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って照紘と慮邦法の鰻先買もその目的︑

させうる強い犠眠を慰している︒したが

わ為われは累居て行なわれた雛卸力二

Y舗縫覇鉾

いったケース︑あるいはノース・グコ

を形旗した聚国て

撫に兄つめたことを物論っている︒

なければならないが︑聖子力発亀に人き
は︑州改縮はそれぞれに州の憲法や彊広

州

るわけだが︑法冤成甑を朔

ティブ投票とその北 目撃 み︑の魏塑簾ぐ蜜
く依齢しなければならない前部では︑マ
結果たけから捉えるべきてけなかろう︒

れないといわれていた嘱レゴン州をはし

タ︑リウス・タコタ︑オクラホマなどの

漏壷

す反源子力派の痛発な動さなとから︑あ
をもっており︑捌民の牛括に翰ぬした分

望⁝轟民鱗しい糠者に釜
るいは仏案支鷲蒙が樋Yを占めるかも知 刃チューセッツ粥︑ミシガン搦などのよ

⁝党のカ⁝タ⁝氏を愈ん だ が ︑ こ

た 療．ψ力発竃に州独鼠の規制を耀える

め︑六弼のすべてで大κの住民はこうし

展⁝の大語墓にあわせて・オレ

ゴン︑ワシントン︑コ切ラド ︑ モ ン タ

みか他を徳すると

対象なとによって個々に論じられるべき

アティブ運動の酵景とふ地を置きわめる

ら︑住民投勲にまで掛った今剛のイニシ

定されている︒今園シンポジウム

まて爵幽で︑講眼と総合認論がテ

同Hは窮触十鯖欄会︑乍媛瓶随

慶麗く︒

4軸所鼠︶は来たる十⁝月十八︑

放射線医学総愈醸究所︵御弾生

かあり︑漉冠と譜論か行なわれ

腺チ の脈やすレベルなどに賭し報仏

ナ︑オハイオ︑アリゾナの六州では︑事

ものとされ︑一厩に

のイエシアティプの動きを他出の石とす

必襲がある︒これを惑れば︑︿︐回の※囚

◇

抽んでしまうことへの増発から︑法短艶

いても︑仮にそれか即製した場合︑趣邦

はいい醸い︒櫨イカイエシアティプにつ

る︒

と同時に︑ミズ⁝り州ては憲力胴念形牌

がすべ毒ではなかろう︒

猛数か鰐られなかったという罫叉を発越

十九の語口︑同研究所・鵡篁で第四

法案の威一Vを拒んだ︑もっともこれら 中擁各自でも原イ力発震の珂能牲の芽を

に関する住民没票が行なわれ︑鍋蓋％の

巽士︑今後の原〜力発電の萌盃を間う州

螢成を得ているが︑これは療で乃発屯所

モ

は︑とくに樋設周辺の無腰放蹴鞠

蔑投票が行なわれた︒いわゆる原子力イ

って覆子の掘違はあるにせよ︑①原子力

端シアティブ投繧で︑その内容は照によ

ることなく︑

題をひらく︒

炉による環境被曝線最評論の腿

圓腹汽審訊擁セミナ⁝門軽水発電

轍︸蔓することにとどまってしまいかね

欝分野鰯騰勢︑凱拐護による技衝

されゑ毒ある芝ウラン扇頭瀬摘︑編將鍛醐豪州内

的・糧円的な討論に窪田が縫かれ

タリンクの闘題を中心とした

カリフォル

て一

さらに︑聖杯住民投勲を行なった各州

負けた

のエネルギー事爵もκ鷹される︒鋼えは

閥つた

期を運転開始以降にするとの条件を騰り

などの建設饅の電力科命への組み込み時

ない︒

て︑今総のイ一一シアティブの握費と粘繋

け︑来糊との相慮を雪分に認識したうえ

ヲ・イニシアティブのころ

発編解の安全性が州議会が満輸するよう

から提起されてはいるが︑縞論を出すよ

紘に遵及するのではないかという縦就は

な方法で笑証されること②核燃繕サイク

うな時期⁝一というよりもそのような賑

かし︑今園のイニシアティブに持ら出さ

態にぬち榮ってはいないのが実瞬だ．し

を蕩けとめるべきてある︑とくにわれη

いかなる糖穏においても︑永久も

のウラン採掘︑学海猛動を﹁いつ

れた集のほとんとは︑そこに盛り込まれ

に際しては厳しい条群を課する必

しくは笹購限あるいけ特走の期

緩劣蓮よる穰÷羅藍摘︑療〜カエネルギあ

アはウランを供給することによっ・闇﹂臨ちに浮止し得るようにすべ

さらに嬢儒欝は﹁オーストラリ

れは︑今回のイ嵩シアティヅ獲張がエネ

職黒地調用

ルギ⁝資源の藤から

た条鮮が満たされない限り︑

を認めない一としており︑携の搬阪か強

申でも︑水力敷源︑錬炭賞源が罎対的に

※閻の

とも予測されており︑石濾︑策外ガスな

い蹟域で効果をあげよ．つとすみ慧図をう

持てる国

硬樵があることを強調している︒

われわれけ授さにつけ︑罪しきにつ

であり︑溢泌の㎝入嘱たり水力発電瞬
は︑傘米卑均の一入当たり発電糧を烹麗

オレゴン州は︑水力震源がきわめて饗癌

％も上扇っている︒またコロラド州はム

込んだもので︑綴子力発電瞬建設を隙桜

らされたカリフォルニア州を盒めて︑原

たっては︑避邦法に定めるL隈を取り払 月の州民投票において同様の糖製がもた

大擶灰州の一つに数えられ︑その埋戯鰯

規制するものではない︒これで︑今年六

子力廃制に関するイニシアティブは七つ

ル全般が州議象の決定する方法て管珊さ

うこと︑の三点に集約される︒そしてこ

の州で捉起され︑上州とも住民によって

との化篠燃科叢源にも恵塗れている︒ワ

Mを拒否したという

でさXもか︑事実圭原子力発叡を隈篤し

のような恵まれた甑況にある難風の住民

及︑星本的にはこれらの剃題がそ．レビ謀⁝し短期的に議会に報銭を

する﹁増発の安全醗﹂の豊津に曲三入れて︑豪擁のウラン輸出政策を

贈人寵湿ている﹂と反対派が指摘．肱κに催う加撃群を特に念鑛に

ことを銘謡しなけれ弱なる茨い︒こうし

売をすべきではないという決短を．設置を答卑している︒法た問題の⁝

の嚢︑転禦ウランの蛭︑販⁝募っためのウラン藺構婆の

すへきだ︑としている︒

答申を受けて匁州政溝は︑環境⁝

による検︑溺を経て約六m遡閥皆メト⁝

省と田塚簾欝欝のタスクフォース〜

鯉の蓼濠つ剛程いる北部轡

が雛謬の・ンジ評藻は響9舶

巾心欝脊挫となると輿待されてい

特色ほ︑黛囚撫んがけ撮甚しん演一る熟慮で︑爽年から︑椙撫すれば

ゴーサ

として緊内に・侃す仕覆みだ︒門操

発のネックになってくるものと予

纏り︑

憂か﹁長期契約﹂による供給埠工
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れること③原子力による損害の賠償にあ

れらの愛求が繭たされない隈り︑原子力

葬り去られたわけだ︑これら各州の梱民
はきわめて大きな瞭瞭

興銀な雌域で行なのれたこと︑そしてそ

れており︑将来はともかく︑これらの資

都測画て捉えようとする献図は︑磁凱

ようとする法案の成

判断

が承した
かがわせている︒

は磧認︑蟹定甲あわせて四手縛ゾに返い

碓として定めようというものてある︒

発電駈の新増設を誌めないことを州の伝

これらの川幅を超聾した各論の炭原子
シントン州にしても︑水力︑石炭に患ま

をより亙確に押解するためには︑こんど
源で擁κの土州のエネルギー編幾は＋分

住民の綬癖慈識や政謝への参澱憩燕を輔

瞭了力発毒をこのように住民き耕ぬす

をもっているといえようが︑その鑑識

はなく︑安金な原子力発戯を行なうため
のイニシアティブの菅疑をもう少し詳細
賄える状況にある︒このように今園︑原

力派は︑撫子力発電の鍛止を求めるのて

の条件を提冤しているのだと し て い る
に掘揮する必蟹があろう︒

た冴鋼や紮龍の捌握と彼孜の荒の認融に

︑

が︑長期を蟹する大筆模な実罐を必蟄と

こうした滋識を支えるものが︑二肖奪の

イニシアティブ という俘民陀1／蔽の

車したことも蛍笑といえよう︒そして︑

鱗慶を認めている州は全嵐で二＋一色に

子力免電醗比法案の砿法化を臼指して住

するうえに︑その方菰や緒銀が州議盆を
民擾歎に談で潤きつけた声部各州は︑水

満撮させなければならないとされている

鋸化するお5ない・きへ暴説雛祭レンジ詫鉱騰発⁝
逆引闘が懸切に現然され管理され

ながらも門そのためには綴子力発

たつ￡と鰹︑初めてわれわれは爪つの州
頻の独汽轍

の儘民かトした判所を忘しく潮懸するこ

粘勝をつづってきた

住
遠巻庚

への無腰の纏神であることも確

盤だ︒

力☆源︑駕襖燃斜資源に懸まれている地

とができるのてある︒

対還動が実際に住民幾票に濠で発展した

かだ︒しかし︑それにもかかわらす︑今

及ぶが︑この舗腱を列用しての臨子力反

そしてム︐圓のイニシアティブをめぐっ

ことから︑実黙黙には原発新設の禁止を

のは前述のと州︑すなわち寒国の顔部に

求めるものとみられている︒今回の投票
はこうした州払を成算させるか哲かを州

る必鞭がある﹂と指摘○核心腿サ

強調している︒

イクル上の聞題取︑膜痢徽麗嬢物
踊規鱗︑鷲蝉﹂の内鍵を明らかにけしさらされる吋能耗を鑛熟視し︑こ
閣題なとの現麟︑鴛理の穣懲性を
ているし
・うした聞融を国愈で検諺する必襲

蕊蕩態闘讐てあげガある・短虞鋳に蜜・

によ・藷鋳に〃農

州が蹴界にウランを供胎すること

に所掌央虚を行ないたい糠醐のよ⁝
嬢態書昌これりの核鉱散︑綬発
⁝に伴う核猟散の聞題︒門凍γ力⁝べきだと船瀬し門輪講は最も−﹁父 の危険鷺の閤題なとをとりあけ離⁝ うだ︒
︸

︐られてい都のは隙テカ難業の進展未承認悶へのウラン輸出は黙ゆす

ポ業懸図嚢譲懸章誘で効嵩な峯綴難壁讐

が詩嚢ツン覆給葛ことに鼻熊の詣攣力隻謀爵

べ選でけないという％え乃を嚢当認塔銭占ている芝・講丈馨あり・竃にウラン霧

⁝ナ；などか角形展示窯を軸に翫

される吋自彊について横面した⁝りーキ︾サリン鉱山についで一九⁝
慧難総論鶴・て逆に藁甕嘉し畢趨憲めか趨あζき鶴出叢
蓮⁝八霧以繍のウラン饗 輯

．

め
ステム︒議由廼沫骨か嫉に霞か戚︸罫が供給覇龍といみれる︒もしフ

臼に分捻︑灘震毒︑53析跳もその
盤鴇の葱りτイ亨シ刃合篤代撃に暴筆順T
入きな一角を滋めている︒中でも

に繊かれ震副μ醐晃局から久須鞭蕪⁝でレンシャ⁝鉱灰開発に

饒鳶︑飛零響場ぶ竺菖ク嚢暴の一覧羨答申﹂

盛期に入っているとみられる一九

綴羅所︑罪し讐饗︑竃並インが零れ︑これが驚楚
E︑灘︐膿攣嚢中⁝T﹄蓑藻鱗雲がウラン簑の最
を釣殿の申秦野滉局で．鴫篇織処理

などして分類︑ラインプリンター㎜八○年代後にはちょうどわが綴の
皿
により融叢︑旧醍︑月誕︑撃凝など 隙マカ発翫討醜に必験なウラン涌

凱総監視体網戸へ︑躍鱈を始めた

鈴
繕ンステムの警報の成果が︑セン

いる︒

灘されているだけに︑注目されて

﹁ウラン不糧﹂が原子力開

されている︐

葬破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波）

素材から航空機・原ヨ 二審機器まで、

て次客
い答掘
る購ご
。覧
まに
で予
延怠
期さ
タ⁝の果たす役謡とみわせ︑期鶴
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四年ぶり騰館式錘卸量

となるセンター本源︵展⁝小紺︶八

警告灘終極

﹁採掘︑賑党は覇能﹂
厳しい国家管理条件に

放射線⁝監視で新システム

難にとりかかっていたか︑四年ぶ

万︑これと腫穏︑PR滅動の拠点
ー一

り︑約一幻聴癒回してこのほど冗

財饒法入門福刃綴．﹂カセンタ

知罫︶が建設を細めていた同セン

︵理戯L・巾捌ヰ太久憩が慧

ター本館かこのほど晃旗︑十月二

難論阪墨力センターの一章

レンジャーウラン鉱旅の礫塊影翻を調筏している簸鰯政縛特別蚕眞会︵﹂︒フォックス転貸K︶は
次報急謙﹂をとり藤とめ︑懲馨

しい規制︑管理が実環されるなら︑ウランの採掘︑箔鋏︑販売は司能だ一と放暦に答潔した︒慰撫の

十月二十八日︑醗州のウラン開発︑輸漏敷策などを内容とする﹁第

るべきで
が出されたことにより将窯

レンジャー鉱床の閥発については十一月末に予定されている﹁門第二次答購一京で廷朔さ
ゴーサイン

懸センターは鉄三二隈建て︑鉱

敵︑総懸披蝋となった︒

べ療醜積二千軍方癖の仏ごをもつ

同センターは県︑巾︑町を構成

十八口︑開館式が行なわれた︒

わが国有数の独子力13蕊拠点とな
るものて︑館内羅研修のための大

粥体に四ナ七年五縦線爆︑鐸降︑

小ホール︑図陥コ⁝ナー︑畷料コ

緻賀曝文化会館内に優住濠いの囁

発鴛や講緻盆構催など待なう一

務駅を構Xて熱廼パンフレットの

原子力機器の漫透検査には晶質の保証された
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あるとしているものの︑隷農の讐串でウラン腿発に一藤の

豪州がわが国の原チ力発離を支える紹振のウラン総論園になる追が開かれることに獄るものと六きい
期待がかけられている︒

蕪遡鞭鑛証嬰と罐噛蚊謬難雛群

﹁フォックス・レポート扁は原

れることになっており︑今園鍵出

う障憲はこれらの薦働が懸隔切に

されたのはこのうち門第一次報欝規制され籔理される扁ならば︑簸

翻螺郵騰響騰
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子カプラントの蜜全性・廃棄物処

なウラン開発のあり方を対象とし

理︑保瞳描躍等と関帯した一般的

諮﹂・

州でのウラン採掘および販売をす

た﹁第一次報酬轡﹂とレンジャー

炉
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方︑核

わか國の核離層研究は︑昭和五十葺慶からナノヨナル・プ資ノ諜クトに獺箆され︑掬界プラ
スマを圏指ず臨界プラスマ試験装麗︵了丁⁝60︶の建設はいよいよ本格化してきプ︒

は異捧的な研究マーマに各醐の相丑協力を積極的に進めている︒醸漸進課している核融禽研摩

融台研究が莫大な研究難と議論な技婚などが胤峯尽されるため︑国際械開のIA鷲Aや1覚Aて

鷹織され︑一月から⁝二月にかけ約

月︑超﹄臨マク尽ノト小委譲会か

の︾融禽研究齋か

の国際会議の鯛催これは燦界巾

を訪悶霧査して協力♂陶齢集を︽

文を梵ムする国賑会議てある︒〜

一か月軍︑凹本︑アメリカ︑鶯C晦隠縫を課して捏置された研先議

虹に禽し︑各

潟︸け邦．一η蕪緊ム核醸農盆議の

抜融合の厳し協力は︑敗報︑氏

国の取掘み万を決賊しているQ

ていろ弓倉な娠は断β協幻を憤桐 欝ぐ拝／し︑・ぐの﹂飛を経てわが

に魔んだ外6奴幣か無職開．六翻れ

各乃蜘からの田跨協力の鰐しか

霞師犠用虜へきてDろう︒

Uに潟ゲるわか摂の満満の穫万⁝罰・妨左蒼・いろいろな場で鈴な り蕊とめ︑その銭難PCCの承認九七四有卜一月に鍵盤において％
埠再た︒協力目漁の内容は晒蟹交

︵箔穴漁禽鹸か蕎なわれた︒ヘル

は曲ーイノ・ベルヒテスカ⁝テン

ム歴禽幾が購倦され︑本御覧絹に

は︑臼恐㎏．距力研先励︑人垢なと⁝わnているか︑漏痛ては現在公訊

交洗︑自国研究なとてあるか︑と

の蕨洗薮閲︑さらにれ疲懸り︑⁝に膿めている1！．歳こ王ALAに換︑テータフールの謎黛︑研究姦

A贋先則発没隣が︑御国朗にみ
ぞも比綬的に継礎的寒晒にあり・

り十遅

ヒテスガーテン愈議にはわか閉か

谷の僻先臨果の三雲か必凝乙亀れ

狡騰の研駕分覧ドういて再辰な田

．60の建︑眠に℃一で￡円の予覧を没儒の隻猿雀甑ξる︒賦総な篇著

雲で協力・一蜘の三洋威し︑

コイルプ切ノゴクト多量犀μ同研㎜が讃吊した︒論文件数をみる齪

⁝rPCCて承認を翼けた︒小霧員残テーマに取上けることを提猛し

一鉦Aでの

をあけられているものの世界第⁝瓢

八○無法てに二三押の径のコイル

スの建．戒とそれによる誤験を行な

たが︑次第に工㌻関坪も含める綴

ハ個からなるコイル試験用罫iラ 望のプラスマの物理が中心てあっ

綻てあった︒愈議内容は移触合衆

り︑わか麟ぱ累︑ソかり大きく水

⁝︿お皇爲釈楚テ嬰誘

粋としている︒これにもとつき︑
一九し澱駕に一揖協力門訴結構⁝
すてに六月にイキリスて鼠蓋蕎論

︵0欝C倉︶の中に設戯された懲㎜

￡A誉麓幾藁塗して．撃漿へ苔︑舞．塁懇とを内

ていろ︒このプ導ノェクトは一九

国際協力

︶

謀憲慧落窪んでいるこ 舗e雛廉潔塾つい一k．の概緩︒蟹燃へたい．

緻ぬ研究瞬で♂醜護れている人目

くに︑アメリカのオ！クリノノ

を重宝く・かつ醤の型鳴

入することにしている︒

るか︑︸国のみの力ては垂頚か多

これは核融

商を嘱している︒

ものか工銭Aでも行なわれている

関おる専門墜ム禽︒岡様の内谷の

F？R︑﹂建丁︑τ⁝20鰻蓑灘に

①人型トカマク﹂孚⁝60︑T

れている︒

づるもので︑次のテーマが実施さ

会禽を持ち構蝦趨密を行なおうと

る研究叢がほぼ年一園のペースで

禽の乱塾テ⁝マについて︑閲係ず

憲門寮会禽の開催

うことを懲鋳としており︑二千八

ルを窟撰してオ⁝クリノノ麟立研

とするもので︑鑓ムと狂Cはコイ

プロノェクトζ王熱Aの協力詮麟

して36り︑↑二月にはアメリカで 菅万炉の建設費を投入罵る︒この

をテ⁝マとした賎門三会億を開緩

の⁝つとして取上げられたもの

擁︒椴藤倉は磁究閑発フ鷺クラム

の論文か捉鳴し二群議橘

轟奮・し蒙ぞ梨の磨

驚か窃局であ︸θ︒

とである︒核触禽反応は︑蟹轟利

海外の謎睡もわが国と岡撲であ

③骸融合の研四一4野には主義技

曙では水羅でづてに隻規している

り︑トカマクの研究開発を嚢﹃と

の團際協力について︑科挙技伽庁顧子力局捜開講臨機の山岸冨一郎鼠にこ招介を騒つた︒

はじめに
九八○糊代

おらす︑先進譜圏は
い︒

が︑軍和利用ではまた実現されて

ソ慮は︑3丁一60と阿欄鞭の入型 齢雲叢麟攣三郎総鴎にのるとい

してアメリカ︑コー鷲ノパ重合︑

ここ一︑ 二 野 の 間 に ︑ 核 塾 側 の

ブン︵核融愈反感によって雛生す

て・お竃轡して⁝九翅窪雛丈褐簗馨開讐

前半に核融禽反慮のブレークイー

トカマク鼓磁である学rTR︑ぎいなからも人人な研究腿発投繍を

隼月資糧馨ほ室F8漏︒さらに馨胃︑蒙畢小

ことを指えている◎

究眺に持ち寄り勲隠研究を行なう

この九月にアメリカで陽かれた
小後負公で取り窮めの原集を作旗

今

し︑淵在各隣と取り趣め条環の意
党講♂を行なっている︒

プラズマ壁面格互作用計圃

が︑工￡Aか個勝率・エンノニア

く◎

§

轍
躍

塞

⑤

・購雀羅

鯛富

②膿隠顯込め移触禽の方戯の

るQ

交換驚の一般的内容となってい

し︑ここでは㎡騰・設康の慧発

リンク技徳的内容であるのに対

薙四月のFPCC第二圓会台に各
後プラスマ蟹面相々炸最小藁貞会
が纏織され︑卜月に繭ドイノて第
一國会合が開かれた︒この歌謡は
九⁝プラスマと塁壁の絹の初理的〜Ψ

一ってある瞬甑閉込め方武︵レ⁝

サ⁝︑愚子ビームなど︶に関する

は︑ソ趨の融アヒームテモンスト

直門雰食含︒本誌ヒ罵の配電て

ｭに積極的に頁罪しております。

問題がいろいろな場颪で詣題にの

るエネルギーと撰失エネルギーと

HT︑丁⁝20を一九八○奪頃驚で
必喫とずる︒これよでわか属か怪

は︑了？一60など四難の装羅によ メリカは移砂合の氏用化激でに藤

強力三牲畢源蹴翻この計画は

子翻について︑その建設に閲する

認瀦描齢鞭禦箒劉騨穆襲禦盤

発投資を鐵樽つる掘を揮bさるを
再ない⁝一なとてある︒

研究開発の規撹が拡大するにつ

が︑その基本力到として︑同らの

合の研九重発墨スタ⁝トさせた

繰懲難論樵渦羅鱗辮
版一偏醗究に用いるものて︑

八○葎京てにごで引落万がを投入帥闇題を共隅研窓よつて解明し

饗一一湖絹漉懸鵬婿秘活喩稀霞鹸

レンス・リハモアのガラスレ⁝サ

レーノヨン裟齢︑アメリカのロー

⁝驚か紹介みれ注蟹を集めた︒欝

護

議

鍾

ζ

簿

ぼるようになってきた︒

﹇原芋力 蚕 興 金 が 核 融 禽 の 研 究
か等しいプラスマ条件︶の突混を

にそれぞれ礁誠しょうとしてい

幾属会とコイル関衝の金倉を予定

開発計画を策定した﹂﹁核融愈エ
國橡に研究開発を進めている︒

紅ナ億がの巨霊が必袋てのると考

験した㍗騰開発︑恵五車閑発下品

ネルギーは ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー と

燭は︑一九七葺年度から核融禽の
リフレークイーフンの叉現をめさ
えている︶︒各田はこの負釦に耐

?論議轍鷲が駆鰍矯趨

禽予算が著しい伸ひを示してい
開発研先を蕩趣増殉炉︑ウラン濃
し︑新たな展開を見せつつあると

Xられザ︑気霜協力に♂り研究尉 れている◎議長麟は鷺C︑副議長

に里長捜な投粛巻強いられる︵ア

る﹂門核融倉が本当に突現するか
縮等と轍ふナノヨナル・プロノェ
呂えよう︒

る︒今や世騨の核融禽の研究風発

どうかは怪しいものた﹂など︒
クトとしてスタートさせた︒この

このような吠況において︑わが

これらは ︑ わ が 麟 が 新 エ ネ ル ギ

テラレ⁝タ︑ピンチ︑ミラー讐の

韻薦は︑トカマク︑レーサー︑ス

は雷えない の で は な い か ﹂ ﹁ 核 融

ーの開発の 一 環 と し て 核 融 台 に 本

馨一蓋露楚警力︐からも多数出

格的に取祖 む こ と と な り ︑ 研 究 開
各樫のプラスマ閉込め方武により

れて︑またエネルギー開発を購擁

して次の四♂顧を決定している︒⁝

発のプ切ノ ェ ク ト が 現 実 の も の と
核触愈プラズマの纂礎的研究を行

的協調のもとに血めようという気

このだめ︑協力計画か野薄的に間

一九七二重厩からわか国けナン

なったために環われてきたもの
ない物理購チータを笹葺するとと

総て研究成聚を強隠していくへ妻

まった段階で敗り決めを循ふこと

国際協力の
取りくみ方

で︑このこ と は ︑ 行 政 機 関 や 研 究
もに︑これと並行して︑臨界プラ

てあり︑農案漏順路歌て進むこと

研究開発を潤声一同研舞テ1マと 翻の現状畷徳か撮出された︒その
ハ⁝ド

機関に養す る 期 待 と 灘 任 が ︑ こ れ
蓮が盛りヒるにつれ︑核融舎でも
スマ試験装蹟︵JT⁝60︶として

を滞貸としている︒しかし︑上認

コナル・プロノぎクト︽して捗融 亙LAか鵡めているのは

までになく 大 き く な っ て い る こ と

い︑一九ヒ五卿蹟より協力鞭り趣

隣際協力宅促進⇒る環境条桝が闘

により核触禽反応のブレークイー

大型トカマク笈融を建設し︑これ

まず核融 倉 を 纏 え る 編 舎 認 識 し

にほかならない︒

になる︒

トイソが斡灘となって抑災をとり
⁝設費はアメリカか︑研究ζ激燃費 濠とめることになっており︑ユー

｢審譲黙讐wズ墾であ暴簸
力︒今隻一葺の大型実験蓑置小委

EXTORというトカマクか︑呉

リノヒで建設か爵薩されているT

て︑輝設♂︑ピンチ︑フラスマ潴⁝

鷺の掴今後迫撫すへきテーマとし

凶慧か寝違されている︒

プラ

スマ潴熱︑プラスマ串の不穂物曲

障墨分子ヂータサ⁝ビス

事︑プラスマノミュレーノ灘ンな

タリア︑口本︑オランタ︑スウェ

同研究の候曲にあかっている︒

は参瀦瞬がもつ︒わが岡は暴動尿

今塒㎝

子力研先斯が協憲に調印し︑懲懲

超耀灘マグネノト計繭

十月より協疋が発効した︒

一A鉦Aで

；テン︑イキリス︑アメリカ︑ソ

麟

㌧

﹁

聞

力

原

の条探を為愚弓ると︑田田協力に

ブンを突現しようとする画期的㎡

めの綿祐︑協力テーマの遍撫なと

ておくべき こ と は ︑ 研 究 關 発 段 階

画である︒このための籔矯とし

ついてそれぞれの堪で近める必要

か物理的璽礎的段階からプロノェ

て︑研究欝欝の中心となるTT⁝ ては︑田隙厨威力機関︵工AE があり︑とくに鼠同して研究を窪

が行なわれ薦発化してきたG今日

クト総懸段階への移行期にあるこ

A︶︑国際エネルギー機関︵工鷲 記した方か婦気な場禽︑董た男㌦
A︶︑海気聞協力などいろいろな
携て圏際協力か行なわれている︒
これは核融会は他の研究開発より
麹際協力を進め易い条稽を蒸して

その条件とはの新鴨島ルキー爾

盤
蓮︶と一三聞︵鷺C︶とて描旗さ

射

殿、その他原チ力関係諸機関の原子力開

轟

・、、

欝羅

籔懸

発電用掛子炉。研究用原子炉◎

当社はFAP三Gの申核として、日本原∫本業品目

誌

いるからと瀧淵える︒

の国際協力

とに不刺客な嚢子分子の讃テ⁝タ

について︑原芋核の分蟹での巾汽

れ︑わが欝は伏懸巣冶氏が武喪に

匠サービス体削の確立をねらいと

王AEAの国際協力の欝欝は挙断麟撫テ⁝タの場脅と同様な工

工A鷺Aは飼趣の㎜難関であ指名されている︒
り︑多くの国々が搬入している

しているQ現証その緒についたは

台金含を本舞十一月に腿饗するこ

る︒歴た︑原子分チテータの黄門

とじしている︒

簿轡騰鐡

一

輪
で睡轡幽

かりて︑一九七七年から二年閥ム

といえる︒協走
の締粘をともなわないソフトな粘

行的にツ！ヒス業務をスタートさ

ソフトな協力

ひ付きによってソフトウェア︵研

が︑そこて逸めりれている核融台
の国際協力は︑門核融禽を手がけ

究恥報︶を交換することが巾心の

せるため︑王NDS／IFRし念

フラズマ物理あよひ核融禽研究

工灘RCか企幽し細鱗している︒

同委澱会て凱食方鑛を検dしてい

照際協力であり︑魯購家愈愈の同

ている餌﹂︑すなわち技由水砿の

マい釜田酷心と馨・
核破く難関採の旗恥的な難関とし

て︑IAEAの瞬に磁降核艘台研
伽︑刊行棚の発刊なと建進めてい
ている︒これは↑か躍︵オースト

先協議云︵1き鷺C︶が組織され る︒ξれらの総体朗な協力鎌継は

ラリア︑フランス︑顔トイノ・イ

wｿ出入機
@薫
ｭ力炉核㈱開蕪葡灘入）囎

乱＼

発の中でも核二三のプライオリテ
ィは湧く︑先進各購とも敵府幽ら
が研究灘発に撫警護に駿組んでい
ることてある︒アメリカては二十
一億紹のエネルギー亦は核融含︑

糞焼憩殖炉︑太陽エネルギーに期

騰懸

T−60翼空摺器の爽一瞥のへ瓜一ス製

轡

繍

J禰

鷲

騨の工象施磁心を麗発蜜る

へ
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高速実験姫欝欝

徳しており︑エネルギー研究礪発

により討麹的な研究上発か選めら

周︵E魏DA︶のイエノアティフ

のあとに＼る二十㎜僅繕のエネル

れている︒わが鰹でも渇域増瀬輝

ギーは核紗盆と太陽工墨ルキーと
考え・この際洗に努めている︒

糠
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▽従来の政策

の臨険な強襲滞前銀する際際的な

菟猷了力輔Ψに対する改気として

およびξの他の核に対塁ろ規男を

最も合しい霞処押についての築鶴

画ふ紳．博月協力d画の騨妻の申て

くの糊目と翫rを驚︽する︒

R︑私ほ八のことを目的とした多
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寡ると轡われる納讐瞬に対し︑鍬
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W︑今夏できる供給国としての
米國の役捌の強化

えるということを挫けに確認する

力輸出醗網か澗業的競績の要墨と

膜てあるということを認め︑簾子

るようシステムづくりて立雛欝灘

受け入れ尽潔に薄する卸すことの

る論えである︒

角︑辿畠するための枠組みをつく〜るという最大眠の探訂をりえられ︸附が煽f力の誤用は国際銀鏡勤の な対抗予段をとる必襲があると聴

ならないようにしなければならな

を達成するとともに鉛蠕感逆奪え

︷し︑場台によってはその撰の再処

原子ヵ機器輸出の条件
礁︑米翻の原子力輸撮政策

つくり上げるよう欺スケシ認⁝ル

目梨を達哉して澱慶を渦たすよう

避難⁝斑糊に凝団は謡講の隙了．理および濃縮徳論が核拡散防庶の

われわれの灘轟け着類に躍凝した

一︑使胴済み鑑科および分離プ

〜をたてる︒

力輸出敵策を強化した︒しかし︑

ものてはない︒
一すべての激治国が共通の膿．

子力輸庸政斑巻採用する眼り︑核︸ルトニウムを縫諾する談で灘いて

しだ療鈴力の跳躍を跳躍することのある圃は積極的に承認する︒

拡散輪止と他の岡が軍和を繍購と一おく圓隙貯蔵縁舗に謬諾する用慧

との閥には矛績はないはザだ︒し⁝これら星革を塞だ働たしていな
ぼ
かし環在一般に採用されているよ い瞬と協力することが核鉱昂然止
の麟的に撮もかなうような縦外的

し︑それらの岡もこの欝欝壷肩る

そのような計絢唖蝉爪圃内で慮てる

一私は鷺RDA疑慰に次のよ

考え畔︑︑あるQ

置を難じ︑これらの発声を受け入

軍令を臨ちに決めること︒この設

する再処理およひリサイクル評緬

したわれわれの團際的口書に合致

一︑この声明の︑粥の方で概上し

うに指浮している︒

について協融ずる予定だ︒

件︑とくにその混a酸化物燃測に

探嫌踏醒および二野に関する蟄

処瑚およびリザイクル磁動の蜜を

醸は飛RCが瞬掘裟書している再
はほとんとどの国ら竸請すること

ー働植を図駁することの男能性を

ウムを勿離することなくエネルギ

﹁使聡薦み二二からプルトニ

O︶を露光するものてある︒

に対する繰給の約張を不用慧に中

て誠意鷺もって交渉している轟圃

悔効な保器機置および制約につい

ってはならない︒罫実︑わが撮と 闘する総猶約耀境郡明︵GEsM

のできない財凝であり︑それは災

性は︑鋼えあったとしても甦騨で

来国の外国に対する保繍の細賦

れるようにする朔縄を細︑える方泓

料供絵を煽饗するというよ．つな携

網絢を受け入れろ膿に対しては静

この点に聞して壌国は︑燐しい

ようにするよう指凝した︒

に他の糠発輸撫国との交渉を強写

イドラインを拡大することを親標

盗難的とした協力協簸の議題のガ

⁝私は国務長窟に対して魯狛

いQ

よ．つ襲請ずる︒

−私は議ムムと糖接な協力の下

に︑われわれの輸出遺筆直筆つな糖試製行なう・とが
国に購する遷喬できる供絵園であ︸

米凶は五角のを期閥を通じて他の必蟹である︒

！！ノ多！グ多ノ髪クノノー多多5！グ／！

りもさらに厳しい幾制が必勲であ

受け人れる国に対しては霧覇な政⁝かし︑私が嵐分てその協定がわれ

り︑費任ある核拡散防止の制繕をなケ⁝スもあるかもし汽ない︒し

⁝われの骸拡敬防託という譲標に対

止したり︑なんの撒識もなく延ば

一われわれは︑今鰻原子力に⁝し十分に役立つものであると判断

梅巻とることが必要である︒

いる︒

圏点嗣栄転に趨反した瞬に饗し︑

！私は氷國が瀦織している保

筆管遅システムの開発を緯余して

凍飼は︑私がここで概説した捌

NPT翻盟騨を優遇

できない違反であり︑臨郷に強力

米麟の生麗能力は・一九七臨弊︸を講ずる考えである︒

巾願には完金に庄文で蘭杯になつ⁝先の議焦に捉繋された輸出駄に

楽圏が世界における縷拡散防磁
で窯細的役翻を崇たし糺けるため
ており︑そのために新しい技師をへ関する大協な問題点の一つは︑鍵
受け被けていない︒識勲は私の提﹇期協能と懸子力発寒懸や轡料に関

には︑軍和を圏的とした猿子炉や
燃料について信頼できる供給源で

靴疋的に膨める権限を辱えている制約を受けなければならなくなる

ス工場の工寧について制隈掻きで外田の消費者は恋しい気法ぐれな

案に冗念には河絶世す︑ポーツマ・する溶々の契薄か編結された後︑

5の

なければならない︒この濁的可成

でわれわれができる大きな
対簾がある︒

遅らせることなく︑生隊能力を拡．所と燃斜の鳩愈は︑撫嬢できる長

だけてある︒われわれはこれ以上という心醒であった︒験子ヵ発竃

イオ州ポ⁝ツマスにある政漕燐指
大する工事を進めるためのより広．期の協驚が基点となっており︑わ

1私は︑新議盆に対し︑オハ

エ場の拡張に必蟄な撫限をも盆め

い挽限が必嚢である︒

⁝れわれは骸拡散の防比という目的

て︑離鞭ウラン生産のための米園

る法纂を提呂欝る︒また︑議盆と

内における焦麓能力の鉱大を認め

のための壷金を調達し︑建設︑所

協力して︑民間濫巣騨が濃編工場

一多！ク多！タ多！ノノ！！多グ！！多多！多巨

国際貯蔵紘一翻 確立へ
使用済み燃料対策で

い盤肇磐満たさない新しい協定濠

関し鷲しく協力するか︑あるいはするのでない限り︑これらの難し

一私は︑職務長路に対してわ

検講ずること︒

および核拡散筋止の目的にaわせ

現葎の核拡散防比への理解を強化

子力分野での協力に限還せすさら一

⁝瞬務省に対してこれらの脇箆を曙

を受けている国に対しては︑私は

たはずの源子力嫡出嫌頻を瀬灘さ

藤に当たって※国の鮮場を強化し

第九f四議会穏︑他の総々との炎

私の倒入離な努力にも拘わらず

びかけるよう鞍小している︒私は

る塒に他の鴎も参醸すること崔曄

リサイクル評価創画を立集俵施す

た︒

の鰯網をとりつけるよう︑懸示し

桜な協力の下に原子力輸出子続き

私は瞬務長官に対してNRCと泌獄障描講およひ査察を受け八れる

していない核銃器弊野袴醗が撫盟

この瀦画との閲漣て米瞬内で実施

らば︑プラス黎闘として認める︒

される諸薪動が言挙にIA猛Aの
われわれは適嶺な絵描について決

1そのような漸騰がないのて

せないで延期してし濠つた︒

一しい㎜際的ガイドラインに禽わせ

るために8RDAの再処理および

れわれの鯵際鰐なエネルギー協力

したりすることほど︑われわれの

長官に対してこの翻的のために漆

に厳しい季段も考えるだろう︒謹⁝いうことを︑咳毅器葬撮構岡との⁝

しようとする努力をムダにするも

ことを要求しないということを︑

箔な嚢源が利環できるよう大規撲

た︑われわれの描置は溝接隣与し︑協力を進める際の強力なプラス蒙
⁝

るよう交添を行ない︑外交的な丁

のはない︒

に駕しい塞準を灘課することを決たは協走の改蕉を機会に承認する

びその瞬への協力を灘ちに中翫す㎜協力関係を拡六するか判簸する蹴

米劉は少なくとも轡料の供給およ

るということを幽幽発喪する︒

一私は︑園務長窟と鉱RDA われわれは︑違反渕に対し︑原﹁めな︒

い︒

嫌え解るようにしなければならな

V︑核拡緻に蓼る翻三諦翻 な技術的および入麟資源をづ分に
園廉謄理の下でのプルトニウム
の諮積は︑とくにそれが分離した
状態の携愈に核拡散への大きな危

一私は圏垂垂窟に蔑間のプル

わけではない︒いかなる保磁灘区π︑髭散防止条澹ま茄無

工AEAを縦照するために鰻も鰹ている協定の違友のみに隈謁する

な畷際協力を実現し︑われわれも

協定でも欠朧的に違反した伊江に

私は類う︒

トニウムおよび使剛済み燃料の贈

れた科学者を動鎌するよう撚示し

股によって甦脚供給を父老材工と

一︑核払散防撫条約への癬盟と

藏のための新しい國際飽体制を確

馨

して蕨しい幕曝を憂け入れること

険となる︒

立することを館約とした討議を活

について保隔絶置を蔓け入れるな

は︑とくにそれがIAEAとの協
濠ての期間に核燃料サイクル金露

⁝環窪※腱から頗子力の供給

発に行なうよう摺添した︒※國は

定である場愈にはそうであるが︑

閃とする︒

へ昨琿の蕎に行なったQこの制度 な増無により︑われわれは癒激な

この握躍を翼AEAやその他諸認 超界における暴力やテロの急激

めるためにあらゆる閲係隣と隠ち

核拡散公比に関しては多数国を

を返弱に強化するよう指示して

のなかで核鉱散防翫に関する璽墳

に詳細︶

懸︑放射挫魔棄物の処置︵6面

よう指⁝小する︒

誕が必要であるという認識が強濠

核物質および機器に対し強力な防

相手とした海燕なアブ鶯⁝チが必

︸︑われわれは絹当な期閤国内

の確立により︑増大穿るプルトニ

の熱処理京たはワラン讃漁活動を

ない︒それは︑名瞬が邦氷的な長

のは励みである︒しかしそれだけ

るコンセン夢スがで港てきている

／！／／甕ノ多！多話／！／多づグ多ノノ！グ／グ多多／ググノノ7〆／〆！ノづ

巾止または薙期する需嚢圃を鰹遇

シンンンノノノ！垂タノク多グ多！ググづノノ多！ノノ！∠！！多多グ！ノノノノィ！多！チ！／〆！！！グ多！！ノ多ノノ多多グ！！！ノノノ！！ノノ！ノノ！ノノイ

を強化し︑IA猛Aによる群雲的 われわれは︑すべての関係岡政

Pた︒実際にその物理的な疑全性 に協議を關始する︒

ウムや使胴債み燃醤を核燃料サイ
クルへ罵ぴ戻すか︑またはその他

なガイド・ラインの閲発に協力す

安全な方法で処理するかは決濠ら

碑明が明らかにしている敵鴨 なくとも︑それを安全に貯蔵し得

ることにより︑この分野で私がと

期的享益壷織溢して矩期的に鐵じ
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一
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いる︒米圃はりードするつもりで

く調髪できるかどうかにかかって
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柱

嘗てている︒燃えぱ母子炉婆金織

難炉の商業遡転に関する決驚がへ

ち勝ち得るかどうかは︑全ての殿

れ︑必要な擬陽撚灘のかかった燃

い︒名瀬が難設簡に協調して作業

あるが︑※濁だけては成功しな

としての利益は圃際的に保藷さ

今われわれの髄にある挑戦に打

犯RDAに鰐し鱒狼している︒

の問題に環気に鰐処する時に︑発

ったイニシアティブに多くの國が
れるようになるだろうQ私は︑プ
環在※溜では六ヤニ翠の原発に
塗
︑使用済み燃料の再処理・
ルトニウムの貯蔵場所を設旧する
対応してくれている︒動要な供絵
ライセンスが与えられており︑糊
⁝とプル ト ニ ウ ム リ サ イ ク ル を
﹁圃際鵠な核拡敵防止システ
権隈を嬉えられている王A13Aが
気エネルギーの約九％を供給して
國の間での協議の縮累︑十分な物

九八六難まてには行なわれないと

いる︒一九八狂暴象でには着四十

今圓の決驚は︑来麟の核エネル
理的防議描鷹が供給の際の曲通の

の政簾が共通の利益に晦かってよ

﹁原子力撫饗しない﹂

私は核拡酸防疲に必要な防議を

の劉が︑その細々の瞬および集団

このアイディアを速やかに実現す

ムが確立 さ れ る ま で ﹂ 延 期 す

多くの覇含︑原子力発晦は贋炭

金に理解されるものである︒金て
明確な点を解畷するのに役立つだ

ギー利用の拡大を麗らせて選た不

る︒しかし︑さらに物理的防護体

物理的防護システムをもってい

いうことを麟握にしたものだ︒

の発鷹櫨のδ％強を鉄給するこ

五〜酉六十基の原発が稼働︑全睡

な鼠間プルトエウムおよび使網済

きだせば︑われわれも累圏の余分

広範なIAEAの跡威制駐が働われわれは※岡において有効な

条件となってきている︒

．

一︑使罵済み核燃料欝蔵のド

る︒

・

とになろう︒

るよう要講ずる︒

如

す︒

料供給およびサービスならびに醇

電気

本

ならびに捗属機器設計製作据

！ための国際的体制確立をめざ幽

・

火力または石繊火力より汰編に安

総立

取締役社長

襲嫉会社等の機績装謹

一︑醸子力輸出法のなかの一 み燃料をその管理の下におく餐X

制を強化することが必懸であり︑

︐

を進め︑呉遜の原子力關題を処理

蔵により澱も鍵く守られるという

するならば︑全体の安金性は醜鳴

長期的観点の利益優先

ことを認識するよう︑要請する︒

するだろう︒そうすれば︑われわ

結舗

われわれは経済鰐懸鱗も疑闇であ

い︒他の熊嚢な発灘力法と厩べ環
．

り︑核拡敬および上界不安に対し

である︒さらに︑王AEA籟珊下覧た︑欝欝または鶴瀬物質の圓収
り﹁核防稀条項を強化する︒

を掌乾することを岡能とする世世

維持しつつ︑核エネルギーの網取

境上も好ましい点をもっている︒
ろう︒揮処理を運らせるという決

のためのタイムリーな国際協力も

定は蓮大だが︑それにより核エネ

の國際貯蔵場所のためのサイトを

商業原発は二衝プラント・無近

︵一・ウラン濃紫術を獲隔

い笑績︵＋八葉黛以上のデータ︶

れはエネルギーと磯源を︑魁険な

i私は酬議長欝に対して丁合

て不欝な徴候のある原子力の鮨力

る︒

醜計噸の瞬にあらわれた跳戦を過

必饗である︒

賊

ルギー利構の拡大が抑えられると

ずることができるだろうQ

建設作業のためにより臓器的に投

をもちながら原子力演故による死

園際的に核只器の拡散に反対す

する︒

1A泡Aの磯禦制展はわれわれ会議開催の灘能性も膨めて二か風

〜爵綿にのみ処騨てきるものでは

題は技術的総崩により一部しかも

競争に浪費することなく︑紺大な
の淡定は︑談藪の照臨増齢炉に関

を追求することを止めるよう墾臆

する硬究聞発講掛に彰響を醇える

小評燗するつもりはない︒この問

認録をもっているQ私は︑この記

いうことにはならないだろう︒こ
の咳拡散防丘戦略上の璽要な部分

よう指承した︒

である︒甑界各国はIA鷺Aかそ護の闘題について感発に議論する
の増大する磯任を巣たすのに必嚢

録が鳳来も維持されるよう対策を

亡は一件もないという立愚な中金

提供することを横益する期慧もあ

を三隼間凝糖する︒

一︑今圓の政策に嗣脱する・

ρ

間および多国間レベルで物理鮒防

㌧術の未憬袴圏へ移転すること︐

一

閣に対し て は 核 燃 秘 供 給 な ど
駒の癒で優遇描澱を与える︒

﹁

計装、傷叢記藩

化学

康撮禺壷断

L

石出

漂子力・火力発電駈

窮張本建設工業懸

営業種鼠

放射線照射の利購

原子力発電建設のパイオニアとしてたゆます前進が
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力

原

へ
購形にして金属製容器に話め処分

置
謬

ノ

ノ
︑

レベル騰藁物についての一般棊牽

だって︑貯藏所の建設・運転につを確突にするよう懸示した︒

が正筑決察し建設が始まるのに先

一九八一琿ERDAは︑NR

〔原子力関煙主要同型鐵〕

（発躍駈蘭係＞L…本線∫「力発羅（殊）・敦賀および東海発電所、來尽電力（株〉。編赫腺∫力発電瞬
中華愚筆（株）・島根原チ力発電所、九州電力（株）・玄海腺」ζ力発電所、目立プラント（株〉、東京
芝：浦里気（株）・原∫力本音猛、燦菱膜万力…L業（殊）GE・敦賀およひ編島建設所、W｝1・尚浜建設所
「1本ノールオール（株）、 和テソキ（株）

（研究施毅関係）島本療r力研究醗・東海・大洗・高麟各研究所、理化学研究所・入王研究祈、
電力中央研究所、にi取アイソトープ協会、東大工学部・原了力研究施設、乗北人学・金属材料研
究所、川州都立アイソトープ研究所、放射線賑学総合研究駈、電気題病研究所、（株）東遷線糞力
産業研究所、ライオン生物実験セノター

2

る︒

嚢鰹
屡

㌔

慰鼠DAは︑他の達邦政府機関

陽︑貯藏朋の建設・還転

九七七会同年度歳出

を捉蜜︑七八隼半ばまでにそれら

NRCは︑EROA貯蔵所の早期

六︑放射性廃棄物管

RDA︶︑環境保護溺︵EPA︶︑

Q︶︑エネルギー研究腸発局︵E

局︵OMB︶触轟の数懸機閲駄馬科学財翻︵NSF︶である︒原子

（発躍所関係〉機器その他の汚染除表、憲期検査時の除染。サーベイ、核燃料装荷・交換作業、
個入被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の清掃、廃梁物の運搬、変電萌・空調設備運
絋保守、施設内の補助工事面びに営繕業務、管理区域内除染および清掃、船通区域漕掃
（研究旛殴閣係）PI放射線取扱実験論設訓コンサルタント、施設の改造・解体、騰翼施設整備、
機器の除染、各概魔二物の処理、ブイルターの交換、空間線豊里・衣諏汚染奉ラ｝布測定、牢調髪
備ヌ璽転保守、管理区域内除染および清掃、普通臥域酒掃、浄水管理

利用される︶と分離されたうえ︑

連邦敵府は︑民間が放射性廃棄

三︑連邦政府の廃棄
物管理魔任
物の二業貯蔵に携わるには誘鰹が
限られることから︑誌レベル廃粟
物朗然処分の醗務を負っており︑

財蔵匿を建設︒運転する瞬画か

鷲︑蝿棄物賠欝欝の電磁弱

一九ヒ四年エネルギー再編法の協力を得て︑貯藏所を建設・運
は︑蕩レベル蘭業麗軸物貯蔵斬が転ずる点獅を窺い︑①適切なサイ

謝状i

閉︑を行なう︒

けなければならないことを規定し設讃＠賠臓駈の建設・漣転・密

操叢に先蹴らNRCの置酒鰐を受トの選定②土地の取調鶯貯蔵所の
でいる︒NRCは︑貯蔵所が安愈
かつ環境醐で受け入れられる方広

の千二懲乃妙からアップ︑六千六

で建設︑逆癒されるよう過切な抵でこの副圃の資金は七穴盆計量度

環状一ERDAは︑搬鰐の簡薦万がに廟大した︒大爆管は世

針と基礁を定める資務を負う︒

魏物貯戯所の立地︑エンジニアリ

一九八鯛郊建設発了・ヨー

Cの認屑を婿て建設に務手する︒

ルド︸廃棄物を使って贈単手の試

削趾を発行︒賠素養が衝の商業規

〜九八五無NRCが貯蔵所許

一九八O年 E窺DAはサイト験︒

公示する︒

凝︑輸送など次の段階の規瑚葉を
案が必蟄︒

罵況DAは戦納容

の要素にも固萄の環境影響声明翻

一九七八年

町の乎助けとしてN残Cに対し予

と髄脳の調査研究を完了︑建設許

面を仕上げる︒EPAは筒レベル

〔原子力醐煙営鑑種目〕

ピ

のため購帯出に送られる︒

碕処理しない場合︑使用済み燃
聴樺それ自体︑紋納され貯蔵所内

どちらの方式を選ぶにしても放
幾間産業は適邦貯蔵所に上述の形
で廃棄物を収納︑運びこむ黄務を
負う︒

麗藁物安全籔理の主な閣題は︑
堕在的に大きな礫境影響を俸う童

∬灌濃紺

／謹

蹴は貼蔵所を立地特定し建設する

が賠蔵所の論訳無予銚きをとるよ技伽︵廃盤物畷化︑超ウラン元賄

業廃翼物の輸送開始謙でにNRC円︑鴛政当課に七八年訣での処理

ついて一般環境基蹴を篤めるもの

原子力施設から生孫園への放出に

ング・運転播針粟を公表する︒ど

模実証︑八五無謀での貯蔵所運転

五︑施策のタイムテ

サイト調弦を隻樋︑収納容器の設

ーブル
薫な旛策とその実施時期は次の
逓りである︒

露RDAは︑隣民器設激︑廃葉物田化︑予徽貯蔵設
認の初期実証作業を兜了︑サイト

一九七六奪

が判断できるように灘棄物讐理技

は︑サイト繰補地選定指鉛︑鑑別

選定プロセスを貌ける︒NRC備安心勲爵携と耀蒸汽告潅を提出 模操業を始める︒

辛に廃棄物管理に関する一般群塊

する︒

礁﹂を公示する︒

術の曉状を説㎎しだ門技術選択

うすることを濠だ実証していない

全処分する貯蔵所の興備難燃を全

青墨物処分の澱終一般惣括二藍を

休的には︑環境諮総理貸金︵CE

適邦政府が︑放射性廃懸物を安

ラン︑廃棄物のかなりが難度に放

棒の中のプルトニウム︑低濃縮ウ

影響昂明讃案を公示︑サイトを選

久貯蔵について一般的に逝馨しう

幽囚地質講蒼所︵内務省︶︑全米
イトの選定︑施設が八五隼頃︑必

貯戯サイトを選走︑サイト聴別環
使用済み燃料が薄処理される場

ーとして参黙した︒

サイト作業︑設離離瑛を始める︒

力騒騒襲爵会は独鶴にオブザーバ
レベル廃棄物纂黙黙と高レベル廃

9

〜三等姦（08528＞（2）0

勝藤岡藤棚所所
叢難壁減張彊聲
鴬営嘗営田畠出
鵬樋洗賀阪根粥
福東大教大要九

4

無煙辮鞭親灘繍辮羅
八二までに実舐︑一九八五葺濠でに完全な地梅田貯蔵所を畷

証することをエネルギー研究開発局︵ERDA︶に指示して

バックグ

ラ ンド
十分な賠藏スペースを覧出すこと

要な遡邦旛策にあたるため︑ER

る〜般環境膨響声明潜︵GE王

DAはその廃棄物籔回議画に関す

S︶を準鮪する必襲がある︒①G

ある︒原子炉の数や処分技術をも
とに現実附な仮定を用いた簸川の

￡ISは蕩えうる全ての霊要廃凝

よりも放射能を閉じ込めることで

計器では︑二〇〇〇年までに※四

物籔理の影響を調べる②晦明欝は

が規則を公無してサイトを選物し

を最終フォームで公識し︑NRCいて規越した浮言と難壁を七八年

時に幡別の環境影響職明禰︵露1

濠でに作成する◎

バックグランド放射線を上園って

されてはいるが︑われわれはまだ

過程でできるだけ攣期にまとめら

礁捜するのに先行する︒

としている︒これらの基蟻は白鞘

貯蔵所の境野外に漏れる畏期放射

軽水炉嫉料サイクルから出るあら

ーする鰯飯劉が提聚される時およ

線排綴の数羅阪度などである︒基

ゆるタイプの放射性雑題物をカバ

放射性廃漿物処分と蟹理の技術
び識会から建設資金が要請される

成要素を実誼︑八五庫までに完金

二︑一般環境基準

S︶が必硬となる︒

Nには圃化技術実証

廃棄物85年までに貯蔵

ないし手段は小規模に開発︑実舐

よそ〜辺七十μの立方体に相僻す

地瀦漁燈の鵬図。男面搬霧糠慧灘煮

原子力法は︑敬謂後︑EPAが 現状⁝露PAは︑七七薙に高うに襲下した︒NRCは︑づイト の威容︑収納容器設刮など︶小規

れる必強がある︒

入れるには肇っていない︒ほとん

放射性廃藁物処分の購藏所を手に

子炉サイトの一時貯蔵施設に蟹全

どの縫胴済み燃料棒は引き続き原

な貯藏駈を実誕する計画をスピー

領は安全性と周辺難境への瀬合性
を確保するため︑貯難所の施策が

ている岩塩縢内の廃棄物融蔵所。廃藁物は地下2000フィートの岩床に収
められ、パイ鐵ット・プラントの還転期間巾は園収てきるようにする。
作業として発了︑放射雛総総物に

入るQ鷺PAは醜レベル麓彙物永 一九七九年鷺RDAは聴定の 藤塚性麗藁物の講査は会訂監査

理の政府機関共圓調査

ことに多くの飼蔑が懸念を抱いて
射性を帯び︑万一これらが生物圏

いるQ

公示する︒

一九七七三三RDAは同十二撫針︑廃三物足義︑操三指鉛︒川

への打ち上げがある︒

分︑核緯変換︑廃難物の宇宙窒問

法に大洋海底下の深囎地層内処

際的とはいえないが︑調鷺中の方

だと熱論づけた︒このほかまだ実

る地顯内貯藏が簸も実際的な方法

くの安定地脳中の貯蔵駈に傑蟹す

検討されてきた︒轡門家は地下深

廃難物永久処分の様々な方法が

NRCに許認可串請されるべきこに貯戴される︒
とも指難した︒

背景情報と．

v画の詳細⁝
︻︑長期管理を要す

る放射性廃棄物
米騰の商業絹動力炉は低濃縮ウ

凹▽凹

関写する談機関の参詣を得た︒鰹

技術の員体的な実証︑適切なサ

に敬逸すれば十琿〜千年の懸隔密

別︑調蒼︑選走する広馳な作業に

ラン燃料を鰍やし︑便用済み燃料

人・鑓材共用整坑／

る麸準薬を提纂︒NRCは糖化高境影鷺嬢明瞭を公曝し︑集中的な

（353）5

島根環八束郡鹿島町茜句

〜し話（095552）6

に処分されなければならない︒

射准廃藁物は数世紀にわたって環

いる︒新施策は︑貯藏駈建設駈要噛噴について検討していた

政臆測係機閲動軸作業部禽の纏論に沿って八五薙までにパイ
境から隅絶されなければならず︑
大統腰の施策はどちらの方式にも

ロット︒プラントを完成させることとし︑そのための奪次計
醸を初めて曙示したものである◎門端処理という前提をはず

す﹂新蚊策方針との兼ねあいから廃濯物だけでなく嬢胴凝み

一

一九七七奪陵予算で︑大統韻は
瞳子力︵放搦性︶廃叢物の長期管
理を扱っているエネルギー研究開

る固化職レベル廃翼物の総騰はお

国の聖業原子力発鷹解から魔成す

＼＼

要とされる聴期に欝られるように
ニウム︵節約となり燃料として再 する総台謝画促進が対処繰題にな

㌔種、ξ再（06＞

佐賀県象松浦郡玄海町

、
と

認ワイ栖鍛

ることがわかっているQ

発局︵ERDA︶の訂爾資金を四
には︑政瞠機関倉同作業部会が漣

癌髄とするよう提案︒七六葎三月

邦の放射性難訓物対策の兇碓し作
業に着手した︒大統領の今田の描
圏はこの兇罰しの紬漿に夏つくも
のである︒

放射性廃棄物
の大統領措置
大統領の総舎的な原子力政衆声
明の一部で︑大統領は︑七八無ま

＼＼

ドアップするよう掲添した︒大統

でに廃藁物惣理技術のあらゆる構

／＼＼

倉には︑廃難物はウランやプルト

の欝欝となりうる︒

冥
㌔＼

／
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適御するものである︒
四︑必要とされる主
燃料も保響できる貯藏翫とした点が注謡されよう︒
二︑放射性廃棄物問
な
措置とその現況
jqjq一げjq﹂q
題とこれまでに検討さ
〜︑一般三陸影響声開瀞︵G置
れた代替方法
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うど開発着手二十周鉱園︑無鑑

はこの闇の還れを顧みながら︑

全性そして立地環境閣題等を蟷

簸近注解されている原子力の安

申心とした内外の康子力開発動

本醤は︑昨薙〜琿聞の動きを

も多彩︒開発二十無の教訓は何

好評発売中
猿子力關係の手引欝としてひ

の行方は

だったのか︑原子力船﹁むつ﹂

銀以降昨薙までのこの分野全般

は記念特集野は原子力時代の

︑これからの原子力

る猿子力虫二十無二など新企画

ろく親しまれている原子力鋸商

向を体系的にとりまとめ︑わか

広く追求しており︑門奪轟でみ

の昭和五十一隼版がこのほど鷺

り旧く解説したもの︒昭和士一⁝

う︒大きさも従来のA5判から

必携轡として好偲の図講となろ

規舗はなく︑むしろ穣極的に歓迎

だし︑探鉱段階には外籔墾加への

する態度を示している︒

イナスなら当然︑原発をやめるべ

策は総懸エネルギー公祇方式で進

止する必要がある︒エネルギー政

この点︑社会党と〜致するが︑エ
ネルギー政策を門供給中心﹂から

原子力開発は機進ずべきだという

規制両面に分離し︑規舗を行政婁

だQ例えば原子力委翼会を開発と のが定本的な方針だ︒世界の石盤

れており︑この闇︑多角的なエネ

はほぼ七十銀で櫨渇すると予測さ

ルギー開発を推進していくが︑そ

鷹会にするなどの改憩が必要だ︒

の中で原子力は鍛蟹要課題だ︒安

蓋五十万炉程度の畢算を投じて︑

纂礎調査をしており︑簗覆したデ

民間では︑各社ともこれから探

ータを民間各枇に提供している︒

鉱を本格的に始めようとしており

鉱区取得を竸っている状況にある

が︑とくにカナダ玉髄本のノラン

的な愈向を示している︒

ダ︑デユソン社は外資灘入に積極

今後︑ウラン価格の上昇︑購要

@1てし術験紀

線あておの雄

の拡大によって︑カナダのウラン

これらの開雛は︑エリオット・レ

開発はますます橘発になろうが︑

着尺描位の低いウラン鉱の關発︑

イク地区のように規模は大型だが

ラビット︒レイク地区のように規

の蘭発という二つのパターンにな

模は小さいが雌位が暑いウラン鉱

るものと予想される︒

原船事業団延

昭和穴十︸隼〜瓢月夫暇豪で喬効

臨時国会

長法案︑廃案
ようになるまで水に入るな楓とい

田本原子力船闘発薯業団法一部改

期聞十年間の延長を図ろうとする

全性を強調しすぎるのは﹁泳げる

うようなものだ︒一つ一つ問題を

でも審議未了の豪康再び︑蒔間切

正法黙は今猶鯖醐会︵四臼閉会︶

解決していくという前向きな姿勢
が必要だ︒と同時に他方︑行政懇

敷府は次期通常国会をメドに岡

れ廃黄となった︒

筈申のような行政の抜本的な改箪

マイナスになっても︑だから原発

も必要だ︒もしエネルギー収支が

とにしている︒

法興を三たび提出︑成立を期すこ

取る50よ受監

瑠

扱の年ひ酬御主か

コ

法名

試昏纏1韓名

・6と

試よ

幽く受G解

問解験0答

題説に円1

アイソトープ部

躍譜（572）8851

行︑発売中です︒

にわたる詳細を記録した原子力

B5判に一叢わり大きくし利用

年表ほか︑内外の原子力開発体
制および關係武毎の霜動状況や

の便を一芸高めている︒

箱入り美装丁︑蹴貧︑一離五

原子力産業の実績などを掲載︑

の向きは原濃・業景雲まで︒

千七塗扇︵送料別︶︒購入希望

撹界の原子炉一覧や国際条約︑

豊慮に集録︒とくに昨隼はちょ

協定総︑握謡︑轟轟など資料も

カナダ政肩の鍛新の評価によれ

ウランの埋藏騒は五十六万二千シ

きだるつ︒

る︒燃料棒の破損︑クラック等の

他の産業以上の安金性が黙思され

めるべきで︑陳子力もその中の︸

のは早計すぎるようだ︒

はすぐにも止めるべきだ︑という

刷

有望な海中養魚方式

力費賃担を避けることができるな

ックとなっている揚水のための動

ものの︑企業化のための大きなネ

だ解決すべき間題も残されている

水養魚︒常温温水の確保などま

塵試験場が進めている海中での温

獲る漁業から作る漁業へ
発電所温水利開協議象︵藤村弘毅会擾︶が養魚技術向上を圏的に全国関係益体を母体として設立さ

を煮

には水温の変化︑定検による温水供給鰯止︑揚水のための動力費などま

君影化方策

れてから︑約︸筆︒養魚の実態︑問題点などもこの場を鵜じほぼ明るみに出されてきているが︑同

企業化

協識会はさらに︑近く開催予窺の総会でこうした雲華題を藥約︑検討して今後の
詰めていく︒獲魚
だこれから解決すべき問題点が多く残されているものの︑周協議会を弐心とした纏織醜な協力︑研究
の爽施により︑成長促進︑単位颪横雪たりの収獲増大などでかなりの成果が得られるなど﹁企業化﹂

ば・岡国の一九七五矩末における

れる見逓しだが︑制限ワクの変更

供給に質嫁していく上でも一助と

という外資写糊は︑近く法制化さ

なりうる司能性をもっているだけ

裏企磁委員会で︑カナダにおける

ら輸入したウナギの稚魚の獲魚に

門温水獲魚﹂は︑現在のマイナ

っているばかりでなく︑年汝厳し

用して種葭を生産︑これを周辺海
成功︑普通の獲殖では成魚になる

ス面ばかりが強調されがちな湿排

どから﹁企業化漏への道を開く方

問協議会の現在の会翼は静岡猿
域に放流し水産資源の多様化︑増

縮するなどかなりの成果が櫻み上

まで二年かかるところを一年に短

に︑同協議芸を中心とした今後の

らエネルギー収支まで飢える必要

り方には全薗的に反対だ︒安全優

くられる︒ウラニウムで生産され

多くの安全上の問題点があり・原

つの可能性として研究していく︒

カナダでは地質調査所が庫聞ご

水問題に対する篶え方の流れを変

このうち種苗生薬研究は霊に静岡

れている開発資金の三分の一以下

現在ガイド・ラインとしてとら

っている︒

を筒めて輸出するという方針をと

ンについては︑できるだけ加工慶

国内購要を渦たした後の余剃ウラ

来惣速に増えるだろう︒カナダは

ン価格の重罪によって︑鉱蟹は将

ョート溌だが︑探鉱の進展とウラ

げられてきている︒しかし他方同

県水繊試験場︑大阪府水産試験鵬
協議会のこれまでの検討でも①温

研究の成り行きが注国される◎

凝豊水利用研究センターが実施︑

共同探鉱に積極的

えていくうえで疎大なカギを握

の六園体︒このうち原子力務二筋

水は璽高すぎ︑冬低すきるなど温

︵栗東大学資源開発工学科教授︶

鷺鑓愈岡縫毒心の今築常圧団長

度変化がある②温水の揚水のため
の動力費が大きい負担となる③窟

カナダのウラン擬源政策︑探鉱

温水協は陸上池で︑福井興水産試

など総合的な温水養魚研究が実施

﹁企策化﹂に大きくたちはだかる

検時温水供給が郷止するIlなど

開発の実偶︑日加闇協力の可能性

験場は海中での成魚養成にあたる

されている︒獲魚対象焦種も︑養

いくつかの間題点が指摘されてい

子力発電璽海繕電所︑原研動力試

験炉から取水の混水協東海璽業

魚の条件となる﹁趨雄藩を中心

るのも藥実︒こうした点から現在

からの温水を利用するのは田本原

訴︑原電敦蟹雛羅所から取水の福

に︑クルマエビ︑チダイ︑ウナ

ﾁの頭．開発調査で印象

井興水産試験堀︑中部鵬力浜岡原

ギ︑ハマチ︑イセエビなどと蟹

は男臼︑艮本原挙製薬業禽議の総

センターの三か所︒

などを調査してこのほど帰国した

雛から取水の静岡興温水利用研究

注圏されてきているのが擾井緊水

性は薄い︒今後のエネルギー政策

一一騨二辮二＝＝＝一﹇一＝μ＝＝需二一冊＝＝需一二＝＝冊＝一＝営＝圏＝＝ニニ＝一一冊＝＝＝輔＝髄需＝閥＝鱒＝鼎柵＝＝＝糟一鼎＝需一一＝＝；＝一＝一＝幽冊＝曹＝＝＝2＝階＝冊二一髄＝＝騨＝二＝冊＝曹＝＝＝＝＝＝■＝冊＝二一＝闘冊＝＝二階一＝甲＝＝＝讐＝欝冊＝榊一＝帰＝＝＝二

なエネルギーを弩慮に入れるとエ

いく必要がある︒エネルギー収支

酬＝

麗︒例えば温水協ではフランスか

＝＝二＝＝＝＝一一一＝＝一＝一＝一＝一一一窯一二篇＝＝一＝＝＝樽一＝糟＝牌一＝一＝ニ

温水養魚には普通︑温水を利

ネルギー収支は大きくマイナスに

物処分︑湿排水問題箸が解決され

計籔についてはもしこれがマイナ

野党四党にみる原子力政策

るまで︑原発建設は進めるべきで

スなら嶺然止めるべきだろう︒

﹁黙要の合理化誠心﹂へと移して

はない︒行政については翻主︑・民

放射性廃棄
これをどうして生産していくかと

は︑必要なエネルギー麗を設定し

氏が︑消費蓄還関係の霊嬬︑原発

いうこれまでの供給中心の政策か

主・公開が大葭提となるが︑これ

畏内疑︵公明党︶

ない︒長期にわたる管硬という

なり︑これは技術革新で解淡され

日本消猛暫適盟は十一月五二

くかという鱒要中心の敷策へと発

ら︑どう鱈要の方を調理化してい

を子孫にまわしてはなら

立地点反対還動関係暫ら約五十名

ない﹂などと指摘したが︑データ

つけ

午後東京・永田町の参議員会館で

の入れ方で糖果がちがってくると

った︒

先︑国民本位の体制確立を図る必

家として国学院大学経済学部講師

るエネルギー魏より︑建設等にか

子力行政の反民主的︑無惨任体制

もしエネルギー収支が絶対的にマ

現時点での

の参加者を前に︑﹁チャップマン

各氏の発言はおよそ次の逓り︒

要がある︒現径の原発を総点検

室田武︑理化学研究所槌田敦の各

かる石詰エネルギー騒の方が上灘

した現在の開発には反対だ︒だか

がこれに拍鵬をかけている︒こう

足運氏︵民社党︶

計舞﹂にもとつく原発のエネルギ

の見解も出され︑試算の適︑不適

原子力の利
網司能性の研究は進める必要があ

浅見氏︵共産党︶

が十分確保されていないのが現状

開いた︒わが国のエネルギー問

ー収支計算やプルトニウム蟹理の

そのものは酒毒的にツメられなか

想を転換していく必要がある︒

各敷党代表による原子力討論会を

題︑原子力開発閣題に強い関心を

問題などについて独特の論点を展

る︒しかし原子力には放射鮨︑軍
票利閑への転換など特殊な危険性
が付随しており︑この点︑安全な

開しながら﹁原発︸基を作るのに

原発には︑

消費者連主催の討論会から

社︑共︑公は﹁反対﹂

示している踊躍隠滅が︑原子力行
政のあり方への疑問点などを隠接
各政党にぶっつけ︑今後の原子力
行政に対する政党の考え方を明ら
かにしょうと開いたもの︒

務局今野国輔︑共蓋党科学技術部

ジャンボジェット五百機を作るく

今野氏︵社会党︶

体制が確立されていない現在のや

撰浅見薔吉︑公明党政策審議会黎

た必要機器は石油エネルギーでつ

らいのエネルギーが必要︒こうし

践ら︒旬会は消艶蓄連盟の竹内臨

る﹂︑﹁プルトニウム蟹理に必要

りエネルギー収隻はマイナスにな

し︑こうした点に台わなければ鯵

議会騨務周次長腰達英徳︑轡門

脇局次長擬内義臣︑民社党政簾審

出席考は社会党政策審議会購

や緩和は当分ないと思われる︒た

漁運温水利用研究センター︑ツル

趨る成熊澱成の二無類があるが︑

殖を図る種苗生産と︑成畏促遥を

ウラン資源単発について説瞬︑お

ガハマランドくるまえび養殖場︑

さを増しているわが国漁業環境に

羅零

法の一つとして新たな期祷がかけ

難

温水協︑福井暴水産試験場︑禰翻

をも含めた横極的な養魚技術向上のための努力が継続されており︑今後の成果が期待されている︒

5
蜘

よそ次のように語った︒

薬

薪しい資源を供給し︑将来の食糧

鵜擁戦触導ギ婁1隠墾

られている︒
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原子力および濃境問題の分周て経験一寸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

聞

業

力

原

︑

理解の不随
が得られるのか︒このほど欧米各国を歴訪し調蓋

もあって︑いずれもやッキとなっているのが実偶︒一体︑どん
中剃

に墓つく認可と

／〆∴

デ

勲橋

ートするフライブルク大学を中心

なっており︑これを戦略的にサポ

にした

クラシックな自然網羅学

なる︒この認可から一か月間は︑
書

の行政の仕繍み︑および遺影周職

の反対やあわせてこの地域が

公衆は認可に対する異議申し立て

ウィル原発反対運動

豊かでなく︑連邦政飛と州政臓と

た場含が

の権利がある︒ここで訴訟となっ

原子力墓本法

十分筈睡したうえで騒終的に︑

争となるQ結局は公聴蜜の内容を るための不安や恐れなどが墓本と

二日︑原産セミナーで講演した︒以下︑その概要を紹介する︒︵湯壷編簗部︶

iンで

は電力供給︑送鱈線などを禽めて

射射

照照

製品ζつくり超していま寸。

財団法人放射線照射振興協会

ついて主催する︒公聴会には覇定

番︶をエネルギー大毘が指舷す

などをするインスペクター︵司会

の形で住醗にPRを

験託

試委

の発育に矢力3ことのてきないZ僚ア．ノ

法の計画認可がいる︒発電所や変

慰が必要で︑原子力発電は安金性

ニオン・りーダーにPR資料など鰭所の場命には︑電気法による岡

る︒CEGBでは﹁公聴会の雰囲

ら︑本来的には制度はないことに

個別訪問

川ヤ｛し∫講味軒クルタ、／酸ノーダ、∫伊

無教範②教師や牧師など各麟オピ

の配布③原子力座業従量蕎に対す

う︒その議論を聞いて級終的に司

会蓄が︑論議の整理を行ない︑エ
許認可孚続きでは︑CEGBが

公社であるためか︑第︷段階のC ネルギー大疑に内容報告する︒同

している︒ここでは十無〜十五無

でない︒愈兇のすれ重い︑雷いっ

気は対立的で︑対詣の場には適当

EGB内での計画決定に長期を要階にこの報告観自体も公開され

を行ない︑羅給動向︑送鷺系統︑

先をデスク︒スタディし地点選定

役に立たない﹂﹁むしろ反二者を

ぱなし︑謡われっぱなしであまり

せた方が卜書的だ﹂ともいってい

どこかの発耀所へ愚蒙してよく毘

電力経済や冷却水について︑また

る︒そして︑地方心象体と謝爾の

環境問題なども弩慮し調董され

了解が大体つくと筆工手続きが始

もう一つ注霞されるのは再処理

た︒

関係の公聴会︒再処理工場は︑発

報機蘭︑蘭係省庁︑欄玉算票︑土

まる︒この第二段階では︑地方公

地所有蕎に球質を通知する︒養毛

規制は受けない︒発電駈関係の公

電駈ではないから︑

の

にこの計薩を一般公開し︑ここで

電気法
初めて公衆は謙画を知ることにな

の場禽には必ず公聴会を経て次の

環境大臣の立地認

所謬画が廃止となった例がある︒

会の緒累︑一つだけコネスキ発電

めし上げる

含開いていることから︑ある程

台帳〃をもとに議論が展開さ

◇

行っている︒

つくり出しています。

論的でエネルギーの必蟄性︑原子

み一⁝などについて展開してい

力の位躍づけ︑原子力発電の仕組

についての認司も必要だQ別にポ る︒この司会暫のもとに賛成︑反

に石炭開発が主力で︑原子力は一

対両癌が口頭雲霞で議論を行な

るセミナー︑講演会を聞き︑職場

醤でいうと﹁まったく急いでいな

といわれる︒

と象庭を通する広報猛動11など リューション・ライセンスもある

る︒

一方︑ドイツ智識は︑アプロ

！チを三階麗に分け︑①社会科
落なっている︒
教材などにウェイトを躍いた轡少

自治体 が大きく関与

イギリスの原子力を含めたエネ

イギリス

ルギー長期寒心の特徴は︑エネル

い﹂ということになる︒今後＋〜

いて︑住民とじっくり話薄い︑温

十五年先に薦験するプラントにつ

排水などの調董をゆっくり逓める

ギー供給超過ということで今後十

るということと︑エネルギー長期

隼間はエネルギー輸出超過国にな

鶏要の伸びが少ないことにある︒

プラスに働いて︑地城住民にとっ

︸九七二隼に石佃換算で二億千酉 ということだ︒この時間的余裕が
万華膨相当のエネルギー滴蹟があ

はなくて電気法で開催しているか

イギリスの原子力は海灘立地が

適嗣をうけるといわれる︒地方自

なるが︑もとの都南地域計画法の

の公聴象を開かねばならない︒地

段階に進むが︑イギリスでは次の

方自治体が蟹成でない場含と強翻

場盆にのみ︑エネルギー大筐はそ
ヂ満の差が大きいので︑河口立地

なうことになっている︒この公聴

可権で薄処理について公聴会を行
になっている︒

漁体が反対しても罹眼を途中で
あるいは海彫洲の立地になってお

だ︒糖局︑公聴会をほとんどの堀

土地収用法がからむ場禽の二つ
命

り︑やはり温携水の影響が

宿

原則となっているが︑海岸は潮の

いるといわれる︒

の濃墨は十分に儒頼を寄せられて

聴会は原子力施設法に基づくので

エネルギー長期計画の璽要な敷

要を想定しているにすぎない︒

二頁万〜二億六七二蕩万詩樹の舗

員の気質もあるi1などの理由か ったが︑一九八五隼には二懸四千 て政府やCEGB︵中央発餓庁︶る︒この公示に対して蓬々の恵
とくに行政機構の仕組みで逮邦

ら問題をこじらせているようだ︒

政肩と州政府との権限の違いか

これら計画が公開されて︑公聴

の例だ︒

莞︑串立てが行なわれる︒ドイツ

て躍力会社は︑地鷺地域に原子力

会が閥かれるまで︑あるいは通じ

﹁事前P盈徹底の各国﹂
エネ調派遣調査団に参加して

ρ9

の

れる︒ここに︑府県知購が任命し

欧州では︑建設北画など擬料の

黍続
PR響動では︑EDF本部に
Pき︑それぞれ組織の役國に

総論

する配電懲業関係看に原子力のP が論争の 的 であり︑日本のよ

た︑公聴会などの議論は

Rを要講しており︑正しく説欝で うに 各論 にまでにはいたつて

行なう︒同時に︑住民と醸鍍接触

R榔ができており︑金製のPRを ついて再思する必要がある︒ま

列される︒岡階に︑葱兇や晦立て

いう︒配線や竃違言動を通じて

きるだめの教導を行なっていると

TlOO

東玖都千代国区大亭町1｝6一l

泊

食品

姦町桑

農薬

ポスト石油エネルギーとして各圏とも原子力発電傾斜開発に愈欲的だが・他方︑地域住民の

原子力に対する

なことを︑どんな方法で広報したら

に当たった通産雀・総合エネルギー調査会節高門原子力パブリック・アクセプタンス調萱団﹂

の一員︑爾禰懸翼源エネルギー庁原子力発電課長は海外各国の実偶と調査の印象などについて

く

公開キャンペ

機から原子力に力を入れており︑

きわめて翼体的に策定される︒例

政膚の土地利爾謝画の策定︒これ

唐標として一九八葺無に全エネル
えばバーデンビュテンブルク州で

ドイツの政策は︑エネルギー危

ギーの一五％︑四千五百万〜五千

万KWの原子力開雛を長期エネル は︑一九九〇無までに四〜五か所
の発電所を決めるということで︑

る︒この四千五百〜五千万KWの 今から︑十蕊か所の地点を選び︑

ギー酎画のなかで位置づけて い

イドで選定する作叢に入ってい
る︒これをもとに︑次の段階で︑

詳細調査を経て︑その適雌を州サ

電力会社がこの中から立地点を選

この二︑三年間に十五〜二十か所
の新規立地点が必要といわれる︒

原子力開発を達成するためには︑

このため政府は建設期閣の短縮︑

イギリスの法律規制には蕊つの

反対運動は︑再処理などで国際的

度︑葱兇や調整がつかない家ま捲
ち込まれている例が多いようだ︒

定することになる︒この間の非公

法律があり︑ドイツの一法律と異

な鋤きがあるが︑発爾所ではまず

なっている︒三法律とは︑都衛地

とくに再処理関係はそのようだ︒

許認司手続きの迂遠化など図るた

鍵醐熱願舞辮聾高

域計画法︑電気法︑原畢力設置

式な段階で地元住民︑地主・市晦

策として①石炭開発②北海の石製

柑嶺局・地方選出議員などにかな
会報センターなどをつくり︑モデ

ここで公聴会が始まる︒公聴会

薪規サイトの開発は臼本と周様に

制度

ないといわれるo

りの根回しを行ない︑この州の十

法︒発露所だけでなく大型プロジ

ら︑ドイツ運邦全体では整然と計

速絡強化にも力を入れている︒

と天然ガス③原子力開発④エネル

これらの串譜手続きは・新制度

台帳

特製調
が台帳に記載された意兇を

た学蕎などで構成される
齎蜜

性︑計画内容をあらかじめよく知

フランス

電気法溜に基
ギー節約をあげている︒このよう

として採雨されている︒まだ完全

難しいというのが実状といえる︒

次に︑PR活鋤については︑翼

ェクトの場禽には︑都市地域計画 はエネルギー省が
悪

にこの様式にのっとったプラント

で︑また︑原子力立地選定も

そして次に︑行政上の串講手続

はないが︑ウィル原発はほぼこの

体的な流れが二つある︒一つは政

らせ︑その上で議論するという立

ではなく︑プロジェクトの必要
婚することになる︒鰻終的には台

公開と︑しかも後から公開するの

帳の整備からレポートをまとめ︑

まとめ︑欝役鵬を准じ電力会枇に

フランスでの現在の立地聞題

はドイツのように︑連邦政府と州

場が蟹ぬかれている︒PR澱動で

回示される︒罐力会社はこれに早

は︑三十五か所選定後の品題と立

日本の行政当周と行政簿理庁を兼

くいっているとは講えないが︑全

千八百万KWの國標で︑昨年三十 地選定の法的手続きのうち︑パブ

酋相画定で公益購業認可が下され

している︒製本でのPRのは方︑

体として

こでチェックされ︑OKとなると 政肩との権隈などから望蜀がうま
業法によるが︑この許可黍続き改

る︒すべて台帳をめぐっての論争

ねたような役所に握出される︒こ

千万KWの開発圏標遠成のため に入っている︒

正が七六葎四月に完成し︑現在︑

といわれる︒

リック・アクセプタンスに係わる

まず立地基厳方針はこの懲標を

で作業中といわれる︒

その聖体的な改正規定︑実施規憲

ものだ︒フランスの規制は公益瑠

と︑核燃料パーク構想を決定する

でも憲段階の過程がある︒一つは

違成することにあるが︑フランス

立地烹十五か所を十三か所ぐら

五か所の原子力立地点をあげ︑現

第二審では︑巖終判決が出る前で

だめの動機から︑研究技術街を中

いに絞り頃寵することになるが︑

在︑十二︑三か所に選定する作業

フランスは原子力開発を一九八

●

ルやパンフレットで簗中的にPR 画が進んでいるとはいえないよう

きが始まる︒この串謂手続きで

舗度にのっとったものといわれ

府やドイツ原産などが中心となり

に婁託している︒

動︒

公開

も工上してよいという判決が出さ

心に行なった薫製運算と広報活動

火力と同じ淡水による薩接冷却で

その串講塗料は南町村役場にも陳

は︑四千五函〜五

昨琿︑通邦鞘鳴が決めた

でしかも冷却塔方践一1としてい 査などを行なう審査委託機関の公

れこの判決をもとに現在では︑州

の河川立地︒第二は大型化︑温撲

キャンペーン

9

活動を行なう︒

ドイツの許認可手続きは原子力

成し︑実際の許認可権限はいわゆ

本方針︑垂準などは遡邦政府が作

は︑安金︑環境などに関する報告

る︒ウィル原発は︑①立地点近く

為体としてのPR酒動︒もう一つ

法に基づいて行なわれており︑基

という形で州政府
轡︑技術鮒︑経済的能力など膨大

にあるカイザストール・ブドウ畑

地域で市中的に行なうPR濡 五年で金エネルギーの二五％︑四

は︑開発地点公表にともなって

ほどには進んでおらず︑

る

注目されるのは計画の必要性と内

査は技術検査協会︵TUF︶などな申講資料が幽されるが︑ここで

が行なっている︒照政府の安金審

容︑技術︑経済問題などが含ま

ライブルク大学関係煮による安

からの農民などの反対②近くのフ

全︑環境間題からの反対から︑訴

気込み

次に立地政策での基本方針は︑

るという解説瀬料を申講翻類と一

れ︑それを一般市民が読んでわか

緒に出させることだ︒全翼料の公

訟になった︒この第一審では︑建

ークな

①州の土地利用計画や地域開発計

機関婁任

画との調整②国土の地理的制約か
ら河川への温排水対策③電力三社

開︑州政府による繭調手続きのチ

表と申継轡類を正武公示し︑公衆

政府と麗民や反対運動圃体聞で協

というテーマをもとに︑政瞬方針

水の熱汚染︑環境などから冷却塔

ェック︑同時に︑発電所の立地審 設中止仮処分命令が出されたが︑

が千を超えるため共同立地で共闘

る︒その他︑新規立地方式では︑

で州の経済欄が窓頗となり二見や

の離礁に供することになる︒そこ

としたもので︑しかも遡邦内閣決

のことをやろうと

化学工場に蒸気を供得するバスフ

定を績び︑十か月間冨び環境影響

定としたことがミソとなってい

酉

多琶的プラントなど工協敷地内に

串立てを聴取し串講煮︑関係官庁

なっている︒

などについて調査を行なうことに

原子炉を睡くことも考えられてい

に通知する︒申立てや野議に対し

方式の段階︒次が英仏海峡︑ビス

を述べる

原

る︒このキャンペーンはすでに六

その台帳に懲発など露き込み︑こ

立塊決定のプロセスでは︑

る︒

ウィル原発運勤の背聚には︑温

泡︒

ケー湾︑地申海に託した海岸立

いないようだ︒

鰹するかを発表する︒公聴金のリ

周知させることで︑PR内容も総

圃開催されだ︒遼邦政府は全体に

とその条令に墓 づ

子力基本法

よる被憲︑倥民の生濡環境がかわ

耕水規制︑冷都塔からの水蒸気に

を耀き︑公衆は
フレンダー︵立役著︶は醗力会社

台帳

があたり︑説明役を兼ねて愈冤論

る︒法律手続きの第一段階は︑州
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三か所からどこを採るか三︑四年

また連邦政府と州許認司選局闇の

N

かけて候補地点を絞る︒

め標華化などに取り組んでおり︑

σ一一、

き・安金審査などを行なって い

一L場てあるかのよっ1一、いろいろなものを

小さな工場

協和鹸酵は、巨1＿見えない野哩の微荏物を

肉眼では見えない

放射線照射の利用

L
て公聴会をいつ︑どういう形で開
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東電が東 芝 に 発 注
弩機︵BWR︑出力蒼十万KW︶建設に伴う霊

れる大きな特徴︒﹁仕様は難関力

込まれたわけで︑今園契約にみら

るQいわゆるインフレ条贋が盛り

うということで盆恵もなされてい

は上昇分を補填し価格調艶を行な

擁無難インフレ条項臨け
藁黛罐力はこのほど・出社一極第二原子力発電所
機製造および遡装荷燃料成型加工で粟泉芝浦電気と契総した︒酉万KW級炉建設でわが国メーカ1が
主契約轡となるのは︑こんどが褥のケース︒間一弩機は当初来鉦度発注の計画だったが︑政府祭気対
策との兼ね合いもあり︑繰りあげ発注となった︒契約に際し従来の価格鐵定方式が改められ価格調整
条項が付けられたほか︑ド部原発標二化にも対応した描罐のとられていることが︑今圓契約の大きな

で︑一時腰当だり麹二詩学の処理

などに配慮がなされている︒ま

F

■

二〜

r

奮回来国原子力薩難盆議の一九ゼ

クル﹂︑門将来も原子力発電は選

に立っての総括﹂︑﹁核燃料サイ

ネルギー供給間題−鍛舜的な視野

原子力船﹁むつ﹂

の宣伝は違法

原儀︒康子力船﹁むつ﹂藤織阻

止佐世心臨地関象本部︵遠冤魁本

︵矢越丸廣会長︶が︑周肇業灘を

部擬︶と佐世保十九臼欝民の会

動蓮止め講求訴訟﹂だ︒この第一

相手どつて一こした﹁遷一翼瓜活

佐世保環雌闘争本部が提蘇
凍雲原子力船開発濃墨認が佐盤

法﹂などとした自伝活動差止め謂

形︒原子力船﹁むつ﹂が訴訟に持

い扁として︑

が立ってきているぐ

ち込豪れたのは︑これが柳めて︒

風疲

び

求訴訟が橿訴され︑﹁むつ﹂に再

米国の燃料安全性磁究の全容や今

圓収率が高い鵬転・保守が容翻 年丁月一晋に箋施した第一暇PB

と転換工程を分ける必饗がない②

れぞれの研究旗果を中心に討議を

R爽験謝画の報告があった後︑そ

④低3ストi一など多くの特長を F爽駿の報告︑原研からはNSR

動燃では︑完成した転換麩験七

もつている︒

討議で来圏側は︑岡国では実施

かさねた︒

ル実験︑燃料濃縮鷹をかえた実

していない潴圧燃料実験︑バンド

でにまとめ︑これを岡方式による

子の騨価結果を来二二︑三月頃ま

ント概念膏土に反映させる蕎え︒

実験研究のつもりでみている﹂な

験︑漫水燃濁実験などに﹁霞圃の

詫間二覆ナ規模のパイロットプラ

パイぴット・プラントは昭和五十

ついて

先どり

的に安全性試験

G同社が開発巾の燃料クラッドに

甘口カプセル実験の促進を褻謂︑

にNSRR計蔑で遅れている爾温

どと強い関心と期待を示し︑とく

四難度完成がメド︒

初の日米
検討会議

日塞原子力研究藤と米原子力

規制婁登営︵N飛C︶との間のNを実施してほしいなど〃希墾 も
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rし
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をみせているカーター氏が

ピニオン・リーダーと鯨門象が原

選ばれた薩後だけに︑米国の新し

ならず︑欝欝国際機關や審国関係

いエネルギ⁝戦略が注目されてい

子力発電推進の螢蒼について問う

る︒このため本大会では米国のみ

パネル討論も行なわれるQ
厳

来大統鑛選で原苧力問題に

明臼の

がどうなるか

機関の要人が多数慮席︑

来国の原子力欝欝

兇還し論争

が続けられてい

を擬ろうと︑難場の内外で凝議な

ト

D︽

爵．窓々

摩諜

寸評灘総

ヨ菱璽：工業株式会社

た︑旧来の原発櫟華化にも対応︑

二＝二r

六鎌慶駕次穴禽︵第三圓蹴界フオ

鋭される﹂などで︑世界のエネル

◇

世界の三菱

機目配麗の工央など格納容雛黒作

られている︑という︒

叢環境の改薔で新設謝が採り入れ

璽罐は︑今回の霊機部分契約に

つ﹂説賜会などPP湧動に対し︑ 圓銀鎖弁論が十二日猛ハ康︑農崎地

丁寧で展陶している原子刀船﹁む

農︶で開かれる︒同購業団は﹁講

引続き補機部分も順次契約の方針

求内容はいずれも承服しかねる︒

﹁農業団法は三月三十一鶯で期隈 裁・佐撹保支部︵松騒茂敏裁判
切れ尖効しただめ︑麟業囲が原子

で︑他方︑岡一弩機に続く二臨機
建設についても近く原子癖設翻酔

拡散法のウラン濃縮工程へ送る︒
一方︑排ガスは化学吸収量︑アル
カリ洗浄︑掲盤能フィルタを通し

受けて立った〃

宜伝活動の違法性は認められな

で建設された各婿でトラブルが相

じ扁だが︑今回契約では︑これま

力船﹃むつ隔の佐世保入港を冒的

からの璽隅価格方式が改められ・

しかし︑こんどの契約では︑従来

として行なっている窟伝濤動は避

契約総額は開らかにされていな

斑を繭講の餅魎だ︒

葉醒は福煽第一原発に次ぐ岡社
いが︑霊機分は警通︑藍建補鱗な

の福騰第一原発六弩機とほぼ岡

第二の原発地点として三三蛾双葉
ど關係薇を含む総工撃躍の六〜七

次いだことから︑とくに応力腐食

成︑十＝賑から本格麗転開始とな

．

ーラム大翁︶がナ四臼︑ワシント

ギー購黒髭灘しと蟹漂についての
る︒

日本原子力産業会議派遜の門第

︵原照常雄団長︶

三圓樵界フォーラム大会謬加訪米

原子力視察団﹂

た︒馨翼は視察幽一行︵羽困で︶o

が＋三日羽田発︑調薮の途につい

高速増殖炉プラント

ン

三菱PWR原子力発電プラ

臨写原子力工業株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

特徴︒藁電としては福鵬第一原発六稚蚕に次ぐ︑一二薙ぶりの大型機発注だ︒

郡楢藥町︒潔癖町にまたがる太平
翻れ対策等々

となる

定︶まで先行潅六葉間程慶のうち

運転開M始︵昭和五十七年五月子

敷期瀧成︑防波堤築遭を終えた

日＋万KW規模の福翻第二原発を との契約額は千七百〜千九酉鰹円

錬業界から注露されている︒

心臓

て大気騨に排出するという仕緻

試験装醗は︑転換の

にあたる鷹動議反応塔︑コールト

部

したことになり︑内外のウラン欄

てきたPNCプ汐セスは︷応完成ボンベ諾めにし遠心分離法やガス

対竈療法

割といわれていることから︑棄芝

粟羅・福騒第二原発のサイト

洋岸百三十万平方規に総出力四逐
に経済気勢に変鋤があり頭尾晃込

各種方策が設題に蹴り込まれ懸頼

大幅

度︑環境安金をはじめ稼働率岡上

程度になるものとみられている︒

むF6まで一貫生産へ

動燃のPNC法が完成

転換装置が運転開始

み額を

に上回った場台に

建設︑ここに閥機を旧く二二だ
が︑こんどの猛撃との契約はその

て粟芝と交渉中だったが︑このほ

第一唇機建殺に関するもの︒かね

ど成約︑十一月一三付けで原子
炉︑タービンおよび発認機の霊機
製造と初装荷燃料成型加工に関し
契約締繕の段どりとなった︒索電

み︒

っ定
た︒
PNCプロセスは︑勤燃が︑そSRNIPBF計画研究臨力あ協

・トラップ︑麟ガス処理系︑計測

に基づく第一圓﹁NSR冠計画検 この協力協定は今奪三月九臼締

装蔽などで構成︑建設蟹約一二六

討鼠議漏が十一臼︑染票・原研本

階︑獺フッ化ウランを六フッ化ウ

の繭身である笠置燃料公社蒋伐か

部で開かれだ︒来職からW・V全性研究炉︶と動員PBF︵燃料

WR︑出力蒼十万KW︶に次ぐ︑ 動力炉︒核燃料鵬業団が岡山県

としては橿鵬第一原発弓弩機︵B

千万円をかけ兜旗させだ︒転換プ

が待たれていた︒現在︑来︑仏で

ら影壁してきていたもので︑完成

それぞれ好稼鋤をみせているなど

糖され︑漂研NS魏R︵原子騨安
ロセスは︑反癒塔で粒子状の四フ

間で︑軽水炉燃料の炉内挙動驚動

安全性の大型異証試験︶計画との

ランに転換する箋認試験器躍︒紙

ッ化ウランとフッ素ガスを反応さ

動研究議長ら匿名︑蟹本捌から村

・ジョンストン原子炉安着燃料挙

換効躍九鷺％以上という圏能率

ウラン鉱石からイエ掬一・ケーキ

実用化されている乾戎法に比べ︑

﹁六フッ化ウラン転換装躍﹂が完

フッ化ウランをコールド・トラッ

せ︑ここでできたガス状謁温の六

根原発︑三褻が玄海原発を建設し

十ナの規模︒この装躍完成で︑動

〜

田勢望理驚愕︑魯主進安全工学部 などの偶報交換を無健で行なおう

〜

長ら十数名が出席し︑N兄Cから というもの︒協定競間は四年︒
O

ンが生成できるため︑①製錬工程
r
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の段階を経ずに薩擾六フッ化ウラ
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プに灘き︑冷却して繁い圃体状で
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繁め︑次にやや加温し液状にして
二
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れらを克服するための達成鰐能な

ーマは﹁撹界のエネルギー見通

方策を探っていく計画だ︒燗別テ

ンのシ駅ーラム・アメリカーナ︒

ルギー供給問題に関する産藁騨の

法︵PRCプ切語ス︶の磯終段燃が世盛に先がけ湿式法で騙発し

専

五十万KW級炉闘至言の例はある った︒この装躍は︑動燃が独國技 能力︑傑間だと﹁二心墜纒転で約二

幡鎌ぶりの大型機発注σB立が熟 入形峠鉱業所で建設を進めてきた

飛針画

あなたの三園

安全性と信頼性に定評ある
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が︑首万KW級炉の国産は今回が 術で開発してきたウラン一鐡製錬
わが国初のケース︒

〜

世界フォーラ
ム大会ひらく

ホテルで開購︑翌十五霞から十八

評価ほか︑遡商政策とからめた受

門ワシントン十四B桂火野配 し偏︑﹁圖際原子力気慰﹂︑﹁エ

蟹まで実質四殴間の物識に入っ

購え方等をめぐり罰議と箆解表明

︒発注そして核拡敬の蟹理︑エネ

などが畢定︒簸終冒や八日には

本大譲の纂調テーマは﹁明日の

た︒
を

のエネルギー悩勢に焦点を絞りな

臨轟窪めのエネルギよ︒貰

﹁原子力発躍一拡大すべき否か漏

を論題に︑広範な魍を代表するオ

がら・とくに原子力発電の關発と
利用における課題を洗い出し・そ

@
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輸出にも積極姿勢示す
雑特別委第二次報告待ち
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したい懲向である︒第二は輸出細

については︑このSMDCが五〇

問州内におけるワランの探鉱開発

会社︵SMDCと現務︶があり・

％勝戦のオプションをもっことに

格のチェックであり︑國際的な比

るか齎かが審蕉される︒第三は核

なっている︵一九七五年三月以

較の見地などから妥当な価格であ

拡散防慮の観点からセーフガード

降︶︒オペレーターは︑原則とし

暫と愈兇交換を行なったが︑それ

以上が外資規制の観点からの敷

こととなる︒SMOCとしては︑

描圃の保証の間題である︒

世界月数の蟹源大国カナダ︒この国はまたウラン興産でも来︑ソにつぐ世界第三位のウラン超大國
によって覇明した遠邦政府の外饗

簾の概襲であるが︑このうち特に

ンシャルのきわめて大きい国であ

カナダはウランについてもポテ

するが︑カナダのパートナ⁝との

五〇％の生産物引取の樽隈を嬉え

生霧引取シェアを黒に惇え∫

ある場倉に︑SMDCが一七％の一

ることが考えられるあことだ1

話し畏いで倒えば輔男が認められ

に引き敗るという契約を結ぶこと

次にロイヤリティ闘係だが︑こ．
〜
れには二種類のものがある︒第一
とであった︒

生産物の権

利折半も

され︑総販売高に対して三％の翻︸

△暴される︒叢プ塁ク上

の利益の有無に関係なく諜され

州の権限が鼻常に強い︒ウランに

カナダは連邦制を採っており︑

て誤されるものであり︑ベーシッ

加騨︶が全て回収された後に初め

貿額︵プライムレート相当利早を

ィ︒これは醐発に要した総資本投

る︒第二は︑累進制ロイヤリテ

ついては国民経済的な麗要性から

また藥業実施内容について規制を

その隼の擬業利益の大きさによっ

率は前述の総璽継投資額に対する

操叢利益に対して課されるQ諜税

クロイヤリティ箸を差引いた後の

訪加ミッションは代表的な慶ウラ

臼は元利含計の投蟹額を國冒した

〇％まである︒サスカチワン州政
▽その他のチェック・ポイント 談を行なった︒ここに︑とくに外
︐ウランの輸出に際しては︑その
国企業のウラン探鉱参加誘致に熱

を得ないのではないかというポジ

後の謡なので税率が商くとも比む

て累進的になっており︑○から五

の確認埋蔵鉱醗は五＋六万ナだ

心であるとともに︑その参加条件

ン州であるオンタリオおよびサス

行なうのは州政府の懸轄である︒

なわれているが︑鉱業概を与え︑

萌述のような適帰政府の規舗が行

サ州の開発

はベーシック・ロイヤリティと称

は・いっこうにかまわないとのこ

る範磁内で禽騒を曝添側が屡先的

えば縁塞の株武シェアが三三％で

部をパートナー

て明初に鉱区を取襯した蕎がなる

でもある︒さらに将来燃においては米︑ソをしのぐウラン埋織羅確認が予測されているだけに︑一九
政策の要点は次のとおりである︒

に与えることを考話しており︑例

生洋物の権利の

ツンスが崩れてくるといわれるわが国からも響きな期待がかけられている

の持株の三三％制限であろう︒た

聞題となるのはやはりウラン關発

八○鋸代後半ウラン縄給パ
▽ウラン開発の持株制暇

と︑今敷・は二

いたずらっぼく笑いながら﹁巖近

る︒第一に国士面穂がソ連に次い

だカナダ側は持株は三三％に制限

ウラン閣議の金社についてはカ
ナダ側が六七％以上の株践を持た
なければならないとする原則であ

し︑残余についてのみ聡警を認め

ン鉱山はその生薩鐙のうち二︸％

％となり︑各ウラ

わけだが︑その開発には外蟹規制をはじめとするいくつかの問題点が残されているのも購巽︒そこで

る︒この両番から銘率を求める

今園は九月宋訪触︑カナダのウラン麗源開発政簾などを調査した蜜民合岡使節団の一驚︑遜塵憲資源
エネルギー庁原子力機業課長の山本幸助践をわずらわし︑カナダのウラン資源政策︑開範の現状など
巖新の樋鋤について執雛願った︒

る︒一九七Q奪以来その政策の黒 て︑カナダの国内織要発当を優澄

るものだ︒制度の内容としては︑

り︑残余の七九％を輸出に振り食

を瞬内黙黙に膣傑する義務があ

本的な謡え方が打ち出されていた

まずカナダのウランの開発鉱懸を

このようなカナダのポテンシャ

が︑立法化の蟻蚕がすすみ︑今庫

予測し︑次にカナダのウランの園

けることが認められる︒なお︑同

しながら︑カナダにおけるウラン

十月から開会の燭食に優先審議法

様の数字は︑昨奪は二五％であ

リティ！に対し世界の驚聾各国が

薬として提出するという︒ただ

めて︑その比率分はカナダの虫豊

内必要羅を予測し︑その湯巻を求

り︑醸近のカナダのウラン鉱床発

挑戦をし姶めているが︑カナダ各

んになったのは今無に入ってから

地でフィールド︒ワークが懲に盛

國翁社は一〇％以内という制限は

し︑従粟霊張されていた単一の外

冤の状況からみて来無は〜八％二

と︑現在の欝欝六千五闘ゾという
のはいわゆる第一次ウラン・ブー

だといわれている︒第二次ウラン

せるのである︒銭無蔑を例にとつ

ウラン鉱蜘ことに内語㎜用に留保さ

というのは︑昨日のことですかそ

で世界第二位と広大なこと︑第二

度に謹で下ることが予想されると

が︑開発司能性を加味すると灘十

としてなかなか厳しい内容を示し
ているサスカチワン州の場禽につ

の課税もあるのでわが腱としては

ションであったが︑連邦の所得税

府側は累進謝のロイヤリティの編
九万ゾ弱となる︒カラダのウラン

職工酸類上政策だが︑灘縮ウラン

窪いくつかの規制がある︒第

カチワン両州の政府の麗任轡と会

い正当な理由がある時は外籔慰萱

お︑カナダ側が山ハ七％僚蕎できな

の歯内欄要鑑は︑現存する原子力

の話であった︒

庁がケ⁝ス︒バイ・ケースで覇断

翼突朔および今後十黛以内に稼働

にまで加工獲を上げることは当腰

標準的なケースを想定して検討を

は
制は開発段階についてであり︑探

ずることになっている︒以上の規

エアを持つことは認められる︒な て数字を承すと︑カナダのウラン

糠働擦癬聾山本幸助

依然厳しい開発外資規剃

EA／王AEAの埋蔵騒の推計で

する原子力諸学所についてそれぞ

い︒

いてポイントを述べることとした

は容甥なことではなく︵ほし草の

加が好ましいと指摘していたこと

が︑カナダからみれば臼叢型の参

いう三つのパターンが向えられる

は︑第﹁に西独︑フランス︑イタ

が︑巖近の注層される現象として

濤動していることは論をまたない

の探鉱資金を調織し得ないため︑

ナダの鉱山会枇が農身で膨大な盤

いる︒懸離される点の第二は︑カ

米離型11覇藁としての利蓋を求め 協岡による探査地域の拡大︑とい

鉱山欝の説曙の中に︑先進譜罵の

ころ︑各社とも︑リスクの分散と

宙は何かということを質問したと

各社が設立した申核企簗であるウ

ことである︒緬独は労力と鉱山の

ン開発に横極約に乗り膨している

とである︒そうした一例だが︑コ

るというケースが増えつつあるこ

て︑翻らは﹁探鉱受託会社﹂にな

ましく︑境在フィージビリティ︒

イスおよびスペインの電力会社が

が︑璽繊調達は英国の電力庁︑ス

炉の探鉱計画を打ち出している

ーヨゲゼルシャフトの活鋤が鳳覚 ンウェスト社が翫か欝欝で九爵万

スタディ中のラブラドールのマコ

ェスト︑ケベック︑サスカチワン 行ない︑ウラン開発が成功した場

ビック鉱山をはじめ︑ノース・ウ

ンの取得権が発生するという内答

台には欝金負担銘率に応じたウラ

となっている︒

などで多くの鉱区を確保し︑探査

スもアモク社︑セル社の嵩社を軸

活動を開始している︒またフラン

にサスカチワン︑ケベック両州な
どにおる探葦慈鋤を曾於化させて

射射

照照
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の

礁溜酔広
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吉
名

営業所札幌・仙台・

生産の水準という兇地からみる

ムの階代に比べると︑まるで小さ

・ブームの開始を背漿にした新し

て外国の会社が〜社で三三％のシ

行なわないこととされ︑したがっ

れとも今日のことですかしと応じ

にウランを胚胎する地質が米閣等

カナダでウラン開発を行なおう

鉱段階は自由で︑また︑既俘の鉱

蟹点を響いていないようで︑フツ

行なってみる必要があろう︒

化ウランへの転換については転換

サスカチワン州には州立の鉱山

という形で騨出され︑今年の数字

工場の能力さえ許せば転換を強制

れ三十隼間分の必婆羅を確保する
▽内禰優先政策

千誘とのことであ

山についても適罵されない︒

としては欝欝

訪加ミッションは連邦および州

のだと形容していた︶︑主要なウ

束からピンを晃つけ訂すようなも

に乗り出すことを饗墾している

るもの︑②欧州型H加工して溝輸 うことをあげていた︒

カナダのウラン開発謬加には︑①

二︑各國の探鉱港加状況

苧370−12

⁝日進月歩の
⁝ウラン探鉱

のウラン慰撫は一万六千沸であ

い︒例えば︑〜九五九隼のカナダ

いウラン探査はスタートが囎られ

てきた︒つまり︑そのくらいどん

のように単一のものに隈られず多

序

﹁カナダでの最近のウランの発

たばかりといえる︒

どん発冤されているという冗談な

様なウラン賦蕎の形態を示してい

⁝

冤の状況はどうですか﹄という闘

レベルであった︒

のである︒顯実︑このところサス

探鉱参加に積極姿勢

り︑一九七五隼の生産の二倍皐の

カチワン捌キー・レークの鉱床な

ラン不況以来︑カナダ政蔚の厳し

ること︑第三に︸九六〇隼代のウ

も︑楽國を除く闘由世界の甲で確

と耐える場舎︑巖も気になるのは

童画

エルドラド社のエディガー社長は

ど禰墾鉱床の発見が相次いでいる

い外費規制政策の影響もあってウ

・外資参加33

⁝％に制限

である︒来︑ソに次ぐ殿界第三の

ト誘︵以下 ︑ 単 位 は シ ョ ー ぶ ︶

認埋蔵鼠についてはカナダのシェ

その厳しい蘇蜜規制等の現状およ

これはカナダ麗のウランについ

の政府璽人のほか︑カナダの主要

が印象に残った︒

＝冊＝＝＝幽一冊鱒＝＝＝騨＝＝＝榊二扁＝＝＝禰＝＝一二一口扁＝篇＝鴛篇＝讐＝隔扁騨＝鼎＝＝＝補＝隔＝一一＝口開隔＝＝＝一＝一二一階＝笥冊冊＝需隔鴛一一一瓢＝＝二一階一二需＝一＝隔開冊諏＝＝一帰一＝冊＝＝囲＝＝＝冒＝一榊二¶＝＝＝榊二一＝冊＝＝＝＝旧扁＝＝一瓢篇＝騨需二一一一胴一一扁︸﹂瓢曜＝一篇髄冊需幽＝＝＝＝＝＝一覧圃二＝一一謄＝＝＝＝＝一＝＝＝輔一＝＝扁扁＝＝

ウラン開発会祉のトップやカナダ

ラン消費暇である譲本としてぜひ

まだ︑カナダの鉱山会社に対し

が︑その理由としては︑政府ベー

※英系の企業が従来から広範に

海外の露力会社から資金援助を得
に駐即する田本の関係業罪の八月

積極的に謬謝して欲しいと冨って

霞本企叢の探鉱進繊を歓迎する理

スで紹織的計画鰐なエアボーン箸

出を鷺的とするもの︑③数本型薩

リアなど西欧網羅がカナダのウラ
とも十分に顧兇交換する機会を持

いた︒これに関連してエネルギー

をやっており蒋盟な地域の選定は

富国の彌叢に充当するもの⁝⁝と

激化する各国の探鉱競争

解本の探鉱参加平縫

つことができたが︑それら登通じ
て得た感触をいくつか詑すことと
したい︒

⁝︑探鉱謬瀦璽講の理由
運邦政府および州政膚双方とも

できている︒しかし︑広大な地域

日本がウラン開発にもっと横極的

の申からウラン鉱床を探し出すの

管系寛持装置、 油圧舞振器

◇原チ力発電｝折向けに最新の規程、規格に準拠し、製｛乍は厳lrなQAト

◇配管系の解板は、独臼に開発したプログラムによって安全、経済姓を

で行っています。

◇設計、製［瓢ま肉動設計製図システムを採用しています。

考懸し適切な設計条件を設定します。

7

本然の学問に対し︑国乱鉱出を社

ようである︒カナダには第二次ウ

ラン・ブームが始まろうとして

の発見の余地が非常に大きいこと

ラン探鉱が沈滞していたため今後

カナダの昨年のウランの生濫は

いる︒

規換だが︑自由主義諸国に隈定
アは二〇％なのに対し︑推定遽加

び将来の方向であろう︒今回の訪

イエローケーキで六千五蔚ショー 一などである︒このことは・N

し︑かっ外部供給余力のない来圃
資源騒についてはカナダが全体の

・：醐発政策

を除外すると︑全生涯の四七％が

にわたって多くの連邦政府の閲係

加ウラン︒ミッションでは二日闇

承されている︒

六四％とみなされていることにも

ェイトの大きさが知られる︒しか

軸

欄㎜

群馬県腐雛市綿織町 二本原子力研究所内
？EI一， 0273−46−1639

ヨ和予ノキ株式会社

財団法人放射線照射振興協会

配管系の支持と耐震に

放射線照射の利用

、

カナダということになり︑そのウ

○

エリオット・レークのウラン開発

（4）
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核防がらみで 圧カグ

が懲られるかどうか︑つまり﹁楽国から輔入した核燃脳を罵処理する堀舎は来園の

同士と

が焦燕となっている︒

これに覚し︑敬溝筋は①わが濁

りつけ

楽協疋鋤八条C項にいう

米親政権の出方に注目

日本
動燃鵬叢団の掃海再糊塗施設は来蕉璽にもホット試遜転入りの謬画だが︑完成しても甕分は運転で

岡愈

きないのではないかーーこんな危幌の念が今︑園内閲贈答弊の間で深まっている︒臼来協竃第八条C
贋にいう

応し核防条約も批濃したほか︑⑬

法をもつており︑②口際鰯勢に対

というものの︶翠霞

は徐々に出

脳の再処理ではフィジカル︒プむ

始めており︑恥実︑原研3M？懸盤

テクションともからみ蓋察団が来
田︑また︑径樋研究炉用欝欝縮ウ

出方存を窪贅︑静観といっ

藩叢界も政府溝様︑カーター政

ランの入箏も遷れぎみ︑という︒

権の

理工鶴計麹が進行申といったこと

たところ︒しかし勉方︑第一濁処

規

があってはならないと致府に

もあって︑これらに対する
制

よる二極醜︑強力獄外交交渉に期
徳をかけている︒ノ

西独︑原子力輸

出に積極姿勢

撹葬の原子力発
電駈五塵表刊行
原

趨

おり︑世界の原子力発醗所設備

までの鋤向を禦謝︑改訂されて

などを愈め総謝振億九千万KW

容羅が遡難中︑建設中︑謝薩中

一圖でわかる嵐界の穣子力発

なお本一聴嚢には答原子力発

こと等が閾らかにされている︒

に回し︑このほか開麗途上蛋羅

は毎駕︑六月來と十二月束現在

蟷駈の溌磁実繊や所在分箱麗な

も続汝漸規翫掘鷺塑鋭している

の瓢膨︑世界の原子力発電駅設

電状況⁝⁝賑庫原子力睦叢蕪議

幡容羅を調査し門原子力発蹴燐

利矯の便を高めたものともなっ

ット順に並べるなどより冤聞く

一臓表﹂として公嚢している ども襲録︑各國別にアルファベ

発売巾です︒

A5判︑62警︑一部九醤円︒

ています︒

が︑このほどその薪版が刊行︑

水一覧表は正味電気出力三万

象で︒

購入希墾の向きは原産・総務譲

KW以上の譲歩炉を対象に︑発

の︒今醸は今年一月以降六月末

注ペースでの実縦を調蝕したも

︹

荷をおわり臨界にしていくQその 昭和葺十三聖慮月を露標に箕十M

西独政冊はこのほど︑同隅の対

る︒運転願の四班

一受轡制︵一班

Wのフルパワーを出ずことにな

外原子力協力闇題に欝及して次の

臨界よりも鵬力上野試験が懸要

臨界が欝という醤標︒

西独は外業との協力実施にあた

ような莞解を明かにしたQ

荷しての試験制嬢棒の盲動状況︑

う︒臨界後は︑実際の核燃料を装

なるべく皐くという姿勢ではある

制にはいる︒動燃では︑﹁臨騨を

クション︶での薮璽なチェック薄

の黒子力技術をつくしての開発だ

が︑三絶にも猿璽﹂という︒日本

けに来響の臨界が期待される︒

遮蔽効果︑熱除張など︑鵬力上昇

臨騨後・これらの試験を経て︑

試験でも試験塩瀬がいっぱい︒

このうち原子力安全螢鍋会設羅

︵薦梶の諮問機関︑蕎沢絵書強

法璽は︑さきの原子力行救懇談禽

弓︶報儀を受け︑原子力婁鰻食の

素行機能を開発と規制法薗に分離

︐

i勺ぞ｝多ゑ湾瓦三圭1

舜ξ5；乱春1〜文藝罫蓑×4k舞匹7−3一王

それにもかかわらす，鉱看か・）のウランや1リウムなどの製
錬，1承∫鱗1の製造感熱，物洗などが 貰して港かれている
滑物はほとんど見轟らない。本li｝はこれらにつもて，この分
野の権威てある麓拓が東大にお1うるi数望｝の講義の盤谷をも
とにp己翻したもので，鳳ゴ力工亨を専攻する学生や技術斉ば
かりでなく，関醸する化学，金属工 擁どの駒レ，技講者に
とっても有慧義であろう。

1i3

認識され始めてきた。づなわち鳳イ炉の設日及び寡聞iゾiに関
して構造の問題はその．L台であり，中心的位櫨を占めている。
しかしこの鱒の入門匿｝｝は殆んど見あたらず，ここにこの分野
の新進気鋭の 入の工学者によって軒｝が公｝回れるこ沼エ
lll宜を得たものと思われる。本｝1｝の内谷は大学∴，四年をμ
象としているが，基礎的知識を必襲とする企業・研究｝ザ1の技
術名にとっても有用なものとなろう。

＝＝

原イカ∬学にわける原∫和諜構造＝r肇の手要匿は返fiまつ闇ます

療∫力二L学における原」二燃醤工業の∫纏1牲は謡うをまたない。

は軍和利湘に隈定した原子力纂本

題となっているもの︒三三関係筋は︑もともとわが翻が原子力平和利粥に徹していることは核防条約

核好題に最もシビアなのは陽菰だ

いという︒また︑＋二月一日から

が︑人澱では

ではな
るものでなければ一ということか

確認され︑そして出力を取り出せ

臨界体制

十名︶の確保は︑ようやくできた

た政策のもとで行なわれる西独の

な保礫塗家を求めており︑こうし

り︑NPT下におけるよりも厳格といわれ︑﹁原子炉は安全性が

れなき制約

不建でベアリン囲グ部

西法案を次期
︒通常国会に ．
悩勢微妙な安全婁法案

料

岡三が濫獲﹂という一項が︑再処理のあり方響中心とした核防体翻強化愈潮の米新政策ともからみ問

を撹准したことからもすでに承知のはずだし︑プルトニウムの利用について理解が簿られさえずれば

外からのいわ

閣題はないのではないかとしながらも︑しかし一方で不安はかくせず︑各種外交チャンネルを遡じ台

一などとして︑

をみせている︒再処理問題を中心

悪とりつけに懸繍の努力を傾注している︒

え方が桑海再処理徳設の運転入り

験の方に力が入れられているとい

ら︑臨界よりもむしろ出力上覆試

を受けることに難色

という︒楽圏が多国庫核燃麟サイ

癬際的方向に受難するものであ

原子力協力は核不拡敬を憲平する

璽海再処理施設が態殺を完了し

に︑大きくは核防問題まですべて

ているが炉心方向に流入しすぎ︑

潤渦穂

軸受方向にはやや少なくなって︑

だ︒

に不興禽が難じてきたということ

このポンプの手底し工瑠は︑十
二月中には終わり︑来奪闇々に︑

再獲のナトリウム中機能総合試験

灘二体の燃料藥

を終え︑結漿がよければ︑いよい
よ臨騨へ歩け︑

は︑P・P︵フィジカル︒プロテ

にも深いつながりをもっというこ
危慣

クル・センター構想を打ち出して

た段階で︑海外要因からこうした
とから

蠣砧姻羅黙墜編鐘

いるのも︑こうした璽実を嚢付け

るわけで︑異体的な間題として臼

﹁常陽﹂来・春一臨黒翔へ

が︑燃繕撫合体内を流れるナトリ

え︑騨価分析を行なってきていた

輿臆して︑七月一杯で試験を終

年内には改修工事終了
軽水炉のあとにくる醐西門殖炉
の瀾発が注囲をあつめているが︑

働燃が大洗工学センターで濫めて

ウムの抵抗を少なくする燃料棒の

る︒

の念が強まってい

勉撰が生じてきたことに閣治癒は
る瓢左だともみられている︒

ともあれ︑わが圃としての問題

嶺聾している︒﹁処理能力薙聞一

は︑こうした憐難論をスローガン

蔚ジ程度と小さな︑いわば試験プ
ラントだし間題はなかろう﹂と運
にカーター氏が大統領選を勝ち得
たということにある︒カータ⁝氏

転入りを楽観視する懸冤がある反

は遊説中︑原子力政策︑とくに再

行なう圏とは原子力技術および核

処理に関し①国ベースで溝処理を

るのは再処理すること自体︑つま

にあるんだ﹂という商きもあ

危

例︑他方︑﹁米國が問題にしてい

険
燃料の輸出について薪たな契約を
締縮しない②再処理のセ⁝フ︒ガ

いる蔑遠爽験炉﹁常隅﹂の臨騨が

冷却材ナトリウムを炉心に送るポ

改農がむしろうまくいきすぎて︑

爾巻璃描威

療lll猛学シ サ輌袈畿

燃

炉

子

回原

りプルトニウムを得ることの

り︑問題の解淡がより複雑化︑深
刻なものとなっている︒慣璽論に

ードに関し米圏の考え方を主張す

いよいよ鶏糞にせ謹り︑雪後のツ
メの総倉機能テスト︑園収工蠣︑

炉心には現在︑ダミー︵換擬︶燃

当体装荷を霞めていくQ﹁常陽﹂

@予てでい懇さは館全にのブ司よ度学ま定設た
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關し︑米議会公聴金では﹁プルト

るため︑協力協定当該国と再交渉

ンプのベアリング部が︑不異愈を

リウムを憂しながら︑ダミー燃料

料が入っているため︑冷却材ナト

し﹄たもの︒総論︑各論

懸子成襲同もな金

ニウムの段階になると査察が困難

を

起こしたため︑動詞軸受方式から

と新鰍料の交換を行なう必要があ

その後難四十臼を要して︑燃料装

らなくなった︒蕩躍増燈類の冷都

離圧紬多方武に改憂しなければな

の幾図もかっ

ち安全対策をはじめとする︑核燃

国践三田懸とりつけのための方策

料サイクル確立のための搭麗ほか

等々︑昨難一奪間の動きを申心
報告

に︑海外鋤晦をも踏まえつぶさに

を強い︑これ
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になる﹂などとしてIA鷺A萱察する③米国内の薄処理はその必然

かさね濫められている︒

孚薩し工購が

無給にも蘇張

れるまでは実施しない︒再処理す

性︑経済性および安盒性が実舐さ

ナトリウム申での総愈機能試験を

この四月から無内の臨界國標に

を晒に疑問視する発議も出され︑

々を打ち出しており︑こうした憩

るとすれば多琵琶で行なうーー等

騨実︑分離されたプルトニウムに
どのような憲察をかければよいの
か解淡策はまだ冤出されていない

欄溺縮

るので一賑二体のペースになる︒

ング都の

濃ナトリウムは︑ポンプ内ベアリ

㌻
今後の対応

策に焦点
近く原子力白轡
雲上科単技術庁撰携は十二月拐

うだが︑総論部分は従来と違って

りの力の入れようで︑これまで出

かなりのページ数をさくなどかな

を望む京文全六灘構成となるもよ

を報街︑

め︑累ければ総選雛明け七臼の閣

原子力霞欝

識に昭和五十一世羅原子力溺愛︑
いわゆる
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土

わが隅の放樹性涜藁物対策 環境から隔離することが瑠ましいが︑そ

に処理し︑楽永久的に生澱

物はその性格上︑安蘇な形

魔物がある︒羅レベル廃器

誠期も短かい低レベルの廃

蔵は問題ないとしている︒

すれば︑今後二十五駕ぐらいの廃戴物貯

いる︒英国でも︑工学的貯歳などを考慮

綴の賦力体を面めるにすぎないとされて

り︑そのうち醐レベル廃璽物は一辺＋五

雛は︑一辺七十五綴の立方体におさま

にかけて薫ずる放射輯廃葉物そのものの

③処理処分に駿する経費は発彗者が負担

およびこれに眠る貯縦は国が綴任を負う

ら再処理廓業畜が行ない②氷久的な処分

藏は剛によって技術が災証された段階か

廃葉物については︑①岡化処理と一時貯

ケジュールをたてるとともに︑蕩レベル

針を明らかし︑それぞれの開発︑実証ス

は撫洋処分と陸地処分を併用するとの力

分に畢点をおき︑低レベル放射陛廃型物

大きな前提である︒試験約海洋処分の環

朗にもレ分なコンセンサスを得ることか

が︑海洋処分については囚内的にも曝際

海洋処のの笑施にあたることになろう

翼であり︑当吻国の委託をうけて試験的

ル廃菓物対策を二黒的に推進していく機

門原子力覆境整備センター﹂は︑低レベ

この方襲に逃して設玩された財団拡人

である︒

放尉難聴囲物選集の難題場を迎えるわけ

の糧頼性講上と保守点検の容易

の霞動化と遠隔化︑弁やポンプ類

躍の改鍵︑餐器や配範雛検査機器

業の自動化と遠隅化︑轡料交換装

制御棒駆動機購管取替え・交換作

クラットの発生防止・除張対策︑

スの払大と機器配置の改縷ほか︑

容器形杁の改艮︑瞬容器内スペー

ところで︑改縫標擬化では格納

工場を多麟間簡震気鳳薫場とする

子力都長は︑ハ⁝ンウヱル両処理

ライド︒ケミカル袖のコルビー原

発篇が桐次いだ︒こうした中でア

ら敵鷲の赦策磁立を強くげ求める

伝い︑不況に立つ肥漿界の代衷か

戴み前議会で不成鉱したことも手

料保誠法纂をはじめ璽要譲案が軒

活発な論議が展開されたが︑核轡

のためにこれにどのような処理を施し︑

一方︑低レベル廃貰物は︑畷チ力銀雪

する︒低レベル廃配物についてけ︑①瞬

られている︒

どのような方法で盤理や処分をしていく

駈や放尉品物籔を取扱う鷹療・醗叢︒研

放射性廃棄物

⁝は︑原子力姿員金がそ の 処 理 処

かという点については︑さまざまな技術

究施設などで発翻するか︑これらを安全

理技術は特殊なものを除いてすでに確立

に処理することは比較的餐易であり︑処
闇はこれに則して処琿を行なう③処分は

が処押に関する屋準を甲惣に作成し②民

低レベル廃野物のパッケ⁝ジが便りに晦

境安全評轍によれば︑海中に投下された

強化︑原子炉容器護の取外し作業

化︑．魚気発生器細篇検査肉動化の

対策の具体化

展⁝分に関する方針を決定したのに

的可能性がある︒現在︑各国とも園悟に

の段階に入

しているの

c

ひきつづき︑浅闇による﹁原子力環麗整

兜禽つた対応を志醐しているところであ

考えを承唆して注騰されたp

ころ急論に興体化へ向けて動きだしつつ

備センター﹂が設立されるなど︑このと

選択

摸紫

髭錫継薫罷越

ではなく︑明らかに

るが︑それは決して

っている︒

どのつめものを大蹴に旋溢したうえでド

を〜定基難以ドに跨ぎるためセメントな

軍物は焼却されて減谷されるが︑放尉線

されている︒通犠︑発許した紙レベル麗

したのは犠本的な方舞であり︑研究︒開

もらうん︑︿ノ圃原子力震員会が拝ら出

との娠昧は大さい︒

うなど︑岡と民間の資任承事を定めたこ

段階から︑漂鵬として民閣の費任で行な

議験的処分なとにより兄通しの得られた

からも・低レベル麗葉物は安全に海洋に

わたって行なわれている海洋撹議の箔果

際にヨーロッパで一九六七蔚以来数圓に

ベルをはるかに下灘るとされており︑実

れたとしても︑凝然放射線による被曝レ

底でこわれ︑放射性棲揮の全吊が放出さ

来のものより大型化︑ことにBW い﹂などと語り︑鶯剛議食では不⁝
り

霜に
考従
くりをしなければなら輩
納谷器はHWR︑PWRとも

だ︒目溺表謬照

の改馬などが特に考慮される詔幽

原子力和爾の結渠として生ずる放尉性

ある︒

廃真物の取扱いを将東にわたって蜜全か
ここで留葱すべきことは︑高レベル廃

ラム無に封入するところがら︑廃贈物そ

劃蘇鍵糖鍔罐弛

つ確実に進めていくためには︑放射能の

より慶れた技術を開発し実証するまで︑

礎物の発生は量的にはきわめて小さく︑

のものの騒に比して笈全に処理した後の

の実際や法令の整備など︑関迎して派生

発・凱認凝繭の詳細をはじめ︑経費負担

人びとに理解されるためには大きな努力

関係蕎や一般図属︑さらには近隣諸国の

うした碍学的な評欄やその実際が広縄な

処分しうることが実証されているが︑こ

なるよう紺慮策が講じられる︒制

検時の巡濾なアプローチが斑能と

内も階段新設や機器配雛換えで楚

簡状へと形状は塗く変わり︑容器

駕A箆繁の採羅︑適切な彬物鷹安㎜

のねらいは受け入れ国による工A⁝

Rの場盆はフラスコ状から羅円 旗立に終ったが︑原子力輸禺規制・

﹁賢明て弄発姓のある輸出謝珂の

レベルに応じた処理処分が必要たが︑こ

これを財蔵しておくことが胃態だという

レベル欝欝物は各発電所の臨戦樋︑帆や集

体積はかなり火きくなる︒処理された低

群体斑麓物の欄当冠を占める極低レベ

する課題は少なくない︒一々には放射性

灘配省試冤によると︑とくに格

れまで︑それをだれが︑いつ︑どのよう

ことである︒七月に※コロラド州デンバ

ンポシウムでも︑講レベル黙黙物の貯戴

⁝で開かれた麗梨物間理に関する国際シ

らはとくに原子力発電開窓の藤縄にとも

巾貯蔵サイトに醸管されているが︑これ

ルの廃葉物の取扱いなどの大きな問題も

る省庁すべてが一丸となり︑罠間との協

残っているGしかし︑なんといっても放 全の娼響を講ずるにあたっては︑聞遠す

を必製とする︒とくにこれらに薄する万

か︑この取替えなど全てを検査員

年で一絡の検査を終える議画だ

篠樺は竃検駐．︸とにチヱック︑五

方の凋整も邦つ濠りつつある﹂と⁝

緩府舗・彊cあ間の塾

へ処分すべきか︑などについては必ずし

な方法で行なうか︑そして叢終的にどこ

﹁トイレのないマンション﹂ということ

も朋確でなかった︒そしてこのことが︑

アクセプタンスを遡るとの観点から︑処

は鋒的には問題がないが︑パブリック︒

なって増擬することになり︑隈とのから

射性廃盤物閣題への対応は︑岡の棊承的

簾癬罐耀議臨縫

確定せぬま濠に利用だけを嵐めている印

ばに表わされるように︑鍛終的な縮朱を

理処分プラントを準期に実証する必要が

た◎

みからその処分力針の災定か待たれてい

そし

象をあたえ︑原子力開発金般への

の翼実を製づけているといえよう︒廉圃

あるという堅解が大勢を占めたこともこ

一般に放尉性廃藁物といわれているも

立におわっていることから︑鷹業

述べた︒しかし︑核蜘瞬保誕法案⁝
⁝
など〜運の原チ力関係法翼が不成

り〃を招いていたことは沓めない︒

を験し︑また︑炉心部汽下に位置

⁝

段とするとさ

が芋伜業で行なっているため細数

弊側かりの及発も

ある︒

するため扱曝の司能性が大きいほ

調を密にした国としての対応が翠霞欠で
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こうした状況から今鐡︑原子力委員愈
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の試算では︑環僅から同鰻の悪子力発駅
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一方︑大統頒力ーター氏がどん⁝

を濠している︒

ト︒攣羨婁抑え︑新しい鑑

な奴策を展闘をするかも関心のマ⁝
一転機が標濃化討幽の熊鷹とほぼ だ︒原子鱒饗鵠の取外しやボルト

料源に替えるというエネルギi政一
⁝
策の盤本は醗測筋の間にも疑問を〜
かかり︑このことが駕検期開長購

いることから︑自動化鷺鰐欝︑マ

化につながる入きな要困となって

※謙ア力産叢食識は十四隔から

◇

かまりつつある︒

罰を講しることを難待する声かた

力発驚の利益がもたらす﹇連の措

ともに︑彬拡散聞題の解決と漂子

原子力の必要陀を理解し認めると

が︑次期人統領が︑※圏内外での

がとびだすか︑予測はつけにくい

の政観交替でどんな計画や︑政策

すべきだという秀である三旦

⁝
ネルギー鶴嚢を蘭たすために開発⁝

煽・石炭巌勇だけが饗・エ⁝

ず明確にしなければならず︑結︸

鋤︑駆慾には解決しないことを濠⁝

臓源の切り魯えは答易でなく︑為﹁

表明する醐きが多い︒エネルギー︸

綿めも爺動のためかなりの日数が

PW飛については九州繕力・絹内 ・選踊化のゐ購で標雛化を検討中

い︒このため︑交換装置の単葭動

か︑作麩スペースも狭く鮨⁝￥が悪

をもつ醐レベル廃蘂物と放鰍能が低く米
多

⁝

七時に外踊技衛依存から脱矧︑先

化はこうした惰勢を受けながら︑

逓産雀による軽水炉の改二軸熔

からてもある︒

縫舗船穂補綴鷲瑠鍵蔀篶襲響

わが鰻ではすでに十二島島綴六

されているが︑うち十一基が軽水

十万二千KWの原子力発電が醐発 得きわが縫型軽水炉技術の確立を

く蓬え︒従薬はこの煮の脱屑に二

よる定検工狸の短縮化を閣つてい

ルチスタッドテンショナ⁝開発に

零露はすで

炉た︒兜行き当薗の主力を霞める

柴騨被縢低減対籏の実施︑宇検期となるもよう︒鰻内

基づく傑守点検作集の的確化︑従⁝れ具体簾の展開を図っていくこと

大野記 を鑓先する※国の原子力政策を欝
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核燃料の転換成型加工及び販売

繊

連機器及び材料の製造販売
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住友原子力工業株武会社
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この軽水炉については信頼腔商上

↑曙間程腹がかかつていたか︑新

ものともみられているが︑他方︑

間の照顧等々を臨療に︑岡雀はさ⁝に原子頬設題箒澗毯申請中だが︑
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民間濃縮計画に赤信号
核燃料保証法案廃案が原因
来濁の大墾企鎚であるベクテルとグッドイヤー・タイヤ・アンド︒ラバーの両袖は十一月十八日︑

UEA計画4から正武に脱退することを淡燃した︒雨社の

フォード大統鱒が議会に提出していた一九七五年核燃繍保証法案が瑠縫上廃案となったことを理由
に︑民闇ウラン濃縮翫画の中でも巖大の
ほか︑UEA翫顧に滲撫している残りのウイリアムズ社も岡計画を断念することは鋳間の難題とされ

していた世界の原子力界にも多大な影響を与えそうだ︒
ることを決定したQ
この誹画には︑岡法案が上院で

中旬からストを続けているため現

る︒しかし︑同施設の職員が九月

は始められない状況にある︒

射鑛化物処理嚢︶の二盗竺
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ビタミン斉臆㌧成分を公煮てきるし、公表しなければなりません。ても、C鼠Cがもっている瞭∫力分劉の灘t
ノウハウを公表することはできません．ケ磁層験頭脳といったものを、澱であらわすことの1麗なこと、禰

現在︑センター・アソシエーツ︑

在のところこの作業は実旛できな

適齢る轡

テキサス・リジオナル・エンリッ

ラ・ア；グ再処理施毅に

全拡大委を発足

ストを掴嘱しているのは垂垂労

い状況にある︒

求している従難鵡の安金性強化に

G鶏MAの設立に反対している

にも死心隈はなかったが︑被憲額

か月かかるものとみている︒宰い

は約二百万湯︵三一懸二千万円︶

程度とみられている︒

O︵人類宙滅に蠣弾を便って反対
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ここでは、せいぜい、ビタミノAからヒタミンZまでをつくる能力がある、ということしカ・公表できまTss

ュ⁝クリア社などによって研究關
︹パリ松本駐在凪︼仏原子力庁

計醐が澱大で︑蟻嬬実現の飯能性

を虫依に構成され︑各擁容器類の

応えるため︑CEAの騨門嫁など瀬も要求している︒総同盟もCO

嚢件についてパリ松本駐在翼は次

ンキで残しており︑爆発後犯人と

する突軍隊︶という頭文字を臼ペ

疑われる養がフランス源僑社に電

マルニャク鉱田は︑フランスで

窪して明らかにされたもの︒

ラ・クルジーユ鉱区︵確認二万五

最大の埋蔵麩をもつモージュ地方

一つ︒

千ゾ︑掘定一万五千ゾ︶四鉱山の

AG−P社︑米G

εからライセンス

燃料敢換叢醗で

せん。CRCにおいでください。そして、おli歎ください。いつでも、あなたの症杁にピノタリの処方箋を

チメント︒コ⁝ポ︑エクソン・ニ

発が進められている遠心鎗離法

紹で︑COGEMA︵C鷺Aの一

遮︑労働労連︑自治労遡など三隅
︵CEA︶はこのほどう︒アーグ

で︑一九八○輝代嵌めに蕊酉ジS 再処理施設の聡警確保に関し検罰

理施設を箇締することに反対し︑

Oo孝会社︶がラ．ア歩魏灘

︵デモンストレーション工場湘南

は︑一九八○無代罪ばに予想され

WU／銀の零露︶による濃縮空輸 する衛生安金拡大婁蝋会を発足さ

覧纈がの資金によってガス拡散法
が大きいとみられていただけに︑

るが︑この破壌により︑坑五内が

フランス中部のカンプレニャク

汲水用篇ンプレッサーが破壌

ラン鉱山でテロ
︵HτGR︶の改良型で︑螢用節
約の面や製境︑ことに緋熱を地域
山勢︑農作物の温口口整︑海水自

付近にあるCOG￡MA︵仏核燃今國の爆破彫塗は︑ナ一月七臼

社︶のパリ本土建物の放火嚢件に

CHRCA︵核燃料研窮製造鼠

るなどの点で葎来の発囎駈よりメ

閉︑工業プロセスなどに利用でき

子会社︶が響理・遷嘗するマルニ

料会社で一〇〇％原子力庁膨蟹の

この協力計蜘の主襲欝的は①G

リットがはるかに大きい︒

経済性の向上を間ること②周プラ

のように伝えてきた︒

ャク・ウラン鉱唄で起こった爆発 続くもので︑いずれも壁にCOP
T⁝HTGRの概念設計を確立し

ントの璽要な設計データや特徴を

階四十

たのは十

月十三賑夜十

マルニャク鉱山で爆発が起こっ
の翻身︑設計︑開発について技術

命嗣で確立すること⑧同アラント

五分︵環二時聞︶ごろで︑機械室

クライド・リリi氏は︑一九㎎

はウォルスキー氏が鱒任︒

社獲︶が再任となった︒理麟餐に

︵ゼネラル・エレクトリック社劉

が就任︑ジョージ・スタサキス氏

イルコックス社副社畏︶の雨氏

ポンプ糎台に巧妙に仕掛けられた

る開発賢用を軽羅すること⁝iな のコンプレッサーと採掘制御蜜の

交換を行なうこと④各鷹分担によ

ど︒

会長にC・リ
リー氏が就任
米原蔑の幹部人窮
※原子力薩鑓会議︵A王F︶の
が膝をつき含わせて︑まず値上

イタリア炭化水素公社︵EN
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チメント・アソシエーツ︶計画

るウランの供絵不離に対処するた

も出されているが︑巾でもU践A せた︒拡大婁璽金は職葛縄合が要

による濃縮工場をアラバマ州ドー

COGEMAを設立した政令の川

め一九八⁝一溜運転を欝指し︑三十

サン近郊に建設し︑九千ナsWU供給の確保を期し︑資金参加を検

が︑ストには嗣馨していないQ

CEA職費九百人のうちストに

排水など璽材の欠陥を信管するた
めの作業を行なうことを醸的とし

とってベクテル︑グッドイヤー両

討していた田本の電力会社などに

社のUEA誘画からの脱還が与えている︒その結果はCEAと三農鯵架しているのは約七百人︒この豊島

／葺程度の生薩搬を予定してい
たもの︒計麹に激騰しているのは

る影響は大きい︒

サーが破壌された︒コンプレッサ
計薩は両膿政府の資金援助のもと

西独・スイスのG？lH饗G五R
つの爆弾が爆発し︑コンプレッ

ため予定されていたRAO︵樹放

ベクテル歓のほかに︑グッドイヤ

縄合に報儀されることになってい

ー・タイヤ・アンド︒ラバー歓と
ウイリアムズ祝だが︑グッドイヤ

米GA︑西独などと協定

望みが託されていた︒しかし︑力

に一九七二年︑GA社の計國は米 ーは坑内水汲上げに馬いられてい

の脱遅をすでに表萌しているた

ー抵もベクテル社と同様計画から

高窓i氏が次期大統讃に選ばれた め︑残りのウイリアムズ社も計鴎

ているため︑民閥ペース初の濃縮計画婁現の夢も消え去ろうとしているわけで︑その供給能力に期待

曲解で の 民 闇 第 一 弩 の ガ ス 拡 散
法によるウラン濃縮工場建設の讃

水弾しになり採掘続行は不可能に

を断念するこ露は半間の聞題であ

エネルギー研究開発局や幾つかの

今となっては︑羅宇タ璽氏が濃縮
るとみられている︒

改良型高温ガス炉の設計で

画︵UEA翫画︶を描逸してきた霧議されるに当たって︑数入の議
習業欝欝は政騰の手で行ない・政

なるところだったが︑幸いにも急

員から﹁同法案は米國のウラン濃

をかけた戴判になりそうだが︑

発電機の駆動にヘリウムガスが用

罐力会社の更擾のもとに一九七一

のベクテル被は＋八碩︑フォード

来團の大事エンジニアリング金社

が再開されだ︒この爆破により船

行した狡術茜が予備ポンプを作動

ベリ・グループ︑NUK露磁三熱スタービン設躍︶︒この炉は︑ガ

出嚢局は︑コンプレッサーの膨理

らいについて長期契約を結ぶこ

のどちらにとっても元も子もな

や取換えなどで採掘薦瀾まで約二

隼にそれぞれ開姶されている︒西

スタービン腐熟ガス冷却炉︵G饗

に簗巾した︒

かろう︒セミナーでは競に︑ほ

仏マルニャク・ウ

来書のゼネラル・アトミソクス

四枇とスイスのスルザー・プラザ

び欧州で閣発中の高欄ガス冷却顛

一HτGR︶と呼ばれ︑来国およ

糊係筋によると︑ベクテルとグ

からの脱退後︑ポーツマス懸黒酒

ース社︑遡邦原子炉研究駈等はこ

マス工鵬の拡張を強調しているた

縮容羅を必要以上に拡張し︑その

腸の拡張垂垂に乗り美し︑その建

のぼど高効率の多霞的隈芋力発電

府所有の鷺濃縮工覇のうちポーツ

大統領が議会に提出していた一九
負握は※国民にかかり︑さらに核
め︑ベクテル社としては︑民聞ベ

設および蟹理を議卜いたいという

させて三時間後には坑内水汲上げ

拡敬を繕大する危険が画豪る︒こ
ースの濃縮習業の爽現が一厨坐れ

意向をほのめかしているとも伝え

独とスイスの繭国はこの計爾で︑

七五無核燃料傑誼法薬︵濃縄購藁
の法興成立の場倉︑利益を得るの

式に脱邊する決愈を表明したもの

筋の設計についての協力協定に調

ッドイヤーの両社は︑UEA計薩
社︵GA︶︑西独のブラウン・ボ いられることになる︵ヘリウムガ

を今後蔑聞ベースで行ない︑政厨

である﹂といった厳しい批判が雌

はUHA計画に参艇している三蔵るものと判断し︑この計装から正

られている︒

約買千万塀を投じる予定だ︒

月二田に上院本会議で箋腿審議さ

はその懇入を腰助する︶がこの十

とみられている︒

となっ
ていたが︑フォード大統讃が爾選

躇聞切れ廃案

れぬ豪豪
されれば成立の笏能性もあるとの

︐

不確実な世職が加味されたわけ

の数字を出した︒それだけ今の

エーデン代籔は劇毒の八O％く 額は十億メ以上︑WR社の浮沈

UEA︵ウラニウム︒エンリツ UEA謝画のほかに︑米圏では印した︒この原発では︑タービン

たため︑岡謝薩から正武に脱退す

謹︑夢

上がりの原函だとして︑反トラ

WH社はウラン・カルテルが値

スト法違反を正面から押し出し

格保証だけでなく︑消費蕎を守

る弄樋格も設定することを要

た︒いったい悪番は誰なのか︒

と︑契約は現行のような巖低価

求した︒ウランの契約はひとつ

七〇年代初めからの﹁ウラン値

鷹をまかなうには︑供給力を年
率＝二％の異常な速さで拡大し

の炉とひとつの鉱山︑それぞれ

ことだけははっきりしている︒

上がり﹂が本嶺の被告だという

だが︑それでもこれだけの購三

ていかねばならない︒この予測

の簿愈期聞かそれに準じる競闇

る気配だ︒欝欝がポンド五がだ

格の安定と﹁公正な契約﹂論題

どおりなら︑生産蓄は生産拡大

かの契約になることが多い︒安

ウラン市場の現況は︑原子力

ウランの燈段はポンド簸＋が

ばならぬが︑はたして生産管は

ERDAの予測では︑一九八
と黄金季嚢てに大購輪にならね

発懸の灰琶の見舞しにさらにマ

をこえて︑なおじりじりと上が

ったのはまだついこの間のこ 気年のウラン難燃は︑米国三万

くていっでもほしいだけ買えた

イナス蟹園を猟えている︒原子

塵溜の契約とはまるで遡う︒生

力寸評が鰯滞ないし縮小に向か

い舗心的な甫場

電力会社しかな

かのエネルギー源に切り換える

多謙紛奪曝露︺

塵養にとって︑

璽い腰を上げるか︒原畢力導電

ても櫨上がりがひどすぎる︑原

と︒石佃ショックがあったにし

圃はカルテルに避いないという
のが︑ウラン溝川書の闘にくす
ぶっている不澗である︒

だ︒議するに露場原理がうまく

ってしまえば︑生塵蕎︑消腿蓄

上︑ウランは霞下値上がり中だ

ては政府︑今は

四万ナ︶︑二〇〇〇年には米国

という強硬な発謡も幽ている︒

る努力はいろいろ行なわれてい
る︒ウラン協金は生産巻の側か

働きょうがない所に問題のみな

このウラン契約闇懸は米麟で

差し当っては生巌蓄と消去習と

から︑生産巻にして兇れば確実

産を拡大していけばいい︒そう

新下樋にクライド・リリー隅会議

ィン︒リマ・ハミルトン社甫場調

E社に技師として入社︑ボルドウ

もとがあるわけだ︒

七万一千漣︑海外十二万五千誘

誘︶︒篇○○○年までの世界の

劉金撰が十

一年テキサス大学工学部卒後︑G

した︒同氏は︑ジョン・シンプソ

月十六霞付けで就任

がりの原閣をつきとめ︑物理的

︒ニュクレアーレ社が来ゼネラル

I︶はこのほど子会社のアジップ

いま裁判になっている︒ウエス

エレクトリック歓から沸騰水型原

チングハウス︵WH︶祇のウラ な価絡と供絵契約を諾し台う以

副社蔑・社餐など経て六九奪から

査誤擾︑ガルフ・パワー社取締役

いう生乾者のムードが消蟄蕎の

ン会撲の任期満了に伴う後任とし

圏にはますますカルテル行為と

て選任されたもの︒なお翻会長に

格が上っているので︑ポンド三

外になかろう︒石炭にも共通す

ン供給契約破麩をめぐって︑電

発表した︒

︒販売でライセンスを取得したと

力会社がWX社を共同握蓋し・ ることだが︑鉱山労働者の不審

︵K・K︶

﹁契約の原価格で供給すべき という麗逃せない購悔もある︒
だ﹂と訴えている︒象われる金

会のメンバーでもある︒

セミナーでは西独の消蟄二代

映るわけだ︒

はかっていると非難した︒スウ

機械工学学会と躍気・電子工学学

芋騨用燃料取換盛躍の設欝・建般

ミナ1は︑一部生産暫の不欝欝 累横購要は約三頁万ナだが︑価

に抑えてこ

バノイ︵バプコック・アンド・ウ

は︑R・シャーマン︵エバスコ︒ 原産の劉会長︒リリー氏は︑米国

もあって消蟹蕎ベースの会議に

騨だ︒

申間規模

ERDAは米国の原子力発題
ローダウンして価格の釣上げを
規模を

サービス社社餐︶︑ウォルター・

WHはウラン生産番二十九社を が叢蓄の悩みの纒になっている

なった︒そこでは例によってエ

A︶の羅給冤逓しが公表され︑

ネルギー研究開発局︵ERD総懸は十分まかなえるという計
それを基礎に当灘の問題が難し
纏われだが︑消麗蓄の閲心は樋
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ギー をに なう 慣習燃料工業

⑳BW汽pWR．ATR．FBR．等
鋤力留用UO

明とるバいよ居る給鍛が十

、う雌鶏いつ発イ．畿羅強勇藤鑛亥翻縫匿路黎編蟹を讐劣駕暫膳饗ヨ讐萎

㈱材料試験炉及び、研究炉爾板状燃料、

醸噌

2燃料

悪温ガス炉用被覆粒子燃料等

炉

㈱BWR。PWRの炉心管理サービス

原 子 燃 料

工業

⑬その他核燃料紅熱装躍付属三部品等

株 式

Nりd劇r F副層鵬漉＄，
東京都港区西新橋3丁霞23番5号（第2墨森ビル）

電話

会社

乱瀞d。

東京 （03）屡33−3m

／

聞

力

では測定器の条件︑蒼︑弱輩では翻

不苅欠な

を・第臆贈

畠の原麗等を正確な放蕩総計測に

耐酸︑耐食︑耐熱ステンレス鋼︑

拡発︑新技術の取り入れに努め︑

に岬翻して絶えず翼翼の禽理化︑

う避け︑威らしていくかにかかっ

放射線難︑単位︑鞍籔︑放射絵検

測の璽礎概念︑測定の基木となる

も受け入れに餉陶きな姿勢をホしていることなどから畢ければ来年一月中にも正式決定され︑地域砺

た一一を供給するとともに︑翠く

欝金繊麗臨な分野にあたって優れ

の霊致原子力発霞プラントメ；カ

から蕊漫雛工をはじめとする鯉内

あと放樹線モニタリングの三一︑
方法︑管躍星轟など放射線偏心の

定器の聞題点等をき糊に説明した

実際上の間銀点にも露及︒放射線

の放粥線響狸に必要な知謙を網羅

でに米山バイロンジャクソン祉か

てきたが︑その登れた羅質からす

らもBWR型次票ポンプケーシ

とし

放射線謝測マニュアル

米・加箸にも客先による工場監査

今麹のASM践資格取響により

︵講本保健物理学翁鷲街︑B5 ング八個を愛注︑環在製作中︒
判︑噺舜︑二千円︶

舐および部撮を輸出できることか

を受けることなくステンレス鋳鋼

格子との闘でフレッチングが発生

傷を防ぐことができて長時間の御使用に耐えます。

《種類・寸法

本土はその基礎となる放緑門幽
趣法の塾礎︑間題点︑方法︑日岡

ているといっても過謡ではない︒

プランクトンの復水器通過彫響調

究所立地闇題に終止符が打たれる公議も繊てきた︒

塁塵知識

慕華等の詳細を講本保健物理学金
放射線籍理訓論調鼻翼騒騒での検

客観的立撃から系統的な調葦研究

められているわが国最大クラスの

査なども予定されていることもあ

したものと判断されている︒この

げの御使用に際しては
をお奨めします
PR◎丁置X GLOV置Sの併用をお奨めします
GLOV醗
PR◎丁置X

講︸雇いまや原子力羽絹

墾介雛罐難耀
と広鏡閉な分野で実期化が髄脳し

﹁放射線管

を実施して闇題点を解明︑その成

大飯原子力溌懸所︵照和五ヤ三年

腰刀を総いでいく請えた︒

ら照外からの受庄拡大にも今後

資源エネルギー庁は十九田︑醐

高浜二号機で
燃料すりきず

二万六千KW︶の塾疑期検査

醗・高浜二腎機︵PW璽八＋

取得するとともにステンレス鋳鑓

ため︑嗣庁ではこの燃牒下之体を

r

1．GL、OVKSに万一機械的損傷などによる破損かみられたとき、素芋の蒙まては汚染事故の危険を写します。縦って、
め飴頼のおける薄ゴム予袋を了にはめておいてからGLOVESを装着することか推奨されてい豪す。

た放鮒性核揮の利屠︒しかし︑そ
放射灘被曝の機象

という影がつきまとう︒門放射線

こには常に

計画では︑昭和五十蕊琿までに

つけたい︑としている◎

の向上︑開発を図り︑沿岸漁場環

に運開予定︶を例にとって運開繭

温排水影響の解明へ商けて大きく

央︑地域両研究所のメドがつき︑

動き出す墓盤ができあがることに

や溶接組立て繍を纏入︑好騨を懸

彼曝と陣磨の程程とは毘鋼関係が

境の保全︑電源立地の円溜化に大

後の温撰水環境影響比較に諸司欠

保鰹物理学会刊一

きく霧与していくことになるもよ

な嚢渤調査を婆施するなど︑瀟汝

⁝︑機器メーカーに多くの鋳鋼罷

中央研究所十八名︑地域研究所八
あり︑三章はたとえ微籔であって

ても関係者の必幾の霧となろう︒

した

う︒

と研究活動を撮み墾ねており︑さ

門の欝であると岡隠に︑これから

名程度の人蝿を確撮しながら︑実

も蒋二一といわれることから︑

たもの︒第一〜三脚では放鮒線計

討纏果をもとに網羅︑とり談とめ

ることから︑立地選定作業も償露

また︑同研究駈ではこうした中

なるものと購耀しているσ

計測捜術の最薪偽報を渦興した騨

旛研究を中心に発灘施設等からの

に︑この不必襲な放尉線被曝をど

原子力︑放鮒線利縮の将来は謹さ

理計測法﹂

業耀境への影響について科単的︑

活仏水による海盆生物︑資源︑漁

を期し遅れがち︒しかし︑温耕水

核となる研究所建設を待たずにす

水流れ海域での魚類行動の調査︑

らに︑漁群探知機を随っての渥排

グ技術に関する研究﹂は︑昭和四

体麗筆物の海洋処分のモニタリン

十八無慶から覧十一薙痩までの㎎

処分される二西十端ドラム佃詰め

か蕉計露で︑約六千綴の深海底に

モ媒タリング技術壷確立しようと

圃化体の健全性を確認するための

するものでΦ水深六千層以上に便

川沖で水深颪綴︒今年七月には大

贔︵静鋳贔︑瀧心鋳遺贔︶の材料

組立品についてNPTスタンプを樺に異常な擬動が生じ︑燃料支持

で︑燃料勘合体認五十七体中一体
くしたテール・カメラ︑七十ド深
に燃料支持格子との間にすりきず
海カメラなどを圃化体とともに落
︵フレッチング︶の発生している
下させ︑遼隅調製で撮彫方法︑焦
ことが判明︑わずかな放射能漏れ
点調整を行ないながら圃化体の聞
があった︑と発表した︒
書︑衝撃による外偲等をつぶさに
九月二十九睡からの第一圃定期
日本ステンレス︵守川鐡久雄社
監視できるようになったという︒
検査で開らかになったもので︑原
同センタ1ではこうした機罷の 長︶は︑岡社旗江津製造所︵新岡
県上越甫︶が来国機械学会︵AS 菌は︑炉心バッフルプレートの纏
改農とあわせてこれらの装圏を便
ぎ園のわずかな聞隙から流入した
っての実際の外洋投爽試験に取り M鷺︶の審萱に合格︑原子力発雌
一次冷却水の水流の影響で︑燃料
罵ポンプ︑バルブ部品︑配江海輩
速で落下させ︑水圧が固化体に及

腿沖の水深千癖の海域で團化体ナ

と同一のプレ1ムに夢み込んで謁 紹み︑すでに昭和四十八年には熟

用できるテレビ・カメラを鷹化体

ぼす影響を観察記録する②海薩近

添程度を投棄し︑融化体の蟻動︑

取欝えるとともに︑聞隙の調整を

メーカーとして岡費格を得た︑と
発蓑した︒

GLOVESの損

2．GI」OVESの摺先部分の保護のた：めにGLOV鷺Sの1に、更に薄コム手袋を示ねて使用しますと、

地元も受け入れ歓迎
中央研に重き立ち建設も
海洋生物環境研究所地域研究所立地の最聡明地点として薪爾県梢燭蒲がほぼ内定︑近く正式決定へ

なる二本海側に地域研究所を昭和

膨響の犀懲な解鋸への社会的婆講

持ち込まれる賞遇が強くなった︒立地候補地は葉蹴柏騎原子力発霞駈一覧機が謝颪されている新潟興

五十ご無痩宋までにそれぞれ完成

も豪しに罵まってきていること
でに環撹影響照覧調蓋等に着手・

累を公開しながら垂垂水対策技術

太平洋測の中央研究所の立地選

させるというのが漫祈の計画だ

棺騰市刈羽村︒遡開前後の梅洋生物識塊比較など温低氷影響研究に筍利な磁を持っているうえ県︑欝

定画策が︑海流︑海麗︑地形︑地

が︑岡研究所ではすでに﹁場合に

福拝興大網暴鵬の先端に建設が進

って︑いよいよ来臨嚢中には申

適性要紫︑データ︒ライブラリー

麗などの湿緋水研究所としての

から選定作業を急ぎ︑遅くとも今

ことから︑来年三月をメドにいよ

ラス球に封入︑死角視野を少な

欝欝でには申央研究所燈工にこぎ

るが︑このうち放射樵物影を舎ま

いよ実際の海洋外廻予定候補地B

この科学技術庁の委託研究﹁闘

よっては地域研究所の建設を先行

間めており︑醗補地点が砂地蟹の

深海観⁝察ハ回心兀成へ

することもありうる扁との方針を

ため盗物相が比較的籏弱︑降雨蔚

せ等の問題から運れがちなのに対
し︑並行して選定作業を行なって

箸海水が濁り︑農澱の海水が得ら

璽翻町︶で︑落下し︑綴底するド

一方︑両生研が鍍世盛諜題とし

ない横擬ドラム笛を使って海洋投

海城︵北盤二牽度︑孟冬百四十七

くで國化体をフレームから切離し

魑底の様子︑衝繋による外幅︑耐

長

としての交通の便とのかねあわ

が︑かなり海水の汚れが広がって

昭租藩士二年からの低レベル放

観察・醗録する全システムがほぼ

ラム缶をテレビカメラでつぶさに

て取り組んでいる中央研究駈の方

爽のモニタリング技衛の開発研究

慶付近︶で模擬総舎テストを行な

て自由落下させ︑海緩との衝饗に

︵一九七五年ナ月一臼⁝

グで開催︶ CONF1七践〇九

三韓テネシー州ガドリングバ！

論文繁

岡製切崩ではB進月歩の新材質 行なうよう指示した︒

資料文献案︐需

一︶

内︑原子力弘済象惰報サービス四

肢部︵〇二九二八一二一五〇六

§へ︒

Z85を5

きた地城研究駈の立地選定作藁

も原発立地点付近への立地が有利

空体とする地域研究所の性格から

射性固体廃爽物試験的海洋処分誹

兜成︑水深千綴の外洋で行なった

慈母固体廃棄物海洋処分で

こと︑発躍所運開飼後の比較研究

画に伴い水産庁︑環境庁︑罐中研︑

あるものの︑温緋水の鍵例研究を

に適した薪三日粕下市がいちはや
なことなどもあって柏騎箭への岡

原研など各所でこれに関属する総

れないなどいくつかの問題点は

く誘致に乗り出したことなどから

に実現される可能性が強いものと

研究駈建設が肇央研究所よりも先

投棄実験で良好な結粟が徳られた

では海水の状況が比較的嵐好な

比較的スムーズに推移したことも

合醜な研究騒動がすすめられてい

きている太累洋側に比べ臼添海側

あって一歩先に地墨研究所簸衡鯉
みられている︒

データ・ライブラリーをふくめ
は︑立地点が立地難の開粟地域に

を行なっている海洋科学技術セン

立地点として柏手畜が浮かびがっ

た温緋水研究の中核となる申央研
絞られ︑海水︑地質など藷条件と

てきたもの︒

究所を昭秘五十一庫度來までに︑

う兇通しとなった︒

﹂

ター︵石製秀次理単長︑横須賀市
馴

太平洋側と生物絹などの環麗が異︸のかねあいもあり候補地が限られ

でも順講な成累が得られ・深海投

はない扁との違算が出ていること

圧度等を観察︒こうした試験研究

このうちモニタリングシステム

爽際の投棄候補地である水深六千

から︑今年獲宋をメドにいよいよ

固化依の翻収を行なう一⁝などが

が﹁コピーサービスを﹂との蘇︒

も公閣されているわけではなく︑

ではテレビ・カメラを中心とした

よる衝繋の影響を観察詔録する③

現在入山と部塵のスペースの関係

例えば優万訴訟

水深一万㌶に耐える超耐圧モニタ

されている︒だが︑何で

原子炉の設躍許削が下りるごと

でコピーサービスは行なわれて

し︑一部の利雨轡からは﹁もっ

則籔料などはここにはない︒しか

配慮

原子力基本法のいわゆる¶民
に公開翼料塞﹄その資料が園され

おらず︑﹁岡じものが圃立国象閣

棄による圏化体への影響も﹁問題

ることになっており︑公開資料も

鐙館にも善果されているので︑そ

主な内容︒

主・自主・公開﹂の鳥神に則り昭

しだいに充実◎資料内容も一閲計

第四巷蝦腎

︵一九七菰無十月六貨−

十臼テネシー彊ガドリングバー

的⁝側︸圏

第三巻鵬否

の研究

八九第︸巻素点第二巻髪ぐ
ないこれ濠での成果を確認してい

リングシステムを關発︒VτRで 耕のB海域で簸終総合テストを行

一九七六駕三月19雪
穴明な編笠を記録できるパン・ア

⑤金属における照覧損鰐の基本
BNWLlsAi毛四七

①ハンフォード原子力センター
だ︒

ともっと﹂との餌は依然強いよう

く計画だ︒

︼九七

②原子力センターの立地調査−
原子炉プラントからみて

の原則は比較的な

のうち

公開

られている﹁臨霊︑属主︑公開扁

墓鷹法で高らかにうたいあげ

ンド・ティルト裟翻テレビ・耐ガ

で求められた細

和塑十八年五月︑科学技術庁に公

籏機コードを明確にするなどよ

ｭ当初少なかっだ公開資料も六

ちらで﹄とのこと︒

り︑

の職いものになつ

望まれる資料の充実

公開度

開籔料鰹が關毅されて約ミ年聖︒

ど一千入を超えた︒

麟技庁書四階にある公關資料窯

のガラス芦棚には各原手力発難

醗辮訟利用者一千人超える

第二部珊否

原産偶報諜︵覧〇一⁝一〇論ハ一

紹介文献に関する問い濡せは原

第〜部曲台
四鷺七

で⁝
閣催︶ CONF一七五一〇
六年五月98ぐBNWL⁝グB

一九七六

およびトリチウム技術﹂幡騨会議

④﹁核融舎炉における照々効果

界六

︒リプリントのお綴込みは原研
隻鋼製台BKWLlBへ幽

燃料サイクルからみて

〇六

おざりにされがちな部分だが︑今

張り

③原子力センターの立地調査一

後圃民の愈愈を得て原子力開田を

まではむりとしても︑﹁悪銀だ

いるときだけに︑公麗資料塞の役

少ないが︑それでも熱心な陥係者

という締果だけでも：﹂というの

劉はます蒙す穴きくなっていきそ

ガラス
が︑一方では﹁再処理閣係︑温

が公蘭資料竈閣設当初の態晦とい

う︒

の原子力開麗が求められて
撲水撒係などの資料が少ない︑も

われ︑閣麗裾が冤やすいように魑

薩めていく上でより一諾

く︒利用響は大学の学生や欄間企

っと群しい内容の擬料を﹂など︑

理し︑能灘的に利用できるように

原子力關発での蜜全冊竃の経過

饗の人︑役人などが多いそうだ

るのも珊爽︒なかでも簸も爾いの

利用暫からの注文もあいついでい

が訪れ︑ぶ繕い懲類をめくってい

みられるという︒

が︑蒔には住民運勲関係暫の顔も

てきている︑という︒

ツシリ︒利閑者は一巴平均一人と

蝦上段の鰻押込テレビにドラム衝落下のもようが映し出される

速異議炉などの安全審査臓料がギ

所︑問題 の 原 子 力 船 ﹁ む つ ﹂ ︑ 腐

原発用ポンプ部品などで

東京都千代田区神田蜜出町25
電話254−1341（大代襲）
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聞

力

秋の学会シ⁝ズン︒今年も各地で原子力関係の多彩な研究報衝塗︑シンポジウムが開かれた

が︑その焦点の一つとなったのが放尉線影響の問題︒十︸月のま竃のだけを拾ってみても放
職能調竃報告貧︑原子力脳設と沿摩海洋シンポジウム︑一等と相ついで放射線の隠題がとり
上げられ︑盛んな研究発表︑愈兇交換が行なわれた︒今團は︑放医研那珂湊支所環塊放射盤態

〜

二っのシンポ

における地力肖総体の煽動付けの

エタリング︑さらには勢子力行敵

役立つたものであるが︑近鋸モニ

ウトが盛んであった騰代に大いに

など︑今後研究を進めなければな

ルドアップ・ファクターの補講化

までに殆んどなく︑そのことだけ

討議が行なわれるという畿鼠は今

方趨冶体側でも︑このシンポシウ

タリングとして実旛する顧味を疑

らない關頚のあることが強調され

体内被鰻の獅定には生物をふく

た︒

エタリングのあり方﹂などを墾蕩 氏は今臼家での経緯をレヒューし

て︑結漿の精度を論ずることは趣

む環境閣子が数多く関与してい

問擁する悪事がでていた︒笠綜篤

たうえで︑この方法はその限界を

ムで樵山藁典氏が発致された﹁モ

として︑憩憲統一をはかるよう努

めて園難と捲えられるが︑飯鶴瀬

一鎖経路を例として︑現状と将来

の囲的に対して有綱であると絃心

認めたうえでなお現鷹︑いくつか

の謹選向上の司能性についての解

測定データの評価については茨

力していただきたいと感じた︒

筒木三戸氏により紹介され︑今園

析精義について慶べられた︒愛郷

醤氏は︑ヨウ繁が漿藁の表薗に付

の改案は原モ炉周辺のモニタリン

した︒豪た︑ヨウ累搬の分野測定

池亮浴氏から紹介された︒他の興

グに役立つよう︑鐸標レベルや対

蠣三差をもとに総合的な偏差彫薦蝉

に入ってくる各パラメーターの標

城凝がつくっている﹁予鮪評価の

では︑何らかの團やすレベルを制

象試秘が選ばれる鷺説明された︒

出して人に摂取されるという食物

定する心要性は感じているもの

また︑二三状況を把握するための

法マニュアルの改定作業の状況は

の︑外転には攣にして評姫に価す

ための國やすレベル﹂について小

るようなデータは殆んどないため

0

射射

照照

験託

試委

財団法人放鮒線照射振興協会

改良︑地表境界を袴慮に入れたビ

原漁協シンぷジウムで座蝿をつ

明確化を望みたい︒とともに︑鍵

そして︑このような問題癒識の

のかという臨的がはっきりせねば

ータのうち︑穴気から藁醐へのヨ

出してみると︑いろいろなパラメ

ノ

⑲放射性廃棄物処理設備

ニュアルにも禽隔れ︑フォールア

とめる撰沢氏

もとにこの両発表禽が計画された

ならず︑しだがって測定の三号を

って多孔された︒γ線スペクトロ

指標生物の蕩えがヒ田泰司氏によ

ウ紫の移行置旧の儒差が糖粟の偏

に現在は響懸㎎ということであっ

メトリーによる放射能測定につい

したレベル設

たが︑いずれ椙互に比綬されるこ
とになろうから統

だけくわしく翻る必嚢があるとさ

はこの移行速度を寅験的にできる

結累を得︑したがって精二三上に
き詳述された◎豪た阿部史朗氏は

差に支配的にきくという興味ある
各自治然と畢着所とは安黛協定

測竃法などを推薦化する際の響え

ては鵬野職治氏が︑検出器の選択

をむすび︑監視耳翼禽簿をもうけ

にはこれ以外に人聡に関する各穰

れた︒もちろん︑線量を出す京で

からデータ解至心での閥題点につ

てデータの整理︑公嚢等を行なっ

方を述べられた︒内容をくわしく

定が蠣望されていた︒

ているが︑各地域の特殊性から

紹介することはできないが︑これ

のであった︒

つだけ述べると︑

デ370−12

欝本原子力研究断内

ジウムから
よび愛媛︵饅原博明氏︶の各県の

第一線で湧躍されている雄途蓋の

このようにすべての原子力藩臣駈

発表と愈翼の交換が行なわれた︒

設躍興の担嶺蕎が一堂に遇して︑
原子力施設関係蕎や研究にたずさ

ある︒全圏的な放射能調査のネッ

でも大きい愈義があったと憂え

わる人々などの岡引するところで

トワークは核燃発爽験に密来する

る︒各興の努力と︑とくに電源三
黛附に沿ってどう判断評挿するか

の挨拶からも明らかである︒

法による交付金によって監視のた

とって常識である︒しかし︑地方

という︑測定以後の問題も岡様に

翻治体の場命︑環塊放鮒能に対し

の現実もからんで︑冒離が必ずし

て義鵬も権隈もないという法制上

る︒環境試料の放粥能分栃もほと

ある︒

も明確でないままに進行している

んど塁壁で行なわれているようで

方践がすべての娯で撫用されてい

嬉嚢であることは︑放母線防講に

ことは︑開会の辞における主催書

．

ータ︒システムによる六甲籔理

れ︑機能してきたところである︒

たために︑従来響られた経験と成

逗子協シンポジウムでは︑三宅

めの設備は発突し︑例えばテレメ

放麟性降下物を灼象として組織さ

近年はこれに加えて︑原子力施設

目やすレベ

巣を劣かしながらこの新しい偶勢

美装氏の開会換拶につづいて先

や地方宙治傭も行なうことになっ

周辺のモ紙鳶リングを施設蓄も國

会がいくつか開催された︒すなわ

に即応できるよう︑体制も絹いら

発表蓄の発需にも︑また質疑に

らのことはいずれ︑放射線審議会

のパラメ⁝タも入るので︑さらに
視塾主玄の構成等はいろいろであ

析の例は︑今後の研究の力膚を承

櫻雑であるが︑ここに示された解

か︑自治体と鱈繋駈との園係や監

の測定部会その他での霧議を経て

その他阪上蕉簡氏からは金沢大

興体化されることになろう︒

学理学邸に護けられた低レベル放

がら︑両蓄をそれぞれの翻的達成
のために必蟹なデータは︑どちら

これらの二闘闇にわたる発表の

るように晃受けられた︒老趣心な

のネットワークのデータであれ衛

射能実験電設の紹介︑ことに躍境

に残った点を

あと総舎討論が行なわれた︒爺象

唆している点でも大変興醸あるも

効に酒矯できるような・実務上の

放射能研究への欝与の実例と今後

A鶏AP原劉のフィロソフィーを

してきめられるべきものであった

線羅幽幽値の遭え方にもとづいて

O273−46−1639

つe…ヨL

学研究部擬の伊沢三四氏をわずらわし︑語題となった問題点など概饗についてこ執籔願った︒

重要性増す
放射線研究

はじめに
十一月にはいってから︑環麗放

ち︑放射能調蓋研究発表会︵十一

れる手法も再検討の必墜が囑えら

射線および放溺能に閣止する発表

田︑十二臼︒於放房研︒科学技術

ず︑地方自治依における放射能澗

ルの統一を

庁叢催︶︑第七國原子力施設と沿
れている︒

ように思える︒この悩みを解決す

原安協シン求

岸海洋シンポジウム︵十七欝︒於
定臨書の実偶が報告されだ︒福島

一方︑米国においてゴフマン︑

るためには︑政府の原子力行政懇

気象庁︒原子力安金研究協会室
もあったが︑閣題は測定以賄と醐

タンブリン両博士によって口火を

浮び上った測定法基準化

﹁行政⁝指針﹂にもメス

︵河津賢薩段︶︑茨城︵小池亮治 定以後とにあろう︒モニタリング

催︒テーマは﹁施設周辺の艘境放

においても検討が行なわれ︑その

きられたALAP論議は︑わが国
結果︑原子力婁齪会によって﹁糠

医研環境セ︑ミナ⁝︵十八日︑ヤ九

蝋鼠標目に目する目口﹂および

射能モ諜タリング﹂︶︑第四翻放

マは﹁軽水発口軽による握握被曝

日︒於放羅研︒放医研童催︒テー

﹁糠鷺囲標櫨に対する評価矯鉗一

分搬︑協力関係の磯立を期待した

霞睡翫からは︑藍玉畑・核燃料開

を発鰍用軽水型原子炉施殺に瀬用

の罵能性の紹介が行なわれ︑黒川
シンポシウムではこのほか︑膿

ベルは旛設の設謝あるいは運転の

耀えるならば︑決められるべきレ

ホ構ではこれらのうち︑原簑協

い︒

弊業邸が蕩処理纒設の越転開始に

実

境放鋤麓測定の問題についていく

正

談金の意晃癬および厭蔑の原子力

撒顯螂羅破顯蹴伊
にとって測定が最も露盤であるこ

そなえて突施しているモニタリン

によって︑圏然放射線の階閥的変
野︶︑静岡︵櫨松騨之介氏︶︑描

グについて報告があった︒

することが定められだ︒このこと

動纒の中に入ってしまうような程

つかの輔導があった︒全ベータ放

シンポジウムと放鷹研セミナーを

放射能回目の所在などを述べるこ

射能測定法は科学技術庁星羅のマ

妥蛋性のチェックを圏的とすべき

で電鉄されているように︑贋境モ

発磁灘発規襖検討肇胸騒報告潜心

鱒と鱈比させるために早事用軽水

とする︑吉沢塵雄氏他の所論があ

く︑したがって本来放出レベルと

炉腿節の周辺に住む小々の被曝を

ものでリスク評価が眠的ではな

騨回するのに︑原子力蚕暮雲原子

極納な反論もなかっだが︑すでに

ているやり方の方がよいという讃

9

このセッションではさらに︑松

炉安息技術轡門部雲が報汚した

P

平蟹通義によって低レベル放射線

﹁発蹴用軽水型原峯炉施設捲針﹂

￠

とはいう謹でもないが︑それだけ

の

被曝の影蟹についての横認にもと

を陽いることを︑康子炉安全三門

簾子力委澱会は最近︑線騒囲標

の金銭小舞値が例承されているこ

巾で簗醐線騰︑マン⁝ラドあたり

ずくコメントかあった︒胎内被曝

Pによって握簗されていて︑その じた︒

とは周知の遇りである︒マンーラ

した出生騒にみられる懸樋腱蝿の

き・今後の還爾において少くとも

実施されている現状鷺墓Xると

った︒これに対して規筏望められ

田本保健物理学会の蚕轟璽で文献

ドあたりのドル値についてさきに

ツト解析を語いる手法が︑ICR
な点がめることも醸黎︑︑あると感

膏

文質︶︑低賀︵岩窟義虎氏︶︑お一にとど康らず︑側のために行なう

︑線羅は鯛人を対象とする僧

三︑レベルは一原子炉あたりと

か簗団の平均か

一

率で承すか

︸︑レベル勲臣で組すか放出鎌

おくこととする︒

って闘える際の墾警として恋して

雪

舛︵北川辺治氏︶︑郵根︵高井敏

まだモニタリングの実務上の問題

セミナーは第四國閉のもので︑前

一方︑放医研で醐催された環麗

べきであるかが︑研究諜題として

中心に︑私兇をまじえながら瀾擁

線羅騨価の問題﹂︶であった︒

腰座

臓の被曝をどのようにして舞定す

究と翻査が四三的に慧められるよ

ている︒

としてクロ⁝ズ・アップされてき

わが圏において環境放鮒籠の研

うになったのは︑いうまでもなく

三圓が研究成集の発嚢と酎論を塞
とするものであったのに対して︑

今回は袈題のような敷策︑行敵と

ことが特徴といえる︒御園生放医

傷兵な関遡をもつテーマであった

霧糞象に対して掴示した︒本セミ

嚢翻したい︒私的を述べれば︑サ

ことのないよう︑配磁ずることを

棊本的なフィロソフィーにもとる

ナ⁝ではこの評価撮針に含蒙れる
いくつかの点についての発糞があ

今井頽彦践は穴気中に放娼され

った︒

いるために︑馳駆施設からの醗轍

を堪える懇命の響え方や︑懸針︑

イトあたりの被際練羅が承されて

灘樋掴針ともに適用を発餓用軽水

る放射性物資による被曝計騨の現

り現集に近い誌果を事えるように

度分布モデル︑謝癒灘ードは︑よ

ものの︑他施設の蝿禽に他の髄を

型原子炉施設周辺と限定している

状について解説された︒大気中濃

にファクター2の範翻で実瀾と一

ことは避けられまいと這える︒

採用する翠蔓等の問題に影響する

改鍵が加えられ顧麗在では一般

致するといわれるが︑低線羅を糊
度よく推定するためにはモデルの
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