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西アフリカ・ニジェール共獄丁の爾茜アイール鉱区でのウラン探鉱に取り組んでいた国際資源︵大

ボーリング探査を実施︑同鉱区でのウラン開発企業化にメドをつけたことを明らかにした︒現在︑ボ

慈弥購久社長︑アラビア石油六〇％︑日本輸出入石門瞬0％出資︶はこれまでに延べ匹万六千綴の

ーリング探査の詳細分析評価を実施申だが︑これまでの調琶では岡鉱区に数多くの高職位鉱床が三二
され︑鉱床深度も浅いことが確認されていることから門八○％は鋸災掘りも可能﹂と極めて有髪︒こ

画︒千台の運心機の性能は裏襟三

中にも搬入︑内装田螺を進める計

慶前半ぐらいになるかもしれな

層蒼に入れないので︑着工は来琿

禰翅翼蹴込の了承がなければ蜜全

ひきつづき燃料装荷がつづけられ

一︑爾処理のサ；ビス料金は内

禦差掛魎と翠霞窪窪案ほか︑駈期

た伊方発電駈原子炉設黙許可処分

オ

驚
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て付議︑それぞれ承認が求められ

として日本に入

駁消講難燃件の原告・住属三十二

核流体制御精機の領域です

満了に伴う難役綴選侵の件につい

る︒また岡日は議論蹟程の終了後︑

牛場露盤対外経済網が﹁流動する

︵仮題︶と題し特別講灘︑ひき続き

園際経済とわが国外交の謙題﹂

懇親パ1ティーも蘭かれる︒

山前のウラン

になった堀命︑七百五十誘以上が

第ご弾〃としてテキ

動燃︑マリで三

番目の鉱区取得

動燃壌業団は二三︑マリ共稲国

で進めてきたウラン調蒼について

中閲表号し︑今奪三月新たにシャ

グール鉱区を取得したことを明ら

マリでの勤燃壌業國による鉱区

かにしだ︒

︵約十万平方詩層︶︑七五館九月

取欝は七四錘十︷月のキダル地域

のテレムジ鉱区︵約七万五千平方

ル鉱区はキダル︑テレムシ覇鉱区

菌規︶に次ぎ三醤震で︑シャグ⁝

の周辺部十菰万五千平方詩耕にお

昨鰯はキダル鉱区で約二万六千

よぶ地域Q

詩綴にわたって放射能異常地域を

ったほか︑蕩六十三孔延べ九千九

潔す第驚次のエアボーン調竃を行

醤四十六層におよぶボーリング調

すでにキダル鉱区では︑イベル

奄と地質鉱底調査を行った︒

ベル︑パラコエ︑キダル︑テッサ

ン露頭が確認されており︑今後の

リット漉部の四地域で穐鰹なウラ

ている︒

薦密調糞に大きな期待がかけられ

伊方訴訟で住

民側が控訴
上騨を抑止する見地から設定され

松ゆ地織の第一灘甥決で敗訴し

よう︒混禽抽出法の研究開発につ

晒した︒

原子力バルブ懇

原産が通常総会
事業計画など承認へ

総会では昭箱五ナニ鎌度業絡報

第二十七圃通常総会を開く︒

繊と暇支決翻案︑脇和五士二年度

農本原子力巌業象議は五用三骨
臼︵火︶等後一鷲潔から五聴まで

オ一一アとしての期待も大きい︒

﹁昭和六十年頃には︑鶴

ってくることになる莞込み︒

濠た︑

・ナU308︑穴十五年蒔点で累
間勝要腿の三分の一程痩を自霊開

濠た岡社は︑これとは劉に今秋

ダン・テスム地区に接するゲレリ

で・

このため︑帯解酉踏／葎生産態勢

兜的に買いとる﹂と街利な内容σ

蝋独独繭契約

能になることを慧書し︑核燃料サ

クル評価︶の媛討で来年九月中は

國のテモンストレ⁝シ濯ンプラン

ても冒属半分ずつの分担はおかし

は︑世界の高吟炉開発綴勢からみ

ていたが︑一瞬までに二百二十四

郡で検甜申で︑今後窺力会社と交

から企難化
プロジェクトが綿まれているが︑

8に増繍する見込み︒これに対し 閲・企業を冷め数多くの海外探鉱

鉱に取り罷む数少ない

供給の方は昭和六十年土嚢畢まで

型

○％は露災掘りも可鮨﹂と極めて

供給檸止などウラン確傑をめぐる

望間にわたるカナダの対日ウラン

探鉱開発契約についても︑ユジェ

精墾︒このため岡岬では今秋九月

ポートを作成︒一九七九無下旬か

厳しい新満勢もその背漿にある︒

⁝ルでは珍しい仏の謬愉しない現

に先べんをつけていく翫画︒

ら施設建設に葱孚︑一九八二無ま

こうしたなかで岡社プロジェクト

地政府との

地区での探鉱にも魑孚︑独霞開発

でには襲錬工場藤で含めだ一瞬生

が成功することはこの爾給バラン

ウランの引き取り条件も﹁五〇％

そのうち多くは﹁資金翠蔓﹂に留

産システムを完成させ︑同薙巾に

スが崩れてくる無期に海外ウラン

販売ルートがない場愈は導水が優

i五〇％とし︑一一ジェール政麿に

は鵠気禦業蕎の既契約分などによ

間に凶夢予定の二箇にあたる四万

千五酉ゾ／黛の生産熊勢に入りた

として供給可

蟄源開発分をあわせ千五葱捷穆慢

には詳細分析を終え︑企叢化方劃

六千規にのぼるボーリング試錐を

い計画︒成功すれば親在すでにウ

が

際資源のプ切ジェクトは︑自ら探

こうしたなかで国際饗源が断有

実施︑﹁ウラン鉱旅の昂位︑騒︑

ランの採掘を開始している海外ウ

まるのがほとんどなのに対し︑国

する鉱区はアイール・ウランベル

深さなどからほぼ企業化のメドは

ラン螢源開発につぐわが国二番農

り確保されているものの︑それ以

ニジェールは仏︑米︑英︑西

トのほぼ中央に位躍する南西アイ

ついた﹂という︒現在︑今回のボ

國空開発

独︑イタリア︑スペイン︑イラ

ール地区の一万二千軍方鍵層の地

ーリング紬墨についての欝細分析

なのも特色の一つ︒さらに

ン︑カナダ︑臓本の九か国の政府

域︒同社では一九七六蕉一漏月に首

年頃をメドに千五百ジ／鶴程度の二戸態勢に入りたい慧向だQ

確認︑企業が入り乱れてウラン探

都ニァメイと鉱区近くのアガデス

イクル自宣への新局面を開くバイ

ウラン銀座

きっての

み︒

ル政麻とウラン探鉱についての

の成功プロジェクトとなる黙込

海抜八百層のアイール山地から過
酸終協定調印後︑当事四月︑約三

える︒当颪は讐ふげん﹂をうまく

Rで︑核燃料サイクル上露利と弩

動かすことに鍛大の笛標を霞いて

から再開︑﹁建設所謂を土地に新

げる一方︑目立︑藁芝︑三菱三社

設してプラント建設のピッチをあ

を実施中だが・これまでの調査で

蓋に降雨で流出したウラン液がそ
十名で構成する現地調査団を派還

はウラン鉱床が浅いことから﹁八

の周辺に広大なウラン鉱脈を形成
し︑とくにそれまでの準備調蓋で

盗S機千台来夏完成へ

いる︒

動燃藤業団は岡山県・入形陳鉱

核不拡散と原子力軍和利用の両立

トに劣るものではない︑と動燃で

一︑高速原型炉﹁もんじゅ﹂は

が製僻する遼心機については冬期

業断に建設するウラン濃縮パイロ

をめぐってウラン齪縮にも一応の

動

に現地覇務所を開設し︑探鉱準備

しているといわれるからだ︒アイ
酸も糧璽とみられ︑多数の蕩贔位

をスタート︒一九七六薙ニジェ⁝

ール山脈北藪部で一九六六年から
鉱が露出しているテキダン︒テス

西方地区︒岡国申央部に位翻する

鋸天掘りが開始されている仏のア
ム地区に焦点を絞って豊中的なボ

結論が撮ることから︑それ以前に

とおり︒

このほか懇談の霊な内容は次の

い︒﹁もんじゅ扁の選民資金断固

ットプラントの野心分離機千台の

せ︑

はみている︒

完成予定を盗塁の来庫九月から︑

一︑二か月繰り上げ︑来憂中にも 遠心機千台のプラントを完成さ

間入りを果たし︑磯縮技術歯霊開

濃縮プラント保有国謬の仲
千台分の据えつけを完了︑運転に

い︒原子力婁勝田の場で禦議して

もちこむ方針である︒これは二

一︑軽水炉の還転で繕事するプ
発國としての権利を留保しておこ

もらうが︑十隼悶に瑚兆円という

臼︑動燃の瀬川理襲長︑鵜木灘理

長期資金計頭の財源描躍を決めて

新型転換炉原型炉﹁ふげん﹂の

体すべての燃料轟轟を終了︑連休

このため︑動懲は嫡璽で中断し

ルトニウムを轡やすことは今後の
うというのが主なねらい︒

原子力關発の中心的諜題となろ

負事︑金轡副理鱗擬ら潮曇部が記
蓄団との懇談で明らかにしたもの

燃騨装荷はその後ほぼ順調で︑

明けにも全炉心での初期臨界到選

渉する︒研究開発をベースに舞出

ついては楽観視している︒

に持ち込めそうだ︒

兇込みとなったもの︒装荷された

を混ぜた混愈酸化物燃⁝桝九十六体

て謙譲欝欝裁判所に控訴した︒岡

いては︑九月のINFCE会議人
には四月三十臼︑判決を不服とし

の

と微濃縮二酸化ウラン燃料酉二十

曄に地裁が却下した原芋沼気三品

悶際価格

ショナルプロジェクトとして︑田

用発縮炉︒動燃象業団を中核にナ

八体︒窟庁横査に禽格後は︑六月

で擬し悪しは出さないが︑スケジ

中間報告を思出する予定だ︒そこ

するというよりも

立︑東芝︑三菱爵工︑寓士電機製

いっぱいをかけ核加熱試験を実

る︒

鮒処分効力簿止噸講についても抗

施︑七月に入り徐々に毘力をアッ

込む段どりだ︒

ュールをそれに倉わせて進めてい

造および住友原子力のメーカー各

た︒三月二十日最小臨興に到達︑

︵窟民事羅︶を投入し難設され プし四万KW程度で並列へと持ち

社が協力︑総工蜜懲懲八十五億円

万五千KW︶はわが国初の騨蕊実 燃料は天然ウランにプルトニウム

﹁ふげん﹂︵重水炉︑出力十六

運休萌けにも全炉心での初期臨界

えるべきだ︒留罠資金分担問題に

り出すのではなく︑切り離して考

う︒軽水嬢を補完するものはAT から﹁もんじ2の窟罠分担を旧

動燃、燃料装荷を終了

この結累︑今年四月までの一年

濃縮亦話窟建設急ぐ燃

⁝リット鉱山︑わが国の海外ウラ
ーリング探鉱を行っていた︒

の成功例がそれを嚢付ける︒

ン資源開発のアクータ鉱出等多く

なかでも簸も有盟なのがアイール

調製のウラン

の一つ︒

を確認したあと︑一九七九奪中頃

積十三万千酉ショート・誘U30発で﹂を圏標にわが国でも政府機

六十無で約六万一千七否ショート

わが國のウラン資源購要は昭和

東禦・鈍ノ内の濤本工業倶楽部で

5月30田

鉱競象を激化させているアフリカ

のため岡祉ではフィージビリティ・レポートの作成をまって一九七九妬には施設の建設に魑蕃︑八二

工築クラブ

までかけてフィ1ジビリティ・レ 降購総のひつ趨は必棄の情勢︒一

難論職露天掘りが可能﹂

N生産開始めざす

一

で︑INFCE︵国際核燃料サて
イいた人形蛛の土地脂取を三月末

近く全炉心臨界へ

エネルギー革命を展開する鯉のバルブ
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ATR原型炉ギふげん」

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っで
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。

浮｝
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▲⁝

十環以内に姫誘権を出すこともき
きるが︑今のところ動きはない︒

バ再処理工場の行方

DOE︑議会の
決定にゆだねる
保障搭麗研究で

ム評価謬画︵NASAP︶など拡
が出されるまで︑バーンウェルの

散防止につながる関係討議の結論

報告は大統領の原子力政策で述べ

行方は決定出来ないだろう④この

理施設は︑連邦群議から奨励も資

※エネルギー省︵DOH︶は四られた﹁バーンウェルにある萬処

金援助も受けないだろう扁という

ではなく︑再処理プラントを放棄

月一一十四B︑議会に対し︑バーン

するかどうかの決定は所構養のア

ウェル再処理工場を保瞳措置のた

どうかの報告磁を提出した︒報告

ことを畑瀬あるいは支持するもの

書は研究施設を利用していくか否

ア・サ1ビス︵AG翼S︶越しだ

ライド︒ジェネラル︒ニュークリ

めの研究施設とし科署していくか

結論についてふれていない︒その

処理を支持し︑必ずしも否定的に

AGNSによると︑報告轡は再

いである︑など︒

かは議会の庚定蘂項であるとし︑

主な内容は次の通り︒①政府が再

バーンウエル溝処理工場は実証技

処理を行っていく晴期がくれば︑

で保障措躍強化の研究施設として

は兇ておらず︑INFC鷺終了ま
利用できることを強調していると

術として役立つものである②闘工

かは︑核拡散防止に非常に有効で

おくことにより︑供給鯵止という

に応ずる必塾はないとしているユ

クル評儀︶が終了するまでは改定

晦鰹︑

一方︑ビュジェニ号機臨界に先

ジェ原発一号機︵GCR︑五十四

立ち仏環境・工業︒衛生雀はビュ

四月九臼以降の譲国の動きも伝え

で河の行動も示しておらず︑また

⁝ラトムは︑再交渉開始の潮田ま

W鶏︑九十二万五千KW︶が四月四十詩キュリー︑ハロゲンとエア

ビュジェ原子力至楽駈二弩機︵2 物については諸ガスについて年間

廃薬物鋳出展藥を公布︒気体麗棄

万KW︶︑岡二︑三号機の放財性

対し刺激を与えられるとの判断が

を促す悪味でもユーラトム諸國に

︻パリ松本駐在餓回フランスの

送鷺線の増強が必要

二号機が臨界

ビュジェ原発

場で便罵されている技術のいくつ

げ

た

区

か預けられた格好になったQ

銭︶および核拡散防止代替システ

ある③国際核鰍料評価︵INFC
いう︒いずれにしても︑議会に

うち九件が高磯縮ウランについて

口悪の事態を置いた場命にも

麟︶をひかえ畢急に認温した︒※

給協驚改定再交渉期隈︵四月九

することにより︑醤PT︵核拡 散

二︑ダウンストリームに閲する

約︵学内︶←万から＋葺K

ている︒③バングラデシュとの契

ニ讐は八〜九月には送電開始の確

礪に遅れているためリヨン地方の
発送新体制に春気を提試すること
になるようである︒サンビュバス

キュリーをこえてはならないと定

めている︒

SG麗W醗経験

図工＊ルギー徹

軽水炉にも応用

ヨ隼に公開調査を始めているが︑

した蒸気発生露水炉︵SGRW

る翌翌欝の中で一九七四庫に実旛

ルギー雀はこのほど︑愚察に対す

︹パリ松本駐在撮M英国のエネ

い藤だに魑工のメドがたっていな

からバイエまでの送霜線は一九七

い︒このため昨年すでにビュジェ

ﾅうち七四駕以降五千万穆を支

一夕機の出力を落とさなければな R︶計画の湿糠は一膝四千五百万

らなかった︒二号機が転転關始の

しては一号機とともにできる範囲

が︑岡省では①ウィンブリスの康

却炉︵AG兄︶に切り換えられた

爾はその後放棄され改痩型ガス冷

場愈には仏山月公社︵EDF︶と出したことを胆らかにした︒岡計
内で定格手力月鉾をする予定だ

型SG買W只︵十万KW︶は類調

が︑これによりリヨン地方の二火
力発電所やローヌ川の水力発露漸

に煮転されている②翼漂子力公社

て多くの経験を種み︑軽水炉に蔭

︵UKAEA︶はその逓転によっ

は送躍できなくなり︑運休の事態

バイエ聞の復線化は明春実慶する

に追い込まれる︒サンビュパスー

が︑ピコジェ三︑四轡機︵密PW 接応用できる技術も習得したので

る︒

飛︑九十二万KW︶も完成するので 支出はムダではなかったとしてい
聞題は解淡されだわけではない︒

馨
冒

（0273）61−61Gl番（代表）

話

電

︸垂
昌

十七日︑インド向け濃縮ウラン七・六沙の輸出を認めた︒輸出許可の判断

年核拡散防止法に矛盾
カ⁝ター大統領は四月一

をめぐり米原争力規制委員会︵NRC︶の四婁員は悪見が二分したことから決定がカーター大統韻の
判断にゆだねられることになっていたもの︒大続領は今年一月インドを訪問した際︑※国が供給した

月に一九七八年核拡散防止法が成宣したことにより︑インドへの供給に対し聞継が生じてきており議

タラプール原発一︑二母︵各8WR︑二十一万KW︶周ウランの供約を約束している︒しかし今年三

九無完成︑その後インドが核爆発

施設に王AEA傑雛描置が適粥さを約璽︑岡原子力発電所は一九六

会の反瓢も微妙な段階にあると伝えられている︒
インド潮けに濃縮ウランを供給

することに反対したのはV・ギリ れていなければ輪出をすることは

れたものの核燃料の供給は現在ま

ンスキーおよびP・ブラッドフォ できない︵第一一一八節︶1一以上 築験を実難したことから間題視さ

なければウラン輻出の停止もやむ

はこのほど︑ユーラトム︵ヨーゆ

切り

R・ケネディ委員は門疑問はある ウランの供給を約束し︑NRCに ※原子力規制委鷺会︵NRC︶ も︑既要求分については処理して

たJ︒ヘンドリーNRC姿員長と
を訪問した大統領は引き続き濃縮

ッパ原子力共岡体︶負け濃縮ワラ

で行われてきた︒今矩一月インド

件②インドのこれまでの姿勢③保

廉しても保隔措躍は十分であると

ン供与を米⁝ユーラトムウラン供

大統領としては今園の詳罰に際

W︶が四月初旬から定格出力一転 リチウム︑カリウム40︑ラジウム

ロゾルについてはニキュリー︑ま

し・アジアの微妙な蝿勢からデサ

には娼ないものとみている︒いず

i麟年醗三富十五分臨界した︒

を低えてきており︑また輸撮によ

置を受け入れる﹄とし許珂の偏向

國では﹁

ンス︑西ドイツ︑デンマーク向け

キュリー︑トリチウムは三・聯詩

以外の放財性エレメントは三十五

イトを選ぶ︒すでにウエスチング

もので入鵜佳様の作成︑契約起

Wの第一．毎康子力発電所を建設す

ィルコックス社との協力も想定し

定だ︒しかし送艦線堰強工肇が大

として歓迎されている︒ビュジュ

一︑一一弩機︵PWR︑九十万ア
Kルファ線を放出しないこととト

法扁発効にともない︑ユーラトム

をしており︑フランスの原潮力計

び人的資源の調査︑フィージビリ

る︒

とからユ⁝ラトム側としては碁聖

フェッセンハイム原子力発電所 た液体葉越物については環境中に

イ敵権との友交関係を羅持してい

とウラン供給協定改定を要求した

れにせよユーラトム譲覆内で灘縮

画が逼れを取りもどしている証左

妊とともにこの鋤きは一溺虚聞化

ハウス被が第一母原子力発電駅

な態度をとっているものと思われ

られていない︒ユーラトム筋では

くことと︑インドを孤立させれば

懸縮ウラン千島︵約手酉五十驚詩

ウランを一部供給蒲能でもあるこ

あったものと慰われる︒

核拡散を一麿助長させる結果を翅

がユーラトム側はこれを拒沓︑※

管︶に対する＋件の輸出許可で︑

九七八年核拡散防止

来路とインド間の原子力軍秘利

く・との食えがあったようであ

政衿筋では門燈交渉のメドが立た

ではない﹂としている◎

馬協定は一九山ハ︸二年に結ばれ︑こ

る︒議会は大統領の許灘に対し六

設会社︶が間もなく三周璋を迎え

ティ・スタディ︑職員養成講練計

︵六十二万二千KW︶をシディ・

一の一塁で王麺FCE︵核燃料サ懸の作成など総愈的なエンシニア

し︑ロンドン先遊着脳金談から単

カーをも藩境に邉い込み︑外礪市

草・建設僅業の監督︑運転開始の

クレイールに建設することになっ

外患との原磁力発電所の〜般経済

場で米国以外の国のメーカーが進

リング・コンサルタント襲業︒

るが︑すでに六か園と共岡作業を

イクル評価︶が実現した︒この動

性およびフィージビリティ・スタ

るサイトと二型を選走する︒テク

︵CAS︶を選定することになろ
う︒

多くの発展途上函は六十万KW
級の原子力発畿所を希望している

のでその研究開発も計画してい

載二乃八田沖︑推定五万鏑という

ている︒この研究開発費としては

隼六月四霞︶11確認ウラン鉱埋藏 る︒これは米国のバブコック＆ウ

①アルシェリアとの契約︵七六

ニカトムの墨薩新型加圧水型炉
の維持︑部品の譲渡などエンジニ

現在までに締結した契約はすべ

アリング・コンサルタント事業︒

援助︑核燃料管硬︑原子力発電所

いる強味を利用し︑興野の原子力

出することに強い抵抗をみせた︒

︵作業監督︑運転婆員の養臨を禽

計画の遣展を妨げる武雛として利

米園は濃縮ウラン南場を独占して

結︑建設アドバイスなどである︒

エンジニアリング︒コンサルタ

膨大な蟹をもち︑開発は八二隼か

たのは石演危機蔭後で各国が穴規

のて悪手国との劉擾な繍力を必要

︻パリ松本駐在綴回フランス原

とほかアルストム・アトランティ

が︑フランスではテクニカトム社

筆鰹漏の出資が必要と認められる

に実規を期している︒②エジプト

を望んでいる︒十分な研究開発後

とする︒SOF只AτOM8らが
の締
予々なので原子力誹画の璽M
地から米国が各国の原子力計画を

ック社などが参翻することになろ

月四臼設立した原子力エンジニア

う︒

一︑アップストリームに関する

争力庁︵ C 8 A ︶ と 総 力 公 社︵E
模な原子力誹錘を実施し始めた躊

SO罫＆ATOMHが設立ン
さトれ
会社の作業は擾期の内容のも

援助をえることができる︒

A九〇％︑EDF一〇％︶の技術
と競攣を受けたものである︒

A・EDF︑テクニカトム︵R
CA
E緊OMEの難業は厳しい制で
約あり︑憲なものは次の通り︒

作業を進めるにあたってはC冠 馬した︒このような状況でSOFてアップストリームに関するもの

む︶︑建設業者との契約交渉・締

ディ︑建設のエンジニアリング

る︒SOFRAτOMEのき
榮に務
より
は米國の原子力発電蕨メー

国と折衝という成果をあげてい

遊め︑十か團と交渉中︑約四十か

＝＝＝曽一＝＝噂＝＝コ齢＝隔一＝噂＝；柵一＝＝＝＝榊＝＝一隔＝需＝幽＝＝一鯖二一＝冊騨＝＝一＝顧一柵＝＝＝ニ＝一＝一匹累＝篇謄＝一一一＝噂鼎＝茸冊髄鴨扁騨＝扁＝柳二篇二嶋冊胴二騨冊＝一輔＝冊＝謄一＝旧＝需＝騨榊＝＝＝＝需一＝コ一＝＝＝圏一二一＝＝＝＝＝需謄騨＝F＝¶＝巴＝＝＝一二闘＝開門冊コ柵柵謄二﹁一一＝＝黒

今圃のNRCによる認司はフラ米国が強引に供給傾止という行動

防止条約︶への加入を助擬し︵第
のとき米国はタラプール原発建設

︵第一二七節︶︑輸出欝可を発給

ご一六節︶︑すべての物質︑利縮

り︑米国の欝威が増大されるもの
︵王A8A︶保陣措躍が適解 さ れ

物質または施設に國際原子力機関

一方︑王NFCE︵核燃料サイ

隔描置や公約を受け入れるインド
ものの︑大統蟹は﹃インドのデサ

いた︒

し︑輸出許司を促す承播を出して

一方︑インド向け輸出に貿成し

ード両NRC委員で︑殊に①瓠活の点が疑問としている︒

の申請といわれているQ

自舅の墓盤に問題がある︑として

せず来国の要求する厳麩な藻障描

イ政権は核儲発にはいっさい転罵

的な保障措置をとるための必要条

をえない扁としていることから

いる︒翼体的には︑七八年核拡散

バーンウェル再処理工

力法に加えられた一⁝輸出された

がっき︑また︑交渉再開

防止法発効により一九五四年原子

ユーラトム諸国に

し︑藻地方に各一か所の鹸良のサ

匪墾懸鎌

申込先

鵬

できる。

にできる。

一一

最：終包装密封状態で滅菌

灘大量のものでも迅速確実

、

との契約ほ十二のサイトを検討

王il華箋ii驚ク∴三に∴ご1鵬i

きる

強

高濃縮u供給認可

もので当該國の長期原子力翫醸の

ユーラトムに供給された米濃縮ウランq978fl則〜3月

懸滅繭状態か長期間持続で

郁

研究︑送配電網の嬢討︑物的およ

ぱン

ル曾ラノ列

セ

一

簡単になる。

米NRC、核防発効直前に

リング・コンサルタント会社SO 抑える動きをみせ始めた階期でも

前轍燭・一・困フィリ・フ…ク・糖5虫）
7b漏25，、重9，（，lllオークリ、．旨

包装材質が自由で工程も

煽。

結する契約は次の二禰類︒

コンサルタント業で成果

DF︶が折拳出翼し一九七五璋六 期だった︒〜方︑核拡散防血の見

途上国向け中型炉も

FRAτ0醗E︵原子力研號︒
あ建
っだ︒七七年カーター大統纐瓢

[珪蒲諜∴∵ll罪∴1∴：議
竺二
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（2）
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｛第三樋郵便物認可）

王

子

画53年5月4B

医療器具類の完全滅菌は放射線滅菌施設で

⑳放射線滅菌は近代的な滅菌方法として現在各方面で利用されております。

医療器具製品では効力を発揮します。

本社工場高崎市大八木町168

Q

聞

高

投棄船整備⁝など急ぐ
N度の海洋処分に照準

放射性廃藁物処理・処分推濫の中枢機関である原子力環塊整備センターは︑五十四三度の実旛を臨
途とずる砥レベル放射性廃棄物の試験的海洋処分に備えて投棄船の整備︑マエユアルづくりなど大詰

制鹿醐での準舖も今翼にはほぼ整うのに台わせて︑実施計薗の輿体案を練ることにしている︒また︑

めの鵬翼調整を態ぐとともに︑放鮒性廃棄物技術対簾導附部会による海洋処分の妥全課価︑基輩など

試験的陸地処分にも五十難代中頃の鍵施に備え調査講究を鳥める︒これらは科学狡術庁からの受託劉
叢や問センター聡業として行うもので︑このほか通薩霧から﹁発野駈内保蟹蜜盆穫実証試験﹂門低レ
ベル放射性廃簗物の処理処分の購業化フィージビリティ調査﹂を受託︑準備野津を進める︒

を技術繭︑経済的観擬から研究す

議た・原子力発磁所の低レベル

る︒

れ態勢が整い次第︑水産創製暫の

価をはじめとする制度上の受け入

める︒この実証試験は五±羅慶

内傑管安全性実証試験の謝瞬も噛

なことを実誼しょうという発躍所

主緩瀦講

狭き門突破のための

ﾋ線蹴

讐

り︑受講生を騨興している︒

受講生を募集
八月末の放垂線取扱豊島蓄試験

▽Cコース

園厳試験の鷹蘭に

心に麟懇に多くの樹間をさく︒七

実施する総集編︑知識の整理を中

B︑C覇膨ースは講義のみ二万

月十臼〜十四響︒

七千円で︑異蕩とも鷺万円︒箋翌

は避コース愈疵し六月十七欝に千

蘂市穴拠の放射線騰学総愈研究所

講灘糠は原沢濫立大教授・小林

で実旛される︒

組織を一部鷲謙制にあらためると

理癖長︶は五月一田付で岡協禽の

⁝六＝＝︶へ◎

ふつうウラン鉱石が燃料集愈体

〜十七繭︒

として原子炉に襲尚される塞でに

副う方向での横粛が進んでいる︒
②航行や投藁作業購の放鮒線壁理

画や運絡体制についての安全超航

ィを行うほか︑陸地処分場周辺の

旛工法︑強腰などにケーススタデ

をふ訴え︑陸地処分魔設の構遊︑

恥叢の形態や心機はどんなものが

処命の無題性︑資金調査を行い︑

②早強処分︑サイト内保簿︑癖洋

るもので①海洋処分の賜桑化調査

水︑大気跨染については公憲防止

もの︒粂件の麗なものは①雑麗

粂件に工霧溢手を承認するという

ト﹂は︑このうちイエローケーキ

﹁ウラン製鎌パイロット・プラン

撚工などの段階を経るが︑動継の

新托となった︒その他の暇な入噛

研究部長に紬川馬借氏がそれぞれ

は︑イエ灘iケーキ︑六フッ化ウ ともに︑これに伴う入麟異動を発

同センタ⁝では今憂にも二次設謝
③ガントリ；・クレーンによる葡

モニタリングの方法や評価の仕方

法︑大銀汚染防悪法︑興の公欝防

の段階を軍略︑慮接六ツッ化ウラ

▽総覇課長

発令は次の遡り︒

人事では蝦務局畏に飯鵬繋留︑

適嶺かなど劉業内容の確立につい

ンを焦擬する画期胸な徳設︒試験

蛭の対第か講ぜられていること等

を岡内盒部の堅粥済み身重が処理

﹁原子力行奴に関し︑原子力安金

できるほど多数建設してほしい扁

食野禽の気心を玉戸化し︑原発の
安全性を三民に周知三三せよ﹂な

⁝プ盗難日韓に謹呈して﹁危険物

どの懸摘があったほか︑アイソト

の管理はもっと鼠殺に行われるべ
きだ﹂との誠の蔦もあった︒

事務局長に
飯島氏発令

務︑瞬補俊護猫癒一︑同矢部一郎

副漏忠邦▽研究課長︵心鴛︶

︵累團癌携蕨在勤︶鯉企弼講竃諜

久僚曝獄久︑同補佐松羅多盛︒

艮

なお前嶺携局憂斎藤実氏は四月

査部長に就任︒

照付︶

十七醗付で凹木原子力産叢会議調

▽灘学技術庁人礁︵五月

放射線医学総出研究祈那珂慶遊

畑野に昇任︵同点駈環境生態学研

究部長︶伊沢曲乗︑岡支所環境懸

態学研究部擬に昇任︵陶支駈海洋

放射生態学研炎部海洋放射生態学

承認︵那瑠廃支所長︶渡辺搏僑︑

第一研究窒長︶上田嚢司︑酵職を

飼立防災秘学屋漏センター管理部

盆爾課簾に山脚換え︵原子力縄敵

策課幾禰佐︶巾舛雛司︒

住駈索京

原膨に

︵財︶放射線影響協会︒放射線

理惣擬足立懸氏

従事管中期登鎌センター
入会

〒一〇一

五日1一

原産に入金町

露認O蕊⁝一

都千代田区鍛治町一⁝九i十六

福日興描葉町

五八一

早九ヒ九一〇

住所編協漿双葉群

電話Qご國Oご五一一コ一一

る

1，300言志

放射性廃棄物貯蔵設鮪や放射性纒

了解をとりつけ︑候補灘城にいつ
からの五薙計麟で︑今庫度は火災

藁物麗化体が火災や地縷にも蜜金

頃処分するかなどのスケジュール

久羅燭玉大教擾らに科学技術庁握

▽Aコース第二醐放鮒線取扱
霊任蓄をめざす蓄を対象に六月五

瓢か趨余︒毎参議麟擬闘

藪係鴬も掬えだいずれも斯界の轡

まであと

しか愈格しないという難関だが︑

田〜九環︒講磯のみ二万五千円・

購の安蔓性をチェックするための

一次処分に縫えることにしてい 試験裟瞬をつくるぽか︑地震や土

実習とも二万八千陽︒

を折りこんだ隻腿計薩を作成︑第

子力産業ゐム議は轟ハ月か・り心門月にか

この狭き門口破のために︑鏑末原

をもつかをテストする土中健金性

門象ばかり︒盟警ースとも兜葱七

崩れに醐化体がどれくらいの二間

一方︑五十隼代中頃からスタ

け志墾対象別にA︑B︑C三コー ▽Bコ⁝ス第一穫放鮒線取扱 罪名窪で︒受講希讐︑詳細聞禽わ

る︒

異証のための試験堀を造成し︑試

スに分けた﹁放射糠取扱塞任難講

ぱとも原薩・業務諜︵礪語五九︸

ートする低レベル放贈燃廃棄物の

欝金﹂を次の蟹鑛で開くことにな

童鍾蕎をめざす蓄を対象に六月十

質に備える︒

岡センターは︑さらに低レベル

今園の県の玉繭は①周辺陰線の

験体を製作︑来矩度以降の実演脚

放射性廃蘂物の処理︑処分の填詞

保全︑安全鐙僚②運転開始にあた

ンターは︑確備体制を徐々に間め
ていくが︑践±二年慶には︑陸地

化に関するフィ⁝ジビリティ調蛋

試験的陸地処分に対処して︑嗣セ

処分試験謝睡の作成と安全評懸制

を行う︒これは五隼讃画で調醸す

原子力環境整備センターは︑試

がまと法れば︑水魔業弊の了解を

や孚順を定めるもの︒

萄作業のそれぞれに︑必要な眼柄

た︒

ぐ︒醐將に︑これまでの検討紬果

法の確立を図ることに霊力を注

鹸的海洋処分に関して︑今銀朧は

簿て︑擾翼舶の整備に戴蓉したい

令した︒

投魏船の講薇研究を睦める一方︑

曙え︒五十㎎隼度の秘戯蒔期が遅
について検撮する︒さらに︑どん

綾羅は昭租五十一奪十一月から実

懇兇の中には﹁誰にでもわかり

については︑福巖て二曙および

運転縛比翼の六黛のうち四基が

から階間稼働率は六五％︑設備覇

長猪狩秀玄浅
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原子力弘済会翻サ磁ス事業部

財団法人

っての安金協定の締結ーーなどを ラン︑濃縮︑一一酸化ウラン︑成型

マニュアルや実旛計薩を練り上げ
躍備に万金を競す︒

岡センターでは︑投懸船のプラ

血条例に準拠して璽琿鮪を下瓦る

それによると︑報蛋は五十七件

あるPN◎プ高覧スの麿嫌抽出工 れた随階蝦告について発動した︒

易いパンフレットをもっと身近に

筒浜一蹴が稼働に入ったこと︑こ

五月中旬から六月末にかけて定斎

矯率は五五％を憂えるものと︑逓

原胸腹飛騨
原子力安途研究協賛︵有沢広巳

飯翻禦務局幾が兼

れるような場命には︑造船数批に

よう保金華華を強化する②放車線

低レベル放射性廃棄物の固化体

て毒薬する︒

験を開始しており︑今魍のパイロ

な闘化体が陀地処分に適するのか

船に切り換える可能性が強くなる

管理体謎についても法令憺を超え

ット︒プラント建設は盤麗膿縮工

ンが異体化し︑轡門部弦の笈盒評

ドラム籔を一圓につき三千本程度

ないようにする⑧劇建精墨を定期

期に備え︑凝糖︑駄換︑旗型加工

を麟るのがねらい︒

など︸欝した鰍料生長技術の確立
ての協驚を締結するーーなど︒

に緊︑地元陶村と蜜難戦擬につい

婆託して概念設謝中の新造の投叢

運ぶ投蘂船については︑三千漣級
覧遡し︒新造船だと︑⁝度に閥千

たウラン製錬パイロット︒プラン

件︵二一％︶︑原子力索敵十件

ｪ％︶︑モニター欄農五件

再処理工場多

酌に蝦態する④樋設の操業開賂酌

例にもとつく協議灘を織出してい

の船を念頭に羅いて︑改造船︑薪
〜五千本のドラム飴を運鍛︑投棄

燭由県は二十五鐵︑動力炉︒核

燃料開発撫業國から提出されてい

@賑賑励勘翫⊥ハ月には着工へ

梨が建設着手に岡意

造船の繭面から検酎しており︑駈

また︑投簗船の就航に鮪えてマ

できる設計となる︒

今後いずれかに絞る︒これ浅では

璽獺金︑爽施隠期などを著魑して

ニュアルを作る︒これは①航海計

つく協議欝に同士︑これにより岡

ト建設のだめO墜土横柄条例に鉦

にとどまつだ︒職業魑では︑整婦

まいた原子炉衛星は灘件︵五％︶

︵九％︶などで︑この貼期謡題を
難技庁の原子ヵモェター

く作れの声も
科学技徳庁は一遇︑岡庁が婁物

施設は六月申にも男工の晃通しと

なった︒岡旛設は︑ウラン鉱石か

難業騨灘
ら記聞製品のイエロモゲーキ段階

している傘園影野八嶺の原子力モ

等︑農臨業︑謹た奪爆撃では五十

を経ず慮接六フッ化ウランを生産

ニターから今奪二︑簗月に笥せら 代︑四十代からの報欝が大辛を占

で︑悪冤の内訳は原峯力広報十二

わが國独康のウラン製錬方式で
漣／無︒昭和五十五蕪に試漣転に

をつくり出す︒

程︒鉱蕎から窟接六フン化ウラン

する一概製錬施設で︑規換蛙董

入る計飼で今無一一月十六田に凝に

めている︒

対し磁身許罵のための藥出隠金条

運転中の凱海︑敦蟹︑福建一︑

れまで発見されたトラブルについ

を終える予定なので︑瓢月から更

ている︒

滋強貧源エネルギ⁝庁では予測し

躍いてもらいたい﹂﹁麹処理工場
樗料から

低い原発稼働率存の跨
たが︑二月下旬には傍方が定検に

出す兆が出てきた︒

名を挽懸︑偏頼回復に團けて動き

四月の原発稼働爽績

趣転傾止中のユニットは愈選出碁

入っていたために︑定検中などで

信頼回復に向
けてスタート

二︑︸一罪︑夫颪瓢募︑醐浜一霞が

ては盗揮発竃所はもとより飽の既

芳十三無慢の運転実績の蝿通し

田本原子力産堪倉議が調べた二

それぞれ好調な実績を示したもの

設発磁研および建設巾発電駈も所

と変らず︒

輪四月のわが魁原子力発送所の運

五〇％齢後で︑依然さえない◎

の︑全捧Ψ均としての運娠実績は

原題翻べ

稼働率五工・O％︑設備利用翠四

転災櫨は溺表の通り︑軍均で購闇

閥月に入って福扇五浮がわが麟

にかけて運転実績は溜笑に阿上し

◇充実した各種2次資料を完備
◇迅速なサービスと安い料金

富曲繋贔工叢臓煮盤融
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聞

業
産

りさらに問題を難しくする傾向に
あるということに気付きはじめて
いる︒

新しい計画のきっかけは︑昨隼
カーター大統鑛が明確な廃藁熱処
理計画をつくるために設慰したエ

の鉾認可の対象とすべきである︒

十月一日までに政策の検討を終え
るよう要求されている︒

ドイッチュ氏の計画は︑第ニグ
ループが廃蝿物問題金体に対する

は多くの薦で自分達の勧告と対立

めているところであるが︑作業班

終処分をするかも知れない﹂と述

るようになれば要求がなくとも最

この計画の細部は今DOEが詰考えて︑現在でも政府が受け入れ

チ委員会で作業班の作成した報告

したがってドイツチュ氏がチャー

レベル廃棄物はない︒その代わ
り︑貯蔵しなければならない大墾

していることに気付いている︒巖

ビート◎V・ドメニチ上院議員

りありとみられた︒

潜に関し証織した際には敵愈があ
の縫用済み燃料が惣激に増えるだ
ろう︒

ドイッチュ氏の計画では︑璽点

べている︒

を便照済み燃籾へ移した計画の出

大の対立点は︑﹁貯蔵所は最終処

発点はニューメキシコ州のWIP警告し︑﹁ニュ1メキシコ州でや

は︑善懲だけでは十分野はないと
に対する配慰から必要な隈農で厩

分に適したように設計し︑安金性

P計画である︒報告欝は︑﹁W茎 ったのと同じようなやり方で力づ

受け入れる州はどこにもないだろ

収可能なようにすればよい﹂とい

のために利用するほか︑適当な規

PPは︑R＆DおよびTRUく処
で分
行ったのでは︑この廃驚物を
現在進められている計画では︑

う﹂と述べている︒

を拡大利嗣するという岡報告趨の

同氏の童な心配はWIPP施設

摸で縫用済み燃料澱終処分の司能

う作凝班の見解である︒

使用廣み燃料を原子炉から離れた

べきである︒そのために︑贈蔵場

︵AFR︶中間貯蔵施設へ持って
性を実証するものであると考える

可能なようにした地層曝露所へ簸

曳き︑醸終的には二十五庫間回収

て州に知らせるというDO冠の政

拡張案およびこの種の決定につい

焼結およびガラス固化の問題に

回収司能性が間題となる︒フォー

かわって︑永久貯藏サイトからの

料集欝体が処分されるだろう﹂と

後

かったとドイツチュ氏は説無いる︒また︑NRCに対する司手続きに対する十分な聴間っていない︒さらに︑計画は

るのに必要な時無を蕎移して

は︑各州と協議し︑その承諾

貯蔵所の建設をさらに遅らせいうドイッチュ氏の発表にもを喚起し︑その理由を趨及し最初の一九八五年という

策であった︒また︑彼は国立廃揚物

所の約一％を利擁して︑午体の燃

ている︒

カギ握る合意形成問題

今

という場禽には十五〜二十年の間に使用済み燃料を施設から回収できるよう︑据付けは技術的に控え議にしておくべきである﹂と述べ

指謁し︑さらに﹁それが望ましい

終的に移すことになっている︒

ド政権の終わり賢に発表された鷺

して次の二つの案を提案している︒その第一は︑一定年数暫定貯歯しその間に再処理またはその他の用途のために燃科を回収しない

鵬盆には処分するというものであ

用高レベル廃語物貯藏所一羅塩︑頁籍および花こう岩それぞれ二か所ずつ⁝⁝が二〇〇〇年までに運転を開始する予定であった︒

RDAの計薩では︑六か所の商業 ドイツチュ報告欝は︑これに対

するためのR＆Dを開始するよう 簸初の二つは︑岩堀魍で︑一九七

﹁前轡の方が後釜より高くつくだろう﹂と同報言為は述べている︒また報告書は︑﹁再処理が許されなければ︑燃料は廃棄物とみなさ

る︒その第二は芽接処分であり︑

報告書の重要部分は豊津︑行政

八五年までに運転を開始することになっていた︒ドイッチュ氏によると︑この計魎は予定通り進めることは不司能であり﹁サイト調査

れるだろう︒したがって︑炉から

および技徳的勧告が中心であるが

この説明では小委員会を＋

長所の提案に対して州に拒否

現在のDOEの廃器物召書に

与える法案を提案した︒この

薮

欝鍾懸
酒動は︑政治的反対および能率の

全体を通して墓礎となっているテ

熟路チ上院議員は︑翌田廃藩

選させることはできなかった

ベル圃体廃轟物から便用済み

に帯磁されているということがあ

取り出されて一定期聞を経れば︑

ーマは最終的に打ち出される政策

へ重点が移っている︒

悪い運蛍のために遅れている︒試

引き渡すよう要求することは論理

からTRU廃棄物を受け入れて貯錐機器が︑DOEの資金による探強制的に最終処分のために政府へ

る︒今でも運邦政府以外のソース

鉱群動に使われているので︑試錐
蔵している民聞の低レベル廃棄物

られるか署かという点についての

および計画が一般公衆に受け入れ
規在のところそのような要求は

的である﹂としている︒

同報告醤は︑全てのTRU廃棄ることが甥題となっている︒サイ

埋設サイトが一つだけある︒

ト決定は︑今では早くて一九七九

放射性廃棄物に対する一般公衆

DOEの轡愈である︒

の法案が四件提案されている

る量器をある程度変更するそ

ない︒それは︑そのような要求を

の不儲感は強いので︑無い期間に

する敵提がないから誤認である︒

わたる闘象なしに新しい廃儲物貯

武器とみられている﹂と指摘して

定貯溜できないというはつきりと

一m
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1

、

鷺

錦

つび信あ

与てと題ル等い薙てにの

よよ不が。と対州た

かい要闇ク彼よ何つ蔵期

業者および試錐機器が不足してい

超ウラン擁簗物DOEの廃棄物闇題の中でも大きなものとして︑超ウラン︵TRU︶廃棄物が一九七〇薙以降地上の暫定貯蔵所

ﾎとつ極、か年の蒔ト 。てれ全墓間衆れのにか憂
ﾈとた的五っ間で間・政いをで本草のて利環心け
燃料を数十庫間にわたり安全に噛

物を簸終処分のために黙思政肩へ

いる︒

引き渡すことを頸馨しているが︑
﹁該当物質の定義は規制手続きに

まかせるべきである︒NRCは現 また︑鷺流は昨年健用済み燃料

■

@

齢

働

）蕊蓑響

夢

の調査結果が廃磯物処理のいくつ
▽襟幅の軍累用廃棄物および軽
水炉からの使用済み燃科を﹁最終

かの綴織な分野について翼紘的な
勧告を行っている点を強調した︒

処分﹂する能力を実証すること

▽岩綿趨または花こう岩の中に

急がれる政策の確立

その主なものは次の通りである︒

廃熱物を閉じ込めることについて

ついてより大きな発誘権が与えら
れるようにすべきであるという点

頼ｳ驕苓濃霧離瓠馳1お蝋膿騒
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え過しがのはかもいつ数
らすさ計

灘婬腱縦結響鰯牒
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て要ぺ環。たつの一くはる能の

。し必レいナのを大て広チい司つあ待。こみ

iての三でをるす済。

るとる高なン全会賦しも

当理れ渡用い

い補すのくバ安予て判にロれ藏、不処らき侵iな

8て候対でしサびにい批りプま貯は

。よ時おと余ア含久にが疑え引はは

〜べ一に地ま

1えレ

八奪までにサイトを淡饗し︑一九

および処分の前に再処理することによって発生燈を少なくして︑将来埋設しなければならない低レベル廃棄物の羅をできる限り少なく

岡報告書は︑発生源での放出羅

だろう︒

政策を撲討する際の出発点となる

総合的評価検討ふまえ
を簸優先すべきだ︒贈魑炉および

た後も︑現在の還営を混乱させないために数年闘の経過期間が必要になるだろう﹂と述べている︒作業班は運邦政府の筋有・摂理

ってはNRCの統一基準が決まつ要求している︒

﹁これらのことを実行するに湿た

Eがこれらの合計二十か所のサイトを一括して総質的に運営するよう勧告している︒議会が法案を通すだけでなく︑

有および運営の填塞を持ち︑DO

再処理は現在では豪語な計画では

状

▽高レベル廃棄物は︑使常済み

・親

ないので︑商業用高レベル液体廃

・貯蔵計画−

する代薔案および埋設場所の数を

体に低レベル廃学物問題の決定に

巖も強く璽んでいるのはR＆D︑ を勧告しつつ︑州および地方自治

醸することを運邦獺郷が欝欝する考えに反対し﹁畏期にわたる欝欝が必要なことから︑大部分の民間企業の継続性に疑問が残る︒国が

ベル埋設サイトを民間が所有・運

低レベル廃粟物報告鐙は低レ

準備すすむ

燃料より貯藏閥題が簡単に解決ず

下げるべきである︒

価は中止しないまでも優先順位を

園の検討等の代替案についての評

放射能の除張または他の橿類の地

で︑宇囲での処分︑核変換による

ネルギー省︵DOE︶の放射性麗は醤頼できる技術的基礎があるの
棄物蟹理に関する作業班の報告欝
である︒しかし︑三月中旬に同報
告鰹が公表されてみると︑それは
明確な政策を決定する前にさらに
横縦すべき点についての一轍の勧
告で構成されていることがわかっ

さらに︑ 商 業 用 放 封 性 廃 蘂 物 貯

た︒

●

少なくすることである﹂といって

を強調し︑﹁地方自治体の覧解や

したがって︑作業班はDOEが騨門知識を国の計画の中にもっと

いる︒

有効に採用すべきである︒これを

設所と︑それに現在DOEが運蛍実現するための新しい機構や方法

六か所の既存の低レベル廃翼物埋

る﹂と指摘している︒
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韮部1◎◎円（避料共）
カ

委員会の盤格焦点に
認の件

第二暦議案

を受けて︑政麿は︑数日中に関係

馬韓聚の厚核抜き々團翫と佐世

に再要議する方針︒

とりまとめへ
国際問題懇・幹無下
宮民の総力を結乱して原子力を
めぐる壁際環境の変化に対処する
﹁原子力国際問題等懇談会﹂︵座

長︒土光敏夫経団適会畏︶の第三
園金盒が八臼午後︑粟泉の赤坂プ

一それは東芝のモットーです一

同日は来餐として熊谷太三郎

とりまとめを急ぐことになった︒

会の試騨がほぼ踏襲されるものと

数鰭については擬期ビジョン研究

みられているが︑見通しの蠣が大

きすきるため︑下限値については

また︑核開幕防護摺圏について

多少上方峰正される見通しσ

は︑函際文勢が流動的となってい

るため︑新たな国内法の落口の遷

非などは今後の潤勢をみてさらに

二十諸響で製鹸としての純渡は農

安全で環境に調和した原子力発電

了につき改選の件

および河本敏夫通商産業大臣が

科学技術庁長富漿原子力豊麗長

の終了後︑午後三時半から牛堀

出席の予定です︒また総金議禦

儲彦対外経済相の特別講演﹁流

動する国際経済とわが国外交の

半から同所大会堂で懇親パーテ

課題﹂があり︑ひきつづき四蒔

日本原亭力理屈醸

ィーが開かれます︒

二五琿までの﹁概賂謝画﹂の提出

役踊全周任期満

に福墜首相が贈米共同研究の偲進

第三弩議案

認の件

撃業計画ならびに収支予算案承

昭和覧十一二年度

業務報告ならびに収支淡簿案承

第一弩議案昭和五十二隼魔

5月30国︑工業倶楽部で
臼本原子力産業会議は五月三

東票・丸の内の臼本工業倶楽部

十臼午後一蒔から五時半まで︑

で第二十七回通常総会を開きま
す︒

同臼の総会に付議する議案は
次の通り︒

核融合の日米

を求めていた︒

○年代までの中期開発翫一見通

ところが駐在わが国には一九八

を提案︑合愈を兇だことに基づく

日来の核野禽協力については︑

計画については︑昭和薫十一年末

しはあるものの︑それ以降趨擾競

もの︒

昨隼秋︑訪米した宇野科学技術庁

に三三エネルギー庁畏宮の諮電機

協力協定急ぐ

・エネルギー雀長官との闇で基本

野宮︵当鋳︶がシュレヅンジャー

〇〇年で一憾〜徳五千万KW﹂

酋脳会談で合慧
熊谷科学技術庁長官は九日︑閣

爽︵共︶︑中村利次︵属︶︑楠沢

議後の詑暫会見で︑﹁核融合と光

ン研究会扁が

閲である門擬期エネルギービジョ

弘治︵凝霞ク︶の五氏が麗問に立

ついて政府の考えをただした︒同

ち原子力墓論法等一部改正法案に

的な合愈ができており︑その後の

︵社︶︑堀嵐啓典︵公︶︑佐藤昭

霧院科技特は十日には憲田正雄

鮪七難諮問機関で強力運罵を﹂
原子力安全萎姻会の薪毅などを内容とする原子力塾本法等一部改正書毛を審議している鯵院科学技
術振興対策特別婁臓会は︑八躍︑有沢広巳璽大名轡教授︑内照霧雄藥大教授︑避蒙患義早大教授︑藤
本開一盛大教授の四氏を占考人として招き︑鎚中審議を行った︒有沢参響人は︑安全確保に関する国
民の負託に感えるためにも安全婁轟会は審議経略︵八条機閲︶とするのが適嚢で︑日尾にあたる婁員

かけた︒

合成による水素製造技術について

との数値があるのみで︑超画期の

した﹁二〇

特別婁は難ければ︑十二日にもし

臼来協力協定をそれぞれ個別にす・ 岡岬のキントナー磁気閉じこめ核

融警部擬の来日を逼じて馨門壕の

正式見通しはたてられていないの

試簾

めくくりの翼疑を行い︑採決にも

るよう急ぐことになった扁と衷明

派避など協力協定締結に向けて日

したのに対し︑藤本氏は﹁イデオ

した︒これは三日ワシントンで行

を客土は醜しておくことが必要と

◇

ちこむことも予想される︒
ロギー以前に︑PWRの蒸気発生

溢家憲漆室は︑廃棄物処理など

米闇で実務的な詰めが遊んでい

器細読瀾洩やBWR配蟹ひび翻れ

響え方について有沢鞍響人は①原

われた福館醤相とカーター大統鑛

も︑この二憾〜一憾五千万K

が実傭︒このため同欝の懇談会で

一方︑民間再処理肇業を可能に

さ

が出て稼動率が下がっている︒原

ノ

の間詰を残しての原発看守推進に

〆

子力婁翼会と安全婁魔会に機能を

嚢

る︒
ミげ

の賑米首脳会談で︑二つのテーマ
〆

しょうとする原子炉讐規制法一部

取して検討した結集︑﹁単坐は可

B︑正親毘一爾覇遡勘会擬︑瀬川 について︑同黙業団から説明を聴

さ

エネルギー確保に必饗だが︑それ 改正輿を蟹議中の衆院科技特は十

発開発はしなければならず日菰の

正男動燃漿業照理購擾を参即言と

漿同懇談会・幹覇会に検討を一任

醤が行われ︑謬見が続出︒この結

ノ〆

格に遍求することには蟹成すると

は根接的に反落だが︑安全性を綴

が巖短距離かというと疑問だ﹂と

見湧しで︑政臆の再要講があれば

正論︑下方隆正論を盒め活発な発

述べ︑イデオロギー論のほこ先を

六月までには地元議会の承認をと

W﹂との数櫨をタタキ台に上方罎

の立鵬を蓑明したうえで︑行政懇

納容器内での工瑠となることか

能﹂と判断したもの︒岡時に︑格

との地元側の懸

の糖論は前よりよくなったと思う

して招き︑質疑を行った︒

店付き

に応えるため︑政府内の行政機閲

かわした︒

見不一致もこれにより解消される

とはせず︑諮問機閲としだ③還爾

う舞えているかの人の間題だ︑と

閣瞭協議会で協議︑佐世保港での

の工単

リンスホテルで開かれ︑超長期の

8WR燃料の再鍛嬢

20キ︒雄フを回収鋤

プル塾ニウム鯨

懇談会は六月士二臼の予簸︒

どについて検討︑この結桑①二〇

検討を続けることになった︒次回

〇〇駕の原子力開発規模を今月末

原子力開発規模︑物賢防護欝欝な

﹁ふげん﹂︵躍気出力十六万五千

動燃嚢業団の新型転換炉原型炉

日午後一時十九分︑全炉心による

KW︑禰曝書敦賀市明神随︶が九 をメドに幹覇会で検討し・五月三

鋤燃主業醸は八溝︑二月十四ヨ

騰水型炉︶使絹済み燃料の再処理

から三月末B逓行ったBWR︵碑

部会に提出する②核物蟹防護描翻

十一臼からのINFCE第一作業

ては今後の国際動向をみて対処す

強化に伴う薪国内法の羅非につい

る⁝一などの点で合悪した︒超長

ホット試験紬累を発表した︒

月一日︑混合酸化物燃料九十六

十四体︵策餓禰遜第一発蹴所一継

期の原子力開発規模は王NFCE それによると①処理したのば二

継燃料︶でウランにして約鱒・七

の前

の今後の

ジ②各機器の操作性や安全性は農

定麗漁礁製作藁

説

手可能性についての解懸を担当し

提となるもの︒核燃料と鑓水の入

百二十四体の金炉心の装荷を

試験で初臨界にもちこんだもの︒

嬉︑という︒

ているINFCE第一作藁部会好
が③回収したプルトニウム麗は約
滲加各国に対し軍急に二〇〇〇年

七月諏旬頃から電力系統に併入

完了︑九日午前から始まった臨界

体︑灘網ウラン燃料醤二十八体︑

﹁ふげん扁は王月に鍛小臨界を

」

遼成したあと燃料装荷を行い︑五

初臨界を逮成した︒

することで暴露︑今月末をメドに

が︑繕局は婁畷が安全の問題をど

とみられる︒

指摘︒環境安全の冤地から︑冷塊

りつけ︑受け入れ表明へ動くもの

放射線は︑地域奮励幅も考慮して

る︒︵翻餌爾に工購方法魏︶

結論をまとめ︑政論に蟷磁した︒

核封印方式による﹁むつ﹂総点検

工購が可能との豪強

授︶は︑八雲︑趨輸雀で占いた婁

同委魔会は︑日本原子力船開発

核封印

七会で︑久保勘一擾要港知覇が先

核封闘方式

︒改膨を長禁男知購と佐強剛斎擾
竈簗団がまとめた圧力容器上藻を

に提案した

蔽改燈する

﹁むつ﹂改膨が技術約に町能かど 撤去しないで麗力容器藍部を遮

うかについて審議を行い︑﹁圧力

超長期開発規模

習熱︑規塀での作業管理などには

明らかにし︑法的な権限をもたな

楠沢弘治氏︵寒露ク︶が﹁原子

特に注恵が必要︑と指摘してい

ら︑工事にあたって作業看の作業

くても團民の負託を闘禦に︑内閣
自然放射糠の四分の一以下︵医療

改修工藪を行うことは可能扁との

容器の上薙を取り外さないで遮蔽

工事は可能

総理大臣による決定璽項の魍璽な
放射線を含めて︶として公衆に対

﹁むつ﹂総点検・改膨技術検討

核封印

の異を十分あげうるか蒼かは優麗

く

分離することにより安全確保の徹

掴摘した︒

の人選が機能発揮へのカギになる点老強調︒避象︑藤本両霧三人は現行の開発姿勢に強い疑問を投げ

▲

廣を期す②新婁麗会は国民の負託

原子力基本法等改正法認の土台

＝＝

の人の問題になる︑などの響えを

となった原子力行政懇鼓会報告の

環

までの門やや詳しい﹂翫画と二〇

熟饗

熱

血
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目

して各櫨の試験を実施︑五十四年

式 △ 社
写

原子力本部

隔

保市の

，

浦里気株

回

核封印方式∬による

﹁むつ﹂改修委員会が報告

どを通じ強力な運馬が図れる点を

婁彌会︵婁貫長︒安藤良央東大教

り︑安全確僚と關発促進の両機能

力で一番大切なのは対額を囲み璽

宿題

を握示し

張︑安金町に

する群容麗を表示すべきだ︑と主

内覆謬考人は︑開発が進むにつ

強調した︒

をご分して燃しい体潮ができるこ

に超え難い溝があるのか﹂と雛間

ねること︒イデオロギー的なもの

た︒

とは緊要だと陳述︑安全審董に馨

れて妥全確僚の璽要性も翻してお

し︑国際的な安全の考え方の偶報

九日、燃料224体装荷して

囲原子力発聡殼慷一式（原子炉、核燃料、夕一ヒ：ン、発蹴機

藤
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工事中断を命令
参事院の裁定に注目

︻パリ松本駐在風︼フランスのカーン行政裁判所は四月二十八臼︑フラマンビル原子力発電所一軽

機︵葛三十万KW︑加圧水型炉︶の建設許司取消しを淡定した︒このため同発躍駈の建設工事は中断
されたまま参肇院︵B本の法翻局と行政裁判所を合わせたような機関︶の裁定に持ちこまれることに
なった︒米国︑西独をはじめ各国で原子力発魔所反対住民による行政訴訟が大きくクローズアップさ
れてきているが︑フランスで裁判所が原子力施設建設中断を決めたのは今回が初めて︒

題がある一として反対運動の提

建設許雪後というのは手続き上問
が︑参事院が取消しを確認する場

定を不巖として参璽院に上告した

きるが︑いずれにしてもそれまで

を却下する場含には工購を再開で

二五が︑下半期八十九・四五がI

⁝七九会計年慶上半期八十三・

E提案の値上げが認められれば要

Iを上回ることになるため︑DO

合には︑EDFとしては改めて建は工撃を中断しなければならな

求墨契約に関し垂井価格で濃縮ウ

新玉の琶巳−会蝿驕る

釆国の原子力
政策は不安﹂

ウィリアム・マコーラン新エジ

ソン露気協会︵EEI︶会獲は新

と

商業周鱒殖炉は除かれている︒こ

炉︑の施設認可についてであり︑

および巽証炉を禽む増殖炉④研究

〇がだけ慎上げするよう議会に握

そ︑適正な価格で醒力を供給で

これによるとSWU当たり確定醗など一1の開発が進められてこ

察することになろう﹂と語った︒

き︑電力会社の義務が遜行できる

1太陽エネルギー︑石炭︑原子力

要である︒すべてのエネルギーー

作業霊位︵SWU︶当たり六・二性を考えれば贈殖炉技術開発も璽

ノ︒

翻

一﹇

一二句

曇
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鞍壷綬

w脚唖

殺

陣形野ザ鯉へ

〉野

け

＼苧貧榊

牌噸＼伸帆藍＼猟魍

訴を取上げて建設許司取消し︑工

い︒建設が遅れている原子力発電
所工襲はさらに遅れることになる

さらに同草案は放射性物質の貯
蔵の研究・開発実施に対し保証を

となったのは︑昨無 蟻蚕にするため第九条︵認可義務
のある設備以外での核燃料の処理

原子力は最後の手段

れは箋証炉までの段階において十

十七・六五がに︑また璽求羅契約

契約で現行の八十一・鰯五炉が八

のガラス固化能力をもち︵七九年

ヒ

が

設許司手続きをとらなければなら

降︑霞力不足が深刻化すると警告

わけで︑EDFは一九八二駕以ランサ⁝ビスを受けることにな

ないことになる︒この場合には自
然保謹法が適用されるので甥前に

白濁については認可取消しの場合

環境影響調蛮孚続きをとらなけれ

原子力法の膨正草案をとりまとめ

火付け役

政府に提出した︒原子力法修正の

ミュンス滋養高等裁判所から持ち

原子力致策は矛蓋しており不安を

任あいさつの垂雪会見で﹁政肩の

感じている﹂との書論を述べた︒

こまれたいわゆる﹁高速増殖炉S 加工その他の使用︶の修正も行っ

内容は次のとおり︒

N飛−三〇〇の違懸問題﹂であ ている︒また︑第二十一条︵鑓

て二倍に引き上げることなど︑う

用︶では手数料などの罐罵をすべ

画では

カーター大統領のエネルギー計

る︒原子力法が近々五回営の修正

今幽の修正華案は︑高速増殖炉

たっている︒

を受けることになるとの予想に基

原子力法第七

の立場をとっているものの︑実際

の的になっていた

づき還邦内務雀では以前から議論

建設のような重要な問題が行敬膚
を中心に検討していたもの︒

いもので︑EE互の報儀鐙によれ

には冬期の原子力の濡躍は國馴し

条

た捲摘に薄し︑建設にあたっての

の一存で実施されるのは聞題とし

子力で︑殊にカリフォルニア州サ

ば︑金米の供給電力中一四％は原

提幽された草案は繕殖炉と廃棄

濃縮慰価格の

規定をより明確にしたもの︒

物処分などに関しても適格な建設

ていると伝えられているものの︑

力の規制および許認罵の遅れは躍

子力に依存した︒政弦による原子

クラメントについては八五％を原

許可が与えられるよう修正はされ

すへての原子力施設に言及してい

米エネルギ⁝鰻

値上げを検討

﹁濃縮ウランサービス優格を分離

来エネルギー省︵DO封︶筋は 力会社の電力供給舌下を酬ぐもの

修正髄案が設備の認司につい

るものではない︒

て補充規定しているものは①軽水

分な安全性を実証した上で︑とい

である︒ウランの長期供給の安定

購と盤水炉②高温ガス炉③原型炉

う安全性璽視の考えに墓ついてい

条件である︒

︹パリ松本駐在簸︼フランスの

処理能力50立方摺／無

場︑6月完成へ

ガラス固化工・

仏︒マルクール・

では八十九︒九五がから九十六二

るもので︑とりあえず建設中の原

および技術の水準から必要とされ

DOEから鵬されていた災井価格

型炉SNR−−薫QOに醸し護国五
にザになる︒しかし要求騒契約は
規定したもの︒

現行の西独湾外法紛

律上の損益賠蟹義勝の履行に必要

ス國化するマルクール・ガラス

黒鉛ガス炉の放射牲廃棄物をガラ

る準備が行なわれているとき③法

とされる蘂備が行なわれていると

固化工堀︵AVM︶が六月中に完

抜
＜
一︑核燃料の生薩または︑分裂

響に対して必要とされる防護の保

き④妨害重量その他の第三蕎の影

鋸七藁︵設彌の認可︶

もしくは被照射核燃料の再処理の

証があるとき⑤設備の立地の選択
がことに水︑空気および土壌の汚

もしくは蕨有し︑または︑設簾も

ための固定型の設備を設躍︑運転

成する︒AVMは毎隼五十立方規
しくは運転を著しく変饗する者は

の︒PIVE飛ばすでに四年闇に

中︶原型工鵬PIVERに続くも

ｵ磯曝

g／

甥申断を決定したのである︒堰堤

取讃えしのつかない叢薄を環境に

バック︒エンド計画を急がねば

用済み燃料の三三から廃宅物の

る︒

与えるとして着工を禁じた︒

このことから今年︸月︑土地収

行政裁判藤は①建設許可串請は昨

しかも︑廃藁物賄蔵に対する

最終処分まで一さらにウラン濃

を発している︒

に一九七八年一月﹂貝からは自然

用で閣係した農属で槽成する腿業

EDFはカーン行政裁判所の決ばならない︒参鮮碧が取消し決定

にあり︑齎三十芳KW撫圧水型炉 逆転してからは帯議も帯民も皮対

グループと原論力反対偶報闘象地

かりで︑一か月で許可というのは

琿十一月二十九日に提出されたば

州の態度は鍛近ますます厳し

所の設計︑建設︑運転︑玉上影

協議会は︑サイトの選定︑貯藏

縮事業も盒めて一その全磯任を

窺大な影響が出る︒来国提案の

しないとき︒

染について上位の一般的利益に反
二︑認灘は次の場合に限って与

認頑を受けなければならない︒

轍＿謙二討鳳謡滅

砿56

保護法が施行されて事前に環境影

それまでに許認可が下りるよう饗

響調査孚続きが必要になったので

齢していたもの︒政將は原子力計

ビル原子力発艦所の建設黍続きを

画が遅れ気味なことからフラマン

慈き︑昨琿十二月二十四日公益復
業認司︑同三十日建設許司を与え
た︒公叢課業認可と建設評司の間
がこのように短いのは初めてのこ

とで︑EDFの要望を入れたこと

運動に加わり妨審が頻発した・し

域委員会︵CRILAN︶がカー

月︑シェルブ1ル市議選で保革が は明らかである︒

かし反対運動による行政裁判所や

して翫画推進を期し︑政膚ができ

り続け︑猛DF技師による異飽調 ビルは比較的反対が弱いサイトと

衷決があった︒反対運動はくすぶ

るだけ早く公益南面認副と建設許

の報告は︑バック・エンド政策

避けて計画を急ぐには︑米国で

ならないが︑そのためには︑便

この問題で民営が無理なのは

っきりしない︒

響の評価について︑州の全面参

磐城貯蔵センター︵便用済み燃

この計画は単なる共同貯蔵や

命名の予定で駕七百立方財の能力

＼

ミき

し

ヨ
肺擁躍潔』賊蛾麟

灘藤

穂醒鍵獅嚇縫

き八騨
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書弓隠

馬

東京都港区東新橋■一2−13（川岸ビル）TEL（03）573−4235㈹

済み燃料再処理工場の南十数請

四基を建設する猷瞬である︒サイ
︵EDF︶はもちろん︑提訴 し た

罠事裁判所への提訴は管轄権がな

は建設許可季続きをやり爵さなけ

査や澗蟹作業などしばしば妨審に

題の多いバック︒エンド体系が

の理由にあげている︒カーター

の不確かさを原子力発躍の鰯滞

は季量れた国有一契約看運鴬し

い︒各州の下院で構成する全米

場︶の二の舞はこ免だという空

掻期貯蔵後の処分方針の未決定

までもなく︑米国流のコ小拡散
政策﹂にあるわけだ︒

使閑済み燃料貯藏が挫折する

襲求している︒もし参加が認め

府は必要な時間を過小評価して

いるという批判が高まっ て い

冤の楢違が存在するときには︑認

をもつ︒ガラス固化技術は※︑英

1【1輪（044）233−4351名古麗（052）962−OI21・人阪（06）931−9058広島（0822）43−1532

カーン行政裁判所の今回の判断

で住民投票を決定︵フランスの行

トとして決定に当たり町長が独断

ン行政裁判所にEDFを相手取り

に対し︑建設側の仏国有電力公社

いる︒滲瑠院が行政裁の建設許可

原発反対側も驚きの表彌をみせて

いとして受け付けられなかった︒

ればならず︑いかなる裁定が行わ

あった︒土地収用や海面埋出て工

でき上がる可能性がある︒不必

このほど適邦政府に代わり︑西独

藤独の連邦内務省︵BM工︶は

取消しを確認した堀合にはEDF政法上無効︶︑かろうじて蟹成の

れるか先例になるとして各方面か

EDFはこれに対してフラマン遷法訴訟を起こしたのである︒同

ら成行きが見守られている︒

可を下すよう急がせてきた︒こと

は電力会社が支払うというこみ

要な放射能リスクの拡散であ

異常に撃すきる②堰堤工璽認可が

甥も難航︒ことに一九七七奪三

フラマンビルはラ・アーグ使期

いった関係になる︒その間の利

反応は砦しくない︒薩業界には

かないが︑政府の態度はまだは

＼
書の調整や議会の説簿にはかな

る︒

政罹が公約どおり﹁軽水炉によ

り時間がかかりそうだ︒それを

巖近の米匿からの報道は︑使
カーター政策に対する不倦感が

る発露は擬進﹂する考えなら︑

用済み燃料︒廃棄物処分閲係の

・エンドに目するカーター政策
気が強い︒どうしても民間にし

政騰が背負いこまねばならなく

エユースがふえている︒バック あり︑バーンウェル︵再処理工

が︑米国内でも

加︑唱導政府による経籔助成を

不確かさ

の

にもよる︒使用済み燃料のまま

州︑産業界から厳しい条件

なりつつある︒その原蚕はいう

たければ︑融資と利益に対する

米圃

られなければ︑どの州も州内へ

ようでは︑来国の対外政策にも
で処分するのか︑やはり再処理

政瘤保証を︑と

をして廃藁物の形で処分なの

確圃とした

進まぬ廃棄物政策

問題化しつつあることの反映で

カーター政櫃の等差薇み燃料

ある︒

貯蔵計画は︑最低五千ゾの貯蔵
プールを一九八三痒までに完成
させようというもの︒欝藏料金

いうのが産業界の態度だが︑こ

の試騨もすでに行われ︑鍛終処
分をふくめた一園払い料金がウ

がもたれ︑各国の再処理路線へ

料︶のフィージビリティに疑問

ラス固化した︒この次はラア⁝グ

核燃料千ジ分の器財性廃棄物をガ

の購藏駈受け入れを挺哲するだ

三︑認司季続には︑適邦︑州︑

ろうという︒現に使用済み燃料

市町村︑その他の地方体の公響で

か︒早々済み燃料のままの処分

①串講者ならびに設備の設躍︑

いる軽水炉核燃料の放射性廃棄物

再認理工場内に建設が謝画されて

はフィージビリティが明らかで

の傾斜を強めることになる︒カ

その蟹轄権にふれるすべてのもの

ガラス固化工場︒これはAVHと

れは兇方によっては︑カーター

ーター政権にも︑その筆勢認識

が関与するものとする︒認可雨避

政策への非協力姿勢ともうけと

の貯藏プールでさえ︑イリノイ

運転の指轟および監麟の費弩弓の

は関与する湿雪窟竈との間に敵

いう数字も出ているが︑計画実

州などで遍い立てを食っている

はあるはずで︑当面国内でのバ

が存在せず︑かつ︑設縢の設灘︑

儒頼性について疑義を生ずる肇実

ラン・詩鰐当たり二鶯五十がと

なく︑政府は当面貯蔵しながら

ック・エンド政策に全力をあげ

運転の指灘および監督の灘鉦穫が

司富署は︑逮邦原子力および水大

だ完成していない︒

および西独が開発しているが︑ま

えられる︒

研究を進める方針のようだが︑

状態で︑今回の纂中貯藏サイト

るであろうが︑カーター政策の

れる︒

貯蔵サイトの選定自体︑将来の

地へ︑という案も出ているが︑

はハンフォードなどの政府係鞠

現には問題が山話しており︑政

藥中貯藏とは違う︒使用済み燃

が明らかにいい︒方針未決定の

処分方法を考慮しながら行う方

このために必要とされる騨門的知

い︒︵以下略︶

臣の揖示を求めなければならな

は本質的なものな

識をもっているとき②設備の駕御

不確定駐

ので︑いわば﹁政癒﹂燃料の保

それでも州が黙ってうけ入れる

ので︑局面の悪な打開は期待す

および運転による災轡に対し科学

r

る方が無理であろうQ︵眠・K︶

類
鰹
料の所有権は政府の手にうつる

籔を﹁民間し警護所が引きうけ

という傑証はない︒

ままだと︑欝藏プール︑再処理

建設するかだ︒カーター政権は

るという形になる︒当然政肩1 工場さらに最終処分駈がばらば

エネルギー省スタッフの最近

民蕎民嘗が望ましいとし︑民間

らになり︑遠隔輔送をふくむ問

民間の契約が必要であり︑料金

閥題はまずこの貯蔵所を誰が

る︒

増殖炉建設認可規定もりこむ

畔噺鴫一

鎗
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聞
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の新処理施設でも処理できないた

発生する不燃姓圃二尊藁物はこ

β

原安鰺

安全研究で
総合発表会

月

25︑26コ口共遡で
原子力安全研究遺金は五月一一十

愛で物鷺ヨ賛く麟み舞チ〜︻薄

ど釧羅撚よ登境汰会を・︑忽体米戴J﹁惣﹂G

5月26環︵金︶

⁝iーーーー十⁝⁝⁝

ているが︑累たして⁝⁝︒ここで

が雛蠕︒策大などで濾試も行われ

臼

題︑原子癖の安全性確保と稼働率

は騨門家譜民がパネル討論︑契然

の向上を主テーマに︑各誌研究発
表とパネル討論が行われる︒とく

変轟問題にメスを入れる︒

ックの伝播︑燃料の曲がり現象な

働趨廟上﹄では欧米の身長︑クラ

今一つの主題﹃安金性確保と稼

に﹃放鮒性闘諏廃飼物の海洋処

固化体の健全性︑放酎姓核穫の溶

分﹄に関しては安全性評価箏法︑

出︑遍跡調査など譜問題がとりあ

で提謬も試みられそう︒﹃ムラサ

わが国にとり示唆に瑠んだものと

の世界の権威だけに︑特別講演は

※GH社チョッキー氏はこの分野

を焦点にパネル討論を展踊する︒

どがとりあげられ欄造と材脳出題

康央氏らが﹁おしべが変色する﹂

キツユクサ﹄をめぐる問題は市川

境安全へのモニタリング櫃針など

発嚢会のプログラムは月表の趨

の金髪運ビルで第十一園﹁原子力

五︑二＋六の両B︑藁東︒卑河町 げられ試験研究の成栗が発表︑環

り︒今璽は低レベル放射性圃体廃

なろう︒起案鍵︸万円︒謬加山登

ラム衝詰めにするまえに︑燃える

関西鍛力は大飯原子力発電所とから嶺該燃料を※WH枇に返㌔ このうち雑露捧焼却設備は︑ド

工蟹に際しての佐属の欝金確保︑

属興および腹壁箭の両親と︑建殺

内原子力発躍所一口機に憂し麗児

らの麗用について配麟する②運賑

設に際し地元迎撃の活用︑地元か

発生時は竪瓦賠償を凄む遡切な解

ついて愛任をもって対応し︑覇活

原子炉設鷹許可がおりていた︒九

が箏定されているもの︒昨庫懸・

えば運開後五琿までとするような

鎌前から運開後ヨ璋まで︶を︑例

射線監視交材金交付期聞︵運開四

してほしい﹂との嚢講に離し﹁放

の向きは岡協会剛球調査整まで︒

と︑原発周辺のものを例にとり突

ものはすべて燃してしまう︑のが

爾は建設協定調朗を機に近く整地

︒

㌦毒機︵重重︑手潮が二重機︶ 送 ・ ︸ ﹂ れ と と り か え 三 月 か ら 航

決を騰る⑤県︑帯は必要に応じ樋

燃料搬入作業を行っていたが︑

科技庁畏窟︑燈一蒸闘係麿に

明らかにした︒また︑﹁購故など

と述へ︑磁極粥に対応する愈圓を

説明機

地元霞治体では扱いにくい問題な

ら①教脅︑研膨活動②知識普及活

をうることが不可欠扁との認識か

き解淡方簾を検討しょうとの莞地

について地面関係者らの灘冤を糊

適の人を派避するしと述べた︒

深に︑穫窟は﹁要望があれば︑巖

も派直してほしい﹂との浅

とする気還が扇まっている﹂と摺

力閥題を翼剣にうけとめていこう

働隊

どに対感できるよう国は

︵新潟欝︶︑

ギー甫蔑懇談金﹂

このあと昭和五十三年度購業引

にとりくんでいきたい扁と強調︒

からの科学技術と原子力﹂と題し

また︑総会議甥終了後︑﹁これ

及︑R1の利驚健進などに横極的 点をおいて活動を強化していく方

れ︑地元からの温麺の強い財政上

菓ゑの赤坂プリンスホテルで闘か

英の高分子研究関趨機蘭など三幅

会︑顕本原子力研究衝および仏︑

国際会議あんない
ー懇談会﹂︵欝森市︶⁝⁝など七

会﹂︵村上箭︶︑﹁欝森エネルギ

画︑予簾纂などを審議︑了承し

﹁村上地区エネルギー経済懇談 荒したあと︑﹁原子力知識の魑

いた総会で昭稲五十三卑度珊業計

つの懇談会が薪設され︑地方縄織

フロリダ州マイアミで第二回﹁放

二十一⁝R門から岡二十六日まで三幅

体は国際原子力機腿と協力し十月

来国化学禽︑日本放購線化学

画︑蟹業予舞纂などの議案を了

も大幅に拡充︒この新体制のもと

この席で地充関係者による﹁発

の優遇描躍などで卒蔭な愈冤の交

進懇談盆の第二回金台が︑八日置
承︑今庫度誹踊として⑳地滅社会

て甜念講演を行った茅誠制露塵副

の蹄代

換を駈った︒

独立

会議は放射線プロセスに関する

尉線プロセス圏際会議偏を開く︒

め︑世界はいま︑

会長は﹁エネルギーの問題を禽

針︒

との遼携強化による原子力知識の

だ︒

合意形成へ全力態勢

躍所設躍累の電気料金をもっと蜜

の賄代に入ろうとし

く﹂﹁初期の頃の原溌税収が少な

協調

ている︒このことは核不拡敵問題

から

するもの︒今一は趨分子物麗への

し偶報交換と樽互養流を図ろうと

東北原子力懇談会が総会

諭理的に難しく︑火力にも及へば

応用︑線源︑プロセス網装躍など

近の企藥応用例などについて討論

結果的に大鄙語の料金を押し上げ

放射線化学の利用を中心に︑九つ

各国の難しい研究開発の現状︑韻
瑠業計画によると︑組繊改藁二

ことができる︒低レベル放射興

ることになり無理﹂﹁税収に不公

く︑改麺を﹂との要璽に対し︑熊
牽回の施設兇学会など多彩な活動

蹴爪にあたる今隼度は門原子力を

廃蘂物の試験的海洋処分誹画につ

証があっても致し方ない﹂とする

谷撰窟は﹁設躍繋の料金憾下げは

中核として驚風︑研膨︑調査︑知

が糟力的にくりひろげられ︑乱悪

めぐる環擁がきわめて厳しくなっ

いても鰯際的な益田を内聾してお

ている原芋蔓開発に頭型的にみる
識普及活勤を強化するため維織を

形成へ向け魑爽に軌潮にのせてき

り︑単懸にロンドン条約を批准す

と放射性廃黎物処理閣題に臨面し

拡充︑薪スタートをきったばか

の保全に罎大の努力を払うことは

ている今βでは蛍全の確保と環塊
こうしたなかで今回総会であい

ているのが環状︒

この出超縦のもとに昨年九月に
は県レベルの地方議奏として初め

要がある﹂などと指摘した︒

るなどして国際的な対応を図る必

長い期聞地元に交付されるように

細は原産・技術諜厳で︒

一方︑﹁各櫨交付金ができるだけ の技術セッションがもたれる︒群

り︒

北地方での原子力産繋振興濡働の

なった︒同懇談会は昨鋸四月︑璽

おいて灌動を強化していくことに

壷活動の横極化一−などに璽点を

逸③エネルギー問題についての調

普及②原子力発墨︑RI利罵の推 で八十四回忌わだる一般講演会︑

りで設けられた虫下力発電立地推

働⑧調査酒動④握駕iiなどに疑 から︑熊谷科学技術庁下網の屏入

されたのを皮きりに﹁新潟エネル

原子力発電所の立地上の間題点

形で財蚊墨局と折衝してみたい﹂

開始後に閲しては運転開始の一蔵

︸用初装荷燃料百九十三体のうち

も

五十九無七月の予定︒

など準備強固にとかかる︒運開は

三十銭万平方謝の敷地に玄海原発

時︑立入り謹選を行うことができ

する④九躍は建設工購に唱う鼎座

に次ぐ間筏第二の原発として建設

るi一などが主な内容︒

協定は相互協力︑安全確鎌︑苦

などからの工費上の一切の苦構に

贈は累故防止対戦等で万盒の描躍

燃式セラミ旧ック・フィルタの衷

偶処理︑翻故発生後の憂目︑進捗

前までに安全澱策協定を結ぶ③九
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環塊の切金など図るための建設協

ユクサの突然変異をめぐる諸問 然変異の趨こることを握賦したの

魏物海洋処分の織目︑ムラサキツ

安全研究総禽発表会﹂を聡く︒

GF社i、・J。チヨノギー）

粗み︒アスファルトと圃体の欄成
比は六対四の翻りあい︒廃液中の
水分はほとんど燕発できるためこ
れまでのコンクリート膨化に蔵し
容繍は六分の一程鹿にすることが

能フィルタで取り除き︑ほとんど

欝能︒

無視できる程慶に低減できるのも

にする方法がとられることになる

め︑従来趨り圧縮しドラム缶工め

た︑排ガス中の放射能は多識高性

籔詰めにされ欝蔵される︒﹁これ
ため︑二十分の〜︑六分の一とい

特色の一つ︒残る燐却灰はドラム

により司燃性雑国体の体繍は二十

れまで年間三千瓜程慶発聾してい

できないが︑この薪設鮪によりこ

う数字をそのまま適爾することは
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たドラム缶詰め放射性廃囲物も約
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建設協定を締結
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新設される門放射性麗母物処理

効簿的な放射性廃棄物処理体制へ

と﹁篭固体焼却設備扁で構成︑鰻
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八隼完成︶の警護アップとなって

は盤界のトップレベルに帰り患た

圏の露盤分離機製進技術そのもの

格と太刀打ちできるためには︑遠

造コスト︒藷外鶴のウラン磯縮価

交付対象に追加

新たに濃縮施設も
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カ三蟹によりアルメロ︵繭︶とカ

無心分離法は英・独・爾トロイ

五十騰無にそれぞれ染工︑いずれ

台で班セ三奪︑第三期は三口台て

ットプラント以降の実証工場︑野

備投資が必勲で︑それにはパイロ

心機一台墨たりの製造コストを蕩

ーペンハースト︵英︶にそれぞれ

とが崩提となる︒

業工場の建設訓醐が明確になるこ

む計画︒パイロットプラントで

放医研所長に

隼間二爾沖SWU︵分離作業瓢もその二琿後に運転開始にもちこ
僚︶の笑謡工場が昨秋完成︒氷願

は︑Bτ2よりもさらに改羅を施

孟菱鷺工に発注済み︒来隼八月に

台については︑既に凹立︑東芝︑

科学技術庁は放射線医学総禽研

御圏生氏は常勤原芋窪餐に

熊取敏之氏

でも︑還心分離法による薫製工場

の方向に動いている︒技術繭に腿

は叢叢の予蜜︒これは︑来郊十月

︵鋸聞八千八菖沙SWU規横︶建設
した遡心機が使われ︑第一期分千

では遠心機を三万五千台備え︑遠

れているといわれるアルメ庸ユ場

長の熊取敏之殴を欝欝さセること

の王NFCE︵属際核燃料サイク
究誠長に岡研究所懲懲臨床研究部
ル評価︶作業の終了以離に﹁三％

心機一台当たりの能力は五・七謎

rWU︒

二

三盛雪

政府︑閥議で決定

政騰は十五露の事務次窟会議で

の一部を改正︑施設藤織の円滑化

発職漁施設周辺地域整備法施行令

を図るため︑交付金交付の対象と

露所の範囲を出力五千KW以上一

なる﹁発電粥旛欝欝のうち水力発

に︑﹁原鎌瀬発鰭と密接な関連を

刀KW来繭にまで拡大するととも

ン濃縮施設を耀えることを淡め︑

萄する施設﹂に新たに実験用ウラ

十六露閣議決定した︒公布︑施行

実験用ウラン濃縮施設は動燃難

は＋九田の予定︒

パイ摺ット︒プラントが対象とな

業醐が醐蜘県・入形峠に建設中の

り︑これにより︑原子力発電関連施

設の交伺金交付対象は従来の①再

研が設瀟する原発の安全性を研究

処理施設および試験検査施設②原

する原子炉③勤燃が設躍する高速

三
二

贈爵実験炉に加え︑四つとなった0

一

政府の再要請を受け五月禾から六

6月16日までの

態を続けている︒

部改正法案を

審鷹は採決を園薩にして足踏み状

おりを受けて流れるなど伺法案の

会期町長をめぐる鯨野党折衝のあ

が︑十菰躍に前面された蚕損余が

強磁会で質疑を次園にもちこした

審斑中の参院科技特は︑士溢の

原子力墨木頭籍

郎は六月十六醸まで延蔑される︒

延長を認めた︒これにより国会下

丁党の蟄成多数で三十霞闘の会期

七田年後︑衆院木会議を開き︑四

第八十四通三国禽は金期末の十

塞本法等改正法案は足踏み

国会延長決まる

月初めに予想される臨幸議象で澱

隷
塙籔

沓を決めることになるもよう︒

づ

とし︑十六撰発令した︒懸盤の臨

多 玉

床研究部長には蹄鶴臨床第二研究
多 多一二 二多〜ノ 多

トで生難扁という実績をつくって
二多多ビ玉 二

二 三

動燃は︑﹁BT2の性能はアルの濃縮ウランをパイロットプラン

〜

メロを上口っており︑さらに難本
二三

も再度開く実行委員会で方響を間

二 多玉 ニニ 玉多雪ニ 玉

めることになった︒

r

岡日は来賓として熊谷太三郎

科学技術庁擾密および河本敏夫

総論議鶏の終了後︑冬後

遡産梱が難癖の予定です︒また

から牛場倍彦対外経済相の特別

国外交の課題﹂があり︑四購半

業務報戴ならびに収支決算薬承

5月30日︑ 工業倶楽部で
R本原子力産業会議は五月三

昭和五十薫隼度

講勲﹁流動する国際経済とわが
第二署議葉

認の件

ーが開かれます︒

から同所大会鍵で懇親パーティ

東京・丸の内の臼木工業倶楽部

十譲牛後二階から五晒半まで︑

認の件

懲業計蘭ならびに収支予山脚承

醗本原予力塵錐会議

日付で御園生堂輔前所長は常勤の

整長のΨ隅邦猛氏が野儀︒また同

役瞬任期漁了に

おこうとの配麟︒わが隈がウラン

おり︑團転胴の軽質や軸受けなど

との冤方ができる︒

原子力婁麟︵これ談では非常勤︶

にかなりの改嵐が施されたとい

力外交を展開する上で極めて艶饗

を続けて今織三月︑三・五％の濃縮ウランを取り隠すことに成功したもの︒巻縮ウランはテイル・ア

難業団が約十僻円をかけて東海衷業所ウラン濃縮施設に建設︑昭和五十瓢無六月の完成後︑続続運転

う︒この結菓︑Bτ2の性能はC 動燃は岡山漿人形峠に回心分離
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状容器の大きさは︑輿測で晦径が

玉多

ている︑と述べた︒

長醐興議会と俺等撮市議会は︑

問題に移るが︑母愚は機数を謬え

窪た︑久保知鰯は︑﹁修理脚75了

たら鍵は返す︒これは県︑南︑緊

後︑点検させて安全に確儒がもて

通趨の関係番と脚門娠をまじえた

灘

遷驚熱

立地促蓮対策交付金

ッセイと混濾して発に戻されだ︒B饗2の置注能遠心分離機は︑欧※のものに比べて全くひけ鷺とら

となった︒

ない性能をもっており︑わが國もウラン濃縮技術保商圏への力強い第〜歩を踏み冒したといえる︒

万円以下にしなければならず︑こ

は遼心機五十数台でカスケードを

一己

今後問題になるのは還心機の製

C2カスケード︵二瀬四十七台で 2の ア三億になり︑C2の一・ 法によるウラン法器パイロットプ
五％艘縮が8孚2では三・五％へ ラントの建設を進め︑用地灘成瀬

れには︑設計を改馨し製逓を暑寒

今回公開された高性能機B筆2 組んでおり︑各逮心機を認む円簡

と濃縮膜が億化︒これにより︑墨

蜘をほぼ終了しだ︒パイ鼎ットプ

二多

構成︑五十黛完成︶と周じく約三

水炉用の濃縮ウラン轡料を麟産技

ラント︵能力五十顕SWU︶は︑ 化縣用化して大醗生籠できるよう

な悪澄をもつ︒

濃縮道術保糧国の一騒として原子

つき改滋の件

第蕊号謡案

で第二十七姦通常総金を開きま

昭和五十二隼度

す︒岡田の総会に付議する議案

第一警議案

は次の通り︒

った還心分離機の製造技術を保黙

十五愁︑胴畏はC2の二絡の約頁 はアルメロの二〜三等の性能をも

ウラ ン濃縮︑国際レベルへ
天然に約0・七％の圃盆でしか存在しないウラン獅を発電謂軽水炉の燃料として使える三・五％に
七十穆︒また周速︵圓口速慶︶は

齢一

い︒懸鑑のためにはメ⁝カーの設

圏︵BT2︶が︑士二日︑茨城県・東海村の同義業醐璽海聖業所で美麗瓢に公闘された︒BT2は︑岡
Cーカスケード︵穏八十台︑幽十 している偏と説明しており︑わが

まで扇めるウラン濃縮にわが圏で初めて成功した動燃事業圃の醐性能遼心分離機のカスヶ⁝ド試験装
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けは知っておきたい一放射線取扱生侵奮鼠験突破へ原子力船「むつ」の運転経験
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取扱主脳者試験を受験される方々のために，「これだ
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s灘灘炉

日耕礪醐発礫醐小山内正夫

「むつ」の遣蔽改修と安全1溢総点検舶罵炉の型式

躰馴力二巴二二倉本晶庭認

恥・齎安藤良夫

尉力開合「範白山磁扱いの安全性

胸腺子力船開発の現朕と展整

肝力船の国際的安全二二脇響二三水野

匿璽］原子力船開発の現状と展望

｝一

な体制を確立しなければならな

φ二 玉

盤の鍵を引渡し︑罠鷲県知蛮は佐

立雛人を羅き︑その入たちの意見
を聞いて行いたい﹂と方針を明ら

﹁むつ﹂膨理識難題は再び流撮

かにした︒

知溺らによる長崎県鰯網や被爆蕎

盤連象憂︶は︑卜五日午後開いた
会倉で久傑知灘から核封灘修理の

再調講ずる三麗僚

縢醐鞭騨醗無熱麟撫黙劇

轍i縷趣二1紺漁＼論∴ゆ

蹴

三期に分けて建設︒第一期は還心

二一二 多 玉

齢しないで総点検・改編を行う②
曝航に兜立ち︑長騰凝知燃に原子

術庁突撃は︑①勝力容器上藍を撤

蕊田︑蘭楊宮邸に久保山崎鎌知灘

モ⁝ドスイッチの鍵と制御樺駆動

炉逓紙のため設けられている運転

能谷科学技徳庁長宮︑徳永運輸

と辻佐世一瀞長を招き︑﹁むつ﹂

大鯛︑安儲賞厨畏窟の三閣僚は寸

原ず炉癒力答協の胸髄を外さずに
総点検︒改修ずる

世保での総点検・改修期難中︑こ

核封印方式

で門むつ扁修業港を受け入れるよ

れを籍理・保管する一との描腿を

は雌冗にもちかえって努力する睡

講ずることを晦入れ︑知熱︑帯長

う再重詰した︒

再三講は︑前群の溝型賑に開い

表明した︒

た原子力船﹁むつ﹂関係閣僚金議
で佐世保継での総点検・改膨は先

圃体など地元反対団体の説得が焦

冤で︑熊谷長蜜は①﹁む2の膨 点となった︒捷蘭県澱連などで構

膨理港受入れ再要請復の認霧金
印方式とすることを決めたのに基

狸と佐世保蟹工の経鴬危機救済と

に久保知票から提案のあった核封

づくもの︒濁係閣僚金葉には三閣

世保入溢までに二か月ぐらいの期

は虚擬磯建はない②﹁む2の佐 実行委員禽︵委雛長・住江比三懸

想する﹁むつ扁陽比佐世撮港封鎖
僚に村田大藏大胞︑中川農林大難

開が必要なので︑スムーズにいっ

漁協ごとに癒猛をまとめ今月来に

説明と協力要訥を受けたが︑今後

本タ核サ

公議された腐性能機カスケード（BT2）

を茄えた五閣僚︑それに自民党か
ら根爪原子力船対策特別蚕鎌継委

修理描聞題に決選がつけば︑母幽

て入港は八月か九月頃になろう③

十三譲の再要講で︑鷲谷科学技

下血が鵬馨した︒
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を必要とするほか︑原子炉の

全聯関には高度の轡門的知識

すなわち判決は︑原子炉の安

とくに審琶墓準に興体性を欠くとした手

れらだ︒くい違いは安全審査のあり方︑

にみられる双方蓄え方のくい違いが︑そ

食割れ︑緊急炉心冷却装圏の償頼性等々

撃故はじめ蒸気発生器細管漏洩︑慮力腐

異にする双方がともあれ同じ土俵の上に

たことも確かだが︑より以上に︑愈見を

を理解してもらうための絶好の機会だっ

は原子力の安金問題に対する国の考え方

が国には

がない︒儀方原発訴訟

けられているが︑こうした諸国と違いわ

まな形で原子力をめぐる法廷鵬争がつづ

論箏ではことことく国の霊張の相当溢が

じていてよいというものでもない︒技術

る︒しかし︑だからといって現状に醤ん

きていないといった肇実が証明してい

射線隔轡を与えるような懸故は一件も起

葎以上の経験を持ちながら一般大衆に放

この蕩え方の妥当性は購畢も含め一千炉

施行について公告した︒

三年度の放射線取扱主任者試験の

科学捜術⁝庁は十六日︑昭和五十

は欝留郵便︵七月三Bまでの到掌

が関二丁冒二軍一弩︶へ持参また

示されたものの︑さらに二極的な各面に

月二士二︑二十四の両輪︑第二種

それによると︑第一禰該験は八

受験申込藩の講求は同管理費まで

はそれぞれ別緬に申し込むこと︒

科技庁︑放射線試験を公界

㎜種8月23︑24
内に撮影の正面半身慷で︑悪投
日︑二種は25日
態︑横四・五罪︶の講類を︑科学

場4だったといえよう︒その結果︑敗 わたる研究開発の横み璽ねが必要なこと

学︶︑索京︵青山学院大学︶︑大

試験は岡二十五臼︑仙台︵東北大

栗京都千代田区霞

技術庁原子力安全局放射線安全課

は諮を挨たない︒再処理事業︑輸送︑温

管理係︵干姻

われたが︑判決は被告・国側の勝訴︑つ

緋水の影響︑廃炉問題は﹁判断の対象

射線の膨響や固体廃棄物の簸終処分も念

外層として不問にふされたが︑五線墨放

大学︶の四試験地︵試験場所︶で

阪︵大阪市立大学︶︑裡岡︵九州

一種︑二種の両方を受験する露盤

︵縦三十三空︑横二十四讐以上の

督し出るか︑送付先を凝した封簡

受験臆説講︵様式捲定︑五手円の

ら七月三七まで︒受験希望者は①

の氏名は官報で公告する︒

たもの︶を同封すること︒禽格暫

などの書誤を実施する︒

査研究と技術開発︑技術番の鍵成

鷺理業務の受託︑核物質管理の調

発反対派で保守系無所属︑食客会

十四日投票︑即日開票の結粟︑原

象点となった豊北町の町畏選挙は

富士の放射線機器

富士ホールボディカウンタは、検鋤器としてシャドウ

さらに、富士電機ではホールボディカウンタの自動化

投入で、被検者の行動指示、測定から測定結果の

を推進しました。管理番号設定行動表示器へのカード

②混混抄本一通③写寅︵六か月以

設嗣は国の高度の政策的判断

続き的なことのほか︑経済性の面にもみ

伊方原発訴訟と

と密接に関連するものであり許可処分は

られるなど原発の安全性が各面から問

まり原子炉設圏許可処分を取り消すべ
れたとはいえ原諾側も︑法的効果に疑闇

松高裁からの文翻提出命令︵資料の公

原告側は地裁の判決を不服として︑

収入印紙をはりつけたもの︶一通

審査を徹薩︑安全確保に万全を期すとい

プリントアウトまで、完全に自動的に行えま魂

対話

望⁝霧醤霜郡男町の闘
を全面的に認めた︒また︑国による黒蝿

国の裁麗行為に属すると判断︑国の主張

原子力の安全確保
照電力伊方原子力発電所 建 設 を め

ついても①放鷹線膨響のある線墨の数十

処分が適切であったか︑技術上の象点に

を残してはいるものの五十隼七月には高

展⁝ぐ縁部地畔民が畢炉藩
許可は違法だとして国を樹手どり許司処

て石油儀存のエネルギー肇悩から馬脚す

き理由はないという三論︒わが国にとっ

開︶をひき出している︒蟹むべくは裁判

記に限り有効︶で送付すること︒

分の取り消しを求めていた伊方原発訴訟

ではない②平常運転時の被曝評懸は相当

分の一を許容被曝線蟹と定めるのは違法

た点で︑われわれはこの判決を羅とした

るには当面原子力を聴いてないといっ

乗ったという点では一面で対話のための

部で開かれた︒安全牲を醸大の

の判決公判が・四月二＋五臼・松山地裁

⑧固体廃棄物︑使罵済み燃料が安全に貯

四月三十日︑高松高裁に控訴した︒裁

一部の鵬食百円の切手をはりつけ

大きさ︑郵送料として受験申込鶴

判への翼翼な対応は轟然だが︑と岡賭

う姿勢を示し体制を固めていくことであ

富士ホrル療デイカウンタ
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ます。（実用新案

民薯第

藏や保管されるとの判断は相当④再処理

行われる︒

争点に原子力行政のあり方まで問うた原

ることを忘れてはならない︒

めこれらにこそ問題が投げかけられてい

ムニつ璽風なことは︑原子炉設躍許可

受験の繭込期間は六月十四日か

りの呼びかけに原子力批判派も翼剣な態

所以外でのこうした議論の場︑対話づく

発推進へ決してオールマイティな

の根拠の薄さ︑つまり審琶墓準に興体性

しかし︑同購に︑この判決が原子力開

い︒

を与えたものではないということも銘慰

は安全が確保でき︑緊急炉心冷却装羅の

肇業︑濫排水影響︑蒸気発生器細管など

性能も有効・原子炉旛設の諄諄︑構造︑

しなければならない︒圏そして施設者が

一管の努力が肝要である︒それは一つに を国側がどう受けとめるかである︒原峯

で自民︑民社推せん︑保守系無所

大差で破り初当選した︒投票

属︑前岡町助役の吉冨すすむ氏︵五

率は九一・五％︑確定縛票数は藤

井氏九＝一〇︑着留氏烹五四〇だ

神璽原発は山口県豊浦郡鐙北町

った︒

の神田岬爾西部にさしあたり百十

もの︒五＋八年一月着工︑一号機

万KW炉二墓建設を計画している

遅れでそれぞれ営業運転開始の予

は六午蕊年十一月︑二号機は鮎漁

定だったが︑漂発反対派町長の誕

生で計画は陪購に乗り上げた形︒

滞

原産に入会

1（Tのシンチレータを併用しているため、

レ一翼とNa

子力発躍をめぐるわが國初の法廷闘象だ
っただけにその成り行きが内外から漢目

設備は安金上間題がないとした判断は相

に︑ここで肝要なことは園が原子急設躍

されていたが︑この臼公判で柏木蟹吉裁
判長は﹁原告らの講求を棄目する﹂旨判

当などとし國側糊張の正当性を追認して
を欠くといった主張で原告側が訴訟を通

今回の訴訟は原子力という先端技術の

定麗的な枠をはめれば技術の逸歩は停慰

力は厳進月歩の先端技術なだけにそこに

ろう︒近く原子力安全委員会が新設予定

度で応える必要があるということだ︒

決を晋い渡した︒四＋八無八月の提訴以

述べている通り︑この判決を謙虚に受け

許可処分というその裁蟹行為の中で安全

回の審理が璽ねられた︒原告・住民側は
安全性について法廷という公開の場で本
は︑こんどの判決で僅属に原告適格が認

だが︑安全規制行政の一部化とあわせ︑

力

来四年八か月ぶりのことである︒
いる︒

じ執拗なまでの食い下がりをみせた薯実

違懇論︑許可処分の遷法性などを盾に論
格的な論争が繰り広げられたことに︑そ
められたことにより・これを先例に今後

との調租の上に安全性を璽勒するという

する︒得られるメリットとデメリット

翫訟では︑昨年十月の結審まで三十六
とめながら原子力の国民的命恵へさらに

陣を張り︑これに対し被答・ 国 側 は 法

各地でこの種の法廷醐争が椙次ぐであろ

県知罐相手どり反対住民20人
新潟重奏隔箭の東東霞力柏崎刈
羽原子力発電所建設に反対してい
る柏碕刈羽原発反対守る会の芳川
広一代表ら二十人は十五田︑君健

脇月十一買に行った柏蘭刈羽原

男新潟県知職を絹手どり﹁藁が

発建設予定地内の保安林指定解除
処分は森林法に違反したもの﹂と
して同選定解除処分を取り消すよ

社社長藤井澄男氏へ五二︶が︑推進派

の特異性がある︒法廷の論争では原子炉

うことが予見されるからでもある︒米国

昨蕉十二月︑核防条約に墓つく

てきている︒こうした印鑑のもと

柏崎刈羽原発をめ
ぐり行政訴訟提起

律・技術の両面にわたり逐一反論︑この
の燗々構造物の安全性を中心に原告︑被

るものとなるよう期待したい︒

一二の心しい体制がそうした付託に応え

告双方主張が翼向から対立︑原子炉技術

考え方が﹁安全﹂の基盤となっているが︑

されたのは今圃が初めて︒

わが国と国際原子力機関との聞の
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や仏︑西独など海外先進諸国でもさまざ

間双方から証人多数が出廷し技術論象を

の評価が分れた︒放出放射線︑鰻大野駁

展開したが︑判決は鯖局︑原鑑適格を除
き︑ことごとく国の主彊をとり入れた︒
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核物質の分析

保障繕麗協定が発効し︑国内保障
描躍制勝が実施段階に入る一方︑

核物質管理センターはこのほど

で五十三確度には①猿子二等規制

う求めた行政訴訟を新潟地裁に趨

﹁聚は保安林指定解除処分を公益

こした︒訴状によと︑芳川氏らは
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①核物質管理に関する情報処理②

法に墓つく指定樋報機関の量定を

核物質防護に対する関心も高まっ

程︑燃料潴工エ煽とともに同一サ

核物質の分析・測定③核物質防護

核管センター盛群画

核燃料パ⁝

イト内に設置する

iを柱とする昭和五十三年度購業 受け︵昨年十二月︶核物質管理に
の申核とする欄想︒第二再処

ク

上の理由からとしているが︑原子
力施設は地域住民の生命︑身体︑財

産を破壌する危険性があり懸法第
十三条にいう個人の騨璽︑公共の
福祉にも反する駄などとしている︒

神田原発︑建
設計画暗礁に

酒田市上嵐町六−七
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京都千代田区丸の内三丁昌三番一

入体内汚染の有無の迅速な測定、核種の岡岬を行ない

微：量の放射盤物質を
迅速に演：議しま沈
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謡〇三−二一二i△二七一

シールド式鉄しゃへい体内に、大形プラスチックシンチ

体内に残留する

産

再処理の必要性論議
闘本︑第二工場計画を提出

計画をまとめた︒

年後期に保障描躍分

質管理に閲して国際鎌継力機関と

護効果の評価研究を進める④核物

五十一年から行っている核物質防

器の校正・調整業務を実施する⑭

分難所で鞭虫試料の分析︑査察機

析所が稼働の予定で︑稼働後は岡

謙る②五十＝

とになり︑構報処理業務の充実を

関する情報処理業務を受託するこ

理工堀計画の概要が公の蝿に提出

NFC難燃4作嬢部会の鞭策会倉（外務憲團際会議場）

力

原

国際的視野から薄処理生魚を討議する国際核燃料サイクル評懸︵正NFC珍︶第四作業部会が十五
日から東京・霞が関の外務雀国際会議場で五譲間の譲程で開薄した︒岡部会は十五︑十六の両日は
再処理問題のサブグル⁝プA︑十七︑十八の繭日はプルトニウム利用のサブグループBに分れてそれ
ぞれ調査したあと十九日の全体部会で今回の作業の佳上げをする︒初鰻の討議は﹁再処理は必要﹂と

立点が浮き彫りにされるには至らなかったといわれる︒

なる商業再処理工場に関する資料

ともに再処理検討の基本データと

難壁
懸顯．

する愈見が大半を占め︑※国は核拡散防止の見地から検討は慎堕を期すべきだとするにとどまり︑垣

が・蕩処理すれば所要麗は約首八

年闇約二璽一十万沸必要となる

盤北町畏選で支持物敗る

1分

の協力と国際的な偶報交換を澹め

申国霞力織田原発建設の蟹哲が

各1 1分
せん断・欝欝
ビューレノクス
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3再処理施設

る⁝⁝を墓本方針として︑核物質

2使虜，鑑み鰍科貯蔵施設

東京会命初濁の萬処理聞題サブ

十万ゾとなり︑約二〇％の負源節

これは︑わが国が計画中の第二

2750G

グループ会禽は十五か国三国際機
関の代表約六十人が墨席︑十五日

約が爾能になると苧騙して︑再処

様

3ま，500

を提出した︒

午後二時半すぎマーシャル英原子

胃処理工場について①工協の基本

5イ｝分

・その他の廃乗物雛蔵谷録

仕様︵別表︶②プロセスのフロー

UO3およびPuO2

・製品貯瀬谷韻

・分離プロセス

理の必要性を指摘︒再処理は不可

・製品

・llll処理プロセス

欠との立場をとる鐵︑仏︑英など

5T／d
・ノし格処理能力

力公社副総鐡︑九日原子力委員会

4ノム（500T 潮棊〉

・馬威プール数

滲与両議長のあいさつで始まり︑

200⑪「正

・貝】鎌谷量

シート③工場の保守︒計蟹曹理・

11

1年
・再処理目1」冷却1り」問

まず経済協力開発機栂︵OHC大半の国がこれに糠恵を表明︑こ

ユーティリティ︵水︑蒸気・勘気

最人35％U遡
初期濃灘白鯨

臨界里並・核物質防護・換気の基

など︶⑤施設のレイアウトを示し

る米國は︑NEAと王聾FC本
E的
のな考え方④銀閣に消蟹される
結論は自ら避うはずとし︑慎重に

18G日以1
・気人rllj冶却期li｝1

5
夜婿蔵谷景
・トリレベル1発

とめた再処運報告翻をもとに討議

NEAの報告は︑一一〇〇〇庫に検討を進めるべきだとの愈向を表

たもので︑ピューレックス法によ

｝均（MWD／1｝lPWR

32，GOO
35，GOO
最人Cv1WD／1）B、V

・奨鉄熔ε鹿

BWRR
PWR
BWR
PWR
対象とする使用斎み轡料

D︶の 原 子 力 機 関 ︵ N E A︶のま
れに対し核不拡散優先の立場をと

明するのにとどまった︒カナダも

狽

した︒

は慰界の原子力発躍規模は控え目

つ商業再処理工場を︑使絹済み燃

り一日当たり五ゾの処理能力をも

また同日︑わが国は奪イツと

にみても十億KW程慶に達し︑こ 来国の慎蜀論に同調した︒

わが國の商業再処理工場の基本仕様

燃＼織泌騨

鐸

C一

の時点でウランは再処理しないと

鑓

一一

（2）
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エンジニアリング枇原子力縛

師長︶幹部による代表腿が難灘綿繰 縣糊黒鎌繋朧米

ず潮懸蕎レベルの交流とし

国人工臨のウォン・オレゴ 米國原子力学鍛︵3・R・デー 放射線研究所長が数園舗中トリッヒ会畏麺コンパッション・ 異体化に努め︑ANS忙中

マは①長期的観点から原子力を含

保問題の検討に種点を躍くことに⁝問題特別委員△藷の墓本溜

業︑国民生酒に反映させる﹂のがに馨乱していたが今期から﹁エネ員金の性格は第十期の﹁原子力歪なる照込み︒

む樗来のエネルギー購給体制の根

開発機構

2

供給の谷悶

をめぐって国際的

などへの対癒についても聞題点の

ていなかったことなどから・瑠故

一方︑璽源︑エネルギ⁝問懸の

確立が必要だ﹂と捲呈している︒

国際性については門単にわが融一

國の問題として考えるべきではな

にも雪雲にわたった兇灘しをもっ

く︑地球的な視野に立って日賦的

て蕩察しなければならない﹂と掴

たった翼の国際協力を確立するた

摘︑全人類朗︑金地球的な視点に

めに一九七〇璋の国趨閣発職略決

︸二田国

〔原子力閲運生要目奮先）
（増訂所関係）n本権∫力発屯（株）・敦簑および来海発電所、東京電力（株）・幅鋤療∫力多芒竃瞬、
中国電力（抹）・島根療ゴ力発電所、九列露力〈株）・玄 毎原イ力発亀所L、円建商事（株）、 （関電興
業（株）、関曲庵力（株）・侍浜発電1励、臼立プラント（株）、東京芝 塗し気（株〉り耳負子力本部、二菱、
原∫力」業（林＞GIひ敦賀および福島建設瓢、W王｛・長浜建設：所」体シールオール（株）∴和テノキ（株）
（研究施設関係）
本腺∫力研究所㍉東海・大洗・高崎各萄チ究所、理化学研究所・人和研究班、

麟

（研究施設関係）RI放射線取扱実験室設訓コンサルタント、施設の改危・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各論廃棄物の処理、ブイルターの交換、空間線鼠率・表1面晒染》率分布内定、空調設
備運転f呆雪、管理！ヌ域内除染および譜掃、漕通区域講掃、浄水管理

屯三豊央研究所、算木アイソトープ協会、東大工学部・原チ力研究施、没、東北人：挙・金包材料研
究班、東球都奄アイソトープ研究所L、放射線好学総合研究所、電気通砧研究所

ぎ魏灘
灘

（発罐所課係）機器その他の｛り憂除ム、瓦期検査時の除染・サーベイ、核撚科装蒲・交換作業、
寒入被曝管理、朽染衣類のランドリー、冷三il取水轟のイ1蜜蜘｝、廃棄物の運搬、変電瞬・空調設備運
転保砲、施設内の補勒署楼｝並びにll〜繕業務、管理1ざ域内除染および滑掃、溢頑撚域 酎犀1｝

6

以姫勒餅の他｛羅丁丁難ぜ篇｝舘蜥・・て・ル腿鵜蟷粟

にこぎつけた③交流は非職に有頚

研究漣絡委舞会︑陳畢核研究趣絡

所在が明確にされなかった扁と長

﹁これまで澱厳体制が明確になっ

委農会︑平獅薬缶研究聯絡委当会

話︑この対応策について門単に

また︑研究騰発体制についても

などとの謹けいプレイをさらに強

図るとともに︑﹁除子力平和問題

化していくことになった︒各委

うしたトラブルから誤りを繰り返

澱任を明答にするだけでなく︑こ

特別委員鼠扁については︑原子力

員会委鷹︑覆員長は弓八醸決定の

関係を本質的に再検討する必要が

さないよう救訓を引き出す姿勢の

彫込み︒

核不拡散問題
独自に検討を
学術会議・エネ懇報告
田本学術会議︒エネルギー闘題
懇談致︵座獲・越智勇一前会長︶

では︑こうしたなかで今後どう

ある②籔源エネルギー闇題で濁際

議︑㏄九七四無の門薪麟際経済秩

議一など圏遡を中心とした普遡的

彫の確立の蜜需と行動綱領の決

な原劉の検討を急ぐことが必蟹だ

こうした誓え方は今競の関係婁

としている︒

いく予窟︒

禺会で引き続毒検討︑異体化して

◇寮務所移転千代田化工建設は

一︶に移転した︒

（原子力関連誉錐種目〕

際で︑懸盤中に申国科学轡の訪米

が予定されている︑という︒中国

一行を歓待した︒

側はANS代表醸の訪巾を報濫︑

ANS訪中圃メンバーは次のと

団長︒C・ウオン︑﹂︒鷺・デ

おり︒

⁝トリッヒ会獲︑W・R・キメル

学工学部畏︶︑0・﹂・デュテン

副金長︵襲次期金擾翻ミズウリ大

ネラル・アトミック社副社獲︑廻

プル蟹務局穫︑C︒リカード・ゼ

・エバンス・ウエスチングハウス

ーロスキ︒アライド︒ケミカル社

・ハンフォード祉副社獲︑騒︒ロ

技術部長︒

る﹂と分析し︑例えばカータ⁝大

闇題の本質的な蕎興となってい

統領の核不拡散政簾もその典型的

なケースだ︑と懸摘︒こうしだな

一方︑﹁エネルギー・資源覇発

かでわが国独自の立場で原子力エ

別委員会﹂活動のうち﹁軍租扁確

本的引引の所葎の棲講②原子力を

せ︑科学轡の社会的灘任の農覚が

ルギi資源開発問題特別婁員会﹂

禽むエネルギー闘発・利稽研究体

えていくことが閣題解決のカギと

ネルギ！と核呉認即吟の問題を考

学術金議は三年を︸単価として
湧動の墓本姿勢︒

分衝したあと︑そのうち今後の経

制のあり方の検酎︑提護⁝一な

強く要請されている︒い豪こそ科

済社鼠を制限する巖大の問題の

ては費いに委顔を交換し︑協力を

ど︒また︑両委員会の関係につい

欝欝的な濡動展開を行っており︑

は岡機構コ一十一世紀研究グルー

つとしてエネルギー問題の璽硬性

学蕎の総愈を結焦し︑科学技術の

プ﹂が政策科研︑野村総研などの

を強調︑競状の求ま推移すれば

今圏は第ナ一期の璽田上のスター

シンクタンク︑内外の心門蒙な

原子力開発に全力を

どの協力を得て︑三矩計爾で︑現

﹁やがて慢性的な不安の購代を迎

描移を深く澗察して︑科学の向上

代の配本が薩諏する錯綜した闇題

トをきる総会︒その新計画につい

群の実態を総禽的に分析︑今後の

このあと報告は﹁現κ世界が石

を間るため難関かつ先兇性のある

可能性が大きい②このため一九八

田本の進路を明らかにしたもの︒

癩の慢繕物不廻の時代に入ろうと

ては昨無毒︑新会麗が選出された

総舎研究開発機構︵向坂正男理

○襟代後半に予想される不安定な

報告は︑まず﹁現状扁について

している時︑田本だけが難欝な外

ことが第ごという蕩え方︒﹁よ

なろう︑と強調している︒

と独賦性︑先見性の藤璽②人闇の
黙思︶は十厨︑﹁二十一世紀への

世界は一九七〇無代に入り通磯体

結婚鎖を蕾搬に大羅の石濾輸入を

世紀の課題で報告

会﹂︵細螺擬・伏兇康治会擾︶を

韓厳と科学蕎の社会的轟務③国際
課題偏と題する報欝醤をとりまと

駄擦が起こる可能性がある③エネ

制の動揺︑爾北対立の激化︑石湘

続けることはそれ霞体國際的な鳳

総合研究−

皿山・約一二か月にわたって岡婁墨

的視野の箆視⁝⁝などを中心とす
め︑エネルギー問題について﹁今

ルギー不磨謄代に向けて︑園民の

手づ

指摘したあと①科学の翻造的発展

焼を中心に今期の酒動方針︑纒緻
る濤動要綱を提案︑了承された︒
後国際祉会の綴大のテーマ﹂と指

儒頼を餉提に原子力への依存を醐

危機箸を薩接の契機として

方策をうちたてねばならない﹂と

改革案の策定が行われていた︒
それによると︑﹁人文︑社会︑自
摘︑①石槌の可想出画題︑新規野

めていくことが調製⁝一などと提

あと︑今年一月開かれた第七ナ鰹

総金では︑まず伏兇会長が︑こ
然科学を包括する結綴としての総
世紀以

回総会で﹁第十一期活動計醐婁員

の濤動婁転炉が策定した臨本計錘
田の発夢野などから二十

うした石縮輸入は三塁三塁への三

擦をよぶだろう篇と分析︑結局こ

えよう﹂と驚傷しているQ

案について﹁今B︑科学技術の懲 合性と騨門家の醸賞のもとに独立

認り

の時圏に入りつつある︑と
護した︒﹁二十一世盛への課題し

的審議機醐として科学を行政︑産

前に石浦増産の竃馬点に到達する

速な遜展は多くの歪みを蛋じさ

後障欝を藁りこえていくカギとな

筆増大を沼き︑わが隅を隠⁝際的に

した至要な岐路にさしかかってい

ろう﹂という︒

孤立させる︑と蟹讃している︒非

ることをこの一気はあらためて日

麗癌麟赤字は野鼠的に調帳産舶躍

※圏の核不拡敬政が薩擬影響を

の判断を仰いでいくことが会意形

り一匹安余を確保していくととも

本に再認識させた︒立地闇闇︑放

与えて表薩化したのが漂子力協定

撰されなければならないという悪

への工業製贔輸出による理字で補

に︑対話を進め︑そのうえで国璽

■＝＝＝＝ニ＝＝コ需＝＝q＝＝一＝髄＝＝＝一コ＝＝＝＝＝＝＝騨＝驚二階＝冊一噂＝＝＝＝一＝＝＝二﹁二＝＝＝七戸＝＝＝鱒＝謄＝謄＝﹁＝月一＝＝＝曹榊＝聯二＝＝＝＝一扁＝＝＝＝鴛＝＝一＝鼎二＝＝＝＝一＝口＝＝＝一＝膚＝＝冊一騨＝縣＝日葡一冊＝騨＝＝冊二冊一一＝営＝巴＝階＝＝淵冊轍＝＝二＝＝＝

に聞くL

激動する内外傭勢にどう対応するか

松井明氏

鮒性廃二物処分問題など国内問題

成の前提となろう一という︒

現状だ︒こうしたなかで曉在の対

改定問題︒カナダにつづいてオー

今後の原子力開発のカギを握る

がこれに捲縣をかける︒では︑こ

誌めの段階︒わが圏の原子力關

すべきかについて報鋸は︑臨際協

的対応を凝る③膚窯政策の確立が

を報儀①核不拡散と漂子力利爾の

は十六巳の総会で︑﹁とりまとめ一

発も新たなスタートへ向け離陵態

力を進めるとともに雀エネルギ

不可欠11などの考え方を明らか

由︒

循環におち入る︑というのがの理

勢に︒

ー︑原子力開発を簸大隈すすめる

にした︒岡懇談会は一九七七薙四

カギを握る原子力安全委法案も叢

こうしたなかで﹁信頼圓復監の

国際核燃料サイクル評価︵INF応のいかんは今後の原子力麗発に

ウラン

は続

ストラリア︑来国と

という初めての洗礼も受け

﹁やはり地霧な外交努力を璽ね

た︒

禁輸

く︒カナダとの交渉では

試練
うしたなかで今後整合的な原子力

り︒しかし︑どう核拡散を防止し

合意形成へ全カーーノ
地道なつみ重ね ふ ま え し

﹁鍛初が大購︒謙虚な姿勢で舎

ことがカギとなろう︑と播摘◎と

ること﹂が前提︒﹁また︑米国か

恵形成へ全力態勢で臨みたい﹂と

らの濃縮ウランの購入についても

懇談会として設麗後︑朝永振一郎

月の第七士薗総総で金長の私的

開発を進めていくためにはいまか

上に腱際的対応が必要となってい

力強く藷る︒

︵7︒Y︶ くに︑原子力開発の場合︑石佃以
積極的に検討を﹂とも︒

一方・国内的に巖大のカギを握

らどう対応していく必要があるの
か︒

ら会属以外の轡門象の協力も得て

る現状から王NECEの協議照験
東教大名爵教授︑廟坊瞳藁大総長
を反映させつつ再処理に関する窃

今後のエネルギー間題への対応方

昭和六無想蕉粥大

卒後外務省入り︑外務大距留麗

霊的な技術の確立を急ぐことが必

松井幾略歴
周へ︒初めて司法的見地からゴー

長︑内閣総理大臣秘欝官などを経

る立地問題も伊方判淡を契機に薪
な時期にさしかかっているのは甥

・サインが出されたとはいえ︑今

﹁確かに国際的︑国内的に困難

実◎しかし︑一朝一夕に聞題は解

針のあり方などについて検討を行

別田一丁臨四番二十八轡

要︑とし︑核燃料サイクルの確立

それによると︑まず環在の原子

ていたもの︒
を畢めるためにもFBR︑ATっR

力開発問題について﹁国際的にみ

て︑昭秘三十二庫特命金概大漁︒

門それが濁濃的なエネルギ

の開発を磧極化することが肝要と

昭和四十六葎原子力委員︑五十二

指摘◎

際ビル内︵思議四五六一＝＝

後のなりゆきなど残された課題も

奪原子力文化振興財麟理騨長に

た場愈︑来旨が帆翔の技術的優位

多い︒

就任〇五十三無四月︑勲︸筈銀

を確保しようとする政策が今爲の

決できない︒やはり一歩一歩のつ

﹁この判決は一つの出発点︒謙

ー不安の谷間をうめることにな

み猛ねが璽要扁︒果実︑カーター

励に受けとめ︑さらに愈態形成へ

ろう︺と結論づけている︒

四月二十四短骨で稟票本社を魑区

がら頭海軍処理工場もホット試験

旋風が吹き荒れるなか条件付きな

勲︒

についても工まず︑対語を瀧める

の努力が必要﹂︒今後の反対運動

うした地遵な努力のつみ璽ねが今

7

7
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CE︶がスタートして約一編あま 大きな影響を与えかねない︒そう

ながら原子力平租利周を進めてい
くかについては各国で錯綜した議
論が展開されながら︑いまだ明確
な脱出口が兇餓されていないのが

墜D
貯︑．

山稼を祝うこの春の天璽麗生日、
勲一等を叙勲された松井氏

入り︑婁短篇処理も調印へ︒﹁こ

Q

「
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子
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サインを出した︒英核燃料公社︵BNFL︶は早急に使

まれる使用済み燃糾の再処理は計

九七一年都市・地方計画法﹂に基

八十六︑反対五十六︒その後二

審議にかけられた︒結果は蟹発達

ト皿の運転に大きな期待がかけら

安全で環境に調和した原子力発電所

発効︶に璽ついて四月唱酬実旛さ

運転間近い米の
核融合実験炉

れている︒

ム

れた対ユーラトムウラン禁輸描置
後初めてのもの︒この中断はユー

ダ

ダブレソト皿

成したが︑その後電気系統にトラ

得られる水巽を燃料とするため無

一それは東芝のモットーです

ラトムにも麺報されたが︑ウラン

︵運転冒標値翻粒子

世界簸大の核融舎実験装圏
ブレット澱

乗︑湿度灘千万度︶が今年六月由木

密度×閉じ込め隠間を十の十四

の外交上の圧力と解している︒

供給協定の改訂交渉を求める素食

この改訂は核拡散防止法の線に

ている︒フランスがこのように強

ブルが発生したもの︒

ソン亀気協会︵鷺EI︶︑躍力研

ルギー省の研究項目とし︑ジェネ

になり︑目前にせまったダブレッ

限のエネルギーが供給できること

干100東京都港区三田三ぎ自13番12号TEL東京（03）454−7111（大代）

するという点については※国と岡
じ考えである︒しかし︑核兵器非

ランダは横極的だがフランスが反

そって協定を修正するもので︑オ
を目標に︑闘下︑電気系統調整に

は拡散を防ぐ騒的にかなうもので

年二月︑初のプラズマ閉込めを達

追われている︒ダブレット皿は今

保有国の再処理を引き受けること

対︒フランスは協定の期間は三＋

い立場をとっているのは原子力士

遇じカーター政権に政策の変更を

ある偏との考えを公式に表明︒英

国としてはむしろ︑INFCE年
をで改訂に応ずる麗由がないとし
求めるとの姿勢を強めていくもの
躍所と研究所用の濃縮ウランはス

究所︵EPR王︶の協力を褥て一

ダブレット皿の概念設計はエジ

とみられている︒

いるから︒原子力発選所用濃縮ウ

トックで十分カバーできるとみて

ラル・アトミック社に実験・研究

今回の報告馨は︑カーター大統

協力である一⁝というもの︒

陣描躍︑物理的防護であり︑国際

効なのは技術の凍締ではなく︑保

孤立化を進める︒核拡散防止に有

は海外に効果のないものであり︑

する︒※国の繕二塁開発凍結政策

め︑出来れば英国との協力も検討

はーー米国は鐵斌と協同研究を進

が依頼されているかたちQ水から

ランはさらに一九七九一八Q奪か 九七ご年に始まり︑現在ではエネ
らユーロディフとウレンコの両工

ついては燭襲用のピエールラット

場で供給できる︒高濃縮ウランに

報告轡はロックフェラー財國から

力漏と題する報籍欝を発表した︒

国がこの趣旨で下りるかどうか1 田︑﹁高遠増殖炉に関する国際協

委託された民聞の国際エネルギー

注圏されている︒

マイター報告と対立

要である﹂としている︒主な内容

枯蘭の保証とし︑鰻殖炉開発は必

の︒それによると︑﹁将来の資源

協会︵ΣEA﹂︶がまとめたも

資源枯渇に備
え増殖炉必要
ロックフェラー財団が鞘管轡

ロックフェラ⁝財齪は五月十

幽原子力継継鎌継一難（原子炉、核燃料、タービン、発蹴機

惣対80の圧倒的支持
海外と再処理受託契約へ
ゴー

英議禽下院は五月十五B︑ウィンズケール再処理工場拡張に関する二回自の採決を行い︑二否二十
四対八十の圧倒的多数により工場拡張に
用済み燃料鯨蔵プール建設に魑塾したいとしている︒再処理工場の建設は早くとも一九八一年ころに

とっていだが︑これにより正式な受託契約が近々︑顕本︑スイス︑オランダなどの諸国と結ばれること

酉臼に及んだウィンズケール再

パーカー判票の公聴会報告が議会

画通り実施すべきである﹂とする

工場で供給できるともいってい
る︒しかしユートラムでは妥協の

動きもでており︑EC︵欧州共闘
体︶委員会では﹁再交渉の康則に

は翔意するが︑基本的には夏NF
CE︵国際核燃料サイクル評価︶

の妥協案を作成している︒フラン

作業の完了を待2といった趣雷

スがこの方式に慈ずるか一また米

スイス・インダストリー・フェア

ついては﹁CEAとしてフランスされる技術会議の内容がこのほど

原子力本部

なる模様︒拡張工嚢に間する公聴会が巨編に延びたことから海外との蒋処理受託でフランスに遅れを

処理工煽拡張に関する公聴会は昨

づく特別開発命令適用に四十名の

になりそう︒

年十一月に終了︑﹁再処理工場建
にも公表され︑今葎三月末下院の

設計画を許可し︑海外から持ち込

処理工場拡張に対し二園呂の審議

︹パリ松本駐在展着オランダ外
務省スポークスマンはこのほど︑

限り出資しなかっただろう﹂と説

ー協会から送られてきた︒それに

式 △ 社
五

浦電気株

東 ぬ
承 芝

労働党議員が反対したことから再

と投票に持ちこまれていたもの︒

爾処理工場霞体の建設着手は一
九八一隼あるいは八二奪ころ︑使
絹済み燃料再処理能力年間千二百
沙︑建設饗は六億準︑運転開始は
一九八七年の予定である︒

英国の再処理工場拡張に対し米

﹁原子力の聞題点とその選択﹂い

領の原子力政策の基本になった
は﹁CEAは二三企業と不公正な発企業CIsIの三億八千万湯

わゆるフォード︒マイタi報鑑と

される︒

新型炉や使用済

工業︑隈業︑環境汚染対策事業︑

社三五％︶︒太陽熱エネルギーの

ClS︵C露A六五％︑トムソン

海水脱塩におよんでいる︒C猛A 明している︒SOFRETゼ
EルS
でに
開鰹されるが︑それと併催

が十月三

改正案は蒼決された︒

イト周辺二十詩の住民投票付託の

の多角繋榮は一九七六蕉三億六千

の太陽エネルギー技術の字謎豊里

嘗藁品目

圏

聞

業
産

来国がペッテン原子力研究所︵ユ

仏C匠Aの年

給中断を遡坐してきたことを明ら

簾ユークレックス穐三徳会議

燃ギ料が焦点へ
SOFRETESと風力エみ
ネル

︵従業員千四百三十人︑利益千五

かにした︒来鯛は同研究所の盗難

子力発露所を建設するフラマトム

第五回原子力産業国際兜本市

︵七六隼比一七・六％増︶がある

二二がでるまで萸国政冊の決定を

・核ジャック防比籔設が不十分

み︑その売上げ高年間八鱒漏とい

子力庁︵CEA︶の多角化が進社や高速糟殖江口発のノバトム社

ーのマンジャン社への参獺につい

〃ニューフレックス㎎

べあくまで政臆三業だけに限定の

延ばすよう希嘉している﹂などの

で爾モルッカ民族などの粟っ敗り

に出曝しているが︑巖近では太陽

てはC￡Aでは﹁両企業を破麗か

競華をする愚図はもたない﹂と述

愈向を伝え︑再処理工場拡張に対

の心配があることを中断の理由と

熱エネルギーと風力エネルギー企

ら救うためで︑政膚の要講がない

は翼っ飼から対立するもので注図

し難色を示してきたからみもあ

う大生産企業に発展をみている︒

業にも進出した︒多角化部門は缶

発醸所については公示について簡

冒＝＝鼎＝＝一刷一一一コ一一柳＝幽＝二一一＝鱒潜

方針を明らかにした︒C露Aは原 蔭万湯︶︒また醗子部品企業EF

り︑来国の今後の動きが注臨され

してあげているという︒この中断

子癬報麓業︑金属機械工業︑化学

商八億泥．に

る︒英国としては以前︑オーエン

は※圏の核拡散防k法︵鑑月十日 薪任のミッシェル・ペクール擾窟

門パリ松本駐在餓︶フランス原

外相が懲再処理工場の拡散を制限

易手続きによるが︑必璽条項︑放

原子力法改正審議ではウィリー

五齎万湯︑七七隼三億九千万藩に

臼〜七闘の五朝間︑スイスのバー
二十七票で議決︶

﹁計醸﹂ないし﹁実環できる計 射性廃愚物除張保証︑解体共瀬墓

・リチャード還邦議長兼エネルギ

する︵百六票対

い︒除雪の籔用は電力会社が負担

＝ニ＝一一ρ二一鱒一漏＝ニニ＝＝一繋＝一＝一＝＝一＝＝二＝＝＝一＝＝一＝＝輔＝¶＝圏＝＝＝＝一一＝二幽＝一一禰二＝＝ニ＝一＝＝＝扁＝一＝＝＝圏二＝扁一一一一＝＝壽＝＝コ一一＝＝＝冊＝＝＝轄＝＝圏＝＝一＝＝＝篇一＝＝一＝＝＝＝冊＝層一＝騨＝＝一噂瓢コ

囲について改正を決定した︒

の閣で争点になっていた次の諸項

金については条件を満たさなけれ

薩﹂の提出を必要とする改正案と

ばならない︵八十七票対六十票で
電力業毒の費用で運邦土府が除表

達し︑CEAの対外売上げ高の四畠に震鰍できる漏としている︒

る︒

事濾の蝿寒し﹂について講演があ

﹁墨髭カーその役割とエネルギー

独︑フランス︑英国︑イランから

に始まり開会セッシ誤ンでは西

が行われる︒技術会議は十月二日

暑中は発表︑牛後はパネル討論

し︑各々四つの分科会に分け︑午

術の環境・安全問題の四つに大別

子力発奥所の還転経験︑原子力技

済み燃料再処理と廃棄物管理︑原

⁝堪殖炉および高温ガス炉︑使用

よると技術馨議は︑新型炉の概念

ー相は門石油蟹源には限界があ

遡邦政鰐の認可だけですんだが︑

一︑原子力発電藤の建設は従来

ダブレット皿

り︑新エネルギーには余り期待で
議決︶︒

饗糠罧よひ繰ぎB物

するという改正築は薔決された︒

原子力を開発してゆかなければな

きないからスイスとしては絶灼に

∴■、吻

今後は遼邦議会の滋認も必要と

〜︑サイト認司取消しの場合の

らないQゼロ成長は労働者を機牲

損害賠償については運邦裁判所が
決定する︵六十一蒙対五十八票で

では轟緬につくしスイス産業を衰

1け回に
占める比

五％を占めた︒このほかに研究開
一︑運算政府は土地収用纏を第
三者に移管できる︒

一︑原子力施設の解体のため電

退させ失業を増大させると強調し

率

する︵蕾十銀票対二十八票で議
決︶︒この改正によって電力業醤
は季続きが遅れることを心配して
いる︒

一︑遡邦政騎は一隼以内に原子

にする縣と述べ︑外国からの売電

力民票磁任国際条約批准提案と原

原子力法改正は買三十票対○で

た︒

議淡︶︒

子力撃故民事嚢錘︒傑険法蘂につ

r㌔1㌔1捧

力業蓄が出質する共通開園を設立

一︑すでに空転中または建設認

いて報溢しなければならない︵無

する︒

可を碍ている原子力発庵所につい

限民甥璽任を求める改正案は八十

議庚された︒改正は参事院の岡恵
︵ゲスゲン︑ライブシュタット両

ては一般的な認可を必要としない

導9％
書γ1業わよひ農食凝

一︑電力業者は原子力発電噺の
建設に当たってはエネルギーの節
約と石佃およびその他のエネルギ
ーに代替できることを立証しなけ
ればならない︵必要条項︶︒

原子力発電蕨を盒む︶︑サイト認

をえて樋行される︒

建設に鶏たって放射性廃棄物を

七票対四十〜票で務淡された︶︒

門パリ松本駐在鼠︼スイス遡邦

︵八声一票対十二票で否決︶とサ

一︑醗力業養は原子力発羅所の

オランタの原子力研究飯向け

料サイクル評価︵王NFC冠︶のーラトム︶商け高下縮ウランの供

国は核遍羅防止の立場から﹁核燃

u供二給停止を通報

隣擾町村と溺の住民投票付託
することを保証しなければならな

呈977｛「，し

力

原

米、ユーラトムに圧力

ーアウグスト︑ベルポワ三原子力

で躍力業者︑政府︑反対運動など

CE：Aの多角事業

場

ウィンズケール再
司をえているグラ！ベン︑カイザ

反対側との争点に決着

確実かつ長期にわたって毒除表

議会の承認必要に

議会はこのほど原子力法改正審議

313％
窺ゴ工業わよひト辞1掴

＝

幽

原子力法を改正
スイス

（4）
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新

子
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毎遍木躍ヨ発行

購饒料1年分麟金45◎0円

1蔀100円（送料共）
力

墨鴫力講社脚︑英一社と契閣議

それとぼぽ同様で①一九八二璋か

報密竈は﹁握欝﹂︑

﹁研究報

衝﹂︑﹁各政党エネルギ⁝政策に

た繕果を鏑約したもの︒

節する公開照間﹂の三部構成︒と

国政府の反応が云いのに驚いてい

確に作漿の区分けを完了した︒各

腰髄していることの表れと思う﹂

簾を拡充せよ⑧原子力塾本法改正

定を結べ②エネルギー開雛澱金対

案︑康子賊難規制法改正案の阜期

の円渦化を当れ⑤研究・技術暫を

成立を図れ④電源三法関係手続き

獲成確保せよーーなど︒．

第二部﹃研究報告隔ではエネル

ギー政策確立に向けての政党の桑

この中で資金問題については﹁膨

後の翻題などに論及している︒

め民間の資金調逮を司能にする条

へ向け公的助成の強化を園れと指

件を整備する一方︑その負担軽減

三菱商事株式会社

めの﹁原子力墓本法等一部改正法

めくくり総摺質疑を行うほか︑一二

くに第一部﹃提醤﹄では先行きエ

年にかけ二本から葵仏両国へ使用

された︒輸送契約料金として総額

︵ボンディ議長︶などと述べた︒

ノ

三三菱電機株式会社

安全婁法案大器め⁝・⁝⁝⁝

十一臼には衆院の科学技術振翼鮒

ネルギー危機到来が必肇なことを

済み燃料を輸送するための契約

本へ返還することとするが︑万一

約千三首憾円が兇穰られている︒

摘︒﹁五十年代の平均公的支出年

かもぬのではない﹂とし関係税収

闇七千〜九千憾円は決して手の届

財源の適蕉化を図ることが不司欠

﹃各政党の工秀ギー貸蔵﹄で

だとしている︒

は﹁個溺には差異もあるが基本認

処理処分全般にわたる難題をと

三：菱原子力工業株式会社

案﹂に黙しご士ハ購最終段階の締

策特別額殿会も躍力業遷代衷を謬

基本認識にとらえながら︑エネル

ー省科学撮当醐鼓琴︶酒共同議畏

の残された当面の未事嶺て分三千

G︒K・ロツスェー瑠務局長ら︑ 年または日本が要求する期間︑強

鷺MAのG︒ベス社長︑URG
のるが︑プルトニウムは最低五
とす

および再処理交渉腰の伊藤俊央蘭

返還のためのガラス固化技術開発

ルギー政策﹂
社会経済国民会議が報費懸

社会経済国民会議︵中田伊知
郎︶議擬は二十三臼︑﹁新段階の
エネルギー政策﹂と題した報告蜜
をとりまとめ︑発表しだ︒

など超党派で取

えば

政治休戦

り絹む可能性を探る必要があるな

識︑方向はほぼ一致﹂と分析︑例
の役割﹂と副題されたこの報告盤

﹁エネルギー敵策の推濫と政党

は︑同会議のエネルギー問題特別

どとしている︒

陶会議は報儘総に盛られたこれ

委属会︵稲葉秀一二委騒長︶が政党

に働きかけそれぞれの施策や活動

ら諸提謬の内容纂現化を関係機閲

との懇談象や政覚への公開庭山を

行うなどしてわが国総合エネル

に生かされよう強く呼びかけてい

ギー政策のあり方はじめエネル

く考えだ︒

嘗謹

題点について調査研究を璽ねてき

務▼

ギー開発の遊め方などをめぐる問

▲

会館で開いた﹁配本アイソトー

とパネル討論など六セッション

りあげ︑内外総門蒙からの講演

ミ菱重工業株式会社

⁝審議終盤へ⁝
⁝成否をかけ⁝

考人に招き原子力行政改蘭に伴う

ギー政策をめぐる諸譲題克膿のた

会

延畏国会は週宋から衆鰺両院と

対処方策などについて愈見を聴取

⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝・；国

も常任婁圏会︑特別委飼会がそれ

欝としてまとめている︒主な内容

めの今日講ずべき轟体的離策を提

再処理に必要な料金は約二千四

が認騒擾遣し︑﹁九月の会舎でベ

は①各政党闇でエネルギー政簾協

再処理民懲化のための﹁原子炉等

人から愈晃を聴取する︒

規潮法一部改正法察﹂に関し滲蕎

ぞれ審議を再開︑残された璽要法 する︒衆院科技特は六月﹁Bには
纂の与野党攻防に焦点を移す︒

原子力關係では謬院・科学技術

訓化のた

振興対策特別婁鵬金が原子力安全
委麗会新設と規制行政

力婁図会謬与︑電庭梅技術顯間︶

用済み燃料をBNFLに引渡し︑
百億円程鹿と蔓紫られており︑う

ース・ケ⁝スを決め︑評価作叢は

ハ⁝マン・ボンディ︵英エネルギ

BNFLは八七年から九六年にか
ち再処理柳堀建設蟄根当分につい

それ以降になろう﹂︵田窟議畏︶

主な内容︒

契約条件は仏COGEMAと
の五年まで壁臓する一1などが
え九

仏社と㎜︐・ずつ82年から搬出へ
臼本原子力発躍を含むわが国電力十祉と英国核燃料会社BNFLとの闘の使用済み燃料再処理およ
び輸送に関する契約が︑二十四貝︑締縮された︒契約は総騒ギ六頁ジの使用済み燃料再処理を英BN

託したのとあわせ都合三千二百沙の英仏両国への再処理婁託契約はすべて整った︒電力各社は八二年

っている︒同日は八二年から九〇

て日本側から雪起を行うことにな

FLに委託するためのもので︑これにより昨年九月岡じく千六百ジを仏核燃料会社COGEMAへら
委九〇年にかけ合計千六百漣の使
以降使用済み燃料をBNFL工堀に輸送︑八七奪から向こう九二聞にかけ蒋処理を行う︒

け罵処理を行う②回収ウランとプ

ご資ジに関し罐力各社が仏核燃料

﹁今夢境で作藁は大きく進展︒明 たす役翻と蟹金問題をとりあげ今

今團 の B N F L と の 契 約 は ︑ こ
た︒調印には英国儲がら仏COGルトニウムは日本への遮還を原則

わが国躍力各社は先行き遇迫が
予想される再処理購要をカバーし
ていくため︑東海再処理工場およ

の線で昨年から交渉を璽ねていた
躍副社長︑渡部無風申電常任絹談

国で貯蔵する③放劉性廃棄物も日

委託など進める一方︑九〇年代の

のがまとまり︑調印となったも

び国際再処理共岡金祉URGへの会社COGEMAと﹃共岡受託
臼﹄
本匠は電纂遮の疋親冤一副会長

操藁開始をメドに三一処理能力千

の︒仏COG冠MAとは昨年九
役月
の両代表らが立ち会った︒

大を
なものになる﹂と予想︑このた
︵BNFLに婁託︶も同時に調る
印が︑これは各国がINFCE

五算規模の国内第二工場を建設
に契約調印済み︒英B餐Fしとも

薪段階のエネ

するよう計画中だ︒しかし︑粟海
三月宋までには契約の予定だった

九月以降評価作業へ

が不成功の蒔は貯藏契約にきりか

区堀は銀鱈百七十ジをべ⁝スにし
が︑ウィンズケール再処理工場拡

劇製釜成果あげ閉会

難鎗
開催予定の次園会合にもちこされ
た︒

選︐

たとしても二千三菅踏程慶しか期

びたことから予定が二か月間閻魔

二十︸か国三国際機関の代表約
六十人が参堕して十五露から藁京

委翼会が輸送についてそれぞれ報

霧

鴎に対する見解をはじめ︑アイ

原産が刊行︑発売中
日本原子力産業会議が昨年→

獅ﾉ東京︒大孚町のサンケイ ソトープの生産・利用・廃継物

プ会議﹂の仏文纂が︑このほど

幽幽紅

ミ菱金属株式会社

蕊菱グループは永年にわたって積上げた
技術と経験をもとに、安全性、経済性の
高い原子力技術をお届けする努力を続け

躍隅監

三塁PWR燃料

φ・

優れた技術と品質を誇る

三菱原子燃料株式会社

ています。

待できず︑すでに婁託済みのUR 張工事に闘する公聴金が大圏に延
Gとの契約騒も千八鶯ゾにすぎな

同日は午後四時から栗察︒大孚

遅れた︒

の便用済み燃料門出見込み七千三
町の露気肇二連△口会役員会議塾

い︒このため︑昭和六十覧隼まで

百踏強をまかなうには︑国内第二

慧 嚢
§ 萎 難

ルに関し論文を提出した︒また︑

で︑日本翻から電力十社祉長︑英

継ぎ

BNF L 側 か ら ﹂ ︒ ヒ ル 会 擾 が 臨
かれていた工NFC鷺︵国際核燃ムのリサイクル︶は︑①墓礎デ⁝

軽水炉に加え︑技術代替としてカ

として三

工堀完成までの

タの収簗②現行の貯蔵と輸送の方

ナダが露水炉に関するプルト一一ウ

一方︑Bグループ︵プルトニウ

料サイクル評価︶第四作業部会の

法③プルトニウム・リサイクルの

ム・リサイクルについて報告を九

・難が蘭の外務省国際会議場で驕

東京会合は十九日︑ウィーンで六

べ；ス・ケースの定義について論

席︑各社個別の契約繍に調印し

月中旬開催の捜術調整委員会︵τ

告︒わが国は資万KWの軽水炉を て出す方針を明らかにした︒

も新型継換炉︵A孚R︶のリサイ
ループの作業を中心に検討が遜め

クルをリファレンス・ケースとし
られ︑Aグループ︵再処理聞題︶

作業部会終了後田窩茂文︵原子

力に多大の翼献があったとするも
の︒山ロ氏は仏からの天然ウラン

使用済み燃料再処理委託交渉団の

購入に先べんをつけ︑故田中氏は

仏 政

氏に勲章授与

山口︑故田中両

想定したプルトニウム・リサイク
再処理の必要性②各國の両処理計
画③供給保認を勘策した蟹源利用
・エネルギー供給の側面④経済︑

環境︑安全の側室⑤核不拡散と保
瞳描羅︑について検討した︒同グ

団長として契約成立に心血を注い
だ︒二十烹日︑京口氏には仏大使

二日︑山口煙則瞬

館で太単自民党無燈長らが見守る

仏政臆は幽艶

処理計煽をベース・ケースに安全

国露力役長と故田中隠治郎東京躍

がもたれた︒報文簗はこれらの

力取締役相談役の両氏に海外民聞

申︑正帯すぎブイ・ドウジェ三田

アイソトープ・放射線利用に

性︑経済性︑核拡散抵抗性などで

入に与える躍としては最高位の国

刊行された︒

突っ込んだ討議を行ったあと︑わ

発部技術課まで︒

円︒購入希塁の向きは原薩・開

B5︒判︑蹴警︒一部一万二千

内容のすべてを簗録したもの︒

関運国際機関のアイソトープ利

として内外から高く罫価されて

閲する唯一の塾舎的な国際会議

仏大使から授与︑塩田帯氏にはC

訪ね手渡した︒

子未亡人を璽東・世田谷の自宅に

家勲爵レジオン・ド・ヌール・オ

南画へのオフィシェ激授与は︑

が國が提愛した手占五ナ規模の核

ほ仏両国間における原子力国際協

フィシェ藪を授与した︒

に入ったが︑十分な検討期間が必

燃醤パーク再処理工場自画の吟味

ループでは西ドイツ提出の商業再

府

はこれまでに①熱中性子炉燃料の

岡作業部会は︑A︑B両サブグ る貯藏方法について︑欧州共同体

一致で採択して閉薙した︒

月二合に提繊したいとの悪向を明

芯者会見する両議三
CC︶に提出する申聞報告を金会 議を行った︒このうち︑フランス

目処理婆既契約の調印式（躍頭連会議窒）

熱蕎ナの再処理羅要が残される

繍
響帯
らかにし︑これに呼応してわが国

組
」鰍麟麟
難囎麗∵

9

噂灘
と西ドイツがペース︒ケースとな

︑

一一

薫灘1

OGEMAのべス社畏が戦前︑郁
いる本会議もすでに十三圃冒︑
嚢との判断から︑薫な論議は九月

Q

ことになる︒

轡．

熱酵

糠

援魯棄京5895醤
鷺麟（591）6121｛代）

策京都港饗新概璽丁自1翻3号（東竃演鰍内）

議

産纂会
子
原

本

発行所
秘3麺彰3月12口第三種郵便物灘司「

聞
新

丁

濃縮︑Pu利用重点に
国﹇際︸核撚脚料諺評価へ 反 映 〜
国際核燃料サイクル評価︵INFCE︶の作業が進み︑原子力利用の現状見露しから今後核不拡散
のための技術的︑制度的代替案検討に移行するのに対応して︑科学技術庁は十九日決めた博士二年度

原子力平租利嗣研究委託で︑核燃料サイクル確立に関する試験研究九件のうち七件までをINFC鷺
絡みのテーマに充てるなど核不拡敬の技術︑潮度の本絡検討に入った︒委託研究などの成累を年内に

位元素を混入︶︑後照射方式︑部
分除染方式の一つひとつに︑技術
的に可能かどうかを遼隔操作や保
守技術などの側面から調歪︑さら
にわが国の燃料サイクルへ口入し
た場合の痩期的な経済︑環境安全
への彰響を評極ずるもの︒

野村総合研究所は核不拡散を制
度面から検討︑プルトニウムの国
際管理に関する研究を進める︒制
慶︑運用など政策的な検討を進め

核物質の躍事転用やテロリスト

での可能性調査を急ぐことにした

きたことから︑これに沿って国内

代替塗の検討項爵が明確になって

サイクル方践については三菱金属

とされている高放射能付与燃料リ

また核物質を防護するのに有効

検討を測えることにしている︒

くマッチするかどうかについても

トニウム利用と国際蟹理とがうま

ようとするもので︑わが国のプル

るのにあたって墓礎資料を提供し

による葱取を防止するための核不

が受託して研究する︒これはスパ

も王NFCEに反映させ︑ わ が 国 と し て の 立 場 を 翼 く 方 針 ︒

拡敬技術について︑わが国は動燃
もの︒

璽業闘が混△口抽出法再処理技術の

イキング方式︵核燃料に放射控同

は︑民間に委託する原子力軍和利

研究に入っているが︑科学技術庁

を検討するなど︑すでに部分的な

所が核拡敵しにくい燃料利用体系

蒋現されたりしないかといった技

の人間に技術を

核不拡散の慰謝から①簡単に外部

学交換の各プロセスをとりあげ︑

遡心分離︑レーザー︑ノズル︑化

学研究所に委託して︑ガス拡敬︑

目二億千六百四十五万円の昭和五

ウラン薩縮については︑政策科

用研究で昭和五士二年慶には核燃

術転用の難易度②施設建設にどれ

交付を決め︑十九日発表した︒

十三年慶原子力平和利用委託髄の

研究開発を進め︑日本原子力研究

料サイクルの七件の試験研究に核

だけの経済的負担がかかるかの経

鵤研究テーマに交付

心拡敵関連テーマをとりあげ︑こ

済的実現性難易度③多国間施設に

題

件︵六億四千薫万円︶の中から選

研究協会︶一口†七十六万円③海底

土のサンプリングの適正化に翻す

原研の事業計画

を開発する︒高温ガス利園の熱化

射性廃棄物処理研究を進める︒ま

海洋投棄時の健全性試験など︑放

固化技術の開発︑廃棄物固化体の

た︑これらの試験研究の成果に基

学的水素製造璽礎研究も進める︒

レーザ⁝法とイオン交換法による

産燃料と材料の照射試験を進め︑

多目的炉大型ルー
プ着手など盛る

核燃料・炉材料については︑国

原子炉等の研究開発︑安全性の

る試験研究︵日本分析センター︶

のための環境における放調性核樋

千二膏八十一万円④被曝線鰍評価

づき安余性解析コードを開発︑軽

︵原子力安全研究協会︶二本五十 して推進する一方︑放射線利照研

研究︑核融禽の研究開発を量点と

安金監研究は︑①緊急炉心冷却

ウラン濃縮の基礎的研究を行う︒

う︒さらに︑国の原子嬢安全審査

水炉の信頼性評価手法の開発を行

の分布と挙動に関する試験研究

灘

関する試験研究︵筑波麓開会︶八

万円⑤放射線による落款の推定に

与することを基本方針とする昭和

原子力の研究開発と利用促進に寄

究や野里基礎研究の充実を図り︑

SRR︶による反応慶事故燃料破非円形断面トーラス試験装圏︵J

S解析②原子炉安全性研究炉︵N 装置︵JT160︶の製作を進め︑

CS︶作鋤試験︑加圧水型泡CC 核融合では︑臨界プラズマ試験

る沸騰水型緊急炉心冷却系︵逸C や計算解析を行う︒

系実験装躍︵ROSAl逼︶にに
よ協力するため︑関逮審項の調査

欝
鞭
職

頁六十九万円⑥照射食合の避伝学

五十三隼度の日本原子力研究所蜜

撰実験⑧燃料安全性に関して︑材

盤のための分析技術の開発を進め

業醗画がこのほどまとまった︒

料試験炉などによる照射試験︑ジ

るとともに保瞳描躍システムの調

ンター︶千二薫四十六万円⑦核不

核融合研究から放射線利用まで

ルコニウムー水反応研究試験︑実

査検討を行う︒また︑東海地区︑

的安全性の研究︵食品薬品安全セ

拡散の観点からのウラン濃縮技術

広鑓多岐にわたる蟹業内容のうち

用燃料の照射後試験の準備一を進

ムなど施設・設備を整備・懸備体

大洗地区について出入管理システ

学食描麗に関しては︑核物質計

の調査研究︵政策科学研究所︶六

酷なものを拾うと︑およそ次の通

める︒

ベル廃棄物固化体の安金評価試

ルギー開発閣題︑利用研究体制の

＝＝一＝論一牌酔＝一一＝

の耐衝突梅造の評価に関する試験

するため平和問題萎爵長の木原氏

検討など︒雨委員会の関係を強化

か︑複ムロ吸着剤の効率向上︑吸着

会﹂︑﹁エネルギー・籔源開発特

は︑第十期の﹁原子力特別委員

在のところ工学︑吸塵剤資源など

ウムの効率的園収に焦点をあてて

の際生じる

反映させるのがねらい︒核兵器問

の恵義を新しい諸勢下で根本的に

究と利用について平和利用三原則

業ケ︒

T14︶の省議を進める︒

薫四十八万円⑧高放射能付与燃料

り︒

L︶の製作に魑手︒実鹸炉システ

構造機器試験ル⁝プ︵HENDEまた環境安全性研究では︑低レ

多目的高岡ガス炉に関して大型

リサイクル方式に関する研究︵三

サイクルにおける核不拡散上の評

菱金属︶九蕾六十︸万円⑥核燃料

価基準に関する研究︵核物質管理

験・中・高レベル放射性廃棄物の

研究︵日本造船研究協会︶九筥十

デルプラントを経て︑昭和六十奪

剤の多望三帰性について硬究を強

別委員会扁は第十期の﹁資源エネ

残された問題も多い︒千沙クラス

一方︑ウラン回収企業化のため

いく︒

エ・末

ンについてみると現在の罠本の生

取に入れる計画︒

円をつき込み五十八駕から実験採

昭和五十五庫から堀留︑約十五黒

に導念ずる︒

国︻粉

制の強化を図る︒

ムの総合設計と安全性解析コード

センタ；︶五蕾九十五万円⑩トリ

︵住友原子力工業︶五百八十二万 ⑮醜両に横載された核燃料輸送容

七万円⑳加速器の医学利用に関す

一一＝聯二一卿一一騨＝一一一一朧一一諜＝輔一一聞＝＝＝＝二麗二

器の衝撃特性評価に駕する試験研

ネルギー資源委の幹畢中口篤之助

がエネルギー資源委の委員を︑エ

一二＝＝＝一算＝一輪一＝二騨一＝一欝＝幽＝一脚＝冒輔一一幽二甲一＝＝一凹一

究︵三菱金属︶八百九万円⑯紹贈

る調査研究︵陽月医学放射線学

二曹＝一一二＝隔＝一鱒＝

テムに関する調査研究︵日本エネ

要素核燃料の国際的安定供給シス

唖パルスマグネットに関する試験

ウム利用技術の評価に関する研究

ルギー経済研究所︶三編七万円⑫

ンによる短寿命ラジオアイソトー

会︶千六百万円⑫小型サノクロト

原研副主任研究員が平和問題委の

万円⑰レーザー核融合帯燃料ター

研究︵幽思芝浦電気︶千蕊百四十

メンバーを︑それぞれ兼ねる︒

どの委員決まる
第特期学術会識

後半には年産一千ナクラスの実用

化していくほか︑核天命に不司馬

ルギー問題特別委轟会﹂に代っ

第十一期のスタートを切った臼

プラントの建設に取りかかる計

のリチウムの智慧についても︑こ

これに対し四国工試の計画はウ

になると巨大な幟造物を建設する

題の推移を祉会的技術的観点から

いる海水処理槽で︑約千ジの海水

ン資源を確齢するために逆にチタ

産贔は十匹万沙／庫程慶で︑ウラ

日立製作所嘱託

委贋

幹薯

井上久雄

杉本正雄

委員畏石谷溜斡

委爵

幹

寺沢憧儒

黒田吉益儒州大学理学部教

原産に入会

授︑木原正雄︵兼︶︒

出蘭興

の活動テ1マは原子力を念むエネ ーニー三一一一︒

一塁︑干七厳三

電話○八三九ニ

龍阪︑住所山口緊山口市癒町一番

知肇平井

授︑大輔純山口大学医学部助教

長︑繕田正典東都肩立医科大学教

締役︑上村武腫林省林業試験場場

授︑錦嚢知純住友化学工業騨務取

授︑麻生欣次郎九州大学工学部教

部教授︑歴川孝僑粟北大理学部教

教授︑経書縫夫山隠大学経済学

︵兼︶︑小野義彦葭轟経済大学

都立大人文学部教授︑奥原唯弘

授︑中鵬罵之助

事

別委員会

▽エネルギー・資源開発間題特

学幾︑申麗鯖之助︵兼︶

学邸教授︑白数美輝雄大阪歯科大

経済大学教授︑侵騎明新潟大学農

近畿大学法栄部教授︑小寺明秋田

広騒大学教膏学部教授︑奥原唯弘

委員長木原正雄

▽原子力平和問題特別委員会

両委員会メンバーは次の通り︒

プ製造法と医療応用に関する研究

研究︵野村総︸A口研究所︶七百六十

ゲットに関する試験研究︵三菱原

プルトニウムの国際管理に関する

七万円⑬核物質の計灘管理技術と

︵日本製鋼所︶千四筥八十煕万

関する研究︵アロカ︶千二万円⑲

円︒

管理センター︶千茸瓢万円⑭核燃

ためのシステム解析︵未来工学研

核融合炉研究開発の効異的推進の

食のためのトリチウム測定技術に

①放射線瞳審回復捉進物質の試

の溢能についての試験研究︵轡本

料の陸上輸送における警備用車両

本学術会議︵伏見康治会長︶は十

子刀工業︶七資三十鷲万円⑱核融

験研究︵大阪府︶二百七十六万円

ンが不足する可能性が高いのが現

八日の第七十簸回総会で原子力平

ムの有効性に関する研究︵核物質

②直線醗放尉線の生物への影響評

面穰などからチタン酸より吸魑性

状︒このため四国工商では企業化

和利用問題特別委員長に木原正雄

防護技術の併用による国内システ

二＋二題囲の内訳は放射線障害

価に関する試験研究︵原子力安全

が高く︑企業化のメドが得られ

のためのチタン資源の大騒入手性

源開発問題特別輪編畏に石谷滴幹

漿大経済学部教授︑エネルギー・資

士
ばれた︒

委託費交付の試験研究課題︑委

件︑核融禽四件︑原子力利馬技術

防止六件︑核燃料サイクル確立九

ギー庁がモデル・プラント計画を

た扁という︒

について峻討を強化する計画で︑

託先︑委託欝は次のとおり︒

の予測・評価三件で︑串講三十七

掲当︑計画が強化されてきており

とくに砂鉄中に一〇〜三〇％澄ま

科学技術庁は試験研究一

N度平和利用委託費

の問題に本腰を入れることになっ

ることから︑同試験所でもこうし

昨年度にはエネルギー庁の委託を

一方︑海水ウンン回収企業化を

盗み存取られて

た︒

ィと多騒騒管理の効購︑について

まったINFCEの作業で原子る
力かどうか︑そのフィージビリテ

た企藁化の動きに対気︑実縮化を

露接の目標において実用化計薗を

原子力平和委な

平和利用促進と核不拡散の両立を
調査︑分析して総舎評離する︒

薗接の目標においた墓礎実験研究

ン酸吸着剤を使って酉四十九︑卵咳

受けて徳山曹達と三菱金属がチタ

することによって転駕性が減らせ

図る方策としての技術的︑制度的

料となるチタンの大羅入手法の

に璽点をおいていくことになった

昨年十月から二黛聞の予定で始

海水中に微麩に含まれるウラン

どに璽点をおいていくことを決め

開発③リチウムの回収技術⁝⁝な

もの︒

門原子力平和闇題特馴委員ゐ磨

大阪大学工学部教授を選出した︒

画︒成功すればその購点でわが翻

て︑それぞれ新設されたもの︒

究所︶千々八十二万円⑳原子力船

の回収︑採取実験に取り緯んでい

た︒ウラン圓収技術については原

て研究を行っていく予定︒このほ

れるチタンの取出し可能性につい

複合吸着材開発に成功

の所要ウランの約二罰が海水ウラ

メドがついたことからとくに製囁

れまでの砺究で回収可能性にほほ

はアルカリで脱着︑さらにイオン

ランに対する選択無識性がとくに

必要があるうえ︑吸着剤として必

整理︑畏期的視野からの検討など

原子力平和問蘭萎は原畢力の研

ンで賄われる計算だ︒しかし︑現

交換︑溶媒抽出︑逆抽出︑などの

た複合吸鉱層を傍っているのがミ

高い活性炭とチタンを纒み禽わせ

の工学的な間題については年産十

からのリチ

段階を経てイエローケーキを生産

詩修のモデル・プラントの建設に

にがり

する仕組み︒この課程で巖初海水

とみられるからだ︒このうちチタ

要なチタンも三十万沙にものぼる

まで濃縮される︒ウラン回収︑精

から三五蔑卵巣のイエロ⁝ケーキ

再検討︑発展させ︑原峯力行政に

いなかったウランも千〜五千B加 て闘研究所坂出分蜜に設躍されて

中に○・○〇三9痴しか含まれて ソ︒昨年秋にはこの吸灘剤を縫っ

技﹇
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る工業技術院鴎国工業試験所はこ

理的に企業化のメドがつき︑通産

ー庁ではまず年産十詩惇程度のモ

すすめている通産省費源エネルギ
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力

原
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︑
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テル結成と遼欝のためフランス︑
爾アフリカ︑オ；ストラリア︑カ
ナダ︑英国︑カナリア諸鰯などで
会合を持ち︑ウランの髄格の取湊
め︑ウラン飯売醗を調整︒特別な
緬格︑期間︑条件を呑むプロ⁝カ
ーに対し販売することを決めてい
た︑と報告している︒

ている一九七二年〜七五年の闇に

壁の約灘O％を占め︑悶題となっ

を行っている来国のウラン生産蕎

る︒このような最大の販売︑採掘

でも飛び抜け約四八％を占めてい

ウラエウム・カナタ掃

｛ム弱ミ∫力IJ

モク舛｝

社が一九七六駕＋月︑国内外のウ
ラン生産業暫を梱手に提訴したこ
とが発端︒この提訴はウランも含

のウラン業者は擁護される必硬が

国︑カナダ︑南アフリカ︑オース

億が︶︒霊なウラン生産国は米

マーケット価格に換算し約三十四

を璽づける文遡がWH社のウラン 供給契約の解約に云い傷心れ︑こ

通じ國際ウラン・カルテルに参羽

し︑ガルフ・オイル社が子鼓社を

い﹂と公式に表明している︒しか

で開くという条件的なもの︒し

ねると︑州の要求が厳しくて審

たとえば︑州に環境審董を委

こんどの寒雨はその点を避けて

かという問題があるわけだが︑

・リーフ・エクスプロレーノヨノ＆マイニ
ノ舛1

Iq77年3月現イr、内｝㌧イノ、イタリア スウェー
デノ ll本、イ）ノか腰わってわり（消費者も含
む団捧となり）ウラノ・カルテル的実体とは縁癌
いものとなっている。
リオ・ティノト・ノノク制

チル訴訟を趨こしている︒このと

イニノク祁、欝ノノノグ。ウラノ掃、ハル

ラン︒カルテルに関する秘密文欝
を曝露︑司法雀がこの文櫨に心づ
きウラン︒カルテルが実際に行わ

なお︑来々の圏内ウラン採掘業
蓄擁護政策も一九七四無から国々
に解除︑海外薩ウランも濃縮され

り︑一九八O鎌までには全廃され

来国内の原子炉で急斜されつつあ
さらに七七卑十一月テネシー・バ

る︒

じウラン生産業考を相手どリカル

W︑暴圧水型炉四基︶建設サイト
ではカーン行政裁判所の建設許可
土止仮処分によって中断していた

工軸を十五臼間後に一部再開し

にした︒この工麟再闘に曝しては
反対運鋤は図無妨憲にでて︑機動
隊に守られてサイトに陶う岩石除
去機械を積戯する十二台のトラッ
クを襲う衝突があった︒シェルブ
ールでは反対デモ週間が絹織され

イラン︑バータ

ー貿易を希望

シをそこなうというので反対還勤

ことになったもの︒もっとも住民

が繋り︑住罠投票で紬趨をつける

ない︒

KWuと交渉中 投票は行政法上法律的効果はもた
門パリ松本駐在餓日イラン政府

1．GLOV熱〕Sに万機械的損傷などによる破撮がみられたとき、素手のままでは湾染事故の危険をノi じます。従って、予
め｛肖頼のおける薄コム乎袋を子にはめておいてからG1、OVESを装着することが撹奨されています。

傷を防ぐことがてきて長時聞の御使用に耐えます。

画種類・寸法陣

はこのほど来訪した函独のワルテ

︵クラフトベルク・ユユオン︶か

ール・シェール大統領にKWU

ら購入する原子力発電所四基のう

ち少くとも二箆については石癌で

支払いたい愈向を正式に漏堕し

イランはすでにフラマトム社に

た︒

岡種の質入れをしたが︑フランス

た︒KWUは新だにイラン面け原

はバーターに反薄の愈図を衰明し

子力発爾筋二蔓の輸繊を交渉申な

のでイランの二野はそれとからむ

ものとみられている︒KWUもフ

ラマトム社もバーター方践は石油

ので鼠間ペースの協定は難しいと

会社と取決めしなければならない

している︒そこでイラン側では政

府ベースでの石縮・原子力勲臣駈

補騰金融資計画方式を憂えてお

ている◎

り︑近く新たな提案を行たいとし

西独から重水

炉購入を検討

アルゼンチン

︻パリ松本駐在年回アルゼンチ

ャ原子力発慰二二轡機︵璽水炉︑

ンはカナダから輔入したアトーチ

六十万KW︶の建設がカナダの核

っているので薦独KWU︵クラフ

拡敵防止政策の立場から圏難にな

トベルクユユオン︶からの渇水炉

を検討している︒アルゼンチンは

原子力発欝欝︵六十芳KW︶購入

仏皿沼の山冠塵地

で住民投票

u鉱採掘権

み︒

基︵三十一万九千KW︶を輸入済

鼠DFとしては①建設許司手続 すでにKWUから原子力発電璽

ている︒

一月一日から実施されている翻然

を改めて行う方法︵この謙卑には

続きが必嚢︶②工蜜を強行して行

保護法に棊く環塊への影羅調歪孚

政裁判所で争う方法ilがある
が︑後毯を選んで参襲院にカーン
行政裁判所の仮処分取消しの上訴

は行政裁判所の仮処分にふれない

ル︒テト村︵バネレ・オリアンタ

ル県︶ではミナト！ム社がえたウ

ピレネー山脈中のイール・シュ⁝
︵建設許司ではなく

瀬埋立て許可に属する︶としてい

ラン鉱採掘羅︵二区︶については

倥民投難を行う︒同村はフランス

る︒一方カーン行政裁判所は鑑定

超大の野粟および端物産地の中

に建設する二本の堤防工鷲はいま

心︒ウラン鉱採掘は岡村のイメー

人を指侵して十臼以内に埋立て工

土木作漿だけを再開させることに

敢えず断露巖些些表と海薦埋立地

場から政府に繊処を要撮し︑取り

支部︵共産党系︶がそれぞれの立

ル村議金︑CGT建設労務番糧愈査報告するよう命じた︒

EDF︵仏霞力公社︶フラマンビ薯の進捗状況と環境への膨響を調

た︒行政学諸所の決定に対しては

月六田の灘

フラマンビル原発︵百判ず万K を行った︒EDFは再開した工製 ︻パリ松本駐在麟Mフランスの

︻パリ松本駐在鍛冒フランスの

のところ中断したま濠とすること

レー開発公歓︵τVA︶がほぼ岡

らの趨訴に窮してとられた処腰︒

れを契約違反だとする電力会社か

九月︑ウラン価格毒心から核燃料

展開していたWH社が一九七五駕 調査が進められていた︒

を圏き︑数多くの蛋産壌業や商業 ダ祉︶を通じ国際ウラン・カルテ

えられている︒

あった﹂との茂論に出ていると伝

ズ︒アップされたのは﹁独占禁止

れているが︑その間のサイト周

かも以前のヒアリングに出なか

ハ／フェルスフォ〆テイノ。コ｝ルド。マ

めた原子炉︵PWR︶飯事作戦をれ︑その影響を受けたかどうかの

ルに参窮したとの冤方を︑頭から

生塵業蕎提訴以降の識判で明るみ

盃定︒カナダ政府が以蘭述べた
トラリア︑フランス︑ニジェー

にされている︒

出動を行っている︒ウラン関係で

ル︑カボンで︑これらの国だけで

遡邦階審費の調董によると︑ウ

自薦霊義圏内の九五％のウランを

﹁米国が浸った国内ウラン採掘業

むウラン採掘会社で構成︶は一

蓄擁護政策ii海外で標賑したウ ラン協会︵ガルフ・オイル社を禽

を一手に得する大手︒カナダには

ランを国内向け原子炉に縫用する
採掘︑このうち米国はウラン採掘

ウラン・カルテル閾題がクロ⁝

ルフ︒ミネラルズ・カナダ社を子

ウランの探鉱から製錬まで行うガ

九七一薙から七五薙にかけてカル

る︒

辺聖澗の変化で︑設躍串講のさ

知れない︒さらに州による環境

一方運邦政府︵原峯力碁舗婁

織を検討して遍難し︑原芋炉に

轟合一NRC︶は︑州の浮雲紬 いに再審の必嚢性が生じるかも

きない爽状から兇て当然な改革

化で︑州の評笏なしには建設で

ことをしばらく禁止する一をと

会社として持っている︒園圃の告

健︑夢
に州をとりこんでタガをはめよ

といえるが︑そこには今の制度

審査の代行一形式醜にはNRC

しないか︑つまりNRC自身に

ついては︑あらかじめいくつか

よる環境評価と認められるかと

うという適邦政府の思惑も冤え

たとえば︑州による環境審蒼

ずみのサイトと標準設計の炉で

いう︑墓本的な疑闘も握趨され

がオーソライズするが一が写象

の公認は︑一面放射能審萱から

ど実質的な審蓋を要しないわ

設腰申請を出したとき︑ほとん

環境政同法︵NEPA︶に違茂

せ︑あとで遮邦政府がオーソラ

の州の閉め出しでもある︒原子

ている︒

の機禦設計を認豪しておく︒そ

カーター政権の公約である許
イズすること︑原子炉に標藥設

力法は放鮒能規制を島台権限と

無半短縮という簾舞も出てく

けだ︒そこから許認可期間の二

うしておけば︑醒力会社が認司

認可季続の改革法案︵政府漿︶

計を脇窯すれば形式審董だけで

の立場からは当然だが︑現に独

しているから︑法案は趨邦政府

ている︒

ー雀展官のR・シュレシンジャ すむこと︑設羅と運転の二段階

が議会に提出された︒エネルギ

運癒認可を嵐す︵一段階欄︶こ

審査をやめ︑設羅許可と同時に

もかかわるのは︑審査対象が依
然原子力発躍薪に限られ︑核燃
料や廃蘂物のサイクルには及ん
でいないことだ︒来羅では環塊
邸体はもちろん︑カリフォルニ
アなどの州も︑廃謡物の管理な
いし処分の確実な毘聾しを原子

しかし会計検査院︵GAO︶力発電所受け入れの条件と蕩え

る︒

州︑環境団体の利害絡む一
宙の放射能規鰯を布いている各

案では州段階のヒアリングは霞

州が納得するかどうか︒また法

巖後に︑法案の乾町にもっと

スを二年半︑建設期間を一鎌半

この一晃スマートな改革桑に

なっている︒

となどが︑今圃の改革の主脳に

米鉾聡可促進法

問題含む許認可の改革

ーは︑この改革で評認珂プロセ

短縮し︑原子力発贈所のリード
・タイムを現在の十一十一年か
ら六一六鐸半にしたいといって
いる︒しかし︑議会や環麗団体

からは皐くも批判の酒があ が
り︑今国会での成立はむずかし
い悔勢だ︒

許認可の改革がいわれ出した
のは漂子力委騒会時代の一九七

の利蜜が襖雑にからんでいる︒

る傾向が強い︒そこには蟹理︑

大きなポイントのひとつは州に

この数正米羅では原子力の

は政府のもくろみ遡りにはいく

もたち︑原子力悩勢も大きく変

になるという間題もある︒これ

行政改箪が続いてきたが︑こ

処分の﹁確箋な騒難し漏とは何

わったが︑法案の根本思想は変

よる敷地審葦剃慶だ︒法案で

している︒議論の蒸し返しは法

は産業界がいちばん懸念してい

んどで終止符を打てるだろう

まいという見方だ︒

わっていない︒つまり・りード

は︑州は懸子炉とは無関係にサ

定の遡邦ヒアリングでも禁じ

る点だ︒また敷地讐査は憎い時

Nごろのこと︒それから五年 は︑実は彊や鎌継団体や産業界 動的には開かれず︑佐民の要求

タイムの燈縮をねらって︑敷地

イトの環境影響や電力の将来露

ており︑審査の一段階制と椙ま

か︒

題ろうとしている︒

と原子炉の審董を切りはなすこ

嚢を審査し︑原子力サイトとし

った新資料がある懸想に悟ると 査が長引き︑かえって遷延原困

と︑敷雌は阜醤に選定して審奮

って︑法案の制限的態度に環 鱗に行われ︑認醸の萄効期間は

酌アフリカ

価格を敗蝕している﹂とするWH き米下院商号委鐘会小委員会がウ

法違反による不当に高価なウラン

リオ・アルコム興

も︑操鉱︑採掘︑製錬︑販売まで

運邦陪審麟の十八か月に及ぶ調董結集に基づいて判断されたもの︒

カ

ダ

も海外で採掘した約八千覆万尋の
は反トラスト法への抵触をおそれ

テニノノ・マイノス雑

なったもの︒岩石破鉱工場と海上

GLOVESの損

2．GLOVESの気先部分の保護のためにGLOVESのiに、更に薄コム丁袋を承ねて使用しますと、

ガルフ・オイルを告訴
ウラ ン魏参加︑ガ社は否定
米司法省は気月九日︑ウラン価格協簸のため国際ウラン・カルテルに参差したとしてガルフ・オイ
ル社の告訴に踏切った︒ジョン・シェネフィールド習法再拝補佐︵独膏禁止担嶺︶は﹁ガルフ・オイ

ウランが米国の電力会社やブロー

﹁ウラン協会には名を適ねていな

米国は圏曲生壁圏のウラン消重

カーにより︑将来購饗を兇越して

ル社は一九七二年二月から一九七四年士肩までの間︑来ウエスチングハウス︵WH︶社向けウラン

り挙げ︑むしろ米政府の政策に趣

販売を断わり︑国際ウラン︒カルテルに墓つく爾価格のウランを米国内ブローカーに売っていた﹂と

訴に対し︑ガルフ・オイル測は子

管訴理膿を説明している︒今膨の司法省の判断はウラン︒カルテル閤題についてワシントン特別区の

被衝のガ ル フ ・ オ イ ル 祉 は ペ ン
購入されている︵現在のウラン︒

ウエス々ノ・マイニノグ社

反があり︑このことからもカナダ

クイノスラノド・マイノス村

会社︵ガルフ・ミネラルズ・カナ

ヘコ・ウオルスノドネ量

シルバニア州ピッツバーグに本社

エレクトロリアイノク・ノノク掴

︵K・K︶

@下聴O15以．1

＆5

ハノコノチィ・ノタリレ・マイニノク村

ての適善を判定する︒それは州

十隼︑さらに十銀延畏町能とさ
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刷

業

行き交い

︑霧
流れ

麟毅
もより多く︑そしてより頻繁になってきてい

は単に国内にとどまらず︑国際的にも激しい︒どんな基華のもとに︑どう包み込

原子力開発の進展につれ︑放射性物質の

る︒

み︑どんな方法で送ればより安全に︑より単く鶯的が達せられるか︒輸送上段は陵︑海︑空にわた

り︑加えて核ジャックなどという物騒な話もつきまとうだけに無恥係︑無罪心では済まされない︒

今回は︑先般来国ラスベガスで開かれた第五園放射燃物質の勉装と輸送に幽する国際シンポジウム

に出席した欝木成文藁漿工業大学膿子炉工学研究所所長に帰国早々・同シンポジウムの概容︑とく

簾が提出された︒参加者も約四百

は第一位を占めた︒西独からは籔

実物試験で健

にこの分野研究の世界の現状をホットな惰報もまじえながらご執筆願った︒

．関心高く提出

約百二十視蓋︶で衝突したときに

送時の衝突薯故の際の解析がオー

キャスクの構造に関連して︑輸

たのち︑美浜原子力発電所から粟

日の浦丸の諸要目︑配備を説明し

至る使網済み燃料の輸送の実際を

海原露庵を経て東海再処理工場に

ディジタル・コミュニケーション

装鷹三チャンネル︵四MHZ︶ クリッジ研究所やバッテル・コロ

映画で示した︒非常に多くの閲心

法などが示された︒護衛車には

ンバス研究所等で行われている︒

を簗め︑フィルムの譲渡方を申し

奉ずる予定だが︑わが国の開発に

が設けられ︑移動額本部と常時連

また辛五型の緩衝体に間して非弾

モデル︒キャスクの蓋およびバル

の設計基藥﹂と題し︑わが国の現
状を紹介した︒すなわち︑三二宋
までに約三十の輸送容器が審董さ

物的に検討︑この尺紙圧力を複禽

樒造体として計算し︑安全側に評

日立造船の山下氏ほかは﹁HZ

娠できることを示した︒

題し︑同社が設計し国産としては

175丁使用済み燃料輸送容器﹂と

の軽水炉︵PWR⁝BWR︶薦使

じめて安全審萱に舎格して製造申

れ︑登録されて男用に供せられた
こと︑電力中災研究所で使用済み

総舎研究職による﹁核燃料物蟹陸

燃料輸送の安全評僑の調壷と三菱

覇田氏ほかは﹁使用済み燃料輸送

用済み燃料輸送容器を紹介した︒

灘の調査﹂が行われたこと︑昨年

上輸送に圏する実態および羅故確

和四十八・四十九年に日本機械学

容器の伝熱特性評価﹂と題し︑昭

会が塞施した戸外火災実験の測定

度から電源特会によって約百工の

大型キャスクを使用する落下衝

果︑熱ふく射による伝熱壁が総伝

の計輝憾との比較を行い︑その道

熱讃の八O〜九〇％にもなること

値と︑計輝コτド﹁TRUMP﹂
が五年問︑約六十億円の計画で実

黙︑火災︑熱除叢︑外圧︑漫澱︑

施されること︑ならびにその計

遮蔽および臨界に関して爽証誠験

ため︑バッテルパシフィックノー

する餐密が四篇提出された︒その

今回のシンポジウムの印象から

を明らかにした︒

みて︑わが国の縫繊的な研究開発

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

も役立つものとなろうQ

輸送中の安全◎

性応答解析が紹介され︑これらの

入れられるほどであったQ

絡し︑崩在が萌らかになるように

衝撃強度評価への動的非弾牲解析

ブの強鹿ならびに水密性﹂と題

寺田氏ぽかは﹁礎圧下における

練プログラム︑訓練シミュレータ

手法が適嗣されたことは︑今後の

なっている︒また輸送従薯者の訓

核物質防塞
米国では一九七五年八月に公布

の利用等が詳述された︒このほ

確保にも配慮

全性を調べることであった︒この
された連邦法によってプルトニウ

超こったキャスクの挙動とその健

実験を開始するにあたっては︑あ

か︑PPPi一とよばれる二酸化
キャスクタの碑造解析︑特に衝撃

し︑三井造船の受託研究﹁使用済

み燃料輸送容器の海中落下蒔の妥

強度評価の方向を示唆するものと

当性に関する試験研究﹂の概要を

して注臨される︒

︵発電所︑再処理工場のキャスク

米国では輸送システム構成要素

受入れ︑敗扱い施設︑トレーラな

までの外圧を加えた場合について

報告した︒すなわち︑約五百気圧

らかじめ縮尺モデルを作って一通 ムの盛輸は医療用を除いて禁止さ
プルトニウムの輸送容器について
りの実験を行い︑すでに開発され れている︒その後NRCがプルト
の核物質防護コンセプトが述べら
ている計算コードとの対比を行っ
ニウム輸送容器の技術基準を立
れ︑その設計基準が説明された︒
て準備を十分に整えていた︒実験 案︑これとあわせDOEはサンデ
．は成功裡に実施︑その結果︑ほと ィア研究所に委託してプルトニウ また輸送中の巖適経路︑騒適運行
を計算機により解析する手法とし

どー
︶の
て︑SABRESl工︑豆コ
ド標準化への動きが感じられ

ム用輸送餐器の設計︑製作試験を

注目される︒

組織的な日本︑
・海上輸送：

の研究に注目
今回わが国からは海上輸送に関

温を計測し構造体の圧壌過程を総

んどキャスクの内容物の漏漏は検

のプルトニウム輸送容器の技徳墓

今回のシンポジウムは米国DO

文

の附加条件をつけ加えようとする

し︑A・B両型は試験条件に山芋

成

たことからもうかがわれる︒

知されず︑現行規則の妥当性を十

準として提案されている︒またサ

⁝：シン ポ ジ ウ ム の 概 要 ・

った︒キャスクを樋濡したトレー 百度・三十分と規定されている

木

に関する解析結果が示されたのは

位︑ひずみ︑モデル内圧および水

分に襲づけることができた︑と報

ンディア研究所でも運用容器PA

外圧上昇に伴うモデル各部の変

註している︒さらに鉄道貨車に横

①11を発表している︒すなわち

実施してきた︒その成果はNRC
が説明されるとともに︑CORP
た︒この累塞は︑標壁化や品質保

賊したキャスクの語語実験後︑そ

提案された基準では︑従来のA

全性を実証
のまま約二時間の火災実験を今年

人に達し︑わが国からは約十人が

一月二十七頃に実施した︒この実

．論文は00篇に
今回のシンポジウムでは︑昨年

Sモデルによる憲ルート上の輸送 証に署するセッションが設けられ

の一月以来実施してきた実物キャ

：サンヂィア研の例

ィア研究所が主催したため︑同研

E︵エネルギー省︶管轄のサンデ

型︑B型輸送容器に加えてプルト

出席した︒

第五回放射性物質の包装と輸送
スクによる衝突︑火災の実証試験 験にはわが国からも專門家が立会

一

に関する国際シンポジウムが︑五
究所の発表がまた今回のシンポジ

ウムの国玉的役劃を果たしてい
ラとコンクリート壁との衝突実 が︑嵐実験では約二時聞のテスト

月七日から十二日まで︑来国ネバ

た︒設定されたセッションの主な

つた︒IAEA規則では︑摂氏八
ニウム空輸奪用のC型容器を規定

ダ州ラスベガスで開かれた︒この

ものは次の通りであった︒すなわ

に関する発表が中心的テーマであ

バカーキで第一回が開催されてか
ち八日は法規︑海上輸送︑輸送辻

遜エ藁薦蘇青

容器の標準化など課題も

評価高い髄本の研究

シンポジウムは昭和四十鑓にアル

ら三年または四年ごとに開かれて

テム︑環境評価︑十目は鉄道輸

風︑九日はリスク評価︑輸送シス

発表論文は急瑠し︑滲加者もまた
送︑構造評価︑輸送中の防護︑十

おり︑今圏 は そ の 第 五 回 目 ︒ 毎 年

轡えてきたが︑核燃料サイクルに
一日は輸送の将来展望︑輸送経験

質籔理︑熱除去︑そして十二日に

・計錘︑プルトニウムの輸送︑品

関する論議が世界的にたかまった

た諭文は約百篇に達した︒その八

今鎌は特に関心をよび︑発表され

O％は米国内から提出されたもの は放射性日照物の包装と輸送︑遮

を爽施した︒規定の三十分では何

済み燃料輸送馨用船の設計雪止と

スウエスト研究所およびDOEか画︑最後に運輸省で制定した使用
ら各一霞提出された論文ととも

して︑その耐衝突梅造︑船愈の配

は世界的にも一歩逸んでいること

〜

＼

◎カタロク及び資料連絡頂き次第お趨り致します。

@
@
蔽および臨界︑等が主題となっ

の異常もなかったが︑約二時間で

出している︒すなわち︑ヘリコプ

に︑開会葭の午後周◎室で特に

醗︑安定性︑耐座礁構造および所

＼

㈱岡部製作所翻響醗醗瑠ゴ詔

ワ

だった︒わが国からは山ハ簾が提鵬

験︑キャスクを横載したトレーラ

ターによる約二百耕高度からのプ

﹁放射性影野の海上輸送﹂と題す

が確認できたが︑輸送容器の標華

化︑輸送システムの開発︑さらに

くの課題があるように思われた︒

は独自の試験手法の提案等まだ多

今Bまでのこの分野におけるわが

ことによって一麟多くの成果を生

国の努力が︑今後さらに力を注ぐ

…＝匿C八G』L

難
た︒

とディーゼル機閲車との踏切上で

は遮蔽用の鉛の融出が認められた

ルトニウム容器の落下実験を行

硬設備の璽件を解説し︑これに四
ついて﹁臼の浦丸﹂が改造され︑

るセッションが設けられ︑まさに

すでに就航していることを述べ

スクの試験計画﹂と題し︑竈力中

ヒ

こ．一一LP

米国外から の 論 文 提 出 数 の 内 訳 で

の衝突︑ならびに鉄道賀肇のコン

程度であった︒この実験の状況は

い︑その緒集に対応できる試験条

一方︑西独もまた独自の塞を提

クリート壁への衝突などの爽験過

講演後映画でも詳細に示され︑わ

件として二藍の璽二物をプルトニ

ものである︒

病の学的は現行の王A￡A再三に が国が昨年度から開始した実物大

程がくわしく説明された︒この鎖

キャスク実証試験計画にきわめて

ジャパニーズ・セッションともよ

勾張︒当木両氏らは﹁核燃料の

た︒

ばれるにふさわしい成果を示し

ったと異口同轡に滲加者が書い︑

た︒聴衆も多く内容が非常に良か

央研究所の行った調査結漿を説明

各方面からの一聯の協力をお願

むことと確儒する︒

いしたい︒

日シア語辞典発売中

原子力科学用語辞

日本原子力産業会議は﹁露

難燃対訳

典﹂を刊行︑発売中︒A5測

上製本︑謝ページ︒一部四千

五爵円︒購入希望蓄は原産・

業務課まで︒

ユ

幅

産

力

原

則って設計されたキャスクが︑規

盤試験を薯えている︒これら両騒
の提案については︑八鑓午後︑ス

タディグル1プの会台が特に閣か

に関するシステマティックな研究

確率を︑その就航航路を仮定して

した︒すなわち︑輸送船の沈没の

求め︑またその航踏における海深

をたたえる露葉を述べた︒米国の

に発謡を求め︑わが国の海上輔送

またDOEのプローブスト氏は特海上輸送の安全評価と実物大キャ
れ︑王AEA規則の修正について
聯門象会議がもたれた︒

輸送中の核物質防護は強いてい
えば核物質のサイクルを円滑に作

てすぐれていることが示されたこ

程度︑それによる人間の顧接間接

放射性物質の麗とその環擁汚染の

を考慮に入れて輸送物からもれる

砺究よりむしろ規模・手法におい

もに︑わが国の努力が実り放酎性

に︑弱点でもある︒要論のシンポ

動させる上で鍛璽獲であるととも

ジウムでは︑核物質防護について

物質の輸送についてわが国の地位

とは誠に醤ぱしいことであるとと

特にセッションが設定された︒D

小さいことを開らかにした︒

わせ響えて︑その影響がきわめて

の被曝騒を求め︑沈欝の確率と含

﹁わが国における許認可経験︑二

まず欝木・池田両氏の論文は

OEの報告では︑輸送繭および護 が高められたものと思われる︒
衛車の興備すべき構造性能上の璽

輸送轡用船︑臼の浦凱﹂と題し︑

NTSの盛函は﹁使用済み燃料

件が説明された︒すなわち輸送は

ならびに使罵済み燃料欝欝鱒用船

SSTとよばれる欝欝で行われ︑ 審髄傭︑核燃料輸送物の塞証試験
内部温塵の調節︑特別な固縛の方

断面図

放射線廃棄物ドラム詰塞覗窓

放射線廃棄物貯蔵庫覗窓

囎翻

日本璽気硝子㈱総代理店

，互BS［D卜

留濾蕊：⊃無

○ホソトラボ
○タービン室覗き窓
○その他

藍か二三、岬

ほ。↑

＼

ξ

ど

黙

乏

＼

○グローBox遣へい用

期川棚㈱鞠酬燃構｝

氏

木
膏

○放射性二二物トラム詰窒
○放射線廃異物貯蔵庫
○放射性廃棄物運搬驚フォークリフト
○サンプリングフート

擢難，

（日本蜷気硝子製）

＼

・難畿欝欝く腰

ウム罵容器上に落下させる動的衝

轡ご鷺篇露帯ザ

有益であった︒後日フィルムを入

．灘︐懇
蝋

則中に定められた速慶以上︵毎時

艦

一塁欝識舞

んだトレーラと機醐璽の衝突婁験と㊦は火災爽験

写爽ほ米サンディア研が案施した㊤キャスクを積

働
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日立︑東芝と共同研究

︾

実現可能盤を一年間調査

のGE技術提携

BWRファミ
設リ
の概念設計が含まれる﹂と明記

動装躍︑改良炉心設計︑密閉プー

発展についての計画を検討する冒

藁芝三祉の舎悪に纂づき選定され

覚歯はさらに﹁岡チームは︑一

たもの︒

として爽現が期待されるので︑G
E社は日立︑張芝とともに︑研究

に必要となる実証試験計画の作成

の一部として︑プロジェクト実現

を行う﹂ことを盛り込んでいる︒

また︑﹁GE社は研究が終わり
次第︑蒸立︑菓芝とともに検討結
巣を粟醸に提幽する﹂こととし︑

この繕累が実際のプロジェクトに

べている︒

馬弓可能か盃かを撞噂する﹂と述

ウナギー7トンを幽荷へ

発では昨鎌四月初臨界に達し︑わ

た︒それによると︑まず動力炉開

和五±二隼度購業計画が湊まっ

プ測定解析︑炉心解析法の開発︑

るぽか︑高速炉燃料のバーンアッ

型姫炉心のセクタ⁝寅験を異施す

研の高遡臨興実験装國を旧いて原

露本電気謝測雛工業会︵欄河正

塗骨＝ハ・三％憎の落傾五千照首

五百万円から大蠣に贈署し対前隼

高は︑五十一年慶の八十六懸四千

雛メーカー十一社による薙闇売上

和利用偲進の島地から︑いぜん発

器は百偲円市鵬を形成︑原争力礪

プによる舗要予灘では︑放射線計

工業会放射線計器搾油予測グルー

また︑十七田明らかになった同

鰯気味ながらも︑禰要は鉄鋼︑化

逮応筈化などが進み︑現状では低

開発などによる低放射線融化︑高

ピュータ内蔵化や蕩繊度検出器の

射線応用測定器は︑マイクロコン

処理まで行われるようになる③放

の晶賢向上︑欝力化などの経済効

学︑製紙藁界など広範囲で︑製贔

展段階にあるlIと動鋼を分析︒
磁轡別には︑総倉機雛は︑核医学

めて百偬の大台に乗ったのに続い

分野が今後大きく傭び蜜定した鰯

万円を記録して︑昨隼受注高で初

は放射能分析関

累が見込めるため︑巾期的には贈

筥億市場

て売上蕎でも大台乗せを逮成し
た︒

要の憎大が期待される一⁝と見通

している︒

状も︑ラジオアイソトープによる

コンピュ⁝タ・トモグラフィな

嚢が期待でき︑外国製品中心の現

どソフトウエア技術を含めたトー

投澱をもとに今後の放射線計器照

綾︑政府闘定率本形成︑民間設毬

千万円︵＝エ四囲ニ％︶︑環境放射⁝

三千万円︵三五二％︶︑ラジオ

線を監視する﹁モニタ﹂三十五億

タルシステム化が進む②モニタは

係炉心の﹁口紅機器﹂三十六憾五

アイソトープを利用した﹁放射線

原子力発臥所︑研究所︑大学︑病

曝線麗摂理がシステム化され︑特

場が活発化し︑技術面では個人被

には原子力三二所を申心とする市

︵ニニ・七％︶の三品冒でほとん 院などの購婆が期待でき︑長期的

見込んでいる︒

舞定︑薙率︸四一一五％の伸びを

五十七庫度二割十四億円となると

憾円︑五十五年度管穴十七億円︑

要を亀手︑五士二年廣は百二十五

同グル⁝プは︑過表の売上窩実

応需測定器﹂二十三億八千万円

ット機器﹂﹁翻定爾放射性物質取

どが斎められ︑﹁検鵬器﹂

殊携帯モニタからデ⁝タの通開化

判断︑薮たに﹁ウシエど﹂の獲麟

﹁ユニ

・九％にとどまっている︒

扱麗貝および部品﹂は顕わせて五

誠験に取り組む謝画︒ウシエビは

ビ︑スズキ︑クルマエビなど多種

象魚種はク魏ダイ︑ヘダイ︑アワ

多様︒しかし︑その多くは収獲

明︑昭和四十九璋から軌道に乗り

率︑飼育などの点から不適当と寒

とくに申央排水方践を採用した首

獲達成に璽点をおいていく︒

試験を懇ぎ︑三詩棲／平方綴の収

の養殖とアコヤガイによる翼珠の

く︑海水にも強いテラピア︒ジリ

このほか︑薪たに経済樋値も醐

二十平方漁獲臨池では二十爵鰐／

企業化ボーダー・ラインにもう一

平方規の収獲灘を選成しており︑

慰の状況︒収獲鐡についても昨年

いては昨年七月から三百燗の飼曹

一悪闘に約七ゾ︵千五百万円︶を 獲殖試験を畢定Qアコヤガイにつ

を開始している︒

・

東京市場を中心に出荷︑﹁味もな

．放射線取扱

原巌の⁝・：

かなかのもの﹂と好諜だったとい
う︒卑均顔緬も二手円／詩箋とほ

このため岡協会では今無慶は中

ぼ普通並み︒

早めにお串込みを

主任者講座

：

・

今鋸の放動線取扱敷島者試験は

央異象方式の薫二十平方耕養殖池
を三曲増設するなどして施設を強

は十七漣︑三千百万円相当︒同協

為り奨む計瞬︒酒庫申の出荷予定

鰐／累運勢の膿標達成に鞍点的に

含格率が毎奪茶舗穆度とかなりの

れぞれ行われることが決まった︒

建議︑大阪︑福岡の四試験地でそ

二十五巳に第二種試験が︑仙台︑

八月二十三︑ニナ照日に第一橿︑

うえ︑単位面積妾たりの収穆率

会では引き続き粟京市煽への出荷

の稚魚を中心に単位収獲零三十詩

化︑今年二月に放流した五十万罷

も市場樋格も高く企業化の条件が

ってきたのがウナギの銀粉︒フラ

整っていたからだ︒

い難しいと醤うより︑ともかく

難関なのがこの試験︒だが︑難し

けてA・B・C憲豊対象別に間く

子力産業会議が六月から七月にか

この講座をーー︒それは・日本原

を定魑化するとともに︑昭租五十

粟京市場への出荷を続けているク

一方︑昭和四十九年から定期的

業化にメドをつけていく計画︒

照鑓慶頃までにシラスウナギの企

ンスから秘説な稚魚が入手笏能な

にもぐらず成乳も早いため︑飼育

平方綴の塵外丸池二面︑五十平

インとなる三十菌緒／軍方綴まで

が国の動力炉開発に薪局雨を開い
遮蔽研究︑大型炉物理研究などを

台湾麓で蹴遊離魚類︒磯凝鑑で砂

方綴の塵内池九面︑百二十二方

スウナギとウシエビの企業化試験

あとわずか︒このため今隼度計醐

た高逮炉﹁ 常 陽 ﹂ が 定 當 運 転 に 入
実施︑主要機盟︑部品関係につい

新型転換嫌開発

耕の塵内池一夜の愈計十二灘を傍

る︒

八ゾ︑三千八百万円相滋を粟東市

②クロダイ︑ヘダイなどを利用し

ではこの線を圏標にさらに養殖池

るとともに︑原型炉﹁もんじゅ一
てはナトリウム冷却系機器の耐久

要して約三十万罵の養殖を爽施︑

な検説要累となるものとみられ

場に畠督していく謝画だ︒

功しているクルマエビとあわせ十
ウナギの養殖はすでにこれまでの

つだ︒このうちとくに焦点となる

試験で二十菌管／平方摺の収獲率

岡協会が原発濁水を利幣した擬

た放射能藩横実態調儀一1などに

を増設︑強化︑すでに企業化に成

温水養魚企業化試験で

聖堂的に取り組んでいくことにな

を実旛︑さらに核燃料開発研究で

はじめたクルマエビを除いて企業

温水協

の開発としてプルトニウムコプ二

はプルトニウム・ウラン混合酸化

化路線から脱落した︒こうしたな

魚企業化試験をスタートしたのは

原子力発電所から排出される温

選シング技法の開発︑蕩速猿型炉

物燃料の照射試験︑プルトユウム

かで隠秘五十一鋸頃から浮かび上

を達成し︑企業化のボーダー︒ラ

水を利用した養魚試験に取り組ん

用燃料製造施設の設計︑プルトご

どに取り縛む︒

燃料安全性評礪試瞼施設の設計な

フォルニア州サンノゼで検討を開

でいる温水三雲開発協会は今年度

ウム汚染廃棄物貯藏魔設の建設︑

九七八年の早い鱒期に︑※国カリ

竈業計画として①フランス塵シラ

大型不燃性固体廃蘂物処理施設の

ホット試験を断続するとともに︑

を得て発建︑スウェーデンのアセ

研究では︑炉心安金性研究として

設誹などに璽点的に取組む計画︒

擬業開始準備を禦ぎ︑昭和五十三

試験︑一次系ポンプのモックアッ

雲叢黛前の晒秘四十六琿︒その対

ナトリウム過渡沸騰︑燃料破損伝

核燃料開発海外調査探鉱につ

琿慶下期から操業を開始する︒再

アトム︑ドイツのKWU︑イタリ始し︑約一年間で改薔項目の実現

播︑流出燃料の燃桝ピン束の破撰

た︑FBRの炉物理研究として原魔技法の開発など︒さらに︑安全

は改謡項屋を組み入れた原子炉施

伝播などに焦点をあて︑さらに瑠

いてアフリカ諸国︑カナダ︑アメ

自然淡水を脈無したウナギの養

﹁常陽﹂定常運転に

使用済み燃料を蒼いて

故後脳壌熱除去についての試験︑

リカ︑オーストラリアなどで探鉱

処理技術の開発については︑まず

殖は静岡県の浜犠湖などでも盛ん

再処理

冷却材禦故模擬炉内試験などを実

調壷を強化するとともに︑国内探

放轟低減化研究で︑磯液中の放射

だが︑自然水を利画した養鯉では

原型君門ふげ

鉱について藁濃地区で日吉鉱床の

性物質の放出低減化技術︑撹気中

施していく計画︒

精密試すい︑能登半島︑北上塘

冬期に水天が下がるためウナギも

アのAMN︵アンサルド・メカユ可能性の検討を完了する︒横討に
カ・ニュークリア︶といった欧州

計測器工業会が集計
冬眠︑このため食周に成饗するの

の建設準備︑新型転換炉﹁ふげ

動力炉︒ 核 燃 機 開 発 漿 業 団 の 昭

百億円市場を形成

のクリプトン除去およびヨウ素除

ん﹂の定常還転入りなどに璽点的
に取り組む総画︒一方︑懸盤の磯

放射線計器の売上高

査技術の開発を行うとともに廃棄

チームは当初︑碍立︑策芝の参加

た﹂として射策を述べている︒岡

的で︑技術改善チームを結成し

を簗約して︑BWR技術の畏期的
・る︒これらの項國はGE︑聯立︑

のBWRの通転経験と最新の技嬢ついて改善の実現司能性を研究す

と︑まず﹁GE祉は世界的規摸で ル武鰻適化格納容器などの項國に

長との間で交換された覚鐙による

役原子力開発本部畏とK︒H・ビ ⁝ の滲加も畢定しており繭内蔵
したうえで︑﹁この概念設計の成
ートンGE社副社畏兼原子力本部 ︑型溝徳凝ポンプ︑︐微調整舗御棒駆 果は︑将来︑実際のプロジェクト

一一十ニヨ︑堀一郎璽電欝務取締

をもとに原子力発雌瑛建設計画への採蕾を検討することになっている︒

炉心設計などに実現可能盗を検討して実証試験計画を作成︑策躍はこの基本構想を評簸し︑検討結果

E社は技術改謡チーム︵アドバンスト・エンジニアリング・チーム︶を結成︑約一年間の予定で改良

罐が・GE社にBWRメーカーの国際協力に墓つく技術改毯描躍を促していたのに応えたもので︑G

力との闇に︑二十一一田︑覚憲を交わした︒配醤応力腐食割れ図題や作業被懸低減化の対策を掴える粟

覚轡はこわを受けて一己はこの
米国のゼネラル・エレクトリック︵GE︶被は︑正立製作所︑粟東芝総躍気と運暫して沸騰水型軽
水炉︵BWR︶の技術改醤に本格的に取組むことになり・BWRの国内巖大のユーザ⁝である粟京詞 研究の基本的構想を高く課価し︑

励L7
査などに璽点的に取り網む︒また

門放射線取扱主任暫講習会﹂︒A
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ルマエビの昨鶴の出荷実績は照頁
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プ治験研究などに璽点をおいてい

【

原芋力政策 以 後 問 題 化 し て い る 核

燃料サイクル対策については︑政

理工鰯の本格操業入り︑ウラン濃

治決魑をまちながらも︑東海再処

縮パイロット︒プラントの建設な
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聞

白

噛
が二十一世紀にかけては︑現在の

独の幅・八億となっている︒それ

の九々︑フランスの六︒五簡︑西

け︑高い経済成長を持続すること

薔穫を背禦に大慶の石油輸入を続

ているとき︑臼本だけ麗富な外翼

な石油神話が脆くも崩れ養って約四奪あまり︒エネルギ
㎞

魁冨で安頒

斑能性が高い︒石油舗給がひつ類

は︑それ自体国際的な摩擦をよぶ

すれば価格は確実に上昇し︑石油

三億程慶にまで猶大することにな

要璽がみたされたとしても︑国土

の対産独国赤字は︑基本的には罪

輸入額はふくらんでいく︒わが国

産油国への工業製鵡輸出による黒

や水︑空気などの自然環鹿がもつ

とのバランスがくずれることにな

容麗との調和なくしては︑生態系

て︑巳本を国際的に孤立させる懸

は欧米諸国との賢動摩擦となっ

そして︑このわが国の黒字の拡大

字で補填されなければならない︒

が少ない代替エネルギーの開発が

このような恵味では︑環境汚染

る︒

必要であり︑エネルギー消蟄節約

このようにみてくると︑わが国

高めていくことは︑エネルギー源

にはこ十一世紀をまたなければな

ー供給の主流を占めるようになる

世界の石油罷給は硬繭化して石油

して同国に代りうる産油国はなく

策にはしった燭含︑限界供給暫と

とになる︒もちろん︑核融合技徳

エネルギー不安の谷間をうめるこ

太陽熱・核融禽酒代への過渡的な

要がある︒それが︑石油時代から

リ

1ノ鱒蜘鱒醐脚醐麟一

石油ショックにより

に入りつつあるといわれる︒では︑こうした障壁を乗り越えて
噛
㌔

る隣国・エネルギー環境の舗御な

卍

する問題は多分に先進社会に共通

る︒たとえわが国のエネルギー罷

副

手づま
どが存在するからだ︒

エネルギー問題

している︒それは物質的な墨かさ
ゆえの問題といえよう︒たとえば

が制御要因に
れる︒これが実現しないかぎり︑

国との閲係調整をはじめ︑緊急時

は主要先進国の一員として︑藍油

念がある︒

エネルギー消蟹埴に対する囲然環

へのいっそうの政策強化が進めら

現象の一つがエネルギー問題だ︒

境容麗からの諭約条件はますます

どへ影響し︑国全体のエネルギー

子力に紺する期待は大きい︒エネ

しかし︑省エネルギーだけで予

確保にとって極めて璽要な政策螺

らない︒したがって︑憩薩限界が

店易

東

約貿社店

特装本支

社民社

TE工」03

㌦一蜜源の舗御︑技術進歩と環境悪化︑入聞疎外の慧循環︑国際的利審対立の深刻化を背漿に世

手づまりの時代

ﾊする襖雑な問題群の実態を分析︑二十一徴紀に向け歩むべき方向を指し示した報告﹁二十一

いくにはいまからどう薄応していく必要があるのか︒今回は総合研究開発機構が今臼日本が直

⁝界は い ま ︑
一

世界は
へ

隔世紀 へ の 課 題 ﹂ か ら そ の概要を紹介する︒

りの時代
戦後わが国は︑急激な工叢化を
の社会を実現したが︑公審の発生

技術の進歩は国璽生産︑大圏憩饗

手づまりの時代

制御を高めた︒また﹁もの﹂の躍

ためにはわが国のエネルギー消蜜

今後安定的な経済圏墨を持続する

を象徴する

をもたらし︑資源・エネルギーの

かさを生んだ押堀経済は︑分配の

発などの国際協力に蟹極的に参艘

の石油相互融通や新エネルギー開

省エネルギーへの方策は︑また

ネルギー化の推進︑石油備蓄の確

し︑代替エネルギーの灘入や省エ

厳しくなろう︒

わが国が高度成畏を遍じて築きあ

率六％・二〇〇〇薙まで照％の経

げた大衆消費社会の見通しからは

醗は楢大する︒一九八五年まで年

公正さを保馴しない︒今後は人び
とが生溝の安定を得るのみでなく

％︑一五％のエネルギー節約を見

済総長を想定し︑それぞれ﹁○

国内施策をより強力に進めていか

保︑エネルギー研究開発の強化の

じまる︒国民生活での消蟄パター

消麗騒を変えることになる︒した

ルギー不安時代に向けて︑国劇の

一九七七嫌の二・九億鏑から一九 ンが変化すれば︑当然産業部門な

込んでも︑わが国の石組輸入鰍は

には五・五億ジにも達する︒この

八五年には四億沖強︑二〇〇〇鑓

がって人びとの消費行動の変化が

儒頼を離提に原子力への依存度を

低下するものの︑わが國はいぜん

想されるエネルギー危機を回避す

石油の一部を代替する上で︑原

石漣輸入蟹がわが国の﹂次エネル

となる︒

省エネルギーを実現するための鍵

なければならない︒

弱から二〇〇〇磁には六％弱へと

ギーに占める割含は現在の七五％

として石油へ依存しつつ発展しな

題だ︒

必要がある︒わが国は核拡散防止

うに︑原子力平和利屠をすすめる

いる︒核拡散防止と両立できるよ

懸を日義とする状況になってきて

るいはそれ以上に国際聞題への配

原子力開発は︑石注と同等︑あ

ることは難しい︒そのカギを握る
のが代薔エネルギ〜の開発だ︒

ければならない︒

現在でもわが国の平地画種あた
りのエネルギー消鍵密度は︑采国

る︒

年代後半にも始まろうとしてい

ることになろう︒それは一九八○
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カギ握る原子
力開発計画

新たな豊かさを求める上で︑β

悩しまない姿勢が求められる︒

開発・推濫の領域でも国際協力を
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東京都港区三田三丁営13番12号

通じて高度成長を還成した︒その
間︑海外の環境も加工貿易国とし
ての日本に幸いした︒その結果︑

大歴生産︑大量消蟹の麗かな社会

産はアメリカに次ぐものになっ

を異現し︑自由世界での国民総生

だが︑このような豊かさのなか

た︒

で人びとの満足できる社会が実現
されたかといえば︑これに対して

はできない︒大都市の過密︑公審

﹁手づまり﹂の時代では問題が議

本の条件は他國より厳しい︒それ

の慢性的不腿は避けら溢ないだろ

院にからまり︑ひとつの問題に対

の纒が均田よりもずっと狭くなっ

みえはじめた石波からこのような
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必ずしも樽定的な返魍をすること

の発生︑スタグフレーションなど
が国民に圧迫感を与えている︒一
方︑一九七〇年代に入り︑瀬震体
制の動揺︑購北対立の激化︑石油
危機の発生などにより国際環境は
不蜜定さを増している︒このよう
ななかでとくに高度成擾時代につ
ちかわれた経済効率中心の考え方
は反省を迫られている︒そして︑
戦後の高度成長を蔚握とした生活
殴酎はできなくなっている︒

さらに ︑ 国 際 社 会 で の 影 響 力 の

ような状況対旛型の政策からの転

大きくなった日本は︑これまでの

った︒このように︑わが国が現在

砲えている問題は国民生湧︑社
会︑地域︑経済︑対外関係をおお
う広範なものとなっている︒

た︒思い切った対応策の取りにく

は︑急成長を遂げたことから生じ

費原子力事業株式会社

標準母線NAIG−IBを導入することにより、経済的かつ

社

高度なシステム・フレキシビリティーを実現いたしました。
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東京電気特器株式会

当社では、これらのニーズにこたえるため、一連の放射線
測定器「Eシリーズ」を開発し、各ユニットの高性能化に加
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株式会社（飛気部三課）
東京都千代田区大手町2−2−1

ルギーのスペクトロスコピイは、今、システム化、特にコン
ピュータによるデータ処理や、システム制御という形で、自

東京都中野区本町1−31−3

えて、米国IEEE−Std488−1975規格のディジタル
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動化、大型化、そして高性能化がはかられつつあります。

力夕ログ、技術資料等は下記へ

仕様

環境管理のための放射線モニタリングや、各種放射線エネ

一ズ放射線測定器

髄A暉1 Eシ
より高度なシステム化を実現するために

白

力

原

縄みづくりに積極的に協力し︑核

非核保有国としてのわが国の藪務

無代後半になっても増産能力を保

石油危機を境にOPECによる OP鷺C諸国のうち︑一九八○のための国際的な箇理・監視の仕

だ︒

石油支配が強化された︒これによ

換を求められている︒明治以来︑

アは石油供給面での限界供給蓄と

海外から学問︑技術をとり入れる

しての役翔を集たし︑羅的にも価

組んでいかねばならない︒それは

どを想定すると︑二十一盤紀をま

F︶の協議瑠項を反映させつつ︑

際核燃料サイクル評衝︵INFC

拡散防止に役立つ技術開発にとり

たずして石油繕産の物理的隈界点

格的にも世界の石鯛供絵を安定さ

核燃料再処理についての自主的な

有するのは世界で鰻大の埋蔵墨を

に達する可能性が大きい︒そのう

せた︒そして︑今後とも同国がこ

技術の確立を急がねばならない︒

り安価な石油時代は終焉した︒し

え産油国が綴源温存政策を深める

のような役翻を渠たすことを石油

また︑核燃料サイクルの確立を早

生活の質の向上・生の充実感など

なら︑石油階産の臨界点の到来は

こうした役割を期待しつづけるこ

消護国は期待している︒しかし︑

ことを第一義としてきた臼本人は

このような仕縄みを醜い出すこ

田園皐まることになろう︒

力炉の開発も讃極的にすすめる必

めるため︑高速増殖炉など新型動

たしかに︑これまでサウジアラビ

とは容易ではない︒現代のような

入類はやがては︑高麗憩題炉︑

とができるかどうかについては︑

もつサウジアラビアだけだろう︒

処するにも減甲な調整のプロセス

いくつかの不確定要函がある︒仮

田の発見率︑石油消費蟹の伸びな

を璽し︑有効な手段にこと欠く状

太陽熱︑核融舎など枯渇しないエ

に︑サウジアラビアが石油温存政

かも︑石油の可採埋藏麗︑新規注

これら の 問 題 は 単 純 で な く ︑ あ

況となっている︒樫々の試みがす

なろう︒しかし︑それがエネルギ

ネルギー嚢源を手に入れることに

できるような仕粗みを探求するこ

る対策を講じれば︑別の問題が深

でになされているが︑確立された

の﹁目にみえない﹂狸かさも寧受

刻化する︒問題は欝に複合的で︑

ものはない︒現代は海図のない聴

い︑つまりは︑﹁手づまり﹂の結

このような時代に向かおうとし

う︒

に︑不安定な供絵の谷闇を経験す

新しいエネルギー源に移行する間
の狭さなどの地理的条件に趨因す

たさまざまな社会の不均衡︑国土

日本が 現 在 ︑ あ る い は 今 後 瞳 面

団に入ったといえる︒

プルトニウム利用についても圃

いわゆる問題群︵プロブレマティ

とが必要だ︒

ーク︶の形になっている︒しかも

代なのだ︒

と認識を改めなければならなくな

低成擾の時代となって︑政策選択

いわば世界市民としての日本人へ

21世紀への日本の課題
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国際的な臓任の自力を求められ︑

原子力開発に全力を
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