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はないものの︑これから活発化

英語や仏語ほどの親しみ易さ

発売を開始した︒

原産が刊行︑発売申
國際交流一︒わが国にとっ

するソ適・東欧圏諸国との交流

てこれぼど飯要な位躍づけを与

そこには寓に器藁の障壁がたち

えられるものはない︒しかし・

に露語は不可欠︒騰頭にちらほ

力科学の専門辞典︒収録語聾は

の辞典となるものだが︑その他

約一万一千︒原子力関係者必携

いては︑動轡の還心分離法のパイ

ウラン矯激技術の研究開発につ

原子力科学難語辞典﹂を刊行︑

業禽議はこのほど﹁露顕英対訳

墓本土幾は①高速増殖冥験炉の出

か国語が対訳されている︒原子

が︑本震はそれに英謡も加え三

術︵コプロセス技術︶の開発など

混禽溶液の凹囑禽酸化物への転換技

で︒一部四千五落円◎

の向きは皐めに原薩︒業勝論ま

再処理方針

を確認

る広い麟との轍憲疎通︑騰報交流

さらに︑﹁園際的対応﹂では︑

ネルギーの安定供給確傑の観点か

働きかけを強化︒また︑将来のエ

点検を実施︑しゃへい改修工贋の

原子力への閤民の理解と協力を

確備を行うーーなど盛っている︒

にテレビや出版物を介して広蝦猛

得るため︑関係機関の協力のもと

Uにより︑原発周辺住民の裾祉

馳放射能の監視︑温排水の影響調

促進対策交樗金︑放射線擁視交付

査などを進める︒濠た︑罪源立明

る︒

金の単価引き士げ娼置がとられ

創造的な研究の

宗像原研理総懸が抱負

基盤醸成に努力

宗像英二日本原子力研究駈理総

五十一二薙腱は安盒性研究︑多囲的

長は三月三十麟︑記暫団と懇談︑

高温ガス炉研究︑核融禽研究の蕊

いくが︑とくに原子力開発のリー

水柱を紬に一懸盾動を充寅させて

ダ⁝シップがとれるような総懸的

な研究棊盤を醸成することに努め

について勉負を懸った︒

たい︑と新駕度に際して原研濡動

の推進②海外ウラン資源開発のた

子力笈全周核燃料規制論難︶石塚

黙触

灘

臥評

蛛r

鹸惑

一それは東芝のモットーです

関連科学懸隔も紐解に収録︑潤

か︑ソ運の原子力発璽防一隅︑

嗣度は高い︒巻來には元麗麗ほ

原子力関係の年表︑行政機構お

ソ民間原子力協定など付録もつ

よび︑昨年十一月締紬された階

深紅の表紙につつまれたA5

けられている︒

︸Bから安全確保対策や核燃料サイクル確立方策など五つの区分に広馳な翼体策が新たに展開される
ロットプラントの建設を進める〜

準備を進め︑五十四駕頃から試験

二千部隈定墨版のため入手希塑

判上製本︑㍑冷︑箱入り美装丁︒

ことになった︒同計画は三月十日原子力委員会決定︑同日付で内閣総理大臣へ報銭されていたもの
方︑門レーザ⁝法およびイオン交

熱出力五乃KWにする②原型炉の を行う⑤多駿的高温ガス炉の研究

力上昇試験を行い︑今田には定格

一助とするため︑日本原子力薩 ら翻訳参蕎識も兇受けられる

はだかる︒そうした難題解決の

で計画内容は五十三年度二途薬と関連法案の成立を前提に定められている︒四月鍵田︑五十三駕土壁

通しを量る畢定で︑五十燃犀慶は

ループ︵H￡NDEL︶の製作に

賄発のため大型構造機器実批試験

的晦洋処分に忍野し本格処分の兇

製葎準備設計︑碓設轟備を進める

進める﹂とし︑多角醜に再能挫を

このための準備︒陸地処分にも処

策に趨転を開始︑実認炉の設計研

③新型転換炉原型炉は五十三痒渡

換法について原研で謙譲的研究を

遡求する︒

ている︒

分技術の調査研究を進める︑とし

騨政府案が国会で成立︑五十三黛度原子力計爾は千三颪九十九億四手万円の規模で実施される︒

の準備と海外再処理委託の二進︑

二年度原子力開発利用

的安金研究の継親や安金研究国際

昭和五十

低レベル放劔性固体発棄物の醗
終的処分力法は磁洋処分と陸地処

着手する③遭難の臨騨プラズマ試

トニウム混禽働料照射計薩撫進︑

殿電敦賀発縮所でのウラン︒プル

験装櫨3T−60の製作を進め用地

るデータの薄積を繋ることにして

究を行う④ウラン・プルトニウム

協力を通じ安全規制の澱づけとな

協調︑天然ウランの二期安定供給

料サイクルの確立等③新型動力炉

新型動力炉等の開発に関して︑

確傑の糊地から田戴原子力協力協

を取得する⑦﹁むつ﹂安全性の総
その結果︑核燃料サイクルの画

定改定︑ウラン濃縮共同研究に酌

分を粗み禽わ廿て冥施する方針で

期確立を触るという資本方針を確

などをうたっている︒

認︒これに基づき︑①米国で艦月

基本謙画は①安金確傑対策②核燃

核燃料サイクル蔓立の運休的施

いる︒

整備⑤国民の狸解と協力を得るた
策としては動燃嚢業団の海外ウラ

等の開発④原子力開発利用の基盤

めの施策︑の五贋図に︑脚本方針

団の出資制度や成功払い融資制度

ン資源開発の推進︑金属鉱業事業

計画の焦点となるのは︑原子力
の灌梢による民間の海外探鉱開発

と興体的施策を述べている︒

安金委員会の新殺と安全規制行政

提出されている原子炉等規制法一

捌きに対処していく④現在国会に

国は膨響を受ける蕨能辻があり

酒手舗一NFC旺に応じ対策 成立した核不拡散法によってわが

部改正磁粟はわが國の薄処理体制

濡動の促進︑PNCプロセスパイ

を軍帽に確立していくためにも︑

の一蝿化︒原子力基本法等の改正

※国との間で語し△口いを行ってい

動を展開︒立地円滑化のため醸源
く必要がある②再処理︒プルトニ

ロットプラントの建設開始︑再処
理を中心にした窟曳的核燃料サイ

が前提となるが︑これにより安全

クルの畢期確立を鼠る﹂というわ

日本原子力癌業会議は勝田開い

を強化︒貝体的には辱門家による

核拡散問題を中心に原子力をとり

ら窃民の分担を明確にしながら翼

向上に必要な公集施設の建設︑環

籔際的な制約強化など原子力を

理施設の年度後半の操業と運娠試

黙していくためにも早懲に成豆を

めぐる国際環境の変化に︑欝民の

脱

規鰯体制を強化︑安全確保に

験設備︵OTL︶での混合抽出法

を遂げようという計醐︒こう

震

際核燃繕評懸︶に対応して核拡散

いくこととし︑王NFCEの進展 次園は五月八事開催の予定︒

この陰の会禽は①米糠不鉱散法

図る必要があるーーの点で葱見が

工NFCEでの星本姿勢を強く謹
ウム利縮に関し︑王NFCE︵幕

られた原子力環際間題簿懇談会

国の基本方鉗を稜極的に霊張して

防止に横隔購に協力しつつ︑わが

立一の漫面の諸問題について基本

に応じて員体策を審議する③無量

一致した︒

利用③沼藻問題④再処理体制の確

②わが国の再処理・プルトニウム

が国の棊本方劉を確認した︒

研究の実施︑原子炉等規制法改正

総力を取集して対処するため設け

した体制上の充実に加え︑安全確
など国内第一一再処理工場建設計画

︵座長・士光敏聖経霞連会長︶の

プリンスホテルで開かれ﹁エネル

的な襲え方を話し台つた◎

第二回会命が︑三陰︑獅噛の赤坂

ギーの安定供給確保のため︑再処

た理璃会で昭稲覧十三年蔑嶺業謝

繁中討論︑原発関係自治体との交

まく国際簡勢が混迷を深め︑新た

はしめ各藩政府︑議会関係蓄への

画案を承認した︒岡染業計燭察は

流強化など行い楢互理解の進展に

漂保窃国︑発展塗ま圏︑ソ連︑葉

などが童な鐙点施策︒
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五月予定の第二十七園総会で最終

な弱際難題線の強化が求められて

欧譲国との協力にも量点をおいて
いる現状から︑IAEAをはじめ

役立てることに璽点がおかれる︒

また﹁原子力技術の産榮化﹂で

的に審議︑洩定される縫込み︒そ

いく方針だ︒

れによると①原子力をめぐる理会

は・国内的な産蚊技術の完成が社

いることから︑こうした点に加え

整台的な促進が醗も璽要となって

さらに︑今後のわが国の原子力

環境の充実②原子力技術の塵業化

開発にあたっては三舎的な対策の

各国際機関などとの協力を強化し
のための礫境整備③国際環境への

国際的村応などに焦点
対応1が人違度の基本方針︒
このうち︽蟻食環境の充爽﹂は
彌勢に即癒した行敷体制の整備︑

原産の昭和53年度事業計画
進していくことに璽点がおかれ

めの外交問題を含む総命旛策の推

質▽趨薩雀羅肉︵原子力局調葦国

ベル廃葉物管理箸の璽要技術開発

①ウラン濃櫨︑再処理︑低・高レ

っていることからこれまで諮記し

る︒現在検討が進められている蟹

際協力課畏︶川晦雅弘▽原総力安

ながら健全な国際環境づくりを促
国民の原子力開発への理解を得て

てきた宙主技術を藩業化するため

偶報握供を禽むパブリック・アク

際核燃料サイクル評価︵INF進③正しい理解を鰹進ずるための

難局核燃縄規舗諜長︵工業技術院

会的アクセプタンスの前提ともな

いくのがねらい︒原子力開発を進

の体制闇題︑法制問題︑資金問

C鷺︶に対し塵業技術上の観点か

セプタンス二丈の塾舎戦略の確立

した原子力立地政策強化を顯じて

地域開発・環境安全問題を中心と

めるにあたって鍛も唖要な基盤と

題︑富践の分握問題などについて

ら問題点を指摘するとともに︑世

総務部研究開発窟︶村上健一︒

原子力周調蛮国際協力誤擾︵懸

なる原心力行政改革の円滑な箋環

総合的な検討を行う︒①軽水炉の

科学技術庁人事︵百付︶

を捉進ずるとともに︑蘭引諸機関

改良標輩化︑稼働率の廟上②FB 界の原子力産業の発展が限憲され 一などについて整倉的な推進を
蹴る計画︒

ることのないようにわが國敵襲を
R・A釜R開発の里美的検討1
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﹁原子力は継続すべし﹂
高レベルの国内貯蔵は可能
スウェーデン・エネルギー委員会は三月三十B︑﹁エネルギー報告簿偏を提出し︑今後のエネルギ
ー方針を政暦に異幽した︒報告儘はエネルギー節約を強調し︑原子力開発をやめるべきではなく︑極
端な政策の変更はすべきでない︑などの内容になっている︒スウェ⁝デンでは全エネルギー生産中︑

成立した三党漣盆政権︵中央︑穏

スウェーデンでは一九七五無に

石油の占める割合は七〇％に達し︑特に曖房用の占める率が厭い︒環境︑貿易収支などの問題を禽め

決められたようなエネルギー政策

安定した供給を確保することは急務となっている︒
スウェーデンのエネルギー委員
の急転換はやめる⑤高レベル放射

した︒高レベル廃棄物および再
処理問題からの原子力開発の遅

︵水力︑原子力︶の學期開発の提

れ︑塵業界からの国産エネルギー

詣︑さらに曖房のための石欄依存
は依然として多いことなどから︑

エネルギー委興会としても明確な
奮見をだす時購にきていたといわ
れていた︒

圧水炉であり︑原子炉格納容器の

軽水炉と経済的に立ち打ちでき︑

用されている七十〜八十万KWの 周炉の建設に進みたいとしてい

工期短縮の中型
内部に十個の蒸気発生器持をちた

れは主流となってきた百二十万〜

建設期間を大纒に短縮できる︒こ

ての評価も多くなってきている︒

小型・中型炉のメリットについ

る︒

とえ一つの蒸気発生器にトラブル

原子炉を開発
米8＆W社 が生じても九個で稼働していこう
纂局と研究してきた船舶用漂子炉

えることで︑酉万KW級が当初考 こ︸籔年﹁蓋〜五＋万KW級の

バブコック＆ウィルコック︵B というもので︑B＆W社が米国海 首三十万KW級と比べてみてもい 国際原子力機関︵IA廻A︶でも
＆W︶社はこのほど・現在の軽水

と謡っているが︑立地難のなか

すすめ

を説いてきたが︑製

エネルギi省や米鷹力研究所︵E設計の段階ではあるものの︑新し

七年に短縮できる﹂とし︑今後︑

醤標や麗趨しは楽観的だが︑石佃

発羅所と炭鉱開発の投資は不十

的に終るおそれがあり︑石炭だき

ギー法が議決されることは来国の

ならない②米国で効果的なエネル

分︑EC石炭の大畢は輸入炭や他 石痴輸入蟹が世界石癌市鵬におよ

ける兜通しだ︒七七隼︑七八年の

が短期的に聾富だからといって石

の燃料に対していぜん竸争力をも

っていない④EC栖縮業の諸課題義はきわめて大きい︒一九七八隼

ぼす璽要な影響からいってその意
佃情勢の安定性について先行きを

政擾助を行い域内の石油︑策然ガ

る機会となる③︸NFCE︵国際

工業国における進展状況を検討す

ECエネルギ⁝政策と世界の兜進

解決措置⑤必要があればECが財 七月の霊要先進国経済蕾脳会談は
不安定要因の圧力は強く︑価格も

スおよびウラン探鉱努力を強化︒

燃料サイクル評価︶︑ユーラトム

今後十薙闇︑石掴供給に関する

見誤ってはならない︒

上昇を続けるとみるべきで︑慧C

建設によってガスの役割維持もし

⑥新輸入契約の締結と必要な施設

の保障描置交渉︑カナダとオース

とIAEA︵国際原子力機関︶間

化︑国産の新旧エネルギー資源の

くは拡大⑥原子力に関する客観的

としてはこれに対処し節約を強

拡大を健進し︑外国で鷲しい供給

トラリアのウラン供給交渉など︑

以上の優先象業のほか︑EC国 国際原子力交渉は安全性を改善

促進︒

先も開発してゆくべきだ︒ECエ 情報提供し︑原子力発電所拡大︑
ネルギー・システムの改詣は長期

るため︑建設的に進められなけれ

し︑住民による受入れを容易にす

的に進められるべきで︑今後の進

長期にエネルギ⁝情勢に影響をお

エネルギーは発展途上国との灼話

ばならない④国連その他の機関で

際惰勢をフオローし︑短期または

①EC盒域および各国でエネル よぼす隆際的要圏に必要があれば

緊憲に着手する必要がある︒

介入する︒国際的嚢因としては次

歩のためには次の実際的な事業に

ギー締約措置の強化︒このため必

のものが璽要︒

における懸格と生産蝋に関する愈

つながり︑産業間題の解決にも役

決について援助することが利益に

は発展途ぬ国をエネルギー間題解
①OPEC︵石磁輸出国機購︶

の焦点の一つである︒ECとして
要があれば資金援鋤を行い︑合理

格顔結は琶界経掻通舗体系の負損

立つ︒

起こしたが︑その達帯性を破駿す

来年初めウラ

晃の梱謹は加盟国間の緊張を引き

るところまではいかなかった︒巖

の低下は消費蓄に楽観材料として
錯覚を与えるおそれがある︒②研

で原油価格簾定および決定につい

近のドル相場の下落はOPEC内

ン開発を開始
ン潔画援助で新エネルギー源を開

究開発政策やデモンストレーショ

を大編軽減するが︑原繭実質価格

的な価格政策を実施する︒原癌姫

コニネルギー革命を展開するμ血のバルブ

造・
隼︑四十万KWCNSSでは六
〜敗売側は興味を添してこなか
った︒B＆W社のCNSSは概念

の

原子炉は輸出用に適している﹂と

えられていたほど経済的ではな

る︒昆W社の建設コストとマ

な理曲として経済性が上げられ

く︑建設のリードタイムは約十
CNSS開発を進めてきた大き

を拡大したもの︒

に伴いコストが削減できる新型中

炉建設工期の大幡な短縮と︑それ

型原子炉の概念設謝を完了したと

発表︒続倉原子炉蒸気システム

で電源圃サイトは保存されねば

﹁四十万KWの原子炉は︑現在利PR工︶の協力が得られれば試験 い動きとして注国されている︒

︵CNSS︶と呼ばれるこの中ド
型タイムに閣する研究によれば︑
炉は︑出力四＋万KW︑一体型加
︑

﹁節約や新エネ開発を﹂
EC委
優先事業案を提出

せ︑エネルギーの洪給は成擾の制

総︑石炭業弾の譜課題を深刻化さ

会は石油依存から国薩エネルギ⁝

党が原争力に反対であったことか

健遼△㎝︑自由︶の中心である中央

ブルンナー委員︵エネルギー擬当︶

共岡体︶委貴会は三月二十一日︑

︻パリ松本駐在餓目EC︵欧州 エネルギ⁝消鑓が簿び悩み︑石

への賑換を検討していたが︑その 性廃爽物跡蔵に圏する問題は解決

ら原子力開発にストップがかかる

約とはならず︑短期の過剰が獲期

工場を建てる必要はない⑦使用済
が提蘂したエネルギー政策におい

できる⑥国内に麟縮工場や再処理

ると思われたか︑中央党の大纏譲

第一歩ともいえる﹁エネルギー報

み燃料貯蔵のための中爽施設を建

告識﹂をとりまとめた︒報告謁の

油輸入の外貨支出︵七七犀四蒼九

実質価格低ドにもかかわらず︑石

だσ北海石磁の重要な役割と際癌

て鷺Cがエネルギi南場でその地 の課題から圏をそらせる情鎗だっ
位を維持してゆくため必要な優先
論業報径を採択︑理鱗会に提出し
た︒

法である︒構造物は隔離が囲的

ならない︒その葱味では︑解体
は薪発電断を建てるための解体

アルゼンチン

アルゼンチン経済雀はこのほ

埋蔵地帯シエラ・ピンタダの開発

ど︑来年初から岡国巖大のウラン

核流体制御精機の領域です

ASME

鵠

醍，

κ髪

酵

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1つで
す。単にバルブとして汎用弁と混同された
ら技術が泣きます。

内容は①石油の消費はできる限り

射性発簗物の安全賜藏など

歩により︑再処理契約の綿結︑放
条件

地域暖房用熱供給炉に改造するた

設すべきである⑧原子力発電駅を

聞発が認められ︑七五年の

エネルギー方針の中で康子力は八

つき

石瘤は原子力発鰭に比べ環麗に及

確保を図る⑩風力登醒の闘発を強

めの研究を実旛する⑨ウラン資源

縮小する②エネルギー源としての

ぼす彫響は穴きい③原子力開発を
抑止する政策は現在とるべきでは

報欝によるとー⁝鷺Cは一九 十懸が︶は膨大な負担となり︑将

七鋸まで嬉墓の原発を開発する

ご墓以上︑数墨置かれるのが通

化する⑪代薔エネルギー資源の研

間の嘩干し費用がかかる︒虫干

例であり︑ある炉は響命が尽き

なく建設中のものは早期に完成す

る︒蟹覇を左右する要霞として

しにはエつの方法が提案され︑

て虫干しされるが︑その隣りに

来も蝕際収糞に璽くのしかかり続

匠力容器等の切断技術の開発と

ひとつはそのままで施錠をし︑

いう状態が一般であろう︒報簿

縣炉が置かれ︑稼動していると

にとどめる︑という方針を打ち出七七奪中不況に董しみ︑低成擾で

毅射能を帯びた廃材の軸送規制

式︶︑もうひとつは蔭子炉全体

しかし︑即躇解体は実際的で

なので︑それほど堅牢である必

書も門サイトは貴璽な資源﹂だ

僅業員被曖をへらす上でも︑当

要はない︒前轡の費用は彰聞ヤ

もなく︑その必褻性も少ない︒

にしてから解体す

コバルトー60だが︑置葎後に六万七千．が︵轄四に警備畏を要し

虫干し

る方がいいσ放封能の霊部分は

分

を別の構造物ですつぼり勉む方

驚備員をおくやり方︵閉鎖方

究・瀾発を行う︑というもの︒

であるが︑その数字からエネル

の問題点が指摘されている︒

べきである④一九七五年の議会で

巖近︑エネルギー・コスト計
ギー︒コストについてもおおよ

＼

郷にもとついて︑原子力発電の

報告は大型発霞所の難翁が終

エネルギi収支︵発躍所簿命朗 その見当がつく︒
間の総発電盤と発電のために支
わったときの即將解体と︑約百

1｛10％

出したエネルギー騒との差︶が

発促進する③EC石炭業支擾と石 て論議を罵開させた︒いずれにし

z7io2％

｝
P圭，鱗）8｛1｛膨

であり︑新立地のコストに比へ

02％

ないケースでは八万八千が︶後

ど5

はほとんど無審になり︑手作業

02％

しだ上での解体

23

螢干し

ても中東政総構勢の進展には璽大

地軌発㌔琶

駕聞

な関心をもち続けていかなければ

10％

赤字になるという主張が行なわ

六︑七七年の石炭消麗拡大は一時

1978｛1三2月3狂ヨ見逓し2，7｛X）アJK、、

炭利用奨励の緊急措腰︒︸九七

i，1ag

れば解体費の負担はあまり苦に

81％

ならないはずであるo

発屯鮭 比率

れている︒その理由として︑廃

原子炉閉鎖への考察

ﾛ億K㌔〜H．

棄物管理とともに欝愈期簡後の

米照では虫干しされている原
乎嫡はすでに六十五墾︑そのな
かのエルク・リバー炉︵鑑気墨

¥綴︑長さ八十詩層︑蟷二十詩

を開始すると発表︒岡鉱床は深さ

とで禽蔵︑契約を終えている︒

ー婁員書と濃縮工鵬を設立するこ

サ州立象社は覆象原子力エネルギ

開繕に当たるヌクリア・メンドー

〇％を供給できる︒これに伴ない

に三十琿闇必要とするウランの七

墓︑発注済み三墓︑計画中三基︶

級の原子力発醒駈七基︵建設中一

によりアルゼンチンの六十万KW

千沙と鍵窟されている︒この開発

層におよびウラン埋藏量は一万二

一一

原子炉解体︵ディコミッショニ

の嚢﹂
建設費のー／20

939

L45三

ング︶のエネルギー・コストが

ヵ二十六メガワット︶が完全解

は一犀と五蔭六ヤ万済の費畷を

な汚染物体の処分のだめのコス

爺のこッケルー59︵半減期八 るσ菅矩懸に換輝すればそれぞ

かけ︑作業員の被晦事故は一度

1．1977ぞiの発電彦出ま7碗比19％増ロ78歪1は77ゴ｛度
49％増の見逓し
2．i息r力発電所の総出力は
君

2，240／JK、、
1977箕12ナゴ31B現為

あげられ︑たとえば﹁この臣大

と︑両方のケースの蟹購を試算

も趨こさなかっだ︒その経験で

醸本も跡地利用などについて

大仕薯だったという︒

︵K・K︶

腸ミま力発電

11β55

体の唯一の実績である︒解体に

している︒即騰解体蜜は二千七

れ手六膏七十万︵八暫八＋万︶

は原子炉容器葭体より︑外側の

この試算には過小評価ではな

うだ︒

762％

1〔X〕％

者は五万八千賭と試算されてい

るかは想像もつかないし︵塞田

トがどれくらい大きなものにな

颪万炉︵PWR︶から三千蕾万万無︶が間題だが︑これは曳干

り即時解体と蔭薙後解体の蟹用

が︑箪菖八十万がである︒つま
五無談表示︶︑これには原子炉

原芋炉部分だけなら千三醤万か

いかという批判も田ているよう

もちろん︑蚕無後解体のケー

る面がある︒サイトには原子炉

8，b55

ｬ

が可能になる︒もうひとつ長憲

武氏︑門経済評論﹂臨 葺 八 月

る︒こうして葭葎後の解体蟹は

が︵BWR︶の範囲で︵一九七し中に除厳する考えを示してい

の撤表蟄も含まれる︒この聴点

ら千五百万が︑さらに一千乃が

弼能な範躍で脅え方を決め︑国

しかし︑原子炉の解体コスト

考︶といっだ議論が見られる︒

は門想像もつかないしほど大き

では残留放粥能が強く︑逮隔操

を這加すれば金施設の撤表が司

属にヤ分姻らせる必要があるよ

生体遮蔽コンクリ⁝トの撤去が

なものではない︒少し古い欝腓

作などの放射線防護の配戯が必

だ︒しかし解体盟の大きさや愈

スは︑慮接解体費のほかに百犀

812％

1三，B9

…
螂レ61・

P王5％
三，370

1，546

105％
1，1B

はほとんど差がない︒

になるが︑昨年初め米国原笹力

瞭はサイトの実憾で決濠ってく
が︑それでも発電所建設費の二

能という︒

報告を紹介しておこう︒これは

産業会議︵A工F︶が 公 表 し た 要 で ︑ 費 用 が 高 く な っ て い る

＋分の一以下のオーダーであ

9，064

諺
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三2290
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O

聞

業

﹁聴踊騨鱗媚笈室﹂献耕軍服へ

もんじゅ以後

に焦点

電力中央研究駈は今月上旬にも﹁謙遜堰殖炉発電特別研甕塞﹂を新設︑FBR寅用化に讃接の照準

を定めた研究戦略の検酎を開始する方針だ︒FB盆研究の急速な澄展を背禦に︑康型炉﹁もんじ2
以降︑これを実薦化の脇道に粟せ発躍システムとして経済附な醒力生蕩を行っていくにはいまからど

鼠分野に麺手するのはこれが初めて︒現在︑FB鼠研究は実離炉一筆一偏が臨吊する

方︑メーカ

ういう研究計醐をたてていくべきか︑などについて検討を急ぐことになったもので︑岡研究筋がFB

ことになる︒

B貧輿嗣化畢期実現へ向けての総 炉﹁もんしゅ﹂建設華備作業も鍛

限度の利用を町能とするものであ
実用化のレールに粟せない隈り︑

研究開発を押し進め︑翠い階期に

〜九九〇郊代以隙わが麟のエネル

グ紅鮭駈﹂が設立されるなど︑わ

全米工学アカデミー

金※工学アカデミーは︑全来科

められたもの︒

に設立された機関で︑三田︑新規

霞計臓における安金轡萱︑一本松

於奈︷BM主任研究贋︑小林宏治

上五郎原子力委員掻代理︑江崎玲

にわが澱から蚊藤貧夫菓大教授︑

い施設に移る場愈の播定登録⑧毎

慰をふる譲前登録②従業蓄が新し

盤技術設計への留与がそれぞれ認

策の中妻手役謝を果たすものとし

図ろうとする問省が︑腰髄霜源対

調整審議盆に上程し計醸組込みを

中に二千万KWの電源を艦源開発

〜

〜栂

；

学勘阪＿㌧㈱脳剛馴剛

学アカデミーのもとに一九六四年

一九名の外国人獲会農を選嫌︑こ

に颪犠の盆員と盧本人三氏を含む

は米国人八薦五十七名︑外瞑人五

れにより全米工学アカーアミー会員

十八名となった︒

氏は日本の原子力開発と原子カエ

力倭罵鋳代岡センター構想に取り

に登録する定期登録④軽業所から

葎一毫分の欄人被曝線羅を定期醗

て垂雪させたもの︒

とに乾杯︑愛しい門中を祝った︒

銀座で科学技

｝鴛綿診・

しかし︑環在のところFBR実

安藤︑一本松︑武藤三

践を准会員に選出
新技術開拓に卓越した業績

アカデ︑︑→の日芸人准藪員は︑外

三眠が選ばれたことにより︑同
役︑武藤碍武藤構造力学研究駈長

国人薩会員制腰ができた一昨隼の

一本松珠緊緊末原子力発寒相談

た業繋を残し︑理論と実践に寄匁

の薄樺が外羅入硅会員として選出

井深大ソ

新しい技術分野の開拓に塵越し

した技術者と経鴬轡に授与される

された︒安藤氏は日ホの原子力発

一︵ナシ聾ナル︒アカデミー・オ

了名奮金船︑三無の引

璽尚の栄滋⁝〜全米工学アカ一て︑︑

ブ・エンジニアリング︶の金員が

数無の内に鷲設された海洋写物環

の照会に薄する応答サービスーー

開所視賀パーティ開く

術週間の展示

原子力文化振興財団

を道行く

の協力を侮て︑原子の秘密を解き

化振翼財隅が︑原研と動四二植園

く

用化については潮溜に二九九〇

り維む扁との墓本方針があるのみ

庫代の初めには集誕姫の礎設に取

でその推進方策のあり方は科技庁

・難燃象の検討を除いてほとんど

どを行う﹁FBRエンジニアリン
密紙の状態︒突証段階では設讃研

トの据頼性研究など長期にわたる

関する研究のほか︑コンポーネン

冷却材流遠のような新しい技術に

究︑臨界実験︑燃騒・穏料訊験︑

が灘のFBR開発は次第に瀕型炉
−実魑炉へ向け体制が整いつつあ

こうした剖画の慰撫に財処し︑

るのが現状︒そこで︑電中研でも

ものもあり︑これを規模︑研究の

義臣﹁FBR発電特溺研究蜜﹂を
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など︒すでに︑今奪〜月には原子

った︒
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轟轟のための研炎計画のあり方を
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の標準設認などについて検討を進

回の中央登録センターが加わるこ

煙箸規制法にもとつく放漿線籔理

三Bワシントンで発表され︑新た ネルギーの軍湘利用︑武藤殴は耐

諾めておく必装があり︑搬入技術

とによって墨金を確保しながら原

の指驚をうけ︑現在︑全国の灘業

認録の引き渡し機関として国から

手することになったもの︒皐い賠

に着りすきてきた軽水炉開発の二

子力開発を進める体制はさらに整

の構想だけにかけつけた約二寡黙

策室を新設

科学技術のあすへの姿を展示︒陽

明かし無限のエネルギーへと挑む
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わが国 の 高 速 殖 殖 炉 開 発 に つ い

食場で長紬正薄塩長は門下二線

うことになった︒同センターは遡

所から冠せられた四万件にのぼる

いく方劉だ︒

の登録響理は今後原子力軍旗利用

面原子炉讐規制法対象唱栗所の従

粟ゑ・銀醗のど顕ん肇︑銀座ソ
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の関係蓄の感慨もひとしお︑井上
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科学技術の
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と︑⁝昨奪並み︒疋検に慎藤が贈
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いて﹁圏︑メーカ︑鷺気類業者な

背璽にある︒

きたい篇とあいさつ︒また︑丁子

また︑今麟のスタートは︑原子

行ういわば冤切り発聴の形となっ

念行懇の︸環として纒り広げられ

炉箏規制法鮒象のみの登録だけを
懸センターは︑盒鷹の原子炉讐

たが将来︑放射線欝欝防止法︑X

と概騨を述べた︒

視制法対象の事業所を一望のもと

る︒﹁翔べ！エネルギ！をたやさ

点

ー庁公益瑛業部内に﹁罷源立地対

資に恥をテーマに︑臨本原子力文

線従業煮対象などについても登録

と

電源立地対

に冤わたし︑各従懸者の被鰻状況
瓠馳駅する中央機関として昨

点

断から事業駈へと点々と移動する

策箋﹂を新設するとともに︑藤咲

顯懸隔

の被潔騰を知るすべがなかったこ

策釜長兼務を発令した︒

浩二醐庁公蕪事業部灘発課畏の対

磁源立地対策蜜は︑五±二舷度

図を要しているためでもあるが︑

つづき試運転中の福雄四︑五野︑
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こうした定職を終えた無謬はいず

気球にこめて

聴器が終盤を迎え栄転入り︑それ

れも順調に遼転を続行しており︑

せたのに撫え︑定検巾の禰島一・
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の従策蓄被騰管理諏系が・墨本的

痒十一月発湿したもの︒これまで
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ない
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説明している︒
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濃縮事業資金
の調達は可能
金融冬至の晃通し

きかについて︑政臆は何らの方岡

うるが︑この場合︑十隼以上︑

Eはより蝉力腔のある新農縮契量方式による契約期間を選択し

来国務省の核不拡散聞題担当特

る濃淡策の一つとして︑政府は国

例を固守している各国は︑その核

麺たらない︒しかも︑速邦政府は

際的連帯は・むしろ︑核燃料調達

の確儒を猶進ずることによって報

しかし︑プルトニウムをリサイ

われるべきである︒

次のように述べた︒﹁これらの方

もしくは検討している験表明し・

策は①燃隅もしくは生産能力はあ

るか②燃料は妥嶺な条件と状況に
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もしくは購入国は長期供給が保証

されるのか⁝という疑問に対する
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燃料供給が詳審されたり︑不安定

核燃料サイクルのダウンストリー

解答を晒示するものである﹂︒し

むざむざ高価な設備を遊休化させ

転計醐である︒これらのガス拡散

シi氏のものほど米属の電気事業

鷺毅

生きております

社の轡務取綿役R・ギャレ1践は
競争的な民聞濃縮事業の多分に思

別謝代表P・﹂・ファーレイ氏

づけも決めていない︒

弁的ではあるが希墾的な莞通しに

三十奪以下の制限がつくことに

の土合から巖初の引渡しをうけ

は︑こうした聞題に対して考えう

にした︒

るまての期間に関し︑現行蔑期の条件をもってしても︑電気薯

説明を行い︑次のように述べた︒

これによれば︑藍島者は契約なろう︒

ついて発表し︑次のような予測を

契約に比して︑より大きな融通業者の期待を十分轟たしうると電

述べた︒⁝所要資金は絶対的には

門全体の所要量の点から推し灘っ

巨額であるQしかしエネルギー邸

性を与えられる︒新契約方武のは必ずしもいえず︑DO￡内部・

れている︒たとえば︑取り薔え

DOEが提案しているこれら

て見ればそれぼど大きな比率を占

もとでは︑現在の畏期確定蟹方
式で二身とされているロ1リン

されていない︒

る︒環在︑還心分離機の捲え付け

い︒こうした核不拡散のための国

にされることがあってはならな

いもので︑フォウクト局農の下に

︐度も規定内で選択できるように

ることができる︒また︑廃藁濃かどうかなどの決定は︑まだな

グ期間が五隼間になり︑必要鋸 燃料のスペアー分に対する濃縮
．を四無または五感ことに調整すサービスを受けることができる

健金な核不拡散の国際墓準や購

も︑こうした藤要道金を調達でき

めるものではない︒民闇部門で

るであろう︒さらに麗時点では冤
込みのない民間濃縮は別として︑

ネージャ⁝選任手続についてDO ポ⁝ツマスのアドオン計画で︑多

ポーツマスのプロジェクト︒マ

画を推進するならば︑短期的には

ウクト罵畏は門現在︑作業を進め

Eのウラン資源濃縮局のR・フォ 数の罠闇委託運営会社が参旧して

に雛表しているような生産拡張計

した影響は︑ウラン生産蓄がすで

⁝

を不鮮明にしていることが捲摘された︒以下はニュークリア・インダストリー誌︵三月暑︶が⁝

⁝換︑問題点の解開とその対応を試みたが︑ここでも米国の政策決定の遅れが︑世界の濃楮箏幡照
⁝

全量の引取り

困難な契約量
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⁝伝える同会議の内容であ る ︒
◇
この会議ではまず︑オハイオ州

ポ⁝ツマスに建設される還心分離

ことになるであろう﹂としてい

ウランの過剰生産状況をもたらす
いる例をもってすれば︑濃縮謙譲

鷺貧脇塞石の予測

に民闇部門を関与させることは︑

適性生産蟹が問題視されなかっ

政膚にとって願ってもない機会で

み︑一九七九鎌四月の麺工にはな
ている簸中であり︑今春︑選任さ

ウラン濃縮工場計画が予定通り潅

れるものとみられている﹂とし︑

ストッブス氏はさらに︑もしエ

業蕎と岡様︑※国の薦気欝丁番に

ムから贈殖炉を排除し︑このため

で示すことは函難であったといえ

かし︑これ以上の異体薬を現時点

よう︒

トガβはさらに大きい

に︑この方策を迅

者との交渉に大きな期待を寄せる

︑輪

﹁

儲口離

旨

網聖

︐騨

U

O

る︒

とっても大きなものとなりうる聞

ことである︒国際エネルギー機関

DOEのウラン資源濃縮局の戦は讃極的な兜解を次のように述べ 設計特性は︑ポ⁝ヅマスで標周さ

たのは︑ここ数年聞では初めての

略計画立案担当次長D・C・トー た︒﹁米国は世界で鍛も経済的︑ れるものと同一のものになるであ

いる開発部長R・A︒ウォルフ氏作業が進められており︑ここでの クルしない場禽に︑他国の電気薯

については﹁早ければ来集にも発

待されていた新規濃綴契約の条件

が明らかにされた︒また︑一分離
あろう︒﹂

騒契約の履行を酪気事業書に強い

んら変更が予想されていないこと

作業単位︵一詩修SWU︶覧たり ︵IEA︶の上級顧間﹂・﹂・ス
ネルギー省︵DOE︶が長期確定岡氏の口から発表されるものと期
ることになれば︑これ以上に望ま

機を生産できる段階にある﹂

った︒

クォルフ開発部長は﹁還心分離

に生じている核燃繕サイクル前段

を強化するため種々の方策を追究

終設計庚定に役立てられる予定で

ァーレイ氏はほとんど書及しなか

タイン氏は次のような想定を明ら

マス氏は﹁もし填たな代螢契約描

還心分離計緬の豊丘点は︑テネ

有理視されていた民間灘縮の考え

醐の企業にとって︑〜時きわめて

策である︑とのべた︒しかし︑来

岡氏は政府が核燃料の供給保証

題を見召しすることについて︑フ

かにした︵図細紐︶︒﹁米国の罷
表されるかもしれない︒しかし︑

年までの濃縮役務の累積駈要羅は

躍が講じられるならば︑︻九九〇

シー州オークリッシの新型機器試

験施設の運転開始に置かれてい

明確な政策的

対応が先決
計醸以上に︑競争的な米国の密画︑

のこうした濃縮聞題を︑混晶内の

方は︑規在︑政府計画の中には晃

た︒これは︑ほぼ十六の契約︑原

る計画は他には存在しない﹂と強

子力発心容羅で千六百万KW相難 企業鋤慶を例証しうると養えられ

ほぼ〜0％減るであろう﹂と述べ

調︑同謝画ならびに︑亀目に取り

温気事業蓄がどのように解決すべ

会議全般のムード

ある︒

れているが︑この実績をもって最

のコストは︑新規のガス拡敵工場

こう発議するのさえ至難な立場に

は葎闇四千ジSWUないし六千ナ

効率的︑かつ自大容墨の遠心分離ろう︒運転は今庫五月宋に予定さ

であれば百三十五が以上であるの
要は一九八七年以降︑年間ほぼ千

ある﹂と述べた︒

しからざる状況が出現するかもし

に対して︑この工場のコストは八

の追加供給蟹でまかなわれる︒ま

い︑と述べ︑その論拠を﹁来
五百ゾSWUないし二千ゾSれ
WなU
国内の露気薯業が一九八五年まで

れていることも示された︒

十五がないし︑九十五がと想定さ

際会議﹂に参加した多くの人びと

SWUの追加難解麗によってまか

しかし︑AIF密催の﹁濃縮国た︑一九八O年以降︑世界の購要

には︑もっと知りたいことが他に
なわれるであろう︒﹂

を七千五百ナSWU上園る簸を引は﹁希望としては司及的速やか

ポーツマス計画に窟接タッチし

の契約停止に発台うものである︒

縫んでいる政府にとって簸諺の方

求められる米政策の確立

契約方式改訂が焦点

もあった︒それはとくに︑エネル
ところが︑ニュークリア・アシ

にDOEとの契約を履行するなら 代替契約条件の発表も切適した

ュアランス社の副社畏兼国際事業
鞘当本部擾﹂・﹂︒ストッブス氏

ば︑電気蚕業薯は累積燃料購要騒

ギー省が新たな濃縮サービスを再

は過剰供給状況についてのシナリ

開するのに際して要求する︑薪規
契約条件および現行契約からの移

オを詳しく説明︑﹁予想される原

き受けることになる︒これは同年

関心薯であったがフォウクト局長

た︒

子炉の建設遅延ならびに濃縮契約

の薦内SWU照要の三分の一以上容はなかった︒

ている政府代表蓄らの発薦は明る

の役割は来国の濃縮市場での題躍

であろう﹂

ることの

に菟九〇隼までに一万沙sW

誘SWUの生産が兇込まれ・さら

鞍

U分が還転を開始する予定であ

る︒

速に峻干する用慧

ヨレディフの生産餓のかなり

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報制御システム

醐詳細寅料・図面等で入用の場舎は下記へこ違絡下さい。
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曇
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O

行に伴なう代替契約条件であっ

上の制約を減らすことの彰響は︑

投薇銀行モルガン・スタンレー

シ⁝氏は︑﹁われわれの提示する

にあるとの強い確儀を披馴したア

門ウレンコが提供しようとする

2000年

力

来国全体の原子炉購要蟹が通常の

に栢当する鑛である︒巖大過剃契

新規契約条件については一週間

細な発表があったものの︑この会

後︑ワシントンにおいてかなり詳

鋸閣原子炉製造能力を上回る時期

アシ〜氏は︑まずウレンコ祇の

柔軟控のある璽に墓つく鍛工役務

〜ソ蓮
／
米国（DOE＞／

のである︒

柔軟監ある契約条陣はさらに緩和

新しい条件は︑多くの霞気薯業者

が利用できること︑さらには︑短
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のための緊急傭茜︑銀行︑仲買い

Eが契約を満たす上で巖も旧離に ている解決策としては︑轡料供給

されつつある︑と発藷︑聴衆の心

も︑毒薬する濃縮役務を必要とし

が要求している代替契約条件より

で︑計画の初期

ものではなかった︒しかし岡氏

は︑そうした店回性を国定してお

がある﹂

ウレンコの還心分離工場は︑ 一

の部分は国内需要を満たすために

九八三隼までに享誘sWUの能らず︑次のように語った︒
後は︑一九八八年までにさらに八

力を︑また︑現行の拡張計懸終了

利用しうるものである﹂

が︑残部はすべての霞気購業轡が

千ナSWUの能力を贈設する夢定樵霊に纒先留保されるものである
さらに大規模な設備能力を持つ

である︒

予定なのが︑フランス主権のユ

梅

羅縫醜
や︑燃料と燃料役務を提供する畷

をそそった︒岡氏は﹁当コンソー

電プロジェクトやその完成鰹程を

ている一九七七年中期の￡RDA期間のリ⁝ドタイム調整は魅力的

ユーロディフの取締役社長でコ

の調査対象の覧十四原子力発電プ

な解決策を与えるものである︒ウ

確実に立てられる段階で蓑明した

この会議では︑強国の濃縮役務

段階において必
ロジェクトにとって魅力的である

︒F・プティ氏のオッファーはア

レディフの総支配入を兼務する﹂

ない♪軸︑述べたファーレイ氏は︑

に目する料金決定ならびに契約に

要な契約を取り交わすことができ

はずだ﹂と満を高めた︒

る◎しかし︑燃料が調達できずに

場倉︑堕大な罰金の町能性があ

璽気事業蕎ととも

レンコは関心ある
を引き受ける︑

醗の分離作業量

欧粥︑米南場を注目

他の提案を含め考えうる搭躍に麗

ついて思うにまかせなかったもの

るという︑現在以上に柔軟性に富

との保謹付き

の︑ヨーロッパと蓬髪したいと考

詑柔軟な契約条件示す

えている会議参籏蓄にとって︑極

である︒

﹁原子力発電所の最大可能矯要

発注済みの比較的小数の新規プ

蚤に禽致した艘縮役務を発注する

ロジェクトとちがって︑ウレンコ

度にも拡張適用される︒

アシー氏の麗麗無筆は次の通り

んだ契約を横黙する用意がある扁

長J・アシー氏から提示されたも

この岡じ柔軟性はさらに廃簗濃

と述べた︒

び西ドイツの共同累業会社である

た︒これは︑英国︑オランダおよ

めて魅力に審んだオファーがあっ

を求めた︒

して︑会議参加蕎からの悪闘衰明

方策のどれ一つとして淡離してい

瞭核燃料公社など︑いくつかの多

き

国間幟想があるQ政府はこれらの シアムは︑電気事業餐が原子力発

蜘峻
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に﹂と述べただけで︑囲新しい内

議では︑政府の対応の遅れをとり
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約期間となるのは一九八○薙代早
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論厩
会期中成立なお微妙
ダブルチェック︑研究開発と興縮

参考入招き意見聴取へ
第八十四通常國会は籔月十七日の会期宋まで余すところあと一か月︑終盤に入り璽要法案審議で融

民が国に翼議養し立てを行った

り︑許可取り消しを求めて松凶地

月︑国︵内闘総理大臣︶を相手取

／﹀

者・騨門家が証鱈に立ち激しい論

て原笛︑被儀双方の側からの科学

が︑原子力発蟷の安全溢をめぐっ

審まで三十六回の審理が行われた

戯に提訴したもの︒昨年＋月の紬

が︑国がこれを棄却︒四十八鎌聡

弩

騨方訴訟は︑原醒東海第一⁝璽電

争を繰り広げた︒

政訴訟の兜駆をなすだけに︑影羅

襯翻第二発電所第一弩機の原発行

工鵬建設に際しての技術鰯与③工

る︒

も大きく︑覇決が注冒されてい

堀建設への資嵐謬加⁝一などに期

艮野面朗︑石野久男︑貝沼次郎︑

央婁催乳︶は牛醜十蒔過ぎ開会︑

一方︑原子炉等規舗法一部改正

理面繋に的確に対処するには新し

技庁掻窟は本会議で﹁今後の再処

門

おらず︑今圏会での成宣は
︒

法源は︑動燃懸業磁と原研でしか

い施設が不可欠で︑加えて施設建

赤幽

審議漿漁連理璽竃

弾力対応へ

核封印

受け入れ

封印超してどこを膨理するのか

発霞について︑理購会としては︑

わからないが︑

核抜き

でなくて

また︑それが可能なのかさっぱり

することにしたと述べ︑﹁むつ輪

知魑から新たに要講があれば検討

も安全性が確認できるような形で
協力して検討し始めたもので︑こ

性について門訴の騨門家レベルで

れまで日藻で交互に開催︑遡心分

工場を環州内に建設するケースを

錐単位︶の商業規模のウラン濃縮

印

商を明らかにした︒知事から

け

を行ってきた︒十七醸から始

縮ウラン禰給見通しを勘目して︑

をチェックしてもらい︑

﹁むつ﹂

題難問団の学蓄グループに安全性

終的には総総運総金で態慶を決め

中難燃題で

る方針︒

アジ研の小島
氏招き原産懇

認されており︑質源政策の一環と

年越には大騒のウラン埋蔵が確

二圓原子力産業懇談会を開く︒同

丸ノ内の日本工業倶楽部で第六十

八B午後二時から四階まで︑藁京

臼本原子力難業会議は四月二十

して︑鰻筒はウランを鉱石のまま

は核融禽関係で︑

にまで仕上げ︑付加懸魑を爾めて

﹁孚EX饗0だエネルギー政策を推進する﹂ 輸出するのではなく︑濃縮ウラン

氏が門中国の新しい勤向一とくに

究員で⁝ツ橋大学講師の小繊麗鵜

轍はアジア経済研究所霊任総総研

ト
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三菱璽：工業株式会社

伊方訴訟︑25日
四国電力解方原チ力発電所一弩

に注目の判決
機︵触圧水型軽水炉︑出力五十六

に反紺する地元佐罠が内調総理大

万六千KW︶建設をめぐってこれ

臣を相手どって起こしていた原子
炉設躍熱司処分取り消し講求訴訟
の覇決がいよいよ二十五臼︑松山
地方裁判所で講い渡される︒

照十七庫十一月︑伊方炉が設羅

が必硬であり一刻も皐く蠕鯖に魑

設は十年以上の前期リードタイム

わが国との共同調査と並行して︑

待を轡せている︒猛た︑長州は︑

詳可されたことに対し︑反対派住

ている環行法を改め︑民間でも行

熱したい﹂と同法躍提出の趣旨を

化における技術開発のつながり︑

えるよう対象晒囲の拡大を園ろう

説明︑ひきつづき沢田宏︑欝由丘

との間にも濃縮工鵬建設の可能監

英独闘三国共岡出蟹のウレンコ社

熱した論議が展開されている︒原子力関係では康子力安金婁員会新設と規制行政の一璽化を図ろうと

珊叢を行おうとする轡は総理大瞳

とするもの︒主な内容は①再処理

対処方策など中心に政府の考えを

両氏が質疑に立ち原畢力開発への

耀技術顯閥会のあり方︑群認町酸

から撮定を受けなければならない

ただした︒福田営相は箸弁で原子

原子炉安全聯門審蛮会と原子力発

②旛設は使唐朝検査と定期検齎を

力発電貯蓄への穰極姿勢を強調︑

・科学技術振興対策特別婁鳳鍛に付託となっているが︑五月の運休をはさみ︑実麗同旨日数はほとん

科離隔は十三臼も審識を続け︑

受けなければならない⁝1など︒

澗本題産相は原子力発艦關発では

漿の統一化などについても鰯疑が

十九碍には有沢広巳東大犠欝教授

日程上の都合から結局︑廃案︒今

前還常国会に提出されたが︑審議

どないため︑両法案が今戸会で成立するかどうかは全く予断を許さず微妙な偶勢︒民鷺沼処理法築は

ほか小罎周東大教授︑久来三四郎

国民の理解がまず肝要で安金性︑

あった︒

たが︑運輸相は門所掌の範囲にと

阪大謂師︑川上宰一神奈川大教

環境轟轟にも万傘を期し逓めたい

科技特では濠だ一間も麗疑が行われていない︒

甥備中とし︑決して気迫に欠けて

ていく︒﹁む2の成果は嶺然︑

らわれず運用面で誤りなきを期し

れていた︒社鍛︑公明︑共産の三

隼二月︑あらためて国金に提出さ

封印 案に

いるわけではなく︑規制行政も法

授︑服部学立大助教授の五氏を疹

と所儒を明らかにした︒

も増腿するなど体棚整備を進めて

二月の国会提訴以来四国会を継続

求︑このため周法案はタナざらし

党から塞会議での趣旨説明が璽

た﹁むつ鳳の

先に久保勘一長騎興知覇の提嘱し

船安全対策蟹を薪設︑騨任検量禽

石野氏は︑法改正によって規制

審査扱いとなってきた安全婁法案

を付託することが決まったが︑闘

わせ兇解を求めたが︑二本通薩相

ないと︑薪設蜜盒婁のあり方とあ

再処理劉簗が行えないことになつ

詳論濃縮砒究に詰め

一日︑理欝欝終了後の認蓄貧冤で

いくと答弁︒石野︑貝沼︑瀬崎各

行政が新しく瀬塵︑運輸︑科学技

委ではまだ一度もとりあげられて

佳江正三長駆興漁議会擬は︑十

を指

の恰好となっていたが︑七曝から

ことにある︒翼依的な爽嗣罷職が

同法蜜はこの後︑科技特に憲議

に目し︑蛍として運輸︑通産呼量
氏も運輸雀対策の

やっと審議入り︒この臼︑熊谷科

おくれ

における安全規献行政のあり方を

を迎えることになった︒

だが︑ここえきてようやく大詰め

ないからとのんびり構えていては

貫化はでき

術鼠省庁に三極分立となることを

つ﹄以降︑それに伴う体制整騰が

は席上︑そうした疑念が残らない

まず︑9野氏が﹁還輸雀は﹃む 原子力船行政を越輸雀に移管する

黍つかずのままだ︒舶周炉開発と

よう機構上の改正も潴えていきた
いと箸弁︑安全委は諮問機灘とし

その中で貝沼氏は﹁むつ縣の成果
を将来の舶載炉開発とどう糖びっ

ての方がより客観性が保て権能も

本夫転倒﹂とするどく遡求した︒

せと迫った︒これに対し福永遡輸

け︑展期ビジョンの中でどう位躍

どと質疑︑規制行政の強化策を示

相は︑八○痒代後楽と予期される

人が繊腐︑戴州原子力委員会の騨

各雀庁担当天界を含め聯門家約十

離法により一万ゾsWU︵分離作受け入れに弾力的な考えで臨む恵
頚州にウラン濃編工楊を建設す

受け入れ阻止佐世保港封鎖契行委

冾ｩら第四回会合
る場△口の技術約経済的可能控を調

門家との間に調査の詰めを行う︒

鷹会や各漁協でも髄別に協議︑最

シド一丁で

謹で通産省一手となるが︑これら

べる墜磯ウラン灘縮共岡研究の第

この共岡調壷は︑昭和四十九年

ビリティ︒スタディ第〜段階の締

まる第四回会合は︑このフィージ

濃縮工場を建設するとすればいっ

封
をすべて安全委のチェック下に躍

四回会合が︑ナ七臼から十九日ま

の田中ーウィットラム扇醸誼脳会

士二日年蘭の実施協定調印践で節約︑相互融通︑新エネルギー開

頃が妥渚か︑などに

案の握示があれば︑原子力問
くよう︑電気漿業法を見点し膨凝

でシドニーで開催され︑わが国か

肉付
する考えはないかとただしたが︑

ら田宮茂文元濃縮・再処理瀬瀬会談の禽葱に基づき︑戴州内にウラ

想定して︑構想暴体化への

ではない﹂と提案に消極的︒

めくくり妥舎にあたるもので︑原

発に国際協力を抵進ずるため設立

顯問を団畏に科技・想望・外務のン麟継穂腸を建設することの再臨

された綴暦機関で︑十九か魍が参

子力発聡釜日に基づいた将来の濃

は︑核融合翼験装麗に必聾な超電

棚︒昨年十月パリで開かれたIE けをすることになるもよう︒

旛のメドづ
纒マグネット技術確立のための共

同研究を行う﹁超蹴灘大型コイル

来の石纈輸入を抑える目標を禽ん
議場で開かれ︑昨無実施された加

輪塗したい︑との強い葱向をもっ

﹁安全環境に関する夏準および核

る︒

l﹂と題して講演︑選疑にも感え

資源・科学技術開発の側面からl

研究開発協定にも賊難することに拡散防止の必要性と整愈性を保ち
つつ原子力発議能力を着実に拡大

ての灘縮ウランの引き取り②濃縮

勢州は日ホに対して①製贔とし

ている︒

R扁によるプラズマ壁諭相互作用

一て十三の両欝︑外務省︒国際会 が協定欝に署名した︒濠たわが国

︵1獄A︶第三十五回理薯会が十することになり︑宗像原研理薯結約︑開発︑燃料転換などにより将

0露CD・国際エネルギ1機関
計画﹂に田本原子力研究所が参加 A藺掌理珊会では︑﹁参加国は節

−暖A理喪冨

力協定に署名

核融合国際協

このほか岡譲は︑安全婁による

題産根は門すべてとなると現爽的

電炉行政が基本直謝から群細設計

強くなると︑一蹴︒瀬騎殴は︑発

取組む気迫に欠け熱愈も薄い﹂な

とりあげ︑これでは

摘︑門法改正の国的は︑一つには

瀬繭博義各氏が竺月二十三日につ

調査を進めているといわれる︒

成立後︑雀内にさしあたり原子力

将来の要用炉開発に反映されよ

薯人に擢き慰晃を聴籍する︒雪年

判決を待つ樹方原発

う﹂と見解を明らかにした︒

する原子力墨水法等一部改正︑再処理属営化を図ろうとする原子炉等規制法一部改正の両法案が衆院

い㌻護

とりあげ騒疑を行った︒

づき原子力墓斌法等一部改正法案

十二臼の衆院︒科技特︵内応憲

裂シ坦
＼

盟各国のエネルギー政築・研究開

なり︑霧黙した︒

の＋蘇原購を採択している︒

王￡Aは石濾消召書間の輸入石鴨る扁などエネルギー政策のため

礁︒︑弊寡

三菱金罵株式会社
三菱魔機株式会社
三菱商事株式会社
三菱原茅燃料株式会社

高速増殖炉プラント

三菱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

ン

三菱PWR原子力発電プラ

再処理法案
も審議入り

癌依存を低減するため石縮備薔︑

安全性と信頼性に定評ある

@
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業

力

原

プルトニウムを燃料として炉に袋綴す

評燭を反映しつつ︑原子力婁礎金におい

設・運転経験を通じての技術的︑二尉的

発の可能性などについて︑﹁原型炉の建

﹁

独︑英︑オランダのウラン濃縮

パリー技術離長︑R・E・バンダ

禽弁会批ウレンコ社のJ・V︒L

イク営業部長の両氏が十田︑原産

を訪間︑繕来のウラン縫縮黙給問

題などについて荷沢原産禽長らと

工塀・久塁浜0468（35）0935㈹

進展状況︑撒水の供給体制︑海外南場開

ることが︑その管理熱好ましいとする西

て慎環に険討を進め︑昭和菰十奪代半ば

万ナ体制へ持っていく瀦

営業所・東京03（765）1712確℃｝

方向づけを与えるものといえよう︒

た盤水炉として関心を簗め

独などの愈鬼は︑さきの原産奪次大会で

までに結論を得るものとする﹂とされて

ウレンコは︑カ；ペンハ⁝ス

懇談した︒︵三三翼︶

トとアルメロに二百ナSWU／宗

規槙の濃精工場を設齢︑一九八二

頃には

無頃には二千ナ休制︑一九九〇無

画とみられているが爾氏は将来設

ていきたい﹂と揚言︒このあと将

問について﹁濃耀糖饗をみて淡め

菜の協力の町能無などについて浮

一轄二輔

鞭交換を行った︒

聴蘇塗料の手ヤレンジ久ビリッ闘

またわが燭が初めて孚がけ

ているが︑とくに注醸され

の実在を襲打ちすることに

一二一一：騨

《クラノクス》

原型炉﹁ふげん﹂の
るのは︑その燃料利矯効率

ための

も表明されているが︑﹁ふげん﹂はその

一：＝一

中東、東南アジアては、ASM￡（米田機械学」会）認定取得が

全炉心臨界をひかえて
の高さと燃料選択の縮の広さである︒す

一︐一一一曜一
曜一
幽＝＝酔

営業部。東察03（762）4451玉代1

騨

なわち新型転換炉は軽水炉に比して︑燃

ヒ一η樺署■

麗エンジニアリング労組︑鐵立労

労組︑関東電気工薯労組︑栗電環

紫外線探傷灯

嗣月二十灘の巖小臨界を 経 て ︑ 現

自霊際発技術による岡鞍掛﹁ふげん﹂

露悪が饗りれていることから︑今

原受命の癒要性についてはすでに

幽噂︸縛一需

一

線無題については︑これまで霞労

ック・アクセプタンス形成色紙っ

後さらに原子力への国民のパブリ

原子力発臥所関係従噛蓄の放論

遡など庵別による藁岡研究は行わ

機︑造船など七単組による﹁蹴鞠

得ることとする︒璽に︑偶頼性確

蕪錦

『F玉43

さらに近年、各種製品の輸1妓に1際し、アメリカを始め

望⁝麺綴麺ふげん﹂は︑三

を前にして︑わが酸は斬型転換炉を

始

いる︒したがっていま︑﹁ふげん一の

のエネルギー利用の本命は高速欝欝炉で

動

もなるわけだQもちろん︑プルトニウム

えないウラン鵬を核分裂性のプルトニウ
ムに変える転換比が醐く︑濠たプルトニ

部会報告では︑新型転換炉を核燃劉刊用

の順調な目移への期待にあわせて︑その

ってきていることから︑この醐に
も繊極的に取り組んでいく方針︒

原子力労組懇

ていくとともに︑企業間の寒鮒線

れていたものの︑例えば脚力と電
機など塵業種を超えた共周研究は

るため︑こうした点についても提

下労働条牛に多少の差異がみられ

談会を結成

行われていなかったために放射線

謡を行うなどの濡動を行っていく

関連15労組 下労働闘殺は基本的に企業内の偶

係メーカーとユーザ1の閣連や五 偶︒このため︑一昨年＋月には︑

藁電回線︑原鰭労組︑三菱電機

同懇談ムム参加労縫は次の通り︒

連原子力研究会﹂が設けられ︑共

バブコック脚立労組︑隠警醒炉塞

糧︑藁芝労組︑藁芝醒気工欝労糧

方針︒

初めての試みとして実際の放射糠

報交換にとどまっていたのが実

下の覚働に携わっている電力︑醒

電力︑慮機︑遺船など激子力関
試繕のサンプリング方法について

横

労緻はこのほど門康子力関係労繕

岡研究が行われていたが︑今團さ

懇談会﹂を結成︑産購労組の

になった︒原子力発電は将来の経

のつながり

らにこの研究会を発展的に解消ワ

顯産省では︑昭秘五十五隼ごろ

も標準化を魍っていきたい意向︒

には通産搦の高間親閲である田本

済成長を達成するために不可欠と

クを広げることになったもの︒

ヨ

映像標雌化調蓋禽にかけできるも

の観点から︑原子力への濁民の理

狙︑榮北電力労綴︒

線︑三菱原子力工装労縄︑動燃労

認・安全基準策定等のためのデー

する︒︵六︶開発成果の取りまと

1093（921）2512皆七｝

九粥

展⁝在・燃嚢荷の撰の段階を迎
えている︒今月来には二蕾二十四体の燃

いう膨大な議定を迫られつつある︒そこ

原子力開発上にどう四囲づけるべきかと

殖炉にいたる長い道程のなかに位難して
には難の騨型との競盆という恐縮も幽棲

あるが︑新型転換炉は軽水炉から隅速増

きいなど︑効率の良い原序炉であり︑さ
おり︑高速増殖炉のバックアップ︒シス

ウム燃料から取り撫すエネルギーも大

ぎつける予定で︑今璽には試 験 送 電 を
らに︑燃料として微片縮ウラン︑天然ウ

料集舎体すべてを測量︑全炉心臨界に遡

開始︑出力上罪試験などを繰 り 返 し な
しているが︑新型転換炉の今後を決窟づ

臨興から試験運転︑砥山にいたる過程と

ける璽素は︑原型炉﹁ふげん﹂の全炉心

テムとしても期待されている︒

炉の論題をはじめこの路線の今後はまた
今蕃以降の水繊操業の実纏のなかに多分

﹁ふげん﹂に撒く実証

せはもとより︑劣化ウランとプルトニウ

ラン・プルトニウム混愈燃料の組み命わ

ム︑減損ウランとプルトエウムなどのプ

一年の原子力委膿象賑型動力炉聞発専門

必ずしも明確化されていないG昭和五十

しかしながら︑

画である︒

ルトニウム蜜闇闇秘が鰹えるという多様

ン︑灘縮ウランの麗要を減少させるうえ
形態の多様化︑核燃料の喬効利岡の薗に

鵬

のからJIS化していく方針︒

解を求めていくとともに放鮒線下

でポスト石油エネルギーとしての

主機出力約一万罵力︑航灘速力約

タの謳撫を図るとともに︑原子炉

において得られたデータについて

め原子力第一船の開発の各段階

原子力夏本法の精神が

原子力第一船は︑遮蔽改修およ

︵一︶

び安金盤総点検を行い︑建造をで

一』幽ノ「一■」」

働営業品昌

TELO3（777）1852げ七1

《スーパーライト》

繕力塗料

がら︑来蕎には待望の鴬業蓮転に入る計

動燃購業醐と麗業界が総力をあげて敗

性を備えている︒このことは︑天然ウラ

陽﹂の臨界とならんで︑わが国の原子力
で大きな慰味をもつものである︒他方︑

経験と実繍をナ分吟味するとともに︑わ

将莱に沖しては︑原型炉の建設︑運転の

に含まれているといえよう︒

の完成は︑昨年四月の高速増殖実験炉﹁常

り組んだこのナショナル・プロシェクト

開発に新たな局繭をひらくものといえよ

の太格的利用を罵指すわが国にとって璽

加えて︑世界にさきがけてプルトニウム

が国のエネルギー問題の解決︑核不拡散

うることは︑開明済み燃料中のウランと
嚢な役劇を果たすものとして誤載し︑原

新型転換炉がプルトニウム聯焼炉となり

プルトニウムを分離せずにそのまま矯

工された﹁ふげん漏は︑七無余りの工期
と七颪懸円になんなんとする工費を投入

感を含めて︑瀬切な判断がなされること

など国際的な原子力開発上の問題への対

う︒昭和四十五年宋︑福舛県敦賀南に魑

して︑無難開発という険しい道のりを乗
と関学する研究開発を示唆しているもの

を螺みたい︒

型炉﹁ふげん扁に続く実誼炉の概念設謝

の︑実訂炉の建設については︑核燃糾サ

て︑近薙にわかに高まった原子力軍和利
用と核不拡散をめぐる論議の焦点となっ
イクルにおける効粟︑前諾増殖炉開発の

する可能性を秘めていることともあわせ

この新型転換炉は︑わが国が初めて自
ているプルトニウム問題の解決に一つの

り越えてきた︒

らの手で作りあげた隠縫発醒炉として︑

⁝︑藍

一方︑科技庁では︑こうして環

を強化していくこと

境モニタリング手法の統一化が進

いうのが醐懇談会結成の趣旨︒

の労働条件の社会化をめざす︑と

十六ノットとし︑特殊藤物の輸送

方針と額業の大綱は次のとおり︒

および乗組綴の磯成に利照できる

資するため︑諸試験を行うものと

関逮機器の開発︑安金牲の研究に

1纂本方針

ものとする︒︵二︶搭戴する原子

ノ多グ！グ多多！多多多5！多多ク！多多！グノノ！多多タ多！多！ノ多多多多多多ーンンノアノク多多！！！！！〆〆多一多グ多グZ∠！一！多多〆∠〆ノ多一

七年ぶりに計画改訂

準線源

を常に鍛高のレベルに保っていく

定期的に各測定麗にかけ︑灘臨機

の﹁中央建窯﹂のための基盤が整

展し︑各モニタリング︒データ

縄︑三菱璽工労組︑石川脇播磨労
システムがとられるほか︑モニタ

これまでの﹁研究会﹂での検討
リング結異を大きく麓右する灘麗

を設定︒この標雌線源を

多⁝多多多多多グノづ1妻多多多！！⁝シ！多！！多タ多グ！多多タ！多一！ノグ！！多多！！ノ！ク■多ーグノ！多妻多！づグ！多！〆クグ

通産省

NメドにJIS 一 化
測定機器精度向上めざす

通産省︒工業技術院は昭和五十六年ごろをメドに環境放射線モ一一リング測定手法を日本工業規格

︵JIS︶化する方針だ︒測定機器︑機羅の校正︑環境試料のサンプリング季法の標準化を通じ︑モ

炉の型式搭載する漂子炉は加圧

界の協力を求め︑計魎の円潟な推

の総禽取りまとめを行うものとす

逐次解析評価を行うとともに︑そ

その他雰破壌検査機材一般

新時代の探傷技術のために、積極的に挑戦しています。

ニタリングの檎度向上を図ろうというのがJ王S化のねらい︒︷方モニタリング手法の統﹁について

十分生かされるよう努めるものと

軽水冷却型とする︒︵三︶建遺等

進を図るとともに広くわが国の原

これに並行して陸上附繕施設の整

きるだけ軍装に完了するものとし

設立するなと、万全を期しています。

wデータ蓄積などに焦点

いて閣議試験研究機関および産業

する︒︵二︶蝦金︑人材の面にお

一項臨が加えられた︒

子力船に関する技術の向上を図る

《スーパーマグナ》

広晶0822（44）0400軽℃

CORPORATIONを

AEモニタリングシステム

特殊塗奉iはいつも、チャレンジ・スピリット／

は原子力委騒会も二月︑主に地方公共団体を対象とした門新揺針扁を設定しており︑今回遥麓釜の﹂

田︑約七年ぶりに改訂された︒磯

ものとする︒︵三︶原子力第一船

本曇霞の全文は次のとおり︒

改訂された原子力第一船關発基

関趣機雛の開発︑安金性の研究に

ニタリングは﹁統一手法による

条に基づき内閣総理大賞および運

本原子力船開発事業照強暴二十四

﹁むつ﹂の開発方針を明記した

測定漏へと大きく進展することに

資するための諸試験を行う﹂との

なる︒

のJIS化によりわが綴の環麗モ原子力第一船開発講本影画が︑勝

王S化が実現すればわが国の測定手法の標躍化は実質的に完了することになる︒
モニタリング結果の比較評価を難
しくさせる一閥ともなってきた︒

願麗モニタリングについては現
在︑地方公共岡体︑施設蓄︑国の

このため通慶釜でも︑こうした

の内部総点検︑機器補膨讐所要の

環境モニタリング手法の統一化へ

整備を行うものとする︒象た︑実

〃三璽にチエツク するという厳

力研究所等において粟組員の餐成

って行うものとする︒︵四︶原子 滑な運航を期するため︑証本漂子

三者が︑それぞれ独宮の立場から

輸大隠か決定したもので︑昭和四

力第一船の安金性の確撮について

船の運航主体︑陸上附帯旛設箸の

実験航海終了後︑原子力第一船

今園の標準化の対象となるのは

十六奪七月改訂のこれまでの翠陰

二月決窺︑昭和四十二年四月改訂

開発利無用長期誹︸麟︵昭和一嵩十山豊年

験航海終了後における原子力第一

る︒︵七︶実験航海終了後の描躍

の動きに対応︑學期漂準化を騰る

①測定機器②機織の校正③サンプ

末までに完成一となっていたのが

リングーiの三農が中心︒環境放 で建造について﹁昭和四十七公度

訓練を行うものとする︒︵五︶実

利贋については︑慎璽に検討のう

を確認し︑また︑出入港の経験を

原子力第〜船の安全性および性能

一船に鰐する擬熟を園るとともに する︒

え︑別愈興体的に描圏するものと

原子力第一船の建遣完了

備を行うものとする︒︵四︶乗粗

ことになったもの︒現在︑すでに

射線モニタリングは常にバック

は慎賄に検討し万金を期するもの

験航海

の設計と建造は︑搭載する原子炉

しい監視体制が敷かれている︒そ

各測定方法の実態調査を終え︑問

昭和四十七年六月改訂︶に従い︑

とする︒︵五︶関係試験研究機閣

◇

のモエタリング︒ポストの数は原

題点の摘出作業に入っており︑来

原子力第一船の開発を行うものと

後︑実験航海を行うものとし︑漫

員の養成訓練原子力第一船の円

子力発電駈周辺だけでも全国で日

グラウント下の揮低レベルの放射

建造をできるだけ累期に完了扁に

と命懸な趣携を傑ち︑研究開発を

も含めて職能な蒙り国内捜術によ

数十か所と万博の体制︒

年中には原子力安金研究協会に委

線を的確にキャッチする

し︑資金︑落盤のみならず︑研究

原子力委員禽が策定した原子力

ところが︑この測定方法につい

託中の調査研究を終了︒約二奪

改められたほか︑実験航海に関し

﹁遮蔽改修と安金腔総点検を行い

ては︑従来この三者の間で必ずし

をかけ﹂王S規格化していく方 の職い であり︑標鵡化を逓じて

檎度と

も統一した方法がとられていなか

第一船は︑総トン数約八千トン︑

原子力

船技術の習繕等幻象凝の原子力第

開発を進めるに嶺たっての脚本

効羅的に進めるものとする︒

認︑安金瑳漿策定等のためのヂ⁝

開発の蘭においても広く蜜践の協

タの茜横を図るとともに︑原子炉

﹁より爾い橘度を一というのが て明認されていた﹁麹羅間偏の

ったため︑場合によっては︑﹁憲 針︒モニタリング手法の統一に

標

器の標離化を図るとともに︑その

獲薯業の大綱
ついては原子力委貴会も二月︑霊

機器の樒度をチェックする

力を求め︑文業の円滑かつ効率的
に地方臨治体を対象とした﹁新指

5τS化簸大の眼露◎まず測定機 期間を削除︑新たに﹁儒頼性確

者のモニタリング結果が一致しな

針﹂を設定しており︑今回通産雀

蛍光葦葺探傷剤

浸透探傷、磁気探傷を始めとする探傷技術・製品の

名古屋052（853）1461㈹大阪06（453）2301㈹

必須条fiになっていますが、特殊塗料はいち早く対応。

一ウレンコ関係者が来訪一一
︵一︶船種および船型

い﹂ケースもあったのが実惰︒岡

特殊娩科が夷破壊検査のパイオニアとして歩んで20余イr。

特殊塗料株式会社

《スーパーグ瓢一》

本社・東京都大田区山王2−3−10（大森三菱ビル）

磁粉探傷剤碑

研究・開発は、今やli堺のトソプレベルに達しています。

一濃縮問題などで懇談

な推進を図るものとする︒

時にこうした測定方法の書置が各

染色漫選探鰯剤

鐸Ol探傷機材専門メーカー／探爾技衛コンサルタント

《スーパーチェノク》

明臼の探傷技術に挑むパイオニア

蛍光凝透探三重三各種
磁粉探傷装麗各種
渦流探蠣叢躍各種
超音波探傷装隠蟹種

75年には、技術提供会祉としてTESCO

顯船
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力

原

米最高裁

﹁行政権に介入せず﹂

経済的

で

安全

なものとの評樋を受けるかどうか

三権分立の精神を前面に
来連邦巌腐裁判筋は四月三日︑﹁原芋力は
は将来の問題であり︑議会および各州立法府が適切に議決した纂禾的政簾は裁判所において再検討す
る問題ではない﹂との判断を全会一致で下した︒これにより︑バック・エンド︵再処理︑廃野物処分
など︶での一部の黍続きについての差し渓しがあったものの︑一九七六年に下されたワシントン特別

したもので①国象環境保謳法︵翼

棄物管理に関しN飛Cの毘解を明

ﾜ1

σρ

奄撃戟

し1uN塵d〔，＝rし

eヘルで一｝

＼

た︒またウラネックスは原子力

庁︑CFMU︑ペシネ︒モクタ社
︵PUK五〇％︑フランス石佃五

で縫織されているが︑ミナーム社

ペシネ・モクタ社の持株五〇％を

〇％︶がCFMUの持株一五％︑

普@l

W︶およびバーモントヤンキー原

発端となった両原発の経緯はー

前面に打ち出した裁定になった︒

という

価を十分行っていない②規舗作成

イクルが二三におよぼす影響の評

三鼠︑控訴裁の裁定に応じる形

七七鎌には〜麟の探査︑開発が朽
準察がAECが一九七四年に成文 また︑ACRSは原子蝉解体に

子力発爾燐に対するワシントン特

二か月後には﹁核燃料再処理およ

通り報告している︒①NRCは廃懸翻が期待できる︑との見議しを

係るNRCの璽要性も認め︑次のわれており︑七八年にもウラン鞍

別区控訴裁の着し戻し覇決を不満

可の発行を一時停止し︑再処理お

いことから︑新規建設許司︑全島

化した蝿行碁準と実質的に差がな

棄サイトの問題も含め︑すべての

七蕉の試掘および採掘のため耀わ

明らかにした︒それによると︑七

への影響について①これまでの審 懸紐墓準粟偏を作成し︑一般のコ

原子炉の解体の検査︑管理を行い

力運転認司について一鷲歯止を解
メントを求めるため公派されたQ

れた掘削距離は四千百万縣︵千二

その後︑NRCは︑控訴裁が判決除した︒

西万耕︶におよび︑特に試掘は二

査方法を続けるか︑あるいは②両

解体問題の璽要性を示す②餓力会

壬ハ函万μ︑前年比の三七％魍と

問題について新しい基準を作成す

子炉メーカーに対し解体方法につ

社︑アーキテクト・エンジニア・原

の執行を延期したことと︑暫定基

ならびに設謝の設照︑運転の指導
および藍想の霞任者が繕頼性につ

によって九万一

一千五百園の掘削が

DOEでは︑七七蕉のスポット

行われたことになる︒

の活況︑関係方面からのウラン開
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定して︑コ署択一という考えは

と述べている︒

および医療調壼計画があったから

ら︑ハンフォードでは立派な保健

そうでなければならない﹂﹁明ら

のであると語っている︒

である﹂と同鱒士は指摘した︒

かに実証済みの﹂軽水炉を利罵し

う圭張するものとの中間を行くも

﹁出来る限り早く﹂実現するよ
ゾのきれいにパッ

子孫に残すべ

いる︒さらに︑門これは産業界で

﹁あらゆる原因による死亡およ

広く採用されるようになる朗か

びあらゆるタイプのガンによる死

﹁ガン発生率

ている︒

物と数＋憾ナの石

クした粗目性廃棄

きものは何か

ヒルAεA総裁が選択迫る

バッテル︒パシフィック︒ノー

ハンフォード問題でギ博士

スウエスト研究所のエセル・S・

に差はない﹂

領は中問派﹂

いては反対であることを改めて明

ととオあ放な這いの係亡
｝る射 つ率ハ原をも
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ンフォ﹂を発行した背燈には︑

原乎力醐発への批判や反対が先
鋭化するにつれて︑︸方的な見

スの不疑がリスト

の中で︑石樒とガ

のトップまたはそ

葉の原子力に対する純粋な疑問

解￠不正確な情報が増加し︑大

や棄朴な不安を誤った方向へ増

の近辺にあり︑埋

残しておいてやるか︑それともこ

輻させかねないという実悩もう

一番下の方である﹂と述べた︒

の函方を全然残さないかの選択を

油を子孫のために

﹁われわれの後には入口密度の

べている︒

することである﹂とヒル総裁は述

藏放射性廃棄物は

来︑原子力関係者のみならず議

生産するための簗約的狸耕法︑大

高い世界が繊現し︑十分な食糧を

かがえます︒この情報は発行以

会︑連邦︒⁝州政府︑マスコミな
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原

総合研究に全力体剃
で焦点をあてられるのは①放射能
蕾穫の抑制②探傷・除染の自動化

1など◎このうち藤ず放射能蓄
稜の抑制研究は﹁クラッド抑制基
礎実験設備﹂﹁放射性核種金二二

・安金儒頼性の向上②環境保全対策③安盒設計と技術基盤④経済︑歓鼠︑法律的調薙研究の推逸ーー

電力中央研究所の昭和五十三鎌慶窮業計画が決象った︒それによると原子力閲係では①運転儒頼性

メカニズムを解明していこうとす

速度・配管系への腐食物議横難の

テライト鋼からのコバルトの溶出

廃棄物処分対策などに焦点

が管足項蔭︒とくに︑放射性廃棄物対策について海洋処分のための固化体の七竃気圧下の建全弦突
るもの︒また﹁探鵬︑除染の自動

宇内拡散実験装麗﹂箸を用いてス

験︑陸地処分鷲の核種移動シミュレーションの再検討を実施するほか︑原子炉の放射能叢稠の抑捌と
化駄は︑超膏波による探傷︑除染

﹁超畜波深傷還隔装躍﹂

﹁キャビ

人化を図ろうとするのがねらい︒

除染︑醗睡性実証︑使用済み核燃料輸送容認の健全性試験︑などに焦点をあてて研究湧動を強化して

地中での核櫨の移動シュミレーシ

を継続するとともに︑昨年行った

機器を実遷化し︑原子炉管理の無
畠性試験②減容処理技術の確立③

いく計画だ︒

海洋処分のための高水圧実験④陸

れる︒

露﹂一などの新兵羅の実証に極

ョン解析の構獲向上に璽点がおか ティ超書波除染方式引言実験設

昭和五十三蕉度計薩で璽点がお

地処分のための核種移動シ︑ミュレ

かれるのは門放射性廃棄物の 海

ーションの再評纐一等がその亜

て︑その反射波の乱れにより表面

醗装置は︑配日表薗に超膏波をあ

洋︑陸地処分﹂﹁使用済み輸送容

の微少な傷を探知する装置で現

器の健全性実証﹂など十六研究項

を福島第二︑浜岡︑東海第二など

は︑

在︑実験も最終段階︒さらに実

点がおかれる︒このうち超膏波探

は昨奪試作した穴十個の固化体試

に持ち込み振動実験を実旛した昨

また︑原発の耐霞性実証研究で

料を人工海水︑淡水中へ設躍︑水

無の実績をふまえ︑今年度はこれ

点研究項欝︒まず︑滲出性試験で

究推進会議﹂ ﹁原子力研究推進委

髪への放射性核種の滲出性を明ら

目︒研究願内外の﹁原子力発贈研

員会﹂﹁原子力発礪研究轡門遮絡

かにしていくぼか︑健金性試験で

の町能注を分析︑原子力工学試験

にもとづき耐腿設計のための改農

た︑﹁超潔波除染装置﹂は︑これ

証︑実用化醗究に移る計函︒ま

﹁偏心曝蝋式趨振実験装麗﹂

合的な研究推進に焦点がおかれて

会﹂など研究調整機関によって総

はセメント圃化体︑ビューメン固

邑

臨︒ 霧
︐整

科学技術庁原子力安全局
核燃料規制諜畏になった

︸

むらかみけんいち

村上健

昭和三十五鎌九大農学部卒︒

無原子炉規制課︑四十四鐸動力

岡科技庁原子力周入り︒益十八

炉開発課擾補佐など歴任後︑四
十七鎌から在累巳本大便館科学
アタッシェ︒五十一薙通難山工

こうしたなかで現在︑デスク

態勢の誉田だ︒

には爵数＋件にのぼる核物蟹使

﹁核桝脳サイクル確立﹂行き
のバスも︑いま発二間ぎわ︒乗

らこれを完成していくことこそ

入れたら︑闇題点を解淡しなが

十数鎌を原子力一筋にうち込ま

入類の英知だ﹂との儲念がこの

﹁一たん原子力の司能性を手に

り遅れまいとラスト・スパート

で問題となるのは﹁許認司の迅

閉許認町串請讃が山稜み︒ここ

業技術院総務部研究開発官︒

る核防政策︒こうした厳しい園

する温本と行く手に立ちふさが

際環境にあって今後の核燃繕規

に分離して約二葎︒新しい規制

開発と規制

行政も助走を終え︑いよいよ離

核燃料行政が

せた︒

制行政のいかんは将来の開発に
大きな影響を与えかねない︒そ

ていることをこの一纏は改めて

うした重要な岐路にさしかかっ

日本に認識させた︒原発利用の

陸態勢に︒﹁新路線を確実に軌

料の増加傾向がこれに拍車をか

速化﹂と﹁安金確保﹂のかねあ

意形成問題の前提ともなろう﹂

な規制を実施していくことは命

道に乗せていくのが第一︒的確

増大に伴う核物質︑使用済み燃

い︒﹁安全確保が大前提︒しか

神奈川県出身︒一霞︒家庭は

と︑力強く語る︒

し︑不合理な点が出てくれば改

にわたるトリレンマ︒

めていきたい﹂と︑柔軟な方針

麩︑質︑取り扱

い

ける︒いわば

﹁橘錬︑煽工︑再処理にわた

再処理工場についても﹁東海再

ことのできる

︵T・Y︶

悦子夫人と一男二女◎趣味はス
努めたい篇︒なかでも鍛大の懸

制の整備を急ぎたいしと万全の

処理工場の経験をふ京え審査体 ポーツと鼠講︒

ってこれまで以上に安全確保に だ︒また︑今後焦点となる第二

局面を拓いた動燃薄処理工場︒

構え︒

発る

への影饗研究に重点をおきプラン

開発をスタート︑さらに水棲生物

クトンの冷却水路系至聖膨などの

このほか︑科技庁からの受託研

解明を急ぐ︒

究として向こう穴か年計画で使用

験に鞍手︒また︑

門社会的︑経済

済み燃料輸送容霧の健全牲実証試

的研究﹂では︑長期エネルギ1購

給予測についての研究を引きつづ

についても核拡散防止問題など政

き続けるとともに核燃料サイクル

に璽点をおいていく計薗︒

治要因をもふ諾え群来動向の分析

田区山王二一五1一三︑祉長・中

日本弁管工業︵木杜・菓京都大

薩爽彦氏︶はこのほど︑群馬県・

﹁イオン・マイクロアナライザ

で醗子顕微鏡による表脚の研究に

このぽか耀境傑金研究で焦点と

テッド・ミネラル社と二件のウラ

オーストラリアン・コンソリデー

ア州でマグネット・メタルズ社︑

動燃は昨偉から西オーストラリ

解析をふまえ︑出殻度は温排水が

汐流︑吹送流のシミュレーション

年実施したゐ次元モデルによる潮

及ぼす影響を明らかにするため昨

流︑傾流なとの洗脳が灘洋環境に

放出後の拡散予測について風︑潮

すると認め⊃れたもの︒

が︑ASM駕口㎜質保証休制に遡熟

偽に餐る薮塚￡場の金工程と組織

用篶凹溜の豪語︑製造︑険燕︑吊

溶接継手の総合メ⁝カ⁝︒原子力

醤ナの世界巖大級の能力を備える

に六つの王場をもち︑羅紗四千五

厩社は羽田︑桐生など国内各地

ことを明るかにした︒

NPTスタンプの認走を取碍した

E︶の品質心証体制の審査に合格

ー偏の開発に焦点をあて︑これま

研究に新しい周面

薮塚五場が来国機械学会︵ASM
腐食の構造

留っていた︑応力腐食調れなと

は︑七一銀に北部藥州シャビルカ

なるのは漏排水影饗研究︒漏燐水

ベロップメント社との共岡調糞で

鉱床で金蔵ウランにして十七万五

無の創設︒ゲティ・オイル・ディ

て鰻先順位を淡める予簸︒只濁調

千ゾの世界華人級の埋会陰を発見

を拓いていく蕩え︒

にフィールド評価や広域概査を行

＝需＝幽離為

㎝に㎜太肉社をもつ鉱由山△獣社で〜九講料一
輔一一鳳＝

ン共岡調査にゐ浮している︒

周地気象に与える影響予測手法の

って対象地区を絞ることにしてい している︒

査は当面五壇聞を予定し︑この間

ドニーで開く双方代表による管理

深さ家でを

案箏頼は︑核燃料サイクルに新

ホット試験第三段階へ陶け全力

に原発に持ち込み実証研究を進展

化体などについて商水圧下の耐久

でに﹁人より的醗に除染できる偏

このうち︑まず放射溌廃棄物対

いるのが特色︒

まで人力に頼っていた壁錘の放射

センタ；で予定されている

実規

牲を解明する︒想定水圧は水深七

させる計画︒さらに新装置の開発

策研究は︑セメント固化を中心と

ことが明らかになっていることか

模実験

性物質の除染を超分波照射で代行

千綴に相嶺する七召謎耀／平方弛

に備えていく計画〇

した各棚固化体について健金性を

では︑イオンで金属表颪下謀

漁期〇︒周国内各地の先カンプリ

の
ら︑今無電から同試験黄海を実際

ア系雌構を対象に︑パンコンチネ

委舞金で︑野望地域の調査につい

多！グ多ク5！多多！！5ノ！！！多ノ！多！ググノ多！多グ！グ多義多ノ多多多〆ノ！多グ萎！！！多多グ！グ多■グ！！グ！！！ク多多多！！多！！

一方︑姫子炉の運転︑保守関係

動燃磐業団は︑オーストラリア

ンタルはオペレーターを出し︑動

扁胸需¶齢巳

る︒

の開にウラン共同調査のショイン

胃冒需

パンコンチネンタルはシトニー

需一

轡は調査蟹を分担︑地質技師を派

︐

ト・ベンチャー協定に調慰した︑

﹁回

遣して共曲調鷺を行う︒四月末シ
鱒■

と六臼発表した︒参加比率は五〇

のパンコンチネンタル鉱山会社と

動燃・パンコンチネンタル

豪でウラン共同調査

しようとするもので︑これまです

で深海を再齢する︒また︑陸地処

規︒昨鎌瀬新設した高圧園丁水槽

分については︑引き続き陸地処分

されている低レベル放射牲廃棄物
の海洋︑陸地処分醗画に備えてい
爾パッケージについての耐久実験

実証︑昭和五十無代半ば頃に予定

くのがねらい︒①放射性核穫の滲

・験

曜曹 需 隔﹁

用として韓国欠なテクネチウム99 力投入の方銀だが︑ユーザーとの

調にいけばこの麗から秋にかけ本

mの親核種︒これ謹でそのほとん 契約交渉などが点瀦まり次第︑順
どを米国からの輸入に頼っていた

㊦辞典となるものだが︑その他

よび︑昨鋸十一月締結された揖

原子力関係の年表︑行政機構お

格供給態勢へと段どりを進めたい

関連科学用語も腰髄に収録︑利

英語や仏語ほどの親しみ易さ

が︑最近になってテクネチウムの

原子力ロシア語用語辞典

はないものの︑これかろ橘発化

蕩え︒

モリブデン99は診断周テクネチ

国際交流一⁝︒わが国にとっ

純度は高い︒巻宋には元索表ほ
ウム99m縄費の三悩は必蟹といわ

てこれほど蚤要な位麗づけを与

英藷︑日本語と対駅

手低い原研が腿産化に乗り出し

れ︑このため零話は先行き無闇千

艶・
た︒︸億五千万円をかけ実規横試

覆程度を供給していく㎡画だ︒圏

酬

ていたが︑一月朱︑わが麟への供

バーできるにすぎないが︑輸入一

内総窩要のわずかに三分の一をカ

はだかる︒そうした難題解決の

そこには常に講葉の陣壁がたち

えられるものはない︒しかし︑

ら稲訳参考欝も兇受けられる

に鰭語は不司欠︒店頭にちらほ

するソ連・東欧糊藷羅との交流

けられている︒

ソ民間原子力協定など付録もつ

睡
辺倒から脱忘し園賑化路線をペー

原子力科学用謡辞典﹂を刊行︑

業会議はこのほど﹁露日英対訳

雄心万一千︒原子力関係者必携

力科学の脚門辞典︒収録藷喫は

か麟謡が灼訳されている︒原子

一助とするため︑揖本原子力座 が・本貫はそれに英語も比え蕪

課まで︒一部四千五百円︒

希望の向きは學めに原薩・業務

丁︒二千部限憲重版のため入手

判上製本︑謝ぐ︑糖入り凱装

豊隆の妻紙につつまれたA5

絵を一手にひき受けていた※G結

来G猛社の男用炉がいっから逸転

発売中︒

乱︑このため漂研も試供最提供を

い︒

スに粟せることの志野は大きい︒

社のR王解雇専用炉が立地問題か

か︑ソ蓮の原予力発電所

ーザー向け誤供品煮凝に路み切っ

験施設を建設︑昨隼愛から隅内ユ

利用が急速に欝及し始めたことも

溶接継手の贔質を保証
爾開となるか︑メドはたっていな

なっていたモリブデン99の試供贔 ら運転締止となったため南場も混

提供を近く再開することになっ

日本弁管工業薮塚工場

一時中断していた︒

ー

羅

碧

誤写

漸警謡

諸

が

鶏幾

︾燃︒

＼

︸＼

繋

蜂

翻ー

・織

癒響懸

誕

継

韓

甲

酬戦

⑭原子力PR館の企画・電鉄・施工

一

飽

灘醍嚇

懸

膚難︒

＜

篇魯妙︑ぞ斡

＼

倉1∫か1901fl

A醐）CONSTRUCTK）鰻

DESK∋N

D引SP巳．メW

辱N

な

ASMEが認定

Z

綴研は︑嶺分は誠三囲握供に橋

誇

商工美徽錨灘島山高畠i繍41〒，、、

1：︑

摯も／

囎

／

⑲原子力機器類・プラントの模型制作

@
馨
騰慰
騰聯嚇馳繍ミ欄騰聯脚鉱磁

欝撒

考えるための環境づくり

穐｝＼r

転ζ

タ

隔

事

齢《笑

円4〈享マ3

乏鮪

涛

凝

嫌

離離

やし煮

織

繋

♂穿灘撫を

原子力を私たちの生活の中で

貌．

欝欝

繊

聾羅幾多韓ト

瀬

ヤロ即・

璽から本格生産へ
田本原子力研究所は一時中断と

原研、近く試供品供給

モリブデン99は各種縦病の診断

た︒

○

Mo99製造再開

湧網

轡辮

茨城膿

錨

による耐振
嚢鑛。躍、、下顎難灘
備心璽：盤式趙振実験

化籔タター

＼

昭和53年4月13日
子
（第三種郵便物認可｝

第921号
（5）

聞

学

産

力

原

新

子

昭和53年4月肇3日

3月
2月

−月

9月
8月
7月
6月
5得
4月

∩コ︵﹂

︐

57−3

〃

（

）
〃

1

）

5フー5（〃

｝

557−12（

｝

〃

総設｛蒲套盤11・85〜．剛11

新型転換炉原型炉［ふけん上
（認可出力165）

5
59一葉2（予定）
558−8

（

〃

）

559−4

（

〃

）

5
58−8

で

〃

）

559−2（〃

）

559−7（〃

）

（圧）

1

53駕4月1日現在

着工年月Bは工蘂計画認可の陰
運転開始予定隼月は原則として53年度施設計画による
建設華備中とは、贈原開発調整審議会て決定したが 工事計画
認可をまた受けていないもの
5 運転実績のうち、上段は時間稼働毒、下段は設備利用率を示す

2
3
4

運転実績は別表の通り軍均で時闇

この一年間のわが国原子力発電所

ると︑昨隼四月から今無盗月まで

日本原子力産業会議の調歪によ

は定検中に新たに発見された原子

るとみられるが︑一方︑先行炉で

運転実績の向上にも反映されてい

炉の経験が生かされ︑その効果が

られているため︑五十三年度は時

もそれぞれ所要の対策がすでにと

後はすべて順調︑建設中各原発で

ブルが起こった既設他原発もその

終え戦列に復帰した︒岡様のトラ

間稼働率六五％︑設備利罵率五五

炉再循環系分岐配管のひび割れ︑

％以上の実繍が残せそうとした予

稼働率四六ニハ％︑設備利用率困

蒸気発生器細管漏洩などといった

各概トラブルの発生と︑それに

測もなされている︒

したがって定検も畏期化している

伴う膨優に多くの時間がとられ︑

が︑これは慣璽の上にも慎璽を期

し綿密に検査しているため︒通産

省筋は﹁同じ誤ちを二度と糧り返

儲頼を勝ち得る

さないよう︑今は試練の年﹂と強

一・八％とほぼ一昨年並み︑低調 制御棒駆動水戻りノズルのひび︑

とし︑このための詳細な原困究明

と対策に長いものは一隼を超す長

期を要したことが原因︑としてい

⁝原産調べ

った﹇昨年の実綬はそれぞれ時間 各種のトラブルが発生している﹂

だった︒ちなみにこれまで鍛低だ

稼働率照八・四％︑設備利用率四

一・九％だった︒

五十二年度は東海︑高浜二号と

伊方︑玄海各一弩がそれぞれ好調

に運転︑とくに高浜二弩は十二月

に自己のもつ記録を更新し六千齎

三十九時間五十五分の連続還転巖

よう︑そのために定検が長びいて

調︑﹁先行き

定検は法で義務づけられ︑わが

も仕方がない﹂ともいう︒

園の場命通常︑これに三が月間程

よく運転したとして七五％の実績

塵がくわれる︒だから︑最も効率

どまりならいい方で︑現在は平均

しか残せないわけ︒定検が三か月

ているのが実偶で︑これでは実横

0

核燃料サイクルの一端を担う 鴫溢野

ノ

電語（572）8851

20

〃
（

六か月から十か月と長期がかかっ

予1〔琢東京都中爽区銀座8−11−4アラタビル

年度誹

〔

52年度の原発運転状況
のため︑過去の経験を生かした施

ポ蕊以イづ動＝ン鹸i訳曾紅アイソトープ部

00

54−10

56−3

高実績示す国産化炉
も必然的に低調なものとなる︒こ

ントでは保守点検のための接近性

説明醤、見本をお送りします

73

｝

⑭核燃料加工讃設備
⑲核燃料輸送容器
⑳核燃料交換装置
㊥核燃桝取扱機器

概
亀亀

⑱Pu，

U，分離精製装置

⑳放射性廃棄物処理設備

カラス、金属、フラスチノク製品等の放射
能汚染は容易にバノククランド・レペルま
て除染てきます。特に放射能汚染されたク
リースの洗浄等は非常に効果的てす。

96

53−10〔〃

54−6（〃｝

舳

放射能汚染の除去

総設備容盤…1，687MW

昨年は低調、だが今年は園復へ

設︑設備の改食を実施︑後続プラ

飛躍的

が図れるものとみられ

響冨胸

来年度ーIQわが国では今年た

だ⁝つ︑騨方一辱が九月から新規

発は十四墓︑総設簾容蟹七百九十

は五基が新しく戦列に加わる謝画

九万四千KWとなったが︑来年度

弩︑照腎︑大飯一讐︑東海第こと

だ︒試運転中の穗島第一原発五

れで︑ムロ計出力は四筥六十八万三

近く試運転入りする浜岡二穆がそ

千KW︒運転中のものと合わせ総

に達し一秀KWの大台を突破・

設備容騒は千璽ハ＋八万七千KW

この秋には米国の五千万KWに次

ぐ世界第二の原子力発電国にな

の美浜一暑もサイクリング運転入

る︒この年にはまた︑畏期停止中

りが計画︑戦列優帰へ段どりを進

これらにつづく後続炉として溺

めることになりそう︒

建設準備中だ︒

表の通り六墓約五百九十万KWが

趨

総設｛蒲容鍵8，888MW

》

長記録を遠成した︒タービン制御

4

28，220，783

電源の誤操作で四晴間ほど運転僚

8

27

鄭

49
lo〔〕

績

．

⁝竃

900

鯉

計

2i

脚

17，60〔〕

100

薦「

55，132

止となったが︑これがなかったな

9，970

100

goo

6，000

；llト

3，ア54，830

らば記録はさらに更新されていた

io，

8

〃

947

総設備容懸8，77蹴W

だろう︒このぼか葵浜二︑三辱︑

5

18

9ア9
2，353，G69

︵︶O

58

3，300

00

10，300

6

0∩U

5

6

2⁝83 3 3

69

660

00

6，930

2，265，292
4，298

｝

美浜二︑三号︑高浜二号︑鵬根︑

力

228

（

O1

島根各炉も順調だった︒東海と︑

火

原子力

％

〔｝00

10

5

ハ◎ 1

7

10

22

5，115

830
772
584
562

53−10（〃｝

いは中間点検で自主魑止したこと

4，0〔〕O

53−10

伊方それに玄海の各炉は定検ある

9

％

5，583，152

12

一
一

86
68

491，890

6，913

黶c圃
の時聞稼働率を示した月が多い︒

23

績

53−7（〃

を除けげほぼフル稼働︑︸○○％

2，380

実

53−4・（予定）

率でも七五％を超す高実績を残し

％

力

502

運転韻始無月

高浜︑伊方︑玄海は平均階間稼働

対策促進

水

甯ｹ

度

た︒しかし他方︑蒸気発生器対策

（万KW＞

65 年
対策促蓮

や機器配置の△口理化が図れるよう

標
農

る︒つまり籾期の輸入プラントで

年

などで四十九年七月から長期郷止

60

努力が重ねられており︑これらに

漫

は故障が相次ぎ還転実繍も低迷︑

年

8i

工無月

二

﹁︑二穆および高浜︸穆は晴間稼 これに対し簸近運転開始となった

長期電原構成
50

年度

諏

538
lll隠ll 463

315ア1

4，207，601

755

8ア有

03

542
515
630
582

5，519
@

一

醐
嶋

494
418
440
374

2，257，434

フ，】ア9

00
98春

阿

中の美浜一弩ほか︑福島第一原発

三菱原子轡糾

よって定検期間も二か月から二か

蕊憂原子轡軒

三憂璽工

国産プラントはいずれも良好な還

（パフ⊇ノク蹟立〉

@三菱厚子力

働率が一〇％を謝る低率で︑これ

黒菱盤工
三菱璽工、庶憂電磯

月半に短綴︑運転実績も

三憂璽工

な上昇化

三菱重工

95

J錘F

転実緻をみせているといった評価

9了

WH

三菱倖チ琳糾

もできるわけだ︒トラブルはいず

方1号
海1号

日立

W卜｛

ε菱原子蝉村

の低調さに大きく響く繕果となっ

伊
玄

日立

JNF
3NF
WH

らが結局︑年間を通じた平均箋綾

99
93

〃

WR、三菱璽工
三蘂璽工、WH
三菱難工、WH
WH、三菱璽工
三菱鍾工、WH

石刀臨播磨
Cε
三菱璽工
蕊菱窺工
三蔓婁工
三菱簸工
日
立

石ノi臨播磨

一︑二弩それと高浜一号も修後を 戦列入りし︑これにより運転中原

2号
根

三藝i商辮

鶴

GE

棄芝、石川島播磨

ている︒来年度以降が楽しみ︒

W魏

Gε
Gε

GE、東芝

れも決定的な欠陥によるものでは

三憂厚子力
三憂臨毒

UKAEA

士

GE

東芝
東芝、石ナi鵬播磨

WH

59
73
95
63

者

蝉ネ斗体

B＆W、録立

G瓢

東芝
東芝

95

蜜

GE

GE／棄芝

91

作

容器

GεC

GE
GE

54
49

製

圧力

原子炉系

GEC

35
55

器

た︒

王契約者

なく︑一部を除きほとんど修優も

機

国篠
化車
（％〉

@

968 986 860

969

242，061

8

ア9

OO

411

0

99 9

95
X0

374

4，746

06…
111蕊
11992

㎝㎜

順調に進んでいる︒福鵬第︸原発

浜1号

52−12

08

890，

︻◎

870

〃

00

870

1i

46−5

45−12

08430095
00

1，100

PWR

49−4・

49−7
50−3
52−3
53−3
53−3
51−3

1，100

∩UO

轟

BWR

楢葉町

1

この年度の運転実綾が極めて低

高

2号
3号

S2−3

調だったことに関し︑通産雀筋で

〃
〃

50−3
47−6
45−5

は﹁餓近運転入りしたものは先行

岡1号
浜1号

566

1」OO

〃

内

淫
葵

2号
3号

51−1

9，70ア

原子力発躍所の国産化状況

〃
〃

4アー12

轟9−7

計

合

福論第一i号

46−12

559

（11墓）

鹿児鵬県川内市

海
賀

LIOO

524

号 檎弁異大飯郡高渓町

東
敦

45一τ0

1，100

〃

号

1，1ア5

48−6
47−7

O︵U

号

4アー7

47−2

0︵U

建設華簾中

号 福翻県双葉郡認岡町

45−10

9中鱒

…

BWR

L1ア5
840

轟購

号福鴎県双葉郡寓岡町、楢葉町
剃宮城県牡鹿郡女川町 牡鹿町

46−6

4アー…

Qりnσ

剛

78ξ

00

12

47−12

⁝

筈

町
方
隙
礪

西

纂誕灘翻

号号

方第

2

洩・

46−12

遡

i100

濟9−

融鰍郷大鯛

丁

1．0

00

953 997

1，168，606

1，768，176

斑100
8ア2 十933
031

837
678

2，871，424

8i8
11訂

S51091135128

i・w・

許可年月
46−9

有6−2

00

盾

認

原子炉設羅

oo

卜駈卜トトトトト匹卜
4
有44444555

議会決定年月

997
538 462
493 407

P欝口

麟鰍繍煉町

949

ioO

0

珂葉飯笠飯葉松宇葉鹿

福騨双葉郡大能町双藥町レ…

OG

71111、

0Qぜ

県娯漿瞑娯票県緊梨県県⁝
岡井鵬賀媛鴎城
静福福佐愛福宮

擾東福大渓大福玄伊福女

中

義力力劣力力力翌

灘譲驚双葉町弼Ri

二

禰狛崎市、対薦β刈羽村
写

発電所名

ll

一＿料 〕
塁8塁§訓§毒＆慧鴨

7，994

騰第一・4号
飯 1 号
iBWR
隅 2 号 静岡娯小笠郡浜岡町
飯 2 号
脇第一・6号 福鵬県双葉郡大能町
双葉町i8WR
毎 2 号
≠7

oo

⁝︵Unフ

｝薩彗

は

島第一・5号

鷲1、

985
696 00
607 982

盾

559 i100
19ア

均

ま

計

本

戚

電力鍛電電電躍電麗電電
子
束漂京西部西京州国京北

嘲東霞東関中関東九四東東

＝几

鵬96

力

15）

第

1ヲ，｝ 】OO

100
100

電原開発調整審
i
海

980

53
X3

佐賀県東松，甫郡玄海町

た

建

0

oo

下1

中

10

鼇o
1燃

一

愛媛県酉宇和郡僻方町

玄海1薯
（50

一

根県八束郡鹿鵬町

国鍛力 伊方肇号
（52930）

匹∴ 電

大飯郡窩浜町

ー

o
o

986，535

（6）

53年度の定期検査と新規戦列入り予定

（MWH＞

270，713

4β24

743 944 919

1ゑ

発電鋼製澱

，596

00

100

00

ー

〃

14）

醤藷
縣16

467
435

0

100

0Qり

11

1、214言弓rイ

941 00
944 913

981

O0
X9

0
0

ハUO

号

ll，illl、1111、

一…㎜

∩UハU

1

器li

〃

00

i

根
国電力 属
（49329｝
四

詞†

号

1）

！00

モ

（49
（5。

…

99
W2

00

浜

τ−畏ll
0
0

5。。

嶋33

葛

12

795

0000％58

・3

（51

号

25）

00

43
R4

0ハU

7

929

︵り0

・2

，，i
一丁㎜7

oo

oo

100

839 837 838
00
933 τoo
24 947 曇σ0
92G 906
O4 888 938 X1
396 73玉
180 54々
0
930
0
464
O1

OO OO
淵轟 臣00

11

（47

関西電力

号 福井県蕊方郡美簾町
28）

AUO︵︶ハ∪

（45

転

1

響
00

浜

OO
8｝5
0
0

540

m

04

840

謬

1月 2月

10月 11月 12月

loo

817

銀

雪

の

9月

100

OO

美

OO

号，，澗31ηテi綱県・j・笠郡綱町

100

795 806

OO

．，

度

8月

00

18）

瓶

（51

・3号
3 2フ）

6月

00

酬

7

iOG

㈱

中

部電力1

（49

100

⁝

・2号

東京題力

5

72フ

蔀福齪双難大・町双鋼平一

鴨第三

運

4月

年

∩V∩V

i8WR

「
月．

OO
0000喀00

警453劃墜獅明神町

25）

（MW）

00∩uO

GCR

（417

52

認可出力

型式

地

，毎 茨城県那珂郡東海村

東
本原子力発電

荘

実

収

所

÷

発躍所冬
（運醐年月葡）

絹

わが国原子力発電所の運転・建設状況
一几

第921号

（第三種郵便物認葡

KKlO型使用済核燃料輸送容器
（原研JPDR動鰍再処理工場間輸送稽，
懲材要素4本入，重量25屯）

醇木赫化工機
本社

工場

兵庫県尼嫡巾杭瀬｝」島1一三

人阪㌔黛部
來珍支店

人阪市麓区永梨町46

東京都中央鼠銀座4−10−4

曇（06）488−2501

憎（06）誕5−6261
聾（03＞541−2191

第922号一
昭和53無4月20田
苺遇木柵田発行

置

購饒料1年分鯖金450◎円

1部lOO円r送料共）
力

卓

部修正︑賛成多数で

懸麟蝋議⁝

・

原子力量本法等一部改正法察
．に対すろ翻鞘決議は次の通り︒

み︑専門的かつ大局的な聖地か

行うこと︒

会の燦晃を守って行政処分等を

・

町

勘

．

西︑漂子力安全委員寮の運欝

にあたっては︑その設繧の趣旨

◆

・

エネルギーが釣り購う臨界プラズ

めたとき︑注入エネルギーと発雀

＼

︒

國

躍

齢

9．摯田

＝

甑
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新巨口／2300円一

観

一日米原子力交渉物語⁝

と︑それを支凡た聴四係名

さらに田民の支姓月

︑旧に成阻りぬみ︑ドキュメ！一風につづったもの
︹五月中旬発売︺

ヒにより︑合・U威存に変える迄の交渉過碧におけ
るエピノ⁝一︑人となりゑどをその時の費机を豊

父渉帥

未賜の核牛難燃朕政策にまり︑わが田の欝欝郵肉
処理かスタ⁝一できないかに思われた鋳勢を︑灸
瞭小国B不が宇野︐腿利y技術庁k籔を中心にした

核鰍荊サイクル問題研先駆禰B6／930円

▼糞

として人騙増良させたもの︒腺〜力用汽⁝の解説︑
源ゴ力略ロウと記買与人︑英田対賂系引の3部かりな
るわか国初の本格的な腺〜カボケノトライプラリー

総総に新たに難境 公∴ 保障措置馬の分野の
ものを加ん全血改誌し︑収録請数を約 ○○○諸

諺刷 瓢國

けは知っておきたい一放射線取扱鹿任齎陥凹突破へ

物理，

は︑その任務の勇奮性にかんが

ら判断を行いうる罐威省をもっ
て︑これにあてること︒

の規定の趣醤にかんがみ・関係

ならびに報告および協力蟄求等

行政機関が行う原子炉の設躍許

二︑第⁝手蔓全審査を行う行

蒲以降の規制全般についても必

政庁の安全欝奄に係る顯闇等の
選任にあたっては︑原子力蜜全

◇
敬膨は︑瀕死力の購発利用に

要に応じ原子力蜜金委貸会が調

線麟会によるダブル・チェック
の本巖を撮うことのないよう十

対する瞬民の儀頼を確興し︑そ

嚇

脅

．

の理解と協力を得るため︑原芋

原子量安全雲門審趨会等の下部

ること︒

立が一部の裟暇を他社に下講け発

えれと強く政府に迫り︑岡法案に

改蕉法案の撤團を求め︑切心にか

南川線

d凝議︵○

︶．﹇﹂パ

一

來﹂承郡丁低紺医几没北

剛

︵代︶
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日刊工業新聞社出版局

は︑JT160装麗が複雑で入り黒

んだものになることから︑数社に

なるのを避けるため︒実際には田

分剛発注して組立て調整が欲しく

審査会および核燃騒安金聾門審資

五︑原子力安全婁員会および

三︑愚子力壷難象および原子

糞︑讐議を石うものとすることQ

力安金無論象の意晃を＋分に趣

糧織については︑今後の情勢の

分配慮して人燃すること︒

保に万全の描麗を講ずるととも

推移に応じ︑その拡充につとめ

刀の開発利用における安全の確

に︑本法難行にあたり︑とくに

量しなければならないという規

が楓能の大きいことを強調︒行政

付帯決議も付け

定の趣罎にかんがみ︑原子炉の

の一鐵化では﹁横のつなかりにも

安全委新設へ

次の諸点について避憾なきを期
原子力安全規制の強化と規制行政の一薫化を園ろうとする哨原子力棊本法等一部改正法案﹂が十九

十分に配慮︑藁任をもって対処す

蕪本法にいう胃底方針のなかで規

螢滅多数で司淡Q修蕉は⑭猿子力 欠落となっている原子嫡安全蝉門

すへきてある︒

日の衆院・科学技術振興対策特別委員会︵閥本鰐箋委員長︶で︑︸部修正の上︑籔成多数で岡決され

る﹂と断．﹃入員や茅算面でも拡

一︑原子力暮景委員禽の委舞 設繊許刺箸に際しては︑両委農

た︒牽た︑採決に際し岡法案には︑新設二三委委員と各行政省庁笈金審査官の人選で配慮することな

発を翻っていきたいなと︑法改張

会関係規定を

◎

状をみた後参院へ送られる︒わが国の翌翌猿子刀行政体制は二塁三十蕉の康子力墓本法制定以来で︑

ど五項囲から成る付帯決議も金党が一致︑付された︒同法案は二十鑓の衆院本余議に委貫長報餓︑甲

定された惣主︑民主︑公開の平狛

計測欄御設纈や霞源設備の発注

注して製噂することになる模様︒

させ明文化

に取り組む政府の積極姿勢を明ら

施行にあたっての留慧点について

は今後になるが︑建屋︑土地をも

設置紘にある量見の鯨亟の条文を
の慧撮を縣

禽めたJT−60総建設費は丁数聞

原研の刮翻では五ナ脇黛臓に水

事四となる晃込み︒

貫化どころか園民の腺子力に蔑す

論庁への安全規制行政の鎗離は一

貯金︑公明︑共醗の盛党は①三

で提案︑採擬された︒

付欝決議をつけることが全会一致
﹁内発総琿縦距は

を十分に聯製
する﹂に改める醗安念委の搬隈に

製する一から﹁

﹁報告聴数帯㎝を追頒する翻競行

苔製作と建歴の建設に入り︑戴卜

閥無風から計測系︑電源︑受醜設

る不安︑不繕を逆なでするものだ

幡の製作に野手する予定︒敷地は

②謎華華としての安令委に実質的

ベターなものであり︑これによる

JT−6Gは︑繭径十五掴︑高さ

各搬策が急ぎ実現できるよう︑装

阻虫要配磯：

原〜L刀⁝用川開研塀二人ム柵

叉験される方聖のために，「これだ

取扱1イr名試験を

こご欝釘寺一ドさい。

鶯素甲・イ則定斗支征鮎

伊物，

畳グ艶，
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本説では， 来る7月琴（6月10｝｛発ゲし）て，

響

議了力発砲一高燃炉・多総的高温ガス炉核融合炉一
日総懸研撚りr野鰹木厨
購塵・環境放射線モニタリング⑥
放射能のモユタリング②国・松細肺し山縣
登

復藺

岡法案が通れば二十鷺庫ぶりの大敬譲となる︒

ひと通り鷺疑か終った後︑年後

しその設置を法制化すること一⁝

政厨の考えをただすとともに対処

五特採決が行われたが︑購撚案は

が柔な内戦︒また︑採決に瞭し法

行われたQ石野久男︑臼野市朗︑

方策を求めた︒如上︑福田葭相

自民︑民社︑新興鰹クラブ三党が

利用鷺原則に茄え資しく条文﹁安

原子力基本法等一部改正法案は
貝沼次郎︑瀬騎博義︑中馬弘毅各
は︑石野氏の愛染に澱し﹁蟹全規

賛成し頚旗多数で可決されたQ

金の逆撫を鷺とする漏を入れる⑳

安全規制行政の強化を図るため︑
委員が原子力開発への住民参加と

別の立場からチェックし総門調整

制は隅じ省庁レベルで行うよりも

かにした︒

原子力安全委魏魏を新設すると同

と性格︑行政﹁貫化︑脚釜審査体

舎意とりつけ︑蜜全委新設の愈義

これには民社党︑公明党も搬わり

ブ鉤党から悔把案が出されたが︑

採決に先血ち闇民︑薄闇細クラ

発電炉は通産省︑実綱原子力舩は

時に︑各省庁安金規制行政も突昭

う﹄と述へ︑安金包は昼間機関だ

した方がむしろ機能を蛋かせよ

法で明認されながら改ザ二二ては

密・守秘など諸難題をとりあげて

制のあり方︑公開の慨則と企業機

度化も急ぎつくりあげる必幾があ

運輪省︑研究縷縷段階にあるもの

汲沢氏は分けることによって総量

川上氏は・今は出発点に立った

制化が決まったものの︑安傘性軽

激城県内の数候補地の中から選ば
ばかりで問題はこれからの運用に

型核融禽装認Q温獲約一鯨度︑密

視のそしりは議ぬがれない⁝1な 重ご酵︑重照約照千跨のトカマク

ょり強い搬能をもた滑るべきだ③
委によるダブル・チェックもある

あると掴窮し︑蜜全霞新設によっ

どと霊張︑受け入れ体劔の不備な

な権隈は侮もなく︑行政機構とし

わけだから安全規制もより充実し

て仮にも麗発機能が弱体化される

ろうなどと見解を述べた︒

たものになろうなどとし︑爽向か

ようなことがあってもならないと

ラズマを○・懇懇から㎝秒間閉込

度一立方聖当たり十の＋四乗のプ

の考えが脱落していると指摘︑服

摘難ずる成果を収めた︒拙力上野

力懸紙は昨璋十一月に終了︒ほほ

六か月にわたる﹁常陽﹂の低出

．融験が︑十八麟から始まった︒

の欝欝実験炉門常陽﹂の出力上界

動燃事業曙︵瀬周正総理讃長︶

常陽の出力上
昇試験始まる

マ条件をつくり嵐す︒

部渓は公開の原則とのからみから

原研が一括発注方武をとったの

んだという︒

に検討を加え︑値段の安い方を選

の対象に選定︒技術面と兇積仕様

計の実繊をふまえ︑二二を引含い

反薄態度を示した︒
窪した︒

轟轟︑闘立に一括発注

※悶の情報公開法に似たような制

安全聯門審査会は修正で設麗の法

いじりにすぎない﹂とまったく問

ら対立︒久来︑服部陶氏は門機構

子皿山盛冬改正は詳せないとして

ど多くの謙題を残した現状での瀕

れ今獄には巖終決定する晃通し︒

立大助教授および有沢広巳象大名

授︑久米三四郎阪大講師︑服部学

の原了力行政に対する鶯頼回復に

強調︒塩沢践は︑改正法壌は国民

問題は今後の運用
原子力沼本法認一部改汗法案に

題外視︑とくに久米氏は拶方訴訟

庁の朽敵薬便も明確化され︑蜜全

は科学技術庁がそれぞれ行政壷任
をもつよう一難化することとし︑
このために必要な原聴力璽本法︑
原子力委員会欝欝法および原子炉

せ一括︑改正しようというもの︒

等規制法など関違十一法律をあわ

関し衆院︒科技特は十九日︑小野

を例撰しながら︑誠心な住民参加

にあるとし︑そのためには京ず新

ち様に︑要はこれからの運用如何

参考人各氏は悪兇陳述の中でい

冤を聴鍛︑質疑を行った︒

響教授の五氏を参考人に招いて愈

参考人から意見聴取

ぎ開会︑有沢広巳東大名嶺教授ら

この臼の科技特は午薗＋購楽過

参考人五氏からの同法簗に対する

周藥大教授︑川上幸⁝神奈川大教

黙

設される安全婆に﹃人﹄を曇るこ
とだと強調︒小野︑川上両氏はさ

うスタッフをもつなど独溜の盟務

らに安全叢が機敏に対応できるよ

進めた︒そして研究開発と詳細設

﹄T−60核融合装置本体
巳本原子力研究所は十七欝︑臨
界プラズマ試験装躍︵3脚⁝60︶
本体︵真空容羅︑磁場コイル︑冷

までを⁝五％︑三〇％︑五〇％︑

試験は五万KWの定格熱出力達成

八O％︑一〇〇％の五段階の出力

レベルで行い︑懲懲購で出力系

数︑熱伝達性能の測定︑制御特性

繭では頗次拠力をアップ︑七月初

などプラント姓能を確認する︒射

達旗する︒

旬には一〇〇％出力の五万KWを
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移蟹される︒FBFCはこうして

を酸化ウランに転換する施設︒酸
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ロイド議員︵総懸党︶から提出さ
る︑という︒

ていた︒今回の投票はマリリン・

れた修正案に対し行われたもの︒
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議運転をくり返したあと十八欝

また︑岡原発に辛奪遅れて魍饗

かれたのも特色︒

ル製で︑技術の圏産化に箏点がお

のは昭和四十六年十二月︒ところ

ため農地転用許可串講を提出した

七奪瓢⁝月に璽前知鱗と反灼派住蔑

陸齪政局に回されている間︑四十

が︑
︵七十八万四千KW︑BWK︶
もこの串融融が金沢の隈林翁北

東電が紙潟県に建蝋纈舖工事の

ことになったもの︒

よる電力長期計顧によると︑電力

塒加︒祠社盒体の発霜施設に瀞め

今秋卜月には運開︒このほか関躍

◇

各社は猛士一⁝無役から五十七庫慶

七六万KWを熟む水︑火力血盟 る原子力の奪合いは一〇・園％と

灘
濠で計画餉期に康子力十一茎二塁

北灘道︑索承︑中部の駈力各社で

との間で交された﹁国の安全審

高浜一号︑原爾集海第二︑中部囎

査が終了するまで興レベルの許認

三千四蓋六十五万KW︑五セ八隼 なり︑はじめてニケタ禽を突破し

に還開入りの予定で︑これにより

力浜岡二署の倉計菰基が今年度中

供給予隔率が適正水野を下園り︑

五上機は︑一︑二︑三士機の経

程度で作業を終える群認司業務を

全にストップ︒これが通常六か月

た︒

可作業は行わない扁とのいわゆる

麗から六十二鋸償まで後期に原子

わが国の総原子力発霜設備は千百

力二十三士二千四齎鵬十八万KW

験をふまえ①轡料交換機の暴動化

兇込み︒

ぐ世界第二の原子力発露岡となる

により許認司業務は完

を会同む水︑乱火力ム脇窯五一†山ハ薗罵一十

六十八万鷺千Kに到達︑来国につ

麟られているのが新しい改薔点︒

百ヌモ

②潔遺放財線の低減化⁝一などが
五万KWの総溺九千首万KWを遜

あるいはマイナスになるところも
でてくることになるという︒

このため樋産雀では計晦実現に

主要機器メーカーは東芝︑核燃料

転轍始に持ち込むとしている︒

しかし︑慰源立地はこのところ

全力投入︑さきに嗣締盟源立地推
進特別会議で決まった五士一章度

暫ヌモガによる緊

園工

ざし付帯工瓢を急ぐ蕩え︒運燗は

り︑十月置は謝画どうり趣工をめ

要認可串講を遜産省に提出してお

すでに本格着工のための第

残されているのも鱗実︒東電では

が起こされるなど流動醐な情勢が

には︸那地元反対住民から訴訟

っているが︑一方では︑昨隼十月

計懸の作成で建設ムードが高ま

地元でも磁源三法による地城整備

こうした計醐の進塁にともない

ていく考え︒

いては薩州の進展にあわせ串請し

の残された公用水面便縮許可につ

は厳格魑工後の防波堤建設のため

許認覇作業は完全に終了︒東電で

めの建設華備に必要な県レベルの

これにより今秋の本格滋工のた

った︒

﹁輩備工薯OK﹂の型で決魑とな

ら串講から六器ぶり︑ようやく

の許認可条件が整ってきたことか

可が出され︑

許司︑十二月に電気工作物変璽許

しかし︑昨矩九月に原子蜻設膝

長期化させる原暇となった︒

はジャパン・ニコクリア・フユエ

タイムも十隼以上を要するなど摂
一日︑県報で岡原発建設準備工魍

砲源二千万KWの電調審上程を健 難航︑例えば原子力の堀愈リード
進ずるほか︑個別霞源対策や手続
期化傾向で︑このため︑臨標開成

のため爽電から提出されていた予
定敷地内の促安林解除革嚢に簸終
を患し︑県

たる環境中の一連の蟻動を総愈醜

処分計画に備えて器財性物質の深

に関する技術語路食聯門録禽禽﹂

瓦

／愛

㌧嘱

軸．

獣

騒

廃棄物処理システム、炉過器、濃縮器等

ケ

鮭済憲

灘1
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灘

剃

雪

●

ド・賠

雛
電調審へ
中電協も長期計画策定

遜麗雀は士工臓︑電力各社の昭和五十三︑四両鎌度磁力施設謝灘を窪とめ発表した︒これによると

憲社は︑五±二薙度に六十三地点華九爾五十万KW︑五十四銃度に四十地点千四酉七十石万KWの網
きの円舞化などに零する器係行政
機関への協力呼びかけ︑犠源三広

ヒ隼渡までに蹴源五千七菖八十六

ゴー・サイン

レベルでの関係串請手続の終了

的に

を蟹⁝論したため︒図幅準楠工噛に

OKが出されたのは東面が県に準

い効粟があることが明らかになっ

外科療法︑X線療法などに比べ縞 放拙された放射性熟苗が人体にい

A−F︑一AE

昭和五十九葎十一月の晃込み︒

海処分後の海洋安金研究にも横極

原」り」

糸をそれぞれ霞源覇発調整審議余に上程することを計圃している︒原子力は別表に示す通り︑澗鎌度
の混用︑磁源地獄振興懇談鼠の設

洩引綿化計闘と核撚料サイクル確

住民への理解の周矯徹践︑遼転利

ぶり︒

重工壌謹司晦講を行って以来六年

たのは篇．十六万四千平方規︒この

の囲的︒放射性色品の麟的代謝の

膨響を明らかにしていくのが研究

に解明する研究を強化していくと

また︑環塊放射線影響研究では

的にとりくんでいくとともに︑X を開催する︒論文発表の申込み締

癩

簸5川幽桶爾鱒蕊

のためには笹蟹ゆ磁源に舶え五十

雌︑地通口解増進のためのパブリ

る︑としているQ旛策も糟民一体

万KWに新規綴工する必要があ

ックアクセプタンス対策の抵進な

弾き出しているが︑これによると
立のための研究︑五ナ鷺鋸農から

用率の窃L︑蜜金性︑信頼性等論

十一日の新潟県の儀示によると
森林法第二十六条第﹁項︑森林施
行令第五条第一項にもとづいて解
除された擦安林は柏雷雨毒山毛玉
ド瀕一〜鷺︑四︑岡字小丸由三〜
癢Z︑六〜牽四など山ハト万八千

ため東電では︑ます建設敷地整備

験を強化していく計画︒臨戦は全

ともに︑とくに放鮒監物翼の体内

来の兜通し﹂を開健する︒参加串

るもう一つの研究は昭租五＋一無

四十八隼からスタ⁝トした五か鋸

図りは五月十七田︒蓄加晦込み締

束尽都千代田1＞ζ大手Ili∫2−2−1（新人乎町ビル） TEL（03）244−6125．5383
li業部 横浜【IJ磯∫｛〉噺中腺町1番地 TFL（045）75王一1231

エネルキーフラント事業本部

で＋五基千鰹欝五＋六万九千KWを酎礪に組込む弩え︒謹た中央胞芸態選蓄詞紹︑醐こうトか磁閥
を麗通した電力擬期出港を豪とめ発嚢したが︑これによるとこの間九千耳鼻KWの電源を運開に持ち
込む計圃だ︒うち原峯力の運開分は三十六基証千賜菖十九万KW︑六十⁝．一槍末電源設備構成毘で康
子力︵照千二蕾牽八八KW︶は一一一︒五％を占めることになる︒

荘十∵一鎌度は水力四肖照十万K 考え︒
鷲設される財投﹁エネルギー多様

となり拡大︑強化していくが︑と

叢法にもとづき施設蕎から提拙さ

W︑火力八習十五万KW︑原子力 ちなみに︑こうした電源弾発が

どに妻事をかける一方︑軽水炉改

れた報簿をもとに繁謝︑分析され

六酉九＋五万KWの愈謝千九百五 偽れず瑚状横雨ぺ⁝スだと︑五十

化弓偏の語用などによる助成措躍
対策に最大限の努力を傾経してい
の拡充讐鍵に努力を重ねてい一鳶︐︸んだ・

くに原子力は霊力懸賞として地城

たもの︒今回計瞬は対象隼度を従

十万KW︵六士一癒点︶︑五十四 七年殿には供給予備激が四︒漏ハ％
く方鮒だ︒

に電源多様化と穣七声に取り組む

来の五鰯からさらに五無延長︑先

八を万KW︑原窄ず力七醤六十五万

鋸痩は水力三＋万KW︑火力出訴 にまで低下︑巾國︑関麟︑北陸︑

幸七万八千KWとなった︒建設期
醗はπ年一庶か月︒総丁蟄は千一六

索際電力は↑一鍔︑新潟県刈羽

皐方瀦◎また齪地転籍が認められ

郡刈堰町に建設を予定している狛

憾門︒

厨隙発が風下四醤臼の原発とし

わが国の原発十五基に

て学窓諮甥を憂けたのは昭甜四＋

W︑BWR︶の敷地整鐵など建設
今秋十月の本格籏℃に向け整地︑

縞︒罵羽原発〜号機︵蕎†力K のため一部擬安林の伐採に穣手︑

月に営墨逸転を醐濡した四凶磁力

六奪九月︒剛一二月に漕工し︑昭

東票積畳裾島第一原チ力発電肋

和薫十⁝⁝劔ヒ月には饅小机界に鋼

体の論集機梅と発ガンの関係︑実

てきていることから︑今蕪度はさ

ほか︑分子レベルの適伝研究で

込み締切りは覧月十三田Q

離岩療子力産業食滞︵AIF︶

は培獲動物細胞と葎核単細胞の酔

また﹁内部被曝研究﹂では︑昨

からスタートしたサイク切トロン

謝醐が昨葎度で終了したため今期

線診断についてビデオテンシメト

細酸葉せは灘産・計爾盤質で︒

切りは六月二十八臼︒どちらも詳

僚イ炉圧力容器、格納容器、原チ炉系配管、熱交換器

灘

通醗鐵の 電 力 施 設 計 顧 は 蹴 気 壌

三︑四両葎殿を中心としだ異体的

六葭＋力KW︵六＋八地点︶の建

運開入り︒これによりわが国の運

菰弩機 ︵ ヒ 十 八 万 四 ゴ K W ︑ B W
伊方．号につぐわが国譲五番疑の

藥蹴

福島一・五号が運闘

石き十鎌闘を艶通した上での五十

︵騰十地点︶の電源をそれぞれ露

この間の隼間平均挿び率を五・八
設促進ほか︑覇工輩備申の千五齎
裂︶が十八臼︑午後︑時から営業

通路の迂回などの犠備作業を急ぐ

達︒その擾試送霞に入り︑順調に

放射線鷹措置愈研究駈は昭和五

らに速報綿子線治療の翠黛をはか

柳＝一一＝僧蛛∴黹ﾎ駄＝＝＝＝儒鷺＝＝冊＝＝冊算＝閥＝＝一＝＝＝＝一＝＝＝P＝＝＝︸＝＝＝＝悼二＝：一＝謄＝＝＝瓢鷹＝謄＝冊＝蟷扁瓢＝凹凸＝輔＝＝算＝＝＝一一柵一冊＝一＝一篇π＝需＝＝麗＝蟷＝＝即＝＝＝＝営＝＝＝＝一隔＝＝＝＝一脚冊＝一一＝一一一回皿謹＝縛＝一＝一＝一一＝扁隔算冊＝＝＝

碓備ユ拝に報諾した︒新価県がを
転中原事力発電設備容撒は八葉ヒ

KWの禽計千四葭七雫五万KW

ち計翻は︑昭和六十隼腰の総鵬要

源開発調整審議象に上程ずる計

計睡がとりまとめられた︒すなわ

知力蟹を昨四度実縦マ六簸弱の

％蹴鞠などとした前提のもとで︑

二十五万KW︵三十九雌点︶の甲

約七千五欝五牽惣KWHと予想︑画︒また︑現在建設巾の露源ニイ

こうした聰獺郷要をカバーしてい
期霧工も暇るなど︑原子力を中心

運転を開始した︒同原発は三二九

十三奪度事業計繭として①今奮完

射性エアロゾルの動物吸入法など

代謝研究に総点をおいていく方

動物差の解明を急ぐとともに︑放

るとともに陽子線を利用した治癬

針︒

二点︒従来の七グループに﹁照射

朋始に曝点を轟いていく謝顧︒陽

射や発ガン剤処理などによるDN は今薙六月十一田から十凶臼まで

験動物系と人との根壌関係解鴫の

の研究に型録・照憩置十閥隼から

子糠治綴は︑体表面下に存在して

Aの鰯雷と膨復を検討︑修痩不能 来国カリフォル鵡ア州モントレ⁝

の低レベル放瞬線影響研究②サイ

建設が予走されている﹁内趨被鰻

いるガンに蕉確に照準をあわせ︑

蜜加を募簗

糠武と負癖線画ガンの研究グル⁝

寅験静掻による末格的プルトニウ

その上下の健漿な細胞に影響を与

Aが国際会議
クロイロンを利難しに陽子線治療

プ偏を頒え新たに八研究グルー

ム顯響研究に働えていく︒

特穏︒魏在︑冶療のための二陣恩

母を罵いて放射線突然変異の生成

ェ⁝デンのストックホルムで︑

今雑九月五日から八購まで︑スウ

このほか︑動物細胞について照

究一1などに重煎をおき研究濡動 プに増強︑従爽の二億に増為した

の騰始②放射性物翼の体内代謝研

約二万隔のマウスを便って影響の
放医研の今隼蔑予習は馬繋二億

を強化していく方餐だ︒

なDNA鰯憲の質・爾を把渥するで︑立際会議﹁環境規制⁝その将

義の開発が慧がれており︑おそく

の分子機構を明らかにしていく︒

年の動猷再処理ホット試験入りを

によるガン治療研究︒五十二確腹

渡から﹁環塊放射線による被曝線

による診断のシステム化を図る・

リーなど萩技術を開発︑画像楠蝦

醐際原子力機関︵IAEA︶は
とも三無度には灘療をスタ⁝ト︑

また・低レベル放射樵廃棄物濾洋
遡伝的縮険度を推驚︑放樹線防護

背漿に︑プルトニウムなと超ウラ

黒現菰サイクロトロン撚療を受け

騰の推篤に関する調査研究﹂に新

計画︒

ガン治療に新局量を開拓していく

のための総愈的影響趣価を行うの

ン充畿による入の内部被曝の陣轡

た書は命引三百六磁︒これまでの

たに蕊手︒原子力施設から環境に

放医研の今毎肢討論で焦点とな

総噸醸陽子線治療にも全力

えずに効率的な治療ができるのが
の増加︒このうらまず照和四十八

七頁万円で熊鷹奪股随一露・七％

定研究﹁懸レベル放射線の人体へ

黛から十か葎計罎で進めている特

の彫饗﹂は︑環境放射線による低

がねらい︒門晩発糖憲偏﹁澱伝隔

受備に叢点がおかれる︒多種動物

ン・隠行性ガンについては雛束の

治療例でとくに放胃線抵抗性ガ

線鷹被曝の人体に対する身体的︑

憲﹂門内部被曝﹂研究のうち︑と

実験動物学醜研究を行い︑人への

の放射性核樋の薄謝について比載

﹁欝欝弾発罐所の脳力摺絵設備

ご月完成しだ晩発障轡実験棟で突

くに晩発瞳憲研究については今隼

解明を慰ぐ︒

碗発障害実験強熱へ

成した晩発隔趨実験櫟を利用して

ｩ一

くための弼難度霞濫開発発通しを
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業
産

力

原

私なりに解釈ずると︑今や原解

的な協力︑つまり構報の交換によ

の形よりは︑むしろソフトウェア

する数か国の協力による共周画業

く・つまり各国はこの協定に入ら

ナルの伶業を丁張するものではな

この新しい協定は法的にナショ

とする︒三国はすでに数蒼万がの

われるわけで︑相当な予算を必要

提供を翻し轟ており︑他の国も資

にしても袴理な場所での探鉱が行

力は研究開発の段階から︑実用化

り各國に共通した考え方なり︑政

とになる︒

の段階に入ったと蓄えられる︒換

ェイトがかなり大きくなってきた 策︑基雌等をつくり出す作業にウ

浅近行われた蔵動︑または続行

金を提供することを望んでいる︒

中のものとしては︑ウラン探鉱技

術の研究開発︑使用済み燃料の再

通し等がある︒再処理の騰要冤通

処理︑核燃料サイクルの鐸期糞袋

とまっており︑核燃料サイクルに

しについてはすでにレポートがま

とめられた︒以上の二つのレポー

関しても今年二月にレポ⁝トがま

トならびに前述のウラニウムレポ

ンクとして機能することが期待さ

通り︑原子力金分野のデータ・バ

羅

認

一それは東芝のモットー一です

冠すれば︑原争力産業の占めるウ

ることは可能だが︑望ましいこと

なくても独自に磁洋投棄を実施す

ポジワムが開かれた︒そのテーマ
ェイトがおかれるようになろうG

石梱低価格時代の終えん︑米国の核散防止政策1一激しく流動する国際樹勢のなかで今臼ほど原子

が持ちこまれた場禽︑これを外交

莱作業に対して特定の国から蕾惰

ではない︒なぜなら︑もし海洋投

がれないことになる︒一方︑OE 昨鋸来のカ⁝ター政権の原子力政

なるからである︒したがって日本
も︑できるだけ皐くロンドン条約
を批准し︑新しい監視協竃に調印

最後の大きなテ⁝マとして︑核

することか肝要だろう◎

燃糾サイクルがある︒NEAはI
ートは王NFCEの作業のインプ

ついでながらINFCEとNE

AEAと協力して一九六葺隼以来 ットとして活用されているQ
一撮ごとに例の赤表紙の本として

黛の五月にその第一段階のレポー

糖3〜曝轍

騨

響

〒100東京都港区三田三3欝13番12号TEL棄京（03）454−7111（大代〉

もう一つの変蟹の総轄な嚢素は

の政策決定レベルの風解習が選ば

力﹂であったσ加盟諸国から数名

観点のみの藁囲で決まっていた原

策である︒鉦来の技術的︑経済的
CD・N鷺Aの単動は加盟韓国の

対する隻語がなされた︒

︵いわゆるロンドン条約︶が一九

汚染を防止する革めの国際条約

＝＝髄＝一＝一＝一露＝襯＝帥＝嘗一冊一鱒窯＝需＝一＝一＝霊幽＝＝謄冊＝累＝聯二騨＝＝＝働＝﹇＝﹇＝一＝■二三冒用＝輔＝＝＝一鱒＝一騨輔＝囲一鶴＝＝冊＝騨一二︐＝＝二篇一瓢一＝＝旧＝こ＝層＝＝一篇＝

り︑原子力大国である田本もこれ
に横網的に参艘することが望まれ

Aとの関連についてふれると︑N

トがまとめられる予定である︒第

趨︽

翻原子力発電設幡一式（原子炉、核燃料、夕一ヒ：ン、発躍機

と言える︒これに伴って必然的に

改組されて六奪︒NEAとしては︑こうした新しい偶勢に︑他の国際機関と協力してどう対応してい

子力決定のプ切セスにもう一つ核

＝＝＝騨＝認＝＝＝

とになっている︒

次は放射性爽麗日管理の港門で

してきた︒

有名なウラニウムレポートを刊行

が︑入的資源の磁用がより衛効に

するよりは︑ムロ体して運濃した方

い状況である︒基木製には海洋投

安全で環境に調翻した原子力難電離

ぴ熱
麹熱

営業品鼠

はA
﹁に
OECD諸国における国際協
力をめ ぐ る 国 際 協 力 の あ り方が問い蔭されているときもないだろう︒ E N E A が O E C D ︒ N E
国際協力の形も大きな変化をまぬ
くのか︒今回は︑約二年にわたりNEAの活動に携ってこられた閥科学︒關登部次長の三井鋤純一氏
政府をベースとするもので︑政府

兵器拡散防止の強力な評緬が付加

μ＝

二十周黛を認念し︑パリで︑シン

今年二月︸日と二号にN廻Aの 評価され︑それを墓盤とし将来に

NEA内部線織の変藍は一九七 つに分類できる︒

った︒

六隼に行われ︑原子力の安盒規制
面と開発面とに二分された︒前者
香∴齠

⁝ロンドン条約

七蒼黛に発効したQロンドン条約

的に解決することが樫めて魍難と

れ︑それぞれ講演を行い︑活発な

いセクターとの関速を強める必要

は国内の原子力に関係した帽の広

されることになったことは量大な

重要性増す．
政策的対応

をわずらわしNEAの理状と今後についてこ執筆いただいた︒

おける死際協力がレビューされ︑

討論が行われた︒そこでは過去に

がある︒さらに協力の形式につい
翼壁である︒

向

発︑または羊肉を進める一⁝の三

ても従来のハードウェアを中心と

動
は主として放断線防護と廃闇物管

理︑後蓄は開発︵核燃料サイク

OECD・NEAに謹任して︑

早くも二年になる︒時あたかも原

ル・新型炉等︶と研究︵核デ1
ある︒この分野の活動はRWMにる︒

を放射性廃棄物に適用ずる娚舎の

を調整統揺するためにNELTが
EAの薇動の成果をINFCEに

つかのグル1プの議長から饗訥が

提供する用意があり︑すでにいく

あり︑資料の提供を行っている︒

両省の機能を合拡したNEAデー

ープでその第一段階を行うことが

棄作業は各園が翼任をもって異施

＝

性の分野でもこれが当用される司

能性も多分にある︒

て考え方なり︑隠事をまとめるこ

⁝ションが実現し実り多い協力が

式 △ 社
瓜

浦電気株

原子力本部

子力は国際的にも︑各国とも激動
タ︑コンピュータープログラム︑

饗宴︑放射性廃棄物轡理に関し

の過去の経験をもとにしてつくら

よって調整統括されている︒この

れた︒

・廃簗物問題・

る分野は︑放射磁器賜物の処理︑

．の批准急げ

地麟処分︑畏欝命放射性廃買物の

畏奪存在してきたが︑核燃料サイ

NEA瀦膿国は︑NEAのこの分

最後にNEAデータ・バンクに

避けるよう配画されている︒

ついて陰干ふれたい︒従来イスプ

隼︑国際麟にウラン騒の評価を行

足︑サクレーで業務を開始した︒

タ︒バンクが今年︸月︸日から発

適当であると結論された︒この刮

持され︑NEA／IA露Aのグ
ルの主たる理由は分離して運縛
命体

この謝画は多くの国によって支

うべしとの提案を行った︒

るであろうという冤通しから︑と ラにあったCPLとサクレーにあ
くに乱国はIEAの場で一九七六 ったCODNは廃止され︑新たに

かなりの魔の潜僅ウランが存在す

ンを確認したいという強い要望︑

Cを設立した︒最近︑朱確認ウラ

NELTを廃止し︑昨年十月F
Cようにして︑両巻間の重複を
この

ティックな調整をもたせるため︑
野における役割を馨検討︑海洋投

クル運般にわたってよりシステマ

棄物の海洋投簗であり︑とくに最

棄の作業を検討し︑監視する協定

このような事態の進展を蕎崇に

HAはINFC獄の各作業グルー
て︑NEAの活動がカバーしてい細切がIAEAによって︑N琵A
この分野におけるNEAの活動プの議長圏から襲請があれば︑N

次に や や 貝 体 的 に ︑ O E C D ・
が認識されているにもかかわら

分野での問題点は︑事柄の三二性

NEAの鍛近の湧動について展望ず︑核似料サイクルのバックエン

れら談活動の中で安全性︑放射性
廃棄物管理および核燃料サイクル
の三つが優先分野としてとりあげ

海底地厨処分︑および低レベル麗

まず安全性の分野では︑CSNのために︑国際協力の仕婁は予期

してみよう︒

NEAのような国際機関の役割

られている︒

ドに対する各園の政策の不確実さ

炉物理等︶である︒とりわけ︑こ

の時機であり︑NEAも纒職なら
びにその濤動の藏で大きな変化を
受けた蒔機に短応している︒この

変箪は原芋力が薪しい時代に突入
したことにもよるが︑颪接的には
一九七三年秋の石油ショック以来
とられたエネルギー対策︑それに
は︑端的にいえば︑ナショナルに

ある分野でもある︒

翰織

後の難題は近い将来浸水と麗遽の

田

をつくった︒際本はこの協定に参

鍵謡熱無三井

護國際機関との連携ふまえ

親局面に積極輔応

しかしながら︑幸にして放射性

ていることはこ承知の通りであ

Iがこの分野の漉動を調整半日し 通り進捗していないことにある︒

る︒推逸上璽嚢なことは︑加盟各

ることができる点にあると思われ

力による方が有利に濡動を推進す

行うよりインターナショナルな協

関︵IEA︶の設立によるところ

伴うOE C D の 国 際 エ ネ ル ギー機

が大きいと思われる︒

石油ショックの前にも一つの大

国の利審の一致が必要とされるこ

きな脱皮を遂げている︒それは一
九七二隼の艮水加盟によって︑そ
とであろう︒かりに各国の利憲が

のテ⁝マに対する鰹先順位が異な

﹁ENEA﹂からOECD
Eしても︑各国内で︑そ
一・
致しN
たと

れまでのヨ⁝ロッパ原子力機関

Aとして 新 し い 出 発 を し た こ と で
るために推進上に支陣を生ずるこ

加する懲志はもっているが︑圏内

ヨーロッパ以外のOECD諸国︑とがしばしばある︒このような国

ある︒この日本舶盟にひきつづき

観点から検討したレポートがN 海洋投写を行う計懸をもつてい

廃棄物の蟹理について︑純技術醗

田本は太平洋で近い繕莱試験鮒

マは︑軽水炉︑高温ガス炉︑高速

来︑大西洋で数か国と海洋投藁の

薩は王UHEPと魯づけられ︑今
行われるためである︒将来は文字

共岡作業を進め︑この種の作業に

法との騨灘で今濾ちに参潴できな
一方NEAは一乃六七隼以
に刊行された︒このレポートは︑

露Aの霊薬の一環として昨隼九月 るQ

その委員畏の名離からポルバニレ

とづいてNEAはナシ霞ナルな作のように行うかはこのレポートの

すべきものだが︑新しい協定にも

完威を待って決められるがいずれ

二段階のIUREPをどこで︑れ
ど︑圃えば核塗料サイクル︑安金
ここ耳介来の︑各種一般廃蔓物に

長年の経験を薔凄してきている︒

業を評姫︑監視する役割をもつこ

には廃棄物管理についての技術的

よる海洋丙染の懸念もあり︑即興

ポートと呼ばれている︒レポート

結論ならびに提濫が盛り込まれて

とは容易なことではないと思われ

国内に必要なのではないかと思わ

に調整が行われ︑工AEAは全世多方面にわたっている︒とくに原

実現することを墾みたい︒

今後相互によりよいコミュニケ

ような事情がある︒

ついて一︒N露Aの滋動に関するも︑ドイツでも大なり小なり似た

無難に鷺本とNEAとの圏係にれる︒環本のみならず︑米国で

議がもたれている︒

し︑湾報を交換するメカニズムが

る︒NHAとIA鷺Aとの間が
で︑
は何かこれら楢互の関連を密に

いてはNHAで行われる慣習である︒多少内政帯渉めいた事になる

至EAはエネルギー金般をとり扱 りしている︒たとえば西欧先進困

て︑その政細面に磁幽をおく︒一

は惣のエネルギーとの関連におい

うものであり︑その中での原子力

間で行われる方が袴利な課題につ

一＝霜＝一哺＝胴営一二＝＝＝蕊訂幽一m二貫一＝一＝＝禰冊＝＝＝冊舞一瞥＝＝噺＝濡鵬一鵠一甥胃竃幽闇一＝謄＝；齢；瞬一一＝一＝一罵一＝一＝凱一冊＝噂＝；憎＝冊泣冊＝＝認＝躍幽一回＝瓢嘗；＝＝一騨＝＝＝＝＝一閏冊二濡＝＝需営＝篇望一圏謬

後

ら原子力をとり扱うものと丁解さ

今

テム確立を

国内対応シス

いるが︑これはNEAならびに加
盟国政騰か公践にコミットしたも
のではなく︑むしろ技術者藥団に

よる結論である︒今︑N麓Aはこ
れを土台として︑放射性廃棄物に

以上がN露A慈動の概況だが︑

れ︑胃体的な素馨の実施に霞点を

方︑NHAは膜術的経旙的な藤か銀に一醤︑トップレベルの調整会
での政策設定に役立てるための藪

いてふれてみたい︒

これに関し蝶蝿の気付いた点につ

関する統一罠解を得・政府レベル

議をもつべく︑各国政府に呼びか

ます第一はN露Aと王鷺Aとの 第二はNEAとIAEAと政の
府関
機関原子力関係の国内組織︑

おくものである︒

けている︒ちょうど︑四月二十
六︑一一十七田に予定されているO

に存在しながら︑原子力の分野で

界をカバーするのに対しNHAは子力が実用化の聴代に入り︑ます

あるいは埋入は広翼翼でありかつ
を命わせ開催することを予定して

は竸含︑璽復がしばしば懸念され

が︑これらの相互の碧潭を密にし

ます広範鰯にひろがってきている

ECDの原子力の運鴬擬製に無期関連である︒問じくOECDの中
蓮だが︑これは混食長い期間の間
いる︒米国︑カナダ︑ドイツ︑英

とで︑濡者の役離はかなりはっき

鍾欧先進諸国をカバーしているこ

テーマに優先鹿を与えなければな

うに機能の区分がなされている︒

され︑今後の計画に反映されるこ

的に参加する悪志を表明してお

る︒両蓄の開窓については次のよ

人員でこれを行うにはそれぞれの

をカバーしており隈られた予算と

安全性の妄動は極めて広い分野

もすでに刊行された︒

繕殖炉の安全性研究インデックス

れて利用されていると思う︒高速

①ωΦ餌同︒げ囲50Φ×︶はよく知ら

餌けΦ肩勾㊦帥︒け︒村m餌hの↑図 欝

軽水炉安全研究インデックス︵≦

王AEAと協力して刊行している

の交換に関しては︑とくに数隼来

る情報の交換︑などである︒情報

施設の安全性︑および安全に物す

性︑原峯力施設の許認可︑猿子力

安全性︑原子炉材料に関する安全

クルに関する安全性︑原子力船の

堰殖炉などの安全性︑核燃繕サイ

る︒鏡張カバーしている主なテー

際協力は大別すると︑つまり①吉

遭の基準をつくる③共閥で砺究開

米国︑カナダ︑オーストラリアが

一

加盟し︑NEAは実質的に共産圏報の交換②共通の鷺え方なり︑共

純

民

井

蕊

東 京 芝

一一

らない︒CSN夏でこの検討がな国はすでにこの企画に対して究極

＝

闘

を除いた先進諸国の国際機関とな

N鶏Aの低レベル放射性夢幻物海洋処分
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力

日

国が全面勝訴銅講論

轡門的な科学技術論争への積極的

を発嚢︒﹁神璽な鍼判所の覇断に

郎科技庁長冨が記軽量を醜に談誘

本会議にこの薫を委員長目窃︑採

上︑賛成多数で可決︑翌二十環の

︵岡本冨夫螢員長︶で一部修正の

クラブ釜党蟹成の蟹成多数で司決

決の結粟︑圏残︑民社︑薪編曲

︶

東 特テ

留周

日ポ

下闇社11社4社11

極

網羅

技術資料、力夕霞クは下記へ

対し︑これを厳爾に︑冷静に受け
とめたい︒判決は︑国の主張が認

定める③原子力委員会および原子

力安全委員会の決定や恵毘の騨璽

・を懸饗しなければ

穫務について︑政騎原案の﹁内閣

総耀大犯は

ならない﹂を﹁：・十分に懸卸し

なければならない﹂に改める④原

子炉安全野離審蓋会および核燃料

蜜盒禅門霧蛮会の設罵を法文中に

勲州では田本とのほかに欧州の

いては明らかにされていない︒

ウレンコ社とも藤岡調査を進めて

性能、安定性、使いやすさで御好評をいただいております。一

る︒違法控への理由づけを求める

められたものと思うが︑今後︑そ

教導︶︑野瀬正醗︵慮発副総裁×

圃の貴体化を在る方釦︒

離法によるウラン濃鞭工腸建設計

︵東大教擾︶︑森一久︵綿塵解任 おり︑︸うの調盤をもとに隔心分
理箏︶︑山野π登︵科技庁原子力

甑購S−1。。。シリーズ蔵財暗雲定システ ム

な介入は避けたとの印象も煮え

たきらいのある原鑑証人弁論とと

に︒﹁九分九鷹︑勝利と思ってい

明記する⁝⁝など︒これらの一部

﹁簾子力安全委厩会は原子炉設置

修圧ほか︑岡法案には科技特で

許司後も各雀庁の安全規制行政金

聾について必要に応じ調査︑審議

審議入りしたが︑同法案には社

参議院は二十六日年前の本会議

子力駆本法等一部改正法案﹂に関

する偏など五項國から成る付帯決

し熊谷太三郎科学技術庁長官から

で︑原子力瓦全規制の強化と規制

を得

一方︑全醗勝訴で原子炉の安詳

ワーキンググループを塞く予走︒

復一郎︵熱電専務︶⊃

嗣罠︶︑紳森力︵口演副捜長︶︒

1

14

あ豪り︑批判︑擬星取り的に偏し

原子力利用︑開発の基本方針に平

し参院へ送られていた︒修田は①

和圏的のほか﹁安全の確傑﹂を盛

の内餐を謙膨に検甜したい︒政府
は今後も安全第〜と住民の納篠の

もに密黒をはっきりさせねばなら
ない法廷での科学論争に一つの限

り込む②原子力厨口会および原子

たが︑十時を境にそれが・﹂︒こ

に対し門報告聴取権﹂をもつよう

進にあたりたい﹂と︑控え露なが

一言開する形となった︒

みあげる怒りのせいか︑つなぐ嵩

力安全婁員食が関係荷政機関の長

ふたつを融の二輪として原発の推

伊乃訴訟で国が勝訴したこと

葉につまった︒﹁決して負けては

ら今後の原子力開発の推進に強い

る︒

は︑心し様に原轡適搭︑原義炉最

いない︒安全性の問題は火薬庫の

︵原子力発露の問題点︶︑南川定

自儒をのぞかせた︒

界のあることを明承したともいえ

判決︑明暗二筋に
﹁辛酸入佳塊﹂1一︒午前十時
三分︑原鑑の一人︑広野房一さん

CCSの駐能は有効で︑原子炉施が弁護士らに伴われて地裁玄騨に

設置許可に違法盤ない
わが国初の原発訴訟として座図を集めた伊方発躍所原子炉設躍許斑処分取消請求甲西の判決公判が

上問題がない︑との判断は相当i る垂れ幕をかざし︑櫨え込みの

設の位躍︑幟遮︑設備は安盒確探

現れ︑表鵬も硬く原告敗訴を欝げ

二十五日午前十時から松山地方裁判駈民騨第一部で開かれ︑綱木賢志裁判長は︑設躍許覇処分は塾本

長許可の手続き︑内容を争点に地

荊てたき火をしてるようなもん

Iとし︑国測の霊芝の正当性を逐 傍で立ちつくす隻擾グループの荊

的人権を侵審し繊法に違反するとして内閣総理大臣を相手どって訴を起こした山口寛之氏ら原簿の地
元住民三十二人に醜し門原告らの講求を棄却する﹂と判決を誘い渡した︒公判は︑主文に引続き理由

の正当性を主張︒績周︑﹁原告適格﹂を除いては︑ことごとく国の主張が取り入れろれ︑門納灘処分

元倥罵と国との撃て係陣中の麹薩
編方訴訟は︑困国躍力が愛媛県
夫崇大助畢筆墨時︵放射線被曝評

反論して爵可処分

の孚続きに違法性はなく︑安金は＋分野保される㎏とする国側の全面勝訴に終った︒

第二発電所︵丞月地裁︶︑福鰯第

だ︒さうに揮いを続ける﹂と憾満

伊方町九町越に原子炉︵加圧水型
判決は︑まず︑この裁判の

て違持論を盾に論陣を張った原告側に対し︑国側は法律︑技術の爾薗にわたり逐

れそれ﹁危険﹂︑門安全篇の箆鷺

二発電所一鞭炉︵福翻地裁︶の二

骨畢を裁判長が読み上げて︑わずか八分で終了︑閉廷した︒﹁原発は人類の生存と両立しない﹂とし

から詩界汽論象を展開したQ

をふちまけた︒

価の過少推定︶︑久来︸工四郎阪大

入

つの行放訴訟だけでなく・各地の

軽水炉︑電気出力五十六万六千

漂発反鮒通動の今後の展開にも影

窯奄に裁判所から

日豪ウラン濃縮

成立はなお微妙︒

参院科技特は二十六黛午後から

り口論

響を及ぼすものとみちれる︒

会︑公明︑共塵各党が反対してお

議もつけられた︒

こす薄樺があるかどうかの原儀適

提案理宙を高取︑質疑のあと霧議

審議日数はわずかなこともあって

り︑冠月の遠休をはさみ残り実質

行政の一壷化を図ろうとする﹁原

格の萄無について︑﹁原子炉は核

た格好の科学技術庁︒伊原事務次

を科学技術振興対策特別委殿下

◇

陥︶ら十二人が︑また被告︵圏︶

な科学田津論争にどこまで裁判所

窟︑山野験子力局長︑牧村原子力

︵藤原麗雄委員畏︶に付託するこ

にあたる原告に訴を起

側からは内田秀雄栗大教授︵原丁

分裂生出物の薔積による危険性を

が介入するかについては行政庁の

寡金局長る幹都はいずれもホッと

KW︶を設羅することに反対して 講師︵原発の構造的︑工学麟欠

もので︑四十八年±一月の第一園

当初地死像罠三十五入が撮訴した

令発鷹の蜜金性︶︑村空進原研安

内藏するもので︑周辺住民の藁

した蘭もち︒十二蒔三十四分︑衆

お墨付

獺頭弁論から血煙十月の結羅まで
全工学部長︵事故防止対策︶︑木

潮雲処分を認めたうえで︑その搬

岡法案は︑十九旧の衆院科技特

核燃料サイクル評纐︶の立場を踏

る②欝欝爾闘はINFCE︵国際

方︑また世界にとっても利益にな

論難工場を建設することは日羅双

めくくりを行い︑①羅州にウラン

四回会禽は︑これまでの検討の綿

いた総懸ウラン濃縮共同研究の第

十七田からシドニーで開かれて

共同研究継続へ
ては︑AT汽の運転性能を兇極め
るのに今後まだ梁間がかかること

などから︑巖終決定は懇談会終了

算A
か強い︒
間を冤通しながる︑ATRとC

照照の原図力利用長期副醐改定に

の横討をメドに結論を京とめる︒

「fELO6（252）3512

一29

丁獄LO3（454）8521

東京都港区三i三田三丁目13番12葦｝

社

ミエコン付マルチ

焦点とされた裁判更上ても特異

に合わせて三十六回の弁論と証拠
村敏雄粟大教授︵地盤の健全肱︶

調べが行われた︒この間の審理に

院予弊委員会から酸つた熊谷太

重水炉開発方向づけ

とを渓めた︒

で冤解を示すにとどまり︑局度に

用︑逸脱の有無の判断星羅の枠内

を求める剛の繋累を

原子力委︑新型炉懇新設

二

｢分を取り入れる判断を示し︑

ら丸人の学蓄や轡門蒙が出廷︑そ

﹁奨体的に被露が発生することを

門前払い

誤謬できず︑憤格はない﹂として

退けた︒

後にも設躍の予想される題水炉曹
軽水癖かゴ︐高速炉への動力炉開

吹田徳雄︵原子力委員︶︑村葬

しかし︑漂子炉の設縢論爾処分
については①原子炉の安金鶏の審

発路線の中之に位愛する重水炉の

費源︑艘糖の所属鐙︑軽水炉への

懇ン
談会構成員は次の遡り︒
NDUiPHWに関して・ウラ

門部会︵仮称︶にもちこされる公
蛋には高度の蓉門的知識を必嚢と

開発方剣について検討するため︑

に入る二〇〇〇駕頃までの二十幕

する②原子炉の設醸は国の高度の

漂子力委員会は二十一讐︑新型動

授︶︑天野野︵欝欝理饗︶︑生田

儀︵同︶︑脅木成文︵菓工大教

政策的判断に密接に関遷するーー

クル上の評鱗を行う一方︑技術的

プルトニウム利用など核轡料サイ
力炉騰発懇談会の設灘を庚めた︒

問題と経済性の晃幽しについて検

茂文田獲ら約十人が繊席︑疑州原

た︒この心な口には麟本側から田鴇

五十一艇八月︑原子力委貴会の

の二点から︑周辺住民との関係で

討する︒またこれるの炉型が纏み

聞被論説主幹︶︑嘉瑞正一︵粟芝

も︑園の裁騒行為に属する︑との

の繁用化までを麗通して喪期的な

紙型動力炉開発課門盗食が照臨炉

り方にも愈麗を交換することにし

入れられる場禽の亀力業界側のあ 副理肇餐︶︑澤田擁之助︵朝賦瓢

進める必要があるliとの点で十
開発の力向づけをしたが︑凝設の

まえ︑さらに継回して共岡研究を

認めた︒

判断を下し︑国の空巣を傘薩的に

懇談金では︑新型動力炉の酎象を

︵関露副社長︶︑鵜本丈夫︵動燃 九醸双方が一致︑報簿爵旋まとめ
判決は︑さらに安寝審董に踏み

豊朗︵エネ研藤長︶︑伊藤俊夫

こんで︑圏の裁瞬処分が適切であ

換炉︵ATR︶と︑電線開発象筏 同懇談会は原子力委顔︑学識経 副祉長︶︑踏襲洋ズ榮工大教授︶︑

期︑規模︑資金負担など内容につ

た︒しかし︑梅醤τ場の建設時

樋﹀︑米圏の核不払散広︑新製煩

中闇的な︑乃鉛を反映させ︑約一軒

場建設の可能旺に関し分析を旗え

漏敏弘︵興銀常務︶︑田寓茂文︵驚

武田康︵資源エネ庁審議醤︶︑園

子力委員会四四蕎との間で濃縮工

験苔などて構滅︑響月土熱にも初

副社長︶︑末永聡一郎︵三菱蜀工
について︑①放射線影響のある線

が纒入を♂画しているカナタ型愚

ている︒

磁の数十分の一を許饗被ばく線艶

FCE︵隠際核鰍料サイクル評グループと技瀬グループの二つの

水炉︵CANDU︶に絞り︑王
会合
Nを開くが︑圏際聞題・経済隆

ったか語かを吟味︒妓術上の測点 動轡璽業闇が聞発している新型転

と走めるのは趨法でない②平隔避

開発の違展状況など︑その後の動

婆連技術叢論︶︑都甲泰正︵東大
当時の被ばく線鐘評価は相当③茶
舗麗璽物︑旋用済轡籾が蟹全に鯨

向を勘案しながる︑開発の近め方

一丁戦績
爾処理雷業︑癌排水影響などは界

巖大の焦点となる炉型淡めについ

本原子力事業株式会社

ADC8K、メモリー4K

成立、なお微妙

蔵︑擬笹されるとの判断は相当④

審議は︑局速撃が本格災儒隠秘

を審議する︒

生器網管などは蜜全嬢傑でき︑E

磁審査の対象外⑤燃桝︑熱気発

独自に開発したAEC−NIM

参院で審議入り

0

規格モジュールに基づき簡単な測
定システムからミニコン付マルチ
チャンネル、放射線モニタシステ
ム、環境放射線測定車など御希望

原子力安全委法案
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のシステムが構成できます。

特

〃

爾︑身体箸に危憲を生する恐れが
ロ
あり訴の費格はある﹂との療徳の

は原告側から藤本陽一阜大教授
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おいて︑固体廃棄物の畿終処分に

しかし︑ただ︑本件安金審査に

ス︑フランス等の欧米諸国の施設

炉・核燃料開発事業団又はイギリ

処分三時には︑使用済燃料は動力

御蟹

τ

圏

扉かロノクされます。

l︐
／l

また、｛「」染が検出された場合には

監視する画期的な装置です。

するところのものであると解され

本件許可処分

で薄処理してもらう見込みを立て

ついての審査はなされていない︒

前記規則一条の二第一項一喜ト

できるまでにはなっておらず︑ま

管について

芝生U扉の開閉や｛i｛ll走かできます。

の全身に磐書した放射線を、測定・

ところがら推して︑右条文に詑載い︒

4
の裁璽処分性に

使稽済燃料の処理については︑被

た︑独がりにより燃料曄が接触し

本件安全霧萱においては︑蒸気

退出目に没清し、放射線作業従鵬卜名

あるとみられるので︑本作許可処

る︒

ついて

巖終処分の審査の必要がないとは

であるから︑右の程度の判断がな

告の政策的判断が強く働くところ

︵八︶の規定から︑固体廃藁物の ていたことが認められるところ︑

解奄れず︑却って︑廃棄物という

されたことが推当性を逸脱すると

法の定める概念と︑気体廃棄物︑
液体廃優物の巖終処理が︑安全審

なお︑使用済講壇の輸送︑再処

理事業は本件許可処分に際しての

棄物の簸終処分も︑庵件安全審糞

審萱の対象ではない︒

温排水等につ

の対象となると解される︒しか

9

し︑壁体廃艶物が︑安全に自蔵︑
傑管されていること︑及び談拠に

いて

業當として立ち入ることの寵張︑

た町頭の燃料罐の健全性について

発生器紐管は安全性を確保できる

水処理のため投入したりん酸ソー

が︑その原因は二次冷翻水中に︑

㈱検出器は、大禰積のカスフロー
カウンタを抵用。高感度で安定

分に後続する各穐の行政処分があ
ることは何ら前記判断基準を左右

原告らは︑一法響＝条︑簾子三
原子炉の安全性の判断にぽ︑特
に高慶の暮門的知識が必要である
こと︑原子炉の設認は被告の高度
の政治的判断と密接に関連するこ

は断じ難く︑本件許司処分は使用

済燃料の巖終処分の審萱について

査の対象となっていることとの関
連・比較︑並びに繭記規則一条の

聴腿の機会の設定等が必要である

子炉等規制法︑原子力委員会設置
法は︑その所定の填重な審査によ
って安全であることを確認するこ

よりわが国の原子力発豊里の固体
廃彙物の最終処分については︑国

立誕をしていないのであるから︑

年間○・五レム︵五〇Qゾレム︶ 折損物故が発生したが︑調査の結

P︶の勧籍に従い︑一般人につき

果その原國はバッフルプレート接

の知麗も十分とはいえないので︑

また︑燃料棒のりークも各地の

ダ文はそれから生じ︑あるいは馴

〈特

松山地方裁判所が二十五日︑伊方発鷺所原子炉設置許可処分取り消し請求塾件で下した霧決
漕
するものではない︒

星本法二条に墓づき︑又は原子炉
等規制法の解釈として︑原子炉の

子炉設置予竃場所周辺控民の岡三
とから︑原子炉設置許可処分は周
辺住民との関係でも被籍の裁蜀行

可処分に際しての安金審蓋は︑原
旨主張するけれども︑右主張法条

の開催④周辺倥民に薄する告知︑

と同時に︑原子炉周辺住民の権
峯炉の墓本設計について行われる

続を毒するものと解することはで

を総量考察しても主張のことき手

について

とを要するとして︑右被告の裁墨
行為に厳格な制約が加えられてい
るものである︒

た後の措置も嵐件許司処分に際し

されると判断されたが︑証拠によ

燃料は︑安全に所定の場所に貯蔵

の線壁を許容被ばく線羅として定

合部の間隙が過大であったために

曲がりの程度がひどく︑次の定期

かって︑各地の原子炉で蒸気

確認した︒また︑瀬瀬棒の曲がり

原子炉で生じているが︑一つの原

長〉

二士屯機の放購線β｝測技術は、昭和

倉

は﹁原告らの請求を棄却する︒訴訟牛店は原告らの負握とする﹂︵主文︶とするもので︑判淡

・
曜

理由要旨の全文は次のとお り で あ る ︒
怖︐

本件許可処分手

属法規の内容を併せ響えると︑原

3

処分をした︒これに対して︑伊方
子炉等規制法二四条︸項四号︵同

を得ること②当該原子炉の安心審

はじめに
町層住の川口魔之ほか西宇秘郡内
三号も同様に解すべきである︒た
本件翌週処分は原子炉等規制法

1
居住の原告ら三二名が行政不服審
だし経理曲墓礎についての規謝部
査に関する全衡料の公開③公聴会

設齪許可処分手続をなすには①原

四国電力から原子炉等規旧法二
査法による異議申立をし︑これが
及び原子力委員会設置法各所定の

利︑利益を傑遇する趣旨であると

法二条五号︑同法〜四条の二第二

ものであり︑︵原子力工員会設置

手続によりなされた︒なお︑右許

続の違法性の存否
について

三条一項に基づく串請を受けて︑
分を除く︶は原子炉による災害を

解される︒したがって︑前記原告

きず︑原子炉等規制法等に定める

本件原子炉から導出する絵鑑水

防止し︑もって公共の安全を翻る

棄上せられるや昭和四八年八月二

一月二八日愛媛県西宇和郡解方町 十七田嶺裁判所に鮒して右許可処

被告内閣総理大臣は昭和四七年一

らの立場からみて︑原告らはいず
項︑一四条の蕊第三項各参照︶︑
原子炉設躍許可処分手続が家法三

についての膨響は︑本件許司処分

条の二

違法ありとはみられない︒

を規制櫨以上に多麗に放出する薯

平常運転時において︑放射控物質

れも本件許司処分取消の訴の原鑑
その異体的審賀の対象は︑原子炉

として現在検討中であることが認

に際しての安全審査の対象ではな

ての審責の対象ではない︵原子炉

！づγンノ！⁝

危険にさらされるとはみられない

髪！！

麗は︑約○︒○てミリレムである

多多多！グづググ多多多多グググ！多グ多■ノグ多

二第二璽九号に照らせば︑固体廃

態があれば︑気象︑退避︑その他
適格を禰するものである︒

張は理繊がない︒その他本件許司

められることに照らすと︑固体廃

い︒同様に原子炉の使嗣を廃止し

為に属するものと蓄えられる︒し

の諸条件に伴い︑原告らのうち︑

なお︑本件原子炉の運転のため
麗︑運転等に関する規則

処分手続には︑これを取り消すべ

いないことから︑薩ちに原諾らが

棄物の巖終処分の審歪がなされて

分取消の訴を提超した︒

本件原子炉の近辺に居住する醤は
には︑本件許可処分に後続ずる各
に串請轡並びに添付書類及びそれ

き遷法事由が存在するとは認め難

九町越に発霞嗣原子炉の殺置許司

原告らは︑いずれも本件原子炉

放射線障轡により発聾する藍然性
種の認可︑検査を受けることが必
らの各雲量事項が規定されている

かし︑原子炉の危険性に鑑み︑原

周辺に居住しているものであり︑

があり︑また︑本川原子炉での炉

原子炉によって受けるものと主張

要であるところ︑原鑑らが︑本件

2原告適格の問題

他方本件原 子 炉 の 運 転 に よ っ て 多

心溶融等の事故が発杢して︑格納

一条等に遷反するとの原告らの主

感の放射能をもつ核分裂生成物が

容器の破損が生ずると︑原子炉内

等規制法二蕊条二項︑原子炉の設

この核分裂生成物等より放出する

原子炉内に産出︑蓄穫されるが︑

ている︒しかし︑二線蟹又は微鐙

5微騰放射線の

等規制法二三条こ項︑前記規則⁝

する損審は︑本件原子炉の運転に

ので二審壷の欠如は本件許可処分

に熱烈している核分裂生成物から

を取り消すべき鍛疵とはいえな

張の黙黙は︑右損憲発生の原因と

放射線は人身に勇大な障蜜を与え

と評価されたが︑証拠により認め

障霧により死亡又は発病する蓋然

よるものであるが︑原告らの右丁

られる鱗実によれば右評価は幕議

はすでに鴬業運転に入っている︒

の放射線に被ばくし︑慧性放射線

の放射線被ばくにより瞳霧が発生

条の二参照︶︒

るものである︒なお︑本件原子炉

するか否かについては学調製でも

い︒

影響について

と認められる︒

審査が欠如している旨主張するが

内の作業者被ばくについての安全

なお︑原告らは︑原子力発躍所

論争があるが︑現在の知見では︑

なる放粥性物質等の放出が︑本件

使用済燃料の

一〇〇レムを超える高線墨の放

駐がある︒

8

それ以下の放射線被ばくでは人類

再処理について

においては︑固体廃緊要は︑敷地

ることにしている︒その他証拠に

めているが︑これは前記の遷法で

によるものと判塾し︑本件原子炉

生じた一次冷却材の激しい横流れ

ものと判断した︒

が各発露所で発生しているが︑そ

たりとも︑りークを起こさせない

子炉に数万本もある燃料棒の一本

発生器細管損傷事故が発生した
本件許可処分に諸たっての安全

の原國は・燃料俸と舗御概案内管

︵次頁につづく︶

富士全身無難モニタ

艸竹蹴痢

翻自動扉により、人手をかけずに

ソトープ取扱施没において、施設の

・ll

個所を知らせ、i司時に。詳録する

ASMO▼は

笛←全身表面モニタ

ことができます。

原発力発殺所なと原∫一塁顕没やアイ

㊥全身を14区分して、個別に鮮紅

に裏づけされてきています。

li｝

ワ

こうしたことから︑本件原子炉の
条︑

処分について

固体廃棄物の

鮒線被ばくが︑人類に各種の隠審

に陣警を与えないとする︑いわゆ

7

許可処分に際しての安全審蓋に過

を発生させることは明らかになつ

灘灘

内の所定の場所に安全に跡蔵︑保

べき利益がない︒

原告らには右審萱の欠如を主張す

原告らは本件原子力発電所内に作
のことから︑﹁しきい値﹂は不存

り認められる騙実によれば︑右判

本件安金器萱において︑使期済

在であるとして放射線陣審に照す

管されると判断した︒そして︑証

断は相当と認められる︒

本件許可処分における曳裂審董

る予防措置を講ずることが望まれ

拠により認められる事業によれば

より認められる薯爽によれば︑前

に︑原子炉の設備︑機器を設計す
るようにしたので︑燃料榛の曲が

性物質による影響が及ばないよう

りが発生する司能性は減少したも

つ燃料俸の上下に聞隔を確保し︑

！⁝多多多一瞬！！多一

なお︑読拠によれば︑本件許覇

るとしても︑題力の供給等公共の

右判断は椙当と認められる︒
与えることが判曙している線蟹の
簸低値の︑亜に数＋分の︸の線蟹

本件安全審査においては︑本件

は相当と認められる︒

記安全審琶においてなされた判断

燃料棒の単方向への伸びを吸収す

原子炉の燃料は安全性を確保でき

のとみられるが︑まだ︑燃料棒の

の範囲で︑一般人に対する許容被

いえないσそして︑原子力士髄質

ばく線羅を定めることは違法とは

曲がりが生ずることを完金に防止

はないとみられる線墨である︒

横査までに接触する可能性がある

η蒸気発生器細

平鴬運転時に

においては︑そのためバッフルプ

ている︒

燃料峰はこれを取り撫すことにし

審査においては︑本件原畢炉の軍

の熱膨張の差により︑燃料捧の開

6

レート組み立て時の寸法測定によ

常運転蒔に放出する放射線により

食であると判断された︒そこで︑

本件原子炉の敷地周辺における矩

であるとされており︑そのため︑

とすることは工学的にも非現実的

が発生しても︑周辺環境へは放射

本件原子炉では︑燃料棒にりーク

本件原子炉では︑難処理法をヒド

間隔にならないことにあるとみら

る支持格子のバネ圧を調整し︑か

体廃棄物による隼闘全身被ばく線

一︒五ミリレム︶であり︑また液 れる︒そこで燃料棒を三聖してい

ム︵別にベータ線による被ばく帰

間被ばく線壁は︑約O・六ミリレ 鉱格峯が︑燃料棒の膨張に応じた

途混入した苛性アルカリによる腐

価について

おける被ばく評

り︑省の義倉が適正であることを

かつて︑美浜一号炉で燃料極の

は国際放射線防護委員会︵ICRるものと判断した︒

R料について

必要がある園舎に︑人類に制憲を

るものとみられる︒しかし︑こ

る﹁しきい櫨﹂の存否は不明であ

誤︑欠落があることによるもので

鶴訟対象となった俘方塞仁所1臨機は鴎國妊力が愛媛漿西宇湘郡伊方町九町越の75万平
方メートルの敷地で48年G月藩工、52隼9月運醐にもちこみ、良嬉な稼働翼績を残してい
る。雲気出力56万6干KWの加圧水型炉を採用、1日差トンの処理能力の海水淡水化装｛醗
2台を傭えているのが特徽。1号機隣芯地で今町2月、1司磁力の2号機が魑面した。

そして︑原子炉等価劔法
二四条︼項四号︑その他同法の付

「安全」に軍配上がった伊方発電所

晶

業
産

聴

24年旧神片工業㈱において放射線

．1

国産で初のガスフロー方式

灘

蟹欝響

したβ（γ）線1則定ができます。

測定器の製造を開始していらい、
今日まで長年の歴史と信頼ある技術

高感度な測定ができます
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憲は霧法に魏魏るとし益

嵭彧ｹ諜

︵一一からつづく︶
れないと考えられている地縷によ

なお︑前認の将来超こるかもし

のモデルを墓に璽に実験︑経験に

種々のモデルを作成し・次に個々

物質が環境に拡敬して︑その気象

器の破壌等が生じばく大な放射性

以上の死暫および数万人の鰯闘鶏

条件︑風起き等によっては一万入

施設に波及的事故が趨こらないよ

条件を設定することによって︑欄

より・かつ︑不確実な点は厳しい

の艇濃水型原子嫡と異なってお

立地審査指銭に定める﹁罪居住区

被ばく線羅を計織した結果では︑

気発生器細醤事故を想定し︑その

と判断され︑右判断は相当と認め

も興じく安盆性を確保できるもの

りである︒また・蒸気発生羅山霊

326

Aクラスの施設については建築基 損によって︑上位の分類に属する

六ガルである︒四国沖︑南海トラ

る敷地纂盤の巖大凶速度は︑一八

り︑そのため淺入水が炉心に到犯

︐懸

熱撒

ﾍ魏

鰹鍛

魔嚇

蝉醗難轍

興画嚢︑

ri本原イカ研究所・東灘・人イ先・高崎各研究所、理化学研究所・人：和研究所」、

雌法に定める水平落度を三倍にし

応件敷地に対し︑過憲に鰻大の

うにしてある︒

と︑その規模︑賓盒防御施設の機

きであると解され︑原告ら主張の

しなかったものともみられ︑この

〔原子力関連主要得意先〕
（狂涛所関係）日本原銑力発・篭（株）・敦賀および束海発尊宿、東メ」い掴力（株）・編島線あ力発〜し厨、
刺しI電力（株〉・島根原∫力発電所、九州屯力（株）・玄イ励i仔力発・絃所、三菱商毎翼株〉、 （関竜興

薯︑

（多遙通所関係）機器その他の汚染除去、定期検査貼の除染・サーベイ、核獣毛一尺・父換作業、
欄入被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水轟の卜書1掃、廃棄物の趣旨、変電所・空調設備運
転保守、施設内の補助．r毒並びに営繕業務、管理1萎城内除染および罐掃、翫戯一舐声言
（研究施設蘭引）R工放射総取扱実験室灘1コンサルタント、施設の一転・解体、廃棄施設弊備、
機器の除染、各種魔棄物の処理、ブイルターの交換、空間日録寧・表1甑ら染蹄ξ分徹測定、空調諜
備連転保守、玉無区域内除染および清掃、普通iき域濡掃、浄水二一

本件敷地賦金の村藩については地

たうえ︑鉛薗震度も岡將に箸懸
し︑更に︑敷地で趨こるものと予

地審査における災審評価は︑原子

等が嵐る旨主張する︒しかし︑立

炉と周辺贋境との間に適切な離隔

々のモデルの闇の関係付げ︑総台
化を行い︑一方︑譜数値について

を躍くために︑想定襲職という手

フに発生する臣大地鰹の敷地に及
ぼす影響は︑欝向灘で発生する地

によって確認した上で設定するこ

も︑個々のモデルと同様に実験等

地霞動を及ぼしたと考えられる地

震によるものを下回るものとみら

当駐があるとの鐸緬を得ている◎

如く︑想定薯故の内容として︑安

には瑠故はどのようになるか︑ま

たは︑炉心が溶融した場裏はどの

ような薯態に立ち璽るかを推論

の評価をし︑これによって原子炉

し︑その結果生ずるであろう災審

の立地条件の可誘を淡めることを

立地審査播針が予定しているもの

張に当たる部分︵5ないし14︑16
五︸年一〇月曇二臼に燃料装荷ミ

件安全讐査においては︑一次冷却

られることも餉零した︒さらに本

万一の額故の場愈にも周辺公衆の

また︑ECCSの有効駐の完薯
全故で︑鷺CCSの機能が働かなると︑菌記の災瞥避難に土づき︑

しかなく︑現実に周辺住民がこの

ていないのであるから︑その勉険

線麗を被ばくすることは予定され

性を理慮として違法性を判断すべ

〔原子力関連無二種目〕

震によって建物被害が生じたこと

VT方式によることとした︒なお 件敷地付近で将来発生するやもし

ラシンやアンモニアを縫用するA は皆無に等しい︒なお︑また︑菰

想される畿大の地盤動を基に設定
圧は︑寛延二駕︵一九七四年︶に

れ︑また︑仮に︑巾央構縫線によ

憲畢故の内容︑経過箸は︑当該原

法をとっているものであって︑想

発生したマグニチュード七︑蟹央

とにより︑現実を総蛮的に評価し

距離一四計層︑推定される霞源の
る地慶の発生があったとしても︑

上園ることはないものとみられて

右の解析コードによって解析した

材獲失鱗故に対しても有効である

その他証拠により認められる襲

との評価を得ている︒

実によると︑前心安金混合でなさ
れた判断は相当と認められる︒

@万一の事故に

ないし18に掲記︶を除いたその余 スを超こしたが︑他に大きなミス

域﹂であるべき範囲は︑本件原子

本件安金審査において︑本件原

いことを前提としながら︑炉心溶

これらの諸点に︑さらに証拠に
子炉には︑一次冷却材喪笑譲故等

ト︵LOFT︶八○○番シリーズ
な実験はまだ金くなされていない

制法は廠法＝識条︑一四条︑二五
条・二九条に遺反するとの原告ら

べきである︒

3

6

7

7

2

9

1

水浴理法をAV学帽に変璽した原 れないと予想される巌大規模の地
した動的解析を行い︑いずれの地

ニチュード七︑襲源の深さは隔離 震力に対しても余裕のある薩震設

膣は︑霞漂蕩は敷地周辺で︑マグ

〇詩冨とみられている︒その他証

子炉でも︑蒸気発生雛細管損傷禦
故が発生したが︑これは水処理に

次にBクラスに分類された施設 深さは三〇詩厨の伊予宇和島沖地

の導燈動の最大加速度は︑一六五

子炉における蟹故発生の可能性

震る解摺コードが作成されてい

ガル・地盤動の嶺越周期は○・三

る︒そして︑窃解折コードは︑妥

そのマグニチュードは七程腱で︑

水平震度の一︒五逆の水平麗度に

については︑建築基秘法に定めた

対しても余裕のある耐震設誹がな

結果︑一次冷却暴露響のいかなる

能箸を総重して検討し︑線めるべ
本件原子煩のECCSの性能は︑

右に対して︑本件原子炉の二四

いる︒

地鼠動の設定に用いる巖融融遜魔

秒と評緬され︑遠方で発生する地
腰で・過去に本件敷地に腫大の瀬

その他証拠により認められる事
実に照らし︑前記安全審琶におい
てなされた判断は棚滋と認められ
る︒

そして︑ECCSその他の工学

と解することはできない︒

鮒安全防護設舖は︑安全性の確保

ができるものと本件安全霧蓋で判

からの取水は取り止めとなって︑

炉の敷地内に忌まれ︑また︑仮想

ると認められることは離認のとお

断されたこと︑窃判断は相嶺であ

海水の淡水化によって康争早馬水

はまるかどうかについては多くの

実験繕果が実用炉にそのままあて

ンダリを構成する機器は︑安金性

系配管その他一次冷却系圧力バウ

存在をもって︑臨ちに右安全審査

饗故としての一次冷却材喪失事

は麗られないから︑右燃料ミスの

疑闇が提起されている︒しかし︑

係しないところであり︑原告らは

における判断が不盗であることに

は︑原告らの翼体薄利蕪に謹嬢関

その違法を踏張すべき利叢をもた

仮に︑筒瓦の探内町からの取水を
相当とした鎚金審蚕に霰鷹があっ

数︑蒸気発生器細蟹凸面を想定

照らすと︑右臆断は相図と認めら

を磯傑できるものと判断されてお

現段階では︑右の実験結渠を実胴

CSの性能評衝に際しては︑ブロ 地帯﹂であるべき範囲は嵐件原子

り︑証拠により認められる事実に

炉の敷地内に憾まれ︑周辺公衆の

し︑その被ばく線書を計聾した結

安全を維持できると判断された︒

できないので︑本件猿子炉の氾C 果でも︑立地審査揺針で﹁低人口

ーダウン過程では蓄圧注入系の冷

炉に適周すべきだとの考えも齎定

統ずつあり︑事故の種類胴に応じ

製効果はないものとして計撰して

高圧注入系︑低圧溢入興が各二系

はならない︒

工学的安全防護

ない︒

原告らは︑解方町及びその周辺

のとみられる︒

節町村の人離制禦︑農漁業等の産

π

たとしても︑右蝦疵は治癒したも

を賄うこととなった︒したがって

ったので︑実験装甲の形状も塞際 としての一次冷却材獲失薯故︑蒸

全防護旛設の機能を無視した場含

瀬動を及ぼしたものと謬えられる

に露要な旛設については三〇〇ガ

は＝OOガルと淡無してあり︑特 醜類のものの破断による一次冷却

る機器︑配簿類については︑鋤的

四五ガル︑卓越周期は○・五秒と

敷地棊盤の地艘動の畿大加速臓は

醸陶灘地霞であって︑これによる

一詩層︑腿源の深さは瓢○卵綴の ルと決定している︒

ニチュード七・四︑盤央距離一〇

ものは昭秘一六年に発盗したマグ

支持構毒物と共振するおそれのあ

されている︒また︑右旛設のうち

本件敷地周辺で予想される地震を

溝であって︑これによる敷地纂盤

計が講じられている︒

りん酸ソータを使用した蜜後贈主

た判断は根当である︒

ば︑萌詑安金審査においてなされ

を適切にしないままAVT方式に拠により認められる瀦実によれ
変補したことが原因とみられるの
で︑ホ件原子炉の如く︑巖初から

拠耐震設計につ
いて
本件安金審査においては︑本件
解析から求めた地震力も書類して

ある︒Cクラスに分類された施設
については︑建築露塵法が定める
水平襲度に余裕のある心墨設計が
講じてある︒なお︑前記堕要度に
応じて分類された施設欄互の間で

評価されている︒

多

本件安全審査において︑万一の

備えての立地条件
上験の醸的は︑ブ切ーダウン現象

達しないという結果が出たが︑右

捲 四国電力の技
術的能力について

かない被露を与えることとなるか

グ

A︑B︑Cの三クラスに分顛し︑ は︑下位の分領に属する施設の破

社会的な条件
ら︑瀬戸内海に議する本件敷地に

ため︑原子炉災蜜を仮想し︑その
することにあり︑ECCSの有効

甥故に備えての立地条件の審葦の

性を確認するためのものではなか

の解析のための計簾コードを検窮

た︒そして︑証拠により認められ

本件蜜金審董において︑四二電

る事実によれば葡判断は相当と認

力に技術的能力があると興断され

原子炉事故の場命︑沿嬢海域の放

められる︒なお︑四国圧力は昭和

い護主張するが︑右主張のうち︑

射能汚染によって原告らの生命︑

原子炉を設躍することは許されな

木川等から取水するものとして本

身体︑財産等が損偲されるとの主

縄墨を行った︒そして︑蓮大間故

国電力の細講の変更により保内町

件許可がなされたが︑その後︑四

本件原子炉用水は︑保内町の講

について

15

多グ〆⁝多多一⁝

る︒また︑施設の合薬慶に応じて

し︑かつ主要施設は︑剛構造であ

施設全体を堅硬な岩盤に薗擾設置

本件原子嫡の耐震設灘としては

できるものと糊断された︒

原子炉の耐盤設計は蜜盆性が確保

AVT法により水処理がなされる
場合には︑右のような購態は発生

により認められる撃実によれば︑

しないと蕩えられる︒その勉認拠

前記安金興奮においてなされた判
断は獺当と認められる︒

@本件原子炉の

敷地について
本件安全霧糞において︑本件敷
地は︑原峯炉敷地として多軸確保
上問題がないと判断された︒
本件敷地の原子炉璽盤を橘成す
る嶽石は・試験︑職責の紬渠︑日
量な緑色片岩であり︑十分な地耐
力を有すること︑本件敷地内には
いわゆる酒断暦の存窪や︑原子炉
敷地として悶題となるような規極
の断二等の存在も認め難いし︑地
すべり︑山緯波の発生するおそれ

より︑巾央携造線は︑敷地沖愈菰

もない︒なお︑欝波探奮の結果に

〜八詩塀の範囲以繭を通っている
可能性は少ないと認められる︒そ
の他謹拠により認められる蟹実に
よれば︑前記安全審奮においてな
された判断は相当と認められる︒

て︑その一系統でも所要の効果を

れる︒

発生するようになっているもので

て︑木件敷地に義子炉を設闘する

の発験した場舎に︑燃料被覆響の

よって認められる事実を併せ海え
ことは許されない騒騒張するが︑

穴破損や︑放射控物質の拡散を防

安全を維持できるとした判断は相

原欝らは︑想定嚢故︑特に仮想
右・空母のうち︑原告らの薄命︑

融を篶えないのは非科学的であ

施設について

いる︒

身体︑財産悪が本件原子炉の設覆

が︑聖誕の現象についての多くの

業の保護︑住属の魎識等から考え

ある︒

本件寮全審蒼において︑本件敷

の実験で︑塩圧注入系から注入し

@地震について

地は地震との関係でもその笈全確

止し︑若しくは抑制するために︑

当と認められる︒

の技術的能力が岡三号に適禽する

むすび

よって︑本件許司処分は︑これ

20

き筋倉のものではない︒

を取り消すべき違法は認め難いか

に定める門めやす線踊﹂の遵法性

なお︑原告らは︑立地審蕉指針

〆多ノタ多多！つづ多！多！グ5

り︑炉心藩融が発生すれば格納容

当であると認められ︑ひいては︑

多ノ！多ク多！多！多！ノ多多

実験︑経験によって蟹付けられだ

薦循環設備︑格納容器スプレイの

本件隔子炉旛設が原子炉讐規鵠法

本件欝金審査においては︑本件

とした被讐の判断はいすれも欄当

l条一項照懸に︑また四国鷹力 の宅張は︑理陶がないものという

康子炉施設の狩灘︑構造および設

である︒

⑲ 本件許可処分
の内容の違法性の
問題について

萎多ノグ！！！多！タ多多多多ノ多多多ノ多！！ラグ

たる部分︵5ないし14︑16ない非
し常用炉心碁聖設備︵ECCS︶た冷却水が︑予定どおり騨心に鋼

なお︑アメリカで行われたロフ

保難問題がないと判断された︒

によって損傷されるとの童張に当

本件敷地難燃は︑地農予矩趨絡

らの整体的な利益に薗接関係せ

四つの工学的安全防御施設があ

会によって特定観測地域に指定さ

れているが︑現在までに鍔らかの

ず︑原簿らはその違法を主張すべ

ﾉ掲記︶を除いたその余は原告 原子炉格納容器︑アニュラス空気

異常が観測されたとの報搭はなく

り︑これらの設備によって︑仮に

も︑周辺公衆の宣金は確保される

備が蜜金設疎糟査撫剣︑立地審査

一次冷却材喪失事故が発巧して

き利益をもたない︒

経済上極めて露要な憩竣を萄する

と判断した︒

更に︑原告らは我が醐の文化︑

また右指定の蟹因となったものと

安芸灘地域では大地襲は発呵して

瀬揮内雌の青畳に原子蝉を設即し

みられる檀原説によれば伊予灘︑

いないものの︑その周期に当たる

を窯奏するが︑前室のように︑想

そして︑以一認定のとおりとす

た場台︑いったん原子婿贈故が発

ら︑岡処分の蹴り消しを求める原

本件原子炉のECCSは︑褒蔓
指21箸の響責の量準に適恋すると

昭秘四三鎌に麗後水道地畿︵マグ

足購故は現実の囎故の発鑑を予定

告らの請求は理由がない︒

するものではなく︑ひいては︑﹁め

やす線騒︺の藤護は原子癖と周辺

ことは原告らの基本的入権を侵上

環境との距離曳裂を崇める因子で

ると︑本件験子炉の設麗を二弓脚める

手るから原子炉を設製することを

判断した寓実︑さらに証拠により

認める康子力基本法︑原子炉箸規

判断された︒そして︑M剛示認定︑

論の全趣旨に照らすと右判断は梱

認められるその他の嘉窯および弁

することによって︑燃料温度の上

され︑その沿岸住民の生甜︑身体

昇を防止し︑燃料の損傷︑溶融等

紫にぼう酸水を原子炉容器に注入
るので︑この地震が檀原説の周期

を防禦するもので︑藩圧鷹入系︑

ニチュ1ド六・六︶が起こってい 生すれば麺戸内輝は放射能で汚染

地震に蚤たっている譲然性があ

が国の立亀︑樫衝に取り癒しのつ

箸が境野されるばかりでなく︑我

製出地方裁判断民事第一部

る︒なお︑目張の記録をみても︑

川開力蘇の他｛隅隅隅隅ぜ難鵬｝舘鰍・て・ル鯉驚を麟

4

6

6

劣

7

2

ど

1663

3

6

9

・慰話（06）（353＞5
8も轟占（08528）（2＞0

大販出張所人阪山回仁幽幽ケ枝町40クラウトビル
鵬季艮出張所
喋毎 准艮 封変 ノ〜． 東 潤；鹿 轟』 摺∫ ，〜 ｛1，

叢

6（6）1

3

転

一18−23

9

電話（02928）（2》1662

【榔訳024032）2

郡

王

銭牝田田窒芝lf1鐸召不1…購∫

熊町

人

郡束

乗

燐1珂

双

嘩

即

夙城

偽

紅も6茜（07702）（2＞1

電動（侃926）（ω1

毎季皇打松

菰蝋屈褒離婁撰1人成雛1成田

ぞ旨｝月

6

九州出張所 佐賀墨東松槽郡玄｛毎町 1郵駆095552）6
，鶴岡出張所 静隅1県小笠郡浜澗町柘倉

文春溺館内

東京都中央区銀座5−5

（573）2

腰

4

3

7

言舌（572）5

を竃

12

0

夏媛嘩西」和郡fJり」町九鰐越電話〈08q43）（9＞0

四濁出張所

本祉（原子力部）
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編

義鵬営榮所

ビル代行

株式会社

穴洗営纂所

力本 部

灘墾

業（株〉、関西電力（株）・美浜発宛所）、日立プラント〈株）、東暴蕩 甫憲気（林〉・線一∫力本部、…二菱、
原了力工業（株）G￡・敦賀および福島建設所、W歪至・尚浜建設所、ll木シールオール（株）、＿和テノキ（抹）

（研究施設閲係）

敦賀営藁所

原子

ノ

ﾐ

聰力懸盤研究所、B本アイソトープ協会、東人丁学部・原イ力研究施没、東北大9∫・金属材租研
究蛎、東口都荒アイソトープ研究醜、放射線甑挙総合研究所、戴鼠通｛口研究所L

@、

策，毎営樂所
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囹
原発発電量は31％増
十賃︑AτFは﹃〜九七七年米

発電コストは76年並み
カール・ウォルスキー米原子力薩業会議︵AIF︶理事長は四月一
国発電状況調査﹄をまとめたと発表︒発蓑にあたりウォルスキー理事長は二九七六無に比べ︑原子

て十分な記録を残した﹂と述べた︒この調査はAIFが毎館行っているもので︑米国内の漂挙力発電

力の総発鰭電力墾は三一％繕︑岡発電コストは七六年並みであり︑昨年の原子力発電は鱈頼性におい

所をもつ四十一の電力会社を対象とし︑昨年の各社の石炭︑原子力︑石油および水力発電の発電状況
をまとめたもの︒原発建設の遅延︑キャンセルさらには原発に反対する住民運動といった波にもまれ
ながらも︑原発への依存が着実に伸びていることを示している︒

つながり︑節約分は各家庭に還元

されている︒例えば︑アーカン
サス・パワー＆ライト社の場愈︑

原子力に代り化石撚料で士力供絵
を行っていたなら各家鷹で毎月十
が以上の電力料金値上げにつなが
ったとしている︒またグリーン・

パワー会社の場合は毎月九が以上

エレクトリック祉の場合︑毎月八

の値上げに︑バルチモア・ガス・

が以上の値上げにつながっていた
などの例も挙げている︒

今圓の調査からほとんどの電力

利子︑燃料︑運転︑保守補修︑税

会社において原子力の発電電力蟹

に︑米国西部が干ばつに見舞われ

は高い銘率を示していることもわ

一九七七年来国発電状況調査に

ン社では総発電設備に占める原子

金など込めたKWH当たりコストかった︒コモンウェルス・エジソ

力の割舎が二九︒九％にもかかわ

水力発霞が一昨年と比べ二二％ダ

H︶したことによる︒一方︑これ ぼ岡じ︶に対し︑石炭二︒○樗

KWH︵七六年比四％憎︶で︑石ウン︵発霞罐力脳二千二首億KW は原峯力一・五尺ン︵七六隼比とほ

よると総発電餓力騰は二兆二千億

炭火力およびガス火力発鱈鱈力璽

た結粟もさることながら①原子力

ウォルスキー理嚢長は︑こうし

りっっある点をあらためて捲期し

次ぎ重要な来客の電力供給源にな

る②一九八○年代初めには石炭に

記録も引き続き保持されてきてい

︵混禽抽出の一顧︶の提案があっ

再処理方法としてシーベックス法

業界からは核拡散につながらない

きなかったことがあげられる︒産

十がの場含︑スペクトル・シフト

けでは経済的でない②ウランが四

ウラン⁝トリウム轡料サイクルだ

計画部長の研究湯翻を引用し︑①

同五一・七％といった翼台︒

発電の運転基数が多くなったにも

力協定の改訂交渉を﹁INFC
デン側は十七年間にわたって総

シェロ︒シアムブッソー米INF

員会︵NRC︶核燃料サイクル︒高躍ガス炉または重水炉に十五億

エルドン・メイヤー原子力規制委を︑軽水炉︒SSCRに十億円︑

一方︑岡セッションにおいてシ研究・開発と実証に係るコスト

えている︒核燃料サイクルの研究

円︑贈号炉に首催円くらいだと篭

だとの発言を行った︒メイヤi部 て進めなければならず︑特にウラ

濁在の規制方法を変えていくべき

は︑核拡散を最少に押え︑核エネ核物質安全部撰は︑どんな炉の核

FC鷺に最も期待していること

済的でない︒また代賛炉に関する

きく上回らないかぎり二恩炉は経

でない③ウラン価格が四十㎡を大

たが︸NFCEでは広く門戸を開炉︵SSCR︶︑二水炉は経済的
が望まれる﹂などの考えを開らか

放しており︑産業界の乱雑的参加

ている︒

額一磁一千七薫万がを支払い︑

各国の対応で圏立っているの

決定機閲

では

が進んでいる軽水炉へのプルトニ

棄物の取り扱いおよび商業規模で

干渉なしに規制および指導に当ウ
たム・リサイクルにおいても︑廃

間は裁判所やその他︑外部からの

長の考えでは新規制法は︑約一年ン加工とリサクルが重要で︑研究

・開発はすべての炉の場舎におい

サスを篠ることである﹂と語っ
および

﹁INFCE参

の燃秘再成形加工の開発が要求さ

っていこうというものである︒

れる︒トリウムサイクルはプルト

﹁U308がポンド当たり四 ニウムサイクルに比べ遅れている

さらに経済面からプルトニウム

及︑

ス的な性格を持つものであり︑決

捲できない︒また︑︷NFCEで

需v3壽 箏

撲

へ

孟

繍麟響︑鞍

鰹罵︑評瞬

嬢執寧︒ず滅

奪︑

核拡散防止について明確に説明で研究駈の原子カエネルギー評価・

・

N許認可法の

騨が必要と思われる︑と語った︒

プルトニウムをリサイクルさせたが望まれ︑砺究開に三十〜八十懸

整していくことをTNFCEに期十がの場禽︑ウランやトリウムが
に︑完全翻動転成形加工工場建設

う︒各国の多様な見解や政策を調

して榮縛するものではないだろリサイクルの必要性についても言

加四十か国の討議結果はアドバイ

ないことを強調︑

協定

た︒さらに岡氏は︑工NFCEは

と纐織の制度化についてコンセン

ルギーを商業的に供絵できる技術轡脳サイクルにも対癒できるよう

CEコ⁝ディネーターは︑門IN

路﹂のセッションにおいて︑アンにした︒

つた﹁代替核燃繕サイクルの進

かかわらず︑きわめて安全でその

遅

フロリダ・パワー＆ライト祉は総

において門核燃料サイクル会議﹈

三月五日から四日間ニュ⁝ヨーク

来原子力産業会議︵AIF︶は遡遇した一つの聞題として※国が方が経済的﹂とするオークリッジ

の九千八百五十億KWHと三千五隼比冨二％期の二億覧千KWHと ︵同一・一％贈︶で石炭︑石佃は
が固三三彩︑オマハ︒パブリック

ている物を壌すのが山善だとは

Eの終了まで待つべきだ﹂と

仏側はこれを拡張資金に当てる

を開催した︒会議の最終日にあた

懸わない﹂の一語に要約されて

し︑ユーラトム理総会はこのフ

の輸出間題では︑やや米国に歩

という︒フランスは再処理技術

パワー社では原子力三二︒四％で

いる︒

得られず︑欝欝が︑提示した交

ある占覧てよかろう︒1判取の報告を一八六対五六票

み寄る気配であるが︑再処理受

は︑濃縮ウラン自給への自儘がめるべきだという︑P・パーカらゆる援助を約束しており︑再の予定で︑オウエン外相はいまにはやはり反対している︒来国

渉開始の日限をすぎてしまっ

ランスの態度で籏盟国の台患が

﹁王NFCHの結果の先取り﹂

託や高漣騒殖炉については︑1

英政府はこのあと︑正式に拡

をうけるが︑成立はまず間違い

れないとの態慶だ︒その背後にール再処理工鵬の拡張計薩を進藁と引き換えに平和利罵へのあ自体の籍工は一九八一年慶後半

た︒フランス以外の圏は核不拡

張計画薬を提出し︑議会の承認

った場愈より二十五億円の節約に

発電設備中売子力は二〇％である

︵同一︒八％繕︶︑石油三︒九樗 らず︑発霞電力璽は四一︒八％︑

引羅讐核不拡散とエネルギー供給で

講高であることを指摘︑さらに原

パーカー報告の鎌継は︑核影

まず英国下院は︑ウィンスケ保有国に頬して︑核保有権の放建設に一季するが︑再処理施設の協議には慮じる態慶だが︑

@

らに比べ原子力発電電力塁は七六

NFCE討議に期待

％堰の三千三百五＋欝KWHと大 ATFでは原子力発電が悌びた子力の経済性は︑石工と石凝で賄
理由として経済性を挙げ︑機器・

NFCE期間中まったく拘束さ

@

は七六年と比べ︑それぞれ四％贈

技術と組織の制度化を

＋懸KWH・また石藺火力は一二大蟷な僚びを示している︒

きく伸びた︒石油火力の伸びは主

散法の説明をきくため︑※国と

@

聞

土

ただちに便用済み燃料貯藏池の

早期成立で証言

DOE擾官

ジェームズ・シュレシンジャー

エネルギー省︵DOE︶長目はこ

のぼど︑エネルギー・環境小委員

会において一九七八鎌原畢炉立地

議会に提出︶の説明を行い﹁同法

許認司法案︵DOEが三月十七臼

案は原子力許日日期間を短縮し︑

璽要な役割を抵うことになろう﹂

米国のエネルギー供給にきわめて

ては大統領からの揺示にもとづい

と証謬した︒許認司の促進につい

のエネルギー露要に対応するため

ているもの︒長官は︑風騒の将来

になる︑とみている︒

には原子力の攣期開発が死活問題

る計画を補完するもの︒冷却材喪

性研究開発センターが実施してい

失薯故・戸長冷却システム︑炉外

事故の場合の安全性︑瑠故旧の放

究関発︑これら計画は欧頻議会と

射性液着雪耳痛拡散に関連する瞬

経済丘上理鶏会に付託され︑その

承認をえてから理事会に提出され

して︑軍ければ夏中にも各国機関

る︒七月初旬に閣僚理蜜会が承認

だ︒

東京都中央区銀座1−13−12電話03（567）7271〜8

詳しい御問合せはイトーキ鉄扉部原子力課

産

米国の核不拡敬法︵一九七八

基礎を置いたもの︒NPTは非

@

78

の入札を始めることになる予定

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）5711

工場

札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪広島、九州

株式会社イト串

原子力特殊扉

イ駆一

@

ﾟ

力

原
国の反応が見えてきた︒

@

取︶成立に対するヨーロッパ諸散防止条約︵NPT︶の盒意にないと見られている︒そのあと

@

（75）

（4）
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⑪翼
計測制御系として設計してあるた

二十一日︑璽水炉開発趣入の技術的側面について調査した﹁新型炉技術纂準等確立調蓋中間絵笛儘﹂

はない漏と捲摘︑このほか・地震

た︒圃調鐙は五十年慶から三薙計
画で原電に委託し実解したもの︒
調査対象は昭秘丑日葺年度に敦賀
原発にウランープルトニウム湿合

鵬根興鹿駆馳選挙

新町長に原発推
進派の桑谷氏

の推進②新会社の設宣準備一な

賎婦墜の主な業務は①用地調査

特性は従薬のUO︑燃料の燃焼末

共鳴吸収の影響が小さいため核的

いまのところ民照薄処理の道を拓

ことを想定した分離評緬で節止余

体を装荷︑四サイクル燃焼させる

けていく方針だ︒

盈

ら報告轡は︑﹁軽水炉へのプルト

ム務

の人事異動

露な原子力産柴会議は四月十七

た︒総務︑調査︑開套一蔀の下に

巳付で主務局の人境異動を発令し

六課耳塞が穰かれた職舗は従来と

ー制が敷かれ嶺務局業務の効率化

同じだが︑新しくコーディネータ

憲な入環発令は次の叢り︒

が図られることになった︒

騰分郁男

常任理事・購鴉問長森一久

部長国分郁男︵兼務︶︑

藩務周次鍵

総務部

コーディネーター坂本俊︑部二葉

野際阿部元裕▽

課長石川治郎︑圃調査役永

奮役本多串弥︑部付須藤轟雄▽総

務課

課幾租田忠夫︑同補佐蜜

島勝介▽業務課

経理課

調塗部

部鼓斎藤舞︑要撃調査

藤翼人︑岡水野仁平

窪蛮︵心得︶撫藤

肇長︵心罎︶軽石治

子︑岡代理懸垂達央︑同補佐鷺木

仁▽企画釜

▽調野望翠蔓

得︶徳丸縦彦︑岡代理大野慰一郎

ニウム利用に技術的な問題はな
役小谷磁擬▽情報課課長︵心

＝

い﹂と結論づけている︒

鱒騨開

洋子

には藁蹴福篇原発︑動燃事思出

が組まれ︑六月て二田の繭田

同補佐足立羅▽技術課

立地整

ているため放射線被曝上も万盆の

前処理された焼郎用動物死体の圓

めまず今聖七月から饗膳野業所で

聞催されわが園原子力騨で巖も

本講習会は昭和三十三隼以来

り受講生を募集している︒

動力講習金を醗講ずることにな

は原産・巣務課まで︒受講料は

受講希望および詳細問誘わせ

爾されている︒

大洗工学センターの見学会も謝

正孝︑嗣補佐水上利正

諜長齢沢

講幾のみ十万筋ヰ円︑莞学とも

調査役荒井仁▽原子力婁員会

博儒▽鱈ホ原子力支化振興財団

調軍役飯蟹隈︑同紬規

酬い伝統をもっとともに︑原子

研究協余

から︑来年度をメドに焼卸処分を

サ

収録語彙11，000。原子力用語から関連諸科学まで幅広く収録、斯界の専門家10余名の編集

灘舎が小さく・設計改慶の必要

の衝突の司能性︑原嘉出入隠管

が鍛大の焦点となった脇根察八束

わめ︑地元に役立つ形で協力して

財話を進めるとともに安全をみき

低く︑継膨脹にともなう変形が少

ずみだが︑このままいけば将来の

ど︒また︑霞嚢遠ではこれに伴

く原挙炉等規制法改正法案は︸度

仕重みQ処理能力は十鰯／分Q一

間で処理欝欝で︑大型動物陶き︒

殊

部畏荒木灘雄︑岡補佐

月十九環から嗣二十三田までの
このうち雑食霜機総倉設備が開

袋躍︒問題となるのは処理動物の

収を開始︒すでに焼却袋置の開発

将来購要に応じて大型化してい

圏

鯖のカランドリア管と謝御横装躍

装筒し︑還転ずるという想定︒酸

開饗の結集︑三千九薫瓢十九票を

郡鹿騒町還選挙は二十蕊隆︑投票︑

場愈より厳しくなることはない︑

ないためペレットー被覆響相互作

に健証しているプルトニウムの岡

駕給ひつ迫は必翌の惰勢︒このた

した準備組織を設立する必嚢があ

質疑があっただけで今会期申の成

ここで問題となるのが湾染動物

誘嬉くつ求りラット七匹穆鷹なら

は牽分程度に短縮できるという︒

処理調進機を使用すれば処理時聞

開発部

苫米地穣︑部付調董役柴田芳男︑

前・後期にわけ第二十二遜原子
発した﹁動物用マイクロ波乾燥袋

も最終段階に入ってきていること

RI利用研究に使梢された湾染 惰︒その数は全国で二十趨ホルマ

を入れた翼空のガラス製カプセル

㌧

憂

︶

爵評発売中

∵蕊灘

繊雲︐・難

ぐ

日本原子力産業会議・業務課竿105、駆新四一1一三3／臨丙03（591）612蛾

二酸化物燃料︵MO2︶二体を 中国霞力・島根二弩の建設蟹西

特性解析などについてプルトニウ

獲傅した自蔑︑民社爾党推薦の桑

化物燃糊の設計︑燃料装荷炉心の

ム︒リサイクルの技術的安金性を

鼠︑共産党捲薦の中村栄冶氏︵無

谷道雄氏︵無所属︑瓢︑54︶が社
このうち燃料被灘管応力につい

分析︑評価している◎

桑谷新町罠は豪選後の記蓄会晃

差で破り当選した︒

蕨属
てはMO2燃料とUO2燃料の
材︑新・42︶の二千十五票を大
質︑外径︑肉弾︑鑓爾翻鹿︑圧力

などが岡一なため賑0②燃料嬢の

られる﹂と覇喧している︒岡二選

通電鶴資源エネルギー庁の﹁発

と指摘︑また︑燃料挙動解析でも

被醗管感力が従来のUO︑燃料の で土製根二号については倥民との

酸素分布への影響が小さいこと
会ではこうした照照縮瞳をふ控え

電屠新型炉等実用化調査婁貫会﹂

確牲試験をスタ⁝ト︑昭秘五十困

イクルは技術的に十分安金②運転

とりまとめ①プルトニウム︒リサ

消︑新会社の設立へ耀け万盒の体

位体位成は核分裂性同位体の劇合

め原子力委員会核燃料サイクル懇

る﹂と新会社畢期設泣の必要性を

ド

死体の乾燥前処理︒ホルマリンづ

ジ式なので︑乾燥処理できるだけ

第七牽分で仕上がる︒電子レレジ

受講生を募集中

い﹂というのが棊本方針︒このた

り︑まずこれ以士貯蔽を繕やさな

置﹂はマイクロ覆を動物死体にあ

犬となると切断処理が必塾だが︑

大きさだが﹁現在︑ラット程度で

リンづけ容器にして駕閣約千五颪

課

動物死体の処理・処分のあり方が

長補佐波多野能章▽広領域教膏研

稠賓役尾崎行光︒

み締切は五月十五醸︒

士一万円︒定員四ナ名で︑哨込

究金

を救授するユニークなものQ今

力発竃を巾心に様子力口業全般
これに対し︑冨川科学籔材が開

憲いでいく滋画だ︒

す

く﹂というG
蒸発処理

をおき︑マイクロ波照鮒により動

原子力ポケットブック52年版B6判／490頁／2，900円（〃
原子力人名録52年版A5判／330頁／2，00G円（〃 ）

などについては多少の改農が必嚢

なものの︑﹁CANDU炉は耐霞

こうしたことから報告は最終的

ックさせる必要のある部分は基本

めhわが麟の現行技術締綱に照ら 性の薩から構造設計にフィードバ

に﹁カナタの設計は︑圧力管型猿

してもとくに問題はない﹂として

冷却材喪失窮故特性についても

子炉の特性をふ濠えた合理的な設

的にない扁と結論している︒

被濁騨さ二分の一の酸累濃度が七

いる︒

千昆以下の場舎燃料は健全性を
計であり︑わが圏の鰹水炉におい

技術的に採用可能と判断
維持し︑被轡管のピーク温度を棚
てもこれを採用できるものと縄え

遡麗街資源エネルギー庁の﹁発電罵薪型炉等辺白化謁査委爵会漏︵委員黄・内田霧雄榮大教授︶は

をとりまとめたQそれによると︑CANDU炉のわが国への灘入について﹁これまでの研究ではほぼ 蹴鞠くしたときでも燃料被樋閣内

などから触安全漏という判断︒ま

今年度から繁故隠燃料欝金挫試

問題はない﹂と指摘︑﹁カナダの設計は倉理的なものであり︑わが国もこれを採用できるものとぶ77丁

た︑わが国の厳しい地羅環境下

ては︑カランドリア・タンク隻離

まとめていく謝醸︒

隼慶をメドに最終的な結論をとり

ている︒

身はより緩やかとなる︑などとし

目﹂と結論づけている︒

のCANDU炉の耐震性につ験い
︑地煙隠制御榛舞入試験などの

これまでの横車から＋分余裕のあ

るとしながらも︑その飽の圧力

郷について着干強化する必璽があ

れない一などの点を溺らかにし

特性上も有態な間題はとくにみら

いては当薩英国核燃料公祉︑ユナ

制を敷いていくことになったも

には西一郎萌濃縮︒再処理雌備呉

％程慶と低く︑プルトニウム脚の

織務周展が就任︑また田冨茂文同

い機構内に騨門婁員翁を瓢難し︑

を確認︒運転特性についても第十

第二再処理工場は動燃榮海工場

中潮していた︒このため︑電事連

芝

ンづけ貯蔵されてきた動物死体の

け死体のままでは臆郎処分が函難

原産事務局

中空型MO2燃料の場立︑麟空寝いきたい﹂と馨った︒

ひずみの謝限値五％といス薮伯は

根拠となっている欝径クリープの

﹁軽水炉へのプルト

で前半の調董研究を終了し︑この

縷討をスタ⁝ト︒昭和五十二年度

は二十一日︑

露水炉の開発については総合エ

る数燈だと播摘︑さらに原子炉豊

管︑カランドリア蟹部分について

が存在するためペレット内混獲が

ほど

郷方式についても︑原子炉保護設

は﹁地護応力の全体応力に対する

ニウム利馬爽然菱縫巾闇報憲漏を

でとりまとめたもの︒検討対象と

備や原子炉笠雲系などの安金系か

年間の検討を中聞報憲の形

機器小委員会が五十一館十二月︑

炉心特性②供用期間中検資墓革④

月︑門FBR路線をバックアッなったのは①圧力醤の設計四壁②

同基本政策小委員会も五十二年八

ら完全に分離︑独立させ︑一般の
LOCA評価⑤耐蔑性の輪講検討

イテッド・リプロセサ⁝ズ等との

の︒

が八○％と高く︑かつ奮化率が五
長期委託再処理契約により手影て

ことが明らかになった﹂と撮摘︑

談会も昨黛窮月﹁第ニ工場を民閥

第二工場へ全力体制

さらに核熱設計ではMO2燃料

の横討が急がれるしとその璽要性

DU炉炉心特性について﹁ボイド

このうち︑まず報告轡はCAN

⁝など︒
を指摘している︒FBRの開発時
期によりウ ラ ン 駈 要 墨 な ど 核 燃 料
サイクル上月期的な不確定要繁が

存在する司能性があるため︑LW 反土曜は正︑出力系数は平衝炉心

CANDU炉は他の炉型と川べ二
反月一瞬付けで﹁濃縮・薦処理準

前顧問は罐蟹連技術顧間︵灘酒携

準備を惣いでいく考え︒しかし︑

RlFBRの基本路線をふまえでつ
わずかに正となる畷能性のある
つも技術的にできるだけ多くの多

備会﹂を解敬︑鱈陰嚢内に﹁溝処

で建設するため電気薯業を中心に

の約熱愛の処理能力をもつ商業規

裏芸讃業連台会は一一十賑︑今年

様な鷲段を検討し︑用悪しておく
応変化に対する出力応答が本質的

整担当︶に就任した︒

期の特性の延養線上にあること

ことが不労欠となっているから
理会社設立薯務窯﹂を設畷した︑

一旦続の停止系と相まって炉の安 と発表した︒将巣の再処理講給の

模の工鵬を一九九〇年頃までに昭

一サイクルから敦袈炉に燃料二

ひつ迫予想を背部に︸九九〇年代

金性は確保される︑としているQ

〜

また︑わが国のATRに比較しに撰定されている第二再処理工場

から囎か鋸計画で鱈源開発に委託

〆

して璽水炉の開発口入にあたって

き

力毘の燃料による変化などは常に
き ノ
〆ノ

裕︑最大線出力密度︑巖鎖鋸界出

〆

立は微妙なめ勢︒このため憲二連

〆

でも昭和四十九年設立された﹁濃

ミノ

昭初の萬処理工場として運開させ

〆

て溝肉化されているCANDU建
炉設へ陶け全力体制を敷く︑とい

芝

設計制限纏を満足していたことか
≦

では同法案の國会成立を待ちなが

芝ノ

ら準備⁝を惣ぎ︑同法成立後三〜六

げ

縮︒爾処理準備窃逓を発展的に解

芝

発した処理装鷹は犬などの大型動

〆

るのがこの遺旨のミソ︒乾燥程度

物の処理ができるのが特色︒乃式

さ〆

みにされ︑ほぼ満杯となっている

はガラス容器ゆに設躍されている

芝

イクロ波法と冷凍法を利嗣した新

ため焼却処分体制への移行が急が

は冷凍処理で脱水しようとする

ノ

ようとするもの︒再処理論璽につ

さ

うのが愛重務整設躍の趣霞︒門鑑

≦〆

の圧力蟹について︑この簿肉化の

〆

乾燥蘭処理装麗の閲発に成功し

サーモスタットで薗動調整できる

焼却処分を可能とする醐期的なも

だからだ︒今回癌士露機洋舞設備

◎犬十匹が二十日

れていた︒

のQこれをうけてアイソトープ協

冷藏随方式

た︒爾装置は︑これ家でホルマリ

会では七月から前処理を行った動

これに対しアイソトープ協象で

石塚拠雄︑同補佐掴坦慶介▽隈境

同斎藤秀雄▽装画課

は・原研などの貯蔵設備が轟杯に
圃も都甲泰正東大教授ら多数講

でなく圖時に殺菌作用があるのも

師陣による多彩なカリキュラム

この装國の特色︒必嚢電力もラッ

臼本説子力涯業会議は玉月二

と冨川科学資材が開発︑発売を開

十二臼から六月弓懸までと︑六

始した新処理装蹟は︑この前処理

藏されている動物自然の処分よ

ト〜匹︑約百五十緒が0・七KWなってきていることから﹁現在貯

原研で焼郎処分をスタートさせる

と守勢的︒動物死体だけでなく関
連飼育飼繕なども紘燥できるうえ

課長︵心簿︶

を効率的に行おうとするもので︑

処理に際して完全に外部と隔離し

甲子レンジ践㌔

蜜艮苫来地穣︵兼務︶︑
装躍︒

て乾燥処理する

▽呼子力安金
ンづけにし花ものをアイソトープ

立されていなかったためホルマリ

乾燥処理装躍のなかに動物死体

出向および派遇
協会が露髄︑貯蔵しているのが実

れまで効率的な蛇燥処理万法が確

する実験嗣Rτ汚染動物死体はこ

全国の大学︑研究胱などで発生

焼却処分に新局働を拓く醐期的な

物死体の圓収も開始︑来年度には

か身程腱で新会社設立にメドをつ

國の技術基準確立に必要な調査︑

実塩化調竃婁員会は昭和五十〜年

こうしたなかで発亀用新型下等

だ︒

に緩やかな特性があり︑曲金独立

羅聖運

再処理事務室を設置

プする炉として利水炉の闘発灘入

〆

ネルギー調査会原子力部会の発電

通産省・調査委が報告

予定だ︒

〈原産〉

原子力年鑑52年版B5判／640頁／並製箱入／5，700円（送料共）

商

国家試験を徹底分析し、全面書きなおした受験者待望の本格的な対策指針書

、職

技術上の問題はない
篇

物死体中の水分を

職

＼

ピへ

晦

ノ

軽水炉へのP縫リサイクル

個︒すでに原研などの貯藏臨には

詳解放射線取扱技術A5判／約500頁／3，400円（送料共）発売6・12

製

停ザ
＼＼ ㍉サ

ﾙ

編、㌦

購騨

η

Rl汚染動物焼却可能に
約︸万本のホルマリン容謡が山横

新前処理装置を開発

問題化するなかで寓士贈機総合設

富士電機設備と宮川資材

備と寓川科学湿雪は︑それぞれマ

0

露日英対訳原子力科学用語辞典A5判／354頁／4，500円（送料別）
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原

原子力発電をめぐるわが国初の伊方原発訴訟が︑二十五日︑被告・国側の全面勝訴で一応の

支持

の審判︒難航する電

決着をみた︒安全性技術論撃として内外から注目され︑これまで四奪八か月にわたり審理が続
けられてきたが︑判決は︑原子力発電開発推進に司法の立場から
源立地に力強い援護を得たことは確かだが︑それだけに︑これからの開発推進にとり安全性確
保へ従前にも醸した一層の努力が不斑々とした声も大きい︒今回は罠本経済新聞論説委員の堤

は五十二年度末で十四基︑命計電

い︒広島・長崎と二度も原爆の洗

気出力七颪九十九万四千KW︒相 感は完全にはぬぐい張られていな

らなかった︒可能な隈りその内容

その点では原発訴訟は原子力の

ばならぬギャップが存在する︒

安全性についての一般理解をより

いるだけに正確で入念な答を迫ら

れている︒﹁﹃エネルギー収支か

ら晃て原子力は引き合わぬ﹄との

たもので米国ではすでに盃定され

チャップマン説は計箕基礎を誤っ

ている﹂︵MITイェリン教授︶

といわれるのに︑日本ではまだま

炉心部の高圧のため非常時に働か

かり通っている︒﹁﹃ECCSが

ぬ﹄という説も現在の技術ではす

ングハウス祉テイラー副社長︶と

でに克服されている﹂︵ウエスチ

いう︒それが事実ならB本では家

だ説明不足である︒餌方裁判では

CRP︵國際放射線防護委員会︶

敷地境界で年聞五筥︑ゾレムとのI

の疑問を展開しているが︑現在原

の基準について原告側は安全性へ

一︑世界一厳しい値を採飛し︑脚

子力委員会は五︑ゾレムと蕩分の

に年闇頁ゾレム前後の放射線蟹を

力会社に藻持を求めている︒天然

人体は常時受けているにもかかわ

棄物処理システムの開発を行

f力分野においても求められ、

ない、安全と環境保全を最優

使用済核燃料再処理工場、原

先にした原子カプラントの設

⑪日揮株式舎袖肝力事鞭

子力発電所の放射性廃棄物

計・建設を行なっておりま魂
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してきました。それら技術は原

わらず国民の社会的︑心理的不安

の騎い

礼を受けたB本だけに国民の意識

の判決が出る

に踏み込んで判断しようとする正

され︑安全規制担当の原子力安全

らずである︒原子力基嵐法が改正

いる︒伊方判決の擶嘱した安全注

委員会もやがて発足しようとして

意義務を国︑地方︑電力会社など

が今後どう生かすか︒原子力発電

が始まってからすでに二十七無︑

されているのにまだ地域住民に一

現在盤界で一億KWの原発が運転

人の死者もない歴史をどう守り抜

くか︒その決愈と努力こそ原発訴

訟への最着の反論︑反証である︒

目シア語辞典発売申

原子力科学用語辞

日本原子力産業会議は﹁露

日英対訳

典扁を刊行︑発売中oA5判

上製本︑謝ページ︒一部照千

日揮の総合エンジニアリング肢術ら

である︒初めから行司は

自分の方に軍配を糞けるべきだと

ことし秋十月には十九基︑千二百

当な電力需要をまかなっている︒

設置諮可取り消し

投票条例制定を求める教賀市の訴

攻法の姿勢を取り︑そのために努

委員会設躍法・原子炉等規制法の

ど同じパターンで問いかけられて

一そうなれば電力会社は過宏の巨 深める場でもある︒難題がほとん

不安があるのでは大変である︒万

額な原発投資を日収できず︑為蓄
原発
というなら総発露

荒益麗充どころではない︒
をみな止めろ

割威︒電力供給
予備力がすぐ吹っ飛んで大ピンチ

能力はたちまち

になるに違いない︒原発訴訟はこ
うした非現実性を持つ﹁エネルギ
％

以下の一部反対倥民よりもはるか

ー裁判﹂である漫録を︑○・＝

に多い圧倒的多数の地域住民︑一

ねばならない︒それは嶽判の判定

般国民︑全消饗者に周知徹底させ

基準となる﹇衡平の原理﹂に照ら
しても必要なことである︒

訟︵福井地裁︶などがある︒行政

藁却された四国臨力・便方二選炉

ワク内にあり︑国に﹁遅法性はな

2
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五頁円︒購入希望蕎は原産・

業務課まで︒

原子力産業の発展に貢献する

い︒

その水俣病やカネミ油療の裁判
雷い張るのではそもそも裁判にな

六十七万七千KWに達し︑来團の の深魍には原爆の恐怖と二重写し

でも工場の閉鎖や移転まで被憲者

判決はまず住民の出訴権を認め

らない︒

る見込み︒さらに山ハ基︑五百九十・

五千万KWに次いで世界二位とな になった核アレルギーがなお残っ

たちは要求していないし︑覇決も

て﹁原告適格﹂の判断を下した︒

命じてはいない︒しかし︑伊方裁

却下︑つまり出訴昇格がないとし

以下の少数︒

ている︒朱知への蓋然たる不安を

何か︒四十七鋸十一月二十九日に

装置︶細響など專門雨語をふんだ

炉心冷却装置︶︑SG︵蒸気発生 判で原告側が求めようとしたのは

る努力がまだ必要なのである︒国

三野KWを建設準備中だ︒そのす 丁甥に解きほぐし︑誤解を取り去

んに使いながら安全性論争を展開

はしなかった︒

ての

と地方の論理の間にもなお埋めね

門前払い

正式に国の設置許可を受けて工饗

べてに原発訴訟が提起され︑六桶

八酉億円ですでに建設を終わり︑

も地元伊方町ばかりでなく︑隣接

％でフル運転していた伊方一弩

るのはおおげさで︑正確には二

なので表現のニュアンスはやや異

ぎな

獅沸無ギ
F磯畷

語
伊方判淡は原発訴訟が﹁行政聡

◇結

不可欠な合意
づくりの努力

警﹂﹁科学裁判扁﹁来来裁判﹂で
裁判にな

通だ︒そのほか璽京電力・柏崎刈

あるにもかかわらず︑

羽原子力発電駈で柏嫡市が藁電に

なるが︑論点とパターンはほぼ共

原子炉

現在の原告は三十三人だけ︒それ

詐年九月三十日から営業運転を始

町村を含めてだ︒伊方町だけで人

した︒その分野も原子物理学︑放

め︑本年三月二十八田初の定期山

瓢九千だから比率にして○・三％

ポジウムでさえ意見と立場が分か
炉︒その設置墨筆を過去にさかの

部反対住民﹂だが︑ともかく﹁出

辰

えば過去にさかのぼって

越しの法廷闘華の宋︑まかり間違

物学︑遷伝学︑生態学︑地算学と
笠に入るまで軍営稼働率九四・七

れ・なかなか決着がつかないの
ぼって取り消し︑なかったことに

訴権はある﹂と公認した︒

射線化学︑金属物陛︑熱力学︑生

いった多彩ぶり︒専門学会やシン

って四十八年一月二十七紹に行政 に・司法の場で黒白の判定を性急

させようというのである︒進行

と総称す

に求めようとした︒ここに傑方鍼

住民側

延宝審査法による﹁漂発設置野司
中の建設の画し止め命令︵インジ

国の

判の象徴する原発訴訟の特異性が

トップ︒ 鷹民側の敗訴

取り消しを求める異議申し立て﹂

と表颪的に騒ぎ立てる

原発訴訟は松山地裁に続いて水

全面勝訴
ある︒

声地裁︵四十八郊十月二十七Bか

が総理大量あてに出され︑審査の

ャンクション︶や今後の新規許司

よりも儲方蓋置とはそもそも何だ

行中だが︑判決が出たのは伊方が

佳辰氏をわずらわし︑伊方訴訟をふり返りながら原発訴訟の恵義と問題点︑今後の課題などに
ついてこ執筆願った︒

わが国初の

原発訴訟
◇・はじめに

ら︶︑福島地裁︵五十璋一月七日

その訴状は﹁科学評論家星野芳

いたのではない︒初めから

の韻結︵モラトリアム︶を求めて

ったのか︒日本の原発訴訟はこれ 結菓﹁取り消しの理翻なし﹂とし
郎氏︑阪大講師久※三四郎氏が科

松山地裁民購一部︵柏木賢吉裁
て同年冠月三十一日棄却されてい

求だった︒

う沸騰水型で出力も約二倍の大型

から︶でも屋下進行中︒炉型が違

からどう進み︑どこへ行くのか︒

の針を戻せ

時計

判擾︶は四国電力・伊方原子力発
学技術面︑弁護士藤田一良氏が法

というに近いラジカルな要

歴史の歯車を逆転

る︒そこで原発反対の一部住民
しろ

ーズ︶とされるが︑現時点で想像

じまない

不脹審資法で異議潔し立て中の粟

きが懲法︑原子力基本法︑原子力

力した︒行政的な許司処分の手続

として退ける立場を取

訟︵新潟地識︶︑原発建設に住民

売つだ甫有地をめぐる売買無効訴

京電力・柏崎刈羽一審炉︑九州電

◇その進路など

原告適格は
今後の先例

佳

国側全面勝訴審判に課題

安全確保の決意新たに

律颪を受け持って作成した﹂︵臼

伊方判決の恵義と背禦︑効用と隈

憐方救判に代表される原発訴訟

︵当初三十五入︑代蓑川麟魔之氏

露所一号炉︵潴漏水型︑電気出力

がある︒

は︑その本質において第一に﹁行
日講経済新聞論説委鼠

会々擾︶が法廷闘争に踏み切り︑

スクが網らしてある︒車騰と非鴬

斑能なほとんとありとあらゆるリ

H伊方原発建設反対動乱連絡協議 本原子力文化振興財団プレスレリ

に出訴した︒

同四十八奪八月二十七籔松山地裁

事態︑長期と短期︑個人と集腿︑

がない︒まさに〜刀両断である︒

力・川内一号炉︑三月十日異議が
番入である裁判所の示した判断の

なども今後法廷閣鏑へ進むことが

い﹂との判定︒

伊方判決の論理は明快でまぎれ

れているが︑蟹盃は別として法の

まだ〜審段階で︑上訴の道は開か

内容と理由を原告︵聯繋催属︶︑

予想される︒その場合︑二方判決

装嗣が施されているが︑にもかか

度に技徳化された三︑四璽の安盒

ところで︑原子炉には普遍︑高

被告︵鰯︶の双方がまずよく読ん

わが国の原子力発電の運紙規模

格が認められよう︒

の先例にならえば︑やはり原告適

霧子

力のゲーム

でかみしめるのが法治圏として嶺
然である︒裁判は

ではなく︑法と条理による
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処理装置など、数多くの実績

製・石油化学をはじめ各種プ

五平ハ万六千KW︶の原子炉設置 界を冷静に分析し︑評価する必要
許可取り消しを求めていた住罠三

被害者が存在
しない裁判

±二軸の講求を照月二十五日棄却
した︒いわゆる伊方判決である︒

日本原士力発露・東海第二発罐所

力・橿島第二発露所一母炉︵同︑

◇その背簸

同︶についても屑構の原発訴訟が
政裁判﹂である︒この裁判に先立

︵沸騰水型︑百十万KW︶︑東京罐

水戸地裁︑福島地裁でそれぞれ進

﹁辛酸入佳境﹂と講いたタレ蒜を孚に︑敗北をかみしめる原
告︒控訴も裏明しているため︑原発安金論争は上級審を舞台に
さらに突っ込んだ審理が続けられることになりそう︒

それは町長と町議会︑知亀と県

い︒そして科学的な正しさは斎の

せねば安余性の論議は蔚醸しな

穴小や説得の上手下孚︑賛誘の多

大小精疎︑程度や発生確率を区題

と童張して取り新しを

いう一連の手続きを経だ園と地方

い

の行政行為そのものの適法性を象

少とは本来無関係である︒そうし

議会︑総理大謹と原子力委員会と

求めた訴訟提起である︒その点で

た囲難さをあえて伊方裁判は過去

第三に伊方増産には健康にせよ
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