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昭和五十二琿魔原子力関係予算︵一般会計︶概舞要求額がまとまり︑八月三十日︑科学技術庁はそ
の概要を発表した◎原子力開発利用の推進策として①原子力蜜全対策の強化②核燃料サイクルの確立
③新型炉と核融含の研究開発推遥④保障搭躍と核物質防護対策の強化⑤里諺力施設立地の円滑化⑥原

子力行政体制の改革強化iに蹴り組むとしており︑このための原子力予算として約千二百牽四億円を
要求している︒動力炉開発︑蜜全研究など継続プロジェクトが多い中で︑ウラン濃縮は・いよいよ遼

一億円︑再処理七十五億七千万

九億五千万円︑ウラン濃縮研究頁

心分離法パイロットプラント建設に乗手︑自主技術開発の翠雲段階に入る︒
安全研究は︑ホットラボニ＋五

億六千万田口︑NSRR五憾二千万

五十二黛度の原子力関係予熱要

億四千万円を計上Q

動力炉開発はFBRに二額一鱈

科学技術庁は八月三十臼︑康子

る原子力行政懇談会の答串を興体

原子力安全婁を設けるべきだとす

機能を二分して題しい原子力婁と

もっている原子力の開発と規舗の

撰するため競在︑原子力委員会が

科技庁は︑原子力安全委員会の
定興として常勤七︑非常勤二︑合
わせて九入とし︑五十二年→月に

科学技術庁は三十臼︑次期遜常
部改正

からむため関係省庁間で四四を進

これまで原盤法から除外されてい

原子力撰密賠償法一部改正案は

めている︒

た原子力薯業轡の従業員が業務上

案︑原子力損諮賠憐法一部改正

国会に︑原子読図規制法

提出することを決めた︒

案︑原子力安金線澱艦齢翻法案を

に適用対象に追加しようとするも

受けた原子力擬霧について︑新た

の︒科技庁では従巣の労災と原賠

査察機盟の整薦︑分析体制の強化

ため︑鬼窟な法令の整備を行ない

傑擁描躍業務を実施するために新

傑陣描躍諜は核防条約批准に伴い

定員については︑科技庁自体で

設されるもの︒

離郷

努めるとi・・1時に、全μ1二二の被曝経肘をコンピュータ処王1｛1により記録し、被曝線鼠につい

薄舞熱讃

翻原子力発羅設｛藩一弐（原子炉、核燃科、タービン、発題機）

原子炉箸規舖法改正は①核拡散

る整備②安全規舗強化のための規

法との適用範囲などで調整を奪い

る︒

安全局に保障
措置課など

科技庁が新設要求

二無慶の唐楽機構・定員要求を罷

科学狡術庁は三十鼠︑昭租葦十

表したが︑原子力関係では︑原子

発一億四千万円を予驚︒
原船麟業団については門むつ﹂

原子力蜜全縄に門放射能管理課﹂

ヨ層馨課L露小男課﹂

の総点検・遮蔽改修五懸円を含む

放鷹研は︑低レベル放射線影響

二十二懸四千万円を計上︒

現行の調査圏際協力課を廃止し

門保隙描躍課﹂を要求する︒

た︒安全委員会の婁員長は学識経

発足するものとして概鎌要求し

三億〜千万円︑サイクロトロン重

て薪設する調査課は原子力に関す

験書︒委員には︑原子炉︑核燃

る調査︑原子力施設の立地計画描

放射能管理課は原子力旛設周辺

際協力などの箏務を行なう︒

進など︑国際協力課は原子力の国

璽イオン搬速羅の建設五懸四千

日利用四億円を含む三†︸鱒円︒
に係わりの深い学識経験蕎が選任

料︑放射線障魯防止などそれぞれ

⁝

万円など理研の原子力研究には六
偲九千万円が駒込京れている︒

このほか︑原子力委轟金による

安全委設齪に伴い︑新設の原子

される冤通し︒

核燃料サイクル確立調査に八千万

@

力委は現行の六人︵ほかに国務大

円・万度後畢からスタート晃通し﹁の環境放慰能の監視を強化する一

に対する嵐えん金損金舞入山慶の

手の諸準備を進める︒さらに動燃

を行なう︒核物質の盗難防止建策

等国内保障描鷹体詞の拡充︒強化

る︒

臣一人雌委員長︶から四人に減

延長を諮る︒︵ロ︶新型転換炉

の原子力安盒欝欝会に一鱒三千万方︑放射性廃棄物の処理処分対策
一を旨旨的に推進するために︑また
⁝

原型炉の建設等を進め︑臨界に簗

入︑原子力安全局は︑保無慮躍業

一十八人︑原船襲業団十

員要求を出したほか︑台本原子力

部門百三十入︑合計三頁七人の憎

に動力炉部門百七十七入︑核燃料

特殊法人関係では︑動燃野業団

め五件十八人を要求︒

務実施のための資察欝婿入をはじ

らせるとともに大型化を滋藤す各
等の防識鮒策の強化を睡る︒
・四十鵬人の期員を要求する︒この
極の研究開発を進める︒︵ハ︶核
5 原子力発露所等原子力施殼
うち原子力局は︑原子力発電駈所
融愈 臨鼻プラズマ実験装躍︵J の立地の円劇化
在地区常駐︵愛媛察︶︑﹁むつ﹂
Tl六〇︶の建設を進める︒また 電源三法により︑猿子力施設周
辺住民の福祉の綱上に必要な公共 地充知嚢など野晒の土蛮増に＋二
罵施設の整備︑安全対策の強化等

長期的観点から核軍師動力実験炉

等の開発に備えた関運研究を進め

を行なうとともに︑原子力開発利

原子力行政体捌の改革強化
・強化を図るため︑原子力安金規

原子勲等の安全規制体制の充実

6

め︑普及啓発活動︑広報湧動の強

用で鷹民の理解と協力を得るた

る︒︵︸一︶多昌的隔温ガス炉実

化を麹る等所要の旛策を講ずる︒
﹁むつ﹂の遮蔽改修武勲の準備と

験炉の昭和翌十駕代宋運転を囲途
に大型実証試験箸の研究開発を拡
兜強化する︒ ︵ホ︶原子力船

新型動力炉︑核融合等の研 安全性の総点検を行なう︒ ﹁む
つ﹂で地元の理解と協力を得るた

研究所百

ては払暴準を1分卜回るよう、厳重な管理を行ってわります。

防止条約に伴う保陳描躍興施に係

定の整備︑が対象︒属闇罵処理の

一方︑原子力蜜全艦興会設躍法

でいるQ

に沿って岡婁員会を総理府に設回

は行政激闘串で打ち磁されだ方針

の公算が強いもよう︒

ための改正も検討中だが︑晃送り

安金規制強化のための規定につ

の新設に伴い従巣の原子力婁設躍

しようとするもの︒安全婁設圏法

いては傑隔日認実施のための規定
遮加など従来からの懸十三項に加

法も一部改正されることになる︒

えて︑餐省庁によるタテ謝り規制
化など行政懇答串に沿った対感が

設建設など保陣描腰腿遮施策に四

円︑ウラン・プルトニウム分析旛

五千万円︑ATRに百六十七慮五
千万円をあてる墨画︒民間出澱は

ラン罪源の探鉱調憲は︑曇霞開発
製作にとりかかる翫画ρまた︑高

の研究開発には高レベル放射控物

している︒放射性麗棄物処理処分

への要講が罵まる中で︑簸増を期 億庶千万円⁝一などを兇込んでい

いうP−2型還心分離機四千台の 億六千万円から減少︒逆に海外ウ

ウラン濃縮はパイロットプラン

性能機開発に十八懸四千五百万円

照十七億八千芳野︒

トの建設に移行する︒五十二年度

並行して進める︒

質処曖技術開発施設四億八千万

を畢定するなど従来の研究開発も

建設ピークの過ぎた再処理は七

魑工︑五十五鎌完成させる︒初年

十五懲七千万円で今無難の九十四

鹿要求は三十億円︵償・三翼十九
億二千九百万円︶で︑五尺来の秘

力の安全規謝などを審議する﹁原

化しようとするもので︑安全規

重五千万円︑隅レベル処刑技術開

密裡の試運転で好成績をあげたと

をメドに発足させることとし︑そ

ヘリウムループ大型実証試験装麗 子力安全本塗会﹂を五十二蕉十月

多囲的筒温かス炉の開発には︑

のための予舞︑定員を要求すると

洋処分のための作業に麹嘉すると

り︐．

円︑アスファルト固化処理開発二

と動燃甥業田分だけで原子力予籏

による研究開発に力点を熱き︑多

ともに︑十二月に閥会予定の次期

原子力委五︑安全委九人に

新委員会来秋発足へ

円︑ウラン零露の探鉱調査二十七

求額千二百十四億七千九酉万円

核融含研究は九ナ六億七千万

円︑緊急炉心冷却実験十二偲三千

千九蕩万円︑一一三・三％の購頒︒

円︒このうち﹂望一6G蓑置に七十

は︑五十一年慶予簾九百八十四懸

宇霞︑海洋︑防災技術など禽めた
九懸一千万円︵畷務負握行為限度

万円などが主体︒

科技庁全体の概騨要求額二千三百
額腰回一億四千万円︶を冤込み︑

の九〇％を上回っている︒

目蘭高温ガス実験炉の詳細設計着

ともに︑陸地処分実施の諸鵡備を

︵ロ︶ウラン濃縮技術の開発の推

3

制に関する編項を所下する原子力
籠居措㎜灘および核物質防護 安全蚕節会を総理鰐に設翻する︒

き

jli13番12｝jT1・lL乗タ」ミ（03）45凌一7111（人代）

一纏

八千九颪万円に比べて二十二億九

三十三億六百万円︵一八︒九％増︶

要求額の内訳を機関別にみると

手に向けて最後の詰めをする方

設にあてる︒

トロイダルコイルや電源装醗の建

原研は︑今矩度予籔三栖億二千万

ェクトを抱える臼本原子力研究筋

の半分近くを占める︒大型プロジ

円から一一一三・四％溜の四颪億五千

制︑放射線陣憲の防止︑安全の墓

針︒

通常国会に原子力安全婁員会設麗

万円を要求︒安全研究に七十一億

燃再処理施設は面喰の施設整備を

だ︒

どが主な纂議対象となるもよう

準づくり︑基準関運の研究開発な

〜方︑動燃購業団は︑要求総額

原子力蜜全委員会の露鋒︑原子

行ない︑試還転を終了させ︑本格

2

行なう︒また︑蕩レベルは︑動燃

進昭和六十無までに国際竸争力

究開発の推選

4

め広報睡蓮を実施する︒

五人の増員を要求しているQ放鷹

研は＋一入の憎闘要求︒

原子力本部

越片

科技庁、次期通常国会に

核防条約の弓隠描羅を実施する

《原子力発電所作業員の放射線管理》

膚R，

規綱法一部改正案
など三法案提出へ

対策の強化

被

法案を提出することを決めたQ

円︑核融含研究に九十六億七千万

力行政に対する商民の不信感を払

に万全を期す︒

︵イ︶ウラン資源確傑策の推進

究を強力に推進する︒︵ロ︶環擁

のあるウラン濃縮工場を稼動させ

︵イ︶葛遠増殖炉箋験炉の総
る︒また原型炉に関する炉物理研

嘗業島霞

薄

干100東尽部港1×

一人ひとり放射線管理乎帳か作成され、チータはコンピュータで厳簸に管理される

七竃十懸二千万円で︑今年度毘一

従業員の安余対策の強化被曝放

工場の建設携瀧を蘇る︒︵二︶放

遡転に備える︒また今後の再処理

︵ハ︶原子力事業

度を整簾する簿原子力瑠業従業騎

道化処理等の纂藁化を推進し・蟹

め︑低レベル廃棄物については︑

射性廃稟物処理処分対策の推進︑
安全な処理処分システム確立のた

鮒線櫨を的確に蟹麗するための制

原子炉等について

の安金対策を強化する︒︵二︶蜜
全墓準の整幡

各種安全蒐雌の整備も進め・原子
原子力安全対簗の拡充強化 炉の圏際的な安全秘蹟作成計醐に

研究の推濫原芋力施設の安全墓

ウラン資源の確保に資するため

前の安全評価を踏豪えて試鹸的海
藥の作成と安全評価に齎するため

と原研を中心に︑周化処理︑工学

引き続き参瓠する︒

原研を中心に反応度惣門研究︑冷

動燃の海外調査などを推進する︒

安全の確保環塊安全の一類の充

ることを國標に︑遠心分離機の開

核燃料サイクルの確立

却柑喪失聯故研究等工学的安全研

実を図るため原子力纒設からの放

禽機能試験を進め︑臨界に灘らせ

貯藏箸で調蒼研究を進める︒詩藻

出放射性物質低減化研究を強力に

発︑カスケード誠験等の濃縮技術
の研究開発を引き続き進め︑パイ

処分も検討を行なう︒

推量する一声︑放医研の低レベル

究開発と設謝研究︑原型炉建設押

放射線の人体影響研究︑原研等の

ロットプラントの建設に着季す
る︒︵ハ︶再処理対策の推進動

環境放射能研究等凝塊安金研究の
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︵イ︶原子力施設の工学的安全
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N度科学技術重要施策

照和五士一矩慶科学技術総懸施
策の一つ︑﹁原子力開発利用の推
認﹂はおよそ次の逓り︒

▽
原子力開発利用の推逸に嶺たっ
ては︑豪ず第一に原子刀利用全般
にわたって安余性確保に万全を期
し︑国民の理解と協力を得るとと
もに︑整含性ある核燃料サイクル
を確立することが緊要である︒さ
らに痩期的観点から︑新型動力炉
の開発︑核融台研究等を強力に推
下の旛策を講ずる︒

撫する必要がある︒このため︑以
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関係畢騨全体の約賜二％を出めて

千八蔭八十万謎で︑これは原子力

高速増殖炉開発関係では液体金属

増の七億八千七酉七十万が︒特に

クリーン・エネルギー源として注

開発鑓に画けられる︒また将来の

％遡の四億二千八百万が︑

過去二か月闘

十243
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3921
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十895

2505

3133
1070

3433
2376

誕1δ

二丁な技術開発を推奨し︑開発

欄際的合愈が必

体系の整傭を進めようとし︑そ

の論議を尽くして︑原子力発議

全力投球しなければならない段

二藍に弾けて政策的︑技術的に

琶

物質や資材の盗難︑サボタ1ジュ
が趨らないよう保護措躍の徹底を

要求している︒各原子力発電所
の建設︑試運転︑燃料装荷︑運転

87

94

『

268．7

4．7384

4．6505

十43。1

躍炉の建設で協力を串し入れたと

ルーに対して一万KWの原子力髭

アメリカ諸国の閣で行なわれたオ

難表した︒この串し入ればラテン
可されたことになる︒建設許認萌

発表によると︑アルゼンチンは

の建設が予定されているが︑その

在ではその資金総額はまだ閣らか

施設などの建設も手がけるが︑現

転位体生薩施設︑完全装傭の研究

ペルーに対し康子炉の他に放射性

サイト内での放射性物要の三毛貯

援助協力協定を提案している︒

グ箆工原発建殴で

第一次認可授与

と環境摺が共岡で指名する特別査

排出に毒する規準の適雨状況を監

げ

灘毒中
麟動転

寵．運

薮撚響〆

翻

葎三月に出されていた︒

億円︶Qなお認司串請は一九七四

工費は約三十五慮場︵約四千二百

ルク・ユニオン︵KWU︶で︑総

始の予定︒主契約蓄はクラフトベ

弩機は一九八二奪それぞれ運転開

露量会社︒一華機一九八一痒︑二

E・バイエルンベルク︵KRB︶

た︒所萄者はケルンクラフトRW

KW︶の建設に第羨認司を与え

弩機︵沸騰水型炉︑各璽一十五万

ミンゲン第二原子力発三所一︒二

バリア州政膚はこのほどグンドレ

︻パリ松本駐在風︼西ドイツバ

局︵SCPRI︶の職員は廃棄物

る中呂対イオン化放射性保護薯務

西独バ州政府︑

アルゼンチン側はペルーとの技術

でない︒このオファーに際して︑

蔽は認められないということも明

ため︑液体放射性廃実物処理工場

査を得た上で認可が必要だ︒この

に当たって︑政府はEDFに対しくれば精別手続きと公開の新規調
プラントの安全性や環麗保全の厳

政令が定めている許認可の条件

守などの条件を要求している︒

は主として原子力施設の安全性に

子力施設安全性総務周︵SCS王確にされている︒

関するもので︑工業科学省巾爽原

ファーとしては最初のもの︒

物の排出については︑その階期が

の認司を必要とするが︑きわめて

アルゼンチン政府はこのほどペ

アルゼンチン政府

建設に協力

ペルーの原発

視することになっている︒
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3，250．8

一

厳格な技術的条件の順守が要求さ

もとに進められ︑各段階ことにそ

十245

蟹窟が行なう︒公衆衛生雀に属す

N︶が原子力庁︵CHA︶とエ叢 原蚕力施設の監視は工業科学相
得て確定されたもの︒この認酊は

科学相が指犠した騨門蒙の協力を

珍DFに対する詳細な掴令撮で補

やさまざまな不快︑たとえば温排

足されている︒政令はまた︑公警

水︑霧︑騒齋︑振動などに頬して

環境保金の基本描閥を定めてい
る︒ことにビュジェイ原子力驚電

所については︑運転中の一定機

︵黒鉛ガス炉饗五西万KW︶
建設中の二︑三辱機︵加圧水型棚

立九十二万五千KW︶に舳わるた

を認めず︑閉鎖園路の空中冷却塔

め︑四︑五弩機については温排水

の建設を義務付けている︒EDF
は︑原子力黒鍵所および付設の
冷却塔が風漿をそこなうことが

乱を要請されている︒さらに︑核

ないよう︑その美観と闘然との心

軸つ

を

玉

日

高温ガス妙用被覆粒子燃料等

一

万KWの原子力発極所の建設が認 れる︒液体やガス状の放射性廃棄

二か月闇に十二基︑命計出力千醤

2238

13
342

一ト295

出力各九十万KW︑運転開始予定 開始などは安全性撹蟻窟の監視の

逅逡S万KW認可

途上国には人聞や動物の排灘物

要であるとし︑

になってきている︒米園以上に

れには蒔懸が必要だという状侃

しかし︑原子力発露への依難

階だろう︒それができなけれ

2203

7．7

園されている核融含は︑前隼度比

レーザ⁝核融盆開発叢に︸億一千

約七

百轟一十万が︵三〜二・五％憩︶︑磁

場融舎関係で約八九・五％憎の三
懸一千六百三十万騨がそれぞれ計

さらにエネルギー源の基本研究

上された︒

や宇笛開発関係中には︑核爆発の
応戦として蕾三十万がが計上され

95．6

仏︑原発促進に意欲

この七七庫度ERDA鼠舞璽の

ている︒

千薄幸六十万がに対

サイクル分野における麗棄物轡理
蟹︑朗鋸腰
して︑薫四灘％増の八千七薦七十
万がという大輻増の予算描禰が取

8＆8

︻パリ松本駐在鼠︼フランス政

惧が十分に解酒されていないと

からの燃繕の生産︑廃曲や灘藻

その点の未確立

度を制限するとなると︑発展途

1798

13
342

米上院

千八哲三十万がが計上されてい

E飛DAの七七調度予測案によ装躍・施設関係で今玉葱新たに二
いる︒

千五

ガス拡敬濃縮工場拡張謝画に対し

769
415
311

府は八月十七B︑仏露力公社︵聡 それぞれ 九七八年︶の建設を正

ー芸議をもとうといい︑研究開

ミi・カーターの側から提起さ 考える︒とくに鎗試しているの

の利用が適しているというに簗

を原子力発電にブレーキをかけ

上麟をふくめて各国のエネルギ

ば︑心添にとつでの

国以上に論議を尽くし︑体系の

るにやぶさかではないが︑その

自分は漂子力の麟在緬値を認め

ー需要をどのようにして網たす

た深刻な禦態にもなりかねな

は石炭蟹源をもつ※国とは違っ

1，938．8

国全桝研究
基本研究・宰憲開発合計

原子 力 四 十 六 億 ． ル に
増殖炉︑廃棄物対策に焦点
来上院はこのほど一九七七会計年度︵一九七六磁十月一獺一七七年九月三十賑︶のエネルギー研究

議会に提出され︑六月に下院を逓過︑これまで上睨で審議されていたもので︑エネルギー開発の各分

野の支出の増加をかなり抑えた繁縮型といわれていだが︑ERDA全体の予舞は六十四億二千万励と
三無度にくらべて五〇％伸ひている︒このうち化石エネルギー︑太陽エネルギーなどの非原子力関係
は約十三二千万がと前無度比約六五％増︑これに対し︑原子力関係は厭忌度比約闘三％増の四十六億

る︒ウラン濃縮闘係では︑オハイ

置千万炉︒

ると︑総額で約六十㎎億二千百万

オ州ポーツマスにある政癌所穏の

七六鋸度予篇で認められた一

動力炉開発関係では三〇・七％

のぼっており︑このうち原子力関

が︵約一務九千二百六十億四︶に

六億五千万騨︵約一兆三千九闇五

蕎速増殖炉︵LMFBR︶謝麟が

係は前年臓比約四三％繕の約鵬十

酉万がに加えて二億蕊千八落八十

られている︒この蕎景には︑現在

十億円︶を占めている︒これは要
万がが計上されるなど潮推度比約

161

DF︶に苅してビュジェイ原子力 式に認可した︒これによって過表

いうのか︒この点でのカーター

発︑技術援助や情報交換を提嘱

繊を榔んるつもりはないが︑再

経歴の持甦︒原子力発電につい

ねばならない殿大の理脇と見て

ともあれ︑楽隅では楽国なり

そうな話だ︒

っては︑途上国からの反発が出

は核拡散の問題で︑発愛翫の輸

処理︑濃繕技術

れている︒カーターはかつて原

アメリカ

の拡散を防ぐ新

をもってい

たな保緯盛観の

ても明確な

いるようだ︒

原子力を必要とする日本は︑来
る︒カーターが国遮でひれきし

政兇

ユ30

︵K・K︶

曲り角

危険性も十分野承益している︒

石炭資源への蝶類でやって行け

かが問題である︒※国は鯉舗な

た︵本丸五月︶箆解によると︑

環境管理門衛關発

発走虜四︑五号機︵羽圧水型煙︑

を満たす鍛押隈篇に止めるのが

国の悪欲がうかがXる︒

て︑国国の原子刀発電は大きな

終処分︑核盗難︑国際朗な核拡

プラントの安全控︑廃棄物の鍛

しているが︑太陽熱︑風力やバ

ーはすへての濁によるエネルギ

の提案は説得性が溝い︒カータ

だ︒そのことの象徴醜な現れ

イオ・コンバージョンなどの小

カータ⁝はその理由として︑

望ましいと述へている︒

は︑今秋の大統領選挙で踊子力

べての聞題をあげ︑それらの危

問題が大きな箏点になろうとし

散など︑現在論議されているす

期1に さ し か か っ て い る よ う

曲り角1その役躍の再評纐の時

一

炉一碧機のクリンチ︒リバー炉の

約二億三千八月頃ががFBR実証

な盤理態勢を確立しようという米

め額定貯蔵の概念を捨てて本格的

再処理工場の建設が運れているた

求額の約八千七頁万騨減︒翼体的

これらのできごとは︑原子力

の環境嘉島を十分尊慮しながら

来国のエネルギー類葉は︑石炭

い︒

1．9433

0

十173
十453
一179
1．1845

76勾比

多力潜水艦副画などに参加した

閾題は罠主党の大統領艦補ジ

提訴していたもので︑NRCは ていることだろう︒

めぐり︑介入蓄側がその無効を

黒日・八％増の六日五千三菖五十
ロ
万が計上されており︑そのうちの

＝一七％槻となった︒なお︑国家

発などで一九二

関金保障関係は︑舶網炉の研究開

な内訳は︑ 核 燃 糾 サ イ ク ル 鶏 ＆ D
関係が約一六八％憎の一億八千四
％堰の十九倦三

齎七十万がと大纒増︑原子炉安全

果国の原子力界には︑この数
週閤霊要なできごとが相ついで

ている︒判決の懇懇は︑再処理

判決にとう対処するかに苫慮し

まず︑民営藤縮蟹業をバック

て︑燗々の発電所の許認司のさ

と廃藁物処分の環麗影響につい

いる︒

アップする核燃料傑証法案が下

いに︑より発金な評価が必要だ

いないという︑かつてのカルバ

を反映している︒議会の論識を

発蹴所に対する米国全体の剛気

ても︑臼本のようにエネルギー

1．6270
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鱒

中で特に注團されるのは︑核燃料

開発局︵HRDA︶予騨案を承認した︒この予算要求は今年の一月二十一日目フォード大統領により

｝

資源の乏しい麟はどうせよとい
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注目集めたカータ⁝演説一

揺れる

院の撹粟で敗れ︵一六八対一ヒ
O︶︑数購後の再投票で辛うじ
て逆懸可決される︵一九一対一

九〇︶という騒ぎがあった︒法
案は成立したものの︑蔑欝恥業
に対する政府保証i資金を禽む

紆が提供する技術の性能保証に

⁝の内容は大きく制隈され︑政

とした点にある︒核燃料ダウン
ストリームの整騰は︑カリフォ

隈られた︒

つづいて︑コロンビア巡園罵

裁 が 原 子 力 規 制 委 瓠 会 ︵ N R ルニア州に隈らず全国規換で
も︑原子力発電断の許認鍔条件

ート︒クリフスまがいの判決を

の性格を帯びてきたわけだ︒
政策法︵NEPA︶を羅 行 し て

C︶の許認可手続に対し︑環境

出した︒今園はバーモント・ヤ

規制問題︵核拡散防止︶を禽め

呼んだ再処理︑濃縮技術の輸出
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ス壌区で

近く大型調査団を派遣
鋤アフリカ︒マリ共秘国でのウラン探鉱開発副懸に取り組んでいる動力炉・核燃料開発造業団は︑
これまで事前調査で農好な結粟が傅られてきていることから︑近くウラン探鉱趣門家で構成する大型
調査団を捕国へ派遣︑ボーリング調査を静む本格的な地質構造調鍛に粟り出すことになつだ︒漁源を

いるだけに︑﹁将来ウランが生鷹された場台︑その金雛を纒先獺に日本へ輸綴する㎏とする圖国のウ

海外からの輸入に頼らざるを得ないうえ︑将来ウラン資源の不罵︑価格の滋昇傾岡は必至といわれて

番︑地球物理騨門家など十名で構

役を団長に地質騨門寡︑鉱山関係
ィング両社共岡チームに依頼して

ついて鷺綿箋業︑カナダのケンテ

ラン探鉱開発には﹃わが困跳鼠のウラン聞発睡として︑関係掻の高い娚待が鰐せられている︒

昨庫九月に 調 印 さ れ た 繭 国 璽 の

の技術轡など五十名と合流し︑来

成︒九月二十一田に出発︑マリ国

旛設竃化学爆発

駅故のあったアメリシウムは︑再

＝大：手町ヒゴノレTE≡：L〈03）279−544筆（代）

を圓題する設備で︑原子炉プラン

トから十二膚ほど離れたところ︒

B ド・ハンフォード社運営︶で化学

アルファ放鮒体で︑強い放射性物

処理済み廃藁物から取り繊された

無毒

た︒放射能は閉じ込められてい

路面設は︑薯故発生後︑蘭鎖され

爆発が起こった︒この事故で︑八

る︒アトランチック社の話では︑

入がアメリシウムなどで被曝︑う

作業員八人が被曝

と︑八月三十臼午麺一蒔︵現地晴

までに来原塵から得た情報による

今暇の黙故は軍闘係施設でので

ていない︒

きごとで︑民間の廃藁物は禽まれ

初装荷燃料の

一部が荷揚げ

夕方原癸

四国電力単方原子力雛羅駈︵P

け初装荷燃料が︑八月三十一日︑

WR︑出力五＋六万六千KW︶向

日雇搬入されたのは三分の一炉

現地サイトに搬入された︒

心分に当たる核燃料藥含体四十

原子力および囑難問題の分野で経験豊蜜なコンサルティング
ならびにエンジニアリングサービスを提供する

け昨年わが麟と調印した協定の内
容は①調蕉資料輸出スの際の免税
②五無閤の法人所得税免除③生藤
ウラン全羅を贋先的に日本へ輸出

わが国ではすでに今後十銀間分

ち六人は通常の除染の後解放︑二

W︒今笙脊に電影審を題り現伍

事故が融きたのはアメリシウム

その他協定内容はほぼ玄海原発に

安全審葦中︒覧十三年玉転予定︒

田水原子力産築致譲が九月

程慶のウラン資源を畏期契約箸に

人は要等親扱いとして入院加療中

憲的なものだという︒

﹁有望地点﹂を探っていく計函︒

あるハンフォード廃瀬物回収纒設

闘︶ワシントン州ハンフォードに

する⁝一など︑繭例のないほど好

現在︑アルジェリア︑ニジェー
よって手当て擬みだが︑現状のま

飛行機による同様の探査を行ない

ル︑中央アフリカなどアフリカ各
ま推移すると先行き隅給の愚迫は

︵※エネルギー研究開発局所袴︑

ついての協定を踏襲したものだ

累︑川内市との門安比協彫扁締絡
を経て︑昭和五十八隼には九州電

そして五十五︑六年には鹿児鵬

力第二番図の原発として営業運転

業養が周辺灘業薔に損密を与える
﹁間接的﹂な影響に対しても九州

が︑九州電力のみならずその委託

蹴力が費任をもつて聞題の解決に

開始の段どり︒九蟷ではさらにも

う二璽の原発建設を予定してお
り︑昭和六十葎には予想される蹴

更の際は覆剛協議を繭提とする︑

協力する︑冷郎水取排水の計颪変

などの新しい項罠もつけ加えられ

脇窯鼓一千万KWのうち約三〇％

め込まれ︑八月二十九霞皐朝に三

体︒キャスクニ十個に二体ずつつ

菱原芋燃料東海製作所から出荷︑

十四都肩隈︑晩生千二黒旗層の陸

送と瀬戸内海運送で︑三十一日︑

近海上では︑一部反対派漁民らに

荷揚げされた︒この霞︑サイト付

よる過激な陽止行動もあった︒引

工業倶楽部で
デル野土による特別講演会を開

期臨界を期す︒

搬入を終え︑十一月初の同原聚初

続き今月中には金突百二十一体の
問日の演題は門西ドイツにお

きます︒

P︑

博鑑講演登

を原子力で賄う計画だ︒
川内原発はPWR︑八十九万K

ている︒

西独灘鰯尻

揖本原子力企業会議は九月掛

質ではない︒

国では仏︑米︑西独︑イタリア︑

必肇で︑一九八四無頃から毎琿

アトランチック︒リッチフィール

という︒

田添など各国の政府︑ウラン開発
アクター級︵千沙／奪︶の開発が
必要だといわれている︒このため

進出

︑例

企叢がさきを争って
えばニジェールなどでは世界各國

当体例も

が強調︑数件の

海外ワラン資源探鉱開発の積極化
進出

ど︑さながらウランに群がるアリ

から十数社が探鉱開発を行なうな

あるが︑

は次第に厳しく

のような
なるばかり︒こんなゆでマリ国で

条件

ームの起こっているのが現状︒こ
の探鉱闘発はいわば初めての﹃日

ブ

れに対しマリは︑これまでの醐発

その成功が期待されているQ

本独自のウラン開発馳でもあり︑

ウラン・ラッシュ

でも常にとり残されてきた金く未

漁榮補償協定に調印しており︑鹿

でに四十九隼八月に川内漁協との

いたもの︒川内原発についてはす

り細固協定交渉で詰めを行なって

知数の国︒しかも︑仏︑西独を退

漁業補償協定に決着

ウラン探鉱開 発 に 関 す る 墓 本 協 定
によると︑対 象 鉱 賑 は マ リ 共 和 国

年四月まで半年聞をメドに調壷に

周辺漁協が同意

塀内原発

児島県︑川内市の両議会も民設
二成扁を決議していることから︑

協定露は十項圏で構成︒漁価低

三田午後二時半から四時半まで
難壁・丸の内の臓本工業倶楽部

一AεA

職員を募集

次の要領により職興を騨藥してい

国際原子力機関︵王AEA︶は
贔水を禽むため︑さらに脱水し︑

賑︑④は十月八日︒

②は九月二十二日︑③は十月一

ζン還』vひ3ゆ

D。

北藁部アドラ ル ・ デ ・ イ ホ ラ ス と
よばれる地区 十 万 平 方 菌 綴 ︒ 岡 地
当たる︒調董では濠ず

茜摺試錐

区は北︑東を そ れ ぞ れ す で に ウ ラ
ン開発に成 功 し て い る ア ル ジ ェ リ 機 を 用 い て ︑ さ き に 空 中 探 査 で
﹁放射線異常偏が発翼された七地
点に焦点を絞って地質構造調竃を

ア︑ニジェールに援し︑国塊はあ

実施するほか︑空中探査で対象と

からなる﹁川内原子力発灘所建設

るものの地籔 的 に は 濁 圃 に ま た が
九癬電力は川内原子力発勉所建

る岡一の陸成 堆 横 魍 に あ る な ど 地

△面の周辺漁協の門建設台愈﹂に

合いはほぼ終了︑建設へ向かって

より周原発をめぐる地元との譜し

設61勲について工十七日︑鹿児鵬 魚業者協議会﹂︵松罷繁会長︶と
の間で環境保金︑漁業補選に関す

県庁で購サイト周辺漁業協周組禽

落の補償について運転による放射

大きく前逸することになったQ

辺漁協で構成︒かねてから掛内原

出水市︑阿久根市など二十五の周

発の潔境影蟹︑漁業への影醤など

しそうな揚合︑まず正しいPRな

能汚染裏故が発生し︑瀕価に影響

科会員を

部門がとりあげられ︑一

対扁の態度をとっていたが︑九州

について強い姿勢を示し﹁建設反

美術黒猫跳課題に原子力ポスター

ら羅曝きとなった﹁二科展﹂商業

ーーー襲A一

二科展︑今年の

る協定欝に調印した︒同協謡会は

ならなかった残り六万平方菌層に

え︑これまで一九五〇奪代にフラ

質的な好条件に恵まれているう

ンスが行なった窒中探憲︑昨年末
から今庫初めにかけ動燃が行なつ

はじめ会友︑それに一般からあわ
せ膏六点の作晶が展示︑美徳の粋

完成した穴フッ化ウラン転換叢綴

①技術業務局科学・技術偶報部

コンピュータ課一等・二等繋務官

一等嬰歩留

②保無措躍査察周携報処理部門

③保隣描躍査察周開発岬等鋼務

いずれも採用期間は二年間で︑

網等温驚動

④技術業務局科学・技術善報部

ているが︑ウラン籔源国オースト

プラントの開発が必要ともいわれ

だ生産能力薦沙程度のパイロット

このPNC法の実閑化には︑ま

ーiなどの特長がある︒

い③運転・保守が容易④低コスト

ウランが盈成できる②圓収率が高

法︒従来法に比べ④薩接六フッ化

ッ化ウランを生成するという方

る︒

﹃

で・日英逐語通訳が行なわれま

ど行ない影響二丁描躍を講じ︑そ

フェリシェス電力会社︵RW す︒聴講歓迎︒

ける原箏力利雨の現状と将来﹂
電力側が原発の環擁︑灘業問題に

れでも二陣が低洛したら國や興の

E︶翻社長ハインリッヒ・マン

二階大会整で︑西独原子力産業

ついて業軟な姿勢を打ち出してい

行政描蔽に基づいて適切な救済描

論議議長︑ライニシェ︒ペスト

原子力文化振興財囲が二科会に

たことから︑この二月には原則的

躍を講ずるというのがポイント︒

をきそっている︒

協賛︑原子力平和利用二十周年と

に建設に禽憩︑門条件闘争﹂に移

十月から本格試験へ
は︑一難間牽たり十モル︵年三ゾ

PNCU
法 F6転換装置が完成
動力炉・核燃料開発謝業団は人

程度︶と小規模だが︑この完成に

撫した製錬技術が確宜したことに

／＼棄

フッ素ガスを注入反応させて六フ

コ＝冊＝＝柵＝＝ニ＝＝二冊＝謄幽＝謄三二隔＝幽コ＝＝＝幣＝＝二一一一皿＝＝＝一口＝＝一＝＝＝一一置鼎＝謄謄＝一＝冨瓢篇＝冊＝一＝一冊＝＝一一卿＝＝一よ帰＝二＝冊＝＝二隔＝憎＝＝一二＝鼎＝＝冊＝＝＝＝階一一鼎＝一＝一＝＝＝一＝＝一＝響

日本原子力慶簾会議

第十三園瀕子力の欝を記念し繊展
されているもの︒作醐は︑テーマ
﹁あすをひらく原子力﹂﹁くらし
の中の原子力﹂﹁十月ニャ六日は
原子刀の臼﹂のもとに︑平和︑原

を描き出しており︑

ら台所までさ豪ざ謹な原子力の

発︑むつ︑ジャガイモなど政治か

イメージ

形際鉱業駈で開発を進めてきたウ

なる︒

藤籔錬法︵PN よってPNCプロセスは一応︑〜
Cプロセス︶﹂のうち︑残されて

動燃が技術開発にとりくんでい

ラン製錬工程﹁

いた四フッ化ウランからバフッ化

るPNC法は︑わが国独自のウラ

原子力ポスターが門二科展扁な

秀作がずらり︒

ど知犠展示会でお披餓濁されるの

ど完成させ︑来月から本格試験を

ウランへの表換試験装灘をこのほ
アーチスト

からは

アマチュア

スペイン語のいずかに堰能である

勤務地はウィーン︒英︑仏︑露︑

わせは科学技術庁原子力周馬鞭麟

ラリアなどからは︑鉱山元の製錬
て転換工場に送り︑六フッ化ウラ

際協力課まで︒応騨編切りは①と

ン製錬技術で︑ウラン鉱石からイ

従来︑動燃ではPNC法の四フ エローケーキの生成工程を経ずに

ンに転換させるという数段の工程

高まっており︑今後︑輸出引き台

開始する︒

は今回が初めて︒全国都汝浦汝の

着九十点が応擦︑その申から優秀

六フッ化ウランを製造できる︒従

は溶媒拙出したウラン溶液を醗解

が必要だっ㊧が︑このPNC法でるということで︑はやくも関心が

いなど一段と濡発化するものとみ

ことが必要︒なお資格等詳細問論

ッ化ウラン生成までの工程を発成

ンの溶媒掘出からアンモ嵩アで璽

来のイエローケーキ法では︑ウラ

エ場で六フッ化ウランまで製贔化

していたが︑六フッ化ウラン転換

られている︒

でき︑付煽価燈を高めて輸出でき

れて展示されている︒巖器品・科

までの開発では︑予算描囲などの

ケーキ︶を沈殿生成し︑乾燥させ

ウラン酸アンモニウム︵イ煮転1 還元し︑フッ酸を添化︑乾燥して

布の江副織丑さん︒

遅れがあり書成が延びていた︒建

四フッ化ウランを生成︑これが結

設灘約一懸円をかけた同試験装鷹

学技術庁長蜜騰に輝いたのは佐賀

二科展は十九購豪で︑東京︒上
野の森美術館と都美術館で開催︒

⑧

ヌ

策京都千代田区大手町2−2−1

m霧ハ7ぴダは過去を振り返：冬って反転し沫来に向って羽ばたくローマの神てす。

工 ス 株・式会社：

㊥

ユ 一
閥UIS C◎．，

JAPA閥

賦

作十七点︑秀作十八点が選び出さ

宮

本工

日
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PWRへの軽水炉開猪の一添化︑フェニックス姫の開発など独自の原子力開発を進めるフラ

傾斜開発〃の蘂備

ンス︒この国でいま議禽などを中心に原子力開発の促進︑拡大の機運が高まっており︑総懸の
サイト対策についてもすでに十か所程度の地元受け入れにメドがつくなど

が順調にすすんでいるという︒今園はサンフランシスコで開かれたエジソン電気協会︵EE
I︶一九七六箪隼会でのフランス原子力庁︵C鷺A︶A・ジロー擬鷺の講蔑から︑フランスの

篇

ス

卜

スの予測に明確に示されている︒

もできあがっていた︒趨動力を与

も国がかなりの努力を行なってお

え︑調整し︑そして存在していな

り︑開発を舶速化するための条件

決策を提示してはいない︒フラン

嶺切フランス政麿により設立され

かった識語をつくりあげるため︑

この期聞における他のよりよい解

スは一九八五無までに一次エネル

ゴバンといった民閥グルー−プと協

力して︑核燃料サイクルを取り扱

う核燃料下記︵COGEMA︶を
設立した︒フランス鱈力公社︵E

ることができるように︑大規模な

DF︶の発電噺の発淫を引き受け

いる︒

投資が野業部門に対し行なわれて

一一

＼＼

伽◎

翻慶

フ﹁

院

加コストも含まれている︒にもか

ることである︒第六図には国内ウ

二心は天然ウランを十分に確保す

核燃料サイクルにおける最初の

かわらず︑原子炉それ自体にかか

エニックス商用実績騨のための追

ては︑すでに決定されている軽水

るからだ︒饗裳蕎遼増殖炉なくし

炉である蔦遡聯繋炉と野司分であ

PWR一本化．
軽水炉

で加速開発
：
第四図は驚艦済みおよび定評申

い︒一九七五矩から一九八五隼ま

は︑小さな部分を占めるに過ぎな

の謙画金曜に締する費用のなかで

る︒ヨーロッパのウラン濃縮能力

ろう天然ウランの羅が恭してあ

外からフランスへ供絵されるであ

た探蓋と鷹塵への投資の結果︑源

での鋸箪均投資覇は約葭一

十憾疹

ニジェールの鉱尿に対して行なっ

ラン鉱の生塗および主にガボンと

フランスは転炉と轟然原子力開発

たフランス原子力庁︵CEA︶にの原子力発案規換を示している︒

る研究開発駿は︑発電所建設や核

とって︑原子力がこれまでの発展

傾斜開発に強い自信

燃料サイクルの完金な履行のため
十が／鍵︑／U308以下で入書しう

子力に大きな比璽をかけることに

炉を一一十無闇運転しただけで・蕊

している︵第⁝図︶︒

を加速化しているが︑泡DFが実 る麟内の確認および推定ウラン埋

すことにしている︒一九八○葎代

ら︑エネルギー照要の増測を満た

入石縮の囎を鍛低隈におさえなが

フランスでは︑火力旨旨用の輸
をみる濠でには・さまざ豪な変遷

ギー源および発電分野において原

また他のいかなる国においても︑

将来の餓力醐要腿大に対癒する原子力の役割りなどを抜すい︑概要を紹介する︒

．高い経済性

：

⁝もつ原子力
・

これまで フ ラ ン ス に お け る 国 内

総生産は奪率五％で良好に伸びて

きており︑ こ れ と 並 符 し て エ ネ ル
ギー消蟹も増大し︑電力消蟄はさ

らに腐黙の毎七％で上昇してき
た︒にもかかわらずフランスのエ

ネルギーお よ び 電 力 消 籔 は い ま だ

う︒このような理由からわれわれ

証捜術にもとつくPWRを電設し蔵蟹のすべてを使いつくしてしま

わなければならない六鎌間の建設

しながら原子力発礪の建設を行な

題は蕩いコストの石油火力で彊齢

下降している︒したがってこの問

％から一九七五葺には二五％京で

投資率は石翻ショック以前の六五

おけるわが国の暴悪分は外邦の舞

ナイテッド・リプロセサーズ内に

理においてさらに顕藷であり・ユ

込んでいる︒こうした状況は湾処

岩蟹が十分蒙かなわれるものと張

くしられており︑それらによって

になるだろう︒一方EDFの自己拡大に対するわれわれの努力は・よ

は蕩速増嬉炉の開発にここ数隼閣

進⁝むFBR︑燃料斜対策

さらに大きな圏信を簿てきてい

現在のところCEAは原子力政ていくことを決定しているため︑

が溺些し情勢は鞄楚化していくで

簾について政府に助言することや

多大の努力を払ってきた︵第五

いている︒これ豪での火力︵石

トにかかわる経済朗蕎慮にもとづ

性に関することがらについては︑

クもないと思われる︒なぜなら問

潤しているのは妥嶺であり︑リス

ため軽水炉の研究開発を実施する

び狐水炉の開発努力を打ち切った

に要するほど大きくない︒さらに

サイクルに要する投資は石馬燃料

しかし絶対憤でいうなら核燃膳

他の機関が蟹任をもっており︑C

を必要とした︒

原子力発電のKWHあたりのコス

あろう︵第二園︶︒この選択は︑

油︶と原子力発醒コスト上興は︑

四千五西万KWの軽水炉關発を予 図︶︒賢愚にフランスは黒鉛およ

る︒フランスが︸九八竃隼謙でに

における比較では火力一に対し︑

国のキャッシュ︒フローでいうな

ことも司能にしている︒

⁝順調なサイ

．

．

戸蕨み燃料の再処理を引き受ける

もっている︒しかし蔭子力の安金

国蒙吊簾の熱論に直接的な灘任を

原子力は○・五八でその竸争力に

ことに決定した︒高速矢竹炉に対

は

ここで私はアメリカで大きな問

・ PA問題
の投資が国の生落投資の五％に遠

淋紛・

㌧
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入れてサイトの選建が行なわれて

などすべての礪要な要累を顧慮に

び彼等が選出した代表蓄への対応

影響︑社会経済鮒影辮︑公衆およ

コスト︑安全性︑環境への物理鮒

技術的鰐鮨性︑建設および輸送の

の通りである︒養えられた課題は

闘題である︒フラシスの状況は次

クセプタンス︑立地選建に関する

電所建設に紺するパブリック・ア

ふれることにする︒すなわち︑発

おりこの中にはフェニックス原型

／

武

嫉痔・︑∴

にあたらない︒

炉の建設コストも含まれている︒

九五〇無代に水力発電開発へ

ド確保対策

建Aは原子刀の愚老や防護につい
て臓任をもっている事務周長のた

ら生巌投資の三〜四％という数字

一九七三鰯十月の石油ショック

している︒同様に︑CEAはペシンスの考落性子炉開発の戸戸も

めに技術タスク︒フォ⁝スを任甜

ているからである︒岡三にはフラ

原子力開発を計爾していたので原

以繭においてもフランスは大きな

︵四千万KW︶で罠好に運転されする投了はすでに十億騨に達して

規模の原子力発瓢所がすでに※園

おいて十分な余裕をもっている︒

︵第三閣︶︒一九七六任・一月一間

期聞甲に質点に謁するであろう︒

後顧が有利な経過をたどってきた

低く︑もしわれわれが今Bアメリ の初めころから原挙力発贈の割禽
カと同程慶 の 生 活 水 準 や 成 長 に 到
達しようと す る な ら ば ︑ さ ら に 努
力を続けな く て は な ら な い ︒ フ ラ
ンスのエネ ル ギ ー バ ラ ン ス の 構 造
を詳細にみると︑国内石炭蟹源の

入手困難か ら 輸 入 の 炭 化 水 素 に 大

出門においては︑かなり多淫の石

きく依存していることがわかる︒

フランスと比べ状況は開らかに良

炭資源がい つ で も 使 用 可 能 で あ り

好であるが︑現在石油の輸入の蔑
禽が繕鋭しつつある︒近い将来に
ついて警えれば︑原子力はフラン
スにとって一次エネルギー源を多

圭〔xxxめ

いることを確認しつつ︑それぞれ
の大消費地域において︑圏のレベ
ルで決定された原子力発電計画に
語素なサイトを三つけ出すことで
ある︒

候補堰

に閲

四十基の原子力発議所を建設でき

ことは・一九七六鎌の計画以降約

れることが明らかになった︒この

方麹治体において巖終的に認めら

のサイトが行政逃周および関係地

況が明らかにされたが︑新しく十

する漁網の結漿としてサイトの状

一九七煕蕉には

握供した︒

に関する濡発な討論を行なう場を

員象の態蝿を湾懸に入れて岡蘭題

のは一九七五矩五月︑議金内の委

論の手段を提供した︒議会そのも

晃を伝えることによって広範な討

聞︑ラジオ︑テレビはすべての葱

心を高めることに成功した︒新

さ豪ざ謙な問題に対し︑歓会の関

原子力開発が麟在的に抱えている

ている公聴会でみられるように・

このようにして来国で行なわれ

ために委員食を組織しだ◎

がこの財宝をフォローアップする

繊された︒多くの地方評議会など

あるにしろ︑ほぼ好愈的な図解が

明確に示し︑製曲調責の紬粟では

ほとんどの地方議会がその冤解を

いは磯足すべき状態で進められ︑

引き続き行なわれた︒この謡し含

薙もこの翁庁闇グループによって

蕎との集金と並行して︑一九七五

換は︑地方議会や地方葭治倣関係

トに対する調査の結果や勝報の交

や行政嶺局が行なったこれらサイ

業大麗の手で公表された︒EDF

が︑これは一九七四鋸十一月に麗

プが約四十の候補地点を選出した

行政レベルのワ⁝キング・グルー

調整が行なわれるようになった︒

七四劔の初めから省庁間の繁密な
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めの人体特性研究を行なう︒被ば

る蕊畜や内部被ばく線磁蹴定のだ

世界忽刻大会で

田〜二十八日の十五田聞︒十四田

から五塵雌器フォーラム大会に参

とに開催︒

﹁明田の世界のエネ

世界フォーラム大会は四奪囲こ

査する︒

れ︑鍛新の環境遜動の動向をも調

ティブ運動︑州属投粟地区を訪

の競状を擬るとともに︑イニシア

フェリー凍発︑AGNS四四理工

周︵ERDA︶︑プラウンズ・

HC︶︑来国エネルギー研究開発

日水原子力三業会議は︑来たる

ナダの原子力関係機関︑施設を歴

塀︑ピッカリング原発など※︑カ

加したあと︑米国規制婁欝金︵N

儘頼性を隅めるためヨウ素撒やト

十一月や野臥から五臼生米鰯ワシ

訪︒視察や関係蕎との懇談を通じ

原子力視察団

テル化研究を進める一方︑原子力

ントンで第三回﹁世界フォーラム

く経路のモデル︑パラメーターの

施設起因の放射線と絵鑑放射線の

大会一が開かれるのを機翼に︑

@二
パラメーターとしての象麗︑身体

原子力三三満勢やエネルギー政策

原盤︑囲顕を騨簗中

組繊の鵡桜鱒を醐べる︒モ一一タリ

﹁隅大会参湘訪米原子力視察団﹂

リチウムの拡散︑沈麟など攣動モ

﹁影響﹂﹁評緬﹂に五年甜画
ングに関しては︑サンプリング

ルギー﹂を纂調テ⁝マとする今大

を編成︑派遇する︒

会は脅秋最大規模の原脳力国際盆

方武︑測遵法︑核種銀張法などに

ついて︑報虻田は︑①放鷹研︑原

にも着手へ

研︑戴立試験研究機関などが萄機

内部隔被曝繭調杏
めを紬ぴ︑横極醜に惰蝦の交換を

原子力委農会は︑昨年七月︑環

学的な調査研究を進める︒選訳的

獲とする放射線量はく潜簗繍の疫

原爆被ばく蓄︑三三被ばく巻を対

的研究も圏象的冤地から推違する

に総禽的・墾点的に突配し︑疫学

研究機関︑銀製研究は大学を申心

予言研究にも綴回する②被ばく線騒評価のため購本人の生濾行動横掛を含む九課題に調査研究を行な

聯三部金三儀は①これ豪での二線騒放射線の彫響研究を集大成し五雲篠度からは内記被ばく影響の

施設讐の工学醜三一研究の推進を淡めており︑これで二本豆ての蜜全研究職絡ができたことになる︒

性をも畑製する必襲があるとの観

ほか住罠の生濡行動様式や入体特

騰︑食繍に含まれる放射能などの

評価するには放墨志士能の穗纏と

原子力施設周辺の被ばく線蝋壱

九つの調蕊研究課題に取り膿む︒

いては︑覧十二鉱度から五玉闘に

一方︑被ばく線墨評輌研究につ

の変化にも対継して必要の都度︑

評価を行なうとともに︑研究憐勢

同轡門塗盆は今後も研究成渠の

いる︒

解を得るーーなどが必要だとして

システム体制をつくり︑圏民の理

離確︑鶏迷に推定︑評価する総台

政上の醗慮をする③被はく線鷺を

人材苔成︑研究参加体制などに行

た萌難獲の不罷分の塊め禽せ︑も

趣溢した︒これは低い伸び率だっ

藩の﹁プラスへの反転扁に大きく

鉱蠣︑ガスなどと並んで全体伸び

いわれる︒

知るうえでもとくに無螢な大食と

ネルギー政策︑原勝闘閣発姿勢を

選薩後でもあり︑圃岡の新しいエ

議であるうえ開催時期が米大統領

探つものとみられている︒

％増と金麓業では依然高い水張を

七万円︒締切りはや月十二豚︒串

会願会祉の役職蕎︒参加塁壁八十

被ばく線鐙評価の今後の推進に
康子力委員金は七日頃周婁学会環境放射能安金研究魯門部会へ部会長・江藤秀雄B本原子力研究所

いる︒

図るーーなどの必聾があるとして

システム化を進める︒
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境放射能安全研究専門部会を設

②研究蕎の人材団旗にとくに慧を

点から︑鷲たに原子力旛難壁辺で

研究焦次計画を箆議して行く︒
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︷原勇養会は吉・震・
︑放射能安金研究邸門部会の報一
＝騨

げ

・麸

たのちは︑突然変翼遡伝子保拷餐

ついては︑これがいったん発焦し
要がある︒

罵いてこの胃癌の接近を試みる必

題の一環として原子力施設から排

どのような瞭憲を及ぼすかを明ら

低線慰放射線が︑臨接︑ヒトに

験手法が必ずしも斉一でないなど

究は小規換かつ断片的であり︑実

あげられる︒しかし︑これらの研

を語える三面性があることなどが

対する影響研究代表的で移動性

二︑放射性核遽の袴網魚介類に

相の経將鮒変化を明らかにする︒

況を紀録しておき︑これA︑の集物

の少ない魚類︵カレイ︑ヒラメ︑

かにする必要がある一方︑環境問

のため︑導出すべき知兜が得られ

タイなど水産上価値の高いもの︶

二︑染魚体異常に養える低線量域

出される低レベルの放射性廃液が

ているとはいいがたい︒

の効累の研究低線盤の研究で染
色体異常を指標とするには︑統計

のような影響を及ぼすのかを明ら

水産生物︑さらには環境全体にど

て︑硬毛全体としての遡伝的劣化

的に葱味のある精度の嵩い線蟹一

の結婚により集団のなかに拡散し

を招来する恐れがあるので︑これ

効果閲係を求めるため︑染魯分体

いる︒

かにしておく必要が近無高まって

低線慰率の放射線による長期闇被
をどのように防ぐかは規代に生き

切断など荷効な指標の選択や他の

る必嚢がある︒また︑生殖期閤の

これまでに行なわれた淡水およ

水産物に関す
る影響研究

三︑低線騰放射線の水産生物に

らかにする︒

な放鮒性核櫨の影響を実験的に明

や甲殻類の生猶や発隻に対し︑霊

曝が予想される︒低線緻放縦線の
るわれわれが将来の二代に対して

型の染色体異常との関係を研究す

bついて︑今後菰か鋸を兇通しが
ヒトに与える影響は︑急性張芝と

であると弩える︒

負わなければならない璽大な斑務

原子力が今後人類の繁栄に大き

したがって︑次の聖項について

ン︑瀞命の短縮︑突然変異の発鑑

して現われることはなく︑発ガ

㌔六月の岡委の﹁低線鐡分科会一
などの晩発搬童画として発糊する

．報酬﹂に膨正煽織した形だ・．

対する影響の基礎的研究より墓

関する研究

射線防護委員会のデータは必ずし

メータの調査研究現在の醐際放

響を定羅的に明らかにする︒

ンチウム90その他の墨譜核橿の影

発生に対なるトリチウム︑ストロ

礎的にウニ︑ホヤ︑浮遊性や定魑
いくつかの研究機関の協力によっ

な質献を渠たすか習かは︑いかに

に擬する研究の成果として︑水産

して放曲線による障審を防ぎ得る

び海面生物における放射線の影響

可能性がある︒しかも発現すると

必要がある︒

B︑秘伝子突然変翼事に関する 極めて放鮒線感受性の高いものが

射線感受性に大きな差がみられる

トン︑底三井生物など︶の分布の現

城での各種生物︵代表的プランク

あること︑水盧生物の種により放

こと︑ある麗の生物に対する影響

突望事法の開発
低線蟹放射線の経伝的影響を研

が雄寵㎞学的にみて他の環境に変化

障審をヒトへ外挿するため︑マウ

原子炉または周辺地

究するために高等動物での遡伝子

放射性物質の挙動の研究︵代謝研

も識尾すべきものではないので︑

を広く調査検討し︑必要に応じて

などについて璽要な核種代謝に関

ス︑ラット︑ウサギ︑サル︑リス
︵線径の鑑定︑騨慨研究︶③内部

薩ちに報酬できるよう整理し︑一

聖哲︑綴新の島物学的パラメータ
チスピーシズアプローチにより外

し︑同〜墨準で比較検討するマル

究︶②体内被曝線麩の評価の研究

被曝放射線による生物学的受難の
研究︵影響研究︶に区分できる︒

二︑放射性エアロゾル吸入実験

部について爽験を行ないパラメー

郷の暴露を求める︒

法の研究内部被曝に特待の被曝

一︑職纂入の内部被曝職務対策

B︑関連研究

内部披曝の研究を検討する腸

形武である吸入は︑隙審の研究に

タを求める︒

素による内部被曝の隙審評衝が大

舎︑プルトニウムなど超ウラン元

も︑またキレート剤などによる体

究

二︑原爆被爆蓄集隅の遺伝疫学研

上の歳月と︑莫大な灘用をかけて

は︑※国がイヌで蘭虫二十五葎以

物にも適用し得る実験法を早藤に

南の技術的進歩に苅癒し︑中型動

ことができるので︑この作毛機序

PAなど︶等の薬物で追い出す

D︑日本入集団の遺伝疫掌的研

きな問題になっている︒プルトニ

研究︵略︶

C︑ヒトの突然変異の萄憲度の

い︒

究を一蓋強力に推進せねばならな

的纂礎を園め︑システム開発の研

どを嗣いる突然変累の検出の科学

要がある︒このために面談細胞な

簡いモデルシステムを開発する必

突然変異率を襖幽するより感度の

一︑施設周辺の生物掘の変遷に

似した条件下で実験デ⁝タを得る

しても極めて緩鱗な経過をたど

放射線のヒトへの影響を明らか

B︑疫学的研究

三︑子宮内被曝の研究︵略︶

比べてはるかに曜難が予想される
にするには︑大琶い集齪の調査が

されている日米での疫学調董はよ

購い薩長類を用い︑よりヒトに類

総懸鮒︑定鰍的に揺製し︑その対

が︑今箇凝しく第託した﹁被． 審を与える珂能性があるか習かを
目線蟹騨価研究偏では日本人口

︐
にわたる皐棒強い研究を行なう必

が︑社会的璽要性からみて禦慧に
必要で︑プライバシーの聴璽など

要があるなど︑急性瞳審の場命に

解明しなければならない問題であ
について法規などの整鯖も今後の
間題として検討する必要がある︒

る︒晩発障憲のうち放射線による
発ガン︑寿翁の短縮老化について

り合理的︑効漿的な方法で継続さ

一︑原爆被爆調糞従来から実施

かにされていないので︑まずこの

は︑発生機構そのものが藤だ明ら

機構を解明するための研究︑とく

一︑非被曝蓄災団の白磁学的調壷 ウムを恒心とする代表難論の墓輩

は︑広島大学︑色話大学で被爆者

査を終り本格的調資を始める段階

確立する必要がある︒

被爆暫への記録の収集について

れるべきである︒

実態調合をもとに被爆番集団の口

になっているQ原爆の影響のみな 求めたデータがある︒今後は︑薩

るためのパラメータを求めること

ではなく︑イヌからヒトへ外挿す

接低暴騰域での効果を求めること

極分祐て全身︑臓器︑臓器局所︑

マイクロドシメトリー放艇牲核 催奇形性などの毒姓をあきらがに

れ︑まだ︑各種負心聞の線騒詳価

細胞と線羅評価レベルが移るにつ

棄物の処理処分

する必要がある︒

の解明と︑キレート剤そのものの
る上で璽要な手掛りを与えてくれ

に蜀点をおくことが適当︒研究の

三︑放射性核糧の臓認内分布と

るため︑慎璽な計爾の下に研究を
〜脳推進する必璽がある︒

趨ウラン元棄を

二︑超ウラン元素を食む動物廃

E︑トリチウム︑その他の放射 手法は小動物から中型動物まで多

させる︒羅宇類を禽む哺乳動物の

一︑糧長類の染億体異常の比較遺 る炎然変異発生効果の研究を推進

て主に小動物を用いた予備実験と

や塞格的鋤物実験の準備段階とし

では霊に代謝研究と線羅評衙研究

を撃つほかないであろう︒それま

果の検討が必要である︒

から細胞までの各レベルの素質効

ついて不明の点が多いので︑全身

特殊性の研究四︑内部被曝の修

の外挿研究三︑内部被曝影響の

研究二︑内部被曝影響のヒトへ

（発囎所関係〉機器その他の汚染除虫、定期検二時の除染・サーヘイ、核燃料装荷。交換作業、
個人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の溝掃、廃棄物の運搬、変哲所・空調設備運

と︑核医学診療で患者としてRI

内部被曝研究としての疫学調葦

懸麗．藤

難

バリ
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験劇灘

論瓢

〔原民力蘭遼主要得愈先）

蒸．
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鐡灘齪

サ

総

の放射性玉葱をキレート剤︵P嬰

内部被曝線鰍とその効粟の関係

無︑診療詑録の整理︑保蟹や疫学

らず︑低線騒放射線障審を思懸す

内部被曝の煽合は︑浴療的に体内

については︑建国でアルファ核種

的調査試料の収集などを行なって

となる線腿1効無関係について 内除染の研究にも必要である︒日

についてビーグル犬を用いた数ナ

おり︑今後とも進める必要があ

二︑医薦被無腰を対象とする樋門

る︒

生化学的趨伝調査は︑予備調

るが・このデータに基づきヒトへ
の影響を推定するには︑なお外挿

三︑ヒトについての集団細胞遺伝

障審薔の研究︵賂︶

方法について聞題がある︒ヒトに
おける放射線の影響の研究に崇た

に︑環在︑金くといってよいほど

粥いた本格的動物実験の開始まで

対策が驚えられていないこの分聾

けるRBH︵挨物薬瓶効果比︶にで︑基礎的検討が必要であるG

四︑放射敷核種の内部被曝にお

について各レベルの目溢をどのよ

性陶第二累による炎然変翼の誘発

︵マルチスピーシズアプローチ︶が

種類動物の岡晴使用による研究

挙的研究放罫線被鰻遙の未楠リ

効率に関する研究

うに憂えたらよいか検討する〇

ンパ珠染色体異犠の実態を︑矩齢

り︑内部被曝については特殊な研
究が必要である︒

ヒトへの影響

率的なものの一つと諾えられる︒

実験動物の数や蟄用の点で巖も効

C︑本格的研究

トリチウムなどの内部被曝によ

関する研究内部被曝では︑アル

内部被曝実験樋設が完成しての

る遺伝効榮の研究を新たに推進す

ファ線︑ベータ線︑自発中性子な

ち︑末格的に実聾すべき謙題︒

経奪的変化を調査することは︑懇

内部被曝研究のうち影響研究︑

どが璽麗な問題となる︒これらの

別・各種劇団別にサンプルして︑

とくに哺乳動物の寒期飼育を必要

放鮒線の内部被曝では︑RBEに

ることが璽蟄である︒このため動
物︑豊麗︑水生動物︑昆虫︑微隻

の本格的内部被曝実験施設の発遷

とする研究は︑察質的には放曝研

志があり実施が望藤しい︒

灘南的障審の建醗的推定の研究

物などを用いた突然変異や染色体

の定量的推定
晩発隠轡の定醗的推定の研究

異常の研究︑とくに低線魏率によ

厓熕ｫ核樫の臓器内分布比較

A︑盤長類の染色体翼鯖に関す

伝学的研究

オアイソトープ使用施設整備を進

選伝研究のための実験施設やラジ

一︑放騒騒発ガンの研究現在︑ る実験的研究

A︑実験的研究

羅纂などの効果に関するデータは

高し猛T放蜀線︑低線墨域や低線

異寓の誘発の動物種蓬の研究から

ータ雨核種について骨沈魑の分布

分布と挙動とくにアルファ︑ベ

A︑予鰯研究

の項︵略︶︒

〔原子力関趨常藁種昌〕

礁

ラド程度までの羅圏なデータがあ

る必要がある︒

に低線蟹に隈定することなく進め

性の蟹股類︑藻類︑魚類などの代

かにかかっているといえる︒とく

への被曝の山武は︑低線墨または

定量的推定研

究の問題点
樹齢からヒトが受ける放射線蝿
は︑極めて低いものだが︑かなり
高い精励で測定することが可能で
ある︒しかしこのような線鐡の放

定することは極めて難しい︒

射線のヒトへの影響を定慰的に推

この椎定には︑適当な放射線被
懸琶爽國について︑疫学的な調蛮
研究を行なう方法と︑ヒト以外の
生物で実験研究を行ない︑データ
をヒトに外樺する方法との一うが

の方法である

館線のヒトへの影響を醐接評齢す

蓄えられる︒疫学的弓蛮研究は開

ることのできる畦
が︑これは統計的に荷葱と判定し
うる十分に大きな被曝檬藥団と︑

て謝鯛的︑かつ組織的に調僅研究

り︑それが懲識された薦張では︑

︑

︑

詠
擬期間にわたる追跡調査が必要で

生物の生殖細胞や初期胚の嘩に︑

策を講じる必要性が園際的にも大

︑．特筍の生橘様武による放射線㌔

か

ユ

ある︒一方︑実験研究では︑実験
生物のデータからヒトへの影響を

ヒトへの外揮と②臨線縫から低線

推定する欝欝に︑①実験繕物から

表纒を選び︑配偶争形成や初期胚

にわが国においては︑人口が稠密

汽

ヘ

押

を進める必要がある︒

すでに取返しのつかない状態にな

︾鞭

一3♂

ぜぜ

軽︑㌻

これらの放射性物質によるヒト

きな関心をひき趨こしている︒

の整備・強化などに焦点をあ．

︑被懸︑モニタリングシステム一

㌔嘱

解決の猛悪度はきわめて高い︒

であるなどの特殊薯偶により問題

チ

♂％

墨への外挿との工つが問題た︒

遺伝的影饗については︑米国や

英国でマウスを用いた大規模実験

線による突然変異率については数

体細胞染色体異常について︑ヒト

める︒また新しい研究システムの

放射線による染館体

十ラド程度までのデータ︑低線曲

明らかに不足しており︑今後︑こ

開発の基盤となる研究の助成︑圏

飾國子の研究

れらの諸臨子の影響解明について

とサルに有意盤がないという予備

の数は今後も遡罪する︒被投与暫

を投与された轡が数多くあり︑そ

五︑御中における放射性核翅の

かになっている︒しかし︑マウス

率のデータや機構もある程度明ら

的な結果が︑わが国で響られた︒

の微細構造の解明が︑僻細胞︑骨

放鮒線による発ガンも腫瘍ウイ

内部被曝塞験施設の本格的異験

なる︒

研究を進める必要がある︒

鍛も璽要課題と蓄える︒

点では未解決のため・この解明が

際協力による憶報交換の強化な

の疫騨調査の計画や寅施方法につ

染色体異常誘発に関する鰯長類

髄の両蛋の照射の効粟を定灘的に

ルスや化学発ガン剤と圖じ細胞性

萌らかにする上で蚤要であり︑ヒ

の研究を進める必要がある︒ま

の前に︑超ウラン元素以外の代表
た︑放射線による染色体不分離誘

的核櫨について︑ある程慶の成果

変化が墓礎になるとすると︑その

る︒

検出と線璽−効果蘭係の麹酸は︑

ど︑描躍を施すことが必要であ
低線醗の放射線による身体綿雪

いて検討する必要がある︒

六︑内部被鰻線蟹謹価上のパラ

﹁二線騒城における基礎的研究﹂

トと実験動物の影響の震について
発の研究は︑染色然蟹常の遺伝病

一︑内部被曝観点からの比較動

物学的研究実験動物で鶴られだ

潟える墨要な塁上となる︒

を得ておくことが爆睡欠である︒

入への影響の定収的推定にとって

内部被鰻の研究は︑①体内での

定に関する研究

内部被曝による影響の驚澱的推
饗は︑外部被曝︑内部被騰の様武

のリスク推定上灘要であり︑今後

かにしてヒトに外挿するかという

で得られた線羅と効果の閲係をい

研究が行なわれ︑その紬梁︑放射

突然変異に起因する遺伝性隙害に

っている可能性がある︒とくに︑

一て︑研究施設の充爽や人材獲ワ

げ︵能︶に対する正しい国民的

﹂成を麟りつつ﹁環境放射線・

．理解を得る努力も必要﹂と強一
㌔堕している︒ここでは︑修正

へ

．追加された点など申心に概要
を雑弁ずる︒

い辮︑

鷹冨

︑

碗

猿識：称︑
︑

馬準昏邑

・

︐

口穿二
どむ

．細鱗曲聞
F

や︑溜噸澗
中

放射線が︑長期的にみてヒトに隔

一た﹁年次計画﹂を湊定した︒馬
原子力闘発利用の進展に伴い︑
⁝周仙郷謝画は︑昭和四十八蕉・ 原子力施設から環境に排出される

恥衝を受け︑胃線蠣放射線の影由
ハ響研究と被曝線鰯評価研究に︒

嚢網

放射性物質に由来する低線蹴域の

考え方

＝

適蕉な動物材料︑進歩した技術を
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出される放射性物質に窃来する螺

つ心用的な研究については︑国立

被曝による影響などとくに緊急か

一︑晩発陳密︑澱伝瞳審︑内部

羅騨価の研究は経験が少なく︑聯

る︒なかでも内部被曝に関する線

獲成にはとくに悪を払う必嚢があ
立を間る必要がある︒

報を収鐙︑検討するため組織の確

大学に︑﹁放射線生物研究センタ

響研究の共寝利用施設として泉都

とくに闇題となる超ウラン元素に

門寡も極めて少ない︒内部被曝で
分野の中核である放鷹研の晩発鳩

設備を必要とするが︑とくにこの

野は今後とも大学に大きく期締さ

が︑放鮒線の影響研究で難礎的分

ー﹂が設認されることとなった

誠心によっては︑国際協力を推進

世界的な問題でもあるので︑研究

曝については︑わが國のみならず

に積極的に取り維む必要がある︒

れるので︑国としても施設の充笑

興的である︒このため︑各国との

することにより解淡を園るのが効

︑．︑多多多二二

多多

多〃多 多⁝

4z多

二
多多

の供給体調などを強め︑野里の整

雪曇 一 多多 二 多％蓼 二

ことが増量しい︒

ノ多多多書

の調竃結果異常隠モニタリング

九︑モニタリングシステムの整

て広域的︑獲期的観点から総総的

るものとして⑬原子力施設に起園

力旛設周辺の被曝綜鎌評価に関す

式に関する盗難研究︑次いで原子

る調査研究②田本人の生滋行動様

︵照幾窮鼠調査など︶から得た悩

う︒食習蝦については関連調鷹

などを知るための調査研究を行な

経については母乳︑人工栄養の朋

食物の構成︑国薩︒輸入状況︑心

知ること︑内部被曝については飲

についての橘報は極めて少ない︒

きたが︑ベータ線︑宇宙線中性子

いては鍛近︑比較鮒よくわかって

える︒その様棺は︑ガンマ線につ

して︑そのエネルギーや方向を変

達する間に︑衝突︑散乱をくり返

つばかりでなく︑発生源から人に

類やエネルギーで複雑な継成をも

調査研究

まれる︒

環境放射線は︑その種

五︑環境放溺線の特性に関する

素などについては開発が憩がれ

準化が必要で︑とくに蝦ウラン⁝兀

が︑モニタリング方法の開発と茎

法は一連多くのものについてある

行なう︒種々の核種の分析・測竃

︵能︶との弁別法について研究を

が漠々である︒出塁曲来の放窮線

測定法︑蘭定機器の開発︑蔓準化

蟹目標働との関連で︑低レベルの

今後の課題は︑低く設定された線

ウトを対象にしたモ講書リングの

射線︵能︶標準やサンプリング方

機構整備が急がれるので︑微弱放

のため総合システム体制について

の集中管理について検討する︒こ

化を懸り︑さらに得られたデータ

どにつき︑最適方法の確立と基混

サンプリング方法︑分析測定法な

法から始まってサンプリング網︑

子力施設に超國する放射線︵能︶

感能︵線︶︑フォールアウト︑原

立が潤標となる︒このため自然放

的に収藥︑評緬するシステムの確

入や麗麗に関する適期惰報を系統

常晴︑被曝線羅を評樋するために

◇原子力発電所向けに最新の規程、規格に準拠し、製作は厳蕉なQA下

◇設計、製園は自動設計製翻システムを採用しています。

ヲ

㊧

◇配管系の解析は、独自に開発したプログラムによって安全、経済性を
考慮し適切な設計条件を設定します。

で行っています。

六︑懸樋墨放射線のヒトへの被

などについては大学を申心に縄繊

試験研究機関を中心に︑基礎研究

笛研究糠は︑薄切急騰より遅延し

多多・

や農侮物による移行モデルの確立

理解を得︑原子力開発利用の円渦

評価をとりまとめ︑正しい国民的

する放射線の挙動に関する調査研

報を入手し癌用する方策も必饗︒

ガンマ線についても環集的な被曝

る︒また︑モニタリング結果から

なう︒

法の確立など個汝の調査研究を行

逃腰をはじめ︑研究蕎が積極的に

八︑異犠放出時のモニタリング

研究に参加できるような体制︑関

境モニタリングデータ等の収繁︑

法︑分析マエユアル等の整備︑環

この調査研究の推進と榴まっ

な連携も含めた総禽醜な推進が函

管系覧持装置、 油圧舞振器

備をはかる必要がある︒

か︑人口が稠密であるわが国で

三︑放射線の膨響研究は多くの

ヒトにいかなる影響を無えるの

線麗域の放射線が︑長朔的にみて

は︑とくにこの聞題に糞剣かつ緊
ついても岡様である︒これら顎域

五︑この研究を推進するにあた

二．

究を実旛する︒環塊条件をシミュ

被礪線羅評価では︑放鮒性物質

な推進を図る亭号がある︒

究④原子力腿設から放出される放

原子力旛設周辺では︑次定経路や

の被曝線飛推定方法の確立も望ま

漂子力施設周辺住民の平常謄︑異

備︑強化の調査研究製塩傘般︑

の放出蟹︑環塊茎での移行︑蓄穣

で儘頼性の高いものを確立するこ

鮒性核種挙動に関する調査研究︑

決定聴聞などを知る上で食鉢生

課簡に必要な建築材料に禽撮れる

に閲する調査研究︑さらにモニタ

全体として門被曝線婦評緬﹂の囹

て︑環塊放射線︵能︶モニタリン

連研究施設の充実を飲めて行政上

要がある︒また研究省レベルのみ

グシステムの確立︑モニタリング

それぞれの盆理的な分担関係を確

タ線外部被曝線騰の時価方式やス

ならず︑行政段階においても密接

標に晦い︑有効に推進されるよう
ングシステムの整備︑強化に関す

カイシャイン︵原子力施設からの
被曝線羅評価研究は︑今後︑こ

な連携を傑ちつつ︑照内︑園際的

られるよう留黙するとともに︑予

配管系の支持と耐震に

これからの

推進方策
放射線の影羅研究は︑高線暴に

の陰門寡を育成するためにも荷能
ている︒また駅伝や内部被曝に関

よる態性や晩発陳憲に関する知兇
とが盟ましい︒また疫学的研究に

的︑総額的︑蟹夏掛に実施するこ

する本格的実験施設も計繭甲であ

このために︑大規模な施設と多
な蒋い研究轡を研修︑または研究

って大醗の実験動物の飼育︑観察 締結し︑稜極的に構報交換を図る

懇に取組む必要がある︒

ついても園家的兇地から推進して

が強く望還れる︒

るが︑これらの聾期の完成と実現

はかなり蓄横されているが︑低線
くの研究番の長期閥にわたる地味
のために海外派遮するなど︑特段

多多

閣に研究協力の取りきめなどを

麗の影響研究については︑哺乳類

の書纒を払う必要がある︒また測

一︑

核興験を対象と

に検討されていることが必要であ

り︑技術を含めた行動指針が十分

多

が必要である︒このため実験動物

いく必要がある︒

多多 ；︐

関する調竃研究

被曝線騒推定や将來予瀾を行なう

るQこのためモニタリング対象城

︑︐

二︑この分野の関係研究蒼が極

つ繋惣控にてらし︑国は次の点に

多多多

工場などからの放出放射性核樋に

計簾プログラムの作成︑擾半早

としての影響鷹囲の推定︑迅速な

︑

特別の驚瞳をはらう必要がある︒

に適用しても大きな誤差を生じな

四︑昭和五十一蕉度に放射線影

な努力を要するが︑問題の霊要か

多二

線鷹放射線の生物効渠に関する惜

ホ的データでさえ澗足とはいいが

⁝︐

めて少ない現状にてらし︑人柑の

はもとより実験小生物に関する棊

蓼

たい︒原畢力施設から環境中に排

ず︑被曝線職に四ついて同︸の方

期︑とくに超ウラン〜蒙を含む放

線鐙評価︵計箕コード︶︑ガンマ

法で評価することができる︒した

て︑ヨウ素職︑トリチウムなどの

射性核綴について︑環境での拡

で最も璽要なのは︑迅速性であ

無視できないもの︑1CRPデー
物理化学形態とその変化︑大気中

人の生活慣習との違いから誤差が

の拡散︑櫃物への懇メ強国ズ

散︑沈着や分花︑挙動を知る︒こ

した全国的な廟宇のデータから・

がって︑リスクとさまざまな利鎌

ム︑長半減期核樋の二上︑海洋生

よる被曝線盤評価モデルについ

との闇のバランス串全体的に評価
タ自身の不確かなもの︑未知のも

態系での移行と蓄償のモデル化︑

いと思われるものもあるが︑日聖

するには・︐被曝をもたらす発盗

のもある︒これらから日本人を対

サンプリング方法について所嚢の

線サーベイ法︑核種異趣分析法や

・⁝ ︐

塁タが用いられている︒しかし︑

フカールアウト︑RI利嬬︑原子 象とするデータの取醗が必硬であ

源の種類︑すなわち自然放射線︑

学的研究から将来予測に現する調

れらの核穏の蜜定同位体の地球化

二・箋

これらモデルやパラメータは永久

式化などを図る︒情輻のほとんど

海水串での拡散︑沈藩の実親的定

．躍．翫

不変のものではなく︑今後の経験

るため︑人体実験や人体試料の入

方

手の多難さ︑研究強固の薄さから

え

れぞれにつき︑国民や地域佐属レ

力施設に由来する放射線などのそ

考
の蓄横と新たな情報を得ることに

原子力旛設の設躍︑運転にあた

法の開発を行なう◎並行して安定

査研究外部被曝線蟹の推定に

調査研究を行なう︒

っては︑通常①設計︑運転管理の より︑常時晃隠す努力が必要であ

方策を検討し累急に必要な調資研

に間する調蔵研究を行なう︒

査研究を行なう︒さらに欝産動物

既存資料の潜用を図りつつ研究方

力に捲燃することが必要である︒

り・このための調竃研究を〜胴強

レートする実験施設を用いること

ない超ウラン元素について調査研

ベルの被曝線照を正しく推定する

曝線羅が法令に定める燃酔容被曝

窮前評価と②原亭力施設周辺の被

岡位体を掲樗とした研炎も行な

究の対象は︑広範多岐にわたるの

は︑住区︑職場︑野外環塊の豆狸

線羅﹂を超えていないことを確認
究を実施する必要がある︒

七︑平常時のモニタリング技術

で各研究課題を記述するにあπ

放射線源との係わりのパターンを

さらにわが国では︑特に環境放

の調畜研究軽水炉やフォールア

LAPの︹線蟹屠標燈﹂に対麗しとから︑原畢力施設に起齢する環

り︑田本人の特性に関するものと

以上のように︑被曝線撤評価研

境放射能に纏え︑自然放射線︑フ

して①繍本入の人体精性に関す

射能に対する堕民の麗心が高いこ

環境模擬爽験施設などの蜘騰Mが響

がモデル化への近通となるので︑

ォールアウトなどからの被曝線羅

と経験をもとに現実的観点にたっ

四面などについて︑翌での知識

とが必要であるQこのためには︑

暇線騒携定評樋に関するものとし

広城的︑長期的観点からの集醐被

放射性物質の蟹歴や身拡粗織の放

一﹁日本人の生湧行動様武の調

た被曝線鰍を推定評価し施設の安

を推定評緬し︑これら全てについ

し︑発羅用軽水炉施設に対するA

う︒

全性が判断されている︒

て定められた計騨モデルとパラメ

モデル実験の実施︑できれば野外

罵の田毎行動の様式の実態を掘題

簾︑流通・潤費の購買ならびに住

また︑放出骨弁源からの被曝計

リングに関するものとして⑦平常

線挙動の調査研究被曝の評価パ

これからの

︵能︶とバックグラウンド放射線 のそれぞれについて︑線羅推定方

今後実施すべ

実験場など現実環境を再現しうる

て⑤畷境放射線の線質に関する調

なく︑爽際の畷麗モニタリングデ

算モデルによる線型評価ばかりで

聴のモニタリング技術に関する三

ラメータとして家屋︑身体組織に

原子力施設周辺の被曝線脳評価

概要

き研究課題

嶽研究⑥環境放粥能の分布と挙動

れる︒

と簸︑放繊モード︑大気拡散︵大

を行なうには︑放出放射能の種類

ータから被藤線羅を求めることは

蹟研究⑧墾常放出時のモ一rタリ

よる放躬能の調蕉を行なう︒ベー

研究方法も必要となろう︒

慰能について調査研究を行なう︒

気拡散の気象解析の研究計画は︑

誹舞によるものとの比較やその辞

ングに関する調査研究⑨モニタリ

る調査研究一⁝に分類することと

噛達放射線︶の評価方法の確立を

て︑放医研︑原研︑慰撫試験研究

の報告鋤の研究計懸にしたがっ

三︑原子刀施設に超困ずる放射

先に撫子炉施設等安全研究専門部

価という慧昧からも郵夢である︒

六︑導爆放射能の分布と挙動に

するための調査方法を確立する︒

会の定めた隼次副圃がある︶に関

全聯奏的レベルでのモニタリン

する︒

た︑線撫臣標記レベルの低線徽測

図るため調査研究を行なう︒ま

推進方策

する箏項の掘握のみならず︑その

グは︑国蔑の被曝線雛を推定する

被爆線醗騨緬研究蕪次計画

特別の配慮が望まれる︒

三三と挙勤︑また陸上・海麗食贔

慮接の基礎がモニタリングに置か

一︑臼本人の入休特性の調査研

立し︑位認づけを畷らかにする必

などに禽まれる放飯能や鷹民の生

るいは放三線源の穫類を問わず︑

れている以上︑平常塒︑繋常時あ

に︑醸的指向的に一碧強力に推進

機関などで有機的分担関係のもと

場

罫響蛭

糠凄〜

項の杷握も必要となる︒

活行鋤様践︑人体特性に関する箏

るバックグラウンド放射線の変化

定には︑気象条件や地形変化によ

内部被曝線騒擾概定する際に

曝線鎌を的確︑迅速に推定︑評価

混獲体欄の整備を行なうなど︑被

必要な生物学室長報として︑決定

舞確保を間ることが必要である︒

究

する必要がある︒また大学等にお

の測定法︑放射性核種の分析︒測

を無視することができないため︑

この研究分野は︑既成挙周体系

サンプリング方式︑低線騒放射線

臓器の質量と荷効半径や充素輝度

聞の境界領域に属する分野が多い

また︑昭和距十隼玉月︑原子力

定法︑これらの方法の基準化など

的特色を生かした講査研究などの

ける量礎研究︑地方胞治体の地域

委蝿会が発電用軽水炉に幽して定
めた線麟園標値は︑きわめて低い

ついて調査研究を行なう︒

安懸線欝の短期蜘︑地域的変動に

するための製薬約システムの確立

経隠変化︑経口摂取の吸収率なと

の臓器内での放射能の窒間分布︑

る正しい畷民曲理解を得る努力を

を図り︑環境放射線︵能︶に対す

ムの確立が必要とされる︒

ため︑従来から研究暫馳が瀞く︑

を盒め全国的に統一されたシステ

積極的な推進が期待される︒

ているので︑この分野の入材肖成

研究推進上のひとつの隣路となっ

レベルであり︑被曝線鍬辞価には

調査研究は鰭囲が広範︑多岐に

新しい技術の聞発が必要とされ

わたるため︑長期醜兇煙しの上で

工

謝意・宇都竃・曝1府・熊本

社

東京都品川区南品川6−5−19〒140
りeEL（03＞474−4111（大代表）

本

ノ，

被曝線 盤 推 定 評 価 の 要 件

電用軽水炉︑再処理工場︑核燃料

放射性核禰の挙動の調査研究発
メータのなかには︑1CRPの標

四︑原繋累施設から放出される

放射線被曝によるリスクは︑放

魔人についてのデータを︑口本人

について研究する︒これらのパラ

る︒この評価技術では︑環境から

に伴う利益の種類いかんに拘ら

射線の発生源あるいは放射線利用

することが必要である︒

パラメータについて︑より現実的

無繍子ノキ橡試雲祉

研
の被曝をもたらす経路のモデル︑

耗帆・イ歯舞・ 名霞屡・大阪・神戸・広島・福超・長崎

営業所
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安全牲
※国での原子刀反対をめぐる

があっただけに︑

第ニ

獅ｩら運動を始め︑すでに約十

描認確立の要求をめぐって︑今年

六万八千人前羅名︵法定響名数約
十二万七千人︶を獲得した︒

オクラホマ︑サウスダコタの相州

ッツ︑ミシガン︑ノースダコタ︑

これら六事のほかマサチューセ

回線の盛名を築めた︒

ブ原発一︑二
号運転再開へ
N只Cが全出力運転瓢可

転が止まっていたもので︑避転再

二日に火災製故を趨こして以来運

TVAの醜体的な火災防護措鷹や

も窺わせて認められた︒さらに︑

の原子炉安金扇糞官が検討を行な

開認酎に際して︑KRCではT火
V災訓練計画については︑NRC
Aが提出した火災報告欝やその修

を与えたことに

った三三︑十分な対策であるとい

果︑この二十田にNRCの原子炉
︵TVA︶所有のブラウンズ・フ

った評価をもとに︑一︑庶事機の

月二＋饅︑同三朝機︵BWR︑臨火災購故とは鷺接関係のない幾つ
力胃六万五千KW・運開予定七六 かの技術的な事項についても修正

三号機については︑八月の初め

を行なった︒

おすみつき

復作業の過程および技術的な詳述

でも今薙の初めから概名運動が行

ェフー原子力発繊所一︒二弩機 安全許可会議︵ASLB︶が認逸

̲轟

講拶厚鱒．鵡．・艶

より金出力運転が認可された︒

う

なわれているが︑その結果︑羅名

会を朋くなど検討を墾ねて来た結

米原子力規制婁二会︵N配C︶ などを弩慮に入れてこれまで公聴

数が法定必要数に還しなかったた

はこのほどテネシー渓谷開発公社

フォア・ニュークリア・セ！フガ

W︑運転物始それぞれ一九七三年 もない︑NRCのスタッフが行な

オレゴニアンズ︒

ーズが中心になって原子力発電の
め建玉投票に付することができな

︵BWR︑墨髭各︸臼六万五千し
Kたもの︒NRCはこの認斑にと

トの安全性と儒頼性の要求のもと

経済性にこだわらず︑並にプラン

と一九七四年︶の全出力運転を八

一方︑ミズーり州では︑原子力

ﾑ三十五人Qすでに六万四璽⁝ 発電所の建設禁止を求めてはいな

に運動中︒法定署名数は四万六千

かった︒

オレゴン州

七千二欝十人に対し三十八万二千

騒騒護

などかかげ
は︑六月のカリフォルニア州にひき続

駄灘欝欝州で住民投票
原子力イニシアティブ運勤

批判票

きこの十一月二日には大統領選にあわせ新しく六州で住民投票が行なわれる︒カリフォル凱ア州での
住罠投票結果は原子力の必要性が支持されたものの︑三〇％近い

奪や月︶の全出力蓮転を八月十八

に低墨力試運転︵出力一％︶が許

旧藩を明らかにし︑パキスタンも

対してフランスは︑南アフリカの

石油の禁輸が議決された︒これに

子力発電所の輸出を葬雌し︑灼仏

瞬されたことに加えて︑燃料装荷

受け入れの方剣を確認しに︒さら

入纒江別は弾劾しており︑輸出は

に八月未には︑米圏はフランスを

を発敦し︑対仏肝力を強化してい

全く商業上の取引きにすぎない

る︒このような米濁の取磐は︑核⁝など防衛爾で︑原子力発磁筋は原

含む四か麟がウランに関する閾際

器や旛設の輸出成約・商談が米国

防条約により米園内で輸出贋対遜

カルテルを紬んでいるということ

やカナダおよび発展途士国の聞で

︸し︑武器の輸出は主として麟水艦

︻バリ松本駐在蝋︼フランス政

外交上の波乱を引き趙こしている

審議会設立で輸出拡大図る

仏︑米の圧力に対抗

一︑二弩機は︑昨黛の三月二十

た︒

いが︑電力薬嚢が電力料金の中に

十五人の鴇名を纂めたが︑うち〜

合その損蜜保証︑熱心戦闘や廃軸

て禁止を提案している︒

臼にそれぞれ導車したと発喪し

コロラダンス・フ

唐ﾍ無効︒しかし法定数は満た 建設工事籔を計上することについ

コロラド州

された︒

ォア・セーフ︒パワーが中心にな
ってすでに約八万八千入の署名を

集めた︵法定署数約六万誉千

物管理などで法律改正を要求して

人︶o同団体は原発購故発生の場

物の処理処分問題

発の安金性や廃棄

いる︒

噺はこのほど懸子力輸出霧議宍を

の二以上の賛成投

廃翼物の葉理で︑議会で漱認の際︑

彌はないが︑将来に備え安全性や

相異戯椙︑ド・ギランゴー外相︑

大統領を議長に︑薪任のバール酋

設立した︒シスカール・デスタン

け起こさないよう︑輸諾拡大を函

三性などを含めて波乱をできるだ

ので︑それに鮒処し照事潤胴の両

ランスは南アフリカから瀕子力発

顔ドイツはブラシルやイラン︑フ

動が強く出て来ており︑その闘に

協調を保つ上でも好ましくないと

北対話を拙心し︑発展途上醐との

岡州は現在原発計

票が必要︶および

三分の二以上の賛成投票を要求

ブルジュ騙防楢︑デュラフール次

モンタナ州

電力料金の引下げ

している◎モンタナンズ・フォア

電所を受注し・ウπスチングハウ

米司法省がこのほどオーストラ

代表者が八月二十八臼に米司法省

開発委爵会や蔵つの公共団体の各

ルニア州のエネルギー資源保護・

繪ｪから罪難を受けることは爾

⁝子爆弾にはつながらないと反発し
ている︒しかし︑フランスは発展

をねらってオハイ

る慧閣の表明とみられている︒

リア︑英国︑フランス︑カナダ︑

に国際ウラン・カルテルに関する

塗扇のキッシンジャー際勝長窟

席蔵相︑ドルナノ工業科学相︑ロ

一万六千五蛋十一人の署箱を集め ッツ対外貿錫掘︑ジロー原子力庁

・セーフ・パワーが中心になって

南アフリカの五か國のウラン産出

資料︵ウラン傭格の引上げを欝的

一九七二璋二月パリにオ⁝ストラ たウラン甫ζ場調査機関︵UMRンバーがロンドンで協議し︑ウラ

O︶のアンドレ・プチ輪務局長 ン協会を設立した︒これは現在来
国で独禁法違反の纒訴を受けてい
︵CEA代甕︶が行なう︒その方

ス︵W薮︶︑ゼネラル・エレクト している︒このため︑原子力輸出

リック︵G翌︶両社が帯場喪失に 霧議会はあらゆる薗から輸出商談

一方︑フランスは南アフリカ向
けの原子力発電所の輸鵡で発展途

で握々と推進している︒フランス

れた七十七か団グループ金議で

ナイジェりア

西ドイツ政府はこのほど︑ナイ

ジェリアのS︒ヤーラデュア大統

行なった際に︑ナイジェリアは原

れ外憂をはじめ政臆麟脳と会談を

は︑南アフリカに対する武器と原

ランに含まれているウラン獅の分

領がこの七月末に西ドイツを訪ず

離を促進するために用いられる︒

の原子炉メーカーや機器供給会社

ERDAとしては︑この契約娚
子力発電所の建設に関し特に薦独
間が切れた隠点でこの新技術開発

法を用いて新しいウラン濃縮法の

決定する愚向だ︒現在米國では︑

建設し︑試験髪行なうかどうかを

独製の原子力発電所の申でもとく

画しているが︑同国は同規模の西

W級頭重発電所二一の建設を計

ナイジェリアは現葎︑五十万K

らかにしたと発表した︒

技術開発を行なうため︑その開発

会は調査・慨報交換機関であって

て加盟を認めるようになり︑岡協

では︑ガス状のプラズマが災然ウ

二ついて進められるが︑この方法

この新技術はドーソン分離法に

期能性についても研究が進められ

KW︶に興味を示しているもよう

ボルセル一号︵PWR︑四十五万

という︒

ている︒

︵KWU︶がオランダに建設した

れガス遠19分離機の木格的な試験 にケンクラフトベルク・ユニオン
どの会祉が落札するかを決め︑選

決してカルテルではないと強く主

だと発表した︒契約額は約闘三十

鎗
をτRW社に委託する契約を結ん ウラン藤縮にガス拡散法が利用さ

DA︶はこのほど︑周位体の分離 ソン法を朋いた分離装躍の原型を

い︒七五葺六月越はUMROのメ米エネルギー研究開発周︵ER に取り入れて最終的にはこのドー

米ERDAをERDAのエネルギー計颪の中
と交渉を進めたいという趣湯を閣

開発で委託契約

新ウラン濃縮法

としては︑※国の反対を無視する

EA︶との蒼察・保陣協定を結ん 月︑スリランカのコロンホで開か

については岡際原子力機関︵IA 上國からの反発を買っている︒八

けは一応断念したが︑パキスタン

出については︑フランスは韓国岡

を検討し︑外交上の摩擦を回避す

はこの七月末から八月勧めにかけ
︵C8A︶長鴇などで構成された

ワシントン艸コ！リション・

たる︒野晒︑フランスの醸子力機

業番のヤミカルテルが一九七二

オーストラリア支都がオース

庫︑ウラン価格の引上げを呂的と

に五か園のウラン薩出業暫が開い

リア︑カナダ︑南アフリカ︑萸臨

︵リオ・テント・ジンク社︶の

る︒しかし︑ウラン協会では︑今

ばれた会社は他歓よりも謙ンに付

張している︒

った翼翼︑カルテルのメンバーの 隼一月に細螺会社をメンバーとし

法は︑ウラン購入の申し入れがあ

た︒この会議では︑米国が輸出園

き二十ないし三十辱鴎安の価格を

と含わせてレーザー濃縮法の実施
として世界市場に進出し︑それで

握黙し︑またこれに禽わせて他の

万が︵約四簡円︶︒

なくとも過剰で働格が下落傾陶に

格を確立する孚段について協議し

炉購入を希望

ることを蝉騒としているG
フォア・セーフ・エナジーが中心

出社が十五惇劇蜜の輔櫓を捉聾し

不薦を毎冬︑政府や議会に圧力を

月から田鼠開始

になって原発の蜜全性および保隣

てカムフラーシュするというも

かけているのに対処したものとパ

法定蟹犠数三十万

る手段として鋤格の急激な引上げ

の︒販売兜は魑力会社に隈走︒

み燃料再処理継設の輸出を妨害す

地球の友の

は行なわないことが約束された︒

この資料の日付けは一九七四年

てフランスの対パキスタン使胴済

会

これら五か騰のウラン生藍轡の※

七月八面だが︑世界のウラン蒲場

この審議会は︑原子力技術と施設

トラリアのメリー・キャサリン・

ソを除いて世騨祭場の七〇％を占

が過剃から不足に転じ︑米国は輸

の輸出を薬嚢︑調整する任務に嶺

ウラン会社︵リオ・ティント・シ

めるが︑輸出南場を次の通り国別

出能力がなくなりつつあり︑一九

西独から軽水

ンク祉の子会社︶の秘密文灘ファ

に分割することでも三皇した︒

八三無には舗要の八○％は輸入に

リの憶測筋はみている︒

イルから盗んで前述の米但州の各

▽英國1一二〇一一一五％

▽繭アフリカー⊥δ一二五％

依存するとみられている︒しかし

る工作を進めた︒再処理施設の輸

公共団体や委風会に送付したもの

現状においてカルテルが引続き荷

し︑その高騰操作のため数園にわ

た会合時での覚趨や瀞簡の交換︶

ーノー6

という︒同社はその蟹料の返還を

▽フランスー⁝二〇％

続しているかどうかは明らかでな

公衷された資料は

求めているが︑内容については否

▽オーストラリア⁝⁝八％

▽カナダ⁝i二五％

心になって今蟻三

︒リフォームが申 た︵法足羅名数約︸万六千︶︒

・ユティリティー

オアンズ︒フォア

︵承認の際に四分

などで州憲法改正

オハイオ州原

ている︒

千人の署名を集め

暮から騒動を開始︑すでに七万九

エナジーなどが中心になって昨隼

アリゾナンズ・フォア・セーフ・

を迎えた嶺該各州でも情勢は楽観を許されないといったところ︒
の蟹成を必要とするという法案改

ラウンド

すでに住 罠 投 票 を 求 め る 唱 名 が
正を要求している︒住民投蒙に必

ー

要な法定署名数は約五万五千人︒

成立しているコロラド︑オレゴ

ン︑モンタナ︑ワシントン︑オハ
イオ︑アリゾナの六州は︑カリフ
ォルニア州のイニシアティブ運動
とは少し違って︑原子力を翼潮か
ら反対するのではなく︑主に原子
力発電所の安全性︑儲頼性︑適切
な傑陣描醗︑廃棄物の管理︑電力

ャンペ⁝ンを繰り広げているのが

料金などの問題を対象に遅発なキ

現状だ︒

原子力イニシアティブの往民投
票を求める各州の旧名運動の動向

アリゾナ州現在建設計癒中の

および結果は次の通りである︒

パロベルデ原子力発磁所︵三墓︶
は対象外に︑安全性や廃棄物管理

などの問題について娼議会でその

承認を削るためには三分の二以上

やみカルテルを否定
適正価格確立タテに反発

定していない︒この資料による

たり会合したことを示唆する文秘

を提出し︑公表されたことに灼し

1仏などのウラン生塵会社

と︑フランスのウラネックス社

を入手したという英紙ファイナソ

てフランス原子力庁︵C￡A︶

︵C￡Aのウラン販売子余社︶が この分製は同年度麗に設立され

シャル・タイムズの四囲付輻道に

は︑﹁CEAが関知する限りにお各代表を招卸し︑ウランの適正瓢

スの原子力庁︵CEA︶が明らかいて︑ウランのカルテルは存在し
ない︒たとえ存在してもフランス
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示なども対象となるよう広報手段
の多様化を図る②門放鮒線﹂﹁温
排水﹂については人件躍も交付対
療とする一⁝などの点を要望︒さ
らに電源竺法施行蒔点ですでに原

しく生かされるよう求めている︒

れてきているのも薯実︒今膨の要

設をもって劉工と兇なす現行の取

用原子炉の基礎コンクリートの打

まず﹁交付開始﹂の騰期は︑発電

の実施が鵠約されつつある現状か 一
ら﹁整備効果が十分に達成されう 孕⁝
⁝
るよう﹂交付金単価の引き上げが

⁝
静

その他の改愚要墾蟹項は①整備⁝
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ウランの園内確認埋蔵蝋はお
よそ一万踏︒原子力発臨計醐を

になる︒

国際的な

流れ

を読む薩感力

派醗と海外勤務が二園︑七年・

長︑経済協力開発蝦鯛︵パリ︶
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模部分模型による実証試験を石な

脚部のねじれ耐力についても小規

その大部分が圏化処理の後︑ドラ

試験﹂it放鮒性廃棄物は規在︑

門放射性廃漿物保管安全性実舐

らに対処︑安全性を塞紐しょうと

格納容器︑溶接︑ポンプなど

の努力が必要だ④工業生麗が年ご
〜三％の低成歯下にあるとき︑生

ェームズ︒E・プーザー氏︒注所
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①システムとしての原子炉の動
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酒水準の維持︑向上に必要なGN 秀和紀羅臼町7BRビル内︒電詣
Pの資質五％堰を磯保するだめに
は︑新サ⁝ビス産業に期待せざる

を生み出すサービス産業は庄唱と

を得ない⑤このような大きな緬偵

都帯建設に求められよう⑥一方︑
原子力による慰力を蕩度利灘する
ことも必要になる⑦高価格化の避
けられないエネルギーとくに電力
をそのままの形でより付加価値の
旨い分野で利用するための画期的

⑧アコースティック・エミッシ

⊥蓋〇七六四

紹介文鰍に関するお問い戯せは

へ︒リプリントのお繭込みは原研

原産憐報課︵五〇一一一〇論ハ三︶

内︑原子力弘懐妊警報サービス懸

三︶へ︒

業部︵O二九二八−二⁝五〇六

工業窯炉耐火物の進歩を代表する

ロほほきしニ

ほロはり

ほけ

必要だと指摘している︒

ど︑地方公共団体の購務処理の軽

謙画の変璽手続きを洋装化するな ⁝
支えるにはほど還い︒勢い︑海
減︑禽麗化を図る②隣接衛概村の
外籔源に命綱を託す︒長競契約
区署については︑これを團一的に
⁝
購入に自主開発と手当ては二本
処理せずに道簸墜による判断を尊 ⁝
立て︒自主開発の尖兵役を握つ
⁝
⁝ ているのが動燃の探鉱︒
鱒
共同施設については︑その広域的

蟹する⑧水産叢の振興に関係する

﹁もっと強化しなければいけ

あたる︶民間企業にとって非常

ない︒でてきた結集が︵開発に

にチャーミングであるように探
蓋の亡妻を上げること︑タイミ

一男一女◎﹁あえて愛饗家とい

デ20︶︑囲懸︑ドライブが趣

はこれからがて︑照れ笑いが︒ゴルフ︵ハン

も舞い込んでいる︒

瑞子︵た謹こ︶義人との問に

縁談

ングを失なわないようスピード は︑資源國の注囲の的︒靭帯い の鋭さに定評がある︒
の
アップすることが璽要﹂と︒

うほどでもなし﹂と謡いかけ
花嫁修業

⁝ またそろウラン価格の憾上げ﹁パートナーとして適嶺なら﹂
︸が伝記られるなか︑役舗はますと協力には前向き︒が︑人形際
での

蒼煌Oのウラン探鉱概況︑國 仕上げ︒﹁鉱床の規模や場所な

㎜ます重大に︒

十人の四〇％は金員外の一般参加

う問題がとりあげられ︑①エネル

月一日︑策京に圃社原子力部門連

ーク︑G・G・ジフ会長︶が︑九

︵K・◎︶

際的な難場動向︑探査能力アッ どで掘り方が違う︒どういう形 味︒栃木興胤身︒五十二歳︒

嵩︒各グループが自霊的に研究し

騨は避けられないが︑火力発電に

ギーとくに電力の滋藤コストの上

プへの諜題など謡の筋通は理路 が商業生産に適しているか︑実

ープ報告とこれらの成渠をふまえ

た結巣をもちよって発表するグル

⁝
性格を踏准えて区城等について蝉 朝
⁝

④地域にとって喫緊肇になってい

力的に描寒し︑整舖の進展を凝る

る原子力発電所による大規模な取
放水の影響等を解明するため海洋
生物環境研究所に研究委託金を支

出するーーなどQ

謡本原子力産業会議の原子動力

﹁罐源三法の今後のあり方しにつ

墾はこうした問題を申心とする

B凸W社の葺間出荷額は四千五

絡蟹務所を開設した︒

百億円を超える︒原肥力部門霞本

くらべて原子力発電は経済的に優

連絡鱗務所開設は︑摂本における

てのシンポジウム﹁エネルギー未

得られず︑石抽︑石炭のように有

ーは熱︑蒸気︑電気の形態でしか
シンポジウムでは︑これからの

位にある②しかし原子力エネルギ

いて研究会穏を野簗︑一門編みつ

場であり︑一般に公開されてい

けた︒

ることから︑助成強化を図る必愛

ちり研さんを績むもの︒毎庫胴か

のためのマーケット活動を展開し

原子力蒸気システム潜在頭勝開拓

凝しい時代での篶え方﹂に葺を即

があると指摘︒道府藥への広報灼

くに今後の露化学工業分野では原

機柑とはなり得ない⑧このためと

う︒五十五年度豪で四か庫計画︒

ム儀詰め状態で旛設内に保蟹廃棄

計画によ る と ︑ 来 琿 度 は ・ 蒸 気

するもの︒各種試験装躍を製作︑

なアイデアとそのためのサービス

や示唆が相次いだ︒

産業を翻造すべきだ︑などの指摘

8＆W社

東京に原子力部門
連絡事務所を開設
米国の大手原子力・火力発電用

ii

翁＞

屋

道学環の助成強化を
単価アップ︑年限撤廃なども
川本原子力産業会議は三十一露通産︑科学技術︑自治︑大藏の各州庁に対し︑電源三法の運用改講

について①交付金単位の引き上げ②道府凝への助成強化③交付聴期︑二軸の改定一iなどの点で﹁蝉
子力発艦所が稼働していた地域に
ついても麿興への補助金描躍を講
じて地城振興策を難点とした整備

子力への往民の狸解︑舎愈形成策

を行ない倥民福祉向上の趣善が等

の酒動がとみに璽要となってきて

また﹁交付金単価しの問題につ

・

いては鴬茶上昇によって整備票業

げうるようにするため交付時期を

で繰り上げるよう求めるとともに

少なくとも施設計颪の決定鯖瀬ま

新サービス産

いるなかで︑これが十分効梁をあ

法運用の健融化を図ることによって﹁原子力施設の円滑な立地促進﹂のための塾盤を早急に確立して

力的運周が図られるよう﹂票墾した︒三法実施にともなって表面化してきている諸問題点を犀正︑岡

いこうというのが要盟の趣冒︒
ついて︑地域住厩の福祉嗣上を図
るなど﹁立地便避篇の立場にたっ

﹁電源三 法 ﹂ が 実 施 さ れ て か ら
約二隼︒この間原発所在地では周

されるよう献羅きしたあと門交付
金磁価﹂﹁交付鯖期︒年限﹂﹁溢

た交付制度の鍵本的弩え方が尊駈

府県対策﹂など十一項翻について

辺地城の整励︑安全の監視︑原挙

口への発電利釜の隠元し描翻が定

力知識の雷及などでしだいに﹁地

穂してきているものの︑一方では

︑

研究会矩会が九月二︑三日の両日

原動研隼会築く

業の創造を

れぞれの﹁年隈﹂については︑こ

線監視︑温排水影響調齎交付金そ

﹁皐惣に契現されるべき改羨鱗 運開三庫後蓉でとされている放射

れを撤廃するよう要了している︒

粟京︒平河町の都道府興会館で開

項﹂をとり豪とめている︒

また︑これまで冤過︸．﹂されてき

かれた︒この研究会は︑原産が毎

が短い﹂﹁避府県への助成が篭え

同法の運用にあたって﹁交付館限

た﹁道府県への助成対策﹂につい

年︑プラント建設︑原子炉安全︑

瞳
︐

ても︑広域にわたる整合的な艶種

保健安全︑再処理・廃棄物処理︑ 嚇

このうち﹁交付時期﹂﹁隼瞑﹂

肇業を還成するうえで通府興によ

経済︑工業工銭など十の分野につ

門実欄にそぐわない点﹂が揺摘さ など﹁期聞﹂の問題については︑

り扱いは実態とあわなくなってき
る指麟・補整が不可欠となってい

られていない﹂などいくつかの

いて原産・地域開発財政問題横討

なくとも大規模な薦傭幽幽開始の

ている現状から交付開始時期を少

時点へ繰り上げるよう指摘︒とく

低い経済成長のもとで︑生酒水華

﹁ポンプ醤頼窪突証試験﹂ーー

されているが︑今後その鼠が増大

発生器︑バルブ︑燃料禦合体︑施

験糠二棟︶建設にとりかかる︒

ていこうとするもの︒同連絡瑠務

る︒今園の三会でも出鵬者二酉五

ポンプは発電筋が一たん運転に入

することは必至︒火災︑懐くずれ

還離離御用建麗を建設し︑来奪す

季する︒

一月頃から三か年計画で試験に魑

設の耐麗性など研究を継続するほ

か新規に七課題を遙加︑実証試験

に乗り出す︒要求ベースにみる新

子力による電力を棄材に卜定する

れる径路はその研究成榮の報告の

ると補修に海難な場合が多く︑纂

などが趨こってもそれらが安金に

製作︑試験は以後二か銀漏がメ

故の発馨は許されない性格をもっ

保管され得るか等々︑ここでは施

門原子力発配閑コンクリート格

に対処したのが﹁溶接部筈熱影響

た最も盈愛な捕機︒中でも冷却材

設魚体をカバーしながら現在の廃

所のゼネラル・マネ︸ジャーはジ

策交付金︑放射線監視交付金︑温

め試験設備を設麗︑圧力や流腿な

瓢一コヨ一畏

ど種々衛酪条件下で震証試験を行

華≡塗一一篇︸一謄塁一一曇盗塁鷺﹁＝旧一⁝塁瓢還霊一一一霊一⁝一華塁謹一︻篇三

力が注がれるが︑これとあわせ五

る︒来薙痩は︑加膿ループ設計製

安全繊度を確認︑僑績濫を実翻す

なう︒五十四年度まで三か鋸計画

職

十三薙度以降開始予熱の海ゆ落下

作と︑総斎王擬ループの詳細設計

物質等輸送安全墓蘂隠に定める機
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能がすでに確認されているが︑こ

聴における耐庄性など確認試験の

および一部素材の発墨など︒

炉心スプレイ系配管などの溶接

部の儒績性実証試験﹂で︑実規横

ポンプ︑安全系注入ポンプ︑浄化

棄物農期傑出システムが安濃かど

か︑有機材料に変換して使うため

に広報対策交付金については︑原

へ

作業をもとにとりまとめられたも

会︵土歴藩主蒼︶が行なった検討

の︒

要盟潟は 談 ず 電 源 三 法 の 使 途 に
霊三＝一＝甕一一駆一一︻一無塁罵釜一一一一一一≡需

こではさらに藩下強度︑耐圧性︑

ための準備も行なう︒

未繰界性に焦点を嶺て安金性実録

納容認億頼性実証試験﹂ではP︑ ド︒実同門当の供試然が便われ

・十六億円を投入して試験設備を

漫漬性︑耐火性︑伝熱性︑遮蔽︑

膨張硯療︑放出蒸気凝縮に趨困ず

部箸熱影響部に微細なひび訓れが

ループによる確証突験を行なう︒

系弱毒ポンプは運転中に罵漏︑嵩

うか︑実証する︒五十六犀腰まで

実規模模型で確証

﹁放射性廃棄物の安全性実証試

五十六奪度まで五か隼計画・約七

垂下で大流蟹を流すため軸封部

五か薙計画︒

東雲重千代組1）ζ大手町2−2電話東京211局3721番（代表）

財団法人放射線照射振興協会

業

力

原

って︑冷却材喪失饗故智のプール

電源特会︑安全性対策新砺究の概要
軽水裂炉は原子力発蹴開発のこ

試験を行なう︒来年慶は︑実用容

B堅強炉を射象に︑実規模大型模 る︒来無糖はループ︑供試傭設計

こ当醐の霊力になるものとみら
る膨張現象等の横擬実験を行な

発生︑大きな社会問題となったこ

れ︑その定開化へ諸三三の強化が

う︒BW汎型炉格納容器内での一 雛二曲を準備するとともに︑各極

指摘されているが︑この一環とし

のほか︑試験設備の一部発注な
試験装翻般計と試験装罵建網︵実

型により並として円筒部と璽礎部

次系配管破断事故に際し圧力鋼制

とはまだ詑癒に新しいが︑これら

て通藤︑科学技術両雀庁は来年度

系内で種汝熱水力学的な過渡現象

ど︒

鱈源立地捉進対策特別会計の中か

の起こることが予測︑格納容雛の

援舎部のせん断耐力などを確認︑

ら安全性対策委託賢・補助金とし

験扁は︑ドラム蕾諾め低レベル放

十鰹円を投入して加遡試験と総愈

からの漏洩防止機構で樋めて訪い

健金性に影響を及ぼす節︐能性が指

﹁使縮済み燃料輸送容器の儲頼 鮒性廃棄物の地腿蒔の落下︑火災

模擬試験のための各ループを設計

魑頼性が要求されており︑このた

て総額蕎五億八千万円を概箕要

性爽証試験﹂ll再処理旛設の塞 時の燃焼︑地中埋設蒔の腐食︑海

製作し︑応力レベル溶接工法︑樗

菖五億円を概算要求

中落下確の健金性など実舐がねら

料など糧々パラメータのもとでの

摘されているが︑この研究はこれ

規七課題とその内容などはi一︒

い︒来年慶は鮒火性︑種欧条件下

求︑大藏折衝に入っている︒

性笑証試験﹂では︑MA8Kl
格耳
稼働に伴い使爾済み燃料の定獺

豪ず﹁格 納 容 雛 圧 力 抑 鋤 系 態 頼

︵キャスク︶の安全控は﹃放尉性 でのどワム缶容器の腐食試験に主
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DAは契約上の廃襯濃度を現窪の
欝があった︒

て触れ︑アプコ社とエクソン掛雛

ラン蒸気を醜い︑理想的状態では

ソ連のフォルテエコフ氏は一九闘で關発している方法は︑金属ウ

留ド

新言a人阪撫鋤を覇引画描岡紬台豊島礼幌岡に、余藍爬幟 1
ガ緬 ロ！｝！ ニューコーク 7フ！クフルト ベイルート

○・二％からO・匹％近くまで引

・

錘磨雁重藤不動産銀行

て以来︑千踏SWUを超える輸出︑一段で完全な分離が可能で消籔鍛

園

S繍

唖匪麗勲嘔彊鵡

七三無から濃縮役務契約を行なつ

≡

を供給することによって、明ilのゆ

上げ澱縮容騒の不足を補なうこと

公議ではこのほか︑規制に闘す

が︑ここ数奪揮濃しているエネル

ギー儒要の伸びも︑今後上向きに

の聞題点の解決とともに︑濃縮容

なるであろうし︑核燃料サイクル

羅の増加は余裕をもって行なうべ

きだというのが大方の態毘であっ

たかな社会づくりに繕饗していま凱

菅偽懸

論繋
南ア︑ソ遼
南アフリカはバリンダバにある

かにした︒金場から濃縮法︑工場られた︒またロス・アラモス研究

を引受ける三顧のあることを明ら小さいことなどが欠点としてあげ

なうことを考慰している︒プラン⁝の競く口関係︑下院凝議の巖終段階

⁝ERDA薦間との鰐契鷺ど

旗されている︒またG蕃Mo野

ウレンコの現脊のカスケードは う反映されるか︑など不明な点が
五奪近く運聾しており︑故障率は

鶴︒︒藁蓑小さい︒その墜題姦論れるように縫響イ

転ではあるが矩閥六十菌に達し解決であり︑米国内の混迷はまだ

常状態での生薩は笑験附性格の運一クルのバック・エンドの悶題も未

むね完旗し今更から供渡に入り︑

た︒新しい一触ナのニ工場はおお︸蜀分続きそうである︒

この会議の鰹食会で国務雀のク

兜臼︑原子力委費食の核燃料サイ

ろうか︒

すべき一一にきているのではなか

業からご球庭まで安差した長覇費金

濃縮役務引
き受け可能

パイロット・プラントが発成し︑

技術的問題についてはMITのの気体が凝縮する薗にレーザー照

について解説を行なったが︑その期待されているということであ

トは一九八汽葺に四〜五千沙で稼で膨正された政府の鴬野は政府支

詩嚢されたスケジュールより遅い

イロット︒プラントの建設着手を

クル問題懇談金で勤螺額藁圃のパ

ウラニウム・エンリッチメント・

もに再処理︑廃学物処理を多国

可とする検討慧剣の中闇とりまと

わが国の濃縮計画については︑

たと思う︒

を蟹したが︑資料によれば隔膜法

記︑地域化︑家たは主嚢國で行な

ラッッァ⁝氏が核拡散悶題に関連

による九千樋工場は一九八二奪に

ついては︑まだ興野的甜瞬の検討

めが出されたが︑その後の謝画に

では謎外國にも増して猿子力を進

エネルギー繁藤の乏しいわが国

は行なわれていない︒

うこと︑戯縮能力を持つ圏が核燃

と︑などを響慮すべきだ﹂と先進

料供給の絶体鮒保証を行なうこ

稼鋤に入り︑全容羅での還転は一
九八四年を予驚している︒

ユーロディフの建設は今隼六月

める必要性があるということは︑

霊硬園の核拡散防止上の役翻を強
がおおむね完成し︑玉月から配欝

調したように︑原子力分野での米

現在︑最初の二つのプロセス建家

エ事に入っている◎九月からはプ

今璽いうまでもないが︑このため

が︑核燃料撮証法粟の狙いの

の解決とともに︑灘縮について

核燃料サイクルのバック︒エンド

つ
であろう︒しかし︑甥頭に述べた

国の霊轡性を維持しだいというの
ロセス・ベッセルの掘付を開娘︑

六フッ化ウランのプロセスへの供

も︑りードタイムの闘いこと︑

とおり︑来燭の門核燃料保証法

旗立のメドは家だ立っていない︒

て︑︑将来の興体的実行誹画を検酎

および国療保陣的備蓄をも蕩繧し

また成立した場食でも︑政府のア

ものの︑大統領選挙を控え岡法案

し上院の鋸議を待つことになった

一九七九館に二千六齎ゾ︑八O奪 案﹂はこの金識の後に下院を逓過

絵は一九七八郊憂に予定しており

の生塵に入る︒またコレディフは

六千三百沖︑△葬に一万八欝ゾ

段階の検討を完了し︑ユーロ
ディフ・プラントとの三盆せによ

第

りのお役にL｝つワリフドー・リツキ

を計飼している︒

ンの糊要腿︑燃料コストなどに大

試運転は順調に進んでおり︑〜九

が︑それに対しては一切論叢しなウランゴガスを用いるが常温では

の高温での運星︑スループットの

きな影響を及ぼすとしてユナイテ

八Q儂等後畢の膿縮役務契約を受 容羅などについて聴聞が集中した 所で開発している方法は六フッ化
ける矯悪がある︒商叢プラントの

かった︒

の綴罫描躍を条件として濃縮役務

れている︶の謝画を鵬えれば︑供

ッド︒ニュークレアー社のジョン

を行なっており︑今後もIA￡A力も極めて少ないが︑二千三酉農

給雛は九・三斜トンとなり︑これ

ソン氏は廃藁濃度を変えた場台の

麗棄濃度の引上げは︑天然ウラ

工％とした晴の一九九〇黛の驚要

は園一に示すように廃鋭濃度O・

天然ウラン翻要因︑ウラン浅葱︑
容雛は一九七八年に決定する予定

分離が悪く︑櫛低温で遍工部状態

におよそ見護ったものとなってい
濃縮輩を湿せたコストの解糖を行

る︒

申でレーザー法︵箆2図︶につい

ベネディクト教授が四つの濃縮法蟹により選択的に励超することが

いては今矩十一月シカゴで行なわ

ていたヘリコン・カスケードにつ

だ︒また︑今までベールに覆われ

れる米購化学会で発表するとの予

容臆は増加し︑コスト的にも不利
になるとして︑濃縮容蟹の増蒲は

入り八四黛二千ナ︑八六奪三千ゾ

のものは一九△一奪に運転に入り
最終的に三千ゾにするのは一九八

に達する建である．

ニュークレア上社は三殿三十踏の 川に入り一九八○三代末に一万沸給の技術︑設備に限るとの条項が

とする予定である︒ギャレット︒

一九八一輩に千沙sWUで稼働に
る運転などできるだけの改良を行ド・オン工場と民闇の灘縮企業と

つた︒

余裕をもって行なうべきであると

議中追奪された政肩によるアド・
オン割醐については︑まだ検討中
であるためか翼体的字画の発表は

プロセス建家九棟を予定し︑最初

なく︑ERDAのコナー氏は︑こ
の容麗増煽は廃棄濃度を維持する
のに役立ち︑新しい雲客を取る必

友

や鍛終臼には欄要覆の関心蟹につ

る米翻の轟彌状況︑闇題点の報告

千鏑工場を一九八二黛に稼働さ

原子力発磁の兜逓しについても

いてのパネル酎論が行なわれた︒

金容騰での野馳は一九七八無を予

せ︑その後は㍊愛に応じ拡彊する

定している︒将束副画としては二

九隼に予定している︒またセンタ

懸1繋

要はないだろうとのみ述べた◎

捗︑
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東面底τ代川区几殿当言i3

本窟

一九八O無代中頃から供絵能力 ない︑廃蘂濃度を置くすれば濃縮
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力

原子力委
ら

部会報告に沿
︑

鶏推進
れによる二〇〇〇琿時点での潜祉

燃料怨と併せ長計反映へ
原子力委員会は先に︑軽水炉から高遠増殖炉への転換を骨子とする新型動三二開発費門部会︵稲葉

損失は一兆円を上園るともいわ
れ︑その点では当日炉は高速卸量
発の﹁保険﹂としての愈味あいも

って今後新型炉蘭発を稜極推進することとし︑現在審議中の該燃料サイクル問題懇談会︵石原周央座

秀三部会長︶の﹁新型炉蘭発の進め方についてしの報缶を受けたが︑十島露︑同部会報告の趣謡に沿

畏︶などの検討糖果をもあわせ︑新たな原子力開発利爾餐期計薩に反映させることを委質会決定し

プルトニウムに余剰︑不尾が生じ
るが︑璽水炉はその調整が期待で

だが︑計画規模一轍七＋万KWは

国初のBWR︵タラプ⁝ル原発︶ し︑﹁十か年計画の見顧し作業中

0〜八三年までに齎六十万KW隠

を計画︑八二薙に二千ナ︑八○年

ンダか西トイツに四酉五十ナ工場

敷地問題で縮れることにもなり︑

きによっては︑核融合開発研究が

三菱重工業株式会社

を完成させたが︑以後は璽水炉一

蟹となる見通しだ﹂などと語っ

@購載士

@響踊

マ
ラ
の
申
談
懇

茨城興跡地利用で締韻す

茨城興は美事臼︑懸案となって

いる水戸射爆場跡地の藷粥につい

て門跡地は全て流通港湾施設など

ており︑またこの六月に国有財産

を二三する考えで計画を進めてき

中央審議会の決めた﹁薫製返還地

要求でも当面︑十万蝉程度の敷地

期︶︑漁民党政務調査会副会長︑

盈飛臨

本に絞って開発︑61続き高悪玉へ 達成困難で︑現在のところ一九八
とつなぐ憩えだ︒炉型の一本化は

術のライセンス協定を結んだ︒入

@難 磯

覆数路線よりも︑より深く﹂と

た長期的な新型炉三級の指針を霞

二一欝など一雨とは国漢が異なる

に適禽するものとした︒爲本の康

一乃これまで︑国・原研は水戸

大な謝魑︒

もので︑総経費︸兆円を投ずる膨

方︑地域福祉に役立てようとする

北関東再開発の璽要拠点とする一

四地区に分け︑薦趣流通を遡じて

化地区︑リフレーション地区など

射爆煽を︑流通港湾地区︑教膏文

クタール︵憩蕎畢万坪︶ある

定した︒岡計画は︑千樹四十七ヘ

︒日立地区総禽開発書本計画を策

子力産業が西ドイツのPWR技術地域開発に利薦する﹂とした水戸
を輸入するとすれば︑函ドイツが
行なったと同様に条件を分折する
ことになろうが︑外国狡術に長期
にわたって依存することはなく︑

既存の原子力薩業がこれを引き継
ぐと思う一と語った︒

両氏はこのほか高速炉開発の技
術協力︑英独繭蕊国ウラン濃縮計
画の轍勢などについておよそ次の
ように語った︒

奪

利用し︑一大核融合研究センター

一︑騎速実読炉SNR灘δ○は射爆場の一部︵約四十五万坪︶を
九八

西ドイツ︑ベルギー︑オランダの
禽弁会社が建設巾で︑

に運開の予定︒その後九〇年を蟹

る︒ベネルックス側はタンク型︑

KW級の大型炉礁設を計糊してい 式﹂の原劉に基づき︑来軽度予算

アが協力して落二十乃i菖五十万 は国︑地発︑留保の三分謝蒋償方

標に西ドイツ︑フランス︑イタリ

世界の三

高速炉開発に

大きな関心一
ラ博士︑原産と懇談

ど他炉型開発には関心がない◎

一︑機器や燃料などはすべて国

みたて︑来年慶敬定予定の原子力

ため︑条件を綿密に分析して醐入

社︶の各氏とともに原子力基太

原研の核融合敷
地折衝難航か

王AEA総会に出席の途次︑わの響え方に立っている︒PWRなた︒
が國に立ち寄ったインド原子力叢
員会姿員兼バーバ原子力研究所蕨

一︑高速嬬開驚には大きな関心

バドに大型工場を建設した︒

長のR︒ラマンナ博士は士二β午 産化の考えで︑このためハイドラ

日本原子力産繋会議の一本松珠磯

後︑東東・丸の内の工業倶楽部で

ムに研究センターを建設中だ︒一

を甥せており︑このためカルパカ

九七九難翼か聾年初までには実験

副禽痩らと懇談︑席上︑岡国の原

のような諸点を閣らかにした︒

で岡圃の原子力髭電際発規模に関

なお︑重氏は本紙記蓄との会兇

持ち込む計画だ︒

炉︵ナトリウム冷却︶運転開始に

子力開発計癬などについて要最次

一︑インドの原子力開発は輸出
産業としてではなく︑自国の電力

一︑原発は一九六九無十月に岡

ウエスチングハウス社と軽水炉技

關要繕大に対処したものだ︒

核燃科サイクルとの斉禽性のとれ

開発利用痩期計画に回り込むこと

このあと嘘ちに認薔会冤に臨ん

法︑原子力婁轟会設藩法︑科学技

科学遵〃︒最近

化︑十庫前に西ドイツの安全墓薙

技術を麗ドイツに盆つたものに消

いので︑原子炉の対日輸出にとく

あり︑核拡散については問題がな

ばならない︒日本は先進工業麟で

的安全性を充実させていかなけれ

雨圏は環境が似通っており︑工学

や耐震設計が必要なことなど日独

にしている︒

き︑AりじRとCANDUは相互に

補も
完的な役麟をもつ︒
いるカナダ型璽水炉CANDU

た電源開発会社が調査にあたって

嗣が園れるなどの特長をもつ︒ま

業鐙を節減でき︑プルトニウム利

ある︒高速事実矯時期いかんでは

山霊体に厳しい星二世をはめる︑

た︒新型動力炉蘭彊蓉門部会は間日付で斑止となった︒

新型動力炉閥発専門部会は︑わ

岡蒔に︑新型炉醐発について①

が國の新型転換炉︵A孚R︶と高 などの方向を打ち出した︒

萬速炉を除き炉型開発はステップ

から三皇闘月に妻定される核燃料

速憎殖炉の開発がそれぞれ新たな

・バイ︒ステップとし︑実績をみ
ラン資源の衛効利用につながる︒

サイクル懇談会の結論をまって︑

段階を迎え︑多國的弓温ガス煩へ
の関心も高まっている状況や︑安
て次の段階を判断する②原型炉段
高速炉の美罵化が遅れれば︑そ

原子力委員会は︑こうしたこと

定経済成良隠代に入って新型炉閥
階までは困が︑実証炉以隠は民間

プルトエウム生馴ができる点でウ

発の進め方に兇隠しが必要になっ
が監体になり開発を逸める⁝など

対日輸出に障害ない

ていることから︑軽水炉定描化後

が与え

を確立した︒

優先性

原則

の袴え方の
高速蝉開発に
られたことから︑微妙なのは中継

﹁西

の炉型選定についてこの一薙間検

その結果︑総花約開発を避け︑

討を進めていた︒

その中でマンデル会擬は︑

認者会翻した︒

改良炉で意向示唆

き役として期待される麗水炉の役

西独原
産聖血

藥約化するとの方針に基づき︑①

日本原子力産業会議の招きで来

に反対する理虚はないと思う駄と

日した簸・マンデル灘ドイツ原子

力麓業藪議会擾︵RWE電力金葎ドイツが改良した艘圧水型軽水炉

述べ︑間接的な衷現ながらも輸出

園り︒高速炉実用化聴期は一九九

を日本の電力会祉が購入する構想

五奪頃と冤込まれているが︑実稽
化が大幅に遅れれば核燃料サイク

劇社長︶は士官欝︑東京・丸の内

に岡拝する慧向を示唆した︒

の墓幹ラインに据える②擬期鮒視
野から核熱エネルギーを利矯する
ル面からメリットの多い豊水炉の

があるが︑これにどう対応するの

軽水炉から高速炉への転換を開発

多鷺的高温ガス炉の関門を進める

の岸本工業倶楽部で講託したあ

てから爽証炉体制を覇断ずる④海

また︑補足説明したフレーバー

だ墨磨罠宮は︑門科学技術政策は

術庁設羅法の制定に尽力するなど

前重義︵右社︶︑志村茂治︵左

だいぶやってきたが︑大整は初め

て開発の礎を築いた

原子力平和利用を超党派で推進し

した︒

てなので専門の方々の巡見を醐い

四人のサム

て誠心田上やりたい﹂と就任のあ

会では数少ない

ライ

ている︒国︑原研は同センター内

確保と整備で二十二懸円を要求し

に︑五十二庫慶着エのプラズマ臨

フランスはループ型で︑どちらを

ブリック・アクセプタンスを得る

採用するかを調査中で︑これはパ

内閣委員長︑党総務醐塞畏など

たい︒︵2・3薗に講演内窓︶

代後半には六千沸SWUに引上げ茨城県との調整折衝が璽要なポイ

ル
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三菱原子燃料株式会社

醐蹴美浜発蹴所等号考幾需燃科

三菱原子力工業株式会社

原子力第著船用燃料

③ATRは原型炉の運転実繍をみ存在が大きくクローズアップされ

と︑H・フレーバー︒クラフトベ か﹂との聞に答えて︑﹁一落鎚の

てくる︒動燃謂業団が閲船中の引

氏は︑﹁函ドイツは二十無前︑米

水炉A7飛はウラン資源や縷縷作 ルク︒ユニオン祇副祉畏とともに

立場で話えば︑人口密度が高い点

外で開発した新型炉の纒入には灘

保守再生をめざす三木改造内闇が蔽7老の屋の十菰厨夜発

ツ彦ン7ンアン！ノノ！！！！多多ノ7！！∠！グー多！！一7ンγ7／7！！！！多多多多！！ーンンノ！！！多ググ！多！ノ！多！グ薯

足︒国務大臣科学技術庁長享兼原子力委員長には︑下馬評どおり
科学技術燃のベテランで原子力開発には草創期からかかわりの深

＼〆ら

いさつ︒門エネルギー分野に占め

の一人として知られる︒国
る原子力発電の重要性や医療など

潮園正男氏略歴

委員畏を務めていた︒

へのアイソトープ利用の現況を囲 は翻罠党原子力棊本問題小委綴金
えると︑原子力は開発から突用の

大正二年七月

時代に移ってきており︑それなり

十日生まれ︒昭和十一奪山梨高箸

ギリスとオランダに各二颪ゾSW 4︶︑核融舎実鹸癖設臆までの昭
き︾β9．熟田

った︒

を歴任︒衆議院議員︵奈鍵田選

ントとなりつつある︒
鵬︶︑当選十圃︒

草潮期に︑中魑模康弘︵渓記︶︑松

蟹田氏は︑昭和三十幾代初めの

形断面トーラス試験装躍︵﹂？一
工業学校機械科︵現山梨大学工学

界実験装躍︵J？160︶から非円
の謹製を負わなければならない︒

部︶卒︒昭秘一
︑誤タ︾ 渓

政覇次官ら岡斤斡解約

一︑還心分離法ウラン濃縮はイ

初めの開発の頃と岡じではなく再

Uの工鵬を謝一日で︑すでに五十 和七十簾舞を冤遡した第一襲階の

うえにも難要だ︒

検討が必要﹂と原子力問題を展望

ゾsWUは発滝済みだ︒今後オラ開発研究を計画しており︑成り行

迎えるなか︑にこやかに庁書入り

十二奪衆院面識選

するとともに︑門安全性などいま

学技術振興対策特別委員長︵五

以来︑保安︑防衛両政務次窟︑科

＼

かかえている原子力問題の解決に

♪

式︑初閣議を終えて︑前圏無畏官

鍛善の努力をしたい偏と決闘を語
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三木新体制の改造人蕩は︑自民

たのは︑深夜＋二時少し繭︒小沢

が科学技術庁農圃玄関に姿を現し

手が遅れ︑午後八時すぎようやく

一十人が出

全閣僚の瀕ぶれが決まった︒認識
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党三役︑とくに幹惣長の人選をめ
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い前田正鋸氏︵衆・田中派︶が新たに就任した︒一方︑通歴大臣
は三木誼棚の右腕といわれる河豚敏央氏が留任した︒
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科技庁長官に前田正男

三菱原子力クループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集舎体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
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たことを立読している︒

ている︒

し︑原子力発電駈の蜜胃性を厳格
ているものと歎じであり︑ニルー
低下させる原困は主に二次系の問

いる事実として︑発電駈利用率を

ないが︑低減傾陶にあることは確

どうか明確に判断することはでき

認できる︒燭部線鐡率の計画値は

題によることが多い点が認められ

三内で容易に維持されている︒霊

適切な臆蔽により︑すべての操作

により簡単にその出力を二手にす

た︒還闘後︑簸初の定業までの盗

冷却桝ポンプの適正な設計および

プの代りに四ループを採用する瑠

聞中に︑四±一面の出力低下と二

このような厳密な慕査のさらに
ることができる︒さらに同様なこ

十八圓の義気があったが︑これら

セン1チュリ弱イセつ9樵式玄社

に守るよう要求する︒

進んだ段階では乱筆業者が謂妊っ

圧力容器構造︵継臨なし蝋型リン

とは制御棒駆動機構︑炉内計装︑

一時間あたり十ドレムで︑このよ

ている︒この部分の局部華麗率は

うな精密な部罷の交換でも四時間

トータルな悩瓢処琿サーじス

西独の原発が高い僑頼性を得て

たプラントのコンポーネントの大

で行なった数圃にわたる修理によ

配齪により︑またポンプの軸封部

の材質︑原子炉建屋の設謝などで

る︒原子炉側では︑安金性に対す

は一次系ほど高くないことがわか

せん。CRCにおいでください。そじτ、お話しください。いつでも、あなたの頚状にピノタリの処方箋を

いる一つの理由は厳格な許認司手
続きと運転中の監耀にあると蕩え

部分は下請けされるので︑リヌク

のほんの四分の一が原子煙に起因

みられ︑ビブリスとシュターデが

簾4図に示す通りビブリスAの

しかからないようにしてある︒

極めて小さいものだったQ霊な理

従業員の総被曝羅は〜九七五琿は

この分野が広範多岐にわたっていること、搬瀦を最鰍に射ていることなとが拡理由で曳蔽汽＆D

厳密審査で高稼働率
﹁P﹂採用︑﹁βも放棄せず
られる︒原発の計画と建設の霊要

グ︑溶接ノズル︑圧力容器のノズ

を分位すると︑他の原発でも同じ

するものであった︒炉傾止の原爾

る︒この許認可当周と黒門家たち

同一の低圧部を研いていること︑

る厳しい要求から︑在来機器の場

質保舐が要求︑許認可当局の騨門

理作業での被曝線鷹が低かったこ

由は一次園路部分で行なわれた修

農

ビタミン斉臆ら成分を公表できるし、公表しなければなりません。でも、CRCがもっている原了力分野の受託

十二日来日した西独原子力
産業会議会長︑ライニシェ・
ベストフェリシェス電力会社

な各段階は異った関逮分野を代表
を巌小にするために︑元請業暫に

い構造︶︑蒸気発量器構遮︑細管

ルレベル以下の部分に開口部のな

BWR原発ビルガッセンの発注は
する四つの独立のグループにより

いても厳しい霧査をすることにな

対するのと同様に下総の作業につ

は原発の全量縮期間中にわたって

ついての十分検討された原劉の継

および一〇〇％の異った出力レベ

家の要求とともに不変の仕蛮とし

り被曝の面でよい結菓をもたらし

る︒まずこのグループの第一は︑

三后余説だ︒娩定に従いこれまで

関与を続けることになる︒建設︑

だが︑品質保証の蓬準が一蓋系で

監鶴され︑厳密に累々されてい

新規原発を贈一社の顎任において

冗六〇年代末︑RWEはPW

かった︒私どものみるところでは

贈隣運転暫である顧客から︑その
続的な適屠は︑原子力発囎所の繕

ルにおける総禽的な試験謙画が終

ビブリスAの第一園疑の定検中

て強化されている︒

蕎レムは主論却材

次回路の超口

⑬

多⁝ンー！多︑

ド

の数は一九七六隼宋蒙でには十三

原子力閻羅所が還転中であり︑そ

十二万二千KWにおよぶ十か所の 軽水炉が西独の経済帯場に参入し

現任︑西独では会計出力三斜三

︵RWE ︶ 翻 社 長 の ハ イ ン リW
ま

酬

ド

Rの採用を決めたが︑この決定は

グンドレミンゲンの酉三十万KW

れる︒

をやめる理由はないように思わ

KWのシュターデ原発の一次行路 れ︑これらにより発電所が問題な

の第一圃騒の定三時に認録された

とによるものである︒ビプリスA

全被曝線魏は四颪七レムだった

の従業員被曝︑三語一峯六レムは

が︑そのうち八十一レムは発寒藤

外都の人への被懸だった︒外部の

闇題の趨こった機器製造者の従業

人の被曝麗は童蒙関係の人々と︑

たためだ︒約

員が強い放射線下で作業を行なっ

る︒定検申にうけた被懸騒の半分

ポンプの修理中に受けたものであ

はすでに述べた主冷却材ポンプの

ている︒まさにごくありふれたボ

ボルト締め部の破損が原薩となっ

ルト部の破損が大きな被曝をもた

らすことになったのである︒した

つは︑

i

脳

ここでは、せいぜい、ヒタミンAからビタミンZまでをつくる能力がある、ということしか公表できまTSS

言1算

ノウハウを公表することはてきません。知識・経験・頭脳といったものを、，葉であらわすことの胴難なこと、
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特別講演会で﹁西ドイツにお

田本原子力産業会議主催の

惜ッヒ・マンデル博士は十三巳

ヘ

発電所︑含計出力六齎十三万七千

建設︑運転に入る濠での状態にも
などにもみられる︒

KWに還し︑総電力饗の約一〇 BWRをやめるということではな
％を供給することになる︒さらに

中で︑その禽計出力は約千四百四

ってきたが︑現在では︑将来の発

筒い稼働率と高い無頼性が要求さ
頼性についての有益な効果をもた

ると素立間の金出力運転が行なわ

五％︑三〇％︑五〇％︑八O％ 禽よりもはるかに至重のかかる晶

コンポーネントおよびシステムに

れている︒この両番は︑各藩禽
らす︒したがって︑例えば六十万

BWR二基の建設にみられるよう

現在＋囑の原発が建設中であり︑
その報謝出力は約千三哲八十六万

に応じ許認司蜜局および独立の騨

門象グループと折衝しなければ

KWとなる︒さらに＋二基が計画 に︑頚晴も︑また現在も︑BWR

十六万KWとなっている︒これら

同様︑原子力発電においても厄介

の原発はほとんどがPWRまたは ちょうど他の技術朋発の場舎と

BWRである︒

に︑いくつかの好ましい結果以外

六十四か月となる毘込みである︒

品についても︑捕鰯作業のための

がって︑計画段階からこの様な部

人々の被曝懸にもっと注悪を払う

てもしすぎることはないことを認

必要があるということを︑強調し

ここで︑補修作業中に従業員の

識する必要がある︒

被曝塾を最小にするための拙発点

い︒その

としてもう二つの実例を説明した
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Wける原子力利屠の現状と将
来﹂と題して講漉︑ビブリス
ツ

A・Bなどの実際の運転経鹸

N

のループ寸法は︑三＋万KWのオ く︑安全に作動することが確認さ

に︑予期し得なかった事柄が発生
したこともあった︒ボルト部分の

破損︑タンクのノズルの溶擾部

今後この規模の原子力発鷺所の建

らに蒸気発生器の秘料や運転の方

ヒプリスAが運転に入って家だ
比較的短期間なので傑守の容易性

三

細探鰯試験中に︑RWEの従業員

三犠が計千四蕩五ドレム被曝した

う足鵬の億蔽など据付け作業に従

ということで︑またその作業に伴

四︑ゾレムの被曝をうけた︒

蜜した二十七名は計七千七菅四十

また蒸気発生器細管の渦醗流試

験のあとでは試験用プローブの璽

内さやが約嘉ボなくなっているこ

とも判明した︒これを調べる過穆

で五葭三十メレムの被曝があった
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獣を紹介し な が ら 門 厳 響 な 許 認
可審蛮で︑高い稼働率が異現

推進が安全確保︑経済性に貢
へ

鴨されてきているし ﹁標準化の

ヘ

獄している﹂﹁羅物処分対

︑

ならない︒許認可当周と尊門家グ

れる︑
︐

プリッヒハイム発電所に用いられ

︐

ループは︑高度の品質保謳を要求
9 ψ

建設には︑先のビブリスAでの経

のみつかったことがそれだ︒

分︑支持リングの溶接にクラック

クラック発生の原土はまだは
っきり結論が出ていないが︑修理
後の圧力試験の圧力潤定値の解析
紬果から︑やがて明らかになるだ

機器の寸法夏陰により生ずる困

設期間は六十一二〜六十六か月くら

ドコ

ビブリスAの黒垂一痒閉の経験

に

イ露卓貝L∫彪凡る

麗

駄策の璽要性が高まっている﹂
Y

︑

なトラブルが発生するが︑それは

ことが立証されている︒ビルガッ

逓寓︑比較的畢憩に解決され綴る

一九八○葎宋には︑函ドイツ国
内で二十の原発が運転しているは

故障の多くは二次系

したがって圧力容器やタービン発

験を十分に生かすことができた︒

ができ︑ある分野では︑かなり予

難さ︑蓉門家や許認斑当周からの

ある︒

もボルセレやシュターデと問じで

コニ

が︑これは求つたく不必要な被曝
だった︒
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幅一など諸点を指摘しだ︒
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ずで︑この総出力は約千三颪十万

した後に︑盒出力運転のための非

中に発生した技術的な闇題を克服

KWとなる︒鯖1図に西ドイツのセン原発はコミッショニング期間
軽水炉開発状況を添した︒

権帥﹁A﹂の経験生かし順調

電機の製造上の問題が生じたにも

定より兜行ずることになった︒し

第3図には蒸気発生器の製造工 かかわらず︑工程を維持すること
程を添した︒原子炉圧力容器と岡

つぎにビブリスA隈発を実例に

様に製造上の問題がここでもあっ

ろう︒

タービン低圧部および蒸気発生

ることが旨い縮瞳を生むことの圧

遅れの原因は主として蒸気発生器

蜜全性での遣加要求︑さらに検査

いになるものとみられる︒ただし

ココ

ニ

という面から実際に運転員︑補修

じ
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あり︑標準化の要求に卜うように

これは一九六七年に還転に入り︑
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予測される︒しかし︑ここ数鋸許
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発は単墓参鰍増大によりかなりの

国際協力で積極開発

ることができた︒一九七五隼璽以

し希ガス一・九％︑ヨード歳○・

爾所の放出騒を承すと許容傭に対

コストダウンの萌能椎がある︒現
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ることにあるべきである︒西独で
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悶題にもよるが︑主な理由はここ

ションの可能性と工程のネックと

一無から一九七丑無璽までの間に なるコンポーネントの相互融通︑
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許認可当局と︑その気門家の限り

に九百ゾ以上のウランを昨隼秋以

力供給の二分の一が危機に陥いる
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会議やエジソン電気協会などと協
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福引といわれるコロンビア蔑等
示していない︒もし環境報告憲

した法案は︑州のエネルギー保

趨されている︒同州議禽で成立

第二のNHPA︵環麗政策法︶足などを指摘しているが︑審査
職覇所の判決で︑少なくとも璋

ら︑判決は騨実上のモラトり

のような徹底した評価が必要な

に︑恥いクロス

廃闇物処分問題も︑￡RDA

たな群認町が鰯翫されることに

麟ルール作り急ぐ

内は軽水炉の建設︑運娠等の薪

なった︒

判決はバーモント・ヤンキー

2，156

購︵遜転認斑︶とミツドランド

1，471

14，971

が探査蒔肥の擢限を議婁に要求
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一
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きそうだ︒プルトニウム聞題が

一
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持ちこまれる司能性もある︒

片付かなければ︑軽水炉の燃料

5，624 1，068 2，670

L225

ション︵帰一の

存開発委轟会による﹁燃料リサ

2，363
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やりとり︶が続

イクル手段の利用可鮨性の証

一

2，430

コロンビア高裁判決の波紋ー
アムになるが︑判決はそこまで
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︵N鶏DC︶などの環境保護団
は要求していないようだ︒康憲

来意に隈らず︑わが圏などで

はないことをうかがわせる︒

も︑紺屋は原子力発醗駈の許認

そのことがNRCの環境影自評司のさいに︑ダウンストリーム

めることである︒

月の萬裁判決で︑KRCの立てうことと︑その後の﹁翼体化﹂

の判定を得ているこ

｝

2，174
7玉

2，361

について︑天然翼源保謹協 会

れたもの︒その内容は廃棄物処

体が行なった提訴に対して出さ

明︑あるいは放射性廃棄物の長
のNRDC側も︑十分かつ安全

サイクルの確立は進まない︒

分などに關する原子力規制婁員

米醐でも燃料サイクル諸施設

している︒つまり発罐藤の許認

ている︒翼魏Cの強味は塞薙五 舐﹂と﹁潮通し﹂が必嚢かとい

緬⁝規制のひとつの障蜜になっ

の商叢運転のデータは少ない︒

いないというにある︒NRCはン︶と澱終処分のいくつかのオ

旬のさいに︑ダウンストリーム

を発躍所の許認珂の必要条件と

期保管ないし処分万法の承認扁

プションが提示されれば十分で

についてどの程度の﹁見通し﹂

の舐明︵デモンストレーショ
で︑NEPAの要講を満 た し て

会︵NRC︶の審査が不十分な中闇保管施設が存在すること

この判決をうけ入れ︑当颪の許

という見解を述べており︑NR があればよいのかが︑問題の焦

あり︑経済性は問う必要がない

部門についてどこまでの門爽

理i駆棄物処分について審蛮の

認可を鰯砒するとともに︑再処

合法

たG露SMO処理の手順がすべ
の過程とに区分して議論を葱話
て

墾をつないでいる︒その意味で

Cもその辺りに學期解決への希 点に浮かび上ったわけだ︒
周知のとおり︑来国のダウン

グ︶を急ぐことにした︒
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独自査察で基盤固め
飲謡 講 画 分 析 体 剃 も 整 備 へ
核防条約︵NP？︶下への傑擁描麗紘制移行に傑い︑これを機に︑これまでのIAEA査察から新
しくわが国独脂の牽察へ切り換えのための体制整備が懲がれているが︑このため政府は次期通常国会

リハ⁝サル

を実施︑これとあわせ査察員の訓練に乗り出した︒

での保磁措騰協定承認および原子炉等規制法改正をメドに改正案づくりにとりかかる一方︑独富糞察
のための

SAM経済的なものであるかどうか②査

臨剛 聾
驚原エネルギー
えい

いち

﹇

ないためにも﹃緊の捲導助成離職

三十一矩に菓大法学部卒後︑

は羅非とも実現させたい﹂〇

困十七年六月にも蒸生発生器の細

なお美浜一部機はこれよりさき

の水素︑酸素濃度を制御する切燃

ら八×八型に変える②LOCA時

〜臓講（08528×2）0

9
2

庁の閉止課蝿
の

姫野瑛

夢く︒この闇︑工業所衛権保護

昌

ひめ

み施設にあらためて交付金串講

岡盟条約改正問題にタッチ︑謝

．

ρ監翼一

施行三身養鯉を迎える磁源三
をしたケースがあったらしいQ

羅法の改正も手がけた︒新中・

住ま

金縣門墜落会に安全審査するよう

付近に局部的に財まって濃縮され

耳漏痩があったことから︑八千八

容甥にする④緋気塔の紅躍を変え

特性評価方法を変︑原子炉運転を

究祈、東京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究断、羅気通信研究所、（株）榮惣漂」㌃力

濠

〜苞詫舌（06）

鵠根県八象郡鹿泌町残旬

所所出石所所所
業難叢叢張張張
営営嘗鴬出出出
鵬海雲賀販根弼
橿東大敦大鵬九

（353）5

特許庁︑経企庁︑通産省各周を

法︑指定地点はすでに颪か所に

長期経済計画は姫野さんらの菖

外人部落

心の作でもある︒日中覚潔貿易

いだったが︑華僑と間違えられ

二曲所時代は

るくロちい︒﹁違和感はなかっ
た﹂と当時をふり返る︒B中国
三州復は詑憶に残るイベント︒

め役にぴったり︒

外交手腕もまた︑新鵜縄のまと

趣味は囲碁︒幼少のころ厳父
︵六段︶から秘伝を受けた実力

評︒草場破り︑大いに期待︒家

派︒﹁腕前はかなりのもの﹂との

．

闘及び︑拠出された交付金は圏頁 ﹁そりゃ三哲近い町や村が対象
簿円を磁す︒この証法のカジと
となると︑不行き圏きな面もで

織鞭灘赫鳩墓繍

てくる︒だからといって

︒

しに見る大蔵省方面︑騒はちょ

甑楽なんです﹂と厳しく廻る︒

ここにきてほぼ理解されてきことでは︑せっかくのいい制度

ならもう一銀︑根気よく要求し 電力会社も篤しいが︑われわれ
︸続ける覚懲︒
も岡じ 現場の仲間 ︑こんな

っびり思撚げ︒だが︑今年ダメ

度の巌りがあるか﹂綴

．撫︑鶏蟻
黒藻

綴織灘㌫轟磯
工施設に引続き︑動力炉や研究

新兵器

度測定のための

リハーサ
炉・再処理施設などについても

独自逡禦のための
I∬を持ち込み︑他方︑粉末およ 察によって施設管が必要以上の迷

は︑この八月︑日本ニューク

ル
感をうけていないか③琶察の実効

を実施︑マニュア

びペレットを持ち旧るなどサンプ

リハーサル

リア・フユエル社が棚卸しを行な

閥題は﹁分析然制が弱い﹂とい

歳︒東張・溝黒で富舎住まい︒

庭は蜷子直入と一男一女︒42

することが欝的︒政府

困る﹂と切り出す︒閥けば︑あための努力かi漏らす伝馬︒

た三法︑﹁しかし︑インチキは

排気を窓動的にチャコールフィル

指示した︒

がダメになってしまう︒なんの

以降︑ナショナル・システムづく

うこと︒このため政臆は︑書庫度

はいずれも先行き新しい査察体制

下調べ

サンプリングの適切さ一1箸々︑

性はどうかlSAM丘の性能・
ル化の方陶で検討を進める患え︒

ためのモデル化︑つまり①査察が

この試みは︑将来の独自竃察の

の評緬にとりかかった︒

ったのを機に︑IAEA資察とリ
並ングも実施︑鍛近︑分析データ

なもの︒濃縮

同行 だったのに熱し︑この闘

行実施したもの︒これまで査察が

自主的
りの一環として核物質管理センタ

もので︑減点はあらかじめこ次側

工瑠を行なった︒

タに切り換え︑格納容羅内に灘く

︵Y・7︶

下の作業手順などをマニュアル化
ーに分析ラボをつくるなどその機

るようで︑原子炉簿規制法改蕉黙

能を強化していくことも諺えてい
冷却水中に水響理のため混入して

漂子炉設罵変璽の内容は①燃料
あったリン酸堀が細管上部支持板

たため発生したものとわかった︒

胃五十二庫の細管中︑これまでに

簗禽体の燃料枢配列を七×七型か

このため関電は︑今年二月から五

二千二蔭六太用に蒲栓加工するなど

八×八型燃料隻愈体の特長は︑

被曝線壁を低減する一など︒

炉撮力は〜定で①燃料棒一本籔た
りの線出力密度を下げ︑燃種被覆

八×八型燃料へ

福島第二原発

点検修理も行なっている︒

性ガス磯度制徹系を設認する③熱
月にかけ蒸気発生器二次側の温水

完金に除表する計画︒サイク

曾に及ぼ轟応力雫げ魯欝

織・

B

立只

力

撫

文春溺館内

る﹃周辺﹄の村ですでに登記済﹁第二︑第三の不禅郷を超こさ

していく考えで︑﹇今は︑このた

輸入されたものに隈定されてい

めのデータ災めの段階﹂︒

でも﹃援定機関の制度化隔が検討

関魔・灘浜⁝号機

十月からサイ
クリング運転

ン・デ 1 ﹂ ︑ い わ ば 毎 臼 ︑ I A E
中という︒

るとはいえ︑現行査察は﹁三蟹マ

A査察員がどこかの施設でチェッ

クゆといっだ状態だ︒これに比
べ︑黙然制下査察は︑麟薩を禽む
全ての核物質等が対象︒もちろん

洗浄を行ないリン酸塩をとり除い

子力発霞所一議機︵PWR︑出力たが︑こびりついた難溶解性のも

関西贈力は十月から同社芙原原

の機能は十分渠たせるが︑門新し

規行体制でも新体制下鮎察のため

て

原子力委員象は十四日︑東詩題

輔

（発燈所濁係）欝本原子力発竃（株）・敦賀および東海発電駈、東京主力（株）・備島原f力発電訴
刺罰耀力〈株）・島恨原チ力発羅所、九州電力（株）・玄海原チ力発電駈、日Ψプラント（株）、東京
芝浦耀気（株）・原子力本部、三菱原子力工業（株）GE・敦賀および三島建設所、WI十高浜建設所
日本ソールオール（株）、磁和テツキ（株〉
（研究旛設闘係）日塞原子力研究所・東海・大洗・高繭各研究所、理化学研％所・大和研究所、

蕪

電話（07702｝（2）1636（6＞1326

人阪酌北区松ケ枝町40グラウトゼル

本社（原子力部）

の査察は

一建設 ︑ 追 い 込 み 態 勢 ⁝ 〜
譲転座︑五︑六号機
二璋後三酉六＋九乃六千K W の 原 発 一 大 拠 点 に ⁝ 東 鷺 福 踊
第一原発の建設工獣は今春運開した三恐機を含む運転巾三園に
次いで︑五︑四︑六轡機建設も急ピッチ︒総鰯飯捗率九四％の
五攣機は建設工甥の総仕上げ段階︑来年七月には燃料が装荷︑
試運転へといった段どり︒これに続いて闘号機が八六％︑六署機

が七一％と建設工蟻は終盤の遽い込み休制︒運開はそれぞれ五

三十四万KW︶のサイクリング運 のがまだいくぶん残っており︑ム 5

美浜一号機は一昨隼七月︑斑気

のためサイクリング運転を行なっ

くマニュアル化など進むことによ

も

って︑より簡素化︑倉理化が國ら 転に入る訓画だ︒
迷感度

力から硝請のあった同社福島第二

ロッド︶に懲すことにより︑燃料
表藤稜が増え︑熱伝達がよくなる

高めようというのがねらい︒

⁝一などで︑燃料健冷熱の確度を

新しい放射線プ
ロセスで講演会
高分子学会

男︵原研︶の三氏︒岡臼は高崎研

（発羅所関係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染。サーヘイ、核燃料装碕・交換作業、
挙人被曝管斑、汚染衣類のランドリー、冷即取水溝の清掃、廃慰物の運搬、変鷺所・空調設備運
飯保守、施設内の補助露量並びに営繕業務、管理区域内除染および清掃、普通区域清掃
（研究旛毅関係）PI放射線取扱実験聖設計コンサルタン臥旛設の改造・解体、廃棄施設整備、
機羅の除染、各種廃桑物の処理、ブイルターの交換、空弾線撤率。表面汚染率分布測定、牢綱設
備運癒保守、管理瓢域内除染および濟掃、普通区域清掃、浄水管理

鑓

電話（02〔｝26）（6）1331

描井賑敦賀市昭秘町1−18−23
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東京都中央涯銀慶5−5

業
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力

原
れ︑岡賭に施設蕎の

リング運転は十月からの予定で

このサイクリング運転にさきが

⁝
W︶の原子炉設認変遡で原子炉安

ったため︑以降︑運転を郷止︒原 〜一か月辛程獲かかる見込み︒

発生器からの﹁次冷却水漏洩があ

國調査の結渠︑冷却水は蒸気発隻

け︑関電は︑復水器空気護照系の

になろう偏とみられている︒萱察

激減︑メリットは﹁糠大きなもの

の迅速化も劉られよう︒こうした

器細蟹が減肉︑ここから洩れ出た

ジルコニウムに関する部分報告

か

冷︒定姫一部七営円︒購入希墾の

の施設見学も行なわれる︒参触定

〔原子力関連営藁種鼠〕

1︑

原発再機︵BWR︑酉＋万K癒を＋五本︵茉はウォーター・

こともあって︑政府は︑今園の舗

は数多いが︑これらを一つに集大
の騰史を

社熊蝦協力のもとに窯とめられた

高分子学金は来たる十月一構︑
原研商崎研究蕩で︑﹁蕩分子工業

エウム・インダストリーの関係講 醗璽な園丁となろう︒B5判︑64

成したものは紫無といってよく︑

たのが︑発蜘︒神戸製鋼︑無識金
隻まれ

こんなジルコニウムの︑わが騰
における

駈に藥めたのが新金属協会新刊の
﹁鷺本のジルコニウム史﹂だ︒こ

陶きは新金属協会︵電詣東奈五九

クロール購はジルコニウム

一iO三八九︶まで︒
◇

を開発した米国のW・J・クロー における新しい放射線プロセス扁

れる園際賞︒第一園は一昨隼︑※

員は敵影犠︒晦込み︑詳細問禽わ

︵榮大︶︑甥悦勲︵原研︶︑町末

麟の海煕原子炉胴に世界で初めて

講演会をひらく︒講師は田畑来穂

もので︑賞牌期の文胤あさりに始

使用されたジルコニウム禽金閥発

ル博士の聖徳をたたえジルコニウ

の八月の第二團クロール賞授鯨式

て本格的製造のための研聯関発な

まり︑申期・蕩蛤の研究橘動そし

草綱からをつぶさに記録

﹁日本のジルコニウム史﹂

新金属協会編1

山︑三菱金山︑聞本鉱業︑ジルコ

虫をまとめようということになっ

利
わが国でジルコニ
ウムが纏われ始めた
介 のは昭和十欝欝・糞

なって登場してきている︒

ー

窒蟹用ゲッターとして用いられた
ことにさかのぼる︒原子炉用は戦
後闇もなく︑三島良績東大教授ら
による文鰍調沓の始纏ったことが
研究の墾始めで︑昭憩⁝十八無に
なって田本学術振興会委員会のメ
ンバーが灘外から初めてジルコニ

︵カナダ︶を機に︑昨年︑瞥自幽

ム工業発展に害与した蓄に舞えら
いわば輩分けとなった︒その後二

世界におけるジルコニウムの弾語

ウムを入手︑さわり始めたのが︑

体制もほぼ整うなど︑ジルコェゥ

十樹余隼︑すでに業界による繊麗

バー提麟に贈られているQ

の中心になったH・G・リッコー せとも同学会︵蛍雪五四瓢丁七八
五八︶へ︒

ウム癩業の現況にもふれている・

どつぶさに詑録を追い︑シルコニ
﹂という認がもちあがり︑

わが園としてもこの際︑開発の歴

を

2
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聞

業

力

原

なる︒ただし︑高橋氏のいう利閑

を必要とする竈化学産業分野では

野四十五兆円︵三〇％︶︑サービ

なく︑新しい型の情報灌業におい

闘題が漸次厳しさを購えてきたこ

仮りにこのこ簸の経済規模を購え

てである︒

分野は︑大殿のエネルギーの固定

鍛などによって︑原子力鴫野の火
ると︑エネルギー︑淡水︑環境な

電気エネルギ

ス分野四十五兆円︵三〇％︶だが

力発電に離する経済的地位は相対
どの制約をうけ生崖分野はたかだ

％︑サービス分野囑0％になる︒

比は生塵︑流遜の二分野が各三〇

斑能になるのだろうか︒譲隔ては

されることだけで再び経顔成長が

土地すなわち撫化学工策夏地︑一

スのいずれをとっても︑簡単に利

般工業用地︑都育化しうるスペー

のま濠ではほとんど無いといって

用あるいは転用しうる面積は現状

よい︒さらに工業用︑都市照の淡

る︒この二つの理由がおそらく︑

水の供給がすでに限界にきてい

急速な経済成長ができなくなった

る︒

頁の理密だ︑と高橋氏は分析す

超電化システ

四倍に修正され︑六簡に迫まる勢

すなわち弱電としての能力と動力

高橋氏は鱈気エネルギーの特色

慢ながら新しい産業構造への移行

くだいて説明した︒

して︑このことを次のようにかみ

とがその

生熊システムを展麗︑建設するこ

仕糊をする一

への道であると

とするとその規模は蕉間六十兆円

復権の絡果であるとして︑岡浅は

がはじまっているのもこの石佃の

食べて

復権

と想定される︒このような臣額な

電気を

大機械群を一億の日本入のために
開発せよ︒家鷹ザービス︑家撃︑

があっ

て然るべきではないかという問題

電気エネルギーの優権

エネルギー隅価格鷲代へ廟けての

価値を今後二十八奪闇に蛋み出し

分野であろう︒

うるのは︑性窄および都市建設の

こうした観点から︑住宅と都市

雑用など︑ほとんど一切の仕畷を

を提起する︒そしてこの

電気エ

を迅速かつ大騰に生薩するシステ

おく︒朝︑好みのプログラムのボ

ンピューター︒パネルに仕込んで

電化し︑一田中のプログラムをコ

タンを押しておけば︑自動的に〜

って︑石油の復権成功の璽要な蕎

を考えるにあた

ネルギーの復権

た︒

禦の一つとして次の点を櫃賦し

藤巻氏は新サービス産業への期

ムの確立が繁急に要求される︒

ム︑セメントなどの汎用墓礎素材

待を語る一方で︑鉄︑アルミニウ

長期的にみても総エネルギー消費

の製造などの重化学歴業分野は超

ので

輸送機関︑機械類などは︑その大

なわち︑装闘︑設備︑工場︑各種

今口の総資木が持つ資本爽体す

できない︒なんとなれば︑われわ

売れない﹂という考え方には麗成

能だ︒﹁そのような装甲は高価で

日中の仕事をかたづけることも可

のを四駅に造って売らない限り裕

石油

を欲

のでは﹂との問いもあたらない︒
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の五〇％程度を占めるだろうとし

石艦をたべている

れはうんと島廼な︵緬傾ある︶も

部分が

にして

て︑原子力エネルギーのこの分野

主食

福にはなれないのだ︒門売り手は

を

食べさせよ

いる薩業はごく〜部しかない︒こ

電力

れらに急に醜力を

あって︑

を加えた︒すなわち︑化石燃料は

う

への利同について次のような蕩察

資源的に荷限なのでその供給は二

薩業構造の大部分は

一人当たりの収入は経済成長のあ

売り手の憲も買い李の塞も根源は

ノザ

@／屍
@

嘉 y劉じ蝿．ご滋♂

ズ噛︐纏関鍵避転翫

㍉
嘱

鉦

密

ρ

と︑低硫黄原癌の入手難と価格騰

れからの厳しいエネルギー偶勢と

か九十兆円︑流通分野で九十兆円

復権

的に高まってきた︒一九七三年十

ーの

月と岡＋二月の原繭公示価格の椙
サービス分野で酉二十兆円と想定

質的向上をいかにはかっていくか

され︑GKP三酉兆円経済の構成

低成長経済下において国民生活の

している︒原油煙格の騰貴は岡時

次ぐ引上げはこの傾向を一語強く

に︑

な役割を渠たすべきか︑が論じら

一そのために原子力はどのよう

たらし︑火力︑原峯力の建殺躍の

要があることを念頭におけば︑環

NPが爽犠薙五％の成熟を籍す必 ョックのあと︑石油備格は一挙に

化されて各種の擾雑な仕事をする

ム産業の開発

したが︑原子力発露の火力発電に

在の四徳経済︑すなわちGNP六いだが︑これは石油への低い評備

が煉びない理由として消去しうる

能力を入規模に生かして︑GNP

ではなかったろう

れた︒その場となった﹁シンポジ

国民の福祉を実現するためにはG かとみる︒すなわち︑オイル︒シ

対する経済的慶繊はその後も変っ

を高い評働に改めさせた

石油の復権

ウムーエネルギ⁝の新しい時代
高騰︑核燃料髄格の騰磯もうなが

高橋氏はオイル・ショックを

での鍛え方﹂は三つの講演で構成

般の物価︑留金の上興をも

い今後のエネルギー高価格化への

された︒その第一は︑避けられな

流れの中で︑化石燃料とも比較し
酉兆円の経済規模の蹄代は二十八

における新価格体系への移行と緩

だとみるわけだ︒現在︑経済剛体

そのものが

ていないと推定される﹂︒

〇〇〇駕葭後に糠大となり︑以降

裕福になるが買い手には金がない

減少するが︑原子力エネルギ！は

しているのだ︒

としても受けつけられない︒

実用的意味で超黒鉱的に供給司能

にとっての璽大な間題

とでは繕糊しているからだ︒実は

監があるとされている︒しかし原

の復権

エネルギーが鋤いて造り胤してい

騒気エネルギー

藤巻氏は﹁新サービス覇業と璽

子力エネルギーは︑熟︑脚気︑鰭

るのである︒

したがって︑

化学工業﹂で次のような論点を展

とでも

湿気エネルギー文明

いうべき含みを持った資本実体の

は

もちろん︑一般塚庭に高価麗な

明治維新以後の颪隼間に国民総⁝料のように有機材料とはならない

開した︒

気の形でのみ褥られるが︑化石燃

重視される都
市・住宅建設

復権〃

ながら原子力発爾のコスト動向を

る新サービス薩業の比率を一〇％

窪窪にくる︒その実現時点におけ

原価とその将来﹂︵丹羽甲太郎氏

熱った﹁原子力発電システムの総

︒三菱璽工︶︒第二は︑経済成熟
と文明化の相関をとらえ︑従来の
璽化学工業による経済規模拡大の
眼界を乗り越えるための新しいサ
ービス副業の必要性を説いた﹁新
サ⁝ビス産業と璽化学℃業﹂︵藤
巻隆氏・昭和電工︶︒第王はこれ

のエネルギーーとくに電カー

ら二つの講演をふまえて︑高価格

を容認したうえで︑そこからより
高い綴織を引き出すことを考える

仕懸み

べきではないかと提案︑高い価憾
を引き出す
低成長経済下で生活水準を向上さ
せるために必要な付加緬櫨に離む
サービス産業の創造につながると

する﹁電気文明の再評価と原子
力﹂︵蕎橋懸氏・電力中央研究
所︶である︒

エネルギー山陰

価格時代へ
﹁原子力発蟷システムの総原価
とその将来偏で再羽氏は︑過張二
十年にわたる原子力発電開発の歴

生産︵GNP︶は薫置十悩になう⁝ため代麟は極めて困難だ︒したが諮繍を開発し︑建設し︑拡大して

史をふり返りっつ︑世界のエネル

た︒この再五十簡経済は︑薪炭を⁝って原華力エネルギーは︑①電力

超電化システムがすく通用できる
のままで高度に利編する②累材に

いくことにある︒しかしこの場愈︑

ギ：偶勢の推移を反映した原子力

固定する③有機秘糧に変換する︑

とは思わないが︑これを完成して

エネルギー源とする農業文明から

などの努力が必要になってくるで

属倥システム︵住鷹︑都布︶建設

﹁繰済成長はなぜ止まったか﹂と

の起伏をその時々のコスト計算あ

石蟹をエネルギーギー源とする垂

日本の場合︑経済成擾の惣速な

産業などがまず持ち︑その奮向を

いうことに思いをいたす必要があ

るいは経済性予測に照らして克明

化学工業文明への転換によって︑

あろう︒

停滞傾向がオイル・シ導ックの薩

線織化していき︑次いで電力界と
原子力界の電力生産蓄側がこの悪

メーカー︑コンピューター盛業︑

に適つた︒それは原子力発電と火

実現した︒しかし従来の璽化学工

藤巻氏があげたこの三点のつち

後に駕こったため︑その鍛大の原

困薙・穆のGNp醤五＋兆譲と璽巧秀は・癖氏の講演困はエネルギー闇題にあるとみら

とを蕩僑氏は提嘱した︒

向を支援するという態勢をとるこ

みようという努力転向を電気機器

力発電のシーソー・ゲーム的な経

業化腸線を踏襲したのでは︑臼本

巖初の﹁電力の京まで高痩利用す

れがちだ︒それは一藏の撃実では

る︑と醐橋氏はいう︒

済的竸命の歴史でもあるが︑繊麗

国土における罵度成餐はきわめて

﹁〜九七一年を境として石癌価

あろうが︑エネルギー聞題が解決
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船積されて嵐航します。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、日立運輸では、大は原子力発霜、農事嗣から小は
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

小さな樹ま

シンポジウムから
原動研
年 会

いま、沖縄累那覇ガンセンターに医療用の放射性物質が
濱・

：大きな娩か

（6）
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．いと︑注文はかなり票厳しかった

実施

のためにはまだまだ手ぬる㎜

通産省から武田慶資源エネルギ

方を申心に恋晃を交換した︒

もよう︒

ップ試験炉なとに約堂舎後に必襲

⁝

ー庁審識窟︑運輸省から堀之北

となるトリチウムニ菖グラムの

一⁝ξ

克朗船舶撮空煽船舶槻査富らが出

袴沢広巴・湘藤乙三郎︑茅誠司

⁝
⁝

璽光︵社︶▽理蟹・佐藤文生︑俊

衆院科技特裂琵▽委員畏・中村

蚕メンバ；は次のとおり︒

岡日覆まった衆参両院の科技特

に付議された︒

整葛法墓が改め高鳶色

ニニニの
冊

この目は︑七月漏十慧相に提

齢一＝一

出された嗣懇談会最終報省﹁原子

一餉一＝＝騨

腐︑それぞれ原子力安全委議会設
二＝：

アイソトープ協盆会長︑測成迫動

融命研究計画にあわせ︑モックア

ると︑岡センターは五十〜︑二醐

製造方法とその異体的方法一⁝な

一齢一一＝：

力行敵体制の改革︑強化に関する
︑一幽二鮮＝

隼度に民間各界から拠出される十

轡黙榮照理霧長︑庄禽正雄都立大

ど︒生物影響については別途模討

轡は次の通り︒

二惣円を基本財薩に︑これと磁力

するもようだ︒

翻業計画および収支予纂璽によ

澱魏馨事業計画なども了承
原子力闘躍所等から緋出される窪として低レベル放射性廃事物の処理寿命対策を進めようとする薫

炉法人門原子力環境整備センタ⁝﹂の錦一圃設立番会議が︑二十二田︑開かれた︒八月以降進めら
れていた準儀蛮員会での検討が大方終了したため︑設立者会議開催の段どりとなったもの︒この臼は
設立者桟表に有沢広巳原巌会長を越出した後︑岡センターの設立趣慧讃︑窟付行為︑建業引画と蚊支
予算案などをいずれも原樂通り了承︑十月中旬開催争楚の設立総会に付議することを決めた︒

教授・蟹沢寓一郎原館社長︑田鵬

窟附蔑一︵以上自属︶石野久男︑

周分科塞構成娯は次の通り︒野 々木義武︑中村弘海︑梶山鱒六︑

藝一一立大教擾・玉灘敬三電機工業

蓄は加藤乙珊郎霜購連会長ら十五

水野久男菓電祉長︑宗像英工原研

会塞擾︑桧山義夫栗大名構教授︑

億円および国からの委託費などに

められてきたが︑聖餐韻会による

たり五十六革綴まで向こう六か算

よ︵︑て運欝される計画で︑さしあ

界から寄付される補弼財産二十三

わが国原子力開発は核欝料物質
磁で︑同代叢には萄沢氏が選出σ

営康一︒茨城大理学部教捜︑天野

設立当初役鐙は常勤︑非寓動を盒

恕・原研R一製造部長︑話調彦︒ 八本昇︵以上社会︶︑瀬繭博義

諾準備もほぼ整い本格的な設立手

型染漫︑森岡俊舅麗蜷社畏︑両角

続き段階移行となってきたことか

間の寝業ベース勝霞経蜜として約

ったいわゆるアップ・ストリーム
め電力︑燃料メーカ⁝および学識

原研大型トカマク開発部叢叢︑垣

離︑梼製︑賠藏技術︑管理などの

トリチウム製造万法の確立と分

本原子力船開発鰯欝欝法の一部を

十七回国会で継続地蒔となった日

興灼策特別委員金が設畷され︑七

央︑小筥山賎四郎︑竹中修一︑藤

波孝生︑松永光︑村脚兼造︑森山

︵民︶︒

社会︶︑加藤進︵共︶︑申村利次

進︑松永忠一て杉由蕎太郎︵以上

第七十八回臨聴落懸は︑十ゐハ欝 ︵薬︶▽委員・嶽動道行︑漏出英

ウムの生産経験はトレーサー利上

額面五か琿朋の研究計顧作成③核

ない、安全：と環境保全を最優

使用済核燃料再処理工場、原

先にした原予カプラントの設

⑭ヨ輔禰轍舗・子力憲灘

計・建設を行なっております。

東京都千代Eヨ区火手町2−2−1噺大手町ビル）
TEし霞京279−5麟i〔大代表｝〒100

Ei揮は技術

懸

膨ダ・

難聯回

勢

蓑

︑．蹴職懸口

轡露呈鞭樵

忌

︑遡鑛
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rr

o

日揮の総合エンジニアリング技術

難

子力分野においても求められ、

藤

子力発電所の放射窪廃棄物

の製錬や加工︑原子炉の運転とい

ら︑この臼︑第⁝職設山薬会議開

良彦臨発総裁︑総藻四郎三菱原子

︵共︶▽婁髄・稲村利幸︑木野晒

部門に比べ︑縫用済み燃料の再処

五十五課題が冤積られている︒

花秀鼠・粟工大孟子炉工騨研究駈

欽謂︑渡辺紘三︵以上欝鼠︶︑鵤

授︑引水正己・動燃ATR紮業本諸藩︑堂蕩蕩夫︑原茂︵以上枇

参院科技特蚕11▽委員長・穂原

欝武欝︵民︶

配爽︑北側義一︵以上公賜︶︑小

会︶︑山原健二郎︵共︶︑近江巳

どで必要な大蹴を㌫虻するにはリ

三石群雄・九州大教授︑藤舛欽二

部︑成瀬雄二・原研燃料工学部︑

郎︒通薩省索工試︑吉田薄和︒原

チウム韓胴生薩炉が必要とされる
など︑生産から核融盆山心への供

チウム・中性子及応を起こすトリ

部︑歴川孝儒・栗北大理学部教

教授︑樫田義彦・放送研環境徳生

燃料社長︑山本箆東大名欝教授︒

経験轡ら各界からの十数名程度と

原子力環境整蝋センターの設立

核融合会議・トリチウム分科会

核融合の燃料織り好製造で

五か年計画策定へ

なるもようだが︑なお選任中︒

催の運びとなった︒

会議は︑午後二時楽過ぎから榮

理や放射性廃熱物の処理処分など
ダウン・ストリーム部附は手薄︒

漣副戸長︶からこれまで経緯につ

蒙・港区の原産会議堅で開会︒ま

いて概略説明があった後︑有沢広

ず正親兇一準備委澱禽座長︵電賜

して低レベル放射性麗黒物の試験

巳原慶会長を設立茜食議議撰に選

え︑兜行き瀬羅が予想される霊と

的陸地︒海洋処分など行なおうと

センターはこうした環状を麟塞

するもの︒通麗︑科学技術雲雀庁
出︒この後︑橋木通産省資源エネ

範な研究課題があるため︑第一段

太郎︑岩上妙子︑趣井久興︑玉露

を含む転職各界によるこれまで数

ていた︒

階のトリチウム調査検討が急がれ

招纂され︑会期を十一月四田丸で

ヤス︵公︶▽理事・源照実︑盟
十月初めに醗くとともに来銀二月

設躍された岡分科会の調査検討

研保健物理安全管理部︒

になった︒

宋をメドに分科会報告をすること

面懸は︑①トリチウム・モニター

給︑燃焼後の回収︑精製などに広

原了力姿員会・核融台会議は︑

高温プラズマ核融合炉の実現に

ルギー庁痩實︑伊原科技庁原子力

るトリチウムについて︑大嶽生藤

高温プラズマ核融高炉の燃料とな

は︑璽水素︒トリチウムを燃料と

慶にわたる検討を逓じセンターは

窩付行為︑鋸叢計國と収支争簾輿

﹃放鮒性廃粟物対策纂本方針㎞の 設立霜代表の選任︑設立取調欝︑

ウム分科会篇の設灘を謡講してい

や研究謝魑を調査する﹁トリチ

勇︵以上霞蔑︶︑士爵操︑藤田

和郎︑中山太郎︑永野厳雄︑福井

月磁器︵以上自民︶︑森下昭司

承認など醸案の響議が行なわれた

の五十田原とすることを決めたが

安全局長両氏の来欝挨拶に続いて

決定を受け︑新設することーー等

が︑いずれも原纂譲りに了承︑十

したDi覧炉が綴短距離にあると の認許度機雛︑器貝の十指②無上

十六蘭の衆院本会議で科学捜術振

①財國法人とすること②園による

々︑基本線で大筋が巨悪されたこ

たが︑このほど同分科会のメンバ

約一グラム︵約〜万キュリー︶の

︵社︶中墨辞義︵公︶︑小巻敏雄

ともあって︑準備委貰会が設けら

月中旬開催予定の岡センター設立

いわれているが︑わが国のトリチ

原船団改正法︑

れ︑八月以降︑設立番選任ほか思

総公に纏ることが決装ったQ設立 ー編戯を終え同分科会の初会禽を

のための無問︑ゾキュリ多級の経験

﹁むつ﹂監視委

原子力船﹁むつ﹂安全監視委郷

安全を確認

帳︵委翼長・照畠英三立大教授︶

は︑十七臼︑宵森市内で会禽を開

湊湾を申心に齊森県︑むつ市︑離

き︑門むつ扁が係留されている大

船購業団が行なった爵森県陸奥湾

内の放財能サンプリング測定のデ

ータをダブルチェックし︑﹁放射

能の異常は認められない﹂との検

岡委展会は︑艦船難業隅と地先

肘結果をまとめた︒

棄物処理システムの開発を行

鑑／義鑓野曝魍

科技特委に付託

詰謝肋筋づくりなど詳細検討が進

しかなく︑モックアップ誠験炉な

三木派︒

小瀬農学校卒Q党政 院議員︵仏賀選出︶︑当選二圃︒

野曝などを歴任Q五十六歳Q衆議
河本潴久蔵氏の起胴を決めた︒

矢野登氏

調商工副碧落︑三共物産批長︑

彦根島繭愁︒滋
賀県教角笛員会委員︑党財敵副鄙

河本罷久蔵氏
などを務めた︒七十三歳︒参議院

党参議員副幹甥長︑通廉政務次窟

五十九歳︒参議院議興︵滋賀偲

会長︑農林政務次窟などを歴任〇

出︶︑幽選〜國︒田中派︒

木派︒

奪大卒︒佐翼県議

本

議澱︵栃木越出︶︑二選二回︒三

由下徳夫氏

会轟轟︑党地方局次長︑離党政務

系￠

瓶浅

曝下

の四暫協建で設けられ鋸二回定潮

してきました。それら技術は原

立

翫翻聾藷擁護騨
常任理箏象に来信として出席︑原

野

観

チェックしている︒

開発においても各種放射性廃

罵

鋤獺 遡撒

豊寓な経験とノウハウを蓄積

1欝灘融繍旧庵
灘鐸覇鑑繭蕪慧＿

を残していま「も

総合エン止アリング会社B揮

ラントの設計・建設を手がけ

麹姦才緋世紀にわた妬鉱毒
言乳・，購噸、
回読3岬嚇．、、

cメ

本原子力産業会議第二蟹八十七圃

政理は二十田︑改蓮内閣発疑に

瞬初

製・石馬化学をはじめ各種プ

，

科学技術政務
次官に矢野氏

あたって各雀庁の政務次宮人事を

通麗は由下︑河本彌氏

達会設置の闇題に関醜して鱗安

喚へ｝

ゆ

子力開聚の進め方︑行政改革のあ
り方等について所傷を嚢妬した︒

この中で繭田長寓はまず原子力

全﹄醗を強化していくと陶時に︑

璽

氏︑遡産政務次實に山中徳央賃と

刷新︑科学技術政務次富に矢野登
魍配慮していく必要がある﹂と遜

円滑な﹃推進隔が園られるよう一

べるともに立地・環境問題等にお

詮

処理装置など、数多くの実績

之

醐

獄

○

電領盤蕗

騨
河

ける政將の役譲りの解織性を指

駕・

盗．

織転

摘︒こうした弩え方に璽ついて
康子鎌継麗を爾検討し︑薪しい

藷つた︒

療ぴ

行政改革にともなう原子力安全脚

噺たな方向づけに努九

施工づけを行なっていきたい﹂と

氏
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前田長宮が来賓挨拶
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原子力産業の発展に貢献する

聞
新

って苗途は波乱食み︒現在発購設備の二〇％を占める原子力発囎の金面廃止は臭えられないとされて

九月十九欝のスウェよアンの総

いて次のように報じている︒門禰

繰り広げられた総選挙の結集につ

子力発電の贈設計澗を璽璽争点に

発も禽めて一九八五葺までには全

ら反対し︑現在運転串の五墓の原

諏がないことを理由に莫っ向うか

いるところがら︑同国の原発計擁の行方が注閤される︒

で醐腱の原子力発鍵計顧に大きな

選挙の績漿は︑多くの関係蓄の閣

出した︒ところが︑畠由︑穏健覚

面的に廃止するという政策を打ち

かった模様で︑フェルディン灰の
などはこれに反発しているため︑

権著は原子力問題に反応を示さな

ている︒一般的には社民党の敗北
率いる中央党は︑結果として勝利

襟脚を箒えるものと受けとめられ

の躍由の一つとして︑パルメ政櫃
政簾協定の箆通しは謹つたく立っ
ていないというのが現状だ︒山嶽

をおさめたものの議会において四
議鯖を榮なうものと思われる︒岡

が原子力発電推灘訂薩を掲げたの
に対して︑薪着網に就任確爽のフ

きさえある︒フェルディン党箇がされる︒

せて強調している︒

できるなど縄済飽利点なども盆わ

ものQ

利溢分析陣娠の内容を盛り込んだ

千五認万漏︵売上爾五十櫃

連邦控訴院の門GESMO淡定を
前陶蛋漸漸しない燃料サイクルよ

原子力および濃境問題の分野て経験豊富な灘ンサルティンク
ならびにエンジニアリングサービスを提供する

跳大手町ビルTEL（03）279−5441（代）

購︑海水淡水化装躍など︶がどの

だ畷らかでない︒いずれにして

ような形で整理されてゆくかもま

電駈瞬タービン・交流発電機製造

も︑薪グループの諜題は原子力発

を纂盤に財政再建を麗るというこ

一懸

とになろう︒アルストム社は昨卑

出した︒C￡Mも三千落万湯︵約

藩穂約蕊千倦円︶の臣験な欠損を

十八憾円︶の赤字︵同一億七千九

︒ド・ラトランチック社は造船部

齎万審尋約颪億円︶︒シャンチエ

門の中期晃逓しが重い︒

岡報鰹欝の主な結論の内容は次

塞とめられたもの︒

ニウム・リサイクルの鉾灘をめぐ サイクル譜施設は核分裂性物質の

▽原子嫡の安全性および核燃料

の通り︒

る酸終淡定に対するNRCのこのリサイクルによる影響は受けな

▽使胴済み燃繕から思出される

い︒

みに関する齊眺で︑安盒擬瞳に駆
は含搾

簸終的な健康︒安全・環境影響梅

判断基準

する鍛終的な

明轡の完成は︑昨奪十㎜月に打ち
し

に定められているヒアリングが得

を繰りよげるとの翼RCの方針が 非放射能環境影響は残燈燃料鋤値

鵬したGESMOの採爾決建時核
瑚分裂性物質のリサイクルによる

れていない︒安会保瞳に関する齊

告欝は︑健康・安全︒環境影響の

今園︑NRCがまとめた最終報 こうした状況を駕後に︑プルト

GESM︵︶一歩進展
脳健康・安全で最終報告提出

明窓のドラフト作成は今月に予定

なわれる息合︒堺状では︑鰻終的

▽プルトニウム・リサイクルは

Oの調査・検討を行なった結漿︑

されており︑七七奪初めには法的
が︑驕細註認驚も禽めてGESM

※原子力規制委澱禽︵N飛C︶ とるとの方法を打ち出していた
はこのほど︑草叢的に注翻され︑
問題になっているウラン・プルト

PAになじまないとの裁罵﹂で

の賛RCの懸霞継認可描園はN鷺りも比較的少ない︒
な安全保磁海際轡の完成は︑箪く

プルトニウム・リサイクルは三民

などの対塁策の検討とも台わせて

波紋を擾げかけている︒

［ 7還灘ぴ8ヲ

D

馬

ニウム混舎酸化物食料使用に関す

る強奪環境影響騨閣欝︵G聡SMの健膜︑蜜全性︑環塊などへの影

犀までのエネルギ⁝議長は二％

いないということを理磁に︑反対影響は独仏繭厨の共周研究で始め

レーションのためだけでなく︑現 港関薯蕎要響なわれ二塔磁・Xる︒饗保全翻馨の

蘇式会社

工 ス

⑳

島本エヌ・ユー

パルメ政権が打ち出した一九八五

件つき壷成している味方の自由党

在のところ唯〜の代擁エネルギ⁝

︼ル撃翼醗墜今冬・配し﹂ブイン坐琉学館欝会で

派は陽止趨動を蟷激している︒ビ一て解明されるとしている︒しか

ゾ

ポ

磯書曳〆奮

菟毫諜華箋薬簸藝欝穿鞭蓼選書聚態礫

ェルディン中央党党酋は岡国の放 氏の勝利は原子力発電の拡張に条
劉性麗覇物管理の問題を奮めた原

遅れそうなことに対処し︑巖腐裁

醤は盗難やサボタージュからのプ

への上露や法的判決の再審理璽求

ても一九七七年〜月寒ころとされ

︵黛︶︑その後九〇隼までは乱塾

響は辱えないし︑圏蒙環境政策法

や穏健党の支援のおかげである︒

境影響に閥する巖終報欝霜をまと

O︶の一部として健康・安全・環

子力発醗計画の全画廃止のスロー

めた︒この無終報告搬の中でNR ウラン資源の節約や濃縮ウランの

とみられている︒現在︑バーデン

して実力行動を掻合しているもの

の三野の原発反対運鋤國体が協力

動は︑ドイツ︑フランス︑スイス

現状では︑これら一遮の反附運

還くない所にある︒

ウィル原発の論墾楽園蠕難九八藷サイトからさほど
建設再開難航︸止︶還し︑嚢鑛の講
償を要求しないと発表したため実

である石礎が鰻かに高く上罫する

嫡︑出力九十二万KW︑運開予定

ウグスト原子力発羅所︵沸騰水型

るウ反鏑ウ

雨
産
率ゼロという

Cは︑GESMOの採嗣時期が決

ているQなお︑この安金掘鶴間明
︵NEPA︶にも反しておらず︑

原子力問題に関する妥協が黒闇運

し︑巾央︑鶴由︑穏健餐党が︑エ

郭しを葡提とした原子力計画に対

な経済遊

ガンをかかげた感偶的な選挙運動

ることは明らかである︒隔

舎にとって最初の大きな難関にな

定されるまでの闘ウラン・プルト

については幻燈朗な許認驚引腰を

ニウム混禽酸化物燃料の使屠認可

ネルギーの多様化︑霞給翻運の観

禁欲的

で原子力闇題を厳り上げたこと

一方︑フェルディン沃は︑これ

が︑鰯罠にアピールしたとされて
いる︒

ついては安全牲の確憬を条件に蟹

西ドイツ

︹パ・松譲麗誘・イツの⁝巌窟断された︒工醤開の

辮魁齢紗難甥聾超群繍樋叢礪サイト占拠

べている︒インフレ傾岡の経済環

鷺草％賜くなると園報簿欝は︑述

ので︑原子力発璽も上昇する憩能

工襲薄薄を渓めたことは︑大きな

ウール︑フェッセンハイム闇の ベルグ社が離婁研究完了前に建設

境の下では︑燃秘欝ストが原子力

三十五翻捧が継織︶が蕗拠︑旛設㎝ないし︑繭園が共圏研究を行なつ

対運動︵慶協や競境保金運動などは︑この課題は摺り上げられてい

ンスのフェッセンハイム原心力発

な際 、ラな響に
らしリンわのよ

点から︑新設の八重のうち二墓に

ろうとクライン氏は予想してい

までパルメ政権が出した八基の原

る︒しかし︑現箋には講料の価格

子力発醜翫憎設計麟に安金性の保

要因は各発廟所の所有賢︑運鮨蟹

は蹴力向け燃親南場における山分

しかし楽国のワシントン・ポス

および燃料費である︒即ち︑それ

ト紙は二十日︑スウェーデンの原

ルギー︒システム立法蚕踊会へ提

ぞれのエネルギー隻産コストであ

門ニューヨーク州のエネルギー

九万KW︑運転閥始予定それぞれ⁝

ている︒これは︑元ニューヨ⁝ク

発鍛所の約四簡である石旋火力発

の纏いということが︑石炭簡格を

性がある︒逆に︑﹁核燃料の偲格

醒所を建設している仏電力公往

済再、 大トすの
的確広
す二る利

み決れいのを的
ら悟るる縫検な

C◎

下し謬S

JAP臨閥

出された報告繍の凶日である︒

たちのシェアを難持できる承準に

工察を十一月に再開する愈図を⁝れそれ原発四墓の建設が謝薩され

る﹂と岡調査は紬論づけている︒

保持される傾向があるので︑それ

㎎らかにしたことは独仏闇の山金

購偶﹂と題するこの調齎は︑ニュ

運転の第一薙冒は︑脱硫装蔽付

しれないと欝欝している︒インフ

程大きな経済姓を織成しないかも

一九八○隼と八一年︶二腿の建設⁝顕離は約三十諦︒両サイトにはそ

ーヨーク州が今後エネルギー購要

高いので︑原子力発鰭断より大体

き石炭力発躍所は︑燃糾コストが

州エネルギー研究關発局長であ

霞所は燃料コストの上敷蝋が高く

ていて︑ことに後の蚤瑳は冷込

を漁だして行くには次第に原子力

プの役擾をしているジェイムズ・

り︑鏡在はエネルギー蟹源グルー

なるだろう︒﹁このような状況の

だろうと︑岡調査は述べているQ

媛の価格ば石漉の緬格に逝くなる

灘ll羅1雛輝1織1諜

しいムリクけルるとル実
て堀・サルるをか比実な

。ム髄をラ
を 、拡ン

れ聴予ヒ用討健
蟹イ
な麗サ・ち差つ
メ理範
て期定アにし潮繋理ク▽い要イブ、はて▽り無な▽
いはだリ関た・Rなルウ 。なクルウ燃人リツしり多

燃講濃節
料璽縮約

七Eこ的遠田とくにプ
年Sのに禽境め篶入ル

Q物り
のサ

と石炭に依禅せざるを得ないとし

同調蓋によると︑一九八五隼に

G・クライン氏が作成したもの︒

破壌の実力行勤にでたため嬢設工一ている形跡はない︒EDF側で

爾ストラスブールに新漂発サイト

低く抑える大きな要繍であるとい

ーデンベルグ社︑バーデ・ビュル

このサイトはスイスのカイザーア

を決める万針などを承している︒

は︑欝＋万KWの原剛力発四所と 下では︑発隠所の運転期間中に︑

テンベルグ州の豊蓄が原子力発電

水利罵技術謬魑︵効率が十傍︶や

所建設の愛機をブイン川対辮フラ

は︑フェッセンハイム原発の出撃
べて次第に十分魅力のあるものと

が制限されると︑商業罵康子力発

禦が中止された︒昨隼十二月と本

なるだろう扁︒

電が開発される以蔚のように︑石

うことを認識することも必要であ

火力発電所の饗鍛は︑それぞれ

脱硫嚢鰍付き石炭火力の電力

八＋践万KWの脱硫装腰付き石炭 原子力発懸コストは石炭火力に比

蓑W当たり九菖七＋五がと間質

は︑運転開始後十庫経つと原子力

線一月︑オッフェンブルグ郡︑バ

鰹十五ザで︑岡程慶である︒﹁投

十銀の終りには二傍以上になるだ

ない︒したがって︑経済性の淡定

っきりとした経済的利点は発出せ 発鰭駈より約七九％麗くなり︑三

ニュ⁝ヨ⁝クで原子力発電所

子力発罐駈は︑脱硫装圏付き石炭

下資本という観点からだけではは

る扁︒

次第に魅

その欝命の三＋年闇に

火力発餓所より遥かに安くなり︑

だろう︒これは

八月一書に︑ニューヨーク州エネ

力を回していく

フランスのフェッセンハイム原

力

原

ニューヨーク州エネルギー委

一九八五無に運転を蘭始する原

85年以降効果発揮

鯨都千代濁区大手町2−2−1

は過虫を振り返ぎって反省し木来に向って遷ヨばたくローマの神で弼

鍋1VσS

楽

原子力の経済性で調査

（2）
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子
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晶

力

原

魚類行動を実態調査

げ

し

一

となってきた﹁濃撰水問題﹂の解淡に大きく甥尊するものと

墨．釜

温床

原子力発 灘 所 ︑ 火 力 発 鱈 所 か ら
題について箋雌に海洋講責を行な

復水器通過影響調覆はこうした問

後の動物プランクトンを二〜三世

痩しながら探罰した復水器通過煎

ら︑いよいよわが圏の温掛水研究

撫藩瀦灘

2

映

@月 14 H

の応騨テーマは門二十一世紀の賑

目

すれば蕎利な条件で確実に五〇％

エネルギ⁝扁︑﹁私は原子力につ

本と原子力﹂︑門私だちの生繧と

15

のウランが独蹟できることから

@月

国際資源が鍍施し︑生写は国際資

多目的高温ガス炉

原

研究成果で報告会

臼本原子力研究所は来たる十月

研

た︒入選覇発致は牽重工牽六日︒

いてこう警える﹂一⁝の無つだっ

﹁独自開発﹂の薗からの瑚待も大
きい︒

くにあるアガデスに探査のための

一アメイと鉱区近

麟際資源はム格探査に先立ちす

昨妬六月調印された臨本協定に

事務所を開設︒概略探査でいくつ

でに今冬二月︑

よると︑鉱区は誇都ニアメイの北

かの﹁荷璽地点﹂を摘出するなど

う荷鰐なもの︒

ーキの穏利は折半にする⁝一とい

で行なう③生写されるイエローケ

源とニジェール政府との舎弁会社

をさかのぼるか﹂1⁝讐これまで 旙姦しているQ来奪礎中には研究 塵開始後 一十隼醗⑧探賓︑探鉱は
の中枢となる門中央研究駈﹂の四
熊民の懸念の中心的問題の酬つだ

も組騰的解瞬へ陶けての本格的研

った﹁海水の上興が魚に及ぼす影 季も予定されていることなどか
響﹂の解萌に取り縷もうというの

もよう︒

究へと大きく動き出すことになる

が調憲の内容︒しかしこれまで
淡水魚を対象に行なわれた※國の
爽験例︑北海遵で実施された同様

東約六酉論調のアイール地区にあ

置益田午後︑榮京・大季町の経腿

連ホール︵経団趨全館十四階︶で

果報告会﹂をひらく︒

第五回門多臨的爾温ガス炉研究域

雪間の

難儀会は原研における多醸的高

灘がス炉研究開発の過糞

成擬を中心とする現状などについ

て発表︑今後の謝画推遊について

理解を繹ようとするもの︒同類は

原子力文化振興轡屋は︑来たる

熱材料の研究・高温照射技術の開

嚢︑設計研究︑炉物理の研究︑耐

うが・他方このことは︑原子力開

表取締役社長松村雄二氏

住所大

新田ベルト︵株︶

金牛く

；コ

〒五三

りしているようだ扁という︒財鴎

取締役社長新畑長畑野

電話○轟パー⊥瓢溢一篇⁝一

苟｢船▽放射性廃品物の嗣化処 ネーメンスベラートウング社︶H 立製作所▽原型炉﹁ふげん﹂サイ

︵米ミツイ・アンド・カンパニ

ではこのほか﹁郵送中﹂との運絡

ノ◎

硫黄分（10P．P．m以下）

通産省＝⁝

男勇 長 期 的 影 響 調 査 も 通 産 欝 は こ の ほ ど ︑ 原 子 力 発 電 駈 か ら 放 出 さ れ る 温 掛 水 の 海 塵 生 物 へ の 影 響 を 解 明 し 周 辺 住 民 の 不 蟹 解 消 に 役 立 て る だ め ︻ 湿 排 水の魚照行鋤への影響﹂と門復水露猛過によるプランクトンの遅溌的影響﹂に焦点をあてた本格麟な温排水懸盤調蓋に乗り出す方針を間めた︒調査は︑来隼度の海洋生物環境研究所の委託研究とする予定で︑これらの間題について嚢付けとなるデ⁝タが簿られれば﹁悩報不足﹂ゆえに不安を生じさせる

放崩される 温 麟 水 は 放 出 口 で 海 水
い生物への影響を門鍵舐的﹂に解
代にわたり飼膏観測し﹁後日症﹂

みられていることもあって関係蕎から大きな関心が甥せられている︒

に銘べ約六 〜 七 慶 の 高 灘 ︒ し か も
難していこうとするもの︒

ハブ実験整︑移動観測購などを駆

原発の堀禽 火 力 よ り 排 繊 羅 が 六 劉

で︑全盲八灘城にわたって実態調

の影響を明らかにしていく欝画

ク②ポンプ通濁の際の二男ニカル

糞︒暖流︑寒流海域︑内海︑外

このうち①八度Cの温度ショッ

水問題が漁 業 関 係 者 な ど 謹 厳 佐 民
ショックー⁝の膨響を対象とする
海︑企叢による汚染麗の異なる地

本格調査のための準備が滋々と整

っていく謝画だ︒

中・寓校生作文募蘂

r篇が応募
＋月二十六漏の﹁原子力の農を

の挨拶にひきつづき研究陶発の概

豊後一難半開会︒垂雪叢叢理茎長

術︵米C照臨︶匡住友商事▽瀕子 ＃▽蕎次曲げ振動に関するバラン

認念︑その〜環行事として中・高

原子力のB配愈

ス膨蕉︵来メカニカル・テクノロ

校生からの作文を灘評したが︑十

ヒ研究所原子炉開発所畏R︒シュ

六Bの締切りBまでに総数八百七 ら発表があるほか︑繭独ユ⁝リツ

ルテン博士による特別講演﹁ドイ
た︒うち樽柿校生からは五芭六十

収ウランの潜在価値等に関する調

の馨︵来NUS社︶毎日塞エヌ11動力炉︒核燃料開発窮巣醐▽圃 ＋七編に及ぶ多数の応藤があっ

ツにおける多國二二購高温ガス炉

発に霧せる関心がそれだけ拡がり

拶
ほ賑本属ヌ・ユー・エス▽MARに関する技術︑経済性︑衡理方法

あったことは︑今隼から新しく申

の現状﹂が日誌されている︒

ー・エス▽侮外ウラン濃縮建業

蕉︵米NUS祉︶目碍本エヌ・ユ編で︑中学生からは 二二十六編︒

︵※聾US︶目露本エヌ◎ユー︒ 々浦々からこれだけ多くの唖聾が

同財団の林弘講務局長は﹁全圏都
ス・リサーチ社︶睡センチュリ・

形構造解斬︵※マーク︒アナリシ

曜種16件乙種18件に

リサーチ︒センター▽燃脳・桝料

ュークレール社︶ほ丸紅▽核燃料 学生を対象に禽めたことにもよろ

エス︶▽輸送容器︵仏トランスニ

K1下格納容器設計再騨価︵米G等の満報︵米エジソン繕気古金︶

〇

阪箭北区窪心町一一七十

トにおける熟笹理方武︵楽エナジ

ー︶釘三井総懸▽梢酸プルトニウ

〜＝

一2

曇

塗二鵯

す

．鴬

p叢

傍王盆1」（03＞

13（邦1岸ビノレ）

程魔多いといわれる︒そこで灘排

等に①大羅 の 温 排 水 放 出 が 海 洋 環
プランクトンの復水器通過影響調

る一万二千単万侮日の地点︒周辺

ドに本格的な探鉱調費殿を編成し

境に影響し︑黛類の生態系を変え

最終協定に正式調印

が上っているフウラン銀座﹂のど

をつぎこみ︑六︑七︑八月の師期

探査を開始︒約三十億円の探鉱蟹

点など︑あらゆる海洋状況で一シ

睡中にあるという地質嫌な無条件

査については︑鷹中研に委託した

に惣ぐまれているうえ︑各園の試

ってきていることから︑今秋をメ

課する鞭終協定に正式灘印︑今秋

錐機が乱立する同羅のウラン開発

では続々と﹁ウラン発覧砿の凱歌

をメドに添格的なウラン探鉱調糞

でも今醸の契約は数少ない仏原子

近くウラン探鉱へ

ニシエール政府と共購で腿圏ア

に祭り出すことになった︒脇定の

るのではないか②発醗断の復水雛

国際墓原と

イール塘露でウラン探鉱膿発電画

内容は①探鷹︑探鉱期闇は四々聞

ニジェール政府

する予定︒﹁この調査により︑プ

に取り線んでいる照糧券源︵梅田

それぞれ四シーズンを対象に調燈

ランクトンの復水器土釜影響はほ

実社長︑アラどア石磁六〇％︑田

ーズン当たり三十B聞︑一地点で

データが得られていることから︑

ぼ全薦朗に解明されるだろう偏と

力庁︵CEA︶の参撫しない現地

これ濠での研究凋査で門通過二

論罪の調査では門慧過﹂による運

いう︒

で︑同じく四隼間を一単位に三回

政膚との単独契約で︑開発に成功

郷﹂の膨蟹についてはすでにほぼ

よって灘業澱源が減少するのでは

筆附影響調査に移る予定︒調査で

本輸出入選書闘○％出資︶は十二

まで延長できる②協定の法難は生

滅︑あるいは鵬轡を受けることに

ないかーーとの懸念を焦じさせる

は対象発電所に動物プランクトン

一方︑湿掛水拡散域における山

鰹︑岡地区でのウラン探鉱醗発に

を通過する際プランクトンが死

原限と獄っており︑これまでの公

雀行動箋証試験については超音波

を除いて継続的な探鉱癌動を行な

聴会でもしばしばこうした点が指

装躍などの実験器興を踊躍︒プレ

一一一一一一一⁝︸鷲遷灘一⁝藁﹁一憲麟︹謹＝三葵避蒙︻一薫溜出︸一一一瓢日義︻一塁窯琶︻一葉四一㎜篇轟蓬憲蓋一一篇︸篇甕誕＝一一一一一鷹一瓢

MARKI王格納容羅設翫の薄ッ
辞ク・エミッション︵来ツウスウ カプラントの品質保証讐︵来サウ

業尉▽商放濫性液体廃棄物処理処

ジー社︶鐸動力炉︒核燃料開発饗

保守︵来WH社︶韮瓢菱蟹工業▽ 部︶鐸神戸製鋼断▽アコースティ

簸一一一一築憲簸

飼欝装罎︑クロロフィル連続測定

臨働 げ

憲一避一難無需竃藍

の魚類行鋤調査とプランクトンの

尋

≡竃驚篇＝＝一＝一一篇一一一篇一一≡鷹無憂⁝㎜謹一≡羅籏讐鐙一≡一篇篇一環露墨一︻一灘簸篇麗篇棄藁︻諏鍛蟹藍一尉環皿一書器一麗

摘されてきているのが現状︒今回

㊥

スウェスト・リサーチ研︶中分電
漏路設計ブロック▽原子力発電粥

六件︑乙種十八件︒ほとんどが保

ンソン・アンド・アソシェイツ︶

夢心霊験嗣カプセル調頚︵米スワ

工業▽原子力発電藤︑火力発電所

でしょうか︒内容もかなりしっか

をみせて懲たキ．いうことではない

保守管理にウェイト
等の構成鋼管内醸の腐食防臆技術

E社︶H東康芝浦出職▽嗣上掛出 軽濃縮・再処理準備会▽二酸化ウ

原藍に入金代
ナー社︶聾厳原バイロン・ジャッ

ランペレットに係る反応鹿試験

︵株︶松村組

クソン▽醐レベル拝察性廃液の流

︵西独コンスレクトラ︒ウンター

科技庁が
無次報告

発について関係研究聡発室撮遜か
力上二井物瞳▽岡上薩困国巡力・

謹選京醗力▽同上訂臼本瀕子力発

加圧水型軽水炉燃料︵来B＆W

ェスト・リサーチ研︶目エヌエフ

鷺▽岡上日記流涙力▽岡上艮中国

原子力容器︵※CE社︶封三菱霊 ・ユー︒エス▽高速増殖炉の罪線

社︶薩原子燃料工簗▽定躍薦半端

価︵米GE社︶聾中部感力▽同上
千憲万がと大幅に楢えた結果・対

電力▽原子炉嗣ポンプ・コンポー

科学技術 庁 振 興 局 は ︑ 購 藁 菰 十
頒支払額七懸千一善がとの受取︒

ネントの係守箸︵※ボルグ・ワ声

守籔理技術で占められ︑これに廃

苺ｨ心▽合子合一次総構繊材料 分の調蕉︵米フルア・アジア祉︶

年慶外醐技術灘入口次謝罪をまと

初めて二〇％台を超えたーーとし

支払額比は︑二一一︒六％となり︑

それによ る と ① 五 十 黛 度 ︵ 五 十

対緬の支払期闇が田無を超えるも

棄物対策技術と燃麟技術が次いで

原子力関遮技術の瀬入は甲纒ナ

ている︒

め︑二十一田発叢した︒

蕉四月−五 十 一 年 三 月 ︶ の 新 規 技

の︶千四菅三件︑乙種︵同じく一

術灘入は︑ 甲 種 ︵ 契 約 期 間 ま た は

隼以内のもの︶四筥三十三件で︑

いる︒

適技術の内容︑外蟹投資家︑厳本

覧十年度に灘入された原子力闘

技術革新の 節 帯 と 国 内 妓 術 の 向 上

を反映して 蕊 年 来 減 少 傾 向 を 続 け

ている②公審防止関達技衝と電子

動脚仮焼装麗︵米エナジー社︶目

臼機装▽原子力発継溺プルトニ

ー社︶鎚住友無籍▽硝酸プルトニ

⁝五論ハ

原藻に入会

理技術︵鷹独ゲゼルシャフト・フ

ウム酸化物燃料︵※囎力リサーチ

〒玉暇

▽原子カプラソトー

ェア︒ケルンフ男ルシュング縫︶

阪甫東区博労町㎎上二十

︹駅橿︺

次系の機龍の使矯中検査技術︵米

も憂けているといわれ︑目無総数

い反面︑輸送熔機械︑化学︑電子
計騨機ソフトウェアなどの技術襯

三憂商瑠︒

ム紙換設講︵残独アルケム社︶ほ

︒通儲部翻関係技術の楢加が署し 塁企業は次のとおり︒

類
繧
ウム転換類癌︵仏サンゴバン・テ

話〇六⁝二五

クニーク・ヌベール社︶薩田商岩

はさらに磁える麗込み︒なお今回

研︶鐸鱈力中央研究所
▽原子炉屠水馬理技

オルガノ▽稀ガスの園収技術

門乙種扁

︵米エアコ・クライオプランツ

1｛1繭（（幽）23−43瓢・名省腰（052）9e2−0121。大桑（Q6）931−9058・広濫（0822＞43−1532

ぴ

サウスウエスト・リサーチ研︶荘

573−4235（代）

巣逸北挙株式会社

東京都垂頸東新橋1−2−

総

穽貸費検査機材（浸透・磁粉・超音演．）

素材から航空機。原子力機器まで、

10

c

申國X線▽原子力発電プラントの

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

10

一【

入は薯しく威少した③わが国の技

○

篶

麺
一幽幽藁

・一

二

蓮

m

麟擬騰勢閣
藝麺儀螺i傷：聴講

細一

・一

幽。

術輸壌による軋刈懸受取額が 億六

一

齣ﾋ

＝

一二

弗素分（50ρ・P・m以下）

低塩素分（150P・P孤以下）
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︻墨ユークリア・インフォし

は米原苧力重重会議︵A嚢F ︶

︒アンド︒インフォーメーショ

が︑パブ リ ッ ク ︒ ア フ ェ ア ー ズ

ン︒プログラムの 環として︑

原子力に 関 す る 傭 報 を 指 貫 ︑ 分
析︑紙幟 し ︑ そ の 結 畢 に も と づ
ョンとパブリック︒アクセプタ

いて︑全国的なコミュ漏ケーシ

ンスの輪をひろげるために発行
しているものです︒この箭報に
は︑原子力をめぐる漏間の動き

年末まで遅延か蕪吻
廃棄物など対策検討

力謬聾九署が蔑

の原発促進支持

@ ㎝パ毛ント・ヤンずとミ・ド 意気上がる住民
そのライセンスを就航︑終止︑変

⁝ランド発範所についてNRCは︑
更のいずれの搭澱をとるべきか決

ρ︶

R
定するようライセンス審議会に要
三一クリッシ欄甑研究所の社会

・灘ミュニティに対してどのよう

エリザベス・ピール氏は言ってい

リッジ研究チームの壷任者である

スとウォーターフォードの住罵

る︒岡認蕉によると︑mプリマウ

は︑運紙している原子炉がサイト

最初のものである︒

ことと︑原子力発罐所が存在する

は︑税制醐で開らかに有利である

な影響を専えているかを調蕉した

調査したウォーターフォード儀

ていないので馬子力発露酬が近く

ことによって不利益を殆んど感じ

民の九闘％は︑ミルストン原子力
発鷺所の建設を再度承認すると霞

にあることを認めている﹂︒両方

っている︒プリマウスでは︑七二

︸スとコネチカット州ウォーターフ ％がプリマウス発臨所の建設を二

センスを敗得している発艦駈も薄

と︑マサチュ⁝セッツ州プリマウ

成手続きの逡行中に︑NRCとう 学者チームが実施した墨継による

縛することにしている︒ルール作

N

鷺輪講までにまとめるようスタッ

のコミュニティの住昆の六〇％

いて新しく徹畷的に検討し︑九月イセンス審議金は︑その他のライ

は︑原子力発電所が自分たちの生

﹁それ糧入したものではない﹂と

度承認すると述べている︒これら

八月︑コロンビア特糊区巡園控訴

横謝する必要があるかどうかを淡 ォードの住民は現在脂分たちのコ

いう︸九七四葺の一般的なルール

い︑と

纈っている︒

ウォルスキー理禦畏は次のように

全出力運転のライセンス︑建設許

フに要求した︒NRCは︑このス

院の鰻近の判淡を遵守するために

命に対して﹁全然︑影響がない﹂

と感じている︒

二つの帝の圓答暫は無藻別に選ば

での結論と墜購えないと判断し

は︑NRCが十分な検討をした上タップによる分析が完了するまで定する︑と譲っている︒

の醐接覆により麗漏したとオーク

無鐵別調査となるよう︑その地域

れたものであり︑科学的に正確な

原子力発轍所の礁設または金儲力

発露を逆胴するとしている︒これ

ミュニティで縁働している漂子力

運転に関する新しいライセンスを

細な換討をした結累︑岡じ縮論に

た︒椌訴院は︑NRCがさらに詳蔦・制隈付き作業上司を発得しな力藤蟻食議︵A王F︶のカール・ この次も建設するとすれば原子力

なデータが必要であると述べてい

達するかもしれないが︑より詳細⁝
以来︑集められたデータに捲つく

はコストより還かに大きいという

るとしても︑核エネルギ煽の利益⁝

表したあくる藏︑テキサス州オ⁝

ルールを公表する可能性もあると析を要求する搾誘院の決定と骨接

せるようなことはないにしても︑

NRCの放射樵廃棄物処理のコり︑黒鍵的には鍛力に擁するコス

・エネルギー節約運動を進めて

トを引き上げるだけである﹂︒

滋教授兼工学部猛営部長ロバート

融合などはまだ実馬化されておら

︒太陽熱︑風力︑海水発罐︑核

炭と核分裂エネルギーだけだ︒

・利罵可能なエネルギー源は石

も︑エネルギー購要は増大する︒
いる︒

・H・レイ博士が議長をつとめて

このパネルは︑原子力発船に関

1は岡様の石炭火力発鍛所より安 しており︑鱗報を集めるために公

かない︒

ず︑大規模な騰落には経済的に陶

連する閤題を調査するのを任務と

聴会も開かれた︒同報告講には︑

鉱および鰍繕輸送蟹故による死

り︑躍力建議に使用制隈象たは悌

原産セミナーシリーズ

軽水炉の安全性研究

⁝⁝三島良績氏

⁝・：能沢正雄氏

⁝山田太三郎民

iその現状と成果1

1︑原子炉安全総論

2︑ 安全書究の概要と課題

3︑ 軽水炉燃料の安全研究

ラ

4︑ 軽水炉の安全評価⁝⁝申村煕栄氏

5︑質疑応答︒懇談

ラ

試委

験託

照照

射射

電話︵195︶六一一二

︵

﹂

︵縦﹀

一〇六五

転置原子力産業会議・業務課

詳細は次にお問合せ下さい

⑭定員 40名

働参加費工万三チ円︵含昼食代﹀

︵

㊥と

二月14目木15臼金

険であるが︑その本当の危険性は

き

その物質としての特性の中にある

はならない︒

が︑欝難問題を謡曲に妨げられて

って︑原子力発電の開発︑推進

得力のあるものでもある︒したが

されている解決策は現箋的で︑説

解決の闇題だが︑他方︑現在提案

れることになるだろうQ欝蔵は未

ックとして深い摺罐磯内に賠蔵さ

射盤廃藁物は︑最終鮒にはセラミ

・商業原子力発電断から出る放

される恐れがある︒

生み︑その恐怖が悪い臨的に利粥

られており︑神秘は未知の恐怖を

とにある︒核分裂は禅秘的に捉え

で︑プルトニウムを潟迫に縫うこ

のではない︒猛険は防護上の問題

㊥ところ 原濠会議繁

康り謹わない︒プルトニウムは勉

のは︑その他の施設の安盆性とあ

︒原子力発諏所の安全性そのも

鐸RCが控訴院覇決に従うと発 を隠縫できない︒

スチンの義民は岡市がづウス・テ

いての制限付き作業許司︑建設詳

ら排出される燃料の萬処理と廃藁

スタッフの環境に対する影響調査朝および逆転誹可の発行を中比す

︸九七毎夏のルールが発効して述べている︒﹁新しい原子炉につ

物処理の躍境に対する影響につい
る︒

は︑今旦の秋から始まる一般大衆るという飛RCの決定は︑残念で ことは関係当局が認めているとこ

を引くという粥長と市議会の決定

般的な手続きでは不＋分なの
を対象としたルール作成手続きに

を三鰐一で沓決した︒オースチン

ろである︒蕪RCの控訴院の判決 キサス原子力プロジェクトから孚

で︑燃料サイクルのバック・エン

になるだろう︒NRCは︑懸定的廃棄物のコスト︒ベネフィット分センスの発行をそれ程大きく遅ら

対する新しい偶報を提供すること

ある︒

について控訴するオプションを残
ドの潔境に対する影響については

また︑控訴院の判決は︑この聞
しなければならないと控訴院は述

これはNEPAに擦つく放射誓に対する携繍が原子力関係のライ

個々のライセンス審査の中で検討

に初装萄燃料の袋荷および低出力
べている︒控訴院は︑バーモント

三〇人がプロジェクト参加に蟹成

試験のライセンスを発行すること

この遅れが理屈に禽わないことに

いっているが︑これら暫定的ルー関卜するものであり︑一般国罵の

二入が引き上げに賛成投票をし

暫は︑控訴院がこれらのライセン

法認の不幸な例である︒

投票し︑二四・六％即薯︑〇九

スを振舞するよう要求していた

ストについての解明が不乎分であ

頃から実腋されることになるかも

ール作成手続きが上筆中の十二月

は変わりない︒純鋒な手続き上の

司とコンシューマーズ・パワーの

運れというのは傘くの無駄であ

している︒顎実︑八月にバルチモ

てこの種のライセンスが発行され

が︑野獣院はそのような描羅はと

メリーランド原子力エネルギー

十八ぐに及ぶ詳細な参鰐文献もあ

塗しても︑その他の諸説での關発

・園圃内だけで原子力発竃を紫

宏全であると述べている︒この十

ン・ホプキンス大学産業工学部猛

内容は次の通りである︒

lで構成される委員会は︑ジョ げられている︒岡黒鴨描の三遍な

く︑環麗睡でも妊ましく︑十分に

諏轟経済・安全性を強調

メ州︑原発促進を是認

許可をNRCへ嬉し戻した︵破蘂しれない︒

アG＆Eのカルバート・クリフス ミッドランド原子力発電所の建設
ニ弩機およびパブリック・サービ

ている︒今年宋までに運転欝可が

スE＆Gのセイラム一讐機につい または取騰しではない︶︒反対論

出る予定になっていたその他二つ
らなかった︒

各原子力発継所の燃料再処理と麗

塩竃委員会は︑岡州が原子力発開
所を建設するオプションを保留す

業物処理の環境に対する影響につ

NRCは︑この判決に対応して

の発爾駈も岡様の制眼僧きでライ
センスを取得するだろうというこ
とである︒

控訴睨は︑各原子力発罐隣から

るように強く勧傷した︒原子力発

亡増は薗八十〜一続五十人であ

地誌についても難じことが雷える

る︒原子力依難度の高いその他の

対する影響を特に詳細に調べてい

て特に厳しいと響えて︑同地域に

ニュー・イングランド地域におい

岡調査は︑原子力禁ぬの影響は

る︒

これ程でなければ経済に対する影
響はもっと単く︑厳しいものとな

いる︒ただし︑現在の予備能力が

る︒この調査では︑原子力禁止の

るだるつと同調憲は述べている︒

ると︑原子力禁止の影響が特に強

インフレ率や磁力以外の物の価格

原子力の禁止は︑一九八五鋸ま
でに次のような結果をもたらすだ

・欄人滴費支趨が九〜一五％減
少する︒

電を解嚇せざるを難なくなる︒糊

軍容駁の余裕が許容水準以下とな

は一九七八一七九琿の冬までに発

おいては︑余麟的な原子力禁止で

・雇用がGNPの減少と同じ率だろうQニュー︒イングランドに

・エネルギー輸入が二〇％増糊

・露力蒲要蕎に対するサービス

する︒

部の地域では困るが︑現在のと コストが贈大する︒特に︑原子力

は発鷹容醗の余裕が一ん八三銀の

しい発躍駈だけを禁比する場禽

条件下では︑原芋力依仔麗の高い

に憎撫する︒

大幅

︒死亡編が増大する︒大気汚染

九八○鰯代までは原子

ころ予備能力があるので経済全体

による死亡増は五資〜謙遜人︑採

としては

ぼすことはないだろうと予想して

力禁止がそれ程大きな悪影響を及

冬までに億機状態に陥る︒

依響度の高い電力禰要暫の場合は

穴％と仮定している︒このような

八O隼から〜九八飯奪までは六・

一九八O薙までは五・三％︑〜九だけ減少する︒

では蕊・三％︑霜力需要の伸びを

％︑一九八○奪から一九八五年藤

び轟を一九八○駕までは五︒一二

この調苑では︑GNPの蕉間簿ろうと岡調査は述べている︒

い︒

に対する彰彰は検討されていな

く感じられるのは特定の地域であ
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※燭の製造総鑑麓︵GNP︶は に対する影響および地域的影響に
原子力発確が全面禁止となれば︷
九八覧俸に一一一％低下し︑新規の

原子力発窺だけ禁止される場禽に

これは︑プルックヘブン濁立研究

は一九八董難に一四％低下する︒

所が実施した経僧分析の結果であ
る︒この﹁全海盆原子力闘症の短

期朗経済効果㎏と題する報搭濫

投入産出モデルを使った二つの調

は︑プルックヘブンのエネルギー

査の中の一つである︒原チヵ禁癒
の構期的影饗を分析したもう一つ

る予定である︒

た︒

は禁じていないと︑NRCは説明 ︒ヤンキ；原子力発織所の運転許 ルは一般の憲兇を聴取した後︑ル 愛器に及する作用をもった善敷の

の住民の七五・四％即ち二一︑七

してあると盤っている︒

した︒ただし︑NRCはこの溺決

てさらに詳細に検討するよう要求
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NRCの謹選について米国原子発溝所を圧倒的な多数で承認し︑

た︒控訴院は︑七月に各発電所か

今古宋まで発行しないと発表し

原子力規制委員会︵NRC︶はの使用済み燃料の再処理の膨響は
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のさらに詳細な調査も近く完旗す
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聞

ンフォ扁を髭醸した背鍛には︑

鋭化する に つ れ て ︑ ︻ 方 的 な 見

原子力醐 発 へ の 批 判 管 反 対 が 先

解や不正 確 な 回 報 が 増 加 し ︑ 大

搬の原子 ヵ に 対 す る 純 粋 な 疑 問

幡させか ね な い と い う 爽 構 も う

や棄朴な 不 安 を 墾 つ た 方 向 へ 増

かがえま す ︒ こ の 憐 報 は 発 行 以

来︑原箏 ヵ 関 係 鷲 の み な ら ず 議

どからも注潤されています︒

会︑運邦・捌政府︑マス2ミな
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進する一方で開発輸入に力点を遠

される天然ウランの長期購入を促

シ

応を迫られているウラン探鉱から

の二万ナのうち七千ナ︑三分の一

き一九九灘無頼点での無間所要墾

放鰯性廃棄物処理処分に至る核燃

て見暫しを進め︑窟民の役割分担
程慶を海外開発で確保する目標︒

料サイクルの六段階の施策につい

の基本線を明確にした︒﹁中間と
このため国は勤燃の海外調査緊急

図り︑電力業界は鉱山業界などに

や金鉱購業國の助成制慶の強化を

りまとめ﹂は原子力委員会の新型
動力炉開発蕉門部会や放射性廃棄

よる海外開発に協力し︑開発成功

物対策技術騨門部会︑資源エネル
ギー庁の核燃料研究委員会の検討

としている︒海外開発産品の頚際

プロジェクトの生産贔を引取る︑

価格レベルでの引取りに初めて
﹁保証偏を与えた︒

濃縮ウランの確保策は︑門将来
は園産工場を建設し︑新規舗要の
大部分を国内で賄う﹂団標を掲げ
遠心分離法による圏繭の捜術開発

推進を前藏に押し齪したのが特
色︒国が五十二隼塵から動燃の濃

縮パイロットプラント建設を進

瓢ド

＝

欝欝業界を中心に陰間主体で行な

蝋賦性子炉ヘリサイクルして利謝

になるまでの闇︑プルトエウムは

廃棄物の処瑠処分対策に関しては

点の一つとなった筒レベル放射性

醇処理と並んで懇訟金論議の焦

の整備を進める方針︒4面に﹁中

会社構想の興体化を念め輸送体制

外再処理婁託に伴う田英銀燭出蟄

核物懸防護制麗を整備︑民聞は海

心に据え︑国が輸送の安金確傑や

作成に鯖驚
雲異整備を図ることを確立策の中

う方針︒まず処理方法︑資金問題

する方針︒醗が利照技術の醗究開

間とりまとめ婦

む︒

など建設の翼体策を電力・関連業

については国が蕨任をもつことが

の町勢羅を計算する方菰②放射性

に伴って放出される放射樵物質

丁張にわたって危険性を伴うもの

び︑盤界でも最も厳しい癒を採用

実証試験を行なう一方︑罠聞では

していたが︑線純計舞方法につい

による外部吃語碧山を計糠する方

磁からの放射擦︵電にガンマ線︶

法③璽粟︑牛乳︑海艦物などから

ては門波曝糠蹴の謹価は︑旛設周

食物迷鎖を経て受ける内部被曝線

辺の集落における食生播の態様な
どが穰蠣朗である人を対象として

騒の計算方法f⁝などρ興休的な

五ミリレム被曝評価指針で

現笑的と篭えられる溜鱗方法とパ

昨琿六月の岡蚕員会﹁発磁屠悪

ラメータ⁝により行なう﹂とさ

原子力委員金は︑塗筆五月原子

に関する指針﹂では︑繕設周辺の

水型原子炉施設隊辺の線嶺警標値

今國湊めた橡準的な線講評傭擬
針の計算方法は︑ω原子炉の運転
＝蓬⁝＝二三冊≡謄＝二二ニ曇憎二謄鴨≡

にするなど西独となら

がっているが︑とくに③の議算で

ド・エンバイロメント社原子力部

長のF・K・ピットマン軒天が二

済み燃料の再処理貧寒︑灘排水問

十九田︑原巌を訪問︑※醐の薙用

このなかで閥氏は米國の飽隅済

題などについて懇談した︒

み核燃料の再処理問題の理状に関

押貸物質防護﹂﹁核拡敬への波

湿して﹁隅一をめぐる問題として

﹁蔚処理を行なわずにFB飛に使

ある︑と説明︒こうしたなかで

広とICRP法との二水だてにな
及漏など瓢しい二二が出現しつつ

は︑ヨウ素に対してのみ比放射能

この指針は︑規三蓋に定める五

っている︒

る︒このため︑この線瞭照襟値を

しい誤算方法に黛ついて行なわれ

査など被曝縷論評緬は︑すべて新
ているA猛Cしが︑炉物理︑沸騰 ずつ滞荏︑この闘AECLからは

ロビンソン溝士は原子力発醒所の

一方︑岡行した墨刑企繭部鍵の

要がある︑と語った︒

て罵処理の斑能性を再評価する必

る﹂と指摘︑これらの方法も盆め

るとの謬え方も〜部に撫できてい

グレイ影戯︵遍賭︶︑ボン翻総

超える瀕子炉施設は①希ガス・ホ

えるように使用済み燃料を賠蔵す

裁︑ム⁝ラジアン副総裁ら欝脳が

ールドアップ装置を設濁する②排

いが︑今後︑原子炉施設の高金響
聞の璽水炉悩報交換協力に間する

水の熱伝達・水力学︑隔壁性研

る︒また細水蝉を開発している田

熱論︑協力間奏を話し愈ってい

でに厳しい揚出温鹿規制が実旛さ

温撲水間題につハて﹁来翻ではす

闘ボレムを法改正するものではな

燃瑠業繋とAHCLは︑昭和闘十
鋤︑ジルコニウム盒金︑燃料︑制

改定協定が二十七田発黙した︒動

御・計測の各分野で協力し︑報告

気簡を島くする③順子炉灘設配響

筋︑ピッカリング欝欝所などに運

を開発中の動燃野業団とカナダ型

月二十六鼠で有効期間五奪の期限 磁の交換や金識の開催︑相互訪聞

六年九月に黙思された岡協定が九

英揖加の四か籔の鱒報交換の鵬と

放繊の抵謬論で対策を講ずること

などを趨じて悔報交織と技術向上

になる︒

切れとなるためその厳扱いを協議

四十七卑九月以降各国もちまわり

の頭文字︶ミーティングを疑雲︑

に努めるもの︒

この協驚に纂づき︑これまでに

いる︒

開催で七圓の憲門壕会議も糧ねて

述べた︒

協力関係を強化していきたい﹂と

ついて欄報交換などに遡じ両国の

れている一と説明︑﹁この聞題に

してJU工C氾︵園圏と﹁交換偏 系などを気糖化する︑など放購能

ナダ原子力公社︵A冠CL︶との薫習炉︵CANDU︶を稼働さ
転せ
訓練や技術得得のため故か月闇

勤力炉・核燃常識鍵盤業団とカ

Pパブリケーション2の方法に従

原子炉麓設欄辺公衆の満身被曝線

欝分の

︵國際放射線防護委颯会︶勧告の

レムと︑線羅翻標値をICRに
P藤たれていた︒

一斑公衆の全塀被曝線灘で薙間馬 本人の食物特性などを襖講し︑詳
メレム︑甲状腺被曝で駕間十五8 細な計算方法を決めることが今後

炉安全轡門部会洲ら報笛を受け︑

体的な詔籔方法を決めた︒

鎖などを加味した線羅闘標置の翼

計算式となるわが国特有の食物遡

て淡めていだが︑二十八臼︑この

腿︑庫五︑︑掛レムを線騒囲標値とし

れ︑從契の王CRP法に加えて暇計算方法では︑童に従来の王C魏

環子力量

線量の計算法決める

発を進め︑新型転換炉に装荷して
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機関で固めたあと︑電力業界を中

謁速増殖炉燃料として使うよう

必要な対策を検温する︒

≦｛門門貫穿響禽証の軽

動燃から延べ二十四人の騨門象が

していだが︑五十六年九月二十六
日までの簸蕉間︑問協定をさらに

継続することで先に合懲をみた

オンタリオ︒ハイドロ社原子力訪
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高感度のNal（丁幻シンチレ [ション検出器とエネルギー依存性平壌化馬路（DBM
方式一日本原子力研究所殿特 磨jを組合せ、さらに当社か開発した検出器の温度特牲
補償方式（特許出願中〉を加 ｦましたのて、従来環境の温度変化（一10。C〜十50。C＞
により137Cs線量率換算て約 Q5％の変動かあったものを、約3％以下にすることに成

なお、オプションとして遠隔 ?作も可能な較正用線源および電源異常検出モジュール
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﹁再処理の計画ない﹂
台湾が米国に態度表明
米腰搦釜はこのほど︑台湾の罵処理問題を論議している上院外交委轟会の小委員会で︑台蕩は便胴
済み燃料の薄処理を傾止することを明らかにしたと発表した︒発表は国務憲榮アジア・太平洋局のハ
ンメル氏が行なったもので︑岡氏は︑台湾政府が︑台鴻は薄処理および講処理によって核兵賭︒核爆

黙不拡散の方針に謹奏を与えるた
め︑米政府としては強く反対する
ということを再度台湾政雇に伝え
た︒これに対し︑台湾政府は今月
の声明で︑使腿済み燃料の胃処理
を行なう懲志は全くなく︑同政府

用のみを促進し︑核兵罷や核爆発

の方針や政策は︑原子力の軍和酒

装躍の製造およびその技術を麗捌
するということは蕎えていない︑
ということを約束したものだ︒台

協髭小姿員会で︑国務雀束アジア
の経済的︑科学的根拠はあるが︑

器や核爆発物装置を製造するだけ

台湾における縫用済み核燃料再処理の斑晶

・太平洋局のハンメル氏は︑台鴻

湾は他の罪核保糖国と同横︑核呉

とについて否定的な態蔑を撫して

台湾がこのような原子力謝画に対

の問題は核拡散の颪から國際的な

湾にもすでに伝えられていると述

強く反対しており︑この方鋭は台

に再処理を遜めようとする動きに

蕩処理を行なったことはない︑と

製遊する意図はなく︑これまでも

理によって核舞器︑核爆発袋躍を

えである﹂と饗即した︒

としても岡圏を援助︑支持する響

する政策を守っていく以上︑韓国

現在︑アルゼンチンでは︑アト

必要であると述べだ︒

の十鎌聞に十基︑発電容鰍各百二

W︶︑一九八○年から九〇難豪で

W︑運開予定八一鋸︶は皇紀︑カ

このため︑現在薪しいウラン製錬

原子力火力・宇宙・漬脱排脱・酸素
LNG・石，由・カス・パイプライン
高屍高圧・自動制御・べ巳一シール

二〇〇〇年まで

アルゼンチン富家原子力婁員会

ANDU型︑出力六十・万KW︶で
アルゼンチン政府は︑ペルーの

（

ては台湾が発蓑した﹁薗国で蕩処

他方︑アルゼンチン隔丙の現蕉

U型︑男三＋男KW︑運堅る謙画であると強調している︒

に千五百万KW ゥーシャ原子力発電所︵CAND十万KW︑をそれぞれ運転開始す
アルゼンチンの

九七四黛︶一星だけが運転帯︒同

のウラン資源は確定埋蔵羅二万四

のカルロス・マデロ理嚢はこのほ

工場︵輝聞生産能力六＋ナの酸化

力発電所を遡開させる予定で計薩

運転開始は一九八丑隼の予尾︒

取り粗むなど原子力蘭発への横極

射性岡位体の生歴に関する研究に

的な姿勢を示している︒

に縮小することができる﹂という

世界鼠f霧携威ASME認定

理施設を持たない﹂という政策淡
定を受け入れ︑支持するのが望ま
しい︒これは他の圃女に対しても
良い見本となるだろう︒

圃二番圏の原発リオ・テルセロ︑

た爵明を発したことにより︑台蕩

ナダとイタリアの援助のもとにコ

原子力畏期欝画

は独富の冨処理を行なわないこと
ど同国の畏殿エネルギー詔薩につ

台爾政理が論壇に対してこうし

になったわけだが︑これは国際原

︵CANDU型︑墨家六十
K推定埋蔵羅は士ご万ナ︒
千万
ナ︑

子力機闘︵王A鷺A︶が環在提嘱 いて二〇〇〇鋸までに十六鑓︑漏

を進めていると発表した︒同氏は

同氏は︑アルゼンチン政府とし

電外出力一千五葭万KWの原子 事事囲はアトゥ1シャニ墨書︵C が建設されている︒

ウラン︑完成予定一九七七年宋︶

多国間核燃料センタ⁝

ルドバで建設が弱められている︒

している

られている︒すなわち︑平和利嗣

さらに︑アルゼンチンの原子力計

︵アトウーツヤー薫︑四号機︑バ

てはさらに一九八○年までに三墓

の葦葺を踏まえたものと兇

分野における再処理については︑

画を進める上で国標の発駕規模を

構想

に依存し

原発建設計画への協力︒援助や放

この

九兆円︶といった匿大な投資額が

逮成するためには約三百億斌︵約

核燃料センター

ようというもので︑同構想を強力

ったものといえよう︒

︵スーパーフェエックス︑出力蕩 高速鱈殖炉計画を菰十駕間遅ら

ヒア・ブランカ︑出力各六十万K

に支持している米国の政策にも叶

﹁影響評価誇大すぎる﹂

¥万KW︑運開予定一九八二せ︑現存の原子力発電計画を半分
鋸︶にも影響を与える恐れがある

は不十分で︑門テロリスト︒グル

云誤繍は︑政府が取っている描蟹

放射性典簗物の管理については

結論を出している︒

今世紀茉濠でのエネルギー緊要に

岡報告譲によると︑門英國では

として遜慰されている︒

王墜礫境湾染婁恩金はブライア

癒じるためには大規模な漂笹力粉

﹁原子力施設から漏洩する放射能

する対策もとられていない﹂し︑

鰻弾をつくるといった危険を防劃

ープがプルトニウムを盗んで原子

ン・フラワーズ卿を議長とする十

のコミュニケを発聞した︒

黙環境汚染委報告に反発
︹パリ松本駐在聖目英二子力公

社︵A麹A︶はこのほど︑筆工墜
聚塊汚染爆撃金が政騰に零墨した

岡報欝欝の作成に漫たっては三十

を与えるためまず罵踏みして反掌

の肩書に対する防護対策や静静も

会〒姶83鍍

社浬三

業曇図
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式

工
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墓封場阪

山都

田壇隻

レ橋

フ

と｝r犀」時に、原∫力用ハルフσ）大aな特色

発装灘を製造する葱図はなく︑これまでも爾処理を行なったことはない︑という蘇明を米国に伝えて

を台湾高飛が公銭に否肥したものといえる︒

きた︒しかし岡隠に︑米国務織筋
配置が︑台湾は薄処理および需処

癌目を簗めてきた︒こうした報道

いう詳明を米園に儀えてきたこと
ル局蝿は次のように語っている︒

条約︵NPT︶に批准しており︑ 主すべきだ扁と結論する二難題に

か月という長期闇を要した︒この

娚間を圏くべきだ﹂とし︑原子力

r；貨｝鑓メナ命30〜40二一（ヒされ、

きたと語った︒このことは︑国際酌な注目を集めていた
性

台湾で核燃料再処理が行なわれ

は︑米国は核の拡散傾陶と国こと

ワシントン・ポスト紙などが︑

と報じた八月末以来︑こ

に対し︑禽湾当局は︑台湾の原子

べ︑国際的な疑惑をとくために
を明らかにした○

ている

力利用は平和地胆に徹していると
も︑米噸聞で何らかの交渉または

のぼる報告欝に対して︑同報告灘

報岱欝の公衷により︑とりあえず

﹁原子力は人類全体に対して衡威

七名の蕉門家で構成されており︑ 塵醸を必要としない﹂という︒

また米国と他の幾つかの脇定を結

の環境影羅記紀は誇大すぎるなど

﹁大規模な原子力謝画の実施は塾

﹁台湾が再処理やそれに関連す

んでいる︒したがって︑米國とし

台湾は一九七〇葎に核講評防止

このほど開かれた上院外交委畳
る謡動を行うことは︑台湾の核兵

麗禽で次のように語った︒

さらに兵器制隈蟹縮局のアイケ

の政策を明らかにし︑来国務省筋

た︒

描躍がとられることを示唆してい

これに魔適して岡氏は︑同小婁

ていることを揺摘するとともに︑

も台湾が核拡散防止条約に加盟し

岡国が原子炉からの使爾済み燃料
会の核兵器蟹理︑国際機構︑保隙

確認されていない﹂としている︒

ついては︑廃棄物を詰めたコンテ

また︑放凝性廃棄物の海洋投藁に

ナーが海隊に沈められた際︑どれ

およひ水Ψ両力向の、地農荷士魂0）検討
も要求（されま弓。これら、紺久響の考慮

∫挙杢LI∫ゴ」なノ＼ノレフ

聞

業
を再処理する能力を持っているこ

の開発をすべきだと強調してい

に代わる石炭︑太陽熱︑風力︑潮

で︑萄力労繊のCFDTが﹁そスウェ⁝デンでも︑晃通しは

ため政府を困惑さ起ている・ま

る︒尿毒および新エネルギー源を

力︑北海石油などのエネルギー源
依然はっ選りしない︒環境霊義

た︑この結論は西欧諸国︑ことに

開発することによって口径国では

なくとも二か月診れることになる

社は国欝であり︑行政主鳶職式

の稼働実繍を覧る濠で︑三葎間

着の反対運動はきわめて涌発で

フランスの聴業用高逮難民炉計画

商業絹高速憎殖炉の魑工決定は少

がとり煙かったことなど︑この

の発注モラトリアム﹂を要求し

ピリンゲン鉱山へ四月︶フォル

できるかという点もまだ明らかで

だけの包蔵にわたり耐えることが

これに対しA獄Aはこの報告露

はないと合わせて強調している︒

繭ちに次の諸点を強調する反駁の

が結論づけている各窮項に対して

るRWE無力筋荷のグンドレミン
ゲン原発︵鷺WR︑出力二十五万

に運転再開の弘通しだ︒

KW︑運開一九六七銀︶も近日中

①報告讃が述べている原子力が

コミュニケを発表した︒

環境におよぼす影辮は多大である

ということは誇大であり陶愈でき

②テロリスト・グループがプル

ない︒

現在とられている監視体制や防護

トニウムを盗み出すということは

措麗からいっても不司能であり︑

み出すことに成功したとしても︑

また︑たとえそれらグループが盗

気圧シリンダによる自動操作を完成しま

彫フ

御かて（きるのでづ，ホールハルブは描迫

し麹｝く、

産

煙蟹薯
国特衛の箏憾もあるが︑アクセ

ているのは︑フランスの聞題点

公開討論

ック発蹴勝︵八月︶へのデモ行

プタンスのきめ手が

歩外に出ると

スマーク発当量︵岡︶バルセベ

フランスから

を衝いたものといえよう︒

この成功で︑あとが夢定どお

進のほか︑五月には＋か岡代表

点検を行なった際︑冷離に使屠さ

また︑岡じく運転を陣比してい

であった点は見のがせない︒

欧州のどこでも原亭力発電所の

を集めて世界塾議が開かれた︒

した︒次にそれぞれの

りに行けば︑一九八五年のフラ

許認司は罵ぶみしている︒麺独

ヂモ参羽轡も数千人から一万入
ヘッセン頻政將は需用十二澱︑

公表
地元嶺局や議会と運絡をとり︑

ンスの原子力発電醗は紅潮璽蜜

では︑鹸近建設許可になったグ

という盛り上りで︑原子力闇題

ヨーロッパの原子力発歌は︑
明るいフランスの状況とそれ疹
纈子力に対する態度の表明をも

奪ぶりの認

っている︒

れる水を貯蔵するフィード・ウォ

原子年強をつくるということは警

⑬英國では︑もし原子力開発を

えられない︒

エネルギ；不建を生じ︑国際収隻

行なわないと決定した場倉には︑

が懸化し︑さらには経済金掻の移

滞をみるということは明らかだ︒

しかし、1象∫力用ハルフに作り1け「、杢

構いん全届のボールでつか、このホール

子田の緯鳶な品鋳保議体赫

二又り冠して兄牢し1よ、和∫の裂劇了しないイしの

主な製品

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

パ

した，，原∫力発電所のパルプ1循｝圧部につ

し、て1ま、

まイ負

として、事故の濫掘を追求し、【・」展な品
質重重かなされております．

と口われてい8、した、
しかし、1犠∫三二流体には余り適（益なかった
のでづ，それを、61丁目／しm2というr昏圧で、

心一

糎ポ訂

か人は、ハルノの心臓なのこ｛｝。これか、

901気ll鰍、つる度に、流捧のON−OFF制

力くf衡1｝〜で、

力

原
の風漿とが

の六八％︑一次エネルギー消費

擦ーンデ炉が実に

ビブリスA原

外の緒国の

とめ︑必要な畢備調査をすす

鍛の二三︒七％と群を抜く高率

いたラィニシェ・ベストフェリシ

発が運転再開

葬常に対照的だ︒全体としては
め︑その聞あらゆる慧見を聴取

履月二十搬日以来運転が止まって

灰色

原子力発躍謝画の規模は僚びな

は九月総選挙の巌大の争点にな
った︒しかも総選雛で半世紀ぶ

醗であるQこのため密契約暫の
クラフトベルク

になるはずだ︒軽水炉に続いて

は今の

することに努めたという︒反対
大計画

決したからだ︒七月のエジソン

電気協会︵EE王︶総会で ︑ 仏

そのほかデンマークでもスイ

ーター・タンクに亀裂が発見さ

に定期検査のため運転を停止して

ている状態だ︒原困は飾認司の

スでも︑華府は世論の動転に気

／

やんでいる︒

フランスの

ビブリスA原子力発胞所︵PW

ぼス電力食器︵RW￡︶所有の
WU︶は︑建設め︑原子力の行方も囲に浮いて

七四年︶の運転再開を認弼した︒

R︑出力蒼一甲羅KW︑運闘兀

りに祉食属主憲政概が敗れたた

いる︒保守派の中央党は漂子力

・ユニオン︵K

反対だが︑他の二派はどちらか

わける無難

中を含めて二十

明暗

六纂︑三甲万K

といえば支持派一原子力の将来

悩まされている敷地の選定を・

W以上も受注し

は三派の調整の成り行きにかか

所順調にすすんでいる︒各国が

仁徳ちで︑仕懸欝欝に撫まされ

ながら︑そのうち九蔓が建設酔

慣墾さ一昨鍬初めに部分建設許

原子力発電をめぐる近況
できるだけ軍期に高速増殖炉に

独特の方式でどうやら一挙に解

移行し︑鷹産ウランの不罵時期

二臼

地点は除外して行き︑毯成地点

原子力庁のA︒ジロー長窟が報 する地元もあったが︑そういう

ビブリスA原発は四月二十

欝したところでは︑現在までに

だけを残す蕩えであった︒

マスコミも嶺然論議の場を握 も︑スーパー︒フェニックス

に間に合わせようという厨樫

四十の候補地点のうち十地点が

原子力発電所の受け入れを 決

次系順路の数水のボルトがゆるん
だり外れたりしたため︑その取換

れ︑さらには主冷却ポンプでの一

イザーアウグスト書画は三駕越

えや補鰺作業に予定以上の隠闇を

うとはしていないQスイスのカ

近かになり︑規実味が加わっ

症ともいえようか︒耐畿︑航空

しになるが︑政肘は環境布民鐡

を使い︑原子力の許薬司を急ほ
国的になった︒昨奪五月︑難民

供し︑コミュニケーションは金

た︒

機衝突︑放出物規制︑核燃粘ダ

で霧工できないウィル炉の後遺

が可能になったという︒

め︑これだけで約四十基の建設

議会でのいわば総仕上げの討議

フランスにも反対の動きはあ

ついやしたことから運転再開の將

可を懸ながら︑佳残の座りこみ

フランスはこの敷地確保キャ

では︑建設反対の議員は一人も

体との謡禽いを警棒強く続けて

︵大型腐速増殖炉︶の魑工が闘

ンペ⁝ンを一昨年から始めた︒

ウンストリ⁝ムなど︑あらゆる

の職列復帰は四か月畢ぶり︒

期が遅れたもの︒ビプリスA原発
︵民・K︶

いる︒
いる︒

颪で纏縫作戒等の努力が続いて
炉が動き謝すのはまだこれから

方武が哉功 いない︒ただこの翻で大型軽水

るが︑世論にそれほど影響して
ヒアリング

いなかった︒フランス武の金工
一斉

したわけだ︒フランスの竃総会

（向って左がA、右が欝〉

ビブリ

@」

まず蟹密な各省闇達絡グループ
を設け︑政府が申心になって四

十地点を選定し︑薩業省か ら

胱
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需給の杷握に努める
物産と住商は準会員加盟
対護の場

から約七酉名が滲醸したこのシン

に魑広く酎処したもの︒十二か国

国では︑六月のカリフォルニア・

ンポジウムに続き開催︒とくに来

る動力炉關発︑核燃料開発の概況

木丈炎︑瀬川正男覇謝理事長によ
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設の開鎖技術と予測︑廃管物パッ

とステンレス鋼の応力腐食蹴れ︑

部︵京都市た崇区︶

Bホ原子力研究駅ラジオアイソ

一月九臼から陶一一十六円口まで第一

トープ・原子炉研修所は来たる十

〇二幅﹁ラシオアイソトープ研修

専門課程放射線管理コース扁を︑

十一月十六闘から十二月三田まで

第七圓門核燃料工学短期講座﹂を

それぞれ開講することになり︑研

新喪泥線コース﹂は放射糠管理

修盆を募藥している︒セ

に必要な一般知識と基礎技術を講

するもの︒琢集八轟は⁝

義と隠避を還して習得させようと

﹁核燃料工学短期講座﹂は核燃

受講料四万円︒

燈期間に習褥理解させようとする

○

○自動化・省力化にサンプルチェンジャーをガ

今無七月︑※騰コロラド州デン

の換嶽が？Vや中央紙を穆続々

り︑こうしたこともあって︑会議

と紹介されるなど︑政府熱恵とと

もに一般撹論の関心の深さがうか

報焦澱はB5判︑蜀苔︒一都照

がわれた︑という︒

千円︵送料別︶︒購入希塑の向き

高温ガス炉熱交換器騰秘麟とヘリ

炉︑酸処理︑ウラン腿縮など闘発

報告があり︑年後は言霊炉︑新型

大金翻十月八瞬一十磁︑広勘大学

▽田本放射線雛響学会第十九嗣

大癬︶

月重日一六日︑静岡大学︵愚欄箭

▽第二十圃放射化学討論会ほ十

究所東海研究所︵茨城県東灘村︶

脚一七醸︑︵場駈︶田本原子力研

無秋の分科会﹂翻︵蓬田︶＋月四

▽日本原子力学会﹁暇和五や一

学会行事案内

状呪に詳細な報告が行なわれる︒

ウムガスタ⁝ビン罵樗麟の研究な

この中で︑とくに葭簾信頓惟実

一る︒

ど︑最近五無下の成巣を概説す

ラ麟．

証試験はさしあたり駈力船引︑炉

▽第十九麟放射線化学討論禽嚢

総画科轡部︵広庇衛千田町︶

上輸送に璽便なこと︑大型振動台

該体がかなりの璽騰となるため海

十月牽藏−十二B︑察都大学理学

選定を慧いでいたが︑このほど多

細雪でのシルカロイ被糧桝の腐食

対策の確立が緊懲課題となってお

ポジウムは︑ERDAが︑この聞
イ一一シアチプ以後︑放凝性廃棄物

廃棄駒問題を網羅

デンバー・シンポジウム

影響︑廃懸物趣層処分︑その他隔

ケージと輸送︑放樹線被曝総路と
バーで開かれたERDA野芝﹁軽
水炉燃膨サイクルからの廃際物籏
理に関する岡際シンポジウム﹂の
全野ツンヨンを網羅した報籠欝が

シンポジウムは・原子力闘発の

このほど続錨︑刊行された︒

わが圏以外でウラン協盆に痛課
縦進にあたって最大の関心鱗とな

いる︒

している機関︵賂称︶は次のとお

︵東京都二黒区三図黒二よ︑一⁝十

田隼薗十時

二︑荒木透所長︶は︑翻立二十属
無を記念して︑二十

から岡研究所大金議整で認念研究
講凝会を開く︒講畷は﹁金属と水

蹟から

素﹂﹁鋼の強度と環境﹂など九テ

原子刀関係では︑午後

ーマ︒

国際的偶報交

報告書が刊行
離概念讐をとりあげたもので︑環題の性格も響長し

りつつある放垂垂廃垂物の処理処
分に関する猛麟の政府方針および

在および雪面の放射性廃棄物問題換の場

り︒

藻州薩エレクトロリチク︒ジン

発の現状と今後の動向︑原子力施

蕩レベル廃魏物それぞれの技術開

実訂試験が霊巨象︒すでに一部試

証試験の突旛に際しては実物ある

験にもとりかかっているが︑答爽

いは実物大供試体が幣いられる謝

内構造物︑再婿環系︵BWR︶お

臨だ︒

恒雄理蘂鍵︶は耐齪膳頼性実甜試

よび一次冷却系︵PWR︶が薄隷
坪︵約黒十留

げていた造成地で︑敷地は約十万

原子力工学試験センター︵藤波

験施設建設のための適地選定を急

発建以降︑この大型職性能振動台

三十分聞︑胆藤伽郎科挙研究密が

いでいたが︑このほど︑羅川県仲

を含む試練施設露盤のための適地

﹁原子力関連拐料﹂と題し︑熱流

多麗郡多度津町地点が適遇と判

とされているが︑これら試験のた

蝕︑簸大洋振野糞一．千鏑無識︑十

放射線管理︑核燃料
工学で研修生を募集

万平方綴︶Q試験供

めの廉力装躍は蝦大穂載錘蟹千浸
陶センターは軽水炉楚趣化へ︑

設置に耐えるよう地盤が強固なこ

リング箸の結累︑多度津簡地点を
選ひ出した︒

岡センターは地元了解がとりつ
けられ次第︑大型振動命設齪を禽
む試験露量建設に満手する芳針で

研

度津町地点が萄望みわかり︑地元

国

順講にいけば昭和厳＋五年度から
異証試験開始の段どりとなる︒大

原

蒐綴×牽五摺の汰型振動台で︑水

理処分体制はようやく政府の

に絞り調査を進めていたが︑ボー

実規模実認試験によって各種機器

二多二

とーーなど踏象えた上で盒暇鷺十

玉

への立地嘩入れとなった︒

づ二

平蠣麹輔二時頒撮が可能といっ

玉

の箕全性︑信軸性を確証していく

多二歩

か地点の門前地の中から匹か地点

ニニ玉

多度離地点はかつて四議題力が

§

たものQ岡センターは今審二月の 火力発魔所建設予定地として買上
五五ニ

た世界搬大級の規換と性能をもっ

ニニ 一 二多多玉

ことを業務内容とずるもので︑盗

二

らに各岡代表による定期的会愈を

二

ため①地質構造への処分②コンデ

開き検討を戴ねていくことを提案

要ノ

闘︒﹁地質騨処分の試験と実記偏

ィショニング②望地埋没④データ

している︒

二

では﹁パブリック・アクセプタン

・ベース⁝⁝の四項國について窓

二

九八○無代ご

際的に共通な安金分析手法の開発

F覧Oj多 多ビ玉

スを得るうえでも

が必要だと揺摘している︒

二多

彌は機器の耐震性ぽか︑熱気露坐

と︑二十八日発表した︒

断︑周町に立地購入れを行なつに

玉

?年記念

金材研

巨EN工・AG工P︑スウェーデ

玉多

として三月の工AEAシは原産・奮発部計画課までo

ォルゼント︑クィーンズランド︑

ラネツ・カナダ︑ウランゲゼルシ

C亘GB︑UKAHA︑西独羅ウ

ク︑パンコンチネンタル︑ペコウ

ウェスタン︑ノランダ︑加ほデニ

ナ躍︑ロンドンで開かれた購協金理博会で翼蒸飯飛雨庁︵CEG ソン︑エルドラド︑リオ︒アルゴ
ム︑ウラニウム・カナダ︑ウラネ

をめざす﹁ウラン協会﹂︵会長・﹂・コスチュイク・デニソン

動力炉︒核燃料開発慰業団と東灘電力︑関西電力︑三舛物産︑住友商麟の並製は︑ウラン生塵蓄と
消籔煮との間の国際的な

︒マインズ社会長︶に加盟した︒一

タ︑ペシネ・ユジーヌ︑爾ア月パ
ンほルオツカバーラ・キプナパー

B︶︑イラン原子力機関とともに加盟瞬請が認められたもので︑わが麟からの潴賑は切めて︒
疑いがあるとして※司法総が調査
ッフェルスフ男ンテン︑ロッシン

研究講演会

業蕎正金員﹂︑物醗︑住商が門準
モデルチ

ツ・カナダ︑仏魏C￡A︑モク ャフト︑飛WH・ニューケム︑瞬

ウラン協 会 は ︑ 仏 ︑ 加 ︑ 藤 ︑ 南
に乗り出しているが︑

多づ

科学技術庁金属紡料技術研究所

会農﹂として籏盟に踏み切ったも

・テイント・ジンク︑BNFL︑

ラ︑イラン員イラン漂子力機関Q

ア︑英の五か国のウラン生産会社

多呈

?窮?

玉門ニ

罰︑パルプおよび核燃測の陰紋無

︐！ーン！ノ多多多多！ーググ〆4多！ノノ妻ノ！多！⁝グ〆／〆多∠一

5二

大型振動台施設建設で

多度津町に串入れ

香川隈

ど行なわないことを定款に盛って

した岡協会は価格調整な グ︑バール・りーフス︑英翻リオ

の︒生産番と消費蓄に対する賜給

ェンジ

羅の調査や各潤のウラン艦業規制
の実態調査など圃協金が行なう調

十六社が謬潴して昨年バ月︑世界

査し情報交換する機関としてロン

査に協力︑情報交換を遣めること

際的な盗藤蓄・消蟄紙墨の協調の

一

ろまでに高レベル放射性隆博物処

一方︑わが團の放射性廃勝物処
分プラントを世界のどこかが実需

がまとまりつつある段階

また︑門天際計薩をサボ⁝トす

で︑こうした瑠際協力の受け入れ

家野面
することの意義は極めて大きい﹂

るための岡際協力篇として詳報交

二鷹六十億円︒

型振動臼関運の設計・製作費は約

動燃事業団が
8臼︑全尺〆ビル

報告と講演の会

料に関する全般帥な知識を比較的

受講希盟およひ寮の利罵など詳

九二八⊥丁五六六七︶まで︒

細はいずれも岡研膨所︵躍語Ω〜

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SC〜邸一3）
サ ン
◎SSI．）用（α線）サンプルチェンジャー

のウラン購絵︑生雇能力などを調

ドンを本部襲務所に設立された︒
になる︒

同協会には今葦一月麺独などか

生白業蓄を﹁正会員﹂︑駕要物︑
加工鑓蓄などを﹁準会員﹂とし︑
ら十社が参加しており︑九月の七

社と合わせ︑加盟は両国を除く主

ほかに門名 欝 会 鍋 扁 を 細 え た 三 会
屡区分でス タ ー ト ︑ 電 力 集 蓄 な ど
要原子力開発国十か閣三十三機関

核燃料の一大潤誉田であるわが

に達した︒

への参加を呼びかけていたが︑消
費者にも生産轡と紺箸の資格を副

えるべきだ と の 愈 見 を い れ て 今 葎

蓄正会貫﹂門消賢管・捕工業蕎正

になり︑凶内の反カルテル法規と

場としての位置づけを高める絡果

一月の総会で定款を改定・﹁生艦 国の参加は︑同協会を名実とも罵

四区分制となった︒

多

のからみから参湘をためらってい

会愚﹂﹁準 会 農 ﹂ ﹁ 癌 誉 会 員 偏 の

わが国に は 岡 協 会 か ら 施 晶 晶 社
などに儀別に参舶要講が届いてい
る米生魔者の加盟を促すものとし

か圏のウラン生謄蓄が

たが︑西独など各羅の企業が齢岡

を結成︑カルテル形成を愈図した

て妊感されているQ一九七二年四

きに対応していることから︑動
クラブ

燃︑策電︑闘電が﹁消蟄蕎・加工
二

三 多多二二二

会議での﹁放射性廃翼物蟹理に関

ニニrL辱覧﹂二

放射性廃藁 物 管 理 に 闘 す る 国 際

する国際協力を進める必要があ

すべきものと﹁既葎の各擁の三家

業によるとまず﹁協力の性格﹂を

協力のあり方を探る國的で九月上
る﹂との各國の舎愈にもとづいて

て墨体的項顕をあげて﹁国際協力

﹁國際プロジェクト﹂として推進

旬西独・ハノーバーで開かれたカ

とに分獲︒それぞれの協力につい

計画をサポートするための協力偏

﹁翼体的な協力の段階﹂に移るに

との認識から硬嶽︑岩塩︑粘土そ

のあり方﹂を浮き彫りにしてい

体制も＋分に艶陽されていないの

は今後さらに各鷹間の調整が必要

換などを中心に職歴協力を推進す

とされているが︑放射性廃藁物処

が現状︒研究実績も学窓の途上に

ル放財性脳 難 物 管 理 対 策 を 効 率 的

あることから︑難聴︑人秘︑饗金

地層処分の実証など

べきだとしているのは試験粥廃稀

理処分問題が今後の原子力開発の

物試料の供与︑各彊置体化の特性

カギを握る麗要な問題であるとの

など隈られた縫製で参加すること
になるとみられているが門バスに
梁り遅れないよう偏にし︑実りの

鋤力炉・核燃料開発薯業睡は︑

なもの

ある圏際協力の成粟を攣受してい

灘マーシャル

三万円︒

もの︒騨簗人員は煕線名︑受講料

勧告は

全共連ビル大会議塞で第九園門報

八澱午前十時から東京・平河町の

ど︒

エウムの焼裁︑被澱廃材の処理な

測定・贋境申の挙動調簸︑プルト

瓢譲廃棄物国際協力で勧告

に進めるた め に ① 地 麟 処 分 の 試 験

﹁海洋処分﹂など国際的な要困を

への影響⑧総総底埋没④パブリッ 認識が高まってきているうえ︑

ク・アクセプタンス研究ーーなど

れそれについて各国が協力して放

するわが繍としての明確な智者計

くうえでも放射性廃藁物蟹理に聾

射性廃藁物処分の実証を行なうこ

を除いて広締翻な放射性廃褻処理

した︒同委澱会は今年七月来コロ

処分方法を網羅しており︑こうし

に入るのは﹁安全分析﹂﹁地質麟

される﹁鷹際協カブ訂ジェクト﹂

とを勧衝しているほが︑﹁安全分

ートしながら整台性のある放射性

析一ではこれまでバラバラに行な

廃藁物管理を澹めていくうえでも

魎をふまえた強力な国内体温の礫

ラド州デンバーで開かれた門軽水

た分野において﹁各国が司能な蔭

畏の特別講蔽﹁訪ソの鱗雲﹂・鵜

年薗の部で︑土光敏認諾団遼会

告と講演の会駄を開く︒

われてきた放射性帯磁物処理処分

立が懲がれる︒

このうちより緊密な協力が要講

泣20周奪を避えた金材研
り協力することが必襲だ﹄と強

処分の誠験と実翫﹂門趨レベル廃

各国がそれぞれの国象計画をサポ

蹴

嚇
調︑異体的協力については今後さ

この分野での国際協力の今後の進

内勉した問題でもあることから︑

㍉帆

脚、
詳

20

の安全評価の門方法舗偏を統一

炉核燃料サイ ク ル か ら の 廃 棄 物 蟹

の分野で﹁司能なかきり﹂協力を

試験センター

TEL（03）313一署3雀1

喜業規談議饗難墨堤論己黙認

承臨繭譲齢講憲融

原子力工学

アクセプタンス研究﹂i一の四項 し︑安金分桁の儒頼性無上を図る

簗物の灘洋隊埋投偏﹁パブリック
同委願会がとりまとめた検討作

展が注閉されている︒

推逓していく必要がある︑と勧告

る︒

と実読②固化体の特性測定︑環境

は︑国際協力によって主に高レベ

か国の代表 に よ る 特 別 作 業 委 員 鼠

クづくりのための専門象会議﹂︒

玉多二 〜
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聞

業

保有国との経済協力を推進し︑友
独慮に進めているQ

術の開発および工場の建設計薩を

原子力委懇談会の第一次申間とりまとめ

する︒

︾ミ鍍︑・織鯵

写玉縁放射性廃棄物の供試

ラム籔を高圧箋注水槽へ入れ

体︵模凝趨化体︶を入れたド

試験をしているところ︵原

なお︑既契約分に舶え︑供給源

このため︑園は︑動燃総総団を

への参捌も考慮するものとずる︒

葡のままの場含ドラム儀や圓

できるこの実験では︑ドラム

化体に破損はなく放射能の漫

研︶︒五千暦の深灘籔が模擬

ラン濃循技術際発を引続き鑑進ず

められてきた遠心分離法によるウ

喜ぜ図る︒

とともに︑新型転換鱒の凛型炉の

ムの利嗣枝術の研究聞発を進める

このため︑瞬は︑①プルトニウ

に進むことを臨標とするQ

いても所要の実証を経て︑巽江蘇

々がわかったというQ

中心に国のプロシェクトとして逡

の多様化を脳るため國際其間事渠

熱中性子炉利

磁も横出できなかった一株

いわが鷹としても︑綴纏ウランの

民關は︑将粟の勲業化の罵能監

次の段階であるパイロット・プラ

鉱を一膿強化拡充する︒③罠聞企

工場を建設し︑鉱毒説裳の穴部分

安定供給を騒るため︑将来は醐産

商簿慮し︑喚漿霊混融について検 いて国に協力するとともに︑その

用で研究推進

ることとし︑昭孤五十一牽度から

業による海外探鉱開発に対し︑金

を園内でまかなうことを団標とし

自由盤騨の中で濃縮臨要の大き

好聞係の保持につとめる︒②動燃

属鉱業麟業風の成功払い融蝋箸の

窮業団による先駆的な海外調齎探

協力プロシェクトに参加する︒

助成制度の強化を隣る︒④低錨位

受託等を行なう機関として︑原子

建設︒無菌を瀬じ︑プルトニウム

恋する︒

プルトニウムはその核特性から

利用のための実証訟験を行なう︒

プルトニウム

立する︒②放射唯心醜物の発隻雛

②プルトニウム利朋に伴う生物雛

力環境撃備センタ⁝︵仮称︶序設
ることとずる︒なお︑処分讐に要

嶺だが︑高還増殖炉が実罷化され

の研究を進めるとともに︑躍境へ

的および環境上の安全性について

高速増魏炉に利灘するのが最も適

るまでの間︑資源の萄山荘用・外

の低威嚇︑弼慶の滅容濃縮博を擶

野の鋤書論の観点から︑プルトニ

進ずる︒③加工施設等からの低レ
ベル放射性廃構物の共闘処理体制

が微騰することを験購とするが︑

の整軸を図る︒

する経蟄は便礪箇み燃料の発生蕎

かわる欝藏︶については飼が責任

①アコースティック・エミッシ

原産セミナーシリーズ

軽水炉の安全性研究

⁝⁝能沢旺雄氏

⁝山田太三郎氏

一その現状と成果一

1︑原子炉安全総論

2︑ 安全研究の概要と課題

⁝⁝三島良績氏

⁝⁝申村熈黒氏

3︑ 軽水炉燃料の安全研究

4︑ 軽水炉の安全評価

5︑鷺疑応答・懇談

憩月鐙H本5口目金

き

︑一千円︵含旙食代︶

盤と

⑳参繍質二万

原涯会議塞

轡定員 40名

鋤ところ

罠闇は︑プルトニウム燃脳を熱

の膨響評舗を行なう︒

中性子炉に利賊するため︑その

薯縞誰難渋蝦

上的に進めることとし︑新型轍換

の爵処理技術の確立につとめると

ョン法による原子炉溶織部の検

験謹

照照

射射

電話︵19︻3︶六︑一一一 ︵弼︶

一ハ六五

臼蓋原子力産業会議・業務課

討細は次にお問合せトさい
る︒

実証試験を含めた計麹一三二三す

心に︑輸送体制の強化ψ坐る︒②

謹を行なうとともに︑軽水炉につ

キャスク︑輸送船箸の輸送箏段の

炉においてプルトニウム利鷹の突

このため︑圏は︑核燃料安金響

使規済み燃糾の輸送

制を整備強化

安全輸送の体

処分︵永久鮒な処分およびこれに

をもつ方向で三体的方策について

このため︑鰍は︑①圃際的な協

検討する︒

調を図りつつ︑低レベル放射性廃

使用旙み懸命の輸送の本格化に

乾霧蕊食︑核物質防識聯門鎗金等

野物の試験的海洋処分等を実施し
これに伴う螺境への影響評緬等を

手股︑設備の豊強を行ない︑蟹金

なうとともに︑犀角港薦︑陸上施

安金性向上に献酬な技術開発を行

備え︑キャスク︑輸送船箸の繍送

の峻嶺縮果を踏まえ︑輸送の安金

の処分に関し必要な法規の整備︑

輸送体腿の懲備︑撫化を図る必襲

行なう︒②底レベル放射性廃藁物

基躍の作成︑安全認識碧に関する

ついては︑試験鰐海洋処分箸の縮

ントの建設を選め︑属妻室術の確

エネルギ⁝儒蟹の増大に難って

て技術麗発を強力に進めることと

まえがき

原子力発鷺への依存度も急速に繭
ウラン鉱の利用のための技術開発

廃棄物の処理処分

国の責任で
低レベル放射性廃葉物について
は︑陵地処分︑海洋処分に関して
皐期にその処分の体系を確立させ
ることを國標として技術開発を進
めることとし︑その処理処分は原
則として民闘において塞施するこ
ととするが︑本格曲処分の体制に
み

隈閥は︑①試験的海洋処分につ

玉りつつあり︑これを支える基盤

おいては︑電力業界と協議しつつ

〜芳︑民間は︑⑳鉱由畿界等に

を推戴する︒

薩外での探鉱曙発を強力に推進す

原子力発確システムとして整禽性
のとれた核燃測サイクルを︑薦鮨

業界等が行なう海外開発に協力す

な隈り農窯陛をもつて確立する必

そのための力走は︑漂子刀閉発
るとともに︑わが隅企業が開発に

る︒②電力業界においては︑鉱山

利嗣長期滋慮︵昭島四十七鋸六月

産昂の引取りを行なう︒

成功したプロシェクトについて些

要がある︒

るところであるが︑石楼危機以東

原子刀叢員会決定︶に示されてい

将来の事業化
主体の検討を
ウラン艦縮

永久処分は

の整備が盟まれているが︑とくに

官・民の役割
．明確化に視点

薦 翻灘騨難顕

≡ム
の慧激な橘勢変化と原子力発霞の

に係わる諸方策については︑早懲

進展に伴い︑特に核燃料サイクル

にその兜重しをする必要が生して
きている︒

漿を踏謹えて縷討する︒

の濃縮役携供給

確保およびフィジカル・プロテク

臨繊世界で唯

がある︒

ともに︑放出低威化捜簡︑転換捜

関係法規︑笛獅基藁等の整備︑用

選委

財団法人隷劔線照射振翼協金

このため︑本懇談盆において︑

研究開発を推進する︒⑬高レベル

なお︑海外陶処理委謁に伴う海

ととし︑酷薄処騨工場の碓設・

術︑高レベル廃藁物処理処分技術

地取響箸に熱する協力︑建設資金

0鶏NL〜NSIC一九六

一九七六薙六月

⑬滴鞍懸原発の設計データと安

締雪

全性への配慮

放射線照射の利用

産
国であるアメリカの現衛三工場の

外への輸送休制についても鶴瀬を

設等の輸送の安当確傑に必要な施

ウラン蟄源の確傑から放射件廃棄

落懸処分箸に闘する研究開幾を推

放万象騰煎物の嚥化処理︑無疵︑

設の整錦を遅める︒

隔レベル放尉性廃産物について

ションに関する諸制度の一謄の整

は︑できるだけ翠期に処理処分の

民㎜⁝は︑①︵娩︶NTS等を葺

備を図る︒

隈界に運するものと見込まれるた

供給能力は︑一九八O霊代粥半に

図る必要があろ︒

運転は︑薦力巣界を申心とする厩

資料藁献案︐鼎

閥が蛮然となって行なう周到で︑

ける再処理体制を嬢毒していくこ⁝再処理工覇の鎌継を樋じてわが圃

進する︒④技術關発に関する園際
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