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実行を期待する﹂など︑稜極的推

﹁FBR開発は︑再処押や高レベ
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原子力に貢献する徳田の原子力関連真空装置
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ウラン濃縮プラント用配管・トラップ及排気系

◇各種分析機器用排気系

詳細については職業部にカタログを御1読：求ドさい。
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エネルギーの澱も有効で編突的な

二＝需欄一一需＝＝隔＝
一＝器；＝＝幽一＝＝噂＝魑二＝＝＝需；＝＝＝幅鵠龍一＝鴬；＝＝冊二＝

マリアナ沖への海洋投簗制両がい

ものは原子力︒廃藁物については

二

きづまっているように︑げんざい

でには十分確立できる偏と答え

しており︑七十奪の本格要用化ま

＝幽＝

放瞬性廃藁物処瑚の麗通しがたっ

現在︑セメント悶化等で安全に処

一＝瓢

ﾜ％増︶︑核燃桝サイクルー千

余力を塵じているのが実態︒こう
した原子力発囎所姥設譲画の遅れ
一一髄＝Σ；需：＝冊胴＝一幅＝篇謄

ていない﹂と述べ︑政府のエネル

く︑石炭や︑雛城経管発獲に役立

濠た︑公明党の鰹入電勝委醗長

進していくと強調した︒

は︑﹁石油代替エネルギー開発は
その所用年数の闘題響からみて︑

い︑本部藁に佐々木義汰鹸通崖

推進木部扁を設課するにともな

動方針をふまえて行われたもの◎
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ギー政策を批判︑わが国の代麟エ
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しい周醐を迎えつつある︒

覇的な人も参艇して議論してほし

う︒もう一度︑初心にかえり︑現

﹁墓本的な問題は変っていない

いと思い撫す︒しかし︑何要も颪
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実をふまえて︑新しい原子力行政

て︑熱っぽく語る︒
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一方︑旋上げをみてみると鉱エ

リング︒ただちに噸の鵬根へ︒現
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こと︒西側との単縄な比較はむ

協定しようという蓄え方だ︒従

これが解決すれば豪州ウラン

転されていた︒EN罵L︵国有電

格出力の七五％︑六十万KWで運

力公役︶は巖近亀力不文で停電が

大阪事務所：敦賀営業所・島根出張所・四国出張所・九州出張所

聞

⁝ーーL
KW炉の設計︑建設︑運転はす のほか︑電力・熱併用の一字炉

容認の態度を明らかにしたこ

はその大型化志向にある︒置注

すに違いないが︑何よりの強味

されている︒さらに次の担代と

ろんできないが︑ソ連の進展ぶ

来の﹁事前同悪事項﹂とは︑特

の輸出の席捲が除かれ︑日本な

最終試験入り
揮︑不老ルソ原発
︻パリ松本駐在員︼イタリアの

る︒

欝業運転開始に強く朔帰してい

カオルソ原発︵八十六万KW沸騰 続いているだけにカオルソ原発の

の最終の試験期間︵九十日間︶に

水型炉︶は一月十九霞営業運転前

福島地区事務所 福島営業所・福島第二鴬業所
茨城地区事務所．東海営業所・大洗営業所・家電出張所

高

＼

がオデッサ︵黒海沿岸︶近郊に

でに至福し︑新五か奪計画では

くセーフガーズ︵長唄描置︶と︑

と︒政府の発表では︑紫斑のい

して︑モシュール型︵チャンネ

表題があるはずだが︑ソ連では

には東西の違い

ガン政権による路線修正が進む

代で転換期を迎えている︒レー

どにと︻てはプルトニウム利思

︵K・K︶

盤03（572＞5解5（代〉

分室〒104東京都中央区銀座6−3−16（泰明ビル）

産

力

原

なく︵ソ運の強力な統制によ

x着工の予定で︑すでにサイ は濁側のような核不拡散論議が

ル・タイプ︶の二穏四十万KW ほとんど論議にのぼらない︒原

イグナリナ︵リトアニア︶に最

地点は十か所をこえる︒計瞬達

ソ遮は今年から新しい五か年

名前があがっている増設︑新規

計画︵一九八一〜八五庫︶に入

プルトニウムの園際蟹理およ
炉の三三研究が進んでいるとい

りを見ると︑鏡に映したように

成にむけて︑資材の供給ネック

子炉の多様化ではないが︑西ウ

る︒二月の党大会に畠る計画離

とある意味の格

る︒八O無代宋 み撚料蟹理について﹁事前﹂に

ことを条件に︑再処理と使用済

セーフガーズの開発に螢成する

ンスク︶︑工程篇

の克脹︵スモレ

原子力に遇進ずるソ連
将来は年八百万KW開発へ

さがよく分か

び︑ウラン購入羅がより萄効な

案によると︑原子力発電の新規

クライナ︶など︑

キャンペーンが

核不拡散・安全論議は西側と好対照

還開圏標は二千四齎〜二千五署

期五か奪︵七六〜八○無︶の千

万KW︒圏標をほぼ達成した萌 理の改鉱︵扇ウ

ている︒八○年代の終わりには

三蔚五十万KWを大きく上囲っ 建設工矯加速の

定の利用闘的のための罵処理を

運開の六＋万KW炉︵ベロヤン

気配だが︑その金点の判明には

能性と安全性が改善される︒

﹁顎前﹂に認める点で︑予想可

茅がますます拡
がるかも知れない︒

スク︶の順調な運転を背票に︑

まだ時間がかかる︒※麟が原子

︵四炉︑鵬蔚万KW︶は︑コメ 西側ではいま︑米国の政権交

うQ一方高速増殖炉も︑七九年 クライナのクメルニツカや計画
も着実に進んでいる︒ヴォルゴ

っている︒遍羅建設にバックア し︑生産電力を分配する︒共産

場は︑現在頁万KW炉四輪分の 百六十万KW炉の設計がはじま あり︑各岡が製造︑建設を分担

ドンスクにあるアトムマッシ工

圏全体での原子力推進と通帯強

コン譜臨の共同プロジェクトで

フランスと同様石癌の節約にあ

製造能力を持つが︑新五か年計

ップされた経済台理性の追究と

この原子力推進のねらいは︑

る︒欧州ロシア︵ロシア共和国

画期回申に︑さらに三纂分上乗

糸を解きほぐして進む以外にな

子力は︑ひとつひとつもつれた

い︒

への冤通しが開ける︒西側の原

とウクライナ︶では︑新設備をほ

というこ

力路線に完全糎帰し︑カーター
ソ連の謝画には︑今後特別の

とになるかどうか︒

誤ちの歴史

化への高石である︒

障窓は兜嶺たらない︒数サイト

時代は

せして年間能力七齎万KWに増 いえよう︒

注目される︒建設中の新酔氷船

もうひとつ︑多様化の進展も
強させる葱向だ︒

四％﹂五％をまかなう計画だ︒

ソ連の開発の特徴は︑ひとつ

五奪には全発電羅のそれぞれ一

これに薄応して製造癒の整備

できれば毎年八頁万KW︑フラ 張られている︒
ンスと眉を並べるぺ⁝スをめざ

：
1

とんど原子力と水力に隈り︑八

している︒

△．

子力事情の複雑

q31）

西側の鳥撃と原

／

灘］
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り

原子力施設：除染のパイオニア

聞

畑

熱望
きニニモ

原子力関係総支

出高は足踏み
〜

五十四奪度の原子力関係支畠高
は︑原子力発電所の建設︑運転を

震鴇

回
第21

慶

力 産業
比九％猶となった︒修継鷲はここ

当無五〜六％ずつ拡大してきた

きニニキ

四庫度の研究投資率は六・四六％

動状況を齢す抵標となるが︑五十

額は小さいが核馬料サイクル部門

り︑原子炉機桝部門四〇％憩︑全

鉱工業の売上蕎が減る中で︑商

の題加が園立っている︒

六％と造船機榮の一九％がおおむ

を詑録︑前薙度の五︒九四％をわ

ねこれに対応する︒

鉱工業による生塵設備投資は二

ずかながら上陰った︒蕉々低下

いぜん高い研究

投資率六・五％

し続けていた研究投資率がここに

社の闘内取扱島が二％とは講え増

百四十五懸円で六％増︒部門別内

の大児な仰ぴとも台わせて︑原了

舳していることは︑輸出入取扱高

力機隠の流通機構における商社濡

ウンストリーム関遡蟹業への産業

調査報告五十㈱奪度データ︶なの

五％︵総理溜統計周科学技術研究

〜般産業の研究投資率が一・五

．

淘揩ﾅ将来の

玉

一

鉱工業の民間企業の原子関係従事

五十四年度来現在の飛気事業と

メ

拡大基調に備え

玉

とができよう︒

前隼度の篤首四十五癖円から河津

なっている︒

べ三％減ったことが要点となって

動がほぼ定策しつつあるとみるこ

と︑原子炉機器・関係設備の㎎十

間発電墨が顕彰九十三億KWHか 鉱工業支出を項厨別にみると︑

ことを物語っている︒

は︑売上高に対する研究投資の比

鉱工藁の原子力関係研究投資率

は縮まっていない︒

三琿間六％を前後しており︑格差

に対し︑原子力関係のそれはこの

重上人員の流動三等により︑ここ

四賢士二入であったが︑業務の十

た︒商社の原子力関係従事習数は

る四万六千五薇七十九人となっ

で︑全体の約半分を占める︵前葎

として蓑わされ︑鉱工業の研究疲

で薗年度比〜五％憎︑アイソトー

原子力関係従廓蕎の内訳は︑堅

では禽計数字には工めていない︒

蕎数は︑潮年度甲乙ニ％繕に嶺た

度毘五︒五％減︶︒さらに︑業穰

円で同一九％増︑公私立大学等へ

プ・放樹線機器部門が颪蕊十二億

いに大きく︑二千七酉八十一億円

界の設備投資が極めて瞬発だった

た︒

別にみると︑硫気機器製造業の三

の売上げは買八十四懸円で同二〇

六溜円で問一〇五％憎となってお

囎︑建設土木部⁝門が一千六函四十・

三人︵岡二二％増︶と鉱工叉が大

度比山ハ％増︶︑舳泓丁㎝業が四万九卜

気事業が六千四蕩八十六人︵前置

十六億円と前当渡比二一％減に対

と︑原子炉機材部門は二千八西二

り︑核燃料サイクルが一千七薫十

研究薔・妓術蕎は︑電気甫業が四

千六頁︼億円で岡；一％

し︑核燃料サイクル部門は九颪六

七傳円で同三一

千二酉七十人︑鉱工業が一万七千

従業溜のうち特に原子力関係の

細な増加となったQ
十八億円で九一％増︑アイソトー

の増加は︑原子力発懸計薩の魑工

る︒一手蕊菖五十月頭円の受注残

四±⁝入となっている︒

各業種金殿にわたっており︑原子

鉱工業の従輪者の増撫は︑ほぼ

予定分の増舶がその根幹をなすも

を

力の拡大基調を反映したものと

事蓄の霧与分が大きいものと考え

いえるが︑建設︑その他︑などの

機器流通の商社

ニ

建設出木部門は蘭無度並みとなっ

子力輸出は︑欧米主体に欝二十七

一

業種の増加には定型作業の臨賠従
﹂

活動が定着化

ユ

のと考えられる︒

を計帯すると約一千三十

億円︵うち商甘輸出は三十董億

五十四隼慶に鉱工業が行った原

ている︒

％減となってい

で四一％増となり︑発変露機賠︑

プ・放射線機器が三酉七十九億円

門が一

隣で岡二四％増︑発変磁機翻部

案して五十四難度宋の未鱗却資塵

した︒さらに設携減価償却費を勘

鉱工業の売上げを部門別にみる

％増とそれぞれ憎差している︒

ークは一億円から十億円の売上蟷

︸・︹・

の階魍であって︑玉無度の貰社か
ら薦十一社に増加している︒十億

なり︑これを繭述の実繍鱒沢収支

億円と
円から酉鱈円の階厨は建設業︑原

らやや減少した︒輸出を乱闘別に

一千三齎四十五億円の支出超過幡 隅︶で︑賢主度の菅三十四億円か
から差し引くと︑鉱工業は三酉十

子力騨業︑機械製造業の三業樫が
峯数以上を占め︑齎億悶以上の売

︸臼困十人︑五十六二度が岡

が五十四調度実績の八％増で四万

人︑五鋸後の覧十九鋸麗は岡⁝嵩二

七％楢の四万六千七薫八十一

齔逑

取扱高の特徴を部門別にみると

％増の蒼万二千八翼閥十四人と甲

五億円で四八％増となっている︒

で岡三五％増︑輸出取扱商は三十

鱒︑輔入取扱蕩五千璽⁝十︸億円

また︑商社を除く民際企業の原

られる︒

商社の原子力関係取扱高は六千

みると︑冷却系統設備の二十七億

子力関係従千厩数の見込みでは︑

四懲円の﹁赤字﹂を今だに背負っ

九酉四十九億円で︑前奪慶比二五

まず鉱工業において︑荒＋箸痒厩

上高を褐する企業群は︑電気機器

円︑原子力桝料の二十一一懸円︑ア

千七菖九十三簿円で同二％

ている勘定になる︒

扱蕩

％の繕加を示した︒内訳は罵内取

製遣業︑造船造機業︑建設業︑凶

四億円︑原子炉圧力容關二連の九

イソトープ・放射線機器金体の十

落筆が厨立っている︒

今後︑わが麟のエネルギー供給

推進するうえで︑原子力供給建業

の中核を握う原子力発電を円滑に
するために主嚢設備の耐用奪数十

鉱工業売上高に占める原子力輸

園内取扱爾でアイソト〜ブ︒放射

実な増量見込みをたてているQ

出爾の翻愈は︑わずか二％にすぎ

線機器部門が六八％増︑三盛料サ

度は岡八％増の七千十入︑五十六

f

田無度以降の売上筒を予測する

イクル部門が慧二％増加し︑輸入

琿度は同一閥％増の七千四薦＋一

二

上で露要な揺標となる受漆残高

取扱島では核燃料サイクル部門が

人︑薦十九隼度は周三七％憎の八

一

は︑五十四無血塗の場禽︑一一兆︼

三七％︑発変魑機器部門が一七％

ない︒

鉱工業売上を納入先跡にみる

千酉十七億円で前團と比べ一三％

憩︑アイソトープ・放射線機器部

カーへの売上げは一千首五十九懸

七百四十八懸円で三四％増︑メ⁝

機材部門が〜兆四千颪七十八穏円

受注残高の部門別内訳は原子炉

については二つの部門のみであ

加を兇込んでいる︒

門が蕊一％減となっているQ輸出 千九嘉十人と前王岡様︑願調な増

鯖瀬Ψ業においても︑五十π奪
二千四

増加し︑五十四奪度売上げの二・

一

と︑商気閉業への売上げは

四％減

頁四十五懸円と支出超過幅が増大

ったのに対し・政瞬への売上げは 七年分の仕購臆に狽帯する︒

ゴ

薫四十鞍懸円で前年度比

鉱工業の政府売
上げが大幅増加

の〜願の茎盤強化が必要である︒

鉱工業の設備減価償却鍵を試漏

漁力専業の数社が謹めている︒

く

さらに︑これを項臓別にみる 増えた反磁︑亮上高が潮二度に臨

黶刀A建設・土木一二％の順と投資額が三薔六十六黙諾となり︑

きて蕩び増勢に転じたのは︑研究

訳では︑核轡料サイクルが三六％

﹁その他経盟扁に占め

を占めトップ︑次いで原子炉機材

〜

3
鉱工業の支出職は萌無度比二％
増の五千八蕾二十七億円で︑ほぼ

﹁人件費駄

横ばい状態︒内訳は﹁設備蟹﹂

が︑五ナ四無度はTM1響故に対る生産支出小計が五千四蔚十七億

また︑露気箏業による試験研究

処理・輸送機蟹二十二簿円︑建設

ると︑五補導円近い研究開発資金

開発支出百二十五艶麗ともあわせ

いる︒

・土木三十一鰹円と続いている︒

二億円を纂頭に︑再処理・廃細物

ほかに海外技術藤入選三十八億

また項闘別にみた支出高に対する

出が三皇二十七簿円で五・六％︑

応してPWRの点検︑冤薩しが長円で九三％を占め︑同じく研究支
びいたことを数字の上からも製付

円︑原子力機関への出資金四十五

けている︒

億円となっている︒隻産支出の構

二欝二十六億円で前月度比﹇七

露気欝業の設備滅価腿却難は一

が民間で投じられている勘定にな

手

生産設備投資比率の辛いのは︑再

易収支不均衡羅正策に沿って︑仏
ウラネックス社と仏核燃料供絵公
成比をみると︑材料費︑修繊費︑

並々ならぬ企業努力が払われてい

り︑機器の儲頼性実証試験などに

度以降︑原子力への欽存度増大に

第一次石縮ショックの四十八三

た︒

％減となった︒これは近奪の原子
社︵COGEMA︶からウラン
鉱

五％︑核燃料輸送の二七％が群を

比三％減となった︒一方︑五十四

る点が評価されよう︒

処理・廃棄物処理︑輸送機鴇の三

の減少に基いている︒また︑核燃

力発電計画の遅れによる設備投資

鰯度巾の設備投資を念めた総支出

建設が蒲奪度の八棊から︑二基運

抜いており︑核燃凝サイクル・ダ

五・一％︑人件螢二〇・四％︑設

石とウラン濃縮役務あわせて五億

園麺︶に低下したのは︑禰鵬三︑

嵩が前何度比二％欄の五千八否二

開︑一基魑工により︑七二に減っ

備蟹四・五％となっている︒

販売鑓などの門その他経腿﹂が七

がの緊急輸入を行ったことが核燃

亀

幽趣機︑高浜三

のウラン濃縮役

たこと︑血気薯業による過去の繰

窒

億円となり︑構成 により前輪度比七七％と急轡し

ら七哲四億KWHに増加したこと原子炉機器・関係設傭支出が桁避

料減損鍛は五百四十八鱒円で︑年

た罐気獺業の原子力関係支出高
料蟹押上げの大きな要阪となっ

ともなって薙々急膨張を続けてい

は︑五十煕璋度八千蕪薫二十七億
た︒

一千五酉九十

運転維持腿は落雪度比四％増の

円にとどまり︑前隼慶の八千七酉
八十七穏円から五％相嶺︑約四齎
六十懸円減少した︒

比の一九・一％を潔めている︒こ

蚕

ゆ

修繕籔は五酉八十一億円︑前庫度

一原子力発霜所六暑機と大飯原子 のうち簸検出用が大部分を占める

滅度内に完成したのは︑福運第

力発電所二腎機の二棊︒一方︑建
設入りは十無ぶりに本格灘詳した
女川原子力発電所〜基のみ︒この

﹂二

窮︒︐︒

結果︑奪度宋の建設中プラント
は︑女川︑福翻転一一︒一号︑贈爵

署

弩︑樒騰・刈羽一腎のBWR論纂
と憐方二四︑玄海二号︑川内

延による工購騒

〇一多

引きで売上高は支出高を酉六十四
懸円下選り︑過去二瀬続いた売上
超過はここにきて逆転した︒売上

惣輸入のため︑

どが原顯とみられる︒

有する平蕪数は総計263社）

二隼をとると︑五十四零度の推定
また︑混々七〇％近くを依存し

上げ命懸の反動が一部出たことな

鉱二四における売上属の階層
別企業数分窟（売上げ爽績を
きで一千蔚八十一億円から一叢一

の累増収支をみると︑滋賀麓し引

次に三十一難度から五十四二度

換したと推定される︒

の黒字から七十二億円の赤字に転

の関係は昨年度の二菖三十三億円

積ることができる︒したがって減

減価償却蟄は約菖九十七憾円と冤

燃樹盟は︑五＋

ョックが電気窮業を介して鉱工策

ていた上気講業への売上葛が六〇

構成比で建設鍛

80

四難度も三千欄

達し︑酌隼度比

にも及んだことを物語るものとい

白

行う回気購業が八千三函二十七億

＝

％余に減少したことは︑TMーシ 価償裁を薯閉した売上隅対支雌隅

六％減ながらも

鉱工業における売上醐の階麟別

える︒

分布︵売上爽績を貢する企業数は

構成比四二・○
％を占め二隼続

った︒鍛気事業

きのトップとな

第2図︶は十万円

G

円となり薄潮年度袋戸％減︑原子

炉︑核燃料等に閲する機器の供給
やプラント工塾を施工する鉱工榮
が五千八菖二十七鰹円で二％増︑
原子力製品を取扱う商社が簗十三
億円で五％減となった︒

したがって︑原子力産業規模推
定の一つの圏安となる鱈気禦業︑

＝
＝
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態
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査
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薫九十六億円に

と入れ替った核

務等＋懸がの緊
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られる︒

減少が胴囲とみ
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産

一生産活動て圏に求めるこ と は

つ国の基本的確固たる原子力政策

たものとして︑﹁長期的視野に立

﹂

原子力関係の生産網羅に関織し

研究開発に国のテコ入れを

て︑今後︑国に対してどのような

する﹂﹁中期計画の明確化﹂﹁長

ビジョンの確立とその実行を期待

期的展望に立った設備の永続的建

興体的描置を各企業が望んでいる

かについては︑次のような贋圏が

﹁原子力

行政を含む研究開発体制の〜本

設を含む研究開発体制﹂

上った︒

まず︑研究・開発予算や助成金

の贈額を 求 め る も の と し て は ︑

でなされているのか︑国︑民間を
問わず︑総盆的に明確にしてほし
い﹂などの希望がある︒

法規制の統命に関連するもの

安全無謬や検査の効率化を希望

廃棄物について︑これを規制対象

ル以下の極微鑓に減衰した放射性

ソトープ使用企業から︑一定レベ

放射性廃棄物については︑アイ

するものとして︑﹁閣玉珠庁の定

を望む慧見も多い︒

員贈による審査の禽躍化﹂﹁審蛮

そ切り

外としょうという︑いわゆる

を求める耳糞が多かっ

す

の期間短縮﹂﹁施設許認可の迅速

た︒

かつ簡素化﹂門設置許司閣係の霞
類の簡素化﹂のような安全審査閣
プラントおよび機器の規格化︑

ルカロイ加工甜︑同スポンジ︑実

燃料サイクルに関運しては︑ジ

うになる︒

スウェーデン︑ブラジル︑アルゼ

サーヘイメーター︑放射性医薬

ツト線遍訓︑半導体検出器︑GM

︵謝測器︶︑ガラス線鰯謝︑ボケ

ぶ

憾織藩藩㌶灘趨驚

頼性︑経済性を含め通産省のより

アジア各一︒

ンチン︑ソ遡︑中国︑香庵︑東南

ソトープ電極︑夜光塗桝となって

編︑リチウム関係の岡位体︑アイ

圏立っ︒今後の鍵的拡大が期待さ

おり︑既輸出実績醗目との重複が

京た︑輸出希望地として園答磐

れる︒

なる︒

※国十八︑東南アシア十五︑韓

国六︑中国丑︑欧州五︑アシア︑

ノ︒

紀

総

鼎蟹

＆ﾑ三

一2

一⑧噛

E垂

・驚

．篇

磁

米国十八︑韓国七︑欧州︵国名
不明︶五︑フランス四︑爾ドイツ

輸嵐実績の有無とは閉に︑今

／QCシステムを禽む広範なコン

台湾︑中榮翼翼︑インド三︑西ド

圃っている︒アジア地域への輸臨

SMEの規格との間の調整を求め

てほしい﹂﹁IA7A︵懸際民間

と輸出国︑品圏の関係を明確にし

森

一層の推進を望む﹂門プラントメ

エ︑英国二︑インドニ︑台湾二︑

﹁アジア地域への製品輸出﹂

後︑どのような分野の製品を輸出

サルティング︑などの輸出を希誓

アイソトープ・放射線関遡機

国の方針の明確化を求める声が強

臆偏など輸出施策全般にわたって

家ず︑原子力発電プラントに関

るものとして﹁ASMEとM圭T

技術が電体の通産省の規格と製
負握﹂をはじめ四件あるが︑いず

に次ぐ輸出盗難として国家的に力

して︑﹁自動牽︑コンピューター

遺システムが主体となっているA

避を鎖む結果となったと携測され

れも採算性との兼ね合いから二の

難である﹂と厳しい現実を直視し

航空輸送協禽︶および各国の放射

性物質に関する輸送規制等の資料

聾監轟轟ド嬢溝

葡二冒

い

サ

ゆ

ーカーと赤墨ユーザ⁝で機器の標

一方︑門規格︑標華化は保守の

準化推進を﹂などがある︒

上でも望ましいが︑米国技術から
の脱却を図ることと規制関係の翼

で疑問をさしはさむ悪覧もある︒

したいかとの問いに対して︑輸出

している︒

産業界の期待高まる

また︑﹁至急標準化を︒ただし必

笑劇品詞が原子力コンポーネント

れると考える﹂として優兜性の点

体的基準を作ることの方が優先さ

要以上の規格アップはナンセン

部晶︑機材が多いのに比べ︑輸出

工事を主体とする現地堅頭︑QA

ス賑などの注文も嵐されている︒

エ︑フランス︑スイス︑欧米︑廉

イツ︑カナダ︑中南米︑ソ連壁

欧諸国︑発展途上国︑中進国︑先近

これを地域別に整理すると︑ア

国︑ASME規格適用地域各一︒
連機器︑セル内設置の遠隔操作型

っている︒系統別に分類すると次 ーブホックス︑核燃料サイクル関
のようになる︒

ジア地域が三十四件となり︑北※
瓶子力発電システム︑原子炉圧力

の二十件︑欧州の九件を大幅に士

切断機︑研磨機︑整形機︑放射線

容器︑蒸気発生器︑熱交換器︑給

る︒

に産業界の期待の大きいことが分

原子力発爾プラント関係では︑

ケツト︒トシメ喝ター︑放射線灘

子線照射装置︶︑放射線測定器

器︑製甜は︑放射線発生装置︵電

遮蔽窓となっている︒

定器︑放射性物質取扱機器︑ベー

弁・安全弁︑レベルスキット調整
弁︑鋳鋼製バルブ︑チャンネルボ

プラント輸出には大きな期待

水加熱鋸︑格納容器︑緊急遮断

計︵腕時計用夜光針︶︑石窟イオ

ックスとその素材︑配管支持装

ウ計︑ガスクロマトグラフ︑放射
性医藁品︑照射架橋贔など︑多岐

府施策の明確な方釧決定﹂

しかし現状では多くの制約が
線ケーブルと関連製品︑放射性廃

置︑特殊擾手︑原子力発亀国用電
このほか︑核小義研究用電源設

棄物処理︵廃液固化︶設備︑解
今後︑わが国の原子力関通製品

にわたる錨圏が輸出された︒

備など核製麺関連の輸出も記録さ

の輸出促進策についての悪冤は︑

促進を求める悪見が多い反面︑現

国︑中働︑台湾など近隣諸国との

ンレス︑高ニッケル︑溶接桝料︑

体︑除染設備等︑遮蔽材料︑ステ
上記品圏の輸出先を蟹︵地域︶

状では種々の制約から難しいこと

施﹂﹁税制上︑財政上の優遇措
設置が少ないため﹂と答えた二

技術交流と国の輸鵬保護政策の安

例︒アフターサービスを闇題にし

統的に簗めると次のようになる︒

を訴える萬もある︒主な意毘を系

た︒プラント輸出について︑その

たのは︑﹁アフターサービス体制

い︒

の整備と製品保険についての費用

事理︑鋳鋼贔︑鋳鋼素材︑PCC 二十社から三十二件の翻答があっ

れている︒

別に多い件数順に挙げると次のよ

﹁韓

タ線厚み計︑自発光夜光塗料付愚

ター︑GMサーベイメーター︑ボ

V用ポストテンション技術・配篇 数の多い順に掲げると次のように

その他の意見では︑﹁国による

また︑核燃料サイクル関係は︑

標準化については︑業種を問わず

希望贔隅は原子力発電プラントを

﹁手署の効率化を強力に推進して

連の舎理化に関する意見︑および

放射性麗棄物処分の早期実施﹂

攣急な促進を求める恵晃が大勢を

燃料加工部品︑ジルカロイ被覆

ほしい﹂﹁通産省立合いの範囲を

はじめ完成品としてのコンポーネ

しめた︒また︑その進め方につい

て欲しい﹂などが闘をひく︒

策を溝じ計画顯り進めるようにし

各企業の原子力関連製錨︑サー

験用模擬燃料棒︑グローブボック

﹁計画が運延しがちであるが︑方

減らし︑できるだけメーカー一任
ては︑門花樹省にて実施の改良標

管︑便用薦み轡料輸送容器︑グロ

準化を推進したい偏﹁安全性︑僑

ント︑機器類が多く︑多岐にわた

れている︒

の方向に命理化を﹂などが指摘さ

着実に前進する輸出産業

ビス等の輸出の衛無に対する回答

としての原子力

は全部で百九十九社︑その内訳は

アイソトープ・放射線関係の機

ス用手袋などがある︒

器︑製品では︑コバルト60照射装

①輸出実績があった企業三十一社

的参入を希望する企業五十祉③当

②輸出実繍はなかったが今後積極

lとなっている︒

きなネックとされる﹁核燃料供給

政府の助成策も必要

商談が大型化すれば

鷹輔出計錘はない企業酉十八社l 置︑医療用リニア・アクセラレー

五十四無腰に何らかの原子力留
連輸出があったと答えた企業は回
答企業の一五％にすぎず︑また過

﹁
五十四隼度には輸出実以はなか

ト化﹂など受診レベルの向上を髭

た悪冤がある︒

が必要﹂として︑国による何らか

たコメントや希望も出ているQ

しい﹂など︑輸出促進策に付帯し

を容易に入手できるようにしてほ
﹁米国からの制約を極力少なく

の手だてを求める悪毘もある︒

した独自の促進策の策定を﹂﹁政

轡贈耀ぼ

栄進化学株式会社

門国の研究予算を腿強してほし 化し﹁何がどこで︑どのような形

﹁助成金の憩強︑補助金制度の充

い﹂﹁補助金率を上げてほしい篇

実を図ってほしい﹂門研究投資率
﹁研究・開発を横極的に推進し

しい﹂というテンポアップを望む

てほしい漏﹁推進速度を上げてほ

予算援助を期待する偏 ﹁国内技術

趨もあり︑﹁規制はなるべく少な

ためには︑研究開発に戴する国の

確立に政府の財政強化を﹂などが
い方が墾ましい﹂との惑発と表襲

の大きい原子力産業の促進を図る

あり︑国の財政援助の一層の強化

は︑﹁各種法規の見隠しと統命整

一体の格好となっている︒

この中には﹁国の研究開発機関

を希魅している︒

に対する協力業務への費用補蟹一

門技術憂嬉の一本化﹂など法改正

制の一本化による命理化推進﹂

﹁特定会社に偏しない大幅な助 備﹂﹁建築基準法︑消防法箸の規
成﹂﹁開発費の半額補助﹂﹁核融

じた﹁各監耀官庁の行政︵規制︶

がらみのものが瞥立ち︑これに順

含の開発リスクが大きいため︑開

意することを望む﹂など︑より異
﹁開発

だ運用実施を﹂など運用上の改薔

研究に対する規制の柔軟性に富ん

田上を一本化してほしい﹂

発費をメーカー負揚にせず国で罵

次に政策・行政に関連した謬見

体的に注文をつけたものもある︒

としては︑大きな視野からとらえ

半が当擦輸出計画をもたないと答
えるなど︑原子力産業が輸出産業
として育つまでには︑濠だまだ道
のりのあることを承唆している︒

せる必要がある﹂﹁ASMEスタ

を開発すること﹂﹁製編の品質陶

このほか﹁日本独尊のノウハウ

ンプ対策を﹂との磁冤がある︒

I︵通産雀︶とを積極的に倉致さ

きだ扁

をターンキーで悔し進めていくべ

し﹂﹁国内の設備能力に冤禽う輸

を入れるべきだ﹂﹁プラント建設
﹁海外南場の調査および売込兜

のには﹁販売代理店の設定﹂﹁人

出促進をしなければならない﹂

輸出体制が不備と響えられるも

るQ

している企業からは︑その主な問

調蕉が不十分﹂との抵摘に代表さ

的負荷オーバー﹂﹁サービス体制

ったが︑今後︑訟訴的参入を希望 撮証の問題﹂も提起されている︒
は︑原子力コンポ；ネント︑機能

題点について三十一社から三十九

を整えてから偏など規模のあまり

輸出実績のある主な輸出額贔

次

れる輸出先の市場性や計画がよく

﹁プラント輸出を優湿すべ

関連では︑圧力容器鍛鋼甜︑

把握できていないことを挙げた回

業種により問題の所在にバラつ

件の圓答があった︒

ージング材︑発芽機軸桝︑ステン

点容器用鍛鋼鑛︑冷却用部材︑ゲ

属輸出を﹂といった意晃が霞立ち

¶独自のプラント開発で製晶の付 上を図る﹂﹁標準化による低コス

﹁核拡散防止に関し実質附に輸

大きくない企業を憲体に五例Q

向した意見︑さらに﹁プラントメ

の制約を組題とする考え方は﹁法

証について国としての施策と援助

ニーズへの対癒が十分でないこ

プラント輸出にかける期待の大き

カーとの対等の取引きは非常に難

答が四件あった︒

出規制状態にある﹂﹁核拡散防比

いことを表わしている︒

しいと思われる漏﹁該拡散防止法

ると①競盆力に劣る②隠場把握が

とを問題として掲げた例は﹁舗要

条約との関係が不明確で輸出の司

その一方︑﹁システムとしての

きがあるが︑主な間題点を興約す

不十分③ニーズ対応が不十分④驚

にマッチした新製品の開発が遅

発電所の輸出は制約が多く当面困

ャンネルヘッド︑原子炉冷却水
等価類︑鋳鋼製バルブ︑ペネトレ

要の檸滞⑤アフターサービス体制

る部署がないか﹂との核防がらみ

否について責錘をもって判断でき
い﹂﹁来国のASME︵近国機械

レス溶接材︑礪酸︑クーラントチ

ーション︑給水加熱器︑ポンプ︑

拡散防止の制約lIに大別され 学会︶ライセンスを取得しないと

が未整備⑥輸出体制の不備⑦核不

製品の輸出は難しい﹂﹁先方はよ

ある︒

的規制﹂と答えたものを含め四件

問題点指摘もあった︒商談が大型

﹁核燃料の供給保

る﹂﹁外国企業に対するアプロー

物要の鯵滞を指摘したのは門過

注に不司欠の要素となる︒

になればなるほど海外市場での受

陰
繧
り気嵩なものへの代暫を図ってい

ーカー追従の霧え方では晦外メー

おり︑コンポーネント部品︑半壷

ヨストの低減﹂﹁衝格競象力﹂

競合力の欠如を問題とするのは

る︒

熱電対応用センサーなどとなって

ｪ大半を占めている︒

プラント・システムのソフトウ
エア閣係では︑配受支持装躍の設

QA ︵ 錨 質 保 証 ︶ ／ Q C ︵ 品 質 管
経費︶比率が高い﹂﹁関税の障

停滞のため篇と﹁海外プラントの

去に実績のあった※国向けの講要

門小額輸出に占める讐理費︵一般 チが不十分﹂との揺曳17〜みられるQ このほか﹁政府の助成策﹂との

からのプラント輸出に関乱して大

壁㎏などの高島で︑さらにわが国

計・コンサルティングサービス︑

の輸出がある︒

東京都港区東新橋1−2−13（川岸ビル）TEL（03）573−4235㈹

肋帖㈱姻〜榊
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い﹂門地藤岡盟として精いっぱい

が力をあわせて立証していきた

基本的考え方を爾確認している︒

発轟入を稜極的に携進ずる駄との

Gを中心とする代螢エネルギー開

﹁これらの実麗を強力に推進す 学技術振興対策特別婁員会は総懸

議の設躍一1などが撰録︒要望は は︑それぞれ委翼長を互選し︑科

設縢については︑すでに地方岡盟

の柱となるエネルギー県民会議の

このうち︑今後の国撰運鋤展開

を受けることなく︑国内で解決し

が中心となって各県にスタートを

和三十鋸大藏省入省︒

二十七薙中

︻戸禽修︵とくらおさむ︶氏冒昭

とを決め︑同冒︑発令した︒

部二二課長の錘重修疑をあてるこ

課長に︑その後任に︑特許庁総携

発電課長を機械憎報薩業局自動車

庁公益壌業部の西中翼二郎漂子力

通塵繍は二譲︑資源エネルギー

原子力発電課
長に戸倉修氏

︵自属︶を新任した︒

ー対策特別委農会は細川護魏︑氏

潭重氏︵公明︶を再任︑エネルギ

露源立地促進にとりくんでいる
こうしたなかで﹁原子力発鷹駈

る﹂としている︒

が︑岡盟全体としてもっと態度を

が蒲発にだされ︑執行部にぶつけ

鮮明にすべきだ扁lIなどの工商 建設などの立地間題は︑対外制約

要難しており︑三頸︑難燃︑粟奈
などで設閥ずみ︒原発立地曝︑原

得る塾要な課題であるにもかかわ

発のない県など各県によってエネ

らず︑立地政策の確立が行金に行

これに薄して︑執行部も﹁そう

いて﹁政溝は国の乙防体鰐をあき

われていない﹂との判断にもとづ

られた︒

いきたい﹂と︑前向きな姿勢をあ

した面輔で今後︑内部で検討して

性格もこれに反映しているため名

ルギー箏惜が蟹っており︑会議の

称も﹁エネルギー難題懇話会﹂

らかにするとともに︑地域社会の

を攣期に確立することが必要扁と

振興等を盛り込んだ総愈立地政策

きらかにした︒

このあと︑﹁一九八一隼闘争方

﹁原発推進総懸会議扁などマチマ

未設翻票に穂極的に働きかけてい

チ︒構成総織も多様だが︑今後︑

策﹂の攣期実規に向けて︑国・地

調査欝︑五十

二月大阪通産局商工

央大学卒︒五十一奪内閣窟三内閣

四＋六歳︒

部長︑五十四奪特誼庁秘窃課長Q

また︑岡盟では︑原発立地促進

く方針だ︒

いくとの方針乱菊面におしだして

方を通ずる総愈触な努力を求めて

寄﹁エネルギー関連旛設の立地対

強調︑このため昨銀打ちだした口

針﹂の審議にうつり︑満場一致で
採択した︒

それによると︑﹁方針﹂はエネ
ルギー問題について門番エネルギ
ーの推進は︑今後のエネルギー安
定確保に欠かすことのできない墨

のための草の根運動の展開︑原子

福

地方同盟などから原子力発電

べ︑各園の労働維禽が連帯してエ

また︑原子力発揚断に対する不

っている︒

ゲン検査〜差分くらい﹂三％︑

い﹂が金体の七％︑﹁霧のレント

だったわけだ︒

原 安 協

﹁原子力発電に関する安全聴別セ

原子力安盆研究協会は第十二國

ミナー﹂を三月二十蕊田〜ニナ五

日の三臼間︑愛縮興幡璽郡のグリ

ーンホテル三ヶ根で開催する︒

の現状および安全間題を総括胸に

招引するとともに︑講師との月見

勢ン

講師は︑内磁秀雄東大名轡教
難曲

している︒

総理府では︑TMI発電所敷地交換の場を提供することを壌陶と
外の人口の〜人あたりの淫乱放射
線吸収鐙を約酉︑ゾレムとみており︑

正解

いうことになる︒全体の三％の人

五〇二⁝五二四八︶まで︒

は原安協蝦料調査蜜︵電謡〇三i

参加費十一万八千円︒問い愈せ

選択目土のうち︑ 正解 は﹁胴 授ら別名︒中部電力浜罵原子力発
のX潮懸翼〜園池くらいの鑓﹂と 電所の冤学も予定されている︒

が

Z〆汐／彰

︵株︶シー・エス︒シi原型

に入会挫長五厨繁雄氏佐所
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エユークリア・エンバイμメンツ株式会社

同盟全
国大会

労組 の 粟 興 を 強 調
喧曙欄草の根運動展開へ
﹁政府は立地にあたって国の齎任体制をあきらかにするとともに︑立地点の日用機会の拡大︑地域
経済の発展をはじめとする総台立地政策を學期に確立する必婆がある︒われわれは脱石油のいっそう

代田区の九段会飼で開かれていた同膿第＋七回隼次金牌大会は一月目＋賊︑霜源立地健進などをもり

の促進をめざして︑原子力を中心とする代替エネルギー開発灘入を積極的に推進する﹂lI粟京・千

こんだ一九八一年政策闘象方針を採択してすべての臼蓋を終了した︒昨隼豆打ち掲した輕望﹁エネル

後の課題として検討していく筆画

力法体系の総愈的見納しなども今

ギー驕連旛設の立地対策扁の畢期実現方針を再酵認したもので︑同鷹採択された﹁大会窟欝﹂でも

﹁立地敷策縣は昨無の第十閃憾

いる︒

執行評議会で決定されたもので①

で︑このうち原発推進菓の根運動

要な柱の一つであり︑省エネルギ

般に強く三舞していく必要

ー富体が蕪辞な資源であることを

については︑今鋸中に何らかの方

悟性を指摘した︒

圏幾

興の虚点的実施③安全性確認体制

立地蘭係手続きの迅二化②地域振

い﹂と強調した︒

﹁エネルギー政策の推進など政策・制麗嚢求の閥いを飛躍朗に強め︑実効をあげていくしと濡勤の二
極化を齪面におしだした︒
あいさつに立った宇佐集忠僑会
擬は︑エネルギー問題に誘及した

また︑質疑では赫根地方岡盟︑

たあと門脱石油化のいっそうの促

がある﹂と諾約の璽要性を指摘し

針をうちだしたい著えだ︒

に︑昨年十一月下旬から十一一月上

﹁胸のX線写獺一圓分くらい﹂三 このセミナ⁝は昭和四十四薙以
％︑﹁胸のX線寡頁〜回分の十分 来︑華年おこなわれているもの︒
置一くらい﹂三％︑﹁胸のX線写 今園は︑原子力関連事業に従瑠す

智に実施された︒

安全セミナー
を愛知で開催

いることがいかに興浜であるか

一の展望をきりひらいていきた 政暦に訴える必要がUある﹂との 雑題について﹁反対派が主張して

進をめざして原子力︑石炭︑LN の確立④エネルギー国民︒環民会

また︑来蟹としてあいさつした

を︑同盟の仲闘と原発に働く仲間

米国労働総岡盟産別会議︵AFL

ネルギー問題にとりくむことの璽

ための原子力発醒の促進などの政

なかで﹁省エネルギー︑脱石痩の

この調幾は︑織エネルギーにつ

離郷不安も過半数を超える
﹁エネ

民が受けたと思われる澱も多い放

安感については︑﹁不安がある﹂

月三十一田︑

い一七％で︑原子力発躍所のない

⁝C工0︶のレーン・カ⁝クラン

今圓の調査では︑とくに︑原争

四％を上まわっている︒不安感の

が五六％で︑門不安感なし﹂の四

罠前簾識を調査し︑今後の施策の

策・制度課 題 へ の 取 経 み を 充 実 さ

力発縮について十におよぶ調二項

射線暴﹂はどのくらいかきいた結

ド会摂も﹁昨駕ひらかれたOEC

圏を設鷹︑下民の原子力に対する

堅の三八％︑二八％︑五％と比較

せなければならない偏とのべたあ

D労組諮問委畏金では︑園際経済

いての認識︑エネルギーのあり

参蕩とするために行われたもの︒

と︑﹁こ う し た 取 白 み を さ ら に 効
政策の一環としての愈岡エネルギ

方︑エネルギー対策についての国

﹁もっと原子力を﹂

漿的に実現していくためには︑労

ルギーに関する撹論調査﹂をとり

が︑OECDはこの紋組みに失敗 総理府は

ー政策を立黙することを訴えた

濠とめ発表した︒

果︑門ガンの治療をする將くら

働組台の 力 騒 拡 大 が 必 要 だ 扁 と 指

した︒この悶題については臨別に

してほとんど変わらない数字とな

摘︑﹁この た め ︑ 民 間 先 行 統 一 を

討議して︑勧告を採択し︑強力に

全國の二＋歳以上の竃千人を鮒象

強力にす す め ︑ さ ら に 窟 公 労 働 運

翼一回分の＋分の一以下﹂一一％︑

知っている人のうち︑この薯故

七つの特別委員
会の設置を決定
墜議院本会議
参議院は︑一月驚乱闘の本会議

ハザマビ

原

ル干一〇七電語〇三1四Q五

港区北務山鵯i五⁝八

B本ブラウンボベリ︵株︶

⁝一五一一

産に入会代褻取締役ウェルナー

丸の内三1

・フルキガー氏住所千代田区

2．25〜10繕Hz

﹁

聞

産

嗣盤の第17減二次全国大会

動の正常化 を す す め つ つ ︑ 金 的 統

内容としては︑﹁放射線が簸るこ

で発電所外に放射線が漏れたと思

る役職者を対象に︑原挙力発電
認識や理解の度舎いについてくわ

リーマイルアイランド原子力発霜

この凶悪について︑原子力発電

門漏れた﹂と懸う入に噛して︑﹁住

なっている︒

その他一％︑わからない三五％と

所鶴田については︑﹁知ってい

さらに︑⁝九七九矩三月の米ス

いる︒

や薯故﹂︵一六％︶があげられて

と扁︵三〇％︶や︑﹁万一の故隙
それによると︑総馳力墾に占め

しく順当している︒

る鷹子力発電の比率を現在の；⁝

い﹂の一〜八％にくらべ︑﹁減らし

する人が三八％︑門現在程度でよ

は二

る﹂人が七七％︑﹁知らない﹂人

％より﹁多くしたほうがよい﹂と

たほうがよい扁は五％と甘気に低

駈のある県では︑﹁多くしたほう

う人は全体の五四％︒さらに︑

二％となっている︒

くなっている︒

がよい﹂三七％︑﹁理征程度でよ

い一三一％︑﹁減らしたほうがよ

了

し︑福講第一の三号︑浜岡一号が
定期険討入りした︒

で七つの精別委員会の設鎧を決め
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︑鰐蜘
︑露
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設備利用率︑再

昨庫十二月︑約五年楽ぶりに平

後も順調な運転を続けた︒一方︑

常運転入りした美浜一暦は︑その
〜月の験子力発電所の稼働状況

昨年十一月から講親停止に入って

一月の運転実績

び七〇％台に

は︑購間稼働率七五・一％︑設備

いた﹁ふげん扁の緊懲炉心冷却系

感力腐食簸れが発見され︑現在︑

た︒このあと開かれた各委願芸で

︵ECCS︶を工む冷却系配管に

利用率七二・一％と︑定期磐戸が

再び好調さをとりもどした︒

みられる︒

調蕉中だが︑鯵止期間は長びくと
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設に設置されている﹁封印漏﹁サ

げんざい︑蒲盟国の代嚢的な施
し︑オンライン︒リアルタイムで

象︑センサのデータも本部に送附

ネルギー庁﹂の監置を強調した︒

大分県でひらかれた﹁一環資源エ

のモデル県にしたい﹂と︑地元︑

る経済性などメリットが大きい﹂

油火力の畢分で電力をつくりだせ

て力をそそいでいくことを強調し

のかなめとし

石油に祷命づけられた﹁慣常的な

た︒

脱石油

価格アップ﹂のメカニズムを興体︑

としても

と語り︑安全を基礎に︑九州電力

世界の施設を監視することを考え

的に披露した︒そして︑松村博久

このあと︑作家の騨屋太一氏が

ーベイランスカメラ﹂に故障がな

スクの封印儒弩を船から徳星経由

鹿再議大学教授が﹁九嬉における

また︑国際輸送の際にも︑キャ

ている︒

で︑本部に送り常時監視すること

って瞬時に確認する試験が行われ

いかどうかを︑国際通儘回線を使

ている段階︒ウイーン本部から各

も薙えられており︑こんこ核不拡

大分大学教授が﹁大分県内

昨隼・名古屋で開催されたのにつ

﹁一日資源エネルギー庁﹂は︑

な討論がくりひろげられた︒

製品の見薩しを訴えるなど︑濾発

隈を米国なみの三十年とし︑家電

絡協議会長が︑交換部品の有効藍

蓑の小野ひさえ大分県生濡学校連

ったら﹂という提藁や︑消費蓄代

の学校に︑ソーラープールをつく

橋英

そのほか︑学識経験蓄代表の石

いくことをあきらかにした︒

などにも積極的な姿勢で取組んで

電所の増設とともに︑風力︑太陽

エネルギーにも霞及し︑八丁原発

分目立芸術会館て

論をくりひろげるパネリスト麺火

超満鼠の聴衆をまえに活発な討

と形容される九州のローカル

B6版3700円

科学技術庁原子力局監修

加え︑増頁により一段と充実した内容︒

原子力闘係の全てを網鞭した︑最も信
頼てきるデ⁝タ・プノク︒図︑表を多く

つの電源を申心におしすすめ︑十

庫
ローカルエネルギー開発扁︑森山

国家的課題︒そのためにも︑こん

まず︑あいさつにたった平松守

となるような努力のあとがうかが

より充実した公開ヒアリングの姿

際

W畠

p蕊

Aマン必携の書

書

干一〇〇

TEL

譜︒

︽限定版︾

⁝一⁝

O三︵二〇

㌃

︶二一七一代

東論暴都千代田区大手町一−玉−四安田火紹火大手町ビル

日本原子力産業会議業務課

ご注文・お問合せは

はかった︒法令規制たけてなく︑通達︑
届出書等を付した実務者向き︒

55年5月の放射線障害防止法の大幅改
選により︑漣搬︑輸送関係も一層整備さ
れた︒木書は好評の第一版をへースに内
容見直しを行い︑より一層の内容充実を

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
A5版4200円

仁

材料メーカーのQAの内容とノウハウが
公聞された︑わか田初の完全解説書︒Q

QA︵品質保鼠︶に関する内外の状況︑
閉の考え方に加えて︑電力会掘︑機器・

A5版5600円︵送料250円︶

瓢

生年︑最終餓身校︑翫身地を収録︒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︑会ね名︑個人名の
いずれからも引くことかてきる︒

一万一︑○○○名の所属︑氏名︑読みがな︑

わか岡原子力関係企業︑政的︑研究開
発機関等約五〇〇個所における役職者約

A5版2900円︵送料300円︶

麟鍵

Q石油危機の 駒常化 に対処する世界
の原子力発電 ○核不拡散の国際体制確
立への苦悩と課題 ○原子力の安全対策
をとう充実するか
その社会
的側酒は！
＊確かな情報をわかりやすく︑一般読者
にとっても原子力知織の宝庫︒必携の書

B5版5200円

華撚

正確な輪報を三木に専門家が編集︒携帯
に三三なB6版︒丈夫なビニール表紙︒

﹁FCAはOK﹂と表示される
散よ
対策はエレクトロニクス技術の

ネルギ⁝創造の時代を迎えて﹂と

午後からはじまったシンポジウ

題する記念講演を行った︒

ム﹁生橘のなかのエネルギー問
題一では︑各界を代表するパネリ

エネルギー問題を捉え︑コメント

スト九名が︑それぞれの立場から

と九州﹂がひらかれた︒一千人収

県民千二百人が参加

﹁脱石油の九姻へ﹂

大分で嗣日資源エネ庁開く

IAEAでは︑将粟カメラ画
ことになりそうだ︒

うになっている︒

儘語資源エネルギー庁長宵が﹁エ

地熱の宝

いFCAに設躍して試験が行われ施設に確認要求僑号を送ると数十

ゆ

進展によって新しい局面を迎える

と同時に岡社長は︑

ている段階だが︑IA鷺Aもその秒以内に監視テレビに︑たとえば
半能を高く評価しており︑将来実
用化されれば保障措置の盛動化に
大きく貰献ずるものと期待されて
いる︒

金属探知機の原理と放里馬検出
器︑タイマーなどをくみあわせて
自動的に移動核物質の壁をキャッ

テムにくらべ百聞もアップされて

チする音量み︒感度は急航のシス

容の会場は︑参加蕎で埋まり︑座

的に送信し・地球レベルで核物質

ごは原子力︑石炭︑天然ガスの三

そのなかで︑エネルギー供給の

﹁かつて九州は石炭の焔魔地と

三郎九州電力社長は︑﹁脱石蘭は

代表としてパネルに加わった永倉

を撫えた︒

して︑わが国のエネルギー供給に

れない人たちは階段口の遡路に身

こうした核物質不法移動検知セ

大きな役諭を果してきた︒脱石油

寄りかかるなどして︑熱心に耳を

をかがめたり︑最上段の手すりに

いる︒

ンサを各国の原子力施設に設置︑

などを積極的におしすすめる九州

そのデータをIA鴛A本部に自動がさけばれる今β︑地熱︑太陽熱

かたむけた︒

陳述人の選定は蟹三岡数とし︑県

拳

高熱龍説紳監視態開発
技術革新進む保障措置
﹁核物質の不法移動をグラムオーダーで正確にキャッチ﹂⁝⁝日本原子力研究所は高性能の核物質
移動検知システム﹁ポ⁝タルモニター﹂を開発した︒咳物質使用施設の出入口に設醸することによっ
て︑プルトニウムやウランの移動を薄動的に摺了し︑核兵器への転用を防止するうえで大きな力を発

揮する画期的な装置︒IAEAでは︑こうした検焔システムを世界各国の原子力施設に設置︑そのデ

な蕉確な機械監視システムの開発

﹁RECOVERシステム︺の開発をすすめており︑今圃開発された額異器はこの計爾の実現にも大

ータをウィーンの本部監視センタ⁝に送幽することによって地球レベルで核兵器転用防止を駈視する

しかし︑けんざいの保陣描置体

きく質献ずるものと期待されている︒
プルトニウム八詩超．で十日聞あ

は︑いまふたたび避溢をあびると

がRECOV猛Rシステム構想こ︒
ろとなってきている﹂！⁝︒

の転用防止を監視しょうというの

IAEAが高頭をとって︑臼︑来︑ エネルギー問題が︑国民のあい

︵五重五千KW︶などの地熱発露数多ガスニ五％︵同 三％︶とそ

話︵一万二千五罵KW︶︑八丁原 在八％︶︑石炭一一％︵岡一％︶

こうしたなかで今園原研が瀾発

も査察日数の多い原研⊥簡速臨界

制では︑たとえばわが圏でもっと

だで︑穴きな関心をよんでいるな

問点をひきだすなどの努力が随所

陳述人もまた︑これまでの﹁つ

のあとがあった︒

でみられるなど︑それなりの進歩

愈をただすなど︑できるだけ︑疑

島根凝当局も・この反対派の串

できる松江南の県民会館に会場を

一麟一軒に︑チラシや口頭で︑

し入れに関心を示し︑県評と逓産

移す一1など︒

を説

原発団体は・戦術のひとつに﹁説

まやかし公開ヒアリング

憲の間に入り︑その仲介役をかっ

得作戦﹂を展開︒地元︑麗嵩町の

いた︒ヒアリングに反対する広島

の立ち愈いのもとに抽選で決める

騰

が急がれていた︒

このため﹁原子力平和利用で便わ

れば原爆が製造珂能といわれる︒

かで︑一月二十九日︑大分興立芸

これは︑ひとえに・地元・筋根

躍

撒

道

團

聞
した﹁ポータルモニタ⁝﹂は核物
笑験装暇︵FCA︶では査察がI

ラリアの国際共岡プロジェクトと

萸︑西独︑カナダ︑豪州︑オースト

隼後の比率を︑原子力三〇％︵現

れている核物質のうち行方不明と

によって︑わずかなプルトニウム

AEA二薫人日／年︑科技庁曲譜便用施設の出入口に設置すること

つするのを十日闇以内で検知す 人闘／奪にものぼっており︑こう

なかでも原子力については﹁石

れぞれ高めたい扁とのべた︒

彦大分県知事は︑﹁大分緊は︑大

なるプルトニウム羅が八請曜．にた

所に代表されるように︑自然エネ

の移動でも正確に把握することの

術会館で通産雀主催の二日資源

にたよるだけで

して推進しているもので︑すでに

した

予備実験がスタートしている︒

人海戦術

る扁のが︑げんざいの保障描置の
できる画期的なシステム︒げんざ

ルギーに強まれた県︒エネルギー

なく︑もっと人手をはぶけるよう

原発運動史上︑最大といわれる六

きたQそして柏縞では︑曝氷の反 捕者ゼロという門平穏﹂なうちに

千入を海員︑徹夜の阻挫行動を展

県評の指導部にある︒県評の小田

二十八日が終った︒

グもふくめ︑こん︑﹂のヒアリング

棚度そのものに︑すくなからぬ影

安金沢主催の第二次公開ヒアリン

目qハ疑αA擁︵健食自く糾Ω震︽睡自臼︵網く員囚自a食食︵腫械禽霞食︽HH日日自︽潤∩目h∩睡食︵賛Ω︽測臼臼自自自臼自食く睡食農食︵健︵薩ΩAほ匹ハ楼ハ同門︽薩良︽震︵犠庭A陵食A挺︵慌庭Ω禽Ω翁︽糾︽糾∩H自義勇自自臼臼︵口︻自良食︵B門自食

エネルギー庁︑エネルギー新時代

巖大の焦点の一つ︒

・堀

背を鋼けあい︑微動だにもしな
開して機動隊と激突︑双方で四十

川事務局長はいう︒

け足し的な質問扁をふ蒙えてか︑総

﹁反原発運動

人ちかい撫軽鰐蕎を繍すまでにエ

てでることになる︒そして︑その

昨駕±胃＋鞍懸︑島根二号の

ついて二回隅︒

η

響を与えることになった︒

わが麟拐の公開ヒアリングは︑

の被爆掛盤の入たちも︑ヒロシマ

第一次公開ヒアリングの開催が決

②陳述蒔閉は︑最低三十分とする

㎜

かった燭養︒その両養が︑ほんの
わずかにもせよ︑﹁演顔﹂をみせ

は・長購的展望の上に立ってすす

昨年﹂月十七繭︑安傘委による関

スカレートしていった︒

はじめた昨矩懸れから一月七繍ま

まると・反対団体はいちはやく朽

﹁公開ヒアリングを形骸化

門反対派が

まさに︑中国電力翠緑原子力発

反原発繊体にもある﹂

国際会議あんない

その患味で︑公開ヒアリングは

職

産

力

原

問に多くの階間をついやすなど︑

論は攣々と切り上げ︑興体的な質

そして島根公開ヒアリング開催

熱し舎いの過程のなかで︑県評は︑

へ︒動員数は地元島根県と中国四

トか﹂

隠止行動を申止する条件として①

西電力・高浜三︑四署炉増設にと

させた費侵は︑とうぜんながら︑

の惨状の写真を片手に︑﹁説得﹂

もない︑福井県醐浜町の申央セン

県︑そして三国から四千四薦人

を得った︒

での二習︒一年目いう歳月が︑硬

と︑柏崎より落ち込んだが︑その

﹁またまた︑反対派はボイコッ

臨しきった爾管の心に︑微妙に反

月十四濱に播島︑七月十七田に学

タ⁝でひらいたのを皮切りに︑二

める﹂︒

映したのかもしれない︒

反対規模からいって︑会場周辺は

そして︑説明役の申国霞力も︑

われる︒

内︑十一月工十臼に敦賀と副四畷

ーーにしぼって譲歩︑興当局を介

﹁ふだん﹂のことばで︑ポイント

をかいつまんで答えるなど︑全休

三月十五闘から十八臓まで︑ロサ

F︶主催﹁核轡料サイクル税偏目

して通産省に打診をはかる︒

だが︑結周︑話し合いはまとま

る︒

的には︑かなりの前進がみられ

▽来国原子力産業会議︵AI
うこれまでと同じ図式をえがくこ

らず︑﹁力﹂と門力﹂の対決とい

実質的に︸年前にスタートしたば

．雌鑛薄霧簗

電三二弩炉増設にともなう難産省

第一次公開ヒア
リングも︑一丁の

で初めてひらか

十二月四日︑丁目

ンジェルスで︒核燃料サイクル諸

段階の主要な政策的問題に閲する
に向けたままだった主催番と反対

1無

蓉凹

行われた︒

藝

ひとつの行政が根をおろすには

派が︑緊という仲介役を介したた

十駕かかる︑といわれる︒

する︒

動を開始︒各団体との達絡を蟹に

輩催﹁原子力発電所廃棄物管理セ

しかし︑ともかく︑これまで背

とになる︒

ボイコットすることは︑南らの発

かり︒さらに多くの軽薄をはかる
この閣︑反原発

場会避月二十五日︑参潴のみの場

aは八月二十八臓︒

口細︑些し込みは双方とも原産

・計爾課まで︒

烈

主催の第一次公麗ヒアリングは︑

麟

れ︑島根二号は︑

露の機会と権利を放棄するばかり

はせよ︑﹁共通の話し食いの通口

ミナー﹂疑十月今田から九四まで

その二國簸︒公開

だが︑これまでの取栃とちが

藝茜しいふん囲気につつまれた︒

そして︑六項黛の諾々策を通産

ことによって︑ほんとうに︑地に

カールスルーエ︵西独︶で︒参加

▽国際原子力機関︵王AEA︶

ヒアリングそのも

か︑問題に対する理解を深めたい

ついた︑弾設的な舗度として審碧

発表が行われる︒

のとしては︑還算

い︑その緊迫のなかにも・なにか

に嘱けての糸口を︑ほんのつかの

￨門口となる︒

ような光景が︑随

間とはいえ︑触手を動かしたこと

ときほぐす

①陳述人は公開の場で決める⑦推

省に離し入れる︒その主なものは

島根公開ヒアリングの取材を毒

所で記薔の闘に入った︒

して︑記蓄は︑文字どおり︑群の

駅沐は︑当初から

﹁きく耳をもたぬ主催者側﹂と

串し込み綿切りは論文発褒希望の

いうこれまでの﹁定説﹂から︑こ

していくことは可能だ︒

いえる場とする③開催期間は︑す

だけは製実︒

くなくとも玉日間とする④傍聴制

進︑反対の岡数が︑公平に愈蜀を

門機動隊︑車を通しなさい︒安

反対運動をとりあげる新聞の論

︒

公開ヒアリングを

講も︑ここにきて︑一段と︑その

あろうか︒

曙光をみた︒愚者の偏った見方で

いしと県評の車から︑璽二にわた

問はございませんか﹂と陳述入の

んかいの鶴根では︑議長が︑﹁質

︵す︶
参撫できるように︑千万傭人概容

限をやめ︑ひとりでも多くの入が
そのような動きを感じてか︑反

トーンを遂げる︒

全に遡れるよう引きさがりなさ

結周︑双方とも負傷蓄ゼロ・逮

って発せられる﹁驚儒偏︒

ボイコット︑かた

ることを拒盃して

﹁同じ土俵篇に士が

くななまでも・

ばかりの反対運動﹂・

になりはしないのか﹂﹁よそもの

島根2号

織

一
一
一

とする圏践の期待感をも奪うこと

口口

鵬τ

毒

抗議の﹁横断幕﹂をはる反対派薩鵬根

鮎⁝

麟惑
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一丁雄暑

わか則の線．﹂力冊究開発は︑これまで由処理技
術︑新型転換炉︑ウラン二七など着気な成果を上げ
てきており自軌への展開も開けつつある．本階は︑
これまでの原f力闘究開発の経過を兎明にえがき︑
今後︑産業化をめぐる制約裳囚を売服し︑原〜力
技術の撫立への近を歩むための提肖を行なった︒

林

ハート

発電をはじめ︑農業︑甑療︑その他種々の工業
に利用が遣も原fカエネルギーについて︑その秘
懲や利購⁝の貝組み︑女嬬な取り扱いみなど︑暫門
冶や数式を使わないて︑絵で説き明かすようにわ
かりやすくまとめた人門書︒
︹二十 日発売︺

東京都r代副区瓦段北

騒刊工業新聞社出版局

Q

＝

原子カコ虹業
特集緊急時の環境放射線防災対策一

多続中
陰極購読料8濁。円

定価73◎円（〒3粥）

〈コ璽職〉

核燃料サイクルの確かをめざして（3）

ウラン濃縮・

國のウ場からみた環境放射線舛策
一原∫力発電湧に係わる繁急助を中心として一
一
一…
穂波 穣
索急募の環境放射線モニタリング
阿部史朗
腺f力発屯湧における即急・1募態防災闇闇
・

3月号

・

東

動力炉開発史一現寮炉の糠点を塾ぐる〈3＞

PWR（上）

一

邦大

煮川秀夫

原子カプラントに細ける品質闇闇の実務（5）
〈建設〉段階の品質保誠（2＞
米田ヰ左ll
保健：物理入門講座＜15＞

大場健蓼、隻

放射線の管理（3）

茨城聚における原イ力災害対策
小｛包紙一
丁∫力発議所賢故に対する緊急医療対策：
・
鱗木 1匠
緊急時に糊する環境面罵能の安全研究 今邦和彦

・・

辻本

忠

か4月特鶏増大暑燭 3月101i馨り
特別定価1000円
く特藥〉現代史の串の原子力〜その下灘づけと螺題をさぐる一
現へは、あらゆる感昧で激動期一転換期といわれる。こ
の大きな時代の中で、線予力のイ殆をf戟胃づけ、問趣点を
指摘する。

麗主要配蜜
簡レベル廃粟野の地層処分の技術親臨
2つの線子炉安全性の図際会議力・ら（申）

》薪鰹職のお知らせ噸

村野

徹

犀」賢1太三三鋒15

本説では、51拐から「放射線敵扱主任曲試験の傾向と

対策」観葛載します。ご1断ゲド塾い。

高

栄原溌

屡

公聴会長期化のため

転認可の決定は八二年十︸月の蜀

關発状況により全出力遡転認可の

このための協力議定書が︑一／5

を受注した︒

二十一田・ヘルシンキで調印され

黙黙量夫

た︒スタディの中では︑特にこの

込み︒七か月の影饗▽ウォータ1 発給が遅れている︒ニュージャー

ジー州の計画をNRCとFEMA

ヴィイサ原発︵四十四万KWソ連

討される︒フィンラントでは︑ロ

や規劉に適応するための条件が険

種原発がフィンランドの技術欝欝

フォード三号全出力運転認可の
仏ソフラトム社

性調査を受注

PWRの可能

が評価したところによると︑騒二
時演習は八一鋸三コ入たは四月に

決定は△二葎四月の兇込み︒六か
月の影響▽コマンチェピーク一号

蕉三月

実施される見込み▽ファーリi二
金出力運転認可は八

盒出力運転認可の決定は八三年
八

ョアハム全出力運転認可の決定 の予定▽マクガイア一号 公聴会

マー一号八︸年二月にSERを二月の兇込み︒二か月の影響▽シ
出せば許認斑完了は八一一駕六月に

ト原発︵アセアアトム製沸騰水型

製加圧水型炉二基︶とオルキルオ

る︒両原発とも故障があったので

炉二墓︶が運転または建設中であ

フランスの

フィンランドから

エンジニアリング・カウンセリン

門パリ松本駐在員

グ会社ソフラトムは︑一月二十一

の切開を求める請願が出されてい

る冤込み︵十三か月の影響︶︒請

出力運転の認可は△葎三月にな

る︒この講願が受理されれば︑全

ゼロ蛮力あるいは低出力運転の

影響︒

認可をすでに受けているものの︑

田︑フィンランド発送照会祉IV フランスにフィージビリティ・ス

は△奪＋月の見込み︒一か月の

全

で︑八か月の影響がでると推定さ

願が受理されなければ︑全出力運

するのは八一鋸十月とみられるの

れる▽エンリコフェルミニ愚
全田力運転認可の発給が遅れるの

なる︒現在︑岡原発の建設が完成

出力運転認罵の決定は△二隼六月

設のフィージビリティ︒スタディ

Oから百万KW切紙水型炉原発建タディを依託したのは炉型多驚喜

の方針に従うものである◎

転認可は八︸鉱十月の兇込み︵九

され︑その修理は終わったが︑現

か月の影饗︶︒

在炉と冷却剤を遮断するパルプを

は次の三原発毛基︒

ハナ一癖NRCによる全出力避 ▽セイレムニ号 緊急時計圃の

べきだとしている︒この点につい
て政府は︑最近のフラマトム社と

︵同︶の送毒開始は六月の予定︒

ポ⁝ランド初の

試験中︵三遡問︶である︒四号機

約破棄をあげて反論している︒

ウエスチングハウス社の特許権契

るから︑軍急にフランス化を図る

の躍込み︒七か月の影響▽サスケ

繋留堅甲原発容認⁝へ
新規計画は議会が決定

初のザルノヴィツ原発︵四十四万

原発年内着工へ
役会党がこのような立場をとっ

基︶は圏内に手工の予足である︒

を納めております。

総 藻 十一基が影響うけ る
来麟の運転副馬待ちの原子力発電所十一基の運転入りは大型に遅れる差込みであることが︑下院歳

出委興会のエネルギー・水資源総懸小委員会に一月三十田付けで握撮された原子力規制委耳金︵NR

に関ずる三番麗の月間報告にあたり︑昨無の第九十六議金でNRC予算編成のため岡小委員会が提出
﹁過去の公聴金の経緯から︑今後許認岡の発給はより長期化す

︐

＆裟
たのは︑党内に原子力全面支持の

る︒

中で明らかにされている︒それに

九田公表されたエネルギー政策の

よると︑原子力計画では︑運転中

KWソ連VVER撫圧水型炉一

︹パリ松本駐在員︼原子力計画

る原子力蜜金許遜惣群議︵ASLを積極的に進めているフランスで

究派︶︑スウェーデン式に原発建

左派CERES︵社会主義経済研

計画で︑原発は一九九〇年に四二

続いて同型の譲万KW炉を建設の

る︒

万KW︑二〇〇〇琿に二千万ない

︻パリ松本駐在員Mフランス電

力庁︵EDF︶は︑このほど︑ダ 仏・独国境地帯の

ノチ、ボ

ハ

C︶の報告謁で明らかになった︒ジョン・アハーンNRC委員長署名入りの岡報艦響は︑NRC濡動

を求めていたもの︒その内容は︑
る﹂というもの︒ディアブロキャニオン原子力発電所一︑二号機など九原発十︸基の運開が二か月か
ら十二か月遅れる兇通しだ︒

▽ディアブロキャニオンて二

最新の安金評備報告懲︵S鷺R︶ 号両墓の金出力運転認可に関す

る安全評価の完了の凹︑すなわち

果によると︑NRCスタッフによ発＋一基︒

NRC報欝書の概要は次のとお⁝ 一︑N8Cスタッフの再検討結運転入りが遅れるのは︑次の九原
りQ
一︑過去の例から公聴会は予想
よりも長期化することが判明して

B︶の決定は八〜鋸十ご月の予定 は︑大統領選挙︵四月二十六麟︑

ックスを含む︶は認めるが︑その

と建設中の原発︵スーパーフェニ

後の計爾については民主的討論の

︻パリ松本駐在員Mポ⁝ランド

の臼までの期間は︑従来の︸〜二

運転中および建設中の開発︵スー

五月十日︶をひかえて︑被会覚は

強豪

でに完成済み︑あるいは一九八一

で︑誹認削発給は八二隼三月の兇

いるので︑飛RCスタッフは︑す 補遺の発行の臼から︑公聴会聞始

込み︒それぞれ十二か月︑五か月

NR パーフェニックスを食む︶を認め

場を考慮したためである︒

び翼翼の出力引上げ試験の認朝を

W煽素水型炉︶について臨界およ

西独内閣

ンピエール原発三号機︵九十万K 原発事故時情報
交換条約を承認
社会党は︑一九七八琿にはスー

えた︵工業省︶︒送主開始は数趨

て再び大規模な反対の火の手があがる恐

八か月ないし二奪間原発の新規発

パーフェニックスの建設中止と十

れも

︹パリ松木駐在員M西独幽門

は︑一月二幸一闘︑フランスと画

発B一聯機︵﹁︶は一厘干一田 手間の国法地帯原発翼翼時の聾唖

一方︑サンローラン・デゾ⁝原

閣後の予定︒

ーフェニックスの工事続行を認め

¥八繊ボンで冬型︒携報交換の

交換条約を承認した◎岡条約は同

送電を開始した︒

含んでいる︒

不安を与えるような故障や事件を

︵九十万KW加圧水型炉︶は二月対象は冷製だけでなく一般住民に

また︑トリカスタン原発三号機

る︒熱熱十二月︑炉で漏洩が発蝿

十三曄ころ送露開始の予定であ

約愚臣の地点に完成ま近の九十万

﹁今園の処刑は︑ビルバオ斎から

一肩七田︑同技術箔の死を発表︑

のQバスク独立戦線組織ETAは

手を拒讃したため処刑されたも

に拘束力をもたせないで議会に決

スペイン

社の技術者殺害

過激派︑電力会

定権を与えていることも新しい︒

とで異なっている︒また国民投票

いては民主的討論後としているこ

ていることと原発の新規発注につ

した︒この立場に対してはスーパ

注の鎌止︵モラトリアム︶を要求

︒写翼は76隼質月の衝突旛件︒

ブロンクドルフ原発建設融資をめぐっ

まずサンローラン

運開ま近の仏

か月から工〜六か月にのびる︒

の遅れに相当する▽シマー

〜︑ウォーターフォード原発皐

〜八二駕中に完成予竃の原子力発
電所の許認珂発給の蔭標スケシュ
号機の場禽︑公馳会を始める前に

ール設定に便用する醜提条件を毘

るQ属喪的討論の後には国民投票 環境派などがあって妥協が行われ

後決定することを骨子としてい

の再燃が予愚され

は激しい反対運動

ゴール派︑呉麓党︶が多数を占め

議会は原子力支持派︵民主党︑ド

ている︒

共塵党は︑機蘭紙リュマニテ
十二磯︶のなかで︑ブル

篇

霧

階

9

軍

●

＝讐

灘

高
高

る一方︑共巌党は原子力全面支持

社会民主党・自由民帯電竿立の

し二壬一盛万KWを国恥にしてい

原発目白押し

を再確認する一と野党もそれぞれ

ハンブルク市で環

シュミット連立内閣は︑岡願発を

ている︒事実︑二

B︻号が送羅開始

設を必蟄醸小垂釣に止めることを
や
主張する中間派︑原子力に反対の

八二年七月の見込み︒八か月の影

Cによる全出力運転認司の決定は

た結渠である︒大統領選挙に立候

環境画題について渓興しなければ

函すことになった︒従来の標嘩的

を行い︑議会がその紬果を参考に

虚したミッテラン第一書記が環境

ならないので︑公聴金開始までの

な酌提条件の適用例は︑公聴会や

一九七六奪に第一次建設許町が

境派を敵に回し被

西ドイツの輸入石繍依存軽減のた

月に入るやいな

派を敵にまわすことなく諸派の立

して決定する方式を提算してい

に立場を明らかにした︒

社会党の原子力政策は︑一月十

響▽サンオノフレ批難生受力運

期罎が延びる可能性がある︒

転認珂は八二琿四月の兇込み▽サ

おりたが︑大規摸な反対デモが展

化することになる

民党の立場を弱体

トを続行していくかどうかは︑建

めの原子力計画の機関嘩にしょう

ほか︑二月二十八

停

スリーフ、ライニ≧

放射線邊強調、スリーフ類、及びP．P．システム

雛

糊｛1

離

9

控訴プロセスの総出を必ずしも現
公聴会プロセスの畏期化により

ハンブルク市の社会民曳党は︑

決定していた︒しかし︑リュ⁝ネ

開され︑行政裁判所が工事中断を

墜響覧π＝：一霞覧三一＝二蚤一＝＝耳魁雇︸＝＝墨＝＝一智聡β≡＝三揃＝＝髭蟄≡コ響養㎜一≡蚤屡≡髄菖玉一＝；酊覧昌幣二雷冒塾

このほど臨騰党大会で︑プ曽イセ

設を支持するとみられているハン

としているQところが︑原発サイ や︑ハンブルク市

原発の工薯再開に

プロックドルフ

けだ︒

におかれているわ

ので︑適邦政府と

め︑工事再開が承認されたQとは

プルフ高等行政裁判駈が︑このほ

いえ︑建設許可がおりているのは

で同プロシェクトに出資している

が︑岡プロジエクトに今後も参加

第心次分のみで︑第工次分の建設

しては菖しい立場

していくことに苅し︑罵九十三票

許珂はまだ鐵ていないQ

ハンブルク帝鱈電力︵R講W︶ ど建設工事中断甜令を解除したた

を決定した︒投票は拘東力を捲た

対百五十六業で反対していく方錯

ブルク寵議会上院の手にゆだねら

ないが︑質三十万KWプロジェク

れることになる︒箭議会上院の投

トがあるシュレスヴィヒ︒ホルシ

内で︑かなりの規

票は二欝欝以内に行われる兇込

雌

バスク独立戦線は︑豊十九歳の

ターニュのプロゴフ原発建設推進

電力会社技術者を殺害した︒スペ

れ︑相当な物的被

をキャンペーンしている︒またマ

ついては︑痘翼バスク民族空義戦

との麟明を出した︒今隈の殺人に

ルクのクローゼ市長︵社民党︶は

ルシェ書記長はフランス敷府がウ

入質にとられた技術轡ホセ︒マリ

インの電力会社イベルドエロ社が

の意を表明した︒

党を除くスペインの全政党が遺憾

フ原発への出資を引きあげた場

みGなお︑HEWがブロックドルュタイン州の社民党支部とハンブ 模のデモが行わ

ラン濃縮︑再処理︑増殖炉で消極

ア・ライアン氏の解放条件であ
このように︑ブロックドルフ三

統一行動のスタートとなるもの﹂

的にすぎると批判した︒ただ原発

るレモニス原子力発霞所の解体君

KW掌圧水型炉原子力発露所陰門

際の工薯再開の前途は︑必ずしも

については︑押型が米国技術で※

警があったと俵え

駅にも五万入以上の参艇が茅定さ

国のトラストと政府の支配下にあ

られている︒この
連邦政府はシュレスヴィヒ︒ホ

楽観を詐さない情勢である︒

る︒

ルシュタイン州で野党の立場にあ

れているデモが計魎されている︒

原発建設反対の立場をとってい

一方︑ブロックドルフ原発の建

る社民党のまき返しを期している

引受ける意思を表明している︒

設蟻嶺姦は︑二月四田︑隅原発の
W︑PW R ︶ の 建 設 続 行 に 大きな

が︑原発推進を嘱えれば︑同癖と

ドルフ原子 力 発 難 所 ︵ 蕩 三 十 万 K

表した︒

建設工薯を忌日から再開すると発

同プロジェクトは政治的に混迷し

まいりました。

防水扉、遣

今、こうした経験を生かし、原三毛の各施設に

各種放射線楚
各 種 気

E

ン磁力と懲懲︵五〇％対五〇％︶

ている︒

野も轟一一＝需玉≡＝蚤；一器蚤＝＝慈顔扇二一篇匡塾囚＝酬＝露膨西；欄；玉ヨm一闘塾量P＝

大規模な反対デモも計画

実的に予測していなかった︒
ハ盟一一謄曽隻響一爾一騨雲㎜曽︸一

ブロック ドルフ原発建設

期待を寄せているにもかかわらず

⑳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。

細国鱈

含︑プロイセン露力は懲懲難燃を

一一

力

原
社民党支部の反謁で政治的混迷続く
西ドイツの薩業界は︑プロック

（一

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室
扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

騨

胤

59P2も
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霞本産業用ロボット工業会

全入発電所めざす
蕪齢被曝低減化に威力期待
﹁高性能ロボットの灘入で無人原子力発亀所を﹂⁝⁝田本産業用ロボット工業会は今難度巾をメド
に原子力発略所嗣自動機器の長期ビションをとりまとめる方針だ︒工業開発研究所の委託をうけて岡
工業禽内に﹁原子カプラント用作業驚ロボット開発婁員会﹂︵梅谷陽二委員長︶を設置︑検講をスタ
ートしており︑蝦終的には原子力発霞漸の金密動化をめざしたマスタープランをとりまとめ︑今後の

に糊入をすすめているが︑これまでは総含飽なメスは入れられていなかったのが実情で︑今戸マスタ

開発罵標をあきらかにする︒原発用畠動機器開発については遍涯省も被曝低減剥製の観点から穣極的

ては壷掘省が改鍵橡導化︑原子力
日には初会禽を開いた︒

と位露づけられており︑︸月三十

ロボットは︑遜切なメインテナン

スを施せば︑十薙にもわたって
の出現に凝しい縄薇

パーフェクトな稼鋤が可能で︑
無人工場

安全管理体制

中で・突鏡象がおこり♪雲側

醜したプルトニウムの纏嬢

にプルトニウムが数十鰐漏れ撫し

を隈糾するプルトニウム蒸発笛の

の総点検へ
動燃再処理工蠣

ルについてコメントを発表し︑再

処理工場における安金轡理体舗の

なお︑再処理工場は︑巌近︑ト

総点検を行うとしている︒

件があるため︑製造工場での技術

慰線下での慮動測定など特殊な条
きていくつかのトラブルにみまわ

本格操業に入っていたが︑ここに

次に酸学窓糖葉塔の頒熱熊気配

つた︒

発工程に送るという誤操作も楓わ

海再処理工場は︑先月十七配からられたタンクに送らず︑酸嗣収蒸

とになる︒

処理する運転ののち︑停茸するこ

程にたまっている少暴の残留液を

灘な点検を行うため︑睨征︑童丁

ラブルの発生した機雛を中心に帳

キング・グループを設羅して検討

れている︒

ルのふたを開け︑酸回収精留塔の

動力炉・核燃料開発甥業罰の染た︒さらに︑これを運転農が決め

を行っていくことになった︒

をそのまま灘入することはでき

内郡点横を行ったあとでないと明

を開きつつある︒

十四田に予定している幹裏会で
ず︑これまでの技術をベースにど

出分離系へ送る蓑縢の一部である酸が漏れていることが︑六麟朋ら

された使用済燃料を摺解槽から抽

らかにならない◎

分離する装罎︵トラップ︶から硝

スチームシェットの闘づまり︒輸かとなった◎その後の調査で︑三

しかし︑肥薩力早瀬所には筒放

は醒力会社がユーザーの立場とし

を開発していくかが今後の課題︒

う原子力発露所にあったシステム

葉系は二系列あり︑それぞれ二個

褥止難闇は︑数田後にマンホー

て︑原子力発電所のロボット化の

その〜つは一月二十三田に発兇管の蒸気と︑蒸気が冷えた水とを

考え方を捉示︑これをうけてさら

ロボット狡術の灘入を前提とした

また・げんざいの原子力遠忌所は

動燃では︑これらのトラブルが

に軌導修託していくことになる蝿

系統ある蒸気配管のうち二系統に

込み︒

田までに︑残り約七や捷の便用済

暫定措羅として決められた六月一

はやく護れば︑騰来再雲表交渉の
収精留塔の加熱蒸気コイルにピン

のスチームシェットをもっている欠踊があることがわかった︒酸回
が︑規在︑四ホのうち三ホが嗣づ

燃繕の処理は爾能としているQ

設計となっていないため︑環状の
ま象で大掘な自動化の潜入は難し

動燃では九醸︑これらのトラブ

ホールがあると推定される︒

同工業会では︑三月をメドに長
期的なロボット化のビジョンをあ

まりしていることがわかったQ

一
ぶれ

二一一＝輩

入も蕩えられ︑今後論議をよびそ

﹁放活線管理の施策と関係法

講轟内容と講師は以下の通りQ

令﹂佐々木蟹段通薩省原子力発電

近隼の核燃料サイクル傘般にわ

※國G鶏社から購入している︒

安金管理課技富︑

﹁放粥線の黒

たる国産化の動き︑また︑原子力

礎﹂飯照門美千蘂大学講師︑﹁放

射線の人体への影響と許容線簸﹂

岡社は五十四隼十月︑住友金属

ゑヨ

一一一輔哺一一

﹁原激

山口汰雄放医研研究窯長︑

このような状況のなかで︑陶社論発霜所における放慰線網綱漏橋

は︑将来とも確実に増憂していく

溶媒抽出法により六フッ化ウラン

︵ADU法︶を用い︑鋸聞二歳四

から二酸化ウランを製造する技術冤込み︒

佐友金属が三士揮に駆発した上などから︑ウラン粉束の山繭

発鷺所の新轡設および稼働箪の陶

また囚回には︑便用済燃料から

る︒

くなっている側闘も指摘されてい

巾電︑原露︑B立︑策芝︑一諜菱職

のをふまえ︑企画されたもの︒

繊︑薬奪度からはさらに興体的な

工︑石川島黙黙洋品︑神様製鋼︑

Z鑛鑑将来の需要に備え

ある田木ニユクリア・フユエルが

きらかにし︑今後の問題点を披

このため︑嶺爾は現在の技術で

いうステップを経ることになる

できるものから自動化していくと

が・FBRなど今後の新しい炉に

わが国は世界でも有数のロボッ

検討に入りたい計瑚だ︒

ですでに八万台の工叉胴ロボット

ト兜進國︒製造業では五十五無宋

ついては大酬なロボット技術の藤

れまで自動機器導入の今後の長期

大岡特殊鋼︑密出願機︑戸田建設︑

うだ︒

が瀟侍しているQこうした工業用

戦略が示されていなかったため︑

明電舎︑オートマックス︑芝田

田木核鍬料コンバージョン︵藤

し︑鷹友金属の一QO％出資子会 内醗要は︑二酸化ウラン換簾で朝憲＋五懲円の予定︒

鉱山の核燃料琳業部から分離独立

一玉

胃淵舶＝

﹁放射線議測器の種類と特徴田沼

力発囎所における放射線管理の笑

鍔和原研保健物理部次長︑﹁原子

射能及び放射能の測熊方法﹂吉唄
四百漣︒岡社がこの約六舗を供給

一

際﹂大場健護索電原子力保安課
一

しており︑他は成型舳工事業曝でたのは①ウラン螺料の講要職通し
玉

﹁個人被曝篇理一金管久中部

ができた②規制がきびしくなり︑
一

長︑

いる︒むろん︑鋼鉄製ではR木体制が整ったのは︑昨薙十二月の

策即詰︑﹁放鉄線の測定方法の選

道彦千代田保安用晶原子力発話対

さも二十駁大きいサイズとなって

電力放射綴湯冷管理部次長︑ ﹁防
べ︑裂織で七三大きい四十綴︑勘 他のメーカーはすでに独立IIな
護興の樋類とその穣用方法曽濃辺
どの理由からで︑新会祉としての

の玄海発霜所の格納容器とくら 祇内的に即応性が必要となった③

岡祉が住友金張より分離独立し

瀦在︑BWR用ウラン燃糾の国現在は筆太帯副巾で︑建設縫は獄獄内弼雄隊銀線購計理著長︑﹁放

建設し︑能力価増を考えているQ

森蕉路社長︑資氷金十億円︶は︑

戸

蕊一＝

を磁産している︒

初会盆では今後の研究語歴対

の一一酸化ウラン粉末を製造する東

昭箱五十七確憂をめどに︑葉海村

十瀕のBWR摺二酸化ウラン紛末も環在の設備に隣擾して新工場を 本達也雷電放射線安全懲理課撫︑

委澱金﹂は︑﹁除子力発鬼所の将

除染システム③解体システム④組

象として㊦謝測・険査システム②

ニ

藷攣■

力工業原子力開発センター管理部

次長︑三昭敏雄東芝放射線管理課

詳細間舎わせは︑猿麗・業務諜

長︒その他にパネル討論も予建︒

濠で︒締切りは三月士︸嬢Q

る

魯
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本部・東海事業所

ープランがとりまとめられることになったことにより︑﹁原発無人化﹂へ商け検討作業は一一に加速

原子力発 羅 の も つ 放 射 線 リ ス ク
発電支援システムの開発の一躍と

されることになりそうだ︒

を人間社会 に 対 し て 管 理 ︑ 低 減 し
して横極的に検討しているが︑こ

鼠水薩粟朋ロボット工業会が将来

委員会の構成は︑東灘︑関電︑

顕在化させないための究禰の方法

を毘遡したマスタープランの検討

ーバーとして参加している︒

技術研究藤など︒通薩省もオブザ

は自動装躍による無人化︒

力発電勝の保守作業のうち窓動化

にのりだすことになったもの︒異

生産能力を倍⁝増へ

されているのは供用期間中検査機

体的には︑問工業会の﹁ロボット

来ビジョン︒プロジェクト﹂にと

人海職術

しかし︑ げ ん ざ い の と こ ろ 原 子

にたよっ

器など一部で︑しかも試験段階︒

りくんでいる工業開発研究断の原

海核轡料丁場の生産能力を癌隠す

その多くは

このため︑従購餐の被曝を低減

立てシステム㊨運搬システム；⁝

ているのが現状だ︒

させるためにも本格的な自動機器
子力発電所技術研究婁員食の﹁ロ

一

ゑぎコ

を

岡社の環在ある再転換工揚は︑

社となっている︒

の灘入が急がれていた︒

る計醐だ︒
ニ ぽ

へ

を決定︑個々の閥題についてワー

け のぎ

曽一一瀞轍

択と評舳﹂可部谷暫治関鍛禰井原

射線作業管理の禦例研究王︑瓢︑

闘本原子力産業金議は︑瓢一月二

原涯に入会

融潮

㎝すすむ川内原曲

一茜 一＝

酬発の建設工事㎝
騒

きから︒こんごは新会社のもと
える地下三ナ一華にある岩盤は︑

張の麟麗化率の向上が図られてい

皿﹂土誓湯跳鼠立製作断放射線管

＋三〜工十七田までの五鐵蘭︑第

理センター憂︑田島雄三四三原子

くことになる︒

で︑BW罠燃料の二酸化ウラン粉 子力購號駈原子力安曇課長︑ ﹁放

許認可関係の手続きを終了したと
〜︒その大きな原子炉施設をささ
し︑急ピッチで建設工事がすすむ

玄海より強い二億讐剛の申生騨の

五十九年七月の営業趣転をめざ

九州電力・川内︵せんだい︶原子

一次︑二次系の水は︑サイトの

力発礪所一懸炉︵PWR︑八十九地盤︒

右側に位麗する淡水の訳無︵みや

発電所作業管理

て︑九州はもとより︑全国からの

欝欝
来館煮でにぎわう展示館がある︒

ための放財線篠懸講翻会﹂を象京

大阪機工︵株︶

働放射線照射振興協会
理事長 中 非 敏 二

難曲繋晶工業臓総懸融

原守力の平和利用は発電に、放射線利用に、確実に進展しています。

PWRケミカルシム朋

u…

万KW︶︒〜月朱の総愈進捗率は
四五％︒11写翼

ま︶池から取水する︒

その冨山池には︑実物大の原子

上段の写真はタービン建展から
取水口をみたところ︒一勢蜘では

炉模型を展徴してあるPR館とし

者対象に講習会
毎秒六十一誘の海水を復水朗に使

下段矧典申央は︑全筒約八十七

﹁とにかく︑建設現場では作業

う︒

の安全︑外では交通の無難故に万

一園﹁原子力発難所作業管理蕎の
器︒務側の建物が地よ一十五規の

層︵地上蕩六十一層︶の格納容

これは︑げんざい二十二棊ある

・大手町の原艦食議塞でひらく︒

代表取締役議長森沢正炎氏

す﹂と語るのは︑磯崎龍車酬次

金の注懲を払ってすすめていま
木難睡中には本格讃工に入る二

タービン礁麗︒

銀庫影藤丹絵北伊得八一一〇

帯

る撫子力発館所の欝欝にともな

原子力発電所と︑こんご予定され

芸二

六六困電話〇七二七⁝△丁五

謙譲

い︑定検や保修魑理での被曝管理

九州磁力の明日を担う川内は︑

がます濠す重要視されてきている

長︒

い京そのツチ高を︑いっそう高く

懸ホウ素二次製贔

㈱電子機器に使われる半導体シリコンへの中性子照射
㈱高分子梶料の改質
翻電線被覆材等に対する耐放射線試験

リチウム岡位体 燃斜戒型繍工用
纏縫転換総
命再処理附工業薬品

ボット・ワーキング・グループ偏

こうした自国機謡の綿入につい

漂

腎炉は︑この〜騒炉に平行して右
側に建てられる︒

している︒

Q

軽水炉の改造標準化にともなっ
て︑〜丹炉の格納答器は︑先灘格

原子力用

㊥医療器材へのγ線照射による滅菌消毒
㈱水晶・真珠などへのγ線照劔による着色

高純度化学薬品・工業薬品
轡阿
位
継欄 体 磯高純度化≠薬嚢〜1
・
ホウ素同位体
獣縷縷処理用

@

@
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聞

﹁ニュークリア・インフォ﹂

工業分野では︑電力が現在消費
で一日当り薗六十万疹の石佃と一

罵は︑〜九七九年に電力部門だけ

七〇万④相当の天然ガスを燃やし

されている石油の約七五％まで代
蔵することが司能であり︑これは
た︒天然ガスも他のエネルギー源
により代替可能であるとすると︑

現在の消費水華で一日当り約二百
七十万ゆに相当する︒﹁電力の供

﹁公聴会制限は違法﹂

を発電した︒ボイジャーが土星を

い使命を完遂するのに＋露な電力

下したが︑ロケットがその輝かし

を却下したが︑その後NRCが公通過する頃には四酉三＋W位に低

所に要求したQ裁判所はその要求

聴会を開かなかった点について原

た場愈には︑いかにささいなこと

決により公聴会開催の要求があっ

なる心配があるQさらに︑この判

アップ温語について決定をする前

した︒スタゼスキー氏は・AIF

・スタゼスキー氏を新蓋然に選出

エジソン社社長のフランシス・M

米AIF理事会は︑ボストン・

シャーマン氏は名轡会畏に

スタゼスキー氏

CはTMIでの今後のクリーン・

A−F新会長に

を常に提供し続けた︒

告に梅利な判決を下したもの︒
この判決が覆されるか議食によ

場盒︑NRCはライセンスの変更り法律が変更これない隈り︑NR

裁判所がNRC措置に判決
昨年十一月に連邦控訴裁判所が

出した判決は︑NRCでの悪志決を行う離に公聴会を開催しなけれ

の代わりに利用することが賢能で
ばならない︑と裁判所は述べてい

それを他の縫済分野で簡単に四二

るQTM茎の場禽には︑NRC
は聴会を開かなければならなく
に公

無間に電力がこの布場の〜○％を
定を複雑にし︑さらにすでに稼動

クリプトン︒ガスの放出により大

ら公聰会を繍略したQしかし︑こ

ワシントンD・Cの来国控訴動 きな危険は生じないという理由か

謬る心配もある︒

中の原子力発電駈の運転に影響が

の石油が麗麗

ﾈ薄舞劇肩

あるとテイラー氏は話している︒

給が保証されるならば︑今後︑十

奪うと期待できる一とテイラー氏
は述べている︒

電力は︑また主として︑穿間暖
房および寒水供給用に儘竈と商店
判所の三人の醤事は︑﹁事故を起

のA玉Fの無次総会で新会長に選

の副会長であったが︑昨年十一月

したTMIの原子炉からクリプトのような場倉N鼠Cはその予定の であってもライセンス変更の市請
については公聴金を開くことが必

53基が運溶しないと

行動について公思する必要はない

ば︑例えば稼動中の原子力発電所

要となる可能性がある︒そうなれ

一九七九年に

で利用されている石癌に代わるこ

君国エネルギー雀︵DOE︶のン・ガスを放出することを許可し

だけであって︑要求のあった静置

とが司能である〇

たメトロポリタン・エジソン社の

は︑一風当り三酉四十万疹の石油
分析によると︑一九八五奪までに

亡孫を発博する確率は九九％以圭

ンが報告している五価の白淋病死

要となる心配がある︒

している︒

麗の四五〜査五％を占めると予想

﹁ボイジャー成
﹁太陽躍池は火星まて﹂

昨年十一月に土璽への旅行を成

で新しく四名の理薯が三年の任期

成されているが︑今回の年次総会

AlFの理事会は四十五＆で構

再価された︒

ン氏は財務握当理事に︑それぞれ

副社長トーマス・H・オブライエ

・ライティング祉の財務担当上級

は副会長に︑ロング・アインラド

歓畏のウォーレス︒B・ベンケ氏

コモンウェルス・エジソン社副

れた︒

ビシズ社会長︶は名嘗会畏に推さ

・シャーマン氏︵エバスコ︒サ⁝

出された︒前会長のロジャー・5

が住宅および商店で消費された︒

の燃科配置変更の串請のような現

ライセンス変更の前に︑NRCがにも公聴会を開かなくともよいと
いうことではないと裁判所は特示

運開畢建の五十三基の原子力発電
昨奪の夏に公聴会の開催を拒署し

所が計醸通り稼動しないと︑来国

在ではル⁝チン化している庚定に

力反対の国罠﹂は︑最初クリプト

れが広く報道されたことに蝦を発

も澆在より数か月多くの霧雪が必

している︒

一九五四年原子力法の改正条文

この裁判の原告である﹁原子

たのは違法である﹂と全員一致で

欄間暖房と温水供給が電気に転換
の石油罷要はだいたい七十万醗／

今後︑十年間に既存の石油による

されるとすると︑一九九〇年には

力供給確保部長リチャード︒ワイ

ン︒ガスの放娼を禁じるよう裁判

一

している︒かれらは︑被曝した従

であり︑二・二倍の危険率を発見

この調蒼によると︑ナジャリア

業員の臼狙病死亡累は予想率より

する催能性は八0％であるとN王

継果を一九七八鋸に発表して︑そ

s従業員の小さなサンプル調蒼の

ている︒

によれば︑公聴会の要求があった

一轍当り三幾万媚の石油が節約さ 日増加する︒DOE経済規制局露判決を下した︒
れることになるだろう︒

十三塁の原子炉が還熟しないと一

石油節約の司能准もう〜つの分

九八五琿に予想されている石油消

会で行った説明によると︑この五

は︑電気鶴動車が相当な比率を占

ナー氏が表る十二月に下院小委農

めるだろうとテイラー氏は述べて
費猛の三三・五％増の揖摘が発電

野は輸送部門で︑一九九〇年代に

いる︒

五億も高く︑癌死亡率は通常の二

OsHは述べている︒

功の影に原子力
倍であると報告していた︒

原子力拡大は

ーには原子力聴代の燃繕プルトニ

功させた宇蟹ロケット・ボイジャ

話しによると︑核燃料がこの役割

引力研究所︵8PR亙︶翻会長困局︵NASA︶の科単磁たちの
のチャンシ⁝・スター薄士による

で選撮された︒この新しい理事

のビンセント・P・デ・パワ社

は︑テレダイン・ワ・チャン社

ロイ・H・ゴードン副社長︑MI

長︑ギッブス・アンド・ヒル社の

T原子力工学部長のノーマン・C

・ラスムッセン教授およびプルー

デンシャル再保険会社のルロイ・

ーーA一

J・サイモン上級副社長の悪名︒

⁝一NFOから1
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祐俊

ANSI他の品質保守II思子嘘〜項

は米原子力慶藁会議︵AIF︶
が︑パブリック・アフェアーズ
・アンド・インフォーメーショ
ン・プログラムの﹇環として︑

原子力に卸する構報を収藥︑分
析︑評価し︑その結果にもとづ

ョンとパブリック・アクセプタ

いて︑全国的なコミュニケーシ

ンスの輪をひろげるために発行
しているものです︒この情報に
は︑原子力をめぐる月間の動き
がたんねんにまとめられていま
昨無十一一月に下院小委員食で工

不ルギー一門家は︑米国は現在︑

石佃を便用している多くの分野で
電気へ転換することが司能である
ということを明らかにした︒

ウエスチングハウス祉軽水炉部
副社長のジョン・﹂・テイラー氏
は︑州石綴の代わりに原子力また

ことが可能な分野が多くある︒そ

は石炭火力による篭力を利用する

の多くは畏期にわたって機器を取
り替えて行くことを必要としてい

さらに︑石炭換舞たと十五万一

のために消費されることになるQ

の他に︑現在発電のために消費さ

千ナ／嗣憩臆し︑天然ガス換算で

これらの石佃節約が可能な分野

れている石醜と天然ガスを直接︑

男性を銘属した場合︑放射線被曝

スター氏︑ANSて報告 ウム一一三八が利馬された︒航空宇

社会的責務

N三〇SHの調査縮果はナシャ
リアンの調査結累とは異なってい

昨奪十二月に公嚢されたこの調

とすべての原函による死亡率との

る︒PNsの従業員と※国の国入

費は︑議会が酉万びの費用をかけ

う証拠は得られなかった︒

ノ多⁝！多！ク⁝づ！グーづグ5多多多づ多！

は九倦三千二酉万立方縁／駅贈加
他のものに変えることにより節約
⁝
するということも司能である︒米・するとワイナー氏は述べている︒

がん死亡率との
相関関係はない

を果すことのできた喉一のエネル

﹁原子力の援助がなければ︑こ

ギー源である︒

と︑来国は一一〇〇〇奪までに現在

OSH︶が実施したものである︒ ない︒さらに︑PNSの放財線被

万〜三億五千五百万KWの原子力

の計画を成功させ罎なかったこと
は間違いない︒太陽電池は︑火攣

ト推進研究駈のアラン︒ウッド氏

￠

羅繍

屯

東

関
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泰正

人都甲

東

拝故とQA｛の反省点

☆TM玉

B、【SO資岸十全ま葛

屯浜口

す︒

陥
圓
るが︑これはすべて現存の技術で
司能である︒また︑その多くは現
葎すでに経済的にも魅力のあるも
のであり︑その他の分野も石佃簡
格の上野により︑竸争力を得てく
るだろう︒しかし︑これはすべて
霊として政治および規創方針とし
て電力が石麹に代わることを奨励

N10SHが公式見解て麟立職業安全撮健研究所︵N茎 聞には︑いかなる関係も認められ
曝を経験していない従業貝と比較

するか抑制するかにかかってい

して︑被曝した従業員の白面病に

十九か月に及ぶ連邦政麿による

る一とテイラー氏は述べている︒

この調蛮は︑マサチューセッツ州

既に稼動中のものを除き一億六千

港︵PNS︶で低レベル放射線被 ベルモントのトーマス・ナジャリ

テイラー氏は︑一九八0年代に躍 調査結果によると︑ポ⁝ツマス軍
化により石藺を簾約できる主要な

アンがザ・ボストン・グローブ誌

星およびそれよりさらに遠くまで

より還くなると利用できない︒土

労働蕎の﹁最低限の社会的期待﹂

発電駈の増設を必要としている︒

曝を受けるような仕塾をしていた

のレポーター達の協力を得てPN いとN10SHの調査結果は述べ

よる死亡率が高いということもな

分野として工業︑住宅および商業

従業員の闇で癌死亡率が高いとい

の各分野をあげている︒

をみたし︑﹁社会的安定﹂を維持

は話している︒

るとスター鱒士は述べている︒

ア甥ハリスバーグの友人や親戚は

昨葎十一月の米罵原子力学会

行くときには原子力が唯一のエネ

するために原子力発電が必要であ

﹁みんな︑NRCの女性常駐検さらに︑﹁祇会的には︑もちろん

彼女の動静を絹張っていた︒﹁か

ア州パサディナのNASAジェッ
︵ANS︶無次総会で発表した論

︑§︑ぎ︑§︑ご︑詩︑ざ︑§︑§︑§へ
その逆です篇と笑いながらつけ習

れらは︑私が避難すれば荷造りを

︑︑§︑§︑§︑§︑ざ︑︑爵︑§︑§︑

初の 女性検

査窟第一報としてどのような感じ

えた︒

は来国の労働入口が二〇〇〇年ま

文の申で︑スター博士はこの予想

ルギー源である漏とカリフォルニ
がするかとたずねるのですが︑私

う﹂といって笑った︒彼女は避難

開始しようと考えていたのでしょ

査官 が登場

グラハム女曳は︑一九七六弾に

☆バージニア電力がノース・ア

コ；ネル大学物琿学科を卒業し︑

ナ㎎署原子力発電所をキャンセレ

はないし︑パイオニアのように蕩

ボイシャーのプルトニウムニ三

はそれを特命なことと考えたこと

26歳のメアリ・

グラハムさん

でに約一倦三千二百万人になると

その薙に学生協力計魎に基づきN しなかった︒

すると決定した後の十一月二十四

えていないのは確かです︒仕饗に

ニア大学で原子力工学修ナを取得 原子力登電所に今後三〜五無間駐

八燃料は︑伸ばすことのできる棒

RCに入った︒一九七八薙バージ

の中に入っており︑それを伸ばし

関しては︑私はまず第一に猿子力

マックネイル／レーラー︒レポー

日に公共テレビで放映されたザ・

る︒その最低限の期待をみたすた
技師であり︑女性であることはそ

後・アトランタにあるNRCの第在し︑同発露所がN逸Cの安金性 めに︑※魍のGNPは少なくともた時には尾のようになる︒核燃料

仮定したものであると説明してい

原子力発鱈所の滉場に駐在する

グラハム女史は︑マクガイヤー

達邦政府の検査密という幹部職に

の次です篇と彼女は青している︒

射性同位元素熱電気発電機︵RT ト﹁帯場の原子力﹂の原稿をIN

☆AIFの一九八O鋸度産業会

の一つである論文﹁放射性廃棄物

議錨を印刷物分野で受賞したもの

⁝何処へ行くのかi﹂のコピーを

晴には︑RTGは鍛低四恩五＋W
AIFで配布中︒

隅

隅1森

☆エンシニアリングのQA

業
産

力

原

AIFが﹁漏ユークリア・イ
ンフォ扁を発行した背燈には︑

鋭化するにつれて︑一方的な見

女性が初めて任命された︒ペンシ

一丁五％／葺で成長する必要があ は︑縦に並んだ三つの独立した放
るとスター博士はいっている︒石

転するよう監視することになって

機は核燃料の熱を電気に変えるこ

G︶の中に入っており︑その発電

および環境条件を厳しく守って運

炭の生産は﹁最大限近く﹂にする

二地区演査実旛喧務所へ赴任し・

必要があり︑その他に一億六千万

そこで二年間みっちりと訓練を受

いるQその後はどうなるのか︒﹁黙

アリー・ジェイン・グラハム︵二

れにもわかりません︒しかし︑私

〜三億五千五葛万KWの原子力発 とができる︒

ルバニア州ハリスバーグ生れのメ

﹁二︑三惑前であれば︑私は難

としては管理量的な地位につきた

電所を稼動させる必要がある︒

FOで配布中︒
しい顔をして悪口推一撃を吐いたで

いと思っています﹂と彼女は話し

における※国の総エネルギー消費

EPRIは︑電力が二〇〇〇奪
ての電気を供題している︒発射の

この核燃料がボイジャーのすべ

しょう︒でも︑慧はそれでよかっ

ている︒

TM王事故の時︑ペンシルバニ

たのです﹂と彼女はいっている︒

けた︒

ース・カロライナ州チャー齋ッテ
で完成間近いデューク電力のマク

メアリー︒グラハムさん

原

1日270万ハレルの石油を節約

ガイヤー原子力発電所の二人のN

を開始した︒

☆品質保認基4

lAεA、ANS［、10CFR50−App

☆原予誘発屯所翻転と品質保μIL

人安藤

工業では75％可能

RC常駐検査嘗の一人として仕事

・脇戸f省井上

の見静壷1し

藤井

☆原f力発電所建改とllI瓢㌦質保rllL

電力会社、機器・材料メーカーのQAの内
容とノウハウを公開した、わが欝欝の完全

一路

，と野間

乗

屯茂囲

☆ASME，10CFR50AppB

鋳

象

☆わかillの晶質保ロiI

の髄質保証（QA）について、内外の現状、

電力会社における品質論議体制

溝司

ウ異岡

出

☆品質ず米r，ユ1の【1鵬ミ的アプローチ

にわかに関心の高まっている原二二発電所

製造業における品質保証体制

解説書である。

☆テーマと筆者

わが国初のQAの完全解説書

」．

上製本約250

発電所

財・製鋼小野寺真作

☆製作・据付におけるQA
☆材届製造におけるQA

考えだ等姦解説。
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電化推進で脱石油を
六歳︶は︑昨庫九臼月二十九日にノ

1メ

写

原子力開発への批判や反対が先

解や不正確な黙黙が増加し︑火
粟の原子力に対する純粋な諸膚
や繋朴な不安を誤った方向へ論

かがえます︒この幽静は発行以

難させかねないという翼構もう

来︑原子刀鯛係者のみならず議

会︑連邦︒鋼政紆︑マスコミな

噸礪

⑱
どからも注目されていまずG

黙醗

醜
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い﹂との考えにたち︑雛襲諜題に
開することにより︑電源立地を際

行政簿を一体とする国民遅動を獲

遊鋭の実施②テレビ・ラシオ︒映
瞳等を遡じて国民に臨擾睡びかけ
る③自面体関係蓄︑地方団体闘係

海上ボーリン
グ調査実施へ
下北原発欝颪
藁北電力と東京臨力が弩森集下

より・環境影響調査のひとつの柱

歴史は難く︑昭和四十奪五月︑東

している﹁下北原子力発電所﹂の

い︑約九落万萎萎綴の敷地を予定

逝村議会が誘致を決定したのには

となっていた海底地質調査は︑一

じまる︒その鋸の十月には︑欝森

挙に本格化することになった︒
海上ボーリングを担讃する東北

択︑四十五琿から矯地買収がはじ

県議会が東通村の誘致講願を採

まり︑今Bでは︑必要用地のぼと

鍛力としては︑三月下旬にもボー

両電力と地元二漁協の調印によ

リングを書始したい謳え︒

って︑﹁下北原子力発難所﹂は︑

北郡東通村に計瞬している原子力
発霜所にともない︑先月二十八隣︑

電力とともに︑調査は順調にすす

陸上の環境調森を挺瀕する船脚

んどが確保ずみ︒

小田野沢漁協︵川環昭雄組倉長︶

その実現へ耀けての

歩を大きく

とともに︑両電力との海上ポーリ

踏みだすことになったQ
協定滞によると︑ボーリング期

ング調査濃業補鐵に調曙した白糠

に向け︑両軸力は鍛大隈の努力を

んでおり︑環境影響調査讐の作成

漁協︵赤田吉之助総禽長︑繕愈員

闇は七月三十一闘まで︒爾漁協へ

鞠一冊停階曽︐

一騨内需騨冊

傾ける方劃︒

五一八十三人︶は十β︑岡瀕協で

の太平洋側︑南北の海藻線に沿

東北︑東察両惣力が︑下北楽島

の補償費は︑一千五酉万円︒

ングを承認した︒白糠漁協が海上

遅常総代会をひらき︑海洋ボーリ

ボーリングを正式に認めたことに

一齢一一圏幽俸

と題する講演を︑衆議院予郷委鍛

一一一一用藺

会出席のため欠席した長窟に代わ

一一一一幽圏

推進②電源三法制度の充実︒強化

隔瞠柳﹇営

難航地点への支援では①偶隔地蜘

極的支単一1などをかかげてい り賜岡敬展科技庁長詩窟勝心議

等による電源立地地域鼠総体の積

﹁さいきんの構勢をふまえ・原子

瞥が代誠︒その中で中川長懲は︑

る調蕉︑支援濡動②推進毒忌擾︑

る︒面面は︑原発建設をめぐって

立地推進のため︑岡本部些細によ

畳職を受け入れようとした町長に

霧および企業︑労絹︑消費嵩団体

られている︒

議員への支擬驚動⁝⁝なども考え

を行い・着実にその発展を閣って

力研究開発部胴長期計画の見曝し

有識蕎らによるシンポジウムおよ

対し︑リコール投票が行われるこ

いくための長期的展簗や方策を明

総禽的な電源立地推進のための

等との懇談会の開催④学鷺・地元

びマスコミ懇談会の開催⑤電源立

確にしたい扁とし︑原子力発躍の

とになった高知県窪川町に︑党を
あげて︑リコール阻止へ支擾然制

共施設の整備②麗林水産業の近

洋処分については︑﹁関係諸閣の

R︑運開は六十四奪三月予定O

三薄機は八十九万KWのPW

まとめることにしている︒

ので︑二〜三か月で一応の難論を

きる欝欝キ台をつくろうとするも

罠が受け入れるかどうかを判断で

今園の検討は︑三号機繕設を町

た︒

題は大きく動きだす見潤しとなっ

的検甜をスタート︑三弩機増設問

﹁政策委員会偏が設課され︑実質

策懇談会﹂︑十六温には町にも

これをうけて問撒町議会に﹁政

た︒
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この装置の適用範囲は︑圧力容

の開発﹂の受賞理由には︑①溶接
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電子ビーム溶擾は︑変形がすく
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と聴期が延期されてきているのが
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は︑一応︑昨隼十二月同専門部会

また・高レベル廃棄物について

係する﹁大出力電子ビームの山蛭
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工業の各分野に大出力電子ビーム
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このため︑今回の検討では︑こ

けられないままとなっていた︒

電子ビーム溶接の研究は︑近黛

一方︑臼立では︑この技術を使

とっており︑交渉もタナ上げの状

管製造法の開発﹂︵豊田茂新臼鉄

に机上調査が行われている︒

力環境整備センターで全国を対象

しかし︑現地調査の串し入れに

れ現象の解決liなどがあげられ せた結果︑昭和五十五年における

た﹁廃坑﹂の二方式︒すでに原子

は︑海洋投棄の場屋のように﹁何
発表した︒

態︒このため︑﹁試験軍票分一の

は︑この実施計画がまとめられて

れにたいし︑げんざいの段階で

ているQ

むのは確実の情勢だ︒

実施は︑はやくても三無にズレ込

このため︑険討では︑こうした
現状をふまえて︑実施購期をふく

となる﹁陸

めて︑総禽的な見磁しを行うこと
にしている︒

単の爾輪

する低レベル放射性二九物は︑す

ても﹁五十年代後楽に本格貯藏を

﹁水産界の同愈が前提﹂というの
が政府の基本姿勢︒

事鹸情報の検討へ

ことにより︑稼働率の向上にも役

は﹁事故・故障に迅速に対応する

だすことになったもの︒通産省で

騰したのは︑ウランカルテルがあ

格が昭和五十一年には四十がと高

ポンドあたり六がだったウラン価

正森氏は︑門昭和四十七年に一

テルに情報を提供している﹂と指

カルテルに加担︑一部商社はカル

また︑﹁譲本の︸流商社もこの

立つ﹂としているQ

査に入っており︑来年度は千颪万

今無題から電中研に委託して調

在を嚢づけるものとして︑①一九

た︒

いウランを買わされた﹂と強調し

テムをスタートさせたい方針だ︒

原子力発電所の事故・故障につ

ス社がシカゴでウランカルテル訴

七六年十月に米ウエスチングハウ

ったためだ﹂とし︑カルテルの拝 摘︑﹁日本の電力会社は不嶺に高
いては原子炉等規舗法︑電気事業

入れる︒

円を計上︑本格的に検討のメスを

六千八落三十三億円︒うち製鉄︑ウ

七九駕度のウラン購入価格は一兆

茁怐Bウラン価格は︑コストニ

ランの剛合は四割で六千七頁三十

訟をおこし︑ウラン供給会社が一

②七七隼十一月︑テネシー虞谷開

億がを支払うことで和解したこと

同氏は貝体的に︑﹁一九七二〜

法によって設置蕎による﹁墾口﹂

ウラン価格
めぐり論議

が義務づけられている︒しかしこ

うした報告の﹁分析﹂について
は︑行政当局の﹁入力Uに頼って
いるのが難球︒

十七環年後の衆議院予算委員会

法省がウラン供給会祉のガルフを

こしたこと③七八年五月に米国司

十〜四十五がは不嶺な高備州︒臼

を言えても二十五がで︑現在の四

十がに正当と蕩えられる利潤五が

いて︑しっかりとした説明を聞い

た︒

る﹂と蕎える人は八五％にのぼっ
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かえり︑国罵が負握させられた﹂

同氏は︑﹁公正取引委員会楠資

と指摘した︒

とられた分はとりかえすようにし

橋口載委員長は︑﹁不当な取り引

これに対し︑公正取引委員会の

てほしい﹂と要望した︒

き価格はメーカーが行ったもの︒

はむずかしい﹂と答弁︑通産雀資

代理店がただちに翼任をとること

に開発が制隈されるようになるか

自然エネルギーの実周化につい

ら︵一一一％︶となっている︒

ては︑﹇十〜二十無先﹂と謬えて

えた︒

繁

奪

警

ワイドレンジポスト

総遷錨計画のずれを配慮
原子力委員会・放射性廃棄物対簾総門都会は今要をメドに︑低レベル放射性廃棄物処理処分方策の

分漏を並行してすすめることにしているが︑従来の方針と現実の計画との間に﹁時闇的ズレ﹂がでてき

あり方の兇直しにのりだす方針だ︒わが国では低レベル廃棄物については﹁海洋処分﹂と﹁陸地処

ていることなどから︑実態をふまえて今後の員体戦賂を再検討することになったもの︒濁面︑焦点と
なる海洋処分のほか陸地処分についても︑げんざい傑補地が﹁数か所﹂に絞られてきており︑今回の

一方・

でに二筥樹ドラム衝で累積二十八

行う﹂との方針にもとづいて﹁数

地処分一についても︑げんざい候

万本以上にたっし︑昭和六十年に

か所﹂に候補地が校られてきてい

損討は︑核燃料サイクル確立へ向け︑新たな論議をよぶことになりそうだ︒

は九万六千本／琿︑累稜で六十二

るが・いまだに具体的な実施計磯

迅速な安全対策に反映
薯硬鱗から報籍されてくる故隔

ことになった︒

データをコンピューター処理し︑

発公社がウランカルテル訴訟をお
薯故情報データの薔績︑裳故対応

で︑共産党の正森成一一氏はウラン

で和解が成立したことllをあげ 本は八年間に約三千偲円も扇い

反カルテル法違反で告発︑四万が

梁議院予算委
を究明︑その故駆の教訓を迅速に

の迅速化に役立てるため︑原子力

の見解をただした︒

価格間題についてふれ︑関係各雀

こうしたなかで︑通産織でも・

蜜蝋鮒策に反映させようとするの

の確立へ向け︑具体的検討にのり

発電所事故情報収集処理システム
一応の考え方をとりまとめ︑シス

たことがないから﹂という人が二

門世界中ですでに運転中だから﹂

関西電力は昨葎十月︑岡社の

＝＝＝雪＝一﹇＝嘗卿＝幽＝需＝＝一＝曹＝コ一嘗＝冊＝＝＝＝一一曹＝芦コ雲需需＝＝＝＝＝＝冊＝圏＝＝＝轄一＝−二＝瓢＝＝辮＝需用＝嘗＝＝：一＝＝二；＝曽＝＝髄＝コ＝一一一＝＝＝＝：冊二＝；二＝冊＝一＝＝一一幽＝＝翻二二＝＝儒冊＝皿

﹁てんきモニター一約一千磁を対象 三三％︑﹁政臆が安全管理を厳し

買物をしたことになる偏と説萌︑

がねらい︒昭釈五十七小筆までに

原子力発電所に潜在する故障原口

た︒

万本にものぼるとみられている︒

が示されていないため︑地盤との

瀬塵憲

遡塵省は来隼度から原子力発電
所事故情報収集システムのあり方
について本格鮒な検討にのりだす

一州轡冒一−

ウラン巻縮

実験装置を記
旭化成工藁

者団に初公開
による技

は除外される冤込み︒

これに対して︑わが国の低レベ

﹁横討まち一の状態だ︒

ル放射性廃棄物対策は︑海洋処分

た︒

交渉にも入れないままとなってい

このため︑原子力委員会では︑

と陵地処分を並行して実施するの

こうした現状をふまえて︑総合的

が基本方針︒このうち︑海洋投棄

﹁試験的処分扁について︑すでに

については︑五召控を処分する

﹁安全上問題はない﹂との環境評 に低レベル廃棄物対策のあり方を

け新しい異体戦賂の策定にのりだ

兜濾し・処理処分体制の確立へ向

しかし︑実施躊期については︑

価結果が得られている︒

当初﹁五十三年頃から明手する一

海洋投藁の実施時期については

総合的なメスを入れる︒

物対策専門部会で今旦をメドに︑

すことになったもの︒放射性廃蔓

︵照和 五 十 一 奪 原 子 力 婁 巖 会 決
定︶とされたが︑実施の前提とな
る﹁水難界の岡慧取りつけ篇が長

化学交換法

燭化成工業はウラン濃縮法の一

つである

﹁開発できなくなる﹂は一％で︑

また︑﹁難航する偏は一四％︑

負撹を負わされることのないよう

源エネルギー庁で︑国民が不当な

また︑聡繭電力では昭租五十五

七％となっている︒

その理由としては︑公事や安全性

く行っているから﹂二五％︒安全

に対する不安が解消されないから

響理︑技術水準︑外国での実績等

二五％を占めているが︑このこと

琿宋現在︑原子力は全発電設備の

に︑原子力問題についてのアンケ

だ︒

が大きな理由となっているよう

一㎡修SWUあたり漂が程度のプ
⁝ト調葦を実旛︑このほどその結

術を独自に開発し︑将東︑濃纏役務

それによると︑﹇原子力発電の

果をとりまとめ発表した︒

安全性についてどのようにお袴え

現在︑同社の川崎工場にある化

ラント実現に本玉を深めているQ

︵八八％︶︑国や電力会社の原子

学交換法中型実験装置︵鐸写麗

ですか﹂という質問に鰐して︑安

の理解が得られないから︵四五

れる︒

力に対する原画の高さがうかがわ

力開発に寵する姿勢について国民

翻︶は︑高さ三洋︑内径十律層の

全だと思う七％︑まあ安金だと慰

％︶︑核不拡散の観点から国際的

は︑﹁廃棄物処曖の問題が解決さ

瑚評β盤不安は廃棄物処理
れていないから﹂が最も高く五二

厳しくチェックし︑今まで不当に

を知っていた人は四〇％と︑原子

濃縮塔野木を建設鯖とし︑薬品の

う四二％︑不安に懸う四二％︑ど

他方︑不安だと思う理由として

流れをコントロールする切換バル

る︒約牽数の人が原子力発電の安

ちらともいえない八％となってい

問題解決には信頼
ーなど︑ほとんど稼働部分がな

叢々は安全性に重して不安を持っ

全性を認めている

方︑閥二％の

ブ︑システム管理のコンピュータ

く︑数台の白雲ポンプがゆっくり

﹁公益事業であるから高いものを

源エネルギー庁の森山儒年長宮は

たq

買わないよう指巻している﹂と答

いる人が四〇％︑門二十一世紀に

痒ぐらいの間一と︑近い将来の実

なってから﹂三三％︒門こんご十

される﹂が六七％で︑門開発され

門順調とはいかないが何とか開発 用化を予想する人は二三％だっ

れ順調に開発される偏が一八％︑

﹁現在のいろいろな問題が解決さ

聞やテレビで︑しばしば故障が報

今後の原子力開発については︑

道されるから﹂四四％︒また︑

とは思えないから﹂四五％︑﹁新
力会祉が安全籏理を厳しく行って

原子力発電のしくみや安金性につ

％︑ついで﹁放射能の蟹理が万全

いるから一五〇％︑門現在の技術

安余だと思う主な理幽は︑﹁電

ている︒

月から動きだし︑不和五十八鎌に

は充分信頼できるから縣四七％︑

識

各種モニタリングカー一．

同
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口
数雛叢とリズムをきざむ罎かなもの︒

また︑これらの成果をさらに大

は︑富蘭県醸陶翫に︑その雄姿を

︐羅
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原

許認可期闇の短縮を
槻黙悔罐電力不足の恐れも
来齪の原子力藍業界の首脳は︑このほど︑原子力規制委員会︵N貧C︶を訪問し︑﹁現在建設中の
原子力発電駈がスケジュールどおりに運開しなければ︑一九八○蔵置半ばには︑一部の地域で蹴力不

石炭と原子力だけだ○しかし︑石

の罐離職要を主に供給できるのは

ン

ス

した︒いずれの場盆も︑サイトは

体と延期解体の二つの場禽を研究

解体費はいずれの

元の状態に戻す︒

︒場禽も大きな差は

申で︑この秋には

けるとはみられていないが︑運転

のため保守陣止の期闘が彫響をう

再開の見適しはたっていない︒

の水質が燭かされることと儒蔑の

ことについては強く要求すると述

廃棄物貯蔵所

の試掘阻止へ

スウェーデンの環壌団体

諸礫境防繕機

︻パリ松水駐在農︶スウェーデ

ンの環境説蔑団体

の放麟性廃棄物暫窟貯磯所 CL

AB 誤薩︵千五酉沙プールニ

関 は︑核燃料供給禽社SKBF

の微鐙放射能水は︑緊急冷却装置

ている︒政府が約＋か所の試掘を

台︶の準備丁事妨籍に動畏をかけ

射線が検出される兆候はないとし

納容器内に漏れたもの︒

おり︑デンマ可ク︑ノルウェーか

運勤は試掘個所二か所を而拠して

にも工箏開始の予定である︒反対

殿養したので︑SKBFは二月申

のバルブが誤って開いた際に︑格

ている︒約＋万昭︵三哲八＋釣︶

対を表明した︒

境が衛やかされることにも強い反

によって新工業地帯が発展して環

べた︒また原発が建設されること

安全が保証されなければならない

なろう︒

発い公薯れることに

蹴

@驚る窮肇儀

イ翼準備金を義務付け

襲嫉叢蓄髪・の

繍護国いる︒返還エネル

状ル
てることになって
のエ

癒魍ク準備金として積立

@骨力会社は解擁を

す炉スイス．フランと
原 舅稜られる︒諸電

るの

鋪騨嚢鷲難

困表のゲスゲン︒デニ

@灘ない︒スイス癸

は

な

研究は西独諾鷺二食社と協力し

明らかにしている︒解休は即時解

墓いて原発閉鎖および解体研究報

発諾電力三戸は︑修正原子力法に

解釈が行われるおそれがあるとし
て批判している︒しかしムーズ川

ダンピエール三
ラ

号︑送電を開始
フ

て行われた︒研究の結果は閉鎖・

解体には大きな障叢がないことを

一︑ベルギー鷺力会社および

︻パリ松本駐在員︼フランスの

格納容器外部への放射線漏れば

された状態におかれていた︒緊急

らの憎援を待っているという︒

☆火災解析専門技術者により現そ梱際諸定収1ま新基準に聴

告講を華麗エネルギー蟹務周に提

ーガン政権による原子力麦持購明

ヴェール・ラヴニール紙による

︵または︶政府は原発に鵬資し︑

ロワール河畔にあるダンピエール

購鐸警は午後八晴五十七分置ら九

なく︑発条所は常購︑安金に管理

聴二十七分まで発令された︒事故

ブインランドのTVO︵テオリス

ーデン・ボイマ︶から︑ウランを

た︒

六弗化物に転換する契約を締結し

トリリョニ号の

一九八七璋送徳開始の予定︒

該燃料製造・貯蔵・再処理｛場当ひ療∫力研究施設等

の︑国内の新規発庄は過戴二割以

が産業界に対して励みになるとし

氏は述べた︒

に規制する︒

﹁原子力開発に活発にとりくんで

と︑ノトン外樒がフランス政府に

安全性描蹟の実施を監視する権利

原発三号機︵九十万KW撫圧出型
炉︶は一月三十凹︑送霜を開始し

た︒一月二十三B︑工業省から臨
界と娼力引まげ竃場をえていた︒

セコヤー一号で

暮

塵叢号麦
ｼが微量汚染
格納容器内への

水漏れのため
※陶のテネシー渓谷開発公祉

UE社がKWUに

六弗化U転換で 建設発注を内示

︵TVA︶のセコヤー原子力発電
所一号機で二月十一日︑十四名の

︻パリ松木駐夜員Mスペインの

ユニオン・エレクトリカ社︵U

︻パリ松水難掻員Uフランスの 露︶は・西独KWUにトリリョ原

認ミュレックス社

τV⑪と契約

TX作業員が欝の放罷をお
びた水で汚染する事故があった︒

汚染箏故は︑発電所の保守檸止

印に起きたもので︑八名が皮囎

A三九％︑イメタル一〇％︶は︑

の照
設発
を内示した︒岡原発は
EX睡PUK五一％︑CO
G
E注M

発二騒機︵酉万KW翻墨水型炉︶
を︑六日が衣服を蝋染した︒TV コミュレツクス社︵COMU貧薮
Aスポークスマンによると︑作叢

商業用原子力発電所（新規建設及ひ運転申プラント）

撮した︒

よりも躍安である〇一貫した規制

︻パリ松木駐葎興︼ベルギー政

とするムーズ川の流騰を保認し︑

いる多くの諸外國では︑原子力発

求める代償として提案した内容は

KW撫圧水型炉︶は新原発運転開
始とともに閉鎖し︑ムーズ川の汚
染を凝らす︒

一︑フランスはベルギー領内で
も原発隣接地域で電力料金を鶴引

ノトン外樒は︑この代償の公表

きする︒

は部分的な文霧の内容で一方的な

τ ノ〃
翻謝
ムス
九

廃炉準備金2億フラン積立てへ
︻パリ松本駐在員Mスイスの原

閉鎖解体は困難でない
員を所内で除染した諮果︑残留放

設

上ゼロだ﹂と米国の状況を説明︒

無以上も許認司印請中のプラント

また︑ヒル氏も︑﹁来磯内には七

が数墓あるが︑海外だったらすで

故策をとることによって︑施設の
っっも︑最終的には標準設計の承

当罐の酸緊慧癖項としては︑レ

に逸開している駄と例示した︒

安全性に影響を及ぼすことなく︑
認や箏前サイト承認舗などの許認

ず︑その発臨コストは︑石炭火力

蟄ホ費を大磁に籔減できることが

﹁電力会祉はなぜ原

できる﹂と述べた︒アハーンNR 胃の改革を切望している︑とヒル
C委員畏が︑

子力発賢所を欝欝しないか﹂と質

聞したのに対し︑スタゼスキi氏
は︑﹁原子力優蠣の救済策は︑イ
ンフレと窟息による影響を小さく

建に陥いる町能性があるしと驚欝︑原子力開発の足を引っぱっている二大の要閣である許認可継度の
改革を迫った︒さらに︑産業界の葭脳は︑﹁建設期間中に得われる絶え闇ない規制の変更は︑発電所
するための許認測期間の短縮以外

ハールバート氏は︑﹁WHは現

にない﹂と答えた︒

の資本蟹を大纏に上響させるだけでなく︑しばしば安濃性を損うことにもつながっているので・逆効
果である﹂と強調し︑﹁このため米圏は︑他の多くの海外諸国に比べて原子力開発の諏で急速に立ち
運れつつある﹂と憂欝を表明した︒

IF︶会 畏 兼 ボ ス ト ン 電 力 社 畏 ︑

炭だけで金趨加必要を賄おうとす

仏に安全確保を要求

在内外で㈱十一茎の原子力発電所
原子力開発の円滑な推進を求め ル・GEパワーシステム部門担浮 し︑石燦や再生可能資源をうまく
て︑NRCに陳糖した瀧業騨醤脳嚢三冠︑カール・ウォルスキーA 利飛したとしても︑二〇〇Q奪に を建設串だが︑このうち海外から
は三六KWの鷺力不足になる﹂と の発注ペースは舘びているもの

の顔ぶれは︑フランシス・M・ス IF理町長の五人︒

カラー氏は︑EPRI報告こ
指摘した︒さらに︑﹁今後の※臨

フロイド︒L・カラ⁝電力研究所 概観と戦略﹂にもとづいて︑璽力

れば︑熊鼠の葛人のうち十六人が

タゼスキ ー 米 原 子 力 魔 業 金 蝿 ︵ A

不疑の可能性を予測︑﹁原子力発
︵駕PRI︶理環長︑ゴード ン ・

九八一〜八五奪の研究開発計画巨

C・ハールバート・WHパワーシ電所の新規開発に今からコミット

d、｝㌧りr発｛r）かり概算した。

困珈解ショー発電所拡張で

・気化についても岡様の制約がと

一︑フランスはラ・ウイユにダ

型炉四璽︶に反対はしないが代償

な効果を大編縮平する︒

また原発が排出する廃棄物の有審

ー原発拡張︵蔚三＋万KW加圧水 ムを硬設し︑ベルギー工業が必要

府は︑フランスの国境近くのショ

とみなすことができる﹂と強調し

躍閣議︶︒

電所建設のリードタイムは米国よ

を獲偲する︒

万菰千瑠の微騒放射能水の除染・

一︑ショー原発一二機︵三十万

次の諸諸昌と報じている︒

一︑原発の放射性廃棄物は累減

された︒

屋の外壁が湿っているのを発見︑

園山を二月十一漁猟に発了させる

3CPLの技術蕎は︑漏れた二
約十堵︵三十八認︶だけが外部に

悪岡である︒水は放射性廃棄物処
建屡の外壁佃近の土と水を幽ち

理系玉転歴の賠蔵塞にある蕪つの

流説していたことが分かった︒

が︑五購間後︑発墨所の職員が建

が建屋内に閉じ込められていた

は︑資本費が無いにもかかわら

りもかなり短かい︒原子力二期

産業界葭脳は皆︑凹石同音に

を求めることを決めた︵一月三十

オプション

｛1

た︒

絶対的に不罵欠な

もなうことを袴えれば︑原子力が

道輸送力も不十分で︑石炭の液化

炭鉱央にならなければならず︑鉄

な

ステムズ社日︑ハーマン・R・ヒ しなければ︑最大隈の節約努力を

〜

購い

米圏のオイスタークリーク原子
力発魁所の放射性廃棄物処理系統
建優で・二月＋日︑微臣の放射能
をおびた約二万五千堵︵約九十五

踏︶の水が︑岡建腱の床に漏れ
た︒

で︑岡欝蔵窯の床から五ぼまで水

一万五千昭タンクから漏れたもの

ー・アンド・ライト︵JCPL︶レベルの湾染が認められた︒放射

がたまった︒岡施設は一九七八葎

にサンプリング調査した紬果・低

能レベルは︑接触部分で︑バック

ジャージー・セントラル︒パワ

社が運転するオイスタークリーク

3CPLは︑水漏れがあったと

から稼働していた︒
い二︑卵レントゲン／時以下だった

原子力発電所︵BWR︶は︑ニュグラウンドレベルよりわずかに隔
ージャージー州トムズリバーの十

き︑同発電瞬を六十万KWで運転
していたが︑除染中も発電を続け

が︑十縁︵三層︶離れたところで

ると述べた︒水漏れの三三は︑右

覗醒に位磁している︒

敷地麗界でも毒虫だつた︒これ

は検出できなかったし︑発熱所の
JCPLが原子力規制委興会に
報告したところによると︑発開所

下調査中︒

ブ・マシューシ氏によっても横証

は・郡放射線管理担蟻嘗のジョセ

の職員が午前二塒︑床上への漏水
を発見した︒水はほとんどすべて

米剛sc撒術蹴・鶴i艇は原子力プロジェクト二三

側船せは品質保証技術部雛棚まで

8凶
68｛i
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1嗜、窄凋設備L事者、安全技術者
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電気設備王
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☆原子力品質保証マニュアル作成の指導

防災設備会控、保険会制、施設管理者

干105東京都港儀芝大門1−4−10火蔵ビル

☆QA／QCプログラム及びマニュアルの翻訳

技術サービスの対象

シヤパンテツク・サ叱ス難

☆総合品質保譲システム確立の技術指導

ib月30日覗
覧衣｛1980
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レーガン薪政権が誕生して早く
も⁝か月たとうとしている米国︒
カーター大統領晦代の原子力掬制

二代が到来し

商業的にバイタ

政策︑それにTMl瑠故の余波か
ら脱けきって︑
リティーに窟んだ

ようとしているQ当紙ては︑米国

﹂LP﹁P

著しい貢鰍があったとしてクラ

※原産から︑公衆の理解促進に

そうだ︒多忙の合い間をぬっ

ンズをプレゼントしてもらった

ンを購入︑奥さんからは交換レ

を蕩える﹂と題して講演︑原子

人物の撮影に励んでいる︒出張

て︑カリフォルニア州の海岸や

力パブリックアクセプタンスの

三一︶で﹁八0奪代の企業戦略 常委員会の委貴︒七八葎には︑

b一﹁O一﹁P−P﹂E﹁b一

るGE祉原子力偶報部畏

原子力の理解促進に努め

ヘクシマー氏
一九五六隼にGEに入る前
は︑ユナイテット・プレスやニ
ューヨークのラジオ︑テレビ局

虎のア︒今回

旅行によく出かけるのでカメ
ラは︑いわば

にくっきり映える冨士鵠に掲会

成田空溢に到讃する寸前︑夕摂

最大企藁の一つゼネラル︒エレク

⁝大学で学士腎を︑コロンビア
い抜縦のシャッター・チャンス

の記餐︑編曲蓄を歴任︒コルビ

大学大単院でジャ；ナリズム学

ヒュー・D・ヘクシマi原子 力 鯛

報部畏が来日したのを機会に単独

カPR学雲の金員でもある︒
のを︑無理やりにあげてもらっ

人生訓というか座右銘なるも

やせなくなっており︑資金面で新

ようになることを希望する︒昨

力に対する一般の隻持が鰐られる

世間一般の不安をとり除き︑原子

へ

続きをとれば︑環在の煩推な許認

査だけすればよい︒このような手

立地条件などの地域の特殊性の審

合︑審奮はほとんど省賂される︒

ーシが大幅節減できる︒

け︑利息などのキャリング︒チャ

軽減のメリットがあり︑とりわ

電力会社にとっても非常なコスト

分位に短縮される︒この制度は︑

国難の支持が笑われかけたときに

力発電所事故で︑原子力に対する

に︑スリーマイルアイランド原子

果として現われてきている︒とく

民俗動が︑原子力発電推進に好結

するのでなく︑共通の蔑標をもっ

︒

のあるセッションで議長をつとめ

Ilこれは︑二月二十鷺臼から

﹃

ると聞いた

二十五鱈までアリソナ州フエニッ

でなく海外の亀力会社などからも

クスで開かれるもので︑※麗だけ

に関する会禽である︒二十三田午

参加する公衆問題および公衆情報

後のセッションの議長をつとめる

わけだが・このセッションでは︑

ノ

魎鎌

タ

畿︐

貯鶉・無麟繍

警︑．

三三

纏難

麟懸

慧繧灘懸灘鯉

IF︶が主催する﹁INFO租﹂

▽今年二月下旬に︑米原産︵A

ということを痛感した︒

は︑公衆の支持が大きな力になる

可はもっと簡素化できる︒もしこ
れが実現すれば︑詐認司期間は半

糟市民活動を評価
▽鍛社のあるカリフォルニア州

ことが非常に効果的である︒

た各種団体が協力してやっていく

PAは一企業の枠こえて

と聞いているが︒

は︑原子力反対気運の強いところ

▽石癌危機以降︑米国では︑草
の根の科学蕎や箭民の団体の活動

⁝⁝カリフォルニア州は︑州と
して反原発色が強いことは確かだ

がとくに圏に入るようになってき

原子力以外の産業界の公衆問題を

が︑反原子力の急先鋒になったこ

⁝⁝布民団体の猛勤をたいへん

たが︒

の麗業ではどういう間題に巡遇

担当している人々を招き︑それら

とはない︒これまで行われた原子

評価している︒原子力産業界は︑

力反対倥民投票は︑いずれも哲決
されている︒偲来の姻のエネルギ

し・それをどう乗りこえたのか︑

原子力に対する理解建進に努めて

ている︒この種の催しは︑おそら

などの経験︑教訓を聞くことにし

きたけれども︑いわゆる公衆支持

える団体が生まれており︑GEと の重要性を︑しんそこから認識し

く初めてだろう︒化学・航空︑製

る総命エネルギー計画を刀剣に響

たのは︑ここ十年置だ︒もっと早

薬などの業界の人々が参頒するも

ー需要を十分に満たすことのでき

しては原網嚢の知識︒経験を生か

くから︑公衆の支持を得る努力を

のエネルギー事情視察鐡が︑サン

と思う︒昨鰯十月半ばに︑経開題

▽

﹁

鰯

（06）345−6261
TεL （03）541−2191

に心を浮き浮きさせた︒

七〇琿から原子力部門に配

れの欲するところを人に施し︑

たところ︑漢詩風に訳して﹁己

四十九議︒家庭はアン夫人に

規投資しにくくなっている︒第四

せるようにこれらの団体に積極的

すべきだった︒エネルギー推論

︵エナジー・アドボカシー︶の市 のと思う︒

に参加あるいは協力している︒現
実問題として︑カリフォルニア廻

隔

パブリック・アクセプタンスの面

て正しく理解してもらうことが︑

属

TE：L

を薯攻し修士霧を取得︒アメリ

で︑原子力の理解促進に置けて

した︒

イド・A・リー厳の金賞を受賞 なかれ﹂を英認で語ってくれた︒

己れの欲せざることを入に施す

隅︑以来︑社内外︑米国内外

積極的に播動︒昨鉦⊥阻隔ストッ

現在︑米原濠の公衆問題︒情

は︑廃棄物問題だ︒廃棄物処分に

奪︑議会で廃棄物法案を審議した

︵雅︶

ついて︑︵政治的な理由で︶湊定

が︑低レベル廃棄物法案だけが通

一女︒

的な右記が確立していないため︑

過し︑高レベル廃棄物際連法案は

嚢1q﹂qd﹂﹃d註q

報プログラム︵PAIP︶の運 写頁が趣味で︑咋琿幕れニコ

国民の懸念が払拭しきれていな

篠二才に持ち込まれることを期待

流れてしまった︒今治期中に︑法

の原子力発電所が建設中であり︑

には︑還転中の三基以外に︑四基

﹁﹁一二＝＝一一

1一欝本については︑ライセン

▽今年の原子力拡進キャンペー

ー︑説明会も塞催している︒

ンとして特別のテーマあるいは重

＼

TεL （06）488−2501

大阪本部
東京支店

インタビューし︑公衆問題の立壌

からみた米繍の原子力瑠構につい

て語ってもらった︒以下︑問答形

式てその内容を紹介するQ
︵小林雅冶罷者︶

クホルムで開かれた国際パブリ
ックアフェアーズ︒ワークショ
ップ︵基調テーマ門原子刀の将

q媛﹃﹃﹃﹃﹃﹃﹃﹃qd一

い︒われわれは技術的な問題は解

旬
曲

げが︑かつてほど簡単に認められ

淡ずみと考えている︒連邦政府が

一時

▽最近︑※国の原子力発電所建

躍所の建設コストが上鄭してい

ない傾陶にあり︑その一方で︑発

原子力低迷は @

設のキャンセルや遅延の謡をよく

している︒

臨齢電力需要の伸び減少

聞くが︑どう懸うか︒原子力発電

廃棄物対策をはっきり確立して︑

エネルギー露要を満たすことがで

これができれば︑九〇年代までの

いろいろなエネルギーをどういう

きる︒原子力発電所だけでなく︑

か︑検討中だ︒州内の過表の実蟹

ふうに開発︑繊合わせていくの

ためには︑一団体︑一企業が活動

シーとしての田立︑禦芝を遡じて

篇一
＝幽＝冊＝一＝二＝＝＝：二申＝＝＝＝＝：＝一鼎：＝＝ニニニ；＝＝二＝＝ニ：9＝

を正常に動かすために必要とされ

資料︑データを提供している︒酉

とえば台湾の場愈︑G8と台湾の

駅＝＝＝＝

いての社会の認識を高めてもらう

るエネルギーと原子力の関遵につ

接︑臼木の電力会歓とは閣係をも

正しく説いていかねばならない︒

っていない︒その他の国では︑た

ことだ︒エネルギー源の一部とし

漁民団体についても担当してい

ての原子力の必要性を注悪深く︑

▽ヘクシマー氏は原子力情報部

激戴国際交流も有意義

原子力の理解促進へ

＝＝需＝＝＝：ニτ；＝咀＝＝＝冊＝喧＝二＝＝＝＝幽＝＝
柵＝
﹁＝＝
＝＝需﹁＝一瓢篇曽一需扁一

された原子力発電所をつくる場

れれば︑以後︑このPWCを付与電駈に対する正しい認識を高める

フィキット﹂︵PWC︶を付与さをみても分かるように・原子力発

﹁パワー・ワーシネス・サーティ

絹しょうというわけだりいったん

この方式を︑原子力発電所にも適

る︒国力会社としては︑収入を繕

の必要性との関連をどう理解すれ
ばよいのか︒

プログラムをもっている︒議員に

部分だけの蕪稿を受ければよい︒

する場合︑機体のうち変っている

▽展塞党は原子力を漸次廃止す

時闇がかかるということだQ

く出すよう要織した︒とにかく︑

鍬勉徐々に効果を期待
▽原子力推進を標識しているレ

るか︒

ーガン新政権に対して何を期待す

力にきわめて批判的だが︑議会や

るとの綱鑛を採択するなど︑原子

感は強いが︑現在は︑非常に注意

各省庁に対する働きかけはどうし

1ーレーガン政糎に対する期待

深く︑かつ楽観視︵コーシャスリ

現在のエネルギー冬構や原子力発

ーーもちろん対連邦議会灌動の

ているか︒

する︑あるいはしてくれというの

電に対する正しい認識を持っても

いるところだQ翼体的にどうこう

ー・オプティミスティック︶して

ーガン大統領は︑母法豫︑行政蘭

は︑まだ時期尚翠だ◎しかし︑レ

電力会社が蔭接取引きしているの

解食逸の問題については︑狭い枠

もう一つは︑放射能についての正

ット︑りーフレットなどの印刷 放射能がなければ︑他の産業施設

にとらわれないで︑機会があれば

る︒現在︑原子力偽報部には十七

らう橘動を積極的に行っている︒

事をしているのか︒

と周一視される︒放射能を知らな

情報・意見交換は非常に禧意義だ

燈非参加したい︒国際レベルでの

長ということだが︑どのような仕

から積極的に取り組む灸勢をみせ

議員が正しい情報を必要としてい

すべてのコミュニケーション濡動

物︑映画など数十種類の資料を出

いから恐れるというのではなく︑

で︑電力会社と密接に協力してい

る場a︑われわれは︑迅速で蕉確

に心任をもっている︒これには︑

放射能の実際の姿︑安全性につい

るQこのような原子力に対する難

ており︑エネルギ⁝生艦について

な情報源となるよう努めている︒

コマーシャル︵広告︶だけでな している︒また︑会舎︑セミナ

しい理解の促進だ︒原箏力発露反
も︑国士エネルギーを含めて︑原

現在︑盛込政府のしかるべき省庁

く︑従業員︑社会とのコミュニケ

対の根隊は放射能があるからだ︒

子力だけでなくあらゆる方式を抵

や議会に湧発に働きかけているの

名のスタッフがおり︑ニューズレ

物していくだろう︒このような対

は︑許認可プロセスの短縮化につ

一lG￡の原子力事業に関する ターなどの定期務行物︑パンフレ

期待をもつべきでない︒効果は徐

策が一夜にして実行されるという

ては原子力発電に関する理解促進

ノゼに来られたが︑大歓迎だ︒

ーションがあり︑灼抵会酒動とし

際協力について一需︒

▽原子力の理解健進のための国

からも不可欠の間題だ︒

いてである︒飛行機の場愈︑徹底

︵A王F︶代表団は︑先頃︑原子的な検査・審査の後︑﹁型式証

たいと思っている〇一つは︑経済

Iiとくに二つの点に力をいれ

点国標があるか︒

事業蓄やエネルギー推進の草の根

メディアとも関係を保ち︑原子力

・啓蒙盾動に嚢任を負っている︒

々にあらわれるものだ︒来原産

とえば︑田航がこの飛行機を使用

ィフィキツト︶が交付される︒た

力規制委轟轟︵NRC︶を訪闘し明﹂︵エア︒ワージネス・サーテ
て︑原子力発電の現状に対する懸
念を表明︑新規建設の許認可を畢

いています。

トリンク︒カンパニー︵GE︶ の

璽嚢性を力説した︒

1難蝶辮轟

許認可制度の改革を

⁝1米國の原子力発電駈の発
庄がなかったのは︑どのメーカー

に︑原子力発電所の

は︑次の閥つの要國がからんでい

についてもいえることでこれに

る︒まず第
許認可と建設に十二鋸以上もかか
るプロセスの論題だ︒これは︑電
力会社にとっては︑あまりにも受
け入れがたい薯態で︑建設コスト

の高騰につながっている︒第二
に︑電力舗要の紳び率の低下があ
げられる︒二度の石独危機による
節約運動の結果︑電力購要の傭び
率が減少し︑近い将来すぐに新規

う緊慰性がうすらいだ︒第三は︑

発臨所をつくらねばならないとい

財政的な問題だ︒電気料金の値上

ｯ麟
︽細ぐ 冠

邑塾 ・至難臨
曜レーガン大続領の原子力推進h
岬政策がすぐに爽効するとみる一

恥

㌦のは時期尚早︒しかし効果は恥

徐々に

未来に躍進する 塙∠｝5

原子力機器への実績は高く評価されています。

TεX 524−8059
TEX 523−6862
TεX 252−2334

本社・工場

兵庫県尼崎市杭瀬字上島1の

⑳原子炉関係各種機器、装置
㊧核燃料施設の諸装置
⑱核燃料取扱、交換、輸送装置
⑲放射性廃棄物処理及固化装置

木村化工機

原子力関係営業種目

攣；騒

エネルギー推進の草の根市民団
体の活動は強力な支えてある。
二二；は、ミルストン三号建設推
遮集会の一断面。

（下記装置の計画、設計、製作、据付）

これは、木村化工機のすぐれた入材、高度な技術、
創造性の開発努力によるものと確信しています。そ
してこの実績はあらゆる原子カプラントに御利用戴
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三年諦画で実証試験
苣ｫ能大幅アップめざす

轟棚
呂

醐

♪．践雷

・

させる公開ヒアリング制度が軟

難から住民の懸鯛を行政に反映

上級試験に舎格したという異色

申央大学︵燵鋳制︶往学巾に

門立地問題﹂についても︑昨 炉定舶へかける決意は固い︒

道に︒今銀からは立地促進のた

風ないものだが︑関係蕎の意見

がハッスルしても︑なかなか進

昭和︸二十⊥ハ隼入

一i︒二水炉塞旗標躍化も︑粟

も外算盤術からの脱脚をはかる

﹁羅﹂だけでなく触質﹂胸に

が︑﹁なるべく多くの悪見︑

が趣味︒読叢も歴輿物が中心Q

をかねて覆土仏閣を探訪するの

員長を招へい

比国原子力委

すことにしており︑さいきんPW をふみだす艶通しとなった︒

それによると︑訓練センターは
昭和五十八隼十月の開設をメドに
総工臓約六十億円を投入︑敷地一

原子力婁
原子力委員会︵委員長・中川一

万八千平方魏に︑のべ面積五壬⁝

千葉県鵡身︒四十六歳0旅行

獅の

とくに寒い人の考えについて聞

を追う行動派︒

くようにしています﹂と

かよった政策

︵ゆ︶

家庭はたけよ失人と一興︒

げんざい︑フィリピンは︑原子

︵工AEA︶のRCA︵原子力科

学技術に蘭する研究・開発および

訓練のための地域協力協定︶活動

に関しても︑インドネシアとなら

て穣極的な活動をおこなってい

んで策南アジアのリーダー醐とし

日木原子力産業会議は昨鋸十一

る︒

今圃のバルトロメ氏招へいは︑

﹁爾処理︑放射性廃棄物の処理処

月︑ソ連原子力利胴囲家委員会と

電話254−1341（大代表）

潮溜憲賢原エネルギー庁公益聡

修

おさひ

藁部原子力発鷺線畏になった

戸倉

くら

﹁既存の制度を活昭しなが

民福禅を同圭させる︒一入だけ

﹇原子力発電促進を通じて国

のエリート︒

めの交付金制度も新しい一歩を

ら︑必要なら新しい薄策を講

い﹂と︑あくまで地送な姿勢の

をよく聞いて勉強していきた

省以来︑原子力行

琿からいよいよ第三段階へ︒稼

と

原子刀発艦課長

齋任の鴛大さを金

じ︑実現をはかりたい﹂と︑鞍

ふみだす︒

身でうけとめて︑

標達成へ恵欲をもやす︒

のイスに座るその

ことばに力が入

政へは初登板︒身

働率向上︑被曝妖減化に拍箪が

る︒

壱落ちつけるひまもなく︑﹁昭

なかにも闘志が光る︒

和六十五二度原子力発聰石油換

ゆ

﹁やはり脱石油蓬進めていく

することが大顛︒すでに︑かな

﹁なにごとも︑叢祠のものに

り鷺本のものになっていますが

一大便命がまちかまえる︒

﹁地道な努力をつみかさねコ

まだ努力が必要です偏と︑軽水

に

つつあり︑また︑腱際原子力機麗

WRは︑こうした一連の大上遭を 力平和利己の開発を強力にすすめ

ンセンサスを得ていきたい﹂︒

核

経て︑失地團復へと大きく第一歩

Rに市場をうばわれつつあったB

その残罪の誤題の一つとなる

るインターナルポンプについては

して姦物計瞬で確証試験にのりだ
また・ABWRで鳴えられてい

通産省も粟精度から第三次改良標

成に全力をあげたい﹂︒

外からみてきましたが︑今後︑

ｵ千六薦万心拍開発﹂という かかるQ

ためには︑どうしても原子刀発

響

轟蕊鐵

東累電力︑巾鄙衛力などBWHを採用している電力各筏は﹁竃力草岡研究﹂の一環として︑今隼か

ら五〜六卑讃画で﹁改農沸騰水型軽水炉﹂︵ABWR︶実証扇画にとりくむ方針を闘めた︒ABWR
は※照シェネラル・エレクトリック社︵GE︶の童導で米︑スエーデン︑イタリア︑美本五三国際共
陶研究としてすすめられてきたもので︑従東の再循環ポンプに代わってインターナルポンプを採用す

るなど大麟な性能アップをめざすのがねらい︒こうしたBWRへのインターナルポンプの藤入につい

炉に採用可能かどうか︑研究開発

鵡化にともなう技術開発の一環と

みんなの隠鬼をきいて︑扇標達

なければなりません︒これまで

露のウエイトを大きくしていか

ーーー避難

ては通塵省も来素股から確証誠験にのりだすことにしており︑改良BWRは︑PW8主流となってい

動機構③改槻炉35設詳④幣録プ⁝ 環させる薄箱卵ポンプシステムが

る現状を打開する切り穐として一九八O奪代後楽には︑装いあらたに新しい一歩をふみだすことにな
りそうQ

アメリカのジェネラル・エレク

いるため︑これを圧力容器下部に

比較的多い被曝の発生源となって

インターナルポンプを設了するこ

ル式簸適化格納戸長一tの四煎︒

ている︒

すでに︑東電に検討土製を提出し

トリック祉の提嘔で︑東芝︑隔離︑
アセアアトム︵スウェーデン︶︑ア

とによって勝代りさせようとする

ンサルド・メカニカ・ニュ⁝クリ

こうしたなかで︑わが国の砲力

会鴛でも8WRの性能向上をめざもの︒

ア社︵イタリア︶の間で技徽開発契

約が締結されたのは昭秘五十三隼
して関係各鴛が協力して﹁露力共

質管理など改脇目BW只開発に共 の国際共嗣開発に協力することが
を含めた総禽附な解析を行う方針

が考えられている︒

萄効との糊断から︑電力共岡研究

だ︒資金については一一颪簿野盗股

通する技術テーマを各社が分担し

の一環 と し て A B W 8 構 想 を と り

んこ五〜六琿かけて︑実際に醗業

てすすめ︑その成果をもちよって
あげることになったもの︒参撫す

計頭ではこうした点について︑こ

今後のABWRフェーズ豆実読

いは技術情報交換にあったが︑折

七月︒もともと︑この契約のねら
岡研究﹂をすすめてきたが︑轍能

検討し︑それぞれの改農にとり入
る霞忍会祉は束石︑巾部︑中醐・

を大駆にアップさせるためにはこ

へ発展︒五

衝の結累︑被懸低減化のための水

れる
北陸︑藥北︑原霞の六社になるも

難安全と高稼動率の

保修で訓練センター

十三鎌に共同で設立されたアドバ
のとみられている︒

口際粟岡開発

ンスド・エンジニアリング︒チー

郎科技庁畏宮︶は十三欝︑フィリ

関閃電力︵小林瓢一郎社長︶は十

その研修施設は︑発璽所と圖じ

ンターナルポンプの採胴︒これは

酉㌶の研修施設をつくる謝瞬だ︒
育成するため︑門原子刀保修訓練

凝議
ピン原子力婆熱学のZ・瓢・バル
センター﹂を設蹴すると発達した︒

スケールで︑原子炉をはじめとす

三目︑原子刀整磁所の促修襲農を

した︒招へい期間は三月七沼から

トロメ委員授を招へいすると発表

＝一雪二界二蚤幽一＝一蓄覧月窯畠＝隻＝＝一雲門﹂藺＝竃隻爾：＝一幽二﹇冊冨三夏零：艀猛一一＝鴨璽窯＝彌i＝＝需−騨讐＝曽響︼篇二四蚕臨冨幽

げんざい圧力容器内の冷翻材を循

る諸設備をそなえている︒このた

ム︵AET︶によって二巴間にわ ﹁A B W R ﹂ の 簸 大 の 圏 点 は イ
たって概念設計︵フェーズー︶が
行われている︒

A猛7の憲な隠隠項目はの内畑

フィリピンの原子力平和利照開発

などの訓練を行うことができる︒

状況やその間題など︑原子力分野

＋七日まで︒
二憶円︒

米醗GE祉︶︑本体の製作費は約 め︑訓練員は︑原子力発醒所と献

﹁萸新一弩頒速器﹂の浜堤計画

全国初のこの罰練センターの設

じ作漿環境のなかで︑保膨や修理
た︒

完成︑十二聞︑記細蟹に公開し

この蟷子加速器は︑昭和藁十九

置場所は掛継だが︑福井県内が有

ルギーのモル原子力研究所︑オラ

の報告欝︵A4版︑二鳶二＋七ペ

東京都千代田区神田富山町25

360双

85

としては︑①電子線による排煙処

進を図るとともに︑こんこの原子

電鷹二蕩万砲熊襲︑電子線羅流O 理法の研究②オゾンと電子線の鱒

関西臨力としては︑八尋訓練セ

バルトロメ氏は一九二三年生ま

と質疑癒答︑施設視察報告からな

塞ま︑ソ連発蓑の露語論文は和訳︶

290鍔、［

8

年に設麗された一号加速雛︵加速

用による廃水処理法の研究③汚泥

ンターを︑安金性の確立と稼動率

四か国による礪際色盟かなセミナ

ンダ︒エネルギー財団も参加し︑

で共催した︒このセミナーにはベ

のコンポスト化のための殺菌処理

力平物利用にかかわる圏際協力の

分﹂セミナーをレニングラード市
〜編ハ︑ザ矧〃︑慰子線楚査編四十眺／層︶

④セルロース廃資源の糖化発酵の

発展に資することを圏的としてい

の諸問題について悪毘交換をおこ
の老朽化にともない︑脇和五十工

た保修体制を確立していく蓄え︒

向上の﹁核偏として捉え︑徹底し

力視されている︒

無から︑一号空濠器に代わる﹁更

に利用するイオン交換膜の製造一

ための電子線処理⑤鱈池上隔膜等

ない︑田・比翼閣の相互理解の増

たもの︒

新一弩加速器﹂の検討に入ってい

れ︒理トーマス大学︵機械工学︑

原産ではこのほど︑岡セミナー

力中トップ︒揮えて︑脱石油のか

ーとなった︒

なめとして︑原子力発電の推進は

る︒

加速器ホ体は収納建屡二階に設

この報儒讃は譲本以外の蕪か繭の

ージ︶を取り塞とめ︑刊行した︒

岡懸力の原子力依雪曇は︑九露

殿され︑その隣には水平照射窒が

士気工学︶卒︑フィリピン原子力

などが予定されている︒

をふまえ︑これまで菰渡方向だけ

こんご︑国家的欝業として強力に

岡研究所では︑これまでの経験

だったビームを︑水平方綱にも打

ある︒王難照射窒は︑醸下の一階

ちだせる水平方向ビームのデュア

蒙た岡氏は︑三月十日から三田

発装論文金文︵英語論文は原文の

間︑策禁・平河町の都市センター

原産では爪報欝欝を実費︵一部

っている︒

の主任研究員箸を経て現職︒

研究所︵原子力婁凝会の一機関︶
る︒

すすめなければならない環境にあ
にある︒

放射線の工纂利用は︑ここにき

ルビーム方式を採朋︑濠た︑加圧
電圧も闘定型から五十万〜二苗万

一段と熟が入ってきているが︑今 に︑より蟹金で︑島稼動率の原子

年次大会に参加︑﹁フィリピンの

・ホールで開かれる第十四圓原産

それだけに︑立地促進ととも

ごますます要求されてくるわけ

力志賀所に向けての努力は︑こん

て︑機能性高分子陸戦の嗣発に︑

︑ゾ第連続可変となっている︒

ム方式の醜子線加速羅は︑そのク

欝︑原研が開発したデュアルビー

いる︒購入希盟︑闇い漂わせは原

四千円・送籾三酉円︶で頒布して

畷の遮続田変型としたニュータイ

璽子線走査幅は︑一号加速器か

エネルギー瀦橘と原子力騰発隔と

プQ電子線電鷹も︑○・一〜三十

︵小林醗銀嶺畏︶はこのほど︑世

で︑闘灘電力の保修舗練センター

繍木原子力研究暫鋤崎研究所

リティカル・ポイントの突破に威

産・企画塞まで︒

ら三億アップの璽磁薦一一十弛／綴︑

討論にも参加する予定︒

界で初めての垂臨方岡と水草方向

を与えそうだ︒

題して講演するほか︑国際パネル
る︒

⑳）NE：W PR◎舞舞X GIL◎V置＄

1原子力発難所を始めとする、線∫力関係f肇撫1，りllのために開発された薄コム丁袋てす。
2 全品完全検奢によって古説幅父の原囚となるピンホールは全くありません。
3．GLOVES力灯の全体に良くフィノトするため偉業1 ｛がJh・i〜に幽くまた饅れた材質のため

Jl＄一Z48絶（放射牲汚染防護用コム手袋）規定試検合格品

民時開の御使用に1薩1・1えます。

種類・寸法
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ュアルビーム方武の電子加速器を 新ハイボルテージ社で︵一母器は
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水軍は六十狸綴Gメーカーは︑臼 力を発揮するものと期待されてい

放射線利用促進に威力発揮
の二方向のビームがとりだせるデ

世界初の新型加速器

繊鼻

都w

田揮緬環ポンプ②微調整制彿樺駆

縮臼から運転入りした璽新一暑加速器

原研デュアルビーム方式採用で
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（第蕊種郵便物認可）

二
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嘱

堺屋太

火薬庫
油断

や

枯渇

圏

にどう対応した．
︑

轍黒

つづけ︑十年で二十倍になった︒

るが︑螺線に銀をつかっている園

銀は螺線に最適の性質をもってい

この法則はかわらない︒たとえば

は世界中どこにもない︒これは便

では︑いま金世界にどのくらい

つはこれはだれもわかっていな

ることを示している︒

利さより櫨段の高さで物が酬われ

の石油資源があるかというと︑じ

い・ある人が二兆膝といえば︑ま

枯 渇

た︑ある人は四兆紛という︒しか

避け得ない石
油高価格時代
エネルギーについては︑急激に

し︑かりにかなり碁戦があったと

石癌も価格があがれば︑使用蚤

の問題の

が減少する︒この法則は二度の石

油断

してもみつけられなければないも

はきわめて経済的であり︑石油の

油ショックでも証明された︒石演

供給が減少する

大変な資金をかけてさがしている

闘然で︑問題は発墨だ︒いまでも

ほかに︑しだいに石鎌資源がへっ
ていくという︑いわゆる

りないということは︑毎年の石磁

どうやら石佃は申粟にかたよって

が︑かんばしくないのが現状だ︒

てに石油償上げをきめるというこ

はない︒中東のりーダーが︑かっ

値段が政治的にきまるということ

繍渇

の問題がある︒長期的に石蟹が足

発見鑓より消費懸の方が多いとい

いるようだ︒

とではなく︑OPECの価格はつ

もっとも力のあった六十隼代に実

本盗をいえば︑石油は三十年ど

るようなありさまだ︒

効力はない︒しかし︑一一十億麿と

割︑つまり二十億厨はもたないと

で生産できなくなることはあって

ん増えつづ一3たQそして︑一九七 まうようなことはない︒戦争など

詩綿の貯蔵タンクが三千本以上必

として︑どこにかくすのかQ十万

またこれだけの羅を買いだめする

が破壊されてし誤うことになる︒

費金を投入して石縮におきかえる

安く︑発露磁繊も安い︒原曲力は

彗難がくるかもしれない︒何十億

機械だけでなく︑自然も危険だ︒

い︒山はくずれ︑川は氾濫する︒

た問題をもつている︒火力発電駈

ところが大きい︒原子力もこうし

ミで大きく報道されることによる

われている︒こうしてあるエネル

間は印象でものことを遡断ずるよ

ところがマスコミが発達すると入

るときは︑働もしないでいてエネ

また・エネルギーについて考え

う︒

でやればもっと彼霧がでただろ

いが︑もしこれを他のエネルギ⁝

が大きい︒さいきん来国の農村を

ギーが開発されるかどうかはその

うになる︒人は﹁自動甫は危険で

サ

ガ

く

み

う ゑが

留
醗
目

︾

マ

騨

︑

あ な

ルあ
い

そ

欝盟鞭難糖露難︐

臨雛鑑
ローマクラブは︑門石張はやが

いる︒

ねに輿田相場の後追いできまって

中隔諸国での石油大発発は一九

て地球上からなくなる﹂といって

うことだ︒

いる︒また︑ある人は﹁あと三十

危険性についても同時に考えてお

三五薙から一九四五無ころに集中

く︑もし原子力がなかったときの

しているが︑その発冤蟹はものす

たため石佃はいらなかったが︑い

は︑たしかにめっ

油断

うした

く必要があるだろう︒しかし︑こ

﹁石油はあまっているのに︑価格

エネルギー問題になるとすぐ

まはほとんど牛はいない︒だから

たにおこらない︒だが︑絶対にお

ウソだ︒い京世界がもっている石

vく大きいQそれまでの発見とス鋸でなくなる扁というが︑これは

くなる︒人力でたがやすのは二反

抽は六千億紛だが︑くいつぶして

をつりあげているのはメジヤ1と
大発冤以降は︑石癌はいろいろ

が︑これもウソだ︒もし︑メジャ

CIAの陰謀だ﹂という人がいる

ケールがちがうほど大きかった︒

いるのは五十億膀／年程度で︑こ

ーが価格操作しようとするなら︑

こらないとはいえないのも確か

なところに使われるようになり︑

いかかることになる︒しかし︑ま

の計算だと枯渇まで璽一十年くら

だ︒その慧味で火事と同じような

うQ昭和二十葎ころの収穫の四團 ものだ︒私たちは火災を薗提にし

し︑大発見後相当な期間にわたっ

それだけ露要が増加したりしか

程度が濁度だ︒化学肥料や農薬も

て生濡してはいないが︑しかし絶

激減し︑収穫も大幅にへるだろ

対にないとはいえないから火災保

施したはずだが︑じつはこの騎期

たしかに古累が六感三十万ナ程

程農にへってしまうだろう︒

た反論があって﹁くいつぶし量が

ると大油田もさがしつくされる状

ったいに地球上からなくなってし だけの金が動くと世界の金融機構

ころか三頁年︑四蕩年たってもぜ

〇隼くらいで使胴騒より発見騒が

ということは千薙たってもありえ

も︑資源としてなくなってしまう

なると約塵溜億がに相当し︑これ
これに頬し︑石油便用璽はどんど

態になり︑発見蟹も減ってくる︒

し﹂の購代に入ってきている︒こ

少ない︑いわゆる﹁石濾くいつぶ

危険で︑乗りたくない﹂という人

人工衛星で発見される︒

︸ない︒しかし︑羅がへれば︑高く 要となり︑こんな大施設はすぐに

うしたなかで二言は登りを﹇なり・樹同くなれば警語へる・

れが構造的供給不語の状態だ︒こ

で︑もっとも安盒な手段だ︒

一番いい方法だ︒

駕に一圓といっても来無がその鰯

ずれたなどの故際はおこっている

代螢エネルギー開発も蟹要だ︒

はない﹂と思っているが︑これは

総

耕累石がとまったら︑たがやせな

えないからだ︒終戦直後は牛がい

いまや農業も石油なしでは成立し

だQ大食擬危機がおこるだろう︒

食料も輸送できないから大変

も出勤できなくなる︒

ほとんど機能しなくなる︒公務員

ルギーが七剛に蔵垣すると政肩も

氏講⁝演か争り

となっていることをあらた臨

ドロ沼化するイラン・イラク戦争︒解決のきざしさえみえないアフガニスタン問題︒戦火・

隔のたえない中栗産油国地帯は︑今日世界が繕える鍛大の
鴨が国将来のエネルギーはどうなるのだろうか︒予想される

一めてわれわれに︑認識させるにいたっている︒こうしたなかでその大部分を中索に依存するわ漣

制らいいのか︒今回は社会経済国民会議が三璽興離甫で開いたエネルギー︒シンポジウムから堺

一

たかが石油くらい扁という人がい
るかもしれないが︑そんなのんき

後はなにもなくても生きてきた︒

てエネルギーはすべての活動の基

は︑石繊なしでも生きていける仕

なことはいっていられない︒二階

建宅も︑電気︑ガスがなくなる

ーは貯藏がむつかしいため︑なく
組みがあったが︑いまはそれはな

礎となっているが︑このエネルギ

と機能をはたさなくなる︒こうし

屋太一氏の﹁国罠生活とエネルギー間題﹂と題する講演概要を紹介する︒

石油輸入弁で
日本経済壊滅
油断
なればたちまち問題になる︒

しかも︑エネルギーの中心とな

エネルギー問題はずいぶんくわ

っている石鎌は︑曝本に入ってこ り︑二日聞は食樋を冷罵しておけ

い︒たとえば苗は氷ボックスがあ

く誤解が多いのが実態だ︒

しく論じられているが・どことな

毎年一％ずつふえて︑四十二年で

たが︑いま業務用の冷藏魔がとま

は一番石佃は安かった︒また︑石

つまり石詰財産がたまっていく時

なくなる﹂という人もいる︒石癌

油生産攣一召億紛の少なくとも一

油価格を操作するには︑世界の石

て発心騒が使用量を上園る時期︑

となると︑いろいろな数字がでて

も

期がつづいた︒これが構造的供給

きて︑どれが本峯かわからなくな

超断

ため石縮鮪蓄などを行っている︒

は下っていった︒

過剰の状態だ︒この間は石漉画格

保険の語え方で防ぐべきで︑この

れば生鮮食繕品はみんなダメにな

るためかけすてで︑わずかばかり

しかし︑これはあくまで保険であ

険をかけている︒この

い︒嗣本は石醜の七剛を中東依存

なくなる町能性がないわけではな

る︒げんざい冷藏庫は︑すべて電

と︑みんな栄養失調になってし濠

気ブリ1ザ1であり︑瑞気がとま し・全員が少しずつ食べるとなる

らいは食べられる︒しかし︑これ

まず・エネルギー聞継は二つの

しており︑しかも中榮では緊張が

れば︑田本のコ⁝ルドチェーンは

度あるため︑いま臼本人の半分く

種類の問題に分けて蓄える必要が

たかまっている︒この地域は政治

では他の半分は死ぬことになる

ある︒第一に︑ある日突然日本に

的に不安定で︑河らかの事傭で戦

癌断

の問題があ

る・いわゆる
華がおこり・石鎌供給がとまる可

ソンをすることになるが万〜の場

いだろう︒

舎︑死の危険にさらされるよりい

ところが︑一九六〇蕉ごろにな

入ってくる原油が穴幅に減少す

る︒

進む石油枯渇への道

食料も入ってこなくなると大変

能性がある︒

だが︑こちらは供給源が※︑カナ

田本は︑食綴をはじめほとんど
の資源を海外に依存している︒そ

う︒

替にくらべると農業生産の単位

が︑これは石油によるところが大

あたりの販穫率は大幅に上昇した

つきに︑原子力だ︒原子力発電

たしかにあらゆるエネルギー開

が︑新聞は﹁めずらしいことを報

ったにおこらず︑そのためマスコ

がいるが︑これは飛行機事故はめ

発を進めるべきだが閥題は値段と

原子力発電所は世界中に二百三

道する﹂傾薗があるため︑ほとん

この世に繕対に安全なものはな

石塁価格は今後も上っていくだ

羅だ︒たとえば石油をみてみる

ことはなく︑一坪の土地も汚され

十か駈あるが︑事故で人が死んだ

所は︑建設費は高いが︑燃料費は

ろう︒では︑今後わが国はどうし

と︑安いとこではクェートではい

燃繕費の安い代替エネルギー開発

この点を著えると︑やはり安く

コストに大きくかかっている︒

の方がもっと大きいということを

ルギーがなくなったときの危険件

原子力発電所で死んだ人はいな

を進める必要がある︒その代表的

驚動車事故はしょっちゅうおこっ

︽

癖

櫛

r昌

聞

業
産
れが曝本に入ってこなくなっても

一ぺんに破壌される︒

鮎遭原発の最大隈開発を

る︒だから食料については外貨が

ており︑しかも供給が安定してい

あるかぎり心配はいらない︒ま

ダ︑オーストラリアなどに分散し

ネルギーなしでは一臼も響らせな

来とミソは二年程度はなくなら

大変だが︑エネルギーはとびきり

くなっているからだ︒衣食住すべ
た︑鉄鋼石などは一か月くらい入

ないが︑物音はどんどん上り︑失

大問題だ︒その理由は︑懸盤はエ

て︑エネルギーがなくてはどうに

業蓄も急増する︒経済的に困る人

きい︒戦後三回食糧不二の庫があ
ったが︑これはいずれも石油危機
へ

てエネルギー対策にとりくんで

まだに一総あたり七十機でとれる

どのらない︒

の雪後におこっている︒食料の収

べて一番変ったと感じたのは農家

歩く機会があったが︑以離とくら

いったらいいか︒そのためには︑

たことはない︒石炭の採鉱では多

こうしてみると︑ホルムズ酷悪

なものとして水力と地熱がある︒

ており︑そのためマスコミの扱い

対応策

が三十詩燭程度の石油タンクをつ

金と知恵をつかってのりこえてい

くの人が落盤事故で死ぬ︒入の殺

瞳率は夷候より石蘭によるところ

くっているということだ︒イラン

ところがあるが︑これに対し北海

傷率は原子力がだんぜん少ない︒

などでは︑しょっちゅうピンがは

密命以後石癌タンクづくりが盛ん

くしかない︒まず︑石油を節約す

＋七賭でも採算にあうか問題とい

油照は高価で︑田韓大呼だなは三

を六か月間閉鎖することは原爆を

大蚤にとれるのは石炭と原子力し

も小さいからだ︒また﹁飛行機は

かもしれない︒

になったという︒こうしたなか

る︒

るような設備投資を行う必要があ

酉個おとすより何薫優の人を殺す

しかし︑水力も︑しだいに農い条

いまエネルギーを入手するうえ

かない︒とくに︑原子力は人類が

するだろう︒

ことになるといっていいだろう︒

り︑地熱も制約があるのが現状だ︒

件のところは少なくなってきてお

念頭においておくべきだ︒
きは︑その事故の鷹険性だけでな

原子力の安全性について諮えると

蓋

エネルギー。シンポジウム

で︑石演が長期にわたってストッ

原発促進だけ
が生き残る道

｝

力

原
しかし︑ホルムズ褥峡が六か月

ってこなくても死ぬことはない︒
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…

もでて︑治安もみだれる︒泥棒も

1

も閉鎖され︑石油がストップする
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至難

中鷺長官が所信表明

か﹂と質心したのに鰐し︑高橋霧

レベル放射性灘葉物対策問題をと

りあげh動燃窺詩論は北海道の下

﹁かりに昭和六十年二千八蔚

万KWが達成されたとしても︑六 議宙は﹁立地を円滑化するため

に関する試験を開始しているが︑

川鉱山で高レベル廃黒物処理処禽

れ︑

手続きを効率化する方法について

る扁と指鋼︑中川長宙も﹁できる

KWを開発しなければならない﹂ 愚闇に研究金を設け勉強してい

た﹂とし︑﹁いま行っている試験

には適していないことがわかっ

は︑岡鉱山は地質的に廃棄物処分

われわれの行った独囲の調沓で

は今後十腰間にさらに一一千三蔚万

ところがあったら︑あらゆる手段

異体化するにつれうめられていく

めたものではなく︑今後︑地点が

数字は個々の地下を臨みあげてき

質問にたいし︑赤羽儒久原子力安

盟する動きがあるようだが漏との

﹇高レベル処分場は鉱由はさける

できない﹂と断⁝繍をさけながらも

く︑その悪道でいま決めることは

らないとかを淡驚する段階ではな

ざいは︑どこで処分をやるとかや
D・KEAの多圏聞輪番機構に加

海洋処分について﹁ちかくOEC これに対し︑中川長窮は﹁げん

盟できると考えている﹂とのべる

内の六月︸鷺濠で未処理に終わっ

日野氏が︑追加の五十鈴が期間

累加五ナジの霧処理期隈は六月

題はない﹂とこたえた︒

東京でN旺A

の運営委員会

舞

社社社社社社社社社社膝甲

灘灘

三無臼三束日大岡昭薪大
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覇灘

ズ評︸

膨彫

峯

一

十五黛五千欝欝KWを開発するに に︑安金性を充実しながら許認可

とし︑﹁この員体的な酎纐はどう

を講じたい﹂と餉陶きな姿勢をあ

ことはないか﹂と政府の判断をせ

がズルズルと本格処分につながる

ただした︒

きらかにした︒

なっているのか﹂と政府の姿勢を

これに封し︑高橋宏通涯総嚢擁

さらに護函の課題のひとつとな

種に二千三穏万KWを露調櫻にあ 金局長は﹁関係雀庁とツメを行っ

もの﹂と説明したあと︑門ここ数

ているが︑そう遠くない定期に加

﹁五千賞〜五千三百万KWという っている抵レベル放射姓廃翼物の まった︒

エネルギー庁罠官羅綾審議官は

てでもやらなければならない﹂と

としながらも﹁しかし︑なんとし

げていくのは大変だが︑万金の施

いことをあきらかにした︒

ては︑で鷺るだけ繕い時期に交渉

策の策定状況に癒じ︑写本測とし

一欝までだが︑それ以降の運転に 故障をめぐる欝野衛明察︵社︶の

4月7︑8の両臼

0鷺CO・NEA︵原子力機

三田図の大会をもりあげる︒な

お︑大会初日の夜は︑大金関係者

末工業クラブ︶が︑二日懲には︑

が一霊に金するレセプション︵臼

証

購難灘

で岡地で本格処分を行う嘱えのな

だろう﹂とのべ︑げんざいの段階

は立地選定のさい十分愚聾される

策を講じ︑努力したい偏と曝標達

一方︑安井吉典氏︵社︶は︑高

断をあきらかにした︒

﹁礁接関係づけていない﹂との判

ために原子力立地促進に鐸剣にと

というのが世界的すう勢となって

流物達成に強い悪欲を示し︑この

た︒そのなかで︑輩野威氏︵公︶

影響についてただしたのに対し︑

た場舎の︑その濃の日来交渉への

政厨で愈聾した暫処理難の遡加五

質疑のなかで﹁問題の︵酸︶憾収

外務省の小竃濁達局参事宮は﹁闘

◇

◇

これにより先︑一一十四臼︑衆院

翼翼蚤最新で︑科学技術庁の石渡

んなる努力目標か︑達成する根拠

十ゾについて︑﹁追触再処理に関

ついては︑レーガン政権の担黒懸

塔の修理のメドがたっていない状

年次大会最終プ
ログラム決まる
都市センターポールて

を響いての午餐会︵赤坂プリンス

人類学蕎の今案錦瑚熊大犠誉教授

タぢ

囲圃
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巧禦摺目標達成に聡力結集
﹁厳しいエネルギー寓情を打開するために︑昭和六十五年度の代替エネルギ⁝開発阿標について
は︑その達成へ全力をあげたい︒このため︑中核となる藍子力立地問題に貰剣にとりくんでいく﹂⁝

1十九田からはじ漁った衆議院・科学技術委員会て中川一郎科学技術庁長寝は︑げんざい澱大の政

また︑闘氏が﹁こうした計緬を

とともに︑NEA賭視機購への加いる﹂と自閉︑﹁こうしたすう勢

実競してためにりードタイムを短

成に金力態勢でとりくむ方鉛をあ

つづいて︑逆撫はこの恥辱を達

縮するための簿策を検討している

りくんでいくとの方針を前鎌にお

成していくための興休的な原子力

盟と処分実施との関係については

発動所建設スケジュール問題にふ

きらかにした︒

長月の所儒衷㎎をうけて︑二十

しだした︒

四郎の委員会には︑各委員が質問

くむ姿勢をあきらかにした︒

策課題のひとつになっている原子力発電開発に力を傾注し︑エネルギー問題解決に万盒の態勢でとり

に乏しく︑狼い国土に多数の国民

くむとの決薫をあらためて強く前面におしだした︒
所繕表明のなかで︑中川長窟は

しい制約を乗り越え︑工十一世紀

﹁石繍をはじめとする物的な資源 が墜濾しているわが噸が︑この厳

が︑漫醸︑級大の政策課題のひと

谷公使︑※濁鴎携省ピカー3ング次

し︑原子力に関する属民の理解と

をもっているのか﹂と質際したの

する文癬︵共岡淡定文雛︶﹂に讐

人鰯の確定︑岡敗擢の核不拡散敵

富麗のあいだて行われた︒

に入りたい考え︒

﹁瓢＝一一＝＝鵬憎＝＝＝鱒帰営＝需＝鼎需需冊＝＝＝＝需階一一需＝需累＝紫雲＝冊隔コ胃＝＝＝＝＝一＝二＝一開﹂需＝鴛冊＝＝階講＝：＝＝一＝＝＝冊一一罵＝二一識；隅＝需＝営＝鴬閥需胃冨＝一幽二一騨＝︸一二営一＝︸＝冊凱＝＝＝＝一一階一＝鼎隔響＝階＝髄

つとなっている昭稿六十董年度石

妖雲爾国敗臆は二博四露︵熱地

に立ち︑垂雪側の霧え方をただし

くして︑科学技術砿國をめざすこ

は︑国罠の英知と創造性の糟をつ

油代替エネルギー開発遡橡につい

臆間︶︑ワシントンで︑先に爾閣

への発展の礎を築いていくために

とが不尽欠だ扁と冠木的な響え方

て門原子力は七千六強男瓦㍊開発

追加再処理で署名

を明確にしたあと︑﹁げんざいの

が圏標となっているが︑これはた

・五＋トン琳
6月一口まで

ために︑完金確儂対策を一層充実

厳しいエネルギー畷惰を打開する

協力を求めつつ原子力発電の拡大

にたいし︑中川長竃は門達成は難

堅した︒難名は︑脊来大使館の角

てエネルギ

﹁エネルギー蜜全保障と原子力

羅
灘

厚聡

薪一破熱μ

ぞ

︸

立地問題打開に強い懸盤を示す
をはかる扁とのべ︑エネルギー問

しいといわれているのが実態だ﹂

関︶の運算委員会︵議長薩村醗浩

また︑原子力の技術的独立をは

ーの対策の

ホテル︶がひらかれる︒

蕊策の巷議偏を墓調テーマとする
第十四憾原器無次大会︵三月十漏

大会滲護照は二万六千円︵レセ

プション罷む︶︒午餐会は一万三

千円︒蜘込み︑問い愈わせは原薩

︒企顯察まで︒

轟

原子力局長は︑動燃拠処理工場の

中川織留︵案議院︒科掌技術婁鼠
題解決にいっそう強い方鉛でとり

漂研顯悶︶が︑四月む︑八の爾

濁す一などをうちだしている︒

かるために︑さまざまな分野に多

ことを検糊

財源とする

1

会へ

会で︶

予定通りできるかどうかは微妙な

況なので︑妻琴のぬ十ナの消化が
ついて﹁憲・罠の役剛分署を抜不

田︑藁︑駅︒霞ケ腿の外務省でひら

⁝≡朧齢二⁝⁝⁝曽嘗営藁コ＝≡＝≡藁§冊≡隔；；隔需帰日；≡隔⁝≡⁝：導≡≡識＝＝巴三二曽≡≡鼎認諾冊≡藁≡⁝藁＝⁝脚葺⁝＝≡謄＝⁝≡一＝＝⁝董冊圏；≡⁝蟷葺三＝＝三冊⁝⁝需需冊遷＝＝二＝豪≡鼎＝コ＝二藁＝需騨≡≡⁝＝皿

﹁ま繭9開発門標を職⁝甜論罪十三葬農 しかも実効をあげるよう推進して

段陪になった漏とのべた︒

貝体的には﹁エネルギー政策は

予に騒麗し︑憲は諸本副睡と条件

﹁八○年代は短期的エネルギー

五千万KW︑七十五得度一三KW
いくための﹁条件整備﹂として

たんに経療問題ではなく︑国の危

かれる︒死語委員会は︑鱒無︑春

癒機を繰り返しつつ︑申︒長期約

濠た︑赤羽原子力安全周長は︑
とする鳳との考え方をあきらかに

整備︑毘は突施叢休といった大き

機篇理の総合政策として強力に推

﹁抜氷的なエネルギ〜対策を議ず

危機が凱荏化する時代としてとら

るには︑現状の予算では不十分

している︒

と秋の二畷開催されるものだが︑

し︑さらに﹁精力的に原子力輪講

のように道路財源に使われてきた

だ﹂とし︑﹁このため︑揮発油税

徹底的な原園究明とともに︑﹁人

進する必鞭がある﹂とし︑そのた

所の建設にとりくむため︑場台に

な砕組みを設定すべきだ﹂と強調

えることができる︒このため︑エ

よっては︑土地暇絹法を特罰隠眼

本部のあるパリ以外でひらかれる

閣僚級のエネルギー特別補佐憲を

め①内閣総理大嶺を添接補佐する

為ミスをはじめ︑蟹理休謂上の問

ネルギー政簾は︑欄の危機懲理の

題もあるので︑厳犠に対処してい

欝欝政策として強力に推糊する必

税制もふく

のは今闘が初めて︒閥月島田に
立法により改丁し︑合理的な補鍵

は︑各菌代嚢による特上シンポシ

設注する②総理臨属の門総愈エネ

きたい﹂と︑トラブル防庸に向け

要がある﹂一⁝棄煎・神宮外苑の

のエネルギ

め︑すべて

ウムが行われる予定o

のもとに立地促進をはかる﹂との

強調した︒

方鉛をうちだしている︒

篇油代替エネルギー開発につい

軽水炉⁝帯親増溝隠路線を明確に

くの研究省を分散させることなく

一

最大限に努力を傾けていくことを
ルギー鑑給副麺を制定し︑三年漿

ルギー審議会一を設置する③エネ

ー関連の税
制を集約・

整理し﹃総

岡クラブの﹁基木政策﹂は︑エ

ては﹁代替エネルギーを総花的に

癬

繕本鷺薙館で開かれていた新鐵由

羅劉盤〃と

物藍碧補佐官の設置を

ネルギー問題について﹁わが国は

並べるのではなく︑量・質・価格

決まった︒薩三面鰺照翻

から三欝間︶の最終プログラムが

今大食には︑S・エクルンド園
際原子力機関紙務総長をはじめ︑
海外から十四牲の旗門家が参那︑

y1

鴫職洗

クラブ第四剛全濁代議員大食は二
十田︑今後の響動の

発電促進を中心とする鎌継エネル

台エネルギ

石油ショック躍

し︑ここに集ゆ︑とくに無画主力

轍︑さらに

する㎏と一

新自由ク︑全国大会で提案

二圓にわたって

となる輕水炉については︑徹底し

あいさつずる田劃新臨由クラブ代嚢

幽艶鯉 躍1

奪

なる﹁墓水政策﹂を採択︑原子力

ギー政策の展開に積趣的にとりく

に見舞われたが︑この石油ショッ

・塒闘の四つの要素で評価し︑優

ー税﹄とし

クということばほどわが圃のエネ

先順位を付し︑かつ︑開発上の陽

た橡躍化を捲諄し︑国産化率を筒

んでいく方針をうちだした︒

ルギー政策の欠如を蠣約に示して

路を発罰して対集を諮ずることが

推遣体鰯に

欝欝管理の

エネルギー

いる篤学はない扁とし︑その愈愈

不司欠﹂というのが纂本的な餐X めるとしている︒
こうした政策を斉命性をもつて

方︒とくに︑原子力発惣について

総職

◆

との方釧をあきらかにしている︒
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廃棄物処倉の実証へ
翻洲殺早ければ六月着工

は・門州に何の楓談もなしに一方

シコ州︵ブルース・キング寄事︶

の背暴にあるとみられている︒

も︑ニューメキシコ州のいらだち

態権や拒蚕権をもっていないこと

ている︒

ではないかとの楽観的観測も流れ

し︑公聴会の聞催を近く命ずるの﹁

までカーター政権によってゼロ査

二＝コ 一 一＝＝隔

環境主義者による反対運動も無

土地讐理周がDOEに禰利な判断

反対運動の一つの山場とみられ・

土地籏理局は︑現在︑DOE視できない︒公平地撤園公聴会が
の最終環境影饗声明警が法的に不
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ーロディフ濃縮ウラン工場の廃藁

し︑一万四千ナの酸化物をえる︒

万八千ナの六フッ化ウランを処理

認司に必要な公開調糞は一九八

血に申議した︒

二庫にウィンズケール再処理工場

について行った公融会審判方武で

をえた場△口には︑一九八三年に着

行われることになろう︒その識定

である︒

今春︑営業運転へ

︻パリ松本駐在員Mイタリアの

カオルソ原子力発電所︵八十六万

のテストを進めており︑春には蟷

KW沸騰水型炉︶は︑順調に巖後

業運転開始の予定である︒現在の

ラ∠巾の電力席要に応じられる︒

送電鑛は一日二千万KWHで︑ミ

営業運転を始めれば研丑十五鐙K

WRの発電壁で︑イタリア電力需

要の三％を占める︒同原発は一九

転開始は七八年五月だった︒

七〇琿着工︑工嶺が遅れて︑訊運

ス

ペ

イ

ン

りん酸工場でウ
ラン抽出を計画

︻パリ松本駐在員冒スペインの

岡三ウラン公社︵ENUSA︶

ルりん酸工場てウラン抽出を謝顧

は︑フォスフォリコ︒エスパニョ

している︒岡工場のりん酸年産景

エネルギー革命を展開する蝉のバルブ

原子力バルブ憶

核流体制御精機の領域です

鮒鯨都〜駆新橋4＋U〒105費（03＞431−5176川酷評センター貿（044）833−23王・・轍営旧邸6）3・3−2367平珊バルブ工業株式会社

の三芳をしたW茎PP計澗︵いわ一 の決定に対して︑ニューメキ

合・アイダホ研究所のすべての超

ゆる第二案︶が順調に進んだ湯

的に決定された﹂と不快感をかく

走あるいは大幅カットされてきた

DOEにとって一番冠介な間題 WIPP予簾については︑これ

ウラン廃棄物は一九九〇蕉代初め

までにはW王PPサイトに運ばれしておらず︑さき︸．﹂ろ・DOEに は︑内務省の土地管理周から約八

が・レーガン新政罹によって復活

終義で協調的な対諮を確立するま

ロスメダノス・サイトの公有地撤

は︑他の国防関連施設からの超ウ

で︑W王PP計画の実施を停止す回をうけなければならないこと

するものと期待されている︒

る︒それ以降︑WIPPサイ対
トし︑﹁州とDO露の翠黛が︑有 千九蕩習︵約三十六草方菌綴︶の
ラン廃棄物を受け入れ始め︑二〇

最終懲明番が許容てきないと評

価した第四の案は︑﹁側もしな
る﹂よう申し入れた︒

だ︒

〇三蕉には満杯になる見込みだ︒

締結のための話黒いが流れてしま

WエPPでは︑また︑約瑚‡︷ 昨秋の州⁝DO翌閤の協議協定

い﹂というもの︒この場禽︑アイ
ダホ研究願の超ウラン廃喪物は︑

ャニスタが持ち込まれ︑核種の移

を下せば︑訴訟にもちこまれる豊

の国防高レベル廃棄物をつめたキ

能性もある︒

おそらく改託された貯藏方法で貯

が︑〜方で︑ジェームズ︒ワット

公聴会の開催を吊台わせている

ったことや︑DOEが州から巖終
十分として︑公有地撤園に関する
環境影響鮮明書に対するコメント

冊：＝一︐一

圧水型炉原子力発電所︵璽干万

ク州のサイズウェルに春岡初の頒

劣化u処理工場

化ウラン処理工場の建設を計画し

カ
COGEMA︵原子力庁の一〇
〇オルソ原発
％子会社︶がピエールラットに劣
順調に試験中

︻パリ松木駐在員回フランスの

し︑六十五か月後に完成の計魎
COGEM工A

の建設を計画

KW︶を建設するための認町を義

湾の電力論要の三二％を原芋力で

﹁葡一一＝曜一

誤聞延長の要請をけったこと︑さ

一口一一騨隠

所

肋 落選二呂表

まかなうことにしている︒

一

行や放射線の轡歴に対する影響を

一

DOEによるW王PP計画らに
ゴは︑州がWIPPに対して旧
新内務長官が︑±地荊蟹周に対
一尊冒帰一

血

磨

冒噂輔＝需

調べるための実験が行われる︒

蔵され続けるか︑または岡研究所
の敷地内に永久処分されることに

一＝一＝

の決定を下なる︒
DO鴛によると︑今回 ゴー

米エネルギー省︵DOE︶は︑このほと︑ニューメキシコ州雨東部カールスバッド近くのロスメダ

ゴー

一曹

購が完了しており︑台湾電力では

年間四億ドルの節約

汐男一号が今夏運開
台湾爾力
台託毒力公司では︑今愛からゼ

だ︒

ていることが明らかにされた︒

物を長期にわたって鹸良の条件で

台湾電力は︑一九九〇年には台

くされたが︑ビルバオ市ではテ

貯蔵することを琶的としている︒

と呼ばれ︑ユ

ロリスト反対の二十五万人の大

処理は劣化六フッ化ウランを化学

W
表には︑そうした撹論作りの効

デモが行なわれ︑ゲリラへの帝

この巨頭は

目がようやく漫透し︑機が熟し

罠の怒りが燃え上っていると
いう︒

低いセスキ酸化物に転換する︒酸

地帯の面繋ラン地方︵運転中一

鯵朧

露出技術は原子力庁︵﹂鷲蕪︶が

二十五ナを生産できる兇込みで︑

は四十万ナて︑それからウラン薦

政府にPWRの
建設認可を申請

確認ウラン埋蔵墨は一万九千三百

8開発したものQなお︑スペインの

G

C

E

︻パリ松本駐在員国英圏の中央

ナと推定されている︒
電力庁︵CEGB︶は︑サフォー

蝉

瀦搬ご計て汎耽瀾された

AS並置

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に

ノスの嶽塩層に︑廃災物隔離パイロットプラント︵WIPP︶を建設する計唾に
した︒これは︑昨年牽月にまとめられたWIPPに麗する最終環境影響声明澱にもとづいて決定さ
れたもので︑WIPPは︑原子力圏防聡連濡動から発生する放射性廃藁物の安全処分を実証するた
めの︑許認耶を必要としない研究瀾発施設として開発されることになる︒しかし︑ニューメキシコ州

が︑WIPP計画の抵進に対して︑﹁DOEが擢との協議なしに一方的に決めた漏として批判的な態
度を表畷︒また︑ロスメダノス・サイトが公萄地であるため︑内務省の士地管理周による公有難撤圃

手続きの段階で︑反対派が介入してくる恐れがあり︑DOEが討醐どおり今隼六月に工事にとりかか
ることができるかどうかは予断を許さない︒

台湾では現在︑チンシャン原子

ぢ

重・

に灘浜炉の燃料繭の節約につなが

昨年牽月発表のW茎PPに関す会が掘否していたQアイダホ国立 確まで︑どこにW王PPのようなネラル・エレクトリック︵GE︶ 現行石畑価格を基準にして︑さら
社製のクウォシェン原子力発電所

り︑駕問四億がの石泊代を節約で

施設を建設するかについての決定
工学研究所︵INEL︶に貯藏さ
を遅らせるというもので︑そうす

る澱終環境影響声曙書は︑今回決

れば︑ロスメダノス以外にも一ア

一偏機が運転陽始することによ るとしている︒

物は︑最初の許認可をうけた高レ

つの代替案を検討している︒

定のWI P P 謝 厩 を 含 め 金 部で四
れている臨防関連の超ウラン廃棄

力発電所︵六＋四万KW︑BWR

建設申で︑今年中にも原子力発電

二墓︶が還転中で︑台湾の電力濡

完成間近のクウォシェンの二基

所第七︑八弩機の入札を行う計画

窃に商業運転に入ることになる◎

に加えて台湾電力はさらに二墓を

要の一五・八％をまかなってい
十九万二千KWの同炉は︑GEが

け入れられる形で実施てきると評

直面澤機も︑現在八○％以上の工

る︒
生気しているBWR／6の申で鍛

現在核燃料装研窮の電気出力九

きることになる○

最終声明書は︑以上の三つの案

討できるとしている︒

益か所のサイトの利用可能性が険

になるかもしれないが︑そうでな

第一案は︑WIPP譲癬を中止ベル廃棄物処分場︵ロスメダノス
するが︑ロスメダノス︒サイトは
いかもしれない︶に処分される︒

計画︒

第瓢案は︑少なくとも一九八四

一
環境派の批判は依然続いている

たとの情勢判断があるようだ︒

が︑蕎権蕎の︸二分の一に隻持さ

スペインでは社会党の原子力

らない︒

この用心深さの原色は︑環廃

七九黛の来國スリ⁝マイル島

れる共産党の態度の購確化は︑

化物は密封したコンテナーに誌め

装躍︶の改造などで蕊炉とも停

主義者らの強い反対と︑とくに

倒な手順をクリアしなければな
修理︑ECCS︵緊急炉心冷却

姦している︒

第二案は︑︿︐回決定のW王PPは・いずれも安全に︑環境的に受

許認司を必要とする高レベル麗翼
物処分場の候補サイトの一つとし

て立地精葦を続けるというもの
でカーター前大統領が承認し︑議

鯉︑
馬轟情をいっそう悪化させた◎

止していたことが︑この冬の門

イタリアには現在︑建設巾の

原智嚢故にある︒事故後に就厳

反対も強く︑各地の立地紛争を

炉︑建設中三炉︶では︑共産党

ができる︒その生薩墨は隼八千七

脱弗によって七〇％フッ化水素酸

COGKMAの計画では隼間一

反応できわめて安定した反野性が

大型炉が三雲︵愈冗冗力二欝八

イタリアの原子力の転機になる

は︑さいきん全国に傳電が頻発

十余万KW︶ある︒しかしその したコ切ンホ原子力委員長は

ヨーロッパ各瞬では︑原子力

るQ

い︒この国では

リアよりも激し

ズム﹂に対立して独立し︑石炭

隻部が本部の門ユーロコミュニ

穏やかな反対だが︑原発最集ゆ

政府の断固とし

薗ナで︑工業に売却の予定であ

た原子力推進と

︸方︑スペインの情勢はイタ

りードしているQ共産党はより

﹁公衆に金情報を辱え︑問題が

かも知れない︒

進行はスローペースで︑二二ル

原子臥刀推進へ方・岡転換

電力危機に直面するイタリア

ソ炉︵八十六万KW︑BWRあ
︶るときは必ず公選で討議す

危機がある︒

傾電が円常化

していることに象微される電力

した一瓢は︑置

政策が軒並み政治問題化してい

況魯が強まるなかで︑野党や世

るが︑石油価格の騰貴による不

論の態度に微妙な変化が晃えは

異常な寒さによ

接にはこの冬の

利周と雀エネルギーを要求して

る電力欝欝増と

下塗的な反対派

びになっていた新エネルギー計

る︒計纐の実施は一九八四隼の冤

への心馳の反発などが︑嶺論に

︵K・K︶

通し︒

原子力反対を鮮明にするなど︑

ため︑工事の無購停止を余儀な

＆裟

の過激行動がき

水力ダムの貯水

が罹繁世論に微妙な変化一

顧を政府が発表し︑石曲輸入の

いる︒

政滞の縣エネルギー副画の固

済情勢とテロリストの行きすぎ

までに石繊一千万ナ椙轟分︶︑

しかし失業率が一二％に上る

ニス原発︵九＋三万KW二炉︶ など︑経済困難のなかで︑政臆

情勢は複雑であるQ
などは七七隼に完成後︑三年間

の主任技師ライアン氏︵39︶が の原子力撫進の態度は固く︑経

わ立っている

その実精はもっと深刻で︑電源

避の減少だが︑

センサス作りに徹してきた︒た

原発の破壊を要求するバスク地

が︑今月に入って建設中のレモ

酬減へ国魔資源︵石炭など︶の

も

批判が出ると七か月も運転をゆ

とえばカオルソ炉も︑耐震性に

省エネルギーの三本柱を打ち出

たのは三か月だけ︒その後にレ

配が冤える︒

も微妙な影響を及ぼしている気

る﹂方今をとり︑皐棒強いコン

開発︑原子力椎進︵一九九〇年

開発︑とくに懸子力開発の長年

今年に入ってやっと全出力晶晶

したのに続き︑最大政党 ︵ 野

國の稼働原子炉三炉はいずれも

ッキングな事件が発生した︒商

不調から殺害されるというショ

テストを臆ね︑

の郷滞が招いた棋給予備力の不

方ゲリラに誘かいされ︑交渉の

党︶の共蓋党が石炭火力には問

ポートの作成︑その検討︑電力

ている︒その出力愈刮は五十万

﹁地暦に翼犠なし﹂の報告を得

六〇年代の前畢に運腸したも

う︑政騰を上厩る原子力優先姿

KWそこそこであるが︑故障の 業省による運転認可という︑面

口会社は従業員と象族の安全の

題が多いとして︑原子力四爾万

勢を明確にした︒その背 漿 に

握出︑原子力委員会の承認︑工

てから運転︵試験︶を再開して
KWの即時着工を要求するとい のQそろそろ老朽の域に近づい 会社ENELからの運転誹錘の

用心深い

建が根本原鶴と見られるQこの にこぎつけたが︑運転訂町が出

忙して専門委員会で検討し︑

イタリアでは昨年來︑延び延

じめたようだ︒

ｸ

1。・・

指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1つで
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圖米欧で国際主力
FPガスの挙動解明を
騒︑米︑欧州の麟際協力によって八年計画で蔦燃焼慶燐鶏の健金惟畝験を行う﹁バッテル計画﹂が
今鐸から水野的にスタートする︒一一酸化ウラン焼繕ペレット轡料の莇燃焼隠における核分裂牛成物ガ
ス挙動を解明し︑健全性を磁認するのが欝的︒燃胴の兜蚊余性研究については︑来年農から﹁スーパ
ーランプ趨糊﹂にも参潴することになっており︑爾計調のスタートにより国際協力による螂料健全性

試験はさらに前進することに な る Q

また︑科学技術庁では︑燃料健
全轍については︑束郊度から﹁ス

ことにしており︑わが瞬の轡山脚

ーパーランプ讃唱﹂にも参加する

に大きく進展することになりそう

金性研究は国際協力をテコにさら

ス⁝パーランプd画は︑BWR

だ︒

とPWRの郷腿体を簡同穴で丁疋
腰間照射したあと︑これをスウェ

ーデンのストウドピック技研のR
！

認しようとするものQ五十六犀四 川内二馨︑六十隼には敦賀二穆と

を実施︑新燃料体の破損状況を確

藍島・予算婁鐡会

述内容で論議

中学教科書の記

3月10目︵火︶

昨隼七月には︑灘立︑集芝︑口本

初装荷燃脳の瑞要がめじろおし︒

−2炉に装荷し︑出力急上野訟験

核燃糾開発︑三菱亜工など講料メ
月から五十七鋸十二月までの第〜

際協力を役立てることが効率的扁

三門MWD／愚闇漫が轄通︒しかと覇気︑昨庫十一月原研を窓購と
ーカーもこれに加わっており︑原

で禽めるとかなりな鑓となる︒圏

それに︑運転炉の取り換え燃糾ま

現在︑核 燃 料 の 燃 焼 度 は ︑ 二 〜

し︑局部的には努万MWD／丁程して参加手続きをすませていた︒

よしている︒

二千体の納入を達成

冊＝＝＝＝朧＝＝＝唱＝＝一二罵＝＝開＝蟷幽一＝＝＝﹁皿＝二＝＝需＝一一＝；﹇瓢＝隔篇瓢一刀一画㎜冊＝一＝脚⁝

グル⁝プが参撫する形となったQ

期謝画の参丁重として二態隣を計

彼櫻管が膨張︑ペレットと被覆讐

いて解開のメスを入れ︑熱伝達率

独自技術に自信

転換から成型加工まで一貫して︑
騰社がそのほとんどを蝕産してお
り・今後の需要に封処するため︑
数銀後には︑東海村にある現在の

また︑原子炉で縫陽された燃料

三菱原子燃栂

を上まわると犯られているQ

よる核燃繕サイクルの確立などを

成を怠ってきた︒とくに︑海洋処

われわれは︑政府に反省を求め

ある︒

るとともに︑次の施策の実現を要
激する︒

①基礎研究や海洋調査のデータ

摘︑文部省や科学技術庁当局に︑

家ず釜嗣中に質聞にたった粟田

その事実関係をただした︒

氏は︑醸本描籍と浦水心院の照和
五十六隼麗使用の中学校教科盤を

とりあげたG同氏は︑検定済みの

﹁原子力発電所には︑放射線もれ

の麓険という問題があり︑発蹴萌

︿未来を切り拓く科学葭簾の振

▽エネルギー技術開発原子刀

興V
の平和利胴を推進するため︑新資
柑の開発︑工学酌安全性の向上な

ど安全技術対策を進めるととも
に︑わが国独霞技術による核燃糾
サイクルの礁立︑新型転換炉︑多

噸を岡内外に公表すること②試験投 目附署内ガス炉︑蕩速楢殖炉︑核
⁝棄舳にその海城で放射性物質を舎 融禽など新技術開発を国の轟任で

は①公共施設及び公被施設の警備

り審査の効率化︑迅速化を進め︑

み︑禦盗冨の増強・発露などによ

込薫れ︑この処分対策の確立が急

十年には一黄万本にたっすると晃

任で実施すること︒

には万傘を期し︑あく求で政府責

祥対策の強化︑わが帯心臼技術に

力の軍租利用を拡評するため︑安

▽原 勇 開 発 利 用 の 推 進 原 子

に関する調盗研究をすすめている

処分に関する準備および陣地処分

め︑漁民︑鵬辺書函の理解を響つ

物の閣議処分は︑強殺関係蕎はじ

〔ノぐイ・ノレ墨IL禽｝
〔ノぐイ・ノレ墨IL禽｝

階で轡き改められている点を指

教科講の認述が︑﹁供給本﹂の段

社をとりあげた検定済みの中学校

党の湯由勇既は︑原子力発電と商

下禽で︑共産党の栗田翠嵐と祉会

内のPWR用燃糾は︑ウランの再 二十日ひらかれた衆議院予騨蚕

FPが発生すると︑その圧力で 研の参入により︑わが煽からは三

こうして ︑ 高 燃 焼 度 に な れ ば な
のギャップが広がり︑一次冷却水

度になっているところもある︒

るほど︑燃料の瓢位あたりの発生

熱羅がふえ︑核分裂生成物︵F の熱伝達牽がおちる︒このため︑

影響を欝えることになるため︑そ

の低下などをあきらかにする︒

P︶ガスが生じ︑これが綱目管に 実験ではこうしたメカニズムにつ

の発蛋のメカニズムの解明が急が

象海製作所に第二工場を建設した
その後︑独富の技術改慶を積み颯

費のりーク率は︑この十無間で約

FPガスの作爾によって︑被擾篇
三菱漂子敷料︵山縣四郎社長︶

産するまでに成畏︒さらに五十六

ね︑五十X年度には約乙酉体を生

れていた︒

が破裂︑ガスが一次冷却水巾にも
は︑このぼど関餌電力・大飯原子

いとしている︒

来臨バッテルパシフィックノー

力発電所一号炉用に燃料体三十二

十分の一に減り︑十万本に〜水の

れだす司能牲などについて調査す

脅度には︑冬原子力発電駈の長サ

罰倉い︒特に周社では︑険査設備

﹁バッテル計醜﹂は︑笑際に商業 るのも今購の実験の焦点︒ベルギ

ーのBR13炉︑繭独のオプリヒ
依を納入し︑墨壷四十七年の生塵

イクル運転も予憲され︑約五蘇休

スウエスト研究所の計瞬している

炉で照目し た 燃 料 を 使 っ て ︑ こ う
騰始以来︑二千体納入の実績を達

実際に照射した燃料を便って実験

八年に島浜三︑四緑︑五十九鰯に

に晶質管理の瀟ではWH社の捜術 冤本木の原子力発蹴勝の記述が︑

の臨動化に力を入れており︑すで

産蹉十体の面謝規摸から出発し︑

︵W葺︶汁の技術導入により︑卑 ると︑五十七隼に川内一号︑万十

さらに︑こんこの見貸しを闘え

の濡要を児込んでいる︒

を行う︒

バッテル削醐には︑昭和弄牽憲
薙から竃中研が参加していたが︑

購祉は※ウエスチングハウス

成した︒

した潟艦隊階のFPガスの挙動を ハイム炉︑ビルガッセン炉などで
あきらかにしょうとするのが曙
的︒このため︑科学技術庁では
﹁わが国だけでこうした試験を行
えば︑膨大な費用がかかるため︑毛

進めるとともに︑放三眠廃蘂物の

競擦・低レベル廃蘂物は︑ドラ

稲葉秀

噸などに関する技術開発︑﹁むつ扁

ルギーを開発するため︑電気細動

輸送分野における石漉代麟エネ

る︒

ウラン圃収システムの開発を進め

期実用化をめざす︒さらに︑海水

ル廃棄物処理技術︑廃炉技術の翠

⁝まないドラムかんを模擬投棄して 績極的に推尊する︒また︑篶レベ

②農林水産業の近戟化のための施

の保金︑などについて地霧の実情

この原則に立ち︑低レベル廃蘂

に憾じた娠興整備d鞠の策定と蟷

B本報二IIIセノターホール

3月11B︵水︸

加撚勇底㌧

られているが︑それでも正誤訂鉦

門八社のうち六社までが遇き改め

強い反対運動がおきている﹂︵日

p罵長は﹁検定規則十六条四懸

というのか﹂とただしたのに対し
安も大きく︑反対運動で建設でき

べるとともに︑科学技術庁の参驚

にもとつく蕉誤訂正である扁との
︵蒲水甕

なくなった例もある﹂

﹁原笹力の正しい普及という観点

慧冤については︑石渡周長が︑

院︶となっていたのに︑供給本で

は︑それぞれ﹁原子力帯磁所に

から口頭でのべただけで︑それ以

は︑放射能に対する不安があり︑
発霞目建設予定地では︑住民の反

ある偏とこたえた︒

後のことは︵文部省に︶法かせて

狡術の正しい報道ということから

派が建てた照補給麗と顔茶屋の撤

羽原子力発電所の周地内に︑反対

東禁野力は︑建設申の柏紬・刈

屋を強制撤去

反対派の団結小

まで︒

まで︒詳細は療子力周技術振興課

提出期聞は蕊月二環から十一懸

万円を用懲している︒

炎が対象となる︒予算は一億八千

効果的であると考えられる試験研

よりは他に委託することが︑より

のもので︑かつ︑国立機長で行う

究のうち︑国が窮ら行うべき挫質

題罵について晦譜のあった試験研

委託艶の交付は︑鑑示で竃める

託賢の交付方針を淡めた︒

十六艇度の原子力露霜利用研究委

科学技術庁は二十三臼︑昭釈万

科学技術序

委託費を告示

原子力研究

対運動がおきている扁﹁：：地元
の人々の軸簾もあり︑友鮒運動で

る﹂と変璽されている例をあげ︑

建設できなくなった例もみられ

﹁検講論度の根幹にふれる熊大な

もの﹂として︑文部省鮒にその癒

これに対し︑文部省の三角洲中

えをただした︒

周忌は︑﹁科学技術庁の参蓼二陣
をきき︑教科盤会祉にその懇翼を
口頭で伝えただけで︑文部繊が圧

くない﹂と門戸︑﹁教科轡金曜が

力をかけた︑ということは藤つた

臨室的に判断して︵羨き換えを︶
行い︑文部織としては検定規則に
もとつく﹃正課学窓﹄の範囲内で
受け入れたもの﹂と説蔵した︒

讐どのよ

また粟田氏が﹁参考恵冤﹂をの
べた科学技術庁に対し︑

うな内容の謬考悪毘をのべたの
か漏とただしたのに対し︑科学技

参蕎悪見を口頭でのべた︒①窮実

表を求める仮処分を新潟地裁長岡

術庁の石渡原子力局長は︑﹁秘学

不適切なものはないか③誤解を嬉

十ぬハ賑︑強制撤表を認める覇決を

隻部に肉請していたが︑岡地裁は

関係にまちがいはないか②表現に

えるおそれはないかーーの三つの

下した︒これを受け︑十九臼韓︑

二つの小屋は強制撤宏された︒

ノ

華

墨

蟷螂語

亀
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○その他、特殊機器設計製作

ボ
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ノブゆ、久，照部厚彦

本欝籍︶・﹁・地元の人々の不

建設予定地では︑どこでも住民の

〔ll】置くノマ不ノレ5琶1命）

観嶽から顯見をのべた濠でだ扁と
管えた︒

午後︑質疑にたった縦覧氏は︑

鍵顯翻

O3（377）8ユ11

ラビ

し

ノ、ノレトロメ

＝冊閥隔≡＝＝≡冊＝篇三需＝コ＝日盛隔冊＝一＝＝二＝

の勤成を講じ︑電源地域の総禽的
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議颪的な振翼をはかるQ

O冊三讐＝二﹇二瓢＝︻＝二⁝⁝＝髄＝コ

し︑現行交付金制度は︑①電源立

源立地交付金制度がある︒しか

同室に︑われわれは原子力発電

十八日か ら 三 二 間 ︑ 膜 票 ・ 九 段

地後の纈久醜な地域振興に結びつ

法律と66の響続き︶に礫する期聞 ムかんにして約一一十六万本にたっ

所建設に関する名穫語響町︵33の

会館でひらいた第二十六同民社党

かず︑とくに腿周の鏑出につなが

分について関係諸国の倉慈を隔り

大会ほ︑初めて科学技術の振興

らないこと②繁雑な手続きを要

れなかったことは︑政府の失政で

を八一難度の政策大綱としてとり

処理対策の確立をめざす︒

あげるなど︑より強間な科学技術

馴

し︑昭枳六十年には六十万木︑七

・

﹁立地雑誌に新法を﹂

民社党の81年度政策大綱

が長期化している現状をかんが

し︑使途に制隈があること︑など

﹁特定電源地城振興幣備特別措置

燃し︑電源立地を推湿するため︑

われわれは︑こうした総状を孜

いない︒

＋分に地域社会のニーズに応えて

立岡をめざした政策づくりを鮮明

とした大会となった︒

以下︑そ の 二 木 柱 か ら ︑ エ ネ ル

ギー関係の政策を紹介する︒

︿国民生 濡 の 安 憲 を め ざ す 代 婚
エネルギー対策﹀

関発を促進しなければならない撒

策の弊備③工梨用地の整備博工業

がれている︒政府は︑試験的海洋

誕叢る肇祭な方馨とるこ

餌エネルギーは︑霊として電力舗

電源立地の跨滑化に努める︒

と③閨際ぶ準への適禽など蜜全性

襲にあてられる︒したがって︑蟷

た産業の振興⑤羅用の礁憬⑥環境

璽盤の弊備④地域の特性を濡かし

エネルギーと科学技術が前面に

［舷ヒ1ジ吟。匝（1羽⊃よ疲1三
の研究開発を強力に推進する︒
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1三ノ∫力委艮長所な掌

が︑最も二水となる国民世論の形

シャッター厚：鉛50％

第属回原産年次大会 プ昌グリム

り︑代螢エネルギーの利用拡大は
闘難である︒

現在︑電源立地対策として︑雷

○サンプリングフード

厚

馨議囲藩野芝艦踊

総璽量（外枠含み）：約14，000kg

鰯

○各種遮蔽機器

さ：！000％

○照射装置

コールドサイヌ：：380臼％

○フォークリフト用遮蔽窓

ホットサイズ：730u％

○大小遮蔽覗窓

腰：1600％

壁

鉛ガラス と遮蔽機器

聾

細

〔キーノート〕
鯨f力二業の，、果題と今・後の略史｛
伍波止
皐晒「」炉および核轡制サイクルを中心とした技術醐発と1，r
業イヒ
ヒ頼川ll男
〔パ不ル討論〕
イ1 度灘翻、 甫田犀、人脇虫 、本永1比 郎、ドコ橋懸、撫

郎、牧浦降太郎、D
罵一

工・トルギーとアメリカのill界；｝量黛略

ま〜吾恭

言義長

「工番ルギーの女全保障と線∫力」

Z
移1ラ恐
1「、ゴカ

フィリピノの工不ルギー儀情と

Sエクノレノド
D アフノヘイア
腺∫力発屯一1980勾代の拶い践

愈ノ
▽懸源立地対策の確立今後︑

ー

：〒＝160

バルト照射室シャッター付選蔽窓、

一冊

2

廟委只長二型
人会準

、譲ま・ζ

〔特別講醜〕

永野承盈
d覗兄
1、義麺
会
｝11
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︑

国際原子力機関︵IAEA︶は一九七二鋸︑アジア・太平洋地域の開発途上麟を対象に﹁原

地についた自助

の緊

子力科学技術に関する研究・開発および訓練のための地域協力協定︵RCA︶﹂を発足させた︒

爲本は七九年に正式に加盟︒いらい︑RI放射線利周分野を中心に︑

・化学課長に就任した町末男氏に︑RCAの現状と展望を紹介していただいた︒

要な役割を累たしつつある︒今回は︑昨隼秋︑IAEA︒HCAコーディネーター︑工業利用

・

昨琿九月二十二田年餉︑ウィー
が出席し︑研究訓練のための﹁ア

記窟︑締明認窟︑松井原産副会畏

十四図更AEA︵国際原子力機ジア地域センター漏設立の再検

ンのホフブルク寓殿で開かれた二

各国がRCA
の重要性指摘
の検討など︑績極的な課題が腎臓

討︑放射線医学利用プロジェクト

〜技術移転推潮一

された︒

関︶総会において︑中川一郎科学

発途上国に対する技術援助強化の

lA巴A総会て〜
技術庁長官は代表演説を行い︑開

仁熊のクリスマス薩郁の士一月

ァウラー氏︵前RCAコーディネ
RCAの湧動を高く評価するとと
もに︑こんこも綴本がRCAに灼

︑

マレーシアPUSPATl研究炉建殴現場

轟悪慣誌

剛︑日本原子力塵業会議を中心と

ては蓬髪原子力研究所の指導聞役

騨

庵．

限定版

鍵

祐三

☆TMI裏故とQALの反省奪

東

人者羅甲

泰正

取

屯

藤

一路

工業確立を願

望する途上国

W
要蟹受け計画中萱

これまでRCAの活動は︑主に

農業︑食糧の問題に重点を置いて

に対する要望と願望は︑きわめて

きたが︑RCA諸国の工業の確立

高まっている︒IAEAでは︑こ

れを受けて︑RCA撫盟十か国に

線工業利用の必要性と︑関連した

長期の調査掻を送り︑R王と放射

た︒その調査結果およびいくつか

インフラストラクチャーを調査し

の港門家会命の報告に基づいて︑

技術移転プロジェクト案を作成

した︒

し︑約五葬万がをUNDPに要嘱

その内容は︑①非雲壌検糞②工

ス利用④環境滑染の制御⑤トレー

程および量質管理③放射線プロセ

サー利用と放射化分析⑥放酎線計

これらの成果は︑今仔五月ジャ

﹁放射線謝測器保

本篇繭の作成に関して︑節票な

芝野間

いるQ

ｳまでとなっている︒

現在の欄盟園は︑オーストラ

フィリピン︑シンガポール︑ス

たプロジェクトがすすめられてい

属を定塗するなど︑健康に閲連し

﹁アイソトープ︒放射線工業利胴 カルタで開催予定の﹁第⁝二回政府

ョップ﹂につづき︑昨奪七月の

査︵NDT︶﹂

役調を湿たしてきた窓越が︑その

取

この協定は︑アジア・太平
洋・極栗地域の発展途上羅の
強い発意に塁ついて︑一九七

二年にIAEAが︑これらの
ど羅における原子力平和利潤の

促濫を圏的として発足させた

︿RCAの目的﹀ 懸鯛間地域協定である◎衡効二

労①の①⇔円Oけ︼︶Φく一

︾σq智①Φ§−

間は︑ 九七七年忌満了となっ
RCAは円7Φ拶Φσqδ鄭￡・一
たが︑五銀間延長され︑一九八
hOり

〇〇〇℃Φ同︒け同くΦ

Φ護蝕

リア︑バングラデシュ︑イン
嵩σQ国Φ嗣無巴8Z蓉言母

Φ一〇℃ヨΦ昌け 鋤5α 8村p固⇔7
GQO一①郎O⑩ mP郎α ｳOげ冨○一一ド︑インドネシア︑日本︑韓

リランカおよびタイの十二か国

︒σq鷺の簸初の頭文字をとった 国︑マレーシア︑パキスタン︑

する研究・開発および訓練のた

もので︑﹁原子力科学技術に蘭

である︒

農業利周は︑①水牛の飼育改藩

ている︒

削除すること︑および︑さらに詳

測器の整備センターなどである︒

約二十万謎を支出している︒ま

現伍︑更AEAは︑これらのR U醤DPはこれに対し︑専門家
CA盾動を推進するために年間 による評価を行なった結果︑④を

るQ

の三プロジェクト︒工業利用は①

におけるR王の利用②璽類の鵡質

放射線計醐器の保守②水理学︑推

RCAの酒盛は︑当初︑必ずし改良︵収穫壁の増大︶③食品照射

﹂

めの地域協力協定﹂と訳されて

スメントが求められている︒

一方︑第二の分野であるアイソ

開発途上国の農業︑工業︑鷹学な

トープ・放射線利用については︑

一現地の潜動で一

としてきわめて重要なものであ

どの発展に︑齊接︑寄与する技術

が重要な課題
科学技術の二二な一翼である原

も順講とはいえず︑域内先進国で

このため約四十万ザを認可すると

細な調査と計画の作成を指示し︑

ともに︑技術アドバイザーを任命

た︑環末およびオーストラリアか

横学へのR王利回③中性子散乱︑

で︑命計約四十八万が︵約一億

さらに︑現在︑計圃中のUNDP
らの特別拠出金が隼聞二十八万㎡

した︒

作成に︑金力をあげて取纒み︑昨

偲て︑詳細かつより緻密な計薩の

そこでIA霊Aは各国の協力を

円︶が割当てられている︒これが
十か国︑七つのプロジェクトに充
当されているわけで︑予算的には

ーフィング︵報告︶を行った︒

NDPに提出するとともに︑ブリ

前述した第九回RCA総会にお年十二月に完成した︒そして︑U

不発分な状況である︒

いて︑新たな二つのプロジェクト
︵稲の品種改良︑屡業廃棄物から

本計画に対する獄CA諸國の期

待には︑なみなみならぬものがあ

のメタンの製遮︶の撹進が提案︑
決議されたが︑予算的な霞途がつ

ひ実現したいと霧えている︒

る︒IA8Aとしても本計画をぜ
である︒

かず︑まだ開始できないのが実状

て大きい︒途上国は︑これまでの

する民間企業の援助が不可欠とな

映されることとなる︒

用﹂に関しても︑日本の政府︑観

さて︑巖後に当局のRCA酒動守﹂および﹁岸み呪縛の馬丁利
のなかで︑もっとも大きな計画で

にさいし︑講本に期徳されている

実施にさいして︑中核的・掴騨的

あるUNDPプロシェクトの巽旛
間の協力がぜひとも必要である︒
⁝プを設麗し︑短期および長期の

役罰もまた︑非常に重要である︒

らも強く期待されている︒

盟国からもUNDP︑王AEAか

関

昭

十八︑十九の両環︑簸蕎とE・フ 必要性を指摘︑その閉的のための

ーター︒現在團濫開発計醐プロシ
ェクト主アドバイザー︶は︑アジ し︑種極附に協力していく方針で

他のRCA潴盟国も代表演説のな子力技術の開発途上麟への移転問

ーストラリア︑インドネシアなど︑

あることを叢明した︒さらに︑オ
ア原子力地域協力︵RCA︶にお

ある﹁アイソトープ・放射線工業

かで︑RCAの重要性を指摘し題は︑これまでも︑IA猛A︑王り︑核拡散につながる可能性はま

ける当譲︑巖大の技衛移転計画で

た︒

RCAでは︑当無︑第二の分野降︑実質約に動きだした︒

が実現した一九七七〜七八年以

NFCE︵国際核燃料サイクル認ったくない︒先進国における利胴 あるオーストラリア︑日本の加盟

よび予算案について︑国連開発計

利用しプロジエクトの実施計画お

第九圃RCA総会が開かれ︑十一

に期待
男

最後の環境科学では︑放射能分

ついては後述する︒

RCAで︑現伍︑推進している大型プロジェクトであり︑これに

末

当面はR璽放射線利用から

闘本の技衛

再主討会議などにおいて︑しばし

画︵UNDP︶地域担当部畏のヒ つづいて王AEA総会第四曝圏価︶︑NPT︵核拡散紡止条約︶ も︑ますます拡大している︒
アセスメントを含め︑七百つにお

か国の代表が参加し︑フィリピン

アリングを受けた︒︵本餅魎書は︑ の九月二十五賢には︑朝九時から

よぶ膨大なものとなった︶︒これ

によって︑RCAの最大のプロジ
原子力委員長を座長として五碍ま
討議が行われたQ籔本からは︑ウ
ィーン大際館の浜本公使︑加藤喬

叢書趨無職薪落町
に重点をおいた技術協力を推進し

原子力利胴技術は︑農業利罵︑工

ば論議され︑その重嚢性が指摘さ

ている︒第一の分野の進め方につ

れている︒

析などを利用して︑入体内の璽金

臼玉の協力を高く評懸し︑感謝す

ワークショップ﹂と盆CA計画作 奪門家会倉﹂において︑さらに討

︑ざ︑ざ︑ぎ︑ざ︑§︑ざ︑ぎ︑§︑ざ︑ざ︑§︑ざ︑ぎ︑ぎ︑ぎ︑ざ︑ぎ眠

るとともに︑今後の日本の山導的

によって主催されていることは︑

成のための一連の会議が田本敵府

さらに鍛近では︑門アジア原子
力地域協力センタi偏設立構想を

議され︑RCAの今後の霞棚に反 っていることである︒﹁非押脚検
口本政府は︑これまで食品照射

援助を行ってきた︒昨無から外務
省︵原子力課︶︑科学技術庁を爆

きわめて高く評鯖されている︒

役割に大きな期待をもっている︒

︑§︑ざ︑ボ︑ざ︑詩︑

現在は前二蕎が大きい比璽を占め

業利周および覆境科学であるが︑
とになろう︒

した が っ て ︑ I A E A の 現 在 の
いての検討も︑霧来︑行われるこ
活動の申でも︑技術移転の蛙進は︑

る︒

もっとも重要な課題となってい

のエネルギ1利用②アイソト⁝プ

勢力技術は︑大別すると①原子力

遼上蜀への移転の灼象となる原

薫待され灘
礪本立難麹
蔚蕎︑すなわち原子力発電につ

放射線利朋iの二分野である︒

︵現名古義大学プラズマ研究語

ーストラリアの加盟︑壇花秀汰氏

いては︑夏AEAの資繕によれ 逸CAの飛動が︑麟本およびオ プロシェクトを中心に︑効果的な
ば︑開発途上国の原子力発電設備
容騒は︑二〇〇〇年に二簿三千万

よって急速に動きだしたことから

の金事熊央氏を団畏とする調査國

ないし幽幽二千万KWに達するの 長︶の王AEA事務局次長就任に心として︑RCAワーキンググル検討するため︑外務省原子力課長
ではないかと予測されている︒し

をRCA国に派遺し︑各鯛の代表それは︑まず本計画の遂行に必要

の拠出に依存されていることであ

郁【森山

垂哩

る︒また︑放射線プロセスについ

な苧算の梱嶺な部分が︑B議政膚 な役着りを坦っていくことが︑加

謝画を検討している︒

と慧見の交換を行っている︒また

プ︒放射線利矯をふくむ原子力平

もあきらかなように︑アイソトー

の﹁第一圃獄CA加盟鷹政府鈎 昨奪十一月には﹁放射線計瀾器扁

すでに︑〜昨隼十月の外務省で

かし︑原子力エネルギーの必要性

門家金愈篇︑﹁食品照射ワークシ

の調査団が派選された︒

である日本が果たす役離はきわめ

蚤鰯1＞2171㈹

日本原子力産業会議

俊一

、

和利胴の分野で︑最先進国の一つ

B、iSO資＊斗全季渇

lAE：A、ANS【、10CFR50−App

Z

と適応性は︑各国のエネルギー襲

っても異なり︑さらに蕩度なアセ

☆ASME，10CFR50AppB

井

、

惰やインフラストラクチャーによ

忠一

☆原イ力発電所建設と晶質君寵

一国

ェクトは︑大きく実現にちかづい で︑将来計画などについて熱心な
たといえる︒

◇

︵マ

1雪i・

電力会社における品質保証体制

屯浜口

☆エンシニアリンクのQA

産

力

原

レーシア科掌技術環境衛との懇談︶

☆品質保訊基準の兄ll「1し

黒岡

f

②

現地の原子力関係者との交流もしだいに密なものに

☆製作・据付におけるQA
☆材届製造におけるQA

回

邦夫

考え応等を解説σ

製造業における品質保証体制

解説書である。

良夫

電力会社、機器・材料メーカーのQAの内
容とノウハウを公撫した、わが国初の完全

☆原子力発電所蹴転と品質｛呆議

ANS夏他の品質保知変求事項

入安藤

・山ヂ省井上

屯茂田

上製本約250頁定価5，600円（送料劉））

（A5判

発電所

，青司

東

☆わか国の品質保讃

の晶質保誼（QA）について、内外の現状、

一一

1体製鋼小野寺真作

☆品質保証の岡際li勺アプローチ

にわかに関心の欝欝っている原筈力髭電駈

☆テーマと筆者

わが国初のQAの完全解説書

懇

］コ

，

1

原子力

氏
町

、
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