって解決する形の進

保と振興整備に関する法案の検討

数の瓢規地点等が確保されなけれ

体制の整備がおこなわれるべきで

て爽質的な寄与をしうるという側

また原子力窪窪の振興にもきわめ

討が必要と考える︒こうした電気

ば︑エネルギー総体の需給目標が

ある︒このため︑上認提雷のよう

関する現行諸法の単なる運胴や解

達成され難く︑しかも原子力利縮

な諸施策を総合醜に遂行しうるよ

のとして︑﹁救済墓金偏の創設等

鵬への影響などの劉態に備えるも

原乎力発電蕨の建設は︑当面二

の完結には︑発電筋以外にも再処

とすることには無理がある︒しか
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▽悪麗等のうち技術的熊力に関

するよう掴示する︒

審査塒に参酌する︒

する璽項については︑墨安全委の

▽当該原子炉旛設の固衛の開題
でない安全性に関する肇項につい
ては︑必要に応じ︑歯質部会等に

▽地域振興︑温排水対簗等の安

おいて検尉を行う︒

これを受けて安全委員長は間

愈見慰の公表だけにとどめるi⁝
の安金性にかかわる鵬項で︑取水

田︑原子炉安全騨門審査会に対し

それによると▽当該原子炉旛設

り︑さらに従聯蓄の被曝実綾も許

る郭項については︑選択の上︑原

設計等を調蛮霧議する際に関遷す

子炉安全自門審査禽にこれらの薯

て︑岡公開ヒアリングにおける次

等となっている︒

また︑一年間に発生した低レベ

ル放射性閻体廃藁物のドラム衝

広大な建設状況が一望できる立台

藤波傾雄原研理聯長の誘蒜で︑

研究成聚︑施設ができたのは︑地

しい︒なお︑今日のような立派な

と感じた︒こん︸．﹂とも精励してほ

ない成累と旛設に接し︑頼もしい

施するようにしたい︒

力が得られれば︑来無の秋には実

業界の理解とともに︑国際的な協

行っているところだ︒国内の水薩

＝＝帰IP二一竃一皿篇一回一−齢一冊一；一罫一二

にのぼった中川長宙は︑係宙の説

五十六隼七月まで九十九ナを終え

一︑再処理は臓来間の合愈で︑

鳥の鮨さんの協力による︒畷任蓄

また︑低レベル放活性廃旧物の

ことになろうが︑施設の運転が円

転については︑日米閣で協議する

る予定になっている︒そのこも運

源洋処分︑日来再処理協定などに

を語った︒

察︑わが国が誇るJT⁝60の姿に
としてお礼をいいたい﹂と︑印象

また︑動力炉・核燃糾開発窮藁

ぎらった︒

何度もうなづき︑蘭係轟の労をね

いる申幽一郎幾組は幽繍︑こんど

また︑こんご増大する再処理を行

滑になされるよう万金を期する︒

一︑低レベル放射性廃棄物の海

ついて︑次のように語った︒

っていくためには︑大規模な民轟

団︵瀬川蕉男理串長︶の再処理施

洋処分は︑すでに昨鎌︑原子力安

轟処理工場を建設する必要があ

設では︑再処理のしくみについて
酒発な質問をあびせるなど︑予定

全署員会による安全評纐が終わ

力閥発の原点ともいえる東海村の
原子力施設を訪問︑世界に誇る最

晴間を大勇に漏す熟心ぶり︒

八騰すぎ︑ホテルを出た長宙の

願であった東海視察が実現できて

で記者会強した中川長鴬は︑門念

最後の動燃・大洗工学センター

ど︑国際的協調を図りながら聯繋

D⁝福建Aの監視機構への謬加な ードタイムを要するので︑この間

国はロンドン条約の批雄︑OEC民闇再処理工場建設には︑畏いり

とが確認されている◎また︑わが

り︑環境への膨響の恐れはないこ

場を︶支援していきたい︒なお︑

り︑政冊としても︵罠間話処理工

らわにした︒

照は︑降りしきる閑の中︑原研

の︶蜜金研究施設︑︵動轡の︶再

よかった︒勉強になった︒︵原研

の粟海再処理施設の処理能力を上

開発をすすめている臨界プラズマ

まわって生ずる購要については︑

が︑その緻織を上げて︑露燕的に

するが︑︵南太平洋諸圃の一部に
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のような十悪・質問の謬酌を指示

▽麟故時の被曝は何をめやすに

した︒

安全を判断するか▽地麗対策に関
し︑どのような地幅調蛮を行い︑
どの程度の規模の想定地腿を想定
したのか▽航当機の原子炉髄設へ

の墜落に対してどう霧えるか▽T

にどう反映されているか1等◎

MI畢故の教訓は同炉の安全審査

百日間にわたる

第二回定検開始
東海第二発躍所
日本原子力発電︵鈴木俊一社
撰︶の藥海第二発起所︵BWR︑

の定検にはいった︒約百臼闇にの

醤十万KW︶は七田から第二回饅

ぼる定検で︑原子炉添体︑原子炉
冷却系設備︑燃料取替えなどの作
業を行う︒

環境放射能︑放射

線の計測で報告会
原安脇
原子力安全研究協会では︑九月

原産に

長

八

住所

玉．原子力発電所を始めとする、原f力閏係角業日川1のために翔発された繭コム露塵てす。
2 全品冗全検査によってfな染「1㌻故の原囚となるピンホールは全くありません。
3 GLOV慧Sが予の全体に旧くフィノトするためll某riか夢h・iロ、に艮くまた逼れた材質のため

Jl＄一Z4810（放射性汚染防護用コム手袋）規定試検合格品

長時間の御硬用1こ繭えます。

種類・寸法

三興化学工：業株式会社

総発売元

株式会社識

ゴ

h懲

東京都千代田区神田富山町25

協会︵〇三i五〇三⁝五七八五︶

まで︒

多目的高温ガス炉

砺究報告会を開催

原 研

田本原子力研究所︵藤捜憎雄理

欝長︶は二十五闘︑年後﹁階㎝二十

九團多灘的高湿ガス炉研究成果報

分から璽宗・経齪連ホールで︑第

テーマと講演蓄は次のとおり︒

饅会をひらく︒

多図的商漏ガス炉研究囎発の概

の炉体設計︵欝本瓢晟副空任研究

嚢︵中村煕栄管理部長︶︑実験炉

藤康副童任研究員︶︑笑験炉用

員︶︑爽験炉のプラント設計︵風

射研究整畏︶︑実験国用黒鉛材窟

燃料の照射試験︵搾川勝市燃糧照

の変形と破壊︵奥達雄高温材料強

度研究笙長︶︑特別講演・エネル

ギー問題と核熟利用︵接接丁田経

詳細闇△口わせは︑原研安全性研

新聞論鋭婁醍︶o

︸了五七五五

住

究管理都まで︒電翻〇二九二八1

智謀／彰

社長岸田雅唇氏

東芝エンジニアリング︵株︶

原産に入鼓

〇五

港区爾薪画一⁝一八一一七

干七六〇

倥所

原薩に入食

醗話Ω二一五9一一五

〒

所

四〇一

四鷺慶業︵株︶

商垂垂丸ノ内︺〜⁝五

代表取締役垂垂俊藤忠毅氏

︵株︶時寧日本琢聞社

電話○八七八一五一−一一五一

岩国箭今津町一⁝一三i二

代表取締役社畏笹川徳光氏

田所

原薩に入会

干七四〇電話○八二七一二

入会

二

住願

三⁝〜一六六

︵株︶十八銀行

取締役頭取満島衝三蔵

騎市銅座町一一一一

干八五〇一
三十日︑東京・平河町の藏水都市

一八

九一難詣〇九五八一二認⁝

︵株︶四国落籍社

原産に入会

センタ⁝で門環境放射能および聚
境放射線の謝測に関する研究﹂の
成菓報告会を行う︒

早七六〇

代衷厳締役縣務阪根義雄氏

高松市申野町一五一一

これは︑岡協会の環境放鮒能計
測規格化調査聯門委員会が昭和五

新代表者は社長関克敏氏

画工養変

磁

倥所

原塵に入会

磁話O八七八⊥一薫1〜一二

︵株︶中国新聞社

十二薙から五十四無の三悪間にわ

広島市土橋七−一

代表取締役社長山蹴朗氏

たり︑原子力雷魚内外の放射線讐
理に用いられる謝測認︑測定方法︑

璽

九釧羅貧工欝︵株︶

話○△切土九一一瓢二

干七三三

校正方法の標準化推進のため︑現
状における闇題点と標藁化すべき

参加蟄五千円︒聞い会わせば岡

L◎V置S

︵二一酵佃︶は五万八千三十三本
で︑累横保管籔は十八刀九千七語
五十五本に達した︒

037
ど〔x

内容の摘出を行ったもの︒

製造元

ク

一力︑商用原子力発蹴駈におけ

Q37

処理︑常陽︑放射線勧学総台研究

451

重

る放射線作業従購暫の延べ人数は
説

04G
浜

この一無間で︑三万四千二蔭五十
1，5騒

関

もいえる︒
1，406

根

となった○総被曝
148

中国額慧・島

四人で︑一人あたりの平均被礫線

4，175

畑

麗はO・三鴎レ

するのにともない︑しだいに増大

線鰍は原子力発鱈所の墓数が襲踏

056
㍉8〔｝7

附

項を︑地元住民の懲見として参酌

討

058
中電・浜

今働の︑科学技術庁による協力
要譜が福井興および地図で受け入
れられた鵬禽︑動燃嶺業懸は科学

しているが︑一人あたりの平均被

い︒

曝線騒には大きな変化はみられな

人となっている︒

032

試験装置︵﹂丁一6こ口の建設地︑

蔽霞して集割されている。
集3iしているので

技術庁に対し︑﹁もんじゅ縣設國
許珂申請を行い︑科学技術斤はこ

数は十一万四託⊥ハ衝十三人︑放射

が︑その五十五隼三月末の登録轡

登録センターで登録蟹理している

二隼十一月から放酎線従窮者中央

射線作業従蜘蕎については︑五十

また︑康子力発心所における放

れを受けて安全審査︵一次︶を行

なお︑﹁もんじゅ扁の耀境雪国

うことになる︒

はほぼ終わり︑あとは手続上の問

は︑興の鰻終決窟待ちで︑國の方

題をのこすだけの状態︒

高速憎殖原型炉﹁もんじゅ偏

頁四十

は︑娘気出力瓢一十万KWのナトリ 線重罪畢帳の交付養数は六万工千

と︑今年廣末までに建設鵜工︑六

ウム冷却炉︒これまでの計画だ

6，正71

係窟の鋭明に熱心に聞き入る申川蝿蜜︵中災︑動燃

47

う，75〔

県議会の動向が焦点に
物圏として︑安全性についての審蛮を驕始したい﹂⁝一︒噸川︸郎科学技術庁誤算の命をうけた岡

している爾逸増娘搬型炉について︑﹁先衡的﹂ともいえる安全審竃の督し入れを中川県知蟹に行うと

今回の細し入れば︑この︑電調

安全審査の参
酌項目を指示

5，89！

電・美

庁の石渡原子力簡長は八目︑裾拝県を訪れ︑働力炉・核燃料開発顎玉具が同興敦賀帝白木地区に予定

ともに︑地元の敦翼南︑美浜町にも同様な協力を戯曲した︒ふつう県知事の同愈を織て安盆審査に入
るのだが︑げんざいまでのところ知鵬の判断が遅れていることから︑﹁もんじゅ﹂の推進に前任をも
つ科技庁が︑﹁国として︑安金性の審蒼をはじめたい﹂と凹し入れたもの︒十六欝からはじまる福拝
県議会での辮議ともからめ︑科技庁による今回の嚇し入れによって︑噴もんじゅ﹂建設へ陶け︑遡態

の部分が抜ける︑という四二にな

は新しい局繭を迎えた︒

科学技術庁が今圃︑福井緊と地
十二隼宋臨界︒総細蟹として︑約

審の抜けたフローチャートが遡に
霞千億円が罠込まれている︒

る︒そのかわり︑餓調欝に相当す
なったもの︒いわば︑安全性を立

安全委︑審蛮会に

28G

全性に関係しない聯項について

原子力安全委員会︵吹田徳雄委

三〇955

873

における陳述人の悪見等の取扱い

体廃強物の隼間発生獄と累積保管

038
圭〔｝08Z
、1島第一

は︑安全委の所撃に属さないので

澱擬︶は八B︑九州電力・川内二

それによると︑放射性廃棄物の
放幽鰍はすべての原子力発電所に

（B6

容被曝線盤を大きく下まわった︒

おいて放出管理邑標億以下であ

0弓8

について決裂した︒

騒︑幽幽薔被曝線懸等をまとめた

る関係鋤焼の了解を求める描躍が

した︒

弩炉増設に関する公開ヒヤリング

証するための﹁効果的偏な手順と

平均被曝量は横ばい
趨産省資源エネルギー庁は照
周調査は︑爽三日月罵原子炉ニ

基の︑放射性気体廃藁物およ

び放射性液鉢廃棄物の琿間放出羅

ナ

もの︵別義︶︒

ここに入る︒

元に串し入れを行った理宙のひと
つに﹁安全性﹂がある︒

新型炉である﹁もんじゅ扁につ
いては︑田光に根強い安全性への
不安がある︒

このため︑科学技術庁として
は︑下金審癒をとおして︑その安

全性を理解するのがよい︑と判

の︒商用炉の場禽だと︑地元の岡
臼︑昭秘五十四奪度の実用発霞周

鑛縁原発被曝実績を発表

愈︑礪調審への土程︑そして安全
原子炉施設における放射闇闇三物

断︑今瞼の荒し入れとなったも

二塁とすすむのだが︑研究炉の場

A﹁安定的な胆力を生みだすも 玄理と︑その従購蕎被曝の状況を

三，122

明に身を乗りだすようにして視

様︒

階二胡−曽明日齢一冨一柵漏漏−冊嘗一露需曽濡一一一鼎−一冨曽需一︻冨一謄漏f＝一＝竃一㎜一一＝階一τ−曹﹁＝冨一＝﹁一一讐﹁7二二ーlームニ＝墨濡一皿冨置上一一一躍一﹁一

とその放出管理圏標置︑放射性三

997
2，746

源外へ委託することになろう︒

まとめ︑原子力安全婆員会に報深

125

215

国に職貰を派愚するなどの努力を

のとはみられない﹂ため・徽調審

中劃畏官

念願の東海原
子力施設訪問
﹂︒

﹁頼もしい扁﹁深い感銘﹂﹁地
元の皆さんの協力と

科学技術庁擬嘗に就任いらい︑

oま7

2961
賀

醜線に︑あらためて驚嘆の庫をあ

は︑人形峠とともに︑躍本の原子

所管する樋設を磁力的に視察して

017
・敦

それぞれ。）発電所。

従事者の隔離は、発堪所i雛を移動しメ（二従1疑｛についC
（港1｝

G15

反対があるようだが︶それらの諸

1772

合達1まメこはΨ均

59う

35う6

東〜毯・孕

〜毎

麟8
審，235

て︑人びとの熱心さと世界にまけ

1，485

電・β｝カ

On
44
堂｝1

・漿〔三揃

均
F

員 請負等

所︑田本原子力発電などを視察し

287

難・玄

0ユ1
う8

は︑雨も止み︑簿闘の差す空模

・占、」浜

九

〇三3

ユ590

糾

向出工集齪地へ︒到魑五分前に

〃

四

三73

1，287

〃

簸
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海
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E盆A社と契約調印
懇15年間に一万五千ウ．q外
ズ・オブ・オーストラリア︶との闇で︑レンジャー・ウラン鉱山からのウラン購入と資本参加に関す

四十億円︶を設立︑この新会社を

﹇闘豪ウラン資源開発﹂︵資本金

﹁原子力損害
賠償制度﹂
科技庁原子力局監修

に︑凍子力委員会に故我妻栄東

は︑昭和四十年以来︑原子力委

た︒特に従業員損害の取扱い

昭和五十鱒奪の改正が行われ

く途絶えていたQ

定当時に出版されて以来︑久し

の原子力損胃賠績制度も同時に

出版された次第であるが︑各国

員会において︑我要教授などの契機に︑内容を一新して本欝が

今回︑昭租石十四釦の改正を

が隣かれ︑踊葎の原子力損告賠

大髄誉教授を罠とする専門部会

績法︵﹁療賠法﹂と略称︶の基

参画を得て検討が進められてき

民事賠償研究にも︑有益なもの

収録されており︑実務蓄にも︑

た閣題であり︑長年の琶案によ

同法の主な柱は①無過失麗任

うやく決君がつけられたわけで

本的な考え方が決定されたG

あるQ

となっている︒

②原子力事業者への旧任集中③

原賠法は︑麗動車損害賠擬補

原子力事業餐への磯任撮険等の

損瞥賠償措置の強制llなど︒

新一刊 原子力事故によって
薫じた損害を一般の罠

原賠法は昭稠三十七年に制定

事法上の賠償制度とは

紹一介

別の特脳な制度によって賠償さ

され︑その後︑原子力船を問法

正︑原子力事業蓄の従業員の業

の対象とする昭和四十六琿の改

この逐条的な解説は︑原賠法制

形づくっているわけであるが︑

してわが燭の損密賠償法体系を

報諜まで︒

社︒購入・問い含せは原産・情

帰環雛雛撃円下直獣翫諭

二次世騨大戦後における各国の

せる原子力損需賠損制度は︑第

原子力平和利用の進展と相まっ

錺上の損書を原子力損害とする

本会長があいさつのなかで初めて

芳郎副硬事長︶︑記録映画﹁動燃

事長︶︑核燃料開発の概況︵金冶

動力炉開発の概況︵飯田正美副理

我が国でも︑昭和三十三庫

海外のウラン開発については︑

だが︑今大会では一歩︑踏み込

あきらかにし︑注屠をあびたもの

み︑﹁IEA︵国際エネルギー機 一九八0﹂ ▽年後の部︵十三時含せ・申し込みは核物質籔理セン

早し込み締切り十月十三躍Q問い

参加費千円︵葬会員千五百円︶︒

の核物質防護R＆D﹂

て︑順次整備されてきた︒

すでに生慶に入っているニジェー

八％︶︑EZ至億二千雄心
賭︵三〇︒八％︶︑日本四千百万
藻が︵一〇・一％︶︑西独五千七
百四十万豪メ︵一四・一％︶︑一

般公募五千七颪五十万燦が︵一四
・一％︶となっている︒

る契約に調印したと発表した︒それによると︑四社はERA社に四千酉万嚢研捷︵約百五億隅︶を出
逓じて資本参羽する︒困祉の出資

このうち︑臼木側は四社共同で

資し︑一九八二年から向こう十五年間にわたり合計一万五千ショート・鏑を長期購入するというのが
比率は罷二五〇％︑九電二蓋％︑

闘西電力︑九州羅力︑四国電力と伊藤慾商事の川社は八日︑豪州のERA社︵エナジー．リソーシ

契約の霊な内容︒このプロジェクトにあたるため四社は十二田付けで﹁欝豪ウラン資源開発﹂︵社長
四電

ルのアクータ・プロジェクトがあ
るが︑今圃の計画はこれにつぐも

まで︒

ター︵〇三−五八三一五三五五︶

﹁日硬ウラン資源開発﹂

では︑今園の資本参羽とはべつ

三ヤ分〜十六時三十分︶

A社からのウラン引きとり︑電力

握翻する︒
一曲 ＝−

一一二一P轄

一宇一軸＝

開発部獲︶︑廃棄物処理処分技術

雅央大洗工学センター蒸気発生器

電所長︶︑蒸気発生器のナトリウ

くなくとも︑可能なかぎりの禽悪

られる隠代となることが予想され

をもって確圃としたものにしてお

ムー水反硲に閲する開発研究︵堀
﹁ウラン資源の安定確保﹂へむけ

開発の現状︵鈴木進核燃料部長︶︑

再処理の現状︵山之内極彦東源嚢

﹁報告と講演

の会﹂を開催
犯月7日︑動燃
動力炉・核轡料開発事業団︵瀬
川正男理駅長︶は十月七日︵火︶

発︵島秀雄宇土開発主業団纐問︶︑

特別講廣翻新幹線そして宇笛開

会議室で︑第二詔旨物質管理講演

・内幸町の日本原子力研究駈第三

本本部は来たる十月二十田︑粟票

放医研

放射線鷹学総監研究所は︑第石

士薗放射線防護課程の研修生を

▽研修期間十一月十二田〜十一．

以下の要領で募集中︒

名▽研修質は岡研究所が負担▽申

月十七日︑五週間▽募藥入員竃十

詳細は圃研究所養成訓練部教務

し込み締切りは十月囚呂︒

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

線三三七︶まで︒

窯︵〇四七ニー五

⊥二一一内

一霞︒言い命わせは同研修所ラジ

園1四三二︶まで︒

@

翻

濯鷺

繋

︒

鋤評麟蹄響

蜜

騒．・ 愚欝

研修生を募集

原研・R一研修所

要領で研修蛋を募集申︒

トープ・原子炉研修駈は︑以下の

縢本原子力研究所ラジオアイソ

核物質管理学会︵INMM︶臼

核物質管理学会

理謹⁝演ム誠開催へ

第2回核物質管

所資源開発議長︶︒

練技術開発︵高田真吾人形峠事業

おけるヒープリーチングと自適製

ウラン濃纏建設所長︶︑人形峠に

転と建設︵村瀬武男入形峠事業所

ラン濃縮パイロットプラントの運

業所再処理建設隠処躍部長︶︑ウ

貝体的な整蠣と峻討を行う段階に

く必要がある偏と︑スト規制法の
一一一幽餉幽冒

に基づく行動を横隔的に展開す

船類機労連︑電力労蓮︶原子力研

る一とのべ︑霞力労連の組織をあ

安定供給の中核として位置づける

禰岡帯の市民会館で一日からは

また︑運動の大きな控のひとつ

三回﹁報告と講演の会︺をひら

東京・平河町の海運ビルで︑第十
ナ三万六千人︶第二十七嚥定期大

となったエネルギー問題で特徴づ

プログラムは次のとおり︒

この﹁スト権自主規制﹂は︑昨

く︒

会は︑原子力開発の横極的な拡大

けたのは︑﹁原子力発電職場のス

▽年前の部︵測鎖〜十一一時十分︶

︵11電力労連・橋本孝一郎会長︑ げての強力な支持を訴えた︒

じ繰った金国電力労働纈禽連禽会

究会議の舞鶴﹄︵四月二十四麟︶

ふまえた﹃三労適︵電機労通︑造

力発電については﹁TM王事故を

核であることを強調︑とくに原子

一問題が︑八O年代運動方針の中 きていることを強調した︒

騨層一謄騨冨

る︒

るだけに︑われわれの意悲は︑す

ふげん
閲︶の決定を待つまでもなく︑原

な課題としてうかびあがってきて

に︑ERA社のレンジャ1鉱山開
の︒ウラン蟹源の確保について
発資金の一部一億四千万が︵二三

発電所の運転︵藤木生雄ふげん発

頁二十二億円︶の輸銀協融をうけ

手力職場の拡大と安定発展が求め

を購入する計画︒

髄一一一冒一律

さらに一歩をふみだすことにな

り︑今回の契約によりわが国は
HRA社の資本金は四億五酉九てERA社に融溶するほか︑EおR

たって合計一万五千ショート・誘

レンジャー・ウラン鉱山は豪州

4閂噂一一︐

スト規綱法も検一諾へ

こうしたなかで︑国際エネルギ

をうたって︑三日間にわたる大会

ト擁亭主規制﹂︒

奪の二＋六回大会︵札幌︶で︑橋

の幕をおろした︒

まず︑あいさつに立つた橋本会

で︒募集人員三十二名︒受講料省

期間十一月十

▽第穏七十一園ラジオアイソト

日本本部の一九八○奪琿次大会と

七巳〜十二月十一臼︒周研修所
いて開催されるもので︑INMM

ープ研修基礎課程
を用いて︑高精度でしかも能率よ

この講演会は昨年の第一國に続

会を開く︒

くキズをモニターする方法の開発

に郵着し︑製品化の可能性を検討

万五千円︒識し込み締切り十月十

面このシステムを社内の検蒼部門

して開かれる・

長は︑労働戦線の統一とエネルギ

金属材料のき空
嘆さまで表示

第52圓放射線防護
課程研修生を募集

は︑こんご供給激の多様化が大き

また︑

五％︑伊藤忠一〇％︒

・伊藤邦央関電副社長︶をスタ⁝トさせる︒わが蟹は︑すでに一九九〇年代ころまでの必嚢ウラン騒
は確保ずみだが︑それ以降については需給のひつ迫が予想されており︑蓮華の大型プロジェクトが軌

ヤー鉱山からのウラン購入計画に

道にのることにより︑日本のウラン資源確保計画は﹁安定供給﹂へ向けさらに一歩前進することにな
る︒

わが国の原子力発電規模は︑げ

が︑このほど基策線で合意し︑正

んざい合計二十二墓千五菖万KW 注圏︑同国と折衝をつづけていた
だが︑これが一九九五年には七千
十万豪が︵千三十九億円︶で︑そ

み︒これにたいして︑こうした原
の北部華州のジャビル地区に位呈

八颪万KW程度に憎大する見込 式調印のはこびとなったもの︒
子力発罐所をうこかすウラン資源
し︑確認埋蔵羅は十二万ショート

の出資比率はペコ・ウォルセン 会社へのウラン引きわたし業務も

については︑すでに長期契約など

・ナU308︒約九菖四十億円を

ド社一億二千五蔦万慶が︵三〇・

により一九九〇蓬蓬ころ濠では確
つぎこみ︑一九八二年から鎌産三
壬二善ショート・ナの隻産体制に

保ずみ︒しかし︑それ以降は長期
的にみて購給ひつ迫が予測される

日︑野掛会冤し︑能登半脇の先端

ー情勢がさらに緊迫化︑原子力開

べきである﹂⁝i︒

翻夢原発従事者を対象に
﹁原子力開発は︑避け得ない選

入ることになっている︒

今回の契約によると︑わが国は
択である︒原子力開発は︑そのも

ため︑新規購入の交渉が急がれて
いた︒

レンジャー・ウラン鉱山の開発に

九八一〜奪から向こう十五年間にわ

あたるERA社に資本参加し︑一 つ特性から︑国際構勢の激変の隠

このため︑関電︑中電︑四霞と
伊藤忠商事の四社では︑世界最大

繋を受ける割会が少ないだけに︑

級のウラン鉱山である羅州レンジ

の石絹県珠洲市に関西︑中部︑北

発をさらに強力に推進していく必

なっていた︒

陸三甲骨が共同して計藏している

璽性が高まったため︑珠瀕原発構

関瀬電力の小林庄一郎祇長は四

原子力発霞所構想について﹁出力

なったもの︒

千万KW以上を謙画して 想がふたたび脚光をあびることに

これに対し︑地元の珠洲帝では

いる﹂とのべ︑このため三社で新

は含計

会社を設立することで基本的に命

まだ原発誘致決議は行っていない
ものの︑﹁過疎対策の一環として

意していることをあきらかにし
た︒

▽樋口勝司氏﹁第二十一圓INMオアイソトープ部門︵〇三一九悶

＼

⁝

しをゑ

講演者とテーマは次のとおり︒

M年次大会に参艇してし▽萩野谷

Phone：0423−91−5155

＼セメ／ト

〒189東京都東村山市思多町5−15−10

、＼セラ、、クス

この方法の原理は︑検査機の先
端から発射された超膏波がキズに

徹段﹁IAEAの対ユーラトム▽第酉二十六回ラジオアイソト

竈謡D3−507−5D71（広報糠）

製

化掌肥報

に成功したもの︒

種プラントでは︑定期検証時にそ

正確にキャッチすることによっ

よって散乱される状態を受波子で

囎踊鐙化学工藁囲試会社

原子力機能プラントをはじめ各

原発立地の榛討をすすめる﹂との

創立製作所は︑このぼど金属秘

的︑電気的に詳細な演董が行われ

れぞれの金属秘料について機械

聾署瀞麺

する︒

珠洲原発構想は︑昭租四十隼代

基本方針は不変︒また︑高屋と貸

乱法で効率的に測定するシステム

料に生じたき裂の深さを超音波散

査察磁動﹂▽F・プロコスキー氏 ⁝プ研修騨門課程RIの生物科学

月四日

て︑キズの場所︑深さをモニター

への利用コース期間＋
する煮転み︒

﹁核物質防護分野における※民間

が︑この場合︑従来の手動探傷法

故障の未然防止がはかられている

纂人凹貝十六名︒受講繕五万五千

チャレンシする化学

日立の超音波轍乱法

末に過疎対策の切り札として浮

今無七月に対策委員会が設置さ

にした︒

の開発に成功したことをあきらか

家の立地喉補地点のうち寺家では

をスタートしている︒

れ︑原子力緑門駈についての検討

上◎五十︑灘ナ一奪には通産雀が

二地点についてボーリング調董を

同市高歴町小浦出︑三騎晦専象の

行ない﹁原発立地に適している﹂

この装置は①測竪結巣の儒頼性

円Q心し込み締切り十月三二︒同

会社の商業R＆Dと製甜開発﹂▽ 〜十一月十九鷺Q同研修所で︒勢
に代って脚光をあびているのが超

玉拝飯氏門遠心法ウラン濃縮施設

従来の超属音探傷法はキズを発

における保障描置月▽小泉憲義氏

しかし︑一方では地区労をはじ
しかし︑そのこスリーマイルア

が高く︑しかも高能率②き裂の深

との結論がえられている︒

さを二︑ゾ綴段階で魯をかえて表示

︵9二⁝九四四一四三一一︶までQ

研修所ラジオアイソトープ部門

ため︑同社でもこの方法による技

題﹂▽G・ワイツ氏﹁米政府支援

﹁再処狸施設における保障描躍問

葛篭探韻法による自動雨蓋︒この

できる③曲面の検査も可能11な

この方法は︑さらに一歩すすめて

どの特急をもつている︒

見するだけにとどまっていたが︑

ど超音波散乱法という特殊な技術

術改革をすすめてきたが︑このほ

ことから︑当面は︑げんざい交渉

示できるのが特色︒同社では︑楽

キズの深さをモニターテレどで表

めとした反対運動の動きも根強い

りゆきが一つの篤点となりそう︒

がつづけられている環境調蒼のな

イランド原子力発電所事故がおき

そろわず︑計画は臨監したま家と
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核燃料綴 確 立 へ 意 欲

原薩と懇歓申の中国窪窪団

︾轟一駄
3
襲

写轟︐

ー︒わが国は︑まだまだムダが多

力を入れているのは︑雀エネルギ

て︑小笠原髄脳に対して説明する

計画の内容および綴金控につい

ル放射軸廃棄物の試験的海洋処分

ことを決定した︒説明者は辻原子

い︒その点︑日本の雀エネルギー
は世界一だ﹂とのべ︑当颪は︑エ

膨適会館で開かれた︒岡歓は︑閲

総会が十二日︑粟票・大手畷の経

﹁日礫ウラン資源開発﹂の設立

日置ウラン資源
開発が設立総会

で︑それぞれ説明会を行う予定︒

十七澱に父島︑二十八曝に母講

ネルギ1の効率化に金力を傾けて 力微熱課長のぽか艦齢で︑九月工

一方︑発電では︑﹁石炭︑水力

いく姿勢をあきらかにした︒

ているのが事態︒輸送の問題もあ

に慰まれているとはいえ︑偏在し

る﹂と中国がかかえている課題を
あきらかにするとともに︑﹁擾期
的視点からみると︑原子力発電は
必要﹂と結び・輿体的には︑設討

が︑国務院の決定待ちで︑﹁ちか

堰稽総中国代表圃が来闘

く許可されることになろう﹂と語

総会では定款︑設立趣螺欝などを

本参潴するため設立されたもの︒

構のレンジャー︒ウラン鉱山に資

藤患商工の賑ホ四社が共同して身

ずみの癩圧水型炉︵三＋万KW︶ 繭電力︑九州露力︑四麟躍力と伊

っとも璽罪な柱のひとつになって

支えるエネルギ1安全保瞳の︑も

った◎

また︑中国に豊露に存在する天

佐藤儒一日本興業銀行需圧監査役

重藤邦夫閲鷹副社畏︑馨務取締役

承認したあと︑代表取締役社長に

これに対し李団長は︑ウラン探

位躍づけられる以上の︑﹁深い﹂

いる﹂と︑代薔エネルギ⁝として

護趨ずみで・国務院の決定待ちの潴粟型炉︵三＋万KW︶・茨然ウランの袴効利用をはかる

た︒

璽水炉︑そして高速増殖炉︵FBK︶へと︑一日も皐く核燃料サイクルを確立し︑原子力の平和利胴
を横極的に推進していきたい﹂lI︒日本原多力産業金識の招きによって十六Bの年後︑来圏した中
翻第二機械工業部代表団︵圃長・李覚第二機械工簗部副部長︶一行九犠は翌十七B︑原薩誼脳と懇

査から艘縮︑再処理︑廃止物ま

然ウランを有効に利用するため︑

慧味をもつことを強調︑核燃料サ

サイクルの確立と︑FBRの開に僑川濁岡支配入︑常務取締役に

露水炉の開発︑さらには︑核燃料

イクル全般にわたって霞空開発を

発も︑長期計画のなかに位躍づ

ト

三菱璽工藁株式会社
三菱原子力工藁株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

談︑中国の原争力政策について︑その方針を鮮明にうちだした︒

二機械工業部の役鋤を説明したあ

で︑全愛子力分野で専任をもつ第

を選短した︒

そして︑その日本の原子力開発

描進ずる配本の姿を紹介した︒

あたりで二分︑外磁では石油火力

けられていることをあきらかにし

騒は︑石抽火力とくらべ︑詩槻ヅ心

そのなかで有沢禽長は︑わが国

と︑中国のエネルギー政策につい

ついて概説した︒

の実欄を︑二牽七賑までの爲本繕

資︑一九八瓢無から飼こう十五鶴

千蕎万壱州ザ︵約酉菰億溺︶を出

間にわたって舎計一万五千ショー

日蟹ウラン資源開発の資本金は

ト︒鋳を長期購入する︒

東東電力の棺随・刈羽原子力発

号機が定礎

艦所〜綴織︵BWR︑蕎十万K

たけなわの規地サイトで行われ

W︶の遷礎﹂が十一菖︑建設工壌

に響務所を難険して以来十一奪ぶ

た︒璽霞が困十四無十一月に現地

り︒八月末の総禽進捗率は一照・

七％︒六十奪十月に運開の予定︒

岡長窟は総会で一般濃絵を行

た︒

う︒これにさきだち︑フランスの

ンドレ・ジロー工業大鎌と会うほ

ピエール・エグラン研究長嘗︑ア

か︑ユ；ロディフ濃縮工場︑ス⁝

幽Bの予定︒

関係施設を視察する︒帰国は二十

三菱PWR原子力発電プラン

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商瑠株式会社
三蔓原子燃料株式会社

高速増殖炉プラント

代衰団一行のメンバーは・李覚

の六分の〜から十分の⁝ていどで

藤野のほか︑秘轡長として蔽葉光
が穂極的におしすすめている原子

十二万ショート︒ジU30εで盤

レンジャー鉱山の確認埋蔵鍛は

物部総合昭昭周翻周長︑圓醗とし

⁝ 多 〜多 2

▽理

ト︒日本四社は︑今回設立された

藤波領雄氏︵原研理薯畏︶︑山勘

田籔ウラン蟹源開発を遡じて︑同

罪畿大級のウラン醐発プロジェク

薬伐用番の舐験等を実施するな

鉱頃の開発にあたるERA社に四

今村陽次郎践ほ常勤

露松茂道氏1一常勤︑森一芝露
︵原産工務理購︶︑佐々木秋生氏

︵R王協会常務理禦︶︑蕩井敏央 贋十鰹円Q出資額は関囎二十億
氏︵放射線擁轡防止中央協議会副

藤忠商嬰四億円となっている︒

長沢

柏崎・刈羽一

円︑雲霞十億円︑㎎魑六懸隔︑伊

▽監薯

A痘A総会へ

中川長官︑一

科学技術庁はこのほど︑低レベ

科技庁

原でも説明会

海洋投棄︑小笠

瑠︶︑福永罐氏︵原研理購︶︒

会常任理劉︑化学工業協会轡鵬理

栄一氏︵放射線隠講話血中央協議

邦大学理学部畏︶

長︶︑梅沢邦匿氏︑斎藤儲騰氏︵聯

山下久雄氏︵慶応がんセンター所

会長︑電子機械工業会尊王理聯︶︑

壌

理購

▽理顯長

役鼠

数男氏︵魍科医師金釧︶︑山崎文

奥村虎雄氏︵放射線瞳憲防止中央

▽需務

男氏︵R王協会常務理瑠︶︒
当を整えていく計画である︒

同センターは十月一角設立の予

一一〇一︶に麗かれる︒

設立発起人および新役麟は以下
の通り︒

承認墓准の作成︑指定代符業務実

ていきたい﹂と述べ︑原子力の華

山騎文男浅

ど・順次・国からの業霧受託の体

⁝ 多一多多

た︒

；；多⁝二多多

万円を拠勒する予定である︒この

ル︵東京都文票区白山五⁝一⁝三

RI・放射線利馬の闘係会社二百 定で︑薪園務所は薬京玉山会館ビ硬

が一億円︑日本原子力産業会議が

ついては︑臼本アイソトープ協会

一方︑寄附財産⁝鯉五千万円に

沢驚嘆原薩会長を選糊した︒

多多⁝

てふれ︑﹁今日︑中彌がもっとも

・二

在中︑つぶさに見てほしいとのべ

多多⁝二多多

利用できるなど︑わが国の経済を

多多・一

力開発についてふれ︑﹁原子力発

ち

放射線随蜜の防比に捺する法律

いて︑国から選定を受け国の業携

︵放射線陣鉦防止法︶﹂にもとづ 余社より宝鑑をとりまとめ︑五千

康・赤坂プリンスホテルで開催さ

ターの殴立発工人会が十三目︑輿

財団法人・放射線引金技術セン

蹴襲横難設立発起人会ひらく

理事長に山崎践就任

孝

て戴伝贈同部北漿原畢力研究所翻
駈撲︑方之晴脚部総舎謝繭局放臭

システム研究設計院副技師長︑肖

化工翻技師長︑沈竣雄同部原子炉

永正岡部設備筒自励制御翻技師
擾︑王成孝同部総禽計画局物理技
師︑張宇二巴臼中国大使館三等醤
目口︑置戸禦周部留房麟際課貴の
九名︒

懇談金は︑象ず葎沢広巳原産会

うち︑〜億二千万円が基本財麗︑

が運用財産となる︒

を代行するとともに︑放射線上金

逍怏

毅立発起人
▽有沢広巳氏︵原産鎌取︶︑石

また︑同センターは初年度︵設

1︶等の利照の健全な発展に窃与 立許可の田〜昭和五黒血年伸葺三

館守工合︵薬剤師会長︶︑梅沢邦

立の趣葱︑覇業計腰および収隻予

委託を受けて︑RI装備機器設計 臣氏︵吉田科学技術財節理蘂擾︶︑
選︑役謹選儀等の承認を行い・つ

撰︶︑武兇太郎氏︵医師会畏︶︑

を走るものとして︑孚を禽わせて

協議会長︶︑茅誠司浅︵RI協会

センタ〜︑藁鰭福轟原子力発電所

祈りたい気持だ﹂と︑原子力行政

らに次鋸度以降は︑放紺掻取扱主

を訪れ︑矯力的に各施設を視察︑

施のための塞態調査等を行う︒さ

原子力施設を
精力的に視察

七十万KWの電力が︑東票に送罐

また同権蜜は︑櫨鰯第一の四酉

た︒

の璽任蓄としての心境を発露し

長窟は︑﹁いかに科学技術が結簗

視察後︑認蓄会冤に臨んだ中川

されているかを匿のあたりにして

され︑東篭の発電設備の一葺％を

串川一郎科学技術庁長欝は十一

の橿鵬第一原子力発電蔚︵BWRふかい感動をおぼえた︒たいへん

占めていることを揖摘︑門こんご

六塁︑総譜力四哲六十九万六千K

また舌面繁藤が順調に還転され

W︶と建設中の同塾蔭子開発狙 た﹂と︑その節象を語った︒
所一︑一望炉︵鶏WR︑各四十万

申川一郎科学技術庁長篇は十六

発田所一轡炉の進捗事は漏電O される繍際原子力機関︵IAEパー︒フェニックスなどの原子力
任いらいはじめての外遊に幽発し

A︶総会に出腐するため︑大隠就

日︑ニナニ日からウィーンで騰催

てほしい﹂と関係蕎の労をねぎ

し︑先達としての役割をになっ

なお︑建設中の福崩第二原子力

離臼︑角睡の宇笛開発嶺業団ロ

％︑一一男炉は約四〇％o

要性を強調した︒

ケット關発センター︑航空宇目技

調にすすむように︶原子力の先端

らうとともに︑﹁︵こんことも順

ている点をふまえ︑﹁安全を確醸

こんどは︑日本の誇る︸大原子力

KW︶を視察した︒

とも︑原子力開発の健進に努力し

な努力の締実と︑身をもって感じ

瀟︑福鵬繋双翼郡にある東京電力

申川畏官︑今圃は福鵬原発

関係習と懇談した︒

づいて設立発趨入代表として︑袴

設立発起人会は︑まず新法人設

することを国的としている︒

十一照︶の蟹業として︑園からの

ってわが国の放射性磁位充素︵R

に関する技術の普及をはかり︑も

れた︒

同センターは︑本年十月に改正

擾が日本側を代表して歓迎のあい
さつをするとともに︑今闘︑日本

された﹁放射性本位元素等による

＼︐

一二

術研究所を視察した中川畏竃は︑

安全性と信頼牲に定評ある

／

がおかれているエネルギー事慨に

筏㍉

建殴中の榴鵬第二原子力髭躍所を襖照する中損科学宝徳庁擾智

Q

＼
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キズは原子力庁︵C￡A︶の奪

冠うくする駐格のものではない︒

を使用して行った検資の結菓探知

門家がロボット︵運転申探知機械︶

トで行った検齎︵六月︶の結果︑

された︒一号機についてもロボッ

覆の下にキズがあることを示す徴

六個の鋼管のうち二つで同横被

候を発見している︒鋼蟹は隣さ二
十五態綴の鋼材で製造され︑内部

門パリ松本駐在凪Mポーランド をステンレス鋼で被覆してある︒

ポーランド

ば落万KW級原発一墓の琿間舗饗 初の原発二基
に憲ずることができる︵一口の核
は85年に完成

燃料取替え閣要は黛九十ナSW
※国はこの化学法に強い興味を

U︶︒

ルノヴィエックで建設中︒四十四

発総出力を二千万ないし一一壬二百

ソ連第＋一次計画
門パリ松本駐在澱Mソ漣の第十

公衆の信頼回復のもと

発電規模を二︒五倍にしなければ

これらの霞標が実現されれば︑

ならないとしている︒

今から十三後には︑IEA加盟禺

の要論は︑現在の五二％から四〇

の全エネルギー需要に占める石油

とランツケ寮務局長は強調した︒

子力発霞の大幅な伸展が不司欠︑

このためには︑今後二十奪間原

までには四百万於／日削減する︒

会霊催の国際シンポジウム︵九月

しかるに﹁現状は︑非常に憂うべ

ロンドンで開かれているウラン協

のウルフ・ランツケ職務周長は︑

国際エネルギー機閣︵IEA︶ ％に減少︒石簡輸入璽は︑九〇駕

く

〜

ランツケ氏がウラン協会で講演

今世紀⊥本︑原発五倍⁝へ

一次五か駕計画︵一九八一！八五

バランスと適度な経済成長を維持

三寿︶で︑﹁世界のエネルギー︒

一兆三千億KWHで・原子力およ

庫︶によると︑八O年の発電墨は

ら七八年までの十二間に原子力発

き状況だ﹂と指摘︑一九六八葺か

であり︑公衆の信頼を回復するた

エネルギー経済における構造変堕

国首脳会議︶は︑今後十年間に︑

は︑国際的な後擾のもとに実証プ

ならない︒一つの可能な解決策

〕59L）2（コ

表讐へ罐曜懸獄紫

勲

経済盤も一段と向上
仏米が共同実証工場を計画
万KWのソ逮の加圧水型炉二墓で

万KWにもつてゆく計画だ︒ポー

に占める原子力発電のシェアを︑

するためには︑全エネルギー需要

醒は三三に言えた︵三間伸び率二

原子力発霞の拡大を妨げている

一男だった︒

一五％に増やすことが不可欠﹂と 七％︶が︑昨無の伸び率はわずか

現在の五％から︑今撹紀宋までに

子力発露規模を一九九〇年までに

述べ︑この目標を達成するため原

に拡大しなければならないと強調

めには︑次の三つの大きな間題を

E五倍︑ご○○○年までに五倍主要な原國は︑公衆の儒頼の饗退

した︒ランツケ氏は︑これらの胴

解決しなければならないQ

①原子力発鱈所懐故の可能性

差達成には︑公衆の玉堤回復が第

を最小にするのにどんな努力が

一として①安全性②核不拡散と供

必要であるかを見出すため浮嚢の

安全アプローチの徹底的な調査②

給保証③廃棄物処分1一の解決に

が必要であると述べた︒

向け︑高度の国際協力と国際協調

ッション・エンジニアリングの

上の複雑な諸間題を解決するに

びていることの認識が必要であ

は︑多くの問題が国際的性格を帯

解決策は︑国際協力と国際協調で

り︑したがって︑唯﹂の現実約な

最後に︑ランツヶ氏は︑﹁原子

ある︒

ば︑他のエネルギー源によってそ

力発霞規模の拡大囲標に失敗すれ

れをカバーすることはムリ﹂と断

ー予測はすべて︑今世紀の残りを

露︑﹁二〇〇〇駕までのエネルギ

適度な経済成長を達成︑維持する

1

示し︑エネルギー省は七九年C鷺 鍛工の漂発はグダニスク北方のザ

締縮し︑将来仏米で共同デモンス

Aと技術・惰報交換の協力協定を

一九八五無完成の予定である︒

今後五か年間で
原発規模を倍増

トレーション︒プラントの建設を

計画している︒CEAはこのプラ 続いてポーランドは菖万KW炉

ている︒影野は近く共学プラント

初の濃縮ウランを出荷できるとし

計画期問中にエキバスツス︑カ
ンスク・アテンスの両エネルギー

工業地帯を建設するQまた主とし

︵カリ二目ン︑南ウクライナ︑西

て︑欧州地域に原発を建設する

ウクライナ︑ロストフ︑ニジネカ
ムスク諸原発︶︒大都箭では都市
暖房馬康発を建設し︑アジア地域
には大型石炭火力︑チュメニ地区
にはガス火力発電所を建設する︒

心が秘中している燃料サイクルの

核不拡散や供給保証など公衆の関

ケースの被霧蕎は︑米国企業だ
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瀦艶

獣
璽74
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を納めております。

門パリ松本駐在鼠回フランス原盤力庁︵C冠A︶は︑核藤野防止の観点から開発している化学法擬
縮ウラン技術が技術的課題はすべて解決し︑経済的にもガス拡散法と竸争できる段階にきていること
を明らかにした︒だが︑化学法濃縮技術を用いて核員器用の篇濃纏ウランを製造するには当初三十年
かかると予測されていたが︑十奪で権能なことがわかったため︑核防の観点では後退している︒

できるので︑濃縮ウラン贈要が少

を建設予定で︑二〇〇〇年には原

ない小国での建設に適する︒二酉

WUのモジュルで組立てることが ントを建設すれば十五カ月後に最

からガス拡散法と十分競争できる

ランドは熱交換機︑検董システム︑

化学法は︑C鶏Aが一九六八年 くとガス拡散法よりもやや翻高だ
から研究に着手︑サクレー︑グル
段階にきたわけだ︒化学法は年蛋

び水力発電所の出力を倍増して︑

ナSWUのモジュールを建設すれの建設について交渉を始める︒
産能力二酉捷SWUから四千ナS

な欠隔︵キズ︶を発過したと発表

拡大する計画だ︒

八五薙には発電蟹を四〇1五〇％

︻パリ松本駐在鼠日フランスの

フェッセンハイムニ号

小さな欠陥を発見

圧力審器出入qに

製造する︒

圧力安定袋認︑蒸気発生器などを

ノーブル︑ピエールラットの三研

ッフに対し満足のいく説明を行わ
なければならない︒

一︑一九八二無一月三十一獲以
降の運転については︑妥当な水素

ならない︒

ことを︑NRCは確認しなければ御燗の鋼管の つにきわめて小さ

九日︑一〜号機の圧力容器出入臼の

フェッセンハイム原発当局は九月

壁的保証︶について︑NRCスタ

止できること︵格納容器防謳の四

究所で開発を進め︑七七年のザル
ツブルグ国際核燃餌サイクル会議

で発表した︒C鶏Aはピエール ラ

転ヘゴ 耳

NRC︑全員一致で承認

ットとグルノーブルにパイロット 培計全・出臥刀運
・プラントを建設してさらに実羅
化の研究を行った︒その結果︑電

によって︑暫定的に設置した水素
舗御装置が︑水素の大餓発生嚇故

した︒このキズは半解の安全性を

ランツケ蟹務局侵は︑﹁これら

③安全で公衆に受け入られる廃棄

部門における国際的な対策と禽懇

の国標を達成するための国際レベ

ットをためらったとしても不思

ルでの政治的コミットメントは︑

物処分システムを選定しなければ

︑

議はあるまい︒

ベネチア・サミット︵第六回先進

すでにある扁と指摘︒この六月︑

を各困に与えている︒

浴用クレーンなどの大物をふく

ルゼンチンのアト1チァニ号炉
ユーゴはカナダとのCAND

損密

め︑国産化率はすでにほぼ五〇

U炉購入交渉も続けており︑ち の入札もそのひとつだ︒コンパ

む

く︑米蜀が要求する﹁八つ﹂も

％︒翫画されている圧力容器の

ニュークレオニクス・ウィー

かく代表國を派趣する︒﹁来国

※国の対応ぶりの典型は︑ア

の規則霧に薯験しなければなら

国産化︵覧〜十年以内︶が実現

が憩きても︑格納容器の長腰を防

十分な安全余裕をもって機能する

一︑TVAは⊃九八葦一制
月御装置が設躍され︑三婆躍が︑

︵分離作業単位︶当り千KWHか 米康子力規制委員会︵N飛C︶ 次の一亀卜が三三された︒

力消蜜漿は七七琿一詩緒SW U

た︒運転認可条件として︑薪たに

を︑全員一致︵四対○︶で懲馴し

力任場所一暑機の全出力通転認斑

発公社︵TVA︶のセコヤー原子三十一田までに︑試験および解析

ら八○年には六百KWH︵ガス拡は︑九月十六曝︑テネシー渓谷開

るようになった︒

散法の四分の一︶に引き下げられ

総体的な設備投資はガス拡散法
とほぼ岡水準︑還転覆は電力を除

鯉︑夢
なかった︒

よりはまし偏なところを探して
は※国炉の

るQ

非商業性

すると︑国産化率も一挙にあが

取引の

原子力発電の拡大にともなう政

ロジェクトを成功頸に行うこと︒

ク誌によると︑このような対来

を加速するための誠心的な醸標に

いまま終わった︒層PTはしば

立が解けず︑最終南明を出せな

治︑技術︑セキュリティー︑経済

けだが︑いったい何のための渠

ジュネーブでは︑フィリピン

猿

いるわけだが︑果たしてどう

国産化をさまたげた半薦︑ユー

こうなると︑ユーゴがバータ

NPT︵核不拡散条約︶の第定だが︑工期は約製織おくれて

ー方式でソ連環炉︵百万KWか︒非同盟中立を守るために

散という大騒的のためである︒

これでは途上鰯の憤慨と函惑も

ジュネーブ会議は結局︑輸嵐

代表もバタ！ン炉︵ウエスチン

らく生き延びた形である︒

塁86
欝

含意し︑石炭生産を二倍︑原争力
ゴのソ運型炉影響能力を高める

えられないが︑

規制について蟹潮に輸入国とも

無理はあるまい︒

策が途上国の資

協議する︑︑技術擾助基金を設け

西側供給国の政

産業

金負挺を令し︑

正常な

るなど︑ユーゴをはじめ途上国
の推進を不

化

側の要求を容れて︑一応の合恵

に高まり︑国塵化を無理なく携

にたっしたが︑蟹縮問題での対

出能にしている

進できる︒不確かな※国炉の場

る︒その依存からの朕却をめざ

して︑ユーゴは発電炉には来聴

︵K・酋︶

ルギーが必璽であることを示して

ためには︑あらゆる石癌代替エネ

スリーフ、ライニ⊃

放射線蓮蔽扉、スリーフ煩、及びP．P．システム

ノチ、ボ

ハ

灘

てしない議論かi圏く︑核不拡

おり︑機器の閣産化計画もうま

二團再検討象議︵ジュネーブ︶

﹁生きのびたNPT﹂
ユーゴの﹁教訓﹂に注視する途上国一

も︑ソ遡炉一辺倒への傾斜は考
炉︶を一墓でも購入すれば︑ユ

くいっていない︒

還れの原因は

米國がウラン
︵盤縮ウラン︶

て︑廃懸物処分

再検討会議︑最終声明を出せないまま閉

という皮肉な篇果をもπらした

では︑非欝欝七十七か国グルー
プのりーダ！としてユーゴスラ
ビアが話織したが︑その背蟹に
は数チトー大統罎からうけつい

やまされたユーゴ嵐身の経験が

の保証をユーゴ
政溝に要求した

ユーゴは農躍内にはソ薄型炉

グハウス製︶の経験をかかげ

iゴ原子力薩業のシェアはさら ことは確かである︒

をもたないが︑他鰯の計画から

て︑米政策を非難した︒米代表

こと︒IAEA︵総懸原子力機
ようだ︒
関︶が申に入って蕗をまとめた

含とは︑大変な違いだ︒ユーゴ

は協定再交渉のあいだ︑旧契約

㎜総⁝

いる﹂と述べて締めくくったっ

まいりました。
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防水扉、遣

今、こうした経験を生かし、原子力の各施設に
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各種放射線這
各 種 気

扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

ランツケ氏

x

だ政治総懸と︑NP孚規制にな 供給の条件とし

ある︒

ユーゴはその地理的条件から
石縮︑石炭などのエネルギー供

が︑その闇︑ユーゴ側は讃画の

機器を受注している︒その輔出

までに五〜六炉の炉型選定をひ

はいま二二炉以降︑二〇〇〇璋

給をほとんどソ運に依存してい

毘耀しを立てようがない立場に

ている︒たとえば︑蒸気発生器

法的に賠償を間われないだけの

は覆行していると説明するが︑

に魅力を感じ︑米国炉へのコミ

かえているが︑ユーゴがソ運炉

額は︑奪額照〜五億がにたつし

が・リビア炉その他への燃料装

の今年度引渡し分一億七千万

Wの一難炉︵キルスコ炉︶はウ そのことが原困になっている︒

も︑さんざん待たされたあげ

㎎現

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室
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＝

エスチングハウスが建設をうけ 研究炉摺高濃縮ウランの入手で

負い来年半ばに完成︑稼働の予

鯨
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⑭金庫つくりの豊かな経験か、原子力事業にも生きております。
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一被曝大幅に低減へ
鴇簾導入技術脱却︑さらに
門昭稲六十無代に臼本型原子力発鰍所を﹂一1通歴雀は来年度から第三次改良標躍化計薩をスター
トさせる方針だ︒照門五十奪から胴始した軽水炉改良標雌化の総挫上げとなるもので︑今園は①自動

について︑実用化のための確説試

GA社と高温ガ
ス炉で技術提携
用嫡懸工

を展開した︒

論

価についても﹁翫算だけのもので

また︑間口は海洋投棄の安盒評

理

にGA社と覚描をとりかわしてお になる司能性がある漏との
り︑公開潤報の交換および研究贔

本技術提携の内容は︑①技術偶

の交流を計画している︒

もかえなければならないというこ

係数の響え方は︑一一ケタも三ケタ

和四十二年置ピ⁝チ︒ボトム炉

とがわかってきている﹂と領事を

なげかけた︒

︵実験炉︶︑五十四年にはフォー

︵プルトエウム研究会︶は﹁世界

このあと︑討論で蕎木仁三郎氏

ト︒セント・ブレイン炉︵躍気出

力三十匹万二千KWの原型炉︶を

で日本と仏︑とくに墜本が推進派

の建ぺいとして積極的に原子力を

投棄はその象徴だ﹂とのべ︑この

おしすすめようとしている︒海洋

投蘂阻止に成功するかどうかが世

界の原子力のゆくえに大きくかか

こうとするもの︒

的な新エネルギー開発を行ってい

る︒

分

器をつくることは不可能だという

親在︶扁を刊行した︒これは岡協

叢所等一覧︵昭租五十五奪三月末

のほど﹁放財性同位元粟等使璽禦

の協力のもと︑全国のRI・放射

○その他、特殊機器設計製作

験を行うとともに︑BWRへのイ
ンターナルポンプ灘入についても
検討する︒これは︑げんざい圧力

鱈用できない﹂ときめつけ︑とく

に安全評緬に用いられている濃縮

報の供与②技術擾助③特警使用権

ラルアトミック︵GA︶社と蕩温 の供与一1などからなっている︒

川繭璽工はこのほど︑米国ゼネ

楯環ポンプ︒システムが比較曲

容器内の冷却材を子爵させる再

ガス炉に関する技術提携について

今回の両社の技術提携は︑日本

完成させるなど︑世界でもっとも

海洋処分反対
でシンポジウム
硬球の友・東京

的に原子力が悌繭傾向にあるなか

に推進している多閉的高温ガス実

の三本部で構成︒また︑霊な瑠業

る︒

験炉︵熱出力五万KW︶に焦点を 進んだ技術と建設経験をもってい

設魑工︑六十二鉦・度量臨界を急騰

原子力研究所が昭和五十八鎌慶建

GA歓は︑※国で︑この分野を 係数については﹁さいきん︑濃縮

多い被耀の発生源となっているこ

燃料の擬碁命運転のフィージビ

講を行った︒

造︒これは爾来︑電力設鯖に占め

ンターナルポンプを設値すること

臨終禽愈にたっし︑政府に翻町串 独占曲に推進している企藁で︑昭

によって罵代りさせようとするも

とから︑これを圧力容賭下部にイ

にしたがって︑窟間と夜間の鰹力

の︒モデルを作成しコールド試験

る原子力発電のシェアが欄噛する

転のできる炉の灘入が不乙欠とな

禰要の変化に即応した出力調整運

証試験を行おうとするもの︒員体
リティ・スタディもハイライトの

ってくるため︑その改造技術の確 を実施する︒

的には︑職階間のうちに出力調整

ことによって︑げんざい年一圃実

一つ︒燃料の総合燃焼度を高める 舎わせたもの︒一方︑原研はすで

える燃料置屋管の確鉦試験などに

産業会議雨覆局と﹁ローカル・エ

を行うという厳しい還転条件に耐

施されている定検のインターバル

ネルギー﹂︑﹁水力﹂︑﹁地熱﹂

内容は①新エネルギー技術の聞発

だ﹂⁝一とする愈見が棚次いだ︒

刊行物あんない

発については政府機関や蚕纏各社

線の便用︑販売︑廃棄関係の四手

○サンプリングフード

駆．銃ぜ蓬嘆陣い

㌦︾黙認馨⇔・

鰹難繍

03（377）8111
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検査機雛︑インターナルポンプの憩入によって被曝の大蠣低減をはかる②高性能燃料を採馬し︑負荷

すすめながら六年程臓で第三次標鵡化の検討を終了︑昭和六仙山代にはこの検討にもとつく薪しい臼

適従逸転が機能な姫とする一1などが特徴︒通塵雀では︑これらの改造のための新技術の確証試験を
璽点をおいていく︒
の二期化の司能性を検塾する︒

このうち︑鴬動検蟹機器の確無

これとともに焦点となるのが自

試験については五矩補償で︑イン

判さいしょは低レベルといいなが

っていることを強調︒このほか

動横薫掛羅の纒入などによる大幅

﹁地球の友・東漿﹂︵田中幸夫

な被曝低減化対策︒すでに技術の

代表︶塞催のシンポジウム﹁湾す

ことになる︒

各界各麟との達絡・運けいおよび

ではないか﹂﹁試験曲処分をやる

ら・やがて高レベルまですてるの

および実絹化に関する調壼研究︑

な！海を！核廃棄物︑太平洋への

慶で終了させる謝画︒

投棄をめぐって扁が士〜日夕︑稟

ターナルポンプ確班誠験は六年穫

関係機関等への建議・墨髭翼申②

留波探察装鶴︑自動除染装爾など

水力︑地熱その他のローカル・エ

確立している磯管溶接部等自励超

開発を総括する窟属禽岡の新機関

康︒市ケ谷のYWCAで約五十名
なら・まず館山沖の投棄体につい

哉氏︵粟泉水産大学︶が講演にた

などでバラバラに実施されていた

放射線瞳憲防止中央協議会はこ

を標択︒また︑会長には玉翻敬三

窮の両輪

て十〜二十難かけて調査すべき

ネルギーの開発および望粥の健進

このうち︑まず焦点となるのは

畏を選出した︒

こんこわが国が脱石縮をすすめ

關係機関との金けい︑交渉︑普及

ち﹁米鷹はかつて投函を行ったこ

シンポジウムでは︑まず水口魑

が墾発して開かれた︒

厳粛④ローカル︒エネルギーの開

とがあるが︑げんざいは申立して

に関する調蒼研究︑試験︑実証③

発・利用のための暮々︑協力︑技

石油代薔エネルギーに関する内外

陽熱発電︑地誌発電などの新エネ

この薪機構とともに

術の普及向上llなどとなってい いる︒これは︑経済的に安全な容

から発足が予定されている︒

のねらい︒設立総会では︑鉄鋼︑

ルギー關発を健進していくことが

で関達業界の葱商をまとめ︑効灘

の一つとして︑縄粋に民聞の立鵬

ギー総台研究開発機構︒十月一臼

電機︑化学︑建設︑臆力など閣遡

塞では︑こうした新エネルギー開

大きな課題の一つ︒しかし︑これ

ていくためには原子力発電を強力

新エネルギー財団の設立総会が

業界から鵬十九名の発起人が出席

におしすすめていくとともに︑太

として浮上してきたのが新エネル

負荷邊従運転の可能な炉への改

の心霊﹂へとさらに一歩前進する

灘入技

特魯︒これにより︑わが國の改良
標肇化野画は一応終了︑

大蟷な改造が予定されているのが

本型軽水姫を軌道にのせたい計繭だ︒

﹁日本型 原 発 ﹂ を め ざ し て 軽 水

術二代

炉改良櫨遷化プロジェクトがスタ
ートしたのは昭和葺十鉱四月︒自
から脱却して門臓本独自

空技術による軽水蝉の儲頼性︑稼
働率の向上をはかるとともに︑従

とするのがそのねらい︒格納容器

業轟の被曝を大纒に低減させよう

のスペース拡大などによる作簗能

新柊誘財団が設立総会
A慰初代会長に玉置氏

は五十二鎌に終了︑げんざいはこ

十一揮︑粟奈・赤坂のヒルトン

し︑佐波正一東芝社長が置綿とな

率の向上を鶯的とした﹇第一次﹂

れをふまえて今重慶末をメドにプ

体として︑石独代替エネルギー施

ホテルで開かれた︒純粋な厩闇腰

今園の︑新エネルギー財國は︑

次扁の検酎がすすめられている︒

ラント全体の標攣化を行う﹁第二

策への関遵産業界の総慧の反映を

画している投簗に罵いられる容器

したあと門これから飯南が臨

もこれとたいしてかわっていな

析

ことがわかったためだ﹂と

はかり︑強力に代替エネルギーの

規模については葺十五︑六年嵐で

今月下旬正式発足の運び︒覇業

しかし︑第一︑第二次標準化は

のが異動だ︒

って密謀行為案︑離業計画案など

作業スペースの拡大などの改造に
東芝寒露役︑副会長には転瞬学治

愈翫八十六億円を予定している︒

原産技術課申杉まで︵雪質9二一

齎円︵送料別百六十円︶︒詳細は

B5版︒薫九十五搾︒一部千八

蟹鑑駈を調葦︑作成したもの︒

としても﹁すべての容器にこうし

ねらった世界でも数少ない装麗で

國はプラズマ密事を上げることを

一δ一一二一七﹈内線四九︶︒

た腐価な容羅が用いられるとはか

りに技術的に安全な容露ができた

い扁と独臨の兇解を展開・またか

議金が︑科学技術庁原子力安全周

行していくというのが岡財団設立

蘭発・利用のだめの民間鄭粟を遂

立が予定されていた新エネルギー

同財団の組織は︑嶺初単独で設

とどまっていたのに対し︑第三次

嚴｣工会長︑蒼林彊索北電力祇

士二年という庫月は︑このP飛

今田も息づく人びとの生活︒
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こうしたなかで︑これらの研究

標躍化では︑炉心設謝をも盒めた

﹁安全対策﹂

館も︑漸々とその盗の全貌をあき

﹁温排水﹂・・と︑魯認証かなパ

力鞍壷のしくみ﹂

ネルのなかで︑﹁過程﹂で︑黛の

らかにしつつある女川原子力発健

曲がりくねった道︒いまその道

主旨が黙つぼく語る︒

は﹁ミラーロード﹂とよばれる︒

あたりにした画像が錯綜︵さくそ

きらず︑やりだすとメチャクチャ

プラズマ七百

トーラス半径二十五・灘些規・今

ている︒建設劉は二億五千万題︑

あり︑﹁小さな核融合﹂をめざし

回の爽験では︑プラズマ保持聴聞

度からは新たに現在の二〜三倍の

総重量（外枠含み）：約14，000kg

業
産

力

原
東北電力・女一

兇通しの悪い︑危険な地点にある

にとけこましている︒

燐も︑すべてを︑その乱入のなか
遼鵬︵とし京︶とよばれる牲鹿
半騒︒その美しい自然のなかで︑

︵す︶

う︶する︒

躍︒女川に原子力発電所を建設す

して︑数多くの交通指憩璽の配

たるまで︑蒙た︑PR館の睡下に この名がよばれるようになる︒そ

じることは︑女川からPR館へい 三十を超えるミラ1︵鏡︶から︑

原子力PR館

瓢月六罵オープン︒いらい今凝

大貝崎の鞍懸にある︒

要職幽濫舷慶暫禽澱颪
女川駅餉 を 繊 発 し た 蹴 は ︑ 繊 麗

までの入館蕎は一万七千人︒一遇

た︑

位噂する原子力建設現場をとおし

万度を達成
九州大学応用力学研究藺の伊藤

約手万分の一秒︑プラズマ密度一

九大核融合研究グループ

グループは︑このほど同研究所の

智之教授を中心とする核触合研究

核融合爽験装躍﹁TRIA立
M方l
讐綴当たり二颪二十兆欄を逮

装圏の翫画に入りたい﹂という︒

同教授によれば門昭租五十七痒

I﹂を使用してプラズマ温度七百 成した︒

同心麗はトカマク型で①四十詩

万度の遼成に成功した︒

ガウスの強磁堀②イオン泓流加熱

磁場をねらう︒

イルを利窮して八十諺ガウスの強

11の特徴をもっている︒核融合 予騨約六十憾円をかけ︑超電醐コ
の実用化にむけて︑トカマク型装

大型化にむけられているが︑同装

圏の世界偶勢は︑プラズマ半径の

厚

愚難鵬騨囎斬

シャッター厚：鉛50％

○各種遮蔽機器

さ：1000

○・照射装置

コールドサイズ：380

Oフォークリフト用遮蔽窓

ホットサイズ：ア30u％

○大小遮蔽覗窓

厚：1600％

＝〒＝160

コバルト照射蜜シャッター付〕繕蔽窓

楽鵬の位麗 す る 南 の 海 岸 線 ・ 女 川

平均九ナ人︒これまでの統謝によ

女川原子力発電駈への道

襖雑にいりくんだ海罎線︒左

すべてが︑PR蜷としての役翻を ることを決定していらい︑十三蕉

胸に迫る安全の姿勢

ぎつけた璽北魅力の︑﹁細心の上

霞にして︑ようやく本格工薯にこ

みちのくの詩情のなかに
累たしていることだ︒

それは︑東海林館畏の門交通に

に遣ってくる︒

が・ひしひしと訪れる人たちの脳

一番︑気を使っている﹂というこ にも細心の注慰﹂を払っている姿

門原子力発蝋駈の建設で︑交通

ﾕ響

舞

漉沿いに走る︒

ると︑九謝が隈内からの来館蓄︒

欝個人の方がやはり多く︑団体

へ︑右へ︑聴は︑その都度︑小さ
な弧をえがく︒

との跳率は︑六対四の劇盆です﹂
と思わず頬をゆるめる館長の四海

女川漉か ら 五 部 浦 湾 へ ︒ 太 平 洋
沿津とは思えないほどに︑酵寂し

林︵しょうじ︶文弥さん︒

︒ロコミの力は︑す

は︑お世辞にも︑他のPR館をみ

そんな﹁道程偏を得てのPR
しくみ﹄﹁放射線と遮蔽﹂︻原子

館︒﹁原子力と人類﹂

禦故があろうものなら︑すべてが
水の泡になってしまいますから﹂

門核分裂の

と︑かたわらの臼野克雄渉外立地

瞥鰻梅愚

壁

＼

二

平方規のPR館︒その平塵の館 とばに凝縮される︒

五百軍鎌継の敷地に建つ函八十

ごいものですね﹂

のですが−

﹁竃伝は︑ほとんどしていない

きった水面︒その水藤に浮かぶ無

数の養殖イカダ︒撒く︑湾をとり

かこむように点蕉する翻々︒

まぶしい ほ ど の 陽 光 を う け た そ

の三惑は︑いとおしいほどの︑な

かば忘れかけた︑みちのくの難戦

をかもしだす︒

女川原子力PR館は︑その女川 てきた配者にとって︑ 立派〃と

だが︑この小さな館と接して慧

磯姦鎭

熱

量

／

@
@
@
はいえない︒

9

曳。＼
[

湾の晦こう側︑璽徳太挙の避体を
埋旨しだといわれる太子堂のある

灘

一朧

鉛ガラス と遮蔽機器

懸
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早
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Aード が ﹁ ニ ュ 蕃 ク り ア ・ イ
ンフォ﹂を発行した醤漿には︑

世界中で有名な米国の指灘的な

ムス氏は門鍛近の原子力発電が攻

なく︑それを運営するのに高度に

アダムス氏は︑シエラ・クラブ

DO巳が予測

は原子力発電疑は平均して琿に八

エネルギー省︵DOE︶の調査・六％鱒湘すると予想している︒

これは︑バッテル︒パシフィッ

に重大である⁝﹂︒

ク研究駈による調査締菓であり︑

の理票会との藏立については簡単

石炭は︑平均無馬繋率が五・一％

に説明し︑﹁シエラ・クラブは当

によると︑原子力は〜九八○年代

訓練された技徳蕎を必要とするの

る︒五月十八日の巖初の爆発いら

ちかくサイエンス誌に発表され

は闇遅いない︒偏しかし︑﹁石炭

で同期間中二番爲に成長率の高い

ある﹂と話している︒﹁一般国民

には国内のエネルギー資源の中で

撃されている方法に非常に不満で

初︑原子力に反対ではなかった︒

エネルギー源である︒

アダムス氏はまた︑原子力の支持

や化石燃料を燃やすことによる公

も巖も成長率が高く︑八O年代

環境保護主義看の一入アンセル︒

は次第に聖戦に関心を持っている

しかし︑

者でもある︒

蜜は︑猿子力廃棄物についての論

末はその米国総エネルギー使馬蟹
に傾いていき︑原子力反対が生態

時の一ア三倍になっていると予測

の申に占める劉禽は㎝九七八年当

需要は記録更新
経済が停滞しているにもかかわ

た︒

ドン︒ガスが放出されたと推定︒

の爆発により＝欝万キュリーのラ

バッテルの調査は︑五月十八田

いうことがわかった︒

素が﹁相当高く濃縮している﹂と

ところでも数種類の放射性同位莞

い・火霞から二薦二＋五碍離れた

ように思われるが︑原子力に対す

戦﹄に関心を持ち︑環境保護主義

保謹と同じことになってきた︒自

している︒

般国民が次第に﹃璽

有名な写翼家であるアダムス氏

翁よりはるかに大きな危険を盒ん

分はそれについて行けなかった︒

高温続き︑電力
る反対は二塁のようだ︒原子力反

適切な管理で

は︑﹁原子力は適切に管理されれ

安全な︑すべての可能鑑を持って

ば・雰常にきれいで・生態的にも

﹁生態的にも安全﹂

で︑DOEエネルギ1屑報局は原
ために霞力需要は記録を更新し

いる﹂と話している︒

それは非常に危険な攻撃の方法で

畢力発電は二〇〇〇年には※国内

原子刀醐発への批判や反対が先

アダムス氏は︑采國西部の写翼

から辞任した﹂と語った︒

あると思ったので︑自分は狸二会

らず︑七月の長期にわたる高温の

鋭化するにつれて︑一方的な見

るべをつくるのを助けたイメージ

すなわち保誕愈識への新しい質し

や轟朴な不蜜を誤った方向へ増

因の一部となって理購会を辞任す

原子力に対するクラブの態度が原

で最も良く知られている︒彼は︑

は説明することができない︒彼ら

山月は何か質問してみると︑彼ら

対デモに参翻し︑関係蕎に問題の

この問題を解演できると考えてい

いては︑われわれは技術を鱈馴し

がある︒原子力廃棄物の処理につ

でいる︒特に石炭の酸性繭の問題

総じている︒

効率の高い方法の一つである﹂と

エネルギー生産手段の中では鍛も

子力は多分われわれが持っている

門家ではないとしながらも︑﹁原

アダムス氏は︑原子力技術の専

隼には九・二％︑二〇二〇琿には

七八年の三・八％から︑一九九〇

蟹に占める原子力の比率は・一九

る︒国内の総一次エネルギー供給

三八％を供給すると予想してい

の爵力の二九％︑二Ω一〇年には

成された四百九十五憶千六酉万K

の最高認録は一九七九焦八月に達

ソン惚気協会によると︑それまで

りのラドンの健康に対する影響は

三千五酉万KWHであった︒エジ出した︒しかし︑﹁キュリーあた

わる週に達成され︑五爵二十六億

ある輪と同調査は述べている︒

キセノンのそれと比べ約一千億で

議会に対する一九七九年の隼報

解や不正確な幡⁝報が増加し︑大

輻させかねないという翼幡もう

るまで︑三十薙以上にわたりシエ

る﹂とアダムス氏は述べている︒

アダムス氏︑原子力を支持

剛の原子力に対する純粋な疑闘

かがえまず︒この簿報は奨行以

ラ︒クラブの理薯であった︒工N は︑原子力は危険であると醤うだ

万キュリーのキセノン︒ガスを放

來︑原子 力 関 鎌 看 の み な ら ず 騰

FOとのインタービューで・アダ けである︒原子力発電が玩翼では

新しい記録は︑七月十九日で終 他方︑TMIの薯故は約二百五十

どからも注自されています︒

会︑連邦︒側政府︑マスコミな

@欝

@
@
@
@
@
@

（4）

第壌046号
（第三麗郷国物認可）

新

子
昭和55年9月肇8日

舞蕊懸

第1047号一
沼和55年9月25日
毎週木曜ヨ発行

購描出1焦分鶴金55Q◎円

1部120円（送料共ノ

繭本との協力に期待

力発霞をふくめた総愈的な原子力

I︒放射線利用にとど廉らず原子

南アジア諸国が︑特来はたんにR

ことがハッキリした﹂とのべ︑東

欝轟翻長期的には発電利用も
﹁東南アジア各国は︑たんにRI・放射線利爾だけでなく︑長期的には原子力繕贈利用にも強い憩
欲をもっている︒わが国も︑こうした各簾の要請に感じて︑原子力平和利周について人材養成︑研修

訓練︑各国の研究炉計画の充実などの面で櫨櫛的に協力していく必要があろう﹂一1七〜十九臓の約
二週間にわたり東南アジア五か国の調齋にあたった﹁アジア原子力調癒鐡漏の金子熊夫団長︵外務雀

をすすめてきたことは正しい選択

周からも︑自主開発であるATR

タ

臨撫戴

編／繍1補一準450繍肺【謝瞳騨田2加州曲輪1ル

ぎ︑ふげん発貼所に到着︑わが国

家た一行は午後︑躍動発電所を

であると思う扁と語った︒

課技宮︑神山秀雄闘本原子力研究

高速のスーパーコンピュータCRAY−1を核に、異機種の超

恥長ら動獣関係青の誘導で九時す

原子力技術の結陥ともいえる﹁ふ
げん﹂を視察した︒一行は使用済

施設を楮力的に視察︑とくに定検

み燃料プール︑ECCS︵緊急炉
訪れ・伊藤関鷺謝社鍵の案内で各

温排水が地域の漁業に質献してい

欝欝画察霊蕉︑石塚翼雄野木原子

総創鷺報

ふげん︑美浜

発電所を視察
来践中の急募代衷団
来眼中の中津第⁝穫械工業部の

中の蓋号炉では︑格納容囎に入り

みるなかで︑橘発な質問を係窟に

心冷却装羅︶︑中央制御整などを

の〜行十名は工十二日︑敦賀辛島

あびせるなど︑ATRに深い関心轡料棒のつまった圧力容露を困の

団擾は・﹁臼水の管理の質は官同

あたりにした︒その印象として華

﨟A総出力百六十山ハ万六千K 明確に位躍づけられている点に深

角をあらわにした︒

ることを冒のあたりにして鎚賛の

一︑原子力発日謝画を各国別に

り〇

みると︑まずフィリピンは一九八

覧隼ごろに一号炉を運転させる計

画で︑さらに︸幕炉以降について

は輸入先の多様化を念えているよ

うだ︒インドネシアも黙坐保存の

〇〇六鋸で＋基程度の建設を考え

立場から原子力発電に積極的で二

ている︒タイは天然ガスの発見に

よって五駕くらいは原子力発賑は

蕩えていないということだが将来

る︒マレーシアも一九九〇隼代に

に備えて研究は地道につづけてい

は原子力発芽を斎えており︑バン

仏の津蟹が一致した﹂と中川擾宮

坤娩ヒル

〒鵬λ榔中央鴎本1赫田丁32

代表園︵國長・李覚岡部副部長︶

にある動力炉・核燃料開発事業団

︵瀬川蕉男理箏長︶のふげん発殿 を示した︒

所︵ATR︑十六万五千KW︶その印象として李団長は︑﹁日

と︑関西電力美浜発噌所︵PWR本の自乱騰発路線の中にATRがい扁と述べるとともに︑発巨万の

日本の困情にあった総盆的な安全
対策からも︑また︑資醸の有効利

い感銘をおぼえた︒地羅対策など

W︶を視察した︒
前夜の講から一転︑膏聖のひろ

いる﹂とのべた︒

りくみ︑将束にそなえようとして

≡＝＝禰＝＝＝圏＝＝＝＝憂需：＝冊；＝闘≡≡層冊≡⁝需＝扁ヨ⁝⁝⁝≡竃開＝篇＝三榊≡≡＝：嘗⁝＝：回隔＝≡階：︸＝⁝響＝≡騙＝≡

がるなか代表団一行は︑飯田副理

こうした状況を打開し︑脱石墨を
すすめるために原子力発霞に焦点

こうした競状をふまえた欝本の

しやすいように積極的に協力して
いく必要があろう﹂と強調︑さら
に﹁偲来にそなえた人材脅成︑研
膨訓練などの面でわが属のはたす
べき役罰は大きいだろう﹂と新し
い展開をみせる粟繭アシアの原子
力平租利用に対し淵叢の国際協力

一︑二二銀行が開発途上瞬の

原発開発に条件つきながら融資す

るとの方向をうちだしたことによ

は新しい周潤をむかえるだろう︒

り︑粟南アジア途h国の原発甫場

らに発実し︑幅広い人材交流をは

蜜成

は述べた︒

また︑岡調査団は今圏の調蕉に

なおIAEA総会には︑原産か
力産業金売讃絢課長︒
ちも松井明前会畏が出席してい

行する予定︒

腱する報告澱をまとめ︑ちかく刊

b329

核融合研究開発

⑪〔G298｝24

覧でt㌔

待くたさい

1

ごで腎

〔052）5820951

君

LG2928｝22980

智

原子炉配管の設計

玩勲線日嗣〒3001薦言ξM171淋獅ヒノ」

bにレベルアノブ、リファインされていきますのてこ期

原子力課長︶は二＋ニョ︑本紙記省との帰圏後のインタビューに応じ︑新周颪をむかえる二言アジア

をあわせてきており︑資源の麗階

だ︑これらの研究はさらに上級な

平和利馬に積極的にとりくもうと

場から猿子力発電に横極的だ﹂と

協力のあり方について同氏は﹁塞

異体的には﹁フィリピンなど東

ものにしていくという課題が残さ

なインドネシアも︑資源濃存の立

だったが︑思いのほか長期的には

れており︑わが国が新しい付属零

していることをあきらかにした︒

は︑まず調齋の金体の郎象につい

指摘︑﹁このため各国とも研究炉

を創設する一などを要墾して

子力発罐に積極的で︑仏の協力に

グラデシュも送露線の関係から原

力︑石炭・LNGなどの発磁設備 また︑同氏はRI・放射線利用 よって一九八六璋には㎜号機を運

要践を強調したQ

をいっそう強化していくことの露

についても﹁東南アジア各国は田

このうち︑税額控除制度は原子

いる︒

露を供与するなどして各国が研究

を用いて積極的に原子力研究にと

甑点的にとりくむ必要がある﹂と

南アジア各国は石油価格の高騰で

制度施行の期限については門五隼

強調︒興体的に①動燃事業國に対

大きな経済的圧迫をうけている︒

から黙然程度が適嶺だろう﹂と指

内で税の配分を変えるなどによっ
て薄応すべきだ偏とのべた︒

また︑電気事業連合会は会兇に

に関する税制改正について要黎欝

について︑その投資額の十分の一

る鵠敦が高い楓として︑各闘特葡

本以上にR︷︒放射線利照に寄す

開させる計薩だ︒

をまとめ関係方面に陳憎すること

に禮当する金額を法人税から控除

先だつ九霊力社長余で︑霜気事業

ー開発を鮒象とした税額控除制度

する出えん金の損金導入制度を二

各国が原子力発電利閑に強い転置

通産釜が考えている構想は︑電

摘︑さらに交付金の財源について

をもち地通に研究をすすめている

力金社が原発周辺から一定の額を

年閤延長する②石融代替エネルギ

て﹁アジアの原子力・エネルギー

原子力施設に限定L

︵東票電力社長︶は十九日開かれ

璽気事業連合会の平嶽外四会長

交付金問題で見解

力活動をいっそう発展させるため

翻引いた電気悪金を徴収︑その差

魔王連

策南アジア各国の現状を調蒼し︑

た九爾力社長会の後︑記蓄会見

に支払い実質的に落城別料金制と

額分を国が交付金の形で怨力会社

岡様の効果を期待しようとするも

は﹁従来の電源開発促進税の範囲

事情を掘屯するのが調奄団の陰的

の原子力平和利矯に田本として積極的に協力していくことが不司欠だとの考え方をあきらかにした︒

門原子力科学技術に関する研究
・開発および訓練のための地域協

こんこの協力の可能性を探るとい

金制度による地士別霞気料金制一

し︑通産省が計画している﹁交付

について﹁南本的には業界の弩え

するというもの︒要望は﹁脱石釜
要嚢は︑﹁深刻化するエネルギ

の解熱に慮じた協力態勢の強化の

をきめた︒

をすすめるためには︑こうした税

必要性を指摘した︒

かっていくことが不可欠だ︒

金子熊夫▽顧閥

野徹科学技術庁原子力局技術振興

欝欝院大学法学部教授▽団員

シロー工業大園とエグラン研究

進の必要性を感じた﹂と述べた︒

る︒

ゆ鱒携寧噺一予3酬婦裂糊卜囎「1繭掴㍉3461べ駄ル

C綻C複合〆ステムは、今後ユーサのこ要望に応え、さ

原子力発電所建屋の設計

代叢属といわれるツールを得てさらに飛躍します

力協定﹂︵RCA︶のワク内で協

フィリピン︑インドネシア︑マレ

うのが今圃の調査磁派遡の陽的︒

ーシア︑タイ︑バングラデシコの

の︒

ー情勢のなかにあって電力の安定

も必要だ﹂としている︒

制面での助旗︑補完措置が羅非と

同会長は︑この制度の対象を広

に沿ったものだ一との弩え方をあ
きらかにした︒

げるべきだとの悪晃について﹁原

石炭の開発に︑政府の協力をえて

供給を確保するためには原子力︑

以下岡団長の霊な発爵は次の額

子力施設に薫るべきだ扁との蕩え

南アジアに十分しられているとは

綴本の原子力開発は︑濠だまだ藁

般大衆に信頼される騨門家︵公務

クセプタンス︵PA︶に触れ二 いえず︑こんご海外向け広報をさ
フランスではユーロディフ濃総

擬や学篭︶を養成している漏と説

た︒

ルギー賂給における原子力の位置

工場とスーパーフェニックスを視

▽醐長

ぎの通り︒

なお︑同調査団のメンバーはつ

◇

づけ②安全性の確傑③核拡敬の防

用はPAに萄効な手段となる点で

明した︒魚の養殖などの温排水利
設中の濃縮工場は︑げんざい約半

止④開発途上国への技術擾助一1 察︒一九八二庫完成を翻指して建

三番霞に︸般齪説を行い︑①エネ

方をあきらかにするとともに︑同

原子力推進へさ
らに意欲燃やす
中川畏官︑禁国後会児

スの筒遠増殖炉開発は︑臼本より

分の六千ゾSWUが書成︒フラン愈兇が一致し︑この分野での田仏

国際原子力機関︵IAEA︶総についてわが圃の襲えを述べた︒
︵3面に演説要旨紹介︶

協力の可能性を検討することにな
中川長霧の〜般総説は︑エクル

ンドエA露A窮黒総幾や各国の代 十葎以上も先んじており︑実証炉

あまり︑平和利用を妨げることが

郎科学捜術庁議

会への出席を兼ねてフランスを訪

はほぼ計醗どおり八三奪内帯成を

あってはならないという点でも日

問していた中川

窟は二十四日婦国︑ただちに詔蓄

表から︑﹁原子力平和利閑を勇気

メドに建設が進められている︒こ

との接触のなかで︑圏際協力を抜

だ︒また︑中川罠欝も︑各留代表
第二十四園IAEA総会は︑世

フランスの原子力パブリック・ア

長官との禽撮では︑フランス側が

天
会見し︑﹁フランスの実情をつぶ

づけるもの﹂と受けとめられ︑と

った︒京た﹁核不拡散を強調する 弘束束大学工学部教授︑田中靖政

さにみて︑原子力開発推進に画け

れらの施設を見た印象として︑中

きにしては原子力開発は進められ

RCA協力は高く評価されたよう川長螺は﹁営霊技術による開発推

︸瀬の努力の必要甦を感じた﹂と くにわが凶の謡講アジアに下する

界から八十五か国︑士気国際機関

ないと痛感したと︑詑嶺繊に語っ

語った︒

が畠胤して二十⁝恵に開会◎申川

ンンクタンクなと（：RCの幅広い断報サービスは、この現

核撚材輸送容器の解析

瓢鰍唖一〒541撤患嫁駄久人座陶4b9伊副ヒル
費（06〕24団目1㈹

科学技術計算、事務計算、

とする購報サービス体系。

一二

アレノクλ2524362

恕103）56364Gi〔戴1

原子炉炉心解析

凝

原子力安全解析

大型コンとユータ（複数〉をフロントエンドコンとユータ

セ3ヨ爵ユリリサー｝セ記ヨ艦式宏社

原子力開発

Sy蜘m＞は、幽界最

Compiex

CR（：複含ノステム（CRC

確：立

曜照耀舘販ぬ

わが園初

の

金子団畏
インタビューに応じた金子霊長

lAEA総会への出席と民望を終えて科技庁で記者会見する

五か国の慰撫にあたった︒

中川科技庁畏嘗。左は出野科学審議宮、右は大沢事務二宮。

撰冨は︑※国︑オランダに次いで

Q

引

日

｝

振替東京5895番
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産業会議
子

本原
発行所
承飛重倒史物ま｛15！｝
財｛事1βi擁3月12H第

二

力

RCは次のような点を指摘してい
るQ

一︑℃学的安全装置とは無関係
に遠隔・V地の概念を確制する︒こ

地条件を補うとの許認可政策をと

れまてプラントの設請が不利な立

ってきたため︑プラント設計の改
越に勇点が置かれ︑遠隔薄地はあ

一︑設融基準を越える饗故も市75

まり麺視されなかったQ

懸．

麺騨

よる残留リスクを十分抑えられる

一︑立地条件は︑原子炉運転に

に対するコメントを九月コ十九H

未解決の問題が山積している︒

をどのように取り扱うのかなと・

画嚢三蓋薄手続き申まだは碓設

書は爵乃KW原発二身︵八九無

を高濃度粒子に羽工し︑ピンに談
めて被薩桝の喪中に配置する作業

一月に上木工事に着工し︑八二舞

珠には運転を開始する計画であ

ンにフランス・ベルギ⁝核燃料会

い愚陶だ︒

縞藤

を行っていたが︑このほど︑﹁同

験

は︑このような

シン・P︒ウィルキンソノ氏が理

初代艦長だった退役海軍中揺ユー

勧儀は次のとおり︒①管理上の権

ると︑イニシアチブ︵住民発議︶

の継続運転を支持するとの投票結

た︒同社のサーロー社長は︑願発

理事長は︑メーン州で常識が勝利
イニシアチブ請瀬は︑①高レベ

る州は︑メーン︵九月工十三臼投

シアチブによる重奏投票が行われ

ミズーり州以外でこの秋にイニ

継続運転論争をばかりにかけ︑継

設

核燃料製造・貯蔵・再処理L場及ひ原∫力研究施設等

電力会ネ1、プラント総合メーカー、建築会担

すぐれた運転脊

ランタに木那があり︑世界最初の

INPOは︑ショージア州アト

をいくつか学んできた︒

発電所は︑脊験を積んだ︑有能で
献身的なスタッフによって︑健全

ン発電所の二十六の個々の運転部

INPOの監査冒は︑トレスデ
原チ力潜水艦﹁ノーテラス弩﹂の

に運転されている﹂と粘糊した︒

門を麗でまわり︑面罵九十の王N

な変塾勧儀を除き︑トレスデン発

※副メーン州の住民は︑二十三

PO棊準によってチェックした︒ 事長を務めている︒

爺婆

王NPO監査窟は⊃うの一般的

ると判断した︒

霞撰は大多数の基唯を満たしてい

王NPO猛査宮は︑原子力発電

ンヤンキー原子力発電所の継続運

臼の投票の結果︑州内にあるメー

所の運転・管理墨縄をチェックす

の役舗を果た

会謝検心隔

金物士

る︑いわば独立の

あるいは

転を支持した︒

同州六体六＋五選挙区のうち︑

し︑すへて懸練の原子力專門家が
なっている︒

限および責任のラインを明確に定

％︶で否決された︒﹁メーンヤン

九千・む酉山篭山−一睡小︵五九％対四︷

は︑エ十三万七濁八票対十五万
理方釧および孚領を順守するよう

義し︑文磁化すること②現行の管

キーを守る会﹂は︑十六のカウ

すべてのカウンティでイニシアチ

ンティ︵郡︶のうち一︑二を除く

に︑さらに管理上の注慧を胸ける
こと︒コモンウェルス・エジソン
社のシェームズ︒﹂︒オコナー会

ーンヤンキー原発の所庄地である

長兼社長は︑﹁INPO勧告の実
ブが蕎淡されたと儲じている︒メ

ている︒

の割賦で原発の継続運転を支持し

INPOは︑スリーマイル︒ア
ウィスカセットの町では・二対一

施を約束する﹂と述べた︒

イランド原子力発電翫事故に対す
る原子力産業界の対応の︸環とし

メーンヤンキー原発は︑電気出

より都陰部に多かった︒

た︒原子力支持は︑一般に︑地方

建で︑州民の関心の高さを示し

れた特別越挙のなかでは最高の出

以上が投票したが︑これまで行わ

て設立された︒INPOは︑発電 メーン州の萄権煮のうち五五％
転されるために必要な描置につい

所が最高の遡転基準を満たして運

て︑電力会琶を援助している︒同
時に︑電力会社の還転手順や実施
要領あるいは紙制度の中で︑他の
発電所にとって蒋益とみられるも

官の任務である︒ドレスデン発電

エンシニアリング社製PWRで︑

は︑ドレスデン原子力発電駈で初

所をチェックしたINPOチーム 一九七二年に運開︑メーン州の電

このため︑同原発を運転している

力の約三分の一を供給している︒

霞力会社では︑﹁原発が閉鎖され

ついての保証書を州政府に提出し

なければならない！⁝という内

ればならなくなる﹂と警告︑イニ

れば・より高価な石油に頼らなけ

ミズーり州内でキvラウエ⁝漂

容︒

レクトリック社は︑イニシアチブ

棊︶を建設しているユニオン・エ

シアチブに反対するよう訴えてい
発︵西十八万八千KWのPW魏二

たイニシアチブ請願を︑有効と決

巣に歓呼しているQ

めるミズーり入﹂から出されてい

請願が無効であるとして蝿在提訴

フユエル社︵ペシネ・ユシーヌ・

定した︒この紬渠︑※燭では今秋

中であり︑近く判決が出る見込み

キュルマン社五一％︑ウエスチン

颪人︶があるoFBFCはユー僅
ロ民団体﹁安全なエネルギーを求

ミズ⁝り州当局は︑このほど︑

ミズーリ州でも

の金麟的な運転・管理体制の評価

原子力発電運転協会︵王NPO︶のを学びとることもINPO監査
力七十九万KWのコンバスチョン

COGEMAは核燃料サイクル
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英国蕎電力庁は八二殊からの手

および九一奪三関︶を想定してい

八二年末運開予驚

COGEMA︵原子力庁一〇グ
〇ハ
％ウス徒三線％︑フラマトーム

六つの州でイニシアチブ投票が行

ウォルスキー米原産︵AIF︶
三％︶八○％︑ベルギーのMNMわれることになる︒

社二％︑クルーゾ・ロワール社

ル麗棄物の永久処分場が利用岡能

クリーンで有効な原子力発電の必

続運転の方を選んだ︒われわれは︑

だ︒

ン濃籠工場の近く︵ピエ⁝ルラッ

ルにも工場をもつている︒COGてあることを連邦政騰が保議する
︵PWR︶吊核燃料工場を建設す

票︶︑ワシントン︑サウスダコ

要性を再確信する恥と述べた◎

﹁州罠は︑メーンヤンキー原発の

EMAでは新工場はFBFCまの
でロ
︑州内での原発の運転を禁ず

は十一月四ヨ投票︶の各州︒

タ︑モンタナ︑オレゴン︑︵以上

したことに満足の意を裏明し︑

ッショニングと敷地の原状回復に

る②電力会社は︑原発のディコミ

一二％︑ウエスチングハウス筏八

マン工場と竸象関係になることは

％出資の金被でベルギーのデッセ

る懲麟を確認し︑九月ゆにも建設

ないといっている︒

トロワ・シャトー︶に加圧水型炉

た︒

ト︑ボレーヌまたはサンポール・

子会社︶は︑ユーロディフのウラ

︻パリ松本駐在艮︼フランスの

核轡料工場としては近くのロマ

る︒

隅

案を来年二月にNRC委員会に提 至NPO監沓留が行った二つの六璽ハ十の選挙区からの報告によ

薦）案を満たさない49サイトのうちの一つだ。

慮する︒プラント設副の改善によ

であってはならない○というの

羅

譓?縫口の害N

断わりを規則土成丁続キの聾︑開通

締幽︑函 需 講 葱 頓 蜘 締 灘 鍵 盤

NRc遠隔立地を重視
原子力開発阻害の恐れも
米国の原子力産嵐界は︑米原子力規制委員愈︵NRC︶が進めている遠隔豆地規則制定に反苅する
動きを強めている︒というのは︑もしこの遠隔立地規則が実施されれば︑新規原石炉の建設に利用
できる立地点の数が非寓に制限されることはもちろん︑ヨ⁝ロッパやロムのような︐同入口密度の羅に

置など︶を全く無視して︑遠隔︷V地概愈を提唱していることに対する反発も大きい︒

も︑こんこの原子炉立地に大きく波及するものとみられるからだ︒また発電所の設躍︵工学的安全鼠

になっているが︑反対派などから
﹁それらの発電藤は危険だ﹂と攻

米国の新立地政策がヨーロッパ

れない畜故による残留リスクがあ

が︑繊然としてDBAでは考慮さは原子力よりも大きなリスクをも

はリスクがつきものて︑その中に

NRCは︑ことし七月二十九環子力発電所の建設諮可を与えては
必至で︑新規則が実施されれば︑

譜園や閑本に影響を及ぼすことは

遠隔立地政策に関しては︑地震

産業界は反対を表明

インディアンポイント原発（ニューヨーク州）は、
出し︑四月には規則案を発表した

整輪轍

り設計碁準事故︵DBA︶の発生は︑各種のエネルギ⁝源の生山に

ならないと勧偽している︒さらに

る︒このリスクを完全にゼロにす

口密度幕準を設けてはどうか・あ

や気象条桝によって地域︸．﹂とに人

撃される司能性がある︒

￥径五〜十碍の地域・および＋〜

人口密展が高いこれらの国々で
ることはてきないが︑立地選定に

確率と卦故結果は威少してきた

ための規則作成手続きを行う旨の

現行の原子炉立地墜準を改正する

二十再の地域についてもそれぞれ

よってかなり小さくすることがで

たらすものがあるから︒

繊前通密を連邦憲邦で発表した︒

がある︒

碍の入口糖度を越えてはならない

は︑瀕剛力開発が限霞される恐れ

スクフォースが昨無八月にまとめ

新規則案は︑NRCの立地政策タ落五一人／平方再︑四脚人／Ψ方

地政策は来国だけの問題である﹂

ように厳しいものでなければなら

るいは︑発電所周辺の人口の伸び

新立地棊準察によれば︑回国で
として︑﹁累麟が新立地基礁を実

ないが︑米掴の広範な地域から原

このため︑NRCは︑﹁還隔立きる︒

五︶の中で述べられている漂え
現在運転中︑建設中の隙子圏発躍

や設計要件が公衆を十分に保護し

施したとしても︑他羅の立地基華

までに受理︒その後︑完全な規則

している︒
た報儀書︵NUREG一〇六と二

を・ほぼそのまま踏襲している︒

九地点は不△口格になる︒新基準は

所サイト八十四か所のうち︑四十

子力のオプションを排除するもの

KW︒

NRCは︑規則作成の串前通告

岡報告醤は︑原子力発電所から

既存サイトには適贋されないこと⁝ていないことにはならない﹂との

平方碍以下の地域でなければ︑原

半径五塀以内の人口密度が百人／

繭換算四千万ナで総発電蟹一兆千
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公社︶は九〇年までに魯万KW原 の療翼翼出力は二千七魯鷲二四K なかった︒新工場は従業員蕊苞〜

のうちいままて核燃科工場はもた

た︒七九年中には原発

嬉が廃棄

力以外に唖発引墨はない︒九〇無
九百衛KWHの一〇・六％を占め イタリアー1ENEL︵国有晦中

ヘルギー目凍二四星建設中︑新

C銀十入の規模で︑濃縮ウラン

発十墓の建設を予罰している︵八

Wと予濁されている︒

され︑フィリップスプルグ︵八十

六万四千KW︑BWR︶︑ビュ八
ジ奪三星︑八九年四ぷ︑九〇年㎝二

NRCの新立地基則（5、↑0、20マイルの人口密度基

NP◎、初の全面的監査

施
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核融合燃料供給に道
レーザーで分離効率一万倍
レーザーを便って︑入体に有蜜な放射性岡泣元累であるトリチウム︵三江水素︶を分離し︑核釜台
の燃料とするーー︒こんな画期的な技術が世界に先がけて︑理化学研究所︵皇籍龍腿蜂蜜長︶で開発
された︒軽水炉や錘水炉からは微籔のトリチウムが発生し︑原子力発巡所が増加するにしたがい︑そ
の分離・除表が課題となっている︒さらに将来︑この技術を使って高純理のトリチウムを生薩し︑核

究グループ︵羅田光一軍任研究

理化学研究所のレーザー科学研

い性質を利出して︑トリチウムを

他の転位体の分子は光を吸収しな

同位体の分子だけが光を吸収し・

吸紋スペクトルを試算し︑実験に

したトリフルオロメタンの赤外線

今剛の研究では︑トリチウム化

融含の燃料として供絵するという道が開かれたことになる︒

員︶は十八鰹︑トリチウムのレー

スプレーなどに便われているフロ
て疲酸ガスレーザーのパルス輪に

なお︑この濃縮倍率は︑主とし

成漿のら︒

よって︑それが実証されたことも

トリチウムは︑約十二年の￥減

ンと獣類のトリフルオロメタン

方法としては︑冷凍機の畠媒や

分離するもの︒

期で弱いベータ線を放射する水累
に︑トリナウム化したトリフルオ

て成功したと発表した︒

ザー法による分離に︑盤界で初め

の岡位体のひとつ︒

ロメタンを0・2PPM疑えて︑
レーザーを照躬︒使用したレ⁝ザ

璽水炉の放射線被礫の四〇％は

トリチウムによるといわれてお
ーは︑波長九・三︸ミクロン︑パ

来の蜜全欝蕉に役立てようという

加速が求められていることから同

いるものの︑こんごさらに研究の

米國への輸出は今回が初めて

することに成功したと発喪した︒

讃醐では︑原研霧海研究所内に

場アメリカに輸出されることは純

ともいえるツイクロトロンが︑ホ

た轡繕棒および8R−3炉で三万うした 同性艇轡料の繊細試験を予

プ削画参猟の同的Q五十六鐸四月 事業所から簗縦し︑処分してい
かり箸十七什十二月濠での第︸期

た︒しかし︑昭和五十年からは岡

展開されたが︑安全敷︑平作性︑

経済性︑華華性などの面で岡骨の

サイクロトロンを納入することに

BNLでは︑ベビーサイクロト

決定︑受注成功に知った︒

ロンを化学部門に設際︑短寿命ラ

ジオアイソトープを用いて核医嶺

診断に有用な標識化毒物の研究︑

ベビーリイクロトロンは理化学

臨陳応糊を行う︒

た純園麗技術による核医学用院内

研究所の協力により同社が開発し

設旧型超小型サイクロトロンで︑

生成されるラシオアイソトープは

︵同十分︶︑酸素15︵同二分野︑フッ

炭素盤︵半減期二十分︶︑窄素13

累18︵闘暫十分︶の四極︒いずれ

も放射線被曝影響の少ない短寿命

しての安金性︑ポジトロンエミッ

核極で︑人体構成元累の岡位体と

ターとしての特性をもち︑核医学

研

なお︑ベビーづイクロトロン納

診断矯として押想的なもの︒

期は昭和五十六隼憂︒

放射線利用で

成果報告会

原

の一つとしてとりくんでいる放謝

この報儀会は︑原研が漿要課題

く︒

から書票・新橋の航窒会館で開

果報告禽を︑十月六田午醒俊一瞬半

田本原子力研究駈︵藤波樋雄理

討画の参楓費として二億円を概鱗

め︑各R玉使用事業所で保管する 窟長︶は第三回器品門派朋研究成

協会が集狗・処分を傾止したた

議積難も限界に達していた︒

ことになっており︑澱近ではその

要求している︒

京た︑科捜庁ではこうした国際
県岡研究と岡時に︑衆僧でも原研

いた︒

焼却処理装置の開発が期待されて

造・利用に関する研究出発につい

る水性塗料の熱発︑線源ラジオア

研究発表のテーマは放射線によ

表するもの︒

各RI便用贋業所から︑その小型 て︑この〜隼聞の成果を中心に発

区域内焼卸が求められた︒いらい

一部改正により︑有機廃液の管理 線化学とラジオアイソトープの製

穆の防止に関する法律施得規則の

放禦性嗣慨㎜兀素箸による放射線陳

の3MTRを使って近く島件能轡そこで︑昭和五牽四年翌月に︑
料体の研究をスタート︑わが国画

カネ承ウエンジユアリング

イソトープの製造11医療用イリ

隣本製鋼所は十七田︑核医学用

学﹂も予驚されている︒

特別講凝﹁原子力瀾発と放射線化

など︒今回は大島患一歳大教授の

て︑核エネルギーによる水素駅逓

ジウム㎜線源の製造を中心とし

イク切トロン︶を氷田のブルック

超小型サイクロトロン︵ベビーサ

宅配の他に3H浄C爾サーベイメータもあります。

↑鶴Sシリーズ
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ヘブン国立研究駈︵BNL︶に輸出

のが岡施設建設のねらい◎

し〜八体の円簡型カラムを建設︑

問社はすでに︑この装躍の受注

いたハルデン︑インターランプ︑

薫千〜繭力MWD／丁京でへース定している︒

たことは留慧されるべきだ︒

技術機助が強化されるべきだと考

っていく甜画︒

欝の・▽場でデータの確翻など商行

いる︒円添が一九私八焦に舶合し

︵高畠玄瑞社長︶はこのほど︑放

カネボウエンシニアニング5一

米国へ輸出され
る純国産技術

岡鼓駕は﹁有機廃液乱焼処理袋

日本製鋼所

櫻と名づけられ︑医・珊科系の

鵬Sシリーズ

来年から環境
続発ル施設瞭罵設へ
げんざい原子力施設サイドで貯

ものとして筒く評価されるものと

このなかに取縄の地質を入れ︑R 岡麓技術が︑海外のそれをしのぐ

て︑現代科学の控をあつめた装置

施設を難設し︑笑験を急ぐことに

来葎度から益か御で完成させる

蔵されている低レベル放射性廃蘂

芸をふくんだ水を濁し︑その拡散

なったもの︒

田水原子力研究所は来年度から

物については海洋処分と陵地処分

麟画だ︒

低レベル放射性蝿蠣物の陸地処分

の一深ソてて対応する方針︒この

している︒

研

ーション施設﹂の建設に蔚丁する

安全性研究を行う﹁環境シミュレ

状況を掘握する︒科技庁では︑こ

ウェーデンなどサイクロトロン奪

原

レーザーのパルス編約胃ナノ秒を

依存しており︑本実験で便用した

うち東洋選挙についてはすでに甥

うしだデーダを参考にしながらこ

繊命科学の基礎研究・臨厳検査に

白め
売足画は︑まずPWRと8W
Rる伊欝力発電のシ﹂アが増大

体制を確立しており︑こんこに備

オーバーランプ装画が︑いずれも

核璽器閃に齪障措鷹を受けるよう

核不拡散を絹保しつつ原了力坤
甜利期の促進をはかることは励め

INFCE後の園際的な枠組てみ
癒鞍であり︑わが濁はそのため
て観望プルトニウム甦駁︵IFS︶参暮していく所定だ︒

作りとしてすでに王A鷺Aにおい の国際的努力に引き続き醸極的に

雑︶の険譜が進められ・わが国も

える︒厨子力Ψ和利用の成梁はあ

た︑門腺〜力科学妓勧に関する研

り行われている開発上士国への技

今園の受注にあたり︑米圏︑ス

春画だ︒将来予定されている陸地

前安全諏価も終了し︑関係剛体と

約一ナノ秒︵＋鱒分の一秒︶に短
処分の顎戴懸樋想定︑芳一容器か

門メーカーとの閤に熾烈な竸争が

縮することによって︑︸万倍以

ん甲︒﹂陸地処分の蟹前安全評価を実

ら放国議物質がもれだした場盆に

の話し合いの段隅に入っている︒

上に上げることができる発通し

これに対し︑陵地処分について

施する制画︒

これが地質にどう超脱していくか

は一部安会姓試験がスタ⁝トして
ヨ冊禰菱＝＝二＝冊＝＝＝＝＝三＝二＝＝ηヨ濡＝＝＝＝働⁝二篇＝＝≡臨

い︑こうした改色争料の安全姓を

トレーサーとして微減便朗され

大学︑研究所のRI使用肇業所で︑
五千MWD／T濠で照解した蝉腿

確認しようとするもの︒WH︑G 疋されている︒

ているR亙の便用後の液体シンチ

棒愈計十六本の総議三十二塞が一

焼身の開発は︑原子力発電
E︑8＆W︑EPR喉︑DO改
鶏造︑

レ⁝タ⁝廃液を処理するもの︒特
っており︑こうした動きに対応し 徴として﹁逆転火災方式﹂を採思

するにともない︑界問と夜間の砲

ようとするものQ将来電力設備に し︑焦目廃液を完全燃焼できる︒

の燃料体を涌用炉で⁝簸階間昭︑射

えている︒

科学技術げは来三股から改迄鰍

普通程肚の桝焼度のPCI︵ペレ照射しだ燃縦棒会扇鷲葉水︑8W

従来︑RIを禽んだ重機廃液は

力鑑要の厳に応じた憩激な出力変

め︑高輯能桝料を開発するという
のがそのねらい︒康票脚力など民

実験で用いられる燃料は︑PW 聞を中心に研究開発がすすめられ

況を確認する︒

男試験を策施︑顧桝料体の破揖状

技研の魏一2炉に装荷し︑出力急 動運転が不切欠となってくるた

したあと︑これをストゥドどック

されている︒

プ︑日本の原研などの参羽が予定

KWU︑ヨ⁝ロッパ霞力グルー所の付加追従運転への要講が筒ま

いて破曝しきい値の確認などを行

需＝ヨ⁝＝⁝＝；認＝憎＝≡嘗﹁二≡＝胴≡噂＝階≡二㎜＝一二＝＝：＝

を実験で確かめ︑そのデータを弼

だ︒

従来法の化学交換法や蒸紹法で
は︑一回の操作でトリチウムをた
かだか数億にしか濃縮できない︒
とくに︑極微雛のトリチウムを分
離・濃稲するには︑従来法では分
離操伜を樗阿も繰り返すために︑
大規換な装躍を必要とする︒その
点で︑赤外パルスレーザー法は経
済的に衙凋であるばかりでなく︑
トリチウムという放射二物犠の取
り扱いの面で︑大きな縫勧暇をも
つ司能哲を秘めている︒

改造燃料の安全確認へ

り︑その分離除去は大きな課題と

ており︑通産省でも来年農からス

脳の安全姓確認を行うためスウェ

四万五千MWD／Tまで照射タ
し；トする第三次改良標黒化でこ

Rがオプリヒハイム炉て︸︑一万〜

ーデンのストゥドピック・エネル

科技庁︑畝挾の計画に参加

その繕果︑通常のトリフルオロ

発への憂請が瞬濠っていることか

こうして世界的に高性能螺料開

メタンは数％しか分解しないの

時間に一万圃照︑射した︒

秒︶の炭酸ガスレーザーで︑約四

ルス縮約蕩ナノ秒︵⁝千刀分の一

また︑トリチウムは核融禽の轡

なっていた︒

料としても斯婆であり︑その効鄭
的な岡位体分離泓の開発は世界釜
照で行われている︒

Rがモンティセロ炉で三論〜

篇万

ット・被覆籍掘環詐飛︶を対後と

に︑トリチウム化したトリフルオ
ギ⁝技術公社主催の国際共同醗究

今園の実験は︑﹁赤外パルスレ

る副圃だ︒従来わが渕が参加して

﹁スーパーランプ議爵﹂に滲加す

五千MWD／Tまで照射した鍬料
ら屑兼罷想されるこうした鯵料の

ロメタンは約四〇％も分解し︑ト

しているのに対し︑﹁スーパーラ

ーザー法﹂といい︑原珊はレーザ

棒とビルガッセン炉で驚⁝乃〜鷲︑77 安今審査に必要なデータを薮霧す

リチウムが約十億濃縮された︒

ンプ刮難燃は︑高轡焼展燃料につ

⁝を照射すると波長によってある

つ︑新たに鷹じた問題を協議して

強い緊張があったが︑この愁笈を

講席をになっている︒

IA置Aによる練障搭置が録襲なや国際便用済み轡料管理︵ISF つぎに私は開発途工閃に対する

核拡散防止を確保するためには

なければならない︒

あり︑中心的役割をはたしていか

供する の は I A E A が 最 も 適 当 で
亜視する︒

いく態度が必要だが︑その場を提
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本アイソトープ協愈が︑名使用

核不拡散政策のもとに進められて

わが国では︑原子力開発利飛が

訓をふまえ万全を期してきた︒

よい回護となったと考え︑この教

ーA ε A 総 会 で の 中 川 科 技 庁 長 宮 演 説 要
世界経 済 の 発 展 を 維 持 す る た め
には︑エネルギーの供給が妥当な

れが一九八○郊代における大きな

きたことは論をまたない︒しかし

働格で確保される必要があり︑こ

課題であることを︑私は十分認識

工AEAによる傑障二心が核不秘極的に参画している︒

として供給保副の間題がある︒ま

核拡散の危険に関する國際的な懸

ものとなるためには︑核只器国︑

鉱敏の⁝鋲段としてより薄効な

ためには原子力開発窟用の縫進が

したがって核不拡散を確保しなが

している︒エネルギー問題解決の

ら原子力開発を促進する方策が求

INFCE後の無題の大きなま租
ねく担界中の人々によって茶受

不詳欠との認識はすてに確立され

念が増大していることは串実で︑

たものと燃える︒私は︑原子力開

た︑骸物質の防護も︑核物鷺のも

有機廃液叢叢処
されるべきであり︑iA鷺Aによ
理装置を開発
散条約︵NPT︶洛南国︑非潴盟たらしうる危険を防諾するkで張 術渡助は該に重要な懲幾を蒋して

非核奨器岡を問わず・出た核不拡

究・開発および訓練のための地域

襲であると考える︒

また︑先にジュネーヴで開かれ

れられる必捜がある︒

これに関し︑第二回NPT舟険た第二隣室P﹁摯再険討蕪議て︑実

INFCE︵国際核鍬料サイ困ク
を聞わずあ諌ねくそれが蔓け入

められている︒

発を追めていかなければわれわれ

の未来はないとの強い決意のもと

みだった︒この作業を通し︑原子

ル評額︶はこれに離する一つの試

討会議においてNPT非加盟麟に質的な酸終出墨悶が採択されなかっ

を開発した︒

機魔液を処擁するための処理装置

に︑㈱民の撒智を精集して原子力

たことは遺憾てある︒しかし︑N 躍纏が︑その精伸にそって加盟国

開発利用の推進を図る解存だ︒

力斗和利粥に関する呉遜の認識が

PT面体の有品性︑爺要輯を疑問 の績梅的な急欲のもとに進められ
ていることに幽足の意を幽する︒

協力二王︵RCA︶一にもとつく射件同佃元熟︵R王︶を含んだ荷

安全確撮の問題は︑それこそが

対し︑フルスコープ・セ！フガ⁝

視する国はなく︑各麟ともその維

ドを受け入れるよう響びかけが行

持︑強化の必腰気を支持・磁心し

はぐく求れたことは︑画期的な成

ー・サヅミツションをしていない

われるとともに︑衷だボランタリ

果といえる︒
こん︸．偏もこのような原子力Ψ和

原子力騰発推進の盤本的要件とし

マイルアイランド原子力発露駈の

利用に関する共通の認識を深めつ

て認講してきた︒昨贅の米スリー

購故は︑さらに一勝の努力を健す
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エネルギー特性をよくしてありまず。

シンチレーションサーベイメータ

放射線樺業に従嚇する人が作業衣のポケットに入れて作業ができるよう、特に
小形軽量に設計したポケットサイズのGMサーベイメータです。測定範囲はO
〜歪00m鐸hと広範隠に：わたって測定でき、特に低線羅率のチェックにはイヤホ
ンが弁護されて、あ求めやすい価格です。
畷検出器1こはハロゲンGM答を便用し、フィルターにより

麗Sシリーズ

GMサーベイメータ丁麗準準

麟Mサーベイメータ

携帯に便利なポケット形

電離箱サーベイメータ

一ベイメータ

A肋隔の定評あ

機廃液奪：焼処理…擾躍
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原子力四㌶に発注
雌蘂虹幹事会社に富圭電機
洋本原子力研究所は︑このほど多団的高温ガス炉実験炉の詳細設㎡を﹇︑酊士電機︑脚立製作所︑三菱

重工︑臼本原子力事業の原子力四グループに発注した︒幹事会社は壮丁電機︒原研では昭和四十四年
目ろから多閉的高温ガス炉の設計研究を開始していたが︑五十五年度予算で二億五千万円の予算が認
められたことから︑いよいよ本格的な詳細設計のスタートをきることになったもの︒科技庁では来薙
度予算として三億六千万円を概算要求しており︑来年度と五十七年度の二無間の國陳償務負握行為隈
度額で三十五億八千万円を予定︑五十八年度には詳細設㎡を終了させ︑建設へと第一歩をふみだした
い計画だ︒

ガス炉開発は昭枳五十八年度に熱

欧州原子力安全
トム社︑西ドイツてはフィリップ

わせてスウェーデンではアセアア

ー︶︑金昭久︵中電︶︑川勝理

山泰男︵原子力工学試験センタ

の技術導入の実績と近年の動向を

をまとめ発表した︒これはわが国

四算展の外国技術導入年次報告欝

まとめたもので︑五十四俸度の新

︵関電︶︑周人歓樹︵亀事連︶︑

近藤耕三︵四電︶︑沢口祐介︵栗

スブルグ原子力発電所︑フランス
ではフランス電力ぽ︑フィンラン

︵八・三％︶増加して四百十六件

内のもの︶導入件数は三＋二件

現状を概説したあと︑とくに米圏

いデッドヒートが趨じられている

また︑原子力閲係の導入件数は

憎加傾向を罠せていた海外技術導

期しているといわれるが︑餅究開

二■一一噌：
二陶一一儒

二一＝＝讐

︒一＝禰■＝︐

9二一一＝一︐

一二襯一一＝曹

料技術が十

十八件︵前隼度四十六件︶︑核燃

っている︒

4〃／彰

福岡帯博多区綱場町工−二

代表取締役弓長土屋正慮氏

︵株︶正興電機製作所
入会
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倥所

原産に

物処理技術が八件︵同八件︶とな

件︵同九件︶︑廃稟
だ﹂と指摘︑墓礎研究では※国が

完成︑倉庫に待機している状態

門両方とも成功するだろう﹂との

ープ型の二つのすう勢について︑

考えをあきらかにした︒

海外技術導入
件数かわらず

して好評を博してきた﹁原子力年

わが閣唯一の原子力関係の年鑑と

本ではil︒インフレ・物纐とな

原子力発電所の稼働率は︑立地

るのか︒世論はどうか︒

力の専門家が調歪︑分析︒正確で

動きをテーマとしてとらえ︑原子

およそ原子力をめぐるすべての

書志は︑開発資金はiI︒

全世界の注目を集めた※スリー

たりの講演輸入価格は︑八○年三

するとみている︒その結渠︑一耀あ

七％プラスニ％の禽計九％で上昇

のか︒

ル評歴はどんな結論をひきだした

月に幕をとじた国際核燃料サイク

無爵の許すかぎり掲載されてい

今無はとくに内容を濃縮︑B5

る︒

︵送料込み︶とてころな出格とな

版︑五酉七十八船︑五千二営円

九月三十摂刊行予定︒申し込み

っている︒

は原産・業務課まで︒

TELO2928−2−5063

調査団を派遣へ
原産

なっており︑前無度に比べて二十

規技術心入件数は二千酉十六件と

発電所などヨーロッパ主要国の原

また︑処理方式別にみると︑甲

三件︵一・一％︶威少した︒

設︶︑清水全生︵匠藤工業︶︑白

日木原子力産業会議はヤ月十七

太︵中国電︶︑瀬崎行雄︵三菱商

月惇︵日本電機工業象︶︑杉光山

ドではオルキルオトTVO原子力電︶︑島田秀秋︵日立プラント建

年代後半に実用炉にもっていくと
子力発需所︑安全関係研究機関を

い期間が一年を超えるもの︶導入

極︵当初から契約期間または支払

視察する︒

事︶︑太組健児︵霞立︶︑博田忠

田〜十一月二田の十七田間にわた

調査団のメンバーは次の通り︒

邦︵三菱原子力工業︶︑深沢国樹

いうのが基木戦略︒このうち実験

州原子力発電所安全調査団﹂︵団

白

炉は冷却材出口温度千展Cで二酸 り︑﹁ストックホルム会議参加欧
化ウラン被擬橦子ブロック型闇雲
▽団長

して一千七百件となり︑乙種︵契

件数は五十五件︵＝∵一％︶減少

長・躍補正敏藁京霞力常務取締

有沢裕

豊田正敏▽副議長

を痩用︑中・間測温父換一翼式を採田川

石畠一︵九電︶▽団員

︵日揮︶︑金木雄司︵原産︶︒

エンシニアリング︶︑握藤多秀 約・支払い期聞がいずれも一年以

見造郎︵騰立︶︑吉田忠雄︵東洋

︵東芝︶︑八木一郎︵丸紅︶︑横

役︶を派遣する︒

一行は︑ストックホルムで開か

し︑一次冷却秘圧力は四十詩袴／

︵佐藤工業︶︑柏手敏泰︵三菱重

孝允︵三井物産︶︑小倉良雄︵三

れる困際原子力機関︵IAEA︶工︶︑梅名茂男︵三菱電機︶︑下龍

菱重工︶︑香川選雄︵爽芝︶︑梶

うしたなかで科技術庁では︑昭和

平方斜材Gが予定されている︒こ

性に関する雪田会議﹂に参加︑あ

¥四毎から設計研究を行ってい 主催﹁最近の原子力発電所の安全

たが︑冨士電機︑日立製作所︑搬菱

ては﹁直接還元製鉄﹂の大型プロ

の現状にふれ﹁※国はFBRを延入件数も︑近奪は横ばい状態を続

困十八年の欝屈危機まで大幅な
ジェクトが今年度で終了するなど

となった︒

終了させる計画だが︑これらもひ

未確定要素がのこされており︑こ
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プが︑これまでの概念設計でも実

とになる見込み︒

きつづき同グル⁝プが担嶺するこ

璽工︑日本原子力事業の四グルー

グル⁝プが栂当することになった

績があることから︑詳細設計も局

二一補＝一謄・

けている︒
ん︸︐﹂﹁炉﹂と﹁利用系﹂をふくめ

もの︒今回の契約は今庫度すでに

今圓の詳細設計のスタートによ

子力の多閣的利嗣に焦点をあてて

五十七件で前年度より六件減少し

多生的高目ガス炉は︑そこから

発では強力にとりくんでいる︒ク

出力五万KWの実験炉の建設に着 予算化ずみの二億五千万円分の

た総盆的な高温ガス炉開発路線の

きており︑すでに低中温幽閉につ

一一鱒一一＝

﹁詳細設計1﹂◎このあと︑科技 炉はその建設へ向け大きくステッ

りわが国の多冒的高温ガス炉実験

えられる八酉五十〜千度の高温の
工し︑六十二年度に臨界︑このあ

た︒その内訳は︑原子炉技術が三

いては英国︑スウェーデン︑ノル

リンチリバー炉についても︑一年

熱を発電だけでなく︑蔽接選元製

プをふみだすことになるが︑これ

二一需＝＝

のウラン確認埋蔵蟹は三百万ナ程

曹一胴冒﹁掃一7

億円を投じ︑すでに主要な機器は

庁では五十七葎までの三年間に総

曹一一鴇＝一﹁

度で︑かりにLWRだけてこれをとを強調した︒

圏﹁腕一篇＝

あがってくることになりそうだ︒

と昭和七十年ころに五十万〜八十

二＝：一・

京・銀座のガスホールで開かれた

二一■一一齢︐

あり方が一つの熊点としてうかび

ウェー︑カナダ︑ソ連などで実景

二四＝鞠＝．

鉄︑石炭ガス・液化︑水素製藻な

二一槽＝＝p幽騨＝＝一﹁

とドッキングさせる利用系につい

二閂＝＝一

火力原子力発電協会睾催の﹁新エ

轡やしていくと︑数十奪しかもた

だんぜんトップを独走しているこ

ネルギー利用発電に関する講演

もたないことになる﹂とのべ︑F

ず︑これでは石油と同じ程度しか

フランスをはじめとして英圏︑西
独︑ソ運などで実用化へ脂け激し

さらに同氏は︑タンク型とルi

将来について﹂と題して講演︑先

BR闘発の重要性を強調した︒

会﹂で﹁高速増殖炉開発の現状と

00隼の実用化へ向け︑げんざい 進各国が実用化一番乗りをめざし
覆践な時期にさしかかっている﹂

﹁世界的にいって大型高速増殖

辮舐FBR開発新局面へ

﹁米国も積極姿勢﹂

一一櫨

万KWの異認炉を運開させ︑七十 額四十億円をつぎこみ詳細設謝を

への淡水︑蒸気供給に︑あるいは

化され︑化学工場や紙パルプ工場

い︒これが実現すれば従来石油に

一般住昭への温水供給へと巖躍

ど広く産業用に利用するのがねら

たよってきた産業用エネルギー供
中︒さらに西独︑フランス︑スイ

こうしたなかで︑わが国の高温

められている︒

した野心的な計画が積極的にすす

給源を原子力で隅がわりする可能

へ向けさらに前進す

ス︑米国などで︑より高混化をめざ

脱石油

監がひらけることになり︑わが国
は
ることになる︒

こうした利点から世界各国も原

炉の可能性は十分実証されてい

1一動燃零業田の中井靖高速増殖 いることをあきらかにした︒

て強力にFBR開発にとりくんで また︑その開発状況については

る◎運転︑保守上も問題ないこと

炉開発本部副木部長はナ九濁︑藁

同氏は︑まず﹁げんざいの臨界

がわかっており︑一九九〇〜二〇

科技庁が報告醤

一方・爾髄格シナリオは︑先進

科学技術庁は十七日︑昭和五十
としている︒具体的に︑黛平均傾

原趨生産量が︑現在の品詞よりわ

諸国での代替エネルギー開発や省

低価格シナリオは︑OPECの
は璽一十五メに上裁するとみてい

1︸≡≡曽一＝＝帯1＝ヨ≡コ＝＝一働一二≡揃；⁝丁−罵一﹁開一蚕一冊一盟一r；≡≡一＝＝FI一﹁幽一門≡≡一軍一Tt⁝⁝ム至重一＝一⁝一T⊥一≡剛≡三一讐−一≡闇≡＝開一＝τ

田本エネルギー経済研究所︵生

び率は七九〜九〇年で二・九〜三

子力などの代替エネルギー開発と

ずかながらも繕加傾向を示し︑原

ルギーを各政党はどうとらえてい

らんで国民の関心事となったエネ

生塵制限政策を強化するため︑石

@弱年度版・近く刊行礪

油需袷が魍託し︑原佃価格の急激

初の衆参同時選挙を体験した田

田盟朗所畏︶はこのほど︑﹁国罠

五〜一・八％と︑非常に低く予測

・五％︑九〇〜二〇〇〇年で一・

エネルギーの撮進テンポが遅く︑

避できる︑というもの︒

下し︑急激な原佃価格の上昇は圃

鑑﹂︑その昭和五十五年度版が近

一九八○年四月のわが国の原瘤

マイルアイランド原発事故の影響

く原産から刊行される︒

の桑川蕊ヤニがを基藁として︑今

これによると︑原油価格は現在

な上昇が引き起こされると設定︒

る︒

生活水華と民生用エネルギー霰

雀エネルギーが促進されるため︑

原佃の実質価格がこんことも上舜

﹁原子力年鑑﹂齢

要﹂と題する研究調査をとりまと

OPEC石佃への依存度が大柳低
OP慧C諸国も石油資源の温存と 昭和三十二隼に創刊していらい
しかし︑このような金般的な需

している︒

この研究は︑わが国の民生照

め発表した︒

要が国民生出水準との関遠でどう

を続けるならば︑家庭爾エネルギ

︵家庭用と業務用︶エネルギー需 要増加率の低下にもかかわらず︑

推移していくのか︑今後十〜二十
無を展望し︑翼体的な醤来ビジョ

後二十年間実質価格が年率工％程

は⁝1︒その事故の教訓はどう生 新しい傭報を客観的に︑しかも図

〇年までは世界輸出価格上昇率八

移︒原油の名誉価格は︑八0〜九

・表をふんだんに︑賂語︑年表も

度上昇すると想定︒八○〜九〇年

この予想に関しては︑原油価格

エネルギー問題が黒点となった

はどう期待されているのか︒

検索します。

Nucleadnformatlon Systemの略称てす。60ケ国
か協力し、年間70，000件の文献を滋気テープに収
録しています。日本の担当機関は日本原子力研究

毎替

こ希望のテーマに関
する文献をまとめて

る磁気テープを使用して、利用
者ご指定のプロファイルによる
検索を行い、英文抄録付きの文
献リストを作成・送付します。

的な原子力女難情報流通システム，1撲elnat三〇nal

原発︑建設急ピッチ

灘撫

灘．縦
偽桐

民生洋紅誘需要で報告
エネ研

価格高騰が家計を圧迫
ンをえがこうとしたもの︒野望千

七颪世帯を対象とした家黒門エネ

ルギー消費の実態調査などを実

かされているのか︒

平和利用と核不拡散の両立は司

までは世界輸出価格上昇率九％プ

1価格も急騰し︑国民生瀟全体に 輸入価格︵CIF︶一燈あたり三ラス実質価格上昇率二％の含計一

施︑いままでヤ分とはいえなかっ
た民生用エネルギー消費の実態把

年間実質価格がほぼ横ばいで推

十二がを棊華にして︑こんご二十

の将来兇通しについて︑落胆格の

︒O％︑九〇〜二〇〇〇年までは 十二妙から九〇奪には九十が︑二

ベネチア・サミット︒脱石油で︑

一％︑九〇〜二〇〇〇年までは同 能か︑再処理問題はII︒今庫二
る︒

里大な影響をおよぼすとしてい

用エネルギー濡要は︑経済成長率

場合︑高価格の場愈の二つのシナ

甚六・O％で上昇する︒その結 〇〇〇年には工霊祭メになると予

それによると︑第一次石藺危機

擁を試みている︒

の低下︑省エネルギーの進展︑国

リオを設定し︑一九九〇年︑二〇

九〇年には七十が︑二〇〇〇年に

果︑燐あたりの原油輸入価格は︑

以降も高い伸びをみせてきた民生

り︑その増加テンポはこれまでの

民生濡手識の変化等の影響によ

〇〇年のマクロ経済フレームの予

原子力︑石炭︑太陽エネルギー等
測の前提としている︒

測している︒

予想よりもかなり大幅に鈍化する

RS（遡及検索）

1974年以降最近まて

王AEA（「Ll磯原∫力機関・ウイーン）か中心とな
り、加盟田の協力のもとにすすめられている瞬際

（財）原子力弘済会資料センター

所てすか、国内サービスは（則）原子力弘済会か行

のデータベースから、

SDl（定期検索）

一

〒319−11茨城県那珂君il東

っています。

胴敗・畿

溜陥

毎月一回IAEAから送られてく

INISとは

N lSの出番です
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