務

対策の日興と推進方策

氏は六臼︑臼本原子力熊叢ρ会議を

心懸的考え乃と官災の役劉

者による初期難関炎破のための努

バーと懇談しだ︒席上︑同氏は︑

訪れ︑ウラン資源問題蚕綴金メン

放射性廃磯物はドラム管財めにし
囲えながら︑野際動向もあわせ寒

﹃方針騙は︑こうした樋勢を踏

研翻筋長円原子炉工学部擬︶石糾

︵東海研研究炉論理部長︶臼萬丘

渦飼欣一▽藁海研動力試験二部穫

︐
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穏
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開業品目

裂

針㎞︵二面蜜照︶の藍子は別表の

メドに立地選定を進めていく論え

力が継続され︑その結累が鍵っ

北部醸州のレンジャー鉱山の開雛

て十庫後患等万塞を超す見込み
など︑今後口置は必肇︒この処理 山︑わが国としての対応策を打ち

近じか発嚢されるだろうと述べる

がオーストラリアの今後のウラン

とともに︑岡報告の内容のいかん

当月開発に大きな影響を算えるこ

また岡氏は︑オーストラリアが

とは三蹟だと瀬摘した︒

ウラン饗源旨旨への海外出資此率

を設けていることについて︑鉱業

を滑節％に抑えるガイド・ライン

騨は反対していると述べ︑これを

他の鉱物澱源に適用されている五

〇％蒙で拡大すべきだとの繊臓を

明らかにした︒

寺詣・人事異動

田添原子力研究所は一日付けで

関係研究機閲の研究蕎を組織化し

痩兼研究部長︵高崎研大阪研究所

寛▽高繭研究所鍵山開麗試験場

▽原子炉エ学部長蕪覇免︵藁海

次の下り毒除異土を発令した︒

などの提誘を盛り込んだ報酬鞭を

効率的な研究開繕に魑孚すべきだ

クトロニクス国際会議で四二ロ︸

平▽爾蘭研大阪研究所撰︵高僧研

︒囎・聯

き

ては法基準を扮瞥llるよう、一瓢な管野llを鴛っております。

経費は発生者負担総価
海洋試験処倉53年か
ら

原子力委員会は近く︑わが国における放鮒牲廃爽物処理処分対策についての方針を決定︑原子力発

ついては国による技術の爽讃を受

通り︒とくに罵レベル廃曲物に

低レベル

散煩斜糊発への対応を進めていく藩えだ︒先行き急欄が予想される放鮒性廃難物i一方針は︑その処

で⑪腐レベル廃棄物は国⑰低・中レベル廃翼物は原則として民聞の離任でそれぞれ処分することとし

理処分に関する研究開発など今後の進め方とこれに伴う国と罠間の澱極分担などを明らかにしたもの

だ︒

て︑このところ東海・高浜二穆︑

を主として環別面から横罰するこ

︵永久処分およびこれに代る欝

けて再処理珊業暫が処理し︑処分

線が打ち出されるもよう︒処分は

蔵︶は国が嚢任を賃う︑といっだ

原子力婁肇戯は近くこれら内謁

稼働率を維持︑鵬根原発も好調な

玄海一穆各原発は一〇〇％の蒔闘

㊥処理処分に伴う経費は発生者鯉山の原則による一⁝箸々がその内容︒経疑負担のあり方など残され

く漏といった考え方をもっているもよう︒

た検討課題は多いが︑これらも含め原子力委員会は門まず墓添を固め︑その上で順次内容を詰めてい

二面︑地厨処分が堰点︒処理処分

を櫨とした方針一門放射性廃棄物

ックス婁三会﹂の調董は︑そのワ

とを錦的として始められた門フオ

いのが実繭だ︒

対策扁を正式決定︑その異体化を

相︒㎎十九年七月から蒸気発生器

運転爽繊を残すなど様変わりの様

原芋力配電藤等から緋出される

のあり方はじめレベル区分をどう

って対象範囲が著しく拡がり作業

ク組みが明確でなかったこともあ

図っていくが︑処理処分経費拠出

近々サイクリング運転に入る計画

対策で遡転停止中の美浜一弩機も

来日中のオーストラリア鉱業協

会聯務理瓢G︒P・ブイリップス

が長びいているが︑第一次報簿は

するか︑アルファ廃雍物対策等に

も間近

残された韻脚演題は多く︑引続き

かとなってきた︒

そろい踏み

則として民間の澱任で行なう方

に十二基六筥六十万二手KWが運

を大きく矧っている︒しかし他

務︑原産と懇談

﹂豪鉱業協会専

遡り︑箪均で山ハ一二・四％と好調な

転開始となっているが︑設備利用

一一︒九％と巌穀断懸だったこと

方・この間・修復と改魑など関係

など︑原発

針︒このうち海洋処分は昭瓢獲十

年隔月から九月まで上期のわが国

運転実績を記録した︒昨無のほぼ

迷︑採籏ベースといわれる七〇％

薬はこの数年︑五〇％内外と低

わが麟原子力黒潮は︑これまで

⊥ハ％︑薙闘平均でも

からみと︑今年のそれは前駆比で

実繍が三

三期に当たる照月から十二月まで

原子力発繋属設備利周購は製褒の

の数字になるか注目される︒

鶏本原子力藍業会議が調べた今 避けられない︒年度計でどの程慶

故障対策終えて

上期平均63％を達成

一原発設備利用率1

地処分は五十年代後半の菰格化を

問題の詰めを憩ぐことになろう◎
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に豊満な心得は﹁発生蕎負撹の原
圧分担のあり方などを明らかにし
則﹂に準拠する計画だ︒また︑特
ていく言えだ︒
殊なものを除き処理無徳がほぼ確
日本原子力産業会議も昨秋来︑
を設けて処理処分体制 立済みの低・中レベル駆翼物は︑

当たってどのようなことを︑どう

出そうとするもので︑処麗処分に

特装訟会

鯛画で為筋の方薩づけがなされて

処分をどうするか︑開雛利隔痩圧

物をレベル区分した上で︑それぞ
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日本原子力野曝金議のレーザー

たレ⁝ザーによるウラン同坐体分

開発試験堀長︶璽松弾道▽上海研
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ウラン濃縮などの司能性にかかわ

発表した︒この報告欝は︑岡懇談

描麗が大方終了したため︒しかし

る海外の研究開発の進展状況をと

たためで︑今鉱に入ってからの好
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これから年度来にかけ娃調な運蔽
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︒一方︑隅 速 増 贈 炉 ︑ 核 融 合 ︑

来の潮繋性をますます確儒させ

の遊展には署しいものがあり︑

その後︑この問題に麗適した研

の遠赤外レーザーが︑必要とな

ッ化ウランを用いる場禽には十

は可視と紫外のレーザ；が︑六

なる︒金属ウランを用いる堀舎

の安価なレーザーの開発が必璽

属の蒸気駈はきわめて低く︑し

原研的方法による分離

の通り︒

して研究すべき轟々の問題は・

レーザーによるウラン濃縮に関

よる高分解能分光学︑とくにウ

︑その研究の焦点は①レーザー

⁝ザーによる岡位体分離︑とく

以上のような状況を渚えると︑
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陽エネルギ ー 利 用 な ど ︑ 薪 エ ネ

に罵るものとなった︒

ン濃縮用レーザーの研究︑に絞

奄兼蜩蛹囀蛯撃撃撃決體蜩??
一3る研究と専門家獲成のために

請すること︑あるいは各大学に

︑必要な研究の実施を各機関に
とんどとられなかった︒関連す

遡する墓誌研究としてレーザー

常に行なって現状の分析を術な

大学および各懲庁の研究機関に

題に関して多大な関心がもたれ

在する研究蓄を緯織化し︑それ

態の原子・分子の科学︑レーザ

光学およびそれを応用した雨避

がら︑置形には習律的な福画策が

れの立場に応じた研究を分担

研究としてとり

科学研葭葺の特定

を例えば文部省

一の開勢研究など

効率的な研究開発に二六に魑

究体制

る必蒙あわが の
えば上記①

などの積極的方策を︑並行して

げ︑全圏共感研究の中心を設け
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金園の中心的蒋在となる研究プ
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ずる研究機関に設け︑蓉任のチ

れる︒
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題する蔑臓の技術の開発が欠く
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ムを充実整備するとともに︑客
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原

ギー源開発 研 究 も 魑 汝 と 遊 歩 し

難ず︑五十藤六月に開かれだC

光との樽互作胴による原子・分

ウラン濃縮はますます有難とな

つあるとほ い え ︑ こ れ ら の 新 し

の励起および緩和の研究②レー

ウラン

技術が現箋 の 要 求 に 応 じ 得 る 豪

ペクトルの広汎な研究とレーザ

ウラン金属は響板できわめて強

以上の高温癖が必要となる︒ま

ーによって選択的に励趨された

のような進展を襲付けるように

子・分子の化学反応の研究③ウ

難すべきことの一つであろう︒

が必要となり︑多麗の処理に十

腐食性を離し磯馴料に特別な浅

よる定量的実験がローレンス︒

隼にはレーザーによるウラン濃

奪二月︑米物理学金で﹁一九八

ウランの選択酌⁝

段階光躍離法

関する国際会議︶において︑金

ン原子︑六フッ化ウラン分子の

ると藩えられている︒

たがって ︑ 墨 颪 の 対 策 と し て
︑すでに技 術 的 に 完 成 の 域 に あ

の成果は︑騨門象にとってはむ

バモア研究所から報告された︒

爾い蒸気圧での操作は極めて囲

プラントが叢誌可能となり得る

軽水娯によ る 原 子 力 発 電 へ の 依

ろ当然の結果と受けとられた

廣を次第に 高 め る こ と は 避 け ら

ないすう勢 に あ り ︑ ウ ラ ン 鉱 の

れてきた︒そして︑これらの遂

が国においては鏡野までこの

ならない︒

の基盤として並行していなけれ

の検討︑とくに経済性の追求が

には④実用的ウラン膿縮プラン

である︒しかし一方では︑原子
あろう扁とHRDAから@
発蓑
⁝さ

認薙腿蒲葵慢勝い難議雛蠣藤

ゆ
の方面の優秀な入材を多数持ち 体シフトを容易に分離し簿るうえ

を認む核燃料四︑ゾ耀を二晧闇の

作によって採取し得だことが︑

︑実験室規模の装躍から三％U

界的インパクトとなったのは当

開発が︑先 進 工 業 諸 国 に と っ て

急の嚢講となっている︒

保と︑経済的 な ウ ラ ン 濃 縮 技 術

このような 悩 勢 の も と で ︑ レ ー

ンを含めた 各 種 同 位 体 に 関 し て

等
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高速 炉 の 開 発 を 支 持
原発にも柔軟な態度示す

では︑石擁の騒が限られているこ

ためその研究開発を促進すべきだ

の中で︑原子力に紺する見解およ

び考え方を次のように述べてい

﹁私個人としては︑原発建設へ

る︒

のモラトリアムには茂対であり︑
重圏は萬速増感炉の開発・計醐を
引続き行なうべきである︒私が盗
選した際には※国の将来のエネル
ギ⁝政策について開毛蕎とヤ分協

カルカール第二
原発建設で援助
シェドル・ベローム筒社の命弁会

計画への参加に附して議会の内外

政界筋は︑オランダの原子力開発

Wの原子力発電駈の建設資金に当

︵約豪華六十頷円︶は六十五万K

㍉

社であるネル・アトーム社に向け

てられるもよう︒この原発の遜転

九八三年︒

から強い反対が超きている︑と語

られ︑霊にポンプ︑熱交換鵠や発

このほど︑オランダ政府は西ドイ

オランダのラバース経済大臣は

部システムの分野での技術を確保

繍の中で︑オランダは原子炉の冷

ラバース大殿は議了にあてた文

ダはすでに八一九億鷲を投じてい

資することになっており︑オラン

％︑姫ドイツが七〇％それぞれ嵐

ランダが〜五％︑ベルギー一五

カルカール計画に対しては︑オ

すると強調している︒

資金援助協力を行なうことを傑証

園の謝画に離し︑萸国は鍛大隈の

コフマン萸国務大匿はこれら韓

二万四千KWを建設する計画︒

発電二五夏︑総発電容鰍三頁七十

皇室は一九八六葎までに凍苧力

開始畢定は

ツのライン川沿いにあるカルカー
する必要があるとし︑政府はカル

る︒珊血では︑当初予定されてい

っている︒

ウム冷却高速増殖炉︵三十万K カール第二原子力発亀駈の建設に

たカルカール島速塔殖炉の一九七

電機の開発を行なうというもの︒

W︶の闘発促進のため︑究七九 参加するかどうかについては公約

ルに建設が計画されているナトリ

していないが︑この決定は将来の

オランダ政府

鉱まで四千六百万鮮懐︵空薫十虚

工場建設検討へ

ブラジル︑濃縮

九無運転開始は二身遅れの八一年
に変更されている︒

内閥により行なわなければならな

嵐資金はVMFストーク︑リン・ いと強調している︒しかし岡團の

円︶を出蟄すると発興した︒政府

研究断が小規模のトカマク装躍を

物理研究所では︑ASD鷺X装丁
っている︒ASDHX装麗の稼
を働
使って︑過去数隼間にわたり岡
︹パリ松本駐在鼠園ブラジルは

が六躬それぞれ勲担することにな

いる◎しかし︑そのためには原発

峯定は一九七八無半ばとされてい

発繕は欠かせないものと理解して

りだ︒濠ず隅速憩殖炉について
に溝した立地︑鍛大隈の安全性確

使って得た実験データや放梁をも

議した上で最薔の策を講じるつも

は︑楽醗はフランスや英国と技術

る︒

め磁界発生用コイル︵各コイルの

母審器には十六塞の大きな閉じこ

が発議︑閉じこめられる︒この孟

容器が袋備され︑そこでプラズマ

と事様︑ドーナツ型の金属製鑓窒

は惣の金ての大型トカマク装羅

力計画に融資

英︑韓国の原子

き続き行なう凝爾だ︒

と計
に︑一歩進んだ研究や実験を引
ASDHX装麗の基本的な設

保︑設計の標雌化などが必要だ︒

来通り敵府がその灘任を負うこ

濃縮ウランの生起については︑従

増殖の箋現をめざし関発計鍾を終

ととし︑民間に移指すべきでな

い︑より安金かつ効率のよい高潔

身すべきである︒将来のエネルギ
い﹂︒

偶報交換を含めた梱蔵協力を行な

ー潮嚢に附応ずるためには原子力

西独︑蕩装置建設へ

コフマン萸國携大勢はこのほど

環流の強さは四万五千鍔︶が巻か
れる︒これら磁界発生粥コイルは

欧州最大︑78年稼働目標

︸このほど︑西独のクラフトベルク

⁝三弦ン︵KWU︶がアングラ

∴ドス．レイス︵リオ．デ．ジ︒
・ネイロの東暴落四十ボ規︶に建設

⁝する蕎鷲十万KW級原子力発鷺所

⁝一門が必要とする濃縮ウランはウ

︸レンコとの長髪契約で受給を確保

シルと醐独が昨隼結んだ双務協定

♂羨様だ・この箋墓はブラ

に盤づきブラシルが台密八星購入

するうちの蟻初の二棊で︑完成予

子力関係建設工榮の開運に取り組

ブラシルはこれと平行して︑原

定は一九八三一八四隼︒

に西独が開発申のノズル法による

む懸向だ︒また︑アマゾン川漉域

韓国の艦業拡大計薩に英園が五倦

︸本圃たりの長さは颯耕︑距さは た︒この融蛋援助は韓醐における

小規摸なプラント︵建設期開丑一

ブラウン・ボベリ祉により供絵さ

原子力および在来発電開発計画︑

四千万が︵約千六翼億円︶の融資

石盤化学︑造船躍顧などを拡大す

を検誘導であることを明らかにし

性紙換実験裟謹の鑛文字をとった

十誘︒残りの十一本の納入は今隼

はすでに納入されている︒コイル

されている中で鍛も大規摸なトカ

もの︒この装蹴の蕩さは五綴︑耳

末に予定されている︒非磁気性の

いる︒

七黛︶の建設も検昼中とみられて

躍はASDEXと呼ばれ︑軸対れ
称るが︑十六然のつち澱初の五本

マク︵プラズマ閉じこめ︶睡郷の

る躍灘は約三甲万疹︵約三十賀暫

玉は八・橘擬︒装躍の建設に要す

ているもの︒愈副融資額鞍懸閥千

るために粟国政府が英囚に要慶し

現在︑欧州で運転︑建設・計醐

建設が西ドイツのガーチングにあ

土平︵聡さ蔭ゾ︶はブデラス祉が

ら確認された技術であると強調し

明・野拙鱒弛炉は笈全性の観点か
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スウェーデン︑西独の総選磁に次いで︑堺蕉世界の注圏を藥めている米羅大統領選挙を十〜月二爲
にひかえ︑フォード︑カータ⁝両陣鱈は鍛後の追い込みをかけている︒こうした申で︑今まで原子力
の利用および開発には消極的な態慶を示しているとされてきだ民主党候補のカーター氏が︑このほど
オ⁝クリッジの甫長にあてたステートメントの巾で︑高速魍殖炉の開発を隻持し︑運試の原子力発電
についても︑安全性︑標準化などを条件に業軟な姿勢を示していることが畷らかになり︑注国されて

というのも︑同氏はこの五月︑

いる︒

来国ではいま フ ォ ー ド ︑ カ ー タ
と︑石炭の供給璽は︸九七五弁当

は維持できるといつだことから︑

点の消費率でいっても今後三酉隼

石炭の増薩に移行すべきであると

して講高した際︑主として核拡敵
上の観点から︑原子力利擁に疑問

岡時に︑二〇〇〇薙には太陽エネ

国趣で﹁原子力と世騨秩序漏と題

を投げかけるとともに原子力発電

み戦で火花を散らしている︒その
繕渠は一か月足らずに遮ったナ一

の安金問題にも認及し︑米磁の原

ー両陣欝が大統領選簸後の遍い込

スウェーデン︑薩ドイツの総選暴

月二臼に明らかになるが︑さきの

と強調し総じて原子力に蕾難儀も

ルギー源が※国のエネルギー耳金

この演説の中でカーター氏は︑

しくは消極的態度を示していた︒

子力依存は鍛小隈にとどめるべき

原子力の利用を金く蕾賎したわけ

しかし︑カーター践はこのほ

と同様︑盤騨の原子力界の注囲を

ではないが︑※国のもつ興冨な石

ど︑この八月オークリッジのビッ

体の三〜八躬を占めるようになる

後にどのような影響を与えるかと

結累が米國内外の原子力利用の今

炭資源を薩く辞嚇し︑石抽から石

だと述べているからだ︒

いう間題だ︒とくに關心が弔いの

炭への移行と太陽エネルギーの利

るマックス・プランク・プラズマ

ツ研究技術雀が五鵬％︑ユーラト

万がのうち︑一簿八千七濁万が

円︶と箆横られているが︑西ドイ
蕉聞の計図およ

物理研究所で︑

マックス︒プランク︒プラズマ

薦踏を便用する冠険︑環境への不

ウム闘・五誘︑ナトリウム五千六

ムが㈱Q％︑爾独ババリア弼政府

供給する予定︒

された︒このプラズマ閉じこめ遊

び設計士榮を羅て︑このほど糧箏

電力公祉︵ENE鶏蓋繰綿％︶︑ して︑反対派は 地球の友 の禽

イゼ⁝ル県議会︵魁新勢力が多

鑛

一舟
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本

藥めているのが︑この大統領選の

民︵罵憲党︶の原子力に対する響

は︑新入繰補のジミー︒カーター

セル欝擾にあてたステートメント

Nメドに生産

ーー﹀甲 △ Ψ ∩ 轟 ▽ ム ー

用を訴えた︒岡氏は︑石炭の開発

騎轡

大幅拡充を計画

受入れ問題を欝議︑蔵府にその建

や地元のローヌ川環境保金協余︑

確海敷写による影欝︑籔視郷制強

閃独ラィニッユ・ベストファー3シ

ェス︵RWE︶駕力金社︵一六スイスおよび顔独からの応援を響

設創醗中断を要謂する動議をヤ歳

は︑原子炉と外部の間の二選︑三

反対を論じた︒これに対し政府側

歳十丑票で可淡した︒県議象の動

モは︑嶺初敷地内進出を試み︑鰹

でない安金体制などを説いて建設

嘗隊と衡饗するなど橘発だった

化による蟹禦國籔への移行︑十分

鷺一九七闘燦に婁合し︑ローヌ川

て︑この七月には数千入によるサ

岸のイゼール環クレイ︒マルビル

に六照四葉の笈＾墨跡鷹が故障した場

鶏の遮へい︑連鎖反臨爆発は購將

ス建設篇理運縮縫N長SA
イト周辺蒔拠を灸施したQこのデ
ら拘束力をもたない︒しかし︑萸

が︑聞がたつにつれて人数が減

％︶とともにス⁝パーフェエック

国の差塾代境需染倭籔会の原子力

に建設を決めだ︒これが旗功した

議は︑フランスの行政法士道嚇的

計爾縮小勧告に続く動きに原子力

場合には︑EDFとしては高速繕り︑十欝後には驚蟹隊の退蓋描躍

効果をもつたけで法律的にはなん

反対振が力を得て再び構サイト占

殖炉十基︵森羅万KW︶を一九 に無抵抗で折れて解散した︒
数の議席を出めている︶の公聴会

愈にのみ起りうる一⁝などを説
拠など実力行動に出る公算が大き

を実施する左向だ︒

では︑原子力庁︵CEA︶はバンた︒工戯中断蠣講の動議ては共産

圃

クレイ・マルビルでは昨年︑土

ドリエ原子力応用工業郡長︑ED 党議員は難浅して革新勢力の紀並

政府嶺周腐を彊慮させている︒

く︑仏惣力公社︵聡DF︶を始め 九〇難豪でに建設する ソーヌ謝

フランスは︑潟速小角炉では実

地造敏や蚕務所などの玉穂に鎧議

速瀬蟻炉に反対しつつも︑スーパ

験炉ラプソディーから原型購フェ

はセッツセプスキー技術局長を送

Fはトジュー副総戯︑N践RSみ
Aを憎した︒これは岡党議疑が勘
正式決定はこの蕎に行なったが︑

ニックス︵二十五万KW︶を遡転した︒フランス政府は除発建設の
ゆという物界て叢も愁んだ捜術を

たらす新しい職塀︵ピーク階葺率

ーフェニックスの建設が地元にも

人︶や膨大な資金投入によっても
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…
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U儀鐵 N C ◎ の こ 濃 縮 工 場
︻パリ松本駐在羅︸英・オラン

ン濃縮工場︵U鶏￡聾CO︶はこ

ダ・薩独三騰藤岡遠心分離法ウラ

のほど︑アルメロ︵オランダ︶と
カーペンハースト︵イギリス︶醐

に旛設を拡充し︑一九八二年には

濃縮工場の生合能力を高めるため

附パリ松本駐在鼠︺フランスの

対運動の代表はリヨン大挙のルヅ

っL
て笈対遠鮪の攻緊に備えた︒反
実際の着工にはRWE︑皿NE
の間意を必要とする︒ことにイタ

リア径済の郷講で遣NELは資金ルトン教授︒反対派は︑二＋五万

したものとみられているQ

たらされる利益などの要素を愚慮
KWから蕗二＋方KWへ一挙にス
ケールアップする危険︑プルトニ

…

産
え方だ︒

ﾁ鴇臓隈

ぜ騙

旗

ってゆくという粥心懸計画を発表

隼五千九百ゾSWUの生麺罎にも

した︒

現在︑衝工場では︑生産二十沙

SWUのパイロット・プラントが

九八

九七八無には答二質ナSW

それぞれ運転されている︒予定で

は︑

Uの生産舗設が完饗する︒

ﾔにおける墨初の穂襟は二千沖

sWUの生産工場董蔓の計画だス1パーフェニックス︵酉二十万 誇っている︒政府はエネルギーの
輸畠体制を確立するため繭胆炉の

ったが︑今圏それを焔速して︑二 KW凝速簡殖炉単発︶が建設され 対外俄事を軽減するだめや技術の

千九嚢＋誘sWUの生産工場二るイゼール漿の議金ではこのほ
ど︑フランスで初めての土留両論

建設を決継した︒このため︑HD のねん膨に藩騰しており︑淡定が
遅れているのが環状だ︒これに対

F︵出過比率五〜％︶はイタリア

ギ・義1

@
対決の公聴会を開いた後︑隅原発

き

力

原

墾勲

オランダの選心分離機製

た︒

縞／

〜
り

＝
冤を建設することに拡充修正され

卿

@繋㌻熱

灘
アルメ農ウラン濃編工場の全燈︒左

ト

｝
じ

唖

饗しました。
なお、オプションとして遠隔操作も可能な較正用線源および電源異常検出モジュール
を用意しております。是：非こ検討の上こ採屠をお願い申上けます。

O

遭工覇︑串央目西独︑右Hオ夢ンダの各澱縮パイqット・プラン

高感度の糧al（丁￡）シンチレ〜ション検出器とエネルギー依存性平坦化園路（DBM
方式一日本原子力研究所殿特許〉を組合せ、さらに当社が開発した検出器の温度特性
補騰方式（特許出願中）を加えましたので、従来環境の温度変化（一10。C〜十50。C）
により13フCs線角薬換算で約25％の変動があったものを、約3％以下にすることに成
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パリ松本駐在員はこのほど︑フランス︑イタリア︑スペイン︑ベルギー︑イラン五か国一雨
ウラン濃縮会社コレディフがガス拡散法による第一ウラン濃縮工場︵仏︑トリカスタン︶に続

隼輩をかけ儒

く第二工嚇建設で万針を淡定したということを伝凡てきた︒報告によると︑コレディフは来日
初頭までに現在候補にあがっている七つのサイトから一か所を選定した後︑約
要堰加を兇込んだ岡工場生産能力拡大のための鑑薩技術向上について研究︒検討を行なうとし

の拡充が必褻と認めた堀命には︑

に︑その時期の市況をみて盤産瞳

鱈所の総出力の兇旨しは甥翼一2

世罪︵共麗醐を除く︶の原畢力発

を行なわない場愈の世界の濃縮ウ

一︑プルトニウム︒リサイクル

九〇年まで鑑万沙SWUに引上の逓り︒
九七六卑価格︶と

げる計醸︒総工騒は約翻十億濯轟
約六千鱒円︵

建三二が穿蕉するため︑まだ何ら
の決定もなされていない︒

②ユーロディフのトリカスタン
濃縮工場の盗薩龍力︵八千〜一万

一︑嵐界の濃縮ウラン鷲要︵共

原子力発電所の礁設が順調に進む

麟︒輸送雛は無間二選五千ゾ

し︑第〜工腸でさらに濃縮す

工場で朋緩して︑コンテナー

NEL︶による濃縮ウラン墨継照一︑職工工場を趨繋させる︒

を要望しているが︑電力公社︵E 三〜八四隼の予定だが︑国初

ことになろう︒一部運開は一

藤關を除く︶難と餐期契約羅との

かどうかが課題として提超されて

するので第ニ工腸のサイトが

誘致に極めて熱心で︑政將の支持

比較は鋼表一4の通り︒

いる︒また︑縷縮ウラン生藤では

④ソ速のスベルドロスク濃縮工

ひ環境問題の分野て経験豊蜜な：コンサルティングならびに

の茶工場二基︵生産能力二千ゾS れている︒

場の艦麗能力は八千沙SWUとみ 表が示すように︑この不罵分を

で︑フランスでは電力公社︵ED カスタンから離れている場禽

電力がコストの四五％を占めるの

済淑︒

られる︒〜九八O〜九〇難にかけ 補給するため大型磯禰工場四〜五
し
墓の建設が必要とされている︒

なりかねない︒サイトの選定

たっては陸上ないし津川・海

一方︑

一九七五駕五月二十一一一日

IAEO︶二〇％︒コレディ

二九％︑イランの原子力婁員

⁝ロディフ五一％︑COGE

件となる︒出資率は

第二工場はサイト決定後少なく

だ︒

工場が一部始動し

送が便利だということが一つ
ので趣工は第

とも十八か月経過してからになる

密第二叢叢

資で賄う
出

の建設費は二〇％がコレデ

次の通り︒

ロディフの殊憲とその轟資比

欧

ジニアリングサービスを提供する株i式会

WU︶についても全心が護期契約

て繭側講繊がソ漣から輸入する量

ディ・カストロ︑ピオンビーノ︑

古社と原子力委員会︵CN鴛N︶が

F︶もフランスへの誘致に懸命 輸送上大きな闇題を起こす糖

は奪二千〜四千ジSWUと予測さ

海地ではないこととしているが︑

誘致に熱心な 場︶ではないこと︑ベルギーは臨

表は決定後としている︒これに対

難運勤が起こること意配し公

ンスとイタリアが各三か所︑ベル

第二工場のサイトとしてはフうしてイタリアは︑モントアルト・

サイト問題

伊︑仏の両国

五着沖SWU︶も全灘が長期契約
済み︒

③ウレンコのカーペンハース
ト︑アルメロ祠濃縮工腸のパイロ
ット・プラント三基︵鑑産能力ムロ

いずれもローヌ川流域︵第

︵隻産能カ一薔誘SWU︶が近く
んしている︒フランスの候補地はいる︒イタリアの場命はAG王P

豊丸牽五誘SWU︶︑薪設二丁ギーが一か所を醗補地として推せ ブリンディジの蕪か所を振馨して
運転を賜費する︒△輩完成帝定

株霊の潮払い繊資金で︑八O

二・五％︑スペイン醸袴ウラ

・五％︑イタリア原子力委興

ュークレアール︵イタリア︶

AGI
銀行ないし金融機関からの儲
で︑それぞれ負担される︒ベ
長はユーロディフの実績から

ルギー濃縮ウラン禽社一一・

祉︵EKUSA︶一一・一％

て儲入金については心配ない
信をもっているようだ︒第二

E

五％︑C

EMA二七・八％︒

出資の株式会社︶一

A六〇％︑イランエAEO四

︑SOF工DIF︵︵COG

での生産羅の八O％はユーロ

フ株主に謝当てられ︑残り

西ド・

％は株叢外に販売されること

ィフの橡霊および

る︒なお︑コ

丁総L（03＞279−54弔（代）粟京都千

」翼ハ

ている︒予定としては︑岡工場の操業開始は一九八五琿で︑年間生麓能ヵは五千ナSWU︒以

針

下︑この方針決定に伴うコレディフ社ベス社長の発講内容を紹介する︒

Nに五千︐ン

・規模で稼働へ
方
コレディフ ︵ ガ ス 拡 散 法 ウ ラ ン
ラン購襲の見遡しは聴手一3の通

り一
︵備蕎は蕩許しない︶︒
COGEMA︵仏原子力庁の

冤櫨られている︒

辮ド騒
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ス工
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ロディフ︵欧州ガス拡散法ウラン

QO％子会役︶はこの方針決竃の 一︑世界の艘縮ウラン生産能力

①米エネルギー研究開発局︵E

RDA︶所長のゑ凝縮工場︵オー

聾．

b5）、㌔u盤容

麟縮工四百現歓︶はこのほどユー

灘縮会社︶の欧州第

晃通しをあげた︒

模拠として次の機縮ウラン禰硬の

ガス拡散法

ウラン濃縮工場︵フランス︑トリ
は次の通り︒

カスタン工堀︶に続いて第二工鵬

九七六年央のソ運︑索

カ︶の生薩能力は一万四千ゾsW

クリッシ︑ポーツマス︑パデュー

﹇︑

所の運転︑建設︑計圃状況を根拠

欧︑串圏を除く撹界の原子力発鱈

建設の翼体的計画︵建設方針は今
庫六月に決定済み︶を弱らかにし
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が︑核燃栂保証法纂をめぐる不安

炉︑爾温ガス炉︑爾速楢殖炉の籔

界の原子力発躍駈の九〇％は軽水

設・計画状況から判断すると︑世

建設を正式決定するという︒建設

隼に一部還關し︑八五年には五千
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三

業
産

を論拠に

の扱いをめぐって内部の反発も予想される︒

る方針である︒

日雨渓の人権擁護大金は︑讐弁
護士の使命に墓づき︑人権難題の
調査・研究と人権思想の高楊に璽
するため﹂毎隼一園開かれ︑人権
擁護に関する活動状況と取扱塞件
の概襲を報告し︑露要人権闇題に
ついては建議や決議をするき要り
になっている︒

繍弁遮は﹁公憲は経済を優先す
るあまり住民に犠牲を強いた人権

点を多いてきたが︑五十庫度は新

心とする地域祉会の実態調齋結果

公聴会を開催し︑地城住罠の同慧

評価を実施︑その翼料を公開して

月二十日︶に則り︑環塊影響畢餉

な

による一方的

判決μだけに論議を睡ぼう︒

受講者資格枠を拡大

鋒・A

原茸力発蹴と

一

田本原子力産業禽議は来たる

十一月二日︑原麗会議竪でセミ

ナー﹁原虫力発馬とパブリック

・アクセプタンスしを蘭く︒

岡日は午前十鯖開会︑午繭は

高橋蜜趨薩欝資源エネルギー庁

原畢瞬発躍薩長による﹁パブリ

ック・アクセプタンス海外調査

に参加して﹂があり︑年後は一

子力発電会社開発計醐整次長に

落から四時まで那須速雄講本原

よる﹁アメリカにおける原子力

一：彌一＝

謄曹靴腎廓冒

る実務轡として︑第一纒測定士︑

璽二番︑原子炉主任技術蕎︑核燃

ていなくても︑第一極放射線取扱

子力船むつ俊世僚趣膨理母激化に

禁︑反むつ興共闘会議装催の﹁原

二月定例議禽にもちこされてお

屑議題で継続霧査扱いとなり︑十

一瀞一

碗ρ一一

構等について関題する礪子の解明

核禰の軽子︑海濠黛物閣の配分機

原畢熱発醒の領脳開発にともな
って放出される放射性物質が動植

鞍

⁝

㌔翻肺

齢7貞一鱒翻

国への影饗﹂と︑科学評論籔︒
今井隆雷氏による﹁原子力の安

タンスしがある︒

全論畢とパブリック・アクセプ

原子力イニシアチブ運

※国での原型輪蔵醜翫対をめ

は六月のカリフォルニア州

ぐる

に続き︑この十一月二黛には大

動

ド＼オレゴン︑モンタナなど六

統領選とあわせ新しくコロラ

二で佐民投票が行なわれる計

で遺子力発電は﹁貰持﹂された

画︒カリフォルニア州倥民投票

第甚フウン特揮

もののよ⁝⁝○％近い批判票があ

縮齢＝P一門 一顧二髄一轄一

っただけに︑

として︑

このほど発表された︒第一種翼翼

いるが︑その第一醸試験縞累が︑

壌測定士試験協会に委託実施して

士の薩家試験を財団法人・作業腿

なお労働雀では︑作業環境測定

いえる︒

うした不満に〜部応えたものとも

強かったQ今圓の規則改正は︑こ

放射線恥業駅など現堀での不満が

羅上騰申姦ねるもの

でおり︑作業環境測定法の制定は

線郷憲防止規則など覆雑にからん

は︑放躬線障欝防止法や懸離放射

放射性物質を取扱う施設の規制

を除く墨務ができるとしている︒

ことができ︑第二糠測定士は分析

グ︑分析︵解析を嫉む︶を行なう

︐一曹一騨＝一需

イニシアチブ逸動の実態とわが

については︑とくに放射性物蟹関

第二極測定士を定めており︑第一

労働省は︑昨夏五月に労働安金

反対する西購本天簗禽﹂が︑蕊曰

り︑総評など﹁むつ篇反対陣営は

暫は︑鉱物性粉じん︑放射性物籔
など五分類あわせ︑二千三聖主猛

岸放出による入体被曝﹂﹁大気︑

を慧いでいくほか︑﹁トリチウム

物箸を通して入体にどのような鳳

の一つとなっていることか

唖

軌

の規則改正では︑原子力関係蕎か
らの強い要望のある①作業環境測
定土と放射線取扱い童任憲との璽
任区分を明磯に②第一椰放射線取
扱い孟任霜の兜状があれば︑測定
土の門講習﹂を受ける資格を③作
業環境測定指針の公表をーーなど

にはふれていないといわれ︑な

ようだ︒

おスッキリしない点が残っている

作業環麗灘定法は昭和五十庫蒐

琿四月三十田︶法律で﹁作簗環境

月一麟制定された︵施行は篁十二

規超し︑適正な作業環堀を確保

測定の測罵土の資格︑測定機関を

し︑職場における労働憲の二藍の

までも労働蕎の健康確保に璽点を

保持を園的とする﹂もので︑あく

係では︑響埋区点︑放射性物質取

礪測定出は︑非密封で放射性物質

また︑作業環境を実際に測定す

扱い作業室︑坑内の蔓紫科物質の

いて︑測定デザイン︑サンプリン

敢扱い作業整などの僅業環境につ

おいた薄徳︒その作業環境の測定

定している︒

呼応して難船など約笹飴が海上デ

デモ行進した︒また佐世擬湾でも

の公關豪で二三︒五㎡の溢のりを

あと︑佐世係駅前を逓って松浦町

採掘作業場を灘定対象僅業所に指

門むつ﹂反対で

総評などが集会
﹁むつ一の佐世保港膨理受け入

婿焦法に錘づき鰯黒した﹁作嶺環

料取扱品任叢のいずれかで三士以

佐世保市で一万八千入が謬潴︵霊

十二月以降の

幾瀬規則一部改正へ

モを行った︒

境測竃法﹂のなかの放酎比物籔関

上の放射性物質の濃度測定去就経

二二発表︶して闘かれた︒甫内千

争態勢を殿める構え︒

れに反対する総評︑社甕党︑原水

係について一部規則改正を行なう

験のある者は︑作業環境測定士の

つ偏受け入れ阻止の気勢をあげた

報酬の競輸場駐遺墨で総会︑﹁む

﹁む2の受け入れ問題は︑茄

ことになり︑今月中にもその改正

がある⁝一というもの︒しかしこ

資格をうる﹁講蕾﹂を受ける資格

境放胃線による被曝線騒の推窟に

土壌︑水田における放財性物質の

の食物遡鎖偏では︑これまでの研

蝶を与えるのか︑とり込騰れた諸

に備えて騨

規則の公示をする︒改正される主

関する調蓋研究﹂を中心に︑設備

移行扁﹁トリチウムの食物連鎖偏

究結縄からトリチウムの雛動を遊

承播

な内容は︑鉱業蕨で州選任しされ

放劉線鷹学総命研究所那珂湊支

されている大型水槽︑放射性ヨウ

心を撞当︒このうち放射性核禰の

離トリチウムと繕禽トリチウムに

るのか︑といった問題が十分解明

る住属の不安の一因にもなってい

されていないことが放射線に対す

影蟹研究に加え漁民はどんな黛や

ト

＼

る

F僻

鈴

ド

安全牲軽視
鉱藩難﹁中止含め根本的に﹂
巴本弁護土運禽禽︵会畏︒粕木博識︶は︑八︑九の両B︑儂台甫の宮城興醗協ビルで開く第十九回
人権擁護大鼠で︑原子力施設の運転︑建設の中止を禽む根本的な原子力開発利雨の爾心血を国と企撲

厳しすぎる注文
優轡﹂として︑人権擁護の立堀か

たに

ら公憲の防止と被審蓄の救済に力

は︑提需の実施まで原発建設はと

力腸発と環境保金の調賓湧勤テー

たもので︑日弁還公憲対策婁翼ら

協︑地元蔑などから灘取︒塗性が軽視されている翼で

陰

に求めて提讃することになり︑これを杢蕗の決議として採択する方針である︒遺糞は日弁遡の調査に

万八

を強調しだ格好︒大会では

墓つく︒調竃は︑原子力開発の離在的危険性や翻魔羅の不備の抽出に霊眼を注ぎ︑開発推進上の
の部分

日弁連は全 国 の 弁 護 士 約

薦人加盟の弁護士法に基づく法
りあえずゆ止し︑既設発電所も運

提言をまとめたもの︒

の麗地から原子

転中止を禽め抜本的再検討が行な

的な危険性が軽視される膜面︑安
大会ではこうしたシンポジウム
権威ある機関

公憲予防

同調簸では︑原子力のもつ本質

約二十五人の調査醐が行なった︒

金性がことさら強調され︑また︑
の論識を鱗まえて︑原子力騰発利

藥再審謝度の運常改趣と法改蕉実

人︒今回の人 権 擁 護 大 会 で は ︑ 刑

現を期して憲雷を行なうほか︑原

開発利矯が牧民不在のまま進めら

が報告される︒この器懸調査は︑

を認るようにする④原子力開発利

マに取り継み︑約一撃闇の調査で

子力開発利用の根嵐的萄検討︑磯

れたことが明らかになったと握摘

われるべきだ︑としている︒

議を採択する予定︒

し︑この見地から提諮として①国

来地位協定の再検討など四つの決

と︵原子力発躍所設薩︶企業は原

用の再検討を求める淡議を採択す

大会は八日︑﹁原子力開発と環

発の安全控を根本的に再検討する
②国・自治体︒企叢は現窪の安全

原子力闘発に内在する危険性をか

管理体舗の不備を暴急に匡正する

塊擬全扁のシンポジウムを開き︑

間うことにしている︒

③醒・企業は謙賑建設中︑操謎中

えりみて開発の進め方のあり方を

飼シンポジウムでは︑蔽子力開
の全発電翫について︑環境墨金政

ューしだあと禰井緊著狭地区を中 策法該白塗綱︵門口弁連五十年十二

発の親状と法的規舗についてレビ

予備調査を含め昨隼七月から今年

馬は安金性を第

義とすべきで︑

八月までの約一年聞︑若狭地区の

所︵渡辺博儘支所長︑茨城県那珂

素曝射装麗︑放射能測定爾半田体

における蓄積を通じて人体に取り

海岸海城における心墨︑海薩生物

被曝低滅のための対第を探ってい

湊市磯崎掌入遵︶の開所披嚢が

ゲルマニウム検出器などを屠いた

く川蜷だ︒

三十日行なわれた︒同隻所は︑放

塞験︑海洋異双調憲箸を効粟的に

射性物蟹の艘睡中の挙動︑人混へ

纏み命わせながら機動的な翼翼研

刃性物質が人体纒織にどう薔積す

の彫響等の総命的な研究を強化し

区別して考察する必璽性が尚まっ

まえトリチウム脱水定論装認によ

ベル放射性廃棄物の試験的海洋処

るうえ︑再処理工揚の運転︑低レ

海藻を一隼にどのくらい食べるか

分などの新たな計藏が予定される
と膿血︑生物学的要四を体系的に

といった爽態調停をあわせ行ない

ら︑岡支所での陸・海・空をも含

らにこうした放射性核糧の挙動・

巻中心に罰点的な研究を異施︒さ

ムの代謝︑動植物系における動向

り実験能率圃上しながらトリチウ

ていることから︑こうした点をふ

込濠れる移行径路に関蔑して核種

・究強晒化へ
那珂湊支所が披露式

放射⁝生態研

ていく霞的で昨琿八月日建︑関係
機羅の整備︑研究員の移転など本
格的研究魑孚のための準備作業が
急がれていたもの︒昭一疋±一蕉

放医研

放出による人依被爆﹂では︑これ

擢擬することを国胸とする﹁沿摩

ながら逗子力施設から放鮒性核纒

展に爾い関心が癒せられている︒
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究部︑海洋放射生態学研究部︑髄

射線の線蟹寮与の推潮騒は霊に本
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部の環境爾生部で︑那珂礎支駈で

のカギを握る璽要な

足しだもので︑室に放躍研が昭和
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どれひとつをとってみても純粋な﹁メイー3︒イン・ジャパン﹂はないといわれるわが圏の原子力技

ジルコニウムは数少ない﹁函産狡術瀾発贔痛の一つだ︒一蒔はすでに昭租三十痒代に各国に輸出し好

術︒こうした﹁輸入技術一に大きく依存してきた原子力開発だが︑原董炉核燃料被蟹蟹の材料となる

罫を得たジルコニウムだが︑いまはむしろ一都輸入に頓っているのが現状︒このジルコニウムが萄盟
な﹁純坤軸原子力輸謁製酪﹂として再び浮上しようとしている︒そこで今鷹は︑開発当初から四半世

紀にわたってジルコニウムの膏成にだずさわってこられだ東大工学部教授の三芳慶績殴をわずらわ

の資料で門ジルコニウムの冶金﹂

というのを纂羅紋で出したのが蕊
十二七月であり︑二十八年にアメ

両歓が製造暫の立場で勤き撮した

カーである鷹友金属︑神戸製鋼の

と不安がって買ってくれなかった

変えており家せん﹂と明示しない

タンとともにジルコニウムについ

通って近葛の米国文鰍の中からチ
ム倉金の目論加工による研究を始

鋼所が受けて原子炉屠ジルコニウ

いた駐留米蟹のC工Aの麟錨館に 力補助金九三五ナ六万円を神戸製

戦後の占領下︑日此谷におかれて

めた︒

倣紀である︒

来各三＋万籟の難産能力に並ぶと

ようになった︒この三被は近い需

圏初のハフニウム一〇〇PPM以 ったの十園工ハゾ︒このためとア した管を一二菱原子燃料に提供する

ピルガー圧延機により仕上げ加工

成を改良しニッケルを除き︑錫を

下のスポンジができている︒米A

＋八隼までの七鰯雲を窪めてもた

引下げ︑鉄を着信害した欝金を提

HCが豊本のこのスポンジの贋に 齢農産物とのバ⁝ターによる戦略

位に掬わせてジルカロイー2の二 三十一年柵には石塚研究所でわが

案した︒これは蕊十五年の第一圓
霞をつけたのは黒十一無二月で︑

Vンポジウムの潮身︶に発墨さ ニや万畦の留出契約ができ︑石塚

発表されて輸繊の大市場を失った

物資買付けの嬢翫が三十七無二月

との認定関係は別表参照︒

ころまできているQ燃料メーカー

メリカのケネディ大統領による余

原子力研究鼠径発褒会︵原子力総

ことから︑東洋ジルコニウムは三

︑蕊画年中にアメリカ

く國産被蓋籔の大羅観照となると

†銀余の沈静期を経てようや
はUSlBM−U一四三四にれ
発︑表

製スポンジについての米側の評価

ともに︑スポンジ生頭薄藍︑設鮪

かしこの技術は臼策鉱業に引継が

ニウムを設立した︒この頃の教本 十九笙二月解散してしまった︒し

いわゆる素管を来燭から入手して

も二様であるが︑融解後押糊した

て不経済なため︑欧州の管メーカ

融解炉を動かしても稼働議が悪く

内購要では︑スポンジを購入して

さて臼本の今までのところの圏

研は臼ホ鉱業と共同で粟洋ジルコ

れている︒この組成がその後発表

ため三十一

されているが極めて好評で︑この

されたジルカロイー4と錫を除き

九無にはその製錬法の発明者クロ

よく禽致しているのは藤白い︒

ール講士を招いたりしたチタン業

拡張︑いずれ麗内醒要を満たした

たりで全蟹国産晶に切醤え︑五十

る︒これに比べ再撮発のおくれた

五卑以降は輸出促進︑としてい

国薩地金については︑五＋六︑三

無までに一〇〇％国薩鹸使周と
し︑六十矩代に入って輔墨促進と

アメリカの一拝の独占態勢に近い

かしこの棄簿の供給暫が國際的に

ため︑簸近は欧州はもちろんアメ

リカ園内でさえ珊の製造業蓄の設

には前言日本鉱業のほか︑アメリ

へ

立が企てられている︒なおわが国

カの諜製薯TWAが寒寒

ーがあり︑今までは米審から原料

したジルコニウム・インダストリ

酸化物を入れてスポンジに測蔑

今憂カナダのケベックで閉かれ

し︑※園に轟している︒

破壌瑚性検討の報告︵働燃︶︑被

ウム園際会議ではAT冠圧力管の

たASTM蛍催の第三回ジルコニ
ア︑四や穴鰯には西ドイツの商業

覆蟹の局部建性罫緬のはり出し試

五年にはカナダ︑オーストラリ

内の大三五罵が澤れたため︑匹牽

産と順次経験を横んできたが︑園

発爾所に入れた爾収納一日分の生

十六無にGEの認定をうけて敦賀

爽曙性実証の方策の重三をうけ閥

川棚研の第一三度の國産被覆管の

次いでAT冠潮国産︑さらに前記

社は原研のJPDR便用の岡産︑

つある︒

圧延加工のみを行なっている︒し

に台計哲箕十沙ほどの国産ジルコ

かイギリスに七十六鏑︑藪ドイツ

ニウムが輔出されている︒このほ 上は再び輔出という仁淀に罠りつ

出し︑原子炉用の鵬合の難灘であ

に八ゾ︒これに対し国内欄嚢は三
ノ

画：

．55年メドに再

輸出めざす
蟹

二番が委蝿長の通産省の核燃料
研究委員禽︵昭和四十三葎設躍︶

袴えることとし︑被概管は明言あ

るハフニウム分離の研究も始め︑

た金峰ジルヨーウムの製錬にのり

野がその経験を生かして︑よく似

リカの金属学会︵ASM︶が開い チタンの工業化を国ざして二十
たシンポジウムの論文を籔漕が軽
金面資料に翻訳紹介したのは二十
八無の秋であるQ

コニウムに︑新任早々の工学部教

し︑開発の経緯や今後の可能燃などについてこ執籔願った︒

授の簿暫が興味をもち︑第二次大

今日もジルカロイ被二目のメ；
入もとの丸うつし式が多いが︑こ

夕影棚の態度にも問題がある︒し

ての資料を捜し抄録をつくったの

のは三＋黛で︑三十二隼には原子

れは﹁そっくりそのままで︑何も

かしこのような天下の風潮の中で

は照租

ンバーの橋隣︑憂谷川両教授︑理

は前認の調査鼠冶金グループのメ

数少ない
独自開発◆
﹁日本の軽水炉技術はすべてこ
種子から蒔いて二十年︑ようやく

ら︑すでに四分の

経緯

れアメリカからの油入︑丸うつし
花を咲かせたのがジルコニウムで

β嵐で初めて原子力予騨のついた
研︵現筏金桝研︶の憐藤伍郎浅そ

一方︑大学や研究所のグループ

であって独自のものはひとつもな
あり︑籏養の知る限り日本の原子

豊海無より後ではないか

い︒それが何より翫拠には何か変

二＋九隼の來には︑後に原産の原

えなかった︒製造狡術の研究開発

再浮 上 輸 出 め ざ す

炉硝に両社の製贔が輸出された︒

で当社で田本製被鰻管の質の実読

禽議騎礁にASTMのジルコニウ

れ爾く評価されたし︑筆蕎窟身は

子癖メーカのK氏は筆番に門まる 験法︵住全︶が口頭発表︑それぞ

昨無国際雲議で巌つた涯ドイツ原

をしているようなものだ︒あれは
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田
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る︒こんなことで国民は安心する

ている草花を買ってきて目前の花

良

く良好だ︒扇策ではなぜまだ使わ

もう二万五千MWD／ナ燃えて金ムの分科金に招かれて日本の被機

ないのか扁と語ったことである︒
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している︒これに対し︑燃料体の

三

ように灘入技術でつくっているも

策京大学工学部教重

が昨鎌度に検討した臼本の核燃料
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産
ってきた︒この間の主要な建跡は
別に黛表にしてある︒

サイクルについての煮繭欝では︑

方四十二年にソ逮式三方ロー

招講が︑痛騙後きている︒

◎

ルを一本で初めて輸入した三憂金

の技術を醸入してPWR山隠概蟹

の

んな繭から︑こんなに﹂と醤本の

員会に持ち込んだ︒﹁訳本でもこ

き︑葵文目をケベックでの選篭婁

の分を新金属協会で豪とめて頂

ーの会で出︑これに呼応して献本

ておこうという認が昨年のデンバ

由世界のジルコニウム史を豪とめ

員八名の闇でそろそろこの辺で自

功績鐡であるクロール錨の選跨委

ジルコニウムに対する国際的な

給体制を整えなくてはならない︒

︾！

属はその後ウエスチングハウス社

の生産エ場をつくり︑最近では︑

来

全量供給体制
づくり急げ
・ 将

返本のジルコニウムは研究成果
でも製贔の質でも今や文句なく世
界一線級である︒ジルコエウムは
軽水炉以外にこれに匹敵する大き

平様︑軽水煩時代に花咲いて高遠

さの襲はないので︑ウラン濃縮

今後とも臼本のジルコニウムが

てくれている︒

シルコニウムを知り︑高く評簡し

研窺の颪でも麗業の颪でも︑一顧

〇〇〇奪代初めピークの来る特殊

炉晴代にはしぼむという︒西佐田

璽禰があるから照要の上り勾配の

と思っている︒

発展するよう︑微力をつくしたい

聴に設備投資を回収しないと不利
で︑簡格の点で競鐘力が潮減され
る︒だから︑国内でも軍く全羅供

干370−12
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TEL
O273−46−1639

r目（用実ビル内）費偲創（4勧4725

財団法人放射線照射振興繋金

神1コ支μ罵

墨

三

@（NFD

に花山をつくる累人造園圃のよう

争力の補助金三酉二十二万五千円

れに籔脊の共岡で三十年理研が原

偵友金閥
B＆W（米）
線チ燃料」．業

なもので︑漿くきれいにはできる

動研へと発展した原子力発電翼料

JNrと∴汀線f燃料および旅」二燃料正業、．ご菱金
属は三菱線∫燃料の認定をそれぞれ取得、本格的1
業4痒に蹴る
50駕 蕊菱金属、米園へ被覆細雪出
51無 神戸製鋼のチャンネルポノクス鰍灌工場完成

が︑やはり種子を薄き︑水をやっ

調査会が発足して︑猛烈な馬力で

のについては︑ソフト・ウェアの

料工業が納入》神罰製鋼、GE社から技術響入
49年 住友金閣、神芦襲鋼がATR闇闇腸管の全脳を受注
・納入勝51葎にかけ神戸製鋼はJNF、住友金属は

高性能製品

ジルカロイでは︑技術蒜面してい

R燃料薦被機管の轡用工場建設

て花を咲かせないと︑本当のうち

をもらって舎金研究をやり︑当將

39年

の花にはなら な い Q そ の 代 り 種 子
原子力文鰍を読み︑訳し︑まとめ

47年 敦賀原発のチャンネルホノクスを神戸製鋼、原予燃

輸出の実績
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て︑﹁海洋投棄による被曝線騨は

自然放射線被曝より愚かに少な

このうち︑試験処分では公衆︑

い﹂と予測している︒

個人の最大の被曝線鰍となる当該
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罐鑓慧

至重嘗

．織纏．

に分布する時点でストロンチウム

気

ぞれ代表的な放射性核樋の鍛大開
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六千菌厨︑深さ五五層②水単拡散

海洋爽態調査にもとづいて①海洋

自然被曝を大きく下譲る
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原

しいものがあっただけに︑上院で
の審議が政將や薩業界の注隅を集
めていた︒

上院での審議に当たって︑岡法
繋はアレン上院議員︵属霊党︶に
より提出され︑ベーカー議員︵共
沸党︶が︑同法璽は米国の原子力
発電計薗を今後効果的かつ円滑に
促進するためには繕対欠かせない
ものであるとの趣巖説明を行なっ
た︒上院は︑同法案を十分横越す
べきか否かについて投票を行なっ

ヤ︑ウィリアムズ三社で構成︶で
の予定︒イランの対仏発庄は一九

で綾羅発庄が内示されたが・イラ

きなかった︒続いて新しいサイト

いてイラン塁膏が同齢六月シスカ

五璽発注の悪罵衷明に始まり・続

フランス銀行に前払い金として預

て進まない状況が続き︑イランは

画が出されたため交渉が遅々とし

ン側の外貨不題による経済縮小計

磯

鰯一

なお、オプションとして遠隔操作も可能な較正用線源および電源異常検出モジュール
を用意しております。是非ご検討の上ご採用をお願い申上げます。

七四年二月アンサリ経済相の原発

︻パリ松不駐薮鼠︼イランを公

⁝ル︒デスタン仏大統領にその意

託していた七億メのうち工億がを

を示す穴統領対立換補カーター氏

により137Cs線量率換算て約25％の変動があったものを、約3％以下にすることに成

仏の対イラン
輸出交渉進展

を上院本会議に持ち込んで閣議を
式訪闇したシスカール︒デスタン

麟を確認していた︒しかし︑シラ

する九十万KW級加圧水型原子力 ・ユニオン︵KWU︶が颪三牽万いたといわれる︒しかし︑今回大

を停課するよう嚢講し︑プルトニ

国に対し再処理施設と技術の輸出

の売込み竸争を激化し︑圏ら核の

る向きもあり︑大統領選挙と無関

の窺え方に対応するものと受けと

補償方式（特許出願中）を加えましたのて、従来環境の温度変化（一10．C〜十50。C）

あり︑UEAを不当に利するもの

行なうかどうかについて暴論を闇

庁︵1AEO︶のフランス原子力
ク葭欄が同年十二月にイランを訪

仏大統領はこのほどイラン原子力

アフリカ陶け原発酸茎の輸出を成

引出してしまった︒フランスが爾

にも正式発注が行なわれるとして

KW級漂発二慕を受注したが︑フ 統艘が磁認を得たことにより黛内

ャーナル﹂は四日︑米瞬内で核兵

済誌﹁ウォール・ストリート・ジ

米エネルギ⁝研究開発周︵ER 拡散︑すなわち使用済み燃料から

TOKYO／一rTO＜＜に

である︑ときびしく批判︑同法集

う投票を要求した︒その絃漿︑三

産業界︵フラマトーム︑フラマテ

問した際には正式発注が出されな

モ

十三対黒十三の公図巻数で本金議

ーグ︑スピー・バチニョル︑アル

上程が不講に終わったわけだ︒投

仏事業界は購待を窩せている︒

約したこともイランを鋳踏させて

ランス側は提纂されたサイトが地

ストム︒アトランチック社︶に対

れ廃蘂

発電所二墨発注の患魍を確認する

叢多発地帯のため応ずることがで

その間に西独のクラフトベルク

かった︒

票絃粟が食期最終田に出たことも
時隈切

案への道は残されてはいるが︑こ

爾イランのカルーン艶麗域に建設

協定に竃尊した︒この原発二屡は

となった︒岡法器の再提

あり︑この法聚は議実上

票の緒果次第ということになっ

れは十一月二田の大統領選挙の投

ぱ岡法案の扱いはどうなるか予測

た︒現職フォード大統領が勝てば
薦蝦案ずることは想出といわれて

ウムの安全性や熱処理の経済性で

できないと塵業界はみている︒

器拡散の可能性についての懸念︑

いるが︑カーター候補が選ばれれ

米︑新政策を提示か

畷際的な研究を呼びかける︒

ていると指摘していること︑こう

DA︶は︑このほど︑国際協力の 出るプルトニウムの拡散を促課し

こうしたフォ⁝ド大統領の懲窩

特に原発及対派︑議会やカーター

した核の拡散防止政策の強化を求

大統領候補らが米国を含む先進諸

米園では蝦近の輸出規制や傑篤

もとに現在検討されている多野間

める閏か強まってきていることに

高感度のNal（T￡）シンチレーション検出器とエネルギー依存性平坦化回路（D8M
方式一B本原子力研究所殿特許）を組合せ、さらに当社か開発した検出器の温度特性

秩 一肇講⁝鰭

マ1爆1東王都品川区棄五反田2−12−8

民闘濃縮 見送り に
大統領選の結果いかん

再提案
米上院は鼠期巖終罠の十月瓜臼︑この八月四鐙下院を通過したウラン濃縮分野への民間企業の参入

を援助するコ九七五無核燃糾保証法案扁を上院本鼠議に持ち込むため提案された動議を可盃隅数で
口実上蒼決した︒この結果旧法箪は本金議で実囑論議されぬま蔑︑時運切れ廃案となった︒同法案の
次期議会再提築の可能性は残されてはいるものの︑これは十一月篇日の大統領選の結果いかんにかか
っており︑岡法環の支持蓄にとって予断を許さない薯態になりつつある︒現職フォード大統領が勝て
する価値ありという結論が出た︒

た結果︑三十二対二十七票で検討

ば再一粟を行なうだろうが︑カーター候補が大統籏の椅子にすわれば岡法案を長期にわたって検討す

習事︶は︑﹁この湿婆は譲国の濃

しかしスチーブンソン議員︵罠

こ半月のなりゆきに多大の関心が羨濠っている︒
でその資金負損は米国民にかかっ

志澱問題に関する論議などとのか

の再処理センタ⁝設立の構想は︑

欧測融資銀行

ウラン資源開
発に初の融資

︻パリ松本駐在員U欧州融賃銀

行はこのほど︑イタリアのAG王

ルガモのバル・セリアナウラン鉱

P社に対し岡祉のイタリア北部ベ

五億円︶を融貧した︒融資期間は

開発資金として九十簿♂︵約四十

バル・セリアナウラン鉱業はイ

十二犀で︑金利は竹丘・五％︒

タリア多大のもので︑埋藏推定脳

汽

東京原子工業株式会社

社

るものと思われるため︑産業界では民間への濃縮箏渠移行がさらに遅れる可能性が出てくるとしてこ

てくるとし︑さらに︑その容蜷を

らみから︑来園における縫欄済み

米政府の再処理に対する罵家政策

表明は︑核拡散問題に璽大な照念

る蟹金援助とそれにともなう諸協

拡充することにより世界に対し核

燃料の再処理とその役務が世界全

国が酸再開発途上国に対し原子炉

切れ廃塞
力と保証を政府が労えることを栂

の拡散を増大する危険性がでてく

休の原子力利用と騰発の分野に対

跳議題︑再処理輸出などで

昨鋸六月フォード大統領が議食に
子としており︑いわば民醗企業が

ること︑岡法案が成立した場合︑

領の新原ア力政策の要点は次の遜
り︒
て︑ERDA嶺局は︑政府は再処

ウムの商業利用を数年運らせる②

横られている︒採掘開姶は︸九七

は金圃ウラン換箪で千五長齢ソと鬼

九年に苧定されており︑その期間

鉱開発素餐として融貧するのはこ

は十年闇︒欧州融資銀行がウラン

れが初めて︒

軽水炉輸出でフ

仏・AA社

ィリピンと交渉

門パリ松ホ駐在異日フランスの

アルストム︒アトランチック祉は

このほどフィリピン向け新型軽水

ると発蓑した︒この軽水炉は仏原

炉の輸繊について交渉を進めてい

子力庁︵CEA︶が潜水艦用に製

造した加圧水型炉をCEAの子禽

用に開発したもの︒出力は＋二万

社であるテクニカトーム社が陸上

鶴03（441）1176（代凝〉
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・曳臨

︒

本

縮容墨を必要以上に拡張するもの

提出したもので︑ウラン凝縮の分
政府に代わって濃縮窯業の遂行に

利益を写るのはウラン・エンリッ

となった︒この法案は

院での審議が注頃されていた一九

野における米麟の窪導権を維持し
当たるというもの︒

この八月囲臼に下院を遡過し上

七葺銀核燃料探証法案は︑議会会

民闇企業を擾写すると岡時に民

鮒処して︑フォード大統領は再処

しはじめたことの兆候

︵ウラン︒プルトニウム混念酸化

理業務逐行に蟻たってG逸SMO①※騰は廷内におけるプルトニ
米醒は商業馬原子炉と核燃料輸出

ついての安全性確認や国際的な轡

規制を強化する③プルトニウムに

ぺ
物燃料弁鰐に閲する総猛古哲影響
解明轡︶の決定前により漫い政策

理を先進各蟹に呼びかける④供絵

を打ち出すものとみている︒

しかしその描画︑米燭の荷力経

商裟運転開始は今薙巾の予定︒

西独KKu原 トベルク・ユニオン︵KWU︶で
発試運転へ
西ドイツサクソニ⁝州政將はこ

汐礎

蓼ま

係でないともみられている︒

期鰻終田の十月二臼︑上院で本会

聞企業が希望する礪在政府所有の

の決定やそれらの健進に拍車をか

理工場建設の延期︑プルトニウム

チメント・アソシエーツ︵UEAしどのような影響を与えるかとい

けるものてあるとあらためて強調

の議員からいくたびか修正案が出

う点が関心を簗めている︒

報じた︒

の蟹理など食めた新しい原子力政

プ・レベルの関心を頻め︑注圏さ

策を近醸申に発汗するであろうと

れている麟項だと述べている︒こ

でにみられなかったほど政府トッ

巨ベクテル︑グッドイヤ⁝・タイ

今園の決驚で︑NFSの経験え の証明なのか︑それともN
W誌のいうように︑遮邦政尉が

すると農時に︑再処理悶題は今ま

されるなど︑その探択の醤難に厳

同法案は︑下院逓過の際︑数人

て投顕が行なわれた結聚︑三十三

よび将来の縫編工場の建設に対す

Eラン濃編工場の醗有・運転お

議に持ち込むための鋤議をめぐっ

時間

対蕊十三で動議採択は認められな
かった︒このため同法集は

にふくらんだ︒

今やその播霊力を失ない︑NR

暴走

なのかは︑きわめて唾大な問題

NFS工場の閉鎖はあとに厄

ウォール・ストリート︒ジャー

し云うことの慧味︑損失は象徴

うしたフォ1ド大統籏および政府 ナル誌の報道によるフォード大統

NFSは薪工場の完成を晃こが失われ︑スタッフが分散して
んで︑すでに数優がの溝処理契

が示している高い関心をふまえ

トとして成り立たせたわけだ︒

の人間︑あるいは
躍境市蔑団体の要求のまにまに

Cの

︵海軍炉等︶からの注文で採鐸
を維持してきた︒ということは

少数

的以上のものだ︒ウェスト・バ

によると︑打診をうけた墨客側

漁ックス︒ウィーク︵NW︶誌レー工場は当初来︑憲に難詰煩

約を縮んでいる︒ニュークレ豊

※国ニュ1ヨーク州にあるニ

は薪箆讃り料金の一二筥万がを

ゾから七欝五十ナへ︶計蘭に乗

ュークレア︒フユーエル・サー り出したのは︑旧原子力委鍛会

ラントの閉鎖を決定したとい

かに貯蔵されている五十万瑠以

それが今度はNHCの規制の璽介な問題も残した︒タンクのな

上の胤レベル廃棄物︵液体︶の

荷でつぶされてしまった︒いっ
て曲れば趨邦政

処麗である︒当面の盤理重任は

う︒これにより顯響の使用済燃

鰐がこの民間工

敷地を提供しているニューヨー

料が再処理のめどを失うだけで

場を作ったりつ

でいるが︑達邦規劉が定めてい

の実験工場のか︒この万の蟄用兇積りも四

る﹁固化﹂はいったい誰がやる

ク州に移管する話し合いが進ん

商業化

いうことは︑N

ぶしたりしたよ

千五館万がの見穣りであった︒

FSは

うなものだ︒と

所蠣期間は二璋︑経腿はわすか

求したからだ︒その計画では︑

ビス︵NFS︶社の再処理工場 ︵A鷲C︶が施設の近代化を要鍛習し︑その結巣︑NFSはプAECがこの工場を商業プランといえよう︒
が︑とうとう改良・拡張計薩を

れた︒原困は四月に原子力規制

あきらめ︑全颪閉鎖に追いこ謹

窮地に立つ再処理事業

曇鍵会︵NRC︶が出した厳し
い耐纒設計纂雌である︒※國は

なく︑※国全体としても︑完成

米NFS工場全面閉鎖へ
ところがその後︑環境論象の高

のはどノルドベストドイッチュ・

クラフトベルク︵NWK︶とプレ

ーキット・オペレーションや宋臨

転はフェーズ

常︒

五千KWで︑潜力・蒸気発生兼

功しました。

輪

再処理能力の不照が懸念されて
いるときに︑塞に蕎価な規制強
化のぎせいを出した︒

ウェスト・バレーにあるこの
工囑は︑一九六六年から七一 年

億がという臣額で︑やり手は誰

シシェ・エレクトリシタッツ︵P

だったわけだが︑それがつぶ

EA︶両聡力会社断穂のウンター

にかけて六百ナ︵U︶以上の使 まりとN魏Cの発建で規舗の強 はしたが謹だ動いていないアラ

ースはもちろん特殊な纂態だ

も現れそうにない︒NFSのケ
い︒

ベッセーKKU原子力発電所︵P

れてしまったのでは意味がな

が︑﹁碁戦は民欝でしというよ

ット試運転を認可した︒この試運

WR︑齎三十万KW︶のセミ・ホ

工場︵年間千五百ゾ処理︶のほ

エスカレーションがあったと

蕪処理事業の不確実さを︑今度

うにかんたんには劇り切れない

イド・ガルフ社のバーンウェル

撃からQ・二撃に引き上げら か︑当面の嬬待能力がなくなっ

はいえ︑工場改造費が当初︵煎

化は進む一万︒今年の四月には

鵬では愚わしくなければ︑何千万KW 種り︶の千五百万がから六簿が

った︒賢FS社長の

れ︑これがNFSの致命傷になた︒もしバーンウェルの稼働が

にふくれたことは︑NRCの規の事例が物語っているとはいえ

と呼ばれ︑サ

棚の蚤圧︑ある愈味ではNFSまいか︒

る︒同発蟷所の主契約者はクラフ

界燃料装荷試写転なども含まれ

C
鉾出し続けるのに︑当分再処理

甘い考

﹁規制に従えば婁翼上騒プラン の原子力発電所が使用済燃料を

はできないという異常鞍手が訪

肇実が平秘鍵羅窃期の

旧工場の懲懲全さを示す︒この

︵紙・K︶
れる︒

曳

環境甥ンマー線署愚暗ー

低線量率計測の極隈を追求した

鰍

㍗沃

誘糖をイ坤

｝川門島雫㍉

㌧転

@］

耐熱設計基準が従来のO・一二

罵斜燃料を再処理してきた︒米

のプラント

国はもちろん世界でも︑商業再
処理を実証した唯

ョップ︒アンド・りーチ技術を

といってよい︒被糧嚢分離のチ

使羅したのもここが巖初で あ

トはスクラップ閥然︒新規に全

り︑所要質金の冤横りは六億が

ウンターベッセーKKU憂

（49）

七二年にNFS社がその運転部を建て臨す﹂のと岡じにな

る︒

を停比し︑改良と拡張︵駕三百
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聞

力
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NEAが呼びかけ

を篭めるケースも多いといわれ

て︑NEAをキー︒ステーション不安の繕礪が原子力開発の 実像

内外の配春がみる

・

に焦点を当てながら側画からみた

れも達者な臼本語を駆使︑原子力

国の葎力紙駐日特派員諸氏がいず

1を認会に︑米︑英︑仏︑西独各

羅︶︑木村繁︵鰯臼︶︑申柑政雄

を占う︒出席暫は俊々木孝二︵魔

ながら︑今後の原子力開発の行方

会を開く︒開発二十周年を迎えた

たして︑現状でよいのだろうか︒

今一つは︑翌二士曹午後一謄

を知り尽

霞本で︑原子力開発に誤された要

映画会では﹁温排水﹂﹁安全性

冨会は摩本馬共岡通儒論説婁澱︒

ポイントを衝いた数々となろう︒

くしている人たちだけに︑捲摘は

原子力開発あれこれ

記薔︒いずれも︑開発藪初からの

︵読売︶︑石川欽也︵鰹冒︶の各

問題点があるとすればそれは何で

︒日本の原子力6 わが国の原自力開発︑その姿は渠

開発一座談会

から開かれる﹁エネルギーにおけ

日本のエネルギー瑠僑を藷る︒

では︑開発の流れをつぶさに見闘

る原盤力の役翻﹂︒

どんなところにあるのか︒座談会

取材繧動に墨たってきた内外第一

・原子力の臼紀愈

海外の︑そしてわが国の第一線

線離習による問題点の洗い出しが

・
が︑その翼体化については十分葱

はいったいどんなものか一⁝日本

科学記暫がみる日本の原子力開発

行なわれ体制に︑安全性研究に等

麺源小国

た︒しかし醗近原子力問題が国民

兇がまとまらないままになってい

原子力文化振興財囲は︑第十三圃

の大きな蘭心嬰になってきたこと

講は何で︑そのためにどのような

異体的推進方策は現状で十分か等

性廃棄物﹂﹁ある日の原早力船む

を追求して﹂﹁原子力発羅と放射

々︑するどいメスが入れられるこ

日年後一晴から

から・NEAぼ喫驚鷹轡業の蜜点原子力の欝︵十月二＋六譲︶説弱

一つは︑二十

役翻を梨たさねばならないのか︑

の両騒東東・銀座のヤマハホール

行購の一環として二十一︑二＋二
とになろう︒

活動としてこの問題に各国の態兇

つ﹂など十六本が上映される︒

からみた臼本のエネルギー﹂︒磯

料︒

二鶴間とも十時開場︒入場無

々︑ここでは臼経︑朝日︑読売

画会を催すのを機に︑これとあわ

村尚徳NKKニュース・キャスタが出庸・二十薙の論詰をふり返り

鰹欝の中爽四紙冬デスク級の面々

せ内外科学七二によるパネル座談

N鶏Aぼ今後この提案に対する ︵日本楽器ビル四階︶で原子力映 開かれる﹁海外のジャ⁝ナリスト
書起の愈見を馬路︑足並みが揃え

ば順次興体化のための細目を詰

が発生した鵬禽の繁懸時論療上瞼

どに応用大とみられている︒この

きるというもので︑選光鉄製造な

理課副挺︑上野亜榮外科病院上院 より八五％以上の熱効率で輸送で
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藤岡澤介鋤燃窮業団安全心理塞長

畏︑相原一郎敦賀甫立病院院長︑

ρ＝一国営＝＝

いること︑十月申にも米国のN鷺

が︑欧米諸国の実偶を調査するた

や医療体鰹について検討している

め︑加盟国の協力を得て実施に移

していく謝画︒反原発運動が国際

国際的な原子力広報体制が確立さ

壕

日本側が特許
上告を断念

ラウンコーレンウェルケ祇による

と曝ばれる西独ライニッシェ・ブ

への影響も大きく矢部氏らが異議

を申し立てていたもの︒

誠心分離機開
発などで成果

動燃が報告会

町の全共趨ビルで第九園﹁報告と

動燃嚢藁団は八日︑粟京︒平河

通称EVA・ADAMシステム

エバ︒アダム熱輸送法

ため将来の範囲的高温ガス炉開発

A加盟が伝えられることなどから

調査闘は︑安本正放医研環境衛

た︒

代理︑渡辺霞継大洗海摩病院副院

的な運帯強化を指向しているのに

の潜心を潜めている︒

選が促進されるものとして麗係暫

め︑調董団を派毒することになっ

対応して︑政府聞ベースでの相互

遮携の強化を図るものとして成り

の原子力偶報提供を密接にし国際 れれば︑迅速できめ細かな彌報伝

ゆきが注国される︒加盟諸国がこ

生研究部環境衛生第閥研究窒長ら
一行八名で︑十月十六日から十一

月七日まで米ホリフィールド国立
研究所保鰹部︑英ハーウェル原子

スル〜工原子力研究所などの放射

力研究所︑仏電力庁︑濾独力；ル

国での特許申講が﹁公知の璽実に

ル型高性能機の運転試験で分離能

ウラン灘縮装園スーパークリチカ

﹁熱エネルギー輸送方法﹂のわが 講演の会﹂を開いた︒逮心分離法

基づくもので特許に億しない﹂と

力︑園転胴璽麗︑消難動力に大編

線被曝緊急鷹療関係樋設を視察︑

アル③鷹療璽員の教膏酬練④緊急

①緊葱医療体制②緊慧鷹療マニュ

して特欝庁に異議申し立てを行な

係轡はこのほど︑同庁が異議を部

っていた狡術士の矢部五郎氏ら関

医療施設の整備⑤緊急竪子主徳に

關する調査研究︑などの実態を調

下したことから審判上儀を断念す

飼社の輸送方法は︑覇温ガス炉

ることを淡めた︒

ノ

0

嫁
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田

骨
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兵鴻包嬢

科技庁︑提案に前向き姿勢

に偶報を提供していこうという構

とにも批判があった︒科技庁はこ

る︒また偶報把握が遅れがちなこ

¥三体の金てがサイト内に陸揚
げ搬入された︒

傍方原発はPWR︑出力五十六査する︒
調査団のメンバーは次のとお
万六千KW︒四国璽銅藍の原発と

電力病院第一内科医畏︑露原氾申

り︒安本正︵団長︶︑永田格閲西

タンガスを媒体とすることなどに

などで得られる熱エネルギーをメ

ど︑三雲業団の進めている動力炉

な性能アップが認められたことな

開発と核燃料サイクル霊要段階の

われた︒

技術開発について成巣報告が行な

原研が28日︒全共遜で

核融合三三で
成果報告会

日本原子力研究所は十月二十八

昭午後一翼半から粟禁・平河町の

重

原子力発電をめぐって様汝な日報が国罠に伝えられる折から︑OECD・NEA︵原子力機関︶を求めたもの︒

発に対する 圏 民 の 理 解 を 得 る こ と

想︒取め級う構報の範囲︑伝達方

転開始へと︑鹸後の追込み態鋤を
迎えることになった︒

して来薙四月から嘗業運転關始の

子電力健康蟹理室長︑船本久雄臼

各種︑国際協力など本文全十四

希望の尚きは鎮めに原産・業務

全共趨ビル大会議竈で第二回﹁核

要目研究成果報告翁﹂を開く︒特

別講演と四件の成果報告が行なわ

騒動圏本建設工業難

は︑原争力問題の正確な溝報を国民に伝え理解を深めてもらおうとの趣旨から︑わが国はじめ加盟各
国に対し国際的な原子力広報の体制つくりを呼びかけてきた︒科学技徳庁は諸外国の原書力偶報を国
属に提供するとともに︑わが国の原子力開発に付随して鑑Uる問題を的確に海外に伝える見地からこ

の携漿に前緒に取り組んでいく 方 針 で あ る ︒

が︑加盟諸 国 間 で 程 塵 の 差 こ そ あ

式︑頻慶など翼体化についてわが

されるなかで外国樋報に超因する

れ厳しさを 凝 し ︑ そ の 対 応 が 大 き

NEAの呼びかけは︑原子刀開闇題や麗心塵の轟い話題に隈定し

な課題とし て 各 国 と も 悩 報 収 簗 の
国にも恵兇を打診してきた︒

ったことから︑引続き今月中の燃

累累馨緩脹撫糠諏漿畷醐鑛議灘勧

輝鋤欧米に調査書派遣へ

緊急医療対策を調査

うした点の燵正を含めNEA提案の構想の一体化に愈欲的といわれ

強化を迫ら れ て い る こ と か ら ︑ 翻

ので︑反対越動の酒発化につれて

を前向きに検討することにしたも

愚を円滑に促進するため原子力発

国民への原子力構報提供の必要性

わが国では政府が原子力平和下

関の資料に 蓋 つ く 慨 報 の 広 報 懸 鯛

躍起覆藥に原潮力遮絡調整官鵬

調をとるものとみている︒

を縄呈している加盟各国が問一歩

心の窩い問 題 に つ い て 政 府 関 係 機

を確立しようというもの︒米ハン

とのコミュニケーション強化に努

務所を設躍するなどして山開住民

確立構想は数年前から出てはいた

・伊方原発．

最終段階追

︑込み態勢へ

伊方原発向け初装荷燃料は三菱

本原子力発電敦賀発電所放射線管

原子燃料会社簾海製作所で製造さ 妥定︒東遷裡鰯第一原発三論機に
次いで約一翼ぶり︑わが国士二番

・初装荷燃料搬入を終え

れたもので︑八月以降三回に分け

になる︒

葭の原子力発電所が誕生すること

八臼午後︑予備戸戸二体を禽む酉

ハンディサイズの総合データ集

からの嗣社憐方原子力発電所向け 陸路︑海路を通じ輸送︑九月二十
初装荷燃料輔送が九月末無購に終

四国電力は︑三麗原子燃料総社

料装荷︑十︸月の臨界を経て試運

NEAによる原子力広報体制の

フォード証場の化学纒発鵬故や西

めているが︑原料反対運動が強化

独の原子一報キャンペーンのよ

うなともすれば誤解を招きやすい

︒懸騰欝

糠灘臨

収納ピットに納められる燃料捧

︵写翼は策海第二鞘蹴所荷雪げ

日本原子力産業会議は毎葺︑

繭構成︑付録として換算表︑略

㎜原

﹁原子力ポケット・ブック﹂を

てい豪す︒

藷表︑薙表など諸表も収録され

N版が刊行

編集︑刊行しているが︑このほ

B6糊︑要否︑定価二千七冨

どその昭和五十一奪度版が発売
開始となり類した︒

料を網羅︑どこでも使える便利

課︵電謡鯨祭五九一一六一一二

円︵⁝別に送料百六十円︶︒一購入

なハンドブックとして好評を得

代表︶豪で︒

本露は︑内外の原子力関係資

ているもので︑内容は原子力に

日本原子力産業会議

鳥
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の新造船を保有する︒また十年間

シヤ；畢︶

御壁に入港したレーベン・フィツ

三・七ジ︶の船横み︵通算十五圓

勇発讐め・覇

関する政策︑聞発体舗ほか︑原

れる︒

晒

凋§重土

水島出張彦1

（原研JPDR動燃再処理工場間輸送用，
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原子力発電建設のパイオニアとしてたゆまず前進〃
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千沖の使用済み核燃料を輸送

は今後の産業に対応して輸送船ヨ

目︶を終え︑十三臼︑次の船横み

動燃の報皆会のもよう

観

漂子力・火力発鷺属、石虚、

曾0駝（611）1375

名霞屋営業薦

三九謝営業駈

知

なり︑九月二十四警の総会でPN 間に昨秋︑五十九黛魔までの十庫
翼国核燃料会祉︵BNFL ︶ 七

に一

間︑
に約こ千沙の使胴済み核燃料を
TLは︑BNFL蔭五十万葵肇

口口約分剛率誘のほか曲淵交渉

︵輸送容器︶が必饗とみている︒

するのにおよそ八十基のキャスク

日露側五十万英膠に

料の漬欧闇の輸送にあたる︒英国

再処理婁託する契約が結ばれてお

五％︑日本 原 子 力 麩 蹴 な ど 臨 本 側

しだ

六社二五％ 出 監 の 日 英 合 弁 使 用 済

禽臨監祉に衣替えした︒BNFL
り︑PN里Lはこの使用済み核燃
はキャスクなど現物出資であるの

ずつ衡担︒役鍋は︑英国側五人︑

のため敦翼に向かった︒英国には

51

生

化学、製鉄会社簿の機概装置

増資

み核燃料囎送会社パシフィック・
ニュークリア︒トランスポート︒

凝・鼻捻村の原口東海発電所の使

シャー弩︵二千四蕾ジ︶は︑茨城

英国の貨物船レーベン・フィッ

▽

れられるものとみられる︒

送も今後PNTLの薯業に糧み入
轟

への輸送には現在BNFLのチ中
ャの約四千ナの使罵済み核燃料輸

当惑葦船︑レーベン・フィッシャ

日本側六社が参加

リミテッド︵PNτL︶がこのほ に麗し︑臨本側は現金繊蟹で︑藁

使用済み燃
料輸送会社

日英合弁PNTL拶

BNFLは昨犀九月に吊目 法 人

ど誕生した︒

としてPNTLを設立︑使幣 済 み

核燃料の再 処 理 受 託 先 で あ る 臼 本

側の経欝参加を呼びかけていた︒

日本側ではこれに対して︑BNF躍と関羅が二五％ずつ︑原餓︑住

擁処理契約 し て い る 策 東 電 力 ︑ 関

日本側二人︵今井良雄原艦監壷役

鰹の保袴を誹画している︒頃本の

L︑欧州再処理逮合︵URG︶商
と︑丸紅︑日商岩井が一二・五％ ー弩が使われているが︑PNτL用済み核燃料二千八十体︵約二十
西蹴力︑日 本 原 子 力 発 蹴 と 輸 送 に

墓準に台わせた改造船一翼が来電

策罐︑蘭医︑国電とURGとの葵国で完麟︑二隼後をメドに二鰹 十二層中旬型魑の予定︒

と大和蝋丸紅電力原子力部長︶︒

磁鯉礁灘

醇木粒化工機

本
社東尽都港選籍機51巨13番11号費03（431｝？：51〜7159
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取締役社長

酎装、保温工事

組立、電寛

三二聯1

醜

長麟出張斎長崎県長

Q

穂極的な丸 紅 ︑ 儘 友 商 瑠 ・ 臼 商 戦
拝を台わせ た 六 被 が 応 ず る こ と に

饗撫

灘

⑧核燃料加工讃設備
⑫核燃料輸送容器
⑧核燃科交換旧識
⑧核燃料取扱機器
⑧P疑，U，分離精製袋置
爾放財性廃棄物処理設備
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ギーをも含めたデータを収象する

総ﾛ原子力機関︵IAHA︶の第二十回通常総会が九月間 三子謝騨機によるデータ・バンク

ろう︒これに関する調査の予備的
結露によると︑このようなセンタ

の設立準備奪庶めているQこのデ ーは経済性︑安全性および物理的

今後十年からニや黛の間に︑プ

る︒

・ータ・バンクを遡じてIA￡Aは安全性という観点から葺利であ
各国別および世騨全体についての
調査が簡単にできるようになるだ

資料文献案需

麟尋

参加することにより︑地域的およ

場盒は︑関係国における原子力酒

いを致する技術情報序謹んでいる

べての機関に対して︑スペア・パ

る︒IAEAは機助を要求するす

も岡賄に供給することが製まれ

付する加盟国は︑スペア・パーツ

Aは︑技術擬助が高度に慎漿な扱 るよう呼びかけている︒機雛を露

ーツを供給することを優先対策と

〆

ノ

さ

論

続されることになっている︒

途上の加盟畷へ送り込めるよう継

結

﹁1A鶏Aは︑効率的である﹂

ム﹂をつくり︑新しく生じた状況

門からの﹁プロジェクト・チー

の議題を扱うだめに事務局の各部

た︒その一つは︑王AEAが特定

と称蟹されたことが鰐度かあっ

いる︒NPT第五条に規定されて
いるとおり︑IA旦Aは技術藤︑
安全性および法律的六親について
加盟圏に助論を与え︑軍秘闘的の

を擬助している︒

技術援助
羅趨動とを適切にバランスさせる

地域核燃料サイクル・センター調

のような例としては︑甫場調査︑

ていることによるものである︒こ

にすみやかに対憾する能力を持っ
IAEAは︑推進酒動と保陣描

の役割について疑問視されたこと

よう常に努力してきた︒この二重

クトをあげることができる︒こう

もあるが︑王AEAの活動の性格査および原子力直管基準プロジェ

ことができるはずである︒

チ﹂は︑今後さらに広く濡用する

した﹁プロジェクト・アブ庸ー
のである︒響実︑IAEAの技術

から推進蘭と規制亜は不細分のも

を援助するようになっており︑そ

芋看病になし遂げ

﹁われわれは︑IAE

ということである︒この総会は︑

たことに満足しているたろうか﹂

Aが創立以来

問題は︑

腰強の多くは︑根手脚の規制活動

の計画が欝金に計画︑実旛される
ように配慮されている︒

技術援助に嶺てられるボランタ
リー慕金への照雨麟の拠出額は︑

に適当な場であるといえよう︒

一九七六卑に薮菖灘十万︒がに憎脂 この点についての判断を下すπめ

した︒しかし貨幣懸傾との関連で

射射

照照

験託

試委

1．パブリック・アクセプタンス海外調査に参加して

日本原子力産業会議・業務課峯1静1二二辻三）謡二二

第三巻麗麗財蔵および七日〜二十五欝︑オークリッジ

無季一＝無禦

び国際的安全保擁に致戯する機が

動を保陣描齪協走によって必ずカ

している︒

建

建

米国の猿子力イニンァチブ運動を中心にパブリック・アクセプタンスについての総合
セミナーのご案内

︵MF︶

⑤原子力発電産業︵︸九七五年

九七五銀

紹介立看に関するお問い含せは

のリスク

原産情報課︵五〇一一一〇山ハ三︶

内︑原子力弘済宏情報サービス副

三︶へ︒

みると︑これは大きな増簾とはい

熟しているといえよう︒これに関

バーするよう努力している︒しか

の技術聞発をしないことを供給圏

この教濤について王AEAは大き

ミ

原産セミナーシリーズ

の原子力施設および材料などをカ

一九七五琿七月

えないため︑糖盟圏に対してこの

連して︑あらゆる核兵器の実験を

し︑ある圏が核爆発に済する独慶

が絶対保証することを望むなら

猿子強目蹴を採用しようとして

ここで継述しておきたいこと

エンジニアおよび安全性握当蕎を

て確亡し︑熱練したマネジャー︑

な計画に着李した︒昨薙の初めか

ノ

15，000円

第四巻廃 脚ぐ CO層Fl七五〇七＝⁝一二

棄物の隔離および処分蕊シート

輸送三シート︵MF︶

る会識﹂論文集

てしまうと一溜と取り返しのきか
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ないものとなる︒こうした問題は
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第二艶艶藁物処理六シート

いない国が残っている︒いまやこ

び強調する必要がある︒

完金に中止することの亜要性を罵

由を再媛重し・NPりeシステムに新しい難しい状況にある︒1AE計画に現金あるいは現物で拠出す

れらの諸瞬も条約に柵話しない理

腎

DAI七六一四蕊第一巻要約職 ④門将来のエネルギー源に関す 業部︵〇二九二八−二i五〇六

一九七六毎無月

スNUREG⁝○〇四三搦へ
台︒リプリントのお請込みは原研

の蟹理プロセスに代るべきプロセ

③現塾する民間高レベル廃二物

一九七六奪五月

第五巻付録照シート〜二Q二〇隼︶における輸送禦故

バーするようになった︒粥実︑簸

な聞題となってくるだろう︒IA
設躍が検討されており︑糖盟国も

これには協力するものと影待され
ている︒

で

舶盟国は薦か圃に達し︑核兵雛を

のNPT協定がまだ発効していなけ入れることを核華華または機器

ル全体に関する傑瞳搭國を受け入

逸Aは︑このような核燃料サイク

件とすることが必要である︒IA 薄てるかといういうことである︒
のタイム︒リミットは

り︑このコースは今後︑毎薙約百

ら四つの大きな訓練コースが始ま

九七六隼

十一月初旬であるQそれ蒙でにこ

点となる協定案を醸備している︒

の協定の発効することが強く盟ま
れる︒

鍵は約四酉万鏑であると推定され

して︑IAHAは原活力発日の受
持たない霊露な工業国はすべてN

さノ

⁝

核爆発計画の評価について加乱国
はブラジル政府発行のIAEA⁝

さ

要する技術傭報申寒融むようになっ

昨年︑捜術情蝦の移転に関遡し
け入れに関する

AEAの保隔措躍制度はこのN枠
Pの外で締結された︒技術擾助

PTを受け入れたことになる︒Iた促陣措際協定が何件かNPTの装麗の潔癖品薄への利鰐の可能性

〆

について大きな関心が敗けられて

ている︒今後十六黛闘︑毎年二十

詳細に検討する考えである︒山際

般大衆の議論を

五万ゾずつ新しいウラン資源を三

さ
ノ！

！

応用システム分析研究駈︵IIA7に縮び付いたものである︒しか は︑次第に高慶に慣盈な取扱いを

ノ

晃することが必要である︒これ

ミ

SA︶・園連環境プログラム︵Uし︑重心程度の原甲力濡動を行な

〆

NEP︶および世界蛭藻機構︵Wっている国の一部にまだ加盟して てきているが︑これは︑一度与え
ド

ブラジル政府が

ブラジル政府は︑リオ・テ・

原蚤

ジャネイロでの第ニや回IAn
A総金開催に際して︑

ノ

ド

⁝記念切嚢発行 驚論青墨初臼力⁝

⁝

言

は︑環薩界の確定および推定鉱

調戴は︑関連する問題を明確化す

げ

墨のわずか二・五％しか占めてい

は技術援助計纏の中ではワラン探

当ては ま る ︒ し た が っ て I A E A
源の環境に対する影響についての
鉱に璽点を畷く予定である︒増殖

残っている問題を解決するために

⁝
力を行なえばこのような風情はさ

は酒気な研究開発を行なうことが

放射性廃宝物処理に関していま

るのに役立つであろう︒

らに緩祁されるだろう︒

嫡の概念についてより効禦的な協

／︑

HO︶が実施した各穂エネルギー

NPTが確立して以来︑核爆発五十〜二頁人のエンジニアを発展

れる議了のある國との交渉の出発

めているこの協定が発効するまで

いということである︒NPTが決の供給に際して厳り消し不能の条

いる国にとっての鍛大の問題は︑
る総会で承認された︑IA露Aとば︑受け入れ国が自国の原子力計
日本の批准により︑NPTへの
ユーラトムおよび関係諸富との間 画金体について一AEA査察を受発電所の建設雪国をどのようにし

あかし

︵MF︶

近の原子力発電の拡大にともなっ

五嫌 獅吟

廃簗党籍理および照射後処理のた

②軽水炉燃料サイクルにおける

ERDA一七六⁝二 ︵MF︶

て︑王AEAの保障戦勲に関する ①事故調筑マニュアル 一九七
業務は他のいかなる動画よりも急
速に成長し︑歴史ヒ初めて︑公認
された図際撮障描躍システムを確
立した︒それは理想的なものでは

努力に対して命薗的な隻持が得ら

ないかも知れないが︑1A￡Aのめに選択対象となる諸矛段瓶R

計繭など︑測盟園に対して助言を

EAの規定によると︑IAEAが

ある︒査察叢雲嘆をヤ分に瀟劃す

れるならば改着することが可能で

行なうが︑そのためには他のエネ
運蛍する貯戴施設にこの残ったプ

るために︑像陣掛灘現地事務所の

ルギー分野についての知識も要求
ルトニウムが病症されることにな

ルトニウムの茜横が次第に世界鮒
・ ろう︒ 1 A E A は 蟷 力 シ ス テ ム の

㌦十 臼から一遡聞余りにわたって︑ブラジルのリオ・デ・ジ一
〇
ヤネイ胃で開催されたoIAEA頚務総長シグバード︒エク
剛

㌔り返りつつ・金A塗即と蕩の高をあらためて籔し

ゴツンド 璽 は ・ 襲 に あ た っ て講演・劉設以来の二＋箋ふ㌔

︸た︒珊務総畏はこの中で︑日本の核拡散防止条約︵NPT︶

批准を爾く騨懸するととも に ︑ N P T の 枠 外 で の 核 技 術 援 助
㌦に対する懸念を表明した︒以下は同講演の要約である︒

される︒このような総命的なアプ

る︒IAEA壌務当局は現在︑国

であった︒臼本政府のこの決定

コードおよびガイドの闘発に鋭憲

ある︒

の淡態を如実に示す

は︑一九七二無のメキシコにおけ

の核拡散防止条約︵NPT︶批准

琿における顕著な出来事は︑日本

二障措瞳に関藤して︑一九七六

ローチを実施するためには︑この

安全性と環境

検討している︒

際的なプルトニウムの響理問題を

ウラン資源

を創設することが必要となる︒

分野において別の薪しい真際高聞

IAEAは一九五七銀設立以来
ニや年を経た︒この聞︑加盟圏は

六やから百九か國に増加し︑趨常

予糠の規模も一九五八無の四百万

がから七六駕の三千七百万がに

努力する呪えであり︑この努力に

まで拡大されだ︒IAEAはこの 一無二には︑撹界のウラン翼源
と灘縮および二一理容蟹が十分で

よって原子炉の安全性について残

のみに徹して利熱するという日本

あるかどうかという点について不

1AHAは︑熱申性子炉の安金
は︑瀕畢カエネルギーを平和臨的

ように大きな変貌をとげたが︑全

安があった︒現寵︑世界のウラン

ものみ期待している︒この点に開

されている疑問は近く解決できる

力の貫献と原子力の羅蠣利用を避
月頃は約三目五十万沙であると搬

世界の平和︑健齪︑繁栄への原子

条に示された

けるという繊醗第一

一一

⑨参加費

原産会講室

11月2副火）⑳ところ

㊥とき

〇

ないラテン︒アメリカについても

日本のNPT批准を評価

﹁核技備の提供慎重に

IAEAの隠的は不変である︒ 定されている︒二〇〇〇年の購要
低廉なエネルギーは︑工業社雲
の現状を維持するのに不司欠のも
のであり︑発展途上蟹がその生活

である︒このような状況下におけ

水準を同上させるのに必要なもの

る王A泡Aの任務は原子力エネル
ギーをいまただちに利周できる唯
一の代鶴エネルギー源であること

済的な越転を振証することであ

をがし︑原子力発電斯の安盆で経

る︒別護は一九七〇〜七五年の世
界各地域における在来発電所と原

すものである︒化石燃料のコスト

子力発躍所の新設容蟹の推移壼が

が一定の水華を越えて上野する
と︑原畢力発罐所の経緕的利点は

の拡大には経済以外の制限要脚が

明白になる︒しかし︑原子力発露

ある︒核燃料サイクルに関してい
まなお残っている不安毘蔭くため

必要である︒IAEAは涛報交換

を推進し︑研究開発を調整し︑地

シコ総会︵第＋六國︶そしてこ
⁝んどのブラジル総会だ．それだ

ミ
〆

手もそのあらわれの一つ︒写翼
〆

諡繻浴j︑兀妻の・キ

なわち一九六五隼の菓京総食

たのはこれまでに三四だけ︒す

⁝れており︑オーストリソ沸離れ

h嬬轍
核燃料サイク
ル・センター

質学的に適したところに放射性廃

うことについて検酎するなど︑璽

IA氾Aが現在進めている地城棄物の国際貯蔵所を建設するとい
核燃料サイクル・センターに関す

テムは研究炉だけを扱っていた
が︑次第にあらゆるタイプと規摸

≧

⁝けに︑ホスト國の気の入れよ
IA￡Aの初鱗の保障描罵シス うは大変なもの︒今園の詑愈切

保障措置

大することが繋まれている︒

IAEAの現在の関係諸活動を拡

要な役劉を粟たすべきであろう︒

子力発霞と核燃料サイクルに関す

る調査の結累は︑来年開かれる原

に︑IAEAは一九七七隼五月に
オーストリアのザルツプルグで亜
要な国際会議を開催し︑核燃料サ
イクルの憲段階について検討する
予定である︒

情報の交換

るザルツブルグ会議で騒騒される
IAEAの国際原子力憶報シス

びに法擁面に関するドキュメント

予定だ︒このセンターの組織なら
テム︵INIS︶は︑原子力の情
報を効率的に流遡させる世界の主

要なチャンネルとなったQIA￡は巖近発行されたばかりである

いる籏盟国にとって参考となるだ

Aは︑現在︑原子力中心ではある が︑これは参加することを考えて
が︑ある穫魔まではその他エネル

」

単位1000kw立ノ推定

（資料、厩食代含）

干370−12

通商産業省・…高橋 宏氏
2．米国における、原子力イニシアチブ運動寮の実態と
わが国への影響
日本原子力発電（株）・…那須速雄氏
3．原子力の安全論争とパブリック・アクセプタンス
日本原子力発電（株）一今井隆吉氏

財団法人放：射線照射振興協会

療予嫉1魁パブ封〆ゲ姥プタンス

放射線照射の利用

詳細は次にお間合せドさい

群馬県高簡市綿弓町 日本漂畢力研究所内
TEL
O273鱒一46−1639
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播磨1
婁策巽

藻装
干鰯

放鮒性廃棄物対策を固めようとする財団法入﹁原子力環塊整備センター﹂が︑二十一眠午後設立総

海洋・陸地処分を実施するとともにこれらを通じ先行き将来の本格処分に伴う鍛適処分システム開登

会を開き︑発足する︒センターは︑国からの婁託を受け︑虫として低レベル放射性廃軸物の試験的

など行なうことが当灘の主躾業務︒顕十六年まで向こう六か年闇の顛業ペース所要経蟹は五十八懸四
千四颪万円程度となる兇込みだ︒初代理窟長には竹内農箭索康電力常務取綿役が就任する︒

綜
⁝⁝⁝一

継．構

谷棘魚北陵電力社長︑原胆常雄J

理畷長には竹内泉甫粟鷺常務︑騨

監璽三名の構成となるもようで︑

薦角良彦電麗総裁︑山懸囎郎三菱

森沢墓詣漁業共済欝釜理蛮長︑

原研理聯長︑森岡俊男関電社畏︑

授︑水野久男無電社長︑宗騒葵二

NF会畏︑桧糊義夫藁大名溝教

5⁝
⁝

妻舞舞

蝦

が︑行箇の態向もあって

︑

結周︑民聞主体の財膨法人として

流産

核燃料サイクル諸施策のうち︑海

原子燃料社撰︑山口恒則四電社

子力婁腿会が新しく国と民闘の蜜

蜜照︶と収支予舞案などの審議

慰翻︑號付行為︑蜜謬説画︵別衷

蓑︵原産会擾︶を議長に︑設寛趣

大陶窯▽理麟石舛元治関電支

▽理灘長竹内農帯▽騨務理審

初代役員の顔ぶれは次の通り︒

正親毘一電導遡副会長︑白沢織一

長︑若林璽藥北電力社長▽監蟹

大教授︑煕ツ柳生茂北纏道開力社

山根畑作甲国懸力社畏︑山本聴器

ことから︑野党側は延擬法案が成

た︒現行法に定める期限を過ぎた

長︑山崎文冤Rτ協会常務理事︑

任分担や研究關発など今後の濫め

配人︑小野無様郎前動燃瑠業団監

志していない以上︑原船瑠簗団は

がそれぞれ就任する︒

務理箏には大町朴前仙台通産局長

方を明らかにした﹁方針﹂︵本紙
承認と︑新役員の互選が行なわれ

会長︒

郎原電社長︑玉麗璽二電機工業会

設立総会では袴沢広巳設立網代

新発肥することになった︒

八四六弩参照︶を決定したことに
購︑加藤乙一

螺実上廃止されるとするなど︑謡

成通動燃無業学理薯援︑田島英三

言団法付則の解釈をめぐって兇解

内簡横転闘の潮田第三部掻は質問

解釈上の問題が焦点になったが︑

二十照の婁蝿会でもこうした法

がわかれていた︒

提出されたが︑国会空転の余波を

農法案は今年一月︑さきの国禽に

うけて衆院・科技特に付託された

失効期限を明示したものをいう︒

隈り﹁効力を失う﹂とその法律の

猴雛法制局が見解示す

原船団延長法案審議

郎滝部電力社長︑濤

る︒センター役薦は寒寒長︑騨世

が図られることになった︒

原子力環麗整鯖センターはこの
﹁方針﹂決定を受け︑宮民各界が
対策推進の甲核組織として設立す
るもの︒八月以降華同委畳会によ
る瑠業計薩案づくりなど詳細検討

の審議に入った︒この法案は現行

党側の原船蟹業圃法延言に対する

に煮えて︑限時法︑恒久法の区分

衆院科学技術振興対簾特別婁員

法付則第二条に定める﹁この法総

風あたりは強く︑決魑がつかぬま

としては羅業理法は隈時法に青し

会︵中村璽光委厨擬︶は二十日目

に廃止するものとする﹂を十年延

は昭和五十⁝璋三月三十一臼濠で

に規定された期限を過ぎていたが

の濠

のは五周︒この時点ですでに付則

九月の殺立蓄会議を経て︑この臼

第七十七国会で

ま結周﹁継続審議﹂とされてい

発寒開発描進に伴う巖大の問題点

襲業団法は五十一隼三月蕊十一B

ようが︑通常︑限時法は何月何日

設立総会開催の段どりとなった︒

ま今臨時国会に持ち越された臼本

﹁昭和六十一鎌三月一諜十一貨

の点での広報湧勲︑コンセンサス

は悪レベルの廃藁物あるいは長薄

﹁むつ﹂問題の澱任を追究ずる野

センター設立については山開︑通

時闇切れ

産︑科学技術繭省庁による特殊法

原子力船開発購業団法延畏法案

う︒このために原研など閲係機関

づくりを十分にやっていく必要が

4ーーシン
電開発謙画推進のポイントでもあ

が何をなさねばならないか︑協力

財畷法人﹁原子力環境整備セン

る放射性廃三物鋤策の翼体化が順

命核種対策にあるということだ︒

ター﹂が二十一日設立総会を開き

あるということだ︒同賠に︑国際

調に進むよう希望し︑期待もした
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央登録のための公酌機関の選定や
就一した登録蟹理様武づくりを進

からの被曝問冷せやサーヒス

指走

める庵針︒また﹁繕管理にあたる

蓄

公醐機関が︑鍛力会社など

にも応じられるよう描碧していく

活用が霧えられており︑科技庁は

に響法人の

田︑日読票や被曝線蹴や健艇診断

このため五士葬匿起算で補助金

公約機関

く詑録繊類は置十一無現在︑全翻
などの結聚を入れるかなど興体鑓

考え︒

で十万件にものぼり︑各職業所の
二千巧円を新規嚢摸している︒

現在︑原憂炉の定期墨壷などで
働く放財線作業従瑠者や籔理区威
なカード作りに基盤を願えること

原曇炉が増えるにつれますます増

霧業霊が行なっている健康診断認

被騰線墾の掘握ができる②現在︑

職や離職して移動しても一鑓した

嗣蓄に悪難されないように十命な

個人のプライバシーが︑デ⁝タ利

制

なく︑原子力署業従士出訴蜜の補

歴の把握︑二二の永久保存だけで

れれば︑放導線作凝従事蕎の被曝

この中央登録システムが確立さ

検討金では①原子力従巣灘が鰍

禽膿などに山横されている現状︒
背番腎

随將立入り養は︑全国で二万人に
になる︒このシステムが

捌するといわれ︑その数は今後︑

大する︒醗力会社や放購線管理業

録の永久傑存を公的機関が行なう

とつながる恐れもあるため︑

轡は︑従瑠蓄の被曝騒騒を測定し

一iの轟体化に焦点をあて︑当面 の末螺業蕊京で周じカード作りが
制度化の行方が注囲される︒

註認定にも役立てられるわけで︑

配録を行なっているものの原芋力

は甲央登録の対象蓄を原子炉玉垂

検討がなされるもよう︒蝦腰下講

ックできず︑簗繍被曝線羅などは

業霧に従購する前の被曝歴はチェ

た︒

レ

ゆ

といったところか︒

⁝

躍かれた猿子力の門化学﹂に琶⁝

⁝
ハード開発主体の陰に⁝

す﹂︒

術︑賦水ではいま非常に簸璽で

っとむ

塗擦膿亭力研究所

月

もちづ遂

理轟になつ勲

望

評価してもらえるようにするか
⁝
逆に霞えばどういう研究テーマ ⁝

イントでは﹂︒

を選ぶかということ︑それがポ

三十無来のパイプ愛好蒙︒独一

ステリー文鷹本が本棚に九翼冊

身晴代から読みふけってきたミ

というミステリーファン︒

⁝
門気さくで人閥瞭のある人﹂
︸
が周囲の評︒頗︑声だけでなく⁝
⁝

際部醐部長シアンブッソー氏は︑

謡いファイル数冊が欝爪側関係蕎

から︑第一圓糊催搬備に爾いた部

プログラム婁腿会のウルフ婁顔幾

へ陶け魑汝と避みっ

職潤の原子力關発計画は現在建

照暑機をCANDC炉に決めるな

ど・環在わが国でも語題となって

第一段階躍を終え︑
これをふまえて溶着蜻建設へ大き

や臼庶の原発運転の経験などを中

︒懇談ではこれらの聞題

心に謡が進められ︑このなかで白

先灘

いる濁水炉纒入にかけては一歩

実証段階

に入って

く飛躍する

このあと翼体約な研究重重発嚢

いる﹂と強調した︒

で繕料照覧試験を行なうインパイ

ル︒ヘリウムガスループ︵OGL局長は﹁入の交流をはじめ両園の

◎

会場で催す﹁特別展と映爾の会﹂

永町郎照慰第一謙長は﹁OG﹂iと語った︒

−1︶の計画について報欝した松 原子力関係を強化していきたい一

・科学技術館で

環境展は﹁これからの原子力⁝

がそれだ︒

iクリーン・エネルギーへの期

待偏をテーマに各種原子姫の略武

綴本原子力研究所︵宗像英二理

新しい︒その原子力コーナーが色

謡題を纂めたことは︑まだ詑憶に

め原子力コーナーが多くの関心と

が選び出され展示される︒環境展

示物の申から両薗変形パネル九点

今瀕特別展ではそこで縫われた展

出展が入場養の乱丁を纂めたが︑

芽止めしたジャガイモなど難欝な

工 ス 株・式会社1

大手町ビルTEL（03）279−5441（代）

1累はすべて完成︑現荏︑JMT

R鯵止状態で行なうコールドラン

を鍵旛申である﹂と溢べ︑昭和五

して急遡に踏鮪がすすみつつある

士蕉三月の翼編照射闘始を霞ざ

最後に特別講演にたった西独ユ

状況を説明した︒

ーリッヒ研究翫原子炉關発所擬の

に歌心出気温魔九認諾ナ塵の趨転

R︒シュルテン博土は一九七四矩

実照

に成功したAVRの墨な還転経

つある計画を説聡﹁繭独の堀越︑

験簿

懸来全てのエネルギー羅瑛を石炭

とH？Rで賄うことができるよう

﹁原子力交流

になるだろう﹂と強調した︒

の強化を﹂

韓瞬科学技術雀原子力局長の白

臼飾国原峯力局畏が二曲

民がナ九臼︑原産を訪闇︑顯韓両

丸みはハートにも︒

．

読轡のほかにパイプのコレク一
ション︑麻盤︑霧棋が趣味︒

寡鷹は慧美子夫入と一男︵大⁝
⁝

三︶一女︵高二︶︒翻山職階

わたって︑昭和五〇奪歳末運關を

︵K︒O︶
⁝
停

葭標に描濫されている塞験炉建設

身Q五十二歳︒

にしていることから︑引き敗り銘

のS嫉DCを遡じカナダ圏内企業区の三壬半方菌観におよぶ地帯

この隠題について攣憲に結論を下

に手渡され︑会議は第一面の環京

原子 力順
絶月26βから
路海の国際見本市会場でさる六

瑠擾︶はナ四日午後︑粟察・大手

日本原子力文化振興財醐が協力︑

環ーー︒日本科学技術振興財団と

月開かれた76世界環境展︑さしず 横型︑炉磁料︑コバルト照射で癸

町の経団漣ホールで第五園﹁多圏

原子力コーナーのいわは ミニ

原子力およひ環境間髪の分野て経験豊蜜な識ンサルティング
ならびにエンシニアリングサービスを提供する

曹

熱酬捗
書

・偏し﹂

能データねつ造難件︒四十九年

プの煙が釈く舞って﹁二つ︒研⁝
嚇

〜

化学腱さんでパイプ党㌧大の
五月には慧拠新設の財戯法人田

究潔塊をよくすること︒仕脳を⁝

抱負はーー︒ひとしきりパイ・

照櫃を

ミステリー婿き⁝⁝︒十二目付
寛分析センターの理襲に任融さ

望は一⁝︒

m環境放射能分析︑再処理︑
放射鑑露量物の処理処分︑核物

した人のアウトプットをいかに

で上田隆三龍理壌から引き纒き

プの生麓を始めることになり

二輪轟ぶりの古態︑原研︒展

れた︒

門歯駈の握蝿理禦に就任した艶

高繭研︑アイソトープ麟纂部︑

月さんのプロフィール︒

昭和二十無に粟大理学部化学

科癒鷹業︒罠閣禽社の康興化学

で脅機爵威関係の仕辮をしてい
た三十三無︑原研がアイソト⁝

門生濫環漏経験のある人を偏と

乞われて 研究蓄の城 に入
断︒以来アイソトープ・放鮒線
・分野一筋︒滋藤研究翼︑アイソ

⁝トープ璽業部製造部擾を経て閥 麗魑理︑どれ一つとフても原子
一十七駕八月鵬蘭研燐鍵︒ニーズ 力開発の中のケミストリ！のウ

⁝に応じ轟轟蔑分子化学箋 ェイトが極めて爾くなってい
の組織づくりに取り巧み始めて る︒アクティビティのあるもの
一いた矢先に分祈化研の原潜放酎 を扱える原研の化学塵さんの技

共岡探萱もこうした方針に沿うも

設中︑発濫済み命わせて四白︑篇

り組んでいる︒βMDCと動燃の覧％の支配権を保嫁する政策方針

報懸会ではまず柑田蒋翻理禦展

翻の原芋力間曲︑交流のあり方な

鰯法の原子炉︑糀錬︑加工︑薄処

があいさつ︒研究開発の現状につ

のための計画が魑汝と逸められて
率はSMDC五五％︑動燃四五％

に頼って

動燃はツスカチワン胃酸二部ビ

ので︑ウオラストン︒レーク地鷹

串告

ーバーロッジ地誌でエルドラド社

動燃︑講社と共襟探鉱

偲人の良心的な
理︑髄用緕み燃料関係の施設で働

討を行なった約果︑門ウラン探査

は︑岡地鼠についての技術的な検

函三十二万八千KWQだが︑三︑

で︑外圃企鑑とのジョイント︒ベ

すことはできないが︑いずれにし

開催にむけて動き始めた︒

どについて瑠務局蘭係蕎と懇談︒

する

動燃箏叢暇は︑カナダ・サスカ

いて﹁現在墓礎的技術畳目を確立

で岡彌北東部ウオラストン・レー

だけでなく仏噸米など外国二業と

ンチャーの堀合には岡州政府が五

サスカチワン州政臆は︑地下蟹

ク地区でウラン探鉱を行なうこと

のウラン共周探査にも積極的に取

平洋圏再処理工場を一九八八無を

ても地域核燃料サイクルセンター

〜叢曳濾

いる現状が紹介された︒

二璽登録
く従劉番に絞って検討する︒これ

と共岡調査を進めており︑同州で

とみられる︒

おり︑従購者が

を踏み台に︑将爽は放射線隠州防

を行なう価傾がある﹂と覇断︑契

共闘探査の晦し入れを受けた動燃

とお手上げともいわれている︒ま

チワン州政府墨澱のサスカチワン

するという

サスカチワン計画に調印

た原子炉等規制法などでは︑放射
止法の麓勝豪で枠を広げ登録山畑

のプロジェクトはこ番罵になる︒

線作業従甥者の被曝の有無︑簗積

鉱出開発会徴︵S躍DC︶と共同源閣発に力を注ぎ︑㎝OQ％出資 約に踏み切った︒探査地域は岡地

する慧向︒

にインプットできるようカードマ

になり︑このほど契約欝に講印し

興依的には大型コンピューター

線颯︑定期的な健康診断などの舘

保存しなければならない︑と定め
ニュアルの作成と︑氏名︑生矩月

録は公的機関に引渡す豪では永久

ているが︑その公的機関は未だな

ネル討論の議長であるERDA羅
された︒席上︑第一園金識・技術

翻標に米国領土内に設立すること

の可能性を稜極附に追求していく

席上台湾醗力のチュー社長は太

集めて討議された︒

を提案し注隅された︒またわが隅

軍洋圏における地域計癒﹂︑﹁廃

米国原子力学芸︵ANS︶室催料サイクル上の環境問題扁︑門太

ションにおいて︑各国から約四十

Bから十醤日の沼B間︑ホノルル 藁物箇理犠︑﹁鱒処理扁の各セッ

から当パネルに謬醸した中二時央

第一圃太平洋塞議が去る十月十一

のヒルトン・ハワイアン・ビレッ

展開された︒

ことが太平洋圏にとって特に璽要

編の論文が提戯され活発な議論が

氏︵滋揮原子力部会︶は︑地城核

であるとしめくくったQ

十月＋一当の雑食金では︑NR
Cのメイソン委員畏が﹁陥凹の原
子力規鰯上の諜題i一国際協力の

みほぼへ

ジで開催された︒アメリカ︑カナ

太平洋圏諸圏における園際協力

第二回は53年︑東京で

地域核燃料忽に焦点
太平洋会議

鍬料サイクルセンター異環に仰る

この太平洋裂議の第二回は止立

的爾温ガス炉研究成粟糠総会﹂を

原子力の日︵十月二十六臼︶配念

で︑またまた多くの関心を呼

開催した︒報総会では主に灘芸一

びそう︒

版
﹁爾温照

行遡の一環として十月二＋六一か
門醗熱材料扁

ら同三十一暇まで六控闇︑藁京・
﹁炉物理﹂

年間の成聚を灼象に﹁設計研究﹂

嗣﹂i⁝など広範囲な研究分野に 北の丸公醐の科学技術鎧覧階特設

ン1盃鐸置ア訂

｛

、

ダ︑メキシコ︑オーストラリア︑
インドネシア︑フィリピン︑台湾
・韓国︑日本等太平洋圏諸圏のほ
か︑フランス︑西ドイツから約一
七〇名が参加した︒臼本からは法

璽四郎怯茂原峯力工業騨務︵A蕪

の促進がこの会議の主蟹テーマで

濠での様々な問題に薄処するため

た︒

必璽性﹂と題して講演を行なっ

理聯︑潤瀬良平藥大教授︑田霞茂

あるが︑この地域における巖大の

S臼本支都撰︶大山醐動燃黙策鰯

文濃縮・再処理華備会顧門ら二十

S着工ならびに太平洋東諸園代表

五＋三奪の九月藁京で囎催される

織をつくり︑そのためにまず岡機

暫とA鐸S藁獄支部関係脅との懇

ことが決定しており︑会期中A聾

会議はボイヤーANS会鍵︵フルセンターの聞題は︑会議第三蘭

構の業携範囲︑髪際法上の問題︑

グラムについて激発な慧見が交わ

談藪が開かれ︑第二圃面識のプロ

太平洋翻諸国が謬撫して︑﹁太平

冒午後の門太平洋翻における地域

資金︑場所︑人腿等を璽懲話し闘

洋圏康子力協力機構﹂といった粗

翫画一のパネル酎論︵メキシコ︑

う必要があると提黙した︒このパ

謙題と思われる地域核空欄サイク

ィラデルフィア躍力翻社擾︶の歓

韓国︑台海︑嬢本︑圏際原子力機

五名が参潴した︒

迎の辞に始まり﹁密国原子力開発

関の冬代引番︶で引目嬉の注霞を

多目的高温ガス炉で報告会

丁霞）

JAPA閥

簡

﹁輸送および傑瞳描躍﹂︑﹁核燃

鶏本原子力硯究所

雍京都羊代田区大手町2−2−1

は過まを振り返ぎって反繊し永来に向って羽ばたくローマの神てタ。
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大きな係わりをもったものを地域

ての憲味禽いよりも︑便民生活に

璽爽︑今回のイニシアティブは
筏鼓に持ち込む手続きについての

な気がした︒

各甥における運動状況をみても︑

街頭野金等によっているとのこと

ろでも︑その運動蟹田は大部分を

り︑会議の腐上で報告されたとこ

ィブ陽比運動の澱任養︶も﹁こう

ンソン氏︵同州原子力イニシアテ

ワシントン頻からのC・M・ジョ

社会的︑ないしは政治的論争と謡

イブ運動側の起離巻難に原閣する

した問題であればこそ運邦議会よ

えそうである︒この悪味において

もので︑ただ︑何らかの形で州単
であった︒これらの禦偶があって

りも州議盆が︑そして据議会より

算入︑学生麟の濤躍が聖立ってお

位の独霞性を恭したいという学業
か︑今回イニシアティブの運動は

イニシアティブ推測︑陽比側共に

慧傭がせめてもの対策についての

ことは印象的であった︒

今夏の六州の原子力イユシアテ
ィブの傾向をもって︑米睡におけ

る原子力反対運動の潮流が変った
︻ろ石炭開発︑シビル・ミニマム設
とするのは窪きに過ぎるかもしれ
定反対に 般佐民の関心が向かっ
ない︒そして︑それは従来指摘の
ており︑墨筆投票に原子力イニシ
原子炉安全系の荷効性︑放射性廃
アティブが薄まれていることを知
っているのは岡州妻権暫の三％程 三物の安全処分等について住民レ

は蔽だしい対毘を示している︒

り過ちが少ない﹂と霊張していた

も一般住民の羅接壌択の方が︑よ

はなく︑さきにカリフォルニアで

各州とも表向きは決して輩零しく

るイ一一シアティプの姿をみたよう

一般箭民運動としての来国におけ 全州をあげての騒ぎになったのと

一般的のようであった︒そこに︑

相違として蓑われた︑とみるのが

AlF主催ラ ス ベ ガ ス 会 議 に 出 席 し て
ノまンえるシンノノピるタンとるつシン

⁝法騨罷簗鍵騒騨霧蓼射鍵盤羅鷲誰⁝

イオ︑それにアリゾナの月計六州

っている︒しかし︑同じく一般投

で︑いわゆる﹁西邸諸州﹂が蟹立

社会的動
向を反映
運鋤の背伸

としてとりあげられているわけで

となって︑原子力聞題もその一耀

属の自決橿圃儂を冒擶しての動き

展躍に対して︑新しいアプローチ

いずれにしても︑新しい局面の

して受け敗れる︒

⁝トしていないことは好感材料と

﹁正確な情報

今後の問題

提供﹂がカギ
こうした今回六州の原子力イニ
シアティブであるが︑金州民の投
票となると予測は姻難で︑ことに

では五分純分とみる人も少なくな

オレゴン︑ワシントン︑コロラド

い︒しがし︑究般カリフォルニア
の時のような他州への蟹崩現象と
いう危機感はないようで︑この意
味で米國全酸をみた場合︑やはり
さきのカリフォルユア原子力イニ

シアティブは天望山との感が深
く︑今三六州のイニシアティブも
カリフォルニアのそれのオ⁝バー
・シュートとみる人も多い︒この

州に拡大したとしているところも

点︑わが鷹のマスコミの中には六

しかし︑このように※国では住

あるようで︑注愈を要する︒

民レベルでの原子力反対運動に新
しい局面を迎えた反面︑最近では

中央で立法︵遡邦議会︶︑行政
︵遵邦政履︶︑それに認法︵運邦
裁判漸︶も共に新しい問題に巻き
込まれており︑これ血問題の解決
もさることながら︑再び住民レベ
ルへのフィード・バックの恐れも
ある︒岡じ愈味において︑巖近は

こえて来るようだ︒

英圏あたりからも同種の闘題が闇

ラスベガス会議でもこの種問題
が検討されたが︑さきにカリフォ
ルニアの﹁プロポジションー15﹂

の鍵盤運動を指揮したC・ウィナ
ー段が強調していた門花確なイン
フォーメイションで︑一般良民の
儘頼を﹂ということを引照して︑
提琴としたい︒

金保願を求めるオレゴン人︵オレ

・セーフガーズ︶﹂の黙坐所は︑

ゴニアンズ・フォ︒ニュークリア

市内國抜き通りの一驚に位戯する

私の応対に当たってくれたプレ

ビルの幽階にあった︒

ス掲当のべトシー・マシネス女史

は︑心理学聯帯の文学士で︑州エ

つ人︒彼らの主張する原子力に閲

ネルギー局に勤めていた経験をも

する悪え方は︑可溶の原発を禁止

全に逸めていくための安全葦葺と

するというのではなく︑驕発を安

るという点に簗約されよう︒その

してイニシアティブを提案してい

点︑イニシアティブ陽止派の﹁第

止するものだ扁との霊張と翼向か

九法案は実質的に原子力聡発を禁

ら衝突している︒

しかし︑イニシアティブ推進派

レットおよびPR作戦を見︑聞き

が一般向けに刊行しているパンフ

すると︑第九洪築を通過させるた

めに︑巧みな文駆で大衆に問いか

︸方・ツーソンでは︑イニシア

けているとの照は拭えない︒

ティブ推進の関係蓄に△鷹えなかっ

たが︑ツーソンでイニシアティブ

阻止キャンペーンの中心曲役翻を

バーバー氏と謡し命いの機会を得

桑たしているアリゾナ大学職麗の

ジニアの原子力発電支持齊明醗を

た︒同氏らは︑科学暫およびエン

私践めに舞走しているという︒他

携えて︑イ一一シアティブ阻比の羅

アティブの内容を十分に熟知して

州と同様︑アリゾナでも︑イニシ

いる入は少なく︑イニシアティブ

に﹁壁塗﹂︑門反対﹂が何を葱味

するのか︑それを理解させること

両州のイニシアティブ投票の見

に努力を傾けているとのこと︒

ン州では︑イニシアティブ︵第九

薦講って感じた︒その点︑徴論調

かなり圏いのでは︑との印象を驚

軸つ

を

ギ

日
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鮒灘璽雛糞離離羅幾鐸犠
からの出席も臣立っており︑日本

ーデン︑西独︑フランス︑カナダ

からは感電︑関爾︑原電︑海外電

米国で は ︑ 先 般 六 月 八 臼 の カ リ
フォルニア据での原子力イニシア

粟の講求成立までこぎつ一3たとは

は大差があるようであり︑アリゾ

いっても︑各弼ごとに支持内容に

会議における討論は多岐にわた
ナのように纂うじて八票幾で成立
前述のように︑今圓︑投票を迎

決権画復への気運という騰代の潮

っておりまた州ことに極めて強い

加した︒

力︑原産︑興銀のそれぞれから参

ティブ投票に引続き︑来たる士

月二日︵ 大 統 績 選 磁 8 ︶ に は ︑ 六
つの州で同様の原子力イニシアテ
ィブの一般投翼を迎えようとして
いる︒いわゆる原子力イニシアテ
したところもあるわけである︒そ
える六二の原子力イニシアティブ

すなわち︑醗近米國では︑鑑濡

流に乗り合わせたとみるのが最も

ベルでの不安照が解決したという

地方魯を持つ米国薯偶をおしなべ
してその多くは今雪後畢に入って
が内容的に類似していることから

物式の変化に対する反省の気品が

素蔽であろう︒しかし︑今回の原

鹿︵九月纏め現在︶に過ぎないと

て︑一般的に整理するには無理が
から成立︑中でもオハイオ︑アリ
みても︑カリフォルニアの影羅を

住民レベルに繭まっており︑それ

ィブの第二波である︒

麓築会議︵AIF︶は︑叢る九月ある︒しかし︑これらの討議から
ゾナでは有効霧名の確認について
強く受けていることは哲めない︒

ことではなく︑たまたま課題の自

来たるべき六州の原子カイニシア
訴訟騒ぎになった等の窮嫡もあっ

自決権意識の高揚を反映

予測し難い投票結果

継母された︒

二十六臼から二十九日までの四臼
ティブの特徴︑そして原子力反対

徴

子力イニシアティブの第二波の中

付されることも前園と降雪である

ある︒しかし︑こうなると米国の

の模索が必要になってくると思わ

嫁しとしては︑オレゴン州では酔

法案︶が通過する可能洪が蕩いと

け止めるべきであろう︒これに対

・七％も一つの謬考澱料として受
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驚動の流れがどんなものか︑わか
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要求内容
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的な行為として︑州および〜般倥

ラスベガス会議までに原子力イ

て︑九月も半ばに入って確署した

のイニシアティブと一緒に投票に

の關係暫約颪四＋犠が滲趣したが

ごきつけたのはオレゴン︑ワシン

ばかりで︑一般投票の講求成立か

エシアティブの十一月二日投票に

少なからず影響を受けているのは
トン︑コロラド︑モンタナ︑オハ

こうした米国での原子力論議から

その他の国でも岡じ様で︑スウェ

ティブが占める璽みという点で︑

ったカリフォルニアの場合に比べ が︑これらの申で原子力イニシア

庫余りもあ

今回の欄避をみることができる︒

原子力イニシアティブはもはや︑

ら爽施までの期聞が

招いているようだ︒

て︑いろいろの面で異った横相を

必ずしも平均的な例ではないが︑

れる︒

シアテ

従来のような技術イッシューとし

これら芸州の原子力イ一

今回金議でも︑モンタナではむし

ィブは︑内容的にカリフォルニア
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九月二十六臼から四日間︑来ネ

伝えられていたところだけに︑実

よく知られている親りで︑まず①
原子力損轡暗償蝿任隈度額の撤廃

ャンペーンの際には︑両派の白熱

もあるが︑カリフォルニア州のキ

イニシアティブ阻止派︑すなわ

で蒼淡されるとの見方が一般的

しアリゾナ弼では︑六対四の翻心

だ︒ポートランドのイニシアティ

ペーンについてはラスベガスのワ

たこともあり︑甫内では︑原子力

ークショップで璽朗に掘算してい

ち原子力推進派の袴え方︑キャン

七％︑﹁未淡定﹂一毛

闘志を櫨接確かめることが憲躍で

﹁通過﹂の可能性も

意外に平穏な 活動
法権

オ弗の

﹁反紺﹂一

バダ州ラスベガスで関かれた※原

プ﹂への参詣を機に︑十月初めに

したPR作戦が展開され︑例えば 際︑拾子抜けしてしまった︒

②原子蝉安全系の衛効性実誠試

ポートランド︵オレゴン州︶︑ツ

︵原塵・金木︶

査での結果﹁蟹成﹂四五︒三％︑

れらの要求覇瞬が満たされない蠣

ーソン︵アリゾナ州︶の両箭を訪

てみたい︒

子力塵業会議︵AIF︶主催のあり︑私なりに得た印象を紹介し

禽の対策︑例えば新規建設承翻の

れた︒今回の訪問の厨的は︑十一

﹁原子力悩報戦略ワークショッ

験︑そして③放射性廃棄物の安全

保留︑発電所運転の出力制限等に

月一菖に行なわれる両州の原品力

処分を要求している︒しかし︑こ

相違しているものが多く︑また︑

なると︑カリフォルニアのそれと

会を得たわけだが︑国璽の違いは

市内を循齢するバス︑さらにはタ

ブ推濫派の関係暫と幽し會いの機

ポートランド志内を歩き購って

発電開発を安全に進めるために規

イニシアティブ︵住民の擁護発議

あれど︑臼塞の反原子力運動も彼

六州の間にも梱当のばらつきがみ

制法纂を発議したと霊食するイニ

では︑との感を受けた︒

らに学ぶべきところが多々あるの

のPRステッカーを張るなどして シアティブ推逸派の動晦調査に璽
点を躍くことにした︒同心逢派の

クシーなど自動騨にそれぞれ両派

中心的グループである﹁原子力安

まず感じたことは︑イニシアティ

いたことを潔いていただけに︑愈

ブ画塾︑阻止爾派の目立ったキャ

外の繊もあった︒帯してやオレゴ

ャンペーンの実態を調べることで

ンペーン自動は街頭で︸切見受け

による立法︶住民投粟に蘭するキ

られず・露玉そのものであったこ

ス会期では︑まず自求窮項がワー

いる関係者に会って︑それぞれの

あった・キャンペーンを推離して

られるρこの点についてラスベガ

ディングまでカリフォルニアのそ
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月︑蕩速炉原型炉開髭を中核に引

定も少なくとも向こう八無蓋延長
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円︶とだきあわせになる出えん金
七十懸円弱については租税特別描

二三躍期闘の延擾﹂について善処

針を早くから固め︑一昨年†一

えは①興仏が一九八二琿から一九

こぎつけるよう努力したいとして

＝≡一＝騨＝需隔⁝騨＝＝＝＝＝一需一一一二＝＝＝鶉＝需＝≡⁝齢＝≡鱒寓＝認晶≡一＝＝⁝⁝

齪法規定により損金勘定できるこ

出えん金損金算入に関する稠税精

方を比肩した︒

￥竅c＝ヨ＝＝＝＝篇＝⁝三＝膚＝＝≡＝三一望一＝一

要望は︑新型動力炉原型炉開登

ともに・一当の建設籔︑操策籔は

日本側の分撮星合に応じて支払

BNFL︑COGEMAの麟脳部

電力業界では︑BNFL︑CO

う︑とするもの︒

に霞本で折衝を蟹ねた︒しかし英
月︑BN F L の フ ラ ン ク リ ン 社 長

九〇無までの九葎聞に千六璽諜十

いる︒

GEMAの某社が昭本以外とも再

馬力業界は当面︑茨城累・粟海村

仏側が再処理工場能力の拡大には

五ゾずつ累計三千二貰七十ナの再

ラン・サイクルに魅力の大きいこ
とを強調︑﹁プルトニウム・リサ

AECL会長︑原産で懇談のイ可ク能ル性おはよすびでトにリ読ウ明ム済・みサ﹂イとクもル
動力炉開発問題で岡会長は﹁日

付露︒

ば璽水炉の場禽︑開発への関心を

た︒設立当初役員として︑初代理
遡長には竹内農市藁騒常務︑岡馨
務理珊に大町朴離仙台逼産局長が

一懸八千七百万円︑二郷磨日十二

それぞれ就任した︒予舞は初年度

でさしあたり向こう六か鎌聞の襲

億八千蕊齎万円で︑五十六年度ま

総会後の設立披露パーティーで挨

業規模は五十八億四千四酉万円︒

回議さを携感している︒放射性廃

拶に立った竹内理蟹長は﹁壷任の

レスで開かれた︒

総会は犀後議贈過ぎから開か

馨野（044＞833−2311

凌支解∫セノター

主峯

営鑑戸斤

訳

盛

ム

o

凸
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o
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㊥

手一
︻年内の契約調印に努力L
駕から九〇年まで英仏それぞれ千六

もち出しだといわれる︒こ
羅力業騨首脳部は︑二十一日の電力社長会議で︑英BNFLと仏COGEMAとの間に進め条
て件
いをる
使用済み燃料の海外再処理委託について︑①契約数羅は一九八一
芭三十五難ずつ舎計三千二蔚七十沙とする②料金は固定せず︑原緬主議により籏定︑工場の建設髄︑
操業饗は日本側の分担割合に応じて支払う一との契約方針を了蝋した︒契約交渉の大筋で了解が兇鵬
せたことから順調にいけば欄内にも契約調印の見通しとなった︒

をみせ︑細部の条件詰めを残し大

の動燃購簗団粟海爾処理工煽で処
による﹁日本の使用済み燃料の再
高レベル放射性廃藁物のガラス圓

圃定せず︑原価霊義で騨定すると

処理を引き受ける②再処理料金は

騰会を日 本 側 窓 口 に B N F L と の

処理受託の交渉を進めている関係

理することにしているが︑隻闇二
処理を引き受ける嗣憲がある﹂と

を俸う点などを指摘︑厳しい契約

化技術の確立を纏め大きなリスク

双方で舎態に達した墓本的な考

筋でγ解点にたち至った︒

百十ジ能力の同工塀だけでは原子

た︒

の申し入れを契機に折衝を始め

び︑本格交渉を開始︒六月と九月

理容騒を海外委託でカバ1する方 薗治郎策電副社長ら交渉委員を選

力発蹴所十基分程度の燃料を再処

簡雨済み燃料の函処理について

理できるにすぎず数鋸で容騒不足

闘で進められていたが︑今織三月

折衝は︑嚢初︑濃縮・再処理漿

購要を賄うには年間能力千五颪ジ

にはフランスのCOGHMAが参

に臨颪する︒将来急目する蔚処理

規模の第二再処理工場が必要にな

加を表明﹁萸仏周箏つ受託﹂の

重水炉で協力体制を

るが︑建設には技術的な難問も多

談した︒

に上水炉︵新型転換炉︶

も研究開発の方向のようだが︑と

本命

本は軽水炉から高冷炉への路線を
表﹂・モリソン氏とともに十月二

ベル会長は門カナダは︑高速炉轟

焦点が躍かれたが︑席上︑キャン

もあれ開発路線の決定には難しい

長R・キャンベル氏は岡社駐日代 発︑核燃料サイクルなど諸問題に

カナダ原子力会社︵AECL︶禽懇談では両国における動力炉開

トルドー酋相に随行し来日した

く︑撰期のりードタイムが見込纏

璽申し入れを受けて繊月には田中

電力業界は英仏共同受託への変

線に変ってきた︒

このため︑纒力業界では第二工

れる︒

協完成までの期闇︑不足する肩処

十一日午後原慶に遺沢広巳会長を

入の可能性が明らかでなく︑簿処

要素が多い︒原子炉心霊化濠でに

表敬訪問︑一ホ松珠磁副会長︑森

理やプルトニウム利用に問題があ

嶺と考える﹂などと述べ︑天然ウ

ることもあってCANDU炉がは
適少くとも十無はかかるし︑例え

一久常処理駆・蜜務周擾らと約一

聞題などについて愈見を交換︑懇

二間にわたり爾国間の原子力協力

面壁慶および次製煉瑠業計画と収

設立趣恵描承認︑掛付行為齪驚︑

支予算案承認︑財薩に関する件︑

長︶が議撰となって同センターの

試験鮒海洋・陸地処分など放射性

設立当初役員の選任など付議薬件

の設立総会が︑十月二十一日︑榮

竹内理齋畏
京・飯田橋のホテル︒グランドパ

を︑いずれも原案通りに辮認し

法人﹁原子力環境整備センター﹂

原峯力発電所等から転出される

6年間の事業規模は58億円
［

廃棄物対策を進めようとする財団

主として低レベル放射性廃棄物の

10月27日正式発足

鋸

樵

ン
れ︑有沢広巳設立者代表︵原塵会

○

一匿

」

原子力環境整備センターの般立総会︵ホテル・グランドパレス︶

原子力環境整備センター

露悪東奈
鷺襯…（591）6121（代）

粟京都港9新橋1丁囲屡醤13弩（棄鑑1臼国内）

会議
塵
力

子
原
本

発行所
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業

力

原

諺

特別作業部禽は︑①これまで評
価の対象となってきた園収爾能な

麗頻物を地罵処分した鵬盆②プル

陸上貯蔵にかえて高レベル放豹性

嗣司能な資源としてよりもむしろ

トニウムと便用された燃料を再利

の遡転によって鑑ずる低レベル廃

廃藁物として扱った場台③原審煙

乗齪配竃禦議食︵N獄RC︶ 禽む睡供紬の四七％を腺子力発電
ユーイングランド地域の各州とニ

西都配蹴網調整審議会区域鍾ワ

グ︑コロラド︑ニュー・メキシコ

アリゾナ︑モンタナ︑ワイオミン

N魏RCは・この予想はすべて

子力に密議

サス州に配電潮供給の一四％を原

テキサス配電霧議会区域甕テキ

力に依存

ニア︑アイダホ︑ネバダ︑ユタ︑

中部大陛地域配躍調整協定区域

各州に配礪難供給の一九％を原子

ューヨーク州に配勉臼洪給の三五 シントン︑オレゴン︑カリフォル

中部アメリカ相互配竃網区域獅

翻ミシガン︑インディアナ︑オハ

に依存

けた岡慰議会地区のうち︑八区域

ウィスコンシン州︑ミズリi州の

イオ︑ケンタッキー︑ペンシルバ

の調董によれば︑倉来を九つにわ

が一九八五奪には醒力気嚢の少な

子力発惣に依存

約単分に配電挺供給の四四％を原

ニア各州とメリー

隅醐部懸力プール区城甕アーカ

畿醐供給の二一％を原子力に依存

ア爾州の一部に配

ランド︑バージニ

ロリダ︑テネシー︑アラバマ各州

ス︒カロライナ︑ジョージア︑フ

子力依存慶調査

米NεRCが原

％を験子力に依存

すことになるものと予測される︒

菓南部配餓審議

くともこ〇％を原子力発露で満だ

このうち三鑑城では四〇％以上を

原子力に依脊するとしている︒N 会区域ーーノース・

益鼠域ことの原子力依急度を次の

温RCは一九八五矩における径鴻 壁越ライナ︑サウ

ように畢溢している︒

かえめにとり︑電力節約による使

とミシシッピー︑バージニア田口

玉

二

二重二多5

玉

多二

多誓ノ

榮北部竃力調整審議貧磁事理二
二

痘
多ノ

多多 多一 多多

玉

二多多玉

多多ピも

立されたが︑このほどRWEは・

％︑三三％︑一六％を出資して設

多 玉多 多 づ 一

ている︒

霞力熊要の鉱聞伸び率を六％とひ

二5〆L3

用蟹の減少も魔込んだものだとし

ンサス︑オクラホマ︑カンサス︑ル

多

ズリ⁝︑テキサス各州の一部に配

イジアナ各州とミシシッピー︑ミ

玉

醗睡供給の二〇％を原子力に依存

申部大西洋地城上瓦海区斜頚ニ

二

原子力発醸に依存

ュージャージー︑デラウェア︑コ の大邸分に配堰鍾侠給の四二％を

ロンビア地駐︑ペンシルバニア

多

各州とメリーランド州の大部分を
玉

慾理に対する酸終的な要求を苧疑

︵A王F︶の呼びかけに慮じた来しえない︒したがって規制の分野

臆するために︑※原盤群舞業会議

鰯Q％︑CEA三〇％︑アルスト

四十五田を襲するとみられてい
・エンド巻

ために︑速

纒慧智は核鮮血サイクルのバック

ルなどのバック︒エンド蘭羅を検

ウランとプルトニウムのリサイク

のといえよう︒箆解の脅子は次の

いていることに対してとられたも

リサイクルをひきのばす方向に傾

規制の変璽による翼金的リスクの

件︑謝画︑スケジュールの確立②

の騒終的購蔵システムに関する要

ト1ム照O％旭蟹の共和子会社を

原子力庁︵CEA︶六〇％︑ノバ

ーアトム社と握携するために︑仏

立たないか︽だ︒

蟻なる紙上プランでは物の役に

ている﹁多圓間薄処理﹂構想が

に迫られている︒楽濁が推退し

認︑輸出挽制︑核拡散防紘︑介

立というのはひどい︒核燃料保

な桑子力闘係滋撚が顧並み不成

れにしても今無のように︑鍾璽

霧議は露呈するといわれる︒そ

選攣の好は︑来国懇嫉の法案

に分散して扱われ︑

・野鶏競業婁繰金︵規棚関係︶

エネルギー・費源襲澱会や贋騨

えられているという︒鑛子力は

は漂子力倉問委即金の繋止が堪

も下院でも︑来練の議金の体制

ることが塾要であり︑バック︒エ

下郷する規制を安定したものにす

成される︒さらに︑このためには

に舎うことができた場愈にのみ還

するための技術が︑糧嚢な時に闇

この困標は︑鰍料サイクルを完結

％に灘すると予測される︒しかし

ウエイトは一九八五薙までに二〇

の規制孚続の開発︑などで協力す

④混禽酸化物燃脳成型潴工のπめ

らしめる法鰭纏縷みづくりの健進

ン混命酸化物卿料の野離を可能な

問題の解淡とプルトニウム︑ウラ

プルトニウム利薦をとりまく環境

府︑産業界の欝画の開発と実施⑧

かばまでに運醐させるための政

た萸圏のNERSA望洋は実現せ

れに園運して

工に濫むことになったわけだ︒こ

タリア政府も岡心したため飯式魑

の諏厨が遅れていた︒このほどイ

クス魑工を認釈したが︑ENEL

という位羅づけに

﹁商罵高遡増殖炉の蕊工は︑さら

ず︑岡麟のべン・エネルギー娼は

つもりだ﹂と述べている︒

に熱慮期閤をおいてから決定する

米三社が受注

交渉に動く

イスラエル原発

︹パリ松本駐在騒嗣イスラエル

GLOVESの損

2．GLOVESの詣先部分の保護のためにGLOVESの圭に、更に薄ゴム手袋を重ねて便用しますと、

鎧訴裁の決定に対応
原発許認可の再醐にメド
米原子力規翻一目会︵NRC︶は牽三田︑核燃料再処理および放射性麗灘物笹理の環撹影響騨価に
かかわる懸定規則案を発表した︒この驕定規鋼は現在︑一般のコメントを求めるだめに公承されてい
蘂物を埋蔵した覇愈④原争炉や核
燃料サイクル長着の閉鋏を響慮し
た嘱台︑などの環麗膨響の春夢と

灘価も行なったQこの結果闘部象 従来牛分に湾慮されていなかった

ものを加味してもきわめて小さ

今霞の暫建規劉舞は︑この作漿

は︑再処理と廃棄物籔理に関する

テーッメントを轍嚢し︑蕩処理と

対して︑N況Cは八月十三日︑ス なってきた︒

階鰹止されているNRCの原発欝諏可は︑三か月以内に鱒関されることになろう︒

るが︑これが認められれば︑係争中のバーモント︒ヤンキー原子力翼蹴所に関する控訴裁の誠定との

からみで
この懸定規三三は︑核燃料サイ

クルのバック・エンドの環塊影響

原子力解識食︑ニューヨーク州聡

それぞれ七〇％︑一五％︑一五％

い︑と報儀している︒

オランダ︑ベルギ⁝の醸力会社と

糊汝の原子力旛設の環境影響は︑

では︑技術の雨露と評認可手続か

草葺の検討締粟にもとつくものだ

燃料サイクルを閉ざすために政

麗棄物響理の環境難欝について検

府と薩無界は︑⑳一九八菰無まで

形践をと

ハウス︑関係政府機関に送付され

表

出蜜のコーソーシァムSKBを設

ているが︑こうした鋤きは︑酸近

ム・アトランテック琶○％︶にょ

の騨価づけを示す

らくる大きな予測しがたい経済的

サイクル完結を急げ

リスクに耐えるために︑政府と薩

れられれば︑中断されている原発

が︑この暫鍛工翔が︸般に受け入

ほど打ち噛した型本的な結諭であ

られる塞で新たな原子力発思潮の

っており︑コロンビア地区控訴熱 討︑分析を摺ない︑その結粟が響

力機蘭などの検討グループがこの

が七月二十一繍︑バーモント・ヤ

フランス翻の受婆は主としてノ

立して滲加する形櫨とした︒

欝認岡が再闘されることになろ

業界の協調した謝画が必要であ

運転︑碓醗︑鰹定工蟹明野を一網

刻︑稿禰的行動をとらねばならな

に少なくとも三つの豊漁再処理工

バト！ム社︵クルゾー・ロワール

これにあわせて岡日づけで︑NR るだめ四十五蟹間の告承に付され

※政府のバック・エンドに関する

場からの爾レベル麗棄物処分とそ

る︒

Cの廃棄物響理計醐の麗任響W・ ており︑NRCがこれらのコメン ﹁来懸が縛薬の男呼縮要を満た

い扁⁝一これは萬処理︑放尉性廃

欝欝が︑蕩処理やプルトエウム・

岡グループの瓦解は︑ホワイト

る︒

ンキー歴引力雛四所に関する裁定
う︒規麟簾は親譲コメントを求め

はバック︒エンドの耀魔雛響を十
し︑かつ輸入石黒くの依俘を擁制

畠物処分︑便薦済燃料からの再生

A−Fなどが政府に提言

において︑﹁NRCの欝認司手続鰯止することを明らかにしたが︑

分に分駈していない輪との判断を
トを分析し︑その結累を公聴金に
しようとするならば︑趨邦政府と

編成︑バック・エンドの耀境影響
る︒

閉じる

に関する全面的な検討︑評価を行

ﾄ行なわれるが︑西独のインタ

ビショップ轡土を憂とする約灘十
かけて淡定を下す濠でに︑さらに

にあげられ

下した際︑〃ヤリ薫
名の聯門家による特別作業部金を

であるQ

た従來の影穰評懸蓑を改めたもの

コロンどア地区控講裁の鐡定に

ウイーク誌がいうように︑その

兜月ホワイト・ハウスの致策

ーのひとつ

一ちのプラントを一九八○年代な RSAの申でのスーパーフェニッ

ンス政暦はこの響︑EDFのNE

うという方向転換の提曝た︒饗

原子力発惣は現在︑※國の駆力

設立することになっている︒フラ

実菰

の九％以上を供給しており︑この

保鉦を含めて︑バーンウエルに建

くても︑ます

でもあると伝えている︒上院で

W誌はそれが銘記の一般的熱気

還りである︒

らねばなうないのが︑環境論象

影響は数無心に発徽蝉メ⁝カー

グループは︑薦処理劇界に閲す

なる︒エネルギー政策の建て晦

段階を逓

競に世想到な核単数防止の獲調

の集総的繕集と罵てよかろう◎

設中の再処理プラントと最低他の

て何らかの擶躍を打ち繊す必頭

から︑来騰政鰐は再処理につい

来國の大統領遜挙が近づき︑

を縄めつけるだろう︒もうこれ

入覆への公蟹助成等の盛菰鑛に

されてい

原子力問題が大きな畢燕になつ

以上は延ばせない限騨が次第に

肥え︑エネルギー研究開発罵

る必要がある︒

︻パリ松本駐筏簸︶高速憎殖炉

界は︑放出蕾理とか放射性廃躍物

うわさ

ている︒次擬大統領はフォード

る報憲轡を大統領に提出した︒

エネルギ

かカーターか︒四界の関心はそ

その結漿フォードの考えは︑ア

ンド答分野で施設を建設し︑運転

たれなければならない︒

が打

経験を写るには獲期闇を必要とす

いずれにしても※岡の鱈子力

スーバ⁝フェニックス︵腰気出力

NE縫SAが機材発注へ
の蟹燭対即下の心え方の確立②廃

システムの整備⑬プルトニウムが

闇物処分に醐する受け入れ可能な

まに一方では①再処理サービス

孚

ドが罵灘されてもそのすう勢は

淫蕩はこの澱常

の疑取りは曝い︒コロンビア地

るため︑翠期に明確な

︵ER沿A︶のしを迫られている以上︑フォー
帯舞薬藤で持ち

職態が避挙薗の

裁の覇決で︑許認斑の停止は原

む欧州高速炉

本格着工へ進

議巌の駆け引琶

子刀発職域にも及んでいる︒ダ

擁えられ戦い︒

だけの筋塵なのか︑その底漉に

ウンストリームの譜問題が片付

こしになった︒

ライド・ガルフのバ⁝ンウエル

けば︑漂子力の発注は上向くだ

ない︒

鷺ついていると毘なければなら

酵に冤るとどちらが遜選しても

畔のことに向けられているが︑冷

大差がないのではないか︒それ

その

アクセプタンスの圓復はもち

番のかである︒エネルギー・イ

漂子力への鐸価の穣り変のがあ

安金に響理され保護描腰が適切で

工覇︵毎間処理飽力千五薔ナ︶

核燃脳サイクルの完結にあたっ

あることの立証︑が必要である︒

を多難闘機構下で稼働させる方

ろうが︑それ嶽でには少なくと

にかかっている︒

ンデペンデンスが立ち溝えに

ては︑滋五＋懸ザの新たな投籔が

完紬

門の

商に關まりつつあるよらだ︒し

も三︑鵬蕉はかかる︒そこで初

ろん核燃料ダウンストリーム部

曇り重鞍弊留

ほど巌魍における原畢力の地位

必要性

．の低下は決定的になっている︒
つまり際子力の
ものは礎らないが︑何黛かかけ
て鰻勢の建て難しをはからねば
ならないのは︑フォードでもカ

繕い謡が徽力会社の顕子力熱

・ーターでも同じなのである︒

しかし法疑の覇決にしばられて

な診︑轟灘﹁簾子力が注﹂には

は察全に冷えきっている︒七五

かし商業再処理の謙蒲はで嚢な

必要だと瓢騨される︒いくつかの

非常に厄介なことになっている

めて※麟の原子力発縄は罵出発

薙の発注七難につづいて︑今織

なりそ5もないという認識が︑

企業はこうしだ仕購に対する商鍵

から︑あくまで 実認 プラ
のか鱗状だ︒難ず︑GHSMいO

のスタート︒ラインに立つわけ

は異麗的にゼロの状懸だ︒来懸

だ︒それ濠で酵業体制をできる

ントとして︑それも﹁ウランだ

︵賦虞︶

を派してきた︒しかしながら塵業

るのではないか︒

けの再処理扁ーー越灘ウランの

カーターのエネルギ⁝機構再

二食にも政府にも漫遺しつつあ
霞轡︶難題は一九七八黛謹でか

後半には園燃するという毘方も

︵総会酸化物燃繕一般環境報

あるが︑来国の欝気動向をふく

薄便用をとりあえずめざすとい

づき︑嶺面石炭に依存していこ

編提壌は︑その辺の認識にもと

︒

附リスクと灘任を引きうける心向
かる冤遡しだが︑その終了を待

報道密れている︒カーターでな

って再爆理その他の孚続を羅め う愈味かーーを行なうだろうと
ればよいぼど機勢は謝くない◎

切って行けるかどうか

だけ四つけないで︑秦荘に掌り

め︑あ懸りにも多い不確定要囲

を弩えると︑希璽的観測の域を

出ない︒ニュ⁝クレオニクス︒
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⑳DRYB。XGL◎VES蝕
の御使瞭ては
PR◎T置X GLOVESの併用をお奨めします

1．GI、OVl・lSに万一機械的損傷などによる破損がみられたとき、素乎のままでは汚染事故の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける薄ゴム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することが推奨されています。

煽を防ぐことができて幾時闇の御使用に舞えます。

《種類・寸法

一

聞

産

百間で約八十九憾円の税収入を予

薗田引飯からコ賑放隆研駈長扁

し窮鷹になってきたようだ﹂と感

あるようだ︒

るなど順調な爽纈が欝横されつつ

ガン治療に新たな局颪を開いた

原子力産業新聞愛読者の皆様へのお正月旅行．ご家族でどうぞ！

想を述べた︒

要・旗師などについて説朋を受け

嘗

の辞令を憂理︑放臨研で研究概

といわれるサイクロトロンだが︑
この濡燕こよる二十六賑までの治

たあとプルトニウム影響研究のた
めに飼膏されている犬︑叢などの

を視窺ずる翼翼ア

真理アンヌさん
が一日所長に
の臼紀属して

放鷹研︑原手力

療例は醤八例︒①低酸素の細胞に

ン治療墜︑病院R王センターなど ききめが弱い③ガン細胞が全滅せ

実験鋤物飼禽施設︑サイクロトロ

これまでの電子線による治療の弱

ずに再発することがある一など

耀として

原子力闘詩一一十周班︑第幸三圃

を

原子力の塁念行麟の

囲生飯長らの鋭明に闘き入った︒

れば今後十無闘に必要な経蟹は

定︑五蕉後の薦串講さ凡愚められ

二十六臼︑千繋箭内の放導線鷹学
で熱心に視察︑御

総禽研究所でテレどでおなじみの

に徴収する紙税

菱女の圏

﹁ほぼ購える一としている︒

﹁公転鷹融設鐘備﹂の制限を設け

独唱

論が根強いとみられていることか

三一μ三妻蓬唱酬ぎ一鷲ξ︻一重ゑ幽一ξ三一ξ三需

?窒茜響華華2

巌巌発駅胞県のなかにはすでに

り︑暴が

られた纏源一瓢法による蔓付と異な

ら・核燃瓶税第一弩の成立がこれ

鰍ｽ：研縫；ト技一

閏三一閏毒ξ一一一ξ巴＝︻一腰扁ミ一一三隔四王一顧⁝一団一

ｸ 。究設ロ術田
臨をン庁断
@ﾈ 二瀬 、鍵長技庁
な籔H窪田

11月上旬から旛行へ

成立で康発立地による福井興への税制慶遇擶羅問題に一灘の終止

年間に翠霞と締込んでいる約愛蔵

安定対策を爽糖するために今後十

ーキング︒グループ︵蓋・松下

アレルギー闇題︑購数の原子力開

マドリッド

県税収︑五年闘89億悶に
第一轡

月上灘から実施する

自潰雀は二十二臼︑福拝聚知購に対し︑かねて周興が串講していた門核燃秘税﹂の新設を原薬のま

予定︒禰弁漿の核燃脳税

て島守っている漿も多いといわ

制度の勤陶を至大な関心をもつ

禰の税金がない②各興問の物の流

を及ぼすことは必董の惰鋤だ︒

らの暴・欝町村になんらかの影響

原発宣地離臨村でも核燃料税新設

れ︑福井県だけにとどまらず各緊

通を陽止しない⑧圏の敢鍛に反し

来俸度十島懸無千欝円など商う五

懸円のうち今館度二億七甲万円︑

幸雄葉大教捜︶を設置︑二十二臼

発のあり方について質問したのに

｝＼
〜

象駈武に一斑する薮通知しだ︒これを受けて徳弁緊は二十充鎖これを公布︑十

符が打だれだ形となり︑今後の蕉点は︑すでに岡税の薪設壱袴睡しているといわれる答原発所荏県の
今後の鋤商のいかんに移ることになった︒

ない一⁝の三粂件を満たしている

に推進するための環嫡整徽︑鼠生

に核燃料を樽入する際︑その核燃

税謝は立地 し て い る 原 子 力 発 纏 藤

限り﹁原劉的にこれを認める﹂と

定外欝通税しは①地方税法での岡

漿税かとして徽

通薩雀工凝技術院は工技院の大

を揺摘したのに対し︑サイデン既

り︑これは﹁むつ﹂購件に端的に

にかかっている偏と捲摘︒サィデ

鋼クラナダ

@

いし力れはちのるよをて一三」認五うもい改十議月とつ
vｶ羅舗得まの治て服威らたう

ンヌさんと麟園畏

鍔院画い㎏ンター

齧ﾔ謡

／
〜・》

，
乞
／
＼
@

今圓翻鰐 さ れ だ 懸 井 興 の 核 燃 料

収し︑その税収入で環境放射線の

型プロジェクト﹁原子力製鉄﹂の

原子力製鉄は︑高温ガス姫の冷

初会禽を関いた︒

は﹁米園の塀合石匙種機を契機に

アレルギー間題はいま一般の公署

脅してはまずヒルシャー民が﹁核

つづいて磯村旋が窓木独霞の核

した︒
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会のもとに新しくプロセス評緬ワ

審議検討機関である磁接製鉱遡絡

直接製鉄還元ガス研究

第二期δ知選定へ

料衝格の五 ％ を

き驚塁驚ξ＝一柵三讐帰三簸常一

てみても田添と西独はほぼ問じ程

エネルギー關溌蟹は二催になフた

度といってよい﹂と両團の樒以性

が潰嬢はインフレを脅えるとむし

の原繭となっ
ているのは﹃晦を作ってから︑町

る︒むしろ

不安

ろ低下︒GNPに占めるエネルギ運動と同種なものへ変麗してい
ー研究開飛鑓の翻禽は来国は三％

目

のことを著える 賂を広げる隔といったやり方にあ

に醜があふれてきたら︑やっと道

なのに滋本は二％にすぎない扁と

〃小当源国田本

両圃の開亮意欲の回避を揖摘︒

﹁行政﹂などに厳しい

現われている︒翫画趨り閥発を爽

晦嘉報道関係者座談会から

国際的エネルギーた

とこれはむしろ逆であるべきはず
だと独自の

ン氏も﹁原子力一辺到になるとウ

藁物問題などの璽蠣施策のいかん

する必璽がある﹂と強調したQま

ランが石樒と同じようにネックに

現できるかどうかは広報問題︑廃

を展開︑﹁政鰐がもっ

たナライン瞬は﹁インドには後口

なる危険がある︒エネルギー源の

だ乗り論

約な歓会問題もあるが頭脳の灘で

と横極的にエネルギー開発を描逸

は遅れてはいない◎原子力閉喬も

強調したのに対し︑ナライン氏は

多様化を抵進ずる必要がある﹂と

積纒的に開発を支持︑﹁入類がい

穂極鮒に進めていくつもりだ﹂と

原発を放藁する必要はないと揺落

0
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放射性廃闇物処理処分閻題と並び今後国民の台愈を得て強力に原子力開発を進めていく上で

：曽・

細

二＝

：一

二一曽

＝層

：曹

齢一曽

鴨＝

；：

＝

卒礒にいって実業である︒これに

よくわかっていない﹂というのが

二；

騨二一

二曽

一二F

発が盛んに行なわれているが︑水

研究成果はわが国の温排水研究を

等温排水の影響を現場で當接肉眼

のにくらべて︑発源︑成擾の違い

浮遊性のプランクトンのようなも

変化をしているものである︒した

生死滅をくりかえしながら墨鮒な

海の中のプランクトンは常に発

影響研究は別の手法によらなけれ

移動性のある魚類等についての

禽とあわせて評価しなければ葱味

プランクトンの捜物蟹の中での謝

を蔑くして調べても︑周辺灘域の

した部分だけについていくら精度

える影響については復水器を逓過

に小型の超露塵発振装圏をつけ

調査手法の開発も今後積極的に

がない︒

跡し︑魚の行動︑周囲の水温を記

研究を進めていかねばならない分

発電所からの撮排水に遡遇した場

することによって︑魚が海の中で

なく︑不遡続のかたまり︵パッ

水中に均一に分布しているのでは

とってみても︑プランクトンは海

よるプランクトン影響研究を例に

この方法は一度に多数の魚につ

倉に︑どのような行動をとるか薩

野であるQたとえば復水器通過に

録することができる︒このような

て︑船上でこの超音波をとらえ追

ばならない︒一例であるが︑魚体

がって温排水のプランクトンに与

される︒

観点把握を
・研究課題・
次に今後取組むべき研究課題に
ついて蕎えてみたい︒いま潟鎌水
の生物影響研究で報ず第一に取上

評価をできる限り数羅化し︑客観
的にしかもわかり甥く関係暫に説
明していくことにあると思う︒

つ一つ皆︑海厩地形︑

発電所の立地点あるいは立地予
定点は︑

し過表の追跡調査では発振寒暑を

三ごとにしか追跡できない︒しか

に採集する手法はまだ確立してい

定鑑的に︑しかも活性を損なわず

条件下で流出するプランクトンを

温撲水が放出される︒このような

らに排水篇では︑かなりの遼度で

つけた魚は︑つけない魚と一緒に

を覇王するに当たっても︑確立さ

ない︒さらにプランクトンの湧性

れた墓準がないのが爽偶である︒

ており︑ある程度数多くこのよう

温排水の拡散と焦群行鋤との関係

また温排水の生物影響調査を行

てもらいたいという璽望が地元の

なうに当たって︑調蒼指針を示し

この海城にでも適屠できる一感の

漁協等から幽されている︒金国ど

日安としての調査指針はすでにで

的近いところに定塵隠等が︑発電

また温鎌水の取緋水口から比較

る︒

を明らかにできるものと期待され

な追跡調萱を行なうことによって

固一の群行鋤をとることが知られ

いて実施することはできず︑一

チ︶状をなして存荏している︒さ

接確認することが可能となる︒

態を摺握した︸2Xで︑生物影響の バイオテレメトリ⁝の手法を灘入

げねばならないことはい現場の塞

にできる︒

進めるうえにも役立つことが期待

工料を必要とすることが多い︒し

：髄

きこととして︑研究機関相亙の協
力︑連繋の強化があげられる︒前

海洋条件が暴なっており︑海塵生

前認のような生物反応の櫻雑

記のように漏排水の生物影響研究

類が多く︑一つの堀所での調萱結

物もそれぞれの鵬所に特徴的な種

曲︑多様性のため︑まと窯つた判

いるが︑卒菌にいって各研究機関

は様々な機関によって行なわれて

あてはめることはでき難い状況に

果をそのまま機械的に他の堀駈に

うのは素人でなく蓉門家であり︑

二できないが︑とり蓉とめを行な

ある︒個々の立地点における海洋

断を下すのに困難が多いことは二

観察によって確認することが容甥

深数綴程蔑のこく浅い所では︑観

また海産出窃の腸合には︑陵上
かも野生生物には飼膏条件の嗣難

二﹁

研究の発け
協力問題

い強化必要
・−

の遷繋が十分に行なわれていると

条件︑生物相の特性をまず把握す

はいい難い︒各研究機関はそれぞ
れ立つた研究雲譲︑研究の曹鐙を

る必要がある︒

としての何らかの慧見︑評樋が加
えられなければならないと思う︒

もっており︑いろいろ困蜷が予想

暫定的なものであっても︑亜門象

のような研究を制約する外部的な
海の甲の生物を対象とする調査で

璽なり合って︑温緋水の生物影響

条件のほか︑研究蓄自身の努力が

研究の進展を困難にしている︒こ

以上のようないくつかの要賑が

まず影響の客

測の糊痩において︑素もぐりの残

さらに︑海産生物の鑑態的変化

替にはなりえない︒

の生物に比し︑雄態的な掘測を行
な樫類が多い︑飼面に成功しても

あるいは漁獲鰯変化を研究する堀

なうのに極めて困難が多い︒海申
例えば一二に何回も薩卵させると

して行なわなければならないこと

の生物の観測は︑野外では隈られ
いった人為的な蟹理を爽施し難い

合︑幾年にもわたる継続的な調蜜

た海洋気象条件のときしか実施で
ものが大部分である︒

が多い︒

きないのが普通である︒近年承中

大きなカギを握るといわれる温排水影響問題︒関係省庁︑醒力藁界︑漁業関係蕎などの総恵を紬

合には︑一応の成累を得るのにか

鑛して昨蕉発足した海洋生物環塊研究駈を中心に︑いまこの間題を機能的︑総合的に徹底解明

檜＝噂

国のレベルでは蹴源立地促避︑

はいくつかの理由が蓄えられる︒

いま一つ研究蕎自身が努力すべ

テレビを始めとする電畢機器の開

していく翫画が軌濫に粟りっつある︒そこで今回は松下友成海生研理騨長をわずらわし︑わが

：一

力会社でも温携水膨翻に関する田

鶴難一

漁場保金︑環境容騒杷握あるいは

て兇受けられる︒

なり綿密な調董を相当長期間継続

翻における温田水影響硯究の現状と今後の間隔点などについてこ執籔願った︒
脚＝

現状：

調査手法の開発等種女の観点から

まず何よりも生物の反感の襖軸

総合的研究積極化を

瓢織識氏
@藩際響

きているが︑偲別の地点の実偶に

勝稼働後も設けられている腸合も
多いが︑このような場舎には︑稼

発電駈によってかなり条件が異

いての研究を進めると同時に︑発

待される︒霞水器通過の影響につ

影響研究を発展させていくため

たが︑今後わが国における温緋水

現状と今後取組むへき課題を述べ

容

内

・罐

簿

第1口

第3鍵
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原子力全般に関する

ｿ疑応答

第5目

原予力腫業政策
@
（通三省 山本）

（家電

＝曽︒

㍊まだま⁝
：：

⁝だ﹂が実情
・

かなりの予算と人蟹を翻いて行な

原子力︑火力発趣所の温排水が

周辺海域の生 物 ︑ 漁 藁 に 与 え る 影
われている︒

しかし温撲水の影響に出する調

響の研究は︑現在︑国︑都遣府興
あるいは民間卿で種汝な角慶から

温排水の海産物に与える影響につ
性︑多出性があげられる︒物理現

壷研究の成果については︑﹁豪だ

いての調蛮研究が穣極的に進めら

ていて︑Aという原照があれば確

象のように霞果関係が明確にされ

客観的影響評価ふまえて

豊艦撫欝慧

松

なり一概にはいえないが︑極めて

電所周辺海城のプランクトンの出

原チ力開発と環境問題
@
（東大 都甲〉

都甲）

（東：大

@

行なわれている︒

を含め︑漏排水生物影響調壷に紺

いえば︑よりμ般的︑墨礎的な問 きないことである︒

また︑データライブラリ⁝のよ

思われる︒

大まかにいって︑プランクトンが

脚注力施設の安全対策

11／18（木）

]経験

（電q研竹越）

（原研

@

11／15（月）

原子力行政の現状
@
（原口力局 森本）

日本原子力産業会議・業務撫物羅鷺総論？

れている︒温排水の有効利粥研究

生蛎反憾の覇禽には︑Aという原

合致した調査指針の実施細冒のよ

偲劉地点についての調査研究の

うなものもまとめる必要がある︒

ことにより衛叢な潤報がえられ
る︒漁業経欝者の理解と協力が前

働前後の漁獲統計萱料を分析する

提となるが︑箭販されない︑いわ

の生物影響推定も︑困難は多い

他に︑臣視的な観点からの温排水

成
温動水の生物影響を︑数懸化し

ゆる雑魚の︑日別の魚種別漁獲騒

友

て客観的に表示するといっても︑

も収鎚できれば︑温研水の影響の

下

スタートし︑徐々に協力関係を強

されるが︑巖初は情蝦の交換から

程度を実饗することが町能とな

羅難松
は︑必要隠事をすべて網羅した完

いざ実施しようとすれば極々難し

る︒このような調査がすでに実施

プランクトンに与える影響も今

冷却水系を通過する時聞は数分程

賜わるよう念離する次第である︒

に︑各万面から一縷のお力添えを

ウラン資源開発の現状と
ﾛ題
（動燃 武中）

お申込、詳細は次にお問合せ下さい

する国の投賢は︑昭和五十一年度 実にBという結果が予測されるの

圏があっても︑得られる糖果は

全な資料というものはありえな

化していくことも箸えられる◎

に適した方法で︑成累のあげ碧い

い問題が趨ってくる︒現場の条件

に移されているところもあるが︑

うな寝藁の収簗︑整理活動と平行

後明確にされなければならない研

的にとらえ︑周辺海域との比較に

現状況特にその挙節的な変化を璽

は﹁一九七五無十二月に運開した

アイソトープ・放射線利
pの現状 （原研 小林）

（賦しテキスト、昼食代、見学会は騰食代、視察、
ハス代願集合から解散まての一一切を含む）

と異なって︑環境変化に対応する

都通府県の段階でも︑原発設蹴

B︑C︑D︑

い︒不完全な資料をもとにして︑

国内のみでなく︑国際的な研究

ものからとりあげていく必要があ

できる懸り調い機運にその結渠が

に区別され︑推測の根拠が明らか

究課題である︒プランクトンと一

変︑このうち昇温の影響を受ける

おいて︑どの程度の数璽のプラン

まり影響を受けるプランクトンの

クトンが後水器を遍過するか︑つ

核燃料サイクル概論
@
（動燃 中村）

原子力発電所の建設と運

@

見学会：11月12日目金） 中部電力・浜岡発電所
参加費：〈講義＞55，（X）0円く見学会＞8，500円

11／19（金）

放射線蹄警と放射線管理
@
（東大 吉沢）

11／17（水）

岩越）

原子力発電概論

11／16（火）

会場：原産会議室

林）

地域開発と源で力
@
（日大 笹生）

各国の掠了力開発鯖勢

日：昭和51年11月15日（掲）〜18日（金）

弾雨では六憾円に近い︒

興あるいは殺薩予竃興では︑水産

えば︑わが国では︑温撲水の影響

のどさらに必要とされる面もある︒例

不足している部分については過去

う︒欧米諸国では温緋水の海産生

協力も今後ますます必要となろ

る︒例えば︑ノリとかカキのよう

・と極めて多様で

鼠験場が忠心 と な っ て 混 排 水 の 生

研究に隈らず水曜関係の研究全般

の知識︑経験を活罵して推灘を試

物に与える影羅研究あるいは利馬

な定趣性の生物の場禽は︑魚のよ

の糖桑に落魑くかの明確に辛測で

にわたってみられることである

み︑全然纐をまとめあげるのが三

研究について多くの努力がなされ

あり︑しかもB︑C︑D

温撲水の影懸を評価する堀含

が︑関係蕎の多大の労力と経費の

門家の仕票のはずであり︑データ

いる︒国の 敗 組 み 方 が ど ち ら か と

題に懸けられているのに乱し・府
に︑例えば耕水口の周辺に魚群が

投入によって︑せっかくぼう大な

を羅列して︑まだ不十分で評価で

物影響調査が二間的に進められて

興レベルでの調査は︑個女の地点
簗まるといった臨接的な反応の他

には舘録としての数字が列挙され

調査璽料が集められても︑報告繍

して︑研究の思潮︑偶報を響門家

ための広報普及活動も繍極的に進

以外の関係の方々に理解して頂く

にされていれば︑その後の調蚕︑

口にいっても︑一生涯海中を浮遊

時聞は数秒程度である︒この間に

以上︑渥緋水の生物影響研究の

めていく必要がある︒

実験によって︑そのような推測が

して生活する終生プランクトン

濫︶︑機械的︑化学的影響の評価

プランクトンが受ける物理的︵昇

岡原発はイニシアチブの規制附象

トロージャン原発︵オレゴン州︶

から外されている﹂でした︒

海域全体におけるプランクトンに

が聞題となっている︒

要である︒

対するウェイトをつかむことが必

鐸㈱辮欄辮襯騰汽購撚凱綴辮辮耀購備纏辮一階白油欄聯曲目撚燃綴辮聯鳩騨購〜雛聯欄襯聯一一繍鰯繍鰭濃墨撒辮襯覇繊
講義
黙
難聴罷罪
簸
時開 ，、3。
｝1；81｝搬
11：ll｝休憩
171。
Q

原了力の安全対策、環境問題を中心に、原チカの基礎から開発の税状や悶題点
さらには将来の展望にわたる総合知識を短期間で修得できるセミナーのご案内

産

力

原

における漁業︑漁業経営の腿題に
に︑取耕氷欝の近くの勤物楢︑櫨

が︑逸めておく必要があるように

より深くかかわった形で行なわれ

発衷されることが期待される︒

によって︑門並現場であるいは冷

うな移層群のあるもの︑あるいは

なわねばならないが︑いずれも三

却水系模擬実験装躍等を利用して

てきており︑これら諸国における

．調査手法の開

水とともに後水羅にとりこ贈れる

きないというのでは巽人と変りな

る︒このような生物相の研究の賜

いことになる︒

襲実関係を無視した︑飛躍した
独断が排除されなければならない

進められつつあり︑その成果が期

正しかったかどうかチェックされ

︵ホロプランクトン︶と熊の卵︑

発積極化必要

るはずである︒推側が閥違ってい

三面のように︑生涯のある期聞だ

この復水器通過によるプランク

ことはいう豪でもないが︑推測の

れば︑その書斎を趨蝕し︑さらに

け浮遊生活を送る︑一斗プランク

トンの影響研究は︑関係研究機関

将来

二心︑実験を積み璽ねていくこと

トン︵メロプランクトン︶とがあ

前辱㎎薩の写翼説明

によって研究が発展し︑研究の成

り︑厳密には影辮評価を分けて行

︻訂正︼

る︒

渠が穰みあげられていくことにな

部分と無実に塁つく部分とが明確

ことに変りはない︒

るに止まっている謹厳が往々にし

@

物相の変化にも魑屋する必要があ

さらに︑識力中央研究所︑各躍

況寒星のもよう（上、下）
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