一第1048号一
昭租55隼1G月2鰹
毎過木曜日灘行

力

︑

科技庁︑小笠原で鄭謹鯛金

融強

盈地元の不安

れを起こしたのではないか扁と原

これまでの村民に対する閨の対癒

内地への強制疎開から端を発した

人議澱︵農業︶璽天が風の弱ま

議員︵母晶盛業継盆長︶と佑藤醸

されだ︒だが︑母島から佐々木繭

船が欠航したため︑説明金は殖期

八︶では︑議員から動議が出され

て︑三卜賑の定例村議会︵議員放

サイドだけでは納得できない漏と

を行う予定であったが︑台風の発

♂洞爾に位浸する鯉翻で︑説明食

翌二十六日は︑父島から約六十

投棄に反感する二議員の慧見と平

会談したが︑ここでも︑B地点の れた︒

科技庁は憩きょ村役場の会議窯て

った牛後︑父編に来島したため︑

藁に反対するという渓議が採捉さ

議決の結果︑堅手︸致で︑源洋投

では︑﹁闘木原子力船開発噴使丁

法の一部を改齢する法律纂﹂のみ

同法緊は先の磁常盤金に提鐵さ

が提出されることになった︒
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行線のまま終わった︒

門これ以上︑この小笠膜を騒がせ

なお︑岡貼した菊池総合畏は︑

ないで欲しい︒も只説明にきても

らわなくてもよい︒今回は礼儀と

この小等原の地を踏まさない︒実

して出燃したが︑今度くるときは

会談後︑記煮とのインタビュー

力で限輸する﹂と語気を強めた︒

に廃簗物を捻てたというだけで無

に菰じた臨池組命長は︑①B地点

は買いたたかれる︒この損需は︑

誰が補目するのか②かつての彬実

ったん門放射熊湾染魚﹂と烙印を

験での風評でもあったように︑い

おされると三皇間は︵価幡に︶影

も葵大な膨響をおよぼす⁝⁝と語

響する③霧雲のみならず︑観光に

って密はあっても鰐のメリットの

り︑B地点の処分は︑小笠原にと

子力行政に対する不僑を表明︑再

た︒

をふまえ︑不儲の念をあらわにし

発駅︑﹁〜体︑国は小掬原をどう

生により︑父舗と母羅を絡ぶ定期

なお︑この海洋処分をめぐっ

々木鼠之助議員も門いくら安金だ

ないことを強調した︒

といわれても︑そちら︵科技庁︶

安全だといっていながら放射線洩

力船﹃むつ﹄の問題でも︑安全だ

だが︑憲購羅綾識長は︑﹁原子

その安全性を強調した︒

撮影の一回分﹂と翼体例を出して

鐵無熱村議会も反対決議
小笠原も反対へ一i︒わが國がその計醐を検討している低レベル放射性棄廃物の試験的海溝処分
︵五鶯瞭︑ドラム缶五千〜一万本︶の理解と協力を競るため︑処分海域︵北緯三十度︑索経蘇四十七

慶︑通称B地点︑索察から南方へ九蔭詩綴︶からもっとも近い小笠原譲認の父翻を訪れた辻三〜科学
技術庁原子力安全諜長︑帯川龍資放射線図絵総禽研究所環境衛生研究部長ら一行六名は︑九月二十七
藏夜︑父騒の村民会館で︑持丸莞巴小笠原村長︑盛田安霊夢議会議長︑菊池滋爽小笠原漁業組難燃ら
関係暫と︑翌二十八日には村役場で︑母島の燈々木曇霞黛︵母麟漁業繕盒長︶らと金談したが︑いず
れも処分に反逃する小笠原側と平行線のまま閉鵜︑また︑三十日にひらかれた村議会でも︑全員一致
で反対の議決が採択された︒来鋸の秋にも実施したいとしていた国の計醐は︑今園の激しい小笠原の
姿勢によって︑大幅に後退することが必盃の憎勢となった︒

みているのか︑ここは死ぬまで村

で︑それでも愈然放射線の一千万

いB海域で投粟されたら︑魚価の 分の一など︑安金嵩は全く心配な

から三酉五十㎡綴しか離れていな

民の生酒の場なのだ﹂と五時印の

二十七田の説明会には︑小筈原

い︒ドラム佃の張簡放銅線の強さ

儲から持丸絹長︑欝田村議会議長

は︑一階闘抱きついてレントゲン

さらに︑同闘長は中田の原子力

あきらかにしたQ

総開発について﹁げんざいは軍羅
だけだが︑将棄はΨ細利用の簡船

業になったもの︒原子力関係泓案

のの観光に与える影響も大きい﹄

四つの近代化をすすめるうえで︑

ルギー問題について一この二三は

づき前転きに検対していることを

下落は必套︒美しい自然が売りも

叢談原子力協力緊密化へ

このあと李団長は︑中国のエネ

ら五議員︑菊池小笠原漁災組台

示した︒持丸村長も﹁漁業轡が圧

と処分に対して強い反対の姿勢を

長としても反対せざるをえない駄

﹁友好促進︑さらに﹂

罠︑瞬巾斎一郎教育擾ら闘係旧約

まず︑科技庁側から︑辻原子力

三十冬が出朧したQ

と発議するなど︑説購余場はきび

倒的に多い小豊原を考えると︑村

検罰している低レベル放附性廃棄

安金課長が︑わが国がその計画を

物の試験的海洋処分について︑そ

たいへん吊雲な閤題になってい

の名称を﹁臼本原子力船研究開発

の︒丁寧の争な内容は①袋道瑛随

れた法案の内容とほとんど岡じも

また︑同団畏は﹁中掘に原子力

鍛の研発・畷発を行い︑原子力の利

恥漿醐﹂に改める②目的は原子力

あきらかにした︒

もつくりたい扁と憩欲的な姿勢を

反対縄墨はあるか﹂との認軽妙の

に霧与するものとする③昭租六十

矯促進ならびに難船や海惣の発達

質問に薄し︑﹁外田の影響もあり

少はいる﹂としながらも︑﹁いま

tなど︒

他の原子力関係機関と続含する一

奪三月灘十一臼京てに難詰三三を

宏金性に心配をもつている入が多

のところ及対の態臓をとっている
人はいない﹂とのべた︒

放射線安全技術

財岡三入・放射線蟹全技衝セン
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原船団法改正法

案を再提出へ
第93臨二心会ひらく

タ⁝が珂月⁝門︑正式にスタート

防爆法にもみついて︑国から指冠

彰
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鈴家内閣発驚後︑初めての突質
密議をする第九ナ三臨時閑会が九

をうけ潤の業携を代鴛するととも

した︒今春改ぜされた放射線障瞥
院の本会議が︑午後一時すぎから

月二十九臼︑召漿された︒衆参爾

それぞれ開かれ︑会期をヤ︸月卜

謹
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四川蝋齢轡．

に︑放射線笈傘に関する轍鮒の漕

及をはかり︑わが国のRI鴬の科

ンター川些11の目的Q理事瓦には出

剛の鰹企な発展をはかるのが同セ

庵

七凹までの石十日間とすることを
議決した︒

一力︑敢鰐は九月⁝嵩幸購の閣識

写

爪航創

Q

で︑今隔時日会にr十董法案を捉

理惣が就任した︒
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写経パネルを利用し、海洋処分の安全性を悪
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耐震 安 全 で 経 験 交 流
源雛蜻騒響活発な質疑応答
日本原子力産業会議とソ運原子力利用国家委員会との協力協定にもとつく﹁原子力施設の耐震・安
全に関する臼ソセミナー﹂が九月三十日〜十月二日の三日間︑東宗・内幸町の日本プレスセンターで
開かれた︒臼ソ原亭力協力については脇稲五＋三奪十一月︑原産と同国家書農会の間で協力のだめの
覚霧が調印されており︑今回はこれにもとつくセミナーの第三弾︒会議では耐震対策のあり方をめぐ

員会との協力は相方にとって有益

﹁こんかいのセミナーは爾臓にと

だと感じている﹂と高く評価︑
って参蕩になるだろう﹂と期待を

このあと︑第一セッションで

のべた︒

耐震性を篭撫して﹂と題して講演

金性に関する設謝上の解決策一1

﹁PWR原子力発電プラントの安

る﹂と指摘︑﹁こうした両国の経

から独自の安金研究を行ってい

験を交流することによってこんか
したV・N・オコーチン・発電電化
省熱戦気プロジェクト孟任研究員

いのセミナーが︑いぜんにも難し

ついて﹁ソ連の原子力発電所は﹁

て多くの成果をあげることを期待

これに対し︑ソ連側を総総して

しても安全が確保されるようにな

万葎に一回難きる程度の地震に対

は︑難ずソ遷の原子力耐震纂革に

あいさつしたエマルコフ氏は﹁ソ

する﹂と語った︒

連は化石燃料が非常に麗欝だが・

篇

に対しては発電所の作業能力が確

た︑菖年に一霧鐘鹿で起こる地震

薫を紹介︑﹁げんざい︑康正力嚢

状について実旛したアンケート調

﹁ま

に枯賜を感じており・原子力発電

システムをもっている︒また︑か

発の安全保護系は三つの独立した

っている﹂とのべたあと︑

開発に多大の努力をしている﹂と

原則を説明した︒

保されるようになっている﹂との

ヨーロッパに近い地方では︑すで

会議を開くことができたことは大

ていることを強調したあと門田本

ソ適が強力に原亭力開発をすすめ

って活発な質闇がとびかい︑面国の原子力開発に対する閲心の高さがあらためてうきぼりにされた︒
あいさつを行った堀一郎晒本原子
きなよろこびだ﹂とのべたあと﹁地

り︑原産とソ連原子力利用国家委

の原子力開発も非常に発展してお

準について﹁九バール︵ソ連の震

また︑同既は原発の設置許河基

うになっている﹂とのべた︒

で使用できなくなった場合は︑補

りに主コント濤ールパネルが事故

定常的に行われ︑すでに定着して

として環境試料中の放射能測定が

体では︑環境放射線モニタリング

業所や原子力施設をもつ地方自治

また︑同氏はこのアンケート調

いる﹂とのべた︒

助パネルで原子炉を停止できるよ

は最大四バール程度の地霞しかお

いない﹂と指摘︑さらに﹁ソ通で

地域への原発の設置は許可して
設に応じた大幅な増員は難しくな
ってきているのが実情だ︒また︑

査をふまえて﹁全ベータ放射能の

戦の原発は無事だった﹂とのべ・

あるが︑同誌に立地していたソ連

ンターで﹁環境破射能および環境

臓︑藁票︒帯ケ谷の日本都市セ

原子力安全研究協会は九眉三十

析法よりもガンマ線スペクトル分

さらに﹁核仁の定心は放射化学分

討する必要がある﹂と閥題提超︑

般化されており︑その圏的を再検

トル分析︑放射化学分析以上に一

澗定は︑現実にはガンマ線スペク

ソ連の原子力発電筋が地霞に対し

放射線の計灘に関する研究成果報

小安協

て高い安全性をもっていることを

五バールの地震がおこったことが

口無のTM王薯故対応による検蓋 こったことがない︒ブルガリアで
項臼の増加︑トラブルのフィード
バックなども検査作業の増加に拍
車をかける絃果となっている︒
このため︑電気嘉慶連立会では
自主検査の強化による儘頼性向上

環境放射線測定
研究発表会開く

度単位︶以上の地震が予想される

﹁原子力施設︒耐震︒安全に関

ンが九月三＋日夜︑索票・港区の

する日ソセミナi﹂のレセプショ

開かれた︒同セミナーは︑麗麗原

霞が関ヒルで約五十名が参羽して

子力産業盆議とソ連原子力利用国

て︑九月三十日から十月二田の三

家委員会との協力協定にもとづい

臼闇の予定で藥京で閥かれている

エマルコフ・ソ連原子力利潮国家

もの︒レセプションにはN・王・

副局長︑堀﹁郎際本原子力産業金

委員会ハイドロプレス設計局第一

議麟ソ原子力協力遡絡委員会小委

員会委員長らセミナー参加考など

ぐって歓談の輪が広がった︒

が出席︑両国の原子力累惰などめ

いとの慧見もあり︑票としてはこ

が確約されないかぎり了承できな

んこさらに︑議会や地元の曙えを

聞いたうえで︑苅処していく方針

これにより︑科技庁が昭灘五十

だ︒

五隼度魑工をめどに︑異例の串し

入れを行った安全審査開始は︑事

実上遅れる冤通しとなった︒

過去の投棄調査

二郎・原子力羽繕情報二

報告を明確に

高木仁

のYWCAで記蓄会罠し︑放射性

世謡入は︑三十鰭︑栗票・帯ケ谷

術庁が投棄を行った地点の調査結

廃書物の海洋投棄処分で︑科学技

果を︑明確にしていないことを揺

摘︑また﹁相模湾付近を独竃調査

棄は何が捨てられていたかわから

した動気︑アルミ容器を含むもの

ない一などとのべた︒

が投棄されていたなど︑初期の投
低レベル廃液の漏洩④プルトニウ

核燃料開発事業団が同興敦賀節白

ム操作区域の空気汚染等1一が報 月一二十鶏午前難慰すき︑動力炉・

から︑かなり高い濃農の放射能が

産大学助教授は門楷模湾の海底土

促進陳情を否決

﹁もんじゅ﹂建設

のの︑なかには︑地元のメリット
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一昨琿調印された縁ソ原芋力協

震国である日本は耐震安金研究で

社長︶は門日ソセミナーも三脚囲
ソ速もその畏い二子力開発の歴史

は世界でもトップレベルにあり︑

力産業会議闘ソ原子力協力連絡一

を数え・こんかい耐蟹をテーマに

セミナ1で予定されているテーマ 翼会小委員会委員長︵東票電力副
は①軽水型原子力発贈駈の核燃料

醗驕錦新理事長に吉岡氏

原子力検査符が発足

技術と運転経験②商業馬軽水型原
子力発電所の設計および運転経験
③耐蟹設計④再処理・放射性麗棄
物の管理⑤原子炉多圏的利矯︑放

射性同位元 繁 の 生 産 一 1 な ど ︒
このうち︑﹁核燃料技術と還転
経験﹂は五十四無六月に東東で︑
進藤武佐衛門氏に代わり︑告岡曲
解脚本原子力発祥副社畏が就任し

嗣︑

原子力検査センターを設旧した︒
た︒

発電用熱機関協会は十月

二月にモスクワで開かれており︑
岡センターは原子一発霜蕨の安全

﹁設計と運転経験﹂は覧十四隼十

に焦点をあて︑両国の経験を交流

今回はこれらをふまえ・耐蟹技術
げんざいわが国の原子力発電所

を確保しながら稼働率の向上をは

倹出感度の高い化学分析法が必要

傾向にあり︑験的によってはより

析法により︑いっそう簡易化する

が︑丑十二強度から迎撃聞︑通産

糞蓉門委員会︵浜田遂二委員長︶

同協会の環境放射能計測規格化調

は二十一基千五蕎万KWだが︑こ のため︑官民協力して中立的な寒

サスの地震地帯に原発を建設する

告会﹂を踊催した︒この報告会は

れが昭秘六＋無には三千万KWに 駅横査機関を湾成することが必要

計薩をもつているが︑耐震設備に

省の委託を受けて研究してきた成

さらに︑岡氏は﹁こんごコーカ

力設鯖に対して︑題気事業蓄が定

するのが騒的︒ソ連測からN・1 かるための暮門検董機蘭で︑原子

ーをスタートさせたもの︒

との認識にもとづいて︑同センタ

強調した︒

・エマルコフ・ハイドロプレス設

省では︑げんざい本省・各通産局

髄大する見込み︒これに薄し誌面

より︑コストが〜○〜二〇％高く

果を発表したもの︒

まず環境放射線モニタリングの現

このうち笠井篤氏︵原研︶は︑

なるだろう﹂と指摘した︒

また︑岡麓はソ連の康子力発電
駈の安金対策について﹁ソ遡の原

となる﹂とのべた︒

り︑同検査の立命等の業務を行う︒

粗織は本部︑栗蒙戸部︑大阪支

期検査蒔に行う社内検査にあた

をふくめ約頁名の検案員を動鑓し

ら大騎順彦東康大学教授ら十一名
また・原子力検査センターの発驚

計局第一副局擾ら八名︑穣本馬か

が趨席した︒

部︑広島支部︑福岡支部の四部構
成︒十一月には呂占謬支部を設置

て万金の検査三縄をしいている
が︑さいきんの﹁チープガバメン

する︒

にともない︑岡協会の理頚獲には︑

ト方針一などによって醤来原発増

燃料は約七十ニゾU︑処理した使

告されている︒特に五十三年八月

木地区に建設を計画している高速

福井藥議会
科学技術庁は九月二十五日の原

されたウランは三十ゾ︵圓収率九

用済み轡料は約三十一鏑U︒園収

増殖原型炉﹁もんじゅ﹂につい

福井県議鼓は︑会期巖終日の九
子力安全委員会の定例会に︑動燃

に発見された②の酸園収蒸発缶の

一方︑傑障盗心がらみの核燃料

くだした︒

建設の段階ではない﹂との判断を

十五︑反対二十四で蕾湊︒﹁まだ

かにすべきだ﹂と科技庁が投棄の

科技庁は詳しい躬実関係をあきら

影響が明らかに出ているもので︑

検出された︒これは過表の投棄の

次に説明にあたった水口憲哉水
・榮海国処理施設のホット試験結

加熱閑蒸気油画水への放射性物質

て︑地元白木地区から出ていた

八・三％︶で︑プルトニウムは曹

の漏洩は︑ホット試験を一心三か

六十一菌惇︵同九八・六％︶であ
った︒また︑処理した燃料の最大

果について︑﹁煎ホット試験は使用

作性︑安金性および性能の確認な

物質の物質収支は︑各試験ことに

﹁建設計画促進﹂の陳情を︑蟹成

行われた実在庫確認により作成さ

分／丁となっている︒

さらに︑放射性廃棄物の環境へ

っても︑すでに館山沖に投棄さ

難し︑﹁B地点の試験投棄とい

燃焼度は闘露美浜二署の三遠MW 月の間︑中断させた︒

の放出については︑気体︑液体と

一方︑同県は︑先月︑科学技術

の騒的を達成したものと認める﹂
との報告を行った︒これを受け︑

れた︒これに対して︑保障描置査

われた︑﹁もんじゅ﹂の安全審査

庁長官から檀井興知薯に対して行

らびに随員の訓練等について駈期

原峯力安全委員鼠はただちに︑核

も動燃の傑安現定に定める基準値

管理が適切に行われており︑保瞳

察により検認を行った結果︑計懸

ことが先淡問題で︑それなしにB

ると蓄えられ︑館劇沖を調査する

れたドラム衝は放射能が漏れてい

響実をひた隠しにしていたと非
燃料安全韓門審査会に審議を指示

た︒

以下に管理されたことが確認され

開始に鞠する旨し入れについて︑

同報告欝によれば︑ホット試験

した︒

描置上︑韓藍な不明物質騒のない

議会の愈向を聞いた︒

ついて墓本的には理解しているも

それによると︑安全審査開始に

試験期間申に発生したトラブル

は五十二黛七月に原研︒動力試験

ことを確認した︒

傷にともなう作業衣の汚染②酸園

述べた︒

地点への投棄は考えられない﹂と

炉︵JPDR︶の使用済み燃料受
のうち生なものは︑①グローブ損
った︒この間︑受入れた使用済み 収蒸発飯の故鱒③廃棄物処理場の

入れから始まり︑本年二月に終

ASME

核流体制御精機の領域です

腰
力のための覚書によると四隼間に

饗鯉忌鱗コ

済み燃料を用いた再処理施設の操

盤P≡＝1一置謹環﹁置﹁雲隔1；﹁＝﹁皿﹁置需﹁丁1よ需景﹁n置煮＝皿τi＝瀧階﹁隅﹁q﹁駅﹁Tーーーム﹁2畿﹁﹁踏﹁﹁﹁電Tーーー主＝﹁﹁＝皿門＝＝﹁1需竃罵嵩﹁＝﹁＝TーーilI＝2＝﹁皿﹁一﹁﹁星T圭﹁

科技庁、安全委員会に報告

4膨
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＝

婁

謬

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

隅

1⊥一隔一＝

性能、安全性を立証

力

原
まず︑日日側を代表して歓運の

活発に質疑応答一日ソセミナー

鋤燃再処理施設のホット試験

（2）

第1048号
（第三種郵便物認可｝

新

子
昭和55年¶○月2巳

エネルギー革命を展開する鯉のバルブ

原子力バルブ憶

縣那翻驕4＋11〒105費（03＞431幣5176聴撫『・セ・タ遣（・44＞833−23H大阪諜所鯉（・6）3・3−2367平田バルブ工業株式会社

O

聞
盛

ﾆ繋慧欝欝纏莚︶︶︶
ボジア人民共和隅を承歯したli ちろん︑根底には︑ソ連の南アジ

しなかった③イランの経済制裁に
ことになる﹂と危落している︒も

はないとの口実をインドに与える

とみられている︒

密化に歯どめをかけるのがねらい

それに関係するインド・ソ連の緊

※瑠のスリーマイルアイランド

運転再開︶より少なくとも一年ズ

運転再開は早くて86年末

翻樹修復さらに遅れる

ア・繭西アジアへの拡張主義と︑

謬加しなかった④ソ連支持のカン

燃料輸幽を郷止しても︑インドの

などの事実から︑タラプールへの

外交方針は雛大な膨響を受けな
い﹂と財田し︑インドへの燃料輸

描麗の対象とすることには同嘉し
ているものの︑独笛技術で開発し

一方︑カーター政権は︑燃油輸

出に強力に反対した︒

出の停北は学園の核不拡散努力を

た多数の原子力施設については︑

張︑再三にわたる米鶴の要譜をけ

保陳描腿の適朋を受けないと主

イプを断つことになると反論︒

社の財政璽情の逼追により︑7M

ているメトロポリタン・エジソン

さらに︑蕨畢力規制委員会︵N

みだ︒

︵孚MI︶原子力発電所を運転し レ込み︑一九八六奪宋になる晃込

も﹁国益にかなうならば︑インド
さらに︑門米国が一九六三鋸の原

アセアアトム社薩便用済み轡料

ム︑除染施設︑霞源およびエンジ

取扱い装鷹︑換気・冷却システ

仏SGN社翻使縮農み燃料受入

ニアリング︵八千五落語が︶

※コンバスチョン・エンジニア

れ建屋︵二千万が︶

リング祉睦使用済み燃料キャニス

タ︵二酉万が︶︒

ダグラス社が核

融合部門に進出

E3Tl沖建設へ

を納めております。

ってきた︒さらに︑ガンジー蘭相 賞し︑インドとの有益な対話のパ

は講和核実験を行う権利をもつ輪

子力協定を一方的に破製したとし

・ダグラス社を指名したQ

姥設・運転囁として︑マクダネル

ス原理裳証装置︵猛BT−P︶の

搬するエルモ︒バンピー・トーラ

嶽

I軸簾機のクリーンアップはさら RC︶による﹁TMI二号機のク※国のエネルギー織は九月十
日︑國立オークリッジ研究所に設

と雷明してきた︒

リーンアップ計画に関する環踊影

響声明撮﹂酸終墜の完成が遅れる

に遼れることが磁実になった︒

メトロポリタン・エジソン社が

て︑※醸供給の燃料を経由に再処

ことも︑電力会祉にとっては痛手

理したり︑保陣描齪をうける跳腰

である︒岡声明講草案に対するコ

このため︑米議会で︑六二ウラ

行っていた三千五醤万がの緊急時

メント期間が四十五日閣延長さ

ン輸出に反対する議員は︑﹁イン
ドへの低縫縮ウランの供給は︑核

ルベニア州公益購縷縷農会によっ

料金傾上げ晦諮が︑騒近︑ペンシ

︵NPT︶の観点から︑来国およ

不拡散法ひいては核拡散防止条約

契約内容はまだ固まっていない

が︑猛BT⁝Pの建設費は七千万

ノチ、ボ

核不拡散外交に一石

毒忌描躍厳り決めのないカナダ供

のは︑攣くても来鋸二月の予定

れたため︑庫明撚鍛終案ができる

スリーブ、ライこ〕

離大統領命令・くつがえせず

給の研究炉︵通水炉︶と米騰供給

て却下され︑その縞果として︑銀

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

米上院ホ会議は九月二十四田︑門インドのタラプール猿子出発賢所向けに三十八ナの低濃縮ウラン

め︑議会は︑六十賦以内に大統領

び国際的な核不拡散努力を撚うも

にたとえ

㊥金庫つくりの豊かな経験が、原子力事業にも生きております。

燃料を輔畠する﹂との大統領命令に反対する決議案を四十八紺陽十六で蓋決した︒この結渠︑来燭の
核不拡散敵策とアジア外交との絡みで大論戦が展開された対印ウラン輸出問題は︑インドに低濃縮ウ
ランを輸鵡するというカーター大統領の方針にそって懸盤した︒一九七八璋領置拡散法の規定によれ

命令をくつがえすかどうかの判断
の麺水を用いてプルトニウムを生

宙賑粥のタイヤ

にしぼって詳締調査を行い︑来春

三筆を適用して候補地点を数か所

五十ゾの葛処理工場の建設を⁝九

だ︒DWKは︑郊聞処理能力一⁝各

防水扉、選

ハ

ば︑大統領命令を陽止するには上下両院の反対決議が必要であり︑下院は十八鷺の本会議で二箇九十
八対九十八の圧倒的多数で対邸ウラン輸畠反対を表明していた︒

謂は︑一九七八無に出されていた
を迫られていた︒

だ︒このため・TMI二丁機の格〜一億がとみられている︒一九八

マクダネル・ダグラス社による

五鋸の稼動を予定している︒

利用できる短期クレジットを低額

行コンソーシアムは︑総力会社が

また︑グレン上院議員︵罠主

十万渚の汚染水を除染するための

納容黙サンプにたまっている約七
このため︑メトロポリタン・エ

に押えてしまった︒

の﹂と批判している︒

門インド

は︑少なくとも一九八二無二雪濠

党︑オハイオ州︶は︑

ば︑

られる︒鷺BTiPは︑認温プラ

逓転が河能という特徴をもつてい

ズマを坐成するだけでなく︑連続

EB？IPの建設・運転契約の

る︒

擶重三いには︑マクダネル・ダグ

スコサーヒス祉︑ウエスチングハ

ラス社以外に︑グラマン社︑エバ

ウス社が名をつらねていた︒マク

︵広い愁味での発驚︶部門への参

は︑航空機メーカーによる核融合

入として注隅されている︒

中貯蔵︵AF8︶施設を建設する

西独ヘソセ捌

行われるまで︑便用済み燃料は岡

ビグコンソーシアム・オスカー

企業は次のとおり︒

させたい惑醐︒

八五年に開始︑九二年に運転入り

●

禽

錘麗粟

驚題隔

各種放射線三
二 種 気

まいりましたQ
今、こうした経験を生かし、原書力の各施設に
放射線遮蔽扉、スリーフ類、及びP．P．システム

インドへのウラン燃料の輸出串

が︑この間︑七八年核不拡敬法の
の名のもとに

産し・

平和内的

核爆発実験を行った︒

︻解説︼一九六驚年に紬ばれた

RC︶は︑ことし五月十山蒲田︑同 米印原子力協定にもとづき︑米飼

成立をみ︑原子力規制委鑛会︵N

このインドの核実験を契機に︑

と︑EBT−Pは︑トカマク装置

ラプール原子力発磁所︵GE製B来国を中心に甘藍拡敬論議が商ま

デミネライザー︵ほぼ完成︶を琿

を

は︑ボンベイ近くに建設されたタ

ジソン社は︑七哲人︵うち五酉入

内に稼動させたいとしていた羅力

して輸出の申請を認めなかった︒

は丁巡1の作業員︶という大騒の

た︒

会社の望みは断たれることになっ

法の許司条件を満たしていないと

でタラプール原発の運転を続けら

レイオフ︵一纏解羅︶を実施し︑

WR二墓︑各二＋芳KW︶にり
低︑豪農は︑一九七八窪二月︑
れるだけの燃料を備蓄している︒

TM王二号機の修復作業の遅れが

しかし︑カーター大統領は︑イ
濃縮ウランを供給︑インドは︑岡

したがって燃料輸出は不要であり
原子力協定違反にならない︒イン

Mエニ号機の運転再開時期は︑二

必歪となった︒同祉によると︑T

とするなら

燃料を①IAEAの保隠搭闇雲に
燃料を輸入する非核員麗圏はすべ
て フルスコープ・セーフガ⁝ズ

米国が三十八ナの低酸縮ウラン

か月前にたてた予測︵一九八五隼

で︑﹁来笙二月までの輸出ライ

太ったドーナツ

ンドがソ逮から距水を輸入した例

おく②琿嘱転構しない③来園の同

燃料の輸出を確定したタラプール

門核不拡数法﹂を制定︑米濁から

・ソ連の緊艶化に蜘どめをかける

にみられるように︑巖近のインド

ドは︑①ソ連と十六億がの武器取

原子力鑓鷹所︒

引に署犠した②ソ趨のアフガニス

ところが︑インドは︑タラプー

タン侵略に対する国連淡議を支持

を受けねばならないと規定した︒

ルに供絵される※国の燃料を保陳

意なしに再処理︑再移転しないこ

って︑六月十九隅︑対印ウラン再 とを約束していた︒
しかし︑インドは一九七遡葎︑

ている途上濁は多い︒八月のN 燃料濁藤の成功である︒パキス

露臣

鑑象

ため︑多くの議員の反対を押しき

出の大統領禽令を下した︒このた

つまり︑途上國塗抹の原子力

轟入ペースは毎蕉二面万KWを PT︵核不拡故条約︶再検認会 タンは十四万KWのカナップ炉 センス﹂を条件につけた︒入札

が懸札しているが︑この条件で

にる
は※系三社と仏︑西独の二社
︵CANDU炉︶をもってい

困るのはもちろん来側三社︒台

議でも︑そのことへの途上欄の

で苫境に立ち︑以来燃料囲産計

が︑四奪前のカナダの禁輸描置

湾にとっては当然の防衛策であ

上回っており︵西側︶︑発注ベ

はま記の鵡入ペースの数字は途

ースならすでに益齎万KW水準 不漁がふき出した︒その藏から

函をすすめてきた︒報道では餅

AFR施設建設ダネル・ダグラス社の指名獲胃

と撃ておかしくない︒鷹湘図を

上国のニーズより低いテンポで

り︑条件が満たされねば仏︑西

の関心は王AEA︵岡際原子力

ための契約を締結した︒総額は約

西ドイツ再処理会往︵DWK︶

いるという︒パキスタンは軽水

施設内に階蔵される︒

︵K・K︶

ﾆ一千万が︶

シャム・アルベタルナ目凹木工惣

鞠

一薫

曇

欄

・

魏

9麟。
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へ契約を締結

ふくむ途ヒ鶴の工藁化のテンポ

姻の投資総額は登簿が︒やや多

機関︶の供給保湿禽議︵CA

二偬五千万炉︒

再処理候補地
濃縮︑重慶那ま

S︶に向いているが︑﹁CAS

の依頼により再処理丁場の立地妖

は三十四か所
で︑サイクルの
に
完粘をめざして

は五種ごとでない︑常設の再検

補地点をさがしていたヘッセ開発

AF逸施設は︑オスカーシャム
きたとすれば当

の地下二十五規の花こう岩麟に大

原子力発電所近くのシンペバルブ

スウェーデン
あり︑今後も当分は予想を下鷹

スウェーデンの核燃粗供給会社

や石油・石炭噛情からは︑五郊

は︑このほど︑使絹済み燃料の集

國︵第三軽羅︶の線の引き方

独へ切り換えるという強硬態度

継界銀行が﹁開発途上岡のエ

だ︒再検討会議のあと︑途上国
う︒

ン生産︑精製︑加工から転換一

四〜万燧臼KW︑陳子刀加速が

後あるいは十鋸後に爾側で毎庫

つたテンポが続くと毘られよ すぎるようにも兇えるが︑ウラ

で︑数字がむしろ少な圏と思わ

欝欝は︑レポー

規制のなか自立の道模索

原発に意欲示す途丘国

れる蕪もある︒途上国の原子力

が︑第三世界の原子力発電規摸
トが除外してい
ると冤られるフ

不拡散

り︑軍租利濁の擢利︵NPT第

討会議﹂と途上国側は発てお
う︒このほど国

然の支出であろ

失われ︑核拡散のリスクも小さ

っており︑伝えられる濃稲枝術 われば田米協定交渉へ︒日本に

炉︵六十万KW︶建設計画もも えられている︒大統領選挙が終

このなかから辿邦内務備の立地

トを選び出した︒

ッセ州北東部に三十囲か所のサイ

会社︵11ーン孚︶は︑このほど︑ヘ

の製造に成功︑カナダからの購

蕨ウランによる天然ウラン燃料

初の貯蔵能力は千五颪ゾで︑〜九

米図の政策の猴いは︑突はそ

きな空洞をあけて設躍される︒遇
の点にあるといううがった見方

で

いわれている藁側でもそれと問

いる︒澗処理あるいは最終処分が

八五隼

くなるという︒しかし途士悶の

他人箏

騎ないしょり以上の発注ベース

して︑オーストラリア合動事業

はない︒濃縮多山間施設をめざ

しかしそれにはひとつの条件

反覆は逆で︑たとえ時間がかか

聞題は途上圃の

子力途上圏は建設・計繭中の国

ップ炉に装荷︑順調に運転して

入燃料の残りといっしょにカナ

四条︶要求を貫く構えである︒

を加えて十宥か國︑九Q葎ころ 欧諸国分︵フィンランドを含ま

もある︒そういう三態がつづけ

がつく︒供給飼による不拡散規

月からの操業を予定して
ば︑途ま団の原子力への愈欲が

模1ほぼ管筒万KW⁝に達するくとも十八か悶︑ほかにソ連動

劒のために︑溺踊の遅延が起き

い︒

を購入すると晃られるリビアや

途上園の数も︑数え方では少な

キューバもある︒同様に今後五

への※倒の横距参加の動きも伝

閑がさらに十石か国あり︑石油

視できない︒

AFR施設建設に参加する主なまでには一地点が選定される費冗

情勢箸から総て︑そのなかから

なければ一の議である︒触岡の

しているのが実幡であろう︒

また台湾が最近の発電炉入札

とっても正念場である︒

年闘の追加設備は︑台鴻や南ア

本欄で麗だように︑凝画の遡れ

その逝例は︑パキスタンの核

の開発もその認圃との関連を無

原子力にコミットする園がかな

を加えれば確実なところで千二

に加えて財政的損害をこうむつ

っても︑より臨立的な道を換索

り懸ると兇ている︒

酉万KW蔚後にはなりそうだ︒

模︶を導入できるだけの鷺力規

には六＋万KW炉︵鍛小経済規 ず︶がほぼ四酉万KWQ原子力を︑予想しても不思議はあるま

える︒そのほかにソ連以外の東

たに七薦万KWが運開す る ︒ 原 鎌 瀬 万 K W を こ

五鰯間i一九八欝欝まで一に新 湾を加えると︑

転︶は約三齎四＋万KW︑今後 ィンランドや台

まず現在の原子力規模︵運

を次のように兇遡している︒

した︒数字に不確かな点もある

（124）
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しい変化﹂を撮下した︒

このような論議の平行線の中
で︑中川長密は﹁許されるなら︑

現地におもむいて︑︵漁民に露

﹁今の段階ではむしろ反対の空

接︶あいさつしたい﹂と述べ︑

われて︑﹁私の気持ちだけは︵漁

気が強まるだけ﹂と植村会長にい

民に︶つたえてほしい﹂︑﹁話し

したい﹂と述べるにとどまった︒

舎うルートだけは今後ともお瀬い

会談後の記蕎会見にのぞんだ中
きさつ︵三者協定やその他の覚え

他の所を考えてほしい︒また︑い

日本一のホタテの漁場ではなく︑

明かるみにでて漁民感祷を刺激

料贈蔵問題︑放射性廃水問題等が

た︒しかしこの聞︑大湊港の核燃

れ︑事態は憲転圓するかに見え

周辺はあわただしい空気につつま

﹁むつ﹂

中川長富が北村青森集知事と八

川長宙は︑州水産蘭係に深いかか
轡︶からしても︑再び帰ってくる

し︑中川長富の訪欧帰国の九月二

月十四日に会って以来︑

会議とむつ湾漁業振興会の全体会
わり合いをもってきた政治家とし
ことはおかしい﹂と述べた︒さら

十四温にあわせて︑ホタテ漁船三

母潜化反対の態度をあきらかにし

しせまるなかで︑情況は混迷の度禽を憩すことになった︒
二十七賃に植村正治・膏森累漁

議において淡議されたもの︒

て︑︵漁民の反対の気捲ちは︶よ
に︑四十二隼︵むつ南が母港建設

履行を要講し続けてきた︒しか
なかろうと原子力は安全であり必

ている︒

これによると︑﹁四十九隼に我
くわかる︒自分たちで育てた一場
に同意︶に二億円であったホタテ

善七十余璽によるむつ湾の海上デ

運会長が中川長窟に手渡した決議

々は政府を固く儒頼して四番協
だからなおさら﹂と理解を示した
の水揚げ高が︑今庫は七十億円程

し︑政膚はいまだに︑﹃むつ湾か
要﹂と強調した︒

憲は︑十六日の同察下漁協纒合長

定を締結し︑この六奪間︑協定の
あと︑﹁しかし︑漁場があろうと
モに発展した経緯がある︒

ら母港を撤去し︑他に新母港を決

ない︒そのような情況の中で︑今
ての抽を確保するためにも︑将来

関連づけ︑﹁小型漁船の燃料とし

また︑原子力の必要性を漁業と

また︑大湊港の﹃むつ﹄再母港化

べきレと説明し︑

にわたって大型船は原子力による

定する﹄とした命態を纏行してい

を要請したことは︑原子力行政に

の板ばさみにあ

漁民の気持

対し一層の不安と一目を抱かせる

むつ

い︑薔しい立場を表明した︒

ち

と

ものである﹂としたあと︑﹁むつ

喜社長︶はこのほど︑米ストーン

難語エンシニアリング︵内藤雅

この協窺によって望洋エンジニ

表した︒

する技術協力協定を締結したと発

東洋諺雍が米・SW社と

技術協力協定を締結

度であると︑その間の﹁いちじる

については理解できるが︑大切な

湊雌再母港化問題は白紙選元され︑現在︑畏崎県佐世保愚にある﹁むつ﹂の修理完了が来無十月にさ

に決定した﹁原子力船﹃むつ﹄大湊港蕩母港化反紺について﹂の決議書を孚渡した︒これによって大

植村青森県漁連会長︑三国むつ湾瀕業振興会会長ら十三名は中川科学技術庁撰富を大臣蜜に訪ね︑先

好転しかけたかにみえた原子力船﹁むつ扁の再母港化問題は︑再び暗礁へII︒九月二十七日朝︑

郎 現 地訪問の意思を 表 明

植村鯖鑛決議言渡す

一一

湾漁民の生湧基盤を根臨から崩壌

・アンド・ウェブスター・エンジ

調査部︑技術開発本部の三部構

新難は︑藷．三部︑地熱

の翫誘騨鰭繋灘び蔀談叢鰭醜講瓢勝講奏

せ歯車フル回転轟力におしすすめていくとともっとして︑純枠に民間の立場で関

の﹁機構﹂のスタートにより︑わ

策蜜が設置された︒機構の総役職

ープ︑地熱技術グループ︑立地対

団﹂がすでに発足しており︑今回石炭技術グループ︑太陽技術グル

が国の新エネルギー開発は未来の

には石

海外炭開発匹十三億円︑石炭エネ

ルギー技術開発十五億円・地勲工

＝＝一冊

などが予定されている︒

陽エネルギー箸技術開発十六億円

ネルギー技術開発八十六億円︑太

また︑この一恩間をふりかえり
①実験炉に近い規模と条件下での
試験が司急な大型構造玉露実証試

影響をおよぼす孟子﹂と題して︑

﹁海洋における生物濃縮とそれに

験ループ︵H置NDEL︶の建設放射線医学総合研究所では︑
に凶手②五十五隼度予算で実験炉
の詳細設計の〜邸が認められたこ

さらに同氏は門実験炉に近づく

日︑茨城県大洗町祝町のかもめ荘

今回のセミナーは︑第二臓放医

でセミナーを行う︒

類︑藻類︶を重点的に取り上げ︑

ている︒問い乞わせ先翻同研究所

国際会議あんない

國際原子力機関︵王AEA︶︑

経債協力開発機構原子力機濁︵O

︵WHO︶︑圏際放射線防護委員

ECD・NEA︶︑世界保健機構

○その他、特殊機器設計製作

夢の設計図

連業界の意向をまとめ︑効率的な

とが大きな課題の一つ︒しかし︑

成︒このうち︑技術開発本部には

に太陽熱発電︑地熱発電などの新

研究開発を行う﹁新エネルギー財

﹁新エネルギー総合開発機構﹂
これまでは︑こうした新エネルギ

新エネ総合自発機構が発足

エネルギー開発を促進していくこ

︵綿森力理事長︶が一日︑正式に

夢の設計図

術開発など多種多様な新エネルギ

発露︑産業矯ソーラーシステム技

炭液化から熱水利用発電︑太陽光

新機知の

うことになった︒

各社などでバラバラに実施されて実用化へ向け一応の開発体制が整員数は三菖三十七名︒予算として

スタートした︒石炭液化︑地熱資1開発については政府機関や民間
源開発など将来期待される新エネ

このため︑政府では﹁こうした

発を強化する必要がある﹂と判

研究を統括して︑新エネルギー開

核体として設立されたもの︒今年

ルギー開発を総合的に推進する幽いたのが闘鶏だ︒

として三琶六十五億円が予定され

断︑同機構のスタートとなったも

慶の新エネルギー雷業関係の予算

ている︒

って︑原子力関係事業の拡充を期
している︒

研

第八回放医研
環境セミナー
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計︑建設︑エンジニアリングサー
ビスに関して︑両春が協力する②

原

sW社のエンジニアリング技術と
多目的高温ガス
ノウハウを使用できる③SW社に
炉研究で報告会

る︒

技術者を派遺するi一ことにな

事長︶は九月二十五日︑東京・経

にともない︑これまで以上に産業

と一1をあげて︑この一隼間を大 ＋〜月二＋七厳・二十八日の両
月詣ホールで﹁第九転写圏的高温

研環境セミナー﹁海のエコロジー﹂

次に︑中村熊栄動力炉開発・安

に続くもので︑生物︵魚類︑軟体

田一回開かれ︑ここ一宇間の多圏

けた︒

きく前進した一年差評嘱した︒

発電プラントなどの発送変電施設

ガス炉研究成聚阻喪会﹂を開催し

賑本原子力研究所︵藤波憧雄理

を主とする総命エンジニアリング

た︒同報告会は四十七無以来︑三

SW社は︑火力・水力・原子力

会社︒原子力分野では︑アーキテ

界の協力が必要偏と通話をよびか

クト・エンジニア︑コンストラク
ターとして︑沸騰水型︑加圧水型

的高湿ガス炉研究開発の成累を中

全性研究事理部長が多圏的高温ガ

心に︑その現状を報告するもの︒

性核種の代謝に焦点をあてること

内的要因である生物体内での放射

を命わせて約三十基の原子力発電

ス炉研究開発の概要を述べ・総エ

プラントの設計︑機材調達および

ネルギーの七割を占める弗霜力エ

金属元素の代謝團転と無縁ではな

放射性核種は他の非放射性微蟹

にしたもの︒

まず︑胃頭あいさつの中で天野

ネルギーの高・申・低温の各護域

昇副馬弘長は﹁高湿ガス炉の研究
は四十四黛から着手︒そのころは

で応嗣したい隠の発言があった︒

東洋エンジニアリングは昭和四
十七黛に愛子力功業部を設置して

今日のように︑事誤需給もひつ迫

建設の実績と経験をもっている︒

いらい︑主として原子力発鶴所

②実験炉のプラント設計③燃料の

あったあと︑実験炉の①炉体設計

金属元素研究にたずさわっている

さらに同氏から・HENDE
いL
ので︑海産生物の非放射性微墨
が・これからの十奪のエネルギー

﹁軽水炉の定着化が第一である 計画や国内外の協力関係の語が

︵沸騰水型炉︶の設計を行ってい していなかった﹂と述べ︑さらに

を横えるとき︑高温ガス炉は必要

二二〜︶︒

管理部企画課︵〇四七一丁五一⁝

るが︑一昨年から︑発墨所以外の

処理施設などの分野にも進劇をは

濃縮︑再処理︑各種放射性廃業物

照射試験④黒鉛材料の変形と破壊

翻立30周年

研究者にも多くの参加をよびかけ
かっており︑今回の技術提携によ

一⁝などの研究成果が順次報告さ
どの星置な機能をもたせる必要が

蕾㍑のフィルムで四千コマの監視

火力原子力発

電大会開く

会︵工CRP︶共催︑﹁核燃料サイ

TELO3（377）8111

8−10

身ξヌ三〜者匹著ワテぞ露…1メ＿昆掬享斤誓rξ4

一
一方︑粋事会長は門原子力行政

ニアリング︵SW︶社と︑原子力アリングは︑①同社が受注する日

である﹂と強調した︒

麗︶︑畷の奄察窟によるチェック

あり︑なかなか普通のものでは使

認録が可能②ランダム︒インター

〜二十分の間で不規則に自動的に

火力原子力発電技術協会では︑

五瀬︵梗概提訴︶︑参加のみの場

○サンプリングフード

｝
▼
▼
｝
響
響
｝

させかねない勉険﹂ときめつけ再

ホ国内の原子力発電関連施設の設

♀毎鼈齦緕 ＝一＝二冊一醗一篇一＝一幽一＝＝＝＝一階一墜＝冨＝＝扁＝＝需一一＝噸＝一一冊一一曹一一冊＝曹冊＝鱒：噌騨＝：需需一一二一一＝一＝＝＝＝鷹一＝＝一一日曜甲階層＝＝鱒一酔一＝一需一＝一一一讐箒一＝一一冊一＝一一累＝；冒鴨一嘗一＝＝＝﹁一＝層瓢瓢＝冊＝舞

発霞プラントとその関連施設に関

咳物質管狸に新兵三一︒動力炉

が曳体︒しかし︑核物質の収隻バ

えないとされていた︒

16ドサーベイランスカメラは① れた︒

・核燃料開発懇業齪︵瀬川正男理

ランスを調べ︑伝票上のつじつま

シャッタがきられる③重さ十九計

バル・シャッタを採用︑一コマ一秒

があっていることを確認するだけ

システムは︑外から勝手にあける

膠ーーの特長をもっている︒

しかし︑今回麗発されたカメラ

事長︶はこのほど︑二種類の無人

ー・プルーフ構造︶︑長競間の無人

テムに関する国際シンポジウム扁︒

クル施設等における石壁限界シス

などの小細工がきかない︵タンパ

創立三十周奪を二念して︑火力原

薬年十月十九籔から二十三臼︑ス

一方︑テレビカメラシステムの

殊長時間VTR︑田時を記録する三︑二十四日の三日間にわたり︑

二棟ハ暑勧告E項の線騒騒隈体系

のように適用するかについてシン

を核燃料サイクル等の各分野でど

合は来年八月叢説︒問台せ︑湿し

論文提出締切は今年十二月二十

ポジウムを行う︒

大会第一臼︑二臼目は︑会場を

三臼函は︑見学会が予定されてい

二つに分け研究発表を行うほか︑

ひらく︒

ペイン・マドリードで︒IC8P
モニタより構成②二〜十秒の間で

ビデオタイマーおよび監視用？V 東証・丸の内の粟京商工会議所で

特長は︑①高感度TVカメラ︑特 子力発電大会を十月二十二︑二十

いるかどうかの証明にはならず︑

監視記録が司能︑不等論戦で鶴勤

動燃が籏必瀦⁝黎を開発

保障措置技術さらに

また︑査察窟の壼察も間欠的なも

16︑ゾサーベイランスカメ では︑その通り核物質が移動して

を︵株︶ナック︵中島慶之

サーベイランステレビカメ

ステム

ラ装置

ラ

輔社長︶の協力のもとに開発した︒

これは動燃が原子力施設の保障搭
置技術開発の一環として人形陛ウ
ラン濃縮標における核燃料物質の

に開発したもの︒この装置の開発

査察および入場蕎チェックのため

ｮ間テープを使って十〜五十日

記録インターバルの設定が行え︑

間の監視映像四十六万コマを一木

一般の聴講は河︒詳しい闘い盆

る︒︵ただし兇学会は会員のみ︶

記録が司能など特別な機能をそな
え︑出際水準をはるかにこえたも

のビデオテープ上に記録すること

この査察を補強する手段とし

のになっているのが現状だ︒

て︑機械的な監視︵光学的システ

が司能③電源が切れても内顧バッ

により核燃料物質の検証の迅速化
がはかられ︑保障蔵置の命理化︑

のになっている︒従来の光学監視

どとなっている︒

テリーで六十時間作動可能1一な わせ先は同協会︵〇三−四〇ニー

込みは原産企繭整まで︒

ムがエレクトリカル︒システムに

五六五一︶まで︒

改着されているのも特罠の一つ︒

ニタ類︶とシール︵封印︶などに 用システムのメカニカル・システ
よる封じ込めがあるがこれらの機

総重量（外枠含み）：約！4，000kg

ム
ム︑放射線モニタシステムなどモ

ものとみられている︒

原子力施設の保障描置は︑下山

馨譲囲離難繹断

シャッター厚：鉛50

＝

管理と王AEA︵羅際原子力機
器類には︑ごまかしがきかないな

○各種遮蔽機器

厚

〒160

コバルト照射室シャッター付子蔽窓、

○照射装置

さ：1000％

○フォークリフト用遮蔽窓

コールドサイヌ：：380〔｝％

○大小遮蔽覗窓

ホットサイヌ：：730u％

鉛ガラス と遮蔽機器

様

仕

二
簡素化技術の開発に大きく役立つ

一一

厚：！60α

壁

卿一

サーベイランス︵監視︶カメラシ

壱なつぐの大山幽幽母港化反対を引田科技庁山窟に伝える植村膏
森県漁二会畏ら吾妻関係考。
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デコン9⑪放射能除染剤実験室プラント揖びガラス、鋸、プラスチ・ク製購の放射能汚染は容易1。

1

ﾄ謙遜欝
※説明書、見本をお送りします。

。

ま囎でき蹴弓鋤騰割れたグリースの瀞
粛翻ス子コ…夢ウニ嗣醗ii式葺就アイソトプ部

〒10糠∫緒「ll欧剛｛Fト7−B−8第Zメ晒ビル矧（B）313−8831

聞

懇談会を開いた︒今回は︑さきごろグアムで開かれた太平洋地城拡大酋脳会議に出席し︑わが

講本原子力産業会議は九月二十四暇︑粟京・丸ノ内の臼本工業クラブで第八十園原子力産業

国の低レベル放射性廃難物の試験的海洋処分難論について説明にあたった科学技術庁原子力安

金局次長後藤屡屡を招き︑﹁わが国の低レベル放射性廃棄物試験的海洋処分計画をめぐる南太

けて︑安全性実験︑評価︑国際的

日本としては︑十隼の歳月をか

賑木国内で︑五十三年から水産

のもとで行われること③安全評樋
により最悪の場命でも悪い影響は
ないことが確認されていること⁝
一を強調した︒

また︑技術的には①投藁サイト
の選定②投棄物の安全性③安金評
価④実旛計麺︵蒔期︶について︑

たちいたったわけだ︒

もむいて説明するといった事態に

約では辛減期半年以上のμγ核種

棄海域でとれた魚介類を毎田人聞

はトンあたり置キュリーまで投棄が摂取するとして影響を評価

・N鴛Aに加盟したとすると︑臨

禽の

掻鎧い時期が凍年秋だつ

曙＝讐一一

だやかな附応だった︒説明をよく

それ以外の並々は謎解としてお

内心は反対ではないかとみえた︒

事は表醐は公平で中立だつたが︑

＝一覧＝甲

めることになろう︒

努力もふくめ︑最終的に時期を渓

界の理解など︑内外の理解をうる

投嘱にあたっては︑領内の角業

ロンドン条約を批准︑OECD た︒

ある︒

食物通鎖に関しては︑ドラム缶

しなければならない︒国際的手続

棄する場合は一年前に計畷を通告

われた場禽を想定して計算︒その

が海底についたと嗣時にすべてこ

が認められているから︑田木の計
〜一千分の

黹hラム締でマキシマム五酉

画はその五葭分の

不安の中にも

一・・≡・一三⁝

ミリキュリーを超えることはな緒果︑放射能が拡散した場禽︑薗きをふみ︑それが順調にいった画

こと︒人群が一瓢平均二颪円く傾

く︑巖大でも園際的基準の蕎分の上で二年半後に駐兵の濃度になる
一というレベルになっている︒

また︑投壷はセメント馨し業従薯は六夏．の弊類を叢

た献警醒難壁︑難戦が鑓躍矯若干の理解

この行政騎代表との会議のほか

圃説朋の効渠があったといえる︒

懸いてもらうという慧味で︑第一
以上のような闘木側の説明を︑

着脳会議ての感触

会議の出席蕎はよく聞いてくれ︑

で・自然放射糠の線騒水準年間薫

ミリレムの約一千万分の一︑法律

初めの不安の顔魯は︑説明のあと

螺髪はもしはいっているとして
も○・〇二〜○︒〇一％と︑トレ

五蕩ミリレムの約五千万分の一と

上・下院議長など立法府の代表田

定価蕊殴○○円
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内田岱二郎

井上信幸

核融合反応と高温プラスマの振舞いを理
解するための基礎的入門爵︒問題に対す
るとり組み方や考え方か分かりやすく説

にもとつく一般人の線腿限度隼間

半減期も巖︷︐同で三十年のもの︒

テレビ・新聞はこの会議を詳細に

彼らの不安の夏越は︑太平洋地

とも質疑を得った︒また︑鏡地の

かれる︒

てはすっかり変わっていた︒

報道︑多くの人々の認識は深まっ

太平洋地域拡大首脳会議の湊議

回の計画は︑安金性が実証される

対の宣場をとりながら︑麟本の心．

まで停止としている︒安金性は確

五︑そのほか︑科外的必嚢性は
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︿主要召次﹀

域に乱立する核廃藁物の構想︑た

しかし︑ウィンケル信託続総領

畢でもわかる

今後この条件が解かれる可能難を

嬉しているので︑十勢説明すれば

ように︑日木の説明は彼らに浸透
し︑日本の韻画がそれほど危険な

また︑各燭の二頁カイリ内での

残している︒

ものてないことは理解されたよう

一方︑北マリアナ連邦のカマチ

に思う︒

ョ知讃からは︑﹁科学は万能では

田本の漁業権聞題にはふれること

ている︒これは環対の立場をかえ

十月下旬に第二次説明を求めてき

一番反対の強かったサイパンは

がなかったことは幸いだった〇

も恵兇がわかれている︒こういう

ている︒海洋処分は科学暫の問で

ない︒日本は公霞でそれを経験し

状態では賛成できない篇という立

今國説明を憂けていない爾太単洋

ンスの意味あいから︑安金性実証

ないが︑パブリック︒アクセプタ

三︑南太平洋経済協力機関︵S かれていたが︑実質的には国内漁

PEC︶の活用SP鴛Cは業
※者儒
の理解が必要なことから︑説

たい︒また︑投棄サイトに鍛も近

明を強化し要急に理解をとりつけ

い小笠原諸島へも説明団をおく

ている︒今回穂波チームとの会台
の際︑南太平洋諸園への情報伝達

り︑少なくとも︑忠実の誤解から

託統治地域を除く国々で構成され

を行う用慧があるとの発謡があっ

えられるか醤かにかかっている︒一

の単記ができるか否かは︑それが

ECD・N猫Aに正式に投藁計画

くる不安感をとりのぞきたい︒O

とくに漁業︒水産関係暫に説明を

四︑太平洋薬園の現地在留邦人

た︒

行う必要がある︒

醗

たと考えられる︒

ーシーレペルでしかない︒

六割近くが五聖以下で︑投棄からなることがわかっている︒

町
圃

とえば日米でフィージビリティス
タディを始めた︑環太平洋地腫饒

で︑臼本側の説明に評価を加えつ

文は︑そのメンバーが決めたもの

つも︑全体的には条件付き俘止嚢

深く高レベル廃棄物を棄てようと
いうシーベッド樹想などと混岡し

飛済み核轡料貯蔵や深海底の地中

心証
鰯切能
↓脚㈱粥卿㎜脚㈱㎜節嶺

︐
りの⁝欄蜘鵜胸脚細㎜⁝⁝働二幅

この決議は︑核廃棄計醐には反

求がなされている︒

できる︒

O

O

頻︒
独

てしまったことにあるようだ︒

決する余地が大きいということが三秋は︑計画の一つの目標階期で

三・安全評徹
安全評価にあたっては︑最悪の
条件を蕎えるという原子力関係の

高等弁務官の門日本の説明は確実
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し︑げんざい反対の蘇をあげてい

蜜全評価の方法を踏襲してきた︒

なものだ﹂という

岡罷．詑

加仏︒︒

る太軍洋地域では一番近い北マリ

しかし・これ矯の麟の人々には購滑︒︒︒Q︒︒︒︒︒

二︑投棄体の安全性

アナでも千官㎡綴離れている︒

羅塩冶養詠三韓讐

黙磯矯離の簸響鵜凱困難灘

トータルで放射能五酉キュリー以

下を対象としている︒これは︑欧

に拡敬②海水中の放射性物質の濃

聾灘灌欝瀟囎騨一思︒︒︑︒脇硲四脚鵬

州でこれまで海洋投棄されてきて

いる数字︵瀦表︶からみて妥当な
腿を選んでいるといえるだろう︒

物

今國の漫漫は四蕩五十詩人のド
難雛鶴難蘂矯灘欝
的なひろがりを考慮するとともに

ないまでも説明を聞こうという意

おり︑したがって一ドラム缶あた

ラム缶で五千〜一万本を予定して

りの放射能騒は平均で五十〜首ミ 駐的属や湧羅が塞し霧馨︒吟≧一42−6585場
縞で︑厳しい質聞や反対悪婦が膨

原子力生金局防災環境対策職長

の第二次説明が重要︒

諸国への派遣と︑儒託統治地域へ

いる︒

一︑投棄サイトの選憲

ア

志を持っていることが確認されて
アりむカ
ア
り

ーストラリア︑ニューシ⁝ランド

と︑石原環境整備センター理事

⁝l1111−111州1
短見が支持︑グアムのガルポ知

に説明していたこともあり︑両国

ン︑パプアニューギニア︐の四か

は︑函サモア︑フィジー︑ソロモ

のため︑モニタリング計画の充実

にパプアニューギニアが加わって

が必要たろう︒また︑軍慧に英文

一ズ※︑豪︑ニュ⁝ジーランド

資料を作成する必要がある︒

羅をまわり︑説明を行った︒どの

三国と密接な関係があるので︑十

とは避けだという繋巽があるσ

会舎でも︑肇前説明は評価され︑

調整の結了︑二等しで批判するこ

このようにオーストラリア︑ニ

との運筆南太平洋地域はこれら

より生物体内での濃縮を評価⑤投

もう
もむ
フら
フ
む

れ9
た︒この反対北見をトラック
791234567さ8

グアムの会議のメンバーは北太

えられていたが︑離見交換を行う

今後の課題としては︑次のよう

これまで薄外的説明に力点がお

分運絡をとることが必嚢Q
かに︑オーストラリア︑ニュージ

とともに︑こんこの協力を要講ず

最終的に国内
漁業者の理解

計画に反対する発言はなかった︒

ュージーランドにはすでに理解が どの政府関係醤からも︑礒接︑本

ーランドにちかいソロモン︑ガダ

るため︑グアムでの会議のあと︑
両三を訪問した︒

に藤わることのないことを確認し

な対慮をとっていくことが必要と

ここでは︑差益飛は反対の立場

た︒なお︑爾国とも投棄後のモニ

こんなの課題と対応
この春にひらかれだ爾太平洋フ

タリングの重要性を強調したこと

一︑説明チームの継続的派遡

料貯蔵構想を名指しで強く反対し

このあと︑同行した穂波科技庁

考える︒

ォーラムでは︑米の便用済み核燃

る︒

洋フォーラムを構成する地域があ

ルカナル︑フィジーなど︑南太平

平洋地域の二歳︒太平洋地域はほ

鋼もチェック④食物連鎖モデルに
リキュリー︑一ゾあたり葭〜二百

を避けるため爾北緯度が五十度を

超えず︑水深は四千層以上あるこ
と②海底の地質が安定しているこ
と③洋上の墨や交通から離れてい
ること④瀕業や将来の深海資源も
弩講ずること一⁝などがあり︑そ
れにしたがうと︑小笠原から北の
太単洋しか残らないことになる︒
さらにくわしく調摩した結渠︑
B海域と呼んでいる北緯三十度︑
東経蕩四十七度の海域が鍛も条件

この海域は小笠原諸島の父鵬か

理解を示す南太平洋三図

IAEAの墓蟻には︑①底勝流 モニタリング
の重要性強調

たがっている︒

A︵鷹際原子力機関︶の規準にし

ロンドン条約にもとづき︑IAEミリキュリーとなる︒ロンドン条

投棄サイトの選定にあたっては

詳しい説明を行った︒

〜。

十年たてば当初の放射能羅の四一一 四︑実施副顕︵時期︶
託統治理事会に反対の文隣が出さ
％に威蓑し︑三十無で二〇％強︑
この試験的海洋処分計圃は政府
れ︑田本からも係窟を派遣して説
明したQしかし︑反対の火はおさ 齎年では数％のオーダーに落ち込部内では︑まだ計画レベルとして
む︒これは︑圏然減衰によって解存在しているにすきず︑一九八〜
まらず︑今一︑私どもが現地にお

た︒今年三月︸．偏うには︑国連の繕

ともなう反薄の蘇が轟まってき

らせた結果︑その地域から不安に

CD・NEA︵経済協力愚亭機構
︒原子力機関︶の監視機溝への参

の海洋調萱を実施︒各種の試験・

七年から二次にわたって開脚海域

を講じてきた︒

条約関係など︑一つ

加も考えられている︒

実験により︑書箱五十一年には科

め︑五十四年には原子力安全委員

ろ︑昨年十一月︑太Ψ洋地域の一

関係蕎に説明をはじめていたとこ

ェックも完了している︒

いて照会があった︒

部の島羅からこの計画の内容につ

その後︑公電ベースで内容を知

一

を灘塾し︑NEAによる国際監視 浜堤の試験的海洋処分誹画では

ていること②国際条約︑国際基準

はなく︑深海底での隔離をねらっ

質を海へたれ流そうというもので

として︑①臼本の欝錘は放射性物
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准される麗通しで︑つぎにはOE

ンドン条約に加盟︑今月宋には批

また︑国際的には︑今母春にロ

会による投棄計画全体のダブルチ

つステップ

学技術庁が安手評価をとりまと

海洋処分については︑昭和四十

洋処分する︒

燃牲のものを焼却した灰などを海

平洋諸国との交渉とこんこの問題点﹂と題する講演があった︒以下その概要を紹介する︒

対応せまられ
る廃棄物処分
現地説明までの経緯⁝
低レベル放射性廃棄物問題は︑

原子力発蟷を中心とした原子力施
設の開発には不可分な問題で・廃

子力出発は円溺に進まない︒

棄物の処理方策の確立なしには原

昭和五十四蕉度一年間に原子力

は︑ドラム鋳にして約五万八千本

発電所から出た低㎞レベル廃棄物

強︒一基あたり平均三千本という

安全性の事実

関係認識を
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翻
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ことになる︒げんざい︑わが国の
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サイトに保管されているドラム缶
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ウラン濃縮施設は核不拡散条約

王AEAの査緊が義務づけられ

ボックスになっており︑帳簿検

ているが︑岡パイロットプラント

査・在庫検壷箸がその霊な内容︒

ているウラン探鉱の翼体的実施謝

繭部州シナゾングエ地区で予定し

薩について慧麗交換するために五

金岩芳郎動燃鶴理鶏長は︑第一

当来恥したもの︒士

運転単位の逮心分離機四千台体制
を確立したあと詑轡会兇で門紅塵

メーカーなどを訪聞する︒

また︑科学技術処のキョウ原子

い﹂と寒︑幽そのものも葎定した︒

で︑そのような発醐口はしていな

科学技術庁と運輸省︑田本藍子

A︑約一千台は今庫の流露十四臼
たが︑その後の遠心分離機の改良

黛の規模で︑還心分離機はすべて

グ︵混命調整︶施設の姥設を予定

ナSWU／庫を上薫る﹂としてき型プラントは二貢五十沖SWU／濃縮度にするためのブレンディン

た第一期分の遠心分離機OPi一 動画では岡プラント規模を﹁竃十

OP一一Bよりさらに50％性し
能ているとも述べた︒

はすべて原研が一門してひきとり

し︑病院から発生している廃晒物

所はそれぞれのサイト内に貯蔵

禽めた補膨工串計画を︑長崎県︑

冷却設備︵ECCS︶の改良鱈を

陶上させる観点から︑非常用炉心

佐世保市︑長騎県漁連など地冗関
＝＝＝一＝＝一瓢一一＝一一＝＝

研究所内に貯倒している︒本件に
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係轡に説合した︒

蔽敬修工鑛も十月置入って三百化

局灘と麟国の原子力発麗計顧への

内の敦賀珈民文化センターで開催

前九時から午後七時まで︑敦賀南

く決めていただきたい﹂と一天1

は︑ぜひ碍懸が必要であり︑はや

はなくても︑使命を果たすために
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初叛︵王971年︶発行以降の進歩をカバーし

ロ

岡本四八

影雛﹄との題闘で講演しただけ

来年の年次大会
へ向けスタート
3B︑肇備婁が初会合
来年の三用＋阿から三B闘︑廃
藩・平海町の厳木都帝センターで

としては︑こん︸．﹂も禽禽を爺ね︑

がテ⁝マにのぼった︒燦備委員食

理︑核不当散政策と国際協力など

授︑笹生懲懲大教授︑田中利治ず

副理壌長︑川上粛一神禁川大紋

研究所所長︑金眉労郎難燃難業隅

務蹴締役︑墳欝欝鼠舶入プラズマ

リング批長︑浦64難田立製作所常

電力劇社長︑難田正敏東灘嘱難燃

菱織工常務取締役︑田申好雄四国

喜喜テ⁝マ︑各セッションの淡

第十四圓原産年次大会確備委員

どを行う︒

定︑海外も含めた発表蓄の選建な

役︑書田正一中部電力制祖長

難燃那︑橋水岡璽日揮覇携取纏

エネルギー︑原子力立地︑原子

髭︑石原栄太郎為速炉エンジニア

長︑池鵬俊翅住反金属工業副社

窟︒

矢田部摩羅外携省科学技術審議

石渡糠蝦科学技術

力蔑集の拡充︑放粥姓廃菓物の管

佐伯

小屯議○∵⁝︵㎝ニハ一

康治著
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東京都千代南区九段北一一八一十

日刊工業新聞社出版局

廃棄物処理を巻めて行くためには︑環代の技術
体系を廃棄物という裏側からの視点に立って見撫
しをし︑社会システムの変革をしていかねばなら
ない︒本書はこの考え方に基づいて︑現代におけ
る廃棄物処理の問題点︑処理技徳︑処理体系をこれ
までの研究結果と成功例をもとに平易に解説した︒

臼本ゼオン

一処理の技術とシステムi

ム︒

体︑︑接着機器︑試験法などを独立させて︑読者の
要求を満たすものにしている︒

たもので︑特に薄絹・撫工技術を大幅に拡充して
；O
することを決めた︒
いる︒例えば︑初版は総論︑接着翔︑接着技術の
VO◇O◇◇φ8000良99合u＄φ◇O島ρ◇◇O＄︽VO◇ム▼800◇φ3
3真
編から構成されていたが︑簗2版はこれに被着

大会︶においては﹃國際秩彫の部

分帳頗二さしかかった核融合開発の実状

し外務省︑通産雀︑動燃難業団︑

SWU／年の分離能力をもつものだ澱が少ないので︑象とめて燃料

力腿発局長によれば︑門韓国の放

で︑滉在︑行われている遮蔽改

力船開発惣業麟は二階︑長崎県厚

再まで滞饅

された濃繊ウランについては胞気

加工ができるまで貯更し︑その

蟹性廃七二は目薬原子力研究所︑

むつ 遮蔽改

う扁と述べた︒また自演の薪型転

後︑軽水炉で矩翻することになろ

古里一穆原子力発亀藤およびアイ

箏業連台会と相談しているが︑ま

一方︑勤燃ではこのウラン濃縮

換炉門ふげん﹂にも一部を便用す

修工事本格化

パイロットプラントの次の段階と

ることを明らかにした︒さらに岡

現在︑動燃ではウラン濃穣パイ

までに駕・二％膿縮ウランを細濁
により︑鍍終的には六十〜七十ナ

ついては︑過玄に実験・調蛮を行

ては閤題ない﹂としている︒

し漁船繊は四丁︑詑沓団にそのも

最近﹁むつ﹂周辺は︑中川科学

ようを公開した︒

獅Q0日︑敦
賀で公開ピア

このような中で︑﹁むつ偏のが

それによると︑賑木の原子力関

輝氏は門筆管ほど蔚に︑ドラム鮨

たとされる韓麟原子力婁灘の李嫡

った難冥はあるが︑安金閣につい

つ扁の安金性︑信頼性をより一層

ロットプラントの建設工期を第一

五十爵鰐亀産した︒このうち三百

修工購と並行させ︑原子力船﹁む

期︑二期︑三期とわけ︑システム

詩雄．は人形峠で採鉱した天然ウラ

とみられる︒

なる原型プラントの建設を考えて

ソトープを利用する擁院から生じ

擬魏力商業化への展望ひらく
待銀の四千台体制へーー岡山県︒入形峠でウラン濃縮パイロットプラントの建設をすすめている動

力炉・核燃脳開発難業國︵瀬川正野理事畏︶は三β︑すでに逓転していた一手台より鷺O％の性能ア
ップした器一千台と結台︑午後〜階三分から運縮に入った︒これによってウランの濃縮能力は蕉関白十

銃SWU︵分離作業磁位︶程度になった︒動鰍では︑さらに五〇％性能アップした三千台の遠心分離

おり︑木軟度は概念設計中であ

氏は︑このために必致となる︑三

は︑第一運転単位︵約四千台︶と

原子力の重要性を強調

係叢に︑今画の灘購の内容を語っ

︒二％の濃縮ウランを振定された ているQそれらを原研および発電

第二運転単位︵総総千台︶で構成

盤の一部を愛顧している︒この陳

している︒今園の第二期の遠心分

これは蕩万KW級原畢力発碧羅二基分の鋸間取りかえ燃料に獺妾する︒

機の製造を進めており︑これが完成する巣年秋には︑六十〜七十漣SWUの艘縮能力となるもよう︒

り︑五十山ハ琿度華襯界では鮮細設計

挨拶をかわす中jll・ムムブナ碕大

ンを製錬・転換し濃縮しだもの

離機OPI
る︒他の閥蕎五ナ詩催はフランス

B約三千台の運転入
で︑純国塵の濃糖ウランといえ

りで︑第一運転単位を完成させ

鈴木首相︑初の所信表明

瀬方の韓暇領海内の水深二千層以

からイエ窃ーケーキを購入して転

の対慮を遺られた﹁脱石油偏につ

た︒

﹁わが麟の石油依存度を︑こん

本を用いて穂︵うつ︶陵羅

の濃縮ウランおよび劣化ウランは

換・濃縮したもの︒競在︑これら

原争力笈全署欝金︵吹田徳雄委

三農の午後一難エ分︑余胤莞郎

議長︶は二沼︑田本原子力三脚会

副詞購擾が︑それまで翼空運転を

社敦賀発電駅二号炉︵PWR︑禮いるが︑﹁むつ﹂の大沢文男船

瀬隠國食への原論聞法博正法薬の

技術庁長醤と関係蓄との金談︑︿ノ

行った瑠実はある︒しかし︑十年

十献納轡刀KW︶増設に係る公開ヒア 長は︑﹁特定の地点ということて

安全委盛会
％にまで引き下げる﹂とし︑その

いたということは壌実無根﹂とし

間にわたり廃忌物を海に投塗して

リングを︑牽〜月二十田︵木︶午

上の海城で投棄実験および調鎧を

代替エネルギーとして﹁原子力を

ている︒さらに嗣氏は︑心許年瓢

いては︑﹁こん︸︒﹂＋奪闇で︑五〇

げることを覆標に︑安全性の確保

はじめ︑石炭箸の開発灘入を積極

月の置庫原子力睡業会議︵の鎌次

ご十奪の聞に五〇％にまで引き下

と環塊保全にじゅうぶん留解しな

的にすすめる﹂とのべ︑将来のエ

すべてボンベにつめられ︑人形際

がら︑原子力をはじめ︑石炭等の

ネルギーをふまえた原子力開発の

続けていた遠心分離機の一群に六

期分の約三千台と△口

第一期分の約一千台と今國運転

石繭代替エネルギーの開発響入を

た三田︑鈴木首榿は就任後︑初の

挺繊など︑大きなうねりをみせて

に入った第

横櫛的にすすめていく﹂1⁝︒

に傑管されている︒

せた第一遡転単醜は︑膨張の憂こ

フッ化ウランの供給開始を懸添す

て中央擬曇霞てはウラン供給作業

ろまで運転したあと︑点検のため

るボタンを押した◎これを受け

三・二％濃縮ウランがでてくる︒

また規在難麗建設が進められて

そして︑原子力開発をおしすす

電愛性を強調した︒

いる籔蓬転単位は︑来蕉はじめ

第九十三回臨時国盆がはじまっ

が開始され︑胸二日後には酸彿の

さらに順次︑ブロックことの遠心

に訳解することになっている︒

十月下旬までには全数運転に入る

めるにあたって︑今欝︑大除くた

分離機を遜転朋嚇し︑おそくとも

ちはだかっている爾源立地につい
ては︑﹁四光住民の福祉の商上に

の確立と綱紀の爾圧︑行政改革︑

も配慮し︑地域の理解を得ながら

所儘表明演説を行った︒政治倫理

財政再礁など︑鈴木内閣がとりく

から遠心分離機を搬入開始し︑来

む璽票謙題をのべるなかで問薗椙

推進していきたい偏とのべた︒

もよう︒

館秋には運転に入る予定︒月初︑

は︑﹁エネルギー間題﹂について

日本海への海
いくことをあきらかにした︒

箏韓国原子力藁囲

洋投棄を否定

も︑積極朗な盗勢でおしすすめて

爵掘は︑京ず︑エネルギーをと
りまく繊界鴻勢を︑﹁中廉情勢の

簿井録一藁芝取締役︑浅田忠一懸

説蚕員︑長橋熱電気惣業逓含会魯

携蹴締役︑長澗纏縫水放送協会解
に臨けての興体難壁備が・三田か

路原子力発竃常務取締役︑天野野

▽工員
た﹁韓国が献木海に十年前から放

この臼ひらかれた岡大余の準備

らスタートした︒

オブザーバー

凝議兇一
射性騰彙物を投合してきた﹂との

原研掌理堺長︑安成弘超大教授︑

源エネルギー庁懲懲欝麗審議窟︑

庁原子力局長︑児薫勝匿遷産省資

▽委員長

会のメンバーは次のとおり︒

エネルギー臨情は暴追の農を加え

記庸について︑科学技術庁はκソ

釜員盆︵準備総員長︒蕉親見一沼

田豊朗エネルギー縦済研究所理襲

飯細孝三関西戴力尊務取締役︑生

ひらかれる第十照照僚艦年次大会

るものと繕えなければならない﹂

ウル監本大便舗を逼じ︑その購実

本占算サービス宍長︶の第一圓会

一部臆測紙に4月讐凹報道され

と擬摘︑こん︸︒偏とも省エネルギー

合では︑安全保障としての原子力

動きのいかんにかかわらず︑隅際

対策を強力に据進ずると剛時に︑

このほど六日濠でに韓濁測関係賓

関係の講査を行っていた︒そして

▽

の対策で対処してゆくことをあき

の発叢として得られた精報を明ら
かにした︒

置

鱒噺

過肇夢磁

政府として︑原油の確探に︑万金

また︑先迄職漁脳禽議でも︑そ

らかにした︒

欝乎カプラントにおける品質保議の実務（三）
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ことし六月に︑会計検沓院︵G

AO︶が︑﹁げんざい閉鎖中のウ

原子力規制委員会による過去二

が破壊しても廃棄物は安全に封じ

回の調査によると︑たとえタンク

込められると縮論しており︑問題
は安全耽とは別のところにあると

住民投票︑原
発建設に賛成
スイス・力原発
スイスのチューリッヒ州罠は︑

九％︶が﹁望ましくない扁に投票

遭遇し︑ぬ工てきずにいる︒同原

半数の州が︑カイザーアウグスト

局が各州から得た見解によると︑

めている連邦政府のエネルギー当

子力法に基づく許認可手続きを進

会の承認が必要︒げんざい改正漂

けねばならず︑最終的には連邦議

改正原子力法による新規許可を受

発の建設には︑一九七九年施行の

った︒

した・荷権煮の投票翠は三六％だ

闘発電所のアーキテクト︒エン
シニアであるモータ⁝︒コロンバ
ス往とカイザーアウグスト原子力

蒋の投票結果が出たことに︑歓迎

発電会社は︑僅篶とはいえ原発支

発電所の建設に賛成の意思表承を

ているカイザーアウグスト原子力

隣接するアールガウ州に計画され

①政府の廃棄物取扱い能力に対す

ストバレーの廃棄物固化問題は︑

揺摘されている︒すなわち︑ウェ

集中的に行い︑八二葎には実際に

原発の建設許司に賛成の立場をと

の態度を派している︒

また︑﹁あとになって︑増殖炉
開発再開の道を選んだとしても︑

る偏と蟹告︑﹁万〜︑このような

開発には何年もの歳月を必要とす

嶺態になれば︑とるべき唯一の道
は︑海外から増殖炉を導入するし
かない﹂と結論︑米噸の原子力政
策に︑大きな痛恨を残すことを︑

が態度を保留している︒

英自由党︑反原
子力政策を採択

﹁原発はできるだけはやく全灘

由党大会はこのほど強烈な反原子

非をめぐってゆれう︸︒﹂いた英国自

する篇ーー原子力発電所建設の是
岡法案は︑﹁一九八○年磁気核

力政策をうちだして閉会した︒そ

Z〇〇矩までに核融舎実証プラ 計懸されている新規原発の建設禁

学試験装置︵HTF︶を建設し︑ れによると新政策は︑まずこんご

られ︑一九八七年までに核融含工

三舎エネルギー工学法扁と名付け

た︒

決・成立し︑大統領に送付され

ュタットの二州が反対︑他の二州

力九十二万玉千KWのBW飛で︑り︑バーゼルラントとバーゼルシ

カイザーアウグスト原発は︑田

した︒

票では︑十二万五千五翼八十六名

九月二十八臼に行われだ州民投

る公衆の儒頼を推進させる②囲化
計画が遅れればコストの上昇につ
ながる問題とみられている︒それ

一九六九箪にすでに発注済みだ

らによるサイト占拠などの反対に

が・環境羊肉青や過激派グループ

︵五一％︶が︑カイザーアウグス

票︑十二万二千二葛八十二名︵四

では︑ニューヨーク州のヒュi︒ ト原発の建設は﹁望ましい﹂に投
カレー知事が﹁今こそ固化計画を

告書はまた︑議会に対して︑﹁ガ

ス冷却高速塔殖炉︵GCFBR︶
は︑液体金属商速崇重炉︵もMF

十四ヨ︑両法案の統一野里案が可

上院議員が提案した二つの法案の

ウラン燃料を再処理したあとの中

る︒しかしながら︑固化を遅らせ

い﹂と強調している︒

﹁FBR建設促進を﹂

厳しく批判︑﹁議会は掲導権を発

米議会が可決

た︒報告のなかでGAOは﹁現在
・ク下院議員とポール・ツォンガス

FBRも支持し続けるよう力説し米議会では︑マイク・マコーマッ

的な傾替累であるしとして︑GC 核融含の開発捉進をめぐって︑

揮してエネルギー雀︵DOE︶にBR︶技術に対する唯〜の︑蝿実
塒殖炉の建設を健進させるべき

﹁※国の高速繕殖炉計画のすす

二〇〇〇年に
核融合実証へ

※会計検蕊院︵GAO︶はこのむべき道﹂と題するこのGAO報略に示唆した︒

米GAO議会に支持訴える

にとりかかるように迫っている︒

できることをNRCは確卜していと批判︑一塁も早く増殖炉の建設

ェストバレーの翼翼物が安全貯蔵 間と資金の痕鰻に終始している﹂

審議が進められていたが︑九月二

り︑また︑GAOのデクスター・ピ の政府の増殖炉計画は︑明確な使

リーンアップについて篇と題する

命感に欠けているため︑莫大な時

はじめるべきと紫こと述べてお

報告書の中で︑ウェストバレーを

下両院も︑法案の早期成立を期す
ため︑差響については別途後ほど

ーチ・エネルギー鉱物蜀長も﹁ウ

う一つは︑かなり小さなタンク

の維持にあたってきたが︑一方︑

いている︒

容器の間には鋼鉄製の受け照がつ

容器の中に入っているQタンクと ることによって得るものは何もな

掘ってつくった鉄筋コンクリート

のタンクも︑炭素鯛製で︑地表に

再処理廃液が入っている︒いすれ

で︑約一万五千渚のトリウム隠避

性廃敵五十七万五千瑠を内蔵︒も

一つは容範六十万渚のタンクで︑

一ちの賠蔵タンクに入っている︒ を裏付けるように︑議会の聴閥会

問題の蕩レベル蔽体廃棄物は︑

予庫だ︒

採罵する圃化捜術を最終決定する

いたい慧向だ︒設註面ての検討を

︐魯前．進．

を司決︑この結集︑エネルギー省︵DOE︶は約六十万渚の液体廃棄物

ショニング︵解体撤宏︶とそこに

ェスタン・ニューヨーク・ニュー

連邦政府は︑廃棄物の取扱いにつ

された︒いらいNFS社はサイトクリア・サービス・センターのク

後・耐霞墓藥などの運邦規制が強

低レベル廃藁物の埋設および縫用

の処分の聞題が︑未解決のまま残

化されたため︑コストが嶺初見積
いて種々検討を薫ね︑一九七八年

済み燃料のAFR︵原薫炉敷地

ロセスの変更と能力拡大のため一

りの千五酉八十万がから六億がに

に﹁十銀の歳月と一億三千万が

ほど︑議会に屯する新しい報告の

高騰︒ウェストバレー翼処理工場
外︶貯藏のためのサイトとして便

︵七八無の♂価︶のコストをかけ

用するよう勧告したが︑ニューヨ

1
1

ーク州やDO8が猛烈に反対︑上なかで︑※国の高速増殖炉計霞を

た廃蘂物法案は︑基本的にはこの
蕩慮することになった︒

九月十七日に連邦議会で成立し

した︒

連邦政府計画の方針にそったもの

計画の予備作業について入札を行

DOEは︑＋月にも廃冠物圃化 だ﹂と勧告した︒

久閉鎖に踏みきった︒折しも︑カ

・モイニハン上院議員や︑S・ラ

で︑ニューヨーク州選嵐のD・P

賢

ーター大統領が商業再処理の無期

一九七六隼九月からプラントの永

は︑この額は実行不司能として︑

ユエル・サービス︵NFS ︶ 社
てガラス置化を行う篇計翻を提案

を運転しているニュークリア・フ

九七二薙に運転を鰯止した︒その

一九六六年に運転を始めたが︑プ たまっている高レベル液体廃棄物

ウェストバレ1再処理工場は︑

業規模で実証するものとして工臨されている︒

OEがその九〇％︑ニューヨーク州が残り一〇％を支出する︒高レベル液体廃棄物のガラス固化を商

送する計画を作成し履行することになった︒このプロジェクトは総額三田がにのぼると携定され︑D

を︑か焼／ガラス固化プロセスによって固化し︑その固化体を今後決められる予定の永久処分場に輸

の液体廃棄物固化法察

処分することが確定した︒上院と下院は︑いずれも九月十七闘の本会議でいわゆる

米ニューヨーク州ウェストバレーの再処理工場に貯蔵されている高レベル夜体放射性廃棄物を固化

上下両院 実施法案を可決

諺廃液︑固化処命へ

̀曜

圏

限延期政策を打ち出したため︑同

プラントの閉鎖は︑まさに

ントを運開させるよう働簿してい

中︑建設中の原発についても﹁で

止を求めたあと︑げんざい運転

を明確にう

ちだし︑そのかわりに節約と再生

原発絶対発装路線

きるだけはやく廃止する﹂との

る︒さらに法案は︑在来のエネル
ギー資漂の深刻な格渇に遭遇する
以前に︑鍛実上無尽蔵の資源に頼

できるように米國のエネルギ1政 可能なエネルギー資源開発を薫点

るエネルギー技術が商業的に利嗣

的にすすめるとしている︒

自由党は英下院六百三十五議繕

策を策定すべきだと勧告︒そし

ていないため︑こんかいの新政策

のうち︑わずか十一議席しか占め
霧よりもむしろ資盆によって制約

ど影響はないものとみられてい

も国全体の原子力政策にはほとん

て︑磁気核融合エネルギー・シス

されていると指摘して︑核一撃開

テムの進歩は︑げんざい技術的障

発を加速するため︑七年以内に予

る︒

〔原子力関連鴬樂種目〕
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算規模を暴説するよう勧告してい

ア

・謹力中央研究膚、ll不アイソトープ協会、定職L￥部・原野力研究施設、搬北大芋・金属材纏研
究所、東京都血アイソトープ研究瞬、放射線撚γ総合研究所、屯気通仏研究所

購︐購贈

糧継轟鞭灘灘

罫声

㎜ノエ／ノ

嘱

ンディン下院議興らが議会に提案

船なども増やさなければならな

を発展させると同時に︑原芋力発拡張し︑機関東︑甫両︑石炭運搬

団常務理事︶の調盃結果を蒙とめ

門スウェーデンの国民投票の真

たもの︒

相は扁︑﹁西ドイツの原子力開発

では原子力開発が進んでいるの

政策の背鑑は︸︑﹁なぜフランス

か﹂︑ヲランスの地域別電気料

の実態は扁など︑関心のある贋闘
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PA海外調査
報告書を刊行
原産
﹁欧来における原子力パブリック

巳鷹原子力産業会議はこのほど

これは︑この夏ストックホルム

には︑賑本のPAに対する提言︑

を簗中的に掲載︒さらに︑総論編

東京都q映区銀座5−5−12（文芸春秋ビル）
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原子力代行

本

憎

力

原
明 であったといわれている︒
していた︒

一︑広東省と蕩東地区で原子力
発電所を建設するのは︑経済的に
採算がとれる︒広粟雀で原子力発

ﾛ糊ッ時の価格︶は石炭火力発

電所を建設すると︑発電コスト

の場△口は約五％安くなる︒したが

とシカゴで開かれた門国際パブリ

資料編には海外の著名なPA論文

市民濡動

ック・アフェアズ・ワークショッ

を紹介するなど︑わが国PA関係

草の根

獄所にはさらに︑燃料輸送懸が小

プ﹂と﹁第二回エネルギー推進全

る原子力推服

さく︑環境汚染が少なく︑安全性

米市民大会﹂への機船をかねて︑

題する報告憲を刊行した︒

アクセプタンス︵PA︶湧勤﹂と 金制度の波紋は﹂︑﹁米国におけ

露より〜○％安くなる︒小幕地区

って︑広榮と離岩で原配力発出所
を建設するのは︑必要であるばか

がよく︑潜在資源が鐘冨︑といっ

りでなく有利でもある︒原子力発

た点がある︒巾国は原子力発電所

煮必読の憲といえる︒

B5判版︑二百四十八づ︒千五

スウェーデン︑西ドイツ︑フラン
ス︑来国の四か国を訪問した原産

建設の技術︑設備能力をもってい

福島営業所福偽県双果郡入能i｝il人沢江LI（02｛｛｝32）2793
福島第2営業所

株式会社

晒

十日発新華社腫中国通信M広東省と華東地区の電力不足を解決するために︑中国粟南地区に原子力発出所を建設するの

総務課まで︒

〔原子力関連主要得奮先〕
（発灘所関係）U本原イ力発屯（株）・孜賀および東1毎発、し所、朱京屯力〈林）・福脚票ヂ力発5魯癒、
中困亀力（株）・島根原イ力発哨所、九州電力（株）・玄海原子力発亀所、ゴ菱商劇（株）、 （関電興
業（抹〉、関西電力〈株〉・久浜発電所）、日立プラント（株）、来京芝浦圧気（株〉・嗣子ノ」本部、コ菱、
原fノプ1業（株）GB・厚賀および編島建設所、W冠・曲浜建設所、1体シールオール（株）、和テノキ（株）
（研究施設関係） 日本原∫力研究所・東海・人洗・荷崎各研究所、理化犠研究所・人和研究所、

蕪も灘

・ぐ9．

しかし︑プラントのディコミッ

︹北票九月一一

ー辱岸本康藏本原争力文化振興財

派趨のPA調査グループ︵りーダ 蔚円︵送料別︶︒繭込みは原産・

（発電所関係）機器その他の8｝染除去、疋期検査時の除染・サーベイ、核獣料装荷・交換作業、
個人被曝管理、轡染衣類のランドリー、冷却取水溝のf鮒譜、腱棄物の運搬、変屯駈・空調設備運
転f呆守、施設内の補助工事並びに鋭繕業務、管理区域内除染および清撮、曽滋鼠域屑掃
（研究施設關係）RI放射線取扱集験箏設計コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各穂擁棄物の処理、ブイルターの交換、空聞線騒率・表面朽染率分布測定、空調設
慌運転保守、管理欝域内除染および滑掃、普通区域溝船、浄水管理
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61年には生産体認へ
輪回FBR時代に 備 え る
動力炉・核燃料隔発聖業団は昭和六十一奪慶をメドに高遼贈殖愛用プルトニウム燃料製造施設を建
設する計画だ︒昭和六十二無臨界をめざして建設謝画がすすめられている高遠憩殖炉原型炉﹁もんじ
ゅ﹂用の燃料を製造する施設で︑能力は五聖／年規換︒すでに詳細設計にはいっており︑塩田度から

を供給している一踏規模の製造施設はあるものの︑今回の施設では︑こ脇までの経験をふまえて︑

建設に同工する︒総工賢は約二百㎎十三円︒FBR燃料製造については︑げんざい﹁常陽﹂粥の燃料

大口な被曝低減化︑省力化︑コストダウンをはかることにしており︑完成すれば実嗣FBR燃料製造
技術の確立へ大きく葡進ずることになる︒

このラインの製造能力は一沙／年

エウム燃料製造施設を建設するこ

プルトニウムは燃料としてすぐ

開発察の五倍にグレードアップす
るものの︑作業質は百五十名程度

新施設は地下一階︑地上二階建

にとどまる見込み︒

てで︑建壁面穰は五葬軍方層︒藥

繁鐡

﹁原子力の日﹂

も十七歳

十時から︑米圏原子力学会︵AN

日本原子力学会は二十四日隼前

田本︑米国などで活発になってい

使用を制嫁しようとする動きが︑

マ﹁活力ある経済のための原子

来国︒ワシントンで︒基調テー

会﹂〇十一月十穴欝から十九瞬︑

F︶主催︑﹁AIF国際年次大

同氏は︑醸近︑塗料の有機溶罰

ると掴摘︒たとえば︑臼本では一

ーの両罰から水性塗料の開発が社

前記AIF年次大乗との共遡参加

ら十九臼︑米国・ワシントンで︒

が有機溶剤の塗料に比べておと

鐙は大縮な劉引になる︒

瀬蜜家で︒

ご希望のテーマに関

び︑テニスを楽しむ姿は︑さわや

総発電羅の一三・三％を滋める

かな印象を与える︒

するように︑原子力発蟷の果たず

原子力︒その十七駕の歴史が証明

濃霧は魑実に伸び︑もはや︑欠か

鴇海26日︑各地で催物
﹁十七歳llがんばってます﹂

せぬエネルギー源となっている︒

催し物が行われる︒

にちなんで︑全国各地で︑多彩な

ことしもまた︑﹁原子力の賦扁

十七翻転を迎える原子力の臼
︵十月二十∴ハ臼︶︒

ことしのポスターはフレッシュ
なお壌さん︒陽光をいっぱいに浴

そして︑放射線による水性塗料

胴が有効である︑とつづけた︒

温で璽禽で誇る③分子鐙が大きく

なる一⁝の三点を強調し︑﹁この

て実用化が大いに期籍されてい

ケミストリーに応胴したものとし

ANS会長︑

来日で講演会
ー利矯と放射線利屠にわけて︑こ

にした︒

原水爆禁止連

年聞に約酉六十六万ゾの塗料が使

今庫は︑原水禁︵社会党︑総評

会的に期待されており︑水性塗料
催があやぶまれ︑鵡備委員会の発

る︑耐水性︑耐溶済性︑機械的性

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

翼︑璽︾

驚．

え︑来年も

をくずさない

この一年間米国の石油瑠糊が好転

ように︑随い春期に大会準簾に入

統一

ート．げんざい群細設醗に入って

してきていることを強服した︒

海劉業所内に建設する︒

おり︑来年度後半に魑架する︒こ

これに対し︑コメンテーターと

の特徴として①不純物がない②低

燃料製造工程は︑まず二酸化ウ
のため︑科学技術庁は来銀簾建設

して発志した生田鷹朗謡本エネル

金﹂を開催した︒

門第三園放射笠利胴研究成漿報告

襲長︶は六B︑新僑・航空会館で る﹂と講演を結んだ︒

霞本原子力研究駈︵藤波鷹雄理

原研が放射線利用報膏会

るという︒

ランと二酸化プルトニウムの粉宋
腿として十六慮九千万円を聯繋饗

と石油の縄来に楽観綿な兇方をあ

研究は︑︵放射線︶をファイン・

を湿乏したあと・プレスして成

きらかにしながらも︑﹁ただし︑

生活に根づく
原子力を披露
ギー経済研究所長は︑﹁げんざい

FBR照燃料製造雲叢の言説ボ 二五％程慶にとどまっている石油

堕している︒

ったあとペレットにつめ︑簗瀬体

型︑さらに焼結し︑密度検萱を得

ーダーラインは約五十溌／年︒お

の回収率が︑こんこ技術革新によ

にくみたてる仕紐み︒

当する︒このため︑科学技術庁で

って大幅に改盤されれば︑石癌資
よそ百万KW級FBR五心分に相

﹁もんじ

ゅ偏の燃料は百九十八体の炉心燃

は︑この新施設の次のステップと

石漉はあっても塗壁的︑政治的問

源は二十四盤紀までもつだろう﹂

料簗△口体︑百七十二体のブランケ

ット燃料簗舎体で構成︒新施設

して二十〜二十五ジ／矩規模の燃

の特徴を指摘し︑﹁放射線利期は

講演会を︑藁京・内幸町の田本原

S︶金長R・ローロースキー氏の

田本原子力学会
ことの璽要性を強調︑このために

成漿を発揮し︑その蕊擾的な効果

中齪の煽途︑臓本を訪れるもの︒

ローロースキー会擬はANS訪
る上でも︑璽要な役割をになって

二七︶まで︒

同学鼠︵尊卑Q三一二Q一−一九

定員四十名︒聴講希望の向きは

レベル廃藁物の管理﹂︒

簸近の津蟹﹂と﹁※国における低

講演のテーマは︑門TMI出題の

かわる水性塗料の性質改農を欝的

は︑公憲化しつつある荷機塗料に

を述べたあと︑小林高崎研究所長

部授が放射線利用研究開発の概要

つづいて辻村アイソトープ瑠胸

いる﹂と述べた︒

体に対する社会一般の理解を深め

子力研究藤第三会議窪で開く︒

国民蛋酒に懸翻した蟷広い分野で
どの代替エネルギー開発の促進が

このあと︑エイベルソン氏は︑

必要だとのべた︒

﹁低レベル放射性廃蔓物の海洋処
分の安金宝についてどう思うか﹂

との醜聞に対し︑﹁技術的には二
十五年まえに解決されており︑報
道も誇彊されすぎている﹂として
楽観的な態度を表明︑さらに門蕎

ばかりでなく︑原子力平和利用全

石炭︑原子力︑台成燃料︑地熱な

ない﹂として石油依存塵をさげる

あいさつにたった天野副出額侵

料製造施設を計画︑将来の商業化

に天然ガスの規制を解除したため

は︑原子力の平和利用をエネルギ

はこの﹇もんじゅ﹂燃料を覧誘／

石油はダブつき︑輸入石潴は減少

進国は︑申近策の不安定な社会欄

題から入季できるかどうかわから

隼供総できる︒

こうしたなかで︑岡氏は米国の

た︒

かないとの慕え方をあきらかにし

めには石癌への依存度を低めるし

のべ︑こうした状況をのりきるた

不安定な時代がつづくだろう﹂と

に備える計画だ︒

程の完金國動化︑還隔化をはか

昭和四線九年に概念設計をスタ

演︑﹁米国では過多に石盤一瓢が

一がだったが︑げんざいは一瀕酉 状演について﹁イラン箪命を契機

した︒発醗は石油火力から石炭火

安い開演〃

臓︑東京・港区のABC会館で約の時代はすでに過去のものとなっ

エネルギーの罷要と開発﹂が一

ていることを指摘したあと︑﹁先

がとなっている﹂と

しかし︑四十七年にスタートし
颪犠が参加してひらかれた︒

センター共催の講演討論会﹁世界

総愈研究開発機構とアメリカン

獄影事象石油がカギ﹂

不安定の時代回避へ

これによって︑製造能力は︑第二

り︑被曝の大幅低減をめざす︒

わが国のFBH開発は︑京ずる動燃榮海瑠業所プルトニウム燃このため︑今回の施設では製造工
する異験炉︑つづいて発電プラン

燃料や材料の照射施設として二言料製造施設第一蘭発整があるが︑

トとしての機能を爽証するためので︑薙四ゾの取替燃料を間脳とす
原型炉を醗発し︑一九九〇塾代まる﹁もんじゅ﹂に対臨することは
でに経済性を実証する実訳炉を開不可能︒このため︑﹁もんじゅ﹂

うち︑実験炉¶常隔﹂は︑箕十ニ

発するというのが基嵐戦略︒このの臨界時娚にあわせて︑新プルト

順調に還転をつづけており︑第ニ

の取扱いには孫い機密性が要講さ

れている反面︑舞牲がつよく︑そ

鎌四月に臨界したあと︑げんざいとになったもの︒

ゆ﹂も六十二隼臨界をめざして︑

ステップにあたる原型炉﹁もんじ

る︒
た第二開発察は︑工程の多くを

ちかく糖工される計画となっていれる︒

こうした炉開発路線にともなう

速欄殖炉︑核融含の可能性は偏と

これは鰻も残念なこと︒できるだ

スにかわってきている﹂とのべ︑

いて︑①濃縮は︑選心分離技術︑

け早く翼体化し︑建設にはいりた

力へ︑家曜暖房も石癌から天然ガ

ず︒軽水炉と併用されるべき薪型

フッ化技術をふくめ︑順調な展開

い偏として︑各方瞳への理解と協

国際会議案内

転換炉や筒速増殖炉の商業化のた

をみせ︑国際的に自爆を持ってい

力を訴えた︒

とする﹁放射線による水監塗料の

め︑引証炉をなるべく皐い時期に

い②溝処理は︑長期閲のトラブル

編簗撰P︒エイベルソン博士が講 勢の国から石癌を輸入するかぎり

FBR燃料欝欝については︑げん手作業にたよっており・作業農も 会場では︑まず米サイエンス誌
ざい﹁常陽﹂の燃料を供給してい二薦名にたっしているのが実悔︒

の質問に対しては︑﹁爾速楢殖炉

墨体化することが賢明な道と考え

﹁報告と講潰の会﹂ではこのあ

力漏︒エネルギー経済における電

絡会が発足

▽米国原子力産業会議︵Ai

癬を紹介する﹁報告と講演のか苔

があったが︑ようやく順調な運転

と︑宇争闘発購業鋼顧問の厨霧華

隼聞の成果と今後の謝

霞両副理薯獲から︑動力蝉開発と

の対立などから統一世界大会の開

系︶と原水協︵共塵党系︶の袋張

からは︑動力炉と核燃料の開発に

質等を改繊するために︑放射線利

TELO2928−2−5063

歪珪季，

勝こ城舅き美｝［；∫瓢fぞ｛【≦端ミ

する：文献をまとめて
検索します。

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

IA￡AG↓1際原子力機関・ウイーン）か中心とな

開発﹂と題した発表を行った︒

を︑策崇・平河町の日本海運倶楽

る﹂と述べ︑﹁原心力委農会の政

にはいっている③スケジュール的

するこの

マについて討議される︒本大会は

▽※国原子力学会︵ANS︶︑

参舶締切りは︑十月二十四臼︒

四年に一回の岡際大会︒

て︑排出篇濃度規制として︑たと

び処分の技術︑また︑高還鋼殖炉

核燃料開発の概況について総猛報

また︑蕎速繕殖炉原型炉﹁もん

この鶴館世界大婁の反省をふま

足も例年に比べ遅れた︒連絡会は

所ですが、麟内サービスは（財）原子力弘済会か行

毎月一回IAEAから送られてく

り、加盟1劃の協力のもとにすすめられている国際
的な原子力文献情報流通システム，王nternatlonal
Nuclear Informatlon Systemの略称です。60ケ国
か協力し、年三70，000件の文献を回気テープに収

（財）原子力弘済会資料センター

録しています。段木の担当機関は塗木原子力研究

RS（遡及検索）

1974年以降最：近まで
のデータベースから、

騨

SDl（定期検索）

1NlSとは

は箕際蜘だ︒しかし︑核融含は不

鋤力炉・核燃料驕発襲業陸は七

策は︑さらに推進されるべきだ﹂

力の役罰︑原発と公衆︑ポストー

可鮨だろう扁との塗方をあきらか

一︑動力炉關発と核燃料闘発に麗
部で醐いた︒この報箔会は動燃が

来奪も統一世界大金をll﹁原 爾されており︑その中の約七十万

回開いているも

水禁20世界大会準備委員会﹂は㎎ ナの萄機溶鋼が大気中に放出され

劇立いらい毎年

氏が﹁新幹線そして字鰯開発﹂と

難

題して特別講濃︑さいきん囲主開

ので︑今回はその十三團閤︒原子

また︑固氏は︑都道府緊の中に

B︑藁禦︒港区の電機粥連会館 て︑公審化してきていると述べた︒ NFC8︑許認可と規制等のテー
は神奈川繋などでは条例によっ

発がさけばれていることにふれ︑

り︑華燭委員会を解散︑同時に来

門私は自生開発の鬼︒先人のなして で︑代講委員と累日委員が簗ま

年の世界大輪の準備をすすめるた

きたものはできるかぎり知り︑そ
のすき閲をうめ︑なかったことを

燃料の再処理技術が遅れているの

笛︵次号で紹介︶があった︒午後

﹁もんじゅ﹂早朝着工へ全力投入

自主技術の成果を披露

力瀦係蕎ら約五蓉名が参加した︒

挨拶にたった瀬川正男理禦長

11写厩

は︑国内に原子力の技術開発棊盤

えているほどだ︑と述べた◎

えばトルエンなどは首R茄におさ
また︑﹁謎謎のプルトニウム利

で︑こんことくに力を入れていき

欧州原力学会共催﹁世界の原子力
させた︒

めに門原水爆禁止連絡会﹂を発足

用や高速増殖炉に関する研究や議

たい一1と述べた︒

ひきつづき︑飯田通庭︑金窟薄

みつけるのが観葉開発﹂と語った︒

突繋糟神的だった︒その結累︑自

論を総括的に判断し︑先進国の現

門当時のいきこみはすばらしく・

がなかった±二隼前をふりかえり

盛狡術開発の基盤が整備・確立さ

状をふまえると︑臼本は一九九〇

じゅ﹂について︑﹁立地の了解に

あった︒

関して︑担当暫から詳細な報簿が

両会議とも間い台わせは原産七
時闇がかかり魑工が遅れている︒

このように低公審と省エネルギ −実績と展望﹂十一月十六日か

れ︑現在は︑醤来の実証化にむか

滋紀初期に対応す

とし︑核燃料サイクルの環状につ

るための準備をすすめるべきだ﹂

って前進できる段階にたっしてい 年代から二十
る︒こんごは︑軽水炉を中心とし

た核燃料サイクルの確立をめざ

Q

には︑高レベル廃棄物の処理およ

麹轄醜．

〒319−11

っています。

と強調した︒

雰嘘：痔；1ミ1・煽、勘へ

N 総の出番です
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十田から四田聞︑譲国のワシントンで国際遡貨麓金︵工MF︶・世蟹隈行の禽岡無次無期

P謹藝嚢善無難藷垂
九担一

が開かれたが︑﹇インフレ︑エネルギー︑罪塵油途上磯の国際収支赤字扁の克臓が簸大の課題であ
ったことはいうまでもない︒このうち︑エネルギーに関しては︑世界銀行︵マクナマラ総裁︶が八

月に発表した門開発途上團のエネルギー扁と題する九十二4のレポートが注屋される︒圃報銭轡に

エネルギー融資銀得

設立を提纂し︑開発途上困が悪難的に進めよう

よると︑世銀は︑開発愈上国のエネルギー開発に対し資金貸付け額増大の廠図を表明するととも

に︑世銀の嫡妹機関として

としている原茅力発電駈建設への懸命援助も考慮している︒世銀レポートは・﹁一九八○年代の展

の鴎輩と︑付録からなるが︑ここでは︑この中から︑砲力と原子力発電および世銀

魍﹂・門開発遜上国のエネルギ⁝生薩兇通し﹂︑﹁エネルギー購要とその糖理扁︑門世銀のエネル

ギー開発計圃

銀からの援助を含む外部資金に大
きく依存することになる︒

石油よりも有利
な原子力と石炭
躍源開髭

を表に承す︒一九七九郊に石鷲価

各日発喪方式によるコスト比較

格が催増したため︑原子力と筏媛

もちろん実質的なエネルギー節

きる︑と世鍛は推測している︒

は一三五牽〜三輪億がだけ剛減で

国の石油輸入代金は一九九〇年に

節約計爾を実施すれば︑これらの

ー生州を図り︑粟敢にエネルギー

今後十闇闇︑畿大隈のエネルギ

国に提供した︒

の黛付け謝錘に関連する部分について︑その概襲を紹介する・

国内エネルギー
生産の拡大が鍵
脱石油輸入
凡近のエネルギー・コストの急

約を実挺するには︑輸送︑産業︑

上舞のため︑輸入エネルギーに依

蒙庭における効果的な薄策が必要

石油の効率的使用と︑適切なとこ

のエネルギ⁝生剥を拡大する必要

ろでの飛箱餓源の使用を蕩慰して

存している開発途上圏では︑國内

開発途上麟は︑一九八O年に︑
九九〇璋に必要なエネルギーの約

発電勝建設を計画しなければなら

っている︒今田の山嵐働格では︑

輸入石抽のため約五〇〇偬ザを費
﹂五％の節約が司能である︒
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すだろう︒もし︑国内でのエネル
輸入石溜を鰯内エネルギー生落

焚きに転換すべきかどうかは︑非

だ︒世銀の試騨によれば︑全体の

ギー生産の傭びが︑ここ数黛とほ

ていくことが︑一九八○庫代の開

の拡大によって効果的に齪きかえ

常に複雑な問題であり︑ロードカ

経済成掻率を落とすことなく︑一
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に適られている︒

輸入石演代金は一九九〇年までに

る︒これらの国々は︑総禽的な國

ない︒

千酉億がになり︑げんざいの国際

憲エネルギー計圃を立聡し個々の

世銀レポ
ートから
や輸送施設の問題︑石腐よりも大
きな環境問題発伍の覇能性︑イオ

ウや他の汚染物質除去のための嵩

価な装釘の据付け問題などについ

ても配慮しなければならない︒

開発途上閨の総発電設備容墨

力消費羅は︑先進㈹⁝が六千五山九

び率は三・五％︶︒しかし︑一九

で増えてきた︵蔵経圏の年Ψ熔伸

電力消費羅は︑葎草均八％の劇禽

七八年までの間に︑開発途上闘の

占める兜込みだ︒一九七三無から

って︑増えている︒水力発醒は︑

炭とガスが︑石翻火力に閥きかわ

然優勢である︒比率的にみると︑石

ても︑一九八○疎酒いっぱいは依

電のシェアが威少していくといっ

容蟹の予測鶴を敦に示す︒火力発

開発途上困の魁源朋の発電設備

KWHであるのに対し︑開発途上約鱈直しているが︑金設嫌容羅に
る︒原子力発電は︑げんざいのと

罵はわずか結了三十一KWHであ占める剛愈は若甲小さくなってい
った︒一人惑たりの年間洋画駈響
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薩長故の鰐能性︑燃料輸送時の壌

関も︑その努力卑拡大することが

とがうなづけようQまた︑他の機

さらに二六しなければならないこ

を考えると︑世銀の黛付け爵画を

定している震付け謝諏を表に掬

庫度のエネルギー都門に対して予

世銀がげんざい〜九八一〜八鴛

大いに望まれる︒

全環境画題が概たわっている︒

十釦後には↑分大きな電力系統

電戸隠のゆに原子力発電所建設を

をもつ園々は︑一九九〇二代の発

含めるかどうかについて︑京た︑

哲三十億がで︑五か無闘の慰銀の

す︒エネルギー開発貸付け額は約
力開発に影響を及ぼす蜜傘問

傑

大多数の開発途上隅は︑エネル
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嘱望濠し
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設立を提案

關発途上岡のエネルギー投資に

行

援働を行えなくなる︒

の題嚢な開発目標に対し︑適切な

給︑教費︑訓練︑工渠︑輸送なと

ち︑農業︑農村開発︑促健︑水窪

額が大きく彰響をうける︒すなわ
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約七〇％が発魔設備︵火カニ八

れらの隙々の種々の聞置換画は困

一役劉増ず世銀
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の赤峯を拡大し他の設備投資や

ルギーの高コスト化は︑圃際収支

難に癩っているQとりわけ︑エネ

％︑水力二八％︑原子力︒地勤︑一
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施されている鰭力．拡大計画︵予
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以上に増大させる②開発計睡を︑

切りかえる⑨エネルギ⁝籔約への

エネルギー分野を蕩窪したものに
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があり︑げんざいもメーカーによ

今後二十鋸關賄えるよう多大の努

対する外部資金のフローを増大さ

力をする⁝ことが必要だ︒

これらの要求に藤えるには︑資

せる必嚢戴がさし迫っているの

炭火力発電所と比較した場愈︑濠

金だけでなく︑筒度の技術および

だ経済胸であるとはいえない︒

蟹理能力をそなえたマンパワーが

は原子熱発機器を建設中であり︑
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ジプト︑ポルトガル︑タイ︑トル

さらに︑一九九〇鋸までには︑エ

されている耀い利用率を十分に出

一九七八無には︑世界の電力の

で︑魁銀は︑げんざい嫡妹機関と

コが原子力発贈所を運開させるか

七％は︑霊としてヨーロッパ︑田

して新しい

本︑北米およびソ漣にある原子力

設

必襲である︒エネルギー船影は︑

立の可能性を調翻している︒この

エネルギー銀行

しきっていないけれども︑げんざ

その影響が広純多岐にわたるため
もしれない・

今後五鰯雲︵〜九八一庫から八

発電所によって供給された︒開発
途上国の鱈力の二％足らずが︑げ

調は明白である◎すなわち︑開発

て︑世銀は一九八一〜八五琿の酬

途上国のエネルギー投資に対し

資産は︑エネルギー部門の資金需

醐で提案されているレベルを越え

要に十分に対応できるものでなけ

上国のエネルギー

ればならない︒それによって︑新

に封して︑最大の

分野では︑世銀

いる︒いくつかの

しい〃エネルギー銀行

の資獲を設けることである︒この

は︑技術援助と資

機関の有効性がはじめて探証され

る資金供紛ができるように︑遮籏

金援助をしている
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盤銀は︑開発途

望されている︒

核〃となって
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日召牽日55年10月16日

第1050号一
毎日木曜理発行

購號料1年分麟金5500円

で部120円（三差料共）
力

日

実用工場 建 設 に 反 験

など七項屋︶②協力拡大の餌能性

それぞれコバルト60をふくんだ放

模湾︑昭和無十二奪に駿河湾で︑

射性長葱物を投薄した︒樒模湾で

横議︵趨エネルギー物理学分野︑
原材料研究關発分野など八項厨︶

二十七欄︑○・二犠︑駿鴻湾では

は︑セメントで圃化した灯油かん

西独からはドクター・レーア研

と討議が行われる︒

婁二会では①各パネルにおける

定︒

撰ら三四庁麗係暫が出席する予

縫︑勝谷保科学技術庁研窺調整局

結果によると︑乾同一三一詩日あ

析センターで分析されたが︑その

れた︒同月に二園︑臨模湾の海機

菓溝三水疲研究駈によって検出さ

は︑照和灘十二駕七月に︑水産庁

十一プラス

子力船対策特別婁員会︵根本龍太

これは︑芸る八田︑自民党の原

ルト60より羅く測定される﹂と

陶として︑セシウム餅の方がコバ

﹁五蓄協

こと︑また︑セシウム捌の纏に対

が測定されたことは︑核契験が原

して相紺的に低いコバルト60の値

ったことから︑急拠︑

定﹂の地鷺影購蓄三三による陳悩

團︑測定された程度のコバルト60

また︑魚類との開係では︑﹁今

た︒

因であると藩えられる扁と縮論し

となったもの︒

諸外国の核
実験が原因

とセシウム劉の放射性レベル︑滋

鷹七を採取しだ水深約壬二二規と

相模湾で検出の放射能
先月束︑一部報通が︑相模湾の

いうことを蕎懸すると︑当該海域

安全罹

も︑入体に安金上問顯となるもの

︵コバルト60とセシウム餅︶が検近辺でとれる魚興類を摂燃して

海底土から︑萬濃度の放射性物詣

出された︑と報じたことについて

ではない偏として︑その

・一苫○・八犠の放射能驚は︑現

庫︒このため投棄された鷲点の○

なお︑コバルト60の拳減期は五

を行っている︒

科学技術庁は十三閏︑

魯

﹁放射性廃

棄物の海洋処分からではなく︑核

解を公式に発表した︒原子力安全

爽験によるものである﹂とする兇

委員会︵吹田徳雄委戯擾︶も︑こ

発表によると︑昭和三十隼に相

て試運転中の二弩機︑さらには

穆機︑来奪蕊月運転開始をめざし

転をつづける玄海原子力発電所一

昭和五十年運開いらい順調な運

に減衰している︒

在︑それぞれ七︐︑獅犠︑三十九︑卵犠

一
玄海で第82回
原産懇を開催

灘を予定している玄海発罐駈の現

三︑四轡機の増設も聡調審への上

況を現地でつぶさに毘ようという

原塵
田本原子力産業食議は十一月六

原子力に貢献する徳冊の原子力関連真空装置

◇◇

臨写

ウラン濃縮プラント用配管・トラップ及排気系

羅外

亀卜澤碑照噸 搬蕊三遍灘焦

懸盤合同委員
会ひらかれる
臼独科学技術協力協定にもとつ
く第六圓舎門圃婁員金が︑遜独︒ボ

協力状況報管︵海洋科学技術パネ

けはし︶薄雪佐世一市畏︑佐江套二

問題となった高濃度の放射能

ドラムかん十本︑○・八二︒

ル︑新エネルギー資源技術パネル

三崎興漁遡会擾理瑠は十照賑︑科

たり五蕩一プラスマイナス三十一

究技徳雀第二局長らが︑田本から

閣に四十二憾円を予定︒まず︑せ

学妓術庁に中川〜郎擬窃を訪ね︑

マイナス十五〆㍑のコバルト6⑪が

観護のセシウム熾︑＝

ンの研究技術雀で十五臓から誓言

ん断装灘︑潤澄器などから設計を

原芋力船﹁むつ﹂の佐世保港への

は︑醤野文六在西独特命盆権大

スタートし︑これらの機雛につい

回航にさいし︑五士二薙七月二＋

間の予定で關かれる︒

ては學ければ来葎から試験を開始

土の採取によって︑詞研究所と分

したい考え︒

この翼常値について科学技術庁

一日に締結した﹁五薔協定﹂を順 検出された︒

模︒このため︑今回の謎語誠験で

郎騰貴長︶で︑野村一彦懸船山谷

元素の廃棄物として投棄されたこ

し︑﹁索溝に椙横湾に放射姓同位

守してほしいとする要望鰭を季渡

響岩翼処理工煽の処理能力が一

きな熊点となりそう︒

は各機器の大型化︑性能向上が大

れている来年十月までの娚閣内で

瑠畏から︑門五蕎協定﹂に配戯さ

した︒

が冤込蒙れている︒実際の試験は

また・抽出工程へのパルスカラ

日○・七ジなのに対し︑第二薄処

通産雀では︑すでに今夏二分と

民聞企業に再委託される麗込み︒

ム方式の採用も今翻の試験の璽点

理工場は一欝農薬で︑約十二の規

再処理工程は︑せん断︑溶解︑

して二十慰四を予算化しており︑

処理工場を鷺設する原燃サービス

試験の委託先については︑第二薄

に約二百億円をつぎこむ計画︒

今年度から六十琿度までの六駕闇

動性能の確認を行う︒年産雀では

クアップ試験を実施︑各工程の作

N以降の再処理に照準

通産雀は避ければ今月中にも昭和六十確魔をメドに第二薄処理工堀技術確証試験をスタートさせ
る計画だ︒六十五年慶運開をめざして翫画がすすめられている罠間再処理工場について︑甥前にその
技術︑安金性を確認するために︑実規模の主要機工を製作し︑モックアップ試験を実語︑その経験を
工場建設に反映させるのがねらい︒総経蟹は二菖懸鼻︒近く原油サービスに委託する︒今回の確証試
験のスタートにより︑わが国の核燃料サイクルを完結するうえで大きな役翻をになう旧聞再処理工場

潤澄︑抽出・分離︑精製︒脱硝な

げんざい来適度分として概鱗要求

ふまえ︑﹁核実験による一般的傾

は︑他の複数地点での分析結累も

どの工程で構成︒確読試験ではこ

謝画はその実現へ向けさらに一歩二進することになる︒

KW程度の原子力発餓を聡発する 験を行い狡術︑安全性を確認し︑

れらの各工程の主要機雛について

ため︑門直前にモックアップ試

その経験を工場建設に反映させる

わが国では一九九〇年に六千万

必嚢がある﹂と判断︑今園の焔硝

譲癬だが︑それまでには約七千二
貰沙の髄用済み燃料が累糊する翻

使胴済み燃料を溶かしこんだ溶

してパルスカラム方弐の採薦が予

クアップ試験を行う︒

定されており︑来無からそのモッ

むつの五者協
定順守を要望

り︑その魚見を異にするわが国の

また︑その安全性の確保には︑

敷覚闘に一石を投じた︒

安金研究はもとより︑安全委によ
るダブルチェックなど︑こんこと

・七の雨臼︑佐蟹興玄海町で第八

のが今回のねらい︒

も最大級の努力を払っていくこと

低レベル放射性廃葉物の試験的

十二圓原子力産業懇談会を開く︒

六燃口筑肥線論難津駅〜藥ムロから翌

海洋処分では︑﹁ロントン条約の

参加籔は二万八千円︒難し込みは

七田岡駅解散まで一切をふくめ︑

取締投から﹁玄海原子力発電所の

電駈を莞学︑さらに白石面一同社
規制の上に実施していく﹂と語っ

十月二十七日までに原産・総務課
へ︒

建設と還転﹂と題する講演があ
る︒

た︒

監視機構への加盟など︑国際的な

今間
回は︑九州電力玄海原子力発
批准︑OHCD・NEAの多国

をあきらかにしたQ

とのないセシウム餅が測定された

の

解液にふくまれるウラン︑プルト

ラが縫われてきたが︑第二再処理

離工程には︑これまでミキサセト

調︑とくに薬量エネルギーについ

力開発がいかに大切なものである

の改隆工臨を︑あやぶむ発謡があ

している二十二億円とあわせ二隼

つ︒

実規横の試験装躍を製作し︑モッ

ギー開発は金国にくらべいちじる

ついては動燃索海再処理施設への

郷︒この使粥済み燃料の再処理に

蚕託二千ゾ︑URGへ千菰酉ジ・

と︑こうした嬰熊を改帯するため

が︑郵便が一体となってその開発

ては﹁原子力はコストも安く︑輸

工場では︑世界的なすう勢を反映

に﹁雀エネルギーと代替エネルギ

﹁原子力発電を代替エネルギー

促進をうちだしたのは今圏がはじ

送︑傭蓄の面でも禰利︒このため

ーをすすめる必要がある﹂と強
開発の柱として横極安に推進する

めてのケ；ス︒

極的に携騙することが現爽的で実

代替エネルギー開発の柱として稜
業経営管協議会︵頁九十社︶と労

効のある方策だ﹂との蕎え方をあ

四国労縫会議は経欝血の四圏産

ことが現実的な選択だ﹂⁝一第四
園四国労使会議が七曝︑香用瀬の

働側の四国罠聞労働石倉活勤会議

畏崎醍知礁らが中川畏蜜に
長騎県の蕩田勇副知串︑桟︵か

語った︒そして﹁仏では︑典麓党

か癌態している︒と同時に︵この

している﹂とのべ︑原子力をめぐ

まず︑賢問に立つた櫨木氏は︑

横川一郎科学技術庁長冒は±二

濠濠でいいのか︶十鋸後を心配し

の報衝を了承した︒

一
や祉金党も︑原子力に理解をしめ

︵八十組台︑七万人︶によって昨年 きらかにしている︒

三月結成されたもの︒それによる
と︑今圓の語言は﹁沼隈のエネル

仏の原子力

ニウム︑核分裂生成物を分ける分
しくおくれている﹂と分析したあ

ほぼカバーできる見込み︒しか

百沙が手影てされており︑これで

し・一九九〇隼以降発生する出駕
千ゾ以上の再処理については未手
当︒このため︑一九九〇薙に属間
第二再割理工煽を運開させ︑以後
発生する範照済み燃料を処理して

飽謬労使一体で推進うちだす

BNFLとCOG冠MAに三千二

﹁原子力は現実的選択﹂

戸

試験となったもの︒

㌧

門随曲琶界︑社会室蠣世界を問わ

が︑汚染︵放射能︶されたという

ず︑原子力発醒は運転されている
中⁝川夏引︑鰺院予騨婆で

お濃したあと︑①原語力開発を促

ことはきいたことがない扁とまえ

政策を賞賛
﹁全発言騒の一δ％を占める仏

進するにあたって︑安金性をどう

の原子力発鍛︒その仏は︑十鋸後
には︑その発鷺騒を七三％まで引

き上げようとしているQわが躍と 確生していくのか②低レベル放財

向け︑どう対処していくのか︑と

性翠黛物の海洋処分の畢期実旛に

中川喪霧の蕎えをただしたQ

騒しても︑安余性を第一に︑原子力

ればいけないと痛感している﹂一

開発を積極的に推進していかなけ

田︑謬議院予籏委員金で︑豊水光

ている﹂と︑仏の原子力開発の実

これに対し中学長官は︑﹁原争

教氏︵威民︶の質悶のなかで︑力

態をふまえ︑その必要性を力強く

一Q

した︒

強く︑原子力開発の必要牲を展開

Q

翼空機器全般に璽る技術・禰隆サーヒス

営藁品露

寫蜻結T騨。碁』｝露認鶴「榔

7⑪KU鵬大麗獅

業部にカタログを御。1㍉：求下さい。

繊細については宮

◇各種分析機器用排気系

◇核融合装置用排気系

◇中性子発生装置用排気系

ナトりウム機器用トラップ及排気系
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擬養堅爽京5895番
蹴書き（20…｝21ア1（f七）

東京都千代田区大手町葉丁霞5番4弩（安田火災大手町ヒル7陵）
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議
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笥
業
産

子
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発行所
孫垂1二便物認「訂∫
1昭手IIう1《｝3月圭2日第

聞

業
産

力

原

﹁国際連携の強化を﹂

二円間︑東東・大手

原子力爾究開発にも焦点
義気蜜業研究国際協力機構︵1駕R駕︶の第十一園年次禽議が十竃〜十究闘の
町の経露運会館でひらかれた︒岡金議は叢要原子力先進国の鱈力漕脳が〜賞に金し︑こんこの研究開
発路線のあり方について藪見交換することを灘的に一九六九隼以来毎隼ひらかれているもの︒金識で
は調子力︑四四︑新エネルギーなど世界の電力購業がかかえる共還の闇願について活発な溺報交換が

える聞題も多くふくまれている﹂

とのべたあと﹁貯今のエネルギー
問題は程度の差こそあれ︑答閣共
通の問題であり︑エネルギー戦略
的な薗からも一致協力してこれに

あたることが必要だと強調︑こ

てはIEREを顯じ関係諸国が密

んこ技術開発をすすめるにあたっ

接な連絡をとって國際協力を強化

また︑R・﹂・ブリーン氏︵米

していくことを提唱した︒

国原子力安全解析センター︶は門躍

催は今園が笹圓窟︒F・L・カラ

このあと︑総台セッションで

園収試験を待つ動力炉・核螺料開

十一月からはじ護るウラン浸出

いうもの︒

から溶けたウランを圓収しょうと

入︑魍下襲︵月吉鉱床では十層︶

ウラン鉱にまで手をつけなくては

鉱が主流だが︑やがては低贔位の

げんざいは︑高昂位のウラン探

も不必璽で︑経蟄も安くすむ︒

これなら︑鉱石を掘り出すこと

発蟹業団中部探鉱顎務所の月吉鉱
床︒写翼は︑地下蕩三十耕の横坑
にすえつけられている漫出液圧入

月密鉱床をはじめとする東艘地

孔︒

域は︑わが国二大のウラン鉱床地

ならなくなる︒

は︑世界各地でのウラン探査とと

その田のために︑動燃劉業団

搦︒その＝一分の二︑約六千ジが︑

だが︑そのウランをふくむ昴位

東琴の七つの鉱床に賦存する︒

は低いQそのために開発されたの もに︑この圃収技術の研究に全力

地道な努力と忍耐を必要とする

をあげている︒

その技術のひとつが開花しょうと

ウラン探鉱︒八○無代とともに︑

ウランは︑酸やアルカリに溶け

が︑インプレス︒りーチング︒

やすい︒その性質を利用し︑ウラ

している︒

ン鉱厨の上から︑圧力︵月吉鉱床
では一平方襲撃あたり十〜三十謎
鰐︶をかけた酸やアルカリ液を注

十一月九日までの約＝遡間︑来︑

英︑仏︑西独︑イタリアの五か国

を二三︑各国の実懸調蛮にあた

同調査団のメンバーはつぎのと

る︒

おり︒

楢蛸鐙博︵電禦遡︶

▽団擬・今丼賢一︵一橋大教
授︶▽団蝿

た︒速続運転が可能なこの覆の装

りだすことに成功したと発罰し

て︑壬一撃万鹿のプラズマをつく

験装躍﹁ヘリオトロンE﹂を使っ

畏︶は十篇貰︑独自に閣発した実

究センター︵宇灘光治センター

察都大学ヘリオトロン核融台礒

京大ヘリオトロン

二百万度を達成

プラズマ温度千

田佑一︵通産欝︶︒

誠一︵閲蜷︶︑斎藤纏︵岡︶︑蝦

︵中電︶︑館内俊治︵岡︶︑擾殿

懸︶︑今成紘一︵岡︶︑坂上弘

﹁特定の筋力会社︑佐民に交付 持川蕉克︵固︶︑原ロ一幸︵粟
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の批判的な慰兇があいついだ︒

金をだすことは好ましくない扁と

﹁確率論的なリスク評緬の分野を 策︑淵叢などの顎絹を料金原佃に
おりこむかどうかが焦点︒昨無漏

力亡羊農の公正でかつ客観性の

月の蟷言振申間報告ではコスト都

行われ︑門こんにちでは躍力研究開発プロジェクトは匿大化しており︑さらに圏際運携をつよめてい
く必要がある﹂との意兇が相次いだ︒

炉の安全器をより正しく定蟹的に

また︑雲井部会撰も﹁異施する

的にとりくみたい扁とのべた︒

KW寝認炉の実二化をめざし本格 あるTM王薯故調賓が必要との観 よりいっそう開発することは原子

燭△口には︑原発に対象を畷粘し︑

点からセンターを設宿した﹂と説

IERE年次会議の繭本で の 麗
議への期待をのべた︒

原語におりこむことは競時点では

舞が流動的なことなどから門料金

明したあと原子力安全幌研究の現

響還するうえで役立ち︑京た安全

状について﹁原子炉の安全幌を落

性のシステマティックな改蕎に荷

象た︑岡氏はこんこの研究開発

・Aヘルマン欧州花齢遡△口腹表委

﹁日本の蹴気三業における技術関

員︑堀一郎藁醗醐社畏ら縫︑米︑

ー乗電力研究断理蜘翼︑M・E・
について門どれをとっても多額な

強奪程度の階限立法にすることな

発戦略﹂と題して調凝した堀氏は

どを検討すべきだ﹂との窺え方を

主的に正確にとらえることは究極

ていた︒しかし︑鰍力業界ではこ

的な翼翼だが︑げんざいの技術能

蒔期尚早扁とその漉入が兇送られ

究能力を要する大プロジェクトで

蟹用と相当な娚間および多様な研

方向をあきらかにした︒

こんこのわが醐の脱石油路線につ

益だろう﹂とこんこの安全評樋の

いて﹁げんざい贈力供給の五七％

英︑仏︑加︑伊︑爾独から代表が

まず海外の爽懸を調糞することに

入問題も焦点の一つとなった︒こ
の薪制慶については︑これまでの

なお︑海外調査醗は十八臼から

あきらかにした︒

の税制上の取扱い問題などについ

また︑今圃の会議では︑新交付

したもの︒

てこんこの検討の参拷にするため

て愈晃を交換︑こうした点につい

を嬰墨しており︑岡部会としても

うした蟹爾を原価にもりこむこと

海外調査課

あり︑

力をこえたことだ偏としながらも

的な代蕩エネルギー灼簗について

を派遣へ

瞬の電気襲業の範囲をこ

にたつする璽漉火力の慶事を二〇
％弱家でさげる必嚢がある扁との

鵬腐した︒

金議では ︑ ま ず 識 幾 の 山 旧 薩 平

いさつにたち﹁げんざい世界は未
は﹁璽戴事業がとりくむべき最大

浅︵扇広IE鳥E会議議幾︶があ冒標をあきらかにしたあと︑翼体

知の変化に薩面しており︑羅力会

￨野電力料金の実態調査で

金棚度による格差電気料金舗灘

このうち︑バックエンド・コス

ことで含酷しているが︑会議では

会合で﹁璽気料金問題ではない扁

た︒

のうち軽水炉の定漕化については

ト問題では原子力発電所の使用済

海外調査磁を派趣することをきめ

国際協力による新型BWRの認入料金制度部会︵部異母・平井窯出の鰍気料金値上げの報衝をうけた

み核燃料再処理︑廃捨物処分対

会議では︑まず今答の電力八社

していかなければならない︒こう

サイクルのバックエンド︒コスト

郎新二本製鉄構談役︶をひらいあと燃料鍵調整条贋問題︑核燃料

ギーの主役となる原願力はもとよ
蘭地城が︑北は海に面し︑繭から

と掴嫡している︒

今日的諜題として︑①人口の巻齢

開発︑研究施設︑また︑エネルギ

り︑海洋︑太礪など新エネルギー

京大が開発したヘリオトロンは

大が初めて︒

隠径四・単層のドーナツ状の翼空

交遜の整備では︑嶺薄地域の発

つけた装躍︒ことし

凛凛に︑らせん状のコイルを巻き

膿は︑察都︒大阪との時間距離を

ー供給地城にふさわしいエネルギ

は険しい山が迫っている東西にひ

⁝総命博物館の建設など︑興体的

ろがる地形であることから︑二

短縮することが生湧環擁︑塵業強

なビジョンを鮮明にしている︒

渉の整舖を孟にあげ︑その打開に

面鮒にひろがる大都会がスラム化

興体鮒には︑先進鮒電源立地地域

化の基礎として必要不整欠とし︑

化②産業に蔽結した土地利期③交

向けてビジョンをあげている︒

べ・この地域は・自然と調和した

の危険をはらんでいるのにくら

圏西鱈力の美浜︑大飯︑高浜︑

まず︑全国軍均より三％も高い

十五歳以上の人口比畢は一六・四

和七十五隼を推謝してみると︑六

いる﹂と︑その地形に生かした土

生活環境を守ることを可能にして

の整傭をはかっていくことと︑鉄

を推進していくなかで︑進路など

五月から箕験をくりかえしてき

①交通︑上・下水遵などの生酒環

ルに十八詩ガウスの強力磁覇を発

三十避万KWの電流を流し︑コイ

今園の成果では︑この装翻に約

た︒

境の整擶②無鷹地区のない医療旛

い地域社会づくりの施策として︑

月に完成︑

入口の老齢化では︑封鎖人口で昭
原子力発鰭駈が運転中の禰舛興嶺

曝氷原子力発鱈の敦蟹︑鋤力炉︒

﹇ふげん﹂など︑げんざい九塞の

爾地域︒こんごとも︑エネルギー

またビジョンは︑一一十一世紀に

一立方讐摺あたり一兆欄︑一・八

万の嶺繭地域︒

その将来展璽は⁝⁝︒

道網の整嚇をうたっている︒

設の充爽③人口の憎加に対応した

︑ザ秒保つことに成功したもの︒

﹁ゆとりある未来を﹂

向かって︑エネルギー開発の璽要

教蕾機関の発翼④老人に璽きがい

る・漸欄千否平方菌摺︑人口十五

性はますます高まるとして︑﹁す

︵有線テレビ︶による生酒燭報の

を与える施策の実施⑤CA肥V

金藁矢部知慰失氏

福弁粟原盤力平和利用協議会

生させ︑千二齎万度のプラズマを

でに毅躍されている各種の原子力

二帯五町一村︵敦海市︑小浜

計画
地利幣のあり方を逆にとらえ︑田

発躍所に加え︑こんこ︑石炭の輸

いる︒このため︑地城におけるエ

福井地区でモデル
％︵昭和五ナ年は一〇・九％︶に

る︒

園都市構想の必要性を説いてい

そして京た︑この地域が︑過去

逓簾憲
嶺繭地域の将来のあり方につい

域社会の活力の低下をもたらす﹂

なると掴摘︑﹁急激な老齢化は地

として︑これからも︑産業醐発や

活絹i一などをかかげている︒

て︑風土︑文化︑交通︑生活環

てきた福二繋嶺爾地域振興ビジョ

十寝装︑原子力発纒所の建設がつ

原産に入会
づき︑それが地域聞発のひとつの

田磁村︑腐浜町︑大飯町︶で構成

臆源立地などの振翼策をすすめ︑

帯︑三方町︑美浜町︑上中町︑名
齊壮蕉鵬が平家ってくるゆたかな

とともに︑この継穂を︑エネルギ

ン演謝委員会︵婁雪催・伊藤響市

ンとして滋冒を暖めそうだ︒

予九一四

〇七七〇二一二⊥二九八一

︵有︶研膨社内

躍謡

敦袈甫津内町一一四−一五

ネルギー関鍵産業の振興をはかる
民孝女子大学教授︶はこのほど︑

を灘議する﹂と規定︑代薔エネル

ョンの拠点として位羅づける施策 は・﹁地方の聴代﹂のモデルプラ

ーに関する研究・インフォメーシ

短所
柱になっていることふまえ︑こん

される嶺繭地塁の振興ビジョン
地城社会が鑑進されなければなら

ジづくりを覇めていくことが必要

そのモデルプランをとり家とめ発

また︑土地の精農利用では・嶺

ごとも︑エネルギ⁝都市のイメー

入塾地としての役翻が期待されて
境︑薩業などについて検酎を行っ

供給地域として︑歩もうとしてい

そして︑生きがいのある倥みよ

核燃料開発禦業騒の新型転換炉

めざして﹂一︒

﹁ゆとりと活力に満ちた夫来を

躍◇
で︑
万O
度S
をみ
超え
ヤO◇◇垂9S今＄ム9＄φ◇◇ムハV◇◇蕗q7SO◇◇直0サ◇◇直直MuSウ80◇0φSO◇◇▲98◇εφ80S△9S轟▼90血ハUu
0一
φ千言
qたのは︑京

題産雀は八β︑電気覇業審議会

したなかで︑瀬瀬︑世界の鷺力
を計醐しており︑さらに高速増殖

た︒

の課題は原子力だ﹂と強調︑門こ

ることは葬常に愈亡ぶかい﹂と会

首脳が一霊に会し︑燭報交換でき
炉についても一九九〇隼代に蕩万

社もこうして慧変ずる状況に対応

Eラン回収へGO・「
一・

ないと分析している︒

それによると︑まず地上のもつ

冗◎

意
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表した︒

放射線僅榮に従燃する入が作業衣のポケットに入れて作業ができるよう、特に
小形軽羅に設計したポケットサイズのGMサーベイメータです。二九範囲は○
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働
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（第三種郵便物置珈

三

子
昭和55年置○幽霊6目

鴎Sシリーズ

シンチレーションサーベイメータ
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産

力

このような多種管守な廃棄物法
つがえすには︑大統領による立地

ベル廃棄物の処分は︑燗々の州の

一︑非国防濡動で発生した低レ

二人の作業員は︑ハンフォード二

のペギー・ベネット氏によれば・

るロックウェル・ハンフォ！ド社

一︑州は︑この低レベル廃棄物

染された︒げんざい︑さらに詳細

磯際である︒

処分の纐任を履行するための地域

に対する蟹成決議が必要である︒

一︑国家放射性廃棄物論理翫画

協定を締結する︒協定に加盟して

いては︑除染したあと︑賑常の業

演査を受けている︒他の六人につ

命令と上下両院による大統領命令

の策定にあたっては︑多数のサイ

いる州は︑非加鰻捌で発生する廃

案の審議が難航するなかで︑州計

トの調蛮・比較に墓づき︑技術的

棄物に対しては処分の磯任を負わ

画欝議会が︑廃棄物蟹理の基本原

に振守的な方法で︑段階朗に︑永

無視しうる程慶

まで除

であるため︑げんざい︑窮故習園

十〜十玉緒の小片で︑普通不燃性

発火したプルトニウム酸化物は

務に復帰している︒

汚染は

陣保健センターに収容され︑皮囎

一︑聞レベル廃薄物の処分に関

久処分鵬を開発することを強調す

でには公開審査に持ち込みたい態

行っている︒

NRC︑二名の

新局長を任命

米原子力規舗婁員会︵NKC︶

は︑このほど︑ウィリアム・3・

ダークス氏を運欝総局擬に︑ジョ

ン・G・デービス氏を核物質安全

の擾で︑NRCの運営・行政悪動

運営総局長は︑NRCスタッフ

向だ︒遺愛PWRの麗工期田葦葺勘注局長に任命した︒
は︑公聴会の時期と墜落によって

行われなければ

十

取扱いや核燃料サイクル施設の建

物質安全保隔描一周は︑核物賢の

オプションの策定などを行う︒核

C委員会の響照に付すための欧策

PWR建設に対する蟷広い公衆のを指添あるいは調整したり︑N洩

変動しうるものとみられている︒

分かつ唐天的に

支持を得るため︑公開審査は

ならないとハウェル・エネルギー

る一周描躍を行う︒

ータ：ジュや核物質の盗難に対す

廃翼物管理︑原子力施設でのサポ

では︑PW汽の経済性︑安金性︑ 設︒運転に対する欝認阿と規制︑

相が議会筈弁しており︑公開審萱

原子力の必要性︑原子力産業の維
持︑立地環境悶題などがとりあげ
られる翼込みだ︒

PWR発電所のサイト選定にと なお︑NRC委員擬と運欝総周
長の役割強化を隠捲したN鼠C改
もない・全国レベルでは﹁地球の

ンの開始を計薩しており・地方レ

西独・グロナウ

造工場が完成

遠心分離機製

びとなった︒

友﹂︵FO冠︶が皮対キャンペー 組計画は十月一一から施行のはこ

ベルでは︑数十のグループが﹁イ
ースト︒アングリアン連盟漏を結
成した︒

プルトニウム

西ドイツのウェストファリア州

グロナウで︑九月二十四田︑マン

原子力関係営業種目

則として発表した検討糖漿は︑次

する慧恵決定は︑遡邦と州および

・

インディアン樋族の間のパートナ

夢一−

くに②︑③に対して産業界は断圃

のとおり︒

反紺の立場をとっている︒

ない︒

州計画審議会は︑ことし二月︑

べきである︒

プロセス﹂を選じて行う︒

一︑すべての商業︑実誼︑試験

ーシップに纂つく﹁協識と二心の

上院では︑このほか政冊閥題後

下会からも法案が提撮されてい

カーター大統領の命令によって設

会︵NRC︶の許認司の黙思とな露された諮問機関で︑主知聯︑州

用永久処分場は︑原子力規制委員

の範囲は︑永久処分堀に関するす

一︑﹁協議と食葱のプロセス﹂

一方︑下院では︑科学技術委員

る︒

ィアン種族の代表︑運試隔壁のエ

フランスが購入するオ⁝ストラ

期開催︵第一圓は来奪三月︑パ

酸化物が発火

蕃藪

盤ミ

曝顧鳴

社阪京
本大東

工本支

場門店

（03）54！一219i

年内 成 立 は 望 み 薄
は七豊二十日に上院本会議を遡過したが

一︑高レベル廃語物籔理のため

リア︒ウラン︵九〇黛までに一

不拡散コントロ

リで︶されるが︑そこで濃縮命

米ハンフォード研究所

G︶歓の遠心分離機製造エ堀の落

・ウラニット・グロナウ︵MU

成武が行われた︒

ヤ・

齢

TEL

米国の今後の放射性廃棄物管理政策を決める麗藁物法環の山隠が難航したまま︑米国の議会は︑十

廃棄物法案
る︒

?議翻N地方議会議員︑インデ を調べるため講演興が現地横証を

べての問題や行為を含めた成文協
定に明鑑する︒

会と内務・煽しょ問題婁興会が提
出した二つの法案が籍相中︒科学

ネルギー獲宮︑運輔長窟︑内務長

一︑処分場の立地に反黙すると

用を受ける︒

官︑腿境保護庁長麟の計十八名か
宗家環境政策法︵NEPA︶の適

の霊褻な逼邦政府の活動はすべて

技術委員金の法黙は︑すでに周委
の州の愈志が︑相胃に満尾する方

クル評価︶後の1恐らく簸大の

万ナ︶を悪弊隠的に使わず︑再

ールの強化﹂の

婦紮業も討議されることはまず

来ワシントン州のリッチランド

グロナウでつくられる遠心分離

にあるハンフォード研究斬で︑十
月蟹田午後一晴一⁝十分︑二人の作

ざい媛設申のウラン萎縮工場︵千

機は︑オランダのアルメロでげん

ジSWU／鋸︶に搬入される予

業員が︑プルトニウム酸化物の梱

とつぜん発火する珊故が起きた︒

包作業をしているとき︑周物質が

ことし二月にサイトを渓定し︑織

定︒そのこは︑ウレンコFRGが

ソ

524−8059
523−6862
TEX 252−2334

（06）345−626！

TεX

（06）488一一2501

月鷹日から総選攣︵十一月騰日︶後までの休会に入った︒げんざい議会では三つの廃棄物法薬が審議
中で︑このうち上院エネルギー識量会提出の

下院では事つかずの状況だ︒残り四つの廃簗物法粟も︑ほとんどがまだ婁璽以レベルの審議が繊続
生︒ことし中に︑統一しだ廃棄物法案が成立することは望み薄であるが︑消慰筋によれば︑来卑には

法で解淡できない脇命︑これをく

らなっている︒

レベル処分場サイトニか斬を選定

処
以
呼
マ︒

一焦点は︑濃縮の国際洪給体制

るということらしい︒当面両国

側愈条項をフランスが受け入れ

意図が報じられ

確かだろう︒協驚はそのための

参加によるh核 闇に資源婁員会が設融され︑定

ている︒この報

地ならしと兇るのが本当かも知
濃縮噸独鷹業へのけん制球のに

オーストラリアは國下総選挙

れない︒

道霞体︑田本の

いう︑無憂のつまずきがあっ

おいがするが︑第三世界からも

のさなかで︑野党の労働党は

N臼C改組︑十月から爽施

ポレーション︵NNC︶にPWR
の設謙・製造の発注内示賜を出し

づけられることになった︒

岡発電所を運転する中央発電庁

国

帰
ラ

が︑爾立できるという大筋の薫

わぱ爾極端といってよい立鵬だ

WR発雌所はサイズウェルBと犠

戻るものかどうか︒

た来国らしいやり方だが︑かな

と各国のシェアがどう團まるか

INFC猛︵国際核燃料サイ
製に達したという︒報通では︑

なったとして︑はたして顧客が

襲

ナショナル︒ニュークリア︒コi 設凹溜串講を出し︑八二年半ばま

ており︑一九八一年一月には︑建

初のPWR立地 ︵CEGB︶は︑ことし四月に︑

サイズウェルに

を通過しており︑八一璋までに高

し︑八六庫までに照十体の高レベ
ル廃蠣物キャユスタを受け入れら

るとしている︒この法案の闘的

イギリス

英国で建設される酸初のPW8
発電所の立地点が︑岡国粟部のサ

の安金な処分技術が存在すること

は︑来国で初めて高レベル廃置物

を実証する点にある︒同法藥は︑

フォーク州サイズウェルに間まっ

イヤー・エアロスペースの三祉

た︒今のところ上院で復活のニ

参加させて﹁鷲別﹂の舞難をや

り疲した﹂と︑仏・藻協定を罪

このため︑二人の作業興と援助に

機を生産する︒

グロナウ濃縮工場商けの還心分離

紐からの建設開始を謝醸している

かけつけた六人が︑軽く汚染し
た︒

覇故はプルトニウム処理潴工施
設で起きた︒岡旛設を運転してい

いています。

確実に成立する見込みだ︒折しも︑放射性廃棄物管理に関する門出謝画意識会﹂︵委贋長目R・リレ

物の麟一匹薗貯蔵③地脳処分場の

界も強力に後押ししている︒

実証⁝一の三本柱からなり︑産叢

また︑実証処分場は鉾認可をうけ

これに対し︑上院雪塊委員会提
出の毒婦は︑①国防麗薫物施設に

︵サイズウェルA一および二︶が

力二十九万KWのガス冷却炉二纂

げんざいサイズウェルには︑田

た︒

一部修正案という形をとってお

議蟹握出の原子力蟹理総含法案の

DOEは一定贈曝までに蕩レベル 乾霧要否盆の法案は︑ユダール

対する監視権限をNRCに付与②る必需はないとしている︒

し︑それが渠たされない場舎︑N

廃棄物処分場を麗設ずるものと

RCは原子力発難醐の許認朗を行 り︑二品⁝州の関係︑DOEやN 一九六六璋から運転しており︑併

約段階では契約暫を二社にしぼ

る︒

えない③購実上のAFR跡藏の禁RCの朽動の鰻終期阪を設けてい 設される毘力百万KWクラスのP
止IIを主な内容としており︑と

が製作する︒現在︑オークリッ

ュースはなく︑博くも計繭の一

わらげようなどと︑うっとおし

︵K・K︶

（下記装置の計遜、設計、製作、据付）

これは、木村化工機のすぐれた入材、高度な技術、
創造性の開発努力によるものと確信しています。そ
してこの実績はあらゆる原子カプラントに御利用戴

ー・サウスカロライナ彊知購︶が九月十八臼︑﹁窩レベル廃棄物の蟹理は︑達邦︑州︑インディアン

由だ︒さらに︑議会に提出されて

外︵AFR︶零歳②高レベル廃棄れるように実親処分堀を開設させ

種族の聞の協議と△口葱のプロセスに墓ついて行う﹂などとした検討結果を発表︑今後の議会審議に少
なからぬ影響を与えるものとみられている︒

注目される

州計画審議会報告
いる五つの法鐸の中味がかけ離れ

なければならないことも大選な理

引いている理由として︑かつての

ていることも︑一つの統一法案作

議金で の 廃 簗 物 法 興 の 慕 議 が 畏

以来︑原 子 力 関 係 法 案 を 取 扱 う 委

上下繭院禽 岡 原 子 力 委 凝 会 の 解 敬

を瀬過した上院エネルギー駅員

ことし七月蕊牽臼に上院本玉議

りを困難にしている︒

の捲轟力の欠如が指摘されてい

は︑①使用済み桝料の原子炉敷地

会提出の法案︵S⊥一一八九︶

ラになっ た こ と や ︑ カ ー タ ー 政 権

員会の数が堰え立法権隈がバラバ

る︒ことしが総選滋の鋸であるた

七重年に圏標とされた﹁八六

のに︑※圃の論策は二転︑

ジの実凄気設向けに各挫猟＋台

い検甜が行われているようだ︒

﹁政府がセーフガーズ政策を売

の遅れはマーケティングに金力

献遅れがいわれ出している︒こ

担えるか核燃料供給保証の重責

︵謝画︶にも向いており︑米国

はオーストラリアの愈弁理業

にある︒DOEや来圏務省の図処理などへの餌らかの形の撃前

できない︒

院で一億七千万が濁減されると

は︑当初要求三鱒二千万がが下

八一年痩侍郷黙の議会制議で

りの強行臼程であることも盃定

メーカーの育旗と競争をかね

葎に八千八萱鏑SWU﹂は︑そる方針だ︒
の四分の一規模がやっと八八駕
に完成の覧こみと︑大越に遅れ
た︒逮心分離法ははじめての工
叢化であり︑謝画が予定どおり
進むかどうか楽観できない︒

かんじんの遠心分離機は︑ボ

も進んだ技術偏で︑簾農の契約

︑／

め︑短期閣 に 多 数 の 法 鍵 を 処 理 し

鯉︑多
※麟オハイオ州のポーツマス

ーイング︑ギャレット︑グッド

︵三国︶にとら

れた顯客をとり
返そうというの

が︑DOEの戦
賂闘標である︒

した︒七六確にはアラバマ民営

つつを製作中で︑そのあと八聖

ご転

工場法案︵ガス拡散法︶が議会

駕までに各社七こ入つつを第一

ここまで来る

マス工一場拡彊計画︵ガス拡散

で哲決され︑その代案のポーツ

で敢簗が一変するむずかしさが

難している︒選挙の結果いかん

なるまい︒

あるが︑臼本の離応も遅れては

れた仏・襲原子力協竃も引物さ

いが︑来園からの纈客ばなれは

れる︒この両国はセーフガーズ

を挙げているDOEにとって痛 その関連で︑さいきん調印さ

来国の核不拡散政策に根ざした

︵保障描麗︶政策に関してはい

未来に躍進する ・鴫孟野！

原子力機器への実績は高く評価されています。

蕊開

T∈X

TEL

TE：L

兵庫県尼崎帝杭瀬字上島1の

⑭原子炉関係各種機器、装置
⑭核燃料施設の諸装置
㈱核燃料取扱、交換、輸送装置
⑭放射性廃棄物処理及固化装置

木村化工機

，−■■一

もの︒いくらか条件が魅力的に

ーク用

｝」曙躍

波紋よぶ米の巨大濃縮工場

条件と魅力的な価格を示し︑ユ

では︑巨大なガス遼心分離濃縮

はじまっている︒満工したのは
全八工難中の第一工場で︑獲さ
二首十層︑幅颪二十綴︑蕩さ二
十八綴の鉄脅がすでに建ち上っ
ている︒

米閣エネルギー憲︵DOE︶
は︑この工禦建設に※国の﹁供

給保陣政策漏の成西をかけて
いる◎総建設賢は実に五 十 五

工場を一九八四隼︑第二工場を

藩が︵約一兆二千億円︶︑第一

八八年に完成し︑全八工場の完

スト・プラス︒手数料方式で︑

工場へ納入する︒ここまではコ
転して鍛力学饗の

三社の製作体制の整備に約〜億

ストップ︒

法︶も︑カーター政権の登場で

八 千 八 穏 ナ S W U ︵ 分 離作講単
少ない運心分離法の裸用が決ま

がを投じ︑その後の画定働格契

成は九三隼ごろQその傘能力は

りポーツマスへ併設となったが
位︑黛︶に達する︒﹁世界の鍛

ρ
o
ロ／ト／

「蒙
（125）

工場︵GCEP︶の建設工箏ー
がロディフ︵仏︶︑ウレンコ

「

サイスウェル
サフオ

昭和55年10月16日
二

業
子
原
（第蕊樋郵便物認司）

第1050弩
（3）

概

埠

砕

よ議触⇔
弥

残

弥

防

蜘

讐で発電所発注キ∀ンセルの件数

⁝ 樋

も多く︑工業国の請托を再認識

聾

﹁われわれの世界のためのエネルギー㎏を棊譜テーマに︑第十〜回描界エネルギー黒革ぽ九

ると見込んでいるが︑最近︑来聴

月八三から五環間︑西ドイツのミコンヘンで開かれた︒エネルギーと騒騒・社会の関係に艦点

フランスは︑強力な国球政策に

する必要がある︒

い︒したがって︑篠繍輸入消駿圏

る︒

話耀／田に減少させることができ

①軍均経済成擬率を三・一

であると指摘していた︒

％／

ネルギー禦蒲が非産醐開発途ヒ

た︒会議の主な結黒の中には︑エ

れほど悪化させるか︑そして︑そ

国におよぼす衝迫の潔く即を上面ど

に応じ︑これをうまく処理するこ
とができなくなるだろう︒またエ

くるだろう︒冬商礎銀行は︑状況

ネルギー供給対策に対し︑過宏問

のためには︑開発途七国は従来以

いで︑ガスの盗産騒も滅少してい

エネルギー露要は︑ます謹す堰撫

上に助けを必要としていることの

くと考えなければならない︒一方

すると予騨され︑非塵油の關発途

題となった隔霧は︑発電所建設に

苫葺認識が念まれている︒したが

点し︑櫛端に憶い試験段階があっ
たことや︑環魔規制︑制度上の制

が︑人口製出の増加にともなっ

約および政治変動問題である︒

上国においては︑エネルギー需要

て︑二〇二〇隼までに約置傍︵酉

いろいろな分野における圏際協

ンドで開催されるかもしれないと

議は一九八烹奪︑開発途士国のイ

って︑第十二回蹴界エネルギー金
四十億ナ︶に︑また︑工業国にお

力は︑過去に比して︑一縛︑緊密

いては約工侶︵雌蕊十六億︐ゾ︶に

増蒲するだろう︒しかも開途途ヒ

させる必要のあることを指摘して

も︑畢期解決が必要として︑語題

で︑各エネルギー聾唖家達により

乱国からは︑原子力踊係の費任

L．原子力発電所を始めとする、原イ力関係伯業㌧1川1のために開発された議ゴム丁袋です。
2 全品完全検査によって朽染事故の原囚となるピンホールは全くありません。
3．GLOV￡Sがぼの全体に良くフィノトするため作業i 1が」旨ilに良くまた駆れた材致のため
長塒問の御三絹に翻えますQ

」1S−Z4810（放射牲汚染防護用コム手袋）規定余輩合格品

︿西側工業圃代表・1露Aエグ ると副えている︒
ゼクティブ︒ディレクター﹀

は済経成畏率の二分の一程慶と兜

駕と冤込む②エネルギー成欝欝命

は︑石翻簿杓政策を確実に実施す

エネルギー問題は今世紹の終わ

込む③王EAの石炭生産騒は九〇

予測をしないかぎり︑嶺鉱︑︑四韻

であろうことを全世界が認識しな

りに璽大な経済問題を引き起こす

る︒

一︑産曲困は新規繊田開発と油

はえられない︒

本食議においては︑薫いにあい

田再生技術により︑石癌資源の増

三億に兇込む④原子力エネルギー

無代では二倍︑二〇〇〇三代では

轟実主物と賢明さをもって︑協議

ければならない︒工業礪は石油

巽なる状況に窟補している入類が

支配の経済から経済機構をどんど

大化に努力する︒

︿荘帯下代表・OPECセクレ 一︑エネルギー不離の開発途上

・横討しなければならない︒

は着爽に減少していくものと推測

ベル維持とするなど︒

Aの石油とガスの生産腿は環状レ

OQ出代では五倍に麗込む⑤1聡

は︑九〇琿代では二・五悩・一一Q

がともに財政約︑技術的援助を強

とエネルギー撮存にかかわる一層

している︒代鞍エネルギーの澱加

国に灼し︑OP蹴Cおよび工業国ん変えつつあるので︑輸入石癌羅

う努力する︒

化し︑彼らの嘱難を克服できるよ

木会議でのエネルギー検討は︑

タリー︒ジェネラル﹀

としているが︑むしろ一九八○隼

連エネルギー大貫︶は︑原子力エ

の努力が必要であり︑IEA諸國 そのほか︑計画経済国代表︵ソ

わりあい擾期的な無策を求めよう

は次の条件によって︑一九九〇年

二十〜三十奪の間におけるエネル

ネルギーは石炭とともに︑こんご

て代替エネルギー源を開発

P鷺Cはとりくんでいる︒国際社 し︑エネルギー供給する︒

代朗半における危機性についてO

四頁面輔／磁から二千万摺／臼

代には︑輸入石蔵羅を今田の二千

もとづいて原子力の推進を團って

期的視野にもとつく政策として開

なエネルギー源

へ︑また二〇〇〇奪代には千七穿 ギー供給に対し︑鹸も距麗なもの

以上の政策をタイムリーに実施

きており︑一九七五奪から八五鎌

中部編力剛社長に︑金環の内容を紹介していただいた︒

発を進めている︒

代弩石油のかなめ

まく移行するための重要な鍵であ

することが︑代薔エネルギーにう

である︒

一︑産前圏の石漉資源は二物が

会は次のことを阜急に実施すべき

みえ︑生腫塒大化は期籍できな

〇％から五〇％に増加させようと
している︒これは︑標雌化した原

の間に︑原子力による発懸騒を一

子炉と燃料サイクル設鯖の建設に

い︒一九八○庫六月︑ベニスでの

進鵬家が︑すでに共通戦略に関

対するフランスの努力縮果による

先進田帯筋会議で︑七つの窯な先

し︑禽際している︒しかしな↑が

とくにシュミット氏は︑次のよ

ら非産湘開発途上鰯に離して︑

びかけたことは耀うまでもない︒

門いまからちょうど五十郊前に

人々に対し︑エネルギー供給闇題
麗油国は︑巖近︑急激な憂欝の

うに強調している︒

撹界動力金議︵盤弊エネルギー会

うなるのか︒本説議に活躍する

ものである︒高速贈嫡炉もまだ長
OPECの鷺任は︑いったいど

エネルギーの分配と傍用

に関する全人類の共通瀬任という

シュミット首相が炭説

で行われた︒そのときのテーマは

議の離身︶が︑ドイツのベルリン

類の共通責任
第十一 圃 世 界 エ ネ ル ギ ー 会 議 は

闇︑函独のミュンヘンで開かれた︒

うことであり︑金轡で封譲された
燈上げによって︑過讃五十犀聞鑑

とい

開会式には五千人以上が毘席︑

い︒扁

ものを︑とくに認識してもらいた

本張議は︑四つのテクニカル︒

のは︑エネルギー供絵の経箇的︑

離してきた世界経済進腿のメカニ

技術的問題だった︒今田の討議対

セッション︑七つのパネル認諾お

には六千〜七千人とも推定され
ズムを危機にさらした︒この状態

子孫によりよい生酒を

シュミット氏は︑醗近ババリア

会議中に も 参 獺 巻 は 増 え ︑ 醸 終 的

かりでなく︑繕来における人難へ

象は︑人聞生恥の星本約なものば

の獅大な影響についてである︒こ

る︒この状況をみて︑本会議に対

れらの問題は︑技術︑経済︑社

する世界中の関心度が非常に筒い

と判断さ れ る と と も に ︑ 西 独 の シ

最後に︑会議金体を通しての笠

子力丸係状況であるが︑全撹界を

ークレッ ト ・ キ ャ ピ タ ル と か メ ト

なものでなければならないこと

報じられていた︒

国は︑主として液体燃料を要求す

贈象にしては︑あまりにも兜遣蕩

会︑環境︑圏際協力のほかに︑わ

はいうまでもない︒薩抽鰯︑先隣

ルギー問題に関し︑共瀬理解を持

工藁圏および開発途上圏がエネ

楢対的に低調であったと感じてい

度技術となるのか︑協議の中では

ロポリス・ウィズ・ハートとかい

るので︑τ業国への石油供給は︑
しだいに減少していくと考えなけ

って︑一体とならなければならな

れわれ縣来のためにもつべきモラ

ればならない︒

い︒また畷境問懸についても︑特

われているミュンヘンでの会議で

それでは︑代鮎として︑何が適

できる国は強力にこれを推進し︑

る︒しかしながら︑原子力推進の

今こそ求められる共通哲学

用できるかであるが︑石炭はすぐ

兵器製造制限と岡様に︑相薩に国

に空気汚染の問題については︑核

ルと道徳灘任をも禽わせて︑金体

その答えにはなる︒しかしながら

的に蕎えなければならない偏

開発と環擁に係る問題のあること

あるため︑参加者に一階の魅力を

表というかたちに分類されて︑実

よび七つのワーキンググループ発

正

﹁ここ数回來のドラスティック

では︑いつどこで︑生産者側と消

ある︒原子力エネルギーは︑ごく

子力技術に関する協議は全／・とり

にとり上げられたが︑その他の原

理問題および廃棄物獲期貯蔵間題

いるQなお︑使用済み燃料の再処

して行うという力強いアピールを

ある︒

テクニカル・セリションでは世

施された︒

田

な石油の値上りは︑先進潤と非魔

蟄蓄側との間で争いが鑑じないと

吉

謬加は七十八か国︑約五十期

照応梱のシュトラウス氏と次期

もかぎらない︒産謹国に対し︑

中部躍力副鬼心

体︒わが図からはわれわれの団の

首相畢いを行ったが︑この雨漏も
あってか︑非常に力強い屍解が添

ミュンヘン会議は︑世界各国へ

高濾憎悪炉の開発も横桜鱒に推進

きな打繋を与えた︒このような

されて︑印象的だった︒

南国のエネルギー儒要聞題のみ解

のエネルギー供給をみんなで保謳
課題である︒再艦エネルギー源と

◇
界観麟より現出された璽ハ十六レ

原子力の多勢醜利用が今後の主な

しては︑ソ1ラエネルギーがしだ 持って閉会された︒五日間の会議

三国や一グル1プ国のみならず︑

上げられなかった︒

エネルギーと社会耀境の四つの分

◇
イヤ

ギーと理会︑エネルギーと贋境︑

ポートがエネルギ1供給︑エネル 決しえたが︑一般搾民の承認とか

︵﹁火遊びするな﹂の愈味

と霧いたい︒

のほかにいろいろと解釈できる︶

ドント・プレイ・ウィズ・ファ

て︑のりこえていかねばならな

薯態をすべての鰯が力を囲わせて

源の開発について努力すべきこと

が行われ︑今後︑各樋エネルギー

＝一＝需一＝＝嵩営篇＝幽＝瓢；＝＝二＝＝一＝謄＝＝＝＝＝＝＝＝鮒＝＝冊冊＝＝＝一榊＝闇＝凹＝一︻

ともに途上国へ

開発途上國は︑石蔽領上げによ

いに増加しつつあるが︑比較的低

って︑とくに打繋を受けた︒人篇 野に分類され︑それぞれをベース

温領域にのみ用いられている︒他

の努力はたりない︒襲撃経債はさ

を糖論づけたが︑現状濠だまだそ

では︑テクニカル・セッションで

に各講題が協議され︑パネル謡講

は小国原子力政策の混迷が原爾で

轡は一人も登壇しなかった︒これ

は今︑経済危機に立ち向うことが

助奏全体のために︑唾要な解決と

増加と低賃金により︑これらの国

なるよう︑縄広い問題について協

けることのできない購態となって

八田午後︑世界で最も異った暴

エネルギーとかバイオマスなどが

の代慧エネルギー源として︑地熱

にしてもわが園の場台は代替材と

あったかは︑定かでない︒いずれ

に墨体的な認議が行われた︒また

議されたが︑残念ながらその結漿

の各種トピックスについて︑さら

籍乗地城では竈要なものと心えら

できない珊態となってきている︒

ワーキンググループ驚表では︑イ

しかしながら開発に投籔する技術

工簗国︑OPE◎ らに深刻化し︑いよいよ単機を避

の配慮を訴える

境を越えた協力が羅罪とも必要で

抽開発途上国に薄し︑非常に大

た︒

今回の 象 議 の テ ー マ は ﹁ わ れ わ
れ世界のためのエネルギー﹂で︑

ただ単なるエネルギー供給の技術
的︑経済 的 問 題 の み な ら ず ︑ 碗 在
の世界的エネルギー危機精勢の中
で︑将來エネルギーの供絵︑消費

保蒋に関 す る 展 盟 を ︑ 社 会 お よ び

︒協議し︑罠期的展望に立った施

畷境への 影 響 を も 十 分 含 め て 検 討

開発塗上国および計画経済國から

騰つまりOPEC︑西側工業国︑きている︒
まず工業國は︑エネルギーの

とするものであり︑本会議に兜だ

策を国際 協 力 の も と に 樹 立 し ょ う

や資本を必要とするなら︑われわ

いことから︑フランスと岡様に強

なる石炭も輸入しなければならな

として明白な方策は何一つ打ち出

力な国選政策にもとづいて︑原チ

れるが︑毯界的にはなかなかなり

る︒しかしながら本会議から将来

スタンブール会議以降検討された

いろいろな可鮨性を検討評価し

われわれがなすべきこと︑つまり

ことが︑最も璽要なことであるこ

カエネルギーの一嚇の推進を計る

れがとりきめたルールを守って︑
努力したか︒石艇ガス化は良策と

一犠ずつ︑エネルギー分野にかか 保存と代替關発についてどれほど
わる代表者が出席︑これにフラン

ポートが提出された︒

ち︑世界 各 国 か ら 百 六 十 六 篇 の リ

た結果︑端的にいえることは︑

の言藁によると﹁われわれ子孫に

ものは︑結局エネルギーをセーブ

﹁簸も購要なエネルギー源という 本会議パーティングプレジデント

せなかったと地元新刻は報じてい

エネルギー会議漏壷員擾他により

得ない︒

考えるが︑やはり将来の主たる代

十二闘の総括セッションで︑要点

諸襲項が︑各瀞門鑑達により発表
暫エネルギーは漂子力である︒原

謝硬経済醐は︑エネルギー問題

これにもとつく対話により︑相盈
スより議擾が加わってそれぞれの

子力を開発できる国がこの努力を

の揺来政策がどうなっているのか

され︑岡鯖に討議された︒

プ欝欝⁝グが行われた︒比較的濤

せず︑石炭のみに依存するならば

憐頼の騨囲気をつくりあげること
着いた騨囲気で各見解が述べられ

石漉危機は解決できず︑ますます

である︒

とは︑今さらいうまでもないこと

一一葛間の協議粘果は︑新﹁世騨

頭独大統領出鷹のもとに闘会式が

たが︑潮懸イスタンブール会議で

保証する﹂ことであり︑これを今

より良き生盾とより安全な絡来を

が︑本質的に必要である︒

行われた︒畜楽演奏と混舜コーラ

の内容に比して︑より異体鮒だっ

いうことである︒将来︑エネルギ

々の統一融解や鬼解が生み拙され

後のガノドラインとすることで種

し︑保移させることしかない﹂と

て︑資金を供給する問題が璽じて

ー関遡の大型プロジェクトに対し

がとりまとめられた︒これらの概

九〇鉦代から以降は︑石油二藍

略は次のような内容である︒

いずれにせよ︑世界的繊度で将来

鱗は繍少し︑またその後石癌に無

われわれにはよくわからない︒東
側と西側の協力度舎によって︑こ
〜九 八 五 鰯 に は ︑ O E C D 譜 国

深刻になる︒

ヘン箭長︑ババリア州薗帽︑シュ

八田午 荊 ︑ オ リ ン ピ ア ホ ー ル で

を讃もがよく認識しているはずで

ほかに二國体︑約八十名が出直し

囲えたものと憩われる︒

節約が最も重要

九月八呂から十二晒までの五臼

モ不供給は︑人

察園國憂蕾網正

会護に参加︑あわせて欧州各国の原子力旛設を視察・調糞してきた原芹派逃の鴉欧州原子力視

をあてたこの会議には七十八か国︑約六千人が参加︑瞬発な識講が展開された︒今回は︑この

藁鯛程塁棄

三

力

原

@
@

における原子力エネルギi生薩蟹 の回答も左右されると思われる︒

篶

85

躍レ

が石磁輔入騒の約四分の一に謹す

8

目謹㌃、

スの後︑本会議議長を籾めミュン

︿議畏・仏原子力麗麗窟﹀

た︒

イスタンブール会議では︑二〇

それぞれが︑舞舞エネルギーの

ミット遡邦瀞桐の挨拶があった︒

二〇矩までのエネルギー原兇凹し

75

ア

必璽性を強調し︑その供絵と保存

7

罵

ドヘレ

@
ロ ご
ボほ

職略に関し︑世界的協調を強く呼

高議254−1341（大代表）

》襲厚さは手の平の厚さをいう。

三興化学工業株式会社

製造元
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《種類

一

GL◎V置S

P陵◎「rEX

N置W

概

（4）

第四050号
（第三麺郵便物認可）

新

業
産

子
昭和55年雪O月16日

三

力

資源エネ
ルギー庁

年内にも妻帯入りか
長かった苦悩にピリオド

等については︑それぞれの許容値

盛業阿ではこれと平行させ︑今回

繕で遮蔽改膨工池中であり︑原船
ルの発直し︑作簗の効率諸等︑格

原船覇臨画では︑工璽スケジュー

斌に上昇︑そのこも毎年のように

が︑五牽一奪一月には六十・九五

つみ蟹ねていたが︑このほど竹中

筋建設の凶行円理等の面で経験を

染色慶避探懸剤

敷かれた︒

段の努力をして工購期限は守ると

一詩鰯sWU一撃欝だつたもの同社では︑これまで原子力編霞

している︒

しかし︑発電コストに占める濃

《スーパーチエノク》

求騒契約が昭和四十∴ハ年十・一月に

原船聯藁鰯が申合した主な変更

ャーで轟浜原子力発餓所三︑四簿

工務店などとジョイント・ベンチ

串講の補膨を契施したい謂え︒

憾上げされ︑ことしも二月に百十

じめとするエネルギー部門をいっ

ったため︑これを機に原子力をは

機の建塵工撃を撮当することにな

・七覧メに引き上げられたばか

大台にのることになった︒これは

約︑痩期確定羅契納とも颪十がの

り︒今回の値上げにより要求騰契

濃縮ウラン料金

力発電所蟹故の教舗をとりいれた

米◎0駕

の値上げ通告

点は︑昨確三月の米殴TMI原子
ものとなっている︒これは﹁む

に対し余裕があり︑SGの惟能は つ﹂の原子炉が舶幣蝉であり発纒

着剤を国産化

放射性よう素吸

発鱈所と同じPWR型であることげへ一1米國エネルギ⁝欝︵DODOEの濃縮サービスがコマーシそう強化することになったもの︒
ャルでなく︑樋格改定にコスト

炉ではないものの︑TMI原子力 濃縮ウラン役務料金さらに籔上
E︶は要求脳契約方式による濃縮

十分確保された②調整還転後︑s

による︒

主磯を採用しているため︒このた

日から評鰐sWUあたり酉＋九め︑役務料金の値上げはこんこも

ラサ工業︵関水租糧嚢畏︶は︑

補男工購は大きく七つにわか
れ︑中心となる工襲は︑奔常用冷

がに︑確定騒方式によるものを今

米醐のCTI・ニュークリア社

ウラン役務料金を来年一月二十八

G細購の健全整を確認するため︑
渦電流探鵬検査を行ったが︑細蟹
には減肉等の累常のないことを確

年十一月二十九日から酉ナがに鱒

今圃︑価格改定による発爾コスト

縮料金の罰舎は六％程度であり︑

認した一1と報告している︒

却設備の冷却能力を憩加するだ

上げすると通告してきた︒要求蟹

ラサエ棄

このような調査をふまえて同庁
め︑低圧注入系のポンプを﹂台当

契約方式の現行価格は薫十・七五

難

AEモこタリンクンステム

つづくものとみられている︒

は︑運転中のリン酸濃度︑ナトリ

颪五十立方酵／階のものに交換す

り頁立方綴／購の容漿のものから

におよぶ影響は一KWHあたり数 ︵R︒F・コールズ社擾︶から放

の製造技術を混入し︑国

同社ではすでに︑窩古工覇︵巻

事化する・

手躍︶に製遊毅備を新設しており

シルバーゼオライトは①よう素

牽月より生産を開始している︒

雪魑能力が穴きい︵活性幌の二十

急募はこのほど技術開発塞部内

司能③作業者の被曝機会の減少︑

簡︶②四温︑爾灘の条件下で使用

超膏，皮探軍装躍各種

蟹源エネルギー庁は︑運算以来幾多の身幅をなげかけ︑現在も五内を越える定期検糞という擬い

にはさ興れた部分の二次側表癒に

た︒げんざいエネルギ⁝開発がわ
SWU︒こうした攣縮ウランはD

磁粉探儒装蹟各種

トンネルの中で苦しむ醐西欝力・葵浜原子力発電所一暑機に対し︑その後の対策が十分になされ安全

生じる乾湿環象により︑二次側の

でと隈定されている︒しかし︑

放射性廃翼物羅の減少に役立つ④

けに販売していく方針︒

の難題として﹁いったん原子力

応加精血

嫉も確認された⁝一として︑定期三三終了後は定格出力による麺転が可能であるとの縮論に遅した︒

ついてナ分駈堕することを条件

ウム懸盤および二次側の水魍等に

騨︑確定轟方式は九三八・九践騨

射監よう素謡会議

これは同庁が九田︑原子力安金婁員会に報告したもので︑今後の霧議は同委員会の原子炉安全馨門審
奮金で再チェックされることになる︒

還開窯初 ︑ 同 一 得 機 は 願 調 な 運

TM豆教訓とりいれ

シルバーゼオ

る︒

ライト

に︑同⁝讐機は定期検董終了後︑

銭程慶にとどまるものとみられて

転および灘水洗摩を実施した︒さ

であり︑値上げ率は七〜十一％︒

て七月三十一日には一〇〇％出力

閲西電力・美浜原子力発躍衝一

DOEでは取上げの理騰を﹁濃縮いる︒

定格出力による男手を実施しても

回路の葬常馬下水系作動儒号に︑

らに︑このプラグを旛した状態に

職

また︑計測舗御系統で理論保護

おいてSGの性能と健全控を碑認 差しつかえないと結論している︒

に必要な鱈力料金など諸経盤の爾

圧力異常低儒弩を追即する︒

エネルギー対

格納容器圧力高儒辱および原皐炉

委二会では十三鐵︑原子煩安金騨

騰のため﹂と説明している︒

この報告をうけて︑原子力安全

いる︒

するため調整還転を行ったとして

暑機︵出力三＋男KW︶は・脚 運転と︑しだいにその安全性の確
証を進めてきた︒
今回︑通産憲資源エネルギー庁

本原子力発 躍 の 脚 継 発 難 所 ︑ 岡 敦

が原子力安全婁蝿禽に対して行っ

わが国のウラン灘縮購要蟹は一

に日本で三 番 昌 の 原 子 力 発 電 所 と

佐世傑港での工鞭は︑五十三鋸

九八五年までに二万覧華三碧ナS

転を続け︑ お り し も 開 か れ て い た
水処理に便照されていたリン酸ソ

千塗SWU︑ユーロディフかいることから︑これまでの建設部

社では伊藤思商瑠を通じて︑原華

不燃性一などの特長をもち︑同

万

OEから一九九〇隼までに累針五 が濁の鍛題襲謙題の一つとなって

門での経験をふ濠えて︑エネルギ

﹁むつ﹂が入港してからも︑原開

ら一九八○駕以降十葺闘に一万ジ

陳業熈と佐世保蜀工業との係船契
約のもたつき︑工購の憲契約奮問

SWUを購入することにしておー部門に本格的に逸出するのが今
同塞部の下には原争力︑石油鮪

茜︑L翼G︑地熱の四部門体制が

車発電所︑原子力関係の研究所む

題等があり︑眉際に工員が開始さ

り︑一九九〇鎌代酊半までの必嚢

回の紹勲臣輔のねらい︒

れたのは今鋸の八月置この問︑一

しかし︑その濃縮役務料金は璽

蟹は磯保されている︒
四か月しかなくなってしまった︒

年十か月が浪蟄され︑工期は一年

産業のような利益グループが確立

《スーパーライト》

TTT
一＝
PDR
UUU

その他非二二検査機材一般

戦蜘

駕発耀駈に 次 い で 四 幸 五 年 十 一 月

門衛董会に同一弩炉の調整遡紙の

七月二十一嗣に締結された﹁五醤

策本部を設置

して・また・初めてのPW量原 た報欝によると︑SG細蟹り専ク その繕粟︑①一〇〇％潜力の調
結果と今後の方針について︑調査

WU︑一九九〇無五万一壬琶誘

大阪万困博 騰 会 の 会 場 に も 電 気 を
ーダが濃縮し簸該部が周部的に腐

施について︑原子炉等規制法にも

原船団︑むつの補修を申請
臼塞原峯力船開発購業団︵野村

彦理趣獲︶は九臼︑原子力舩 とづき内閥総理大隠あて︑原子炉

﹁むつ﹂は現在︑擬騰興佐世保

﹁むつ﹂の原子炉施設の安全性を 設蹟変更許司串講を行った︒
より一腰向上させるための工購実

ならざるをえない﹂とし・いまが

諺榊＝一一二＝＝＝＝■一一＝＝＝＝轄＝﹇＝＝謹＝＝二一輔一一一楠＝一一＝榊讐＝＝輔瓢＝＝＝驚二一一一＝需＝ニ一嵩篇＝＝＝一篇用一躍帰一一嚇＝一＝一一＝＝＝鑑一胃＝鵠＝一一＝一＝一一二＝＝＝一二＝＝榊＝＝＝＝一＝＝＝＝篇＝謹＝＝＝冊篇旙＝一一：需＝＝二＝篇榊翼＝噌＝輌一一師

性を強調︑さらに門原子力は石油

鱒一一＝＝層一一＝一＝＝＝榊＝＝＝篇＝齢一二齢凹地＝＝一一＝＝コ＝湘＝＝

澗 組

の原礁は︑SG細箇の上部賓画板 整運転においても一次冷卸材流

SWU︑二〇〇〇年十五万六千ゾにエネルギー対簾本部を設羅し

送るなど︑ 国 残 か ら 大 き な 期 待 が

食され︑SG細蟹の減肉現象が生

子力発電所として運開した︒

航されてから三鉱聞の来年十月ま

協定偏により﹁むつ﹂が闘港に圏

憲せられていた︒しかしその後︑

じたとしている︒この対策とし

％のSG細測器にプラグを施し二

璽︑一次冷却材温痩︑一一次側圧力

・霧議するよう捲示した︒

四十七無七 月 と 四 十 九 隼 七 月 に 蒸

鑑じ︑欝欝隼七月からは今臓に
次側の水処理をリン酸ソーダから

気発焦器︵SG︶細蟹にりークを て︑繊肉の発生した累計約一一十庶
いたる五 薙 有 余 の 第 ㎎ 幽 定 期 検 葦

SGに残評しているリン酸ソーダ

揮発性薬磁に変更するとともに︑
輪＝楠＝鴨脚鳳＝＝二篇備開一＝＝

力が後退ムードにあるなかで国象

また︑原子力発電の経済性につ

トが高くても代薔エネルギー源の

たあと¶かりに原子力発聡のコス

では五十三妬十月のサイクリング
を除濁するため︑サイクリング還

ではないにしても葬常に乏しい﹂

いう危険な側薗があるのではない

途申でやめるわけにはいかないと

されると︑藪下還動を開始し︑
このあと鶉木氏が﹁さいきん三

とのべた︒

原則︑とくに公麗の原則を再険山

原民力から箏をひく韻後の機会だ

ジはなく︑それをつかいこなす体

とちがって倉本的に日本のなかで

制の問題が残されているだけだ﹂

やれる︒原子力に決定的なダメ⁝
くに暇本が八○鎌代の藍子力推逸

は﹂と質問したのに対し︑森氏は

するうごきがあるが︑この翼意

が原子力に強力にテコ入れしてい

の値い荷物をおわされている﹂と

いて国蔑の闇で議論していくこと

とのべ︑こうした干潮づくりにつ

る国︑日水やフランスやソ遮︑と

指摘︑﹁こうしたなかで南本が平

﹁こうしたなかで臼本は石油の多

おり︑同地域からの石油が途断え

くをペルシャ湾摩諸国に依存して

和利馬でも第二のヒロシマ︑ナガ

との晃方をあきらかにしたあと

はあるか﹂が九陰午後︑粟窪・神

るような瑠慧には︑わが国がもっ

業のリスクよりどの程度償金なら

を続けてい る ︒ こ の 聞 ︑ 関 爾 電 力

綴織︑今銀 照 月 の 調 盤 還 転 ︑ そ し

鴇本社会党社会霊義理論センタ
ー主催のシンポジウム﹁原子力発

窟外苑の臼本轡隼館で約六十名が

ともダイレクトな影響をうける﹂

躍を嫌える一1康子力産業に夫来

謬加して開かれた︒同センターで

価格となりうる﹂との見方をあき

って海水ウラン園収コストが天井

いて森氏は﹁ウランは石油とちが

立しておく必要があり検討してい

は石炭の三分の二程慶︒げんざい

らかにするとともに門発露コスト

ているが︑資万KW原発一基で二

石油輸入代金が国際収支を圧遮し

報が不当に隠されることがあって
はならない偏とのべ︑さらに生田

る︒しかし︑公衆安全に関する偶

ないためにも公開のシステムを確

か扁とのべた︒

は党から委託をうけて八○鋸代の

サキをふたたびおわされるのでは

︸方︑縄木仁箆郎氏︵プルトニ

エネルギ；でシンポ

原発是非めぐり論議
社会党

﹁単坐利用の技術が躍蠣転用され

と脆弱な潤本のエネルギー供給構

ないかとの不吉な予感がする﹂と

の必要性を揺録した︒

社会主徳路線のあり方について検

ては﹁いわゆるハード︑ソフトふ
くめあらゆる努力が必要﹂と基本

造を分析︒このための対策につい

的考えをのべながらも︑とくに原

会議はこの検討の穆蕩にするため

としてひらかれたもの︒シンポジ

に行っているシンポジウムの一環

子力について﹁原子力の拡大が解

億斌外貨の違いがでる﹂とその優

威も¶三原則がそのときの現状に

許容できるか﹂と質問したのに対

﹁ほぼその程慶﹂とこれを支持し

憶監を捲摘︒これに対し生膿氏も

とのべたあと﹁廃棄物対策もすす

多様化をはかるために原子力は必

また︑森氏が﹁原子力は︸般産

と指摘した︒

ウム研究会︶は﹁TMI肇故はあわせて毘臨されるのは当然だ﹂
んでいることをあきらかにした﹂

原子力が根本的な欠陥をかかえこ

のべた︒

﹁世界は擾いあいだ化石燃料に頼

これに対し森一久瀬︵原産︶は

んでおらず︑この蘭からも原商的

し︑高木氏は﹁匿大科学は実舐性

た︒

璽だ﹂との考え方をあきらかにし

《スーパーマグナ》

特殊塗料株式会祉

磁粉探産繭

NDl探傭機材専門メーカー〆探傷技衛＝】ンサルタント

《スーパーグ葭一》

名古崖052（853）1461㈹大阪06（453）2301㈹
急騰G822（44）G40G㈹九曜G93（921）2512㈹
工場・久畏浜0468（35）0935㈹

渦流探鰯装櫃各種

⑳特に粘製された原料、原子力関連
器材の検査に最適
⑧為機中毒予防規則に該当せす、労働
安全衛生函の改善向上

《クラノクス》

1尼〜18尼入

蛍光，撃墜探傷装躍各種

容墨各種

蛍光翌旦探煽剤

鮒》

本社・東京都大回回虫號23−IG（大森三菱ビル）
〒143 花LO3（777）｝852㈹
営藥部・東京03（762）445i㈹
営業所・菓京03（765）1712㈹

紫外線探傷灯

エアゾール入

浸透液
現像液
洗浄液

謝作業をすすめているが︑今園の

ウムであいさつにたった勝藪田爾

なくして日本のエネルギー問題の

一門センター所長は﹁この検討過 決のすべてではないが︑この拡大
程では教脅闘題とエネルギー問題

解決はない﹂と強調した︒

これに蔵し松岡鱈門前︵甫民エ

がとくに墾要な課題となってい
る﹂とのべ︑会議の葱義を強調し

ら筒鳥がみえてきている︒こうし

は頭をおさえられることになろ

を欠いた科学であり︑数字に遡兀

ってきたが︑炭酸ガス魑加の面か
国では原発発注ゼロの薙がつづい

たなかで原子力が登場してきたこ

う﹂と指摘︑さらに﹁こんこ臼本

ネルギー研究所︶は﹁さいきん米

ており︑世騨的に原子力産業は崩

とは一つの歴史的選択だ偏との

このあと討論で生田穂綿氏︵曝
本エネルギー経済研究所︶は︑ま

壌の道をたどっているといわざる

た︒

ず世界の石着帯給について﹁こん

することはできない﹂と主彊︒
また松岡氏はこんこの原峯力産業

の原子力産業がいきのこっていく
ためには必然的に核兵器がらみに

べ︑人類がその英知を継集して原
子力にとりくんでいくことの璽要

をえない扁との兇方をあきらかに
したあと﹁こうして世界的に原子

ご十〜十五年聞に︑げんざいの石
癌生産騒が髄捕する司能性はゼロ
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が日本原器薄墨躍を通して﹁もん
じゅ﹂建設に協力することになっ
ており︑すでに麸本協定を締結し

ている︒メーカーでも原型炉お
よびそれに続く実証炉の開発にあ
たり︑設計︑エンジニアリング等

る研究開発は︑大洗工学センター

の過程において欄焦保金の観点か
閲するものを雛点的に①鱒物理②

確立は︑人形陛地区でヒープリー

融解の完威を闘指して建設が進め

・二％灘縮ウラン七爾五十謎修

専門那心驚を発懸させ︑げんざい

チングの技術触発を進行中︒また

られているが︑第三期分の完成に

横を拡大︑国際的規模の大型プロ
ジェクトの厳組が響能となった︒
ウラン探査権の擬有はげんざい︑
七か国十九地区︵三十万八千白方

ける調査比翼が蕎い︒

請層︶でとくに︑アフリカ鵬にお

霊点プロジェクトとして実施し
ているのは︑アフリカ四件︑北来
一葎︑オーストラリアニ件の八プ
ロジェクトでとくに︑アフリカ︒
マリ鰯に要点をおいている︒

遜常︑探鉱の濫発は︑二鋸程度
の軽輩でウラン瀬頭を発兇し︑発
堂守三〜五隼の調蒼をへて探鉱︑
企業化探鉱︑醐発へ進み十年余後
に生産開始というのが標準のパタ
ーンで︑潮詑八プロジェクトは餐

圧入試験を行っているが︑本営九

れるパイロットプラントの金施設

より︑遠心分離機七千禽で構成さ

が完成することになり︑生産能力

ることになろう︒

完成後︑溶媒による浸出試験を進

月題気立坑工禦および麗液処理の

四十七琿にウラ

は五十ゾSWU／鋸をかなり上照
▽ウラン濃縮

める計画︒

ン濃縮パイロットプラント建設費

がら順調に進められてきた︒ウラ

麗液の圏型化とその欝蔵技術の開

を趨め︑籔理を容易にする贋的で

貯蔵しているが︑貯藏晦の安金性

低・串︒

蕩レベル廃液は︑再処理施設内に

物処理・処分技術開発

▽放射計放出低減化および廃戴
に撮定されていらい︑その開発は

ン濃縮がナショナルプロジェクト

原子力委費禽の基本方針に沿いな

藤は五十一薙に決定︑覧十二年に

発を避めている︒中・低レベル廃

用︑五十六琿完成をめざして施設

液は︑アスファルト圃化法を採

は人形陳葛業所で建設が開始され

パイロットプラントの建設は庶

た︒

︒千台︶は五十四年九月に︑第二 射性廃液は︑原子力委員会の方針

期に分かれ︑第一期︵OP⁝1A
の建設を進めている︒蕩レベル放

期︵OP−1B・三千台︶は本隼
に基づき︑処理・処分の技術騰発

化工学試験設備を設躍し︑五十五

は︑藥土壌業所に縄レベル麗液圃

を進めている︒感化処理について
第一期︑二期分の禽針四千台で攣

九月より運転を闘詳し︑げんざい

縮ウランの蛋産試験を行ってい

る︒OP11Aの生産実働は駕第
二月から七月中旬まで三士一一・

︑臨

を行い︑約六沙のガラスと二十七

⁝︑第ニキャンペーンを通して琶 澱立方麟の模擬廃液を用いて試験

︒ゾゾ︽

▽プルトニウム燃料の製造

マ

本のガラス國化体を製造した︒

るプルトニウム転換設備により︑

イクロ波加熱方武︵MH法︶によ

ノ

十月からテストプラント規模で実

五十一年

施してきた天然ウランを原料とす

▽ウラン製錬と転換

々発兇後一〜三彩の段階︒

︵UF6換算︶だった︒霊期分は来

嘩門部会︑撒播分科会︑技術分科

東磯地区の月齢鉱床で漕水による

インプレスリーチング技術開発は

▽研究開発難﹁ふげん﹂の願調

金で︑霧議が巡められている︒

な運転撮守に必要な技術の整備と

制卿系などに漿点をおき①設計コ

総懸炉の設計に関し︑炉心特性︑

が必頭だ︒

豊野団は﹁もんじゅ﹂で︑各関
係機関へ積樋的な説明などを行い

関への説明も績極的に行うなど︑

激化する中︑海外ウラン調査は規

保守技術④燃料と材繕1等の研究 荷墾鉱区に対する権利取響競争が

ード箸②実認炉の炉心特性③運転

開発を進めている︒

今鰻のわが園の安定的なエネル

全設計︑工学約安全施設について

全設計︑工学的安全施設は︑実績

ギ1確懐には︑ウラン濃縮︑燃料

◇

のある﹁ふげん﹂方式に従って行

処礫処分など核桝料サイクルの學

製造︑新型炉︑再処理︑廃藁物の

安

運転保守

ふげんの実績

遡転鈷頼性

〃経済性

二期魑工を圏指し︑また新山転換

炉実二幅では︑新型転換炉の開発
成果として︑岡のチェックアンド

に︑新型転換炉実証炉の開発に関

笑証炉の難設を実毒すべき努力を

レビュ1を受けるとともに関係機

する今後の施策の諮立に課するた

璽ねている︒

金蝿

核燃料開発の概況
受理御陵

ムを混愈転換する試験を実施・酉

群処理施設からの硝酸プルトニウ

一睡ナU／庫規模の製錬・転換パ

物に転換し・﹁ふげん偏鯉幟薄燃

使用済燃料の再処理試験が珂能な

る︒また︑黒木襲築所内に﹁常陽﹂

ている︒

料のための原料粉末として酒爾し

いる︒今臼まで田来技術肺門家会

試験設備を矯い試験を続けてきて
年の磁来交渉の禽悪を受け︑計画

の記誠通りの性能が満たされてい
とわが圏の自立した核燃料サイク

るか哲かについて行なわれるも

低逆位鉱からのウラン回収技術

十諺修のプルトニウムを混愈酸化

る六フッ化ウランの製造糖巣をふ
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め︑﹁新型転換炉実証炉評価闇討

原子力委爵会は︑五十五卑︸月

容議決楚︑機器設謝に及映したQ

審議紬果を︑被曝低戴対策︑設彌

について検射を進め︑その検河と

挫

金性

門部会は︑突証姻設計に関し

したATR合岡委員禽および岡専期確立を自憲開発により行うこと

士気壌業蕾と犠業団の間で設麗

うことになった︒

の検討を加えた結果︑実誼炉の笈

以来︑集証炉調整設計を進め︑安

▽実証炉の開発獲五十四年七月

講じることとしたQ

告と講演の会から

﹁もんじゅ﹂の単期魑工を一i︒濃縮パイロットプラント一期分の完成で︑四千台の還心分離機

が遡転を開始一i︒潮矯で紹介したとおり︑動力炉・核燃料開発蟹業醐は七B︑東京・軍河町の

海運倶楽部で第±二圓﹁報儀と講蔽の雲隔を騰き︑一銀聞の研究成粟と今後の開発認否を発表し

翻理審畏

グ

正美

たQ今圓は︑この報告禽より欝欝︑糠蝦爾翻理溺長による動力炉および核燃料開発の概況をとりあ

げ・紹介する︒

▽翼験炉

動力炉開発の概況
高速増殖 炉 の 開 発
のこ兀化を行うため︑五＋五二二

﹁もんじ

月一日に餌鳥炉エンジニアリング
︵株︶が設立された︒
ゅ﹂の建設鑓は︑五十五無腰予鋒
で一部の機業発注羅が計上されて
おり︑購入仕様欝の作成など契約

を中心に︑細本原子力研究所︑大

▽研究開発縁爾速増殖姫に関す

のための準備を濫めている︒

る審査は︑福井県環境保全響議

建設予郷地である福井緊敦翼地

以降︑﹁常 陽 ﹂ 建 設 目 的 第 二 段 階

出力七＋五MWでの運転を行い︑ 区についての自然公園法にかかわ

学︑メ；ヵ1︑その他の研究機関

照射する照射罵炉への改遮に入る

ら︑一部レイアウトの変更を行

マリ共和国でウラン擦査

INFC霊︵国際核燃料サイク
混愈酸化物は薪型転換炉門ふげん﹂ まえ︑五十四鰯十一月に人形鹸陸
墨所で五十六隼九月︑完成予定の

ル評価︶では︑原子力の平和利紹

▽探鉱各國企業によるウラン

﹁プルトエウム湿合砥換施設﹂の

と核不拡散が両立できることが愚

イロットプラントの建設工甥に馬

周燃料の原料として参照︒さらに

姓⑧蒸気発生器⑨実証炉関係⁝九

術⑤燃料︑材料⑧構造材隅⑦安金

建設謹製は五十七蕉完成を図標に

予定︒

上の揺摘珊項を付して計画を了承

説され︑萬処理およびウラン・プ

構造機器③炉工学④ナトリウム捜

▽原型蝉 門 も ん じ ゅ ﹂ の 建 設 準
締艮﹁もんじゅ﹂︵躍気出力約三

十万KW︶は︑製作設計の雌舗に するむね︑知甥に讐串された︒げ
ざんいは︑工購雨仮設絹地を禽む

項囲の研究開発を進めている︒

い︑五十五年三月に窃然礫門門風

などの協力をえ︑原型煙の開発に

の熱出力百MWでの燃料︑材料を 会︑洞門公門川食で審議され︑そ

いる︒また︑五十六難中頃まで熱

順調に終了し︑定期検査を行って

定格出力での第三サイクル運転を

格︒げんざい︑順調に七＋五M W

には七ナ五日過での諸試験に倉

糠跡癬難聯謬
聞

力

原
入り︑とくに︑機器配躍での機器
地質調壷を行い︑遡漏︵いろう︶

手した︒

策の基本とするわが圏の主張が受

八月から閥回した︒

▽新型転換

ルトニウムリサイクルを原子力政

薪型転換炉の嗣登

R発電し︑五十爵号二月一Bより ト王NFCEの密集は︑羅際協調 ▽便用済燃料の鱒処理五十一

炉原型炉﹁ふげん扁麹ふげん発鷺

また︑国による環境難響繕査は

第一回定期検査に入った︒検査は

のないよう対処している︒

五十五黛七月に資源エネルギー庁

閣とシステム桐胴間の調整︑門常

究成菓に四 つ く 放 射 線 遮 蔽 設 計 讃

の環境膿査顧聞会の審蓋が終了

所は︑五＋四隼度に＋・近億KW け入れられた精論となった︒ポス

設計の麗凹し︑運転︑定競検査上

の︒

設申で︑モックアップ試験胴出癖

にそって︑ホット試験を順調に行

射能漏えいを検知し︑試験を中断

薬園のキャンペーンを実施する︒

施設の運転購および陣難聴に行い

保照描認技術開発は︑来︑仏︑

終了︑ホット運転は四千台の遼心

このうち濃縮部門で第二期工購が

六ナ一蓋鰯︒この間臼※交渉がも

の使用擬燃料の処理羅は三百一ナ

る︒

回灘は本隼九月から爽施されてい

再処理

︵U︶︑プラトエウム晒収騒は颪 の運転期聞廼長が禽慧された︒二

▽再処理閲遮技術開発

され︑±瓢の開発項鳳がある︒五

増大し︑核燃料サイクルの各分野

上原子ヵの占める役剛はますます

今後︑わが国のエネルギー戦略

た︑INFCE以後︑厳しい国際環

は慰速に拡大する錦鯉にある︒ま

海施設での実舐などいくつかの成
果が得られている︒また︑五十五

わが国の核燃繕サイクルを確血し

駒下で世界の各園と協調しながら

混盆抽出法に関する研究と保障描

遜実験炉燃料再処理施設を六十無

してピューレックス法を採擁し高

姿勢を示してゆきたい︒

ることにより︑実用に一歩近づく

これからは︑横のつながりを広め

の難間題に欝醐することだろう︒

なければならない今四では︑多く

躇期が五十五年賜月から五十六年

成を行う︒

四月までとなり︑共同報衝購の作

鋸二月に保瞳描闘技術開発の終結

士二璋三月以来︑査察罵機器の東

◇

の据付工灘を実施している︒

試験棟の建設が終了し︑内装機器

高レベル放射幹物質研究施設を建

ルの確立を繭立させることであり

した︒酸圃収蒸発箭の解体︑撒表

月中旬まで笹藪済燃料二十八・五

は新型転換炉開発の設灘︑牲能課

たれ胴楽愈愈期間が五十五鰯四月

実施中︒またプルトニウム叩台転

法﹂の改正により﹁使豊麗強風扁

躍技術開発︒混禽抽幽法の研究は

高速炉燃料再処理は︑処理法と
これらの再発防止さらに予防搭

換技術開発では︑再処理旛設から

﹁再処理施設の設匿承認鼠講山偏

の制度が新設された︒この制度は

施設に関連する技術開発贋蔭は︑
躍をふまえ︑関達装園の点検︑保

い蔽換試験を実施申で︑得られた

回収された硝酸プルトニウムを用

代に稼点することを臨標としてい

修の強化︑運転操作手順の整備お

ホット試験開始とほぼ問時に小型

よび監視などの一呑強化の対簾を

五十四隼十二月門原子炉等規制

斑習を評価する︒

議が三回にわたり開催され︑研究

計魎どおり実施︑践月十五臼には

こうした状況の中︑この一年間

および新規蕪発無の製作をへて︑

四藤野圃鞍できた︒この閣︑再度

ナを用い︑プルトニウムを酉五十

し︑ただちに團における各関係省

畷収蒸発籔から蒲熱願発系への放

なってきたが︑五士

成果をふまえ再処理施設への帰婿

鋤燃の菓たす役蹴はさらに窺大な

ため計硬鰯止し︑諸般の準備を

に核燃料サイクル部門において︑

五十四隼十月に試験を再開︑五十

痩用荊検査は︑検査内容により
ものとなっている︒

原子炉設躍許

進めたが︑燃料交換装麗の不調︑

いくつかの進展があった︒

五確二月に終了した◎試験競聞中

一腰八月に酸

入った︒六月二十配に燃料交換の

総命題鑑別蛮が終了︑通常還転に

可のための安金

起動時でのタービントリップ︑棚

製錬・転換︑ウラン濃縮パイロッ

衝に影響をおよぼすものではない

分離機が稼働︒薄処理施設は︑ホ

までとなった︒

一圓醸は五十五年四月中旬から七 IAHAとの共同研究として実施
密奮は︑それに

トプラントは建設工覇が進行し︑
しなどを行い一

ット試験が再開︑今隼度から門使

臼米交渉により五十六奪四月まで

魑の下金を期

が︑鱈頼性の観点からは筆画的で

用劇検査扁のためのホット運転を

九懸力︑β本原

建設体制は︑

金審査に入る︒

の調整を経て安

聴し︑関係灘・

ぼすものと驚える︒

円澱なる喪具の遂行に支障をおよ

析について舅塾

た︒これらは︑笈金性の観点から

からの設計の見醸し︑腐漏構遊設

鞠

金潰j気

御棒の異常挿入と不興盆が発生し

に入った︒

鱗コードの網慶の商上による遮蔽

隔﹂のデータを評価するなどの研

……

必急な設計︑解

庁との調整および福井緊との調整

醤し

計塞準による各部設計の妥当艦騨

幕

価などを実旛してきた︒

君

電源圏発︵株︶

響

羅

ノ︑

ノ

ご注文・お問合せ先は日本原子力産業会議・業務課へ職斎鰻緊離認罪響慧

轍遵

㈱石油危機の 桓常化 に対処する世界の原子力発電
㈱核不拡散の国際体制確立への苦悩と課題
働原子力の安全対策をどう充実するか一その社会的側面は！
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子力闘蹴︵株︶︑

B5・578頁／並製箱入／定価5，200円（送料共）

……
高速増猿炉︿もんじゅ﹀完成予想醒

舗

一需

携濃

⑱Uρto dateで正確な資料やデータ
⑲斬新な編集・企噸でより新しく
㊥原子力動向はこの一難で完肇
⑱留富な図表や写真で語る一年
④原子力聞発の四半世紀のあゆみ
趣内外の企業・綴織1，000社を掲載
⑨1，700語の完全な索引⑧略語等
⑳原子力関係者の必読の書籍！

縫墨

｝

團

＝：

⑱本書なくして原子力は語れない。貴社に蓬非1冊は（墾ま大好評発売中．の

確かな情報をわかりやすく伝える

飯田氏；

（6）

第肇050号
（第蕊種郵便物認醜

業

二
産

子

昭和55年10月16日

鋼05讐号一
目蕉牌；臼55年10月23Eヨ

簿週木曜iヨ勢行

購思料壌年分前金5500円

1部120円（送料共）

ては︑生廣規模のグレードがちが
れた︒

どがあげられ︑懸命いがすすめら

た︒したがって︑今回の第一次

次公開ヒアリングのみが適用さ

質︑初めてのものとなる︒

開ヒアリングの開催は瞬制展発

学技術関係

二ラ亀リリサーチセン二二式氏社

濃縦法︵化学濃纏法など︶につい

その糖集︑これらの譲旛策に︑
より騨門的な検討を加える必要か

ら︑騨門婁員会に︑原子力の位

僚会議が発足

職

レ

る黎議項囲とはなっていない︒

なお︑本無度︑概念設計︵約二

躍づけ︑三業化︑国際問題を統合

この臼の会議では︑研究旛設の

P4日発効

術委員会で︑中川一郎科学技術

速のスーパーコンピュータ（：RAY−1を核に、異機種の超

うとして︑本尊門馨甑では︑霊た

億円︶に入っている原型プラント

八○隼の科学技術を効果的に捌
子力発醗の立地︑安全性を緊議す

的にとりあつかう企画分科会︑原

の初象禽が十七田の閣議後にひ

ずるための科学技術関係閣僚愈

の一部︵約八億七帯万円︶が凝血

されているG動燃溺業醐による る発魔分科会︑核燃料サイクルの

かれた︒中川一郎科学技術庁長

六閣僚が出撃︑こんこも︑定例

企纐庁長富︑中山太郎総錺罠胃

︑濠た座畏に中田総務長窟を選

に会台をひらくことで轍晃が⁝

だ︒

噛で発罵したもの︒

す田中文欄︑中山総務疑獄らの

原子力発鶴所の薪設について

柱として期待されている原子力

同利用の拡大︑代殻エネルギ1

催する第二次公開ヒアリングとが

4か国に批准轡を寄託

承認された門廃染物その他の物

政府は十五日︑第九十一演澱会

いわゆるロンドン条約︶﹂をH

投鑑による海洋汚染防比条約

ドン条約に関する批准讐をメキ

に批准した︒これはわが燭のロ

金議に幽縦したあと︑西独の原

テレ〆クス252轟352

更窒く03》6636401く代）

は︑五土ハ鰯度予簾で詳細設計費

早期確宜をめざすウラン蟹源分科

とその原型プラントは庫間︑二薔

初の一次ピア
棄躍柏崎・踊羽原発
通産釜は二十一闘︑藥張爾力の

相︑田中藏央文相︑河水敏央終

五＋沙SWU︵分離作漿単繊︶規金︑ウラン濃縮鱗業化分科会︑爾

型プラントも動燃工業団を聯業蛍

を設瞭することを決めた︒

︑渡辺美智雄蔵相︑舶中六助懲

P一二の予定︒

婁醗金としては︑十月申にも人

に︑パイロット・プラントに参加

獅S日に

模で︑採聾する還心機はすべてO 処理廃罷物分科会の五つの分科会

選を終え︑皐急に初会盆をもちた

ことになるとみられる︒

した三社が︑分離機の生産を行う

これまでの経過からみると︑漂

い蕩え︒構成員としては︑学識経

人形蛛の成果をふまえ
郎科学技術庁長窮︶は十七臼の臨騰会議で︑ウラン三下国産化三門

験蕎︵五〜六名︶︑メーカー︵烹︶︑

この翁謙の霞鰐は︑八O隼代の
一方︑サイトについては︑すで

市で公開ヒアリングを行うことを

︑効果的な成果を上げること︒

籔弩機︵いずれもBWR型︑田力学技術敵簗を展蜷するととも
にパイロット・プラントが稼働中

薇ナ万KW︶の新設について︑地 ︑各雀庁間の政策の整愈性を図

柏崎・刈羽原子力発墨所二尊機︑

そして科捜庁と通塗街の各一︑計

電力︵二︶︑動燃蝋蝋莱随︵二︶︑

の閥臨県の津山圏城振興協議会が

そして曝ければ︑発足一隼以内

騨門部会の豪儀により︑ウラン濃

決めた〇一一十照日付で告濡する︒

︵木︶午潮八蒔半から新潟娯柏崎 学技術の研究開発に強い熟慧を

原子力政策をおしすすめる原子力

にも︑次のステップとなる原型プ

蟻に簾

は︑地充民の懇兇をきくため︑今

った︒次圃は笠十一臓の予定︒

発︑研究閲発資金などが議題と

回のように電源麗発調整欝議会に
かける潮に通麗省が叢催する第一

ある◎この制蔑は五＋三薙七月の

ンドン条約

次公開ヒアリングと︑安全霧査の

の模様︑経過などが照島蚕贋長よ

4

一九八○無十〜月輪十B限りで

力安全術政機関の訪闇や︑闘國

〔0298｝246329

君

〈で叉｝

2980

ξず曳｝

（052》5820警5…

慨

長期的施策を検討
原子力委願会︵叢雛長・茶銭
部会を設織することを決めた︒これは︑入形練のパイロット︒プラントの建設・逓転で筋期の成果が
得られているところがら︑これらの成書を縫まえ︑実周濃縮工嘱の建設・運転にいたるまでのウラン
嚢縮国難化のすすめ方について調壷審議するのがねらい︒逮心分離法によるわが国のウラン濃縮技術

に︑将来のプランにどう組み入れていくかを検謝するだけに各界から注繍をあびそうだ︒

は︑先進国レベルまでたっしているが︑今回の騨門部会の設繍は︑その捜術を︑麟内的に︑國際的

約十五総ていどにしたい憲向︒

元の悪冤鷺闘くため︑士蒼噸田

婁賢母としては︑阜期に︑遡心分

ラント︑箋粥プラントへの︑規

縮はその産叢化に向け︑

台︶が戦列入りすることになって
おり︑その技術レベルは先進國並
離法によるウラン濃縮国産化の施

速されることが必聴の悩勢となっ
てきた︒

いずれによせ︑原子力蚕員金の

租四十七庫︑原子力婁麟金が︑動

みにたつしているとみられてい

的な方針を決めたいとしている︒

模︑体制︑タイミングなど︑異体

わが麟のウラン濃縮鼓術は・昭

誘致の陳檎を行っている︒

力炉・核燃料開発禦業照の隔心分

今園の騨門部会設躍となったも

簾を確立する必要があると糊断︑

この人形雛のパイロット・プラ

る︒

に指定していらい慧遡に淫歩︑そ

なお︑遠心分離法以外のウラン

この黛の会禽では︑まず︑通産

催となったもの︒

り説明されたあと︑こんこの検討

けられたもの︒

原子力基水法改蕉を工芸に緩務づ

一環として原子力蟄金委員会が主

この会台は︑募る八月二十八

における原子力の位置づけ②原子

岨面として①代勧エネルギー購発

十八臼

通産掘の諮聞機関である総舎エ

︵禽長︒松根宗一経腰連常伍理

爲︑照申通薩棚より原子力部会

相より要講のあった八月一

ネルギー調査禽原芋力部会藥本激

@聾鞭騒80
代年
の原子力さぐる

五つの分科会を設置

の︒

離法をナショナル︒プロジェクト

のパイロット・プラントOP⁝一 ントは︑策芝︑日立︑ 二菱璽工

い技術力と生薩体潮を樹立した︒

A︵約一千台︶は昨蕉九月に運転 の蕊社が担当︑遠心分離機への商

入りを粟たし︑今月十月三二に

は︑OPi一Aよりも断機あたり だが︑パイロット︒プラント後
五〇％の性能アップのOP⁝一Bの原型プラントについては︑鋤燃

いるとはいえ︑どこが墜簗主体と

策小婁員会轡門婁騒禽︵婁薦長・

嘉三階讐﹂︻漁一＝

そのこ︑すでに具備がかなりの

二一誓

段階まですすんでいた閲西高力蕎

﹁釜誓

力発駅開発利摺の推避③核燃料サ

胃

イクルの確立④新型炉及び原子力

回町三豊

開発の促進へ潮けての総勢的な政

三三

瑠︶に︑明年轡をメドに︑原子力

言

二十一臼︑会禽をひらき︑原子力

髄一一一

磁騰敏弘日本興纂銀行劉頭取︶は

晶剛一

なるのか︑立地をどこへ決めるの

︵約三千台︶が一Aとドッキン 瑠藁鐡による概念設謝がすすんで
グ︑運転入りした︒

さらに︑明葺秋には︑今秋から

このようなことから︑わが国の

p二藍

三︑閥暑︑九州鰍力川内二辱は第
三一響

浜三︑四暑︑策玉器力福騰第二の

欝一一一畳

の多難的利用⑤原子力巌業の二選

羅講一

強化⑥原子力政策の羅際的展闘な
髄三審

のを受け︑同部金雲門委貴会の開
藁署

策をとりまとめるよう饗請された

二一F笹

コ︑ソ連︑英︑来の四か属に霧

篇讐一 辮三里需

法及び臼本原子力研究藤法の〜

したことによる︒この条約は十

一﹇開誓

する②薄鼠十一月末までの聴限

を改驚する法律薬扁の趣醤説明

二三一一 謄一嵩蒼

︑原子船に蘭する技徳を論帰し

法となっている現行法を昭和六

施行される︒

一月十四臼までに︑そのすべて

内の各政金・府令についても︑

また︑ロンドン条約にともなう

月十四臼に発効する︒

いくことが必要﹂とのべ︑﹁む

行った︒

﹁盛＝ 糊三＝鴨 二﹁聾

し還った︒
蕊一軍曽 一三四7

界をとりまく検討課題について難

一冊三一 ︸員響

船団法改正
審議始まる

でに隅肇業団を偲の原子力関係

無三月三十一日まで延期︑それ

関と雲台する⁝⁝など︒

︑薩独︑ソ遮など原子力船先逸
との技術格蓬がひろがっている

なお︑同改正法渠は前九十一麟

の放射線漏れ購故いらい︑
康子力船開発蟹納期法の改正聚

を指摘した︒

田原子力安
委員が渡欧
本格審議入り一⁝︒

法的整備がととのったわけで︑

レベル放購倣廃藁物の海洋処分

ロンドン条約の批准によって︑

は十八貝︑国際原子力機闘︵I

原子力安全婁璽会の内環霧雄委

全性国際会議に出席
案となったいきさつがある︒

でも提畠︑審議されたが︑解散

一方︑田本森森党は︑二十一鳳

澁視機構への加盟をのこすのみ

とは︑OECD・NEAの多瞬

いうハプニングが起こったため

も原子力第一船門む2の趣蔽

￡A︶主催の﹁鹸近の原子力登

︑かつ技術の爾稠をはかるため

修工窮をすすめ︑最大限の酒用

ひらかれた衆議院・科学技術婁

そして︑その技術格董をちぢ

限立法となっている﹁隣水原子

臨時圏食籾の委腰金をひらき︑

はかることが虞犯であると結

海委員長︶は十山ハ欝︑第九十三

船闘発懸詞國法華蕉纂﹂の鵬議

出席するため︑ストックホルム

駈の安全性に関する国際会議﹂

力を失うものとする②日本原子

盟したい一と発融している︒

熱闘は﹁できるだけ繕い購期に

なった︒
子力船開発顯業闘は︑現行どお
璽の親子は︑①現在の臼本原

研究所法の改正を行い︑舶用原

原力子安金研究施設の視寮を行

た︒

会で︑臼野市麟麗麗が︑①日本
はいった︒

一郎科学狡術庁擾蜜は︑原子力

業務に﹁原子力船の研究﹂を加

力船閥発窮業囲を藁縄し︑従来

予建︒帰幽は十月一義十一田︒

罵上︑まずあいさつに立った中

研究開発の霊要性を強調︑門エ

とする﹁欝本原子力船開発覇叢

炉の研究も︑同研究駈で行うー

一紹にひらかれた衆議院︒科学
ルギー資源に癒しく︑かつ︑世

臼塞原子力船研究開発購書団一

るとともに︑同覇業団の名称も

なお︑この問題については︑一．

犠数の造船・海遮国であるわが

陶け出発した︒岡氏はまた︑濁

としては︑畏期的な展盟に葺っ

騰勢鰍一〒30G備市翫・潮け聯欄3ヒル

融舗究開発

囎獅

《02928「2

盤

子炉配管の設計

にレベルアノブ、リファインされていきますのてこ三

欝鱗踊一竿319目猿城糊li螂幽観！柑〜346｝鍵鳳

CR（：複合システムは、今後ユーサのこ要望に応え、さ

繍蝋一〒450各古楓rh輔区醐町日2i購蛉鵬ヒル

燃科輸送容器の解析

干54賦繍駆北触郎葭1468卿醗とル
曾圃24団1目（でい

ンクタンクなと（沢Cの幅広い購報サービスは、この現

子力発電所建麗の設計

最高といわれるツールを得てさbに飛躍します．

勲G3周部中爽隙掌瞬二丁32小翼蹴ル

ネ土

子力安全解析

型コンピュータ（複数）をフ臼ントエンドコンピュータ

12

︑改正法蹟の握堅理由醜明を行

衆議院︒科学技術委質金︵中村

鍛院・科学技術婁髄会

1月

原子力蘭発

Sysセem）は、世界鍛

CR（1複合システム（（澱（二（二〇mplex

運転入りした一Bより紙O％の性 かは︑まったくの白紙の状態︒

能アップしたOP⊥一︵約三千
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岡盟︵同盟︶諦は十六臼ひらいた執行騨議会で線織をあげて原峯力をはじめとする侵蝕エネルギー圏発
の健澹に強力にとりくんでいくことをきめた︒岡盟では従来から石茸代替促進の方針をかかげてきた

それによると方針は﹁エネルギーの安定確保は︑完全縄罵の達成︑物価の安定をはじめ國民生活全般

が︑こんにちのエネルギ1閣題の繋賦性から︑さらにその推進方策をいっそう鮮明にうちだしたもの︒

にかかわる璽襲な淵瀬﹂とし︑門このため代轡エネルギー開発推進のためひろく看護的運動を展開す

﹁エネルギー

へ

度来をメドに悪罵をとりまとめ

エネルギー開発で懇談会

環麗庁は十六鐵︑

環境庁

原⁝発火排⁝水も離離計

献灘讐曜鑓難埜．擁総轄奎ルギー開

る﹂との船体的方針をあきらかにしている︒

執行評 議 会 で 採 択 さ れ た ﹁ エ ネ
ルギー関遮施設の立地婦策扁は︑
まずさいきんの世界石組鰯勢につ
いて﹁消鍵騒が発兇騒をうわまわ
り︑構造的な供絵不足の賠代をむ
かえっっある﹂との刷本的麗識を
あきらかにしたあと︑﹁こうした
禦懸に紺憾するため︑米︑ソをは

べ︑こうした逆転構造が鼻革の慧

ンが後追いになっている﹂との

って同等の価櫨をもつ地城ビジ識

その翼体的推進方策については

る︒

まず﹁立地の推挙にかんする国︑

エネルギー貿易

の拡大で合意

いうことで意兇の一致をみた﹂と

携の基礎に︑繰大な璽献をすると

する共同コミュニケを標鳴して開

十四碩から︑東京のホテル︒ニ

審の＋六日︑門田本のエネルギー

の三点をあげている︒

要③両国にとっての現実的な懸格

撰賄安定供給②締本の長期安定禰

として︑①オーストラリアからの

またコミュニケは︑エネルギー

糊した︒

因となっていると分析︑したがっ

度決定を逡巡させている大きな要

ュ⁝オータニでひらかれていた第 資源での二一に有登な貿賜の原購

理護経済含澗婁鼠会

明確にし︑灘務の遂行を繍極的に

地方自治体︑聖業蓄は廼任体制を

て総合朗地域振興をねらいとした

行うべきだ偏との著えガをあきら

聡要とオ⁝ストラリアが保心する

十八回堂堂経済愈悶委鍋会は簸終

的対策を講ずるべきだと強調して

世襲は︑両国間の強い貿図上の運

﹁特別立法﹂を制定するなど抜本

役割については﹁擬鱗エネルギー
いる︒

かにしているQこのうち︑政府の

ての圏民盤論は滋増しに翻まりつ

パープランの域をでず︑無再任

閣給暫定兇遡しは︑あくまでペー

発については﹁エネルギーについ

つある扁としながらも︑﹁しか

ることを簿えると︑いっこくもは

建設だけをみてもナ庫程度を要す

こんにちのエネルギ⁝問題が薦面

ついて︑困難性が予測される﹂と

まだに翻民重態は十分でなく︑さ

じられていることはもちろん︑地

は門安全性の確立や環境対策が講

また︑立地の受け入れについて

している︒

ーシップを発揮すべきだ偏と強調

て選択をゆだねられる強いリーダ

﹂NG︑石癌備蕪黒地等の建設に 略を六師に確立し︑国残が安心し

らに石炭火力をはじめ石炭纂地︑

域振腿ビジ駅ンが浴湯されている

痩期的かつ総論的なエネルギー戦

だ﹂と批判︑門したがって政蕎は

簡紫化と迅速化を期すため︑現行

したがって国は立地関係孚続きの

めることになるだろう﹂と欝欝︑

のあり方に対し指盗の荒療治を求

れるような煽倉は︑富民は得政

給等に支陣をきたすことが予兇さ

かりにこれが原賎で電気の安定供

と︑﹁このままの状態で推移し︑

はいうまでもない﹂と分析したあ

政がもつ弊蜜に謬論していること

いては門これが現在のたて翻り行

ている許認司手続きの長期化につ

だと捲落︒さらに地元補償問題に

等の整備や助成描躍を講じるべき

財源の確宣一1などについて法律

④地域防災体制の確執⑤地域振興

定化③施設の災審防止と環境保全

会の拡大②腿薪水塵業の経懲の安

産環境を整備するために①腿用機

霞治体が立地地域の生活環境や生

きだとしている︒

譲などの思いきった擶灘を講ずべ

とともに︑地方虜治体への権隈婆

行うなど︑広く翻民的遡動を展開

づいて政府・自豫体に晦し入れを

同盟では﹁こうした考えにもと

している︒

舗を強化する必要がある﹂と強調

よう愚垂雪理︑運転管理︑検賀体

を︑可鮨なかぎり一QO％とする

次期定検開始までの葦間稼勤撫

度の向上も立地二進の璽要なポイ

きだ﹂と指摘︑さらに門原発鱈頼

棄物処理・処分の確立をはかるべ

また︑立地の疎外要困ともなっ

し︑原磁力開発をめぐっては︑い

やく地域禽恵をえて︑立地の推遜

ことが開脚なカギとなる﹂としな

行政上の問題点を抜本的に空乱す

ントとなる縣とし︑﹁定検後から

をはからなければ︑こんこの国民

がらも門しかし︑現実は安全性や

負担の欄大をもたらしている﹂と

刊行物案内

かっていくとしている︒

するなどして国民的禽恵形成をは

エネルギー国民︒県罠会議を設賦

する﹂との響えをあきらかにし︑

し﹁社鼠秩離を維持し︑零下曲な

気料金コストをおしあげ︑消蟹蓄

ついては﹁額のエスカレートが電

また︑地域振興については地方

生盾に深灘な間題を提湿すること

群論評価が先行し︑地域佳罠にと

する現状をふかく憂溜︑門原発の

になりかねない漏とし︑抜本的な

おり︒

同懇談会のメンバーはつきのと

た︒

立地政策の必要性を強﹁激してい

おそれがある︒

二億沸︑LNG五千万渉︑原子力 このため︑環境庁では﹁購削に

地熱一千四百二十万詩樹︑石炭約

七千八菖万KWなどを翻発すると こうした大規模なエネルギー開発

田勝美横浜南公審対策局長︑高原

このコ號﹂は同協会が︑全国の

五庫三月零歳在︶﹂を剃訳した︒

力のもとに作成した門放射線同偵

は︑科学技徳庁原子力安全局の協

放射線瞬憲防止中爽協議会で

経済ルールを保持するため国・地
方闇治体閣係累は〜定の自覚をも

大井
道夫黙認休暇村協会常務理禦︑近

つべきだ﹂とうながしている︒

▽座畏︒橋本道炎▽委震
るのか︑國罠の健康を守るうえで

男エネルギー経済研究所説摂︑獺

藤次郎国立公憲研究駈擾︑向坂正

が環境にどのような影響をあたえ

問題はないのかについて総倉的に

している︒

しかし︑この代轡エネルギー開

検討しておく必要がある扁と覇
断︑今圓の懇談会設蹴となったも

する必要性がある﹂とのべたあと

須美子経済騨論象︑原国訳N狂K は︑その大小をとわず内容を公表

一方︑原品力開発については

ラ⁝は︑石油ボイラ⁝とくらべ一

発でポイントとなる石炭燃焼ボイ

酸化チッ繁︑唖硫酸ガスなどの発

の︒

今回の懇談会設鰍は昨蕉八月置

る︒

趨塵雀野禽エネルギー調査会がと

もヒ素や硫化水累などの萄審物質

生率が比較的高いうえ︑地熱発会

道央筑疲大教授︶の第一圏会禽を

と照準聞題懇談会﹂︵石盤・橋本

りまとめた長期エネルギー鰯給養

いかんをとわず石抽にかわるエネ

じめ世界各国は経済︑社会体謝の

ひらいた︒脱石馬をすすめるため

通しが顧接のキッカケ︒それによ

副溶銑︑益子安中央温泉研究所長︒

﹁原発での購故濠たは語誌発生聴 元爽使走珊鑑所等︸艶︵昭和覧十

ルギ⁝源の開発に翻力をU注いで
にげんざいわが麟で餅麹されてい

問題を申心に検討することになっ

解説婁員︑牧野騨三菱総台研究所

いる﹂と撰摘︑とくに︑門随本は全

る強力な代薔エネルギー開発につ
ると︑計画は昭租七十庫度までに

原盤力關発については︑温排水

エネルギーの約九〇％を海外から

の観点からその妥当性にメスをい

いて︑国厩の健麟確保︑環境保全

格は

部千八酉円︵送料別齎六十

円︶︒垂込み詳細については原薩

技術課まで︵蹴語〇三⁝二〇一・
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はたすべき役割をあきらかにし
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会
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﹁一 鎚ークリア︒インフォ﹂

原子力反対抗議クループ

﹁はまぐり同盟﹂解俸

所サイトでの不許可デモのコスト

日におこなったシーブルック柵戸

内部対立か︑補償回避か
﹁はまぐり間魍﹂は︑公式の組

について岡盟に提起されている訴

織としては姿を御した︒

一九七〇黛代後半に世界で最も
訟を逃れるために解散したのだと

技術である︒他に︑このような安

米国で灘入された鰻も安全な大型

馨

て鰻も発講ずる人聞の多くは︑環

向がある︒しかも︑この件につい

塊に対する危険を轡分たちの社会

﹁もう﹃はまぐり﹄はいなくな

記を要求することを驚えている︒

オーストリア国民は︑一九七八

還が盛り上ってきている︒

この間題を篤慶園民投票に付す機

すでに二十二か月たったが︑鰻近
ることになる︒

國民投票を行なうか誘かを審議す

WHあたり十三・五一一サンチーム

時点で︑原子力発躍のコストがK

は︑ロッキンガム・カウンティの

った︒残っているとは考えられな

葎十一月に揃東力のない国民投票

まぐり岡盟﹄として番謡されない
めに原六器を利縦しないでそのま

を成立させ︑政府はその決定のた

いる漂峯離隔画の主要なものが出

フランスが金力をあげて進めて

イェンス誌上で

ウェイド氏︑サ

オーストリア麗罠が國民投票の時

成立したもの︒この投票結渠は︑

いうことが次第に明らかになって

が︑この計画は成功物語であると

揃い・還転を開始してきている

は︑現在二か月に一鶴つつ運転を

九八四隼まで続く︒この

は︑﹁当初一九八三年に運開予窟

述べている︒皮肉にも︑この認事

とビジネス・ウィ⁝ク誌の詫蟹は

多発するだろうと予想している㎏

しても︑八○隼代中頃には傾贈が

P＆﹂社副役畏は︑供給を棚限

﹁R・H・スワーツェル・PS

ある︒

という歴史的義務に反するもので

墾するものには灘にでも供給する

よる決定は︑電力会祉は電力を講

ワシントン州電力・自誓委員書に

い震り

判所がこの決窯をくつがえさな

控訴でキング︒カウンティ上級裁

暑に報通されたこの禁止繕躍は・

ビジネス・ウィーク誌九月一日

ている︒

しては供給を拒薔するよう指示し

の電力を要求する新しい住民に対

して︑空間暖麗および灘水のため

ジェット・サウンドP＆L社に対

ワシントン州の規制墨周は・バ

ワシントン廻で

供給に制限

無尽蔵の電力

釜山だつたと翻している︒

十四・七九︑石油火力は蕪十・六・

だったのに対して︑石炭火力は工

い︒彼らは︑次に何をするか湾え

ような別の綴繊としてまた農って

まにしてきた︒この議案は︑五Q

ニューハンプシャー上級鍼判所で
の彼らに対する掻憲賠脳請求訴訟

ているのだろう︒この次は︑﹃は

﹁はまぐり﹂に対する訴訟を提

・四七％対四九︒五三％の槌差で

仏の原子力総
合計画を賞賛

に出頭しなかった︒

についての八月十五露の予備籍問

起したタフト大学機械工学勘教授
くると患う﹂とエネルギ⁝推進粗

オブ・エネルギーの共岡設立蕎で

に原子力発電所に蟹成だったこと

ハンプシャー類型民が舞均した 緻ニューハンプシャー・ボイス・

ジョン︒スヌヌ氏は﹁誰もニュー

十七万山五千．がを補織しようとする

会謝を務めているジョン・ガード

きている︒これは︑米誌門サイエ

ナー氏は潤している︒

ンス﹂誌一九八0庫八月辱のニコ

﹁野心的な計醸は︑いまやっと

聡話しており︑これはフランスの

ジー・インサイダー﹂誌八月弩で

題解決の瞭憲は門技術より政治的

芋力はコストと環境に対する縮険

技術は停在しない︒現在では︑原

め付けている︒

隠勢もない懇ふざけである﹂と決

米團国民に塾して行なわれている

一九九〇〜九一年にならないと運

とえ諮可が与えられても︑融くて

開にならない偏と舘している︒

原発で2億2

千万ドルの節約

ノースイースト躍力

ところ漿麩コストを大幅に節約し

その原子力発電駈が今鋸は規在の

玉人クラブ総運命︵GFWC︶ ノースイースト電力︵NU︶は

が原子力支持を表明しだ︒

世界で二大の超党派の嬬人団体

立楽クラブ総連合

満たす原発園丁を﹂

門現在︑未来の需要を

と欝う点では他の多くの代薔案よ

門クリーンで安

米国は︑技術を弁護し︑その利

藷している︒

り進んでいる漏とエステス社長は

なものである偏と述べている◎
ている︒

トンプビジネスマンが発雷

全な安いエネ﹂

DOE内部のニュース誌﹁エナ
ジー・インサイダ1﹂誌は︑八

月四臼暑の単分近くをDO8次宮
ゼネラル・モ！ターズ︵GM︶

ステスGM翫授は述べている︒

は︑書芸に対して﹁現在のエネル

一九八Q卑一〜七月の間だけ

ていると報じている︒

会長ウィリアム・K︒クーアズ氏 ギー禰要をみたし︑ひいては畏期

アと料学寮を必要としているとエ

カニンガムとのインタビューに

とクーアズのトップが︑鰻近二瀬

点を一般国民に説明するエンジニ

費やしている︒エナジ⁝︒イン

アドルフ・クーアズ歓の社畏兼
た︒

の中で原峯力を隻持する発雷をし

儒要に傭える総A口的な原芋力発電

般圏民に配布されて

全国工学会会員であるGMのエ は︑ロッキー・マウンテン︒ニュ
いる隔月刊の出版物である︒

計画を描賞する隔よう要求し︑六

で︑NUは原子力発電により二億

ース誌の﹁原子力なしの角行経

リオット︒M︒エステス社長は︑

長いインタビューの中で︑カ

月二〜六田にミズ；リ州セントル

三千照石万が節約できたと酎算し
に加わっている︒

済﹂と題する寄稿翻襲により議論
醗も揺来性のあるきれいで︑蜜金

ている︒これは︑岡じ原子炉が一

ニンガム次善補は︑﹁原子力につ 最近の講澱の中で原子力は※園の
いては楽観的である﹂と護ってい

支持の藁囲を採択した︒

ンジャミン︒スポック博士が門原

ち︑米国だけでも六十万八の書員

世界中に一千万人の会員を持

を採著しなければ燃やしたであろ

かつ安いエネルギー源であると語

子力発餓所から半径五十マイル以

省の廃止により︑國内の石心とガ

を持つGFWCは・エネルギーNUは︑この節約金額は原子力

る︒彼は︑二般国罠の原子力に

門もちろん︑誰にも技術士夢が

った︒

危険が五十億高い﹄ということを

内に怪んでいるものは︑癌になる

九百万妙を上園っている︒

あるかないかを正確に予瀾するこ

子力発醗のコスト︵玉本︑燃料︑

う石油のコストから︑駆周した原

九七九隼全体で節約した二懸一千

力発電藤のキャンセルの傾商は

短する繊度の変化扁を感じ﹁原子

とは不可能である︒しかし︑現在

スの蛋産を堰やし︑米國内の石炭

運転保守︑廃棄物処理および解休

この認事は︑原子力反砂摺のベ

イスで開かれた國際会議で原子力

OE職澱と

サイダー誌は︑約三万五千名のD

一般に対する不翻の代曲物として 補のジョージ・W︵ウッヂィ︶︒

われわれは︑原子力を盃止する
ならば︑本嶺に壌滅的な冠険への
道を避んでいることになり︑国が
必要とするエネルギーを十分に供
給できない鯖が来るだろう﹂とハ
ンドラ三会漫は章章している︒

っている︒

理由に︑門生存への動員﹂への支

資源の利用を隅め︑エネルギー節

必ずとまると僑んじている﹂と欝

の優位性から判断すると︑人類に

約運動を続けることを要求した決

米国は﹁原子力と石炭の両方を利

豪国エネルギー省︵DO廻︶は 力は石炭より﹁将来は少し安く﹂

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

は米原 子 力 薩 藁 会 議 ︵ A − F ︶
が︑パブリック・アフェアーズ

ン・プ日グラムの︻環として︑

・アンド・インフォーメーショ

原子力に関ずる回報を収纂︑分

析︑騨価し︑その結梁にもとづ

ョンとパブリック・アク惣プタ
霧名な腺子力反対抗議グループと

いて︑全国的なコミュニケーシ

ンスの輪をひろげるために発行
窺う見方もある︒

を示しているとみるものもあり・

ラス・ウェイド氏の詳細な特別認

成黙期に入り始めたばかりである

購の精論である︒

民︵CCE＆鴛ごはこの佐幕投の継累であると霧えている︒クラ

が・すでにその効果は明らかで・

イスキー三相に対する政治的反対

る反対ではなく︑グルーノ︒クラ

ヌヌ氏は︑裁判御慶を通して個々

進／生態保護グループである﹁エ

フ反対の圏罠投饗が成立すれば辞

あるということを示している︒

会﹂が進めている︒この原子力携

工業力の限界である︒原子炉と並

フランスの原子力謝麟の活力は

進グループは︑すでに国民の議案

行して︑ウランの採鉱から放射性

すばらしい︒新規の原子力発醒所

三酉櫃を得るのに十分な署名を災

この間題を再度園幾投票に付す

めていると儀えられている︒しか

という運励は・﹁エネルギー協

た︒

任することも薄えると醤ってい

いる︒CCE＆E会畏ボブ・トウ

票が成立することを強く要求して

チトン氏は︑同グループが住民投
票を支援する躍由について︑門輸

ミュニティの場合には︑答えは明

入石磁に〜OO％依黙しているコ

らかである﹂と述べている︒
オーストリア

ふたたび国民

フランスにとって原子力は蕎利で

イスキー首相は︑ツベンテンドル

ネルギーと躍境について補える市

彼らはこれは原峯力発三所に対す

ものはいない﹂と述べている︒ス

の﹁はまぐり﹂に対して財政酌補

ス・サッグス氏が推進しているも

原発推進で住民投票

フロリダ州ジャクソンビル
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﹁シーブルック瞳接行鋤同盟﹂

﹁はまぐり岡霧扁の一派である

なったこのグル⁝プは解体した︒

ボストン︑ポーツマス︑マンチ

しているものでず︒この曝露に
は︑原子力をめぐる月間の動き
ェスターおよびシーブルックで従
来門はまぐり﹂還が詰めていた瑠
務所は放蘂され︑これらの禦務所
へ遡じていた登録瓢箪は徹芸され
ているか︑または返購がない︒

全国膿村灘気共同総禽が発行し
ている﹁塵粒罐化﹂八月間による
今期の十一月に投票される原子
ので︑投票蕎が原子力発電所に蟹

と︑岡盟は戦術についての愈兇の
力関逓の試論投漿案件はすべてが

欝のジャクソンビル電力局がこん

対立が原悶で分裂した︒葱発の対

ご無極醜に原子力の採用にむかっ

成の葱際際添をした冥冥には︑市

プが提賢したものとは隈らない︒

て動くことを期待している︒嗣電

原子力平和利用に反対するグルー

フロリダ彊ジャクソンビルの佐

立は︑シーブルック原子力発長所
サイトを物理的に占過することを

蔑に提趨されている少なくとも一
力局が誹詳している石炭火力発尊

子力反対の霊張に対して一般国民

堂は地域住民から反対されてい

望んだ﹁過激派﹂と自分たちの原

進めているものである︒

件の住民投禦は︑原子力推進派が

原子力開発への疵判櫛反対が先

全漁獲を残している大型技術はな

原子力と石炭の
両立化に重点を

また︑カニンガム次留補は原子

激されて強いたともの︒クーアズ

持を嚢零しだ手紙を送ったのに購
盛業その一般向け出版物において
月十五冒弩に賊っている︒

会︑遡邦・姻政府︑マス駆ミな

的には核融愈1とならぶような の遺留企業体制を破壌するために

原畢力の蒋来性一魍殖癖と騒終

来︑原子 力 関 鎌 番 の み な ら ず 職

るべきであり﹂︑放見性廃禁物問

驚する多士化したアプローチをと

カニンガムD◎E次蜜補

異際にきれいで︑安全かつ安いエ

るQ

華備金︶を製し引いて計幽してい

ていないようだったが︑﹁エナ

原子力についてあまり開心を示し

騰

賢

鱒

翻

鵬

がたんねんにまとめられていま
す︒

馳
園
の支持を求めようとした懲穏健派輪

廃薫物の処分にいたる藤で核燃料

サイクルのあらゆる部分をカバ1

し・薪聞等の報道によると︑この
グループは十一月三田〜十臼の闘

る﹂と彼は諾いている︒

した総合的な計樋が進められてい

投票の機運
ツベンテンドルフ原奨で

にさらに二十万名の霧犠を簗める

る︒この握案を住罠投票にかける
ための承認は︑八月二＋六日のジ

必襲があり︑その後︑議会がツベ

ビル甫のために原子力発電所を建

オーストリアでは︑ツベンテン

フランスでは一九八O年五月の

ドルフ原子力発電所の運転開始を

ンテンドルフ運転開始についての

ャクソンビル甫議会で褥られてい

禁止する醗民投票が成立してから

る︒

ジャクソンビルのエネルギー推

という聡問をしている︒

これは︑南護会議鰻クレアラン

設・運転することに蟹成ですか﹂

この住民投鍵は︑門ジャクソン

との間のものであったと﹁腿二目

ウエスランド浅が﹁同盟の終わり扁

化﹂のワシントン特派澱ポール︒

しかし︑その他に﹁はまぐり﹂

と題する認蝦の中で強いている︒

は一九八○年五月二十照〜二十六

鋭化ずるにつれて︑⁝方的な見

い扁とハンドラー会擬は述べてい

ひさかたぶりに原子力を採りあげ

ウQ◇◇G◇◇◇◇φSOS◇8AV8◇aO◇◇O◇QO＄◇S◇＄φ◇◇O◇◇ウ8為▼◇◇O＄OQ◇ウ◎◇直98090＄O◇◇OSだ合
808φS◇◎◇
つだ二身の原子力発醒駈は︑だ

俗評藻
﹁原発は最も安
全な大型技術﹂
全米科学アカデミー会畏

になっている﹂﹁彼らの批覇は︑

全氷科学アカデミー︵NAS︶ 利用しているので劉欄はより襖雑
のフィリップ・ハンドラー二野

解や不正確な催報が増加し︑大

る︒このインタビューは︑﹁科

険の程度を非常に講覆している︒

はUSニューズ︒アンド・ワール われわれの社会における生爺の矯
ド・レポートとのインタビューで

し︑その危険についての過大な不

原子力発醜の安全性について称麗

康の原子力に対する純騨な疑闘

﹁現在までのところ︑原子力は

A−Fが門二篇ークリア・イ 安について懸簿しているQ

や繁朴な不安を誤った方向へ増

学においては︑危険なくして避捗

ネルギーを供給することについて

を採用した︒

議の一部として原子力支持の文藁

﹁振り畢と岡じように︑環蠣保

セメ！卜

〒189東京都東村霞市恩多町5一15〜屡O
Ph◎昌e：0423一・91−5155

＼割

ンフォ﹂を発行した蕎燈には︑

かがえます︒この魑報は続行以

幡させかねないという脱型もう

なし一と題する詑甥で︑同誌の九

氏は︑このような発醤は﹁わが国
護運動も少し極端に走り過ぎる傾

＼ プラスチーク

＼

諾

⑳
どからも注霞されています︒

訊ぐ＼＼＼＼磁．ム
へ
ま
＼＼＼＼・鱒麟

＝灘職『＿
＿

（広報螺）

電謡03−5G7−50ア1

鯛隔
機殿

志

棄章榔予代田区有叢町卜4−1郵硬番噸｝｝OG

品質と実績で知られる

｝響翻瀞舞
跡真鯉趨剃

㌃

チャレンジする化学
「…｝ @ ｝ ｝…｝…一一一

翻

（4）

第10引号
（第三翻郵便物認可｝

新

業
産

子

昭和55年10月23B

＼

一難10駝号一
日霧雪坪疑55年1G月30霞

舞週木曜田発行
葉部窄2＝0円（送料共）
購竃亮料一年分野r金55◎◎湾
議

本

会期内成立へ

炉の謝謝︑研究の叢進

十三本︑七一無二十五本︑七二年

▽核融盆炉突現の前提となる臨

告浦思捻威も﹁嵩速でその威力を

界プラズマ条件の日成を圏指した

聞のみで︑それ以後は実施してい

韓圏政府は︑﹁この海洋投擢

発揮する原子力船の研究開発は国

二＋五本︒

益にあったもの︒従薬の箏業団は

60︶の建設の推進

臨界プラズマ試験裟畷︵﹂τ1 は︑六八無から七二礁窪での籔年

な障害があった︒このため︑憧久

騰隈立法であったため︑いろいろ

と︑各大麗が慧晃を述べたが︑お

ふまえ︑﹁廃棄物は︑一隼以内に

七二隼と七一一蕉の追跡調費結果を

また︑その安全性については︑

ない偏としている︒

が﹁罠間︑業界の愈晃も糊こう﹂

おむね螢成の意岡︒中山総務長窟

核極で︑放射挫同位元素の雀摩過

放射能が安金水準まで妖減される

このような中川笈宮の説明のあ

これに対し社会党の臼野箭朗氏

と述べたことが注闘される︒鰻後

的な組織にする必要がある一と螢

は﹁これまでの窟議をみても︑事

に次圓の跡職を︑逓産大距の東爾

程で発価した極低雌位︑短簿命核

成論を展開した︒

その規模からしても充分に蕩慮さ

業鐡の研究体制は︑予算︑人興︑

アジア訪間帰図後闘くことに留

をすすめることは大証﹂とする雛

た︒

い﹂として反対の悪騒を衷明し

海洋投棄したが

らかにしている︒

題とならない偏とする冤解をあき

よび環境への薄染は︑まったく問

種である︒このため︑海洋隼物お

れたものとは思えない一と反対の

成発諾を行った︒また︑民祇党も

難﹁恒久的な﹂研究纏織に
原子力船研究開発の樋久的研究機関への移行を露坐とする門日本原子力船騰発嚢業事法改正案﹂が

和田一仁氏が﹁舶周原子炉の開発

残が﹁安全軽視が改められていな

無十一午後ひらかれた衆議院本会議を通過︑滲議院に送付された︒十島心付で衆議院・科学技術蚤員

発悪を行ったQ共産党も瀬崎博義 め︑散笈した︒

鼠に付託された同法案は︑士ハ︑二十一臼の審議を経て︑二十三欝には鈴木厳椙も出腐して藥晦繁議

に入り︑五隠三十七分︑政府の原

科学技術庁は二十騰闘︑一部報

韓国からの正式藏答

次のような冤解をあきらかにし

原子力安全局は検討を行った上で

一方︑報告を受けた科学技術庁

璽どおり︑囲民︑公明︑民社の賛

環境影響なし

そ欧米先進国との格差をちぢめ︑

この討論ののち︑ただちに採択

は︑欝本の経済に不可欠︒いまこ

経済性︑儒頼性の確立をはかると

で︑もっとも楽誠期の長いイオウ

便われる短皐減期の放射姓薩薬繍

一︑放射性物質は︑わが濁でも

夕︑外務省を通じ︑公式の報告が

翼について︑岡国から二十三臼

海への低レベル放射性廃棄物の投

たQ
成多数で可決した︒

道から端を発した韓綴による田水

き﹂として蟹成を衷明︑公明党の

科学技術立国ふまえ

八O奪代の科学技術政策を効二曲 的灘洋処分を︑殴民の理解を得る

の︒タテ翻り行政の埴根をこえて

してしまっているので︑安全圭︑

れた放鮒性物質については︑蔵衰

一︑したがって︑今臓︑韓国か
35︑クロム51︑テクネシウム99
m︑テルル獅m︑ヨウ黙撒・金鵬ら投棄されたことがあきらかにさ

た放射性物質は︑リン32︑イオウ はないと筈えられる︒

庫度別にみると︑六八無に二十

われたもの︒

査要請はこの議決にもとづいて行

Wの断規鷹源を趨耀した︒欝欝度

力會せて十〜地点︑約二璽一万K

町への昆地が翻然的に欝気かどう

∬地響概請願澱にもとづいて︑岡

四人にのぼる﹁簾発立地反対読

⁝プも独農の活動で五千四衡五十

会に捉出︑これに対して反対グル

の禽慧をえる②調査難胴は獺濁臆

て立地する場禽は︑あらためて町

請︑さらに①調査紬果にもとづい

し︑その紬撮を報鑑するよう﹂要

の遅れが蔓慮される︒

Wと︑その差は大きく︑継継開発

調審避過熱源は命謂二闇二十万K

ており︑今圓を含めた今までの電

の弓手蟹標は二千膏万KWとなっ

可決し︑逆に及対訥融を覆決︑こ

開発調造特溺委環会が掘進講願を

これに対し議金では︑まず繭醜

受諾する縣と園冨︑調査謝圃潜を

沼︑町役場を訪れ︑

麟電力の平封滋一一副祁長は二十九

これに対して︑要晶をうけた四

G︑各七十万KW︶︑九縄・新小

・知多第一一火力一︑二慰籍︵LN

上穫が見送られ︑縦な飽源は中竃

電・柏縞刈羽原子力二︑総懸榔の

など︒

社社社社社社社社社社社社

二極総総
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所社社社社社社社社所社
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に入り︑二十八日︑自民︑公開︑民祉の蟹成多数で採択︑本金議待ちとなっていた︒十一月三十譲ま

の原子力機関へ統証する五十九年

一方︑蘭野威氏︵公明︶は︑他

ように懸盤した﹂とこたえた︒

慢宋濠での実験落懸をただしたの

ひきつづき質闇に立った臼細帯

とをあきらかにした︒

での隠限立法となっている岡鰯業団法は︑衆議院の趨過により︑会期内の成立へ向け︑その展望を大
きくきりひらくこととなった︒

本玉議に先立つ二十八墜︑午劇

だ研究の二文字を舶えただけで︑

期氏︵社食︶は︑﹁改正案は︑た

十蒔からはじまった科学技術婁聖

ら贈名の質問蓄が立ち︑それぞれ

楽では︑窓民党をのぞく各野党か

鍛終の投棄が行われた七二年から

に描進ずるのが会議のねらい︒メ

僚元素の生灌過程で発生したも

などの核研で︑これらは放活性岡

▽醤来の原子炉の本命である高

▽ウラン叢総の技術開発︑薄処

速贈殖蝉の原型嫡﹁もんじゅ﹂の

第82圏蹴翻審

は見送り
として立地廉潔を求める講騒朝名

握出された要盟樽によると門原

第八十二園飽源開発調整甥議会
論動をスタートさせ︑約二か月闘

発意地に関する壌煎⁝調炎を実施

か︑立地が隣境におよぼす影響等

唱㎏をあつめたことから︑

力が負担する⑨調蒼を行うに際し

﹁熱川腺発偏が大きくクローズ

れにつづいて木金議も＋五磁︑幾

ヒアリングの開催が遅れている束

アップされることになったのは誌

丁渡した︒

︑照麟・

襲難読講

ﾅも八十七・九薦︑このため︑

げんざいまでの八駕闇で︑放射能

あったことをあきらかにした◎
それによると︑鱒国は一九六八

は約召懸想の〜に減衰している︒

関係閣僚連絡会議が発足

黛から七二年までの五鋸間︑愈計

一︑投麺された放射能腿は示さ

に対し︑原船室の禽本尊心理箏は

醜体的施策として次の点をあげ

欝十五本︑総璽演義牽五ゾのドラ

れていないが︑投瀬物の衷画線騒

げんざいの罪業団と何ら変わって

政府は二十八B︑科学技術関係

た︒

ムかんを︑欝陵︵うつりょう︶絹

率からみて︑それほどの放射能で

の立煽から︑政冊側へ盤疑をおこ

閣僚連絡禽議の初会舎をひらい

▽原子力船凋むつ﹂の蔽遮改

二千二合蝶に投嘉した︒投棄され

南方＋一襲の韓国韻海内の水深約

﹁冷態状態での性能試験︑そのこ

たQ十七日に関係閣膿が八一購に

港の建設

修︑安全性総点検の笑旛︑新定係

の総愈試験︑臨界誠験を経たの
ち︑各ステップに分けて出力上鐸

会盆をもった科学技術関係閣僚金

いない︒舶用炉の研究は︑︵原子

︵社会︶は︑﹁改箆廉では︑研究 したのに対し石渡漏長は﹁研究に

試験を行い︑その安全を確認した

議をふまえて正式に発想したも

力︶研究藤で行うべきだ﹂とただ

は︑実験船としての﹃むつ﹄を最

い﹂と掘負を語った︒

あと︑一羅間の実験航海を行いた

まず質問に立った中村露光氏

の機能も加えるというが︑その体

験で簿られたデ1タをもとに︑次

大限に酒用することが不可欠︒実

なった︒

いるのか﹂とただしたのに対し︑

制・人員︒予簾規換はどうなって

和田一仁氏︵民社︶︑小渕正義

ンバーは中凄総携︑渡辺大照︑田

と考えられる︒

まったく問題となるものではない

▽低レベル放射性廃落物の試験

氏︵蔑社︶︑瀬縞博勝義︵県薩︶

中文部︑鍼中通薩︑二本経企︑中

の︒投藁時点での工面線撫率は一

このあと吉浦忠治氏︵公明︶︑

の各階澱が発謬席に立ち︑政府側

時間あたりO・一〜四十六︑ゾレン

いきたい﹂とのべた︒

濠た︑同氏が︑﹁飽の康子力機

の改正鍵に対する質疑を行ったの

理対策などの核燃料サイクルの累

の賭代への舶紹炉研究に反映して

関への統含は︑その継続研究に鶴

期確立

﹁総懸的には︑げんざいある授術

陣から二名を研究員として︑そし

密をもたらすのではないか扁と疑

に五回の会盆をもち︑まとまった

川科技︑憩岡麗林の七閣僚︒館内

科学技術庁の石渡原子力局畏は

て新たに七難の研究員を魍興し︑

た︒

ち︑難聴十二分から討論に入っ

とともに︑團際協調を図りつつ実

合繊九名の研究員体制からスター

は﹁研究開発の一質性が婦られる

聞を投げかけたのに対し石渡周長

鵬上︑中川科技庁幾窟は科学技

穂落は来黛度予騨に反映させる◎

一添︑六九年二十一ホ︑七〇隼二

原子力発電

トしたい扁とのべ︑あわせて来奪

討論では︑まず霞民党の椎猶素

態設の推進および新型転換炉実語

トゲン︒

慶瓢欝欝の予舞描國をしているこ

爽氏が﹁海運業のエネルギー確保

術政策の難点となる原子力開発の

のためにも︑原子力船の研究開発
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訪れ︑

で鋤鍬者のヒ○％にあたる九千五

について調査を依頼したもの︒こ

進﹂﹁炭対﹂講願が町議金で併行

ては町と協定を締績する一⁝など

が十月二十九繭開かれ︑水力︑火
地する捌能雛について饗前諾撫を

探五↓ヒ犠の蟹名をあつめて町識

﹁岡町に凍子力発勉所を立

十五日に町議金て棟択された膿発

実満するようUが式に嬰請した︒

れにより地謡住民の推逗講融を契

して審議されるという異常鳴態と

の条件を付している︒

面七月の源発馬遣グループによる

を採択した︒今回の藤戸町長の調

成十四︑反対四の大蓬で調嶽請勲

﹁推

機に急浮上した﹁窪川原発﹂問題

なった︒

今回の囎調審では︑第〜次公開
は︑その実現へ闘け大きな第一歩

﹁原発礁野心扁の紬誠が臨擾のキ

をふみだすことになった︒

ッカケ︒岡研究盆はその活動の柱

﹁肉し入れを

藺知県簿川町の藤一ーユ遣町長は二

倉灘獣勺機︵LNG︑六十万KW︶
十鵬嗣︑蕩松宙の四国電カホ社を
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臨界30か国力ら集う
産業利用の拡大を展望
第三回放射線プロセス蟹際会議が二十七日︑索票・白金命の都ホテル索票で幕をあけた︒

﹁放射線

プロセスー人類揺祉に貢献する新技術﹂を前囁にうちだした今回の会議には︑来︑英︑仏︑弓張︑イ
ンドネシア︑申継︑韓国︑インド︑イラク︑チェコスロバキア︑ユーゴスラビアなど世界三十か国か

間にわたって討論を展開する︒

ら約蕊百人の尊門家が参加︒放射線化学の学術基盤をもとに︑産業利用への発展の方途について五田

発﹂については﹁すでに提唱され
ているものに原子力に頼ろうとす
る道とソフト・エネルギー・パス
とよばれる道がある篇としながら

いずれも放出

基準下まわる

題する報出口書をまとめた︒

五十一一年度以降︑各年度とも放出

物の放出展は︑試運転を開始した

墓準以下であった︵翻三隅年間放

これは原子炉箸規制法にもとづ
き毎銀まとめるもので︑現在︑た

また︑科学技術庁は岡階に・

﹁試験珊究胴お

よび研究開発段階にある原子炉施

曝状況について﹂

﹁核燃料施設における従事者の被

出基準と五十四年度の実績︶Q

報告轡によると︑同施設からの

だ一つの再処理事業蓄である動力

科学技術庁はこのほど︑門昭和

放射性夜体廃棄物および気体廃棄

炉・核燃料開発嶺業団の菓海再処

五十四年度再処理施設における放

再処理廃棄物

だ確立された技術ではないとみる

射性廃藁物讐理状侃について﹂と

も︑原子力宝亀については﹁いま

のがおそらく蕉当であろう﹂と判

いて偏と題する報告潜を発表した

設における従事者の被曝状況につ

が︑ともに従事蓄の被曝実績は許

る︒後煮の報告の申には︑動似ふ

容被曝線量を大きく下まわってい

ども含まれているQ

げん発慮所︑原子力船﹁むつ㎏な

これから最舗要期である冬黍を迎

救々と成粟をあげてきているが︑

理施設が対象となっている︒

定︑ソフト・エネルギー︒パスに
ついても﹁まだ検討されるべき仮

境を披露した︒

放射線プロセス国際会議は一九

かにしている︒

説のひとつ﹂との考え方をあきら

げられるとして︑厳しい企業化環

七六琿にプエルトリコで︑また七

﹁核貝器からうまれた技術を︑そ

このうち原子力開発について

八黛にはマイアミで開催され︑世
界的な視野から大容蟹放射線源利

のまま来圏から導入して︑この藻

用の動向を見直し展望する場とな
っており︑日米欧の学会︑研究機
関が共催している︒今回は臼本原
やり方がいろいろな問題をうみだ

ま大規模に開発するというような

食事務局を撮当Q※国以外で初の している﹂と分析したあと︑一こ

子力碍究所⁝渦摘研究所が絹織委員

一対策推進閣療会議をひらいた︒

噂一昌齢齢需

行きづまらざるをえないことは自

の緊張を激化するかぎり︑いっか

ているかぎり︑そしてそれが世界

性かつ環境破壊性の資源にたよっ

こうしたなかで報告は﹁非更新

の住民との話しあいの場の有無が

立地聞題については﹁初期段階で

ることが急務だ﹂とのべたあと︑

規制能力と権限を制度的に保障す

ように公平中立な機関として安盒

委員会が本来の機能を発揮できる

発行政闇題について﹁原子力安全

報簿︑﹁今隼七月の世界の石佃生

一⁝などをきめた︒

点検の日として運動をもりあげる

る﹂との認識で冤解が一致︑異休

環としてより発全な公開システ

の減少を示している扁とのべたあ

産は︑〜九七九年平均より約四％

アン・ライトが二十八が／縫から

と︑価格情勢については門アラビ
度が行政の裁羅にまかされている

三十妙／暦にひきあげられてお

さらに報告は﹁げんざい公開制

いる︒

アリングの開催と關催前の盗料の

のは不十分だ﹂とし︑﹁第一次ヒ

日本政策センター

日本政策センターは十一月牽

七︑十八の繭嗣︑左京千代田区の

麹町会館で産業情報セミナー﹁原

発の立地推進策と補償聞題の実

つみだし陣列が獲垂垂におよんで

﹁また︑かりにイラクからの原油

ろ食餌はない扁と報告したあと

様々な検討を加えているが︑最大

力業界は安全供給の確保の面から

ルギー需要の増大にともなって電

躍本政策センターでは︑電力エネ

同セミナーの企画にあたって︑

際﹂を開く︒

も他の薩油国の鱒産余地があるこ

海峡の通航はげんざいまでのとこ

が国への影響について﹁ホルムズ

また︑イラン・イラク紛争のわ

いといわれる﹂と指摘した︒

示しているが︑現実の制約は少な

イラク紛争にともない上昇傾向を

り︑またスポット擁格はイラン・
公開・縦覧を立法化することが巖
低限の硬請としてのぞましい﹂と
のべている︒

省エネルギー

目標きめる
エネルギー閣僚会議
政雇は二十四田︑総掘エネルギ

原発立地と補償
問題でセミナー

ムを確立することが必要だとして

であろう﹂と指摘している︒

えること︑石芋需給の先行きに流

のまま意地をはって先へすすむ

こんかいの会議は鈴木内閣になっ

開催とあって︑シルバーマン︑ス

てから二圓國︒イラン︒クラク紛

罵分析研究所長は︑フランスがか

また︑報告は﹁原子力は判断を

器の出現による放射線コストの低

ひとつあやまれば野宮は深刻かつ

一

﹁根本的な改革

動的な面が残されていることなど

ている﹂と指摘︑

から︑さらに

と︑もっと大きな破局が待ちうけ

争など急転園する国際情勢をふま

をいっそう周知徹底する必要があ

ルスビ⁝の各氏ら海外の権威蕎に

つぎの世代までおよぶしとその特

えて︑とうめんのエネルギー対策

タネット︑モーガンスタン︑チェ

をしないものは原子力が育つ可能

殊洪を指摘したあと︑﹁だからこ

のあり方について慧鬼を交換し

的に①暖房温度自標を十八度とす

って繊維のグラフト露愈でパイロ
伍してわが国から桜田一郎原研大

性を採殺した燈下蕾となろう﹂と

そ原子力の決定は安金性の観点か

た︒

開会セッションで特馴講演した

阪研究所長︑属村誠三東大名工教

のケメニー報告を引干して︑いま

らより多くの者の疑問にこたえ

る②十二月一差を省エネルギー総

ットプラント段階まで到達しなが

授︑宗像英蔓兀原研理事畏ら多数

こそわが凶の原子力開発は臣薫・

席上まず田中六助通艦大臣が︑

日

明だ﹂とし︑われわれがこんこ数

もっとも大きい闇題だ﹂とし︑

の上置

ら企業化に結びつかなかった二挺

の專門家︑学識経験蓄が参颯︑討

うる制度をつくりだしていかなけ

一騨冒﹁

十遠聞に選択すべき道は﹁エネル

﹁初期段階で道府県︑南陶村が虜

七％節約

に触れ︑この背景には六日からの

論を盛り上げている︒

一口＝；
朧一酔︻

さいきんの国際石油情勢について

展を促す嚢照となっている︒

一

ギ⁝の多様化をはかり︑このなか

主的に住民と協議しつつ︑階間を

また︑報告は興体的に原子力鰻

で璽新性無公害エネルギー源に

ならない時だと規定している︒

一

ればならない﹂と強調︑その一

減化や省エネルギー効粟などが発

芦鯖＝一幽

二十二日からひらかれていた温
総括して︑こんこあるべき科学技

瞬一一一糊騨

るべきだと強調している︒

ス社のモーガンスタン氏は︑﹁＋
一方︑設備投資面での在来法と
の競命や﹁放射線扁への紙抗感な

一

塗膜の硬化など広範な産業領域に
本学術会識の第八十團総会は二十
術政策のあり方をあきらかにした
もの︒それによると報告は﹁科学

依存する比率を少しずつ高め︑あ

らには発航装置の安製麺に関する

十分にとって環境調査︑評価︑さ

な法規や手続きがどうしても必要

技術的評価などを実施しうるよう

わせて世界の緊張を緩秘していく

え方をあきらかにしている︒

努力をすることだ﹂との基本的考

その翼体的な﹁新エネルギー開

聡西電力高浜原子力発電所二号

セミナーでは︑関係翁庁・地方幽

治体および実際に立地闇題︑補償

の課題は電漂立地の推進︒今回の

問題に携わっている掲当者を講師

機︵PWR︑八十二万六千KWと
︶︑わが国の石油縞給が繊細状態
から︑わが国の石癌需給に大きな

▽テーマ

▽晴間

る︒

に招き︑総合的に問題をとらえ

は﹁不安定な国際情勢を考える

しかし︑こん︸．﹂の対策について

をあきらかにした︒

影響がでることはない﹂との考え

にあること︑備蓄があることなど
が二十三日︑通算三百七譲をこえ
る連続通転記録を達成した︵懸隔
翼︑手前︶︒

これまで記録保持春だったのは

と︑わが国としては石癌消費舗約

九州電力玄海原子力発電所一号
機︒これに対し高浜二号機は第三

努力のいっそうの徹底に加え・省
エネルギーの推進︑石油代蕎エネ

▽受講料

電源開発など︒

題︑地下式原発︑福脇凝における

原発立地をめぐる課

両臼とも十階〜十七時

二十一日午後四時四十六分に併

畷定検のあと昭秘五十四薙十二月

ルギー開発︒購入等の総懸エネル

同センターへ霜話で

︵〇三一二三四i七三三一︶︒

▽磨込み

食代︑資料代巻含む︶

一名四万二千円︵質
け︑十月二十三日に三酉七難をこ

ギー政策を強力に推進していかな

入︑そのこも順調に運転をつづ

える連続運転を遠成︑日塞記録を

ければならない﹂と強調した︒

いて会議は﹁石油消費節減対策は

このうち繍エネルギ1対策につ

かきかえることになったもの︒

第四園定検は十二月上灘が予定
されている︒

淫

に適合した環境放射線

モニタリングに関する指釧

養

民主・公開の﹁原点﹂にたちかえ

米ラジエーション・ダイナミック

MW程渡だつた二年離の世騨の 電
子線加速器市場は︑隼率二〇％の

一騨＝＝

伸びをみせ︑今隼來には約十五厩
ど克服すべき画題も摺えている︒
繊維の輸出攻勢が産桑界の設備投
Wに淫し︑コバルト6⑪のみの容騒 仏原子力庁のP・レベック化学利 資悪欲をそいでしまったことが挙

原子力三原則厳守を

十MWと 舎 わ せ て 二 ＋ 五 M W規模
になろう﹂と︑進展箸しい産業利
用のすう勢を展望︒放射線照射技
術が電線被覆のポリエチレン架橋
をはじめ発灘ポリエチレン製造︑

浸透し︑巖近では緻維に生ずるカ
颯田︑﹁先兇性のある科学・技術

の三山聞にわたる総会議の日動を

o口第11期報告まとめる

ビの殺菌と乾燥に成功をおさめて
政策の確立のために偏と題する報

医療器興の殺菌︑WPCの製造 ︑

いるほか︑いくつかの梅望プロジ

祉と文化の向上に藁献ずるという

技術の発展は究極的には人類の描

全入類規模での社会的要詔に答
えるべきだ﹂との基本的珊念を示

を終了した︒こんかいは第十一鰯

ェクトの企業化を生みつつあると 告憲をとりまとめ︑すべての懸程

μ（，1㎝r
（庄3）喚出瞳界f自7γ10

μCl梛
（，」「2）襖L』「浸界伯BX雀O

。。諾礁霧士電機

富士環境放射線モニタリングシステム

原∫力施設周辺のγ線を精度よく連紅藍に｛［｛1引し、

特長

。己録・表示します。

連続測定します；

（注窪）トリチつ／点を除く

胤w

さいこの総会にあたり︑報告はこ
諺︑

したあと︑﹁こんにちの科学技術
が距罰する問題﹂としてエネルギ
ー間題の重要紘を強調︑﹁化石燃
料から脱却するため新エネルギー

開発につとめるとともに原子力発
電については三原劉にたちかえっ
て体鯛改革をいそぐべきだ﹂との

それによると報黛はエネルギー

考えをあきらかにしている︒

ネルギー資源は木樗から石炭へ︑

間直について︑まず﹁これまでエ

石炭から石生へと変せんしてき

と︑現代を﹁化石燃料から新エネ

た﹂とその歴史をふりかえったあ

ルギ⁝資源の時代への転換をはじ
めた二期で︑われわれはその一大
転換の前夜に生きている﹂ととら
え︑いまはエネルギ⁝源としての

の鯖代へとつないでいかなければ

石油の消費を極力制限して︑つぎ

〒ioO東京都千代田区有県町レ12−1（新有衆町ヒル）TEL（03）211−7111備

計測事業部

憲士亀機製造株筑会社
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原
放射線プロセスは︑大容騒加速

掘鱗．

浸

ン

述べた︒

灘
響駅

磯

原∫力施設周辺の環境放射線甲の監視を豹なう
ため、原∫力委員会より公命された 環境放射線

空問γ線を高感度⑱高精度で

鷲モエセわ三ネセ三

ｩ国が雷加した第三團放射線プロ壱ス国際会議

購轍鞠齢蜘蝋轍

（2）放射性蚕体廃棄物の54年度放出澱

羅醗懸繍醗1
。。．

W社ラ魏魏らンプ
程のジ会に約ドロ第

難
30

臼）放射性気体廃棄物の54年度放出量

（2）
三葉052号
（第三種郵便物認可

新

子

昭和55年10月30B

モニタリングポストてす。

醗無指向性Nal（TDシンチレータを紅鱒しました。
醗エネルギー平握化目路（日本原子力研究所所有
特許〉の妹罵によ怯入射γ線エネルギー依存 歴
を補償しています。

⑳検出部の周囲温度を一定化するための1亘温装置

度変化の影響を極めて少なくしました。

計周部の空調およひ温度補償回路により、温

O

聞

業

一︑大統領として︑わたしは︑

宛の手紙の内容は次のとおり︒

カーター大統領のチャーチ議員

た︒

領の増殖炉政策の間で蕾航してき

憎殖炉推進の立場とカーター大統

持蕎︒過去四矩聞︑彼の本権蓄の

の零種党議員で︑強力な燧殖炉支

チャーチ氏は︑アイダホ州選出

柴春︑鰯増殖姫建設を決窟？
e醜賦政策で白熱

米大統領選鱗︵上院議農の三分の一と下院議員全韻の選攣も岡蒔に異旛される︶が終盤を迎え︑各

た︒十月一一十一日︑アイダホ州選出のマクルーアとシムズの両共和党議員が︑カーター政権は堰魏炉

議員候補蓄がデッドヒートするなかで︑贈殖炉開発敷策をめぐる論箏が大きくクローズアップしてき

追い込んだ︒これに藏し︑カ⁝ター大統領は二±二臼︑シムズ議磯らの罪難を蕾定し︑﹁わたしは︑

廃止の政簾を打ち出そうと秘密膿に画策していると葬難し︑岡州選出のチャーチ民驚党議員を苦境に

いる︒来年三月には︑新しい楢殖炉施設の建設に蘭する決定を行う偏醤の懸簡をチャーチ議員に送り

な研究︒開発プログラムを︑一蟹

すれば︑有雷な惣作飛をぽとんど

リカムーCが人体に筍効利用で

るが︑一方︑リカム⁝Cのプルト

り試験研鑓を横み重ねる必要があ

放射能をおびた水撃百立方層が漏

このほど︑冷却系の故陣で炉外に

塔機︵六十九万KW︑BWR︶で

ドのオルキルオト原子力発電所一

︻パリ松本駐筏殿︶フィンラン

オルキルオト一号

却水撒墜ンが漏洩

冷却系故障で冷

いる︒

一週間あたり齎万ぜと毘積られて

取り除かれた︒レイモンド博士ら注薗されている︒

ろ︑注入プルトニウムの七〇％がるのに利銭できるのではないかと

ある︒

砕氷船動力炉の
研究開発で協力
︹パリ松本駐在風︼ソ遮スード

ルチラ両グループの技術専門家

インポート︑フィンランド・ワー

は︑地上動力炉に続いて砕氷船用

原子力砕氷船の建造は︑この五

動力嬉の研究關発に魑目した︒

原賑は冷却系の圧力を調整する

洩した︒

弁が作動しなかったためとみられ

る︒職員と施設にはなんらの彪険

陣の原因と自動調節システムが作

もなかった︒発止所当周はこの故

進めている︒

動しなかった慰態について調査を

十二周に初鏡蹴へ

トリカスタン三弩
で燃料を初装荷

︻パリ松本駐荘厩︼フランスの

︵九十万KW︑PWR︶の核無

トリカスタン原子力発醒駈三唇機

た︒臨界は十月末︑初送電は十二

月の予定である︒一轍機は総長⁝⁝

霞︒難燃機は〜二号機に約六か月遅

十一薦︑二号機は八月七難初編

ローザンヌ大学

れて初送霞する計画である︒

スイスのロ

でトカマク完成

門パリ松本駐在鼠

ーザンヌ連邦理工科大学の両得酉

して颪三十五か月かかる晃通しで

設は︑潮曇予想の六十︸か月に対

できなかったのは〜九五〇年代に

冬は明暮愛まで遜休を続ける︒

億裂が発晃されたもので︑この三

ラズマを六十万アンペアの霜流で

カマク

参翻することになった︒プラズマ

カマク

した︒

十分遅〜秒間組燕することに成功

で摂氏懲懲万度の水素プ

C鶏GBが建設渚初絡裂を発兇物理学研究駈の研究員はこの ト

が完成し︑核融盆研究に

ある︵一九八四奪完成︶︒この期

は十分な非破膿検査技術が存在し

ノックス炉が運休している被害は

なかったためである︒これらマグ

、

艦幽

，毎（02928＞2−2980（ずヒ）

iCという名前で︑生体細胞内かは︑﹁リカム⁝Cを繰り返し鳴管

伴うことなく︑もっとたくさんの

※国がLMFBRを利用すること

らプルトニウムをつかみ出して︑

と呼プルトニウムを除去できるだう

門嗣語で

プルトニウムとの間に化撫物︵専

排せつされる︒

キレート化冠物は︑降臓を通ってきるためには︑今後数奪闇にわた

毒で︑分子墨が十分小さいので︑

ぶ︶をつくる︒リカム⁝Cは︑無う﹂と述べている︒

キレート化舎物

恥を取除く新物
ができるように︑わたしは︑LM
質の開発に成功

FBRの研究開発を押し進めてい
米バークレー研

くプログラムを︑げんざいコミッ
トしているし︑将来もコミットし
※国のカリフォルニア州大学ロ
ーレンス・バークレー研究所の二
人の科学蕎ケネス・レイモンド氏

一︑上院エネルギー委員会での

続ける︒

このプログラムに対する飛下の支

もので︑昨年には︑報告蜀シリー

ニウム抽出能力を利用して︑リカ

みにプルトニウム溶液を注入して

トニウムを経済的に隔離・抽出す

ムーCは︑放射性廃棄物からプル

蝦近の箋験結果によると︑ねず

関係看の支持は︑LMF8Rのど
ベ︑プルトニウムで馬韓された実

リカム⁝Cを経口膿嗣させたとこ

プルトニウム湧染させ︑そのあと

とブレッド・パイル氏は︑このほ

に取り除くことのできる新物質の

験鋤物からプルト一一ウムを効果的

持と︑アイダホ国立工学研究斬の

ースプログラムを強力にしていく

会に︑圃件に関し勧告を行うだろ

を進めており︑政府は来庫三月議

この新しい化学物質は︑リカム

開発に成功した︒

上で︑きわめて麗要であった︒着

実に開発していくのに必要な人
員︑資金などをこのプログラム

新しい堰殖炉施

の建設についての決冠を来奪

一︑わたしは

的付面することをコミットする︒
将来の利屠にそなえて︑液体金属冷却高速増殖炉︵﹂MFBR︶の研究開発計画を一掴して処罰して LMFBRに対する健金で積極に
設

の助醤と勧告は︑わたしと上院の

う︒この璽急な決定に対する二上

して支持してきた︒

関して貴下とともに作業すること

ログラムは︑米国の将来のエネル

訳出の同瞭にとって︑とくに璽塑

尊プ
爵に出す予定であり︑この件に
一︑強力なLMFBRベース

チャーチ議鼠を援護射繋している︒一方︑選挙とは無関係に︑会計擾査院︵GAO︶が︑さきほど︑
来臨の増殖炉計画は無秩序で方陣性に欠けており︑⁝刻も攣く実証炉の建設に魑齢すべきだとする報

新しい施設に対する概念設謙研究

ズの第一弾として門原子炉安全性

ならない︒必要な安金防護を達成
するための第〜段階として︑まず

月ヘルシンキで開かれた両国機械
製造協力会議で修正した︸九九〇

ソ逮醸初の原子力六月船アルクチ

隼までの協力謙画に加えられた︒

﹁﹂OCA解析における冷却桝挙

﹁核燃料サイクル活動の安無性﹂

衷された︒CSNIは︑このあと

における放射性エーロゾル﹂が発

原子力発電所立地地域の地鰹活
動︑地質学︑テクトニクス︵構遣
地質学︶およびそれらの歴史的記

による危険性が明らかにされる︒

CCS解析のためのクリティカル

動のモデル化﹂︑﹁﹂OCA−E

シベリア号は現在建造中である︒

ついで︑地誌慈力に耐えられる適

カ弩は七七年北極に宝達︒第二船
切な抵抗力を原落語施設にほどこ

バークレー原子力発電所︵マグノ
ックス炉︶の︸基の冷却系溶接に
発鬼された亀裂は蓑面的なもので
あって穀設当時から存在し︑なん

た︒

らの漏洩を起していないと発蓑し

し・驚製は非破手険奄の野島発兇

料初雛葡が十月十七日から始まっ

力庁︵CEGB︶は・このほど・

︻パリ松本駐在貫︼爽国中央電

CEGB発表

溶接部の亀裂は
建設当初のもの

︒フロー・モデル﹂︑門LOCAマグノックス炉
動隔に関する報告簿の作成を予定

時の被ふく材の酸化と燃料の挙

し︑最終的には公衆の十分な保護
を確保するため︑原子力施設の設

している︒

計・建設に際して考欝すべき参蕩

地農動が竃義5れる︒
こんかい発表された報告善は︑
①地霞によるリスクを解析するた

＆象
③地震の伝ばと特性化④地震・構

めの確率手緒②参考地回動の窟義

の建設遅れる

西独THTR

露量
造地蔵Ilにおけるさいきんの進

に︑参考地震動を定託するために

歩について検罰している︒さら

プローチについても評価の手を加

各国の規制豪局が採用しているア

︻パリ松本駐在麟目西独のホッ

された︒無内には運転再開が予定

岡炉は定険のため二月に運休
報儀欝は︑また︑こん︸．﹂調鷺研

ホテンペラツール・ケルンクラフ

八闘年髪容へ

究を冷める必要があるものとして

トベルク︵HKG︶琿報によるされている︒一月にはダンジネス

えている︒

①地域的な地算濡動に関する知識

と︑シュメハウゼンの腐羅炉TH のマグノックス炉︑続いてブラッ

二十鋤焼︑漂さ三十六勲︑！規の

配録嚢覧の作成④発生頻度は小さ

間の墨絵と新規雌にもとつく設計

ト

の改善をめざしたプログラムの編

TRi三〇〇︵三十万KW︶のド
建ウェルの工墓が運休した︒善様

いが大きな挙動を伴う地羅も愈め

修正によって︑建設賢は七三奪麗

なお︑この報告鶴は︑N琵Aの 猛りの八億八千五頁万場から二十

本社人事クループ0

Oソフトウェア技樹暫を募騙していま篤お問合せ

東

大阪（06）241一通1賛（代）

名宵優（052）582−G95…（《t）

呆（03）663−421…（f曳〉

東
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眼臨齪

告欝をまとめており︑大統領選挙後も︑囎殖炉政策論象は高まっていくけはいである︒また︑八一年

に競盒できるようになったとき︑

地震評価で
報告書発表
OピC◎・NEA・

1︶の轡門象グル1プが作成した

に︑エネルギー省︵DOE︶は︑ なものとなろう︒
MF8Rが他の発現技術と経済的

度エネルギー欝予弾薬の中でゼロ蕉定されているクリンチリバー憎殖炉︵LMFBR︑電気出力三十 ギー政策の本質的要素である︒L を期待している︒ご存知のよう
八万KW︶の建設計画については︑げんざい下院で予輝復活の動きがあるものの︑カーター大統領が
再選されればこれまでの経過から︑クリンチリバ⁝炉の建設は絶叫で︑レーガン候補が選ばれれば︑
建議が続行される司能控が大きいとみられている︒

拡散政策の異施勧告﹂と題し︑環分の公表をホワイトハウスに要

︵INFCE︶後の大統領の核不漁は︑機密扱いになっていない部

あるジェー ム ズ ・ マ ク ル ー ア 上 院

境羅議会︵C￡Q︶のグスタフ︒

アイダホ 州 選 出 の 共 和 党 議 員 で

議願とステ イ ⁝ ブ ・ シ ム ズ 下 院 議

スペス委費長と行政蟹理予算局NEC︶と米国原芋力薩業金議

ど︑原子力安全研究および技術に

録を調査することによって︑地際
︵OECDiN露A︶は︑こ
のほ

︵AIF︶に漏して︑選殖炉政
経策
済協力開発機構の原笹力機蘭

かけている︒

に関する論争の場をもつよう呼び

︵OMB︶のキティ・シャーマー

求︑また︑来国原子力協議会︵A

員は︑ナ月 瓢 十 一 嬢 ︑ ア イ ダ ホ 州

リグビーでの共同記蓄会見で︑

マクルーア議員らによって原子力

﹁カーター政権は︑高速魍殖炉計 氏がとり藤とめたもの︒彼らは︑

画廃止︵の 秘 密 政 策 づ く り ︶ を 画

る参警地震動駄と題する報告澱を

弾として﹁原子力安全評価におけ

関する現状報告譲シリーズの第二

伝えられるところでは︑この覚詑番会冤から二日後の十月二十三

一方︑カーター大統領は︑この

え欝きは︑ホワイトハウス︑糊僚田付けのフランク︒チャーチ上院

反対派のらく印を押されている︒

両議員によると︑増殖炉廃止の

レベルの高宮︑中央蛎報局︵CI議員宛の季紙の中で︑マクル！ア 発表した︒

策している扁と発表した︒

秘照政策は︑ことし六月十二嗣の

A︶︑統舎参謀本部に配布されて上院議員とシムズ下院議員の葬難

号機が

︒マリア・デ・ガローニャ︵四十

いで四番墜に運開する原子力発哨

を勧告している︒

原子力施設安全性委翼会︵CSN三億六千万嬬に膨張する撃込みで

再︵五＋万KW︑Gc鼠︶に次

号機より一

所で︑九十万KWクラスでは最初
のもの︒二二機は︑

調遅れで運転入りを予定してい
る︒

た︑確率論隔地醗評価技術の開発

図の作成③世界中の大きな地震の

六万KW︑BWR︶︑パンデロス

成②地震による危険性を示した地

・十六万KW︑PWR︶︑サンタ

ンでは︑ホセ・カブレラ︵ゾリタ

アルマラース一号機は︑スペイ

運転を開始すると第一位になる︒

は第四位・アルマラ⁝ス

い地域で︑一人当たりの生産蟹で

も住罵一人当たりの消費羅が少な

いる︒カセレス県は盒国でもっと

開始を書しひかえるべきだとして

補償法興﹂が雪意されるまで運転

方では門脂力多生産・少縄鷺地域

対を表領する手続きをとった︒地

のある地醗から保護されなければ

原子力施設は︑発生する司能性

に愈まれている︒この覚え講き
いる︒シムズとマクルーアの両議に反論している︒

國家安全保瞳会議の覚え懸きの中

は︑﹁国際核燃料サイクル評掘

たω盤総罐鮮醗一鰭欝η誕勝物

スペイン中央部の︑マドリード爾西二酉詩綴のところにあるア

つくった人造湖で行われる︒

ルマラース原子力発蹴筋︒復水器の冷却は︑タホ測から給水して
︵九±二万KW︑PWR︶ は ︑ 工

ルマラ⁝ス原子力難燃駈一号機

業エネルギ ー 雀 の 仮 運 転 認 司 を え

④大阪欝藁隈⑧名古屋出張所⑲東侮蓮絡箏務所。筑波】垂割殻務駈⑳

日本の情報処理が、また一歩前進しました。

〒1G3棄京都中央区霞本橋本町3−2小、皐本館ヒル
費（G3）663−6401（代）
テレノクス252−4362

ξ本社｝

れからのアクセスにもすはやくお応えしま魂
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エネルギー経済／データベース／事務計算／シンクタンク／その他

スーパーコンピュータCRAY−1を核に、CDC6600、

曜腿紅

M−190

74（CDCクラスタ）、およひFACOM

CYBER

自動設計／交通・物流／物理化学／化学工学／図形処理／気象研究

プレックスで魂

原子力開発／構造解析／資原探査／地震解析／宇宙開発／環境解析
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〔適応分野〕

GRCか櫨界て初めて

CRC複合システムは、

力

原

地元は、補償法案の成立を要求

印璽置型サ蜘繧ス簿系を

ア
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第三回日ソ

に関する研究の概要﹂軍器園泰正

罵コードのいくつかの機能と適用

と︑さいきん用いられた耐震計舞

日本のPWRの蒸気発生器は堅 っとも新しい暫定耐震規準の概要
置型であるが︑ソ藤の蒸気発生器

一次系と二次系の区分定義は︑

状況が説明された︒

別の規定に定められているが︑カ

に相当︶とカテゴリー江︵周8ク

テゴリー1︵ヨ本の耐震Aクラス

に稲糧などの書崩はなく︑地震樹

ラス︶の応力解析方法では︑とく

重の組み愈わせ方のみが異ってい

機器系も問一のもとで処理され

留年に一回発生程度の設計地震

る︒

だが︑このような︑地震発生後の

繰り返しによる疲労解析を行う︒

鋤肱

㍗

コ

︸

﹂

鴇

の探触fの研究製作い

連は強い関心を霧せていた︒

次に︑スミルノブ論文では︑ソ

気発生器はそれぞれが近接してい

のとしている︒

るが︑その保修根査は支障ないも

日本の耐震技
術に強い関心
ソ連

は︑内容に関連する細部質問のほ
か︑電気計装晶関係の耐震性の検

渡部論文は︑原子炉建屋の耐震

質問があびせられた︒

ト再起動のための調査などの規走

処置︑たとえば点検方法︑プラン

以上が︑耐震設計に関するセミ

は︑いまだ定められていない︒

ナーの質疑癒答の概要であるが︑

本の経験と関連の箔報の入手に熱

翻

⑳ご要．kにそう特殊仕様

こり得ると考えている︒

将束︑建設を謝画しているコー

実験縞菓の概要が紹介された︒詳

体力による炉内機器要素の振動の

われている冷却材のナトリウム流

カーサス地方ては︑震度階9てい 連の高速炉︵BN⁝六〇〇︶で使 は横謬方式︒六ループのため︑蒸
どとなることも予想されるので︑

となる︒

が︑この炉内構造は︑ソ連震度階

発表できるとしているQ

ベサロフ論文では︑最新のソ連

いて述べている︒

直機能と耐震性維保上の配慮につ

設計方法と︑留意すべきさいきん

と地震観灘例などを紹介したもの

ここでは︑高地震地帯とそれ以

である︒

いても︑耐震関係の質問︑たとえ

その後の安全関係のセミナーにお
命した耐震性を保蕾する原子炉建

ば原子炉停止用地震計の設定レベ

外の地帯で︑それぞれの地帯に趨

屋とか叢要機器が︑標輩的なもの

気品盛儀設嗣の規準︑耐震設計に

動実験に用いた藤蔓機の容蟹能力

田がみられた︒

め︑参霧に供したい︒

連の耐震設計基準の概要をまと

⑤据付位置の湘速度波形を胴い

選産

1㈹

2

2

1

月｝崎G44（299）

耐震設計の鱈定規轟の改定が必要

ついてのソ連の質間は︑日本の耐

9にも耐えられるものとしてい

細な炉内構造は公嚢されなかった

力総局部長︑﹁原子力機器の強
震解析の方法と内容︑機器類への

濠た︑大崎・加藤の論文発表に

度一目林勉墜V製作所原子力設計
るQ

P・ニュースキ⁝発電瞬化省原子

セミナーから

先の九月蕊十庸から十月二日まで︑躍ソ原子力協定にもとつく日ソセミナー﹁原子力発露所
の耐震・安金に毒するセミナー﹂が東京で行われた︒臼路側からは団長の大繭頽彦榮大教授︑
地慶入力に対する安全率の兇込み

なお︑本実験の主要貝的は︑流

部男絵補佐︒

つづいて後藤論文では︑塞要機

方と耐震性確保のための補強構造

名が︑

器配管類の書庫設㎡手法と実験研

これらの論文が︑その著蓄によ

副県門の都園泰正東大教授のほか建設憲︑電力会社︑原子力機器メーカーの陰門家請

することにあり︑諸試験の結果は

ソ逗側からは団長のN・エルマコフ・ハイドロプレス設計局第一副罵長ら八名の尊厳家が来

の繰返し振動と︑それによる機器

理課長︑¶BN⁝六〇〇の防振性
設謝および実験研究﹂目A・V・

ほか︑防震︑免雛橘造対策による

が設けられている︒この発電駈で

うに︑比較的多くの耐震支持装置

は︑ソ連震度階9に耐えられるよ の研究課題︑そして建屋振動実験

それによると︑主要機器配管に

地慶力吸収の方法の採用について
の考え方について質疑応答が行わ
れた︒

川勝論文については︑日木で行
われた働料集合体の耐朧実験方法

耐震振動解析コードは︑建屋も

の疲労破壊強度に対する安全評価

でも︑八無間に一圓発生すると仮

十五編の論文

魎定規學
まず︑オホ⁝チン論文の発表と
田木側質問への回答によると︑さ

るのが盗聴であるとしている︒

の方法︑機器配籍類の耐縫支持袋

定して︑重要機器系は︑その振動

体振動予測の近似理論解法を検証

関係の論文とその討議の過程が︑

行われた︒ここでは︑前半の鮒震

置としての醸汗醜聞器の便い分け

Q︶の霊要機器の配置・携造の安 耐塵実験研究とその結果の内容に

証方法︑耐えられる限界の震度︑
原子力発電所︵WWER⁝四四

の方法と程展︑地嵐動による機器

ソ連の原子力薄霞所耐震設計のお

と日本の考え方など︑耐梶設訓の

って発表されたあと︑質疑応答が

およその理解に役立つと思われる

星本原則にかかわる細かい質問の

臼︑会場のプレスセンターで癒発な憩見を交換した︒以下︑同セミナーに参加した艇藤宗明臼

東大教 授 ︑ ﹁ V V E R の 安 全 性 に
ので︑これらの概襲を紹介するこ

マコフ︑﹁輸送および振動負侮を
課される燃料集錐体︑炉内購遮物

の運転能力の試験および計算﹂

聾自の安全徽を確立

郵︐診伊

よる費閑繕などについて︑質疑応

ルについて︑耐震分類の規定︑眠
地震聴の変位量とその許容限界︑

として存在するかどうか︑建屋の

機器系の耐震副算モデルを建屋の

答が行われた︒

ンクリート製の格納容器がある︒

について︑ソ連の熱心な質問があ

耐震設誹の経験が少ないため︑日

いまだソ連では︑原子力発電藤

モデルといっしょにした連成モデ
ルとして耐震計纂をしなければな

そして︑その六ループある一次冷

はまた︑ソ連ては初めてのPSコ らない条件などのほかに︑建屋振

鰯羅
に関する細部にわたるソ適徹⁝の質

みのり多かった経験交流
袈馨螺鷹加藤宗明
いきんソ連にも︑耐蓮池謝の暫定

一着後の一〇〇％出力逸転の後︑ 究が紹介された︒このなかでソ連

ついて﹂V・A・ポジシンスキー とにした︒

本原子力発表会祉建設都響長による会議内容を紹介する︒

スミルノブ・ゴーリキー彌撒工学

門冷却材鎚失事故

研究所上級砺究員︑﹁地震の影響

▽安金糖係

ニテーマ中心に

めぐり質疑
・クルチャトフ原子力研究所実験

﹁漂子炉建屋の計算方法および耐

する制御棒試験﹂一1N・王・エル

の設計上の童要決定点﹂巨G・G 所長︑ 瞥振動および欝響振動に関

局部長︑﹁原子炉機器の計算用モ

・ベザロフ・ハイドロプレス設謝

化省熱電気プロジェクト研究藤叢
震試験﹂薩渡部丹建設省建築研究

重要度別分類
で耐震設計

を毒慮した蒸気倶給システム機羅

このセミナーは︑前半が原子力
発電所の耐震設計︑後楽に安全設

セミナーに提出された論文は︑

計が行われた︒

デルおよび振動試験﹂鐸後藤鎚

木忠総噸票芝浦電気第︸原子力シ

﹁PWR原子力発 藁束鑓力原子力建設部副部長︑一

次のものである︵発表順︶︒

▽耐震閲 係
電プラントの安金性に関する設謂

上の解決策li耐震性を考慰し ステム部技術主斡︑落台総覧出立

任研究員︑ 門原子力施設機器配籔

藤第三研究部長︑繊麗宗明︑﹁原

て﹂舞V・N・オ率チン発電霞 製作焼原子力計画部主任技師︑

系の耐震 支 持 方 法 ﹂ 舞 大 崎 順 彦 東
子力発電プラント機器の耐震儒医

﹁燃料集業体および炉内構造物︑

却系は︑それぞれのループが物理

耐震蘭係最後のワシニン論文で
は︑ソ速の原子力発電施設でのも

は第三部類に属するものとする︒

る計算︵時刻歴懲懲解析︶は︑耐

継醗

鎌

電話大阪G6（44DlO21㈹

高言番

京浜営業所

聞

業

大教授︑加藤宗明︑﹁燃料集會

設謝研究所課長︒

ニン・エネルギー科学技術および

体︑炉内構造物の耐震設計﹂11川 コードについて﹂目N・M・ワシ
勝理関西電力原子力建設部次長︑
蒲水勝邦三菱藍工業軽水炉技術管

的隔離の原野を満たすように配置

規準ができたQこれによって︑原 闘に加え︑尚地震地帯とその他の

て︑撚桝要素の購造に椙違がある

地帯に設けられる原亭炉におい

上︑考感されている︒

冷却配管その他の一次冷却系機器

子力設備の系統蜜二上の藁要度に

か︑また日本と米国の燃料要薬の

最後に︑セミナーで得られたソ

よる分類と安全確保のための方策

橘造と耐震上の筋違の有無に︑ソ

った︒

び水力学的震動への対策﹂目濤水

醗震安全上の重要度による分顎と

をふくむ原子婚機器の機械的およ

﹁ソ遮における原子力発電

耐震部類叢 m1・0
建設地は︑地域の潜筏地震源から

④第三部類の建物︒設備の設計

震度階6

電話東京03（272）1771㈹

株式会社

産

力

原
勝邦︑

立した︒

曝の許容毛蟹を超えないものとす

耐震部類皿 ml・0
十五菌層の距離にあることとす

震第一部類の機器配籟に適用され

耐震部類Im2・5

一万無程度とする︒原子力発電所 る︒残りの建屋︑設備︑構築物︑機器

形で定めるが︑その再来期待値は

その各分類別の耐震設計などが確

耐震設計⊥︑もっとも基本的な

関する墓笙の概要

地震地域の思子力発電所設計に

︿参考﹀

と安盒性の問題について﹂懸V・

欝蒲

設討のための地震の策定にあたっ
ては︑穏琿に一回ていどの発盤頻
度の地蜂を設計用地腿とし︑一万

する︒一方︑第一と第二部類の建

震度階は︑建設地点のそれと一致
③建屡・購追物は︑その羅震性

る︒

霞度階7

ブラウン碧共振式。蜘m

〒io3東京都中央区田本橋2−1−21第2東，羊ビル
〒550大阪市西区！工戸堀1−2−2大同ビル
〒210川崎市淵崎区塩浜2一｝7−19

本社営業部

たします。

てこ相、歩くたさい

搬欝
さ

ﾃ

大阪支店

太陽物

メーター『1。ノし式15級

、・e論叢

藁

①建設地域の巖低地震湧動度は

震度階4に等しいと考えられる

震度階8

プラントの諸設備に関する計算墓

所︑実験および研究炉︑ならびに

，ぞ〜

懸一

瀦

超〜、改探傷装置・

舘

UDM−75T

希望に合せます。
⑧寿1】蔽数・サイズ・絨折
角各種あります。
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噤@

用地震と定めている︒

駕に一葦ていどの地震を最大設計

物・設備では︑震度階1だけ増羽 なければならない︒応答スペクト

される︒震度KCは︑次のように ルを用いる計算︵モーダル解析︶

に関して︑三部類に分載される︒

最大総裏地震までの地震作用の下

羅度階4

定義される︒

以上の地域では︑凍子力発電所の

ソ連では︑震度階4︵闘木の此 が︑敷地の地震活動度が震度階9

で原子炉を鯵止すること︑炉の余

度階では韮微震に相当︶から震度

熱を除去すること︑大気に放射能

は︑第二部類の機器配管に対して
②ニレベルの地震作用が設計田川

部類は︑設計地震︵DE︶までの

備は耐震第〜部類に属する︒第二

震度階9

KCO・0！3
配管にも適用することができる︒
￡︶は震度階によって与えられた

霞度の地震時および地震後に金発

踏8︵圃v強震に相当︶が予想さ 建設は禁止される︒
れる地城で手工設計が要求される

KCO・00
で3
あるが︑低次固萄振動数が二十
KCO・00ﾈ
6上のときは︑第一部類の機器
建設地点の地震活動度により決め

電所の効率を保証する設備で︑そ

また︑該当設備の耐震部類によ

準﹂にしたがって実施される︒

り︑設計地震力の大きさを次の係

数mによって轡加させる︒

帝通UFD−305D

捻 、
齢覇㈱

2段切替

15〜15・10〜60mm

叉艶

菱織︑所

︒

の放散を防比することに必要な設

により定めるものとし︑その再来

られ︑地震動三成分の加速度波形

の損傷は分離されるものか︑また

発語所従業員と周辺住民の内外被

KCO・02⑥5
地霞荷壷に関する工学機器の
KCO・05
設計は﹁撫子炉︑蒸気発生器︑容
KCO・1 囎︑配管に付帯する原子力発駅
期待観は酉年程慶とする︒巖大設

腿度階5

が︑震度階9︵同班白襲︶以上が として仕様される︒設計地震︵D
予期されるところでは︑原子力発
電所の建設は︑原則として認めら

ソ連の原子力発電所の立地地点

れないとしている︒

のうち︑総崩鍛大の地震は︑アル

ったが︑最大8ていどのものが起 地点の地震濤動度と地離加速度波

メニア地方の震度階4ていどであ 計地震︵MDE︶は︑思様に建設はその他の損傷物と総合しても︑

ポケノトタイプ超音波厚さ総

㊥接栓の取付位置は、ご

テジタル歴）」、小数占以卜2桁

設。卜製れ

UDM−503

ています。

帝通デジタル式UDM−406

テ〆ヒルが 懸けて透：明な蔽舐になった時かあな
たの知りたい温展です。

一

｝轟講

1〜300mm、

⑧硬う身になって製作し

超音波探傷器はご高評の

テンピル温度β掟化掌品

KGK高性能斜角探触子

厚さ測定はおまかせください

鵬囎
肥箋

騰琴

麗服磁

露産外国製何れの超音波探傷器にも使用できる

凡ゆる繊度の測定に
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臨醜劉

球︑ゴルフ︑テニス︑ボーリン

な董から大きな玉まで︑

﹁卓

いるQ

技術の成果をまのあたりにして

ている﹂とし︑階差の変動とと

お

もにかわる核轡料課に︑いくら

じ

三十八奪一回閉

かのとまどいもあったようだ︒

ふ

﹁努力して︑成果がめにみえて

グ・﹂とポンポンとびだす︒

の配属が︑原子力

また︑核燃料サイクルについて

一歩進むべき偏という儒条も︑

うに︑仕躯をはなれても︑一歩

國︒出金いのようなものを感じ

門核燃料課には︑これで三度

長から現職に︒自分たちのまい

付で金属秘料技術研究所企画課

騨格︶︒そして今回︑十月一円

隼︑ナショナルプロジェクトに

やり︑特に球技が好きで︑小さ

る︒

﹁スポーツならなんでも﹂

かなかのスポーツマンでもあ

いる坂内さんだが︑その実︑な

一方︑いつも仕事におわれて

︵き︶

子夫人とのあいだに一男一女︒

東北大学工学部鉱山学科卒︒静

家麗にあっては︑﹁これから

なるほどとうなずける︒

ます偏︒古巣にもどった懐かし

たタネが大きく成長し︑今や世

さかうち

科学黙黙庁・核燃
料課畏になった

﹁しかし︑︵今の仕事は︶蕾

との本格的なかか

は︑﹁海外ウラン探鉱︑濃縮︑

の課の仕事とは大きくことなっ

わり盆いのはじま

再処理とも︑親日︑それぞれ微

富士男

り︒次の配属の四

とも多い﹂というやさしいパパ

はスキーの撃節︒象族で行くこ

坂内

十六黛には︑隔心

妙な段階にあり︑むずかしい時

だが︑今郊はそれも︑仕事でむ

さと︑鐵要性をます仕購への意

界のトップレベルに達した濃縮

臼︑榮東・竹橋余館で中川一郎科

入選蓄に対する蓑彰は十〜月雪

昭和±葦生れの四ナ三歳︒

気込みとが︑いりまじったよう

ても︑エネルギーではそづはいか

問題ではなんとか妥協できたとし

︐嘉B

分離法によるウラ

い﹂と︑その決意のほどをチラ

期︒せいいっぱいがんばりた

﹁薦実に仕慣を進める︒岡じよ

ン濃縮圏慶化への

ずかしそう︒

でてくることが好き﹂という︒

タネをまいた︵翌

リ〇

な忙しぶり︒

つづいて記念講演二件︑門各彊

︵図欝券︶の授与を行う︒

技庁長窟をむかえ︑鍵状と賞贔

鍛優秀入選蓄は次のとおり︒

田本原走力文化振興財団は二十

国際シンポジウム﹂

不妊化技術と放射線利幣に圏する

主催﹁選伝学的雨受制御における

る
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また︑獣業については霊として

は関係各界の專門塚を職翼に採用

繍から委託業務を行い︑運欝面で

ねらっているQさらに︑内部に学

し︑詐術的ポテンシャルの充実を

識経験蕎からなる日金解析窺業運

き︑年度の廓業計醐︑長期一方釧

鴬一員会︵一二島痩山委殿長︶を碧

など重要嶺項を審議することにし

原子力安金解析所の住所は︑爾

ている︒

三田魍際

⁝工O八二話〇三−四五

六−一薫ハ一工岬︒

代替エネルギーと原子力﹂安藤罠

火力原子力発璽大会の模様

ないのではないか︒︵連命政権

▽中学生

武生第四中三琿︶︑池田鷺美︵禰

町桝典子︵禰井県・

くり︵調整を︶やってもらえばい

とエネルギー﹂岡村和夫氏︵NH は︶だいぶ遠のいたから︑ゆっ

総懸︵東大教授︶︑﹁政治の力学

K解説委員︶が講演した︒

いが︑一番鍛後濠で残る深刻な争
点となるのは原発閉題であろう﹂

翻興︒梨川中三薙︶︑福王寿充

安藤氏は﹁A︒ロビンスと対談
してから石油代薔エネルギーにつ

とユーモアをまじえた議しぶりな

▽高校

いて︑大いに興味をもつようにな

進藤金日畢︵秋田経済大付属

︵薪潟県・楊罵中二奪︶

高二鋸︶︑闇黒英子︵福張本・禰

生

がら︑するどく間題点を指摘し
た︒

脇女子高二年︶︑鈴木墨江︵北海

道札幌手稲高三無︶︒

国際会議あんない

六田︑さきに募集していた門原子

十九田から七月三日まで︑西独ノ

▽国際原子力機関︵IAEA︶

力の日記念・第十二圓中高校生作

イヘルブルグで︒論文提出者の崩

来駕六月工

播十欄︶を発表したQ

文㎏の入三景︵各最優秀三編︑優

田本原子力文化振興財団

念入選作文発表

﹁原子力の日﹂記

った﹂と述べ︑太陽エネルギ⁝︑

地線からときおこし核融禽まで十
贋國の代苗エネルギーについて︑

8＝旧旧

翻保温材

︐

の充実図る

るもの︒
多ノーグ！ノ葦ーンノノ多！！多多ノ7ン7！！多多ク多多！タノノ！！多多

﹁エ︑添は国家の死活﹂

管・扇昂製鉄所などの見学会も行

火力原子力発電大会開く
火力原子力発電技術協会︵進藤
われた︒

初賑午後の火力原子力発砲記念

武菰衛門会長︶は湖月二十二日か
ら＝臼間︑東京・丸の内の榮商ホ

ふりかえり︑隅協会の果してきた

武で選藤会畏は︑創立三十馬隼を

二一一一胃

醗フッ素樹脂製品

ρ

ー ド

は︑五十三鋸に原子力墓本法簿が
ールで﹁創立三十周蕉記念火力原

それぞれの特徴を明らかにし︑聴

衆にもわかりやすい説明を行っ
た︒

一一一一笹

灘パッキン・ガスケット

躍ブレーキライニング

安全牲向上に一翼
解析コ
原子力発織所の増設にともなう国の安全審査集務をより命理的に︑より円滑に一1︒原子力工嶺試
験センター︵藤井孝理襲畏︶はや月二十葱欝︑原子力発鷹所の安全貯蔵にともなう悪金解析を行うた

改正され︑原芋力安金委員会の設
子力発融大会Uを開催したQ

が︑業界の岡上発展に霧与し褥

役離りについて﹁地道ではあった

ことになり︑当協会に対する縫会

大会での研究発表はおおむね火

た﹂と評繊︒さらに岡協会の名称

避寒講も一段と蕩塞つた偏と述べ

力と原子力関係の二艶場に分か
れ︑それぞれ電力会社︑メーカー

に今大会から原子力の三文字が入

次に騨村氏はイラン・イラク戦

の技術担渤青から闘題をしぼった

謄一一一＝

を実現することは︑反核・

昨嘩より約五％の伸び︒内容はこ

﹁ケメニー蚕員会の調査緒果と

躍滅」暫

めの第三暫機関として︑原子力安全解析所を開設した︒これにより︑従来は田本原子力研究所などに
依頼していた安全解析を岡安全解析駈が一手に行うことになり︑安全審責の効率化はもとより︑その

備③関係データの整理分析④箏

内容の信頼性︑客観性も蕩窪ることが期待されている︒

遂行のためには各電力会歓︑メー
故異常発生時の解析計算⁝iなど ビル

おこない︑ 依 頼 に 応 じ て 引 金 解 析

罵と安全規制行政の一襲化が確立

区三田一−四⁝二十八

原子力工 学 試 験 セ ン タ ー は 十 月
カーとの意志疎遡がぜひとも闇市

計籔を爽旛 す る ﹂ と 述 べ た ︒ さ ら

されたのを機鼠に︑原子力発霜脂

解析コードのソフトウェアに関す

二十三日︑原子力安金解析駅︵村

術庁︑資漂エネルギー庁︑原子力

同解析駈の開所式には︑科単技

であると強調した︒

ルで関係者多数を樂めて行った︒
委員会︑原子力安金委員金︑原研

の第務蕨と な る 菓 察 ・ 三 田 國 際 ビ

主進所長︶ の 開 所 式 を ︑ 同 解 析 駈

まず︑あ い さ つ に た っ た 藤 井 理
等から︑それぞれの費任省が多数

に対する期待の大きさ︑関心の高

﹁国の原子力発蹴駅等の設綴にか 出席し︑原子力騨全体の隊解析所

艦長は同解 析 斯 の 設 立 頃 的 に ふ れ

かる安全籍 査 の 円 滑 な 遂 行 に 霧 与
さを示した︒

に︑﹁本贋 業 の 重 要 な 使 愈 を 認 識

等の設躍にかかわる安全審蕉の藪

かねてから遡産繍と科学技術庁

するため︑ ク ロ ス チ ェ ッ ク に 必 要

して︑僑頼 さ れ る 原 峯 力 安 全 解 析

要な部分である︑安全解析を行う

な安全解析 コ ー ド の 改 罠 ・ 整 備 を

語った︒

岡安全解析所の業務は︑国の安

専門機関の設宜を弩えてきた︒

所としたい ﹂ と そ の 捲 負 を 力 強 く

次に村童 所 獲 が ︑ ﹁ ま ず 闘 本 原
子力研究所 か ら 解 析 コ ー ド を 灘 与

争︑宙民党政権などとともに原子

報簿がなされた︒さらに三田目の

力についてもふれ︑﹁野党の連食

語漏備

繊章

一一一椚朧一一

政権を響えるとき︑安保︑自衛隊

門エネルギー問題は国家の扇田に

二一一一﹇

関わる蟹田課題﹂とし︑岡協会の

ったことについてふれ︑﹁本奪よ

一一蘇寵一 丑一一一隔 三 笹

り﹃原子力発電所運転盗蔭灘任蕎

三一 言

二十四田には︑動燃︒大洗丁学セ

濠誓

警務の璽要性を強調した︒
一一一一嘗

の資格認定﹄の業務を新焼に行う

曽＝韓

ンター︑東電・鹿翻火力︑田本鋼

弾補 一一一 三一一＝

こ数庫の特徴となっている激職の

※国のその後の対応偏︒講師は米

懸不燃建材

璽垂垂轟

亭

業
産

力

原
の実施②安全解析コードの改罠整

全霧董にともなう①安全解析計算

四一♂

と述べたあと︑業務のスムーズな

織攣

二︐爽

脚輔一一一一﹁ 一一一一一一 一一一響

瀬じてのB本の漏民に対する圧棚

ｾ 三﹁一㎜冒 産一一一 三一欝

によるシンポジウム﹁太車洋住民

一調鷲

今無の作文テーマは︑中学盆が

一三一賢

反原発をともに闘っている金世界

■F鼎一一＝

を翼体鯛をあげてのべたあと﹁わ

魑認冒 愚≡一 一一一一一冒

十月一華六闘の﹁原子力の日扁

の恥いと私たち駄であったが︑討

術31﹂獲核融命を禽め︑技術的学

F︶︑西独核技術点食共催﹁核技

▽薦独原子力産業会議︵DAt

蜜まで︒

文提出者はあらかじめ︑原産企颪

し込み締切りは来無一月九日︑参

をまえに︑反原子力をうたう帯齪

門私はエネルギー・原子力につい

﹁私たちとエネルギー﹂︑高校生が 加のみの場合は朧月二十五日︒論

樹の︑緊急の課題である﹂とする

てこう考える﹂︑中高校生共通で

のすべての入びとにとって︑鍛植

のことは流し︑階本兵の遺骨収

臼本・奄美・沖縄民衆のアピー

たしは謡本との友好を響え︑過去

集︑馨魏碑の嬢設などに協力して

また︑華甲には︑霞憲講座の招

れ一テーマを選択するもの︒

への手紙偏となっており︑それぞ

昨春と同じ門原子力に携わる拳々

一方︑二十五冒年後︑藁京︒臼

ル

を探無して閉幕した︒

きた︒だが︑またふたたび︵放射

比谷野外畜楽篁でひらかれた門原

反原発国民大集会扁には約五筥人

体験を通じて考えたものが多く︑

・加州大のT・H・ピグフォード

る︒問合せは︑原産企覇盛濠で︒

が参撫︑門政府の原発推進は磁本

パターン化されていないという傾

術的な幅広いセッションが網まれ

応騨総数一千五菖十㈱編︵中学

の核武装化をねらったもの偏とす

向を強めている︒

棄撤回・日本の核武装阻止10・25生一千百十一︑高校魔四齎三︶で

性廃挿物の海洋投蘂で︶島民を

る論理を展開し︑﹁この道をゆる

発一晴郷止・放射性廃棄物海洋投

邦テニアン島のフィリップ・メン

犠牲にすることは許せない﹂とし

すならば︑わたしたちの人煙や民

脚㎜東京で反原発集会

海洋投棄阻止に照準

きによって來日限の北マリアナ印

Pと二十五臼の両臼︑反原発纂 よる報告だけにとどまった︒

二十二臼夕は︑田本政府がその

会をひらいた︒

計画を検認している低レベル放射

性廃除物の海洋処分に抗議する
﹁太Ψ洋を核のゴミ捨て場にする

な／10・22廉懲集食﹂︒会鵬の日

蓄︑学生︑南民二二家など七酉五

デイオーラ南長が轄別ゲストとし

て︑あらゆる手段を講じても︑海

究協会︒

一難半より︒降等は原子力安全研

氏︒七田︑榮京・航空会館で午後

講演会のお知らせ
十入︵空理蓋側発馬︶が参加し

洋投棄を阻止する考えであること

審査には文部省初等中等教薄白

て参加︑﹁爾本政府の放射姓廃棄
この田のメインは︑評論録・白

が

物計國を串止させるよう︑臼木の

本橋公会當には︑勤め帰りの労働

｝

た︒

原子力帯国

視学憲︑全国高等学校養協会畏︑

主主義は葱われ︑

金日添中学校会長などがあたり︑

を強調した︒

っくられる偏とする集結寡冨を採

皆さんも墾を貸してほしい扁と聞

択したのち︑都心をデモ行進した︒

川漉炎︑東一烈水墨大助教授・水口

非核太平洋︒人聞

太平洋住民の

集会はそのあと︑﹁太平洋と環

繊哉︑ルポライター・前田類男︑

同箭叢はまず︑戦前︑営巣申を

日本アスベスト株式会社

圏

畢罰翼

睡

簾

幡

えた︒

臼本消費姦連盟・高木幸枝の南関

幽石綿襲品の総舎メーカー

富曲薬品コ〔懸盤式釜融

圏石綿紡織品

械踊

「

議らしい討議は行われザ︑四氏に

一㎜

団体︑幣虫講座︑労働団体は二十

∴鼬

あらゆる適業に貢献する

原 子一 力 用
高純度化学薬品・工業薬品

つ

し︑引く業務を軌道にのせたい﹂

灘

欝灘
鱒驚
．．縣

纏
10・25反原発国民大藥会が醐かれた沼比谷野外音楽璽

Q
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原子力の躍進に貢献

昭和55年肇○月30日

亭

子
（第三極郵使物認可）

第1052号
（5）

聞

産

力

原

属
蕊

@籔総総

偽u
毒

石炭︑ウラン︑ボ⁝キサイト︑鉄鉱石などが豊冨に存在するエネルギー・資源国オーストラリ

ア︒わが国とは︑資源供給国として︑また︑わが国からの工業製品の輸入国として︑きってもき

れない関係にある︒さきころ行われた蘂州総選挙では︑自由・国民地方遡禽が勝利し資源の安定

供給国としての地位をさらに築いていくものと期待されている︒折しも︑日本原子力文化振興財

団は︑さる九月二十四日から約十日闇にわたり報道関係蕎による﹁璽州エネルギー禦楠視察団﹂

を派遣︑現地の欝欝をつぶさに冤聞してきた︒本紙では︑同視察団に運行した同財属の赤崎裕一

のトラブルもないというニコール

ゆ

所長の顔にも︑原住罠とうまくや

一 ＝

州のウラン銀座と呼ばれるこの流

氏に蘇州のウラン資源開発の現状を紹介してもらうことにした︒

︑

閣ム

っていくためにかなり気をつかっ

レインジ認一鉱山︑
ャー鉱山が現われる︒

ているようすがひしひしと感じら
れる︒鉱区におけるアボリジニー
の土地所有轡に対するロイヤリテ

虹色の蛇の棲む谷
﹁あれが虹億の蛇︵レインボー
ィ︵利権料︶の保証だけでなく︑

も︑別途利権料を支払っている

地域の全アボリジニーに対して

︒スネーク︶が捜むとアボリジニ

レインジャーウラン鉱山の作業尾
謡︑ヘリコプターや飛行機が彼ら

ー達が儒じる璽なる谷間ですよ一

轟鷲

︑．粛

ーとウラン鉱山の開発の聞には何

ています﹂︒霞葉ではアボリジニ

は︑できるだけ近付かぬようにし

かどうかは別として︑あの地区に

﹁虹色の蛇が棲むのが伝説である

るほど剥くに赤い尊が発える︒

藩のストライキをうつ︒三局︑そ

労働条件にもかかわらず︑待遇改

方︑労働蓄側は比較的農い現在の

フラストラクチャーがそれだ︒〜

掘を行う以繭に盲ちはだかるイン

ければ︑労働煮が定住しない︒採

シスにかえ︑住宅環鷹を整備しな

何もない砂漠の赤土を禄のオア

とニコール所長は奮った︒

には随分︑柾葺しているのです﹂

り離れているので娯楽・曝首施設

﹁ここは︑ダーウィンからかな

インフラの整備

などを聞いた︒

で︑なるべくそれを避けている詣

ニコール氏は彼方を指さした︒な の居住地の上を飛ぶのを嫌うの

ピットを前にしながら操業駈擾の

ァイア︵山火饗︶のお見舞いであ

土をあさっている︒ウィリーウィ

へ敬っていく︒臼鷺に似た鳥が泥

が臨の近くを通り過ぎ︑また還く

る︒そこを過ぎると︑野竿の群れ

はその一群が鳥のように舞ってい

物の屍体をついばんでいる︒空に

が︑輩にはねられたとみられる動

ハゲ蹴に似たブラックイーグル

慶の鍛も懸い蟹間よりまだ羅い︒

走る︒温魔は三十二度︑日本の盛

道路の上を煙をかいくぐるように

れるミニバスはその燃えていない

トルも燃えている︒コーチと呼ば

る︒ハイウェーの爾側が何十メー

ー︵北部蟻州︶犠物︑ブッシュフ

途中︑乾期のノーザンテリトリ

と楕れ草の中をひた走る︒

バスは一面のユーカリ樹の疎林

焦熱地獄

域でも営繕の窟鉱を誇るレインジ

、r一

一一開一一一一 一一一一響

曇一一一一 ■一一﹇霧

一葎瞥

れが輸出価格にはねかえり︑国際
二＝一言

尉

はレインジャー地区より緑が多

の鉱山晒のあるジャジャキャンプ

詩︑遡で約三十分の距離︒パソコン

る︒レインジャー鉱山の北方二十

るのがジャビルカウラン鉱山であ

社︵通称パソコン︶が開発してい

ある︒このパン・コンチネンタル

﹁滋＝

一一一誓

一一一冒鴇

一一一一一窯

︹︸

一言一

■

︹︾

騰一一﹁鷺

薦皿一一

一一一一欝

カのゲッティ社の所有︑六五％が

パソコンの資本の三五％はアメリ

ないかとの質問があった︒確かに

︵石塁資本︶から出還れたのでは

ら類本の進出が欧米のメジャーズ

⁝トの話などを聞いた︒三揃圃か

との利擢料およびフォックスレポ

掘りを採用する謡︑アボリジニ〜

R︑BRPと並ぶ大企業の一つで パソコンでの話の中心は︑坑内

のは︑獲州でも︑MIM︑C投S
資資金の潤沢さを感じる︒

マンション並み︑パソコンの設備

アシスである︒住宅施設の内部も

くさんあり︑まさに砂漏の中のオ

ロウ樹が茂っている︒芝生もた

には水が満々とたたえられ︑ビ

一藁＝

ルでウラン鉱を削り落とし︑掬い

るダンプに掘搾機がパワーシャベ

ている︒臼本のダンプの数僚はあ

ウワーンという畜をたててうなっ

隆獣を思わせる大きな掘削機が

ウラン鉱山の怪獣

である︒︶

で週給五頁覆が︑約十一一万五千円

いる︒︵レインジャーは三交梅制

競争力を低下させる糖果に陥って

︑eノ︑﹀：馬／

、｝弩

パソコンの翫衛である︒京た先穆

豪州原子力委
付加価櫨を高めて
シドニーから車で二十分ほど行
くとシトニー郊外に豪州原子力委

欝本にウラン輸出の面でかなりの

ために開発していきたい︒開発す

国立原子力基礎研究所であるQR

授によって開発された﹁シンロッ

ラリア国立大学のリングウッド教

研究などを行っている︒オースト

I利用︑廃棄物処理法︑遺伝子の

出来得れば︑籏工して紅藍繕の付

﹁石切り場﹂に終わりたくない︒

る際は単に諸外国の原材料供給の

加価櫨を高めた上で︑輸出したい

ラン濃縮計画への参加について

期待をかけているQまた問題のウ

は︑遠心分離法を押す日本あるい

というのが︑ウラン・石炭にとど

ク法﹂という放射性廃棄物処押技

ランス原子力庁︑さらには米国も

いた︒﹁原驚のないオーストラリ

術の実用化の研究を見せていただ

はウレンコ︑ガス拡散法を押すフ

まらず︑資源輸出にあたっての豪

業との提携などについての調査が

に所長は﹁シンロック法は国産処

究を行うのか﹂との記蓄同の質問

アで何故︑使用済み燃料書斎の硯

名謝りをあげており︑濃縮規模︑立

日本と異なり︑官庁から独立し︑

放射性廃棄物は
岩に閉じ込める

州人のコンセンサスである︒

員会︵AAEC︶の建物がある︒地︑採用技術︑環塊闇題︑外国企

進められている︒

鐙州は資源開発をそれほど惣が

独竃のスタッフを抱えている︒応

するウラン輸出の蒔の核不拡散に

ない︒豪州の持てるものは工業技

役立ち︑さらに輸出技術としても

なる事務局スタッフに迎えられ

接に瀬された一行は十人ほどから

術でも︑纒秀な人桝でも︑轡富な 分ほど郊外に晦かうと︑ルーカス

AA猛Cからバスでさらに三十 理技術であり︑将来︑第三国に対

労働力でもない︒手原のみであ ハイツ欝欝所がある︒規模として

甲幣隔騨齢一一

ィ︑ウォー男娼︑ハンフリーとい

櫓扁弼一冒一

る︒リンチ事務局長以下︑ハーデ

一冒闇一一甲

すぐれている扁とこたえた︒

一

る︒故にこれらの資源は聡発を愚 は日本の原研粟海研究所の比では

一読一一鞘一

う博±の面々︑最後に総遜譲蕎兼

一圏一＝曽

がず︑長い無月をかけて豪州人の ないが︑オーストラリアで唯一の
噂冊噌
噂冒層
一
冊二
一一
一

原子力委員のオルダー氏と会う︒

卿：圏μ一 一

ている︒豪州は政粥の不安はない

一一一彌一鵯

が︑インフラと労働争議は豪州経

曽讐曹一﹁一

質問が纂要する︒貿易資源省での 力をもっている︒日本の資本進出

天然ガス︑オイルシェールの話に る︒獲州鉱業界に棄し大きな影響

済のかかえるネックである︒

セ

この作業が終わるとダンプは坂

上げてはほうり込む︵露天掘り︶o

会談で当局蕎は︑豪州のウラン開 については︑別に嫌っている訳で

り方について︑M王Mの例をとり

彼はまた︑田本企業の進撮のあ

道を登り︑ウラン鉱の禽有品質

和罵的︶②エネルギー資源を

発について︑①核不拡散政策︵平 はなく︑歓遅ではあるが︑歴史的
持 には来国資本の進出が古く︑その

くか左に行くか決められる︒そし

を選別所でカウントされ︑右に行

たざる国

豪州入にすることも︑企業進出に

に供給する③環境の原 後︑欧州があり︑田本は比較的歴つつ︑現地会社の経営のトップを
状帯芯④アボリジニー︑住民およ 史が浅いことがいえる︒

ゴ

・−

スム⁝ズにいくと思うQたとえ

が整狸されれば労傳の駕し盆いも

く方法の一つだろうと結んだ︒大

PとCSRだけで︑他は米．英系

国人の移民については︑英語で母

である︒最後に労働力としての外

の投票制度を秘密劇度にするなど

っているケースが多く︑労働組含手五社申︑純枠に豪州資本はBH

働組含内部の派閥争いが原因で超

豪州で特に有名な労働争議は労あたって聚州社会と肩口してい

てウラン鉱のストックパイルに向

び労働蓄の福祉と利蕊に適うこと

けて︑ダンプは噴煙をけたてて走
る︒イエローケーキ製遣プラント

も奨励している︒

ーー

居B︑鉱叢委

だお茶が生ぬるかったなどの低次

巖大の障壁となろうと語ってた︒

結語に換えて

膨大な面積を誇る豪州大陸︒そ

いこともあり︑失業していても就

け抜けた︒私の拙い走り書きで

できない︒丁度・﹁群爵︑象を撫

はその雄大︑広漢さは十分に表現
ちなみに慶州の所得税は収入の30

職にはなかなか応募してこない︒

労働煮込は︑失業年金の額が高れを北から爾へ︑そして西へと駆

期待する︒

がもっとスマートにかわることを

元の理由で起っており・私は彼ら

はフィリップ氏の幽幽である︒

長フィリップ銭と会晃した︒以下

一として転載鉱業委員会の副理事

キャンベラでは追加インタビュ

労働問題に苦憲

ば・あるストライキは︑今譲ん国語である蔑はいいが︑華が

はアンソニー副首棚兼貿易資源椙

ウラン輸出を初めとする資源輸鵬

は現在︑惣ピッチで建造中︵80 一の四つの基本原則を強調した︒
％︶であり︑一年後の擬業開始を
待っている︒ニコール駈長の誕に
よれば︑レインジャ⁝はフル操業

と

質騒ともに世界一を誇るアフリカ

時には︑ウラン鉱山として現在︑

のナミビア鉱山を抜いて世界

で奪産三千ゾになるという︒

・

なり︑U308がイエローケーキ

貿易︑資源省
ウラン開発四原則

覆州鉱業委は一九六七年に設立
キャンベラでは国家開発エネル され︑酉五十社の企業からなる委
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にまわされ︑逆に働く意欲を失っ

描写の及ぶ寺主ではない︒確かに

う﹁匿象﹂は藤詮︑私如き細入の

ギー織と貿易資源省を訪話する 員会で︑その中にはMlM︑BH％強で︑これらは公共襲業や年金づ﹂という諺遡り︑藻州大陸とい

一箋一一冒

エネルギー懲では石炭や西讃州の P︑CSRなどの大孝を含んでい

のレインシャーの南のクーンガラ 率を石炭その他の鉱物では五〇政権の誕生濠では︑ホイットラム今なお白豪主義が残ると感じたの

で︑労働党政権下でのウラン開

は禦州人を理解すべく努力しなけ

るなら︑時間はかかっても繊本人

力鉱山の採掘羨門者と懇談した中ぬ︒しかし︑万

それが事実とす

社が隻配し︑西憂州のイーリリ！ に規制する政策をとっている︒こ

発に大変蕩労した話を聞かされ

総出はカナダのデニソンマインズ ％︑ウランについては二五％以内労働党政権であった︒ジャビ朋も私の疲労と幻覚のせいかも知れ

いう︒こうなると︑カカドゥ国立 門標設定ラインということであ

﹁それはタフな質問だよ︒労働党の良い長州人気質が潜んでいるの

主義の皮の〜枚下には域抜けに入

る︒したがってわが国が資本の余た︒十月＋八繭の慶州の総選挙︵分ればならない︒何となれば・白豪

地区にはエッソが進蔵していると れは厳密な数字ではないが︑ほぼ

公園予定地の礫州のウラン銀座は

を組んだ現地鉱出会社が鉱区設定 くためには︑複数の電力の田中で

側らかの形で欧米の石油資本と手 力のある国際石癌資本と高してい院︶の予瀾も交えて質問すると︑

い︒

と思う︒そうすれば︑嚢州側の望かった︒圏由党政権になって七六ーチの丘陵で白い洋服の老人達が

をしているといっても気霜ではな 対抗するのも一つの方法である政擢下では再転会社はやりきれなだから︒シドニー港︑ボンダイビ

らずにはいられない︒

ウルが隈りなく獲州人の白球に近

いた︒臓本署から投じた開毛ンボ

一捻したインフラ整備も司能なの認めてもらったからね︒あること

わが懸としてはさいきん︑ナ む︑港湾整備︑道路建設も含む︑ 年にやっと条件付きで開発輸出を ローン︵芝生︶ボウルを楽しんで
バレクとレインジャー地区に蘭

ではと患った︒

がわかっていても開発できない率

霞︑四磁︑九電︑商社として伊藤

@U嬰までの蕪無縫輔耀採掘費悪難饗鞭擁誌
寄州は現在のフレーザー自由覚

患が進出の足がかりを得ている︒

資本の関連で璽歪なことは︑讃
州は外圏資本の鉱山に対する進鵬
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レインジャー鉱山の露天掘り
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B5・578頁／並製箱入／定価5，200円（送料共）

⑭原子力開発の四半世紀のあゆみ
㈱内外の企業・組織1，000社を掲載
劇，700謡の完全な索引㊥略語等
⑭原口力関係者の必読の書籍！

麟石油危機の 疸常化 に対処する世界の原子力発電
㈱核不拡散の三際体制確立への苦悩と課題
⑭原子力の安全対策をどう充実するか一その社会的側面は／

㈱Up toδateで正確な資料やチータ
⑭斬新な編集・企麟でより新しく
㈱原子力動向はこの一冊で完壁

1腿

本書なくして原子力は語れない。貴社に是非1冊は6・ま大好評発売申．4う
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