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会が開かれ瓢裂長に萄沢浅を互
選︒劇会長には一本松珠畷︑円城
等次郎︑茅誠司︑中山素平四脚が

むつの核封印
修理受入れへ
畏崎繋議会

核封印

膨理の再諮問となっ

膨理を議決しており︑一鉱ぶりの

て久保知璽は︑①墨譜興と

核付

た︒﹁むつ﹂膨理の諮問察につい

いる佐世藻璽工業の救済③

臨むつ﹂の鋸世保港膨狸を受け

印躍修理によっても安全は保証さ

きみ膨理を決めている佐世保南と

留任︑選掻した進藤武左エ門氏に

長齢藁議会が五月二十九賦︑臨欝

かわり松艸明田本原子力文化振興

聞の臼程で開会︑胃頭︑久保勘一

れる一と提興理由を説明した︒

核封

理劉︑評議農会正翻議侵︑顧問︑

短鱗が①原子炉翫力容器の上酒を

ては︑賛成の意向を承している自

の葱艶の講整②経撹熊機に陥って

相談役もそれぞれ決定をみたが︑

取り外さないで膨理する②原子炉

民︑民閣議党が曝議巌で多数を占

財國理麟畏が新任となったG常任 入れるか語かを決めるための臨晴

着干の交替︑新任を加え新後鱈は

運鋤モードスイッチの鍵と制御撫

親パーティーが盛大に挙行された

に概要︶︒ひきつづき別会場で懇

外務憲経済馬長が特別講綴︵二颪

示しつけ蔽えた︒塞全確保問題に

力もつづけていることを撮体例を

検期間の短縮化を図るよう企業努

機器の改農標準化などによって定

採郷ベース﹂としながら︑さらに

れる黛であった︒こうした成累を

史上︑輝かしい一搾として特認さ

設の試翻転等︑わが国原子力開発

ラントの麟工そして璽海蕩処理施

の進展︑ウラン纒縮パイロットプ

界︑さらには海外ウラン資源開発
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原子力事業本部

会長に有沢践を再任
いずれもほとんどが留任︒荷沢新

駆動盤の鍵を知蠣が保管する一

でこの一隼は窩速実験炉﹁常陽扁

系の畢期確立が必要で︑かかる上

膨理の諮闇寮につい

会獲は門内外澗勢へ強力な継続対

案を學く通過させてほしい︑と要

である︐

︒核封印

処を一と就任の決恵を嚢幽すると

めているため︑司決される兇込み

にふれ︑小林氏らは﹁五〇％なら

望した︒また稼働率が低調なこと

核抜き

を内容とする諮問案を提出した︒

議嚢臼程の終了後︑病気欠脇の

興議金は昨隼四月に

ともに︑とくに体制強化のため新
たに専務理壌を翻きたいと発霞︑

隼場対外経済相にかわり蓼鵬冷志

第三腎議案︑任期満了に伴う役

が︑来蜜・熊谷科学技術庁長窟は

は質疑が集中︑蜘故の隠蔽は偶頼

C冠など國際闇題への横撃対憾⑦ が承認された︒
資源開発⁝⁝の戴薫七課題を柱に

鐙の選任では会擾から指葛された

原器の新しい門出を祝うととも

感を簿れさせるなどとして対処方

新型紙換炉﹁ふげん﹂の相次ぐ臨

各櫨施策の強化充実を図る︒裳二

⑤新型勤力炉開発の僅進⑥INF森一久常鐡理嚢・壌黒鍵笈の就任

N度事業計画も承認

ヨ本益子力塵業会議は五月三十日午後︑粟京・丸の内の懸本工業倶楽部で第二十七園通常総会を開
き①昭和五三一年慶業務報告と収支決算案②昭和五十蕊無農瑠業計画と収支予雑纂の両議纂をいずれ
も原案通りに承認︑可決した︒次いで任期渦了に伴う役員選任を行ったが会長以下ほとんどが留任︑

力をめぐる社禽環境の充実︑窓霊

玉躍敬三氏ら選霧委員十九人が理

に︑安金行政へ万難を排し薄処な

有沢広巳会長のもとに薪轍勢へ向け興しいスタートを切った︒綬員人薯では松芽萌日本原子力文化振

技術の薬園化︑国綴協調のヨ点が

事︑監箏候補者を推せんし総隈に

ど所感を披羅した︒

二横は約六騰⁝千六酉万円︒

基本方針︒①原子力安全叢の新設

諮られたが︑漁場一致で賛岡︑原

翼財団理職長が副会長に薪任︑鎌一久常任理署・繁務局罠の漕務理瑠就任が庚まった︒

﹁高士炉﹃もんじゅ﹄廼設と民間

など行政体鯛の確立推進②立地政

り紹みで懸垂を述べるとともに︑

薄処理愛染実鏡のための条件麗篇

策の推進③P・A搏動の強化④ウ 婆遡り決建をみた︒ひきつづきそ

決を鍛璽要嚢業濡動の一つにとり

漂麓はこの数黛︑立地問題の解

を残したといえよう︒

は今後の妥金性論議に有力な礎石

ころ出された憐方原発訴訟の判決

懐子力エネルギーに関遡︑さき

う︒

備は今難度最大の豊満といえよ

理r場建設のための諸条件の整

型炉門もんじゅ漏建設と民闇再処

ねばならず︑この慧味から流速原

われは癩鑑して講立を世界に承さ

努力の結集が肝要だ︒飼騰に︑われ

いくためには従来にも増し国内の

さらに実粥段階にまで押しあげて

は今年腹の二大課題だ﹂と当颪の

新設と規制行政一盛化もさること

今後も緻底を期すと筈弁︑安全委

は﹁安全確保は重量の根幹扁とし

策を課した︒これに対し鞄岩氏ら

努力呂標を強調︑これらの成巣を

の場で耶田敬一郎氏を議獲に理壌

ラン凝稲など璽要技術開発の推進

﹁各界をあげて対処﹂

ながら︑璽は地域住民と対話ので

きる仕纏みをつくることが肝璽
で︑このみ向でひきつづき努力を
麗ねていきたいなどと述べた︒
◇
原子力蒸本法箸一部改駈法案を

科学技術庁畏窟は原子力安金委澱
の人蔵に關し門任甥の漿要性もあ

あげ︑とくに欝金確保︑環麗傑全

のための整備︑祉会的耀境の整難

聴につとめてきた︒しかしなんと

いっても︑その前職として︑原子

が国金で審議中だが︑これによっ

今後︑開かれた繧織としての特性

一それは東芝のモットーです一

麟

離

京芝浦電気株式会

東

土台に蟹講された薯業遂行に嶺た
りたいなど内外問題へ金力投入の
対処姿勢を明らかにした︵別稿謬

総会はこの後︑禽沢会長か議長

照︶︒

となって昭和五十二無窮着工報告

このBの総会は竿後二時すぎ開

会畏から挨拶があった︒膏沢会長

会︑まず︑議案審識に先立ち禽沢

踊隈電力界首脳が決意

義各委貴らが再処理︑安金性確傑

と収蔓論叢案︑昭和五十三薙度翻
衆院科学技術振興対策特別委員

業計画と収支予算累の濁議案をい

対策︑立地︑経懲性︑廃炉問題な

核防爾立を技術的︑糊度的に可能

どとりあげ餓力業界の考えと対処

はその中で門原子力の平租利用と

平巌外四梁罐社長︑田中精一中部

方策を求めたが︑席上︑平轡氏ら

会は五月三ナ一日午前十階開会︑

参蓄人はとくに再処理第二工場建

り学術会議に隈らずできるだけ広

ずれも原案題り承認︑可決した︒

筆力社長︑小林庄一郎閲電役罠︑

設問題に関し﹁難燃のみならず金

場建設には多額の投籔と憂期のリ

うち五十三奪度詩業計画は︑原子

丸山蟹三郎中園無力副社撰︑田申

属︑化学など各界が総力をあげ取

とする努力に対し果敢に対処して

好雄四国贈力常務︑永禽三郎九州

り粗む︑技術は東海工場で実証さ

鑑議中の参院科技特も岡田大潮め

多力社長の惣力各社代表を謬二

い範囲から懲晃を求め対処した

の質疑を続得した︒席上︑能谷

心に招いて原子力発電開発に伴う

ード・タイムが必要なこともあ

い﹂との考えを明らかにした︒
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力行政が賊民のより大きな繕頼が

二一多多二

得られるような体制と仕繕みに改

多 二亙二 二 r〜

国︑蕾︑世界のエネルギー澗勢を

しても︑この主題の帰すうがわが

世界の英知を結纂し両立を技術
的献蔑的に図りうる結論を得なけ

めの原子力安全委員会新設と安全

羨されなければならない︒このた

玉

れようし野業体制としても民営化

♂し◎亀ノ多

諸藩題を野心に︑質疑を行った︒

二μ三多多二

り民鱈化ができるよう関係改正法
ニニドー

は可能﹂と決意を表明︑再処理工
多多亙 二 多 玉
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ら舗すものとの観点に立ち︑これ

左右し原子力二業の命廼を根本か

原子力をめぐるこうした国際曲

規制行致の一貰化を懸る法復改正

べきわが圏の澱任と役翻は極めて
を受けた︒麟※交渉がひとまず決

とする喪張を異佑的方策とともに

大きい︒われわれは︑両立を可能

て行政体制は闘騒を一新し圏民の

を生かし︑地城︑関係各総懸との

これらの成累を土台に原産は︑

負託に窺えることができよう︒

環境の急激な変化の流れの中で︑

に果敢に対処していく考えだ︒

ればならない︒そのために粟たす
カーター※大幣霞は昨薙囚月︑

推進に大きな資随を来たすことな

施し︑当藏︑わが国原子力開発の

へ果敢に対処

世界的な原子力利用の拡大を繭に

両立

われわれは今後の原子力開登を漁

緊密な適携をとりつつ︑立地政策

める上での鰻璽な教訓を擬た︒そ

を一壷強化︑促進することの必要

れは︑従醗にも鳴し霞霊的な閣発

の充実につとめ︑国民の原子力発

自主技術実用化にも全力

性だ︒自主開発は単に設備容鐙の
く今後の舞台を多国間協誠INF1曇FCEの場に十分笈映させて
欧策の立場からプルトニウム利用

いかなければならない︒原子力問

磁への理解と協力を深め要請され

C￡の場に移したが︑この聞題は

題等懇談会を中心にこうした穫極

拡大のみならず︑動力炉關発とそ

を推進してきた世界の多くの国

的努力が払われているが︑原産と

た噴業を遂行していく勝存だ︒

今後の世界の筋子力開発の方向に

にわたるトータルな政策︑技術体
大きな影響を与えるものだけに︑

和浴用の両立を前捉にエネルギ⁝

政策の展開に︑これまで核防と平

世界各圏に呼びかけたが︑この新

高速炉開発を嶺面申止することを

ム利梢を凍結しそのため再処理︑

核拡散防止の立場からプルトニウ

．⁝・有沢会長あいさつ︵要旨︶⁝㌦

﹁一多 多多玉

小宮山蟹四郎︑石野久男︑瀬燗博

多

質疑に応ずる識力篠祉代

れに呼癒した核燃料サイクル全般
々︑とりわけ萬処理唇面の運開を
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引取 り 時 期 に 融 適 性
調整可能確定量方式を採用
シュレシンジャー米エネルギー省︵DOE︶畏實は二十六睡︑コ九七四駕以来停止していた濃縮
ウランサービスを再開する﹂と発表した︒米国では今年三月﹁一九七八年核拡散防止法一を施行︑こ
の中でプルトニウム利用延期要求に対する措躍として︑米国のウラン濃縮能力の確保と供給の僚障を

二本立てを改め﹁調整可能確定麗方式﹂︵AFC︶が採用されることになる︒

できるに至っていない﹂との読み

米国と契約した濃縮ウランを消化

濃縮ウランが余るこζになうろ﹂

から懲調整可能方式に変更すれば

いる︒DOEでは新規契約によ

・〆

縄繋

予定︶およびナイヤガラ・モホー

八O帯代前半二・九％︑一九九〇黛

計画が固まっている︒

三里機︵九五無運転予定︶建設の

が推麗しているハドソン地城で検

ようであるが︑吹雪による被害の
繊たニューヨークなどの地域では
原子力の推進が魯発になってきて
いる︒

隔距

雛気後選によりオーストラリア鉱

るためにもオーストラリアのウラ

ナイヤカラ・モホーク屯力封

F

〃

〃

のウラン埋蔵量を持っており︑確

三頁万ジ︶の埋蔵はある﹂と語っ

認埋蔵璽の五〜十癌︵颪五十万〜

ており︑獲州としては今後数年内

に世界で屈指の資源輸出国になり

そうな勢い︒

原発開発決定を

来年後半に延期

デンマーク

デンマ⁝ク政肩はこのほど︑同

国初の原子刀発電所建設に関する

決定を来鎌後影まで延期するとの

の両醗力会社︵エルサム︑クラフ

方針を照らかにした︒デンマーク

のためすでに七六卑︑一基の原発

ティンポート︶は原子力早期灘入

発注︑八O庫初めには建設を予定

ことから︑今図の政府の発表に

するなど穂極的な動きをしていた

た廃棄物処分問題の検討も完了し

失望︒電力側は政府が懸念してい

た︑としていた︒

旺C向けU輸出

許可停止を勧告

米国務雀が罷醗Cに

※国務省は原子力重三委員会

︵NRC︶に対し︑ユーラトム諸

国から串講のあった＋件の核燃料

ウラン供給協定の改訂交渉に応じ

輸出に関しユーラトムが米国と

るまで輸出許可を発行すべきでは

ない︑と勧告した︒四月＋日実施

オランダ向け高濃縮ウランに関し

された対ユーラトム禁輸搭躍後︑

一般電子炉向けウランについては

コ1讐匿春

孤z。．．

との見通しもあったといわれて

見滋もつかない︑としながらも︑

りどのくらいの壷の注文があるか

きすぎ︑八八年に二三董捷SW

趣
が︑これは七七年の予測より四百

に比べ早筆はかなり低く予測され

ク社のナイン・マイル・ポイント

た︑今回の饗しい調査では︑一九

後半には二・七％となっている︒ま

このところ原発開発の影が薄い

七十万KW︵一三・九％︶下回 討を進める模横︒
るQ
今後十五年間に運転に入る原子
力発電所七二は表の通り︒さらに

ューヨーク州エレクトリック＆ガ

十五年闇計薩には入らないが︑ニ

ス社の二号機︵九三葺ごろを運転

ち込むとしている︒

纔Z五年〜七三鋸︶の電力舗要

ック・サービス委員会に二九七

ており︑簸大負荷の伸び率は一九

計薗によると今後十五庫間に原子

齢隷

同計画書では前当の十五置傘

に力を入れ︑濃縮ウランサービス

八舘〜九三鋸における発露所計

力発爾所七基︑石炭火力発電所四

よび天然ガスの輸出国になり︑中

こうした藤本の努力姿勢によっ

物などの開発も湿りがちであっ

ン︑石炭︑天然ガスの探鉱は必要

ifP

ービスの新規契約をストップし︑

濃縮三工場のカスケードの改良計

将来の隔嚢に応えられるよう既存

画︵CIP︶︑および出力窟強計実際には︑﹁新しく建設されるポ
画︵CUP︶により一九八○年代ーツマス遠心分離濃縮工場の規模

ニューヨーク発電プール協会

五や八万KWと莞繍られている おり︑サイト選択コンサルタント

半ばには二万七千七蕎鏑sWUに ︵八八年八天翼sWU︶は大

減の予測も立っていることから︑

八千八春万ゾSWUの薪しい分離Uの能力があればよい﹂との購要

鎌継︑さらに八八年ポーツマスに

工場を計画︒

十分露要に応えられるとの判断に

DOEが再開に躍み切った理由灘縮ウランサービスを爾開しても
には︑こうした計爵の進展見通し
直ったものといえそう︒

位︶の濃縮ウランを供給すること
︵七電力社とニューヨーク州電力

の十年から五黛に短縮する⑧引き
確保のための契約を自由主義團唯

と締結︒このため米国は現有三工

資源輸出で中東

のライバルへ

出に関する蝿蓋しについて﹁今後

爽の繊維国の好ライバル国になろ

回理票会の一番の問題は︑国際協

いるようだ︒日本と遍Cとの閣係 たが︑このところ鉱山関係企業は

て国際凝塊もいく分好転してきて

上半期の鉱山開発投蜜は昨年下拳

持ち瞳し︑全︑年一月〜六月までの

だろう︒しかし安心はできない︒

であり︑海外の投蟹も期待してい

15か年計画で稼動に入る原発

供給中断を誤報してきたものの︑

の︒

核流体制御精機の領域です

エユーヨークステイトエレクトリノク＆ガス社
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ニューヨークナ1純力綱針
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謳っている︒近々実施される濃縮サービス新規契約では従来の﹁要求二方式一﹁痩期確走二方式一の
もさることながら︑﹁世界各国の
原発開発の大纒な遷れば︑すでに

方式﹂﹁擾期確定羅方式﹂の融通
米国にはオークリッジ︑ポーツ

新契約方響に移るメリットは大き

いた調整司能確定蟹方式は︑濃縮
性のなさに不満の齊もあり︑特に
マス︑パデューカの三地点にガス

DOEにより検討が遣められていかず︑各国から従来の﹁要求璽

ウランサービス囎の確建期間を短
遅れのひどいイタリアなどでは大
拡散法による濃縮学説があり︑薙

いといえそう︒

縮し︑その蝿や引き敗り將期を︑
きな闘題となっていた︒

原発7基を運開⁝へ

各国の原子力閣発進捗状況に合わ
新契約方式は①契約階期を鹸初

ができる︒しかし︑一九七三年の

N・Y州電力15か年計画出る

せられるよう融通性を持たせたも
の濃縮ウラン引き取り開始の六年

石油危機以降︑各国は原子力開発

間一万七千誘SWU︵分離作業単

の︒濃縮ウランサービスの新規契

ランサービス墾の確定期聞を現行

前にする︵現行は八年︶②灘縮ウ

かったことやインフレ︑反対運動
取り麗の巖終的な確定は四卑繭と

公社で構成︶はこのほど︑パブリ

の経済成長率が予想以上に伸びな

約が鯵止された七四年以降︑各国

により七開智以前に計画したほど
する④カスケードからの廃山濃度

場の濃縮能力では供給に濾じられ

一の濃縮ウラン供給国である米国 画﹂と題する計画講を提出した︒

原子力關発は進んでいない︒原発

というもので︑原発計画が大幅に

一多⁝

エジソン被も原発計理をもって

そのほかコンソリデーテッド︒

いた濃縮ウランが当分必要でな

計嚥と倉わせDOEと契約しておを電力会祉が選択できる⁝⁝など

基︑石油火力発電一墓を運開に持

九〇奪の露塵供給計藏は二千九菅

なくなり一九七四年二月︑濃縮サ

〆ーー！多

遅れている電力会社にとっては︑

ノ7多一！

いとし︑契約を破棄するわけにも

⁝4つ多4つソーン多髪ノ

くと強い保護性義の爵頭を防ぐに

限品冒の團由化も実義した︒また

第︸二は六月中旬に予定されている

カーター大統領のインフレ揮制政

は︑国によってバラツキはあるも

少なくとも数壁的にはここ当面輸

一面所報のように第二十七回原

出はあまり伸びないだろう︒輸入

本に課せられている間題の一つに
第三のOECD閣僚理笹下は六

数年以内に大璽のウラン︑石炭お

という計画を三活間で完了する方

にあたるが︑今回初めて繍塞が議

黒が0鷺CDに入って十㎎目蒲 も五二聞に政府援助を二倍にする

月中筍にパリで蘭かれる︒今年は

繭北問題があるが︑これについて

簸副苗相睡る
てないということは︑いいかえれ

OECD閣僚理欝会だ︒

策もこの一環だ︒首脳会議までま

のの沈静化の傾向にある︒しかし

つぎに問題となる先諸国出置会

う配慮がその習禦にある︒

魑用水準は依然と低く︑ヨーロッ

議は七月にボンで予定されてい

は手遅れになるかもしれないとい

産適常総会で手縄冷志外務雀経済

ついては一九七三無にスタートし

このうち︑談ず東京ラウンドに

局長は﹁流動する国際経済とわが

た時には︑ケネディラウンドを上

アンソニーオーストラリア副鐙

パでは五・五％︑千七蔚万人一頃

椙はこのほど︑岡国の災然衡源輸

が失業中といわれる︒完全魑嗣を

る︒今圓はランブイエ︑サンファ

についても緊急輸入など薄恥龍に

国外交の課題﹂と題して特別講

訴るものとして高い期待がかけら

ン︑ロンドンについで四圓目にあ

対簾を打ち出している︒また︑日

蔽︑眠本の交渉努力により最近の
達成するには葺％台の経済成長は

れたが︑その後一時中休み状態に

ということだ︒

国際関係は好転してきている︑と
不可欠だ︒

たる︒今團の主要テーマは①イン

ま

力によっていかに経済成長を遠駆

についても一一二年前に比較して

う﹂と述べた︒さらに︑麗弊の

するかということだ︒そのため蟹

改茜の空気が出てきている︒こう

擾を務めることになっているQ今 尚だ︒

の窺謡を採択することになってい

易に閲して保護主義をとらないと

各国は﹁臼本の努力の効果﹂を期

る﹂としている︒

譲

米・日・EC間交渉の進展を鷲漿

なっていた︒しかし︑撮近の臼・

ばそれほど揺藻は深刻化している

分析しながらも︑﹁各国は日本の
三％程度の成長では︑現状さえ
維持できず︑失業はさらに増えて
いく可能性が高い︒では︑今臼の

っている段階で︑その劇職が爵に

努力姿勢を評価し︑その効果を係

みえる形で現われてくるかどうか

に単三に結論を豪とめる段階に入

が今後の国際麗係のヤマになろ

難手島外務省局長講演

カギ握る国際協調

う﹂と指摘した︒

同紙の講演要旨は次の通り︒
今後の国際経薦の動向の一つの

全肱の成長を促進しょうという篶

待しながら待っていると解釈すべ

指標とな る も の に O E C D の中期

フレを避けながらいかに成喪を達

え方だ︒

きだ︒この対策が国にみえた形で

る︒櫨界のエネルギー翻要に購え

当薗︑条約の形ではなく︑生蜜な

成していくか②エネルギー問題③

つぎに︑露本独自の役割をみて

期に比べ五五％の伸びを示してい

経済的混乱のなかから脱却するに

ポイントについて実質的な合意を

貿易④頚賃⑤南北問題ーーなど

みると︑まず七％成獲の選成とい

の対策を各国が評価しているため

はどうすればいいのか︒この点に

七目ごろをメドにとりまとめるこ

でと異って会議劇にテーマが淡め

だ︒今回の欝脳会議では︑これま

した国際環魔の好転はやはり日本

経蹄葭標がある︒今後︑完全魑用

ついては各国が国際協力関係を密

とになっている︒この七月という

それでも協調して購要を増大し︑

を実現し︑経済を発展させていく

にし︑協調して問題解淡にあたっ

時期については︑この月に先進國

る︒もう一つのアイデアは各国が

ために年五％の成長を達しようと

ていくことが醸大のカギとなろ

建般中のナイン・マイル・ポイント2号機

物議孚続きが傑爵されていたも

垂

丸謬

ξ誰

明〃
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N

ってきている︒この点については

いうのがそれだ︒しかし︑その後

う︒この国際協調については轟面

一九七三薙の石縮ショック以来︑

の数値は 実 現 に 至 っ て い な い ︒

方︑バッテリ⁝風蘭原子力委
員会探鉱担当局撰は︑シドニー大

ーター・リバース地区は世界簸大

学のシンポジウムで﹁嚢州アリゲ

現われてくるかどうかが今後の国

には一部関税の引き下げ︑輸入制

自僑を表明している︒また︑三月

際関係のヤマとなろう︒

選成に努力していこうという著え

う課題がある︒この点については

方が︑その背漿にある︒今國の︑

福田首縮も今回の欧米の際︑強い
調姿勢を築いておく必要があるた

まで待たずに各国がいまから國標
第一は︑多国間観劇交渉︑いわゆ

めだ︒あ窟り結論を出すのに長び

られた︒厳しい現状から菖脳会議

る粟京ラウンドだ︒第二は七月置

虚血会議が予定されており︑それ

に留豪っている︒さらに︑ここ二

予定されている先進国首脳会議︑

豪でに先逸戯画で蟹座について協
％台に留豪るもの

0￡CD諸国の平均成農率は三％三つの動きが中心となっている︒

一三年は三⊥

三

懸綴礪顕懸

と予想される︒幸いインフレ傾向

瓢￡

（一

ASME

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。

踊

愛冠外務憲経済局畏

（2）

第928号
（第三種郵便物認期

子
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エネルギー革命を展開する趣のバルブ

原子力バルブ憶

○

聞
新

字
産

力

原

﹁瀾定には不適﹂が大勢
払霧謝入闇への外挿ム リ
原芋力安全研究協会︵袴沢広B理箏長︶は二十五︑二十六日︑東票・糠漬町の全共遡ビルで第十圃
﹁原子力安全研究総合発表会﹂を關催した︒発表会では﹁ムラサキツユクサの突然変異﹂︑門低レ
ベル放射性廃藁物の海洋投蘂﹂︑﹁稼働率の向上﹂など十テーマをめぐって活発な論議が展開され︑
﹁海洋投藁の安全性は確保される扁

﹁稼働率については近いうちに六〇一七〇％を達成できよう﹂⁝1などの愈兇が相次いだ︒

﹁ムラサキツユクサは放射線モニタリング指標に摘していない偏

は︑内部被隈の影響を響える日貸

さらに︑秋田康一践︵発策大︶

環境放射線や放射能汚染の影響を

霧糖の照射だ︑と携定︒これを受

には︑入聞︵あるいは動物︶と植

懸︵葵然変異が自然発生毒の二癌

けて吉田芳和氏︵原研︶は︑ムラ

物とでは性殖器霧の位麗が飼うな

発表会の 焦 点 と な っ た パ ネ ル 討

回照射に揺

サキツユクサの傍加線懸はX線に

評価することは不適切﹂と結論づ

クサのおしべ毛の鈍が紫色から赤

斌氏︵放医研︶が︑ムラサキツユ

よる二百五十㎡．ムの

ど構造駒に大きな差異があるた

つぼみ嶺りヨウ素撒のO・QO四けだ︒

色に変わる変色現象は︑単に遺伝

め︑植物での実験結累をそのまま

となる結果レベル︶は︑開花前の

子の間然変異だけとみており︑茅

に対応する空気中のヨウ巽商の濃

当すると指摘したあと︑倍頒線麗

をめぐる 諸 問 題 ﹂ で は ︑ ま ず 中 井

孫への遡伝的影響を脅えるには︑

人間に詣ではめることはできない

論﹁ムラ サ キ ツ ユ ク サ の 突 然 変 異

適伝細胞の分裂過程での圃優︑淘
慶は十のマイナス十粟からマイナ

これをうけて田鰯弥太郎座長
︵国立適伝研︶が﹁ムラサキツユ

タリング

クサは低線騒を検出できるほど敏
感だが︑環境放射線モ一

として使用するのは不適切﹂と結
論︑﹁今後の閣題として炎然変異

麗膨響評価の研究をさらに促逸さ

を超こさせる襲阪の研究と︑低線
についても﹁セシウム捌について

局ドラム欝國体化による漫出実験

このあと特別講潰ではし・A・ 問︑阪田貞弘隠揮原子力購業本部

とを明らかにした︒

も固化体に強慶的な劣化はないこ

擬︑町田忠司環境整磁センター顧

痩︑南川龍蟹放醒研環境衛生部

蔓といずれも斯界の騨門蒙ばか

代理︑柏木爾明三菱金属原子力部

チョツキー氏︵GE祉︶が﹁米国 長付︑江村悟鋤燃廃棄物対策室蝿
における原子炉還転経験と構造・

六窓七十五時闇にわたる爽験でも

材料の蜜全性﹂と題して講潰︑

漫出は横溢臨界以下で︑固化体へ

また・講灘﹁低レベル放射牲胃

と揺更した︒

の水の導入も認められなかった﹂

せていく必要がある﹂と述べた︒

価﹂では︑まず永禽正氏︵電中

体廃棄物の海洋処分に関する評

は﹁かりに本格鮒処分として五十

価について市川龍賢氏︵放医研︶

このあと海洋処分の購前安金評

れ急遼に聞題解決が図られてい

なデータにより適切な対雛がとら

の報告制魔が確立して以来︑正確

役︑川上幸一神奈川大教授︑竃永

教授を座擾に︑豊田正敏粟罐取締

﹁米国では一九七四年にトラブル り︒パネル謝舗は山本麗藥大名轡

性について﹁試験的処分の対象と

研︶が︑海洋投欝血固化体の健全

万鷺⁝を毎鎌達続して投柔し︑し
かも固化体の放射性藤縄が海艦に

の流入による熱分霜の変化がクラ

ル︒クラックの闇題に欝及︑﹁水

射性廃粟物処理処分間題に鋭くメ

江村氏の六氏が出腐︑各面から放

る扁と述べ︑さらにBWRのノズ水産庁東海区水産研放射能部獲︑

一郎猿研藁海山翻薪畳︑敦蟹薇人

子力委薦会慶境安全暫盤領二会の

なるセメント固化体については原

麟定指針に適舎する巌窟体が作成

魑底後金麗が薩ちに放出されると

されており︑競在︑七百気圧の搭

は原研榮海︑大洗両研究所と鋤燃

二十七︑八臼に講義︑二十九日

しても︑欝本国厩の纂団線蟄は臨

載塞証試験の段階に入っている﹂

十三︑︑野レム／年に留まろう㎞と掴

安全系数を採用している﹂と指摘

スを入れる︒

と撒摘︒さらに︑この固化体から

摘︒また︑放射性物質を含めない

ックの原鶴となっており︑十倍の

の放射性核橿の漫鵠試験について

した︒

粟海劉業所の見学会︒滲加髄は講

固化体ダミーの深海投蘂実験につ

また︑発表鼠の総懸を飾るパネ
いて講演した堀田蜜氏︵海洋科学

義のみ四万円︑冤学会ともで五万

で八茶の叢々実験を実施しだがキ

ークと薯え嫌を鯵止するなどの安

ックグラウンドを超えただけでり

電︶は﹁蒸気発生雛モニターがバ

課へ︒

よび詳細問禽わせとも原産・業務

締切りは六月十六譲︒滲加希繋お

五千円︒先妻五十名まで︒申込み

ル討論﹁原子炉の安全性確保と稼

憐藤彰彦氏︵原研︶は︑小規模試

技術センター︶は﹁昭和五十二無

料による常圧漫旗試験に書及し︑
﹁セシウム摺は＋のマイナス藁葺

は十のマイナス叢叢軍方律媛／日

ャッピングを施したものについて

平方樗冨／霞︑ストロンチウム90 に水深部六手二薦耕の﹃B﹄海域 働率の山上﹂で八鵬濁爾氏︵関

は蟹大な破壌や変形はおこらなか

急魑したのを反映したもので・
なかにはバセドー氏病の診断に使
われるヨウ素搦のラジオアッセイ

急上野

核種もある︒

・キットのように丁年鹿比四五翻

十五年からの平均稼働率は四〇％

○％台を催保している﹂と撮摘︑

台だったが︑異験を除外すれば八

さらに弁上和雄氏︵輿電︶は︑稼

ーでは言外各国の実彌も含めなが

成果発表会

冝Aプレスセンターで

日水原子力研究所は十臨二線後

の講演と映画二本の上映がある︒

究開発扁︵山本蟹三理蜜︶の三つ

蟹理部長︶︑﹁展饗する核融禽研

︵武谷濾出動力炉關発安金性研究

覇痩︶︑﹁軽水炉の安全性研究﹂

燃料サイクル問題﹂︵村田潜副書

挨拶︑ひきつづき園蒔半まで﹁核

が﹇二十二周年を遅えて﹂と題し

後︸時潔關会︑宗慷英二理蜜長

解を得ようというもの︒同譲は中

の成果を公表︑今後の進め方で理

中心とした原研における各掻研究

と映画の会を開く︒この一年間を

ーで門あすをひらく原子力﹂講演

索京︒内幸町の日本プレスセンタ

働率の今後について﹁BWRの稼
働率は五十一年が五六％︑五十二

鋸が二九％と低いレベルに留っ
た︒しかし︑禰覇五︑六讐では抜

憎という

これに反して︑工藁罪破躍検葱

の他の炉についても今年から来年

本的な灼策が講じられており︑そ

にかけ榎恋的な対策を突施する予

配分数鐙は総じて減少ぎみ︒避船
や鉄鋼業界の不況のあおりを受け

保できよう扁と述べた︒

定で︑六〇〜七〇％の稼働率は確

用のイリジウム醜など密封線源の

こんだことが原因とみられる︒

ているのか︑今後どういつだ方向

研究︑技術購発の現状はどうなっ

ない︒いったい︑わが国における

の立ち遅れを指摘する人は少なく

函の一つとして放射性廃棄物対策

て密封線源興用核種の網要が落ち

原慶セミナ⁝

放射性廃棄物
の処理処分
受無生を薪野中

へ濫もうとしているのか︒セミナ

七︑二＋八︑二十九Bの三日闇︑

ど中心にレクチャー︑パネル討論

らわが国の現状︑今後の頓死点な

臼木原子力産業会議は六月二十

黒蟻・義子の原歴でセミナー﹁放

も行う︒講師陣は田鵬英瓢立大教

射性廃棄物の処理処分﹂を開くこ
とになり︑受講生を勢集中︒

原研が研究

になった﹂と述べ︑さらに水深五

ニニニニ〜

った﹂と述べ︑実際の深海二瀬で 全サイドにだっているため昭和四

程度の血行に留求ることが明らか

千層の海鷹を模擬した実規模二薫

これは取扱いの大部分を占める

十二万円の大幅燧撫となった︒

二士秀円から三十四憾五千四菖

N度の実績

取扱い高鑓億円に

マウスの実験データを外目した結

騒本アイソトープ協会がまとめ

汰を含めなければならないと捲

魔は︑ヨウ素頗の検出隈蔑の齎倍
果・人間の澱振子が優牲致死突然

と指摘︒海外でのヨウ素撒による

以上︑慮然放粥能と等樋な影響を

た昭和五十鳳鋸度のアイソト1プ

ス十一乗／立方撃と翫舞︒この艘

も︑回便︑淘汰により遡伝疾病が

与えるヨウ素捌の窯気中難度の筥

配分によると︑同協会が取扱った

摘︒たとえ遥伝子蠣脳があって

現れるのは 葬 常 に 少 な く な る と 問
変異を起こすには︑ヨウ素の口気

配分総金額は爵十七態六千四百三

アイソトープ

題提離した︒

に比べて一万〜十万倍大きくなけ

申濃度がムラサキツユクサの場合

放尉性医薬酪︑とりわけ然外計測

一

用︵イン・ビトロ︶核極の偽要が
多

ており嘱潮︑三二にあたって蜜点

㍉︵！＼≦多二

倍以上であることから︑﹁ムラサ

二

キツユクサの突然変異の発生率の

ーノニニ 二多妻ニニニ 二 一 ニニ ニニミニ

〆二

このあと︑山口彦之氏︵東大︶

〜︵

は︑ムラサ キ ツ ユ ク サ の 観 察 結 果

〆二多二

ニメミ 多ノ

十照万円で︑前黛度の八裂瓢憾千

一

進歩をあざ笑うかのように健艇な

細胞を蝕みつづけるiI人類醗後 的にとりくみたい﹂︒とくに︑環

代へ肉けての役剛は蕩まる一方︒

題扁は全寮のカギ︒一千万KW時

原発立地問題でも¶放射線問

いう奪えだ︒

てきており︑門江海の体制で﹂と

響評価のためのデータが諮秘され

射性核櫨のとり込みなど放射線膨

れた那珂湊支所を申心に熟への放

境エコロジー研究を譲的に新設さ

ずしも十分でない面があるのは藻

﹁この部門では舗霧雲に比べ必

多 一二多

ればならない︑と述べた︒

多難

観測によって︑原子炉施設趨園の

多一︐ 戸

から︑ムラ サ キ ツ ユ ク サ の 簡 翻 線
ノ 多目

f⁝放射線医学総合研究所所畏

﹁すでに三蔵例くらいで順調な

︒

の宿敵

ビーグル犬の飼育など準備研究を

すでに︑内部被曝実験に艶艶する

ガン

実︒今後璽点的に取り組みたい隔

りなどによりプルトニウムなど超

紬渠が得られている︒五琿内に千

熊取整氏に聞くL
開発
ウラン元素による内部被曝影響の

携を実脳し︑メドをつけていきた

科療法︑X線療法などに高い効粟
があることが判断︑なかでも胃肉
腫に効果的◎口速中性子線総療の

ー
ー
授はじめ永禽正醒申研土木研副所

代表取締役田蘭懸
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モ
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気
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妻
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原子力発 鵡 永 遡 の テ ⁝ マ
Qこの安全徹底を薄

スタート︑昭和五十四年には門内

と安全確保

部被曝実験棟扁を建設し︑本格的

解明に新たな対応が迫られている

の大台へ秒読み段階︒こう からだ︒

影響解明へ全書華箋扇

進行性のガンについては従来の外

い漏◎とくに放射線抵坑性ガン・

蟹に綴本の原子力開発も二千万
KW

したなかで 放 射 線 安 全 研 究 の 常 に
醸前線にた っ て き た 放 医 研 も い ま
核燃料サイ ク ル の 新 展 開 を 膏 漿 に

総合的放射線研究 ふ ま え し

擦諾する天子奮発題⁝1その空

軍

原産に入金町

七i四隅一〇漏電謡〇三⁝
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原子力機器にも総合技衛窟結集

論

原f炉庄力容器、格納容器、原子炉系配管、熱交換器

；1鵬隷

新しい局面を迎えようとしてい

﹁単に凍発のためというのでは

｝兄絵儲脚鵜．人洗う

なく客観的︑科学的に放射線聯繋

｝6月州（永）

改轡をすすめるとともに︑新たに

証1灘癬

効率的な治療が斑能な璽粒子線治

61三1（X扇レベ磯桑物、α廃彙物

プルトニウム膨響研究に敗り縄ん

の解明を慧ぐのが第一︒全力で取

昭和二十薙九月習

︵→・Y︶

り繊みたい﹂と強調する︒

熊取氏略歴

業弊誌医学部路︒昭秘二十七年六

¥四引放駐研入り︑閥十六鋸

月国寛藁京第一病院内科鷹師︑

19如海夕峯に叙ナる放射列｝発棄物
i
対策の現状（瞬1｛良弘）

るQ再処理工場のホット試験入

重粒子線治療については来年から

でいく計爾Q﹁譲外国でのデータ 療にも厳り絹みたい扁︒このうち
をも総命しながら日本独自の研究

投爽計画の放射線影響解明も今後

レベル放射性沸騰物の試験的海洋

来年ころから予定されている低

く誹画という︒

ト◎ガン治療に新周面を開いてい

陽子線を滑翔した治療をスター
﹁日本の隠蟹︑万一の時故陣の応

開発を﹂と万金の構え︒また︑

幡に畢急に対慮を﹂とも︒

急対策の確立が遅れており︑この

ガン

畏︒

岡瞳憲臨床部農︑五十三隼同駈

ll灘1総

1協会

原安霞割籔会のもよう
﹁すでに海洋調査なども実施し

の主題の一つ︒

ハ不リスト・豊i｛三韓、糾1
中
冨水 部、敦賀花入、
享1村膏D
水
）

放医研のもう一つの趣点研究諜

不間
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原発批罰にブレーキ

は米原子力藤簾会臓︵AIF ︶

騎勢脊米最高裁が逆転判決

ムや会臼の場であってはならな

いった不影響審行動のためのゲ⁝

できなくなるのは醤ばしいことで

対高窓を配布している︒この文講

題の本翼壁側面を提示しないでN 引き︑牧師の竈簡や地域教会を組

迎する︒また︑原子力反対派は問

は︑﹁宗教界で糧織する原子力反

RCの前に闇題を提起することが 織化する方法等を響いた原子力反

持される可能性の繕えたことを歓

対のための人類の安全に関する儘

儲徒たち﹂は︑祈欝講︑礼揮の手

ク市に本部を怪く﹁優える牧師と

麗間違いをしたのだと思う﹂と答

ート女史はたぶんちょっとした計

ントについて闇かれて︑﹁ギルバ

カー判箏にギルバート鱒士のコメ

いる︒スチュワート博士は︑パー

纈発生率に大きな差があるとして

た︒スチュワート博士の図表は︑

あり︑それに閲書した廃蘂物︑健

する同盟の不安は核分裂の問題で

ことを支持している︒原子力に関

いまたは中位の纒先階位を与える

力に連邦政府が核融合の開発に高

に反対したが︑同じく六〇％が強

は核分裂への依存慶を高めること

簸高裁は︑原子力政策は裁判所

い﹂と最爾裁は述べている︒

が取り綿むのに適漫な間題ではな
ある﹂と述べている︒

宗教団体︑草

いと警告する強い語調の一般南明

を出して︑判決を締め括ってい

康それに安金性の間題である﹂と

蜘

日本アーム工業株式会社

が︑パブリック・アフェアーズ

来国の巖蕩裁判藤の鵬月の判決は︑原子力批判者が同霊的な連邦

けることになろう︒この最高裁の判決は︑バーモントヤンキーとミ

裁判所の協力の下に発電計画を妨話しようとするのにブレーキをか

えている︒

述べた︒約四七％がプルトニウム

類﹂と霧いた義塾に入れて発送さ

を用いる憩殖炉の利嗣に強力に反

⑭数量の多少にかかわらず、納期厳守。
⑧新製品の開発、改良、試作品のご注文も
お気軽にお申しつけ下さい。

融灘難

（原子力轟業部）

ン・プログラムの﹇環として︑

原争力に関する情報を収藥︑分
る︒﹁議会が少なくとも原子力を

対し︑二七％はその優先順位を低

しかし︑パーカ1判聖はギルバ

ト博土の解釈が完全に司能である

MFSの下に動員された多くの ート博士の計算を調べ︑ギルバー

れている︒

原子力反対派ーー核鋲羅禁止︑原

の根運動展開
米門生存のための鋤餓﹂

利用するという選択をして︑適切

るから︑裁判所はその手続きの中

な審査手続きを決めているのであ

理薯会は述べている︒

それによると︑昨庫営業運転を

昇したことが閣らかになった︒

子力発罐所の運転実纈は大瞳に上

ータから︑一九七七年の米国の原

橘報局︵FEIA︶がまとめたデ

エネルギー省の達邦エネルギー

米エネルギー憲調盃

率大幅に上昇

昨年の原発稼働

くすることを望んでいる︑と全国

ート憾士の示唆する︶数字は絶対

との結論を郷た︒﹁スチュワート

ための動員﹂︵MFS︶という名類の要求を満たす基金1一は︑

に正しいことはあり得ない﹂とパ

博士の考え方をすれば︑︵ギルバ

﹁原子力発電と核兵器は結びつい

ーカー判甥は報告藩の中で述べて

子力発躍禁止︑罵備競争禁止︑人

ている﹂と主張している︒彼らの

昨駕十二月にシカゴで﹁三二の

きない︒議会および州議会で瀬当
の下に編織されて以来︑原子力反

行動の多くは︑この二点を結びつ

で限られた役割しか果すことがで

に解淡された蔵本的な政策問題

つ宗教団体を抱え込んでその支持

いる︒門スチュワート博士の観察

対派は三十の州で四十の支部を持

けたものである︒

は︑行政機関の行為に対する司法

墓盤を拡大している︒ニュ二二1

審葦の装いの下に遡邦裁判所で再
検討すべきものではない﹂と鍛高

だ︒もちろん︑それはギルパ：ト

は十分自儀をもって行われたもの

博士の生繭をある藏では隻持して
いると篭えることもできる︒しか

し︑それは明らかに間違いであ
る﹂と判鰯は述べている︒

行った六十五墓の原子力発電所の

平均稼働覇︵脇璽平均︶が六四9

覧奪の五八︒八％を帳綴に上回っ

八％で︑七六年の五九・三％︑七

たもの︒六十五墓の中には民間の

被ばく管理と、廃棄物処理が容易で

・アンド・インフォーメーショ

析︑騨価し︑その結果にもとづ
ッドランドの濁原子力発電所の許可を撤図し一九七六蕉に一時的な

ミッドランド訴訟の謹奏︑最高

た︒

許認可僚止期間を招いた下級裁判所の判決を覆えしたもので・その
与える影響は極めて大きい︒

簸高裁は︑七対○で下した裁決
の中で・ワシントン特別区巡回控

訴裁判所が﹁旧原子力婁員会︵A 裁はエネルギー節約についてA鷺

下級裁が下した建設許司撤回判決

鹸高裁は︑一ろの訴訟を控訴裁

裁は述べている︒

癌死亡率講究に異論
た︒マンキューソ︑スチュワー

英再処理公聴会でパ判事
ト︑ニール三学者の研究は︑運邦

増殖炉は反対
核融合は賛成
米婦人曇岡盟

った新しい原芋蔓発電所三墓はこ

ている︒薙末に出力上昇段階に入
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しているものでず︒この情報に
は︑原子力をめぐる月間の動き
がたんねんにまとめられていま
す︒

との判決を出したのはその罹限
を非難した︒記録によるとこの発

EC︶の許認司手続きは不十分﹂ Cが検討しなかったという理由で

を逸脱したものであると葬難して
電計画は必要であり︑﹁政府機関

へ差し震し︑実質的な問題につい

があらゆる笏能な代替案について
検討しなかったから環境影響ステ
て再審理することを要求した︒し

にカフカ風﹂であり﹁無秩序極ま
る司法擢の介入﹂である︑と巖高
ートメントは間遷っている︑と主

いる︒下級藏判所の判決は﹁まさ

裁は述べている︒

ウィンズケール公聴会での膨大

かし︑恵兇憲を轟いたウィリアム
・レーンキスト裁判窟は控訴裁に

バ1モントヤンキー訴訟の場 張するには時間的にも乙張的にも
あまりにも制約がありすぎる﹂と

政府のハンフォード原子力施設の

命︑控訴裁は核燃料再処理および

元従業員の癌死亡率が予想より覧

な審理の中で余り注恵されていな
いが︑パーカー判事は一つの旛論

苅して﹁司法の領域を越えて孚続

を出している︒それは︑﹁低レベ

最高裁は判断した︒さらに最高裁

してどの黍続きが﹃最高﹄であると

きの様武を検討し︑行政機関に対

廃棄物管理の環境影響を評幽した
一九七四年の規劉作成手続きの欠 は︑反対派が政府機閲に対して彼

％大きいとするもの︒

らの主張を調査するよう要求する

ル放射線に対する職業人立曖を規

陥を指摘した︒しかし︑最高裁は
場合には︑彼等も疑問を提起する

か︑または強引とした不特定多数

控訴裁の裁判官を﹁月曜譲の朝の

パーカー判事の報儀轡は︑この

核分裂︵憩殖炉等︶に対する依臆

研究に聞耳点を指摘︒特に周判覇

度を高めることに反対し︑エネル

の研究糖渠を︑パーカー判事が批

だけでなく無実を示すべきであ

研究で癌発生率の増加が認められ

霞力会社所衛の原峯炉六十三基
婦人有権蕎岡盟︵LWV︶は︑と︑政府受勲の二原子炉が含まれ
ないという結果を出したバッテル

制している現行規則は不十分扁と

ゑと述べた︒﹁行政手続きとい

方を押しつけること扁について讐

パーカー判事は︑論緬を巻き超

の一般公衆の利益にかなうという

クオーターパッキング﹂だと批判

うのは︑検討﹃すべき﹄事項につ

告を発しているQ

ようなことについて個入的な唱え

し︑﹁自分独自の適漫な手続きを

いて不明瞭に論及し︑それで政膨

は︑ハンフォード従糞員に関する

櫨え付ける﹂ことについて懸告し

機圏の閣心を引くのに失敗する

判していることだ︒

ている︒特に簸高裁は︑規則作成

AIFのカール・ウォルスキーこしたピッツバーグ大学のトーマ

手続きには司法聴問会は不饗であ

るす御薄に進躍の力子原
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安全委九鰯には発足

原子力墓本法等一部改正法案

㎜騨璽議㎜

︑

◇

一に対する付帯淡議は次の通り︒

強化に努めるとともに︑顧闘の

顯問会等の安全審査体制の拡充

サイクル︑環境安全の櫃威者を加
極めて常識的な
に濤ち檀くものとみられてい

えた概成という

．

原子力安全明峰会の騨任職務周

また︑一行政庁が行った安全圏査

ための懇懇十一入を増漏する︒

のダブルチェック機熊を＋分果た

すため︑蜜全冊悪霊のもとに原子

門蕃奮禽が醗かれるが︑原子力蜜

炉安全麹門審蓋会と該燃料安全聯

線

新体制移行に伴って通産省は安

る︒

の定綴を閥十五人に堰やし拡充を

全局では醐審査会とも蕊十嵩ずつ

決め︑﹁むつ一審理港闇題は一つ

いけば九月には佐世保港への回航

臨時罠嫡県議会は︑一日の本聲

人は︑科技庁原子炉規制課の実用

十四人とする︒十六入のうち浄三

巳本原亭難産鑑会議人醸

による建業鰺探しも新たな問題と

難燃嶺の安全鎌継實が充てられ

が実現する兇通しだ︒科学拶術庁

してク切ーズアップされている︒

る︒ただし国際的協力については

五星二十厳の総会で森一久常任理

擾野格を決め︑

たのに伴う描躍︒総務部長も鞍懸

嚢・漁務局擾が縣鎌瀬竈に朝任し

臼︑発令した︒

魏魏な姿勢でいる一と述べ︑爾処

冤贈務局次擾兼総務部罠の輿務局

B本原子力産業会議は︑麟分郁

力気短の上竪をはずさない②原子

方筑の

規制法改正案

る︒岡特に二幸七人からなる顧問

議で︑久保知購提案の①原子炉圧

炉運転のモ⁝ドスイッチと糊御鞭

核封印

駆動盤のカギを知脳が擬賦する︑
という条件つきの

い・幽民︑涛風会︑民社などの蟹

受け入れ諮問案について採決を行

いかんによっては様々な対応があ

蓉務理辮は原子力開発をとりまく

理をめぐる今後の圏際澗勢の遇展

内外禰勢に強力に対処し︑国分窮

民習が再処理蟹楽を行えるよう

は継続審査か
にしょうという原子炉等規制法

田の会期切れまで余すところわず

った受け入れ反対の労組員らによ

成多数て岡験した︒傍聴席に繍取

るヤジと怒轡のため審議が一晴ス

部改正法案を審博している衆院科

かになり︑今国翁での聯野党醒大

政府・臨民党は延擾圏会も十六

今回の原盤の新入甥により︑森

する︒

トップ︑違警議長の指示で藻聯隊

日︑賑筥茂文電窮連病間︑高謝洋

学技術振興薄策特別委鍾会は︑一

りうることを示唆した︒

が櫛入され︑これら労組蟹の排除

水会議で辻市長の咳帯芯受け入れ

参警人として紹き︑籔疑を行っ

会意︑国警英三立大教授の七氏を

榮工大教授︑中厨篤之助学術会議

夫︑覆水誠東大助教授︑河村租孝

捜特難風象で審議議了︒継続欝査

過は難しいとみて︑八田開催の科

規制法改正薬の今国会での衆院通

も予想されることから︑原子炉等

よっては︑紛糾・園会窒転の環態

璽件審議が大酷めにきて場盆に

松井総懸は六月〜織付で臼本原子

大臣蜜鰐付︶を発令した︒薗諜長

技術振興課長に粟原康氏︵通塵省

科学技術庁は二臼付で原子力局

豪た臨蒋佐盤保市議会も三田の

にあたる一議もあった︒

諮問案に混成多数で岡三した︒こ

た︒

決めにもちこみ︑次期麟会纒頭で

た︒

力研究所核融合計顧筆長となっ

科技庁人事

にあたる︒

こでも蟹窟隊監視下の議決となっ

この申で︑地域圃際センター構

務周長は蘂務局叢務の運鴬・簿理

た︒

想への蟷瑠連の考え方を求められ

採決︑衆院逓過を穗りたい考え︒

一東工大教授︑評論家・山川暁 の争点とされる欝欝穴陸ダナ協定

とかる洲本原子力船開発瑠叢叢は

たのに対し︑田篤勢著入は﹁第二

﹁むつ﹂受け入れが決冷したこ

爾森漿大湊彪からの鳳航スケジュ

再処理工場は国内商けと響えてい

羅

東京都千代氾区九段北⁝一八ート

難した交渉陣と︑つったもの︒岡虫饗内容

嚢︑

臼刊工業新聞社出版局
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9
二︑原子力委農会および原子 制となることに伴い︑今後の悩
一
力安全委員会の悪兇を十分に遡塾の推移に憾じ原子力踏継技術︑

定の趣露にかんがみ︑原子炉の

重しなければならないという規

︒

が

︸

ダブルチェックの実効性の確保

等の委貴との兼職を國避する等

設垂髪司等に際しては︑濃艶鷹選任にあたっては︑原子力安全 ．
．︒
会の愈麗を守って朽政処分等を委騒会の原子炉安全馨門審査会

行うこと︒

灘︑原子力安全委綴会の野駈

にかんがみ︑原子炉設羅許司以

にあたっては︑その設露の趣騒に努めること︒

政履は︑本法施行にあたり︑
次の諸点について適切な描圏を

六︑原子力開発利網にあたっ

u

も︑原子力安金委爵会が必褻に

子力璽本法の璽本方針を竪持

ては︑平和の麗的に隈るとの原㌦

ること︒

一

一︑原子力安全婁鎖会の婁員 降の各段階において︑閲係行政安金審査のための基鵡の整簡に◆

五︑安全研究の推進を図り︑

講ずべきである︒

み・欝的かつ喬的旧地か

㌧ら蔑ある塞嚢を行回る

応じ調査︑審議を筍うものとす

は︑その任務の蟹要性にかんが 機関が行う規制全般について 努めること︒

を設け︑開発と規制の権限を分謝

一
岬

四︑原子炉設罵の許可から顕し︑国内保瞳描齪体制の一層の
．賄

︑るスタッフの充巽強化に努める 転事理に馨るまで同一の行政機充実を図ること︒
こと︒
関が一負して安藝審査を行う体

一頃の推移に応じ︑これを補佐す

一暫をあてるとともに︑今後の彌

運輸雀が安全確保のための規鰯行

炉について各々通産雀︑科技庁︑

する②実用発電炉︑研究炉︑舶用

行政庁の審査体剃拡克へ
原子力基本法等の一部改正法薬が七日の参院本会議で︑霞民︑民社︑新自由クラブの蟹成多数で司

ともに安全審査を累罵発醗炉は適産轡︑研究段階のものは科学技術庁︑舶用炉は運輸雀に蕊分謝し︑

決され︑成立した︒現葎の原子力婆区会を改卸して新・原子力委鍛会と原子力安全委麟会を設けると

三雀庁が安全総総︵一次審蓋︶から建設・運転までの規制行政を一綴した澱圧体鰯のもとで術うよう改

行政庁の行う安全審奮花楓につい

政を一麗して行う⑧安全委員金は

三省庁は一翻化行政の羅偲に陶

大改革となる︒これにより︑﹁むつ﹂放射線漏れを契機に崩れかけた国属の原子力行政に対する儲頼

めるもので︑原子力纂本法や原子力婁農金設三法など関係法律が制定されて以来実に二±二無ぶりの

けて興体的な準至重業に入るが︑

鰻登の安全委員会の入選につ

は原子力安全局に新設される調戴

るため︑四十五人程度とする計画

てダブルチェックを行う︑などが

できるだけ甲羅にスタートさせた

いては︑豪ず七人いる三筆の原子

安全諜があたるが︑安全周はこの

会メンバーも一次憂欝をカバーす

轡子となっており︑衆院での審議

いとの点ではほぼ一致している︒

の深い委興二人が移ることが確爽

力薫習の中から安全規制に係わり

い﹂としている︒

で﹁原子力婁貫会︑安全婁顔会は

また蜜全婁農会創設の嚢方役を狢

計らって新体制をスタートさせた

た︒第八十国会に提出されて以後

行政庁から報告聰取を求めること

める科技庁原子力安全局では︑

璽化は今秋中にもスタートする︒

で可淡した︒社会︑公明両党の反
五期︑一聯四か月園にしてようや

簗早舟に加え︑十分な安全の確

ができる﹂﹁民主︑自主︑公開の

をとり饗すべく︑安全蚕圏垂は今麗︑遅くとも九月には︑行政

原子力基本法等改正法案を審
対は︑安全委員会を行政機関とせ
く成立をみるに叢った︒

保﹂をつけ加えることなどの膨正

いもあり区切りのいい頃あいを毘

段階に入っている︒

膨理契約は︑原船囲巣國と俊世

全審蛮スタッフを憎鰻︒詳細設計

園ることにしている︒

保璽工を傭えた企業グループとの

で︑強化の細國を詰めている︒

議していた参院科学技術振興対策

り︑とするもの︒共離党は発鱈再

ず諮問機関としたところに問題あ

登利用を抵当する原子力翼翼会と

改正法案は①新たに原子力の開

は︑五日の婁踊会で各党代表が法
審齎の通謀雀移蟹は開発鰹兜の行

が出ている︒

﹁現行の原子力委醜聞との兼ね合 視され︑これに工学安金︑核燃料

特別婁蝋会︵藤原騰雄蘂獲︶

輿への蟹沓の麗解を表開する討論

安全規制担嶺の原子力安全姿麟会

次いで岡委畷会は︑各党共融提

﹁むつ受
﹂ 入れ決着

政一璽化だとして反対した︒

薪自由クラブが蟹成し︑社堂︑
薬の六項齪からなる衆院岡様の付

を行ったあと採淡︒自饒︑民社︑

公明︑共薩の反対を抑え諾成多数
幣決識︵薩劉掲︶躍を全会一致で

聞で行われ︑グループ構成会社が

るための四十八人のスタッフに一

審畜から運転までの安全を確保す

ｫ羅璽 封印 諮問案に同意

それぞれの役謝を分損する形態に

次審蒼関係欄当の十六人を羽え六

採択した︒

畏輪緊議会と佐世保帯議会が︑

なるものとみられている︒順調に

二十三犀ぶりの墨本法改疋を賢

技特婁醗擾が岡法案の審議経過と

門む2の核封印膨理受け入れを 選定など新たな筒置に入る︒

七日牛前の参院本会議は藤原科

院本会議︵七B︶奏上︒慣璽審議

十鋳照十︻秀︑螢成多数で可淡し

結果を報告したあと採決に入り︑

成多数で可決成立させた瞬間の盤

の末︑自昆党などの賢成多数で可

麟灘

軸齢紛・・

のヤマ場を越し︑膨理契約︑母港

決した整院科技特︵五繍︶鍾下︒

原産事務局長
に国分郁男氏

惣鵡
難

噸轟
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畿

翻

＼恕二

ル︑佐世保轟で行う﹁むつ﹂総点

しハ㎝二⁝一∵司一一
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原子力安全委新設と

@今後の課題

されたのが本法案であり︑そ
みやっと決養がつくといういきさつがあ

設が予算編成で政治折衝にまでもつれ込

政委員会構想を強硬に主張しつづけた野

ったことも︑その一つだ︒質疑を遭じ行

の醤子は現在の原子力委員会
を改纒︑機能を分離し開発面
を撹当する︵新︶原子力委員
党各党は︑両委員会がともに国家行政組

ゲットがそれによって国民の安心をとり
つけることに大前握を置き︑ベースとな
った原子力行政懇談会の意見の精神もそ
こにあったとする限り︑原子力安全委員
会の新設そして規棚行政の〜良化がその

運輸嘗︑研究炉あるいは試験段階にある

嘗肢⁝の膨正通り可決︑成立した︒昨 行政も商用炉は通産省︑異用原子力船は
番・機占いじりにすぎない﹂などとして

格づけられたことに対し﹁単なるご恵見

ためのより萄効な正文となり得ることは

鎌二月の同法案国会提出から一年四か月
ものは科学技術庁の担当とするなど一璽

改正法案に猛反発︒規制行政の 貫化に
なければならない︒この問題の行方がど
いても︑Bく﹁三省庁への許認可権限の うなるかは一に今後の運用如何にかかっ

織法にいう八条機関︵諮問委農会︶と性

ぶり︒政府はひきつづき修正部分の法制
化を図りそれぞれ山海の所在を明確にし
分割は総理大臣に横断的一元的に帰︸し

いにたった矢部会長は﹁この＋唐

こうしたなかで総会の冒頭であ

を進め異現に努力することを約し

ている立地懇などの場を同じ検討

調︑員体的に今年からスタートし

策のすべてではないということも銘記し

ているといって決して過書ではなく︑そ

の艶味においてここで何にも堰し開き
を躍かねばならないことは︑堅牢な﹃容

経て実行に移されている︒国橘の違いな

村とその周辺の柱餅に対する広報

ていく蕎え︒また︑原発立地欝町

懇談ではまず一本松珠畷原産副

にされた︒

会長が﹁今後立地を促進していく

うえではさらに地方公共認体との

ない十全の配懸も肝要だろう︒安全研究

ることを決めた︒原子力政策につ

代表によるパネル酪談会を実施す

年記念事業として神璽︑六大政党

このあと総会は全原協創立＋周

このあと懇談で頒中蒲太郎双葉

対策が必要だ﹂とあいさつしたQ

てきているが︑さらにきめ細かな

は﹁地元対策はしだいに改諺され

これに対し矢部知患失全原協会長

蓮けい強化が不可欠だ﹂と播摘︑

の推進や保障措置体翻の充実などそのた

について﹁原発建設時には一翼的

町長は原発立地と地元濯用の問題

政府に働きかけていく︒

置︑国の責任で対処するよう強く

ら原子力駆血調整官蟹務所を設

措置はサイトことに計画の段階か

ども十分に考慮︑わが国なり独自ベース

る︒とくに新しい体制への移行に際し︑

の体制固めを進めていくことが屏要であ

原子力行政がいささかも遅滞することが
あってはならず︑海外で聞かれるように

めになさねばならない問題は数知れない

いて国と自治体の間で討議を行

﹁規制のジャングル﹂の中に迷い込ませ

ことを︑あらためて強調しておきたい︒

根拠となっている圃定資産税算定

﹁企業を誘致するなどして

久原産奪務理甥は﹁真に地元の将

だ﹂と強調した︒これに対し森一

期的な地元対策の確立が不可欠

と地方財政はやっていけない︒擾

露鮒用年数は三＋卑程度にしない

収入となり市町村分は少ない︒霜

を導入したとしても大部分が緊の

﹁新しい肝内財源として核燃料税

して原発償却薙数の問題について

罵藁薦村議展は固定資産税に蘭越

の一つだ﹂と捲摘︒また︑須藤浩

る︒地蔵別電力料金舗の韓入もそ

ついて発想の転換を図る必要があ

確保することが必要だ︒この点に

地方の雇用罷要を畏期にわたって

述べ︑

きしない︒そのあとが問題だ﹂と

に労働起用羅要が増大するが長続

い間題点とその解決方策を模索︑

ともに︑住民巌洞の向上を認るの

原子力政策の正常化に寄与すると

これら一つ一つを通じ原子力行政に万適
辱なきを期し国民舎悪をとりつけていく
ことが当面の巖重要課題である︒原産が

が目的︒八月三日開催の予定︒

なっていることが原子力立地問題

の基準となる原発の耐用年数の延

するとともに関連産業の立地促進

を函難にする一因となっているこ

農についても強く要望していく︒

地促進の前提となる信頼性回復を

とから︑地方公共髪冠の関与のあ

現行の耐用隼数十五駕を三十年に

的︒このほか︑極久的財源描躍の

り方の明確化を強く要望していく

の税増収となる計算︒さらに︑電

延侵した場合︑総計七億五千万円

を図ろうとするのが過度灘入の厨

五十二庫慶購業報告︑昭和五十三

とともに︑護憲審開催以前に原子

攣るのがねらい︒また︑原子力行

年度事業計画などを満場一致で司

力承認調整窟労務所を開設するな

後︑東票・平河防の海運ビルで開

規制行政の改革強化は︑原子力安

化⁝など︒このうち原子力安全

地域別磁力料金制度の導入︒発

でまず取り入れられた考え方は

﹁地域振興と税財政措置強化﹂

交付金のみに使用するよう求め

法趣旨を璽耕し︑地方公共客体の

に︑電源特会の便途については立

などについて要望していくととも

開発試験場第二開発窪長・次蔑待

地対策の必要性が改めて浮き彫り

化を求める潤が続出︑総合的な立

力立地の第一線から地域対策の強

村協議会と原産との懇談では原子

の愈見が出された︒

は十分な安全確認が不可欠偏など

ている︒畢急に廃棄物対策の確立

要な不安を起こさせる一因となっ

を保管しておくことは住民に不必

題について門地域に多塗の廃棄物

豪た︑須藤氏は放射性廃棄物問

作成していきたいと述べた︒

ドアップが不可欠﹂1一日午 に地域開発のモデル計画を早急に

来の繁栄につながるような地元対

決した︒それによると今年度の要

源立地促進対策交付金の交付期間

かれた全国原子力発鱈断所在甫町

策の確立が憩室﹂と指摘︑翼体的

盟薯項は①行政機梅の改革︑安全

どして地方公共団体との運けいの

延長︑交付金算定係数の引き上げ

﹁中央でも地元への対応のスピー

性の確保③地域振興︑税財政措置

強化を求めていく蕎え︒

﹁地域に役立つ優遇描出を扁

の充実③国民的台葱形成対策の強

全委員会の新設︑安全規舗行政の

当︶著山一幸▽動力炉開発・安全

遇︵大阪研・主任研究員︶醐田紀

研究察長︵周部核設計研究塾長兼

次長兼原子炉計測研究窯長兼欝欝

長待遇︵材料試験炉照射第一課

▽大洗研管理部保安管硬課長・次

長︵同部付︒部擬待遇︶大内鶴翼

る﹂﹁地晃問題に対する中央の対

なくもつと充実させる必要があ

は単にきれいごとですますのでは

このあと懇談では﹁原子力P獄

を一と指摘︑さらに﹁海洋投棄に

一念化を実現することにより立 躍利益を盧接的な形で地元に還元

性研究管理部次長︵原子炉工学部

験足部撰︶高困稔▽材料試験炉部

夫▽大洗研付︒部長待遇︵材料試

核融合推進纏を新設

研究室長︶原昌雄▽原子炉工学部

原子炉制御研究室長兼原子炉計測

温工学総長︵動力炉開発・安全性

遮蔽研究室長︶朝岡卓覧▽燃料工

原研が組織改正と人事異動
日本原子力研究所は︑一日付で

研究管理部次長︶墓地満載▽企闘

形体制の確立が急務扁﹁原発立地
﹁業務部﹂を設けるとともに藁縄 魚調査役・次長待遇︵動力炉開発

点海域のさかな不買運動がおきて

組織の一部を改正︑新たに本部に

長︶松永朔郎▽材料試験部次長兼

3

1

6

7

9

鞄語（06）（353）5

? 原子力基本法等一部改蕉法案 会と規制繭を握輸する原子力安全委員会
⁝が七田の参議院本会議で衆議院 の両委員会を設けるとともに︑安金規制

化など黒鍵を急ぎ還くも九月中には原子
原子力安全委員会がこれをダブルチェク
ている環行体系を崩すもの﹂等々︑と︒

明白だが︑同時に︑これが安金性季刊対

力安全委員会を発足︑庫来までには規制

労粗など各界代表で構成された原子力行

する一の二点︒学界や地方公共団体︑

れ物﹄を得たこととあわせそこに質︑墨

これまで︑新しい安全規制行政の皐期実

のも︑このためだ︒われわれは︑新しい

現方等を関係方面に要望︑提書してきた

ともに十分な﹃入﹄を得るということで
ある︒このことは衆参繭院委員会の付帯
決議にも指摘されている︒それらを踏ま

原子力行政体制がその屋的を達しより実
効あるものとなるよう今後注悪深く兇守

え将来への確固たる豪商づけを行うなら
ば︑新しい規翻行政は必ずや国難の儒頼

ない所存である︒

措置だったともいえる︒規制得政の一貫

ていくという観点からはむしろ必然的な

要性があったからで︑国民の負託に応え

力行政を大所高所から監視することの必

機と︑それ故に広範な原子力活動︑原子

けたのは︑原子力平和利用の担保の盛物

しかし︑今回の法改正で行政委員会を避

によりわが国の原子力行政は 大 き く 変

まず︑法案の成立を革蔭に認びたい︒

改箪の畢期実現を望んでいた者として︑

ものだけに︑その成立を強く期待︑行政

たり検討を璽ねてきた結果を具体化する

から懸冤を聴取するなどして一年畢にわ

政懇談会が広く学術禽議や消誉者団体等

行政の一馴化をスタートさせるが︑これ

革︑国民舎悪へ引しい第一歩を踏み出す
ことになる︒原子力開発のいわば新法と
もいうべき原子力墓本法が大錨に改正さ

二十一鳳年ぶりの原子力行政改箪である︒

れるのは昭和三十年の同法制定以来で︑

原子力船むつ放射線漏れ薯故の巖終壷

行政体制については※国や西独など先

り︑かつそのための十分な協力も借しま

一樋明確になったことは確かであろう︒

進各国でも整備がなされているが︑いず

化についても︑それによって行政璽任が

の難関があった︒与党︒自属党内の一部

ただ︑参二人各氏も指摘している遜り

れも椙轟の駕月をかけ薔実な準備段階を

ところで︑今圃の法成立までには幾多

れ︑これを契機に国民の原子力行政に対
に﹁むしろ開発を阻審する偏とした懸念

この法案の悪図するもっと大きなター

任はどこにあるのか︑その所 在 が 問 わ

する不僑は一翼に高まった︒この不印を
があり︑このため原子力安全委員会の新

をかち褥るものとなろう︒

払拭︑儒頼回復への手だてとして立法化

全原協は昭和㈱十一蝶年聯立され

織に地域難燃はしだいに充実され

た︒

政での自治体の役劉が不明確に

！！！！クタ多一！多多多ノ多4つシ7一！多多一！多ーノ4ーシノーンググ多多一！多

て以来今葎が十周隼︒この間︑常

てきた︒しかし︑立地問題は依然

学部黒鉛秘料研究饗宴・次長待遇

に一本松副余論が﹁立地問題に

要輪iなどの悪酒が続出︑最後

いる︒こうした問題への二戸が必
究蜜長︶平田実穂▽﹁核融合﹂研

・安全性研究管理部萬速炉設計研

長︶神原忠灘▽技術部施設第二課

︵岡室侵︶佐々木泰一▽粛軍血中 照射第三課長︵周部照射第二課
ンター﹂と部に理論する﹁高温工

研究翫に﹁核融合研究開発推逸セ

魚子回析研究塞養・次長待遇︵同

以姫勒蘇の他｛ 藤謡雛：難ぜ篇｝二二にて・ル管騨擬鹸

静岡鼻小笠郡浜岡町佐倉

，兵爾出張所

來京都中央区銀座5−5 文春別館内
電 置舌（572）5734●（573）2664

聞
多 クグ！ク ーー萎多多づ！多

恒久的一財源措置要望へ
国の立地対策抜本強化も
原畢力発電所計錘のある全国二十八市町村で構成する全国原子力発電所所在市町村協議会︵会長

に原畢力立地対策の鍛前線に位麗

厳しい状況だ︒これからの頬策の

囎．網嚢

究所華備窺長・次長待遇︵建設業

ソトープ事業部長・RI研修所長 温構造工学研究室畏・次長待遇

乏しい︒〜OO％安全なものはな

されるだろう﹂としめくくった︒

く︑経験によって安全問題は解決

茨城ユ1聖東荻窪郡人熱町成田三選（02926＞（6）1
3． 3 1
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原子力本部

本社（原子力部）

学

業
産

力

原
︒矢部知慰央敦賀布撰︶は一呂︑藁宗・華河町の都欝センターで昭稲五十三寡髪定例総会を開き①原
子力行政機構の改革強化を早急に実現し︑安全性の確保を図る②固定資産税算定の基準となる原発鮒
鞍懸数を延長するなどして恒久的財源対策を拡充する②原子力連絡調整嘗婁長髪を康発立地前に設麗

する地方公共団体として尊翁福祉

いかんが原子力本格利用時代への

するなどして国の立地対策を強化する一などの実現を関係省庁に強力に要望していくことを決めた︒

の醐上︑立地の健進に全力投球︑

重大な転機となろう﹂と指摘︒こ

総会はこのあと審議入り︑昭和

され︑立地対策は新しい局面に入

昭和四十九年には電源三法が施行

職

学室﹂を新設した︒大型トカマク

蠕
れに対し熊谷太三郎科学技術庁長

は原子力に批判的な科学者の兇解

った︒しかし・その効果について

擾・次長待遇︵周部施設第一課農

開発部と核旧盆研究部は同センタ

塞長︶浜口由和▽研究熱管理部次

官は﹁原子力開発を推進していく

務課長︶俊藤當一▽入事草付・部

は︑施行か豊二年が経過した 今

が大きな影響を与えている︒その

長待遇薩核物質管理センター派遣

・次長待遇︶篠原晃一▽高湿工学
ーの下におかれる︒

長兼研究炉技術課長︵嗣課長︒次
うえでパブリック︒アクセプタン

核融合研究部穫兼トリチウム技術

見解の多くは経験より可能性を重

室大型構造機器訊験準備胴長軍記
が行われた︒次長以上の異動は次

︵同部長︶大森栄一▽製造部長心

蟄長・次蔑待遇︶躍本芳三

︵理婁・R1研修所長︶望月勉▽ ︵原第炉工学部高温構造工学研究 視したものとなっており︑根拠に
幡行雄▽研究炉蟹理部長心得︵同

得︵同宿次長︶阿部俊彦▽高隔研

アイソトープ霧業部付・部長待遇

▽業務部長︵財務部次長︶野中

調蚕齢︒次長待遇︵隅︒課長椙

部次長︶本間俊二▽栗海研出理部

研究察長︵核存命研究部次長︶小

ー畏︵核融合研究部長︶森茂▽高

蕉治▽核融禽研究開発推進センタ

のとおり︒

︵周・次長待遇艮同︶杉本栄三▽ 長待遇︶佐々木吉方▽理薯・アイ

日︑地元への発電利益の選元描麗

周

また︑組織改正に伴い入事異動

スは最大の課題の一つ︒今後の原

翫
子力開発では地元と一体となって

・⁝

として定職する一方﹁交付期限が

@

年短い﹂﹁適用範囲が限られてい

推進することが不可欠だ﹂と自治

範
体の協力を求めたあと﹁地元の要

@

い﹂⁝一など︑いくつか実構にそ

るため翼の住民橿祉に役立た な

＋
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@

@論
要急に対姦していきたい﹂と強

財源措置、立地問題などで

@

塑については実鏡できるものから

も畢実︒

地元対策強化が急務

6
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〔原子力開蓮営簗種自〕

（発露所開係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核早書尊爵・交換作業、
個人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水描の嘉肴、廃棄物の運搬、変電所・空調設備運
牽云保守、施設内の補助工事厩びに営繕業務、管理厩域内除染および田草、溝通区域屑掃
（研究施設閣係）RI放射線取扱実験釜設計コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各日廃棄物の処理、ブイルターの交換、空問線餓率・野面汚染率分布測定、空調設
餓運転保守、管理践域内除桑および構掃、普通区域譜掃、浄水管理

〔原子力関蓮主要得意先〕

原テカL業（林＞G￡・敦賀および編島建設所、WH・高等建設所、B本シールオール（株〉、三和テノキ（株）

璽欝働蟻憾辛器耀蔦灘莚簸轄鰹灘1蒙鰹：

（研究施設関係） 臼本原子力研究所・東撫・人洗・鋤崎各研究所、理化学研究所・人和研究所、
屯力中央研究所、B本アイソトープ協会、東人工許部・原毛力研究施設、東北大学・金属材料研
究所、東京都塑アイソトープ研究所、放射線医￥総合研究所、真旦通循研究所

O

丁

丁
丁

力

原

米下院
歳出委

建設に一億五千万ドル
@科技委大統領に話し合い提案
来下院歳出婁学会︵マホン委員長︶は五月三十一B︑科学・技術委員食において予舞が復濡したク
リンチリバー増殖炉︵CRBR︶曲調目一鰹五千七首五十万がを承認した︒オリン・ティーグ科学・

カーター大統領は世界上幟に核

R予算が承認されたことから︑テ 協線1を探っていくという著え︒

か評晒することを検討︒

なお︑薩接には核異器に転用で

①申レベル戦略物魍1一五百鰯〜二

きないが︑可能性のある核物質に

Z％以上灘縮U麟一謎鰐〜五撰

調査のため輸出基雌および閣遮手

一︑核物質・機甲の輸出認可再

たはU㎜︑二〇％以上麟縮U獅心

1ーナ五緒〜五菅修プルトニウムま

麟十詩緒以上②低レベル戦略物質

下艘縮ウラン十㎡写以上一1とい

墨綴〜十詩鰯︑天然以上一〇％以

聴蘇塗料⑳チャレンジ㊥スヒ：．リツ闘

る項闘は︑核物質および関連機雛

商務省閣係とされていたものにつ

の輸出入を規制している﹁NRC 三︑規制の対象ワクは拡大し︑
規定パート一一〇﹂について︒N

追加贔國は原子力供給国グループ

RCでは次のように修距あるいは いてもNRC規制をあてはめる︒ 静耀のプルトニウムまたはU郷︑

三層巌窟に発行した二九七八庫

関速機器・装圏︑黒鉛︑間隔描
薩︑製造施設に新しい楚畿を加え

〇〇〇隼⊥

工場が必要で︑二Q二〇年には約 沙程度に減少するが︑この場合二

○・⁝五％︶︑薙闇満員ピークは

六十工場となる︒増殖炉炉心には

い︒十三の遅れは五十万ゾのウラ

ウム︑U躍および親物賢の埋蔵醗 料工場の運転は九〇無代には必要

や

・轟

ノ

ド

大阪06（453）230玉山℃｝

原子力輸出規

則を修正へ
N臼C︑核不拡敵法に華拠

核不拡散法﹂に則り︑特殊核物蟹

C委員により爾吟味する︒

続は︑NRCスタッフおよびNR匹︑璽水素︑高・低齪縮ウラン

原子力規棚委員会︵NRC︶は検討を進めている︒
かまた会議に応じたとしても議

の町尽︒輸送に関する保障描圏

一一︑原子力関連輸出には傑障描

トにある鑛欝が生になる︒

盆︑産業騨の警えが受け入れられ

基醸の改定および輸出入規制に膨

および王AEAのトリガー・リス修︑一〇％以上二〇％以下濃縮U

の動きが注国されている︒

るかは疑問︑との見方もあり今後

正を加えている︒膨正の欝的は核

う明確な定磯をあたえており︑そ

輸出豊門を強化する︒さらに︑原

ことになる︒

れぞれの贔因に基準が課せられる

子力機関︵王AEA︶ガイドライ予炉︑圧力容羅などに灘しても︑

にするよう検討する︒

新しい定義を加えより厳しいもの

躍が要求され︑少なくとも国際原

ンに匹敵する防護描記をおく︒受

の核物着についても明確に規定し

け入れ国の保陣描繍が十分である

で︑燃料にはトリウムおよび二〇

ずるAC武は九〇隼ころ纈入予定 ウランは 一 颪三十万沙︵廃簗濃度

舞器に躇接関係しない機器︑少艦

拡不欝欝法が膨正を要求してい

ラン費源の繕大によってのみ瑚能

る軽水炉を轡加させるためにはウ

ていこうというもの︒

力発鱈戦賂酎醸ともいえる﹁高温

社はこのほど︑岡社の今後の原子

並行開発が必要となってくる︒ウ

ば︑ウランの必海霧は二二二十万

ラン使屠を節約し︑経隣的な核エ

〇葎に六十基しか油入されない場

十基の増殖炉建設が必要︒コ○二

約言万ゾ︒増殖炉の螺入が累まれ

核融合計画扁と題する報告書を発

プルトニウムーウラン燃料か装萄

であることから︑新型転換炉︵A ％艘縮ウランが適堂︒
ガス冷却炉︵HTGR︶︑ガス冷

表した︒報告欝は二〇〇〇無にお

ネルギー長期供給保証はトリウム

C況︶と醐速増殖炉︵FBR︶の 二〇〇〇隼には葛速堰殖炉燃料
却島速姻殖炉︵GCFR︶および

ける米国の漂子力発電藤は約闘酉

〇二〇隼間に二首八

GW︵四鰹KW︶になると予想︑ ︒サイクルが董要﹂との棊本的弩 され︑ブランケットにはトリウム

から二二されるU鵬は三一四墓の

十分と思われる︒増殖炉とACR 増殖炉の将裏果たすべき役割の

AC獄に必裳な燃料を満たすのに ンを新たに必要とする︒

を低濃縮ウラン︑使罵済み燃料は

とする︒今後二〇〇〇鋸まで軽水

使い捨て︵ワンス︒スルー︶方式

ると患われるが︑八○蕪代中頃に

炉が建設され︑三億五千KWにな の混Aロシステムの燃科となるトリ 題要性を巷乱れば︑爽証増殖炉燃

は何世紀もの間千GWの燃料を供 となり︑このため薄処理実施も八

O無代には必要となる一という

は使胴済み燃料も増大し︑湾処理

増殖炉は発電および低燃料サイ

もの︒

《クラノクス》

名古握052（853）1461垂代）

応力塗料
蛍光，蔓透探煽装躍各種

ため︑カーター大統領︑シュレシンジャー・エネルギー脚長窟および産業界の代表間で話し合いたい

拡散防霜を訴え︑縫用済み燃料の

を用いる・トリウムブランケット

合︑それ海難の芝煮を早めるか︑

その後は無平均十五GW増穴し︑ えに立っている︒内容は次の通

あるっしかし︑構想はまだアイ

給できる︒

この謝魑を行うため必要となる

が必要になってくる︒

ワンススル1・サイクルで趣転

クルコスト︵燃料塵出︶の二点か

《スーパーライト》

技術婁厨撰は歳出委質会がC罠BR予騨を承認したことからCRBR垂雪のための妥協璽を潔いだす

としている︒大統領は昨難︑同問題に関し拒西権を行使したこともあり︑高速増殖炉開発延期の懸盤

合いの堀を開くことを計画︒ティ
ーグ委員長はこの場で︑議会およ

鍛も関連の深い歳出委員会で鼠舞

は固いと伝えられており︑C R B R 復 活 は 難 航 し そ う ︒

び産業界の愈向を改めて伝え︑大

昨年二転三転の来︑大統領の擦

BR予鯨が︑根強い﹁高速増殖炉 ものQ

盃擢行使という憂国にあったCR 額の灘から癬議が進められていた

ィーグ婁員撰は議会運欝をスムー

歳出委においても同額のCRB統領の感触一ICRBR復活の妥

ある︒今年四月十二日︑原子力推

ズに行っていくためにも下院本会

支持派﹂の努力により優濡しっっ

は高遠寵遇炉開発関運予舞として

逸派の多い下院科学︒技術婁魔会

再処理と島速繕殖炉の無期限延

デアの段階であり︑その突現時

率のムCR型轡料に利用︒増殖炉 によって調溢しなければならな

で生産される大羅のU鵬は高転換 あるいはウラン羅を増大すること

期も核融禽炉の完成後︑つまり

現荏の軽水炉については︑燃料

二〇四〇隼には手GW︵十億Kり︒

ゼネラル・アトミック︵GA︶ W︶になるとし門現在使われてい

このことは︑ファイブソン聾

二十一世紀の聞題である︒上認

質の発生をへらせるメリットが

テイラー・モデルの核燃料セン

の数字はディネイチャード・フ

撮摘している︒

ら今後重要な地位を占めてくると

磁粉探傷剤

研究・開発は、今や繊界のトソプンベルに達しています。

《スーパーマグナ》

墜

ひ

チ

議に計る劇に大統領︑エネルギー

とから︑今園の妥協会議に癒じる

転換姥の小さい軽水炉︵O・ がかりになるかも知れない︒ま

もその経済性突破への有力な手

り核融合炉で生じた中性子一偬

ウムーU鵬転換を超こす︒つま ギi総利得は薫育侶にもなる︒

い︒

六︶を使っても二十偲前後は固

る︒核融命反旛の発生エネルギ

にできる点で墾要だ︒つまり核

ルト︑U㍑の核分裂エネルギー ターを︑比較的小規模かつ少数

ーは十七︒六エレクトロン︒ボ

融禽転換装罵が一墓あれば︑同

るというように︑細かい詰めば

錨日の連続運

転記録を樹立

メイン・ヤンキー原発

へPWR︑八十二万七千KW︶は

メイン・ヤンキー原子力発懸斯

五月二＋七田︑三八四＋五時の達

続運転の新栄録を樹立した︒同原

発は四か月離にも総轄鴫脂力蟹で

新底巧を立て︑規在六牽五億KW

頃旬には一概ぶりの燃料再装荷が

Hを超える騰に達している︒七月

箏定されているため︑それまでに

臨己の記録更新がどこまで伸びる

ン・ヤンキーの運転により一千颪

か婆欝されている︒ちなみにメイ

五十万姶の石演節約につながり石

なっているという︒

《スーパーグ目一》

特殊塗料株式会祉

蛍光，曼透探鰯購

蜘緯

染色，曼透探百重

NOl探傷機材専門メーカー／櫟傷技衛コンサルタント

《スーパーチェソク》

一一

油火力の楽分以下の発頭コストに

⑧営業品霞

1；1：ll；脇鶴

総額一層九千一 百万が︑その内︑

している産業界代表を築め︑等し

期など厳しい政策を採っているこ
CRBR 予 騨 に 一 億 五 千 七 齎万が
雀長留およびCRBR開発に参加
の華籔をつけた︒綴織騨について

＼
当たり︑ほぼ一個︵正確には○

た核分裂炉の側でも︑放射性物

・五〜一鰯︶のU鵬が形成され

は百九十エレクトロン︒ボルト

再処理してプルトニウムを抽出

←U鵬転換を行なう︒U蹴への なので︑核融禽転換朝鳶を縫え

に燃料を供給できる計獅だから

出力の転換炉ニセないし菖＋基

ニュークレア・ニュース五月

︵コーネル大学︶が﹁核融合の

炉︑高趣増殖炉などがいずれも 隈十一倍になる︒

転換炉には軽水炉︑CANDばU
︑利用可能エネルギーは鍛大

弩で︑物躍滋養のH・べーテ し︑これを燃料にしてトリウム
雑種﹂と題して︑核融台炉とト

ユエルの場合には蒋午不利にな

リウム・ブランケットとの網み

注慰を要するのは︑こうした

高速増殖炉導入を急がない場合の原子力計画

工場・久里浜0468（35）0935駄）

CORPORATIONを

要するにこれからだQ

ゴヨ

鋤

必須条件になっていますが、特殊塗胴はいち早く村応。

である︒燃料センターには圏際
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さらに近年、各種製品の輸轟に際し、アメリカを始め

べ⁝テはこの荷利さを︑ファ
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利用司能だが︑ファイブソンら

、、
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浸透探傷、磁気探傷を始めとする探傷技術・製品の

台わせを推奨している︒この装

憂娚構想が現トの核拡散防止聞

漸型転換炉、、

多

特殊塗料が毒破壊検査のパイオニアとして歩んで20余年。

麗は核融愈炉で発生した中性子

Thサイクル論さかん

ことだQたとえば︑このような

、、

その他非破壌検査機材一般

薪時代の探傷技術のために、積極的に挑戦しています。

題に短絡される傾陶が罠られる

トリウム︒サイクルの滋葎可能

、、

Aεモエタリングシステム

特殊塗料はいつも、チャレンジ・スピリソト！

をブランケットに郵き︑トリウ

味冒髭撒エネルギー収支で試算一
管理︑政治的に安定した翻への
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渦流探偲装躍各種
超音波探傷機麗各種

設立するなど、万全を期しています。

ムをウラン㎜に転換して︑これ
を発躍増絹燃料として利嗣しょ

うというもの︒ベーテの関心

性を予想して︑縫沿済み燃繕の
イブソンーーテイラーの高速増殖

設躍・厳重な歓装蟹備などの厄

い◎べーテ自身は間題の政治

いるのでないとは雷い切れな

50（1
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75年には、技術提供会社としてτ￡SCO

は︑トリウム燃料が核拡散防止

炉−転換炉系にはない利点とし

ーテはその簡素化の利点を︑岡

介な条件をともなうだけに︑べ

畏期貯蔵やプルトニウム管理

は巖近簡遜鱒殖炉を推奨してい

て強調する︒核融合装腰そのも

により向いている点にある︒

るようだ︵増殖比の関係で︶︒

のは核分裂炉に比へて建設臓が

E︵国際核燃料サイクル騨価︶

いしという態幾だが︑INFC

門もし縫えるなら便った方がい

ィをおいており︑技術的手段は

的︑制度的解決にプライオリテ

︵その利用制隈︶が霊張されて

べーテの提婆はこの高速増殖炉

もともと︑核防の観点からの

A︒ファイブソン︑T・テイラ の代りに︑﹁核融禽転換払底﹂

一・五〜五傭と推定され︑経済 時に経済性の見逓しもあること
を強調しているわけだ︒

この構想は実はべーテだけの

りあるQさらにU朧燃焼炉︵発 ものではない︒※国にはトリウ

ー堰簡比がそれをカバーして余

べーテによると︑この装躍の 的に不利だが︑前記のエネルギ

を便おうということにある︒

トリウム・サイクルの主唱蓄は

一︵ともにプリンストン大学︶

の瓢入である︒彼らは国際蟹理

ブランケットはトリウムとリチ

の米國消熱ははたしてどうか・

ここからU㎜燃料︵いわゆるデ ウムで構成される︒中性子がブ

された核燃料センターを設け︑

ている学蓄が多い︒核融禽i核

ム︒サイクルの核防特性に注目

ランケットに入ると︑まず亟い

炉を使えば︵転換比○︒九︶︑

電所用︶として転換比の大きい

ィネイチヤード︒フユエル︶を

反応がおこり近似酌にはこの二

トリウム核との闇で︵n・2n︶CANDU炉︑蒙たは高温ガし
︑その葡利な使い道を模索し
ス

プルトニウム轡麟製茄

204◎年にいたる原子力計画

各地の発電所に供給するスキー

轟亀1速堀〜気敢匁零

増殖炉への道、鉱で

ムを提案している︒センターの
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業
産

来醗高裁判所は表る四月三日︑﹁原子力は

経済的

で

︑＝
f・

安全

なものとの評価を受けるか

＝匿

︑

どうかは将来の問題であり︑議会および各州立法瞬が適切に議決した基本的政策は裁判所にお

．

・いて再検討する問題ではない﹂とし︑バーモント︒ヤンキーならびにミッドランド両原発に関
するワシントン特別区控訴裁の判決を差し簾す判断を全員一致︵七対○︶で示した︒電気瑠業

︒

湧力〃を取りもどさせた︑といっても過書ではない︒今回は﹁もし逆の判断が

．

橘気〃と

者にとって控訴裁の判決による影響がかなり深刻なものだっただけに︑巖高裁の判決は産業界

ﾉ

U

9
に︑ほとんど私室されなかったに

下された場合﹂についても検討を進め︑最高裁のとった判断を︑※﹁ニュークリア・インダス

・トリー﹂誌から拾ってみた︒

あり︑巡回控訴裁や鍛高裁の判薯

米最高裁

るであろう︒また︑裁判所は今

かを判断する場合に限って行われ

訴裁に勧告している︒

た際の調査を審理しなおすよう控

従うべきか︑という判断をNRCい書目を傑讃し門ミッドランド判

えるものに到達できるように︑裁

るかどうかを判断するため︑数判

控訴裁に対する

に対して示すことはできない︒

後︑NRCがどのような手続きに ミッドランド薯件については強

所が規制機関の孚続きを絶えず審

た手続きを規制機関が採用してい

理するようなことになれば︑裁判

判所意見の中で完金に仕立てられ

﹁控訴裁の判決は︑規制機閲が

ている︒﹁斜懸されるべき薯項に

になったかもしれない︒この場

べきものであり﹂

﹁司法干渉の暴

い場禽には取消し命令を受けるか

た︒控訴裁の一審判決の中で︑少

ず︑規制機関がこの事項を検討し

せることができない官命には︑そ

巖高裁はさらに次のように述べ

挙である﹂としている︒

もしれない︑という擬威に薩面す

くとも

ないことを根拠にして同機関の湊

決定を審理することが出来るであ

るために作成されたS−3表の めのゲームや裁きの流量とするよ

建設にともなう追加的な効果をみ

療器具類の完全滅菌は放射線滅菌施設で

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。

療器具製品では効力を発揮します。

暫

込先

社工場高崎布大八木町168

話（0273）61−6101番（代表）

最高裁の論拠
行政法の根本

自由に独自の手続き規則を制定で
所による審理は全く予測不可能な

対して不明確もしくは曖昧に醤及

思想から逸脱

きるとする行政法の根本思想から
ものになるであろう﹂そして﹁こ

廃棄物および再処理に関する規

の窮理から

この判決がもし覆えされなかっ

著しく乖離している﹂と最高裁
の最薔な手続きを採用しなければ

るかどうかを判断するため︑最高

則が専断的に制定されたものであ

の肇項の所在を規制機関に気付か

することにより︑また︑もしこ

決はカフカ的︵不条理︶とも講う

たならば︑原子力産業界にとって
は判断している︒ウィリアム・レ

ならないがために︑曖昧な制止命

裁は当事件を控訴裁に差し噛し

にのぼる追加経費がかさんだ︒

の頁の問題は︑将来︑現実のもの
ーンキスト判零による裁判所愈発

令に従って運営し︑もしそうしな

ヤンキー判決に対し︑フットボー

を織り混ぜており︑バーモント︒

る規制機関は︑あらゆる場禽に完

る扁と述べている︒しかし︑巖高

則制定は馨断的である︑と考え

人の判嚢が﹁NRCの規の事項が強く提超されたにも拘ら

ル試製翌日の﹁月曜臼朝のクオー

果になる扁︒

全な裁決手続きを踏む︑という結

差し戻し判決

合・NRCやその他の規制機関はは︑異常なまでに強い控訴裁批判
その後︑規則の豊富方法につい
て︑連邦裁判所の合愈が得られな
くなったかもしれない︒また︑手
続きが司法審査の対象となること
ターパッキング︵疲れ累て悪い判

ろう︒しかし︑それは決定が辱断

り︑行政手続きを不当妨害するた

今後も︑裁判所はNRCが行う裁は百万KWの新規原子力発電所 定を取噛すよう命じることによ

最高裁はさらに﹁最善もしくは

した環境保護団体﹁天然資源防

＝｡＝禰一＝一一＝一＝営＝一騨一一＝；

うなことがあってはならない﹂︒

的に行われたものであるのかどう

元資料ならびに暫定規則を制定し

正当な結果である︑と裁判所が酬

ている︒

適当な指令である︑との評を与え

を知っているNRCは︑恐らく・ 断を下す︶﹂のようなもので︑不
あらゆる規則の制定に当たって︑

することに尚けての手続きを踏む

せよ︑N紀Cは原子力発爾所の建 完全な裁決方践の公聴会を開催
設に代る一代欝累として節約を検
ことになり︑裁判所は規制機関の

くしているようである︒

茜工墾艦就会舘

きる

があたかも規制機関の癒志決定機
構の構成員ででもあるかのように
討すべきであった﹂との判断を示

所を選択する司能性との闇の妻室
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立て人は代賛手段として節約を考

あるロイズマン氏が﹁当肇件に

会議﹂︵NRDC︶側の弁護士

えている︒こうした懸案甥項が

をNRCやその他の規制機関は

滅菌状態が長期間持統で

産業界にとって
好ましい
している︒

ない︒

判断する必要性は必ずしも存在し

控訴裁のミッドランド事件判決

権を持つことになったであろう︒

原子力産業界にとってこの簸高

心理的な開
控訴裁判決を支

許認可規則に対して実質的に拒否

裁判決は好ましいものであった︒
好ましいというのは︑直ちに原子

持の場合の予想

霞気薯業者が考慮しなければな

発促進効果

えていたが︑NRCが証拠の提出的な相関関係を予測しうる入がい

力産業界の先行きを明るいものに

いていくつかの璽要な点で勝利
あっただろう︒

を要求しても案質的には不可能で

士は極めて無邪気である︒も

ライズ氏はまず﹁N獄DCの弁

て次のように答えた︒
薯業者の葱志決定に対してどのよ

本当に好都△口なものだとして断

︑彼らが今織の鍛高裁覇決葱兇

ることができるのであれば︑彼

判断することは時期尚翠である︒

現している︒最高敷は一つの翼琶

決に隈く敬愈を表さなければな

にそう想嫌させてくれた巖高裁

ない﹂とし︑ローウェンスタイ

露を明らかにしているのであり︑

度ある激しさは︑確実に何かを葱

な判決を鰻高裁がもっと示すよ

被告と原儀の双方を醤ぱせるよ

氏は次のように掴暖している︒

原告側も強

悪しているはずである﹂︒

その露葉の調子︑痛烈さおよび節

巖高裁は珍らしく鰯広い雷葉で表

うな影響を及ぼすかを今の段階で

ェンスタイン氏は嘲笑うように

らない点は裁判所における敵対的

の意味するところは次の点にあっ

規制諸機関の司
法的顧慮を支持
最高裁判決は規制機閲が決定を
下すに際し︑司法的な顧慮を行う
ことの必要性を再度強調した︒化

石燃料火力と原子力とに係りな
く︑いかなるタイプの大規模プロ
ジェクトでも電気事業巻が計画趨
季する際には︑関連規制機蘭の必
要条件を勘案してプロジェクトを

る︒この判決は篭気霧業者に蘭す
る限り︑躍気事業者が規制機開の

はずである︒しかし︑それが露気

な態度である一と語ったライズ氏

た︒この判決に従えば・異議申し

ヨ 〆

的な雰囲気を和らげることになる

てきた︒

電気事業者にとって︑この控訴

すことを司能にし︑公聴会の終了

るとは考えない﹂との箸えが返っ

恐ろしいまでの新蘭論調をもた

する︑という意味に止まらず︑も
し逆の判断が示されていた場合︑
立て人が十分な事実調蒼結果を提

環塊図題のほとんど全てを独自の

RCは異議申し立て人が提起した 異議申し立て人が公聴会に持ち出

道に関速して︑ライズ氏とロー

戴判決の影響は深刻なものであっ

つ︒巡回控訴裁の判決が示された

た﹂と語ったことを報じる新聞

らした一九七六隼七月の巡園控訴

た︒NRCは調査を完了し核燃料出しているかどうかに拘らず︑N いたならば︑あらゆる環境問題を

連邦鐵判所の後を追い︑独自の手
時︑ある新闇配薯は﹁最終的な影

る︒﹁醗高裁の今回の見解は敵対

その余波は下甜のような悲劇にま
裁判所の判決とは対照的に︑今回
サイクルのバックエンドに関する

続きに信頼性を欠くために麻輝

響の点から醤えば︑NEPAを初

はさらに次のように追福してい

でたち至らせることになったかも
の鍛高裁判決は原子力産業界にと

制委員会︵NRC︶は際限もなく って璽要な心理的後押し効菓をも 暫定規則を制定するまでの間︑許

ミッドランド螺件が羅認されて

しれない︒すなわち一⁝原子力規

し︑また異議繭し立て人はいかな
めて原子力許認可に適用した一九

道理に合う裁きを指導

るプロジェクトをも難なく自由に

つ︒
ノ

RCの調査を園舎にする効果を持 響条件にプロジェクトを適合させ

立案し︑また可能な限り必要条件
後に新たな問題点を縁入させ︑N が何であるかを確認した上で︑差

NRC︑独自に規則制定できる
イニシアチブに基づいて調査しな

七一庫のカルバート・クリフス判

い﹂と報じており︑その璽の雰囲

認簿の発給を中断した︒このた

ければならなかったであろう︒ミ

妨回することができるものと予想

今回の判決は許認可手続きを劇
気を消沈したものにした︒コロン

め︑いくつかの発電所の隈定工箏

ッドランド薯件における異議論し

淡よりも深灘であるかもしれな

的に迅速化させるものではないが
ビア特別区巡回控訴裁判所はヤン

承認と建設許可が遅れ︑数醤万が

されたのである︒

﹁運邦議会や州議会において決議

キー薯件の判決の中で︑廃棄物お

〆

を設けることは︑鐸

或︶︒

し︑不必要な遅延を最小総懸に

決されれば規講機関の作業が進

作業欝欝能力を強化することに

らし︑しかも総括する高級職員

﹁大規模発醸所の建設に伴う難

を実施するためには︑NRCのス今回の判決そのものが負担を軽減

聞に苔慮している躍気事業者は︑

するものであると考えるであろ

目：量のものでも迅速確実

最終包装密封状態で滅菌
できる。

にできる。

力

原
された基本的な原子力政策問題

ドヨ

になれば︑環境保護団体に蟹成

μ ノ ノ

るだろう﹂︒

建

バーモント・ヤンキー要件を提

気の発言

！

必要条件と見解および許認可によ

ミ

り得る保証の度合いをいく分大き

〆建

よび再処理の影響を事前評価する

ローウェンスタイン・ニューマン

人々が手続きに関する必要条件

﹁最高裁覇決は規制諸機閲内外

秩序を強化するための︑強力な

また︑NRCの許認可手続きに的手段を提供するものである︒

いる﹂としている︒

することになると考えている︒少

考慮して︑どのようなタイプの発

務所のハロルド・ライズ氏とロバ

異議申し立て

・ライズ＆アクセルラッド法律嚢

ート・質ーウェンスタイン氏にこ

に歯止め措躍

る頬象範囲の決定︑問題点の検

題点の早期見極め︑公聴会にお

﹁異議申し立て人が︑その恵図

くとも︑そうなることを期待して

電所を発注すべきかを決定するで

NRC決定を あろうか︒

弁護士に聞く

！さ

は︑規舗機関の措躍を旬法審責す

ためのNRC規劉の制定は︑従

〆

るという名属で畑野裁判所におい

不十分なものであった︑と述べて

来︑間題点を曲論に問う点からは

ノ

て再審査する対象とはならない﹂

さ

と述べており︑この点で下級鐵に

﹁ニュークリア・インダストリ

ライズ氏は﹁鍛高鐡は議会の政

司法的に支持

ー﹂誌では︑ワシントンの二入の

策を興現した法律を施行︒監翻し

いる︒

最高裁判決は漂子炉籔売の促進

シューマーズ電力会社を弁護した

弁護士︑ミッドランド畢件でコン

対する厳しい訓戒となっている︒

を累累するのであろうか︒魔気譲

て而氏は次のように述べている︒

初期蓄歪

示さなければならない︑とする

き上必要とされるある種の総合

に今後の蒐通しについて﹁実施さ

訓練の実施などの多数の懸案騨

︑記録の順彫立つた作成︑手

略化したい︑ということであると

﹁今回の訴訟における基本線は

な効果をもたらすであろう﹂と語

む関連業界に対し︑手続き作成に

れる

タッフや許認司担当部周などに依

の孚続きには時
間がかかり鍛高裁判決のこの部分
る﹂とし︑一方︑ローウェンスタ

存することになる︒NRCが担当う﹂︵ローウエンスタイン氏︶︒

る﹂︵ローウエンスタイン氏︶⑦

薯業者がある一つのタイプの発電

イン氏からは﹁最高裁判決と運気

初期考査
となく︑実現するよう璽醜してい

当たっては議会の政策を妨げるこ

園難である︒最高裁はNRCを禽 ったローウェンスタイン罠はさら 述べたつもりはない砧 ︵ライズ

ように関連するかを述べることは

た︑NRCの決定そのものにどの期的にみてNRCの手続きに重要原子力産業界が許認可手続きを簡

判断にどのように関連するか︑ま

る︒この判決が罐気事業経営者の

ている蕪RCを再肯定したのであ を餐RCが調査するのに先んじて およぼす最高裁判決の影響につい

の難問をぶっつけてみた︒

︵NEP 控訴裁はまた︑ミツドランド窮

業経営蕎はこの判決をどのように

﹁国家環塊政策法﹂

認可公聴会が終了するまでの間

A︶は判断の周知徹底と慣璽な検 件の判決の中で﹁ミッドランド許

レーンキスト最高裁判藩

包装材質が自由で工程も
簡単になる。

一■

一．

さ拶

鼈鼈

の

討を確約するための一麗の命令で

ご／

灘

需

●

蛎
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三

業

疎融率向上に諸旛策
翻告離一次75％︑二次は80％へ
自霊技術に基づく軽水蝉の改良標準化計蔵を進めている通産省は︑原子力発電機器標準調査委難曲

をつくる一方︑これをベースに五十五薙度までに

と原脚力発電設備改良標躍化調査委員会のもとで昭和五十二葺度末豪での三年間にわたる第一段階の
膏写翼

陰本型軽水炉を確立するための第二次改痩標準化プ切グラムをまとめ︑五月三十一鎖︑中間報一聯と

検討を終え︑第一次改良標準プラントの

して発褒した︒第一次改痩標準プラントは格納容器内のスペースをひろげて保守点検作業を能率アッ
プしたり装麗を自動化したりして従業員の被曝を二五％から三五％程度減らし︑時聞稼働率七五％程

ている︒

度の遠成を晃込んでいる︒第一次の成果は九露川内一号機や萸電福覇第二二薄機への採用が決まっ

二塁化︑輿荷追従運転機能の改畏
を隈ることになる︒

一方︑五十五隼度までの今田三
上げることに努め︑鰻終的にはプ

く︑出土︑建設︑諮謙可の効蹴を

は従業員被曝が従来の三〇

臨酬一
ぱ

︐画5
はら

やすし

原畢力剰閑も発電だけでなく

くり
栗

技徳振興繰拠になった

群霧術野鼠局
9
ア

二十一世紀へのカギを握る科

成といういばらの道を歩んでい

醗碁︐渉
蓼射

るのも蟹実︒安全性研究は禽悪

⁝
一

学科卒後︑通産釜入り︒広厨鉱
山保安監懸部︑申小企業庁指鯨

部技術灘︑蟹易振興局経済協カ一
曹
部技術協力諜などを経て昭和四
十八琿在チリ日本大使館一等魍
記宮︒昭和五十一年から金鉱購

鉱山・資源通

Q

﹁石

と技術にかかっている︒全ヵを

門小勇多宝糞垂の将来は頭脳

背に初登板︒

へ︒瓢十一世紀への墨い使命を

そして︑い京原子力の鍛前線

の緒論︒

の藍碧は大きい﹂というのがそ

ムリでは︒その態味でも堅田力

らそう急激に生産を増やすのは

炭の場舎︑やはり安金性などか

歩いた

ウラン︑希少資源などを蟷広く

学狡悪開発︒その璽要性はエネR1による鷹学︑工業利用︑多 業翻海外部海外融資隷長︒石炭︑
ルギー開発︑とくに原子力開発欝的利曙開発と飛躍の騰代へ︒

子力がその開発履標を澱大隈達
成しないかぎり︑一九八○年代

欝欝鰹難敵譲
︑不司避の悩勢となっているから

たすべき確認はますます大き

問題でもカギを揮る存在︒

﹁その意味で原子力研究の果

だ︒

くなっている︒綴大限推進して

る︒

あげたいしと決悪を新たにす
﹁やはり蜜全徹底は大工提﹂と

いきたい﹂︒なかでも︑核融禽

行︒

︵→・Y︶

士子尖人と一男二女︒趣味は旅

北海道出身︒42歳G家庭は英

研究闘発︑軽水姫の安金強研究馬韓鶴な姿勢︒さらに﹇嗣鋳に︑

放射線影響研究が三庫柱︒﹁安疑問には素鴬に臨えていくこと
全を確認しながら今慈の問題にが問題解渓に必要となろう﹂と

昭和臨十三無北大工学部鉱山

対応︑さらに将来に備える﹂という︒

うけたあと現在︑全羅の発電所︑

引き渡し機関として国から潜薙を

芳全の構えだ︒

ーカーを指螂していくことにして

録を芙施中︒その数約六万八千

研究駈から提出された個人識別登

れるよう蹴力会歓や原子力機器メ

いる︒

る︒

通産翁では︑報鑑霧の結粟を踏
まえ︑軽水炉の改良標準化を積極

件︒このうちコンピュ⁝タによる

曝状況を一括摺外する中央機関と

で文字の読み避いなどによる個人

ことが判明︒さらに親在︑手作業

の購業所で放射線作業に従薯した

その継果約八千名が︑二か所以上

個人識劉作業はすでに終了ずみ︒

して昨無十一月発湿したもの︒従

のもとに見わたし︑各従業賃の被

来の従嚢囁被曝管理体系が︑鍵本
点

名程度がこれに加わる兇込み︒

と

識別作業を実施中で︑さらに二千
点

の関係にあり︑例えば従二曲が蟹

的に蝦業藤ことの

個入識鵬登録については八月目ろ

に亟点的に取り箔んでいくことを

業所から襲業藤へと点々と移動す

鼠輩登録③新手帳の発行一⁝など

決めた︒固センターは︑全国の原

放射線影響協議・放射線従贋者

露工業副画として①八万三千件に

までにA薗分の作業を終了︑各事

残りの一万五千件については認十

業所への通知を行う予走︒さらに

るなどのケースでは鞍壷効率的に

たことから︑中央で全麟の従業員

甥業筋については今後に残されて

＝罵以来一億五か月ぶりのこと︒

また五穀％を越えたのは〜昨奪＋

録②従鵬者が新しい施設に移る場

芋帳に統一的な番罵をふる癖前登

は①豊国の原子力施設従灘蓼三二

初隼度にあたる今風度撰業点画

ても︑今秋から集横線騒算定の星

定︒さるに︑⁝被曝線鑓﹂につい

る中歯管理をスタートさせる予

定︑大部分は今愛から新芋帳によ

には新篇理手帳の発行機閲を指

寝入識翔登録の進展に伴い六月

に関する国際シンポジウム﹂を開

利縮ならびに制碑方法の潮湯影響

研究と制御のためのアイソト；プ

媒介生物および嶺霊癌源体関係の

検入り︑鶴根︑玄海がそれぞれ十

五月に入って敦賀が六日から定

まりかかるものもあり︑本無度も

上を兇込み︑なかには濠だ半奪あ

すでに一月に原子炉等規制法関漣

このつち︑宝前登録については

が露点︒

らのポ格処理のための棊盤づくり

宏の集猿線蟹の蝦告②全興対象の

の竃か月と一薙間の被曝線籔︑過

となるのはΨ業所からの①解除隠

に入る討画︒本格処理の主な基礎

二月二十二鷺︒問台せは原薩開発

八月牽一曝︒鯵加胆込締切は来鋸

している︒論文発籔の締切は今黛

くこととし︑論文と謬覇者を舞繁

一田京でウイーンで門動物疾病の

IA13Aは来薙五月七二から十

九欝︑三十一渦に定検を終了︑魁

昨露悪ほどではないにしても定横

椀則にもとつく放射線論理心慰の

1．GLOVLSに万一機械約損旛などによる破損がみられたとき、素手のま謹では汚染事故の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける蕾ゴム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することが撹奨されています。

傷を防ぐことかできて長：晴間の御織目に耐えます。

網樋類・寸法

ど︒こうした報告についてはコン

ム化などにより︑⁝揺処理︑醜業

ピューター処理︑マイクロフィル

確な被曝醤理体制を整えていく予

所からの照甕に応えるなどして的

今鰹登録の対象となるのは原子

定︒

炉等規制法対象の従窮蓄のみで覇

業駈数では十欝欝翫︒三千五蕾か

所にのぼる放射線擁憲防止法対象

Gいても箕施のガ商で検討を進め

いるが︑問センタ⁝ではこの分に

ていく考え︒

N度決算など

総会に付議へ

百の取

原躍取締役会が決窟

臼本原子力発罐会社は

締役会で︑五十二温度決篤︑役員

一圓定階株霊総会への付議薯項を

人額など六月一工十臼に開く第二十

五十二無度淡黙は︑束海︑敦賀

決めた︒

二語二十二億二千七哲万円を卦体

蘭発電所の運転による霞三鷹収入

とする総収益は二首飯十億九千万

円︒これに薄し総躍用は二着五十

ｵ鱒六千八猛万円の損失を計上

八憾五千八百万円となり︑収糞差

した︒敦賀発亀所の修繊囎などの

への繰越撚失は十二薦三千七着万

鱒加が要残︒これにより次期以降

原躍では次期以降︑索海蘭二発

円となった︒

醗所が営業運転開始することなど

損失の畢期解酒に努めたいとして

から収益増が予想されるので繰越

また︑役賃人無について段取締

いる︒

役一一を醒任︵増員︶することと

し︑候補蕎として伯林強︵つと

六月には定朔中の原子炉が二︑

愈の掲定立録③鶴年︸館分の個人

礁となる過去分の曼付を開始︑昭

る︒

む︶柴北霞力社長を予定してい

三瀬運転に入ることからさらに運

彼曝線画を定期鮒に登録する定娚

和五十四難四月から本格通常業務

働︒

四年二月︸．﹂うまでに完了する計

本人の被曝歴を知るすへがなかっ

の被曝歴を一摺管理︑被曝盤珊を

転実績は上秘すると見込まれる︒

登録繍溺業筋からの照象に応える

補完するのが膿血の圏的︒

田本原子力心慰会識が調べた今

しかし︑美浜一署は現在なお懇転

応答サ⁝ビスーーなど︑来難度か

国際会議案内

転突繍は溺表の通り︑平均で晴間

薙五月のわが國原子力発臨所の運

再開の兇頽しかついておらず︑ま

業運転を再開したため︑五月末現

である︒

期闘の獲期化に悩濠される照通し

一無間の簿期被曝線灘報儀ーーな 部技術諜︵五九一︒四六七九︶へ︒

などで運転蝉鑑中は穴塁となっ

原簿調べ・

稼働率六〇︒七％︑設備利翔率五

た大￥の原子炉が定峻に四か月以

たのは昨隼士再以来五か月ぷり

平均設埋門藤阪が五〇％を越え

た︒

子本管規制蔽対象の事業所を一望

利用率久々に

五月の原発稼働実績

のほる燗人識別登録②過去分定期

中隊登録センターは昭和五十三暴

従事者中央登録センター

入万件の登録を開始

％1五〇％に減り︑隠間稼働率は 的に推進する一方︑成漿を敢り入

水炉

庸君薔エネルギーのホープ︑原

・においてピークに到目する︒石が︑原子力聞発が今日︑禽意形

こうした観点から︑BWRにつ
いては①燃料検査︑燃料交換の自
動化・覇速化などによる点検作業
の効轟化②コバルトフリー代替材
の隔発︑配懸などの検事機器の自

動化による被曝低減③燃料︑姫
心構造︑制御棒駆動機構を改畏に

この結果︑第一次改良櫟鵡プラ
隼闇の第二次改二手華化について

ラント全体を標準化する︒家た薄

8

八○％程度になると予想してい

心に改良を進める︒またPWRは

よる運転性能の向上ーーなどを巾

①原子嬉圧力容器上藤部の改農︑

燃料・蒸気発生器の検査システム
の改良に基づく点検作業効率化②

万KW︶に第一次改覆髄華化の成 る被曝低減③核燃繍の改良による

を自動化し︑加圧水型炉︵PW 子郵書寵所二号機︵BWR︑鶯十配管などの検査機転の霞動化によ
R︶では蒸気発生露自動検査機器

累を盛り込むことが決まってい

報告翻によると︑五十二年度ま
での竃年輩にわたる第一次改農標
を採用するなどの改穫を隔り入れ
運転牲能の潮上︑を図る︒

華語の成渠は︑まず第一に原子炉

二癌にし︑ずっとふくらませ︑内
ントでは従業員の被鰻は︑これ家
は︑第一次で得られた成果を土台
霞設謝法の標醸化も進める︒

標準化は︑点検保守だけでな

部にある機器の配國に工夫をこら
でに比べて二五％⁝三五％低くな
に︑検査機器を廃動化︒高遠化す

る︒

した点︒係守点検作業するスペ⁝
り︑時間稼働率は世界的にもトッ
るなど点横作業の効率を上げ・従

た︒

スが増え︑大型踏段やモノレール
プレベルの七五％が兇込める・と

格納容器を容横にして丁覧悩 〜

などが設けられ︑作業能離が一段

報告欝は︑こうした改良標準化

7

日本型軽

を進めることにより︑第二次改良

6

標藥化プラントとして

業員の被曝を減らすとともに各橿

5
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良を行い︑プラント全体にわだっ
の妥当性を保守点検性等の薗から

炉格納容賂︵PCV︶内閣羅配置

の効率化を関る︒

料交換機の自動化などによる点検

画認司段階の標藁化を園る必要が

軽水型プラントの標準化は︑国︑

し︑緊密な協力体制の下に諸方策

国は規制面からみた標確化︑許

を進める必要がある︒

認可業務の効率化につとめ改授︒

メーカーとしての標準化軽鴨の

金庫つくりの豊かな経験が

辱夢邸

雛

生きております

凝瓢

原子力事業特殊扉にも

入室管理システム／CCTVシステム／熱線感知警報器／震動感知警報器

山群細餐料。凹面等て入用

フユ：ンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報制御システム

と格納容器を︑第ニスチップの五

十三−五十四奪度にタービン発電

機設備等を除く原子炉関係全設備

五年慶に原子炉設備以外のもの金

を︑第三スチップの五十四一五十

ト全般にわたる標準化を進める︒

銀を離象とし︑最終的にはプラン

標雌プラントはすでに実証され

た技術をベースに︑改良策を十分

勘案したものとするが︑標準プラ

ント確立後は三一四二凍結してお

き︑新技術については︑次の標強

システム機器や耐震設計の標準

化の見漏し時点でとり入れる︒

化により許認司の効率化はかなり

ォームから巖終的には記載内容ま

期待できると思われるが︑申請フ

での標華化を行うことにより許認

可は格段に効率化されると弩えら

ひび・PWRの蒸気発生器細管のては原子炉安金審査標確化検討会

れる︒すでに設置許可関係につい

減肉︑ピンホ1ル︑両炉型共通の が設躍され︑まもなく設麗許可段

1．コ

により耐震面も含めプラント全体

あり︑その第一ステップとして五

ているが︑次の段階として工事計
ほぼトラブルは防止できる兇込み

十三年度中に晦請謁フォーマット

階の標藁化がなされることになっ

がついた︒謄本型軽水炉の開発に

燃料破損︒わん曲に簗約できる︒

にわたる標準化を実施するものと
する︒

あたってトラブルを完全に防此す

これらについては対処がなされ︑

第二次改艮標準化誹画策定のた

第二次計画基本調査
めの講本調査として①定期検査②

八ナ万KW級で川内一讐機︑百十

級で福島第二・二号機︑PWRは

設翼壁等からBWRは百＋万KW

標藥化のベースプラントは︑建

の標雌化を図る︒

る︒第二次の改良には楚期検董︑

え醤頼性を向上させる必要があ
必要がある︒このうち定期検査で

融業性の面を中心に五十五年まで

供周期間申検奮機器︑還転機能︑

るため︑さらに抜本的な改良を加

の儘頼性の磯保︑トラブルの模絶

レータクレーンを採用するなど各

は燃料交換に燃料交換用マニピュ

面からみた改良標準化策を推める

を目指すことが第一だが︑同晴に

供用期間中検査③運転機能の各側

検査の効率化を図ることにより稼

・システム等に改良を加え︑一閣

N度までに製本型炉

とおりである︒

総合評価
格納容器の拡大とそれに伴う内

にはフィージビリティスタディを

PW冠は蒸気発生器の角隠︑燃料
検査システムの改農︑水分翼翼踵

か︑財政投融資など政府費金濡用

暖酒化への翼体曲指標を示すほ

のための異体的方策の選討︑標準

の援助協力などを実施することが

プラント確立のための研究闘発へ

努力は①標準プラントの確立とそ

難妙

酷

も大潮に向上し︑その他の改震策

べてかなりの短縮化が期待され

とあいまって定検工程も従来に比

る︒また︑このことは保守点検の

ようなトラブルにも十分な対策が

的確化に結びつき︑配管のひびの
また︑燃料の曲り軽減対策︵改

その稼働率も蒔聞稼働率で七五％

還産雀は五面所報のとおり昭和五十二隼度軽水炉改良・標気化調査報告慰をまとめ︑繁一次標準プ

程度︑設備利用率で四七〇％以上

なされる結果︑総合的に定期検琶

の強化︑改良型蒸気発生器の採

減肉腐食防止対策︵水質蟹理墓準

が十分に期待できると考えられ

良型支持格子バネの鴨川︑支持格

閑︶などを通じて僑頼性も向上さ
る︒

ラントの基本仕様を定めるとともに五十五年度までの第二次改罠標準化プログラムを搾成した︒報告

このほか応力腐食製れ対策とし
せ︑康子炉圧力餐器蓋の取付酪の

熱間は八十五日程度と想定され︑

て①炭素鋼への変更︑低炭素ステ

甲一鞭

敢付︒取外しの改善などで点検を

の盧動化などにより被曝低減を図

ンレス鋼の採用など材料選定の

高周波加熱による残留応力改善④

効率化し︑さらに供用期閣申検査

子段数繕加︶︑蒸気発生器の細蟹

二冊

﹁

る︒

目

見直し③溶接部固溶体化熱処理③

憲は保守点検作業の効率アップと従業員の被曝低減化を窮点に︑改正・標準化の進め方を示してい

σ

とめたものである︒

る︒以下︑同報告憲から一部を抽出︑要約して掲げる︒

まえがき
委員会は︑対象とする異型出力

をBWR︑PWRについて各々八
起動時脱気運転︑などの対策を単

基本仕様

ラッドの発生防止・除去の対日と

独にまたは露台せて施すほか︑ク

第一次標蟻プラントには︑実証

取り入れた改良項鼠

十万KWと薫十万KW級の も の 計
四種類を選択︑まだ︑改罠標準化
の進め方については︑その技術的
難易度を薯慰して①格納容器の拡

日本型

して灘過式復水脱塩再製や給水再

準プラント三十万KW級の基本仕 軽水炉 を確立するには︑第一次
標華プラントをベースとして機器

BW8およびPWRの第一次五
標十五鋸魔宋を目標に

ずみまたは技術的に確立したと考
循環配管の設躍︑低コバルト材の

大等による従業員の被鰻抵滅︑作
えられる改良策を原則としてどり
様主要頂目はそれぞれ別皿に示す

業能率の向上を二幅とした第一次
採用などをとり入れる︒また希か

BWRについては︑改良型原子

入れる︒

て標準化を行ういわゆる日本型軽
見直すとともに配管の応力上の妥

ペースに︑機器・システム等の改

改良標準化②第一次改良標準化を

水炉を昭和五十年代半ば豪でに確

配管︵霊蒸気系︑ECCS系︑給

嶺性をチェックした︒この結果︑

第一次︹で75％稼働へ

農標準 化 ⁝ の 二 段 階 方 式 とし

スホールドアップ装躍の二審︑な

性についても︑主蒸気配管︑給水

樫クリティカルパス作業を改浸し

改良プRグラム
に比べてBWRでは約三五％︑Pまた日本型軽水炉の定置化には

従業員の被曙や作業羅が従来の格

万KW級で敦翼再機とする︒
働率を陶土させることも蛮要︒従

PWRについては︑五十一庫度部主要機雛配躍の改漫により︑適

ティスタディを実施した︒この翼

難燃の互いの分離により供用期間

果︑PCCVの耐麗性はむしろ高 一次標準プラントは従来プラント ていくこととする︒

告轡は︑これらの成果である第一

年頃までに終了するものとする︒

要求瑠項を確立し︑標輩プラント

設囲者たる蟷気事業者は仕様や

要請される︒

今後︑霞本型軽水炉の定着化を

る︒この基本的役割に加えて①プ

ラント標雌化に係る各社間の基自

採用の方針に踏み切る必要があ

産化︵継粉性の向上︑経済性の陶

化③広域共同開発の鑑進と標躍プ

讃の整備・統一②運転保守の標準

刷るには①プロジェクトの計画・

上︶③璽要機器故陣時の代替順調

ような黛的をもつて︑耐震性を禽

ラント採絹などの協力が必要︒

めた標躍化範囲の拡大︑許認司閉

に簗中して行うべきである︒

認可瞬講資料の標雌化への剛力︑

確立と必要な安全醗究の推進③許

のための研究開発①安全解析法の

五十三鎌慶に原挙炉蒸気発生設備

標準化の晒囲は第一ステップの

肝要である︒

講轡類の標準化を実施することが

の効率的活用⑤許認司の効率化の

遠の迅速化④技術蓄ポテンシャル

建設期闇の短縮化②機器設備の麗

標準化プログラム

設躍者︑メーカーの役期を明確に

完了するものとする︒主な改良項

切な広さと通路が確保され︑機器

て効率化する一方︑作業雰囲気の

の高張力鋼製格納容器に次ぎプレ

容易になること︑騨用モノレール

張力鋼製より綴れていること︑内

購本型軽水炉は別表のような運

業員の被鰻低減にもひきつづき横

中継萱時の作業スペースが確保さ

極的な改良が必要である︒

良︑応力腐食割れ対策︑高温フィ

・配管等の接近性が改着される︒

灘はBWRに関しては核燃料の改

ストレスト・コンクリート製格納

により作業が効率的になることな

ルタの開発︒採用など十露項欝・

放射線レベルを下げ移動式遮蔽を

容器 ︵ P C C V ︶ の フ ィ ー ジ ビ リ
さらに自動機器の導入など掻汝の

員会を設けて検討するとともに︑

どの改良簗が翼体化される結果︑

う必要がある︒

開発するなど作業内容の改痩を行

ッチの新設により分解点検作業が

れること︑逃し安全弁搬出入のハ

配管ヘッダー︑ペネトレーション

と︑PCV内の総合的な保守点検どによるALAP紺策を進め︑燃

価上︑十分健全性を保ち得るこ

水系︑再循環系︶の配置は応力評

立することを厨的とした第一茨改

た︒

計画開始以来三年目にあたる本
年度は第一次改良標準化の締めく

し︑並行して第二次改良標雌化計

くりともいうべき基本仕様を策定

圃策定のため婆魔会のもとに改良
ワーキング・グループ︑標準化ワ

自動ISI機憲

WRでは約二五％以上の従業員の 標準化が璽要と思えられ︑第一次

転・保守・性能をもつべく改博し

改良標輩化の実悩を調糞した︒報

欧米諸国に調査団を派遣し海外の

⁝キング・グループ︑酎灘設計小委

（PWR｝

部配躍もその点検性は従業員の被

太海をとり入れることにより︑第

蓋体野鶏罵
い場合｝

灘岡臨

膠

1
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ニュ⁝フレックス78参加

原子力産藁の国際見

あわせ機場展承会も併催されるが

にはわが圏を禽む三十か国

このいわば

から四百点を超すかずかずの出

の冬国を歴訪︑調査に当たる︒十

ルギー︑癒独︑スペイン︑仏︑英

まで︒締切りは七月三十一田︒

万円︒希整の遅きは原産・業獲課

ではないと繕える﹂とした考え方

しをあえて変更する必要は現段階

エネルギー政策については調査

会の石癌部会︑原子力部会など下

の今後の進め方を含む諸対策が薫

てはこれらの結論を待ち︑八月末

詰められているが︑同懇談会とし

までには総禽的な報趨をとり濠と

高速炉開発で

謬ではそれぞれ七十九万ナ︑︸万

踏であるのに対し︑一δ一〇無無

贈進など雀エネルギー︑代田エネ

学技術振興対策特別婁轟会︵岡本

塞について審議中の衆議院・科

譜央委員笈︶は十四日︑同法案を

回

欝轟鴎躍一

三菱原子力工業株式会社

本市

ニューフレックスは一九六六隼

月一日出発︑同二十日に帰国の多

環擁蜜全闇題の四テーマに焦点を

募簗人員二十名Q滲加蟹讐十五

絞り簸新偶合を交換する︒これと

圃懇談宍は︑核燃料銀行構想が

るのは七月以降となる莞超しだ︒

ながら態度固めを進めることにし

せず︑INFCE金体の動きを
部み
機構で資金孚当てなどそれぞれ
たもの︒

また︑懇談金は酌回からもちこ

黛時点で一再KWを下限とし一画

砲将来規換については﹁ごOOOめていく方針だ︒

しとなっていたわが国の原子力発

五千万KWをま隈とする﹂との予

九千四酋沙SWU︑五鼎ゾとなルギー︑灘源立地各論でそれぞれ

案︑継続審査へ

五万沖〜三十八万鏑で認み大幡な

僚会議および総合エネルギー対策

節約ができるQ

次期国金へ継続欝欝とすることを

三菱重工業株式会社

・藝雛

の第一園以来三無ことにバーゼル

に︑身をもって摺握できる絶好の

定︒世界のエネルギー動向を的確

禦︑

購の一つ︒今働の第五回大金には

の大金に出席した後︑スイス︑ベ

展が予定されている︒視察団はこ

田本原子力産業会議は︑今秋臨

世界答国から三千余葱が墾加︑高

ゼルで﹁エユークレックス78﹂が で開かれている原子力関係国際行

月三巳から七日までスイスのバー

遠炉と羅温ガス炉︑鱒用済み燃料

団員を募集申

とあわせ欧州六か鷹の原子力開発

開かれるのを機に︑これへの嘉

再処理と騰棄物簿理︑運転経験︑

機会︑ふるってこ参加を一⁝︒

ス参撮欧捌原子力視察団﹂を派遣

動向を調査する門ニューフレック

いる︒

することになり︑毒煙を聯出して

般会誹の

原子力蘭係予騨で充讃すれば︑現

的には何らかの特別財源描麗の必

二晋竃謹＝纂瓢石川覧響幽需＝＝＝竃8糟二︸漏二又鴨剛≡＝ヨ薩■醒二潔皿齢需葺亀

要性も掛てくる◎一つの方法とし

竃露＝胤m＝蓬︸騨︻＝幽二＝藍覧置幣二篇柵＝毫＝榊；

ぜい二兆円萌後︒およそ半分は何

地域センタ⁝構想をはじめ濃縮や

曽二牌＝

らかの方法で財源を捻出する必要

て実翫段階プロジェクトを対象に

再処理とも密接なかかわりをもっ

の確憬のため特別財源塁間の可能

が明らかにされた︒

が臨てくる◎さしあたっては動燃

ているといわれる︒

営的税をかける構想も浮かびよっ

窟民負撹が焦点になるが︑今後十

性にも触れ︑何らかの方陶づけを

ことから︑現段階での態度決めは

ている嵩遼原型炉門もんじゅ﹂

三千填塞必要となるのをはじめ︑

無闇にはウラン縷縷総轄工揚︑爾

二十万KW︶建設盤の 趨麟委員金はこうした臣額蟹金

ウラン濃縮に三千三着億陽︑放射

速実証炉などの実証施設も

に入ってくることから︑農期

米国の構想は︑便網済み燃料の

示すとみられる︒

性廃棄物千八薦憾円︑核融合六千

内

欝蔵を条件に核燃騨の供給を保証

測廼の採胴を淡め︑王NFCEの

ていたが︑このほど禽慧︑二十〜

と協定締結の方向で段どりを進め

原子力研究組盒および仏原子力庁

究開発に関し西独カールスルーエ

川正男理甥畏︶は腐速増殖炉の研

動力炉・核燃料開発嚢業繊︵瀬

野縁が西独︑仏と

協定締結へ
する形態の

醐褻夢測作業などに反映させるこ

から︑巖近
では対象を限定して二国賜協定の

とになった︒

大銀行

理懲で途絶した場合に供給を保証

商呆契約に基づく供給が何らかの

米の核燃料銀行構想で
する﹂との払え方で一致した︒

へと考え方が現実

考糊しつつ総張型︑戦略的に灼処

総合的戦略醜に対応
国際問題
等懇談会

原子力園際間題簿懇談会︵癌優
・土光敏失経団連会蓬︶は十三日

小鍍行

総倉エネルギー調薬会の嬉整商

エ本調︒藻本問題懇導く

暫定見通しの
政策盛込みヘ
する

昨毎のINFCE設立総会てカ的
ーな方向に移りつつある︑と推測

核燃料鍛行︵バンク︶構想は︑
た第四回会含で︑※国の提唱して

各国からのアンケートをもとに末

される程度でまだ換集の段階︒
一塁間供給が

タ⁝大統鎮が提囑︑

機構をつくろうというもの︒

理︑安盆性研究など基礎分野を中

た︒関係筋によると︑協竃は炉物

心としたもので︑橘報交換︑技術

獲にも爽京で調鰯の選びとなっ

ー政策に関しどのような旛策がと

午後第閥三会念を開き︑三年八月

られ︑どのような進展があったか

が着干緩和され︑CANDUをの
導同懇談会申潤報鱈以降エネルギ

ぜく
きミしりミま さ
ゴ
くゑ
閣が貝館案をINFCEに提照題
す懇
談象︵禽沢広巳灘蔑︶は九臼

いる核燃料銀行構想への灼応方針

料サイクル評髄︶盆体との関聯を

を協議︑門工NFC￡︵騰際核燃途絶えた場禽に補給源となる爾際

東京・赤坂プリンスホテルで開い

鰯式

七薦億円などと冤込んでいる︒こ

︵霞気出力

が敦賀甫臼塞地区に建設を謝醸し

行の傭び率で確保できるのはせい

らのプロジェクトを

開発規膜︑資金確課焦点に
原苧刀婁麗翁の畏期計画鞠門部会は＋ヨ譲開いた第八圓会読で︑起単婁鰻会を設け長謝改訂纂文の
作成に入ることとし︑七月巾旬の部会報告︑八月の原子力工員会報告などのスケジュールを決め︑改
訂作叢はいよい大詰めを迎えた︒これまでに新型動力炉開発︑核燃料サイクル︑核塁塞などプロシェ
クトことの晃回しを進める一方︑今後十隼を悪玉した筋硬黛金の検討も湘えており︑環行の一般会計

が大きな問題となっている︒検討

争騨の伸びの三内ではとうてい賄い切れないプロジェクト推進資金をどう確保するかについても薯え
方の方向が織り込まれる兇込み︒

社の旛設誹画でも六十隼度には三

に開発聖王を兇出し︑紬局︑

エネ調部会の線を追晒する形とな

炉の建設に蚕る覇遼姫開発に一兆

尊習九ナ万KWの設備容騒とす では︑原型炉の建設運転から爽読

設園の決まった超漿委二会は五

ているわが麟のエネルギー鰭給か

⊥ハ人の婁嫡で樹成︑七月申旬顔

らみて︑原子力発醒に大きな役翻

では︑石癌依存低減が急務となっ

え︑八月の巖三会舎で報衝盤を策

が期待される反面︑立地難などに

る見通しが鳩ている︒鴇草委違憲

定︑原畢力婁三会に提出する段取

よる原子力計画の鵬約要因もある

を受けて部会は手回しを加えたう

り︒ただ︑九月にも新・蹟予力委

ところがら剛鮨性と限界の

薬をまとめ部会に報告する︒これ

麟会と原峯力安金委展会による新

点

接

り︑新︒原子力委員会が改めて内

体制がスタ⁝トする見通しであ

容を吟味︒新体制下で改訂長計が
る模様︒ただ︑原子力開発をとり

後も隠晴選球しが必要になるとみ

まく機勢が流動的なことから策驚

原子力婁員会湊定〃となるのは

畏計改訂のべ⁝スとなる原子力

九月目十月環になる︒

衡金問題については︑昭和五十

られる︒

六月通産省の総合エネルギー調査

三庫鹿以降十牽間に総額約四兆円

発電の關発規横については︑昨鉱

会醐⁝給部△試が昭和六十年三千 二頁

が必饗とみられており︑財源確撮

万KW︵下眼二千六画万KW︶へ
という安野の原子力研究蒸発資金

の研究は︑原研が戦賂分析コード

文型戦略と核燃料サイクル分析
事長は十幾日︑炉型戦略と核燃料

プルトニウムの諮積曝は逆にC

姦の交流︑研究施設の公開および

を使って天然ウランなどの所要羅

ANDU藤入で簸高︑ATRな綿
ど入
について製務当局︵通産省︶
を線型計画法で無封︑政策課題シ

共周実験の実施などが対象︒有効

期間は五年闇︒

から説畷を受け︑ひきつづき懇談

の影響をみると︑二Ω孟薙の所

した︒

嚢醗は︑一δQO鋸趣入で矢然ウ 産雀から︑総譜エネルギー対策鰯

また蕩速辮の転入が遅れる生禽

で綴低になる︒

蒔点で四十五万ナ〜薫十五万少に

イクルしない謬論には二Q二五年

ランが金属ウラン換鐸五十万鏑︑

門川緕み燃籾醇処理民魁化のた

それによると天然ウランはリサ

編に緩和される②軽水炉プルトエ

ばウラン資源︑濃櫃の所要醗が輪

達する︵炉型の組酬わせによって

濃縮ウラン一万二千五頁ナSW 推進本部の設鷹など体制整備に加

めの﹁原子炉等規制法一難改正法

民間再処理法
ウム利周は二〇〇〇年以前に十分

鑑Q軽水炉︒高速炉が熊大︑軽水炉

理化法纂の国会提出︑原子力開発

とくに政策進展状況に綴して逓

職能になる③再処理を行うことに

のに対し︑リサイクルすると

U︑プルト諜ウム蕎積羅二首四十 え︑政策藤でもエネルギー使購盆
・CANDU炉︒画図炉が全数︶

されないわが圏独鷲の踊発轍略を

施策が拡充︑強化されていること
こうしたデータは薄処理と高速

などが概説︒また︑農期エネルギ

り大豊な繕いが出てくる︒

線の時︑二〇〇〇無に一万二千五

決めた︒＋六賑の本会議にこの旨

艘縮作業羅は軽水炉︒蕎鮮麗路
のプレスセンターホールで開かれ

ー鱈翌翌遡しについて︑羅近の内

報告︑決定となる段どり︒

︵閉金中審資︶を岡本委員長から

蕎ナSWUのピークが出るがプル炉の聴入で資源節約を湿ろうとす
の︒︵謬翼は購潔会のもよう︶

に礁給部会から添された懸定見瀬

た原研の﹁あすをひらく原子力﹂

講演は十四田午後︑榮京・内宰町

確立する必要があると指摘した︒

一千

ーーなどとし︑外国の動陶に左右

よって︸五％の實源舗約ができる

せ蕩えると①高速炉装入が弔まれ

ナリオを分析した︒

二〇二五隼までのわが羅の核燃糧

日本原子力研究所の村田澁副理

〈原慶〉

サイクル所頭騒を炉型戦略と合わ

サイクル分析研究について講譲︑

入すると一段と尊爵される︒
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と下方膨正し︑今確四月の罐力各

＝

外醸勢の推移も勘鑛︑﹁昨鉱六月
を中継ぎとして絶入するとピーク

向野魅

畷
畳

トニウム熱中性子炉利罵やAりeRるわが函の銀張の膿付けとなるも
で︑約四面人が謬醸した︒

優れた技術と品質を誇る

層阻

一繍

：＝

趨草叢設け戒文北︵八月報管︶

脚

講演と映画の会で行われたもの

Q

三菱原子燃料株式会社

ています。

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

三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

躰

原研が講演と映画の会開く

三菱PWR燃料

瞬Lワ＝
＝＝彗≡ニヨ︸

炉型戦略と燃料顎を発析

援醤藁京5895番
躍懸（591）6121（代）

棄京都港区新橋…丁図1盤総弩（一躍18館内）
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聞
新

業
因

カ

原

アンソニ

ー副首相

緬格決定に介入も
資源相の裁量権を強調
豪州のアンソニー副首櫃兼貿甥︒費源携は〜賦︑ウラン輸出政策に関し﹁規舗や管理を厳しくして
いく﹂とする政府髭表を行った︒政策は保瞳描躍︑ウラン開発︑ウラン価格などの薦も論理していこ
うというもの︒また︑国際ウラン・カルテルが問題となっていることから︑下立が検討されていたウ
ラン・マーケッテング協会設立は見命わせる︑としているものの︑小脇会の利点を指摘︑将巣ウラン

えがあることを表山︒同公祉は①
蒙州および海外のウラン埋蔵騒の

ン需要・供給についての調蛮③国

内報収簗②豪州および海外のウラ

際ウラン・マーケットの動向④獲
州産ウランの精錬や濃纏に腿する

商業的手あての検討i！を主な目

的とし︑設立が予定されている

連絡を密にし︑ウラン開発を適切

ウラン諮問委員会︵UAC︶との

している︒

に行っていけるものにしたい︑と

ン輸出公社︵AU封A︶設立の考

ウラ ン資源鰯万トン

ラン会袖が輸出にあたり︑採鉱・

委員禽とメリー・キャサリン︒ウ

下で採掘可能なウラン埋藏越の罠

ァン盆地南部でのウラン探鉱調査

に︑ニューメキシコ州のサン・フ

確認埋蔵還増加︵五万ゾ︶は孟

50トル以下の埋蔵量発表

源相の承認が必要ーーに墓づき︑

販売はペコ／鷺Z社になるだろう のほと︑来国内において五＋が以
としている︒

565，000

4，365，000

i︶83

全体としてウラン採掘も生産コ

通しを発表した︒同調葦は一九七

ンド鎖たり三十逆の増加︵一万

結果が出てきたことが大きく︑ポ

い︒

この遡勢は今年も変わっていな

ング両州で米国の八ゴ一％を占め︑

まだ開発にあたっては︑現価操

颪万ナのウラン鉱石を算定︑同鉱

はサンプリングにより十三層五

のは蛎来に計画されているものに

灼する基礎醗究費の伸びが著し

一万五千ゾ︵岡九万五千ゾ楢︶︑

たり＋五がで採掘司能の確認埋懸

以下の範囲にスライド︑ポンド当

金︑利益を倉まず純然たる採掘に

してきている︒なお︑コストは税

の扇樋格上昇にも見台つた予想を

ポンド懇たり四十数謎という巖近

から算定された数値の儒頼性はい

こと︑各鉱床の条件の違い︑など

れた分布力ープからの外挿による

るほど︑ウラン採掘をもとに得ら

四千六酉万嬬が原子力基礎研究と

研究・凝望費巨十億嬬︑うち四億

・プランク研究所向け︒科学技術

る︒

明﹂とはならない⑨﹁正漫性を証

り︑建設許司全体の﹁正轟駐の読

性の証閣一だけでは不十分であ

特に︑忽然保護法は

的に要求されていなかったこと︑

とができた⑧環境大距の恵兜は法

を受け︑建設許可申講を行なうこ

おり︑その鰻登︑都市計顧法適用

れた一九七七年十一月二十九田の

意兇は必要ない⑨訂激闘請がなさ

また岡上の上製により灘生大匿の

十月十八田に行われていること︑

ては︑設置認可串請は一九七六葎

とみなしている⑧なお本件に関し

請求麗由とする訴訟は無効である

て受け入れられたとしても︑行政

だとえ原告の訴訟請求理由がすべ

無効であるII以上のことから︑

続における違法性を挙げることは

訴訟理由の一つとし︑土地収用手

ない︒さらに︑建設静可に対する

価される必要のある行政決定では

露が生じる恐れがある︒

によって︑修復が罪常に困難な損

串し立てのあった建設許可の執行

該許可の取消に関しては︑異議の

が行なう予定の工畢の性質上︑当

原発の立地にあたっては︑EDF

しを命じた︒建設許切取消し決定はフランスで初めてのことでも

っは︑本件の訴訟内

エネルギー技術ほ十八億七千万

研究所などに︒エネルギー研究・

明﹂する認可三論に対しては︑署

月一磁から発効した④環擁膨響調

あり︑各国で荷政訴訟がクローズアップされている折から波紋を

朽鯵止を求めた訴訟講求︵一九七
八矩三月三鐵︶は以下の通り︒

羅駈設置認可が建設許可に先立っ

の許可取消を求める訴訟に対して

原子力とは関係ないもの︒また純

然たる原野力研究︵核融合も食

カールスルーエ原子力研究所二億

む︶賦十四憾五千六蓄万嬬︑うち

七千二百五十万嬬︑ユーリツヒ研

クス・プランク・プラズマ物理研

究所二億六千八鶯八十万嬬︑マッ

瘍︑ゲートアハト研究所︵原帯力

究所︵核融合︶五手銀墜二十万

予算審議会は高速堰殖炉開発のた

船︶賦葺千九十万嬬︒なお︑論叢

に子会社設立

WH社︑韓国

ては認めないとしている︒

判決を下すまで︑EDFに対して

ものとする︒

て交付されればならない⑦行政盗

求める訴訟を起こす資格がある

議を離し立て︑その執行優止を

一九七七年十二月三十日に交付さ

ため︑それに対して何らかの悪罵

計画法に灼する訴訟が簡略である

告︑環蠣・摩生大蟹︑およびED ＋六墓の原発計画があり︑今後の

る︒韓国では二〇〇Q隼までに四

発注竸争にさらに拍牽がかけられ

ることになつだ︒

畷響欝

くぶん落ちる︒

ストの魑加から︑従来の価格では

採掘できなくなってきており︑こ

ているQしかし︑リンや銅採掘か

の傾向は今後も続くものとみられ

究が進められており︑二〇〇〇難

らの副産物としてウラン抽出の研

︑

のウラン生産ができる麗通し︒

までには副産物として約十四万誘

外．

陶臣

連邦研究技術省
予算案に49億窃

前年比一七％アンプに

一方︑唖聾レンジャー諮閤委饅
八奪一月一臼現在でポンド盗たり

ロラド山脈での索麺による︒一

ゾ︶もサン︒ファン地方およびコ

州

一九七八隼度予算は昨任比㏄七％

連邦研究技術省︵BMFT︶の

会︵フォックス委員長︶から勧
五十が以下のものを纂出したも

場︑予算の主な内容は一⁝⁝般研

石中に平均O・〇七％のU30く
8︑その額だけで三僧一千二醤万

︵約五千八雷八十億円︶の予算案

アップの四十九億一千四百万嬬

告を受けて検討されていたウラン

しを行っていだものを昨年から五

で検討されている︒楢加の主なも

・マ⁝カッティング公祇︵UM の︒確認埋蔵量では昨無と比べ五

方︑ワイオミング地方で三十があ

究資金11四億三千万嬬で七〇％以

確認埋藏蛾については試鉾また

業申のメリ⁝・キャサリン鉱山と

A︶については︑圏際ウラン・カ 万ナ伸び八十四万ナ︑採掘灘能性

り︑かなり確かな数字といえる︒

が含まれるものとし算出されてお

みられている︒

開発許可が出ているレンジャー鉱
ルテルが問題になっており︑独禁

アンソニー挙挙相心身は︑U瓢 推定五十六万践千︐ゾ︵岡二万五千

口についても岡三の理由で洗車が

かかるコストのみを算定してい

従来三牽び以内で採掘可能発通

山の開発が当薗行われるだけ︒そ

動︒ウラン鉱石のスポット買いで

Aに類似するものとし︑貿易・資 沖増︶︑総謝岨面慧十六万五千ナ

生産はニューメキシコ︑ワイオミ

の範囲に入った︒※国内のウラン

恁ﾜ千誘囎︶︑剛能では蒲五十 が︑生産コストの増加から五十が

十が以内で採掘司能なものに変

の他の鉱山については環境渡蟹お

︵周十九万五千ナ贈︶となり総計

一方︑採掘可能から推定に准移す 上が政府の研究所およびマックス

でみれば四六％趨となっているQ

形で設立したい︑としている︒

源欄に対し助需を琢える捕佐的な

十分な検討を行った上︑としてい

機関であるオーストラリア︒ウラ

ご⁝ごヨ扁：曽⁝葺一響≡⁝⁝葺二⁝ 扁

しエレクト切ン・シンクロトロン

さらにレンジャー鉱由からのウ

二

名も穂縣をなされておらず︑建設

査も行なわれていた⑤いかなる法

九七八隼一二

の少くとも

るとして提訴された訴訟請求理由

容からみて︑重大であると思われ
る︒そのため︑当該許可の執行停
止を命ずる三曲があるとみなし︑

嬬︑うち四億〜千四哲万嘉近くが

早暁にも引矯されていない⑩建設

子力発電璽号機︵誘三＋万 K W ・ 加 圧 水 型 炉 ． の 建 設 許 斑 取 消

許職の執行によって︑修優麗可能

晴点で︑公有地占萄に関して︑興

九七八年一

公有地占商認可は

とEDFとの問に盒恵があり︑県とすれば︑許可執行停癒の判決を

三︑建設許可に対して異議があ

六譲︑すなわち建設許可交付後に

的根拠に墓ついても︑原子力発電

鍼判駈が判例に従って判断を下す
所平起認驚が建設静司に先立って

興し渡すことを余儀なくされるこ

DFによって署猛された上で︑返 とはない︒

設備局が提出した認司明細欝は8

決
以上の原告による建設許司取消

判

し誤謬および被儀の執行簿ぬ訴訟

却された⑩萄揚げ桟橋建設按司に

七八年一月六賎であったが︑原発

関する省令が公布されたのが一九

棄却申請理由悪毘書にかんがみる

米ウエスチングハウス社は韓国

めの一億二千二百五ナ万嬬につい
建設許可とのわずかのずれは︑箋

と︑

に鱒国ウエスチングハウス社︵仮

第一条︑当行政裁判所が︑当該

質的な﹁形式上の暇癌﹂ではない

一︑断罎︒農地グループおよび

れたフラマンビル原発立地点に関

次の判決を下す︒

交付されることが義務付けられて

⑪このいずれによって佳民あるい

する建諸許可の執行は停止される

建設許可取消し

いるとは器えない⑥凍子力発電

で越権であるとして嶺該許可に異

ディザ氏は当該の許鰐取消は当然

フラマン
ビル原発

マ；ンシュ本知箏は四月一日・

騒される可能性はなかった⑫都市

は銀行政難局が弼らかの錦鯉を鏑

緕ｵ七無十二月三十露︶﹂執 法律は適用酊能である⑤原子力発

①EDFはその地所に関するい局は︑行政裁判燐に対し︑フラマ

関する法律に従属するものではな

所設躍認可は門建築物の分類用に

い⑦種類の異った手続に関し判

こと︑まだ︑原発反対闘争・構報

Fに語漏されるものとする︒

称︶を設立︑来月から二業を始め
例は︑設置認可に関する法的箏続

を述べることは門司能であった⑬

委員会も規約に定める厨的から︑

第二条︑嶺判決の輿付は︑原
①原告によって握趨された一適

と建設許司に関する法納手続は独

顛︸者と同義の資格がある︑二・

ているが︑建設許司は一一四署毒

の訴訟は︑原告が不適格であるた

適法性が都南謝画法との関連で評

参事院によ酒ば︑建設許可はその

すべてを灘爾対象としており︑し
かもいまだに三︑四弩機の認前串

置認可の不在︑あるいは不正規を

内容は次の通りQ

求める訴訟議求の藁郎を求めた︒

被告側の論艇

カーン行政裁の判決要旨

る︒
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宗件に開しては採嗣できないよう
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を規定しているのに対し︑実際は

わせて交付されねばならないこと

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）5711

工場

（一

（2）

第930号
く第三趣郵便物認葡

子
昭和53年6月肇5巴

闘
新

二
二

力

中央醗究所建設に全力
糧⁝緋承影響を総合解⁝囎明へ
海洋棚物環境研究所︵松下茂成理路擾︶は︑十ご欝編いた理箏蕪で昭租五十三南開肇明記爾を決
めた︒それによると四面度は今後の温耕水膨欝研究の中核となる千歯聚御窟に予定の門中爽研究蕨偏
建設に金力をあげるとともに①大飯原子力発飛所周辺の海洋環境事後調査と岡原発が臨界する以前に

遡過影謙実験調癒③熊に発信關を取りつけ躍耕水周辺での魚の移動撹鍛︑水深に関する情報を収差す

遅くとも五十四黛までには土地を

遜開後

初隼

一十1

紙一義
術扁が刊行となった︒

詳解﹁放射線取扱捜

度ずつ例題も示しながら平弱に詑

を加えている︒それぞれ二十間程

届き︑かつそれらを巖新技術等も

各分野すみずみに議で配懸が行き

数多く出版されているが︑本轡は

墾介

臨め詳細に解説した馨門衝︒第〜
版︒法令編では放

述︑図や表もふんだんに使うなど︑

議さに

詳解

本講は︑第一種放鮒

線取扱霊任蓄試験をめざす蓄を対

原発︵水戸地鐵︶︑櫃翻第二原発
一拳炉︵福鋭地裁︶に次いで四つ

A5判︑瀟等︒定価一部三千四

で︒

百円︒購入希望は原産・業務誤ま

安定確保︑地域振興に原子力は不

可欠とした立場から神田原発建設

から設躍許可がおりたのを受け︑

た岡漂発沖合の海灘も薪たな争点

ながら︑今回は独霞調査で確認し

中国躍カ

訟でも原告だつた︒

神田原発㎝

ふり出しに
中圏魁力が山口票豊浦郡豊北町

﹁一二北町蝿が建設撰歪園野

いる門神田原発しに関し地光響引

の神巨費南西部に建設を計画して

跡の藤井澄男町長とヒ根与作町議
会議擾は八欝︑由賑漿庁に平井龍

二鋸十

独︑英︑オランダのウラン濃縮

ウレンコ会畏が来勧

ウラン濃縮問
題めぐり懇談

る四極麦援も打ち出されていた︒

亀源地点に指定するなど政府によ

れぞれ営業運転開始の予定︒璽要

一月から︑二号機は二隼運れてそ

ご篁が設躍︑⁝腎機は六十

神田原発には出力薫十万KW炉

きたいとの著えを明らかにした︒

に穰極意向を強調︑とくに中国露
圏︒原儀らは︑今蟹訴訟では代理

の理解増濫へ認合いをつづけてい

力はこのB社疫談話を発照し地元

五十七駕二月からの欝業逓転開始

ていく籍え︒

に綴え︑立地選定の誤りを霊酷し

ーペンハーストとアルメロは攣け

／

㊦

嗣蔑︑

欝驚

維塾

㊥キ亥燃料輸送容器

も

副7

團﹄

⑳核燃料加江諸設備

継木糊化工機

初臨界に達したあと現在出力上諭
試験中︒このため
潮

のデータの収簗に全力をあげ︑変

と帰様

腹にあたる今年度は

種虫重要向けだが︑第二種試験を

総仕上げは本翻

の試験も間近か︑

となろう︒この憂

も野趣の参袴図翻

めざす蓄にとって

射線規制に関するわが国法体系に

放射線取扱技術関係の解説轡は

徳表など付録もつけられているQ

で︒お畢めにお申込みを︒

原産が刊行︑発売中

﹁放射線取扱技術﹂

象に︑田本原子力産漿会議が︑昭

術テキストをその

鮮仁

化の待無を確認していく謝画︒

後の学問・技術の

った放射線取扱技

また門魚類行動実証調戯Uはサ 箱四十四年につく

出海城に放流︑舩上の築盛器で熊

進展も蕎潔しなが

ケに発信器を取りつけて温排水放

の行動をつぶさに把握し︑魚の行

敗得していきたい弩え︒

また︑今隼麗研究事業では﹁大

動に灘排水が箏える影響を解明し

ついて科学技術庁担嶺窟が詳述︑

このほか巻末には放射控岡位元素

ら確確修正したもの︒飯田博美︑

一漂発周辺で小規模実験を術って 中原雌黄︑山口武雄︑上騰賭罵︑

表︑放鮒性壌変系列︑元素の周期

ていこうとするもの︒昨館禰島第

メント総倉調査﹂門復水器遡過影

﹁環境容羅篇驚基礎調憲㎏ー

﹁魚類行動実誼試

騒温潤水に対する水産環境アセス

験﹂

響実験調蛮﹂

環箋誓雄の斯界騨門寡諸氏が物理

理捜術各分野にわたり群愚な解説

学︑化学︑生物学︑測定技術︑管

おり︑今葎度はさらに実験魚数を

の解明を態ぐ︒

ふやし︑熊類行動への温排水影響

ーなどが癒点︒このうち門環境ア
セスメント総説調鷺鳳は大飯原子

聴に実験ができる﹁卵・稚仔温度
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力発露筋周辺環境について運開前
このほか︑門復水器通過影欝実験

写一一一一二一

調齎鳳では禰島第一原発に設算し

潔一一一騨一＝一伊＝一一＝一瓢一一一

るのがねらい︒すでに︑昭和五十

後の生物礫境の変化を比較研毒す

反騰装躍﹂を用いて︑温度変化が

入︵弁護士︶などつけず独自に訴

よう求めた行政訴訟を松山地区に

をメドに︑一儲炉に隣接して建設

ている㎝白刀原発建設反対八西速絡

ィンク会長が十四濁︑原野を訪

含弁会社ウレンコ社のP・3・フ

へ逡

長をそれぞれ訪ね︑猿発建設を拒

よび周麗北町に肇蘭環境調査を含
む神田原発建設蔵入れを行ってい

条例も±認対十二で両決︑廃止が

核燃料サイクルの一端を担う 塙姦暫

罰

知事︑中国霞力本店に山恨工作社

温を二次系ヘリウムに伝える素躍

一方︑蒼十五璋度からの第二期

れば秋にも四筥ゾSWU／隼の生

痕京都中央レζ銀挫4−1（ト蔭曇｛03）541−2191

棄培，支店
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収繁した周辺海洋環境テ！タとの製莇壌後影響比較研究②癌講第一原子力発慰所取放水口での復水器

る魚類行動遡跡講査一⁝などに欝点購に取り組んでいくことになった︒

生物に与える影響墓礎データの薔
積を隈っていく計醸︒この爽験結

臼嵐海側に予定されている地域研

た測定ステーションで温排水取放

復水盤通過蔚後の駈響を明らかに

このうち麟央研究所は各地の温

水鶯地点のプランクトンを採取︑

榮崇から囎牽で約二晴闘Qさらに 究所については新潟墜灘崎市に立
魚分布調査︑定物牲生物講査︑定

m銭入︑うちヤ六人は一母炉訴

訟を展開していく構えだ︒原籠は

の海洋調蔑︑魚卵・稚

地が内定しているものの︑地元建

累は現鷹環樋庁が検討中の温漏水

還賜潮

隼から葱薙開にわたって定期的に

携水放出 地 点 で の 野 外 調 萱 の な か
帯街地から北へ約二謎︑房総丘陵

規制懸鉗のベース・データとなる

起こした︒

辮︒原懸の川口氏らは原子炉設齪

原発建設の中止を求めた行政訴

で︑それ以降の製鉄システムへの

の國標となる万十MW玉込製鉄パ 決別った︒町長選でみせた町民の

には二千ナ体制に入る予定だ﹂と

塵体制に入る予建で︑一九八三葎

た︒

⑧放射性廃棄物処理設備

ガラス、金隅、プラスチック製品等の放射
能汚染は容易にバノクグランド・レベルま
て除染で奮ます。特に放鞍懸汚染されたグ

U，分離精製装置

⑧Pu，

穐噺

鶴（〔》6）345−6261

燃材・要素4本入，璽：量25屯）

のが千葉外騰の郷宿町︒御櫃町は

から斜日される基礎的な影響研究

礎調糞﹂では︑禰農鮎漁淳試験煽

川口沃らは炉方原発一摺嫡をめ

訟はさきの解方一簿炉︑東海第二

ーー﹂

していくぼか︑﹁環擁容騒獅定璽

冤込み︒

愈的なデータを諮積ずみ︒こうし

と協力して八十八本の試験魁で岡

躍網漁況調査を実施しており︑総

たなかで大飯凛発は昨薙十二月に

蔑受動の影響などから現在タナ上

する﹂との方針をとっているが︑

葎三月十礒餐却されたため︑﹁訴

げの状態︒海生熟でも﹁当面静観

点︒敷地は千葉漿爽隅郡御宿町諸

提起で﹁伊方原発訴訟﹂は二つの

訟﹂に持ち込んだもの︒一轍姫訴

が断塵となって太平洋に鎧擾落ち

秘田の約五万軍方耕︒実験用海水

朽政訴訟が同時進得する形となっ

込んでいる谷闘の〜つが立地地

ついては当初計蔑で予定されてい

なる存筏︒ところが︑その建設に

の水質条件は関索でも巖轟とみら

﹁設置許可を取消せ﹂

被曝の儀険性︑温排水の影響︑地

ぐる行政訴訟で四月二十五日敗訴

く異議即立てをしていたが︑今

許諾に対し行政不服論蔵法に墓つ

KWのPWR︒昨無ヨ月総理六盤
臣の危険残など諸問題をとりあげ

撰方二響炉は出力澄十山ハ万六千

訟と岡じく籍蛮手続きの選法性︑

に璽点をおいたいわばベース基地

た茨城緊廉源村地先海域が澗用に
れるうえ︑地元漁協も畢くから誘

鞭嚥蹉二号機でも訴訟提起

協議会の絹口寄之氏ら牒辺住墨⁝

ているため︑こんとの二腎炉訴訟

の網結を受け窩松商裁に控訴し

力伊方原子力発矯駈建設に贋嘱し

弩炉増設許醗処分を取消す

から照穂五十四薙までの第一期計

このうち水蒸気改質装躍は石油

熱供給源︒外径は一︒六M朋︑高さ

原発一

否する文芸を提出︑同地の立地を

画はパイロット・プラントの二十

サを脱硫︑製鉱に必要な愚元ガス

の績無残戴勝から静逸されるナフ

一次系ヘリウムの千度Cという窩断つだ◎
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原子力製鉄技術研究組倉は今褒

五分の︸程度のモデル突験装黙を

になる︒
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までに高温熱交換器︑ピッチ・ガ

個々に製作︑その実験データなど

ノグ〆！！多多グ！！！〆

十二入は九臼︑圏を摺撃どり︑岡

愛媛興西寧和郡伊方町の四醐霊

た︒

で︑今後の温携水研究のかなめと

よる淡水の膨響が顕轄で︑純灘な
致に乗り出していたことが立地選

すでに実験絹海水取り入れのた

悔水を必璽条件とする湿撲水研究

めの三菱二十摺パイプご塞の敷設

定の襲因となった︒

ため立地は難航︒このためいった

開運工麟を緩了︑今璽申に建設許

頭立地には不適なことが判達しだ

ん謙醐をふりだしにもどし餌螢半

酊を取僻し︑九月には建網の建設

騰を含む闘張一円の臨海地方で二
十か所以上の候補地について①デ
部三階

に趨手する予定︒建塵は

十二態円︒遅くとも来慶中には完

ータライブラリーの設躍などの関

成︑温排水影響解聡の中枢研究機

立て︑延べ三千平方層︒総工費は

いること②海洋の汚染が進んでい

関としての活動に入る計画︒一方

係から交通の便に比較的悪康れて

行った︒その継果浮び上ってきた

ないこと 一 i な ど の 条 件 で 選 定 を

ス化装灘など大型爽軍装醗の建

北跡白山で原発反対派の藤井町長

﹁受入れ拒醤﹂淡議が十四対十一

が誕生︑一白の同町臨時議会で

で笏決されたことからこの臼の撞

態思表示にひきつづき議金も反対

県︑中国電力は将築のエネルギー

概

大阪市詫還水梨鰐46

躍Oユイ・ゴ勃⊃驚武婁紅アイソトープ部

中国璽力は昨鍍歳月︑山鶴県お

設を終了︑秋から本格的実験に

能力︒石川島播磨癒工が担当︒今

設が担当︒今隼鹿は︑触媒および原

を供給する仕組みQ千代田化工建 は十葺耕で一・五MWの熱交換 たが︑今年に入り五月や四臼の豊

年度は伝心煙能︑システム特性の

概念設讃を行うのがねらい︒

料軽賢炭化水素の反応優性試験︑

掘郷に重点をおいていく︒このほ

をもとにパイロット・プラントの

第一期国画のカギを懸る巾聞応

還充ガス循環効果磯認試験などに

製鉄技術研究開発計爾は逸聞欝ユ
業技術院の大型プロジェクトとし

交換器︑水蒸気改質漿躍︑ピッチ

入る兇顯しとなった︒隙子力直簸

て十葦企業一団体が〜体となって

蒼白筈となったもの︒鐘北町では

か覧極煩の焔耐熱禽金について高

温衝繋特性︑クリープと疲労の

建設申入れ以来これまで一隼近く

どについて一撃松藻磯原薩翻会長

問︑将来のウラン濃縮本給問題な

現在原研に建設が予定されている

にわたり豊北隣原電薄策協議会が

今秋から本格試験へ

璽雛効集の摺握を態ぐと藁にアル

中心となり受入れ問題を検討して

五十MW多罵約扇混ガス炉に擬続
するト⁝タル・システムを先成︑

ミナ・シリカ系緻羅状断熱秘繕︑
筏英ガラス系断熱材料について管

の意思を示したわけで︑これによ

鞭暑中・野間歓黛論難⁝器⁝など

六十黛代に哲五十踏／田程度の薩

接製鉄を耀おうとするもの︒濠

化装躍は減縢残液油から作られる

照点的に取り組むQピッチ・ガス

イロット・プラントの設計研究で

テムの概念謝轟を行う予定Q

懇談の田上フィンク会畏は﹁カ

ガス化装齪のうち︑水蒸気改質装

タール︵ピッチ︶をいったんコーク

は昨駕麗に確立したシステム設計

性などについて意髭交換を行っ

早撃︑このあと将来の協力の可能

らと懇談しだ︒︵鐸奪翼︶

麗についてはすでに五月に発成︑

化し水性ガス化を主体とした纒元

り神沼原発建設計画はふり記しに

きていたが︑一Bの臨時議会では

残る中間麟交換器︑ピッチ・ガス

ガスを製造するシステムで︑処理

戻った形となった︒これに対し

の試作贔を作成するなどして特性

ム獄︑を中事歓︑交換器で九箇二十五

千度C︑四十気圧の一次系ヘリウ

化蔑羅も九︑十月には完成のメド

鎌件をもとに第一次概念設謝を行

ず︑高裁ガス炉から薮り出される

度C︑匹牽五気圧の二次系ヘリウ

がついたことから︑今秋から本格

うとともに︑さらに斜懸規模シス

この協議金の設羅条例を廃止する

ムに伝達︑この高溜を利用して醐

の流動特性確認試験などを行う︒

能力は二菅強震／騰︒熱嫁体粒子

の解明を行う計麟︒

接製鉄に必要な斗出ガスを作りだ

により第一期題画は今難末から来

試験の見疑しとなったもの︒これ

中身熱交換器は伝熱響を隔てて

し︑シャフト炉で欽鉱石と塞ぜ沿

集にかけ爆睡のヤマを迎えること

わせ鯛秘を作り出すというのがそ
の原理◎このうち︑昭皇臣十八年

徽謡（572）8851

干104東京都申央区銀座8−11−4アラタビル
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人敷幅業部

（厭研JPDR動鰍再処理難場間輸送用，

説明轡、見本をお送りします

KKlO型使用済核燃料輸送容器

リースの洗浄等は非常に効果的てす。

子

原

午藥興御宿の中央研究所建殴予定

盤齢鐸懸継灘鞭難響舞懲

⑧核燃料交換装置
⑧核燃料取扱機器
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海洋科学技術センタ⁝はこのほど﹁放射性固体廃闇物の海洋処分のモニタリング技術に関す
この方法は﹁寅時間・視覚的モ

を含濠ない模擬固化体を使って落下し︑魑底するドラム缶をテレビカメラで観察︑モニタリン
ためのモニタリング用フレーム②

固化体および観察装置を装備する

■

研究でもこの方法が採用された︒

グするシステムを完成させ︑実際の海洋爽験で固化体の健全性研究を行ったもの︒昭和四十八
深海テレビ︑深海カメラ箸の観察

ニタリングシステム﹂と呼ばれ⑳

鴨

軸

母から科学技術庁の委託研究としてスタート︒五十二年五月には試験処分候補地点である太平
装置③テレビの画像儒署等の伝送

る対策研究﹂報告爾をとりまとめた︒これは試験的海洋処分計画を門前に控えて︑放射性物質

灘
罐

洋上のB海城で八回のモニタリング実験を実施︑その結菓﹁キャッピングを施したものについ．
ら
つケーブル④ケーブルを収納し︑

とフレーム降下のための強度をも

亀輪

@鷹
︾︑＼

蕊

沖で実施された︒測定の際は固化

その終速度が三層以内であること

実際の放射牲廃怪物の海洋投棄が

心墨．．

には︑四十九隼度に設計した深海

百四十七度の﹁8海域﹂で固化体

予定されている北緯三十度︑東経

氏

るウインチ⑤海蔭地形の調査のた

が確認でき︑モニタリング矯フレ

鰯職︐

めの薦密琶三聖駐機および実験地

体を水深十層に沈め︑自磁落下さ

響嚢罫熱晒姦掛

次に︑固化体が海申を落下し︑

テレビ鯖ウインチを製作し︑水深

；ムを終速度に近い速度で降下さ

パワーユニットによって駆動され

海籔で静止するまでの雛動をどの
点確認用のマーカ・ブイまたはト

せその軌跡を記録した︒その結累

ームモニタリングを中心とした箋

きる点で有利となっている︒

まで︑および藩薩から三十分程度
ような方法で観察するかという間

千層の海域で海洋実験を行った︒

験が行われた︒箋験方法は百︑塗

ことよりも固化体の投下から着底

経過するまでの短賭間内でのモニ
ランスポンダ⑥塞験中の海洋環境

これをうけて簸終年魔の五＋一年

このあと︑モニタリングシステ

海底で擾時聞モニターするという

ては固化館の強度に劣化はみられなかった﹂と結論づけている︒以下その概要を紹介する︒

・テレビカメ

・うで監視
●：：・ ・追跡システム・

題はこのモニタリング技術におい
を測定するための観測装膿⁝一な

ムの観察視野を広げるために深海

の自由落下速度の澗定およびフレ

ターに霊眼がおかれた︒これは︑
て巖も璽要だ︒これにはいくつか

水船によって落下姿勢と蕎底後の

だつた︒また︑ダイバーおよび潜

が一個吊のほかに四燗の縦および

上の実験と同じ方法が採爾された

一定となる終速度は二︒六綴／秒 せる際の葭安が得られた︒

投下された固化体が初期の水圧と

レームの製作および全長む千九齎

臓には︑改良型モニタリング用フ

テレビと七十メ拳螺ラにパン・テ

放射性廃棄物固化体を深海底に
どで構成された︒

分布状侃の観察を行った結累︑落

ィルト機能を付加し船上から還隔

この研究は昭秘照＋八年から五

の方法が考えられるが︑いずれの
場含でも海底まで落下した固化体

層の同軸ケーブルを購入した後︑

操作を可能にし︑璽京都大島町岡

るために︑魑底後の底賢の巻き上
十一年度までの四か隼計画で行わ

下姿勢についてはほぼ切り離し時

衝士力で破則するかどうかを確め

を再び船上に嘱収することを前提

の姿勢を保つたまま落下すること

姓に影響を与えるカとしては落下
りが収まる時間を考慮して決めら

水深六千二齎綴の海域で海洋実験

投棄処分した堀舎︑固化体の健全

中に加えられる水圧と海底に衝突
れた︒四十八年度は︑モニタリン

横吊についての実験を行った︒そ

とする必要がある︒

固化体の健全性を確認する方法

・九規／秒だった︒一個吊の平均

三層／秒で︑四個罵については二

声量が贈したためで︑四燗吊の平

終速麓が大きかったのは固化体の

の結粟㎜個鵬の平均終速度は三・

体の観察が行われた︒実験にはウ

均終速度が一欄吊に比べて小さい

田庵沖禽の水深千欝層の海域で圃

インチやその飾職ユニット等が設

が明らかになったQまた︑着物後

た基準錘からの踵離を求めた結

置蔚能な七百ナフラットバージと

モニタリングシステムによる圏化

累︑水深三＋塀︑語層のいずれの

化体の自由落下速度の測定および

場命でもずれは玉規以内で︑固化

えられる︒今回の測定でも＋〜二

のは概依抵抗が増大したためと考

十秒周期の落下速度のゆらきが観

その難航用に葡九十誘および颪十

その結粟魚群探簿機による巖大

体欄厄の距離も五摺以内だった︒

よる固化体の観察ではキャッピン

また︑モニタリングシステムに

四ゾの曳船二士が使用された︒

四点係留した船から海薩まで降し

れた︒

を行った︒

重大な破壊︑

の固化体の分布状況については︑

した際の衝繋力が主なものとして
あげられる︒水中に投下された固

六千㌶での安全確認

後＋数蕉後の技術レベルからみて

としては︑放射能の測定︑圃化体

深海テレビや深海カメラ等の光学

化体は一下を始めてからある聴聞

がら落下を続け︑やがて海憲に衝

的方法によって固化体の外部的変
グシステムの基本設計と試作を行

の変形や破纒を観察するなどの方

突すると考えられる︒海臨に難し

巖も堅実な方法は深海テレビ

い︑水深三十層から哲耕の灘域で

法が響えられるが︑現在および今

た固化体は数百気圧の水圧を受け
形や破懸を検査し︑健全性の闘安
や深海カメラ等の観察装置を持っ

海洋実験を行うとともに︑固化体

の後はその終速度で水圧を受けな

ながら腐蝕され︑あるいは千年当
とすることが簸も確実な方法と考
たフレームに圃化体を吊り下げ︑

後に自由落下の終速記に達し︑そ

り数ゾ〜数些で降り実る堆穂物の
えられる︒

鶏鵬深海廷朔装置を完成

中に埋漫していくと薯えられる︒

察された︒

波伝播速慶試験などを行い実験鶴

フレームによるモニタリングは

八跡深窓は約四並製で︑平均終速

変形はなし

度は三綴／秒だった︒モニタリン
ンを行った︒四十九黛度には深海

落下挙動の計篤機シミュレーショ

グ部が中空のものおよびモルタル

このフレームをケーブルで海面か

によるキャッピングを施したもの

ら海底まで降下させ海底付近で固

漿を示す︒実験ではキャッピング

後の比較が行われた︒裏に試験糖

のないもの二面が水深約践十三綴

の間でブタが陥没したほかは固化

った︒

体窟体の強度の低下はみられなか

ング部にくびれや段差がみられた

ングした固化体は本体とキャッピ

ァルトまたはモルタルでキャッピ
／秒で︑百綴灘城での箪第二・六

が単いものは四百摺付近から変化

でフタが陥没した︒また︑アスフ

切／秒との数備に比べ繕加の傾鴬

千百綴での海洋実験で得られた

となったが︑この値は票海域で

で顕著になることが確認された︒

がみられ︑手五百綴から千八百綴

王化体の薗由落下速度は平均⁝二厨

の翻定傾︵二・二〜三・八層／

のには璽大な破壊や変形は起こら

しかし︑キャッピングを旧したも

秒︶の中に禽まれるバラツキと考

で追跡することができたが︑ここ

された︒また︑実験海臨は火山灰

ず強慶的に劣化しないことも実証

えられる︒固化体を簸大四薄焼ま

ではシミュレーション隠に予想さ

ており︑籍底による圃化体羨圃の

マンガンに被われた軽石が散在し

を主とした灰褐色の粘土でうすく

れた落下速度のわずかなゆらぎが
みられた︒

変形等はみられなかった︒

このあと︑さらに改獲型フレー
ムの開発︑観察システムの整備が

から六月三十日までの三十六田間

行われ昭和五十二奪五月二十六譲

その他
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この光学的方法は他の方法に比
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べて固化体のわずかな変形や破縷

については悪漢中央研究所で超琶

合計八回実施し︑圓謁した圃化体
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海案験でフタが陥没した固化体（キャッピングの

実験は離岡県賀茂郡蒙伊鼠穴勲耀

々＼

ギB海域」の水深6140㍍の海底。昭和54年慶から
予定されている賦験的海洋処分野画ではここに欝
欝体が処分されることになる。海底は火由灰老主
とした灰褐色の粘土で、うすくマンガンに被われ
た軽石が轍在している。

装躍の整備を申心とし︑五＋難塵

撃
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／

などのモニタリングシステム構成

墜
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〔燃料〕 石炭，石油，天然：ガス，水素燃料等に関する諸問題
〔自然エネルギー〕 水力，太陽，地熱，風力，海洋等の自然

当センター発行の「科学技術文献速報」に収録される抄録（最新
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があり︑今回の研究では固化体を
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昭和53年6月15B

昭荊コ53￡年6月22葺ヨ

血症曙一
聡慧木欝欝艶行

1郷重00濁（選料共）
講料1隼多｝霜寝盆45◎0臼

を含め三十四圓の象愈で検討を麗
の敷地中央部の海岸側に︑一紬織

原子力餅轟金は①三三周辺公衆
の定常蓮転による鋸間被曝が福凝

第二∴︑二署炉愈わせて全身被
曝一︒五︑ザレム︑田ウ素甲状腺被

翻

れ就任︑新しく岡庁議窟には鎌谷ネルギー庁︶の宅な人歩発金は謎

庁緩速寝藁部原子力発臨誤長︶蕩

徳︑大駆窟溌付︵資源エネルギ⁝

ネルギー庁公盈虚業部長︶服部典

安全上の問題や核燃料サイクル金

ロの済いは出ないと思う︒今後の

本質的な点で一方が菖︑一方はゼ

出てきた商分署身

ではない︒それだけやって効緊が

早緒する三段京で蹴詰むのは響錫

価作業は努力して行うが︑それを

技術は概念麟にはあろうし︑現在

のためにトリウム︒サイクルとか

てはいけない︒もちろん比較横揺

らないと患う︒鯛念論だけで動い

原子力産業の発展に貢献する日揮の総合難読ジニアリンク牧術、

＿一翫タ．ぎ∫

する③次圓の技術調整婁員金の議
原子力婁澱会のINFC逸対策

授をあてる⁝一などを決めた︒岡

を開始します。

撰にチェイス・ハーバード大学教

その後、日揮衣浦研究所でパイロッ

ルギー）からエクストル「ダ方式に関

で︑ウイーンで獅噛欝から三臼聞

三浦研究所で近B中に確証テスト

協議雲は二十一Bの第十五圓会台

国本原子力研究所に納入しました。

撫︑わが圏からは田寓蔑文電熱鶏

機器発注と工事の準備中で％また、

を有するべ：ノレゴニュークリ・エール（・ベ

の経過報欝を了承した︒

欧米で数多くの実績と優れた技術

開かれた技術調整蚕貴塗︵TCC︶ 感興金には二十二か国の錨鎖が穆

固化処理装置を日揮プロセスにより

薦欧闇の恵兇が大きく対立する場

体建屋）の設誹役務を終了し、現在、

王NFCE︵核燃料サイクル認冠間ら九人が出席したが︑※国と

、

価︶狡術調整婆澱雲は八つの作業

技衛導入

岡田の対策協議金は︑技術調整

臼揮は、わが国第1号のビチューメン

画は麗られなかったという︒

理施設（嗣化装置、固化体貯蔵、全

業について︑①来年五月三十田ま

ベルギーからエクストルーダ方弐競

部鼠の経過報欝を了承︑今後の作

再処理施設向けビチ㍗メン固化処

環太平洋園に使馬競み燃料国際貯

いただいております』

婁鑑会の報告を聴取したあと︑

ついてわが圓の立場から︑検討を

隠所を設けるという來國の構想に

事官に加藤氏

科技庁

科学技衙庁は二十田付で周撰を

含む幹部クラスの小幅異動を行っ

原子力闘係では︑原子力局握当

た︒

の簗鷺富騰潮懸黛︑児玉勝臨氏が

通産省語源エネルギ⁝庁審議讐に

昇任したのに爆い︑後任には加藤

鶏群が就托した︒

科学審議富︵長官官虜滲製窟︶

辞禽は次のとおり︒

容易③圃化体の浸出姓が低い

でに各作業部会の作業結漿を藤と

月に關く総会で論議するが︑臨終

加えた︒

兇通し︒

昭和ニ

︵費源エネルギー庁長窟玉房原子 泰丸難渋水暖会議裏晒鯨漣新調整

▽天谷直弘畏官

力産漿課畏︶鳴本康助︒

略歴

窟︶傍勢谷三樹郎︑振興局痩︵通

佐伯宗治︑融然雀出向︵科学審議

や三鋸商工深入雀︒在シドニ⁝鱗
聯︑化学工業局化学第一義幾︑顕

弁大隈冨麗審議蟹︶由口曲管︑辞

工業活機工業課擾︑通商局国際経

三︑擬鴇憲腸参薯窟︵農林水膨技

参醤窟︵工妓院機準部畏︶下邨昭

一昨無七月嬉礎濫業局獲︒52歳︒ 職︵振翼局撰︶製罐簿︑長富営房

済部優・通商慶叢審議窟など経て

福井照出身︒

術会議購務局遠絡調整謙展︶加藤

昭和一一十六隼

泰丸︑薇源エネルギー庁出向︵長

▽⁝児王癬⁝隆次畏

長︑立勉公露局総務諜鍵など経て

逓産言入雀︒企業局立地政簗課

振興諜獲︵放暮露籏理部獲︶今村

讐欝麗謬事官︶兜玉勝臣︑振興闘

の霞に廃止される︒

なお︑藥備整は安全婁籔会設翻

務環境を整える︒

子力安全調査塞の窮務体制など執

安金委磯象の騨任甥務局となる原

る蘭係法令を整備するとともに︑

全委撮会の設麗・難燃に必要とな

全謬長ら十三人で構成︑原子力安

岡鵡備塞は︑中戸弘之原亭力安

︵三宮宮湧付︶藤岡解介

課農︶上墨一一郎︑放鷹研管理部長

陽次郎︑酸暴悪嵐筒︵振翼関振興

五十年七月中小企業庁に移り気嚢

長︒51歳︒広学年出身︒

部艮︑計量最長︑昨奪六月嗣次

◇
資源エネルギー庁公益蟹業部贈

逓魔憲人蘂︵六月十六田付︶

原子力安全調査
準備室を設置
科技庁
科学技術庁は十九田︑原子力安
全局に原罪力安全調査準畳職を繊

を発思させた︒

麗︑原子力安全委澱会の設躍総務

燃料開発事業國から使用済核燃判

める②簸終総会については今隼十

シア語︑スペイン語の四公領藷と

報儀欝は︑英藷︑フランス語︑ロ

源立地対策鰹獲︑罐源立地企繭蜜
を欝たこ

に僧任︵職業政策局外務課長補

お暴付

クを済ませ︑

佐︶藁醗修郎︒

全しの紬論となったもの︒

によるダブルチェックは気層され

とから︑同炉の原子力安金委鑓金

謎弘塞礎課業局長︑岡次長には児の綴り︒

僑宏︑中小企業庁訓醐部金融課長

原子力研究センターとしての役劉

研究蘭発がどこまでうまくいくか

のデータで闘鱈の

の技術に比べて︑より優れている

聖楽再処理の研究調査はする︒

原子力担当参

今秋から新・原子力委綴会と原

ず︑詳継設湯以降︑これまでどお

子力安全婁興篠の二庫立て体制に

曝五・七ドレムでALAP播針を
移行するので︑翼際上︑禰鵬第二
での韻後の発電炉設灘許可箸融と

漏たす②敷地の纂盤は欝丁銀以前
の第三紀の堅團な地騒で耐霞性な

なる︒慈た原子力蚕募金のチェッ

のため〜悪露機器が余裕をもった

四三となり︑点検作灘がしゃす

どに問題はない一⁝などから﹁安

︒二屠炉が硯任の原子力委捲雲下 りの遁趨衡のチェックが行われる

く︑従三番の彼曝がかなり誠る晃

に伴い後難に児X懲懲科学狡術鯵

幹部の人事異動発令

黎次官に濃野武就任
通

測本遍欝欝は二十縢︑秘田敏儲

事務次窟の蘭遷に纏い︑畳紙に濃嚢窟が就任︑蓼鍛窟には小橘惇氏

公益蟹隈部長︵瀕商政策周総務

研辞令︶︒

器にわたってそれぞれに安全性の

あるコードをつくることが編綴に

安全︑先取り研究を
だが︑研究開発に煽広いスペクト

なる︒

が甕
︑新規没入のマンパワー︑壷金
LNFCEに対癒した捜術研

ないとは書えないかもしれない
ラムをもって鰐来纏こるかもしれ
ないあらゆる窮櫨に鮪えておくこ

蜜金性の研究について⁝一軽水

とかの議論はできるかもしれない

について一1核鉱敬防止に衡効な なりを比べて兇極めておかねばな

炉の工学財主金性試験研究は恐ら

が︑トリウム・サイクルにしても

とが任務と思う○

さらに新型動力亟の実鴻化に伴う

（大｛「こ褒）

最新の技術を各電力会社より採磨

原子力事簾本部
棄京都千代田区大手靱2−2−1＜薪大手町ヒル＞

①減容性が大きい②装；資の保守が

﹁安全盤は十分確保﹂

ね︑今奪五月二牽箋霞︑門簑全は
の北側一二五十綴の粟野に隣癒し

通しになった︒

靭の改良標準艦︵BwR︶西翠
原子力総員会は土ハ臼︑東崇三三から串請の出ていた福騰第二原子力発電暫熔炉︵佛志水型軽水
炉︑欝十万KW︶の設躍︵増設︶計爾について︑安全上隻障はないとする箸繭を内閣総理大石に行っ
た◎一再炉計画は昭和五十隼三月の臆調審上甑を経て︑五十二蕉一月総理大臣が原子力委麗会に設躍

許斑の可署を諮問していたもので︑総理大臣が近く設縢許可する舞込み︒同炉の設闘許可が決まれ
ば︑わが國の設麗許司済みの発臨炉は二十八基︑総剛気出力二千七＋九芳KWとなり︑初めて二千万

新三針に沿った趨加解析のデータ

KW突破を詫録する︒また岡炉は格納容器スペ；ス拡大など改農標劇化が初めて採用された︒
福騒第二原子力発鱈駈二巴炉設

ったため︒

提出を求めるなどのいきさつがあ

審査禽第百二十九部会︵部象縫・
福灘第二・二塁炉は編齢県双葉

麗の安全欝査は︑原子炉安全轡門

都昂泰正藥大教授︶が異施︒昨隼

＋分確保できるしとの膿査禽の結
て設畷される計画︒菓躍では脇和

一月以来︑ワーキング・グループ 郡のぼぼ中央︑約蕩五牽万平方摺

論をまとめ︑岡二十六日︑原子力
こむ予定で︑総工璽籔約二千五首

近十八鋸八月には遡懸開始にもち

出したのに俸い後任に深丞麗中小 産褥課長︵工業軍術院総務部人品

覧十八徽円︵KW当たり約二十三 野滋慶藁政策局長の次慰興格などが工業技術院総務部人鵬課擬に転

婁澱会に総評していた︒

岡部塗は福鵬第一原子力発耀楚

一陣の幹部人嚢異動を発令した︒

課畏︶熊野英躍︑公益事業部原子

資源エネルギー庁麗係では橋本

企業庁計画部撮興諜畏が石茸とな

H当たり十円七十九銭を冤込んで

万円︶︑初葎度の発霞原価はKW

力発振三身︵大飯窟腰付︶鎌田着

課擾︶狸漏格︑鍵窟嘗房原子力

郎︑工業技術院総務部擾︵翼源エ

標肇化の藷粥が盛り込まれるのが

玉潤隆中小企業庁次擬が就任し

このほか︑漂子力関係︵資源興

つた︒

腰弩炉︑融階海二黙黙︑柏騎︒刈羽

利一擾憲が顧商画業欝議窩︑大永

た︒一年目か月に及ぶ趨期審蓋と

特徴︒格納容器のスペースがこれ

た︒また器僧籍には武田康氏退優

周炉はBWRとして初めて改良勇作次提が難論産業堅甲にそれそ

いる︒

炉など類似プラントでの経験を盗
かして審齎︑格納容雛など異なる

なったのは︑陰型六月︑原子力委

万八千四颪立方綴に広がった︒こ

までの

政腐は十六田の閣議で泉像英二

閥題がある︒異体納に社禽へのイ

にもよるが︑多くの時間と資金を

きるよう今後の仕蜘を進めなくて
練石浩原研理購擬は︑瓢十日︑認

ンプットや環境膨蟹が出る萌に閣

には糊凍雨家で望めてウラン・プ

はならない︒その愈味で︑核融愈

をもつ原研は︑十分的確に対癒て

承認︑その後任に村田三越硬応長

著団と余冤︑次のように語った︒

◇

の罫格を決め︑それぞれ十九日︑

ルトニウムサイクルの確立が伺よ

利用は躍衝される︒だから塞本的
で瀕に汗して塞際

りも鑓要だ︒核燃料サイクルの評

要するようだと︑その間原子力の
れまでの塾本的な方針は受け縦い

にやった実験研

題点をつか疑えて︑順研なりに解

でいく︒原子力閥

究︑試験研究から

決への硯究をしていきたい︒国内

昇格に伴い︑後任の灘理瑠長には

発は環魔インパク

ィブな謝醐に力を入れるのは当然

二十鼠付で山木騒二輪瑠が︑理壌

トや核拡散防止問

抱翻について一1原研運欝のこ

には野沢唆弥監鱗がそれぞれ興

二十闘発禽した︒また︑村田氏の

格︑魅購には今村久明人轡院任驚

題への対慮を惣ら

原砒理事長に村難戦

筒長が就任した︵理脚長︑監瑠は

とか安金性研究とかプロジェクテ

田嵐原子力研究所理幽思の辞任を
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万三千二百立方層から一

針が出たのに伴い︑二二に霞めて

齎会の軽水炉旛設安全設謝審査擶

部分に特に念入りな検討を加え

作業部会のまとめ来年ξ5月に

くここ一翼でほぼどークを製す︒

O

児薫次轟

TELO3−279−544

する技術を轟入。すでに動力炉・核

、日揮プ臼セスを關発、案用化

災谷畏窟

⑭日揮株式舎社

トプラントによるテストを続けており、

ビチューメン固化処理の特長

TCCの報告聴取

れており︑鷺塞の

]婆

村勢原研理；臨畏

／

（放射性廃棄物のビチューメン固化処理と日揮）

NFC置対策協議会

総理驚辞令︒講理嚇長︑理麟は原

︑蕊紬．

灘

噂、

鑛麟嬢京5895磁
（591｝6121（代｝

薫蒸都港翼琢禰1丁貿1猛13跨（菓矧鐵館内）
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ｦネをア
。淡のの脱議解つ心界O石
方ル分ン今し問が出が決あには年繭

面画

。ら新ど覧てと ・れらは Qに1危壌
各噂し民いめ各て 、個が突問機 、
}階て閉るど謂いい々 、病躯説一

ギー問題特別委報告から

ﾌの結議のうはなまにそしを1九

るるひてうし進さ各つ

進街をさ業ギ籔た遅切先

強電こらエーるるブ用先
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原子力開発に対する各党の基本姿勢
自

屯力の中ての腺子力のウエイトは、一定の屯力占変を渦たし
ﾄ行くためには幽きくならざるを鴛ない。それを舎讃するこ

民

ﾆは、ノ1

活ノ麺皐の向1のスローダウンを意味することたとい

党

､ことが、国民的にコンセンサスを得られる闇闇がある。
ﾜた、原fカの問題は女走附の碓保というili内問題てあり、
ｩら解決しよっと思えば解決ξ・∫能な工不ルギー問題であるこ
ﾆに留意する必饗がある。

ネ1

現石の1，i溌はダ全鉱f、，桑鮒ひいては経1翻に三盆があ｝）、

ｻれをそのまま姐1二人用炉として入会建設することは反対。
黷Pは、省工不ルギーと他の閉発を復費して進めるべきであ
り、原発については、廃粟物処理、猷牲サイクルの問題を含
ﾟ、笈全かつ吸走的なノステムの研究・開発を前箆榔」に行う
ｱとが必費。
原∫力開発は進めざるを得ないと思う。であれはこそ、冥全
ｫをより撤：しく追養していかなけ九はなりない。

一を

︿ム克

二

蕊灘趨錘鋤鍬蒲濠翻

念入党く部世後・品1り％
原主
無難画嚢講磯灘瑠璽

・

託言のもを六を

らる業たル

公明党

ﾇ礎薬嚢灘蠣雛狂代力と

鶉馨攣論難叢叢樂穀

テでギ根設て識かつわ
党費転隈達十遅まのし一にる党 。とル

、策乏た噛め政るにネ

齪で礪齢難灘麗欝蔭子力

讐壽η苓狂熱零讐謬墜1と鶴螢石し

得喪頭おた一こ薔曖設明野

とつ可推

1

民青克

二二よ軽水炉発｝厨を描正するとともに、？急に椥鉄工サ
Cクルの二三に努めるべきである。そのためにも、女全基・｛

ﾌよりよい改疋、攻全技術の向1を図るべきである。
ｸ＊的には野葬増知幻1、核融合の矢用化に進むへきてある。

1ーハ

との発
を要

①線∫力の朝刷用をll正㍊し、②研究・開発の自i的・総合
的発展、③女全優先、資淑のイ1効な利用をすすめることを基

懸輔野て大ば今九製ギおO
・ 多 省おい産れネ
目スいと輸がれ入九年
てでう五詩輸し 1 り璽工れ政べ

ののル 、をし葱党なは
あ負段省思工じ
い工

渥

Q蓬蓬繍鍵舖さ辮髪輪義1要塞輪謙鷲薩継端萎垂

{とする。現杁においては、Bユ1 ｛と女装獅直保の観・ ・から、
ｴ∫力粥発識由1を根本的に1最｝検誌する。
ｱれまての腺発についての総ノ・検をそ」い、女全日先の体1倒の

克

ﾘ講肇羅離鑑難lil鑓箒1簾簸．塞講ゑ撫鍵灘華華縫簾i業騨難退嬰饗灘甕

ｵウをはかるへきてある。急がは回れという力式をとるへき
ﾅある。

戦国ク

軽水炉かり木氷の核融合にいたるまて、核二村サイクルの野
ﾙを含め、資金・製材を秒桝1／Jに華人し、原∫力開発の垂支術
I独ウを達，成する。

ｶ樂欝縫1羅ll蓋ll縫1離離難

ｱの際、垂氷の工不ルギーの中核としての原∫力Ψ和利用に
ﾂいての歪な、形式を前提とすることが索茨てある。

つ宗金甲に
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原子力関連機器及び材料の製造販売
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原子力関連ソフトの開発と技術指導
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住友原子力工業株式会社
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提としている。
昭和65 ｝ 度については、
につき、 暫尾的に小す。

検認中
中てある。

一
せざるをえなくなっている︒この

アメリカの榮たすべき役國に期待

いる︒その申廉政策に漏しては︑

ることが︑効果的な布石となるこ

いった国内夏盤を着実に発展させ

エネルギー産業の体調強化などと

め︑わが圏独薗の密虫技術を確立

給力として璽褻なウエイトを占

方針を近い将来において主たる供

また︑個別技術のなかで︑開発

る︒すなわち社会を構成する一員

政二間に対立した冤解がみられ

地域佐民のとらえ方については

もつことの必要性を感じているQ

名責朦…052（853）1461婦モ1大阪06（453）2301雪融｝

iO93（921）2512㈹

積極化で共
．通の認識
とに留意する必要がある︒

として澱懸を果たすべき獣欲にあ

ように︑アメリカの猶予的戦略の

る住民と︑生きている八間として

工場・久騒乱0468（35）0935㈹

國際的対応

すべきだとするものにウラン資

《クラノクス》

⁝・
︸方︑エネルギー研究開発につ

中東、東南アジアでは、ASM￡（米田機械学会）認定取得が

営業部・東京03（762）4451㈹
営業所・東京03（765）1712㈹

：・：
鋤向を︑掛接的にも間接的にも受

権利を霊制する立場にある住民で

ば上からの視点に触点がおかれ︑

ある︒前響はPR推進といういわ

源︑軽水炉︑燃料薄処理・輸送を

石炭のガス化︑液化︑廃熱利用シ

後者は民主的な諸制度の確立とい

はじめ原子力開発に関する技術︑

エネルギー政策と躍際戦鰭の賑難
霞るべきだとしている︒エネルギ

ステムをはじめ雀エネルギーに関

ういわぽ下からの視点に露点がお

いてみてみると各党ともその遅れ

さが浮き彫りにされている︒

ーに関するわが国の研究開発︑影

する技術をプライオリティの潔い

かれていることになる︒総禽的な

を強く認識し︑今後一顧の強化を

各党は︑エネルギー闇題におけ

野開発のあり方について︑各党は

技徳として列挙している︒この結

けざるをえないところにわが国の

る国際政治の緊要性を共濡して認

累をみるかぎり原子力技術の開発

異体的政策の展開上どちらに露点

政策体系を推進するにあたって︑

圏内的にも対外的にも不十分であ

にかなりのウエイトを弔いている

るという認識にたって︑今後は西

点で各党とも塁本的に一致してい

いるわけであるから︑これをどう

究開発誹画のもとに総合的な研究

ドイツの例にみるように学期的研

識しており︑共通の土俵ができて

受けとめ︑どう働きかけるかの客

二

〒＝143

さらに近年、各種製品の口置1〜に際し、アメジカを始め

紫タ←線探傷業丁

わが国のエネルギ⁝政策を櫻雑

エネルギー翼源が有限であること

かつ不安定にさせている原因は︑

を前提にそれが國際的に編略し︑
またそれらをとりまく不確定要因
がきわめて多いためである︒とり
わけアメリカのエネルギー戦略の
影響は大きい︒わが国のエネルギ
観的認識と圏際戦略について論議

るQ

をおくかで対立しているわけであ

嫡

TELO3（777）1852腎や

《スーパーrライト》

勢燕ド譜

応力盛糾

⁝戦略を考える場含︑数少ない確
定要隆のなかから適切なエネルギ

の整備︑資金の投入など︑研究際

る︒これを含め酎画の策定︑体制

こと自体は当然だが︑少なくとも

ものである以上︑この対立がある

政党が麟民各罎の歯を代表する

ている︒このためエネルギー閲連

発により横極簾をとるべきだとい

開発体制を確立すべきであるとし

さらに︑こうした国際的戦略を

研究開発資金にも十分な配慮と措

を進めるべきであろう︒

実効あるものとするためには国内

うことになる︒

なぐ糸が整合性をもたなければ︑

政策圏標と異体的な政策展開をつ

一丁！多多多多！一！ク！ノグ！！4
てのエネルギー政策に対する舎慧

身である︒

説明にするために︑費粥と便益の

《スーパーマグナ》

懸

蛍光，曼透探傷剤

浸透探傷、磁気探傷を始めとする探傷技術・製品の

ー外交を展開するようなアプロー

エネルギー問題は対外的には単

髪多多

ｧの制度的整備と改蕎あるいは 齪を講じるべきだとしている︒

〆

と︑それに璽つく各論としての立

政策隠標に璽点をおくならば︑地

とにならない︒現状をみてみると

てみると立地政策における﹁制慶

﹁秘密霊義﹂︑住民側の問題とし すべきなのかという視点から各党

域住民のアクセプタンスが縛られ

きな樒違がみられる︒項闘的にみ

が多念とルールについて議論をひ

政策体系としての説碍力をもつこ

ろめ︑ともに予行するための努力

地政策をどのように結びつけ調整

ては﹁無再任な第三蕎の介入㎏お

の不備﹂︑企業姿勢については

よび地方自愛体の門自主性の欠

進すべきであるという五四を持っ

この点について自民党だけは大

に終始し︑実際の立地問題に対癒

とりわけ︑こうした環煙政策を

くスーパーグロー》

特殊塗料株式会社

特殊塗料が非破壊検査のパイオニアとして歩んで20余年。

チが必要となろう︒

なる経済一三ではなく︑政治︑外
交戦賂の一環としてとらえるべき

ている︒だが︑エネルギー安定確

⁝立塊間魎⁝

各党政策に欠・
ける行動理念
・

策については︑これ窪で述べてき

なくて異体的政策が進まないこと

になり︑地域住民に黒点をおくな

を払う段階にきている︒

環境政策について各党はエネル

如﹂といった要照が︑此較的大き
な陽蜜要因となっている︒他方︑

国践は磁干しになってしまうおそ

らば政策体系そのものが崩壌して

ギーの調秘を図るべきだという観

環境保全策を講じ︑環境とエネル

点にたっている︒このため環境保

五二はいずれも︑これと地域華華

規模開発型を唱えているが︑他の

ギー政策を携進ずる過樫で十分な

全のためには助成搭躍を講じる必

給型を並馴して推進しなければな

エネルギ⁝立地の過程で現行の住

民謬癬﹂の必要性をあげている︒

認識にたち︑各党は﹁開かれた住

要もあり︑また︑例えば石炭の利

らないとしている︒重重はその中

民謬撫制度は不十分であるという

しかし︑このように立地の確保

硝技術に関する公憲防止技術の向

れがある︒

や翼体醜プロジェクトの推進策に

上やガス化︑液化技術の開発を健
があり︑エネルギー政策を実理す

する場命︑いわば行歎理念や纂訳

染色，曼遜探傷剤
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磁粉探傷剤

研究・開発は、今や［ii界のトップレベルに達しています。

だという視点では各党とも共通し

保のための異体的な対外戦略とな
ると経済協力︑技徳協力︑山妻技

たようにかなりの部分で各党が共

エネルギー安定供給の慈標と対

されているものの︑その実態や内

通する政策を打ち出し︑エネルギ

術による研究開発などの方針は出

えているとみることはできない

容について各党が十分な検討を加

ンサスが生まれつつある◎わが国
エネルギー政策を国民的禽愈のも

ー政策のわくぐみについてコンセ

とに前進させるうえで︑大きな進

のが環状だ︒とりわけ︑きわめて

エネルギーを安定確保するために

脆弱な墓盤しかもたないわが圏は

対外的なバーゲニング・パワ1を

展とみることができよう︒

だがエネルギー立地についてみ

畢懇にもたなければならないが︑
これに対する各党の兇解はきわめ

背甲には︑各党が黒幕の電張だけ

脅する各党の見解が分散している

るために園民的合悪を上ることの

というものが明確にされていない

ると︑各党間でかなり莞解の棚違

一方︑アメリカの石細輸入や原

園盤さが浮き彫りにされている︒

て多様化している︒

子力政策について各党は石油輸入

例えば︑エネルギー立地を附賭す

視点にたちながら︑さらに詳細に

各党とも︑この糸をもっと太く
の楢大を危惧し︑また︑わが国の

講じるため︑アセスメント制度の

ていく必要がある︒

検討し︑また各党開の論議を深め

ている︒

原子力平和利用にブレーキをかけ

瀬入について野党各党は四極的な

以ま述べたようにエネルギ⁝金

般にわたる各党の墓門的な認識や

基本的な政築方同に多くの共瀬性

や政策の方向について多くの共通

ーム・ワークにおいても悩勢認識

を妬い出しうる︒禰別政策のフレ

性を憩い出せる◎しかし︑これが

くスーパーチェノク》
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明日の探傷技術に挑むパイオニア

その他非破壊検査機材一般

新時代の探傷技術のために、積極的に挑戦しています。

態度を表明している︒

合慧形成問題⁝

．論議の必要性
・で見解が一致
・

タンスについてみてみると︑その

鰻後に︑パブリック︑アクセプ

概念の対象が二璽構造をなしてい

あり︑整愈性︑爽効性という観点

で各政党の見解が異ってくるので

からもいろいろな問題点を播摘で

興体的政策に展開されていく段階

各党が共託してあげているのは

るということができる︒すなわち

偶報公關の必要性︑エネルギー問

に認識し舎うことをバックに応用

きる︒この共通部分を各党が相互

国民と篭城住民についてである︒

エネルギー問題特別婁鐙会の設翻

題の教湾謙程への懸入︑国会での

これによって国罠的な合一が形成

され︑エネルギー政策が一歩でも

三品簾においてさらに議論を深め

前進することが期待される︒

である︒すなわち国政レベルでの

こと︑そして渦報公開や教膏を通

論議を通じて政策体系を確立する

じて国民が正しい客観的な認識を

設立するなど、万全を期しています。
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新

業
産

再処理・増殖炉は必要
米の一方的政策強く批判

ネルギー開発を進める︒米国はこ

各国は省エネルギー対策と代替エ

にわたって開発し︑実証すべきで
ある︒

また保障三鷹協定を犯す国に対

ては一九八一年までは来国からの

ラン購要はカバーできるというも

ら備薔で一九八一無までの濃縮ウ

所建設計画が遅れているためこれ

もストップしているが原子力発霞

べた︒西独は米國のほかソ運・ウ

供給が止まっても心配がないと述

西独︑濃縮U81 明し︑原子力発電所の運転につい
年越で手当て
米の供給檸止で説明

英のヒューズ社

画で使用済み燃料簗命体一千本を

テル社があたることになりそう︒

る予定で︑この基礎設計にはベク

貯蔵施設の概念設計に近々着手す

出できる汚染検禺装贋を開発し

表面トリチウム汚染と放射能を検

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

米民間ンノク

タンク墾墨
し制裁措置を用悪する︒

︵パリ松本駐在鼠︶西独のハウ

ついてはすでに核燃料の供給を受

存慶は五〇i六〇％︒また露力会 ウゼンの高温炉︵三十万KW︶に

それ停蒲し工衷が申断されてい

一部に問題があるが︑シュメ！ハ

イクル評緬︶は︑経済性︑核不拡

けているので間隔がない︒

の︒ただ高濃縮ウランについては

散など核燃料サイクルの長所と短
フ科学技術楓は六月五日︑速邦議

社は米国の諸対外取引き調整計醸

レンコ︑ユーロディフとも契約し

一︑既存の原子力協力協定︑原

会でユーラトムと米国の原子力協

を提案している︒これに関し︑ニ

っている︒ソ速からの濃縮ウラン

ており濃縮ウランに関する対来依

子力供給に係わる実施取決めや契
所について客観的分析を第一豊凶

に基く戦略的濃縮ウラン備蓄をも

ある岩塩層中に建設が計画されて

って︑石炭論者の一部を説得で

ュー・メキシコ州の公聴会︑大統 る︒連邦政府は︑この報警霧によ
領の諮問機関である廃棄物戦略委

物貯蔵所建設にも好影響をおよぼ

き︑またゴルレーベン放射性廃棄

おり︑米国の核兵器関係からの超
ウラン元素廃棄物の永久貯蔵およ

員会でそれぞれ検討が進められて

り︑ニュー・メキシコ州で数回の

英国のヒューズ・ホイットロッ

財藏することを提麗しており︑論

いる︒

（口本日気硝子製）

一︑INFCH︵国際核燃料サ

約の有効性を認識し︑一層望まし
定改定問題に関適して電力会社な

九八五年までに始

どの濃縮ウラン季当ての状況を説

とする︒

て非核保有国が核保筍への刺

い原子力輸出品騒の供給条件交渉

心とする各国は包括的な核実験禁

一︑米國はNPT︵核拡敬防止激を得ないためにも︑米・ソを中

を進める︒

条約︶支持︑または全面的に保障措
止令を献号する︒

施設の運転を

一︑多国籍の使用済み燃料貯藏

躍を受け入れる国に対し︑核燃料

一︑米国は核拡散抵抗性のある

供給保証を行う協定を締結する︒

おり︑今年後半までには結論が出

のほど︑濡物隔離試験施設︵W にしておかれることになる︒

ジョン・デューチDOEエネル公聴会を開いた上︑巖終的なE︷

エスチングハウス︵WH︶社と結ギー研究・開発部長︵DOE廃棄Sをとりまとめるとしている︒

王PP︶建設の技術擾助契約をウ

の齋写輿を作成するためのもので

議を呼んでいる︒デューチ部長は

んだ︒WR社との契約はWI物
P処
P理戦略委員長︶はWIPP計 一方・DOEでは融還性のあるク社はこのほど︑あらゆる物質の
五年間︑総額三千五百万がとなっ

た︒ヒューズ社はチタニウム汚染

ている︒さらに建設が本格着手さ

基礎計画が満足いくものであれ
を一九八三年までに究成させ︑必

①原子炉サイト外貯蔵施設AFRWH社の技術援助︑ベクテル社の を塵接測定できる計器をすでに発

付属鍋︒化学ルミネッセンスによ

売しているが︑今圓のものはこの

ほかに︑建設蟹理︑将来の施設開

要があれば資金を調達する②WI ば︑最終的に建設会社を選択し︑

れることになると︑技術的援助の

発のための援助蓄となるよう契約

PPで高レベル廃棄物貯藏実誕を

汚染検出装躍より精度が筒く︑人

射性同位元素の測定も司能︑など

体に対する審も比較的少なく︑放

仏︑廃棄物管理

取扱い規則を作成へ

の特徴をそなえているといわれて

海臣
原子力は石炭

事務所を設立
西独︒協会がコスト分析

火力より経済的

外隷

させる予定︒

千〜四層がをかけW王PPを完成ーション・カウンタやその他の

一九八○年代中ごろまでに三国五 る誤差がないため︑液体シンチレ
の内察が拡大されるという︒

ラ

倒をみるなどを巖優先に行うこと

W王PPはニュー・メキシコ州行う④廃棄物貯蕨資金は政府が面

つまり︑介入者が蒔付けの資料

カールスパットの東方ご十五碍に

法廷の再吟味を受けるへきもの

ももたずに単に思考可能な代案

する必要はないというもの︒

それらをいちいち調査し︑評緬

この判決で︑高裁はNRCのを提起しただけでは︑NRCは

ではないとも断じている︒

であったかどうか

根拠を欠くし︑気ま

提趨された問題の評価作業に避

たしかにNRCはつぎつぎに
なった︒その結果がどう出るか

︵パリ松本駐在鼠︶フランス原

射性廃棄物の取扱い規制を作成す

電所は一基で落三十万KW︑火力 の諸原子力旛設から排出される放

O潟

翻．・

︑P

窪

騨

響

◎カタロク及び資朴連絡頂き次第お込り致します。

来国の政策決定に大きな影響力があるといわれているアトランティック評議会が﹁原子力発電と核

兵器拡散﹂と題する報唇審をとりまとめ︑六月十九臼公表した︒報告憲は︑国際原子力機関︵IAE

いが︑再処理︑贈殖炉の推進や一方的な米国政策の強要をやめ各国の強力な協力により核拡散を防ぐ

A︶の強化︑屡降措躍協定に違反した國に対する制裁措躍など米国の核拡散防止法と共通する点も多

レベル廃棄物の貯藏実験がその目

に永久貯蔵できる﹂とした結論を

的︒全廃棄物は﹁W王PPが安全される模様︒すでにDOEではW
すものとみている︒

び︑商業用原子炉から出される高

で米国はリーダー・シップをとっ

める︒高レベル廃棄物蟹理も多国

ていくべきである﹂などとし︑高

間協力の上に立って行う︒

霞と核兵器拡敬﹂は﹁核燃料政

速購憩炉や再処理の必要儀を指

再処理など核燃料サイクルの全般

アトランティック評議会はワシ

の大きな壁である核拡散について

策﹂に続くものであり︑原発開発

二二炉技術を原子炉︑核燃料加工

ントンに本部を翻く超党派の政策

摘︒一一百基以上の商業原発が稼働

など︑カーター政策を根底から揺るがす厳しい提醤からなっており注目されている︒

検討シンク・タンク︒グループ︒評

まとめたもの︒報告憲作成には十
し︑多くの実験炉がプルトニウム

存による従来以上の協力の上に成

れに関し婚緯的役罰を持つ︒

来エネルギー省︵DO鼠︶はこ 出すまでは︑取り黙し司能な状態

議会の核燃料政策ワーキング︒グ
八か月がかかり︑内外政癌関係蕎

ない道である一とし︑以下諸点

り並つ︒しかし核燃料供紬や保陣

価︶のために遅れており︑NR を次のように指摘している︒

CがGESMOヒアリングの一
準︑裁判官が魅しいと見なす

許認可で

に政府機関が到達する

ぐれなもの

決定

しがたいものになる︒

︵パリ松本駐在艮︶西独の科学

た︒同羅務所は︑CEA内に設立

射性廃棄物蟹理事務駈を設立し

われてきた︒介入者も下級裁も

のほど︑原子力発電所と石炭焚き

の茅測は実にむずかしい︒とい

うのは︑高裁もNRCのアプワ何かの凝耳翼露や代案が提出さ

火力発電所の発電コストを比較研

研究所協会ASAとAGFは
子こ
力庁︵CEA︶は六月八日︑放
自説に決められるという行政法

れさえずれば︑その評価不罵が

する金国的使命をもつ機欄設立の

NEPA違反になると短絡して

繭段階で︑その機構および政府の

⁝チの仕方︑手続には蟹慧を

る報告磐を公表した︒いずれも一

究し前穫が割安とする結論を掲げ

表しており︑むしろ審査の奨質

現実的な境罫線を敷くへきだと

添えてきた嫌いがある︒そこに

の基本原鋼があるが︑高獄はそ

二︑政府機関は規則や手続を

に隈り︑再審をおこなうことに

備をようやく整えた矢先のこ

でバック・エンド

うのでは︑行政季続は全く予測

まで︑鍼判がくり返されるとい
と︒つまりそれまでのNRC

規則

は︑ヒアリングを通さない自家
製の

あがったわけだ︒

IPP計画の環境影響声明︵EI
トリチウム汚染
S︶を出し公衆の評懸に付してお
検出装置を開発

ループ︵座長1ージョン・グレイ国

−NEA︵経済協力関発機構⁝原も賢明ではなく︑贈殖炉や再処理

供D
給しているなど技術的醐止め
はもとより︑IAEAや0琶をC

工場は核兵器拡敵の一条件にすぎ

ー二十七名は大学教授︑タイムズ
子力機関︶など關係機関によるレ

際エネルギー協会会長︶のメンバ

編藥局量︑ロックフェラー財國会
ない︒各国は原子力に頼らざるを

策上とられている一方的な強要を
について提言している︒

得ず︑今後も原発開発はさけられ

批判︑﹁核拡散防止の有効手段は

報告儘は︑来国の核拡散防止政

ビューも行われたという︒

核燃料政策グループは一昨庫エネ

来国の隻配ではなく︑各国相互依

隆吉氏ら九日が名を運ねている︒

畏らで構成︑ラポーターには今丼

ルギー政策シリーズの第一段とも

報告繍をまとめ︑核燃料の供給と

循置システムの取り決めなど各面

一︑石油依存を低減するため︑

いうべき﹁核燃料政策﹂と題する

購要についての提醤を行って い

問題化した︵七六年七月︶︒カ

ニウム・リサイクルの影響評 た形だ︒判決は高裁の行きすぎ

る︒今回発表された﹁原子力 発

琶︑

下した︒高裁の潔し戻しで裁判

のものの不十分さを指摘したも

内容に立入って規則やデータそ

る②他の機関が排出する放射轡廃

る︒その役割は⑤CEAグループ
原子ヵの規制行政が混乱してい

レ率も考慮に入れ銘較研究したも

は二連で同出力のものを︑インフ

訓令に基いて連携使命を定義す

ると見馬その抑綱を藤撫したこ

の︒その結果︑原子力発置所一K 棄物についても将来取扱い規則を

転を続けるという前提で原子力発

とは明らかだ︒ただ裁判が続い

WHのコストは＋ペニヒ︵約＋二 作成する③C踏Aの放射性廃棄物

九八四庫運開し︑二十年間正常運

三︑NEPAは十分な資料にに歯止めをかけたが︑高裁の再

ている間にカーター政策が打ち

最高裁が司法の介入によって

審が単なる形武審査の域にとど

出され︑バック︒エンド政策に

規則作成の自

のとみられるからだQ最窩勲判 巖高裁はいっているわけだQ

まれるかどうか︒厄介なのは山

決は政府機関の

もとつく政府機関の決定を深証

国のバック・エンド政策の大転

9製作所露饗糖誉醗溜ぜ詔

㈱岡吾

鰭】smL
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四月はじめ︑※国の巖蔑旧離

く第二のNEPA判決といわれ
の 規瑚 の不十分さが槍至に

の環境影響を評価しており︑こ

C︶の許一纏に対する司法権の
たのがこれである︒

蕨は原子力規制委鍵会︵NR ルバート︒クリクス判決につづ
介入にブレーキをかける判決を

謁行騰鞭紳纏縫

はまだ終わらず︑判決 の 影 響
もいまの段階では断定しにくい
が︑米国の環境論争のひとつの

認可の一時停止を余丁なくされ

しょうとしている︒しかしその

転機になる可能性もある︒

高裁が審査不十分としたのは

たが︑最高裁に上訴する一方︑

決定は裁判官が政策決定のポス

をたてに︑高裁の行きすぎ

判断がむずかしいのは︑裁判

ひとつは核燃料サイクルのバッ

暫定規

由

が始まった当時とは惰勢が一変

ク・エンド︵再処麗一廃棄物処

新データーにもとつく

高裁判決の結果︑NRCは許れからいちじるしく逸脱した︒

しているからだ︒もともと裁判

則〃を採用することで︑どうや

代

務所はまた新しい放射性廃藁物貯

によって蟹理させる⁝1など︒磐
ヒ︵約十九円︶となる︒西独では

建設も行う︒

藏サイトの概念設計︑研究開発︑

貯藏サイトを管理しまたは第三者

原子力発餓所三墓の建設が訴訟箏

円︶で︑石炭焚き火力は煙を五〇

とつは原子力一躍計画の

新たな混迷が生じている︒そ

分︶に関する審蛮内容︒もうひ

換が趨きていることである︒

裁判決の効果が現れるには時聞

代案〃と れが國まることが先決で︑鍛高
してのエネルギー保存問題にも

もうひとつの点1

トにいたら下したであろう湊定

最高裁はさらに︑国会が決議

と同じものである必要はない︒

ら億機を乗り切ってきた︒

はバ；モント・ヤンキーとミッ

ノ

として︑エネルギ1保存の

鍛高裁判決は︑高裁判決の行

続きで︑八基が行政手続きでそれ

i一〇〇％脱硫して一五・八ペニ

ドランド発電所の許認可をめぐ

ってはじまり︑コロンビア高裁 案

がNRCの審査は不十分で︑国検討が不足しているということ

家環境政策法︵NE P A ︶ に 違
だった︒バック︒エンドの整備 きすぎを強い調子でいましめて

がかかろう︒

︵K・K︶
巖高裁はひとつの答を出した︒

断面

放射線廃棄物ドラム詰塞覗窓

放割目線廃粟物貯蔵鷹司疑窓

日本電気硝子㈱総代理店
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｝ 》〜
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1980年代申ごろ完成へ

○その他
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WH社と契約結ぶ

○クローBox逆へい用
○ホノトラボ
○ターヒン室覗き窓

○放射性廃棄物トラム論室
○放射線廃稟物貯蔵庫
○放射性廃粟物運搬用フォークリフト
○サンプリングフート

綾冗

i
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反していると判決したことから は当時GESMO間題︵プルお
トり︑NRCはひとまず救われした原子力政策の謡本闇題は︑
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研殖苑開発環全力態勢〃
情報交換など中心に

国憲の現地調査など含め羅綾隼と

瑚地では二月騒々に待望のウラ

五年以降平均約二千六蔭沖ベース

約千九筥五十ナへとアップ︑五十

ー畷鱒と原子力開発の璽要性で両

を袴えている偏と捲欄︑また実証

画通しについて門二〇〇〇庫︸．﹂ろ

鋤

聾叢鶏鯵め漁舞悉骸襲藏

妻

褻

購

〜

戦

醸

旧きを要し総額臼蓋懸円が投入さ

ン鉱床に漕鉱︑三月には一部出

につづき粗製錬工場もほぼ完成す

の操業態勢をとっていく計画だ︒

サイクルセンターを計画しており

現在許可串請を提出している﹂と

については翼添性がなく観念的︑

國の類似点は多い﹂と指摘︑﹁こ

原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

海外ウラン資源鼠舞会社︵鈴木
蕾照社長︶がかねて仏︑ニシエー

一冒だが︑これによりやっと日の

れてきたわが国の海外竃主探鉱第

予定通り七月からウラン精鉱の生

鉱︑四月から本格的な鉱石採掘に

﹈

ルおよびスペイン各国と協力し進
めているアクータ地域ウラン資漂

アクータ鉱区はニジェール国ア

産にとりかかる段どりとなった︒

蘭をみることになったわけ︒

に瀬川働無理窮痩が調印︑西独︑

移行した︒七月から鉱石処理⁝綱

探鉱開発はその後もほぼ順調で︑

仏側と協定鐙の交換が行われた︒

イ⁝ル山塊薩方に位浮する約九︒

一田の調印式では残された冨名欄

このあと瀬川理駅長は﹁日本は将

鉱生誕麗始により今琿度は下期中

るなど主要部の整備を終え︑七月

に約七蔚八十ゾを生産︑来無度は

九平方下女︒すでに坑遵は完備︑

注いでいる︒自蔵開発と国際協力

からウラン精鉱︵イエローケー

坑外旛設もこの巻の硫酸処理工場

来のエネルギー供給を確保するた

はFBR成功への不司欠の二本路

めの本禽としてFBR開発に力を

線だ一と指摘︑さらに今回の協定

うち白重側引取り分は四三︒三

日独仏三國間で協力して高遡繕殖炉研究關発を進める﹁液体金属式部高遠地法炉の分野における技

とのFBR国際協力については滋独︑臼仏のそれぞれの二国閥協力の形で行われてきたが︑昨隼七月

術協力のための協定﹂の調印式が二十一日︑雍京・赤坂のホテル・オークラで行われた︒従来︑欧州

キ︶の生日に入れることが確実と

％︒︵写爽睡鉱石採掘もこの翼か

の要義について﹁世界の蛍要なF

らはいそがしさが倍加ずる︶

さらに独仏間の脇力協定が締結されたことから︑新たに多二丁協力形式に移行︑協力を強化すること

開発契約締結以来まる八鎌ぶり︒

なった︒四十五無六月の巽岡探鉱

機関︒今園の三国

になったもの︒協定当購蚕は動燃︑カールスルーエ研究所︑フランス原子力庁の＝

際的対応︑核燃料サイクルなど多

一鱒＝＝一榊膳＝＝＝＝＝＝＝＝備＝帰二＝冊＝一＝一謀二騨＝剛＝一榊二

て日本とヨ⁝ロッパのFBR協力

協定によりFBR開発計画は必ず可と発電藤の安全性は別々の法律

＝圏＝一篇一一＝幽＝＝＝冊＝需＝＝柵＝＝：讐扁一一＝輔■＝＝＝一＝一＝一＝1榊隔一＝糟＝鋤＝＝＝薗一＝＝一一鷲篇＝露二＝＝＝轍＝一一＝騨鼎＝讐階＝軍＝一一＝一＝一門＝

BR先進国が手を結ぶことによっ

ことを蔵刑し︑これによりFBR研究計画は臼欧を中軸に新局面を迎えることになる︒
は三局薗を迎えることになった︒

の運びとなったものQ昨年絵本が オランダ応用科学中央研究所︵T これを機会に米国の核不拡敬政策

発はエネルギー資源の織しい先進

抽象的すぎる一1などと及論︒四

また︑周氏はFB8の商業化の

述べた︒

国にとって趣めて重要︒その慧味

両国の協力の緊密化を図りたい﹂

れを機会にさらに原子力分野での

い﹂とあいさつした︒

これに対しハウンシルド西独研

年闇にわたり十九圃の法廷論争が

化計醐の直挿の資金分担について
くり広げられた︒

〇％︑政將が〜○％となるが︑三

は﹁百万KWクラスでは渓闇が九

﹁臼独仏間での罵速強土炉研究協 十万KWクラスでは政府が九〇％

これに対しハウンシルト引潮は

と述べた︒

でも田干間の協力が進められるこ

これに対し十九鐡の判決で佐藤

究技術衡次官は﹁エネルギー事

強化していきたい﹂と述べた︒

偶︑FBR重視路線など欝独仏にとになった慰義は大きい︒協力を
は類似した点が多い︒今園の三国

発議所による危険から住民を保

裁覇長は﹁埋め立て関係法令には
これに対し露語聞の小野田蹉曲節

日本原子力薩業会議は来たる七

遺伝研の田島
氏招き原産懇

月三田午後鷺階灘から五鋳半まで

第六十三回原子力産業懇談会をひ

東京・丸の内の日本工叢偉楽部で

岡臼は幽立明伝学研究駈の田島

らく︒

題し講演︑このあと詣面の諸問題

弥太郎駈長が﹁放射線と適伝﹂と

田島氏はわが国引例学の擢威︑講

について恵莞を交換︑懇談する︒

する墓本曲な考え方などについて

債では放射線の人体への影響に関

資料室休館

総愈的なレクチャーを行う︒

臼本原子力産渠会議は来たる七

のお知らせ・
ることになったために再処理︑廃

の整儲箸誓うため資料窯を休館と

月十田から同二十日まで藏醤目録

総

東京都港瓢象：新橋1−2−13（川岸ビル）闇闇L（03）573−4235㈹

協定締継は両国とすでに協力関係にあるベルギー︑オランダ︑イタリアとも翌春的に協力関係に入る

フランスは一九七㈱奪七月から

西独と仏はすでに今春五月に新

た︒

会が新協定に参加することになっ

を繕んでいるイタリア原乎力婆員

¥五万KW原型炉フェニックス実験炉﹁常陽﹂を臨界させ世界の NO︶︑ベルギー︒モル原子力研 下のFBR開発について一燭ヨー成功するだろう﹂と指摘︒L︒ド で規制されており︑安全性問題と くの課題を抱えている﹂と説明し
高速炉クラブ に仲間入りした 究センター︵CEN︶︑仏と協定 ロッパとの協力を図っていきた ージュ在麟仏大使は﹁F8Rの欄埋め立て許可は別聞題③源摩漫食 たあと︑今後について門エネルギ

の運転を開始︑西独も一九八一隼

新協定は①炉物運②ナトリウム

に一学万KW原型炉SNRl謝
のがその背鍛となった︒
こと
燃焼装禰を予定する総懸仏爾国は

FBR開発ではトップ︒レベルの技術および安全性②燃料材料③燃

野で①構報交換②智門象金議およ

先進国︒このうち辰独闇FBR国料サイクル④炉概念一などの分
際協力については昭和四十六鎌に

び琿会の開催③相互訪聞一など

協定への調印をすませており一一十

動燃とカールスルーエ原子力研究

﹁住民に原告適格なし﹂

民間が一〇％と逆転する﹂と述べ

の形で協力するというもので︑従

た︒さらに︑軽水姫の蒸気発焦器

協会との闇で協力協定が締結 さ

行している﹂と撫摘︑門さらに軽

力をはじめ翼体的な協力計彌が進

にトラブルがみられたが硯在は解

細管のクラックについては﹁初期

の安金性を規制する権隈はない一

水炉分野ても協力を強化していき

決している﹂と揺摘︑またプルサ

護する規竃はなく︑知窮に発電所

たい﹂と強調した︒また岡氏は原

め立て許可から一〜か月後の四十九

と累側の主張をほぼそのまま認め

子力反対運動の動尚を中心に最近

ら地元雨脚二颪＋書名は︑県の埋

さらに﹁環境権の各個についても

来の日独FBR協力協定の内容を

無一月︑興を網手どり許慾の取り

原告らが埋め立て許醗によって被

つでも司能だ扁との考え方を明ら

ーマルについては州技術鶴にはい

れ︑臼仏間協力についても欝仏原

続所の蜜全購資が遵法で安照性が

消しを福島地裁に提訴した︒①続

の西独の原子力讃情について︸西

埋め立て取り消し却下
た︒

適格がない﹂として訴えを却下し

管をこうむるとは覧られない扁と

独の反対運動は暴力テモに発展し

福蝿
地裁
建設計画中の東票電力福臨第二

確傑されない②埋め立てにより薩

灘酒︑注民に原告適格がなく︑訴

昨年クライマックスに達した︒こ

ほぼ踏懇した内容︒協力の荷効期

原子力発電所︑同広野火力発電所

今回訴訟の契機となったのは聚

摩が浸食され催民の覆工︑生題が

えの理曲がない︑と述べた︒

子力協定などにより別義に二國闇

ンタアトム︑フランス原子力庁の

には︑独闇闇でFBR協力協定がールスルーエ原子力研究協会・イ

について県が昭和四十八認識可し

が昭鵜四十八隼十二月︑策京露力

おびやかされる②埋め立て工事に

間は五隼︒協定嶺襲滋の動燃︑カ

締結されたことにより︑三国で顧
ほか西独と協建を結んでいるオラ

に対し原発︑火力発電所建設のた

協力が酬われてきたが︑昨黛七月

擾協力を継進ずる門三暫協窺 構

ンダ原子炉センター︵ECN︶︑ た海颪埋めたて辞司をめぐり地元

より町内の交通懸濁が悪化する⁝

な状態に終止符が打たれた︒この

に原子力をなおざりにする不自然

題を取り上げるようになり政治的

昨隼以来各政党が翼剣に原子力闇

だ扁と分析しながらも︑﹁しかし

て工壌はすでに八0％が終了して 闇題をなおざりにしてきだだめ
おり︑来餐完成の予定︒

﹁協力関係の

ハ次官が原産と懇談

拡充が必要﹂

ころに商業化する②プルサーマル

FB麹開発については二〇〇〇蕉 針を打ち出した︒しかし︑石炭は

かにした︒

想﹂が表出化︑今園の新協定叢叢

住民が県を相手どり許司の取り消

めに双粟︑窟岡︑広野の三町に潤

⁝というのが主な提訴二曲︒

れはあまりに謡い間政治が男子力

しを求めて起こしていた訴訟で播

した愈謝五十七万平が綴の海薗埋

福勝第二原子力発霞駈の埋め立

鵬地方獄判駈民嚢部︵佐藤翼ご裁

め立てを許可したのがキッカケ︒

建設など業叢らが中心になった川

これに対し県側は①埋め立て許

髪長︶は十九日︑﹁住民に原告

電所二号機建設問題に関し九州露

れていたが︑岡田︑周時に採択さ

る扁と指摘︒﹁この結巣現連立政

内原発建設推進協議会からも出さ

西独研究技術省次窟は二十巳・藁

し︑石炭利用を強化するとの新方

権は原子力は必要簸低限に利罵

陳構︵二件︶を蟹成多数で採択

ていないが︑七月一日まで日程で

れた︒県の態度はまだ打ち出され

本松副食長ら原論関係蓄と懇談①

京・赤振のホテル・オークうて一

力などから出されていだ建設躍進

十九日開頭となった曲金で知識に

来日中のH・H︒ハウンシルド ため反対運動も沈静化しつつあ
会から出されていた反対請願︵一

し︑問階に川内原発反対連絡協議

よる何らかの髭面表明があるもの

の承認を得た上で次回の蟷源開発

とみられているQ九州竃力は知恥

川内原発二藍機は九州電力が麗

件︶を蟹成少数で不採択とした︒

児下五川内市に建設藁備中の同一

きている﹂と現状を説明した︒

もう地下千転以下にしか存在して
曙機に隣接して建設を計醐してい

ウムを焼やすことは核拡敵防出血

おらずコスト的にも則難な状況に

R︒施設謝画によると︑五十五年 計画組込みを麟っていきたい舞

調整審議会へ士穆︑川内二野機の は技術的に重斬はなく︑プルトニ
るもの・出力八＋九万KWのPW

また同氏は今後の原子力開発に

の傾向にあるIIなどの点を明ら ついて﹁新規原発建設に使胴済み

も篇利②西独の反対運鋤は沈欝化
協とも臨画愛協定露を結ぶなど漁

〜月魑工︑六十薙十月から営業運 え︒川内市魚協を中心に︑樹辺魚
転開始の予定︒昨年三月緊と市に

棄物処分などダウン・ストリーム

燃料の処理・処分が条件づけられ

の璽要性が醐まっている﹂と指

鈴
摘︒翼体的誹画について州核燃料

さつ︒巖近の原子力御三について
﹁召油代薔エネルギー源としての

しますのでお知らせします︒

原子力の必要惟が高まる一方︑團

まず土光敏炎漂産顧問があい

かにした︒

は競在革備工轟中で︑二心薄から

業袖償交渉はすでにへ︑二号機を

んどの南議会庚定はこれに対し地

本格魑工となる段どり︒

禽めかたすいている︒川内一更機

の︒建設健進陳樋は地元の商工︑

発議会が受入れ悪向を表明したも

し建設促進陳構を汚していた︒こ

竪襟鵬駅戸内帯議会は十四田の

魍設麟入れ︑警にはとくに市に対

本金議で︑九州智力川内原子力発

大阪（06）931−9058広島（0822）43−1532

名齎崖（052）962−0121

」月繭（044）233−4351
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は肇動警鐘

﹁ 原 子 力 ︑ 急速に成長燥響衿8契拷袴繊

︑

エネルギー需給で予測功

μ一＝＝鵬＝＝＝＝鞠二＝＝＝榊＝榊一罷＝＝＝＝扁曹嘗露一＝嶋＝＝＝騨＝二輔＝騨＝嚇＝一卿一＝一匹一隔一二一＝解＝葡＝﹁一と糊驚機一潔優

である︒多分︑エネルギー価格を

成長率を一％強にするということ

オッズに制限するということは︑

快な部発であるその劇提条件が隠

る︒しかし︑彼の主張の鰻も不愉

うように翻訳されているのであ

石炭も原子力発電もいらないとい

れが︑これ以上石油も︑ガスも︑

審に対するカリフォルニア州の規

サンデザート原発に対する薩州

テルナーク氏は述べている︒同委

ヤンガー裁判長は︑放射能の健膜

ある場舎に隈窮している︒さらに

録を無視し︑カルフォルニア州の

としている︒

必要煙も無視して態渡を変えた﹂
﹁このような発婁をずることは残

ずるものであると醤って轟る︒

念だが︑PUCの許可なしでさら

のとして初めてのもので︑在来型

府機関である︒調査はこの種のも

な彪険がある︒単位エネルギー生

を組み立てる工程に本質的に大き

金に無審だと謡えられるが︑装置

P＝＝＝＝扁＝翼＝一＝一＝＝需＝＝二＝：冊凹＝＝＝一口＝＝＝＝一闇階＝幽＝一＝＝酬＝＝＝︐二＝一扁隔糟＝＝一一＝冒＝囲冒＝一＝一冊一＝＝一＝＝冊厨雪算営一瓢＝＝一冊＝一

リスク少ない

原子力とガス

燃原子力と天然ガスが︑検討し

敬システムは艦険性が少ないとは

建設材料を必要とする︒さらに分

産墾当たりにすると︑太陽集熱器

と代薔エネルギー技術の従業員お

カナダ原子力規制周が川瀬実施

た技術の申では総体朗リスクが鍛

うに高度に集中化されたシステム

謡えない︒天然ガスや原子力のよ

は在来システムより大義に多くの
した識しい調壷によると︑代替エ

も小さい︒その他の技術は百倍も

的に比較している︒

格を三僖にして︑生濤様式を変え

する危険は単位エネルギー生産壁

ネルギー強奪の保健︑安全性に関

危険である﹂というのは驚くべき

よび一般公衆に対する危険を鮭罐

るよう強制することにより﹂とい

当たりにすると石炭や石佃より高

結果であった︒

カナダ規照門調整

うところをあまり大きな繭で置わ

塵根の上にある太陽集熱器は︑

システムよりはるかに危険性が少

ない︑と岡調査は捲蒸している︒

Rず鞭フ
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動

十四＆の委員会メンバーが霧嚇

員会は︑前の審議の晴にはカリフ

有力な代替エネルギー源とはなり

石炭火力発躍藤は原子力に対する

﹁報儀磁は︑発意のために原子

の核燃脳サイクル法の適用を免除

会で止康ってしまった︒サンディ

対十で逓過したが︑本会議の婆員

轍鮒は一九九〇年の総エネルギー

するという法案は︑上院を二十一
が指定した核物質の処理および利

ォルニア州では地熱︑石縮および

二九五四璋原子力法は連邦政府

制権を保証するものである晶︑

用について大呼な規制権を留傑し

ある︒すなわち︑①分析の不足②

カリフォルニア州裁判掻イベル

した反対意見の論点は次の七つで

軍票贋と商業用廃藁物の区岡をし

導車性の不足③誤りと不正当性④

煽晃を持って作成されている﹂と
反灼議曇遷は漆べ︑﹁報告露のタ

ている扁など諸点を明らかにして

の翫画に投饗しつづけることを禁

社畏は︑PUCの命令は出社がこ間委璽象は︑ ﹁恥も外糊もなく認

力を利耀することについて明白な

イトルに反して︑同報告欝は多数

いる︒一九五九隼の改正で遡邦政

る︒

エクソン社の予愚では︑悪鳥高

・﹂︒ヤンガー氏は︑四月二十五

府の璽任の一部を州政府へ移管し

の三％を供給することになってい

騰および政瘤の規制によってひき

ていないこと⑤記録以外の璽料に

田︑カリフォルニア州の三法は違

今の三傭にすればそれは司能であ

されている︒

得ないとの結論を出した︒しかし

の証人が提鞘したコストデータを

依存していること⑥二璽基輩の利

ろうが︑エネルギ⁝法案について

つまり謡の半分だけしか語って

エゴ社のロバート・冠︒モーリス

趨こされたエネルギー節約の努力

分析する努力を金蓮示していない

＝二輔＝：：牌＝慧＝冒＝闇＝篇■＝鷺＝圃＝二寓＝脚＝二寡一＝備＝コ＝＝＝＝帰＝＝一＝冊隔＝＝謄＝冊翫一■＝＝一一嘗＝¶＝一＝一観＝＝＝一＝＝＝＝一扁＝二銘＝三一＝コ＝冊篇冊一瓢＝＝響＝＝篇一＝二■＝繍隔響一一闇＝翼二＝＝＝榊＝＝一＝＝一一

もまだ議決できない議会がエネル

いないのである︒﹁エネルギー価

ているが︑それは︑緊々の協定が

は購要に対して大きな影響を与え

ギー価格を三彩にすることを支持

コδOO館の消籔を九十五ク だろうと醤っているわけだが︑そ

彼がエネルギー成擾率を引き下げ

するかどうかは別にしても︑それ

聞題である︒

ないで︑﹁購璽は二〇〇〇琿には

いということである︒原子力規制

静かに太陽光線を吸収するので鋳

3ξ罷

﹁

器

卿

筒ビンスのソフト︒エネルギ⁝路線

全国エネルギー研究協会の上級

ストは﹃現在の三倍のエネルギー

る方法として採用ずる長期限界コ

前提条件に鎖題残す

コンサルタントは四月に︑アモリ

緬格を下味している﹄ということ

ンタで開かれたAIFの会議で述 しかし︑これがロビンスの論文

である﹂とストライターはアトラ

のまさに危険なところである︒彼

九十五クオッズに抑えることがで

の安全性を確保する魔任をもつ政

周は︑原子力発掘所の建設と還転

ト︒エネルギー賂線には﹁前提条

リー・︑ント︒ストライターはそ

件﹂が隠されていると述べた︒サ

べ︑﹁これは︑彼の冤解を支持す

は︑麩本的には各種

ーは述べている︒

きると述べている﹂とストライタ

全米エネ協が指摘

ン・ロビンスが提案しているソフ

が望ましいことかどうかは難しい

の前轍条件は三簡のエネルギー衝

のもとで愛しい石階も︑ガスも︑

の方が太陽空馬暖房のような分散

る総ての人に十分には鋭明されて

石炭も︑原子力発電蕨もいらない

前提条件

格であると述べているQ

いない彼の論文の〜部である﹂と

勲≧

や裁判蝿

している︒

﹁ロビンスがわれわれへの圏箸
として鰻後に出してきだものは︑

縮1

力

原

A葭ドが﹁轟ユークリア・イ
ンフォ﹂を発赤σした欝欝には︑

原子力開発への批判や皮戴が先
鋭化するにつれて︑﹁方的な見
解や不正確な構報が増加し︑大
梁の三三力に対する純粋な疑問
や繋朴な不一を誤った方向へ増
幡させかねないという爽樒むう
かがえます︒この傭報は発行以
寒︑原墨力関簾奮のみならず議
会︑運郵・弼政欝⁝︑マス調ミな

どからも達爵されています町
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﹁メッカにお参り﹂

記者会見での二相の発露要矯は

愈向を明らかにした︒

原子力外交に意欲示す
福田首根は二十四臼︑茨城県・東海村と大洗町の原子力施設六か所を約凶踏間にわたって視察︑七
月中旬ボンで開かれる先進圏首脳会識を前に原子力問題に愈欲的な姿勢を示した︒現職の蕊梱が原子

一︑萸海村・大洗町の原子力施

次のとおり︒

不拡散と平和利用は両立しうることを︑根拠を明らかにして主張したい﹂﹁核融合開発は国際協力の
設が集中している日本のエネルギ

力施設を訪れたのは歴代初めてで︑視察後記煮会見した蒼網は﹁首脳会議で原子力問題が出るが︑核

もとに効率よく逸めるべきで︑わが国は歴訪的に蹴組み︑鍵墾な役翻を果たしていく﹂などと計えを

リングは発纒炉すべてに実施︑核

の閣議後の詑暫会見で︑公開ヒア

熊谷科学技術庁畏窟は二十六鐵

熊谷科学技術庁畏窟が意向

金委員盆発足後︑細欝を検討する

委暴会による公關ヒアリングは正

解が得られるようにしたい︒安金

れ︑知事と協議しながら地発の理

のとがあるが・対謡方式を取り入

のダブルチェックについて行うも

と原子力安細鱗員鼠が原子炉安全

調整審議象前に通産雀が行うもの

いよう監置的立場を幽くことにな

に支持するが平和利用が擬われな

入れがあれば︑核不拡散は穂極的

まだ申し入ればきていない︒串し

側から晦し入れがあろうが︑現窃

協定に規定がないので︑いずれ米

灘縮とプルトニウムの貯藏は現行

おり︑瞳ちに影響はない︑ウラン

理は昨駕の総噸協議で規定されて

一︑︵改定交渉について︶再処

本の政総に大瑠なことだ︒
一︑現実的な立場からいえば︑
原子力の安金行政に最大の努力を
し︑国罠に高い立場から原子力︑
核の新エネルギー開発で理解と協

い︒場所は明らかにできない︒

茨城県が首相に

核燃税など要望

ベルの予備折衝が行われたもの

れた酔筆新原子力協定については

臼加胆国外相の聞で仮調即の行わ

今奪二月に園田︑ジェイミソン

一︑核融愈も第二段階になっ

を大にして話したい︒

進したい︒サミットの機会にも萬

ことを明らかにして平和利用を推

捧制を確立し︑東海地区への集中

する放射性廃棄物の翼体的な処理

放射性同位元素傍用施設から発生

抵減船描藤を講じ︑濠た︑全国の

放出する低レベル放射性廃棄物の

〜

性能、安定性、使いやす〜
使いやすさで御 好評をいただいております。

同士社

気田株

式三区式区式本式区

会課大会

TELO6（252）3512

墜
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三熱
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駐車響隠

技術資料、力夕ロクは下記へ

大型燃料施設も

燃料関係旛設も大型のものは実施

ことになる︒地鴛儘罠の疑念︑不

かと思っている︒わが国は外鰻が

①工学的安金性の尖証試験の成果

の︑オーストラリアが英︑フィリ

現在法制局の審議が急ピッチで孕

処躍を畢急に解消する②懸源三法

⁝

ゆ ム
射線離 定 ン ス ア

公開ヒアリング

したいとの態陶を明らかにした︒

が大頭だ︒すべての発蟷騨が対象

安︑要鰹に卒薩に応えられること

る︒臨監・プルトニウムおよび高

項が熊点になろうなどと述べた︒

ろう︒

艘縮ウランの璽蔚同恵も焦点とな
は対象としたい︒

だが︑発電蝉以外に大型燃料施設

また︑膿来協定改定は夢前同齢条

獲官の主な発露次のとおり︒

に働いている人も張り切ってやっ

十四日

原子力施設視察のため茨城県入り

竹内藤男茨城緊知薯は一

一︑︵対来交渉に︶現場を兇る

目安盒対策をより一働推遙すると

した福圏三相に︑原子力施設の環

力を求めなければならない︒

トでも失業間題︑胆気問題︑銀白

ともに施設所血地の地域対策を充

のと見ないのでは違う︒サミッ

問題︑それに原子力エネルギーの

渡した︒

実強化するよう求めた要証鐙を引

検討しているが︑南を大にして主

う努める②再処理施設から環境に

を酒周して国民の理解を深めるよ

は馬絹だ︒︵浮世のこまご

拡散の思想︑考え方と平和利閑の

口添が出るが︑これは中心は核不

襲した形で︑早ければ今隼中にも

張する︒二蕾択一ではなく︑萄恥

爾宣の闘題になる︒INFCEで要望欝は︑これらの対策として
禽奮に達する冤込み︒

しうる︒その根拠はどうだという

二＋六尺からオーストラリアの

ピンなどとの改定交渉を纒先した

いる︒この近辺︑少くとも茨城県

た︒核威福の場駈は広大な敷地が

◇

箇都キャンベラで開かれていた第

ため日警語の折衝は一端中断︒こ

ろとなる兇込みである︒日※原子

められており︑正式調印は九月ご

交付期闇延掻︑懸盤などの措麗を

に墜つく交織金の対象旛設拡大︑

両国閣僚会議で合意

五園日漂定期閣簸会議で園田︑ピ

のほど鰻州と英︑フィリピン間の

の菓部地区であることが好濠し

講ずる④地方臨治体による原子力

門地改定

日照原子力

一世紀を見込んで展望したい︒日 カになる︒茨城駆引の協力を得た
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一︑公開ヒアリングは電源開発

んでおり︑刷本の擬一癖塑の中で
大きな役翻を果たす︒今後への努
力はいいところまできていると思

な薇金のいる核融欝開発は国際協

明らかにした︒

代理︑山野正登原子力局擾︑天谷

ば対外協力ができる︒隼宋までの

余っている︒こういう画商に使え

う︒核融含は技術を補い合いなが
ーのメッカにお参りができたとい
う感想だQ地元も協力し︑各機関 らやれば効率よいやり方ではない

禰田首相は午前十一時すぎ︑竹

ている状況を既に感じた︒㎎畢人

当面の政治もさりながら︑もっと

近くの人が従黙しているが︑この

硬直な問題がある︒

力で各国が補完しあいながら効率

人たちが深みを増していけばすば

的に進めるのが望ましく︑わが国

らしいことになるのではないかQ

醸弘蟹源エネルギ⁝庁長官︑児玉

で横極的かつ璽蟹な役翻を果たし

は外貨減らし策の一環ともからん

大臣

勝臣同庁審議富らが同行した︒

大洗工学センター展示館で記番

核融禽と原子力エネルギー︑菓灘

ましたことの︶掃除はやめて二＋

出迎える中を動燃窮簗細網海面業

会見した首相は︑まず﹁今日は原
うると述べ︑國際協力を基調に原

・大洗地区は二つの問題に取り組

内藤舅茨城県八間ら関係音多数が

男動燃理瑠長︑村田浩原研理隊

駈に到魑︒蟹務榛会議窒で瀬川正

子力のメッカにお塗りができた︒

子力闘題で稜極外交を繰り広げる

が憩務だと前腰きして︑七月の先

内閣ソージ

長︑白沢翻﹁郎日電会長ら各機関
四千人近くの人たちがはりきって

進国首脳会議では核不拡散と原子

八月から交渉入りへ

働き︑地元も協力している様子を

の供給削減に備えて原子力発電の

既に感じた﹂と感想︒そして石油

の日来原子力交渉で脚光を浴びた
動燃の再処理施設を皮切りに︑ウ

ンターの高速魍殖炉実験炉﹁段

原電粟海発鶴所︑動燃大洗工学セ

力平和利用は両立しうることを根

ーコック両国外橿は︑日藻原子力

力協定改定問題については現在露

い︒本田も媚薯にお願いし︑とく

めている︒

獲麟雌化︑放射性廃懸物箇理︑パ
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ラン濃縮施設︑原研の核融合研究

菊﹂の順に熱心に覧て画つた︒着
拠を示して主張し︑原子力の挺進

装麗JFT・2︑安金性研究炉︑
推進︑ポスト石油に核融愈の開発

相の視察には熊谷太三郎科学技

を図りたい︒擾期的視野から膨大

協定改定問題について今塑八月中

協定に一翼のメドがついたことか

国がユーラトムとの交渉を纒先す

なっている︒決まれば臓界のメッ

第11回大会の全容を網羅した

つの園際パネルと一つの国内パ

原子炉の工学的蟹全性などが三

本議蟹録には発表論文︑図

ネルを通し濡発に討識された︒

本原子力事業株式会社
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特

戴撫

独自に開発したAEC−NIM

術庁長官︑井上五郎冊子力委興畏

にも第一團交渉を行うことで転意

ら︑交渉入りが本決まりとなっ

施策推進の財源として核燃料消饗

した︒米羅の新原子力政策発表以

に

した︒知霜さんの顧を

みると何とかしょうという顔だ

⁝

原産が刊行︑発売中
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った︒今のところ知嬰さん任せに 説を阜期に劇糊する1四点を求

陳偶
る方針を打ち出しているため︑わ

のとみられている︒

が国との交渉はそれ以降になるも
となった昨年五月の新政策による

今圓協定改定の薩接のキッカケ

た︒

ウラン輸出に関趣︑二國闘協定に

子力協定が改竃交渉に持ち込まれ

来︑核拡敬防止描躍強化を求め原

をみた日加協定に次ぐもの︒

たのには望薄二月に一年ぶり決魑
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保瞳描腰が適嗣されなくなった場

盛られる主な内容は①NPT下の
はオーストラリア側が昨琿五月︑

対し隠接保障搭躍を実施する②煮

合には輔人国に存督する核物麗に

田騒原子力協定の改定について

約二年闇にわたっπフォックス委

融から供給された核物質の第ヨ瑠

前承認を得る③ウランを二〇％以

での特別講演﹁歴蔓における科

表︑パネル討論に加え午さん会
の発表者を禽め↑八か国二国際

回段碁矩次大会は︑

第十

教獲学部教授︶など同大会の全

機関︵IAEA︑EC︶から
学と
九祉会﹂︵木村尚三郎葉票大学
十噸名の参入があり︑例無に増

﹁原子力開発利用の調和ある発

展のために﹂を基調テーマに︑

てが収録されている︒A4判︑

産謁査部企画整まで︒

薦円︶︒購入等纏い購わせは原

蹴搾︑九千山ハ︸臼円︵送料一部二

今大会では︑新しい山際偶勢

し国際色豊かな大金であった︒

逓同病炉の実員化︑軽水炉の改

の下での原子力開発の展望︑高

三月十恋醒から三部間︑東票・

に達し︑うち海外からはや四名

れたQ参加者総数は七欝ヒ十名

内宰町のイイノホールで開催さ

費会でのウラン開発︑輸出政策の

検討縮果を受けて打ち出した︑

上に濃縮する場合︑再処理を実施

への療養については醸州政府の劉
ウラン三口についての核不拡散措

する場合には同軸政府の窮前圃愈

﹁現征の二心聞協定改定を趨じて

に︑岡十二月日本に対し協定改定

躍を強化する﹂との新政策を背鰻

しかし︑これらの点については

を翻る一などとみられる︒

いずれも日加原畢力協定改定交渉

田外相︑アンソニー藤副酋相との

交渉入りを打診︑今葎三月には園

で新協定に盛り込まれる形で決魎
をみているものであるため︑今圓

ていた︒

の改定交渉も︑ほぼB加協定を踏

間で﹁翠期交渉入り﹂が合葱され

しかし︑これを受けて四月には
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地裁の違憲判決覆す
﹁企業意欲そがず妥当な額
プライス︒アンダーソン法︵原子力損審画塾法︶が違慰かどうかを審議していた米最高裁判所は六

る﹂との判断を覆す裁定を下した︒醸高裁はプライス・アンダーソン法に記された原子力発露所窮故

月二十六β︑金員一致︵九対O︶でノース・カロライナ地鐡の﹁賠償額制限は燗入の権利を侵識す

階の﹁最高保証額五憾六千万がは一般の窮故と比較しても︑また露力会社に原発建設の意欲を失わせ

慰とし違法問題に持ちこまれたの

プライス・アンダーソン法が違

な有効性を傑証する②大瑠故が起

所の大事故の際︑補蟹資金の十分

定目的は①想定された原子力発留

プライス・アンダーソン法の制

う︒生命と人体への膨響は計り薫

も被審を被るのは電力会社であろ

ものではない︒

われ︑椙嶺の額を大瀬に無視した

私企業に対して妥嶺な隈慶額と思

る簸高裁の判決に引き続き︑原発反対暫にとっては厳しいダブルパンチとなった︒

は昨年四月︑ノース・カロライナ

こると仮定した場舎︑民間産業が

になる︒

破産は補償に対し精細のないもの

礁

プライス・ア紛
ンターソン法
プライス・アンダーソン法は︑

が慨したとし︑一九六五年︑一九

安全性を示す記録が伸び︑信懲感

後︑原子力発電所に対する高度の

狩としては︑一九八○年代に入る

填補額が減少したことになり︑政

変わらないため︑それだけ政府の

る︒岡法の有効期隈は〜九七七年

していきたい意陶を示してきてい

頃には民間保険プ⁝ルだけに移行

たりの糞蝿傑険頷を引上けてお

七五年に事業餐の原子力嫡一基嶺

十黛間の延長と内容の一部改定法

七月三十一日康でであったため︑

でそれぞれ通過した︒

徹底的に研究︒七七年に全出力運

iデ原発計画に五・二％の参加契

代わるものとして︑力州内で開発

州の電力供給見通しが立っていな

が検討されている地熱発醒とメキ

シコが謝画しているエンセナダ火

るという︒

西独ビブリス一号機

ト・ド⁝ムの天井部分に細かい亀

WR︶ではこのほど・コンクリー

膨張と収縮によって生じたもの︒

当磁支障はないが長期にコンクリ

すおそれがあり至急修理される︒

ート内部の盆属支柱の腐食を引起

核燃料再処

英ーオランダ

四十億湯に上った︒地方が受ける

る︒

きわめて多数の労働力を構成す

曜︶︒

る契約を承認した︵総額一千万

灘．

（研究施設関係） 日本原子力研究所・東灘・入洗・高崎各研究所、理化字研究所・大駈研究所、
・し力甲央研究所、日本アイソトープ協会、東大工学部・原チ力研究施設、東北大学・金属材料研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射客死≠総合研究所、電気通儒研究所

︑出門

原乎力工業（株）GE・敦賀および皆目建設所、WH・高浜建設所生本シールオール（株）、三和テノキ（株）

白
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六九年︑一九七二年︑および一九

り︑当初六千万がであったのが環

ロ
鍛大限五億六千万がの民間と政

案が⁝九七六鰻十二月︑上下両院

在では一億二千五百万がに引上げ

府による共岡嚢任補儀額は当初と

⁝九五七銀の原子力法第面七十条 られた︒
にあたるもので︑原子力の損審賠

界︑七五年に国鴬電力網に送電を

KW︑PFR︶が一九七四年臨

英蟹では高速原型炉︵二十七万

コンピューター装置の記念開所践

に参潴︒開申武の祝辞の中で﹁I 開始︒その後︑鵬翼が発生しだた

算︑その他の部門において大きな

転に達している︒

C﹂二九八○縫用はデザイン︑演 め一時鯵止し︑原因とその影響を

力となろう︒高速炉に関する公聴

︵PUC︶からせきたてられてい

に横極参撫することを爾力委員会

原発断念によりこのプロジェクト

高速実証炉︵萱手二万KW︑ ス＆エレクトリック︵SDG＆約をもっているが︑サンデザート

CFR⁝一︶はPFRの研究開
発社は︑同原子炉建設を断念す
E︶
る恵向を表明したが︑同社はこれ

高温ナトリウム・ル⁝プなどのC

に代わるものとしてアリゾナ州フ

FR嗣大型試験施設で行う試験精 パロ︒バーデ原子力発亀断︵百二

るからだ︒八O肥代にはウランの 設したナトリウム機器試験袋置︑
供給がしだいに窮屈になってくる

果を取入れつつ︑今鳳のコンピュ

建設参加について検討を進めてい

十七万KW・PWR︶四・五弩い
機のも事実︒サンデザート原発に

ェニックス西部に建設されている る︒また︑一九八O年中ごろの力
との見通しから︑高速炉建設を懲

ーターと愈わせ設計が進んでいる

エネルギー相はさらに︑技術と

がなければならない﹂︒

が一九八O年代初めに予定してい 経験をふまえ︑またリズレーに建

ている︒これは高速実証炉の建設

会は一九ヒ九年東に開くと約束し

黒し︑建設主のサンディエゴ・ガ

かけ設躍された﹁︸C﹂二九八○偏

！に約四醤万躍︵〜億九千万円︶を

働制度を定めたもの︒同法はその

英国のアンソニー・ベン・エネ

と伝えられている︒

力発蟷所建設参加の二つがある

貿甥の観点から讐ドンレ主門脈炉

パロ︒バ；デ原発計画はアリゾ

ルギー櫃はこのほど︑英躍原子力

ナ漂子力発霞プロジェクト︵アリ

歯象
験を十分橘かし︑専門技術の維持

子炉開発本部で二九九〇隼まで

公社︵UKAEA︶のりズレーや
漂高速原型炉のデザイン︑運転経

三号機は建設中︒四号機︵運転予

KW級一斗原発︵一号機八三隻

︻パリ松本駐在貫︼英国政肩は

理で契約へ
︵五十万KW級ガス王難棊︶では 眠人︒土木工事三万一⁝千墨入︑電

る︒サンローラン・デゾi原発 設に必要な人員は延べ五万七千穴

方⊥λ％︑北部地方媛〜四％︑

に応ずる能力によって異なる︒こ

経済利益はその地方が工薯需要
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ることもない妥当な額﹂との判決理由を述べている︒賜る困月三瞬の﹁行政権には介入しない﹂とす

州のマクミラン運邦裁判鳶が﹁原

莫大な脳髄額を恐れ︑原峯力分野

一︑原子炉単声発生により︑巖

額︵五磨六千万が︶を政府が定め

子炉薯故による損審賠儀額の上限

る︑ことであり︑このだめ政府も

れないものであるが︑電力会社の

上限額に援助していく方針をとっ

進出の妨げにならないようにす

ら︒ノース・カロライナ地裁に闇

るのは読法に違反﹂としたことか

題を持ち込んだのは同地域を中心

不法行為法を補い︑取って代わる

一︑プライス法は隅習法や州の

ている︒

今圓の最高裁の判決はプライス

とする環境保護団体で︑デューク
・パワー社を簿噛したのが発端︒

一︑プライス法の上限額の禽理

︒アンダーソン法の制定凹凹に沿 道理に禽つたものである︒
って出されており︑その内容は次

環境団体はデューク社建設のマ

クガイヤi原発とキャトーバ原発

発謬加五霞治体により運営︶が建

発に参加することが最も手っ叡り

ゾナに建設されるパロ・バーデ原

海臣
アリゾナで原発
建設参加を検討

画く・確実性も高いとみている︒

が︑SDG＆E社にとってはアリ

これに対しフランクリン・ニュ

核燃料サイ

米S◎G＆露社 設を進めており︑すでに一︑二︑
カリフォルニアの

九〇奪︶は発注済み︒

定一九八八年︶︑五母機︵岡一九

コンクリート
ドームに亀裂

水蝋源・電力局︑ザンデザート原

ゾナ電力︑ネバダ電力︑サザンカ

に努める必慶がある︒まだ高速頓

と語ったQエネルキ⁝欄はリズレ 技術を輸出産業として蕎てていく

に商業高速贈殖炉の逓転は必要﹂

欲促進に閲しーー1原発事故と他

ことを最優先におきたい一と述べ

性は一⁝特に産益益の原発閣発駅

〜︑上限額を決めたことは︑原
の原簿での事故との違いを埋める

の通り︒

にプライス・アンダーソン法は産
発建設を進める企業の惑欲をそこ
だけの正慶性を有している︒

は︑迅速な事故復旧盾動と十分な

⁝クリア・パワー祉会擾は﹁高速

いたサンデザート原子力発霞駅

クルミ法

とに利益か得られるものは建築物

さの細かいものでコンクリートの

ドームに対していずれも数︑ゾの深

・土木工事で労務雨注宅︑EDF
裂が発見された︒漂さ六十讐の
や職業税の還付資金によって建設

︵仏霞力公社︶職員住竃︑二業税
と骨材はサイトにできるだけ近い

る利益比率は高い︒コンクリート

在する地方が土木工霧によって縛

原子力施設の建設でサイトの駈

︵九十五万KW︑PW鼠︶建設にSDG＆E祉はすでにパロ・バ ︹パリ松本駐在艮︼西独どプリ
ス原発；勘機︵颪二十万KW︑P

免除か適用かでもめて

い︒多くの麟で開登が進んでお

いしとの論評を与えている︒

り︑十分な売り込みは期待できな

炉は特に萄盟な商昂とはみていな

・パソ電力︑ロス・アンジェルス

リフォルニア・エジソン社・エル

業界を擁護するだけで︑環境保全
ねることがないよう議会が配薩し

な評価ができないものに対して

翼金の有効性を保証するためのも

する︵すでに一か藤では着工して

た︒

た方法であり︑原子炉事故のよう

の訴えに対し︑プライス・アンダ
は︑上限額は任意の選択によるし

一︑五億六千万がの政府擾助

とした︒マクミラン連邦判事はこ

ーソン法に閥題があると取り上げ

のであり︑事故から公衆を守るた

いる︶︒またエキバスツーズ炭田

め必要な措置と考えられる︒

かない︒

毘通しだ︒原発は主としてソ連の

にも各㈱醤万KW火力発電所五か

一︑議会が決定した上幽囚は︑

たことから︑※巖高裁が鐵定に粟

石鎌潤鷺を削減し︑水力︑低廉な

欧癬地域の囎源となる︒またビリ

仏の原登建殺

資率さまざま

各地方の設備投
ビノにはすでに都溝暖房用原子炉

所を建設する︒

よる方針だ﹂と述べた︒ソ違の一

が運転されているが︑新たに大都

一︑広域送電網転醗在人口二億

する社会施設の建設である︒まだ

発電所が接続されているQこの広 業雀の魑報レター

級原発二基で輿送六十億巧︶やそ

務所建設︑修理工場や三宅︑輸送

地方は霧蓄の支出︵孕万KW

一︑水力発露所嚢消鍵騒が一定

める労働力は盆として地方で二目

い︒EDFの推定によると九十万

の受入れ施設で受ける利益が大き

企業から購入されている︵工誤蜜
している欧弼地峡に揚水および財

される︵企業によって格蓬があ

る︒原子力発電所建設費の三論％

月︑二号機同七月完成聾心︶の建

07︵六 の〜○％︶︒工事費の一五％を蔚

る見通しσこの膚標を遷成するた

月十三欝号︶によると原子力讃画

る︶︒道路やサイト墓礎工襲︑事

門パ弓松本駐在凪回フランス工

めには現在の発電難燃︵一九七七

域送躍網を漸次ソ雲叢土︵入口二

によって各地方が潤うことになる

の地域に総田力一隠六千芳KWの

無難二廠三千会万KW︶を七千 政水力発電所を建設する︒シベリ

設備投資にはかなりの開きがあ
チェルノビルスク康発目ロバノ

の高圧線が建設申だ︒

層八千万︶に拡大する◎すでに次

︸︑石炭焚き火力発魔所釧環在

手段も地方企業に多くが発注され

の総工区に対する比率は次の還

V︶ベレゾビスカイア水力議 よび電気工業が得られる付加価値
所1ーウラル鐸ガザクスタン北部

賜ゾをウィンズケールで再処理す

六月九譲︑オランダの核燃料三十

工業の八O％が欧州地域︑エネル ア崎ウクライナ西部︵七五〇K についてみると︑各地方の機械お
ギー源の八○％が東部・シベリア

間卑均千人︶という地方としては

ズ火力発電所魏ソ適中央部︵一五

九％︒

東部地方臼一一％︑中東部地方薩

重欝灘鰹嬢辮

バロ・バーデ原発機器建麗

一九七三年地方企業への発注額は 機工薯二万五千人の内訳け︵五年

開発してエネルギー源拡充を逸

〇〇KV︶

り︒ パリ地難臼ブルゴーニュ地
エキバスツー
ノビルスク︑ノボボロネジで各一

る︒第一段階では炭田に各六百四

鼬ﾜ〇KV︶

基葱工︒五年間に原発総出力は千

部のカンスコ・アチンスキ炭田を

ートル・ネポロズ鎌髭電化エネル

三勇ないしチ琶万KW拡大の や万KW火力発電所十か所を建設

中︒七八年中にクルスク︑チェル

ラ⁝ドで酉万KW級原発十基建設 に存在する︒このためシベリア中

ク︑チェルノビルスク︑レニング

一︑原子力発瑠所巨現在クルス

概要次の通り︒

︵七八年千二百万KW増︶︒その 遊する︒

誓万KW拡大しなければならない アでの水力発電藤建設を大町に健

雛から一難三千八百億KWHに上市近郊に数基建設の予定︒

九八○年の発電量は一兆三千四男

石炭およびことに原子力の堰大に

ー

にはなんら保証を希えていない︑

建設による環境悪化を膨張︒さら

ベン・エネルギー相語る

7

糟︑

饗

嚢︑論

東余都中央区銀座5−5 文春別館内
屯 言茜（572）5734響（573）2664

商業増殖炉運転を

9

滝根県八束郡鹿島町，〜萄竜話（08528）（2）0
愛 媛 豆具 西 デ和署羅；修｝方周∫九、閏∫越
竃言爵（08943）（9）0
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本社（原子力部）

轄灘蕪愚懸離離認鰹：

〔原子力開連主要得意先〕

ゑも

福

ビル代行

株式会社

英国、1990年までに

⁝に応じ﹁ソ連は発露用としては

（爽耀所関係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核猷料装衛・交換侮：鷲
欄人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の｛甜弧廃棄物の導搬、変電所・空調設傭運
転保守、施設内の補助工事燕びに嵩繕業務、答罫1ヨ区城内除染お夷ぴ毒掃、普通区域譜掃
（研究施設関係）羅放射線取扱実験室設融コンサルタント、施設の改遣・解体、廃置欝設整傭、
機器の除染、各種廃棄物の処理、ブイルターの交換、空間線越率・表灘汚染寧分布宅貝綻、空調設
備運転保守、管理区域内除染および罐締、普通区域滑掃、浄水管理

再

11輩霧轟（02928）（2）ユ662・ユ663
茨纏界那∫目∫郡東 毎村村松
茨城鼻東茨城郡人1先町戒田電話（02926）（6）1 3− 3 1

原子力本部

鳶ζ＼

ベン。エネルギー相

欄鵬営榮所
東海嘗典所
大庇営粟所
教旨営藁所
大阪出張所
鵬根出張所
四国出張所
九州出張所
浜岡出張所

縛鍮轟

り出した︒

5年間に葉，4GO万KW拡大

︻パリ松本駐在鼠︼ソ連のピオ

原発12基建設へ

ギ︑相はタス通儲社のインタビュ

（一

ソ連、石油火力削減を計画

（2）

第932号
（第三穏郵便物認可）

子

和53年6月29B

〔原子力関連営藥種自）

高
新

高
産

影
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霧
を飼膏︑各狸の照射様或で照射し
隠審︵腫鵬︶発現との関係を比較︑

研究する︒マウスは兜行き常識一
万九千匹が飼葉されるという︒

臨剛妙
σ

︑

趨蔵回・資源エネルギー庁公益

辛嶋

修郎

ンスの中枢機関構想もスタート

するという︒藤たこれからの地

域の適性に応じた対応が不司

元対築については﹁地心には地

顔

を知

るため二十二地点を回るスケジ

着任攣女︑各地域の

欠﹂という袴え方︒このため︑

力強く語る︒

昭頽三十九琿嬢大法学部卒後

ュールがギッシリ︒

極量にくみ上げてい壼たい﹂と

からしましゅうろう

磯目部躍源立地対策蜜畏になった

わが國が顧子力開発に魑心し

鍔：

ですでに〜部有悪なデータも出始

て二塗壁あまり︒その規模も︑

名

る体制づくりが肝要で︑さらに細

機雛も整備を終え研究が塞格化︑

めているが︑極内には実験棟内装

これまで五無にわたる実験研究

が膨響を受けないようそうした飼

薦など照射以外の原因で実験動物

千万KWの大台へ秒読み段 このうち当闘の最璽要課題は
璽要臨源地域二十二点︒うち原

こうした各種研究の詰めへと段ど

子力十一地点︒その一つ一つが

鷺環境の整備も不可欠だ︒晩発鱒

階コが︑核不拡散政策を中心と

らの要望も依然強い︒原発への

急︒地域対簗の拡亮なと地元か

業政策局総務課長補佐︒

総務諜など経て五十二奪から産

還産雀入り︒昭稲四十六葎醗工

する国際的菊綴︑核燃牒サイク

周企業第一課︑五十一無特許庁

一九八○隼代にも予懇される第 業周機械語険諜︑四十七奪企業

りを進めていくことになる︒陣蜜

い︒なかでも立地対策は焦眉の

ルの確立など残された問題も多

発現は放射線単独の効果ととも
に︑発癌物質や腫繕ビールスなど

設されたもの︒石油危機後の資材

外来霞子による影響も響えられる

轡実験棟はこうした要謂もあり建

が︑この轡ようやく竣工︒鉄筋匹

漁期から延び延びとなっていた

ため︑これらによる協同作用の研

立地は思うように進まないとい

どのギャップをどう解決してい

企築と不況企業︑都南と地方な

二のエネルギー矯機回避のカギ

礪地域と篭力消夏地域のギャッ

いうのが隆政局時代の持論︒発

くかが一九八○庫代の課題﹂と

で必ずしも十分でなかったのは

政府︑第二再処理て方針

答弁欝は秦氏の﹁再処理早業は

弁讃の中で明らかにされたもの︒

の核政策に関する籔問に対する答

た築躍参議院議員︵社民遂︶提出

したしこれは岡Uの閣議で決驚し

討終了後に行われるとの箆解を示

晦謂は︑再処理工場墨承設刮の検

︵T・Y︶

世夫人と二女︒趣味は旅行︒

大分累出勢︒38歳︒蒙庭は鋸

と決悪を新たにする︒

ら地道な努力を励み璽ねたい﹂

プもその一つ︒﹁長野的観点か
﹁地元が翼に求めているのは

を握る脊在︒

はどうすればいいのかについて

何か︒翼に地発の発展を騙るに

じっくり取り組んでいきたい一

い﹂︒地元とのパイプを太くす

七月からは工業立地センターを

遜しを欝ることにしている︒

建設雀︑麗林口からの出商番も

高速炉の便用済み燃料は軽水蝉

た島速炉は冷却秘にナトリウム

民間新会社の設

中心にパブリック・アクセプタ

究開発する一方︑爾処理工場から

燃料と比べプルトニウム璽が多く

が︑燃科爆撃体にはラッパ導管と

の参謀本部として地元の声を横

蔑速炉籠用済み燃料の再処理技

鵬る醐レベル廃液のガラス固化技

燃焼度が篤いのて崩膿熱︑核分裂

いう

迎えて全力投球へ︒門立地対策

るとともに七月からは運翰憲︑

を強化し概極的に取り綴みた

薯実︒関係織庁との遂携プレイ

門やはり︑地光対策がこれま

うこの矛魑︒

社会的要譜が醐濠る一方︑砲源

﹁優良

射線の人体への影響に関しここで主として晩発隔審を対象に各種の動物実験を行い︑その線騒一効桑

原子力発電を中心に大規換開発
が急速に進展︑一般公衆が被曝す

飼縷縷はいずれも空調完備︑これ
に︑一連の実験と観察が効率的に

集に期待が寄せられている︒

一のものでもある放鷹研研究の成

予測されているだけに︑わが国議

ス︑ラット︑ウサギ︑モルモット

る機会もそれだけ多くなることが

など︑系統と犀代の違ういろいろ

﹃入﹄に外挿していくが︑ただ︑い い合わせている︒実験勲物はマウ

いデータを得るためには質のよい

月の建麗工蜜に続き今秋にはプロ
セス関係の工畢にも着手する計画
で︑総工籔は百二十自治︒五十五

術と高レベル廃液ガラス固化技術

術を研究開発する旛設︒薩遠炉燃

いもある︒高速総藻処理の隔発は

年璽完成の予定︒

の研究開発計画を進めている動燃

盤成物とも一段と大きい︒燃料一

二一

立は基本設計後
ナ墨たりに禽まれるプルトニウム

このためせん断︑溶解︑抽出から

が使われるなどの歌

五セルずつの瓢系粥のセル配躍と

料再処理とガラス固化にそれぞれ

性物麗研究施設︵CPFごを建
する設計で︑再処理旛設の内陸側

が軽水炉の場倉十詩綜なのに対し

多一二

一 妻 r工

二 づ一多

二一 〜二

との質闇に答え

て︑①再処理の勤殊轍からみて事

司制ではなく︑撫短制を聯合した

業書の乱立は好ましくないので門

多ノ 一多ニニ

施する計画︒一方︑米大陸ではカ

多二一

政膚は二十七臼︑原子炉箸規制
に新たな工央が必要となり︑動燃

オフガスの処理に託るまでの妓術

多

どのような方釧で工場するのか︑

そ二十四倍︒燃焼率は約一一・籏

〜

法の改正に伴って設立される民間

高速炉では二藍暇十五計耀とおよ

〜 二多

ナダをゆ心にブリティッシココロ

多

ら本格調査に入る計画だ︒調査結

づ多多玉 ニニ 一 一 二多二一 二

︵延床面横機翼四竃遊方綴︶︒七 物は蟹足八倍といった異合Qま

では新しい研究施設でこれらの点

に隣り台わせた二千八颪平万凝の

5

簡︑崩腰熱は約鶴舞︑核分裂生成

敷地に地上三階地下一階の研究棟

一

時購はいつ瞬か

十日に行われる段取りとなった︒

二

果に臨じて鉱溝を設定していく予

一

CPFは﹁常隅﹂の愛糞済み燃と地上二階の義理棟を設藪する

一

にホットセルを便って技術厭な兇 新会社による即処躍熱業の繕定の

設するが︑そのくわ入れ式が七月

サヤ

試験研究に使える﹁高レベル放射

鯛楽団は︑東海蜜業所内に繭用の

動燃︑CPF施設近く着工

﹁高 速 炉 再 処 理 ﹂ 胎 動 へ

動物を多重︑必要な時に供給でき

累関係を追求︑傳られたデ1タを 行えるよう検疫察や研究塞が向か

が対象︒動物実験でその線騒−効

だ︒

窓建築︒緑膿菌を持たないSPF究も同時並行し進めていく陰画

の限界頂︵しきい燈︶があるのか

動物を中心に大小さまざまの各階

階建て︑延べ一一蒼四十平方綴の無

放射線被 曝 に よ っ て 人 体 が ど の

俸う環境対策湯沸璽要課題の一つ

ていない︒この闇題が開発利周に

として巖近大きくクローズアップ

どうかすら科学的に明らかにされ

と研究が璽 ね ら れ ︑ あ る い は 原 爆

これまで内外で多くの塞礎的実験

被爆衛に関する調萱結果等から︑

社会問題の一つとなっているの

このため放医研では昭和四＋八

とくに醐線 麗 放 射 線 の 場 △ ﹃ 受 け

三︑﹁低回璽放射線の人体に対する

も︑こうした現状認識が背漿にあ

の関係がかなり明らかにされてい

危険度推定﹂を向こう十か薙翫画

た線騰にほ ぼ 比 例 し 旧 式 の 印 環 す

る︒この分野研究で簸も進んでい

るからだ︒

る米圏ではすでに五十ラド穫度ま

胎児への影響と遡伝灘審︑放射性

の特別研究にとりあげ︑所外蓉門

核種が体内に沈魑したため起こる

での線蟹一効桑関係に璽麗なデー

内部被曝の評纐を巾心墨題に︑そ

癌や加齢現象といった晩発障審︑

て影響は著しく異なるというのが

や線懸躍︑その他種々因子によっ

れぞれ研究グループが設けられ活

家の協力も醒ながら研究申だ︒登

世弊のすう勢︒加えて︑さらに低

動している︒うち晩発陣憲の危険

タが数多く餓されているともいわ

はま

効果

度推定は当然・個体レベルの瞳憲

レベルのいわゆる低線磁域におけ

れているが︑それでも被曝の形武

ることが知られるなど被曝線鐙と

ような影響 を 受 け る か に つ い て は

器の整備を慧ぎ︑今秋︑遅くも黛内には煎格的な研究開始へと段どりを進めていく一壷だ︒

関係を解き明かそうというのが︑この実験棟建設の園的︒嗣研究所は放射線照射装躍など残された機

いだ晩発隔密実験榛が千蘂市穴川の岡研究所構内にこのほど完成︑二十八日︑公開された︒低廉羅放

放射線医学総合研究所︵熊取敏之所痩︶がこれまで五庫間︑総工一議七曲円を投入し建設を締めて

低線量放射線影響解明へ

今秋 に も 研 究 本 格 熱

回
葭

朱開の分野〃︑隔蜜発現

る人体への放射線の
だまだ
二

料を便って手速炉再処理技術を研

企業化のめやすといわれる○・一

ドをつけ︑来駕からは精密調査に

ンが多数確認されていることから

％U308をはるかに超えるウラ
入りたい薯え︒

西アフリカ・マリ共和国でのウ
ラン探鉱開発讃画に取り絹んでい

い旗業揮発を播奏する③翼体的に

②薄処理無業遂行上︑最も好ま﹂

は常導管継を中心とした民間関遭

ンビア州ピアソンクリーク地区︑

業界が新会褄を設立︑改蕉法粟成

定で︑約宮阜闇程腱で探鉱にメド

サスカチワン州サインカレイク地

区︑ケベック州ミスタシニ地区︑

マリ︒プロジェクトとともに璽

オ⁝ストラリアではこのほか︑

インドネシア︑ザンビア︑マダガ

このほか︑将来の盆画としては

本設灘の検討を退めることとして

魯慰するとともに︑町処理工場山

る

体

品
体体 馬用纏縫

ホ

PPB汚

〒319−1懸

……… ?勺

u黙染

拶

ホリ

大阪市求区Ψ之町2−9（タグチビル〉
電 言舌 （06） 202−3266帰3267

会

式

株

る動力炉・核燃料開発蠣業団はこ

点が躍かれているのがオーストラ

昭和四十四年から爾オーストラリ

サスカチワン弗ビーバ⁝ロッジ地

雨期が終るのをまって︑今秋から

ンコンティネンタル社との共岡探

リアで今憂から多定されているパ

月から新たに繭オーストラリア州

を継続していくとともに︑今琿七

スカル︑爾×などが箆点候補Qこ おり︑再処理噛楽の指湯の申講は

岡

財団法人

制

品

をつけていく計画︒

れまでの探董で良好な結累が得ら

万綴のボーリング

立後︑逮やかに設立手続に入る④

鉱区を加え約

鼠︑謁西準州などに焦点をあてて

さらに新たに取得しだシャグール

ア州タークーラー鉱区で実施して

レムシ︑シャグール三鉱区につい

鉱プロジェクト︒パン︒コンティ

れたことから今秋からキダル︑テ

探鷺を実施する予定だ︒マリ・プ

いく力針︒

のザン︑マ⁝ティフン両区につい

新会餐は設立後山ちに望地選定に

いる探鉱について引きつづき調査

マリ計画などに全力
海外ウラン探鉱進む

命

場・埼ユニ嬢富士見欝水子3316番地
電 謁舌（0484）71−0522。G524

薬

て約一万規のボーリング探査を実

施︑さらにオーストラリア︑カナ
ヲ各地での探鉱にも難点
を美いていくことになった︒

動燃

いでアフー2カで蒼黒となるのはギ の締繕が探鉱の葭提となっている
ニアのラベ鉱区へ万五千平方計層

凶呵した︒

O2928（2）一5063

丁噂薮三L
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茨城藥那珂郡東海村

利・來京都中央壌旧本懇懇本晦2丁瑠1−12（日醸ピル）

電顕（03）242−5141（代）一5146

1，300誌

リチウム岡位体

◇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

富曲薬晶工難樵総懸融

◇原子力関係ジャーナルー……一

燃料転換用

20万件

黙料成型加工用

PWRケミカルシム馬

原子力弘済会におまかせください

高純度化学薬品・工業薬品
噛〉岡・ 位灘
位
体 命高純度化学桑品
獣糾再処理用
ホウ難問位体

原子力弘済会翻サービス事業部

本

漠1西扱1爵・「瑚

ダ・ギ

焦点となるのは動燃が醗独で行
っているマリ・プロシェクト︒

二号炉設置を許可

この倹講の終了復行われよう一と

野田薦桐は二十六田︑集京繭脳力

のうち︑マダガスカルについては

床といわれるジャビリカ鉱床の経

ついては昨建コロンビアで予鮪調

ため現在予備調査の段階︒雨※に

ても調査を開始するなどして探鉱
ロジェクトの場舎︑他のプロジエ

験を持つ鉱山会社︒このプロジュ

の開発︒昨鋒九月から仏︑ギニア

ネンタル社は世界鰻大のウラン鉱
クトと比べ動燃が調査に魑卜する

クトはジャビリカ鉱床と岡じ原生

WR︑娼力落＋万KW︶の設題を

福舗第二原子力発窺筋二階炉︵B

迩べている︒

すでに︑一九七四庫に取得した

象でまったく手つかずの状態だっ

代の地顧に蕉点を絞ってオースト

鍛を実施しており︑その他ブラジ

現在交渉ゆで︑インドネンア︑ザ

キダル鉱鼠︑一九七六薙に敢得

たため︑現在はまだ鉱区の地麗田

ル︑ベネズエラ︑チリなどについ

を強化していく︒

したテレムジ鉱区について昨秋か

螺を把握する碁礎調査の段階︒し

動燃の罫描でポーリング探査を開

ても交渉を継続していく︒

首相︑福島第二・
ら今蕃にかけ溌墨詩間踊で試錐す

ラリア金七を対象に探鉱を行うの

たイタリアを擶え︑本格探鉱を実

始しており︑六月に新たに参加し

ンビア両團についても政府間協定

る地賢構造調査ボーリングなどを

かし︑最初に滋署したキダル鉱区

在予備調査を行っており︑今慶か

が特色Q無塩三月に配式契約後理

また︑マリ︒プロジェクトに次

延べ一万耕実施︑これまでの調査

については今秋からの第二園囲の

O

でバラコーエ︑イベルベル︑キダ

ル北方︑テサリットなどの地域で 本格探資で〜応地麗構慈調査にメ

原子力用

原子力文献情報のサ＿ビスは

原手力の躍進に責献す

≧
秋からの研究本格化が待たれる晩発障審爽験棟（放醒研）
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▽視蜜は陳幡で始まった

︒東海

のは核燃料消賢税の測設などを求

村入りした首相を待ち受けていた

める竹内茨城累知麟の要霊︒ずか
さず酋相も知寧︷妊となっている
原研の﹂丁−⊥ハ○核融合用雌の選

した︒﹁日脚さんの顔見ると何と

定を﹁よろしく﹂︒とくと逆二四

かしょうというような顔だった﹂
︵動燃東海事業所会議室で握手す
る首相と知欝︶

︒

騒騒の缶舘

＼
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≧

③軽水炉システムの現状と課題

④原子力開発のPAへの提言〔国際パネル討論〕

磯

窯

︐

〒105東京者［蜷区新論穣1番13号倉03−591−6121㈹鰭東京5895日本原子力産業会議・企画室

カーター大統領

が濃縮︑核融合

施設を視察

原子カメッ力謬

に先立って︑海の向こうでも

福閏嘗相の

カーター大統領が原子力施設を

り

に備えてか︑原子力政策展開への

視寮︑来たるべき先進国首脳会談

ウォーミングアップを行った︒五

ー州の→VAとオークリッジ國立

月末のことで︑勧れたのはテネシ

研究所︒オークリッジではガス拡

轍法ウラン塵縮工場や核融合研究

いる磁場閉込め核融合には観明鼠

施殴を見たが︑ソ連と競い合って

の︻面をのぞかせた

に矢つぎ旱の質問を俗ぴせケ科学

という︒︵写翼は米ニュークリア

者カーター

3

・インダストリー誌から︶

〆

ジ

馨

②高速増殖炉開発一実用化への展望〔国際パネル討論〕

説明役の中鰯健太郎再処理建設所

く

▽再び白衣をまとい線鰍翫︑フィルムバッヂを胸ポケットに原

工悪用テレビでタービン発電機室の模様をながめた︒︵東海二号

躍東海発躍所の管理藁屑に︒劉御盤で原子炉系統の動きを追い︑

炉の潮御盤の前で︑左から論結劃社風︑首相︑鈴木社畏︶

で

激動する原子力界の最新の情報を収録！

▽﹁稼働中？﹂﹁竈故は﹂

の盛U上がりも難燃潮︒貯蔵プー

畏に︒虫年︑日米原子力交渉の舞台になった東海再処理工場︒今

舞台

ル前の狭い塒所に大勢がひしめいてカメラマンの構図どりもまま

年は着相登場とあって

ならず︑近接組と蟄遠忌の二手に分かれての撮影となった︒

蔦

JFT2を前に︑なぜか首相の顔はさえない︒﹂丁⁝六

おばけか

をつく夢出す装麗について出本原研

▽﹁そうしますと︑璽水素とトリチウムが核融合反応を趨こし
まして﹂

ぼちゃ

副理確鰻が難解な用籍を避けて苦心の鋭明︒しかし︑

﹁今後とも核融合をよろしくお願いします﹂と一纏︒﹁ウン﹂と

〇の完成予想図のパ累ルの鶴まで来て説明を終えた副理爾畏が

︒核融合の土地は﹁第二

軽くうなずいただけで︑門ヨッシャ﹂とは購わなかった︒報道陣
に懸想を求められて﹁感じはっかめた

段階に入って広大な敷地がいる︒この近辺︑少くとも茨城璽の東

△成田︑日中︑大陸ダナと何か

メッカ

と頭の痛い政務に追われる酋相に

の原子力詣では︑一時たりとはい

とって︑松林の中の

え雑念を忘れさせる楽しい一日︒

大洗工学センター展示館での配者

会見で﹁今日は難関掃除大臣は辞

職だ﹂と上機嫌で質問に答え︑核

の下での政治の璽要性をひとしき

融合鯛発にからませ遠犬な晃熱し

0

鼓

こなかった︒

ご窺

唾

〆才重

り強調していた︒

≡

部地区が貯ましい﹂まで︒礎案襖される向霞工欝欝地の名は出て

灘

▽勧問旛設はどこも懸盤職興が首相︻行を出迎えた︒﹁若い人が多いのに驚いた︒若さがエネルギ

を静みていた︒

ー拡轍のもとだ︒︵エネルギー開発の将来は︶大丈夫だと思うよ﹂と若い騒に全幅の十分︒分刻みの
心の交流

︵上襲原研核融合研究施設前︑下薩動燃大洗工学センターの高速増彊案験炉﹁常磯﹂建麗前で職餌に

ハードスケジュールて直接の対謡はなかったが︑手を上げて歓迎に応え

迎えられる首相︶

⑤原子力論争一原子炉の工学的安全性をめぐって〔パネル討論〕

著、

灘

一扁

セッションテーマ・①原子力開発の国際的展望〔国際パネル討論〕
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「原子力開発利用の調和ある発展のために」
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