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一法案が成立轍難

成立を要謂して選たものだが︑や

談三法はこれ藤で二心近くその

在市町村協議会劉会畏︵柏崎市蝿︶

▽小林治助全翻原子力溌躍所所

あれわれわれは・この法の黙黙を

手薗しの必要な点もあるが︑とも

う二点があげられると愚う︒多少

によってバランスを考離するとい

てきた地域の裡祉岡上を麟ること

って全てが片付くというべきもの

い塞難航しているが︑この法によ

＋二駕ぶりのことだ︒電源山地は

開発促蕊法に次ぐ︑わが国では二

た法徳制摩は昭和二十七葎の醗源

法律に関しては︑懸屋開発を進め

ろ白きに失した感さえある︒この

ど間懸はまだあるが︑法成立を機

ていかねばならない︒安金蝿策な

設整爾といった地城の要脚に応え

十分にくみとり禰祖摺薩︑公共施

供給でより万全を期していかねば

という耀いがある︒この際︑聡力

反面で開発促進の一助になれば︑

でないことも蟹々承知しており︑

っと実現︑圏びにたえない︒むし

エネルギーを確撮していくこと

スッキリした形で地城題祉のため

ならないと心誉新たにしている︒

ることによって国民生口に必要な

に︑今後︑儒属との舎愈が叢み︑

羅源開溌は促砿への足がかりを得

と︑メリットがないとして反対し

としても今後の遼用に大きく期待

指嫡されたいわば

た︒席上︑ガンデリー二専攻︑イ

燃料の輸送問題を申心に掬し命つ

務局長らと再処理および使用済み

漁業振興蟹二千万円の禽誹十九蝕

万円︑二辱炉分は五玉三千芳円と

漁業補鰻額は〜轡専掌十三懸五千

た同漁協継総会でも承調された︒

されたもので︑五月三十墨取かれ

9核種

60KeV−1．8MeV
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電源
期待される運用上の配慮

をかけている︒岡購に︑政府が積

ようQこの際︑田中総理以下︑法 の金がでていくわけで︑惣力業騨

膚関係轡らに態謝したい︒

五を禽み百以上にも及ぶ見逓し

などについて政府はじめ関係蕎に

を賊す・原子力樋殴の安金性確保

タリアの原子力発罐開発に対する

れたことに感謝している︒

極朗にこうした猶翻で配慮してく

成立に尽力して下さった殴垂︒政

▽岩波千春躍葺簸築遡合会専携

で︑法にいう﹁地点法定﹂など

よるより一腰の努力が期待されて

胴欲は︑石油危機以来一興隔まっ

理事談羅源關雛促蕊を眠的とし

法眼璽の問題︑さらにはこの三

原子力行敬

RCC代理店

二…鰐瓢

は発秘所の規換・欝欝に応じ・建
設期問巾︑市町糧に公共絹舗設整
備のために交付されるが・交付金

の必獲樵が紅炉はじめ関係巻に指

いる︒このことが︑

川内原発については昭租三十九

こんどの翠雲補償妥結で原発建設

性問題などを申心に霧暴言だが︑

国土開発法案

月二十二日提案理鵬貌明が

ド

鼬d轡

勢躍屠施設周辺弛城整備法黙と躍源開短靴遮税法騒および工特閉会計法案のいわゆる臓源隅藍蝋法

た法復制建はわが国では二十二卑ぶりのことだ︒政冊は近く一瓢法を公布︑固騰に法碓施行に必要な政

摘されてすでに久しいが︑ここに

法だけでカバーしきれない問題も

不儲

三法と両輪

きて法制化︑ようやく陽の闘をみ

蓄がいう門この三法が羅源立地難

多々残る︒と同鋳に︑多くの関係

交付の対隷となる施設は原子力十

くすべきだ﹂とする野覚の態陶も

ることになった︒三法は軍ければ

隼十二月に川内市議会が誘致を決

Wの原子力発馨騒を備えること 甜随いを薩めていく薯えだ︒

て︑イタリア独自で処理能力五ゾ

になろう︑と述べ︑これに対恕し

四年以降九〇葎までは再処理能力
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市議金の原子力藻潮委員余で安金

議したという経緯がある︒現在︑

にゆとりがあるため︑これを海外

った︒

England

璽が︑六月三田の参院本会議で可決︑成立した︒法興提出から実質一隼余︑霜源開発魏魏を騒士とし

︵衡︶令づくりに雪ぎ魑適する方針だが︑地点指定をどうするかなど三法運用に伴う今後の間題は多

あって︑調整工作は難航を纐め

今週中にも公布︑うち特別会翫法

く︑政府によるきめ細かな配慮が要離されている︒

衆院水会議で可決の後︑舞台を謬

た︒繕局︑三十︸日も家るまる審

衛効なものとする醗藩の方途でも

﹁璽腰法蘂であり十分に審議を尽

院に移し二十八日から商工︵冠木

議を続行︑司決し︑延引圃会最終

打開のすべ酬てでない扁ことも窮

あるからだ︒

鱈乱開発三法纂は五月二十四環

學温田緻長︶︑穴藏︵土展毅彦委

は十月一田から施行される︒税収

実︒国会での質疑を通じても強く

ており︑一九九〇駕には六千万K 円︒九電は引続き周辺漁協組とも

嘱摂︶両脚麗金で︑烹暴良績藁大
日の六月三冬︑夜更けの水会議採
による軍年度三蔵鱒円の星末財源

撃號選を控えた波乱含みの二会

完成させる謝画について説明︒八

／臼の再処理工場を一九八四年に

を払拭し︑躍源三法をより

数授︑鴨脚誓郎原論技術部次擬ら
決︵成立︶となった︒

擾︑川騎畿彦東海村長らの地城代

にはいたらず︑︸応の開発方向を

経済政策や義心エネルギー政策︑

る︒しかし一方︑周辺住民の聞で

は一渉前進するものとみられてい

漁業補償はこの原発建設に伴う漁
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ガンマ標準線源
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RCCの標準線源

一

騨門家のほか矢都知間夫敦賀箭

示すにとど塞つたが︑今後︑徴会

国際動向の観点なども加味して審

にふりむけうる︒今園の翫臼も︑

出︑＝

くというもの︒今無二月国翁に蹴

の二人から一入にし安全部長を難

ともに︑これに伴い局次畏を現行

して新しく﹁安金鉱﹂を設けると

原子力闘の纒織機能を大編に改革

法案﹂が廃薬となった︒同法璽は

﹁科学技術庁設霞継の一部改正

第七十一一翻会

科技庁設置法改
正法案︑廃案に

だかなりの暁闇がかかりそう︒

いるため︑計颪貝体化までにはま

るほか乱塾運も反対意圓を示して

は一部で反対運動が展開されてい

識︑検討を鵜め︑今秋にも異体的

るためのものだ︑などと語った︒

を含む日本の再処理禦偶を杷握す

こうした謝画を蕾蟹に︑輸送問題
告をとり隷とめる茅定︒

な方策と研究顕職を定めた最終報

︵群細は四面匡中間報亀頭聖目霊
照︶

再処理︑輸送

問題で話合い
劔A・N社幹部と原塵
アジップ・ニユークレア社︵イ

輔送部掻A︒ガンデリー等張と當

タリアENIの畢会往︶の再処理
業次簾L・ギアコメリ氏は六月碁
石︑原子力薩業会議を訪間︑森頚

総額19億円で妥結

とのいわば与野党闇かけひき材料

行なわれたが︑

にされ慰議はタナ上げとなった塞

員塗理鱗書で廃職とすることが本

ま︑結局︑会期末田の衆院内閣委

電力と川内漁協
雪しH
イノナ

一蟹館の原子力発

原発に次ぐ同社

︵約面三十五万塗方綴︶に︑玄海
協同組禽︵薬師寺琢雄組△口長︶は

八＋九万KWの原子炉蝦蟹を罐く

の体制づくりの一環として描翻さ

力安全性確保塵搬強力推進のため

新設の蜜全部は政膀による原子

決まりとなった︒

予定︒一望機は昭和五十年十月に

電所を建設︑ここに出力いずれも
う漁業補償炎渉を進めていたが︑

魑工︑五十五年七月運開がメド︒

業権消費区城設定などに対し描國

薫製がとり交わされた︒

計画によると︑九州霞力は欝欝

れ︑独葺したものとする騒騒だ

このほど総額＋九億円で妥紬︑同

かねて川内原子力発電所建設に伴

九州電力と麗児翻県川内市漁業
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テロ対策で報⁝告書も
保障措置の見直し機運急
圏際酌な相次ぐテロ珊件の発生でテロ防止への閲心が爾まっているおりから︑米国では漣縮ウラン
やプルト一一ウムなど特殊核物麗の眼界描隈対策をめぐって︑このところ曲馬はじめ関係蕎の闇で論議
を呼び︑さまざ濠な越しい動きがでている︒特殊核物圏の輸送︒警護について逓邦の畷脇を急拠拡大

する必璽を説いた報告瞭が公表されたことや︑米圏原子力婁農会︵AEC︶が輔送条件に制限を誤

する危険からみて釣台がとれてお

転置努力に比べ公衆を巻きぞえに

らず︑特殊核物証の不法曙取と便
用に付帯する公衆の損轡は原子力

べき④適切な傑罫描躍制度を確立

発同所瑠故なみのレベルとみなす

するには発電所の設翫目安である

仮想難

の響え方を灘入すべきだ︒

仮想一撮の麩に習って
件

一方︑クリーグスマン一霞は︑
保陳描羅孚段は特殊な禰遮とは全

小婁戯会のA・リビコフ上院灘麟 みの位躍づけが与えられるべき②

する法案を審灘した政府機関再編

を構成するのに欝欝な純金属プル

た︒ただ︑﹁免群襲藁蓄が核爽器

間題にはっきりとした一線を画し

く係わりないものだとして︑この

が︑原子力挿金欝認可婁奥会︵N バトリシア・バースト誘かい鰯件

には予籔︑機構醸で論難性﹂な

す三間を明らかにしたことなどから﹁傑瞳描灘﹂はいま臨題の焦点となっている︒
報四四は︑特殊核物腿をテロな

ことなく守ろうという藻隔搭

どの人為的な墨取の危険にさらす

トニウム︑濃縮ウランないしウラ

局を殴躍するようエネルギー機構

や努力は︑原子力鎌瀬所の安瀬性

蓑明したこと︑などさ謹ざまな側

べ薩業翼に反響を呼んだという︒

べき③この晃地からAECの態勢
出荷することは禁ずべきだ﹂と述

圏扁に関して︑安金保陣顧問D・ SLC︶寮の中に核物簸保瞳構躍は︑他山の石ではなく︑むしろこ
ロ岬山ンボーム氏らがまとめたも

③上下両院原子力合同婁慣会が近

再編法膨正を強く働きかけたこと

ン蹴の数鰍のこ五％以上を岡躇に

ので︑特殊核物質の還搬・懸備を

の樋の婦警のうねりの潮騒とみる

騨門の運邦サービス機関を新設し

こと④クリ⁝グスマンAEC墨引

て当たらせたうえ︑CIAやFく
B保瞳着想に閲するパネルを開く
Iなどとも 運 絡 を 密 に し た 響 戒 体

ン出荷の輸送制限について愈向を

が︑金属プルトニウムと纒縮ウラ

麟に聖油の変化が表われている︒
米国のバブコック＆ウィルコッ

葵團畿会は将来の原子力政策︑

ホーキンズ金擾が昨年†二月︑下

としていくつかの新しい化石燃料

このためピークロード用プラント

しかし︑これらは長期にわたる無

り︑北海には鍵盤な油田もある︒

る︒先駆には多騒の石醗資源があ

おり︑外国から技術露助を受ける

アルゼンチン︑インド薦園

用で協定結ぶ

ど︑原子力平箱利馬協力協定に調

いる︒

擾助を申し嵐る劇触れとみられて

米B＆W社が

クス︵B＆W︶社はこのほど︑今

楽国のバブコック＆ウィルコッ

今年初の受注
力発出に切り幸えることにより︑

〔原子力関蓬賞藁種自〕

（奨聡所關係）機欝その他の凸染除去、定期検査時の除染・リーヘイ、核燃桝象葡・交換作業、
｛圃人被曝鞍理、汚染衣類のランドリー、冷却取水満の清掃、魔洋物の連搬、変雌納 窒澗設備運
賦保、」；、施設内の補助工事並びに勘繕業務、管理区域内除染および液掃、苦通区城滑掃
（硲究施殺關係）RI放附線取扱実駅圭設，｝トコン母ルタノト、自讃の改遣・解体、廃衆施識整備、
機器の除染、各種鹿安物の処理、フィルターの交換、窒闘線絃寧・表薩汚染率分肴1測定、空調設
備運輯聾唖、管理区域内除染および一答、冠雪区域清掃、浄水管理
〔原子力関蓬主要得意先
（発病所關係）日本凍」り」発避㈱・敦賀および東海発確班、単費竈力㈱・福島発電所、中国罐ノ」㈱
・醗根原イカ発囎班、日立プラント㈱、東口芝浦雲気㈱・原イカ本llll、蕊菱原子力工業㈱、 G H
・敦翼および福勘建設E旺、WH・1蛎浜廼設所
（研究施毅関係）口本原」＝力研究1噺 ・東海・大洗 高崎各研究所、理化羊研究所・人和研究所、
胆力ゆ央研究所、日本アイソトープ協会、東大工事部・線野力研究施1愛、棄北大≠ 金属材熱論
究緋、東側都立アイソトープ研究所、放射線1蓋学総合研究所、沼気遇癌研究所、㈱來劇嗣子力艇

視︒
される禦態になる斑能性があ
一・藷罐力庁︵CEGB︶の容讐約三千五勇KWとなる

にした婿来の懸定電力顕要の伸び髭磁所︑さらには現在原子力発躍

院の科学技術特別婁殿会で明らか

＋万KW︑八践〜八六庫七千九百館酊には新規原発による電力生誕 殖炉が商藥ベースに粟ることがで

は︑一九八O〜八一薙に六千百九所が発注されていないため︑八〇 限のものではない︒間題は賜還堰

子力
代に移行するかである︒筒
一男KWで・うち原子力が八O弔すると︑CEGBは毎年最
強隠三

免＋万KW・九〇〜九一年癒三が冤込めないという購実をも響慮 きる以繭に︑英國がいかにして原

が・特に鍛近の想定では︑発電コ

定的な兇解を示している人もいる

GBはみていだ︒しかし︑これらる必要に迫られる︒また︑スコッ 遅日に悲観的な見方をする人や帽

目が実絹化する謙でに︑原子力
代に約三壬ハ百万KW必饗とCE百万KWの原子力発電所を発注畳す

の数掌には化石燃脳価格の高騰に

トランド地域の鱈力鋼嚢墨を趨撫

よる影響の評価は含まれていないした莫国金体の黛閣隈子日待画は

ので︑この点を幕懸に入れて鍛四颪巧KW程度になるであろう︒ ストが高いマグノックス型原子炉

るとみられている︒

でも・石炭や石油よりも低兼であ
一︑今後︑エネルギー形態に変

騨

近︑電力膿議会は新しい暫驚霜要

︑
M

諜

蕪

ξ鱒︻ξ量一ξ葛一一量一三一藁一三覧ξ﹁

英

想定として七九〜八○鐸に五千七化がみられ︑化石燃料が一㈱鐵要

ている︒そしてCEGBも︑この

颪五＋万KWとい︸漏牽を騨出し

ダ
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目懲猶のある醒の引雫げ／︐い∴．B．
はありうるとの懲向は示している

−惣＼

とくに次期炉型決定をめぐり︑様

〆奪

が・原子力三層ハ百万KW分につ職
望ン・

没な鹸纒を繰り返しているが︑バ

いては減少されるべきでないと主パ磁ζe獄ぎ
︸

ぐ

ーレイ︒エネルギー槽は党月醗会

㌧徳

き
ぐ へ
一・エネルギー省のな兇タ
解では
︑ちまさく
ずウ
ん
ヘズ
き
ぎ憲懸．誉瓢︑∵舜

ナルなきへこヘ

︑葵

祇
醜している︒

力謂襲予測と針画についての兇解

郊聞の鱈力鰯蟹の伸び購を低く晃業事船遥轄蹄圏か
ぎ隷 藤・㌧婁

く

で演説︑その申で翼團の将来の電

を示し︑原子力開発針薩の規横が

もに︑確爽に犀間二百五十万KW

ことが必蟹であると握戯するとと

どの程度であれば適切か翻識する

羅縫嚢難壁騰
難譲雛 難讐
が必襲となろうと承艘した︒同相

以上の原子力断画に投堕すること・

三﹇一三一重＝＝三署葺鴇一三墨開一一三犠﹁三μ一一瓢ξ三ξミ晋一竃一一扁

子力利用について蓋し合うなど︑

を注いでいる︒

酸近は活発に原状力立発促進に力

学︑貫録︑脱堀の分野における原

擬助交渉を行なっているという︒

と︑イランは原子力開頭を推濫す

堂二百二十万演で買収・その後の

直筋は︑イランは軍稲利隔を漫的

るため来国︑ソ連︑カナダと技術

GA社発足を機に︑ガルフ・ニュ ヤンキー原発二件︑インディアン

出たその他の主な破損蟹件では

展の過失によるものである︒

曼三三︻⁝三無補ξ一一一一一三﹇一一ξ一一一一三三︻轍樽三毛ξ一一巴ξ轟

ニュークリア祉の持株︵四三％︶

ガルフが昨年璽︑ユナイテッド︒

ている︒

一の会祉はB＆W社であると述べが述べた大饗は次のとおり︒

GA社の軽水炉燃料事業

B＆Wが買取り交渉

保陣描心添動を説いたのが特微︒

題は︑ほかにも①醗力禦卜者や免

特殊核物蟹の保隔描躍をめぐる翻

脳弓ゼンボーム報饅は金体的に

ガルフの軽水炉用燃料成型購業

クリア両祉による共同会社ガルフ

サリー原発の二件︑バーモント・

ル・ダッチ・シェル・グループの

イル・ポイント原発の各々一件が

ため数か圏と検討していると述べ

印した◎百石筋によると︑同協定

アルゼンチンとインドはこのほ
外国からの技術擾助の中には・

ペルシャ灘のホルムズ海峡近くの
港町バンダルアッバース近郊があ
げられているという︒

ンの三番囲の原子刀雛置所建設に

イランの科学蕎︑技術衡の誹練・

にしなかった︒

たが︑その鮮細については明らか

あげられている︒

核物質輸送調査
でパネルを設置
米JCAE

原子力平和利

合弁会社1一の軽水炉胴燃料成型

ークリア・フェルズ祉は現在︑G

ルーマニアは︑カナダの殴計︑

A社の傘下に統合されている︒

フェリー一屠︵正味出力首六万五

︒ポイント原発およびナイン・マ とした原子力闘発促進を醗虚して
フユエルズ社の設立に潜まるが︑

・ユナイテッド・ニュークリア・

であるという︒

GA社の軽水炉鯛燃料購鍵から
の撤退は︑昨隼十二月の同社発足

ネシー渓谷公赴︶のブラウンズ・

建設上の支援をうけたインドが二

しだのとほぼ同じような協力を難

は︑インドが核防条約の描准を摸

千KW︑BWR︶は六＋五件にも
米園原子力婁艮会︵AEC︶が及ぶ︒また八百六十一件のうち半

転経験を調査

数以上は︑これといって間題視さ

健︑賦金︑僚瞳描躍の観点から核

会︵JCへE︶はこのほど︑傑る二心も含まれるものとみられ︑

調印は︑インド政府がアルゼンチ
五月二十八日明らかにしたところ

れるようなものではないとみられ

それに原子力発馬の立地に関す

・エジソン︑デューク電力など十

によると︑昨舘︑米圏で運語中の

来識語上下両院原子力舎岡憂虞
躍力金社とすでに成約済みの三億

ているが︑十二件については︑放

ネルを設諒した︒岡パネルは︑核

原子力務露天の敷地候補として︑

原峯力発醗所︵四＋二塾︶で轟き

射能放出全醗は酔容放出制憲値内

物麗の繍送を調査するため特別パ

がにおよぶ成型加工契約の婁譲を

は全部で八百六十

異常現象

た

出されたといわれる︒AEC筋に物麗の輸送に関して警められる欠

一件であったという︒しかし確翻 であったが︑かなりの放鮒能が放

でいるものとみられている︒B＆ された異常状態はいずれも健腿に

の亮灘という形で識し添いが歪ん

含む︑軽水炉用燃料成型加工施設

の交渉では︑GA社がデトロイト

以来翫画されていたもので︑今鳳

米AECが運

工に
蟹謎を護り受けるため交渉中
十万KWのCANDU炉をも加の

一1来ガルフ・オイル社とロイヤ ・オイル︑ユナイテッド・ニュー

ゼネラル︒アトミック︵GA︶社 進出は︑一九七一鋸七月のガルフ

かにしたところによると︑同祉は

クス︵B凸W︶社がこのほど明ら

制をとるなど遡邦澱脇を拡大した

群瑠藝瞥が原子力旛殴の蟹謹義務

強化などを内容とした昨秋のAE 現行の傑瞳描躍規則は 熱し へ
の対応が不十分︑としておよそ次

いること②A猛Cを一二閲に分翻 の点を指摘している︒①傑瞬横麗

C薪保留描 閥 規 則 発 効 に 鮒 処 し て

ダ
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ルーマニアか
ナ

ら大型引合い
カ

んだため︑長らく櫻雑な横相を続

カナダ原子力金聾︵AECL︶し入れているようだが︑この関係
は閣下︑ルーマエア政臆からの協

けたあげく︑先月のインドの核爆
発異験によって︑完全にご懲懲に

のルーマニアの提案は︑今後＋五
〜二十隙間にわたり二十麸程度の

なった︑といういわくつきのもの

力晒繭を嬢璽に検討している︒こ

原子炉殴躍をめざし︑その設計・
だ︒

め︑このような問題は趨らないと

粟をとり濠とめるものとみられて

鋤

薫

一二と関頬袋荷燃脳を受注した︒

箪初の加登仙型原子炉︵PWR︶

灘超蝉鷲万KW︑還開﹂

︵AEA︶を設尊し︑また五月下鎌発注済みの一讐機と同型式のも

蝿鐵襟凋欝警蘇擦

石油を化学工染で荷効に利用する

イラン政厨關係筋の報道として

と政府関係筋は述べている︒

露台を増すことができるからだ︑

また︑原子力発難所建設の國朗

よれば︑この＋二件のうち十一件

アィオワーイリノイ・ガス＆電気

いる︒

陥状態を阜急に羅正するため︑
W社の他には︑すでにコンパッシ 彰響を及ぼすような瞳轡をもたら

は述べている︒八百六十一件の中

両三のクワド・シティーズ原子力

の一つは︑石油焚き灘羅から原子

には︑繋風雨による電力撫失・電

二︑三か月以内に再検謝調査の糖
リー州ヘマタイトの燃料製趨旛設

峯機羅の破損︑種々の漏洩などが

ョン・エンジニアリング社がミズ すものではなかった︑とAEC筋は︑コモンウェルス︒エジソン︑

その中には各電力との既契約分購

を購入したいと打診しているが︑

演飛所︵BWR二基︑正味出力八
イラン︑原子
の気依状沃素撒の漏洩︒他の一件

力開発に本腰
はコンシューマ1ズ爾力のパリセ

十万KW︶で趨きた霊冷却系から
昨隼来現薇で︑運転翻旬済みの

旬には米原子力為栗会のレイ婁贋

撮まれる︒

プラント醒すご塾のすべてが少な

擾を招舗して︑イランの霧︑医

入は愈まれていない︒

こうした一遡の交渉についてG

五月二十八碍付のヘラルド︒トリ

イランは︑今鉱照月に原子力庁
A社筋は︑いくつかの潜窪燃料摺

ード原子力発電所︵蕉味自力七十

異常
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建殴劇画について協力を求めだも

の︒プラントはカナダのCANDしかしカナダは︑ルーマニアは
ウラン燃料︶型姫をもとに︑今後

の態度をとっている︒

すでに核防条約を批准しているた
U−PHW ︵ 加 圧 聰 水 冷 却 ︑ 天然

の改農博逐一盛り込むほか︑ルー
マニアの条件に応じて孝を加えた
ものが暫えられている︒また機雛

と燃料については︑体制が整い次

第︑ルーマニア薩業がその供総蟹

任を負うことになろう︒ルーマニ

ア側はA E C L に 対 し て ︑ 他 の廉

欧莫産曲調国に拡がる原争力送羅

いる︒

㌍

網の畿計にも協力するよう求めて

て

臥
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高速炉までの道程がカギ
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@立地難の打開に取り組む
原子力発耀所の立地難を打開する観点から︑逓麗雀は﹁原峯力灘電所地下立地方式極酎会扁を殴圏

まとまる段階となった︒灘摩沿い単記地への殴蹴という将来の考え方では︑適地がこく隈られてくる

して地下立嬉︵半地下も禽む︶の特舞聞題点などの醐糞に当たってきたが︑近く一応の醐目結璽が

ことから将来新規の立地確保に行き酪康りも予想される︒地下立地は︑こうした立地難と原畢力漕躍
駈の建毅促薩蟹謂という隣路を切り拓く新しい方式として脚光を浴びようとしている︒

い︐
＝

上が懸れ︑塘域暖房などの多箇的

より送蹴ロス減︑送電幡頼性の向
は蝉かに繕えうるとみている︒

地上立地に比べ承継的なコスト増
会長︑谷野社擾が退任︑引続き開

臼に開かれた同社株主総会で神山

JNFの新

切りに︑その後︑能力拡張を図り

社長に泉氏

多二多一

多二多f竃璽︸二

二雪 づ多 多一二

〜
多づ多

州︑申都響祉では大きな動きはな
い︒

国会議貝らと開
発推進で懇親会

十一日から約六十日闘

長︑濤泳動燃購謡講理禦長︑佐々

科学技術洋は六月一田付で︑放

は爽現する披繕革新の藤代に

します。きのうの夢が蟻壁う

まぐるしい騒動に簸〔面して蹴

るのです。喋ばらしい選展を

みせる宇宙照鑓・海灘爾発露

る嘱しい鉄の翻範に、隈りな

盆

瓢たちは、乗来緻紀の要求全

五薦六十踏へ拡張工瑠中で︑八月

原電敦賀炉

が定期検査

燃科簗合体八十体を交換へ

晦塞原子力発題金社・敦駕発躍

は︑四月一

所︵BWR・三＋丑万七千KW︶

ているが︑このほど︑シッビング

の苧定で︑第玉圓竃期検蒼を行っ

プリングして︑放五能を測定する

乱離︵燃料集禽体内の姫水をサン

検査︶を重美した糖果︑健△種の

発見された︒ピンホ⁝ルの待在は

疑わしい二＋六体の燃糾菓禽体が

このため︑岡津磁所では︑今圓

確認されていない︒

の定期検査で八十体の画料集台体

を厳替える際に︑この疑わしい二

た︒なお︑岡炉内には三等八体の

十六体をその申に禽めることにし

回の定期検沓で六テ〜八十体つつ

燃料集含体が裟穐されており︑鎌

順次取奪えられ︑約五葺でワンサ

のヨウ翼拗の測定では︑総慰二酉

イクルとしている︒塞た︑炉水串

一応の鍵藥としている二千踏より

五十膿だつた︒これは保篁規程で

低く︑原子炉讃化糸により処理さ

問題はない︑としている◎

れるので︑周辺一国への蜜金上の

木原船箏策団理論長が叢催して開

罫線賑学総禽研究所薬学研鋭部長

放医研薬学研究
るものと確儲する漏として

き﹂︵小林棺崎市擾︶︑﹁放尉線

いたもの︒当日は圏会議員四十一

に玉瞬文一氏︵同研究所藥学研究

もし．それを求められれば、

いっぱいにはこれも終わる予定︒

その後試運転を経て十月以降遡紙

を再臨︑集霞福齢五暦︑四臨監の

それぞれ初診萄燃料製造にとりか

かれた取締役会で新しく後任会長

かるが︑岡引は引続き巾部無力浜

通産釜は︑近く地下立地方式に

に泉氏が︑それぞれ選任されたも

圏電力鰻掴︑中部電力浜岡各原発

利用も期待できる︑など︒

と︑その暴体化のだめ︑立地翻糞
の︒

の製造などこ2傷謙で合計二千三藪 岡二暦︑原贈葉海第二などBWR

周の切装荷あるいは蹴替え胴燃料

に原田常雄氏︵藁芝騨錺︶︑社長

一方︑聞題点としては︑①放鮒
の爽灘︑安全確傑爽班のための異

部卒叢後︑臼立に入社︒詰みか工

ついて︑一応の蟻溝をまとめたあ

櫨物麗の地下水への漏洩︑漫還後
験コード關登︑などについて来駕

場長︑機鷹蟹嬢本部長などを歴任

に働きかけていく方針だ︒

型原発用燃料製趨受注を醒力答社

ながら導電観脇一︑二︑三賀︑中

の嫌動を解幽する必饗がある②地

立地方式横酎会﹂で墨斑を澱め︑

度争点蟹求する方針︒蜜圏﹁地下

増に対処して︑現在︑三ライン・

七十纂爵体を納入してきた︒韓族

昭和十二矩九大工学

下空澗を格納騒設として鰹慰する

興出身︒60識︒

して︑昨無から同歓取締役︒大分

衆民賂歴

園圃型式の鵬舎︑農好な岩盤がな
紹瓢五＋年慶には璽刀のほかメー

薦垂

JNFは︑昭和四十五隼九月横 二百照十ジ簸遷能力の工堀を無醗
多

所隔を新設︑井鰐誓芙常勝が建設

玉

たもので︑内部組織として環蠣放

本部優のほか聯務所擾購霧敗扱を

八館ぶり︑幽國醒力七隼六か月ぶ

二

カ⁝や学識経鹸者の謬泌を得て模

んでいく湾えだ︒

兼覇することになった︒

りのことだ︒トップ陣の若返り

ップされ︑その対旛策として原子

5

ためコスト爾になる④施殴の拡彊

多くの剰点捲もちながらも欧州な

射能測定センターなども囎く︒美

四翻璽力新しく﹁察一制度を

浜原発概内に設躍の予電だ︒禦務
所擾には支配人・田端磯雄氏︵原

採用することになり︑原子力部も

和田隆弘曲弾優が遷

子力部侵︶が発令︒保健響理整は

関西蹴力

任︑後任副社便に伊藤優夫騨務︑

伊方原子力建設衝とともに﹁原子
力塞

従業農や下館け作榮蹟の放禦線健

擬には瑠田畠明取締役︵鑓方原子

後任瞭携に小林庄一郎常脇がそれ

康醤理鉄瓶の充実強化を図るため

の下に躍かれた︒原子力窒
のもの︒窒擬は藥鵬謙匿氏︵原子

このほか︑藁北慰力では鹿野残

二代代理︶がそれぞれ麗禽︒

原子力短資駈侵には擾齢膨氏︵岡

本俊明践︵原子力部次罠︶︑伊方

力建設所擾︶︑原芋力郎長には璽

奨浜︑高浜︑大飯各原発を統揺す

力晶系擾︶︑原子力部擾には小川

ぞれ騨格︒機構改躍では痛しく︑

る﹁福井原子力鱗務所﹂のほか︑

今回殊主総会を機に︑一瓢醗力註

森山畏省の主催で
原子力開発推漁懇親金が五月芭
十日・輿崇・赤坂のホテル・オー

引き雛き隣擾会場で行われた

が︑最近の勝勢は厳器しも円滑に

力開発の推進が要講されている

技術庁長官および宗像原研理窟

と慧見交換を図るため︑森山科学

多二〜多多 多一

ければならない③掘削工購が多い

公川内への立地も考えられる⑤都
どごく一都に限られているのは︑

する原発新増設の計画・暴論など

中国羅力鵬根原発が運賑出始

健氏︵原子力部次長︶が騨任︒

月一日付で設睡︒福井購務所は原

となったのを機に︑渉外申心の珊

嵐店に﹁原子力保健籔理工﹂を六

発題欝体制の強化︑地域社金との

社でトップの交代があった︒北海

二一二

酎然勧の組織擁を拡大︑立地蕨能

カ︶の六地点で建設した例があ
市近郊立地が可能となり︑それに

遇産衝では︑地下立地が安金上

り︑わが圏でも本刀発羅所の地下

を担当︑工程繋筋の体制強化を図

地点の拡大糖簾に横極的に取り観

が艦載︑などが指摘されている︒

会︵主査︒ 児 玉 勝 臣 原 芋 力 発 羅 齪

殴縢にかなりの経験をもつでいる

アクセプタンスが褥やすく︑圏立

畏︶は︑躍 力 中 央 研 究 所 ︑ 策 策 聡

ス︶︑フンボルトベイ︵アメリ

力︑關西聡 力 ︑ 中 部 躍 力 ︑ 臼 本 原
ことから近い将釆異体化しうる町

原子力発 蹴 所 地 下 立 地 方 式 検 酎

芋力発電︑餓源醐発が鞍璽さる
能桃をもつている︒

電力各社は五月末掘次いで棟玉

るもの︒醤理部は原発の運営︑籔
理体制を強化するもので︑従来の
原子力部原子力発磁諜の叢務を拡
大︑所管する︒これにより關製本

では簿永舞二取締役が︑それぞれ

夫取締役が常語に塀絡︒北陸博聞

務を所醸する﹁鵬根原子力麟務

部機構は新設三部と核燃料部の照

．けい緊密化などのため風輪され

東京躍力六月一重付で原子力

猫︑保安部長は盤田圧敏氏︵禍鰯

原子力部門を繊当Q北海道︑九

部と藁醒原乎力開発研究所︑東電

通︶︑山寒土則︵閥國︶︑毒言琶

髄氏にかわって四ツ柳高茂︵北海

部門の組織を改革し︑原子力開発

原子力撮健蜜全センターで構成さ

郎︵九州︶各副社長が昇格︑新社

窮二原子力建設鵡備購務所罠︶︑

は︑多難な局面に対罰する脂気期

長に就任した︒社畏交代は︑北電

止した︒保安部は保安に関する総

道︑四国︑九州の笛祉で︑それぞ

で社長が交代

北電など三社

本部に﹁原子力保安部﹂︑﹁原子

れることになった︒衝理部長は聾

る一1︒

原子力関係の霊なものを拾ってみ

機構の改革など行なった︒以下︑

すとともに入珊刷新を間り︑組織

総書を開き︑経営舎理化を打ち出

糊華飾機構を改革︑陣容も

原発運営体制強化へ

二月末に発足以来これ豪で懇圓の

ているのは︑①原子炉が地下に埋

地下立地の利恵として蓉えられ

設されるため外部飛来物簿による

会合で︑海外の地下立飽の既況︑

に︑安全上︑技術上の闘題点につ

麟故謄にも巻盤による放射性物質

災憲の町龍牲が低くなり︑万一の

塘下立地の特質︑をさぐるととも

いても検酎を加えた︒通麗省とし

る②地下埋設と蜜全性同義により

性確保への説響力がより大きくな

の格納効渠が朋待できるなど安全

ては六月か七月には申閥的に報欝

をまとめる予定︒

地下立地 方 式 は ︑ 原 芋 力 発 購 書

施設の全部またほ原子炉隠隠を中
敷地麟澱を狭くできる可能性があ

で︑海外では︑R−1︑オゲスタ る③海岸適地に隈られるという地

心にその一部を地下に設けるもの

︵いずれもスウェーデン︶︑ハル 形上の制約を受けず︑十分な冷却
水が栂られれば内睦立地も河能④

材顕雄取締役︵脹子力部長︶が兼

二方甜樹立などを所詮するもので

建殴部長は深井祐三氏︵原子力部

業の姿勢の表われでもある︒

全国原子力発醗所所在帯町村協識

ルギー鷲鼻の問題がクローズ・ア
来螢挨拶に立った嚢虫科学技術

会と原産との懇談釜では︑原産側

のため︑国会議員や原子力施設駈

進められているとはいえない︒こ

クラで開かれた︒石油危機でエネ

て下る二月に藁崇で金甲大会を開

については園が澱任をもつ﹂と述

庁痩官は︑﹁原子力発偲の安金性

から﹁地元との信頼関係のうえに

と掘負を述べ︑総鼠を終えた︒

くなど︑原子力と地域社会開発の

べ︑さらに鱈源開発調整慰繊鼠へ

たった原子力の推進に努めたい扁

会を適じ解決を図っていきたい﹂

問題に精力的に敗り富んでいる金

の原子力発諸所設鷹嫡嗣について

地方税法の一部改正に取り組むべ

ールで欝欝四十九薙度総銭を開き

ラッシュ間近

被曝聞題の監視体制の︸元化が鐙

名のほか約二王五十名の関係嘗が

無終

ったが︑四十九庫麗には二梧にな これに対し協議会側から﹁今後は

昭和四十八年度鋸業報借と収隻決

あと平泉渉元科学技術庁長話︑進

まれる﹂︵矢部敦賀婦長︶︑﹁

出席した︒席上︑森山長欝は﹁新

もに︑御園礁滋輔所長の同部畏併

部鯖二研究塞飯︶を発有するとと

部長に玉置氏
騨を承翻するとともに︑既設原子

藤武左エ門日本原子力産蘂会合翻

原発周辺地構整備

たなる淡慧をもって︑凹本の原

を承唆した︒この

力発璽所所在市町村への特別描躍

浅い︒慶業界もまじえ共遜の検討

鍛後に︑再任された矢部会長

の場をもってほしい﹂︵永谷大飯

の掘り下げが
会長が来饗として挨拶した︒

が﹁今後原子力発懸所の運転が多

子力開発の懸蟹解淡に取り組む覚

計画と収支予備を決めた︒また︑
食餌に矢部知患央氏︑副会畏には

悟だ﹂などと挨鐵した︒

任を解除した︒
原歴と協調することを確認した︒

町擬︶などの懸発があり︑今後も

伊吹・高知・大販・横浜・市州・芝浦。堺ゲド津・千葉

紙社畏

ると懸うが︑それらについて協露

ユ＝

礎畳喜

くなると市町村の懸纂郭項も増え

雀羅ビル3階

｛新臼綴ビルヂング，

掘古隈市藤織区広建町竃丁隅二番地の1（衆洋ビル》

麟艇二野100

名繊麗隻：店

簸粟京⑩3｝脳2，4竃賢｛大代測

策燈都響騰落鰻座雛丁同13番1暦

ビルを建てる……？！

月面に

蜘

膠氏︵策海樗摂︶︑小林治助氏

鉄鎭を必要とする分野も、昌

翻

火1阪セメン昏

デン︵ノルウェー︶︑ルクラス
三部を新設︑従来の原子力部を廃

力建毅部し︑﹁原子力蟹理部﹂の

少数響門憲で構成︑とくに謙制な

れ轡本常次氏︑大内三郎氏︑瓦林

︵柏騎市電︶がそれぞれ避鉦され

国原子力発躍所所在市町村協議会

触れ︑﹁鵬十八年度にはゼロであ

{松型嚢︶と態向を表明︒ 在の地方公共体の学長︑議員など

︵金擬・矢部知慮炎敦駕市長︑二

た︒

︑q

長代理︶が発令◎

原産との懇談では協調確認

難穐

黒血などを盛った四十九鋸度禦業

罵︑束康・平河町の海運ビル・ホ

十六箭町村撫盟︶は︑五月鼠十一

発魁所関係法案の早期成立を期し

電源開発促逸税法案など原子力
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どは設けない︒礁殴部は今後繕大

会長に矢部武を再選
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総懸支店

場

ヘスイス︶︑SENA︵フラ奨
ン観を掴わないためパブリック・

国原発所筏市町村協議会の総会
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は・エネルギー政策との関連から

㌃u．uuローσu︒uu口u導雛05け︒彫蓼uo一鯵口u華華り︒u口エ︒
け
d
ネu
ルギ
ー導
技術
開発分野として
﹁エネルギー捜術開覧は圏のトップポリシーに属すべき強格のものである︒國として長期的︑
衛効利周に対しては効果的利粥技
術︑安定供給に対しては化石燃料

よび畷境保金に対しては環境保全

新狡術︑新エネルギー利用技術お

技術の四つの分野に分けられる︒

すなわち︑エネルギーの効果的
利用狡術に関しては︑エネルギー

環境保全技術に関しては︑硫黄

の婁要な技術開登録題を選定し︑

として斜学技術の側颪から︑今後

現在衷での演討結粟を碁に︑霊

証▽太陽熱の冷暖房利用技術の開

▽新型転換炉の技術的︑順当的実

附性麗棄物の処理処分万法の確立

關発▽石炭の臨擾液化技術の開発

幽幽︒貯蔵技術と和濯システムの

輸送システム闘発▽水繁の製適・

ガス炉の開発と寡暮約利用技術の

▽ウラン畷縮技術の關発▽解糖

および汚染國予の除去または処理

発▽地熱蟹源の探炎技術︑エネル

酸化物︑蟹素酸化物等の汚染物贋

答階期別に区分した結累はおおむ

技術開発

⁝

の課題⁝
中期の縢題︵一九八五〜二〇Q
O無︶

畏期の誤題︵二〇〇〇銀〜︶

ムの狡術閣発

狡術開発▽改鰹議奏熟発電システ

▽太陽エネルギー発躍システムの

的三管と安金挫︑五境間題の解決

開発罵懸鼻の濡的︑鷺㎜

技術︑汚染阪子を含まないエネル

▽エネルギモの効果的利蝶結術

立▽脱硫・脱硝技術箸の確立

ギー採取技術︑環境保金翼翼の塗

術開発の進捗状況は︑丁張それぞ
の閣溌と趨用▽罵後覆合サイクル

短期の課題︵〜一九八五年︶

ね次のとおりである︒

れの置かれた状況によって異なる
等高効率麗廼システムの閣発▽大

岡際的にみてこれらの分野の技

が︑わが国と目的を同じくする諸

陸棚深部の石細︑天然ガス蟹源の

陸棚︑陸城の地質調蛋の充実▽大

110P

〃

7

ノく陽エネルギーからの

41P

〃

16

防衛における水譲

〃

8

執化学法による水累製

60P

1泉イカからの水素製造

49P

〃

12

水素の利用一2

50P

霊9P

〃

13

水素製造一2

43P

●

鶉

vズ

ギー源の開発利雨技術等がある︒

的な開発を進める必要がある︒

方武の実現▽核融含の狡術的︑縫

▽MHD︑金属蒸気タ1ビン簿 ▽太陽エネルギーの大規換転換

蔽的実入▽水素エネルギーの大規

聖♂

による新発電システムの闘発▽島

トッどングサイクル︑燃桝蹴池等

●脚9監零■㌦．8㌦︒
匙ノ覧嚇．︒竃亀・〜含8・雪響監魯6・

安盆性圓上と贋境への彰響低減▽

噛

模システムの突現
●魯︒亀︸勧﹁㌧︒8脚乞ヂ㌦．8．3

効撚輸冒用推雌桟関の闘発▽大猛
曽︑︐監零︐．●箪f〜．♂嘔雷9乳亀・い乞8●箋9亀3竃．8︒︒賃乳篤p監亀

放射性物質の安全取扱い方法︑蓋

ガス・液化按術の開発▽原子炉の

探益︒生甦狡術の關発▽石炭袋の

国との研究開発協力を漏り︑効果

技術開発に関
する長期展望
一般にすべての技術關発に共通

概観とオルタネーテイ

環境問題

総舎曲な研究開雛魑標巻醗卜し︑システム的にその管理運鱈を翼施することが必要である﹂1i
とする科学技術国議エネルギー科孚技術部会の甲乙報簿は︑この間題で国がリーダーシップをと

ネルギー技術開発を指向しているのか︑その中間報欝の内容要旨を紹介する︒

ることを強翻している︒そこで今回は︑岡部会の提轡がどのような響え方にたち︑どのようなエ

濃肖ΩΩΩーーΩΩ前野ΩΩΩΩ一貞αΩーーqΩ負臼一Ω日a鼓鑑

経済濁模の安定的拡大に鰐して

るであろう︒

していえることは︑技術開発のほ

15
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人闘がいかなる地城において社

テムとしての最適化の検認および

頸回構造を分析し︑トータルシス

あるいは新利用が可鮨となり︑今

〃
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会生酒を嘗むにせよ︑生酒水巡の

換︑有効利期︑価格の二千化等の

技術開発課題の翼翼と闘標を設定

液化等の技術開発により︑増塵
は技術よの園難性あるいは照鍵が

るQしかしながら︑技術開発に 方向を定め︑亜点的に推鵬すべき

でに長期闇の奪月が蟄やされるの

う芽が生じてから爽用化に至るま

世紀中は︑エネルギ︑供給源とし

機器のエネルギー利胴効率の向上
等の技術がある︒なお︑エネルギ

することが肝裟である︒

ローズドシステムのための技術が

として︑脱硫︑脱硝箸の技術︑ク

全巽中における水素の

乗物における水素貯蔵

国家目標とエ
ネルギー政策
わが国は︑急速な経済圏擬の結
施策が要講される︒環境の保金に

篠謁し︑膨大な資源︵資金︑入

するとともに︑それぞれの技術開

たは改醤箸により︑エネルギーの

近い将来確立され︑エネルギー利

6

?素製造

は︑供給鐙の拡大︑消費形態の転

は︑鑑諏話動の源衆としてのエネ

対しては︑躍境汚染がより少ない

で︑エネルギー技術開発ば長期的

境保全技術をはじめとする関運技

ての網羅を務める③原子力は︑環

ー消駿の節誠のためには︑技術一

材︶の擾入と畏期聞の研究閉発

的側面からその達成を図るための

発課題がエネルギー政策からの要

となる②化石燃料は大薮棚深部の

効果的な利嗣が比較的早笛に可能

〃
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向上及び福祉の充実を図るために

経済を拡大し︑醗的な盟かさを享

果︑世界第三位の経揖規模にまで

エネルギー源への転換︑環境汚染

ルギーが必婆なことはいうまでも

受できる経済︑社会を形成した︒

ない︒このエネルギーの日給の螺

様は︑その祉鼠の構成とそれをと

な展望に篁ついて行なわなければ

術の向上︑嵩遠増殖炉など新型動

畏蛸的なエネルギー技術腸発の

般の問題として︑製贔の渦洞機能

い︒本部会では︑現在のところ将

方向を定めることはきわめて難し

防止捜術の灘入︑エネルギー節約

醜聞を必饗とするが︑わが照がエ

しかし︑その一方で︑都市への

ネルギー技術開発に投入し欝る資

りまく環麗によって変わるもので

またエネルギー技術開発の國鮒

ならないことはいうまでもない︒

規格の統一等を図る必要がある︒

の融合︑ライフサイクルの畏期化

末には化石燃料に次ぐ泣躍を占め

力炉の技術開発等により︑今世紀

れる︒蜜定儀給の確撮に対しては

来の社会の諸憎勢が捌掛社会を建

型産業への娠嘉事の施簾が要請さ

源にはおのずから震度がある︒し

汚吏︑ゴミ問題︑慶山漁村の過疎

がエネルギー政策に硬求されてい

塵業集磯︑人口鰹巾を下し︑環境

化石燃料新捜術に関しては︑石

あり︑エネルギー闇題に対処する

エネルギー蟹四丁衛潤をはじめと

化︑慶業生産力の摘対的抵下薯の

かなりのエネルギー供給力をにな

エネルギ︑技術閥発が国際協力を

以外の分野にも利用される④地熱

うことになる︒また原子力は発耀

設するという図察圏響に指陶し︑

含めて最も効率よく腰闘してゆく

や太陽娯は︑各種の技術開発によ

たがって︑今後︑エネルギー技術

という削提の下に︑どのような技

開発を進めるに当たっては︑隈ら
れた資源をもって限られた期悶内

術の展延がなされるかということ

る蕎効利用︑環境の保全および安

に巌大限の成渠を攣げることが必

定供絵の確保に対して︑科学捜術

要とされる︒

れる︒豪た︑人類究極のエネルギ

り︑圏塵エネルギーとして利用さ
数多くの狡術開発諜題について・

この要件を綱足させるためには

の展墾について要約すると次のよ

炭の液化︑ガス化等の捜術︑大蛇

有効利用技術を重視

源開発︑國内資源の開発利用︑新

する各園との駆梅協講の下での資

は︑これらの問題を解消し︑町民

今後わが國にとって必塾なこと

新たな社会聞題を慧趨させた︒

生活及び禰祉の圓上を圏り︑豊か

国家目標にそった開発を
孚段を提供するものである以上︑

貢献するかを明確にし︑さらに多

請に対して︑どの時期にどの熱度

用に伴う環境汚染は軽減される︒

紀に実嗣化される⑤環境保全技術

エネルギー技術開発に鮒しては︑

石油資源の開発︑石炭のガス化︑

大きいものとなろう︒

力開発の慧義は︑これまでになく

ー源といわれる核融台は二十一世

新エネルギー利屠技術に関して

要講された時期に︑確実に技術開

元的な評価を行ない︑捜術開発の

二％と新鋭火刀発職所の約㎎○％

この姫による冤醜効率は︑平均蕊

①既存の技術の最適な組舎せ謹

は・原子力の利用をはじめ︑地熱

じないこと︑燃料の翰送や備欝が

うになる︒

の利屠︑太陽熱の荊勲等の技術が

発の成果を嗣げることが必要であ

比較的容易なこと等が挙げられ

狡術開発の司能性等を詳細に横討

ある︒

のところ原子力である℃

んどすべてを輸入に頼らなければ

エネルギー蜜源に乏しく︑ほと

実なエネルギ⁝源としては︑嶺蘭

エネルギー源の憩入汐の施策が要 発を可能にする技術等がある︒

も効果があると蔽えられるものは

を審醒したにとどめたが︑これら

棚深部の石癌︑天然ガス資源の開

方策もそれぞれの国によって異な
ることは当然である︒

先遜園であろうと︑発展途上国

展させ︑圏民の生活水雌と禰祉を

な社会を形成するζとである︒換

であろうと︑各国がその経済を発

ルギーの翻要は︑今後とも増加せ

さしあたって︑この岡家闇橿に

である︒

いう園獄輿標に指向していくこと

言すれば︑福祉歓会を建設すると

向上させようとする限りは︑エネ

しかし︑エネルギー供給の大潮

ざるを得ない傾商にある︒

を占める石濾資源の賦存羅民限界
があると兇られているところがら
一九六〇無代のような状態で石噸 指向していくため18一槌本となる饗 請される︒
これらの諸施策のうち︑当面上

消蟄の節減を含めたエネルギーの

一︑経讃蟹田の安定的拡大H国 詑の要件を満罵させるために︑鍛

件は以下の三つである︒

ことを望み︑また︑わが囲が隅際

民がより幽い生活水輩を享受する

油僅格の上騨は避けることができ

が僕給されることは難かしく︑石

〇鋸目に工業製錨の価格上弊が署

ないものとなった︒また︑一九六

る原子力等の新エネルギーの利用

荷効利用︑実用化段階に入ってい

原子力がわが国のエネルギーシ

る︒しかも開難中の薪型転換炉︑

ステムの巾で・巾心的役脇を掘っ

わが国は︑ウラン出藍について

に比べてかなの低いのが現状であ

ならない上に︑狭い隈られた瀦土

ていくためには︑放射性物質の羅

水素の利用一3

日本原子力産業会議・業務課

経済社会の中で枢要な位置を確保

と環境湾染防止響の施策である︒

率をさらに同上させる技術が必要

る︒この原子力発電所の撫利用効

からの放馬能の縢極的調用箸に加

14
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㊥調ピーサービス（英文）1ページ20円（送料別）のお申込み，その飽多重
蘭蓮喪料についての群纈お闘含せは下配へこ蓮絡下さい。

一次薩融の価格上昇がほとんどな することを考えるならば︑やはり
経済的な成長を撚る必襲がある︒

の再処騨技術が翼聯化すれば︑核

隔穂増殖炉およびその使用済燃料

も萄墾とはいえず︑現在発躍を行

るという努力が︑従来に引き続き

臼への放出をできるだけ蟻減させ

なっている軽氷頭翔の燃料は金蘭

とされ贋子炉の熱を発電以外にも

で三脚のエネルギーが消費され・

多段的に利朗する研究が既に行な

豪た生産されなければならないと

ウラン資源対籏上の愈羨は極めて

えて︑熱の多段約利用ないし系基

つまり︑環境への放脳性廃型物

傘後とも羅罪必璽である︒

詞上させること

スをトータルシステムとしてまと

緋水の影響の低減︑多くのプロセ

体としての熱効編の向士による濁
出する熱醗を少な

辺の圏然環境に放

くするという効果を鑑むことにな

は︑原子炉癒設周

炉の熱利罵勤準を

われている︒原子

燃料の消費効率は格段に向上し︑

的に輸入に頼っている︒

しかし︑石油の価格が高騰した

いう条件下にあるわが圏において
は︑石抽に代わることのできる確

原子力開発の意義

大きいといえる︒

環境影響の低減に努力を
現在︑原子力発電

とこれに襲う廃蘂物の減少蕪蜂等

めることによる費濠の雑考的利用

50P

集すべく、去る3月18EI〜20日迄の3繍問、米lqマイア

かったのに比して︑石油を禽めて

く︑発展爆睡羅の経済発展が抑制

エネルギー政策に璽請されス藷
施策は︑単独では拝在し褥ないし

の過程で簾も深刻な社会問題とな

二︑珊境の撮金11経済の嵩成長

を中心とする産縮圏が石油価格の

されていだことから︑中近東踏国

決定に密らの違憲を皮映させ始め

要謂されるものは︑有効利期︑環

いて︑エネルギー妓術開発に特に

が︑エネルギー政策との聖運にお

保11経済の爾度成畏の過程では︑

三︑資源︑食糧の安定供給の確

は緊璽な図題である︒

っている耀境汚染を防止すること 総貧的に推進することが望まれる

ているのも︑鍛近の価格上昇の要
因となっている︒

したがっ て ︑ 発 展 途 上 国 で あ る

であるといえるであろう︒

境の藻金および安定供給への留与

れた︒この結累︑経済︑社会櫓造

るいは食糧の海外依檸度が隅めら

エネルギー資源も含めて︑資源あ

をコントロτルすることによって

慶四国は︑石演の供絵亜及び価格

憲た︑先逸諮国は︑石製の価格上
獅を薗提として︑資源が婆定的に

エネルギー技
術開発の分野
エネルギー披術開発は︑エネル

るから︑これに関連する技術開発

を原子力装用の分野に稜櫛的に敗

ウラン資源の鞘効和嗣のための

り入れることである︒そのために

は憲わめて育利と

いずれにしても︑原磁力の利罵

は原軽羅をエネルギーの昏乱から

が必要である︒

は化石黙秘に代螢T︶賜るエネルギ

醐遠増殖嫡の開発は羅際的にも璽

ー源として︑今後のエネルギー供

して掘擦する必要がある︒

別用の蘭までトータルシステムと

なっている︒その

給のかなりの部分を担うことが期

水素饗造一1
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東琴（韻三

な資源不足︑食糧盾機に対して極
めて脆弱なものとなっており︑囲

ギー政策が敗り得る施策の聴囲を

い謹だ実用の域に達していない︒

待されており︑その薬味から原子

要な諜題であって︑各国とも研究

したがって︑短期的には軽水炉に

理由は︑単基当た

こと︑コストが低

よる発撃方武が電体となろうが︑

?に力を注いでいるが︑現在は

いこと︑石瓦のよ

りの出力の大きい

うな大気汚染を生

5

水素貯蔵と輸送

水素経訴マイアミエ不ルギー会議（TH￡ME）は「水素
工不ルギーβという新しい唖要な課題に向って総力を結

水素の利用一1
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の体質は︑従来にも嘱して世界的

いは確保することおよびエネルギ

給率の向上を含めた安定的供給の

広げる急劇を担うものである︒す

釜蝿
完成待だれる高速増殖爽験炉

職…

供給されるエネルギ⁝を開発ある

⁝を効果酌に利罵することによっ

確保によってこの体質を改嘱する

政策に対して︑技術によって施策

て︑宙照の繁栄と世騨の経済社会

が達威できる分野を拡大すること

なわち︑捜術開発は︑エネルギー
圏蒙目標に指向するに必蟹な三

を醸的としている︒

必要がある︒

T

り︑新たな盤界の均衡の形成へと

つの要件から︑エネルギー政策に

P

棄して次のような施策が要請され

鳳

における地位の維持︑向上を図

掲憎し始めている︒

Ψ
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要求
費で︑乗殊から爾東八薫⁝一千二

復活

科学技術斤はこのほど︑放鮒性廃学物の処理処分を安金に行なう一元的な体制を確立するため︑来

の一つと

一十億円を上鞍るものとみられてお

るなど︑廃薫物処理処分は︑原子

法の確立が悪務とされるようにな

を円滑に進める上でも処理処分方

の大きな理由になっており︑立地

て︑原発建設に反吊する反対運動

捌を撮す処分体制の確立が必要﹂

する機関を設立︑国が積極的な役

濠た処理処分は一元的響門に寅施

とを国標とすることが麺蜀であり

から試験駒海洋処分を実母するこ

力姿員食に答申していた︒

ンターは︑これらの欝欝︑筈串を

押後の領城

との横難紬巣をとりまとめ︑原子

として解決すべき

力開発利用のグランド︒デザイン

受けて設鉱されるもので︑霊な簗

今回の放懲性暁棄物処理処分セ

このため︑原子力蚕籔会の環境

となっていた︒

・安全騨門部課︵木村健二郎部金

務として④放射繊麗棄物の処分②

技庁では︑三一懲一千万円の調蜜

収藥などを行なう予定︒すでに科

一無半の検罰を経て昨郊七月﹁昭 保管⑬共岡処理④調薩研究⑤儲報

長︶放射性固体廃難物分科会は約

安全評価と被曝評価︑五十二葺頃

和五十黛度からセメント固化体の

上になるもよう︒計画では董十四

された・高田利男核燃料課長は研⁝

ターの雛足は︑来年七月一照の予
難齢凝鮒蠣総⁝
立法化の間脳︑趨酷省など関係省

究調整周海洋開発誤長に︑堀内昭⁝
ロ
雄調査課長は振興局奨励課擬に︑⁝

定とされているが︑センター法の

スタートするが︑昭秘五十七鋸度

庁間との調整や民聞出蟹の問題も

議箇に再任した︒空席となった原

職したのは︑二二轟昭︑大坂綴男

した︒今圓の人額移動によって辞

国際労働課︶︑放課能課罠に二野

畏に小林磁之氏︵労働省大艶宙房

た﹂と述べた︒

制の確立と総命戦力の強化を直っ

た︒適材適所主義を弾き︑貿任体

庁内の人15を一新するため断行し

題解決のための癒し命いに努力す

を持ってやって欲しい︒地元で問

るが︑地元反対住民の態度を硬化

を撚る同長窟の熱悪の現われであ

力上碑試験と実験航海の早期実現

もクギづけとなった﹁むつ﹂の出

に田中着相と会い︑﹁むつ﹂視察

一方︑森山長窟は七日︑閣議潮

つくとの兇方も出ている︒

り︑八月頃までには一応の決魑が

る﹂と述べ︑出力上野試験の画期

察は︑こう秘した現地偶鰭を打開心界に類のないくらい万金なもので

筋では︑今圓の森山畏官の現地視皿の結果について嚢全鮒策は︑世

適格な対応ができなかったが︑今

の騰勢が正確に東灘に伝わらず︑

筋で竹内知瑠をまじえ・菊地市擾 理曲として︑とかくこれ藤で環地

船が︑二鋸近くも動けないのは黙

をして円満解決するよう努力する

視できない︒地元と十分議し命い

ほか︑開発利溢の地元還元として

漁業振興策をとる︒地元関係省に

いと表明した﹂と報箭した︒また

は出力上昇試験を早期に実施した

﹁むつ﹂を視察をして︑地割と話

森劇擾窟は︑十臼の罷暫会見で︑

し謬った結累︑案ずるよりも生む

がやすいとの感触を得たと述べ︑

の出溢について楽観視しているこ

今回の現地訪問によって﹁む2

とを明らかにしたQ
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式でまとめ︑また50音順の配列とし︑巻頭
にはクロスインデノクスをつけ事典的効果
をももたせた︒
・内容晃本呈

質浄罪に分析︑測定法︑処理方法を︸覧表形

大気汚染︑水質汚濁︑騒音・振動︑産業
廃棄物処理の三編から構成︑各編は汚染物
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隼展から本格的な処理処分叢務が

残されており︑今後のなりゆきが

⁝

放射線蜜盒課擬は隈生省

三曲鯨円程度になるものと舞込ま

中沢幸

識窟に大石敏瑚氏︵通麓雀通商政

このほか霊な人馬では︑科学審

出向が各々発令された︒

策周次擬︶︑二二宙砂型購窟に大

諜撰に下邨昭三氏︵資源エネルギ⁝

澤弘之氏︵岡秘懲課長︶︑同秘窃

の大概な人覇移動を発令した︒原
子力周閲係では︑牟田口道央周擬

子力三次擾には灘澤治雄︵長留禽

菊地言振興歯周際課長︑大饗誓宏

両科学響議窟︑市瀬輝雄謬箏宮︑

1庁公益野業部狡術諜長︶が就任・

麗総務謙擬︶と福永博︵振興局振

原子力局技術振興課長︑親出懸盤

闘原子力開発機関監理窟︑酒井忠

なお森山長窩は十一日︑閣議後

二三礁源調蕉所鐙の各氏︒

出た原子力開発機闘監理官に申月

拓也氏︵畏竃宙房秘瀞謙長補佐︶

ESC出陶解除︶︑放漿線安全課の記薔鼠騒C﹁今眠の人事移動は

料諜畏に元田謙徳︵原子力轟然︑

松井隆氏︵原研出陶解除︶︑核燃

︵放射能源長︶︑技術振興諜長に

ラスでは︑調査謙撰に吉栂晒光民

興諜長︶両氏が興任した︒課畏ク

畏に昇格︑伊原義徳次掻は科学審

の勇遷に伴って生臓盟朗次畏が局

局擾など首脳クラスを含む︑幹部

各方颪から注闘されよう︒

までには施設皿眼経撮として総額

れているほか︑入韻も二颪磁近く
が見込まれている︒なお・同セン

科学技術庁は六月十︸日付で︑

終

森山飲司科学技術庁擾窟は六月

るQ百賑十簿円もかけた﹃むつ臨

させたようでもある︒しかし関係

︑獣︑

五日︑欝森県を訪れ︑原子力窮一

をこれ以上いつまでも放躍するわ

一
説﹁むつ﹂を視察するとともに︑

けにはいかない︑という決愈であ
それぞれ﹁むつ﹂について悪冤を

爽施を強調した︒酬示後︑荒船長

七日の参院越以降との兇通しがあ

市役駈で菊地蟄吉岡煮凝と食い︑

齎森県庁で竹内峻害県知得︑むつ

ーの初矩獲予算規模は四ナ億円以

ている出資とあわせて︑岡センタ

といわれており︑民闘に期待され

も約二十億円を上回る金額になる

庁が大蔵省に要求する来糖度予鎌

することになる︒このため︑科技

城選驚とその実施藥備などに着屯

れている試験的海洋投棄処分の海

確保︑および五十二璋から予定さ

廃棄処分期のサイト用地の選定と

画を検討立案するほか︑随上保管

とくに初痒度においては︑実施計

的な業務を開始することになる︒

設立︑発足すれば︑すぐにも実務

めていることから︑岡センターが

モニタリング技術の研究開発を進

洋翌翌処分に関する調謹︑および

千1六千綴︶において廃爽物の海

筥黄人の太平洋上の海城︵水深四

蜜で設立される議画︒大蔵雀に対する科技庁の予鎌要求額は約

は︑放鮒性廃藁物処理処分センター法に纂ついて設立認町される濾可法人とし︑政府︑民間皐々の出

十年展予騨の印で大蕨省に要求する出向を暖めた︒現在︑詳細な計醐を煮勤めているが︑同センター

爺度に﹁放射性廃棄物処理処分センター﹂︵仮称︶を設立する方針を決め︑このための予算を昭和五

来年度予算で

元的体剃の確立で

世

り︑岡センターの籾無度予州規模は約照十億円以上となるもよう︒
放射性騰藁物処理処分センター
の設立構想は︑臼本保障推論セン

圏玉政策

ター講想とともに︑四十九年度の
科学技術庁
して︑今年度予算要求に盛り込ま

門総鰯要抑網・繁盛型予算﹂編成

れていたが︑法入新設は認めない

の大磯雀方釦で受け入れられず︑
一億円の要求に離して約一千万円
の調査黄だけが認められ謝上され

痩繕

ていた︒このため科技庁は︑来年

しょうというもの︒

度予算で岡センター設立を
要求

原子力発電所の運転稼動によっ
て生じる放射性廃棄物の雛は︑今

って増大することが予想されてお

後︑原子力発電の実用化進展に伴

り︑科技庁原子力周の﹁放射性固
体廃棄物処埋処分横討鼓﹂は閥十

聞くとともに︑﹁出力上界試験霞

だ︒

の案内で﹁むつ﹂船内を視察し

する第一歩となり︑これによって・あった︒大難のむつ視察は今圓が

草い時期に実施したい﹂と協力を

した︒午後はむつ市を醗れ︑沼本

るため市長に協力を求めたが︑む

と腰窓︑臨力試難問題の解決を図

回の現地訪問によって森山長窟と

痒間の歳月と蔚五十鱒円をかけた

﹁むつ﹂の出庵問題は進展するだ初めてであったが・国の姿勢を明
⁝
ろう︑との見方をしている︒その
らかにしたことに愈味がある︒十

原子力船開発脳業掻のむつ頭業所

つ市長は会談後の記者雷門で︑森

知薯︑市畏といった地元菌長との

吟

日︑田中資桐と会い︑﹃むつ﹄の

で︑乗組鍛︑職員に訓示︑﹁四

性に対する晃解が違うことをほの

山擬官との闇の愈見のズレと安全

森山長官円満な解決に全力を

繋船﹁むつ﹂を初視察

このあと森山畏窟は︑むつ箭投

要請した︒科学技術庁鐸窟のむつ
市訪問は歴代畏窟で初めて︒

五田欝森甫入りした森山鍵留は
膏森目附に竹内知覧を訪ね金談︑

﹁む2の嵐力上興試験の実施な
どについて勢門交換するととも

早期出力上殿試験実施のため全

に︑早期実施のための協力を要講

力を尽すことを確認した︒福野能

間に見解の相違は別として交流が
図れたことで︑今後︑地元の要望

たことをあげている︒減た︑出力

めかしている︒

今回の森山長窟の欝主輪訪問︑

試験実施の期日については︑七月

分析︑アイソトープ利用について
は魑汝と立て噛しが進んでおり︑

つ﹂の視察は︑定係港に約一庫半

影踏瑠とむつ市長との会談・﹁む

にも適切に対応できる素地が出来
残るのは呪むつ馳だけだ︒安全性

東岡都中央区銀鹿4−10−4
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蜀で六千三百立方規︶︑六十薙度
に四万一千犠︵同四万三千七百立
方綴︶が排出され︑固形化物では
ドラム籏でそれぞれ五十隼展約四
万一 千本︑六十年度約＝ 十二力本

がでてくるとその醸を発幽してい

を待つ原子力船﹁むつ﹂
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これらの多騰の廃射性廃藁物を
どう処理処分するかは︑原子力発

題とされており︑わが国のみなら

躍開発を遥めていく上で大きな課

ず海外諸国においても︑その技術

開発が璽露な欧策となっているQ
一方︑放射性廃藁物の処理処分
方法が確立していない原子力雛鰭

とし
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原

辺地城整備法︑電源開発促進税

第七十二園金で発欝用旛設周

るべきである﹂などの響え方

上︑附政上の特別描翻を謂ず

設けた地墨難備開発・自治体財政問題に

行なったが︑さらに四十八鋸初め︑別途

子力立地政簾の魑備確立に関する榎璽を

設の現状に則していない︒

地帯に立弛を求めざるを露ない原子力施

とで︑膿・漁業をよりどころとする過疎

藁振興に礁接及ぼしにくいと解されるこ

めており︑今月末までには発足さ

在︑婁撮の委嘱などの雌備を進

度の婁貴で構成されるもよう︒現

要球と学識経験者を主体に十名程

を打ち出し︑阪子力施設蟻蚕
関する検出結果にもとづいて﹁原子力開

整備に闘する基本構態を提捌
せたい悪向だ︒このほか下部機関
として細かい技術的な聞題や実施

がその実をあげるためには︑現在煮

こうした点をはじめとして︑

耳聞蕊

発地域艶備促進法﹂の制定を改めて硬望
法

した︒その轡芋は︑﹁原子力施設の立地
訓画などの調整を行なう﹁運嘗会

の特性を愚慮し︑その特性を利用して︑
つめられている政令やその運用にまっと

岡会議は︑昨矩秋にも発足する

に関して周辺地城の整備開発の棒組みを

臨画であったが︑今春に発足した

地域の別路ともあわせて都市謝灘に級み

の壁掛達成

度を隈られた範剛のなかでどう活用して

講﹂を設けることも検酎中Q

行くかということが

る﹁安全会議﹂との関係から︑当

安金問題を基本的観点から舗講ず

ころが多い︒同鯖に︑︸方では︑この制

に大きく作用するであろう︒小さなタネ

定め︑財政的瀬付けを伴った促進法の駆

に安定せしめるような含理的な税制描蹟

惣な制定﹂と﹁地方自治体財政を恒久的

を荒城整備の総含的な計画にどう植え込

三法

の確立﹂にあわせて︑

﹁安全・礫境上の

間題に対する国の体制︑対策の整備強

込んでいこうとする欝斗出が作られてい

している︒ここではすでに︑原子力施設

原子力地域整備

電源三法の成立と

掃

望⁝
展⁝法・鱈源開発促進対策特別会理
が成立した︒

ということがで

たが︑これは原子力施設を巾核とする地

醗源三法

域発展の構想の

原子力婁鍛金の原子力旛二二辺地繕整

撒放射線障審黙止法規φ解説醤㎜

原産が刊行

を網羅している︒B五判︑千七

十四搾︑定鏑六千五否円︒串込

令の群細と宮庁手続きのすべて

み華厳せは︑原産・放射線開発

挙動原子力産第会議はこのほ

説﹂を刊行した︒内容は総論︑

ど﹁放射線陳密防止法規の解

防止法︑同施行令︑施行規則の

@留策察五九一一六一二一︶

謙︵策東都織区新橋一一一⁝十
欝類の例承集︑予防剛建の作成

解説などに加えて︑群謙可手続

r匂

いた再処理施設の一部変麗に係る

定めた政令および交付金交付要領

交付される自製で︑近くこれらを

三団円を五年闘交付するなど発電

安全性について︑審議の結渠︑

日から施行︑うち﹁特型欝法﹂

て四伽月を越えない政令で箆める

なお︑三法はこの臼から趨算し

﹁安全上支陵がないものと認め などが正式決定の運びだ︒

この変廼は︑再処理施設の貯蔽

る駄と笹購した︒

施設にウラン武勇の貯蔵能力百ゾ

■

での麗希釈剤処理の日盛化などを

貯蔵所を増設する一方︑廃棄施設

して総理のほか︑議︑塁︑農⁝

指定などでの協職機関︵擾︶と⁝

に当たり︑とくに整徽法では地点皿

︵丁六％綴縮ウラン︶のウラン は十月一日から施行される︒公布︸

麟るため二十立方綴の賠槽⁝嚢を

林︑通産︑運輸︑建設︑密治の各

全圓約蕊千三百か所の放射性物

科技庁︑二一に藩手

放射線規制
の地方移管

省庁大臣が犠を遮らねている︒

新設するもの︒

三法は︑難航している嬉源立地
の円隅化を図るための描躍︒一般

電気癖業癌から駆引力騒千KW

ほか︑安全研究強要計画そのもの

や諮間腿を＝距的に総合調整する

たのを機に︑高澱ガス炉は一黙ク

ォートセントナレイン炉が蟹し

世界初の賑型炉ともなる米国フ

萄温ガス炉調査団を欧米賭岡に郵

もみられている︒さきに通産雀が

いて真体化の雌備を進めるものと

る憤癒錨があり︑このほか︑﹁原

炉開発に童力を注ぐべきだ﹂とす

る意見がある反画︑﹁幾面は軽水

打ちができる﹂などとして蟹成す

としての

れぞれの地城への科技庁の一部局

移管②全麗を数ブロックに分けそ

方公共繊俸への規制権限の大幅な

検認に入ったもの︒検肘は︑①地

つにはこのためでもある︒ところ

もあって︑当局内部でも共通点

て適当なのだるつか﹂とした愈見

ットワーク化︑などについて運用

③簾種別圃体を通じての規制のネ

躍峰製鉄に鑑鋸一貫メーカーとして，

世界に跨る優れた技箭と，つねに薪しい駿億でく現代の餓》

衛の優勇さ懇しさでつ【i鉄Fの名を世界的なものにしました。

さらに製鉄真言の進歩と鉄銅需要の壇大に対処するため水島

@霧

鐘製
鍾

〈薮しい鹸〉づくり・・・…

法のいわゆる

域整徽法案が継続審議のうきめをみたの

さきの七十一圏金に単独で上程された地

きよう︒

置型

をはじめ︑今度の圏会へ新たに提出され
た促湛税︑岡特別会計濁法嬢を悼めて三

原子力婁
原子力委員会は十一田︑内閣総

電源開発三︸

演が公準

質便用禦纂所の総点検を実親申の

科学捜術庁は︑このほど使用二業

を立案︑推進︑騨価することにな

霊力婁興金で検認するのが果たし

が︑わが圃の原子刀懸眠開発は軽

騨毫◎

屋

巴

窃予建より大男に遅れ︑このほど

京って安全・環境闇題にとりくむ国の墨

多︐

H当たり八十五円で微収した財源
を︑地熱を含む水・火︒原子力各

所の立入り検禽など規制業務の地

など︑原子力政策における璽点項

駅︑わが国への導入に併つ諸間題

のに薄き︑民閤各社も単独あるい

蟹。あ，！レメ鰻

まで︒

むか︑そしてそれをどう育てて行くかが

には︑安全研究推進会議のような

体的行動を期待するものである︒このこ

ノニ

に醒して︑回讐するためにも欠かすこ
とは出集ない︒

多ノさ二♂多 多日1き ニニ！ 二！さ

田中角栄内閣総理大臣は六臼︑

施設を立地する甫町村およびその

方公共団体への移管描躍などにつ

ここ数奪︑鷺学︑工業を炉心に

いて媛射を始めた︒

目としてとくに蜀視されるように

ローズ︒アップ︑躍源灘発が米国

は企業連禽による米圏企業との合

なお︑同講説の安全研號の対象

なうことになっている︒

製鉄駈を藩々と建設しています。

火1阪セメン昏

例︑関係法令漿なども収録︑法

化﹂の三点にしぼられ︑それぞれについ

理大臣に対し動力炉︒核燃料開発

備脚門部会は︑これらをうけて三十七

やっと設鷹されることになったも

法の審識の難航ぶりは︑これらが食期切
開炉である︒これに対しては関係轡も穰

年︑その筈串凝まとめた︒これは結局︑法
て舞休的な提案を行なってきた︒

れギリギリの六月三冒夜単ようやく採択

那業団が五月三十B付で提出して 施設の規換と毬類に憲じ甫町村に

原子力と地城との結びつきが︑整備・

の︒一方︑安全研究をミニナショ

巨星の法律そのものの転写は別として

ナル・プロジェクトの﹁特進総禽

嚢底金議の提簗と対比する限りにおいて

極的な協力を惜しむべきではない︒

の適縮も︑予鐸化が拳減されるなどの曲

制定濠でには簗らず︑その東海村地区へ

研究﹂に掴心することの検討も行

の過程は︑関係者の大きな

なわれているが︑これ豪でわが国

難産

では

した

されたいきさつにも縄われている︒こう

いることを思うとき︑

開発と蟹全・環境の二つの側面を有して

カバーしきれない後書の聞題に離して︑

によって︑安全研究面でかなりの

組織がなかっただけに︑この発足

磁源紅鱒

原子力の羅源立地を促醸するうえで多く

は︑

の問題を残している︒エネルギー蚕下源

圏はより強化された体制とより充実した

はその内容薦でとくに

の囎矢だったことは禦実である︒

折はあったが︑原子力における地鞘艶備

原子力にとって必要な︑そして原子力

対策をもって望むべきである︒国鼠審議

電源三法

たが︑鍵は︑こと原子力に 関 す る 撚 り

関心を畏め︑一四一憂するところとなっ

地衛難備制度化のだめの蕾労はもっとさ

ーを担うべく大規模な開頭を嬰謂されて

内容の進展がみられるものといわ

として斬らたに登場し︑次代のエネルギ

の過穆でも︑しばしば畷境や安全の分野

れている︒

の基本的な篶え方は︑より練りあげられ
いる原子力はまた︑地域社会との結びつ

たが︑その成立を機に出城整備と両々相

での聞題が地城整備と併行して論ぜられ

だからこそ再罷な地城整備︑という当謄

た形で今購にも流れている︒これは安全

る︒この態味からは︑火力︑水力など在

きにおいてもそれなりの特控を持ってい

日ホ原子力産業会議が原子力施設地幣

かのぼって存在していた︒

難備特別婁澱会を設けたのは晒和三十六

その制度化への努力は今日に董るもまだ

や環麗とも深いかかわりのある構想だが

の特性がある筈である︒﹁発購工賃周

来のエネルギー供給の担い黍にもおのお

原子力魔業会議は︑電力︑メーカー︑

とは︑﹁幽思を金でかうもの﹂とする

若干ズレたことは哲めない︒その一例を

！二﹀〜多多

の範囲としており新型動力炉の安
金研究はすでにその開発プロジェ

発電胴施設周辺地域整備法と慰源

道路など公共絹施設整備のため交

クト内で行なわれていることから

開発掘遜税法および同特別会計法

周辺帝町に︑施設の建設期間中︑
のいわゆる

例えば原子力の場当KW当たり

付しようとするもの︒交付金は︑

をそ
れぞれ法律第七十八︑七十九︑八

碧落開発三法
することになる︒

当面は対象とせずあらためて検黙

十号として公布した︒

豪た同金議は原子力幻惑会四に
常設機関として位置づけられ︑最

での放尉性物置便用における被曝

ている一方で︑纒院や非破壊検趨

籔理のズサンさも閥題視されてい

放尉性物雛の矩罵が急速に拡がっ

ついて検察しょうということにな

設け綿来の筒温ガス蛎のあり方に

た蒲勢を寒雲に設置されるもの

政策懇設置か！
原子力委

科聖母は蟻薗︑総点検の実旛を

ったもの︒ゆくゆくは﹁専門部 るQ
会﹂としていく愈向もあるよう

高温ガス炉の方向づけで

の改藤を図っていくが︑これとと

ていく冤地から今後の規制体系の

もに監懸規制当務を効率的に逸め

難じてこうした離業蕨の轡理不備

いうことで基本方向は固濠ってき

これ豪での検討から︑﹁設認﹂と
月︑来蕃にも安全設譲雛完成の見

たものの︑﹁多闘的駅究開発の襲

A狂との契約は契約朋閣が→筑か だ︒しかし周懇験会については︑

通しだが︑岡拙はこれを受けて︑

高滋ガス炉開発の方向づけにつ
いて検附しようとする﹁動力炉聞

さらに検討︑わが園への導入につ

として︑岡の開

会の．滲謀脚部

発蛭藻懇談会﹂が︑近く︑原子力

艦筋建設の賛成︑反対を問わす︑

究然制の強化︑拡充は︑原子力発

GA祉と安全設訓契約を締結した について調査に嶺たったのも︑一

に︑各研究機関における実施謝圃 欝金に設麗の兇難しだ︒

心的な政策や方針を決めるととも

旛設の安全性に関する原子力委興

擾進会灘は︑原子力発甲所などの

っている︒それによると安全研究

告の構想をほとんど受けた形にな

門部会が昨琿六月に出した中間報

で︑原子力婁員会の環境・安全専

﹁安全研究推進会話扁は︑こうし

多

ひけば︑この法撫による整備が︑地域座
ノ さ多多二 多 さ

への一部のいわれなき批判

辺地城整備法﹂が︑今日のエネルギー危

多ノノ

法

機に灼応ずるために︑これらすべてを画

︶〜

電源＝

研究聞発機関︑漁業︑腿林︑水産︑自治

原子力施設立

多

えて閥や七無︑蟹金・環境対策を禽む原

〆き多 多 〆多き 多多多 多き多

として︑基本的な政策や方針を打ち

再処理施設変更
の安全性で答申

縣璽海地区を申心とする蟹備を対象にし

〆〆二

一的にとりあげたことにより法の焦点が

体︑学界など広範なメンバ⁝で構成され

実ってはいない︒

蕉秋のことである︒これは主として茨城

たものであったが︑﹁原子力開発が圏の

燧策として推進されるもの で あ る な ら

﹁現行の法規は︑新たに雄まれた原子力

ば︑政府はこれに対して援助すべきだ扁

地への提醤

た立地問題特別震会の

〆

やその後の検討などをふま

に必饗な撚蟹を硯行法だけで処理するこ

を想記していないため︑原子力施設地帯

さ

〆ノ 1

とは嗣難だ︒したがって政 府 は ︑ 法 律

さ多

実旛計画の立案など
欝鋤当面は軽水炉を対象に
原子力婁貫会は︑原子力発触出など原子力施設の蜜金性確保対策を一鱒強化するため︑安金研究を
効灘的に推進し︑安全対策と研究開発を一元酌に総禽調整するとともに︑安全研究実施計醐を立熾す

参謀本部

る﹁安全研究推叢金議﹂︵仮称︶を近く発足さ照る方針で︑現筏︑婁員の婁嘱など乱臣を進めてい
る︒厘試識は︑安全性研究に関する原子力委員金の

現在の原子力四温所は︑本当に

の把握︑憂斜脚画の検討なども行

り︑豪た︑内外の動商︑研究警報

出すとともに︑各試験研究機関における研究計姻などを総禽調整する常設機関として発足する予定︒

綴金なのか一1安全牲をめぐる論

なった︒しかし研究開発そのもの

いるというにはまだ不十分である

の設躍

が︑国として一元的に行なわれて

わが麟の安全研究は︑臼本原子

との播摘も多くあり︑原子力関係

規制センター

関係蒼の等しい意見でもある︒

力研究所を中心に各研究機関でそ

トしていく一方にあり︑このため

華は︑最近︑ます濠すエスカレー

簑金性に対する不簑や不懲が地死

ッメ︑七月末をメドに輿体的な構

上の樹失の比翼︑蟹金華幽間題を

られているが︑今庫度における安

が見出せない豪豪︑コンセンサス

れぞれの研究開発譲題ごとに進め

水炉が主流で︑畏期計画も高温ガ

づくりを急いでいるといった段

ては原子力発電所寛地懸の原閣の

ど︑摺勢はにわかに活発化の様根

は軽水姫︵PW飛とBWR︶お弁
よ化構想を醒める動きがあるな

ス炉は組み込蒙れていない︒この

住民の反対還動を激化させ︑ひい

び動燃購業礒・再処理塘設の放附

をみせてきた︒とくに賊発と米G ため︑こんど新しく﹁懇談会﹂を

想を打ち出す方針︒

櫨物質放田低減化研究の二つをそ

逸く原子力婁貫会が発足させる
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づくりを推言しています。とくに千葉製鋲所は，その製鉄技
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襲とする声が強まっている︒

の挙省や薩業界にも体制整備を必

額である鶴首一億円が詐上される

個

一つとなっているが︑蜜全性確保 全研究關係畢算は︑これまでの倍

のための研究開発の促進とその研

乱
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を応用することに関心を示してお

と︑液化天然ガス還綴船に舶馬車

万璽璽ジの趨大型原油運搬船︵U

予定の五隻の一部として︑三＋九

は︑一九七八〜七九無に馴き渡し

くろんでいる︒さらにザパタ社

のSOMAIRが探鉱一製錬施設

群購業者の工場到籍の後三臆悶以

業携時間中はいかなる場愈にも免

甥叢薔は︑放射能零れが趨きた疑
いがあり︑まだは汚染した腸合に

は迅速な点検とモニタリングを講

内︑艶語磯間後は到鵜後や八鯖問

新規則は約一毫にわだる輔送規

ればならない︑としている︒

則の検討鰯間巾︑欄包門破撫で航

の民間会社からルイジアナ州バ⁝

トン・ルージュの免酔聯業着に鵬

荷の遼甲︑イリジウム窺容器の遮

蔽が不完金だつたことから頂き︑

q本窯i聖が運航する、大圏識一ス・二禺剛翁

一クを一癒線に飛ぶ、轟篇一ミーク趨特急で

ランシス㌶経由よ桝夢500kmも鵡ユー無一クが

襯萎衆…乾：摩ミ・橘いrいuく03》747噸3二三警

鹿児島支店・…（099215ト2舗O

串し幌支腐輔・・…〈O田231臓4州

後﹁婁行可能な殴り皐く﹂︑通常

醗羅ゾ級のものを弩呈して︑〜婁
を撮叢叢で︑召しい地域でのかな

六％に鵠たる二百六十万〜一瓢臼七

濃縮技術の機密
開示許可を得る

いう購故がこの白月に超こったこ

空機の旅客︑日乗顔が被曝すると

とから補足されたもの︒この麟故

米のGE︑エク じなければならない︑とする放射

を改めたもので・規定以上︵輸送

新規則は︑原子力法10CFRは
2バ
0ージニア州アレキサンドリア

表した︒

性物簸輸送に関する改訂規則を魏
ソン・グループ
野心分離法ウラン濃縮開発を国
指す米国のゼネラル・エレクトリ

ック︵GE︶牲エクソン︒グルー 容謡タイプAを超える胸騒︶の大
騒の放樹性物質を収納した容認勉

1はこのほど︑米圏原子力婁貫会 三物を受け取る免許蟹業者は︑輸

プー新名称はセンジェックスー

ントゲンの被曝があったというも

A鷺Cの推建では旅容に鰻隔八レ

ただ問題は︑技術の零露保持

一ク線。つまり東京：・アンカレジ・篇儲頓論

放射性物質輸

当りの建造鍛を二億二千六酉万が

送規則を改訂

い︑と規定︒さらに包装物の外表

C以内に実施きれなけれはならな

面首平方讐齎鐵りO・〇一翫讐を

米AE
来国で航空輸送申の放射性物質

超える放尉能汚染が横出された堀

コンチネンタル・オイル社は昨

って懸黍されているという︒

りの予備銀鉱もすでにCEAによ

一月に開かれた下院海鰯︒凡策婁

と想定した︒同社の代表は昨隼十

膿会で︑原子力簡船購蔽計醸推進

の容器の不備から︑この四月旅醤

千六衝四十万嘗にのぼる

多数が搬絶する蟹故が起きたが︑

葎︑約

もに運航磯の調査をしだ経験をも

ウィルコックス︵B＆W︶社とと 楽国の全設営試錘璽のうち︑約一

米国原子力婁員会︵AEC︶はこ合︑荷受餐は臨ちに楠送築響家た

ング社については︑三十八万璽鑑
誘原子力タンカー六隻を謝画して

その他の動きとして︑昨年十一

いるという︒

月︑海黒影は︑エネルギー．コー

ら想定総コストニ＋一偲談に及ぶ

ポレーション・オブ・アメリカか

四十一万五千璽購沖の原子力タン
カー十二隻の建造串訥を受けてお
り︑今後の原子力船謝画促進のは

のほど・放尉儲物蟹を取扱う免酔 はAEC地方聡務駈に通報しなけ

っている︒アバディーン・シッビ 十万嘗の舐鎧を行なっている︒

LCC︶二隻について節一線級のの舐雷をしており︑バブコック＆
が︑二隻とも舶用姫灘入の兇込み

造船会社と交渉があるとしている

はないと述べた︒しかし︑他の数

しているとみられている︒同社は

隻については舶用炉の利島を蕩幽

原子力船の特徴・特性を十分に羅
識し︑今後の経済性横酎とフィ⁝
ジビリティ・スタディが躍傭され
るまでにはまだかなりの購間を要
し︑七月二十九田までに礁請醗を
作成するのは無理であるとの兇解
を示した︒

またシレス・シッビング社は︑

浮ﾌ建造に関心を示し︑六十万

少なくとも舶用炉利罵のULCC
しりとみられていだ︒

︵AHC︶から機密濃縮技術關示
送聯業蕎から型魑逓知を受け次第
酔可を得た︒これはWHーユニオ 迅速に勉調物を点賦し︑その表颪

シントン︑パートン・ルージュ︑

銀き麹重量集

め斑っているが︑粥働党政策の

術輸出の薯えがあることは︑た

が闘もなく終わる︒蕪窓側に技

住民の利益は爽は園蒙の利益を

についてどんな敗りきめが紬ば

名豊麗支出。鱒9（052｝561嶋240霧

丁紅eSun

橿隅支店・・・・・・…（092）2ト441響

といってはオーバーですが、でもぜひζ配憶

財政援助声明に呼応
標準化舶用炉を対象に

海事局
原子力商船建造翫麺の推遮機運が醐まりつつある米國でこのほど︑幾闇五霞が原子力商船建造につ
いて政府の財政互助を受けたいとの愈同を海窮助成金局に示した︒今頃の五歓表明は︑海瑠助成金局
が四月二十六日付遮邦公報で公示した﹁海禦燭が検酎︑予備豊全解析を行なっている＋二万軸馬力の

請﹂に応えだもの︒なお︑これら旧歓は七月二十九日を期阪に墨体的な串講強を提出するという︒

標轟化館雨意を採遇した超大型原油運搬船︵いわゆる原峯力タンカー︶の建造助成金適鯖への謬加握

隈までに興体的な行動を趨こした
り・現在︑そのフィージどリティ

五月二十九臼の川向表明鰻終期

のは︑パシフィック︒ライティン

っている︒海温局でも近い将来︑

・スタディ︵蔦能性急蕉︶を行な

る見込みであることを明らかにし

アトランタ各飛行鵬での勉裟物の

米︑仏両国の3年計画

グ︒マリン︵ロサンゼルス︶︑グ

液化炎然ガス運搬嗣原子力船に関

ロブティック・タンカーズ︵ニュ
ーヨ；ク︶︑ザパタ︒コーポ︵ヒ

取扱い状態の調査と鰍蔽が不適切

ル政府

の︒なおAECは輸送経密地のワ
台のUEA︵ウラニウム・エンリればならない︑と規定している︒

ン・カーバイドーペクテル三社運

ただし︑三三診断矯アイソトープ

だつた黒蓋の究明に当っている︒
冒一一葡冒糟■孕

放射能汚染をモニタリングしなけ

た︒同協定は︑薗政権躊代に八二

の大部分はこの規定から除外され

騨一■﹁鞠一一﹁

民地城にかかっているが︑国萄

劇途を決めるのは・やはり濃縮

もあるとみてよ

ツ提案が添しており︑イギリス

とえばアルゼンチンへの繭ドイ

している︒それが政鰐の霧えで

この考えの根

い︒

ーストラリアには街利といえよ

が岡じ蛍働党政府であるのもオ

代弁している︒一方の鉱榮界は
鉱石をよ

ラン︑濃縮ウランの入手問題も

RaGeら文字どおり、太陽と競争しながら飛ん

翻蹴航奮

近くなつでいます。コ帰国便1ま、↑舶Sm

タき縄3こ1表『・鷺r・u鴇電鯛那覇55働33撃，

難航機のご予約はお近くの臼航指定代理店へ
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愛称で譜予豹ください
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YorkerとThe

Sm

YQrkerが行きの便。サンフ
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Raoeらビジネスマン必驕、

東京発18：00（毎日）……ニューミーク懇臼8：55

Racer

ください。そして、アメリカ出張が決まった
し
ら、どうぞこの愛称で壽予翻を
。

二，謬一ヨーク発ll：OG（毎日）……棄却藩17：10

ューストン︶︑シレス・シッビン する研究開発契約を縮ぶ計醐をも

されていたが︑今年四月に政変が

ッチメント・アソシェイツ︶に次

る︒またモニタリングは︑荷受け

近くウラン探鉱認可か

趨きたためニジェール新政府から

いで二播団︒

ユジエー

の︒爾ア⁝リットでは︑フランス

改めて正式認斑を待っているも

っているという︒グロブティック
・タンカーズ祉は︑一隻当り約心

ラン探鉱一瓢郊計画協定が︑近くニ

グ︵ニューヨーク︶︑アバディー
ン・シッビング︵ニューヨーク︶

ジェール薪政府によって認可され

二一一＝
一一
﹁糟帰一一一一

来圏のコンチネンタル・オイル

一8＝一＝﹁伊一静一一墜﹁＝

社はこのほど︑フランス原子力庁

p＝一団＝

二冒一＝一

羅沙の原子カタンカ⊥ハ隻か︑ま

︵CEA︶との共同購策であるニ
ジェールの南アーリット地域のウ

一二冊輔一欄

懸六千三頁万がにのぼる瞑十万璽

百万

一幽＝鼎：

の民間五社で︑それぞれ各祉の原

たは各々四十万︑六十万︑一

爆撃沖の原子力タンカ⁝建造をも

はそのためだと爵えよう︒

ると︑原住民の保護はその利溢

財産調査雲級会などの報欝によ

工場二塁の三哲であろう︒

政府は輸田認可の鰹比ととも
に︑差し蛋たりナバレク︵北部

と文化遡産縁日のためばかりで

壷金問題もあってーー遼心分離

オーストラDアの関心はーー

地滅︶の超留鉱の開発を抑えて

鉱物の採取は土地所祷薔と原住

なく︑国の淺心の問題だとされ

州三國の感心分離二二協議︵A

技術に向けられてきだ︒騨に欧

・ツ

子力船翫画についてその概要を明

パシフィック社の概要によ る

らかにしだ︒

縣︾導U出鼻暮口MH︶Hりり琶U
工腸向け原発罫書がある︒この一

社のルートビヒスハーアェン化学

画はクラフトベルク・ユニオン

が工集爾にそのエネルギー供給を

殴を謝画している例としては︑西

確保するため︑原子力発偲所の建

りM響む口MUμ 導 彫 頓 M 闘 V M U g M U M 肺 V 頃 り

西独のBASF
社計画進展せず

ンズランド・マインズ社は三月

きた︒ナバレクの所有者クィ⁝

定がある場倉に一行なうが︑原住

階の葬機密三等にもとつく研究

CE︶に加入しており︑第一没

罠の禽愈︑塞だは運邦政府の決

べコウォルセンド・EZ社産出 繰︑出資権を認めるべきだと

レンジャー盛込︵北部地城︶の

壱ジ︵七六年以降引渡し︶を︑

いうのだ︒コナー大臣は濃縮技

置︑藤本への輸出契約分三一数

術の提供暫をさがすため英︑西

出は濃縮ウランの形でしたいと
ているが︑そのなかでウラン蟄

慧

底に資源霊権の

クィーンズランド社が原住民に

う︒原子刀詳説の森羅もプラス

懸想があること

クィーンズランド社はこれを拒

株式の時価提供llそれによる れるかだ︒田本などにとってウ

は明らかだ︒原

れに対する擬審賠欝請求を提趨

哲し・逆に一昨館来の開発の遅

出資謬加1一を提薬したのをみ

ウラン鉱業界︑政府に反発

Bが規制を強化へ

民には探鉱櫃︑ロイヤルティ賦
湯巻は資源ナショナリズムへの

独︑オランダ︑仏の諸国を歴訪
近の総選鱗で労働党政権が存続
したオーストラリアが︑ウラン
の心象衡理を醗める気配が濃隈
である︒

労働党政権が登重したのは一
昨黛の秋だが︑それ以来オ⁝ス

オーストラリアはすでに繊密

したが︑同様に開発待ちの鉱業

に違いない︒

などとの輸出契約を結んでいる

界もペコウォルセンド祉の独

するつもりである︒

物・エネルギー梱は

ンダ︑ゲティーパンコンチネン

し︵保守燈台政権時代︶︑ノラ

ゼンチンを奮めウラン資源國が

軒並み懸縮技術を求めている悩

元金だが︑繭ア︑カナダ︑アル

な採掘の夢を適っていることは

どう受けとめるべきなのか︒

況を︑インドの核実験のあとで

ても︑控民の地権を認めず︑か

このナバレクの開発繰り延べ

否定できない︒先行き不安の鉱

占化ではないかと反発してい
などの外資も進出し︑莫大な埋

業界は︑西ドイツや漏本からの

って日ホへもやってきたQ田本 タル︑ウェスタン・マイニング
がことわったので︑コナー大臣

蔵璽を確認している︒政府が政

あげられている︒ナバレクだけ

は︑原住民の傑護がその理由に

つての来国西部のように︑圏密
の構想は一頓座をきたしたが︑

予想され︑鉄︑石炭など他の資

策蚤取を急げば圏際的な鷹磯も

︵K・K︶

コナー大臣がその憩えを捨てな

ンコンチネンタルの鉱床も原口

でなく︑ノランダやゲティtパ 外駈に期待し︑あるいはモラト
リアムのために鬼手甫棚の利益

で関らかになった︒労働党が薄

源分野への波及も趨こり褐るQ

び政権についたら︑一九八O葎 政府が政策決定に気合撰直なの

かったことは︑総選敵中の発欝

る︒

ため

認可していない◎R・コナー鉱

濃縮評議田籍の提案をも

り薩度な形に処理して輔出する

トラリアはウラン輸出を一件も

分で家かなうよう指示されだ︒

動きを強めつつある︒とくに最

代までは大鉱床を開発せず︑輔
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時間詣たり一樹ハ百ナの燕気を生
産するというものだが︑建設欝町
を邸臥してから五年を経ているに
もかかわらず︑工堀が薦街地近郊
にあるとの理由でいまだに郡司さ
れていない︒

纏来︑鉄鋼叢︑化学工業︑アル
ミ工場などへの葦囲鮒利用の観点
から醐温ガス炉の開発謝画もある
が︑現往義義企墨は工業爾に醒力
会社から買露しているのが現状だ
だ︒例えば︑オランダのボルセー
ル原子力発懸所︵正味出力四十五

万KW︑PWR︶はその出力の二
ジーヌ・キュルマン︵PUK︶社

士ハ万五千KW分を仏ペシネ・ユ

のオランダ子会社PNLのプレッ
シング︒アルミ工場に供給してい
るが︑原発の駈有著は民間応力鍛

社P Z 猛 M で あ る ︒
オランダのボルセール原子力発
蹴所
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グが阻んだ③原子力発餓所設計の

の影響に関する規則作成ヒアリン

磯任蜜を設け︑安全解析欝︑秘境

力発醒駈建設謂画に豪たり︑公衆

岡食初のダグラス︒ポイント原子

灘騒薙誘纒蠣騒

蟹料まで公開し︑騨任の狡術蓄を

これらの解析のもとになった内部

料提供などは特に囲立っている︒

表される地域住民への三極的な資

つの特微である︒レイ日展養は︑

来国の原子力界の二二な要訣も一

報告轡などの串講欝類をはじめ︑

らの反対運動は一般南民の欝付に

過去二鋲間を振り遮って﹁AEC

という点になると議論の分かれる

放射性廃棄物の霊送に爆う環境へ

数値飽制限条件︑便用済み燃料と

レベル放書性廃禦物の環雛出の

もあったらしい︒しかし︑反対譲

することにならないか﹈との懸念

ッシュボール謝画隔︵聾岡電力は

時発表︑ポトマック電力の﹁フィ

に︑電力各社の発電所故陳時の即

カブル︵実用可能な限り低く︶の

﹁アズ・ロウ・アズ︒プラクティ

陰金問題で論議が簗要したのは

▽﹁十分に安全﹂とは何か？

のである点で共通している︒これ

が︑いずれも市民運動鮒性格のも

隼に発足一iなどがあげられる

全といっても技術的には概汝のレ

することはもちろんであるが︑安

ある︒原子力発電筋の安全を確保

など︶との比較﹂は璽蟹な提言で

紀︑人口稠密長城上流のダム決壊

こうした原子力論争を受けて立つ

一方︑かつて例をみないほどの

だ点は次の三点である︒

ニア・エジソン歓の代表は﹁論争

述べている︒また︑南カリフォル

は公益を代蓑する愈見も多い﹂と

を鑑じたのであり︑反対論の巾に

辰口に至っては圏費運動の趣きさ

しかし︑衡汝の関心分野が異な

側にも欠陥があったからこそ闇題

り︑黙黙発展の経緯が違うように

えある︒

り︑この点を見落すと米国で起き

はみられないユニークな爾があ

その主張するところは異なるわけ

の結漿︑原子力発電所の磁質響理

ている状況の分析が不正確︑ない

とともに運動も近似してきてい

の爾い発電所をもつことができる

も同上し︑従来にもまして儒頼性

だが︑簸近ではその私幣化の動き

る︒ナシ駅ナル・ジャーナル紙の

しは二三になる恐れがある︒

グループ︑推遮側ともに︑日本で

来團における紅筆には︑反対派

米国での特徴

標確化が法制化され︑承認済電源

灘駈襲故の災密辞緬や発鍛所故蘭

たのは︑米国の原子力論象が近無

よって賄われており︑閲遮科学煮

用地構想が推進された④原子力発

鋳の統計澗査など︑実態調査や将
来響価が実施された⑤原子炉安全

とんどが公開になった⑥原子一発

公開など︑AHCの術政処理のほ

験と冤薩し③プルトニウム・リサ
惣所の運転状況が毎月発表される

ようになったi⁝など︑非常に醐
期的かつ多角的な改革期に嶺たっ

性と論争見通し②特来消え旧る闇

原子力反対運勤のうち︑今日活

バーフィールド博士は﹁彼らは必

最初にAECの状況を謀りあげ

ている︒

動附で影響力が大きいものとして

ずしも原子力発電の必要性を認め

ていないわけではないが︑安全

前述のような改箪にも︑いわゆる

その他︑民間原子力界において

その多くを関連技術影響盟によっ

ところであるが︑このヒアリング

が技術的根拠に立つものであれば

響え方﹂であり︑﹁低レベル放射

酌制限条件の決め方﹂についてで

性廃翼物の環鹿排毘に闘する数値

の開発度およびすでに存在してい

全﹂という概念も︑適慰する技術

ベルがあるわけで︑﹁十分に安

て讃えるのは︑むしろ危険であ

解けを全面的軍需解決へ紬びつけ

ことも前述の通りで︑この一部雪

慶に技術的なものに変りつつある

行し︑取りあげる間題もさらに高

遡動の主体が際門家グループに移

後退しているとはいっても︑反対

問題について︑一般国民の関心が

である︒しかし︑糞詰では原子力

けの兆しがみえてきたことは朗報

雪国の原子力鍮争に︑一部雪解

おわりに

べきであるつ︒

な施策への動きともなったとみる

謡も生れたし︑謹たAECの膨大

麟述のような少数グループとの紺

もつ米國蝕該であってはじめて︑

の筈え方である︒こうした懇蓄を

メカニズムと受けとめる米国伝来

米国社塞におけるバランシング・

ここにみられるのは︑反対論を

騨価していた︒

聴躍でできることではない偏とも

な技術羅命は電力各社の企業努力

ようになったが︑こうした大規横
のように環塊運動から移行したも

①シエラ︒クラブ︑地球の友など

性︑その他の問題が解決されるま

A鶯Cに陸中し︑そこを舞台に物

の②ネーダー氏に擶謙される消鍼

では現在以上に原子力発電所建設

瑠が進んでいるという背畢が冠す

者運動などから発展したもの③ハ

を贈大すべきではないと主張して

伴う問題

科大などの有志学養を中心に結成

ーバード大︑マサチューセッツ工

も新しい累代に射応ずるため績極

ているわけだが︑その他にも多く

ことに注騒する必要があるQ

フス判決を契機に︑原子力発足所

的な姿勢転換があった︒AIFを器など頚研究に携っていだ学暫

の科学技術暫からの支援を受けて

ても①七︸隼のカルバート・クリ

論争の変遷

るからである︒この慧味において

反対派グループの磁接的働きかけ

いる﹂とみており︑この観測は他

過去2年間の

過芸二無聞は︑米A廻Cにおい がその契機になっている点が多い

している関野科学重岡盤︵ユニオ

の多くの見解と一致している︒

題と生き残る問題③高速増殖炉に

①将来における原子力発露の璽要

︸︑原書力論翁の将来兇通し同

処理問題

題④隅レベル放射性廃棄物の永久

イクルの必要性とその安全隈陣問

電公鰹との比較②冷郎塔問題の経

V 一般圏民への影野線被曝と火力発 諮二二二会︵ACRS︶の審議の

︷
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ﾅは︑このワークショップに出羅した那須遡雄氏に会議のもようなどについてこ紹介願った︒

〜

︷子力協貧は米漂乎力産鑑金切︵AIF︶の協力を繕て妬月靭め︑スイスのルーサーンで﹁米国

．

れだ第一回宗畿に次ぐもの︒今回は第一回再議閲催以降の出来麟を中15に模酎されたが︑本旨

炉の原子力餓麟に蘭する国際ワークショップ﹂を閲催した︒岡ワークショップは一昨葎蕃に關か
の

ら

酒
覧

の

考 駄︒・亀塾ご薯ζ3f3︽ノ

専門化する反対運動

よびその影響④資料公開の要謂に

須

の短策と糖渠という楽国における

ン・オブ・コンサーンド・サイエ

の跡認司手続きに際し躍境窟査が

グループが︑紙兵機開発の人道的

一︑技術問題に関する一般国民

の後特に個汝の原発の許認可ヒア

ろうし︑もし技術的に解明できな

同醒力も狡術鮒に対応できるであ

ンチスッ︶i−ABM︑生化学兵これらの主張の狡術的難戦けは

大盗に取り入れられた②撃墜炉心

疑問などを話し合う煽として六九

今回の討論で︑鍛も浅欝を引い

リングへの一般介入が減少し︑ま

有効な方法は樹が？

一般の関心が後遜しているが︑こ い闇題があるとすれば︑反対論を

る公衆彪険との比較から判断しょ

これは今圓の酎論のハイライト

になつだ問題であるが︑レイAE の現象はAECに対する儒頼の同待つまでもなく解決しなければな

聞五︑ゾレム以下というのには︑科

あった︒すなわち金身被曝紫野年
いては︑こうした試みの結累︑単

特にレイ委員長は︑原子炉安全

のも珊莫であり︑パブリック・ア

らない多くの問題が含まれている

これらの問題解決への協力が煎命

クセプタンスへのアプローチも︑

る一般国民への放財線被曝と火力

ンネマン博士の﹁原子力登電によ

がこうした考え方をペースに設計

スとした安全論議の経験があり︑

はすでにWASH一七四〇をベー

研究主任のラスマッセン博士の

た﹁最照断然計画改訂案﹂や﹁原

劇評公審との比較扁︑AEC安全その他最近では︑AECが公表し

また︑三国における原子力論

実を馬差できない︒

ら他の国へも影響を与えている蟹

﹁方︑他方ではその爽薦的禦実か

に膏つたという内属をもっている

に︑来国社会といった特異な風土
によると︑議会筋でも聖霊の原子

術評価盛長の悪亮を求めた︒岡田

子力発露所立地指針︵案︶﹂など

がある︒

﹁原畢炉謂故災審の確率論鮒評価

地城における大型航空機の墜落悠

今日濠での原子力発醒技術に

る︒

の質問に筈えて﹁ラスマッセン謁

る﹂と明らかにしたが︑今後︑原

は︑これから解決されなければな

レベルの間題は

く︑その他の異

子力発電筋の公衆危険についてこ

1七四〇と躍き換える計画であ

査が完了し次第︑従来のWASH

種のものとの闇

るところである︒しかし︑米国に

うした説明をしていくか注図され

の間のみでな

同毬の公衆聖画

こうした危険

うという考え方である︒

とのことである︒

に技術的な問題について教溶する

C婁員長はコ癒もの国民を既定 上とみることもできる︒後番につ

に発電所故瞳の苦報のみでなく︑

安全性に論議が集中算盤ー

ことは不可能で︑総局は妥当な判
断をしているとの鱈籟を獲得する
より他に方策はない﹂との墓塞的

一般國民との絶え

な兇解を示した︒また︑その方法
灘においても

ペンシルベニア大医学部教授のリ

にもある︒とくに今回発表された

伽灘搬国民からの信頼獲得を

この間題について︑レイ婁畷擬

原子刀論争聡態は改訳されたか？

として米遮邦議会のダッダリオ技

は自画自讃の危険を避け︑第三轡

と現代社会にすでに受け入れられ

の有効性を強調す
その他の璽項についての従来の一

の蟹要性を説き︑

般からの籔料要求の粥票で︑最近

力論争への一般関心の後退︑許認

積極的公開

この毬の成功例について報告し

いても︑当初その翫画が提案され

過表二＃簡にわたり開いたECC 一方︑ポトマック電力の例につ

珂ヒアリング介入の減少という状

となるわけだ︒

た際祉内的には﹁大魑に資料を公

は沈静化の方向に向かっていると

S設計霊獣の規則作成ヒアリング

開するのは︑反対派グループを技

されていることにも留慰する必要

すなわちその一つは︑A鷺Cが のことである︒

であり︑他の一つは高力各役によ

驚動の効果を認めているようだ︒

況に注圏し︑これ窪でのAECのている原子力以外の危険︵大都市

争︑そしてそれらへの旛簾はとも

る騒近の発電所故宅時の穫極的発

いては解決困難な技術論争を助畏

術的にも教臥することになり︑ひ

た︒

るとともに︑米圏での経験のうち

闇ない灼謡

▼AECの活動によって米国の学凶根拠がないという点である︒

らない︑と同醒力は考慮している

いる点など濫慧を要する︒

V腐度に技術釣な問題の㎜般国

たその他の原予鷹峯蚤についても

当局の儘頼性

罠へのアブ目ーチにおいて︑最も

価翫画③技術間題の論争と許翻可

冷卸系統︵ECCS︶の設計基準︑申心とする政腐当周への勧告︑マ
︵含C︶の原子炉網織災憲の騨 燃料サイクルの環境への影響︑低
スコミに対する教育酒勤などの他

般圏民との頬嚢②米原子力事序会

一︑安金問題昌①安全問題と一

応とその変化

原子力問題に対するマスコミの反

芝之するための原子力界の努力⑤

会畿の進め方については︑ま蜜

引際の経験について検嘱した︒

細纏瞬確認報翻那

献副凶事国際会議に出席して

はじめに
今回の会議への参加は十七か国
来国の関係薔が講演を行ない︑そ
の後パネル酎論会でさらに問題点

︵欧州域外の田︑米︑撫を含む︶

約二酉九十各に及び︑各閣ともそ

一︑原子力論翁の現況聾①前回

を検謝するとの方法がとられ︑次

会議以降︵網九七二〜七瞬蕉︶の

れぞれ騨門家︑翻幽門を派還して

会議の内容も低レベル放置線の

率瞬で︑充実しだ会識になった︒

原子力論舗の変遷②エネルギー︑

のような蟹項が検討された︒

医学的彫穰︑原子炉嬰故災蜜の確
環境︑薩鑑︑原畢力などの諸問題

きたので︑酎酋体も異体酌か つ

率論的響艇などの技術的問題から

ー︑フォ雀ド︑ケンドールなど原

に対する︸般国民の熊度⑧ネーダ

いったような広野な領置に及び︑

重量制魔︑一般国民との垂雪と
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霧
では米国とフランスでしか蘭発さ

れていないことllからすると︑
原研での成功の態義は火田い︒六
フッ化ウラン楯耀ル⁝プはガス拡
敵法ウラン濃縮工場におけるカス

だが︑今山の圧縮機および軸封機

ケードの一つの段を構成するもの

構技術開発の旗功は・國産狡術が

畢定で︑秋にはさらに広範囲な擬

防衛における水素

74P

アタッシュとの懇談会︵写翼︶が

こととなろう︒四十九鎌度売品で

16

六田夕︑東京︒丸の内の工業倶楽

懇鉄金には原産の荷卸胴長︑

部で開かれた︒

通塵︑科学技術の各雀庁︑原研︑動

水松︑濫藤両蓋禽擬のほか外携︑

三三二十犠︑それにゲーガン英国

燃︑原船懸の原子力機関から関係

プスティンツェフソ遡大便館墾蝦

大使臨⁝簿盤配宮︵原子力撞堂︶︑

名が齪猟︑約二号間にわたって最

窟ら在囚大使館アタッシェ約四十

題に花を咲かせた︒

のもと

近のわが国の原子力動陶などの話

自a資本通肩

に︑こんど︑出磯を制度化した︒

た別戸の

対婁絋糧の問題を禽む出資比率な

ど鰭条件が︑今後︑煮詰められる

pタ璽

〃
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アタッシェと診
の懇談会開く礪
荷沢原艦会長主催の在臼大使館

撫霧繰

を描躍してきた◎すでに数社が単

は財投影画で出融資約八億円が予

Ψ

44P

と︑出資の対置鉱樋をどうするか

を図ったもので

二

︑轡凝

独あるいは海外との其同でウラン

定されているが︑うち三慰円程度
が出蟹にあてられるもようだ︒

大陽エネルギーからの

について協識を開始した︒

金鉱箏業駆設躍法の改正は︑問
事業団の築務に①海外の金厩鉱物

国法人と共岡の金属鉱物探鉱に必

探鉱に糊する資金の出資藁務②外

ための助成金交付業覇一iを新し

璽な地質構造調査資金を充足する

出螢の制慶化

く追加したもの︒前暫はいわゆる

蘂 灘

現在︑対猿鉱種をどうするかを検
酎中︒大蔵省との調整では︑

て︑必襲描躍は賊難でカバーすれ

応すべての鉱物を対象にしておい

主審のもとに︑戒功払い融蟹の制

ばよいのではないか﹂とした凹溜

のほか︑﹁鉱麺を絞った方がい

制展化がウラン獺源探鉱開発のた

資源の探絋開発に粟り脅している

ラン蟹源開発のための誘導と助成

度化など︑政麿はこれまで海外ウ

めにとられた描羅であったことか

が︑いずれも自己臓金は微々たる

いずれにしても︑もともとこの

い﹂とした壁隣もあるようだ︒

ン扁が含寂れることは確寅︒民間

らみると︑その対象鉱種に﹁ウラ

もの︒そこで国が薪しく︑こうし

甥と脇舛…テイ11⑪P

舞

酬

環境問題

の軸流圧縮機
ガス拡散法ウラン濃縮研究

技術開発に明るい見通し
嵐騨的にも磁水準にあることを示

作条件を設定し試験を行なう謝画

ので︑原研における原子力研究開

15

乗物における水素貯蔵

すと同購に︑理化学研究所が﹁隔

が︑①圧縮機および軸封機構が隔

原研が研究

〃

〃

臼本蝋子力研究所は十一凹︑﹁東海研究駈六フッ化ウラン嘱潔ループによる第一圓瓢験を成功裡

膜と並びガス拡結露のトップ・シ
だ︒

55P

?駅製造

膜﹂開発にメドを響ている今B︑

試験期聞は六フッ化ウランの注
ークレットとされていること②ウ

金属中における承素の

@7

に終了しだ︒各装備はいずれも正常に作動したが︑中でもとくに六フッ化ウラン用軸流騰縮機は殴翫

入︑回収など荊後の作業を禽んで
ラン濃顯胴軸流圧縮機は圏由世界

て発嚢がある︒

発の成果と今後の誹画などについ

②核燃料燃焼度演定のための核

水素の利用一3

ﾓるまい

ガス拡良法ウラン濃縮技術開発研
究に大きな一歩を詔した︑ともい
に属す︒実際のガス拡散工嚇では
ら軸流圧縮機のぼ縮比や幽転数を

通りの性鮨を承した﹂と発凹した︒
の後︑原研が軸封機構の改農など
原研が開発した猛纏機よりも﹁は

えよう︒原研は引続き六白月下旬か

原研の六フッ化ウラン徳環ルー

譲調整を行なった上で︑今痒五

欝︑バルブなどカスケード構成四

約二週間︑この間︑軸封機構︑熱

成果発表会

今回は一蒔半から開金︑宗嫌葵

九七四

王4

8

プは遇称﹁大蛇一と呼ばれている

脚の姓能試験を行なうための 網

交換雛およびコールド︒トラップ

6月20B︑霞が関ビルで

分裂生成物の核データ

⑭原子力発電所から大気串に放

年︑36警︑ICPl 〇四〇

出される放射性核分裂集劇物の放

〃

ノ

変えて第二圓囲の試験を実賛する

羅︒三寸灘工︑石川廊懸麟璽工︑

など各裟懸はいずれも正常に作

無理珊畏の﹁エネルギー危機と原
子力﹂についての講蔽に引続き︑
﹁核融禽研究開雛の展開﹂︵出本
三三理訴︶︑﹁水繁エネルギーと

一九七二無︑郷等︑ラ

50…）

6

るかに大型のもの扁が縫われる

川崎璽工︑三卿曳船の㎎枇による

動︑とくに軸流圧縮機は延べ約灘

日水原エ﹂力研究所は来たる二月

二十日午後︑藁京・鍛が関の霞が
関ビル一階プラザホールで﹁あす

原乎力漏︵上田隆露理事︶・門放

︵独文︶

射線学蜘影響に関する調査研究

水素製造一1

〃

月︑六フッ化ウランによる本格運

共同設針チームが航窒宇土技術研

資源開発の出資制度

出資機能をもたせるという一﹁金

をひらく原子力﹂欝演と映画の会

射線化学の実馬化扁︵璽松友道高

イン州騨門監視連台六〜四︒七三

騨細問台わせは田本原子力二業

S七二

躍語九四四−㈱三一一︶

会議・企画謙へ

ヒ

四十九

まで︒

▽第二十三園慕礎謙程八月十

原研葉海研究所原子炉研膨所

13

@5

もので︑ガス拡散法ウラン濃縮洲

究所の掴灘のもとに同所の計舞コ
十階間の回転試験だったが設計通

金属鉱業即応団︵通産雀の翻可

属鉱榮襲鎚新設三法一部改正法

を響く︒原研が六月十五臼の翻立

騰研開毛試験堀畏︶︑嘱しい再
処理方式﹂︵石原健彦東海研燃料
工学部擬︶︑﹁軽水炉の安全性研

の各研究発表があるほか映画噛放

究﹂︵村主濫黒海研安全工学部長︶

放医璽
日本原子力研究駈ラジオアイソ

●

〃

ノ

山で必饗な軸流圧縮機や熟交換 紙を行ない︑成功狸に終了した︒

ードを用いて設謝︑灘井造船が製
りの性能を示し八九％の断熱効率

対象鉱種で調整へ

作に灘たったが︑今鋸初頭までに

機関︑軍塚保明理財長︶に新しく

察﹂がこんどの翻会で通ったこと

が得られだ︑という︒︹断熱曲節

ス︵Rl瑠︶による鞭終調離石験 八九％扁は︑一般産業用軸流固縮
罠間企業が行なう海外での金属鉱

製作と据付けを完ア︑フレオンガ

機に比べてもかなり醐性能の部類

を済ませて原研に引渡された︒そ

黙念臼を機に毎年開催しているも

力がいると予想される葛藤ガス炉

安全姓のコンセンサスづくりのほ

二さ二

の場合︑軽水炉の導入方式は避け

かに長期的な視野から高温ガス炉

づ

たい︑というのが同省の越纂的な

が甫嶺落選されるかという禰要想

多一多

多ニニ さニニ ニニ

高温ガス炉については︑熱効率

見解．このため︑嶺澱まず必要な

定がカギになる︒米國では二〇〇

多

から︑遡藤翁はこのほど︑大二面

ノ

が歎く温制水影響が少ない︑トリ

て比較検射した縮果︑醐温ガス炉

のは︑軽水炉と個々の項鼠につい

〇年に軽水炉七︑醐温ガス鑑別︑

二多忙さ 二 多 ︐二さ多

物探鉱のための資金供給について

〆ニニ㍉≦

通麗省は四潤︑露菱盤工に対し

ためウランが節減できる︑多醸的

︵GA︶との舎弁会社設艶書講をウムと隅濃縮ウランを燃料とする

て来嗣のゼネラル・アトミック社

利用が可能︑など数多くの利点が

増殖炉一の比輩構成になるとの予

串込

五日一九月二十五臼授業料紅五

万円︵ほかに宿泊関係籔︶

・愈

49P

日本原子力産業会議・業務課

二

当面晃著せるよう伝えた︒三菱璽

あるとされている︒それだけに國

が総合的に優れた炉であることの

トープ研修所︑岡原子炉研膨所︑

放射線鷹学総愈研究所は︑それぞ

問遂せ︑繭込みは岡二心翫︵茨

締切腫七月や日

城緊那珂郡菓海村鍛酷〇二九二

ど串込締切巽七月二十臼

6bP

金属ハイドライド貯蔵

⑧コピーサービス（英文）1ページ20円（送糾別｝のお率込み，その他多数
蘭連資料についての鮮細お隅合せば下 配へこ遼翼下さい。

ニニ さ 二 二多二さ 〆多 多二1さ

工の単独か︑田立︑藁芝︑三菱の

立穐また︑トリウムを使うこと

測もあるが︑わが圏の場含はどう

か︒照要の大小は供給企業枠や

れ次のコースの研修生を募藁して

原研ラジオアイソトープ研修所

いる︒

八−瓢一二二一一︶謹で︒

経澱駐

▽第三十回放射線防窪窪程八

放射線医学総台研究所

▽第二二十五圓基礎謙程十一
月五霞一二十九臼受講料聾二万

円申込締切睦八月三日

月二十六B一十月†一臼

九月 見学籔約三千円︑食籔︵一か月︶

▽第八十四回轡門譲程︵液体シ
ンチレーション・コース︶

八月二十四

二十七臼一十月三B受講料一1一 約一万二千悶︑諸雑蟹約一 千円な

万五千隅申込締切

餓陥○㎎七

︶叡で︒

輻

2P

4㎜｝

m旧m口974

｢

表

問合せ︑申込みは周研究所︵千

丁五一i二一一

翼帯穴川饅−九i一

7u）

〃

ミ市に於いて開催された初めての大規模【口際会議です。

基礎データを得る方針︒

三系列企典によるナショナル︒カ

内輪メーカー各社が灘入に慰欲的

から燃料サイクル上の検酎も必要

含弁形態にも蟷をもたすことにな
る︒その︸方で優競的な研究閲発

の進展と調整も将来必要となろ
う︒題薩省は来年度大型プロジェ
クトに﹁ヘリウム・タービンの研

究開発﹂を予足し︑餐千度の縄
温ガスをタービンに薗結させる方

式の炉システム關発を考えてい

けるかも謙鱒これらの点を十分

る︒これを巡覧唱題とどう結びつ

見通したうえで︑掘合によって
間嚇せ︑繭込みはいずれも甲羅

鰹所︵文灘区斌翻込二一二十八1

43P

@！2

集すべく、去る3月18日〜20日迄の3腰間、米国マイア

翼入による開発体制確立には・

職温ガス炉の潜入問題は︑GAと で︑圏内の受け入れ基盤が蟄わな

ンパニー構想か︑で話題を纂めた

いままに灘入門争が先行してしま

酎会﹂が肝入の意義︑位置づけ︑

齢の﹁翻温ガス炉型雛蹴所開発検

図魚影圏
三菱との間に発土日システムに隈

当面は躍力億機を回避するうえ

得失などについて︑近く︑中田報

議することも蔽えているようだ︒

は︑行政掴郵により禽弁蓋業を認

水糸製造一2

奮9P

工苓ル三一」という新しい重：要な課題に向って総：力を結

縣

定して命懸会祉を作ることで基本

導入の基盤固め急ぐ

国フォート・セント・ブレイン高

羅可見台せ悪 になる︒さらに近く稼働予澄の氷
は舶速度のついた企叢動向に

つた︒通薩省の
陶

からも軽水炉の安全間題を解決し

告を豪とめるのを待って︑来薙度

50P

原∫力からの水素製造

ノ！

諦攣羅

鮮合弁認可に慎重
的合惣ができ︑ひと京ず終止符を
打った樒好だが︑今度は通薩雀の
﹁待った﹂でわが国の受け入れ纂

﹁当分の間︑合弁禽社設立の串

盤に灘入の焦点が移ってきた︒

講は好ましくない﹂として斎藤太

温ガス炉型発在所の運転状況の晃

てコンセンサスを得︑軽水炉の定

以隣の異灘試験を具体化し巡入の

極めも無題の一つ︒遡藍欝ぼ︑同

藺翻議しない勲爵であることを振

け︑禽弁会社設立や技術灘入は当

懸に努めるのが先決だが︑安山賊

揃えさせることがねらい︒

一機械悩報産業属獲が三菱艶工に ブレーキをかけ国内の開発歩認に

えた背羅には︑軽水炉鯨入の二の

の契証︑定糊化に軽水姫以上の努

対し︑合弁の細園交渉開始に兜が

い配懸がある︒

舞い髪避けたいとする逓騰側の強

水素の利用一2

3

@三7

（｛℃
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水素の利用一1

水素経済マイアミエネルギー会談（T｝侃ME）は「水素

轟細》

、会毫影踏需昏藩講藏
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ウラン資源探鉱糊査のもよう
還
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一回一■一﹁﹁

先行的な材料

需一一一曹障一

鱒一丁﹁一庸一

ある︒この小規模の実験寵的試験

る︑

かけた︶を作り掛すことができ

射で原子炉で趨港た損鰯︵無生岡

用性臨きわめて醐く︑数舗設の照

ができるようになり聡イオノの有

ば︑高エネルギーの曝イオン照射

枇約に材料の動的准照粥挙動に関

な組織の変化なども求められ・定

の流れ︑強さの変化およびミクロ

張試験を行なうと体穣増加︑塑性

あげ︑璽イオンを照射しながら引

弦た丁子顕微鏡丙で試料の温度を

が︑この舎金薄縁に五〇％麟縮ウ

ジウムとシリコンの試金である

贋化実鹸に成功した︒試料はパラ

所では︑核分裂片照射による罪晶

ォントネ・オ︒ローズ原子力研乎

に題し︑表面の原子をはじき出

れるエネルギーは容易に結年表画

同に沿う原子問衝突によって運ば

ゃすい特定の方向がある︒この方

は︑結唱題をエネルギーが伝掻し

正しく配列している結贔牲固体で

てはいない︒最近︑フランスのフ一 えられる︒すなわち︑原子が豊岡

化の実験はまだホ格胸に行なわれ︸スパッタリングの羅が異なると弩

これらの露イオン加遮盟による

粒子によって与えられたエネルギ

す︒非訟質鷹体においては︑入射

するデータを偲ることができる︒

照射の研究は今後の理論と実験の

一ヵ︑現在でも蹴子顕微銚と撫
速盟の組合せにより︑観察しなが

圏エネルギー蜀イオン線を使え

照射を行なうわけである︒

ランを翼空中で蒸遅し︑原子炉内

ら承イオン照射巻進めると材料の

て︑先行的に材料の照射による選

よりよい相関性を調べることによ

の段階で環イオン棚速器を用い
組織変化︑照射損働の機構などに

ーはほぼ等方艇に伝播するため︑

択試験を遭めることは︑大規模の

変えることができ︑また入射方向

り豪す豪すその必要性を増してく

ば入射粒子の種類とエネルギーを

つき詳細に観察ができ︑学貧的に

ーが与えられにくい︒この珊慨を

表面にある原子に大きいエネルギ

製造試験︑確牲試験にかかる時

模型的に第二園に示す︒非通歴固

るであるつ︒

の撤つた照射に比べてはるかに籾

ング特窪の改魑が期待される︒

度のよい爽験が司能になる︒璽イ

り護る紬晶の非毒蛇化のための鍛

の正規の位躍よりはじきだされて

鵡蟹状態である︒

オン照附はこのような醗い原子よ 体の研究により材料のスパッタリ

きわめて大きい成累をえている︒

非晶質金属・

合金の生産も

さらに金属︑舎金材料の機械的
一
巌圏も舞融雪化によって大きく変

非晶質化によって闘体の物性は

も着雪な方法となるであろう︒

しまうだろう︒これはすなわち非

間︑労力︑綴爾をきわめて小さく
できることになる︒鯖一図は炭素
イオンの落鮒による材料の接遇増
加を示しており︑螢イオンによる

この現象は実は昔から知られて

鴨P一一一一︐一

布︑中性子束︑照射混腱および柑
料の加工度︑組織︑合金成分など

のが一つの研究手法のパターンで

影纏一一濃霧愚霧携綴織
﹁賑ン製庸麹薮欝纏麹に幽く暫継割緊ポこれら鮮
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M下金研究の墨礎ともいえる原子炉材料研究もまた膚からの手で進めて行くことが薫蔽れる︒こ

C

鵬エネルギー窺イオン線は︑原

子郷の中口子線等に比べ︑はるか

照イオン照射の特轍のもう一つ

体量増加・磁イオンの照鮒難の影
響・材糾の差黙によるちがい︑な

に大きく俄存し・これらの諾因子
が複雑にからみあっている現黛で

選択に威力
嵩速炉・核融含炉材料の照射損

いたものである︒天然に翻する砿

においてもその葬騒質化によって

髄化の研究は照射撮爾の研究その

に︑放射線照射による固体の非面騨

囲

自然の安らぎを求めて
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に嵩い密度の照射効果を与える︒

蟹イオン線を結晶性團体に照鮒

物の結晶のうちごくわずかでも放

わる︒例えば諜のセラミ・2

は︑鍛近各方面で腿味をひきつつ

の意味ある爽用的利岡の築三性

どのような特異な変化を示すであ

この傾向は申性子照慰とも一致し

どが実験データとして求められ︑

い機械鮒強度を示し︑結脳内の原

協議では完全紬罷のときに蝦も強⁝

あり︑その本校︑防止法および改

ろうか︒シリコン︒ゲルマニウム

良法は濠だ十分にわかっていな

射性元素︑特にアルファ放射鮨を

子配羅が乱れるとともにこれは弱

鰯研究において︑現在電イオン照

ある紬贔鮒見台︑特に金属︑舎金

のような半灘体についてはその電

射実験には次のような大きな役劉
ている︒すなわち蟹イオン線によ

持つ元素を望むものは︑外形はき

くなる︒しかし︑窓全に非酪照化一

におよぼす作用は中鮭丁や餓子︑

い︒しかし︑墾イオン加遡鴇によ

結晶の非黒質化への応隅である︒

子構造の変化による躍気的特性の

すると︑震イオンが結昂内の原子

が期待されている︒高速炉や核融
る模擬照溺試験の司能性および有

変化が︑獺路素子としての粘しい

あるいは軽いイオンにくらべては
る照射試験では︑これらの諸二子

れいな結夢占を承していても中の

合炉材料で轟滋藤で高照射蹴をう

よく知られているように結岩上固

るかに大きいため︑結舗四にある
用性が実験的に認められる︒

野蚕と醤う点で興味を惹きつつあ ・てし育つた畢は︑塞董

をばらばらにして︑照射蟹度や代

原子配醗は全く罪贔質的であるよ

けると趨しい体稜増潴を示し︑炉

うな例が兇出され︑鉱物学者の翼

原子との間ではげしく衝突を趨し

体の中では隙子は規則正しい二次

これらの結晶囚の原子をその正規
諾混度などの因子を色々変化させ

元の格子状にならんでいる︒一

の設計︑運転︑安全櫨および経済
高速炉より照財条件が一覇厳し

轍からみて好謹しくない︒この体︸て︑照射することができる利点が
く︑また核皮慮などによって損鰯

の位躍よりはじき出ず︒この原子

と岡程度の機械的強度が回後する一

その爽用上の特樵の改良のいくつ

る︒照射による非酪質化は紬罷性︻

ものにも璽要な悪概を持ってい

このような実雨的な興味のほか．

︹

り︑すでに実用化の段随に滝して
味鷺ひいてきた︒

ことが知られている︒

に核融禽プラズマの特性に羅大な

かが期侍される︒その一つは︑特

金属・合金等の縮舗性材料物腿

いる︒

方︑ガラスや篇分子節穴の中では

稜増加を推翻するのに璽イオン線

るのに反し︑後蓄は結晶内の規則

躍を憩冷によって凍結しようとす

る︒繭醤が液体内の乱雑な原子配

による方法は逆に結罷から出発す

り出発するのに反し︑放射線照射

逓常の穽晶籔化の方法が液化よ

の横相が複雑になる核融含炉桝料

のはじき出しによって結酪構造の
による模擬照鮒謡験が急速に世界

時間︑費用の節約にも一役

欠かせない大型装置

ある︒定性的にも定鍵的にも比較

乱れ︑ずなわち絡子欠陥が作られ
中に広がり︑その有用性が臆めら

一九六八薙︑ドンレイ炉で燃料

る︑これが放射線による照射子馬

被覆管が縄遼巾性子綴織により体

れている︒

の衝突は狭い領域の中ではげしく

積贈加を示すことが初めて見つけ

の醸因である︒露イオンと原子と

られる単位体稠認りの格子欠陥の
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行なわれるため︑これによって作

照嚇は欠くことのできない雛要な

欄泊・会議軍1

ゆ

産

ると考えられるからである︒

固体の照射論難の隈隈の状態であ

の研究開発に関しては炉の建設以

影響を与えると考えられ︑また核

とができる︒

のための模擬照射試験を詰めるこ

融合炉翼空壁材料の損鰯について

られた︒ステンレス・スチールで

正しい漂子配腰を照射により乱雑

は摂氏約五否度附近で一軍方愁当

固体物性の研究においては完全︸

化しようとするのである︒

密度は中諸子線等の照射によるも

な規則性を持つ脇明性懲体の摸型㎝

原子はほとんど全く無秩序に分布

のに比べてはるかに大きくなる︒

ッタリングに関するものである︒

問題となっている金属材料のスパ

の乱れを灘証することによる物性

より趨発し︑これに腹膜の規則性

実験手段となるであろう︒

ゆ

このように蜀イオン照射によっ

スパッタリング現象とは入射粒子

ノ

て高い密度で原子がはじき出され

によって固体表面の原畢をはじき

の変化に主な興味の漫心がおかれ

し︑ちょうど液体内の原子分布を

た固体を作ることができる︒この

とばす写象である︒その機構は入

贔質三体の物性の研究は基礎的な

てきた︒極端に乱れた結韻Il非

固篤したような構造を持ってい

方法はシリコンやゲルマニウムの

射粒子により固体内部に与えられ

立場からも︑実用的な立場からも

る︒そしてこのような無秩序な原

半農体結晶の奮醸質化にはすでに

たエネルギーが固体の中を伝播し

とはきわめて璽要であり︑加速器

縫われている︒例えばゲルマニウ

ていって表画の原子に到選し・表

からの環イオン線による模擁照蟹

繭に材料の照射挙動を柵握するこ

濠た材料の研究開発にあたって
は︑趨常小規換の実験室約試験で

り七〜八×十の二十三乗偲の高速
巾性子照射を受けると体積繕加は

ム結晶を非贔質化するのに必要な

声圃体と呼ぶ︶はその特異樽を反

磁位薩積当りの照射鰍は原子番弩

遺るときと非愚書状熊の階とでは

内原子が規則正しい結韻格子を形

野であり︑高エネルギー璽イオン
一で済むことが知られている︒

︒︑諮︒

駕

○○ 婁レ

舞イオン線の照射による非晶籔

一〇のネオンに比べて約二十分の ばすことと考えられている︒固体

大きい可能性が秘められている分

子配暇を持った固体︵これを非罵

常の方法では非錨質にならない半

面の原子を外に岡かってはじきと

できよう︒

映レて︑後に示すように熱々の興

をとり得る固体は︑むしろ例外的

導体︑金属︑含金等の非晶質闘休

八○の水銀を用いると︑原子番暑

試験が唯一の手段とも蕩うことが

長期的な現象

味ある物件を添すのである︒

材料の照射による体秘増加とと

であり︑大部分の物質は固化させ

しかし︑このような昨悪質構造

もに桝料の展薙枇の低下︑すなわ

ると結晶魁固体となってし豪い︑

を数時間で

ち脆化も材料の実写醐での寿命を

このような物蟹を非酪農状態にす

て長い爵閲かければ可能である

を揮る試みが成功し︑特異な物性

銘髪︒

ロ

騨
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螺

蜜イオン照射のこの特性を利用す
れば高騰中性子による照射損鰯を

材料の特性をきめる諸因子を決定
してから︑その中で鍛もよい条件

約一〇％に達し︑なおそのあとも
照射が増えると体横も薯しく増え

短総総での艶イオン照射で横擬す
ることができ︑これにより荷効に

の瞬子の組倉せを作り︑大規模の

100

力

十
ることが多くのデータから認めら

金の体稿増加（dpaは、材科の構成原子が全照射期間中
に平均として一目口当り何回結罷格子点上よりはしき
出されたかと雷う回数）

照射損鰯の研究ができる︒

525℃で32MeVの旋棄イオンを照射したときの各種合

製造試験および確性試験を進める

1000

れている︒この体質増加は中性子

《

以下に︑これらの特長のおおよ

第1図

富士山の眺望一河口湖畔の散策

二懸

照射盤︑中性子のエネルギー分

きめる現象である︒この鳩合には

が︑蚤イオン線の照射では加燕器

を持つた種々の非罷質金属︑禽金

努κ○

上図の場含には、入射イオンによっ
て与えられたエネルギーが伝播しや
すい特定の方向がある。下図ては入
射イオンによって与えられたエネル
ギーはほぼ等方的に儀播する。

最近注騒されてきたことは︑通

のエネルギーが抵い場含には小さ

の固体が得られつつあることであ

図

○︑○○○

︒％餓︒⁝

非晶康固体教面

るのはきわめて園難である︐

な試験片を用いた定性的な傾岡を

いるψ継贔に入射した放射線粒子

○

バルクの特幌をためす照射に極め

知ることしかできない︒これは低

このための荷力な一方法となって

る︑そして臨イオンによる照射が

は結目囚原子と衝突レてこhを結

レ

原子炉の照樹では材料そのものの

エネルギーの懲イオン線では材料

ため︑試験片の障さがミクロンあ

目格子内での正規の位羅よりはじ

鯉総
中の透過の深さがきわめて小さい

である︒しかし︑大型タンデムの

きだす︒この過程が進行すると最

るいはそれ以下に限足されるため

後にはほとんどすべての原子がそ

姦．難燃蜘態
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廼

柑氏は六月十七臼午

識常任泪談役今井葵

日本原子力塵業会

畏︑三幸一奪原子燃料公社駅馬︑

六年三饗金属鉱業・鉱榮研究所

社︑三菱鉱榮などを経て︑二十

葎︐棄大理学部卒︑三菱畠資会

は︑とくに核燃料分野に顕薯であ

氏のわが国原子力開発への貢献

り勲二等瑚窒灘を受頭している︒

には原子力開発に尽した功繍によ

都新宿区洞田町の東

大きい︒近鎌は原産︒蕩処理話題

ル産業の発展は氏に負うところが

料政策︑技術磯発︑核燃料サイク

り︑揺らん期から今日に歪る核燃

前六騰五十七分︑急

京女子躍大病院で逝

発にとって︑氏の逝去は大きな損

をかかえているわが国の原子力開

通産雀は十八日付で︑資源エネ

千二百五十ナ︑中国窯出九語二十

北陸電力九筒皿ハ十五沖︑関西電力

颪七十石漣︑中部電力千四十五顕

北電力量四十五ゾ︑束票璽力二千

部鯛整で北海魑電力六百三十漣東

この覚霞に基づく電力各社の内

九七八年宋か七九年初頭の運開を

社は来審にも工場建設に窪手︑一

ンに立地が決まったことから︑同

画︒鍛近ローヌ川岸のトリカッサ

憂国に濃縮ウランを供給する翫

場を建設しヨーロッパや日本など

酒回してガス拡散法による濃縮工

産山周長の樹齢を含む局長・部謙

以下麗な異賜は次のとおり︵カ

撰級の人襲異動を発令した︒

冒騰畏︵貿男局長︶縷野滋▽貿

ッコ内は旧職︶︒

易局痩︵賢源エネルギー庁公益蟹

︵工業技術院標準部長︶優藤織一

業部長︶康田文武▽立地公密局長

ト

熱熱灘

三菱盤工業株
三菱原子力工業

性腎不全のため璽京

表された︒粟京都出

解決に心を砕いた︒再処理をほじ

把握に努めるなど︑爾処理問題の

長として欧米の動向と各圏の愈向

頭︑原産の海外再処理蟹業調査団

婁貫会醐婁員畏をつとめ︑本年初

必・
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身︑七十一歳︒響儀
および告別式は六月
二十田年後二階から
東察・申央区の築地

力炉︒核燃料開晃謬論団副因頚

¥九琿同硬購撰︑四十二年動 め核燃料サイクル上に多くの繰題

長を歴任︑四十六年原産常任峰

痩主は長勢尚憲氏︒

本願寺で行われる︒

自宅は東瑛都新宿区

山役に就任︒この闇︑照十八黛

目指す︒

失である︒

今井氏は昭和二

千六十五ナの合理一万ゾを引きと

下落△三四−四⁝九︒

ることが決まり︑来週︑ベス社長

源エネルギー

ルギー庁畏窟に潮田爽冨麗展︑申

五ジ︑四国聡力秘奥踏︑九州電力

なお近く開催予定の醗調審には
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荘目される今後の運営

両憲会醗では︑双方の恵莞は折り

を繰て行なわれた六月±篇臼の

た︒しかし︑酵表提出後約二か月

脚留したいとの憩岡を示してい

安全環境の専門家失なう
政府は六月牽八日の閣議で︑沼鵬葵三氏の原子力婁員辞圧を決定した︒これにより︑贈爵提出以来
注鷺されていた田麗婁贋問題は約二か月ぶりに決魑をみたわけだが︑田鵬氏が原子力安全・環塊問題

の対応など新たな問題を据え込むことになり︑今後のなりゆきに関心が簗まっている︒

の響門象として婁韻会濡動に携わってきただけに・原子力婁贋余は︑その運営のあり方・安全問題へ
含わず︑締局︑孫山婁礪撰は辞衷

つある今日の寒点で︑猿子力政策

盗

庁長官に増田氏
は各社とも大体岡じものだがこれ

小企墨塾長窟に斎藤太一機械檎蝦

通産四人癖異動

には﹁供給保証扁条項も盛り込ま

心としたイタリア︑スペイン︑ベ

ユーロディフ社はフランスを巾

れている︑という︒

エスカレーション条項付き︒契約

百三十七藩︵約一万四千円︶で︑

た︒価格は一㎡鰯SWU嶺たり二

れ個別に契約調印する運びとなっ

が再度来日するのを待ってそれぞ

・化︑依制の整備が強く求められつ

の中核である原子力団員会から︑

と述べている

今後外部から原子力

との膨響は小さくない︒

蜜金・理境尊報の婁毅が抜けだこ

田翻氏は

關発に協力する

が︑倭穏会自身が濁轟氏辞任のギ
ャップをどう埋め︑今後の運嘗を
どう調幽していくかが事誤されて
いる︒

ルギーの欧州閥か国が共同出資し

会に﹁玄海二号玉吟﹂を上程︑蕉

配点力の柏騎︒刈羽一暑機︵出力

玄海二暑機のほか︑原子力では策

ループの実験を遡じて褥た技術を

ト工場の運転経験と大型テスト・

叢︶ずつの愈謝一万ナSWUを供て設立したもので︑ピエールラッ
給することで盆山︑電盤がとり交

内にも原子炉藤津に伴う許司串謂

わされていだ︒

など所硬の手縦きを済ませる論え

もよう︒

蕗十万KW︶の二つがかけられる
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業

三国︸

産業用発電炉輸出へ
厳しい保障措置条件付き
ニクソン来大統領とサダト・エジプト大統領は︑六月十四日カイロで︑三田間にわたる郵駅会談終
了後︑共同声明を発表︑その申で米国がエジプトに原子力発電所および核燃料を供給することに舎悪
したことを明らかにした︒ただし︑核の琿脳転罵を防止するため︑厳しい保障描翻条件がつけられて

もからみ︑今後のエジプトの原子

ト電力省との該燃籾販売仮協定で

エジプトは鏡在︑ソ二二の研究

明らかにされる﹂

なお︑米国はイスラエルともこ

えられており︑今圖のエジプトと

れと同様な禽愈をかわすものと伝

海上原磁力群雨所の建設課画を
コ両社の共同購業︶はこのほど︑

工学研究所の協力のもとに縮尺模

するため︑フロリダ大学沿摩海洋

ったという︒なお模擬された鍛大

部には無審なしぶきが入る穫度だ

の六十四分の一模型は︑パブリッ

沙タンカーの縮尺模型が作られ︑

した場禽を想定して三ナニ万六千

また︑大型船舶が防波堤に衝突

ンの場含と同じである︒

ク・サービス・エレク訟リック＆

させたが︑土台をわずかに醗つけ

て模型を十五磁相当の速さで衝突

ただけで︑防波堤が破壊される心

おもりを利用した推進装置によっ

巴綴の海上を蕩慮に入れて︑砂と

電所の敷地であるニュージャージ

岩を利隠し︑特殊形状のカストコ

もよう︒奥に波を発生させる装睡

ルを使用した防波堤の耐波試験の

写爽は︑約29×38︵層︶のプー

配はないことが判明したという︒

ためターンテーブルに麗かれ︑ま

がみえる︒また︑反対側には砕石

二 ≧ 多ニニニニミぐ・ニニ

った︒

≧・ 多

八十万ががオーストラリア分であ

があり︑揺り返

ず九十度の角度から始めて六十︑

しの波発生を防いでいる︒

による

二ーニニ

ビーチ
た︒その結果︑九十度の場禽でも

二 〆多多ヨ︑多ニニ

防波堤は波力を容易に吸収し︑内

重嵩十五︑Oの各二度で誠験され

は︑波の打ち織せる角匿を変える

ーソンを土臼にしたもの︒防波埋

ンクリート︒ブロックをまねたケ

ー州リトル・エッグ源沖合㎎・二

ガス社のアトランチック原子力発

今回の試験に酒甕された防波埋

波麗は約十三摺で︑これは同轍含

型による模擦試験を行ない︑成功

二多二さ

でこれまでに配録されたハリケー

海上原発朗防波堤に関する波の影

ノ多ヨ

訳は土地購入七百七十万が︑婁面

一方︑六六〜七三硫の八無聞に

は四千九颪五十万がにのぼり︑内

試錐二千覧百三十万が・他の探直

三千四鶯四十万が︑うち七千五酉

おける米国の探竃投甑命計は三億

蹴力庁の原発建設推尊勧告を退け

そらく八七年まで原発装画は延期

いう︒さらに今薙の擁箇筑土投資

活動一千六酉五十万がであったと

想定をみると︑七千二百五十万謎

九十万がが上士試錐一鰹三千一一落

十万騨が土地購入︑一億六千四百

七十万降︑九千四百圏十万がが他

ベルギー︑80年に原

ている︒象た︑外国でのウラン事

いる︒

の探竃活動にそれぞれ費やされて

来銀七千七酉八十万メが見込まれ

解には昨年︑十一社が三百三十万

ベルギー原子力委員会はこのほ
ど︑同国の原子力発電伸び率を想

原子力発餓設備容騒は一九七四無

に五十五万KW︑七五〜七八無百 六月下旬に濃
縮聴聞会開く

ラント利用率は七〇％︑平均負荷

同報告懸によると︑鎌間平均プ

なったのは二†七墓︒

定し︑発表した6それによるとρ メを投じており︑そのうちの一聯

子力三百二十万KW

るようだ︒

されるとの見方が大勢を占めてい

るなど︑早くても八五庫以後︑お

二

齢轟・

購艦

はせ

♂嚥

二多ニニき二

した︒

ワー・システムズ社︵WH︑テネ 響︑船舶による衝突の結果を解析

｣一

予めている軍国のオフショア︒パ

ニミ

一方︑ノルウェーは今年早々に

してきていると伝えられている︒

さんで︑両側で反対運動が活発化

の反対が多く︑醗近では圃境をは

かし︑同原発翫画は当初から住民

の供給を偲るといわれている︒し

が北海に所処する石油︑天然ガス

ーデンはその見返りにノルウェー

究炉雨核燃料の供給で米AECと
エジプト聡力省が今月にも仮協憲
を糖ぶ予足だと述べている︒
醗近︑エジプトは原子力關発に
一段と二心を示しており︑とくに

爆発を利嗣して運河を建設︑地中

水力籏淵に乏しいところがら︑核

たいとの縛来墨画もあるという︒

海の水をひきいれて発声を行ない

なる︒今回の三悪においてなお夫
力開発の方向が注目されるところ

その点︑核の璽蟹賑幣の多能性と
﹁原子力時代が始まって以来︑
四二の部分については︑今月︑米

いる︒

ニクソン 大 統 領 が 今 回 の 申 粟 諸
原子力エネルギーは軍和利用の機

として

原子力委照会︵AEC︶とエジプである︒

国訪周で︑ エ ジ プ ト と の 包 括 的 な

もろはの刃

△蒙提供する一方︑核破壊の危険
をも醐める

協力翫画に 合 伸 し た 申 で ︑ 酸 も 璽

饗とみられ る 点 は ︑ 米 国 が 翌 旦 利
すべての国からみられている︒国

の臼悪は来聴の新たな対外原畢力

際協力翫画の中で︑米政府は簾随
粥小型原平炉を二塾備えているが

力關発援助を約束したことであ
描躍協定に基づき他国に原子力技

用を館的としたエジプトへの原子

る︒エジプトへの原子力擾助につ

う︒

援助政簾の一環とみるべきであろ

は︑禽憩された係隔描翻のもとで

fエ甑拷両国が予備交渉

共同原発を建設か

ない︒しかし︑共同齊明では︑研

原子力分野の脇力協定交渉を始め

発副馬原子嫡の開髭は行なってい

そこでは来 国 が 発 醒 用 原 子 炉 を 供

ることになろう︒この協定に基づ

において︑来・エジプト両国政府

給し︑これ を エ ジ プ ト が 産 藁 鳶 け

いて︑米国はエジプトに猿子炉と

術を僕与してきた︒こうした状況

の幽幽など に 使 胴 す る と の 条 頂 が

燃親を提供する用葱がある︒これ

いて︑両團 政 府 は 近 々 照 臨 締 結 の

とり交わさ れ ︑ 原 子 力 発 臨 所 の 運

詣し賜いを始めることになるが︑

転について も 厳 し い 保 瞳 措 ㈱ 条 件

も第一弩原子力発躍所嬢設の入札
を行なうとみられていたが︑ノル
ウェー政府は原発の早期轟入には
反対の愈向を表わしており︑国家
し

︵泡EI︶が調査した同規模の化

米JCAE率は五六％で︑エジソン恋気協会
米議会上下両院原子力舎同委熈

日は会計検皇院︑鶏鉾銀行グルー

英紙ファイナンシァル・タイム

英のコットレル卿語る

入に反対

米国炉の導

が負荷率六〇％を超えている︒

し︑また二十七基のうち半数以上

をはじめとする七竃は八Q％に達

％以上︑このうちドレスデンニ屠

七墓のうち十八基の利胴率は七Q

べ︑ほとんど同じであった︒一隻

会︵JCAE︶の第三回ウラン濃
石燃料焚き発電駈の統計寺銭と比
五日から三日闘︑開催される︒こ

縮産業将来構造聴賢者が六月二†

れは昨薙憂︑秋に開かれた第一︑
二回聴闘会に続くもの︒二十五日

このほど︑﹁一九七三年ウラン探

七月下旬には︑電力会社︑潜在濃

プの舐醤が予定されている︒また

縮機器供給脊およびプラント運転

と題する報告魍を発表︑今鎌から
来年にかけてのウラン産藁の活動

者︑他の原子力産業置処者などの

査投蜜および七四〜七五庫計画﹂

帰国原子刀環爵会︵AEC︶はは原子力婁員会︑二十六︑七の両

米AEC

羅は約三千万ワMへ

今年のウラン試錐

五九％︶となっている︒

％︶︑九〇年一千六酉万KW︵同

八五年頃酉七十万KW︵閾四二

四＋万KW︑八0惚者二＋万K
﹁CANDU炉のコンポーネ W︵全発聡設備定客のこ七％︶︑
ント︑機器などは︑軽水炉のそ
れとあまり変わらないので︑日

本がCANDU頓を差入しても
メーカーは建設に参加できるし
政府サイドからみれば︑エネル
ギー源の多様化となろう﹂と日
本市場進出への愈気込みはすさ

忙しくて自分の趣味など考えて

まじいばかり︒来日以来毎日が

いる余裕がないというバウワー

増強の謝画を明らかにした︒

スが六月七日付で伝えるところに

代表が証言する第四回雪闘会も開
かれる予定︒

ウラン探強調業を行なっている
八十九社からのデ⁝タをとりまと

置

を

明日ではなく今日

ﾐ

くにお願いできるよっ、努力しています。

さんが︑落ち蓬けるのはいつの
日か・：︒

趣味は膏楽︑ハイキング︑競

スキーなどのスポーツもやりた

よると︑アラン・コットレル卿

型選定に閲し英国の馨門象をはじ

︵元口政府科学顧問代表︶は︑炉

原発の運転駄
実績を公表米⁝

めた今回のAEC調査では︑昨年
の誠錐騒一千七百万貰に比べ︑今
年の表面探査と試錐圏は二千九百

ている︒同卿の批判は︑来国製軽

入に傾いていることに強く批判し

米国原子力委爵会︵AEC︶はめとする浅見が来国製軽水炉の認
このほど︑昨卑一年間の米国で逓

十万㍑︑来年三千三百七十万㍑と

輻中の原子力発購所の利用躍と負

いうもの︒

水炉は安全性の面で疑問があると

の韻大凶錐嚢は六九年の二千九颪

荷率統計の概要をとりまとめた報

想定されている︒なお︑これまで

九十万ぼであった︒

衝盤を公表した︒分析の対象炉と

一二調

置
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の事故て、取り返しのつかないことになった例

撒難幽幽藤
試錐騒に対し︑昨銀の投慣総額

．

堀気化学工簾株式会社

保険の備尺は、Z要になってかりては遅すぎま

あなたのそばに日産火災

す。明臼ても契約しよっか

描︵上澄もの︶︒階間があれば

いと語る︒これまで旅行した中

ったそうだ︒なにしろ趙がわか

では︑票都とその近郊が気に入

りやすいからーー︒美術に興味

︵Y・K︶

ーン上人と一歳半になるお嬢さ

をもち︑版画を麟むというジェ

ん︒三†一歳︒

アセチレンブラック／石灰窒楽

ク

メラミン／スチ目一ル
ホルマール／ブチラール
ク自ロブレン／カーバイド

ニ

城化ビ昌一ル／酢酸

ユ

酢酸ビニール／ポパール

創

舎金鉄／セメント／GSA

」

謡

弊・

る
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裳
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ﾙによる新会社﹁アクータ継目株式会社﹂が十二日に創立総会を開き︑山繭発足した︒新会社はニ

仏原子力庁︵C鷺へ︶とニジェール共和羅政府および海外ウラン翼源開発会社︵OURD︶の三蕎

Nから生産開始へ

アクータ 鉱 業 ﹂ が 発 足
「

ジェール国アク三二地域のウラン鉱床開発を国的とするもので︑今後︑粗製錬工場建設等の諸準備を

しだ︒

者は︑昨秋来︑探鉱三脚に当たる
探掘が決まっており︑生産規模は

定だ︒機械化された坑内掘りでの

ウランの工藁的盗産を開始する予

九二後業︑遅くも一九八O年から

経て︑遅くも一九八○年から金属ウラン鵬年間平均約二千ジを団標とした工業的生産を開始する見通

新会社﹁ア ク ！ タ 鉱 業 ﹂ へ 略 称
が︑この結果︑開発櫟鉱への移行

﹃COM了NAK﹄︶は本社で
を一ニ
応のメド影得た︒このかめ三
蟹本金は＝午五億CFAフラン新会社設立について準備を進めて
粗鉱ベースで隼問約六十万ゾ︑金

アメイに置くニジェール法人で︑

︵約四十二億円︶︑仏CEAが四四いたが︑賭灘備が整い︑十丁日︑
圏ウラン換騨で卑間平均約二千ジ

など権利と義務を定めた協定も調

ニジェールで軍謂クー

相の職生など政権交代もあって︑

三偬三千万円︵前年度比三三％

二万円となり︑四十七難度の二十

と︑配分総金額は三十一億面五十

ソトープの国内配分︒出荷による

八年四月一四十九隼三月︶のアイ

どまとめた昭和四十八年度︵四十

日本アイソトープ協会がこのほ

・三％︒

兼ねて欧米に調査団を派遣した。

薄目皆轡は同会議及び欧米関連技術の現状紹介を行うと同時に今後わが国の行う
べき研究開発の検討に対して偲等かの示唆を与えんと志ざすものである。

翻三星八百万円︑放射能調蒼澱一．

橋の公轡研究所敷地内に建屋をつ

億三百万円︶の螢金で︑粟娘・板

原子エネルギー有効利用の立場からこの種の検討を行なっている登記懇談会第二
調査検討摺貝会が此程米国マイアミで行なわれた水素経済第一圓国際会議出席を

これからの
@原子力産業

夏期シ：ズンに涼しく快適な河口湖
畔で原子力開発の諸問題について時々
のテーマで漸界の権威者による短期セ
ミナーのご案内

的に理論だてて推進されるべきである。

なおOURDは︑アク⁝タ鉱業 B本分析センター︵宗像英二理 ており︑トレーニング中︒しかし
れるものの︑理研から借りる部屋

七月一日から実際の藁務が始めら

ということでもない︒ただ︑国の

・システムの問題が解決された︑

れたことによって︑モニタリング

ない︒また︑当センターが設立さ

緩々は分析業脇を商売とする気は

機織︑と覧がちだがこれは誘う︒

センターを分析化研の墨務隅早り

盟月勉同センター理寧の船齢

められているようだ︒

酪の購入など準備作業も順調に進

一部を残してほぼ終っており︑備

必要とするが︑この人員の三岳も

る︒板橋では三十二名の技術者を

て本格的な業務を行なう予定であ

十一月には完成︑理研から移転し

すでに建設に溺駕しており︑本年

くり︑そこを本拠にする自画だ︒

し

閣疑り

が狭いため︑豪分の聞は原潜など

購長︶は︑七月一応から粟泉・駒

ェクトが鞭鉱調蚕の爾騨段階に入 込の理化学研究所に

ことになった︒これによって周時

て・本梅的な分析睡夢を開始する

空白となっていたわが國の放射能

七月一日から分析業務を開始する

ーとも無関係．k︑純粋な科学の立

分析センターとして︑イデオロギ

として︑それぞれこれまでご得た

注國された︒

知解と今後の副画の報告があり︑

ヘルフリック氏

が帰国へ

米欄原子力委員会︵AEC︶科

学代表のジェラード・F・ヘルフ

リック氏が四年にわたる降水での

任期を終え︑AECワシントン本

部に帰任する︒日米原子力協走︑

備蓄濃縮ウラン売買など懸繋問題

た︒後任は未定︒

の解決に構力的に取り組んでき

幾擬戦

ー動力学と制御

での開発計醐が米、独口で推遣されつつある。天然資源の賦存二1大況や環境面よりの

会社が発足しニジェール・プロジ

ってきたことから︑今後は引き続

クトの円滑推進に協力する一方︑

再建されたことになる︒

分析体制も︑一応従来通りの姿に

き︑同社の一株空としてプロジェ

に取組む方針だ︒

薪規プロジェクトの開発に横極的

日本分析センターは︑原潜放射

日本分析化学研究所にかわるもの

能測定デ⁝タねつ遣第件を起した

わが国のウラン澱源確傑は﹁所

のが昌標︒すでに諺語各社が海外

として︑その設立と分析業務のス

要羅の三分の一を開発輸入する﹂

企榮との短・長期契約によって十

に浮野一決付で財団法人として内

タートが慧がれていたもの︒すで

おり︑業揚開始のための海鵜が進

閣総理大盛から設立が許町されて

源開発ではかなり覆期を要するこ
とのほか︑先行きウラン市蠣は寺

万沸強を確保済みだが︑ウラン資

格の高騰︒購給の還迫が必至とみ

は民闇企榮が単独あるいは採鉱会

予定で・現在︑建塵の空調設備や

化学研究扇田洞内43署館を儲り︑

当面︑同センターは︑駒込の理

められていた・

プロジェクトへの期待は大きい︒

られているだけに︑ニジェール・

政冊助成などのもとに︑わが国で

社を設立して海外へ逸出したり翫

場からキチンとした分析データを

の分析が主体になるという︒

など生体に対する天性の慕い璽金

態に関する研究﹂︵吉岡英介氏︶

ρ一一翻一一一
一一一一﹁﹁一禰
一冒鴨

ているQ

このため︑環境放射能などを含
膨を行なっている︒またスタッフ

かれた第十一圃理工学における同

o璽御冒冊＝■

出すことをわれわれの使命と考え

位元素研究発表会で︑線鰍測定︑オ

の応用﹂について精別講演した科

ρ鴨一榊鴨■一

めた分析業務を行なうため︑同セ

輯一＝齢一

やオペレータなど分析業務にたず

騨＝η欝麗

同位元素研究

セ

ンターは約四憾一千颪万円︵予備

機麗の据材けなど︑施設の一部改

％︶︑煽一懸五千万円︵四・八

磯明別にみると︑コバルト60︑

％︶の順︒

日本アイソトープ協会など四十

発表会ひらく
リプトン紡などの大部分が輸入

七学協会霊催で十七臼から三日間

ない︒

ートラジオグラフィー︑放射化分

究分野の成聚が発表されたほか︑
㎝断用の放射性医薬晶がほとんど︒ 藁学や生化学研究でのトリチウム

化謡物を除けば︑ヨウ素捌など診

ウム︑炭素14などごく僅かの標識 析など同位元素に開する広範な研

国内加工の二次製品は︑トリチ

イリジウム睨などで︑懸的には少

単2
願・餓が関の国立教高会館で開
いリン32︑イオウ35︑カリウム4

品︒国産品は・半減期の比較的短

ヨウ素撒︑金螺︑トリチウム︑ク

さわる技術者八名もすでに採用し

画の轟体化を進めようとしている

新会社の役緻は仏CEAから艦
名︑ニジェール圃政腐およびOU
RDからそれぞれ三名の十一名構
成となることが決まっているが︑

ーカー各社の二次製品をユーザー

は岡協会で線源加工︶︑さらにメ

の二次製品メーカーに配分︵一部

ジオアイソトープ研究所など魍内

ダイナボットR1研究所︑第一ラ

製遣機関から購入した一次製品を

灌業研︑日本原子力購灘など国内

医薬品は20億円市場へ

取扱高31億円にRi協会

程度となるもよう︒この総生産懸 仏CEAからでる社擾など人的のが︑こんどの計画が成功すれば︑
その初のケースとなる︒
のうちO U R D の 引 取 り 分 は 四 三
詳細は公衷されない︒

創立総会を関いで正式発足︑同社

％︑ニジェール国政府が三︸％︑

する︒近い将 来 ス ペ イ ン の 国 営 ウ

OURDが二五％をそれぞれ出と
籔ニジェール共和国との闘の税制
ラン株式会社 も ア ク ー タ 鉱 坑 に 参
五月に発足の予定だったが︑薇源

印された︒当初︑新会社は山月か

持つ国

ナショナリズム高齢悔勢のさ中︑

加する予定で 現 在 語 中 い が 進 め ら
れているが︑滲湘が決まれば︑仏

CEA持株のうちから一〇％を取

発足が若干遅れた︒﹁政権交代に

デターが勃発︑シド鉱山引引水理

ニジェ⁝ル で の ウ ラ ン 磁 源 共 同

よるウラン磯源開発の影響醍ない

得することとなるもよう︒

びかけに応えたもの︒一九七〇年

計画によると︑新会社は今後︑

もよう﹂匪閣係筋はいっている︒

擬鉱プロジェ ク ト は ︑ 仏 か ら の 呼

れまで三年余︑現蜘法人﹁アクー
採掘設鯖や粗製理工蠣および付帯

六月に＝者が契約闘印して以降こ

タ組合﹂をつくっで藍鼠︑上質︑
設禰建設など頚備を逸めて一九七

に出荷する醜業を囲む流猛巾枢機
関︒同協会が購入したアイソトー

京た︑門犯罪学への放射化分析

①原子力発慰霊におけるホィラ
鍋︑麻薬︑覚せい剤などメーカー

②マルチユニットの原子力発慰

葵国原子力学会会議録︑約撚奇

スチック︑ガラス︑マッチ︑医薬

属類の毛髪切片からの検出やプラ

別︑ロット別の均一性の高い工業

このほか︑主嬬の身近かな問題
としてエネルギーの今蕾︑くらし

製品の翼岡識騨︑藍地や合成法の

一九七㎜！茸三月

の中のエネルギー︑資源の再生利

今井隆⁝糊口・武＃乱満男

⑫講師井上力・村田浩

菅記念研修館

⑧7月3日〜5日⑳河口湖

＝隔

太田時男・根橋正人

⑳参加費三万六千円︵原
産会員︶⑳定員20名︑詳

菅記念研修館

⑧7月31日〜8月2日④河口湖

㊥講師

倉本畠昭・山本賢三

@技術開発

新エネルギー

■

59王一6121（郵こ表）

白露舌

ムロ

採鉱試験など調査に墨たってきた

増︶︑四十六銀星の＋八億二千万
円から急遠に期大していることが
明らかになっている︒

の鑑竃試桝で多元紫分析のできる

や炭素14を用いる低ベータ線の液 学讐察研究所の狐塚某氏は︑微騒
体シンチレーション測定のための
千五百万円で︑全体の六八％を炉推定され・昨無の推定市場規横十

蠣㎜蘂編蜷議⁝壁織鑓翻膿罐姉

日本アイソトープ協会は︑萸ラ

ジオケミカルセンター︵RCC︶

試糾調整︑工業分野での放射線計

する犯罪科学の有力な手法の一つ

状況︑馨しと石墨︒璽気︑サンシ

となっていると指揺︒ヒ素︑水銀

放射化分析が︑各磁の犯罪を解明

ヤイン計画など新エネルギー源開

討論が行なわれた︑

崇囁艪ｩら三〇％程度増大した 潤機器システム化について霜囲な
ﾌと兇込まれている．

磯原罐会堂︑木下科技庁振興局長

発の現状と将來展望︑くらしの中

千万円︵六・穴

べ会場に花を添えた︒

用などについても︑その内容をや

駅における概念コードのためのコ

一九七四黙過月︑83
した︒

推定に一部応雨されていると報告

ストモデル
めていた︒関西主婦遮としては︑

さしく展示︑理解を深めるよう努

超高圧状態︑紹伝謙状態など極

版︑アルゴンヌ国立研︑約二千貧

③液体重三爾速増殖炉謝画1第二

制約を考えれば何処にも増して、わが国においてこそこの研究は積極的かつ系統

原産 ・業務課︵105︶﹁〇六五

細については次にお問合せ下さ い︒

搾︑ORNLITMI四三〇〇
今回の屡示会によって①エネルギ

化︽関する研究に取り組んでいる

端な状況下での放射崩壊定数の変

WASH一一一〇二︵第二版︶か

②無公轡エネルギーの圏発促進③

察大化学研究所から﹁灘湖遠心力

ー螢源は世界入類共通の塞である

火力から原子力発艦への転換④節

らWA§学＝一〇︵第一感厚

群口間翻せは原麗・企薩課へ︒

場の放射能崩壌に及ぼす影響の研

郎氏︶﹁テクネシウムの超伝歩状

の原子力1一などが︑パネルを銀 約と再生利用によるエネルギー薇

主婦にとってエネ
ルギーとは何か！

ら閲丁番が嵐席︑挨拶や祝辞を述

％︶︑雲量鱒

ン・カーバイド︵UCC︶など源○％︶︑米二僧七千万円︵八・七

仏原子力庁︵CEA︶︑米ユニオ 占め︑次いで萸三億一千万円︵
外メーカーと︑原研︑西京原子力

主婦にとってエネルギーとは何
かーー関醒主婦連盆会︵比駆正子
会長︶歯槽による﹁くらしとエネ

ルギー展﹂が六月十八臼から六日
聞︑策寮・日本橋の三越本店で開
かれた︒昨鑓秋の石油危機がモノ
不足騒きや物価上昇を招き︑家鷹

順調にすすむ準備作業

で︶

示には︑エネルギーの概念からわ

﹁くらしとエネルギー展﹂の展

日本分析センター

究粥超醐還圃転蘂躍扁︵片野林太
った︑としている︒

@

@

7月から業務開始へ
源の有効利用⁝一などを訴えたか

翼に穿翼や模型︑サンプルなどに

欧米諸国においては、存来の化石燃料資源依存のエネルギー形態を脱却し、かつ
環境への影響を改善するため、従来より石炭（褐炭）ガス化、水、蒸気改質、水の
熱化学分解等、新しい二次エネルギー源の開発研究が積極的に行なわれて来た、
特に昨年来の石油危機を契機としてこの傾向に一層の拍車がかけられ国家的規模

瑠

ニジェールでのウラン資源探鉱翻査
よって紹介された◎

日本原子力産業会議・藁務課）

〈申込先

￥2，000・6月下匂発行予定）

約200頁

回

「＝

が国のエネルギー資源の海外依存

欧米における原子炉熱利用関連技術の現状について

3回

第

第4

霊位光棄研究発i藻会のパネル討論

鵠

生活にも大きな影欝を与えたこと
から︑これまで疎遠がちであった
エネルギー闘題をあらためて主婦
の立山から弩えてみよう︑と開か
れたもの︒

十八臼の開会式には・一群松珠

原子炉多目的利用懇談会「原子炉熱利用関連技術調査団」調査報告
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原子力発磁斯の安全評価に確率論的警えガを組み入れようとする研究は︑い球各国で進めら

原子協﹁総含
発表会﹂から
原子力関係機器の儒頼度データ
の収集については︑英国が服も進

いたいとしている︒また︑米国に

れており︑将渠は原子即発鱈所の

ールト・トリーおよびイベント・

難故確羅を求めるに際して︑フォ

る他のリスクと比較する︒ここで

己加熱により放出した気体が上舞

される箏故では︑放射能臨身の自

た︑そこでは大羅の放射能が放出

不確定性を含むが︑それにより原

効漿や人々の退避が考慮されてい

スの評価の多くでは︑建屋の遮蔽

きたQさらにこれまでの最悪ケー

いう非常に重襲な聡実を無視して

し︑その結粟︑被曝線羅が誇ると

機器の信頼度データの収集を行な

｢ては来隅原子力蚕員会︵USトリーの手法が用いられた︒挽臼

AEC︶︑エジソン電気協会︵E
求でになされた検討から︑次の一

一︑リスクの謹価には確率値に

露1︶の下でリウスウエスト研究 般的な紬論に到達する︒
所において︑一九七三年七月から

星の
水型発電炉のデータの収
んでおり︑UKAEAのS七Y
R軽E

ない︒そのような解析は︑物理醜

れつつある︒このほど原子力安全研究協会が開催した﹁原子力安金研究総合発表会﹂でもこの
子土壌故の公衆へのリスクの素鑓

集を開始しており︑本年中にはす

な不司能なケースを謡えることと

これには躍力関係︑化学工業関係

なり・厳しい壌故の最も確からし

L儀頓度データ・バンクがある︒

PRDS︵ニュークリア・プラントった︒

テーマが大きくとりあげられ︑ハイライトの一つになったことは周知の通り︒そこで︑同発表
会のパネル討論会﹁原子力発鋸鎌の安金性と確率論的安全騨価﹂のメンバーもつとめた索京電
を巾心に十七の会社あるいは組織

十分正確に知られていないにもか
かわらず︑不確定性が総含的結果
に及ぼす影饗は十分小さかった︒

また︑人闇的囲子の影響について
十分な検酎が行なわれ︑ある場△口

にはこれが系の嘆傷頼度の試算に
大きく審与していた︒

三︑用いられている手法によ
り・ある窮故の蕩えうる影響のス
ペクトルについて︑よりょく理解
することができる︒厳しい原子炉

したと伝えられている︒

いものとならないであろうと証具

行機落下や火災などの影響より悪

であって︑社会が経験してきた飛

やか︵クワイエツト・モデスト︶

も確からしい影響は︑非常におだ

いが︑仮に趨ったとしてもその鍛

の発生確率そのものは非偏に小さ

ミューセン博士が︑炉心溶融購故

に関するJCAEの聴聞会でフス

われたプライス・アンダーソン法

れに先立ら五月中句に米国で行な

頃発表されといわれているが︑そ

本襖討の鍛終輩案は︑本矩七月

し哀っている︒

以上のファクターで過大評価して

い影響をおそらく十あるいはそれ

・リライアビリティ・データ・シ

⁝

二︑信傾度データのある部分が

が参加してデータの収集︑利用を

べての運転中の原子力発露所がN の衛苗性が妨げられることはなか

力原子力建設部の梅津暫氏に︑鍛金研究総禽発表会における各発表をもとに︑内外の動向をと
りまとめてご紹介願った︒

となっている︒

︐

⁝

バンク︒システムに参加すること

ステム︶と呼ばれるこのデータ・

力田
三十万KWの火力発臥所を
門家会議はOECDのCR気
E出S

行なっている︒繭独においては鱈
めている︒このような醗点かち騨
パイロット・プラントとして一九

吝国におけ る 確 率 論 的 安 講 評 樋

七二年からデータの収集が荷なわ
︐

ッセル︵嬢子部晶関係︶︑第二回
〆

主催で︑これまでに第一回ブリュ

︐︐︐≧b

機落下︑②タービン・ミサイル︑
︐

価されている鄭象には︑①航空

げ！ヨ

西独でも研究計画進む
一！⁝⁝一⁝二〃 で一

知

牌米国の手法と結論⁝

﹂リ︻﹂

の現状については︑第七回原子刀

③ATWS︵予想される過渡変化
イスプラ︵殿気系統︶︑第三回リ

安全研究総合 発 表 会 で 都 曙 泰 正 策

大教授より紹介があった︒わが国
ゾー︵機械部品および系統︶︑第

時のスクラム不作動︶︑⑳圧力容

器破断︑⑤一次系配管破断とEC 四回ミュンヘン︵オーバーオール

v

れる杉分裂生成物の発生項を求め

原子力発電所の総禽的な危険度タスク③では格納容盟から放出さ
の評価に関して嚴外診も注園され

れてきた最悪ケースの解析により

の解祈と溶融したUO2からのい
核る理解は︑以削の検討に用いら

故について多くの人々が持って
ているものにUS含CのSO鐸る︒このタスクには二心癒過聯程

AR︵スタディ・オブ︒ニューク

分裂生成物の放出翻△口の決定が禽

大きくゆがめられてきた︒とくに
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においても︑原予力安全研究協寒

の原子力発駆所の安全籍設儘頼度

トルネードなどの自然現象発生も

CSの砲艦性などがあり︑地霞︑ ・コンプレックス︶の四回開かれ

泰正二大騒擾︑原研川縞稔氏︑原

ランダ︑田本︵わが園からは都印

國︑瞬独︑フランス︑カナダ︑オ

閲催された︒本会議には米国︑英

の轡門蜜会議が英圃リバプールで

てきており︑歪四月に第五回騒

小婁司会︵現在の原子力発電所安

沼

全性評価小委贋会︶において九奪

前からECCS︵非常嗣炉心伶 却
のリスクの検討︑機胎信頬度デー

系︶の信頼度評価︑原子力発醒所

タの田圃方法の検謝などが行なわ

れ︑この閥OECDlCREST
リア・アクシデント・リスクス︶

豪れる︒タスク④では気象囚子に

西独におけ
る検討項目
西独においても︑原子力発電駈

だけます。おみやげ雛1はハワイのこと、日航

、

、

くウ

、

臼ホ航甕

がある︒本検討はマサチューセッ

放豊能の放出聯合を実験で示され

の総禽的なリスクの評価の極罰の

ジャンボ・サービスもたっぷりお楽しみいた

鱈今井哲氏︑および懸者の四人︶

など十三か囹から七十照人が滲加

実際の場台には影響を大きく鰹減

ツ工科大学のノーマン・C・ラスもとづき放出された放射能の環境 これらの最悪ケースの解析では︑
ミューセン博士の指澱の下に行な中での分布を予測するモデルを開

させるであろう多くの園子を無視

ている値より多く仮定しており︑

能が公衆の健康と鍬産に及ぼす影してきた︒そこでは︑撚料からの
響を試箕する︒蕩えられる原子炉

格納面訴内での放射性物質の自然

子力命岡釜贋会︵JCAE︶など

われているもので︑来上下両院原発し︑タスク⑤で放出された放射

の要講により︑当時のシュレシン

リスクをタスク⑦で求め︑これを

購故にもかかわる公衆への総△口的

の下にミュンヘン工科大学および

必要性が確認され︑内務省の監懸

て数無間の予定で検肘が行なわれ

五Rs︵原子力安全協会︶におい

ることとなっている︒ここでは①

石麹火災などの他の産業のリスク

原子力発贈所のリスクの一台︑②

スクの検討︑④原子力発躍所のリ

の極討︑③入間生活のすべてのリ

スク・レベルと他のリスク・レベ

バッテル研究所ではリスクの概念

ルとの比較が行なわれる︒また・

を人々に普及させる検討が行なわ

以上のように︑原子力発躍所の

れる︒

安全性評価を確詰論的に総巽中に

ある︒わが国においても国情を考

行なう努力が海外で行なわれっっ

であり︑リスクの概念の普及のた

黙した総含的リスクの評価が必要

ることの必嚢性が総會発表会にお

め︑社会学暫や心理学者が協力す

けるパネル討論会において確諏さ

＊どのコースも毎週τ回以上出発します。

︵原子炉安 全 技 術 委 烈 会 ︑ 硯 在 C

懸灘

て一九七二隼秋に開始された︒こ

ジャー原子力委員長の決定によっ

間附因子に閲する脚門家が参加し

全︑二段度解析︑チータ収纂︑人

の二曲過程を無視してきた︒ま

の定脳的な儘頼度解析が多く提出

したが︑ E C C S ︑ 露 融 系 統 な ど
の検討には︑約五十名の原子目安 タスク⑤で求められた社会が油け
され︑儘頼度技術の適用が実用の

スミューセン博士が来日し︑SO

ている︒先般の総△口羽婁会にはラ

た︒しかしながら︑儒頼度解栃の

城に達してきたという印象をうけ

るはずであったが︑病気のため来

NARについての麟演が行なわれ

田不司能となつだ︒しかし︑すで

機器の儒頼度データ︵故隙率デー

精度を上げるためには︑今後とも

タ︶の蓄横につとめるとともに︑

に送られていた講演の原稿は︑同

授から紹介されだ︒

米SONAR

博士の岡愈を得て内田秀雄束大教

この分野における国際的摘報交換
の必要性が確認された︒まだ本会
議では激通モード故陳︵岡一の原
四により複数の機器が故障する窮
象︶の単価と対策について多くの

の具体的内容

ある︒この検酎は軽水炉の運転に
伴うリスクを定懸的に騨価するも
ので七つの基本的なタスクに分書
することが出来る︒すなわち︑タ
スク①で公衆へ潜葎的なリスクを
与える事故の経過︵シーケンス︶

れた︒

ハワイ6日間カイマナ・コースー…・・151，000円

SNIと改名されている︶の国際
会議において論文発表が行なわれ
てきている︒一方︑海外において

リ

用いる弩え方は国際的にも共通の

があろうという愈兇が出されたが

は︑機器に多横性をもたせる必要

対象とする禦故の範囲として十の 議論がなされた︒非儘頼度を十の
これによればSONARの検討
マイナス六八×1／琿の確率値を マイナス四目−十のマイラス五乗
×エ／デマンド以下にするために
方法と︸般的な結論は次の通りで

方が採用されている︒この設計の

現象の艀価などにも確累論的蕩え

時の気象条件の選定︑燃料稠密化

安全評価︑贈故解析における躯故

確率論蘭に評価している︒その他

は︑英国の原子力公社︵UKA E
A︶が研究炉︑高遠炉などの規舗
に確率舗に準 拠 し た 立 地 基 肇 を 強
いてきており ︑ 原 子 炉 の 設 認 に 伴
う個人のリスクと集団のリスクを
他の産業のリスクや天然のリスク

︵天然の印 状 腺 ︑ 露 ︑ い ん 石 な

たカナダにおいても原子力闘発の

ど︶と対比し て 評 価 し て い る ︒ ま

初期から︑確 率 論 的 安 全 評 価 に 関
心を騙してお り ︑ 現 在 の 立 地 塁 藁
に確率舗的な響え方を採用してい
る︒米国および西独においては︑

設謝議頭故方式の安全騨価を採
周しており︑確率鍮を叢薗に出し
ていないが︑設謝細網瑠故の範囲
の決定や魍故解析に確率論的裾え
方を採用しつつある︒

米国におい て は 癌 腫 の 対 象 と す
る珊故の範囲 と し て ︑ そ の 発 生 確

︵薔万鎌について一回︶以上とす 思われる︒

率を十のマイナス六乗×1／蕉 理念として定魑しっっあるように

るという保鉦があるかという悪見

多様性をもたせると旦夕度が上

も出されだ︒人聞的因子の信頼度
に及ぼす影響とともに数通モード

シーケンスの発生確率を定める︒

を明確にする︒タスク②では禦故

認一スもたくさんそろっています。あなたの

お嫁きな1ヨに、お姫きなコースで出発できま

（

データの蓄積
に努める各国

う︒

ハワイ6無間り一フ・コースー……

、ず

トラベローンもあります。

太平洋を飛ぶ
最も便利な航空会社

ジャンボのこと：・一。堀の頭金で行ける臼航

・173，000円

しいハワイ。ジャルパックなら、費用も安く、

論
故隠の検酎が今後とも必璽であろ

轟＿騨，ゆ鱒＿＿8旨しいパン＝フレツトをお送りいたしますo

じ

鵜羅響髭芙墓誌轍1赫錨灘織羅麟鴬婁藁烈

；義誌

る︵設計対象外の懸口が十のオー

ダー程度ありうるので︑特定の一

つの珊故を設計紺象外とするかど

うかの覇断は十のマイナス七乗×
このように信頼度技術を原子力

く誉

36

9幽8

って判断している︶考えを採り始 発置所に適用するだめの國際約尊

す。それに、乗るのは指話ジャンボ。好騨の
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町

スク概念の普及も重要

連騰1織・／編添∴脇

艦

ハワイ6臼問アロハ・＝］一スー…・147，000円

蝿、

ぜ事

部瀦

思いたったらジャンボでハワイ

士脚田

、開

，輝㍉．．ン

1

1／年のオー ダ ー の 発 生 確 隅 を も

原子力安全研究総合発婁会におけるパネル酎論

懸

きらめく太陽の6日間147，000円

氏
梅

津

回

護翻鉾繍講馨
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第731号一
毎遍木曜iヨ発行

購醗料屡年分前金3000円
力

日

Nまで日立港使用
輸送事業も法整備でメド

社（鷹気部）

東京電気丁丁株式会社

社

特機電子株式会社
大饗市東区本町4−29TELO6（252）3512

が上提されるだろう︒原発が徳調︻

所の原発が醗調讐に上程される・︐一

東京都千代畷区大手町2−2−1「rKLO3（270）7711

る磁極蜜には︑柏崎と玄海二原発

これは原子力開発体制の礎ぬしが・

薯にかかるのは二難ぶりであり︑㎜

五臼︑閣議後の記蕎会見で﹁近く

．
一
二・原子力船﹁むつレの出月一

技術資料、カタqクは下記へ

悪が掲られるようにする③工当量

開発体制の建直
しに一応のメド
森山畏窟が配者会見

開かれる羅調審には︑二年ぶりで

のと予測している︒

昇試験は︑謬院選単後できるたけ

日本原子力事業株式会社

本社東京都千代田区霞が関3−2−5T￡LO3（581）7301

懸醗の期開︑方法等について漁遮
側の同葱を必要とする④工場の還

原発二か所が上程される︒これは

窒確傑に万金の穂懸を醐じ︑放粥

滋に伴う放勝糖汚染被霧防止︑安

依制などについては別に脇塞を継

能汚典防止︑被密救済描躍︑監視

原芋力開発体制の建薩しが一弥で

れ

ぶ㊨覚え麟に避反した場倉︑興灘

きた︑ということだろう﹂など︑

森山欽司科学技術庁蔓富は二十
鴇蕊聯離等内灘

を圃櫻する︑の五項翻を骨子とし

避は工劉の圃愈を取り消し︑硯状

おり想定規模も若干上回る兜溶し

には万全を尽す弩えである︒

早い疇期に実戯したい︒地九問題

町の経団運会館で配者会見し︑準

だが︑これらの濃縮翻要を賄って

いくには六千ジsWU程度規換の

備会の今後の活動醗画などについ

一︑六月末か七月上旬に關開かれ

要鷺次のように語った︒

励轡は十八日︑規制法に星つく

ているQ

つた︒とくに英国核燃料会社︵B 十一日には興公共物蟹琿条例に塾

設醗工購方法の鋸可に次いで︑二

際用港建設に対する関係機関の魎向がまちまちだとして門使用済み燃料輸送に際して田立港の滴定

KFL︶に繋属していた海外再論 つく雀躍認司を薫炉︑新田鉄によ

52
日用は認められない﹂との態度を打ち出していた日立甫識按はこのほど︑科労技●術庁など㎎機関の

新しい濃縮工嘱が必要だ﹂と述べ

レーザー法などいろいろあるが・

にこだわ

＠

東京都中野区本町1−31−3TELO3（372）0141

本

技術はガス拡旋法︑還心分離法︑

現状では遠心分離法が土地が狼く

新でもめざ毒しいものがあるよう

・て済み︑磁力料金も安く︑授術吊

工堀建設が濱標だが︑技術提携す

だ︑と指摘︒自主技術による国内

る場台には欧州の珊偶も十分に調

査する必要があり︑ウラン濃編工

業調査会︵ESC︶と米轡のユニ

オン・カーバイド︑ベクテル︑W

H三社運合によるU鶏A両者が調

相手方

査を蔑めている日米禽弁工場建設

る必璽はない一1などの点を明ら

に当たっても

再処理は放出放射能低減化が最

かにした︒

大のネック︒同会長は﹁当然︑こ

こ数銀聞は技術開発に全力を85げ

三無難の工場難燃を自指したい﹂

ねばならないだろうし︑八二〜八

との考えを述べた︒

英︑動燃の実

験解析を評価

臼英萬速炉会議ひらく

第三圓﹁日英醐速炉会議扁がト

8本側代表羅︵団擬・村田浩原研

臼から四鶴閥︑英国で開かれだが

では安全性をはじめ趨速炉の開講

剛理珊摂︶の詣によると︑同鑑識

的側面に活発な討論があり︑英国

る水・ナトリウム反応の実験懲懲

側からは︑とくに動燃が進めてい

を高く騨価︑これに関する質間が

集中したほか︑一九七七年には次

ツー

の商業薦灘速炉の建設に踊手した

︵二・二五沙炉心

い考えが明らかにされた︒

トンコア蝋画

の構想でも慧兇を交換した︒

装蟹による摂英独仏伊共同実瞼︶

極東貿易株式会社

本

モニタ性能、安定性
互換性、使い易さで
御好評をいただいて
おります

店

特約

電源、マルチ、放射線

AEC−NlM規格放射線測定器
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聞

︵ラジオアイソトープ﹀による

懸一一臨臓遍羅

甥謂縣勒鎌話猪

一般的にみて︑核燃料サイクルを奮む
原子力発霞利雨上の安全性にくらべて︑

対策が確立されていなければならない︒

と︑安全蟹理の観点からは問題も生ず
放射監岡位元素・轍鮒線の利罵について

近のように通常の魑理区城以外での非破

る︒これに下謂業薔や孫納業蓄が榎雑に

いとはいえないだろうか︒その妾薔は別

は︑その安全に対する関心が稠対的に低

壊横雲への利用が増潴傾向を示してくる

でに趨った不祥購のほとんどがこうした

からむような場合はなおさらだ︒これま

として︑放尉線生憎が葎々急速な伸びを

放尉線利網は︑原子力発鱈などのエネ

べきであろう︒

@安全問題

放射線利用における

川

望⁝このところ放置臥位元巽
ケ⁝スであることが︑その辺の事構を姐

市への機中傾向を嫁している明らかな窮

ルギー利胴とならぶ原子力關発の眼頃で

展⁝畿や不纂が頻発している・

くことは︑放射線を利議する暫の当然の
実を前にして︑その安全問題はもっと聡

つあり︑しかもこれを取扱う覇業所が都

義務であるが︑同隠に︑﹁繁雑すぎる﹂と

十一回日本アイソトープ会議で︑放母性

卿に薯えられてよい︒原産は昨年茉の第

示し核極の多様化︑線源の髄大が逸みっ

ている︒ことに近庫︑民間塵榮における

不騨をかうほどの手続が必要とされてい

に嶺誉者自身が適切な対応策を講じて行

放射線の利胴は薯しい傭びを示してい

るにもかかわらず︑一方では垂垂が続発

爽に物謡っている︒こうした個々の実態

三帯に放射線陣轡を及ぼすなどの例は︑

る︒しかしこのことは岡鯖に︑放論線源

いられており︑計り知れない管渠をあげ

非常識な無法行為というべきであるが︑

が広い範囲に分布され︑それだけ公衆と
同位元繁の利用拡大にともなう安全の問

ある︒それは広い領城で多様な目的に用

縮果的に大きな罰故に璽らなかった不祥

している饗は︑手続中心の現行規制の

瑠故を慰したり︑線源の回収を怠って第

瑠でも︑その実態をみると︑それらは趨
接触する潜筏的な機会が蹴直して行くこ

未成矩薔に線源を繋手で扱わせて被ばく

りうべくして趨っており︑状況によって

の問題

題をとりあげた︒一例をあげれば︑そこ
人

問題点を晒示するものではなかろうか︒
では︑放射線瞳理の問題は

とを悪議する︒

科学技術庁が各鵬裁駈を対象に行なって

は人体に影響を及ぼすような瑠故に発展
もちろん︑放射線を利諾する二業所に
だとして︑取扱者の教湾︑社会的熊野︑

しかねない要素を含んでいるものが少な

横の連携などの必要性が強醐されたが︑

の締果もふまえて︑正し

い放射線利胴の促逸と安全管理のための

いる

総点検

は取扱窪任薔がいなければならないこと

くない︒もとより︑これらの欝欝は︑金
は︑法律で定められており︑陣憲防止や

國で三千三落か駈といわれる放射線取扱

に放射線に対する認識の低さ︑鰻認や線
ての確業燐でそれが開酒に行なわれてい

だ腿閉閥係などもあって︑必ずしもすべ

れて︑この生産や廃簗のプロセスにおけ

さに原因するものだが︑利鯖の拡大につ

位元聚の利用段階における名鑑のずさん

て行くためにも︑ここでその安全問題を

より爾め︑より大きな司能性を引き出し

放尉線利用が現在歴たしている効果を

雲なテーマとなろう︒

源などの取扱いのルーズさ︑讐理のずさ

るとはいい難い薦がある︒嚇業所内での

る

現在指摘されている問題は︑放射性同

こうしたことも今後の安全問題検討の出

が︑職舗や命A素統との関連︑入りくん

取扱知識を徹底することになっている
対策を期待したい︒

惹き趨されたものではあるが︑その背漿

窮藁堺のうちの一握りの螂業者によって

んさ︑そして法令の軽視などの累地が見

管理に万全が期されている場貧でも︑鍛

安全

の確保も強硬な問題となり

！

改めて考えてみる必要がある︒

られることを思うとき︑鰻近の一遮の不

度には従来から学術金識は反射し
ていることから︑とり入れること
はない﹂と述べた︒

月に発足︑わ

臨剛

抵当領蟹として在ハンブルグ総

さ京を兇守っだ︒﹁臨界︑試運

オット・ハーン弩のできあがる

原芋力醐発機関

之

領禦館に勤務︑西独の原子力船

弘

ひろゆき

監理響になった

戸

転︑処女航海といった一遮の動

申

なかと

ッピ⁝な晴桟でした﹂と回顧︒

ったく讐遜の商船と同じ扱いで

きを兇たし︑何圓も替ったQ蒙

ρ著馳墾

定係港につながれた塞ま一年

三木武央硯環境庁畏留が科技庁

名

八か月︑原子力船﹁むつ﹂の出

して挫えたこともある︒

影響だつた蒔︑秘欝醤窪主任と

て大変若い感じ︒五一六歳はト
クをしているようだ︒船の持つ

楚

ることもなく︑一般の世論は︑

いる・安全性などで間言質され

かえってドイツ科学技術の粋と

して誇る傾向にあった﹂と︑日

そうな口ぶり︒もっとも在留邦

本の現状と比べてか幾分羨まし

人僚護も領琳の仕蟹の一つ︑翼

ーのもらい下げなど詳言の苦労

夜中に警察に呼ばれ︑ピッピ

﹁日本の原子力船関発は︑と

も尽きなかったようだ︒

ば進まない現状︒地元住民に不

もかく﹁むつ﹂を動かさなけれ
﹁蠣

の広い仕事ができるのでは﹂と

いで出港問題を解決したい﹂と

落感を残すことなく︑全力を注

卒

心もち顔を引き締めながら︑決

響えて役撰入り︒文字通り

葉大で造船学を学んだが︑

ロマンティックな面に引かれ︑

雌碗擁

その後の運航もルーチン化して

港問題がいま大きくクローズア

﹁む

として知られている

歯切れよい口調︑璽顔もあっ

ップされ︑関係蕎の強い視線に
さらされているが︑この間謎解
淡の璽澱を担って就廷した︒

つ野鶏

﹁窮錺当局としては︑懸字と

なっている問題を﹁つ

く誠実にときほぐしていくしか
ないでしょう﹂ということで︑

て原船農業面に席を圏き︑

ﾍなかったという︒だが︑かつ

とくに就任にあたっての気負い

・

知識人

つ﹂建造に蓼画︑この二二での
．

だけに︑周囲の中戸さんに曝せ
．る期待は大きいようだ︒

もともと運輸二巴燈だが︑塞

は無縁になる︒門海にこそ浮か

悪のほどをのぞかせる︒

業設計μを鰻重に実際の設計と

外務雀四年と出尚生活の方が長

ばなかったが︑それでもちゃん

四十三年から約三無間︑経済

が：：﹂と苦笑する︒

歳︒

︵A・K︶

子夫入と一一男︒廉東都出身︑42

っとも今じゃ出来ないでしょう 味は麻雀に碁を少々︒象鷹は史

スポーツはスキーに水泳︑趣

い︒﹁昭和蕊＋鯛年に原子刀局

とした船一隻分を設計した︒も

と隔樵の感がありますなア︑ハ

だけでよかった︒現在と比べる

行政は汽関灘のように引っぱる

に配齪されだが︑当蒔の漂子力

・街響し八三に写し科技庁八年︑

・

さらに製鉄技術の進歩と鉄銅鷺要の増大に対処するため水毒

学術会議は︑政府の諮問機閲と

ど︑その初期から大きな影響を与

原研が零丁縄動

究脹満所長昇任など人禦異動を雛

つくOを推進しています。とくに千薫製鉄所は，その製鉄技

してさる二†㎎年

が圃の科学暫の総慰を代表する機

しかし︑越智盆長は認習塵室で

大洗・本島氏
関として

えており︑現蔑も横極的な提雷を

あらためて﹁学術会議が出したこ

日本原子力研究所は六月一一十日

が政府︒与党に強くでていた︒

の小坂畏冒の提案に対し︑﹁第五

れており︑①科学政策に関し政府

行なっている︒しかし議会識が出

嶺なものと考えている﹂と述べて

れまでの勧告や粛明は︑すべて妥

ともいわ

部や第七部のように衛櫃者の多い

の幽間を受けるほか︑必要な勧告

す勧告や南明には︑政府の政策に

学薔の国会
ところは︑なかなか避挙が大変で

を行なう②科学蓄闇の研究と遮繕

付で︑野沢鍵翠玉爾塞長の東海研

高崎・柴田氏
の間質として検零する必璽があ

ある﹂との発欝をしたが︑﹁醤来

を醗る一ことが露な仕齋Q原子 反対するものも少くなくないこと

おり・今後の対政府・与党との成

令した︒部長以上の入鼎発令は次

▽藥海研究所三所擬︵企緬窺

の通り︒カッコ内は劇勝︒

《新しい鉄》づくり鱒…月1鰭製鍛は銑鏡一貫メーカーとして，

P

停

蟄

齢

P

P

P

ρ

孕

奮
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一一などのあり方で
推選剃導入には反対

会員選挙

る﹂という新聞蝦蕊での四割はし

から︑

り行きが注冒される︒

しているとして︑

力闘発についても原子力纂本法の

岡会議の存在自体を疑問視する歯

早雪

ていず︑﹁この燕については︑選

自主︑民蛍︑公開の三原則確立な

会が京とめた門外を反映させる

挙方法の改革はあっても︑推選制

工業規格︵J工SlZ一八二〇三
書する覇をとりながらも正式態

・国際単位系︵SI︶及びその使 度決定を持ちこしてきだICRU
予定︒

﹁レントゲン﹂﹁ラド﹂﹁キュ
リー﹂⁝︒照射線璽︑吸収線麗︑

︵アイソトープ覇叢部侵︶本鵬健

罠︶野沢俊弥︑▽大洗研究所所記

次︑▽アイソト⁝プ覇業部長︵総

製鉄駈を重々と建験しています。

力

原
︵同会識が﹀ときとして政治的なもの︽突っ込み過ぎたきらいがあり︑反雀しぐいる〃

したとすれば各方面に大きな影響を与えるところがら︑その

は︑七月下龍シアトルで放酎線単
策

脇部擾︶村越駿一︑▽高唱研究墓

の餐を婁界的なものにしましたρ

衝の優秀さ浸しさで髄鰐鉄

臼氷学術鼠議の越智勇﹁巌長は六月二十五臼︑運嘗審議象後の配管主事で︑﹁先に小当総務幾多と
懇談した際

と述べた新闘報道は聡実でない﹂謡の麗書を行なった︒これまで学術会識が塾した勧饅や解明は五藪

自巳批判

三＋以上にのぼるが︑政騰の政簾に反対するものもあり︑政府・与党内には学術鼓議は偏向しぐいる
との餌も強く︑越智△瓢擬が

い方︶への採粥が会解り︑今年四

に代るのがC／如︑J／⑳などM規格では︑放射線に特有な単位に

柴田長夫︑▽企画霊長︵燃料工学

所痩兼研究部擬︵技術偶報部長︶

部擬︶石原健彦︑▽読過部厚︵安

全籔目塞畏︶石川友繕︑▽技術場

▽原子炉無理所長︵原子炉化学部

違部穫︵技術構報部付︶大森栄一

︵材科試験炉部次畏︶野樗末雄︑

長︶石森鉦太郎︑▽燃料工学部痩

▽原子理化学部長︵原子炉化学郷

欝欝力概蟹・み，！レ奥鱈製：

放射能を表わす放射線に特有な単

た五つばかりの粛明などが翻識を

蟹窯関係が謹臨されぐいたもの︒

あやまらせたのだと思うが︑学術

KS系単位を騙馬とする国際雛位 ついては﹁S正と共に暫美的に維 なるもようだQ各国とも原則的に

Fぺ

初ｾ

術部次長︶藩台備︑▽安金簿理二

次長︶辻村璽男︑▽技術部掻︵狡

郎︒

次擬︵渡金工学部次長︶由嫡弥三

躍躍演8斜便解毒ξき鰍

位の再検謝につき審議するが︑こ

てきたが︑原潜問題︑大学衝理法

系︵SI避システム・インタナシ

﹂一S化進む放射線単位
はSτ襲用のガ向に傾いているよ

︒終周的にはICR面の此段︒ICR夏山合にはわが

1三・幽・・J諏
三mdrlo塞J／kg

月から第一段階の爽施に入った︒

筑波大学など距回ほど派手だった

会議発足以来五百以上にのぼる勧

ョナル・ド・ユニテ︶︒

運命

鮒

放

i」・k・

位が︑ゆくゆくは姿を消すことに

と反省している︒あまりホットな

告や閏明などのうちのいくつかに

これは実周蝋位の国際的な統

れれば何らかの齊明が出ることに

問題に巻き込まれない方がよいと

すきず︑多くの勧告は︑今貝まで

化が生んだ波紋のひとつ︒一九六

み︑七一年には王SOが国際規格 どの

持する単位﹂として︑墨面別表の

容は︑縄墨関係とは異なっている

にS王の便用を決めた︒これに伴

病院︶が出席︑日本学術会議︑日

一応現行単疵とSIの併用を勧 本医学放射線学会などの担当分科

。
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ISO規格に離製したこのJI
S鍛大公約数的な陰癬が藁約さ
こで

した﹂と︑

二本の科学政策に質遇し︑生かさ

鮒なコンセンサスを偲ることが当

しくは爆管︑切換期間などに撹界

勧衝以後︑國際標雌化機構︵Is ようなS薫習と併胴されること うで︑現行の放射線単位の廃止も

〇年の第十一回国際麗湘南総禽の

になっているが︑関心を藁めてい
認謙を欠いている現状があり︑約

ことを強調したQ

では︑七二黛†二月にSIの爲塞

ない︑SI灘入麗が増え︑わが灘 断に婁ねられるところが大きい︒

僅界に誇る優れた技術と薯つねに薪しい謝儀でく現代め鉄》

廷吟

﹁それは学術会議が今Bまで出し なるかも難れない︒そしてこれら

誘う隔と

れている点を考えて欲しい︒学術

るのが︑門ラド﹂﹁キュリー﹂な
三億円︵実際は約四惣円︶もの予

また学術会識に﹁出遣制度をと

3）講10＝、V撫9

来五酉三十二の溝明や勧欝をだし

新盟に報道されていた︒

会議は常に科学に関係してのみ発

単願系を統一する動きが魑汝と進

O︶を中心に各國まちまちの便編

携灘

越智会長は配者金見でこの問題

諾した﹂と語ったのが誤り伝えら

国際単位系との併用

遡を深めるため︑越智会長︑野村

にふれ︑懇談の際︑小坂擾富が

れたようだ︑として新聞の電撃内

小坂総務畏畜を訪ね︑来無度予診

算を出すのは︑もったいないとい

り入れたらいいのではないか扁と

25SmA／kg

lrad！sロΣ0、」ノ（』K

w／kg

反雀発欝

平繭︑伏見短歌両翻会畏ら同会議

﹁政府・与党内に学術会議に関し

などについて懇談したが︑﹁その

う海がある状態で︑これがネック

縮25sx101A／k肝G

3｝
却｛kg

政府と日水学術会議との慧憲疎

蟹脳六名塗ハ月十九門口︑総理府に

席上︑学術金製側から同会識がこ

になっている﹂と述べたのに対し

！δps71＄監

，

◎

U︵國際放射線単位婁贋食︶の裁 國から津塵旭委鍛︵癌研究会付属

れまで行ってきた政麿に対する勧
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騨鮒趨勢はあるが︑それがどの

型炉

フェ漏ックス

の全雛

分を占めるものとみられ︑生産さ
れたフィード物嘘は米原子力委員

醐

看との論難の後に作成された︑と

⑩☆

醤圧ガス設構試験製造認定審藥所（認定No2i7）

ケネディ議展筋では述べている︒

また同議贋は︑現待の来原子力

るというエネルギー行政機構改革

婁雲訟︵へEC︶の機能を分罰す

船舶エンジン局︵職縮約論題

にした︒

名︶はこれまで︑原子力潜水艦用

に当たっていたが︑エネルギー危

鋤力炉︵PW冠︶の研究關発など

ローズアップされるようになった

機の影響で原子力船建造謝画がク

入れて同周をエンジニアリング子

ため︑蟹購磯謄保持の点も考慮に

会社であるテクニカトーム徴︵従

画促遊を籔るというもの︒舶用炉

藁覇約四百五十犠︶に移多し︑計

建設については︑バブコック＆ウ

マトーム社などが強い関心を示し

ィルコックス︵B＆W︶社︑フラ

ており︑テクニカトーム祇はこれ

ら民聞貧祇と捜術協力することに

一方︑工業建設周︵職顔約几十

なろう︒

生薩周に移瞳されることになる

葱︶は改纏・分翻され︑化学闘・

A が︑特に薬師嘉名をユーロディフ

さらに︑ユーロディフのガス拡

敵法ウラン灘縮工堀建設翫画を促

担嶺の次窟職を薪たに設け︑ベッ

艦させるため︑アイソトープ分離

カー工灘応照局長を騨格させた︒

ら

亀

介入者に公共

資金援助を
E・ケネディ議鋤案
エドワード︒ケネディ謹上院議

法鎭の膨正をも求めていたが︑上

院政府運懲婁饅会は同罪貫の膨正

麟はこのほど︑原子力発電所の許
二戸手続きに一般公衆を参加させ

案を採択せず︑政府小委貫会の決

場一致でエネルギー行政機構改革

定に一部膨正を加え・このほど渦

る機会を多くするため︑環境家な
ど介入蓄への公共蜜金援助を求め
た法案を上下両院原子力合同婁員

いる︒

会︵JCAE︶と上院政府運浜玉
法案を可決︑上院本会議に送って

翻
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蜜︑原子力および餓力私財の関係

急追に提出した︒同法案は環境

いる︒

イスラエルに

原子力援助
米

ニクソン米大統領は六月十七日
エルサレムで︑ラビン・イスラエ
ル首根との会談後に発蓑した共問
趨明の巾で︑米国がイスラエルに
発慰盟原子炉を供給することを約

政府は︑台超した保騨描躍のもと

束した︒呉同南明によると︑両国

で原子力分野における協力︑技術
援助︑燃糾供絵に関する協定を結

る仮協定を締毒するという︒

く︑イスラエルに核燃料を売却す

禽︵AEC︶︑ユーロディフ︑ソ
ぶ交渉を始めるとしており︑近
連︑ウレンコの各麟縮工場で委託
濃縮されるという︒

船舶エンジン局

今回のウラン精鉱のUF6への
転換作業は︑ランカシャ州プレス

E

仏C

を子会社に移管

トン近郊にあるBNFLのスプリ
ングフィールズ・ウラン燃料工場
で行なわれる予定︒同工場は六九

このほど︑廃庁の船舶エンジン局

に配属させるという︒
館以来︑海外顧客嘲けUF6二審 フランス原子力庁︵CEA︶は

を行なっており︑その能力は韻

〇％出賢︶に移籔︑また工榮建設

近︑犀悶三千メUから八千踏Uに をテクニカトーム筏︵CEAが九
拡大され︑さらに現在︑銭千誘U

局を改組︒分罰する方舞を明らか

濃縮分離作業

プールに参加

米のポートランド蹴力

團超低温LNG・パイプライン

おり︑皿棊の建設ではKWK楽だ 仏マルクールにある高速増殖腰

も上り︑軽水炉の約四サンチーム

を締堕したと発表した︒契約総額

曜需一鴨需一一・

は六
一千五函万醒にものぼる莫大な
︵ENUSA︶とウラン繕鉱の
一一一謄一層︐

の点でも輸入解禁闇題でも八Q

ってよかろう︒

程度ーースケジュール遇り一i

ほどの逼期能力拡大も謝画されて

ミル︑ザイオン発暴酒︵試運転の段

ペースロード㎎化石燃糾焚き発電

あったという︒これらの数寧は︑

階︶で三・二六遭ル︑三︒九〇ミルで

米ドレスデン
炉で2・7ーミル
KW短幾たり癸躍費

米圃のポートランド︒ゼネラル
たりの運転髄六・九五β︵ピーク

所︵ほとんどが石炭︶のKWH当
米躍のコモンウェルス・エジソ

濃縮分離寝藁プール珊藁を推測し

・エレクトリック社はこのほど︑

続く一二番臼︒

API襲示言翠雨工場（600，6A，6ζ））

りの雛勉コストが八サンチームに

閣

の二簡で竸禽性はない︒しかし︑
羅麗体制に入れば盗読コストは漸
次引下げられ︑五棊國からは竸△脚

︑マル議の二〇〜三〇％を占め︑炉心

は︑二〇〇〇奪に増殖炉が原子力

EAを中心にEDF︑仏民閲企
專業
門憲はみている︒仏の想定で
ラプソディ
設計と核燃料の改良により︑さら

ュの爽験炉

が研究開雛・建設したカダラッシ

クールの原型炉
に四〇〜五〇％までにもつていく

フェニックス

の技術をベースとするもの︒出力

でこれと同様な提携関係を線織
し︑西独に酉二十万KW・第二弩

ンの原子力発鯉誹画に必頭な大部

渡すもの︒この契約緊は︑スペイ

三鋸にわたり澱編工場向けに引き

フィード物覆として〜九七八〜八

もので︑スペインがウラン濃縮用

スーパー・フェニックスは︑C 力をもつことになる︑とCEAの

る︒

儒目

建設を圏指す仏電力公社

ジップ・ニュクレアーレが撹当す

咽︐一幽網7一

米国の躍力金祉は七八年まで

一騨＝璽一9一

の所要騒の手当てをすでに終っ

一嚇璽一唱鱒︐

年々増えているし︑ウラン不足

一韓一一︐＝

をうんぬんする購態ではない

q囲＝卿需一

筏処理している低コスト鉱床分

が・来夏には小規模鉱床が多い

駕代引渡し分が当面の焦点︽な

こういう状況下で︑酸近︑人

スの輸出ストップ︑さらに来国

平均五・九九βと比べ︑かなり低

時十八・〇六が︶︑全システムの

プールのメンバーに滲加する愈向

ニツツ社︵SWUCO︶に正し︑

ているセパラティブ・ワーク︒ユ

このほど︑ニュークリア・インダ

ダン・ネック︵旧コネティカット

また︑ヤンキー原子力発電のハ

廉である︒

ン︑ヤンキー原子力発醒の雨社は

ストリー誌に右近の原子力発駕肋

コモンウェルス社によると︑昨

の運転コストを公表した︒

WH遇たりの全発令ストが超勤 表明は︑ロチェスター・ガス＆エ

年のKWH当だりの燃料コストお・ヤンキー︶発止所の石臼は・K を表明した︒盛事力のプール謬加

ミルであるが︑同祉筋ではニューイ レクトリック︑ゼネラル・パブリ

よび撃発璽コストは各々︑ドレス

デン発璽肋の場合で丁七三β︑

ングランドで鍛も安衝な発面懸で

ック・ユティリティーズの講社に
二・七一β︑クワド・シティーズ

雛躍所で一・四七評︑一70天 あると述べている︒

︐結
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﹁NE 飛 S A ﹂ が 発 足 へ
ス著パー・フェニックス

来年中頃の着工めぎす
︻パリ松本駐在興発︼大型商用凹目増殖炉

隼完成の予定だが︑岡炉が成功観

スーパー・フェニックスは八○

二R
十S
五A
万﹂
KWから霞二十万KWに
ことも司能としている︒
︵ED F ︶ ︑ 西 独 R W 熱 ︑解躍力公役︵ENE14︶の三醸力から な る コ ン ソ ー シ ア ム 門 N E

引続き担当するほか︑今後は伊C

あるが︑その研究開発はCEAがに完成すれば︑仏︑西独︑伊三熱

新しい問題点が提趨される恐れも

移行
が七月一 日 ︑ 田 式 発 足 す る ︒さらにNERSA発足に僻い︑仏GNR ︑ 仏 テ ク ニ カ ト ー ム ︑ 隣 N
Iす
Rるには︑規模の拡大に伴う

Aの三麿による建毅講負いコンソーシアムもこのほど設立され︑一九七五年中頃の魑工をメドに︑そ
の建醗菰舗が整ったことになる︒なお︑敷地は仏ローヌ川沿岸のマルビルに決敵している︒

・バブコック塗
は十八鯨〜二十億渇と見積られて

商用贈殖炉を建設する予定だ︒
丑％出質の仏G 子力婁国会︵CNE翼︶が所愛し 爾二＋万KW禽速炉の建綬賢

NERSAは︑仏に出力重一験
十をもつアルストム往︵CGEグ独︑伊三国の各メーカーと蔓渉に
NENも謬篇するという︒
入って い る Q な お ︑ C E A と 伊 原
スーパー・ ル ー プ ︶ 五 〇 ％ ︑ フ ィ ブ カ イ ユ

を建般するため︑

フェニックス
ている簡遜炉技術のライセンスお
NR︑仏原子力庁︵C泡A︶九〇

縣輪一＝榊需一

はほぼ売約済みになり︑今後は
その周辺の潜在鉱床か︑二三所

こともあり︑AECが安定供給は七九葎九千三百漣︑八O奪一

た︒しかし︑その後の螢手当分

のない新規鉱床が契約対象にな

とは確かなようだ︒少なくとも

万五千三百漣と急増する︒価格

輸入解禁の機は熟していると諮

るものとAECはみている︒と にかなり神経質になっているこ

後のコスト︒アップを予想しな

すれば今は一極の蟷境期で︑今

ければならず︑生産暫の模様兇

冒を引いたのはコモンウェルス

報じたものだが︑隔壁の生産霜

の態度ーー喪期契約への一1

ってきたわけ︒原子煮繭換の世

はリオ・アルゴムのような懸盤

も︑ここらに一繍がありそう

原因があり︑当分は生産余力も

多い︒そこに生藁蕎の模様見の

︒エジソン社によるコッタ⁝鉱 達成できるかには不確定要素も

契約をためらっていると置わ

だ︒

スである︒同電

残っているという見方も一方に

榮貿収のニュ⁝

力金蓮は以前か

国の軒並みのナショナリズム︑

しかし︑来国を除いて︑蝦源

はある︒

り︑ウランや化

ら別会社をつく

石燃料の下血ー

てきたが︑こんど買収したコッ

とくにオーストラリアとフラン
報欝では︑七腿葎のボーリング

一方︑同じA君C発表の探鉱 一幕接生産を含むi一をはかっ

ウラ
篇
籠
鯉
籔
灘

上りはスポット物や短期市堀か

その一ーーリオ︒アルゴ ム

した一九八二〜九一年分の一万

ナについて︑平均価格はポンド
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検齎の煩わしさか︵解放されるだ

は︑何回も繰り返される贔照保工

う各被免窯業に依頼しているが︑

Rバート50げ照らし︑評価するよればならない︑とデーピス次疑は

在︑彼ろの髄質保証謝画を10CF
問題はさらに愚智に解毒されなけ

・エンジニアの場＆︑AECは現 司能．鴨なることである︒総婿的な

洪給︽関するすべての品質の確認

調達︑加工︑それこ役務と製品の

A聡Cにとってプラスになるとと て標準安金解析報欝欝を窪い︑標

るための晶質保証計画の能力を爽

が︑必然的に贔贋のよいものを作

語ったQAECは検査べ⁝スとし
ーチは総播的なものとなるだろう

へと移行するだろう◎このアプロ

件の申講を統一することも可能だ

ろう︒そして岡時．丸︑錨贋保証襲

ろう︑とデービス次馬は述べたQ

証するため︑特定の顯客のための

雌化された安全解析報告欝を提出

﹁こうした検萱において︑われ

する計癬を調査している︒

こうした極めて簡賂化した引用

型をデービス行合は示した︒

特定の履行を國的とする﹂との墨
ア︑NSSS傑給暫を鰹接︑横越
アやNSSS供絵習を薩接検査す

A旦Cはアーキテクト・エンジニ しているアーキテクト・エンジニ

また﹁さら︽︑A起Cの臨接検童 もこ複数の報告麟を簡略するため
は被免就暑だけ．虞定されないの

スにすることで︑詑録への僧頼性

ているが︑AECの要件が適切で

あることを示すだめ︑AECは現

司も︑園山ボイラー＆圧力容器検

在︑ASMEの N スタンプ翻

算局の結果も利難していない︒へ

を改漕する方向 共同で作業をしている︒これは究

極的酵は︑膿工業省が△ECの要

るものとして承認するという霞標

AECがAsMEの認司を権隈あ

件に合致した昂賢保証黒海を履行

この概念は︑四霞力会社が原子⁝へ動いている︒五つの地方局の業

フが調竃した紬果︑薩業界の主張

か月前に任命されたAECスタッしているという明確な誕拠として

に少なくともある穗度の理由があ

二一貨性をチェックするため︑数

に二〜四璋朋︑近々実施に移され

二人の検︽宮に割り当て︑試験的

る苧建である︒関係自力金社との

炉穴巫を運転しているニサイトを

交渉はすでに進められている︑と

ることが明らかになつだ︑とデー

皇子炉検萱計画を唾壷する計画に

フをより勅疑的かつ萄効に利用で

AEC︑産業界の品質保証スタッ

の昂質保証綴告欝の数を威らし︑

きたてる必要がある着干の醒力会

デービス次長は繰り返し︑﹁せ

法的裏付け

提案一八

きることになる◎

第一位の優先権が与えられてい

訓練を受けており︑法規上の要件

る︒このため上級規制スタッフが

これによって︑ばらばらの多く

をめざすものである︒
デービス次長は述べた︒

ビス次長は認めた︒その結果・全

提案1五評

総括報告

に基づく検査︑遂行および強制を
しいるために必要な文欝による握

集串的な翻練計画がすでにこう

針を鶴備している︒

る︒その繕粟︑より大きな一二樵

社に対し︑AECは適切な強制執

ることを感じている﹂と指摘︑

行の形で潮激を与える必要のあ

そして︑その董冨をメーカー︑N

ト・エンジニア窪で広げ︑公的な

SSS供給者︑それにアーキテク

罰則︵罰金を悪味する︶を課すた

めの法的根拠についての質問に讐

をAECの被免許者以外にも拡大

え︑門会醗横網院はAECの規則

適用することを検討しており︑現

行法によっても適用できるとみら

癬
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定の不十分i1などである︒

さらにマンツィング総局擬は︑

AECが藁備をすすめている﹁さで︑われわれは︑供給蓄側の贔質
るのが蟹ましいか検討をすすめて

傑瓢計画をより広汎く理解するご

らに改講されたいくつかの案﹂に

が極めて醐いものになるとみら

書の作成
電力会社︑アーキテクト・エン
ジニア︑主要系統および安全関係

をもたらし︑﹁熱狂者をしずめ︑

した素材を利期して実施されてい
の贔質保証翫画の総括酌な輻告欝

検蛮蜜を強化し︑その職路を極め

コンポーネントの供給者は︑彼ら

を開発するにあたり︑勇気づけら

第三
を認めるためのベー

れるものはいくつかあるであろう

ある︒もしそれが蜜実なら︑法撫

がそれ以外は麺用できない恐れも

を改正しなければならない扁との

来国機械学会︵ASM冠︶の晶

ードをAEC規則の︸部にする︒

制である10CFR50︑55aは︑コ

スを検討している︒コード標準規

薔システム

を削減するため︑ムECは

質をおとさず︑璽著する検査窟

テムの確立

第三者シス

提案ーヒ馬

とデービス次罠は遡べている︒

て容甥に履行できるようになる﹂

れるだろう︒なぜなら︑一度審査
され︑承認されればこ﹂れらの請
田は特定の串請錨に織り込まれ︑

各プロジェクトに対する燗別の霧
葦の必要がなくなるからだ︒

解認可審査の階闇節約に会え︑
総括的な報告瞳へのアプローチは

大きな一巡性を通U︑贔質保誕を

このアプローチはある特定プロジ

よりよいものへと灘く︒と桂巽に

ェクトを特有の褻件で変更しよう

とする了えを妨げるものではな
い︒産量の酪質保証の総括報優轡
が現在︑最穂先的に審査申である

今後も、〈紙〉の限りない可能性を

ｳ鍵町置り無噸の剛

原子力発電所の錨質を向上させ︑それによって安金性︑信頼性を潟め︑形式主義や許認可に

蟹する隠間を少しでも雀こうとの属目から︑楽国原子力委員食︵AEC︶は鍛近・島質保舐計
画の在り方について凝しい冤解を示している︒今回は︑先頃︑※原子力産業金議︵AIF︶主
催で開かれた﹁酪籔係証ワークショップ﹂で︑AECが明らかにした贔酒保誕の新しい考え方
いる︒

からもわかるように︑デ；ビス二
AECにとって大きな利点は︑ われはNSSS供給暫やアーキテ

ふれ︑デービスAEC規翻運営騨とができ︑濠た︑総揺的な簡題を

のそれよりもはるかに興体性があ

丁の考え方はマンツィング総局畏

提案一六
地方一貫
性の改善

るといえよう︒

クト・エンジニアの履行確認に努

なろう︒繊織上︑同検査冨はその

地方局に所属し︑監督を受ける
が︑特別な蟹理上の露灘を負うと

画は徐々にコンポーネントの設計

その貰受の顯客．純対し間接酌な行

駐在検査

案■四∴

会辻に鮒し修正行動をとることが
NSSS供給嘗とア⁝キテクト

なアプローチが可能となろう﹂と

価次摸とボルマーAEC品質保証すみやかに膨正するための磁接的

について︑ニュークリア︒インダストリー誌から叛すいして紹介する︒

雌形式と内容に関するセクシ奪ン

十七・Qと十七・一に隅き換えら
れる予定であり︑すでに印刷の段

いうことはない︒そこでの席と部

滝業界の批判に憾えるため︑A ECは現在︑両システムを﹁さら

官制度

下の援助は︑彼に翻り墨てられた

ECは横糞機能の遂行にあたって に一致させるため﹂︑ASMEと

階にある︑とボルマi課畏はこの

力を傾けることになろう︒検蛋計

こと︑トップ管理周のかかわりあ

潜在的に安金性にとって

案⊥u

標準審査計

画の利用
璽案の説明にあたって述べた︒こ

サイトからは物理的に離れている

癬を用沸するときにも使尾するこ

の近郊で︑二一四基の原子炉の検

⁝の〃地方一鑓性

が︑囲動願で約三十分以内のとこ

に入るだろう︑と

われが薩ちに実施したい﹂もう一

寝定期

蓄︑アーキテクト・エンジニアお

騨は

つの改革は︑

制慶

よび建設業蓄に遡用される︒

駐在検査官

マンツィング総局長は指摘しだ︒

である︑と述べた︒

とができる︒指針難案のテキスト

とっても露命がよい︒

デービス次長によると︑駐在検
査窟計画は五つの地方周以外で行
なわれている既存の計画にまで拡

した方がベターである︑というの

査室任をもつことになり︑一人の

ろにあるAECが撮供する︒

査皇子︵SRP︶によって︑贈業の懸針は飛力会盟︑NSSS供給マンツィング総局擾は︑ ﹁われ

七月一挙から運用される樟雌審

動を趨こすのではなく︑蔽接︑

百六＋一件の異常現象のうち十八

％は・
︑四酉七十一件︑すなわち

以上欝業運転をした十九基︶が︑

も指摘した︒

諏畏が細部について概説した︒

施設への薗接的な稲質傑鉦横査の
璽要

昨年︑七〇％︵二十七基︶に低下

するスタッフの不法︑内部検査規

いが十分でないこと︑計画を履行

ように︑論象を呼びそうないくつ
五五％が安全性に影響を及ぼさな

固く守るよう要求する標躍審査計

し︑さらに︑これら

月にだされた安全解析報告醤の標

隠接︑安

件︑すなわち二％が︑

AEC検査冨による原子力蒸気金性にとって一門 なものであ

かの例がある︒また︑単一の︑欝
いものであった︒利用率は一昨隼

り︑一篇面七十一件︑すなわち四三
撲給系統︵NSSS︶メゐ一の

面による︑群細な揺示を︑すべ

画のように︑鐡ぴと安心感をもっ

てのAEC規制スタッフ審蕉富にの七三︒四％︵三か月またはそれ

て迎え入れられるような例もあ
三万穴千時間の運転陣止のうち約

不仁巫の約

る︒これらすべてが荷効になれ
た︑これは︑彼らがその描質
SRPは︑すべてのAEC曙費ま醤
が品質傑認議繭を讐費するにあた

ば︑原子力発醗所に関するAEC 二酉階聞は強制的な檸止であり︑
これは一昨隼よりも悪い状櫨であ

五か所の地方燭での検蕉をべ一

る﹂

保証計理を記述する概括的な報告

山岡や姥設許可の点に︑かなりの

僚紅計画において︑七つの審蓋の

雲霧璽︑A嗣Cが検討した錨賢

変化がみられることは確かであ
る︒

産業界の現状を批判

今回のワ ー ク シ ョ ッ プ の 署 頭 講

濃で︑マンツィングAEC規制総うち照つは受け入れられるとみな

り︑岡一覧藁と黍続きを採製する

新たに公表された入提案

力会社の品質保躍に関するスタッ

ことを擬証するだろう︒建設と調

理由で霧鐘されだ︒すなわち︑電

につい

フの訓練不腿︑マニュアルにおけ

されたが︑他の三つは次のような

露盤

﹁昨年の 第 2 閥 半 期 に 行 な っ た

るブランクがあまりにも多く︑と

周罠は︑熊業界の

二筥一一＋回の稼働プラント検董

て次のような叱澱を浴びせた︒

で︑二百九十八件の避反がみつか

は︑AECが六月に贔質保証織豊れ︑しかも︑おそらく原子炉サイ
トで活動を実際に監視寅る鍵用で

選の品賢傑証︑運転の三篠証に

のサイト近郊に配属することで監

済むであろう︒検査窟をいくつか
グリーン・ブック

に

に閲する

のせられるだろう︒

揚案−三口
検査官の

大されるものではなく︑どちらか

イトでの詫間を多く与えることで

の監視に多くの時懸をあてている
現行計画に匹敵するだろうが︑検

囲は︑箋際に行なわれている運帳

は︑これらの会社の顧客である認

査計画の要件は変わらないだろ

れている︒﹁これまで︑われわれ

印会社に酪質傑鉦履行の灘任を負

う﹂とも指摘した︒

駐在二黒窟は実際にサイトに住

がAECの蓄えのようだ︒

周長は麗め︑AECが薗接︑検査むわけではない︒サイトまたはそ

り方ではない﹂とマンツィング総

わせてきた︒これはスマートなや

査富が醗擾︑検査する計画がなさ

品質保紐爽態について︑AEC検あるという︒そして︑ ﹁計画の範

ー︑アーキテクト︒エンジニアの

というと︑その狙いは検査富にサ
NSSS供給著︑構成材メーカ

直接介入

視の機禽が増え︑晶質保証計画に

は︑金般的なSRPを繊成する二帯する︑建般段階の品質傑証要件
颪のパ⁝ツに含まれ︑標継形式の
安全解析報告矯のセクションに一
致する︒これが完成すれば︑安全

ベースとなり︑また各審査官に︑

酢審糞のすべてについての詳細な

文讐︑山畠の程度︑受け入れ基雌

各々が費任をもつ分野の取り扱い

が

后上しています。

二：二婁曇盛壇

關する二つのSRPセクションの第三回シリーズの一瓢として配

嚇．・

嚇漕紳
︑痴腰

といったものが規定されるだろ
う︒これにより建設中︑設齢申の
法規上の要件が︑独断的に変藤さ
れることはなくなるとみられる︒

提案−二一
規制指針

の役割
予簾安全解析輻告繍の晶質傑羅

規制掴針

セクションを構観するにあたり︑
騨継な指針を示す

見解を示した︒

産簾発展の一端を担って、広い分野で

@．＿遷漁

る点で職質傑翫謂画が山金でない

撫徳

灘
癒

ことをマンツィング総周屡は闘ら

八の品質保証基躍と麿接に其適し

質保瓢コード嚢件は︑AHCの十

1（大禽凝》

1

3

躍鱈（2鷺｝7

は、

神繭

伝続の技術と簸新の設備一

神騎の紙窄

四一ティング技術が生んだ

瓢＝＝瓢＝煽

隅

醒盛窪撫

岳

くに多野な規定の実行を確約させ

塞

かにした︒

廉京都千代田区有楽町ユ丁日11番蟷

⑱門崎i黙血

十條製紙株式会社

…

の数々は、墨かな文化を纂き、あらゆる

綿嵩＝一㍗躍悌購
嘗

り︑その約二五％は品質保証に関

嚢

検齎窟が担当するサイトはそれぞ
れ︑自動蹴で約四十五分の範睡と

：重ねてお鋤きに

＝瓢1謂1騙銘＝＝淵＝謂＝

を塩鯨に

アート紙、。識一卜紙をはじめとする

醐級印刷紙から、一報選i偲用毒氏その

癖薩肇

契約暫とメーカー

まつ白な紙です

竃一一諺酒

検査することで︑多くの鱈力会社

追求しつづけてまいります。

シ

一一【

濟騨

するものであった︒昨奪起きた八

焉

新しい指針の麗案は︑七二駕＋

P

離

力

原

糞

鍛懸蕪

髄

作成されている︒

蝋

璽馨一
一

他の特殊加工紙まで、その定評ある

なればそのまま
嘉しいコピイが
できあが9，ます

提

要

米で運転中のミルストン原子力発躍所㎜号機

※

提

概

（4）
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聞

産

力

原

W級の原子炉六i八憂を齪く予 竃
で︑最終八百万KW規模の一大 原
子力センターとする酎顧︒四十四

銃九月の計國公表から四無半ぶ

核燃料税の新設など
る緋水の算数分布︑水嚢生物に及
ぼす影腰についての調憲研究を繭
が擾期︑綿密に実施されたい︒

原研における研究内容を紹介︑今

蟹三理鵬が﹁核霊台研究の親状と

後の研究開発方向としてトカマク

翻立十八周隼を簗瀬

一十瞠午後︑粟崇

劇立十八周庫を迎えた日本原子
力研究所は六月

け︑会場は綱贋の盛況︒熱心に講

称して編入︑内業齢撰に調理二戸

もに︑猿田力技術部を捜術部と改

︵原子力抵臨本部総長部業務部

演に翼を傾けていた︒

予力技術鄙長︶を発籍した︒なお

擾︶︑技術部鍵に由利達雄浅︵原

@鱒蝿翻森山長官に要望

．霞が関の澱が関ビル・プラザホ 型炉の有塑性を高く評価したほ

一︑原子力発璽所立地地城は電

中月比宙周本部鴬薗部獲が兼務す

磯運が急遡に高まりつつあり︑民

ノ

②来患エネルギー展蟻・一九も

輯告62警︑WCA干△一〇四

開発の〜九七三無︵巻難秋︶灘膜

原子炉謝画における安金牲研覧と

のウエスチングハウス舶濾水型

キ

文献案内

原子力推遜部総括部業務部罠は田

る︒今圓の覇道は︑賜繋部制明齢

題であることを指摘した︒

﹁水翼エネルギーと原子力﹂と

か︑炉工学の技術乱発が大きな繰

り︑この間︑両市村による誘致決

題した上田瞳三理禦の講演は︑最

題した講演と映画の会を開いた︒
この講演と映画の藪は︑同研究所

革の一澱としてとられたもの︒

化などにともなう全社的な機描改

ールで﹁あすをひらく原子力﹂と

巾川軍太央福舛興知覇は二十一

の創立黙念日︵六月十五日︶を機

近︑注鼠されている水素エネルギ

の料金制度を學急に検討し︑確立

日︑遊説で禰拝入りした森山欽司

一︑懸盤県原子力センターの亮

に︑これ墓での研究開題の成渠や

気料金が剛安となるよう︑地城別

議があったほか︑罵地の買収もほ
科学技術庁陵官に対し︑原子力発
一︑整調原子力運絡調整窟劉務

箋について態設助成金の大輻増額

いるもよう︒

とんど終わり︑この四月には糖
蹴に関する要塁聡を無渡した︒硬
断を法令に基づく麗の機関として

との關運について述べたもの︒

ー︒システムと多薗的醐温ガス炉

硬墾欝の内容は次の量り︒

繭︑出蝦の両地元漁協組との漁漿
望欝は︑旛設周辺重視体糊など七

理解を深めるため毎庫開かれてい

今後の計画などを発表︑関係管の

されたい︒

補鰯交渉も円満解決︑協定欝調印

◇

堀穫︶︑薪しい再処理方式﹂

化﹂︵墨松友懲爾麟研究開発試験

なお森山縫窟はこの昌︑粟糠で

同慶は︑象ず最初に宗像興二理

このほか︑﹁放射線化学の寅用

と櫨極的な援助を講ぜられたい︒

視機構の充箋を園られだい︒

一︑原子力発揮所設麗酔萌の際

蟹穫が﹁エネルギー危機と原峯

るもので︑今圓が＋八回葭・

確保施策の強化などを無んだもの

で︑原子力発燈け入れによる地

項目を鶯子とした国による安金性整備するとともに︑贋境放鮒能監

つには讃轟轟提出の背禦となって

原研の発寒葺のもよう

ー

提出で地幽間題はすべてかたずい

暦

ことによって︑禰拝興には敦蟹︑

遜開の針画で︑特別の聯態がない

十六万詩喝の大型商周炉を八一年

説遙会見し門電源三法が成立した

状から判断して︑大型炉戸での燃
料の儒頼性など数煎についてなお

ドイツと濁園との協刀による灘発

が行なわれた︒今回の知葛岡悪糧

たことになり︑柏崎・刈羽

ーー

する計画で︑圃接タービンサイク
ル研究では来無慶からフルスケー

間企爽は運台倣をつくってGA祇

③原芋力灘業・一九七三無

年三︑⊥ハニO・九︑U七︸二

取

隈りこの珠ま認潮されそう︒徐々

野で国際協力態勢を整えている点

三痒︑原子力エネルギーの利用
にドイツ化していく餓えだが︑H と結び灘外にHTGRを売り出す

との薩羅や属温プロセスヒート雨

RBではさらにヘリウムタービン 構えをみせている︒試験険萱の分

ル試験電設をNASAに誘ける醗
群細研究が必要と袴えられる︒わ

高濃縮ウラン燃料の撮線描麗上の

提藥件として①核燃料サイクル②

画もある︒すでにGA社により一 が国への墨入に際しては︑その繭

事謝もできており︑燃料製遭技術

国原子力婁員会︑薦警︑WAgH

一一一七四一七三

AGRの繹験から大型商用HT罠④緋黙プラントと二璽團的プラ

マグノックス炉や

開冤にはかなり慎策で︑ドイツと

▽イギリス
ムサイクル完成のための再処運︑

好灼鍾︒HTRの認鰐はまだ下り研︑

イツ化への改良︑ウランートリウ

炉もGA型で行く方針︒政府はド も往書すべきところが多い︒

発毒煙二麩併設を上本とした標国

もほぼ完成しGA社はノースカロ 政策③国際協力による研究開題を

爾加工枝術の關発および︑商溺

−七三一一〇㎝i五六

7ユ

資生堂

SPE（⊃IAL

＿バ剛！EbO

スペシカル化粧品

Z術開発

新エネルギー

菅記念研修館

劔7月3日〜5日⑳河口湖

今井隆薯暇・武井満男

㈱講師井上 力・村田

浩

これからの
@原子力産業

夏期シーズンに涼しく快適な河口湖
畔で原子力開発の諸問題について黙々
のテーマで噺界の権威者による短期セ
ミナーのご案内

九七三卑︑43搾︑CQNF

ント副画の現状オークリッジ国ウ
発醒炉稼働率低下に俸うリスク補

もよう︒族ず百三十万諺二級大型

⑤罪化石・化学燃料に関するシ
一
ンポジウム︵識劉録︶一九七ニー1
⁝
米国化学会︑溺惑︑六二〇
一

㎎月

蓬

太田蒋男・根橋正人

⑲講師倉本昌昭・山本賢三

産会員︶⑱定員20名︑詳

麟参加費三万六千円︵原

菅記念研修館

禽7月31日〜8月2日⑳河口湖

一

難戦灘響

醸温化路線が生きており︑韻近︑

炉一纂を碓凄しようというもの

@

@
@

幽
彌

原産・業務課︵105︶︻〇六五

細については次にお問合せ下さい︒

噌

ていないが︑鵡朧は蜜民で灘々准

顕する問題の検討と巽盤上の対策

原子カプロセスヒート協盆も殴立

．摯淫二藷L

鐸・米翠力麩譲⁝

○一−一〇六三︶へ︒

群雨闇済せは原薩・企醐課︵奮ム

騨

になっている︒AVRの大型化︑ 行︑闇もなくスタ⁝トが切られる
ライナに新燃料製造露玉を建設申

一1などについて検討する必要が

された︒丁質TR建設も融行中で で︑クリーンサーキットの概念を

鱒を催そうとしている︒

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

畠

●騨

鰭という三十の擾助を行なうこと

だ︒安金姓確保でとくに軽水炉と

あると蕎えられる︒

サイクル採用で独自の羅念を持っ

強く打ち出す一方︑懸灘縮ウラン

▽西ドイツ

の樒薫ライセンス契約白糖を機に

▽フランス GA数とC露Aと
ており︑燕気発生糖などでも新機

来件が生れてくる鑓能樵もある︒

※圏GA社の澱醗と この酪漿如何によっては大きな偲
が︑想定蟹故臆の騨傾などについ

異なった方針はとられていない

いってもよいほどだ︒二君慮力落

GAのものをその東蕊醸入すると

企漿力に余類の羅頼を流せ︑蒙ず
てはなお横酎中︒雛鱈用HTGR

を十分に知ることが第一だが︑現

の将来はそれに続く標難語の経験

0

一

闘

3回

第

第4

@
@
@

昭和49駕6月27日
新

業
子
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原

禰井県敦蟹市に科挙技術庁の原子力遜絡調整鴇溺務所が店開きしてから二無を縄た︒雄馬務

縁の下の力持ち

盛総務諏長補佐︶らが罪常な曹労

間である綱脇和冥界︵現在大臣宮

はほとんど知らず︑発足当時の仲

って鳴務所開設のための苫労は私

ア

1一︒それだけに入知れぬ悩みもあれば茜労も多

所は岡と地城を結ぶ蟹璽なパイプ役として︑原皐力行政の円溺化を支えている圏の出先騰関の

一つだが︑いってみれば
い︒そこで今膨は︑岡購務所聞設と意解に一目に航り込み？その濡動を軌誼に粟せて︑このほ

のオブザ⁝バーとして県知禦の一

﹁欧米原子力施設欄搾興調憲囲﹂

購務所が発足したとき︑私は

ど本庁にもどられた切代所畏桜井河骨氏に︑禰井原子力運絡爾堅窟箏土呂の時無聞をふりかえ
ってもらった︒

歓迎された
出先機関
昭和四十七年五月十五日は︑配

ものと思われる︒漁業沓の中には

発羅所を誘致するときは電力会
社は﹁放射能は一繭も出さない﹂

と欝い︑しばらくすると﹁放財能
は法津で定められた濃度以下で非
常に微懸ではあるが放出はする︒

しかし海薩生物や入体には影響す
ることはない扁と欝っていた︒と
ころがムラサキイ貝のコバルト60
問題が趨きれば︑今度は﹁それを

に知って臓う︑特に原子炉を止め

め晴早耳に遅れを生じ︑マスコミ

の確認︑臼後の対策の爆心等のた

子力塾主批判派の先生方と酎論を

が必罰なときもあった︒時には原

休愁

休憩

歴食

〃

玉繭式

うのも変だが︑これはかなりの効

いなことに飯井凝は衛生研究所︑

休憩

補講

謡し金いをしてきたQ自分から誘

果があったと考えられる︒特に反

対派の人たちのなかには︑これを

機会にトラブルがマスコミに報遵

されると︑その都慶閣い命わせて

くる人も出てきて︑われわれも麟

好都合であった︒しかし率いのは

実を詳細に説鴫できる機会ができ

やはり反対派の集翁で︑これは必

ずと雷ってよいほど︑夜か日曜臼

に行なわれることである︒これも

にはかなりひどい盤蘂を浴びるこ

辻瑠だと思って毘膳するが︑なか

わけにもいかず︑席を立つことも

ともある︒こちらは欝葉を稀げる

水熊試験場ともに鍛新の設備と優

ようなときは聰衆の大部分が反対

させられたこともあったが︑その

ッ子の私にとってはかなりの忍耐

できず︑もともと気の短かい江戸

ので︑発磁所とそれぞれ分担を定

舞な研究蓄︑耳門蕎を刑している

うな気がしていささか心細く思っ

派のせいもあって︑孤立無擾のよ

たこともある︒しかし批判派の先

め各穂の測定を実施し公表してい
る︒そのため例の﹁分折鞘当件扁

禦を諮うようで︑あきれると同階

うな先生に隈ってはなはだ極端な

なると勉強不足が欝立ち︑このよ

生のなかには少し突込んだ議論に

が韓きたときも禍井県下では大竃
な闇題にはならなかった︒

反対集会へも
積極的に参加

た︒もともと罪常によく勉強をし

に腹だたしく思ったこともあっ

〃

い麗麗等は趨こり翻ると蕎えてい

るような階は必ず公表することを

一つは発墨肋のガラス張りの運

一蕃目の地元の副産との語し含

同

る︒窮爽︑原子力猫躍衝の鰯止回

原子力発懸所の立地︑譜面には

転であり︑もう一つはたとえ反対

いであるが︑県下の螢成団体︑反

雌

〃

懸場員費切

加

数会定離締

｛2）

数と火力欝欝駈のそれを比製すれ

る・しかし地元の人達は前に述べ

ば︑大麓のないことは鯛らかであ

ことはもちろん︑環唖にも影響の

たように塩物︑人体に影響のない

ないことも承知の上で︑ただ単に
﹁止める﹂ということだけで漢と

した不安を感じているのは禦寅で
ある︒環境問題にしろ︑安全性聞

理解も高まってきてはいるが・わ

題にしろ︑鰻近は地元の入たちの

れわれも大いに反省すべき点であ
ろうと思う︒

地元の人違の理解と協力が必蟹で

一生食べ嫁けたとしても人体には 発電所の運転
影響がない﹂と醤う︑このように
停止を公表へ
は︑この次になにが出てくるのか

次々と霞うことが変っているので

早撮に不安だと訴えていた︒門放

要謂した︒その当晴は︑安金に間

必硬はないのではないかとの愈罠

接閲係のない鰹止などは公表する

も一部にはあったが︑精局は発砥

あるとよく雷われる︒しからば理

約に何をすればよいのか︑と言う

所が盛込した際は必ず公表するこ

解と協力を簿られるためには貝体

して間趨ってはいないが少し説明

問いに薄しては必ずしも明解な酬

とで各麗璽肋ともγ解を得て実行

問題があるにしろ︑それ以外は決

が不親切ではなかったかと思う︒

たちは噸務所の方針として二つの

えは遮ってこなかっだ︒そこで私

射能は出ない﹂と誘う誘い方には

当初からこれらを噛み台わせて︑

をしてきた︒もっとも中には箏実

それともう一つは︑原子力発羅

諸易ゆらお叱りを受けたこともあ

ことを指摘する先生もいたが︑あ

ていてわれわれも十分燃えるべき

放射線関係法規掛

嗣②

をして開設醸備をしてくれた︒な
にしろ宙分譲の摘書の孚配をはじ
め︑机一つ︑電綴一本ないところ
がら作り上げたのだから大変な蕃
労であったと慰う︒

蟹務所は聡豪したものの・誰ひ

もう少し心境に説明すべきであっ

ことを行なうこととした︒

駈の安傘穫に対する虚伝の行きす

派であろうと團接地元の人群との

たろうと蓼える︒

門太隔のように安定し

る︒

対団体のほか︑漁業墾口︑婦人団

〃

〃

念すべき沖縄本土硬鰯の臼である

と同購に科学技術庁福井原子力運
開調整官瑠務所の発澄の日でもあ
った︒科学技術庁には地方支部分
周として﹁水戸原子力出山所﹂が
あるが︑福井原子力遼絡醐整窟窮
とり興内の襲偶にくわしいものは
おらず︑それこそ西も繋もわから
ない状態であったが︑関係方函に

ま

ぎである︒

語し愈いを穰極的に進めることで

体︑欝庫隠等に対して︑繁まる人

の勉強不足を指摘すると︑﹁正に

るとき雑談になってから他の先生

密封線源の利雪

線関係法競

務筋は・次の如き叢猫を行なうこ
とを冒的に設麗された︒

も

欝臨織ハ

ていて蜜全である﹂と競いなが

ある︒

また逆に他県から視察に来られ

ら︑たびたび止めて膨理しなけれ
ばならないのはなぜなのか︑なん

席し︑謡題も原子力の棊礎知識︑

数の多少にかかわらず横極的に出

られたのが印象的であった︒

その撚り﹂と欝って下を戦いてお

〃

申

於cﾖ

一︑福艸圏内に麗かれる原子力

配職鵬翼壌錘ゾ
もムま

熱曳

満駿蟹
㌔

から待ち望んでいた﹁国の出先機

漂子力平和利用一般︑原子炉の安

望によって講筏形式や対謡形武で

金性︑畷境放射能讐と︑椙孚の希

班

放

施殴の殴圏まだは題懲に係る地方

も
︑

た方の中には︑バルブからの蒸気

塾

一番霞の発璽所のガラス張りの

箏

微なものは公表するな︑皮船派に

誤れとか︑ポンプの故障など︑軽

や

運嘗については︑謙蜜発璽所を醤

2

饗して礎うことが地元の人遷の理

攻撃材料を与んるようなものだ︑

ンr

となく不安に感ずる︑と遭う薦も

解と協力を偲る巖爾の方策である

とお叱りを受けたこともあった︒

ズ彬
ピ≧

多く聞かれた︒われわれから握れ

と考え︑手鑑所に対して所内で趨

ζ贈

ば︑原子力発電所も火力発艦蕨と

きたことはなるべく地元の人だち

挨拶に廻ると︑何処へ行っても鯖

関﹂がやっとできたと非常に認ん

岡じような構遣部分も多いので︑

B

7／30（火）

公共常体︑原子力醐業者・その他

と︒

曝鎌暫との達二割整に関するこ

二︑粟内に躍かれる原茅力施設
を醗躍した工場及び購業衝の周辺

瑠勝所の櫛成は科学技術庁から

の放射線の監視に関すること︒

四名︵女子職展一名を含む︶︑興

原子炉の安金性とは正接関係のな

耀擁整備の質料についでは︑幸

で歓迎してくれ︑これならばわり

習

鑓話591−6121（代〉

と楽に仕甥が出来るのではないか

実

日本原子力産業会議・業務課

ほか通産雀から二名︑原子力研究

高度の技術管の招慰︑再工商はも

所の実際の運転戯︑技術職鍛等︑

ちろんのことながら︑原芋力発蝿

エネルギーの必要性︑地兀で問

である︒

べき点のみを列挙すれば次の題り

多ノー髪！ーノー42−4霧
今国会で成立した門電源三法扁に

4ーンノ4−4うンノー！多
不安も桐総山らいでくると囲えら

より手当できるとして︑海産物に

いが︑原子力登切所の操作︑保膨

原子炉空任技術著ほど高度ではな

班

放書線遙蔽演習

1≧野田

職戯一名の醗五名が常勤で︑この

と感じた︒

現場にいたものとして今後考え

対する影響調直についてほ長い期

題となっている日露−例えば安

吟

A

5

所職鰍一名︑教蟹甫職畷一名が非

ってきたばかりであった︒したが

れる︒この闘題については︑近い

全性︑畷境間題等一について︑

この他の問題点としては︑地方

習

〃

り

行とともに欧米賭圏を調嶽して帰

うちに原子力婁墨金の環境安塗騨

で︑どうしても繋単独ではなく︑

間と專門的知識を必要とするの

ことにする︒

るべき問題点について少し触れる

で︑なるべく軽い機余に原子力発

門部会で結論がでると思われるの

船は下講業管の主任級の人たちの

地元に圃接ふれるようなPRや地 等に罐接たつさわる人たち︑ある

自治体の関与権︑急報義携︑環境

需＝

︐

実

の
の

ヂぼ

ρ・

常勤で︑常勤と非常勤舎わせて九

住民感情との
ギャップ痛感

家ず第一番目は環境モニタリン

水産庁のより横極的な協力が必要

グの件である︒現在福弾弓では︑

電所立地凝の閲係薔ともよりょく

Rが大切で︑これ 連合簿︑原挙力皇運技術者の翻を

元紙︑地元テレビ等を使ってのP

でなく例えば地温

らは一般的なPR さらに索くする必要がある︒

住民との対猛形式

であるが︑それぞれ閲濾する璽大

放射線適敷

璽線生物演習

ボ

名の二型部隊である︒

さて捜禦は地元の入たちと薩接

圏はモニタリングカー︵四十八痒

であろうと袴えるQ
二番臼は温排水

協犠する必要がある︒

ニタリングを爽施しているが︑前

の問題である︒地

これからの問題点

度整備︶による測定を中心に︑モ

にも述べたように︑興の衛笙研究

発の人たち︑とく

温排水の調査研究も必要

な珊項を多く含んでいるので︑十

〃

東東都港区新橋1−1最3

接触することから工めたわけであ
るが︑酸樹に慧じたことは︑われ
われはあまりにも地元の人たちの
原峯力に対する憩え方︑感じ方を

筋︑各発躍所がそれぞれモニタリ

に漁藁者は温田水

知らなすぎたと欝うことである︒

ングを実施しているQこのように

例えば環塊放射能問題にしても︑
浦底漉のムラサキイ賛から横出さ

第四に︑技術穫の獲成訓練であ

分憐囎な考慮をはらう必要があろ

もすでに検討を始めているところ

線医学総台研究所等で爽施はして

る︒従来から原子力研究所︑敬射

る企醐が必要と慰われる︒

へ放繊する放射性物蟹の総麗規制

Rについては企業側が主体で実施

をとるとか︑地元
ことながらら︑海巌生物に対する

の拡散篤囲もさる

影響について大きな関心をもって

していたが︑今年度からは国が稠

の義心等がある︒これらはいずれ

いるが︑これについては質料不足

は︑地元の人たちからも大きな進

極的に粟り出すことになったの

第三にPRであるが︑従来︑P の入たちに一緒に参加してもらえ
るが︑やはり国︑曝発電所はそ

を興施するのも一つの方法ではあ

もあってなかなか的確な畷箸がで

れたこく微細のコバルト60の件な 多くの機関が周様なモニタリング
ども︑地軸の入たちにとっては團

れぞれの磯務と分担を定めて実施

きないため︑漁業暫の不安が一

同演轡

7／29（瘍

智二等購灘難耀鞠

するのが最も効累触ではないかと

〃

込先：

接生活にかかわることであり︑こ
れまで鱈力会社が醤っていた﹁放

った一浪の鷹頼関係が一度にくず

射能は一白も出さない﹂から囎ま

密封線源

隔

榴井興趣からの愛称塞簗により「かもしか号」と命名
されたモニタリング。カー（48認証から配備）

う︒

〃

．

驚藤織期

いるが︑今後出すます原子力開発

（2）

：39，000円（講義・実習費含）原産会員外45，㎜円
：昭和49年7月15日（電話申込可）

・ @，，こ∫ノ蒙

務える︒そしてそれぞれのデ⁝タ

同

〃

瞬演習

放射線生物（1｝

蕊

は進んでくると考えられるので︑

放射線管理技量2｝

7／26（金）

謡歌

ザ

たものとして︑今後とくに貿悪す

〃

：30名

キノ

歩だと評価されている︒環堀にい

同演翌〔2｝

〃

ド

り

ユ

け
ま

騒つのるものと湾えられる︒温排

〃

放射線測定翰

：昭和49年7月22日（月）〜7月30目（火）
：東海クラブ会議室（1泊3食付3，900円程度）

ン唾ピ・㌻詩

水調畜の財源的描羅については︑

問演習｛1｝

P乍罵・演習

7／25（木）

放酎線とその物理

放躬線の化学作用

ﾙく
・・

㌶⊃●…・
声㌍
3
野

亀ら㌦
ご
」く

r％
●L

，r電，亀 @

、
f
へ請

㌔
智
、

をもとに︑團の中央評価機構で適

〃

／28（日）

放射線測定13）

7／24（水）

?用（21

受講者募集ご案内

7／27（土｝

〃

賰b

?詩…ほ｝

7／23（火）

了お・・
切な騨価をすれば︑地鷺の入獄の

放躬線管理技術

放躬性転位元累の

ｨ理演習

放射線管理技術

※1ユ

放射線とその物理

勲肇
務㍉

ってあのような聞題となってきた

〃

問

〃

②

同瀬翌

〃

（2｝

問

ｨ理ω

〃

30よりオリエ〆テー〆ヨノ

〃

放躬線測定｛三）

〃

放射練とその物理

7／22（月）

5蟹隈
1⑪〜17 40

P6

4蒔隈

〃

〃

放射轍鋼｛立元素の

P4●40〜玉6：00

3時限
P3．00〜1436

2時限

00

P0。40〜12

00〜10．30

三蟹隈

X

鋳閥

竃

保孝
桜井
叢『二二二二黎煙

讐避轄諏贈勲編慨難
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蝉

葬務1
羅二型職二二「ふけん」（手工）と原躍敦翼二丁所

一幽

＝

芸三

・湾臨
れ︑醤来に対する大きな不安とな

講義時里馬

li重
対話とガラス張りを貫く

勤騰漁魂㎞

藁；幕，

こもの二年間
哀歓こ

・

妻子〜1

リノ
い

［
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昭和49年6月27日

