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象要素の測定データとが必要であ

突証のための拡散に関する各論気

るため︸次系配管破断聯弾および

原子炉構造物の健全性を確医す

影印に対する鉱毒法に関する研究

タービン箸の破損によるミサイル

九︑大気︑海洋︑土腰にわたる

燃桝輸送否雛の蜜全性総愈評価お

格化に対処するため︑使用碕み核

の大型化︑調性能化がはかられる

ラントの大容炭化に対処して機器

頓性向上に関する研究

置︑油圧防振機盟︑動力駆動弁簿

ため︑蒸気発生器︑廃濯物処理装

よひ解析コードの整備を行なう︒
照の詳纐のために︑大気︑海洋︑

二︑原子力施設の鼻聾力および

拡散の推定と予測公衆の被曝線

について︑運転中の強慢︑性能に

！

関する際報を得る調査検討を実施

六︑原子力施設の検査法の情度

し︑所要データの集積を行なう︒

二障鋼板の靭性罪価に関して

過程を解明するための研究を行な

は︑従来︑板漂効果︑欠陥の影

土壌にわたるFPの拡散︑沈霜の 構遺コンポーネントに関する研究

う︒

化︑放射能観ての機器の自動化︑

検鶯法の総禽比較︑AE法の突用

非破壌検憲法に附し︑各種非破壌

向上に閲する研究原子力機器の

響︑想定三主荷重などの不確実要

価を行ない得なかった︒これに対

累などについて必ずしも明瞭な評

し︑破壊力的手法による遡窪評
価が陸墨されるようになり︑破壊

新分野に

る放出低減化

物中への放出低減化低放射性廃

法の確立のための研究を行なう︒

ので硯状問題ではないが︑ALA液を除染性能の早い蒸発処理する

よび技術附には起こり得ない構造

大照の希釈水とともに放出される

る︒この測定データを出るための

造物破断試験研究を行なう︒

物の瞬躇破断を想定した実証的構

の中で腿歴空調系のヨウ素の放出

理法の研究開発を行なう︒

気象観測法およびデータの自動処

一︑原子力施設の構造強度およ

四︑原子力施設の構成機器破損

デミスター箸の同義飛沫分離糊置

通常

び応力解析に関する研究構造強

とともに︑蒸発設備にサイクロン︑

それに含まれる放射能物貿を分醗

染効果をあげ︑総播した除染係数

を設けることにより︑凝縮液の除

度に関する応力解悪法および設副

Pの考え方に沿い微塵とはいえ︑

除去する処麗方法を關発する必要

気体廃環物による被曝評価を行な

騰︑聯二時における公衆の放射性

郭故を想定した安全評価が行なわ
の
れているが︑さらに蜜全裕度をよ

を鼠舞とするQ

法を確立するため︑理論的恨拠や

り定量化するような研究を行なう

がやの三乗以上に維持されること

うため︑より精度が聴く適用範困

配管支持構造における想定駆故荷

捲度の向上︑支持構造部︑とくに

セメント気化︶発生の兇地からみ
このため︑低放尉性廃液の蒸発

の広い強兵式を作成するとともに

終処分形態としての固化体︵現状

た場盆︑濃縮処理にもとつく濃縦

広域にわたる大気拡故の評価方

五︑原子力施設の構成機器の信

ともに理性後︑再処理廃棄施設の

る研究を行なう︒また︑輸送の本

亜に薄する解析︑強度評価に関す

親綱処理技術の確立に没立てると

の推定方法を確立するための研究

一部に組み入れるなどして︑再処 法︑特殊条件下における拡散状況

平頚塒︑肇平時における周辺

今後のプ

理施設から発生する液休廃藁物の

廃液が放射性思郷物の甲で大きな

術の開発を行なう︒

容し放出低減化するための処理技

を行なう︒

定

七︑拡散に関する気繁要素の測

する︒

環境へ放出される放射能を低減化

ウェイトを占めており︑これを減

八︑拡散の推定と予測法

がある︒一方後者については︑最

時に環境に放出される放射軽物賢

四二をはかるため︑除去もしくは分離回収︑さらには長期貯蔵を行

軽水炉璽

三︑軽水炉一次網織腐食生成物次冷却水中に存在する腐 食 生 成 物 ︵ C P ︶ の 生 成 と 挙 動 を 解 明 し ︑ そ の 抑 制 と 除 去 の 技 術 を 開 発 し て ︑ C P の 発 生 最 の 低 誠 化 に よ り 軽 水 炉 施 設 に お け る 逓 転 ︑ 保 守 員

なうための再臨を開発する︒

の生旗︑挙動と除染

の被曝低減化をはかる︒

再処理プラ

五︑再処理施設からの気体廃棄
物中への放出過越化
ントから放出されるオフガス中の
放射性物質は許容濃度以下に制御

曝評価のため敷地における気象条

住民の放射性気体廃棄物による被
されているが︑ALAPの原則に
もとづき︑現実的かつ安黛な捕集

守︑故障斬49よび修埋に関する欝報

件の劇定チータと辞価に用いる拡

磁謬論的評価は︑定子院危険度

を収集・調査し︑さらに信頼度解

方法の確立をはかる︒

︵リスク︶二桁法を星礎として︑

二︑確撒播的安金評価手法の確

折手法を開発する︒

七︑構造安全評価のための数値

還賜化を調査︑研究開発する︒
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画計的

萬処理施設からの放出低威化お

奮

軽水炉施設警で

四︑軽水炉施設等における廃液発生する無理処理の中て︑さらに放出低減化をはかるべきものとし

処理技術の研究

旨 ●

．

て︑洗趣廃液の処理と放射性廃液の威容処理︵とくに濃導管液︶と

▲㎞

し︑原子炉施設の安全評価を行な

噴故の確率およびその膨響を解燃

姻性試験法の黒斑的な評価万法確

立に関する研究原子炉耀故の初

原子炉構造物は燃科から大量の

うものてあって︑原子炉施設の事

た任意の検出欠陥をインプットし

究機將の供用巾検益から褥られ

一次系配管︑SG細蟹において︑骨折プログラムの開発に関する研
条件下でも︑これらの構造物が健

最近︑亀裂騒騒が問題となってい

て椛遺物の安全性を激発響く評価

嘔故が懸離したとしても︑

東電

京

を行なうために︑放射能放出過租の解開︑放出低絨化の過程に関する知晃を確保しておく必要があ

る︒

よぴ施設内従策姦の被曝低減化に対してもALAPの精神を指向した研究を行なう必咄がある︒

がある︒

〜一i

大気を経臨する拡散沈霜は︑国
の那情によりとり上げるべき項圏

骸
−琳

原子炉籐蜂蜜金性評価手法とし

より拡散し公衆に損矯を与える求

期購象の発生から︑FPが原子炉 FP放出が想建されるような黒塗 立のための研究を行なう︒また︑

るが︑このためステンレス鋼・ニ

できるような数値解析プログラム

サイズ：800×1000×150％t
（関西電力高浜原発使用晶）

も樒当に異なると思われる︒とく
にわが癒の人口稠蜜︑酪土の狭い
状況などを考慮すると︸層データ
の横み上げ︑独鶯の解折法が要求

せ︑異なる種無︑異なる設讃の原

故時の安金の理念に一貫性をもた

全であることにより冷冷的に公衆

ッケル黒金ならびに各種浴援材料

④ヤ分に安全余裕のある仮定を

て︑二つの海え方がある︒

での事故シーケンスを選定する︒

の安金を確保するように設計・製

の多様性に対処した製作条件︑使

一︑軽水炉事故時における放射

される︒

子炉の安全性を比較検撫する場

次に︑これらシーケンスの生じる

ため品慣管理および運転中の供用

造され︑さらに健全性を確認する

10
S

な

合総

﹁

〆

臼︑または原子炉旛設を他の〜般

解析によるシステムのアン・アベ

確率およびその影響の解折︑穣麗

算勘の恥・雨域行

産
一般公 公衆への放射線影響を解折・推定

どに必要である︒

施設との安全の比較をする場合な

を開発する︒

韻計川地震酸彫の｛、成

用いて禦故とその過種を解析し︑

し︑それを基鵜に公衆との隔離お

用環境等に関還する原國の究明に

安全評樋への適用に関する研究

人賦中ω櫓釈串潔聖経

軽水炉に各種の

よび事故を仮定したときの冠険度

イラビリティ解折︑箏故シーケン

関する研究を得なう︒

材科の評価︑設罰の菰鵬の麗耕

よび構威鶴田の品質保証に関する

信頼性工学の安全評価への適用お

海漸，近の風の牌憩

能の放出低減化

ないことを確認する必要がある︒

衆に放射線緻密および災密を与え

このため︑原子炉施設周辺に対

モデルおよび公衆への影響モデル

スの構成ならびにFP放出・拡散 構曲群鳥研究の内容としては︑

八︑信頼性工学の原子力施設の

を評価する方式の安全評価および

発生確率と組み合せて評価する確

する廓故影響を想定されだ嘔故の

損傷に対する安全評価墓雌の確立

期闇中冷夏が行なわれている︒

また︑安全醗制の立場からも原子

発生頗贋とそれによって公衆が受

＠二極の累故を想定し︑その予想

し︑成形加工技術の基準化︑検蛮

三︑原子力施設の構造物の亀裂

め︑放尉能放出過程の解明︑放射

炉事故時の被曝評価を行なうた

の評価からなる原子炉施設の確率

と凱散

率論的安里評価手法を開発する︒

研究の軍期贋手をはかる︒

しての最適な材料試験方法を確立

工的曇用

に関する研究材料の評価試験と
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反原子力派にもジレンマ
畔塗の発築になる原子力発磁禁止法窺を州引回へ送り込むかどうかを淡めるカリフォルニア州の原

つば競り舞い

子力反対イ一一シアティプの州民甘口ハは〜か月後の六月八巳に迫った︒貸馬的な原子力発露の命運を左

右しかねないこの成署をめぐって︑カリフォルニア州ではいま︑賛哲両派が激しい

もに︑糞垂の慧識に微妙な変化が環われつつあることを題している︒

を繰りひろげているが︑繊論鯛査の結果は︑イニシアティブの慧眼と影欝に対する認識の隔まりとと

ィブを支持したもの二九％︑反対

︵原子力発雌反対の︶イニシアテ

を﹁知らない﹂と訴えた四六％に

％︑未淡七六％︒イニシアティブ

︑

選
一ニシアティブの成立がカリフォル
ニアにとって大きな魚擦になりか
ねないという難民恥曝の死身を招
一く出来ことがあったのも碁盤︒隣
接するユタ州に建設される予建だ
つたカイパロウイッツ火力発盆暮

ｩ霊がそれだ︒蟹男三

る調帯論戦欝︵嬢・意識子物理掌

は︑大西雌設は蟄署しくないとす

それが十分な運紙経験を郷る濠で

は雲験罵プレ・シリーズであって

征建船繰の泌驚水窪蹟解力発難所

上磯した纏秒五十立ゐ綴の水が携

の霞水器繊口では︑瀞塵が＋度C

に緋出する︒これは膨大なエネル

纏秒厳偲留置ナを水串または大気
立科聯研窺懇︵CNRS︶が︑理

て繋水を穴牽〜九十度Cに引きあ

意おこす︒酉万KW級鱈子水型炉 盟雪路のヒート・ポンプを謬黙し

ギーの浪籔で︑しかも熱鴻染を引

げて︑農業胴︑都帯暖騰用に測用

があるのは︑フレオン蒸発・軸心

きな糠びは期待繭だ︒鍛も岡能儀

らないという制約があるので︑大

門パり松本駐在風Uフランス闘囲 麹δ％で︑糠芳KW級僚発では るが︑新都携が近郊になければな

璽ましい︒そのため次の描置がと

趨然放射能のきわめて微置な部分

ス状および液紘廃叢物の放射性は

鞭の危険がある蠣舎は︑窒気冷卸

十分調癒される必要がある︒懸盤

は妊気強微生物による垂垂減少が

を趨えないように処理することが

られるべきだ︒①原発醗計技術に

近接および飽城環塊を務慮したサ

けるスタックの嵩さ︑流騨など③

おける保磁システム②サイトにお

業CNRSが調査報告
することであろう︒この場裏地下

⁝︑現状では原発が撰出するガ

憾に切りかえることが望駁しい︒

第六委畷該︶を筒報に掲載し公裁

大量開発に慎重難

したことが︑大きな反響を艀んで

と題する欝料

いる︒これに刻して工叢科学雀は
原子力の安全性

を配布し︑フランス蹴力公社︵露

DF︶はCNRSの報告に頓出
隅さ
これるが︑これは温容の暖湧用

男の公表⑤拡敬および鑛中璃療の

イトの選択④厳螢な測定および結

原発を建設する場合はさらに安金

定︒一サイトに合計〜手万KWの

研究にもとつく霧際の拷出鵬決
学二二地かる徹底した研究が行な

熱濡典については水文学︑生態

ることを習えるべきだ︒

︵無聞三十獲Cを必蟹とする︶と に温水を階蒸して効黙麟に洲零す
しては十分てない︒化学工榮は七

箭隈膓用への利獺︵鯛えば八二︑

加圧水型炉では供給できない︒都

われるべきた︒ことに用への熱放

うに捲硬している︒

柳瀬＋度Cの薫気︶は将粟性があ 鐵により︑荷機物の蕉擾酸化また

E＆G︶祉の海上原チ力発厚臼に

四聖崩を浮かへる竹簡でもちろん

NRCの書論には︑この発餓所

フォルニア州はいよいよ一か月後

テック・シティの東北十一再の沖

り︑ニュージャージー州アトラン

いるが︑丁霊明欝璋鍵は広範囲な

大な環境幽明濫の箪璽が岱されて

係筋には︑間題は旅行業福や避暑

と潜征的なマイナス効粟が生じな

に正念場を迎んる︐

調萱とモデルデータのさ謙ざ濠な

えるところがら︑原早力犠成派の

禽二・八再の大澗洋上が候補地︒

はなく︑パブリシティの欠如にあ

審が震約な打盤をうけることで

もっとも︑この閥に反原器力イ

るとの麗方もあるようだ︒いずれ

大きな進歩だと響されている︒

認価をもとに︑その影欝は一般の

にせよこうした背雛のもとで開催

だとしている︒NHCは︑この二れる公聴盆が寵自されている︒

膚撚贋境にうけ入れられうるもの

アトランチィック︒ジエネレー

慮油火力は十一・五〜十二・ニサ

五サンチーム︶の腺子力に対し︑

・五サンチーム︵七鮎鮨照・五一

ると︑一KWR当たり七・二〜七

発鍛酬と雪雲火力発蹴駈を比較す

発日コストは新規建設の原子力

ている︒

千七颪八十〜千八酉藩と三段られ

らコストは引下げられ︑四緩目は

の双チ型は二千二蕊場9二組闘か

でも川岸︵冷却蟻付き︶でも騒初

発三所については︑サイトが海爆

ったため︒同型の硬甲万KW級

インフレと蜜全規確強化楢麗をと

きがある︶に値上りした︒これは

隅一の双子型か二組醤かなどで聞

千八蒼〜二千二苗湯︵建設地点︑

千四蔚藩から七六隼一月一田競在

謝たり一九七四郊一月一事現在の

原子力発一所の建設躍は︑酬KW

性に留悪する必硬があろう︒

一︑加圧水型炉︵一次冷鋪同路

沿岸地域に強い反対も

はこのほど︑パブリック・サービ

来原子力規制倭舜虫︵NRC︶ 防波堤でかこ謙れた源磯に二つの

米圃

動きだすか海上原発

温度三転瞬C︶の熱力学麟収蟹は

態度C以♪の熱を必要とするので
CNRSは報儀のなかで次のよ

混酸撫鮭の俗累を確認している︒

一酉万KWという※国鰻大の同発電とに反ばくして原ギカ発出所雌設

所はアリゾナ響カリフ・ルニア

うだ︒﹁化石轡犠と原吊力による
．エネルギー生産には反対だと幽霊

カリフォルニア州罠の悪志決定を
⁝憤懲にさ織る結禦を響いているよ

ｹ力イエシアティブに回る

えた︒この愁味では三豊保護派の
一勝洲だが︑このことがかえって︑

灘魏雛露碇蔀蒜醸

力賛成の瀬見とイニシアティブの

％だった︒他のグル⁝プには漂子

説明を示して園捨を求めた縞墨︑

のは三八％︑五一％が反対︑二
％が態度朱決定であった︒一方︑

階子力発 墨 皮 対 イ ニ シ ア テ ィ ブ

の威立を期している耀山添謹団体

い﹂と回蕎した薫五％のうち︑

イニシアティブについて黙知らな

アティブへの蟹威緊は当初の予想

支持したもの照二％︑反対五二

ロスキー理獺はこのほど︑イニシ

シエラ・クラブのマイク・マック

を下回り︑四〇％そこそこにとど
したもの照七％︑態度未決定は二
．くいい切った人びとは︑どのよう
な離断的エネルギーをわれわれに

ーンド・G・ブラウン氏のことば

﹇う前カリフォルニア略読憐エトモ ス・エレクトリック＆ガス︵PS 初の試みだ︒

は︑隻持三八％︑反対卿五％︑未⁝使わせようとしているのか﹂とい
輔

対四二％︑来月驚〜八％︒後蕎で

糖質︑駅亭では︑隻影三九％︑反

ついて同様の方法で圓笛を求めた・

まるのではないかと誘ったが︑こ
四％だった︒

に州民千酉三十四人を対象にした

今回の世舗調蕉はほぼ一か繊麗

の傾聞は闘月土ハ日に麩表された
フイルド世論調査の繕興にも鏡わ
れている︒

二圓にわたる窓口は調萱方法が

決定一七％だった︒

を打ち出した︒この発蹴所は蒲十

墓園の醐奮で︑イニシアティブに

は︑三三の差こそあれ︑カリフォ

五万KW煽圧水型煙一粟からな いことを確聡するためのかなり膨

調選に次いで行われたものだが︑

ルニア強調に実懲として響いてい

この重量調憲は三月二十臼から

異なるため︑聯純に比較すること

るといえよう︒こうした串でカリ

艶十一臼までを調豊期間として︑
ついて門知っている﹂と纏えたの

アティブ反対が増加する傾向が卜

はできないが︑一が痢聞にイニシ

の碓設︑巡転にともなう環境影翻

カリフォルニア州の千三十四人を

に分け︑その〜つに原子力反対イ

は五匹躬︑これを二つのグループ

紅熱許酊を幅えるべきだとの篶え

ティブについて知っているかとの

対鍛に鎚施されたもの︒イニシア

ニシアティブの文字だけを示じて

の四八％︑反対四菰％︑来決建七

回毯を求めたところ︑支幽したも

蘭いに︑六五％が﹁知っている﹂

と團箸◎このうち︵原子力発電反

一︽︶驚りAU
門を搬めて菖万KW級十華の織子

十億がのプロシェクトに関蜜る鷲

ティング・ステーションと呼ばれ

︑労一

80％

1（）o％

ンチーム︵問十一十・六サンチ⁝

10Q％

1（》o％

力驚電引目が異体化されている︒

るこの海上原子力発囎所の一︑二

度

cハ試論万KW播届閣鰯へ

習両論を五月工十四繊まで求めた

腎機は根似形︑機器設計で︑熱出

f罪

1L年度以降

一鳳
一
四罵
対の︶イニシアティブを支持した

還講灘

TVAの原発建設順調 部工蜜︑中央長田郡に据えつけら

うえで公聴食を開く響えだが︑四

力それぞれ霊酋四十二万五千X
水︑防波堤外へ緋水される︒百八

70％

写翼睡︵上︶セコイア発維所の内

れる験子姫本体は︑四つの零墨発

ック・シティ王城の観光︒旅行業

十懸炉産業といわれるアトランチ

山︑八藤二十五万KWに達する︒ ・バi発躍斯の建設工事 ︵下︶

の手があがっており︑関係帯町村

ジー州の所鞠であり︑PSE＆G

十六砦のサイトはエユー・ジャー

への影辮を恐れて︑強い反対の火 W︒冷却水は防疲堤内の瀕水を取

来テネシー渓谷開発公社︵TV ば︑TVAの原子力発霞所は七生器に擬統される ︵中︶ワッツ
A︶のセコイア原子力発醒所一︑

俊羅

二弩︵各百二＋二万KW︑Pさ
WらにTVAでは一九八O︑八一ワッツ・バー発慰晒用の燕気発
R︶とワッツ・バー原子力発出所 無遡闘茅定のベルフォンテ一︑二

や欝聾グループの間にも属様な懸

︷i

100％

力回錐︵￡DF︶がこのほど明ら の比較は発公職の短命を二十館︑

運転時間を蕉翼翼六千時間として

全般の成擬やリクリエーション活

スにおける九十万KW級塘圧水型 甥爽の比率を前提としている︒

かにしたところによると︑フラン

るので原子力かかなり鰯安だ︒こ

ム︶︒火力には脱硫コストが加わ

念が生じているといわれる︒これ

頗謂中だ︒

に関してNHCは︑ターキー・ポは國下︑サイト飯縛の解副を州に
イント鎌瀬所︵フロリダ州マイア

割安な原子力
ース・総懸ライナ州シャーロッ

仏EDドが発表

発電コスト

ミ︶︑マックガイア⁝発蹴所︵ノ

ト︶をはじめ︑人口集中地滅に近
い原子力発艶朔の影響について多

度

原

纏

拶／轡

︑羅
蜘

ザ急難澱葉薫懸

一︑一再︵径藤二十七万KW︑P

︑二号機の運転開

WR︶の 建 設 が 順 調 に 進 ん で い
る︒セコイア

始は一九七七︑七八燦︑ワッツ・
バー一︑一悪機は一九七八︑七九
葎の予定︒四鰻とも原子炉︑核蝉

謹

40％

一反

雲

60％

行

四

桝・蒸気系統︑タービンなどの三
鼎機器は主契約餐のウエスチング

85％
はないと述べている︒鱗実︑関

︹パリ松本駐筏殿回フランス醒

65％

度
鋤を妨げていると撮題しているも

として原子力発惣所の存在が地域

くの研究がなされてきたが︑一つ

農

年

．

漕轟

轡撫・・

鴻

運転申のブラウンズ︒フェリー

ハウス社が蝕紬するQ

一︑二十︑近く運転が予定される

年

初

ﾈ十

続いて︑この灘基が羅列に加われ

渉，

嚢

海上奨蹴所の完成予想図

一

｝

…の

卿噂

火力発電所涼ゴ力発電｝
度

㎝OU

圃三腎︵いずれも落七万KW︶に

O

別
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な色彩をおびることは免れえ

ムに関する坐雛の非一貫性とい

明︒開催の興体的条件として政鰐

勢

と経過を述べ︑シンポシウムの準

誤解を招くような言動があった︑

ンポジウムの

会箸弁をはじめとして政府側にシ

学術会
議総会
O．一

ら策京・丸の内の日本工業倶楽
︑ます︒問臼の畿題は次の通り︒

部で第二十五嗣逓常総金を開き

になるので︑原子力委員会に導門

掲したガイドラインをふまえて︑

肌

選晦聾慧

ューセッツ工科大学教授ノーマ

周所で︑二時半から米国マツチ

る特別講演︑四時から懇親パー

ン・C・ラスマッセン博士によ

です︒

田本原子力産業

ティーがそれぞれ開かれる予定

の敷地に臆気出力八十九万KWの

同原子炉の設羅計画は︑わが圃

が提出されていた︒

四月十五臼に郵相宛に許可の串請

鱈源開発調整審議会で認可され︑

とするもので︑さる三月十二田の

月の運転開始を隅標に難設しょう

衛会を設け︑王A珍Aが昨黛打ち 加圧水型軽水炉を昭租五十八隼三

わが罰としてのあり方︑方法など

一て具体化したいしと述へた︒

を横罰︑できるだけ畢く糖論を得

本格欝議に入る︒

原子力委

川内原発の安
全審査を指示

また︑指定研號は︑摂氏千度以

が︑今後利用が憎卑し亜大な問題

炉箸携制法で規制指導してきた

えて︸咳物質防護については原子

え︑新たに﹁サイクロトロンの医

設︑整備して調蕉を進めるのに加

川内市久離騎町の齎瓢一十五単方厨

した︒岡計画は︑九重が鹿児島県

原子炉設概計画の安全蟹費を指示

子羅利胴のガン治療に本格的に取

切

LPLドh﹁bl−lP

鵡

7

△

日本工業倶楽部で

一

が醐景約の趣旨説明を行なったあ︑
と︑灘野躍︵自︶︑戸計旗︵社︶

の四氏が批准賛成の立場から︑立

堀出啓典︵公︶︑田淵哲也︵民︶

それぞれ党を代表して質問︑政勝

准が遅れては核強縮に対する説得

が・アジア太平洋地城にい謹条件

あ

ェ︑大使館閲係者が出席︑日本側

英︑仏︑西独など各国アタッシ

工業倶楽部で開かれた︒※︑ソ︑

会﹂が十一日夕︑菓京︒丸の内の

田各欄原子力アタッシェとの交歓

書本原子力宝鑑象議主催の﹁油

ッシェと交歓会

原産が各国アタ

〜隼ぐらいかかるとみられる︒

るかどうかの絡論が出るまでには

羅査入りするが︑安全が確保され

安全審費金は十七日の会舎から

する罠込み︒

採用され︑岡隈化薫は九七％に達

躍などごく︸部を除き騰産技術が

号炉があり︑四番閉︒制御計測装

炉には埴土魔力の島浜﹃二︑三

ス冷却型〜棊︶︒周型同クラスの

水型十四基︑胆圧水型十二星︑ガ

へが行なわれ十三臼から同委員会で では通算二十七算勘︵内訳ほ沸騰

⁝参院外務委員金で提案理曲の説明

護防批准承馨は︑吉の
が整っているとは思わない﹂﹁核
蟹縮鼓議はまだ時期でない﹂﹁葬
核三原則決議もあり︑今さら核興
器禁止法の立法化の必要もない偏
などを述へるとともに︑核防条約
の批准承認は核爆縮を求めるわが
麟の新たな軍和外交の第一歩にな

原子力委員会は十〜臼︑原子炉

上の蘭温不純ヘリウムガス中での

処するのか﹂︵民︶との質問に蝋巳川内︵せんだい︶原子力発電所の

﹁核ジャック防止に政府はどう対﹁蜜金専門審例会に対し︑九州雌臼

また︑佐々木科学技術庁長官塁

ると強調した︒

︽

婁話芸

木洋氏︵共︶は反対の立場から︑

側の冤解をただした︒

﹁安全保陣の観点から︑核のカ
サが蕎効かどうか疑問﹂ρ自︶︑
﹁アンア太準諄地城に非核地帯の
設置を蕩えてはどうか﹂︵社︶︑

﹁麟連核躍縮総会の開傭を要謂す

謡講聯

つくる気はないか﹂︵戯︶との質

へき﹂︵公︶︑﹁核貝器某止法を
からまだ正武通知を受けてない﹂

紬

﹁非核ゴ原則をもつとはいえ︑批

一qづ彗﹁d﹂コ

閤に辞し︑三本触知は﹁日本の条

凍

として墨体的なコメントは避けて

ではなく︑

約批准は核拡散の菌止めになる﹂

白紙鰐允

微妙︒学術会議との二人三郷維持

アチブをとれるものでもない﹂

うるとみられている︒

術醜な討論が組織されるよう努力︸方もあり︑今後の進展いかんでは
皿
を続けるとの前回の方針には変更⁝単独開催の方向に進むこともあり
はないと強調している︒

原予力士員会側は︑﹁学術象蔽

核防参院審議始まる

この鰯の本金講では︑富沢外間

口年後の本余議で始まった︒

非核三原則などに論戦
核貝器不拡散粂約︵核防条約︶
の批准承認案件の勢院蟹識が︑十

﹁非核地帯の設翻は努力はする

力が欠けるし︑平租外交のイニシ

当面何らかの対慮揺躍を講じて

︸ 選択を迫られることにもなるが︑
れだテーマ璽筈の内容は門十分蔚・

か︑原子力蚕員会の単独開催かの

を意味するものだけに立場は

現が

いるが︑﹁羅馬開催は困難扁の嚢

困難と判断

難﹁条件整うまで﹂
現状では前進
わが國初めての試みとして注解されている原子力塾員会主催︑学術壷口協力の﹁原子力シンポシウ
ム﹂開催照覧の学術金議側の協力担滋機関である原子力問題特別婁員金︵三宅泰雄委員長︶は十一

行政的

なシンポジウムを前提とする岡委員塞が政肩の国会答弁︑地方公

日︑索束︒赤坂の学術会議講堂で開かれた第七十回総会で﹁軍期開催は困難﹂との問委員会の方針を
純粋に学術的

聴会とのかね含いなどから現時点ではシンポジウム開催臼体

正式に報告した︒

はないかとの譲解が既成噴実とし

ないと判断したためで︑原平力身重会が︑今後柔術会講のπ式海管揮受けてどう対応していくかが注
目される︒

代表して報菖に立つた中島篤之

助岡委員会讐は﹁専門家梅互間
で総見交換を行なう学術シンポジ

串し愈わせた墓本的な協力方針を

う︒中島氏は昨奪の科学技術特別

ウムの開催は有益﹂との薗総会で

再確認しながらも︑現時点ではシ

婁澱会での生照前原子力局長の国

て移在しているということ︒もう 進的﹂なものだったと評纐・原子一
条件整備 に乗り毘すものと予
㎜
一つは︑誤解を生じさせる原閣の カシンポジウムの必要性について
測される︒しかし︑原子力婁員会
一つともなった政府のシンポジウ は﹇いささかも疑問を持っていな 内部には﹁いつまでも開催を延ば
いしと強く支持し︑条件が整い学一すわけにもいかない篇とする考え

客観酒

ンポジウム開催のための

に対し①国会その他公式の場にお

備連絡該でも原子力委員会側の発

がヤ分に整っていないと説

いてシンポジウムの駐格と目的を

について

公式了解として表明する②公聴会
善が﹁二転三転﹂し結局疑惑の念

し︑これらの外部偶勢が改落され

を消しさることはできなかったと

学術性

制度の改蓄を実施し︑その性格と
國的を明確にする一1などの客観

るまで連絡鼓も一隠見禽わせざる

的条件を整えるよう期待すると述
べた︒

を得ないとの結論に達したと説明

一

原子力関係蓄との間で︑原子力の

︵図圏原子力用語辞典
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桐互協力︑などを話題になごやか
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客観構

馨

学利爾に関する調癒研究﹂を今輝

をねらう﹁超耐熱台金の開発研

り組む︒

鉄用材料としての耐熱細金の開発
明︑簸適製遙条件の検討開発のた

究﹂︑ウラン濃縮民心分離機など

度から三か奪謝画で進め︑速中性

鍵用に耐えられるような藍子力製

めの﹁ステンレス鋼強度に及ぼす

用途が広い超強力材料の關発を営

テーマ︒この中には﹁トロトラス

生の統計遺伝学的調査研究など七

損傷に対する冶金学的影響の究

中性子照射の影輝に関する研究﹂

的とした﹁超強力雨晒に関する研

指定研究は︑ヒトの突然変異発
③核融合炉の翼空頼桝料として注

ト慶二障密に関する調査研究﹂も

斉1漆偶1

ll小1，lqノ」研究FIね

台

岡璽∫」ユミ

理化1研先り1

宏

通漏IJ、橋

軽水1μ鴉主技術ll｝1発

究﹂など九テーマ︒

含墓れる︒四十葎前当籔造彫罵

ムのコロイド︶を成人に投与して

に︑トロトラスト︵二酸化トリウ

1∫醜四脚d誼

一ROSAII噛を申心ヒした一

蝉強国鈴本庸

rい虫増励1の粥邑

固されている高融点金属秘料の開

関する基礎的研究扁④瑚漏気休冷
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三年計画着手
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日刊工業新聞社

発を行なう﹁核融禽炉構造拐料に

却材中の耐熱金属材桝の材料挙動

いた禦実があるが︑これによる内

放医研
放射樫医学総研研究所︵御園生

の究明と開発を行なう門原子炉
用耐熱金鵬材料に関する研究﹂⑤

に悪性麗瘍を生ずる原園ともなる

部被曝が解臓など細網内覆二番織

テをもとに︑放射線繰露と吸収線

ため︑金国の男前照病院傑存カル

無翫爵で進めている門環境放射線
による被曝糠騒の捲定に関する調

垂輔駈長︶は四十八年度から五か

査研究﹂と︑﹁低レベル放射線の

面食が原因で超こる軽水炉論叢の

とともに︑事故発生時の安全性評

基雌を確立するための資料を得る

実態を究明し︑原子炉旛設の安旧

価に必要な材料挙動を明らかにす

とするもの︒

羅の帽関を調べ実態を頭骨しょう

1尉㌦加翻1｝の閉ヲと

一
一

人体に鮒する危険度の推定に関す

力

回

る調査研究﹂という従来の特別研

一特集：原子力・自主技術開発への展望一

備罵

究に関して︑実験櫟や設備を建

原子力工業灘誰＿

…… 繊

る﹁軽水炉周金属材料の腐食と安
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調
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イ

ンの姿勢示す

核燃料環 境 な ど 討 議
誓翻スペ
︻マドリッド松本駐奮闘︼スペインのマドリッドで開かれていた﹁第六回フォーラトム大占﹂は五
日︑盛会裡に三論闇の臼程を終えて閉食した︒この金議では︑①原子力計画とその資金②原子力発電
所の運転軽験㊥原子力発惣所の許認曙と標膨化㊨贔犠撮盈◎核燃科ゆ環境およびパブリック・アクセ
プタンスの謂聞題がとりあげられ︑欧州︑来田︑カナダ︑凹本などの原子力乳業︑関係機関代表によ

ければならない︒このため化石曇
日の確尿と原子力の導入が行なわ
れている︒スペインとしてはでき

給を確保し︑またエネルギーの節

るだけ剛安のエネルギーの安憲供

約をはかっているが︑それが経済
成長を止めることがないよう期し
ている︒

一︑〜九八五年遅三毛としては︑

覆佃消費縫は絶対騒では七五無の
石炭換算六千五臣万ナに対して一

ペイン療艦のカルドス副会長は︑

のなかでは六八％から四三％に引

増加するが︑一日目ネルギー謂要

四・五％鱒の七千四西四十万ナに

社長︶︑来国の原子刀環境︵米原

下げる︒これに対して天然ガスは

る発衷と討論がくりひろげられた︒

フォーラトム大会は各議題を駁

果をあげたことを強調した︒最後

会識が激見交換によって行きな成

五・八％から二％︑石炭はこ二

カナダ腿カナダにおける凍子力

産カール・ウォルスク会長︶

に工瑛桐がスペインのエネルギー

が各園提出の論文をまとめて壁約

上げる会議の識長の司宍で蝦告＆

箏憾と黒子力の地位を紹介する次

闇闇翻楽園における瞭子力の犯

岡開発が進めうれるわけだ︒

発の余地を鍛大限に利嗣して絶対

スペイン滋策は建設の四〇％に参

加したにすぎないが︑現在建設中
量では三醤懸KWHから菰O％融

の四藪五＋億KWHに引上げられの原発ではスペイン企業が建設業

しかし一方では︑運邦政府がこ

にあるとしている︒

れらの民間努力を刺激し喚超する

NRDCの

※原子力規制委員会︵NRC︶

米NRC

要求を拒否

ルギー技術が市場性を縛つような

ための資金投入や開発されたエネ

唐ﾉ下がる︒これらの弔測は実 上げられた︒さらにエンジニアリ

カギであると橿摘︑一九七七年

施策を講ずることが︑計画達成の

蓄となり︑国鹸化率は六四％に引

ングについても一九八○年には健

るが︑比率は一〇・六％から九・

全にスペインで引き受けられるよ

はこのほど︑贋境保護懸体の天然

質成長率五％︑エネルギー購要覧

資源保謳協会︵NRDC︶が要憎

溶性の放射駐物質微紘子︵いわゆ

していたプルトニウム微城子や不

度大統鑛府一寸は①原子力発信の

％を前提としている◎

一︑原子刀発想では︑一九八五年 う体制確立を期している︒

核燃料︑化石燃秘などの資源開発

一︑スペインでも連発反対運動が 安全性︑儒頼性︑発展性の確立②
趨こっているが︑これは説明を十

に関する星準の改訂を拒哲したこ

るホット・パーティクル︶の吸入

の黙出力二千二置万KWを冒標に
おいている︒このため原難設躍の

関逮技術⑧熱転換技術④太陽熱︑

特定箇所に一年以上も動かないで

ホット・パーティクルは肺の中の

NRDCの虫張は︑吸入された

とを曙らかにし疋︒

核融禽の調査研究⑤合成燃料の商
業生陛の実証など︑エネルギー技

分行ない︑鎖題を提供することに

る︒盤界では多数の原発が運転さ

よって︑解決できると堪えてい

れているが︑いまだ薯故を起こし

術の研究︑開発︑実証に高い優先

計画への参加︑核燃料サイクルの
確立を期している︒また原子力施

ていない︒安全性確立のための国

基盤となるウラン鉱の確保︑艘縮

設の建設はできるだけ国産化して
いく方針だ︒第一世代の原発では

際協力は塁本的な要件だ︒

O とどまり︑その結粟︑鵬鵬ができ

度を与えるものだ︑と述べてい

外国メーカーの盒函供絵を受け︑

︑

累積儒要は二千九酉Q︵Q雁十の ルの吸入隈騨茎準を他の形態をし

OQ隼にいたる来国のエネルギー る︒このためホット・パーティク

報告掛は︑一九七五年から一

る︒

省エネルギーを重視

ζ﹁b㌧

まで鼎座すれば︑多琿の懸案で

とになる︒この計画へのイタリ

するに園が見るということであ

力の範囲は研究闘発か・49炉の建 議電力であり︑資金の噸倒は要

敗れたが︑アルソム︑CEAの見されている︒さらに核燃料画

べきだろうQ岡情の違いもある

エ研究センターとの間で情報交

計画は︑豪さしくその製造−建

蒋来へのエネルギー選択の創

力を傾注すべきことを強調してい
る︒

造

と副題されたこの報箭盤は最
近のエネルギー偶勢の変化や技術
九七五

との予測にもとづいて︑主要な

る影響は︑放射性物質が肺全体に

をとりまく肺組織に局部的に与え

主張は一定のサイズの粒子がそれ

均一に分布した場舎より大きく︑

国内燃料資源の開発の可能性に一

この計画では石炭と原子力を今後

服している︒これらの結露から︑

したがってガン発生を招きやすい

という仮定にもとづいている︒し

十年闘にわたって石油とガスを補

かし一般的には吸入された物質は

う蟹要なエネルギーとして位躍づ
けており︑地熱︑オイル・シエー

り︑ガンをひき起すような粒エ丁が

均一に分布すると考えられてお

特定の組織を筒部的に照射すると

ル︑太陽熱はほぼ岡時期の供絵金

はされていない︒NRCの現行基

体の問題を緩和しうる資源︑また

の世紀にそなえて開発される主要

遡勉炉︑太陽熱発電︑核融合は次

り︑今國︑大きくとりあげられた

際しての民闇の役製を強調してお

ルギー技術の開発とその商業化に

報憲欝金般を通じて新たなエネ

紀末のエネルギー供給に貢献する

告讃は増国玉と太陽熱白身は今世

られている︒これに関通して︑報

証の状況が変ってくるだろうと兇

がっくかどうかによって開発と塞

要に対憾しうるかどうかの直通し

も批判や反論が出されていた︒

究所や各国の専門塚︑研究蕎から

きもあり︑ロス・アラモス科学研

合わせた議論にすぎないとみる向

門家の間では︑研究の閥隙をぬい

掘握されていないところがら︑騨

これらの笙物的過程がまだ完工に

いわ＠ろス均一令布についでは

準もこの概念にもとつくもの︒

省エネルギー︑エネルギー衛効利

可能性があるとしている︒

与えられた時聞内にエネルギー購

用に関する技術についても︑開発

観点から畿も商巽なヘリウム冷厳

後の原子力開発は核燃料節約の

︵岡七五％︶で︑大手︑中小を問 水炉の利用は続くであろうが︑今
わず企業が単独で行なう研究開発

高温ガス炉とナトリウム冷郎高速

への助成を大きく上回っており︑

大企業のもつ能力を結簗して原子

ス炉の開発はシュメハウゼンの原

憩嬉炉に藥約されている︒強奪ガ

ム・タービンつき高温ガス炉︵H

型炉︵孚HTR一二〇〇︶︑ヘリウ

イツの姿勢を示すものとして注頃
されている︒なお連邦政府が原子

力研究開発に取り姫んでいる西ド

問国における研究開発の状況を示

力︑海洋開発を含む新技術︑デー

熱？︶︑大容醗発電所開発︑核熱

タ処理︑宇霞の主要四分野へ投じ

プロセスヒート計画の四つの霊要

によると︑連邦政府が原子力の研

た助成金総額は七二駕約八億八千
は︑一九七二隼約四国場︑七ゑ奪

万場︑七三隼十一懸三千万嬬だっ

殖炉の開発では︑カル粟窪ルで原

な謙画を中心としている︒高逮増

内の協力による実籠炉となろう︒

ており︑次の段階はより広い欧州

岡報告憲は原子力開発の状況

た︒

業の舎弁蟹業やコンソーシアムに

について概要次のように報じてい
億六千五欝

対する助成は七二年一

すでに実用の城に達している軽

る︒

六％︶︑七三琿三懸三千四爾万嬬

万場︵原子力助成金金体の六五・

型炉︵SNR三〇〇︶が建設され

約園億四千五酉万屋︒うち︑大企

塗
護
究開発のために民間に与えた助成

した第五次報告を発表した︒これ

西ドィッ研究技術雀はこのほど

七三隼の西独政府助成

研究に四億場

民間の原子力

ニ＝一＝＝＝＝＝一＝＝＝＝冊＝僻＝＝一一騨＝＝■一＝＝＝＝＝＝＝二四＝＝＝一＝一一＝一＝ニ＝＝鞘＝＝＝＝＝僻二＝＝＝＝ρ一＝騨＝＝一＝＝

と利用までの二本酌な澱任は民間

計画にみがきをかけたものだが︑

年六月策定のERDAエネルギー
な技術だが︑この三つの技術は︑

開発の進展をにらんで︑

ーが進めば二千四函Qに減少する 千分の一にせよというもの︒この

米ERDAが新計画発表十五粟BTU︶だが︑省エネルギた物質の被曝盤理墾準の十一万五
来エネルギー研究開発局︵ER ギー有効利用技術に高い優先度を

醐﹂を発表した︒この計画は昨卑

るエネルギー自立を達成するため

る︒石炭については簸炭を開発し

六月にERDAが初めて打ち出し
性︑発展性の追求により大きな努

E三％から二二％に引上げられ 研究・開運・実証のための国家計

︒三％から一四︒七％︑原子力は DA︶はこのほど︑﹁エネルギー 与えることともに︑超優男にわた

解説し︑続いて質魏応答︑懲見父

耳垂所の運転経験︵カナダ原イ力

換という段取りで進められたQ会 協金ヴォルフ戸長︑カナダ漂子力
の概鞍発庸を行ない閉照した︒

て千五西六十万ジから二千五菖五

たエネルギー計画の碁勢を拡げ︑

社ニューウガフ社長︶

ネルギー鵠報に深刻な影響を与え
十万ナに拡大する︒このため必罰

内容をより詳細にしたものだが︑

議では謙た招待を受けた日米加三

の現状と将来︵中脳鵡力丸髭勝三
ている︒スペインを食め消費国と
な螢金は五函二十四簿四千万ペセ

とくに省エネルギー技術︑エネル

に︑原子力発電の安全性︑儲頼

郎翻社長︶

としては︑エネルギー消費の禽理

タと兜横られる︒水力発電は︑開

一︑石油価格の値上りは世界のエ

閉園式はスペインのオラリアが
化︑供給の多魚化と安定を期さな

田本難醸本における際子力閉発

工業相の議長のもとに開かれ︑ス

を行なった︒

通し︵パシフィック︒ガス・アン

山代叢が︑それぞれ次の特朋講演

ド・エレクトリック社シブレイ

最近クルーゾ・ロワールを中核

その技術にもとつく西独コンセ

処設中のSNRが稼働すればある 欧州企業 が誕憔するこ

を決定した︒出資比率はクルー

とする統命会社ノバトムの設立

萌能性の検討作業が行なわれて

欧州の現段階での優位は︑技

バトム参加が示すように︑フ
る︒このNERSAが発注剣ノ体

榔

ρーーーーbトh﹁︑一bl揖ーー﹁ートbにPbbbーーー﹂Pb−PL年

商議箸

アはじめ域内諸国の参加は既定

とCEAの間でも︑フランス型

の内実だが︑現に火ベクテル社

プトの大型炉が︑スーパーフェ

る︒仏⁝独協定はその一歩とし

ニックスに続いて共益建設され

ゾ四〇％のほか︑タービン業者

のアルソム三〇％︑原子力庁
︵CEAと一δ％︒

の共同子会社を設立し︑両暫の

て︑まずCEAとインタラトム褐速増設炉を来国内に建設する

ー・
リアENEL︑臨独RWEカの
電フラマトムの親仁社であ

いる︒計画参加へ広く門戸を開

社N鷺RSA︵仏五一％︑イが
タ量水炉︵PWR︶一篇速増殖にプールする︒またインタラト

くという両国の謡明には︑三子

もつ増猿炉ノウハウを一切ここ

同姻政府により蕉式に認吋され

に立っているという臨鶴のぼど

術の先行にももちろんよるが︑

が晃える︒

上で一な重爆

間時に各国および国際聞の産業

貸料を支払った

つまり必要な技

スを玉響しiIが︑賜遼増殖炉では確実に三位

Aからライセン 果園資本に圧倒されてきた欧州

ム哺身も︑より進んでいるCE 謝節機や翻動膜や石目化学で︑

リア望三％︑西独一六％︶の設

優位にたつ欧州連合ーー

炉一本の態艶を4りんだことを

た︒涯藁側の体制もすでに整っ
ているので︑計幽参捕国⁝薩ド

イツ・ イ タ リ ア i 政 刷 の 承 認 を
待って︑いよいよ蒲工に幽けて
動選出すことになる︒

のパートナーと

統台のすばらしさにあると需う

高速炉開発の体制固めへ

逆増熾炉と高掘ガス炉に関する

CGEi ア ル ソ ム 系 は こ こ で も
が︑その行末は雨社の統合が予

設︑機器の製造︑核燃料サイク

となって︑数か月内に入札が行

ではCEAと西独カールスルーが︑来畷のクリンチ・リバー炉

ルの冗結などすへての分野に及

ランス勘速炉の全能力がここに

び︑究秘には仏一独台弁の単一

に颪顧している︒国の参加にと

設体制の問題で種々のトラブル

この仏1独協力のスケ⁝ルの

換が約束された︒

もなう出資や管理麗任の分担が

い︒そしてこの統合体制は︑や

統盆されたことにほかならな

はり同一資本系列の洒独のKW 大きさは︑いうまでもなく欧州

なかなかすっきりした形になら

製造体制の瓢では︑西独は翠

なわれる︒

くから統台を染現しており︑騨

U︵軽水炉︶ーインタラトム体 共岡帯場が背蟹になっている︒

めざそうという薩期的なもの

会社に よ る 高 速 増 殖 炉 の 供 給 を

門食社インタラトムが薩独︑オ

だ︒その麟標に向かって︑両国

の研鋭開発および一業能力の統

両国のノウハウのプールで〃最

ないのである︒

制と軸を一にする︒この仏︑独

︵K・K︶

ランダ︑ベルギーの三遍共岡原

バトムとインタラトムの統合に

の単一国型が完成され︑ノ

愈が一歩一歩︑懐礪に︑しかも

世界澱初の商用醐速増殖炉の共

寅
方のフランスも

型炉SNR︵一瓢十万KW︶を硯
双方の製造統禽体制を獄礎に︑

県圓プロジェクトの第一歩は

に建設中だ︒

大胆に進められる︒

︐

原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

一一

広轟な協力協定が結ばれた︒協 立だった︒西独RWE以外は国意味する︒G鷺ライセンシーの して仏側ノバトムと協力する

仏1 預 独 間 に は 本 館 二 月 ︑ 高

」

ノ

原

一一

る︒つよりその選楚は︑仏政府

ｩら二薙前︑仏EDF︑イタクルーゾは軽水炉の竃力メー

（39）

︵更＋万KW︶の建設計画が力ヨ祖による滴用高速炉運転盆

一壕・スーパーフェニックス

フラ ン ス の 醐 用 高 速 増 殖 炉 第
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三響

聞

業
産

舶用関係の走出が造船不況のあお

近になって︑これまで好調だった

ンのスタル・ラバル社からタービ

岡社にはこのほか︑スウェーデ

hていない︒

メーカーがどこかは︑明らかにさ

発

界衛数のタービン・メーカー︒ウ
ドコム︒スウェーデン祐は北欧唯

熱酬￠

⑧放射性廃棄物処理設備

の葵浜と竃横謀の窩譲掻一轡を残

●

璽

OPu，U，分離構製装置

﹁5曜仙5監奪814

／

︑

⑳核燃料取扱機器

欄量覇15﹁﹁

◇

すのみとなった︒

なお通野鼠翻査によると︑昨隼

度の設儲利用率は平均四一・九％

録したことが明らかにされてい

で︑ここ五年聞の実績で叢低を66

る︒同隼度中に玄海一書︑高浜二

野︑浜岡〜暑︑福愚第一−三署の

四四が営業運転を開始︑東海と鵬

根両炉が好調な運転を維持したも

のの︑一方で冷却系バイパス隠蟹

隠裂︑チャンネルボックス損鰯︑

⁝蒸気発生賠細管漏洩など相次ぐ禦

故のため点横期間が長期化したこ

一六％台︑菱浜二弩が二六％台と

ともあって福鵬第︸1一︑二号が
：

極端に悪かったことなどからとみ
られている︒

映画の会

楽弓が講演と

6月3B︑経囲連ホールて

田本原子力研究所は来たる六月

三臼︑旧記・大箏町の経団連会館

ホールで﹁あすをひらく原子力﹂

同田は竿後一時半開会︑次の講

講演と映画の会を開く︒

。核燃料輸送容器

風艦一1紅501

％の確率で雨﹂とやる天気予報
に象撒されるように何ごとにつ
け倉理性︑論理性が思考の物識
しになっている※の国民性︒純

で第一回会議を開いて以後︑英︑

▽二十隼の実績の上に1無量英

演と映薩上映が計画されている︒

6

2

科学技術序原子刀局

勇夫

いさお

もち

合会議は︑核融台研究開発の基礎

ソ︑米︑臼添とほぼ三年毎に開か

二理事長▽安全を趨噛する原研−

束班都中央区銀座4−10−4

タ宴5−6

鋤力炉開発課題

内田

うらだ

外交下節

ートナーとして日本の協力を求
めている﹂と

せよ︑鯨入消化にせよ︑その

らり︒動力炉開発︑自主開発に

技術を﹁自分のものにするのが

覚がこの辺のカジとりに生かさ

第一﹂︒鷹きのかかった国際感

研究から炉聞発までの薪しい狡

れてきた︒

射射

照照

離昇

試委

費

畔リド支店

〔〔お）

彌
︐軸護；

かしげるアメリカ人に﹇なる

臼本的な﹁むつ﹂問題では首を

まさにこれからが正念場だ︒

開に向け最後の遍い込みへ︒

灘
十〜黛集大農学部腿理

と静かななかにも逸興と畠儒を

昭穂＝

策など蛛矧面での研究の充実と

へ︒一物の種にす

こめて語る︒

薩輪躯動

桐まって大きく進展︑動・燃

︵†・Y︶

束東都出身︒四十四歳︒家庭

ぎなかった机上のプランは︑大

れそうだ︒

地にしっかりと恨をはり︑編速

は淑子夫人と二男︑趣味は旅と

り︒動燃計磯管理部調査役︑科

一の療子炉圧力容器メーカーで︑

技庁計懸盤科学調査嘗などを経

化学科卒︒三十四年科技庁入

スウェーデン政肘が七五％の株を

炉︑新型転換炉︑多閉的炉と二

ドライブ︒

一箸欝記窟︑参画蜜として四年
間の外交官生活︒﹁あすは三〇

換・協力をするため︑︸九六一奪

術︑データなど舶盟国間で相互交

1研究蕎たちの記録﹂︵30分︶

⑧核燃料加工匹1若設備

霧

カデリ

ウ霧
詫

昭和四十二隼の動燃壌業圏発

畏補佐として設立準備に奔走︑

足当場︑原子力局動力二藍豪家

台システム開発という点でまだ外

本格的な動力炉開発の塾盤づく

両国相互の経験にもとづいて

ガデリウス社が受注に成功した

りもあって低迷続きのほか︑一方
もつ岡撮会社︒

て四十八年から在来日本大使館

た︒筒速炉実験炉﹁鵠陽﹂は運

開花期を卜えるまでに成長し

︐股︑三股に枝分れし︑今まさに

核融合国際
会議を開催

以上に関係者から注圏されて
いる︒

政府は現在︑同会議での日本側

十七露に逸転再開︑これに続き屈

／

取締役社擬

繋｛｛め）188−2501

大販市乱区承梨町4

6

きる虫でに放斑してきている︒総

国メーカーに蜘課しうるとまでは

りに努めてきた

﹁技術分野でも米国は丸箸のパ

ほど﹂といわせるのに菖労した

いかないまでも︑部門別あるいは

が︑×騒でのアタッシェ魏魏が

新たなエネルギー供給の撹手︑

個別機器開発では詩界の第一線に

らUターン︑湾び動力炉開発の

八月 中 に 全 量 を 出 荷
動ぶほどで︑こんどのスウェーデ

最齢線に顔をみせた︒この九隼

ガデリウス祐︵ショ⁝ナス・ゴロi・ガデリウスれ長︑本病東鼠︶はこのほど︑スウェーデン向け

原子炉圧力容器部材はトップ・ヘ

で頃チ力用機器賜蟄が増加傾向に

という︒

ン向け機器輸出品談の成功も︑こ

間に動燃を中心とするわが国の

ッド︑カバー・フランジ︑タンク

ン・ケーシングやローター・シャ

﹁ぜひ軌道に乗せていきたい扁

うしたわが国メーカ⁝の﹁技術力

動力炉開発は︑プルトニウム対

・フランジ︑シェル︑ボトム・ヘ
あることから︑当闘の輸掛の唾点
フト︑ウドコム・スウェーデン社

欝欝マン

の簡さ﹂が評価されたものとみら

圧力容器部材で総額17億円
総額ナ憶億円にのぼる原解炉圧力容器部材の輸出繭淡に成功した︒今丹中に部材の黒酒を輸麟︑八月

れている︒

ッド︑スカート︒リング︑ノズル
を原子力機器に置き︑霜解製贔と
から原子炉圧力容器部材輸出につ

スタル・ラバル礼は世

巾に受江全難の拙荷をし終える予定だ︒同絹には引続きスウェーデンから圧力容器部材蔓沈について

など・スウェーデンのアセア・ア
あわび積勘的な隔襲拡大方鶴をと
いてもそれぞれ大口の引渋いがき

︵注︶

大口崩添いがきており﹁成約は箱望﹂とみられていることから︑これを機に︑胸欧向け国断機潮繋餓

トム社岡けとなるもので︑同国の
りつつある︒こんどのスウェーデ

月

子力開発−村田庸副理螺長▽映画

天野昇理事▽エネルギー戦陥と原
で運転を停止していた敦賀︑福島

﹁あすをひらく原研﹂︵25分野▽

研への期待﹂一向坊薩藁大教授▽

特別講演﹁原子力關発における原

穆および玄海

終え︑運転開始となったことに伴

各原発がそれぞれ三月中に点検を

平均61％強と⁝第一⁝二弩︑高浜一

4月の発羅毅傭利用率
の核肩台研究が︑米FF﹃﹃F︑ソ a︑プラズマ研究所のJIPP−

連T−20︑欧州JET︑田本
J︑T
T∬
阪大のレーザー核融合研究

上昇気運示す

根も定検を終え五月十一日から運

うもの︒福騰第〜1一号が四月二 映画﹁原子炉の安全腔を三二して
四月のわが麟原子力発醒所設備

原産調べ

利周率は平均六一・六％で︑重富

〜〜三月の平均五五％強を上回る 転再開となったことで︑五月の設

〒一〇〇

理購書藤村弘毅氏住所

原産

備利用率は四月の実績をさらに上

蓼
回る冤込み︒これでわが国の原子

︵財︶温水養魚開発協会

記録︒タービン主蒸気霧止弁定期

力発電所は運開十二基出力六颪六

原産に入会

予

住所透塀都港区芝西

島国五八五

1

兵庫隈尼崎rl犀枕瀬手ユ島1一三

三春黎素4本入，重継25屯）

の積極化を閣っていく門閥である︒︒

フォースマーク三幅用などとして
今秋︑西独て

圏際原子力機関︵工AEA︶主一60などの建設着工で新しい段 など約二十件になるもようだ︒

議

階に達しつつある現在︑

う︒

一千万KWの原子力機器製進が珂
御核融禽研究國際会議﹂がム萩︑

わが濁では現在︑三嘆八爾万一

ているが︑﹇事由は肖望﹂とい

に黎つく一環︒小魏部縫輸出では

ン向け漂子炉几力容器部材隅田藺

ガデリウス社は外岡機器の孔内

これ豪でも偲例かがあるが︑総額

西独ベルヒッテスガーデンで開か

談の成功も︑こうした閥社新方劉

輸入販尭と坐醗に嶺たる一方︑ス

能な体制が整備︑※濁メーカーに

れる︒岡会議は︑四十九隼十

供さむるもよう︒

ウ∫ーデンを申心とした北欧四か
十七口口にのぼる大目模繭談を濠
よる輸ぬ攻勢の激化ほか急遠なス

発表論文を六月メドに選弩中だ

これまで︑王AEA主催の核融にザルツブルグ︵オーストリア︶

隣向け膿麓の原子炉圧力容器部材
とめたのは︑同社では今一が初め

の第五回東東禽議に続き︑西独で

墨筆会

や艘用機器をはしめ電子製贔など

て︒もちろん各部材はいすれもA ケール・アップに伴う技術内容の

催の﹁第六園プラズマ物理及び制

を集中的に輸出している︒中でも

が︑原研のJT⁝60︑JFT12

となる場倉で九〇％以上が達旗で

も例兀ば図内メーカーが蹉契約者

初めて開催されるものだが︑世界

量面ジを超す大型那材も少なくな

カラーTV︑コミュニ午ション SME規格に合致するもので︑墾蕩度化などあるものの︑圏産化率
・ラジオではスウェーデン市場シ

ェアのトッ プ 奮 め て い る が ・ 媛い・なお・黛製造に当たる禺
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の笈定性はどうかを調べる︶⑬C

TL一感 力 ︑ 温 順 ︑ 流 量 を 爽 際
炉のものを模擬して二千〜三千時

模で冷却系の破断実験︑葬常冷却

耐久性などを評懸④A安！1尖規

点検︑爾徳環ポンプメカニカルシ

︵株︶

謀イガタ・メ；ソンネーラン

騒話五八Ol五三六八

金国町村三豊別館内

に入会
ール点検︑クラゲによる支障防止

がわかったわけで︑DCAでの実

十万二千KW中︑改修長期鬼通し 夷肇都千代田区永田町一−三十五

験成菓が原型炉建設に反映された

対策工耶︑復水器等申継点検など

初︑プルトニウム・セルフサステ

吉村義城氏

久保明舟町一一十第十八森ビル

原産に入

一〇狂弾込五Q二⁝五一八一

日本警傭保障︵株︶

会代表取締役会長飯田亮氏住

〒一〇五

所東京都湛区赤坂一一九−十＝慧二

一二〇六一

会篁ビル

繋（お）541−219三

本社 ∫塒
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効利罵が図れる新型炉として注欝

閥逓転継続し︑部剛贔の流動抵抗

されているもの︒開発の多くの面

新型転換炉︵ATR︶闘発のた運転できるところがら︑赫料の有
め︑大洗工学センターしは重水臨

実験を行ない壷金対策を研究する

界実験室︑流動伝懲試験冤︑部品

の四塞がある︒これら四盛にはそ

機器試験茎︑ATR安余性実験筆 で軽水炉など在来技術の利用が國

﹁ふげん扁の設計変更はこれま

イニング︵燃料中に主塵されるプ

一例である︒

ε）G短策中｛49？達7一｝

れるため︑わが困では実験炉の段 一などの役割を担っている︒

ATR開発に期待

れぞれ︑DCA︵蟹水臨界実験装階を経ずして直接に原型炉の建設

麗︶︑HTL︵大型懲ループ︶︑

CTL︵コンポーネント︒テスト

︒ループ︶ ︑ A 安 ︵ A T R 安 全性
試験施設︶と呼ばれる大型の試験
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ことに渠たして実現性があるかど

核種を燃料としてリサイクルする

フランスCEAは難中レベル圃る方式がある︒分離したアルファ

らアルファ核種を分離して籔理ず

の笑え方として商レベル廃型物か

ことは間違いない︒象た︑この国

換や分担研究などの荷照性がある

やや皮蜜じりの鶴蓮けてい一の候補畿について研究鐙の交

もこの研究開発体制は︑餉記三尉

かと思われる︒しかし︑少なくと

われからみればその興現性はどう

ものの構想があるというが︑われ

有のマルクールの施設に次いでラ

方釧を変えたというわけでなく現

ンスとしても︑従薬のガラス化の

く反対の愈兇が襲明された︒フラ

発生などで不潤であることなど強

利性の少ないこと︑二次麗棄物の

西ドイツなど極めて批判的で︑萄

ルファ分離案に対しては︑英圏︑

いるとの讐であった︒しかし・ア

は脇能であってテストを行なって

きるのかという問いに対し︑これ

二〇〇Q隼頃からルーチン叢務と

を開始し︑経験と圏儘を得て後︑

たいと響えており︑八五警護試験

する︒サイトは八︸奪家でに選び

譲もその隠勢性の故に調査対象と

轡願を優先的に研究するが︑諸堀

口の少ない雪解にある紬晶性火山

で地殻と地盤の戯で静かでかつ人

としては︑この礪の安曝した地質

高レベル嗣化廃棄物の処分サイト

離物の点で衛利になろうという︒

七十五鏑入りステンレス・スチー

トム埋設場に処分しているが︑高

化廃粟物をラ・ア⁝グのアンフラ

の圃が使えるEC貯蔽サイトなる 圃化して後に分離ということがで

廃闇物の鍛終貯蔵もしくは処分に関する考え方やその開発について多くの発表があったことが注露さ
ル︒タンク数個に貯蔵しており︑

イタリアはその国土に橋土坑が

する計画である︒

新たに酉五十ゾ入りタンクの建適

︒アーグにもガラス化施設を設躍

した段階に翻したことのあらわれであろう︒また︑シンポジウムのあと萸︑仏︑西ドイツ︑ベルギー

れる︒おそらく原子力開発のいわゆる先進国において廃翼物対策がそろってこのような必要性に磁面

るトリサイア︵長ぐつの底の土ふ

その他の地質学的︑工学的研究を

まずのところにある︶で加熱試験

多く︑現在C亙ENの研究所のあ

ルファ分離という方式は理論麟︑

ーシブル固化︑擬装墨田そしてア

あろう︒

技術的斑能性として試験する案で

質な粘々隈がある︒繕来の高レベ

域には八酉〜千軍の隈さの厚い均

する予竃であるというから︑リバ

式を画熱した方が有利であるとの

カナダは天黙ウラン璽水炉の属

うかわからないが︑ともあれこの

しこのような最終処分は一九九〇

関してはシンポジウムでも発表が

判断によっている︒この方式案に

望を進んできたので炉のサイトに

て地禁内処分の方針であるQただ 考え方は廃黒物蟹理には異なる方

その後十年ほど工学附貯蔵し︑次

後は叢叢ほど工学的賠蔵すること

隼まではその必要がないので闘化

をリバーシブルな形で磁化してお

あったが︑つまり蔦レベル廃罷物

レ︑ヘル廃夜についてはガラス化し

いで地層内処分を考えているが︑

とし︑八鴛年から九〇年頃最終処

らを八○駕代中頃にガラス膠化︑
出︑働勒した核分裂性物質の貯蔵

その対象には花醐霧層を研究して

分サイトを決めればよいとしてい

が進行中であった︒英閨ではこれ

と加工施設︑廃当物処理施設︑低

いる︒この麟は筒レベル雨雪の液

の廃棄物関係施設と関連行政機関を訪問しその驚の廃藁物対策の方釧を聞く機鼠を得たので︑これら

中レベル廃罷物処分施設︑および

体貯蔵に経験と職信をもっている

ン︑長寿命FPなどに分離して の中の核分裂性物照の価値を蕩話

の場所を現場試験研究に用いて必

ル廃棄物処分施設サイトのためこ

実漁中とのことであった︒この地

簡レベル廃棄物の工学的貯蔵薄霧

を総合し・主要な点を述べることとしたい︒

リードする米︑西独
各国とも地質調査段階へ
と後飛の処分のための旛設などを

協力体制をもって研究開発してお

米國ERDAの発表によると︑レベルの両廃葉物の貯蔵域が区別
いが︑世界のすう甥が固化の方向

旋罵済み燃秘貯蔵池を所角し︑そ

上に羅くというアイディア︒この

る◎サイトの候補としてはECが き二十〜三十年を経てから超ウラ

八薙に魑糊し︑八二無に廃濯物受

されて構成されている︒工箏は七

一か所に敵中し︑これを轡塊層の ので︑岡化が絶対必要とは思わな

騨三千万がが 一 九 七 七 年 は 九 千 万

廃棄物星団に 幽 す る 一 九 七 六 年 予

後︑最終処分するというものであ

資

このように︑各躍とも貿なった

ないという︒

条件の下であるが概して八○隼代

ツの構想が鍛も具体性をもってお

とくにそのうちでも米国と西ドイ

園ろうとしていることがわかる︒

ることを下貼している︒その達成

Z〇〇葺まてに簡業化を達成す

CLとしてはこれらについて西鷹 紀からは本格的ルーチン策携化を

の技術開発が必要となった︒AE には試験的貯蔵施設を操築し来世

燃科加エ︑麗藁物圃化︑処分など

り︑そのため薩処理︑回収物質の

から燃料リサイクルの声が㍊ま

て︑サイトとして決めたわけでは

り︑西ドイツとオラノダが轡堀

龍

要データをとるのが留的であっ

にあるのでこれに岡臆してもよ

ヒμ

ノ

鵬鎖伽具体的計画ふまえて
放射線医学総合研究所

⁝r

エネルギー賃源の樗効利周の観点

構想が実現すれば︑安金防薩の面

ができた︒繭者が原子力規制関係

環境衛生研究部長

していなかった︒しかしカナダの

Q一〇年までの米鋤の低湾両廃粟

高レベル廃 誉 田 の 圃 化 技 術 ︵ ガ
を掴嶺︑後覆が開発を災施してい

N代に試験貯蔵へ

入れ開始を予定し︑ここだけで二

物を収容する容踊になるという︒

がに増卵し︑ こ の う ち 罠 問 か ら 生

大するという︒この理磁は︑処理
西ドイツでは内務省および研究

ずる廃蘂物に 対 す る 分 は 五 傍 に 増

施設の新設や拡充のほか︑地雁へ

ラス︑セラミック︑メタル︶の開
るが︑もともと数鋸前までともに

技術省を訪れ︑慮接論議すること

発は八O無代 初 ま で に 完 了 し 儀 間
研究技術省が担当していたものを

の鍛終貯蔵計画の推進による︒

での実期化開始を八十年代蘭牽に

り︑現段階でも讃実に手を打って

までは便用薗み桝料を︸時貯敵す

る︒この覆関して鴇間が響⁝るわけであるが︑葉のボン爵

分離したものである︒この岡は廃
層︑フランスと英圏が花轡層層︑

棄物対策において恵まれた条件を

でもまた経斜性の劉でも荷酷な点 いといった口ぶり︒処分対象とし

には摺目暦︑頁智腫︑粘土魍︑花

いることが冤感され︑印象が深

予定している ︒ 圃 化 体 の 鰻 終 貯 蔵

黙新塁粧襲㎎諜潜熱鍵鴇蠣瀦欝臓↓齋
低︒中レベル囲化腱棄物の処分

る見込みであり︑近い繕來太平洋

好来も多くの園から希望が出され

あった︒

ことで十分てあろう︑との見解て

する有益な悪報を入手することで

にどのような配慮をすべきかに関

下外縁が外側に押しひろげられた

が水旺のため圧縮されてドラム上

PAによる過宏の投鑛海域に対す

三蕩雇まで潜水珂能︑二台のテレ

矯いられた節水艇は無人艇で二千

九爾摺と千七菖焼の投製海域に

の発羨は殆どなかったが︑米国E 予定である︒

しては今年憂の調齋て金属片を採

ついて質問があったか︑これに関

るという◎ドラム金属の鷹蝕薬に

場合が嚴もふつうであった︒これ

方式では︑陸地中に胆観するもの

も金頭的に支持する用態があると

る謂査結果の発表が興味あるもの

概して瞳地処分の方が経済的で

をとっているが︑海洋処分を全く

った︒低・中レベル圃存廃謡物の

は圧力平衝器のないことに三岳す

いう︒もし謙りに臼本からの細込

上し研究する予定︑とのことであ

あり︑今後も同樋の調査を行なう
ベル岡化廃涌物投棄処分に鰐して

で実施を罰題している臼本の低レ

みにより冥EAの太平洋投斑処分 であった︒この国は一九四穴年か

ヒ・カメラと海底堆積物サンプラ

海洋処分は中止1一今後も余りこ

国の事情で異なっている︒

あることから自国内に好趨な処分

別業としてこれを実片するとなれ

れに瑚待することは無い立場にあ

た︒海底堆横物試料の放心能芸定

に際し︑参考となるデータを捉

外属が今後海洋投葉廓業を行なう

を実施して有益な惰報をとり︑諸

結累によると︑いくつかの累累か

りながら︑このような困難な調査

処分しその後中止しているが︑一

である︒わが瞬も近い将来海洋処

供しようという来國の姿勢は立派

底堆積物サンプラーを備え三千八

何らかの形で確認することと︑過

ぱ︑絵本側の安傘評価をNEAがに低・巾レベル固化麗懸物を投翼

脚のフォール・アウト水準をゆう

九七四年および七五奪EPAは太らセシウム酬︑プルトエウム鵬︑

百綴まで麟水可能のものであっ
に適しないクリプトンなどは将粟

平洋岸の九蔭綴および千七習駁の

わが国の処分計画で
NEA

ら六二駕にかけて太平・大爾海洋
地が得られる麟は陸地処分の方式

でテレビ︒ビデオレコーダーと際

棄海域に震いたものは三入学の艇
齎定しているわけではない︒例え
ば涯ドイツは岩堀層に葱濠れ︑ア
ツセ土釜坑に低・中レベル鳴臓物

海洋処分の対象になる懲能性を霧

エスコーティング・オフィサーを
海洋鞍擦処分を実施しており︑近

乗船させるというのが彼等の思想

深さの投棄海城と大西洋の二千八

に超えるものが発拙され︑投棄体

の今鋸以後の調燕紹漿は大いに参

分の実施を予定しており︑EPA

篭にすることができよう︒

から溶出したものがものと蕩えら

されたが︑金属は大丈爽であり︑

れた︒ドラムには表醐腐蝕が観察

菖耕の深さの投簗海域について潜

ては︑IAEAの勧告内容に従い
水艇による調査を実施したもので
に穆齢し毎薙北東大西洋に深海処

に際し圃化体やパッケージその催

ある︒調蕉の闘的は海洋投簗処分

ドラム破損はパッケーシの巾爽那
藁壌業を実施することを通告する
驕しでは︑足早周海洋処分肇業は

分している︒NEAの握当尾鰭の 学際的に認められている方式で投

年はNEAの加盟岡岩群投翼覇業 である︒近隣講国との関適につい

これに対し英国では︑牛島から

えているという︒

当の大西洋投蘂項業で経験のある

を処分しているが︑岩塩面内処分

ーを備えており︑二千八画凝の投

海洋投棄に積極協力

シンポシウムでの海洋処分関係
おり︑いずれの方式を避ぶかは各

と︑深海投簗処分とが行なわれて

い︒

ベルギ⁝とイタリアが出土騨を研

7・∴
一書

︐

で︑ECに捉案ずる筒レベル縄棄 究している︒ECとしてはすべて

とになっている︒核燃料うイクル

て海底下の地麟も技術的に可能

パーク構築の不用は約竃千億円と

が多い︒このための媛補地点は数

てきたが︑近い将来必要となる筒

か所あり地胴調査が行なわれるこ

レベル廃藁物の鍛終盤歳には獲坑

見積られ︑運當は爾処理事業糞婆

坑に低レベル遜化廃棄物を収容し

り詳細現地調査を爽施することに

間︑廃二物処分事業漏出郊がそれ

備えていて︑従来からアッセ嶽塩

しており︑パ イ ロ ッ ト ・ プ ラ ン ト
ではなく扇使網の轡出勝に適切な

ぞれ摺書するが︑全ての費罵は電

行なって七八薙には数か所にしぼ

四川開始を八脇年に囲ざしてい
施設卒謝しく構築する方式を進め

気糾金に加算されるという︒この

層

◆

力

一一

樋岩磯その他 全 圏 的 に 地 心 調 査 を

る︒これに関連してサンディア研

散その他の試験を笑施し必要デ⁝

れたパイロット︒プラントの設計

究所の発表はERDAから婁託さている︒そのためアッセでは熱拡

きており︑費用は大きく謹価して

点については勇力業界と交渉がで

注圏される特徴的な構想は核燃

タを藥則している︒

脳サイクルパークの方式で︑これ

案を示したもの︒ニューメキシコ
州璽南部に設聞する予定のこの施

欲X｝m

纂署

も蹴気料金の一％以下であって闇

岩

闇にはならないと考えている︒

西ドイツ貯蔵所構想

は便溺済み燃料貯唱曲︑再処硬工

翼／
燃1難
渦沿＼

麟レベル圏｛ヒ体

二
コノクワートノーリレド

低レベル
遡搬孔
局レヘル
巡搬孔

臨

1〔XXIm

塩

いたるもので︑低レベルおよび高

米国ERDA二二一メキシ

子

原

80

⊥
｝m

低

設は岩麗騒に地下八酉層の深さに
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衆院科
技特委

﹁地元意見聴き斌廼﹂備

人田法改正環を槽議している衆院科学技術振興滋策特別後R会は十九田︑侮世

びつけ鴛み嫌っており︑受入れは

にした︒

桜蝉

受入れを白紙徹馴することを明白

同条約批准については参院鼠践

饗素も残されている︒

から参院外務委員会︵尚橋娩之助

十一日置趣旨説明に聡き十三霜

た後︑会期最終日一一十四日の本会

議をし舐めくくりの質疑を行なっ

た︒二十欝︑二十一鷺も引受き審

派

勢の変化もあっていわゆる

軍縮あるいは篁全保障など囚際梼

承認に賛成の立場をとり始めたこ

が軟化︑騨党も呉就党を除き

とから︑ここにきてやっと

に讐今後も麟学技術の発辰に寄与

る上木繭網が出細し︑列鮎＆を前

し︑この浅野で︑他因に遅れをと

人が一裳に顔を禽わせ二十周葺を

ト

鼠菱重工業株式会社

に対硲して︑今後も引続きこのた

すると

ーフ

三菱原子：力工業株式会社

う査察の効箪化︑簡素化への捜︑帽

確証

を説明し︑過慢に

ぬ

力委員に撒汰工学部教授向坊降氏

二面性

ノ

を発令した︒陶坊氏は昭秘十四隼

との幅木的姿勢を説明︑七三の恥

めの技術開発に力を注いでいく︑

代りについても︑田本独嵐の核物

東大工学部応用化学野阜後十八飾

工学部助教授︑並十四年碍教授︑

束大饗一工学部講舳︑三十三年岡

て︑ユーラトム並みに保擁措蹴の

難議縫システムに疑闘はないとし

察の

いう処理的な顧﹂を兼ね備えた査

ことを劇際機関が

質が平籟利用のみに限られている

という技術的な面と︑全ての核物

和剥用以外への転用を箏前に防ぐ

の問題について闘氏は﹁原子力車

はないだろうと述べた︒しかしこ

銭務を回本へ移管することに問題

四十無難同工学部長を歴任︒この

欝冒︑三十八薙から四イ三年まで

聞三十一無在米鶯本大使囲第一欝

原子力婁鎖ムム原子炉安全轡門轄査

委員会参勢︒康京都出身︒59歳︒

会霧鷹委員︒四十一駕から原子力

力鰍

あなたの三嚢i世界の三

新原子力委員
に向坊隆氏

舜

寳

総琿厨は十九織付けで︑新原子

誌総㌶醸
／

︑弓．頻㌔︑慮講講

圏s

遭蕉翁
て沓定はしない︒絶対薔憲とは建

駐を沓走︒鎌田氏は﹁長期的にみ

皐︒聞発はやめるべきだ偏と必要
ではないQ政謝的立場やイデオロ

く原イ力商船に躍かれるなら疑

うが︑聞発の霊膿が基礎研究でな

が発全無欠なら賛威にやぶさかで

問扁と答えた︒住蕉氏は﹁安全性

でビラを配るのは漁民の響胴な幽

た︒

いないことを明らかにした辻氏は

質疑で門むつ篇録論難は這えて

ない一と述べたQ

近江a謡炎氏︵公︶の質問に答え

つ﹂の笈金性と原子力行政の確立

て︑受入れ条件としてあげた﹁む

掃に努めるへきで︑改修議醐は根

由川氏は技術茜の立場から門設

木的に練り難しを㎏と陳述︒

源点にたち帰って不安や不揺の一

速見氏は﹁政府は猿子力開発の

い以外の何ものでもない﹂と訴え

く︑勲を休んでふしくれだった手

ギーから反対しているのではな

難聴受入れ阻止が基本態度﹂
日水線子力船開発事

保危への﹁む2修珊溢受け入れ問題で集中禦議し︑辻一三佐世保市長ら八人の地元関係者から慧見

mむつ記聞題を考える長島県民会議代籔︑小林ヒロ長崎県婦人団休連絡協議会会長︑佐藤経雄纈子力

を恥取︑質疑を行なった︒この田参考人として悪晃を述べたのは︑辻市長のほか鎌畷鎌脚原子力船

船﹁むつ﹂霜糊国民逓動協義会企画委員長︑志方濾隆佐世保帯商工会議所騨務理購︑住江正三長崎緊
纐連会長︑速見魁源子力船﹁むつ﹂入港反対佐世保現地闘二水部長︑山耀新二郎長崎造船大学教授の
八氏で︑それぞれの立場から兇解を表明した︒

憲方鴛も¶佐嘉保経贋は秘地特
いかなる猛目でも反対する﹂と主

でいる︒県民は原子力船を死に粘

需減と造船不況のダブルパンチを

る﹂と験愛したQ

積極的に技術開発に取纏む必捜が

壌い沈滞しきっている︒﹃むつ﹄

辻瓜は﹁造船国としてわが暇は

ある︒﹃むつ隔を冗成させ︑技術

悶◎速児氏は﹁現時点では時期尚

見を述べた︒

兜返り条件との引替えはやるべき

核防条約︑承認㎝へ

幽通講岡食で継続器議措置がとら

党内に一部慎唖論があったため︑田

委員良︶を舞台に本格轄議が始ま

れるなと繹偉があるが︑その後︑

麟らが被爆蕎であるという小称

タカ

氏は﹁県内には七万人からの被爆

議にi碧︑承認の冤通しだが︑財政

み濃群

晃込

法待例法冤との絡みなともあって

となってきたもの︒

同条約承認についてはなお微妙な

一

功労畜の表彰なとを行なった記

み︑拘ててきた︒

愈式典には︑かつて科技庁長冨・

め行政機関である科学技術庁が︑

張尽・芝内久保巴晦の東灘農林琿

しいしとあいさつ︵写爽︶した︒

らないよう秋極的に取り組んでほ

式典に引き続いて開かれた祝賀

祝った︒

民閲団体などから摺かれた約七擬
渕羅﹂とする世論をバックに誕生

がらも数多くのプロシェクトを生

して以薬︑幾多の荒波にもまれな

﹁貿易の菰大と科学技術の振興が

への移鯖瀬にあった昭和三十一庫 会には科学技術関係の研蜀機関︑

職後の復興をとげ局量経済成長

した︒

金貸館で記念式典と祝賀象を藁軽

創費

二十周年圏にあたる十九日︑

ilその振興と開発促進の総元纈 原子力査補職をつとめたことのあ

代を迎えているわが国の科学技術

イエンスと︑ビッグサイエンス時

原子力︑￥田︑海洋︑ライフサ

八日も集申審合するなど︑これま

った核防条絢批准承認薬件は︑十

る︒この立場から仏鞍懸の多くの

だが︑なお微妙な要素も

の二点が満たされない場合には︑

註を含め根寒から蕩検討を﹂と慧

質疑で︑冨崎茂⁝氏︵臨︶︑小

に労働薪︑⁝南民は不安を感じてい

漁民をへ表して住托氏は﹁きれ

たい﹂と地元経済の窮状を訴え・

修理を経済浮揚のきっかけとし

網政嵩氏︵民︶が﹁原子力船開発

張︒

り︑輔修理すれば便える﹄という
いな海を守るという鷹活摺的を失

を蕾積することは繍罠の課題であ

懸門象権威蓄の結論︑原子力曇員
受入れ賛旗の慧見を開照した︒

の必懸性をどう霧えるか﹂と質

会の見解を島用する﹂と述べる一

るというのが演出の藤木態農で︑

これに対し︑五参蔵人は反対な

わせる恐れのある阪り絶対阻止す

方︑﹁行政不砧は齎めない市笑

る﹂とし﹁十年前の安詳総懸から

まず鎌田氏は︑﹁欠陥原子力船

いしは消極的な惣見を述べた︒

入れについては﹁佐世保港は最燃

やり顧す冒しい姿勢がないG行敵

べきだ﹂と改府の姿勢を批判・受

で︑政府は原チ力行政を明確にす

だと信じるが︑地元の穀踏の患児

@
@鷺

空白を埋めないと外国から遅れ

なとと指摘した︒

政がそのまま受けつがれている﹂

の部分的改諏を行なっても欠陥行

を馳いて決めたい﹂と語った◎

佐藤氏は受入れ致成の愉場から
冾燻Hく﹃むつ臨を改修し︑

／

＼

訂がいて︑毎年千人ぐらいが死ん

麟

人たちは政府に協力すると確畠す

データを離積し麟用炉開発技術の
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の中で鞠処琿と放射性廃鍛物処理処分の問

さて︑ダウン・ストリーム

ない︒とくに低レベル山導物は試算による

棄物対策については簡ら方策が示されてい

るものの︑その澱終処分および筒レベル麗

ベル廃棄物の処理技術はほぼ確立されてい

件頻繁物の処理処分については︑環荏︑低レ

核鍬料サイクル確豆のためにはそこに資

かけられなければならない︒

あって岡癌工場鰹設灘瞬の加速化へ鎖車が

なお流動的な蠣素を多く残していることも

し︑ウラン濃縮では海外での新工場建設か

工はその技術をすべて海外に依馨している

すでに事業化ベースに桑っていろ核鳥距欄

海生生物の成長試験と古諺侮物に

委託研究を中心に東海盛業所での

を承認した︒

十一年農購業軽四および収支予郷

鉦度凝業報笛︑暇支庚算︑昭租五

丸ビルで開いた理綴会で昭稲五十

一サイト集中化が姿として盟家しい︒放射 体の大規換化など︑一層の35ヵが必要だ︒ 甥喪︶は十七溺︑束崇・丸ノ内の

でも一般の盤湘の水噸を上幽る成

泣面績衡たりの収獲︑成長の曝さ

マエビはこれ濠での該験飼費で単

採算をとるのは難かしいともいわ

がかかるという

ンプで揚水するために高い罐気管

展⁝の閣題が讐の懲とな・ている

ムへの対憾が兜進各駁に比べて薯しく立ち

とを︑まず指摘したい︒

と今難麓は引き続き科学技術厨の

いくとともに︑これまでの飼育で
かなりの成果が褥られたことから
今隼度から新たに企業化の技術と

れるが︑今年腱は日野池も底颪ろ

より避く

を

より緊

萄葛な販売隠

愚︑申央排水式に改曝し︑大型の

より多く

にも配呈しながら

曝気装躍を設綴︑

期

めざして稜極的に計画を推進して

く

今庫初め好評を博したウナギに

いく︒

ついても同様の描躍を講じて企業

化試験を実施︑現任養髄中のもの

も一平方耀当たり＋菌螺の収獲を

察標に八月ごろには試験的放繊に

熱構煎

ろから約二千尾のアフリカ塵食用

の新たな試験的餐殖として七月ご

もっていく予定だ︒さらに今二度

颪山ハ十万円を虫腰帯場に放出︑販

績をおさめ︑昨年は九百詩経︑騰

く計画だ︒

旛︑飼脅魚榔の多様化を図ってい

の二二も実
ことになった︒

嶺て露営的にこれを実施していく

しを疑るまであと一歩︒温水をポ

売経路も確立され︑企業化の見通

テラピア
企業化試験の対象となるのはク

二陣についての研究開発に焦点を

から

題は︑残された轟磯の最箪要課題として位

とセメント固化ドラム笛議めにして二十薙

金調達︑安全対策︑撮障措置あるいは物的

対する放射能の影響調査︑閲連研

によって掘∬に関趣︑代替性かあるものて

化︑驚風情勢の変乱︑将褒炉型の選択等々

特殊三野

澱づけられる︒萬処理については東海再処

後四蓄六十万本もの多麗に達する見込み○

防護箸々といった多くの難題が内花はする

究機関との連けい︑広報普及など

温水獲魚開発協食︵藤村弘毅理

塞格繰業開始の段どりで︑さらに英︑仏器国

理施設が置ればせながら再来蕉からやっと

原子力婁員貧は︑畢ければ七月中にもこう

が︑この間題は原子力発電開発のいわば擬

の分野で多角的な活動を展開して

のための諸施策の発実あるいは擬鉱企業録

への委託処理にもメドが摺られるなどこれ
した放射件醗彙物の長期的︑増鎧対蝶につ

闘となるものでもあり︑官罵総力結築のも

物処理処分まで愈むダウン・ストリームの

厳りとあわせ核燃料サイクル確立

望⁝原勇羅讐開発の講の醐

らによってさし当たりの席要はカバーでき
いて当澗の基本方釧を闘める乃向て砿備を

とで総合対食を進めていく必要があるりそ

した対癒への絶好の機食で

ームはまだしも︑とくにダウン︒ストリー

が︑わが鰯の現状は︑そのアップ・ストリ

るものの︑昭秘五十八︑九矩頃から以降分
懲いでいるが︑欧米各園が明確な目標を立

のためには︑巫本となる全体謝画および霞

核燃料サイクルの

隔れている︒ダウン・ストリームはすなわ

については濠だ手がうたれておらず︑他万︑

へこの問題検討の焦点を移してきている現

て政府霊魂のもとですでに筒レベル廃齋物

あり︑背水の構えが必聾なこ

ち︑使用済み燃科の輸送︑再思琿︑放射性

廃翼物の処理処分についてはその万博づけ

門の譲対策は︑その威否︑開発目規模の変

民の役舗がまず明碑にされるべきで︑名部

ところで︑一二の形が鎧っているという

の

廃闇物の処理処分︑プルトニウム対簾など

もまだ明確でない︒とくに揖処瑚について

ある︒

状からすると︑むしろ遅きに失した嬢さえ

確立によせて

によって代表される︒どれ一つをとっても

は︑引き続き海外へ委託することも一具だ

川

技術開発は容易でなく問題が多いことも確

が︑各国とも原苧力発電開発に積極的て

への遅れが︑立地簸へつながり︑原子力発

ものの︑アップ・ストリ⁝ムについても問

ルマエビとウナギ︒このうちクル

的な活動を展開していく計画だ︒

から実用化を︑と慣璽を期してい

験などのヂ；タが金て墨そろって

主食となっているため︑安全性試

また︑一門委鉄環のうち︑とく

ミ
に七﹃κ三月で一応店動を終了し

ア
を︑それぞれ行なう計画だ︒

た一二巾性子利用﹂研究について

ヲま

N度事業
計画決まる

むしろ︑四恩二無七月に遡痛され一

ている﹁イラン翼翼悪難﹂︑一九

七七駕閃月釜田〜六田に夢定され

などを童催するのをはじめ︑一九

二会﹂

後︑安全惟試験に本格的に取り組

子線処理で殺薦効果があるが︑筋．
階
速鵠の設霞などが運れたため︑今

受性が囲いミカンは︑一爾詩．︸磁．

各種放射線機器

力研究所殿、動力炉．核燃料開発事業霞各種臨界実験装置

昭相五十一蕪股購業♂画による

かだが︑しかし〜方で︑こうした問題対処

このため︑先行き敢年ならすして供給力不

期契約や海外探鉱d画の官展などによって 弾力的な対応を萎めていくことが肝要であ

題は多い︒例えばウラン資源の確保では長

理を来たすことは必至︒濁際協力による地

してきているのも藩実だQエネルギー対策

るか・濁処理問題は精局は国内処理が纂木

城核鍬料センター構想なども検講されてい

亀肉体の根纐を闇う結松ともなって顕在化

閣僚会議決驚でもうたわれたように︑資源

ものでなければならないことも︑京た当然

くりなと︑規制体系の整備がタイムリ⁝な

る︒法理止を含んだ国による必鰻な基準づ

もあり︑こうした諾要困を念勲においた︑

小国臼木の進むべき池が原子力剛直依脊へ

て済みたが︑資際ナショナリズムの高まり

昭和八二年慢頃までの必要量は阿とか丁当

なと考慮すると︑ムノ後︑誓言なウランの安

路線であろうし︑わが国としてもはや滋択
の余地は少ないともいえよう︒急ぎ第工︑

の方向てあるならば︑欝気を膿視しむしろ
＊幽してこうした残された議闘題の解決へ
第⁝一一工場破謎の録体化を図らねばならない
である︒

は新たに﹁炉中性子工学研究専門

たウィンナーソーセージが導濠り

笑施中︒

そうだ︒小麦麗麗燧強調

究討論を行なっていくほか︑﹁原

ついても研究期闇を来隼三月まで

水除ねり製贔︵カマボコ︶は︑

を行ないその健全性を立証した

射線被曝対策一など八つの特別委

は︑引き続き﹁炉物理研究﹂﹁放

む餐勢だ︒

顯は多少遅れている︒放射線の感

問じく蜜金蓮試験を継続ゆで︑計

か︑今釘股はこれにあわせさらに

七八銀十月開催予楚の﹁第二剛汎

掌編に供している北海道産シャ

蛯ﾐ

子炉システム調査﹂専門委員会に

延長し︑研究の発実を図っていく
計畷となっている︒

閉と改施などの研究継統にあの

水深千規および五千綴への海印綿

員会と門遮蔽工学﹂﹁原子炉診断

ガイモは︑頭漿・大阪などに出荷

門秋の分科禽﹂各種講演会

せ︑癒力盆点誤れ関係となる溶接

技嘱﹂など十一の幽門委員会を中

として協力するため国内委員金を

太平洋禽護﹂にそれぞれ共岡強健

会識関係では︑例蕉通り門春の

後世面処理法の効果︑およびステ

藁実験を行なう︒このほか︑﹁耐

心に専門的な調査研究︑偽報交換

勢がでないジャガイモ

備艘が伸びており二月︑三月にな

ナ︑五十毎度二万一千ナと除々に一

っても

として評縦がいいといわれてい︸

︑鰯

萌富

委員会﹂を新設しさらに進んだ研

る︒また︑〜般に※の流通を規制
⁝
する食糧醤理法などの制約から︑

田木原子力学︵ム︵会長・伏兜康

原子力学禽
はセメント固化︑アスファルト図

冶名大名払教授︶は十七臼︑東京

︐︐多雪多 −︑多勇多多．．．︐．多多多︐． −︐多多

化および減年光処理技術の各研究

幽翠犠総会を賢き︑昭秘五十年度
旗挙報銭︑昭秘五十

・鶴が関の漏立教樗会餌で第十八

する多層構造容器を試作︑実験を

いて鎌瀬︑了承した︒

画聚︑新役員の選任の三議案につ

ートおよびポリエチレンを内巻き

ッケーシの水深西㌶海中投棄実験

行なう︒面奪展︑セメント問化パ

を継続する一ヵ︑新しくコンクリ

炉ーーなどが盒対象︒このうち︑

饗箸を倹賊するQ門軽水炉冷却水 震﹂関係では水中での轡料樺振動

ンレス鋼申の微撮翠黛が及ぼす影

特性の換誕に穏アするほか瞬断厨

されており︑四十八無官は照鮒筒

それによると今銀蔑の事業計爾

系の管理嚇では短髪破損検知技術

を図っていくほか︑各種の学術約

多
一二

一万五千踏︑四十九鋸度一万九千

の向上や腐食生威物抑制およびP 門辺における地震観測網の配置な

二玉ニニ玉茎

二

ていく予定だ︒

〆〜二ーニニ

多多〜

設緯︑園内での協力休制を整備し

二

などと好評をはく

琶伏試験データの分析を急いでい

玉

二合︑働版物の忌門︑支部駆動︑

玉多

WR蕪気発生器管の防食など︑ ど︑﹁立地拡大﹂では大型地下空

無度灘凝鮒

機器配管系﹂では弁の漏洩機構解

・︐多髪多

全力を投くしなければならないこ と も 京

・︐︑多多多

井供拾は次第に凶難となってこようし︑こ

・華箋多

のため︑誓書三白に駆った探鉱リスク補償

多％多多

るような︑再処理丁場を中核とした︑廃頭

；多ノσ

が︑その際には例えば西独が打ち出してい

多髪多

た︑明らかであろう︒原子力閃発の欝出発

・多多多

を鷹い︑懇いを新たにした今こそが︑そう

多多

園魍．嬰

深海投棄実験へ鶏雛
立地拡大では大型空洞も

昭秘五十一無難電力技術開発実施計画によると︑電力欝欝は的勾肢に釧無き原子力発電および環境
保余を最重点課題にとりあけ︑このほか大晦力送憲︑噺・省エネルギー︑亀力施設一般についても亜

蜘指向していく方針だ︒笑施誘燗は中央電力協議会︵加藤乙二郎金環︶が︑昨年暮まとめた技術開
発長期引画をもとに︑これに沿いながら議磯の開発課題を選定︑近め方を明らかにしたもの︒とくに

二〜多 一〆多 多 〜二

㈱際会議への協力などを題じ多角
多

洞耐陰性のケース・スタディなど
多 ーニニー︐︐二多 一二
写

﹁放射性廃壌物処瑚処分﹂関係で

身が出ない

している︒ミカンを除く五舐闘

る︒漫初︑試験動物マウス︑ラッ

原子力特箆総禽研究の一つであ
る食品照射研究開発が︑五牽二年

る開発時期と開発ステップおよひ

能な起り明盈化する㊥園標とする

技殉開発長⁝期懲懲は︑撒こう十

二万一千釣を照射し︑生食嗣四五

％︑加工用五五％で出荷する予

筆算八議ナのうち二五％にあたる⁝

定︒照射後に︑ジャガイモの糖歎

玉ねぎ翻体の持つ特性などから添

げ︑研究を行なってきた︒安全性

その後難％鞍懸五％に引き上

加鰻が適切でないことがわかり︑

二〇

る︒支幌農協では︑豊作だった翫

瀞 所︑厚盆省衛生試験所︑原研・商応終り︑最終試験の安全性試験を
臨き

玉ねぎも実用化へ
食品照射52年度末をメドに

ので今後︑繍工用濡嚢が麹びるも・

度︑湿蔑を調節する改藤を湘えた

いといわれていたか︑貯戴時の羅．

米︑小麦︑ウィンナーソーセー

があがるため︑加工矯には適さな⁝

シは︑岡駕農末までに長期魔控試

試験などからは綴織化してもほぼ

ジャガイモに航き実用化が禰環

験︑世代試験などの安金性試験と

問題はないといわれているQ
七品園のうち︑ジャガイモはすで

五幸二郊展末までに︑食贔として

視されている品園は︑董ねぎで︑

中心に継続中だ︒

に︑四十九年展から北海道忍男齪

のと期待しているQ生食用需要は㎝

協で実用化され東票などの甫場に

崎研究班などで進んでいる︒食品

食わない量

トに藩逓では

開発維進体制などか明らかにされ

および爽証︵実用化を含む︶の二

深黒開発のステップを基礎︑開発

か年間を対象とした主蟄研究開発

るなど︑今後の電気懇懇における

段階に分けるllなど措縢がとら

十倖の北海通全ジャガイモ生湿蕩

目標を設疋したもので︑鍵盤発難

技術開発を大局的ながら力向づけ

％以上を飼料として馬えたため︑

原子力発電については機器配管系の信頼性︑放射貯溌葉物の処理処分︑耐震性の失証︑晶V地拡大など
技術開発に中力を傾注︑目霊開発を近めでいく搭え︒

新しくテラピアの養殖も

委メドに︑農林省器総禽璽⁝は︑爵緕．騎黎藤塑

し︑改訂されてきている︒五十〜

ているQ闘際協力とあわせ自霊開 れたわけで︑従来なかった金く新

実施諦噸はこうした長期計醐を

無度のそれはこれまでと嗣様︑原

踏まえたもので︑とくに原子力発

しい試みとして今弾幕罠期副幽の

あって︑大型︑喪期︑短期でも繁

題の選定は亀気壌業致通のもので

寵分野研究では機器配管系の能頼

発の稜極化蟄訥が従来にも増し局

急駐の高いもの叢体に絞る④抵進

姓︑軽水炉冷韻水系の顕爵︑放射

子力発瓢と環境保金に関する技術

機関と開発揖漁実施機関を︑国︑

線特金対策︑放購性廃棄物の処理㎝懸㎜灘繍

聴長の〜つとなっている︒

亀力︑臨力中央研號所︑メ⁝カー

まってきたこともあり︑⑪説要課

齢
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企業化試験に重点

終了する予疋だが︑来は日本人の⁝順調という︒

醸・甕

士の原手力

鍵裂翻

51

流滋︑需用化を羅標に︑もっか︑

出まわっており︑岳婦なとから
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欝蒸
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の

高遠実験炉ミ常陽

圖のエネルギー総額翻する
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研究用原子炉●

当社はFAP工Gの中核として、日本原子営業品圏：発電用原子炉
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原子熱発驚

処分︑耐震設討︑立地拡大︑新型一
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下院も
山月か
米上翫外交委員金は十一田︑戯縮︑爾処理の施設や技術の供給をうけた国またはその供給国が︑国

際原子力機関︵IA鷺A︶の議察を受け入れない場含︑※瞬はこれらの国への経書罎助︑竃事援助を

門

ている︒﹁核拡散の防止は良識の

子力輸出にさまざまな条件i一と

証措置下に醗くことによって核の

IAEA が そ の 鍵 麗 を 積 櫛 引 に は
する患欲を減少し︑有効な国際保

ュースとNBCの

されれば︑濃縮︑駕処理に関する

この欝欝が正式に来議食で承認

出される温水を利用した野菜の

フランスで原子力発電所から排

お湯

で温められたキウリ

さらに同声明は︑太陽熱︑風

る︒

をひろげたいと態濡雪だ◎

う︒関係響は︑来年はもっと一目

すでに南場に出︑何されているとい

収穫はきわめて頗請︒その︸部は

やトマトがスクスクと育っており

ンの

イピングしている︒サン・ローラ

ハウスに引いて︑地上と地下にパ

の二次冷却水を広大なビニール・

実験中だ︵写翼︶︒岡発飽所から

子力発電所の近くに農場を設けて

なるもの︒現在サン・ロ！ラン原

原子力庁︵CKA︶の共寵遇燭に

はフランス電力公祇︵黙DF︶と

促成栽旛が試みられている︒これ

ている酸一⁝とくに核拡散防止条

約︵NPT︶未批准国iIは大き
でに下院外交委員金では︑NPT

な影響を受けることになろう︒す

声明は︑今撮講中のエネルギー

なければならないと睡びかけた︒

施設や技術を他田に求めようとし

轍

コーツ局長は門ミラー教授の誤

い﹂との兇解を示したQ

未批准鰐やIAEAの査簾響胴に
に欝欝を加えたクレメント︒﹂・

同意しない国に対する原子力協力

ザブロッキイ下院議農︵共租党︶

提案を採択しているが︑上下倉同
委員金が開かれれば︑下院側はよ

院案に岡調する公算が強いとみら

り強硬な制裁規定を盛り込んだ上

れているだけに︑ここ轟分︑米識
会の動静は世界の注騒を集めるこ
とになりそうた︒

月にわたって開かれた総猛醜なE

将来エネルギーとして大いに開発

供給にはさほど貢鰍しえないが︑

ルギー源は︑今世紹のエネルギー
石油と天然ガスの供給にはおのず

力︑水力︑熱電池などの代替エネ

と限界があるとして︑石炭とウラ

究開発において︑今田の来旨が占

すべきであり︑とくにこれらの研

つの燃桝しかないが︑米国内での

ン資源に多くの期待をよせてい

需要をまかない得るのはこれら四

いる点にあるが︑ミラー教授は数

金でないという緕論に飛躍させて

る︒しかし︑この両蕎も採掘や利

りは︑コンピューター・コードが

学者でありエンシニアーではない

用の段階で環境上の設題を内蔵し

齊明応を発表︑エネルギー自立を

ほど︑三ネル境域政策に関する

問題を安全かつ効漿的に︑濠た環

エネルギー腸発が薩痴している諸

E闘明は︑﹁われわれ技術蕎は︑

原子力発蹴駈一宿機︵BWR︑正

このほど︑ブラウンズ・フェリー

TVA︵テネシー渓谷公社︶は

NRC︑占m検を楷螺示

でまた ボヤ

下VAの原発

いる︒

竪持しなければならないと述べて

めている濁際解りーダーシップを

のだ扁と述べている︒

ていると述べ︑エネルギーの節約
を訴えるとともに︑技術的︑環境
的な藷問題を解決するための開発

ASMEが工皐ルギi苺明
謝藤のおくれをとのもどせと指摘

解決しうる

開発上の問題

示した聞題を工学的システムが安

CCS聴聞余で広範囲に調査換討

いモデルについて意麗を述べる自
余を与えられたが︑そのすべてが
新規準を受け入れうるものとして

ツデイ・ショ NRCの記事会兇は︑同教授のいたことを指摘した︒さらにNR

RCの惣山をあらためて表明した されなかったような新たな薯実は

ミラー教擾はNRC原子力規制員会がこれに敏速に対応して︑N 聴闘禽で提起されなかったり決定

はかるためには︑石油︑天然ガス

塊に受け入れられる方法で解決し

しているσこれに関連してASM
米機械学会︵ASME︶はこの

まったく麗滋たらない︒したがっ

うるものと確億する一と述べてい

Cは︑﹁ミラー教授の発藷には︑

研究周の改罠コード再検討グル⁝

もの︒認薇会見でコーツ局長ら

ぞれに週した方法で利用していか

てNRCが︑直ちに行動を起さな石炭︑ウランの四つの資源をそれ

相次ぐ発偏繊の影響を璽携した岡委

プのコンサルタントだが︑﹁緊急

ければならないという必愛性はな

電の現状と今擾の課題﹂を熱調テ

門ヨーロッパにおける原子力発

とも緊蟹な協薩関係を保っており

五か国たが︑欧州域外の各国原産

ド︑スウェーデン︑イギリスの十

ポルトガル︑スイス︑フィンラン

マドリ︑ッドに飛んだパリ松本駐

大きな盛り上りをみせた︒

ついで演壇にのぼるなど︑大禽は

闘会稽﹇をはじめ︑主敬閣僚が相

のイスが並べられた︒しかし︑前

はえんじの背もたれがついた特別

人の各圏代表が全員出合︑壇上に

である︒

しという現在最優先の重要なもの

子力エネルギーの環状および冤通

〜︑ホ大食のテーマは︑欧州新

た︒原図は岡建屋内で溶擾作業

力規制委員露︵NRC︶に報告し

フォーラトム大会

娼鶉スペイン国王が示唆

一層強調されなければならない︒

ている︒

転再闘か遅れることはない﹂とし

？VAは門果圃のボヤによって運

運転を凝し修理を惣いでいた︒

ケーブルを破損︑一︑二署機とも

昨奪釜月にも火災が超こり︑電気

ブラウンズ・フェリー発電所は

行なうよう命じた︒

辺状況の煎検を指示︑唱故評舗を

♂

NRCはTVAに対し装躍類と周

はなかったと報告されているが︑

に消火されたため︑設備には損傷

もの︒ボヤは化学薬最と水で薗ち

ているプラスチック材に引火した

中火花が︑エア・ホースをおおっ

器建屋でボヤが発生したと※原子

ーマに︑スペインの主都マトリッ

一︑原子力の開発は︑新しい産

味出力薄六万五千KW︶の格納容

ドで開かれた第六圓フォ！ラトム

々田のメーデーのデモで多少の衝

現について簾大限の醗慮か払われ

業として︑蜜全の確立と効率の実

ている︒新しいエネルギー源の開

突もあったという重要不安を反映

かった︒国土の開会軍篇に続いて

発は︑新しい社訓概念の確鉱を慧

するような厳重な驚戒はみられな

まず︑スペイン原

ように伝えている︒

産のコルチネス会

味する︒それは従来の藤巣では袈・

存澱は︑暴露開会式の榎様を次の

第六展フォーラトム大金は五月

長に代ってシミネ

請されなかった新しい技術・五業

ルスク理震源︑カナダ原子力協会
ウォルフ会長︑臼木凍産を代表し

ス・アラマ同副会

上の研鑑開発が要求されるからで

今園の笛六経大会にも来原産ウオ

資金︑環境とパブリック・アクセ

社長︵原藩派遣錘

て荒山中鶴電力副

長が歓迎の辞を述

大会の竈題は科学・技術・工業的

ある︒したがって︑フォーラトム

大会は原子力発竃所の逓転経験︑

プタンスなど広範な分野にわたる

べ︑ファン・ミゲル・ビッラルミー

新⁝しい概念の確立を
国際的検討を終えてこのほど閉幕
した︒

察醐団長︶が出

参卸欧州原子力視
力席葉盆議の連禽組織︒一九六二

黒帯︑マトリッドの国際金張セン
ターでスペイン国王トン・ファン

席︑特別属下を行なった︒

・カルロス一世陵下霊催のもとに

性洛しかもたないようにみえる

フォーラトム大会がスペインで

．原子力雷惰について凝説したQ

開かれるのは勧めて︒しかも︑圃

課題と舗斜な関連をもつ︒またこ

が︑実際には︑新重代のあらゆる

三鼎︸．偏とに欧州各地で国際会議を

開会武は国正の次のような歓迎

開いてきた︒フォ⁝ラトムの加盟

とフ牙ーラトムの便命を強酸する

開会した︒

醗会式は園王︵名器愚民︶みず
ルギ⁝政策を打ち出したところと

飼が原子力発電を中心とするエネ

た︒

あいさって︑拍子のうちに終了し

西ドイツ︑スペイン︑フランス︑

から守階されるというので︑圃際

の薪分野では圃際協調の更脳性が
会議センターの大ホールは約六西

国は親窪︑ベルギ⁝︑デンマーク

無にパリで第一回大会開催以来︑

フォーラトムは自重各凶の原子

ル蔵棚がスペインからみた欧州の

許認覇︑標準化︑轡料サイクル︑

フ多！〆グ！ク！タ！ノラ！！多！！〆！！ノ！■！！■！〆ノ5！多ノグ■〆！！！！ 多多多多！ノ多多！妻〆チ！！！多！多グ■ノ〆！ノノ多ーノ！〆一華〆〆〆多多甕！多多一華！多

炉心里離 書 置 ︵ E C C S ︶ の 機 能
は︑﹁ミラ⁝教授が提趨した問題

での発霞に反ばくした︒

仏CεA・EDFが共同実験

が疑わしいので︑NRCは加圧水は︑ 九七二郊一月から七鷺隼十

ウ

温排水で野曝促成

あって︑スペイン側の熱のいれよ

︾

ム

甑

よ

㊤

醒
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鼻
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問題に婦する隔として︑※罵が原

対イスラエル原子炉輸出をはしめ
かろうとしているところたが︑※

を高く評価している︒

不拡散を防ぐ惣味から︑この構想

今域︑上院外交委挺会で採択さ

NRC︑ミラー発言に反論

ノウァi技術到達は十四日詑蕎雲 ショウ のインタビューを受けた

れた門対外擾助法改正獲﹂は︑政
されており︑一九七三年十二月に
府運鴬委員会の﹁輸出機構再編成
三隅した新たな規轟とコンピュー
法国偏などによりも厳しく︑また
タ⁝・モテルはその結璽にもとつ
より包揺的なものといわれてい
※隙子力規制委災会︵NRC︶ 型原子炉︵PWR︶の許薬司をさ
くものだ﹂とのべ︑聴聞会でそれ
る︒雛実︑同法案は︑供与をうけ の瓢・ゴシック運鴬総局長︑H・ し控えるべきだ﹂と主張してお
までの古い規準に反対した技術分
た岡はその盒原子力計画をIAE
コ
ー
ツ
原
子
力
規
制
研
究
局
長
︑
B
・
り
︑十二日のCBSテレビ・ニュ
野の証蕩蓄は︑新しい規準と新し
Aの資察下におくべきことを規定 ラッシェ原子炉規制局長︑S・ハ
ース︑十四醸のNBC ツヂイ・
しているほか︑多国間共同による

の奮察捻蕾と同様︑※国は経済的

地域核燃料センターが設けられた 脚し︑カリフォルニア大学のK・ 際︑問題点をあげて持論を強調し
場台その利用を撞めば︑王A罵A ミラー教擾のCBSのテレビ︒ニた︒
軍鎖的援助を捗止するなどの条項

．㎜＿賀日

うは大変なもの︑カルロス劉王の

石虚・カス・パイプライン

LNG

くに経済的舗裁IIをつけること
に反対しているキッシンシャー国
務長冨も︑多織縞共同の核轡料サ
イクル・センターについては︑各
国が小規換︑したがって非効率醗

この修正墜 は ス チ ュ ア ー ト ・ サ
として︑フランスの対パキスタン
園がこの橘想の強力な支鋳暫であ

なプラントをばらばらに持とうと

イミントン上院議員︵民虫党︶の
西ドイツの灼ブラシルなど︑薗際
ることが閥法案によっても示され

停止するという門鮒外援助法改正案﹂を満揚一致で罵決した︒

捉案になるもので︑そのねらいは

でいることか︑米間食をいらだた

的な原子力協力の動きがあいつい

が必要だとする声が

せているようだQ

のプラント輸出や技術供与によっ

ハドメ

﹁ECCS基準は適正﹂

ウラン濃縮︑使羅擬み魚猟再処理

てもたらされる恐れのある核の拡
散を随こうとすることにある︒
このところ︑米議会では上院を
申心に核拡散防止の観点から︑平

の

和利用面の原子力輸出にも何らか

麗まっており︑上院政府運鴬委員
会でも原子力輸出や対外原子力協

定のチェックを強化するπめの
讐輔出機構爵編成法案﹂が委呉会
報告されている︒

こうした米議塞の動きは︑一九

も生まれている︒

七四奪のインドの核爆発笑験を契
機に謎まった非核保衛國への原子

地域核燃料センターについては

力輸出に対する内外の閲心を及映
したものだが︑米圃の対エジプト

∠
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しかし、阿li流体には余りユ強（｝なか）た
のこ弓，それを、61kg／備2という曲厚で、

▲

腎

泌

イタリア︑ルクセンブルグ︑オラ

Q

力

原

開会を蜜するヵル戯ス飼王

と、，われていよした。

し要永されよづ、これら、酎久耐の三雲
と詞鯖に、腺チカ購ハルニフの人さな特色
として、事故の皆掘を追求し、向1莫な品
籔玉詞か右されておりよ引，
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醸の根運動

昨伍十一月 の ﹁ ニ ュ ー ヨ ー ク 州
讐議食を持っており︑その特定の

各地域は︑すでにそれぞれ労働

州全休の原子力及対藩命をつく

を置いた地域瑚ニュース・レター

ニューヨーク州のエネルギー講要 文布発表する︒雇用の機食に璽点

関係の出版物やその他の雑誌に論

刷配布し︑また可能な耳玉は労働

る決議を採択するよう要求するこ

委員会のエネルギー政策を暉麗す

ことにおかれ︑各機関に対しては

によって︑支持の慧思表示をする

に提出する請願欝に薯名すること

一︑実際の支持計画は︑各議鼠

うことが期待されている︒

付金によって委潰食のコストを賄

六％を負黙する予定だ︒将来は寄

が︑電力側が四〇％︑労働側が三

その罠的とするところは︑情報

はガスや輸入石油より摂炭やウラ

ちの選挙民にニュース・レターを

をワシントンにいる議員が輿分た

および教湾プログラムを遡じて︑

ンを燃料として利胴した方が最も

とになるだろう︒またメンバー

れることになろう︒

ズティッカーもメンバーに配布さ

境コストが旨い︑搬気科金が下が

会社と労働掛麹の代表がニューヨ

師牟派潰している︒すでに︑電力

ー氏は︑﹁われわれは︑われわれ

小委員会のメンバーであるケリ

るだろう︒それにより︑他のいか

われが望んでいることが実現され

発展させることができれば︑われ

し得たと思う︒即急通りにそれを

通の騒盤を持った組織でスタート

﹁われわれは︑強力な大衆と共

送るのと同じように各母に郵送す

は︑議︐艮に対して孚紙を潜くよう

るだろう︑原子力および化石轡料

に対する反対運動に便われている

要求されるだろう︒

すでに︑ウエストチェスター郡

ーク州︑近隣の州およびプエルト

一︑講顔部が設撚され︑無料講

る︒

会員カード︑懸案︑ウインドウ

よく満たされるということを一般
大衆に知らせることである︒

そこでは経済的利益が強調され

のりブラのような翼翼支持グルー
発蠣所を建設・運転するために新

ている︒すなわち︑難解および環

プもできてきている︒これらのグ

もの布刈期している︒たとえば︑

り騰穫の︐回いものとする︒委員会

やニュース・リリーズの提供によ

︸︑報道機関との接触は︑認事

うだと関係螢は播製している︒

問状に当惑しているものもいるよ

いる︒州議討議鑓の申にはこの質

冤を聞くための質問状が送られて

いる法案に対する議員の疋確な意

迎えつつあることは︑

が︑その慈動がいよいよ正念揚を

神門機関からの協力を求めている

つつ︑多くの労働者や企業および

存しないエネルギー政策を要求し

減少している天然ガスの供給に依

蚕貞会は輸入石瀬および次第に

している︒

になるだろう﹂と委員禽側は期待

なる州にもまして住民投票型の政

リコで講演を行なっている︒

盆のメンバー・各署の議員・報通

原子力反対の本から︸冷を抜き取

ヨークは世界で最もエネルギー密

しい職場が生れるだろう︑ニュー

関係薔︑州議会秘欝︑従業員グル

ニューヨークのすへての州議会

て説明会やセミナーは︑号令

ループは︑蚕員会のエネルギー政

ープを露標にして行なわれてい

ルギー政策一般および提案されて

議貴に対して︑黒子力発霞︑エネ

策や不利な法律に対抗できるよう

水導はエネルギーを豊冨に供給し

度の蕩いところであり︑その生活

る︒労働薔グループに対するセミ

﹁ニュ⁝ヨーク州職業およびエ

ことができる場景には︑ラジオや

のメンバーがその悪罵を発表する

っている﹂と述へている︒

リブラの代表は委員会のメンバー

禽と公式には何の関係もないが︑

航けることにより維持されるのだ

ナーは昨黛十一月︑六つの地域全

般大

スター・ガス・＆エレクトリック
社のケリー氏はいっている︒

プレナン氏は︑ニューヨーク州

動プログラム

部で朋かれた︒

ネルギー筆立委員会︸は︑

ィネータのいる議務所をニューヨ

キメ細かい活

衆の雌見を左属する五つの総髭プ

中心としてやっている﹂とロチェ

のこの黍員翁やその他の州の興じ

テレビに出凝し︑要請があればい

参脂する︒

いてのチャレンジに﹁われわれだ

間撮藁を続けている︒われわれ

る︒

リー氏のことばにも現われてい

年は非常に大切な隼だ﹂というケ

﹁一九七六

ような委員会について煮及しなが

ログラムを実施するd画だ〇

委員会はちかく︑常勤のコーデ

ら︑﹁事態は動いており︑今後ま

でやっていることを教鞭レベルを

﹁彼らは︑われわれが州レベル

でもある︒

わけだ︒

などということが強調されている

り︑それを彼らを攻撃するのに便

策を支持している︒リブラは委却

の波及効果

?辺組織へ

ニューヨー
ク州の場合

を続けている

草の根運動

原発建設へ積極策
電力会社と
ニューヨーク州の労働組織と電力盆社の幹都は現荘︑原子力反対派が
地域へ︑難じような戦術を駆使しての原子力抵進運動を展開している︒昨秋結成された﹁ニューヨー
ク州難業およびエネルギー自立委員会﹂は︑州内を六つの地臥にわけ︑職業と生害が独子力発竃所の
建設と遡転を含む多様なエネルギー源からの麗冨なエネルギーに依幽しているのだ︑ということを大

プは︑議会工作︑奨学やシンポシ

い︒﹁地珠の友レのようなグルー

し区分を利用することにしたため
ウム︑広報拓動︑報道機関との接

員会地域をつくるのにこれと回

衆と議員に伝える運動を進めている︒

NY州委員会
だ︒

職印およびエネルギー闘立婁最
地域へ電力を供給している電力愈
ろうとする努力は︑五十入の食費

結成への経緯

会﹂誕生の背景には二つの興体的
祉は労働審識会と共劉で車の根組

ーク州安金エネルギー連舎﹂の結

拠出メンバーを持つた瞥ニュ⁝ヨ

ている︒

な契機がある︒すなわち︑原子力

ている︒

織に働きかけるスタッフを派渇し

成となって現われているQ

明講︑意見轡︑パンフレットを印

しかし︑電力会社はあらゆること

運転中の発電所を守るために︑で

は︑隠滅所を建設している人間と

同氏は︑この委員会にさらに多

置を要求してきた︒鰭ヵ会社や建

い︒安全にするというのは健金な

安全基準を破るようなことはしな

設会社は︑祉会に対する配慮から
くるものと予想している︒委員会

くの主力会社や労働者が参戦して

はすでにバーシニア︑ペンシルバ

ーやエレベーターを動かすのに大

がもどってきたら︑コンピュータ

州職業およびエネルギー独立委員

ちを一緒にして︑﹁ニューヨーク

することに関心を持っている人た

けの場合より強力であるとブレナ

チャレンジに癒ずる階︑労働蓄だ

委員会は︑州議会議員等からの

ての事実を上ることができる﹂

についての賛成および反照のすべ

どのような葱味があるかという点

家のような語し方をする人間には

ニューヨークが最初の州として

少々いらだちを覚える方である︒

の両涯をカバーするという点では

必ずしも公平であるとはいえない

とブレナン氏は思っているよう

環境髄からの反対については︑

だ︒

﹁われわれは︑利巴的な理由か

岡氏は次のように述べている︒

いない︒われわれは地球上に住む

ら環境に反するようなことはして

以外に方法がない︒他にどこにも

そして︑ユーモアを濠じえて次

行くところがないのだ﹂

が︑そこではみんなタバコを続け

話す会合に出罵したtとがある

ざまに吸っていたQ私はタバコを

イトーキ原子力特殊扉

触などの薩て活発な響動を展開し

発電所建設の三隼聞禁止︵モラト

州全体に関するモデルにしたが

リラム︶を奮む﹁安全エネルギー
法案一が昨礁︑州下院を磁過した

ーク帯に設干する予定だ◎

のわずかばかりの職を求めること

でこたえることができる㎞から

けではできなかった魯門的な方法

一九七六年の予鎌は士二万がだ

つでもパネル︒ショウや討論会に

労働界のトップ・リーダー︑ピ

史を特っており︑電力会祉の経営

よりも大切だQわれわれは糧食た について超然としてきたという歴

一︑情報プログラムは︑潮気説

八日の便民投票によって原子力発

ちの州の将来を心配しているの

いる︒

電の将来を決めるというカリフォ

ーター・ブレナン氏はエネルギー

﹁勧農会の國的は︑議員に全体

壁のエネルギーが必要になる︒わ

のはブレナン氏のアイデアだ︒

会﹂という草の恨纒織をつくった

しかし︑報道機関は原子力田鰻

ニア︑ミシガン︑ニュー・イング 経営感覚である隔
ランド濠州の委澱金とも会台をも

理法︑保険の無限讃任︑実証済み

業炉について実証済みの廃棄物処

れわれが建設するものはすべてエ

大きな審を及ぼしたと思う漏と︒

吸わない︒彼らは私に外気よりも

TEILO3−567−7271

す噛す発展すると思うレと語って

ひ特定の利ぼ関係グル；プからの

の必蟄吐について非臨に尖践的で

ニューヨーク州での戦は︑六月

支持者を集めるのに題した下部繕
ルニア州ほど激しいものてはない

って各地域は大学︑各穂協会およ

達していた土木建設労働纒禽の失

が︑原子力反対派はニューヨーク

こと︑金体としてすでに竃五％に

業率がいくつかの纏倉で七〇％近
織をつくり始めた︒

を張るということがな

い︒それをやるのはいつもより下

からだ

きうる限りのあらゆる安金予防措
﹁野虫の経験からいって︑この

だ︒

問題を引き延ばしていると︑それ

暫はなにことによらす︑囲らの

労働音は︑建設業や機械業界が

た﹂

提供する職場および所縁を必要と

颪由い罠方をしている︒

をストップさせる法律を楽部させ

ておくべきだった・発電所はまだ

れは教湾1一すなわち︑文書︑講

からせることだ︒われわれは︑そ

を観る必要があるということをわ
ってくる﹂

ニューヨ

てきていない︑という日が必ずや

が今必要なんだ︑昨Bそれをやっ 層のだれかだった﹂

ようとして︑オーバニーて勢力を

州における原子力に関する許認可

州内における

前労務長窟 で 廃 江 土 木 建 設 労 働

ニューヨーク州での反原子力の

反原子力運動

くになったことがそれである︒

審議禽議最であるピーター︒ブレ

での聡がさらに少なくなり︑エネ

ナン瓜は︑原チ力発電所建設現場

するという理由から︑同氏は原子

︑乃︑ニュrヨーク州ブキャナ 力瓢艦人の強力な支拝省である︒す

整えているところだ︒

なわち︑原子力産柴界の必要性が

同州下院は昨奪︑﹁謝金エネル

ギー広纂臨を採択したQしかしそ ンでインデアン︒ポイント原子力

労働者のエネルギーの必要性と倉

一九六五隼十一月の

ニューヨーク州における原子力

緊急炉心冷却システム︑最低限十

ネルギーを必要としている︒だか

原子力発電断を建設したとき︑私

原子力鉄叢叢／東京都中央区銀座1畦3弓2銀友ビル

株式会社イト細雪
株式会社イト訓導東光製作所

動きはどうなっているか一⁝

発電所の閉鎖を蟄求する大会を開

致するからだ︒

薄闇グループ︑休Bセミナー︑州

反対派の反原子力要求欝に膿易し

五年闇の燃口契約︑ライセンス繭

ン氏は考えている︒電力会社の職

たQ原子力麓業はこの州で二十年

は労働者を代表してこれに関与し

のようにも語っている︒﹁私は︑

運懲委員会のもとに︑労働側と

た六十八の線織のなかには︑ロン

講前の緊急避難方法の訓緻および

員やその他の専門家がいることに

のように述べている︒

電力側の中闇レベルのスタッフ四

グ・アイランド石佃熱研究続︑地

より︑委轟会は安全性や経済につ

ではない︒われわれはそれに

環境保護論者が大気汚染について

入すつで構成される小蚕員会をつ

球の友︑ゼロ入篇堰撫などという

ら︑それをどうして確保するか︑

ついてオープンに話△口っている︒

き

﹁私は︑科単蕎でもなければ原

くり︑委員会を州全体にひろけて

いかにして電圧低下や傾電を防止

子力の脚門家でもないので︑鯨門

管理することになっている︒これ

説明轡の配布を要求するものであ

するか︒それを考える方が隔さき

手さ

多覆多様なグループがある︒これ

その膨響は少なくない︒

り︑かりにこの法案が成立すれば

﹁この委員会は経鴬暫の

は土木建設労働糧愈がすでにニュ

に加えて︑特定のプロジェクトに

ていることもあって︑六つの委

反対する原子力批判グループも多

ブレナン氏

わたって失業が生じて遠たらどう
なるかという間題を労働組禽斡鄙
の後︑これに対する反対運動が展

いた約二颪五＋人の原子力及対派

にはうまく対処した

っている︒

購亀獄
たちの経済lI職業や所得⁝tに ブレナン氏は安金性について次

ている︒人はだれでもそれが庖分

》

ルギ⁝不罵から︑将来広い題罎に

が集まって説論ずるよう裟︐帽し
開され︑州のエネルギー研究開発

ーク大拶電

P・ブレナン氏

労働看︑電力会祉の経魁養およ

玄い

力

原

た︒

土木建設労働霧議会議畏のブレナ

元労携長冨︑現在ニューヨーク

に対抗して︑約〜千人の強力な労
働組盆員が今年二月二十九日︑街

﹁ニューヨーク州に再びわれわ

びその他エネルギーを豊雷に確保

ヨ

く

周を翻設する法案が撮終的に遡過
する醗に︑原子力発電所に影響を

ン氏は︑石醸︑石炭︑太陽︑風力

子力灘任法﹂と称する法案を上慨

れが望んでいるような建設ブーム

∴瑠ご餌

ワ

労働者側の り ー ダ ー は ︑ 露 力 綱

祉の経営蕾と接触することを決

へ出てデモを得なった︒これは二

必須エネルギー源とみている︒岡

り︑とくに原子力を今日における

が︑あれが長く置いていればパニ

議ーヨ！ク堀留策およびエネルギ からのエネルギーを支持してお

かったが︑対抗デモを縄織した一

ー自立委員金の窪武の愛孫ではな

ック状態に陥っていただろうと岡 など一1により司能であると思っ

及ぼすような翻分は州議会上院で

だが︑ニューヨーク州には原子

残が反対畜とみなしている政治家

氏はいっている︒

削除された︒

力発亀に反対する多くのグループ

や環境保護霊義畜もその慧見には

定︑驚力会社の薗脳陣と労働組禽

よびエネルギー舘立糞貝会扁の構

千人の纏倉員の多くは委貨会のメ

響をかすといわれる︒

幹部が話し禽つた精果︑﹁職業お

想ができあがった︒二十人からな

があり︑その大米はまだ組織化さ

ンバーだった︒

エネルギーを語る

る運欝委員会は︑労働者側と竃力

の建設を轡止する法案が今年も再

れていないものの︑原子力発臨所

び立法部に提出されるだろうとみ

する計醐である︒この法律は︑商

議会議員への鞍鼻による憲翼翼串

側が選んだそれぞれ五人の代表と

よびその他の労働経禽出身の十入

られている︒

反覆派は今奪の州議会に︑﹁原

鍍行︑探険︑不動脹︑専門機関お

のスタッフで構成されている︒

。癬襲職ジ駆
／㌧5

，

ーヨーク州を六つの区域に分割し

一
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撒閣幕廼黙黙纏⁝霧環境展撒
﹁癌六ム室減雑風義を創ろう﹂

明日を担う原子力展も

5月部日から

明

ヂー﹄︑娠族つれで楽しんでもら

このほか環境展では関速行詰と

ンで︑最新製品の紹介と実演など

ンは商訣のための専門的展ふソー

多数が参加︑討論する︒

者を含む内外第︸線の欝究煮たち

ユルダール致授らノーベル鎚璽鑓

76榔界綴環展は︑初日がづ一

力発亀闇発はこの匂︑五早漏所

船︑千九白師二力円︶露使用鎧み

器の海中洛ド鋳の反全穫︵∵︑月造

二

鍼︑

￥から︑他凹はいずれも午前十貼

曝

﹁

していることを認定するもの︒

一沓か宅月越まで▽受験の手

籍抄本︑野毛を科学技術原デ力宏

管理などがASM露の星藁を轟た続嵯受験希望醤は受験申込欝︑戸

ｷOO︑象駅都千代銀区纒が関

全局放射訟安全課管理係︵郵便番
田立∫場は昨駕宋︑ASME認
定委員盆の試験を受け︑与格︑今
年三月一日付で認箆蔭の交付を受

二丁閤二番〜号︶へ持参または跨

留郵便で送付すること︒受験印込

で︒なお郵送を希望する場へ口は送

蔚の請求は問課管理係︵岡上︶ま

何先を聾した封筒︵縦二十八些︑

横二十弓以上︑濁円相巌金額の切

と▽合格沓の発表一1氏名を官報で

塁をはりつけたものを嗣封ずるこ

公告し科学技術庁の掲示板に掲均

同試験の合機器はここ数年二〇

する︒

闇四でみる参げ73潜隔は今後︑賑騨

状況を知る⊥で楽便なもの︒この

収録するなど︑世界の原子力発電

を含む献要国設備響蹴もグラフで

登別に拡大して騨示︑これら名国

仏それとわが問については地図を

えている︒

詰物雄鷹踊難処
▽試験日鐸第一種議験八月間卜
五・二幸六日︑第二秘畝験八月二

世界地図

原子力発案所の

身離が刊行
郡界で趣転申︑建設中︑堤通巾

に年二回出版している﹁原子力発

改訂出版の計澗であり︑原涯が別

の傘原子力発露所を網羅した外新
の﹁即罫地図﹂が︑このほど日本

⁝た︒﹁あの原子力発電所はどの濁 電所一覧表扁ともあわせ晃ると︑

○

齢

○自動化・省力化にサンプルチェンジャーを〃

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SCW−3）

邑

T琶≡L（03）313−1311
丁薮三L（06）986−3935

欝本アイソトープ協会︵茅諏雨

ィーがナ照日︑鑑識・蕎楽町の東

a長︶創立二十五周黛記念パーテ

約前輪の参集蕩を前にまず茅会

束会囎で開かれた︒

艮があいさつ︒﹁麗在一番の窺蟄

に解淡に駅り粥みRI利用の発展

課題はRI廃棄物の間題︒積極的

ぱい︒鯖立認念を祝った︒

を麟りたい﹂と述べたあと︑かん

﹁試験的海洋投藁﹂の計画も動

き出し︑まさにこれからが正念場

なかにも解決への期待を胴になご

のR王脱島物問題︒厳しい状勢の

た︒

やかな交歓風景が練り広げられ

仙融・東北大学︑東限・資山一睨

十七臼▽試験地および試験場所醒

財蔵タンクなどに︑NPTスタン大学︑大阪・近畿大単︑福岡・九

Nスタンプは源子炉駈力容器︑

ンプを飯得した︑と発盗した︒

は大人五蔭円︑小人︵18才朱燭︶

ぞれ使用され︑設謂︑製作︑品質

プは鈴釧︑付属贔︑配管類にそれ

から午後四時罪まで開場︒入場料

三師門で︑二十入以上麟体は︸人

W︶︑築島第丁一一再︵同︑ヒ十

六乃KW︶などである︒

一州・入学▽受験の融同期醐賎六月浄

四由円︑シンポシウム参加費は七
万円︒

．子力に求めていこうとする各圓の

望十五万KWの新規発注があった 纂水的な爆睡を示すものといえよ

核弼科輪必容器の私納騎性評価コ

の扇干ム伯に沁七千五白万円

原子力鍬茶☆譲て編集︑刊行され

業食議︒業務課まで︒

購入希望の向きは田木原子力産

一部千三薦円︵送料珊︶Q

さ︵四六全判︶で︑躍入りともに

⁝の・どの辺にあるのだろ・か﹂・ さらに効果を増そう︒カラー多磁
︸門もう運転に入ったかな︑まだ建 蹴り︑転地サイズ聾一帖ほどの広

設中？﹂笥汝︑この地園なら一頃

⁝の地図トに蝕分け︑尭明に衷示さ

︵ASME︶が設けている原子点
力︑建設現状が縮尺閣＋万分の

イ

⁝もか︑︿場者のHを奪い︑凝を傾
けさせ Φことだワつ・つ︒ちょ準つど六

月五日が円趣提唱の世界環境デー
て︑環境週悶の懸明けでもあると
ころがら︑畷境展でけこの磁を中
心に多彩な関連行惣を愈場いっぱ

ン・エネルギー﹂を蛍題に葺つのモ

う臼で︑ホーイ・スカウトによる

短︒とくに六日は帰ファミリー︒

い︑聯やかにくりひろけていく予

ジュールの中で立体模塑を駆使︑

る花いっぱい運動ほか︑即売会︑

美化遡動︑ボランティアたちによ

原了力発宙︒﹁クリー

あるいは映像と宵を泌じ︑原子力

殿下もテープカットの後このゾー
して︑償月二幸六難から濫欝間︑

公犠筏会の弓造一をテーマとした

ど紹介されるが︑とくに来環境保︸シンポシウムも開かれる︒三界的

機を便った環境制御の最新技衙な

境醐造のためのR＆D漏では電算 集泉・田比論の褐田ホテルで贋無

ンをご覧になる︒第三ゾーン﹁環

り易く解説するQ初日にはり太子 映画盆なども諭覇されている︒

発電の必勲姓と傭絹みなどをわか

磁を担う

と協力してディスプレーする

東京・晴海で

﹁鐸公告対雛の網造﹂を棊承テーマとした76世界環境展が五月⁝二十一日︑象堀・晴海の国際蜀落話
会場で六月九目まで会期十離間の懸を開ける︒一貯年の国連人間環境会議愛撫を窪く︐期するとともに︑

クリーン・エネ

六月五口から始まる環境週間とあわせ開傑されるもので︑環境問題のいわば︑︑︑二万博︒内外二十四田

をテーマに原子力展示を行ない︑その環状を紹塾するとともに︑将来への展墾を承し︑広く

圃ほか白二一十を雌す企業各社からの出展が副画されている︒口本原子力訂鼠会議も
ルギ⁝
一般の理解と協乃を求める︒

礎系一4生浮都門が中心となるが︑

も中でもウェイトの勧いのが︑口囲
各ゾーン会場ての展示はいずれ

国際的鼓術交流の揚となる矛定Q

涯難酬諦頚翻高騰賊難乾脇埼黒態態購課堺砧墜耀箋綴弾識鍛翠黛
初公開もの

の矩識と最先端技術の精報など二
へ
鎌に集めた㍑境展け︑同時に環境︸
教73の場として最逝のものともな一

運転中は七千五百万Kwに

世界の原発五億K

数多く︑岡際也も豊か︒澱新製品⁝力κ一会︐蔽が街気L業漣再会など⁝

る出展の中には

目冶休︑企某各社鴬による興味あ

疫漿墨一内外蚊厨・地璽ン で夷鉄鋼・パルプな董

﹁私たちをとり巻く壕境の悪化

⁝

癖皆皆鴬鷲撚離

放射線試験︑八

送気撫司爾の払出︑発展途牽国を⁝力各六十一万六千KW︶︑ハンタ

に月四試験地で
中心とする原r力開発謂幽の具体

センター︑千八白九十六万円︶⑭

の分析目標伯の最畑化︵臼木分析

ートの偽成︵口木機械サ会︑六肖

助成費前年度並み三億七千万円

ーストンfB︵同︺一墓︑名一ハナ一二

機復の拡大傾向は︑ここへきて此

放射線量算んに物腰な潮風鯖の大

八灘粍乃円︶⑳イオン交換樹脂を

を謎ましている︒

試験硲究 課 題 と 受 託 者 お よ び 委

託額は次の通り︒

科学技術杜は＋五日︑今日度の

罎化してきた︒※国の動静がこの

達し︑菰味出力笠置万伽二千九百

ことが必要扁と︑永野鯨雄H繭会 境﹂では玉門による地球監視凝画．騰力KWとなった︒
これは口木原子力曜威会議が

二 二

傾蓋に大きな彫響を与えているこ

頭はいう︒76世界環境展はそうし の紹介︑日本政肘による環擁行敗︸

ビ﹂ミノ

化などが臨界全休の原イ力允亀設
万KW︶︑日本の浜岡孟 4︵沸騰 放射線取扱キ汀無試験を次の要領
鋤容彫を五千KWの大台に菰で押・軽水塑・蕉味出力署十一万五千K⁝で施行すると公焦したQ

二

ともいなめない︒すなわち︑袋入

多

施簾上の照配⁝な実例などが展小さ⁝このほととり談とめた樺騨の原ず

多多玉

たことのための一環として位飯つ

多二一多

し﹂げた︒こ3缶はエネルキ⁝を原
多多一多二多 玉

の一途をだどってきた米国の原子
多玉

れるQ﹁環規と南民生繕︒生κ沽一力発竃分封血の集認結果から明ら

現実窪しく理解し・翻し塾目盛デン﹁データでみる環

う︒
ものの︑苗温ガス炉など十鵬基の
⁝は︑能︑澤︑隻三口へと広
けていた︒洞烹場では融蟄保認休
⁝かり︑さらにはエネルギー危機や
7
6
胆
界
環
境
展
は
一
飛
︒
一
珂
⁝
日
自
・
なお︑昨年巾に逓転を開館した
発托取り消しや讃画の糠︑門並期が
制が国際水蝉にあることを認めら
前＋時︑ファンファー︒の塑く賑鐸の摩力発幾︵出力．秀 かになったもの︒
食糧︑負源問題と複会し全地琢的
あいつぎ︑豹千三繋駕KW減少し ?所は＋一基︑七酉八十万KWれたのに絶い︑米国︑カナダなど
太r ．﹂天女がテープ・カット︑開・KW以上︶は昨年幸﹂／5舞茸窪︑
規換に猛て及んでいるか︑この解
貯
磯
一
年
間
の
伸
ひ
は
︑
蓮
転
︑
建
た
︒
からの原子力機器の受嬬拡大に努
決のためには内外を間わず︑
一般一幕する・会場は中央のシンボル・一 運転中のもの七千五荷十万KW︑﹁賦・司幽申のものを合わせて欝イ
しかし一方では︑フランス︑西
める計瞬であるQ
﹁
⁝は・玉葛ヒンクレーポイント
博民をはじめ政治︑終済・産業あ⁝ゾ；ン︑憩いと交流の広場と︑そ一買七＋三頭︑建設・讃画申のもの
左門万KW︵六十二秘︶︒一億Kトイツ︑イタリア︑スペインをは
︸
るいは文化笛々関係の澱い人々が⁝れをとり囲む蓋つのゾーンで構﹁
四偏κ千四面万KW︑裏罫詮 W台の急激な三賀を示した二曲危 じめとする欧州諸国における旅了⁝一8︵改良刑ガス炉工猛︑蕉輸出

ろう︒

瞬本アイソトープ協会

⁝に合格・NスタンプとN埜駆れている・とくに米・英・西独・

機器に関する品質保謡体制の獣類

［b

聞
新

業
産

力

原

一 総立25周年祝う

一一一︶は十二臼︑米国機械学会 瞭然︒各嗣源チ力発常所の所在地

癒政峰琉・茨城擬際立⁝巾藁町三i

日立製作湧田費二場︵工場長・

原子力関連機器で

本 社 168東京都杉並区浜田山3−20−9
営業所 540大阪市東立山之下町108USビル

承断書鈴懸認盛認

鮭

けられると同時に︑各国の入々が

多

核融禽炉システムの郭会︑凝茄お

二二

円︶⑰液体シンチレ〜タ廃葉物の

二

よび技衛アセスメント︵噌菱総食

二玉ニニ 多玉ニニ 二玉 二多二玉 多多 三ニニニ 一 二 二一

処理︵北壁学園︑閣白九十七刀

研究所︑千七十八刀円︶⑳保隙措

玉二

子力寡全研究協食︑F玉消九十九 円︶鱒放射線被はく登銀管理を園

置のための核物質の測疋・分栃

ニニr占﹂ノニ多二

的とした被ばく綴樋当頃評価︵日

一万円︶館鑓用済み核轡料輸送饗

︵核物樋管珊センター︑二千五洩

玉

本保安用品協会︑八釣力円︶㊨環

気拡散︵日木気象協会︑︸千七篇

造における蘭書中性チの挙動︵原

刀円︶嚇原子炉建物と地盤の根を

境放射能蓬蓬に関する各種三二器

刀円︶⑯低レベル放射線の生物効

某︑丁雨四十万円︶⑳放射姓物質

川いる同純体分離技術︵想化域工

①ジルカ ロ イ 桝 滑 徹 擬 管 の 強 農

六自∴十万円︶喚ハイ・マイナス

Nスタンプ取得

誓晒︑千九白や八力縄︶⑦鐘蔽構

作瑞︵試製建艦学会︑千七強嚇刀

⁝51年痩原子力平和利用研究委託決まる
れ学技勧1一は膏七日伺けで︑原 配管の波労強股蟹全穀譜纈︵田木

円︶働漂チ力発電所のヒド動を含

果と騨害拍疋乎法︵厚チ力鉄全研

生成頃からみた核郷料サイクル体

i一⁝ーー

浴接協会︑千八白万醗︶㊧原子炉

む漏欝設討用地農動およびその55 究協会︑イ功罪万円︶⑰放射線に

系の評価︵∫凌金厩中拠研究室︑

⁝一

配管系の局部的構趙挙動と蟹全開

よる障告の推定︵筑蔑茄仁くな四

ネット︵康照顧翻電気︑モ自力

目立製作所日立工場

撚難韓継騨

舞

烈繕灘懸

箔＼ζご》禽＼覧汐

⁝⁝⁝11⁝ 一i一

をおいた昭租五十一年欝欝イ力率

脚力施設の蟹全耽試験研究に力点

質九十万円︶⑬超憲蔚パルスマグ

安全牲研究が重点

認価︵臼木溶接協会︑一︼千士︑力

円︶Φ0鮮水炉における放射軟クラ

答解析︵口案電気協会︑千八自筆

︑新規彗四斜

几罎測瓦

抜した︒維航士︑

ログラフィによる欠陥

円︶⑤腺チ炉斑力容器の超箔疫ホ

和利用研究委託蟄交付を決め︑発

・変形︵櫨了力蜜全研甕協盆︑五

新規14︷︑継続12の26件に

千四白囚十 万 円 ﹀ ㊧ 原 イ 力 機 擦 の

ット等の除目︵ビル代衝︑四賛万

申聞．﹂の医学刊用︵錘本汰学︑五

H重工業︑千衙㎜⁝十肝万円︶

︵瓢菱原子力工業︑千⁝劣円︶⑳

円︶⑲核融合轡料アイスべしツト

紬易弾兜性 按 労 設 融 法 の 蟹 黛 性 評

賓の除去︵大阪鰐︑質七十二万

円︶鋤隔漏轡焼ガス申の放射性物

凸昴．十あハ触刀円︶

心スプレー系の冷却能力︵日￠製

灘

富攣鷲汐略筆

W目罫
⑥八×八型燃料鎌禽体に対する炉

惣｛騰田

…発

SCA−1）

（Model

霧

w

Fr駅｝Sσclo塁y
70w8rd西Po昨u宅ion

九力円︶③原〜炉塞力容器および

一

…

り

N玉Mモジュールとの桜続によりコンパクトに又、広範な絹
途に御宮用いたたけ豪す
詳細資料はト記へ御晶求トさい。

鋤

…
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溺臓録詠劉

営階
繕謄

齢欝

齢灘

轄轟
母ご

・麟

縮ウラン総嫁を西武ヒュレノクス法を胴い一調O︒ヒナ︵分属ウ
ラン換纂︶の規艇て処理し︑モ酸化ウラン紛朱と磯酸プルトニウ
ム偽液を製品として取り出そうとする円馳斐て︑式運繊中州に据
当するウラン試験がたけなわである︒すへてにわが国ては初もの

養拷

f

脇

苺

鑛

ロ
︑
︸

慧
掛

牌箪
難セ
藤

ぷ硬︑

饗憾盛灘
碍処理し私の一な城れを人さつ

いり︒

はに縫うと次のようになる︒

⁝
蹴よしフールてキヘスクからは
⁝
さや〃に繁った︸

ずしたあと︑
轡斜象含体を浴成プールにしはら︸

の小プル霧・ぎや〃か・興

くぬく︒放射艦旗妓を待って隣り⁝

れを取り糖づ︒コンヘアに璽せて

轍械処繊麗に泌ひ︑油a武のせん⁝

脚噸畝難齢謎遡

蟹無難は分離コ廻移る北
ヒトラ︵灘禽・泌降ユニノト︶を⁝

ここて難解液は石四一段のミキサ⁝

ﾖ蝿蘇顎拐⁝

＼

圏︐

㌦︾

慰

糖簸︑欝

轟︑こ
しやノ

娼継
濠藷〜

親＼覧磁

五丁︑妙糞フィルムヒ万枚に威す

節所はステンレス配籔たけで六万

威物禽43欝欝に分かれ︑次いで前一ノクした︒撚科せん断書騨ては加

ルトニウムの含和冶敗と核分裂鰭 理にわたる二十項隅余につきチェ

かな点を除いてます問題はなかっ

解︑分離︑精製の各r稗を窮し偲

しかし︑プルトニウム裕液の鹸
伽1程とウラン脱硝工程でトラフ

をはずれ

ルがでた︒放射能を俸うこともな
心臓部

に逆医するという環象のあること

箔内に析働し閑そく状態になる︒

工費フラノノ部から漏れ出てしま

が読まると罎瞬側の液圧が上がり

た︑あるな覧てはっけ足しの工程

く︑再処理の

︵仏ラ・アーク工場ては省騒︶た 四月まて種々の条件を麦えて再現

もみつかったQこのためご月から 定量ポンプを使っていたのて酬難

テストを行ない︑解析を養いでい

が︑この影響でウラノ試験がやや

れる︒それぞれ桔鍵丁程を経て︑

とト聖体の劣化ウラノ失物大転脱

工

臨界篇理の必要慌かり

蟻封允飴とステンレス製配管との

縮されたあと︑脱硝旛て外憂の瓢

製硝酸ウランは蒸発働て煮つめ凝

配管フランノからの冶敗漏洩︒鯖

元了︑万月±諾Uの菊一疇脱硝再

鼓Xられだ︒四月に配管据付けを

に︑ポノブは恋心潤のものにと切

加鋼狸掘がト分効く洗櫨のもの

りかな辻転を蟹持するため配鈴は

うことが田明した︒漏洩を防ぎ踊

断轡料や二酷化ウランペレノトを

紘合部ハノキンクに心懸がてき洛

ウラノ脱硝工程でのトラフルは

るQ
長ひいている︒

口証十一月︑プルトニウム雇赦

轡科集合体をふつ切りにし︑せん

︒万．・の巖コノクリ︐トで講述ウラ．に︑プ窒ウム曝断の鰹︑講がつふれて切口を

ウラノ試険は︑議ヘスクの無く⁝便って硝酸ウランの浴け野合もテ

蒸発僚の蒸発礎縮戯サ中にヲタノ

トプラント規移とはいん施設キ停

酸化ウランに螢を購え︑製品とな

工狸には恥留槽︑蒸発缶︑配管な
とが縦猿に配雌されている︒捷用

融漏れか捜じた︒仕楓と姓うハノ

u四月頃になる見込み︒ホノト

で︑ホノト試験に移るのは来葎

門懸魚盆の女盒蕗査を更ける予定

の没﹂麦史について核桝料貿全瀞

え︒ウラン鹸験終了後︑主農設備

行なう第罵瓜鹸験に進みたい瘍

ヒ帰中には終え︑全系統を耀して

発鉱とウラン航硝癒の鶏テストを

効総総裟団てはプルトニウム煮

のメドかついたという︒

テストの稲果︑近伝改証におよそ

キンクを取りつけていたことが原

る仕棍み︒脱硝塔給孜系杭は温疫

晒した︒誤騒は︑機械的処琿︑洛

膳商掠

れからウラノ脱硝︑門外比聖物処⁝スト︒また分離・錆製の特性も杷

繹誠識輪講蘇ひ吻ムとして︑︑れそれ饗驚さがないことなと︒乞確豊ん

一

翼の多い塩では様帽爆叉にす．○︒
蓼ンは信．脱髄︑粉末の︒

会議

不具合箇所の手直し進む

ウラ ン脱硝で再試験

圧水型︑沸騰水型︑TPDR型なた︒

麟はウランとプルトニウムに分か

郷﹀︑

＼

る︒しかし放射難物臓の取扱いや

たりまでは難きそうという︒洛擬

なく︒纏縫劉醍管卒合めは謹灘あ

て菅二十㎡が︒東然上ご島間をつ

@慧麟

口

、

にして

はない︒分譲︑精裂︑凝痴なとの

には化㌧プラント煮汰して朱わり

鰐処理馳設のγ要丁程は本鐙的

のチェノク之ほほ終ん︵い．筍︒

れまでに各丁秘ことの不口︑合爵所

に及ふキャンペーンからなり︑こ

全丁程亭噸じた最終確認︑の三猷

所丁握し②芋隠し部分の鍔拭験③

を担いながらも機路の不貝命箇所の丁隠しには韓丁と磁器を期し

つくしの径駄になるたけに︑核燃材サイクル確立への人きな期待

轄

婁

識、

次城県東海輝の雅馴卦X団軍閥事業所再処理施設︒捷用済み磁

評

、
予炉建翫亜みの

文

溶解槽セル

議験は︑3PDR︑糾騰水型︑加

二十七ノの使用戯み鰍糖を桝三度

圧水型なと金厩ウラン擁護て︑約

の低いものから溺いものへと順次

矯いて各ヨ程の作動磁認を行な

う︒本爵欝欝の一嶋めにあたるホノ

ト試験は七か月程反かかると罠込

五f⁝二彗にスレこむものと予椚﹈さ

まれることから︑転業開始は昭和

射射

照照

験託

試委

干370−12

渥本原子力研究所内
O273−46−1639

群罵県高鱗市綿斑町
T￡L

ソ

ぬ

中央制御室

ぐ◇呼
ク＼
まノ

きくへいなべ

磁鎌

編鍍

嘲

面貸

（手黙し前）

ウラノ脱硝

一一

れる︒

財団法人放射線照射振興協会

糊隅饗瀞

鶴

ぎ
サ

放射線照射の利用

翻獣

@

輪
嬉
㌧く〜

β／

へ

晦詫
轍ド

一

……

配箇の総延長はステンレス製たけ

機械処理
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余

こ批准書寄託

政府が核防条約批准承認案件を

を求めている︒

供論の安定附確保に努めること一

内体舗を速やかに整備し︑核燃料

全を期し︑研究︑開琵︑査察の国

原則を堅持し︑安全性の確保に万

力平和利用の自主︑民霊︑公開の

に国際的な努力をすること⑥原子

強く訴えること⑤非核化地構構想

払を行なわないよう鶴際的な場で

政府保障搭置交渉 も着手
参院本会議は二十四鐵年三十帰すぎ︑七＋七国会の焦点の一つとなっていた核兵器不拡散条約︵核
防条約︶の批准承認案件を自︑社︑公︑民四三の翼成︵共補題と霞民〜部議員は反灼︶多数で可決︑
跳鼠した︒政府はこれによの六月一臼の閣議で十三を決めたあと二週間以内に米︑英︑ソ三困に批准
欝を寄託︑九十六番騒の核防条約加盟国となる︒間条約発効の〜月前にわが国が調印して以来六年三
か月ぶりの批准︒国際舞台での積極的な平和外交展開への足がかりができただけでなく︑原子力平和
利用でも国際竃察に新しい局面を開くことになる︒
禁止を翼現するだめ一暦努力する
こと④核貝器国が非核興器圏に対
し核異器等による武力の威嚇︑行

︑綴灘婁

酷黙夢殿
サめサも

核兵器不拡散条約
前文と協定本文十〜条で構成︒
膏チはおよそ次のとおり︒

︵第一条︶核兵器瞬は核舞器︑

非核璽器国に供給しない︒仮蘇措

実に交渉を響なう︒

置︑勉ひに隔翠霞理下での傘面的

わが国の加盟は国際的にみて︑

原船団法改正

は継続審議に

第七十七通常国会は二十四田閉

識しだが︑政膨提出の田本原子力

法案は岡田の衆院本会議で次期国

船開発嚢業圃法の一部を改正する

会での継続審議案件とすることが

の存航期限を十隼間延長しようと

決まった︒同改正案は原船饗業団

するもので︑五月六隅の衆院科学

に移

議鄭終了後覆マサチューセッツ

國だ︒

率とその結桑偏と題して特別講演

載︶︒

した︵講演の概要は二︑一ユ面に掲

一31−3TELO3〈372）O141
29T駕しO6（252）3512

織重

技術資料、力夕ロクは下記へ

東

特デ

職灘鵬編

極

日

本原子力事業株式会社

かつ完金な軍縮条約について︑誠

澱は締約團の蝦蟹的︑技術的発展
まだは平秘的な原子力酒動分野の

︵第十策︶締約国は異常な粥態

︵第九条︶批准瀞の雲量11賂

︵第八条︶条約の改蕉網羅略

ものではない︒

とを礁探する権利に影響を及ぼす

頒域に金く核兵器の侍在しないこ

︵第七条︶この条約のいかなる
炭施する︒非核兵器国は闘際原r 規走も︑圃の集畷がそれらの国の

購際協力を防げないような態様で

︵第四条︶この条約のいかなる

力機関と協定を纏結する︒
規定も平秘膿的の原子力の研究︑

核爆発装蹟︑その鴛理を移議せ
ず︑製造︑取得につき非核兵器国

生渡︑利雪の発展についての締約
ない︒締約田は軍稽利堀の設備︑

悶の櫓耕に影雛を及ぼすものでは

に援助︑奨励︑勧誘をしないQ
︵第二条︶非核兵器餌は︑核兵

いると認める場愈には︑その主撒

が自国の糞口回の利益を危うくして

器︑核爆発装演︑その管理を受領

を角する︒

権利を窟する︒条約の効力発生の

を行使してこの条約から脱退する

資材︑情報の交換に参膳する権利

︵第五条︶締約麟は核爆発の平

き援助を求めず︑受けない︒

和利胴の利益が︑魎当な国際的覧

せす︑製造せず︑製造︑取得につ
︵第一一棊︶非核兵器国は︑平和

二十五礁後に︑条約の無期隈延長
か一定期嗣延長かを決定するため

利用から核兵器︑核爆発装躍への

供されることを確保するため適器

視︑手統きの下に非核異器隣に提

と締結する協定に定められる保障

転粥防止のため︑国際瀕子力機関

会誠を灘催する︒

︵第＋⁝条︶条約の正文鴛略

な摂置をとる︒

の翠黛韓藍と核敏縮の効外的な言

と並んで今後の焦点となる︒協定

︵第六条︶㎞通約国は核軍備⁝競場

描破を受諾する︒締結国は原料物
材を︑自陣措躍の過胴がない限り

は交捗開始後十八か月内に効力を

質︑蒋殊核分裂蓋物瓢︑設備︑資

がるとの認識に愈懲点が兜い出さ

の躍編促進②非核総懸国の安金保

核防条約体制の実効を増し︑その

提案が﹁決議篇に盛られた︒

隔確保③原子力平租利用査察の平

ても積極龍なΨ稲外交を推進して

強化につながるが︑わが国にとっ

きな慧敦をもつといえる︒原子力

生ずることになっている︒

外交で現父的な説得力強化につな

不平等を敢えて博受

圏会に握出したのは昨隼四月︒批

れた格好︒

准が延び延びになっているわが国
に対して礪際的な不燃感が高まる

する代優

の意味あいから数六の
のを気遣いながら︑調印の際︑政

等性確保︑が一応満たせる状況に

府が声明した三条件︑①核保有国

なったと判断しての国会提出だっ

機関との間にユーラトム並みの査

軍和利用の面では今後︑核防条約

た︒とくに昨奪二月︑国際原子力 行く第一歩を踏み出すうえで︑大

察適用を内答とする保障紅藻仮協

下での保陣描縢に基づく査察体禰
へと移行する︒探降措罎協定締絃

定で禽慧をみていたことから︑園
会での審議の藁点ば﹁核軍縮﹂と

原産は鋸盤︑原子力開発規模検

TELO3（454）8521

東京都弓隠三照三丁目13番12号

社

本

31−3T】ELO3〈372）5002・8214

ます。
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好評をいた：だいており

TELO3（244）3727〜9

∫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

器金騰を閉指し︑核軍備の潮減・
縮小に努力するよう訴えること③
地下核実験を禽めた飽播的核実験

婁一

自主査察充実に努力

ヘチい

無 鑓・

ギ

穆で示されだ重点をふ貯え︑わが
国保脚措置体欄︑とりわけ自主査
察体制の一厨の整備充実を圏るな

れ︑審議が行なわれていた︒

技術振興一景特別委協会に付謁さ

笑行

子力開発利用実行溺醐委員会の報

告をうけて︑これを

ための方策等を萌らかにしてき

すための具体的指標︑臣標達成の

この横討結果をもふまえながら特

た︒昭和五十一奪度難業♂問では

に①原子力開発に対する難民の難

化の促進③原子力篠懸臨童技術の

論の確立②懸子力行政の改革・強

つ更点的な確立⑤涯業政策の充

確立④核燃料サイクルの総台的か

となり荘村義雄︵電中研理饗長代

討議員金を発足させ︑一昨無の原

特

一筋巴鴨の参院本金議に先だっ

二木首楢の出塁を求め戸

て二十一田開かれた参院外務委員
会では︑

叶武︵社︶︑亀井久興︵霞︶︑糸
山英太郎︵臨︶︑塩出瞥典︵公︶
五木洋︵共︶︑向井長隼︵民︶の

用を平和圏的に限ることを基本理

漁礁ギ櫓盛

原子力蚕員会は︑核防条約の批

念とするわが国にとって︑その姿

舌
批准で原子力委員長談
一一一一口

社︑公︑属四党が欝欝︵共産党は
准が鰯会で承認されたことに関察

勢を内外に明確に示し︑今後の原

だって国際原子力機関との間に始

へわが圃の安金保君臨撮﹂に圏か のための交渉が批准諮の窃託に先

長

の両氏が当量の開発行政などにつ

読︶︑綿雲民輔通商灘業政務次奮

ご鰍

くうえでの重襲課題に触れ︑核燃

慧に墓つく原子力開発を遊めてい

理︶︑村田義夫︵三菱原子力工業

次いで娠々木義風科学技術庁長

M規格放射線測定器

AEC−N

各氏らが核防批准承認についてし
めくくりの質疑を行ない︑このあ

反対︶して鰐決した︒間委員会は
して︑二十四欝︑次の委員養談話

と各党が代表討論して採決︑自︑

さらに県薩党を除く四脚共同提案

ど︑本嚢員象としても︑原子力の

子力の平和利用の推進にぬする悪

研究︑開発︑利第が平和輿的に限

れた︒縮局︑条約の不平等性を認
る︒

めながらも・批遮ることが国津められ・国内皇奮篠制の塊

・

ーノー﹂ーノーー﹂

れるようさらに努力を短ねだい︒

コ

＝

▲属

総

7︷一♂ーー

・謡

いつつあることを指摘しながら︑

力の安金性確保に万全の体制が整

指輪臨
欄本原子力曝莱金議は二十六日

くための可能な代翻エネルギー源

と述べた︒これについては政府の

取り転んで行かなければならない

ッセン教授が﹁原子力大綴織の確

工科大学のノーマン・C・ラスマ

窟︵小沢一郎科学技術政務次灘総

に原子力開発の推進に厳り組む討
は指弾力以外にないとの認識がし

したあと議饗に入り︑事業計画な

会長︶両氏を議購録薯名人に指名

実︑体制の強化iIの五点を獣心
和五十葎度業務報告並ひに収支

現在こそ︑原子力の安全性︑偲顧 里謡の璽致性を指摘するとともに

だいに國民の間に浸透しつつある

原産としてもこの問題に焦点をあ

た︒

どの議案を審議︑原案遡り承認し

在検討の進んでいる原子力行政︑

総会はこのあと有警み長が議長
﹁昭和五十一年度事業計画

て︑全力をあげとり組んでいく方

いて所儒を述べた︒

決算﹂

性確撮に鰻大の努力を払っていく

針であることを明らかにしだ︒

開発体制の改羅をふまえ国民の含

環塊隅題にわが国として組織的に

れも原案通りに承認︑可決した︒

並びに収支予算縣の両議案をいず

必襲がある﹂と当惑の努力翻標を

料サイクルシステムの確立︑立地

次いで役農金員の任期轟了に伴う

強調した︒さらに有察据長は︑現

﹁わが国が健全な発展をとげてい

新役員の選圧を行ない︑会長︑副

総会であいさつした脅饗誤長

会長全員の再任をア承しだ︒

第二十五圓通舘総象を開き︑﹁昭

渠票・丸の内の臼本工業クラブで

燃料サイクル︑立地に焦点

凹＝︸

N度事業計画決める

今後︑本件に係る扇面審議の過

昧において︑妊黙しいものと考え

を発表しだ︒

核防批糖を審議する墜院外務委艮禽

られ︑その〜厨健全な発展が図ら

の決議を全会一致で斑決した︒
核防条約に関し︑本田︑国会承
認が得られ︑推進の運びとなった
ことは︑原子刀の研究︑開発︑利

饗

遡

決議は︑政府に対し︑①非核三

紹勲

至心葦

翼羨

葺墨書

轟

原則をいかなる場合にも忠実に順

麟
葵讃麟

第25圓原遼通常総会て
あいさっする有沢会畏

ム
ノ、
守すること②核翼器国に対し核兵

灘

51

は︑現在︑士民一体となって原子

Q
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米原 子 力 規 制 蚕 員 会 ︵ 舞 R

全性に関する報慈欝︑遡称
欝作成

原子力発磁所のすぐれた安全舘

であることを経鹸が示していると

たがってそのような購故は不可継

つくり運転することはできず︑し

峯力を十分に活用しようとする多

の性質を大きくゆがめ︑さらに原

し︑私はこれらの議論がこの勉険

と四域万がを難した研究に碁つ

によって後援され︑三か年の歳月

対し幾戴にも防護を施し︑炉心溶

ば︑大量の放射能放出の可能性に

に基づいております︒簡単にいえ

米國原子力規制委員会︵霞RC︶ じであり︑ 多璽防御 の考え方

の論文は︑大部分が私が差潮し・

融を起こすような条作が生ずるま

確率は一プラント・年につき約二

リカの軽水炉について炉心溶融の

て︑原子炉安金性の研究は︑アメ

上述の転瞬性分析の殺法を沸い

の原子炉に対しては︑少し遷った

特性がある程度異なっている日本

す︒この数値はまた設計や敷地の

っとよい数値になると思りれま

値になるでしょう︒

マイナス五％であります︒この数

を決定するためには︑炉心溶融の

です︒しかし︑この数値の蚤要さ

するよりも少くとも一桁大きい値

売

売

導

原

亭

東京都千代田区鍛治町2丁目6番1号

が改良されていますから︑多分も

録にもかかわらず︑原子力反紺論

くの社会の鰍善の利益にならない
いております︒もちろん︑原子力

炉心溶融贋故を防ぐためのこの

傾は︑アメリカの簸初の懲基の原

公衆に及ぼす結果を決定しなけれ

和

ギ慈

白力関連ソフトの開発と技術融

い癖の渠懸はほ・ん壷は︑矯な・ぴ蓄開発の工学

者は︑危険が大きすきるから原子
魔彊します︒この論理の鍛終段階

産業に関連した危険はこれだけで

原子力反対の議論で巖も癌圏され
鼠講法は︑どれほど得効であろう

子炉の二十四番目︑および三十四

ばなりません︒

一という値は︑多くの人々が鮒隠

るこの特馴の間題点に限ることに

かという籔間は︑もっともな質問

た︒今日建設中の発鱈所では設計

番目の発電駈に対して縛られ濠し

一プラント・年につき＝万分の

える普遡の方法は︑これまでの記
一四〇〇︵NRC︑〜九七五隼十

原子炉安金性の砺究︑WASH
であります︒このような質問に答

します︒その他の危険の議論は︑

録を調べることであります︒今日

この三鼎の不確実さは︑プラス︑

す︒この論文では︑今田アメリカ

までのところ︑どの軽水冷却発電

幅分の一であると結論しました︒

系に応薦されてきました︒

力の開発を中止すべきだと囑えつ

結論に赤くものであると思いま

衷Gであります︒

で建設あるいは運転中の原子力発

月︶ほか多くの論文の中で謬懸さ

しかし︑この論文ではその議論を

はないことはわかっております︒

悪は︑雰故孟母・

は︑襲故は不司避でありその結果

しば引照される危険の一つは︑原

ゆがめられた反対論

づけております︒そこで鰻近しば

子力発露所自身における睡大な蘂

とするところは極めて璽大である

磁所の型武について弩えられる薯

れております︒

故の発生であります︒議論は︑原

ので︑われわれはこのエネルギー

故に関連した危険の性質を諭じま

原子炉事故の危険性を誇張

誤操作あるいはただ一つの機器の

源の便用を晃送るべきであるとい

す︒同型式の発罐駈は田本にも鰹

子力発電所が︑極めて復雑な機械

故障が︑空前の規模の肇故につ

うことです︒表面上は︑これらの

で︑そこではただ一つの運転員の

ながり得るような印象を与えるよ

議論は多くの人々を説得するに＋

ことは︑炉心溶融の際放出される

人口︑天候も大きな要因に
炉心溶融難故の紬果生ずる事態

ります︵つまり馬子一万以上︶︒

放慰能の蟹は四柘以上異なってお

の熱を含む雪柱︵多くの場合はそ

ます︒さらに︑放出気体が摺等覚

子力関連機器及び材料の製造粛

C︶が 昨 年 発 嚢 し た 原 子 炉 安

ラスマッセン報告

の指遡に当たったマサチュー

セッツ工科大学のノーマン・

C︒ラ ス マ ッ セ ン 教 授 が ︑ 二

＋六臼 ︑ 藁 東 ・ 丸 の 内 の 障 木

工藁クラブで開かれた原澱通
常総会の議製終了後︑讐大規

模原子力賑故の可能性とその

うないいまわしになっておりま

また蝿秘を相鷺程展過熱したこと

今田までの大型原子力発璽所に饗

す︒その中には︑放出される放射

は︑多くの囲子の関数でありま

出は大蹴の放出よりはるかに起こ

当然薯えられるように︑小鑓の放

ずかに超える程股です︒この経験

される熱疑︑聖な気象条件︑旧染

これは一部︑起こり易い気象条

希釈の割禽は︑璽要な因子です︒

格納器から陰欝の後の放射能の

り愛いことになります︒

能の罫︑放射性ガスとともに放出
プ

染された地域の資灌の髄憾や二途

された地謡の入口密痩︑さらに汚

は︑炉心溶融の確率の上限が

ります︒もしも海累馬の小型原子

炉心溶融嘉故につづいて放出さ

が禽まれます︒

格納容器破損の起き方により謹

うである︶には放出気体は上聾

れる放射能の鑓は︑溶融の際の炉

確率の上限を派してはいますが︑

す︒驚くにはあたりませんが放繊

し︑地上に罵る人日の被曝蹴を相

超こる高さ︑降雨の有無に関係し

実際の数値がこの上評註よりどれ

ん大きな麗から極めて小さい騒ま

量はこれらの園子によってたいへ

件︑とくに大気の安定魔︑混命の

だけ低いかということは︑何も示

心の条件︑放射能除場の有効度︑

しておりません︒この疑闘に答え

これらの数掌は頬心浴融薯故の

なり題す︒

らば︑この数値は千分の一以下と

炉に関する経験も零物と警えるな

分の一の間であることを医してお

ラント︒鰯につき颪分の一から千

する経験は二酉プラント︒隼をわ

さえあり濠せん︒しかしながら︑

諸条件で変わる影響

す︒さらに︑彼等は人間がそのよ
設され︑運転されております︒こ

す︒この熱源は︑もし適嶺な冷罵

炉も炉心溶融を起こしておらず︑

分な禦爽を含んでおります︒しか

毒一一鷹幽甕一≡嵩一遷一一一≡一一一一＝環一一霞一一一薫一︻︻霊罵﹁甕霊一一一一瓢瓢奎﹇︻叢藍コ一一一一巽瓢一憂毒謹一≡一藁

ると逆に減少することを悪筆し濠
す︒しかし不幸なことには︑例え

内在的性質によって温度が上蟹す

連鎖反応が傾止しても燃料申の大

生成物はこのセラミック材の中に

は︑燃料が融解しなければなりま

いる為故は︑燃料が融点に達する

せんQしたがって︑今問題にして 騒の放射能が梱嶺の熱源となりま

のかなりの鐙が放出されるために

とど蒙っております︒放射性物質

一霊一≡≡一一︻琵皿一韮一一三毒養︻隅﹁箋一一一琵一ヨ一篇麗一葦遷筆

うな静聴の起きない複雑な機械を

起きにくい炉心溶融
蟹故であると認られております︒

負の温度係数が安全弁に
原子力発電所の仮想事故の議論

るほどの大きさです︒この熱源は

が維持されないと︑燃料が溶融す

放射能が減浮すると︑それにつれ

ほどの極度の過熱をひき趨こす事

草

故ということになります︒燃料の
このような過熱は︑いわゆる

て減貸しますが︑発魑所が運転を

連鎖反応の翼翼︑趨こり得ま

草

停止した後数か月間冷却が必蟹と

性は︑この崩壊熱除去の失敗に関

なります︒炉心溶融の簸大の司能

から︑そのような翌日は極めて起

達するものであると一般に考えら

の〜つが負の温胆係数であります

こりにくいものであります︒これ

れております︒

すが︑今田の原子炉の内在的性質

は連鎖月虹の鋪盆が制御系の動作

上述の懸子を処理するために襖維

東京（256）7831番

電話
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灘離隔
聞
繕えとは反対に︑これらの発慮所

一般入衆の欄隻数が熱いている

調べることから始めるのは大切な
は核型器のように爆発することは

を進める際︑潜在的危険の性格を

ことであります︒大型原子力発電

所︵例えば麗気出力百万KW︶ ありません︒原子力発亀所には︑

が中にありますが︑これは他の材

爆発物を製造できる核分裂性物質

料によって希釈されており︑核爆

は︑出力運転の際︑燃料の中に櫨

す︒この放射能はほとんどが核分
発を不可能にする条件を満たして

めて大盤の放射懸物箆を生じま

裂過程の生成物と関係しておりま

反対論蓄は︑この堀上を認めてお

おります︒知識が十分ある康子力

Qではそれぞれの可能な場禽を含 される地域の人口密度にもよりま

で変わり得ます︒WASH一四〇
当に減少させます︒最後に︑影響
は︑一九七二無に原子炉安全研究

む九基のPWR︑五基のBWR
の
す︒

るためにアメリカ原子力委員会

に二手しました︒この研究は︑こ

る放射能の割命を讃騨しました︒

放臨基準に対する確箪と放出され

●

住友原子力工業株式会社

灘

業
産

所の運転履歴によって決まります

ではなく︑軽水炉の設計における

多重防御で万全期す

の＋〜＋五年来複雑な工学系の故

WAS猛一四〇〇の研究では︑
障率を予測するために開発されて

2予慧される慕故発生後10〜40箪の関の発生確累。
3予想される磁故発無血後から30葎の聞の最初の世代に錯生する
確率。次の世代はもっと低い率の彫響を受ける。

饗難

す︒放射能の総鑓はある程股発霞

いかにして罰故による放巖が起

ります︒

ではそこに存在する蟹は約十の十
こるかを理解するために︑まず第

が︑相懸の期間金出力運転した後

乗懸となり聞す︒もしもこれらの

溶融確率︑年間二万分の一

注 1原子炉薙に発生が予醐される磯壌。

力

三

ればなりません︒燃料は二酸化ウ

に原子炉蝉料の性質を霧えなけ

辺環境の申へ放出されたならば︑
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BWRの五番國の箏故は炉心溶融それは各櫨の麟故の起こり易さ
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急さがより少ない。
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このようなことが発生する司能性

実さがより少ない。

を極めて小さくするような設計な

原子力発選所の設計蓄も運転看

5で表されると想定される。結果の程度か小さいものは不確

も薯故により燃料を溶融する潜在
︵二︑八OQ度C︶で融解するセ
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璽大な箏故の可能投が存在するこ

自然灼わよひ人島田甥件について、起録されている結果の程

れました︒

び4，確率に醐して1／5および5で表されると想定される。

と︑大きさを計簾するのに便馬さ

されていない。出動車購故による靴亡は年閣約5万人である。

を除きましたがその他は皆含んで
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低い重大事故の確率

には︑震鰐︑死亡のように短期に

放射能放出の結果生じ欝る禦態

るものではありません︒アメリカ

は︑この後の議論を役立たなくす

ず︑したがって︑このような梱謹

溶融事故 は道石事故以下

生ずる健康上の彫響や︑ガン︑遺

アメリカの商藁胴発撞鐘で今欝

ていることを志しております︒

るわれわれの囲標を十分に達成し

審が避けられたのだと攻撃しま

論看はここでもまた︑幸運にも災

炉心は過熱し案せんでした︒反対

拓宏系は覆効に働き︑その結果︑

ます︒ここで大麟なことはこれら

以上の死亡購故発生となってい

生じ︑百圓のうち一回だけが十人

〜回だけが着人以上の死亡事故を

まで発生した最も蟹大な撃故は︑

れらの故障は一つも炉心の過熱や

し︑許容傾以上の放射能放出をひ

の警え方が藻琴である巽例だと恩

に関係なく︑ただ相対的な確脳に

です︒さらに︑極めて趨こりにく

り大した蟹懸ではないということ

炉はその愈濾した運転に糊し︑運

ような故鷹によく耐えるようにす

この記録は︑これらの機械がこの

ものであると確興しております︒

巾の発電胱は運転を中止し崩壌手

π︒にもかかわらず︑野方の運転

韻系の双方が作動不能になり製し

時事の間︑低圧および高圧炉心冷

えば五否の炉心溶融典故のうち︑

対する璽大な影響を与えます︒例

めて特別な炉心溶融だけが公衆に

す︒曲線が赤しているように︑極

いであろう︑ということです︒

他の多くの危険以上には大きくな

はわれわれが遡常さらされている

い環麗下でも︑結栗とするところ

しております︒つまり︑小さい原

このカーブはまた︑他の点を即

でも麟在的ガンおよび適伝鮒膨響

り︑この影響は検出できます︒

が示すように︑原子力を用いるこ

をしますQもちろん︑多くの研究

とに呪う危険があります︒近代社

して判断すれば︑これらの危険は

会が許容する他の養鰻の董準に耀
はほとんど確実です︒石炭が利用

エネルギー源を明らかに必要とす

小さいと思います︒さらに多くの

ます︒強力継を減少することは︑

たらす幾趨りかの方法があるなら

できる地域でさえも︑それを傍粥

μ醗慰公正な社会的判断必要
もっともな質問として﹁なぜ︑

ば︑鍛も盛暑の少ない方法が好ま

康と環境を堕することが多くの研

することは原子力よりも公衆の健

危険を伴わない選択ではないこと

さらにこの危険鷺受けいれるの

この世界が憩速にその縮と天然ガ

しいことになり蒙す︒今日︑誰も

ることにもとづいて︑私はこれら
のような枇会もよい理由がなけれ

の危険は許餐できると思います︒

か⁝というのがあります︒私はど

究の結粟として示されておりま

ー問題に対し︑危険皆無の興醒の

世界が今臼颪製しているエネルギ

蓑は種々の確率をもった事故に

スの供給が楠渇しつつあることを

すQ私には︑原子力の勉険は省エ

対する塗装的健康上の影響を示し

ば・危険を詐容すべきでないと憾

疑いません︒ヨーロッパや田本を

日揮の総合エンジニアリング技術。
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原子力産業の発展に貢献する

さてここで︑澱初に示した原子

き起こしており京せん︒反対論暫

力反対論をみてみましょうQ原子 溶融を超こしかけておりません

ることは翼実です︒この複雑さの

力発躍駈が極めて複雑な機械であ

ウンズ・フェリー発電所のケ！プ

〇〇に対する批判者は︑絶鮒的確

関係するものです︒WASR一四

べては︑棚対的確率が愈味をもつ

率を質問し難したが︑ほとんどす

ェリーの購故に関するわれわれの

多しております︒プラウンズ・フ

の甜述は騨心溶融購故の絶対値

だ︑といいます︒私は︑われわれ

は︑われわれはただ幸運だったの

多璽防御紹

璽要な部分は︑公衆保護のために

ル︒トレイの火災であります︒火

もかかわらず︑発電所は崩壌熱除

WASH一四〇〇解析の単独で

ように懸うと述べております︒

分析は︑この極めて危険な火災に

つが十分満建に働いたということ

宏系を数系統備えていて︑その一

災は建設中の発飽所で︑問題のあ

心溶融につながる︸遡の建玉から

忽フ糧藪多重防御の有効実証

事故が安全性を証明

が八瓦窯も引続いて畢運だったと

一九七五隼の初期に紅鱒したブラ す︒私はこれもまた

付け思えられた安全装綴の結果で
あることは注議すべきです︒にも
かかわらず︑われわれはこれまで
の経験からこのような機械はいか
に注慧深く設計されていてもその

り得ることを知っております︒原

通転寿命の闇に故陣することがあ

は︑とても思えません︒私はこの

る操作の結漿発生しました︒その

生ずると懸われる結果であり京

融から最も生じ甥い結巣は︑あま

鍛も璽要な結論は︑多分︑炉心溶

いる点は︑これらの故陳が前例の
粘果は︑そのような故隠が雄大な

絡果︑運転中の楽風駈の一つで数

次に考えるべき第二の点は︑炉

を証明した︒

ないような規模の薯故を容易にひ
結果をひき起こさぬためのプラン

子力反対論の大きくゆがめられて

き起こすということです︒例えば

転鐵あるいは機器の故隣八蕩件以

一九七四無中に︑アメリカの発亀 ト設計に対する配賦と注愈による

上を報告しております︒しかしこ

の薫基の原子炉の軽業に対する各

なり浪蟹をしている米園でさえも

種の危険性のカーブはWASH一

かということになります︒商業的

ー聞題を解決できない︑といって

省エネルギー策だけではエネルギ

伝上または曜状腺に対する影響の

に利用できる大壁の電力の代替洪

ように潜往的な影響を禽むいろい

︵Pが一プラント︒鋸につき十の の程度は︑極めて小さいので︑こ

絵源は原子力だけであります︒弾

一一一一一一三三皿一一一一一三差︻﹁＝署三一篇葺；二理藻藁＝︸一一一一藻三＝⁝一一翼︸一一一一藁三コ⁝難一〜︸藁＝≡一﹁＝一一一翼＝⁝一一一一一一一戴藁＝一一謹一一霊篇一一慈︻藁二皿一一一一一二藍藁筆薮一一一篇︸蚤ヨ蕪一一㎜一避誕一一﹁一︸＝窯ヨ一一一＝一一薬一歩舞謹一一≡≡⁝

れらの健康上の影欝は通常の率以

＝翼

上に瀾定できるほどは増加しませ

他の人為的艦険に対する遣様のカ

子力鵬翼は大きなものよりはるか

術を舗えた社塞に対し︑重大な陣

原子力に対する攻盤は︑しばし

ーブと箆超して示したものです︒

に醒こり甥いということです︒ま

露を及ぼすであろうと慰っており

かしその欄避はいずれもかなり小

マイナス九乗︶は︑王難的ガン︑

四〇〇に示してあります︒ここで

遜伝的影響︑容甥に治擬できる曙

は聴闇の関係上︑その中の幾つか
さく︑原子力発竜葵による危険が

的危険は極めて魚大でしょう︒正

力生塵を削減することによる潜在

ろな場禽があります︒健康に繕す

他の危険に比べて小さいというこ

ん︒閣状線鉱質の生寝は︑遜常の

るこれらの影響に加えて︑財薦に

第﹇図は︑蕾か所の原子力発電

率は最懸の箏故の塀六二傍にな

について述べるにとどめます︒

状塵藻潤を生ずるかもしれませ

対する損密も考慮されました︒こ
れらの結渠のそれぞれの型践に対

ん︒しかしこの鍛懲の嚢故の場台

おります︒

とは萌瞭であります︒

を行ないました︒これらの結果

第二麹には地風︑トルネドi︑ハ

たこれは︑国大な結果につながる

の薯故の発生する可能性を︑その

は︑アメリカの醸初の醤墓の原子

リケーン︑限石落下のような当然

炉心溶融をみる前に︑結累は大し

所の施設に対していろいろな規模

炉が運転される六＋八か所の敷地

の頭象に対する岡じようなカーブ

つもみることを悪味しますから︑

たことにならない炉心溶融をいく

の関数として決定するために計算

気象データおよび人口密度特性を

が示してあります︒これらのカー

し︑その絃果の大きさを発生確率

用いて得られたものです︒このカ

ブはすべてアメリカに対するもの

心配は無用です︒

する完全無欠の墓準に対して判断

ーブは︑田本の原子炉に対するも

です︒臼本の場禽には例えば地震

ば危険を全然難じないことを要求

のとはある程度異なっていると思

の危険は隅くなり︑トルネドーの

磯にその効果を抵過することは困

われます︒つまり田本では人口密

方は低くなるといった異腹で異な

難ですが︑多くの人々は高展の技

度は〜般に高く︑気象は異なり︑

﹁原子力は許容できる﹂

原子炉の設謝もある程度異なって

ったカーブになるものがありま てありますQ庄遷すべきことは︑

じます︒選択が評されれば︑分別

詩・建設を行なっております。

痴丼

語

難

力

原

典型的炉心溶融脇故︵Pが一プラ

る他のいかなる選択よりも小さい

ネルギー策を除き︑現在利礪でき

られているのでしょうか﹂︑﹁核

子力発電所の放射性廃棄物

＼

いるからです︒にもかかわらず︑

す︒もちろん︑これは切望に簾か

含む慰界の多くの地域で︑石炭も

燃糾サイクルとは﹂︑門安全施設

先にした原子カプラントの設

難簿，

・麟1
ク博ノ

その結果は一桁は異なっておら

また供給血続です︒かくしてわれ

みを許容するならば︑われわれは

険を最小にする戴択をいんしま

のある社会は利益を最大にし︑危

しょうQ

全く清渓簾を得られないでありま

私のみたほとんどの解析は︑か

と想われます︒

いて一般に慣じみが薄く・理解し

ういう蓄え方で︑どのように決め

にくい面が多いからだ︑ともいわ

タにもとつく騒嚢

か漏等々︑設悶は落命︒最新デー

の儒頼度に不蜜はないでしょう
この母子は︑そうした原子力の

れている︒

てきているのも蜘実︒原子力につ

一尉響雪1り直亘闘一14血ーー筐−⁝ーー

に制限するか︑代薔璽源に陶かう

われの意択は︑電力の使用を極度

らにGE社を辞職し原子力反対を

す︒ほぼ嘆じ蟹用で岡じ利益をも

所の糞壷議所ができるよりも⁝ント．籍つき二万萎︶に対

砂鞠騰懸饗題詩けπ篇概灘識課謎
ットを獲得するのが塗しくなるの

原子力発霞をはじめと

農業など各分野で広

石原豊秀︑田村鉄男共著

使用済核燃料再処理窪目場、原

縦樋塾
灘 嚢舞紳

将来も優秀な従

袈明した三人の技術響の間題につ
いては︑﹁彼らは優秀な技術蕾﹂

射線︑

ではないか︑との議論が出された

であることを編めながらも︑彼ら

学︑工業︑

総︑多岐に利用さ

するなど︑原子力

もふんだんに掲載

ない、安全と環境保全を最優

§撫

難聡灘賄囎灘
ロットの質は︑むしろ向上してい

が︑航空機の曽及した現筏︑パイ

る宗教矧抹に属していることを熟

が全ての科学技術の進歩に反対す

議し︑議会で彼らが﹁原子力の閥

門原子力・放射線の安全性﹂

子力分野においても求められ、

麟織

欝欝

ラ教授が記者会見

る⁝として︑そのための十分な対

放射性物費は新学︑生物

来日申のマツチュ⁝セッツ工科

策を講じていくことにより︑優秀
ゆ

大学のノーマン・C・ラスマッセ

な従宏縫を獲得していくことがで

れるようになって

の広範な内容金般

棄物処理システムの開発を行

ξ

邑懸魯差響餐麟

ン教授は二十一臼︑東強︒平洞町

に︑﹁イエス﹂と答えながらも︑

題が技術で解決できるか﹂との問

きた︒憤蓮が上に

また反対遡動については︑﹁全

るための好個の轡となろう︒入門

一〇〇問一〇〇答1 をひと逼り理解す
第一論義に建設︑

﹃なぜ﹄に一問一答形式で応え︑

﹁そうすると︑それを受け入れる も配送︑安全確保
か﹂との闘に﹁ノーしと答えたい

運娠︑響理などすべて高度の技術

ての人を説得するつもりはない﹂
と筋置きして︑属霊亀義の法則に

きさつを紹介しながら︑その反対

九一︶刊︒

東京・践樽房︵懇話二五三i一九

してきました。それら技術は原

、
／課響麟繋瓢賊鰯、

繍鰍麟
・rl ：罫騨、．縛鴫
鱒
・

＼

囎、

〆

の全共辿ビルで解同記者会兇を行 きる︑と述べたQ
なった︒

このなかで岡浅は︑門将来︑原

のっとり︑現伍のエネルギーの情

子力発滝所の数の増加に伴い運転
蕎︑従量者の質が紙下するのでは

蕎向き︒

﹁最大許容線滋とはど

﹁放射線と放漫能とが混乱して用

﹂︑

B6判︑醐冷染様九蕩八十円︒

わかり易く解説したもの︒例えば
が︑一方で醐蔑の放射線に糊する

いられていることがあるそうです

を駆縦し総合鱒に進められている
な習難に基づいていることを承唆

が

理宙が黒鼠の問題を超えた思想的

について理性的に説閉すれば︑過

恐悔が櫻強いことなどもあり開発

勢︑原子力発電所の胴対的安金性
パイロットの例を引き禽いに出し

利絹について社禽的閲心が高まつ

ないか篇との質問に対し︑航空機

した︒

くれるものと思う︑と語った︒さ

半数の人は原子力発電を輝解して
空機が増加した場禽纒秀なパイロ

開発においても各種放射性廃

花し瑛京279略441（大代表）干1GO

豊富な経験とノウハウを奮擁

蛮京都千代細籔火手町2−2−1（新大手町ビル）

を残しています』

⑭日恋醗点式舗解藤韓

ラントの設計・建設を手がけ

醤置

処理装置など、数多くの実績
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羅難船 謹響悪擦曙韮︶︶︶
N工R猛Pを設立し再処理能力の

FL︶︑西独KEWAの工冨がU
エ・エレクトリチテーツベルケ︶

イニッシュ・ウェストフェーリシ

を得るための実際的な方法をカリ

通過すれば︑熱源的に必要な動力

は決まっていないが︑RWE︵ラ る﹂とし︑もしイ一一シアティブが

だ︒原子力発電所が完成すれば現

と共同で建設することになるよう

りかねないと野告︑次の三点を指

フォルニア州民から葱うことにな

調整を行なっており︑摂︑米にお

現在の鱗醐がいずれも遅れている

けるような短期の不笈はないが︑

摘している︒

ことを勧告したものである︒

だけ卑い塒期に対応策を笑施する

ナにのぼっている︒

会が塁嵐的に必要とするエネルギ

済性のある大気放出管理や採掘方

一︑このイニシアティブは︑経

いない︒

に司能な代謝手段を公衆に示して

力五十五懸KWH︑蒸気千七落万ーについて判断するための経済的

グスハーヘン工場の無辺綱要は砲

所を廃棄することになる︒ルドビ

一︑このイニシアティブは︑社

在の老朽石炭および璽油火力発電

の骸燃料再処理能力は〜九八一葎

の反対をバックに安全規準を引上

が低いと主張したが︑政潤は住民

電力・蒸気儒襲を満たすために
は︑原子力発電所が適切だとして
引田き串請を続け︑今園安全一員

計画では原子力発電駈は一基か

禽の承認をえたもの︒

らなり︑うち一弩機は熱出力二目

方パネルをあてようとするもので

一方︑カリフォルニア州の公器

ある︒

だ原子力発露の方が有利と躍めて

ティブが通れば岡州に大きな経済

霞力委員会もこのほど︑イニシア

米エクソン・ニュークリア歓は

燃料工場建設へ

米工社︑・西独で

の︒

う目白会投票の結果にもとつくも

は︑螢成三︑反対○︑棄権二とい

反対することを決めた︒この決篤

的影響を与えるなどの理慮から︑

るQ

イニシアティ

ブに反対表明
米︑土木学会など
※カリフォルニア州での原子力
発魔贋対イニシアティブの州民投

三十三万KWの加筐水型︵PW
票は六月八日に行なわれるが︑こ
のほど︑※國土木学会理瓢会は岡

このほど︑西独のリンデンに軽水

R︶てクラフトベルク︒ユニオン

社︵KWU︶に発記する︒このP
イニシアティブに反対する慧度を

に滋工の予定︒

だ︒周工場は黛内または来年初め

二ーデルザクセン州と協定を結ん

炉用核燃料工場を建設するため︑
明した︒雪明は﹁この︵原子力反

WRは三分の二が蒸気︵一瓢旧観 固め︑土木学会誌上でこの量を斎
八百ナ︶︑三分の一が霞力︵一時

がかさむ︒イタリアと協力して進

しかも長蹉離輸送を必要とし翌月

羅は大きいものの低カロリーで︑

んど開発しつくされ︑石炭は囑藏

ユーゴスラビアでは水力はほと

六墓を建設するというもの︒

は︑その後に需万KW級厘発五一

定だ︒政府が闘下検認しているの

のダニューブ川岸に建設される予

で公衆の利益への配鱈を欠いてい

間十八万五千KW︶供給絹として 対の︶イニシアティブは多くの点
使駕されるQ二号機はまだ正式に

ユーゴ︑原発計

画拡大を検討
ウラン手打てがカギ
︹パリ松本駐在鑑︼ユーゴスう
どア政閥が原子力計圃の拡大を検

スコ︵クロアチア︶でウエスチン

めている陸上・海底の石油探鉱は

婁

再

葦

翌

／饗

華灘

Pに較べ約10倍以L及びカセット磁気テープに較べ約10倍以i、そしてエラー率
はP「1コRに較べ1／100、PTPに較べ1／10以ドなのでプログラムの出し入れの

ECの作業部会蝦樹頭︶は︑欧州 ので危機を卿撫するため︑できる

から不足し危機に向うので︑一九

一實

なお︑英︑西独の計画は次の遜
りである︒

この原子力発露所の建設費は一

九六九無申幕議の六〜暮合嬬から

いる畷塊コストに間しては謡及し

ような目糞エネルギーがかかえて

るが︑BASFでは火力発電所を
法がまだ開発されていない石炭の

現在では十二億嬬にふくらんでい

ている︒

〜︑このイニシアティブは︑さ

ていない︒

建設するよりもかなり翻安だとし

原子炉安全委員会の承認はあっ
たものの︑内務省の正式年忌は今

秋の総選挙後になるものとみられ

予想される︒

開発計画のかわりに科学的・技術

の騨門家を擁している睡家の研究

的な齎で必ずしも十分なものをも

管工麟蟹がかさみ︑温度と圧力が

BASFでは五♂欝れると蒸気配っているとはいえない十五人の地

移動させることを襖討している︒

まざ直な耳門分野にわたって多く

社BASF︵バーディシェ︒アニ
ーヘンの臣大な化学工場に要する

けて答えるだけだった︒しかしB

二億三千万妙の政府工場拡張蟄

近くの現在のサイトから北に五詩

一九六九蕉五月︑完蔵予定は一九 ている︒また内務省としては工場

市に近いということで耀境保全の

七五難だったが︑この建設には都

かたちになっていた︒

立場から反紺が強く︑タナあげの

武力と蒸気を供給するため原子力

通信社の記事に薄して︑U￡A は︑等分たちへの注文はなくな

ている︒米国経階の圃復や世界

賃撮を納税者にかける︑電力会

をすでに計上している︒予算の

地駿・気象縄査なとを行なってい

下がるとしているが︑それでもま
BASFは環在の石炭および璽

発台所の建設認司を串請したのは

ら説朋をきいたQグレン議員は

会長が反論するという一羅もあ

副画が政慰工場

の原子力発囎の伸びの予測がむ

防ぐ一⁝を強謁し︑その鼠的の

払う︑U猛Aは纏局属蛍企業に 審議終了期限までに︑JCA8

社は三四％も多い濃縮料金を支

月家ころ議金に提繊される兇通

途に建設中の第〜署原子力発露所

グハウス批が一九八○年完成を臨

ペーパテープベースのシステムプログラム、ユーザプログラムをそのま・望月」で
きるフロッビィティスク装置です。処理速度は従来の高速PTRに較べ約30倍、 PT

ニニ三〆〆ヨ〆〆！〆〆！！二！〆／！〆2

実験運転 を 開 始 諏 ㌫
の建設に酒手しなければならない

七〇難代にできるだけ畢く新施設

術的障齋で四酉捷／無の施設を運

ウインズケール工場︵英︶鰭技

フランス最初の九十万KW級P議し計画的に建設をすすめる②各
八七隼に各千渉の旛設の完成を副

搬︑七八年爾開の予定︒八四黛︑

とし︑このため①EC論国間で協

ム一応機の建設d画が遅れている ため地理的に鍛幾の条件で配羅す
画中︒

WR原子力発電駅フェツセンハイ 工場の安金窪を最大限に保誹する

安全性︑信頼株臨など実証へ
軽水炉燃料用の再処理旛設として︑フランスのラ・アーグ工場
に建設されていたHAO︵軽水炉高放鮒性酸化物燃料処理施設︶
が実験運転を開始した︒欧州では英仏独共岡のユナイテッド・リ
ることによりその数をできるだけ

ではC猛A︑英核燃百会桟︵B賛しサでト問題などて若干の遅れも
独との U N 王 R 封 P の ワ ク 内 で 英

なりの余裕をもつ︒さらに英︑西

緕ｵ六隼中に運開の予定︶こ
プ四声ッサーズ︵UNIREP︶が今後の再処理上上に対応しよ
薦独工場鐸千四蔭鏑／隼の施設
ともあって︑HAO藤壷は轍初か少なくする︑などの必要があると
うとしているが︑再処理工場建設のおくれや運転休止などもあっ
指摘している◎岡報告書は︑EC を八五年に完成させる瞬画︒ただ
て一九八O無代楽ぱごろには能力不足をきたすとの懸念が出てい

望郷内務省に認可を与えるよう答

リン・ソーダ・ファブリック︶の

油だき火力よりもはるかに汚染痩
申した︒BASFがルドビグスハ

原子力発亀所建設童画を承認し︑

炉蜜全盤環会はこのほど︑化学会

︻パリ松本駐奮︼西独の原子

叢話内務省に認可を答串

BASF計画にメド

るなかで︑この蘭処紳施設の実験運紙入りは欧州にとって明かる

でに灘処理丁場︵噸五鎚起︶の建

︵八穫ゾ︶︑鋤独も一九八七年ま

い動きとして受けとめちれている︒
再処理て︑切断とエレメントの溶

滋はウインズケールに第二工場

︻パリ松本駐在餓︼フランス原

子力庁︵CEA︶はこのほど︑ラ解を行なった︒数月下の実験期夢
設を引画しているので︑RC︵欧

の諸条件と雛材の性能を試験し︑

州共縁体︶がこのほど発涙しπノ

O施設が 五 月 十 六 田 実 験 運 転 を 開
商業運転に謡える︒現在の計醐で

・アーグ核燃料再処理工場のH A 中 は 諸 パ ラ メ ー タ こ と に 疫 山 上

は︑HAO麗設は一九七八郊憂ま以降における甫処理能力不足の懸

ノユ服告滋︵イタリアのキリス

CAE︶は四月の聴聞食で︑グ嫉の歎けとり方はマスコミの間

来園の伝統政策⁝⁝濃縮ウラン

を新設する場禽

った︒このAP記璽は︑難鷺A
藁するしかないという反対が出

大詰逡鋸盤纒醗U

AEの決断は容甥ではない︒

︵建設蟹二十五 ずかしいこともかろんで︑JC
億炉︶に比へ︑

ASFとしてはコストを引下げて

ト群民窪覚ノエ融員を議長とする

念は解消できる融通しだQ

エ報鑑に示されている一九八二無

フランス・ベルギー共同のショ⁝

始したと発表した︒最初の作業は

原子力発電勝︵三＋万五千KW︑ でに鋸目能力四幅沙に達し︑八○

る︒

PWR︶およびスイス︑西独の諸〜八二箪に八臨画に引きあげられ
発霞所からの便贋瀕み燃料爵ナの

い︒U猛A会長は炭鴬工場の方

場の二時建設には難外︑問題が多

が三無先行すれば︑並得建設も

民間事業への過剣サービス︑納

いう点にある︒議会はその点を

税老への過大血握ではないかと

し︑四月には﹂・グレン上眈議

ーー
ー舞
﹁葺
b﹁︑ヒ﹁Ph﹁bl︑
LO﹁一b﹁と﹁b﹁P−b﹁舞h﹁blh﹁一匡b﹁舞b﹁b﹁P集﹁b﹁bIh﹁ト

譲盆に提出される喚態斑になっ

員から⁝政肘工場拡張法鍵﹂が

い属営工場の先行はパストール

毘辱めるため︑￡RDA〜U縞E
構だというが︑確実性の乏し
委員長の本意ではない︒京た後

た︒この運脚がそのま家遍れば

いうことに広案を修正した︒同

め︑フォード政権は核蜴科保証

レン議員とUEA代羨の双方かにも拡がっており︑鍛近のAP ナ工場がふたつもできるので

議会の原子力命同委員会︵5

UEA踊画はつふれてしまう︒ A契約が議鼠の承偲を塗すると

米国の新濃縮工場建設㎡麟の

琿轟ハ月提繊︶︒

広案を議金に雪年している︵際

ところが議盆の法門審議が一

の供給を記して核拡散の鴬険を

ってしまつ︑それでは計廟を放

年に及んだため︑これ以上建設

統の遠心分離業者からは︑九千

ォード政権は眠営工場の建設討

決定の蒔期が近づいている︒フ

画を隻持してきたが︑大詰めの
段階で政府工場の拡張提案が議
会に嵐されたため︑圏鴬か民鴬
かをめぐって成り行きは予断を

現饗九千誘︵SWU︶ガス

許さなくなっている︒

な︑遮れ

JCAEは七七奪度予算案に

のスタートが遅れれば八○年代

の少ない政府工場の拡張案をと

ためにはより

＋億励も余分の

るのは︑グッドイヤ・タイヤほ

う︑きりぎりの臼隈がきてしま

前半には供給不照が生しるとい

拡散工場の建設計画を進めてい

かで構成するウラニウム・エン

確実

リッチメント・アソシ離塁 ツ

は最終態度を決めねばならな

みるとフォード法案への誤解も

い︒ERDAlUEA契約は許五
している︒同麗では現在︑クル
にひろめてし謹う恐れがあると

しだが︑それから議会の霧議が

EA副画では︑藤縮技術を劇界 と憲烈しているが︑その論旨を

︵U8A︶︒エネルギー研究開った︒ERDAは今年の初め︑
るへきで︑外山参加を認めるU も競象企業にもならない︑など
ドイヤ・タイヤ︶に八千誘プラ

あるようだ︒

発局︵ERDA︶との闇 で 契 約
ポーツマス工場︵運蟷者はグッ
条項を巖終的に煮慰める段階謹

証法案は

する︒謹たフォードの核燃料保

JCA露のパストール委員長始敦るとすれば︑この問題の

ントを新設する代案を承し︑と

少なからず不愉快

りあえず設副と電力供給につい

なく︑石油輸入蟻壁から脱却する

︵六＋三万聖徳KW︑PWR︶
こに
れまでのところほとんど成果が
続いて︑ザダール︵クロアチア︶

いる︒しかし政臓としては︑第二

に落万KW級の原発を建設︵八五 ためには猿子力しかないとされて
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東京原子工業株式会社

E聰畿蕊讐灘蹴

沂f鞠，嚇

・阪

最大限に発揮できます。（特許出願中〉

／

年完成予定︶︑三轡機はセルビア

璽

なく井常に経済的てす。特に記憶容騒の少ないコンピュータにおいても威力を

奮無

．醐

高速紙テープ読取器（pTR）、穿我器（PTP）とプラグコンパチブルで、従来の

r

頻度の高い科学技術副算用として極めて優れた袋躍です。
本装置を使用するにあたって特別なオペレーティングシステムは一切不要で、オペ
レーティングシステムのためのコンピュータの記憶容醜を増設する必愛蔵ま全く

v己

恋

髄

節融

鵬

できているQ総建設蟹は辺十五

こされることになりそうだ︒

︵K・K︶

汎用高速ぺ門パテープシステム・エミュレータ（フロッピィディスク・システム）

ミニコン周辺機器のPTR／PTPに代替可能な

E二MULATOR

SYSTE越

TAPE

PAPER

億が︒その六〇％を海外パート

行建設の可能性に妥協の道を求
めている︒しかし濃糖需要の兇

般的
は︑政鰐工場とUEA工腸の並仁義は葺度末ぎりぎりまで持ち

通しからいって︑九千ゾ級二工

な空気をも代弁した︒

フォード法案に対する議金の

な法案だと︑JCAEの
ろん民鴬謝蜘が軌禽に粟れば作

疑念は︑八十億賭の政府課証が

ナーに期待し︑残りをUEAのて提案の募集を開始した︒もち
出費︵二・五億が︶と嚢中翼翼

あるσしかし瓢勢はさらに切追

。鉱協ウいン

（一

業を擾止するという条件つきで

で規千ア進に庫でブス必とで
き模五蝕めス鋤きス社要しウ
るは頁体らレニるキとなてラ
かこントとれト十

二瑠…繭；こ

でまかなう計画だが︑これを技

。哩ユル翼一べ鉱工次き園

（40）

ラ・アーグ再処理工場の全漿

〜こ
術面︑資金薗から支援する だ

ﾟど第藏｝ジ通九二開ス誹る内
轤ﾌ工雛ごやし七ア発チ画こま
齟
次は1でだ八）しンのとた
?瀦秀難ぎ簾獣舞繍
認の六ビがらら保ロウに件入

決を

……

鳳

〜
τ

鳩

（4）
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急ぎ基本政策を燈碑雛
内餐︒このほか開発ウランの引厳

はじめ需絵調整や共岡購入に轟た

り保証︑探鉱企巣母体の大規模化

で継嗣賦役馴を果たす必要がある

原子炉定期検甕時の放射線作業

水籔︑圧力容器などから発生して

策が捲摘されていた︒

が︑除査能率が葱く︑以繭から薄

ビル代行の試験研究では︑原子

おり︑炉の運転年数︑出力などに

〒匹02鴛263−UI：

従心理の職業人被曝が問題となっ

練r曜人敢惰田影占韻鵬財飾台㍑、鳥書し幌曲桧翁尺撹躍1

と強調︒とくに馬処理のあり方で

唖匪麗塾⑨膿匪齢
翻日本不動産銀行

螺僚止勝に圧力容羅内を満水にし

㌔槻

溢はあるが︑六甲詩翻ンにも達する

たかな司会づくりに活躍しています』

ているが︑ビル代行はこのほど︑

赤黒く浮上

たとき・炉底鄙︑配葦葺などに付

着していたもので

あか除宏

︵送料別︶︒購入希望の熾きは禦

A4判︑㎜等︑一部八千七憲円

を供給することによって、明Hのゆ

科学技術庁の五十一難度原子力平

軽水炉の放射盗クラッド箸除まを

フィルタをかけて︑

するクラッドをポンプで吸い出し

をめざして﹂のもとに︑門エネル

フドーを発艦しています。そして、産

トニウム燃料の獺工︑廃棄物の処

想望とした︑クラッド除芸事躍の

た︑フィルタ取零え時の被曝を少

を行なう装羅を著えている︒ま

遠隔操作ができるシステムづくり

なくするため︑フィルタ取替えで

も進めていく考えだ︒フィルタの

開発︑遠隔操作でメドがつけば︑

の性能テストを行なって︑将来の

調査︑実施状況の評価︑除虫装躍

ギー開発と原子力発電偏﹁原子力

ならび︑わが国環境放射鰍の総霊
的研錫休翻のゆ核の〜っを添う役

6月8日から4B間

ニュークリア展

USトレードセンターが

めに原産・企画蜜まで︒

割りを果たすものと期待されてい

門原子力行政の新しい展罎のため

菰業二十奪の歩みと将来展望﹂︑
岡施設には瓢レベル放射線測定

るQ

に﹂︑﹁核燃料サイクルの確立を

六月八田から十〜田まで四田問︑

ジ・バーロウマン館長︶は来たる

のためのゲルマニウムーリチウム

ステム︵写翼︶︑スペクトルデータ 無の年次大会は︑ちょうどわが閣

ークリア展﹂を開く︒米騰商務省︸

東灘・赤坂の同センターで門ニュー

USトレードセンター︵ジョー

アクセプタンスあるいは再処理や

原子力開発が行政︑パブリック・

が主催するもので︑展添会には開

めざして﹂ほか困際共通課題の解

処理を行なうミニコンピュータな

廃棄物処理処分などさまざ濠な面

園原子力産業界の輩灘的なメーカ

決﹂の各セッションが纏蒙れた今

どを装備︑核化学︑核医学︑一般

で新しい展開が求められていた折

極出システム︑野外での測定に機

環境公憲など広範な分野にわたっ

でもあったことから︑多くの関心

動性を発揮する珂線型の購検臨シ

て研究と教洵活動を実施していく

一

りのお役に」煮っワリフドー・リッキ

は︑鑓絹済み燃料の貯藏からプル

ずる方向でシステム化を検討する

概念設計︑性能試験研炎などに取

和利嗣研究委孟照落万円を受け︑

ことが縦長︑とした弩え方も打ち

理処分まで金てを一サイトに簗巾

出している︒

が国における核継繕サイクル確立

の八割までが原子炉一次冷却系の

放射線作業従黙鷲の被礫は︑そ

り組むことになった︒

纂︒ウラン濃縮は︑欧米各国での
について︑通産省から向こう二十

クラッド︵主に工酸化欽のコロイ

同田の懇談会にはこのほか︑わ

新工場建設がなお流動的なことも
か駕間を兇通した事業化の長期ビ

る中核的組織づくりについても捉

あり︑供給源多様化の努力とあわ

ド葦簾サビ︶によるものといわれ

放射線作業夏蝉蕎の被曝低減︑放

原子炉もあるという︒瑚在︑この

研究所記と﹁放射線障害基礎研究

引画だ︒

一方︑島レベル放射性物質の輸

ベイルート

フラノクフルト

二」議一コーク

ロノト！

配締

東和犀丁氏川区九段姥藍髪3

本店

再処理第二工場は民間で﹂
わが囚における核燃料サイクル献立をとう進めていくべきか︑霞本原子力産業会議の森一久犠任理
ジョン︑電力業界から熱帯会決定

︵五月十九購︶に碁つく統一義解 ている︒このためクラッドに禽ま

せた︑圏灌工場建設計鋼の触速化
が課題︒融資や備播のための相互

発生したクラッドの除去は︑原子

射能汚染除表の種類︑被曝分布の

ルタを使って取り除き︑被曝線

54︑コバルト60︑鉄59などをフィ

量の低誠化を図ろうというのが研

役買っていく計画だ︒

トータル︒マン・レム低減にひと

れるガンマ線放出核櫨マンガン

のは︑今圃が初めて︒その巾で︑

独で公式の謬え方を明らかにした

て廃梨物処理系で行なっている

炉の運転中にバイパス配管を還し

なども捉鐵︑説閣があったが︑霞

再処理と廃菓物差躍処分を中心

究の棊添構想︒

力業界がこの問題傘般にわたり単

としたいわゆるバック・エンドの

ニ工揚建設は民闇で行なう﹂と述

とくに薄処理覇業丑体に関し門第

とも指摘している︒

問題は︑墨面の澱亟要課題︒﹃考

援助体制について横講が必要なこ

資無難の一層の拡発が必要だと指

え方騒はこの点に関し︑まず基本

始したQ隔施設は酢隼十月から石

所一の設齪を勧倍した︒文部省で

ッ︑メディカルエクイップメント

ー三十社以上からインスツルメン

氏はそれぞれ門個人的訳解﹂とし

感状︑安全対策︑環境問題な

す

細は原産・業勝課︵磁三五〇

籠⊥〇六五︶まで︒

業からご或嘘まで安んした長期費途

ひろげる一くふきン◇

づく

ふぎんは、みなさまの羅利な財ア・

豊かな社会の輪を

裏・掌務罵良は︑二十五臼午後開かれた原子力委鐙会の核桝料サイクル問題懇談金︵石陳周央盛長︶
で①ウラン質源開発探鉱促進のための成功払い融資制鹿の強化②岡艇濃縮工場建設副幽の加速化③再

森氏は﹃袴え方臨提起に際し︑
摘している︒プロジェクト荊融資

べ︑開発利用長期謙画でうだわれ

処理および廃揚物処理処分に関する体制整備と官民役遡の明確化i一など︑幽曙の諸方策推進に閲す

核辮料サイクルの確立は応甑性を
政策が確立︑官民の委任分握など

る庶業騨の考え方を明らかにした︒

核燃桝サ イ ク ル の 確 立 は 僚 子 力

の採用︑融資比率の引上げ︵現行

た盤本方向を

で祈襲縫をすてに確探済みだが︑
川県能美郡放目町に建設が進めら

クラッドは︑撫に原子炉系の給

発鵬閤発推 選 の た め の 巾 核 と し て
高めていくとの見地に立ち︑安定

が決められるべきで︑この韓国は

現状のままだと単晩供給力納屋を

を呼び︑迫熱した論議が展開され

およびアクセサリーの各分野にわ

た︒これまで二十蕉の開発の歴吏
をふり返りながら︑長期展望に立

たる新製吊多数が出展︑紹介され

原産年次大会
の議事録刊行

った問題解決への対処と取組み方

る︒

そして岡大金初の試みとなつだ国

原子力セミナ轟

事務系職員耐象齢

⁝︸

翅翼三月腹懸・内畢町のイイノ

二・︑多Z勿

設として突績を穣み亜ねるが︑や

︐多

鮨研究藤﹂は金沢大学に︑﹁放射

：

ホールで開かれた田木原子力産業

二多多

がては翼岡垣究馳設として金囚研

多

は懇部大学に

：二

ず︑この闇題を念め今後の研究を

二多多

ではないか﹂と鑛黙したのに対

徹底させていく必要がある︑との

多

線繰撫棊礎研究所

多多 二二多多 ：︑

には︑特別講演など含むここで論
・

際パネルの模様をはじめ︑議事録

多

このほど刊行された︒基調テーマ
二二

会議第九翠蔓次大会の議禦録が︑

多多

究煮の利用に供されることも計画

：・

に立って計算を行なった縣ことを

し︑土製武彦︵放男盛︶︑費原努

原子力蜜全研究協会︵禽沢広磁

指摘︑﹁この報告潜の数十は︑約

蕪織饗
理廓長︶は二十︑二十一の爾尉︑

十倍総懸事故の危険性を

送問題について講演した米猛RD

︵京大︶︑中井斌︵放医研︶の各 見解で意晃が一致した︒

菓駅・箪河町の盒共連ビルで第九

過大詫
回﹁嶽子総総盒研究総合発表会鳳

している﹂と述べたQ

貫二十名︒受講希望および詳

研修館▽参加澱翻五万円▽定

月二騰▽会場翻河口湖鶯記念

▽期閥騰穴馬二十九田〜七

を蝉集している︒

ミナーを開く計爾で︑受講生

A︵エネルギー研究開発局︶のW
いるようだ﹂と述べ︑ICRPが
・A・プローブスト氏は︑門基本

ながらも﹁確かに過大評癒されて
年後行なわれた﹁低線継象放樹線

かなり安金側に立って許容線量を

的には放射性物質の輸送も他の麗

の問題は︑二＋田

をゆ心に爾醸とパネル甜論がくり

影響問題﹂のセッションでも浮き

定めている見方に同意した︒しか

過大評価

ひろげられた・

彫りにされた︒パネルと討論でフ

業絹危険物の輸送と同様に戴り扱

ど原子力全般にわたる短期セ

このなかで﹁大規模碍子炉事故

しこの間題について︑曹原民は

う﹂との基本的な考え方を説明し

ロアーから吉沢康央東大教授が︑

﹁十分に解明されていない﹂と前

安全性を評価するために︑スケ⁝

﹁低線能率放射線に鮒し生物があ

麗したマサチューセッツ工科大学

ルモデルによる実地試験を計画し

だあと︑米国での輸送の実鰻を詳

胞が脱分化し傷霧として残る豊能

既威の晶群だが︑ICRPは放射

ていることなどを明らかにした︒

國きしながらも比翼線騒被曝で

のうスマッセン教授は︑原子炉の

線影響は社線酌に影響するとの建

題はいまだ十分に解明されておら

性がある﹂と指摘︒低線羅率の闇

る程展の圃復力をもっているのは

確素論的安全評価について講凝し

前をとっている︒このため環在の

細に解説︑現在キャスクの工学的

たあと︑パネル討論でこの報告に

許容線雛は踏貫上燗されているの

園復

用いられた評価手法の蕩え方にふ

一4一
れ︑門翻鋤の際は常により安金側

に失敗した軍艦︑その細

の驚能性とその影響扁と題して講

を㈱継したQ今嗣は八つのテーマ

価

多Z多多

されており︑将爽は菓の放医研と

〆

門原子力発電総裏システムの確立 議された全てが収録されている︒

今や熊贋の 懲 と な っ て い る に も か

の五〇〜七〇％から八五％以上

してい

供給や環境探盆︑経済腔箏に視煎
る︒

再確認

かわらず︑わが醐ではまだ︑とく

研究閲発や聞連法規・基準の整備

放射 能 実 験 施 設 を 付 置

に︶と金利の引下げ︑箏六がその

全般的に立ち遅れているバック・

を躍選ながら各部門施策はその優

エンドの問題はその基木方針︑体

に使用済み燃料排出後のいわゆる

周樹提趨 さ れ た ﹃ 蕨 業 界 の 薙 え

制︑資金︑スケジュール箸をでき

し︑原子力開発の進展に対応する

方策を明らかにしており︑何を︑

来たすこと必埜で︑このため海外

はこれにもとづき全国の大学関係

方を明らかにした︒

︑

先農や相互の関連をも考慮すべき

ビル代行が研究受託

バック・エンドの問題に関しては

被曝線量の低減へ

で︑とくにウラン資源の確傑ほか

炉心クラッド除去で

墓本政策ずら明添されていない︒

えながら原 艦 が 経 団 運 と 協 力 レ 策

方囲は︑こ う し た 現 状 認 識 を 踏 濠

のもとでの ﹃ あ る べ き 姿 ﹄ を 想 敵

総合的研究体制めざす
金沢大学埋学部付置門低レベル

るだけ動体的に結論づけておく必

ために放射線影響の研究体制を確

要があるーーなどと強調︑これと

立する必塑性を指摘︑舞体麹に女

定した︑グランド・スケジュール

︵阪上正﹄施設

が基礎とな っ て い る ︒ 昭 秘 六 十 五

長︶の開所式が二十臼︑問旛設で

放馬能実験施設﹂

同利用研究虜として﹁環境放射能

僅度までを申心とした長期見趨し あわせ各分野棊休策の当謡の進め

ウラン質源は昭祁六十二郁頃濠 行なわれ︑実質的な研究酒動を闘

いつ︑唯が行なわなければならな

れていたもので︑同種の研究所が

のがこの﹁低レベル放射能実鹸施

しこれに基づく今後の方向と対処

いかなど︑タイム︒スケシュール
探鉱促進のための現胃成功払い融

設一︒施設は当戴問大学付殿施

も新味されている︒

研究懸に同研究所に関するアンケ

矯
ートを実機︒その野鼠﹁環境放射

ピ

大学に付踏されるのはわが國で初

ゆゆががぶゆが

がゆ

うち一妃先に実現の迦ぴとなった

ンヒ
ぎ
設置されることになったが︑この

ノ

聞

力

原

を
ウ
・

@

畿i晒

Q

昭和51年5月27
新
業
病

子
第難種郵便物認可｝

第827号
（5）

電源立地促逸のためのいわゆる﹁羅源三法扁が旛行されてからすでに一無単が経過︑この間︑

付金交付が承認された︒整備二途承認は七十五地点六十八計画に及ぶが︑一方で運用上の聞題

承認された整備計画の中で実施

﹁

璽業費五頁五十億円︵うち交付金

照十九難度十億円︑昭和五十態度

された交付金薯業に対しては昭和

圃

四百二十億円︶が承認されたこと

盆翫七十五地点︑六十八謝画︑総

になる︒

建般中の㊤禰鵬第︸原発五︑六号機と㊦極方原発一号機

わる計画が隣接市町柑の閲通で

が一致しないのはこ地点に係

れていない例があること︑あるい

整舎性についてあまり蕩慮が払わ

ては︑整備計画での覇業内容との

交付金難業実施王の問題点とし

交付金串請について審駕︑交付

用されるために数多く計闘されて

とに町︑村民の簗会の場として利

金制慶のない築金所が︑各簗落こ

ノ

二麿県にまたがる場舎には地点

決定については︑制度発願当初は

るが︑できるだけ早く処理するよ

つの特色である︒

いるのも︑整備計醐離業にみる

電源三法関係日誌

ζ︾

地充帯町村から三法の制定灘購

◇5絢5月掠跨発行の「源∫ノ溌電｝出田劃にもとづき、運転巾、建設中、匹ll画串の｛1堺の全線∫力

多色刷判，20◎（送料芳弓）、筒入り￥1，000

◇1／4，（XX｝力の地図正にiヂ搬：な所召壇歳を表小

発徽瞬を網羅した最覇の鍬界地図

◇特に運転中の発電所（175，感）については目立つように赤⊂］印で衣小

二︑原子力広報研修施設整備費

以来要望の強かった交付金隈度額

以上︑繕源蕊法の実施状況箸に

討することとしている︒

世界の原子力発電所

館度予騨約四億円︶

整備計画作成上の剛題点として

算定に係わる計算式のうち︑建設

置が追加され︑そのため昭和流光

ついて述べてきたが︑まだ実施後

最新のデータにより原子力発電所を網羅した：世界地図

補弼金

は︑地元の住民の要望を十分織り

奪八月＋九醸付けで特別禽田法の

、側城櫛＿

︵五十一駕度予算約二億円︶

ており︑これは一件嶽たりの金額

込んで作成されているはずである

6

政令が改正されている︒新しく追

ったので︑来傑度予算に際して検

強化については全く認められなか

特胴会引では︑上認電源立地促

託費︑補助金交付等の財政上の描

嵐対策交付金の他に放射線監視交

でより効果的にこの法律を遜雨す

の期間も短かく︑歴嬰も浅いの

にのせ︑実縦をかさねるととも

るためにはまず運爾を浩実に軌通

一︑原子力一環施設等の蜜金性

煽されたものは以下のとおり︒

を実認するため嚢する費用に嶽て

報対策交付金︑整備謝關作成交付

付金︑温排水影響調査交付金︑広

金および交付金難務交付金があ

に︑さらに︑醐︑都道府県︑帯町

の︵五十一年度総予算約七＋一脇

かけて十分問題点を検討して改蝕

村との間の連絡を密にして晴間を

るための委話費補助金で以下のも

傷頼性︑蒸気発生器儒頼性実証試

戸︶格納容器スプレー効渠︑配響

⁝と擬えている︒

の方向をさぐっていく必豊がある

備︑運宮蟄︑葛務籔に対し昭和四
十九葎獲三懸円︑昭和五十奪度九

験箸委託鑓︑原子力発彪施設耐彊

り各々蠣業の実績に応じ設備整

億円が支払われている︒

信煩性実認試験等補助金︵五十︸

牽

三︑放財麓分析確認調糞委託鐡

〜矩度予算約皿億円︶

㎎︑環境審査雪空委語鍵︵五十

五︑温排水肯効利絹調査婆託籔

年慶予籏では

︵翫十一年度華箋軽四垂準︶

蕊た︑昭和五十

さらに大型爾慰水効果︑パルプ繕

頼性︑核燃料重三性︑皇継発電所

規に追加された︒

熱水有効利漏調査等の委託蟹が新

一難度に予騨訴求して認められな

補助金︑委託籔関係で昭和五十

策賢および︵財︶海洋生物環境研

かったものとして地元広報推進対

らについては︑霜崩慶の要求の中

究所への補助金籔があるが︑これ

にどのように組み入れていくか検

が多いためで︑一般に嬢物関係は

を廃するといういわゆる頭打ちの

費および財政状況に係わる計算式

討することとしているQ

件数に比べ金額が多いようであ

間しか経過していないにもかかわ

るQ続いて体湾簡等のスポーツま のに︑一部には承認後わずかな期

においても強力に要求し︑その結

撤廃については晒租五十〜黛予算

たはレクリエーションに関する腿

らず︑計画変更の嚢墾がある︒こ

昭和50f｝環｛期分引付決定

翫

本間
虫
日東

麺
勾

課
課外

主として道路敷設や教商文化施設建設など璽叢規模五穂五十億円に対し総額四百二十億円の交

以上で︑現在までに原子力発電

数より計画の数が多くなり︑あ

不慣れのため遅れていた傾向があ

九十九懸円の電源立地促進対策交

施設および関運施設十七地点︑火

は潮地補慢の二途が立っていない

︵庄︶以上の承認された整備計

された︒さらに第㎎団囲として︑

力発墨施設二十五雌点︑水力発電

のに爾謂がされるなどである︒そ

点もそろそろ幽始めてきている︒今回は︑通産釜顕源エネルギー庁公益襲業部開発課長の松茸

昭和五十一年五月十五日付け告示

るいは数か地点が同︸帯町村に

うに蝿在処理体制について検討し

の轄傭題画が承謙されており、その5囲の言1画を
集計したものてある。

D

付金が支払われている︒

発餓周施設周辺地域整備法︑電

で原子力発電旛設が一地点︑水力

属する場禽やお互いに隣接欝町
のため︑繰り越しなどの余分な手

42⑪O

臨翫篇

画において︑地点数と計画の数

源開発促進対策特別会計法︑躍月

定されたことになる︒

施設四＋八地点の計九＋地点が指

続きが必要となるので藥備を十分

いたが︑交付金で歯科診療所を建

ある町で歯科賑が無いため困って

5502

◇ iiで熱雲との比翼か 殻の乃にも容易にできます
◇1｝本については5鶏4月現起て掲載

成美氏をわずらわし︑電源三法施行の現状と今後の問題点などについてこ執籔願った︒

傭発漂遊税法のいわゆる州電源三

定されている︒

発心施設が一地点の計二地点が指

柑になっている場舎︑数か地点

たり・勧業蟄があまり多額にのぼ

設し︑設備︑器興等のすべての施

1，73Q

禽
裏糊講。輩

ノ

法﹂が昭和四十九年六月に公布さ

を岡一計画にまとめて整備三二

ている︒

事業が霊に行なわれているかにつ

るためではないかと匂えられるQ

設を胴憩して鷹師を迎えたとこ

（注）法施行の昭和49年度力〉ら昭和50年度の閲に、5図

峯
煮

れて約二隼︑同年十月一暇に施行

から準備していた興である︒第二
整える必要があると考える︒

いて述べると︑薯榮数では道踏が

で太める割譲より低く三割と下が

蜜用爾で述べると︑道路は嚢業数

18．7

藩

されて約＝ヰ半が経過したが︑そ

の聞の法襟︑施行令に係わる爽施
を作成すれば地点数より計画の

交付金事業として地元の住民に

圓目は︑昭和五十年五月二十四

圧倒的に多く六舗を占めており︑

非常に磯ばれている一例として︑

︵うら交付金百四十一二億円︶が承 いて述べると︑第一回蹟︑第二園

次に学校︑公民館等の教尚文化施

205

力

蓼

状況について述べることとした
数が少なくなるためであるQ

一鵠

日︑十九瞬県︑三十︸地点︑二十

い︒

が七〇％と低いが︑昭和五十琿度

圏は事業蟄に商める交付金の劇禽

145

療 吊
膚
欄

承認された整備計画の叢絹につ

認され︑この回で法の施行の際国

ているという串例なども蝦簿され

ろ︑漣田學朝から感畜が列をなし

@げ
訓中であった地点のほとんどが作

い︒二番園は事業数の順序と同じ

るが︑全体の中ではやはり一番多

78
57

本

九計圃で国訴業費百九十五懸円

．篇

発魔用施設周辺地細整備法第四

て︑農道︑林道等の自薦水産業に

設が一捌強となっている︒匂い

21

83
74

臼

σ

には税収減等で地方財政が苦しく

57

ている︒

なったこと︑あるいは当初の承認

消防に関する穂設

で教膏文化施設が約纏縫強を占め

成されている︒第三園霞は︑昭和

b

打

五十琢九月十七譲︑十七略服︑二

＼魯ノ／

ム

@鳥∴∵・踊

れらは整備剖薩僅成の際の調整に

＼

施設が各々一割強を占めている︒

︸弓

／

設︑礫境監視施設を禽む環境衛盗
≧／

ノ紀

寺も桑

に係わる頭打ちについてはこれを

果︑舗度としては残すが︑建設澱

係わる共融利用施設が一剛鯛とな

＼

より解決することができる件質の

実懸上撤廃して運益することが認

＼ノ

以上のことから︑地元帯町村で

に留輸する必裳がある︒しかしな

問題であるので︑作成段晒で十分

︾

っており︑以下体膏館箸スポーツ 澱も多いのが道路の舗装︑改農で

♂

あり︑次に学校教湾に重点がおか

ご瀞馬蝿

へ ゑ

鍵．灘漉

条に墓つく整備計鐘の承認は︑繭

169

ご注文は

項の地点指定が行なわれた地点に
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