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原子力は翻黙認︵難へ

げんざい運転中の原子力脱宙酬

％︶に相年︒
一十八聞の閣

石油俵存度を50％以下に
十郊後の原子力発霜は四・九億以上の二千九蕩二十億KW11に11︒政府は十一月

川棚原子力協

硬膜敵府はこれまで協定改定交

渉の焦点となってきた再処理蘭引

欄瀦承認方
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熱電対真空計・ピラニー真空計・電離真空計各種

︐〜鯉

詳細については営業部にカタログを転読求丁さい。

については﹁そのつど照臨の泓認

の規制を緩秘する敢策をうちだし

こなったのをはじめ︑しだいにそ

する基ホ的聯装②雲台的な妓術開

て演酎をおこない︑来黛八月をメ

発計陶に関する二項1一薯につい

技

摩

トに報告をとり家とめる予定︒

原子力委貝

科

会室を新設

科学技術庁は一凹︑原子力尉政

た︒二二は原子力委員金の新鉱を

簾課に原子力委員会窒を新設し

策課長が兼任する︒

分期するものQ塞長は中村守謬政

動燃事業団理
事に大町氏

勲力炉・核燃料開発事業団は任

期調了にともない退任した槻辺灘

撰理羅の後任に︑大町前原子力環

一細樗で発令した︒

境整備センター専務理葛を決め︑

大町朴︵おおまち・すなお︶氏

工学科鄭︒四十一隼科学技術庁原

暇測二十四無九州大単工学部短気

子力周放射能課長〇四十六鋸通商

堅塁入省大阪滋商産業届公蔽轍渠部

長︒五十一年原子力環境整備セン

長︒五十盛岡省仙台避商産業腿

真空計

¥ヨ麩〜一一十五棊をつくらなけ

定で非公式協議

嵩置側からタウンゼント外務員

開発計樋の策定に最手する必然が

強化し︑摺査の充実と期問の矯縮

ター吏務理窮︒五十四歳︒

L型・ゲート型・ヘロージール型手動・空圧作動各種

ればならない︒

立地難が豊川の障壁となってい

をとってきたが︑ストリート

をえる﹂との厳しい
巳戴原子力協力協驚についての

で条件つきながら一定の纐醸内で

外媚が十一月二十七田の連邦議余

武

会としても︑この園標達成のため

堰務レベル非公式協議が二三から

次宮補ら︑日本側から小竃外務省

このため︑こうした新しい方陶
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あるとの篶えにもとづき︑今國の

學急に廃蜘技術確立のための技術
に関連して廃炉問題が議論される

濠た︑最近︑原子力発電春立池

傾向にあり︑安全な廃炉の実施方

轡門部金設置となったQ

そのための総体的なすすめ方に

をはかることが唖要だ﹂と強調し

岡専門筆墨では①遅疑鰐簾に関

法確立の必要性等が問題提起され

このような内外の情勢から︑廃

的考え方を整理し︑廃炉方武の選

炉が現実聞題となる廉でに︑夏木

定︑必襲な技術開発︑サイトの携
効利用︑廃鍛物対策箸適切な廃炉

実証試験までふくめると相当長期
間を擁するとみられることから︑

所の立地促進については﹁地域住

ついては常喝源地域が切図所を核

ている︒

受

（亟⑩一鍵綴蹴撫1〔；

る原子力発四所たが︑原子力委轟

澱大隈の努力をしていく方釧︒

ては︑煙子力血地推追に戦馬な役

国蓮局外務参嬢窟らが鳩席︑来答

再処理を一潤して認める発濫をお

剖をになっている地方闇治体の霊

予足されている公式協議にむけて

務省ではじ黙った︒

三日間の予定で験京・霞が関の外

委員長談議のなかでもあきらか

体性を重視︑臨治体が地元搬興の

熊点となりそう︒

はこんこの改定交渉でもひとつの

にしているように︑嗣委員会とし

上に立って自主的に醤断できる体

両国の協足改定に対する霧え方に

てきている︒

制の整備を敵醸にすえるなど︑禽

ついて意見を交換する︒

鮮明にうちだすとしている︒

意形成に向けての抜木的な施策を

安全性の確保とともに︑これら

がニナ一基︑約一千五落万KW︒建 の諾童謡が総禽的に︑効果的に実

議で︑石墨総エネルギ⁝供華鼠をげんざいの七〇％から五〇％まで削減するという昭祁六十五年蔑の

石油代替エネルギーの供絵警標を決めだ︒石炭︑原子力に︑その代替エネルギーの中心をおく供給

穫万KW︒台副二千八欝万KW︒あるとはいうものの︑達成町能と

設︑建設準描画が十四盤︑約一千三

分析している︒

行されるならば︑きびしい環境に

蜜標は石︑炭については全体橘旗比叢五・四％︑石縮換瞬で一億二千三筒万謎㍊︑原子力は一＝・八

したがって︑今雁決定された五

％︑七千五頁九十万詩材と設定︑通薩欝もこの蓮府決定にしたがい︑興醒︑石油化学τ榮︑セメント
などエネルギー多樋籔業種滋業や灘力供給者である電力︑ガス慈業蒼に興し︑ちかく導入指劃を告示

千醤万〜五千三蔭万KWの醗力を A．回の無間決定は︑五月に擁立 独男は積極醗にこの間題にとりく

ている︒海外でも米国︑英国︑醤

する方略︒また︑大幅な原子力拡大をうちだされたのを受け︑ゆ川一郎原子力疑員長︵科学技術純良

した﹁石油代麟エネルギーの開発

蔚万〜二千五闘万K 及び憩入の促進に関する法律﹂に

W︑暫万KW級の原要理発電湧をもとづき策定されたもの︒

廃炉専門部会を設置

んでいる︒

うみだすためには︑こんご七竃以

める︒

内に二壬一

貿︶も岡田︑﹁遜委員会としても︑こんごとも︑原子力発電所の開発促遙のため︑〜鱒の努力を傾注

八十一万詩拐︶では大編に増大し

していく一意である﹂とする委員長談話商発隠した︒曜餐風擾談器は二面
供給麟標はまず︑六十五葺度の

爾九十万詩局︑地熱二・一％︑七

その他︑水力は九・エ％で瓢千

一方︑原子力は︑工一・八％︑

塚三十万爵拐︑太陽熱︑石炭赦化

一次エネルギー鑛蟹羅を︑石磁換 ている︒
算で七僧詩論と設定︑その米分の
七千難樹九十万三隅︑五縛三蹟農

内外の経験からその技術的兇遜し

三億五千万㎡影を︑代魯エネルギ

はついているものの︑わが蘭によ

とくに︑廃炉狡衛については︑

対策の確立をはかることが必黎︒

のように実施するかは︑灘正な施

長期展望に立ち早急に検討

設の建設・輪転と勝様︑きわめて

十万詩膨となっている︒

原ア力鞍懸食︵委美田・中川一

燃桝など一一︒一％︑三千八闇五

いちぢるしい伸びが期待される

郎科学技術庁長憲︶は十一月二十

の一三・八％︵一千五恵四十二万

プ︑天然ガスも二〇︒四％︑七千

原子力では︑年間財況飽力鑓で二

謎認︶と比較すると大幅にアッ

輩肢の︸七・

り適した技術を確立する必要があ

もっとも瑚待されているのは石
炭で石弓代替エネルギーの三五・
百＋万謎㍊︑万頃

亜要な課題︒わが一廻の商業炉が

ーでまかなうこととしているQ

四％︑石繍換算で一億二千三酉霞

いる︒これは︑設備膝懸で五千穏

千九薦二十懸KWHを必要として八田︑﹁廃炉対策騨門部余﹂を設

る︒

化する︒

牽〜十芳年後には廃炉間題が現実

一九六六葎の逆風だから︑こんご る︒この場禽には︑開発研究から

四％︵一千九菖四十万菌鰯︶から

台︶から五千三由万KW︵同六三 にあたって原争炉旛設の魔煙をど

原子力開発利照をすすめていく

鍛することを決めた︒

三％の増加となっている︒

この石炭︑原子力︑天然ガスの

石炭の比率は五ヨ三年度の天○

三種類で愈体の七七・六％を占

万KW︵稼働悪難玉％とした場

網拷となっている︒

が︑絶対騒︵五十三無度竃千六酉

・九％に︑比べて落ち込んでいる

ネルギー︑代鶴エネルギーのため

民はエネルギー偽勢の緊急性から

い槻逓しをあきらかにしている︒

こうしたな鱈かで撮爵はとくに

漂子感発織立地にたいする理解と

ネルギー政策の推滋に関する素急

電源立地について﹁電融立地の進

と鮪躍きしながらも﹁加えて政府

協力を深めることが要講される﹂

翼体的に︑提﹁凸は総会的なエネ

として黙認していくためには︑工

る原子力発億施設等立地協力交付
金については﹁現状ではやむをえ
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業

力

展いかんがわが圃の羅馬融化のカ

の法律制箆︑特瑚会副の改組・幽

の設立などエネルギー対策推進の

い﹂とその徽襲聾を浸染し︑門屋

ギをにぎるといっても過．同ではな

こうしたひつ適する園際エネル

わが團が確保できる葡油輸入黛

ある扁としながらも﹁これらの努

ための雄本濃墨艦みを整備しつつ

ギー精勢をふまえて提篇は﹁今後

は︑現行水受の維持さえも︑きわ

係法令を潮水的に見直し︑各種許

わが姻経眉の現状と︑激動が
予想される今後の内外の動晦をふ

めて園難なことをわれわれは覚矯

厨は電気肇業者の主休的な立地推

提停．日をとりまとめ︑発表した︒

まえ︑ここ一両年の黒本のエネル

力を騨製するにやぶさかではない

認珂乗続きの簡素化・聖目化をは

艶や︑新エネルギー総愈開発機構

ギー政策の方向が︑八十薙代はも

しなければならない﹂と警堅した

進への努力を草本としながらも︑

響査体制を製織︑人髪の鰐懸から

かるべきだ﹂とし︑﹁また︑安全

ルギー政策を強力に推心するため

業立地の維進など総禽朗な地城振

も安余の確保に十分留意しつつ関
とより二十一世紀への大きな道筋

あと︑﹁舗えて石油編格も︑OP が︑なお＋分とはいいがたい偏と

選挙のための出漁を多方瞬から積

が競いていくことは避けられない

ップのもとに︑器省庁一体となっ

に﹁総理大阪の磁たるりーダーシ

翼をはかることが般要だ一と強調︑

にしながらも門巣山の謄躍が無原

ない﹂との棊本的態展をあきらか

難解圏腰罹岡関連会社璽馨顯廿瀞榊鱗

糟乙1認
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になるとの認識のもとに︑エネル

極的に講ずべきだ﹂としている︒

だろう扁と分析︑﹁このように鐵

た協力体制を確立すべきだ﹂と強

門そのため︑総愈エネルギー対策

則に拡大することをさけるため︑

う強力な展開を訴えている︒

ましに厳しさを訳す倒際石油情勢

調︑また国会でも﹁エネルギー闘

濡聾すべきだ﹂とし︑各省庁一体

抵逗閣僚警護などの場を個数的に

交絹の対象を康子力発電所に限毒

466（％〕

5§2〔％〕

しないものの︑長期的にみて騰勢
それによると提﹈は︑まず世界

のなかで︑一次エネルギー供給の

題の喫賢性を再確認し︑経済の安

のもとでの電源地域の振興を推進

〃設備利幅↓

ECの長期戦賂の巻物は翻然と し︑総盆エネルギー政籏のいっそ

が慮面しているエネルギー憶勢に

四分の三を輸入石油に依存してい

定と国民生活の混乱防比のため

しなければならないとの著え方を

とすべきだ扁としている︒

し・かつ五〜十鋸程度の晴論難際

5G72，632〔MWH〕

をあきらかにしたもの︒

ついて﹁わが麟経済は︑中栗情勢

るわが国議僧社会が︑今後︑安驚

に︑超党派の協力体制をもって問

あきらかにしている︒

〃発躍轟轟撚
平均時闘梅動寧

ギー危機打開のための異体的方策

の激変に超勤する第一次および第

的な発展を持続していくために

題の打開に遇擁すべきだ﹂とし︑
予算面でもエネルギ⁝脚台予算を

く詳細は6面に掲難）

さらに︑げんざい検討されてい
二次石撫危機を京かりなりにもの

の構造を抜添物に改編することが

っていくなかでのこんこの国際石 は︑エネルギーの供給および需要

りきって潅た一と評籍しながらも

必須の蟹件だ﹂と強調している︒

抜本的に拡充することを求めてい

﹁しかしながら︑資源訓約が強ま

パレスチナ間題など︑依然として

油町勢は︑イラン・イラク戦争や

また︑提・凸はわが圓の対癒につ

代替エネルギー開発に宮民の総

︵大阿内一男議畏︶は一応︑鈴木

力結簗を⁝〜︒舞瓜経済岡民会議

いて門昨隼から今年にかけて省エ

15日7〔万賭）

く原子力委〉
このうち︑柱となる原子力発電

ることはゆるされない﹂との厳し

22備）

得計出力
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真空排気装躍

原子力に貢献する徳田の真空機器

隅

蝋

一一

不安定要糊が多く︑餉途を楽観す

輝子炉既

一
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開いた第四園議貴総会で﹁総禽エ

Q

社会経済国民会議が緊急提言

60〜15000〃1nm華墨種

論戦訓一

官民の総力態勢確立を
総理大臣︑磁中通産大臣を招いて

繋月の運転速報

◇油回転真空ポンプ

奮騨

繭
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勲連のへ表の監視のもとに出力上

昇試験は︑いくつかの段階に分け

罫試験を慎乎に実施する︒出力上

て行うが︑各段階．︸とに鯨門家委

貴会のチエックを受けながら次の
段階へすすむ⑤出力士賢試験が無

妻終了すれば︑大藤描は︑﹁む

ど︑母数な養短湾となっているこ

め︑地兀の專門録から成る﹁婁員

を地塊サイトからチェックするた

後︑岸競で機能試験を購う︒この

チェックを受ける③汰藤港入幽

整備男心は︑地響歌声象擾員会の

が入溢する︒なお付帯膿士施設の

た︒

処するとの姿勢を鮮明にうちだし

としては︑万盒の注慧を払って対

る一⁝の二点を改めて提示︑政獅

は行わず︑補助エンジンで軌行ず

湾内では︑門むつ﹂の原子力推進

一磁︑先に科学技術庁が県とむつ

蕾森県魚連︵植村蕉治盆摂︶は

◇

弼野むつ増築も︑﹁貰劒かつ領

市に提示した﹁蛍金性確認の手

を強調した︒

ていただき感謝している︒地元に
蛋に検詳していきたい︒会談は懲

その鍵体的な捲え方︑手隙をホし

もちかえり︑関係者と協議した

きつづき局面打開へ懸け︑鍔澄し

筏深いものがあった﹂と語り︑ひ

二

玉

二

一

二ーニニー

め︑県に遜告した︒

い﹂とのべ︑今紺の赦腰割からの

目玉

ていく姿勢をあきらかにした︒

順扁について︑受け入れ拒搭を決

料となることをあきらかにした︒

玉

ニゴ玉二

原子力と豊水が寄与
今團の中書決算の特微として

存度の筒い北陵電力︑原子力発心

は︑高出水率をいかせる水力の依

それによると︑九批の総販売飛力

所の商稼動率が需乱した闘酒磯力

十五無醍申間三舞が出そろった︒

このほど電力余社九筏の昭和五

玉戸の中間決算

業績順調な伸び

二一

捉示が︑旧劇問題に有力な判断材

たと慰っている﹂と感想をのべる

そして同氏は﹁燗人的には前進し

とともに︑﹇穐母港化に異を唱え
る入にも︑この手順はよい結聚を
もたらすと懸う﹂と精び︑﹁むつ﹂

問題は︑烈しい芝露を迎えたこと

却

職は︑提気の簿諾︑憂場の異常低

の好決算がめだつ︒

九︒五％︑原子力三二︒八％︑水

電電力羅の臆源別軽率は︑火力三

例えば関西電力のヒ畢期の発受

漏︑さらには節電慧識の農透など
によって︑前年同朔比四・六％の

一方で︑売上高は照月一田から

減少となった︒

なっている︒これを盤景碧羅の比

力一δ・二％︑その他七・銀％と

この研究旗累について岡研究組

る︒

禽は﹁開発鳳標を十分に達旗して︑

世界に誇り欝る成果を挙げること

第二期認魎については︑第一期

ができた﹂と述べている︒

の蔵梨をベースに︑四本原子力研

力五万黒田ノの多学的伝導ガス実験

究所に設謂を予定されている熱出

率︑火力五一％︑原生力二鷺％︑

プラントを設㎡・礁設・運転する

炉に接頭する嘆接製鉄パイロット

の電気繕金の改冠により︵北海ぬ

水力二閃％と比べると︑際子力が

醗力は一︑周十二環から︶︑五兆七

っだ︒また︑総支出については︑

十六三三と岡五〇・四％増にのぼ

書1

合

ューフレックスの参頒機関である

園滋の参趨︒原産は潮圃圖様︑ニ

年︶から謬潴しており︑今世は三

ら︑展承会には第四圃︵一九七五

わが囮は︑技術認識には初蝉か

ている︒

会﹂と門技術禽議﹂で構成され

ているもので︑﹁原子力機器展示

以来三隼緯にバ⁝ゼル帝で開かれ

ニューフレックスは〜九六六黛

バーゼル衛で開催される︒

十月六〜九賦の漫漫聞︑スイスの

﹁ニューフレックス31﹂が︑来演

第六回漂了力薩業㈱際導水帝

鼠舞十月㍉バーゼルて面桶

参加募集始まる

ニューフレックス租

ればならないとしている︒

訓画の隅期スタートに努力しなけ

しいものであっただけに︑第二期

ものと評価し︑第〜期の成巣が輝

る技術開晃のさきがけとなるべき

ルギー政策上極めて璽要と懸われ

捗熱を麓榮に利用するというエネ

繊ハロはこの大型プロジェクトを

ことを縢標としている◎

いかに決算に貢献したかがわか

明らかだ︒

比脅し得るレベルに達したことぽ

水力をとうに抜き蕪り︑火力とも

受廼電力雛で護る限り︑原子力は

る︒少なくとも関西麗力では︑発

際瀬緬格の持続的圭騨︑資本費の
増大鰹讃経費の増膿要閃があった
にもかかわらず︑騎出水率︑順子
力発蟷所の総嫁動灘︑円扁などに
助けられ︑さらに各企業の徹底し
た会理化努力によって︑四兆八千
管煎七十億円︑岡四六・購％の伸
びにとどまった︒

利

纏国
中 殴九

欝水理錫窒素会︵3HTRO︶に

協力して︑原子力関運機器の展示

ととなり︑ニューフレックス31の

および技術論文をとりまとめるこ

出品対衆甜圏は原子力閲連機

参黒髪集を開始した︒

エネルギ 一革命を展開する雌のバルブ

傷︑

避毎︑赫

出力上昇試験は外洋で
纂縄轟政府の対応を評価
問題となってい

の遮蔽改峰︑試金旺上諭検の扶施
と︑外洋から隔った内湾となって

験が無壌に終了した段階で︑その

会﹂の設鍛も︑鍛談の中で提簗し

段階で轡門籔委撮会がじゅうぶん

これを受けた蒔森県知事は﹁私

、製っ1発③トの製五発

一一七一︶

麗AS麟E

l＝ 醜⑧

平田バルブ工業株式会社

本丁東慕都港磁新橋4−9−1王干105實（03＞431−5176・川崎技術セノター費（044）833−23n大阪欝藁所鷹（06）313−2367

の一
研の

ﾄ 1ガ超i開鉄十費
｢のス耐熱発プ億は

そ継

、馬子約究たり力

◎

迹芙D換

ﾈ二選器①争力術開

器︑アイソト⁝プ関還機器など︒

︵鴬話Q三⁝二〇一一

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。

サ⑥商ムと童期五に概画エ
v運温②を蟄計年よ要終ク
e元断島鳳構画展るを了ト
P鉄腕混的成は濠と発に一
}製材熟と要
、で 、窯あ原か造料交し累原に研した子

参加繭込みは鼠講捜術課まで︒

謙譲体罰御精機の領域です

とりのこし
つ﹂の講式な難幽となる！⁝など
の諸点を明蓋し︑地⁝兀測としても

大次幽の母港化へ聴け協力してほ

そして︑安全枕盈認となる出力
状況をチェックする②その︸．﹂地離

いる地理的影響などを蕩慮し︑①

安全性は︑実畿的に確立される扁

たことをあきらかにした︒

なチェックを行い︑その丁承を得

のお職いをうけ︑△︐回︑政府から

ければならない︒

部陸
東乗 中

世界に誇りう
る成果あげる
﹁原子力製鉄﹂

璽期欝画終了
原子力製鉄技徳研究組盆︵藤庫
一郎理禦長︶は︑このほど七黒田
にわたる工業技術院からの委託綴

原子力バルブ憶

﹁薪原船秘匿﹂の威立によって︑原子力船﹁むつ駄をめぐる縣一の
る門むつ﹂の愚癌化間題で︑中川一郎科学技術げ長冠は＋⁝月日十八臼︑北村二三県知嚢︑刈野むつ
南長を料学技術庁に摺き︑表る八月十閥日︑北村知顯から蟄譜のあった﹁むつ﹂の用金燃確認の手糠

た︒函食の審議ともからみ︑膠諮状態にあった門む2の母溢聞題は︑政尉側から地光への︑翼壁的

についての基本的な警え方をあきらかにし︑爾氏に対して︑大湊港の再夷心化について協力を要講し
しいと襲卒した︒

会談後︑三三は記暮金見にのぞ
上昇試験の力法については︑地冗
の了承を得て︑大湊溢の付帯陸上

なアプローチによって︑ふたたび橘発化の様桐を堅してきた︒

んだが︑まず中川長憲が︑政暦側
の想向も勘案し︑すべて︑外洋で
畑瀬携帯には︑処硬済みの放射難

蕊た︑陵爽湾が今U︑ホタテな

が北村頬購と潤野むつ節摂に示し
施設の整編を開始するとともに︑

との基ホ的蕩え方を示した︒

そして中川長冨は︑母姓化に向

た上で︑外洋での出力ま昇試験に

廃液であっても放出しない②陸奥

行うことも明示した︒

れた疇点で︑大湊湛を蕉式な定係
けてのその墨体的手順として①地

はいる④轡門鐘委員金や県︑甫︑

また長富は︑﹁む2の宏全性 豪富港としての大護摩へ﹁むつ﹂

た﹁周全性確認についての蒸本的

畿と認めてほしいと北村知環と河

漁連代嚢は︑佐世保港の門むつ﹂

元の雲門家委員金や県︒禦および

な考え方扁として︑門出力上騨試

野むつ苗長に協力要諸を行ったこ

と岡懸に︑その笈全性が確認さ

ともあきらかにした︒

大きく膨算しているが︑発電所立
を進めるにあたり︑転地地域につ

．唱

に即して故府田らがより魏極的に

︒﹁9覇

機関などの一層の努力を望むもの

政鰐は十一月二十八田︑閣議で

し︑國のエネルギー改策への魏棚

立地について声点的濡動を展開

439．1＞

聞

産

力
8；：覧

地にともなう地離の振興などに対

亀．

する政府の施策も充実されてきて

．；9齢

いて鰹先的に配慰していくなど︑

畢t

政欝全体として原子力発電所の外

．︒3ぎ

地初期段階における惜蝦提供など

対応することが必鰻であり︑①立

エネルギーの安定測器をはかると

惇．夢3：

である︒また︑近隼︑原子力発蹴

地促進に取り組むこと③さらに︑

の兜地に立って︑原子力発滋所の

3；︒

の繭篭性および安全性についての

広報活動への支援搭麗②必愛があ

漁業との調整が避けて継れない問

原子力世論所の立雌に際しては︑

覧

圏罠盒般の鑑識は蕩まってきてい

地域の受け入れやすい形での宣地

れば国が適地調査をおこなうなど

題であり︑このことは一鶉的には

2，08三（

504）

9曹3

るものの︑地域住浅を中心に原子

難事者の問題であるが︑発聞所の

154D

4・茎8≧）

4，72塵（

竃魎のぎ．＝；

力発確の安全性などをはじめ︑原

について礁要な役劉をになってい

調糞の支援措曙⑧地域の紬縞形成

▽わが隅を蹴り巻く厳しいエネ

的な協力を強く期得する︒

5994）

81（

夏26（

50，076（

465（ 正2，（め68）

・177＞

3

わが国にとって量子力発鵠は︑

子力についてなお一層の瑚解を深

立地と漁藁との共存共栄がはから

108（

・重，557（

㍉3砂．嵩︒；

石曲代替エネルギーの巾で最も荷

める晃地から︑広報活勒の拡幅が

一代替エネ供給昌標に関する三川長官談話一

蜜で︑しかも︑現実的な供給力と

る地方的撚体の烹体的活動に対す

いるので︑地方自地体においては︑

ギー供纏紅炉を決めたが︑これを

昭稲六十天奪度の石油代替エネル

なりうるものであるにもかかわら

図られるべきものと簿える︒

ルギー情勢のもとで︑原子力発

た︑核燃料サイクルの醗立を含

371（

圭，853（

3，9i6（

ような談謡を発表した︒

ず︑その実麗の繍憲となっている

たって︑国においても︑漁三惑係

れなければならないという立場に

くことが鐸まれる︒

係る諸手続きを効詩的に進めるこ

め︑螺子力開発金沢を弊脅性をも

るとともに︑弾子素麺濃盆として

の雛遊が図られるよう期待する︒

とにも留悪し︑発霜断寛地の一理

開発猛進のために一調の努力を傾
注していく淡悪である︒

4（xx

3870）

277（
4431＞
三，063（23，王329）
438（ 1，ふ139）
どGZ 8）
207（
387（
76ど。）
8，99三（

受けて︑中川原子力委員長は次の

▽十一月二十八凹︑政府は石二

る支援即自④療子力発電勝の安金

電の続発を進め︑蜜耀したエネ

上の聞題についての臨機の対曜日

躍1一などについて︑購拝の旛策 編に対し踊子力発飛の安傘性など

ルギー供給源とすることが︑樗渠

原子力委員禽は︑原子力発電の

についての理解を求めつつ︑繭者

際発促進を現下の原子力政策上の
最璽要課題の一つとして認識し︑

の改癌も含め︑より実効性のある

のは立地關題であり︑政府および

地難を莞服し︑今憾の囲標を達成

立地難の打開のための効果的な方

関係機関の格段の努力により︑立

することがぜひとも必要なことで

にわたる圃罵経済の発展壱期する

て︑原子力については昭和六十五

奪優において︑原子力発飽によ

の間でヤ分な調整がはかられるよ

代盤エネルギーの侠給闘標とし

り⊃一手九蔭二十慮謎障ノ隠︑原油

方策を検討し︑奥体化を潤ってい
定した門昭秘五十六奪度原子力関

京た第工には︑原子力発電所

この第一および第﹁に関連する

地に関する関係響岩機閲の施策の

は︑今後とも︑原子力発電解の立

交付金制度讐の蟷源三法による薪

また︑これまで地方肖治体の協

3780）

ア97（

465）
436）
638）
500＞

頻

策の探求に黒めており︑九月に決

▽今賑︑原子力発臨所の宣地を

係経費の冤積りについて﹂におい

の立地と立地地城の娠祉陶上︑地

施策について︑簾子力委員会とし

展開を見守りつつ︑必要に癒じ所

なる面があり︑今後よりきめの細

の施策の改鐘も澱め︑より実効性

規制度を実現するとともに︑既存

力が︑原子力発織所の立地捉進に

1，GS7（

48ヨ）

1，6｛）8（

西

あると考える︒

困難にしている巖大の要臨は︑原

ても︑立地促進のための施鍛をで

城の斑業振興などとの調和をはか

ては︑関係行政機関におけるより

覆の対照をおこなうとともに︑ま
少をはかり︑蜜全運転の実績を横

いかなければならないと袴える︒

かい推進方策を総禽的に展開して

のある方策を確宣すること②地域

2＆ζo）

球

換算七千五酉九十万試鰐とするこ

この倶給囲標を達成するために

芋力発慰の安金性についての国民

きるかぎり反映するよう努めたと

ることが必蟹であり︑①昭和貰十

り︑加えて︑原子力発電勝の立地に

震黙な敗組みを強く望むものであ

上で必須のことであり︑このこと

必蟹な原子力発電の規模は︑五千

の不安が必ずしも払拭されていな

ころであるが︑今疑︑立地地域の

ている原配力発磁施設籍立地協力

六郊塵予算概算要求に折り込まれ

う配慮すべきであることなどが望

酉万菌男ないし︑五壬一町万詩糊ノ

いことである︒このため︑今後と

膏後には︑地域によって琳情が異

禽懲形成期間が畏期化する傾向の

み上げ︑稼動率を眺めて︑圏属の

振興にかかわる政府の各般の施簗

215（

北
関

とを欄議決篤した︒

と冤込まれているが︑げんざい︑

峯力発霞所におけるトラブルの減

も安全確保対策に万全を期し︑原

について囑民各慌の揮解を切望す

運転中の原子力発電規模が約千五

設甥簾巾のものを加えても約二千

鱈頼をかち得ていくことが何より

このため第一に︑立地調葦と地

叢れる︒

颪万謎擾ノ︑これに建設中および建

八薗万詩障ッであるという礫状に照

城會慰形成の健進に︑無体的状況

って推進するなど︑原子力発臆の

らせば︑今後の十隼聞以内に二千

関係沓およびこれを監麟する行政

も必要なことであり︑原峯力発勉
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︻飯属季雄前特派縄目

瞬

ルで︑ANS／駕NS四際町議はハワード︒M・ウインターソン

AlF騰際会議はヒルトンホテおしすすめるよう訴えた︒

の一驚は﹁原子力の拡大﹂をうちだす人たちの声でうずまった︒
﹁われわれは公衆に対し︑累園
のエネルギー危機を知らせるべき

は︑年率三・五％の鮒合で増加し

い︑門こんご十年間︑活力翫要

名︒ANS／猛NSは三千名︑も
命︑今世継来までの亀力予測を行

われた︒AIFの参加満は一千リング社社長︑死AIF無徳長︶

氏︵コンパッション・エンジニア

なく︑軍租のために必嚢だが︑同

員︶︑﹁核不拡散は︑うたがいも

堂に会するという︑文字どおり︑

計㎎千名ちかい療子力関係者が一

だ﹂︵P︒E・ツンガス上院議 シェラトンホテルで︑それぞれ行

ギーを必要としていることも回視

時に濠た︑世界が︑原子力エネル

・︒

A王F金議のトップを切って雛

うちだしていることだ︒

も︑厳しい将来への予測を鮮明に

していることは︑どのスピーカー

エネルギーをめぐる展望で県通

厳しいエネルギ
ーの将来予測

た︒

エハ％︑今世

煮はなかったが・ANS／K鐸S

AIF会議では潮瀬からの発明

情を比較しながら来世紀に醐けて

の推進という考えられるファクタ 会議でも仏と米国のエネルギ⁝箏
⁝で分析しても︑来国のエネルギ

会護では箏謝野馨衆譲意識舞をは

逍怩jWの原子力発電所が新た
に併入するとして一︒ニクァズ︑

のエネルギーを展整︑世界の注ロ

一一一欄一＝

今回︑初参加しだ中国代表のワ

参加した﹁議損による国際パネル﹂

o二＝一：脚

塵曹二＝一轄︐

二一一一欄：o

二隔三一三帰

︒二口柵一＝

．一一開一一贈一−

響一轍一隔一q鼎卿

・

一一晶一讐

二雪扁一＝一曽

二二臨﹁曹
一＝
¶二一一一鯛

糟鱒＝一一一廓

；一囲﹁＝＝

あり好評を博した︒

はユニ⁝クな企幽であったことも

卿二二一脚一曹

力は推進されなければならない﹂

ANS／鶯NS金蘭でも︑初と
薦する力強い発．濤を行った︒

ならない点を強調した︒

また︑原子力開発を推進するに

した︒

まで考えた再処理の撹効性を展開

不経済扁と瘤摘︑高速二三炉開発

﹁醇処理しない廃棄物は︑無益で

鷺Aのミッチェル・ラビン氏が︑

核燃料サイクル全般では︑仏C

を強調した︒

子力に嬢命づけられた﹁國際著し

⁝バランスは︑少なく照積っても

卿一㎜一＝＝

ぼった︒なかでも︑与謝野春霞が

じめとするスピ⁝カーが顔壇にの

倉翻して七︒董クァズで︑粘局︑

二楠一開一＝

線を披議した︒

一・五クァズのギャップが生じ を一身に込める仏の夏子力拡大路

る﹂と抵揃︑関係鷺に驚鐘を陽ら

一・五クァズのエネルギー不足が
生じることになる︒この一・五ク

二一一鞠需一一曹

調汐︑地熱などの︑いわゆるソフ

ルギー源だ一と力説︑太陽︑風力

ン氏が﹁これまで以上に廃棄物d

は︑ハワード・M・ウインタ⁝ソ

では︑前N鶏C︵原子力規鯖委

瀟の温農をあびている許認萌問題

ローズアップされている廃藁物て

ゾチック・パワー﹂としてこ〇Q EA︶のランツケ禦務局長も・こ 氏は︑﹁発展途ヒ国におけるビュ
ーポイント縣と題して講演︑発展
O年までには︑その一部は実胴化 んこの世界が原子力と石炭を必蟄

爾を塵溜しなければならない﹂と

フィリピン投表のD・シアソン あだって︑環境上の問題としてク

ための国際朗な数岡研究の必要性

途上田が︑その原子力を享受する

また岡氏は︑内外の原子力閲係

のべ新政層に対する期待を衷明︒

の難頭︑覇際エネルギ⁝機関︵王

に︑そのカギをにぎっている原子

としていることをのべるととも

これを受け︑バントリエ氏は岡

を強醐︑濁係蕎の共感をよんだ︒

ト・エネルギーについては﹁エキ

の近代化には原子力発戴が不可

てひらかれたANS／ENS蛮困
惰際
にある﹂とまえおきし︑﹁そ

京た︑A王F国際会議と軍行しン氏も︑ 門中困も︑きびしい電力

アズは︑電力換算で︑ご千五瞬冒した︒

一・五クァズ︑爾万KWの原子

KWに榿劉する︒

一白

力発蟷所で二十五基分が不足する会議でも︑各国の代袈がエネルギ

原子力に救い
を求める各国

原子力懸進一色の罰金議となっ

力先進磯の役調を強調するなど︑

活気にみちる産業界

なかでも︑E13RI︵電力研究きびしいエネルギー憐勢を分析

りくる電力不足をのべた︒

と異体的な数字をあげながら︑迫

紀寒までには囲二％に達しよう

力は︑九〇年までに一

ネルギーの三〇％を占めている電

ていくとした場△口︑今躍︑一次エ

子力庁産業利用局長︶

すべきだ隔︵G・バンドリエ仏甲 麟際色豊かな一大イベントとなっ

晩秋のワシントン︒つい＋臼ほ
どまえ︑大縫領選挙のため︑盤界

トン︒でも︑い籏はもう︑そのトラ

串の欝と翼が簗試したこのワシン

マチックな出来劉を耽れ落ちる木

いた照照気をかもしだしている︒

の葉に敬したかのように︑落ち魑

そのワシントンで︑こんどは︑

世界の原子力関係蓄が一華に角

会議の最終セッションで﹁第三世
た︒

金︶委綴︑リチャード︒ケネディ

﹁原子力﹂基礎に連帯強める

NS／ENS会磯で活発な惣兜財
が政上の問題から︑大きなネック

冒セスが︑いまのように不明瀬

氏のことばを引用︑門許認司のプ

上に立ったツンガス上院議員︵マ

になっている偏と二二︑この壁を

で︑ミステリアスである限り︑楽

し︑鷲しい時代を迎えた原子力界

克服するため︑先進隅が寒極的に

だ腸闇をついやしている限り︑公

発展途上潤代表の中からも︑A 界にとって原子力は︑マンパワ⁝︑

手をさしのべ︑共購して取組む必

サチューセッツ州︒民主︶は︑薄
されるものの︑園家白金を根本か

初日・野際パネルに出席したメ

要性を訴えた︒濠た︑経済協力開

佐燭密なエネルギーの実用化と
﹁節約﹂の有効性を力説するととも 駈︶のC・スター醗優長は︑﹁エ するなかで︑各スピーカーの多く

ら支えるまでにはならないと抵

アイペンシュツ氏は︑メキシコ油

キシコ・エネルギー蚕貫会のJ・

のあり方について︑十一月十六日

は︑その解決の糸口を原子力に求

そして嗣氏は︑原子力が︑ギャ

摘︑原チカの速効性を獲開した︒

な軽水炉技術へ向けて︑政府︑産

産︶の伸び万一％と三・三％で比

子力発雷所瓦落いらい︑新規の建

ま︑ウランの侮効利用にも注慧を

して再びクロ⁝ズアップされたい

リーマイルアイランド︵TMI︶原 ップを埋める荷力なエネルギーと

のワン氏も﹁中鷺にとって︑原子

をあきらかにした︒岡心した申姻

開発をすすめる同国のプログラム

田の開発にもかかわらず︑原子力

際協力の必要性をのべるなど︑原

に関する惰報交換についての国

あびた︒

酢認可行政の簡素化を訴え︑拍丁

発機構︵0鷺CD︶原子力機関衆は︑政潤やNRCに対し︑不縞

会でも︑エレクション・リサーチ

というよりは︑米礪の経済︑外父

ANS︑ENSの三者共闘のは
晩︑
餐その原子力政策の興体的内容

︵NEA︶のスタディ氏も安全性
をもちつづけるだろう﹂とのべ︑

較︑その粥給バランスのギャップ

払わなければならないとして︑爾

わたる墨要性をのべ︑新政権に対

とともに︑核燃料サイクル全般に

速増殖炉の国国性を強調︑再処理

設讃司がゼロという︑原子力発電

そのなかで岡民は︑門もっとも

を曝確に示した◎

を選択︑コメントを競えた︒

氏

が︑これまでの﹁イコール・パー

障

て浮上されていたため︑めぼしい

センターのリチャード・M︒スカ という基拙戦絡が大きな問題とし
モン局擬が︑レーガン氏勝利の要

期待をになう
レーガン政権

話をきくことができなかった︒

トナー・シップ﹂から﹁フル︵冗

ストーン＆ウェブスター・エン

園について︑難燃の経験をふまえ

する期待を表明した︒

今園の一ぢの会護の参工費にと

この二人の專門家と岡時に︑認

全な︶・パートナー︒シップ﹂に

バ

って︑もうひとつの関心製は︑レ

管が独國に取材するなかで︑たし

ただ・レーガン政権の対礫政策

ジニアリング社のジョン︒W・ラ

た解説を行った︒

を埋めるための原子力発醒駈の墨

各金議︑セッションの中でも︑

変わったこと︑外交戦略の里山が

蟹

灘灘

可熊性が高い﹂とするGNP一％

それによると︑一一〇〇〇無重点

で必要とする動力は五兆一壬二尉

簿KWH︒これは︑一次エネルギ
ー五十一・三クァズ︵一クァズは

ンディス筆頭副祐長は︑ギャップ

れている来原子力塵業界の代表

壷的数樋を明示した︒このなかで

かな確儒となってめばえたこと

るい︑希蝿に繭ちた﹁晴代﹂を迎

レーガン政権の登場によって︑明

AIFの会議では﹁政治変化に余儀なくされた原子力産業界は︑

ーガン欧機の政治哲学を︑来圏の

同朗㎜国の強化にあることなど︑レ

ーガン新政権の原子力政策︒

は︑おしなべて原争力の拡大をう

は︑カーター政権によって陣滞を

十の十五乗BTU︑石炭遣千六酉
万ゾに梱施する︶に嚥敵する︒
だが︑入手できる石炭︑石油︑

政権へ期待する発雷がめだった︒

原子力拡大をうらだすレーガン新

十一〜頁九十一一ギガ点く九五黛ま

アメリカン・エンタープライズの

ともなうインパクト﹂と題して︑

¥四ギガ陣ッ︑九〇隼までは酉二

國氏は︑﹁八五年家で八十二〜薫
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その代表ともいえるハワード・
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六︒五クァズの欠乏となる︒贈力

K

ペルグ氏が転勤したし︑AIF︑

主儀研究員︑ベン・3・ワッテン

えたということだ︒

とは︑ある悪味では︑意漉深いも

首都のワシントンで取桝できたこ

WHニセントという発電原纐は︑

とし︑そのためには︑すみやかな

のであった︒

原子力拡大政策がとられなければ

だが︑記答がワシントン滞在中

も︑原子力こそ︑これからのエネ

羅力の節約が最爾の三四％実施

経済性を崩蘭にうちだし︑﹁

二十嗣︒八クァズ︒差し引き一一十

ガス︑水力などのエネルギー源は

ン

史上︑もっとも過酷な条件におか

桐次いだ︒

ネルギ⁝の需絵バランス﹂という
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げられた︒
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の共岡圏際餐議がそれである︒

臨

エネルギーを︑GNP︵触罠総生 とりわけ︑一九七九鋸三月のス

嶽をふ濠え︑より蟹金で︑経繊細
際金議︑ANS︵米国原子力学
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舗給閣題てコメントするスター氏（右）

石湘火力の楽匠︒縫済性からみて

ハ

気

5〔｝oつら

蜀1畠へ罐働》臨磐鋸

灘照灘

鍵鞭欝

されるとしても︑そのギャップは

防水靡、遮

種

灘

ちぢむものの︑九クァズのエネル

﹂

酢

●

儒雷

雛

亀灘侮

鑑墓i膿乙」霧魏

O

ノチ、ボ

各種放射線猛

まいりました。

今、こうした経験を生かし、原f力の各施設に

顯

ワ

騙

塵

騨

スリーフ、ライニニ

放射線遮蔽扉、スリーブ類、及びP．P．システム

1

扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

各

一一

にして四億五千方KWの不急︒

一二

団，

内夕トカΣら1000名を超す関係看力∫
こは、
AlF国際会選義

ずた。
会議」を盛り上
謬即日、

（4）

第1057号
（第三四郵便物謙可1

新

二
子

昭和55年12月4日

㊥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。

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

を納めております。

○

聞

力

英国弓場へ初の輸出
技術能力が高く評価

設段階に入ったことを述べ3饗i 設に勲浮したいと贋璽を熱った︒

3τ⁝60の開発現

とそれぞれ報告され︑﹁核融

る実験研究
状

闘いフランス︑スウユーデンで

球レベルの禽意形成に向け三戸し

で︑産業政策活動の一環として地

件改薄を求めるのと同じレベル

再論酌な技術革新によって産欝構

術宣國﹄の理念をかかげ︑霞蛍的︑

び税制上の特別の働成描櫨の強化

境を整備し︑財政上︑金融上およ

しすすめていかなくてはならな

いる︒

きエネルギー捜術開発︑大型プロ

世界保健機構︵WHO︶︑穰連
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また︑広い視野での研究の進め

は︑代麟エネルギーは原子力以外

ていくべきと薙える︒

レベルの台意形成不足などを指摘

システム捜術開聚︑先端技術開発

シェクト纏の繋急性の糊い大規換
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には非常に効果的です。

ﾌ建設には強力な泥業界のバッ

しかし︑菰処理後発生した昌レ

にないとして︑廃藁物処理処分の

するとともに︑他の藤業廃爽物と

催﹁種々のエネルギー源の環境へ

環境プログラム︵UN猛P︶共

国際会議案内
同様︑受蕪者轟任をどう果たすの

の麗巣捜術開発に大きなインパク

の推進をはかるとともに︑次世代

圃︑会祉の無量PR不題︑地球 い﹂と強調︒このため︑ひきつづ

か︑琴芝分業化の巾での国際安金

ム﹂聴来隼六月二十二濁から二十

の影響に関する寝際シンポジウ

巫攣との関係を明確にしながら理
解を求めて行く必要があるのでは

トを与える飾縫技術開発に篇乎す

経済協力開発機構原子力機関︵O

▽麟際原子力機関︵王A鷺A︶︑

肉し込み南島り四月二十七鐵︒

六臼衷で米圏ナシッシュビルで︒

ないだろうか︒

さらに︑報幾は﹁八十無代の魔

る必要があるとしている︒

業構造にはたす設備投資の役翻﹂

替エネルギー内入や技術革新は横

について﹁省エネルギー︑石簡代

極的な設備投費によって突現され

︵EC︶蚕三会共催﹁核燃料サ

イクルから排出される長簿命核櫨

ECD・N封A︶︑欧州共同体
いる︒

る﹂としてその瓠要性を強調して

シンポジウム﹂睦爽鋸七月二十七

の陸上環境での移動に関する国際

無リン酸洗剤

核融合開発の進

展ぶりを披露

方について①3T−60礁設での経
愈超蹴藤磁石開発の環状と展望﹂

JFTi2におけ

核融ム羅出愚鱗の会場風幾

曝

転炉す③INTOR謝繭の眠別進
講演がおこなわれた︒

と題して蜜測内錫・薦大教鰻の特

クアップなくしてはできないと強

験をいかす②工学の目で核融禽を

そして︑五＋九糞の完成を同幽

黙した︒

一つ一つの研究阪果を華実に積み 想とその期待と兇極め⑤挙・窃・

すJT−60の開発姿勢は門今は︑④トカマク型以外の方式への新酒

上げ︑INTORについては︑非このあと︑

〃核融盆炉

ダブレット班によ

入がはかられる必襲がある﹂とし︑

業サイドでも︑積極的な繭倒し轟

政騰も禦講利用以外の要菌︵発職

ベル麗棄物は︑発生した国に戻さ

技術確立に向け時間をかけ︑門訴

との興野が強いと予測されるQし

興体的には﹁二藍エネルギー歯

日から三十一日まで米腰ノックス

入投資については︑これまでの霊
要エネルギー源である石油からの

ビルで︒

論文提出等の問い禽わせは至急

離脱に対する心理抵抗が強いうえ

原産企睡塞まで︒

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

原研報告会
脳本原子力研究所︵藤波頼摺理
箏疑︶は十一月二十八露︑藁漿・

代穂エネルギー開発斯要資金と核

蔑・政のコンセンサスの曝要性⑥

業としての核融愈を翻指すことな

次に核融愈開発の展響について

鋲ねていくこと﹂と語った︒

を実用化させる上で亜要な旗環と

講演した森茂理惣は︑トカマク型

今醐が六麟縢にあたるこの報署

究成果報告食﹂を聡いた︒

長には約四濁二十瑞が参湘︑核融

最後に核玉霰開発での園際協力

融禽への投資ーーとし︑脚家的喋

禽開発における近撰ぶりが披露さ

どを強調した︒

まず︑あいさつに立つた慰霊帯

持続︵︻万アンペア︶③臨界条件

野②蔦周波によるプラズマ電流の

して①温肢の上輿︑ベータ績の上

副珊嬢長は︑原子力の研究は莫大

マク型実験燐︑六齎二十MWt︶ の霞虫性と愛読協力との調整が必

達成の確尖視④INTO鶏︵トカ
う認識の上に︑エネルギ〜押蓋撮

き︑その建設は︑メーカーにおけ

材料の開発

るプラズマ加熱実験

常にコンパクトな炉でできる利点

ら︑尖万化はまだだが︑婿く建
でいる翫とJT160が承格的なか建

る蓑澱の製造とともに順調に進ん

T−60の碓設に着手することがでのコンセンサスi一など四項照を 要だと述べた︒

について︑国際協力は萄効だとい

臼立懸船がこれまで製造してきた

蔽で︑製作方法︑蜜全解析方法も

霜単であると酌罵きし︑﹁去薙︑J

な横丁とマンパワーを要する匿大
HZ⁝75と類似した輸送容器︒ま

エクセロックスi三B型は鉛遮 れた︒

た︒

メ⁝カ⁝が折怨するかたちとなっ

十一棊を田木のメーカーと英国の

をそれぞれ受庄︑今圓の入札分二

NFーシ濯ン︒トムソノ社が叢叢 大手躍の経M連会館で﹁核融台研

閥係筋によると︑三三造船はこのほと英鰯核燃料公社︵BNFL︶から使用済み核燃糾輸送容器エ
クセロックス⊥二B三十麸の一日受浅に成功した︒わが国の欧州驚け海外爾処理委託に使われるもの

ーに発癌された十一秘をふくめ今

構い定罫を得ており︑英国メーカ

どのソフトウェア能力についても

燃繕輸送容器の設計・安藝解析な

で︑BNFLが日ホの輸送餐雛メーカーに門戸を嗣いだのは今回がはじめてのケース︒このため入札た︑同社はこれまでの実績から核
では︑わが国からは輸送谷雛メ⁝カー五被が応勢し︑熾烈な憂注競争がくりひろげられたといわれて
いるが︑紬麗田立造船の単独受蕊というかたちで決窟したのは難燃の＋蕪にわたる輸送容器製作の豊
欝な縫験が英国側に趨く評価されたためとみられている︒

きいため︑転換インセンティブは

高く気働︑今噂の氏社の独占憂憤

回発注分二十一棊聾すべての親鍵
から ︑ 8 N F L も そ の 技 術 能 力 を
きらかにしている︒これは約六千

ての願際入札では︑わが国から神

畢の高度経済成長期のエネルギ⁝

戸製鋼︑羅本製鋼︑三菱薫工︑三

造の腿望と諜題﹂をとり濠とめ︑

わが国の原子力発磁所から発生
解三役携も間社が撫嶺することに

する便用済み燃料についてはU飛

ながらも﹁召油代螢エネルギーの

強いものとは考えられない﹂とし
に代幾される計算︒供給源でみる

万詩栂の石油が他のエネルギー源

と罐力は三蕊％から三八％へ︑石

欄要の増顯の過程は︑わが圃の場
愈には天然ガス霧鐘が少ないとい

田中懸薩相に提出した︒今奪三月

う購構もあり︑石漫罵原燃料およ

なる発込み︒

通商灌業政簾ビジョン﹂をふまえ

同霧議金がまとめた﹁八十確確の

となったものとみられている︒

受贈分十鎚の総額は約二十億円

Gへ千五語感︑BNFLと舛
C造O
船G
︑闘立造船の五社が応騨︑
といわれ︑納期は董十七年九鼎Q

導入により︑石態依待謡を低下さ

英困メーカーについてはブリテ

せることは︑今後のわが国のセキ

ィッシュ・スティール社が八塑︑

艇系原燃料は一〇︒一％から一一

て大きな下鞍をもつものであるこ

が入札に潴わったために受注倉戦

び電力へのシフトが︑他の欧※諸

〜一二％へ︑新エネルギーおよび

とを考えれば︑エネルギー滞聾心

EMAに三千二頁ナの総計幽千七これに離し英園側もメーカー五社

て︑このビジョンを凋実の軌道に

国よりいっそう正兵に進行するこ

加することになる︒

ガスは灘・二％から六・七％に増
それによると︑もっとも鐙要な

また︑二重は﹁わが園経済の発

を巌大隈にひきだすために投資環

設備投資の蘭からは﹁民閣の酒力

展過程で技循革新のはたして衰た
役畜には大きなものがあった扁と

葎率を五ご一・山掛％から四五％⁝剛後

し門八十黛代には︑わが国は﹃技

昭和六十五奪腰の藍鼠端の石茸依
﹁エネルギー漏要構遺﹂について

に低下させるとの異体的困橡をあ

政策課題としてうちだしている

は﹁一九六十無代から七十鎌代M剛

と画処理の商業化︶を灘細視し︑

て該府は︑出の冶百中に貯蔵廃棄

れるために︑この処分方法につい

スウェーデン︑西独ともに関係

かし︑われわれは徽力源として原

ンストリーム

ュリティー確保の観点からきわめ
のせていくための異体的戦略をあ

とになった﹂と分析したあと︑現

酉ゾが海外委託されることになっ

石油依存率は45％へ
塵築構造審議会総懸部会は十一

産馨10年後の産業構造を展望
昭和六十五駕麓の蒲要端石油登

月二牽八爲︑﹁八十無代の薩総構

下の厳しいエネルギー瞬鋤では

は熾列nをきわめたといわれる︒

こうした巾で︑わが圏のメーカ
；については田立造般が鉛燃蔽の

すでに十環の経験を持ち︑田本国

山率は謝五％へi一︒

きらかにしたもの︒

ている︒

このうち︑フランス画けの輸送
キャスクはすでに田本にも門筒が

内の集海陶処理工場向けの輸送容

開かれていたが︑BNFL蒔け輸
の送容器の開発︑製作について︑
英魍のメ：カーが独占していたの

ものについては︑これまですべて

購葡場を講社が独占していること

国罠の協力を得るため二極的とい

禽愈を得るためにも出力投球をし

スウェーデンでは二〇一〇黛以

子力を認知し︑欝欝を持って安驚

造の麟洋陶知識集約化を強力にお

えるほど地禿荷志との各種運絡

する方陶で検討を慧めている︒そ

降︑原子力発馬は頃止するとの国

省は︑﹁中止あ淡定は政治のテー

供給に努力する粥働暫の仲間であ

拡充をはかるべきだ偏と強調して

会︑従業員の寡族を通した地冗へ
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が実構︒このため︑今回のはじめ

地球襖の合意形成へ
霧趨蜀馬場功二

つまり︑これら施設の運転は一

マとして取り扱われた悪い結果と

るQ國の施策︑会社︑産業界のア

今後両緬鶴間の格震の動きに不確
定な覇が強く︑総じてリスクが大

ポうスでコラウユ盤式§就アイソトープ部

※説明書、見本をお送りします。
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羅

ている︒

どを実施している︒また︑各国の

九六〇奪桟には鍵施されていた訳

民投蒙の縮集をこの轡に兇て︑政

見ており︑スウェ；デンでは非公

ブ嶽ーチの悪さにいらだちを覚え

放射能除染剤

デコン90

曲

60

のPR︑教育の場における説明な の評価は千無兜の安全性まで追究

莫通詔であったけれども︑反対の

☆請田物処理は地球レベルの含

いては︑政府︑国浅︑漫叢騨︑及苅

石油依袴度ではどの鴎にもひけ

意のもとに

派の体質の差があるものの︑英

を籍堀抗に雨冠脆簗してきたが︑

西独では低〜窩レベルの廃忌物

関西電力労紐の太村副婁員長を

強さは立地点からの距離に反比例

をとらないわが團が今︑実施計画

しているようだ︒

國畏とした﹁ヨーロッパ原子力調
圏︑フランスにおいては驚瑠政策

現在は中焦し︑商レベル廃穀物の

登期﹂の⁝員として＋月八漏から

しているようだ︒

わいた副薩としかうつっていな

は︑一般燃残の間で︑突然ふって

の中から生まれた翻産物の発電技

中の低レベル廃棄物の海洋投棄
少なくとも︑わが国より︑関係

これは今後十鼠講︑地網の変化

一芋五臼までの十八沼間︑英国︑

安金性確認を急いでいる︒

し︑現状では代替エネルギーのエ

術が石油ショック以降憩速に発展

がないと類われているものの︑温

い︒しかも新聞懸道で反欝運動が

つある︒

度による照雨がないことを笑撫す

蓄は廃蔵物処理処分に対する気の

に進めているように思われる︒

⁝スとなっているQ濃総・再処理 畏い活動を積極的に︑かつ︑糠実

スウェーデン︑函独︑フランスの

今圓の調査では︑各國の薄処理

霞か国を訪闇した︒

施設︑麗蘂物処理施設︑発魔所友

なステップであり︑当然この技術

・廃棄物処理は獄碧利罵でも必要

ルセンターへのデータ供給の役鰯

中のゴアレーベンの核燃料サイク

誼労組︑行政機関などを訪闘︑四

の関連

廃繁物処理の中断は政府・政権と

禿朽している中で意識は高まりつ

は富国︑あるいは米︑ソが莞行し

るものである︒さらに︑現往計画

たものである︒

☆原髭スqーダウン・再処理・

つぶさに見てきたので︑その実状

か翻における最近の原子力薯情を

このような︑悪い感惜形成の中

であるが︑近隼世論の蕩まり・圏

の箏実である︒スウェーデンは石

府も岡方針を決定したことは周畑

式な場で︑十薙兜の懸濁変化に希

るが︑運転員の仲間などの労働条

では學期愈慧など︑とうてい無理

民の感心が憩設される原子力発電

簡はもとより︑ウラン資源は少な

いザれにしても︑石漉依存度の

盟を抱いていると鴛明している︒

を進行申であるQ

道を耳にし︑一般公衆への影響に

ョン﹂と廃棄物処理の未確立が表 所を圏にし︑また︑故瞭などの報

〜般的には﹁トイレなきマンシ

間する彌報公閉を求めたり︑より

く輸入にたよっており︑再処理も

☆躍購利用先行で発博したダウ

現されているが︑臼木では︑低レベ

海外︵英︑仏︶に依存している︒

を以下に紹介する︒

ルの海洋投藁試験計画がやっと異

安全な設励を求める動きがあり︑

言化されてきた︒ヨーロッパにお

スウエーデン塵重篤と懇談する調i颪

塵醒闘 圏③
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いくのに必要な一網約二千二齎糖

また粟冠氏は・﹁人間が生きて

は住罠の理解と協力を鴛るという

いて要盟は﹁福二点での国の対応

惣総体の役割分掲の明確化﹂につ

それによると︑まず懲国︑地方

をとってきた︒たとえ不備ではあ

は省エネできない︒社会も︑ある程

薦で必ずしも十分とはいえない実

にそったもの︒︵陳情を︶できる

力交付金の新設が︶通産織から大

だろう扁と述べ︑すでに総電力の

度のエネルギーを必要としている

と述べた︒

っても︵原子力発電施設等立地協

ネルギー敵簾上︑圏期的なこと一

蔵省へ予算難聴されたことは・エ

だけ実讃するようお世謡したい漏

続いて佐々木義武難事立地捉進

子力行政に関与せざるをえないの

占める原子力発電につい 憾から︑各地方富澱体としても原

が実態だ﹂とし︑﹁したがって︑国

とし︑エネルギー元駕といわ3％る

て︑﹁福島県で鞍置幽十三無から

は国の貰佳のもとに距子力政策を

唐

議員連盟会長がたち︑﹇レーガン
政権の誕生やストックホルムで開
八○年代初頭に予算要求された懲

五十四銀までの死薩︑乳幼児の死

原発は安金

かれた團際会議で

亡率について調燕した懸果︑原子

〜方︑霞民党政臨調蕉会科学技

方密治体の関嬉の実態を勘案し︑

確立し︑これにあたるとともに地

義を講めた︒

力発霞所の影響は何もなく・上下

との結論が出されたこと︑中軸が

術部会︒原子力発醒断に関する小

水道の讐及など環境がよくなって

原子力発礪をすすめようとしてい

ることなど︑世界の精華は変化

委員会委員擾熊谷太三郎氏は︑

れている︒

は存在し

ントをはずれたセンスで取り扱わ

して原子力発電に反対している人

ら影響ない︒放射線の影響を心配

原子力露霜所は子供の生命には何

いるせいか死亡聡は減っている︒

策について﹁薩業の振興︑罵用の

と国の二極的な対応を求めてい

必要な財源描羅を講ずるべきだ漏

その役剛分擾を明確にし︑それに

﹁安全性の問題は︑げんざい︑ピ

し・職業に高慮するようにとの動

原子力発醒をすすめることは︑思

がいるなら︑⁝人のガン治療に・

創嵐なと佐眠櫃祉のための悟久的

きが出てきている︒ソ適や中開が

想的に岡系列の共巌党や社会党に

ないが︑あらゆるものの申で原子

原子力発服駈で一欄間に大気中に

て︑こうした総舎対策を実競する

対策を確立する必襲がある﹂とし

また︑蟄望は賎源地域の振興対

射線を漂う病院をなくせという方

絶対安盒

とって反省栃料になるのではない

力発戴所が簸も安全といえる︒日

放出する放鮒線蟹の十万傍もの放

る︒

かと思う篇と述べ︑原子力を推進

力発鍛を挽進ずるよう努力してい

本麟属生脊のカギともいえる瀕子

きたい﹂と述べ︑原子力推邉の姿

転た︑露民党政務調葦会商丁部

していくことを強調した︒

会・電源立地促進に関する小委員

は︑﹁︵陳憐には︶藩労がにじみ

さらに﹁防災対策﹂にふれ︑﹁漂

ための精興描灘法の制定を璽請︒
さらに櫛瀬氏は︑﹇光熱蟄だけ

必要性を強調した︒

それによると決議は門げんざい

運れ等から難航し︑この塞京口

は原子力を中心として地元調整の

なるおそれがある﹂との暴本的認

首二十二臼︶︒これ家での謡録は

設讐立地協力交付金制度②電源立

がうちだしている①原子力発電施

と強調︑翼体的にげんざい通自省

施設等所在帝町村交付窃制度④公

地地域振興対策交付金③水力発鐵

懸

上の学歴を有し、核設計、解析

における電算機使用経験者で

聾駐

東［1ビル16階

TEL405−2714

原∫力事業部1レ餐支拳1、総務部

干106東京都港1×六本木6r目2−31

恒久的財源の確立を
蝦魏 ﹁ 実 現 に 努 力 ﹂ を 約 束
金困原子力発磁所駈在市町村協議象︵食憂・賜木孝一福井県敦賀帝長︶は十一月二十八扇︑東窟の
赤坂プリンスホテルに︑自由民主党桜内義雄幹事長をはじめ︑璽源立地健進議員連盟役員︑自罠党政
務調査会繭工部会・電源立地促進に関する小鮒鐙会︑岡調査会科学技術部会︒原子力発電所に関する
小姿撮会の委興約五十人を招き︑﹁原子力発嘱所所伍甫町村の地域振興および税財政描灘﹂と﹁原子
力発砲筋の安金確保﹂について陳情した︒全月一はこのあと︑自浅党三役︑地元園会議員︑関係省庁
をおとずれ︑原子力発明施設等立地協力交付金の実現などを強く要匂した︒
これを受けて桜内義雄党幹晶晶

が妥当だ﹂と述べ︑原子力発鷲の

︒電源立地促進識興遮盟翻会長
濃蒙ら変えていくという灘癒気箏業法は鷹義・聾義

勢をあらためて強調した︒

別窺気料金制度を導入する②原子

よう﹂求めている︒

り︑原子力防災対策に万余を期す

で特別立法等法体系の整備をはか

と聞いて驚いた︒社食のエネルギ

十糖のエネルギーがかかっている

子力量警の特殊性から國の麗任

つづいて︑撫藤寛氏にくわえ評

が貧エネルギーの対象と憩ってい

論家五代利矢凋萎︑璽手掌釈虫北

たが︑農業生産物⁝糟をえるため
まず︑﹁なぜいま撚エネルギーな

がある漏と指摘したQ

のか篇と題して加藤据慶慈大学教

電源立地の加速

的推進を決議

鰻重党立地促瀧議連

鷹源立地対策の抜爪的強化によ

ってその加速的推進を一⁝・

︵佐々木競歓会長︶は十一月二十

臨民党の電源鷲地健進議員連盟

石趨代替常源の開発こそわれわれ

進について決議した︒

七購に開いた会禽で囎澱沼地の推

講会﹂︵金長︒遠藤正二福島県議

門原子力発電関係県議会議獲協

原髭梁議畏置屋鋼

来年度予算編
成で緊急要望

とが大切と訴えた︒

会の巾の家庭の位置を理解するこ

ネをすすめていこう﹂として︑社

り︑その沖美を知った上で︑省エ

エネルギー網全依のしくみを知

ー網の最小漁位である寡灘でも︑

大学事学部教授︑評論家柳瀬捻子
よる蒼癌問題への影響について︑

授が講議︑イラン・イラク野羊に

蕎人が集まったQ

二軸旙雪隠曝

会の渡部麺三委爵幾は︑地域瀦電

力発電鮨所夜帝町材の傾久的財源

エネ問題︑家庭では⁝

二＝＝一葡
；嚇
二輯︐一曹一 躍層二論一＝

でていて︑﹁騨の理解を深めた︒

濠ず︑あいさつにたった高木会

確保のため・公共用施設維持管理

気料金制度について︑﹁これまで

長は︑﹁原子力発電は園策︑われ

交付金一直を糊回する③電源立地

原子力は︑講本のエネルギーを石

われは全面的に協力しているし︑

促進対策交付金︑ならびに広報︒

爾二＝馳榊一一幽＝需二情一

これからも協力していきたい︒そ

蜜全等対策交付金は︑自主的に使

﹁女性のためのエネ教室開く

二一齢一＝常曹；一一一＝欄

してそれが︑地域儒民の発展︑福

用できるよう改酋する④勉銀消蟄

の俗エネルギーて今卑はあまり大

﹁サウジアラビアの難産や産業界

子力の臼を愛念して毎隼＋月二十

きく影響していない︒しかし︑イ

は︑原

六騰前後に開かれているもので︑

エネルギ⁝教峯

中部竪子力懇談会の後援で︑名凸

この

一＝＝糟一

祉につながらなければならないと

地で課税される飛気税は︑その一

﹁女性のためのエネルギー教

儒﹇一丁目韓ニニ備一匹 ・目口二需一一鱒

考える﹂と述べたあと︑地城別鱈

室篇がこのほど朝闘新聞被霊催・

畳鼎一＝＝一・ 需層轄一階一隅曹 二一＝滞一一曽 二鞠一隅一讐−・卿一驚耳鞘■

気料金制度の醸入や公共飛施設維

分されるよう地方税法の改正を間

部を原子力発蹴漸所在市町村に配

膠 ・禰一酬一一霊

防災鮒策の充実強化など︑六項窟

持蟹理交付金制度の鮒設︑原子力

る⑤原子力防災耐策を充実強化す

（5，582，舜23）（502）

にわたる陳惜をおこなった︒

ビアの増陛は一蹴か難度⁝⁝と考
えてくると︑世界の石油鰯惰はい
ま︑うまくいくかもしれないし︑

会議長︶は十一潤二十六欝午前︑

プッツリ糸が切れるかもしれない

氏によるパネル討論﹁私にとって

門中
東の石癩に依存している臼本で︑

微妙な情勢にある﹂と分析︑

来来に尚って少しずつでも拡大し

要望書偏をとりまとめ︑関係省庁

七月の設立総会でうちだした要説

たがって︑増源立地対策を抜本

識をあきらかにしたあと︑

び騰民生活にとって巨大な支障と

際するのは︑将来わが濁経揖およ

箏項について群臓︑その笑現をす

改府の予算編成を前に︑二三

に提出した︒

畢算編成に慰する療子力発電関係

問題は髄していない︒いろいろな

その印で・署代氏は根釣エネは

世代が参艇でき︑楽しく︑効果が

潔明の理︒しかし︑アプローチの

れた︒

ているにもかかわらず︑醒源宜地

ていく社会を築いていくために
は︑い京︑余裕のあるうちに欝エ

異体的に︑生繧水準を惣激に下

ネルギーを一と提謡した︒

げずにできる省エネの方法として

みやかにはかるよう論議したも

高簾二曝の定驚入りを含め︑二十

玄海〜腎のヨ論議臼と十時間四十

潴速的推進をはかる必要があるし

約に強化することによってその

﹁し
紬分ぐらいの二︹ネルギーを生みだ

し︑わたしたちの知恵で︑輸入石

〃リサイクル をあげ︑﹁これか あり︑長続きする方法をみつけだ

らの娠血漿機をむかえるにあたっ

そう﹂と捉織した︒

ては︑なぜ今︑省エネルギーなのか

の︒

二藁のうち十墓が定検中︑および

薰ｪ申子鯵止点検を行ったた

一分︵胚臼では三筥弾頭︶︒

冒＝一瓢冊鼎コ；＝＝＝欝圏＝一＝＝階一＝＝＝＝濡需＝＝＝一一＝＝F二階＝＝一＝＝＝一＝＝＝＝闇＝二冊＝＝＝凱臨＝瓢＝＝＝＝；隔鼎＝冊一＝＝一曽＝瓢＝＝需響＝

壱ひとりひとりが諾えていく必襲

次期にそなえ
十基が定検中
質月の運転実績

一方︑擾期罵検を続けている錠
め︒

う﹂捉蛋している︒

⁝について﹁その実現をはかるよ

共胴施設綴持蟹理蟄交付金三農⁝
十七日に併入され︑十二月下鋼に

金婁の﹁蜜全欝欝﹂を受けて︑同

も定横終了の蝿込みとなった︒

また︑筒瀕二号は十一月六Bの 浜 饗は︑十一月接壌の原子力安
午前＋隠の解列まで︑実に三蕾二

十一月の稼働状況は︑時間稼働
率三九∵二％︑設備利用準搬出︒

運転記録を樹宣した︵購賦では三

十麟と十七肋間十四分という長期

窪2345678

六％と︑ともに三か月連続して低

〒189東京都東村山市恩多町5−15−10

ラクの看磁産出休鎌継復まてに少

0

一一

に与えられた醗大の課題となっ

ヂいまこそ繍エネを」と餐疑
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﹁地元と共存共栄を﹂
開饗甜建設賛成意見棚次ぐ

嚢蒙奎箋嚢
1月5日午前十一晴半から

臼本原子力産楽会議は︑新蕃

ビデンスホールで開きますので

難プリンスホテルの二階︑プロ

東京プリンスホテルで

憧例の原子力関係犠名刺交換禽

ご璽内いたします︒

日本原子力慶藁会議

を︑来琿の一月置濁︵月︶牛前
十一時楽から竿後〜聴まで︑昨
鋸と四じ藁黛・薦区芝公園の策

五ド．ムという被曝線騒は濠つたく

い放射線をあびるならともかく︑

て︑瑠設の愛翫は︑国の主轟です

うぶんな塞績をもっている︒撫え

れの立場から︑恥崇電力鰯の蕩え

齪業︶は軍用の拡大など︑それぞ

について︑贔田宰雄島︵刈羽村︑

盤︑装着十万KW礁設申︶でじゅ 欝︶は建設にともなう堅城振舞策

六十九万六千KW︶︑第ご︵二 限谷フミさん︵樒崎帯︑蔑宿経

とのべ︑その安

すめている改農標準化の成果をと

をただした︒

全性を強調した︒

問題にならない

の大型化︑霞動化による被曝低減

り入れている一とのべ︑格納容器

一票惣力の柏崎絹羽原子力発電所エ︑五滞機︵BWR︑各頁十万KW︶の増設にともなう逓蔑省主
催の第︸次公開ヒヤリングは日曝︑簾子力立地に期待する二十人の陳述人の陳述と東惣翻の説明によ
り︑そのすべての議雌臼程を終了︑︑夕鋪︑軍穏なうちに閉浴した︒だが︑たんたんとすすむ巌場の
柏騎粥武通館とはうらはらに︑会場外は︑蘭欝から徹夜で会場周辺をとりかこむ反対派と︑それを排

年後の部の二掻縢に陳述した中

しく向上した安全性と性能アップ

れまでの軽水炉と比べ︑いちぢる

lI禦故の教訓を︑増設の二黒 化︑低コバルト柑の採用など︑こ

企業を鰹先醗に潤話していく篭

蛮の発注など︑できるだけ地元の

元との姦存共栄にある﹂とし︑エ

綴業の星本理念は︑地葺霧鐘︑地

これに対し策蒙電力は︑﹁電気

村昭三氏︵嫡嫡帯︑薫れ落陽︶は

にどのように反映させたのかとい

を貫体的にしめした︒

﹁増設の一真は︑埋設中の一弩機

う質問に対しては︑六二電力は

え︑人的鍛源の六躍は︑地元や︑

でも︑単離第一での実績をふま

と問撮力︑閾型︵8WR難沸騰水 一方︑地75振興対策についても えを強調するとともに︑三熱の面

坂下融作氏︵出雲簡町︑四幅︶と

型炉︶の原子炉︒また︑BWR濤発で︑累漁な糠見がだされた︒

滅補儂﹂は︑漁協側が原発サイト
餉漁海城三︒〇六平方謎綴の漁業
権を放棄することに対して支払わ
れるものσ﹁影響補償﹂は︑この

に対する補幾となっている︒

瀕業権鴬合海域外への鼠捕水影響

して﹁一二牽九四六千万円﹂を提添

の原子力発電所建設は︑去る四十

七奪十一月に鉛糊した大飯原子力

発醗勝二弩機︵叢欝欝庫十二月州口

業運転開始︶以来︑八年ぶり︒

高渓三署機は昭祁五十九卑八

れ三業運転を予定︒

月︑購騒機は六十庫二月にそれぞ

C

二

忠

要求を繭たすものにしている︒

森

B本葬破壌検査協会編A5／一0000円

卿謹

たもので︑特に応用・加工技術を大編に拡充して
いる︒例えば︑初版は総論︑接着剤︑接敦技術の
3編から櫓成されていたが︑第2版はこれに被着
体︑接着機器︑試験法などを独立させて︑読考の

臼本接藩協会編 A5／箋4000円
初版︵197王年︶発行以降の進歩をカバーし

駈

〈連載〉

その周辺帯町村で確探していくこ

さまざ求な陳述が行われるなか

とをあきらかにした︒

で︑最後の陳述席についた柏雪膚

綴金議所金頭の懸橋源治氏︵柏鶴

総助前柏崎脚長の念瀬だつた篇と

市︶は︑﹁原子力開発は︑故小捗

きりだし︑四竃体協長が昭和四十

地域社金から

八館の第六四原産年次大金で行っ

い態銘を婿え︑その︸．︺の漂子力行

は︑関係春に深

た講横を引用︑﹁

みた原子力開発

の婦卜するところは︑原子力開発

政に多大な影響をもたらした︒そ

縮鴎をみれば原子力

とともにあゆむモデル地区の儲・V

が︑小体二藍の口ぐせ

にあった︒

がわかる

だった﹂と︑いまはなき小林凶由

長への哲学と監守に払いをはせ︑

これに鰐し︑東象電力の鵬村本

原子力の一類性崔切々と訴えた︒

部長は︑こんごとも︑小林弗長の

遇志に沿うものとなるよう︑東京

ていくことをあきらかにした︒

電力としても会社をあげて対処し

協の臨潴総金での証式同意に馨点

京た︑両漁協の漁業眺にはぎ泊

がうつってくることになりそう︒

張しており︑こうした腿辺瀬協と

漁協︑五十風負瀕協も入会轍を墜

の聞題もこんこの一つの課題とな

巻原子力発臨所立地予定地点は

るものとみられている︒

新潟堅西蒲原郡巻町大字角灘浜と

五木浜地区の約ご百㎜万箪力摺の

五千鏡ワの設麗が予定されてい

地煎Q叢終的には迂廻凶丙赴二重

このうち一野機はBWR環︑出

る︒

力八十二万薫千KW︒五十八資冶

工︑六十三無運開を予定してい
る︒

高浜三︑四号

機が起工式

1泉争カプラント用ライニング櫓の自動製図システム
・東隅隅〜醜餓佐々木亮一飽
レーザーによる核融合燃桝の分捕・濃縮技術
・
・
一理化学研究所 奪iI根卸量ア他

亀讃○⁝．

︵㎝⁝轟ハご⁝︶

壕一二

一

︵代︶

豪京都千代田区九段北一⁝八i十

日刊工業新聞社出版局

電所︵櫓井県大飯郡︶一瓢︑四腎機
工業施設などの綱開開始後︑また使馬中に畑い
︵PWR型︑出力各八十七万Kて︑安全性と経済牲を確保するための技術の一つ
として電要である保守検査技術について︑その基
W︶建設の超工式を行った︒岡判
礎と活用の実際を多くの事例をもとに解説︒現在
各種工業施設で盾用されている検査技術が網羅さ
れており完全な保守検査のためのバノナルである︒

関西霞力は五爵︑醐浜原子力発

ー米国村会におけるエネルギー・ノステムとしてのイ副稻一

除しょうとする機動隊との激突︑加えて瑚薦未明からのすさまじい饗風雨と蓮なり︑反離派が会場前
から移動する十瞳．﹂うまでは︑険悪とした饗口気につつまれた︒しかし︑金華初の第一次公開ヒア

これに薄し渠象電力は︑﹁発霞

象陰茎力測にただした︒

濁伝︑不妊について問題はないか

リングが予走遜り終了したことにより︑羊雲内には電源開聚調整讐議会に上程されることが︑ほぼ確
実となった︒

ｺ誠三岡部地壇台織進水部長が
設置無銭︑麗田蕉敏岡原子力開発

金国初の第一次公開ヒアリング
は︑予定聴講より一分おくれる八

一躊悶にわたって説明した︒

本部長が蟹全性などについて︑約

駈周辺︑年間五f︒ムという数敏 は︑徳島第一︵山ハ棊︑総出力糊西

源エネルギー庁擾冨懲贋審議営︑

に移った場愈に匹敵する縣とのべ

進の家から鍛筋コンクリートの家

は︑無視で巻るもの︒それは︑木

るとともに︑﹁弼知︑禰岡の富然

述に入った︒

ニナ入の陳述人のすべては︑ひ

翼体化へ大きく酌進ずる見通しと

地元二漁協が内諾
巻原子力発電所の漁渠補鱗は三

阿原発

漁業補償40億円に

このあと︑陳述人による三三陳

隠三十一分︑議長纐︵児玉勝距資

一鶴賢吾鎌継公益難業部長︑無子

としく︑今欝︑わが圏がおかれて

放鷹線九十三︑ゾ．ムと︑繊形の七十

孟央仙台通藤局長︶によって開会

点ず︑主催側を代表して児玉霧

いる厳しいエネルギー肇情を概

六︑ゾレンと比較した場A口︑がん発生

された︒

譲劉が﹁磁力の安定供給をはかる

率は︑放鮒線の少ない由形の方が︑

力が両漁協に﹁十八億八千颪万

観︑そのうえに立って︑安金性︑

円﹂を提示したのは今矩七月︒こ

環心胸題︑経済姓︑地域娠興対策

それによると補偽金の内わけは

ため︑原子力立地を積極的に推嚇

漁母権消滅補償が山ハ億六千万円︑

する必要がある︒地元のみなさん

灘北電力・巻原発建設計醐に伴

巻原発の漁業補償問題で策北潮

う漁業権補韻交渉は三賦開かれた

なった︒

い一と︑事実関係をあきらかにす

して拒蕊︑このため東北電力は九

れに対し︑爾漁協はこれを不満と

十九懲六千万円にi⁝Q
るなかで︑その安全姓を立証し

影響補償が三十三億円で謝三十九

商舗︑福岡よりも四剛ちかくも多

蜜金難については︑石井轡美さ

った︒

巻町︑間瀬鶏漁協と集北三岡の三

について︑東象電力側に質問を行

子力行政に反映させていきたい﹂

た︒また・選伝や不妊への影懲に

の素薩な慧冤をきき︑こんこの原

と︑ヒアリングの趣瞬をもりこん

ん︵柏崎爾︑柏醜賢立岡三婦人部

このあと︑堀一郎東京鍛力副祉

だあいさつを行ったQ

億六千万円︒このうち門二業権消

いう第二次捉示をおこなったが︑

月に﹁二十三億八千三菖万円扁と

霧会談で浮木的に愈慈︑建設計懸

よる周辺監視区域外の被曝線鑓は

ため︑交渉は晒礁にのりあげ︑十

ふたたび蘭漁協がこれを撒罰した

＝三闇開⁝冊揃三三酬憂幽≡嘗⁝藁葦騨≡藁凹≡謄雪山三＝三＝二︻⁝＝⁝⁝＝三嘗⁝＝冊幽箋≡≡ヨ藁≡階三≡三⁝篇＝脚

ついても︑﹁数十万︑︑掛レムという襲

なう被凝聞題をとりまげ︑がん︑

を実施しても差し支えないとの結

諮容被曝線澱に比較し︑十分低い

動燃の再処理施設のホット試験

管︑溢血・故障驚の処理︑従業員

っていた︒

③被曝魁理︑放射姓廃董物の保
は︑昭和五十二犀七月から五ナ五

の語調訓練簿についても︑木格操

こうしたなかで三川開かれた交

論に達した︒

年二月まで実施︒同欝金委は先の

墨詩に繊切に対処しうるーーなど

月からは新潟県漁連が仲介にはい

九月二十五陰に提出された科学技

したのに対し︑両瀕協︑東北磁力

渉で新潟県瀕連側が鍛終伸介藁と
動燃の薦処理施設は現在︑原子

の薫嵩も︑これをうけ入れること

今圓の愈懲によって巻原発構想

≡：

の判断を乱しているG

燃料を用いた群処理施設の操作

い︑ホット試験とは別に使用前検

炉管規制法などの改訂にともな

は︑その舞体化へ陶け大きく前進

屋

術庁の﹁本ホット誠験は便用悩み

びに作業員の訓練箸について所期

性︑安酪農および性能の磁心なら

する覧通しとなったが︑この﹁懲

たもの︒

で決められた九十九鏑との蕊二十

た◎したがって︑田梁再処理交渉

悪﹂はあくまで東北翫力と漁協側

をきめたため︑黙想の台意となっ

ナは︑都内にも出される予定の便

料の再処理蹴は約七＋九ナに達し

用削検査愈格認の交付を融けて︑

査点であり︑今蕊での使用瘡み燃

と︑①工程瑚に検甜評価した結

の即的を達成したものと認める扁

巣︑核分裂生成物の除染係数蝿は

の交渉窓環となっている禽同対策

との報儀を受けて審議していたも

原子力安全乗員金︵吹照徳雄委

巣窟からの水格運転下で処理され

安余蚕の調査繋累の内容による

員長︶は八臼︑臨時食議を開き︑

設剖勲を満駕していることなど︑

委顕職との間の黒瀬であり︑今後

の︒

動力炉・核燃料開発禦業団の再

る毘込み︒

は二十田詮ろ予定されている両三

所期の国繭を成達②本格操二時に

H勧｝U力研先Flr小林昌敏他

・◆・

放射線の管理（1｝・・…・弓緒1甑学辻本

・・…
劇鎧エール火マ政策研究所根木和泰
レーガン政権と米田の僚∫二力政策

罫｝！

核融合技術の・ほ会アセスメント

BWR（卜〉◆◆ ・…1体lllい∫ノ」擬究膚 笹書秀夫
原チカプラントにおける晶質侭μ正の実務（3）
〈製作〉段階の品質保議・…目蝦二二1・斤山野ll二二
保健物理入門講座＜13＞
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おいても︑曖境への放出放射能に

入類に泰｛｛する脱代技術

生きた源子力の闘発・…東5」慌業・kチ高島洋㎝
動力炉開発史一現在炉の原点をさぐるく1＞

一髪3回放射線プロセス岡際会譲より〜

核燃料サイクルの確立．をめざして（王〉

麗主要雲己凄

建価730円／〒3◎欝／年極購読料8，76◎円

原子力工業

〜へ（ノ） ｲ

一
て︑妥当なものと瞬断︑木柵操業

原子力安全委が判断
処理施設のホット試験選果につい

本格操業をごゴー

錘

り巳

長︶が︑原子力発獄所立地にとも

長が︑増設についての総括説明︑

平穏にすすめられる柏崎第一次公開ヒアリング

O

動燃の東海再処理施設

1月号発発中

購

一野

籏褻夢算ぎ京5895毒
f七）
20】）2】7，
餐窒葺舌

〒10a策京都千代鋤区大手町1丁鑓5番4号（安田火災大手町ヒル7階）

発行所錘本原子力産業会議
昭和31玄13搬2｝1第Wご種郵便物鋸可

聞

ﾗ鑛開発の遅れ指摘

W︶の一号機とする︒二弩機以後 建設期闘が短縮されることについ

はまだ決まっていない︒

心が集るだろうとしている︒
原子力発霜計画が不十分なこと

であるが︑蒋来の商業再処理工場

綱的な保障搭認を行うことは司能

の確並に対しては改農保湿措麗技

声明の中で︑ストリート外相

晃の禰逢が狭まっていた︒

C︶のデニス・ルー二！総裁も強 とまり︑再処理に対する各醗の轍

クリア・コーポレーション︵NN 術が必要⁝⁝などの検討縮漿が濠

AG汽の利鑓としては︑①一九 については︑ナショナル・ニュー

をAGRとするかPWRにする
ては
か︑疑問があるといっている・

けている緯圏原子力発慰業界に意

PWRの利益としては︑①炉を七〇黛代に発注がなく︑嚢週しか
工場で建設するのでサイトでの建

設悶題がない②KWH当りの篭工力を与える②PWRに転換するこ調している︒同総裁は︑一九八二

は︑まず前提条件として︑①蟹州

璋から解隼漂発一樹の建設に烈工

塵核物質を再処理する必襲性が︑

コストが闘安だ③PWRの世界的とを饅終的に決めるまでは︑英醐

がの設備投資で︑千八酉簿ぜの総

のAGR製造能力を維持してゆかすることは︑七九薙緬格で隼十億

ろう︒この鐵程からみると増殖炉

なければならない③原子力発飽コ

規模からいって研究開発施設が広

るものだと述べた︒そして螢金二

生物墨︵GNP︶に比べて微々たオーストラリア二言の満建のいく

一九八四尊上より學く始められる 範である一の三点があげられる︒

ストは翔愚なので醸ちに魑工でき

難設が姓ましいかどうかの調書は

る溝型で姥設の必要がある一の庶

しかし︑与力審議禽会長のフラン

︒三障描課が︑オーストラリア政

形で舐朋される②再処理を盆む燃

シス・トゥーム卿は泄界的規模の
い︒岡総裁はこの遅れはUKAE

とみるのは罪現実的といってよ

点があげられる︒トゥーム卿は︑

︑機

6

商用高速炉着工早くて85年

AGRガス冷却システムはきわめでは近代的で効率的な原子力への

を納めております。

脳サイクル謝醗に適用される管理

バックアップがあることは利鑑だ

る③研究箸の核爆発以外の平和貧

ノチ、ボ

七は多岐にわたるが︑エネルギー

が︑発町コストが大嘗に謝安にな

で︑態慶を保留するとし︑﹁総州

バイケースで驚懲するliといっ

的で行う再処理に対してはケース

気

Aあるいは敵臆に熱麿がないとい

︻パリ松本駐在鼠日英困原子力公社︵UKAEA︶総裁のジョン︒ヒル卿は︑グラスご一で十一月 うことではなく︑二つの公開調査

府の現行の全条件を満たす⁝1を

あげ︑その霧鐘︑①エネルギー藁

投饗を拡大すべきだとしている︒

縄閣的で朽う再処理に対しては廓

て進んだ炉型で︑世界的に再び関

オーストラリアは︑一九七七年

れるプルトニウム︑核分裂生難

前岡愈する②使用済み燃料に禽ま

るということと︑サイトにおける

き︑藻州産ウラン燃料の再処理に

五月に保潭措撚政策を発嚢したと

を同時に行うことができないとい

約︸三崩にデービット︒ハーウ

う甥実からくるものだと述べた︒

褻︑斬核不拡散政策を発表

物︑未和用ウランの笛理の響的で

薩核物嚴の薄処理は︑オーストラ

た形で︑再処理に岡恵を与えるこ

防水廓、遣

種

二十五臓︑﹁毎年原子力発電所一基の嬢設に魑工する計画では︑英噸の現在の発議規換を維持してい

︵FBR︶について︑特輯麿が建設を決めて穏工するのは耀くても⁝九八五黛になろう駄と述べた◎
ェル・エネルギー相が㎎らかにし

闘しては︑瀦際核燃脳サイクル評

リアの箏蒔石懲があって初めて行

とを検認する糀懸があると述べて

まいりました。

ハ

謙

胃

■

曽』儒

た計器によると︑①トーネス︵ス

えるとの規定を二国間保工描躍協

価︵王NFCE＞の結果が出るま
行う爾処理に対しては箏潮同馴す

厳しい保隔心麗と箆理のもとに︑

定に盛り込むことを要求すること

各種放射線莚

今、こうした経験を生かし、原鈴力の各施設に

るので︑少なくとも四十万KW分 期時には難鴬野の二〇％弱が原子

オーストラリアのトニー・スト

オーストラリアが︑爾処理の六三
議食で︑﹁エネルギー利用などの

予

問悪を辱える可能性があることを

事前同意のケ⁝スを明示

再処理認める方向へ

ンカシャー︶に新型ガス炉︵AG

コットランド︶とヘイシャム︵ラ

同総裁は︑また︑商用高櫨煩原

力で供給されることになる︒

R︶原発各一書を建設する︵この

ばならない︒

を火力発電所で補ってゆかなけれ

発の鰹設について︑﹁政断が建設
二基が完成すると原発の総出力は

薙になろう﹂と述べた︒霞力庁も

とくに総戯は︑フランスが毎年

五欝万KWの漂発建設に遥毒して を決めても着工は聡くて一九八五

原子力護衛庁も︑英國初の加斑水

壬輪飾翌十万KWとなる︶︒

いる瓜実に銘べて︑英磁が大きく

型炉︵PWR︶原発の公開調査後発の礁設に煎工する︵実際の糖工

函明したことは︑購潮同然の

いる︒

特定の醸的で︑両州薩ウラン鰍料

になろう﹂と述べていた︒

はムエ奪となろう︶︒サイトはサ

②一九八二無に米国型PWR原リート外相は︑十一月二十七臼︑

スが間もなく欧州一︑鞍懸の電力

遅れていることを指摘し︑﹁フラン

でなければ︑増殖炉計醐を検討で

リアの鶏明は︑周婁環愈の審議に

発二弩機︵KWU製穏三磁心れ
Kる︒しかし︑プロゴフ村会は十

トリカスタン三

号機の臨界認可

︻パリ松本駐在厨︼フランス工

リカスタン原発三島駅︵九十万K

フシセイコーは永年金融機関【こ対し、金庫室

舟q［｝ノ

菱塗へ罐確塾臨蹴鋸

IA13Aに設麗された供給量箭委

今盤一月に終了したINFC8ポスト王NFCEの一環として
では︑①原子力発獄所の遡転によ

を高め︑

ウラン傑給は＋分ではなく・いく

期得される︒

も︑建設的な影響を与えるものと

方法ではない②一δOO黛以降の 進めているが︑今圓のオーストラ

つかの国では翼処理が必嚢になる

襲に住民投票の実施を申請する警

十一月五臼︑フィニステール県知

ンヌ・マリー・ケルロック栂野が

ニュ地方のプロゴフ原発では︑ア

鱒
③現行の謡暴管理などによって三

＆象
鯵距

W翻圧水型炉︶の建設を酪遇し

知醸は趣露盤を指摘

民投票を強行か

げテストを認司した︒

W加圧水型炉︶の騙界と出力引レ

扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

各

くことさえできない﹂と述べ︑懸盤の隙子力発電謝画の立ち遅れを指摘した︒また︑商粥隅速増殖炉

英国の親在の発出所の総出力
は︑約六千万KWで︑発電崩の瀞 蝋給を受ける成聚をえることだろ

ある︒石油輸入制限の撤廃と大

ってよいころであるQとはいえ

ンセンサス達成に向けての検講を

核不拡散翻標だけでなく︑岡際原

安定性

測司能性

圃狢雀︑エネルギー省にまたが

増田︵隅内原油︶を打ち摂した

が変わったからといって黒まる

は︑簸も容易で効率的な核拡散の

って繹られるプルトニウムの利用 員会︵CAS︶が現在︑羅際的コ
ものとみられている︒

子力勲商にプラスの影響を与える

と

の再処理を行う場愈には︑購前岡

調葦は︑一九八二年央に開始の予

きないとしている︒PW祝の公開 フォーク州サイズウェル︒

いくつかの特別葺石に対しては

ある﹂と蓑明した︒

雀エネルギーの急務︑石炭の重

設に鶴博する謝画︵千五薫万K

問題のもうひとつの側面は︑
の濃縮漁設拡張謝醐も再検酎Q

山隈−灘瀬この三水柱に︑※糊

点開発︑そして原子刀の灘南の

の範囲内一でのバーンウエル施

駕来の米凶エネルギー政策の混

セ⁝フガーズを受け入れた圃の

る煩雛な輸出ライセンス箏続の

のコンセンリスもそろそろ嗣藤

7︑原子力規制盃︵NRC︶︑迷にいつピリオドを打てるかで

蔑深化案の復活もあり得る︒

蒋処理撫の膜刷的承認︒簿処理

来︑来政策の瓢点はあるときは

わけではない︒瀞認可の長いり

望 ニクソン教艦︵一九七三鋸︶以 原子力の復権の嗣難さは︑政権
一本化︒非望慶的な輸出の
ましさ

原子力︑あるときは石炭︑さら

論争を抑制し︑途上園
との猛頼関係の鰹復へ︒

は︑住毘投票は①轡法に棊く金困

には購闇が必要であろうQ※国

実に変わる⁝しかしその異体化

の公益事業認可政令は近く公布さ

の効果ももたない︒プロゴフ原発

他の住罠投票は︑行政法上なんら

か認められないと圃了した︒その

する能罠投票⁝の二つの場台にし

的な国民投票②帝町村の統台に関

簡を送った︒これに対して︑短事

トリリョニ号
機の建設許可

ード・タイム︑廃棄物処分問題

いる︒税制や融資灘の助成が必

8︑核拡散危険圃には︑ケー に太陽︑オイル・シェールと揺

要1﹁モラール・サポートだけ

などの懸案のほか︑電力禽社の

と業界間の利潤

スペイン

蟹隈悪化という難題も演わって

対立︑価格統制

では原子力はやれない﹂の声が

じ資源の罵罵さ

の残存が招い

れ動いた︒なま

高まる原子力の復権

レーガン登場で幕あける80年代

国際貯蔵︵王PS︶︑とくにそ

4︑その粘果︑プルトニウム

協議壌項になる︒

センターの設諏はより実携的な

3︑したがって︑国際的にも

設の巡転︒

は一九△一隼朱か△鳳奪初頭にな

定である︒PW祝康発建設の決定 線から＋年間に毎無論発一関の建

③このPW貧解発は︑一九八二 愈を与えることを検罰する彰徳が

十一基が運転中︑五基が建設中で

う﹂と強調した︒英国では原発は

政策をどう転換

︻パリ松本駐在展目スペイン政

リーダーシップの低ドを招いた

欧や円水との路線対立︑来国の

府はナ一月二十八田︑トリリョ原
ス・バイ・ケースの対応を強め

レ⁝ガン政権の政治理学は確

上がっているのはそのためだ︒

る︒

みだったが︑涯

た︑ぜい択な悩

の偽点になるだろう︒

の払出﹂条件が︑核不拡散規制

潮流は核不拡散政策転換へ

田される人々の発口から︑期待

婚のプレ⁝ンと

するかだ︒鷲政

や瀬望を混えて次のような政策

か︒

門パり松本駐在展︼フランスで
激しい反対運動があったブルター

スリーフ、ライニ⇒

放射線遙旧事、スリーフ類、及びP．P．システム

邸

O

鷲■

・鵠瓢像

轍

桐

塵

命を螺十九隼とすれば︑総出力を
誰持してゆくためには毎無穎五十

万KWの鰹設を必蟹とする︒原発 ある︒建設巾の五裁のうち二星は

死圓免の妙手をはたして打てる

産 藻箪覆w訂響れてい︸兀△一讐灘の蓮で・その

力

鯉︑
一九八O年も終わろうとして
か︒

とつは⁝F﹈うまで

ふたつある︒ひ

もなく︑行き詰

レーガンの米大統領漸選と︑潮

歴慶

えたことに嚢約されよう︒

カ⁝タ⁝欝欝は

開題はそれが残した鰯あとの大

た︒岡原発はユニオン・エレクト

した輸入石拙依葎度︑代播エネ

打らから漸減傾磯︑葺O％に達 時代はまだ滋分続くと鴬えよう

︵K・K︶

一月十六日︑十三鼓対工票で住民

きさだろう︒来国では原発はモ

リカと君影工業協会︵INI︶が

投票を強行することを議決した︒

初はカ⁝ター︑こんどはレーガ

はリーダ⁝シップの回復へ︑騒
にすきない︒一九

元凶は︑このようなエネルギ⁝
資躍頁

政策の混迷と兇るべきだろう︒

もちろん︑これらはまだ一片
処理かの琶択も︑巌噴54の慧思 の

共萄している︒
ライオー3ティの復漁︒クリンチ

1︑護国難燃増殖炉議閾のプ

ンカ式を締めそうとしている︒

も失わ

エネルギー学窓の深刻さは︑

舶声

がより愚箪されるQ園際システ 七八鋸核不拡散法の檸荏下で︑

寵斎物の強味だが︑

大きな酒器ができるのが※国民

供給騨としての

れた◎そして途上岡の間にひろ

なくなっている︒国麗原油の頭

もはや米濁も他の諸園と変わり

政権の人壌︑行政能力にかかっ

ルギー開発の關難さから冤て︑

︒フロゴフ村︑住
来政策の振子がとこまで戻るか

をふり払う︒濃縮は五

の

は︑差しあたり来室に予態され

亡鑑

6︑※綱は濃縮独潔時代の るレーガン教轡の明確さと︑新

ている︒

換索

ムとしての薩覆の競愈関係は当
火圏は欧州や日本と共逝の路線

2︑それにリンクして商業溝

に茨る︒

器競争に委ねることとし︑米国

業繋は温DF︵仏電力公社︶にト

然張れる︒

体制不倫︒誼が来属大統領にな

般欝情勢も悪化してい

っても︑その同復は容易ではな

いQ

﹂

処理の復権︒少なくとも﹁必要

一

まったNPT︵核不拡散条約︶ リバ⁝計画の爆典はともかく︑

5︑便用済燃料の貯蔵か︑再

プランが浮かんできている0

ぺ⁝ジになろうとしているが︑

の一

それが八Q総代の晃適しをも変 まった核不拡散

流の変化が次第にはっきりし︑

ル罫鋤︶の終了←類縁の孤立←

工N罫CK︵陶際核燃料サイク 来国にとって︑問鎚の側副は

いる︒八O隼代の鍛初の一轍は

（128）

議説

蕨鷺

置＝

e

圏

■繍

齢

ヒル総戯

るなかで︑レーガン販敗樽が趨

⑭金庫つくりの豊かな経験か、原子力事業にも生きております。

のu

、難轟

ラトリアム岡然の状態︒米国の

1＿

7
／
ぐ選

｛
罫郷飛怒／

（2）
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（第三種網田物認可｝

新

業
子
原
昭和ξ55年蓬2月1蓬日

聞

晒

力

團
困について門当面空力となる原子

この代醤エネルギー騰発の制約要
買︶は︑これまでの石類ショック

これに対し寡黙勝氏︵経済企競

ぞれ一長一短がある﹂とのべたあ
世騨の鰹簿生

﹁手本はこれをみごとにのりきっ

力︑石炭︑LNGについてはそれに対するわが岡の対応について

てきた﹂とその

麓

安金局次長の講濃﹁低レベル放射

なわれた後藤宏科学技術庁原子力

説している︒

め︑わが隅の繕え方をくわしく解

通路とならんでエネルギ⁝施設︑

効果のあるものとして︑飛行場や

る﹂と戦後のエネルギー柄勢を分

1間題についてふれ︑勤解決への り︑それ以来︑混迷を続けてい

ら数えると飼嶽五十隼以上になる

かれたのは一九二四奪︒その時か

る一つの方商付けがなされたかど

会議に謬撫した感想として︑﹁あ

また︑第十一圃世界エネルギー

ギー﹂として︑門石油・天然ガス

きから麟際的な嶺町の強いエネル

について︑﹁原子力は生まれたと

エネルギーが国際化した時期とい

に問題がある﹂と述べた︒

の貧嚥感が熱時に成立するところ

感はぬぐえない︒経済成長と人々

そして将来必ずやってくる高齢

は経済的よりも政治的問題として

化社会に対処するためには︑﹁今

長く︑熱く︑きびしい今回の取

える︒そして七三奪の石蟹危機︒

材を通して︑そんな感じを︑身を

石油が政浴的に便われるようにな

た︒

遮蔽改修第二
期工事で契約

原船団が三鼎と

磁本漂子力船研究開発禦業灘は

三田︑原子力船門むつ﹂の蕊蔽改

を︑石川話播瞳鶏工業︑三菱懸工

修工麟に関する第二期工事契約

業︑三菱原子力工集の蕊社と締諮

今圓の契約は︑工簸の補償期闇

した︒

箸の問題から繋る七月に締縞した

契約を変更する形をとっている︒

契約変更にともなって追加される

て格納容器外各日遮蔽体の設計︑

項陽は︑石播とは船体部工粥とし

製作︑船内取り付けなど︑三菱雛

工︑三菱原子力工業とは原子炉部

の詳細設計︑製作︑取り付けなど

工照として格納容器内各穰遮激体

ともに薬難五月末︒

となっている︒工懇引渡し期隈は

﹁むつ﹂格納容器内

遮蔽改修工羅が急ピッチで進む

1 原動力発電所を始めとする、原イカ閃係｛〜業〜㌧引｝のために誘発された清コムf袋てす。
2．全品冗全検査によって朽染婁1〜故の二三となるピン承一ルは全くありません。
3 GLOVESが丁の雪、体に良くフィノトするため難業橘 ｝が」｝liもに良くまた優れた材質のため
k時問の御使用に醗えます。

JlS−Z4810（放射性汚染防護用ゴム手袋）規定熱量合格晶

《添璽類・寸，去

今年八月︑グアムで悶かれた太

単洋黒蝿拡大藩脳会議に出席︑わ

験朗海洋処分謝醐について説睨に

が国の低レベル放射性麓贈物の試

る増設能力は千二蔵〜千七首万K 界経済がまだ健在で︑田本がこれ

︵送料別︶︒購入希蛸の爾きは原

86版︑困十八冷︒定価三酉円

ルギー開発にはたす原子力の役割

木村繁氏︵朝田新聞︶は鯉山エネ

産総携課まで︒

ていくための環境条件がしだいに

のべ︑わが麟が認識危機を克服し

道は困難さを増してきている︒協

析した︒

ギー会議の報欝と︑一般講演二

が︑第二次世界大職で︑世界動力

次に騨擁太一氏の﹁将来社会の

生掻がよくなるのが当然と思って

︒

︵す︶

⑭）N置W PRゆ「泥X GL◎V置S

海洋処分の講

演集を刊行
原

W程度であり・仮に一九九振鎌 によりかかることができたから

性廃棄物の試験的海洋処分ーー爾

灘太平洋諸國の人々の感触をふく

で七千八鶯万KWを開発するとな だ﹂と分析︑門しかし策二次石油

太平洋諸国との交渉と今後の闇題

あたった後騨氏が︑金講の模様や

所内でも︑もっとできるとの顧堅

ショックによって世界経済はジリ

点扁を小擬子にまとめた︒

ある生灘力を三十奪後にどう残す

田水原子力慶棊院議はこのほど

もある﹂とのべ︑門政府の数字に

簑状態においこまれており︑こう

かが悶題﹂と強調︑生産力の畜積

第八十回原子力産鍵懇讃金でおこ

ついては目標として︑その方溜で
ると新たに原発立地興を十凝程展

したなかでこんご第三次ショック

課題となろう﹂と予想︒さらに︑

消蟹カルテルづくりが八十黛代の

ぶりを強調しながらも﹁それは世

努力していく必要がある﹂と強調
ふやさなければならない﹂と予測

がおこれば日本経済も頼るところ

﹁既原発設羅県に今後残されてい

と︑とくに原子力騰発について

した︒

し︑このため総髭的な立地対策を

がなく壊滅状態となるだろう﹂と

一

さらに︑同一はこんこのエネル

このあとハイライトとなったパ

すすめる必要があると強調した︒

は︑京ず生田麗朗浅︵岡研究所︶

て二倍の設備投資がかかっても︑

とくに讐璽縮火力発電所にくらべ

ネル討論﹁石礫危機と田本﹂で

の璽裳性を強調し門原子力は安全

効率の醐さ︑興業部門での突起価

蔽しさをましていることに対し警

る観点からもエネルギー聞題を蕩

設篇を勧め︑﹁高齢化社会を考え

が門ときどき火山の嚥火のように

また︑徳藻認告氏︵東大︶は国

螢成しており︑反対は螢成の約三

の捉進は必要﹂とのべ︑こん︸．﹂の

際エネルギー糊給体制の課題につ

燃餌徽の安い原子力発電所の建

拝在している﹂として︑こうした

分の一にすぎない﹂として︑その
いて門OPECが強くなり︑逆に

の面で成熟しているうえ︑経済性

長期的な鷹機構造のなかでわが国

メジャーが弱体化したことにより

も難い︒世論も約六舗が原子力に

べきだと将粟の方岡をさししめし

が生衰残っていくための方策につ

り︑これに対抗する石油瀕蟹國の

石油供給が寡占状態となってお

鐘をならした︒

た︒

いて検討を急ぐ必要があると問題

は麟在的に構造的な危機の原困が

また︑﹁脱石園はどこ家で進め

提起した︒

石油危機が表藏化するが︑世界に

られるか﹂と題して報告した木村

石縮代替エネルギー開発は発耀部

この点について同氏は﹁政膚身

徹問研究所第二研究塞畏は︑こん

り︑﹁将来化石燃桝のいきづまり

藪の重要性があらためてみなおさ

百万KW︑﹂NG三千七田舞万田木動力養君は三闘︑榮京・大

題︑門エネルギーにおける圏際協

力︒八O嫌代の課題としては途上

協力﹂と題して講趨︑﹁戦後︑一

周氏は︑島度成擬は終わったと

構言偏と題する講演が行われた︒

いる︒ルームクーラーの酋及率が

鐵本源から︑うなりをあげて吹

のに

もって感じた︒

えなければならない﹂と強調し

標が達戒されない場命も考えて・

﹁エネは政論的問題﹂

は必至︑その蒔には世界が協力し

れている﹂と述べた︒

︐ゾ︑海外石炭一億一 千二酉山ハ十万 手町の経圃連会館ホールで︑﹁演

また︑三態の琢門である原子力

資源を簸も萄効に便おうという発

劇三十周庫記念講凝1⁝明鰻の 力扁大証惣一東大教授︑﹁将来砲

動力協会30周年で記念講⁝演会

想から第一園会會がロンドンで開

璽−薫蓬至ヨー鼎帰嘗蓬藝二騨τ11拳謄一冊量藪−二二皿藝闇一国1≡藝三三開−濡﹁髄蚕ヨ票丁Ilよ㎜歪﹁需⁝糟ヨー需三冊≡⁝一編丁一⁝−一一三︻蓬奪−毒曽冊≡≡曽冊τ主甕︻置畳闇≡1≡養需

開発海進の必要性を脂止した︒

かなり手堅く冤績っており︑研究

門での脱石黒化を主体にすすめる

値贈大への貢献の筒さから二野化

一

の徽要性を強調し﹁搬終段階での

ギー倶給構造にはたす餓力の役劉

第13園エネルギー経潰シンポジウム開く

重要牲増す電力の役舗
﹁成熟した原子力﹂を指摘
中長期的には石縮購給のひつ迫が予想され︑わが国はひきつづき脱石油に全力をあげる必璽がある
ーー日本エネルギー経済研究所は四︑五の両闘︑東京︒大手町の経鐡遠会館で第士二種エネルギー経

一︑第二次石油危機をのりこえたが︑その旧訓勢は大きくかわってきており︑このまま第瓢一次危機に

済シンポジウム﹁石癌危機と田本一1脱石馬は可能か痛を開いた︒金議では﹁わが罵はかろうじて第

遡嘉すれば自滅的な打繋をうけるだろう﹂との厳しい兇乃があきらかにされ︑﹁こうした四二にそな

き将来にわたって厳しい立場にた

い﹂との瀞兇が強くだされた︒

シンポジウムで︑まず﹁わが国
たされることになると讐儀を発し

これをまかなう門供給﹂について

方をあきらかにした︒

えるため℃いまから代鶴エネルギー開発︑謂要構造の三脚疵化を一擁すすめておかなければならな

の中長期陶な経済成疑とエネルギ

このあと三三は︑こんこのエネ

た︒

一同研究所第三研究蜜長は﹁四＋

ー職給﹂と題して報告した松弁賢

を五％として昭和六十鷺隼度で五

八琿の石癌危機以曄GKP単位あルギー舗敦について﹁経済成喪率
たりのエネノギ！禰要は躯平均烹

は﹁昭頽六十五年で原子力三千六

︒一％ずつ下ってきている扁とわ 億六千六魯回診認程農一と予測︑

をエネルギー消蟹効率の向上によ

が騰が第一︑第二次石継ショック

ジ︑輸入石蔽三億二千万請田架新

って吸収してきている実態をあき

購給については﹁中脳購的には不

らかにしながらも︑こんこの石樒

金の構撰﹂騨腿太

潮湯と太陽熱・核融禽時代の谷間

エネルギー問題を弩えゑを開い

会議は消滅解散したG戦後一九振 うかは疑闇だが︑エネルギーは︑

エネルギー讐三落七十三乃詩認

氏が行われ

確実で︑落命によっては五酉万銃

た︒

をうめるエネルギー﹂と位隠づけ

た︒

単なる技術的︑経済的問題ではな

で︑ムロ計竃億六千六薫万詩拐﹂と

○奪にロンドンで再開され︑それ

／日の石油輸入を確保できなくな

まずあいさつにたった山上五郎

た︒さらに世界エネルギー会議に

今画の講瀕会は︑兜に西独ミュ

く︑政治問題になっていることを

し︑代薪エネルギー開幾について

そのあと︑武田康エネルギー総

にとって次の大きな問題は政治協

以来三十周蕪ということになる漏

る珂能性もある﹂として︑わが国

ンヘンで開かれた第十一園エネル

うパターン︒このパターンは︑こ

国との協力関係がある︒各国の政
膚︑虚聞︑学会︒研究蕎が簗まる
世界エネルギー会議は慧発交換の

圃会議の報簿があったQ
ひきつづき年忘からは一般講蔽

ネットワークとして存在の慧蔑が

ルギー源が転換した時に︑﹃固体

九五〇塾代に石炭から石抽ヘエネ

一氏が﹁エネルギーにおける國際 ある﹂と評緬した︒

が行われた︒まずはじめに大病恵

第十

台工学研究所法務理鰯ら五人から

た◎

ついて︑﹁圏際化したエネルギー

は政府見通しよりかなり低めの異

た気持で︑心持ち温かく感じる︒

篇﹁二＝＝＝膚瓢＝圃雷＝認一P一＝一階＝営：漂縣篇＝＝：謄＝口＝一＝唱篇竃冊＝需コ＝一＝＝一一＝噂一＝一瓢隔

認識しなければならない﹂と述べ

が石油を磯保するためにひきつづ

反対派の人数は三千入に増える︒

と回想したあと︑現在のエネルギ

翼長は動力協貧の歴史をふりかえ

はすさまじいものがあった︒

＝＝＝申籍騨：：＝二開開一＝＝凹需＝篇；＝＝二＝＝＝稗一翼需＝謡一柵；一＝脚濡髄＝二﹂一開＝冨；；冊一﹁竃幽＝＝＝＝＝一扁庸＝一＝冊鷹冊鷲糟謄＝＝＝：＝＝幽輯冊篇冨＝＝＝一；；＝幽噂認瓢用＝

取粉メモから

れまで四園行われた安全委瓠会に

やがて︑白むくの朝︒反対派も

ストーブの影響かもしれない︒

地発の反対岡目もふくめ︑全国

疲労の色を濃くしている◎

機動隊も︑びしょぬれの身体に︑

よる第二次ヒアリングについても

からやってきた濡動家︑労働蓄は

公開ヒアリングは︑昨鋸一月か

る◎

らスタートしたばかり︒だから︑

ためには︑これからも︑数多くの

それを実のあるヒアリングとする

ギーへ﹄ということができる︒こ

五Q％になっても︑世界

門高度成長に慣れすぎた欝本入は

岡時にまた︑ヒアリングに異を

の聴期にエネルギーの別際化が現

いわれている今の闘本について︑

唱える人たちも︑いたずらにボイ

われてきた︒六〇年代には薇油依

燃料から液体燃腿へ﹄といわれた

コットするのではなく︑﹁平和利

試行錯誤が必要だろう︒

と同購に︑十分間という限られ

かという素朴な疑問が彷彿する︒

用﹂である原子力発艦について︑

ほどよくなっていないため︑粟糠

福祉があっても︑人々が期待する

してこう蕩え方がちがうのだろう

内と外で︑しかも地元で︑どう

べる陳述人︒

︒原子力の必要強を︑綿々との

子力発墨は︑地塁の地域振興の起

同じだった︒一考すべき問題であ

約六千人︒そのうち二千人は︑繭

﹁重軽傷蕎＋犠以上﹂というニ

陳述入の懸兇がはじまる︒﹁原

交わらぬ二本の糸110

ュース︒メモをポケットに︑午葡 爆剤﹂﹁原子力は正しい選択﹂

峯力開発は工務﹂門樒騎刈羽の原

全国初の第一次公開ヒアリング

で公開ヒアリングの実力隈止をは

夜から食場の武道鑓を包瀦︑徹夜

八時すぎ︑再度︑会場に糊かうQ
桐変わらずの激しい風雨︒

交わらぬ二本の糸紛

年潮三聴をすぎたころから掛雛

かった︒

を終えたいま︑取縁にあたった認
餐の鵬に去来するものは︑このこ
とばである︒

四田未明から荒れだした暴風納
は︑七時をすぎても一臨におとろ
えをみせない︒むしろ︑そのはげ

た隠問内で︑なぜ︑原子力の必要

存は世界的に完成され︑日本は高

が︑これは﹃国産から国際エネル

性をわざわざ︑しかも長舌でのべ

同じ土俵の上に立ち︑立場を異に

給も︑価格も國際化し︑七〇無代

度薬圃期に入った︒エネルギー供

しさを増したかのようにみえる︒

るのか︑といういらだたしさも感

るべきだろう︒

する人たちの声にも耳をかたむけ

爆
﹁あんな︑まやかしヒアリング

じてくる︒いきなり︑翼体的に︑

Vたな視点で現状打破を
は一転︑冷たい突風が吹きはじめ

は取材する必硬はない﹂と足で記

本論にはいった方が︑もっとみの

最大瞬聞風速二十七綴︒

きすさぶ風と雨は︑記者のブレザ

た︒会場前に縫付用に張り閲した

蕎の薗進をはばむ労継綴︒門核武

そんななかで︑門やっと出たど

の老人

⁝をつきぬけ︑凍りついたような

装につながる原発など︑絶対つく

◎

テントも︑この強風のため転倒︑

やがて︑三時すぎから︑柏崎工

門取桝です︒糊して下さい﹂と

高荊の路上にすわりこんだ反対派

平均すると︑この門島ことば扁

そして横なぐりの漸が

冷たさを肌に伝える︒

いう無も︑激しくもみあう反対派

が八翻︑のこりの二舗で贋聞とい

りのある公開ヒアリングができる

と機動隊で︑かき消されてゆく︒

てついた身休が︑やっと解放され

りついた﹁轡の前﹂の弾道館︒凍

らしてはいかん扁︒

それにしても︑この︑反対派の

を機動隊が排除に入る︒激しい抵

Q

一次ヒアリング限止にかける執念 抗︒やじと怒簿Qこのころから︑

蔚礁鋸

電話254−1341（大代表）

※1？さは予の雫の1？さをいう。
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面からの考察⑤放射性廃藁物の処

写爽でも示した実験結果が述べら

い粒子がどのようなものであるか

に比較的斜け難いが︑その熔け難

裂性物質の迅速なリサイクルがで
と思われる︒ベルギーでは動歎の

これは世界的な傾面になっている

ーメン圃化について発表がおこな

中低レベル放射性廃藁物のビチュ

リプトンを二重壁の球形容気に鑓

る概念の報告だけが行われた︒ク

トリチウムの除張に関してソ連

してベルギーは興体的な作業を開

蕩レベル糊化体の欝欝処分に関

うな処分方法も一つのオプション

とになっているが︑偲来はこのよ

ま再処理サイトに貯留しておくこ

ている︒囑在︑ボンベに入れたま

十八鋸から試験開始の予定となっ

試験設備を建設中であり︑昭和五

動螺では︑クリプトン85捕集

る︒

蝕して処分しょうというものであ

きるという条件が成立するとき経

これはアスファルトに添加剤を

われた︒

瀦えることによりかなり性能の良

設備の鷺分の一規摸のパイロット

硝酸魑解︑﹁塁BP一炭化水累︵巖 スとで開発試験を行っている︒ソ

い闘化体ができるというものであ

プラントとR王を潮いた模擬廃ガ

運がガッチナにある研究施設でク

処理フロ〜シートには︑せん断︑

リプトン除去の研究と技術開発と

済的利点があると述べている︒再

ン︑プルトニウム︑ネプツニウム

素数十二〜十五︶抽出によるウラ

を行っている︒

層の深さにまでたて坑を掘り︑そ

始している︒モルの枯土囎に二鍵

含まれている︒第一サイクルでの

ついて深く立入った議論にはいた

が熱心であったが︑その必嚢性に

った︒

の分離︑酸化物への転換の工程が

いる︒

除染係数は牽の五罪以上となって

化について現在動燃で技術開発が

高レベル放談性廃液のガラス澗

とを屠的として︑ここ数黛間にわ

命の地織や地質学的研究を行うこ

廃液賜化体を枯士懸に収納する懸

こに水平坑道を作って︑醐レベル

弓

う︒

として検討していく余地があろ

らなかった︒

の再処理プラントで欝られている

進められているが︑ソ連の報㌫に

ている︒

たって掘削が行われることになっ

この十の五乗以上という鰺はピ

ものより一〜二桁大きい︒

じくジュール加熱方武のものと︑

よれば動燃が進めているものと岡

用されている︒高速炉趣料爾処理

ラ方式に類似するガラス丁方式な

ロータリ⁝キルン方式や瀬独パメ

であろう︒

るが︑評価手法などは参考になる

ているようである◎対象得種は異

ソ遮は︑岩堀籍への処分を考え

ューレックス法を採用している國

抽出にはミキサ・セトラ︑パル

については湿武および轄式法が開

ことたった︒

ど多様な開発を行っているという

こでは︑ピューレックス磁のフロ

一廃棄物問題など一3

が︑ソ藤がやっているジュ⁝ル加

競在礪瑳酸ガラスで行われている

不比窺をかけている︒わが国では

ているが︑リン酸ガラスの方に若

ソ遠は醐封酸ガラス關化も行っ

われる︒

論文も詳細に述べているように思

進するという葱識が非常に強く︑

処分に関する研究開発を強力に推

濁であるが︑放財性廃灘物の処理

は︑ソ連は広大な磁土を有する

このほかに印象が強かったこと

また実際の使胴済燃繕や廃棄物

じられた︒

の影響に悪を注いでいるように感

しているのに苅し︑ソ連は中規模

は局処的な規検の影響を憲に至醇

しているが︑詳細にみると︑美本

に留意していることは両圃に共通

環境への放購能放出による影郷

問が多かった︒

身障の考え方や実際についての質

で︑三豊のセミナーでは双方とも

交換が今まであ謹りなかったの

の分野における譲ソの技術情報の

再処理および放射性廃要物籍琿

鷹無熱

ス・カラムおよび湖心抽出器が便

プツニウム分離㊥摺解槽オフガス

ッ化物揮発菰を主に揚恥している

発されている︒乾式法としてはフ

ーシートが幣いられているが︑リ

驚嘆独自の諸問

る︒

鰐処理からのオフガスについて
ベルギー︑ソ連ともかなり関心が

放射性廃建物の環境影響に関し

れていることや︑再処理でいえば

を摺いた実験や試験が広汎に行わ

ン燃料溶解前処理︑廃棄物の分野

レーザー切断やボロキシデーショ

長い実績があり︑わが陶ではここ

る︒ここのサイト

ているそうであ

か駈程痩設謂され

し︑その空隙に廃液とセメントの

の中に圃毒刃粟興や圃化体を充翻

ントの謄および側壁から成る闘壁

でにわたって処分している︒セメ

ナーを霊催できたことは大きな醤

フ所長は︑このような有嫌なセミ

；ピン・ラジウム研究所のラザレ

る︒

爆ていることも冤逃せない蜘であ

分布を測定した縮果が示されてお

条件に対して挙国に適したものと

㌫があり︑各園がそれぞれの岡有

有鎌なものであると発∴して︑柔

いるが︑このような捉嬢の交流は

軟な考え方を示唆したことが心象

に残った︒

ス圏化する試験を行っていた︒
ートする︒

公道輸送購にはパトカーがエスコ

日定50物

二

二

ｻ織遡

巡行捺

20

四か国合同セミナーから⁝

処理・放油性廃棄物処理処分﹂に関する繍ソセミナーが︑ソ連側の饗請により︑ベルギー︑オ

ランダとを潴えた四か国倉團セミナーとして︑十一月十七眠から騰語間︑レニングラード管内

北部のフローピン︒ラジウム研究漸で開かれた︒セミナーには︑ベルギー號編︑日本六名︵獺

畏︒山本覧原子力安全委農会委顔︶︑オランダ一名︑ソ運二十四名が参加し︑各澱から繭羅に

理処分実施に墨つく畷境影響の生

適した悶題解決策などが涙嚢された︒今圓は出水鋸剛長にその概畷報悠を御紹介願った︒

フローピン︒ラジウム研究所副

態学的問題一⁝以上の五項罎であ
れており︑わが国の今後の研究に

の中で核燃料サイクルの癒要性に
り︑発表論文は︑ベルギー三編・

所長のシニツナ女史は開会の挨拶

鑑み国際協力によるこの分野の譜
役立つものと思われる︒

1の並要試験が行われている︒こ

ッチナ放財化学施設に設躍されて

フローピン・ラジウム研究瓢のガ

ン酸トリブチル︵TBP︶の稀釈

ている︒ノボボロネジ原子力研究

て購間の制約からオランダ発駅の

たって楢盗角益であろう︒

この分野での協力は︑将來にわ

熱炉の成果は参考になると思われ

ようである︒

いる三二砿．U／凹のパイロットプ

剤に四堀化炭累が使摺されている

ンスのラプソディとイギリスの

薩解決策︑趨る

ラントでの実験成漿が︑一連の再

vあった︒ガルキン氏の発表では︑

ソ連の再処理関係の発表は二編

田川國編︑オランダ一編︑ソ遡十

︑

迅速なリサイク
ルが経済的利点

FBR利爾ノ

一編であった︒

間隔解決の必要性をインフセの結

セミナーに鯵幽した四か国とも

果にふれながら強調し︑さらに本

十分置このことを認識しており

錘要なステップとなるであろうと
鰐処理技術に関してベルギーか

本セミナ；は圏際協力としての

共通の間題解決へ向けてセミナー
のが懸盤される︒

ドーンレイ紬織媚で照糊した混禽

らはHCとの契約に塔ついてフラ 処理工程に従って詳しく解説され

セッションテーマは︑①発目聡

ソ連の他の一編はシュミット氏

からの使用済燃料の再処理②再処

の蝦
所︵VVER・ソ連型PW貧︶
の貨で︑工業規模の再処理につ

低レベル放射轍廃聡物に闘して

要擁した経緯もあって屑木側発衷

は鐵本側がら爆前にテーマとして

論文には含めたが︑時問の制約で

除張の開発研究を進めているQ

の長さに切断したものを用いて︑

便瀾済燃料を発電所で一一牽冠多層

クリプトン捕集に関してベル

強く︑クリプトンやヨウ累拗の

があった︒溶解雌性訊験は動力炉

酸化物燃繕の溶解特軟試験の報欝

ギー︑ソ趣ともにわが国と岡様に

いて熱申性子炉鰍繕の再処理は燃

理からのオフガス処理ならびに気

があるとし︑濠た筒速増殖炉の利

特姓の薩から大いに改魯する必要

廃液処理は︑凝輿沈殿︑濾過︑

クリプトン85の深海処分に関す

電解漿麩︑蒸発濃縮︑ビチューメ

説明できなかった︒ソ連側からは

謎厨︑ザゴルスク帯中心部から二

澱冷分離法を採用しているが︑

十請綴離れたところにあり一九五

では各種の高レベル廃液闘化代替

る︑クルチャトフ原子力研究所︑

り上げて研究開発していることな

法など︑新しいものを無極的に採

あり︑この研究駈および周辺にあ

ン固化から成る︒固体処理は︑二

視察したセルの悉野と設耀され

塗物物押学研究所︑医療用RI製 七黛に設立された︒モスクワ衡で

ている装躍を承すと①使用済鰍繕
試験片の購蔵︒萌断試験袋調④溶

視察しだ施設は︑原子力安全研

がすでに訪問したことのあるもの

スを除く︶の焼却とから成る︒焼

次元圧縮と斑燃物︵グラステック

ど︑予想以ナの活力には感銘させ

発生する中レベル廃液と間体廃棄

られるものがあった︒

物を処理処分するとともに︑ガラ

却灰は︑二蔚移／認を阪度として

処弔する施設である︒処岬対象は

濃縮廃液に混議し︑固化される︒

造工場箸からの放尉性廃液を集中

ス闘化やプラスチック隅化などの

固化したものは上部地下水面より

解試験装置⑥共除凌工秤試験襲躍

低レベル麗液であって一九五七年

る︒

研窮開発も行っている旛設であ

⑦分配工秤要説難壁⑨ガラス固化

に操業を開始した︒一九七万鎌に

であった︒五年閥の経験と実績に

新らしく運転に入った婁設備に

廃壌物の陸地処分については

ノボボロネジ原子力発電断で切

颪横は閥十診︑周

混禽物を流し込み一体化する方法

ぴである︒各圃からは︑その図に

一定距離以上浅い地中から地上ま 野分得られないようなデ；タが

圓は蟷一〜一︒三

である︒作業は遠隔で行い︑五月

癒じた判断がなされている旨の報

り︑期間翼翼の移動駆離は二十〜

セミナ⁝の閉愈にあたってフロ

塁耕の森林に囲ま

の粘土賢土中の放射性核種の移行

から十月の聞に行なう︒十四奪間

は︑ポリエチレン容器三十燗を収

輸送廓繭として圃体廃棄物爾に

れている︒

納できる鉛遮蔽付のものがあり︑

がある︒廃液の受入れはパイプラ
インによっており︑その長さは三

蒸発盤縮器︑イオン交換樹脂食管

薔から千五蘭留である︒処理した

四十弛ン層であったという︒

鞘断ずる︒一九七一一矩から実験

ルには︑被曝のおそれが多いとい

が行われている︒ガラス澗化系セ

廃液矯には放射能レベル閉に二種

技術開発として︑イオン交換樹

作動のはさみで︑四〜横坐層に

のであり︑圧窒

弾薬一〜四葎のも

D／公差箏︑冷婦

焼臓騰万三千MW

ルカロイ被糧︑燃

蕉径約一理層︑ジ

撫離籍縫騨

った形で搬入される︒燃料ピンは は︑受入れ沈降槽︑凝築沈殿糟︑

試験装課1一となる︒

断した燃料ピンが︑カプセルに入

究所モスクワ除染所では処珊系統

る︒また︑モスクワ放射雛購買物

た︒

処礫処分センターは改称されてい

フ日⁝ピン・ラジウム研究所
一九ニニ年設立されたこの研究
所の主な業携は︵イ︶放尉穫廃簗
物処分研究︒爾処理︑廃気・廃液
処理研究︑環境影櫻研究︵ロ︶使

ウランおよびプルトニウムの濃度

用済燃料の非野望分載︑核分裂性

︵ハ︶帯砲防翫︑火災報知のため

測定︑還隔鞍作︑臨動制御の研究

液はモスクワ川へ放流し︑濃縮液

脂の再生廃液を仮撤しついでガラ

して写糊のオプションを思懸して
うことで官製ることはできなかっ

のタンクローりがあり︑いずれも

の線源の製造技術︑プルトエウム

特殊色塗装︑特殊マークを付け︑

モスクワから醐線距離で九十三

センター

モスクワ放射牲廃三物処理処分

は次に述べる施設へ送られる︒

モスクワ甫内北都の住宅譲域に

除染所

全運邦無機材料研究殊モスクワ

た︒

ァ︑ベータ線装となっている︒

鵬︑プロメシウム卿などのアルフ

フぬーピン・ラジウム研究所ガ
ソチナ放射化掌施般

同様の施設が︑ソ連には三十

が単純化されるなど変化してい

よって︑例えば余連那無機材料研

究協ムムが孔年鹸に派遣した調蒼瓢

コン⑳萬処理プロセスの中でのネ 胴は原子炉運転中に生成する核分

PFでも研究開発することになっ のレーザ⁝切断＠ボ鷺キシデーシ
ているテーマである︒このベルギ

・核燃料開発郭瑛囲の研究施設C ガッチナのセル内で④使用済鰍料

ーの報告では︑筒速嫡燃料は硝酸

分に瀬した形への蜜定化の方法③

鮒性廃山物の地囎および海洋への

︑

処分についての科学麟および実糖

放鮒性廃液の処理闘化法④闘叩放

料ツイクルの技術的および経済的

体放財盤調川の畏期軍議および処

の成果に期籍すると述べた︒

フq一ピン研究所で講演する由本氏

からの稀ガス・ヨウ素等の分離⁝

欄麗麗⑳圏鷹擁痴噛盤艦

晒和五十二鋸に締結された門原子力平和利柵における協力のための三木原子力遅探会議とソ

鷹
趨原子力利襯国象婁爵会との協走扁にもとつく第四回謡のセミナーとして予定されていた﹁再
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フqーピン・ラジウム研究所で四か圏代襲との打ち合わせ
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製造業における品質保証体制
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H4・製鋼小野も真什
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の轟質保証（QA）について、内外の現状、
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☆材肩製造におけるQA

女藤

☆品質保瀦の田隅で的アプローチ

にわかに闘心の趨まっている原子力発議所

電力会社における海瀬保証体制
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﹁もんじゅ﹂動き出す
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三菱商購株式会社

一

ン総会でも︑原子力の拡大利用を盛り込んだ共

東電が主体となって設立躍備ゆの

推進をはかっているが︑さらに︑

♪

三菱金属株式会社

一▽躍核鐙サイクル揺︵−NFc魏︶・算七千五薦九十万爵巖︶僕給へ︒

︷

圖コミュニケを採択︒

漕

▽全米難アカデミあ髭−R震会・︑
裾猛放慰によるガン菱謹二九七一∴

め

▽ソ運の嵩謹選憩炉原型炉BN一六〇〇・運㌦

鎌推定値の潔分㎏とする誤写報告繍発表︒

一

㌦

▽襲撃的な研究機関への統警めざす﹁華船翻︷

の原子力等の地点への開発鰺加︑

会社に勝北贈力も出磯参加する予

巌大臣から諮問を受けていた九州

︵PWR︑八十九万KW︶の燐設

露力・規内原子力発承所一一号炉

1月5限午前十一時半から

＼㌧

㍗−⁝一〜一・原子力界に

発二瀬機に金出力運転認司︒

ハニ麺か月にわ馨欝轟え・韓処理と核 ▽TMーショックから脱即へ諸苅策︑改毯描 ㌦
㌔不拡散は総立できる﹂との鍛終コミュニケ採 躍進む︒※閣では︑約欝欝ぶりにノースアナ原一

､第二園KPT再検討会議は︑核照縮︑供給 ▽第六鳳先進羅酋脳会議で︑コ九九〇蕉の㎞

一鶴︒

・霧轟浜三・四薄目

▽今銀も原子力発電所の篭調審上程ゼロのな

選蓬骨子喜ゑ盤謀択・また・コメコ㌦

㎞保証で発展途上国から不満続出し・騒騒窯誘を嘉依存諾○％罰越蔑豪勇の開発訓
一採択しないまま闘轄・供絵保証闇題は・今後・

､スウェーデンで原子力閏鼠投票が行われ︑

曲王A￡Aで検討することになった︒

ハ

一国民の過渠数が条件付き支持を表明︒

漕工薬司される︒

︸か・露箋肇

蝋▽鵠による再処理・FBR饗高け・§
日な

へ醗力士界︑さらに五十四無七月

には七巡五千KWとなった︒ま

︸本原燃サービスと高速蝉エンジニアリング会社

法改正法環﹂成立G

た︑こんごは・現在のブランケッ

▽政臆︑昭和六十五隼度の代醤エネルギー囲

ため︑①げんざい東電が開雛推進

⁝

▽遭産省・原子力安金委電催の第⁝次・讐一副

●o璽齢−・

中で︑これから本格工薯にはいる

︐黒D富■騨

異体雛には︑両社が隣接して照

ネシアL飛Gプロジェクトの共同

う颪では︑げんざい両社がインド

︐＝曹脚顧茸●︐・o︒匂嫡・．．●︐

地を持っている爾森県下北地点

②東罐は︑爽北電力が立地樒進中

原子力へ土塁電力が開発参加する

新規地点の広域開発により︑特来

また︑石聖代鞍燃料の確保とい
で︑昭和六十五矩璽運開をメドに

をはかっていく︒

筥十万詩繊．級原子力発電所一瞬の

q卿●喩9p脅●9骨曜量伽︒・．駆．伽・︒響

㎞標決定︑このうち原子力は一二・八％︵石浮彫 次公開ヒアリングがスタート︒

㌦

漕が難・

に上界させ︑門もんじゅ﹂に反映

ることによって熱出力を十万KW

きかえ︑中性子束熱度を増加させ

ト燃料をステンレス鋼反酎紘に難

界いらい︑五十三難には流万KW

まず安全審査から
動力炉・核燃料開発壌山畑の瀬川正男理劉畏は十臼午繭︑科学技術庁を訪れ︑内閣総理大慈あて隅
速憎殖原型炉↓むん蕨︑幽﹂発電所の鼠子懸設㎜蟻翻轍螢鱗亦羽原子力五金局畏に撮︑出した︒これ
は︑蒲償の九爲︑中川福井県知覇が科挙技術庁に対し︑安全審董入りを了承したため︒しばらくこう

隅逸玉殖炉は︑これまで発雌を

界にもっていきたい敵え︒

行わない爽験炉﹁常陽﹂が好調に

﹁もんじゅ偏では︑この手順を入

査入りとなるが︑今園の研究炉

魑状懸にあった﹁もんじゅ﹂は︑今懸の安全審鍛入りによって︑その建設に向け︑新しい展望をきり
ひらくことになった︒

動燃購業団としては嶺初︑今鋸

運転を行い︑翼翼のデ1無二を得 などのさまざまな試験を行うこと

慶中に門もんじ2の難設を蒲工
その安全性をあきらかにした上

れかえ︑まず︑安全審糞を先行︑

た︒熱出力も五十二鋸当月に初臨

北電力の藤蕎として東北電力の雨

建設を共岡で推進する︒これは菓

た研究陣がおり︑今後は研究開発

蕎罎︑さらに薩下型地睡について

東京プリンスホテルで

黛と間じ東京︒倦臥芝公園の葉

灘：蓑躍機株式会下

PWR船舶用原子炉設備

三菱璽一叢株式会社
三菱原子力工業株弐会社

F）WR原子力発電プラント

三菱原子燃料株弐会社

高速増殖炉プラント

させるため︑照射試験・性能試験

初の発磁用萬速愚頚姫であること

したいとしていた︒だが︑わが麟

で︑建設へ向けての地響岡恵とい

下北に共同原発建設

東電・菓北魑力が広域運営

としている︒

などから・地禿では安余性がひと
う手順ですすむことになる︒

によって︑まだ︑雌元の礁設岡松

こんどの国による黄金審蛮入り

つの無点となったため・福井県か
らの固悪がなかなか得られない状
態になっていた︒

の魔源確保に蟹する︑としている︒

COM︵石炭石油混禽燃料︶製造
地に建設︒秦蟷がこれに協力し︑

広域三一については︑電力総藻

窟︒脱石独燃料確保面での協調を

という事理が待っているとはい

の変化に対応して︑石蔽火力を中

したい諾えだ︒

強化するとともに︑地域振興に資

このため・監醒官庁である科学

への送題は東北睦月が協力する︑

その発生霞力は両建で折串︒東露

繰り延べたり︑無二の鼎給構造の

心に建設中電源の鰻登開始時期を

はかる

ついても︑今後引き続き両社聞で

というもの︒二号機以降の醐発に

価格高騰抑制を

新しい方策は︑両社の嬬給構造

え︑﹁もんじゅ﹂は︑その建設に

の特性をふまえながら︑①閃耀代

聞け︑大きく融進ずることになっ

東螺鷺力︵霧外四縫掻︶と東

性をあ選らかにするためにも︑ま

北灘力︵着林彊社長︶は九属︑脱

技術庁は︑焦点となっている安全

門もんじゅ﹂は︑ナトリウム冷

た︒

蟹明と判断︑虫る九月八臼・中川

ず︑圏による安全欝蛮に入るのが

替譜源の共岡開発②醐給蓮罵のい

川内二号︑安

石縮を健巡︑配力鵠給の安定と電

ブルチェソク結果

原子力安全婁のダ

全性は十分
油消費羅の節減と電源開発羅の調

なう新しい広域融遡を設定し︑石
このぽかにも︑脱石油電源とし

整を通じて︑避力供給原価の盗聴

察・紀羅井町の赤坂プリンスホテ

の段階からメーカーも酒用してほ

四の安政葉海地震クラスの地廻も
ルで開かれた︒

について︑その技術的能力︑災難
割十詩劇クラスの地塁を想定して

もマグニチュード六︒五︑騰源再

いとの安金審査の縮累を︑通産大

防止等の安金性について閣題がな

開ヒアリングにおける悪見の参酌

周購に安盒婁は︑川内二弩の公

臣に箸融した︒

安金解折を行った結菓︑﹁とくに

ウンダリ︑制御樺︑原子炉格納容

静聴上繭要な原子炉冷却材翫力バ

な愈見交換が行われた︒

大地震にも十
分野安全確保

しい扁などの慰冤がだされ︑活発

繊中文相の主催で開かれたも
ので︑科学捜術庁や原研の出席は
なかったが︑橿壕兀酋摺をはじめ︑

産業界からは土光敏央経団適適
簸会長︑佐波正一東芝娃長︑守屡

状況についてもまとめ発難した︒

適慶衝︑浜岡3号にGO 盟はより厳しい地燧を想定してお
浜岡原子力発璽筋三勝機はマグ

り︑原子炉施設の耐震性は十分確
ニチュード八・四の大地腿がおこ 保される﹂としている︒

霞許司巾潔している浜郷原子力発

通産雀は十二譲︑中部電力が設

っても蜜全ll︒

らは調製雅爽学術審議金会長︑向

懇談会では︑まず田中文相があ

鰭雌蕊轡機︵BWR︑箇十万K

いさつにたち﹁わが国の将来は核

んにかかっている︒今後は産業界

東プリンスホテルの二階︑プロ

融融などの新エネルギー開発いか

施工原子力産業禽議は︑新番

ご案内いたし墓す︒

ビデンスホ；ルで開遂ますので

W︶について﹁同原発の安全性は

償例の環子力関係鞍名刺交換金

確保される﹂と判断︑原畢力墨金

を︑来銀の一月玉茎︵月︶年鶴

いく必要がある﹂と強調︒これに

委殿会にダブルチェック諮閥し

と大学がさらに連けいを強化して

螢鐙癒轟

坊脆策大学長らが出席した︒

学総三菱箆工象長ら︑大学関係か

原子力安全叢澱会は十一厨︑通

ての原子力の灘入を促進していく

いる︒

特性を落潔して︑脱石滋電源を中

却・ループ型︑プルトニウム・ウ

減をめざした新しい魔力融遡③脱

検討・協議する方針で︑醤来この

福艸県知購に岡慧を求める要望欝

力供給原価萬騰抑制を隠るため両

七十一万四手KW︑電気出力約二 社が協力して﹁広域逓滋の新展

心に電源の総禽購経済運網をおこ

ラン混一酸化物を燃料に︑熟出力

これを画け︑福井県としては︑

石漉燃料確保面における協調体制

っそうの効率化と石譲潤蟄羅の節 地点での大きな開発羅を期待して

を手渡した︒

十八万KWの原子炉︒初装荷燃 開扁をはかっていくことで含葱し

の推進⁝⁝を柱としている︒

県益などを総禽的に判断︑今月島

実現をめざして薩学密協調休制強

対し出鷹蓄からも︑これを隻持す

窟議中焦点となった耐震性につ
いては︑歴曳地麗として一九五四

B本原子力薩漏難燃議

た︒

奪におこったマグニチュード八・

このほかメーカーから翼体的に
﹁これまで発注をうけ︑製作する

十一時半から年後︸鯖まで︑昨

る発謡が相次いだ︒

だけだったが︑メーカーにも優れ

産藁騨と大学関係蓄が一霊に魅

化へ一1︒

して今後の核融禽研究開発のあり

三菱PW盆原子力発電プラン

｛
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た︑と発表した︒

事費は︑細ヨ導出薗二十億円︒今

料︑総台機能試験蟄をのぞく総工

鋸度中の建設着工はなくなったも

の回答を行った︒

ふつうの商業炉の場禽は︑地温

のの・動燃壌業団としては︑忍野

田中文相主催懇談会開く
核融台発露

産学宮の協調強化へ
夢のエネルギー

核融合研究開発で連携

安全性と信頼性に定評ある

／

田︑科学技術庁に門了解する一と

の同葱を簸て縁懸開発調整審議鼠

どおり昭和六十二無十二月には臨

赤羽原子力安全局擾に「もんじゅjの日義

へ電磁審︶へ上程︑そして安全審

叢
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陶
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可砲重過を手渡す瀬∫i働燃理悪畏（右）

方をさぐる初の懇談金が九田︑東

Q
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管理者教育充実を
欧米の実態ふまえ提言
原子力施設の放鮒線安金管理は欧米の例も参著にしながら︑さらに改藩していく必要がある一⁝︒
原子力安目研究協禽は藪田︑東東・轟区の航窒金剛で﹁審国における放溺線作業従謂暫の巨財線防護
の現状に関する講演会﹂を開いた︒岡協金と賦本原子力産業食議が需要︑共岡で還来に派擁した﹁原
子力施設放財線蟹全管理溶融雌馬の成果をふまえて︑今後の放射線安全玉書のあり方を展墾︑﹁現状
でも欧米にひけをとらないが︑さらに管理澱任書の教蒲を充実するなど改薄の余地がある扁門定検階

ザ

二づ

した藤田稔践︵棄北大︶は欧米の

璃は︑電嬰吝園に比べ海外石油に

象に︑放射性物質輸送漏電および

放射性物質の輸送関係福等を対

知識﹂﹁放射性物質安全輸送の手

テキストは﹇放射性物質の暴礎

放射性物質の安

牲物鷺箸の輸送法令集﹂︵日本原

引き﹂︵以上無料配布︶︑﹁放酎

一器窟の線羅簾準がなく︑この煎
は田庶に似ている﹂と報告︑さら

酎性物質輸送の蜜急性陶上を図る

安全輸送に必要な期識を三吟︑放

全輸送で講習会
運輸衛

金場とも運輸省大師冨鰐技術蟹命

肉し込み方法等問い愈せは︑一︑一

子力阯城会議発行︶を用いる︒

講習会は驚か所で行われる︒東

管理官付議習会係︵O篇丁㌶八O

ことを隅的としている︒

に新しいICRPパプリケーショ
ンニ↑六の取り入れについては
門各麟とも数年以内に取り入れの

運輸省は今鶴度も﹁攻射性物質

京・大手町の東鎌継運局で来奪一

方鶴で検認している﹂とのべた︒

月二十七︑二十八の両晒︑総濠蒲

なお纏切は東泉盆場来奪一月十

i三一二内線二二九六︶濠で︒

になり︑受講者を勢婁している︒

の神戸海運罰で二月五︑六礁に︑

安瀬輸送講習会﹂を開催すること

この講翻会は科学技術庁の後援

また︑同氏は請負簾者の個人被

で︑冒本原子力酊墨会議︑田本ア

曝籔理法について﹁各国とも社蝿
と鑑蓄は同一の管理基輩を用いて

丑傭︑神戸会場一月工十環︑東海

茨城累東海村の茨城墨原子力協議

と︒

会場一月驚↑凹までに必冶のこ

会で二月十九︑二十の欝欝間にわ
たって開かれる︒騨集人数は一か

イソトープ協会︑茨城県原子力協

所につき百名︒受議料は無料︒

いる篇とのべたあと︑内部被曝と

外部被曝の合算問題については

議会の協力をえて運輸省が霊催す

るものQ今隼度で一興罵Q

門げんざい起算しているのは西独

だけだが︑英照︑来圏も禽算する

る﹂とのべ︑さらに保護口慣の下

鷺程を終了した︒

コミュ嵩ケを採択して︑すべての

の石油慢勝に新たな不確建襲撃を

ず﹁中近東の鍛近の蟹轡が・将菜

劇政籏などを︑今後は経済安全保

ネルギー重三︑経済協力敷策︑喜

通同省によると︑従来からのエ

を開いた︒

夫委日長︶は十五日︑第一圓会合

金目陣悶題特別小委員会︵内田患
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請問題についても﹁欧米では労働

垂垂帆を示唆していた﹂と報告︒

の問題点にふれ﹁単一翠雲線懇願

さらに︑臼本での新塚準取り入れ

粥供給聖業制展が社余的に確立し
ており︑これが原子力嘆業にも荷

なげかけつつ︑瀟瀟経繕に潜筏的

それによるとコミュニケは︑ま

準や隼蝿取臆度︑講導空気中濃度
の取り扱いが課題となろう扁との

に禽つた制度を検討することが望

効に働いている︒わが国でも濁粥

また︑座長をつとめた興野圧接

べた︒

まず︑自竈技術開発の悪義とし

る国際協カーiなどを指摘︒

て瞳子力技術の購入が難しくなっ
てきている点や︑黙秘協力をする

べく︑

経済大事隔塞

そして研究開発における國際協

性をうったえている︒

は︑経済店舗や濁跣生活に細大な

る︒その際︑経済蜜全二障聞納

このような膏疑をうけて︑同小

ていくことが嚢求される︒

ス︵合慧︶遊得

﹁こうしたなか

とし︑﹁それゆえ︑影絵の不均衡

をほとんど確実に消失せしめる﹂

委員会は︑まず萎員会の留議内容

について︑①わが国の笈全を脅か

の斑能性を極小化するような方法

す恐れがある二軸についての現杁

力では︑今鎌二月に終わった国際

核燃料サイクル辞価︵INFC
で現在の偶勢を処議するため岡際
H︶の粘粟を︑原子力の平和利用 協力が決定的に必要である扁とエ

ついての評価⑨経済宏全保障対籔

分析働日本経済の強さと脆弱性に

と核不拡散の累日というわが糧の

ネルギー潤費各岡が︑さらに蓮帯
立場を棊本醜に反映させることが

定化を図るためにわが国が果たす

過程で必要に応じ︑餌際社倉の安

の隅際比較管によるわが濁の終済

できたとしている︒さらに︑多園

の眠覚を

上においても積極的な役關を累す

を強化することによって今後の流
さらに富薫技術の現状について

閣協識について︑現在︑醐際原子

動する瓢湖情勢に対処していく必
ふれ︑発電炉では田木型軽水炉の

力機関︵IAEA︶が進めている圏
ている︒

安金保障対策の現状謹飾④審議の
究成をめざし︑また︑ウラン濃縮

際プルトニウム貯戴︵IPS︶︑麟 さらにコミュニケは﹁現盛行っ

要があるとの方尚を強くうちだし

については動燃のウラン濃編パイ

求めている︒

を表明したあと︑

放財線被曝管理棊蠣の現状につ

依仔する農工いが商く︑また原油

山鳴状態に入ったことに澱懸の轍

み立てていく必襲があるとしてい

出的な斎砂線管理技術サービスを
原子力餐員象︵饗員長・巾川﹁

価格の蕩騰は︑物価や貿錫収支の

影響をおよぼすものであり︑広く

障の視点から休筆的に甥握し︑組

行う所もある﹂と欧来の実轡を
郎科学妓術庁畏窟︶は十六田︑

二丁のコンセン

な厳しい暴威をもたらしている﹂

理の技衛者供給制度の確立など慶

紹介︒さらに﹁放射線管理煮の教

薩でも憩影響を及ぼしており︑我

でふたたび大幅な石舞働格の圭界

いて﹁灘独や英圏はICRPパブ ︵放鷹研︶も新基輩の取り入れ問 ましい﹂とし︑楚検時の放鷹線管
題について﹁各職場で戦えて︑現

提詳した︒

する必要轍があるとの考え方をあ

の労働蓄問題についても再検講を﹂⁝1などの発茜があり︑従購壱放細線管理闘題にさらに対憾が凄

は︑たとえ許容線騒の範囲内であ

められているとの参驚悪兜がだされた︒

問調査鐡は今年置月﹁内部被

場の意兇が疑映されるような形で

少ちがっている﹂としながらも

齎は各国とも葬寓に熟心で︑たと

が團こそ石痴飢替エネルギーの開

があれば︑各圏の経済鰯復の機会

とイラン︒イラク繭圃が興休的な

実効性のあるものにする必嚢があ

リケーション九を︑※国はパブリ
ケーション六を見本としている﹂

﹁たとえば繭独のオプリヒハイム

えばTVAでは繭社内に教膏施設閣議に帳鑑︑了承された︒この鎌

発を進める必要がある﹂としてい

階から償極的に展開していく必要

と荊捲きしたあと︑﹁来脳には単

線騰は○・九蓋レム／年で︑この

原了力発電駈の一九七九勾の被曝

として刊行の予定・

蝦は来愚息月ころ﹁原チ力臼懲扁

﹁昭租爺十五鎌肢原子力隼報﹂を

数回をみるかきり闘広の方が低く
をもち︑対鍛職員に六か月の教育

所等の立地促進⑤研究開発におけ

︸方︑﹁放射線被曝の厳容基準

っても個人被曝の低誠を訓点とし きらかにした︒

施設では外部の放射線篶理食娃か

と個人被曝簿理法縣と題して講鍍

曝﹂門放尉線管珊縣門労勝管理一

また︑定検時の放射繊管琿一任

ているようだ﹂とのべた︒

このうち︑放罫線讐理グループ
ら放射線勤琿艦の派遣をうけ対処

原安協霊催の放射線管理講演会

と騨場で一無間の実響を行うなど

自主技術︑立地など中心に

一層の原子力推進を

N原子力年報を発表

の黛グループにわかれ︑爾独︑英

国︑※國を訪 間 し ︑ 各 楓 の 被 曝 管

のりーダーとして調翫にあたった
しているが︑こうしたサービス会

者の確保糊題については﹁多くの

鷲藤膨氏︵東電︶は︑まず保修工
社にはホールボディカウンターな

理の実態調査にあたったもの︒

禦による従嚢員被曝線照について

孫 吼 、琢

の放躬線管躍万針については︑門西

門田添の被曝線最の算定方式と多 どの機器と測庵業務をも念めた総

懸竃㎎

噸

なっている﹂と報告︒さらに︑各鰯

ト

氷剛sc搬術難・鶴ll合せば原子カプロジェクト学年

御問合せは品質保証技術部嬰鯉網まて

原子力施設の火災防護対策技術サービス

と鼎購品EルカMい蔚鹸

取締役社擾横

田

麹

失

☆火災解析専門技術者によ畷鋼際徽制惣ま雛霰醜き

解析、評価、改善設爵、防護対策の技術サービスをいたします。

クラウス・ティ一山ン

社長

翻

☆ASM￡更新のオーディット・サービス

テレノクス242−5060JA了ECH

」

電気設揺1江「1嗜、空調設鰭1工事者、安全技術名

璽話（03川31−603雪（代｝

防災設備会挫、保険会擁、施設管理者

〒105藁京都港区芝大門ト4−10大蔵ヒル

☆QA／QCプログラム及びマニュアルの翻訳

技術サービスの対象

ジャパンテック・サービス籔

電力会社、プラント総合メーカー、建築会社

☆原子力品質保証マニュアル作成の指導

設

施

象

対

商業用原子力発電所（新規建設及び運転中プラント）

核燃料製造唄掌蔵・再処理r場及び線∫力研究施設等

雛

☆総合品質保証システム確立の技術指導
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O

t社

無職 業 務 怠 慢 を 指 摘
TM亙事故は防げたと主張
米圏のゼネラル︒パブリック・ユーティリティーズ︵GPU︶とその運転子会社三社は︑十二月八
田︑原子力規謝委磁貧︵NRC︶に対し︑総額四十懸一千万が︵約八千懸船︶にのぼる損窃賂償諦求
を出した︒この賭観講求は︑昨奪三月一芋八臓に趨きたスリーマイルアイランド︵TMI︶原子力発

電暫苺機の瑠故による擬憲に対するもので︑これ京でにNRCに対して出された賠憐講求の中では
簸罵の額である︒NRCは︑この賠償講求を受け入れるか醤かについて六か月以内に態麗を明らかに

ている︒

かに︑丁簸−一︑二轡型の伊欝に
た︒米国にある九十以上の原子力

れている︒

二十一

臼︑カーター大統領により記名さ

と承認をうけ︑今琿七月

る︒協定の鋤灘欝は︑上院の励雷

にもとつく査察をうけることにな

施設が︑協定および畿定轡の条項

丁嫉−二塀機の修復蟹四億三千万

よる代胴蹴力購入鷺約十六億が︑

が︑さらには九億がとみられる収
益および四千万がの糖入れ金の増
大コストに対する補償が含まれて
いる︒

る︒

CO︶は十一月二十五繊︑﹁ノー

ック・アンド・パワー社︵V鷺P

※国のバージニア・エレクトリ

荷管理て需給調盤

米VEPCO社︑賃

建設申止を決定

ノースアナ四号

悔距

五臼︑B＆W社を梱手取り五億が

賠蝦講求とは別に︑今庫三月二十

畿象

GPU祉は︑TMI二弩機のク
なお︑GPU社は︑NRCへの
リーンアップ︵除染︶に約十億が
のコストを見積っている︵除染完

Cに対する賠償潰乱では︑このほ

了は一九八七琿の見込み︶︒NR の損鰹賠償講求訴訟を起こしてい

唐ｪ原子力に賛成
ギー涼がある︒どの利爾を優先さ

緬蠣敵石炭も優先利用へ
︻パリ松本駐在鼠︼顔独の化学

ゴ一％︑

水力二五％︑風力計％︑癒兇なし

〜％︑太陽熟エネルギ⊥

せるべきだと懸うか︒⁝⁝石炭六

果が︑このほど明らかにされた︒

会に依託して行った世論調査の結

工策漣含会がこの麗にエムニド協

しなければならないが︑もしNRCが賠償田猟を掘齎した場食︑GPUはNRCを相手取り連邦裁判
所に儀幽することになろう︒

分な調蕉を行わなかった②NRCる︒

NRCに総額四十腕一千万がと の出来羅に対して︑NRCは︑十られたであろう﹂と指摘してい
いう史上最高の損審賠艦を講談し

で︑七闘年七月から晒痒し︑八七

ド・ウィルコックス社製のPWR

機は︑いずれもバブコック︒アン

取消す﹂と発表した︒これら両

を続行するが︑岡照弩機は碓設を

一％︒︵台盤が一〇〇％をこえて スアナ原子力発艦所︸⁝再機は建設

る法言根拠について︑﹁NRCが っている︒西独のエネルギー供給 を岡格に合えた番があるため︶

いるのは二つ以上のエネルギー源

を口舐するため新たな原子力発駕

︵第一問︶石彫は次第に稀小にな

設計に関する審蚕と認司を︑怠っ
プラントの設計と運転における危

米国が一A匿A

た③そのため機器の欠陥や解析︑

蟹成穴七％︵政党別キリスト教民

斬を建設すべきだと思うか︒1

一槍にわたる調書の結渠嵐され

〜八年の運開を予定していた︒

このほど︑ウィーンで︑﹁亙A麹 た今園のノースアナ四層機の建設

国際猿子力機関︵王A劉A︶は

保瞳搭蟹櫨定発効

の査察受入れへ

運転手順聞題に関して︑NRC険性について︑臆力会社に驚告す

主党／キリスト教社会党七六％︑

は︑B＆W社蟹原畢炉使絹暫に適 る法的斑雪をもち︑民間産業がそ

およびB＆W社の聴購報告や一般 ズ会擾は︑今園の賠償詞求に対す

たのは︑GPU社と︑その子芸社は︑NRC自身の規制要件の一行 GPU社のウィリアム・クーン内容次の通り︵対当一竿六二︶︒
のジャージー・セントラル︒パワ
ー・アンド・ライト祇︑メトロポ
リタン・エジソン祇およびペンシ
ルベニア・エレクトリック社の三
社︒

のような政府の描躍に頼っている

社罠党六六％︑宙民党六三︶︑反
対三二％︑愈兇なし一％Q

ような場愈には︑もし還邦政府が

さらにGPU社は︑﹁ヂービス懸欝義務を怠れば︑連邦不法行為

った⁝1と葬難している︒

賠償懸盤は︑NRCの規制の不切な驚密を発することができなか

九月にトレド・エジソン社のデー
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ーター大統敏の今までの政策をひ

と︑もし︑レーガン新大統領がカ

しかし︑仏から増殖炉に関する

米国の高速増残嫡鞍懸で主轟的役

問に対しては︑当繭は軽水炉をよ

一千八蕩万難に相当する部贔はす

翻を果たすWH抵斬型動力 炉 部 擾

た︒

の撮管地に輸送されていると述べ

三月には︑この概念設計の綴錦所
説難題︑コスト冤横り︑スケジュ

ｮ・

馨

も醤万KWのLMFBRの概念設欝−

闘では︑エネルギー纈︵DOE︶

家た︑CRBR以後の増殖炉計

いことを明らかにした︒

撒いており︑そのような購えのな

り完全なものとすることに璽点を

ンを出せば︑〜九八八奪九月まで

るがえし︑来年畢々にもゴーサイ

一方︑増殖炉技術について︑※
濁は仏に差をつけられたという態
兇が〜部にあるが︑どう考えるか

熱っぽく語った︒

カーター大統領は四無前の就任

との質問に対し︑門雨国は︑増殖

進む大型炉概念設計

かし︑CRBR計画は米国議会と ︵※国はループ型︑仏はタンク 計研究に資金を出しており︑来無

十万KW︶の現状について述べ CRB R の 中 止 を 打 ち 生 し た ︒ し
炉の必要性も︑その抵向する炉型

東試験施設︵FFTF︑熟出力四
裏尺︑一運の原子力政策の中で︑

していると荊鳳きし︑賜漂中性芋

R︶開発の中で憲灘的な役捌を果

体金属冷却爾速増難炉︵LMFB
には叢初の臨界にもっていけると

ヤシンスキー氏に聞く
氏

轡ノ↑
噸藷︑

@⑱

た︒ウエスチングハウス・ハンフ
ォード・カンパニーが幹嚢会祉と

ール︑実施計画および必要な研究

CRBRの再出発に希望開発を盆む報告欝が議会に提拠さ

安全衛生面の改善向1．

このほど︑米ウエスチングハウ

でFFTFプロジェクトを進めて
おり︑同煙は一九八○無二月九日

ろう一と述べ︑さらに七八無核不

協力を取り付けることができるだ

鳩

@
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器材の検査に最適

ス︵WH︶社の﹂・B・ヤシンスして︑ワシントン州リッチランド

簸犠が︑増殖炉開発の進捗状況に

キー新型動力炉︒システム部挺ら

次に謡題が狡術分野から政治問

鶴覇雛
えられるかとの質問には︑門増

ち︑そのなかで︑同氏は記者団の

とも唐笛であると付け加えた︒

ループ型とも検討しており︑濁方

これに関連して︑躍米協力が補

型︶も異なる︒仏は石癌からの脱

殖炉の必要性はその国によって異

題に移って︑レーガン鷲大統領は

れる予定であると述べた︒

醗力業界の強力な支擾のもとに︑

テーブルは米国よりも疎い︒米国

却を急いでおり︑増殖炉のタイム

なるが︑あらゆる面から検認し開

求するだろうかと岡氏の考えをき

に初臨写に達した︒一避間ほど潮

万がの予騨を獲得している︒また

すでに過煮三会計琿度に四慮二千

発すべきで︑このための協力はど

くと︑門よい機会であり︑議会の

には三五％の出力に到達し︑その

は贈獄炉を今すぐ必要としておら
同氏は C R B R 計 画 の 現 状 に つ い

しどし行う扁との姿勢を示した︒ま

ついて偶報交換するため菜藏し

い︑増殖炉燃料︑材料︑部品の照

WH社の〜行は十二月細田︑東 後︑今年来までに全識力運転を行

ず︑︵技術的にも︶遅れている﹂

た炉型式については︑タンク型︑

た︒

射試験炉として使用されると語っ

て︑設計・開発はすでに約八○％

箋詰篭の建設という縫験の差は︑

と述べ︑特に仏の原型炉の運転︑

京で報道闘係者との懇談鼠をも

た︒

十億メもの藪金が蟹やされること

完成しており︑今年末までには約

いかんともしがたいというふうで

〜九七八年核不拡散法の改訂を要

質聞に讐える形で︑クリンチリバ

方岡を賭す試金石の一つとして世

の増憩炉技術の現状などについて

あった︒
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北陸電力︑能登原発は

安全委主催初の公
開ヒアリング開く
▽四日

BWRと発表
世紀への雪融構造ビジ隷ンを

▽八臼経済岡反会︑捉爵︹二

＋

求めて一f八 つ の 先 端 産 業 を 訴 掛

▽九鐵

政府︑兀十二庫原子力

かりに﹂を発衷

予算政府案を決定▽放射線審識象

で莫体的戦略

離

社会経済綴臓会議

乳︑海水漁獲ウラン澗収狡術開発

▽二十四臼
・円木エネルギ⁝経済研究所共催
﹁エネルギー政策討論会駄開く

▽二十八臼安全委核燃料安全
幕残燭門郡会が核燃料施設安全審

綴子書聖︑新聰紙

査基本方針に関する報缶轡
▽二十九口
換炉実謹炉騨備検討黒門部会を設

遜
㎎闘

止法が可決︑成立

魂放射線障害防

ム社︑核燃料技術交換協定結ぶ

う＋奪問に電源九千五降臨KW運

瓢

原子力委綴金︑わが

開へ▽第二同田※核融合調整委員

王AEA︑孜訂報告三門ウランー

動燃︒東海再処理施

▽九圏田棚原子力協驚改定議

で可決︑成立

窺描とロンドン条約︑衆院欝欝議

▽十四縁石曲代替エネルギー
法︑参院木金議で可決︑成立
一＝幽＝二瓢一二＝聯瓢＝柵

望︵二十田︶▽ノルウェー政府︑
﹁今世繕中の電力供給は水力と火

力で十分﹂とする電力慮轡を発表

▽ニナ五臼

新放射糧障害防虎

海外仏で原発周辺議町村に対

法︑参議院木会議で呵決︑成立

して地域別料金制凱施︵︸脂︶▽

訂︵二騰︶▽ソ連BN一六〇〇︑

遜産省圃︑欝川舟梨仁一

襯泌

八か年代の飛躍に向けてーー︒内外の原了力興の︑この一難

の

紬弟寵遇︻サミット︑

を形饗することばとして︑これほどふさわしいことばはない︒

るやかなテンポではあったが︑〜歩︑一歩︑未来に關けての足

各誌の原子力界のすみずみ凍で膨をおとした昨琿とは一転︑ゆ

な確縣扁に照を輝やかせた︒その﹁確蕪﹂は︑TM王事故が︑

鋸代を展望︑国を囲え︑体鯛を超えて乎をとりあい︑門たしか

曙光をみた世界の原子力関係暮は︑一曲に︑希望にみちた八O

原ア力醗業会議︶岡際大楽︒諾い︑罠い冬から︑ようやく春の

その凝望ともいえる幸一月十六闘からひらかれたAIF︵※

原発拡大打ち出す

全濁原子力発磁所所蕉

原薩・放藁菰利矯調蕉

カーター大統領の鑓瞬によって生まれた国際核燃繕サイクル

どりとして関係蕾の胸に迫っていった︒

拡散が両立できることを澱総総黛で確認︑二娘騰か月にわたる

訴緬︵三NFC鷺︶は一士二＋七二︑原子力の平和利用と核不

アクセプタンス問題調喪グループ

そのものであった︒

五％の鋸力科金の麟引を轟入︑仏とともに︑転子刀に代々

つづく71月二十瓢田には︑九〇無の石滴依存展を四〇％に削

熔えることになった︒

エネルギーの海路を晃い出そうとする臼本に少なからぬ影響を

均

ら︑運転中︑建設巾の原子力発醗所の周辺町村住民に対し︑平

或した︒そして乱国は︑原子力立地を推巡するため︑四月か

は︑その七〇％を膿子刀で塞かなうという野心的なプランを発

＋劔問のエネルギー罵給甜魎を劃定︑九〇奪の発電電力蟹で

追うちをかけるかのように︑仏は四月上騰の関議で︑満こう

支持を衷明した︒

って皇国されたが︑絡聚は︑岡眠の置八・一％が︑際子力発惣

投奨だった︒TM王噴蒼いらいの初の㎜属投票ということもあ

ほぼ一丁を調えた三月二十鳶口︑スウェーデンで行われた圃眠

膜子刀関係者を︑さらに勇気づけたものは︑TM1饗故から

懲どけ

主張が全面的に受け入れられる形で終了したことは︑まさに︑

ルトニウムサイクルを漂子力政策の熱本とするわが麟や欧州の

その検討粘果をとり濠とめ︑懸を閉じた︒再処理︑ウラン・プ

圓際協力で藻州にウ

電中研押日長に戒甜

︑原峯力蜜命委︑響

懸子力襲・核物盛

原子力安金委︑原子

ー機関︶旨旨理日金︑その上にたって︑原子力開発の拡大で禽

減︑原子力利用促遣の勧儒をうちだした一￡A︵国際エネルギ

って︑堰を撚ったように︑鮮明に加遠された原子力︒饗界の原

そして十︸月㎎磁の米大統領選挙でのレーガン瓢の離出によ

力二大に向けての瀦速慶を速める︒

担界エネルギ⁝会議︵九月八田︶と︑国界畦塗は霧実に︑黒子

累NRC︑TMI二弩機
噛したベネチア・サミット︵六月一丁一一ご臼︶︑そして第十一団

からのクリプトン放出謝醐を承認

海外

力防災の頭釘を決た

▽董十繍

二目・批摺を求める報犠溝を発籔

防護轡門那会が核物議防謹条約の

▽二二八鎧

六項配の安を逸玉対鐵を決定

▽二十一一⁝臼

燕氏

▽二十賄

ング蟹玉金を設欝

湾腫物環境研究駈が海域モニタリ

薗力円の支払い覚潜きに調印▽海

の女瑚漂発建設協力余九蝕四で五

▽十七麟頭北竃力︑鮭麗町へ

年次謡繭を決嵐

原ア力安全委・五節問の安全研究

探る臼濠惣前協議が東束で開催▽

ラン濃縮ぎ場を建設する可能性を

▽牽六臼

を野離に派遣

▽十四細原薩︑パブリック︒

曙瞬協力が繕発化

翻を中岡に派遣︑原子力をめぐる

▽牽日

膜研理忠長に藤皮惧雛

蒲町村脇議金が総会︑地冗対策の

運開︵八口︶▽米NRC︑3＆W▽一一日
雛に十万賭の酬命︵十田︶▽来下

工一山ハ田

▽六田

院エネルギー小蚕︑TMI調践報拡充要望へ
工場で火災事故︵十五閉︶▽二十

二審まとめる▽仏ラアーグ可処理

二人の来科学衡︑カーター大続領
に効果的な鰐処理政策の展開を要
望︵二十⁝⁝臼︶▽来ロサンゼルス

連邦地裁︑カリフォルニア州の漂

岡盟︑第㈱牽六一巾

＝闇鵠＝冊＝＝冊㎜＝一瓢＝＝

田︶▽スペイン︑陰子力安傘審議

白力三法は弓懸と判次︵一一や四

金設罐

▽ヤ鷺環

央詳識金で原発一一方針を確詔

▽ヤ六三動燃︑ザンビア共衿
国・指麿鉱物瀕料委員食とシナゾ

に調田

ングゥエ地区のウラン探沓協定瀦

▽十九臼衆院解散で阪船鐡法
改正災︑禦議未了で廃案▽原子力
蜜全委︑隈磁鎗眠粉周の﹁医療機

て﹂を了承
雌箏連︑核燃料サ

関のRI騰愚物処理二藍につい
▽二十二田

▽

イクル総盆推進禽獣を設麗

大来外務大臣と中

ント設躍を通知

尾町に海水ウラン畷職モデルプラ

▽二十八凹

国蕪華善進︑臼中科学技術協力協
定に響名

ニケ採択し萎萎︵十九欝︶▽張カ

調絹拡大を盛り込んだ姦尚コミュ

海外来NRC︑WH社のフィ
︵十凹︶▽コメコン総会︑原子堅
リピン潮け原子炉輸用を認認︵六
三︶▽カーター米大統領︑インド

ブロキャニオン原発燃料転換法買

子力界は︑まさに︑八一無以後の飛躍に向けて︑その敷策なり
を決定︵七竃︶▽英放酎控鵬粟物

会・供給撮読委員金設麗を決定

繋議未了で廃錐▽IAEA理灘 口内も︑この例にもれない︒NSAC︵漂子力蜜全解析セン

ン放出始まる︵

聞︶▽※TM王二弩機のクリプト

毎でもあった︒

Nに向け︑体剃

一長く厳しい冬から一

全な原子力﹂のための組織が薦々と整鍋された︒

ための漂子力検葎センターの設躍︵継継︶といった︑﹁より蜜

効率的にするための安金解析訴の発熱︵十月︶︑稼動率向上の

原子力発電技術協会︵八月︶︑圃の笈金融査をより論理胸に︑

原子力発電所の運転壷格認定翻腰に撒けてスタートした火力

ように︑飛躍に向けての体制強化がはかられた

時闇的な遅れはあるものの︑以ナの世界の対応に睡憾するかの

反論のまにたって︑許痒︑いち早く対応した米国とは︑多少︑

ター︶︑INPO︵原子力発電運転協会︶の設立と︑TM王の

自信を︑よりいっそう深めた八O琿となった︒
表▽インド︑ソ連から約⁝茜ナの

管理二間委︑初の廃棄物白轡を発

脳会

ペンシルベニア州知事︑TM王工 議︑ベネチア窺需採択し閉愈︵二

︵二十難︶▽第六國先進雪吊

力廃止条項を採択︵二十鷹欝︶▽

士鷲欝︶▽楽民雷党綱領擾︑原了

露水輸入を淡楚▽ソーンバーグ来
会︑エネルギー弘通しで巌終報告

弩機からのクリプトン放出に支持

西独議会諮問婁︑﹁九〇年まで原

イトハウスに報儀蕪﹁㌍M王から 声明︵十六臼︶▽ブラシルとアル
一嘗﹂を提出︑カーター大統籏 ゼンチン︑原子力Ψ和利摺協力協

轡▽米三間の原子力駿視委︑ホワ

物理学金インフォ ▽艇オンタリオ州ポーター委貴

▽二十八田大平首櫻︑卓識野

ル難原発越廼一周葺﹂を開く

水会議で﹁原発推引は兜進魍の共

定調印︵十七鐵︶▽1駕A閣僚 発に関する鍛終決定延期﹂の弾碁

韓を採択︵二十五日︶▽第二園エ

は薩業界の対応を称賛︵二十玉

田︶▽米GPU社︑B＆W社に理
五︑九〇年の石碗依存度を四〇％

ゴで開かれる︵二十六〜二十九

ネルギ⁝携進全来南罠大会︑シカ

通謙題﹂と横榔姿勢を強調

⑭

▽十七田

ーン運転入り

設︑使糊前検轡のためのキャンペ

▽十八鰹漂子力委員翁がポス

闘瓢・美浜一弩︑調

ト王NFCE問題協譲会を設灘仏政鰐︑エネルギー儒給計画を改
▽十九顧

大平総現とカーター大

四圃職力︑愛媛県と伊
方町に傍方三騒機の欄設を印し入

▽七難

ることを決定

霞︶を今後の安全響査に取り入れ

き襲頂に封ずる警え方篇︵十四項

照の安余確保対策に覆映させるべ

▽六鐵原子力蜜余蚕︑﹁わが

協定に響名

▽十闘賦IAEA︑西京で第

統領︑闘※科学技術研究開発協力

▽一調

安全委︑TM一
対応策を決定

剛駆

讐＝コ帰一酬二＝憎＝隔二四箒＝瓢雪囲＝＝瓢；篇瓢隔扁二＝冊＝＝＝2需

究会議︑康発健全確保で要望

▽一田蕩速炉エンジニアリン 整還輯入り
用﹂などの内容の研究報焦発表
▽二十二田原研と米NRC︑
グ会祉発足︑民間受注体嗣整う
▽二十一黒田本学二会識のエ
﹁﹂OFT計画協力協定漏の四κ
︵セ四円︶▽悶際原畢力協議グル
▽二鱒 衆険・科捜特︑原子炉
ネルギー・資源開発闘題特珊至人
ープ︑原了力の将来で提 ︑閏︵十 闇延岡を決定
籔規制法と放蕩強靭害防雨法の一
会と原子力平和問題特岡覆墨︑
七円︶▽カ⁝ター米大統領︑﹁除
▽二十七陰笈糊裕二科技庁長
部改蕉案を碁盤
門原子力と法に関するシンポジゥ
剛力は顎要な つのオプション﹂
蜜︑分析センターと放医研を視察
▽八欝衆院︒外務委員会︑麟 とを典催
▽二十九鐵 原安協︒燃安専︑
とした一般敦轡を議会に送付︵二
加康子力協定譲定欝と窃ンドン条
▽二土野臼 欝本学術金頭︑第
十一隔︶▽来NRC特別綱査グル二十糊駕記念講漁会﹁燃料安全研
約を承認
七十九団総会を開催
ープ︵ロゴどン委員長︶︑﹇原発 究の二影年﹂を開く
▽九薄 原籍釧︑佐轍保鷺工業
▽二十四鐵 電事運・九電力祉
海外 ※原薩︑﹁甲状腺異席児
安全性の畿大の欠陥は籔輝度題﹂
と門むつ﹂係留に伴う甲崇壁施設
長会︑﹁隅遜贈殖破談進会護一の
とする凝議害談とめる︵二十賜
と
T
M
王
肇
故
は
無
関
係
﹂
と
コ
メ
ン
の使用契約を藁薦
設躍を淡定▽三労連原ア力問題研
ト︵一二︶▽W11社とアセアアト
▽浄田 中央電力協議会︑五十
口︶▽デンマ⁝ク政溝︑原発建設

無期延期を決定︵二＋七凹︶▽カ

︵八田︶▽伊原子力麓業界が日

五年度電力長期訓醐を発蓑︑向

⁝ター来大統領︑核分裂研究開発
食︑アンサルド社が聖旨メーカー

仏ラアーグ得人鍛工場︑

液体廃演物排縦管亀裂のため操業
費九僻二千號蔽万ドルを盛り込ん

海外

停江︵一面︶▽※産業界詳悉︑鐸

に︵八臼︶▽豪FFTF︑初臨界

笛︑放射線障害防比法二十廊ぶり

資源︑璽産︑鰐要﹂を発表▽ソ

四回大型トカマク隻躍技術委員会

来クリスタルリバー三野機︑小L

開く

タル・オイル枕と︑米ワイオミン

OCAが発生し冷磯回五万摺流出

セ州政閥に揮処理工場︵ヨ蕾五十

︵二十六田︶▽薦独DWK︑ヘッ

グ州パウダーリバー盆地でウラン
探査の共醐調杏突施を発表
蜜金後︑東電擁壁第

十六臼︶▽ソ遜・アルメリア原発

誘／矩︶の建設詐可予隔鵬翼︵工

▽十獺臼

二原発露︑四弩増設で公開ヒアリ

閉藩︵二十七黙︶▽米NRC︑？

ル押価︵INFCE︶韻脚総会︑

二野樵︑逓開▽岡際核轡料サイク

ング
▽十六賦 一口電︑ 門隔隷陣炉開発

▽ヤ八難第十八園原子力総会

琶を設蹴

機の低出力試験墨刺三＋八瀦︶

シンポジウム開催︑王NFC猛撮M1箏故以北初めてセコヤー一弾
終報省の概論を発表

ン﹂で筈串

▽二十七B

ス9粥故をE王Sに含めるよう要 への約四十ジの低濃縮ウラン輸禺 リフォルニア州議会上院︑ディア

皿一一階：＝＝＝＝＝＝

霧査会に養鯉公附ヒアリングの轍

一＝篇冊＝＝二冊伽二二営＝＝鐘一営一＝一一＝コ＝二墜＝幽鱒ニニ冊瓢＝＝篇二一＝＝蟹一営騨闇

原般闘︑五十四奪度

原電敦賀原発一号

▽ヨ十一国衆議院︑科技特

とするコミュニケ採択し閉鵜︵二

二運の7M工襲故損署激騰訴訟 に朗蔽し原子力利絹の促進を骨子
子力国罠投票︑過業数が条件付き

︵二十五臓︶▽スウェーデンで原

の常任委弾格を淡墨▽原産︑来随
中のフィンランド鰹子力視禦団と

支持︵二十三繍︶▽西独KWU二機︑運開︵三十一闘︶

政府︑放射線陳霞防
止法一部改三法蜜を国会に提出▽

懇談

運︑レニングラード凍発三署機︑

一十八円︶▽ソ

葵鵬原子力公社マーシャル総職が

運開︵三十磁︶

十二田︶▽仏トリカスタン原発一

海外カーター来大統領︑原子
科技庁で記轟金兜︑INFCE絃

▽十七田

機︑襲業運転開始十周無

▽十四田

隼次報告金開く

▽十三臼

水炉聡発計画を発表

代表獺と懇談︑中國︑PWRと露ーマルミーティング﹁スリーマイ

▽十一陪原産︑来週中の中騒

四無間延長で至聖

SRR／PBF共同研究協楚﹂﹁
の八○普代の通商灘業政策ビジョ

▽八臼原研と米NRC︑門見
N参酌を指示▽産業構造審議会︑

ヘステップ

＝＝冊＝＝＝鼎＝＝瓢諜二＝需＝＝＝＝冊認一扁
；コ篇二＝＝＝榊＝＝胴圃一一一＝扁＝

国騨闘

原燃サービス発足
民間再処理へ前進
▽一叢 初 の 民 閣 置 処 理 会 祉
﹁凹水原燃サービス﹂が発足︑第

▽十

会開く

田の原子力船開発で幕水方鐸︑小

に改正へ▽敗㈹︑遊説特金と電源

連︑レニングラード漂発憤穆機︑

型舶継炉開発︑五確誹圃で概念確

︵ナニ擦︶▽0猛CD・翼EAと

射性麗棄物管理総禽政策を発表

︵園田︶▽カーター※大続領︑放

貧Cに原発呼屋司の弔期魯開を要 だ八一鋸肢予算教護を議会に送付
︵二＋八照︶

㎜二凱＝二＝瓢瓢＝嘗瓢瓢＝＝一一＝餉＝貫鑑一一＝一曽＝凱篇＝需篇＝＝＝瓢需＝＝二＝＝＝幽＝脚；

門発電に石炭と原子力を折羅利

請︵九凹︶▽傘※科学アカデミ⁝

巾閣帳欝﹁ICRP勧傷の爾内法
令への取入れに関する検討粘果﹂

をまとめる▽同審議会︑¶放射線

▽十四臼 関磁︑ ﹁長期総舎経

隔灘防臣特別差金﹂を設躍

淀進税法の一部改正法業を了承︑

運開▽フィンランド・オルキルオ

総理府統部局︑﹁薫十

鉱へ

一NFCE︑一算ヰ 税率千KWHあたり暴落円に︒

ト原発二重機︑運開︵十八田︶▽

荒聖

▽十三間動燃︑来コンチネン

﹁常駐﹂︑熱出力七刀

にわたる検討終了
▽一嵩

▽四臼

五千KWの定常運転入り

鴬ビジ難ン鳳を簸驚︑﹁二QOO
葎には命発蹴設備に占める原発の

制合は瑚O％ 以 ま ﹂ と 二 十 一 徴 紀

▽十七臼安余白︑関宙高浜

を展望

A瓦落増 設 で 初 の 公 開 ヒ ア リ ン

通藤省蛸原子力発
四奪度エネルギー研究調復繍果の

臼

概要扁を発表︑エネルギー研究費

▽二十

▽第六劉臼英高速蝉ム藷誠開く︑二

鍛筋品質保証襖誘委員金﹂を設置

素讐安全規制撫門部盆︑門RI箸

▽八闘安全委・放鮒石岡慌元

は単均二四・三％期と鶉しい神ぴ

の安金規制について﹂で申日報

▽二十一一闘 灘洋開発響議会︑

巴高速炉協力協定延長へ

洋開発の推進方策について﹂を発

壌翔17鼠の隅渓公開ヒアりングを皮切りに今銀は計5
回目ヒアリング一尉原子力行政隙目もしだいに驚燈へ

力

原

醗
第二次添乳﹁三期駒展望にたつ海

羅物
き緯

二再処理エ場異体化へ一歩

▽三田核防条約︑批准のため

第十戴圃漂隈隼次大食

開放される
▽四二

開く︑中国代表醐が初謬加

来畷境審議会︑NRCに対しクラ発盛暑機︶建設を受注

力安金監視婆を設躍︵＋八薦︶▽

▽七田原灘とソ違原子力利用

のダブルチェックで︑原畢炉安全

果を評緬▽安傘叢︑福擶第二増設

社︑四年ぶりに鴎内原発︵オフ原
國家塾︑第二群羊嚢蕎会議の蝿轡

…

日本原燃サービスの毅立総会

に調鶴︑田ソ原子力協力︑二言目
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米8E−R委員
﹁放射線安全技婿セン

会が最終報告
▽一十

ター﹂の設立準轍婁がスタート▽

総命安全傑隔グルー

一鍛工薩化体制を確立

脚本鉱叢︑ジルコニウムスポンジ

▽二騰

舞繍成で原子力開発の罫点麹配送
発藻︵

定櫨の米分扁とずる醗終報衝錨謹

原子力震興金食撮
を要鎌▽康子力発鷺関係興識会議
華麗油物処分法環を可淡︵三十田︶

▽二十二田
照射研究遡欝会灘が照射タマネギ

確保を要墾へ▽田本原子力発飛会

畏協郵駅が聖堂総会︑題久的財源

OO

函簸

むつ再母港化め

原子力安全局︑原子力

ぐる動き活発化
▽一嵩

鎖国膨工箏害獣る▽目立が米・ベ
と盆談

ネルギーの墓門家会識︑﹁葡万K

推進を決議

賑曙調難飾し

＋医欝︶

近に各二連つつ建設﹂を提欝︵二

館獲の代替エネルギー開発照標を

政府︑昭租六十・五

讐むつ隔の様港山屋で十村擬凡百

▽二十八鐵

漁滅金長︑三園むつ湾漁業振興会

塞た︑一一十無ぶりの門放射線瞳蜜防国法扁の改圧にともな

W原発を広東貿遼購雀︑上海付

▽十三賦放射性腱習物の海洋

決︷疋︑原子力は石油換鐸七千六語

う放豊穰安全捜術センターの設並︵ナ月︶︑恒久的な原子力船

クテル社とBWRの技術心入契約 ▽一一牽九薦 経籍科技庁長欝が
処分悶題で敵製靴糞鰯がグアムに

万代認開発へ▽原子力婁員会︑廃
繍囲

もあった︒﹁エネルギー元隼漏を象僻する新エネルギー開発機

ための糊遽炉エンジニアリング婁被の発建︵四月︶などの動き

罠闇再処理の麟本原燃サービスの殺立︵三月︶︑FBR関発の

造審議金総禽部会︑十葎後の塵業

推進のための原子力船研究驕拳螺業關のスタ⁝ト︵十一月︶︑

構造を展望︑灘要盤石癌依存率は

力発懸所所在箭溝村協議金︑富民

炉対策轟門部会を甲虫▽自国原子

海外仏トリカスタン原発二三

ρヤ三園電話二羅︑三酉

す研究へ▽原子力安金委綴会︑関

融禽研究で長期戦絡︑核燃焼めざ

蒔規則発表︵十八段階▽帯筋R
▽十口学術審講金が大学の核
C︑TMI購故後初めてノ⁝スア
ナニ轡機に対し金出力運転を認司

六三ぶり戦列復帰へ▽第二網田韓

贈美浜一二運転再開で安全宣書︑

▽十三日縫腿済み燃料貯戯太

原子力セミナー索束で開購

▽十四臼原産評議員会で衛沢

平洋ベースン嬢討スタート

ルド・レーガン素心まる︑原子力

積極的推遣に期得︵四日︶▽米五

曜轟

︐闇鍵臨．

決︑三州蕾決︵㎎闘︶▽韓麟︑フ

州で原芋蔓反附住鼠投票︑二二珂

ラマトム祇に原発二星発注︵七

五千万KW題往信を騒擾
▽二十日騒廓還︑濃縮ウラン

臼︶▽オーストリア︑原子力国民

会長が讐昭租六十五奪まで康子力

窮院︑モンタルト・ディ・カスト

総懸化で基本方針︑躍力業騨無体

ングであった︒蜜傘婁鍛金孟催の第二次公開ヒアリングは︑〜

月の蕩浜を中切りに︑福島︵藁察電力︶︑川内︵九州電力︶︑

ついて地元儒民からの憲晃を謬酌︑また隼の瀬のおしせ沿った

敦賀︵臼末原子力発蜷︶の計四身︑六棊︑五首九十九万KWに

十二月には︑遜産雀霊催による初の第一次公閥ヒアリングが柏

ートした◎そのうち︑生口︑福島の軽四藻︑三酉九十四万KW

崎南でひらかれるなど︑新制度での原子力行政システムがスタ

た︒

が建設に讃手︑TM1箏故いらい初の新規糧工の発惣駈となっ

門もんじゅ偏も︑隼の瀬のせまった十二月九日︑中川福弁県知

懸案事項だった動力炉・核燃糾開発饗業団の高遠堰殖原型炉

愈慧づくりの体潮が着々と進展するなかで︑ことしもまた︑

箏が︑麟の安全妻壁開始を了承︑新しい灘瀬を迎えた◎

低レベル放無性廃建物の海洋処分がそれである︒

大きな課題をのこした︒

海洋処分の実題に融けて︑園内法の整備を審議しはじめた通

ロ原発の工禦再開を認可▽米イン

投票やり醐し請融鞍名禦まる︵十

温からグアム翻でひらかれた爾太平洋難戦会議に説畷懸を派

九B︶▽米EPRΣ︑原子力瑠故 政府は︑この購態を雛視︑馬面の打開をはかるため︑八月十四

常欄会あたりから︑いちはやく北マリアナ︑グアム鵬などの蘭

に醐業プラント建設へ▽原艦毅賀

階の公衆被爆は過大評価と揺摘

太平洋諸顯から処分反対の揖が上がった︒岡際協調を蟹田する

圏・仏からPW鼠二基鎌入で原劉 射線利用聯門部金を設畷

するなどの処畷をとったが︑決定的な周面を迎えるにはいたら

遣︑また︑処分海域からもっともちかい小笠原にも係窟を派糊

ントンで世界大会開催︵十七〜十

的に合縦︵十七日︶▽IAEA空▽二十六田 日本原子力船開発

産ウラン再処理の肇箭岡意に前向

十八臓︶▽オーストラリア︑戴州

霞︶▽※原産・原子力学会がワシ

瑠業鐡法改正案が謬議院本会議で

▽二十五日

斑決︑成立▽原子力発醒関係嬢議

霞︶▽ヒルUKA露A総裁︑﹁親

きの新核不拡散政策発表︵二十七

原子力委員会が放

]公開ヒアリング開く

ディアンポイント原発二弩機で約
四百ゾの河川水が格納容認内に洩

クホルムで開かれる︵二十〜二十

催の原子力安全国際会議がストッ

会議畏協議会︑来難度予算編成で

海外

▽米ゼネラル︒パブリッ

十五無原子力無報を了承

さまざまな出来瞬にいうどられた一九八0鋸︒その一年をふ

他ならない︒

で︑安定したエネルギー源としての原子力に傾いてきたことに

を反映︑人びとの謬が︑客観的な瑠実に照らし舎わせ︑経済縫

たことも︑繁迫する中藥丁重で︑はげしくゆれうごく石油瑠傭

で︑原子刀拡大を唱えるレーガン氏が次糊大統領に選出され

世界の商業原子力発電史上暴悪のアクシデントとなった米国

初の衆参同隠選挙で勢力を伸ばしたことも︑7M工襲故という

原子力政策を明確にもつ闘民︑民社︑新自由クラブが︑吏上

との國に映った︒

る﹁ソフト・エネルギー扁は︑規実味の薄れた論理として人び

それだけに︑風力︑太陽︑潮汐といった再生司能な︑いわゆ

なければならないという新たな﹁場﹂をよびおこした︒

推進派も反対派も︑﹁脱石油﹂という﹁共通の諏識駄に帰縮し

だが︑その論争は︑エネルギー危機を認識すればするほど︑

展開された︒

海洋処分にかぎらず︑ことしもまた︑原子力をめぐる論争が

ず︑来鰯にもちこされることになった︒
要望

在の原子力計醸は不十分﹂と批判

㎎碍︶▽米マクルーアとシムズ濁

▽二十七日自民党・鱈源立地

︵二＋五繊︶

九州争力川内漂子力発電所三蹟機

原子力蟄金蚕員会︑

の増設にOK

▽十〜田
三社と契約▽日本動力協会が創立

工︑三菱農工︑三菱原子力工業の

三十罵隼認念講三会

遜産省︑中部魁力浜

岡原子力発電所＝馨機の安金性再

▽十二譲

窯葦を原子力安全婆員金に諮問▽

藁電︒柚騎刈羽原子力
発電燐二︑五号機増設で初の一次

▽闘闘

公開ヒアリング開く▽糸島エネル

禰鵬第二原発三︑四号

第十六回臼木食品照射研究協議会

日

ギー経済研究所が第十三圃エネル

大会開く︒

▽

機が建設着工▽社会経済国民金縛

ルギー開発促遙管長相次ぐ

ギー経済シンポジウム︑代薔エネ

▽門田

▽十六田政府︑閣議で昭租五

エネルギー危機打開で︑窟践の総

が趨工式
沼

壁塗原子力協力協定改

▽一

ク・ユーティリティーズ︑総額引

RCに譜求︵八尋︶▽楽国と王AE りかえってみると︑門とびぬけた﹂出来購はなかったものの︑

声隙がのTM1肇故損毎賠償をN

▽八日原子力安金人口金︑菓

学技術庁︑原子力委蝿会峯を轟轟

定で禦務レベル非公武協議︑東京

サイン

一菖︶

ついた一縷であった︒

地についた︑八一年に向けての︑蹄かで︑有機的な動きが國に

海再処理旛設の本格操叢にゴー・

Aの闇で保隙措概協定が発効︵茅

東北電力・巻原子力発

▽九繭東一駅電力と菓北電力が

▽三B

で開く

関電・罵浜三︑四幕機

力慧勢確立を求めた上天提幾▽科

東電と東北電力
広域運営で舎意

鳳国
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齒¥一臼︶▽中岡で原子力とエ促進議貴連盟が関白立地の加速的

ているとしてカーター政権を非難

共和党議鑓︑増殖炉廃止を薗策し

れる購故が発見︵十七日︶▽申

また︑帳内におけるもうひとつの大きな特微は︑公蘭ヒアリ

構︵十月発足︶も︑ことしを特徴づけるものとなった︒

科技庁長患が北村膚森県知事︑澗

園五％へ▽むつ雄港化論題で中川

党に地元対策拡充を襲望▽巌業構

食長と会談

綴発
中川科捜庁罠冨︑﹁む

機︑遜開︵八B︶▽第二圓NPT

▽十罰金

つ﹂の問題で︑北村欝森厳知灘と

新局面迎える

爽大原子力工学科が翻
立二十矯奪詔念シンポジウム

▽二日

体︑NRCの？M王下天めぐり訴 米原子力政策

︵十〜薦︶▽米UCSと五布罠団

再検討会議がジュネーブで始まる

鈴木新内閣発足後初

会談︑蒋母港化闇題をめぐる動き

▽十九臼

活発化へ

局︑﹁ウィンズケール再処理工場

第簗回放射線プロ

原照臨曇天蕉薬が衆

米第閥十代大統領にロナ

野むつ市畏と会談︑﹁むつ﹂安全

訟︵十四欝︶▽英原子力緬設横査

望

原子力工学試験セ

閣知興窪川町が四

ンターに原子力安全解析所を設融
▽二十懸田

▽二十七譲

眠電力に原発立地調査を要講

科学技術関係隔僚

¥か國が参加

セス圏際会議が藁東で開羅︑世界

▽二十八臼

▽三十鷺

適絡会議が初会禽

鱈所涌纂禰難問題で巻町︑黒瀬両

フィージビリティ調蕉完成︒中国

門︶▽申懸と香港による原発碓設

んじゅ﹂の設親許両上天

畿初の原発は稲莚省に立地か︵十

広域運営の新展閲で愈悪︑下北原
億六千万円に▽田本原子力船研究

蔽改修第二期工製で石川島播磨璽

動燃が総理大距に﹁も

発共同開発へ

にスクラム天爵の改案を縮示︵二

で公聴会始まる︵ナ五鰹︶▽鯖節

碍︶▽米TM工一層機の運転再開 開発海嶺団︑原子力船﹁むつ﹂遮

▽十臼

海外来NRC︑BWR十六
猛が棊本愈悪︑補償総額三十九
漁協

院を通過︑滲議院へ

海外

漏洩箏故はBNF﹂の天目﹂とす

のエネルギー閣僚論議開く︑原子

選産︑電源立地促

関連して全BWRの点検撮示︵蕊船﹁むつ﹂の遮蔽改修工窮を諏可
▽二十一欝

申川科技庁長期が

性確認で異体纂提示

欝︶▽カーター米大統領︑NRC ▽二出原水禁八○年世界大会
がスタート

▽二十二闘
動燃・人形蛛勲業訴を視察

︵二十臓︶▽西独行政裁︑ブルン
ズビュッテル原発の還転再開を認

三井物薩と石塚研

究所が新ジルコニウム製造法の聞

司︵八月二十八総︑測定器欠陥で

を締結︵二十九B︶

グラデシュ︑原子力技術協力協定

機︑遜開︵二十六鐵︶▽仏とバン

▽二十八譲

中川科技庁鷺宮

﹁むつ漏母溢十二で河野むつ市長

照射プロジェクトに謬加を決定

▽二十六醸敵人︑RCA食贔揮止︶▽仏グラブリーヌ原発二三

発に成功

▽二十五賑

る報告慰発表▽来NRC︑新繋急
二士欝問の連続運転認録樹立

力の藁甑性を爾礁認

ェリ三三羅機の制御極挿入故障に

一十九日V▽※上院︑放射

の安金性を確認できたと報鰹▽海

▽三十臼第八十一麟電調審︑

社策海PR館がオープン

洋生物環境研究所が二三温排水問
題岩蟹調査鋤を派避
原子力発露関係獺

昭和五十五矩腿原子力着手団標五

▽二±一一臼

体協覇業︑予騨二成で政府に財源

三盛醐国政府︑

梅外来NRC︑ブラウンズフ

関鍵K W 決 定 へ

訪中代籔礪が帰国

立地政策の強化を嚢望
▽工十四預
後の紀暫耳門で中陽の原子力研鑑

▽二十五闘

開発の新展ぶりを発表

動燃・棄海再処理施設の運転艶聞

臼礫ウラン磯露点前協

▽八二動燃がプルトニウム混

金熱度打ちだす

玉石長にカーネセール灰撫名︵九

プ︑安金撮瞳戦陥の基爪方針で報

紅霞誹爾
▽五瞬
開発で西独・ウランゲゼルシャフ

畠光興薩がウラン探鉱

之︑福講第二・三︑四摺炉増設の

鑑︑エネルギーの安定確保を提蕊

イント原発二︑三勢機の運転継続
を許蒲︵十一田︶▽来院租鳥影麟
大会︑原子力蝦進の綱領採択︵十

▽二十八磁安全委︑高浜三︑

授することで愈懸

磁︶▽来NRC︑インディアンポ ▽四B 通隈省が島浜三︑四場 進で原子力発磁所等立地協力交付

原艦読中代表國が出

あり方について検甜スタート

▽曝室織︑RI廃耀物処理処分の は昭和五十菰奪四月三十田象で延

▽士工 日
四号蝉︑福鵬第二・三︑四弩炉の
五田﹀▽オランダ政府︑九

設を勧告︵十七礫︶▽※メト・エジ

原子炉建隈内に入る︵二十三磁︶

祉の技師︑初めてTM夏二号機の 議開く

▽七臼

一輩までに齎万KW原発一藁の建ト往と技術提携

︑九

堰設は門安金性に間接はない﹂と
して逓濫大匙に答晦▽中隅露力︑

▽十六欝大平洋ぺースン構想
で随※螺萌協議▽電機労適︑定期
翻転一薯機増設を地元に晦し入れ
題薩︑産構審自噴

▽※BEIR委員金︑﹁低線鷺愈
放転換旛設の建設に膿工

部会に昭稲五十六薙度通産塵業

▽一一十九聞

大会で観念的原水禁運動を批覇

▽十七日鈴木新内閣スター

二線によるガン発蛋溝は七二隼推

ト︑科技庁長螺に中川氏︑通軽銀
政簗の概襲を提出▽原藤が︑原子
﹁むつ﹂の本格的遮

力委員会に昭稲五十六鎌蔑政府予

業振壁高会長らが即瑚科技庁挺官

灘纈

▽十一霞

ヒアリング欄く

に田中氏▽川内脹発二七機で公開

▽十三認放射線安全技術セン
に﹁むつ偏大湊港母港化反間の淡

戴

＝冊冊冊榊冊＝扁＝＝＝謄＝冊需冊＝＝冊＝＝一需膚冊嚇皿＝＝篇僻寓＝＝二一＝＝一＝＝二篇＝扁一＝＝＝置＝罵一回＝一門＝＝＝瓢罵＝＝鱒需駕楠輔＝＝騨一牌一幽＝＝濡＝■＝一一幽噂幽一＝纈＝樽＝一二騨＝騨＝＝二＝＝冊需鼎＝雛＝一器＝一＝二冊＝嘗一一榊一一＝＝＝＝＝冊＝＝＝鱒＝＝謹＝＝＝圏＝一豊川二＝

ターが設立発起人会︑弾購長に山

二；＝＝一一＝＝認一＝口渇一二＝鵬＝＝＝瓢コ鶉冊二＝＝＝＝篇一＝＝冊＝闇冊︸＝＝陥凹＝輔

蘭国

識欝孚渡す
臨時困会弼鑛

閉幣︵七温︶▽第十一回世界エネ

最終コミュニケ採択できないま焦

ルギー金議がミュンヘンで開鵜
︵八陽︶▽米上下濁院︑ウエスト
バレー液体廃懸物美化法纂を可決
︵十七譲︶▽米・州計画審議会︑

B
三門委員会が五分科会設醗︑巣巻

董金原子力部会碁本政策小委員会

縮パイロットプラントOPl

躍気覇業研究二身協

醸本学術会議が第

をメドに原子力総陰陰簾とりまと

▽三鐵動燃・人形峠ウラン濃

ウラン凝縮翻心分離機OP−lB
三千台が運麗︑愈謝四千命体制へ

溝外第二圓NPT再検討金議

驕瀞︑耐麓真金閤題で自験交流

▽三十縦第三鷹鰭ソセミナー

▽二十九賦

蘭氏が就托へ

▽十六欝原産の招きにより︑

理研がトリチウムの

巾國代表醐が腰張
▽十八臼

金子訪邸調炎団長

レーザー法分離に世界で初めて成

▽二十二田

功したと発表

来日申の中国代表

ジア諸濁との原子力協力強化の必

が漏国後のインタビュー・栗爾ア

要性を強調
▽二十六田

トリカスタン濃縮工場︑六千鏑S

団が66者会見︑田中協力さらに緊 廃斑三三理の墓本原岡を発表▽仏
密化へ

▽二十二藏

めへ

所儘表明・原子力の璽饗性を強調

八＋一著総会

▽煙塵

▽九日社会党社会霊義理論セ

休で原発推進うちだす

ンターが﹁原子力発奮を薄える﹂

▽十三貝

シンポジウム開く

圃黛次会
議・国際遡携の強化で愈意

力機構︑東蕪で第十

▽十六嗣同盟︑エネルギー立

聚境庁が門エネルギーと環境間題

地垂簾へ酒石強化方針打ちだす▽

原子力婁鰍会︑ウラ

懇談会﹂を設置
▽十七臼

ン濃縮国産化聯門部会の設躍を決

▽二十ゑ田

四国労便会議︑労使一

WU／奪の能力に▽※メーン州の ▽鈴木首鼓舞時国鼠で就雪後初の
倥民投票で︑原発の継続遡転認め

科技庁︑放出性廃

棄物の試験的海洋処分について︑

られる︵工十三田︶▽※上院︑対

▽二十七田

地一兀︑小笠原︒父鵬で説明会▽欄

気ウラン輔出及対決議案を蕾決︑
この結果︑ウラン輸鵬が確定︵二

栂膏森興豊麗会長︑三眠むつ湾灘

十四賦︶▽累上下爾院︑﹁八O鰯

蹴国

磁気核融臼エネルギー工学法案﹂
司決︵二十四臼︶

恩

発霞用熱機関協会に原

人形糠濃縮プラン
ト四千台体制へ
▽一雨

子力検糞センター設罵▽放射線安
全技術センターがスタート▽放射

▽二十一醸総合エネルギー凝

一一

①

科技庁が昭和五浄慧知

中国代表団が来書
鐵中協力新局面に
▽一賑
度葭子力闘係茅舞概騨要求を濠と

鍾点に一五％増︑二千五哲長円要

め大蔵省に提出︑核融禽︑簡速炉

が中間報鑑︑原発機器鵡籔保誕で

求▽通薩省の原発品質保証委員会

統一基準を捉案▽原子力関連業務

▽原籠が六月末羅荘の世界の原

三門会社門原子力代行﹂が発建

子力発雌概況調燕績果発表︑運転

二十七万千五闘五十KWに

巾原発二顔 二十三基一億 二千六酉

申川科技庁長窟が藁海

中川科技庁擾樹︑福

︑／

原慶と懇談する重圏代袈悪

▽四諦

村の原子 力 施 設 を 訪 問

欝饗饗

藩一

▽埴田 原藤︑室川科技庁長和︑

田申通産相に﹁原子力立地促進の
ための地域政策の確立に関する要
墾糧﹂を提出▽原産派遺︑一九八

○無欧州 視 察 國 が 出 発

欝ダ臨

三

▽八田石渡原子力撮長︑中川

福拝県知累︑放賀布︑英浜町にF

▽十一日

BRの安全三型で毅例の晦し入 れ

齢第一︑第二膿発を視察

騨

▽十二日︑新エネ財団が設立総

総台開発機構スタート

線計測協会が発語▽新エネルギ⁝

㊥

会︑初代会長に薫照氏▽田礫ウラ
ン資源開発会社が設立総会▽柏崎

定

〜二

発
・蒲羽一纏機が定礎

薄

（
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聞

産

フ胤リックス氏が調査

経済回復の鍵は電力

五分の一である︶②電力は︑繹済

大の賑換ロスが発生しているとい

ーを選択し︑原予力は簸低︵二三

過拳数︵六

か﹂選択するよう嚢求したところ︑

％︶が太陽エネルギ

いない︒たとえば︑ガソリン︒エ

う饗実に醤気の批判蓄は気付いて

でに世界経済を救ってきている電一鋭験防壁であるという認識を米国

る﹂とフェリツクは述べている︒

とには蟹成しているが︑それ以上

設済の原子力発霜所を利絹するこ

園讐蕎の約四七％は︑すでに建

％︶であった︒

爵の醒動機を自転するときの効率

の効率である︒それに対して︑襲

子力発画所の増設に編成するもの

憎設することには反対である︒黒
フェリックスの計算によると︑

は約八五〜九〇％である︒

ゼル・エンジンは約二五〜三〇％

ンジンは良くて約一δ％︑ディー

の一般国罵の闇に広める隠代であ

フレモント・フぎリックスによ

電気のモネルギi効率は？

網なるエネルギ⁝危機に際しての

の中の鍛もGNPを高める二つの力が︑わが国の安福を危くする置
部門一⁝丁業とサービス業1⁝に
活力を与えるので︑非常に強力な
繕済成擬の推進力である③﹁岡照

次馬は︑それを生産するために
ると︑電気の効粛が相対的に調い

の雰電力エネルギーより多くの麗
編漏を劔遺する④コストが比較的

という一般に流布している考え

の原子力発寝所の運転も中止すべ

も二三％あったが︑二〇％は既存

の二が発堰および送電中に失われ

に梱当する無力で動かした醒動機

原子力発題所からの十三・六五炉

縫われる第︸次エネルギーの三分

は︑璽気が鰻終利嗣形態になるま

安定している⑤霊境への影響は︑

るために︑エネルギー驚動の利罵

厳蟹に規制することのできる璽薩
地点に下中できる窃電力は︑より

四十一か国の中の七か国︵来鋼

か供給していないσ

認識うすい電力の利益
ニュー豫ークのギッブス・アン

を静む︶では︑非罐力エネルギー

ド・ヒル社のコンサルタントで
あるフレモント・フェリックスが

髄三＝

最誓

齢三ラ

邑驚幣二＝言

力施設︑棄票にある太陽熱発鱈に

験炉門常陽﹂およびその他の原子

三軍

昌薯曽三＝7曽叩幽﹇警

門田警一三嚢

ンジンと岡じ騒の荷益な佳饗をす

一回彗

誓言

餐冨

ることができるQ
讐一誓言

○三代に毎隼十懸賭悪臣の燃料髄

募華翫をみたす石炭火力発鍛所の

いる︒

正しく理解され
ていない原子力
CEQ翻奮結果から
原子力発三所が漂子爆弾のよう

また︑儒罠の過払数は岩子群発

レポートは述べている︒

堰所が自分の家から哲碍以内に建

いる︒

設されることを好まないと答えて

賠に︑共産諸国もソ連の生薩が蔵

める珂能樵があるとしている︒問

も葬共彪圏の石州蛋塵が減少し始

岡調査は︑二九八○黛切期に

るだろう︒

よりはるかに厳しい競争に臨製す

けでなく︑輸入脳を崩減しても今

羅を増やすことを期待できないだ

来圏は︑硯在の水準以上に輸入

い︒

たはほとんど増加する冤込みがな

の世界における石間焦産は全然ま

の下でも今世紀中は在来磯源から

旧しい幽査によると︑農好な囎情

蒸汽の技術評働局︵OTA︶の

OTA調査

が簿約できると述べ︑さらにTV石油資源の厳し
Aの原子力発鍛勝は一KWHの鵡
い情勢に直面
力を石炭火力臨終所より三穆安く

部の地域に閉じ込

の計算よりも

鷹産できるとつけ加えた︒

コ般に漠然と原子力発醒は非

建設蟹を調べたことのない蓄の識

生する潜伏性の死亡蟹鍍の件数も

・スター副一日はNRCに報告し
ている︒

ているのは︑三人に一入しかいな

地域

り︑来国の外交政策に璽大な購穰

鷲緒果の

界の石油価格に附する際力は強ま

ーとして謬入することにより︑世

これは今鋸の初めに環境慰議会

少︑東欧諸国が世界葡堀ヘバイヤ
の調査紡累に照して転筆討する必

︵CEQ︶の別話で実旛された調
る︒門われわれが原子力禦故の危

つである︒この絃粟は

饗があるとスター氏は述べてい

えられている避難基華もEPRI
い︒

鏡在︑原子力発毘所について与

に爆発しないということを理解し

している﹂と鷺PRIのチャンシ

はるかに少ないということを懇味

うことだ扁とフリーマンは湿して

れた︒

そうにないし︑卜い嬬聞の間に繕

間の中に深測な死亡箪故は発生し

﹁これは︑原子力穣故から短期

米国原子力下金年次総象で発表さ

にワシントンD・Cで開儲された れている︒しかし︑それは﹃環塊

に餐RCへ報告され︑その二臼後 経済的であるという議論がよくさ

この調一結桑は︑＋一月十八B

められる傾陶がある﹂

叢悪の要態の予想や︑蜜金サイド

より支配されるので︑われわれの

質の挙動はこのように虜然法劉に

一言容一二凹事

スは︑消出品が利期するときに鍛

石器のような液体轡料およびガ

きであると園試しているとC罵Q
は︑蕩七〜語二十三がのOPEC

でに転換切スのほとんどをすでに

＝言欝妻＝

放出してしまっているという饗実

法としては効率が悪い︒これは︑

袈漏を製造するのに利用され︑原

伍しいか︑誤りか9

瑚厘に発馨した撃鉄的な価憐ある

圷解は︑﹇部のエネルギー響門

三三

の石磁を消費するヲィーゼル・エ

資線に代って瓢力の供艶歌を増や
すことができたために︑国語一入
料とエネルギーを節約し︑糊要も

垂二

ース︒ターム﹂は︑一九六三隼に

む︶および多くの大・小規模の実

を無視しているQ

電影行った調蜜によると︑楽麟お
よび世界の経済圓復の鍵は鱈力使
漏りの総エネルギー消費羅が減少

藺三響

の調査によると︑醗も墾大な原子

行なわれた理論的予翻値である︒

薯轡のミルト・レベンソンとフ

験から響た爽駈引に璽つくもので

大部分の放尉性岡引元紫の拡散は

ベルギー︑西独︑スイス︑オラ

は雷管している︒

二部大西洋罎

原発は現在も
将来も経済的

フィラデルフィア二二の原子力

掴馬副撤罠ヴィンセント・S余
S・デイどツド・フリーマンT の調箆機関であるリソーシズ・

社では︑現在および弼来にわたり

ると︑中部大西洋樽地域の贈力会

○その他、特殊機器設計製作

﹁漏ユークリァ・インフォ﹂

は米原子刀 薩 藁 会 議 ︵ A − F ︶
が︑パヅリック︒アフェアーズ
・アンド︒インフ酋ーメーショ
ン︒プ貸グラムの一環として︑

原子力に関する鰯報を収簗︑分
析︑騨衝し︑その結果にもとづ

ョンとパブリック︒アクセプタ

いて︑全飼的な凝ミ湛ニケーシ

ンスの輪をひろげるために髭行

は︑原子力をめぐる月間の鋤き
用猷の増大にあるということだ︒

家にとっても驚きであるかも知れ

醒蘂＝

ないが︑門誤り﹂である︒

多く︑より塩産的である一1︒

髄三一7

力瑠故の家倉でも︑その健臨に対

それに臥して珪PRIの調葦は︑

っている∩現在便胴されている懲ソ
醒力研究所︵EPRI︶の簸近

購吻NRCに改善申入れ

事故影響は過大評価

垂曽

門一九七巴奪の石崩禁輸以来す

したにもかかわらず︑プラスの経
済成長を達話することができたと

を制隈すれば経済成長がそれだけ

三蓼

フェリックスは︑多くの統計を収
集し︑︸九七︸∴年のアラブ石縮刷
フェリックスは述べている︒
門これは︑勉力を排除すべきぜい

輸箔羅以来の世界における経済成
摂の推進力は懸力であったことを
たく品としてその増加を抑えよう

行が濠とめたデ〜タを使って︑
抵下するということを淡して忘れ

とするものに対して︑醒力の贈加

九七三年から一九七八無︵データ

フェリックスは︑瞑連と世界銀

開らかにしている︒

が入手できる鍛新の奪︶までの間
てはならないことを課している篇

フェリックスの分析は︑十月中
ずる駈響は鶏姦推驚されているも

旬にト切ントで開催された﹁

九

に困蔑一人嶺りのGNPの伸びがと岡氏は述べている︒
簸も蔦かつた四十一か濁の経済の
動き奄調査した︒その濁民︷人当

議﹂で発表した論文で説明されて

ランク・ラーンは︑原子力規制委

ある︒

過牽の原子炉三二︵TM亙を盒

％であったが︑総エネルギー消費
いる︒フェリックスは︑岡諭文で

員会︵翼RC︶は麗大な蟹故の

りのGNPの平均郊聞増加率は四八O黛経済︒エネルギー︒電力会 のよりはるかに小さい︒

騒の無間欄加率は二％にしか過ぎ
璽力は電力業界批判習により不嶺

後︑放射性物質が原子騨格納容器
から現異に逃げ出す蟹︑種類およ

物理および化学の蔭然法鋼に則り

フェリックスは︑データにより

ンダ︑撮塞およびスウェーデンは

原子力漿醜所は︑﹁爆発し︑広

見﹂に入っている︒

騰に投下された原子爆弾のように
きのこ雲をつくる﹂ことはないと

た︒

筈えたのは僅かに三一％であ？

VA会掻は・＋早六野にワシン フォ・ザ︒フューチャー歓が一九

鐵
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しているものです︒この箭報に

がたんねんにまとめられていま
す︒

三
三
なかった︒しかし︑この期間の国
に幾判されており︑その利益が十
分に認識されていないと述べてい

び遡臓を過大罫署しているとして

EPR王の研究蕎は︑ほとんど

人嶺りの麗力消鍵鱗は簿鎌六

％で懸目した︒フェリックスのデ
る︒

幾

ータによると︑この臨十一か國で
は灘力が増潴エネルギーのムニ・
次の点を明らかにしている︒①筆

棄と化学的に縷食し︑冷たい地婁

威少︑誠還するとしている︒それ

五％と圧倒酌な剛台を占めており

力のコストは稲対的に低い︵OP ーム﹂として知られている考定綴

に蚕纏し︑気化する︒﹁放射性物

いる︒

贈力以外のエネルギー源はエネル

温C諸㈱の石佃の七分の一から十 が︑一桁から二桁程罵すぎると雷

両氏は︑NRCの﹁ソース・タは・地表に吸収され︑他の周僚元

ギー増三分のわずか一六・鷲％し

︑ぎ︑評︑§︑ざ︑§︑§︑§︑§︑ボ︑ご︑§︑ざ︑ざ︑︑爵︑ぎ︑ぎ︑ぎ︑ざ︑
を通してクリーブランド︑ボスト

ストアラー放送社の中心局であ

るクリーブランドのW3KWl
Tアトランタ︑トレド︑デトロ
ン︑

は述べている︒

原子力は魅力的
なエネルギー源

﹁環境問題に関する一般国撰の露

十月に公表されたCEQレポート
を及ぼす可能性がある﹂とOTA
うな防護対策を不必要にとってい

険と締漿を過大評価し︑避難のよ
霜気の広汎な利用が﹁疑本経済

よる実験佐宅を訪聾している︒

るとするならば︑益よりも蜜を及

すべて使用済燃料を再処理のため

て世界の羨望の的である霊たる理

の藍本であり︑その生善性につい

エゴにある固社のTV局へ送られにラアーグに送っている︒フラン
スは︑これらの国のために済んで

ては非常に野心的な計衝を実行し

再処理をしている︒さらにそのた

いる︒しかし︑太陽熱調乳の僅宅
は︑﹁鰻天とスモッグのために太

陽光線がさえぎられる﹂ので︑

ぼすことになる扁とスター翻会長
取桝班は︑英隅では特に北海に

Vはナ月に地方のTVチームとしイト︑ミルウォーキー︑サンディ

九月十五闘から十月ナ温までの

た︒

めに二十五懸炉の収入があるので

地球﹂

由扁であるドミニク氏は観測して
おける採捕装躍とオクスフォード

﹁電力を求めて

た︒

週繍の毎購︑ストアラー社が放送
している地城の七難帝の住民は︑

原子力を優先課題

四人のW﹂KW小V霧班と共
に英國︑フランス︑臓塞と世界を

このシリーズを終えてドミニク

愚練踊畿畷悸踊

総重量（外枠含み）：約！4，000kg

東》三く者【〜享斤了占1えi｝壁霧鐘宝≧f4

〒160

コバルト照射室シャッター付遮蔽窓

○サンプリングフード

さ：1000％
つ
シャッター厚：鉛50％

○各種遮蔽機器

厚

○照射装置

一ルドサイズ：380〔1％

○フォークリフト用遮蔽窓

ホットサイズ：73研％

○大小遮蔽覗窓

潭：：1600％

壁

鉛ガラス と遮蔽機器

様

仕

フ
プ

原

A−Fが﹁ニュークりア・イ

氏が門強く郎象に残ること﹂は︑

この調蕉は︑ワシントンD・C イヤー販が餓圏発褒した論文によ

は﹁総力を求めて⁝一地球偏とい

ボイヤー氏は︑一九九〇無にお

原子力発惣の方が経済的であるσ

TVA会擾細る

うタイトルで︑原子力開発︑蛸新

八○隼一月二十六臼〜二月動勢と

﹁問題がある﹂としている︒

方的な見

原子刀關炎への批判や反対が先

トンの新聞ザ・エナジー・デイリ

一周した︒この二十圓のシリーズ

鋭化するにつれて︑

特に繊んでいる︑とW﹂KWl※
T国と比較してこれら諸国におけ

ける発勉コストとして︑原子力六

の近くにあるカルハム研究所の核

・九獲／KWHに対して︑石炭火

醜な石独採掘および石炭生塵の技

めたもの︒

インタビューにもとづいて︑濠と

解や不正確な鎌継が増加し︑大

ると︑原子力が葬常に魅力的であ

司書な代替エネルギー源と銘較す

三月二＋四置〜無月五欝の二二の
﹁これらの総ての国に共通する

ー誌が開催した禽議で門他の実用

内容は︑政府の公式の政策として

Vニュース・ディレクター兼この る﹁警え方の梱違﹂である︒
シリーズの製作囁︑報告蕎である

融解研究についてフィルムに収め

ヴァージル・ドミニク氏は報帯し
フランスではクレイマルビルで

ている︒

術進歩について調蒼している︒

このシリーズには︑各縄の原子
力およびその他のエネルギー施設

の︸・七匝ン／KWHの差は︑一穂

る︒

闇で約二億五千万斌の節約にな

力は八・六陸ン／KWHと試算︑こ

奪頃を予想し﹂豪国はどのエネル

調査の対象となった千五薦七十

ギー源に﹁醸も力を入れるべき

フリーマン氏は藩儒KWの原子 六人の成人に対して門二〇〇〇

る扁と述べだ︒

力発電駈は嗣規換の石繭火力発醒

この方針のために︑原子力指尺は

原子力発電を採用していること︒

所の遜転コストと較べると一九九

旅行の最後の訪熱地である圏本

ている︒

ミニク紙はしめくくった︒

来国のように遅れていない﹂とド

猶殖炉とラアーグの再処理工場と

では︑取材班は燃料効率の蕩い囲

完成闇近いスーパーフエニックス

動蛮を製造している工場︑高速実

ークスマン︑反対派および南民運

いる︒

廃嵩物ガラス圃化装着を取秘して

の魏魏︑また政府と産業界のスポ

が入っている︒この番纒は︑衛星

動のリーダーとのインタービュー

かがえます︒この驚報は発行以

どからも総総されています︒

会︑遮邦︒捌政府︑マスコミな

来︑原子力關係溝のみならず議

蠣ぎせかねないという翼悔もう

や纂朴な不安を盤つた方向へ増

英・仏・碍取麸のエネシリーズ⁝乱

馬
順，

粟の原子力に対する純粋な疑問

ンフォ偏を発行した蕎鑑には︑

課1
題i
にi
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