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三月に準傭室設置へ

て︑これにメーカー等関連業界が

ては︑濠ず醗力業騨が生体となっ

参欄して民間ウラン濃縮雲鶴を設

原産首脳︑56年

度予算で要望

兵碍来ア三千樋sWU／葎凋
政府・麹民党へ
蟹本原子力藍業曝議の騒騒贋巴

模の工場を軌道にのせるとの構想

閧ﾆ昭租臨幸話ハ傑農鳳子力闘係

政府予算に関し︑懇談した︒

予算に関する要綱の歪なもの

は︑①原子力発罐漸の立地確保を

健進ずるための新規交付金制展の

魁設②﹁もんじゅ﹂の建設縫進と

蕩逸炉娩料製造施設の整備③JT

実験炉の建設謙爾の推進⑥人員の
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射性廃調物対策⑤多量的嵩灘ガス
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確撮一など︒

辺蔵相︑三民党水毒に安傭政調薩

玉

±一⁝甑凶千五百万 設をすすめている高速増殖炉用の

六千九酉万円︶は︑一般金謝の建

プルトニウム燃料製造施設︵一億

四触六千六禰万円と連動してゼロ

設費︑田庫俺達負押行騰二胃論ハ十・

査定︒これも︑復活折衝の箪振鉾

は〜千六蔵八十⁝鱒二千万円︵要

円︶で︑鰹苗無漏比○・五％とい

遡腔織の原子力関係予算第一次

口のひとつとなる︒

内示は一般会副十三欝九千閃荷万

万円︵岡濡色・八％︶などが︑ア

被曝実験棟の建設十四億四千六面

ｭ六千七筒万㎜口︑財政投融資千

億千五爾万円︑同多様化勘疋七十

一千七蔭万円︵岡一八％︶︑内部 円︑亀源特認の立地勘定六再十四

多躍的嵩温ガス炉の研究凶十六婚

鉱五十六惣六千万円︵一四％繕︶︑

う微増◎ウラン資源の海外受信探

求額一千八酉四十九億四千二酉万

このうち一般会酎の原子力予算

円︶で六・八％増︒

︵岡三千八董一

玉
﹂多

長を訪れ︑原子力発飽の傾猟開発

昨庫十二月二十四田︑大蔵省に渡

鴨脚務理溺らは ⁝60建設の謝罪どおりの推進④放

が考えられている︒工場建設の疑

甜がスタートすることになったこ

一常任纐問︑森

会叢︑隈城善次郎三盆畏︑松根宗

の検討を待って正式に決窓される

休的時期については﹁準備籔﹂で

融事煙では︑再処理については

見込み︒

ス偏を設立︑第二工場建設へ一歩

すでに昨隻一酉﹁臼本原轡サービ

をふみだしており︑今園彊縮につ

とにより︑わが国の核燃料サイク

核燃料鮮産業化︑さらに
①濃縮役務職給の調査②濃縮捜術

は︑こうした基木方釘をふ濠えて

いても商業化をめざした貝回的検

︵仮称︶を覇設︑わが国のウラン濃縮国産化のあり方について電力会社の寮場から検討をスタートす

部門寧業連盒会は昨年十二月幸八田開いた九号力社長金で今際三月をメドに﹁ウラン濃縮購備蜜﹂

階から﹁鶴間による麗業化﹂の時

ルは﹁二面空轟の研究開発﹂の段

行うとともに圏や心様藤野との対

代へと大きくステップをすすめる

・経済性の評価一1などの業務を

ている民間工場の技術︑経済性︑濃縮役務簾給などについて翼体的に調査のメスを入れることにな

慮︑調整の窓購となり︑幽業化へ

ることを決めた︒昨日十一月に打ちだしたウラン濃縮国産化方針をふ斎えて︑将来︑建設が予竃され

ったもの︒鍛薯連では︑すでに罵処理については磁木原獣サービス金社をスタートさせており︑遜譲

見通しとなった︒

商業化へのスケシュールについ
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エネルギーは15％増

三酉七十五億円︒電源二会は︑ほ

を反映して厳しい査定

通産省関係の復顯折衝の最大の

となっている︒

七二の大臣折衝にまでもつれこむ

となっているのをはじめ放躬姓廃

物処珂処分の項について︑聾十一

放尉性廃棄物は︑安定な形態に圃

纂本鯖以ηえヵとして︑﹁高レベル

地瀬の調査︑有効な地霜の川獺︑

のステップを経て︑町能性のある

て︑長期的な展望のもとに五段階

することを明示︒この方針にそっ

の設躍許刺を行った︒

九州電力川内原子力発臨所一再炉

通艦省は昨隼十二月二十二日︑

これにより同炉は︑このあと工
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の翼体戦評をつめていく田川︒

瀧業

ても︑ウラン濃縮閣曜化について
検討を開始する必要がある﹂と判

ままでは閣際ウラン濃縮長場が少

へ向け新しい段階を迎えることになる︒

ウラン畷縮についても検討が開始されることになったことにより︑わが国の核燃料サイクルは
化

断︑今年三月から﹁ウラン濃縮露

わが國は昭秘六十矩二千八贋万

め︑原子力委員会ではすでに十月

子力発眠朔を趣転ずる瀦闘だが︑

ップ簗でめぼしいところ︒核融愈

ずの出来だが︑一般会計は七割秤

ぼ九謝が措際をされておりまずま
JT⁝6Q建設は二衙五十一億七千
四蕩万円︑一一一％僧となっている

緊縮財政

農しかみとめられておらず︑

熱岩宿交付金︑復活の目玉に
一般歳出のなかで︑エネルギー

が︑要求額三野五億八千五蔚万円

にのりだすことになったもの︒

﹁ウラン濃縮悶産化粧門郡会﹂を 備釜﹂を発足させ︑翼体的な検認

数の特定閥に片選る恐れがあるた
KW︑六十万年天千酉万KWの凍

これに必要なウラン濃編について

政府は昨無十二月二十一一旧午後

と大きく隔っているため︑復活折

は米国エネルギー省に約五千万K 識厭︑これまでの人形遣パイロッ

電嘱連が貯年十一月にうちだし
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関係幾は一五・〜％増の四千八首

超

W︑仏ユーロディフに九三軒KWト︒プラントの経験をふまえ︑原

五貼から臨時閣議をひらき︑渡辺

億円︒

蔵相が提出した昭和五十六無論予

科学技術庁の内示額は︑一般会

衝の賜玉のひとつとなりそう︒

た﹁ウラン濃縮灘謡物の熱本方

算の大蔵思案を了承︑これを受け

針﹂によると︑﹁濃縮役務の舗給
状況︑遠心分離機の経凝酌な量泓

いたる濃編悶麓化路線のあり方に

確保しており︑昭和六十二軍ごろ
ついて検討をスタートしている︒

焦点は︑立地促進の鰍玉として打

交付金制展の取り扱い賜題︒第一

立地協力交付金をはじめとする新

ち出している原子力発電施設鴬
濃縮パイロットプラント︵六億二
纒続乾を考旛すると多少攣めに商 億円で二十二年ぶりの一ケタの伸 発健翼端策特溺禽謝五薔六十九倦
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次内示では︑これらの交付金制肢

悶化処理技術については︑今後︑

プラント﹂の建設を終え︑運転に

年以降の進捗状況をふま靴て晃画

うしとの基木方針を面している︒

化し︑一時貯蔵した後︑処分を行

模擬固化体による現地訟験︑笑圃

事認司をへてわが圏三十三番目の
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合甜五千九衙万KWの濃縮役務を 型プラントを経て実用プラントに

まではこれでほぼカバーできる酎

て難解劣は番省庁に内示した︒

一方︑醗源特金︒立地勘定では

規模讐を考慮することは踊外とし

姦濫増娘炉願型炉﹁もんじゅ﹂

ても︑原型プラント朋遠心分離機

謝三千三十七億〜千五蕩万円︵要

これに対し︑篭噛連でもこうし

求額三千二薦十僻六千蔭万円︶で

た凶器に対照するため﹁民間とし

それによると︑﹂議会謝は九・

手継てされていないうえ︑現状の

前奪度比物・六％の悌び︑魁源開

は︑要求罵りだったが︑動燃鉱業

︵十三億六千七酉万円︶とウラン

九％増の四＋六兆七千八酉八十一

千四薦万円︶二〇・

はいずれもゼロ撫定となってお

％の伸び︑

も十九兆六魯三十八触円と︑圧

団が晒租六十一年をメドにその平

え方をあきらかにしている︒

禽計三千六落六億七千九欝万田口

進方策をより明確にした③廃棄
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発の推進について駄と題する報億

また︑〜般会計でも原子力発電

のは必至の鵠勤とみられている︒
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三月差翫予定の﹁準備筆﹂で
井⁝＝：

工学規模コ⁝ルド訟験︑実験墜規

り︑この新設をめぐる攻防は二弓

編︑緊縮型予算となっている︒

製造と商業用遠心分離機製造との

算︒しかし︑これ以降については
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晦・刈羽は︑目木価数の霜力供

町︑砂新の購として知られた柏

柏崎・刈羽一 号︑建設急ピ
昭和六十薙十月の柵工入りを

給地としての一歩をふみだそう

めざして︑急ピッチで建設がす

弩機ハBWR︑出力としている︒濠さに﹁よみがえ

すむ菓黙電力の柏崎・刈羽原子

力発堰所

模ホット舐驕燃につづき︑昭和六十
門工学バリア︵陳壁︶﹂という概

物を人間環境から隔離するため︑
ぴ

ｨには﹁固化・鷹司パイロット 所錨質保証検討調査費がゼロ査定

をまとめ︑岡委員会に提出した︒
が

核轡料サイクル上︑蝦後で鍛大

騎レベル放射性騰棄物は︑飛的

念をとりいれた一⁝など︒

鵠契用化調査質なども厳しい査筐

しを震い︑新たな研究開発謝画を

ちなみに︑現在︑円木にある⁝局レ

を行っていくこととしているQ

化体による現地試験︑試験附処分
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りをめざしています。
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東京芝浦璽気株武会社／原子力露藁本部

識

め、総合竃機メーカーとしての技術力を酷集させて、
凍予力の開発に取り綴んでいます。東芝では、自主技
術の碓立を進め、原r力発電所の二黒・建設から辿転
員の調練に至るまて、一貫した姿勢で馨かな社会つく

輪読 騒羅

鍵

二歳喫山門

の課題となっている．同レベル放射

性滋藤物の処理処分に関する研究

勧レベル廃奨物の山眉処

撫物処理処分対策︑発鷺彫新型炉
一方・

入りたいとしているQ

とりまとめたもの︒

ベル放射性廃液の徽は動燃瑠業醐

にも頑工の見通しとなった︒

原争力発難所として早ければ今各

まず人間から

宮漏瓢；＼襲

力発電所の建設は、今後のエネルギー問題を解決して

＼繍

ゆく．しで、重要な鍵を握っています。
東芝は、原予力発電所のイ，「頼喋生を入間の問題からみつ
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原子力発電所の信頼性を、

爾＋万KW︶︒塗竃捗墜二〇 る砂丘﹂である︒
％︒その苗︑北瞬衡道の宿場
鷺灘鞍零命壌

には少ないが米減期が長く︑かつ

難燃を要求していく方鉛だ︒

となっており︑これらも巧点的に

寓い放馬能を有しているため︑礫

バリア︵擁壁︶に工学的バリアを

分については︑門地溺という矢然

に隙子力委が決定した基木方釧に

境汚染と公衆の放射線被曝を防止

開発は︑現在︑昭秘五十一蕉十月

そって︑膜研︑動燃などが中心と

縮み愈わせる一ことによって︑人

する観点から人間の生酒嘱から隔

特徴としてはの⁝局レベル放酸性

のタンクの中に八十署立方層保徴

であるQこのため︑同報儀搭では 閉環境から隔離することを副木と

離し︑安全に管理することが必要

なって強力におし進めている︒
ム︐岡の報欝は︑この五十〜年の

廃液の固化処理捜術としてホウケ

綴本方針ゆ・商レベル放射性廃粟

原イ力委員会の放射性廃棄物対

イ酸ガラスによる圃化処理捜術に

逓産雀

策一門部禽︵部会長・山嶋文男田

川内原発二号
機に設置許可

本アイソトープ協禽常務理事︶は

独慮の概論を行っていく予冠だ︒

原子力蚕ではこの報㌫をもとに
されている︒

蒙た︑ホウケイ酸ガラスによる
ついての研究を荘段階にわけ︑推

新エネルギーとして、大きな期負を担う｝｝1｛イカ。腺チ

…闘

瓢一

蚤熊をおく②廃棄物の地層処分に

一

一

一一

尚レベル放射

高繁廃棄物対策で具体戦1略
性廃藁物雑嚢処分に関する研究開
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土

石油代替エネルギ⁝の中核であ

策に積御的に取り総んで参ること

わが囚が科学技術据眼をめざす

る原アカの研究開発利用につきま

ります︒

ためには︑薩業界︑大学及び政府

しては︑境在︑すでに運転中の踊

ているところであります︒

このため︑㈱の財政昏睡の雰鵠

の顛脳︑技術︑活力等を結集し︑

に︑決慧を斬たに︑とくに次の諸

に厳しい折ではありますが︑研究

繁糖な努力のもとに技術開発を巡

あけましておめでとう▼．︸ざいま

開発投資については︑対囮観駈縛

子力発電所が二十一蟄︑約千署脅

昨隼は︑ 漿 気 の 低 迷 が 続 く と と

ごあいさつを黙し士げます︒

まず︑研究開発資愈の確傑であ
り家す︒

科技会議強化を提言
誤審灘研究投資大幅増大も
に取り組む必要性をとらえながら

技術関係閣僚連絡食議は昨年十

方について検詞を行ってきた科学

ている︒

術協力を績穐的に展開すべきとし

八○焦代の科学技術敵策のあり

二％を占めるにいたっており︑わ

万詩ワットと︑総発電設備の約一

二月十九ぼ︑閣識に﹁科学技術敗

岡シンポジウムは︑毎κ開かれ

⁝・シンポシウムを開催した︒

ているもので︑△︐厨で七度鎮︒開

︒電力労浬会長は︑﹁エネルギー

金のあいさつに立った橋本孝〜郎

聞題は︑繍の望事︑政省︑安傘保

維持︒岡上にとって不無欠偏と強

とっては服用の確傑︑雄活承雌の

一方で︑発展途上国との研究・技 障に係わる問題であり︑労働者に

が園のエネルギー供給千軍要な役

ます︒

国際協力は︑各岡の施設︑資

を超える電力労趣︑同盟︑電機労

了承された︒

策の在り方について嚇を提出し︑

調︑金岡各地から参撮した﹃肖入

罵を果たしておりますが︑今後︑さ

この報告轡の暴論で︑﹁応︑岡

らに安全牲の確保に努め︑岡民の

また︑ウラン濃縮︑再臨珊鱗驚

の捉進を図ることといたし給す︒

押解を偲つつ︑原子力発電の立地

てきているとまえおきし︑﹁狭隊

諸情勢の変化により大きく変貌し

発展を豊えてきた諸要閃は︑内外

紀にわたってわが園の経済艇倉の

この報告によると︑戦後四単媛

磁︑田本工単技術機構の叢叢を訴

艇察は︑総理の料学顧聞聞の設

肉し入れ︑了承を得た︒さらに周

蕉式な食議とするよう鈴木総理に

長富は閣議の席上︑岡連絡公議を

ていたが︑座長を務めた中山総務

労働組盆員に対し︑﹁本シンポジ

連・造船勇機労趣︑田唱工なとの

舗を果たしてほしい﹂と要望し

ギー闇題に対する濡動で戦闘的役

ウムを樋として︑各地でのエネル

歎料サイクルの構立︑葛速増殖炉

な園田と資源・エネルギー等の制

行い︑また新矩攣々にはメキシコ

僚会議撮席及び中策麓油田訪問を

あり︑昨隼朱には︑遜嵯愛盛催の

く︑金力を傾注してまいる隅一で

べ選だとし︑国の投資比率の引上
げを図るとともに︑国の資金を磯
間部門へも配分するよう強調して

また︑科学技術政簾のより円滑

いる︒

な推進を曝るためには︑従来から
ある科学技術会議︵識擾・内閤総
理大隈︶の総舎調整機能を強化し
構成メンバーの拡充を績め一層適

エネシンポ開催
間盤︑題力豊漁など
原子力開発の國民愈愈づくりに
労働組盒は横極的に欝尊しなけれ

圏際竸争力については︑施設︑

霞の二田間︑大阪市重重匿の大阪

民金壷は︑昨琿ヤニ月十一︑十二

金︵電力労達︶および社会経済麗

観したのち︑フランスの大胆な原

子力開発計画に触れ︑﹁このま京

コストは︑英・独よりも安くなっ

推移すると︑フランスの惣力供給

ていく﹂と揺翻した︒

放中協

放射線安全管理
講習会あんない

科学技術げ︑放尉線帯鋸防比中

央協議金共催の門放射線安全管騨

その第十二園は一月二十三凹に

講謂会﹂が開催される︒

大阪宙中央公会鍵で︑第ヤ三曙は

一月三十鰻に仙台濁ブラザーミシ

ン仙台ビル・大ホールでおこな49

れる︒時間はともに午前十二単か

桙ﾅ︒

瓢i九四六i七一一一内線 工

射線陣審防止中央協謡食︵俺話0

禽せは揺本アイソトープ協愈内放

︵御しテキスト代は二千円︶︒問

ばならない11金穀本労働総州盟 ら午後四時闘十分︒参加蟹は無料

欝金︑人材笹の効率的酒用︑圏際

リバーサイドホテルで︑エネルギ

︵醐盟︶︑全国電力粥働絹舎運禽

的な友好関係の増進の藏から︑先

切な運鴬をするよう述べている︒

進早寒と人類共通の科学技術課題

日本原子力産業会議会長

日本原子力産業会議副会長

ゐ

獣身一

隔本原子力産業会議副会長

明

外甥倭ノ勢

日本原子力産業会議副会長

円城寺次郎

日本原子力産業会議副会長

埼
連絡会識は解散することになっ

金︑入浜等を効率的に活飛しうる

としており京す︒

比で鋼麹二・五％︑長期舶には蕊
めていくことが必要であります︒

点に醜期しつつ︑科学技術の振興

％に講めるとともに・とくに︑政

す︒

府の投資比率を欧米先進国並みに

を図って謬る所存であり敵す︒

わが舗の研究開発投資は︑総緻

塞で拡大するよう努力して参りた

新しい矩 を 迎 え る に あ た り 一 蹴

もに︑中東の政治綴勢の急激な変
では︑米麟︑ソ通に次いで世界鏑

一郎

第四は︑困難協力の推進であり

一語深刻化するなど・わが国の社 三位にあるものの︑来園の約三分

のてソ還の約二分の一にしか達
いと諮えております︒

亀などにより︑エネルギー闇題が

会経済にとって非常に厳しい年で
第二は・自切技術開発の強化て
あります︒

山回技術庁濃密

まず資金確保に努力

りません︒さらに︑これ象でのわ

しておらず︑必ずしも十分ではあ

新しい琿 の 簸 大 の 課 題 は ︑ 霞 積

した︒

するこれらの懸蟹の解決のために
総力を騒騒し︑将来のわが織社金

経済の発展の基盤を築いていくこ

とであり ま す Q 政 府 と い た し ま し

の研究開発などを積極的に窮める

などの新型動力炉の開発︑核融禽

︵エネ研理鱗︶は︑中束敗勢を概

また︑猛調講翻した高贋節同氏

／

ていくことになった︒

え︑今後︑検討課題として識論し

／

わが圃は︑今臼濠でに︑外國の

約の下で︑このような珊境変化に

な
蕃い
LレIノ
一

が璃の研號開発は︑蔑翻の研究磁

対応しつつ︑経済安全保障の視点

ても︑これに金力を挙げて取り繕

んで滲る所存でありますが︑科単

とともに︑核拡散を防止しつつ︑

の亮実・効鴻化については︑研究

i外交を展開し︑原油の難曲朗話 電源の中核を担うエネルギ⁝源で

力に進めるため︑閲連施策を抜本

も十月末で落十目と過去に例のな

た︒

原子力の護照利用を推進する岡際

の︸．﹂鞭拡︑︸．偏協力をお願い申しま

ずしも円溺に工んでおりません◎

ありながら︑その建設・立地が必

現在︑岡内の石匠二士は︑石油

調にも績極的に取り組むことが必

醜に強化するとともに︑国喪各位

い尚水輩にあります︒これによ

国民合意求めて

大いに協与できるものであり︑来

も踏蒙え︑わが圏が二十一世紹に

とともに︑壁際的な友好関係にも

的秩序の形成に賛齢して参りたい

向けて一劔の発展を遂げていくた

とにより︑欧米先進国に比肩しう
岡とのエネルギー分野及び罪エネ
と存じ京す︒

めには︑科学技術の振興を図るこ

技術を積樋的に吸収︑咀囎するこ

る技術水準を有するにいたり京し
ルギー分野の科学妓術協力をはじ

科学技術の振興は︑広く閑民の

窪でも︑政府の研鐘開発授籔の困
全体の研究綴発投資に滋める銘率
たが︑わが閣が翼の技術先進圃と
め︑鋸進諸繍及び開発塗卜國との

動に多くを依憂してきており︑現

くし︑研究開発を積極的に進め︑
は︑欧※先進圃の約警囲に対し・

して心界に翼溢していくために

とが掩めて電要である﹂と指摘し

べきものであり︑国民の英期を尽

その戒果を舗民ケ酒の向上︑得会
わが魍は避剛弱と非冨に鈎ってい

贈撃力の︸．﹂理解とご協力を得て初

技術の搬興はその練動力ともいう

経済の発展に直撚させていくこと
協力など・悶際協力の充実に努め

ている︒

は︑癬塾技術の騎発を強力にすす

めて達成できるものと考えており

る現状にあります︒
て参る所存であり識す︒

が︑私どもに漂せられた鷺俊な使
めることが不可欠であり︑各分野
私といたしましては︑以トの藤

項縷縷にみると︑研究開発投資

今後の安定経済成長下において

本的考え方に立って︑原子力開

命であると存じます︒

を傾注していく国運であり家す︒

にわたって臨隼技術の言成に努力

翻継蝉
開発投資を寒蘭対論罠厨曾比二・

螺や石痴開発の〜洒の推進によ

広がってきた難症を立て直し︑経

溝費節減対策が着々と成疑を挙げ

要であります︒私は︑このような

が國の濁力にふさわしい岡際二百

五％︑長期的には隅三％を臨指す

げる次第であり課す︒

ますので︑今後とも憎様77の⁝層

どの伸びは期待できず︑政府の研

は︑民間の研究開発投資も従来ほ

発︑宰宙開発等各般にわたる諸施

私は︑科学技術術蚊推選の衝に

第黒は︑蒐・学・官の逮携であ

ギー政策を推進することにより︑

り︑嬉繍の安定供給の確保を麟る

︑︑年頭所感

わが岡のエネルギー安全保障を確

㌔

ては︑エネルギー嗣約の莞服を図

立することてあり益す︒

年頭所感 年頭所感・年頭所感︑

るための総合エネルギー蚊策を強

り

究開発投致の拡大が強く襲講され

ある薔といたしまして︑その貴任
の灘大さを改めて編感ずるととも

奪頭所感
昭粗州署十山ハ年を迎・Xるにあた

力に推進するとともに︑かげりの

済の安定的成長軌遁を維持するこ

たこともあって緩和状態にあり︑

観点から︑咋年宋には︑1践A閃 の一二のご理解とこ協力を登るべ

げます︒

り︑心からお慶びの口粟を印し上

顯みまずと︑第二次乃曲危機の

とが肝要であります︒また︑対外

示しております︒また︑備受水蹴

石油製品働格も落ち着いた動きを

私は︑姫子力をはじめとする石繊

影響不で明けた酵鶴のわが圃経済

的には︑円滑な通商関係の形成や

とともに︑国瞭エネルギ⁝機関

は︑石油撫格のナ卿によるデフレ

総禽的な経済協力などにより︑わ

り︑内醐全体としては今

携を累たし︑雛界経済の安定的発

︵IEA︶箸の場を通ずる国際協
代勧悪露の開発と立地の推進を強

つ力強

効聚に論え︑冷憂の膨響などもあ

く焦窃される動きをみせ京した︒

初の原子力発電所建設の公開ヒア

さがみられず︑外灘の動闘に大き

り︑イラン・イラク粉顎の影響に

難曲導

三諦麟論図

嵩岡多；印

ーンのlAEA（國際原子力機関）で濫躍する鶏

リングを実施いたしました︒

楽だ﹁酒力﹂と﹁ゆとり扁のあ
る社会を実現していくために︑魅
力ある地域経硝社食の形旗と囲罠
生酒の質的陶上を穗ることも︑醗

沚￨季︽早鬼風

伺豊本争2

岡野修鰭

内藤香

檸藤組長

溺緬健㌶
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本人職鼠から当編粟部へ、萩年挨拶の「よせ蟹」

展に質引いたし濠す︒

警

ぜ蛍

要な課題であり︑このため︑テク

鑑醒原チヵ業繋緬︶黒人蛮誉斐パー

黶j

物価については︑鋸後畢におい

六助

原発定着さらに前進
田44

も拘らず︑暇民の冷静な鮒応と棚

通商産業大臣
このため︑私は︑次のような施

ノポリス構想など塵業の適正配躍
と地城経済の振興を進める一方︑

を訪れる予定であります︒

環塊保全︑撮安︒防災対策の強

象って︑珊瀬︑石割供給働におけ

さらに︑摂期的には︑昨薙末︑

策を強力に推進し︑昭和鷺十六奪

闇識決定をみた石油代紬エネルギ

エ＊ルギー問題の研鐡に励む

雲麟嘆

繁栄のための原多力をめざして一。白銀のウイ

て卸売物価︑消製者物価とも落ち
頒きをみせ藤したが︑円糊傾陶や

出環境の悪化などもあって︑漿気

イラン・イラク扮争などによる輸

のかげりは広まりつつあり︑新し
い年に︑いくつかの課題を持ち越
すこととなりました︒

しかしながら︑薩紅霞の資源灘

一一

弊辱1輪

る不安はありません︒

存であります︒

敏蔭測
量秦へ

凄江ゆ墓秀

匁野曝男
面莉秀笈
井上修一︷

本本正刻斜懸脇

を鯖望に満ちた躍進の蕪にする所

化︑佐空間の整備︑消費生酒の環

町秀

て島光
小鼠聾人
拶跨殉蕃

1司鞭平蒸標

また︑世界に野を転じますと︑
世界経済は未だ難気傾滞や物価上

ー供給欝換をふ漢え︑石炭︑原子

一⁝十〜琶紀に陶けて︑新しい未

力︑LNG︑太陽エネルギー薯の境整備などを図って濠いります︒
石油代替エネルギーの開発及び導

来を拓くための働程というべき八

爆に︑国際エネルギー情勢は︑必

ち魑きをみせ︑また︑民間の国庫

ずしも楽観を許し遷せん︒

入を健進ずるとともに︑塵業︑属

O年代において︑昭和五十六年が

葎政鑛︑政治的不安定性などを蕎

は偲護貿甥輩鏡的嵐湖が高まって

調弊も進展しつつある中で︑鯖機

中飛期的に︑頸際石舶醐絵の遜

生︑輸送の各購敷部門の省エネル

活力に満ち︑かつ葉軟な凹末経済

の課題は︑物側も落

いるほか︑圃際エネルギー情勢の

を失せず︑機能的かつ適切な経済

迫化は避けられないものとみられ

ギ⁝を一牌強力に携進して濠いり

瓜難の鯖

不蜜定化︑雨北閣題など︑世界経

運鴬を行うことにより︑個人消澱

ます︒こうした厳しい魑勢に鮒処

昇に悩まされ︑欧来一二において

済の安定酌発展を園難にする要因

の回復と罠聞設備投資の順講な伸

礁となりますよう騒うものです︒

直会の形旗に着実な地歩を築く一

が強まっていますQ

とくに原子力は︑今後における
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原子力健進へ全力を
懸賞フ箭DOE改組も検討へ
国錬籔理をやめて︑自磁南場システムの弊璽を⁝一一月二十田から米国の骨湯十代大統領に就任す
るロナルド・レーガン氏のエネルギー三二の璽木方飼を示す﹁エネルギー政策タスクフォース・リポ
ート﹂︵適薬ホルブティ報告︶は︑こう述べている︒このリポートは︑大学︑研究機関︑民間藤業界
のトップクラスのエネルギー馨門象十七忽によって作成されたもので︑昨黛十一月五臼︑レーガン氏
に手渡された︒全文四十一貧からなるリポートは︑その中で︑原子力発電の必嚢性を筒らかにうたい
あげ︑原子力総懸健進のため所要の法篠制憲を要求している︒また︑現在のエネルギー省の原子力関

が得られるとともに︑必要な法律

しむべきではない︒本質的な問題
にのみ傾注することにより︑原子
力発霜階の許二二期間が矩欄され
れば︑安金性がさらに高まるだけ

ュリティーの確立を歪めることも

でなく︑※岡のエネルギー・セキ

原子力発電所の許認町に撫え

できる︒

て︑最近では︑使曙済み燃料のサ

性斑藁物処分場のような核二等サ

れらの施設に薄する許認司手続き

ている︒再難理工場と同様に︑こ

突際に悶題になっているのは︑
法律は︑エネルギ⁝︒セキュリテ

番にやるべきである︒このような

ン・ショットで検査できる︒

のチューブ・アセンブリなどもワ

の秀二藁Paの典豊状態が保拷さ

この電子銃の作動は︑一︒三×十

像を蔽擾拡大することができる︒

り出し︑鮮鋭度を低下させずに爾

・〇四︑ゾ層の擁煎スポットをつく

の電子銃があり︑臨径がわずか○

また︑この蓑羅には︑特殊設扇

技術よりも政策や制肢的な難題で

轟鐙

ィを細るための決定に大きく欝与

われわれは︑閣内に膿冨にある

英アンドレソクス社

のX線装置を開発

複雑な部品検査用

ある︒いくつかの廃棄物処分技術

石炭とウラン貞源による発電は︑

すうだろうQ

脆期を埋めるため︑使用済み轡料

燃料サイクルが宛績するまでの端

輸入石抽依存によってもたらされ

は︑今や創催司頑なのである︒核

のサイト外欝蔵施設を軍急に完成
る圏家安全假障に対する野景を減
少させるとともに︑十分な電力の

れる︒さらにこの装置には︑臨径

核兵器拡散に対する効果的な政

させる必慶がある︒

酉︑ゾ競︑能力二置八十綴／秒のオ

三園のアンドレックス・NDTれるまで︑連動機構により防止さ
・プロダクツ歓は︑このほど︑襖

確保は︑米剛の経済成長を支える

雑な邸韻を検葦するためのX線装

策が必須である︒カータ⁝政権の

︿エネルギー雀﹀

置﹁HD紀6システム一を開発しイル論難ポンプと︑十二立方耕／

ことになる︑と儒しているQ

エネルギー省は︑電要なものか

せるだけで︑逆効渠であったばか

らムダなものまで広範開の計噸を

核不拡散政策は︑リスクを増大さ

りか︑来園内の原子力計礪と原子

この装躍は︑八三三十五︑︑獅耀×

で︑司動トロリーに収納されてい

るようにテレビ︒モニターに連結

このX線装置は︑夏空観察でき

利罵されている︒

時の二段式ロータリー・ポンプが

力輸田計爾に庫大な損警を与え

とり扱う濃しがたい大照融になっ

た︒

た︒薄処理と増紅炉開発を含めた

てしまったQエネルギー雀の機能 聖遷四十ド綴×千頁︑庚綴の大きさ
のいくつか︑たとえば石掴の価格

岡内政策だけでなく︑実際協力や

張なエネルギー・プロジェクト︑

遮藩政狩は︑高い鰹先瞭鍍の主

鯛設される機関に移すべきだろ

石蟹輪講のような機能は︑新しく

に属した方が誘い︒さらに︑戦略

子力分野関係の機飽は︑別の機関

必要かつ逆効粟である︒照事や原

認し改新築を勧告するためのタス

て︑岡雀の条々の機能を詳細に検

みられる櫻雑な熱交換雛や凝綴器

施設または原子力発臨施設などに

弦司の変更を行う場含に︑工大な

訴裁の判決は︑今後︑NRCが三

することもできる︒

質管理システムの一部として利用

︒配分の籔理のようなものは︑不 るQ般舶のタービンや普通の発電 野苺なほか︑生藤ラインの中で品

ことに石炭火力と原子力発電所に

甜が必要である︒

関する決定を効果的に調艶︒促擁

うQ現蕉のエネルギー雀をとりま クフォースを託ちに設属すべきで

数人と国塚謝醐婁︑エネルギー

など二十九の託泣からの代表七十

冶金工業都︑関連の研究所︑大学

一機械工業部︑第二機械工叢部︑

この会議には︑中国科建艦︑第

部門に硬畿する︒

十余の名種実験装羅を姥旨して︑

あるいは許認司の変鎚に影響を与

愈︵NRC︶は︑許認可の変駆︑

は︑昨舘や一月二十四鐵︑門放財

米原子力規制委員金︵NRC︶

NRCが環境騨価

qタクツで報告書

コンシューマープ

ンの放出許町を難した︒

結論︑昨茸六月十二籔にクリプト

潤燃し︑公聴会の開催は不必要と

に対する袴意な健康影響もないと

のアプロ；チであり︑しかも公衆

クリプトン放出が最も餐易な蝋色

のステップであった︒N飛Cは︑

︵除染︶隠沼を始める上で不二欠

ぬを覆能にし︑クリーンアップ

状況を横査するための立入り調

二肥桶の原子炉建屋内部の擬傷

されたクリプトン放出は・丁瓢−

昨庫六月から七月にかけて突馳

N飛Cの見解だ﹂と強調した︒

の覇決は闘違っているというのが

ィットNRC評議員長も︑﹁今回

支陳となろう﹂と指摘︑ピックウ

戴

駕

VSφ80SO8080＄φ8φ6
建藻

し︑州や地方の特羅に優害される

学技術柵下会と濁防科学技術委員

ある︒

く緯織上の聞題の駈要性に鑑み

︻北泉十二月十〜凹発新駅二目

エネ戦略として対処を

核融合開発で建議

ことのない法律の制定を︑まず一

揮できるような政災の単敏な再検

臓際舗臓でのリーダーシップを発

イト外︵AFR︶貯蔵撃手や放射

イクル上の蟹要な原子力施設にま

商叢運転入りまでのリードタイム

で︑訂認剛嚢件が及ぶようになっ

を短縮するため︑許認可争暗きを

係の機能を他の機関に移すなど︑エネルギー雀の改縮についても検甜するよう提議している︒
エネルギー政策タスクフォース

一は︑テキサ錆ヒ︒支トンの地 の改百が町鮨となる︒
これまでの連邦政珊の放射性六

も迅速でなければならない︒

二物処分点画は︑いつも︑その方

円講化することが絶対必要だ︒
論灘可プロセスをスムーズにす

カーター政権による原子力蝋視

るためには︑亟要なものとそうで

質雛暫で石柏捜師でもあるマイケ

は︑ホワイトハウスからの支持や

変腿したり︑十分な実認謝蒲に資

向︑瓢要性︑醐機を突欽︑便竃約に

て︑昨無八月にレーガン氏の指示

ル・T・ ホ ル ブ テ ィ 氏 を 霊 萱 と し 政 策 の た め ︑ 瞭 子 力 規 制 委 獄 会

の規制嵩に強いることである︒こ

ないものを分けることを︑すべて

状態に

躍かれている︒このため︑最近の

摺灘のないま蕊︑

激流

ホルブテ ィ 報 告 は ︑ 墓 本 政 策 ︑

講81懸を始めることも気乗り揮と

金をつけることもなく︑家た︑実

ることができる︒このプロセスに

れにより︑蜜金聞題に十分傾注す

で設躍された︒

況は︑混掩と混迷の極に達してい

原子力発電勝の許認可をめぐる状

決不鰐能であると公衆に誤解され

結果︑続菓物聞題は︑技術的に解

力︑愈成燃料︑駕生岡能エネルギ

石面とガス︑石炭︑原子力と電

健康と安全が第一闇題として扱わ

イラントの教訓を生かし︑公衆の

いうことで特撒づけられる︒その

現在︑訂認司を握て︑療子力発

会は︑このほど北票で制御核融禽

委︑基木建設委の低湿が出席し
た︒

要求あれば必ず
公聴会の開催を
米控訴裁判決
公聴食開催の要求があれば︑い

核融合の研鋭を発展させる条件を

一千入以上の騨門部隊を擁し︑二 かなる場禽でも︑原子力規制委員

の童画研舞を始めて以来︑すでに

り︑中岡は一九万八年にこの分野

ギー開発の緊要な方途の一つであ

制郷核融着の研究は︑新エネル

絡線を検討したQ

核融愈開発の方剣︑政策︑技術の

会議を開き︑中国の属情に愈つた

中繍竪笛によると︑中国の岡憲科

されたトンネルを通って︑入工

十股高い混排水は︑特別に建設

おいて︑政膨は︑スリーマイルア

鍛所を建設するのに十二難からヤ

るといえよう︒

ネルギー省の十項鰯からなり︑こ

ー︑輸送︑石織化学︑海洋法︑エ

のうち︑門原子力と電力﹂は︑ベ

五犀かかるQ娯設許蒲の串請から れていくよう︑いかなる努力も惜

人工沼が完成

温排水研究の

ている︒

クテル祉副社擬のケネス・テーど
ス氏が執鷹したといわれている︒
△．擬のレーガン新政権のエネル
ギー政策の方向を添すホルブティ

報告のうち﹁康子力と鴬力﹂と

沼の入口まで諏かれる︒フォー

は︑流懸は毎秒約九十立方㌶

スマルク発亀駈の最初の二幕の

で︑この温排水が一・即詰綴の

原子炉が運転を始める時点に
凍苧力発電所の温軽水が煎煩

遍さの人工眉を通磁するのに大

スウェ志γンのフ

に奪える影響を詳しく観察する

体蕩時間かかる︒

ォースマルク原発

ン東部のフォースマルク原子力

かなければならないーー来国のコ

える命Aン艦霞す前に︑公聴象を開

ロンビア地区連邦控訴裁判所は咋

つくっている︒

会譲では︑次のように確認され

年十一月十九田︑スリーマイルア

この外物試験用入丁令のおか

た︒中岡も︑エネルギー源解決と

試験

げで潟排水用トンネルの疑さ

いう戦略レベルから撮発して︑制

が究成した︒この試験沼で

沼

は︑わずか二㎡齎に抑えること

ロダクツの環境評価﹂︵NUR鴛

イランド︵TMI︶原子力発磁所性物質崔含むコンシューマー・プ

ができた◎岡鯖に︑爆破作業か

御核融倉の研究を国家のエネルギ

ン︑植物および灘農に関するデ

ら生じる聡石窯を入口沼の重手
ータも策められることになって

電所周辺の二藍や反対派の人々に

てサイエンス・アプリケーシ
ト判事は︑﹁NRCが︑TMよ
Iっ発

この報雀欝は︑NRCの委託に

缶樽を発表した︒

る︒このため︑この研究に対する

欄発方鉛と環点的多野的な捜術路

のは︑一九究園年原子力法の第蕎

対して︑公聴雲の開催を拒齎した

ー・プロダクツに関して一般環境

ので︑NRCが将来コンシューマ

八十九条a項に違反する﹂と述べ 影響角明淋を作成する場禽の重

アハーンNRC委娠長は︑﹁擁る︒

要な弘報源になるものとみられ

化し︑人材を獲成し︑技術を蓄積

た︒

一歩一歩突現していくよう︑関係

して︑核融台エネルギーの利用を

線をとり︑内外の交流と協力を強

ョンズ社︵SAI︶が濠とめたも
続一指趣を強め︑安楚・持続した

同控訴裁の﹂・スケリー・ライ

G／CR⁝一七七五︶と題する報

渦巻き効果をつくるようになっ

れていた訴訟で︑こう判決したQ

二弩機の原子嫉建羅からのクリプ

ている︒魚が水の圏転力に屈服

の研究はまだ模索の没階にあり︑

るQ凹下︑この力灘に関する内外 トン放黒に関して介入轡から繍さ

び他の汚染源によってパルテッ

する塞での経過時悶を測定する

笑用化にはまだ相幽の時間がかか

ー研究﹂画に組み入れるべきであ

の申に入れ

られる︒この測定器は︑水を薦

魚用筋力澗定器

人工沼から取られた勲は︑

として用いることができた︒
このプ曽シェクトは・スウユ

いる︒

ーデン環境保議げと他の団体が
実施するもので︑人丁沼の一部

ク海で盤魯を轡かされている灰

は︑現実高いPCBレベルおよたした縦型の管で︑鶴内の水は

色あざらしの遺母子バンク用と

ことによって魚の身体状態が評

価されるQ︵SIPニュース︶

して便われる︒

周辺の海水よりも温腰が八〜

に適合した環境放射線

モニタジンクに閃する指到

鎧職離士電機

富士環境放：射線モニタリングシステム

捺∫力施設濯辺のγ線を楯環よく追毅約｛二二瓦し、

特長

紀録・ま）」・します。

連続測定します』

腺∫力施設刷辺の環境放射線経の霧婁視を行なう
ため、原f力委員会より公廊された 環境放射線

空間γ線を高感度⑱高精度で

＼

は︑魚の窩生虫︑プランクト

発電所の沖舎に︑人工

目的で︑このほど︑スウェーデ

﹁エネルギー省︸の項閤の余文は

フォースマルク原灘の沖合に建殴された人工賦験沼

一

＝7薩

次のとおり︒

︿原子力と電力V
健全な経済発展のため︑聡力供

て︑従鞭の石癌とガス火力発磁斯

給能力の拡大が必要てある︒加え

からの転揆が必要である︒石礎と
原子力発電所のみがこの必要性を
満たせるが︑これらの発電所は島

度に費本錘約化されている︒

電力金社が醐翻している最も重

とともに︑鱈力料金に前もって建

大な問題は︑満燈できる料金体系

設コストを絡込んだり︑加速償却

と投資税控除などの利益を臆力金

から好愈的な対応をかちとること

鮭が類受できるよう︑州規制嶽燭

である︒

極要な原子力計圃を再起させる
には︑国のトップ︒レベルによる
りーダーシップが必要である︒そ
れによってはじめて︑公衆の支持

〒100東堺都千へE￡誕勾鼠町1王21（肇丘管泉町ヒル）TEL（03）2117慧L瓢
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⑬箪指向性N欲マDシンチレータを抹虜しました。
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一

に乗り換えて醐幾雛済成金を遂げ

次に臼塞は石炭によって発展し
ロ
た︒そして戦後はあざやかに石油

力発億を開発した︒

炭がなかった︒だから︑潴業輔繕

顛命のころ︑スウェ⁝デンには石

十八糧紀︑英︑仏︑ドイツの藩業

一 脚需圏曽＝

﹁エネルギーにおける国際的な地象と協調﹂の概要を紹介する︒

・

： 一二一一μ＝ 一㍉ 一需＝＝

民族の命運は

的確な政策で
発展した日本
後はヨ⁝ロッパ随︸の貧乏国にな

うことが翼族の命運を決定するQ

エネルギーをもつがどうかとい

エネルギーを握っていたが︑碗蕉

題の解決には︑かなりの政冶的配

三の比率である︒唐国のこの比は

ルギー辮襲を⁝とすると︑隼薩は

かし︑安いものを産出することが

然ガス︑石炭箸があるからだ︒し

できないので︑安い石鹸を輸入し

日本に不利に展開してしまう珂能

点が必要となるが︑ほっておくと
一対一となっている︒

てきている︒

では地域的勢力が巻き返しを図っ

絶対になれない濁がある︒翻凱∵

開戸は︑いい悪味でも悪い意味で

ンスが︑未来永却とれないような

エネルギーの謂要と供給のバラ

ているだけだ︒

石油に関しては多元化というこ

閣︑それは円本であり︑他にスウ

天然エネルギーだけを務えた銀

京た︑エネルギー供給掴には︑

とで︑マレーシア︑ブルネイ︑ソ

帳がある︒

てるかどうか︑濠た︑もっための

連のシベりアなどへの資本投下を

原子力は︑核轡科サイクルをも

である︒田本は核燃料の濃編︑再

二本投下ができるかどうかが閲題

進めるべきだと思う︒エネルギー

簡要がありながら向国のエネルギ

る︒これらの国では︑エネルギー

ような測が新しいエネルギ；であ

費籔である︒したがって︑日本の

ェーデン︑スイス︑韓国などであ も非常にユニークなエネルギー消

処理にしても湿れをとらないほど

しての対応を勧利にする必要があ

供給者同士に競歌させ︑入浜皆と

る︒

ーがない︒さらに︑このことは一

ーなどを開発しなければならない

ギー︵療子力︶︑核融倉エネルギ

る太陽エネルギー︑核分裂エネル

・

なっているQ曹なら︑とっくに戦

先進ユ業国どうしの角逐も激しく

鰯︑発展途上国どうし︑さらには

宿命にあり︑また責任もある︒

石油危機から

供頭をまきこむ

供給煽になりえる︒北海濾欄︑天

う︒踊躍・英国︑西独などは霞ら

発展途上国

口達の特殊性

エネ需給の・

大農業鯛の仏にも爵えるであろ

負担増て著しむ・

のステップ・アップ︵促進︶は︑
果している︒

わが国はウラン資源をもってい

つことによって︑岡三的にエネル

ないが︑濃縮︑再処理の技術をも

ギー供給擶として登場することが
できる︒さらに︑原子力を本気で
進展させ・宗来エネルギーとして
核融命を瞬際的に巡めれば︑その

ための講駿蓄と消費のための出頭

では︑儒些褐とは何か︒生産の

体となって︑世界平編を絹かして

ある︒エネルギーと懲顔問題が〜

よりもっとひどい情況の囮が多く

駕を戦象によって消費してしまう

道がなくなって軍備竸象をする︒

つまり︑の産物国はお幕の便い

通などにしても買う力がない︒

者にわけられる︒この爾方がバラ

いる︒鷺木が一番のんきで・他園

収支が︶赤字であるという不安を

現花だけでなく朱来永劫に︵圃際

石油をもたない発展塗ヒ国は︑

激しくなる④ソ速圏も石瘤が高騰

済闘箏は一九八O毎代にます求す

図ろうとする③先進工業閃聞の経

途上国は不安が高まり風装強化を

危険性をともなう②非薩油の発展

小さな煽動唯がたくさん蒸ってい

は発展途紅国に多い︒マニラでは

もち・将来にわたって貧しいとい

すると田※欧との竸象ができなく

は通衡に対して大変︑敏感だ︒

るが・だれかがどこかに行くため

う纈望感をもっているQそこで︑

環蕉はエネルギ⁝翫饗習がピン
チにたっている︒帽らかの協力を

で︑ほとんど生産のためではな

っていない園がある︒しかもそれ

のためだけにしかエネルギーを便

ンスがとれていればよいが︑消費

蕉な繊格ての石拙供絵がむずかし

についても︑ソ遮を中心とする適

争になっているところだ・榮感恩

エネルギー問題には醗要と供給

らには︑卜えがらの中から有効

原油の値上げ

ルギー・パターンであるQたとえ 実現の際には石匠供給田への政霊

エネ危機へ
の関係がある︒この爾斎が全く別

ってしまった︒その国が︑なぜ蕩 たQ今ではやりすぎて悶題を起こ ば療子力は炉に入れる桝料が必要

的強みを握ることになる︒そして

で︑石湘をたく炉ならば︑石油を

エネルギーに

買ってきて燃やせばいいが︑醸子

奉戴の趣界摺況は︑﹁石疵矯機﹂

しているが︑総じてエネルギー政

々に荷在しているのが嫁きな特徴

策はうまくやったと思う︒それか

ともなっている︒特に石面は偏任

に水力発電を酒発に行ったことに

浮上したかというと︑十九担出来

言えることは︑未来エネルギーの

濠ず︑エネルギーがどれほど爺

隔発は︑鴻際的協調のもとに行な

要なものかを話したい◎現蕉︑わ

けではない︒ウランの中にある艇

力の場合はウランを炉に入れるだ

を輸入しなければならないが︑ソ

ら︑除チカを為効に発展させる政

くなっている︒ほかの麟から篇繍

策をとったことは歴史に残る仕事

から﹁エネルギー癒機甲になっ

の基礎を作ったかりにほかならな

より︑二十世紀における豊かな岡

ている︒しかし︑なかには田本

が園がさまざまな問題をもってい

しており︑しかもエネルギーを必

るにもかかわらず︑かなりの経済

エネルギー政策が蔭点満点ではな

いま・総エネルギーの串で鴬谷

二分を抜きだし︑また辮やすこと

要な臨分︵丁5モー23︶を濃縮し︑さ

しないと︑供給茜のいいなりにな

求められる﹁共通の哲学﹂

い︒

いものの︑かなりよかったことか
レーニンも︑ソ遠は共薩究が堕落

的な強さを撮っているのは︑その

らくる︒このことを歴史的に潤え

のとおりだ︒

の鮒愈は三〇％しかなく︑残りの

汾｢界人戦が起ったことは承知 てあった︒

また︑石油がなかったことから第

らば︑発展すると指摘している︒

しないこととエネルギーをもつな

現在︑胆界で一番冨んでいる国

てみたい︒

スウェーデンである︒一人あたり

はどこか毎えてほしい︒藤岡とか

の弓懸ではスウェーデンが一器︒

目塞が急速に巡麗をとげたの

なるので緊張を生む⁝一など世界

報

辮

バ

爵鍵＼一戸く

融鞭蹴

難饗4

醜

離

︐欝
∵一繊聯

照臨
轡轡
︑︑翫紬

5

蔭掘集解．︑

@欝欝馨慧雛

社社社社社社社行社店社

昭昭大西藤里無ダ三株三

所社社社社社社射程所社

三井生命保険根盛会社
田本金属工業株式会社

騨

ゆ︸︹

こ

三井不動産株式会社

購鱒

畿

計33社

湊漕

㌣

胸臆竪盟：

垣花秀武氏講演
、

原子力の国際牲を強調

嚢としない国にある︒

力強く講虞する垣花氏
い︑しかも︑その競華に勝つ必要

ド

がある︒

﹇携におけ二項な撃議鯛

㌧

h

M讐欝欝劉粘鞍懸轍酵蜘欝禦わ絃繭
、

この国が十九拶36の罪ばまではヨ

経済的繋馬が当分望めない囎︑た

は︑これらの問題を圓際的視野に

は危機の中にいるのだ︒八○年代

たって解決しなければならない︒

とえばパキスタンなどが︑ひらき

一方で︑先進ぎ業国と発展途上

細入課題と響えなければならな

なおって核兵羅をもとうとするQ

一霊要があるのはアジアだけで︑

も禾来のエネルギーとなりうるも

一方︑太陽エネルギー︑核融禽

いG

のであり︑前煮は民生胴に︑後慧

い︒

他の地域は配榮を興す必要姓がな

発展途上国への萄効な援助は︑

は工業用に縫われるであろう︒工

場解にはエネルギー繊度の盤いも

が必要︒そして︑先進工某濁同士
のマーケットの鷲い禽いは︑なか

の︑大規検なものでなければなら

欝

鞭

触

㎜i…

霧禰

︒轟

O

01麟鑓灘謹

大阪商船珊井船舶株式会社

謄

金銭厩ではなく︑技術面での援助

んずく田本に不利となる︒

しい︒

ないQそれには核露命が一輻繊ま

一九八○銀桟には︑はじめて核

EC︑B本の競争だ︒また︑一九

融舎が実現ずるだろう︒来︑ソ︑

、。踊鷹騨

鵠

昭和飛行機工業株式会社

新臼本空調株式会社

㌔

葺

二〇〇〇年以降に照華

国際競争力の
鍵は供給体制
太隔︑核融合

へひ

篇

錘本カーボン株式会社

大平電樂株式会社
岡野バルブ製造株式会社

藤・、崇・1

ぐ藁

隔

素灘

三機工樂株式会社
東，羊曹淫工業株式会社

・融繁
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@
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聞

業
産

三

危機の瀬押際にたつ八O難代︒その謹下に横たわる

エネルギー危機の谷閥

く︑深いい石油翻給の筋途に晒雲がたちこめようとしているなかで︑わが醐の二十一鍵盤は蕩

といわれたこれらのビッグ・プロジェクトも︑確実

速鮒殖炉︑多闘的高温ガス炉︑核融盆開発などの動陶いかんに大きくかかっているといっても
夢のエネルギー

九九︒三％を占めるウラン蹴は軽
﹂メー

ノトルーー

〇

飯敦賀市臼木地区︑約探八万平

その聖誕炉の豆地予定地点︑福

ものと期待されている︒

大きな威力を発挿することにな

水へ⁝として工不ルギ！為熟打腸

り︑実用化されれば殿了ヵ発電

に研究開発に第一歩をふみだし︑いま実現へ大きくはばたこうとしている︒各プロジェクトの

輪蔵ではないだろう︒

現状と計繭を追ってみた︒

一〜一

原型炉の建設着工へ

O

わずか○・七％にすぎす︑残りの

︸昌R一実証炉体制作り課題に
⁝！

汲んでも汲んでも汲みつくせな
︑
i
5
奮1一

し﹂ノr

ヨ

きゴとミヘノま

霧繊

難

ドド

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

︑攣ければ今年六月ごろには地

ては英麟︑スウエーヂン︑ノル

ており︑すでに低中撮利用につ

ェー︑カナダ︑ソ連などで実用

され︑化挙丁場や紙パルプπ毘

般住宅への温水供給にと話躍

の浄水︑蒸気供給に︑あるいは

︑来国などでは︑より醐瀞化を

︒さらに爾独︑フランス︑スイ

スーパーコンピュータCRAY−1を核に、CDC6600、

禽憩をえて諮工︑照和六十工隼

するとともに︑隠蓑三元製錐︑

ざした野心的な囲画が繊極的に

すめられている︒

動設計／交通・物流／物理化学／職掌工学／図形処理／気象研究

一途をたどっている︒

炭ガス化︒液化︑水素製造など広

とは

ス炉開発は昭稲翫十八年度に紳

こうしたなかで︑わが園の︐回温

力五爵KWの実験炉建設にれ一

︑六十コ隼臓に臨界︑このあと

和七十年ころに薫十万〜八ナカ

後￥に実用炉にもっていくとい

Wの実証蝉を運開させ︑七十酒

テップとなる実験炉については

のが類本戦略︒このうち最初の

菱鶴工︑鐵本原子力事梁の

秋︑原研が冨土電機︑口立製偽

グループに詳細設副を発注して

⊃︑

り︑今年は﹁フェーズ玉一の設

っている︒

作業を爺二塁に失施することに

一ゐ︑﹁利用系﹂については当

んざいの構想では製鉄︑化学コ

︑製鉄だけが弩えられていたが

スタービン発斑など総合的な事

︑石炭ガス化︒液化︑水解製造︑

利用が考えられており︑3一画と

現すれば多目的高承ガス炉を中

り昭二七卜年代南米に突用炉が

国に出現することになりそう︒

とした一大産業コンビナートが

また︑﹁低中郷利用﹂について

を集入成した多擦的利用中小叩

通煎省が今年から岡三軽水炉授

とにしており︑わが渕の易目的

の概念設計研究をスタートすろ

レックスで「転

げんざいのところトップを独塗

る兇込み︒

め︑メーカー四社も高速炉エン

も一九九〇琿代の実胴化を薩接

ところ石油︑石炭︑天鉄ガスなと

渡業用に利用するのがねらい︒

かりとなっているQ

︶︑ミラー撚︵筑艇大︶︑バン

ンビナート（完成予想図）

てカバーして︑新しい段階をむ

えることになる︒

子力開発／構造解析／寳原探査／地震解析／毒薬開発／環境解析

成へ向け大きく繭進ずることに

炉の運転に入っているフラン

ニアリング会社を設立し︑新し

勢をとっている︒

粥程におさめた総画的な体制づ

マ癖鯉一評
奪選驚

なんとかして︑核散応で発生す
膨大な熱を︑発惣以外のエネル

わゆる化廊燃料によってまかな

これが突碗すれば︑従来︑石油

力発亀の利点を＋分蕉かすことが

をまつ

できず︑積油と岡じようにやがて

完成すれば標局署内に掘崩した

礁設ゴ⁝サイン

高趣増殖炉開発については第一

になる︒

ウランを騰りつくしてしまうこと

よ今翼からはじ京る︒

ステップとなる実験炉﹇臨陽扁が

進することになる︒

既に運転に入っているが︑次の段

んなに建設をす頼めても︑こう

難土に原子炉礁樫︑その醐辺に

和男十八年の建設へ胸け大きく

験を行うものて︑︿︐春からその

︑わが国のコイルについて田内

研究旗果も一つの焦点となる︒

舎研究がすすめられており︑そ

築に成功した複数の異機種コンピュータ・コン

るのはすでに一九七三年から原

以降についても聡購連が昨蕪︑

また︑第三スチップとなる突訂

速増殖炉推進会議を設罎して木

︒ソ連も醜娠︑大型原型炉βN

げている︒

枷の運転を開始し︑これを追い

いる米点も︑研究開発癬では懸

FB冠無期延期政策を打ちだし 的な検認をスタートしたのをは
的姿勢︒レーガン新政槽による

こうしたなかで︑わが岡の原型

りが憩ピッチですすめられるこ

サインへ︑万金の対応態勢をととのえており︑今

﹁もんじゅ﹂も咋卑十二爆から

になりそうだ︒

FBRゴ！

学技術庁が安金倉齋に入ってお

む実験炉詳細設計

ー供給に使えないものかーー︒

こうした製請にこたえるのが多
的高漏ガス炉開発訓醐で︑核反

漂ぎ力発電所を中心に総禽的勲

れているが︑そのエネルギー黙

によってえられる熱を使って発

コンビナ⁝トづくりへーー︒

は傘体の七〇％にも達している

たよってきた涯業用エネルギー

圏中小型炉も検討開始

罐だけでなく︑製麺︑化学㌦

核反癒で発バする熱を︑たんに

が環状︒しかし︑すてに実用化

いま海象︑気象︑地質などにつ

だすことになる︒

︑石炭ガス化などに蠣広く利用

給源を原子力で勝がわりする町

水炉では便えない︒

イラン・イラク戦争など中気惰

ようという多目的菖漏ガス炉︒

れている山水炉やげんざい開発

牲がひらけることになり︑わが

そんな夢をかなえてくれる蕩速

が藤豆の腱倉いをふかめ︑為曲

発飽﹂だけを臼的としており︑

すすめられている醐逮増殖炉は

ての添醜調査が行われており︑

給のひつ遊が蝿頭避となってい

たことにより︑わが国の計画は

笑七姫の謂細査謝がスタート
げんざい︑LWR←FBRの年藤

このため︑軽水炉だけでは原子

茅炉補助難物︑タ！ヒン難物な

増殖炉の原型炉の建設が︑いよい

競代技術の砕をあつめた発電シ

路線は九〇有伏の明購をかけた

へ瞬けさらに︸歩

これに対し︑局側増殖炉は︑核

界のHハ通命題︒このため︑この

力の多闘的利己に焦点をあてて

こうした利点から轡界各擁も原

脱石油

分裂でとび出した中姓子のうち一

は︑わが煽初の
テムが出現︑六十二二九／3には

はできない︒

たエネルギー賜要をまかなうこ

は

発魚する高速増

階をになう原型炉﹁もんじゅ﹂

嬉炉㌔昭和六4㎝一町に完成すれば 倒を簾子炉を動かしつづける火ダ

進することになっている︒

実現一番のりをめ

灘

纏力以外のエネルギーは︑いま

夢の源子炉

藩

︑

縦

↓七万五イ計即．の発叡怨力が関

核融合の轡繕は海水からとれる

．欝

竃力の送庵線と連粘され︑FB した名国のデッドヒートも激化

の新

ン跳に衝突させプルトニウム鵬に

エネルギー鯨命

わが園に
転換︑これを新しい蝉料として使

T60建設急ピッチ

臨界条件達成をめざすことにな

うえで汰きなカギを握るプラズ

スタートし︑今後︑実用化へ縫

で︑昭㍊五十九年九月には運転

戦臨界条件へ準備着々
地球まの︑すべての生愈をはぐ
んできた無限のエネルギー源︑

の太陽を地上で再理しょうと

陽1 一 ︒

Hも︑配札︑建設のピークを

うビッグ・プロジェクトJT− ︒

峨水素で︑資源の簾荏性がない

水難やリチウムを懸物震とする

え・必笈な燃料の騒もウランよ

かえる︒

ら約一年忌茨城県那珂町陶山地

昭穏欝十五礪はじめに義引して

大のメリットの一つ︒来た・反

約ニケタ程展少なくてすむのが

るのは第⁝工挙試験棟◎これは

坦な敷地もすっかり様変りをみ

うというのが線研の核融合騰発

共同プロジェクトLCTのうすることになる︒

電導磁石の開発を行うIEA国 格的核融合研究開発の始動を開

いよいよニヤ〜世紀へ駆けての
の編果︑放射能のもえかすがた

は︑二三︸臥紀にかけてすすめ

ロジ∫クト︒向山地区のサイト

的に設躍される謝画で︑けんざ

れる簾研の核融舎研錦施設が集

る︒

ー供給源の†役をはたすことが

このため︑二十︸担紀のエネル

一方︑大単でもレーザー法︵阪

ることがないのも朋点となって

のサイトは︑雑面におおわれた

︑い濠コンクリートの基盤や鉄
もみえはじめている︒

核融盆実験装置にはトカマク

・バンピートーラス法など数多

ートーラス法︵名大︶︑トルサ

ロン︵限大︶︑ステラレータ
求た︑憂ごろからは5T180用

建設中のぼT⁝60のほか︑その 験を開始する予辻だ︒
に紙く核融舎聡察炉や︑これに

熱装置の療型ユニットに関する

開発に力を傾注している︒

要な∫学的研究施設が続々と議

⁝60の建設とともに︑陶由地鼠

験が次々と捌両されており︑J

待されており︑各岡も競ってそ

する予瓦となっている︒

羅露盤鞭

名大︶liなど新しい力式の核 用開発は﹁低︒中・高﹂温かす

このうち︑もっともはやく究成

んでいるトカマク型︒JT⁝60 の 明凹のエネルギー をに

紬心して︑その早期実現をはか
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C諸国では ︑ 五 十 五 奪 に 入 り ︑ そ
の大半が減涯政策を打ちだしている︒さらに︑イラン︒イラク戦畢がはじまったことなどから︑こん

まわるよう努力する③石油輸入酎

罷8
β．

更壌赦を経験したことなどにより

計七墜であり︑濠た一昨年のTM

世界の原子力発電は︑各園の拡
原予力発電所建設計闘のキャンセ

が指摘された︒

大努力にもかかわらず︑その伸び
ルが相次いでいるものの︑エネル

減の努力を昭稲六十奪以降も続け
その粘果︑昭和六十五年における

ギー雀の一九七九年年次議廻報岱

根気よく地元

十つわベギにれ︒性階課ど燃

寒いがき1魍ぱさ

・に題打料

円て閣もの大 ︑ら轡たは開サ縁◎

のはのの中す利に料つあしイ

閣 ︑将で核る隅

︑のしるなク嘩礁購言貌囎強襲灘審◎給凝総藻鵠陰嚢欝気雛繍雲裂謙懸

◎

◎

◎

？

ている︒これに必要な終漁として

るル的れる済段のな核藷◎

発磁所の出力に窩じた電源寛地促

つあ技低てる工を外らは

規舗の強化︑安全性研究の充実箸

進対策交付金を肖治捧に交付する

P礁1鱗織書◎⊇に

難くなっている場愈が多いなど︑

に努めることはもとより︑何より

いて︑他の発電蕨より優遇措置を

が︑その額は︑原子力発電所につ

も現実のトラブルを少なくし︑稼

であり︑政府︑甘気薯業癌︑メー

働夢を糊上させていくことが必黎

にあるということである︒

一方︑わが園は︑原子力三三規

建設までの嬬聞が撰期化する傾尚

地域に根づく原子力を

模の隊旗として︑昭和六十五葎度

理解を求める
原子力発電を推進するためには

講じている︒

とも︑その充実に努めていくこと

図っているところであり︑こん︸．﹂

昭和五二胃隼展では︑地域の痩

人びとの一騒の努力が鍛まれる︒

には︑五千蔭万〜五千瓢藩万KW カーなどの建設・還紙に関係する

び交付期隈の硯長を行い︑改遡を

望をふ塞え︑その交付隈度額お柔

をかかげており︑この懲標を達成

原子力発予審をはじめ核燃料サイ

一方︑原子力発霜の必要性とみ

欝では︑原子力発魑の規模を︑昭

するためには︑こんこ十陰間に︑

和五十三年の約四千八蒲万KWか クル関連施設︑研究開発施設など
の立地を︑円滑にすすめていくこ

活動の積極的展開が必愛とされ

ら昭和六十五年には〜櫓二千爾万

る︒これまでも︑マスメディアを

エネルギー難題の解決を塗ろうと

があり︑政府および関係機関の格

型力発霜所を新たに開発する必要

KW〜一触三千九首万KWへと︑とが︑きわめて亜要であるQ
だ原子力発揮所の基数についてみ

としている︒

E五倍ていどまで拡大すること 電源欄発調整審議会で決定され

している︒

仏では五十蒋蕉四月︑総エネル
ギー供給の構成比を昭和六＋五年

が電要である︒

いては︑原子力先進諸外診におい

てきたが︑昭秘万卜署年度におい

の大懸な課題である︒

の残業活動との調幣も︑立地問題

義的には当噴福間における閣題で

これら頑榮将動との調整は︑〜

ては従来︑都道栂県のみを対象と

に解消させ︑那道厨県に胴え︑立地地域の弓蔵村の広報涌動を積極的にすすめるための広報・寮全等

していた広報苅策交付金を発展的

なお︑こん︸．︸立地初期の調査段

れなければならないという立場に

の立地と浄業との共存共栄が図ら

わが隈においても︑昭秘四十九

奪には勉源解法︵発霜胴施設周辺

やって︑躍においても︑表彰関係

の問滑な調整がすすめられること

あり︑罵気覇業省と漁業暫との間

地域整鮪法︑飽源開発促逡税法︑

いることから︑原子力発電所の立

階における対策の軽震性が増して

きている︒また︑圏が積極的に対

また︑累園TMτ覇故醐後の昭 いて積極的な取り組みをすすめて

せていく必要がある︒

も︑厳い段階から績極的に展開さ

地予︷疋地点等の広蝦湧動について

理解を求めつつ︑醗蕾の間でじゅ

蓋に対し︑原子力発電の安全輯に

を期観するものであるが︑発掘瞬

蹴源開発促進対策特鵬会計法︶を

対策交付余制度を薪熟した︒

れらはすべて既設地点における増

までの五葬闘には八墓であり︑こ

新設して︑園として宣地盤簾につ

策を講ずる必要のある個別の立地

うぶんな調整が園られるよう配慮

租品濃鵬庫度には︑一棊も湊定に

地点については︑昭和五十二年い

さらに︑立地地点の試織につい

至らなかった︒影響菰十五隼慶に

原子力発糎所の立地は︑地域へ

すべきである︒

要鱈源﹂︵誤謬五十宥黛十月規在二

らの立地調質だけでなく︑地域の実惰をふまえた社会的経済的影響についての調歩をじゅうぶんに行

んに原子力発勉所の技術的側面か

関係薔の芝之のうえにすすめなけ

が各方齎にもおよぶため︑地城の

のインパクトが大きく︑多の影響

ナ八地点のうち原子力発爾所十二地点︶に卑属し︑騰の出先機関と関係地方公共齪体で構成する罐源

ては︑地元の協力が得られやすい形でその促進を図るとともに︑た

立地連絡会を設け︑関係機蘭の遡

らい︑総愈エネルギー対策推進閣僚鼠議の了解のもとに﹁要警策麩

が行われ︑引き続き両蕎の藷厚いがすすめられる一方︑粟束鱈力棺崎・刈羽原子力発露溺二器機︑五

絡調整を密にするとともに︑地域

の実携に慮じたきめ細い広報活動

原子力発電断への取り囲みが︑き

全性について︑国民の儲頼を褥て

ついての國民の不安であるが︑安

要因は︑原子力発嘱噺の安全性に

原子力総総筋の立地難の共闘の

等の施策が講じられている︒

わめて無謬になっており︑とくに

い︑地域の側に立った立地受け入

いての地域住民の理解と協力を撮

原子力発鍛の必要性や安全性につ

の要望をふまえつつ︑地域住民の

気よく求めていくとともに︑地城

なければならない︒

会との講和の方途を探究していか

ね︑原子力発醜駈の立地と地域頁

福祉向上の方策の改毒を積み爺

ため︑飽源三法により︑道路︑港

どの公共施設を︑立地市町村およ

湾︑公園︑水通︑教導文化搬設な

っていくことが必硬である︒この

めには︑設躍干城の禰鮭向上を図

また︑馬標力発贈所の設躍のた

≦﹂とも必要である︒

れについての悶断費料を整えてい

的方簾を寒い繊すことは難しく︑

ればならない闘題であり︑聴効・楽

号機について第一次公開ヒアリン

これらのことは︑原子力の黒田
性に対する不安感など︑さまざま

鍛近においては︑立地調蒼段階に

な問題から新規立地地域を中心に

振興のモデルプランの提示や地域

グが行われるなどの動きがあるに

力発璽所蕊轡機と中国電力穏根原子力発駅所工丹機について︑蟷気

入ってからも︑四国電力伊方原子

地点もなかった︒

設で︑新規立地県および地点は一

において国照の禽意を得るために相麺の努力が払われている︒

ても︑共通した課題であり︑各岡

さらに︑建設予定地点悶辺海域

通じての広報︑各極研修の麗施︑

ると︑昭和四十五年から閥十九年

段の努力により︑立地の円滑な促

握独では︑昭租五十二年いら

あり︑損期的には島速増殖炉︑多

うち︑エネルギーの輸入は四一％

とどまった︒

一力︑原曲出格は︑翠嵐五十四 顯業暫から地子に建設の繭し込み

とくにわが國の一次エネルギー

の約九兆九千八哲溜円を占めてお

原子力発贈所箸の立地促進につ

広報鞭料の作成配布などを笑施し

また︑大規模な北海曲筆の発見

囲的商漏ガス炉の開発を精力的に

れる︒

の大きな禁園として国民生活を脅

郊九月の一齎あたりニ十二・一炉から田租五牽査葎九月の薫十四・六がへと高果しており︑物価騰殿

かすとともに︑黙想収隻の面でも

先進各国の一次エネルギー供給全体におけるエネルギーの海外依存度をみると︑※国と英国は約二

〜八離という依存度を聡している

囲︑西独は約六制︑仏と伊は約七

鄭大な影響がでてきている︒

五十四湿度のわが国の輸入総額

が︑わが国は︑これら影響よりも
さらに高く︑八七％︵確和五十四

の七二％障壁租五十四銀燦︶を占

円という臣額の外貨を︑石翻を輸

り︑その大楽の約八兆三千七酉倦

は約二十四兆二千五爵億円︒この

以上を灘外から輸入している︒

める石油については︑その九九％

年度︶を海外に甑存している︒

二千瓢黒闇〜二千欝齎万KWの原 もに︑安余性についての縫の広報

の規模を槽大させることにより︑

が︑璽嚢各礪とも︑原子力に相嚢

Y蒸熱蝋纈撚
ｳ硬鱗馨既纏辮

の比爺をおいて︑こんことも︑そ

IEA金体としての石油依行度がは近年やや範化する傾向にある
約㎎O％に低威するものと期待さ

さらに︑六月にイタリアのベネ

れる一1などの舎態がなされた︒

チアで開催された塘六回先遮圏薗
脳会議においても︑①昭租六十五

および利盟を︑サミット麟喰体で

琿までに︑代勧エネルギーの生筐

◎森◎一蹴誘転輪芋鱒蔀石
進を國らなければならない︒

国民合意で立地打開を

一田あたり〜千五酉万〜工千万溶 時点で︑原アカ︑石舶︑石炭︒天
に増大させる②石炭の蛋魔および
利用を昭和六十五年までに億増す

設を凍則として行わないこととし︑石油から他の燃料への転換を加速する⑤昭租六十五毎までにサ

ースロード胴振蕊火力発霜所の新

る入

豊かな謝謝をめざす原子力
い︑エネルギー開発計画は発表さ

により︑エネルギー蛮情に恵まれ

すすめることとしている︒

を大前提としつつ措進ずる方針で

れていないが︑岡内に豊冨に賦存

然ガスをそれぞれ三〇％ずっと

する石炭の無用を優先しつつも︑

ミット圏全体で石油依存度を約醐

あわせて︑原子力発磁を安全確保

・・豊かな社会をははむ

巨額にのぼる石油輸入代金

石油の相次ぐ値上げ
天然費源に患まれないわが國が

・

ている英園でも︑紹租究美挙年十

原子力発電がエネルギ1のより確 表した︒

とくに︑ベネチアサミットでは

るとのエネルギー十か年計画を発

待できず︑アラスカ︑北海︑メキ

EC諸国の原油の大難な澱簾は期

んとして不確実な要園が多い︒
○％に低下させるllなどの趣旨 し︑このため原子力発電規模をげ
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られる︒ エネルギー問題は︑一国の問題
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経済協力開発機構罵際エネルギー

いわゆる工業立国の遣をとってき

業製編を生産し︑輸出するという
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ためには︑各種の天然資源を輸入
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議

至

一子七百億四
方武︒企業も燗じく契約磁力

とになった︒

源特鼠の剃余分でまかなわれるこ

開発促進税のアップではなく︑電

発は実験炉建設へ大きく一歩をす

り︑わが国の多開的高漏ガス織斑

五千万円が認められたことによ

八億三千四翼刀円︒海外ウラン探

りさせる︒原型プラント設計費は

千台とあわせ舎計七千台を運転入

設し︑すでに運転に入っている㎜

鉱については五十六憾八千落万円

齎万円︒TMI甥故をふまえ︑中を予定し︑マリ︑オーストラリ

安金研究闘係は八十鶴椿三千二

すめる演通しとなった︒

つきに︑科学技術庁束無塵茅算

小破断を想定したROSA−Wア
を︑カナダなど世界釜地で一一ナプ

塞を機欄朋にみると殿研は一四・

二％増の七葡九＋㎎歴芋二落万

原船購業國は六十八億五千六欝

ロジェクトを准進ずる︒

円を計上︒このうち核融愈関係は

スタートさせるほか︑高レベル廃
JT⁝60の礁設に二落八十簿照千

動燃は爾源特会を禽め三・九％

新定係亀関係五懸五千五薦万円な

金総点検三十三簿五千八師万円︑

万円で六・三％増︒遮蔽改修・安

瀬の壬蕎蚤十九懸二酉万円︒こ

どになっている︒

棄物蜜金試験施設の完成をめざ

となっているが︑これは霊に中性

のうち︑今日篇工予定の高速魁

四葭万円をつぎこむ︒九月の概舞

粒子加黙装躍関係などが認められ

嬉蝉原型姫門もんじゅ﹂の建設に

す︒

なかったため︒完成蹄購も門五十

要求にくらべると約二十五悠円減

九琿九月﹂から﹁五十九鉱度串属

は蕩六十六鰹千八落万円をつぎこ

行う内部被曝実験棟建設には十四

の本格触プルトニウム影響研究を

っているチェック・アンド︒レビ 態五千九藤万円をつきこみ︑五十

む︒新型転換炉実証炉研究開発は

三千九酉万円︒このうちわが國初

放医研は＝7六％増の五十億

にあらためられた︒欝※核融愈協

K 力は三十八傅七千五欝万円︒

惚五千四欝万円で二〇・八％増︒

一方︑科学技術庁の機構改革に

ューをふまえ︑実需炉設計の詳細 八葎完成をめざす︒

十四億九千三酉万円︒げんざい行

十践円／月と段階武になってい

このうち大型構造機器実読試験ル

多昌的遺漏ガス炉研究は四十九

悪露三千七酉万円︵一七・三％増︶の禽計二千七酉±薩五千万隅︵九・六％憎︶を認上︵文部省

る︒また︑新羅設の場愈既存原発

Wあたり七十煙霞／月から二頁二

分をのぞく︶︑J響⁝6⑪︑ウラン綴縮パイロット・プラント︑轟速増塾炉原型蝋﹁もんじゅ﹂の強設

ついては門原子力調糞釜﹂門鷹察

興対策交付金﹂に一本化されるこ

れ︑あらためて﹁鍛源立地地域振

円を茅乱し五十八年度には終了

億二薔万附を謝上︒濃縮パイロッ

ウラン濃縮については溺八十二

十四名︑原船蔭紋磁︑放医研蕪名

関の人畏は動燃六牽九犠︑原研薫

九名の繕貴が認められた︒閲係機

発醗騒が消費騒の

させる︒また︑詳細設計について

で︑巌しい簸竃となっている◎

は国議繊務負蟹行73限度額十二億 ト・プラントの残り分︸

千台を建

わる県を対象に︑その移出麗に応

ダブルチェックでも安傘性に醐題

とくに美瀕一屠と原子力船﹁む

出力での戦列復帰となった◎

がないことが題され︑今園の冗格

後・五十〜蕪十二月には燃糾錐聖

の調蕉および原子力安金委暴会の

その紬糸は︑資源エネルギー庁

と代蟹エネルギー危機打開へ強い

を︑さらにたかめた慧義は大き
い︒

第一次公開ピア

蛯P鍵盤霧震癖霧ギ

1月28田︑鹿鵬町で

通産省は十二月十八臼︑即国電

力島根原子力発鱈所二電機︵BW

て・地元佐民から悪難を聴取︑巾

R︑八十二万KW︶の設課につい

国麗力の説明等をおこない︑地元

一月二十八滋午前八三三十分から

住民の理解の増進に資するため︑

鵬根県八東郡の麗騰町立一道館で

公開ヒアリングを開くことを決

め︑岱示した︒

通薩省による第一次公開ヒアリ

ングは昨琿十二月の栗察電力の柏

て今園が二鰯闘︒

日刊

BWR︑各酉十万KW︶につづい

晒刈羽原子力発懸駈二︑五号機︵

む制開川開開究1箪纏警守

覇鷲

により︑原子力への信頓と臼偏

一弩が安全に運転再開されたこと

象点の象徴ともなっており︑鑑浜

岡初のPWR型原子力発難所としつ﹂は︑磁本の原子力安全闇題の

た︒

体に撮鰯が発見されるなど︑わが

島根原発二号で

この間︑関電ではSG細罵り
ークの対策として二次系の水処理
をリン酸ソーダから揮発姓薬贔に

賜←九隼七月に蒸気発生器︵S 変更︑燃料四望鰯の鑑賞も解明

同発電断は昭翻照十七傑七月と

って弾力的に対応することにな 営業運転を取殺した︒

った定期検算を終え︑定格出力で

W︶が咋奪十二月二十五臼︑畏か

難機︵PWR・出力三十四万K
て︑さまざ蒙な試練にみまわれ

警醒識力の美浜調子続発昇天一

さまざまな試練を経て

KW11未満の多脳葺千万円から二

も﹁交付金﹂としての新設は冤送

また︑復猛折衝の極点の︸つと

のがねらい︒地黄︑企鑑に乱言交

られたものの︑既設の﹁躍源立地

なった﹁維持響理鍛交付金制度輪

興対策交付金﹂

付するか地域の振興対策鑓として

握を軽減することによって原子力

等墨髭協力交付金扁が﹁磁力移旗

かされる形となっている◎

利用するかは︑凝知鱗の覇断にま

罷職駈の立地を健進しょうとする

のスライド式となっている︒

百態KW薮沈殿四億円まで汽段階

美浜一号︑営業運転へ

交付金額は﹁移出腿﹂が五十億

じて交付金をだすというもの︒

・箆倍をナま

罐力手鑓県等交付金は・県内の

監理窟﹂の厳設をはじめ内局合計

⁝プ︵RHNDEL︶建設には
化三
をはかる◎来駕度着工予定の

子力等等施設等叢叢地域交付金﹂

域振興対論交付金篇のなかに門原

とになったのは︑柔に新交付金制

は十一億三千六酉万円が予定され

施設の交付金を鍛認五〇％士まわ

このうち︑今園の予鎌編戒で最

度の﹁地域振興﹂の蕩え方に錘点

十八矩度完成をめざすほか︑実験

など各プ切シェクトの樵進に編綴的にとりくんでいく計画だ︒また︑第一次内示で﹁ゼロ益昼顔とな

大の蕉点となったのは﹁薪交付金

の制度を設定するなどの修正をぼ

と﹁醜力移出県等交付金﹂の二つ

がおかれたため︒

たのも新しい点︒

門もんじゅ冒用の燃料製造旛設に

制膜﹂の取り汲い問題・還産繍で

どこしたうえでようやく再浮上︑

辺嬬域交付金﹂は︑市町村の儒展︑

ている◎

十七鱒五千二酉万円を計上し︑五

っていた﹁新交付金制度一も大鷺めの大駆折衝で爾浮上︑立地促進へと大きく萌進ずる毘癒しとな

は昨鎌翼︑璽源嘗地健進対策の新

わが罵の原子力発躍溺立地累進対

った︒硅関係紀轟二面︒

機軸として門原子力発難論設等立

策は

このうち﹁原子力発露施設騎周

﹁璽源立地地域振

のすえ︑抜本約改着

﹁維持管理盟交付

象車要求時の﹁磯源寛地地域振

た︒

へと大きく潮進ずる兇嬉しとなっ 企業に交付金をだし︑電気料金負

難薩

地協力交付金﹂

﹁水力発驚施設等所在市町村

興対策交付金﹂
金﹂

交付金﹂の四つの新制度をうちだ

て二士翼の第一次内示では・こ

県等交付金扁と﹁原子力活躍施設

していたが︑超緊縮財政を反映し

れらはいずれも羅切査窟︒結局こ

等周辺地域交付金﹂に砧称変更さ

健進対策交付金扁の使途拡大によ

の取り扱いは二十七田の大脳折衝

﹁原子力発霞施設

炉詳細設計についても二億石千万

るよう調り憎し格差制が土入され

ると原子力関係予算黙は一般閉講千七糞八難懸千三葎万円︵対酒断比四・三％増︶︑畿源特会九璽エ

政厨は昨葎ヤニ屋一十九B牛後開いた臨時閣議で昭和五十六琿難解騨政鰐原案を決めたQそれによ

立地促進に薪交付金剃度

輪％増
」

に京でもちこまれ︑﹁電源立地地

で誤報した︒

交付金額は頁万KW未見の原発 り︑ほぼその趣霞が認められる形
が立地する地点の儒蔑︻戸敵たり

八億六千五頁万円が予定されてい

G︶細管にりークを生じ︑その し︑対策を講じた︒

るが︑その財源分については電源

新交付金制度の予箪は台計八十
為事九酋円／月まで六段階に分か

三穏阿／月から穴蟹万KW以上の

れており︑世渡党累累を髄遇する

と﹁こうしたなかで︑ゆるぎない

待できるのは原子力と石炭のみで

決恵を表明︒さらに醐平公友科学

代薇エネルギー開発の基盤を礁附

あることはあきらかだ扁と力強く

技術政務次窟も﹁きびしいエネル

そして︑その代替エネルギー開

脱石海の緊懲性を強調した︒
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飛躍へ︑⁝決意新たに

のべたあと︑﹁政麿夏負決定閉標

ギー偶勢に十分対慮できるよう努

していきたい気持でいっぱいだ﹂

あいさつにたった萄沢広巳原産

の達成に協力して︑今無こそこれ

発については門今闘︑もっとも期

原子力暴発促進へ淡慧新たに一

会長は門第一次石油勉機では四悩

譲渡難田中通産相が挨拶
⁝︒麟本原子力塵業会議主催の新

替エネルギー國標達成に全力をあ

力したい﹂とのべ︑六十五銀度代
ペーンを開始すべき奪だ﹂と強調

げる姿勢を明確にうちだした︒

家での努力が実を結ぶようキャン
上げが行われたが︑こうした大漏

原子力発斑所立地健筆へ総力を結

さらに平窟外四電隆運会畏は

第二次危機では通韻の原品定格値
圏の菓蒙プリンスホテルで盛大に

な価格上昇は︑各国の経済運蛍に

匂して新しいスタートをきるよう

盆名刺交換会が五賑︑束崇・芝気

ひらかれたQ実写翼

大きなダメージを加えている﹂と

るが︑これをどう実現していくか

会場には︑政騰︑薩業界︑学界

また︑語中六助通産大臣は﹁エ

べ︑関係餐の協力を要幽した︒

が実行部隊としての使命だ扁との

﹁方岡づけはだいたい決まってい

致愈症となっている現状を指摘し

ネルギー危機の解決なくして二業

よびかけた︒

す原子力関係囁がつめかけ︑エネ

たあと︑﹁さらに︑第三次︑四次

今臼の嚢態の緊惣性を捲没したあ

はもちろん民生の安定もない﹂と

石油への過度の依存が経済政策の

ルギ⁝商機打開への決愈を胴に︑

えない﹂との麗方をあきらかにし︑

危機も必ずおこると予測せざるを

などの広範な分野から八立山を超

た︒
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今月から本格運転入り
緻 離 日 米交渉が今後の 課 題

砕閲処理踊を費〜胃四ヨナとして

再処理施主の梗用地検査合格概
を手わたす中州畏窟︵友︶

地内に増設される岡

子炉を中心として行う一などと

経済欄・伯懸鯛の優れた船舶剛原

力第⁝船の成果を襲用しながら︑

刑式のユニ

ットについては︑先行ユニットの

原子力第一船の開発としての貝

なっている︒

審査結粟を播用・踏評する等︑審
査の効率化︑愚速化をはかってほ

体的矯業としては︑①遮蔽改修・

安金性総点検を行い︑建造を二期

欝られたデータについて逐次解折

艶八卜三章電源開発調整禦議ムハ

（電源穿喜多撮イ礎淀、単位酋腹懸）

2，窪9で

資源の大物であるLNG火力︑地

誹薩が認可された︒今厩は脱石湘

は・げんざい︑個々の法制度によ

④原子力の大規模宣地について

を中心に︑原子力第一船の開発お

で︑沼本原子力船研究開発襲業団

的︑効集的に進めるためのもの

②許認剛事続期開を︑司酷な眼

第一船の設謝と弓造は︑職能な

その基本方針の内容は①原子力

一

発電がト理︑思至された︒

熱発露駈・揚水発斑など︑脱石湘

十二月四滋に第〜次公開ヒアリ

ングを終えた︑柏崎刈羽願発二︑

荒弩機のト程は冤送られた︒

中南米の中小型
炉調査団を募集

原子力学会

原子力学象は︑中南額装隅を対

る輸出︑技術移転等の諸問題の調

象として中小型原子炉利用に関す

二

定だが︑以下の要領で参加著を勢

査検討を行う調査団を派遣する罪

引している︒

募集附帯十五名▽調斑期間

両㎜二

テクノロ

月七繍〜二十二臼▽参潴費

ジー・トランスファー研究所︵電

十四万円▽闘い妻せ先
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い︒

行う地域振興策を穣極的にバック

とになるものとみられる︒

ュールによると︑この烹月にも遠 あえず黙定的な護り決めを行い︑

政府は︑このような情況を打開

︵一︶地元同慧取り付けに関す

業団の原子力船の開発に関する麺

士ご隊︑欝本原子力船研究開発事

原子力婁員金は骨無の十二月二

原子力婁

原船団の基本
方針まとまる
取り付けが︑立地の成習に大きく

③幽閉にかかわる瀕業蕎の命悪

アップしてほしい︒

理︑廃棄物処理など原子力鷹有の

漁業についても共存共栄をはかり

影響している現状から︑とくに︑

⑦原子力の安全︑防災︑群処

る要墾禦項

悶題について︑岡の姿勢を碗確に

本曇圃を決定したQ

り・別個に実施されている地域整

よび原子力船の開発に必要な研究

これは︑原子力船の開発を総覧

備塾業を効果的に推進するよう総

振興策を実凝してほしい︒

うるよう漁業地域腰窓揺藻等漁業

示し︑一般の珊解がえられるよう

⑦立地の推進にはたす道順県等

に努めてほしい︒

鴬治体の役購の箪要性に鑑み︑煽
は使途拡大をはじめとして︑電源
製法交付余の薦稽をはかるととも

盆購な地域振興策を講じてほし

壌業の効率的な撹進を潤ることを

画では︑広く鷺民の協力を求め︑

を行い︑資金︑入材︑研究開発の
い︒

︵二︶許認斑手続きに陥する頭

り短縮するために︑標準的な処分

かぎり濁内技術によって行う②原

打ち出している︒

田途期聞を設け︑謳手続きを迅速

子力第一船の安全性の確傑につい

望嶺項

に行うよう︑各省庁間での調整を

ては慎璽に検討し万金を期す③原

一

子力船開発に必要な研究は︑原子

はかってほしい︒

一一一＝鱒

②安金欝壷にあたって︑同一敷
一一一一﹁冨

廃炉専門部会の

田庸太郎︵三襲璽工取締役︶︑石

役︶︑浅田忠一︵原慰常務︶︑飯

訂騨務理事︶︑吉岡俊男︵発電彫

裏7＞

認

茎

＝凹

躍 ．．

毒

1疑職；

々に性能を高めていく方剣︒年間
菖照十ナの焼用済み燃料の処理能

しいQ

る環境審壼と安全霧査を︑朗能な

工甥認可審査の噸請件数の増湘を

評価を行う一など︒

また見送り
⑥審薮の効率化をはかるため︑

が十工月二十七田に開かれ︑新た

一罰行わなければならないことが

力を質任をもつて行うよう鞠議で

9，589

い

いる︒さらに運転経験を積み・徐

力は原子力欝欝約煮酉万KWの取

しかし一力で・同工場の運転は

に完了し︑これに並行して︑防ナ

③現在・シリーズに行われてい

前に発識され︑その後の運転スケ

曇り並行して行って︑効率化をは

り換え燃料分に櫻当する︒

ジュールに大きな影響を肥えるこ
現在も薫十二葎の欝米協議の結

とになった︒

響照し︑審査嘗の増強・充実を攣

獲成講練を行う③開発の名段階で

附帯施設の整備を行う②乗組員の

懲にはかっていただきたい︒

④今後︑環塊審査︑安全審賓︑

かってほしい︒

れ・その運転期限も国際核燃料サ

果︑累謝処理脳九十九誘に抑えら

岡工場は発霞用軽水炉の棲白癬

をふまえるなどのため︑今奪四月

するため外交ルートを鱒って交渉

み燃料を一鐵O・七ナ処理でき イクル脚価︵茎NFC露︶の結累

咲来交渉に大きく依潔している︒

末まで延期されたものの︑今後の

るため︑常託の脚門家による審蕉

る︒設謝遇初の麗標では︑葎間際
蒲闘稼動させ︑無二葛十ナの処理

中であり︑門田単側のスケジュー

制度を確立してほしい︒

原子力発電は

が蓄えられていた︒しかし︑その
すでに同工場は賀十二隼からホッ

ルを来国に説明し︑不都響な運転
にならないように︑晒来交渉を円

に︑頽接応じられるよう必要に慮

顧問会︑安全審理会の質問︑懸向

に水力︑火力あわせて幸二地点約

⑤霧幾は︑複雑かつ響門的であ

後の再処理をとりまく幡勢の変化
ト試験・趣鷹剛謬論のための運紙

滑に進めたい﹂としている︒とり

じ︑蜘講書またはメーカーを岡腐

四蔚四十四万KWの新規贈源開発

駕433△

巳隔
●顯

中川一郎科学技術庁長審は昨隼十二月二十五臼︑動力炉︒核燃料開発為業醐︵瀬川正男理蜘長︶に

﹁再処理工場﹂とその猛称も変え︑本格操業に入る︒動燃では嶺初︑箆照済み燃料の三間瓦葺羅を穐

対して︑藁海禦業所轄処理施設の留用朗検費盆山謙を交付した︒これによって同旛設は︑一月から
もあり︑実際には核物質の保陣措

本格的な交渉はレーガン新政擢の

させ説閣させる方策を講じてぼし

〜頁四十沸と予定︒しかし︑現蕉も五十二駕の日※再処理交渉で臨められた累計処理羅九十九踏の制

威され︑それ以後は運転できない

休制や政策が間まってから行うこ

第83圃躍調霧

義務づけられることになった︒こ
ことになる︒

鋼のための実在庫籔調査︵P工 を通じて約七十九ナを処理した・

薙辛ぶりに本格操業入りとなる︒
のため︑動燃では︑まず再処理工

瞑は存筏し︑運転期限も延期され本隼四月末までとなったものの︑同筆処理工鵬が順調に遡転を続け

馬十四無には原子嫡箸規制法の一
とくにカーター大脳領の猿子力敷

奄587

残る二＋沙の処理は動燃のスケジ

茨城県 集 海 村 に あ る 動 燃 の 再 処
部改正による優罵荊検認の制獲化

策が︑同樋設のホット試験入り臨場の稼動を隼闇一薔臼をめざし︑

丁︶を墨書園以上︑定期検概を年

理灘設が十瓢月二十五日︑國の使
などの鰐余転折を経て︑じつに九

操業に入ることになった︒愈格註

るためには︑今後のレーガン新政権との新たなB※交渉のゆくえがカギとなる︒

用酌険査 に 禽 格 し ︑ 今 月 か ら 木 叢

﹁許認可の合理 化 を ﹂
一︑年度謝繭と供給麟標との関

串し禽わせてほしい︒

遡について︑弾力曲な取り扱いを

皇城振興鐵の実施一1など石融代竪臼する︒

電事連︑政府に申し入れ
磁気噛業遡愈会︵平岩外四会

一︑供給罵標について︑代替エ

2059

二
の交付に当たり︑申川目宮は十数

たあと門今後とも︑安全性確傑に

隼にわたる鋤燃の努力をねぎらっ

はとくに万金を期してほしい﹂と

賛醗源の服発促進を講えた︒

述べた︒これを受け瀬川動燃理製
長︶は昨年翼れ︑田中通簾大冊に

ネルギー間で弾力的に運用できる

9ア26

業
長も門B 本 の 再 処 理 技 術 は 瀧 闘 さ
蠣望の要騒は次のとおり︒

核となる簾子力開発に関多して︑

また︑﹁将粟のエネルギーの解

︸︑供給霞標簿の欄議決驚に際よう配慰してほしい︒

対し︑先に政府が閣議懸隔した
門石鎌代轡エネルギー供給醸標﹂

れており︑藤本灼技術の綴織に全
力をつくしたい﹂と語った︒

501ア6
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鳥飼欣一︵原研大洗研究所長︶︑

大教授︶︑豊田正敏︵榮贈常務︶︑

正︵囎中研エネ開発副本部長︶︑

畏騰騒︵NHK解説委員︶︑永倉

原健彦︵環境整備センター理嶺︶︑

田星︵日立常務︶︑小山内正夫︵原

梅田健次郎︵鹿脇建設常携︶︑浦
隠子力委員会は先に陳子炉施設

研動力試験炉部長︶︑熊谷認二

原子力婁
を建設するだでなく︑欝命のきた

︵開銀理黙︶︑鋼玉勝薩︵資源エ

熱機関協会理串擬︶︑渡辺浅︵都

綴臨俊⁝︵関電常務︶︑森一久︵補

凍子炉の廃炉問題を検旧するため

技庁鍛金周次獲︶︑左合正雄︵理

立工科短大学童︶︒

ネルギー庁審議会︶︑後藤宏︵科

科大教授︶︑島村昭治︵工技院材

のにつづき︑昨年の十二月＋九

料工学部長︶︑高脚敬展︵科技庁

廃炉対黒鍵門部会の設罵を決めた

発表した︒

田︑岡郡会の構成撫を次のとおり

マ撚

鍵ダ

肥拶懸

5867

餅；鞭

盤雛所鐸
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y水炉改良技術七口原子炉廟動検萱装置際号炉廃炉設備確証新型炉禾蝿システム開発

騨耀 羅！

魏掘講下

@窪4
6969

@

鞘騨

P433

する東芝・三井グループ

欄職
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『肇

鞭

一燕｛＿請購

8

早l小型軽水炉開発調盤返遷廃棄物受入システム

2，046
1，1ア9

計
総

W5
ｴ発擾擾システゐ開発蕊水ウラン幽収システム

△

ｴ子力機器
S子力広域開発

Eβ61
P10彗

P301

P529

窪ア

礒9

@633

痰X窪6

P

（財政投融貞、巣位億円）

心外探鉱出融疑等核燃妻妾加工業の湾成

@ア06

@241

ｻ学法ウラン二目技術一発施設安金解折灘一ド

69，463

59874
計

2，219
2，01含

第2再処理工場技術確立

△気ア32

@ア34
75813

39，682

総

3，窪35

いて︑関係雷庁が十分協力して︑

QβG6

通 産省

7，767

峰，632

電源とくに原子力発磁所の立地に

8，182
Q，596

原号力驚電行赦費など

8，363

言ナ
総

工いらい︑五十二蕪のカーター※

4ア，8ア0

@ア62
4045G
計

Q8435 @1窪」53
P346 @ 168

手紙き期間の短縮など開発促進に国で講じてほしい興休的な改醤施

（電源特会解期勘定、単｛姫万円）

ともなう詳諏可等孚続の短縮②地

（電源特会多様化総懸、挙位芭乃円）

大統鑛の再処理無期延期政策︑五

（電源纏縫立地勘定、単｛蛸藤織）

つながる施策の展開に鰻大隈の努

49821

ｻ

総

42，814
R2，265

626

39，688

他

@39

2，3ア8

V，432

計

D△減

光同悪取り付けのための総禽酌な

昭和56年度原子力関係予算政府原案

十三琿の酸回収燕発無の欝欝︑翌

（一般会計、単位臣乃円）
動燃勤業団関｛系

の

1ア4，992

V196

938
2，3ア8

T5窪5

総

184，942

7638
Uβ95
167，354

計
総

@57

223

111

U，856
T，G39
T，643

@

T，498

U，鷹5穿

ｴ聡事業団

1440
飽
の
畿療立地｛足進対策交欝金腰嬰議論瀟瀟塗熱海策費そ

79422
9，8ア8
V8032 ｢3，433
84，046
W1，807

69544
W1465
8本原子：な醸究所動燃勲業団

留萌葺…纏

5晦慶多算 56葎度要求

痩

単｛立麗乃円）

（一般会謝、
騰キ学技術庁

56漁獲戯府藁

悪

S，475
T，420
他
の
厲ﾋ線医学総合硲究所そ

4雀4窪4
P7，282
冾Pア8
墨守立地｛門司対策i墜二二瞳子力悪金等安：黛対策費蜜務取扱費等

（2）

昭和56年1月8臼
二

子
原
傑鷹極郵便物認可）

第106匪号

聞

力

原

̀83年に九基着工

されるのは︑エネルギーの鰻掴消

原子力の傾斜開発とともに日課

る姿勢が現われているQ

らエネルギー政策に取り綴んでい

ナショナル・セキュリティの面か

なお︑フランスの一九九〇琿の

費蟹に占める電力の劉含を斑めて

金発電慰力籔は四千五百億KWH

いることである︒糊韮から分かる
ように︑輸送を除く各部門で電化

子力雨漏％︑水力〜四％︑石炭九

に達する予定で︑その内訳は︑原

九駕の全発電電力蟹は二千二哲六

％︑璽嶺およびガス園％︵一九七

が進展しており︑七九無には二七

は四〇％に上昇している︒とく

︒天然ガス三︑新エネルギー一と ％だった総臼電化率は︑九〇年に

は︑毎隼五難燃〜六百万KWの原 に︑頒熱エネルギーについても︑

はエハ・七％︶︒

十四億KWHで︑そのうち原子力

決め︑このため︑原子力について

で供給する文園で努力しており︑

電気︵その源はほとんど原子力︶

原子炉輸出に青信号

炉輸出許可の無効を訴えていたQ

が審査されていないとして︑原子

鱗獺船積み停止請願を却下
ワシントンのコロンビア地区還

環として反対派

邦強訴裁判所は︑昨隼十二月十五

今騒は︑その

協
が昨隼八月に出していた原子炉機

日︑ウエスチングハウス︵WH︶

器の船櫨み鰹止請願が・鐵判所に

に尽力︑圃叢叢禽上院議員を経て

社のフィリピン向け漂子器機囎の

え付けられるもの︒周原発は︑一

船町み僚止を求める講糠を却下し

輸出酪斑決定が︑麟家環境政策

据勢だつた岡州で︑共和覚の復興
よって却下されたもの︒NRCの機︵六十六万KW︑PWR︶に纒

フィリピン向けの原峯炉輔出は

た︒

故を契機に安全問題が提起された

いての造詣も深い︒サウスカロラ

ワーズ浅は︑エネルギー間題につ

聯門が眼腔外科とはいえ︑エト

九七六鋸に着工したが︑TMI事七四禦には州知行に灘選︒

ため︑マルコス大統領によって建

るかどうかの判決が出るのは︑今

保護会議︵NRDC︶と開発政策
駕六月以降とみられている︒

蒔中止されていた︒昨年九

イナ州は︑サバンナリバー研究

設が
ンのパターン楽島に建設中の同国

レベル廃棄物埋設楊︑覆工の原子

所︑バーンウェル再処理工場︑低

検討中の門本にとっても謬薯に

バー炉︶計爾が生き残る黒黒し

の影響と一九七八無

が強まったが︑カーター階代の
出凝れ

だ︒クリンチリバー炉にはこれ

核不拡散法の制約が厄介な闇題

フランスの見露な前進で︑世

地図は数庫繭と

近道

はな

︵・・K︶

外︑原子力開発の

璽

数の原子力メッカで︑エドワーズ

猛︶をかかえるなど︑※国でも有

氏は︑矧鶯聴代︑原子力の強力な

力発飽所︵運転中四纂︑建設中六

米連邦控訴裁の原子炉機器船細

推進番としても穐猛︒七八薙には

憲︑あとは︑米陶の裁判所の判断

み僚止筆写の却下地話は・近く行

待ちとなっていた︒

の輸出契約にも大きな影響を与え

われる台湾への原子力発電略報纂

員畏を務め︑廃懸物や輸送問題に

金鍔知事鍛工原子力小委雛鼠の委
るものとみられている︒というの

エネルギーについても黙心で︑数

精力的に取り櫃んだ︒また︑代替

多くの代替エネルギーを調査する

は︑台湾は︑二纂の発鍛炉入粍で

サウスカロライナ・エネルギー研

﹁八一庫三月までの輸出認可﹂を

は︑来麟の三社と西独︑仏の二社

DOε廃止が焦点に
一月二＋臼から発足する来国の
レーガン新政権のエネルギー省野

長官の撮名を受諾したとき︑﹁私

エネルギー省を廃止するまでの瞥

の任務は︑ワシントンに得って︑

定的なものとなろう﹂と語った︒

仏︑昨年六塞農の運開

グラブリーヌ
三号戦列入り

︻パリ松本駐ぴ員︼フランスの

エドワーズ氏は︑サウスカロラ

電を開始した︒同炉を含めて︑フ

は︑昨年十二月十二臼︑初めて送

グラブリーヌ払子力発詰所三聖機

イナ州チャールストンの轄名な幽

＋万KWが還罰した︒

ランスは昨年だけで岩鼻拝賀二七

︶が

業に前サウスカ潔ライナ州知駅の
ジェームズ・エドワーズ氏︵夢

科医であるとともに︑バリバリの

就着することが決まった︒

エドワーズ氏は︑エネルギー省

条件につけているため︒入粍に

までに十億ドル︑今後さらに十

られていたからである︒

散政策から※国が一番不利だとみ

究所の翻設に貢窮した︒

冠鱒ドルを投入しなければなら

が癒札しており︑従来の楽核不拡
は変わった︒西

ない︒その道程の単ばで︑エネ

ルギー省が次の大型炉︵酉万K

計麹の題ぶみ
で︑タンク型と

W級︶への着手を訴えているの
も︑これまでの遅れで設計陣な

ループ型の並行
開発による欧州統一設計の爽現

どの分散の恐れが強濁ったため

れを受けて︑原子力庁︵CE 籔︵報道では一億二千万ドル程

米・新エネ長官
にエドワーズ氏

独とイギリスの

界の蕩速増殖炉

月末にはフィリピン政府とW薮社

電筋近くの来岡棊地に佐む来国入

約に響起し︑建設工壌爾騰に合

姫︵PFR︶経験を慕礎に鶴童

の聞で︑安全問題を中心に修正契
最初の原子力発彪駈PNPP一拳

センター︵CDP︶は︑原子力発 問題の原子炉機器は︑フィリピ

いたが︑原子力反対派の天然資源

昨年五月にNRCから許可されて法︑核不拡散法︑原子力法に触れ

ンのPNPP一号。昨駕春競在の工爾進捗薬は約18％o

やフィリピン人に対する安全影響

懸廃効果と学習効累︑さらにマ

設計を袴えていること︑つまり

フランスはスーパー・フェニ

ルクール馬辺への原子炉と核燃

購なる熊蝦銭入ではない点に注

ックスを足掛りに︑八五無まで

に実用霞幕棊︵各薇汽ナ万K 料隣遡旛設︵再処理奪︶の集中

う︒

ニュークリア︒エンジニアリ

一方︑※岡でも︑レーガン政

悪を要する︒

ェニックスの建設費は猶初繭操 に四嫉を発注して︑九〇年代に
りで万億六千八袴万ドル︒現在

薔のかぎは︑やはり経癖挫にあ

なる︒

一千万KW規横の笑現をめざし
新型転換炉︵AT飛︶実証蝉を 権の登場で原型炉︵クリンチリ
ている︒訓潤どおりなら︑フラ
ンスは一足先に騎速増殖炉晴代

藤での贈膿艶適しは︑謡講萌過

でおきた設計変璽と工程の遅
EDF︑伊綱當電力ENEも程︑

先陣を行くフランス

N代の焦点11FBR開癸の行方

を迎えることになるが︑その成

︵欧州鷺力グル

体NERSA
⁝プ︶で︑耀約

によりEDFが
いる︒製作聞も

運転を麟負って

他山の石となる欧米の経験

NOVATOM罵が五四％
さ︑
れ騨
る斜度で︑きわめて

健

グループN鴛RAが三川％︑薩全 といえよう︒発議駿も一九

八O薙価格でKW隠六・ニセン 現在露華側は︑実用炉の建設

だ︒その辺りに来国の聖餐がう

トー⁝これは加圧水炉︵PW 蟹について三〜四躍削減︑PW

旧離も今薙は原型炉﹁もんじ

は盟み簿になり︑イギリスも仏
独グループが一

Rを二管％上回る種鹿の達成を なりードからは︑フランス設謝

ゃ﹂にいよいよ着工する︒一歩

副醐への参加に動き出している
際分業体制がとられ︑分散した

民︶の約二倍だが︑脱硫石炭火

求めており︑発懸磯鼠標はKW が世騨を席巻する可能件が出て

かがわれる︒

各岡の工場から無数の機器が機

力の六セントにほぼ匹敵し︑石

A︶とNOVATOMH
がを設
謝てフランスの全憐報
度︶
払っ

一歩実績を穣み上げていく以

そうだから︑フランスの強気と

きたわけだが︑イギリスは参撫

︵交渉巾︶︒フランスの決定的

織どおりクレイ・マルヴィユへ

％と広川な国

あるまい︒この辺りの詰め方は︑

W︶を︑八○隼代後畢にはさら 方針から見て︑無理な閉標では

一次エネルギー総，肖費辮

フィリピン向け

エネルギーに占める比率を規在の

2弓。

晴四セントを零露している︒そ

米連邦控霧斥裁から原子炉1機器輪戯にゴーサインが出たフィリピ
共和党の酒動家︒擾期開罠童党が

CCTV監視装置

上記総合監視警報盤

を納めておりますQ

子力発電駈の建設に着工し︑一次

2420

エネルギー郵門の横路

EC︶も萄利な儲款を提供して なり安い︒実写炉にしてすでに

にアクセスし︑これまでの原型

〕b9薙禦〔，

憂塗へ

五％から八難年二〇％︑九〇隼三

22

各部門の電化も捉進
〇％に引上げることにしている︒

156母

〜八蕊琿に原子力発艦筋九墓

窪9

フランス敵府は︑昨隼十二月︑フランス出力庁︵EDF︶が﹁九△

ア蓬2

計画にもとづき︑原子力発臓の煩斜開発を進めており︑一九九〇黛には︑全発醒難の七〇％強を原子

き†

千芭三ヤ万KWの建設に魑撫することを謝回した︒フランスは︑昨隼四月に改訂したエネルギー黙給

愈

力で賄うことにしている︒原子力闘発促進と併行して︑フランスは︑エネルギー醗終消費羅に占める

4

電力︵その源は霊に原子力︶の剛禽を簡める方針を掲げており︑その剛率︵七九獲一七％︶を九〇年

フランスが昨昏晦月に改訂した

318

には四〇％にもつていく計闘だ︒

万七千KW︑今庫は三月に九州蹴

一次石油ショックを契機に︑ ﹁全 力の玄海原畢力二暑︵五十五万九

8DFが八二磁に融工する原子 フランスは︑一九七八隼秋の第
力発磁所は︑九十万KW級獅二 水

だけで︑フランスが︑わが圏を囲

千KW︶の運開が予定されている

磯力の原子力化﹂方針のもとに原

三十万KW級加圧型型炉四基︵カ 子力開発を捲進︑その結果︑七四

型炉最後 の シ ノ ン B 鵬 響 町 と ︑ 齎

規模は︑八○年十二月環在二十基

鉱に三頁万KWだった原子力発電 い抜いて世界第一一位の原子力発贈

ルフェシュ八田︑ショーB一跡︶

約四二蕩万KWに拡大した︒今鋸 ている︒

ットノン三懸︑ノジャンご辱︑ゴ

の酎五熱で︑いずれも八七〜八八
中には︑新たに九基約八蔚五十万
エネルギー電器計瞬によると︑一

︑石油三︑石炭

九九〇鋸の一次エネルギーの供給
比率を︑原子塑

6

ング誌によると︑スーパー・フ

って将来への無形の資産であろ

壌3争

閃独磯大難力RW鷺の四駅哨業 れによる一流〜二〇％増が予想

この炉の碓設蕎は繊細営電力

送

の愈琿化にとり継んでいるが︑
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ワ纏備
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嚇
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鍵微』鎚露

魍になるのは時簡の無題といわれ

無の運欄を予定している︒

力発露規模は二十二鍍千五譲ナ一

わが國の昨矩末の翻転巾の原子

八三隼には薔蕊十万KW級重 圧 K W が 運 開 の 予 定 で あ る ︒
水型四四 墓 の 建 設 に 譲 工 す る ︒ こ

う一めtPLPL

れら四星は八九奪運開の予定︒

鯉︑夢
八O鋸代のひとつの佳蝋は︑
筒速増殖炉を申心に︑プルトニ
ウム利閑の開発と符押がどこ塞
で進むかであろう︒レ⁝ガン政
怖の懸場で累圃の核不拡散政策

魯つ

の変化が予想され︑新しい展望
が開けつつある◎
高速増殖炉の開発では︑

炉スーパー・フェニックス︵ク
レイ・マルヴィユ︶は︑昨鉱か
ら機器据付け作災に入り︑今年
はその鍛盛期を迎える︒臣大な
八十踏圧力容器の吊り込みが進

蠣

自億の理由がうなづけよう︒

ているが︑その成功は欧州にと

齡N中には待望の鎌継にこぎつ この圃際プロジェクトを隻解し

月と京ずは順調な進み方で︑八
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⑭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。

フジセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

聞

スウエ

ーデン

壇下貯蔵方式を採用
ナマイトで飼窟を掘って︑その地

施設︑検蛮測定霧材・電力供給サ
ービス施設を設計︑製造︑建設す
る︒

スウェーデンの原子力発醜聞は
すべて臨海サイトに建設されてい

るので︑使用済み鰍料の輸送は船
舶によって行われる︒このため・

SKBFは︑このほど︑フランス

のCOGEMAと共同で核燃料輸
送を圏的とするフランス・スウェ

M︶を新設した︒出獺比率は︑C

ーデン海運会歓︵SOFRASA
OG慧蟹△曇一％︑SKBF六八
％︒

新会社は︑核燃繕輸送船︵ルア
ーブル造船断で建造︑二千総誘︶

をもち︑使用済み燃料をスウェー

ール港︶に運び︑またスウェーデ

デンからラアーグ工場︵シェルブ

ンの使用済み燃料懸定三主所が完
成した場舎にはそこに運ぶ窮業を

灘

おり髭厚生雀は︑鍛初から︑工榮

二︑霊関係三織の態展は次のと

となっていった︒行政的には蕊梱

調は難曲に形式的な幻影的なもの

になった︒こういつた条件下で協

通漏路からさえも除外されること

以■その職務を完全に蕉しく果す

したわけではないが︑任命された

五︑私は饗携局畏の地位を希望

た︒

不十分で存在しないところもあっ

Y

︵墨初雄塵

︵仏白核趣料製造会社︶を通じて

︵仏のAVM法を採用︶

ガラス固化工場建設へ

助を受けるのでその代償を支払

英BNFLウィンズケ⁝ルに
︻パリ松本糧仔重目イギリス原

ンス原子力庁︵CEA︶が關発し 工場建設籔は約一億げノと冤積ら

子螺料公社︵B翼FL︶は︑フラう︒

ハーベスト

を開発してい

るが︑工場建設には競状ではAV

化法

たAVM︵マルクール・ガラス固れている︒英國は独霞のガラス問

をウィンズケールに建設すること

化工場︶法によるガラス間化工場

を決め︑フランスのCOGEM
M法
Aの方が手皐いことを認めたも

になる兜題しである︒工場はマグ

︵CEA一〇〇％子会祉︶と共同
のである︒完成は一九八O年代宋

ノックス顛原発の使用済み燃腿鰐

アリングにはC君Aの子金社SG

化し︑貯算する︒建設のエンジニ

処理による放射性物質をガラス圃

技術チームをつくる交渉をしてい

英仏は核燃繕再処理および関遡

ることを明らかにした︒

ユナイテッド・リプロセ

技術を交換するジョイント︒ベン

ッサー〃を設立しているので︑B 聾があたる︒

チャー

利用についてはロイヤリティを支

る︒

固化工場でも採用が予定されてい

ーエに建設を計画しているガラス

NFLはCOGEMAにAA
V法M
法閃独がカールスル
VM
は︑

ズケール丁場姥設について話術擾

払う必要はない︒しかし︑ウィン

といった国産エネルギーを開発し

階＝＝＝＝＝＝唱＝＝＝鼎−＝冊＝二鴨濡一需＝＝＝＝＝謄＝幽＝曹＝＝曽；＝＝冊帽＝幣＝コ墜墜篇＝

なければならない﹂と述べた︒そ

鼎＝

料製造部門でもその地位を確立す

フランスが

長は︑ブルターニュ地方のプレス

があることを明らかにした︒また

ャンドー︵CANDU︶炉に関心

ェリアは一九七六琿にカナダのキ

鉱山相に崩し入れたもの︒ナイジ

ブラヒム・ハッサン・エネルギー

イーヴ・プラッタール大使がイ

にされた︒

設を正武に提織したことが明らか

ナイジェリアに原子力発餓断の建

︻パリ松本験在員

仏︑ナイジェリア
に原発建設を提案

かなりいたという︒

記擾の演説に榎雑な表偶のものも

家れていた︒共産党興の中には補

反対派で︑なかには共産党鰻も念

ロゴフ原発︵ブルターニュ地方︶

めつけた︒反対派は︑黛としてプ

を知らないプチブルの菓鐡偏と決

して︑﹁反対派は︑労働轡の窮乏

ることになる︒

支配していた︒FBFCは︑ユー
ロフユエル鮭が株武の八O％を保

楽し︑ユーロフユエル社はPUK

フランス共

トで開かれた一結祭︵昨奪十二

慶党のジョルジュ︒マルシェ藩記

︻パリ松本駐在員

グル⁝プ︵PUK︶がFBFC

ペシネ・ユジーヌ・クールマン・

フランスの核燃醤製造部門は︑

わけである︒

造部附に進撚の懲麟を示している

が︑いままで不在だった核燃料製

核燃繕サイクルのCOGEMA

から二月三田まで行われる︒

ピエールラット村で今無一月五戒

設建設認町革続きの地域調齋が︑

能力五資踏／琿︶の原子力麗礎施

核燃料製遊工場

毅糞編攣蛎議鞭吟ヤル︒ン︑︐ル．︒ユニ社

行う︒輸送船の完成は一九八二蕪
六月で総工蟹七千万漏︒八五年六

燃料製造部門へ准 出
ゾ・ロワール社五一％︑原子力職

㏄燧工場建設調査始まる
︻パリ松水脚蕉農︼フランスの

省の玉門が原子力安全性に介入す

に薩結している難務局は予算をも

のが当然と認めた︒職務を工業省

五％︶がトリカスタンに難設する

ることに反対して︑一切の協力を

たない︒警務周長を除いて各省と

子会往︶とフラマトム社︵クルー

COG鷺MA︵原子力庁一〇〇工
％〇％︑ウエスチングハウス社〜

抱戯した︒内務欝は協調の門戸を

原子力庁︵C鷺A︶からの職鰍は の関係部局とまたことに大匙と対

つきりと協力拒曲を表明した︒

開いたものの︑新しく︑複雑で多

五一％︑ウエスチングハウス社蕪
五％︑フラマトム社一四％の撮資

騨

︑

！

ρ

︑

ρ︶︺

燃襲詳録鯉慧辱姻
工業倶楽部でひらかれた︒

曄

ノρ

羅偽︸？一即

一︶良講髪温く一一よ︑

昭稲五十腕無鰻後の締めくくり

フ貞￠才た墾雪捲懲

二月の柳堀︒

隊毒〜
野ぎ一μ﹀

儒

トックホルムで開催された王AE

一熱り褻界h︾巻海難D蔓黛悔こ期繭9

A︵乱騰原子力機関︶‡催の門門

設

施

SKBアF
セア祇に発注
︻パリ松 本 駐 在 霞 冒 ス ウ ェ ー デ

下に貯藏能力各千振蕾沙のプール
ンのSK B F ︵ 霞 力 会 社 に よって

水処理施設︑使矯済み燃料取扱い

る・アセアアトム社は冷却および

九七一一隼につくられた核燃料供 ニか所を建設することになってい

給会社︶は・このほどアセアアト
ム社に使用済み燃料暫定貯蔵旛設

︵AFR施設︶の建設を発注 し た
︵総工三十鱒スウェーデン・クロ

ネ︶︒

任命された︒

ジャン・セルバン氏の撮簡の概

出向の形になっており︑嘆務問の

立して果してゆくつもりはない︒

少不安がある課題に磁接取繕むご

六︑無またはほとんど無からS

ロマン工場と比論することはない

門への進出に盗って︑FBFCの

いる︒

西独のKWUに建設を寒し入れて

COGEMAは︑核燃自製造部

で構成されている︒

CSINを設豊した私にとってそ
れと桐互不二の環境の中で働くこ
とは逃しいということを僧議して
おきたい︒椙互不帰からの紛翁は

月十三︑十四日︶において︑反対

タンピエール

派による妨密の中で︑原芋力支持

岡釣記長は︑門われわれはフラ

演説を行った︒

といい︑またPUKと製造調整の
蟹用は工業省が支心している︒総

ささいなことにもおよび︑行政繕

とは避けた︒工業繍の関係部局は

藍翻とは仲々両立しない依存関係

麗任体制の明確化こそ重要と反論

一︑群磁を決悪させた霊な菌難

当初鎖極的に協力したが︑瀬次と

いかという疑響を招いている︒

は︑蟹務局長の職錺を完金に集た

にあるわけだ︒

三号初装荷へ

ジャン・セルバン氏︵鷺五︶は鉱山

おざかって謡講の雪覆と協力を避

P

装爾を認恕した︒送醒開始は今駕

門パリ松本駐興敗︼フランスの

すことができない状態におかれた

四︑原子力繋金関係閣僚委員会

ロ

十万KW暴圧水型炉︶の核燃隅初

ンスの独立即エネルギーの独立を

大学出身の技騰で︑一九七三年か

けるようになり︑そして今では敵

にとって不当瞥なことだし︑原子
ため交渉を始めている︒これは︑
力安金の翼の葺草の精神に反する
ウエスチングハウス社が核燃糾製
ものと事える︒
造部門から一九八三年来には引き
この欝簡公表に対して︑アンド
あげること︵原発建設からは八二
レ・ジロー工業相は門工業省で行
っていた勤務と岡じことを禦務局 隼末引き上げ︶を削提としており

・ロワールの三グループの共通子

﹁

ためには石炭︑水力︑潮力︑地

工業相は︑昨鋸ナ心月九晒︑ダン

からである︒この原鉱力闘金総

は︑一九七八無十一月十六円︑制

農としてしょうとしたのは間違っ

会社設立のためとみられているQ
これが実現すればフランスは核燃

策を必要とする福齢第一の一︑二︑

ζ

％を晦めなければならない︒その

欲するものである︒現在需要の二

ら七七奪まで工業省鉱山周の原子

螺をちらっかせるようになった︒

限的な形で一回会愈しただけであ

ている︒原子力安金の簸鐘の僚証

ピエール原子力発鱈所三罎機︵九

力施設安金本部︵SCSIN︶
賠の
麟という便翻は︑駕務局長に懸

三︑製罐藪の使命の概念から鱗

は轡型体制の明確化である︒調整
は混乱ではない﹂と述べた◎

五％しか供給されていない国熊エ
大な灘任を課する︒だが内相以外

て欝務局長が蘭傑部局レベルでの

る︒興野会露体による協調に代っ

協調を図ったが︑一部では協調は

COGEMA︑PUK︑クネル
ーーゾ
ルギ
は︑一九九〇無には六〇

長を勤めた◎岡氏の後任にはパリ

いことになっている︒その結果︑

務局長は規制手続きには介入しな

淡雲準備の中枢機構からも二二流

の闘回縁綴はこの便砺を果すため

ジロー
工藁相

職務遂行できないと主張

辞職理由は各省庁の非協調

獲は次のとおり︒

ズデ

必験な訓令を関係部局に与えたと

篭

｛墜堅．．スウェーテ／核轡料供緒会社

ノ

ーネのうち約三億五千万クロー

サイト︒はオスカーシャム原発
に近いシンペバルブで︑第一期工

瀦︵千五 籍 ナ ︒ プ ⁝ ル 一 か 所 ︶
九八五鋸㎝月⁝騰茨でに完

︻パリ松 木 駐 在 員 冒 フ ラ ン ス の
ルポワン誌︵十二月十五日滞︶が
原子力笈金闘係閣僚委興会のジャ
ン・セルバン箏務燭長の辞職︵十
一月十八縁︶理縣を説明する大統

領冨邸原子 力 顯 問 と 総 理 尉 購 務 周
にあてた轡簡の内容を朋らかにし
たことは︑政府の原子力謝画が安

2

ネルギー原材料総局籍議冨のベル

に転換したことを示すものではな

全性絶対 か ら エ ネ ル ギ ー 供 給 璽 視

することになったフランスのマルクール。ガラス固化工場。
矛した︒採糀て罎議ブ東食簿妻

﹂

テレノクス242−5060JATεC8辱」ヤ

電気設備工事者、牢調設備L懸堵、安全技術

手話（03｝431−6031（代｝

は︑

成の予定︵CもA8酬碓︶︒
暫定貯蔵施設は︑スウェーデン
の猿子力発贈所から出る使用済み
燃料を・溝処理または鍍終貯蔵の

ため輸送されるまでの慨定朔間

KBFの謝画では︑岩脳中にダイ

中炉外で 貯 蔵 す る 晦 設 で あ る ︒ S

安全軽視の疑惑招

泳

@謝馨蕪セルバン氏の辞職一

補助施設．

は思えない︒工繋雀の部周は︑は

蕊

マルシェ共産党書記長が演説

英8飛F瓢が萬レベル廃棄物の固化法として、その技術を採用
三号とも︑あと一回転定期検糞で
⁝

原子力施設の火災防護対策技術サービス

原子力品質保証体制確立と
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力

原

スウェーデンの使購済み

政治大学出身の實僚で工業省のエ

ナール︒オーギュスタン氏︵四八︶が

熱

とを難している︒月別にみても︑

驚郵されること力少なくなつ穴こ

総高設備利爾率が八月の七三・五

原子力開発の促進を

米国NSC撒術提携・郷座せは原子力プロジェクト二神1

表）

衛澄せは品質保証技術部耀谷目まて

』町25

や，

防災設備会社、保険会揺、施設管理者

〒扮5菓愛護港区慧火門1−4−10火蔵ビル

☆QA／QCプログラム及びマニュアルの翻訳

曳
「；嚇所

☆火災解析専門技術者により闘掴綿闘収は新騨に基き

解析、認価、改善設計、防護対策の技術サービスをいたします。

☆ASME更新のオーディット・サービス

ジャパンテック・サービス難

電力会社、プラント総合メーカー、建築会穀

☆原子力贔質保証マニュアル作成の指導

取締役社長 横
田
頽
夫
謝 社長 クラウス・ティーセン

コゆ

T・MM）

Uv・N・M

☆ASM旦認定取得コンサルタント（u・u・，s，

ご会社

仏の独立一エネルギーの独立

料受入れ

馨

訴

／

技術サーヒスの対象

☆総合癩質保証システム確立の技術指導
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象

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・貯蔵・再処理駅場及び原予力研究施設簿

纏

国際レベルQA／QCの総合：コンサルタント
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ネルギー簾材料総周審尋窟のベル

勢至長は規静李毅きには介入しな
て購務局長が関係部周レベルでの

る︒委綴食窃体による協講に代っ

σ移倒解傷に︸﹂￠僻燃町を嘉轟9カ﹂三

協調を図ったが︑一部では協調は
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脇
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フ ぐ

禽祉設立のためとみられている︒

・ロワールの搬グループの共通子

は澱厳体制の明確化である︒調整

ている︒孟子力黒金の簸鶴の保菰

は彪翫ではない﹂と述べた︒

これが実現すればフランスは核燃
ゑ
再し孟︐舅立てに鳳λ重書霞申愚

く

ロ

ノ

ノくをひるフこ
をニ

ノドニ．↓ノ沸7矧一挙一一一揖授〆曝ノ

装荷を認可した︒送罐開始は今年

十万KW赫圧水型炉︶の核燃料初

Fノ梱ノ

％を占めなければならない︒その

︑一︑一
撃￥裂

︸︐﹂︵弓q獲麟ムノ嘗四匡昆メ

二月の予定︒

ためには石炭︑水力︑潮力︑地

ｾ鑓嶺鱗遡凝趣礪汗勉

〜月の閥六・八％となった︒

％・最低が定期検糞の簗嘉した十

簸鷹設備利工率が八月の七三・五

とを承している︒月劉にみても︑

め︑五十奪七月から第四圓定期検

ール︑燃料集母体の損傷などのた

また︑蒸気発生器細管のピンホ

修理作業を終えたいとしているQ

蕊号とも︑あと一婦の定期露盤で

策を必要とする福島第一の一︑二︑

地球と人類扁がおこなわれた︒

大敦授・慾内均氏の門焦きている

約頁名が参加し︑特理講齪には東

として開かれたこの懇談会には︑

昭和五十慌痒綴後の縮めくくり

心に︑その興体策についてのコメ

会議に出席した斯界の專門家を中

る欝欝余識﹂での成果をふまえ︑

近の原子力発電所の安置性に関す

A︵岡際原子力機関︶中郷の﹁澱

トックホルムで開催されたIA鷺

原子力発泣所を欄別にみると︑

萱に入っていた美浜

工業擬楽部でひらかれた︒

嵩浜一轍が三百二士菖の長期運

発鷹ンρGナ踊そこ・ζ・力少力叩く力叩︑六︑﹂

転を達成し︑爽に八三︒四％とい

とって大心配なことが二つあると

委貴︶︑﹁立地選定方針︑リスク謹

﹁総論﹂︵内田秀雄原子力裳全

講義内容・講師は次の通り︒

ントなどを行うもの︒

特に蹴力強要の大きい冬期と憂

半ぶりに戦列に復帰した︒特に昨

し︑成熱病と東票大池艘をとりあ

講演の中︑竹内氏は今︑田本に

期に七〇％をこえる設傭利照率を
う記録的な設備利罵率となった︒

げた︒そして︑成熟病の解決策と

弩が︑五隼

達成し︑石翻遠藤の大幅な簾約に

整運転のため設備利用率が三二・

一方で︑汽力腐食翻れ対蹟を建期 年一無間はサイクリング運転と調

設謝︑新型安全系統﹂

価﹂︵都聯餐正藁大教授︶︑﹁安全

検査申に行って︑安全に附して万

して蕩えられることは①勤倹貯蓄

これは原子力発艦駈の定期検査を

蟹献したのが昨年の大きな特徴︒

．

業権の︸部消滅ーーについて無認

名投票による採決をおこなった親
譲︑出席組禽蝋蕩六十九人︵委任
状を含む︶のうち賛成穏五＋八入

計噸を上程したい唱え︒

巻原発は昭和鴎十六年に設羅計
画を正武発表していらい十年ぶり
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の対籏として﹁井
芦を掘る﹂ということをあげた︒

そして︑解決法の基本的な鶏え

︵能沢正雄原研東

﹁小破断裂故聯賦金研

︵金田久申部魑力放瞬線安金曜理

長︶︑﹁放射線防護︑緊懲二二醐﹂

部次長︶︑

海研究断安全工学部長︶︑﹁安金問

究︑安全規制扁

離㎏︵栂田蒲原研顯閥︶︑パネル溺

題における引際協力と睡本の役

は︑あらゆる問題を等分鼠身の問

ではなく︑戦っていく態勢をとる

題としてうけとめ︑決して逃げ腰

︵座長・躍鵬薫丁田察電力常携取

論﹇原子力安金問題の新動向﹂

工学試験センター理壌︑鵜川健児

締役︑パネラー・梶山泰男原子力

また︑岡氏は﹁将来の都南パタ

ことだと強調した︒

の質閣に対して︑門コスト問題を

ーンはどのようなものがよいか扁

参加蟹縣万円︵資料︑犠食代禽

田圃母川所原子力曝警部次長︶o

N版﹁原子力

問い愈わせは原鹿・業務課まで︒

り一月二十三醸︵金︶︒串し込み︑

む︶︒定員五十名︒串し込み締切

考えに入れないならば︑エネルギ

力だけ﹂と刷った︒

ー源は石佃︑ガスは使用せず︑電

産

人名録を刊行
の両論原産セミナー門原子力発露

定価二千九薦四︵送順子円︶︒

行した︒A5判︑五齎四十八ぐ︑

ど﹁原子力人名録56駕度版偏を刊

田本原子力葭業食議は︑このほ

原鹿禽議蜜でひらく︒
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このセミナーは︑TMI溺故を購入慰し込み︑補い命わせは︑原

所の安全闇題扁を菓東・大手町の

一月二十八︵水︶︑二十九︵木︶

製本原子力歴業商議は︑きたる

原

原発の安全問題
でセミナー開催

一一﹁讐

︵川勝環月

六％となり︑全体の平均値を押し

金を期している禰島第一・一二が

震電力原子力建設部集︶︑﹁運転経

スケジュールどおり行えるように

②正臨︑幣附③感謝︑報恩④外簗

上げる結果となった︒

内剛一と述べた︒また︑薬燕大

豊二・六％と簸低の設備利梢率を

篇徳介粟東電力原子力管理都副翼

験の連銀︑運転士の安金融扁︵沢

なり︑しかも検査で大きな故隊が
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管
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すすめることだ︒原子力立地につ

とともに︑原子力開発を横極的に

ていきたい︒
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を肝に命じ︑周面打開へ商け︑全
力をそそいでいきたい﹂ーー︒
中川一郎科学技術庁長當はこの
ほど大臣塞で詑暫会興し︑就任い

一︑八一庫は︑まさに激動の鋸

いては︑飼いにして︑政府目標のる努力をしたいと思っている︒

激しくゆれ動く年となろう︒気を

である︒科学技術から政局まで︑

昭秘六十震度の原子力発鰭設鮪容
騒二千八芭万KW達成のメドがつ

エネルギー問題などについて次の

らいの科学技術行政全般の印象︑

いる︒磯任の自大さを癌心してい

いた︒さらに前進をし︑六十五奪度

ように語った︒

る︒科学行政が︑着い人たちの擁

五千三罵万KWへと努力したい︒

ひきしめて︑この難周をのりきっ

一︑正遵いって︵科学技術庁長
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れになっていることは︑うれしい

一︑原子力立地の聞題は安全問
い仕嶺を引き受けてし蒙ったと当

窟を就任したことについて︶えら
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平均で時聞稼働率六六︒O％︑設備利絹率六一・○％になったことが明らかになった︒これは一昨年
の※スリーマイルアイランド原子力発電所の螺故のように大きな外気がなかったこと︑定期検査を長
びかせる故陣が少なくなったことなどの内腿による︒いずれにせよ︑日本の原子力発電はこの一応︑
電源のベースロードに空役として組み込まれ︑魑実にその璽費を累したことになる︒
りーマイルアイランド薯故の影響
菓北配力︵蓉林彊目減︶が新潟

愈む︶のうち賛成七十一︑反紺

の溶接部分にヒどのはいる癒力腐
をまともに受けた一昨無の匹九・

漁協との補償問題が解決

食謝れ現象などの初期故陣を︑ほ

昨年の設 備 利 扇 率 が 六 一 ・ ○ ％
と妊調だったのは︑全体的に大き

成で可淡した︒

手続きを経て︑できれば五十五銀

遇産欝の第一次公開ヒアリングの

禦く耀境影響自暴説明食を行い︑

索北霜力はこんこ︑できるだけ

はすべて解決したことになる︒

原発建設にともなう漁業補償交渉

所建設に二本したことにより︑岡

この二つの漁協が巻原子力発駕

漁業補償交渉が昨隼暮れ解決し

意および漁業補償協定鰯締結②漁

年二月十四薦︶の撤圃と建設の画

巻原発建設皮対決議︵昭和照十五

協会巻支部で臨階総会を豪き︑①

二醤四十五人︶は巻町の察建設業

糠蝦組愈︵遠藤証組台長︑組愈興
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つまり︑田本経済は鍵い方向に

なってきている︒

いくなかで︑世騨経済はグルーミ

ことだ︒

ーな方覇にすすみつつあるという

求められるフレ

る︒いまはこの両方ともダメにな

だ︒もうひとつは低蟹金労働によ

しかし︑選択のババは罪常に狭

をのりきることができるだろうQ

ブーをとりのぞき︑客観的にもの

なければならない︒これまでのタ

っている︒石油は高朧している い︒だからこそ︑フレキシブルで
し︑低璽金労働については韓国︑

キシブルな対応

魯湾の方が安い︒だから︑よそに

生田つぎに︑こんこのエネル

ことは︑従来タブー視されてきた

ギー対策でいちばん聡要と響えら

ていくしかない︒エネルギーも安

が︑いまではまちがいない蟹実と

第3回エネ経済シンポから
衛藤不溶灘変動に対する日本

いものを選択する必要がある︒原

なっている︒多くの石漉メジャー

四％成長︑旺薗万綴／田を前提

る︒

ったが︑いまでは本命となってい

はかりつつある︒石炭もタブーだ

石玉製品の重要が縮少している

況のなかでおこったため第三次石
の読響力は限られている︒これに

子力は安金性の面でも成黙してい

をみていくことが重要だ︒

した︒しかし︑磁本経済はここ
油危機にまで発展しなかったが︑

対応するには供給源の多様化をは

ない高い技術で製品をつくりだし

のところうまくいっているが︑異
いま世界は第一茨危機をのりこえ

れる対策について一舘ずつ︒

激動のなかで郷を蘭じた〜九八○年︒この︸欄間︑盤騨経済は第二次石匠ショックの衝繋から完曜
風経済はジリ艘の方向に追いやら

ついては石炭︑LNG︑原子力なはすでに石縮部門以外への転換を

るし安い︒代薔エネルギー開発に

イラン︒イラク戦争は世界的不

一

かる必要がある︒また︑今後エネ

全に立ちなおれないまま︑いま確実に門エネルギー購給バランスの崩壊﹂の塾代へと澄を踏み入

ルギーの谷閣に遠遠していくため

どがあるが︑纒先順位はためらい

るのに四訳無覆している︒七〇年

なしに原子力に第一位を与えた

伐にスタグフレーションにおちい

とが大盛だ︒この二つの方が対外

っていた岡が︑石超危機でさらに には高い技術水撃をもっておくこ

私の歌えだ︒

その傾向を謙化している︒萸︑イ

一次石繭ショックを克服した要

際箭場で勝つ戦略につながるから

隅を分析してみると︑まずともか

れているのではないかというのが

㌦

㌦

のだろうか︒あるいはその対感に失敗し︑破滅への遂を歩むことになるのだろうか︒そのカギを握

れようとしている︒こうしたなかで︑わが圏は迫りくる石湘危機をみことにのりきることができる

る門脱石癌縣は可能か︒今回は闘本エネルギー経済研究駈が昨矩十二月に開いた第十三園エネルギ

蹴欝講訪一喫鞭鎖額蹄零墨奮癖藤

岡感だ︒欝本は岡内に質

い︒臼本の製贔コストをさげ︑国

木村

政策よりも鰹要だと思う︒

のような大きな問題が残ってい

石蕊危機がおこるごとに︑いく

タリアなどがその例だ︒

源もないし︑広い圏土もない︒こ

る︒

生湿

しかし︑エネルギー隔係著こそ

が︑もっともエネルギーのことを

よく知っているはずであり︑穴い

エネルギー危機にどうし

たら戴応できるか︒第一には中菓

向坂

に発些してほしい︒

の安定が必要だ︒このためには燭

一方︑原子力についてはレーガ

ン政権の登嚇によって新しい国隣

麟鎌揃黛熱

TELO3（377）8111

−8−10

瑳｛募く者i〜斗ワ『ケ占1え【ヌq家巧二了占4

く来躍経済が一九七五庫ごろまで

のため︑これまで加工蟹甥で国に

問題に対応するためには梁軟な対

機濁懲の役翔を果したということ
つかの国が脱落していき︑生きの

必要なものを買ってやってきた︒

応が必要だ︒

口
がある︒したがって臼本が※國へ
こりは少なくなってきている︒い

これまで燭際南場で勝てたのは安

棚︶︑毒留勝氏︵経企庁︶ ︑ 向 坂 正 男 浅 ︵ エ ネ 研 ︶ 1 1 の 各 氏 ︒

輸繊を増やすことができた︒しか

ま無麟生きのこっているのは日本

いエネルギーを便っていたから

スがとれていこうが︑緊急時対応

その役糊については少し過大評覆
し・今後三〜四禦は来國への輸出

二次危機のりきりに騰蕃八丁して

だけかもしれない︒もし︑いま第

しかし・爽際に原子力発鍛所の

立地を進めていくためには・パブ

リック・アクセプタンス対策が大

発露で酉KW程度で︑落人の寡族 きな諜題だ︒しかし︑世論調査で

風力も十四層のバネをもつ風車

環境問題もある︒

にし振重代蕎も遅れる形でバラン

しているのではないか︒

は期待できそうにない︒隅隅でさ

度で︑論叢原価に占める劇界は六

だ︒

石炭といっても︑炭酸ガス︑イ
えインフレ抑制政策をとらざるを

のやかん﹂といわれ鰯縛された

今後変化するエネルギー

ンフラストラクチャ⁝などの問題

けだ︒こういうガマンくらべのな

％にすぎない︒

向坂

この点については︑呂ホは軍瑠力

があり︑LNGにも多くの闇題が得なくなってきているからだ︒

界経済はまちがいなく破滅に向う

が︑時聞がたつと井戸がつ溜り︑

では︑このなかで欝本は何らか

で中葉に介入することもできない

家た︑一九七署鋸〜一九七九薙

かで第三次石油億機がおこれば破

世界経済を制約

し︑許される範囲内で※燭に協力
ある︒原子力隠題についてもパブ

だろう︒なぜなら︑いますべての

掘りかえるのに金がかかるつえ・

の供給確保の役剛を果しえるか︒

生国石油艦機というのは一 種
していくしかないだろう︒今後と
までユーロカレンシ⁝︑来鎭が途

滅の方陶にいかざるをえない︒
きているからだ︒

いれば経済はゆっくりと同復して

の弩え方は蟹成に傾いており︑反

だ︒原子力について金国的に入々

ている︒﹁反対扁は二〇％本曇

は門原発建設蟹成扁は六劇を超え

いか︒原子力というと原爆を遮劃

れるのは原子力しかないのではな

こうしてみてくると︑やはり頼

しか求かなえない︒

つづけていかざるをえないだろう

世界は三〜四鋸はベルトタイトを

年程度と考えている︒逆にいえば

いくだろう︒その期間は約三〜四

騨ががまんしてベルトタイトして

騰本は構迭的な石油危機

の火山の環火のようなものであり

リック・アクセプタンス問題が残

圃でベルトをしめる方向になって

する石油供給

山のなかには構造的に危機が潜在
も国際社会を米羅型のマーケット
上圏に資金を流したことも第一次
ショック克服の嚢賑となった︒し

いるとき第三次鱈機がおこれば世

している︒これは︑今鰻も長期的
されている︒

っていくことが大鱗だ︒

脱石油の重責担う原子力

しかし︑第三次危機がこずに世

・メカニズムが機能する力商にも

響を与えつづけるだろう︒こうし
不可灘性が醐いのが環代の照際

長期的にはFBR︑核融

危機の長期化は必至

一方︑石油安定供給についても

に世界を制約するものとして︑影

た状況をふまえて今後どう対応し
傭勢の流れとなっているが︑この

環のエネルギー問題の薩面する大

不可測牲をのりこえていくのが今

ていくかを蕩えることが当彌の謙

衛藤さいきんの国際石油構 勢

題だ︒

笠井

酉万KW︑一憂で蕎万人制大都甫 対の人の発露頻度が蕩い︒蟹成の

逆にメジャーが弱体化してきてい

きな問題の一つだ︒
をみて み る と O P E C が 強くなり

岡じパンチカの石舶危機でも今

しかし︑新聞の投欝などでは反
凹は比較繭平静だった︒ここにこ

対は鑓成の三分の一しかいない︒
いま︑第二次石油勉機のあと世

をまかなえる︒一説で石醗蕎五十

れているが︑いま一か筋つくると

禽︑新エネルギーがあるが︑これ

界経済は〜種のガマンくらべの状

そ寒声の効果がある︒つまり︑危

万詩拐︑蒙塵なら二酉五十万ナく

ろう︒こうした戦略は八○鋸代の

し︑不気味でイやなものと蕎えら

る︒現代はエネルギー消費礪がこ
は五＋葎スパンの問題といえる◎

かし︑もうユーロカレンシー︑米

機にそなえて経済の健康状態を常

らいを簾約できる︒

ということだ︒

うした石油供給の騨占に対抗して

銀も特定の燭へさらに貸しこむこ

態にはいっている︒これは︑いか

に農くしておかなければならない

オプションは雰常に少ない︒げん

消費カルテルを形成しつつある過

とはむつかしくなっている︒こう

に実賢鰹盆をおさえるかにかかっ

ということだ︒

入はだまっているようだ︒

いちばん難しいのはこの中石の問 ざいアラブ諸国はイラン・イラク
題だQ石油偶勢は厳しく︑姫格も 職象の評価をめぐって分裂してい

して︑遼上溝経済もタイトの方向

ている︒実鷹賀金抑制にがまんし

程としてとらえることができるだ

る︒巾近廉は第一次世界大戦後圏

きれない国が落ちこぼれていくわ

あがる︒石墨を威らしながら︑こ

臼木から途上囲への輸椙も難しく

に追い込まれつつある︒このため

危険というが原発の放射能で死

境線が引かれたが︑あのへんは宗

一つの大きな課題だ︒つまり︑独 の中問をどう橋渡ししていくか︒

んだとか︑まわりに影響したと

ない︒原子力発電筋を建設する過

際的な鱈頼関係をうちたてていか

か︑松がかれたとかということは

で二〜三入は死ぬが︑他のエネル

程で︑ブルトーザーにひかれたり

通産総の計籔によると経済性の

総重量（外枠含み）：約14，000kg

曲

要な役矧を漿すだろう︒しかし︑

ばん頼れるかということになる
が︑確かに新エネルギーは大いに

行きやすい︒
江戸時代には厳しい階級制度が

奨励してすすめる必要がある︒し

にすぎない︒相毫の金をかけて幽

点でも原子力発繕の発電原価は〜

〆︑

蟹囲認難悸断

シャッター厚：鉛50％

ドβ

嶺薦は軽水炉︑石炭︑LNGが璽教︑民族入りみだれて住んでお

られつつある︒

原発は成熟し

あり︑爺乏人は代々寅乏で︑裕福

エネルギ︼はくらしと監な人はいつも蕩だった・こうし かし︑麗々の新エネルギーをこま

なければならない︒

木村

た安全な技術

は少ない︒佐久間ダムは三十五万

ギー源と比べてみると人間の犠牲

由より独蔚︑騨縦の方がやりやす

ロニ千人の小さな村しか墓かなえ

KWHあたり七円五十銭で︑いちが期待される︒期待するだけでな

く︑臼本として新政権に働きかけ

途上圏のエネルギー問題をどう

ていくことも必要だろう︒

○その他、特殊機器設計製作

厚

り︑粉象の禰はつきない︒

こうした中坐の紛象は欝水のエ
ネルギーに蔭参︑間接にひびいて
くる︒このため︑錐嚢からの石油

門幼稚園の赤ん坊﹂の段階といわ

たなかで階繍間の移動が翻由な將かく点検してみると︑いずれも

いということになる︒だから︑工

ない︒しかも︑これは璽の簸も太

再処理︑属レベル廃棄物の処理

解決していくかも一つの繰題だ︒

／

輸入については安全率をかけて考

代に移行できたのは大豊のエネル

したがって︑石癌供論がきゅう

ネルギー吉凶についてはもっと真

に対立するものであってはならな

がある︒しかし︑それはOP露C

いて消費國間で倹討していく必要

エネルギーをどうすすめるかにつ

KWだが・建設の過程で九＋六名 石懸消劉をいかにへらすか︑代麟
が死んだ︒黒四ダムは二十五万K

こうしてみると原峯力は安全性

活するのに︑蟷気で一KW程度の Wだが︑薦七生名が死んだ︒
姿絵が必要だが︑溝隠町に計画さ

ということになり︑どうしても自れている太陽熱発電でも二千KW の点では︑かなり成熟した段階に

石抽供絵が不鷺すると配給とか

第工にOPECの結束に対して
磯力とか灯翻とかを考えがちだ

康と禰祖の基盤だ︒石油というと

ギーを獲縷でき︑このエネルギーざるをえない︒

代替エネルギー闘発の立地素干

が︑背広とか住宅とか新聞もみん

を使って国全体の欝を増やしてい

える必嚢があろう︒

についてはパブリック︒アクセプ

新聞を例にとってみると二十四

なエネルギーでつくられている︒

ページ建てで︑コップ半分くらい

大まかにいって一人の入聞が生
タンス頬策が課題となるが︑この

の石癌を使っている︒

けたからと思う︒
点については通産雀が住民参加で

のように︑日参の薫製政策も︑い

地域振興計睡をつくっている︒こ

くつになれば︑身のまわりのいろ

剣に調え︑この安定確認をはかる陽の強い蒔の数字だ︒

一応実馬化しているが︑一か所で

こうした費用は燃料費の二二％程

い︒

いろなものが不課してくることに

入っているといえると思う︒

なる︒世界経済はジリ貧の方向に

ことが大志だ︒

くつかの失敗を経て︑新しい形に

吉翻田本経済は石繍危機のあ

向っているというが︑エネルギー

うまれかわりつつある︒

と四〜漁期鰯詳したが︑一九七八

がなければジリ貧になるのは嶺然

らない︒そこでいったい何がいち京かなえる程度だ︒簾初は﹁天然

代るエネルギーを探さなければな五万KW︑約五万人の欝の電力を 処分に金がかかるといわれるが︑

ばんやすい︒

無ころから一番理想的な形になっ

だ︒行きつくさきは︑世界を愚論

地熱はもう少しすすんでおり︑
た︒インフレの抑制と民間設備投

型とソ達型に分けると︑ソ遡型に

石鎌がきゅうくつなら︑これに

ころだが︑写本経済はこれを達成

資の増加は世界がめざしていたと

○サンプリングフード

／

〒160

コバルト照射室シャッター付遮蔽窓

○各種遮蔽機器

さ：1000％

○照射装置

灘一ルドサイズ：38が％

○フォークリフト用遮蔽窓

ホットサイズ：730u％

○大小遮蔽覗窓

厚：！600

壁

鉛ガラス と遮蔽機器

様

仕

麗
占対独占のエネルギー体制がつく

ハイライトとなったパネル酎論
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ポスト原型炉

作りへ

間題については︑すでにメーカー側が﹁門

のにともなって︑三年の実用化の

せる隔壁がきた﹂と判断︑遇産省

て︑実用化の胃写翼づくりをスタ

この検討で嶺薗嚴大の壌点とな

ートさせる方針だ︒

るのは実証炉開発問題︒この実証

科学技術で協
力協定を締結

ビ・岡国研究技術大駆が来田︑中

で2輩聞効力を有し︑その後は

トープ協会︶が過牽十五確醗にわ

来無度からは︑地方公共団体が︑

る原子力立地を︑立地後の交付金

る︒遡藍雀としては︑卸滞してい

促進は︑国家的命題となってい

る顯本闘辺海域の放射能水階の編

定値はすべてフォールアウトによ

るものの︑いずれもコバルト60・

セシウム麟︑ストロンチウム90の

比が︸定の編の中にある︒したが

なっておらず︑放射能水準に関し

憾が︑他の核種に比べて特に一︑同く

ウラン加工施設

て異常はないとしている︒

るとともに﹁岡墓蘂は議会の支援

の審査指針決定
麟の政策に方向転換があれば協力

安金基準聯隊部会︵湾瀬難平部会
本と同様︑OPECオイルから独

ギー情勢についてふれ︑﹁今や優

原子力安全委
馬翼翼脳の賠蔵方法について質問

これを受けて岡議員は︑FBR開立してエネルギー計唖を立てるよ

していきたいとの発装があったQ

畏︶より握出されていた門ウラン

獲た︑岡議員はとくに再処理︑

今後は躍進へと様櫨が変るだろ

中であったとし︑﹁共稲原政彬で

強調した︒

油に頁釧に取り組む来国の姿勢を

指針は︑ウラン加工旛設の最大

換︑舶丁するものにしぼられてい

縮度五％以下の未照射ウランを鰍

員のほかヒルDOE龍田段畑︑田る︒

鵬Sシリーズ

上灘の麹に3H／14C胴サーベイメータもあります。

⑫Sシリーズ

札幌（0りD724−6604、仙台（0222）62−7181、名志屋（052）2）203−057り＼大阪（06）344−539り＼福岡（092）4窪り一5735
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釧8耀東京都

ぴ相互利益の原劉の下に︑科学技

いる︒

術協力を促進することをうたって

川科技庁長窟ら政臆筒脳と意児交

一月十三欝から二十臼まで︑ハど

この協定締結に先立ち︑昨仔幸

自学技術協力に関する鐵本とイ

換をした際︑協定の必要性を認識

日本とインドネシア

ーカーなどで設計がすすめられて

ンドネシア間の協定の署名が︑鈴

し︑両園の協議の場を設けること

炉については動燃︑電力業界︑メ

きており︑それによると①出力は

ジャカルタにおいて伊興外務大駆

で意兇の一致をみていたもの︒

蕾万KWで四ループの虫冷却系で 木総理大穫の訪イを期に十二臼︑
構成②原子炉出ロナトリウム温度

とモフタル外務大謹との間で行わ

挙・エネルギー︑宇宙︑医綾︑農

バイオマス︑地熱などが取り↑げ

圏動延長︒エネルギー分野では・

つぐ九番穰の科学技術協力協定

同協定締出は︑対来︑中︑藏に

は五酉度③蒸気発生器型式は薦繍

環方式のヘリカルコイル式⁝iな れた︒

しかし︑興体験な開発戦賂など

業・鱒報などに分野をしぼって︑

られる見込み︒

この協定は︑両政府が海洋科

については未定︒このため︑通産

研究の実施などを行い︑軍箸およ

情報の交換︑専門家の交流︑共隅

どが考えられている︒

な検量のメスを入れるとともに︑

憲ではこうした点について総含的

さらに一歩すすんで実用化にいた

たり房総沖に海洋投棄してきた低

屋炉エンジニアリング会社﹂を発足させているほか︑電力業界も蕩激増殖炉推進会議を設弔して対慮

エネルギー供給目標を決めたわけ

としてはじめてFBR商業化時代る翼休戦略をあきらかにし︑鍛終

結果を発表した︒調査は同庁が海

的に六十無をメドに﹁FBR時だが︑この昭和六十五年度の石独

上保安庁に︑海水および海底土の

ついて︑﹁翼鴬はない﹂との調査
源の構成比を大幅にのばすことが

レベル放射性廃喪物の耀境影響に

必至︒このためにも︑石縮火力以

円は︑一地点︑五闇万円を僻論に

国の補助金のもとに﹁窟室的一

も検討対象とする謝謝︒

整含性︑送電線開題などについて

採取・分析を依頒していたもの︒

支給される︒

制度の創設とともに︑立地曲のP の中にある︒また︑海底土の放尉

今圓の予算馬上は︑深刻な立地

円滑にするための処熈︒

難を打開し︑こん︸．﹂の立地設繍を

をはかりたいとしている︒

昨駕五月に行われた王EA︵国 A対策の充実によって︑周顧打開 能レベルは︑測定点により蓮があ

に︑地元併民の墨譜づくりができ

調齋結果によると︑放劔能の測

外の醗源︑とりわけ原子力発電の

依存率五〇％︵現在七〇％︶を達

の巨体繭ビジョづくりにのりだ

補助金等に二億円計上

成するには︑石癌代螢エネルギー

体制を整えてきており︑今團あらたに題産省が検討にのりだしたことにより︑わが国の高速糖殖炉開

老身衛

する着用について補助を行う霞源

るというわけだ︒

BR聡発が試しい段階をむかえる 炉換討のための小委員会を設麗し

こうしたなかで通塵雀でも﹁F 実用化調査委員会の下に高速楢殖

た︒

発検討は﹁実用化﹂を爾擾射程内に入れ︑新しい局面をむかえることになる︒
をはじめ︑醒力業界でも受口戦略

代﹂のビジョンを提示したい考え

の検討にのりだすなど蔽速炉開発

すことになったもの︒検認の場と

わが圏の筒速期殖炉閥発は︑ま

をめぐる動きが誘発化してきてい

だ︒このため︑核不拡散政策との

用する実験炉︑つづいて発電プラ
ントとしての機能を笑証するため
の原型炉を開発し︑一九九〇再興
までに経済性を実証する実証炉を

のうち第一ステップとなる実験炉

開発するというのが鉱本戦略︒こ

門常陽﹂はすでに五十二庫㈱月に

原子力地点に対する初期段階の

の石油火力の原則的禁止︑つづく

際エネルギー機関︶閣僚理蜜蝋で

って︑投棄された放射瞥物質のう

これまでだと︑施設計覇以薗で

房総沖の廃棄物
投棄は影響なし

ちの大部分を占めるコバルト60の

は︑露力と地方囲罪体に濠かせっ

科技庁︑調盃結果を発衷

パブリック・アクセプタンス︵P 立地促進調蕉補助金は一億円︵原

科学技術庁は七生︑藏本放射性

ゅ﹂も礁設へ大きく動きだそうと

は︑國際的にも諜せられた田本の

六月の︑無窓力拡大で命葱したベ

灘務︒これを受け︑政府は︑昨年

ネチア︒サミットなど︑脱石油
計画から露源開発調整常議金への

なかったのが実情︒これが︑施設

を第

上程期間を大幅にひきのばず原瑚

ぱなしで︑じゅうぶんに鮒芯でき

磁所立地初期広報対策委託腿が一

二桜機関に委託する原子力発

億三千三蕩万円︒なお︑醗源立地

岡位元素協会︵現在の田木アイソ

子力分五千万円︶︑園の広報活動

来隼慶難題で︑新たに総額二億三

このうち︑地方公共離体が実施

千一一蕎万円を副上する︒

十一月︑照和六十五年の石油代螢

A︶を兜実させるため︑通産総は

これに対し︑メーカー側でも昨

社偏を設宣︑即応体制を整えたの

のひとつになっていたわけだが︑

あることを示唆した︒

対派スタッフから提纂されたもの

ではなく︑NRCの申の原子力反
縮・再処理など核燃料サイクル全

である扁と説明したQ

次に︑隅木側から軽水炉︑濃

般についての※圏との協力推進を

口本原子力崖皮金議は榮承・パ

してプルトニウム︑ウランを再利

したのに対し︑田木側は﹁再処理

加工旛設安全欝欝据針﹂を昨葎十

十二田︑正武に承認し︑探
いつまでも

う努力しなければならない﹂と︑

雌
方針であって︑議食では上下両院

発の遅れの原礪はカーター政瓶の

ではいら

用済燃料をその濠ま長期賠蔵する

用することが璽末方釦であり︑使

持てる麟

ン米下院議員︵共和党︑イリノイ

廃舞物処理・処分に興味を承し︑

想建鶴瀬として①有機溶媒︑水素

さらに︑当木とヨーロッパ各国

短象とする加工薯業施設は︑濃

う﹂との見通しをあきらかにし
1翼FCEの絡論についても漏水

ガス等の火災︒爆発②六フッ化ウ

黙することを決定した︒

に設置されている﹁エネルギーお

本側から石渡科技庁原子力局畏︑

ラン︑二酸化ウラン粉末箸の飛散

ともFBRの商業化を閉擬し推進れない※国の立場を説明し︑脱石

よび脂漏小委緊要一の委農であ

側の感触をたずねた︒おおむね藏

伊藤関電醐社長︑清成原子力繊

場盆を曙えるよう指示している︒

・漏洩③盧然災密1などの最悪の

計画はない﹂と説聡した︒

り︑昨鰯十二月に上下両院を通過

臆副被擬︑原塵から白沢︑松艸両

るNKCの新立地基準について賑麗長代理︑藤波原研理購長︑堀集

に大きな影響を与える岡能性のあ
再処理についての王NFCEの結

嘱していると麟本側が伝えると︑

銀側がその概念を麗したのに対

長らが出席した︒

副会長︑森奪務理事︑瑚分箏務局

岡議奏は内外通商委員会のなか

し︑現在︑大統領のサイン待ちと

し︑同議員は﹁私としては各国の

懇談会の出席省は︑米側が同議

なっている﹁低レベル放射性廃要

論に米国で反対している霧の論調

瞬構を＋分考評したい﹂とのべ
懇談の中で︑同懸軍が闘本の種

た︒

藏を斑能とするもの︶臨2醐に関 は︑﹁熱処理の経済牲が成りたた

物政策法案﹂︵地域別に廃難物貯

敵縦では簿処理に対して好愈的で

ない点だ偏と述べると岡隠に︑職

いた︒

州選鵬︶をまねき︑懇談会をひら

原子力安全論難会は先に核燃料
レスホテルで八欝︑田本の原子力

求めたほか︑FBRについても来 最後に岡議員は︑※國のエネル

事情視察のため粟田中のコ⁝コラ

和装彫関係者と意見交換

FBR再開発を示唆

促近調僅補助金の隈子露分五千万

している︒

臨界︑第二段階の原型炉﹁もんじ

立地初期PA拡充へ

ず燃料や材秘の照射施設として路

しては絶無度から発電編新型炉等

ジョンをあきらかにしょうとするもの︒

﹁FBR商業化扁に四顧照準を定め︑技術面︑経済灘を中心に間題煎を整理︑﹁FBR聴代﹂の轟置生あ
ビり方について検討をスタートさ

通産省は来葎度から五か奪計画で闘愚臣殖炉実用化調蛋をスタートする計画だ︒一九九〇総代の

当面︑実証炉開発が焦点に

ン

連認瑠翻の提黙薔でもある︒

シンチレーションサーベイメータ

放射線作業に従騨する人が作業衣のポケットに入れて僅業ができるよう、特に
小形軽縢に設計したポケットサイズのGMサーヘイメータです。測定範囲は○
〜葉00m即hと広範囲にわたって測定でき、特に低線璽率のチェックにはイヤホ
ンが用愚されて、お求めや弓い価格です。

動7團力株式会社

幽検出器iこはハ｛：コゲンGM暫を使用し、フィルターにより
エネルギー特性をよくしてありまず。

窪Sシリーズ

GMサーベイメータ丁習弊囎

購麟サーベイメータ

携帯に便利なポケット形

電離箱サーベイメータ

一ベイメータ

鵡磯醜の定静あ

黛﹁蔦速炉エンジニアリング会

B本の原子力関係者と憩談ずる凝一鶯ラン米下院議鐡︵左︶

Q

一一

振替東京5895番
躍藁舌〔201》21フ葉（｛七）

〒魏葉京都千代田区大孚町1丁目5番4暑（安田火災大手町ヒ1ル7階｝

業会議
産
子

霞本原
発行所
日召和燵匂3鐸1211笛三挿郵硬物認r1∫

聞

野 の責任を明確化
少
難 法案を大統領に 送 付

よひ使用量み燃科の処分を含めた

11

一活法案︵﹁放射性廃棄物政策法

雛

案﹂︶として士枇されていたQし
かし︑上院と下院て︑低レヘル廃

衆物を除いては慧見か折り倉わ

遵

原子力ラソシ
ユ船を開発中
ノ

このため︑サウスカロライナ用
になった︒低レヘル以外の騰棄拗

策広葉﹂と改名して甫決すること

万覧力の大型コンテナ

排水﹂山ハ万一千二百ノ︑霊前四

新しい刑の隈三晃砕水船ーー

選出のストローム・サモント上院

す︑岡紘桑を﹁低レヘル騰棄物政

議員らは︑﹁サウスカロライナ州

対策については︑今年の第九十ヒ
縫
会期ての成ウが期待されているP

耗

たけに︑不櫻応な．圃任を舞期隈に
低レヘル廃難物政探法案が議ムム

直画することになる﹂と警告︑低

開発のために地域契胸を桔ふよう

任をもち︑新しい廃数物処分場の

る﹂との四明を発入した︒

されることに︑義足の慧をム明す

琵

ソ趨酋船隊の中でも晒蝋のク

ユ船かソ連て開発託てある︒

ラスに属するこの面子力船は︑

ることかできるQ長方形のハー

かなり﹃い水原を強力で突破ず

ノ数十隻を積んで︑北海海に注
く両矧の刈口の港でその一部を

に引かれて崩をさかのぼり目的

おろずと︑ハ⁝ノはタグボート

地に賀物を送り届ける︒従来は
貨物を測冒用の船に望みかえる

篇

ヨ

騙

扁

一

一

篇

ノ

糺

一

︸

一

需

蕊

≧

繻ﾜ九年完成︶o現在開発中の大型ラノノユ船は︑レ

排水盤﹇万九干ナのノ連圏初の厚子力砕水船レーニノ号

・慮細細

灘

︷

︻APN1ータス﹈

て喩送効亨が人幅に同まる︒

曝．諮

吻

ーニノ号の三倍以上の排水量をもつ︒

撫

﹄薪

篇

の多くの彪に瓜々にハーノをお

一鼎

したが︑七六葎七月以東︑耐⁝な目

髄

題対策のため停止したまま︒PG

哺

閣僚理騙会︑欧州議会︑径済紘円

EDFの世論調査

︹バリ訟広駐在員︼ヘルギー政

ヘルキー政府

に四％出資へ

建設中の原発

なろう偏と応べている︒

実硯可能かとうか朝断ずることに

つな段階て︑運転爵開か径済的に

ノティンク条件かもっと明確にな

の謎置なとの聾RCのりトロフィ

全腔におよほす影響硬究報調書を

瓢

のに手量がかかり︑その問母舩

鼎

れらのハ⁝ノを岡蚊して行くの
一

ろして行けばよく︑帰りにはこ

愕

が︑この新型原子力母船は諭ハ
欝

は停泊を余儀なくされていた

噛

位︶を要求する提案を︑漏僚理垂

この詐編は︑フランスの反対

会に提出した︒

受注残が鳳をつきかけていた爽

て︑八O隻ご月の閣僚狸暇会て

＆罵祐は︑﹁緊曽炉心冷却技−
国の原罫力習業はこれらの発注に

は︑豪初予算四千三頁九十一一万U

理卦会に提出した︒

よって冒を吹き返すことになろ

先はイスプラ原子力センターのエ

ユ原子力センタ⁝のフェヒュス炉

心に行われ︑フランスのカダラノ

ノソール炉︵￡SSSOR︶を五
中 六％か原
子力に賛成

故後ことに亜視されているが︑研

スーパー・サラ困画はTMI事
養護

＆象
CEのうち三頁三十一万UC猛の

EC委曲会
︹パリ松本駐在目ΩEC︵欧州
共同体︶委員会は︑このほと︑原

支建しか認められなかった︒

う︒

社に発庄の予定てある︒

ラノノ

押しつけるのは︑きわめて不公
を趨過したことに関連して︑放財

縣

正︑難分別て︑とうてい受け入れ

長ーーライリー

注廃棄物管理州㎡画審議会︵委員
サウスカロライナ

サウスカロライナ環期事も︑将来

られない﹂と主張︑﹁ライリー・

﹁同法案は州訂画審議会の廃棄物

米団讃会は︑昨年十二月±工嗣﹁低レヘル放射性廃棄物政銀鷺洲﹂を趨過させ︑カーター大統領に
低レヘル廃棄物を糀剖限に受け入

政策と一致するQ桑川か自州内で

川期郭︶は︑昨卑十二月十五口︑

送付した︒同法簗の織子は①蛋川は自分の州て発生した商業低レヘル廃棄物の処分の蓋任をもつ②商

れることをしない量叢明してお

発生した低レヘル廃棄拗処分の鼠

︵NECO︶社の運転免評更新レ
をヘル廃棄拗政策法案の可決を強

ニュークリア・エノノニアリノク

ド

り︑もしこれが実施されれは︑米

トン川ハノフォートの三か澁か操

さ

業主レベル廃棄物は︑発生州内または荒川にまたかる州聞契約により設置される地域埋設場に処分す

鶴は欝欝な低レヘル廃棄物問題に

業しているたけで︑新規埋設場の

ノ

懸案てあった低レヘル廃棄物処分問題は︑翼体的解決に岡けて大きく前進することになった︒
来国の原子力発屯所や趣繕サイ

同原発の総工費は士一億五千万

機

る③この川間契約は連邦議会の承認か必襲で︑また五奪毎に冤直しを行うIlというもので︑総有の

クル施設︑産業騨・茎界・病院な
認めないとの厳しい姿勢を打ち幽

昨年の第九や六会期の来国議会

トロイ硅︑タービン交流発も機工

提案した川計画審議会勧憲が実施

開発か緊急の諏題となっていた︒

では︑書初︑低レヘル廃棄物︑︼昌

GR一基︶用の土木建設・エンノ

ノ∀ム原発B︵二士興隆KW・A︵総額工億三千万弓︶︒

発亀庁︵C黙GB︶は︑咋葺十二台と付属の復水器などの機器をN
スーパーサラ計
月二十九田︑ランカノ∀iのヘイ EI・パーソンズ被に発庄した
画の予算要求へ

︻バリ松本賊在貝︼英国の申央

活気取戻す英国産業界

二原発︑建設着工へ

く訴えた︒

との非燃材サイクル施設︑さらに

る廃棄物の賢が大幅に灘限される

しており︑将来︑周川が憂け入れ

から発生する商業低レヘル廃棄拗

は︑原子力施設の除染・解体蔵動

あったとして︑一部の埋設場の閉

一九七九鋸には︑商業低レヘル

は︑現在︑年間約一一百八ヤ万立方

鎖︵楳業簿止︶騒ぎがあり︑とり

廃棄拗の輸送時の安全陀に不備が

螺︒将来は︑減容技俺の進歩なと
わけ医暦機関や研究機関が慶棄物

レヘル廃棄物︑超ウラノ廃毒物お

により年問発生羅は︑それほと憎
処分に頭を胸ませる一．纏もあっ

可能駐が強い︒

加しないとみられるが︑累積発生

さらに︑昨卸卜一月には︑ワノ

たQ

が︑一九八五奪にはご係︑二〇〇
ントノ州て︑医療以外で発生した

騒は︑現在の一千四百万立方解

〇窮には六倍と増大する見込み

に持ち込むこ乏を磁ずるイニノア

低レヘル廃棄物を処分閂的て署内

不ハタ州ても︑リスト知卦が︑同

ティフ︵住民発議︶が可淡︑また

これら蘭業的に発生した低レヘ
ル廃棄物を処分する埋設場は︑現

ニアリンク工事をテーラー・ウノ 膠と見積られ︑すてにサイト庫成
工著なとに六千万〜七千万ビが支

手帳発効機関N−0627へ〜C・｝〜H・J・K

た︒

在︑サウスカロライナ川町⁝ンウ
ェル︑不ハタ川ビーティ︑ワノノ 川の廃巽物埋設場を操業している
一

業務管理部 浜岡葺務所
作業環境測定機関 13−40（第1〜5号の作業場〉

産

力

原
噌

×国原チ力補導盆議︵A丁F︶

国際会議案内

設立を輪唱しているQ

は固角の放論葦鹿藁吻曹理会種の

業界改革の慧図にそう︒また政肩

％に引き上げられるQこれは琶力

％︑配施部門へはニニ％から二石

の八％から一九九五年には一五

政厨の発毛部門への出口は現召

︵十六万KW分︶︒

ユ三︑四号機︶に四％出資する

a斬︵テルミ︑四号機︑チアンノ

助するため︑戦没中の原子力発
力庁︵猛DF︶が8FRE援S
に

府は︑民駐屯力選点の設備投資を
︵P簸EBUS︶や西独︑米国の
︹バリ松木三位興︺フランスTu

F：TF＝は発薦鴎1こ設。†されていない。

冑

子炉冷却材喪失桑零時の核撚料挙
ぼされている︒CEGBは︑ナノ

炉外研究と協力する︒委図会はま

れない︶によると︑原子力発愚所
の建設には団民の五六％が賛成し
ている︵一九七八葺四三％︶︒ま

︵ことに欧川第一とテレヒ第一一チ

た五一％か憎殖炉を矧っており
ャンネル放送によって︶︑四一％
が賛成︑二六％が反対している︒

運転再開申

請を一時撤回
フノホルトヘイ庫発
米田のハノフィノク︒カス・ア

ント︒エレクトリノク︵PG＆ 王催﹁インフォ81﹂Q二月一下二

E︶社はこのほと︑フンボルトヘ 田から工二五臼まて米国フエニノ

（広島分室）

讐

が始まり 初臨界は眸奪2鰐9臼。FFTF＝を嗣いでいろいろな
実験が行われるため 蹴転と俸止が頻繁にくり返されるので F

箪︑外務省文化絶局︑その他が後

ヨナル・ニュークリア・コーポレ 動を研究するスーパーサラ計画に
援している︒DGRSTはことに

離

鷲鎖

一 噌
ノェリコー画﹁メデューズ号のいかた﹂︵部分︶

海底探知の誰条件の中で便用する

︾

︑騒

太ワシントン州リノチラントのハンフオート摸硝開発研究鍍に
ある高速中牲筈藁試験簾；設（FFTF 熟出力遺0万kw）か、総総

五千四酉三万UCE︵欧州通貨単たTM王事故が原話濫発† 所の安 依託して行った世論周査︵公去さ

︑講
く原子炉をノーサン・エンノニア

リンク︵八Q％︶とハフコノク・

ーノヨン︵NNC︶と提携して近 ついて一九八○⁝八三照度予算に

る︒沈没個所の概要は海畢省水路

インターナノヨナル両社に黒黒の

先端科学建材の訪力を検査してい

周と霧自学蓄が協力して行った︒

CEAの原子力磁力設は︑アフ矛定である︒

︵SSEB︶はスコノトラントの

一方︑南スコノトランド函力庁

GR二基︶用の土木藁葺・エンノ

トーネス原発︵六＋六万KW・A

畑

〆

診

臼までに原産・企画室へ︒

ある会議︒参加申し込みは二目ご

千KW︶の運転再開を求める申醐 魅しているPA闇領に関﹂る疋一

一九山ハ一一一年に磁開
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を一領撤回ずることにした︒

敦賀営業所・島根出張所・四国出張所・豊川出張所

人阪卦務所

原峯力代行

株式会社

ラガム教授らが発見した原子力磁

域的磁場の詳細な分析によって選

・マノクアルパイン社︑タ⁝ピン

縫薫鞭

離

気反響現象を芯諾したものて︑地

尊簡に金属質璽およひ一般的に地

水艦探矧装置に利用されている︒

交流発底機二台と付属の復水昏な

ニァリノク工纂をサー・ロハート

クルノ⁝フル原子力研究所愚子

イト翼成工事なとに六千万〜七千

保踵されている︒またGAMC額
I工億四千八蕩万㌧︶︒すでにサ

㍉
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祉

本

表の異議を探知てきる︒同誘は潜

らセネガルに岡う途中︑沈没し

満報工学試験所︵L嬬孚王︶で開 どの機器をGEC・タ⁝ビン︒︒ノ

万げノが支出されている︒SS露B

メテユース号の

岡号は︑ルーフル美術館にある

原子力磁力註て行われた︒

ノェリコーの絵

や摂

計

︻パリ松本駐在員目一八一六奪

た︒

sの葎て地勢石碑鉱物資源

は賛NCと提漏して近く原子炉を

にモーリタニア沖アルキャン砂擢

この探知引揚けは︑国立国鉄史

探鉱︑地琢物理学予兇︵地巌︑火

エ不レータース社に発注した︵絶
博物館のテオト⁝ル︒モノ名誉教

由︶︑蓄古学探検粥養君か売り出

ノーサン・エンノニアリンクとハ

発されたもので︑越南の持許権て

て滅没したブリケート艦メテユー

征隊が行っている︒主纏者は科学

・イーヴ・フロ教授を長とする選

ス隙子力庁︵C泡A︶が開発した 授が発案し︑海隊考古単暫ノヤン

ス弩の探知が︑このほと︑フラン

技衙庁科学技術総筒︵DGRS
されている︒

フコノク・インターナノヨナル爾

盆出力に到達した。FFTFは、高速増殖炉撚料、秘
鴛虜2獺

メテユース号探査に原子力磁力

で祷名たが︑フランスか

払

船を探し求めて

T︶で︑ユ不スコ︑フランス海
いかた

部晶の照躬試験炉としては懸鼻最大規擾。1969輩に建設工事
科
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二

﹁薦底型﹂

る状態になる︒この方式だと地盤
の影響はない︒

﹁海底型﹂は︑鋼囲を賦摩し︑
海底地盤との機地厭が小さくなる
ように沈設瀾定のうえ機雛類を搭

なため︑多少軟弱な海臨でも立地

載する方式︒嬢地圧の調整が可能

﹁築島型﹂は︑防波堤護岸で発

できるという特長をもっている︒

註所外周を締め切り︑その内側を

上建設工購に準じて施工するとい

埋めたて外洋と遮断したうえで陵

うもの︒﹁ケーソン型﹂は︑発露

一一 ＝

一編一皿一 三一一言

一﹁一戸

二一一一一﹁ 一一藁習

ネルギー

また︑原子力関係旛設代表とし

て祝辞を述べた瀬川正男動騨理購

かける期待を胸に︑新たな年へ
けての門出を祝したQ

県原子力協議会会長は¶昨年は

し︑謹た︑原子力施設と地元との

には原子力が最も効果がある﹂と

本的に建て撫す必要がある︒それ

あいさつに立った後藤臥一郎次長は門B水のエネルギー経済は根

ギi問題に隔い影をもたらすな

ラン︒イラク峨郁の勃発でエネ

あった︒このような惰勢の中︑

うのは安全欝保の問題︑廃棄物の

︑内外ともに激動︑変転の一二関係については﹁地元と施設とい

子力の果たす役嘲は増々鎗大な間題の解決がつけば︑共存共栄が

転︑

速切断が珊能②遠隔操作による

一灘＝

欝一＝一一

P

う︒たとえばスタックモニタ・
唖モニタ等の温湿度特性調査︑

石播によると︑同切断装嗣の研

開発は昭和五十二年に動燃か

ーク法を採消した闘切断装置

ー法などがある︒水中プラズマ

ウォータージェット法︑アーク

︑水中プラズマアーク法︑溶顯

在︑放論化部材の切断法に

る予定︒

︶プールで︑五十六隼憂に行わ

の設餅で︑JM﹁e逸のプールリ

トでの切断という作業環境を∬75

して︑他のシステムと猿陣して

鷹でき︑励断作業によって湾染

曝などには十分な対策が講じら

れる水や婆気の纈化︑作業員の

らに隅社では︑醤来の原子炉

ている︒

体に備えて︑必要な技術を畜積

るとともに︑今後の開発課題と

愛等の必要性をあげているQ

て︑他赫料の切断や膿肉材繕の

力発電蕨安金調査団蝦腰襟﹂を

ストックホルム会議参加欧州原

環本原子力塵業会議はこのほど

原 産

報告書を刊行

州安全調査団

研究所の材料誠験炉︵5MT

装置の設置場駈である臼末原子

は・付滞設備の搬入をまって︑

リープ照射試験装躍の切断実作

切断装謄を縮いた圧力管内圧

的に委託されたQ

態を保ったまま採取することを

解体し・その滋験部材を有効な

リープ照射誠験装置︵岡社製︶﹂

蟹材料を試験する﹁圧力管内法

酎装置近傍の線羅率分布調査お ・﹁ふげん一康子力発電所の圧
び偏温高湿雰鵬気など︑特殊な
境で使用する放射線測定器の開
・試験研究などがあげられる︒

のほか︑放附置豊熟蕩に対す
研修︑監懸麗の養成訓練︑技術
報機関誌の発行などをおこない
射線計唐人術の成累の漕及に努
ていく乃針だ︒

協会の住所は︑茨城県那斑郡
干一一

電話〇二九二八⊥一一

海村白方字白根二一四

一＝

五四六︒

中プラズマ切
装置を開発
石川鵬播磨璽工業

浄
洗

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
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
は非常に効果的です。

の突破を
茨城漿原子力協議会
行圃法人茨城県原子力協議会︑

交換会が牽工陰︑茨城県の東源握

東海環子力訟男食共鍵の新確名刺

ーズにもあるように明るく住みよ

のとなってきている︒茨城県原而能であると憩う︒キャッチフレ

力協議会としても︑TMIの教

欝金館で開かれた．琴爪爽

い榮誘導となるよう今後も努力し

動切断が容易③大気中での切断

をとり入れ︑原子力平語秘渕撹

今艇で二十圃隅を謡えるこの名

︑その国産一号機を動力炉・核

刺交換会には関壌者約三百名が集

料開発無業園に纏凝した︒この

はかっていきたい﹂と述べた︒

タ︑レムカウンターなどについ

のため︑なお一筆の内容の充実ていきたい﹂と抱負を語った︒

は︑揺頼性のきわめて蕩い校蕉

ューム︵煙状のガス︶量がこく

劉なり︑切断によって発生する

まり︑エネルギー危機突破が敵襲

の課題が残されているのも廓実︒

置は︑原子蝉で放射化された機

な課題とされている今日の帽子力

このため︑兼蕪度は︑まず四方式

できるとしているQ

脚≡一7

すか一1などの特長をもつ︒

について立地上の霞田麗︑送電方

@ 一一鰹葡

特に傘園の水中プラズマ切断装

類を惣動遠隔操作によって︑安

式︑構造帯解︑環境安全︑工期︑

愚＝一

︒

かつ確実に解休し廃製するも

経豊強などについて無題蝋を膿漏

える︒

討委員会を設営して詳樋検討を加

原子力研究所で永隼︑開発︑蕎積

鼬ｬ

する調査および試験研究をおこ

上のために必蠣な放射線測定に

クリート・ケーソンにより築造

所施設の基礎を鋼製あるいはコン

し︑こん︸．﹂零点的に検討すべき方

また︑原子力施設などの安全性

し︑上部構造物を設謂する︒

調査方法については︑内外の研

からの距離が離れるに従って送電

された技術を背理に︑国家標準を

一一＝一㌣

石川島揺磨壽工業は﹁水中プラ

の蝦黒猫は︑工A温Aが霊催

行した︒
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地方式は﹁浮上型﹂

ば原子力立地に新しい周瞳がひら

に︑滝上立地方式原子力発驚所検

究成果等の文献調査を行うととも

式を選択していく方針だ︒

けてくるものの︑波農︑風などの

しかし︑海上立地は︑実規すれ

式︒このうち﹁浮上型﹂はドック

霞然条件が厳しくなるうえ︑海魚

﹁築農学漏﹁ケーソン型﹂の四力

総命的な検討を行っていくことに

設躍地点の防波堤内に鴫航・定指

ヤードで原子力発電勝を建造し︑

が難しくなるなど︑こんごに多く

海上立地は︑方式によっては水

なったもの︒

力発電所は静穏な海圏に浮いてい

しようとするもの︒このため原子

ている各種のサーベイメータ︑判

員体的には︑詩業鮨鱈で便用し

ている︒

深蔑五十規程度の沖台も立地瑠能

計測協会が業務開始
解毒信頼性向上に

同協会は︑放射線鷺理の儒三牲

翼

深二十規以下程度の軟弱地盤︑水

となり︑豆地地点選択の霞鵠農が
きわめて高くなるのが鍛大のメリ

ットのひとつQまた︑実際に建設
に入れば︑ドック方式で原子カプ

金国の放射線取扱い謂業所︑研

無上に公共的立場から寮専するた

どの放射線測定器について︑留木

人被曝線掃計︑レムカウンターな

大楽を工場で硬糊することが司
究所︑病院などで便われている放

もとにした基鵡線縫計︑塁準線源

した︒

能︒このため︑施工土の品質管理

射線測定器類の点検校正や測簸技

めに設凱されたもので︑①放射線

ラントを媛設できるため︑機器の

の陶上がはかられるうえ︑立地点

術の調査︑讐及を日的に昨郊＋月

門家の手で点峻校正を行い︑報撫

を恥い︑放射線測定器に関する聯

の波防工薯等の土木工懇と平行し

査および試験研究③放附線測定技

一騰発建した︵財︶放射線計醐協 灘定羅の標環校正②卍測技術の調

華一一 一一阿篇

会︵村上属俊理箏長︶が︑このほ

て建設が進められる点で工期の大

一叩藪冒 三一一言

幅な短縮が期待できるとみられて

二﹁㎜
墨警
一一騰 一網≡一 一一笛罵

術の醤及1⁝などを業務内容とし する︒とくに︑中性子りーベイメ

舳一皿一＝嘩 一一驚朧

ど︑その本格的な業號をスタート
轟鱈＝

いる︒
涛J一一 三藻一 愚髄罵一 三藁艀 ￡一一P一

かったため蓋しくはわからない

︑他の方法に比べ︑①非接触で

第2丸1、〜ビル容（095B−88U

：101虫，」〜都中央i＞く銀座7−B−8

地下立壌に続く第二弾
葡穫立地マニュアル作成
海上原子力発電所検討へ⁝一︒逓礒省は来年肢から四か伍副遜で原子力発電所の海上立地方式の酊
能性について検討をスタートする記薦だ︒原子力発四所の新立地方式については昭和五十二年度から
﹁地下立地扁方式について検討を行っていたが︑そのフィージビリティスダディが今矩渡で一癒終了
するため︑粟照度から新たに﹁源上鉱地﹂に猿︑点をあてることになったもの︒海上立地は解毒すべき
技術的課題は多く残されているものの︑実現された場愈︑立地地点選択の婦警度がきわめて高いこと

三言

げんざい弩えられている海ヒ立

などから昭和五十九隼度求でに構造安全調糞︑環境安金講査などを得い﹁海上立地マニュアル﹂を作
成︑醤来の原子力発受所立地に新しい岡面をひらいていく謝画だ︒

わが国は昭和六十年一瓢千万 K 業 に 移 っ て い く こ と に な っ た た

﹁鼎≡7

たに﹁海上立地﹂に照蟻を定め︑

め︑これにかわって来庫腰から新
W︑穴十五奪五千三鶯KWの原
子力発電所を開発する謝画︒しか
し︑そのサイトについては昭和六
十五琿ごろまでは確傑できるとみ
られているものの︑それ以降につ
いては纏力講要の簗中する本州中
央部での用地確保は葬場に困睡に
なると予想されているのが実情︒

このた め 生 産 省 で は ﹁ 将 来 に 備
えて新しい原子力発償所立地方式
について検討を行っておく必要が
ある扁と判断︑昭和五十二年度か
ら︑まず﹁地下立地﹂方式につい
て検討をスタ：トしていた︒

しかし ︑ 地 下 立 地 に つ い て は 昭
和五ナ五無度の調査でフィージビ

三藪静

え方が現突的になってきたという

マ切断装灘﹂を開発し︑このほ

た門最近の原子力発電駈の安全

〜二＋四六︶の内容と︑スウェー

に関する撫際会議﹂︵昨隼十月二

スの各原子力施設について︑そ

ン︑フィンランド︑西独︑フラ

安金問題などにかかわる講癒結

故後の世界各態がどのように安

を網羅︑紹介したもの︒TM王

確探に対窩したか︑立地開題︑

全設副︑緊急躊計麹など︑安全

る︒

係項残について詳しく論及して

B5判︒一一〇跨ぐ︑限定繊版︒

まで︒

ひスで｛灘ラウ⊃1縣式i蜜就アイソトープ部

説明書、見本をお送りします。

リン酸洗剤
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鷺

し込み問い倉わせは原論・技術

放射能除染剤

デコン9⑪

曲

力

原
リティ調萱の段階を終了し︑五十

六年度か ら は 実 証 プ ラ ン ト の 賦 設

二︻㎜言

に向けて技術捲釧の作成などの作
三＝冒

反映していると蕩えられる︒しか

％︶とつづいている︒

しこれは開発途上にあり︑すぐ現

﹁賛成 二 四 ︒ 六 ％ ︑ 条 件 付 き 賢

﹂としながらも︑﹁強いてあげ

成五七・六％︑計八二︒二％﹂

方が適切かもしれない﹂としてい

ば﹃安全性﹄や﹃環境汚染﹄な

・扁という設問の中で︑

﹁エネルギー危機が叫ばれてい

ますが

これは 大 学 生 が 原 子 力 開 発 推 進

が予想される﹂としている︒

の問題が免服されれば︑という

そして︑﹁しかし︑反苅総数は

﹁原子力発露を開発推進

るQ

想

か﹂という質問には︑五七・六％

することについてどう思います

的なニュアンスを禽むと思わ
れる﹂と分析している︒

件付きを蔽わせてご丁盃％で
かに少ない数字である﹂と分析

二四・六％が賛成 成の八二︒二％からくらべ︑は
と答え︑以下反対

ている︒
また︑﹁意識調査を終わって﹂

七︒七％︑条件付
き反対照・六％︑

﹃食撮﹄

中で﹁ソ連のアフガニスタン侵

る﹂としている︒

ばならない闘題の解決が迫って

︑視野から検甜されてゆかなけ

エネルギー﹄織機箸世界的規

勢の緊張とともに︑

︑離縁戦鎖をはじめとして麗際
賛旗と条件付き螢成の二つを愈

O％となっているQ
の園罵函渠でも半数以上が開発推

必要性を認めている︒

わせると八二・二％が開発推進の

わからない四・六％︑その他一・

学生新聞連合が独自調査

原子力支持が八割強

が条件村き賛成︑

また︑

という観点から兇た場台︑

実の問題としての代憩エネルギー

鍛も力を入れるべ

理

このまま消費をつづければ︑今世

一一

の必要性を認めている数字であ

瞥

紀中にも枯渇してしまう石欄︑そ

鼈齧

る︒

きかという質問で

の代蕎エネルギー開発は︑どれに

が全国の主な四年制大学二十二校

は︑①太陽熱エネ

昨奪五 月 ︑ 盒 團 学 生 新 聞 会 連 禽

た懲八○年代学生懲識調董﹂の分

ルギー四八・一％

の男女学生一万人を澱象に実施し

析結果が こ の ほ ど と り ま と め ら れ

②原子力発電三五
二番霞にあげられた﹁猿子力発

一7九％⑤天然ガス一・九％⑥そ 電﹂については︑﹁スウェーデン

進螢旗として選択していること

﹁条件付き賛成篇の﹁条件﹂につ

三

・五％③石炭四︒九％④地熱発電

た︒

︵二〇・○％︶︑モザイク︵

八O無 代 を 色 で た と え た ら 灰 色

や︑すでに各電力会社でも総供給

いては︑﹁特別に頒欝を設けてい

の他六・七％となっている︒

磁力の大きな比亟を占めているこ

・七％︶︑無色︵一三二％︶と

選択しているのは︑﹁げんざい企

とも影響していようが︑むしろ蕩

﹁太陽エネルギー扁を約単数が

ないような︑複雑な岡際鱒勢﹂を

テムを取り入れていることなどが

業の中でも積極的にソーラーシス

答える大 学 生 ︒ ﹁ 単 魯 で は 表 わ せ

反映しているのだろうか︒以下︑

一職纐翻腿一

3＝
一「

赤︵一〇・0％︶︑黒︵照・五

播が閣発した水中プラズマ切溜装麗（中央
ノズル部分がプラズマ切断トーチ、友の管
テスト材料、下の綱が切片を受ける）

一一

第1062号
（第三間隔硬物認可）

二

二
二

子
昭和56年1月壌5日
（3）

罵

蒸疑︸羨︷藻蒲葵︷潔褒一華醐
︸藻︸葵噛覆巾療節餐墜噛蒸蒸蒸叩葵噛二一蒸牛飼灘漂
する︵当面︑地層処分に重点をお

め・一定嫡母︑貯藏する︒④処分
ほか︑再処理事業民営化のための

のタンクに貯留されはじめている

昭和六十一隼度からは︑実廃液で

地層の調査にある︒このため︑動

TEF︶で開始する︒ひきつづき 藁蕎の中心課題は︑可能性ある

＝

①地層の調査研究②工学バリアの

燃においては︑以下に示すように

△・

つくられたガラス國化体を用いた

竃

ホット試験を開始する︒これらの

麟匹蔽

泌卵覆︸藻申療叩藻

響灘了
する法律の改正・田本原曲サービ

核原料物質及び原子炉の規制に関

原子力委・放射性廃棄物対策専門部会
する︒

蜜金評価をじゅうぶん行うものと
民聞再処理工場を設置するための

ス株式会社の設立などによって︑

・貯藏パイロットプラントの安全

成渠は︑ガラス圃化体および圓化

について総合評価する︒その結果

を行い︑これらの成果をふまえて

研究③地魍処分システム研究ll

以ヒのような潟え方のもとに︑

昭和五十八書套に懲能性ある地響

昭租五十一年の放射性廃棄物対策

▽地層処分研究開発の基木的考

ェックし︑次の段階の広域調査を

可能性ある

行うため有効な地顧を選定する︒

①地層の調査研究

地層の賦存状態をあきらかにする

に︑天然バリアとしての地層の機

びに水理機構調査を行うととも

ために︑文献調董︑地質概査なら

地暫処分の意図するところは︑

特性試験︑透水性試験および核稀

能をあきらかにするために︑岩石

吸着性試験を行い︑地層の鋤蔵汁

地層中に埋設した放射性廃棄物か

響が︑減衰によってじゅうぶん小

②工学バリアの研究地暦とい

を調査する︒

放射性廃棄物を隔離することであ

さくなるまでの間︑人間環境から

らの放射能の人聞環境に対する影

え方

を︑国のしかるべき評価機関でチ

審査と運転籔理上の規制基藁の作

つまり・①廃液は︑固化処理に

え︑前回の中間報告を歌扇し︑こ

成に反映させる︒

適する状態になる求で盛衰冷却さ
専門部会﹁放射性廃棄物対策に関

んこの研究開発促進のため︑研究

本報告は︑これらの状況をふま

せるため︑タンクに一定期間︑貯
する研究開発計爾し︵中間報皆︶

ある︒本報告は︑近い時点のもの

げんざい建設

②実験室規模ホット舐験︵実廃
液藤野処理試験︶

中の高レベル放射性物質研究施設

地層処分
技術開発

諸準備がなされている︒

なお・処理処分にあたっては︑

く︶︒

滋︸回申穏︸穏︸蟹︸潔︷潔︷遜噸

腿廣 菱曝藻薦塗墜︾

放射性廃棄物を適切に処理処分することは︑こんこの原子力研究開発利照を推進していく上

蔵する︒②固化体にする︵実用化

開発計画の再険討を行ったもので

業団と鐵本原子力研究所を中心に

にそって︑動力炉・核燃料開発事

酸ガラス固化が闘標とされてい

がちかいものとしては︑ホウケイ

は詳しく︑将来のものは全体の獲

廃液固化処理試験︶

圏

融騨

寧

5

での重要な課題︒原子力委員会の放射性廃棄物対策專門部会︵部会長・山碕文男日本アイソト
ープ協会常務理票︶は昨奪十二月︑﹁高レベル放射性廃棄物処理処分に関する研究開発の推進
について﹂と題する報告をまとめ︑同委員会に提出した︵錆一〇六〇号で既報︶︒これは︑岡
專門部会が︑昭和五十一琿十月の原子力委員会決定﹁放射性廃棄物対策について﹂の基本方針
鋭慧・研究開発がすすめられてい

おいてまとめてあり︑研究開発の

る︒これは︑廃液を脱硝・濃縮ま

また︑この間に︑動燃事業団の

きものである︒

進捗に応じて修正が加えられるべ

望があきらかになることを念頭に

東海再処理施設の試験運転によ

る︒

高レベル放射性廃液は︑安金な
る方式である︶︒③隊化体を処分

て溶融し︑キャニスターに封入す

これらの種類や蜀は︑燃料の種
形態に固化し︑一蒔貯蔵したのち

たは仮醸して︑ガラス素材と混ぜ

類・轡焼度︑冷却期聞などによっ
り︑高レベル放射性廃液が同施設

の研究開発を見磁し︑新しい研究開発計睡を策定したもの︒以下︑その概要を紹介つる︒

を踏まえ・とくに高レベルの放射性廃棄物の処理処分の研究開発のみに焦点をあて︑これまで

高レベル廃棄物
に適する状態になるまで冷却のた

廃液餉処理技術開発︑ガラス溶融

①工学規模コールド試験︵模擬

る︒

る︒それぞれの丁程に関連した安

バリアについて︑グラウト技術や

う天然バリアに糧み倉わせる工学

げんざい︑

全評価のための研究も並行して待

・ハンドリング技術からなってい

ラス溶融技術およびキャニスター

﹁⁝；需騨；冊隔旧︻＝三＝：晶≡冊ヨ胴三≡≡≡＝≡冊鷹一＝≡営⁝嘗≡≡：＝胃冊≡；：；＝＝⁝≡≡＝三≡≡冊＝≡；＝ヨ＝⁝≡一；；≡三＝⁝≡＝需冊≡

処分する︒

処理技術開発

ガラス固化

≡営三≡≡≡＝二丁⁝≡≡

て多少異なるが︑懸的には少ない

し・かつ︑擾半減期の放射性物質

対策の基本構想
再処理から発生する高レベル放
をふくむので︑それらによる環境

ものの︑きわめて高い放射能を有

射性廃液には︑放財性物質として
の汚染と公衆の放射線被曝を長期

ア︶﹂と﹁人間環境からの距離﹂

︵CPF︶を便って︑五十六年慶
る︒その手段として﹁障壁︵バリ

工学バリアの有効性を評価するた

緩衝材技術を開発するとともに︑

から実数改による固化処理試験を

た廃棄物と人閥環境をつなぐ媒体

めの健金性評価訊験および工学バ

行う︒

③工学規歳ホット試験︵実証試

る︒この観点から︑できるだけ地

は︑地下水による溶解と運搬であ

発︑キャニスターおよびハンドリ

①と②の成果を活用しつつ

炉技術開発︑オフガス処理技術開

験︶

▽ガラス藁蓑処理技術開発のす

う︒

昭和六十二年度固化・貯留パイロ

▽ガラス聞化処理技術開発の副

ド試験を行っている︒昭秘五十六

術開発について︑工学規模コール

を利用することである︒処分され

ガラス固化処理技術の研究開発

品
胴体 用屠粥用

PPB汚

輪

ング︒システム開発︑一時貯蔵技

は︑技術の実証を行うための施設

る

体

無⁝賑

③

ホ

ポリ

・荏鞭染

同

傘

専門家の翻訳アルバイト歓迎

富笹身贔コ賦業総下野脚

圖

騰

鵬繍
鵬㎜

ム

醗鯉鍵

すめ方

混化処理技術については︑撮々

安全評価手法を確立する︒

してストロンチウム︑セシウムを

っていく︒

を用いて︑蒐礎データの収集を図

品質と実績で知られる

傘同
位
体 ③高純度化掌粟品
獣科再処理用
ホウ素同位体
リチウム岡位体
燃料転換用
③ホウ素二次製品
燃桝成型加工粥
PWRケミカルシム用
③再処理絹工業薬品

核分裂生成物・アクチノイド元

搦詞ｱ的処分

間︑防止する見地から︑放射能が

搦ﾀ物圏化体現地試験

素︑ウラン︑プルトニウムの抽出

摶ﾍ凝固化体現地試験

ん軽減されるまで︑聾活圏から隔

@。試験地の避定

減衰し︑環境への影響がじゅうぶ

@。有効な地層の選定

ルカリ塩︑腐食生成物などがふく

@・地属に関する調査研究

回収残滅︑混入物として硝酸︑ア

摎L効な地厨の調査

本的考え方

の乃法について研究開発が行われ

国に適した地層処分システムの概

わが

念をあきらかにするとともに︑固

③地層処分システム研究

バリアの考え方︑﹁地層という天

出するよう努めるとともに︑多重

バリアならびに処分システムの汁

化体︑工学バリアおよび地輝の各

下水が少ない︑安定した地層を選

として︑昭秘五十五鋸には概念設

設計と建設をすすめる︒その一環

わせることによって処分システム

然バリアに工学的バリアを糧み倉

ットプラントの運転開始を圏標に

リアと建暦の両立性試験を行う︒

﹁入間環境﹂から隔離

を行う︒

計︑昭和五十六年度には基木設計

える影響を評価するため︑処分後

射性廃棄物の処理処分が人間に与

リアを併用

地層処分の研究開発には︑きわ

ガラス固化

めて長期閲を要するため︑段階的

地層処分

クアップ試験に発展させることと

年度からは︑これらの成果をモッ︸ス固化体を嗣いだコ⁝ルド試験を

ミュレーションモデルの作成およ

発生する事象の解析︑安全評価シ

天然と工学

ントを照和六十二年度に運転開始

である固化・貯蔵パイロットプラ

に研究開発を行い︑各段階の成粟

高レ︑ヘル放

することを口紐にすすめているQ しているQこれらの成果は︑悶化 昭和五十七年度からは放射性核穏

をふまえて︑次の段階にすすむも

④安全評価の研究

能評倣を行う︒

を構均する﹂という考え方を︑処

ているが︑ちかい将来︑実稲化が

を添加した愈成廃液でつくられた

のとする︒

分の墓本的概念とする︒

げんざい︑種

④胴金評価訟験

兜込まれ︑世界的に固化処理技術

・貯藏パイロットプラノトの設計

を︑廃棄物安全舐験施設︵WAS ▽地離処分研究開発の進め方

ガラス固化体を用いたホット訊験

々の麗液組成による模擬廃液ガラ

の整流となっているのは︑ホウケ

この固化︒貯蔵パイロットプラン

るQ

・建設および実議運転に反映させ

旬マ
禽ノ

イ酸ガラスによる圃化処理技術で

に爪す各種の研究開発が必要であ

トの建設運転にあたっては︑以下

行っているが︑これとあわせて︑

ある︒したがって︑これに璽点を

び安全評価用データの蓄積を行い

おいて研究開発をすすめ︑その成
果を集約して︑囲化・貯蔵パイロ
ットプラントを建設・達転し︑ガ

行う︒

分離する薄樺開発をすすめてい
このうち︑金属マトリクス周化

化法等の研究開発をすすめる︒

▽群分離などに閲する研究開発

に代替するような技術開発︑より

優れた固化方式に関する研究開

る︒げんざいは溶媒抽出法とイオ

体系的な研究︑

高レベル放射性廃液から︑スロ

なう一篇財蔵︶技術の実戦を行う

技術については︑金属マトリクス

ン交換分離法により︑実廃液を明

ラス固化処理︵およびこれにとも

発︑群分離︒授爵処麗に閲する研

ンチウム︑ヒシウム︑超ウラン元

開発のために

固化依襲造試験︑ガラスビーズ製

の理論計獅を行うなど︑その可能

消滅処硬することを癬標として︑

3267

．

202−3266

聞

◎可能件ある地厨の調査
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場・埼工県窟士見市水チ3316番地
↑亀 ；舌（0484）7玉一〇522●0524

95

1

Phone：0423−9董一5

関曲扱店・関畜薬品株武会社
大阪市東区平之町2−9（タグチピル）
三隅 霞夷
（06）

社・東暴都中央区日本橋本町2丁巨1−12（臼廠ビル〉

f

β孟

ことを闘標とする︒

究開発︑処分の実徳が騰れた芸無

こん︸．﹂︑当面︑昭稲五十八鉦渡衷

これと並行して︑固化︑貯蔵︑

で実廃液分離試験を行い︑分離回

いた分離武験に着手しているが︑

滅繋累は︑いまだ世騨的に確立さ

素を短半減期核樫に変換する消

素を分離する群分離︑超ウラン兀

でのプロセスの概含設計を行う︒

のビーズ化からマトリクス固化ま

造誠験などをすすめ︑溶融ガラス

る必要がある︒

守底処分に関する調査も︑推進す

の長期貯蔵に関する研究開発︑懸
高レベル放射注廃繕物対策とこ

基礎研究をすすめていくこととす

固化に閲し︑焼結捜術︑固化体の

超ウラン元素を分離する研究開発

高純度化学薬品・工業薬品

原子一力用

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

原手力の躍進に貢献ず

〒189東京都東村由市恩多町5−15−10

（03＞242−5141（イヒ〉〜5146

本

匡竃

輸送などの各工程における安金性

れに必要な研究開発を全体として

収率︑安全性および経済性などに

評価訊験をすすめる︒それらの結

れておらず︑実用化までには多く

評価に必要なガラス圃化体の石塀

結論化ガラスについては︑溶融

ついて穐訂する︒

▽新固化方式箸に関する研究開

の騨決すべき問題があるとされて

整禽性のとれた形で体系的にすす

圃化条件︑巖適継成などについて

いる︒わが国においても︑当面︑

果は︑盛面︑圏化︒貯蔵パイロッ

焼糖激化については︑セ

の調査研究をすすめろ︒

これまで炉物理ヒ

げんざい実証段階にあるホウケ

最適形状に閲する検討をすすめ

および圃化処理することを国標と

こん乙は当面︑臨界実験装置など

陀について検討をすすめてきた︒

る︒また︑鉱物組成を利用した岩

の群分離
て︑当面︑諸外国において研究開

石固化法についても︑調査検討を

わが岡においては︑

る︒

法︑緒晶化ガラス法および焼結固

発をすすめている金属マトリクス

クス焼結等化および笠鴻鵠含焼結

②消滅処理
イ酸ガラスと比較して︑貯蔵時お

めていくためには︑門管理システ
ムに関する調査研究﹂が必要であ

トプラントの設計︑建設︑英国お

る︒また富来︑ガラス闘化体を移

体を開発することを最終目標とし

よび処分時の耐久性に纒れた嗣化

マ︑︑ッ

返還ガラス圃化体の受け入れに関

よび仏への再処理委託にともなう

に備えた﹁輸送に関する研究開

動させる必要が生ずるので︑これ

さらに︑処理処分については︑

▽ガラス固化の工程と研究開発

する一連の検討に利尽する︒

げんざい開発をすすめている技術

発﹂が必要である︒

ガラス固化処理技術は︑廃液餉

項臣

処理技術︑オフガス処理技術︑ガ

発

離する必要がある︒

査

まれる︒
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業

査

調

産

@・地展処分ノステム研究

力

原

縄

密

﹇コ

域

@・精

一一
@・広

□

懸
評

地層処分研究開発スケジュール
@・工学バリアに閲する研究

｛2020）
｛⑳10）

93
91
90
89
87
85
83
81
80
79
77
75
73
71
70
69
〔洛
67
66
65
64
63
62
61

｛㎜｝
（1990｝
@

60
59
58
57
56
55

昭和年度

（1985）

（19敦｝）

目
?

合
@。総

（4）

3年1月重5日
昭和56年1月重5Ei

二

子
（第三種郵便物認可｝

第肇062号

一第1063号一
日謬率口56年1月22E…

毎遮i木曜鶏発行

会⁝

⁝

業

勲燃

馨

ワ含

携

今年80〜拗ト を処理
離焔覇畿﹁暫定﹂で 國米合意
＋ナ︒

再処理工場の処理能力は一面︑

騨年の＋二月二＋五鐵付で︑科学技術庁から便用潮検査台格舐の交付を受けた動力炉・核燃料開発

覇鎚図の索海再処理工場は︑スケジュール通り︑十七Bから本格運懸にはいった︒藁海難処理工騰の
約○・七難︒一難のキャンペーン

日まで︶︑処理蟹を難行の

蟹するため︑驚喜罵処琿工場での

では︑隼間・約簗十ナの鰍窟を消

公社に︑これまでどおり婁託す

イギリス︑フランスなどの論難料

顧た︑再処理費用については︑

藁器警黒1鞭鰻i叢盤：灘1蕪欝

る︒

詳細については営業部にカタログを御。〜」求下さい。

待鍵の本格運転に一︒せん断薙髪のボタンを挿す作藁鼠

行きなども響話し︑幅をもたせた

ーン﹂では︑おもにPWR轡料をことしは︑菱以降の円※交渉の成

議蟹︵工業技術院総務部総橘研究

昭和三十一年東都大学大照院準︒

質問に対して︶通産鶴に限らず運

かにつなぐかが課題である︒

新しい鴎でみて︑生溝・麓業にい

1熱電対真空計・ピラニー真空計・電離真空計各種

これまで﹁試験段階﹂ということ

で︑〜ゾあたり八千万円と低くお

さえられてきたが︑今圃の本格操

トを憾収し︑経済性に癒燕をおく

業入りにともない︑墓本的にコス

ことになるため︑新規契約からは

いる︒

五舗強の価格アップが予定されて

臼︑四月末までの期限

なお︑注置されている田来交渉

は︑二十

切れを六月一臼まで延長し︑九十

九ゾの処理婦も︑新たに五十鏑追

加することで略図故府が台割した

ン﹂は︑支障なく運転できること

ことにより︑﹁81−ーキャンペー

だが︑それ以降︑順調に運転で

になった︒

田来交渉の打開にかかってくるわ

きるかどうかは︑六月一日以降の

鐸π臼︑午後六説諭分︑藁海膨処理工場で

十鏑処理できるのだが︑PWRと

われる︒この難間処理騨は︑一不一田︑再処理期隈の二か月廻長︵六月

二部能力は一環︑約O・七ゾ︵金属ウラン換舞︶︒五十六葎のキャンペーンは翼をはさんで二回︑行

ηク九十九ナからプラス五十ゾとすることで︑日米尚罵政府が禽織したものの︑それ以降の田米冨処

で︑愈謝二難燃︑蝋純計螺で醤四

理奏渉などもあり流動的だが︑環流國としては︑八十ゾ〜蕊二十ゾを予定している︒四十六年六月の

五十六無の処理蟹曹二十鏑は︑国

キャンペーン偏︒二君園が︑爽稼

ることを慧味する︒

けで︑わが閣としても︑できるだ

内処理黙諾の約三〇％を処理でき
力発電は二十一基︑約一千五百万

げんざい・日本で稼働帯の君子

換など︑必要に応じて運転を中断

って︑取扱い冶翼の交換︑部繍交

BWR燃脳などの燃料の羅類によ奪間八十〜酉二十ジとしている︒

穏工いらい︑約十琿の歳月をついやした同工場の本格運転入りによって︑こんご︑順調に運転できる
かどうかは︑二十欝からスタートしたレーガン新政権のもとでの田米交渉の成行きいかんにかかって

け軍い蒋期に来側との交渉に入り

働七十五日を欝標に九月から鰐聾

くることになった︒鐸二面に関連配爾

KW︒爾万KW級の凍子力発磁蕨 それ以外の処蝉鷺については︑

今轄に入ってから︑本格運転に

たいとしているQ

するため︑初のホ格運転入りした

備え︑鰻後の点検を行っていた属

原子力に貢献する徳田の真空機器
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処理する予定︒処琿騒は三十〜五

する﹁81⁝2キャンペーン﹂︒

実絹化などについても発磁しを行

方針︑ATR実証炉︑高速贈鵬炉 ▽鍵源エネルギー庁長官官鍔糟

している︒

﹁思い出にのこ

る仕事ができた﹂

大沢次官︑退任の弁

大沢蓋置務次冨はナ六賑︑科学

輸鴛などとぶつかることは︑今後

︿遵尚藤業省﹀

︵工務次宮︶

：L型ヴート型・べトたル櫻手動空圧作動各種

◇真空バルブ

：口径2〜62吋迄各種

◇コールドトラップニL型・S型・特殊用各種

◇油拡散真空ポンプ

◇真空計

◇闇闇ニカルフLスターポンプ：3000〜33000〃麺難迄各種

：1〜500￡／sec迄各種

◇イオンポンプ

：60〜15000〃職n臓卜種

工嚇は︑十七臼年後六時照分︑東寮

ることに煎子照隠を定め︑代替エ

﹁81−ーキャンペ⁝ン﹂では・

岡年通路省入省︒四を八隼公議壌
つ︒この点については羊雲INF

ネルギー開発の中核として田鼠換

おもに沸騰水型炉︵BWR︶燃料

CEが終了し︑この結論が今後の 業調査課長︑四十九隼蝦源エネル

咽改〃定ぺ

電力・福謡第一原子力発電所から

このため今回の長期襲爵の改惣

より現職〇五ヤニ歳︒

ギー庁原子力発電諜畏︑五十三年

原子・力長計

の便爾済み燃料のせん断によって

ことになったもの︒近く畏期計画

では︑この藩標達成へ岡けわが國

麟雪原畢力難題のガイドラインに

商捻出︵たかはし︒ひろし︶氏

を空体にして︑五十〜七十ジの処

原子力幾員会は今秋をメドに原

的な作業に入る兇通しだ︒

專錦部倉︵仮称︶を設高し︑翼体

なるとみられていることから︑原

開発窩︶論橋宏

理を行う︒誤配的には︑東京蹴力

子力開発利稽長期㎡画を改定する

の原子力開発計睡を総盆的に見議

い︑基本的なスケジュールをあき

初の太格運転に入った︒動燃争業

福島第一原子力発霞所一︑一一号炉

方針を隅めた︒長計は︑これまで

し︑核燃料サイクル︑新型炉開発

ハ落毒茸樹の原子力発電を

鐡の函処珊踊場の稼動によって︑

中部電力浜岡発議藤一露国︑串困

今園の長期訓画蝿越しの動き

子力委員会でも王NFCE結論を

郷七千

霞由世界で稼働ゆの再処理工場

磁力島根原子力発臓湧︑田本親子

は︑昨隼夫照和六十五無度を見通

など各分野について新しい基本戦

ふまえてできるだけ異体的にわが

変遷する情勢に対応

は︑フランスのラアーグ題処理工

料︒その他︑出漁水型炉︵PW 近原子力開発をめぐる内外摺勢が

力発飽東源第二発陣所のBWR給五年ごとに改定されてきたが︑簸

した石癌代替エネルギー開発目標

略をあきらかにすることに重点を

国の長期路線を示したい思え︒こ

原子力婁

場とわが欄の榮灘掬処理工場のこ

R︶燃料も︑九州霜力玄海原子力 大きく変せんをとげていることか

が閣議決定されたのがキッカケ︒

おく謝幽︒ウラン濃維商業化︑低

国際的対慮も検封課題のひと

か所となった︒

ら︑こうした新しい憶勢に対流す

それによると︑わが国は詳言後に

らかにする方針だ︒

の岡工場の運転計画は憂をはさん

発滝所と四濁聡力伊方原子力発駕

るため︑離國改走の五十三黛以束

開発するとの罎標を明確にうちだ

で一﹇回︒第一回の運転は︑十七田

駈の使用済み燃料を処理する︒

動鰍噴業附によると︑五十六年

から運転を開始︑六月川間までの

にすることは︑今後︑耐外的にわ

うして田本の長期路線をあきらか
壼；⁝㎜三一＝琶ロ開需≡＝IZ︻≡≡隔＝＝ーヨ需齢；﹁⁝長1；三皇壽 ⁝

・商レベル放謝性廃黄海処理処分
≡憎漏7⁝⁝1⊥冊⁝三≡講一−至≡＝蓋三τ⁝1；■需

の役人生濡を契り返り︑次のよう

技術庁で記福雲繁し︑三十二下間

そして後半の﹁8112キャンペ罵羅闘で巽例の冤齢しにのりだす は石油依存率を五〇％以下に下げ

冊＝−≡髄二冊≡鼎ヨー←柵三葺⁝謄≡IF ≡ ＝ 帽 ㎜ ⁝ ＝ 7 ー ー ⁝ ⊥ ≡ ≡ ⁝ 開 ⁝ 齢 丁 ⁝ 一 季 上 P ヨ ≡

爾二十五臼閥運転を行う﹁殴11

新事務次憲にとって︑幽面の課

金般的にみて︑翌翌なりにいい

に語った︒

が罵にも翼翼に作照するものと期

京た︑今後の原子力開発のあり

一丸となって取組むことが大切︒ 待している︒

二駕度︑五±二無麗と︑二隼連続

査﹄でもあきらかのように︑五十

それぞれが︑つかさ︑つかさに歎

﹁政府︑薩業界など︑関係薔が

る︒いきなりの厳材に︑ソツなく

題として立ちふさがっているの

たい﹂

ポイントをかいつまんで答えてく

して華字に転じている﹂と邑を細

﹁研究段階を脱して︑ようやく

ょう︒原子力は︑まさにこれから

産業化の時代を迎えたといえまし

れるのは︑十年以上にわたり原子

方については逓産省総禽エネルギ

仕蟹といい生活ができた︒先辮︑

じて努力していくこと︒これしか

岡僚︑甲羅に感謝している◎特に

が︑六月一町以降の覆米再処理交

科技庁に来てから︑原子力安全の

ー調蓋会原子力部会も今奮をメド
に検討に入っており︑さらに広い

ない﹂

立場で総連戦絡をあきらかにする

渉︒﹁五十二駕のとき︵原子力

原子力開発がスタートして四半

▽環勝次冨︵科学霧議窮︶劇野

も避けられないと懸う︒科学捜術

︵今後の科捜庁に望むことはとの

できて︑役人みょうりにつきた︒

﹁こん︸．偏とも︑瀕麓との連携を

正登︑科学羅識揚︵資源調査所

という議藁に示されるように︑逓

＋六B付

﹁でも︑他産業と比べると︑そ

世結︒奇しくも︑今庫は︑科学技

体系作り︑安金羅査の基確作りな

歳月をかみしめるかのように身を

密にしながら︑原子力単釈利用の

長︶加藤謙遜︑資源調査所長︵難

︿科学狡術庁﹀

健選に力をそそいでいきたい扁

産憲と文部織の闇の仕瑠が必襲Q

︵す︶

議窟︶児玉勝距▽退職

大沢弘之

物を手入れすること﹂︒

は︑﹁臼曜日︑繭篭の庭に咲く植

好き﹂とか︒いま︑礁一の楽しみ

好きなゴルフと載は﹇肇手の横

産織旋源エネルギー庁長富宿房霧

ソファにしずめ︑タバコをふかす︒

人事発令

局長︶︑米側は厳しい姿勢を示し

た︒だが︑交渉を癒ねていくうち

る︒門そう︑二十五年ですね﹂︒

の売り上げ蕩に対する研究聞茶費

方鉗︒

める︒

しれない︒

﹁原産の﹃原子力藤業の実態調

R野正登氏に聞くーー箋

の投入率は︑製造業が一・聾％に

に︑※側は︑墨水の原子力開発に

⁝一宗地動打閣は9

におさまると曰う﹂︒

ど︑思い撮に残る仕購をいくつか

術庁も原麗も二十五周犀を了え

力とかかわっていたことからかも

です扁︒

思慮傑いことばのなかから︑八

0年代の原子力界を︑こう表現す

科技庁購務次

官となった

原蛎無難繋

対し︑贈順子力遭難ハ界は山ハ％と高

示している︒政府としても︑政編

っていかなければならないことを らしても︑︵日本の︶満足いく形

理解を示した︒このときの経駿か

@

い︒まだまだ︑技術の驚管化を図

@

◇油回転真空ポンプ

、ウ

を

ン

機関を通して︑力をそそいでいき
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産

将来の原型頬に備え
鰯製舳用炉の概念設計へ
日本原子力船研究開発箏策団は来年度から商用原子力船研究開発課討作業に本格的に着手する計画
だ︒船体規襖︑祖型などについて総愈的なメスを入れ︑実磁化への具体戦略をあきらかにするととも

に︑第一段階として実際に昭和六十年展をメドに三軍〜五万馬力の加圧型舶嗣炉の概念設計を作成

いらい︑疲乱にみちた軌跡をたどったわが国の原子力船研究開発は︑将来の原子力商船に薩接照牽を

し︑将来の原型炉建設にそなえようとするもの︒この計爵のスタートにより﹁むつ偏放射線もれ事件

﹁むつ﹂のように蒸気発声器が外

側についている門分離型一︑オッ
トハーンのように内側についてい

る二体型﹂に大きく分類される
が︑こんこの毎期炉開発でこのど

会長に伏見氏
再選される
学術会議二期総会

臨の投紫で伏冤氏がトップの八十
九票を獲得したが過半数に達しな
かったため︑二野霞の投票にうつ

め︑こんこの検討では︑いくつか

まず干鰯選挙では伏兇康治二会

議講豊ではじまった︒

が二十曝から東泉・六本木の同会

れたが︑結局欝七票対九十票で塚

教授と塚照裕寒寒大鷹学部教授が

挙では八十轟義之助埼玉大工学部

総会はこのあと第十二期濾動方

る︒

針などを蟹議することになってい

えられしだい津蟹にとりかかり︑

学術会議総会の模様

い計画︒

六か月程度で今回の調査を終えた

岡調査は︑﹁むつ﹂周辺地域の

発表した︒

試料分析結果と岡レベルであると

放漿能調査絃果は︑入港前の環境

中の原子力船﹁む2騰辺の環境

の曜難壁に係留され遮蔽改修前鑑

士ハ臼︑佐薬毒市の佐世保重工業

R本原子力船研究開発事業団は

原船団発表

入港前と同じ

放射能は むつ

囎

り︑過半をこえる蕩五票を獲得︑

の炉タイプについて一次系機器︑

畏を再選︑副会長には人文科学部

また︑窃然科学部門の副金長選

爾選された︒

遮蔽構造・船体︑陸上支援施設な

田氏の新伍がきまった︒

B本学術会議の第十二期初総会

これをふまえて︑原船団でも来

どの試設計を行い︑それを総倉的

教授︑自然科学部門から塚田裕三

門から岡禽古志郎中央大学商学部

ちらを採用するかは未定︒このた

震度から小型舶用炉の研究開発を

に比較評価することによって︑建

慶大陵学部教授が選ばれた︒質倉

高燃焼度燃料が今後の課題
とプルトニウム・リサイクル利用

のばす好記録をのこした︒

この実績が︑どれぼどの意味を

には︑その仏も追い越すことはま

この榮海再処理工場の優秀性を

ちがいない︒

ているものは︑使用済み燃料棒を

示すもののひとつとしてあげられ

もつのかは︑以下にのべる各麟の

る︒

実績に照らし愈わせてみてもわか

東海工場のせん断方法は︑たば

米︑仏︑英︑顕独など︑溝処理

実繍で︑トップを走るのは仏のラ

ねた燃料を︑横から切りおとす方

﹁仏は四万五千撞︑英では八万

世界一きれいな工場

とい

〜十万弱なんです︒まさに更海工
場は

日本原燃サービスとのかかわり

えます﹂︒

の高い燃料の処理技術︒いわば︑

なお︑こんこの課題は・燃焼度

だして語る・

あいについては︑懲動燃再処理の

の無期限延期︑FB汎︵高速増殖

ア！グ再処躍τ場︵処理能力︑琿

署弛ンぐらいの小片に﹁切りおと

炉︶の見画しなどを骨子とする

闇四品ジ︶︒一九七六隼の運転入

これまで︑軽水炉燃料の再処理

先発団から遅れをとった環本の東

門新原子力政策﹂を発表︑ホット

法︒

くもので︑昨年十月二十藁田の試

料採取には擾崎県︑佐世保南およ

﹁むつ﹂周辺の海水︑海底土︑海

び長崎察漁連が立会った︒試料は

センターが鰯走・分析を行ってい

産生物︵フジツボ︶で︑曝本分析

たもの︒

速射懸子線治療の

いうことだ︒これは︑第三棚が生

炉の燃料ほど︑再処理しにくいと

マースミス輝院速中性子線治療部

原子力委員会は十三賑︑下総ハ

カテラル氏を招聰
西独のWAK工場︵同四十ナ︶ 料集台体を切りおとす方法で︑無

じ溶媒抽出に影響を与えるから

日まで処理した羅は二

技術を反映させたい扁と身をのり

海再処理工場鐸写轟は︑一躍︑世

試験に入ろうとしていたわが国

りいらい△

す﹂せん断装贋︒

﹁ただひとつ稼働申の仏のラア

に︑大きなカゲを落とすことにな

償では一本︑一本吊るし︑せん断

界のトップにおどりでた・

ーグ再処理工場と︑じゅうぶん認

った︒

ずる︒

処理したわけだが︑この間︑特筆

そして︑これまで七十九︒一等

のため停止申︒

満︒このウインズケールも︑窮故

摂したが︑盆計処理璽は頁沙未

酉ゾ︶は六九黛から七三年目で還

英のウインズケール工場︵購四

ップしている︒

工場長は強調する︒

いその﹁クリ；ン腰﹂を・安久津

千分の一の放射能しかだしていな

仏や英の再処理工場とくらべ︑数

そ︑汚染がすぐ発心できる﹂と︑

つ︒門きれいになっているからこ

﹁きれいな﹂ことも闘慢のひと

良を棚えた自主枝術とその爽績

まざまな課題を克服し︑改良に改

ものの︑麟本の再処理技術は︑さ

二国間交渉という外的要困はある

いずれにせよ︑再処理をめぐる

いえよう︒

だ技術力が要求されてきていると

料の憎加に潮けて︑さらにすすん

で︑こんこ予想される高官同塵燃

く示唆は田本における益子線治療

受︒岡氏の豊寓な悪女経験に基づ

など︑この分野では世界の第一人

によるガン治療の基礎を確立する

学を卒業し︑現在では速中性子線

いすることを決めた︒

臼から二十一日まで︑田本に沼へ

長のマリー・カテラル氏を二月十

原子力委

をならべる技術と実綴だと患いま

四月からはじまった臼米交渉は

賑までの実績は葱十四ナ︒げんざ

は︑七一年に運転入りしたが︑今

トラブルの少ない︑模範的な原子
す﹂と︑たんたんとしたことばの

ゾを処理扁ということで得意︵九

第蕊次交渉で︑﹁二幽間に九十九

仏のラアーグは︑綿り上げた燃

なかに露信をのぞかせる安久津英

百五＋ナ︒

男縛処理工場畏︒

すべきことは・五十四奪十一月か

一纏間の放射能は︑約二十五牲︒

ちなみに︑便用潮検査運転での

いは︑溶解槽の故障で運転をスト

そのご︑通水試験︑化学試験な

ら翌五十五隼十二月の一夕間で・

このように︑藁海再処理工場

仏のSGN社の設誹によって︑ 月十二日︶︑九月二十二日︑よう

どのテストを行い︑闘十九蕉九月

は︑これまでの運転実績や︑こん

った再処瑚施設は︑託無爵の園十
九隼十一月に完成した︒

の上にたったいま︑確実に・再処

待される︒

の発展に大きく蕎与することが期

ができた︒

やく待望のホット試験に入ること

から再処理プラント各工程の操

に︑五十五奪四月から七月にかけ

累計六十・ゾを処理したこと︒とく

昭和四十六年六月に本格工審に入

作性や安全性をテストするための

これは隈界値にちかい数値︒むろ

理先進国のトップグループに参画

白重は一九五一一年にロンドン大

ウラン試験に入り︑五十二奪三月

て実施したキャンペーンでは・B この運転計画が順調にいけば・今

した︒

︵す︶

ん︑国による放鳩基準を大きく下
仏に肉簿し︑ここ二︑簗鰯のうち

まわっている︒

仏の達続処理詫録十六ナを大幅に

ノ

鵠益響

未来に躍進する

力向をあきらかにしていた︒

本格臨にスタートさせ︑将来の実

設すべき舶用炉の翼体的ビジョン

せりあい決戦投票にまでもちこま

の︒

用化にそなえることになったも

をあきらかにしていく計画だ︒

このうち会長選挙では︑第一闘

副会長は再選︑塚田副会長は凝伍︒

導体的には同動業団に委員会を

﹁第二段階﹂については第︸段階

また︑このあとの六十黛以降の

の墓本設計とこれにともなう二連

の垂髪成渠をふまえて改農舳胴炉

ついてつめるとともに・昨年から
暫楚的にスタートしている﹁研究

事前調査を串請したことがある

関瞬電力ではこれまでも地元に

設置してこんこの検認のあり方に

開発窯﹂を来年度から正式に発電

による地質調査︑気象観測などを
行うとしている︒

が︑五十四年四月には孚M王原発

機器の特牲試験を寒点的に実施す

これにたいし田島町では︑﹁稚

り︑今園繊高町が一都調葦を認め

事故の影懸で晦請を返上してお

させ・熊点的に横討作業をすすめ

アユ湘に影響を与えないようその

る方釧︒

間は弾性波探査を行わない﹂との

原子力船の炉型式については

るといわれているのが実情︒

なくとも欝艇〜十年程度遅れてい

たい舞えだ︒

と考えられている︒いったん核燃

定め︑大きく新しい一歩をふみだすことになる︒

料を糞激すれば︑長期間の達続航

たことにより︑事繭調萱刮醐は一

岡地区は煙樹海岸梨立自然公

歩前進することになった︒

園内にあるため︑げんざい県が自

にし︑南請書を県に送付してい

わが醐の海運業は属際的に重鼓

関電︑事血則調査へ

た︒稚アユ瀕の期聞は二月から四

が︑調擬が風致上雰える影響など

然公圏条例にもとづいて欝蕉中だ

月宋までが予定されており︑この

なるが︑アユ涌は一定の興りあて

間は弾性波探査は行えないことに

旦渦町︑条件付きで了承

条件つきで賛成の態度をあきらか

な地繊を膚めてきたが︑さいきん

まえて昨年四月︑小型・軽積で︑

子力船﹁む2串件の繹験をもふ

もどすため原ヂカ委員会では︑原

このため︑こうした遅れをとり

行が珂能になるという点も大きな

このため︑ソ連ではすでに原子

は燃料油の価格島騰や供給不安に

力砕氷船が実用化されているのを

メリットのひとつ︒

た海運の確保は︑しだいに囚難に

よって︑厨木聡による安く蜜定し

なりつつあるのが現状︒このため

関西電力が地元に原子力発電所

つ左︒

について検討し﹁早く結論をだし

関西電力が測歌山県難高郡臼高

蟹がきまっているため三月中にこ

たい﹂としている︒

町小亭に予定している原子力発霞

の腿にたっした場愈にはこれで漁

かつ経済牲︑儒頼性の優れた舶羅

一部陸上翁離調査を認めたことに は昨隼十二月︒それによると今圓

きるとしている︒

が終了するため探糞がスタートで

炉の開発を中心とする長期的展銀

は尊上調讃のうち小浦区灘磯で地

はじめ釆国︑頭独も実験船を就航

形測腿︑ボーリング︑弾性波探査

させ︑原子力船隠代へ大きく一歩
を打ちだし︑この第一歩として商

よりこんごは県による宙然公園条

えることは・源遡業に対するエネ

こう五年間で︑開発対象として最

例上の審査に焦点が移ることにな

わが国の商船隊に原子力商離を加

をふみだしている︒しかし︑こう

適な舶用炉等の概念の確立に必要

の一部陸上轡剛調査を晦請したの

した原子力船先進蟹にくらべる

な設計評価研究を行うとの基本的

擁講
︑︑渕譲

@黛翻騨

@轍
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ルギー供三三からの制総の緩秘︑

と︑わが国の開発は︑陸靴型に関

関繭電力では県のゴーサインが

商船の高速化なとに寄埼し︑わが

する難寓な実績を考量しても︑少

畷懸

WR燃料を二十八・五ナを処理・ 薙申にも︑西独︑英を追い抜き︑

罫入

夢野

⁝

舜

掌
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晒三皇

に終了した︒

だが︑この年の一月二＋謹に発
足したカーター凝政権は︑再処理

民
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ノ

／
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いるが︑他の国では︑人口密度と

トの特別設謝に無関係に行われて

無関係に十分な安全レベルを維持
するため︑工学的安盆袋置を巖終

る︒

的なづイト選窺の暇子と考えてい

一︑サイトを選定する際︑発電

リリエンソー

ル氏が逝去
委鼠畏として活躍

米国の初代原子力

灘ぞ
驚．

．蓼灘載繍

にわたる原子力開発に対する墓本

懸

鐘をならした︒そして︑原子力を

米原子力委員会︵AEC︶の初
代委員長として︑米国内はもとよ

力︑そのこの原子力騨に多大の影

り︑世界の原義勲爵和利爾に尽

所敷地の外部に拡大する事故が起
きた場命の緊急時計懸の実行可能

ヨークで心臓マヒのため逝表︒八
＋一歳︒

方について述べた示唆に嵩む本と

的な袴え方とともに︑将来のあり

に提嘱した門リリエンソール報

国際響理下のもとにすすめるよう

して︑注國をあびた︒

一八九九無生まれ︒ハーバード
大学を卒業後︑シカゴで弁護士を

告﹂を提出︑語題をまいた︒

その本のなかで︑より安全で︑

開業︒一九三三年︑テネシー渓谷

シンプルな原子炉の必嚢性を訴え

AEC委員会を去ったあとも︑

た岡氏は︑最後まで︑門明日の原

開発公祉︵TVA︶に入り︑四一

原子力の安金性について︑精力的

子力﹂を︑フレキシブルな思考の

隼から同公社総裁として濡躍︒戦

数多くの書物をあらわすなか

た︒

もとに訴えつづけたひとりであっ

な濡動を展開した︒

で︑昨無六月に刊行した﹁原子カ

後の四六隼には︑原子力委員会の

ーその新しい出発﹂は︑氏の長年

発足にともない︑初代の委員長に
就佳︑いちはやく原子力の安全性

オーストラリアのトウイ︒スト

る︒

増益炉に使絹することも自由であ

によって抽出したプルト一一ウムを
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や︑その開発のあり方について讐

事前承認は不必要
仏聖原子力協定が締結

定めている︒原子力分野における

子力技術を輸入する場愈の条件を

オーストラリアがフランスから原

ストラリアからウランを輸入し︑

る︒それによって両国間交渉は促

・バイ・ケース審査一の三点であ

締結③その他の平和利雨のケース

裂物質の管理に関する事前協定の

②使摺済み燃料中に含まれる核分

卜卜

勤ン

lokg

・NEA

ト選定アプローチとは異なるアプ

性を諺署することが重要である︒

響を与えたデビッド︒E・リリエ

画︑および工学的安全装置の聞の

ンソール氏が一月十四日︑ニュ⁝

というのは︑緊憲貼対策を盤陀に
講じることができれば︑それもま

て︑数園会禽を開いた︒その愚書

相互関係を解析することによっ

の評価④原子力発露所のリスク評

リート外梱は︑昨奪九月一一十七

両国聞厳引きは︑輪出先国領土内

︻パリ松本在駐農︼フランスの

く

置針

パリュエル原子力発電所︵百三十

仏︑パリュエル原発

八三年遅操業
めざし着々と

で︑IAEA︵國際原争力機関︶進された︒
の平和利嗣に限定するための保証
と管理の下におかれる︒原子力綴
材︵ウラン︶の痛工︵濃縮と再処

ウムを含む︶の利用は自由に行う

万KW加圧水型炉四塁︶一同機用

理︶ならびに痛工物資︵プルトニ

ことができる︒第三国への原資材

フェカン港に到着し︑陸揚げされ

台の上下ブロックが一月五日海路

に︑王AEAの保謁と管理の下にの蒸気発生羅四台のうち最初の一

および加工資材の再輸出も岡横

リアからウランを輸入した場愈に

おかれる︒フランスがオーストラ

五材︑重墨守︸臼十五ゾ︶は六臓︑

た︒下部ブロック︵長さ十五・一

上部ブロック︵長さ八綴︑墾騒騒

は︑加工の各段階でケースごとに

である︒オーストラリア原産ウラ

事前承認を受ける必要はないわけ

到着した︒他の三台も四か月以内

ンは平和利胴に隈謁しIAEAの
五十ナ︶は八田︑建設工繋競場に
加工の各段階における査察を受け

フラマトム社のシャロン︒シュー

に輸送されてくる︒蒸気発酒毒は

奈良ビノレ

A潴盟誰国で確立されているサイ

ローチを採用していくことになろ
う︒

このため︑蟹際レベルでの雪竿

交換の重要性が指摘されていた

としてまとめられたのが今園の△口

て︑規制当局は︑原子力発電所の

一︑サイト選定は︑当然︑人口

価技術の開発⁝⁝などについて︑

実績がある︒フランスの原子力

ランスの原子力発電断または外国

れば急送に処理できる︒ことにフ

重

ヰぜき

蝦補

磯

㍉馬

も

メ響

＼

職礁澱難顯溜鰐

量

安全盤は総合的糊断で
立地選定は各国の国内問題
︑公衆防護の一因子となるから
が︑0鷲CD・N￡Aは︑このた種

意頑明︒総量安全性の関連の中で

総命安全性を判断することが飯能

一︑サイディング︑緊急時計

サイディングを位置付けている︒

にするため︑①仮想編故の結累と

となる︒これらの栢互関係を明確

一︑サイト選定が公衆の健康と

声明の主な内容は次のとおり︒

の訂鷹司小委員会を特別召集し

経済協力開発機構・原子力機関︵OECD・NEA︶は︑一月九条︑原子力施設安全委員会︵CS
である︒
の議論を促進するため︑CSNI

N工︶の許認司小委員会がまとめた﹁原子力発電所立地の許認深間題に関する趨明﹂を発表した︒齊
明は︑原子力発電所の安全性確傑は︑主として︑﹇設計︒建設・運転における高い講評墓準﹂のたま
ものと述べ︑立地問題は総目的な安全性の樺内で蕎燃すべきだとしている︒この灘明は︑原子力発電
所の立地に対する公衆の懸念が高まり︑また︑米国が準備を進めている遠隔立地を基本とする新立地

これまで以上に璽略する新しい立

発電所サイト周辺の人口密度を︑

政策に対して各国の批判が強まっている中での発表であり︑非常に注葭されている︒
認可プロセスに明記されている安
CSN I の 許 認 可 小 委 農 会は︑

NEA脇盟諸国の原子力規捌当局全囲標を︵超過︶選成するため︑

して炉心から放出する核分裂生成

安盒に一定の寄与をすることは明

多くの国々で慎重に開発された工

︶

地墓準案について嚢子を鷺ねてき

の代表からなり︑立地選定は︑各

ソースターム

物の種類と鰍︵

た︒この墓準案は︑追加の
らかであるけれども︑サイト選定

学的安全装置と特別の運転手順に
的

密度︑土地や冷却水の利照可能性

および環境中への沈澱③健康彰響

設を禁止するという内容になって

きでない︒

工学

国の国内問題であると断わりなが
よって得られたものである︒これ

持できるにもかかわらず︑人口密

②そのような事故時に放出された

らの安全規定は︑プラントの技術

だけで︑安全性達成における工学

ら︑立地の全体的なアプローチに

仕横から︑運転員の資格やサイト

っている︒

は付けやいばではない︒

の再処理に関する薯前協定の締結

日︑ウラン輸出の条件を明らかに

アジアでは韓醗につづいて︑申

同協定はことにフランスがオー

セル・ロウラド廃仏大使は︑一月

れが成立すると︑フラマトムは

さ

七日︑両国間の原子力協力保証協

カールデスタン訪中で︑棚上げ

︻パリ松本駐覆員︶フランス外

されていた上海謝画︵九十万K

務雀のブルノ・ルッス総務長窟と

だけでなく︑米国政府の輸出規

W一童︶の交渉を復路させた︒

中国よりはホンコンの技術暫の

く申罵を承認し︑東繭離立の谷

八二琿以降︑WH社へのライセ 国がその政治商戦のつぎの 戦

に広まりつつあります。
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安金装置を導入することによ

ついて検討してきた︒その検討繕

農の高い地域での原子力発電所建

放射性物質の拡散と︑発電所内部

果として︑まとめられたのが今圓
選定墓準まで︑幅広い範園にわた

って公衆の傑護レベルを実際に維 上・運転上の描置に代替させるべ

の声明である︒

原子力産業はこれまで︑他のあ

など︑関係する国あるいは地域の

さらに継続して行うべきである︒

いる︒

実際の条件によって左右される・

ド︑ユーゴ︑ナイジェリアでも

制からも解放される︒両社は将

しかしフランスの狙いは︑むし

した︒条件は︑①平民利用のため

り︑その兇愈いでさらに大型化

萄利な位置にいる︒昨鋸の収入

て緊密な技術交換閣係を維持す

来も︑安全性や燃料設計に関し

ろホンコンー中国共同計画︵二

定に署名した︒

をめざしている︒上灘の九〇奪

は十瞭ドルの大台に迫り︑利蕪

るが︑フラマトムは胞主設計の

オーストラリアのジョーン・ラッ

に酉三＋万KW炉の予定で︑安 も一千万ドルを超えた︒今や他

五十四炉のうち︑二十炉はすで

国の炉メーカーは強く及ばず︑

国の外貨不建から冤て︑中国の

墓︑広菓省に設置︶にある︒中

れれば︑米国は︑現在多くのNE ある圏では︑サイト選定がプラン

もし︑この甚準案が受け入れら

一九七九年三月のスリーマイル
アイランド原子力発電所事故を契

らゆる技術に比べて︑比類のない
安全記録を樹立してきた︒この卓
機に︑米国の規制当無は︑原子力

国内および濁際レベルでの研究を

越した成累は︑原子力発電駈の許

鯉︑夢
全の見究めがつけばさらに大型

フラ

核燃料生産にも乗り出そうとし

つまり︑フラ

方が儒頼できるQまた政治的に

に遷したことを輸して

ており︑軽水炉の完全な

かけ傭なしに世界最大︑最強の

ンス化

ンスは技術の自

も︑紛争化が懸念される一九九

をひかえ︑広東省立地⁝ホンコ

七年の還付聞題︵英国←中麟︶

をかちとったわ

政治的独立

足によって︑

方が実現性が高い︒技術繭でも

外正負撹がない門共岡謝画﹂の

化をすすめるという︒璽一一十万

ニュークレオニクス・ウィー

いる︒

KW炉は︑米圏︵醐テキサス計 メーカーの声価を得つつある︒
薩︶より着手が遅かったが︑一

ク誌によると︑フラマトムは技

欧州諸国のなかでは︑フラン
スは人口密度が小さく︑海岸や

簿炉の完成は米国より攣まる見

標準化による量産効果追求で

河岸のサイトに恵まれている︒
それらの可能地
点をいっせいに

付け焼刃でないフランス

ン送電による﹁両国﹂のきずな

は︑その経済盆理性とともに︑

調な実績とともに團際儒用を商

最大6個

ルク管理方式に代り、精度の高いEXTENSOMETER

土2％以上

軸力測定楕度
携定可能ボルト径
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フランスの原子力は︑撹界の
高速猶殖炉開発をリード︵前回
参照︶しながら︑総懸の軽水炉
発電でも着実な前進をつづけて
いる︒欝欝までの発濫は葎平均

中方式で︑標華

駈澱低四墓の集

五〜六醤万KWのハイペース︒ 洗い出し︑一か
このテンポを持続できれば︑一

九九〇無の原子力発電規模は五

けだ︒国際競争

の強化が望ましい︑というのが
フランスの読みである︒

力の強化による

今後の輸出攻勢が注鷺される

世界最強の原子炉メーカーに一
術導入先のウエスチングハウス

係を樹立するようだ︒協定案は

間を歩いてきたドゴール外交の

通しである︒

フラマトムの年障能力は八東

楊手國︵途上図︶の巽惰をよく

しかもその背環には︑いち早
なので︑罵内需要をまかなって

ー省の承認を待っているが︑こ

来国務繍の同性を得︑エネルギ

︵WH社︶とも︑近く対等の関が︑フランスの輸出戦略の特徴
あくまでサイト条件を顧慮しな

が︑設計の改善︑圓上により︑

出の促進にも甥与し︑国内の順

なお余力がある︒標轟化炉は輔

めている︒昨琿末︑夷之での九

だ︒

いですむ標準化方式を貫く構え

ト条件は厳しくなりつつある

してきた︒サイ

十困基︑約玉千七酉万KWにな 化炉を大鎗建設
る亮通しだ︒

原子炉メーカーのフラマトム
は︑この大鎌建設をてこに︑標
準化による鎌継効栗をフルに邉

ダウンと工期遅れの防止︑さら

求してきた︒その結果︑コスト

フラマトムの従業員は現窪四

ニュークリア・エンバイロメンッ株式会社

v

つかんだ高度の政治性にある︒

千人︑そのうち約九酉人が設計

ル・ソ；ヌ工場で製造された︒一

定︒

号機の運転開始は一九八三年の予

用に濃縮し︵二〇％まで︶︑核燃

料は自由に再処理できる︒再処理

料に加工し・また便閑ずみの核燃

、彰

に経験の効率約集約化に成功し

ンス料︵売上蕩の五％︶支払義

フランスはまず︑昨秋のジス

︵K・K︶

十万KW二基の受注につづき︑

務がなくなり︑競象力が強まる

になりそうな気配だ︒

関連の要員だ︒物議の箪点蟹標

中醐︑ポルトガル︑フィンラン

果

を安全性マージンの確定にしぼ
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ている︒関係餐の言葉を綴りれ
ば︑﹁原子炉ごとの新設諸など
は蕎えられない！﹂

25m国〜250mm

ま妾続町触子下

・灘／・露細磁韻

（130）

（2280国m＞

，懸定可能ボルト長さ

による超音波軸力測定方式の採用か原子力業界で急速

ピきあ

ノ

ら

／

Model

溝畿擁綴、

織

一

使用超音，皮周波数

米園ではすでに航空機やロケソトはもちろん原発プラ
ントの重要配管、機器締付ホルトやRPV据付ホルト等の

園 。
野ア 押
案 ・へ 琴
擁謙獄齢、

糧欝欝畷

軸力富農E：XTE：NSOME：TE：R漕の
機器の信頼性向上を．〃

ド

・

灘婦醸

奪

鮮

㎜

第1063号
（第三種郵便物認可｝

新

子
和56年で月22日
（3）

㌦

聞

﹁地層処倉﹂が最善

桑≡

曽墨言二藝

一m葡≡

三春

︐墾二

≡

二一誓

藁一＝

三密

玉響

斜＝＝

一一P鼎笹

蘂＝

︵写翼︶はすでに建麗を完成︑現

また︑岡プラント完成時には遼心

Uの能力で運転を開始する予定︒

後縁岩演で三十億避と推架してい

︻石塚餉特派貴︼

違するとのことである︒

際の生家能力は一千五ナsWUに

分離機の単機性能の岡上により実

今年一月置ら始まった第九十七

る︒

る︒

貫研究に必要な申性子榮を供給す

この研究は︑いままでサクレー

騨＝審

垂＝

三＝冒

鮨と麟立科学研究所レオン・ブリ

助をえて建設した︒加速装躍サチ

購

袖石蒲諏訪型炉︶の建設を認司し

岡原発はカタロニア州の閥電力

懸
鎌
継

〜︑二轡機︑トリロ一号機の認可

＝鞘＝一営＝冊算＝＝；窯鴨瓢＝＝＝二一＝

に続くもので︑また近くサヤゴ一

はスアレス政概の原子力開発の構

一九七五隼の計量では八五駕ま

図を示すものといえよう︒

でに原発二千三酉万KWを建設す

る予定だった︒だが反対運動の発

ュルス近代化に続くオルフェの建 会社︵エンプレサ・ナシオナル・

設は︑サクレi研究所が今後の原 イド曽エレクトリカ・デル・リバ

二日言瀞三舞

一綿㎜響

三論

簡彗

レ︑フェルサス・エレクトリカス

五藤万KWに達する號通しであ

力構報の不建︑欠陥と︑安全幹に

ている︒しかし︑痘麗赦覚は原子

いる州に︑補償する法案を提出し

力を消翻するよりも多く生産して

政府は反頬を援和するため︑電

イドロエレクトリカ・デル・セグ

三蓼

この認司はバルデカバレロス
＝言三碧

沙で︑十二か癩の約三十の検査チ

幕

間は八奪の予定︒

・デカオルーナ︶の所有︒建設期

る︒

に一千万KWをこえ︑九〇駕に千

展で計綱は遅れて︑現在は八七年

朧罵響

︻パリ松本駐在澱︼スペインの
一撃曽三蓄

査技術の信頼性を島め・圏際的に

p噂＝言

︒デ・カタルーナ︑フェルサス・

ゴルサーナ︑イドロエレクトリカ

子力棊礎研究の中核となることを
示す動きである︒

は七九鋸三月に運転を

三審

はCEA墓礎研究
垂＝

スペインエ⁝粟工塞ルギi雀

君
バンデロスニ号
機の建設を許可

で一九五七年硫気した多自盛炉
︵棊礎研究および工学照鮒︶

EL3

L3躍の申性子栗で行っていた︒

幣≡幣F三四7

オルフェ

揮止し︑規準解体中である︒

二馨

れる事故のことである︒
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れ

き
が

ウ

ひ

まきノ
ひく

な

ダイヤルイン輿内倉（θ3＞665−971｛

建屡は完成

すすむ遠心機

での原子力発霜規模のシナリオを

KWから二〇四〇無の五百KW家ロで建設中の同塵一千ゾSWU規

量＝

政府が原子力安全審議金に原子

対する疑顯を表明している︒

自動設計／交通・物流／物理化学／化掌工学／図形処理／気象研究
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

質墳境⑥荷望または必要な鉱物資

の搬入準備
アルメ臨書用農縮工場

についても想定し︑門環在の研究

想定して解析︑便用債み燃料を未

ている︒同社のパリー技術部長に

在︑還心機の搬入藁鵬が進められ

所︵乱髪KWケース︶必要である よれば︑酸切のカスケードは本腰

二十分騙界

核燃料は商濃縮ウラン六謎杉Q

三響

支配的であったが︑過三舞銀閤に

そして︑それらは︑巖終的にはイ

一致した手続きを進めるため︑第 ームによって超蕩波検査される︒

パスキコアル野縁を任冒したこと

力庁︵JEK︶のフランシスコ・

も問題になっているQ野党はこの

任命は裁粗官と訴訟嶺瑞轟が兼任

る︒

しているようなものだとしてい

西独から原発用
加圧装置を受注

スペインのエキボス社

︻パリ松本醗在員︼スペインの

エキボス・ニュクレアーレス招

は︑このほど︑西独のクラフトベ

西独原発用三幾分の加窪装灘を受

ルク・ユニオン︵KWU︶社から

で建設しているアト⁝チャ原発容

原子力開発／構造解析／資源探査／地震解析／七福開発／環境解析

プレックスで魂

源を含まない︑あるいは将来費蟹
となるかもしれない資源を含まな
い一⁝という処分場サイトの選定

紬果から︑廃藁物処分を妨げるよ

処理のまま処分する場禽︑処分場

DOEはまた︑環在の約董千万 ウレンコ社がオランダのアルメ

墓準を提遣している︒

うな理曲は兇当たらない﹂と強調

は一か所︵現状ケース︶から九か

襖本格的商稽ウラン濃縮プラント

している︒

は︑サイトの自外バリア︵陣壁︶

としている︒処分場の建設蟹は︑

ついで︑処分場サイトの適格性

が計醐どおりに機能することが大
一か所につき︑暴嚇層で十二が︑

中に完成︑八二年には四葉誘SW

切であるとして︑①処分場の開設

③廃棄物の隔離と両立できる地表

難物の隔離と両立できる地質特性

の管理に関する法律の制定が予想

義愈では︑低レベル以外の廃細物

されており︑また︑レーガン新政

パンデロス原子力発鍛所

工業エネルギー省は︑一月六躍︑

醐下の陵水学的・地球化学的特性

罹や薩業界の強い要望もあり︑廃

④地表両の陸水学的システムが予
想気候サイクル下や挿端な臨然環

棄物灼策が今圃のDO￡の環境影 ルアン試験所が共闘運転する︒実

冊＝＝：騨＝＝屠＝＝階＝

境下でも受け入れがたいような悪

験は生物学蓄︑化学蕎︑金属学

噌

そ

第2（25㌧SWU）、第3（200㌧SWU＞工場。

︵九十万KWウエスチングハウス号機も認可される︒これら認吋

；＝冊鼎一一二＝一＝響＝2髄＝＝二︸冊幽＝＝輔＝＝＝山開一＝＝剛澱＝■＝＝曹＝一丁＝＝＝＝

と評価︒さらに︑臣大墓石の落

影響を引き憩こさない⑤羅期間安

蕎︑物理学煮を動員して行う︒同

三琴

これらの熟故について︑さらに

一望機

水︑入間の優入︑溶解採鉱法︵と

る弱能性がある︒

響声明欝の筋講きょりも促進され

扁解曇

炉はCEAがテクニカトム縫の援た︒

定または断圃︑変形︑火臨酒盃が

蕊曽言

圧縮樗料エネルギー状況試験の踏

がなかったことが分かっている地

界

的な破壊競象︵放撮メカニズム︶

が臨

くに籍塩隅の場禽︶など︑非現実

プール型実験炉

オルフェ

十二月十九蟹午前六隠

序説材料基礎研究に威力
︻パリ松ホ慰在員︼フランス原

オルフ℃

子力庁︵CEA︶のサクレー研究した︒
断のプール型実験炉

一曽⁝酔三智

︵熱掲都議四千KW︶が︑昨日同炉はことに材繕構造試験および
三尊

ッパ各国の約三十の試験脳設に送

置曽蔓﹁鼓＝

クレディブル︵超こ

二＝7

到選する確率はきわめて小さい偏
㎜鼎一＝

ため︑通常

薄検討してきた︒その結果︑

中央のlilをはさみ左捌は、 UC純（ウルトラ・セント
リフユージ。ネーダーランド）社の逮心機製作工場Q
右側は現在稼動中のウレンコ社の第1（2e㌧SWU）、

注した︒また漉独がアルゼンチン

た︒

窟（03）665−970｝

東

米DO安
E全性も十分と評価
米エネルギー雀︵DOE︶は︑このほど︑﹁商業放豹性廃棄物の籔理に関する醗終環境影響距明

養讐

わたり︑かなりの研究成巣が蓄積

二期闘の鋼製コンポーネント検無
理解するため︑CSNIは︑①原
︻解説UOECD加盟諸国のし
原大LOCAに関する知識が深ま

られる︒

その精渠は︑非破鰻検査結果と比

計画︵P王SC⁝∬︶の爽旛が承 スプラ研究所で破壌検賓を受け︑

三月のTMI魍故を契機に・臨国や濁虚器圃は︑TM王で起きたよ ス9製革 が機械構造物に与える 認された︒これによって︑製造メ

同定する技術と︑その技術を用い

較される︒これによって︑キズを

クラ

ーカーの工場でつくられたキズつ

子炉系と損協炉心の関係②

きの鋼板とノズ漸の標本が︑各樫

ったため︑最近では︑各國の計画

︶

影響③放出される核分裂蛋成物の

る検董チームの能力の両方を評価

子力五金規制噸周は︑一九七九隼

揮類と騒︵

することができるわけだ︒

ソース・ターム

しつつある︒

うな小破断箏故問題に礁点を移行

れらの鋼板は︑露さがそれぞれ八

検査技術を用いて試験される︒こ

τM茎事故は︑また︑〃クラス

一⁝を横酎するヒ級噂門家グルー

れほど厳しくないが比較的発生し

ループは︑また︑鏡在の解析・評
価手法が禦故研究にどれだけ適用
できるかどうかを検討し︑それら
の手法の中で新たに開発する必要
のある分野を抵擁することになろ

容器︑一次纐纈および黙交換器か

原子炉の燃料と冷却材は︑圧力

う︒

らなる一次系の中に入っている︒

とは︑すべ

に対する関心を引起こし

鋼板検査も第二期計画スタート
9壌故

ての工学朗安全装麗︵たとえば︑

クラス9噴故

た︒

に︑もっと注意を払う
べきだ︑という一般的結論が僻ら

恥い瑠故

冷却材漫失堺故︵LOCA︶の
原子炉圧力容器︑繁懸炉心冷知装

れた︒

の位鷹と大きさを調べる磁膏波検

灘慧欝翻

器の製造にも謬蒲することになっ

海（02928）2−2980（代）

東

阪（06）2躇1一4】1零（で、）

鷹欄麗芝山聾

大

臓卜人事クループO

Oソフトウェア技爾猛を孫藁していますらお間含せ

憲偏︵DOE／EISOO四六︶を発表し︑島レベル廃棄物の永久処分法としては地潤処分が最譲の方
に適した幾何樹造の地質環境②廃
る醐能性はきわめて小さく︑安全性は十分確保されると述べている︒DOHは︑勲閥処分の研究開発

法であると結論した︒地引処分の安金性については︑地下深く処分された廃翼物が人聞環境に到違す

旛設や遊蹟など約八平方詩綴の敷

カータ⁝大統領が発表した総論廃

＝＝

下︑断屑や母岩の破砕による短

の推進を纒兜させ︑一九九〇隼代後単に︑特定の処分場建設地点を選定させたい悪難であり︑そのた

めのサイト選定基鵡も提察しているQ

地出処分場は︑地下山ハ蕾層に約

究する必要はないとしている︒

DOEの廃奨鍵管理に関する環注入法︑氷原内処分については研

二十田に革案が発表され︑その後

廃影響欝明轡は︑〜九七九駕四月

聴会での陳述際際を弩慮して︑ま
地が必要であると描奪している︒

一般から寄せられたコメントや公 八平方謎層の広さ︑地表部も地表

とめ颪したのが今回の最終案であ

棄物政策で惣門されているように

この地綴処分腸は︑昨年二月置

環境影響声明襟は︑醐レベル廃

る︒

藁物の下樋処分法についての比較
再処理廃棄物と未処理の商業使用
済み燃料を受け入れることができ

検討結渠にもとづき︑地翻処分が
一番すぐれていると結論︒今後︑

地鼠処磐場の長期にわたる鴛蔵

るように設計される︒

・隔離の健全性に関しては︑まず

地腰処分の研究開発に霊力を注

部ホール処分︑宇宙処分について

漏

﹁処分された廃棄物が人間環境に

ぎ︑副次朗には︑深海底処分︑深

も︑さらに詳細に研究する必要が

三養

あると揺摘︑深部島内処分︑岩石
垂＝

の︒磁越波検査法は︑原子炉圧力

躍・格納容雛など︶が購故時に機

鋼板潔接物のカッティング場面︵イスプラ研究センター︶

〔本社）一一一甲1G3東京都中央区日本橋本町3−2小康本館ビル

れからのアクセスにもすはやくお応えしま嵐

o大札嘗雛所。名古環出張衡。康侮藻絡轟務所。筑波連絡轟務所④

日本：の情報処理が、また一歩前進しました。
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G8Mコンパチブル・クラスタ）をショイント、いす
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経済協 力 開 発 機 構 ・ 原 子 力 機 関

う施
る︶ と耀えられていない
︵OECD︒賛EA︶の原口り力

な影響を及ぼす﹁仮想簸川﹂につ

馨全震会︵CSNI︶はこのが︑万一発生すれば︑健贋に瓢大
ほど︑原子早発分所の駆敏防止の
いて︑検講・分析を行う︒

予算を便って︑田本︑西ドイツ︑

容器のような︑璽要機器の︑運転

能せず︑大鎌の放射能が環境中に

一次系の健金性は︑鯛鉄鎌のキズ
の蕎えに対して︑異亀岡膏に支持

研究に携わっている汗管家も︑こ

査などのインサ1ビス非破壌駅頭
によって監視されている︒この検

放出される場舎にかぎって︑初め

従来 は 大 破 断 L O C A の 研 究 が
て仮想的にクレディブルと蕩えら

を表明しているσ

鍵

プを設召することになった︒岡グ

の原出力安全曾爾とその優先度を
PISC一難では︑一千万がの

ため︑①仮想窮故について検討す
るための上級聯門家グループの設
麗②新三か奪鋼製コンポーネント

門家会台の支援︑さらには安全︒

換︑データの集中管理︑各縄の専

潜艦的に勉険なキズを確箋に検出

中における健金性を羅証したり︑

・強化したいとしている︒

験用鋼板は︑霞ホ︑北米︑ヨーロ

するために利用されるもので︑試

構築に成功した複数の異機種識ンピュ一読・コン

スーパーコンピュータCRAY−1を核に、CDC6600、

脈『

M−190

74（CDCクラスタ）、およびFACOM

CYB巳R

〔適応分野）

CRGか世界で初めて

CRC一腰システムは、

孟

国際的に仮想事故検討へ

国︑米圏が供給する四つの撫鋼
検辞画︵PISCi豆︶の実英施

i1という二つの新計画をスタ ー
トさせることを決めた︒

CSNIは︑原子力施設の 安 全

面と規制面に関する餐HA驚動 の

推進と調整に澱任をもっている

い︑その健金性をチェックするも

製部数を便って︑趨膏波検糞を行

が︑CSN王としては︑この新計

に︑これまで行ってきた彌報の交

画を積極 的 に お し す す め る と 同 時

獺

規制藏の国際プロジェクトを充実

今回︑設躍されだ腰髄家グルー

謬

目
プは︑発生確率がきわめて小さい

轟

麟無
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化学交換法が本格化
闘向南に58年完成予定
いよいよ醸水でも化学交換法によるウラン濃縮争某が本格的に動きだす︒科学技術庁が二＋一瓶・
纏化賊工業が密騎県欝向甫に建設を予定しているウラン濃縮研究所に対して︑蜜金審査愈格を認めた

ガス拡散法に対して全く竸鯖力がない

との結論を下してからは︑珊本とフランス

ことによる︒ウランの化学濃縮法は古くから知られていたが︑効率がきわめて悪く︑一九七二劔に来
原子力委蟹会が
が研究を続けるのみとなった︒しかし︑最近ではイオン交換膜の件能がいちじるしく高まったこと︑

ウランの綴縮方法には︑ガス拡

⁝7〃レ伊〃躍りク鵜ーム

盤無蓋響瑠蜜盤羅へ
線と臼の南松換様・紫やオレン

今圃懸樋されている原子力発璽

の繭武美術館で開かれているQ

ら二月二十五環まで︑東京・池袋

ヴァザルリ展から

と理論的には二十購遜りもある︒

ジ︑ピンクのたて縞︑よこ縞Qカ

散法︑違心分離法︑レーザー法な

現在︑繭業的にはガス拡敬川と遠

力発霞漸プロジェクトに参加した

フランス︶の依頼をうけて︑原子

駈のカラーニングプランは︑彼が

一九〇八年ハンガリーに生塵

筋の冷却塔や原子蝉建歴にほどこ

ラフルな幾何学模様が原子力発電

このような中にあって︑化学交

心分離法のみが稼働している︒

れ︑フランスを中心に蠕動を続け

仏贈力庁︵エレクトリシテ・ド・

論われている同赦体の鷺贋の差に

晴の模型やグラフィック作品︒

されている︒

よって飽じる微少な化学的搾異を
ている国際酌な芸術家ヴィクトル

換法は︑化学的性照が全く閉じと

利用する技術︒既存の濃縮法に比
・ヴァザルリの作品である︒

初期のころから環境と空間への

べての装薦司動部は各敬を循環さ

は︑近年︑二次元平韻から三次元

の一以下③〜千ジSWU／葎未瀬リの好景展﹁色彩宇爾の変奏曲i 立体へと深化し︑さらにラ・シテ

参加に取り繕んできた彼の作品

の小規模プラントでも経済約に成

芸術餉造を︑包金の中に横田的

で︑通鴇のドラムかん︵無難膨︶

り立つ④ウラン第を四〇％以上濃

に瘍曝していこうとするヴァザル

の一本楽分の体穣となる︒運転の

せるポンプのみで保嘗が容易②エ

開発など科技庁分として箏業費ベ

結集生じた鑑％濃綴ウランと劣化

ネルギ⁝消費はガス拡散法の十分

ースで約九偽五千乃円︑モデルプ

また同化学法が拡不拡敬に効果的であることなどから︑報酬的にも脚光をあびるようになっていた︒
科学技術庁が笈全性を諏めた磁

ラントの設計・建設・運転︑縄済

う︒この原子力発電所のプランも

設へと大規模に展開しているとい

は︑環境と調秘したカラフルな原

ザルリの作贔︒この作韻の出現

っている扁と解説されているヴァ

ることを示したといえそうだQ

子力発鱈駈が登撫する可能性のあ

その線上にあると覆えそうだ︒
﹁ともすれば殺伐となりがちな
コンクリートの姐物が親しみやす
い環境と箆間を頽卸するのに役立

L（》V置S

すぐれた面をもつている︒

岡を超える伸びをみせた︒

ルギー五六・一％増とそれぞれ五

九覧○葎ご

当糊庁の協力を編て刊行し︑広く

の法令等を整理した法令集を︑撮

えて脇和五十四隼八月︑この分野

いても騰療診断用としての利用が

ろから研究され︑近璋わが懸にお

X鷲鼻黒質翼法は
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・ポリクローム︵多色都南︶の建

化成工業のウラン濃縮研究駈は︑

性評髄など通産省分として約三欝

ウランは︑再び混讃してO︒七％ 縮すると臨界に達する可能難があ

⁝ヴァザルリ三門が︑今月二欝か

化学交換法によるウラン濃縮狡術

の天然ウラン組旗とし︑原料ウラ
り︑筒濃縮ウランの塗薩が不岡能

しだいに増委してきた︒

億円︵構成比㈱六・五％︶︑会社

部構造濠で描出が珂能③織価な銀

法に銘べ①X線被曝徽の低減②細 関係法金の大編な改正が行われた

千六酉九十二

また︑研究霊体別に研舞費をみ

エネルギ⁝研究調査は︑①化石

・六％︶︑大学等は一一薦八十八億

等が一千六︸臼六十一億円︵圃四五

ると︑研鐘機関が

エネルギー②騒然エネルギー③原

ち︑特に肉と糟の部分を同貼に細

を旋わない一1などの特徴をも もとに改訂したもの︒危険物船舶

今圓の改訂版は咋年五月︑輸送

利絹奪った︒

子力エネルギー④省エネルギー⑤

特に︑科学技術研究罪体では︑構

円︵同七・九％︶となっており︑

この新技術は︑従来の銀塩噌爽

その他のエネルギーの五つの分野

総理府統灘縄は昨舘十二月二十

となった︒これは国民総璽塵︵G が国のエネルギー研究費は三千六

それによると︑五十四鎌度のわ

目される︒これは︑エネルギー研

研究機関の構成比四六・五％が注

成比が一臨・三％にすぎなかった

た総掘の企業化を警備しており︑

桂川電機ではこの新技術を便っ

大阪府立大学の溺村孝央教授︒

く撮影できるのが強み︒発㎎蓄は

の改災によって影響のあった箇所

正をもれなく認載︑さらにこれら

運搬基準の告示箸の大蝿な法令改

イソトープ箸の讃業選外における

運送および貯蔵規制︑ラジオ・ア

のにともない︑関係纈庁の監修の

からなる︒

F口刷＝；＝疇禦罵冊二讐＝隔認累日冊＝濡謄鷹需冨一二一＝冊＝：零；霊隔謄一＝＝＝一欝＝＝＝＝一一＝二丁＝篇一調＝冊鳶＝営一幽一輔

原子力は約二千億円

■＝一＝需＝辱二型一日

一⁝など経済性︑核不拡散性など

六千万円が講上された︒謹た︑来
銀鎖の政府︑原纂では施設の木格的

ンとして餌利用するQ

の確立のための研究と試験を石う

建設のため︑科技庁・通艦省命せ

もの︒

安全霧癒欝の箏故評価によれ

て約二十億四の予郷が見込まれて

ば︑同研究所の施設は耐農構造︑
安全設備の設躍などにより︑十分
いる︒

一方︑鷹化成による箏業刮闘で

な安全鮒策が講じられており︑放
射性物質の贋境への放出を伴う事

科学技術研究調査まとまる
五縦︑﹁昭租五十五蕪科学技術研

究において研究機関が特に購要な

ただちに関連研究建屋の開設に入

ウラン藩論の全郵漏出があったζ り︑施設全体の完成は五＋八矩六

究講査結果の概要扁をとりまとめ

○％の増茄である︒研究分野別

は︑日盛の安金職査含格により︑

億円︒玉十五葺度から六年間に約

月の予定︒建設費は総額約四十二

展以降一・九％台で推移していた

NP︶比二・○鷺％で︑四十八無 酉幽十一鱒円で︑強壮度比三一・

かし︑かりに濃縮塔の破壌による

しても︑排気口におけるウラン放

発表した︒この調査は昭積二十八

故が趨ることは考えられない︒し

射能濃度は周辺監視罷城外の鎌気
薫二十鱒円の研究籔を投じ︑圃か

琿度の〜O・八％贈を上圃る増加

中許餐濃度より低いとしている︒
隼以来毎隼行っているもので︑今

付繕して内数としてエネルギー研

また︑総理総統罰局は同調査に

いで街エネルギーが三一三十八偲

五億円︵構成比瞬断・○％︶︑次

ルギi研究費が鍛も多く一一千七十

講鷹結果によると︑昭租五十四

円︵岡二五・八％︶となってい

のった︒

矩度のわが凶の科学技術研究費は

究調査も行っており︑これによる

る︒

高感度X線電子
写真技術を開発
壕川躍機が匿療矯に

臨床実験は︑慶応がんセンターな

改訂版輪送法

としている︒

A5版︑四五八骨︒窟価四千二

暫円︵送料共︶◎購入の繭きは原

人事発令

一台二千万円秤度で売り超したい 藤業務課までn

どですんでおり︑今黛の後楽には

についても詳解している︒

らその三分の二の助成を受ける予
団で二十八働墜︒

瑚兆六千七十八欝円で︑前矩蔑に

る︒さらに︑対前隼股塒加率でみ

現在︑南場繭査中である︒すでに

化学交換法によるウラン濃縮技
定だ︒京た︑水離試験研究を開始

︵十︶にみると︑原子力エネ 役圃を荷っていることを示してい

術の確立のため︑国は昭和五＋五

十名を響えている︒

する五十八隼度の研究人員は約八

ものが︑今園初めて二％の大台に

六度より六無間︑態化成に対して

磁化成のウラン保衡許司撒は・

焼跡金を交付することを考えてい
る︒すでに五十五年度には︑ウラ

とより詳細な内容がわかる︒

85

三・九％の増塘となり︑餉

長窟懲砂付︵原子力局原子力開

参加のみの応募締切は八月二十五

360双

290り1

8

電話254−1341（大代表）

※厚さは予の率の17さをいう。
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比べ

新技術開発工業圏︵武勲義光理

▽科掌技二塁序︸︵ヤ六臼付︶

ると︑自然エネルギー研究籔が七

発羽帯藍碧官︶須田忠蔑︑原子力

曽⁝蚤魑妻︻蓋︸≡隙蚤⁝嘗﹁翼⁝謄臨蚤辱用≡質⁝；i亘︻需⁝蓬露≡＝ξ﹄幽﹁⁝蓬叢儒＝＝玉讐昼覧＝≡琶量⁝：玉≡；護

裏長︶は十九田︑桂川露機に委託

周原子力開発機関駿理官︵振興局

普及轡発課長︵宇瀦開発瑠業照調

整課長︶松尾光莞︒

国際会議案内

▽雲際原子力機関︵IAEA︶

月二十八爾から十月二田まで︑仏

の工業利用に畷する圃際会議﹂九

グルノーブルで︒論文配布はでき

霊催﹁放射性同位元素と照猶技術

処するため︑法律︑政令︑遡達な

になってきた︒運輸省︑科学技術

どにより︑安全輸送︑容誰の安全

輸送に関しては︑復雑多岐にわた

まで︒

賑︒問い禽せ︑応勢は原産妓術課

論文提出締切は四月二十一購︑

るが発表はできない︒

いう灘もあり︑原産はこの声に応

る諸手続きのためわかりにくいと

しかし︑放蜀性物質箸の運搬・

聡察などを整備してきている︒

庁など関係繍庁は︑この現状に対

羅に︑しかも頻繁に行われるよう

ソトープなどの運搬・輸送は︑多

料︑使用済み燃料︑ラジオ・アイ

原子力開発が進むにつれ︑核燃

法令簗﹂を刊行する︒

B︑改訂版﹁放躬性物質等の輸送 普及啓発課長︶井田勝久︑振興周

令集﹂を刊行
発露の必要性を力強く語ったQま 八・三％蝦と最も驚く︑次いで化

原産が26日に

保漁期航81局・昭和55年エネルギー研先照査結襲の機澱より〉

天然ウランの猛にして五誘以内

婁三鴨曽墨二≡罐墓謄曹⁝蓬蝦

原子力新春の候い

し開発を進めていた﹁鷹療用高感

爾本原柳綱慶業△瓜議はニや六

た︑足ぶみ状態にある立地につい

度X線磁子写翼引当の製激技術扁

用X線蹴暴酒翼装置︒

榛川躍機が鯛発した隅感慶医療

を成功と認定した︒

石エネルギー六二・○％︑柵工ネ
ては︑電力溝費地の篇嚢霧が原子
力の必要性を十分に理解し︑立地

次に︑新羅放談として沢粕敏男

参加艦にうったえた︒

区域の住属の気持ちに癒えるよう

学会関西支都は十㈱譲︑大阪科学

〔％｝

﹁もっと斬新な

技術開発を﹂
関西原子力懇談貧

技術センターで贋醸酒五十六年原

の算段増進にわが国は科学技術の

京大総長が演壇に立ち︑世界人類

関瀬原子力懇談食と田木原子力

子力新製の集い﹂を共催した︒会
場には関西地区を中心に学界︑産

し︑そのためには﹁もっと独創

310
その他のエネルギー

分野で資賑しなければならないと

に︑石油の価格はまだまだ湖くな

（）ユ

化石エネルギー
自然工不ルキー

業界などから約菖五†名が参賦

的︑斬新な技術開発を集めねばな

ると見通し︑﹁安い原子力がこれ

らない﹂と熟つぼく語った︒さら
まず︑あいさつにたった伊藤優

からの重要な代替エネルギーであ

た︒

し︑地万色盤かな顔ぶれがそろっ

目二十簡に上るような情勢になっ

夷関原懇鼓員長は︑﹁署濾の億段

ると四民は理解するようになる扁

短1舶壕増加郎

〔％〕

｛ム

O
と楽観視した︒

構成比

〔偲円〕

」

198耀

△
てきたら︑代欝エネルギ⁝の本命

62⑪

88

938
319
222
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省エネルギー
標∫カエネルギー

研究費

申指環さ 丁の瑚葺く 全

呼ぴ番琴

冊開

は僚子力発霞しかない漏と原子力

昭和54年度エネルギー研究

ン吸篇剤の開発︑プラント機器の

ノ

＼

換拶の後︑歓談する御藤閾原懇養厨畏㊧と影野京大総畏

Q

100．0
3，641

1719

5封

137
561

570
258
2，075

783

24

合
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（第三種郵便物認可）

新

業
子
昭和56年隔月22日
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原子力発羅所

第1063号
噛

！原子力発電所を始めとする、原∫力関係で1撫1川｝のために開発された薄コム丁袋てす。
2．全品完全検査によって｛弓染 1敢の線囚となるピンホールは奈くありません。

JlS−Z481◎（放射性汚染防護溺コム手袋）規定試検禽格品

3．GLOVESが丁の全体に説くフィノトするため負業哲が非當に艮くまた優れた材致のため

網羅璽類・寸．去

k時悶の御印用に朗えます。

聞

ルスレーザーまたは︑荷電位子ビ

磁気閉じ込め︑一つは高効率のパ

九〇％以上の高纒縮ウランであ

根本的に異なるσ原爆の核燃料は

ない︒原子力発電所と原子爆弾は

蝋

〇〇〇無難に原型の核融△口炉を建

いる︒来國︑ソ運などの国は︑二

ともす﹂ことができるとみられて

鎖反応である︒後蕎は核爆発の条

裂材料中で行われる制御司能な連

は散らばって詰め込まれた希釈分

2
九％の放射性物質をその中にとど

燃料の心は緻密な陶磁器体で︑九

ない︒

員の放射能による死傷も招いてい

発生しておらず︑住民または作業

ついての各種の報道とこれら外に

要な問題は︑放射能の漏れた墨に

委員会は︑報告の中で︑﹁最も薫

模の火力発電所のおよそ一・五〜

力発電の基本建設投資は同等の規

費が安いことである︒外国の原子

境の肇る所に放射能が葎夜してい

が設けられており︑放射能が外に

など益通りの密封するための遮蔽

容器と第一次冷却園路︑格納容器

外側ては︑燃料集愈の被耀︑圧力

れることはない︒次に燃料の心の

しなければ︑津蟹性物質が放出さ

事故であった︒しかし︑事故に対

発電史上かつてない比較的重大な

て薯故が発生した︒これは原子力

スの璽なりと設備の故障によっ

マイル晶原子力発露所で︑操作ミ

一九七九年三月︑※国のスリー

たが︑その背景は複雑であり︑さ

側の原発反対運動が新たに高まっ

る︒スリ⁝マイル島の居湯後︑洒

事嶽が誇張された﹂と述べてい

性︶に対する解駅である︒多くの

漏れた羅の璽要性︵または非停職

れより二〇〜五〇％低い︒

所の発電コストは火力発露所のそ

くなり︑しかも外国の原子力発電

電所と火力発電所の総投資額は近

輸送の投資も含めれば︑原子力発

二倍である︒燃料の採掘・羽工・

めることができ︑炉心が溶融さえ

界から浴びる放射線の騒は︑約颪

る︒︸般的には︑各人が毎年自然

異彩を放つ原子力に
．︑
¥国共産党理論誌﹁紅旗﹂かち
﹁四つの現代化﹂の達成に全人罠をあげて叡り組んでいる中圏︒この四つの現代化の要︵かな

源の開発に力を入れるほか︑原子力開発にも傾注している︒こうした中︑中国原子力学会理石工

め︶となっているのが︑エネルギー問題の解決で︑中鰯は霞下︑石炭︑石油︑天然ガス︑水力資

・科学技術協会副俄踊の王業翻教授らが︑さきほど︑中国共産党中央憲記処で﹁原子力開発はエ

ネルギー問題解決の醤踏の一つ﹂と題して講義し︑今や原子力利用は議論の段階から実践の段
階であると強調した︒講義の内容は原子力の安全性︑経済性︑必要性︑可能性等を論じ︑下国の

原子力開発政策についても提幽するなど広い範囲に及んでいる︒今團は︑中国共産党理論誌﹁紅

︒

ームによるペレットの照射のよう

濃縮分裂燃料の中で行われる瞬間

り︑それはぎっしり諮め込まれた

旗﹂にも掲載されたこの王虚昌論文を以下に紹介する︒︵なお︑王虚羅論文は田感量国通儘から

転載しました︶

原子力︑それは

科学技術の
な慣性閉じ込めである︒この二つ

の同位元素だけである︒それは天
件を全くそなえていない︒したが

まれている放射性物質による︒地

土壌︑建築材料および人体内に弱

￨．ムである︒これは主に字二線︑

能性はきわめて小さい︒原子炉内

れらの遮蔽が同時に破壊される可

漏れる道を確実に断っている︒こ

格納容器などの安全直挿は設計要

ステム︑緊急炉心冷却システム︑

する調盤︒分析で︑原子炉停止シ

れわれはそれを分析すべきであ

的な要素がからみあっており︑わ

まざまな政治・経済︒社会・心理

溢した時には︑原子力発電所の経

賦がかなり低いので︑歎料蟹が蕩

発魁コストに占める燃料費の割

界各国は原子力発電所をより安全

る︒たとえば︑カナダで七九年に

るQ類似事故の発生を防ぐため世 済的優位性はますます顧著とな

射性物質を格納容器にとどめたこ

燃料費が七八年と比べて一五％上

求通りに機能し︑厩倒的部分の放

れている︒げんざい︑世界の大︒

で儲頼できるものにするよう︑そ

にはこのほかにも安全措置が施さ

ンド︑ブラジル︑中国の湖南省南

とがわかった︒周囲五十碍内の住

殻の放射能が比較的高い地方︵イ

中型原子力発祥所は千四酉炉・無

昇した聴︑原子力発電のコストの

部︑広東雀北部の一部など︶で

の中から教訓をくみとっている︒

︵原子炉一基を一年間運転すると

民が浴びた放射線の蟹は平均わず

は︑住民が毎年自然廟体から浴び

上罫輻は火力発電のそれのわずか

二二％であった︒

原子力発電の経済的特徴は︑基
本建設投資が比較的高くて︑燃料

qd一

が︑スリーマイル島事故後︑逆に

﹂一q﹂一さ

計二穏八千KWの康子炉が建設申 低下によるエネルギー不建は原子

ルギーの二大支柱だと強く指摘し

石炭と原子力は※国の将来のエネ

任命したスリーマイル島事故調査

一粟・駕︶の運転経験を稜んだ か一・五︑ザ．ムである︒米大続領が

⊇
・

が︑まだ大量の放射能漏れ事故は

る壁は五落〜一モ︑掛︐た達する︒

しかし︑まだ人体︑あるいは後代

ことは何ら発毘されていない︒し

に対し異常な効果を生じるという
二〇〇〇年には

いと指摘している︒二〇〇〇無に

力と他のエネルギーで補うしかな

もちろん︑放射能の憲の問題は

六〇年代に完成に向かい︑七〇年

いたい︑五〇年代に歩きはじめ︑

世界の原子力発電の発展墜はだ

一方︑二〇二〇黛までを見通し

していることである︒

大規模な原子力発電の開発を計欲

遠︑米国︑カナダ︑ブラシルでも

ガスまたは水力資源が豊﹁品なソ

るたけでなく︑石炭㌧石油︑天然

原子力工手の開発に力を入れてい

子力政策に影響していない︒カ

反対運動は︑基本的には各国の原

と西側で盛んに行われている原発

リーマイル島原子力発電所の事故

〇％を超えると予想される︒※ス

の蟄が総発電載に占める割合は三

ジル︑メキシコなどがある︒つま

ド︑ルーマニア︑スペイン︑ブラ

入れている発展途上国には︑イン

とを淡白したQ原発の開発に力を

八〜十億KWに達し︑原子力発電 間に凍発出力を十一倍に贈やすこ

は︑幽界の原子力発電の総出力は

より︑世界の原子力発電の発展速

り︑経済︑政治等の要素の影響に

注自すべきなのは︑資源小国が

または嬢設を予定されている︒

やはり特に警戒すべきである︒そ

代に大編に発展と概拓できる︒七

た各種エネルギー予灘は︑石炭は

として減ることはない︒

度には起伏があるだろうが︑大勢

電所周辺で幕らしている住民が実

かも︑げんざい運転中の原子力発

のため︑近代的原子力発電所の設

地域が逸下中の原子力発電炉二酉

九琿東までに︑二十二の國または

ため︑原発制限の鹸説を発表した

ーター※大統領は轟初︑選挙の

りはるかに小さい︒

た〇一九七九年︑ソ連は今後十葎

計では︑翌春にも防護︑遮蔽し︑

二十九基︑鐵力計一億二千五酉K 今後四十奪間︑ほぼ︑げんざいの

総藻電量の30
％が原子力で

縦に深く防御を設ける原則をとっ

Wを擁しており︑三醤一基︑出力 麟禽を保ち︑石細の擁護の大編な

で︑自然から浴びる放射能の蟹よ

て︑大騒の放射性物質の漏れを確

際に浴びる墾は︑隼閣一〜一一ド．ム

実に防ぐようにしている︒まず︑

所については︑技術を習得し︑入

べきである︒短期的な原子力発電
一︑原子力の開発・利尾はわが

秘を琶成し︑経験を横むことがで

い︒

国のエネルギー問題解庚の墾田な

き︑また将来外国の技術を吸収・

子炉研究設計墓地は一定の数と水
準を備えた研究実験炉︑荷電粒子

消化するのにも有利なように︑中

・ 瀞

に対処する勝界

B5版5200円

臣常化

＊確かな日報をわかりやすく︑
にとっても原子力知識の梯陣︒

的側瀬はノ

の原了力発電
○核不拡散の国際休制碓
立への苦悩と課題
○原イカの安全対策
をとう充実するか
その履会

○石油危機の

袈揖

正確な情報を基木に轡門家が編集︒携帯
に便利なB6版︒丈夫なビニール表紙︒

加え︑増頁により一段と充実した内容︒

原子力関係の全てを網羅した︑最も信
頼てきるチータ・ブノク︒図︑表を多く

B6版3700円

科学技術庁原子力局監修

渦

壕年︑最終黒身佼︑新身地を収録︒最新
のコンピュータ処理による完壁にフォロ
⁝された人名索引て︑会掃出︑個人名の
いすれからも91くことかてきる︒

一万一︑○○○名の所属︑氏名︑読みがな︑

わか田原〜力関係企業︑政庖︑研究睡
蓮機関欝約1100個︑所における役職流釣

A5版2900円︵送料300円

主麹

必一
諸般
の読

の方法は最近︑いずれも大幅に進

然ウランに0・七％しか含まれて
設する計薗を定めた︒核融合炉の

る状況の下︵爆弾が直接命中する

んでおり︑八O年代末には﹁火を 的な連鎖反響である︒だが原子炉

おらず︑その他の九九・藁％はほ

きることのない海水なので︑ひと

融含材料デュートリウムの源はつ

配する︒実際には︑人間の生活環

射能が入体に審を与えることを心

人々はまた︑原子力発電所の放

以上をまとめると︑原子力を利

ためにも︑原子力の開発・利用に

鰻塚雛︑ホットラボおよび各種サ

方途の一つであり︑わが国のエネ

原子力発電を進めるにあたり︑

ルギー計画で一定の位置を占め︑

力を入れるべきである︒

イクル実験フレームなどの実験装

設計と建設に取り組まねばなら

間試験的な原型炉原子力発電所の

置をもつている︒

今世紀末までに一定の規模にまで

わが国には次のような甚本的条件

発展させるべきである︒

が備わっているQ

工粟の基礎規模は小さいが比

究と応用研究を強化するほか︑国

〜i名

偉大な成果
げんざいの熱中性子炉では︑連

とんど分裂しないウラン一一三八の

のを含めて︶でも原爆のような核

鎖反応を起こすのはウランニ三五

爵位元素である︒ウランニ三八を
たび核融合炉の硯究・建設が成功
爆発は起こりえない︒

って︑原子力発電所では︑いかな

いかに利用するかの問題は︑はや
したならば︑人類のエネルギ⁝問

用した発電は現代の科学技術の備

代化の進展につれて︑この間題は

環手力圃発⑳幽幽魑と可能魅
資源点在から

すでに明らかにさ

際的協力に讃極的に参禰して︑わ

較的完壼な核蝿料工業体系が築か

ウラン資源

衡分布の問題を解決するためであ

なければならない︒

が国の原子力発電の求みをはやめ

れた開発可能な原始埋蔵蟹は︑国

さらに際立ったものになると予想

り︑原子力発璽所の建設は︑石礎

五︑原子力発電所の建設工期は

される︒原子力発電には︑燃料の

離︑熱水の生産等のカギとなる技

ある︒

・水不足の地域から始めるべきで

比較的畏く︑また多くの部門に及

ない︒中期的な層殖炉と畏期的な

を数十琿間運転することができ

部門は昂綴紐蹟にかなった璽水︑

術をいずれも習褥している︒関係

三︑わが国の原強力開発では︑

ぶので︑各作業は學めに着手しな

核融舎発電所については︑棊礎研

る︒したがって︑わが国の原発ス

グラファイト︑アルミニウム︑ジ

﹁富力更生を主とし︑外国の援助

ければならず︑いつまでも議論し

二︑わが国が原子力を開発する

子力発砲を進めることはこの聞題

タートの資源的基礎は多くの国よ

ルコニウム︑ステンレス上金な

の獲得を従とする扁方針を堅持

のは︑主にエネルギー資源の不均

を解決する最良の方法となる︒

りずっと良い︒げんざい︑わが国

どの特殊秘料を提供することがで

し・原子力発露計画は自国の力を

の再処理︑ウラン岡撹元三の分

天然資源の命理的利嗣から欝え

土の大部分で金面調萱がまだ行わ

きる︒原子炉設備の製造でもかな

れている︒わが國は使用済み燃料

ば︑原子力開発は化石燃料の節約

れておらず︑これまでのボーリン

りの力をもつている︒

か︑かなりの規模の原子力発電所

にもなる︒石炭︑石癌︑天然ガス

グは浅い麿に限られており︑地質

防と科学研究の必要を満たすほ

は倉成緻維︑曝露ゴム︑プラスチ

作業の広がりと深まりは十分では

強いといった長所があるので︑原

ック︑染料︑薬品などを製造する

輸送簸が少なく︑地域的適応性が

ことができる装顛な化学工業原料

る︒中央の統一的指麟の下︑各部

ていて実行しないのではだめであ

門は論述をはっきりさせ︑緊密に

根底とし︑みだりに卑下して外国
の擾助に依存するのでも︑萄利な

今や︑議論か

条件をすてるのでもなく︑二極的

ない︒そのため︑原子力資源の潜

一定の数と水準を備えた

協力して︑この任務の完遂のため

であり︑それらを轡料として鍬や

陣容

に外国の先進技術を薄入するよう

在力は大きい︒

ら実行の段階

してしまうのはまことに惜しい︒

原子炉の研究設計陣を擁してお

しかし︑ウランは核兵器を製造し
たり︑核燃料として利用するほか

に共に努力して︑わが国の四つの

聯孫既ダ
腰繧

四㎝％・忍あ

Aマン必携の階

︽限定版︾

承︸縫莚

並により︑運搬︑輸送関係も一層整備さ
れた︒木書は好評の第一版をヘースに内
容見直しを行い︑より一層の内容充実を

はかった︒法令規制たけてなく︑通達︑
三雲書下を付した笑務着向き︒

ご注文・お問合せは

日本原子力産業会議業務課

予 ○O

TEL

O︸ ︵一こ口

一一

ヒ

東京都千代田置大手町家質−開安m火災火イ附ビル

一代

55年・5月の放射﹁線障害防纏法の大幅改

A5版4200円

科学技術庁原子力安全局核燃料規制課
運輸省大臣官房技術安全管理官 監修

羅二荊

材料メ⁝カ⁝のQAの内容とノウハウか
公開された︑わが国初の先全解説書︒Q

QA︵品質保訂︶に間する内外の朕況︑
田の考え方に加えて︑電力会れ︑機器・

A5版5600円︵送料250円︶

鵬

一部の国が建設した高速中性子贈 題は根本的に解決されるだろう︒

くから人々の庄意を引いていた︒

つつある︒こうした原子炉では︑

◎
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殖炉は︑すでにこの問題を解決し

だろう︒①すでに完成した勲巾性

はだいたい次の三つの段階を経る

子炉を難し広めて︑ウランニ三五

大な成果の一つであり︑その発展

ニウムニ三九を生成する︒生成し

の分裂エネルギーを開発︒利用

に吸収されて︑分裂珂能なプルト

た分裂控物質が消費より多いの
し︑さらに先進的な転換炉を開発

より多くの中鐵子がウランニ 二八

で︑増殖という︒げんざい︑高速

する②増殖炉を研究・建設して︑

原子力が最適
わが国は石炭・水力資源が非常

に騨需だが︑分布が不均衡であ
る︒石炭資源の六〇％以上は華北

に分布している︒工業と人口が鑛

に︑水力資源の七〇％以上は西南

籍している雨方士省一市ではエネ
ルギーが不足している︒湖北・湖
南︑広栗︒広甑︑江蘇︑宝印︑認
否省︑江西省︑上海箭の人購は金
国の一養田︒五％を占めているが︑

台わせるため︑全国の石炭︑鳥撃

％しかない︒エネルギーの囎給に

石炭資源は二％︑水力資源は一〇

話になると︑一月目入はよく︑原

にすべきである︒

o…

産

力

原
中性子埴殖炉原子力発電所は︑琶

ウラソニー一八とトリウムの分裂
エネルギーを閣発・利薦する③融

ウランニ三八のほか︑トリウムの

合炉を研究・建設して︑デュート

界でまだ原型の実験段階にある︒

る︒こうした原子炉の技術が完成

贈殖システムも研究︒開発中であ

リウム︑トリチウムの融禽エネル

からも原子力はきわめて強大な生

ギーを開発・利嗣する⁝−︒これ

し︑普及するようになれば︑ウラ
ン籔源を十分に利用することがで

経済的優位性．

確実な安全性◆

がわかる︒

命力と広々とした前途があること

き︑その利用率は︑げんざいの数
十倍になり︑経済的に非常に重要

融愈エネルギーの利用について

な悪義がある︒

は︑げんざい各国で研究中であ
り︑わが図でも一定規模の基礎研
究が繰り広げられている︒融命反

原子力発蹴は安全で経済的なエ

度︑閉じ込め階間などの条件に達

以上をまとめると︑わが國の原

現代化において原子力が濃彩を放

り︑そのうちの大部分は四十歳以

四︑わが国の原子力発蟷の建設

上の技師で︑かなりの技術力と実

子力闘発には必要性も︑可能性も

ない︒化石燃料を次第に節約し︑

はまだ璽要な用途は発熱されてい

つようにしなければならない︒

の輸送嶽は鉄道総輸送墨の四三

は多くの国に遅れをとっており︑

％︑交通部面属の水上輸送蹴の四

科学研究とシステムの研究を急ぐ

に鱗故が発生したら︑原爆のよう

のようないくつかの提興を出した

ある︒したがって︑われわれは次

子爆弾を達齢して︑原子力発電駈

践経験をもっている︒

研究の纂礎すでに完成した原

七％を占めているQわが国の化石 その早撃期闇をできる限り延長し
て︑子孫により多くの衡源を残す

燃料の分布からみれば︑四つの現

つくり出すため︑今︑二つの方法

一定の要求にかなった温度︑密 ネルギーである︒原子力発電駈の

応を雲鏡するカギは︑プラズマが

灘

ド

これには濠つたく科学的な根拠は

撚

圃M蝋下川・州闇…L

に爆発するだろうと心配するが︑

することである︒こうした条件を

カマク装躍や磁気鏡装置のような

瓢

繍

購

、、

@
@
@
が主に研究されている︒一つはト

謂

闘鷹

一一
圃
凶
卍一「
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通常国会
第94
琶

原発立地打盤へ意欲
開するためにエネルギーの節約︑原子力をはじめとする石癌代賛エネルギ：供給藏標を達成すること

﹁わが謝の基盤の弱いエネルギー供給構造をその京ま次代に引き継ぐことは許されない︒購態を打

力を求めながら原子力をはじめと

係投資を健回し︑岡罠の理解と協

ネルギーおよび代替エネルギー関

脱石抽への強い決意鮮明に
が現下の愚携だ﹂一⁝鈴木葭相は二・エ二日再開された第九十四園通常国会で政論撹当以来初の施政方
する贈源立地の促進をはかる扁と

沸

サイクル確立︑新型炉の開発につ

れることになった﹂と︑エネルギ

は︑ふたたび大きな試練にみまわ

翻水から生じる﹁海のうるみ現象

生濡環節に根づいたものから︑温

策︑環境問題︑防災薄策といった

が関の外務雀で開かれていた第

一一十一臼から二日間︑上京・鍛

︒陳述人は二

農二貰三十︷入のうち七十八名と
出席環

通藤雀の高橋宏資源エネルギー

ンの安定供給を磯保するため︑現

に行うことで合悪した︒

行の臼醸原子力協定の改定を早急

浜岡三号公開ヒ

アは3月！9日に

原子力安全委夫定

原子力黒金委員会は二十ムハ日︑

のため︑安全性に的をしぼり地究

毎機の離職審蒼のダブルチェック

調整︵八蕾三十万請趨︶︑冷房温

まで︑静岡繋小笠郡の浜圃町町民

︵木︶年前八蒔半から午後六時羅

公開ヒアリングは三月十九臼

また通薩貧では︑今後の毘通し

陳述︑それに封ずる通産釜の見解

たは住民の婆任蓄から愈見などの

酒豪
ξ〜

ミ爵

に雌合した環境放射線

原子力欝金欝欝会による第工次

，，己録・入小します。

m三

特長

⑭無指向i生NaKTDシンチレータを採用しました。
㈱エネルギー平担化漏路（日本療子力研究所所鵯

特許）の川幅により、入射γ妥泉エネルギー依存i生

＠検出部の周囲温度を一定化するための瞳温装置
計刷部の空調およひ温度山膚腰路により、温

を禰償しています。

度変化の零多響を極めて少なくしました。

中川一郎科学技術庁長門は大臣

室で二十三陰︑財団法人・放射線

安金技術センター︵山陶文男理職

た放射線取扱主任轡試験の爽施を

長︶に対し︑従来︑國が行ってい

岡センターに代行させる指窟欝を

交付した︵写轟︶︒同長窟は﹁た

って下さい﹂と述べ︑新しい制定

いへんな測定業務ですが︑がんば

た︒これにより︑今後の放射線室

試験機関への期待圃を明らかにし

らすべて岡センターに移管される

任琶試験の髭剃は︑問題の作成か

ことになった︒岡センターは科技

十月一日に設立された︒

庁と遅穂省の共販法人として昨年

＝＝＝噺一二＝＝二冊＝一一＝：闇冊＝＝＝冨Pコ一＝一一＝階榊＝一＝需＝＝二＝当棒＝＝一嘗一一＝一＝＝＝一＝曜＝＝冊瓢＝＝：＝噂二一騨層コニ榊器﹇鞘＝幽＝二一＝閥営＝

原子力協定の

いても︑より讃極的に研究開発を

ー間題の解決が今後皆済の健全樵

の発生間着﹂などの興体的な質問

六圓﹇口鰻閣餓委員会は︑二日圏に

期にともなう交瀬間題︑地霞対

および石油の安定倶給の確保箸の

すすめるとの霧え方をあきらかに

を保っていくうえで不可欠の課題

があいついだ︒また︑鵬五一穆が

力発電所とあって︑陳述内容は工

の漫遷︑醐水馬の備薪などの二面
墜本政策を磁界的に実施すること

した︒

となっていることを懸弔し︑国際

次罵声危機が発生し︑わが国経済

鈴木誼相は︑まず﹁石油危機に
けもあり︑当面石油洪山颪の不安
が現下の急務だ﹂と強調︑今後エ

また︑経済演説を行った漏氷縷

入ってエネルギー︒鉱物資酒間題

き︑イラン髄命に端を発した第二

象徴される一九七〇年代は︑世界
はない扁としながらも﹁さいきん
ネルギー億機打開へ全力でとりく

済企画庁長竿も﹁波酌にみちた一

電源論法の成立以⁝削の原子力発電

強調︑長期的観点にたった核燃料

の多極化の進展と自由世界を支え
の圏際石油柄勢は︑依然として懸
む姿勢を明確にうちだした︒

協調によるエネルギー安盆棚隔の

とりくむとの強い決憲を鮮明にうちだした︒

針演説にのぞみ・げんざい最大の政策課題のひとつとなっているエネルギー問題解決に全力をあげて

てきた経済秩序の変化のうちに二
念材料が多く中長期的にも中栗政
驚欄はこのため凹まず石心節減

年蘭中二名の陳述人から率然な惣

所であることから︑交付金問題も

早期改定で合意

十一世紹へ向かう新たな二代の胎
治箭勢の不安定性などから緊迫し

懸嚢性を強調した︒

これまでの公開ヒアリングと岡

第六二日轟朋翻僚婁

動が始まった丸幅間だった﹂とふ

九ヒ○奪代が薫に終ろうとすると

明らかにし︑わが圏が引き続き長

につとめるとともに︑さらに爲エ

りかえったあと︑門今田わが罵が

た状態が続くだろう﹂との局方を

臨薦する間隔は嶺薗の問題である

を取り上げ︑原子力関係ではウラ

これに対し︑中麗霞力側はスラ

兇が出された︒

する十一時近くまで︑松江市から
山臥川ぞいに走る県道は通行不能

質問︑より具体的に

れることに対して懸衝を発した︒

期にわたって厳しい試練にさらさ

こうしたなかで長考は﹁わが国

中繍蹴力が黒糖六十㎝二琿九月に

庁長営窟房審議窟らを議畏に︑中

ばかりでなく︑未来を切り開くた

の基盤の弱いエネルギー供給構造

約三割の

国臓力側からは松谷健一郎翻社

めの基本的な課題だ︒私は進んで
この解淡にあたり・八○二代を二

をそのまま次代に引き継ぐことは

運転したいと謝纐している三根原

十名のうち十三犠が出膳︒だが︑

長︑仲摩侑踊根原子力事務所長︑

イドを利周︑ふだんの誘藥で異体

十〜世紀への足固めとするため身

子力発話所二号機︵BWR︑八十様︑食場外は﹁ごまかし公開ヒア

午萌中の議麟進行には隻隔なく︑

十名が陳述人の意兇に説明を行っ

薬帥食品立地推溝本部副本部長ら

となった︒そのためか竿前中の陳

を挺していく﹂とのべ︑内外の厳
許されない﹂と石油へ過慶に依属

二万KW︶増設にともなう通産憲 リング実力阻止﹂をさけぶ反対派

兇を述べた︒

予定陳述人七犠がそのすべての慧

根づき始めた公開ピア

しい試練をのりこえ︑わが國の未

進から脱課することに対し強い愈

しているげんざいの脆弱な供給構

う申でデモ行進を行い機動隊と衝

が取り諌み︑その〜部は小頚のま

騒根二号

来を確爽にするため金力を傾注す

齢根県鹿島町立武遵館で二十八臼

主催の第一次公開ヒアリングは︑

的に述べた︒

るとの強い決慧を蓑明した︒

の節約︑原子力をはじめとする石

欲を示し︑貝体的に﹁エネルギー

述が終った購点での鋳聴入は︑定

このうち︑最大の政策課題の一

た︒

つとなっているエネルギー問題に

はマイカ⁝便用の自灘︵工菖十五

度の調整︵酉四十万詩吟︶︑窓際照

会館で開かれ︑懸難儀から國二号

の努力に璽点がおかれているのが

について︑わが園の石演離開が緩

決めた︒

標はイラン・イラク戦箏による召

特色Q轟体的には︑生薩分野で禽

等が示される︒

夕十二月来で蕩七繊分にたっして

E膿㎝購露士電機

富士環境放射線モニタリングシステム

原∫力施設糊辺のγ線を鞘1莫よく」忠糸売的に｛郎定し、

売測定します。

環境放塀線

ため、腺r力委員会より公布された

目艀玄小

︵BWR︑颪十万KW︶の繕設に

中部電力浜岡原子力発寒所三号機

万詩趨︶︑社周甫運行の二〇％剛

た︒

の鈍化傾向などにより︑げんざい

減対策の漫透︑経済の拡大テンポ

開ヒアリングを開催することを決

住罠から愈見をきく︵第糠蝦︶公

松江帯から翼翼菌層の島根原子

雀エネルギー︑石繭代替エネル

減︵五十万謎錫︶︑経済速度の励

突したQこのため︑反対派が移動

ギー開発の促逸により来湿度は二

石縮製錨の総踊が顕薯な滅少をた

万詩膨︑民生部門は暖携温度の

行︵十五万詩認︶などで一一膏八十

ついて︑先に欝欝雀が行った國⁝

千五齎万難認以上の石撒消籔節減

どっていることから﹁今後とも節

来鋸農の石濾堅焼節減闘標を項

明を中心とした三分の一潤灯︵八

機の繋金懇懇の概要説明︑住贋ま

めた︒

減につとめれば環標は達成でき
政府は工十三賑︑総出エネルギ

を行うlI︒

殿別にみてみると︑すでに民盤部

拐の石磁節減を期待している︒

十五万謎拐︶などで千筥二十万詩

る﹂としている︒

いることから︑とくに雇業部門で

門での節減はほぼ隈界にたっして

ー対策推進閣僚金髪を浅き︑昭秘

今畷閣僚金議が決定した来庫度

五＋六庫農の石佃消蟹鋤減葭標を

二千五二手㎡樗の石盤消盟節減園

簡生巌の減少︑石油繊格の上界︑

和基調にあるうえ︑石佃備播も昨
うことにしている︒内訳は霜気撃

四弩︵一月︶︑禰脇第一蕨発の釜︑

公開ヒアリングは昨無の麟顔

の禽懸もふまえて︑わが国として

および昨年宋のIEA閣僚理嘉会引千旦万詩思以上の石湘節減を行

いることから﹁欄腿の冷静な対癒

四響︵二月︶︑川内二弩︵七月︶︑

〒！00東京都干熱田区有泉町一12−X豪斥有泉町と：ル〉γEし（03＞2減ワ1U勝

；ナ溺梅業部

譲士電磯製蓬捻気会祉

午後八時二十八分からはじまつ

代替エネ開発の促進などで

モニタリングに関する指釧

空連
があればイラクからの供給が擾期

謡︑

藁部門でのエネルギー使用禽理化

閲得われないとしても当醐わが罰

引きつづき篇繊節減へ強力にとり

般趨業部門約︷ハ衝万菌

詩膨︑

原子力︑石炭への燃桝転換五蕩万

くんでいくとの方向を鮮明に打ち

で五鼻嵐︒

敦賀二弩︵十一月︶につぎ︑欝欝

出したもの︒今銀農の残標二千万

ることはない﹂としている︒

このほか輸送部門での節頗措齪

の石油嬬給に大きな影響がでてく
拐︒

モニタリングポストてす。

@

騨
詩拐とくらべると大編な節減強化
となるが︑一昨年来の揖痛消騨節

Q

ついて籍は﹁藩藏節穰要項代楚ネル干配転の震

来年度は2，500万K￠達成

線∫力施設尉辺の環境放射線1錘｛の監視を勧なう

謁γ線を高感度翻高精度で
@

≡
第94逓常國会で初の施政方針演鋭をずる鈴木菖相

政府、石油消費節減目標を決定

白毫蓄棄京5895番
電孟匪…（201｝2ヨア1｛｛t）

醸京都千代田区大手町筆丁霞5番4号｛安顕火災大手町ビル7階｝
干鵬

力塵業会議
子
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大統領に見直し観告

一

π

この間題の解決に岡け︑迅速かつ績極的に対癒すべきである一i大統領の二間機関である原子力蜜
全監視委員会︵田田長藝ブルース︒バビット・アリゾナ州知薯︶は︑このほど︑このような捉義を大

の際︑放出された放射性ヨウ素の騒が︑予想に反して少なかったことや︑他の事故についてもそのよ

統領に対して行った︒一九七九葎三月に起きたスリーマイルアイランド︵TM1︶原子力発電所事故

ラモス科学研究所やオークリッシ

うな例がみられたため︑科学番の間で讃故評価の冤慮しが指摘されていたのに応えたもの︒

原子力安魁町視委員会は︑TM は︑ジョン・デューチ・マサチュ
I事故調査大統領特別委員禽︵ケ ーセッツ工科大学数学教授へ繭D 国立研究所の研究蓄だけでなく・

究者も︑昨年十一月︑﹁より現実

ことを示唆する墳実があるという

とが示唆されている◎

と紬倉し︑水溶液中にとけ込むこ

中では・放射帽ヨウ素はセシウム

きである︒そのため︑この仮説の

できるものであり︑当鉄︑解決すべ

れらは︑解析と実験によって解濃

二年度は︑とくに︑新設予定の核

ることを国家団標としている︒八

融合の丁学的実現可能性を実醒す

研究を促進すべきである︑と判断

立証あるいは論駁に向け︑共同て

運転される核融愈工学袋躍︵FE

融愈開発センターによって葎設・

ロスアラモス科学研究所とオ⁝

ことだ︒

クリッジ国立硬究所の科学煮は︑

カマク核融禽試験炉︵TFTR︶

D︶の藁葺に金力没球︒また︑ト

もし︑この墓園︵われわれの知

撮近︑田M王家故でのヨウ素曲の る限り論駁されていない︶が正し

子力発電所規制問題の巖も里要な

する︒この技術問題は︑来月の原

規制問題に対して重要な意味をも

接係わっているので︑早急に解決

部分のいくつかの基本的前提と直

の濃縮能力の改鍵・贈強と遠心分

の運転を続けるとともに︑それら

では︑現存の三つのガス拡散工場

最後に︑ウラン膿縮・供給関係

の完成費も胴上されているQ

いことが立講されれば︑原子力発

に︑韓国および垣外の過去の原子

つことになろう︒というのは︑勇

ったことについて検討するととも 電所の立地や緊急蹟計画のような

窯中放出澱が予想に反して少なか

炉郭故事のヨウ累の放鵬パターン

すべきである︒

に予想される放出放劉能の推定値

ヨウ素放出間題は︑曝大事故時

大事故爵の周辺劇毒の麟在被縢暴

かに小さくなるからである︒

が︑これまでの想定に比べてはる

についても調査した︒

その研究結粟によると︑軽水炉
の事故の場禽︑核分裂生成物であ

ギー働は︑この重大な新事実
究︵WASH西OO︶やそネ
のル他

ける核分裂生成物の化学︑エアロ

題の一部である︒事故環擁中にお

ほぼ梢殺される︒

売による収入約日日停談によって

されるが︑これは謂縮ウランの販

︵ソースターム︶を含む広衡な問 離工場の建設に・約十八搭が支出

に対して︑概極的に対応すべきで

ゾルの形成︑挙動を禽めた全体の

それ故︑原子力規制委員会とエ

原子力の安全・規制に重大な影響
の爆殺で想疋されているように︑

問題にも大きな庄轍を払う必要が

る放射性ヨウ素は︑漂子炉安全研

を及ぼす蝉騒牲のある問題につい

ヨウ素の挙動に関する仮説には︑

ある︑とわれわれは考える︒この

カーター来大統領は︑一月十五

E︶の原子力蘭係では・クリンチ が︑インフレと財政赤字の巾でど

定︑また放射性廃果物対策費も大

NRC82年度予算

米原子力規制委員会︵NRC︶

四億五千九酉三十万がよりも九％

の八一難度予報葉は︑八一年度の

アップの玉億七十万励Q常勤職員

計画している︒

は六＋人増の豊千三菖九十六人を

の実旛に電点が置かれる︒これら

練︑緊急購入懸に対する新規嚢件

の教訓は︑リスク評価︑プラント

安全控︑小LOCAなどの硯縄費

また︑新機紬として︑検査実施

の繕瓠となって環われている︒

レーニン号︑アルクチカ野︑シ

四千五召万がの予算がついた︒

五百万妙︑新型原子力システムに

だが︑科学技術の新しい成粟をと

排水量二万盃千ナ︑畏さ藤四十摺

チ礎盤︑シビーリ穆とほぼ同じで

良されている︒

《スーパーチェノク》

機醗購

使用済み燃料のサイト外貯蔵
八二仔度は︑TMI旗故の教訓
︵AFR︶費は︑八一高度に比べ
にもとづき安金性︑羅転員の訓
七α％減の七琴芝がで︑貯蔵技術

ゼロだった︒

R︶の予算は八一年度に引き続き

が︑ガス冷川増殖炉︵GCFB

研究に五千八藤万がが認められた

トの軽水増嘘炉︵1／WBR︶での

システム導入へ

データ・リンク

唆されている︒すなわち︑ほとん

気体として放出されないことが承

ある︒

の被曝リスクは︑これまでの放出

けている︒また︑シッピングポ⁝

現在未解決の技術問題があり︑こ

て襖討した︒要するに︑いくつか

どの軽水炉事故のような遡元大気

マービン・ゴールドバーガ⁝・カ

のような原子力推進政策亭練り直
リバー増殖蝉︵CRBR︶や新規

FBRと廃棄物は大幅削減

核分裂研究 開発に舗億ドル

餉の想疋に比べて︑かなり小さい

メニi委員会︶報告を受けて昨年 O鷺次密︶︑ハロルド・ルイス︒ 電力中央研究所︵EPRΣ︶の醗
書設置されたもので︑産業界やN カリフォルニア大学サンタバーバ

緊惣時対策︑運転員訓練︑情報対

日︑インフレ調整後で対前芸度混

すのか注目されている︒

小さくなる﹂と述べている︒

推定憾の場盆に比べて︑十〜急変

出︵非国防関係支出は実質で○・

縮カットされた︒二十臼から発足

商業放射性廃棄物対策費は二億

会による法律制定待ち◎

入費︵約三億が︶については︑議

査にあてられる︒AF逸施設の購

DOEの核分裂聡係の研究開発の改良と圃際使用済み轡料貯蔽調

二％減︶を見込んだ一九八二砕度

度︵十億一齎万♂︶に比べて四・

費は九億丑千九齎万がで︑八一越

予算教避を発表した︒

三％減︒

するレーガン新政楕は︑カーター

一％増の七千三酉九十三億がの支 穴型増殖炉誹画の予算がゼロ査

リック・ハガディ︒元テキサスイ

リフォルニア工科大学学長︑バト

領に提出した勧告文は次の通り︒

原子力安全監視委員会が︑大統

◇

るとともに大統領に対して必要な

ンストルメンツ社良︵ケメニi委
員会委員︶の編入︒

事故時の放射能放出羅が過大評
原子力只只監視委員会は︑饅近

このうち・エネルギー省︵DO 予算の全繭舅爵しを公議している

ビット・アリゾナ州知弔Q委員 価されているとの懸摘は︑ロスア

このうち︑π来旨システム︵四

五千七颪二十万が︒DOEは︑八

四隻目の原子

力砕氷船起工

ヒ⁝り︵シベリア︶号に続く書名

ソ

目の原子力砕氷船ロシア署の建造

連

炉を対象に試験的に得われる︒

というもので︑最初は瓢棊の原子

事故時の対応をスムーズにしょう

⁝タを絶えずNRC本部に送り︑

められた︒これは︑原子炉の運転デ

するため︑薦万妙以上の予算が認

ク・システムを八二年度から実施

局が小規漠な原子力データ・リン

千五金華が︶では︑商業軽水炉の

たが︑行政管理予算燭︵OMB︶

一年度︵一睡四千七酉万が︶の約
しているが︑高温ガス炉はゼロ︒

基本特性調査等に二千八醤万謝︑

電︵嗣四月十五鰯︶③駁扱いミス

TM王麗係経費に一千万〆を上程 倍増の四三六千万がを要求してい
運んでくる︒内部の温度は摂氏一

からバッサリ削られてし蕊つた︒
の地下散布︵岡五月二十一環︶④

がすという計画は遅れる莞込み

Q⁝一五度に保たれ︑贈藏されて によるプルトニウム ・四六詩題

汚染水と泥の容器からのあふれ出

核分裂関係予算の約半分を占め

レベル廃液管理実訊計画︵千三爾

だ︒しかし︑ウェストバレーの鵬

このため︑八五葎までに五か所の

いるのが中レベル廃棄物だから︑

る増殖炉予算︵四億五千九蔦万

高レベル廃棄物処分場の趨地をさ

放射能によって火災が発生ずるこ

し︵問九月二十工臼︶⑤蒸発皿の

が︶では︑カーター政策を反映し

がの予算を復酒させている︒

とはない︒発火は二か所で︑轡饗

トラブルが続いている︒またこの

壷皿︵同十二月一握︶一と事故・
か原困を追求中である︒

九十万が︶は大幅に轡捜した︒
分離した後のウラン・プルトニウ

新大型増殖炉実証計醐はいずれも

度から取りかかりたいとしていた

︶とウラン鉱さい対策︵益千
て︑CRBRと︑DO琵が万
△炉奪
ためにまず窒素を濫入し︑それか

ム硝酸溶液がジョイントの欠落で

ゼロ査定︒CRB8予算について
二千齎万がの予算を使って︑究つ

勢望作業は︑不予性環境にする

ら大騒の水で行った︒構内では型

漏洩する事故が起った︒

のプロセス︵二つのレーザー技術
このため︑諸労紹は︑こぞって

とプラズマ技術︶の開発を進め・
工場の安全性対策の不備を突き︑

ては︑オークリッジ濁立研究所で

った︒千本要囲は︑同型のアルク

は八一琿展もゼロ糞定だったが︑
の被曝里謡騰測定︑駐食していた

騨がある︒

議会が九千二鶯万が復蒲させた経
自動購の除染︑湾染地域の建物除

嶺局の対処方法にも問題があると

︵LMFBR︶の研究開発に対し
その他︑ウラン資源評価に二千

しかし︑液体金属高速期殖炉

が︑レニングラード造船学で始ま

染などの措置をとった︒放射能を

めている︒サイロの火災では︑当

激しく非難し︑責任者の萸迭を求

の研究に一億四千酉八十万が︑高

法にもとづき︑九〇年代初期に核

︵APN君津ス︶

められ︑航法・通儒システムが改

いる︒周辺の反対運動も諸労組に

二千四颪二十万がなどの予算をつ

繕冷艶旛設︵FMEF︶の建設に
百二十万が︒昨琿通過した核融合

は︑対酷寒度比二八％増の覧億六
運転に七千凱歌甲臼九十万冠︑燃料材

速中性束試験施設︵FFTF︶の 次に・磁気核法楽の研究開発螢 り入れて各ユニットの儀頼度が高

で︑放射線防護本部︵sCPR
局は放射能が拡散するのを待って
は︑塗装工以外は醗筒陣容限度の
百分の一以下と認められた︒

燃料受入れ︑工場拡張反対の態勢

加わってデモを展開し︑外篇の核

I︶で測竃を行った︒その結果 測定を行ったと不信感を表明して

する︒

曝壁が大きいおそれがあったの

浴びた一一十人のうち四入は特に被

予備原型施設で六か月影運転試験

新型同位体分離技術では︑一億
染地域からの職員の退去︑全職員

月十︸臼には︑核分裂生成物を

したのは黒鉛一なぜ火を吹いたの

だったが︑議会が一千三齎八十万

高温ガス炉は八一年度もゼロ査定

の亀裂・漏洩︵昨年一撰百︶②

たコンクリート型トーチカ︵容横

一年余に①疲体廃棄物海申排出蟹 を強化している︒

ラアーグ再処理工場では︑過去

雌羊変電駅の煙絡による火災・停

三千立方綴︶二個から戒ってい

タン零下の小屋が建っており︑移

で︑漏洩個所発見に手闇どり︑岡

る︒地上にはレールが敷かれ︑ト

動アーチ型クレーンでコンテナを

︻パリ松本駐在員︺フランスの

十一時騰十五分に鎖火作業に着手

バーとして猛巧したブルース︒バ

委員長はケ懸字ー鑑識禽のメン

助謡を行う お国付け役 ︒

策などの薦での改鵡努力を監視す

RC激騰冊機関の原子炉安盒性︑ ラ校物理学教授︵AC鶏S委員︶︑ 的磁放出推疋慨を用いれば︑公衆

バビソト委鼠獲

の原子力事故の放射能影響が︑以

船

規制に薩接かかわる重娑閥題であるので︑漂子力規制委員会︵廻民C︶とエネルギー衡︵DOE︶は

原子力発電所の串故による放射能影響が今まで過大評紬されてきた可能性がある︒これは︑安置・

鉾勧数少ないヨウ素放出量

華テ還

した◎この慕故で塗装工一人と消

営業所東京03（765）1712㈹

広島0822（44）0400㈹九少1」；093（921）2512㈹

一︸一

TTT
PDR
UUU

AEモニタリンクンステム

工場・久里浜0468（35）0935㈹

超音，皮探傷装置各種

ず♂

ら六日にかけて︑シノン原発から

蛍光浸透探傷装置各梗

憩室探煽装齪各種
渦流探傷装置各種

名古屋052（853＞【461㈹

＝
ラアーグ再処理工場で︑⁝月五日

安全衛4畠晦の改善向L

その他非破壌検査機材一般

⑱イ」機中毒朔坊規期に、、亥当せす、労働

営業部・東芳ミ03（762）445i駈」⇔

⑭特に鞘製された原料、腺∫力関連
器材の検査に最適

TEL〔｝3（777）1852軒℃

『F143

《クラノクス》

本社・東京都大田区由王2−3ヨ0（大森三菱ビル）

《スーパーライト》

大阪06（453）230【㈹

応力盆料

容｛量洛秤

《スーパーマクナ》

特殊塗料株式会社

磁粉探蠣剤

低毒性染色浸透探傷剤

紫外線探傷灯

エアゾール入
1尼〜玉8碁盤

浸透液
現像液
洗浄液

蛍元慶透探傷剤

スーパーチェックUシリ ズ

カーター大統領
82年度予算教盤

NDi探傷機材専門メーカー／探傷技術コンサルタント

《スーパークロー》

噺
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三自民党大会開く

立雛打開へ〃強い決結露

雪

エネルギー制約克服に 重点
宙幽民憲兜は三三一議︑藥京・賦比谷公会堂で第三十九圓党大会を開き︑原子力発掘の飽源立地を
強力に推逸する国罠運動の展開を念む﹁エネルギー旧約の克服﹂など五つの国民課題を盛りこんだ五

かれ︑州保守鳳帰﹂の自倦あふれたものとなった︒また︑大恥には東票都支部より︑原子力発電を積

十六無運動方針を決定した︒今圓の党大会は昨無六月の衆参澗院岡日選滋で鰐た安定多数を背難に開

された石油傭論の増強と原子力
った︒

け岡罠的運動を展開することにな

極的に推進すべきとの議案が提出され︑採択︒今後︑各方面に働きかけていくことになった︒

門新三代 の ﹃ 国 民 的 課 題 ﹄ に 総
目隠の穰極飽携濫については︑

いと述べ︑﹁このまま放置する
と︑わが園のエネルギーの将来は

と︑しのびよる新たなエネルギー

きわめて大きな危険に逢魑する﹂

危機に驚鐘を発した︒そして︑こ
の対策として政府︑企業︑住民な

推進③総台安金探障体制の整備④

ネルギ⁝制約の克服②技術立国の

口への道を切りひらくために①エ

序︑繁栄と福祉を維糊しつつ︑明

受している軍和と総総︑安鯉と秩

りにあると強調︒今曝︑麟属が皐

もに︑翻豊的安全技術の開発を促

地域振興策を横線的に講ずるとと

展のため︑地城のニーズ商汲んだ

た︑門蟷源立地地域の調和ある発

その抱進をはかるとつづけた︒ま

をはばんでいる要礪を取り除き︑

展開することによって︑霜源立地

どを一体とする強力な國罠運動を

財政再建と行政改革の推進⑤物纐
進し︑これに関する憎報普及につ

二十一世紀を展難し得ろ基盤づく

の安定と安定成長への定籍⁝⁝の

とめる一との態度を明らかにし
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路会鰐との運絡対応を間るため群
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ことしで三隈隅をむかえる策牝

﹁東北七県懲懲関係蓄対象原子力

原子力懇談会︵鈴木感郎会長︶の

セミナi﹂が︑二十一・二十この

懲戒禽議食議箋で行われた︒目写

両田︑菓京・大手町のU野原イ力

豪北堀力の堕罪原了力量窺駈︑

象禦躍力柏崎︒側羽原子力発一所

のひびきが喋りわたっているせい

など︑梁北地方でも力強い碓設

か︑今國のセミナーには︑嬢騰に

もかかわらず︑十一社︑十四名

墨藁

一一﹁桝嘗

朧一一＝

が参筋︑橘発な質疑をくりひろ

げた︒

欝轟＝軍

皿旺研究施設長︑土圧誹醐︶︑省中

轟﹇㎜贈一冒

爾木成文︵更工大教授︑機械工

舵之進︵埼玉大教授︑蒔石工学︶

＝

盗嶽会の連△口委協会として﹁原子

曹＝

第十一期に設醗されていた原子

りそうだ︒

ギξ一

五つのテーマを提囑した︒

これに関連して︑隅党の感動方

た︒

重視し︑六十五隼度までにエネル

針の申には国民運動方針として︑

特に︑今駕はエネルギー闇題を

ギーの石抽依存度を五〇％まで引

第十九回﹁原子力総量シンポシ
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力を結記しよう﹂⁝〜翻題﹁未

学︶︑永膿徳雄︵金栃研獲れ試験

されたが︑この通絡会の存続のあ

藤証︵動燃核燃料部長︑地質学︶︒

部籔工研究隊長︑禽属栃料︶︑駄

力政策に関する連絡会議しが設鷹

ども論議されることになりそう◎

り方︑常麟委員会への移行間曲な

ルギー・蝦源問題特別蟹騙会︑

力研究連絡委甘露︑原子力政簗に

原子力平和闇題特別委戸倉︑原子

力関係の委農会︑遮出会はエネ

力については︑原子力発魔所建設

﹁エネルギ⁝確保と省エネルギー

いては︑騨藤宗一郎起単記員長が

候補地に証する稜極的支援活動の

還動の推進﹂がかかげられ︑原子

﹁餐実な規模拡大の必要性はいう

しかし︑もっとも有力な上甑代

の実現をめざしている︒

におよばず︒そのためには運動方

替エネルギーである原子力発酵の

き下げる石遷代麟エネルギー対策

来﹂への棊盤づくりをめざして⁝

によると︑運動方針の﹁新跨代の

特に館饗した点を説明した︒それ

ウム扁が二月十八︑十九の立田︑

鹸

総

再臨用
料㍊理

譜羅鶏

@

体
品
総体 用絹用矯

PP8難

脇セメノト
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昭和五十六奪の覚運動方針につ

1と題す る 今 大 金 に は ︑ 衆 参 両 院

︵宇野宗惰議案審査委員

針にあるとおり︑國蔑の理解が必

展開などがうたわれているQ

Aロシンポを開催

第19回原子力総

要だ﹂
強磁立地は遅々として霞んでいな

毒する連絡会議など︒特別委澱金

か︑支持 ・ 友 好 隅 体 の 代 表 暫 二
隅民朗課題﹂を達成する霞標は︑

住民意見の参酌
を審査会に指示

議饅︑地方代議員約六婦人のほ

長︶とし︑今後︑各方蘭に働きか

については原子力垂垂をエネルギ

原子力安全委撰会はこのほど︑

東票・虎ノ門の國Ψ教膏会館で開

内容は①立地条件②原子炉施設

講演のテーマは次のとおり︒

蔽改修の概饗④蕩レベル無目件廃

サイクル研究開発の現状と将来⑨

クル技衛の鰻近の進展⑧トリウム

る

2月18︑19臼に教膏会館て
算器課題の観点からも検討する二

昨年十一月二十田に行った日本原

ーの観点から検討すると隅時に核

水立ての体謝がしかれていた︒

子力発露・敦蟹二塁炉の溝口にと

予定︒

同社では︑残る季続を経て︑今

この点について門エネルギー資

月十六照まで︑地元住民に縦艶さ
れ︑一一月二日〜七日までは説明金

無学申に躍起開発調整審議食に態

源間直特別婁員会篇では﹁エネル

⁝号で

も予定されている︒東北眼力は調

深謝画を上程する方針だ︒

安全婆︑教門

葦羅についての藤見を二月二十五

第十二期活動

巻原発で環境調査書提出

日まで受け付け︑環境保金などに

かれる︒

放水は防波堤先端部の源隊に設け

もなう公開ヒアリングで出された

策北電力︵若林囎社長︶は二十

住民の慧蝿のうち︑安全審査に参

今回は︑中川︸郎科技庁長宮・

ギー間題と原畢力問題をいちおう

計画検討へ

分けて分担する十一期の方法は正

生かしていく響え︒

縦篇場所は︑巻町︑新潟簿︵瀬

る放流籔から水中放流することに

塞委員の特別講綴二題︑主調テー

原子力委員長と田鵬英三安全委員

より︑温排水と環境水の混合を健

土騨門審査会擾あて︑講董審議す

酌すべき珊項をまとめ︑原子炉安

についての﹁環境影響調蕾隅一を

しかった﹂としているが︑放鮒性

六田︑巻原子力発贈燐一号機建設

策北
剛力

﹁環境への影響 な し ﹂

般の四三党員など約二千名が出席
した︒

あいさつにたった鈴木麟相は︑
﹁將代が世界に諜した試練はまこ
とに容易ならざるもの﹂ζ三鷹き
し︑その中で資源も市場も多くを
海外に求めるわが騰は︑世界でも
っとも置く︑また︑きわめてきび

しくこの試練に立たされたと分

廃棄物のうち低レベルは門原子力
第八十一回厳本学術会議総会は

マ①軽水炉の安全工学②放射線と

の安金設計③放射性廃棄物関係④

①磁気閉じ込め核融盒②強力ゆ

るよう指示した︒

ルはヨネルギー資源問題特朋

放賜線被曝関係からなっており︑

・堅気発生器の細管りークなど過

改良標準型炉の特徴︑TM茎事故 性子源と核融愈研究③窪むつ 遮

れている︒

委墨会偏が損架するなどの問題も

編井県の原子力発霞所集中立地︑

生物のほか︑＋三の講蔽が予疋さ
欝穆を終了した︒

会の欝欝などを決めて︑すべての

課題となりそう︒

生じており︑この点は今後の検討
岡委澱会では四月号予定されて
いる第八十二園総会までに今期岡

に関する議題を検討するととも

審奮鼠の蜜金審愈の中で検溺され

五十学窓四月には7M王原発無慾 の識見・学窓は︑原子炉綴金聯門

位燃識號

命

ホ

ホリ

・講黙染

訓

命

懸曲漿晶−業艦式無縫

掌術会議総会おわる

¥二磁︑第十二期活動計魎委員 平翻闇題特別委殿会一︑踊レベ

区麟務所で一月二十七閣〜二月蟹

吉田町︑轡塞村の各庁舎と東北醗

田︶︑西川町︑濁染村︑中之口村

力の新凋支店︑巻原子力準備本部︑

に謬る②温緋水拡散は︑放水口付
近ですぐに水温が下がり︑画しい

巻當業所︑魑根︑六分︑雷田︑岩

進させ︑水温の上昇範囲を小範囲

温度差のある水域は生じない③温

これは︑発死所の設題にあたっ
て︑環境の保金をはかっていくと

排水拡散範罎が極めて局限されて

とり濠とめ︑通産雀に提出した︒

の観点から︑発三所建設予定地周

ばんでいるさまざまな壁を打ち破
るためには︑まず︑エネルギー・

辺における陸域︑海域の窟然躍境

蓼の各出張所︒

析︒﹁いま︑われわれの前途をは

資源︒食糧・卵塊などの制約を打

いるため︑号令生物への影響は放

ことになるが︑原子力関係の検討

R魍と︑同新潟支店グリーンプラ こ︸2瓢奪間の活動謝画を墓とめる

去の教訓の生かし方i一など住罠 棄物の処理および処分⑤抵レベル

の影響で臼亮町が田謙を返上した

び畢稿漿の徹し込みは日本原子力

は当田﹁受付扁で︒問い命せおよ

帯＼灘

㎜咽

力

原
破すること﹂の必軸性を強調し

水篇のこく近くを除いて︑ぼとん

ザで︑午萌十時から十二特まで︒

に︑原協力委員藪︑原子力安金品

まだ︑十一期には︑原子力政鍛

れたとしている︒

どないなど一の調蛮翠苔がえら

体制のあり方も焦点のひとつとな

説明会は︑東北電力巻営業所P

し︑まとめたもの︒

それによると︑①藤蔓粥海水の

ならびに社会環境の調蕉を実施

次に︑大金に提出された議纂審

た︒

査にはいり︑東騒動貰部から提案

このほかにも随晴︑説明会を開く

側で検討作業に入っていたもの．

の審齎委員を六輝遡黙することを

学金内原子力総記シンポジウム趣

一⁝一九二七〜九︶まで︒

欝委員会感謝局︵彪話〇三⁝二〇

弱輩予代駆出町噸鞭鵬IGO

駆陣．驚

この調製講は︑二＋黒田から二

医藁磁の規状と動鴬⑰核燃料サイ

放購性麗典物の海洋処分⑥放射性

隅地区は煙樹海岸県立黙然公圏内

箏繭調査を晦講したことがあるが
書小浦に華締している原子力発電

関西醒力が秘歌山興鐵蕩郡B高 きめたことから︑これをうけて県

所の累前調査串講について野糞し

決めた︒これによって︑審轟委員

参加費一人千円︵学生五両円︶
今回の陸上⁝部警削調査の前進

は愈躍四十五名となる︒

構造地質学︶︑川本里方︵犠大土

木村敏雄︵藁大教授︑地史学・

次のとおり原子炉安金器門構蒼会

閲西鷺力が地元に原子力登鷹所

ていないとわかったときは︑でき

点が移ってくることになりそう︒

にともない︑今後は海上調査に礁

び海外高速炉の運転状況︒

健全性と線蚤翻定⑬﹁常陽﹂およ

射性腐食生成物⑫原子炉構造材の

の現状と展望⑪原子炉一次系の放

軽水型原子力発鷺所の改良漂準化

原子力製鉄プラントの概念設謝⑩
ることになるQ

増員し︑原子炉
安全審査を充実

経緯もあり︑今回興審議会が調査

大きく動き出す兇過しとなった︒

にあるため︑県圏然公園条例にも

これによると︑①調査のための

関西電力では県知購のゴーサイ

原手炉安全審査会

ていた同県自然環境冷罵審議会は

樹木の伐採は酸小論にする②調査

ンがえられしだいできるだけ騨く

を認めたことにより︑調査計藤は
園条例にもとづいて検討したが︑

にともなう土砂を区域外にださな

今騨の調査を終えたい熱望︒

調査にとりかかり︑六か月程展で

とづいて審壷が行われていた︒

聞題はない﹂と覇断︑調査を認醐

い③調査に配する報告欝を提出す

こ十六日開いた会含で﹁県川柳公

するよう仮谷県知寂に答繭するこ

る④もし原子力発諸所建設に署し
の一部陸上禦前調薫を申興したの

の条伴をつけて︑﹁許擁すること

るだけ原状醐復に努める⁝一など

原子力安金委譲雲は︑このほど
とをきめた︒

は昨隼十二月︒これに対し田轟町

闘藤躍力ではこれ求でも地売に

は妥遜﹂としている︒
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活発な討議が展開。
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が門稚アユ涌に影響を与えないよ

い﹂との条仲つきで螢成の縣度を

うその間は弾鑑波探査を行わな
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社会経済
国民 会 議
一三

原子力のみが生きる道
石油危機は経済の分水嶺
社宏経済国民会議童催の﹁エネルギー問題シンポシウム﹂が二十三田︑三璽県津南の農協ビルで開
かれた︒エネルギー問題に対する理解を深め倉意形成の一助とするため地方開催しているもので︑今
園は﹁国難生瀬とエネルギー問題﹂がテーマ︒焦眉の惣となっている今後のエネルギー対策について
﹁翠懲に脱石油をすすめないと日本経済は破滅の危機にさらされるだろう﹂﹁三重県は大幅な電力輸
入県となっており︑今後の電源立地について累罠としてももっと考えていく必要がある﹂⁝⁝などの
悪騒がだされたのに対し︑会鵜につめかけた三隅犠をこす参加蕎も熱心に翼をかたむけ︑エネルギー

まず︑﹁田本経済とエネルギー

ても脱石油をすすめる必要があ

全性を保っていくためにはどうし
県のエネルギー構勢について﹁三

ギー問題特別委員会委員長は三重

聞題への関心の高さがあらためてうきぼりにされる形のシンポジウムとなった︒

問題﹂と題して基調講演を行った

源が少なくなっていく

枯渇

の

長期にわたってだんだんと石佃資

佃断

問題に分けて考える必要がある﹂
と繭寒きしたあと︑まず

の司能性については﹁必ずおこる

とはいえない﹂としながらも︑
﹁いっおこってもおかしくない偏

海区が閉鎖され石佃が入ってこな

とし︑門もし六か月以上ホルムズ

むるだろう﹂と警鐘をならした︒

くなれば田本は壊滅的打撃をこう

樒渇

の問題につ

また・石塔資源がしだいに少な
くなっていく
いては物地球上から石油資源がな
くなってしまうようなことは半永
久的にありえない﹂としながらも

便用鐘が発兇腿を上園る

石尊く

緕ｵ〇年ごろから世界は石欄

輸入しており︑しかも九五％は石

重県では二〇％の霞目を他県から

行していくために少なくとも石磁

大測内一男岡会議議長はコ九七 り ︑ 多 少 と も 屡 本 独 自 の 政 策 を 実
三奪の石佃ショックをさかいに臼

くくなり価格は上昇していくだろ

り︑長期的にみて石油は入手しに

う﹂と分析︑こうした石繍不罵時

ルギ⁝開発については﹁原子力は

代を克服するための石擁代替エネ

うえでもっとも日金な手段だ駄と

入類がいまエネルギーを入手する

強調し︑その重点的開発の必要性

また・討論﹁エネルギー開発に

を訴えた︒

どうとりくむか﹂で桂山掌典氏
︵京大︶は﹁紅夷からニューヨー
クまで飛行機でいくと宇照からく
る放射線により八︑︑野レントゲン被

曝するが︑康子力施設からの被曝
は五︐ゾレム／隼以下におさえられ

ている﹂とその安金性を強調︑天
地総子女鰹︵女優︶も﹁実際に原
子力発電所を見学して安全性に心

たQ今後の石墨績勢を考えると原

がけていることが本当にわかっ

女性の貿

の印象をかたっ

子力は必要と思う﹂と

でみた原子力
た︒

医療技術の向上を

﹁核拡散は
防げるか？﹂

繁訳

ス国際平和研究所編

村

長年の夏にジコネ⁝

木
プで︑核拡散防止条約

鞭詩ナの核只器と︑どちらが危

一
でのもっとも働括的な解説磐

重藤拡散の闇題について疑問を

険か篇と︑核兵器の水Ψ拡散と

投げかけている︒

であり︑きわめて有益な参考潜

四次を兇ても十四帯編成で︑

になろうと述べている︒

と評燃︒

そして︑原子力発電副圃が核兵

のは︑これが初めて

核兵器拡散防止の

の会議を︑

また︑他の一人はINFCE

野︑核高等を含めた新技術︑保

観点から技術の問題を議論した

核燃料サイクルのすべての分

障描置︑核拡敬防止関係と︑原

ついて論及している︒また付録

いて︑従来から﹁そのような危

器の拡散に結びつく危険注につ

子力のほとんどすべての部分に
薗再

も充実しており︑核拡散防比条

︵NPT︶の第
この会議の議論に役立てるた

約︑アメリカの七八隼核不拡散

検討会議が聞かれた︒この本は︑

め︑ストックホルム国際平和研

法︑団際核暢科サイクル評備

険性は存在しないしとか﹁今か

究所が多数の濁から専門家を簗
め︑非斜影的な銀鏡に傾われる
核分裂性物質の制限について︑

枝術的な面から討議したシンポ

核

ジウムの論文をまとめたもの︒

訳蕎によれば︑この本は

卸機に真剣な議題がなされるよ

意党もあったが︑IN嬬C￡を

では手遅れだ﹂という極端な
︵1聾FCE︶の最終総宍報ら告

本の中て原著壱の一人は︑

要旨など盛りだくさん︒

覆兵盤をもつ大圃が呉器庫に
蓄積している数千ペナの核兵器

うになったと指嫡している︒

円︒塾v出版︒

B6版︑約四菖ハ﹁︑ニイ芥百

ーーQA一
向上︑疾雷機器の安全性・有用性

どと協力して黒煙の総禽技術力の

穏爵以上も普及した︒高感度で定

のナットを同時に締めたり開けた

ンショナは︑短聴聞のうちに金数

これに対し︑マルチスタッドテ

タ断層撮像装置︵CT︶などは五 当購間がかかっているのが笑偽︒

像を再現する曖過X線コンピュー どうしても 人海戦術 となり痢

と将来各臨がもっかもしれない

の趨究を行うとともに︑海外の関

の生理的または病理的状態での代

騒性の高い断層像がえられ︑臓器

兵器の拡敵防比に関する現時点

立場にたって拙会的責任を巣した

め︑これまでのナット一本で﹁開

りできる画期的な装置︒このた

け締め﹂するという手篭のかかる

謝機能なども三次允的にはあくす

このように隊学の分野で人と機

の大幅低減がはかられるものと期

口業が一掃できるうえ︑被曝線騒

待されている︒単純な設計で保守

械の関係が密接になる中︑今園の

同業界に新たな展望を切りひらく

で︑この施設が完成すれば︑この

ィズニーワールドを訪れると︑そ

フロリダ州オークランドにあるデ

マルチスタットテンショナは原

ョナを国磁化する副画だ︒

階だ︒

入れる方向で検討を行っている段

て一霞︑第一一次改口標準化にとり

化︑稼働聴間向上に役立つ﹂とし

わが圏でも通産雀が﹁山隈低威

ドテンショナが採用されている︒

基以上の原発でこのマルチスタッ

︵ベルギー︶など世界各国四十石

︵西独︶︑チアンジュー〜三号機

機︵仏︶︑ビブリスA︑B原発

このため︑トリカスタン〜〜四号

が容易なのもメリットのひとつ︒

酉鵬製作所が新技術導入

期間の短縮化へ

被曝低減と定検

ことになった︒

田本放射線機器工業会の発足は︑

ることができる︒

係団体とも協調関係を深め︑公的

いとしている︒

魏在の会員数は語三十七社で︑
鷹療用の放射線機器に関連する企
業が多い︒岡工業会の発祥母体は
大正士二塁発足の﹁レントゲン羽

十際会縣で歴輿はひじょうに裂
く︑関榮地区のX線管︑袋置メー

た︒

放射線機器分野に新法人
曝硬機器業界に十四日置祉陽法

カー︑外国晶輸入業製薬社が精成

規格︵JIS︶の原案の作成︑放したもの︒

岡工業会は以繭から︑遡産省工

典会長︶がそれで︑従来は任顧団

射線安全に関する研究などの技術

業技術院の諮問に対する日本工業

ギー問題﹂と題して講撮した堺屋

体であったものを昨年士十一日

西島製僅所は西独クレックナ︒

特に最近では医用電子機器の発

太一氏︵作家︶は︑今総の謹面す

フィルムによって判別できない微

展がめざましく︑その中でもX線

ベコリット祉と技術提携した原子

うち約千二酉万謎留／時の熱を受

力発電所用マルチスタッドテンシ
いる︒町の鉄道駅のすぐ横には地

子炉圧力容器や蒸気発生器のマン

＝F＝＝＝一騨＝儒＝幽一＝一＝瓢

璽なX線の線騒変化を計算機で醐

域暖房およびゴミ処理プラントが

ホール蓋の開閉を短將間のうちに

﹁＝隔＝＝＝二＝一＝＝＝ニコ

内では関趣学術団体︑産業団体な

さらに近心の法入化を期に︑国

の向上に努めてきた︒

的に法人としての薯業濤動に入っ

十四臼には臨蒔総鼠を開き︑実質
と︑今後

醤で難生・通産嗣雀が認め︑今月

油断

ゴミは資涼⁝⁝ゴミ処理のため

こには太陽エネルギー利用システ

＝＝＝＝囲＝＝曽＝：＝＝＝鴨需二＝＝＝＝＝＝堺＝髄＝二隔認；＝瓢需＝墜＝＝響＝＝ニ：開＝＝：瓢＝：二一＝＝＝≡＝開＝一扁曹冊二＝一＝瞥＝＝＝＝＝

の焼却ではなく︑発嘱するために

ムとガス・タービン熱劇物発電プ

ではまだ灘入されていないが︑ユ

行える新型窟動開閉装置︒わが国

かなうがゴミは市外からも集め

ラントがある︒太陽エネルギー利

けもつことになる︒他は璽油でま

嗣システムはオフィスビル用に使

決まれば︑将来需要増加が麗込ま

放中協
六十から二薮四十度の麟を冷暖房

われ︑額五十Wの光発電︑華氏酉 ーザー測の評価を待って︑採用が

瞥放射性有機廃液の焼却に関する

放射線障霰防止中央協議会は

有機廃液焼却の
安全指針を発行
ミ処理︑下水処躍をも総ムロ的に行

ンヘン市電気局が行い︑問周はゴ

社から輸入するものの︑一一号機以

れることから一号機はクレックナ
また︑ジョージア州シェナンド

原子力発醒所では毎年一回行わ

希望者は︵社︶躍本アイソトー

局放射線安全課編︑放煩累発行︶篇

れている定期検査で各種装置の蓋

安全指針︵科学技術庁原子力安全

利用の実諦プロジェクトを行一︑て

をあけ︑内部に異常がないかどう

プ協会内放射線障害防止中央協議

を固めたもの︒

いる︒たとえば瀬径七層のパラボ

かを検査しているが︑げんざいわ

一二八−四五

会

降については山麓化するとの方釦

ラ型簗熱器を颪二十個設置し︑熱

が国ではトルクレンチ方式や一本

五億KWHであり︑配管延長は三ターがあり︑各種太陽エネルギー

一九七八妬の地域暖房講要は約三 にはソ⁝ラーリクレーションセン

り︑すべて熱併給を行っている︒

う︒南内には六つの発電筋があ

に利用している︒

ミュンヘン帝の地城暖房はミュ

設躍され︑通りをはさんで向かい
すでにヨーロッパでは広く普及し

大阪科学技術センターと大阪田

ている︒

際サイエンスクラブは十闘闘︑大
阪科学技術センタ⁝ビルでエネル

におけるローカルエネルギー利罵

ギー技術調査団視察報告会﹁欧米

の現状と将来﹂を開いた︒報告し

このようにヨ⁝ロッパでは日本

媒にはシリコン油を使用して華氏

つつ締めつけるシングルテンショ

る◎

コペンハーゲン市の中心から西

〜七一＝︶まで︒

電話〇三⁝九四六

︵〒一＝二

︵但し送料濁円︶

とは発想が逆で︑周辺の町から中

七首五十度を得る︒発生する蒸気

ナ方式で開閉を行っているため︑

を縦臆した︒B5版四七﹁︒無︑科

央の町にゴミを集めている︒既存

でタービン発亀機を写し︑その

百十七㎡綴に達する︒

の町では数年の長さのスパンを考

後冷暖房︑温水供給している︒

教捜︒以下にその愛想を紹介す

はショッピングセンターになって

えてパイプの敷設を行う︒

文東区本駒込二

へ約十五詩規のところにあるニュ

いる︒建設中の地域暖房プラント

一方︑大西洋を渡って︑※国の

の能力は一億二千万詩招／晴なの

たのは調査國にコーディネーター
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ータウン・アルベルツランド︒外

として参加した鈴木膵・大阪大学

て︑約七万人分を処理している︒

ゴミが必要︒こうした考え方が︑

する︑いわゆる

臼突然中東からの石油がストップ

闘本放射線機器工業会︵岩芹藤

人が誕生一！︒

◇〈×一く×X×〉◎〈〉♂

るエネルギー問題について﹁ある

このあと︑﹁国民生蝋とエネル

に入ってきてお

いつぶしの時代

となっていること

匠に依存している漏と霊二野が
電力移入県

依存度を楽分に減らす必要があ

を指摘したあと︑﹁今後の三重県

と第⁝次危機がわが国経済の分水る﹂との響えをあきらかにしたあ

本の経済偶勢はガラリと変った﹂

裾となっていることを掲摘したあと︑評論的な代哲エネルギー開発

目発電所の建設がすすんでいな

みられるが︑緊下ではこの十五無

い﹂とのべ︑県民が今後のエネル

の電力輸入率はさらに鱒加すると

すめる以外に温本の生きる道はな

ギー開発について横極的に考えて

て︑出蔭して懸命エネルギー政 策 が ︑ や は り 原 子 力 平 和 利 用 を す
を確立し国民的含愈を郷ていかな

い﹂と強調︑騒騒たてばそれだ

と︑﹁いまや以前の考え力をす に つ い て は ﹁ 問 題 は 残 さ れ て い る

ければならない時期にきている﹂

講

いくことの璽三牲を訴えた︒

と強調︒もしこれに失敗すれば け と り か え し の つ か な い こ と に な

りくみの重要性を前藤におしだし

る﹂とし︑愈恵形成への攣急な取

調性がある﹂とのべ︑薯態の緊惣

た︒

﹁国民生語はガタンと落ち込む危

性にたい し て 警 告 を 発 し た ︒
つづいて稲葉秀三周会議エネル
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