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するとともに︑﹃安全蘭引︑国罠

わが国の原子力行政の現状を批判

﹁提謬﹂では︑現在︑政府が濫

の安全の確傑︑エネルギーの自主

めている原子力開発政籏が︑国民

性の俣隔︑照聯利屠の危険防止な

ど多くの点できわめて墨大な致命

戸市内のホテルで︑竹内欝森繋固

務次留は三月二十七日置簿森県八

を求めた︒これに対し︑地元側か

必ず守る﹂と述べ︑地元側の了解

二十七鼠以降になる︒二年単願の
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副詞蟹︑国内旅審船公圃理堺長な

部羅離省矯罐鰹壁

産覚の提灘を驚表した︒また不

本位の原子力開発をめざす日本錠

︵三面に提醤要冨︶

今回の﹁提雷﹂は︑原発課題が

にした︒

弔定であることもあわせて明らか

的な党の基水政簾を近く雛表する

破氏は︑原子力閣雛に対する全般

どを歴任︒セナー株式会社社長︒

驚
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この提謬は興藍党の駆本的な冤解

打ち出されたものとみられるが︑

休化および経過的な対癒籔の確立

婁建議の設躍など︑次のような六

的欠陥があると指摘︑原子力安全

①現在の原子力委鋼会を改め︑

つの提雷を行なっている︒

政府︑企業から独立し︑必硬な行

研究機関をもった﹁原子力安全委

政権隈と＋分なスタッフ︑独蜜の

畷会﹂を設醸する②熔命中または

体制で再横討し︑運転中のものも

謝掌中の原発は︑然しい安全審査

辺倒を改め︑虜細雪︑民主朗︑総

ギー臓源の利胴を図る④軽水騨一

を再検討し︑石炭など国内エネル

総点検する③エネルギー授朔計画

日本共産党の不破哲三懸醗局擾

﹇公開﹂の原則を璽く⑥利瀾追求

用防止のための立法楢麗をとり︑

舎的な研究開発を進める⑤蟹瑠利

は三月二＋七日︑知覇盤挙癒援の
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のもとで﹁総含エネルギー公社﹂

席上︑片山政務次宮は﹁現在︑

新母港は二＋五か所の候補地から

たり調査し︑数か所にしぼってい

自然︑挫会条件など十五順圏にわ

るなど酷めの段階に入っている︒

することは厳に慎む必要がある︒

態︑菊池むつ市長︑杉山興瀕裏目

い︒しかし︑新母港地の公表や地

四月十四眠には最終的に選定した

今後のエネルギー開発では広く国

長と会い︑原子力船﹁むつ﹂の母
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港移転問題などについて話し溜っ
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題の螢任をとってかねて辞愈を表
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は︑臨界プラズマ試験装躍の詳細

をとり豪とめたものとして注目さ

から

設計および主要コンポーネントの

選滋塁上

試作開発などを実施︒原子力船開

となっており︑

壷井興知蟹選の璽襲な争点の一つ

動力炉開発では︑窩速増殖炉実

に対する共産党の麗麗政道の骨子

れる︒近く発表される原子力開発

の工学触安全研究および②放射性

海外︑鷹内におけるワラン探鉱開

を出ることにしている︒

はその長期保蟹方法確立と鍛終処

芋力発電所問題にふれ︑﹁安全審

自民党の鈴木茜幸衆院識員︵前

きで︑少くとも実用炉については

民〜般の理解と協力が不可欠で︑
を葱αう︒
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発関傑では﹁むつ漏定本魅移厳の

どとなっている︒

籏としては︑原子力が安定したエ

痒にそれぞれ臨界に至

五十無度における核鍬料確綴対
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▽安全対策を充爽させよう︒

分の研究を急ぐ必要がある︒電源

査然制に璽大な欠陥をもったまま
エネルギーの対米従属を強める現
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船

は︑エネルギーの舗約︑供給源の
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軽水炉利用の研究を行なうーーな

謝翻によると︑岐庵興南濃地区
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追跡と新鉱床発冤のための地表調

確なので︑これを改組し︑原子力

定的要素でありながら︑政府麗解

原子力発電推進ではとりわけ環境

開発に関する諸審議も今鼠的観点

ともなるもよう︒

開発基本謝画﹂を爾検討する︒

再処理については︑五十一毎百工

華備ほか︑親在の﹁原子力第

開始を醸途に動燃票業団の第一再

らせることを闘薇に建設および研

ウラン齪縮技術について︑第一︑

処理工場の誠運転を行なうととも

究を溝める︒また使用済み談義の

二次のカスケード試験施設の運転

発を進めている憂心分離法による
心冷却実験装麗︑反応至醇故実験

試験を実施するほか︑パイロット

ないことから︑①動燃纂業囲が開

開発とその行政の方向をまとめて

研究に濟手するほか②新型動力炉

装羅などを縫った大型実証的安全

多様化などが必要だが︑とくに原
桑門禽および横査宮の増嚴㊨原子
などを引き続き行なう︒

⑤環境放射能⁝に関する調齎研究

基塞計画によると︑まず安全確

いるのが特微となっている︒

し一などを麗点酌な獲として原子力行政を握進ずるとしている︒

五十琿度の鑓本計画では︑一昨
四川の石工旭機によるわが国のエ

子力開発が三曲への依葎度を低減
炉施設の安全規翻と安全審葦機能

ネルギー問題を解決するために

する上で最も適切な方策であると
の強化⑳原子炉箸の規制璽鵡の整
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▽政府のエネルギー政策に抜嵐

安全委漁会と原子力開発婁厩会と

として難処濯など早急な体舗整備

は不明隙だ︒政府は軍急に総理ま

対簾へのより積極的な取り継みが

で︑このほか漁業との調整など櫻

に立った新たな秩序立てが必要

ないことを明詑して︑エネルギー

の発表など圏民の前に強い決瞭を
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︒プラントの概念設計を行なう② に︑第二再処理工場建設計薩の帰

して︑その促進を強調している︒

聞発と二合・規制を薩齢して機能

備⁝など行ない・原予力の研究・

このほか︑核融舎の研究開発で

と協力が不薄欠であるとして︑現

そして︑そのためには国蔑の理解

を強化することとしている︒

安瀬研究の強化については︑原

在︑開発を進める上で大きな陽憲

子力への不蜜感を解消するために

め各穰の調葦試験を行なうほか︑

千万円で︑各地区の計画

業団が行なう昭和五十鉱度の核原

は前爺獲からの継続︒

なお瓶十蕪獲探鉱計画の予纂は

料物質探鉱謝爾をこのほど決定し

爽濃地区周辺や北海鞍懸部地区の

況︑鉱石の勲状などを解朗するた

なう︒

嚢囲となっている安全性への不安

政府は︑働力炉︒核燃項目雛襲

董︑科学探鉱︑試錐探鉱などを行

感などを解潤することが緊要だと
も今無度の醗点施策の一つとして

調査坑を活用して輿濃鉱陳の状

指摘︑安金確保体鱗の整備︑確立
これを推認するが︑とくに①原子

藍陳を精密誠短して糊査︑さらに

間題や安全研究対策の強化︑充実
力施設の蜜金研究として︑緊急炉

E贋探鉱掛画

に璽点を躍いて︑今年度の原子力

エネルギー

が緊要で・とくに低レベル廃棄物

撮の理解増逸⁝一の四点を柱とし

たは翻総理を長とする総含エネル

必要で︑工学技術面のみならず社

問題がヨ塞経済の将来にとって決

的転換を求めよう︒

を設けるべきだ︒
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社金経済国民会議︵中山携知郎議鍵︶は三月二十八闘︑﹁今後
の総台エネルギー政魔と原子開発室の推進に関する提諮﹂をとり

提醤は︑深刻化の度舎いを深め

た十㎝項囲をかかけ︑問題点を撒

会面からの掌理休制の整備が必嚢

まとめ︑驚表した︒

ているエネルギー彪機打開のため

とりまとめ︑また内閣にエネルギ

ギー臨終閣僚金識を設けて見解を
原子刀発電に関する勧告や慧菟

母港移転で

政策や原子力政策を政事の貝に供

﹁むつ﹂て鈴木氏ら・

地元と交渉
だ︒電工も羅力︑メーカー費任分

な政策に欠ける︒圏民が政治︑政

で論難︑抗争している上︑異体的

国会でのエネルギー論議は与野党

▽広く難民の理解を求めよ︒

薔が必嚢だ︒

雑化した立地手続きも簡素化と改

塾している︒

は鍛近の囎労遮第五次提露など多

原子力傾斜開雛を

ー対策懇談会を設麗し轡門象の冤

の必要な方策について脅え方を開
らかにしたもので・同会議のエネ
ルギー閣発促逓婁員会︵稲葉秀三
塵擾︑霞刀心藁の労慶と学識経験

てきた結巣を中聞蝦告の形でとり

者で構成︶が昨庫八月から検討し

まとめたもの︒圏頭︑前文でエネ

cエネルギd問題で提言
いが︑学蕎を含む労使双方が

担のもとに必蟹な研究を推進すべ
政府ほか業界聖体や鑓屋霧団体︑

示さなければならないσ各省庁行

党の社会的灘任を不問に付してい

た立場を藤本翻識として購匿えな

エネルギー︑田力︑顧子力の闘発

党解と関連し﹁巖小限これだけの

労組など浮織方面に働きかけ握欝

政のあり方も総点横する必要があ

の上で見解をまとめたの

ことを豪ず訴え︑こうした背鰻の

の趣旨がそれぞれの旛策や湧動に

る︒原子力委員会も促進と規制の

を求めるにとどまった︒

燭機能をもつなど磯任所在が不明

﹃むつ﹄の引き揚げは︑予定通り

もとでとるべき方策とそれへの対

反映されるよう強く呼びかけてい

して①政府のエネルギー政簾の抜
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また︑エネルギー鼻筋による

禽む︶と命慧に違した︒

米企業との対
等提携推進を
仏EDF総裁駆る
︻パリ松嵐駐在鼠目フランス囎

は米企警の閲係について︑現在

ワトー総裁はこのほど﹁われわれ

KW石癌焚き火力発電所の譲渡も 力公社︵EDF︶のマルセル・ボ

︑

園國原子力産業の案質的統一なる・
重水一炉︷ 計 画 に 着 手 へ

ンをこれら

ック︵GE︶両社が反発してい

︵WH︶・ゼネラル・エレクトリ

ている※国のウエスチングハウス

この発書に対しフランスに進出し

えていく悪岡で申︒5る扁と述べたが

これまでにAG残発醗所轄設に投 今後は対等の提携という立場に変

イが
センス供与という立場から
と︑TNPGとBNDCのの
株ラ鑑

TNPG︑BNDCを吸収
が総額百四十・一万六千

資した費金を補黙するため︑政府

する未回収分を蒲算しようという

う︒この支払いによって投資に対

英原子力会社︵NNC︶はこのほど︑原子炉設計・建設企業である学NPG︵ザ・ニュークリア︒
株空に支払うことを決めたとい

パワー︒グループ︶とBNDC︵ブリティシュ・ニュークリア︒デサイン・アンド︒コンストラクシ
ョン︶を正式に吸収するとともに︑これら二部が建設中の改良型ガス冷却炉︵AGR︶の引き継ぎ条
ものだが︑これら悪霊に対するN る︒現在フランスでは︑蕊興勢力

件につ い て 英 中 央 電 力 庁 ︵CEGB︶︑繭スコットランド電力庁︵ S S E B ︶ と 台 愈 に 違 し た ︒ 今

するわけたが︑NPC設立につい

︵のT
P運営に当たるNPCを階といわれている︒また︑SGH
でもNNCの体制強化が望まれたも︑C鷺GB︑SSEB設
実N
際の

今後NNCは︑原子炉設引・建ては現在手続きを行なっている段

明らかにされなかった︒

圓・英国の原子力産業が実質朗にNNCに統一されたことにより︑NNCのもとで実際の運営に当た
NC側の支払いについての処理は
る原子力発照会祉︵NPC︶の設立を待って︑英国は次期炉型の蒸気発生二水炉︵SGHWR︶の建
設に着手することになる︒

英圏の原子刀座業を再編して︑

︵加圧水型原子炉︶の面罵を志向

ゆ馳慰NRCが調査へ

ケーブル火災で停止

次る
娚櫛型決定の際のいきさつ
Gがインパーキプに建設中の百万 設立して︑SGHWR建設に魑W
事R碓設の敷地もサイズウェル
TNPGとBNDCを一本が
化︑す
ことが二年荊に発表され︑七三薙 上llCEGB︑GECは※国の

クトリック︶が五〇％︑英原子力

六月︑G冠C︵英ゼネラル・エ レ ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス 祉 製 P W R

ﾐ

血忌福二が出され︑アセンズ縄防

※織子力艇近心議︵A王F︶が がたちこめた︒このため発電所の

公社︵UKAEA︶を通じて政1
府−NNCの駅頭株主であるGE
−i民聞七社で構成︶が三五％を 提嘱するなど︑次期紅型決定の余

韻が収まるのを待っていたよう
このほど伝えるところによると・

が一菰％︑英原子力協会︵BNACがNNC株武の持株比率削減を

所有する新しい原子炉設計・建設

三社NNCが設立された︒しかた︒

織韓

蟹に通霞︑数時閲にわたり偽火作

DCの購員とともに二筏を正式に ィラ⁝湖岸に建設されたTVA業が続けられた︒

今回︑NNCがτNPGア
とラB
バN
マ州ディウ⁝タi近経のウ

開発炉型をめぐ蟄英国内が混とん

悸止︑さらに二脅機は霞動鰐ζ停

し︑NNC設立当隠は︑まだ次期
吸収したわけだが︑これら二社が

止したので︑原子炉制櫛に支障は

系統の慮動運転が働かなくなった

ルが損傷したためいくつかの安全

?機とも全出力で運転してい

なかった︒なお馬火災発生疇に一︑

問︑プラント辿転澱は制濁塞に留

TVA筋によると︑縄火作業の

としていた隠期であり︑実質的な

建設申のAGR五発晦所︵双子型ウンズ・フェリ⁝原子力発電所で

電駈の億気ケーブルが損傷︑運転

た︒
／／づタノ／！ノ！！多！づグノン5ノ／！！／！／ク！グノ！！

力発瓢所建設に関するフランス初

口約κ†四筥人︶一Qムワ門月ゐハ湊︑原子

♂層の小農漁村フラマンビル︵入

ラア⁝ク藺処理工場の南方約や万

謙れ︑村肉体が農漁業醗と労働蓄

働いていたなど吉書運動の芽が生

が︑閉山求でに約五識入の鉱夫が

六︻二無︑採算が合33ず閉山された

されたことにほしまる．．闘番数は

る︒閾政の乏しいフラマンビル四

ている︶も兜込まれるとされてい

遇所四墨て薙閣四千万巧といわれ

敷地は魯二十鈴にも及び︑さらに

員鼠が組線された︒同居は︑姫里

学校教員を巾心に原発建設反対委

丁る畷村らの同原発建設装画反対

ベルテンベルク州ウィル村に購擾

イル原発の敷地であるバーテン⁝

フラマンビルて蘇底胃弱旧が発晃

孚X棄粟美感製員

の住民投票が行われる︒投票の猪

わかれた．︑踏窪的失業者になった

︹パリ松塞駐覆鼠︼フランスの

多多ノ多！！多〆／ノ！！〆グノグ〆づ！づグ！ グ！グ多5！！多5！一 〆／〆多！多多多多！〆！！！4

中の一︑二号機︵鍛大繍力各颪九

︵テネシー渓谷公社︶駈角のブラ

た︒昨無七月︑次期開発炉型にS墓︑総出突頁六＋万KW︶建 三月一 ナ日日火災が超こり︑同発 まっていたという︒また︑ケ⁝ブ

薬務移響は延び延びになってい

侵HWRの採用が決まり︑すぐに設契約の引き継ぎ条件について

た︒この火災妻故による負冥罰は

万八千KW︑BWR︶が停止さが
れ︑発電所鰍員が一得機を手動で
なく︑また発電研敷地外への放射

会︵N祝C︶は火災発生時のもよ

果が地方行政上に捻東路をもたら

縮漏れもなかった︒

一二月二十二聞午後︑発鑑所従業

すわけではないが︑酸近︑急速に

訴訟の判決の中でなされたもの︒

うを次のように伝えている︒

員が制御筆の貰下にあるケーブル

轟圧線敷設のために桐当の農地が

控訴した︒岡上斎篭での判決は今

としてマンハイムの上級裁判所に

︵酉四等親鞘︶の二つの集団に
墜で窒気翻洩状況をチェックして

瑚まりつつある住民の反対運動の

ともに放射能内染による危険もあ

璽初めに出るものとみられている

いた際に︑火災が発生した︒原因

ると播保している︒また同蚤は︑

が︑ウィル漂然建設に関する裁判

KWs織力は︑この凋決を不服

県議禽に灼ずる陣橘謎の作成をは

都議を受け︑乗観が損なわれると

仏で初の住民投票

じめ漁厩に対しても温排水写染の

所の最終決定がなされるのは皐く

あらり勃として︑原子力発璽所計

司能性を説いているため︑村醸体

とも五駕先とみられているQウィ

幡︑密閉剤が血気の流れをチェッ

︵現在の財政規模は薙間四＋石万

ル原発はさる二月十七田に滋工し

画の促進をのぐる議鼠論争にも影

藩︶にとっては村の財政を一挙に

は原発費成派の第難論と反対派の

たが︑反骨派獣偏らの建設敷地占

クするために便用していた小さな

改茜し︑託児所︑運動場︑プール

ることになったわけである︒賛威

慶角民が塾2

∂温点原発誘致で二勢力対立
鉱宍らは︑村の行改を愚進化して

などの建設︑そ為に蔽澱施設を晃

響を及ぼづのではないかと注圏さ

フランス雌力公社︵廻DF︶が原 いくため革新系の村長認盤を墾み

備することがてきるひとつの機会

ろうそくの炎により発火したもの

こうした儲勢のもとて原理力発

フラマンビルは︑群臣十二腎に
火器をスプレーしたが︑ケーブル

子力発購所の敷地候補として撮博

熟所の誘致間題が持ちヒがり︑置

れている︒

絶縁材に火が移ったためケーブル

した江＋八地点のうちのひとつ︒

トップしているし

拠という惣態に磁趨し︑工襲はス

象
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ク敦司祭も藤わっていろという︒

側には︑南入や進歩的なカトリッ

これを実現さ世た︒

し︑従難員はその場から避識しな

発誘孜に傾いたのは無理からぬ．︸

DF筋から原発甑地の弓岡を求め であり︑村長をはじめ村議註が康
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原発など三課題に重点
襲嚇醐設備拡充︑入も優鑑で
磁力申央研究所︵横山通夫理廓罠︶は三月十九日の陶研究翫理購会で昭積五十隼鬼肇業㎡画を決定

したが︑これによると︑今 籠 は 原 子 力 議 ︑ 罷 藻 全 お よ び U H V 議 の 三 2 露 点 課 題 と し て と
りあげ︑継続研究を禽む六酉九十穴件を実施することにしている︒四月一二から新院画のもとでの研
究饗携語動をスタートさせたが︑岡研究駈はこれとあわせて近く︑現蕉の三研究所・十五部・三爽験

していた︒

こんどの功業剖画はこうした楢

で︑これによると︑新葎度は原子

想を趾まえた上で立纂されたもの

化︑機器耐震性の実識実験などを
継続する一方︑大口俣パルプから
の外部漏洩防止︑冷却系冬部放射

食の現検解明︑高濡機器封の甑︑疲

能除染の実証実験︑配管材癒力腐

労挙動︑竃検作業時のモニタリン
グ︑皮ふ面除染法の関発など二十

環境促盆研究では︑綴山水の拡

七作の新規碍究に凝箏する︒

もとで継続麗込み五百四十八件︑

雀エネルギーなどを挑む七分矯の

電の三課題を測点に︑その懸屋・

を請貸するほか︑鱗々海城を対象

各纒方式のメリットとデメリット

流による効果︑冷却塔の効果など

きな課題︒今征度はとくに深層放

力発電︑躍境保全およびUHV送散機構解明とその膨讐砥滅化が大

二黒菖四十八件の譲研究をそれぞ
としたプランクトン瀟性の実訂研

長と

により来田したイタリア順子力委

オークラで︑原ず窪窪澱金の招き

について︑イタリアでは原子力発

ブリック・アクセプタンスの闘題

クレメンテル蚕嶽長はまた︑パ

懇談した︒席上︑同震員長はイタ

ており︑蕎癌火力発電所の建設に

竃の蜜金野は比較的よく運解され

員会のE・クレメンテル委

リアの原子刀発電開発目樺につい

際しての住属の反濁の両の中には

原子刀なら公省がないので受け

て次のように語った︒

ている︒これはイタリアの澱瑛が

入れる

し︑残りの六棊を一九七七奪まで

電蕨を原魏として各地城に分散し

このためイタリアでは︑原子力発

の認識が弼いからともいえよう︒

全問題が薫習化してきたことなど
原子力発鱈に隣するものはプラ

で︑全体の四六％となっている︒

が︑今隼既は設備籔総額十四継円

備も順次整備充実していく弩えだ

実験研究の拡充とあわせ各日設

藁葺七巳・東舞・赤坂のホテル

漏斗︑進癖歓左エ門鑑会幾らは三

日水原授刀歴業会議の禰沢広巳

も知れない︒

の緩済鳩勢による影響を受けるか

ただし︑この酎画はイタリア

がこの中から気象︑地燧︑軍書︑

に複数の艇補地を選定し︑僚健省

それはメジャーがそうした見通し

業の還隔自勤化︑運転制御の膚動

ッド生成防止法の騙討ほか保守作

なお︑昭羅五十鎌腱予舞規換は
総額七半二億五千万円︒

べた︒

の五爵を霧里中である︑などと述

二一％の膿︒さらに検出器︑放射

ベイメータなどのモニタ十薦樽円

結論を出すという黍順延経る②発

会︵地元行政機闘代表を含む︶で

ついては︑傑士衛生駈褻局︵圓臨

電プラントの設計︑建設︑運転に

年闇の総生霊醐は︑四十六矩闘十

件物質取扱器貝︑鑛品︑ユニット

が明らかになった︒なお︑繋留三

四鱒円︑四十・七難四十山ハ価旧円︑四

局︵プラント設計︑運転の妙機安

の健康︑越境保全︶︑核安金監察

機器︑測定用器臭の順に続き︑残

全確傑︶︑鉱由技術監察局︵発勝

五％を構成している︒

鰯産の総禽潮岬の生摩が茸汝順

りの

十八琿五十二傳円とやや醸ぴ輌み
傾向がみられていた︒

調に伸びている一方で︑四十九庫

四十九隼の総生産高を曇霞分類
別にみると︑ラシオソロアトグラ

がそれぞれ独自の監察を行なう③

機︑配管︑圧力容露などの安金︶

経験︑箋証を電体に現実的な購故

にはモニタ生選隔が前鋸に比べ簸

るが︑これはアイソト⁝プ・放射

訪ソ原子力発羅所安金技術環境

般にわたっての安全審査を

の自由を認めた住民水位の監視体

の発電炉についても︑立入り調蛮

の他各織圓内のエネルギー資源の

五︑軍購利翔の危険防止の描躍

をあらたゐ︑石炭をはじ55水力そ 映させる体制をつくることが蓮娑

型原子力発躍に安弱に求める鎧鼠

原子力開発の照購利庵を防止す

関係学蒼︑騨門線の懸見を十分反

う構懇は︑原子力磯発の薗主的︑

社によって配主的に管理するとい

門家との剖議を躍ねてきた︒

長計の抜本的な再検討が必要一

子力安全婁員会﹂は必璽な行政上

制を確立するとともに︑施設の安

ことを︑今後のエネルギー計画の

利用の司能性を澱大限に追求する

問題となっている︒

にあたっては鰯家謝爾婁貫会禅定
のエネルギー計画に基づき発囎磁
化備がプラントの型︑規模ととも

ている︒

︻町正日

ます︒
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住

電語〇六一五五二

所大阪甫大正琶泉罵北村跡二の十

会

原麓に入

ルブ製蕊﹂の誤りですので訂正し

野バルブ工芙とあるのは﹁岡野バ

輩蒸気隔離弁に関する記箏巾︑岡

本紙七六八号一面の

処理している︑などを明らかにし

設からの廃凝物は邑城ことに集中

究所や病院など放射性物質取扱施

とに敷地内処理処分を行ない︑研

棄物の処理処分は原子力発電所こ

大量故は想定してない④放射性廃

現性のほとんどないような原子炉

対策響門視察団︵団侵︒内田秀雄

勧ソ視察団が報告蟹

安全確保に独
立の監察制度

とによるものとみられる︒

を想定︑評価する疑え方から︑実

フ測定手職︑マルチチャネルスペ

門公開﹂の原則を原

のための設備隔璽が換起されたこ

近くに奪えていることが注圏され

一隠通過をふくむ一切の核貝器持

るために︑核軍器の生産と保荷︑

るとともに︑

ち込みを法的に禁止する措鷹をと

子力研究・開発の全分野にきびし

六︑総合エネルギー公社による

く適用させる︒

萸大教授︶はこのほど同視蟹団蝦

し︑蜜金性優完︑国民本位の立場

きる﹁原子力安全婁員会偏

蟹任をもって猶纒︑監懸で

を設置する︒この婁員会

るという主事

する先取り研究を進め︑この聞︑
もあって︑技術開発の墨点化と集
ントの安全評緬と黒馬儘頼性の向

二十四億円で贈三％を占め最醐︒

土地利朋関係を蕩慰して三候補地

を費漿に龍胆の大ダンピングを進

程度に絞ったあと︑立地特別蚕員

とより煽辺欝庁から幽晦されなけ

軽水型発慰一偏霊︑薄※依倖の聞

囲障していくためには︑根本的に

環境離簾の縄状﹂をまとめ発衷し

告描﹁ソ運邦における原子力安金

にたった︑平和的で民主的な原子
力開発の方針とその体制を確立す

とするものが多くみられ

舵談でに二十基の発電炉を運開す

イタリアは︑これから一九八蒼

る予定だ︒すでに発謹済みの加圧

︵BWR︶二猛に鵬えて︑三内に
あろうが︑原子力発餓所の建設が

軽水炉︵PWR︶二茎︑瀦騰水炉遡洋涌業を串心としていることも

に発注することを憲えている︒こ

PWR︑BWR各五三を追塘池
発域注
祉璽の水搬向上につながると

の六星の炉型は︑プ糠トタイプ遜

水炉CIRENHの順調な運転
て建
実設するようにし︑自民などの

反対によって三三できない地域で

各種研究は毎銀︑長期構想のもと
約化移行へ方向づけの開礫化が強
士︑原子炉構遺材撮守範理︑放射

の約八O％を原子力発鍛と耀境保
の電要故輝線謝黙メーカー十二祉

次いで撃さ計・密度副︑レベル計

究などを近める磁画で︑臨源実験

れ実施していく計画︒このうち更

は電気料金を尚く實

で鬼繭しと修正を加えながら計画
く要講されるようになってきた︒

線安全管理︑廃蓋物の処理処分︑

全研究のために論議的にふり向け

による放射線刮器の奪間総生計溜

などの放射線応罵測定器が約二十

点研究三課題に関遮したものは対

きい︒

績からみて唖水炉になる公舞が大

を立案︑爽施し︑それぞれ成粟を
このため蹴中研は昨年︑特別姿員
耐震設副と立地拡大など十一テー

る謝醐で︑人員も両分野を串心に

はこれまで醗論の約七十〜恕円で

場計画もすでに作旗済み詐闘の再

あげてきた︒ところが澱近︑原子
会を設けて懸鋤内審を再検討し陶
マのもとで︑対酌年掛比懸垂九件

緬規総門と既存分野からの蟹行で

検肘を行なう︒

力発電の急ピッチ闘発促進により
こう三三闇を対象とした中里搾制
増・颪二十九件の各種研究が計画

前年度比八十三件繕の三召十八件

多くの比盤がかけられるようにな
や設備華墨など掻木構想を打ち出

ればならない︒そのためにも組織
め︑﹃石縮の勝代隔を築いたとい

久良知購携鎌継が抱負

発でなく︑将窯の展望にたった自

線利三皇業所総点模で︑監視強化

クトロメータなどの牢舎機器が約

嘯S9年生産高71億円に

開発・研究については︑もっぱら

のエネルギー長期計画を︑エネル

は︑原子力薩業が私的企漿ににき

た︒視察剛は︑臥木原子力藤業会

ることは︑今日の国民的な急務の

！

り︑これとあわせ安全性や瑚境保

場機構を大判に改組︑原子力・環境技術研究所の斬設など組織の拡亮も措題していく謝繭だ︒

聡中研は昭和二＋六隼十一月の
設立以来これまで︑電力技術に関

を構成する人の実力︑識冤︑士繋
えるからであり︑そのために原子

二強暴で一二一％︑線量事計︑サー

を高めていきたい﹂と新任の抱負
力発電の開発が登れたり︑核融台

前庫比約三七％壇を認録したこと

を語った︒さらに原子力開発に関
関係の予算も翻限を受ける結果と

倍増を麟っていく︒

燃して﹁鯖一回ジュネーブ原墨力
なった︒核融台をはじめ原子力が

科学狡術庁の久慶知欝欝蟹霧次

四︑自主的︑民孟的︑総合的な

量承的な娃の一つとする◎

：ニ：＝陶鞠一一輔＝二巴＝■＝ニ＝一舳：＝一爵耳二一︸

蝟￨欝攣馨一勲晃慕論戴隔

せる︒

改修︑改歯や軽装中止をおこなわ

一九八五庫度六千万詩ゆッとい

三︑エ塞ルギi畏期翫画の再検 研究・瞬発尊簡の確立原子力の

をふくめ銭金審査の蓼続きも︑少

酎

二︑原子力発葦葺の全面的な総

ギ⁝憲給度の向上と安全性の確保

う原子力発慰霊醐をふくめ︑現a アメリカからの輸入技術にたよる

密な原子炉の安金鰯董体制卒磯凝

の原子力誤電所は︑そのまま殖設

点検親電︑着工中または謝適中

かる多様な炉型の磯櫛的聞

られ︑その利益を中心に動かされ

議とソ遮問題研究会の協力をもと

毘主的管理原子力の軍和で安全

発をはじめ︑高趣贈軸炉や

ている現状を打破サることが必要

に今奪一月ソ連に派遣され︑十六

とし︑資源の衛輪蔵絹をは

熱核融加薬の研究・開発︑

である︒民霊連台政厨のもとで石

矯閤にわたって各地の原子力旛設

主的で総愈醜な研究・開発壱星本

そのための基礎研究などを

炭︑石盤︑電力︑ガス︑原子力な

を視駕する一方︑政府閲係薔︑脚

の観点から︑抜本的に再入熱す

覆視する︒この研究・開発

ど︑霊硬なエネルギー配業の大企

を強行することなく︑新しい安全

を旧染的系統的にすすめるために

業を囲萄化し︑総合エネルギ⁝公

田本の原子力研究・開発全

る︒﹁石油危機隔の打開の道をメ

は︑日本原子力研究所の民童的な

在の原子力政策を根承的に転換

は︑企業からの独立はもち
審萱体制によって環境間題を含む

〇C％の対米従属部門である軽水 改編をふくめ︑田木贈術会議など

ジャー依存をつつけるとともに一

の権隈が係騨され︑安金審萱を十

全性や従業員の被曝二塁などの総

報告欝によると︑①敷地の決定
分おこなえるだけの常勤のスタッ

点検をおこない︑必要があれば︑

民主的な発展のためにも︑切実な
フと︑安金問題の研究のため独農

である︒

の研究機関をもつ︒公聴食の間題

的に反映される必嚢がある︒

安全優先︑国民本位に

一つである︒

ろん︑その構成には︑醸塞学術照

こなう必要がある︒すでに運転中

その安全性の全脳的な薄検討をお

の州民の 利 厳 に か な っ た 原 子 力 政

て︑つぎの六つの方針をここに提

策の墓本的な柱をなすものとし

晒するものである︒

圏民に醤頗される科学的で厳

彰／︑膨％

日本共 麓 党 は ︑ 全 般 的 な 原 子 力

﹁原

影など日本の科学蕎の英知が民露

め︑たんなる諮間機関ではなく︑

の機能と体制を抜本的にあらた

なくてはならない︒

ないところまで民霊的に改正され

なくとも圏際的な水準を下まわら
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宮は三月二十五日認管禽難し﹁科

クレメンテル・轡原子力婆鼠畏が懸る

隅民本位の自主酌︑総ムロ的利用を

一

するために・環在の原子力婁員会

㎜原吋面粥開発雛ハ産党愈提言⁝

田本共 産 党 が 二 十 七 日 発 表 し た

◇

提言は次の通り︵前文は賂︶

原発に高い理解示す国民

政策を近 く 発 表 す る 予 定 だ が ︑ 翼

アメリ カ 依 箒 ︑ 安 全 性 無 視 の 現

85年に芝0基運開めざす

されている︒離郊度に引続きクラ

礪和利絹知識の﹃七五年に核融含
射程距離に入れば石油との兇方も

信頼される

が実期化する騙毘遍しを契機にエ
変ってこようしと述べた︒

融射

科学技術庁に

学技術庁が日本の科学技術の中心
ネルギー薙命が進んだと考える︒

モニタ需要ほぼ倍増

的な存在であるからには国民はも
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原子力
力委委
外Ψ
匿一

万一

二

ム

一

無粋︑ザレムから︑実質的に颪分の一に切り下げて年聞五メレムとする﹁線鳳鶯蚕齢﹂を設聾する方

原子力委畷会は近く︑原予力発電所周辺監視区誠外の一般公衆被曝線羅皇運を︑環行法規制上の庫

すでに実質的には五ドレムが圏

にな

儲として蟹蛮されていたにもか
根拠ある数値

TGR海外
査で報告書

に次ぐ開発計画をたてている︒

は過去十五隼以上にわたり続け

温ガス炉に関する米国の研究開

れており︑爽験炉としてのピー

に照らして︑さらに究明︑補完

サービス・インスペクションな

気発生雛︑制榔棒駆動装齪︑イ

鯛腺被曝線騒を三レムから二二

墓準で安全蟹蛮を受けることに

で明文化された世騨で鍛も厳し

設の軽水型発電炉は︑米国と並

する量感が鵬翼の間に生じてお

故やトラブルに根ざした安全に

一闇＝二層︷一謄一一一＝一︷璽＝一︐二齢一＝冊コ

荷効利用を國るものとして高速

炉︵HTGR︶をトリウム蝦源討麟項と関連づけて今後の課題

を凄める一などが提纂されてい

するため原子力発羅所の蟹理基

な水藥で︑数騒化することにも

電力会社に対し行政揺纒を行な

LAPの網神を当面技術総に岡 適含するよう描躍をとるべく︑

くうえでネックになると懸念さ

︑このことが開発利嗣を進めて

︑温排水影響などを禽む﹁環境

を含む﹁安金確保鮒策﹂と︑立

査︑旛設等の安全管理︑資金研

禅の発出炉に対しても五ドレムに適合するよう︑順次燕していくように行政指灘していく考えだ︒

の蝕分の一の五ドレムを嘗腰櫻

査において︑いずれも等質ゾレ

政の轍行体制︑安盒曙葦および

︷﹄＝闇一一一︷謂＝一＝一︷曹＝一＝柵需︷幽

短慮が川間覧百雰レム︑ヨウ粟

子力行政を調査

どを対象に面接調蚕を行ない︑

関係地方公共団体︑関係鶯業考

明確で︑相互の調整も不十分で

の規詞と開発推進の機能分担が

行政所引引の分担や莇蟹部局ご

る②原子力の安全磯保について

か・茨城県などの原子炉設躍市

燃弓懸圓︑原船購藁団︑原研の

緩︑運輸︑文部︑労働の各雀︑

全扁について総理府︑科技庁︑

旛設の安目審葦︑蜜全魎理を中

︒行管庁の調奮はこのため原子

料加工紮業者を対象に実態をつ

など研究炉設製麺︑JNFなど

運転中の原題と五聖力︶︑麗教

ていく弩えだ︒

行の法規鰯では︑個人の全身被

隼や月︑原乎力委戯会の環境

る︒これまでの安金審蛮におい

︒

安全騨腰部金がまとめた筈粛の

︒

して適用︑審査が行なわれてい

レム

いる︒これは王CRP勧簿にも

未成年の堀台丁五レム︶となっ

よる嗣状腺被曝が薙閣一

ずく発鷺所からの放粥線放出隈

る︑などの点が指摘されてい
︒

に週報を集め︑原子力行政が薩

村︑菓醗など発斜照設躍乗出⁝轡

月宋をメドに調葦結果を藤とめ

力婁畷会策定の原子力開発利用

わが国の原子力開発利用は︑原

全対策など実情把握へ

耀境保金を四点に︑実態にメス

ることなどから︑安全確保短策

でも︑放射線放出踊の低減化方

得政蟹理庁は六日︑今月から來

を示す数櫨で︑科学技術庁蕾示

というA﹂APの原則を数羅化 にかけて原子力行政に催する特

として⑳放出放射性物質による

は﹁実用笏能な限り︑できるだ
だ﹁線羅百標値﹂を寵める必要

調製を実撫すると発表した︒こ

︒その終盤に役立てることがね

入れて原子力行政の問題蕉を摘

愚速に進展している︒．しかし︑

癖を虫体に原子力発爾の実閑化

期計飼に基づいて推進され︑軽

に準拠したアプローチとなり︑

薄野はその性質上︑

とに主眼をおく︒

する聞題を的確にとらえていく

田駈察審識篇︑上井監察醤を含

むことにしている︒行蟹庁は︑

しかし︑IC窺Pが放射線放膨 曝を﹁塞用可能な隈り低く扁す
低くするべきだ﹂︵アズ・ロウ

特別調琶は︑原子力施設の安全

い◎耕学技術庁︑通歴雀︑動燃

点を年立し︑検討をすることが

対する圃民の雲隠性圏便といっ

のあり方︑性格と権限②異説化

審議誤題としては①原子力引眉

酎を進めていく響えだ︒

翼壁体などから愈冤を求めて︑

⁝︑聴力︑羅労遡︑全灘運︑消

の灘任分担などのそれぞれの役
原

観点から︑その必要性を明らか

︒

メスを入れることになるよう

ともいうべき問題に
いて説萌が行なわれた︒

すべきことが中館﹂︑﹁安全性

︒

する行政監照が行なわれてい

昨隼は︑放射線優用箏藁所等に

に関する調査﹂に次ぐもの︒ま

萱︻︑四＋九年の﹁雀エネルギ

八難の﹁物価対策に関する特別

を伴なわない調査としては︑四

特別調査予簾の籾適用例で︑勧

五十年度から行纒庁に設けられ

とも想織している︒
なお原子力行政の特別調査は昭

︵覆沢広巳座雛︶に反映させる

諮闘機関である原子力行政懇談

がら決めていく万難︑首梱の私

え方がいろいろあり︑状況をみ

いては公冠するかどうかを臨め

質のもので︑調査結渠の扱いに

勉強しておく﹂︵上井監察冨︶

ない︒基本的には﹁行蟹庁とし

合と異なり︑勧告を出すことは

管庁の特別調葦は行政監察の

を動員して調査にあたる︒

区局から五人ずつ程度のスタッ

︑中部︑近畿︑甲国︑九州の得

七人の本庁スタッフのほかに関

アズ・プラクティカプル日ALある②軽水型原子力発墨所の周

対する国民の不安が今後の原子

る︒このため︑蜜面の会合では

要﹂との愈兇がだされたもよう

の

監視区域外の個人の全身被曝線

うした中で①鍛近原子力施設の

態掘握のための委翼に幽するヒ

絵雛

P︶との考え芳を打出したこと

燃団︑原研などの原子力関係機

の原子力索敵のあり方とその面

リングが窪な作業として予定さ

多ーーー
が圏の原子力開発体制やその

ばれたのに対し︑政府がこれに

あるが︑同懇談食は︑原子力蚕

体制の立て薗しが各界から強く

会のあり方や安全審萱などの体

製露間機関︹原子力行政懇談

たが︑四月二十二日目第三回会

ており︑今回は各関係釜澤とな

政のあり方を再検討する醤樒の

えて設賭したもの︒初会台は先

閥麗のほか︑軽水炉の実蔓性に

十八日目開かれており︑今後︑

では原子力婁薦会︑白本学徳金

する評価︑とくに安金性や儒頼

﹂︵有沢広巳会擬︶の第二回目

に二圃程度開催し︑一年をメド

から購燭聴取をするほか︑五月

台が四月七爲午後︑東京・永田
の葭掴官邸で開かれた︒

結論をとりまとめるなど︑大筋
方針が決まっている︒

の田は︑原子力行政を担当す
科学技術庁︑通産雀︑労働蜜の

五田・同二十八日と順次︑メー
雀庁から現状の問題点について

どが︑また逓慶雀からは①エネ

代に対応した行政機構のあり方

日の第二回会盆で一部の幅員

力の哲学

をどう考えるか︑といった

勧関係省庁の現状を聴取

面は実態の解明を
ヒヤリングが行なわれ︑とくに
技庁からは①海外諸国における
子力開発体制と行政⑫原子力発

ギー政策と原子力開発の関係②

開溌と規制の分離間題④團厩の

発題は︑わが国エネルギー政策

ら﹁原子力開発利用とくに原子

所立地指針③欝金研究躍進体制

本と海外諸国におけるその現状

解と協力を得るための方策⑤川

ての圃と地方公共雑体および属
ど︑さらに労働雀から非破壌検

エネルギー政籏と原子力際発と

についての響え方︑開発に当た

などで続発した被曝間遠などに

輿送ーーなどがあげられており

図
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わらず︑

ボトム炉は臓鋲な経験とデータ

資原︒エネルギ；庁
産織資源エネルギー庁に設け

しての実証を贈るためにはフオ

提供しているが︑発囎嗣原子炉

ていないことから︑地盤住属に
い不安と不調があり︑謝金川州

発検討会扁はこのほど︑関連す

れた﹁高温ガス型顧子力発電所

ト・セント・ブレイン炉の運転

おける基準の明文化を墾む晦が

も応えることになる︒︷CRP 海外調査の繕梁を報告欝にまと

かっだが︑こうした地元の要求

ルは︑現蔽建設準錨串の商業用

だ︒

たもの︒

成によって実証されよう︑と述

贈所の運転とリサイクル技術の

績が待たれ︑トリウム燃料サイ

にあたって必要な

儀の五蕾︑ゾレム囲然は︑︷CR た︒これは周検討会が昨年七月

灘入開発

巾間報告で指摘した爾温ガス姫

がそのままにしているので︑法
には簿赤二一屠は残し︑﹁塾員

原子力委贔金としては︑この線

た今回の報告轡は︑警来室の

来︑英の研究醐発状況を中心と

で︑さきの中閣上告で指摘した

の開発状況︑酎画を紹介したう

の一の十翼︑獅レムとするのは︑

る︒また︑建設中︑運転中の既

べ︑燃料︑炉心構造物︑熱唱壁︑

目標値を今月中にも決定する方

向をとりあげ︑岡三では爾温ガ

罰瑠項を海外の研究開発状況調

今園︑原子力婁腰会が線藁囲標

ているが︑決定されれば今後︑

で︑現征︑唖鈴墨局で準備を進

決定﹂で線羅事書値を定めるわ

︑︑掛レムから菅分の一の五蒔レム

の騨門部会提案を受け入れだわ

の発電炉についても︑五︑︑掛レム

示している︒

差出的な数値となったことは︑

であり︑放射線放出低誠化方針

ある数燈として新設のすべての発羅炉の安心審査に適用されるほか︑

fレムとする③線鰍懇望偲を達

る甲状腺被曝線醗限度を年間す

根拠

︑櫨鰯第二︑第六の各炉の安全

峯暴発霞所一辱機以降︑東海第

れていたが︑今後は

般公梁の放射線被曝線騒限度は

子力発電所周辺監視区回外の

しだもの︒これまでも鍛近の発爾炉については︑箕ザレムを実運用上の夏蘂として安重壁齎が行な

だ︒これは国際放射線潮目婁綴金︵ICRP︶の﹁爽帯可能な限り低く︵A﹂AP︶﹂の精神を反

として全身被曝線羅を踊行の五

A﹂AΨ﹂の精神を数量化

身被曝で亟︑︑
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規制︑手続きを再検討
が醗プルトニウム空輸を指摘
来原子力規制覆員盆︵NRC︶はこのほど︑原子炉と特殊核物質の規制および芋続きの生検罰調癒
が発成するまで︑醸子炉と特殊核物難の輸出入齢諏鰐の発行を一時檸止した︒この鰹止捲躍は︑鰻近
L・アスピン下院識員︵民主︑ウィスコンシン州選出︶が外圏からニューヨーク市のケネディ國際船霊
にプルトニウムが空輸されていた嘆異を公表し︑その輸送の簑金性について騒興したことに端を発し

てとられたものとみられている︒一階傾止の期聞については明らかにされていないが︑米雇業界で

他の政斑機関による規制と手続き

ような影響を与えるかはまだわか

は・長くても数か月程度のものであればこれといった問題も趨きないが︑主峯にわたれば影響が満て
くるとして憂慮している︒

今圃の一階檸止描躍についてN

RCは原子炉と特殊核物質を含む

窒輸はNRCの聡司のもとで行な

藪摩︶程度が持ち込まれた︒この

われ︑イタリアのトリノ炉︵PW

止ざれるのは初めてのことで︑こ

が︑原子炉からポ；テージ帯の境

ーテージ近郊に予定しているベイ

れに対する殿力会社︑NRCの対

へ

リー原子力発躍所︵BWR︑六十界までは一・一議しかなく︑した

聡所は昨隼四月︑米原峯力婁興金

るとしている︒この判決は三入の

って新たに原争力敷金行政を担う

六万KW︶建設を禁止した︒岡発 がって︑AECの欝可は違法であ応が注目されている︒AECに代・

覇断は来原子力規制婁爵会︵NR いが︑消思筋には鍛騰裁判所に上一

れたもの︒残る一人は︑こうした

︸

衝するだるつとの二方が多いよう⁝

ころその態麗を明らかにしていな⁝

が︑反対蓄の捉訴によって岡黛＋

ことになったNRCは︑いまのと⁝

月︑論罪控勝田が建設の一階簿止

C︶が行なうべきだとしている︒

裁判窟のうち二人が蟹成して下さ
︵AEC︶の建設許可を隔ている

を命じ︑これまで欝識されてきた

程所の低入口地構にダーンス国立

判決は︑人口稠密地までの距離と・

いずれにしても︑今回の控訴院一

だ︒
湖隣地帯の一部が含まれているこ

さらに同控訳院は︑ベイリー山

判決理田は︑同発蹴所のサイト

して行政上の境界をとるか︑実際．
︸
の人口巾心都をとるか︑という問

もの︒

がミシガン湖のダ！ンス国立湖隣

とについても︑その地構の特殊な

階では︑人口稠密地までの距離が

に不特定多数の利用番を退避させ

係をめぐる論議も呼びそうで︑そ

・エリアと原子一発醒所画地の関

題を提旧すると同時に︑リゾート

る︒
ミ

の指揮も強化されるとの期待もあ

﹀〜

の成り行きと膨響が注口されてい

る施般︑設備のないことに難色を

るというもの︒A鷺Cの許認可段 立地条件から︑万︸の醐故の場禽

地帯を禽む人簾稠密地城に近すぎ

♂

示しているといわれる︒

ミ

二塀以上なければならないとして

一一

響萱され︑鍛も近いポーテージ市

ノ

米連邦撞訴院は闘月一睡︑ノ⁝

建

建設警可が出ている原子力発鰍

ド

所の建設が三冬によって永久に郷
ミ

ら難設が爵可された経緯がある
き

中心部まで四・五爵あるところが

詫︐

核の兵舘転用をどのように防正す

詫

るのかなど︑解決すべき課題がま

ド

ナダ︑フランス︑西ドイツなどの

るようだ︒これまでクリンチ・リ

与えられていたが︑夢心としてこ

バー炉計画に携わってきたスタ

えられた︵この櫃限はAECにも提趨されており︑政治問題からカ

だまだ多く残されている︒

れ︑政府︑薩業界の双方からなる

述べ︑この描園を歓迎した︒

イペンデンス︶を達成しようと

の実証一断機であるクリンチ・リ

属謁速贈殖炉︵LMFBR︶計は
画︑正式には議会の承認を得なけ

DA︶はこのほど︑米磁の液体金

建設について︑これまでの羅力・

待され︑翫画推進の一本化で運欝

力な資金援助継続とその拡大が期

バー炉︵正味出力三十五万KW︶ 開発体制が確立すれば︑政府の強

能力をはるかに

模が石繍の自給

も米圏経済の規

が尖われ︑しか

へて︑糞源覧配

源国がウラン資源を土台に技術

が技術と羅際協力で︑多くの資

い︒米國が澱源と技術で︑欧州

はエネルギー國立計画にならな

の原子力転換は米圏的な悪味で

況との違いが覇感される︒臼本

齊碗を冤ていると︑日本の状

MC︶が運営・管理に当たり︑ELlF︵ローレンヌ工業金融会 その後関係琶閲で交渉を続けた一

ジメント・コーポレーション︵P 鋼企業ドバンデル・グループのC 將鰯止させた︒

組織されたプロジェクト・マネー

ジソンの両輪力代衷を申心として

渓谷公社︶︑コモンウェルス・エ

ては︑これまで？VA︵テネシ⁝

クリンチ・リバー炉誹画につい

経懲体制について︑フランスの鉄

企業であるクルーゾ・ロワールの

のほど︑フランスの鉄鋼・原子力

ためEC婁圓会は昨無十二月︑マ

混乱に落とし入れる気配をみせだ

エ社株式の断食でアンパン財閥︑

〇％出業者のマリ⁝ヌ・フィルミ

⁝ゾ︒ロワール支配をめぐり︑五

って運嘗されているが︑このクル

実を図っている︒

い︑﹂簸FBR聡慧体制の強化発

子炉研究開発部の機構改華を行な

ればならないが︑HRDA恩許の
ことになるERDAは︑すでに原

今後の翫画の圏接心理に滋たる

続していくという︒

金支趨状況の括握などの戸籍を継

る計画電報の胆嚢︑電力会社の翼

今後も翫画の監視︑産簗騨に対す

の規模を縮小することになるが︑

画されている︒また︑PMCはそ

単﹁の謝醐簿理軍務蕨の設爾も計

門を引き継いでさる一月発毘した

いうものだ︒米圏の科学技術は

米エネルギ〜研究開発周︵ER たものとみられている︒

廃藁物処分などの難しい分野を

は昨今︑政府内でもいろいろ問題

翻朧類電力が管理移管に合意

のNRCの描躍を

ッフはそのまま翌翌されるといわ

場合と異なり原子炉供給先を選定

C籔は語っているQ
昨無のエネルギー行政機構改鞘

外国からケネディ空魁へのプル

賢明なもの

NRCの一篇檸止異観のきっか彫響を受けないであろう︑とNR れまでは國煙室にその権阪を婁ね
けになったとみられるアスピン識

員撮摘のプルトニウム空輸搬入

トニウム空輸搬入はこれ求でに甲

NRCは︑岡法のもとで原子炉の 来圏の原子炉輔出政策について

として︑NRCが學力産業の先

七や七件がたな上げされるが︑そ

輸入許可串謂五件︑輔出解可爾請

羅︑昨年八月と今年二月に行なわ

法成立で廃止された原子力婁顔会

には輸出入瀞認可に関する規制と

きを再検討してきた︒これらの中

の成り行きが注目されているイラ

駆け的存在ではない証拠であると
︵AEC︶に代わり︑その規制部

孚続きも含談れている︒今圓︑輸

輸出入認可で裁定を下す権限が与

粛明が米誌の危機を﹁何門訴

クリンチ・リバー炉自画の膨蕉

にもわたる﹂問題だというのは

ふくめ︑引き続き安全性を萬め

現している︒

そしてN・ラスマッセン氏と︑

前借擬のA・ワインバーグ氏︑

単なる修飾語ではないし︑﹁何

塵榮界主灘の運當・箇理体制を改

︵NRC︶の分離独立によっ

ていけるし︑原子力規制尺〆会
今後の米国を永久に規定する過

の科学覆がーネーダi陣 世代か前から徐々にはじまり︑
穆﹂といえぱもっと正確だろ

収拾に乗出す

EC委が事態

この歯明の山田があり︑米圃ら

蕎と艦影に遷し︑クリンチ・リバ

営を除いて一大下した点に︑
の批判には︑他の代替鰍源の実

れると閏明はいう︒自立への遵

⁝嫡建設推進のための体舗強化に

にその蟹理を羅くことで電力関係

現可能性と親下の燃繕危機の狐

していた一代から︑輸入国には

はすでに開けている︑伺をモタ

め︑今後はERDAの噛擬掴門下

一月中旬︑米属の﹁二十瓢人の

来羅科学者の聞には︑以前か

なっても米国籍の堅磐資本が下

ットのバランスはさらに照照さ

薯名科学蕎が﹁緊惣エネルギー
大に対する洞察が欠けているこ

ら国療愈識が強い︒この蓋明の

て︑潜在的なリスクとべニフィ

櫛明﹂を嵐し︑※國の繕果エネ

となどの諸蕉にある︒米国の

う︒蟹露な石油を盤界中に供幽

ルギーは原子力と石炭に依存す

越えてし族つた

の撚入で︑それぞれ自立のより

拾に渠り出した︒

本参腿率を削減する方同で璽態収

ヌ・フィルミニ株の大部分を所萄

五％に削凝し︑CLlFがマリー

RDAは同着の翫画運欝欝会の社︶の資本追加を認めるととも
所を間めながら原子力を進めて

し︑建設・皆掛盈の贈大︑建設・

フィルミニ社の持株三二％を約一

価格の仕組みによって身勤きが

運転謝画の遅延などに対する各界

糖累︑アンパン財閥がマリーヌ・
糠者は米国﹂だという囲悪識で

いるのに︑鑓本のより所は一聯

一メンバーに過ぎなかった︒しか に︑ベルギーのアンパン財閥の資

リーヌ・フィルミニ株の売買を一

EC︵欧州共岡体︶婁鰍会はこ NELの三者が競舎︑樵践帯堀を

CLTF︑フランスの鉄鋼企業D

﹁宙らの影響力を行使できない

現在への推移閏明はその現実を

ワール経嘗問題

仏クルーゾ・職

であるわれわれ﹂だ︒それは善

収り出した︒

ついているのかというわけだ

愛国附

かれ悪しかれ﹁世弊・文明の掴

指導撫疑機騨︺
て︑康子力鎌継︵転換︶に﹁役

ルギー政策のモタつきを兇かね

纏おうと趨ち上ったわけだ︒

何なのか︑自立などというのは

羅名者の顔ぶれはそのまま米

ている︒

国の原子力開発の歴史と欝って

転換のさいの﹁原子力発露にお

のより所は門狡術﹂しかないこ

無蟹源魚貝ホにとって︑自立

ンチ・リバー炉翫画を推識してい

界がこうした動きに対処してクリ

の拙判が昨今とみに轟まり︑電力

︵フランスの鉄鋼・エンジニアリ

駈荷︶︑マリーヌ・フィルミニ

ン・シュネ⁝ドル︵アンパン財閥

クル！ゾ・ロワ；ルは︑アンパ

ン財閥の持株率についてはさらに

式譲渡を認める万針だが︑アンパ

Aの麟接指揮下に國くことになっ 会歓マリーヌ・シュネードルによ

で︑今翻︑その醤理体制をE罠D ング食業︶両社の折半出澱の持株

を付けている︒

削減して一Q％にする︑との条件

EC婁畢生はこの合愈に璽つく株

することで台南に遼したという︒

﹁偉大な科学技術資源の駆便﹂

力︑つ談り狸縢な羅産資源と

くのは困難との政緯判断のもと

︵K・K︶

ない隠が来ているようだ︒

とを︑もっと思い知らねばなら

どうでもよいことなのか︒

とれない状態﹂と的磯に表現し

六兆沸︵石炭相当︶の埋蔵羅を

筈は︑上述のように石炭と原子

﹁大戦このかた磯も二

もち︑いずれも世界の総懸癌埋

ーボーグ氏︑水爆開発論轡だっ

よい︒元原子力委緻長のG・シ

もある︒

戯懸を上園っていること︑石炭

大な状況下にある﹂との南明の

は新しい舎成物質の虫成分とし

たE・テラー氏︑水爆開発を批 ける優劣は来国の撹界的地櫨に

であり︑それによってエネルギ

かかわる﹂を思い出させるが︑

そしてこの状態への学派の解

て︑ウランは聡力吊燃料として

をとってきたR・ラップ氏︑短 餓明はその世臨戦地位がまさに

判し︑安全問題でも批判山立堀

ー蔚立︵プロジェクト・インデ

一節は︑一九五三隼の軍和利屠

他の物をもっては換えがたいこ

失われようとしている危機感を

期間だがホワイトハウス入りし

と︑原子力発電はすでに確立さ

千五颪懸少︑ウランは潜在鮒に

歯明の趣鶴は︑来国が石炭二

る︒

機の深劾さに対する証明でもあ

たことは︑鎌継のエネルギー危

期にこういう金米的な郷明が膓

にまず驚かされるが︑いまの蒔

が十一名も禽まれ︑その嚢蕪さ

メンバ⁝にはノーベル蟹受賞暫

る以外にないことを強調した︒

界の資源を押さえていた隠代を

しいという印象を与えている︒

で

これらのいわば

右から圧ま

ていたオークリッジ直立研究駈

政府主導で体制強化

すべきなのか︑また核拡散による

が︑この分の輸送は今回の鯵止描

〜

ザン・インディアナ︒パブリック

NRC、最高裁に上告か

・サービス社がインディアナ州ポ

R︑出力二十八万五千KW︶で鑓

ベルギーのユーロケミックで再処

曝するリサイクル燃料分である︒

理され︑抽出されたプルトニウム

クでペンシルバ一一ア州チェスビッ

は︑ケネディ盛倦隠退後︑トラッ

ニウム燃糾成型棚工工場に運ばれ

クのウエスチングハウス社プルト

たという︒

また︑数か月後にも三回闘のプ

ベイリー発電所問題で判決

瞬決定前に講可されたものなので

ルトニウム輸送が予定されている

難建設禁止を命令

ていた︶︒アスピン識鍛は︑今回

RCは先月二十八蔵︑その立場を の再検酎醐竃が完成するまで︑N らないという︒
明らかにするため声明を出し︑そ

霞

れておりそれぞれ四十菰野鰐︵約

NRC筋によると︑この措羅で蟹件の経過は次の綴りQ

横直する﹂と述べた︒

の中で門NRCは発糧以来︑そのすべての輸愚国許認司申謂欝を再
当時からすでにあった原子力関係

一

出入許認可に関してNRCおよびンへの原子炉八紘輸出交渉にどの

絆溜可のすべての規制および無続

控

霊語も﹁科学巻であり米国團民

簾認雪

原

難
科学者たちは︑エネ

（13）

新
れた工学的麗実であり︑それへ

系系
次次
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高
子
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飼棋装の原子力発電所用機器

》飼4図譜株式會旧

つ

幕羅は翫画授爵十度宋でそれぞれ

の隅廻りをみせている︒発爾般濡

％︑運関ベースで三︸％と︑比率

運の巾で原子力だけは別格扱い︑

る︒既設開発の購並み繰り延べ戴

るなど傾斜開発を欝ち出してい
B本原子力塵業会瓢はこのほ

一b㌔

よう︒原子力開発利縮の遮展に

ど国際櫟雌化機構︵ISO︶のともない︑その諺語︑定號の正

部省学術審議会の学術用語審議

とした︒紅藍せ・申込みは原産

ットにも設備されているが︑これ

袋蹴はこれら各縄機器を一簡所に

両社が許諏可申譜中の中央制御

よる中央制御盛占拠などといった

採寒していく遇えだ︒過激分子に

建難中の棄海第二原発へそれぞれ

住所神戸⁝

⁝

︸

翠黛〇七八⊥一一＝慧；九三八一

原産に入会

号番

目1
丁1

48間

新代
都祁

区一当
宿表担

宿の藤
立q 新7
西3 者

熱

〜

岡

延

摯

琶

いるが︑原薩では

原子力国語とその黙思を邦訳

確さ︑普潤滑が強く饗求されて

と賓客されて

した﹁原子力用語

予想以上に強気
いる︒

乍 81
イ

七千四酉二十六万KW︑原子力千

この周語藁を通じ

水力二千五酉六＋五戒KW︑火力

藥﹂を編簗︑刊行

五年間に必鼓な工購蟹金は核燃

め象騒を対象に同

している︒このた

爾めていきたいと

Oに対する開心を

るとともに︑IS

用語の周知をはか

て国際的な原子力

く水力五菅㎎十六万KW︑火力千 五発熱十八万KWの福野一偲千五

会︵大塚益比省婁

用藷邦訳検算婁綴

託をうけ︑原子力

本規格協会から婁

した︒原産が︑日

含む総額ヤ三兆六千八十憾円が見

関係は五兆七千九酉二十六櫃侮︒

燭痩︶を設けて作

品が今年七月運開の予定で︑これ

工藁規格︵JIS︶兇隠しや文斑︵千五菅円︶で頒布すること

ので︑その成粟は今後の臼本

霧工する︒このほか来高度申に三

調審壷漿済み︑出力五十五万九千

開発中三地点約四酉万KWに引続 す︒運開は玄海二面が五十五無︑

輩語粟︵A4版︑約畑舎︶を実

KW︶と川内一三爾霧雪にのり出

業を濫めてきたも

二弩︑美浜三二︑大飯て二二の

に蕊手の予定だ︒関西躍力は蕎浜

論三首三十万KWの瓢規開発醗穣 に引続き今年慶中に玄海二号︵耀

が一閥％にと一挙に約三悩堰とな

KW・五％の構成比率だったもの 込まれており︑このうち電源開発

†八万KWの合計三千四帯芝＋二 原子力は昨隼慶末で三蔵八十九万
四KWを運開させる計画だ︒
とくに原子は機工べ；スで四三

主力電源へ意
欲的開発示す
各祇の原子力発躍針画
暴力各社の原子力発電施設翫画

・動力開発謙へ︒

！

の逃がし蜜全弁︑炉内の水位を維

こには原子炉の圧力を下げるため

持するための原子炉隔離時冷却系

御塞を設けようというもので︑こ

ト・シャットダウン・パネル︶を

炉制御に鍛小限必饗なものが設備

および残留熱除日系といった原子

らを通じ中央制御窒外から原子炉

これらの各櫻襲灘は現在のユニ

される計画だ︒

し安全性が保てるようフェイル︒

された二四三墾の防熱装綴が作動

駈建膠内に分散魚塩されている多

を冷温状態にもっていくには発贈

数の現場盤を遡して操作する必要

セイフな機能をもたせてある︒聯

も嚢たるもので︑すべての懸口機

ここで運紙魔が窒外に退避しなけ

まとめたもので︑操作が容厨なほ

っていた︒新しい整外原子炉鯵止

があり︑複雑なうえ︑手間もかか

ればならないような火災が発生し

窒外原子炉塗装装畷は︑こうした

六弩機外降すべての原発︑原電は

菱されれば︑野選は福鵬第一原発

ったメリットもある︒両徴は︑三

か操作時闇の短縮化が司能︑とい

走といった大購故につながる危険

働かず︑万が一の禍愈︑三子炉暴

た堀舎どうなるか︑重重な制御が

こからの指令㎜つで擬作される︒

能がここに簗中︑運転も催止もこ

央制御塞はこのいわゆる心臓部に

も緊一斗部系などあらかじめ設懸

購はもちろん︑万が一の蟹故晴に

原子力発達所は通常︑平常刷紙

ための許認斑を幣講中だ︒

採構していく弩えで︑現在︑この

ッチを一箇所にまとめた﹁中央制

などに際して璽要な謬著とされ
回酎画に比べ一無間のズレ込みQ

原子力発電所の申央制御塾で火

火災が発生した際にも十分に原子

性も考えられる︒

東電力と瞬本原芋力翠霞の騰社は

て蕎効なものになろう︑と疫層さ

異常袋熊にも保安対策の一環とし

困難となったらどうするか一望

こうした零墨に対し︑帯磁制郷選

炉制御機能が保てるよう︑策士の

災が発生しユニットの運転操作が

御整外原子炉三碧混晶﹂︵リモ1

き︑新しく二地点四齎八ヤ万KW 川内︸毎が菰＋六無でいずれも前

策票罐力は今後五庫聞に工聯中の

開発に魑擁する︒中部題力は嶽颪

した水力︑地熱︑原子力など増加

をみてみると︑まず中央三社だが

の想定値をぺ；スとした供絵難な

菰十七無三月運

他の懸力各社計画は次の趙り︒

▽北海避潮力

開をメドにK原発建設に薦工︒今

無一月に炉型をPWR型と決塵︑
引続き地元対策を進めているが︑

暮雪度中に能登原

外から原子炉を冷温状態に容厨に

れている︒

薪顯東工業︵株︶

O

帯生田区加納町六の＋五一工ハ五・

取締役社長長原守勢

康藤に入会

中央制御筆とは別にもう一つの制

を開催する︒このシンポジウムは

で開かれ︑通産欝臓源エネルギー

来たる四月ニや聖日︑問センター

庁の＃上力霧議筥がエネルギー敢
策と繕来の謹撰について特別講漁

エネルギー︑最適トータル・システ

するほか︑太隅エネルギー︑水素

ム︑撰熱広域利粥などについての

宇徳運輸︵株︶

一

予一一三

代表取締役往擾小野佐氏住所横．

ｮ語O㎎五一二〇一−六九三

浜南至区弁天通六の八五

ll

七百八十八万KW︑原子力千西五 菅三＋九万KWとなるが︑中でも 料黍当て分狂千三百六†㎎億円を

層雛翻感電饗魏画彰竸

原子力捌万KW着工
?鋸１3兆6千億円投入へ
中央電力協壁織︵測藤乙三郎会擾︶は七臓︑昭和五十四年度まで向こう菰年間を対象した出力擾期

謝画を決定したが︑これによると九躍力︑徽発・原電の題力各社はこの間五千七薦八口KWの醗源開

発に葱工︑蕊千四百九＋二万KWを運開させる酎画だ︒このうち原葦葺は魑工二千四颪六†七万K
W︑遺髪千筥五＋八万KW︒構成比ではそれぞれ四三％︑三一％と大きく掴加・設備容羅も闘＋九年

一
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舶

一

原

駆けるよう必要な計器や触手スイ

エネルギー技術
でシンポジウム
大阪科学技術センター

昨駕二月以来・エネルギー技術対

︵問議せ・申入みは大阪受端区翻

シンポジウムが予冠されている︒

一一＝八潮語〇六一圏四三⁝

へ︶︒

五三一二闘センター研究關発窒

東電

京

度のそれに比べ一挙に三倍近くとなるなど原子刀開発の横極化が指向されている︒膿源開発ほか送変
配艦関係に必聾な工購蜜金見込み額は核燃料黍当て分を禽めて総額約十三兆六千鰹円︒
中羅協の編纂五＋琿度躍力獲期
を図っていく弩えで︑長計による

一

順調にいけば五十二年秋にも道内

▽東北電力簸終読めの段階を

初の原発懸工の段どりとなる︒

迎えている女川地点︵電調霧認可

済み︑出力菰十二万四千KW︶の

四月の運開に全力をあげる︒この

軍期解決を図る聞えで︑五十四年

ほか渡江小罵一︑二号︵出力各八

＋二万五千KW︶を五＋三琿秋に

二弩を五十九年初それぞか運閣に

同時に麟工﹂穆を流十八無二月︑

目の延期で︑浪江小趨地点は着工︑

持ち込む謝画だ︒女川運問は間度

▽北陸撃力

山妻ともに二年近くの遅れ︒

子力一弩建設に碧孚する醗画︒四
十二年の謝画発表以降補償交渉な
ど鵡鯖を進めているが︑このほど
赤倥地区換地翫画でメドが偲られ
たこともあり︑用地確保も軌避に
奨る見通し︒前圓翻画で来薙九月

十二蕉腱以降に繰り延べられた︒

轡季予定とされていたS顔発は五

大阪科学技術センター︵和田観

の翫画︒五＋諸鐙五月黒塗の冤通

け︑関西地区をモデルに︑代蕎エ

策婁醗会︵土着五郎婁綴長︶を設

▽四国躍力伊方一暑の五＋二

ネルギーと省エネルギー技術の研

しで︑逓開は五十八鋸五月︒

力八＋四万KW︶開発翫画に懸手 術面からの解決策を検罰するため

に引続き来鎌六月からB地点︵剛 博会長︶は︑エネルギー問題の技

▽中圏心力運転申の鵬根原発

今年慶玉手予定だった第四毎機は

ど試鯨しているが︑今回翫画によ

福覇第一原発一二〜六弩︵出力命醗
三弩機Rも早期運開をめざし来臨 来年度以降に冤送られた︒
千KW︶を運開さ度中には計醐にとりかかる︒

⁝㎜

浜岡一︑二毎開発に主力を注ぐが

翫画は呪わが国経済をとり巻く環
とこの間︑九出力︑醗発︑原鰭の

電力十一社は水力九二五十八万K せるほか︑蕊工準備申でいずれも

ｵ鵬十五万一

る新規電源開発の顎調な展開によ
って五＋一無度以降一〇％櫻度の

塊条件の変化がまだ十分に収束し
たとは露いきれず︑餓力囎襲も極

W︑火力二千二百八＋三彩KW︑ すでに璽調審認可済みの福煽第二

︸

原子力二千四百六ナ七難KWの合 原発 弩を今年慶︑岡二弩と柏崎

㎜

昨今の電力講要低迷で蚕近年度

供給予備力が維持できる兇込み︒

l

計五千七颪八万KWを顧工︑閥じ 刈羽一酌を五十二蕉度にそれぞれ

U5貝1一382翁1三一等q

M︵89︸

ジンを確認する③冷却材獲失覇故
鋳のジルコエウム禽金の酸化と高

被覆曹材の騨温難度と酸化羅の関

混瑚性の研究上ジルコニウムム生金

の破壌暴力との関係を調べるとと

係を求め︑これが高温における響

もに繋金系が作動することを想定
して︑急還凝却した堀上の酸化挙
動と蟹の破懸圧力の閲係を検罰す

さらに同研究駈が今摺度行なう

る︑などである︒

＋一テーマの掴定研究の中には︑

照耐黙禽金の撃発研究︵継続︶と
超強力材料に関する研究︵新規︶

の原子力関運ニテーマも含まれて
いる︒潮轡は︑原子力製鉄用材料
として穫氏千度以上の高温不純ヘ
リウムガス中で︑穫雪転ラプチャ

年四月運開に全力染入する一方︑

のほどその成漿を踏まえて︑

究關発湧鋤を行なってきたが︑こ

ネルギー技術対策シンポジウム﹂

﹁エ

五＋五犀卿還開をメドに来年＋︸

▽九捌蹴力甑運転中の玄海一

月から同二弩鱒殴醗灘に葱手◎

ほ

に憂慮されていた隅絵の遡迫は一

ドの調製は蒸気碧羅率に影翻され

るもの︒後暫は︑ウラン灘縮遼心

めの成型加工性などを碍究する︒

分離機など各種用論に使隠するた

原子炉制御で新装置

所

へ

めて流動的魎とした偶勢判断を踏

講

︸︑

薪規研究の軽水炉用金属材料の

るので︑これとバーンアウトの関

火災など異常事態に対処

B 製

わ

応回避できる兇通しだが︑醗源立

応力を想定して︑円周方向応力と

ナジウム愈金に関する研究﹂⑧爾

研究は︑軽水炉において腐食が玉

係をしらべ︑バーンアウト・マi

渉

喀

地難の深刻化などもあって︑将来

されている縄融点金属材糾のため

軸方向応力の纒舎せによる割れ挙

｝
A

臥
三

め艦力繊塵は今後も引続き原子力

研究は︑⑭コッククロフトワルト

の﹁核融合炉構造材料に関する墓

鋤をしらべ︑その防止条件を求め

o写茎2−58

恣烽P弩

とは必ずしも回国でない︒このた
まえながら︑擾期展墾にもとずく
開発を巾心とした題源多撮化推進

ねていく蕩えで︑これが今回二上

を確立するための蜜料を叢ること

ン型中性子発生装躍を使って の

礎的研究﹂⑥四隅度新たに四季す

る②縄渥流中のジルコニウム合金

，

玄海2騒

55q

5111−35h
『66

州

とも適正な賑給均衝を維持するこ

五＋四年度まで向こう五年開の翼

Pの矩間伸び率を実照鰯％強とし
の墓木方陶ともなっている︒当面

体的彌給藤織を定めたもの︒GN と広城避蛍拡充に一脳の努力を盤

た上で五十四年慶の総懸敷醒力騒

を四千㎎蕩八十二懸KWH︑年間の供給力は石癌系火力に噸らざる
最大九千五欝六十万KWとし︑こ を得ないが︑先行き脱石油をめざ
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と︑珊単発生時における安全性評

することを目的としている︒その

門霧研墾峯彗画
性子照畷の影響に関する研究﹂⑭

研究内容は︑①構遊資ステンレス

樋に必饗な材料の雛動を明らかに

科学技術庁金秘材料技術研究所

鋼およびニッケル禽金の高温水中
の応力腐食垂れ強さの爆撃の研究

耐黙材の各種趨温気体冷却材巾の

用耐熱金属材料に関する研究﹂⑤

彗両禽金が使周状鰻に付鰻される

挙動などを明らかにする﹁原子炉

ロジェクト研究を行なう︒このた

核融含炉の翼空壁材料として注目

料の墓礎研究など六つの康子力プ

めの予算は︑ラジオアイソトープ

は昭和五十蕉慶︑核融命炉構造紐

使用異験における放尉線隔霧防止

﹁金風材料の放射化分析法に関す

る﹁軽水炉用金属材料の腐食と安

の腐食とバーンアウトの関適の研

新規含む六つの計画で

炉材料安全研究など

に必硬な経蟄を盆めて約七千四齎

より二名増えて†五人になった︒

六や万円︑研究職の定鍛は薗鋸度

る研究﹂②高速増猫炉の燃料被羅

全性に関する研究﹂である︒

岡研究が今年度取りくむ原子 力

材の開発をねらった﹁原子炉用バ
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高

高

力

原

が關花する︒鷹学︑化学など数

てくるし︵理研・岡野翼翠蔓︶︑

かされることはない︒ただ理論に

構薩について

が明

くりに果たす座鍵の門鑑の大きさ

関するスライド説明で蒔たま寸法

手品のタネ

を再認識させる場面たった︒

の一部がチラッと冤え

拡充望まれる
基礎部門
遮蔽研究
いつもは三一四十人でひっそり
している﹁遮蔽﹂現場が懸盤十人

タネ

からの参加琶で埋まった︒原子力

配らなければならないほど開発競

い︒が︑工単的安金研究や放射線

の異常関心の瑚われにほかならな

後遡癌

漏出デー

るらしい︒こうした
の推測や特解から次のネライ

争は熾烈をきわめているといえそ

影響研究の陰にかくれたわが囮の

が読み取られてしまうことに気を

タ
船﹁むつ﹂放射線漏れ

て総門家をハッとさせることがあ

ど

の概略や運転条件︑ウラン流羅な

かなり本物に
なってきた
遼心分離研究
﹁同位体分離﹂セッションにで

た二心分離ウラン濃縮研究をふり

たある研究員は︑湧発に討論され

かえって﹁分離性能や流れ解析が
醐魔なところまで計騨され︑かな

機密に加えて将来国のエネルギ

潮にはかなりいた遮蔽研究蓄たち

々としたものを感じる︒七︑八年

穂蔽研究の実態に臨を向けると山

ー産業政策の申で露要な位麗を占

が安全研究や慰謝闘係に次々に転

う︒

と印象を語った︒頁八十台の選心

めるという政治的な配懸が働らく

り本物になってきた感じがする﹂

計画が運送に入ったのに次いで︑

機をつないだ動燃劉業団のCーエ

握はきわめて困難なのが実彌︒数

それに菓大︑京大︑炉メーカーを

今では原研四人︑船舶技研八人︑

罪して研究蓄騒は灘くなる一方︒

た遠心機二百五＋台の据えつけも

隼のうちに傍近くにはね上った濃

加え全国で三十人にも満たず︑九

C12翫画のよりコンパクト化しため︑海外の開発実態の的確な杷
二︑三カ月内には完了する罠趨し

政

策価格

の色台が濃い︒門技術︑

手との対抗上の産物としての

縮価格箆通し一つをみても競争相

開発は

にあるなど︑手さぐりから始まっ
純國産技術

十人の来オークリッジ国立研究蕨

たわが国の

遮蔽設計では︑計画手法︑採潮

一か所︵全米では推定約一瓢颪人︶

経済性に隠れている﹂という欧米

する核断面積テ1タ︑幾何学的形

にもはるかに及ばない︒

えてきたところだ︒いうまでもな

治的な憲伝なのか見分けがっきに

からのアプローチもどこまでが政

ようやく一人立ちできる活力を備

二二の巾の開発競

く遼心分離技術は国際的な機密技
術︒各国とも

来年末汎太平

慷原子力学会長ら約二十名が謬齢

するあたりミニ・ジュネーブ会議

汎太平洋原子力会議︵仮称︶の計

調萱研究運絡会では二騰の会合で

として一昨蕉発足した海外原子力

臼米原子力脚去ムの溝報謬論窓口

する建だ︒

の趣きさえある︒わが国からは宗

洋会議へ
海外摘報運絡会

原子力船の平箱利用研究の国際

画動体化を再確認した︒米ANS

交流を積極的に促進しようという

てきた︒四月二十一頃からニや五

機運がこのところ内外で盛り上っ

周にハワイで離郷︑アメリカ︑カ

の呼びかけで来航＋一月か十二

太平洋沿摩罷国の研究琶︑欝欝蒙

ナダ︑麹國︑オーストラリアなど

日豪でパリで初の欧州原子力学会

イギリス︑イタリア︑ベルギー︑

が開かれる︒フランス︑西ドイツ

スイスの各原子力学協会が結束・

調テーマに︑原子力開発の今後を

得て﹁発展朔にきた原子力レを基

下プログラムの準備が進んでいる

通する問題を酎議する謝画で︑図

輸送など燃料サイクルを生題に共

来原子力学金︵ANS︶の協力をを簗め︑ウラン資源︑使用済燃料

占おうとするもので︑ジロー仏原

という︒

性散乱の分子生物物理への応用扁

甥践︶という研究や﹁中性子離聾

︵北大・菩上和彦氏︶などに新津

設の建設とその運転﹂をはじめ︑

念設計扁や﹁放射性廃爽物処理施

ず︑なんとなく物足りない印象を

幽係の研究にユニークさがみられ

てきている︒

霊技術確立への財欲が盛んになっ

からは特にである︒

の鍛適設計への要求が嵩まるこれ

が吸魑されることがわかり︑大騒

ムの採取実験で︑海水中の篇O％ といわれる基礎研究の拡充が期待

阿部史郎氏は全国約九齎地点での

定の硯状報儀があった︒放鷹研の

会

﹁ホウレン草の獺子にガンマ

▽翻芸学会昭和五十年慶春攣大

があらわれるのは照慰により生理

ることを確認した︒生湿健濫効果

ないのが現実︒松原馬は門研究と

しかなく︑企業化ベースの施設が

けないなどの特貿をもつ︒ソ運は

活性ガスであるため化学変化をう

様々な現象変化に追随できる②不

で・半誠期が短かく︵三・八日︶

などにまだ難問が残っているとい

が︑測定データをどう分析するか

崎︑川崎近辺で観測を続けている

を中心とする研究グループが御前

ない︒

八十三︑ゾラド﹂と報告︑外国に比

る年間被曝線羅は内部被曝を禽め

短縮が期待できるし一1︒照射で 岡研究班は嵐漿︑人謬︑チューリ

れ︑これにより増収や栽塘瑚閥の

ップ︑スイセン︑ツツジなどの圏

まとまって礫罵放射線利用特設を

られるようになると︑関係業界が

後農鎚関係の利用がいろいろ考え

シゲント地震では十奪以上の系統

ラドン測定を地盤予知に応用︑タ

われる︒

実験は・講話の線鰍を照射した種

︵璽京鷹工大︶の四号の研究班︒

欝促進効粟は①作

放射線による生

東

田島英三氏

内田秀雄氏

大

大

市川龍資氏

鈴木頴二氏

都甲泰正氏他

4月23口︵承︶・24︵木︶

・ところ 麹町会館︵導爆・重河町﹀

・と き

5︑パネル討議⁝−右記の講師と

：−東芝

4︑原f力施設の安全対策

・：・放医研

3︑環境保全対策︵廃棄物処理問題を含む︶

⁝−立

2︑ソ連の原子力政策

説：東

1その安全技術・環境対策を中心に

原産セミナーシリーズ瓢

伝えられるほか中

的観測から予知に成果をあげたと

いてJRR−3を用いた実験結梨

会原研・池添康正氏が核分裂片

︵酉電子ボルト蚤たりの一酸化炭

る︒実験から︑核分裂片ではG値

を報告︒炭酸ガスは放射線のエネ

変動で離脱したラドンが水に容甥

素生成鍛︶は六・七でコバルト60

認しているといわ

による炭酸ガスの放射線分解につ

照射で野菜20％増収
密書できるような体舗が必要にな

に溶けこむので観測井芦水系に濃

ガンマ線の三・五より習いことを

ー源としての一酸化炭酸を生成す

物が軍く収穫に適した大きさに

るのではないか﹂という︒

度変化があらわれれば地般変化の

ルギーを吸収して︑獣料エネルギ

播帯し・七週間後の生鮮璽を調べ

なり︑栽培期間を短かくできる

前兆をキャッチできるのではない

れる︒この予知法

鱈放医研灘境衛生部展は﹁これか

たもの︒それによると︑一⊥欝

▽第二十一薗遜撃応用物理学関

実用化体制の確立課題に

方での発 表 に 人 気 が あ る の は

り低く︶の数値標示︑年開麗ザレ

ら講演される方々はいずれもよく

係運合購濃転輪黒瀬申のラドン

は地纐深部の地殻

国でも有効性を確

▽臼本化学会第三十二園春挙大

検出器開発が

豊作物でも増収傾

く︑人気は上々︒金囑教窺のうし

子を照射の翌獺︑膿工大の圃場で

じ溌表するならバスや電黛で行け

ムの測定綴織には禽後とも測定法

いらず残留亜目に対する不安感

②成罠促進の︐ための薬剤処理が

試委

験託

照照

射射

原産・業務課電話︵105︶一〇六五

詳細については次にお問合せ下さい︒

難題鯵主業鋤︑了円︵含資粗削食代︶

い出した﹂︵大分工大・古屋仲芳

産するうえでの一応の可能性を用

の燃料資源リチウムを工学的に生

の海水を購いて将来の核鎌瀬反応

子力庁擬官︑ヒル爽原子力公社総
鍼ら欧州各国の擬灘番が一望に会

プロジェクト

﹁原子力施設から放出された放豹

駕会を全般的にみると研究のプ

よそ二〇％減﹂という︒

そこで︑藁寮に簾つた今年の年

騰鶏で二⊥瓢簡の誤差を見込まね

状の計籔近似化などの制約から線

万の三鷹を擁するマンモス蛍広

くい︒外蟹のコストを儲熱するほ

を繰りひろげ︑少しでも優位

性物質による環塊放射線への樹与

争

会はどうだったか︒発表件数は三

から小じん盛りまとまった少数
着篭＋四︑昨葎の四百七を二四っ

糊鋭の学会まで︑それぞれの趣

ロシェクト化が困につく︒原研の

とも関連してある書味では核設計

蔽研究は材料の放財線撫醐や発熱

﹁多眠醗樹葉ガス実験炉の幽幽概 味がみられた︒しかし総じて大学

ばならず︑その克服には経験を綴

だQしかし謬濫掘は増え︑箪幽し

で聞に合わす騒ぎ︒約千人が登録

爾究のプロジェクト化目立つ

むより手がないという︒また︑遮

遠心倉離一人立ちへ

向を諮りこんだプログラムに沿

れていった︒四月目じめに開か
し︑三田闘に延べ二千近百人が足

た謬至芸では足りずに急造謬四丁

れた冒本原田力学会の昭繍五十

則

十五億円と大塔アップする︒手簿

蔑の二十億円から五十鉱蔑には三

る文部省の研究予算は︑四十九隼

大学關係の原子力研究を蟹轄す

残したようだ︒

圏由研究では﹁イオン・リター

安全研究︑高角購開発などに関遮

デーション樹脂による海洋リチウ

や炉物理より難しい問題をかかえ

かなかった過糞と違い自主腸発で

い︒オーバーデザインを排した炉

する安甥な認識はもはや通閉しな

を運んだ︒

に立とうと懸命だ︒だから研究成

間の先進國儒牽が陰をひそめ︑自

感触が分りかけたいま︑関係餐の

した境界学闇領域にその傾商が強

公開の原

巣の学会発表は︑機密擬持の徹底

扱い︒もちろん学会発褻で装躍や

せばいい﹂程度の遮蔽に忘

こうした盛況に﹁例庫より手癒
分を測定する堀磁器剛五︑︑ザレムを

した外型でまず皆無︒

ているといわれる︒﹁尾りなけれ

えがあっだ﹂のは葎会の原子力機

バックグランドに比べて低いこと

騨価するためには放射線レベルが

から一階間滋たり○・一欝レント

ば足

た︒︵カット写翼劉原子力学鼠

羅展示会に原子力用部品︑放射線

マン︒活発な引含いに説明に熟が

される︒

こもった︒学金シーズンたけなわ

る篇︵票大炉・櫨山幸典氏︶と測

ゲン程度の検出感度が要求され

い︒

薙金の禽場となつだ廉工大構内

翻定羅などを撮品した各社の営業

盛況に﹁手応
えあり﹂．．
も盛

ん︒原子力︑核医学︑薬学の三学

移動調蚕でこれまでに簿た線蟹測

という箋周化への問題がある︒今

実用との間をつなぐパイプがない

かけもち展示

会踊約三千五騒人という原子力

大手メーカー︑日本無線医麗学研

会に展示凄酷した放射線計測雛の

が増えると同購にホルモン生産も

機能が湧発になり︑栄養分の利用

ともなると

学会は毎年各地の大学を巡って葺

菓︑顕著な生育促進効柔が認めら

線を照射してその生育を調べた糖

機器展示

会や分科会を匿いている︒無会に

定結果をもとにわが国の国属平均

に気を

ホウレン輩のジャンボ化に成功し
﹁環境放射線測定しはいわゆる

環境放射線測建：

ろには立見庸ができた︒購濃開始

・

総台講演﹁環境放鰯線測定の現

のあいさつに立った座擬の渡辺博

るところより特急や新聯線に乗れ

ラドの比較的低い線羅を照射した

を確認しだ︒

冤い幽し︑化学用原子炉の荷雨牲

場舎と末照豹のもののホウレン草

かという考え方に基づいている︒

と︑本

わが国ではこれからの方法として

する必要もありません

微難路素の放射線計測についての

知られた方ばかりで今さらご紹介

を取り除ける︑などの利点があり

確寛が急がれており︑策大理学部

や測定器の開発に努力が払われな

︵七十株を単位に二十一単位︶生

が集まった︒ラドンは①微羅元素

講演︵原研・野口正安氏︶に関心

ければならない︒また施設ことの

人たちが嘉しており減す﹂とテレ

だ低線羅の照射施設は公共機関に

実以化の可能性はナ分という︒た

という還距離願墾心

ビCMばりのオチをつけて会場を 鮮璽を銘署すると二〇％ほど照射

るところ で

二輪劉当てという国際的な方陶を

株の方が婁く︑生膏促進効果のあ

経験則

によると﹁地方開膣の鵬盆︑滲加

学金の正本覇覇局餐の

築いの渦につつんだ︒ふんい気づ

理が発表巻に働らくためらしい︒

る︒

増えるかわりに余体の謬加者数が

状﹂では︑﹁アズ・ロウ・アズ︒

課題

べやや少ないと指摘した︒

お披二目

したところも少なく 線羅を推定し︑﹁自然放射線によ

藥北大︑そして今年の東工大 の

限れば︑この三階間︑名古塵大︑

動展ジンクス

順︒が︑瑠覇局はこの数年定鵬化
してきた

もんでいた︒﹁東崇を離れ地方都

たのは︑松原︑須田︵都立アイソ

向を確認してい

減る︒康崇では逆に論文が威って

プラクティカブル︵実胴可能な穿

祉会的安全

晦

穆加者が増える﹂というもの︒地

帯で麗く単会発表では論文件数が

とのつながりも深 トープ総禽研究所︶︑村上︑松本

増大するためと考えられている︒

究所のようにいくつもの挙会に

ノー！一！ーー︐⁝多多！ーー！ーノーノノノ

のある葭本だけが唯一の例外

の三分咲きの桜・四貝写す︶

矩年会などから語題を拾ってみ

って今年も新たな知兇が薔積さ

◎
辱

考えると︑被曝線綴群価だけでな

干370−12i

日本原子力研究署内
0273−46−1639

群馬県高聴市綿貫町
TE工」

研

く施設別の偶報解析の必要性が出

財団法人放射線照射振興協会

究

配数︵動綴数︶は璽東に比べてお

放射線照射の利用

傾
向
大進
型む

（4）
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難謝三項目を目頭で了解

日に外簗︑安全保陣の濁含圃会識を開き︑宮沢外画から霞置合愈の内容説明を受けて︑批准詩題に

ことから︑新たな局面を迎え︑同条約批准案は今国会に上程される冤懸しとなった︒囲蔑党は十八

大統領︑キッシンジャー国勝二二とそれぞれ会嵌︑預来翰神保騨体制の堅持などが確認︑舎懲された

せ︑北沢・外交︑有閉・安全保障

墾を受けて︑その姿勢を軟化さ

界などからの學期批准の提欝や要

よる批准羅蕾の鋭明︑産業界や学

慎堕舗も︑その後︑外務省叢薄に

対する鍛終態度を決めるが︑今国会に上程するとの結論が出されることはほぼ確実とみられる︒しか

の両目蚕日長は︑八︑九の爾臼︑

わが国の核拡散防止柴約︵NPT︶批准をめぐる動きは︑このほど蟹沢外相が詰冷し︑フォード来

し鋼筆党内には依然として慎璽論も強く︑野党の動嘲︑国会の審識日程などもからんで︑露国食に上

①臼米安貞体制の長期堅持と口塞
防衛義訓を米側に再確認させる②

政

府

総理哨は十六日︑理化学研究所

長に前千葉工築大学学長の禰井伸

福井氏は昭和五年東大工学部機

ルギ1についてのみで︑このため

での例えば原子力発醒の必備づけ

経済薪五力無計顧づくりにとりか

て五十一蕉度からスタートさせる

現在︑経済企画庁が中心となっ

ルギーの研究開発t一など諸問題

ンシャイン計画の推進など新エネ

制の整備︑石炭政策の兇醸し︑サ

エネルギー対策や叢書石油開発体

および原子力発電の推進ほか︑省

布石ともみられており︑今後の成

ネルギー話題の難語打開へ大きな㎜

﹁むつ﹂候補地

外務︑僅汝木科学技術の各閣僚を

理ほか河本穏産︑大平大蔵︑竃沢

は三木鳥目を座隅とする福田副総

など一次エネルギーに限らず︑電

めていく考えで︑その際には石油

後の六十矩をメドとした検謝を進

策驚との瀾連もあって︑まず十無

とくに需給疏通しは︑新経済針画

たものQエネルギー対簾閣瞭会議 れまでに厩まったところによると

し・候補地の公表は闘日以降閣議

地方選挙の終わる二十七日以降と

藷つた︒また地元との交渉は統一

り︑井出宮房長齢に報告した扁と︸

私と太村運輸相との闇で淡めてあ⁝

会見で﹁新羅係港候補地は先六週

イムリミットである十四日の記名

力船一むつ﹂の新定係港淡定のタ

ト

γ

三菱璽工業株式会棄

二氏を発令した︒

械科卒後︑理研に入所︒葉大教

三十四無棄大航箆研究所擾︒四十

授︑理研霊任研究風などを経て︑

三無に千菓工大教授︑理研名懲研

ら千葉工業大学長︒明治四十一無

究員︑東大私曲教擾︒四十六隼か

生まれ︑本籍梨京都︒工学博士︒

一嘩

つ﹂の放射線漏れ闇題を契機に廊

が︑ここではまず原子力船﹁む

在化してきた安金性の確保に焦点

ジャー会談で口頭了解として成立

を当てながら各種施策のあり方を

した臼京の安全保鰭に関する禽葱
を﹁非常に績構なζとであり︑慮

薄極豪していく匿えで︑このほか

分もここで改めて確認するしと述

このため・霞民党のNPT批准国民から理解を得るための会悪と

へ・舎恵について薦確認した︒

ウェイトをさらに商めていくこと

慣璽論の三条件の一つであるB米 りつけ方策の検討などについても
安傑体制の終期堅持と︑日本防衛

エネルギー間題についてはこれ

となるもようだ︒

れたことになる︒自民党の外交お

鍍務の米側確認は︑これで解決さ

相の諮問機関︑植村甲午郎会長︶

まで総含エネルギー調萱会︵通産

舗給毘暫しなどそこでの検討は石

が種痘検討を璽ねてきているが︑

よび安全保障両調査禽は十八日に

の説明を

合岡会議を開いて︑宮沢外相から
口頭了解による会悪

受け︑党としての実照的な鍛終慧

准承認案を上程するとの結論が出

度を決めるが︑今国書にNP了批 油なり原子力なり個汝別汝のエネ

わが国全体としてのいわゆる総合

の必要なことが各界・鑑識覆から

エネルギー政鍛の立案と︑その中

されるのは︑ほぼ確実とみられ

墾論も根強く残っており︑三太内

強く叫ばれていた︒こんどの﹁総

かっているが︑その墓調となるエ

はすでに決定

佐々木畏留語る

メンバーに︑その他閣僚も嘘聴必

力やガスなど二次エネルギーも予

佐六木科学技術庁長窟は︑原子

要に応じ出席を求めていく．−遅く

測をたてていく方針︒とくに原子

二菱原子力工業株式差

されれば︑NPT批雄簗を今国会
理化学研究所の
に上程し︑審議する一iとの澗調
査禽舎同会議の結論を椎名副総 理事長に福井氏
ら党首脳に報告︑大筋の禽愈を得

鍼︑灘尾総携会長︑松野政調会長

て︑窃民党としての纂本的な態渡

た︒さらにこれを受けて北沢︑

を﹁今国会上程偏の方向で固め

に禽って党側の覧解を説明する

菊田澗氏は九陪年後︑三木曽棚

とともに政勝が三条件を満たすた
め努力するよう要望した︒

一方︑宮沢外相とキッシンジャ
ー国務造影による隠米外棚会談は
十一日午後︵臓本蹄間十一一臼午
荊︶に来国務省で開かれ︑インド
シナ欄内︑三木蟹相訪米問題など
とともに︑今会議の霊要テーマの
一つとなった帳〆安保体制再確論
の取付けについて旨し合われた︒

田米安保体制問題については︑

雨蓄の間で①静振条約は引き続
き堅持するのが長期的に双方の利
益になる②米の核能力は田本に対
する攻緊への強要な抑止力である
③※國は日本に対し核または通常

する条約の義務を璽回する︒賑本

の武力攻盤があれば︑二本を防衛
は安保条約の義務を贋行ずるとの

?昌の了解について合議が成立 る︒しかし可決として党内には慣
した︒この了解は双方が口頭で確

ていくか︑また野党の動議︑国会

閣がどう党内の愈慧をとりまとめ

富沢外相はまた十二日年離︑ホ

認したもので文藩にはされない◎

舎エネルギー対策欝欝会議﹂はそ

として新しく

の審議日程もからんでくるだけに

ネルギー対簗についてもあわせて

をとりあげていく計圃だ︒個別の

らの要望に政府が応えたもの︒工一

設躍されたもので︑経団還などか︸

検討の場

ワイトハウスでフォード大統領と

批准案が承認されるかどうかは︑

うした
会談したが・この会談でフォード

楽観を許さない状況だ︒

稽えていくことが必要と判断︑福

問題についてどのような横討を進

多妻多！クグ多！！！タ！タ多多！タノノノ多多！多ググ！5

大統領は︑前日の寓沢・キッシン

田副総理兼径企庁畏富と三木首相

の鷲諾めが行なわれているが︑こ

めていくべきか各雀庁禦務ベース

り行きが注翻されている︒

で合態︑この日の閣議決定となっ

が語含つた結興一閣僚金議設躍﹂

ネルギー箏閣の実態や動向などに

も今月中には初会禽︑濠ず内外エ

高速増殖炉フラント

三菱原子燃料株式会
三菱躍機株式会社
三菱商購株式会社
三菱金属株式会社

PWR原子力発電フラント
PWR船舶用原子炉設備

程されても︑NPT批准璽自体が承認されるかどうかは︑まだ楽観を許さない構勢といえよう︒

五内体制の確立をはかる齢原子力

政府は防衛︑安全保隔についての

しかし・愚民党内の外交︵北沢

蟹的にすべて終えたことになる︒

NPT批准問題が政讃田程の巾NPτ批准のための外交交渉を実 慮していた︒

平和利騰のための施設や予雛描躍

の諜題としてクローズ・アップさ
編曲会展︶︑安全保瞳︵筒鞠育一

を充実させる︑との三条件が満た

だが︑自桟党内には︑この禽慰

れだした契機は︑査る二月︑わが
会蔑︶両潮騒禽を中心とする批准

決したかもしれないが︑わが国の

国民のコンセ
ンサスが必要

騰．

團と園際原子力機関︵IAEA︶に対して門平等性確保の煎では解
との間で︑かねてから逸められて

いった︑調印に際してわが国が主

いたNPTに墨つく傑随描麗︵査安金保瞭の確立や核蟹縮の推進と
察︶協定箏内交渉が盆意に達した
沖した三条件の内︑二条件につい

北沢薩吉・自畏党外交調査会畏

ことによる︒懸纂であった平等性

の懸外交︑安金保繍の両調査会

暴言

今後一十貰聞にわたり︑わが国の

ることになるので田程的には覧月

納縄した上で批漢を

針路を決めていくだけに︑その批

台同禽議での慧兇も熱酷ってきた

に入ってからだと思う︒

てはなお十分ではなく︑NP？が

が受け入れられΨ簿性の

ので︑①日米安傑体制の希薄的堅

確傑の問題も︑ほぼ臼本側の主張

︵ユーラトム︶の保随描麗協窟と 准については慎璽に取り扱うべき

とされていた欧州原子力共岡体

で︑早惣に拙准すべきではない﹂

灼象

岡内容となったほか︑最患園待遇

の三条件が満たされれば︑今團会

ための施設と予騨を充実させる一

に批准承認案を上程してもよい︑
ということだ︒批准そのものに螢
成ということではない︒十八賦に
合装会議を開いて︑鷹沢外房から

の説閣を闘いて最終的にどうする

キッシンジャー擬窩との金談内容

かを決めるが︑今国金に批准案を

上程することになるだろう︒NP
T批准の楚醤については︑惣髪党

講識をすることが乙津であり︑国

内だけでなく︑国属の前で十分な

民のコンセンサスを得ることが不

可欠である︒なにしろNPTは︑
今後二十黛にもわって日章の叢論

力発電は︑脱石油へ本命視されて

蔓解膝羅懸隔
ついて物流局かろ説明を聴取する

洪定したもの一か所のほか畢備候︸

政府は十丑日の曲輪で︑三木三

ルギー政策立案とあわせ︑その中

いるもの︒閣僚会議でも総舎エネ

を決めてし塞う艶饗な問題である

における今後のエネルギー政簾は

のを手始めに︑次圃野営︑わが国

ているという︒

補地がいくつかリストアップされ

摺を座罠とする﹇柵戸エネルギー

で原子力発電をどう位躍づけてい

対策閣僚会議﹂を設けることを正

くかが最大の課題となる冤齢しだ

し︑専門象の悪見を闘くなど︑納

どうあるべきか︑長期資望を踏ま

漏した上で批准することが必蟹で

えながら当面の羅給発艦しと対策

武決定︑今月中にも第＝測点含を

三菱PWR原子力発電プラン

世界の三璽

あなた：の三菱

安全性と信頼性に定評ある

理；嚇：麗

福

（送科藁｝
肇部70円

、

開くことになった︒

原子力の位置づけ明確化へ
ある︒国会への上程は︑総軍会に
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形弐附にはかられたあと提出され

総合対策で閣僚会議
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確立をはかる③原子力草藤利用の
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府は︑宮民党の盆慧驕りつけに蕃
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力

めだっ国際的な連帯
纏％藪解決策に注目集まる
風光呼びで知られるライン川の沿岸地城でこのところ︑原子力発醒所の立地をめぐり施設暫の政府︑
躍力会社と受入れ側の地元倥属︑環境簸らとの論争が限堰しに強まり︑一部では建設敷地が反対派住
民らによって実力で占拠され︑麟工を檸止されるという禦熊も起きている︒ライン川沿摩での原子力

画促進というねらいとあくまでも自然潔塊を守ろうとする環境蒙らの主張が入り乱れており︑今後の

工が止まっているウィル原子力発
観点からこれまでにも激しい論争

立地は︑自然環境を破壌するとの

には数鯨ランド︵続行換騨レート

U︵分離作業蠣位︶程度で︑建設

月二十七醸に理工したが︑地響反
対住属︑贋境象らにより敷地が占
拠され︑珊実上工珊はストップす
るとともに︑行政裁判所からも建
設の一時檸止命令を受けた︒この
件については控訴中だが︑巌終鮒

﹁﹁

卿昌
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R︶二基とスウェーデンのアセア

いる︒同原難盤はフランス墨

水型原子炉︵BWR︶一基︒四＋ており︑フランス技術の天然ウラ

・アトム社製六十六万KW・沸騰 力公社︵EDF︶も一孟％出資し

さ八十耕の臣大な格納容鋸に納め

大出力は四＋九万五千KWで・爾

力容器︑炉心︑熱交換器︑二次回

は八六・六％と撹界有数の運転実

られている︒一九七四鋸の稼働率

六年申に運開の予定だが︑その一学

四芳KW︒PWR一昼機は︸九ン
七︒黒鉛型ガス冷却炉である︒尾

器・装蟹は璽紙製︑復水羅は米罎

同発起駅は二酉五ナ層の沖辺︑

績をあげた︒

路︑交流聾児機はソ運製︑諸測定

・フィンランド製︒他の二選は一

九七八年申に完成の予定︒計醐で

はさらに周じサイトに四十四万K 深さ十三耕の地点でパイプを通じ

ンス︑スイスなど多国簿グループ

運動だけでなく︑西ドイツ︑フラ

万KWの囲標を達成するために 水にはパイプに貝類が付魑しない

八万KWだが︑一九八五年に五酉 娚鴎客窓︑璽期二十四時闇︶︒排

ている︒これらの含掛繊力は三菅

BWR一基を建設することになっ用︑温度が六〜七度上った撲水を

W・PWR二基と六＋六万KWて・
海水を吸入し︑冷却水として使

一方︑フランスにもこうした動

の入々による運動であるという点

自されることは︑すべて自麟内の

きが悪まってきており︑立地点に

であろう︒その点︑これらの原発

所二階を建設しなければならな

は・さらに百万KW級攣力発電よう塩素を混入している︵一立方

の図鑑もとられていないという︒

またスイスでは今月初め︑罷工
選定されているマルコルスハイム

かによっては︑欧州金捧の翫画へ

建設隠止が今後どう進展していく

な点鼻がつくにはまだまだ時聞が

原子力発雲珠がGAKと呼ばれるでは︑西ドイツのウィル原子力発

に踏み切ったカイザーアウグスト

か︑政府の化学プラント建設にも

肥所に近いということも影響して

ンスの原子刀計画撚大はそのやり

の影響も必簗とみられ︑特にフラ

熱水を供給する多目的炉が翫圃さ

近郊をツイトとL︶︑同市に暖腿用

い︒そのうちの

基はヘルシンキ

度は撲水口近くで冬期二十一度︑

菅二十三ゾ︶︑このため海水の温

耕につき一〜五鰐婦一九七三年三

毎秒三万三千拐放出している︵冬

環唖グループに建設を実力で陞止

反対を表明しており︑原子力発露

薫にあげられるものとみられる︒

かかるとみられている︒

された︒敷地の占拠は現在も続け
られているといわれ︑施設蓄側は

いわれている︒

所についても難色を示していると

七四鋸璽には三か月間三十度をこ

ので︑法律による翼力排除を州政

っかないと心配している︒謙た一

ER？Sはパンデロス沖海水の色

九七二年八月には米国の人工衛星

えた︒漁民はこれでは魚類がより

総禰要の二〇％を供給することに

発醒は一九八五年一次エネルギ⁝
螢源の開発を続け︑世界有数だが

なる︒

れている︒計薩通り避めぱ原子力

水力と薪炭だけ︒輸出の五〇％を

来開発の泥炭鉱山︵埋藏踊石油換

しかし︑原子力発墨所偲では温

異変を認めた︒

にはバルセロナ漁業協会が岡様の

の変化を撮影しており︑今鋸ご月

するので曖麗周の干支が大きく︑

占める紙パルプ工業と塞構に位醒

地中海沿岸で
ス原発

も熱影響問題

始め︵︸九八五年一次エネルギー
石器の五％︶︑石炭︒天然ガス焚

籏二十億〜二＋五鐸︶の採掘を

いる︒﹁九七三銀の総購要は石麹

輸入エネルギーに大きく依檸して

これら一連の原発反対運動で注

法的黍続き間門を得だ魑工である

府に要舗しているが︑いまだに何

N五百万

KWを目標
フィンランド
︻パリ松本駐在鼠︼フィンラン

パンデ

︻パリ松本駐在贔︼地中海沿岸

三二

多

めと反論している︒

渡が三度上興する地帯は八診︑一

かも璽堀にはさらに縮小されるた

度上濡する地帯は二十四診で︑し

設を鑑識する葱同である︒

初のスペインのパンデロス原子力

き火力発電所と原芋力発電所の建
が︑このうち七一％︵石炭九％︑

現在︑フィンランドで建設申の

九八五隼京でに五酉万KW 換籔二千二百五干八面ゾに上った

の原子力福二所を建設し︑エネル

言出五七％︑璽力五％︶は輸入で

ドは

ギー購要の拡大に応じて行く憲向

多：

発電所周辺の漁幾や観光篭鳥が原

多多多⁝

四万KW・加圧水型原子炉︵PW
発反対運動を起こす気配をみせて

多一

原子力学高所は︑ソ連技術の四十

多二

うめた︒エネルギー計器では石油

多多一

輸入依存度を引き下げるため水力

・︐多・

だ︒もともとフィンランドはエネ

誓：︐多多︷︐壽一︑多＝︐多多
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予

糸社場阪
東本工人

として、事故の砦搬を追求し、高度な品

発躍堺建設には繭ドイツ︑フランス︑スイスの三國が力を入れているが︑政府の岡地城での工業化甜

ライン川沿摩には︑フランスが
電駈など︑さらにスイスでは運転

南ア首相は七日議禽での特別園圃

がのU308が四＋五罪ナ︑＋践
のコロラド州グランド・ジャンク

られたデータをもとに︑ERDA
ポンド当たり八談のU308が一年の調整膳点で︑ポンド当たり八
万二千六貰沙採掘され︑製錬所に

るという︒昨無の讃査ではウラン

た︒

がのものが蕩万沙と想定されてい
また瀦在資源撮については︑昨

送られている︒

石樋にして八千三資万沙に相当す

08換籔で二十七万七千ジと想富 り︑想定したもの︒昨無一年闇に

鉱石蟹で一壷二千九酉万ジ︑U3 ション購務駈がとり蕊とめに当た

431〜5
833−2
313−2

技勧
琶業所

と1『τ1時に、原∫力用ハルブの大きな特色

しかし 高駐＝流体には承り適aなかった
のでづ．でれを、61kg／cm2という簡圧で、

質保証かなされておりまサ。

ライン川沿摩における康子力発呼所立地の行方のカキを握る問題としてその動向が注冒されている︒

すでにフェッセンハイムに出力九

＋三万KWの加圧水型原子炉︵P中のべズナウ原子力発蹴所︵PW が繰り返されてきたが︑建設反対
R一一夏︑⁝出し刀各謂一十六万四千K 派が爽力で敷地を占拠し︑魑工を

るきっかけとなったのは︑爾ドイ

W︶を譲に︑これも鍛近細工を 阻止するという行動を表面化させ

ェルスハイム︑ロテルブールなど 反鮒派によって爽力で阻止されて
ツのウィル原子刀発題所である︒

コルスハイム︑サンドハウス︑ジ

いるカイザーアウグスト原子力発

WR︶二 薯 建 設 中 の ほ か ・ マル

を立地醗捕に上げている︒また西
口臭発は州政鰐の建設辞醗を簿た

の蟹成という経過を踏まえて︑二

後︑地発住民の村民投票で五五％

ドイツは運門中のどブリスA︵P 購所など︑それぞれ数多くの原子

ライン川沿康での原子力発躍所

実規模ウラン濃縮工場は一九八

の中で︑バリンダバで建設中のウ

部運転に成功︑現在︑南アフリ かかる︒しかし︑どの現荷プロセ
スよりも安い︒サイトについては

R21Q
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一二ーー

会社

郎港区

工

平函ノ

と，iわれていました、

★高理カス叢欝試験製適認定穣婁所（認定恥21ア｝

気圧シリンダによる自動操作を完成しま
した。原f力発曜所のパルプ耐圧部につ
いては、設剖が命30〜40年とされ、垂直
および水平雨方向の、地山荷薫等の検討
も要求されます。これら、耐久捌の考慮

御かでさるのです。ボールパルフは構造
か簡嘩で、操質し易く、理想的なパルフ

WR︑出 力 酉 二 十 万 四 千 K W︶を
力発聡所を建設︑翫画している︒
はじめ︑環在敷地を占拠されて張

南アが濃縮に成功
四年象でに運転を開始し︑二年後

南アフリカのランド︒デイリー

@総噸84年に運開を目標 プの八ラ六ン年トにのは年全闇能能力力生産はに五入千るナ︒SW ルギー資源にとぼしく︑国内では

・メール紙が四月八日付で債えだ
ラン開国パイロッド・プラントが

で一ランドは丁四七がに相当︶

ところによると︑フォルスター︒

まだ鍛終的に決まっていない︒ま

されていた︒今回の調査で埋蔵璽

の埋蔵醗自体の減少を示すもので

想定が減少しだのは︑ウラン鉱石

範囲内でのウラン手当てが難しく

はなく︑ポンド嶺たり八がの価格

今回の調査は︑嶺初からの試錐

なった現状を示すものである︒

評価それにウラン鉱業弊から霧せ

グ＊

麟

＊アリゾナ、ノース・ダコタ、サウス揮コタ、テキサス、ワシ
ントン、オレゴン、モノタナ、カリフォルニア、アラスカ

カは磯縮ウランの商業化を翻標と

た︑南ア独圏のウラン濃縮プロセ

来エネルギー研究開発局︵ER

茎83

制

各州による想定鉱石埋蔵1敦（75年1月1日現在）
一ポンド、穫たり10ドノレσ）UaO8一

する大型プラント建設掘進に向か
っていることを明らかにした︒

力姿学長が今月下旬にパリで開か

スについては︑A・J・ルi原子

れる欧州原子力会議の席上でその

南ア原子力婁鍛蕪が︑ガス拡散
法および選別分離法など既移のウ

概要を明らかにするであろう︒
爽規模プラント謝画については

ラン韻図法と全く異なる独自の方

憩︑当晴各團から疑惑の目でみら

一昨奪五月︑コーンホフ鉱山棺が

法を開発したと発表したのが五年

れたものだが︑今回の発裏でその

の計画への旗蜷を譲禽が承翻して
おり・建設には当時の金額にして

議会でその概要について報告︑そ

約葺懸灘千万ランド︵嶺隠の円換

懐疑心も払拭されそうた︒フォル

ントの成功裡な運転について﹁外

簾で約二千暫七十八憾円相漫︶の

DA︶はこのほど︑今黛一月一B
現在の米国のウラン埋蔵羅調蛮結
果をとりまとめ︑発表した︒それ
によると︑ポンド嶺たり八十また

均約○・二四％級酸化ウラン︵U

Q，490万

スター首相は︑パイロット・プラ

トが完成したことは︑われわれの

投蜜が必要と想定されていた︒

国からの擬助を受けないでプラン

国の将来の科学・枝術開発に多大

南ア政府は︑ウラン濃縮閉発の
趣旨について平和目的の商業利罵
が第一で︑核兵器開発競争が目標

語った︒

な宮儒を与える紬粟となった﹂と
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8ドルのU308は20万㌧
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レーザーを振う嗣位体分離の研究に魑噂した︒研究は約三

分子励起からアプローチ
位相の撤つた光の束

4億7千万KWに︐一
にされている︒

この調葦は原産が略奪︑六月末

WR十一基八頁四牽四万KW︑そ

今回の調責期間における臨界の

の硬鱗戯書八＋七万KW︒

動向を概観すると︑米国では一九

と十二月宋現在の二回︑望外偶報

七四隼に発注された発電炉は二十

電二塁気慰力三万KW以上の発電 三墓二千七哲四十一万KWと前年

前回に比べ︑今圓からは新しく送

中の原子力発駕所は総謝聖霊十五

を中心として調査しているもの︒

日本原子力窪業会議の調査によ

世界の原子力発電設備容量
ザー工学のマイクロ波物理研究塞

べて大きく減少したが︑これは経

駈容備設

数尽

騒二業設

数棊

1094π4

534

633謁姻

プラントが運転を開始し︑覧〜十

琿には米国の二つのパイロット・

議副会長︶を推せんすることを︑

期会長に伏冤康治氏︵扇本鯖術翁

いることなどの立地条件を備える

しているのに対し︑答弁欝は﹁安

とは原子炉等規制法違反﹂と輩覆

在︑松山地裁︑水戸地裁でそれぞ

三件国︒二件の訴訟については規

子力発電東海第二発電所に続いて

訟は四團鰍力痛悼発電所︑写本原

許司処分の取消しを求める行政訴

なお猿子力発魔所の原子炉設園

摘している︒

いて規制が行なわれている︑と指

法全休としてはこれら各珊項につ

ぞれ規制が行なわれており︑規漁

で原子炉の設腰許司とは別にそれ

安金性については原子炉等規制法

棄の安盆性︑原子炉運転廃止後の

聡送の安至性︑固体廃棄物海洋投

②再処理の安全性︑細編済み燃料

禦業法で所要の規制が行なわれる

についてはいわゆる公工法や羅気

る卵嚢はない﹂と反論︒①濫排水

で︑原儀側主張点について審査す

騨がないかどうかを審滅するもの

来する災讐の防止を図るうえで支

ギー機蟹研究所長の各氏︑監購に

京大教授︑藤井勲束芝総研エネル

二郎三菱原子力取締役︑貝藤知典

授︑鈴木弘茂東工大教授︑長沼辰

子力技術部長︑堀川孝儒藥北大教

常務︑理購には一文字正三住友原

されるが副会長には吉岡俊男原鱈

監覇一人︶も任期満了に伴い改選

のうち単数︵副会漫︸︑理事六︑

落合

7430硯

遅延や契約の無期延期が相次い

十一万KW・ た︑原子刀発電所の軒並みの建設

める翻含が鰻も多く総謝冥冥八千

た年七墨の発注計画は庫六指にダ

れ︑石油ショック暇後に発表され

ど石蘭暖出国は諮樹した外艦で原

W81046333322111
11一＝︸
九酉四十〜万KWで六・エ％︑蟹 子力雛電所を建設する計画を進め

四％を占めている︒ガス炉は二千

八百七十二万KWで余依の八二・ ウンされている︒一方︑イランな

炉型劉黒瀬容墨では︑軽水炉の占

四颪六＋三万KWとなっている︒ だ︒この現象はフランスにもみら

建設・密画中は四面五十三右四憾

六＋二基六千七百＝

済状態の郷滞による爾力業膵の財

の三十八基四千二颪八万KWに比

中画噺剛建

中学運

素を含む分子を励趨する研究から

二後には実否横プラントが稼動し

二二凹凹

敷璽偶葱化がその主な饗顯︒窪

炉に対象を絞り発注ベースでまと

る方法の開発が進んでいる︒すで

漿計によると︑うち運転中は頁

基︑設備容蟹にして四懸七千百九

にローレンス研で質墨分析器の検

月末までの動議を調蕉したもの︒

ると︑一九七四年冬二月束現往で

めるぽか︑波擬︑出力︑安定性な

出にかかる程度の羅のウラン脱が

出発︑独自に璽礎固めをして同位

カス玉本ソスノダノスドアダノアーノノアノ湾困他リリイ存イリノ㍉碁臨華義・︐ゼ炉端．アイノ目西フスカススイイオ菓ブベアパチイ台韓そ

レーザーによる脳髄体分離の原

体分離に関する一票原則をまず確

このほど決定した︒宗像英二毎会

名器

156

︵霜田光一主任研究興︶︑同位元

成累を収めているほか︑昨秋には
ど最大公約数的なレーザー技術の

数基

＋四万KWに達しだことが明らか められており︑昨年七月以隆十二

臼本原子力薩叢会議が﹁研究は軍
研究︑︸度励超した岡位体の一部

訓合

世界における主潮中︑建設・計画

素研究塞︵中根良平主任研究綴︶

のほか︑プラズマ物理︑単双盤エ
学︑理論荷機化学の各研究窯スタ

海外では来患︑ソ運︑フラン

ッフが密接に協力していく︒

ス︑西ドイツなどで皆無体分離研
究が行なわれており︑究極の自標
となるウラン同位体の分離︑濃縮
については︑米アブコーエクソン

と旧位体分離に関する研究﹂の予

急に魑手し︑相当な規模で行われ
分離されたと伝えられる︒一方︑

理としては︑基底状態にある試料

よう﹂との観測も一部にある︒

ため︑その後任として推せんされ
たもの︒現在会興による儂任投票
中だが︑伏兇氏の会擬就任はほぼ

講じられる③安全防護旛設との関

禦故防止のための†分な防灘酒が

放出放射能騰は十分醤理しうる②

て差物原子炉は①歪曲運転に伴う

なお会長とあわせ現役鋼十八名

確定的︒

P0

当面独自に基礎固め
理化学研究所が
千万円の研究費が噛められたことから︑レーザー分光学など岡三体分離のための基礎研究からスター

二︑三葎闇はレーザー分光とレーザー装躍薗体の開発の二本立てで独自にプロジェクト化への墨礎固

原産調べ

避

トするもので︑すでに装躍などの発注を八分通り終え︑八月には墨礎爽験にとりかかる予定︒向こう

めを行ない︑ウラン濃縮法の確立を模索していく方針である︒

算がついたのは︑昭和四＋九難度

が衝突などで再び墓底状鰻に渓っ
来ロス・アラモス研究所は六弗化

金属ウラン原子をレーザー照射す

社︑ローレンス放射線研究所で

予騨で同研究駈の特許権収入︵鈴
るべきである﹂とする﹁レーザー
てしまう現象の緩和過程について

に分離する方武を開発中︒

ウラン分子をレーザーで光化学的

ニア中の窒素14と璽粟15の分離ー
にザー分光学の見地から研究を進

木三郎主任研究展欝欝の艘薬抗生
による同位作分離についての懇談

の遡跡と制御の研究にも取り組

理研に﹁レーザー誘趨化学反癒

物質ポリオキシンに関する特詐︶
会報告慰﹂をまとめ︑関係省庁に
む︒基添的には︑酸蝕︑窒鑑︑艇

の原子または分子を第一レーザー
立する︒そしてレーザー技術など

﹁七六

に 余分 が出たのがキッカケ︒
その実現を要螺していた︒

繁急性から︑大蔵省が余収入の大

開発の然点が決まった段階でウラ

のが慣例だ薦園泣体分離研究の

半をこの研究に割り当てる特例描
の照射で励憩させ︑励起状態の同

伏見康治氏
原子力学会
日水原子力学会は第九代目・次

展が今年の総会で任期満了となる

位体をさらに紫外光または第ニレ

理研は同位体分離研究にプロジ

次期会長に

のケース︒

ン濃縮法につながるかどうかの次

ェクト研究として取り繕み︑レー

のステップの研究開発に移行させ

理研は︑初銀度畢騨で①原子︑

て分離︑取り出す図式が一般的に

ーザーの照剣で光反応生成物とし

躍を認めたもの︒理研としては初

この背禦 に は レ ー ザ ー 周 位 体 分
離研究の悪斜な開発機運の盛り上

分子を励趨する光源レーザー②分

ていく方人︒

での研究の逸展に呼応してわが國

知られている︒

でも関心が高まり︑昨年大阪大学
解能の腐い分光盟③励趨状態を追

がりがある︒米ソなど先進工簗困

工学都の凶中研究璽が核融台の副

易
月二†八β︑行敬不服審査法に基

福島鑑影訴雷り墨書
藁康鱈力福助第二原子力発羅蕨

などの点を強調している︒

原子炉︵BWR︑百十万KW︶のづき内閣総理大臣に対し解同取運消
において十分に公衆から離れて
元住民四薫四名は︑さる一月七が︑十月十一日︑﹁異議由立ての

さらに膵釜霧査の対象について

毅躍について︑小野田三蔵氏ら地しを求める異議申立てを行なった

理大臣を槽手どり︑行政購件訴訟

臼︑福鰯地方裁判所に対し内閣総理由はない﹂として棄却されてい

放出管理なども十分

原子炉設置許可は適法
法に基づき同炉の毅羅詐可処分の

取消しを求めて提訴したが︑被告
側の国は︑四月二十八日の第一回
篇頭弁論に先立ち︑十一白︑岡地
原告側が﹁原子炉設造血司にあだ
り濾排水の影響︑薄処理の安全性

について審査を行なわなかったこ

や使用済み燃料輸磁の安全性など

答弁硲は︑まず﹁詐可は原子炉

る︒

ついては︑昭和四十七無八月︑東安全馨門審査会の慨璽な蟻蚕結果

福二第二原子力発懸所原子炉に

裁に箸弁聡を提出した︒

電から塞翁許可串謂が出され︑九をふ整えた原子力婁歯髄の箸串を
月の公聴会をはさんで約一年米の

尊璽し︑原子炉等規制法二十四条

安全審蒼を経て︑四十九年四月三所定の藤塚墓準にのっとってなさ

構遊および設備が︑放射能など原

ソ逮は一九七鍼薙豪での第九次経

ツに対し原子炉を発注している︒

水炉は二千六菅八十六万KWで五 ており︑すでにフランス︑西Fイ

万KWで覧・七％︒

二＋万KW︵全発露容麗の二・八

済開発覧か年計醐で︑原子力七頁

・七％︑その他は二千六百九十五

二基二千

一九七四年巾に運転を開始した
原子力発画所は含計三十

百六＋縦距KWで︑その内訳けは ％︶を開発する麗込みだが︑現状

五日頃の窟報に欝示されるが︑こ

蓄試験の爽施については︑嘉月十

PWR＋三璽千三＋秀KWで
︑はB
計画より多少遅れきみ︒
は大山膨動燃瑠業団理覇がそれぞ

試験は八月二十七︑二十八貝︑第

れまでに第一義放射献言扱主任暫

れ新任の予定︒いずれも来たる五

会で正式決定される︒

多枝選択践

はない点を強調している︒

で八目の難錫度が特に変わること

で大丈央﹂とコンピューター導入

ベルは例年なみ︒従来と同じ勉強

題が増えることになるが・合格レ

瑠務当局では﹁多枝選択式の問

の口入が採られる︒

く塗りつぶすマーク・シート方式

に伴って解管閑紙の討論空欄を黒

もの︒コンピューター処理の導入

判定など稲藁の舎理化を意図した

性を薄めるとともに︑採煮夏扇︑

ーター採点の芳式は︑試験の審観

ため︒多枝選択践設問←コンピフ

すっかり試験の大型化が定医した

千人からの受験が見込まれるなど

えたのに続き︑今年は一万三︑㎎

盒わせて受験晦込みが一万入を越

験巻が愚え︑昨庫第一種︑第二穰

のは︑放射線取扱主権吾試験の受

コンピューター郵入に踏み切る

定している︒

の試験会場で行なわれることが内

︵九州大学︶を加えた全国四か所

か新設の鶴台︵榮北大学︶︑福稠

宙学院︶︑大阪︵近畿大学︶のほ

二樋試験は同二十九Bに環票︵欝

月＋六日の間学会第十七回通常総

る︒

の設問が大恩に増えるもようであ

いものを選ばせる

り︑いくつかの解箸の中から正し

このため画題の方式が着干変わ

ー処理を採用する方針を間めた︒

を期す見地から一部コンピュータ

扱主圧考試験の筈環採点に倦頼性

科学技術庁は︑今奪の放射線取

仙台、福岡でも実施へ

通常︑余収入は國庵に返還される

P3

全審査では︑原子炉施設の二酉︑

選択式が増えそう

昭和五＋年度の放射線取扱主任

一！

璽

費（侶）511一ごい｝L

Q7

れたもので︑何ら違法のそしりを

れ審理が進んでいる︒

脅〔1嚇188一ご3｛u
曾1｛瞬｝1員5−b2bl

Q8

子力の利用に傑う特荷の問題に宙

O放射陶編隊物処f甲、，隻備

Q1

許可がなされた︒これに対して小受けるものではない﹂と酔司の適
法性を述べ︑安全性の毬藻につい

。核λ塀棚lL謂設奮毒
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原子力発躍所殼備容盤

十臼︑内閣総理大臣により般醗の

野田氏ら四百†一嶺は四十九昏乱

一一
放射線取扱主任者試

力

原
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澤詳

聞

ここ数葎︑磁界を便わない萬密展プラズマの﹁慣性閉じ込め方式﹂による核融禽研究が羅し
い発展を遂げているがこの方法に代表されるのがレーザ⁝核融舎で︑壁織累と三璽水素のター
ゲットに萬幽力レーザー光を照射し熟核融合エネルギーを発生させようというのがその原理︒

満

ることが必要だ︒縛来のエネルギ

煮に対する研究開発努力を推進す

ー源としての核融舎の研究路線全
体に対して行き顧き︑均衡を得だ

ほか︑計籏機爽験のチームを堪強
が感えて︑よく研究開発の離郷を

国の国民的饗謂にわが国の科学暫

閉じ込めの二つの研究開発路線を

このことは︑磁界閉じ込めと慣性

れにしても極めて大切なことだ︒

隔緻図をもっていることは︑いず

することも極めて璽要であり︑そ
あげるならば︑他国の秘密政策な
追求する研究の腸が同じ所でなけ

﹁内外の現状し︑﹁今後の研究開発の進め方﹂などをとりあげ︑内容を紹介ずる︒

のための研究グループを膏てる各
どは全く無憲味になるであろう︒

関係者の先見性によってよくこの

という軍賑的饗謂によって

韓今後の進め方

的にいえば同位体分離︶の問題
は・糊出力のレーザーを前提とす
る慧味でレーザー携当山の研究開

でも優れたものと注囹きれてお

る研究は電子技術総含研究所など

秘密裡に研究が行なわれる可能性

く部分的なものであり︑今後とも

において︑国産Ndガラスは米顛 があったとはいえ︑それはおそら

で遊められている︒レーザー技術

がある︒いうまでもなく︑このよ

は︑﹁九七二嫌に一癒の秘密解除

硬があろう︒米国の研究について

入する必硬があると蕩えられる︒

め︑それと十分比較し径る額を投

科学約実額戦を皐期に確認するた

規模を凌駕する要はないにしても

る︒研究鷺の面からいえば後蕎の

響えるべき至要性を構びてきてい

にトカマク型の核融合とあわせて

た磁界閉じ込め型の核露髄︑とく

考麟して︑関運する基礎研究およ

地を讃評曲折して歪むべきことを

あると毒魚に︑その研究が来開拓

を効率よく遂行することが必蟄で

意識して︑その圏的のために研究

ては︑その研究開発門標を明確に

的凝礎研究をおし進めるに当たっ

一︑レ⁝ザー核融合のような圏

だ︒

縮の問題を考察することが適当

に︑開発︑発注や試作研究の婁

研究開発を強力に推進するととも

状を習え関係国立研究機関などの

う︒また︑前者といえども比較的
組繊的な研究︑開発を必要とする
技術や後継の領城で必璽となる技
術の開発はさらに広鱒な組織的手
段を撫するので︑従来の経緯と現

誕などを行ない︑民聞の技術能力

のおかれた条件からいって︑国と

だ︒

の向上と讃横を図ることが大切

しても贔も力を注ぐべき聯集であ
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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、臼立運輸では、大は原子力発病、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
しお客さまのご要望にお応えしています。

の塾礎研究や国際的研究遼絡を大

り︑轟出力レーザーの設欝技術な

うな照禦的︑政治的秘勝政策は庵

﹁︑さしあたりわが国における

び捜術開発分野を蝿広く爵成し人

融愈の科学的実誠の研究を申心謙

ることは疑いない︒レーザー核融

いま、沖縄察那覇ガンセンターに医療用の放射性物質が

いに推進し︑それらの成奥を常に
とり入れることが︑漫心謙題研究

るためにも環要だ︒金国的あるい

を正しく方向づけ効躍よく遂行す

うことも街効であろう︒基盤研究

は国際的な共同研究をあわせ行な

の繰題としては高出力レーザー︑
レーザーとプラズマの相互作用︑

レーザー核門川工学︑レーザーに
よる同位体分離︑その他麟広い関

聯捜術等の研究開発が響えられ
る︒これらの諜題が︑例えば文部
雀では科学研究籔特定研究を設定
することはもちろん︑国立研究所
での関連研究を大凶に拡充強化す
るなど︑それぞれ研究組織の性格
に慮じたさまざまな形態で行なわ
れることは︑レーザー核融愈のみ

つつある広範な新分野の発話にも

でなく︑レーザーによって開かれ

大いに役立とうQ
一︑技術の街成について︑翼剣
に蓄慰する必要がある︒技術開発
は申核研究遮展の各段階でそれぞ
れ必要であり︑レーザー核融命の
科学的実認の段階で必要な技術は
必ずしも将来のエネルギー生産炉
に必要なものと命致しないことも
あるのに留憲する必要がある︒前
蕎の段階で必襲な技術のうち︑比

ど今後の研究開発を行なうべき繁

由な科学的悩報の流趨を阻憲し︑

核融含研究の全体を見守るような

桝獲成を促進することが必要だ︒

舎にも舞えられている核融禽と核

このようなプロジェクト研究を推

題として描進ずることが必嚢だ︒

命もその有力な一翼として強力に

疹著にして︑関係者が万全の処鷹

バ

♂ひ

わが国として今後どう頬処すべきか一1今園は︑日本学術振興金が鰻近とりまとめた報告から

秘密のうちに進

められたR＆D
糧の努力が必嚢だQ

も強味しない︒方法上の共瀬点と

ればならないということを必ずし

をもたなければならない︒

われわれとしては自霊開発に惣儲

他の研究分野におけると闘様︑

ここでも世界的な先駆権争いが行

競華鰯内にあることを認識し︑一

．兇輪状．
いう観点からいえば︑近ごろ等し

レーザー 核 融 合 が 現 実 の 可 能 性

胴圏としての努力をこの研究分野

発と同じ︑または近接した場所で

人員を拡充︑資

をもって認識されたのは︑レーザ

に注ぐ必要があるが︑他方︑米ソ

慣性閉じ込め型の核融舎︑とく

も︑上記の核融合研究を舗識す

遂行されてもよい︒この観点から

なわれているが︑わが国としては

ー光のプラズマによる異常吸収の

などの研究がいわゆる

にレ〜ザー核融合の研究にはその

く蚤嬰視されるようになってきた

発兇と爆縮の概念が出てからのこ

水爆

潤在的無能性および三差性からい

レーザーによるウラン濃縮︵一般

とであろう︒これまでの段階では

推進され︑これ豪で全く秘麿裡に

金投入も大幅に

阪大︑各大プラズマ研究所で行な

遷行されてきた癩悩に解写する必

まれいな

研究︑広鰯大学における理趣的研

まず必要な論議の場
トカマクと並び強力推進を

地は大学︑国立研究機関に隈らず

科学暫闇の交流による研究の発

論議の場を設け︑ここでは磁界閉

将来における理想的エネルギー

有力な材料である︒ちなみに︑米

分裂の複合炉が新しいエネルギー

進するには︑豪ず兜駆的研究を受

この報告に盛られたような観点を

推逢を図るべきである︒その際︑

究所を設けることが適当で︑これ

・

，

〜／，

・

齊
弩・

われたガスレ⁝ザーによる爽験的

究などは世 界 的 に も 璽 璽 な 役 鰯 を

果たし得たものと騨価されてい
る︒これらの基盤となるレーザー
分光学を中心とする基礎研究は理
化学研究所などで古くから広範に
行なわれており︑また纂礎技術の

較酌簡単なものは中核研究所に設

民間にもそなわっていると蓄汎て

展︑促進を妨げるものであり︑こ

じ込めの問題ばかりでなく︑慣性

中核研究としてはわが国での従来

源としての核融台開発は︑わが国

備と人蝿の充実した﹁工務部﹂を

よい︒プラズマ物理学の分野から

の槻の秘密政策にはわが国として

閉じ込めの關題もあわせ考λ︑両

設し︑これによるレーザー爆縮核

J級の高出力レーザーを開発︑建

確立のためレ⁝ザーの多絞にわた

も︑騰れた人材をますます活用す

圏が核融舎エネルギーの平瓢利絹

終始反対すべきものである︒わが

も︑既存レーザーによる過渡描認

設けることによって潤たされよ

ることによって現在毯での実績を

の囲撰に徹底し︑エネルギ⁝盆困

として︑磁場閉じ込め核融命の駅

って核融合研究の主流とされてき る場で︑レーザーによるウラン濃

立場を開拓することは可能と考え

延擬して世騨の進展の申に独霧の

れる可能性が大きい︒これもレー

国ローレンスリバモア研究所も︑

分野においても開発される機能姓

源方武として︑レーザ⁝核融禽の

の初期的段階でゆ核となるべき研

けもつべき大学としては臨的研究

るが︑点源という利点もあり︑エ

な∴赫

＼＼∴離婁熱・覧

力

原

られる︒理 論 面 を 政 ら に 強 化 す る

ザー核融命研究の推進を支持する

ロスアラモス研究所もレーザー核

がある︒爆縮されたターゲットは

の経紳と現状を袴慮して当画はK

濃縮技術の実

報命グループの中に︑この類題を

主として中性子源として利周され

用化にも寄与

原子力へのレーザーの応用とい

研究するチームを賜いている︒こ

ジーザ野漆・

ているレ1ザーによる同位体分離 れは絹互の技術的総懸性が深いこ

う広い立場から︑最返一図を簗め

とによるものであろう︒次に︑綴

をとられるよう要鍵するものであ

も研究蜜規模での成功が各所で伝

とあわせ全魍に敬在する大学およ

りにレ〜ザーの性能向上が一蹄技

ネルギー源以外にも多くの中性子

えられ︑一九八○年代に最も経済
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第77璽号
（第三種郵便物認可〉

新

業
産

子

昭和50年4月肇7B

︑搾悔

＼

B召下5G年4月24臼
＼

購読科1年分前金3000円

（送料共）
1部70円

原研＄機
構を改革

ヂ

も

ヂ

安金性の硯究怨どで機能強化べ

硯究セ ンタ潔を親設

が部に昇格︑臨界プラズマ研舞装

整備されたもので︑従来の研究塞

の総括機能と研究開発実施体制が

今後の飛躍的な進展に対菰してそ

核融合部門も強牝拡充
田本原子力研究所︵宗像英二春霞養︶はニや一鼻付で同研究所機構の一部を改鶏し︑本部に﹁鋤力
炉開発・安全性研究蟹理部﹂︑東海研究所に﹁安全性試験研究センター﹂および﹁核融合研究部﹂を
それぞれ新殴するとともに︑原子炉︑ラジオアイソトープ両三膨蕨を統書して本部に付麗した︒こん

五壇で構成︑留樋コードの開発整

安全性コード開発塞︵新設︶など

クティブな運欝を進めていく翻画

とで両蓄が一体となってプロジェ

しソフト面を担当︑麗任体制のも

部蟹理部によるハードな研究に対

まで別粛だった原子炉︑ラジオア

ない纏徽の簡粟化を蹴るためこれ

研修所﹂は研膨業覇を統一的に行

﹁ラジオアイソトープ・原子炉

料の苺温化学的研究を行なう燃料

ら独立させ︑所構蔭鰹とする②燃

①誹郷センターを原子炉工学部か

石川鞍覆︑蜜金性試験研究センタ

炉關発・安全性研究監理部屡には

伴う人電線動を発令したが︑動力

ついて︑﹁この会議には九十数か

止条約︵NPT︶の再検討会議に

ユネーブで開催される核拡敬防

問蚕騒金が︑今後も引きつづきこ

ソ運の十か国で構成されている諮

コ︑インド︑綴本︑来国︑萸圏︑

フランス︑璽西両ドイツ︑メキシ

礫陳描躍問題に関して︑カナダ︑

罰議されよう﹂と述べた︒さらに

核爆発の平和利罵などについても

描躍とくに原誘の壷察をはじめ

国が謬愛することになろう︒擦瞳

ー擾には天野昇璽海獺翻所擬︵兼

ープ・原子炉研膨所長は上閏隆三

がそれぞれ就伍︒ラジオアイソト

部︶⑬辮籾工学部の罫P研究蜜を 務︶︑核融合研究部憂には森茂氏

化学研究塞の新設︵原子炉化学

廃止するとともに︑トリウムの墓

なった︒

理輿が禦務取扱いを行なうことに

礎的研究を行なうトリウム燃料研

れた︒

れ有沢騒擾︑一広松露二三︑贈蟻

製午後︑日水原芋力産業会謙を訪

を期すため︑馨門家から構成され

健全な状態に維持し︑響理に万全

2の原子炉・船棒︑機関などを

した︒

侵には高議洋一東工大教擬が就伍

会はヤ三入の婁騒からなり︑委贔

万全を期そうというもの︒同婁厩

理の方法および体舗を検討して︑

い﹂と述べた︒

るためにあらゆる努力を惜し濠な

EAは原子刀への理解と儒顛を得

クセプタンスについては︑﹁︷A

説明した︒豪た︑パブリック・ア

する一AEAの最近の濫動状況を

を進めているなど︑この問題に関

書展︑三AEAがそのための準旛

際協定を繕ぶ必票があるとして︑

を設け︑各国がこれにともなう国

の輸送については︑鍛島西の塾躍

プルトニウムの取扱い︑とくにそ

安全問題に関還してホール氏は

らかにした︒

通しである露述べていだことを明

熱

タリアは近くNPTを批准する見

ア外相と認合った際︑岡外相がイ

た︒なお同氏は︑来日前にイタリ

く適用される島蔭があると強調し

こうした保瞳搭繍は各国に差別な

J・A・ホール国際原子力姦直 の問題を検謝し︑常に座繰しを行
︵︷AEA︶副灘務総畏は二十一なっていくことになろうと語り・

原芋力婁鰍会の招きで来田した

究塞の新設ーーなどの描躍がとら

なお原研は問型付で機構改藁に

躍JT60の研究に嶺たる大型トカ

原研が圃立研號機関として墨雌

備︑安全性の評価のほか︑これら

だ︒センターが熱海糊付國緩織と

もので︑今後の研究機能拡充へ一曲の強化が瑠られることになった︒

どの機構改革は︑原子力施殴の蜜全性確保ほか核融舎研究の新謀議などに対応し必要な描躍をとった

づくりなど各種原子力施殺の安全

に関する羅際酌塾準化の重きにも

問題についての説明のあと審議に

る門原子力船むつ維持玄理検罰婁

を図ったもの︒購務局組織はこれ

問題ならびに原子力産業確立と技

機務

部擬⁝石崎局次長兼務

宋田守︵躍珊︶︑石崎照

︵常任理購︶

購務目障森一久

術開発描進に関する藁務を主騰︒

人竈

局次長

総務部

央︵理製︶

総務課畏−石川治郎︑藁務課長⁝

端紅一掴端局次長兼務︑

開発部

部擬一国分郁男︑

極

東

一31−3τELO3（372）0141
4−29丁磁〕LO6（252）3512

特テ

本原子力事業株式会社

日

TKLO3（454）8521

東京者1玉港区三ロヨ三三了霞13番12号

社

本

31・一3TELO3（372）5002・8214

ます。

TKL」03（244＞3727〜9

丁2−2−1

電源、マルチ、放射線
モニタ 性能、安定性
互換性、使い易さで御
好評をいただいており

マク關発箋など新規に六研究窒が

性確保で漿たす役捌は大きく︑発

職極酌︑鶴向きな対応を進めてい

る必要があり︑このため︑同購藁

入った︒

議会﹂を設躍したが︑その初会舎

画︑調査︑傭報籔理ほか原子力議

際関係業務を童管︒

によって︑薄しく三部野里垂垂体

調蒼部

阿部元薇︑経理課長一本多串弥

昌昌課長−坂本俊︑資料察長−坂

正孝

本俊︵兼︶︑企画塞長代理−井沢

課漫−荒木輩雄︒

計画藤擬−国分郁男︵兼︶︑技術

特

配躍された︒

ド開発やデータ簗繍と横極的にと

足轟初からこのために必婆なコー

イソトープ雨研膨所を統合︑本部

・メーカー関係蓄らと懇談したQ

一方︑日本原子力船開発獺業闘

らなる検罰軍費会を設け︑維持管

団としては︑それぞれの馨門蒙か

ホール氏は席上︑五月上旬︑ジ

されている原子力船﹁む

﹁むつ﹂放射線漏れ問題調蕉委

凍緬

附会︵婁蝿痩・大山機年東工大名

が二†二貝年後︑東京・虎の門の

の組織を改組

原子力開発利用握握に関する政策

題新聞や定期刊行物編集刊行︑國

臼本原子力薩業金議は四月十一

推進湧勤および立地︑安金︑灘麗

原産が事務局

瀬教授︶の報告と﹁むつ放射目し

﹁むつ﹂は咋薙秋に放射線漏れ

同瓢業団で開かれた︒

小婁員会︵座擾・安藤良夫東大教

日付で聯務局組織を改網︑これに

しだ︒しかし︑﹁むつ﹂が新定係

制がとられることになった︒各部

役員会︑子爵対築︑地方

原子力開発利屠全般の企

▽開発部︵計画諜︑技術課︶

の候補地選定作業は・科技庁を中

伴う人覇異動を発令した︒こんど

問題を趨こしてから地元との協定

かの検酎に入るという審議方針を

心に運輸雀︑原二三叢団三二から

た原子力開発利下実行墨画を踏ま

の改粗は︑原醒が昨年とりまとめ

﹁む2鯛発の糧緯と放射線凝れ 授︶の報告︑さらに﹁むつ﹂のし

めぐって︑一部の婁澱からこれに

なる﹁むつ新広帯階検尺グルー

えながら︑そこに盛られた計画内

港に移転される躊期は咋年†月中

されている︒新定係港

ついて累急に総論を出すべきだと

プ﹂︵座長・片山科学技術政務次

容の実行へ︑甥務局機能をより行

旬から数えて一応二年半がメドと

料箋︶

▽調蕉部︵捷報諜︑企齪窒︑磯

を主蟹︒

線織との遮擁︑各種製業霜動など

理課︶

▽総務部︵総務課︑藁猫課︑経

業務闇黒と人窮翼動は次の趨り︒

﹁むつ﹂の原子炉︑船体︑機閲な

この間︑むつ布に係留される

う︒

は相当の準備期聞がかかるもよ

備され・移転が可能になるまでに

されているだけで︑額定係港が整

凍結

する慧見が出るなど猛発な討識が

冒︶で鍛終的な詰めが行なわれて

動性のあるものにし一麟の効率化

に

ノ再

行なわれた︒

には候補地が明らかにされる兇通

で

おり︑地方統一選挙明けの今月末

に星ついて︑現在︑むつ帯の母魑

訓算ヒ

﹁︸号ム鑓劉懇
﹁ll磨一重漫捗

蜂蕪ホーノレ翻
︵翻居理獅長︶は欝森興むつ市に

！ノ！一多！一7グー

このほかこんどの機構改革では

付躍として新設されたもの︒

して設躍されたのも︑このため︒

多

原子力委農会の原子力船懇墾瓢
は十八臼午後︑都内のホテルで初

査察の平等性など強調

やへい﹂捜術検討委譲会しやへい

事業団は﹁むつ﹂で検討委

委員長に福田氏薬舗

始贈る第二段階研究開発に備え︑

門核融愈研究部﹂は今年慶から

く翫画だ︒

こうした本部の総播機能をささ

り組んできているが︑今隼度は関
係予騨が繭剛葺度比倍繕近い約六十

えていくのが南海研に付躍二八と

の各種踏試験はこれまで安全工学

して新路された﹁安全性試験研究

部を中心に進められてきたが︑開

懸円強謝上されたこともあって︑

こんどの機構改革はこうした野

発の終電ともあわせかなり大がか

研究内容強化へさらに一魍の拡充

水方針を踏まえたもので︑とくに

りな工学研究が要講されるように

センター﹂だ︒安全性確保のため

安全試験研究では本部に﹁鋤力炉

なり︑単に

を図っていく考えだ︒

圏発︒安全性研究管理部隔︑禦海

だけでは消化ができなくなったこ

などを協畿した︒

会舎を牽き︑今後の審議の進め方

一部門としての研究

研究所に﹁安全性瓢験研究センタ

ともあって︑新設されたもの︒セ

ー﹂をそれぞれ新設するなど關遮
糧織が大幅に改糧︑機能拡亮へ強

ンターの絹織は華箋の通りで︑爽

懇談翁では︑まず蚤轟痩に畠田

力な姿勢が歯向されている︒本部

久雄氏︵大阪商船三井船舶会長︶

lAEA首脳原産を訪問
ゃへい改膨に関する報告を闘いた

卸一か一学齢

燃鐸ーデ齢

物理齢
和r炉儒 一鄙

研尭炉管即臨
動力試験食飾
ワラノ趨隅瓦酒断差二丁

嬉置・技術管理．聖⁝而

到遡

偉隙陣物理交全管理部

技術部

核口合研究齢

管理部

NPT中心にi懇談

どは健全な状態に維持︑欝欝され

M規格放射線測定器

技術資料、力夕ロクは下記へ

AEC−N

○○ シリーーズ

㎜

うえで﹁むつ﹂の今後をどうする

格稼 働 と な る R S R R の 讐 理 な ど
を互選︑購耳当周による原子力船

女全糾試験研究セ〆タ⁝

口賄研売口

￥

多目的三二訓研光＋

げ旧燃炉設訓研児ギ

再三管理

な争朝譜ー乱開発．母

腺ゴ炉チータ臥⁝斬牽

フイノiーフ事業部

人洗研売所

癖凶荒発所

全町研究管理部
瞬鰹協力．T

︑嚢網

原子力船懇談会の初会合

﹁蟹理部﹂は動力炉開発塾が改称 屠燃料照射テストほか今璽から本

女全管理部

燃料試騨範垂
準廊￥

動力炉帰塁・汝

部

術

建
設

鷺嗣六甲鰍卵

フ曽ノフマ寒験研兜苧

炉bーソゴ罎葦戸→

炉設訓研残ヂ

鞭．

企画ヂ

﹁繊

技

財務部
艮

鱒報 部
理
襯名称変史・喜多設凝重織

1

新設されたもので︑安全性研究に

躍罵認；r∫による新嵐組織

D一

甑脇、

に苅応しているが︑ここでは︑本

餐

〔罵，磁選による糠観紐織

会
廓

理

関する総掘機能の強化がねらい︒

本原子力研究所の新組織
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N盈Cが可能性評価
今秋には議会に結果を報告
大規模な地域原子カセンター建設をめぐり︑この構想が鍵現可能かどうかを淡めるための調査が現

州および地方政府機関が協力して進められているもの︒十月十一臼までにその調査紬渠をとりまとめ

筏︑来国で行なわれている︒この調査は︑※原子力規制婁踊会︵翼RC︶が中心となり︑他の運邦︑

ような三つの基本概念があり︑そ

て識金に提臨するよう磯務づけられている︒このため醤RCは︑各騨から鰯広い慰冤を求めること

八︶として憲とめたことがある︒

衝轄権問題③潜在的な反トラスト

宝燈︑叢界および労働蕎における

煽合の環境影響との比較をも愈

核燃料サイクル施設の単一立地の

与えていくことを規定していると

関としてのNRCに多大な権限をラヌーベルでは千二穏覧＋対三颪

に与えていくなど︑独立の規制機

1建設による経済影響④原子炉と ・隔描躍を樗検討する櫃隈もNRC牽五対二百四十八︵投映率八O

八十五で皮対がそれぞれ渓議され

フランスの地方行政法上︑この

た︒

おいて︑州知螂︑州規制撮嶺宮︑

に﹁その輸送系統の確立︑安全傑

アスピ．ン下院醗員が︑さる凹二月

押し切って原子刀発駅所の建設を

ス電力公社が箋際に倥民の反対を

流用されやすいとの点から︑L・ ないが︑麗設蓄側の政府︑フラン

結果が法的抱東力をもつわけでは

産業および餓力の醤脳をはじめ大

瞳の確保が響られるまで︑プルト

との法案を議会に提出︑現窪︑上

宙倣が騰瀬纂民と元鉱夫の二つの

と新規珊藁による羅嗣の確保を璽

の村擬は︑原発誘致による税収入

出るか洗目されていた︒社会党系

ト︒ケースとしてその結果がどう

ており︑こうした住民投翼のテス

下両院原子力禽同蚕貫会︵JCAグループに別れ︑政治的に対立し
鶏︶の審議に付されている︒

建設に賛成︵フラマンビル︶︑

反対︵ポール・ラヌーベル︶を決議

ビル︵ラアーグ頭型理工鵬近郊︶

所建設の蟹西をめぐるフランス初
ものとし︑またERDAも響門的
発燭︵ERDA︶が耳遠となり行

の協力のもとにエネルギー研究開

もてるという︒その他︑運輸雀が

立干からNRCと同様の拒習櫃をの往民投票が四月六購︑フラマン

にしているため︑蔚途は楽観を許

占拠など実力行便の態勢を明らか

だが︑反対派は今後︑デモや敷地

左翼で建設麗成と渓議されたわけ

遡動を展製してきた︒今回の住民

環境破壌︑温撲水汚染を謙え反対

が︑一部の麗漁業属が農地確保︑

んじて鵬致運動を漉極的に進めた

なっている柔取との原子力協力協

とポール・ラヌーベル︵地中海沿

ギーの主役として原子力を推選

ド氏︵ハーバード大学︑経済

めたわけだ︒AECなき今︑原

ントンへの藤棚集甲﹂方針を決

付けずとあって︑さらに﹁ワシ

轡金兇は︑環境派のD・フォー 開始したが︑それでは憐勢に追

を獲湿しつつあ

マスコミの周偶

と評しているが︑それがどんな

伝統の

道はフォ：ラムの転身を︑来臨

立てようということだ︒ある報

の影響力を一段と強めるという

「

子燃料工業

曲つ

を

ギ

日

高温ガス炉用被覆粒子燃料等

％︶で建設に二成︑またポール︒

と財政問題から生じる経済抑制④

環境影響1⁝などの点が囎視され いわれている︒

傑陣描麗⑤環象安全保瞳11の五 め︑センターの建設︑運転による
つの広範な要因が警懸される︒さ

なお︑特殊核物質の中でもプル

一︑総出力五千万KWから三鱒 射能放出の制御と影響︑官憲時に

学︑市民グループに至る豪で︑原

NRCはこうした⁝運の調藪にトニウムに関しては︑原爆鉢開に

るものとみられる︒

KWまでの発艦精索を維持するに おける対応能力︑土地と水の利用

子力センター構想に達する冤解を

憂コストと僑頼性︑撲熱拡散︑放

までの発霞容騒を有 らに決箆の判断の梅湊として︑無

性などのような技術闇黒も取り上

逸めることは困雄である︒

する発纒センター︒

製革酉乃K

十分な燃料再処理および成型撫
げられるという︒これらの技術問

求める璽圓で︑その季続き中であ

特にフラマンビルの鵬禽は︑村

工︑廃棄物魑理能力を有する統合
題は特に︑ホリフィールド国豆研

ニウムの許認可を一切禁止する扁

された燃桝サイクル・センター︒
る︒

原子力施設の一括立地が実出す

究筋︑パシフィック・ノースウエ

ともみられるが︑こうした観点か

れば︑核物鰯の蟹理が容賜になる

らも原子力センター構想が今後ど

特に原峯力センターの敷地につ

ている︒

スト研究所が虫体となって調査し

﹇︑燃料サイクルと発融施設の
統合︒

一方︑原子力センター構懇が実

いては︑調査の段階で①敷地と関

う展開されていくか︑注圏される

際に可能かどうかの決定を下すと

きには①相対的に小地域に政治

源の入手可能性②センターが受け

達して利用しうる地域的な天然欝

ところである︒

る恐れのある影響︑つまり社会約

力︑経済力が興中するときに生じ

仏︑原発誘致で像引当禦

定交渉の櫃限を国脇雀に移管し︑

響架している放射性物質の輸送塁

についてはNRCが拒黒鍵をもつ ︻パリ松本駐在艮︼原子力発罐

また手続きの上から原子力輸出の

さない状況だ︒

するものとし︑さらに外国への保

叢の開発についてはNRCが撹当摩︶の二か所で行なわれた︒投翼

が︑豊島

アタマに来ている

のエネルギーと岡闘の研究關発

というのが精巣であろう︒

た︒しかしN王誌によると︑H オピニオン・りーダ⁝に構報を

フォーラムは昨年来︑各地の

機関ERDA︑規制が韓門の原﹁緊急エネルギー齊明﹂を出し

まう︒三士一人の有力科学暫が

の締漿︑フラマンビルでは四面三
移すというもの︒訳し︑この決定

もつ餓力購璽の樗来予側③センタ

@驕核燃料輸出措置で声明

供給保証ずみは除外

今回のNRC醐査では︑原子刀
センターが建設されるとみられる

地方政府機関の協力のもとに︑調

※原子力規制婁墨会︵NRC︶ 二九七五隼輸出機構改革法案﹂

同法薬によると︑現在︑国務雀

を謙会に提出している︒

琶暴匿

変わりっっある議会の原子力台

子力謎解婁興会翼RC︑性格が たのはこういう偶艶の茂映だっ

してくれる母体はどこにもな

てしまったという︒

学︶らによって購実上粉砕さ汽

︑／

韻終身認可の決定権限を商務衝に

一︑総出力千二巡警KWから四 な糧繍開係②遡邦︑州および地方

ンター騨価﹂︵WASHl一二の
八可能性が評価される︒層

を醐査し︑その結粟を﹁原子力セ

とし︑そのコメントの握出期限を四月三＋Bと淡めている︒
地域原子力センターの建設構想

は︑昨無＋月成立した﹁エネルギ
ー機軸再改躍法﹂の申で︑その実
現が可能かどうかを調齎するよう
獲綱されたもの︒同法成立により

廃止された原子力婁戯会︵AE 地域の立地調蓋も含まれるといわ
がこの醐壷に激たることにな っ
査紬異を十月十一日までに議会に
は四月十五日︑原子騨と特殊核物

いについて蒔明を発表︑米國が外

賊の輸出入酔認可購講懸の取り扱

国の発電畑および研究炉向け核燃
料としてすでにその供給を傑議し
ている核物蟹については︑その輸
呂を鰯止する描躍をとっていない

い︒要するにそのことは自明で

送り付ける﹁公共偶報謝薩﹂を

力濫費会︶の対応が成功し︑野糞

はなくなり︑混迷がひろがって

嗣婁颯会JCAE︒今やエネ・
ルペーテ氏による齊明発表の配
米原子力渉簗会識︵アトミッ

で晃通しが開けてきていた︒と

可期間の短縮が可能なところま

るかに見えるこ

盤舗形成の力を発揮するか︑思

きた︒それが想像以上に効果を

︐Or

電話東京（03）433−3111

東京都港区西新橋3丁目23番5号（第24森ビル）

e5，乙ナd．

Fue∬∬ηdu5ナr

れ︑NRC以外の遮邦︑蜥および
C︶に 代 わ り ︑ 新 設 さ れ たNRC

た︒原子力センター構想について

までの電流を発生することが旬能

設中だが︑このほど四万アンペア

究向けプラズマ加熱実験嚢躍を建

原子力センター構想には︑次の

は一九七三卑︑当晴のAECが運提出することになっている︒

一

営総局覆を中心にその展所と短筋

プラズマ装置用磁
界コイルが完成
西ドイツ
西ドイツのマックス・プランク

な一次磁界コイル︵1一写翼︑DA
と述べた︒この繭明は︑NR℃が

ク︒インダストリアル・フォー

とだ︒とくにカ
ことのようだ︒そのためにフォ
ーラム本部はニューヨークから

とになった︒

首都ワシントンに移転されるこ

この転身の理由について︑フ

への不満が出て 叢界団体への︑編章フォーラム

原子燃料工業株式会社

Nucleαr

D提供︶を完成︑その慰気試験に

先月末に核物照の輸血禁止描躍を

ラム︶がこれまでの科学教湾団

ーマギ三社の女

自体の行方を占うことにもなり

慮の原子刀の今後の行方は来國

照隠エネルギーの柱として押し

の主役になり︑原子刀を米国の

子力薩業界が結束して世論形成
いるのだ︒

非科

心外

ころが反対派は戦術を変え︑原

なのは︑環境派のむしろ

フォーラムにとって
体から遊覧鐡体に衣がえした︒

エネルギー危機と不況がその

子力モラトリアムをめざす連邦

子従業厩が顯故死した鍛近の黎

な生馴が

件は︑プルトニウム被曝と安全

米フォーラムは日本原子力薩

学的

の澱金難による原子力発鰍一画

傭勢に抽箪をかけた︒電力会社

放送が大きな祉会的上等を呼ん

貯留の難題がからんで︑テレビ

政策決定に影響力をーー・

の血止と繰延べ︒高速憎七山針

ー危機のなかで米フォーラムは

業会講のいわば元祖︒エネルギ

歪んだ身受

活動の始まり

スコミ動農に璽点を切りかえて

麗会︑州議会への働きかけ︑マ

画などのひどいモタつき︒隣境

だ︒この闇題では取材に協力し

して攻勢を強めたのは当然だろ

こにそれぞれの苦悩と次代のエ

反原子力が勢いを得たのには

嬉の根

ォーラム機関誌︵NI誌︶は原 あげ︑原子刀産業界の危機態を

陣営がこの機をとらえ︑モラト

たロスアラモス研究筋からも

への働きかけなど︑政策形成へ

深めたことが︑今回のフォーラ

リアムの千載一遇のチャンスと

米原産が体制改革を実施華

子力反対運鋤の性格が全米朗・

ム転身につながったようだ︒

とを指摘している︒反対派はこ

しているというあたり︑これま

力技術の難解さを戦術的に利用

いるが︑NI誌が躍境派は原子 は中立団体への通をたどる︒そ
った︒なかでも今年初めのAE在十二州の州識会に拡がってい

ネルギーへの努力がある︒

う︒モラトリアムの動きは︑現
入し︑安金環壇問題に主に技術

C解体の影響が大きい︒原子力 る︒原子力の混迷がこれ以上込

で樗贋を博してきたフォーラム

で科学教脅団体としての手堅さ

ほかにもいろいろな要因が璽な

面から挑多してきた︒そのため

の長点のプライオリティはAE めぱ︑せっかくのエネルギー自

︵K・K︶

男盛鰐手続きの遅れを招いた

れまで原発の許認灘手続きに介

そうだ︒

政治的なものに変わってきたこ

峯力の推違団体として運邦議会

味が分りにくいが︑璽するに原

というだけではちょっとその愈

G4）

④その他核燃料関連装置付属品部品等

㊥BWR．PWRの炉心管理サービス

聖
が・その函では︑AEC︵原子Cとともに失われたわけだ︒他 立計画も骨抜き同然になってし

⑳BWR．PWR．ATR．FBR等

・プラズマ物理磁究所は︑ミュン
合格した︒

とった一1またはそれをほのめか

すようなIiと判断されるような
報道が※国内および海外に伝えら
れたため︑これを誇讃するために
認されたもの︒

鋳停止措

NRCは︑原子炉と特殊核物翼
の輸出入許認許発行の

を再び引期し門輸出許認削に閲し

躍に閲して︑先月二十八日の燭明

て現在行なわれているNRCおよ
び他の政府機関による規制と手続
きの萬検討が完了するまでの間︑
原軽石と特殊核物麗を禽むすべて

ェックする﹂と述べ︑NRCが調

の輸出許聰可串講欝はNRCがチ

査に奔走していることを再度明ら

一方︑原子炉および核物質の輸

かにした︒

出に係わる取り扱いについては︑

「

⑳材料試験炉及び、研究炉用板状燃料、

困明

2燃料

動：力炉用UO

螂

原

に な

｛

の 工 ネ ル

明

〜
@

ヘン郊外のガルヒンクに核融合研

羅．藩

士

安全保騨の観点からこれを兜干し
ていこうとの勤きが議会で活発化

シー上院識澱が他の議爵と運名で

してきており︑鍛近ではC・パー

騨

原
懸
藪

（2）

第772号
（第三旧邸便物曲淵1

新

業
子

昭和50年4月24日

筏

聞
新

業
産

力

原

騒

体的検甜項冒として①現状の実態
掘握と聞題点の摘出②法令制度な
ど金剛悶題の解析㈱機器︑設備︑
施設などについての蟹理技術上の

隔線源の生蜜︑供給と廃蘂物の処

研究開発④人触の礎盤と確保⑤便

理処分⁝一などがあげられてい
る︒岡グループは篇十艦程度のメ
ンバー構成となるもようで︑十一

原安泰の総合発表会

五・ザレムの酢容被懸線騰測定方法

施設モニタリングの現状を中心に

線量測定などテーマに
原乎力安全研究協△瓢︵衡沢広巳

米国に端を無した軽水炉配箇クラ

東大の安藤罠央教授からは︑昨隼

B︑襯崇・軍河町の全共遡ビル大 の問題点などについて紹介する︒

理蝋纈︶は五月±﹃＋三日の両

発表会﹂を開く︒

金識塾で門原磁力安全研究総命

引続きパネル罰講で原子炉のクォ

第〜簾︵5鐸12目︶

毎年開いているもので︑今回は八

リティー・アシュアランス確立の

ていないソ遡の原子力灘灘につい

教授から︑わが国にあ吃り知られ

ックの問題について霊跡があり︑

回囲︒金遣から外人講師を招くな

論が行なわれる予定︒このほか昨

今後の方向などを中心にフリー酎

発表会は同協会が四十王矩以降

圏際性に談話しているが︑今回は

どし櫨襲撃に最近の原子力慨勢の

て特に安全と環境の闇路に熊点を

出︑法令甲山違反が多いといった

が︑一方で過失による小禦故が続

〜三縄程度利用も瀬加して い る

な役翻を果たしつつある︒毎矩二

など圃民生潜の各雨で極めて大き

公審の調葦や防除技術にも役立つ

効灘的手段として利罵︑そのほか

ソトープや放魎線発生装國︑籠雨

適用︑その後懸速に欄大したアイ

放附線陣轡防止法がそのまま今も

ほど︒昭和三十二鋸に制定された

手つとり単い﹂とした悪見もある

とくに顕署で﹁

の方が

この傾詞は人訴不還の中小企簗で

すぎるという潜在的不満があり︑

逓魔省照國工業技術試験所︵林

らメスを入れようというもの︒異

籔理制塵のあり方に総会的視点か

験を開始することになった︒岡試

くコスト低減を含めた大規模な実

り一ド確のウラン採取を葭標に︑

という︒試験所は吸魑剤︸耀嶺た

でウランを採取することができる

百十細思︑平均五蝸日一六颪群鰐︶

の効率︵吸癒剤⁝樗当たり鍛嵩八

雛型使脳する方法に比べ一調一瓢催

している水撚掛チタンや方鉛鉱を

これまで葵國︑ソ遮等が主に閲発

に接触させる民報工程︑海水から

のウラン紬織では︑吸口剤を海水

的役翻を栗たしている︒海水から

るが︑ここ数理は同試験所が申心

じめ罠間でも研究が続けられてい

られている︒わが国でも藁大をは

国ハーウェル研究所を巾心に進め

は︑すでに十年前から憲として英

海水からウランを採取ずる研究

との見卜しもあり今後の大きな研

ると︑かなり大幡な桑弓洛になる

が爾の現行ウラン輸入価格に比べ

取はコストが幾いのが欠点で︑わ

れた︒一方︑海水からのウラン採

に造粒化した複合吸魑剤が使用さ

混台し︑きらに効購を褐めるため

タン系の三種の金属性水酸化物を

する亜鉛系︑アルミニウム系︑チ

と飛躍的に拡大させてわが國ウラ

今治度から実験吊騨規襖を四十倍

少饗源を分離採取する脱灘︑鵬翼

剤に吸収されたウランその他の稀

吸魑剤を取り出す移送工程︑吸魑

には以前の施設の籠力を十倍も上

はこの問題も含めて今年璽頃まで

究設題となっている︒岡試験所で

海水からのウラン採取

験所が昭和四十四年度から実饗し

ン額源自主難聴の要請に応えてい

@

ニタリングの現状と踊発

@

（H・A・S・L．H・L・べ！ク）

○米【舞における原子炉i施没のモ

@

○わが国における原了娯旛設の

○ハ窪、ル討論会

﹁放射線防護隔︑

簾婁蝿会が各関係団体と協力︑そ

﹁核燃料工学﹂の五つがあり︑戴

門原子炉工学﹂︑門放射線源﹂︑

および門並﹂︑

婁員会として﹁用語︑定義︑嶺僚

なお︑TC−85委員会には分科

ている︒

腐識蕎ら総勢二十七人で構成され

騎順彦両藁大教授ほか関係各界の

を副委蝿擾とする︑三鵬農績︑大

沢目を婁嚴擬︑内田秀雄束大教授

定︒餐鋤金は武田栄一藁工大名襟

で︑五月中にも正式発足となる予

調蔵会で承認の運びとなる兇通し

など︒近く同期際会の規約などが

國内規格との調整について横謝一

関係各国との逮絡⑥王SO規格と

料の調壷研究⑤1SO本部および

礎の作成④各国関係規格および蟹

②山際会議の代表派趨③貝本黙原

標魏調菟会の婁託購項の旧識籔嘲

的で︑霊な購業活動は①藏本工業

子力技術の発展につとめるのが国

格との巨匠をなくし︑わが国の原

原子力の閲連機器の圃内と国際規

糞会工SO部会に横極的に協力︑

する窓購としての日本工繋標産調

〇三一五七八五︶へ︒

る︒群細闇禽せは圃協会︵鰍器五

の温緋水に関する講演も注囲され

の廃蘂物処運処分㍉桧山灰︵一大︶

第二目︵5月13目︶

モ瓜タリングの現状と開発

@

@

法剃のあり方も検討
誌奄ﾟまでに中間報告

日応原子刀塵簗会議は近く﹁アイソトープ︒放附線利用安全対策横酎グループ﹂を臨け︑アイソト
ープ︒放鮒線利用の慕礎研究︑難題化研究充築のほか技術醤獲成︑爽悩に沿った法的規制の整備など
安金箇狸制度のあり万について総懸的な検酎を進めていくことになった︒
月のアイソトープ禽留口でに中悶

絞った講演がある︒阪田氏︵原研︶

報告︑葎塵内には簸終結果をとり

無原薦が編成隠避した訪ソ原子力

改善し一葦健全なアイソトープ・

安全耀境視察団慶の内田秀雄日大

いがある﹂とした拙判の爾がとく

来園から欝欝安全関係の放射線物

アイソトープ・放射線は工臨︑

理脚門壕ペック氏が来田︑原子炉

まとめる謝画だ︒ちょうど政府蘭

る活性炭と︑ウランを選んで吸薦

放射線の利用健進へ︑基礎研究や

く方針︒

に強い︒アイソトープや放射線を

特別研究の一環として行なってい

掴摘も行なわれている︒海外諸国
珊業所の数あるいは多横化した使

禎一所望︶はこのほど︑活性炭と
金属水酸化物を紹み台わせた露台

ている天然灘水からのウランを中

代轡贔

に比べ︑窪だまだ伸びてよいとこ

ことにも大きな重圏がある︑など

閉形鰹の爽樋に沿ぐわなくなった

近く大規模実験へ

のも搬実︒安置衛理の不徹底もさ
とされている︒

心とする稀少鉱物賢島の吸腹懸厳

園る三ヤー園十ジ／日の海水処浬

吸魑剤を使って海水からウランを

工程の笛段階を経る︒回収方法と

法に必要な複合吸糊剤の遮粒工堀

能力をもつ臨海試験所を︑カラム

効瀟的に採取する方法を開溌︑近

昭和十三薙︑粟っていた飛行

い︒

と併わせて新設︑主に緬屋舎吸魑

しては潮位震を利⁝用する潮汐式回

原薩の検謝グループはこうした

門購

武回収法とがあるが︑ここでキー

離する際に必要な脱麺剤の効率化

剤の閉発︑吸魑剤からウランを分

等を中心に研究を進めていく謝圃

・ポイントとなるのは効鶏的な吸

鉱が主に単独使用されていたが︑

だ︒

謂があり︑通産省工業技術院から

正武会轟として参加するよう篇要

諸外国︑諾機関から﹁議席をもつ

が高まってきたこともあって関係

簸近原子力におけるわが圏の地位

ザーバーとして参加していたが︑

が圏はこれまで議決権のないオブ

で今後検酎を遮めていく計画だ︒

れぞれISO規格原躍の作成など

一九七四

隅ぐCENPD⊥ハ

一九七四璋九月偽

放射線照射の利用

BC⊥TQP一四IA︵RE

V・三︶

イ

する地霞解桁

原子力発餓所の構造と機羅に関

七︵REV︑ ︶︵ADD・一︶

無十一月

ける沃翼湾染除査要素

加圧水炉の燕気発生・放出にお

鐡献暴挙㎜

ISO／TC185について︑わ

興会﹂を勇躍することになった︒

当たる﹁ISO／TC−85対策婁

内の態兇とり濠とめなどの酒動に

とを決めていたが︑このほど︑国

蔵する正式会員として参加するこ

門部会︵TC；85︶へわが国を伐

今回は思羽を吸い霧せる働きがあ

細引の開発︒従来チタン酸や方鉛

収法と・吸魑簡を利用するカラム

実彌を踏窪えながら︑その形態を

ることながら︑このことについて

ろで伸び悩んでいるケースが多い

係筋も法復改正へ躍儲を進めてお

梨を受けて必要な膵臓をここに反

り・原慶は︑岡グループの検酎締

爽用化研究の充実を間るととも
に︑闘適技術轡の養成強化︑巽偶

使う側には法令があまりにも繁雑

に沿った法的規制の整描など安全

たもので︑零しい方法によると︑

塵技術改薔や工程舎理化などへの

P茎30

も横面参加の意向が璽謂されてい

（亜大・歓山幸典）

@

P6．oo

（乗大・内α1秀雄＞

2．ROSA一且における廻CCS

三三婁堅塁は︑醐三三確化に關

た︒

乱射

照照

験託

試委

店大販帯策更寒橋3の75

本

（胤
食〉
3．燃料の安全｛生に関する考え方

@
（東大・藩狼績）
S．軽水炉配管の表全磯保

@

隆理事〉
（向坊

武にばかり流されすぎているきら

トップ人緊の民闇肩入︒

機が璽シナ海で不購態︒救命異
一つで怒溝にもまれて七時闇︑

かかった船に奇跡的に助け上げ

恵識の腫れかけたところを通り

と

@ ○亀製の発生とその対策
@
（房ミ研・村主進）
P5 30
@ oハ不ル討論会
930 講演5．総棄物処鰹処分の現状と課題
@
（原耐・阪田貞弘＞
P030 @ 6．湿緋水問題の現状と調題
@
（農人・鯉山義メL）
@
（軽
食）
7．原子が施設のモニタリノク
P30⑪

@

○安全誰懸（東大・安藤良夫）
P3．30

@

実験成果

@

（原研・安選公道）

（嶺沢広巳理箏憂）

映させていく調えだ︒

磯藁︑緩薬学など広範な分野で生

簾8園源子力蜜全研究総合発麦会プログラム

は﹁わが国における蜜全対策は形

腰をすえて自発にあたれる幅久

し二榊朧＝：一一四一＝＝瓢轍＝二潴篇二冨一＝一＝＝篇隔＝＝備需＝縛驚＝襯＝＝欄二脚：＝﹁＝騨＝ニ＝＝櫛鱒一轍＝＝＝＝＝一驚＝＝﹁二二二＝一＝＝＝齢＝鞠＝輔一＝欄鱒帯一齢＝備：一一＝一＝：■＝二噌＝＝一一一＝一一＝ニ＝＝二＝＝一鼎一一階一＝＝器：一輔一＝扁＝＝：＝＝一＝冒＝＝＝鱒＝瓢＝一＝ニ＝一＝＝

い︒むつ帯に代る新定係港への

移転︑﹁む2の描躍などひと機関に﹂という閏がひとしきり業団内部に活気が出てきた扁と

﹁芝生は初めからピシッとし
ていない︒一枚一枚櫃えた芝が

効

つ一つ盤理していかなければな

を捲摘する︒運航面の整備
など長期的視野からも一般の人

への脱皮は新理禦痩の抱能

職覇の一人は軍くもその

らない闇題がいっぱい︒そんな組織

技術蕎の災まる強力な

揃うまでには時闇がかかる﹂︒

なかでも瑠叢圃のあり方は焦贋負とも台致する︒

たちの理解を得ていかなければ

船幅航空機の航行漫助裟躍を

強い︒

噺本原子力船聞発瑠纂嘲の理遡

の急︒原子力婁颯会の原子力船

られたという経験の持ち主︒戦
後︑運輸畑を歩んで︑昭租三十
年︑海卜僕安庁長嘗に就任︒当
晴の國家的聯藁である爾趣観測
隊の編成︑派遮の指揮にあたっ

六年に門特定船舶整備⁝公﹇

た︒三四隼︑国内旅長船公団

団﹂と犠称変更︶理瓢擾︑約一

鋸は三回勝賃ずる

亙

f纈穫譲麗罷墾

武田氏委員長に近く発足

の立て磁しにかける心が蒙えを

ならない︒

第三省の憲兇ほ

畷翻鱗

当初︑辺地の漁
村の間を圓って

たその評判が瀬民の闇にひとり

マーケット關拓に︒装麗を使っ
団理箪憂﹂の自羽の矢が立った

の社長だった翻贋さんに﹁窮業

囲己寛伝ほど弱く

懇談会で論識されるが︑千竃金主とするりース会枇門セナー﹂

@

の間には﹁来笙離月宋で階隈立

日本原勇船詩嚢団鴬野島居辰次郎氏

jは三回勝負する

芝になぞらえてこう嚢現してみ

せた︒将来は原峯力船の研究開

発や検査業務も⁝一構想がふく

らんでいるにちがいない胸のう

ちは﹁趨適な理想はあるけれど

薦建

も今はいう蒔機では一ないから

・﹂︒それよりもまず

の地團めからということらし 法切れの珊鍵団法を改めて︑本

年の

のあと四＋一

でに広まる一⁝鰻蟹な体験から

だ︒理解を褥ていく一i﹁慮援 は原子力船︒南極︑会社設立︑

浪人生活

のがこの二月︒再三の説褥も断

して実業界に転身︒そして今度

年の不況期にhセナ←を劇而

原子力船︑と

を︑い謹原子
力船開発に反映させようと懸命

偲た

でなく︑一緒にやってもらいた

いったところ︒明治三十八鋸生

度目︑

謝居暫学
てあげた会社は十庫囲の今臼︑

社履六十人の活気にあふれる企

いんだナ︒懇願ですよ︑これ

ついて三

業に発展している︒それだけに

は﹂︒飾らない人柄である︒

難局

た︒だが﹁おクニのためにとい

書毛もひとしお︑離れ難かっ

まれ︒広島累出身︑昭和五駕菓
大法学部卒︒籏津子炎入と二人

﹁外瞬に比べて恥かしい︒何と

かまともな姿に﹂と煽り路した

われると弱かった﹂︒結周イヤ
とは欝えずに新しい原子力船開

美し︒油絵が趣味︒︵K・O︶
用脚：一帰＝＝ニ一冊＝一＝補一榊＝＝層一僻＝＝船型色目灘＝＝一一鼎＝＝＝一＝＝1一

開発航路の修正に面舵いっぱ

標準化問題など審議へ

鷲簸：大阪（941）0861番（大代衷》

曲縫役祉畏大林芳郎

囎空あいさつ

u演1．ソ達邦における原子力開発の安
@
全と環境問題について
@

@

［

発のカジとり役にすえられた︒

SO対策委を設置：

l圏1塾「19量隼18陸
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わり続けていた︒隠ら翻設︑建
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ξi本原子力研究所内
o273−46−1639

群馬鼎高崎川州川町
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業
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原

会

来原子力産謙釜議︵AIF︶霊麗の一九七五矩核燃料サイクル会識が三月下旬︑アトランタ
に四百磁の参加者を凋めて開かれた︒ここではウラン供給と価搭︑再処理︑燃料駐輪︑プルト
ニウム・リサイクル︑濃繍︑廃簗物処狸などがとりあげられたが︑とくにプルトニウムの熱中
性子炉への利用を求める強い齊に呼癒して︑堕用済み燃料の貯蔵堀︑再処理能力などのいわゆ
る核燃料サイクルのダウンストリームに関心が鎚まり︑またプルト一一ウムを中心とする憬隙描
眉問題も大きく取りあげられた︒

の結びつきが

と

ルトニウムの商業利用と公衆安金

く一九八○聖代初期における鰭要

承認を引き延ばすことは︑おそら

り︑プルトニウム︒リサイクルの

聴聞会を多分兇含わせることによ

ことであっだ︒しかし飾可肉謂の

ルに建設する許可串講を提出した

酸化物への転換施設をバーンウェ

止させようとする公然たる団的を

しても︑すべての原子力計画を巾

によって適切に語られていないと

って︑混み合った劇堀の中で繰
処理は・GESMOの公聾至も法

国旛設に残されている容鰍は︑現

かえれば︑一九八六i九五無まで とドイスター氏は主張している︒

鎌までに五か所必要となる︒いい

九八六鋸までに三か所︑一九九〇
轡理する十分な経済的動機になる

億︶ということがプルトニウムを

ば︑他圏にも保障措躍の岡様な強

うな強化が必要と考えられるなら

た現在の方式を拡張する③そのよ

であるが︑その遅れは転換工場の

た︒これは上下最も不確定な闇題

小数者が繰返す管長に加えて︑原

ものがめだっている︒繭をあげる

が核分裂華美を用いるという蕾迫

化を爽施する④悪金はテロリスト

・横極的な国のコミットメントは

われわれの渓懸では︑国家環境政

まだない︒環境を保護するという

とはなにを愈

点力産業とNRCの行動と無活動

ねないとカメロン氏は讐無してい

力計画を中止させるハメになりか

味するかを定めることなく︑原子

とが︑門保隠描麗

繰業時期の運れを態臆する︒

プルトニウム

論争への対応

核燃料コスト

︒
AGNS社のW・︷プライるス

多くの話含がなされだが︑妥当な

氏は﹁原子力の登営性については

同氏はさらに﹁豊国における商

に叙して︑新しくかつさらに厳し

の将来予測

業蘭核燃料サイクルの完金な濫行

い罰則を薯えるべきである⑤米原

線でのエネルギー独立を遡成する

が︑核兵器船難のために三十矩闇

方法として︑原子力に対する明瞭

蒋在し︑今後も引きつづき葎在す

う︒
子力規制婁願会︵腫RC︶のア 策法︵NEPA︶の政簾に盛り込

ということにあることを忘れては

ト予測の数例を巖後に示しておこ

W・A・ロジャー氏︵ニューク

リア・セーフティ・アソシエーツ

じめるときには再処世麗は百八十

祉︶1−AGNSが新しい仕贋をは

メ／諸鰯となろう︒そして多分二

ルトニウムは︑天然資源確保のた

せると琶い切っている︒同氏はプ

﹁箇由な発雷を鍛も厳密に守る

めて達成される扁と述べている︒

にすることにより︑原子力ではじ

三〇％および二〇％引き下げるこ

鉱および腰縮の必要騒をそれぞれ

は三十億が／庫の価値があり︑原

のエネルギーをもっている︒これ

収製晶は︑一臼百万膿の油と岡等

しい貯蔵設備ができないものとす

J︒モムセン氏︵ニュークリア

搭で石油の二芭覧十万彬相懸蟹を

山梨県南都留郡河口湖町大石

ーーー〜〜ーーーー︑〜ーー﹂

蜜冴議マ甕轟轄

4き⁝一き⁝きき〜

自然の安らぎを求めて
富士山の眺望一河口湖畔の散策

大げさすぎだ

テストをおこない︑改蓄されてい

誘い切っだ︒同氏によれば︑常に

規制定が完了するまで延期され

に︑根本的かつ効果的な欝欝なら

在のところわずかウラン籔十野梅

野糞八爵沙／駕の再処理容醗を

り返し﹁火甥だ！﹂とウソをつく

と供給のギャップをもたらすにち

ドイスター氏は次のようなステ

がいない︒

びに保瞳翼翼システムが今臼翼施

当分だけである︒原子炉と同じ騰

E︶祉︵ウラン羅九十踏︶︑ニュ 厨として︑八○年代初段までに約

DA︶の﹂・A・パターソン氏はえられる国内ウラン蝦源は︑ポン の三夏は九百二十七沖である︒も 濾加していく必要がある︒また原
しゼネラル︒エレクトリック︵G 子炉敷地以外の随用済み燃料貯藏
ド薮たり八メのものがU308に

る現在の核醤追の萄威にそれ以上

・リサイクルに関する一般的環境

ほとんど三〇％も消籔節減できる

ならない︒減っていく天然醗源を

めにできる限り卑くリサイクルし

﹃火禦だ！馳と叫び恐慌に下し入

ということは︑劇場の中で突然

︵しかし︑バーンウェルからの回

蕎ニヤ♂まで上がるかも知れない

なければならぬとして︑﹁それ以

い偏とバプコック＆ウイルコック

的予測は︑︸九八○無に対し三十

ギリギリの価格にたって︑米国は

輸出していることになる︑と述

一き〜

〜

知

φ＿一螂㌧一n㌧）●「傭4vい一r晒4【一一一一一一一一へMM「w
鍛遡一一
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る兵器の寒雲および移動につい

Dにおいて︑延期または中止によ 成功裡に実施されている︒厳重な

も・WASHーコ三九・ケース
て︑米国では傑陣描認システムが

見できる既存の検出機器により実

プルトニウムのミリグラム職を発

されていることを知らせること②

ップを提案している︒①一般大衆

たがって・再処理︑籐用済み燃料

注悪深く罫緬しだ食養︑必要なら

計羅蟹理方式も同じく人体に対し

貯蔵容羅の間題に次のような考察
範中である︒舶えて︑八○無代に

ばすでに薔在している能ヵを用い

る減少分を⁝一〇％とする予想にし

を加えた︒再処理能力に関して

値がグラム四ヤメ︵金の六一七

には三十五万ナ以上になるとして

の葎閥ウラン溺要雛は二〇〇〇庫

所に同門されていワ麗用済み燃糾

五酉沙／駕規模の再処理工場が一

おけるプルトニウムの予想窮腸価
は︑AGNS社のウラン処理懸千

いる︒これに対し既知謹たは有蓋

ウラン資源
米エネルギー研究關発局︵ER ・可能さらに役機的対象として著

四千誘︑九〇傑までに一万五千ジ

の需給関係

して七十三万ジ︑さらに八〜十が
ークリア︒フユエル・サービセス

の何か．を膿えるとは事えられな

・サービセス︵AGNS︶社︵三たNFS祉︑提躍されているエクが心理約効果だけであるならば︑

ステートメント︶の公聴会の延期

べきである︒ドイスター氏はGE物書は︑稀にしか与えられない︒

外の決定は愚であり︑無主任であ

SMOは十二か月以内に結論が出これは燃料サイクルを閉じたもの

この会議で示された核燃料コス

塁質うウラン必要騒班田のように
のもの五十四万五千ゾ︑十〜十五

来国における原子力発躍の拡大に

予測しだ︒すなわち︑一九八五葺

︵NFS︶社︵二首六十少︶︑ア
以上の容趨が必要になる︒この堀

核軽羅を製造したことを単に主張

ていく資源を畿大隈に再利用する

ンダース委野南はG鷺SMO︵混
まれた畷路保護の塾氷は︑減少し

計約三百五十万ナと晃込まれる︒

百六十誘︶の貯蔵旛設以外には新

合酸化物燃料つまりプルトニウム

これについてパターソン氏は﹁適

含の前提はAGNS祉・拡張され
い︒もし該テロリストの盟むもの

切な方策が監にかなって採用さ

¥メのもの爾五十四万沖で︑総 ライド・ゼネラル・ニュークリア

妙のもの六十七万五千鏑︑ヤ五〜
には U 3 0 8 で 黛 間 五 万九百沙︑
一九九〇犀には八万七証⊥ハ一日ジ︑

そして二〇〇〇年に十七万二千八

再処理︑難問題に焦点

一九九五庫には十三万千三百ジ︑

西ナである︒これはかって来原子
れれば︑籔源ははるかに大きくな

凹をもとにしたものである︒

をせずに︑ただちにそれを進める

力婆野掛が一九七四年に翼薩しだ
ると謬えられる扁と述べたが︑こ

魑し唱いだ堀合の予測償︑八○薙

ソン祉の再処理工場が︑それぞれ

二〇〇〇薙にいたる原子力発電成

るであろう◎われわれはテロリス

九七八庫︑一九八○年︑一九八 するだけで︑彼はそれを達成でき

ースD︵不可避的な建設遅延分を 蕾するためのHRDAの全國的凸

れはウラン灘源に関する知莞を改
長予 測 − 一 W A S H ⊥ 一三九のケ

四黛謙でに操業茄．開始し︑三孝以

る﹂としている︒

めだつ産業界の積極姿勢

ると︑予定した燃費取出しを裳行

トが︑その孚のうちをみゼる豪で

とになる︶︒

は︑本当のことを知り得ないので

れる人を係織することではある象
ら以外には再処理工場は建設され

内に金能力を発揮すること︑これ

ちだされた語題の一つは︑硝酸堀

ン氏は最閣裁判壌オリバー・ウェ

プルトニウムに関して会議にも

ずるために一九七六年までに三

同じくERDAのG・プリー
墓ト
︑一九八四駕までに八十璽が︑

一癒二穏万KW︑九〇年 顕 億 七 千
再処理と使用
済み燃料貯蔵

五募KW︑二〇〇〇薙＋鰹九
稼働率︑プルトニウム︒リサイク

千万KW︶を墨礎に︑平均七二％の

ある︒そして再処理とプルトニウ

ンデル・ホームズの雷葉を引いて

ス︵B＆W︶社のW・A・夏鳶・
ロエクスチェンジ︒コーポレーシ
ョン︶一1U308の価格の確率舗
ないというものである︒さらに運

としてプルトニウムを出荷するこ

使用済み燃料の駐蔵設備の拡彊を

とが一九七八鋸六月十七日以降禁

殴は︑座用済み燃料の欝臓施設に

ムのリサイクルを禁止すること

ル︑九三蕉の爾速憎殖炉の灘入を

が︑この購威を終らせるものでな

必要とすることになろう︒

転申の原子炉でつくりだされるプ

ついて次のように述べている︒原

また︑GE社のB︒ウルフ詳ルトニウム︵一九八○庫までに四

子炉から離れた使硝済み燃料の貯

簸後にチェリー氏は政府に対

で︑上げるへきではない︒

六炉／穆である︒

八が／唆︑一九八五矩に対し四十

官

トニウムの経済闇題が原子力産業

述べている︒今後大きくなるプル
止されるため︑AGNS社が一九
七八毎初期に操業する硝酸壌から

いことは明らかだ︒一九七七郊か

◆◎

十誘︑一九八三年までに八十鋳︶

蓄撫して︑予測されたもの で あ

論

零

ェリー氏は︑次のように掃い切
WASH⊥；充A︵国内︶チお

し大難の濃縮ウランを輸出し︑

っている︒産業界全分野の圧倒的
な一致をみた癒冤は︑国内ウラン

にあげ︑鰻終的には○・三％にし

エジソン・エレクトリック・イン

よびY︵國外︶の場禽を下隈に︑

七四年六月の謂査を上隈としてみ

に・廃蘂難度を引き上げたのと同

ようとする琶RDAの漫画にとれはまた濃縮能力を増加するため

である︒このような処理を織す政

を生ぜしめたことを非難した︒こ
づいた︑自由諾國における丁幾の

酉万r⊥瓢懸二千五百万︑六一⁝一八 もなって必要となる原料の邉加分

ると︑八千万−一懲︑二憾七千五

米團の濃縮容盤にきびしいひずみ

分離作業必襲麗は︑ニュークリア

スティチュート︵露EI︶の一海 産業は︑麗棄濃度をO・一一七五％

・ユティリティズ・サービセス

じく︑粗末な決定につながるもの

原子力発射の期加が予想にもと

ウラン濃縮政
策への危機感

︑

ら七八隼にかけて延購されている
加工するプラントの規模は︑一九

を引き受けて︑混禽酸化物燃料を

る︒またパターソン氏は鎌継譜鉄

鎌．欝
薄諌

．鍵

は三千二百樋になる︒いいかえれ

九〇駕には年藍二千沖︑九五年に

ば︑一九八三薙以降毎館︑璽唖二
百五十ジの新工蠣が稼働を灘始す
ることになる︒もしもこの混合酸

いと︑矩用済み燃料または回収し

化物燃料の生塵規模が満たされな

を︑一九七六⁝一九八O穿の間︑

︵NUS︶社の﹂・ステイン氏に
懸SWUになるという︒

よ嚢︑一九七五劣岬秀sW ERDAのF・P・バラナウ
供ス
捺しうる状況にない︒枯渇して

た原料の形でプルトニウムを貯藏
する脳設がさらに必襲になるだろ

るという政策は︑獺源の上からも

〇年までに十薬KWの発電容難を 濃縮設傭の拡充にかえて引き墨て

つづき︑二十五⁝三十ザ／樗の時

べた︒

期においては︑廃棄濃度は経済的

ることにより︑一ザ／硲という価

うとも国家の利益と一致しない︒

仮定すると︑国内原子力苗場だけ

策は︑それが如何に正当化されよ
とに簡増していくことになる◎世

灘外に年聞九颪万SWUを供給す

やれば出来る

U／難にはじまって・四⁝五奪ご キー氏によれば︑米国では二〇〇

界の予想鎌闇必要鐙は︑一九八○

経済醜観点からも当を得たものと

濃縮工場が七か所必要となろう︒

に毎無害颪七十五万SWUの新規はいえない︒ウランの価格上巴が

年には二千四百万SWU︑一九八で一九八四年から二〇〇〇年の間

いく天然螢源を

う︒

プルトニウム

と保障措置
キーノートを発表したドイスタ

鶯年には翌千−六千万︑さらに一

千万

九九〇鎌には八千万一一億

リティズ︵GPU︶社のB・Hな
・鍛適値を採るように下げるべき

ー氏は︑保障描羅に費して最近批

れぞれの嫌までの累計購要墨は・

判が厳しいことにつき︑マスメデ
ており︑プ

SWUとなる︒一九七四葎からそ ゼネラル・パブリック・ユティ
皮湿しすぎ
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