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は︑原子力船﹁むつ﹂の放射線漏れ問題を契機に︑昨年秋からその発足が急がれていたもので︑原子
根幹問題にふれて審識︑検罰をす

的見地から︑わが團原子力開発の

いずれにせよ同懇談会は︑大局

氏が有力視されている︒

蕃膿調労働側代表も参加
十五日の閣議で︑原子力行政の基本的なあり方を検酎するため︑首槽の私的諮闇機関

力行政をはじめ︑原子力委画会を禽めた開発体制などを抜塞的に見瞳す作業を行なう︒興体的な検討

て︑同委厨会と並行して審議を進

より︑昨駕ヤ︸月にもスタートし

授︶と藍屋︑田中前鼻塞の指示に

韻会︵委彌畏︒大山義駕榮工大教

る門むつ﹂放射線漏れ問題調査委

応したもの︒すでに設躍されてい

て︑立て盧すべきだ

力行政について抜本的に爾検討し

力開発のあり方や開発体謝︑原子

に急速に縄まった

との粥に対

加が同懇談会の審議︒検酎にどう

て以来の出来ことだけに︑その参

たのは︑わが薩原子力開発始まっ

係の審識機関に労働代表が参加し

属に加わったのが特徴︒原子力関

けて︑総評︑日興から各一呂が委

首櫃の対謡と協調路線の方針を受

もできるだけ参加させるとの三木

関などのメンバーに︑労働側代表

十四名だが︑政府の諮問・審議機

関係二︑労働墾篇目︑財界︸の計

で︑こういった面を重視して検討
を進めてもらい︑今後の原子力開

示して欲しいと考えている︒

発のもっとも望署しい方向を指し

国民の信頼得
られる行政へ

問題を申心に考えた場合︑現蕉の

進めていけばよいのか︑また安全

の行政はどうあるべきで︑いかに

なっているが︑安全性確擬のため

すことになるので︑翼剣に取り凄

産業に対して重要な役割りを果た

将来の原子力行政あるいは原子力

子力行政懇談会の取り編み方が︑

れるかどうかが闇題だ︒今厩の原

に取り組むことになるが︑具体的

な点については︑三月十八日に開
かれる初会禽で決められる予定︒

しかし︑これまでの経緯からし
て論議の中心は①原子力委麗会の
あり方︑性恪や権隈︑位瞳づけ②
実用化時代に対応した原子力行政
機構の整備︑改藁⑧開発と規制の
分離問題④国民の僑頼性回復の異
体簾⑤総舎エネルギー政策および
計画と原子力政策︑開発計画との

関係⁝1などになるものとみられ
ている︒期闇は六か月から一葎間

政策に大きな膨響を与えるだけに
今後の審議が注目される︒

墨型は次の遡り
有沢広巳︵聚大毒襟教授︶︑石

原周夫︵開銀覇気︶︑稲壇軍国
︵同盟副会擾︶︑円城春次郎︵B
経新建社畏︶︑大木麗彦︵韓日新
聞論説委員︶︑木村守江︵福豊凶
堅塁︶︑酒井瓢二︵総評劃議擬︶
田旙英三︵立大教授︶林修三︵元
内閣法制局長官︶︑伏見康治︵名

エネルギー対策委員長︶︑向坊隆

大名嶺教授︶︑松根宗一︵経団運

︵藁大教授︶︑矢部知慰央︵敦賀

市穫︶︑山縣畠夫︵藥大名襟教
授︶

閣富騨掻窟を訪ね核拡敵防止条約

になってしまうだろう﹂などと述

もっと権威をもて

原子力委難壁の仕黙だ︒行政問題

やればことたりる︒むしろそれが

が匿のとるべきみちに関しわれわ
れの考えるところを述べ︑政府が

﹁核拡敬防止条約再検討会瓢﹂

で︑現在のメンバーは溺川秀樹東

太教授︑朝永振一郎発藁教大学長

司︑大河内一男両単声大総撰︑欄

の両ノーベル蹴受蹴暫を含む茅誠

上本婦人平和協会会畏の各氏︒故

村環鼠恋YMCA会擬︑上代たの

すべての国に率先して努力するよ

た︒そして一日も暴く﹁核拡散防

ーだつた︒

川端康成氏も生蘭︑岡委のメンバ

う︑田中前総理に蟹整いたしまし

に関するわが国の国際的立場を明

保阻描齪協定は︑NPT加盟各

総長との間で箸なわれた︒

ア大使とエクランドエAEA蝦務

︵現地時間︶︑藤山駐オーストリ

止条約﹂を批准することが︑平和

確にする上で必要不可欠であるこ

合意事項確
認で仮調印

﹇呂

言

ア

アイソトープ部

とを主張しました︒

は目前に迫っております︒核拡散

ほとんど解淡済みであり︑原子力

防止条約のもつ闇題点については

も︑条約の早期批准を政府に頚慰

婁厩会および日本原子力産業会議

﹁ジュネーブ蟹縮婁魔金﹂の加

していると聞いております︒

た三木総理におかれては︑今こそ

入になみなみならぬ努力を払われ

決断を下される聴であるとわれわ

は日本の総理として核兵器に関す

れは蓄えます︒そして︑そのこと

る世界の流れを変えるための第一

す︒

歩を踏み出すことであると思いま

平和憲法を有し非核三原則をか

かげるわが圏は︑国際社会におい

世界平和アピール七人無碍

励告を行なったのを手始めとし

成の巳に第十回麗日総会向け平和

された不備不党の有志の集り︒結

える機関として昭和三十年に締成

本国民のコンセンサスを世界に訴

会は戦攣と軍和の遺題について日

◇

れは懲ずるものであります︒

べきであるということを︑われわ

て核照縮への主灘的役鰯を果たす

則をとり続けているわけでNPT

努力している︒わが国は穽核三原

これまでわが国が鍔際的な場で霊

会見で﹁ここで批准しなければ︑
︵NPT︶の學期批准を求めた三
木首相宛て要望轡を孚渡した︒

とが軍和に開するわが醐の国際的

べ︑祉会単坐義の問題にもなりか

嚢望は︑﹁NPTを批准するこ澄し続けてきた発欝がまったく無
立堀を明確にする上で必要不可

た要墾の内容は次の通り︒

七人婁展会が爵櫃覧て聡し入れ

ねないことを憂慮した︒
﹁わが

欠﹂としだ田中前酋相宛て要望の
趣雷をあらためて強渇し︑

國は︑國際社会における核蜜縮へ

いくつかの訴えを行なってきまし

諮でいえば

委員会のあり芳が鬼歯である・

う国民の重三を逓成し世界の煽止

購港難
永続する翼の徴界平和を樹暴

周席した内山尚三瑠務局擬によ

た︒とくに昨年インドが地下核実

るために︑われわれはこれまで︑

ると︑井出冒罵畏蜜はこんどの要

験を行なった時︑核拡敵の運鎖反

る﹂としている︒

の主灘的役製を果たすべきであ

塾に対し﹁﹃酋椙もほぼ同じ蕎え

応が激化する危険性を憂処し︑わ

から考えていただきたい︒そのた

熟を翁葛ことが藷の瀦
方であり︑早期批濫ということで

めには安全壁間題が中心となるだ

発﹂を分離し︑それぞれに独立さ
せて進めるべきだ︒こういつた方

としてはやはり﹁規制﹂と﹁開

つことが璽要だ︒極端にいえば︑

議して欲しいと思っている︒

向で原子力行政懇談会は検討︑審

性︑儲頼性といった面で権威をも

あとの原子力行政などという問題

ということになる︒独立性︑中立

この点ではいま非常に欠けている

は︑ちゃんとした原子力婁員会が

頼を得なければならないわけで︑

主︑民鑑︑公開の一二原則をハッキ

行政の整備などといった闇題は︑

容に移ったといえる︒機樽改革や

ものがある︒初心にかえって︑自

リと打ち出し︑それに対応した行

体制の抜本的な見世

卜卜−耀・原子力行政と開発

⁝解説

ややもすれば﹁泰山略養して・﹂

を行なうことを義携づけたもの︒

ことがないよう・1AEAが査察

が︑はたしてそれに応えてく・れ
・る
︐︑︐︑︐︐⁝︑︑︐︑しを求める霞は︑む

隠匿躍協定締結のための第五次予

政府は現在︑第五次予備交渉の成

核拡散防止条約︵NPT︶下墨国が核物質などを購翼に転身する

一NpT保陣晶群灘協定i
発の将来をゆだねるという︑国民

備交渉で同定定案が成文化︑内容

といった難壁になりがちだが︑今

ば︑原子力行政は今後も混迷を続 界︑地方自治体などの樽識者から

の大きな期待がかけられているこ

粟を受け協定案各条の詳細検討を

園の行政懇には︑日本の原子力開

強くだされていた︒とくに原子力

鮒にも﹁ユーラトム並み﹂査察の

えてくれないということであれ 政府・臨民党をはじめ産業界︑学

けることになるだろう︒

適用で成蜜を得るなど全容がほぼ
ある︒

とを政府は十分わきまえる必要が

でのNPT批准を経て︑岡協定締

急いでいるが︑引続き今後︑国会

を踏みたいとしている︒

結に関する本格交渉開始の段どり

確認

調印した︒仮調印は懸垂午前十時

する雀躍もあって︑同協定興に仮

これら諸点の舎恵薯項を

一十六日︑

羅論郷髪螺薦礪灘

枠内だけに終始することなく︑エ

は権威をもて う・という種機感に襲打ちされて
いるだけに︑切実な響きをもって

ネルギー颪年の大計から取り纏む

纂議にあたっては単に原子力の
三宅暴雄日本学術会議原子力問

いた︒原子力行政懇談会が設圏さ

べきであるつ︒

わが国の原子力開

題特別委風喪

整ったが︑政簡は二月

原子力委員会

かどうか︑疑問もでてくるが︑応 つ放射線漏れ触発を頂点として︑

るだろう︒期待するものは大きい

政をする︑ということが基本にな

首相に要認轡を手渡す7人婁の朝永代衷（右）ら
という︒朝永氏らはこの後の翻者

¥七日年前︑善相々邸に井出内 批准は当然のことだ騙と語った﹂

朝永振一郎︑大河内一男両婁鷹は

盤界平和アピール七人委囲会の

核軍縮で主導的役割を
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をメドにしており︑座擬には有沢

っては︑これからの田本の原子力

ることになり︑その方向づけによ

婁麗の内訳けほ︑学界五︑地方

運れての設麗となった︒

同盟から委澱が参加しており︑政府の前向きな姿勢が注冒される︒
今回︑設照された原子力行政懇

める方針だったが︑田中内閣から

懇談会は︑わが国原子力行政︑

反映するかが塗込されよう︒

σ⁝⁝

安全性重視で
開発の指針を
佐々木磯武科学技術庁議官︵漿

たま﹁むつ﹂の放射線漏れ問題に

たま

よって︑原子力行政を異志すとい

菊池換治膏森蝦むつ市畏

政懇談会がこのほど設麗されたわ

懸案の原子力行

けだが︑今後の原子力闘発をどう

うことだが︑将来の原子力開発の

原子力委皿畏︶

進めていくか︑など十分な審議︑

原子力委員会のあり方や性格︑位

んで欲しいと思う︒当面の経口性

核防条約批准を急げ

ろうが︑この安全性も国民的な儒
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を受けて︑滋初予定より約四か月

三木新内鰻への政権交代のあおり

わが国の原子

﹁むつ﹂の放射線漏れ問題を契機 自治体二︑行政機関OB二︑報道 な審議誤題︑方法︑期間など詳細

談金は︑昨年秋に起きた原子力船

開発体制の抜本的な改革︑兇磁し

課題︑方法︑期聞などについては三月十八日の初会舎で決められる予定︒また︑同懇談会には総評︑

として有沢広巳原産会農ら十四各の学識経験蓄からなる門原子力行政懇談会﹂を設幽した︒同懇談会

政府は二月

行政懇談会を設置鶴
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﹁むつ﹂の経験を十分に生かしき

ためにはよいことだと思う︒ただ

圏づけをどうするのか︑いまやわ

世紀の麟蔑の健康に留隠する立堀

などといった観点でなく︑二十一

に安全問題が原子力開発の焦点と

検討を尽くしてもらいたい︒とく

が国の原畢力行政はターニング・
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三木︶

後

ナショナル︒プロジェクトとして

現状について講演する︒中唐健太

理建設所長は︑完成間近いわが圏

郎鋤力炉・核燃料開発罷業団再処

を中心として目わが濁の原子力論

系系
次次

水質調整装置（薬液注入装置、試料採取装置、各種分析計、復水検塩装置）

帰＝

P＝一

総禽研究所陞土量礎研究部第四強

エルニリン副駅務総擬が加わって

記塞擾︑さらにIAEAのY・進
チめられている選心分離法の開雛
パネル討論を展開する︒

初の再処理緬設の建設と試験・運

動力炉醐発一その爽績と経験月
丸山賢三郎中国浮力常務取締役が

転計画︑プラントの特長を語る︒

理叙説南洋は︑團際的な視野から

C・バック萸原子燃料公社爾処

わが国の軽水型原子力発獄所の再

核燃料サイクルについて技術的︑

発状況︑運紙実績とその経験を紹
介する︒

方︑綿森力賑立製作所
常務取締役は軽水炉の国鰯鯨率向

経済的警察を舶える︒

る必要があることを強調する︒河

べき体制闇題に端を発するもので

争の多くは︑関発の進展に対癒す

原子力開登への提重一体劇問題

上の推移と國産化の現状を紹介し

内武雄動力炉・核燃料闘鎌継業団

自主技術開発をより璽点的に進め

副理頭熱は︑軽水炉に続く新型動

では︑原子力の菓たす役割への理

されてきている︒このセッション

Rの聞発の状況について認演ず 契機に︑その整備がいっそう要請

力炉の開発の恵義とATR︑Fあ
Bり︑原子力船﹁むつ偏の間題を
る︒家たG・バンドリエス仏原子

くかについて︑原子力曙発の体制

解と僑頼をいかに広く深く欝て行

力庁原子力産業応用挺当理嚢は︑
同国の高還増殖実証炉﹁フェニッ

るとともに︑電気出力颪二十万K 問題を中心に各界から選言と提 爵

クス﹂の簸新の運転状況を紹介す

Wのスーパー・フェニックス煙の を求める︒まず︑原子力開発利胴

とめた向坊隆束票大学工学部教授

建設謝画について群擁する︒A・ 実行計画委澱会の立地部畠長をつ
M・エイキン・カナダ原子力公認

について謂演︒ひきつ

購︑田中薩治郎萸東羅力副社長︑

維禽連舎会長︑木粒守江禰鵬璽知

達禽湿気︑及川孝平金国漁業協岡

づき︑稲垣武臣全国躍力労働組禽

進めるか

副総裁は現在二薦六十万KWが運 が これからの原子力開発をどう
などを紹介する︒

転されている璽水炉の実繍と特蔑

聴講霧雲轍
溜浄巻濫㌦令漁競バ︾芋蔓建㌦轡㌦鯨

核燃料サイクル上の璽饗縢題11 職漁泰雄日本学術会識会麗︑山本

によるパネル酎論に入る︒各界か

賢三霞本原子力研究所理畢の答氏

まず︑吉隣俊勇日本原峯力発電常

設プロジェクトにおいて指纒的な

らの慧見をとりしきる議擾は天田

役割を果たした︒一九六二年AE 務取締役が︑核燃料サイクル全般

士︶︒一九四九蕉AECLチョー
A化学プラント設計担守部穫︑七 を概観し︑それぞれの問題点を指

力委費が特別謬幽する︒

ィスカッションには稲蘂秀三原子
炉・核燃料開発宿業団西伯二君は

純之助朝臼新聞論貌婁綴︒このデ

門を担当︒

：サンフルフード、完全無漏洩キャンドモーターポンフ

﹁需一

嘔＝

午

稲垣武臣、及川与Ψ、

︒＝嘗

＝口

後

原子力開発への提響一体翻問題を蘭心としてG300〜16｛X））

開発の経緯をふり返りつつ︑現在

臼︵水︶

u演「これからの原∫力開発をどう遣めるか」（向坊隆）

わが國におけるウラン濃潜門術の

ノ︸

u演「核燃群サイクル｝の幽間題」（Cバノク）
部長︑田島弥太郎國立適当研究所

講演「カナダにおける璽承炉の超転経験」（、Nlエイキノ）

形質皆伝部長︑松岡理放射線医学

月

講演「わが悶における、TR・F｝管完σ）開発」伸辱∫内武雄｝

一＝

＝鼎

後

講演「軽水嬢の自重膚技衛確立1の諸問題と対策」（綿繰力〉

摘︑その解決のための国と二天の

・原子炉物理部長などを経て︑一

ECLの技衝開発郷長︑改屡計画として参画︑七四隼から罵処理部

飼穣装の原子力発電所用機器

第八回原産無次大会は三月間一日︑イイノホールで三曝闇の羅をあける︒今無の墓調は門こ

曽謄一

ノr

動力炉閣発一その実績と経験（1330〜正700）

亭＝甲

曹謄＝

巴

そのための準備は進んでいないよ
うにみえる︒このセッションには
その回笛を得るためにも必要な原

にしょうという轍國が込められて

子力と曖嶢との関係をまず曉らか

いる︒習頭︑韻島英三立教大学教

た原子力の特質について講演︑こ

授が環境鎌全という測器から捉え

れをうけて︑一本松築磯日本原子
力発躍会長を議長に燦至人共同通
僑論説副再三畏︑満瀬七草藥崇大
学助教授︑左愈正雄都立大学工学

握当副総裁︑七二鋸ホワイトシェ
ル原子力研究所担蚤︑七四銀製品
担当の各副総裁を歴任︑七五琿総

C︒バック︵英︶

務・回議担当齪総戴︒

木村守汀、田中【貞治郎、二宅泰雄［1体賢く

m

F増

ルギー圏立の問題を原子力との関

べ無

燈
馨脅

慕︸

一九四六

英原子燃脳公社薄処理部担当理
一九一六年生まれQ

年以来英国の原子力プロジエクト
に参画︒スプリングフィールズや

講灘わが糠農縮技術開発の現状」（瀬用星1男）

講演「動燃。再処理継設の建設・運転計画」（中島健人郎〉

れからの原子力開発をどう進めるか⁝新たな園際闇闇でのエネルギー自立化への努力⁝﹂︒原

二牌

遼において捉えて行く︒J・W・

鋸からIAEA技術叢誌局高級職

3

、
1

ウィンズケールの核燃料製造︑爾
処理施設︑さらにはドーンレイ︑

30〜12｛X｝）
核購料サイクル上の重要諜題（9

リェス）
u演「フェニノクスの初期の運転経験」（G・バノ1

）
講演「環境保全における原∫二力開発の特質」Gll局英

産の猿子力開発利用突行計画蛋員会の提霞を醇漿に展開される各セッションの流れを遣ってみ

﹁＝

を一堂に

︸ものとして現在検討されている代

月

イトを占める原畢力開発について

譜

原子炉部長などを歴任︒第一園原

気蠣業グループ担擾醐社畏を経

麟をつとめた後︑六九年クルチヤ

聖︒

巌年次大会にCEAを代表して参

て︑一九六九年ウエスチングハウ

トフ原子力研究所に凝り︑七一鎌

A︒M・エイキン︵カナダ︶

いて講演した︒

加し︑岡園の高速炉開発計画につ

氏など同機閲巖醐婁綴畏の特別輔

ス・パワーシステムズ被社長︑一

oO｝日本r業クラブ
30〜1q
レセプション（17

よう︒

内外の声

替エネルギーの開発一とりわけ
シンプソン米原子力解熱会議会辰
︸

なく︑繊界に共通する問題だとし

講演する︒一万︑細意彰NHK解

ヨウた

て国際曲な協調を呼びかける︒ラ

ワや うぐつ

社長が壁鮪経過を禽めて開会あい

ウデン氏は︑米原子力意気会︵A 説総論畏は︑エルギー問題解決の

のエネルギー源の環境に及ぼす影

（∫、、ノノプソノ〉

努力を芳向づける︒瀬川正男動力

生まれ︒マクギル大学卒︵化学博

稲彙秀㌃

特別参頒

の緊急課題」（〜1［瞬f菱男〉
クルー
二丁轟直「核撚承手サイ

岸田純之助、バ不リスト

鍍長

p不ル討論

実行計画委の提言ふまえて
繊第綴⁝勲露欝
原子力に蟹点を開いた開発政策に
は︑米国がとりつつあるエネルギ

うぐ ウ

さつ︑ついで擁沢広巳日本原子力

EC︶が発展的に改組されて誕生 ためにわが國が志沸すべき方向を

や行動はEC域内だけのものでは ー薗立醗画とその中で大きなウェ

誘及︑そこに盛り込まれる考え方

ウサ ゥ

麓業会議余長が︑蹟産の原子力開

した原子力の規制機閲NRCを代承唆し︑Y・チェルニリン国際原 ギー確保と環麗保全の罰立という

環境保全と原子力開発琶エネル

まえつつ所儒表開を行なう︒佐

子力機関︵1AEA︶副顯務総長
今日の課題に対して︑簸も実際約
の園答を螺びくためにはそれぞれ

な選沢となり得るものは弼か︒こ

表して︑来国における原子力安全

てエネルギ⁝自立化への道を歩む

は各国が原子力をよりどころとし

々木原子力婁興長の所感にひきつ

エネルギー総周長とM・ラウデン はわが国の原子力安全行政にとっ

づいて︑F・スパ⁝クEC婁員会政策の今後を展墾する︒その内容

にあたって必要となる原子力探勝

響を岡じ土俵の上で評価する必要

来原子力規制委鑓会︵NRC︶婁ても多くの示礎を与えよう︒

のスタンダードやガイド策定につ

新たな国際環境でのエネルギー

員の特勝講演︒スパ⁝ク氏は︑鍛

これまで必ずしも牽分ではなく︑

があろう︒しかしそうした努力は

講演ヂ工不ルギーと国際的秩序3（緒方彰）

ニック卒︒CEA物理研究部畏︑九六八年動力炉マーケッティング

を呼びかける︒

籍たな国際環境での山開ルキー脅立化と原子力開発

してIAEAに転出︑現径に至カナダ原子力公社︵AECL︶
など英原子力公社︵AEA︶の建
A代嚢として参加︑講演した︒

家れ︒パリ・エコール・ポリテク

講演「錘本における軽水炉の運転経験について」（丸鐵賢三郎）
…2

チェルユリノ〉
講演ド原∫力雛発1の諸問題と国際協力」（、

｛X））
30〜17
（14

火

カーペンハースト・ガス拡散工塀

左合虹託雄、田島弥太郊、松岡理、、チェルニりノ

3

・本馬脚磯、パ不リスト二本瞳、清瀬晒
パ不ル討論議長
rll∫

女）〜1221＞）
環境保全と原子力隔発（9
午

（XDホテルオークラ
30〜14
午さん会（12

いて︑各国の関心を喚趨し︑協力

ョンは今大会の基調でもあるエネ

講演「アメリカにわける原∫カエ冬ルギーの現状」
）

協樗￠ぜ競硯鰭窃バ巧バ巧補バW

關会センションー今大会の藥楠

り

特別講演ギアメリカにおける臓∫力麗制」（Mラウデノ）

発利用実行計画委員会の鐸爵をふ

婁員長白沢露︸郎日本原子力発醒
や ウ ノウ

原∫力委員長所感（佐々木義武）

熱線織製織灘

特野購藤ドCにおける工不ルギー政策」（i蒐スパーク｝

近ECが策定したエネルギー政策 心立化と原子力開発一このセッシ
を紹介し︑これと密接に関遡する

膨士︑セントラル・ヒル大学︑ウ

一九五三年司法雀入り︑民購訴訟 デミ⁝卒︑ピッツバーグ大学工学
を担当︒一九五八駕から原子力婁
オフォード大学蓬蓬科学博士響を
受く︒一九三七薙ウエスチングハ

隼クルチャトフ原子

まれ︒モスクワ工学物理大学卒
業︒一九五

特別四二わが山外父と工剰レ￥一lil麗」e陽信1二
1葉

10｝
3（ト12
二会セノンヨン（9

フランス原子力庁︵CEA︶原クリバー原子力研究所に入る︒A 三鰯英原子燃料公社の運営に理黎

y︒F︒チエルニリン︵iAε G・バンドリエス︵仏︶

た︒

A︶

九二八年モスクワ生

麟際原子力機関︵IA週A︶副子力産業応簾局擾︒一九二〇駕生
珊務総鍵︒

〒150−9三東，1轍㌧谷【・・批ノ・3丁目43番2号（蹴装ビル）岱（03＞（442）8311（｛℃表〉

社

lllj

3

良β〉、原貯留1む州，俵明（イ輩沢μ、巳｝
準備委員長挨拶（自沢蟹

る︒第五回原産年次大会に亙AE 副総裁︒一九一八蕉サスカツーン

佐を経て︑カルテル・企叢簗中部

照年サゥス︒カロライナ州グレン
・スプリングス生まれ︒海罵アカ

》飼写災装株式曾私

い

第8回原産年次大会プログラム

三鎌には米原子力学会露量を勤め

ィサーに就任現在に量る︒一九七

料供給機関購務周長に転出︒一九

M・A・ラウデン︵米︶

六七年から現職︒

米原子力規制委騒会︵NRC ︶

れ︒ミシガン大学卒︵法学博士︶︒

婁輿︒一九二八年デトロイト生ま

米原子力産業会議会長︒一九一

九七四蕉WHディレクター・オフ 再び技術業務局担当灘三盆総長と

繭の繋
翼翼i

原子力共間体︵ユ⁝ラトム︶核原

馨

力

原

無原子力蚕員会のべティス原子力

ウス社︵W薮︶に入社︑一九四九

ノーテラス辱の艦用言設計︒建設

研究駅︵WH運営︶工学部次長︑

九五五年同研究所所

員会︵AEC︶の法律闇題に関罠︑五八隼WH副社長︵五九薙原 力研究所に入り︑五七卑から六五
庫まで原子炉研究室長︒一九六五

ルギー総局築︒一九二三隼ベルギ

にあたる︒

熱騨響

与︑六五隼A￡C法務宮︑七一葎 子力部摂謙粉︶︒工学・研究︑電

欧州共岡体︵EC︶婁員金エ ネ

無血

熱

︵法学博士︶︑ケンブリッジ大学 からAEC規制担議総合法律顧問

間︒一九七五銀︑AECの発展的

豪婆多

ー生まれ︒ブラッセル自由大学卒

ッセルの国立科学研究基金特別研

改繕によって新設されたNRCの

補佐を勤め︑七三年総禽法徳顧

究騒︑ベルギー圏寛銀行を経て一
婁騒に就任︒

卒︵経済学士︶︒一九鰯八鎌ブラ

九五一 年欧州石炭・鉄鋼共同体に

爆

長︒︸九 六 〇 薙 か ら 約 八 駕 間 欧 州

﹂・W・シンプソン︵米︶

ち

ζ砥

総合的サンプリング設備（各種試料採取装置、各種分析機器）

BWR
PWR1
PWR2

X

醐

8 回原産年次大会

入り︑3・モネ氏︑R・メイヤ ー

賦㌃
〜

解、 惣

本

サンフルフード

餐

（2）

第765号
（第三種郵便物羅葡

新

業
産

子

昭和50鐸3月6B

嗣

高

プロジェクト委設置
聖子齢民間育成に柔軟姿勢

り方が検討されることになるとみ

側は︑儒頼できる装醗の供給︑プ

政府沓石の三島堀で供給され・濃

で自立すべきだ︒濃縮ウランは︑

て欧州としては︑濃縮ウラン供絵

見をまとめる方がやさしい︒従っ

醒することができる︒濃縮ウラン

止めてその消鑓電力を一般用に送

備藤があれば︑運転鰯止は大きな

年度政府予騨では前年魔比一億三
隻瞳にならない︒

縮ウラン生産関係の一九七六会計

ウラン生産国ではなく消麗国で生

﹁米国のウラン縷縮能

一︑ウラン濃縮工堀は電力湖面

手が可能である︒

を行なっても他の供総先からの入

あれば︑ウラン生三国が供給削減

輸送されている﹂として厳璽に抗

十分な安金条件を満たすことなく

興知窮に対し﹁一部の危険物質が

アルフレッド・クルーゼ村憂は︑

この禦故についてセルビアンの

で四十八時間かかったという︒

トで再舗装された︒この間置旧ま

ってはがされ︑新しいアスファル

逃したアスファルト部分が切り取

で洗浄︑ウラン酸ナトリウムが付

うことを確認してから肇遵を蒸気

数輩で放射能がほとんどないとい

の好手段として︑電力舗要が惣憎

放射性物質輸
送対策検討を

した鵬倉には︑濃縮工場の運転を

一︑自國内にウラン濃縮工堀が

千八着万が繕︵うち一億二千万が
産する方が望ましい︒

憎加分︶の約五億五千四酉三十万

が拡敬三工場で使讃する霞力鑓の

シーマンス長官は墨窪に就任

がが要求されている︒

を行ない︑

業界︑霰力界の代表らと重し禽い

状を把握するため︑何度となく産

後︑民闇ウラン灘縮顎叢推進の現

られるが︑この点についてUEA

ン濃縮役務の隅代わり保既などの

ラント建設が運延した場禽のウラ

ような政府擾助がプロジェクト捲
進に欠かせないと握個している︒

力を拡大することになる民闇の濃

︻パリ松本駐在艮︼原子力発趣

仏で輸送中事故起きる

また︑童心分離法ウラン濃縮プロ

所計画の促進をめぐりフランスで
は現在︑蟹哲両軍︑それについて

迅速な政鷺鰹助を必要とする段階
にきている﹂との見解を表明して

の論争︑住民運脚が活発化しつつ

縮産土確立に対する努力は現在︑

産蒸計画の調整にあたることも同
おり︑民間援助に柔軟な姿勢を示

あるが︑これらの鋤きに影響を及

ジェクト拡大について︑産藁界の

婁嫡会の検討項薗に黒まれる︒
している点が注目される︒

万ジSWU目ンスと北フランスで趨こり︑問題

ぼすとみられる放鮒性物質および

米国のウラン濃縮役務は現在︑

使用済み燃料の輸送購故が南フラ

ており︑八五年の

のは先月十二臼︑放射性物質輸送

て工藁科学省は﹁ウラン酸ナトリ

指摘されている︒この抗議に対し

の荷台におおいがなかったことが

議した︒この抗議の際︑トラック

圖では原子力発電所計函が遅延し

ペズナ︑ベジェ間のセルビアン

中のトラックが麗麗戦士凱曙線の

繭フランスでの輸送璽故という

体︶諸国の原子刀発電計画を考騒

ているのが現状とはいえ︑対※依

要するが︑現在のEC︵欧州共闘 か実麗しない毘通しだ︒一方︑米

三十ジSWU︵分離作業単位︶を標に対して二千〜三千ナSWUし視されている︒

所一瞬のスタートアップには二酉

一︑出力百万KW級原子力踊躍 のウラン濃縮総堀建設計函は遷れ

露加を究極冒標にしている政府⁝

米エネルギー口写開発局︵ERDA︶のシーマンズ轟窟はこのほど︑周内に民間ウラン濃縮プロジ
ェクト織目会を設圏︑民聞主導のウラン濃縮産藁を確立するために政府がどの程度の滲加をするのが

ラン濃縮工堀を建設しようという

妥当か︑また産油界の政府擬助要求が正塁なものかζつかなど︑ERDA都穂極的に検討に桑り出す
ことになった︒

五千万がを投署してアラバマ州ド

ーサン近郊に年間能力九千ジSW もの︒政府が開発したガス拡散技

今回︑局内に設躍された民閣ウ

ラン濃縮プロジェクト婁醗会は九
U︵分離作業単位︶のガス拡敵ウ 術の髄用をめぐり︑政府援助のあ

釦麹聾酬消費量の10％を備蓄

光輪の濃縮自立化を

ERD A の 挺 当 留 で 占 め ら れてい

名のメンバーで構成され︑すべて

のウラン濃縮・総會還転計画握当

る︒婁腿長には生塵︒物間管理部

部撰禰佐の﹂・L・シュベネセン
氏が指名された︒同委鼠会の藁務

は他のERDA簗務に比し て 巖 纒

存のウラン濃縮能力には疑問があ

る羅またはグループはその地位を

四頁詩藻︶の一部が車避に敬乱し

中味のウラン酸ナトリウム︵懸盤

賊していたドラム衝二個が落下︑

の測定で確認されている﹂との齊

は放射能はないことが特別作業班

を要しない︒処理後の膿故現場に

︵エロi興︶で衝突を超こし︑櫨 送は他の鉱石同様とくに安岐描麗

ウムの放射能は極めて微羅で︑輸

ーロディフ社の第二工堀が運開し

る︒

すると︑一九八五〜八六年にはユ

なければならない︒また八○無以

一︑一九八○年代にはウラン纏

の勢力会社からなるOPEN︵欧
縮分離作業羅が不足することにな

降の彌要羅を予測すると︑欧州で

︻パリ松本駐藷欝興︼欧州七か國

に検酎結累を痩蜜に報明すること

不足すれば︑ウラン灘縮価格は四

ろう︒憶騨的に分離作藁麗が二％

先されることになっており︑早急

州原子力発躍企藁機関一驚力三

PH製加盟企箕としては︑細蟹羅 とに一基︑世界では二年ことに一

傍ないし五倍にも値上りする︒O は九千誘SWUプラントを五年ご濃縮についても︑独占的地位にあ

権看千七蒼四十四人︵村民人口約

ベルク癬政府は警察隊の出勲を決

た︒このためバーデンーベルテン

八曝から建設敷地を占拠しはじめ

をとっている︒

止し︑鉄遮輸送に切り替える描醗

射性明麗のトラック輸送を嶺分解

︻︑石油の場台と岡じくウラン

十数社が謬加︶のピエール・ビア

て︑ベクテル社が推進しているU ール会長はこのほど︑欧州は濃縮

原子力庁︵CEA︶マルク1ル・

開を発喪した︒しかし︑フランス

まず同型麟会の検謝瑠贋と し

になっている︒

EA︵ウラエウム︒エンリッチメ ウラン供給で自立していかなけれ

交通盤断され︑そしてガイガー翫

たというもの︒このため闘国道は

の一〇％を上回る羅を備薔してい

乱用しがちだ︒また生産暫の悪向

きたい愈同である︒

をとりまとめるよりも消費者の悪

ばならないとの点を曖らかにし︑

︸︑ウレンコ︵欧贈三国共同︶

山隠次のように語った︒

基ずつ建設していく必硬がある︒

ント・アソシエーツ︶翫画があげ

二千八函人︶の九二％に当たる千

の住属らを実力で耕除し︑伐採な

定︑二十日に占拠していた数百人

ン酸ナトリウムを含むあらゆる放
イツ申事のバーゲン⁝ベルテンベ

建設計颪に分煙早婚八十三︵葺五

KWS︵ケルンクラフトベルク・ 六百五人が投興に参加︑その結果

ルク州ウィル村のライン川沿康に

％︶︑反対六齋九ナニ︑無効︻二十

ど準傭工瓢が進められた︒しかし

み燃料を横載したトラック︵稻載

き翌十三臼︑西ドイツから使用籏

羅齎十沙︶が北フランスの国道五
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千KW︵療法出力璽二＋厳万九千 とわずかではあるが同計画はウイ

﹁方︑爾フランスでの製麺に続
力発電駈︒試味出力颪二十八万三

KW︶の原子炉二碁が設躍される ル村民に支持された︒

十五弩線のシャトー・サラン︵モ

ックの膨理に当たったが︑ここで

場に急行︑放鮒能測定のあとトラ
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られる︒三囲画は︑総額二十七慮

撞
演沖

建設現場が数暇後には再び反小佐

態に陥ったため︑州政府は二十四

民らによって占拠され︑不穏な状
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ルク・ユニオン︵KWU︶社︑︻ デンーベルテンベルク州政府が一

定建設酔司を与えたため︑ウィル

ていたブライザハが︑住罠の反対

裁判所に起こしている訴訟の判決

するとみられているため︑今圃の

51年2／23㈲〜3／3㈹9日間

館

予定で︑炉メーカーはクラフトベ

れている︒

辱機の運開が一九八○年と見込繋

アーグ再処理工場で再処理するた

が起きた︒この僅周済み燃料はプ

め輸送されていたもの︒事故発生

ことを決めた︒と岡時に︑ウィル
土地を総額一

とともにモーゼル藥の救擾隊が現

このKW程のウィル原子力発 村は発爾所用敷地として四十鈴の

する契約に調印したQしかし︑K フォルフハイム︑エンディンゲ

村に隣接しているワイスワイル︑

醒所計画についてバーデンーベル

WS社が当初立地点として選定し ン︑サスバフの四粒とブドワ船生

などで許認可間奏解決が困難とな

が出るまで︑建設工瑠を延期する

のような描踵を講じていくか︑そ

EAおよびフランス露力公社がど

11／17（月ト21㈹5日間

会

百万ドイツ嬬で売却

日︑建設を認める方針を湊定︑ウ

り︑その代薔地にウィルが選ばれ

ようKWS社に勧告した︒

魑工に踏み切った醗力会社が今後

7／7㈹〜11㈹5霞聞

鴎

テンベルク州政府は昨年十一月五

明していた︒しかし︑発電所の敷

たことも影響してか︑ウィル靱民

が二月十七臼︑ウィル原子力発電

いくか︑注翻を藥めている︒

どのように蟹態収拾に乗り出して

6／24㈹〜27㈹4日闘

麹

ィル栂議会もこの計画に蟹成を表

地に指定された土地の売却︑そし

の建設反対の動きは扇まっていっ

投票にゆだね︑この議題に決魑を

たため︑数百人の反難住民らが十

駈一塁機の建設工窮にとりかかっ

かけになるのではともいわれ︑C

窯故が強襲に不安を抱かせるきっ

つけることになった︒今年一月十

6／9〔月ト14G）6騒聞

場
員

も四十八時間交通が遮断された︒

原子力発躍所三三に関する倥民

て原子力発電所の立地による環境

判決は三月未には出るものとみ

問題などについての論象が村民の

た︒

の差ながら建設計画が支持された

り︑その蟹否を西ドイツ初の住民

闇で謡発に行なわれるようにな

投票の結累︑五五％というわずか

にもかかわらず︑同計画に強硬に

子力発殿所照日がストップする︑

二日行なわれた鮒蔑投票では︑有

こうした偶勢のもとでKWS社られているが︑法的手続きを経て

反対する一部住民の実力阻止で原

という畢態が西ドイツで趨きてい

の対策が待たれるところである︒

一1UPーサン る︒問題となっているのは︑西ド

u習会

会
定
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においてある蒔期に飛躍的にのび

放射注空位元凶の利用はわが国

定系・分折系︑データ処理累も今

ることはある程腹容場である︒測

よび全体のシステムを手なおしす

のごとく工業分野への応用機雛の

スト画にならざるをえない︒以上

したテーラーメードの機鋸ではコ

翻驚罐暗暗
一

たが︑さいきん頭うちの煩洵にあ
はかなりな程魔モジュール化され

らず・生産工程の違いにより一つ

る︒頭うちのみならず︑廃艦鮒に
ている︒その上︑大半の測定は爽

で機器設計の条仲設定に不確定要

いう動きすらある︒理幽としてあ 験整的規槙と条件で行なわれるの

新蓑躍がでてくる可能性は少な

ともなうので︑特定の援助なしに

開発にはかなりのリスクと出費を

一つ異なった設計が必要で︑こう

アイソトープの使周をさけようと

素の入りこむ余地は少ない︒

かく明確な処躍はいまだ不明のま

処理の聞題があるが︑規制はとも

例として使用ずみアイソトープの

際認でぬけている場台もある︒一

経階的底盤を強いられること︑実

ると︑認億力に頓る聞題が過表に

る︒訟験問題を詳細にながめてみ

が数多くできるかということであ

アイソトープを安全に戴扱える入

かということでなく︑どうしたら

とはいかに試験でふるいにかける

屋的使われかた﹂を篶え︑この資

しさ・それに縣来の﹁よろず便利

も多い︒

らってこの資格をとりたがらぬ入

歴﹂になるが︑こうしだ編態をき

した入がアイソトープの実際上安

くなっている︒まだ有資格蕎の数

は次第に一般企業においては難し

格を取ろうとする人をさがすこと

締局︑試験のかだよったむずか

全駁扱いに構通し︑甥故の際適切

騨鑑

ご伽驚

かかえる問題

ば金蟹任を負わされることにもな

ならず︑ひとたび不備がみつかれ

なわなくなっている︒アイソトー

ら満たしうるかという実務がとも

りアイソトープの取扱いに対する

と実務指認

二陣実に即した毒焔体制の確立

妥全審査と安全な取扱などの

異体的には

実務摺纒のため別組織の設立

アイソトープ利罵蓄︵取扱い

しかしそうはいっても︑アイソ

て劣るどころか︑むしろ優ってい

エックス線機器などにくらべ決し

に関しても︑アイソトープ機器は

れたことがあっただろうか︒その

つさわっている暫の愈兇が反映さ

かつて

あきらめてしまう場盆が多い︒

なると実務上の困難にぶつかり︑

る一般への普及だ︒

と︑アイソトープの安全性に対す

・蓋

・総

購

｛機器輪送、施行、据付

以上を御討画の段階より御協力串し上げます

則藤

ぶんマ

撫撫

アイソトープを使った航空機二

七の放射線雰破壌検査賦験︒嘩い

こうした試験傾向のため一周期

数の分野を除き︑アイソトープ技

取扱い主任巻誠験の薄考

いで便用者側の安全チェックがあ

トープをトレーサーとして使う霞

は海外でやらねばならなくなる︒

らず︑放射能を扱うすべての仕覇

○海外業務提携、TRANSNUCLEA工RE（フランス・アメリカ）

来の仕事をするひまがなくなる︒

まであり・これはトレーサーとし
おいて磁題されていることがわか

な処理がとれるかというと疑闇で

蕎の闘が無視される繰合も企業内

が少ないことに関馨し︑取扱憲任

っている原子力関連企簗は別とし

鋼板などの内部の爾裂やキズを見

闇等流を休んで試験勉強に懸念さ

数もたしかにふえたが︑今までの

プ使用の憎加にともない一二の件

あったか卒隠に議論されたことも

ている︒アイソトープの困難金融

術は他の技術とならんで識論され

を酎議する鵬の設定

主任暫も含め︶が共適の闇題

新しい利用︑機羅撃発への財

る︒こうしたいく重もの今金チェ

網のメリットは明らかであるし︑

めには次のことが必要になろう︒

めることが先決であるが︑このた

原子力産業に一貫作業体制をもって貢献する、山九原子力グループ／

﹁アイソトープ取扱いよろず便利

てアイソトープを使う上に巖大の
る︒いったいこうした試験にパス

ある︒アイソトープの安全取扱い

安全面の厳しい規制はしばしば

聞題となっている︒

う欝藁の下に片付けられる︒この

というのは実務をともなう︒人肥

ていることと︑安全取扱いの爽務

一般企業において放鮒線︑アイソ

﹁わが国における特殊禦偶﹂とい

ため︑他国においては常識になっ

季

一日据付けが遅れることは︑それ ているような芯周も実行雪堤とな

力がよく条文と物理竃数をおぼえ

線源を便殿するポータープル型蛍

る︒

ができることとは︑別の問題であ

にはある︒トップ囲らが藪格を持

る︒︸例をあげるとアイソト駆プ

だけの経済的ロスを悪製する︒こ

光エックス線分析機器による鉱物

のため機器メーカー︑便罵蓄両万

蟹源の探鉱︑アイソトープ線溶を

い︒︸番璽要なことは﹁わが園の

り取扱い霊任薔のかかえている問

で懸及している︒

つけるのに優れた方法として各国

特殊瑠悩﹂が何であるかを正確に

題と現状は想像以上に深刻であ

格者も少ないとなれば︑すべての

蕎にまわざれる︒相談すべき有資

トープといえばなんでも取扱童任

するとすればその時期はいっか︑

用いた海駈のヘドロの宿魯金属の

複雑となる︒引渡し購期が不明な

せる早堀もあるし︑また受験を拒

実務も判断も一人遅やらなければ

機器を︑商業ベースで生産工場に

否する人もでてくる︒人騒に余裕

にとって安全審査にパスするか︑

が璽大な関心鱗になるが・この時

なければならず実行は不懲能に近

分析などは全地域を蟹理区域にし

売り渡すことは不可能である︒こ

の利用がどの限度までできるか︑

把握し・どのようなアイソトープ

取扱主任者が

更を要求されれば︑監製はさらに

期がわからぬ嘱合が多い︒設計変

の罰金審萱にかかる購闇の不鯛磯

る︒

放射線規制と利

われていればすべて防げたはずで

い︒つまり指轟さえきちんと行な

適切な玉子の不足によるものが多

アイソトープの利用がわが国で

用の実態の遊離

麟故をみると規舗の不鯖というよ
という若盛上の摺灘である︒

さはひとえに審蚕魔の仕璽をこな

の企業で何人も主任蕎の資格試験

トープの使閉をあきらめてしまう

任者が必要﹂というだけでアイソ

をとらせるのは無理であり︑﹁主

のある大企藁ならともかく︑一般

アイソトープの敗扱いに主任轡

主任者試験

難しい放射線

しうる魯荷の四度によるところが
多い︒

実務指導の欠
如が生む弊害

プの利爾から遊離した管理規潮

に不安感をいだかせ︑また現異に

は︑いかに強化しても︑逆に人々

ある︒結局︑実際上のアイソトー

うにもならなくなった感がする︒

はますますかけはなれ︑いまやど

がたったが︑蟹理上の規制と実態
者の将来の問騨がある︒この資格

は始まってからほぼ四分の一世紀
ないことであるが︑第一彊の資格

の希少黒総にともない虫任巻は放

ことになる︒

実行不欝露な場舎もおこってくる

次いで資格を取得した取扱主任

安全規制が厳しいことのほか

取得は訳無でない︒勿論︑アイソ

が︑一方そうした規制をどうした

ますます厳しい規制がでてくる

繋業所も多い︒

に︑アイソトープの使用にあたっ

トープ取扱い上の禦故の増加にと

をやらなければならず︑その人本

射線の安全取扱いのすべての編務

の資格が必嚢なことは漸うまでも

て︑塞務上の処麗が不明確な雲合

る必要は認めるが︑一番大切なこ

の使用による製造上のコストダウ

た︒アイソトープの虚勢が超る度

なく︑そうした議論の場もなかっ

ﾀ態と問題点の鷹薩な調査

もない蜜格取得の試験を厳格にす

は前述したことく︑アイソト⁝プ

てきた︒

もある︒規縦どおりに実施すれば

③冷却水などが不要で使用が捌

不必獲にはん維なこと︑かなりな

ひとつの新しい技術が普及する

議は種々あるが︑ほとんどが学会

アイソトープの利用を論ずる会
がないことによるところが多い︒

使辺土の規制はあっても実務捲纒

ためには先づ必要性がなければな

場︑などであり︑これはエックス
らず︑また一醤大切なこととして

線︑超音波の装躍にみられぬ棚田

らべはるかに簡攣なので︑便用

安全規制はアイソトープ線源にく

である︒このようなメリットはひ

の霊催であり︑新しい科学的発表

経済ベースにのらなければならな

り・境夜の規制をそのまま実行す

ン︑運転操作の経済性・さらに需

い利爾を紹介する

は総花的で︑即し

要な要素として︑線源が安定なた
め測定構慶が縄

実態の調査まず必要

れば︑使思者︑アイソトープ機羅

取扱に必要な設備の設圏・主任者

いことなどにつ

繰り返し述べると規制をきびし

ても工堀現場の苛酷な条件下でう

ックの必要性を勿論否足するもの

政的擬助

くするだけでなく︑翼下の急はア

の資格取得を含めかなりなものに

が︑ここもアイソ

な問題を討議する

イソトープの安全取扱いの指謙

ながり︑海外で
アイソトープ線

やかであるが︑窓際に使用すると

堀でない︒総花的発表は一見なご

トープ利用に共樋
らず︑各穰籔理規制を満星させる

量を便った工業
に規鰯は屋上麗をかさね学識蕎の

現実的な管理体制確立も
ために要する労力と心理負挺はか

意見にもとづいてつくられるが︑

なる︒また闘接的経済負担のみな

製遮業蓄両方にかかる経済負撞は

って二十華車の間にどんな聞題が を鮒象とする︒また核医学など少

実際︑アイソトープの利周が始ま

暫︑メーカーともどもアイソトー

いてはアイソトープを優った装羅

に適用される︒

厳しく磯器メ可カー︑便用看爾万

アイソトープ便用の安全規制は

と応用の限界

厳格な安全規制

ていく傾向がある︒

プ線源をさけエックス線へと移っ

い︒アイソトープ利用に閲する限

その上エックス線発生蕪躍などの

どの嘱倉エックス線と竸含する︒

という応用は別としても︑ほとん

アイソトープ線源でなければだめ

波などとの竸含である︒はっきり

となるのはエックス線・光・超畜

が︑噂話として応需する場渓間題

て便う場禽の利点は明欝である

アイソトープをトレーサーとし

などとの競合

X線︑超音波

る︒

が︑私病目の輿担には限度があ

よって開発している状況である

ーカーが共同し︑繭蓄のリスクに

い︒現在までのところ便用壱とメ

こでは技術的な面と行政的な面と

︑

げられることは種々あろうが︑こ

を分けて等察する︒

しだ分野にまで発展した例もある

トープの利用と放射線計麟が独立

る︒ことに純麗学のことくアイソ

っっあることは︑衆短の塞実であ

業︑理学︑工学の各分野で定魑し

アイソトープ技術が︑医学︑農

核医学︑工業利
刷 用に有用性確立

産
が︑理学︑工業利用の分野でもア
イソトープ技術はエックス線︑光

とならんで定関しつつある︒非破

どにはアイソトープ技術は確宣し

壌検竃︑駆み測定︑無駄麗測定な

た応網分野である︒換醤すれば︑
定慧すべきアイソトープ技術は定

ところが工爽利用︑ことに山脚
工程に設躍されるオンラインの工

アイソトープ線源をもつ機器の

た謡曲となっている︒また安全性

計測機器︑分析機器が大きくのび

まくいくとはかぎらない︒換幽す

ではないが︑問題は安全讐鷺にか

いが︑われわれ顕本人は天然の放

の技術にみられぬものである︒

なりなもので︑エックス線など他

で開拓される可能性はというと︑

れば︑設計榮件がそのまま工鵬現

射能をしゃへいして生活せねばな
全性にもかかわらず︑アイソトー

慶として取扱い庶務にた

それは極めて少ないと思われる︒

場で通用するとはかぎらず・現蠣

を打破し︑さらに推誉するために

プをさけようとする現状が生まれ

このまま濫めば極謬かもしれな

核医学︑理学︑生物学のことく︑

は現在ある規舗と実態のズレをう
さけたいという傾暇は使途塾側︑

締雪アイソトープの利用の現状

対象物にトレーサーとしてアイソ

アイソトープ利用のメリットと安

ため規舗と実態はますます遊離し

機器製遣業考両方にあるが︑これ

アイソトープの使用をできれば

ると思われる︒

線装躍︐にみられぬメリットがあ

線源として使う乙子でもエックス
生産工程に据つけられるオンラ

にまとまること②装躍の安定性

る︒即ち①装躍自体がコンパクト

かる時間と手間である︒

イン工集計測機認の覇舎︑便雨看

に据付け後の設計変腿︑手なおし

側への引渡し期Bは窺要である︒

は翼大な出費を悪味する︒

次いで︑同じ仕横で設計された

い分野の開発は結周︑測定系とデ

一変する︒実験塞的規模で作噛し 厳然︑設誹の安全群群があり︑次

業翫測システムになると︑畢価は

礁，

機準的三三が数多くでるとはかぎ

響

喬奪

霞
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噛

力

原
緬し︑効果のないものはすて芸ら

れ︑アイソトープ狡術応用の荷用
性の限界がはっきりしてきた︒そ

核躍学や基礎科学への応用を除い

れ故・現在の応用面からいえば︑

い応罵分野が開かれぬ限り︑アイ

て︑技術醜に確立した分野で薪し

ソトープ利用が飛躍的にのびるこ
とは響えられない︒

単発機器開発
にみる困難性

之助
禮
第二糟工禽購役原

トープを利馬する分野では︑新し

それでは新しい応用分野が賑本

規制と実態のズレ埋めよ
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ル国で難論 翻

今秋から作業を開始

〜

多二

ク

一二

おさら

に主力が注がれるもよう︒島

庁による基礎調査結栗の
い
位や埋藏鉱鰍など群細は今後の調

によると﹁アクータ地域の隣接地

萱を待たねばならないが︑闘係筋

だけに︑かなり有望なことは確か

印

アクータ探鉱

玉二

づ

5

羅な成績をあげた人豪たはグルー

総延長千

一多 一二 多二

期援荷燃料の製造技術開発﹂など

らによる﹁扇速実験炉﹃常陽臨初
藁京工大で開催予足の問学会﹁昭

技術鍵三件︑竹田敏一氏︵臼立︶

論文蹴二件︑松本慰一氏︵動燃︶

和五＋隼矩会﹂の会場で表彰され

による﹁衝突確率法による中性子

慶学会鐡受診看がこのほど決豪り

蟹のふるまいに関する研究﹂など

立︶による﹁ジルカロイ燃料被蟹

プを表彰︑観心をただえているも

する翫画で︑深さは約二野五十

8件15名に授与の︒今回はその第七回目で︑穂並

牧氏︵日立︶ら

での鉱石処理パイロット試験が初

て順調︒仏原子力庁ペシーヌ工場

規︒六月からの教薄訓練を兼ねた

二薦材の斜坑二本を掘削

期成粟をあげつつあるほか︑現地

対象は牧英夫︑大山正敏両氏︵日

タ

ていく弩えだ︒下関の擾府工場に

・出力試験では放射線レベルの翼

九月一日まで︑太平洋上での臨界

計八件︑十五＆となっている︒

輸送の研究﹂など奨励蜜三件の合

年間五＋万癖処理の圧延機を備え

初回臨界に際しての催止余裕度

プ系統試験など一部を残したが︑

測定︑減速材温度係数および圧力

織上興が発生したため崩潜熱ダン

実麗能力は十三万耕︒嶺面は同工

る神戸製鋼所の堀禽︑熱処理装麗

鵬の増強を図る万針︒埼玉緊の桶

満建すべき縮果を得た︑として

試験︑化学・放射化学試験などで

係数測定︑微少出力核計装較正

の設舗をもつ佐友金属も増設計画

川工糊に年間薫＋万華の重三能力

などの設励的なアンバランスから

降毎隼︑原子力関係分野研究で顧

原子力学会脳は昭和四十三年以

ることになった︒

来たる四月二臼︑菓票・大岡山の

日本原子力学会の昭和四†九年

原子力掌会欝

予定で︑順調にいけば再来年下半

試験掘削に続き九月から本格化の

期中に鍛初のウラン鉱石を手にす

では新設計画の粗製錬工場ほか修

ており︑坑道掘りも近く本格化の
ることになる︒

被覆管に照してはこれ豪で

通産奨励策に呼応

被覆管国産7化進展べ
メーカー川開
昨秋通産備が打ち出した核燃料

電力各往の

方針から︑原躍敦賀などの一部を

鉦済みのものを使う

が促進される方向にあるが︑住友

たが︑﹁国産贔は輸入品に比べて

除いてすべて輸入贔で賄われてき

料被覆籔メーカー三社は︑被爆蟹

のテコ入れで昭秘五十年度からい

技術曲に孫色ない﹂とする通難中

に対応する新たな体制固めの検酎

に醐翼壁概管が使用される見込み

くつかの発電炉燃料の一〇％程慶

多

分折︑評価手法
の確立が急務に

詳細を報告した︒

報告では昨隼八月二†九日から

環境・生態学の璽要性について

した︒

の認識が近庫惣町に爾まっている
が︑魚介藻類を通じて食物運鎖で

なお︑﹁むつ﹂放射線漏れの原

暇究明にあたっている科技庁︑運

輸二線躍の﹁むつ放射線漏れ技術

横三園員会﹂は︑放射線漏れは圧

力容器と一次遮蔽との間隙からの

ものとの結論に達し︑巖終報告錨

速中性子のストリーミングによる

線漏れ問題調査婆農会﹂︵大山義

を作成中︒また政府の﹁むつ放射

総画︑設計︑建造の経紳︑審奮や

薙婁属擬︶では漏洩原因について

監懸のあり方︑体制を禽めて調査

を選めており︑四月末をメドに報

告をまとめる予定である︒

一方︑原子力婁員会も︑わが国

翻などについて検討するため︑近

﹁むつ﹂と定係港の描躍︑開発体

の原子力船開発の今後の進め方︑

種が食撮として入体に擬取される

とにしている︒

く原子力船懇談会を発足させるこ

海産型物にとりこまれる放射性核

嘱台の被曝線羅推足については・

放射生態学でマミナi

産生物との係わりを解き明かし︑

の海洋での拡散︑海産生物の食物

算出要累の雲台となる放射性三戸

㎜国懸隔寸心

海産贈物摂取による人の内部被曝

などのデータ入手がまだ＋分とは

週鎖移行︑撫暑㎎の消費と流通機構

線騒を推驚する方法を確立しよう
という海のラジオエコロジーにつ

来国原子力産業会議主催の門原

ニューヨークのヒルトンホテルで

たる五月十八膿から二十二日まで

子力商船に関する国際会議扁が来
セミナーでは・線騒推冠の算出

ている︒

価憂準の確立が当面の急務とされ

研究者約百人が参加したこのセミ

開かれる︒将来計画︑経済性︑核

の接点︑僚険と損轡賠償︑許認可

要素に関して塁礎研究を積み璽ね

プリング法開発の必要性の指摘︑

と法制上の諜題などがテーマで︑

ナーでは︑まず沿津での放出放射

放射性核種の移行について十二件

海況を十分掘任したうえでの観測

わせは原謹︒動力開発諜まで︒

参加登録澱は約九万円︒詳細問禽

燃料サイクル籔理︑安金と積量と

の開題提供があり︑そのあと総舎

どの討論が行なわれた︒

手法・評禰の確立が盟ましい・な

データを得ていくことの璽要性が

解析手法︑調葦研究の問題点︑今

性肥州の混含拡散︑海水から生物

後の研究の逸め方をめぐって討論

へ︑さらには海産型物から人への 再確認されたほか︑海鷹土面サン

水産︑気象︑放射線生物などの

医学総舎研究所講篁で開かれた︒

一日の両日︑千葉南穴川の放射線 いえず・システム分析モデル︑罫

いての環境セミナーが二†八日︑

放射性核種の海洋での挙鋤と灘

いる︒

を傭える三菱金属︑回議に十万耕

を検討中だ︒

わが国では米GE牲からBWR

となった︒

用被覆蟹の技術を墨入した神戸製

臨界試験結果
鋼筋︑PWR用で米WH祇から技

などで報告
術亀入し婆褻藷︑BWRとP

難船事藁囲報三会
日本原子力船開発庁業田は二月

WR用の被覆蟹製蔵技術を独自に

二†六日開籍した隼次報告会で︑
唖

燃料装荷︑臨界︒撮力試験など原

炉や外国の極上炉への納入︑研究
ので︑実質的にユーザーである醗
力会社に今後国璽品便吊比鶏を離

5つ〜ノ

映画を見ることが秘かな楽しみ

撫
︵A・K︶

盛鑛華鵬輪騙讐

子力船門むつ﹂の一連の山脚経過
々高めていくように行政指擁した 聾んできた︒
︐遡薩繍の奨励策に沿って︑三社
についてそれぞれの担当蓄がその
もの︒

開舞通して被撰蟹技術の経験を

ォローしにくい11などによるも 閣発した鷹友金属の箪社が︑研究

ず︑輸入品では問題があってもフ

係官が製造段階でチェックでき

なった②国産晶でないと通産雀の

技術を騨価する一つの皮街桝料に

の建設︑運転経過が順調で︑国産

術の結集である騒根原子力発躍所

通産省の国進化政策は①國麓技

に入った︒

生産体棚の見瞳しなど国産奨励策

金属︑三菱金属︑挫戸製鋼所の燃

の国産奨励策に沿って燃料国産化

実

見逓し︒坑溢はまず勾配二〇％︑

理工場など付属施設建設が始まっ

一議

挙に弱いのはこういった﹁無芸

二

少食偏が原書なのではと悩んだ

一

になるだろう︒マァ急がば圓れ

力労働者の内部告発ということ

興労働金塵理望粥︑党本部労働

佐賀県労組総評画会議長︑同

こともあるそうだ︒

九州醗力に入社︑戦時中は陸軍

守地盤の佐賀県でただ一人の野
党議鍛でもある︒今後の抱負は

部擾︑教寛筒展などを歴任︒保

線に派遣された︒敗戦間際のフ

一門資本輩義経済の構造から起

に応召︑主針将校としてボルネ

イリッピン繭線で斬込隊に参加

きる必然的な欠陥を政治の立場
から補正し︑燵正して

扁とそ

の一人として奇跡的に帰国︒こ

のマジメぶりも徹底している︒

趣味は？と聞かれるのが一番
困るという︒しばし考えてから
﹁スポーツはひと通り学生時代

にやったが︑今は見るだけ﹂と

いわれている︒石橋現欝記長と

らしい︒家庭は智慮子填入と一

のこと︒秘轡氏によれば一人で

してつとに書名で︑麻雀︑パチ

は同期︒党内でもマジ姦人闇と

︵中間派︶に属し︑その簸左派と

来当選六回︒党内では勝間田派

昭和三十年前衆院初当選︑以

った︒

運動に身を投じさせることにな

の階の体験が平和運動から労働

し︑百七十二雪中六名の生存轡

オ︑ニューギニアなどの南方戦

昭釈十七庫皐大政経学科卒後

ということですナL︒

重多
ゴ

プロジェクトは︑翫画進行が極め

手となったE巻共同のアクータ・

ところで︑昨庫六月から本格早

・

掘り本格化へ

九月前ら坑道

海外ウラン質瀞開発会社︵臓OURD︑鈴木蕾照社撰︶は二月二十五臼︑﹁ニジェール共和国およ だ﹂といわれている︒
び仏尿子力庁と共同で︑新しくウラン資源の共同探鉱開発に乗り出ずことで合愈に還した﹂と発表し
た︒探鉱開発対象地域はニジェール騨のアイール山塊西方地区︑一鳳者は學ければ今秋にも現地での塾
礎調蛮にとりかかる方針で引続き最終契約締結へ華彌を慧ぐ計画だ︒
など諸条件の詰めを急いで契約を

らの調髪繕桑を受けて︑昨薙︑O 締結︑早ければ今秋から地理調査

査が続けられてきたが︑これ
OURDは仏原子力庁︵礎
C調E

A︶およびニジェール圏の両者と

URDに対し共同探鉱の愈向を打ほかボーリング探董など現地作業
にとりかかる針画だ︒対象地域が

協力︑昨年六月から含弁会社﹁ア

二

クータ鉱業﹂︵P・タランジェ社 診してきた︒二十二臼﹃探鉱開発

玉野二一多

かなり広襟なため今後の能率的︑

多

魎手臨の大筋で舎葱に達したこと
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養︑賢本金約四十二慮円︶を設立

引引覧も一づ︐づ妻

効菓的な開発へ︑嶺面は仏原子力

一

から︑一一著は今後引続き所要資金

多ジ

してニジェール国アクータ地域を
対象としたウラン蟹源開発のため
の共同探鉱に乗り幽している︒こ

ﾔ冒の海外進出で︑契約交渉 が

んどの探鉱謝画はこれに次ぐ岡社

順調にまとまれば三者共同の探鉱
プロジェクトとしても二つ目のも
のとなる︒

当該地はニジェール国アイール

歴で︑アクータ鉱区の爾西隣り︒

山塊西方に位躍する約二千軍方詩

この数年来︑仏原子力庁による基
二

簗の激しい凋落ぶりと︑その悲

づ二玉

鯵な姿を匿のあたりに見てきた

ジ 一 多多一多 二5 一

的労緯といわれた磁気糞労働

三

組合連合会をスプDングボード

二三

コ兀々︑科学技術とくにエネ

多

ルギー問魑には強い開心を持っ

ことがエネルギー問題に対する

﹁原子力軍和利絹とその關発

八木さんの姿勢を形づくった︒

の携濫は必螺だと思っている︒

ものがあ

にして︑国会議鷹となった︒電

るようだ︒﹁もっとも在職十三

ただ︑今の原予力発露について

縁浅からぬ

ていた︒今圃の衆院科学技術振

年問のうち大部分が労組活動の

興対策特別婁騒畏のポストも自 力とは

分から希顕しての就任﹂︒地元

騨従︒懲藁などの麗筆はホンノ

いえば豪だ未熟であり︑本格的

の玄海原子力発電所が建設され
わずかです⁝﹂とニが笑い︒

﹁急がば回れで す ナ ﹂
昇氏
な商業運転に入るには若干の問

腺鋸南醸顯八木
儀賀興に

完成二年たらずで故陣や断言が

題点があると考えている﹂1一

続出し稼働購も箪均五〇％しか

大小六十三
の炭鉱と三

ない原子力発醗の安全性︑実証

は巖盛晴︑

看がいた︒

万人の従士

性に不安を示す︒累たして二十
石演へのエ

り返す︒52歳

行機で園宅にトンボ返り︑を繰

宿陣住まいで︑週束になると飛

男二女︒現在は大学生の長女と
﹁だから実用炉として本格的に ンコ・竸馬はおろか碁︑将棋と

軽装も実際に使えるのか：と︒

勝負薯は一切ダメ︒もちろん飲

万KWを達成する・というのに む︑買うの方もカラッキシ︒昭
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成約はなかろうとし︑バーンズ・
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今年の見還し

ERDAについての態兜は︑比

緯むことはできないからだ︒

価魚︑露．

しお客さまのご要望にお応えしています。

トリー﹂はこのほど︑恒例の国内
原子力産業界の

はセネ諭まレクトリ・ク︵G ター社が十一十五基︑千二首万⁝
一方︑電力会社ははっきりした

をまとめた︒このアンケート調査

E︶社の聖基︑二千五百万KW千八颪万KWに落ち込むが︑落ち 基数の予測をためらっている感が
すなわち︑今後五十年にわたり

較的一致しているようだ︒

るエネルギー資源の利用と開発に

百万⊥二千万KWを打ち出してい ついて︑妥当注のある見画しを徹

すなわち二十一二十五基︑二千五

中でTVAは比較的高い予測値︑ さまざまな既存の︑また期耀しう

え傾向を認めているが︑こうした

ある︒多くの電力会社は発注手疫

は毎年︸月に行なわれてきたもの

注見通し

原子炉の発

ミ

であり︑バプコック・アンド・ウ

十二簸︑五百万−一千万KWとす

一年間の原子力発躍開発予想に力 イルコックス︵B＆W︶社の五i

点がおかれていたが︑今回は︑激

グハウス︵WH︶社は十二基︑約

る予測が巖も悲観的︒ウエスチン

ン濃縮︑増殖炉︑プルトニウム・

で︑原争力廃爽物処理聞題︑ウラ
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化する反対運動への対応︑新般さ

エンジニアリング︵CE︶社は十返してくるだろうと︑やや強気の

る︒これは七五年の第3四半期ま 底的に研究すべきだ︑というもの

五基︑千五酉万一二千万KWを予 見方をしている︒サーシェント・

まれている︒各樫エネルギー資源

リサイクルなどの優先的検討が望

軽水炉︑液体金属萬還増殖炉︑核

れた︒

を指向すべきだ︑との悪見もみら

認可酒動をとることを︑ほとんど
すべての畷答蓄が訴えた︒

使用済み燃料の貯蔵と廃棄物処

理回智は便用済み燃料の貯蔵施
設の建設とその収容能力が産簗界

ていた︒ある電力該社は既蕎のプ

の大きな関心鰯であることを示し

ールに間隔をやや峡くして便用済
み燃料をおくことを認める棊準を

廃簗物処理について産業界は︑

設けることを提案した︒

置足的な地上貯癒所が半永久的あ

もっていることに不安を感じてい

るいは永久的なものになる傾同を

る︒一方︑現在すでに安全な廃闇

・、蔑凝集鉱1蝦錠絃滋：憲滋箭窯，轡さ

縄零墨＿擁
一w＿
リヌ

き

DA︶ と 原 子 力 規 制 藍 鼠 会 ︵NR
千四織豊KW︑コンパッション・ 込み分の多くは七五庫後半にもり
の主要課題︑資金問題についても

C︶への期待︑核燃料サイクル上

想している︒ゼネラル・アトミツ

融融︑太消熱などの痩所と限界を

アンド・ランディ社は七五年中に

ク︵GA︶社の見通しは十二i十＋三野・総計千七百万KW以上の

を誹司すること︒

会の終了嗣に燃料装荷︑趨動試験

判断する基盤を公衆に与えること

リスクは無視できると捲摘したA

が期待されている︒

安全性を確認するため審査され

要件を凍結すること︒

TWSといっだ分野での法規上の まだ︑廃棄物処理聞題に蘭細し

子炉に適禽させた堀金は︑これに

ースで鉱山会社と羅力会社が共岡

七

についての決溝がなされる無だ︑

五黛はプルトニウム・リサイクル

プルトニウム・リサイクル

山会祉は技術上の知識や士地を提

るというような形懸を示唆してい

は軽水炉でのプルトニウム・リサ

とする回答︑今琿鍛も蜀大なこと

ルトニウムの鍛も安全な瀞蔵場は

などの脇見が冒につく︒豪だ﹁プ

運転中の原子炉である﹂・﹁プル

イクルをNRCが認めることだ︑
る悪見や︑探鉱や新しい鉱山︑暴

の潮約はとり除かれるべきだとす

騰所の開発を促薩するための税欄

ことは︑今後二†五年間にわたり

トニウム・リサイクルで失敗する

渡しをしないで済むことを認める
べきだとする回答もあった︒

再処理能力法規の墨盤を整備

見がよせられた︒

濃縮工場の作藁糊手についても悪

る︒二ないしそれ以上の還心分離

をほとん．どの回答齋が訴えてい

︵米国濃縮公社︶を設立すること

府の状況を明白にして︑USEC

譲縮問題この際︑産築界と政

もたらす﹂との指摘もあった︒

原モ炉への契約済みU308の引
来圏経済に五百懸が以上の四四を

の提案にまじって︑遅延している

優遇描躍を検討すべきであるなど

影響を及ぼすような不為な法規上

る︒一方・鉱田や糟錬所の開発に

供し︑電力会館は蟹金的擾助をす

する必要があるとし︑例えば︑鉱

ては︑その効果的な利用法の研究

これらの変更も極めて少なくなる
◇政府ほ︑発効させた認司上の

に類似した﹁条件つき試験認司﹂

◇NRCは︑条件つき工漿認司蟹件を建設許司ずみの発電所や原

だろう︒

るべきだ︒標準化がなされれば︑

◇ラスマッセン報智が公衆への

のである︒現在︑発電所黄体の審

解析レポートの設計変翼のみが︑

査が反復されているが︑予備安全

の可能性の比較研究に関しては︑

ーカー五三︑大手躍力会社七社︑

挙げよう︒

要する籔用の一部または全部を負

◇NRCが︑ラスマッセン研究
の方法論に手がかりを求めなが
ら︑その規制上のフィロソフィを

﹁核燃料の確足契

黙黙関

コスト／ベネフィット・ベースに
おくことを期待する︒

◇審査孚続きでの経験をさらに
ウラン供給
約は麟実上不可能な現状だ﹂とい

つむことを通じて︑すべての申講
巻が同等な取扱いをうけるように

ある餓力会社は・いくつかのケ

をもって︑運転群婚に関する公聴

NRCに齢する回答の数例を次に

待と総懸とが入りまじっている︒

か︑という間に対する圃箸には賜

NRCとERDAに何を摘む

覇㌍．

隅隅した︒回答したのは原子炉メ

アーキテクト︒エンジ一㎜アー三

社︑核燃料関係会社三社である︒

懇

懇
いるように︑回轡の多くは・年間

うある電力会社の悪見に示されて

◇原子炉安全諮問委騒会の審査

希望する︒

をNRCのそれと並行しておこなの契約騒見通しなどを離れて︑も
っぱらウラン質源醗の測簸︑向う

るための国内探鉱の促濫・海外市

八年間の貯臓麗のベースを確立す

うこと︒

◇許認可審査の二段構えをなく

場の閣拓と世界南蠣の確立を主な

すこと︒すなわち︑建殺許可申講
で硬求されている詳細な墓雌は・

ネルギーとの取運︑原子力発躍と

テーマとしていた︒

いる今がまさにその時期にあると

安い電気料金の精ぴつきを強調す

還転群可審査にとっても十分なも

いえる︒脳力料金の上昇は避けら

る

すべての回筈は︑公衆の理解を
求めるため一騒の努力︑より正し

れないが︑これをできるだけ抑え

る︒

の努力をすべきであ

い偶報を提供することの蟹要性㍉

る方法は︑より多くの原子力発聡

算の根

運邦・州︒地方の政府当局蕎に原

◇現筏の組織化された反対運動
に対応するための基盤として︑連
邦政府は原子力発電について国家
的なコミットメントをすべきであ
る︒

定と新規設備投澱を促進できるよ

することにより︑鰹全な珊築の決

うにすること︒アライド・ゼネラ
ル・ニュークリア︒サービセス社

も強調された︒

物の取扱いや貯蔵方法があること

騨

＝

．

●

」

、

＝＝＝

」

所を系統に組み入れることしかな

一

原子力論争
への対応

に影響を受けはじめた企業活動と

◇われわれは︑エネルギー問題
い︑ということを公衆に強く訴え

べなければならない︒しかし現在

やニュークリア︒フユエル︒サー
おくれないよう︑タイムリーな許

ビセス社の工場の縁働がこれ以上

N㌶誕＼：糠蓼

ひノ

ル

霧

デ

・

ナ

ド

ノヴ

X

ρ

．纏

船積されて出航します。また先頃北海道士幌農業試験所
に農事用の放射性物質をお届けしたばかりです。このよ
うに、植立運輸では、大は原子力発電、農事用から小は
医療、研究用にいたるまで、核燃料や放射性物質の輸送
を実現しています。第1種放射線取扱主任者を配し、プ
ロジェクトチームを編成細心な計画で安全輸送を可能に

／審

いま、沖縄県那覇ガンセンターに医療用の放射性物質が

ラ蒸

ち

、

＼＼こ、：＼鱗

子力発餓の翼棺を伝えることの必
要性を認めている︒また回筈の中
には・国家的なエネルギー政策の
ないことが︑原子力への反対を助
長する傾向にあると受けとめてい

るむきもあった︒いくつかの回笛

を示すと：：︒

◇公衆に罰実を知らせるにあた

の論争はこの闇題の外で行なわれ

労働の鵬を守るために手をさしの

タイミングとしては︑原子力発繋

り︑最も打撃をこうむっている識

ている︒

るべきだ︒

筋が他の代替発羅所と競詳しうる

アー︑原子炉供給者は︑職藁とエ

力余説︑アーキテクト・エンジニ

◇国策界が原子力の実態を語る

り低廉なコストで電力を発生して

能力をもって安全に運賑され︑よ

・巳書

▲

響

の

翼

甲

頒

…

大きな疑から

小さな娩まで
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次

慧穫

騒

合意と協調を求めて
第8園 産年次大会ひらく

力点を臨いて紹介した︒その申で

うに変化し︑発展しつつあるかに

どの新しいエネルギー源は︑閥発

痢時に太陽エネルギーや箆熟な

の爾講演が行なわれた︒犠は会煽

﹁アメリカにおける原子力規制﹂

︵臼本原子力発電祇鍵︶は︑新た

と鍔力を呼びかけた︒また同寒寒

いと強調して服係蓄の一囎の自覚

った白沢窟一郎大会鵬備婁貫長 まりこそすれ︑少しも減っていな

感を持つことだとして︑原子力行

センサスとは国民が鍾乳力に信頼

ることの盤塑性を強調︑そのコン

に対する國民醜コンセンサスを止

う︒同婁緻長代理もまた︑原子力

また︑耀力長窪の急速な佃びに関

発を胴評すべきことを然唆した︒

いところであり︑こ舶が今後二十

票︑ECの原子力発触容隅は現蕉

き同門漸は二〇％になり︑この糖

二〇％程度が石炭︑石油だ

〜三十隼の￡Cのエネルギー戦略 の壬

ウデン氏は︑﹁アメリカにおける

もとづき︑これまで米原子力婁澱

を分離する

Wに艦するだろうと述べた︒

歴牟万KW︑可能ならば二雌K

晋万KWから八二傑には一
つ︑錦上に花を添えた︒

スパーク鋲に続いて闘蕪セッシ

M・ラウデン氏

米国の必然性

NRC独立は

とを強調した︒

の中心的役羅を演ずるであろうこ

大半も騰盆からかけつけてあいさ

原子力に期

待する鉦C
F・スパーク矯
鷺C委員会のエネルギー総局擬
F・スパーク氏は︑開象セッショ

ンで﹁ECにおけるエネルギー政
策﹂をテーマに特別講蕊︒そのエ

長代理の﹁原醗鋸次大会が第八鰯

原子力規制﹂と題して特別講凝し

ヵするとともに︑瓢体制の下で罠

的スタンダード確立を決定し作業

ま酋轡し難い規総懸があらわれて
今般︑XAEAがこのための團際

問題でもあることを摺記したが︑

蹄8昼原題年次大会の鮒会セッション

という楽国の記臆に

盆︵A露C︶が持っていた開発と帰

規制の機能のうち規制を受けつい

にとりかかったことを心から認び

問題でもあるが︑なお難戦保翫ほ

の段階で多かれ少なかれ学ぶべき

いるようにも思う︒薪技術実嗣濱

的必然性によるものだと述べ︑米

開発当周から独立したのは︑歴史

たが︑その中で重三は︑N民Cが

鱒鍛え方︑敵籏などを明らかにし

般を紹介するとともに︑その量本

RCの目的︑繊織︑濤動などの全

たい︒運粥磯任の問題は今や︑安

した一魍の努力が必要だ︒このよ

か設轍の保守衡理などて宙民協力

う︒それは︑各国原発の滋味率が

例は︑われわれに大きな教訓を示

うな経験を粟り趨えた鞍覆炉の辮

た緒論であり︑今後の拡大をひか

国の原子力がそれだけ進展してき

他方︑鹸子力船腕むつ臨聯想を契

頼に応えねばならない︒わが爾は

平均六〇％罵らずの現状にあり︑

している︒この際︑小さな甥故は

としながらも・あ開発と規制虹

とする米圏の購によるものである

えて︑独立した規制機関が必愛だ

ことは土定できないし︑そのこと

ことかQしかしわれわれは︑ここ ものが仮調印︑1AEA理瑠金も
われの里離に纏わないものである

解力の地位を確立するにある︒問

き脱石室エネルギ⁝源としての原

とすること︑核物麗の霧胴を公衆

力施設の建設と運転を確実なもの

うに鴨流れ晦を変えねばならな

るかどうかだ︒いな︑そういうふ

を完了うち十九募が還転を再開し

検について説明︑二＋二堪が横査

の沸騰軽水炉二十三基の鍛近の点

30

〒

︵

磐糊

鱒聴

円鱗繊月銭価416定

価2◎◎0円如議を博した珊版に新たに環境 公篤

三目を一代一時

門

糠〜力用請研究ヘム編

版薪

﹀

伊

二

岡氏は︑ECは規在︑総エネルギ 努力を撫遡しても︑謹選限二十年

の圧力から逃33るためには︑生薦⁝

はかかる︒世界のエネルギー帝婦

形態や経済︑枇会機構の墨添的変⁝

ー辮嚢の六三％を輸入に頼ってい

筑○％︑できれば照○％にするこ

るが︑一九八五無には少なくとも

華をしいるような櫛端なエネルギ

ー節約政策も響えられはするが︑

とを鐸標にしているとして︑この

がそれだ︒そしてわ

エネルギー醸立化への努カーそれは詩界的に欝欝の懲懲にあるといえる︒しかしそうした事さぐ

愛して一九八O無代の中観までに

エネルギー自立艦の努力
りの中で︑エネルギー毒腺は一つの軸力な手がかりを編んでいる︒

をホテルオークラに移しての午さ

ため輸入石油にかわる代慧エネル

占め︑

は原子力が金聡力生産の約楽分を

るだろうかと反問︑コスト的にも⁝

そのような変化は敢策的にとりう

が罵ほどその開発の必璽に濾られている国はある購い︒だが︑田塞の原子力はいまきわめて厳しい試

ギー源開発の努力を鋭懲墾ねてい

イイノホールを埋めた約七蒼人の

厳しい﹂という謁藥は︑おそらく

な国際畷擁のもとで︑わが蟹とし

に︑隈際的期待と信頼に応えるべ

は︑隙民鰐儘頼をかちうると岡購

騒的にも避寒を託しうる原子力開

練の巾にあり︑エネルギー問融の解決に不可欠な原子力開発はまた︑苦境に立たされた原子力開発で

問の牛鵜田彦殴が﹁わが圏外交と

ん会︒この午さん会では外務雀羅

るが︑なかでも原子力が醗も蟹襲

明︑ひとたび揺らいだ麟民の開園

原子力

もある︒今銀の顧麓矩次大象は︑こうした瑚実を欝の事たりにして十〜田から褒辞間︑榮強︒内幸町

エネルギー問題﹂と題して特別講

なものの一つであることは疑いな

は容厨に取りもどせないが︑洲本

第八醸﹁原薩溌墨大か蕊は茅誠
糖原薩謝会鍵︵目弾京大掌騨畏︶

の原子力閉発の客観的必要性は高

てのエネルギー自立化への努力を

謬加番の実感であったともいえよ

を議擾に開書した︒あいさつに立

醒穴隈に展醐することを一転に︑

敬︑朋発体制に議する今硬の対応
を藷つた︒

きだとして︑核防条約の軍期枇准

これからの原子力開発をどう進め

るかi一を大会の暴調テーマとし を訴えた︒︵聖賢に要露︶
次いで原勢力婁轟鼠を代表して

ひきつづき珍書セッションの特

て雌んだ︑と述べ︑構戚︑内容は

ｴを述べた弁上五郎原畢力率鹸 別講藤に入り︑大堀弘電源開発総

子力関発利幣爽巧計画嚢麟会が行

エネルギー生塵国との関係を本心

裁を識擬に︑F・スパ⁝ク氾C工 ネルギ⁝政策をEC内の齋豊麗 輩ンの遡上にのぼった※原子力規

昨鑓末︑日本原子力塵築禽議・原

に︑それらが石蟹危機以衆どのよ

制婁罰禽︵揺RC︶委鑓のM・ラた︒同氏は 原子力の開発と規制

にして

ウデン※原子力規制婁蝿会婁興の

おけるエネルギー敵策隔︑M・ラ

をとりあけねばならなかった

員金エネルギ；総周長の﹁鷺Cに 画︑エネルギー消鋼国との関係︑

なった握欝を蹄まえて纏み立てら

ほど︑わが園原子力開発の環境は

か

原子力開発をどう矯める

れたものだ︑と今大会の特製と性

一多！ノ参多！多多！多一葦！ノ！一！ノー多！！誓一多！葦⁝ノ！！！垂多
昨無は︑われわれ原子力関係書

聡としての澱仕と磯務を十分に去

隔の続出という点でそ31をそのま で今奪初め設立されたばかりのN

現実を醸視し︑艇は燈︑雰は葬と

たしたいと転覆を新たにしてい

原子力開発に当たってわれわれ

堅紙にまで及んできたようにも思

全性確保の薗ばかりでなく︑軍糧

今︑核防条約撹准のおそらく鍛後

このことが問題化してきているか

賜な考え方や対処の仕方は原子力

他の工場にもありがちといった安

という不幸に見舞われた︒

﹃むつ隔の憩流を兇て門これこ

の澱択の繭に立っている︒傑隔撤

の﹂と冷粟の声が公然と開か漬︑

自体がとくにわが国では國民の不

にあるとした︒濠た来照で還転中

環境保金などの面で保証すること

槻NRCの役劇については︑原子

した︒

て行なわれたものであることを示

理性ある人々からは肥そうした見

銘詔したい︒

分離がきわめて庄愈深い横酎を経
たが︑ひとたび揺いだ麗民の偲頼

方は濁たらない﹂との弁明もあっ

われわれの今田の齢遷は︑一日

はわが国として︑非核保荷瑚の安

すでにこれを承認したが︑この上

なく︑原子力発膿としての斗稲野

らでもあるQこうした現実がわれ も臨く園蔑の不儒と不戦を取り除

で挫けているわけにはいかない︒

安をつのらせる

望の欄流れ臨が今後上岡きに変わ

にか口惜しく蓬けない懇いがした

は容脇に発には炭らない︒どんな

猿子力開発の客観鯛必要性は増し

全保陣礎窪を要望する懸憲燈明と

ることを︑喰毒しなければならな

い︒私はそのために役立つあらゆ

題は︑六千万KW達成の始弼では の隈隈や安金︑圏家の簑金保瞳︑
こそすれ︑ちっとも減ってはいな

ともに︑遽やかに批准の手続きに

環在︑軽水炉はプルーブンだと

る努力を惜しまぬ蕩えである︒

ところで私は昨隼︑安全性の確

ては確かに﹁実証済み﹂だが︑故

書われている︒捜術システムとし

囲ともなってい
いのであり捲土盤上︑従来にも贈

踏み切るべきだと愚う︒

るのみならず︑園際的遮帯灘任の

保が器國にとって最緊要謙題であ

ていることを明らかにした︒

のための懇談食が近く発券の縄通

の︒

して圓残の償緻厩櫻へ努力が必要

麗協定について満腿すべき内容の

施設の嘱禽には許されないことを

魚群館熱醤

そわが圏の閣発体制を象徴するも

る︒

ともに︑外に対し豪勢的期待と僧

は︑内に国属的倫噸をかち得ると

爾浜両︸塀炉の完成などあったが

黙する罵罵の澄池が大きく揺らぐ

機としてわが國原子力開発体制に

一方で電源蕊法の成窟ほか煽根︑

にとって翼に多罪多難であった︒

原茅力關発が遡遇している不幸な

衡沢広巴原塵隠擬は︑わが国の

格を明らかにした︒

ラウデン幾

のイイノホールで開催され︑約七落人が参潴した︒

・原子力婁員擬︑河塞翁薩櫃の両

演したが︑佐々水科騨技術庁礎窟

スパーク氏

しだがわれわれも談た︑再建に協

だ︒敵塁による開脚体制鉱て製し

一

婿
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ウラ ン早期手当に不安

備蓄 確 保 に 重 点 置 く
電力
業界

なる︶︑カスケード改輿一日︵C
王P︶およびカスケード出力増強

リーな達成などがあげられるが︑

加工契約を糖び︑千七函五十万鯵

相当の濃縮ウラン千ナ蚤WU︵分
離作業単位︶の供給をソ遡から受

圧力容器の製

は西ドイツ︑フィンランド向け輸

ーツスフェーレタグ︵出資率五〇

ウェーデン政府の持橡象社シュタ

％︶︑スウェーデン罠閣鉄鋼企業

出︶を庖えているが︑膨大な設賑

ウッドホルム︵岡二覧％︶︑米コ

賑籔を行なったため一昨無に八千
クローネ強︑昨隼八千クローネ弱

ンパッション・エンジニアリング

ウッド笥ム社が増疑

造能力拡大へ

の欠撫を出している︒今回の増資

けることになったと発受した︒こ
︻パリ松本駐奮蝋︼スウェーデ

はこの欠損の一部を楠広し︑資本

ーで︑舶圧水型炉︵PWR︶用と

れた軽水炉周圧力容器製遭メーカ

五％︶の三枇により設立さ

の契約は︑兜月ウィルソン欝欝相
ンのウッドコム社はこのぼど︑岡

︵圓

が訪ソした振︑モスクワで発表さ

闘曲︒今卑の売一高は九千蒼酉万

金と儲人金の比率を織持するのが

獄ーネから倍額の八千万クローネ

社の澱本金をこれまでの四千万ク

で玉壷されたもの︒供給横滑は一

れた新しい両圏間の通商協定の中

沸騰水型炉︵BWR︶用の双芳の

ス

にしなかった︒

北海沿簿の三地点を選定している
が︑闘蚕簿地域の瀬民は原子力発
殿所からの撲熱に伴う海水の温度

いるが︑二水懸は一子当たり

薄

ール︵一万分の一％︶を混入して

しないよう二水自体に少羅のクロ

力発所では︑排水口に員類が付髭

にはあらゆる成長樋程のものが含

類を収簗中だ︒これらのサンプル

サ母﹂で敷地周辺の魚介類︑海藻

しており︑海洋学研究船﹁タラッ

ントの試験所を中心に調琶を關則

上界による膨羅を研究することに

まれ︑試験所の水描中で海水温慶

う︒

クトンの生態調査も行なうとい

DFは︑海水の温度上顎は敷地周 て︑焦類の移勤伏整調費やプラン

こうした漁民側の不安に対しE なっている︒また漁民の協力を得

ている︒

を汚染することになるとも指摘し

万ゾにも及ぶので有習物獺が海水

圧力容羅を製遣している︒

クローネと想定されている︒

ン

上昇による影響に墾大な閲心を霧
せ︑旨くも当局にその対策実旛を
求めている︒

辺の海面一〜二平二二綴について

W原子嫡二塁を正式に発洗︑まだ わたる沿摩の海水渇度が畏くな

のフラマトーム祉に出力九＋万K アルドロで︑この謬論六＋菌層に

の影蟹調査を蟹重した︒調三期聞

温度上興に伴う魚介類︑海藻類へ

入れて︑漁鍵科学技術協金に海水

いるものの︑漁属側の要望を受け

協力して北部地方における発霞駈

所︶︑北部の旋鉱技術会歓などと

DFはCNRS︵羅豆科学研究

せいぜい数度に欝まると説重して

り︑ニシン︑タラなどが小型黒船

めている︒

排熱真平システムの研究開発も逸

嗣敷地艦補として英仏海陳および

一盤地点は瀬癌グラブリーヌ︑溝

渥ドイツのクラフトベルク︒ユニ

は二鋸︵一九七七年一月まで︶︒

こうした弓張に当たる一方︑￡

オン︵KWU︶枕に出力百万Kで
Wは操絆することができない北海

現在︑周協鼓は︑ブローニュとナ

化はオランダ︑ベルギーでも硬

方巌に盗げてしまうのではとの懸

求されており︑原子力転換にと

念が漁民側の震い分︒さらに原子

が︑フランスの場臼は金く購満

る︒

が違う︒周知の通りフランスで

級原子炉二蘂を発注内示してい

水浴場オィ︒プラージュ︑擬獲地

ウッドコム被は一九七二鋸︑ス

に懲資した︒同社は瓢億五千万ク

れている︒

夢

︻パリ松本駐在殿︼フランス電

フ

沿岸漁民が排熱
影響対策を要望

約における憾格改訂︑エスカレー

しかし︑CEGBはソ連との契
ションなど諜細については明らか

ローネにのぼる受淺残︵うち半分

九八○君王中頃とみられ︑翼鰯の

謝画︵CUP︶の有効かつタイム

晦である︒

ソ連と濃縮縮
魔咄

講覆暴の聖心〇％にあたるといわ

ERDAどしては契約廃翼藤度を
現行の○︒二％から将来O・二七

果工象ルギ⁝研究聞発局︵ERDA︶はこのほど︑テネシー州オークリッジに聡力業界および濾の 五％︑○・三％へと引き上げ︑運
ウラン濃縮関僧庵興の代嚢を招き︑ERDAの現衛ガス拡無法ウラン艘縮三工堀の今後の運転謝薩に 転麗藁腿度を効灘よくもっていく
などして供給暴を確保していく悪

ついてその群細を明らかにした︒￡RDA掲当窟によると︑一九八二無までに二万八千沖SWU︵分
離作業盤︶を翻諮分として確保しておかなければならないとし︑契鞠廃藁縫度の引き上げとともに顧
客が灘縮フィード物翼を濃縮施設に持ち込むよう配当している︒

オークリッジの会戦でERDを
A引き継ぐことが期待されている

このほど︑ソ遡とウラン艘縮婁託

萸隙ゆ央撃力庁︵CEGB︶は
力公社︵￡DF︶は原子力発電所

干ナ＄Wu供給轟ける

濃縮ウランの供給懸︑引き渡し⁝
契約を結富姻⁝

て確窯に二万八千冒WUが維持 子力驚爾所録画の量り延べ︑門衛

を不蜜定にさせる嚢函として︑原⁝

ナウスキー部疑は︑今後のガス拡

Aは︑これまでこの備慧規模拡大 欄間で使馬する慰力供給がカギと

される必嚢があるという︒ERD濃縮三思堀の荷効な継続還転︵三

灘縮ウラン鰯境賜を舞り切り︑そ

米が原則的に供給合意
なお︑イランはすでにフランス

欝注していた︒

五庫までの四塁のほか︑敢府が

そのメンバーだといわれる︒八

鍛近目薄した㎎塞︵出力頁万K は八五鶴までに葺千六颪万K もなう傾向のひとつとして注目

投禦で五五％のぎりきりの螢成

トが一慶変萸され︑醒近の怯属

批判者の要求はリスクの慣蟹

対を呼んでいること︑政府の設

ぶどう圃と腿場の存在が強い反

場の闘題もからんで︑伝統的な

4
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立口

区

本歓（傾子力部）

生薩︒物仙郷理部のF・P・バラ ものの︑八二庫までに備諮分とし

いくことについて①灘縮役務を求
に必要なフィード物蟹蟹求鰍に僻
合うウラン鉱石を醐達するよう電

れ以降の契約履行にも支擁を想こ

原発8基をイランに

敬法ウラン濃縮三工場を還職して

石羅を灘羅 施 殿 に 持 ち 込 ま な け れ

める顧霧が ど れ く ら い の ウ ラ ン 鉱

までに濃縮 役 務 を 属 闇 施 設 に 移 行

さないよう提参していた︒

子力雛罐二八璽︵＆謝出力八二万

後十鎌間に米国がイランに対し原

KW︶を発毒し︑その代便として

誰謬灘

携を育てる延長をしたのは西ド

甫町聖堂周の挑

憂︑圏境主義毯︑

立朗な醇認可︑監視機関の般躍

な検酎︑有効な安金の懐班︑独

抗が続いている︒対津の化学工

の誹画三極のうち︑来薙認可予

i

ばならないか②一九八O年代初め 力際係轡に求め︑八O鎌代初めの

茜騒を確撮するべきか③どの程度

していく遇 渡 期 に ど れ く ら い の 傭

案に回し醗力会社は︑ウラン緬格

しかし︑こうした8RDAの提 ※︑イラン両國は三月四欝︑今

濃講ウランが必蟹か一などを決
が醐騰しつつある環在︑阜慧にウ
イランが米魍に約七十鱒がを支払
うことに原則的に会恥した︒これ
は︑三月四鰹ワシントンでキッシ

公社︵EDF︶が独鷺的に盗め規制という︸発鰍制が︑エネル

計画を團欝躍層のフランス灘力

統合︑政府による排他的原子力

W級︶の翫覆止も塾してお W︑毎庫六蔓発注という大規模 されていい︒オランダでは灘力
り︑そのサイト選定が当面の出

こういう偶勢のなかで︑批判

ギー白磁で打ち出されている︒

鵬になりそうな気配︒一方のオ

適地をしらみつぶしに調べ︑三

ようとしている︒全圏のサイト

いることも触診せない︒その運

グループの歴際酌遡携が謹んで

ランダは︑薩渠人と識会人の署

や八地点を選び出して︑黙殺露

名グループが中心で︑建設渓窟
の八雲としてコスト︑供総の儒

というのだから︑抵抗が趨きた

坐の同愈を一雛に取り付けよう

である︒

頼性︑腿罵︑他産漿への影響︑

加速

下り番國の舗筆のマトはこの原

隣国岡志で圏構も似ているの

立地︑リスク︑計画の業軟性︑

子力転換の

で︑状況がウリふにつの展開を

を採択した︒このなかで︑鶏C

げている︒ここでは八近隼まで

傲舗と広範隈な項層の検罰をあ

定の一弩炉が焦点になってきて

（発露所開幕〉機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーヘイ、核燃桝装蒲・交換作叢、
玉人曇日管理、汚峻衣類のラ／ドリー、冷却取水溝の清掃、廃一物の運搬、変画所・空晶設備運
轍保笥、施設内の補助鶴亀凱びに営繕業務、讐磁区域内除染および清掃、簿通区域漕婦
（研究施設関係）RI放射線取扱実駅蜜設剖コ／サルタート、施設の改造・解体、廃叢施設整備、
機器の除染、各種騰棄物の処理、フィルターの父換、空間線慧禦・表面拓染寮分布測定、空調設

．撫驚

原
次郎
鈴木貞一郎

取締役会長
取締役社長

力

霧： 子

の原挙力灘蹴焼目にどのくらいの

定するさいのカギとなる翫画の群
ランを手当てすることは難しいと

が︑今画の発表された越転翻醐に

してこの提璽に難色を示していた

細癒︑巌藁界代表に説明した︒

バラナウスキー部長によると︑
今購の遡購翫画が寅行されれば三

万蓄帯ぎWUの備藩分が一九八 おいても傭醤に璽点が躍かれ︑學
イラン蔵摺が︑今後五無闇の両團

ンジャー米国務長窟とアンサリ・

ないことを再確認し︑囲感の色を

O無闇濠でに生醒されるとみられ 慧にウランを鶴遼しなければなら
るが︑八二年以降に民闇ウラン濃

麟鳳スウェ上アンの環境論争
を取り上げたので︑ついでにそ
の他の欧洲諸豪の状況をみてお

みせているのはオランダとベル

上流︶の四薙越しの紛争であ

イツのウィル晃雌所︵ライン川

は全体のエネルギー消費を極力

ギーだ︒両翼とも批判グループ

昨隼十二月︑ベルギ⁝のブラ

のは当然︒四聖

こうQ

ッセルで開かれたEC︵欧州共

1プをはじめ後 る︒ここでは住罠の及対でサイ

人の科学蓄グル

米︑イラン性命の原茅力技術援

抑えながら︑舗票麟加分のほと

は︑原子力発蹴所の鶯年闇建設
幅止とその聞の徹底した環境安

〔練子力関遼轡樂種霞〕

福島眼華魏郡 人熊田∫ 雌、繕（oZ40≧2）2793
橿越廼叢所 荻娘蝿』郷珂郡東海村主導公
1665
寮灘鴬要覧 福芽ド鍛敦賀市昭秘町1−18−2「二 蝿書轟（0β928♪（4，正b62
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篭需舌（⑪6）（353）5
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大販出張駈
覇根出張所 働恨囁八東郡鹿」脇町乱騰 霞監謙｝ （08528＞ （2） 0 2 2 7
以鎌肋騨の他部叢二露寒奮藤襯｝鰹嫡にてピル鯉購を鴬簾

ビル代行

株式会社

業
産

力

原

間における石釜以外の総額雨五十

億がに及ぶ蟹覇協定に調印した
際︑両醐の舎愈瑠項として萌らか

にされたもの︒騨門塚筋による

岡体︶の閣燈理彫金は︑石茜種

と︑闇討から供絵される原子炉は
発爾と海水脱塩を藻ねた二墨感気

機に対処する新エネルギー謝画

建膿懸緒暫
なるという︒

助交渉はこれまでにたびたび行な

んどを原墨力と天然ガスでまか

興が偲られたが︑まだ住民の抵
われてきており︑特に昨年五月に

なう方針を立て︑︸九八簸年の

の一興三千四蟹万KWから一憾 全問題の解萌を要求︑いわばス

いる︒

呼びかけている︒政府もED 心を呼び︑住民への支擾湧動が

原子力発醗繋累規模はこれまで

両国の場舎︑その原子力翫薗

坐の原子力翫画についての楽團の

七千六颪万KWへ︑約四千蕊百 ウェーデン型の論争になってい

は團土製穂や無刀供給規模から

という聡態の展開︑囲際的な関
響力が大きく︑政府はその動き

万KW引き上げられた︒いま環 る︒どちらも批判グループの影

腰許町−着工−熱り込み一将判
機助方武のあり方などが舘し禽わ

境論象が起きているのはベルギ

現まで原子力設醸を捲激せよと
れた︒また昨鎌六月には︑瞬こう

などに向けられ︑それらの実

十年聞に︸懲三千万が相嶺の灘縮

が多い︒今鎌から来隼にかけ
いているが︑スタッフの増翼が

て︑欧州の論争がどう展開する

Fへの規舗強化の必要性に気付 濡発なことなど︑注圏すべき点

かに濫凹しよう︒

はきほどでもない︒したがって

間に合わないほど計画進行は慧

︵K・K︶
テンポだ︒罐力会社への規制強

みれば大きいが︑冷罵綴として

エンバヤロンメントという環擁

ベルギーの霊役はインター・

全國組織で︑国民十人に一人は

イツ︑スペインの遠心だが︑こ
れらの国の翫画規模はフランス

出品はともかく︑二︑一二館を問

を無視できない︒

ウランを米團がイランに供総する
との四日も結ばれており︑来政売

を先頭に糾並み上っている︒つ

題の検討に蟹やす余裕もある

ー︑オランダ︑フランス︑西ド

AEC面輔陣がイランを前歴︑同

糊がいっせいに

C︶のレイ驚動鍵をはじめとする

は当時の 米 原 子 力 婁 贋 会 ︵ A E

燃え上った︒

プラントとして便用されることに

し

町

郷

深めている︒

㎞

島

縮工堀が稼働し︑新規の濃縮役霧

脚

筋ではこれ族でにイランへの発代
用原子炉二墓供給の糟愈があると

例

職
米國で運癒串のバデューカ・ガ区拡懲懲ウラン爆縮工場の全暴

糊

（2）

第766号
（第三種郵便物謙

新

子
昭和50勾三3月筆3B

f演目瓢保守、管理区域内除染およびぞ酷崔｝、鰺通区域癖掃、雨水實理
〔原子力関三韓要得意先
（癸i羅所關係〉日本原チ力発奄㈱・敦賀および東海発電所、東京電力㈱・編島発電所、中困堪力㈱
・脇恨原子力発竃｝】斤、U鉱プラント㈱、弼礎 ｝麗気㈱・芸子力本部、三山原子力＝L瑛㈱、 G症
敦賀および観島建設所、W｝｛・湖浜建設所
（研究施毅関係）口本線子力研究所・東海 大洗・高崎各研究所、理化≠研究納・火和研究所、

呪力中央研炎瞬、H本アイソトープ協会、東大工￥部・原チカ研究施β隻、東北大￥・金属樗桝研
究所、東京都立アイノトープ研究所、放射綴撫鵠総合研究所、電気通信研究所、㈱來琳線チ力舷
業研究所、ライオノ生物実験セノタ一

∴

︵GfX︶との闘で逸めていたナトリウム冷却爾認識殖炉の反応購副腎擦箕験を行なう三岡カプリ針
山への謬加に関して︑このほど三蕎闘に台懸ができ調印したと発表しだ︒動燃はこの團際プロジェク

十鎌から五十五無までの六隼閣︒

共岡カプリ餅画の期間は昭秘五

トに騨門廉を山嶺︑これまでの理論離な安全解新編箋験的に確認して解析コードを開発︑爾速一日原
型炉﹁もんじゅ﹂に活用していく︒

て心隔炉の安全監と繕頼性を確立

共同カプリ謝画は︑CEAカダに仮想脳故の解析コードを開発し
ラッシェ原 子 力 研 究 所 の 軽 水 炉 反
することを目的としている︒

し合いが進展︑四十八蕉の貝独腐

らCHAとGfKとの闘でまず器

総二目は約八十億円︒肩越の分担
については︑燃料ピン毅醗に関し
てドイツが燃料︑フランスが被灘
蟹を提供するなど仕横が決まった

なったため三唱均等負撮とはなら

石坂泰三氏逝去
経済懸体遮倉会の葛欝金擾・石

で経団遡︑東芝などヤニ國体︒企

いずれも引割・九段の臼本選引割

個展も開いている︒四十五年に勲

味も多彩で︑とくに短歌にすぐれ

て潜躍︑今回の礎をつくった︒趣

発でも蔦劉嬬のころ原塵理麟とし

ズがどのようなものなのかわから

も澗たないものだが︑内部附にキ

を正三泣に叙し想日国花大綬灘を

政府は十一臼の閣議で故石坂氏

贈ることを決めた︒

は世界単租を希求するわが國の纂

国的とするものであります︒これ

ツ等々︑薩動は輔広い︒原子力開

ず経済︑社会︑文化そしてスポー

日︑二階裳氏らが首相に黍渡し

准に関する罠解をとりまとめ︑三

世界喉一の被爆国であるわが國こ

本開立鵬と合数するばかりでなく
晃解は二階堂氏を代表薔︑木紺

た︒

そ禰樋的にその推遜を騒るべき立

いて一部議論のあった原子力箪和

場にあると儲じます︒同条約につ

醜夫︑竹内黎一︑鯨瞬兵輔︑測聾

利胴の保騨描躍についても異体的

洋軍︑林義郎各氏を世語入とする

もの︒核防条約の拙准はわが圏が

にユーラトム並みが翻められるこ

筒憲議轟約四十入がとりまとめた

とになり︑その不安は解消される
に旧り豪した︒したがってこの際

とるべき墓本醜万醐であることを

た上で︑㎝部議論があった原子力

えって各國の霞本に対する猜疑心

徒らに批准を遅らせることは︑か

まず指摘︑こうした翻識を踏まえ

承和利用の灘で不安が解消された

を強めることにもなりかねませ

今田批准を運らせることはかえっ
て各圏のわが国に対する猫疑心を

ずるとともに︑核保荷船に対して

において核防条約を速やかに枇准

は核蟹縮︑非核傑萄国の蜜金傑繰

ん︒以上の誌点を響写し︑今圏会

とともに︑一方︑核薄荷国に対し

を強く求めるべきであると籍え︑

強める紬累ともなりかねないと彊

核照縮および霧核国安全保陣など

関係蓄の理解を訴える次第であり

懸︑飼条約の早期批准を強慰する

している︒

豪す︒

◇

を強く求めるよう︑あわせて指摘

自民党萄志津蝋による核防条約
満期批准の冤解は次の通り︒

政府はさきに日戸原子刀機関と

協定締高に関するこれ豪での禽愈

核防条約第三条に塾つく涙瞳描麗
代内閣は非核昌昌を一叢した方針

霧項について仮調印したが︑同機

わが圃は国際協調として粟和外

として徴界に日貸しており蒙す︒

関は

藁を推逸して躯りました︒特に歴

核防条約は核兵器の拡散を極力防

定案を上程︑承認した︒

にじみ

が翻められ
さらに群纈調査を要すると響汎ら

でわずかな

管の溶接肇傍一か駈に表面醗淵

贈所については炉心スプレー系配

蔦の理購会に仮調印した協
止し︑核戦争の勃発を防ぐことを

BWR配管点
検で中間報告
適塵釜

にじみ

は叢論的には一メ層に

︵カラー・チェック︶でわかった

藁の禽周葬としてキリスト教武で

もク⁝ロン勲璽︵ベルギー︶など

B︑強腰名の入選暫

大森澱芝︑芝出啓

無︶︑

編谷部順︑藤

鈴木徹︵愛知暴立旭丘醐校二無︶︑

校一瓢︶︑荷欝美智︵出好鎌︶︑

代子︵麗児鵬藁立川内気心女子高

興立福岡獲麺学校二年︶︑潮田都

△解高校一犀︶︑藤本雅弘︵襯岡

西画校一髪︶︑大川静︵欝森傘立

年︶︑吉住典子︵愛知興立議題麗

還藤弘︵岩孚緊立盛岡工曽爾校一

田みどり︵垣隣憲政薩校一

蕩校一無︶▽佳作

野美知子︵麗児翻興川内丹心女子

︵大阪府立北野轟校三無︶︑西

▽巖纒勇

入選響は次の通り︒

名が佳作にそれぞれ入選した︒

君︵欝森興立八戸轟校︸奪︶ら十

一二︶ら聯名が最纒舞︑鎌谷部順

之葛︵策職工叢大学懸子工業轟校

十篇が応勢︑総懸の繕粟︑大森澱

五︑女子二薔ニや五の総数五百二

屡締め切られたが︑璽芋二菖九十

の響え﹂が作文テーマで︑一月末

﹁原子力平和利粥についての私

が発表された︒

と豪り︑＋

なったが︑このほど審登結璽が豪

として高校生からの作文騨禦を行

回﹁原子力の日﹂配念行照の一環

会は︑昨年十月二十六巳の第＋一

行なっている原子力広報遡絡協議

一般の理解をうるため広報活動を

原子力の二二利用について広く

﹁原峯力の日﹂作文募簗

の入選決まる

大森君ら13名

必要ともみられている︒

の膨便が終るには五か月閤程慶が

を繰り上げたこともあって︑盆て

確実だが︑霞月に予足された定検

る︒欠陥部分を蹴り魑汎ることは

一等想日大綬戴を受瓢︑海外から ず︑引続き群細醐査を遜めてい

霜一郎氏の後を継いで経団連の第

故石坂氏は昭和三十一年︑故降

坂泰三氏︵B本原茅力藍藁会識首 とり行なわれる︒

年繭置購四十分︑脳面⁝栓

里︶はかねて入院書籍中であった
が︑六円

けは露ってくれるな﹂と旅券窓

◇

が贈られている︒

月まで六期十二年にわたり

財界

二代金擾に認諾︑以後照十三鋸菰

総理

のため査察・河田驚の東京女子医
科大学病院で遊表された︒八十八

宮学罠答界における饗職は数知れ

口で謬い渡されての旅立ち︒苦

として慰難した︒この間の

十三の六︒

歳︒自宅は聚東都渋谷区松灘一の

クロダ研究察

麟も多かった︒﹁業纈がないと

年︶︒

細沼克吉︵藥京都立江戸川画校二

なお最鰹秀三顯には科学技術庁

擬麿の鐡状︒澱品と所属校に対し

十万三相墨の理科教秘︑佳作入選

本紙七六五暑五二の

晶がそれぞれ贈与される︒

作には科学技術騒擾窟の鎚状と鐵

︹訂正日

広告欄中︑﹁原子力界﹂の発行所

は原子刀滋養研舞所ですので︑お

鰭びして︑訂正いたします︒

3（大代褻｝

1

毒

03｛561）9

躍踏

、

段階で勲燃が遅れて謬加する形に
鐸儀が十七臼午後一騰から二幅

議で︑衝別式が二鋳から四疎豪で

ず︑C鷺A︑GfK各㎎○％︑動
燃二〇％の負撮に落ち魑いた︒

スケジュールは︑五十無から五
十一年までがドライバー・コアの
改嵐や炉内プール蟹作などの輿験
躍轍︑五十一銀から箕十二年まで
が新二酸化ウラン燃料ピン鎚験に
ついての第一次糞婆︑五十二年か
ら五十五隼までが照購済ウラン︑

おり︑動燃はこれらの実験に騨門
家を派蔑する︒

動燃は鋸から建﹁もんじゃ﹂に

ていく︒動燃の逸事協力による三

共同カプリ謝画の成渠をとりいれ

﹁

二階篁進元科学技術庁撰︑木封

重炉共閥実験謬加は一昨年の日英
脇力に璽つく﹁もんじゅ﹂炉心モ

ミ︷

俊炎萌外務大臣ら頭蓋党の有憲国

ノ

ックアップ試験のモ；ツアルト謝

ミ

璽はこのほど︑核防条約の緊期批
ミ

画に次ぎ二番罠︒
〆ミ

う︒﹁吊定﹂なのはERDAか

き

た﹂とする聾時の学巻たちから

ら旅籔の串謂許可がおりるかど

ド

猛烈な反撃をくらったものだ︒

れば六月初めには一奪の休暇で

うかわからないため︒OKとな
興味も呼び趨こす︒ウラン獅の

滞在中の藁京を離れる︒

天然原子炉説は新たな学問的

濃縮慶が減って天然原子炉が

研究が駐日に
できる場

は最近ウィスコ

教擾になれない﹂アメリカなら

れる︒この建紬調査は今響の定検

ニ轡姫スプレー系配管の溶接部に

遇産織は一月末雪国ドレスデン

ていない︒

あり︑今のところ翼常は諏められ

原子力発躍駈は現在なお点検中で

三︑禰鵬﹁讐機と申躍力雲根

臼程を繰り上げ︑懐璽に行なう︒
︵BWR︶赤心スプレー系配管な

通産雀は五日︑沸騰水型原子炉

どの点検縮累についで次のとおり
中間発表した︒

一︑黄京餓力福鰯第一原子力発
電所二毎機︑三讐機と中部電力浜

点検の結果異常なく︑このため禰

クラックが発兇されたのに対応し

踊躍峯力発讐一弩機については

騒三弩機は試運転を再開︑問二弩

て稼働申の沸騰水型炉六墓の点検

原電によると︑液体漫逝検蕊

を遊めているもの︒

機と浜岡一嬉はそれぞれ運転およ

二︑隠本原子力発駕金社敦賀発

び試運騒再開の醸備巾である︒

ご

応購故爽験に使っていたスイミン

申性子炉の 反 感 細 細 模 擬 実 験 網 に

プルトニウム混臼酸化物燃糾ピン

一

︵熱出力五千KW︶の炉心を縄速 翫画については︑昭和㎎十七舘か

ノ

グプール型の寅閉炉︑CABRI
動燃購簗膨によると︑この実験

︐ さ戸

実験に毒する讐沃爽験となって

︐

を

予

昭租二十四隼

座を櫓てて渡米︒濁川秀樹︑朝

しなくなる理舗的な隈
界は漏ハ懸焦一戸︒一極生物が急に

永擬一郎︑小平邦塵の︸二選と並

稼動

出てくる世代と妙に符暦する︒

んで戦優海外流出の第︸陳をな

を求め一大助教授の

天然原子炉がダ⁝ウィンの濫化

ンシン州とカナ

した︒﹁マッカーサーの悪口だ

ダの境にあるワ

だろうか︒

論とどこかでつながりをもつの

の予言者

と︑フランスの発表がある蓉で

生みの親クロダさんに調わせる

いれられているわけではない︒

天然原子炉説︑すんなり受け

欝〃を立瞑する形になった︒

が起こっていた﹂と繕論︑

ウラン鉱謄中で天然に遡鎖反応

より﹁十七億無漏萌にオクロの

検出したというわけだ︒これに

獅が燃えた﹂という〃捲紋

︐︐ド〆︐︐︐︐︐︐さド︐︐︐

改遣︑薪た に 三 圏 の 国 際 協 力 に よ

て横酎を開始︒その紬果︑國際協

遼炉会識の偶報交換の際︑動燃が

に︑何らかの原因で舗御棒が抜け
力による共岡プロジェクト爽施は

る共同プロジェクトとしてスター

て轟常反旛慶が挿入されたとき︑
重書畿で︑腐逮炉開発における技

GfKから毒加の睡びかけを受け

または冷却 材 の 流 羅 が 減 っ た と き

判断︑滲舶にふみ切ったという︒

術的︑経済艇なメリットも十分置

トするもの︒定常運駈状態の鍛中

に︑画料ピンがどんな単動を示す

う
︑︐∫〆

かを醐ぺ︑その爽験データをもと

ぎず

盈
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﹁およそ二十懸矩前︑大羅の

た﹂ーー︒一九五六隼︑※国の

然に核運鎖反慮が趨こってい

学会誌﹁ジャーナル︒ゲミカル

米アーカンソー大学の

扱い﹂︒ウラン獅と娚の半減期

︒フィジックス﹂に載った﹁ク
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天然原子炉
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スのアーカンソー・チャンピオ

の六月・ガボンで︷AEAのオいずれも大学生で︑擾墨はチェ

ラ4探しに取り経んでいる︒こ イーズ夷人との間に一舅二女︒

つけ・
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総懸魑扁
機関の憲察爵︵第九条︶

日本国に鮒する機関の査察綴の

原子力活動に係るすべての核物璽

田本国政府 ほ す べ て の 平 勲 的 な

墨田的約禦︵第一条︶

よび妨圏を餓少にし︑かつ︑機関

力濡鋤に対して生じうる不都△口お

および躍動は︑査察を憂ける原子

を必要とし︑機関の蓋察員の訪問

第闘部

に関し保纏描躍を受諾することを

揺窟については日本圃政府の閥懸

約榮する︒

の藍察鋼の知るに蚕つた薩榮上の
秘密保護を確讃するよう実施され

穏婆および免除︵第十条︶

保瞳描麗の適嗣︵第二⊥一榮︶

とを確保する権利および義務を差
機関︑その齎察澱およびその職

なければならない︒

する︒日本團政府は︑国内制度を
工には機関の特梅および免除に吊

機関は保蹄描躍が適用されるこ

維持し︑翻内捌慶を適用するに当
する協定を適胴する︒

核物照が消耗されたこと︑いか

一条︶

核物照の消耗豪たは希駅︵第十

たり機関と協力する︒機関は︑国

内制度の聡 定 を 棲 認 す る 方 法 で 保

日本職政冊 と 機 関 と の 協 力 ︵ 第

瞳描躍を適編する︒

ほど希駅されたこと︑豪たは︑実

なる原子力橘動にも使用で謹ない

日ホ麟政府および機関は係三三
際よ回収不珂能となった場禽には

四条︶

躍の異旛を容認にするために協力
傑蓬蓬躍は終了する︒

核物置の重重望外への移転︵第

し︑両薔の活動の不必要な囎纒を
さける︒

蟹用を負った場命箸は︑機関はそ

政府が自
民に提示
について協議するQ日本国政府は

る聞題が理藍鼠により一二される

協定の解釈または瀬朋から生ず

ことを要講ずる権利を衛する︒協

の盟用を芸評または肝試する︒

原子力損密に関する第三桜雲旺

定の解釈謹たは桜口から生ずる紛

関の禽慧を必蟄とする︒

ての膨蕉は︑闘木田政府および機

協冗の膨虚について協議し︑すべ

田に勤力を発生し︑繍本困が条約

た旨の文欝による幽幽を受領した

の法律上︑霧艦上の要件を満たし

効力発生および角効期閣︵第二
＋丑条︶

この協定は︑機関が︑欝本圃敵

部の口際

鰐から︑娯嵐脳の動力発生のため

争であって︑二本国政將および機
解︵第二＋七条︶

︵第二六条︶

下で簿られる原子力一興に貸する
閲による簗渉箸で解決されないも
第二部の圏的は︑第

田三雲三二は︑繍本国の法令の

第三蓄藪任に対する保護が機関お
のは︑協定に定める手続きに従っ

第二部

よびその職員に占卜されることを

＋条︶

保隊描醗の闘的︵第二十八⁝三

であることについて定めているQ

適爾される手続きを規定するもの

描灘に関する規定の実施に盗たり

て構成される伸裁数覇所に付託す

他の協定にもとつく機関の保障

る︒

確保する︒

原チカの卦故から生ずる三密以

國際的戯任︵第十七条︶

この協定が効力を萄する閾︑饅

描麗の適朋郷止︵第二十三条︶

段および機闘の検認濡動の技術的

綴描蔽の閉的︑保障描麗の手

関に灼する譜求権︑または機関に

外のものに関する欝本属政府の機

の逓用は鰹止される︒

本国における機関の他の目口擶躍

察の卑響性についてもコーディ
ネーション方武の採罵などいわ
ゆる﹁ユ⁝ラトム並み﹂査察が
磯擬︑査察業務羅や立入り場所

が国だけで︑岡第二条にはわが

猫を付けたのもユーラトムとわ

国際原子力機関との聞で仮調印

れるなど︑かねてわが国が強く

それに比べより簡累・禽理化さ

察は現行の一簡國協定に基づく

らその概要をとりあげたもので

雀が㎎B明らかにした協定案か

とを明示している︒本稿は外務

碧羅の

議定欝︵第一一十六衆︶

⁝の綿翻である間勢叢叢・
この協短に付記する議定識は協

七や六壱†蘂︶捲関鍵蟹⁝

一︑査寮に関する立入り等︵第

設計精報︵第四十二⁝園ナ八条︶

定めている︒

員は︑枢要な繍断のみに近づくこ㎝

⁝

察員の竃察活動における二塁︑機

︵鯖八†七⁝八ヤ湘条︶謹機閲査

一︑蛮察員の行為および訪問

に関する手続を簸めている︒

八や六条︶鷲機関の蔽日勤の櫃定

一︑萱禦員の指竃︵第八ヤ五一

めている︒

政府に遡要すること讐について竃

なう場愈︑〜驚の期間前に瀦庫國

察︑通常董察および特別藪察を行

＋四条Y騰が・ア某・ク査⁝

一︑査繋の璽潮︵第八や三一八⁝

籍ついて定めている︒

を決定するために用いられる華躍⁝

箆察の実瞭の國数︑程度︑期閤讐⁝

関する最大通常壷蟹台紙櫨︑瀬協︸

︵第七夫人†業︶目襲望

一︑一列察の頻度および狸笈

とがで躍ること讐を定めている︒

機関に提毘する設乱筆報の二型

報の再横前︑設計情報の横三等に

や設訴情蝦の横認の霞的︑設計燐

ついて窟めている︒

機関に提出する施設以外で便劃

⁝定の不司分の一部である︒

施設以外にある核物質に関する

機閲は︑その一日濡動を行なう

する核物質に関する月報の要件等

情蝦︵第四や九一五十条︶

に当たり︑園内制度を十分に利用

報酬繍制農︵第五十九一六十九条

等について定めている◎

計胆気録および運転認録の要件

記録制帽︵第五や一1五十八条︶

について定めている︒

度の要件について定めているQ

すること︑および腱内謝醗鷺理制

保障描記の開始煮︵第三ヤ冨丁

採凱衷たは鉱石の処理の活動に

三＋四粂︶

購雪国敵鰐が機関に蝦告する計
獣盤理報告︑特別報告の要件︑提

ある物質には保障好日は適罵され
ないこと︑および爆隊措羅の開始

一︑総劉︵第七や条︶1一機関が

葦察︵第七十⁝八十九条︶

出期隈箸について定めている︒

綴障繊躍の終了︵第三ヤ五条︶

点について定めている︒

第十一条および第十三条に定め
る条件に従い︑核物質について簾

定めている◎

警察を行なう櫃利を私することを

十三条︶巨機闘が︑核物質に関す

機関による硬舗活動に閲する報

うること等について定めているQ

︑箆察の國的︵第七十一i七 関査蟹員に田本の査禦轟が同行し

る初期報艦に含謹れる悔報を嬢乱
すること響のためアド・ホック査

魍敵府に趨耀することについて驚

第六一三

障描翻が終了することについて定
めている︒

保陣搭躍の免除︵第一

特定國的のための核物質︑一楚

すること騎のだめ重圏騒騒を︑特

寮を︑核物質の所在︑騒等を横認

＋八条︶

畷以下の核物質讐について保瞳描

圏際聞移転︵第九や一一九十七

機関が網戸酒動の結果箸を鷺本

岱︵第九駆馳︶

麗が免除されることについて定め

めている︒

核物質の麟本圃内への︑寂には

巽︶

慧規竃を望めている︒

麟本曇外への移転に関しての手続

一︑査察の鮨囲︵団七†四−七

れ行なうことを定めている︒

こと讐のため特別萱察を︑それぞ

別報告に禽藤れる橘報を検認する
補屡取決め︵第三十九一四十条︶

ている︒

爾本国政府および機関がこの協

十五条︶鍋機関が︑第七十一条か

定に規定される手続きの適嗣方法

ら第七二二条までに明野された強

この協定に用いられる用藷の驚

冠蕊︵第九＋八条︶

を群細に規定する補騒取決めを締

要で︑核物質の独自の計測︑試料

養することについて定めている︒
在曜目録︵第四＋一条︶

鞍を簸めている︒

入手箸を行なうことができること
を定めている︒

機関が︑臓本圏内の核物質につ
いての在鷹臨録を保持することを

い︶

ようにするため︑日本国政府は董

査察に立ち舎うことを決定できる

された冤誇りとしてあらわされ︑

第八条︵報欝の様式︶

警察活動を霧饗する︒

各施設に関する董察業脇鷹

回す一条︵賢察業務鍛の郷定方
武︶

は︑協定本文第八十一条の墓躍を
用いて決定される︒そのような墓

機関が一齢の理本国政府の
時検閲される︒

第†二条︵隠蟹の簸大照察業霧

動は識窪轡の第十条から第十六条

これらの査察業務籔は通常の運藤

曝本国政溝および機関は補

扇燦圏政府は施設蕎から報告を収濃し集中的な計緻的管理等を行ない︑まだ︑定められた諸藩内に在曜変鋤報告を機闘に提出する︒

第十三条︵査察の異施方法︶

なければならない︒

機関の蜜察と国内舗度にもとつく

通常蓋察の営的を遼成できる隠は

査察は問蒋に契施される︒機関が

いつでも機閲の鷹察澱は二本國の
蓋察農の査察防熱を観察すること

第＋四条︵査察の田程および謝

により査察を実揺する︒

でも︑建議はそうする︒

尊爵の霞的を毫髪できる隣はいつ

することにより︑アド・ホックの

機闘が限本国の警察活動を観察

第十七条︵アド・ホック齋察︶

関に送付する︒

察響応についての富源報告欝を機

類および8本圃の他のすべての査

立ち鍛つた査察についての作業羅

臼本国政府は︑機関の蛮察罠が

第十六藥︵蒼察蝦管領の提出︶

爆籍を機関に提出する︒

察されるべき磁台辞について箏導

このような査察叢覇羅は箋

賊︶

本圃政府および機関は︑暴富鰯報

まで︑および捕足敢決めにもとず

本國政府36よぴ機関の通常査察濡 際に適用される査察業碧羅の台葱

⁝報簿の様武は︑川本樹間瞬および

ヒ

圏内制度︵第三十一⊥一一十二条︶

紬論の内容について定めている︒

州際法に従って解決される︒

臓本圃政府および機閲は︑この

この協定の修正︵第二十四条︶

よる醸本国政尉に対する請求権は

不転閥の磯認に関する撮躍︵第
＋八⁝＋九条︶

査察の平等性確
保などを盛込む
九十八か条と議建蔽全十八か無

がうたわれている︒協窟に議建

などについても覇隈されること

から成るもので︑これによると

政府は核防条約︵NPT︶のれた︒綴愛護麗協窟薬は庫支金

の命愈取り付け工作を急いでい

今圏禽申批准をめざし薗民党内

核物蟹が田本羅外へ移紙され︑

された岡条約第三条に塾つく傑

＋二条︶

保瞳描躍は 環 本 圏 に お け る 経 済
受領圏がその核物獺に対する購伍
隊搭麗協定璽の末文と議定欝が

ある︒

保瞳陰茎の垂垂︵第五一七条︶

的および狡術 的 発 展 な ら び に 羅 際
壷負った隠︑その核物質に対する

霊憎してきた譜点を全心的に盛

るが︑騰Uには先月二十六顕に NPT下保瞳描適適解に伴う藪闘に﹁徽患国待遇しを与えるこ

協力を妨げ ず ︑ B 本 国 の 原 子 力 湧

外交︑安保など愈岡の闘党風禽

り込んだものとなっている︒査

一
難

第五条︵傭報の提出︶

の検討を浜岡で実駕する︒

敵麿は︑機関に幡報を握出する場

定︶

第七条︵報告︶

条仲箸で実際の醗大慰謝爽務蜀で

この識窟醤は︑保陳搭躍の週贋に

不必要な雛襖をさけるような方法

愈には︑黙認する査察方法︑査察

の実際の園数箸を淡雪する場禽に

成︶

第六条︵補疑取湊の付属欝の作は︑臼本魍政臆により実癒される

各施設に対する機闘の蛮察

で実施されるための条件および方

業務懸の見蘇り等を提出する︒

第や条︵機関の蕉懸盤数等の決

田異国き調整される︒
おける協力が国内制度の湧動との

第一条︵議定欝の位餌付け︶

．書騰離

に提趨︑その金容が明らかにさ

機関理三会は︑核物質が核貝羅
その他核爆発感孚に転朋されない
ことの確臆を確死するために︑田

つ︑緊慧であると決定する場禽に

本鶴政鰐の日勤が不司欠でありか

は︑山本圏政麿に対し遅歪なく必
饗な行動をとることを襲求するこ
とができる︒理聯会は・核物顯が

機難麺難禦整︶日

傑瞭描躍は終了する︒

核物騰が禽金の製遡等の非原子

観応圏政府が保緯描置の適用を

ﾋ

動に対する不当な干渉をさけ︑原
罰点畢力活動に使用される核物

適会する方法で爽施する︒機閲は
力醤動に使用される煽會には︑日

詣︵第士瓢柴︶

商業上および学課上の秘密を血肥
本聖訓斑は︑その核物質に対する

に必璽とされる蟹隠な管耀話勤に

峯力活動の 経 済 的 か つ 安 全 な 運 転

するためあらゆる予防描翻をと
保隊店棚を終了しうる状態につい

枢嚢な繭所において機聡その他の

必要としない原子力活動に核物質
胴がなかったと機関が確認できな

核兵蟹その他・核爆発装翻への転

法を規定する︒

臼

避取決の付属器の作成を共同で行

第四条︵設計禰報の横認︶

なう︒
霞本国政府は機関に提出する偶報を台慈された麗問懸を講習に収饗する︒

ことを条件として協定の実施に当

える扱いより不利でない扱いを譲本國政窟に煮える︒第三条︵偶輯の収集︶

たり︑機関は︑他の園︵群︶に与

いと認める二二には︑機関懸藪第
第二条︵簸慰国待遇︶ 臨本園
十二条Cに規定する報告︵国運蜜 政府が羅内制度を荷鞍に実施する
うこと︑および同項の描圏︵援助

僚理および総会への報告︶を行な

鼠末鵬政虜および機関は︑協定の解釈または趨彫から生ずる問題

無糖力界葺

鈴 木

条約の不完全性の改正を

電力会社は迷うな

弘

久布白兼致

凝

︑

散財

懸

浦 川 隆 夫

原子力を静止させるな

麟灘蝿

染麟

聞

力

原

り︑それを公羨してはならない︒

て︑事潮に機関と合齢するQ
保戦局麗の適嗣除外︵第﹁十四

機関は保陣描騨の爽施に当たり技
術が斑能とする隈獲豪で甲山の籔

技術的黍段を使用することにより

を便糊しようとする場台には︑日

条︶

保瞳描躍を効粟的に適用するとい

本国激府および機関は︑核物質が

用鰐効粟を確保し︑かつ︑一定の

う原則趨罵の確保にあらゆる努力

保懸欝欝が適胴されないよう取決

このような滋動の中にある間のみ

機閲に対する偶報の提出︵第八

財政︵第十五条︶

めを紬ぶ︒

この協定の解釈お よ び 適 露 な ら び に 紛 争 の 解 決 ︵ 第 二 十 ⊥ 一 十 二 策 ︶

毒懸︐
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をはらう︒

貨本翻政冊は︑保瞳描醗の効累

条︶

の川止等︶をとることができる︒

趨
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シ調一も楽しめま曳銀塵から車で5分。炎溝も大変便利です』

@

の真髄で魂メ晶ユーも岡山。週＊には、一流タレントによ蕊

@

高い本場のフランス料理、駕いしさをそのまま食卓に運ぶ

羨
爲本園政府および機関は︑この協定にもとつくそれぞれの磁任を累たすに疑たり撚った各霞の蟹用を舞撫することとなる︒もっとも機関の特瀦の硬講の縮渠として︑冒水圏政府または施設餐が特別の

田本

国政府および機関は禽岡婁貫禽を

第十八条︵雪嶺蚤鷹会︶

画︶

設引し︑この協定の実灘から生ず

磁本圏政府の聡察の臼程お

鵬は補罷取決めに規定される﹁規

よび翫霞は機関と協力して︑臼本

る問題を検討する︒

則および方法﹂を揮いて潮懸され

第十五柔︵機関の蒼察の立ち禽

國政府により設定される︒

る︒そのような﹁規劉および方

@
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羅鐵．
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購露売料璽無分前金3000円
力

婁颯金をはじめ学術貧弱︑霞力︑

一か年メドに結論

塵長に有沢践を選出
原子力行政
懇が初会合
政府はさきに﹁原子力行政懇談△苔︵首相の私的諮問機関︶を設算し原子力行欧のあり方について
題機メーカー︑囎労連︑全漁趨︑

蝦蟹蓄即談などから順次量見を求

再検酎することを決めていたが︑周懇談会は十八臼霞欄蜜邸で初会台︑原子力閣発利稽の位圏づけ
ほか蘭発依制の冤幽しなど作業にとりかかった︒懇談会は今後毎農面のペースで会愈し関係行敵
め︑検酎を進めていく蕩えだ︒

原子力開発利用の打開へ︑際騰が

懇談会は行き融まり状態にある

機畷を奮む学弊や蹴力︑メーカー︑消蟹團体など各界からの略記聴取など行なって審議を懲め︑お
よそ一無程度をメドに紬繍をとりまとめる方針だ︒座畏には有沢広巳藁大慶滋教授︵B本原子力薩楽

放射線漏れ問題を契機に原子力行

憩談金は︑原子力船﹁むつ﹂の

だ︒この際︑原子力行政のあり方

安がかきたてられているのは遍感

安全性の問睡などで地元佐民の不

会議鍛撰︶が趨出された︒

病室審

嫌一件︑昨年ゼロだったことから

謝万KW着工を認可

政府は十七皐繭の資源軍士調

羅可で・

エネルギー確僚へ傾斜開発慮反映

みると・まさに

大型

力六︑火力覧︑畷子力二各地点約

整審議会︵春画・三本麟相︶で水

弩﹂︵出力筥

クレメンテル原

冤交換を行ない︑協力の興鷹化に

交換した︒今圓の垂垂により垂垂

の原子力濡動について全般的な懇

子力委員長招聰

クレメンテル婁翻揮は︑三月ニ

ついて議し酬う︒

ャ三躍に来臼︑約一週間の滞在で

と地方公共麟館および民間の醐儀

ほか︑藁海︑大洗︑敦鯛などの原

一九一八矩にオーストリアに生ま

子力旛設を規察する︒岡婁蝋撰は

性を襲づける窮実を奮い出すこと

かったとした漏合︑およびハンド

に︑葉水が螺斑摺佐氏の右畷にか

ホ弩は第八厨原薩庫次大書鮮麗

命

三菱原子力工業株式会社

これまでの経緯もあり①原子力蚕
颯会のあり寿︑性格と権隈などの
ほか②実用化磐代に対施した行政

原子力婁興会︑科技庁︑原研︑鋤

日︑昭和四

＋九葎慶の招騰海外原畢力関係轡

原子力重星会は†

として︑イタリア原子力婁羅金野

機鱗のあり方⑬開発と規制の分離

めの方簾⑤総舎エネルギー政簾と

問題④圏蔑の狸解と協力を得るた

を発表した︒

原子力政簾との関係IIなどが論 贋長︑E・クレメンテル氏の照聴 燃︑原廃を訪間︑態毘を交換する

田騨両圏は︑〜昨鋸十月︑原子

議の中心になるものとみられてい
る︒翼体的な横酎螂項としては原

れ︑照O年バドラ大学卒︵物理学

ローニャ大学教授などを経て七二

聯攻︶︒フェラーラ大学敦授︑ボ

ことが必要との湾えから︑関係者
による施設櫃互紡問︑偶報提供の

力回診状況を梱互に十分羅識する

使豊供与を凹めることで舎懲し︑

年八月から現職︒

子力開発利用を総命エネルギー政

原華力協力の推逸に関する騰簡を

の試験結髪からみても紅斑を生U

策の中でどのように位躍づけるか

対する灘価︑とくに安禽性や醤頼

といった問題のほか︑実用性に

七二四月から︑傍方二王は五十気

て門轡佐氏の右膝部に皮瞬衆を生

る線羅とはほど重い一などとし

利周のもの岱一地点も含まれてお

出している︒

はできなかった﹂との糖論を打ち

は地熱︑液化天然ガス︵LNG︶ ぜしめるような放鮒線被曝の可能

り︑エネルギー源多権化へ重しい

的な行政へ︑体制づくりを行なう

規制鑑務の強力かつ効獣的︒効果

後の粟務増大に灼処し︑霊として

力安金周は原子炉欝欝審査など今

がとられる醗画︒新設箏定の原子

に次獲一入を離くなど一難の槽躍

の次長二人を廃止し原子力安全局

議蟹三入を一人とする︑原子力局

安全局が新設されるほか︑科学審

というもので︑これにより原子力

拡充に関し子壷機構を改革しよう

岡法躍は原子力関係藁務の強化

行婁瞬鍵︶に付託された︒

趣謬説明後︑内閣婁邸鼠︵藤罵山

柵
纂﹂の鑑識が＋四臼︑本書議での㎜

﹁科学技術庁懸垂部整蔓

案が内閣委に付託

科技庁設置法改正法

姿勢もみられている︒

なお水力四十九地点千十一万K

簿KW︑漂子力十地点千生百二十

W︑火力六＋四地点午九三ハヤ九

と合わせると四十九鎌度の総電源

九万KWが継続工山中で︑斬規分

三十万KWとなる︒

関発規模は颪践十八地点五千三蟹

今回碗調審では墓本選醐の変翼
とともに資金謙爾も箆薦されたが
この結粟・斬規︑継続の萄畜をあ

二二淵

顧︑送変配罐部門七千七爵四十八

わせて発電部門六壬網綱三十九照

千六颪素立

円の台計一兆六千七管三十懸円が

噸円︑改農工禦一

騰十九二度分支出麗込みとして予
定されることになった︒

ベータ線放鳩

囎の司能隆を峻塾した︒

調齎蚕貴会は①

薦張が藩衣に付趨していたため多

一臼團金に提出されていた︒

ため毅けられるもの︒法案は二月

七闘︑敦賀発躍翫の原子炉補機冷

世界の三蔓

製項など群細は明らかでないが︑

簿﹂︵出力騒士ハ欝六午KW︶の

＋万KW︶と︑四難燃力冨方二

電力﹁禰鵬第二︒一

新規認瑚分のうち原子力は東漿

三無九十匹万KWの電源閣発基承 したものと注冒されている︒

この臼の夏扇審は︑昨葎七月の

雄牛新規組込みを演耀した︒

第六十覧圃本曇に引続く今鉦鹿二
度賞のもの︒息切の餅顧藁薦率七

んで繍工︑禰鵬第二︒石動は五十

ﾂ︒醗画によると︑顔出殿所は 麗許可晦講など駈褻の段どりを踏
いずれも軽水炉で︑遅く原子炉二

︷

性についての謡え方︑原子力開発

嚢六月からそれぞれ運賑開始に播

利用鷺貯めていくに嶺たっての圃

ち込む予定だ︒火力覧地点の中に

えるかなどに大きな比懸がかけら

分担などそれぞれの役捌をどう鷺

れ︑組入問題では原子力婁鰍会の

務局のあり方ほか︑各備庁行政

あり方︑とくに安金多占体制や螺

分担のあり方なども大きな欝点と

ネックと隣路方塞に関し大所蕩所

った︒審識に先立ち︑この解は鑑 どこにありどうずればよいのか︑

から愚状にメスを入れることとな

なろう︒

覆科技庁原子力周長から原子力閉
発利爾の麗状と問題点について説

なろう︒金議が非公開のため霧議

この日の初会舎は午後二時過ぎ

各翼代裏の学識経験穫十四犠︒

から薗根冨邸会議蜜で關会︑まず
明を聞いたが︑次鳳以降︑原子力

た後︑蕊木霊相が挨拶し﹁原子力

政のあり方がクローズ・アップし
について愚蝉のないこ離籍を賜り

原子力は福島と伊方

＃出蜜腿擬蜜から婁澱紹介があっ

各界から立て磁しが強く鳴ばれて

糊発露朋の三二種が隅まる一方・

いたのに政府が絡え︑設躍したも
べた︒引続き宮腿擾窟が識鍵とな

新偶勢へ対処したい﹂などと述

って有沢氏を座暴に選出した後︑

の︒メンバーは有沢氏ほか︑円城
寺次郎臼経新潮祉擾︑松根宗一経
今後の進め方について審議が行な
われたが︑．﹂の繕漿︑同懇談会は

醗避エネルギー対策婁願擾︑塞村
守江福脳繋知購︑稲燈武匿同盤副

今後毎月二團程度二更︑一際をメ
ドに紬論をとりまとめることにな

百二十四万KWに鳴し︑潮醸誹圃
で決定されなかった匙点の中から

﹁被曝の可能性ない﹂

など四つのケ
ースの想定横討からは被曝を受け

罪の被騨を受けた

却系熱交換器二次側海水系出口雌

鱗雛鰍雛灘調査委が報告
原子力発蹴所で作業申の下職作

ョンは次暑で紹介します︒

勤

鵡嚢

嚢

犠議

霧一

難鍵

ゆ

げ

をねひ

漏編灘

ぼゑにげレ

隅騒等．膳豪監電鍵1零静或開太帆綾羅

三菱電機株式会社
三菱商事株式会社
三菱金属株式会社

一

地元との調整など終えた士二鞄点
について纂塞熟睡へ趨加粗込みを
どうするか審議が行なわれたが︑

いずれも五戸綴り認罰した︒罐二
審はすでに噺⁝子力二地点函六十五

万九千KWを含む二十二地点丑西

撚鍛の茄隷部に皮縄炎がでまるほ

弩とし︑一薗に開金セッションの

原産年次大会を特集
だが︑今回の遡加分とあわせこれ

フットモエターの鰻小検出限度帽

精刷講演︑三闘に第一セッション

る司能推は集い出せない②さら
で︑四十九鋸度の籍規艦源開発謝

馬籔の舞乳作業に下講作繊指とし

嶺の汚染が岩佐氏の艦膝部にあっ

二士ハ万五千七西KWを響済み

画規模は水力十二地点八十七万K どの放縦線写研があったか善かを

て従騨していた嶽佐潴簿笈瀬︵蚤

自立化と原峯力開発﹂︑閥一鞭颪

﹁新たな圓際環境でのエネルギー

では異常がなかった︶の現実的で

たとした場盆︵作業終了後の確認

W︑火力十九地点五藪一万KW︑ 究摩するため昨犀四月容認された

原子力毒薬三藪三＋三万KWの

右膝部に皮囎炎を生じるほどの放

﹁原纏歎声発囎所放射線披露間題 謄海南土木鍵礎興業に所属︶が︑

子力開発﹂︑六藤に第蕊セッショ

に第ニセツション﹁欝欝傑金と原

ン門動力炉開発11その異論と経

ない皆瀬な仮定のもとに気温線麗

約三十ラドとなるが面諭に水泡を

を試鱗するとそれぞれ約一ラド︑

駒線被曝を受けたというもの︒

樹霜︑原子力工学などの韓門的

生Uる被曝線緊は千ラド以上︑皮 験﹂をそれぞれとりあげ概要を紹

医研翻憲臨床研究部憂︶はや日︑

舎計三十五地点九薦二十一万KW 調査婁石器﹂︵座優・熊取敏之放
となった︒当初遊標に対し比躍二

見地から究明にあたった調蓋婁二

﹁そのような放弧線被曝の可能性

会は︑敦賀発鰭駈の認録と鏡地の

三％の麗鰐を違成したことになる

できなかった﹂とする横町結畢鞭

囎に紅斑を生じる線騒は四颪ラド

は蕪年ぶりのこと︒とくに原歪力

が︑翻鰐比率が五〇％を越Xたの を蟹づける鄭塞を兇い出すことは

以上であることから︑礪端な仮定

介し照した︒第鯛︑第五両セッシ
よる実験などの凋選を行ない︑被

問題は︑昭租四十六礒五月工†

三菱原子燃料株式会社

一一榊一畝脳．
欄榊＿＿榊榊＿一

三菱璽工業株式会社

子力第1総罵趣穫

野趣鏑鍋原艶サイトの全鍛（藁躍）
調董︑関係薔の灘滴聴取︑委興に
で︑金爆醗画の三翻強椙蟻︒一昨

は爾窒愚蒙KW霰す繋績魯欝を科学技術庁に提出した︒

／

羅

磁

【

躍7魁

三菱原子カグループは、二酸化ウラン粉末から
燃料簗言書までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部薗に
満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります
御期待下さい……

サクス1／／中チカ発亀所罵芦9・亭

耀㎡Ψ幽
一

会長︑向坊隆東大教門ら学界︑行
政機関︑地方公共暇体︑覚組など

冨相冨邸で開かれた原子力行敵憩の初会合

あなたの三盤

三菱PWR燃料の時代です！

叢懸盤難羅踊躍

一
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聞

業

鍵轟轟の擬装をなすものであり︑

まざまざと思い知らせだ︒

二奢

なものが

原子刀

であることは

代替エネルギーとして鍛も夢境

蕨
疑うべくもない︒なんとなれば︑

Cの原心力発囎容羅を囑蕉の午三

六千万KW︑で滋腕ぱ二憾KWに

スパーク鞍

懸灘翻．

ラウデソ．．

ともひ琶続きOP硲Cからの輸入る一つの理論約なステップとして

係を擬えると︑日本と宛Cは将来 1の開発と規制の発語段階におけ が︑もちろん︑機講的に独更した

聞かれた規制プ切口ス

が隅隠

られるとは思えない︒そこには︑

NRCは設立してから濠た二か

に必愛である︒

月に満たないが︑設立濃後︑墨刑

NRCの役矧は原子力旛設の建
設︑遡転と核物鷹の利用にあたっ
て︑公衆の健康基金︑圏蜜の蜜金

保隊︑本瓢鮒に塁審な環境の価娘

の働告と助露を郷て大統纏が任冒

を自身に検査すべしとの決定を下

炉の一次冷卸系のステンレス配管

され︑N鶏Cはすべての沸騰軽水

つのヘアライン・クラックが発冤

駈転寝炉のコア・スプレー系に五

すなわち︑ドレスデン原子力発懸

を守ることにある︒NRCは議会な決定を遍られることになった︒

する懸人の委澱からなるが︑蚕綴

軍等である︒

長を望めて転向穏の磁任︑櫃隈は

原畢力利罵を寒蘭する独立機関

や︑エネルギー趣機で一腰深備な

れているが・皐憲にこれを薩纏国

が︑うち二十二墨はすでに煎横を

三蔵の沸騰軽水炉が影響を受けた

レにしても︑不況にしても︑闘題

対し多くの教門を讐凡だ︒インフ

を安定的かつ計璽的に進めるため

の犠持発展に不可欠な原子力開発

大の隔醤は除張されだ︒圏民経済

た︒これで本条約批准に贈する最

ものであり︑この織味において︑

に総懸は︑畷際的ひろがりを持つ

後始めての経済駒撹機に遭遇して

今露の世帯は︑第二次羅騨大戦

〇％樫脆の縄殴成簾を続けて来た

しての臼歯璽掴制の結累︑毎薙一

ギー︑禽糠のような種別的騰題に

のような巌頭的協力が単にエネル

岡外炎の急務である︒

にも︑同条約の軍期磁器は︑わが

大な閲心を樹せている︒

N飛Cは鷺本の核防条約批准に聾

ニウム︒リサイクルがあるQとく

いる︒激しいインフレ︑鰻悪の不

雛

軸．

灘繍．

難舗

野

当社はFAPIGの中核として、日本原子営業品目：発電用原子炉・研究用悪子炉・

徴芳KWから一九八五館には一伊

区Cではすでに原峯力行動プロ

簿ばさなければならない︒

グラムを作戚︑構威各國政府に提

ECの域内化石燃料の蘭発余地 示しているいるが︑とくに巖も璽

濫めるための難題に間ずる作業も

そこなわないように原子力開発を

逸めている︒この検討作業には・

饗な分野ーー公衆の健臨と環蝿を

ら制約をうけるし︑太陽エネルギ

は︑経済的盆理性︑構戯國間の利

ー︑地熱エネルギーなどは︑今欝

の蜜金とその朋鎖閣懇などが訟京

放射性廃継物の賠蔵︑原子力旛設

鑑と努力の均衡維持という綱固か

エネルギーの大きな担い手とな

いては︑細筆解決のために騒擾国

エネルギー消欝欝との関係につ

れている︒

ただちに開発に全力を傾けても︑

るには少なくとも二十駕はかかる

相互の協力が必嚢であり︑頒樒の

エネルギーに依耀しなければなら

からである︒われわれは︑これか
らの二＋上漏＋無間のエネルギー

ず︑この漁蘇からも桐亙に協力す

中毒のみをもって公衆の儒頼が得

供給を約沸するものとして︑原子

つりあげ圃避︑雛桜エネルギー開

制定されたものである︒

発などさまざまな点で協調すべき

い︒

ヵ開発を舶速しなければならな

べきである︒

M・ラウデン氏
原子力規制婁講会︵N飛C︶とエ

婁胴金難槻

米原子力規制

安全研究に高いウエイト

開かれた規鯛目指す

ECの鰻終エネルギー消髄に滋 だ︒京たエネルギー生強磁との関
める無力の翻舎は︑爆圧の二五％
から八五舞には蕊五％秘度に轡擬
するが︑これに薫じて原子力によ
るエネルギー供給は︑一九七三奪
から八五年までの闇に十五儀もし
くはそれ以上に増やすべきである
とされている︒したがって︑一九

米原子力蚕璽ムがもっていだ闘

した︒ここで強瀬したいのは︑だ

八○薙代の中期塞でには︑原峯力

からといって︑そのクラックの状

の設醗は︑原子力規制の単離盤と
規翻上の薄志決定の健全憔につい

態が︑強ちに安全姓をそこなうよ

ネルギー研鑓開発局の鷲設を望め

て公事の全講な鱈頼を得る上で

発と薄野の機龍を分離するという

一九七四薙のエネルギー機構改灘 たこの法律は淡して一輔一夕にし

必須だとする社蕪的な認識がある

が煙霞力盗産の約五〇％を出め︑

てできだのではなく︑きわめて綿

石炭が三〇％程度︑残る二〇％ほ

響な事忌を経たうえで︑エネルギ

法は︑米国のエネルギー展望の変

だ︒ステンレス・スチ；ルを含む

うなものではなかったということ

る︒これを尊師するためには︑E 化を大きく反映したものである︒

・．多・．．︑

どだけが石簡火力によることにな

．︐多

パイプは弾力性に寵んでいるた

︑多

め︑クラックの逸行はゆるやかで

・︑ら多

血紅らず︑各隈の経済政策圏体の

あり︑したがってパイプが破損す

多
多孝

わが国の掻済は︑難語囲挙にマイ

なければならないと謡うのが︑今

間のコオーディネーションに及ば

︑︐︑多

況︑失業率の賑町なと︑このスタ

失業闇題が深刻になって渠た︒こ

ナス成穫となり︑これと併行して

．多

グフレーションに対しては各署政

・・．多z〃％多二︑︐多多

おり︑照境蜜全など間題も多い︒

府とも萄効な対策の発見に諾しん

︐多多

際協力などが必要とされる﹂︑

原子力は国際帥紙換嬬にあり︑國

・︑︐多多

がない︒エネルギー供給は近代工適切なコストでの供絵の璽嚢さを

・二〜 ・ 二 裟 砦 ・ 多 多 多

穴余初臼のヤ一田︑策京・赤坂の

依糎農を淡定的に低めることは到

塞線であり︑したがってNRCは

蜜金 はNRCの還騒上の篁

九塁が遜転を再薄している︒

ばならないが︑エネルギーの鮒外

る筋にそれを十分検知することが

四傭に魑上げされたが︑これがこ

できるQN跳Cの籍倉により二牽
のような南勢に一騒狛翻をかけた

田の票講である︒政籏磁路調は今

でいる︒一昨奪＋月の中頭戦象壷

誤解されている面もあるので︑国

の状螺から騰出するためには︑当

﹁原子力開発の必要性は濤本がも

民の理解を陥る努力を尽す︒核防

っとも切実︒しかも婆全問題など 機にハOP鷺Cカルテルで寄算が然エネルギ⁝の節約を計らなけれ

河本敏夫通薩絹︑佐々木鍍羨望

腰視されるところである︒

漁的外交政策の綿つとして特に璽

も広げていかなければならず︑塁

発電しており︑灘月︸臼現在︑十
に不可欠な石蘭供絵の確傑︑価格

底困難なので︑麗し嶺り薩業容動

周薗に立つだ開発途上圏との闇に

までのところ先逸工業鷹聞に限ら

技庁擾冒の両穴臣も国金慰講の禽

ネルギーに止藤ら實︑原材料︑食

ことは疑いない︒しかも問題はエ
せたい︒まだ原子刀行政を抜本的

条約は今細読に上程︑羅罪成立さ
﹁原子刀発混合発の璽硬性は︑石

間をぬって三顧︑席上︑両穴臣は

名が出属して盛大に開かれた︒

内外原子力蘭煙毒など約二西八ヤ

ホテル︒オークラで大鼓謬加蕎︑

︒錨璽翁忌 獲 套 の 藝 が

煽

の多望化などを計

コ；ド醐発︑出力逸走箕験︑LO

の噸正化︑供総源

NPTの早期批准を

原子力に関逮し︑わが望外蔓の

が︑それらのための予糠として一

FT計顧などの安全研究を行なう

に魔際すなど︑今

緊急の謙題は核肪条約の批准であ

九七六軽度九千七醤二十万賭が要

矩から再出発の時

ると岡購に︑大き

る︒わが国は羅犠蒔に核蟹繊︑蜜

ネルギーとして各國ともその闘発

く期待されている

全傑陳︑平租利用での平箸立確保

油麓機で再翻識され石独の代替エ

原子力など石繍の

四〇％を上っている︒

求されている︒これは全体予獅の

したい﹂などと︑

代鞍エネルギー源の閉発に努めな

が︑平等性確傑の画では先般のI

を批准の三条件として飾明した

午餐会牛場氏が特別講演
糧の不蜜までがスタグフレーシ璽

ければならない︒これが︑わが國

それぞれあいさつ
庫次大熱の成功を期待していると

ンに湘えられ︑対簗の発晃を騰々

代を避えることに

灘

述べた︒

田本のインフレは︑石摺の供給不

の解浜のためには諸国聞の協調が

AHAとの炎渉で完全に確撮でき 聾RCが斑商から取り線もうと
安と値上りとで狂乱的な様帽を貧

鍛も大切だということである︒こ

今回の経済危機は︑われわれに

外交に謙セられ陀駈しい下命だ︒

このあと︑蔵置雀顯問の牛場鱈

ネルギー問題﹂と題しだ特別講評

し︑消愚書物価の上鞘は直進工業

竃元駐米大旋が門わが囲外交とエ

を行なつだ︒講濃饗醤は次の通

麟巾のトップとなり︑この対策と

している聞題に保障描羅とプルト

り︒

石磁危機二面から細醸して来た

困難にしたのである︒

論鰍繋瀦へ推麓に懸欲繭である︒わが國では

購演ずる牛場氏

立地難など種々の困難に螺癒して

蔽

〜

了

騰

鵡

掴嘉

賞

軽

〜

羅

（動力炉・核燃料聡発講藁織殿納入）

瀬、

力
房多

癒轍︐

午饗金のもよう

墜鑑蒲鵜鵜隷翻

灘鷲繋鰹力開

恥

叢馬

力研究所殿、動力炉・核燃料開発事業団各種臨界実験装置●各種放射線機器

騰

ゆ

濃

燃蝋纏縫澱懇

燃料出入機

、響ξ灘無

繕言の原子力

購

舜

認識パ

撫

鯛闘の墨永ルギー窟踊躍

く

ビ

ヘ

く

ミ

サ

望漁

そ醜〜・

願継麗麗

の

高速実験炉ミ常総

麟

原
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カ

原

三〇％を使用する来顯にはとくに
あてはまる︒エネルギー消饗の平

βとなる覧込みだが︑そのなかの

手墨てできだとすると︑発璽KW カレーシコンと建設中利子の影響

にまで押し上げられてしまった︒

¥四評より縄くなる︒石炭につ の嚇台石炭については七羅琿に餓

設謝︑製作能力があり︑九〇薙ま

W三密千万KWの原子力発澱駈の聴込んでも︑九〇無代までには鵬

次に日本のエネルギー議題につ

てみると︑グループ内の利蜜は極

そうは弩えない◎ゆ索問題をとっ

ぽいけない﹂と述べた︒原子力への

原癌への依存は圏蒙の独立を鷹う

沈慧しなければならない︒

≦

必要である︒それは所要薄金が大
きいとはいえ・年々数十鱒がを節

がでてきたが︑石絡の間題を危険

えだい︒一昨鶴来慧露な移行願製

からエネルギー面立は賑嚢だ﹂ア

くし愈志淡定の潮境をも轟う︒だ

のシナリオはつくれない︒これは

ながっている︒石商エネルギーの

られず︑盗存そのものに密纏につ

得ない︒これ以外疑期的には求め

纈

一

︸七富源KWだった世界の稼働溺一濫・潤報交換に努めるなどその活

原子刀罷三所付帯施設の解嫁に

⁝原子力発電所は︑その十庫後の志動を拡大している︒
巨眼宋には十九か国で二函墓を越

ついて︑IAHAは聖職蚕繭会を

ための指針作成に敢り継もうとし

発題させて適切な解倣計思立躍の

えて一恥KW近くに︑さらに八＠
卑には二乎六か圏︑四落纂︑二丁

ている︒コンサルタント︒グルー

五孟KWに選すると想窟される︒

ぎ
に大型炉で競幽していだが輯石掴プによるこれ談での検討では︑監

原子勤樂難目陰機以繭

翻々が獺金蓮達︑要贋酬練︑廃棄

核燃料再処理分野では︑多くの
ものになっている︒

る︒この根闘牲のある複雑な問題

物箇理など様々な問題を抱えてい

な想力︑立地でも瞠目繭に萄利な

しかし︑コスト肱較で楽観的な

璽が辛しい狡術である②溺在的にの処理には︑地城ベースでの豊門

・見通しがあるとはいえ①原子力発

⁝燃料サイクルに雲立

の代表満城となり・地城内に二か

と︑アジア極棄がそ

処理魚荷を想定する

年越での池城鋼の薄

その繕粟︑一九九〇

の仮調竃を試みた︒

経済学利益について

センター甲羅による

廃雛物取扱いの地域

再処理および放射牲

スタッフは︑核燃料

写字十月差AEA

も明らかだ︒

保全などの観点から

の効率騰勢︑蟹騙の

とは︑経済性︑入紺

矯険という認識がつきまとう③二等国際直刀の推逸が求められるこ

な問題をかかえる︑

などの圧遮から制約

子力発日醗の建設と
運転の口金問題と燃
料サイクル箇理問題
は︑他産業のそれと
は異質だ◎この二つ
．は一際協力が必要だ

が︑とくに燃料サイ

難難解麟讐料サイ薙禽野選︐

な形で原子力にもち込むことを恐

メリカのエネルギー自立をめぐる

どんな蝦源俣肯園にもいえる︒

で能力を亜大に輸送を醸少にしう

か所の場命とほぼ同程度の経済性

IA疑は嚇茅熱発糞垂の安止所の再処理旛設を設題すると︑一

秀慧囎ついて述べる︒

次のエネルギー秩序には幽界的

論識側だ︒それが正しいとすれ

賊際協力に基く薄処理地域セン

ター設繍は︑経済的利点が大きい

⁝あたり︑昨無や月に初金園︑第一

段階の襖討に入った︒岡グループ

再処理センターの構想を詳糊に検

讐理疲鋤のモデル化②再処理・廃

謬プラントの開発と放射性廃棄物

︷酪籔 討する特別グループを設け︑①磐

との駆通しから︑IA鷺Aは地城

﹁設謝一﹁運娠扁

は璽準と指釧の準備について詳細

﹁立地﹂

な蓼続きを窪成し︑⁝政府機構﹂

保証﹂の五勢野に関遡した実務藥

IA鼠Aは︑放禦線被哩の低減棄物処理施設のコストデータ閥雛

心の場舎の科学的︑経済的影羅予

②瀦要冤通し④薄処理︑貯蔽︑至

を舞えていく︒

測と韻適職略決定︑に関して検討

化︑放射性物鷹の安金輪送の規制

る︒放悪性廃愛物の箇理について

作成でも︑頬πな努力を払ってい

は実務塁鵡や掻針の躍備だけでな

射射

照照

験託

試委

予37◎一12

﹁原子力開発上の譜間題と

のチェルニリン氏は来醗の途

国際協力扁と題して講演踊字

次慧病で出席不能となっただ

嘆〃にかえ播

め︑灌次大畠で三岡論文の配

態馳っ
航

な紗ポ
撃
ゆ

義・為

．る常任諮臨グループがこの計画に ること︑などが明らかとなった︒

む黒について慈藻塗醜麗轄︸の鑑離讐蘇
る︒鯛樹以來西欧近代化を憩いで
一応の郷戴を整えたが︑近代化の

の難題が艦したと曇応急の苅籏を

翠盤は十分ではなかった︒珂らか

巧妙に講じて毫た︒これはエネル
ギーについては舎わない対鎌脚と
弩える︒エネルギーが鷲折声に醸

な段階的な解湊のシナリオがい

ば︑滋憲は霞立方簾をもちうるわ

確幌にエゴイステァツクに救慮す

チ誠ルエリン民

一九六費晃か国で六墾塗く︑告種機關の瞬門寡の交流を促

喩蓼

醜雛懸想簗漿曜一段階の解依が響

いては蔚万B？U一・八八メの石 力翁社が消恥した三癒九千万鏑を

い⑩秩序を見出すことがいかに困

いて考えてみる︒かつての太平洋

めてシャープに総立し掘互依荷は

ゆるやかで︑確実な移行態勢を響

ざうける︒とくに原

KWの発灘計画が遅延︑取り消し
の憂き鷺をみているが︑その大部
分は原芋力である︒今後いかに化

はたった数十年分の石油があるに

炭で︑燃料蟹はKRW当り＋七︒はるかに上口る五懸五千二百万誘

米國には現荏奪購二千五百万K 石燃料を節約し︑その新規畷発を

すぎない︒世界の購腰の棟ぴ率が

獣︑一照％が原子力となるが︑こ

燃料盤︑KWH嚢り二十九βだけHの匹O％が石炭︑二八％が石 で岡期間に 七％からほぼ四〇％
をとり出しても原子力の総隙力麗

六％なら世騨の供給は二〇一一蕪

う︒原子力発電酬のコストは三遍

力発認容羅を鍋えることができよ

でには四億七千振暫万KWの原子 醗は健康と経済性を維持するのに

億七千近百万KWの原子力発贈容

数か月腿含量駒な一書の石蘭舞舞

内のエネルギー供給力をもてば︑

濠でしかもだず︑檸び麟を業晒に 霧た︑総餓力蟹は三士子一欝

えられず︑数鯨ナの不湿を生じよ

蟹が手滋てできるとはとうてい考

の採炭と輸送を必要とする︒所要

があってもわれわれは経済発蔑を
しても二︑三十隼延びるにすぎな
になる︒

維持するうえでの困難を克服しう

米国の薄白を概観してみると︑

ない発展途上圏にとってはその状

難かを類えると嚢︑地口的に環爽

戦闘への突入は石瘤と極めて係わ

極めて困難といえる︒慢界は掘互

竃O一竃一＝＝＝一＝＝諜＝畠二購竃一＝一二鼎二■認需＝＝一需＝認備＝﹁＝一＝二一儲二＝畠羅＝扁即二﹁㎜＝鵠：：＝一﹁＝脚＝＝階一一篇備＝二＝：需＝＝一＝＝葡＝＝識一；＝騨＝二二葡＝一＝一側鱒備二噂＝：＝＝二一＝柵■一瓢二二：：脚＝澱＝二一：一篇旧二二＝＝鼎＝＝η一：﹁

況はより悲倦といえる︒

約な努力を払わなければならな

りが深い︒この状況は︑田ホでは

現筏では米ソの蟹際酌政滲秩陣

βクル三主には世騨的

難蕪編難悪

こうした立場の違うグループが

い︒荷次さんは昨鎌の順塵大層で

依禅を段階的にせざるを得ない︒

りをもつ︒とくに一昨年来の石繍
腿懸はいぜん僅騨経済をおおって
協力︑損互依存体棚を簗くには困

今も種本的に変っていないことに

の中で解湊されると警えざるを欝

燦以外には脱繋馬えら懇

いる︒その影響予測については葬

﹁詮議から原子力へ切替えなけれ

ネルギー問題を政治的な立場から

石羨めぐる国際
縮

．ボ︑鍵︑方

＼

解淡するかであり︑慶海国にとっ

れる︒私側人としては秩序の混乱

いまエネルギーの礪際的秩序発

NH紙鯉説叢蝿緒方 彰貫

魎

秩序を見出す以外に道はない︒

難が印象づけられるが︑何らかの

眺めた口合︑国際秩解の形成はか

ない︒どのようなジュネーブ会議

﹁輸入

観︑楽観が入り懸れ申途半蟷な観

かって申棄の政治欄勢いかんによ

で解決を図るか︑キッシンジャー

あるいは第三の方法か︒OP鶏C

のステップ・バイ︒ステップか︑

立引によって麗題の所在を翼にし

諸国の閣題の握艦は験序解決を見

国際秩瞳への轟轟はそれぞれの

るといえる︒

ている︒アメリカにとってはエネ

している︒

要すのではなく聞題を

秩序形成急務に

ルギー舗給の短期的なギャップ︑

ては政治と石漉のこくプリミティ

QO鎌まで石田エネルギーが入興 なく移行できるのか疑問も報いて

る︒条件としては少なくとも二〇

けもなく︑もはや日水は独立閣で

の形繊をも運らせおと薄える︒

るなら緯錦行為となり︑世罪秩序

璽丸いるとき黒の簿の条件蚕の儀が霧だと勧告した・

ブな問題︑カルテルの利霧調整を

いる︒技術陶︑政治的問題を奮む

なく︑古い鱒代の秩序を失なった

翼のための努力が払われるのでは

は世騨的な秩序の中に求めざるを

櫻紫申といえる︒欧州の多くの圏

の消費エネルギーの大宗であると

なく︑寒た世界の多くの圏がそう

これを除いては還期的な圏際秩序

と日本ではかってないほどの縫済

ならざるを得ないわけだが︑私は

魍複雑化

蟄金憬雛をめぐる米ソ関係をどう

漁

測しかついていない︒薩州悶のエ

エネルギーと欧治は密接な係わ

腎一＝一一篇一一＝⇔二鷹＝彌儒餉需＝＝一桶曽＝一＝＝＝一＝曽一鴨一累一讐二：一欄＝

い︒石独︑炎然ガス︑石炭は多く

均伸び轟を四％とすれば︑米国に

1

原子力への移行には環境︑経済︑

︵簡約︶を舞えなければならな 安金保陣など袴える必要がある◎

O273■闘46−1639

喧でEL

＝
ニ

るQ国が戦略を瀾発し今から強力

エネルギー自立によりナ分な國

＝

響え︑滋剛然︑コンサベーション
たらしているとみる︒蜜源をもた
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号

文明はエネルギー酒盤の上に纂

十二件も起きた繊の輸送︑財巌に

私はここで︑わずか三か月闇に

は・現磁︑どの國も永久処分を行

高レベル麗棄物の処分について

の環境インパクトの問題である◎

万一趨るかも知れない製故の鵜含

なってはいない︒宰いその容稜は

が︑この幅を縮めることが低耳隠

関する欝件を想い趨こす︒今後も

大かは正確にはわかっていない

これについては襲故の趨る確率と

の拡大が蟹の転換をもたらすとい

の石蟹研號のねらいであろう︒

多くもっている︒これを巖大隈に
生かすためには香華描躍を薦めた

の開発などを国際脇調のもとに解

れはここ颪奪ぐらいの間に使閥す

鰻後に︑本大畠の基調テーマで

ばならない諜題である︒

利用する以上︑必ず解決しなけれ

って︑この問題は入類が原子力を

で負担を残してはならないのであ

るエネルギーのために︑子孫にま

が大方の方針だ︒しかし︑われわ

して人間の玄理下におくというの

低レベルに比して小さいので固化

いえない︒誰しも漂子力がこうし

巌近のような購故が趨らないとは

たいわゆるラスマッセン報告のド

そのインパクトの大きさを計騨し

うべきだろう︒

原子力が高然に鯨えるインパク

かれ︑支えられている◎その発還
の穆度はエネルギー酒騨羅を尺度
原子力利用における耀境問題を

たインパクトを軽減することがで

騨価検証するためには︑単に押鯛
ラフトか昨隼発表された︒﹁炉心

るが︑原子力の特質を最もよくあ

トに︑放豹能と温排水の闇題があ

所だけではなく核燃麟サイクル全

代は大繭エネルギー消覆の時代で

として測ることができよう︒現

らわしているのは放射線の瑚境問

防護婁員鼠の勧告に食いている︒

発電騨については五ザ／を縛鶴

﹁立入以上の死蕎を墨す禦故は一

う逸めるか扁に対して︑環塊間題

ある﹁これからの原子力闘発をど

の立場から簡単に笛えるならば次

低線羅の獺郷に閥する問題︑廃藁

くる問題を解明すること︒とくに

喉ーー蔓ーーーーーーーーーー聖鞠舞鞠違⁝

ビ聾眞亀難し舞専覧聖一嫡ーー舞舞竃蓬亀≒掴ーーー嘆甕廼一も晦ヒ疑菱睡莚一二迄曝ーー秘

岬

㈱5詫凡期rh八幡環区「亙尭本旺監一1技疫ビル

O三三三総櫓総讐

鴨原子力iといわれている︒し か し 同 聴 に ︑ 原 子 力 の 礫 境 問 題 を
あり︑人間の生活は麗かになっ
綴藁筆故のすべては︑必ずしも羅

て自然に何らかのインパクトを与
これに対し葎来公憲の茸雲は︑そ
被曝した個人が一生の闘で白血病

子力は薄薄にない輸送上の特鍵を

依にわたって横焦してみる必襲
境インパクトを趨さないし︑それ

題である︒放射線の膨響は︑しき
があり︑ことに溝水の榎寺︑発電
を越す最も確麹の腐い炉心麟融購

た︒

い櫨のない線騒と南丘の駆線関係

炉と再処理が特に璽要といえよ

える嘆粟をもっている︒このイン
の依系も禽めて国によって異る︒

決して行かねばならない︒

原子力エネルギーがクリーンで
あるか沓かは︑極霞すれば︑再処

融資だり酉万矩に一回︑千人以上

惟物質からの被ばく線蟹をアズ・

ウムに圏する問題は璽嚢である︒

物処理処分︑保陣描躍とプルトニ

一般公衆の戦断ぽ︑これを慧憲決

鵬役社畏生田垂人

一耀駆保全の両立という今日鮒藤題を潮たず最も実際鮒なものは

㎡めぐる論議も激しく行なわれている︒原薩無次大会二臼国の十

轟轟のセッションー2では︑ 照 鵬 英 三 立 教 大 教 授 の 講 演 ﹁ 耀 塊
しかし文明とは垂示︑人工的な
を仮定し︑その塁箪は国際放画線

きればと思うだろう︒たしかに原

もので︑その聚達は逆の作用とし

パクトの大きさが筑豊の面容され
また︑あるしきい櫨以下の環境で

燃料忽全体の評価を

故でも︑一墨当たり一万七千蕉に

る範醗にあるときは︑文鯛と圏然
は糠審が発生しないとする馴切っ

う︒

の闇にある調和が傑たれ︑共葎が
た袴え方が多いようだ︒

一服の矧愈でしか趨6ない一また 輸送認否の開発︑安金騨衝の手法

可能だが︑インパクトが瞭然の許

理の段階で出てくる暗転性廃棄物

の堀合は一億銀に一回戦翻禽﹂と

田島立大教授の講演要旨
と腫賜になるリスク︑また境翼で

いう︑この報儀総については︑現

放劉線と在来公冠物麗の閲には

五︑ゾ．誕に抑えた場舎の錐団のリス

在いろいろな悪冤が出されている

二神にしたがって︑いくらに徽鑓

第一に︑継料サイクル金体にわ

のようになる︒

全のとり組み方に葬常に大きな絹

で今後の閥題としては︑なるべく

クはともにきわめて小さい︒そこ

全性検討に対し一つの万向を派し

が・私は・この盈虚欝は今後の安ロウ．アズ．プラクティカブルの

第二に︑照実はすべて一般公衆に

容限界を憩えたり︑文明の発達が

をどれだけ閉じ込めることができ

違がでてくる︒放射線はその線描

経済的震担を少なくして︑このよ

化するかが難ず第一の問題であ

被ばく墨と反慮との園係について

を閉じ込めて︑ヒトから隔離する

うな運転を確粟に可能とする捜術

たという愈味で難く騨価されるべ

公燃し︑一般公衆が正しく理解す

急テンポで行なわれると爾暫間の

ことを第一二三対策とするが︑在

改農︑低い線懸を横出しうるモニ

きであると蕩える︒しかし・まだり︑このほか未処理の優用済み燃

るように協力すること︒第三に︑

えられている高速嘉慶炉の実用化

再処理がFBR成否のカギ
それでは︑これからこ

来琴芝物鷺は鹸近までのところ︑

タリングの技術聞発が必要となろ

爵あるいは一億無に一回とかいう藏︑それらの環境影響艀甑など発

纒験無数の少ない硯難点で・蔵講料の貯蔵や轟レベル廃液タンク贈

餓鱒とは違った新しい間題が握趨

が饗求されている︒

たって極討評価し︑そこからでて

希釈してしきい鍍以下の醗度にす

う︒また礫石放鮒能レベルを低く

るかにかかっているといえる︒再

ることを第一観的対策としてい

抑えることにより︑敷地内の伶巣

を確立すること︒

定の際に十分反映するような手続

処理旛設から出る排ガス中の放射

る︒放鰯線の特微は︑遡伝動影響

微小な確率を兜金に分析すること

興つた考え方があるため︑環麓保
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を面懸に入れていることに脇え

贋麗のレベルが上る傾陶もあるの

調和が擬たれなくなる︒まさに羅

に毘たウラン︑プルトニウム燃料

また︑わが麟第一弩再処理プラ

て︑その影響を安全側に立ってと

な疑聞をもつ︒

が司能かどうかということに大きされ︑それらに対する早急な対応
原峯力発磁所の簸大の関心事は

で受戒する必要がある︒

点だ︒現在のやり方がどの程度過

もかく石畳駒に評極できるという

も当然園難となるわけで︑擾期的

問題を主として︑各パネリストの
サイクルのエネルギー的憲義が激

ントとして二菖＋沙／年の能力を

減してし濠うわけです︒

曲に進めるにあたって︑巖も緊慧

︵寛

ます︒豪ず原子力雛躍を今後翫錘

ろいろ酎論をお唄いしたいと思い

賭先生からお酷を伺い豪して︑い

騨門の立堀で再処理︑廃棄物管の

一本松

合理的な立地計画を

酒パネル鶉が行なわれた．以下はその要誘であ・ゆ．

の上で今後墾饗となる翻題と︑その鮒策などについて総呂州な
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入はできないと思い平すが・その

こちにでき︑それに追随して再処

撫す︒かといって︑発灘駈があち

ニタリンクおよびその微騰の依制 インバーガー博士が二無程繭︑大

答え方を参溝にして︑畏嬬的︑総

と︑原発︑再処理旛設︑その他の

蕊としては︑ALAP︵アズ・ロ ﹁ニュークリア・パ⁝ク﹂という 含的観点から原子力施設金体の立

を累急に確立すべきであり︑また

規横欺原子力発墨計画に憂して︑

金と適縛した国民の舎愈が罎られ

いうことは︑その輸送の面からも

理工場が無計瞬に各地にできると

原子力施設金体について︑環境保
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許されないことは確かでしょう︒

潔います︒来國の腿境庁が再処理

周済み燃繕が鐵本列島を勤遂園る

鬼瀬現時点では︑岱圃とも再

処理法としてピュ！レックス法を

長

港湾運送・轟轟物運搬・工場荷役機工請負・倉庫・自動車運送ほか

できませんし︑したがっていま弩

持つ勤燃購簗団の短処理罐設が︑

地計画厳爾横誼する必饗があると

構想を発表しました︒国議が遜い

ノ

摩

一を出していますが︑それは妥当な

工堀に対して十五︑︑掛．！という制約

㎜本松どうもありがとうむざ

処理施設の立地について︑︑鏡明

原発併設は難かしい
いました︒ではパネリストの認論

ことになる︒すべて山上輸送にゆ

になると慰いますが︑そういう慧︸数量と弩えますか︑それともまだ
の
をお願いします︒社会的インパク

か︒

トが諜常にありますから︑勘木さ

しかし米圏でもコマーシャルな再

使うことでは一致しており濠す︒

溝重量騨中で必要とする使用

いただければと了います︒

済み燃料繍送容器の数は︑管無後

処理工塀は現在還転されており

から︑かなりの入口稠慰な都驚も

で隼間二首十万燧︑量幽がそのう

︒

遜る︒

ちの何％を待つかわかりませんが

る根拠はまだないと警えます︒放

ませんから︑私はこの数値を饗め

騒動や原発立山反

ういう問題に地元は非常に神経質

対遜動などでもわかるように︑こ

ともかく偲万個ということになろ

そう愈味から妥当であるかどうか

凹むつ

ことで︑発足炉より籍しい施設に

能が外部に彰細しやすい︑という

です︒輪送間題はよほど以前から

うと憩います︒徴界約にみて輸送

界で⁝二万六千個の輸送容器がなん

再処理範設は非寓に放鮒

なると憩いますが︑各地の発躍所

よう︒ニュークリア・パ1ク構想 日数は総懸と軽えまずと︑常蒔世

考えておかなければならないでし

についてよく知りませんが︑大規

るだけの経験がないという感じが

は申し上げられません︒ただきめ

摩苓

から使用済み隠蔽を萬処理施設に

用済み蝿料の輸送聞題が嗣じよう

いることになります︒そういうこ

らかの形で海上︑陸上嫡送されて

いたします︒

摸な原子力発慮所コンビナ⁝トが

︻本松

に螢襲だと思います︒浦島︵英︶

とを弩え濾すと︑ニュークリア・

いました︒

先生の語によりまずと︑使用済み

燃籾は欝万KWで年に三⁝園十沖 るという考え方はできないものだ

パークという纏え方を︑この國で

できた場台︑再処理旛設を深黒す

購線影響の響門鑑でけないので︑

運ばなければいけない︑つまり傍

んからひとつ

だねるわけにもいかないでし︐伽う

再処理施設

将来課題に輸送問題

ウ・アズ・プラクテイカプル︶の

結論的に憲箆をとりまとめて震

簸番欝には︑原総力発電総画に

るような愈理的な設翻懇望を阜惣

いますと︑第一に鋤燃一号プラン

うに︑第ニプラント以降の計禰を

追難してタイミングを失しないよ

この響から試還転に入ろうとして

の傭ぴ︑再処理施設の建設期間が

トにおいては安全駐および環境へ

進める必饗があると考えます︒第

思います︒

長期であることを冷えますと︑動

のインパクトを袴曝し︑煩璽かっ
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翫画的に舐還紙︑本運蔽を行なっ

五としては︑窩レベル騰硬の二化

に確立する必璽があり謹す︒

千五菖ナ／駕の規模がコマーシャ

行して︑第ご弩i大西五漣／臼︑

て︑第ニプラント設麗のための技

技術︑さらにその最終処分無二を

い豪すが︑予測される原子力聚羅

ルといわれていますが一の醗画を

術データを十分提供すべきである

酸後に︑米圏オークリッジのワ

と了います︒

騨く見通しを立てていだだきだい

処分については国際協力も含めて

るよう努力すべまです︒
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懸鯛

碑銘ビル3階

名古隈市中村匿広＃町蕉丁霞瓢響地の1（躍洋ビル）

｛勢吹・腐知・大阪・横浜・市規・芝浦・騨。下津・手藥

︑

武雄氏

をほぼ終り︑建纂閲係では格納容

舎系統試験導を経て昭和五十一矩

後︑主要機鋸搬入︑据え付け︑総

リアタンクが据え紺けられた︒今

て︑完成後は蝉料秘料の照射朗施
設として酒用される︒

または建設が内

オンター3オ・

定している︒

蝕翁・傘訳・防層・圏囲・山険

ハイドロ社の世

藤鋸堺

エ糧ノ纏鰹爆富士・盛岡・鎌・門司・熊凍繭硯

出力三十万KWの門もんじゅ﹂

簿など

︒︒爾

交歓・讐一群／袖ざ直繊♂九記名古膿広島冷し梗

騨で趙転中の出

では七四％︑鵬翼では九三％の国

取化率を違成し︑さらに建設中の

トを除き福厨五弩︑美浜一一

プラントでは大容羅の蘭入プラン

は九五％にのぼっている︒特に鰯

握麗羅所は極力日産化を遷めるこ⁝

この発酵の木を育ててい蓼ま

の設計は昭秘四十二矩に開始さ

上の顧子力発艶

力四＋万KW以
書を鰐鮫とした

労働争議によるストライキで炉が

︑繰拶翫

い工期で建設を完了︑今田トラブ

とを翻樋に︑四十九か月という短

叩

れ︑数次にわたる概念設計を終了

社日欄勢を反映して︑同原型炉の

郷止されだため稼働率は低くなっ

稼働灘講査によ

リング発飛所の四麩は一翼が九二

ると︑一九七三黛においてピッカ

ライキによる欝欝止を除く︶の累

︒五％︑四二が九〇・一％︑三響 ているが︑㎎基の懸盤以降︵スト

ピッカリング発羅所︵五十四万K

一方︑発蝿コストはといえば︑

る︒

一〜三位を占め︑タービン発醒機 横箪均稼働躍は七八・六％にのぼ

が八五︒一％で世界ランキングの

の故醸で六九％であった二弩が＋

W四墾︶とランプトン石炭火力髭

位であった︒四塾の軍慮では△二
・四％である︒昨年の野帳の群動

カナダの原子力発艦計圃はすべ

て天然ウラン璽水炉︵CAND
データは康だ発嚢されていない

較しだ絡果︑八O％の稼働鶏︑亜

に対して原子力は六︒三四評と安

炭火力のKW買当たり八・八履κ

八％と想定して︑昨年の堀合で石

リングより約二年麟に運關︶を比

が八八・鴎％︑三罎が四二・七

正味穣働鍛は一簿が七二％︑二号

電所︵五＋万KW四盤ーーピッカ
でに実証済みの炉型であり︑環在

の場合︶︑減懸償却三＋薙︑金利

硫酸ガス規制装躍使購︵石炭火力

U︶を採縮している︒この炉はす が︑昨年のビッカリング発選所の

世界南堀に逸出している軽水炉の

％︑四暦が九三・九％である︵騰

代替炉となりうる曜一のものであ

を余震なくされること︑があげら

寒

た安全にして儒頼性のある設備・

ーカーは定められた基躍に適用し

これからも磐頼

⁝

﹂

して︑蝿在設計の調艶を行なって

灘計醐には災験期﹁寓陽﹂と原型
立地問題はいまだ鍛終鮒な解決を

一方︑隅速増悪炉︵FBR︶開いる段階である◎しかし︑鰻近の
炉﹁もんじゅ﹂の童舞圃がある︒
﹁欝陽一はその設計︑製作︑運転 みるに至っておらず︑当購簗団と

できるよう︑その解決に一爾の努

を過じてナトリウム冷却FB逸の しては昭和籔十二薙璽頃には魑工
経験を取郷することを鼠的に︑昭

の解決が残されているとともに︑

力をする響えである︒さらに盤璽

わが国のFB鷺実用化への醗圃を

な問題として岡炉の建設蛍金問題

の据え付けを完了し︑今蕉初めか

破格鮒に銀鼠すべき晴鰯にきてい

設を開始︑二更宋には原モ炉機器

ら機雛試験を始めている︒今秋に

るのではないかと憶えている︒

和煕十五年大洗工学センターに建

験後︑来矩腿に臨界させる董蔵

国産化率

はナトリウムを装入︑各纒性能試

高まる

自主技術確立上の問題点

％︶︒三間の

る︒総量蹴で麹 茜万KWのCA
蟹箪均では七四⊥

NDU炉がすでにカナダ︑イン稼働議が低いのは︑圧力蟹の亀裂

︵全磁線設彌の約四％に櫃当︶︑

れる︒なお鵠疑愚論所は一九七四

今後︑璽距技術を推進していく

ルなく順調に還転されている︒

に大きな利蕪をもたらすことなど

行なうべきであると考えている︒

必要な試験研究はメーカー儀身で

が世界に逸出しています。

♂
ら

﹁ふげん﹂開発の大きな図漂は
岡型癖の技術を確立し︑次の大型

るようにすることである︒実用化

炉の建設︑運転をスムーズにでき

に対しては開晃体制を明確にし︑

国︑罠簡の役劉を明らかにするこ
とが璽要で︑将来については新型

メントなどを勘案し︑これ家での

転換炉騨価検討騨門部会の開発コ

購故による鯵止のためで︑今年三

ゼンチン︑インド︑韓國で建墾甲

追潴千四欝万KWがカナダ︑アル 層には悔痩を完了して還転を蕩幽

ド︑パキスタンで還多重︑さらに
わが国の上子力瞬発は︑そのス

く汰れていたが︑現在では唖子カ

くなっている︒

プラントの九〇％以上を圏魔化で

する毘込みである︒なお七二年は

タートにおいて島外羅に比べ大き

で︑開発の璽嚢な問題である︒

心に灘樋研究を実施している︒

騨しく検討しておく必要のある鮒

国構に合った翻薩技術の研究をめ

豪た建設・計画中は野薄で十七

郡入技術の吸収と経験に加え︑

きるようになった︒ここでいう軽

システム設計や炉心管理などきめ

縷︑安全性︑廃藩物鰻理︑それに

のぼり︑その内訳はエンジニアリ

水炉の自聖技術とは︑外圏からの

ら開始されたが︑これらは本門的

灘入技術プラス照丙で研究開発し

ングと建設饗が振懸九千六管万

霞︑安全性︑関遼技術の豊麗を櫨

ざし︑わが腱の特殊蜷つまり耐

事︑試験臓手磁器万薄︑燃料成型

細かいソフトウェア技術である︒

めてきた蚕桑︑次第に圏藍贔の採

に︑空園路の不規則還転それに同

た国産技術であると雷える︒また

圏薩機器としては甑力容器︑掻納

様な状態におけるプラントの滋動

憂

容器︑制御棒︑燃料などはもとよ

理工糠︵プルトニウム購入を含

囎塵狡術は圏内関総懸術と難産機

を分析するために射撃されたもの

器製作技術にわけられる︒翻内関

検蛮が擾期間︵八十細を越すこと

閣が濫み︑昨無卦開した覇浜一跨

本における本格的商業醜原子力雛

もある︶にわたること︑嚢故およ

り︑バルブ等の補器類にいたるま

罐所のはしりである︒なお運転叩

遡技術とは︑わが圏特蕎の問題で

KWHに選し︑七五郊二月籾めの社が設立され︑東灘村にわが圏初

十三眠に繁積撃力羅が十懸

化園路試験︑それにナトリウム充

墜︑総出力千鵬酉三十四万二千K 年三月運隈以来︑計画的な点検を

鑓︑総出力三落八十九万三千KW ルに関期して農芸頴田を伴う点検

が葵国から輸入された︒六鋸の建

たガス冷却炉︵土ハ万六千KW︶

になり︑当騰唯一の塞欝欝であっ

び国内外の類似プラントのトラブ

五矩二月一日環在で累横暴荷率は

っている︒遡続遜転蘭始以来︑七

階試験は空事路でのナトリウム試

設期闇を経て一九六六年に欝業還

第一響である︒その後※国におい

霊要機認についてはほとんどが国

うえでの闘題点を蓄えてみると︑

薩化されるようになったが︑萬循

を負担するが︑六九〜七一二矩まで

軽水炉の運転経験
て職塾な誤題である︒その点︑原

環ポンプや制御弁などはいまだに

て蘂炉として加圧水型炉︵PW

争力は供給の安定はもちろん︑経

輸入していること︑また安全懲問

運転8基︑建設・計画17基

済的属地からみても醸も適鐵なエ

題については国家機閥が安全塁

雛︑圏産化の促進が要講される次

の観点から︑今後の自主的な關

賢三郎氏

ネルギー源であり︑国を挙げて最

中潮躍力
丸山

優兜に開発健進を図るべきものと

常勝取締役

Wとなっている︒炉型別ではガス 行なうために食止したほかは壌故

にフェニックス炉に投資した累横

証されたので︑わが国でも磁力象
社が軽水炉を輸入︑建設に麟手し
た︒

ることなどがあげられる︒またメ

雌︑技箭基鵡などをより難燃にす

研炎所かろ供給されだ蒸気を便用

力上舞が翼翼で︑中でも鍛も璽要

展が国民の経済・社会生活に葬鴬

︵BWR︑三＋五万七千KW︶報
・である︒

購家原子力発電の敦賀発鰭所

警えられる︒また原子刀薩業の発

それはFB逸五型癖﹁フェエック して︑タービン雛躍機が試験され

とされた段階は蒸気発生器の始動

今後の問題と灼策については︑

関西躍力の葵浜蓉︵PWR︑三

資源の乏しいわが国にとって︑こ

利用鶏は七六％である︒

れに嘉酒できるエネルギーを安定

運聞後の各原子炉の遡娠寅績を

た索崇罐力の福厨一驚︵BWR︑底心での践新聞における奪閣田均

して慶瑚的に確癒することが極め

＋四万KW︶が一九七〇簿・ま みてみると︑一九七〇隼から七㎎

利用率は全原子炉車均で五九％で

機器を設計製作していき︑これに

ある︒蔓立傾止の主な原騒は定期

第である︒

四十山ハ万驚︶が七一藻に次々に

無限に伸びる発酵の木

山

｝、＼誤＼

り順調に逓転しており︑鎌懸軍均

R︶︑沸騰水型炉︵BWR︶が栂

フェニックス癖建設の予鮪調萱

であった︒出力上騨試験は成功裡

下漉中のエイキン

炉璽︑PWR嚢︑BWにR
よ虚
る鯵止は一回もなく︑油画駆

総額は寒寒のフラン価格にして七

C￡Aが八○％︑EDFが二〇転
％を開始︑これがわが圏の商圏炉

一方︑建設・遡転獺については

七五％︑利用率は八二％である︒

武の独立な試験を行なう第三段階

験で︑七二鑓末に始まった︒二型

備棚熱試験が異樋された︒第二段

の原子刀会規駈は四瞬刀禽祉で八

一九蹴七駕︑臨本原子力雛磁芸

む︶一転四千五百万湯である︒

恐妻綿森力氏

昨年平均74、8％の稼働（ピッカリング原：i錯）

である︒巖終試験は七四鋲七月彿

瀾発と経験をもとに大型炉の構想

重水炉の運転経験

段階で十一憾四千万KW且にのぼ の原子力雛臨所が建設されること

雌

定定達続運転を始めた︒七照駕十

大韻力レペルニ十五万二千KWの

めに終了︑同黛七月十四田から鍛

を固め提案すべく︑当瑚業國を中

…赫

ス﹂︵出力二＋覧万KW︶の試験 た︒次いで七三駕八篇三臼かり燃
秘装荷が始写り︑同矩八月三や一

は一熟六薫庫に始謹り︑プラント

に進み︑プラントは七三黛十二月

騨饗

ヨ÷

河内

認周壁︑タービン嬢騒などの工蠣

度後単に臨界を匿標にしている︒

庫初めには原雛庫紘のカランド

が纈調に逸み︑原モ弼本体をはじ

購演1中の河内氏

…

3

為

遡

填のだめのアルゴン漏洩灘よぴ予

段階試験では︑補助購な移送・浄

だ︒七二葎初めに開始された第一

に関する試験没階へと謝醐は遜ん

工壌は七二矩策に完成︑次の遡転

敷地であるマルクールでの馬鐸

二葎にかけて行なわれた︒

ポーネントの工堀製作は六九〜七

契約は六九矩に糖ばれ︑主票コン

なる共岡チームが設躍された︒主

め各種機械・聡気関係の機器据え

門ふげん﹂の建設は土木閲係工購

新型輯換蝉︵A7況︶原型鱒 付けば昨銀九月から始められ︑今

奨 璽畿難関嚇蝿

動力炉・核燃料醐

ATR︑FBRの開発現況

実用化計画の立案を

四ら蟹水炉の運転経験が披露された︒

帆行なわれた︒また︑外圏からの発嚢としてフランス代表から蕩
甲還欄殖炉フェニックスの初期における運転経験︑カナダ代表か

一に薪型蜻開発の鏡状について︑環木側三千からそれぞれ講蔽が

瓢端野翫灘㈲明細踊湛

聞

業
産

力

原

ヨ

∴

次いで建設され︑その安全性が爽

属醐速増魑炉︵LMF88︶計
試画
験では︑謹ず初めにマルクール

一残七閥焦はフランスの液体金

▼

欝業謹転を開始︑これら三基が澱

、田に艇工腎1−5鱒！

拶劇紅霞

靴

ツ

み

噸

シ

醗姻

億五千九認万場︵税金を除く︶に

段階終了︑出力上騨︑そして簸初

購に初臨界した︒七三鶴十月末に

仕様欝は六八隼に作成された︒そ

始められた第㈱段階試験は炉の出

してプラントの欝細殺謝︑建設︑

十三Bに切めて送霜を開始し︑翌

淡中の丸山氏

繍露＝

ス原子力庁︵CEA︶︑フランス七四薙三月十二臼に全出力運開を

灘力公筏︵EDF︶︑原子力エン逮成した︒

慧野灘

で。

スペシナル化粧品
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発酵の木にi爽つた数4の襲藻

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

A・M・エイキン氏
カナダ原亭力

脇

の数か月闇の運転継続という集繍

において最も荷叢な葎であっだ︒

騰脳中の綿森氏

・蓼

運転猷圃を推違するためにフラン

によるものである︒

諦
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資生堂

n

脚、ρ吼

6

，
●
●
9

か

講演車のバンドリエス

協和醸酵は、

SPECIAL

G・バンドリエス氏

鍵羅鵡自筆

ン
防

OO

順調な連続運転
フェニックス

ジ轟アリンク会社のGAAAから まん︑韻終斐籍拭繍がこの晴か

匹

）／IHしrE匪DO

ノ

増殖炉計画拡大へ

公社翻総裁

原
産
年
次
大
△
訟
セ
一

（6）

第767号

㈱三種郵便物幽幽）

新
子

昭和50年3月20B

実

日働口50年3月27Eヨ

第768号一
毎週木畷日発得

購読科壌年分前金3000円
力

七月メドに審議濾離

新設の懇談食では︑鍛近の欄勢

降の開発計装にどう取り窪むべき

大山渡奪

根宗一︵経驕連エネルギー酎策委

員畏︶︑学識経験暫

︵榮工大名轡教授︶︑安藤良央
︵藥大教授︶︑浜照影︵運輸雀船

舶技術研究所所畏︶︑提佳辰︵瞬
塞経済斬關論説委綴︶︑芥川輝謬

臼本原子力産業貧農は今秋十一

月二十六︑二十七の両顕︑東票・
大手晦のサンケイ会館で第十二山

▽甕総長

※御園生圭輔▽翻委

︵三菱原子力︶︑※姉原畢二︵東

従業員被鰻を大幅に低減できろ見

上と三夏操作により垂簾補膨時の

の一に減らル・る欝鵡濾灘を十分

被曝線羅︵マン・ドレム︶を九分

力化︵作業人中×時間︶できる②

暦機︒計画によると︑原子炉はB 上騨試験を再開した︒岡一署機は

ックのため詳細調査を行なってい

および緊慰炉心冷却系配嘗のチェ

W罠︑出力百十万KWで︑五十二昨鞍懸から再罎環系バイパス配管

二千

運賑畷始とする計画だったが︑地

み︑六月からとなる見込みだ︒

の︒運転開始は約翠黛ほどズレ込

力上界試験の再開に踏み切ったも

り替えなど全ての修櫻を終え︑出

たが︑このほど異傷溶接爾所の取

年鵬月葱工︑箕十八年九月から運
転開始の予定︒総工麟費は約
八欝六十七鱒円の兜込み︒

舵機建設を今

元の一部建設反附日貸罠から﹁地

無十一月糖工︑五み⊥ハ年四月から

盤が軟弱だ篇との指摘があり・こ

ら岡＋田までとなっている︒

件︒総総灘提出期關は四捜二躍か

験研究項罠を対象とした一午︸

全︑放嚇線障轡防止など六つの訊

発表した︒藤解題隠は︑原子炉賓

難燃欝提出旧聞を定め︑このほど

研究委託蟹に係る試験研究題覆と

き︑昭霜鷺十難度原子力平稀利用

研究委託顯交付規則の規定に蟻つ

科学技術庁は︑原子力平野利用

科技庁︑50年慶
研究委託を募集
の調竃に痩錘を薄し富嶽を卜した

って︑結局︑葱工ベースで約一黛
暴︑遡開ベースで二段単ほど工程
が繰り延べられることになった︒

軟弱地盤については︑地元樒購
市の小林衡長が間懸を環視︑藥電
に門許認司申講の保留篇を嚢講ず
る一方・関係蟹料の提出を求め興
山駕甲心とした合岡調葦に嘲り出し

ていた︒今隼二月︑﹁なお問題が

科技庁事務次官
に久良知氏昇任

科学技術庁は二†日︑武安篤光

秘学捜術曝務次留の辞職を承認す

るとともに︑その後僅に久農知轍

久良知氏は︑大正十隼生まれ︑

落科学欝議富の昇任を発令した︒

学部鉱山学科卒︒この二月︑石炭

福岡県出身で︑昭稲や七琿東大工

鉱業禽理化雛凝団醗理事長から科

学審議官となった︒
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本原子力事業株式会社

日

731−3TELO3（372＞5（X）2・82王4

は幹襲塞メンバー︒

員擬※一宮虎雄︵理研︶︑※堀

二謹書舎︶︑富川一男︵新田鉄︶

奈ニュクリア・サービス︶︑叢々

懲しを得たことをこのほど明らか

の一に低減できる︑などの成異を

残されている﹂としながらも︑こ
れら論点を困への要望駅項に築約

﹁許認可繭講手続き保留も解

した報儀欝がまとめられたのを機
に︑

除﹂され︑原子炉設麗など許可瞬
講の段どりを踏むことになった︒

験を再開
展隅一号機
中部電力浜岡原子力発箪所一審

2gTL〕LO6〈252）3512

アイソトープ・放縦線の利矯は

川一舅︵謡本鋼蟹︶▽委員

医学の進歩︑各種麓業における鉱
薩技術向上と台理化はじめ環境対

僑贋︑加藤正夫︑吉沢凝雄︑X田

斉藤

つあるが︑これに伴い一方で蟹理

策など激騰多岐な解職に拡大しつ

・康大︶︑品川睦明︵阪大︶︑國

田醤︵昭餓︶︑川北宇陀︵住友磁

畑来穂︵以上藁大︶︑岡村誠三

工︶︑藤田順一︵国立藥京第二病

のズサンさが頭在化してきている

禽含では︑こうした規状認識のも

のも饗実︒十七日の雌備委腿会初

とで今後の安全管理上の対策はど

院︶︑※俳沢正実︵放医研︶︑※

院︶︑※飯羅正驚︵藁京都獲育

服部行彦︵理研︶︑※天野想︑※

うあるべきか︑薪技術分野への研

など基調テ⁝マと方向づけについ

究開発種極化のための課題は何か

小林鶴敏︵以上原研︶︑翼昂鉄柱

牧野純失︵璽芝︶︑加藤貞武︵ダ

︵無線医理研︶︑※原礼之助︵第

て審議が行なわれたが︑この縮果

要請が強い各種旛設作業環場での

イナボツトR王研︶︑坂木勇︵寒

今園会議では︑綴近とくに祉会的

から輸送︑利用︑処分まで各段階

安全取扱い︑アイソトープの生産

分野への展開︑各橿機器の性能商

点を絞り︑このほか利用開発の新

田畏央︵原子力学会︶o

木秋生︵アイソトープ協会︶︑柴

参ハイボルテーシ︶︑田島雄三

雄壷引受員長︶籾按禽がこのほど

が︑このための司式委旨旨︵御園

とりあげていくことになった︒

上と標攣化なども璽点課題として

の爽溜に沿った純理のあり方に焦

開催︑岡会議でとりあげる主体的

門田本アイソトープ回議﹂を開く

テーマの選定などプログラムの欄

機︵8WR︑墨力五＋四万KW︶

推移をふまえて①原子力第二船以

か③﹁むつ﹂放慰線漏れ問題の究

大原子力センターとする計画のも

が二†日午後一貼単過ぎから出力

が進んでいるという︒

明にあたった調査委衆会の結論を

長︶︑内国守︵運輸省船舶周長︶

の︒こんどの許桑園譜は周原発一

イギリスでも原子力船翫画の横討

義夫︵蕊菱原子力工業食長︶︑松

﹁むつ﹂︑事業団見直しも
原子力婁緩目は†八鼠︑海運︑造船︑原芋力など各界の代表で構成する原子力船懇談会を同委貴会
に設け︑﹁むつ﹂間題で頓挫しだわが国原子力船開発の今後のあり方を横討するとともに︑﹁むつ﹂
の今後の継躍︑日本原子力船開発二業獺のあり方などについて・抜水的な冤欝しを行なうことを決め

状

手が伝えられるほか︑フランス︑

た︒五＋一三慶予騨要求に方針を盛りこめるよう今奪七月家でを一応の讐議終了メドとしているく

開店休業

わが國の原子力船開発は昨葺の
門むつ﹂問題から

態を余儀なくされ︑金甲は昨年十
こうした上向きの各國の開発ム

栄螢︵臼木海技協会輿図︶︑関係

佐六木鷹一︵日本原子力船開発鵬

にした︒

婿た︒このため霊磁気隔離弁一個

X

ードとは粟腰に︑わが国の開発機
もとに門むつ﹂の今後をどうする

窟庁簿薩生田車田︵科技庁原子力

業陥理蟹罠︶︒

鵬備婁貫会蚕綴は次の遡り︒×印

墓つく半年囚の﹁むつ﹂新定収港
運は門むつ﹂闇市で兜全に傾滞︒

か⑬来無三月で墨隈切れとなる原

問長︶︑闘鰐泰彦︵運輸雀海運局

成作繁にとりかかった︒

決定と二庫半内の移転が鰻大の課
原芋力婁腿会の策定した長購爵画

船幅業団の扱いをどうするか・な

政雄︵艶本海量協会金長︶︑淺井

題︒総懸政府の対策チームが二十

に嘔われた貰子力第二船以降の

柏崎刈羽一号を串請

内閣総理十二に原子炉設羅許可︑

並蒸気隔灘弁は︑原子炉圧力奮

に一日かかった摺り台わせ補修が

隔では新装麗を福島第一発讐一

ではさらにプログラム制御︑遠隔

号機に採用するとともに︑二弩機

テレビ監視︑部品軽購化を設計に
盛りこんだ塩瀬懸隔離弁の宛全慶
動化摺命わせ装鷹を莫同開発し・
採用していく方針である︒

・出力上昇試

風力百万KW級の原子炉六人凝

棄電は嶺初︑同

BWR︑
10万KW
1
柏繭刈羽原溌は藁電が新潟県開

聚蹴

更京物力は三月一筆日・同社の

勇︵＝

通塵大艶に電気工作物変量許町を

海講砂丘地約縢百二十万平方層に

園欝と刈羽村の両帯粒にまたがる

捌島懸鼻毘工業社長︶︑漂子喜界

でこなして

ほか︑ちょうど同艇施設計画兜臨
を躍き︑澱終八菖万KW規模の一 しの階期が蛍なったことなどもあ
縄放して

人海戦術

言電福豆第一原子力発露合一唇機

いだのが唐織︒

新品殿の試験纏異から︑従来の

雛で発生した蒸気をタービンに螂

聞賭闇に短縮てき・従業員被鰻の

一以下の漏寵率に揮える槽度の向 手摺り作業に比べ①六分の一に省

漏洩試験で・従来の装蹴の十分の

で行なった訟作異機による周面麗

それぞれ終講した︒

井造船社艮︶︑翼藤榎︵石

一︵穣恋進船工業逐日畏︶︑山下 柏耀刈羽原子力発電所建設に関し

船當弓取縞役︶︑造船界11古駕繁

井船舶会長︶︑黒川正興︵臼嵐郵

会会長︶︑福田久雄︵大阪商船三

海運界鐸山下三郎︵日本船霊協

は・原子力委員と次の二十名︒

原子力船懇談会のメンバ⁝構成

どを蕃議する︒

開発は民閣童纏で﹂という基本酌
な方尚づけがあるものの︑関脇業

研究開発騨臨背負いきれず︑その

界には︑一企業ペースでは膨大な

としている︒※圃では海額局の大
うえ﹁むつ扁に験微される航行ト

石油価格の爾騰で世界の原子力

熊な建造補助をテコに濁聞の原子

ラブルが予想されるとあって︑

鷺気もでてきている︒

﹁民間の自曳開発は困難﹂とする

力船計画がめじろおし︒西ドイツ

船開発は加速のピッチをあげよう

地点選定を急いでいる︒

︵巳本船舶振興盆理罫長︶︑水愚

今秋11月26、27日開催へ

数か駈の候補地の中から簸終欝な

︻月の政勝と地元との鶴書協定に

安全管理を焦点に

く四蕩蕩の配讐について格納容器

曝襯随を抑えろため作業班を数繕

TKLO3（45ζ茎）8521

東京：都港区鷲絹三三『」鼻目13番王2号
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難罐躍
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契森一久︵原塵常掻理事︶︑村山

柾

一聯無縫饗搬無難瀦

爆龍

難と岡野バルブが共同開発
@．

遠隔摺愈わせ装躍を具同開羅 してり︑定検捕悔では一入嶺たりの被

沸漏水型軽水炉

曳主蒸気隔離弁遠隔摺禽わせ装置

論

でも八○年の就航を國指して七六
隼には八万軸馬力の寅証船建造二

主藤三隅離弁駿畷への潮御誕ード鍍続作業︵梱鵬暗躍所で︶

定検被曝を大幅低減
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第八回原盤奪次大会羅臼圏
の第五セッション門原子力開

中心として﹂は︑今回大会の

わが国の今後のエネルギー購給
については︑二つの大きな謙題が

要驕
がある︒来岡では鍛近︑原子力委
屡象を解散させ原子力の安全規制

つ専門機関のようなものをつくっ

として︑安盆性研究体制の論題が

安金性確傑のための第二の分野

だ︑というのが縮論だ︒

一方の開発撹選については︑原子 て一元的な行政体制を整備すべき

る体制を蟹画することが大事だ︒

燭開発など新技術の開発も必要だ

で篭めだ全体として整盆性のとれ

が︑ここでは廃累物の処躍処分ま

のそれらのための常設の︑寒国本
部のようなものをつくる必要もあ
るんじゃないかと思う︒

次に開発体制の問題だが︑すで
に指摘しだように︑原子力に上す

雨後に︑原子力婁員会の役翻だ

ろうと思われる︒

が︑無調のパターンを頁似するの

い◎しかし︑葭本と米園とでは麟

も磯かに一つの警え方かもしれな

を整齢していつだらよいと思う︒︸

璽力やメーカーも共周で︑農協混一

紅糸撫難訓瓢鰭穰⁝

もらいたい︒すべて政府まかせと

︸

いうので懸く・雰たちもや灸

んだという体制のもとで︑安金問
いくまい︒実行計画委員会でもい

ま霞本へ持ち込むというわけにも

惰も謡うし・来国の制度をそのま

わけで︑このため︑エネルギ⁝政

般と照嬢なつながりをもっている

る期待は田本のエネルギー問題金

ても分野は広く︑規制に必要な研

ある︒ひと鷺に蜜全性研究といっ

究︑大規模輪帯試験研究︑櫨羅安

⁝

一

傭

発への提露一体制問題を
で造血をもつ機関KRCと︑研究た計画立案と推進が肝要だ︒
闘発とエネルギー盒般を一照して

藏

技術4．〆ター

ある︒一つは︑エネルギー醐要の

扱う機関ERDAとに分けたが︑で出された主な悪兇に巷干私麗を

原子力行政のあり方については

選めていくべきだと懸う︒

いろいろ闘題もあるが︑私は︑結

局︑いよいよ漂子力発逼塞格化と

なった場命には︑欧来でも問題と

総藻依制分離の二本立てか︑曲金

なっているような安金規捌体制と

究といった三本立てのどちらかに

管理︑エネルギー闘発︑墓礎研

子力行政懇談金でさらに突っ込ん

なっていくものと思う︒政府の原

複雑な社会構勢の中で安金性確保

だ横討が行なわれようが︑私は︑

府が河状の中で巖大隈の孟春を進

を進めようとするならば︑まず政

めていき︑姿勢を圧していく︑電

いく︑こうすることが前進のため

力閲係答もこれに歩調をあわせて

の手がかりになるのではないかと

亨絹

本手i

烈烈テーマの一つ︒岸田議侵

てきたことに対し今後どのような

絶対騒が非常に大きなものとなっ

題難齪郵莚墾心⁝

を中心に︑まず向坊隆康大教

嶺たりのGNPは蕩妙程麗たった題実をここで︑よく認識しなけれ

二うした観点に立って︑それで

最後に啓紅塵励についてふれて

認識している︒

みたい︒安全性については工学的

賃保讃かなされてお1ノよず

人阪㌧門内

これらについて実行贈爵婁員会

授︵原塵・原子力開発利用実

として毘された一つは隙子力婁輿

ろいろ試論があったが︑その縞果

とシ穐以上のような籍驚憲⁝

まず安全性確儂体制だが︑いろ

羅づけられていないと︑原子力關

このような立場からわが国原芋力

のために各種の譲動をもっと強化

ぐ必要がある︑ということだ︒そ．

ことが必要で︑これと並行して各

を関係蓄の間で根強く進めていく
金性とかで必備な墓蟻とか指針の

に対する不安感︑不二感は根強く

ばならないと思う◎しかも原子力

奮めだあり方についても再横討を

戸庁の行敷ほか電力などその他を

大臣の委員畏自任も鍵い点と悪い

硬があることも識論された︒軍務

の脚門スタッフをもち強化する必

うした機構を完成させるため蔭泌

勢と機能をもつことが肝嚢で︑こ

みあげ広く祉会の要請に応える姿

その課程で麟民の癒向を十分に汲

決定を盟任をもって行なうこと︑

するなど︑そうした雰囲気づくり

簾盆般の中で漂子力がちゃんと位

委員会の役翻と蛋任を警え礒して

会は本来の立場に立ち懸り行政購

とか研究開発のみならす︑開発を

的性格をもったものとする必要が

ると思う︒規制に必要な研究は環

ペースでこれを轟たしていくか︑

買から離れた固荷の中立的︑客観

進めるにあたっては燃料サイクル

発は進めようがない︒これが第一

全般あるいは廃煎物処理処分まで

ある︑ということだ︒立地とか安

全のための研究開発とに分けられ

それが国民生濾にどういう彫響を

NRC予算の約四劃が規制のため煎︒第二点は︑購えば原子炉蝦設

外と晃逃されているが︑極圏では

がって貫録の所在も瞬確でない︒

すべてが婁託研究だ︒わが国でも

点と両方がある︒予算編成とか施
策の行政への反映という慧昧では

が︑今闘ではそれが四千が近くに

はとうすべきか︑個人的ではある

い︒〜つは︑政潤機閲の体制整備

431−5176

弊㌦9都唱｛ち［ゾ首吊4−9−u

応

轟

．

藍

◎

亀

⑧

付けて述べてみたい︒

ら岡婁貴会報告のうち体舗問

行翫画婁員会立地部会長︶か

いろ議論された中で体制の不備と

一諾桂がないということで︑しだ の安全研究につぎ込まれていると

行政譲慰

れも大別して二つの間隔がある︒

制をとることにしたが︑謡本の二

来圏ではNRCを独立させ一霞体かどうかは問題で︑米國にもなく

安全性確保

開発薬嚢如何が

さて︑安金性確僚体制だが︑曲

して指摘されている点は︑行政に

過ぎた石佃依存度をどのようにし

題に蕉点を当てた講漉があ

て下げるかということ︒つまり・

璽な諜題であろう︒

交じえだパネルメンバー七猛

石佃蜜定供給の不蜜︑値上りのぽ

みることも︑体珍問題の一つの蜀

による示唆に豊んだ諭論食が

か公憲問題︑傭諮聞題等々がでて

はエネルギー禰給の中で萬くなり

行なわれた︒今團は二︑三︑

きだだめ︑石抽依存度のほ下が大

与えるかという問題で︑もう一つ

鰹面で同セッションを特集︑

り︑引続き穰翼原子力纒綿を

概要を紹介する︒

きな課題となってきたわけだ︒

これらの問題を解決するためエ

それは︑安金のための規制体制鰻

いう話だ︒独立の研究機関が必要

上︑新エネルギーの開発などが進

重の霧鐘と︑安全性を一麟高める

ネルギーの節約とか利用効率の築

ルの高いものとして期待されてい

められているが︑綴もポテンシャ

も含めた全体として調和のとれた

からみるとボールを投げる人と受

兼任制の方が凄いが︑瀬瀬の園か

計画をつくる必璽があるというこ

でまつ間題となるのが立地だが︑

とだ︒そして第三点は︑開発推進

そうした規制研究を拡亮していく

れるべきで︑大規模実証試験のた

ための体制が・濁の廼任でつくら

めの研究もやはり国の澱任で依制

葉︑そのようなことがそのまま適

討が必要だろう︒萄本の環状から

応できるかどうか相当に慣璽な検

は急に人数を十簡︑百優とするよ

つだが︑規制依制にしろ研究二段
にしろ一般国民の億頼を褥るよう

ための研究体制の週報の問題の二

なものでなければならず︑広く国

に癒え︑原子力開発をどう進めて
いくか︑期待に応え得るかどうか

もなり︑こうしだ弔事を受けて社

われわれはいわばダブルパンチの

が︑私なりの蕎え方を述べてみた

伽（06）313−2367

璽（044）833−2311

として、盤故の皆i翫を追ザ｝くし、簡洩な品

そイτを、61k9／cm獄と二し、）輩・〜」∫董で、

るのが原子力だ︒そのような期待

ということは︑ひと璽に今後の開

あいまいだとした皿判もあって︑
とちらが農いかは十分慎償に検甜

ける人が同じでは叢任のあり方が

する必喰があろう︒

この闇題については国土の総軍窟

ら遭えた賊金網としての蓄え方が

用や地域開発どの整ム羅の心地か

不蒲欠ということだ︒日水でこう

う︒もう一つの機雛安瀬のための
研究麗発は罠闇が澱任をもつてや

を整えていかざるを得ないだろ

ればよい︒安金性の研究はこうし

うなこともできないだろうから︑

助けるような機関が必要なことを

行政機関の世俗とあわぜ︑それを

実行計画婁鰍会報告は指摘してい

民の二見をとり入れる捌度が警え

発は強い放購書露華を技術で掴え

した諸問題をどう扱っていったら

られなければならない︒原子力開

込んでいるのだから︑技術と︑そ

た三つの分野にまだがるわけだが

ってもよいのではあるまいか・

ところで︑原子力開発体制には

る︒つまり︑何か法的にオーソラ

よいか︑取扱い戯任機関が必愛だ

発体謝如何にかかっている︑とい

大別して︑安金性確保体制と︑安
の技術がちゃんと作用していくた

その蟹要性から︑国として何らか

本パネルでは︑向坊さんの講蔽を

会麟要請はこの七︑八郊野急速に

もとで原畢力開発を軌通に乗せて

ものが三つどもえに絡みあってい

なもの︑社会附なもの︑敵治的な

平霞パルプ工業株式会社

と同日1に、療∫力用ハルフの人きな特色

乱捧には余Ib醜さ為「カ、）た

聞

業
産
全性の上に立って開発を推進して

イズされた審蛮や検査等を受けも
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で︑お織りのそれぞれ斯界権威の

受けながら︑霊題タイトルのもと

環境間題や公魯問題に大きく傾斜

なったが︑これが金てでなく︑い

だ︒原子力安全局ができるように

電とは︑そして原子煙とは何か︑

るのが日本の鏡状だが︑原子力発

政府や電力各社の安全対策の現状

べてがこういうことについてよく

知り︑お互いに知らせる努力が必

こうした努力がなければ次の原

要である︒

〒105

〔03＞

轟

慮

し，カ、し、

凸∫i

｝泉∫力発1琶所のハルブi酎月＝部につ

畠

と8拷）れていよした

ノIJ亭毎メ点

ボーノレノくノレ

後｛iか『でさるσ）醐ご醇

いくといった体制・の二つの分野

行敢の基本的なあり方について本

方々から問題提趨あるいは認題の

してきている︒石動雪膚工場や火

努力をしなければ︑難局姐打開で

格的な検酎を始めようとしていま

提供などをしてもらいたいと思い

政懇談会が設灘され今後の原子力

力開雛への提誘⁝体制問題を中心

すが︑この問題に閲逮して日本原

織す︒それでは︑まず特別参簾の

それではこれから﹁原子

として一﹂と題してパネル討論食

子力産業金工も昨鎌原子力開発利

だ見方や蓄え方が正しいとして原

いかねばならない︒仮りにこうし

子力開発を推進する立場に立った

るかといった問題のほか︑法律慰

ずれは根本的な安全体制をどうす

ってはならない︒

第二点は︑国がもっと大息的に
安全性研究のための機関を設認し

子力聴代への移行はできないので

はないかと思う︒何もB本だけが

気月シりンタによるrl動採善を完成：しま

・一：

際

⑤

か嬢罫ドご、操負し易く、∫i野田的なバノレノ

σ）でd

岸田

を闘きたいと悪います︒ご承知の

用実行謙画婁澱禽が糟力的な検討

れているのもこのためだ︒亀山兜

場合︑現在の体制はまたまだ不完

留も必要となってこようQこうな はどうなっているのか︑仮りに窮

全なものだと醤わざるを得ない︒

るのかなどについて社鼠一般の人

確かに数年灘までは現行体制でも

委澱会が安全行政なり賃金要理に

ってくると︑必要なことは原子力 故や故障の場舎どういうことにな
に入って実用化移行を迎えた段階

十分だったと震えるが︑四十三代

思うならば︑少くとも情勢が変化

ていくべきだ︑ということ︒二〜

をつくり︑この間︑原研での蜜金

歯車後発足をメドにこうした機閲
うした体舗整備を進めていくべき

原子力驚電の暉暉全国ではないの︸
︸

H纏いん〆翁みあのノf、一ルこづか、

藤豆勢望ノ哩フ彫ツ翻

いて1よ、設討か命3G〜40flと（され、承め
δ3よひ水マ両力向の、地嶽擁φ筈〔7）換訂
も嬰木ごれ∂、づ．これら、醐f久哲の考慮

9⑪岐卜小ilムφる1災【こ、イ翫fるのON−OFF前

した

こぞ［しカ㌃、

じ月藏な〔ノ）です

ノσ）

1＼ノレ

わ、ノJJ、

きないだろう︒

ように︑昨琿来わが国では原子力

を行ない提置を出しており豪す︒

力発艦所建設で反対運動が展開さ

開発についてさまざまな問題が起
の順調な逢展がでまにくくなって

稲藥さんからどうぞ一⁝︒

おります︒こういう状況に鑑み︑

ともいえるが︑わが国の彰彰︑そ

濫園にみられる共通のパターンだ

のテンポが慰激だったことにも趨
因し他国以上の二二酌︑顕在的激

る︒これらを通じて今蕨︑利憲の

全性に対する不安感︑不倦感が開

しさがあらわれ撮ているとも思え

稲藥蔚回の年次大会で私は︑

い︒政府が圏民に対しもっとPR

たちの認識はまだまだ十分ではな
発推濫を妨げているとも狂え︑政

の悪識の分裂過程が進行中という

短立︑つまり多義的社会での各醗

解を聞き︑私なりの蕎え方をまと

するまでの闇は︑窟民関係蓄があ

ってくるわけて︑決して受身であ すべきだが︑それ以上に関係労す

ついて留らの見解を提示するなど
石田危機に対応しエネルギーをど

嚇や関係業界などがこのだめの体

は︑環境の変化も齎わっており︑

縫極的に行動することが大晦とな
のように効果的に便っていくべき

制をどのように整備していくかが

原子力開発を今後離濫させたいと

必ずしも△口理的だとは思えない︒

からみると︑やや極端たが二十駆

か︑石油代蕎エネルギーとしての

で半年近く︑私はいろんな人の毘

盛面の慧務たろうと懸う︒これ濠

だ個人的見解︵縮葉私躍︶を述べ

めてみたましたが︑その基本翻識

込の体制や技術︑分担のあり方で

をおくべきかなどについてまとめ

ましたが︑その後︑灘懸ながら上

は︑安全性の問題はただ原子力だ

金の機能強化など基礎研究の体制

研究充実のほか原子力安金研究協

です︒

べてがそれぞれの立場でこうした

だと︑私は窪燃しだい︒関係蓄す

げて安金聞題に努力を集中し︑そ
けではなく︑戦後繍本経済盒般の

うことです︒終戦薩後の国民一人

禦漿に根強く移在している︑とい

うしてか︑見方や蓄え方はいろい

です︒さらに付け加えるならば安

ろだが︑私は向坊さんと同じ響え

しかし、∫三｝訂∫力用ハルノに難IJIIノ、牽

原子力火力・掌理・圃脱排雪・酸素
LNG・石，由・カス・パイプライン

主な製品

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

☆蔵垣カス叢儲試験墾遇認定講鑑所｛器定地21刀

取り出して兄れIJ、何の変哲しない孔σ）

（二の4ぐ一荒

氏
坊

原子力闘発にどの程度のウエイト

灘まず国が最大限の措置

安全性で集中努力を

現在の体制をあるべき姿に返し︑

将来の国民の生活に蟹的な向上を

ような新たな配睡を払うべきか︑

もたらすπめには全撒としてどの

のような対策が必婆かということ

申でもとくに体制間題についてど

い織す︒政膚ではすでに原子力行

を翼剣に考える必要が生じてきて

畏

力

原

シ

脚

と
パネル

五

向

通に粟ってないように思える︒ど

葉
開

ンから
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隆氏︵粟察大学教授︑原子力

開発利用箕行参画婁綴会立地部会撰︶

向坊

▽天盛

岸田純之助氏薄日新聞論説叢馨

▽議畏

本衝報偶発協会理購書︶

稲葉秀三氏︵原子刀婁宴会委厩︑日

▽特別鐘加

・樹海研霧畏︶

山本賢三氏︵臼本原子堕研霧理珊

前岡会識原子刀問題特別婁鰍会灘蕪畏︶

独立のエネル
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手国璽武臣氏
会会長︶

及川孝平氏︵全團漁藁協同糧合遡盆
会金畏︑全国汚水公密鰐三差識会会餐︶

木村守江民︵原子刀発躍関係団膝
識会会擾︑福鵬興知購︶

田申直治郎民︵聡気働粟薬豊原

︵日本学徳会鍵颪︑

子力關発薄策金謙蚕興擾︑廉薄霞力副往
痩︶

三宅泰雄氏

うございましだ︒それでは引続い

麿由稲藁さんどうもありがと

をもたざるを得ない︒また︑わが

がなされているかというと︑疑念

び研究の自由について十分な配慮

とにこれら各研究所で研究蓄およ

り︑この段階でなお大学と原子力

国際偶勢もすっかり変化してお

い︒開発費手からすでに二十蕉︑

とについても憂慮せざるを得な

出本二度科学技術の所産とし

き︑自分で蓄え︑処理するという

とは︑何か新しい問題が趨ったと

きれているとはいえない︒このこ

れよう︒安全性についてはかなり

がない︒それどころかさらに切り

興不足で︑とても横に広げる余裕

をみると︑当面する仕置にすら人

民の英知を紬藁することが必璽で

技術は︑とくにその基礎研究は国

くに関係蕎は原子力について科学

うな謡も横行している︒この際と

には糠嬬な凝魏で虚実を蘭げるよ

らず掴象的︑観念的に扱われ︑騰

とに自主的に開発できるための入

いる︒各機関の踊状の規模がほん

に集甲する傾向を余儀なくされて

落として狭い守齢範畷︑緊急門並

政簾に対応すると同時に︑地域住

推進に晋たっては国のエネルギー

漁業への影響など慎電な横討を必
要とする鰯環が多い︒私は︑過宏
の水力発餓建設のにがい愛校な体
験の上に立って︑罐源三法の効率
的な湧用を図りながち原発と地元
が共存共栄できるような福畠の開

な間題としては︑やはり独立のエ

いたい︒研究開発の問題も国が主

般の理解を傅るようつとめてもら

体となってさらに強力に推濫して

態をもつといった頒向があること

も︑鍛終澱任が健力会社にあるこ

もらいたいが︑と同時に悪露で

ルなど付帯璽粟を含む開発から異
用まで＝兀的に一回した畷任体働

とを踏まえながら︑メーカーとも

ネルギー雀を新顕して燃紺サイク

のもとで進めていくというのが蟄

協力︑機器の慣頼度向上など研究

つ﹂の問題で象徴されるような行
政面および安全蟹理体潮への不倦

豪しいのではないかと思う︒原子

にもよると思う旧︒原子力船﹁む

感なども蓼えられよう︒施設蓄と

力婁騒会は騨任婁醐制をとり︑各

ギー省新設を
田中原子力発騒は初期段階か

へ万全の努力を蟹ねていく響えだ

ついてすでに璽荒研で研究中だ

を続けていく薯えだ︒共通問題に

してもちろん地域住民の不蟹解消

雀庁行敵の総合調整ほか墓本政簾

を澄めてきているにもかかわらず
が︑国としても累急に行政のあり

ら今臼まで安全煙を鍛囎点に開発

徽近極めて厳しい状況となって

が︑今後は璽鱗連の各極婁鰻会を

し・委麗畏には脚任の学識経験薔

を簾飛する内閥紅茸の諮圏機関と

い︒

も會めさらに拡充強化していきた

など遮めてもらいたい︒原子力雇

をおく︑というようにしたらどう

方で冤画しを行ない役剛の開確化

車局の海蘭は蒔寛を簿たもので︑

自治体との密接な巡携のもとで一

か︒PRも国が体制を整備し地方

い即曾私鋳だが︑一つにはわが麗

による伝統的な大規模關発への不

図ってもらいたい︒同隠に長期的

早慧に実現させ規制体制の強化を

特有の照罠再嫁があり︑在来公轡

場合︑軽愚な故瞳でも圏民は不安

安もあって︑例えば原子力発躍の

剃については︑電力金社ことに協

が補償してくれるのか︒こうした

限の被轡を受ける︒その鋳一体離

不懲感をもつている漁民に米圏の

緊急性を嘱うからにはその燕の認

だ毒しい原子炉の關発は大変大き

調を図っていくべきだと思う︒た

漁民と施設管双方が危機感をもだ

データがどうだこうだ醤っても︑

に水を飲ませるのと同じ糖果にな

ない以上︑それは所詮︑無理に罵

るべきだし︑原子力発電所に関遡

する理礎工学朗な問題などは國の

いる︒それなのに何を一体︑そん

隠題に︑関してだんだん国蔑との 前で原子炉はつくれないと闘いて

る︒ところで︑わが国では族だ自

なに急ぐのか︒原子力を蕾費する

ているのではないか︒安全︑立地

盤任で研究︑囎発するのが当を響

な問題なので︑当然国の澱任でや

識を欠いてはならないと思う︒

原子力委解散
電労運は五次にわたって

して新機構を
稲壇

制問題だけを拾ってみると︑まず

提雷を田した︒第五次提爾から体

いて国民の合愈を傅るべきではな

対馬が還のいているような気もす

第一に︑原子力婁麗麗は一雨解敬

いかと考えている︒ところで︑エ
させて石菖力規制委贋金を行政委

鞍ではないが︑憐蟹な対処が必要

ネルギー政策で国民の盆懲が偲ら

るが︑このため公聴金は中央と地
醐金として活躍したらどうか︑と

だと殖えている︒次に漏排水の問

れない大きな理由は︑各政党が政

では環境と地域社会開発︑温排水

策の次充で舗議せず︑政象の畏に

方に分け︑中央では安全を︑二藍
ここで安全︑畷境︑毅罵群認司︑

している面があるためではないか

一か所に災中設奏することになっ

うが・これが画万KW級のものを

いうことについて指摘している︒

ということから︑エネルギー問題

この聴点で開発推進のための問

だとさほど影響はないものとも思

建設︑運転︑モユタリングなどを

について各政党が政策として論議

題点を爾検便︑整備すべきだ︑と

題だが︑三十万一四十万KW程度
行なう︒次に原畢力附発調籔婁澱

し︑国の政策をはっきりしていた

の間題を︑対曲という形で二段に

会︑これは内閣総理大臣の謎問機

だきたい︑というのが国に対する

原発の問題を公魯のよう

わけてもつべきではなかろうか︒

子力の位躍づけ︑燃腿サイクル︑

関として国のエネルギー政策と原

われわれの考え方だ︒開発研究体
ったらどうか︑ただし国務大臣が

及川

科学的解明を

海の学門 の

立地問題とかの開発の調整にあた

器薦畏ではなく騨任の婁蝿長をお
くべきだ︑としている︒エネルギ
ー政簾ではエネルギー開発獺卸金
議︵仮称︶を設翻して團の考え方

な形で受けとめなければならない

いうのが私どもの基本的な響え方

海の学問は遅れており︑しかもそ

た場合どういう変化が趨るのか︒

ーに注癒し迷感はかけないといっ

い︒つまり︑常にアフター︒ケア

べて施設を止めるわけにもいくま

いもあろうが︑だからといってす

ことだから操作上のミスなど間違

めさせるという︒所詮︑人間のやる

て︑貿常があるとすぐに運転を止

の蜜庁がたん念に調耀し続けてい

査し︑設櫨後も許糟糠竃庁とは別

ら周辺の海況や魚颪を＋分に調

る︒英圃では施設設腿の数鰯前か

いるが︑一方的なゴリ押しでは困

なければならんと漁簗轡は思って

のものではなく︑譲るべきは譲ら

得ない︒海は決して漁話者だけ

リ押しの開発では︑抵抗せざるを

後には補償で済ませるといったゴ

ういう研究がなされないま藤︑鍛

だ︒

．鍵

めようとする場舎の大きな抵抗線

を各騨に訴え︑各騨から愈見を聞

は漁業薔だろうと思うが︑鍵際に

のが水麓葵養だ︒原子力開発を進

や陸上環境の調査︑警及計画麟業

かる謝画だ︒藁磁独の温排水調査

公轡があるかどうかは別に︑そう

て判断したことになる︒こうなる

指灘的立場にある餐として間違っ

問題にどう戦えるのか︒私自身も
なども逸めている︒魍への要鶏で

るを郷ない︒今B︑どんな臨書の

した可能性がある繁り︑抵抗せざ

ってることもやってみなけりゃわ

と︑不信感というか︑科学者が諮

政の壷任体制を明確にせよ︑とい

開発の藻草性についてわからない

漁民も︑エネルギーそして原子力

まず無し述べたいのは︑原子力行

べて国の澱任ということを再認識

からん︑といった結果になる︒こ

うことだ︒つまり︑安金確擬はす

者はいない︒じゃ︑何故抵抗する

れは原子力に象ったことではなく

発を遜めなければならないと弩え

してもらうと同時に︑各館庁バラ

のか︒それは︑開発と規制が岡じ

ている︒安全対策はもともと罵の

バラの監視や極査など機能を筋の

璽任でなされるべきものだが︑県

たにもかかわらず︑ドロ霊化して

例えば瀬戸内海は今︑法雛があっ

ない︒それが現実には大したこと

市場はその地域の熊は絶対に貿わ

し放射能が漏れたらどうなるか︑

ていないからああなったのだ︒も

︵四面へつづく︶

るのではなかろうかと憩う︒

も深まり︑コンセンサスが得られ

ば︑漁民の抵抗は緩和され︑理解

いるQ必要な規制をちゃんとやっ た体制と描羅がとられているなら

いうことがそもそもおかしいわけ
で︑どんな理屈をつけてもやるん

原子力婁贋会の機能の中にあると

じゃないかとした不安が漠然と漁

通ったものにしてもらいたい︒温

り・このほか廃棄物の鰻終処理処

民の間にあるからでもある︒安全

としても宙ら周辺住民へ放射能の

分︑環境放駒能低下の研究︑再処

だ安全だと醤っておきながら︑次

影響などデータ公表を含むPRの 緋水の調査研究も立ち遅れてお
ため︑原子力センターを建設し
た︒七月にはテレメーター・シス

どもこの際あわせてその強化拡充

次と伝わる原発故随のニュースは

理施設の建設︑籔及啓発の徹底な

を要下しておきたい︒

う描いたらもうダメで︑漁民は無

ではなかったにしても︑新闘がそ

馬つ

を

ギ

日
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てこ出監の六氏から一欝ずつ︑握

いものかどうか︑疑問がある︒

婁腿会がこの産ま断絶した形でい

〜くf亀

轡なり軍門の握供についてこ発濁

理体制のもとで行なわれているこ

麟の原子力研究が旧態依然たる管

く8竃Jt〜〜〜3f︐零〜零ζ〜〜〜璽8︑t費覧匙89亀

勢いたいと思います︒簸初に三宅

が︑原子力も実はこのパターンで

がりの癒さというパターンがある

ての原子力が︑社会の中で調和を

原動力がわいてこず︑外圏の判断

出発しており︑なおそれから脱し

には︑社会そのものが科学的知識

保ち︑かつその恩葱を受けるため

子力の開発に携わる各機関の現状

に頼ることにもなりかねない︒原

予算での配慮

緊要な人員や

さんからどうぞ︒

大学の果たす
わが国の原子力研究は︑

役割再検討を
三宅

決議がなされだこともあって︑そ

大学の研究は含まない﹂との付帯

めた近代的な虚構が第一に要講さ

をもつ︑科学への理解レベルを醐

原子力婁澱金設國法が成立した際

の後これまでずっと文部雀所箇の

分されだ形で︑表向き無関係のま

にきていると思うが︑にもかかわ

輪理的︑数蛮的に論ぜられる段階

﹁原子力婁麗会が行なう調盤には

大学と原子力婁璽誠に強制的に二

と原子力のような腐度かつ襖雑な

まで進められてきている︒もとも

あり︑その中での大栄の役剛は極

いってみれば中途半端な状態で︑

澱︑弔騨に達しているだろうか︒

術の遊歩と科学暫への儲頼のもと

民の納御のいく計画のもとでなけ

ほか環境と入体との関係を研究す

ほど強行した原子力舶﹁むつ﹂の

どうしたことか︒ましてや︑あれ

︐O

東京（03）433−3111

電話

東京都港区西新橋3丁目23番5号（第24森ビル）
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Fue

産

力

めて大きい︒人材獲成︑研究と教

よう努めるべきだ︒わが国には古

技術的に︑正当に理解してもらう

に原発を誘致したが︑巷閥伝えら

ればならないとの墜本的な考え方

圏が本当に原子力開発の必要性︑

いる︒原研などでの多くの成果を

くから輸入体質︑相互の横のつな

商の面でも璽要な機能を渠たして

騨価する暫ではあるが︑残念なこ

責任体制の明
確化をはかれ
木村福騒興は東鱈︑爽北爾力

のものを禽筆四二三︸男KW
の原子力発露地帯となる謝画だ
が︑鍛近︑環塊問贋に対する悪識
の萬まりほか安全性に対する不安

れるように︑原発が本当に億険な

も高まってきている︒私は科学技 察しているが︑私は︑今後の開発

及ぼすようなものであるならば︑

ものであり︑生濡擁塊に悪影響を

などと比較した場合︑投下資本が

る環塊衛生研究所もできており四

テムによる環境放射能常時監視施
その建設で断固たる描認をとらざ

葵大な翻には︑地域における腿用

月から煎格的な調董研究にとりか

設も据付けを終る予定だが︑この
るを響ない︒既設のものにもより

ットが少ない︒反面︑環境問題や

機会の増大とか関逮鷹架へのメリ

をもっている︒原発を他の鉱工翼

う︒海外先占團の爽偶等も十分承
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力

原

温緋水研究の道開け
安全研究体制をめぐって

もその燈要な一環として︑徹底し

は電力とかメーカーが中心でおや

どうも実際的︑効果的ではなかろ

りになる︒双万が分担し倉うのが

くには︑とうしても蜜全研究を推

私はその研究は棊礎的なものと実

進することが必要になる︒そして

いるわけです︒放射線下の労働者
の安全ということは︑もっと璽要

ギーの点から反対のために反対す

いったならば︑あるいはイデオロ

にしまして︑いままで原子力から

何らかの恩患を受けたということ

﹁あれは核アレルギーだ﹂といわ 國民は何となく硬鋼しない︒国民

地通な窮し含いを進めていくとい

方々ならびに地元の方々との闇に

の間に共存共栄の道を求めていっ

出嵐人闇はぽつぽつ原子力の

恩恵を受けかけています︒原子力

それに対する正当な理解を尋人個

の慰慰を受けるからには・やはり

人がもっていなくちゃいけない︒

恩態は受けながら口では反離する

ということになってはいけない︒

思うわけです︒この点から︑私は

卜しないということにもなろうと

鹸舖

繋

内勤

ﾙ響繊

ヘレミおゆラ

くや ヒミ
ェへ
は
い

夢婁気い勢一騨

ウ

秘夢警︑

舗鰯

繋

TεL（03）313−131壌

田然の枝術としてこれを遂行しな

な鍔広です︒そのことが実舐され

私は︑それを得るために

あってはならないというのが私の

塚田どうもありがとうござい

大変ゆっくりしだ欝い方になりま

ずけれども︑学校教脅だろうと思

うんです︒やはり原子力の臆内に

なってくれば学校でしっかりした

原子力に関する知識というものを

というものもやって︑水嚢の理解

与える︒京た成入筆薄︑成人講座

を深めるというところから手をつ

に考えます︒

けていってはいかがかというふう

︵了︶

塵世どうもありがとう︸．﹂ざい

ました︒

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SCW−3）
◎SS1）用（α線）サンプルチェンジャー
（Model SCA−1）

究所もほとんど手がつけられてい

私も安全という場舎には

の語が出浸したが︑そこまで堂欧

うかと見ており濠す︒先ほどお金

稲垣

た調査研究の避を開くべきだ︒

胴的なものに分けられると思い豪

の方法とし呈しては︑やはり蜜面
晒せんと︑いかに原子力発鱈所が

くてはならないと思います︒研究

今いろいろ唄われている研究とい

いは放射線に対する安全研究への
政府でこ配購いただいて︑相当の

工学的安金性の研究だけですむの

す︒もう一つ馴のいい万をすれば

ない︒このように環境放射能ある

政府の認識は乏しいといわざるを
蜜全だと串しあげても︑皆さんに

とおやりになるなら︑電力会社は

理解︑納得されないんではないか

思うのです︒張力中央研究翫など

金の中でおとりになってもいいと
に対する輿懸な前進が硬求される

それを璽求なさり︑それを罐力料

の整儲を中心にして原電力開発を

か︑社弦的な安全性の研究を結び

堺がなぜできないんだろうと思い
と思うんです︒

うものを総台附に簗約して進める

幽す︒できない理由がはっきりし

助成をメーカーにし︑自由にメー

をとっていただいたらと︑こんな

カーにやらせるというような方法

力の研究が基礎的︑学問的な研究
ぎ込んでいるようですが︑研究組

な安全問題にはかなりの資金をつ

岸国パネルの皆さんの一通り
と開発研究︑試験研究とに分けら

る規制委員会というような強力な

つけてやっていくのかという問題

得ない︒また巖近︑政府は工学的

のこ発謬によって︑ほとんどの問

ないので︑私どもが提案してい

当分私たちは︑安逸体制

ことを思っています︒

を民間の研究体制に組み込んでい

稲葉

いるかどうかが非常に闇題だと思

織︑研究能力がそれにともなって

ということになります︒私は︑墓

鞭近われわれみたいな素

れ︑相互に異質であると同鯖に関

礎的な研究は国が︑実用的な研究

及川

運があるという慰味からは︑あま

理・安全審査を一貫してやってい

進めていかねばならない︒安全管

もって解決してしまおうというこ

す︒いろんな問題を一時に︑金で

は賢明なる園民は納響するだろう

る人はあるかも知れませんが・私

ったらどうでしょうか︒

果があがるんじゃないかと考えて

行政機構に集約すれば︑もっと成

カギ

人にも安全の問題で非常にいろい

そのときに︑そうなんだともそう

国民の信頼が

ろな購報が入ってくる︒しかし︑

でないんだとも︑われわれにはわ

原子力発羅所の工学的安

全︑その他の安金は︑臼本自体で

からんわけです︒原子力というの

木村

います︒

思います︒・こんどはこれをいくつ

り独立してもいけないし︑一緒に

アメリカの研究の結粟に躍いてい

検酎したものでなく︑その雍礎を

うな気がするんです︒国と業界と

ね︒

と考えています︒やはり努力です

とだけでものことは解決しないよ

が何をどういう方法で地域の皆さ

どう求めるか国民的合意

んに示していくのかということを

関する問題であるという璽累を含

私が初めに問題握示をいたしまし

霊剣に考えることが肝要だと思い

は一たん購あれば︑入闇の生命に

摩田次の設問は︑パブリック

たように︑臼本の今の社会はいわ

ます︒

るところに︑安全穫の確認を欠く

んかするのとは少しわけが違う︒

んでいる︒石油墓地を作ったりな

・アクセプタンスー1人々の理解

ば分裂社会であって︑必ずしもパ

面があるんじゃないか︒やはり臼

していかなければ︑なかなか納得

本人自身がつかんだ糖累から詣を

だから企業謹かせというような

を契る︑人々の承認を留る︑とい

︑三宅日本人は将来のことは別

できないのではないかと思うわけ
ことはできない︒私は安全だとい

稲垣

基本的な思想であります︒ですか

ました︒いま行なっていただきま

しあげたとおりで

次のことだけを串

すので︑ここでは

したさまざまな舗議は︑ここです

うことが一つの方法だろうと想い

しあげてみたい︒

ます︒

持がまだ少ないんじゃないか︒こ

つまり原子刀開発をどうしても ぐ糖論を出すことのできるはずの

す︒

↑琶三L（06）986−3935

540大阪市東区山之下町108USビル

168東京都杉並区浜田山3−20−9
本社
営業所

題点が出つくしだといっていいと

かの題圏によって︑横断的に再整

理しだいと思います︒まず澱初は

安全研究の 体 制 と い っ た 観 点 か ら

と思います︒

体制闇題を 整 理 し て い た だ け た ら

山本もともと原子力において

は︑開発と同聴に安金を常に心が

けており︑開発といいながらその

なることも場合によっては問題で

願では安全を箸えながらやってい

ることは宙すまでもありません︒
です︒

ものが一つのまと法った形として

ブリック・アクセプタンスという

がないわけです︒むしろ今まで受

ありまして︑今︑猿子力研究所の

かということです︒自分はこう考

う薗でいちばん基本的なことは何

について籔任がどこにあるのかと

わが国の安全研究は原子力研究を

憲轡してもらいたい︒安全を憲雷

うときには︑政府の臓任で安全を

私はやはり︑安全の問題

田中聞くところによると︑ア

なわけです︒だから今︑慧に原子

けてきたものは原水爆の被覆だけ

及川

メリカの軽水炉メーカーなどは︑

いうことを明確にしないことには

ンを計画しております︒

出てきていない︒そういうことも

中で安全試験の研究所というプラ

えるということを一書でこ発醤い

一般に不安を与えると思います︒

工学的な安 全 性 に つ い て 網 羅 的 に
するにはそれだけの麗任をもだな

よく著えた上での問題解決が必要

開心に辱め ら れ て い ま す が ︑ 簸 近

現罷でも毎年数百万がの研究籔を

ただきたいと思います︒

工学的安全と放射線影響
きやならないと思うんです︒とな

稲葉私は︑パブリック・アク

三宅
かけている︒日本のメーカーは経

セプタンスはでき掛る限りこれを

誤題をとり あ げ ︑ 今 後 数 年 の う ち
に対する安全という間馬にしぼっ
れば政府だって椙嶺金をかけるで

力をパラ色に塗ってみたところで

には自からの手によって墓礎から

しょう︒私は安金を盧合するなら

れないと耀うんです︒

た国民会議というのは︑たしかに

田中兜ほど稲壇さんがいわれ ら地道に地響義民︑得業︑その他

ブリック・アクセプタンスは欝ら

ても︑一部には損審を受ける人が

瓢がござい家すから︑騒大限善く

の申に福祉を受ける人がいるにし

丁蕪というものをおき︑騨任の相

ても・来年の七月ぐらいである︒

れるんですね︒しかし︑このよう

殿巌が調整をする︒こういうこと

当経験の豊かな︑知識の高い方︑

っているんじゃないかと思うんで な精神である限りは︑おそらくパ

がいいのではないかと思います︒

今やられている方法がどこか間違

もう一つ︑とくにわれわれ漁民は

蛍規模も違い駁すから︑多額の研

だと思います︒

究費を出すということは難しいん

求めて行くべきだとする愈見に翼

てみますと︑わが国では後者が罪

とことんまで国民に対する澱任

成です︒ただ︑繭しあげたいのは

常に遅れていると思います︒八駕
じゃないでしょうか︒しかし︑い

をもつてもらいたい︒湿緋水問題

きるようになると思っています︒
葡に日本学術会議が握嘱した環境

原子力開発の一番大きな

ろいろこ悪留がありましたように

実駈試験にいたる研究が日本でで

安全研究所︑試験研究駈をつくる
放射能研究所と放射線瞳魍塾礎研

稲慣

じゃないかと考えています︒

ということに関しましては︑原子

犀田巖後のこ雛欝をいただき
たいと思い ま す ︒ 体 制 問 題 で い い

そうするとそれまでの一年以上は

て︑はじめてパブリック・アクセ

あるいは学識経験者も中へ入れる

かない︑煎当に人がいなくちゃだ

こで原子力の開発と規制の両面の

と思います︒

プタンスが成功するんじゃないか

渉

が︑やはりその運用とか構成とい

がございます︒したがって現状の

ということで審議しないと︑婁禅
宗としてもまとまりにくいんじゃ

研究を中心にどのように動かして

原子力婁殿会を安全穿掘とか安全
間題は安全性を確認する

ないかと思います︒

及川

らこの闇題は長期的︑墓本的な形

いくのかという問題がやはり第一

においては︑今度の原子力行政懇

場舎の機構の申では・被轡を受け
とだと思います︒私は諮問機関で

なりのウエイトをかけていかなき

談禽にお願いしたわけです︒そう

義的に浮かび上ってくる︒ですか
あってもいいと思います︒しかし

います︒

やならないということにあると思

るであろうと想定されるものにか

それにしても懸鯛局をもたないで

豆

一体どうしていくのかという問題 評髄されるべきものだと思います

原子力婁颯会のあり方と

諜題になっているのが安全問題だ

いろんな形で關運がございますの

いう問題ですが︑私もなにがしか

出嵐

ますと︑ど う し て も 原 子 力 婁 鍛 会
とするならば安全に全糊力を傾け

にはっきりとそういう態度を見て

か習えないと思うんですが︑原子

るという五味含いでも︑また国民

こで︑一体 原 子 力 婁 厨 会 は ど う あ
もらうためにも︑そして申身を充

力翠蓋会のほうへは︑脚門的知識

ことは腿違 い な い と 思 い ま す ︒ そ

るべきなの か ︑ ま た そ れ に 何 を 銀
箕するだめにも︑私はやはり規舗

をもった人たちということで︑大

というもの が 冤 蛭 し の 対 象 に な る

むかという こ と を 一 竃 ず つ う か が

した立場で問麟を処理していくこ

委厨会というものをつくり︑独立

からもそういう人が出ています︒

で︑臼頃感じたことという程度し

いたいと思います︒

とにかく推逓するほうと

学の先生とか私たち原子力研究所

及川

田中原子力

政簾の基本問題︑安全の墓本方針

めだ︑しかしそれはにわかには間

いった観点でこの間題に対して︑

婁騒会はやはり

で各禰の基 雌 を 決 め て み て も そ れ

というものをここでやる︒実際の

に合わないんじゃないかというこ

稲葉墓本的な

いうのが国民感摘ではなかろう

木村私は︑堕民の承認を得る

を爽際実行 す る 段 に な る と ︑ み な

行政のほうは︑エネルギ⁝雀なら

とを非常に憂えています︒

社会人の心がけとしての正遡な理

諮問委姻金にし

ものでもありませんし︑また︑そ

る人に醤頼性をもたせることだと

ということはやはり安全性を嘱え

主籔箇庁に い っ ち ゃ っ て ︑ ど う い

エネルギー翁でやる︒開雛も規鋤

方向づけをしていただきたいと思

委厨長は騨任の

の必璽もないと思っております︒

うふうに言 行 が 薄 霧 さ れ て い る の

も両方澱任をもってやる︒科学技

蕩え方は初めに申

か︒原子力 委 鼠 会 に ど う い う 機 能

方が担当する︒

は困ると思います︒独立した評語

このような議論は︑これからより

思うんです︒この点からいって︑

かわからん と い う こ と が あ る ︒ こ

うのが問題になり豪す︒総力会社

をもたせる か と い う こ と は ︑ 今 日

婁醜のほうもで

局をもつべきだと思い冠す︒もし

安全性を申心にしてやっていくと

多くの人を會めて包括的に行なわ

にしても︑また科学技術庁にして

現在の原子力婁麗会にしても︑国

のことは原 子 力 問 題 で は な お さ な

解ということなしには原子力は定

の日本の行 政 機 織 の あ り よ う と も

そしてその人たちが︑かけ持ちで

において︑そういうあり方につ

いうことになれば︑何らかの形

れるはずの原子力行政懇談会での

も︑もっと翼剣に安全性に取り組

の立覇といたしましては︑一般の

鐙大な関係 が あ る と 思 い ま す ︒ 現
きるだけ騨任の

かけ回っているわけです︒私は侮

原子力委霞金が十分な独立性︑申

いてはっきりしたコンセンサスを

癬識の一つの璽蟹な滲脅汐見とし

んでいるんだ︑やるぞ︑という気

う次第でございます︒

に私もいろ い ろ な 審 議 会 な ん か に

学識経験暫になっていただく︒し

立性を保っていれば︑もちろんそ

思います︒ただ︑二つに分けよう

政府としてまとめる必襲があると

て生かしていただくというもので
原子力に関する塾本政策を立言す

る方がおられますが︑おそらくこ

別汝な行政機関で行なうことが墾

子力婁鐘賦は塞本のものをつく

しい技術の關発などを行なう︒原

れは法徴改正とか︑いろいろな諭

ましいと思います︒

木村私は原子力婁厨会の申で

木村やはり原子刀蒼風会の中

原子力婁酸会はわが圏の

術庁は研究關発・安全の研究︑紙

規制するほ う と 關 雛 す る ほ う に 分

に︑現在やつているような安全審

れを示して安全問題に取り組んで

る鰻高の機関であって︑讃ず聖職

三宅

きゃいかんと思います︒

原子力委員会を中心に

閲塚してお り ま ず け れ ど ︑ そ れ ら

かもこれは内閣に圃属して原子力

制いじりということでものは片づ

その箋施に際しては開発と規舗は

還本政策をつくるべきだ︒ただし

みり︑そうあってほしいと思い蕊

銀
でも変えられるという見方をなさ

これからの開発体制

とが大切だと思います︒

三宅疑

三つに分けようとすれば明日から

ったって客観性を評価できないと

規制するほ う が 一 つ で は ︑ 何 と い

羅㌔襯翫灘

なことは独立性と中立性を持つこ

懸

氏
申

N王Mモシュールとの接続によりコンパクトに又、広範な用
途に御使用いただけます
詳細資料は下記へ御三都下さい。

@@
@鰍 総魂歪騙量

噛，

氏

ダ

山嵐

り︑また必要によっては漂子力馬

け︑独立し た も の と し て や る べ き

○自動化・省力化にサンプルチェンジャーを〃

○

O
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核燃料サイクル上の璽要諜題

︒ここでは核

原産無次大会最終日︵十三臼︶︑体舗問題と並んでとりあ
げられたのは
燃料サイクル療釜体として捉え︑その確豆にとって璽饗な政
籏謙題が墨堤されたほか︑わが麟における濃縮技術の開発と
再処理旛設の建設現況が紹介された︒

核燃 料 政 策 へ の 提 言
吉 岡俊 男氏

資源から再処理問題まで
日本原子力発
躍常務取締役

鵠夢

．

おける国の長期︒低利融資と引取

纂礎講萱濡動の推逓︑開発段階に

る属闇企業の助成︑勲燃蟹叢剛の

ある︒このため︑探鉱段階におけ

まえて︑蘭発輸入を促逸すべきで

鍛近の世界の籔源政簾の動向をふ

な推進方策と大蝿な国家予郷の投

離法による濃縮技術開発の抜本的

購業闘を中心に薦めている還心分

要である︒前蕎に関しては︑鋤燃

らの安定供給確保対簾の権進が必

國麓跡継技術の早期目立と海外か

濃総ウランの確保については︑

らなければならない︒一方︑これ

貯蔵プール容騰の拡大などをはか

の確立④再処理工場立地の確保⑤

開発③廃魔物処分方針とその体舗

旛体制の確立②廃老物処理技術の

連法規の改正と罠間再処理禦業寅

ことが要求される︒このため①関

を圏指して︑単態に満管を慧める

甲

内の体舗を整備し︑園塵能力の向

べきである︒

上と舶工コストの引下げに努める

髄用済み津料の再処理について

保舐ならびに鯖薄体謝の確立︑資
入︑後者に関しては︑圏際濃縮薯
にあわせて︑國内着処理施設の兜

は︑国内第ニプラントの學期完成

源国への経済援助︑インフラスト
業への積極的参触などを還じて供

要である︒

ラクチャーの整擶︑燃料サイクル

再処理珊業への協力などを逓じて

成までの蠕境期を蕃慮して︑灘外

婁託爾処理能力の確々に努めるべ

である︒

きである︒また︑鍵絹済み燃料の

給源の多角化をはかることが肝要

核燃料加工などに関しては︑転

輸送依舗も確立しなければならな

的な国際協力政策の確立が必要で
ある︒またこれにあわせて︑低品

などの国産化向上︑望診技術の向
い︒

換熊力の拡大︑ジル娼婦イ被覆衡

上︑アフター︒サービス︑ソフト

発の可能性の検討︑海水ウラン採
取技術の研究開発を長期醜︑国豪
ウエア枝術の確立などを類じ・国

わが国における纏縮技術の虜主
開発は︑還心法をナショナル・プ

原産年次
大会から

ス購璽の軽減を図るため︑プルト

蛍蔓盤の強化をはかるほか︑園が

するためには︑まず電気瑠業の経

和四十六矩六月以来建設を進めて

動力炉・核燃料關発窮難団が昭

僻して設計製作された◎①放尉性

に使用される塔槽類は次の点を留

よび液体の廃棄物処理などの工程

うち︑蔭解︑分離︑嫡製︑気体お

用する②臨界響理上露要なものは

鋼︑場舎によっては純チタンを傍

化石燃料価格の上卿は原子力発

ン箭場を買手穫場から悪手薦鳩に

電閣発をうながすと岡晦に︑ウラ

の価格は＋五〜二十メ／困．で︑已

変化させた︒今臼︑短期契約もの

来の引憲渡し分はもっと轟くなっ

心機︵P1︶につなけるための性 に儀まれ⊃二唖のコンテイソメン

して︑パイロット・プラントの遠

ン混合酸化物燃料約四ナを製造し

ールにおける熱中性子炉屠酸化物

謂画している︒このプラントの運

轡料再処理施設に︑大きな投救を

転開始は一九八二年に予定されて

をかねた作勤試験も行なわれてい

は︑運転︑保守操作について訓線

化学試験は近く終了し︑続いて

る︒

に入る予定である︒次いでホット

琉照射ウランを用いてウラン試験

施設の作動状態を確認し︑定常的

試験では︑縫用済み燃料を幣いて

な運転が可能であることを実翫す

により燃焼度の高い燃料を用いて

染効率︑物質収支などをチェック

放射線の遮蔽︑工程の放射能︑除

今後︑ウラン試験︑ボツト試験

する︒

日射

照照

験託

試委

こ︑

グ

こ︑

カ

本

吉

懸支

店店

財団法人放射線照射撮興脇会

よび実験用のプルトニウム・ウラ

た︒しかし一方では︑約庶誘の熱

における標準機の技術レベルを基

完成と並行して︑四や九隼度劇半

中

る確実さの度愈いは一段と厳しく

と進むにつれて︑そこに要求され

のと薯えている︒

港湾運送・重量物運搬・工場荷役機工請負・倉庫・自動車運送ほか

をすることを求めている︒

ハースト・ガス拡散濃縮工場の民

喚性子鍵盤燃料を製造した経験が

葵国は一九六〇年代にカーペン

闇騒胸への改農︑増強を行なった

性を十分認識している︒

一九七四隼十二月までに英国で

示すように︑サーマル利用の必饗

は︑約一万一千ゾの使用済み燃料

が︑遼心分離法の開発も並行して

た還心法採駕の淡定により︑オラ

が中果発璽庁のマグノックス型原

進めてきた︒そして英国が行なっ

ンダ︑薩ドイツとの組織的な協力

子炉からBNFLの再処理工場に

闘係が痛まれた︒

選心プラントの経済的な小さな

BNFLはB本︑カナダ︑イタ

輸送された︒

リア︑スペインから海上輸送によ

り使用済み獣料を輸送してきたが

これは安禽㈱送の実際であると藩

霧処理分野でのこれまでの経験

えている︒

は︑喪として比較的轟轟塵の低い

酸化ウラン燃料の再処理の経験は

金属燃縛に関するものであった︒

辮料再処理の経験がきわめて適切

繋には︑今後も続くであろう金属

暇られたものではあるが︑その仕

必璽規模に適台しうる遮続投資︑

な基礎になると思われる︒

ユニット規換と短い建設期間は︑

決定状況の変化は︑これ豪で冤播

すなわち︑収入に先立つ支出がよ

ている︒しかし︑こうした価格の

てられていた低口置鉱などの新し

る︒

り少なくてすむことを藤昧してい

麗在︑BNF熱は︑ウインズケ

いウラン鉱廉の開発を町角ならし

英国のプルト一一ウム利屠副画は

めるだろうから︑高逮炉が実用化
される限りは︑〜九九〇焦ころ謹

液体金属冷齢葉手増薫炉の開発︑

1ル工塀て筒藤蔓型路用の炉心お

料公社︵BNFL︶はウインズケいる︒

灘入を中心としており︑英原子燃

では全体としてのウラン購給は大

加価儲を羨めるためのウラン処理

岡年コ月から始められ︑四十九奪

建物は︑放全線遮蔽︑放雛性物

十月に終了した︒遡水試験に続い

質の漏漉防ぬを設副の鍵本として

それに対応して行なう︒とくに換

金濃度安全形上寸法の環状タンク

気系には必饗に耕して予備ライン

おり︑建物をいくつかの小部屋に

放射線安全には次のような対策

て︑現在化単試験が行なわれてい

よい構造とする︒

および逆流防止弁をおくなどして

や草板状タンクを嗣いる③できる

が講じられている︒①建醗を四区

だけ僚守を必要としない構造とす
一の汚換を局所に制限する点で最 るが︑部品交換などの黒黒をする

わけるセル構濱が採閑された︒そ

良の方法である︒プPセス機器の ものは除染などを含めて作業性の

安金工学研究および薇環ループの

験︑三台セットの振動試験などの

また︑この際︑機械処理工程で

る︒

原則として︑容離︑コンクリト︒

安全度を高める②趨放射性物蟹は

ット・プラントを構成すべき標二

たがってわれわれは︑当面パイロ

セルおよびコンクリート碓駆の順

る研究として行なわれつつある︒

プラズマの応胴なども学騨におけ

トを持つ㊨セルの床︑壁の必要部

グを設けるか︑ドリップ・トレイ

分にはステンレス鋼製のライニン

礎とした爽験カスケードC一夏の 能向上をさらに期待すべき過程に
型遷心機の分離パワーおよび分離

建設漿庄が行なわれたQC⁝πは 入ったと従えている︒すでにP1
機構やカスケードの詳細設計のだ

奪歴の第二次標準機約齎八＋台に

昭租沼十七年に選評法の開発を

改良試験を行なったうえ︑四十八

ナショナル・プロジェクトとして

プラント経済の叢適化の冤地から

ロジェクトとして強力に研究が進

カスケード技術の一暦の習熟と保

められているが︑これと並行して

よるアイデアル︒カスケードの設

︵P2︶の開発にも魑手されていを設けて水密性を保持する︒また
るが︑その一部の試作機はP1の 胃弱の有無の監視設鮪︑漏出液の
処理など万全の対第を講じる︒

昭和五十二鉱頃に姥設されるも

ClIより凋遡︑分離パワーなど可能性を醸しているQ

還心機と並行して新しい高性能機
計と建設を進め︑四十九年度の途

守技術の比較などを弩乏して︑変

めの技術開発を四ナ八︑㎎十九二

中からその運転を行なったが︑実

二催以上の分離性能を天芝とする

度において急速かつ効果的に展開
するため︑璽慰機メーカー講社に

形ステップ・カスケードを採用︑

パイロット︒プラントの建毅に進

ことにより︑鋤力炉︒核燃料開驚

濃縮技術開発の現状

む方向を原子力婁員会が決定しだ

購業団の開発依欄は飛躍的に強化

が罠本原子力研究所を申心として

進められ︑一方︑イオン交換濃縮

されることになった︒しかしなが

拡散法についての墓礎工学的研究

ている︒窪た鍛近の構勢に難激さ

のと響えられるパイロット・プラ

つの遠心機の生

の擬いJPDR染料を用い︑次ぎ

において一段進歩した仕様に四つ

ントは︑P1型とP2型の両方で

る︒謹ず燃焼度が低く︑冷却期闘
く約二筥五＋台の還心機がメーカ

構成されることが予想されるが︑

五識璽
i薦被に発注され︑現在製作が進

て︑ガス拡散法による濃縮の経済

壽麟

行中である︒

性に対抗できる

載

瀬川

の競争的恵欲は︑回転胴材料や紬

機製作の過程における各メーカー

じている︒なお綴縮妓術の公開は

産体制を実現することになると繕

では黙の試験はこれから始当るも

なる性質のものであり︑その慧味

屡

験段階でのプロダクト濃度は約一

受などの機械要翼︑駆勲嚢躍など

この蕩処理施設の遡水試験は︑

漕．

・葺％程度を示しているQこのカ

について︑比較研究を掘りさげる

霊工煽については四十八葎七月か

ClIからC一∬にいたる還心
次いでこの二つの技術は相関冒し

スケードは四社の少しつつ異なる

乙姫利用と矛盾する恐れもあるの

ら︑康た廃鷲物処聡嘱については

男雛

還心機によって︑ブロック別に分

ことに荷効に作用してきたといえ

で︑われわれもこの問題には優識

正

担されており︑また圃転胴材料と

をもって対処する必硬があろう︒

遠心法 の実用化に自信
動力炉・核燃料醐
発璽蘂國義理曝畏

がある︒このカスケードC⁝1の な研究と製作の甘藷を統一轟轟化

、出

た核燃料サイクル確立のためには
擾期︑匿額の先行投欝が必璽であ

り︑新技術の採用髭該的・圏際
的環境変化によるリスクも大きい

ないものがある︒核燃料サイクル

ので︑私企業のみでは負担し切れ

る性能の調蓋研究︑プルトニウム

きであり︑このため軽水炉におけ

に対する国の財政︑税側滋の抜本

薩接累たすべ港役働の拡大と民闇

ニウムのツーマル利粥を健逸すべ の確立にとって必饗な資金を確保

燃料加工技術と施設の開発︑酸化

的擬助描躍が強く墾謙れる︒

プルトニウムの転換︑貯藏設備の
整備︑安全僚隔の確保などが必要

て不司欠な要作である︒

た︑核燃料サイクルの確立にとっ

麟際協力と核防条約の批准もま

利用にあわせて︑減損ウラン︑劣

になる︒プルトニウム︒サーマル

化ウランの利粥も大切である︒ま

再処理施設の建設
安全対策に細心の配慮
動力姫・核燃料關発熾

いる再処理施設は︑処理能力約○

三島健太郎氏

・七沙︵金属ウラン換算︶／臼で

物質を取扱う塔槽類は十分な鮒食

盛団再処理建股所畏

露工程はチョップリーチ武前処理

姓のある衣料として低炭素系ステ

離華寿墾i鐘雛C・ハック氏

ンレス鋼︑25120蕩級ステンレき
スな問題とはなるまい︒ただ︑主
要ウラン生塵国のいくつかは︑付

とピュレックス法フローシートの

BNFLの経験と計画

域にわけ︑蔽遮︑換気などをそれ

の数は約七十に及ぶが︑これは万

粗催せである︒

英国の核燃料活動

しては醐張力鋼とCFRPの二種
る︒われわれはこれまでの並列的

i
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ウラン資源の節減︑濃網サービ

的視野に立って推進することが翼

位鉱を認めだ国内澱源の探鉱︑閥

関日日業への協力など︑国の総台

ウラン資源の確保にあたっては

氏
岡

嘘
筒

法の研究が文部雀蟹轄で進められ

ら︑このような偶勢は一九七〇年
に雛足した欧州トロイカ三国など
のそれ以前の掻過からみれば︑異
質的には五葺以上遅れて開発プロ
ジェクトの体制を発墨させたもの

する方向に蟹点を鷹く必要があっ

対してかなり競象的な試作を実樋

方向を中心としたのは遠心機の簡

た︒またこの嘱倉︑標準化設計の

原子力婁員会の決竃においては

と見られる︒

パイロット︒プラントの建設に当

順化とコストダウンおよび各社の

たっては︑麟前に総台的なチェッ
ク・アンド・レビューが行なわれ

研究の雪中を考為しだためだ︒

われわれは遡心機単機の破壌三

ることになっており︑それは昭和
五十一蕉頃と予想されている︒し

O273・一46−1639
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釜
済みといわれ︑最近では︑繭ドイ

WU分の受注についてすでに調達

八二矩までに期侍される二千少S

繭の価格に比べ大豊髄となるわけ

ツ︑アイルランドと契約を結んだ

腿縮戴勝の新しい冠礎備格は以

だが・新価格での契約分について

と伝えられている︒西ドイツ綴大

の醗力負祉逸WEとの問で交わさ

英圃のカーペンハースト︒ウラン濃縮工蠣撒地

ポケット

ウレンコー
センテック
に支払う価幡について再検討する

は︑濃縮供給者と禰要風間で実際

つまり︑懸縮料金支払蒔の世界帝

ことができる条項がついている︒

それによると︑現行のSWU漫た
り鞍懸ヤドイッ畷プラス一九七四
ていた六契約のうちの五契約分︒

㎜

︑回数弛

放射線作業に窟1量レム1ス：㌘をノ

弩

売

︑

・燃

が

ゲ唐身㌧M

㌦祇ン

㎜鋸島隠

ψ㌦︑ゆ

電

趨

⑤

・

韻懲・

謬志

灘灘

蟻欝灘

誤隔

翫，玉藍難部

れた契約は︑七三鎌十月に内定し

総額で五懸墜︵十二懸が相影︶︑

た︒

「パーソナル・モニタ」としても使用できます。

矩一月一聞以聡のインフレーショ
ときは購給霜間で調整することが

ても︑NPT批薩という形で自國

出している厳重な傑隙描羅に対し

なり傘鉾済み核燃料をイラン国内

ーム︑クルーゾ・ロワール︑来ウ

ットに入れたり、バンドに取りつけたま

輪廻樒とウレンコ価格に差がある

その騨は隼間七醤〜八百ナSWU

引き渡しは八O蕉開噛といわれ︑

ンドとの契約は同国の一署炉︵出

とみられている︒また︑アイルラ

できるという︒だだし︑ウレンコ

ス拡散法︑還心分離法を問わず︶

以外のウラン澱縮工場運転蕎︵ガ

が新懸縮能力拡大のために資六芸

で︑初獲油分藪ニや誘SWU︑そ

力六や万KW混水炉︶向けのもの

向けにカナダから処理ウラン璽水

で再処理することを認める方針で

ている︒

國奮業の墾加もありうるといわれ

⑳設定線欝のi500ことに断緩琶を発するため、

ンの蒸礎価格を七一・嘱％値上げ
して二齎四十ドイツ虜︵窺行ドル

一月以降のインフレーションにし

換算で約百が慰撫︶プラス七五奪

ではその支払い方法として︑共同

ょうというもの︒新しい纂礎価格

レンコの新基礎価格が盤界市場価

WUと伝えられている︒

の後の再装荷分が無翼翼五＋ナS

を求めるようなことがあれば・ウ

格とされるべきである︑とウレン

一方︑ウレンコーセンテックは

コ筋では語っている︒

韓国が核防条約批准

た核拡散防止条約︵NPT︶批准背禦として観測筋では①北朝鮮の

を決めており︑カナダ外邦政府が

薬も可決︑承認した︒

なお︑正武な批准園になるため

たことになる︒

三国に批准欝を霧託しなければな

には︑NPT甥託蟹である※英ソ

かは畷らかにされていない︒

らないが︑この寄託がいつになる

核燃料被覆材製

造会社を設立へ

口冊普脳の共周齊明について︑一

あるとも伝えられている︒しか

どう対処するか淺閉される︒

会が︑両政府闘交渉の成り行きに

携帯に便利な小形・軽犠、作業名のポケ

Nまでは契約済み
一万トン能力達成に10億漣．

英︑西ドイツ︑オランダ三国共同の遣心分離法ウラン澱縮会被ウレンコーセンテックはこのほど︑
ロンドンで開かれた英国原子力学会壁催のウラン同位体分離プロセス圏際会議で岡社のウラン濃縮事

藥の現況について報告︑ウラン濃縮役務価格を規行のSWU︵階位命懸作業羅︶当たり百閥十ドイツ
マルク︑ギルダー⁝1でそれぞれ

三国の逓貨ーーポンド︑ドイツ︒

三分野一ずつを支払うように握が

の濃縮役務価格は当初︑市場に進

韓国がNPτに調印したのは・

炉︵CANDU︶を墨入すること

同条約成立の一九六八難七月一

している一fなどの点を指摘して 康子力技術供与の条件として打ち

B︒醜國政府はこれまでNP？二②臼素が批准に積極的な姿勢を示

核保有可能性が近い将薬には獅い
党欠庸のまま強行司淡したが︑岡

今回︑岡政府が批准に踏み切った

士に機麩な態度をとっていたが・

かったものとみられている︒

廻な値上げに踏み切らざるをえな

質的な進展がうたわれ︑その交渉

の核援用禁止の立堀を明らかにし

撞上げする態陶を明らかにした︒

ら︑とりあえず許認可態勢の整

米議会上下両院原子力合岡尊父

翻影齢米議会が関与へ

いまだ交渉の段階

代表は現行ウラン磯縮役務価格を

薩繍国ではないが︑パキスタ

儲をすすめている︒鵠下の関心

の安全性研究に璽点をおきなが

ている︒マレーシヤも原芋力価

ンも計画の網速がめだつ国のひ

くだろう︒

鱈の多能性霊夢を続けており︑

その計画的生魔だ︒ユユージー

とつ︒原子力婁員会は八O年代 票は蟹鵬なウラン資源の保存︑

年完成をめざして謝錘を擬画し

鍛近ではホンコンが英原子力公

に一卑おき︑五璽の完成を誹

ランドも國産エネルギーの利用

されただけだという︒

会︵JCAE︶のパスツール婆黒
が今後も継続されるとの合掌がな
両国闇の協定締結交渉の状況は

虫はこのほど︑※︑イラン両蓋の
原子力協力協定締糖についてはそ

ウム合金を製遺するユーロチュー

般報道機閲がすでに両国闇に原子

一輩に設立した軽水炉用核燃料回

エスチングハウスの四社が一九七

心企叢であるユーロフユエル社を

における原子力協力協窟聖心の本

際︑四日の共岡多明では︑両国闘

121〔鮒四国∫ビル，TELO3（21WI11㈹

「輪f｛UI駆イ謀軽rl

虜から二薫四十ドイツ疹に値上げする一向を表明するとともに︑一九八五年までに鍛大盤力一万鏑S
WUを達成するのに約＋篠︑ノの投網が必要であることを明らかにした︒現在︑同社は八二無までに二

出することが第一に耀えられたた

している︒ウレンコーセンテツク
ルメロ︵蘭のウルトラーセントリ

二千万剛ン以上が投資されており︑

千沙SWU確保を目指しているが︑この分の受注についてはすでに調達済みといわれている︒
ロンドンの国際会議で報下した

営︶・ミュンヘン︵西独のMANめ七三庫に酉二十ドイツ場︵闇闇

年間一万漣SWU能力を選成するフユーゲ・ネーデルランドが運

のドル換算で野馬＋八が︶プラス

韓国国会は三月十九日︑欝とく

には約十億躍ン︵一九七五庫価格︶

ウレンコ代表のC・オールディ氏

ンと決められ︑利鎌をそれほど響

七三奪一月以降のインフレーショ

らによると︑英国のカーペンハー

作工場は囑在力1ペンハースト︑

慮に入れない纂礎緬格でスタート

批准書の寄託時期は未定

アルメロの輌大型濃縮プラント撒

社が運嘗︶に設立した︒これら製

け還心分離機を製揮するため拡張

の資金が必饗であるとウレンコ筋

遣心分離法ウラン濃縮では︑葬

ストとオランダのアルメロに建設

鵬︵禽副能力四首沙SWU︶ は 一

巾の各二百ジsWUウラン濃縮工はみている︒

常に多くの小型還心分離機を使絹

罪に関する荊法の一部改正案を野

した︒しかし今回︑ウラン凝縮の

議案のひとつとして上程されてい

辺正賞とあわせ政府握案の二十四

スト︵菓核燃料会社が運営︶︑ア

されているという◎

還︑利潤の追求などの点から︑大

今後の能力拡大に必要な薇金の講

するため︑遡心分離槻の性能が誹
談た︑ウラン濃縮羅業の現状報

九七七年に完成の予定で︑その後

衝とともにウレンコーセンテツク

さらに八五年までには年間一万沙

英︑オランダ両工料の生州能力を

のためウレンコ⁝センテックは二

画遂行のカギを握るといわれ︑こ
一九八二奪に隼闇二千少s W U ︑

いる︒また︑韓鷹は原子力発艦駈

遡心分離工場幽静には現在︑年闇

sWUに引至げるという︒また心分離機製作工場をカーペンハー

つ

藩締雪
被の騨門寡を塞いて︑設麗の司

画・そのなかの一群は場愈によ

子力を⁝1と考えている︒

その他の地城では︑野心的な

し同批准轡を留託しているので︑

ブ社を設立する万針を瞬らかにし

炉亮却協定が結ばれたと解釈され

し︑イランに再処理プラントが建

八○年代には︑坦騨は原子力

補完するもの︒新会社設立に嶺た

︵K︒K︶

と放射能防護がますます璽硬に

警報音を発し、作業者に知らせます。

醗｝検出器はGM計数管を使用、特殊フィルタ〔こ
よってエネルギー特駿をよくしています．
㈱充璽式、乾電趨式のどちりても使園できます。
㈱鞍鰻纏欝は広範罷に設定てきます。

あらかじめ設定された線｛11に達すると

予：00敷

ま作業できます。

産

力

原

能性を調査したーーという風に

ラチ付近︶にする︒この原争力

っては海水脱駐との両用炉︵カ が優兜で︑それがなくなれば原

脇凄外は︑オール原争力発惣國

年W憂製九＋万K綴蕊を 粟アジアで戦乱のインドシナ半
発注︑やはり原子刀中心の路線

加速の土禽は岡国がすでにCA

フランス

も︑3CAEか聴臨界を開き︑審
傑艶言羅︑つ重りプルトニウムを

明らかにされていないが︑闇題は
ル︑︼弩嫡計画を搾めたデンマ

︵パり松本駐在鼠回フランスの

れがどのような形のものであって

をもち︑燃料艘工工場も完戚

ペシネ・ユジーヌ・キュルマン

NDU炉︵＋二万KW︶の経針験
画を遊め出した爾豪のブラジ

になる醸がもう遠くはない︒

そして中近東諸國へ入ると︑
鍛横な原子力発電ブームが展開

み核燃職をどこで再処理させるか

生塵することが可能になる縫朗済

相漫分︶を売隣することに原則的

エジプトやイスラエルの節婦と翼

ーゾ・ロワール系列︶の両社はこ
そのほか︑エ

勢いで二〇〇〇年には六千一七

に合悔した﹂との米︑イラン爾早

二塁のバガク発霞断計画︵八二

議の対象にとりあげると述べた︒

の点であるといわれている︒※国

圃螢翼長がこうした戦端を明らか
にしたのは︑今月四日の﹁米国は

務街筋によれば︑イランは核拡敬

に菓欧雪国の拡大傾向が目につ

イランに対し今後十隼聞に原子力

ーク︑ポルトガル︑階ア︑さら

く︒ブラジルの翫画は九〇奪ま

発電所八基︵△罫出力八頁喪W 防毒条約︵NPT︶をすでに批准のほど︑核燃桝被羅桝のジルコニ

か︑闘国北部の

でに千蕩万KW︵蔚二十万KW

が近いことのほ

璽塞なワラン鉱

九墓︶・それが成功すればその

︵PUK︶︑フラマトーム︵クル
の発見だ︒

ジプト︑イスラエルの発避炉購

千万KWを選成という完全な原

するっその主役はもちろんイラ

入は︑核拡散受寄ともからんで

ン資源に加え︑磯縮の自立も考

設されることになれば︑将来︑中

この新会触はPUK︑フラマト
え︑生慶・製作・運転の一切を

るような潮瀬をし︑その聡偽をめ

幅譜國のすべての使胴済み核燃料
醐の太洋州では︑オーストラ

っている︒

を再処理する可能性もでてくるわ

なりつつある︒

レムマスタは、放射線作：業に従事する

⑳ティノタル方式てトリフト（誤藻）かありません．

人の被曝放射線暴の積鋼lllを測定し、

ﾋ

発展途上国やいわゆる中農圏
で︑原子欝欝熱讃画の増加がめ
を團めつつある︒

フィリピンでは︑六十万KW

だっている︒エネルギー勝機が
いや応なしに︑各国の国を康子
力に向かわせるわけだ︒今回は

観望婬胸鰭暴

滋藤から拾った主に磯上國の勤
尚を紹介してみよう︒

臨本に近いところがら順次み

まずお隣りの韓国は︑一鞭炉

ていくとi﹂

の完成が近づいているほか︑ウ

︵コリ奏蹴所︑六＋万KW︶ 年始動予足︶が選行中︒国営電

力がWH社に発濫し︑エバスコ ン︒仏フラマトーム社から一極

子力

むなかで︑核実験をしたインド

KWU敏から二基︑来国から今藁から函まで︑原子力鮨換が進

般公
遮の工楽化誹画のテンポと襲わ

けで︑核半数防止の観点から来議

計画︒登窯なウラ

世界の常態霞めた︒アジアの

後†五年間に†塁︑いずれも三

ぐって両院議澱︑氏らには

せ︑過去の学識を脚窒に破っ

表面化レしき突め︑これを禰

転換

︵将来さらに二︑三篁㌧・西独

発注済み︒一九八六隼までに約 西ドイツの探費隊がウランを発

イントネシアではフランス︑
塾︑CANDU蝉一基もすでに

圏営会社のご兀体舗でやろうと

衆の間に混乱を生じさせる動きが

の品位を報告している︒この国

するのが髄脳とみられている︒実

炉誹薩を中止したあと︑軽水炉

ラリアは一度とりかかった一地

がいっそうたいせつです。

口、

憲士電機製造株式会社

7

町

放射線は陰に見えないだけに安全対策

麟警報鷲は90ホ／以上、イヤホンても関けます
かり騒畜の大きい鵜所ても使嗣てきます．
⑳被曝横饗蹴は上颪についているメータにより
漢書に読みとれます

@
@

繋

エスチングハウス︵WH︶炉一 社が掛繭衡理を講負っている︒

八語万KWと計画は懲ピッチ見︑フランス隊はO・誉〜 ％ 献KW級という契約ぶりは︑関 の灘騨薩の低調がむしろめだ

いう覇気込みだ︒

産ウランが原子力発蹴への関心

りそうだが・中でも核拡散防止

発罐なしには懸していけなくな

を担黙

だ︒この原子刀

リアとニュージーランドが懐璽

加遡

する灘醤灘民の原子力発電会往

な検酎を続けている︒オースト

やがて他の産縮国もイランに続

渉︶の圓慰も取り付けている︒

って他のフランス企業︑濠たは外

アを翻問し︑ウラン販爽︵交
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