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五％に上げ︑制御安定性など各種

今後は八月宋をメドに出力を二

級︶の建設に入るかどうかについ

た新型転換炉実証炉︵六十万KW 渓断が下ることになりそうだ︒

鮪村甲午郎武

四十三年まで経國連副会蔑︒その

財界総理

後四十九蕉までの六無聞︑同会長

として高度成長期の

鼠本原子力産業会議の設立にも

会長など数々の要職に就いた︒

一それは東芝のモットーです

部︑B本航空などの禽岡葬とし の座にあった︒この間︑日本航空

で︑告別式は岡二時半から四躊ま

て︑十五田午後一階から二隠半ま

ら四十三琿まで原産副会長として

懇

○
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蝿璽な隠魚を累たし︑三十一年か

には顔を見せていたが︑訓諭な入

纈聞就任後も鍛近まで大慕な会合

一等旭日大綬蹴︒

二 多f璽亀﹂ゴ多二 一 二 多 玉 二 二 一

動燃はこれまでヨ段階の再処理

で操業九十九ゾまでを処理する︒

原子力事業本部

で象崇・南欝山の三山葬願所で行

璽京生まれで︑大正七奪東大法

ニゴー

ルセンターを西独がそれぞれ分

︵膳︶︑供給傑証欄成饗因︵一 独・多国議︑地域間核燃料サイク

六・四詩鰯のプルトニウムを圃撫

ホット試験で欝欝十幽沙から合繊

圓原子力発蹴殼備一式（原子炉、核燃料、タービン、発編機

原子力産業界の纂盤圃めに尽力︒

学部政治学科卒後︑農商二二に入

一
多三 多 多 一 二φ

担︒さらにプルトニウム引取りと

妙〆

われる︒葬儀委員長は土光敏夫経

植村嗣午郎氏︵前経済団添運台

発に講和の大切さをさとしている

漁がかもし出す雰囲気は原子力開

夢

約一週間この検査を湾内で受け︑

灘︶︑供給保証の鏡状︵二軍︶︑

代替品供給をベルギー︑開発途上

る＼〆ぐ

団適会艮︒嚢虫は畏男泰忠氏︒

会会長︑日本原子力塵業会議顧

り︑総務部長︑企醐院次痩などを

二葺

かのようでもあったQ四十七年勲

経て昭和十五岸還官︒石炭統制会
理事長を脇めた︒職後は︑二十

のうガンのため︑東蒙都新宿区戸

庫の樫団漣発建とともに経済復興

問︶は一日年三二時五十四分︑胆

表した︒八十四歳︒

〜〆多

活動に心甑を注ぎ︑二十七矩から

山町の国立病院書士センターで死

玉 多

騨儀は︑経麟連︑日本工業倶楽

じ形態も様々︒蟹的税は電気に隔

周二十九臼大湊港に漠る予定︒俊

取得する︒﹁むつ﹂は九月下旬︑

する新規課税︑既存の税割の児面

や讃券発行などプロジェクトに応
子力研究開発所要資金照兆円のう

遮蔽改修を三年問かけて行う︒

世保港日航後は安全性の総点媛と

六十二薙髪までの今後十鎌闇の原

ち一般会計で不足する約半分の資

金のはね返り︑既葎の醸源開発促

現状分析と評纐︵三灘︶︑今後の

鱗︑熊

れまでにJPDR︑BWR︑PW

設で行われているホット試験はこ

動轡顎業騒擾海事業所罵処理施

寅海再処理施設

し最後の仕上げ

年末の操業めざ

しが語えられるが︑新規は懸気料

進税は苅象となりうるプロジェク

金をどう調淫するかについて薯え

トに制約がある︑などの聞題があ

方をまとめたもの︒

それによると︑一般会計以外の

る︒特別公籔には︑受益蓄が

来の国民一課目との蟹沢から原子

将
蟹的税④特別公鰯の四つが霧えら

財源として①民閣資金②籍入金③

れる︒民闇欝金は将来実証段階の

の考え方があ

力開発への荘家資金を公田で賄う
エネルギ⁝国綴

プラントに運用していくことが考

る︒この場台︑歳出の面でエネル

えられるが︑民間賃担は究極的に

のテストを完了︑五日頃から最後

Rの随用済み轡料を使った三段階

総無試験は︑九月中頃まで約一

の仕上げとなる総愈試験に入る︒

全紘の性能を確認するもので︑関

か月半をかけて機器系統など陰言

力福翻第一原子力発電駈一毎炉の

西纒力灘浜発電筋二号炉︑東灘電

処理する︒順調にいけば︑十月初

使用済み燃料命わせて約十四ジを

った︒

改喜策へ瞬躍︶︑結論と筆戦︵五

嘗藁品昌

北陸電力に全量売電
ては︑原子力委員会の専門部会報

ットを収めた燃料要暴二＋八本を

化混合天然ウランの二樫類のペレ

の試験を行い︑さらに五〇％︑七

原型炉分担も具体化へ

という︒

内閣の悪習渓定が麟提となる⁝

に相当する︒この

関係機織に提出︒このあと新設さ

めには動轡が試験結累の報告糧を

れる原子力欝金無難会の核燃料安

全専門駕葦簾再処理郡会による安

同作業部金は制度や法制上の問

社

京芝浦電気株式会

翻輿論年度末定格遅転へ全力
動燃箏業団が六三八十六億円の建設費と約三百憾円の研究開発蟄を投じて完成した新型転換炉︵A

されている︒このため勤燃では︑

の実績をみて決める方斜が打ち出

TR︶原型炉﹁ふげん﹂︵編舛県敦賀市明神町︑電気出カナ六万五千KW︶は︑七月二十九日年餉九 告で︑昭和五十蕉官業ばに原型炉
蒔二十九分︑タービン発電機を電力系統に初併入し︑慮気嵐カ一万KWで試験遡転を始めた︒発生す
る電気は北陸露力に売蟷︒今後︑出力上昇試験を稜み蜀ね︑五十四薙三月宋に定格出力運転に入る予

﹁ふげん﹂の定格安定運転に万全

り進めば︑一捻閣定格運転したあ

を期している︒スケジュールどお

の一万五千KWを差し引いた約一 終る五十四笙二月宋までに二億数

と燃料取薔え蒔殿となる五十五奪

定︒勤燃では新型転換炉が実用化への第一歩を踏み出したものとして︑自主技術驕発に対する藤里を
深めている︒

﹁ふげん﹂は︑一・五％微濃縮

千万KW頁の電力を供給する︒

束ねた燃料費合体二薦二十四体を
五％︑

芳KWの霞気を送り出した︒

慶初め頃に突認炉建設についての

カランドリア管の箇中に収めた量
き上げ四悪の試験をくり返し︑．五

ウランと○・八％プルトニウム蜜
﹁ふげん扁をスケールアップし

水減速炉︒謬る三月二十臼に燃料
十四焦三月末に定格出力運転に入

○○％の各出力段階に引

簗舎体ニナニ体で鰻小臨界となる
る計画︒

資金調達など審議

ことを確認︒五月九臼には二四二

収入が兇込めるプラントの一部建

ギー・原子力開発に充てるという

を五十四年度宋に控え︑群民の分

設費に圏点も能えられ︑閲銀融資

は滴籔蓄負担に転筆され︑負担限

担方針を初めて練り溢すこととな

慶がある︒備入金は売電など事業

の決定に基づき︑全権をKWH轟 原子力委員会の長期計画奪門都

り︑検討が続いているが︑岡田の

発生功力は中地域電力協議会で

会禽で︑原子力研究開発利用長期

会は︑七月二十八蔚開いた第九園

十四体の全炉心燃料による初臨界
を達成した︒その後︑核加熱試験

たり四円四十銭で北陸魁力が購

＋月七日に醤森緊むつ帝の大奏蔭

欝本海を航行し十月十二臼に佐世

を出港し・罪霧雨補肋エンジンで

促港に入港する︒﹁むつ﹂はまだ

車検前の車

船籍がなく︑自動電でいえば︑

原船団が入港届

日佐世保入港

﹁む？︑10月12岡事業団によると︑﹁むつ﹂は

など各種の試験を経て︑七月二十

原型炉と岡規模の軽水炉建設霰摺

会禽では︑﹁民間で︑少なくとも

入︒焦電の敦翼電力系統を経て頒

に︑門もんじゅ﹂の黎民分担︑欝

当額および関係業界における研究

計画案文について検討するととも

九解︑関饅財力の趨高圧電力系統
︵二酉七十五万謎磯︶に︑璽力闘 賀変電所で関西電力から北陸電力

出二万五千KWのうち発篭所内用 に遊漁供給されている・試運転の

金問題ワーキング・グループ中細

努力

没蜜としての応分の額を負損す
る﹂という民闇資金拠出の

とりまとめの報告を受けた︒

﹁もんじゅ扁の窟民分担につい

月蕪十一臼午後︑原子騨等規制法

臼爪原子力船開発鶏榮団は︑七

震標

第三十六条の二第一項の規定に基

が駅された︒これをもとに
関係窟子︑動轡駆業撚︑電力︑メ

嫌三月に矯めた

ては︑昭和四士

⁝カーの間で分担額を調整する方

ため回麟に先立ち大腿湾で運輸雀

高遼炉原型炉建設蟹の窟民折半出

づき原子力船門むつ扁を佐世保藩

の臨階航行検査を受け︑

にあたる安全航行二身証を

仮ナン

に入潜させるため︑熊谷科学技

資方釧があるが︑その後の建設劉

家た︑資金問題ワ⁝キング・グ

バー

国間長期商業契約のあり方を田

格証皿が得られれば︑十二月末に

はこれらに合格して﹁施設検査盆

どの手続きを踏むが︑動燃として

全罫価や科学技術庁の旛設倹査な
近はトラスト構想による霊園に則

ーストリア︑スイス︑フィリピン

本︑供給保証と核不拡散政策をオ

ーク！多！多ーヌ多！グタグづ多ク！ーク多！多多多多多〆

トを麗き調整を図りつつあるとい

昨隼の臼※原子力交渉で△口悪した

証︶部会は︑七月二十四賑から五

メカニズムのうち核燃料銀行また

通り粟年九月まで環行の運転方式

︵共同議長國︶︑多数国聞の国際 も本格擬業に持ち込みたい霧え︒
今回決まった報簿は五勲構成︒

はトラストを※国︑補助季段を西

われる︒

舎で︑報儀鐙のアウトラインと起

供給保証の璽要性と核不拡敬間題

題が主体となるため︑政治的︑外

る︒

酸プルトエウム溶液の形で抽出す

て九十四請修のプルトニウムを硝

した・総台試験では十四ナ処理し
国問題をIAEAが超黙すること

醸大の焦点となる第四繭は︑さ

になっている︒

齋︶とし︑一藁は南ア︑三藤は英

らに節分け︑項分け区分され︑二

の名すらある︒国
こが起案する︒
の部食で米国が国際核燃料銀行構

ニエNFCE

交的配睡が色貫く投影され︑

ミ

とめの作業に岡けてスタートをき

草分担を決めるなど畢くもとりま

日間︑ウイーンで開いた第三回会

FC露︶第三作業︵漁期供給保 した供給保証体謝づくりにウエイ

国際核燃料サイクル評価︵王N

庁罠醤に入墨届けを出した︒

針︒

民閣拠出は困難な状況となってい

ループの竃祭とりまとめは︑昭和

高騰など隅勢変化で︑方眉通りの

る︒このため︑﹁もんじゅ扁男工

NF7CE長期供給保証作業部会

多グ！！グ！！！多多！グクノ多多！多ノグタ〆多！多グ多多！

日本は二国間契約起案

鰯
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高

裂

原子力傾斜開発を﹂
黙黙蹴基金創設し対処へ
経済同友会︵佐々木函代表製鋼︶はこのほどコ九八0年代のエネルギー多様化のために﹂と題し
た報告をまとめ︑七月二十八薦︑発表した︒報告は経債同友会のエネルギー政策懇談会がまとめたも
ので︑とくに原子力︑液化ガスおよび一般炭に絞って現状と問題点を検討︑これら非脅油エネルギー
開発の穰極推進を強調するとともに︑①原子力発鰭をその中心に位置づける②規模一兆円のエネルギ

絵の磯保︑非石油エネルギー開発

報儀は議た︑空運にとりあげた
三つのエネルギー個々に共通する

進︑国民葱識の高揚および立地対

課題として国際的資源外交の推

策の瓢薫を懸摘︑問題解決のため
の翼体策とその方向を提案してい
る︒﹁地域社金の同愈が容易に得
られないところに基本的工期があ
る﹂とエネルギー関連施設の立地

愛媛漿は昭和五十四年度から原
子力発篭所に装荷される汐轡料税
に課税する門核轡料税﹂を実施す
る方針を固め︑自槍雀との接衝に

茨城︑佐賀の両県も新設の方灘で

入った︒﹁核燃料税﹂については

膚治省との折衝に入っており︑一

第一弾

第二弾

の新税ラッ

についで︑今細末から

昨年︑昨年の禰井︑福蜀漿による

来年にかけ
シュがヤマ場を迎える公算が強く
なった︒

核轡税一輻乗りとなった福井県
が新税制度をスタートさせたのは

原子力発電所に核働料税を装樹す

昭和五十

奪ナ月︒それによると

め︑政溝による総禽エネルギー政

研究星金の翻設など四点の提器
︵別掲穆照︶を打ち出しており︑

原発立地にともなう県財政の出欝

媛

県

を賄うというのが︑新税の趣冒︒

愛

した福島県でもほぼ同様とな

口広い疲動を行っていきたい﹂と

契機に盛り上った運動を背漿に︑

っているため︑愛媛興のケースで 連会長は﹁今春の国喪累縮総会を

ものとみられている︒

また・総揺討論会で﹁原発と核

新しい繊発を強調した︒

もこの線が踏襲されることになる

異体的接衝に入った自治省では

兵器拡散問題﹂について発表した

こうした県が独自に微収する︑い
わゆる﹁法定外普通税﹂について

オーストラリア平租連絡委員会の

F・ホリンズ氏︵同倉同金属労

は︑地方税法上︑この税が①各県
間の場の流通を阻霧しない②国の

大型原発県

ていきたい﹂と報告︒また︑J・

体的にウラン輸出鰻止闘華を遜め

る﹂と強調したあと︑さらに﹁興

ニウムの拡散を阻止する必要があ

るためには原発利用によるプルト

政策に反しないIlなどの条件を 組︶は﹁核兵器完全禁止を実現す
満たしている限り﹁原則的にこれ

を認める篇となっていることか
ら︑こうした条件について検討を

る逆井︑福島県が

実施︒さらに︑すでに実施してい

﹁原発は廃棄物処分問題が解決す

サマビル教授も原発問題に議及し

今璽七月十二日には原水禁︑原

るまで控えるべきだ﹂と述べた︒

対象が現圧のところ一基にとどま

なのに対し愛媛県のケースは課税

ることからこうした点の財政需要

＝一＝一＝鷹＝一齢一＝一＝＝＝一＝＝鼎＝

門核兵器全画禁止︑被爆者援護を

めざす国罠会議﹂が結成されるな

ど従来の既存線織を超えた新しい

きのなかで原水協は全面的に門実

淫化しているのが今無の運動の特

さらに︑高レベルアルファ廃棄

の︑原水禁は構成団体単位の参加

行委﹂への参加を決めているもの

原水禁還動の方向を探る試みが酒

物については︑﹁封入セル一内で

を決めながら︑﹁独自大会﹂をと

については門アルファ廃液予備処

一＝＝一日一︸一一幽＝隔冊＝＝幽＝＝一篇闇一＝＝＝曹二＝＝鞠一需＝篇冊＝帰一開一

設は六十立方撰まで累累できる︒

密扁下で行われるのが特色︒この

固体貯蔵施設に貯蔵される仕組み

封入︑密封後︑高レベルアルファ

このため統〜大会のゆくえは依

りやめるまでに至っておらず︑

色︒しかし︑こうした統一への動

うち﹁低レベル廃棄物﹂について

だ︒貯蔵施設は盆計一薔四鋳の皇

理装鷹﹂を通したあと上澄液は廃

は︑﹁可燃物﹂は千度Cの麗却炉

胤能力︒この能力は五三／礁が搬

液貯水槽で貯蔵される︒

で焼いたあと多重フィルタで構成

入されるとして︑三年分以上が貯

缶詰めされる︒また︑大型フィル

チューメン固化し︑二二㍊ドラム

いてはプレス機で圧縮処理後︑ビ

の方法が確立されるまで︑二十〜

の方法が確立していないため︑こ

現在︑高レベル廃粟物の鍛終処分

長騎大会が予定されている︒

水禁主催広島大会︑八︑九田に同

九臼に駅長騰大会︑五︑六臼に原

藏できる計算Qまた︑この施設は あと六日に実行委霊催広脇大会︑

統一大会

を実

氏︵65歳︶を破り再選した︒投票

前興議で保守系無所属の藤野公平

認︑61歳︶が環職の強みを発揮︑

推進派の黒瀬七郎氏︵自蔑党公

十日投票︑即臼開票の紬累︑原発

つとなった石川興珠洲市長選は三

原発墓地瞑想の蟹査が焦点の一

冥目市区選

黒瀬氏が再選

原発推進派の

タなど大型不燃物もいったん

ている︒

三十葺の保蟹が司能な設計となっ

これらの工程から発生する液体

圧縮固化されるシステム︒一方︑

﹁大型搬入箱﹂に保曹後解体し︑

然微妙な傭勢︒原水禁運動はこの

される仕縄み︒また︑不焼物につ

する排ガス浄化設備で浄化後排気

アルファ廃棄物は︑ベータ︑ガ

水協︑核禁会議などが参加して

の有無などの点についても検討

射線の安全対策︑温排水調資など 課税期間は胃黛Qこうした内容に し︑大難省など財政当局と折衝に

して徴収し︑その税紋入で環境放

る際︑その核轡費の五％を県税と

雄を分析した同報簿では︑このた

策の明確化など立地問題に取組む

交付金等のあり方再検討を禽む地

の安全対策︑周辺道路の整備︑港 ついては︸無おくれで

体制の確立と︑発源立地捉進対策
ラン資源自責開発に伴う政肘助成
元対策の充実︑舎意とりつけへ最

湾施設の建設など環境整備を盒め り

ー研究開発欝金を創けよ⁝1など四点を提冨している︒
国の長期エネルギー戦賂とも禽致

柊拠り所となる調整ルールの確立

報告は ま ず ︑ 一 九 八 O 年 代 の わ
の強化⑧軽水炉開発路線の確立お

などで検討を急ぐ必要がある︑と

ンマ廃歌物に比べて取り扱いはよ

入る予定︒

するなどと強調している︒
よび︑高速増殖炉や核融△口など磋

り厳しく︑大部分の工程が﹁気

立地対策の強化︑エネルギー開発

しとなった︒

一一番乗

で︑報告は︑一九八O鋸代エネル 究薄雪への愚い切った財政支出と

これらの棊本認識と分析等を受

を図っていくことを求めている︒

宮民協力のもとに強力な施策展開

が国エネルギー戦書の柱は石弓供

襲来並み研究体制の確蹴④安全行

け報告は原子力発電娘斜開発への

とを強調している︒

二雫：＝＝＝＝一一＝闇二一需＝噌＝憎＝一＝＝四一齢；﹁一

利用の促進︑省エネルギー達成お
ギー戦賂上の璽要課題として原子
政への信頼の確保⑤定会期間の短

努力︑躍外資源開発休制の確立︑

こうした情勢判断を踏まえた上

よび新エネルギーの研究開発に集
力叢叢の推進︑液化ガスの噸入二

々にさらに一魍の努刀が必要なこ

糖および改良標準化の推進ーー等

̲をかかげ︑それぞれ問題点を
洗い出し︑共通課題を絞って︑対

している︒

約され︑中でもエネルギー供給の
進および海外一般炭の開発利用の

然としながら︑しかし石醸中心の

に原子力発電に関しては﹁非石傭

策を襖呈している︒この中でとく

大洗地区のアルファ廃要物の空

みのエアフィルタなど︑﹁高レベ

布︑プラスチックシート︑使罵ず

一︑二の両日︑藁京・神田の日本

年十四年ぶりで

教膏会館で開かれた︒属会議は昨

現させた原水協︵共産党系︶︑原
水禁︵筏会党系︶トップ悪意によ
る﹁統一実行委員会篇が今璽七月

に解散したため︑地婦連︑生協

国際原子力機関︵IAHA︶は

職員を募集

一AEAが

四一五票だった︒

は黒瀬一一〇二〇四票︑藤野氏八

率は九一・七九％で︑確定得票数

連︑日豫協︑闘本堤豊隆︑NGO
冒本宗教蓄会議の五団体が中心と

にとらわれず広い参加を呼びかけ

なり新たに従来の原水禁運動組織

て開かれたもの︒

会議には原水禁︑原水協︑核禁
会議を梅成する主要事体の同盟な

であいさつにたった﹁78核兵器兜 狡術業務局原子力安全・環境保全

どからも関係看が参加︑このなか

・企画整蔑で︒

部職輿一名を幕集申︒詳細は原産

（発電所開係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核燃料装荷・交換作業、
個人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水講の情掃、廃棄物の運搬、変電所・空調設備運
転保守、施設内の補助工事並びに営繕業務、管理区域内除染および清掃、普通区域監置
（研究施設望薄）R玉放射線取扱気嚢室設認コンサルタント、施設の改遺・解体、廃楽施設整備、
機器の除染、各種廃棄物の処理、ブイルターの交換、空間線嵐率・表面汚染率分布測定、空調設
備運転保守、管理区域内除染および麿掃、普通区域清掃、浄水管理

織

（研究施設関係） 日本原r力研究所・東海・大洗・高崎各研究所、理化学研究所・大祁研究所、
電力中央研究所、目本アイソトープ協会、東大工学部・原子力研究施設、東北大学・金属材料研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究所、無気通信研究所

璽曝

肚翻燗係の他｛ 譲羅．魁町ぜ篇｝各諜所にてビル鯉鵜を鱗

静岡県小笠郡浜岡町佐倉

電話（572）5734・（573）2664

に最大限の努力を傾注すべきは当

エネルギー柵造はそれ自体大きな

近くホット試験へ

な発生源は大洗研究所の燃料研究
棟︑高速増殖炉﹃鴬陽﹄︑その関

満の低レベルのものが約七十三立

連施設など︒その総蟹は一6ほ未

方麿／年︑一︑︑獅ほ以上の高レベル

羊歯物が約二十二立方規程痩とい

ーの購入者から蛋産省への発想の

われる︒﹁低レベル廃棄物﹂は紙︑

転換をめざさねばならない︒それ

原水禁夏の
大会幕開く
今憂の原水爆禁止遡動の幕開け
となる﹁㎎該兵器完金禁止︑被爆

＼筏雪

蟻謡演
湊義

全禁止・被爆者援護世界大会偏実

7

本社（原子力部）

大半を占める石癌の安定供給確保

脆弱性を内蔵しているほか︑増産
エネルギーの主流﹂と位置づけ︑

物処理施設偏を完成︑ベータ︑ガ

限界とこれに伴う購給の逼迫︑不

ンマ廃棄物によるホット模擬試験

しかしその開発握進には国際的対

日本原子力研究所・大洗研究所

を終え︑近く実際にアルファ廃棄

アルファ廃棄物処理施設
はこのほど高速実験炉﹃常陽﹄な

物を使ったホット試験に入る見通

応︑技術の改善︑国民的愈意の形

どから排出されるアルファ廃棄物

安楚な国際政治動向などもあると

次エネルギー供給の三割近くを できる状況ではない篇と揺摘︒こ

を対象とした﹁アルファ固体廃棄

指摘︒このため︑石油依存度低減

スキームづくりへの積極参画②ウ

のため①世界の核エネルギー利用

成など蜷間が山積︑﹁決して楽観

占め宙主開発の機会も大きい非石

は不可欠とし︑これとともに現在

梱エネルギーのシェア拡大がわが

＝≡＝≡⁝≡；⁝⁝≡柵＝二¶＝：ヨ≡≡＝：＝＝⁝＝≡曽＝＝一＝：＝＝＝需＝≡＝＝三＝＝≡≡冊＝需冊三＝二一≡≡閣二⁝＝三＝≡≡需コ≡＝＝⁝⁝三謄二闇≡＝：曽二＝＝三≡

制を確立すべきである︒そのため

ル廃藁物﹂は﹃常陽﹄燃料被耀管

ベル廃棄物処理装鷹﹂は﹁アルフ

力は薫五十立方層︒〜方︑門高レ

ゑ
鰍勢懸鞍

蓄援護世罫穴鼓・国際会議偏が

鍵
議の下に設け︑研究・開発の調整

﹁焼却装置﹂︑﹁一時格納庵扁で

・推進の一元化を図るべきであ

行委員会代表委員の大友よふ地婦

2

文春別館内

東京都中央区銀座5−5

業
産

力

原
＝

賃源園に対する経済協力の強化と

を達成する手段の一つとしての技

経済同友会の四つの提言

あわせ︑海外蜜源開発プロジェク

セル内の汚染物などが主︒﹁アル

に大きな問題がある︒現在︑政府

第二土嚢画の柱の一つとして昭租

洗地区放射性警鐘物処理施設整備

術の野畑性は禺弔うまでもないが︑

機関を中心に個別的に行われてい

トに対する外貨貸し制農を拡充す

海外口繕損炎準備金の一層の発実

五十蕉発問以来約三か年をかけて

癌エネルギーの中心として位置づ

など租税特罰借置により日日投資

完成したもの︒総工費は約十九億

一九八○年伐においてはエネル

大限の努力を傾注するとともに︑

る各顧技術の研究開発を強化する

円︒

ファ固体廃棄物処理施設﹂はこう

政府も安全行政に全力を尽し︑国

を思い切って刺激する方策が講じ

ため︑これらを簗約するととも

このうち﹁低レベル廃棄物処理

したアルファ廃棄物を対象に︑大

ないことは諾うまでもないが︑難

られるべきである︒

に︑民闇の研究開発に対しても公

装麗は︑一立方綴／臼の処理が可

その開発に伴うリスクが民間の負

燃に葬石独エネルギーの利用拡大

民的合慧を得るための体制を確立

王︑立地闇題を解決しない限り

的負担を一磨拡大し︑その黒目を

能な﹁アルファ難処琿装置﹂と

担し得る範圏を超えているところ

は①脱石鎌により石趨中心のエネ

すべきである︒そこで︑近く発足

エネルギー政策は完結し得ない︒

般財源および財政投融資をもって

鼓舞する必駿がある︒そこで︑一

に思い切って擾入するとともに︑

ルギー構造が内灘する脆弱性を軽

する原子力安全委員会を安金行政

立地に関する許認司式をもつ行政

るなど初鰹外貨を資源開発のため

減するものであり︑②購入番から

の要とするのみならす︑営業運転

嶺局はその黄口を墜覚し勇気ある

棊金規模一兆円︑運用規模一千億

の処理が珂能︒﹁格納鷹の一計能

構成︒﹁燐却装置﹂は＋詩膠／蒔

としては安定逓転の実現に向け最

生産蓄への転換をめざす長期戦略

的な役割を果たさせ︑もってパブ

中の施設に対する安全確認に積極

円程度のエネルギー開発研究基金

けるべきである︒そのため︑民閣

の一環として位置づけ︑さらには

判断を示すことにより行政処曖を

を野台エネルギー薄簗推進閣僚会

定供給確保がまずなされねばなら

③地域別貿易不均衡の欝気にも役

リック・アクセプタンスを得るた

迅速化すべきである︒また︑政府

的調整ルールの確立を慧ぐ糧嚢が

対に対する公益確保のための最終

郵3
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1

禰ナt鈍匙享父窒琶市日召和固r

電譜（06）（35315

大阪市北区松ケ枝町40クラウトビル

鍵盤

ギー供給の大半を占める鎌継の安

立てるなどの観点から︑これを積

ある︒

め︑総倉的に蒲耀していくべきで

い︒

礫

極的に推進していかねばならな

は立地についての少数穫の挽苅反
二︑わが国が大消費国としての

このような罪石油エネルギー利

バーゲニング・パワーを発揮し得

罵拡大の重要性︑緊慧性に鑑み︑

五鋳／潟︒墓た︑高レベル貸蔵施

ァ封入装置偏が継体︒処理能力は
る︒

四︑畏期的にわが園はエネルギ

ある︒

識し︑今こそ海外資源開発推進体

た時代はすでに終わったことを認

一︑原子力発電をわが国の弗石

福鶴瀬双葉郡大能溺電語（024032）2
7 9 3
茨城真艮那珂郡東海村村松電話（02928）（211662・1663

茨城県東茨城郡大洗町戒珊

書鱒藻．

一二

福島営粟所
東海営繋争
大洗鴬藁薦
敦賀営三所
大阪出張所
島根出張所
四国出張所
九辮出張所
浜岡出張所

ビル代行

株式白濁

勤

とくに次の四点を撮難したい︒

幕開けた原水禁大会・国際会議

〔原子力関連主要得意先〕
（発爾所三二）日本原子力発電（株）・敦賀および東海発電所、東京電力（株〉。三軸原子力発電所、
中国電力（株〉・島根原子力発電所、九州電力（株）・玄海原子力発電所、三菱商事（株）、 （関電興
業（株）、関西電力（株）・美浜発竜所）、日立プラント（株）、東京芝イ甫屯気（株）・原子力本部、三菱、
原子力工業（株）GE・敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所、日本シールオール（株）、二和テノキ（株）

響

条件の詰め急ぐ
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ノ
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〔原子力関連鴬業種冒〕

O

聞
新

産

力

原

物的防護も義務づけ
なる場食においても適用され︑も
し適用されなくなった場合におい
ても輸入国の核物質に対し︑ひき

藻州では昨年五月フレーザ！星

後︑ピーコック醸州外相は協定の

ドとなったわけ︒今回の協定調印

有国の望潮︑保有国は藤州ウラン

が箪騨目的あるいは核爆発に転用
されないよう保証④国際原子力機

〜︑難題から輸入した核物質を

の主な内餐は次の運り︒

軍用兵器や核爆発期に使用しない

ウム管麗の取りきめをアルメロ
工場が稼働する一九八︸薙まで
に縮ぶよう要求していたが︑政
府の説簿でようやく態獲を和ら

らプルトニウムが抽出されるこ

ダの供与物質︵濃縮ウラン︶か

る﹂ことを条件としており︑こ

箇理の見通しに政府が満湿す

ン引渡しまでに︑プルトニウム

﹁ブラシルへの巖初の艦縮ウラ

げたもの︒議会の猛撃決議は

とに批判的で︑一晴はウレンコ

れなら完全承認と同じことと政

オランダ政腐は︑オランタが

府はみているようだ︒

ラジルはほかの国から入手する

に参加悪闘を蓑明したからで︑

得したが︑これは米國の立場に

向かうだけだといって懸隔を説

件であるが︑国際核燃科サイクル

まで題意は留口する︒

u探鉱補助
金振分ける
EC婁風会

写︶の提案に基づいて一九七八年

・ブルソナー委員︵エネルギー浄

共同体︶委賢会はこのほど︑キド

門パり松本駐在展︼EC︵欧州

評価︵INFCE︶の結論が出る
一︑該物質の盗難や不法な便罵

国は保認する︒

を防ぐため十分な物的防護を輸入

一︑協定の効果的実施を確実に

さらにピーコック外根は︑協定

するため仲裁工員会を躍く︒

には藤州が供給を中止できる条項

国

60，000

62％

42，000

内独BP

1，3α1，747

62％

802，67g

西

独

ウラ不ルツベルクバウ

1，502，861

62％

985，721

西

独

ウランゲゼルンヤフト

941，622

63％

592，852

ラマンビル原子力発電駈︵百三十

ランス罐力公社︶はこのほど︑フ

から施行となった自然保護法に塁

なっていた︒再申講は︑

ならない︒審壷員は解答を検討し

見に全裸的に欝面で答えなければ

係璽繕として環境影響調査報告欝

設許可の再申講の公開調査では関

る︒フラマンビル原子力発電所建
始まるQEDFはこれら籔闇や意

七⁝七九庫に十三件に擁して五玉

画の内訳は表の通り︒

万UCEが支出される︒第三回計

カほ︑軟骨類と熊類では二千ない

し三千ピコほの放射性が認められ

び幽︑カリウム40︑ルテニウムお

る︒このなかにはセシウム餅およ

アーグ再処理工場の影響かどうか

よびラジウムの痕跡がある︒︵ラ

ラマンビル村役場の五か所︒ED が金面運転開始の場禽の排出懸は

と認めた場愈には蟹成心翼を付け

る︒いわゆるセンシティブな施

Fは攣期の再串講によって建設期 駕闇液体廃棄物トリチウム七千四

フランスの公開調査手続きは審

設については︑経済的必要性の

て︑公開調査手続きが順調に進む

間は数か月遷れるだけですむとし

一︑フラマンビル原子力発電所
らしい︒しかしスペインの驚き

証明と共同管理にまとがしぼら

ェルブール郡庁︑ピユーおよびフ

DFマンシュ聚施設局黒田所︑シ は明らかにされていない︶︒

ようという袴えだ︒オランタは

ぶりからみて︑爾処理︑濃縮制

れてきているσ核拡散抵抗轍の

覆︵訂容鰻大限八千撞および百六

百挫︑その他放射性廃棄物七＋二

国内の濃縮懲要が少なく︑いわ

い︒もしそうなら国際核燃料サ

取りであり︑米圏がユーラトム

いる︒再処理の奮定ではなくあ

的な会い方ではなくなってきて

が︑﹁再処運﹂を蕾定する撲他

イクル評価︵INFCE︶のあ
完る技術の使昭もいわれている

二百ほの兇込み︒
魚凝科学技術脇会︵ISTPM︶

開発研究崩︵CNEXO︶︑海五
洋八︵同二十窪︶︑トリチウム千

が︑経済的必要牲で線を引くこ

圃まってきたとみていいようだ

よび逓転中の陸地および海洋膿境

ラマンヒル猿子力発電駈建設中お

に認めさせたいと望んでいる︒

するという手順を欠かせない︒

理の

爽の〃必要性を明らかに

ズを＋分に忌めた上で︑共同管

り︑温排水地域︵約百五十珍︶で

ル︵エビザリガニ︶がわずか減

一︑断誌前闘の海洋ではオマー

べた︒

とし必要な交渉を進めていると述

西独︑フランスから受入れること

その悶に必要な磁力はベルギー︑

ついては数網間検討する方鎖で︑

ー相はこの決定について原子力に

たQジョジ・バルテル・エネルギ

型炉﹀の建設をしないことを決め

ェン原発︵首三十万KW︑加圧水

ルグ政庸はこのほど︑レーメルシ

︻パリ松本駐在鼠︼ルクセンブ

ルクセンブルグ

原発計画ご破算

レーメルシェン

鳳十二万覆︶︑ヨード

には譲歩したが︵繭圓本欄︶︑

スペインの懸念は︑エネルギ

とには︑江上鵬の強い反発があ

臼本も身につまされるような認

はプランクトンが約一〇％消滅

論で要鷺次の通り︒

だが︑薗立度の続い国ほど抵抗

オランダのケースで︑ブラジ

におけ

擁噸生物への薗擾の影響はきわめ

ポイント・ゼロ

てわずか︒

一︑

るフラマンビル前面海洋の放射能
は平均よりも高い︵一拷に付き三
把四十ピコ臆︶︒海藻中には新鮮

六千鷺︵岡

の双務協定案を﹁再処理への遵

トラリアでは︑労働党が政府

個別黙破で実績づくりをねらっ

十㍑︶︑気体廃棄物稀ガス十五万

を開いている﹂と葬難し︑労働

ー政策を米国大統領に左翼され

るはず︒また共同管理︵多国民

︵調査作成覆二千五酉万湯︶︒フ

などに委託調査して作成したもの

環魔影響調査報告叢は国立海洋

党政権になれば協定への嚢任を

ていることになる︒

ることだといわれる︒スペイン

出隅︶も︑工A鴛Aセーフガー

への影響はわずかですむという粘
業のある程度の自立騰を︑※国

もうひとつ︑スペインが米国

力が強く︑一方米国の側は︑発

できない現実だ︒

から双務協定案をうけ︑ショッ

プルトニウム箇聡しにしぼられ

し︑魚煩も多少減る︒築堤による
クを受けているという報道があ

るQ協定案の内容はよくわから 所を抑えこむ作戦をとっている

ているのは︑その憩味で汗霞さ

︵K・K︶

ないが︑スペインもNPT未加一その成謬は鵬だが一のが︑こ

第に輪かくがはっきりしつつあ

米国の対INFCE政策も次

れよう︒

の金領域絵事﹂を嚢押している

の参加︑もしくはセーフガーズ

盟圏なので︑来国は門NPTへれまでの経過といえよう︒

ルとの台悪が﹁IAEAによる
展途上圏をはじめ自立度の低い

﹁供給国パワー﹂の存在は盃定

くまで﹁延期﹂だという線に︑

負わないと趨明しているが︑

ことを期待している︒

隈が含まれている可能性も大き

て政府︵興畑薯︶に報告する︒満

公開場朔はマンシュ鍛興庁︑E

万KW︑測聯奏型炉四塾︶の建設 づき環境彫響調査が必要となった

足できない場倉にはさらにEDFなもの︸詩興に三千ないし一万ピ

まれている︒第二回は七七年で七

独
建設関係資別を公開し台帳に関係

ルド鉱山︵グリーンランド︶が含

西
に愈兇を求めることになってい

えられた︒そのなかにはすでに埋

国

ば純供給国なので︑ウラン資源

法難を決めて緊庁︑閣係市町村で

措國︒

も公開されることになるわけだ︒

鋸十二月三十日に下りたが︑今年

英
蕎が質問や魎冤を書き込むことで

E︵約日華五千万円︶の補助金が与

七六年に淡まり︑七件に百万UC 蔽騒が確認されているクバネフェ

の期闇におよぶ︒第一圓の計画は

七十条に墓ついて一九八○年まで

た︒財政援助はユーラトム条約第

議委員会の勧簿に基づいて行われ

を聴取し︑ユーラトム供給機関協

の審査は各国地質学難中家の悪見

た十八件中九件に与えられる︒こ

七日公表された入札書留後聞付け

金五函万UCH︵約十二憾円︶の

が禽まれていること︑核兵器に転

中の城内ウラン探鉱計画への補助

ック・セーフガーズ︶を受け入れ

よう蔭接保隣措羅︵フォール・バ

い場合︑協定違反の場合の核物質

内訳けを淡めた︒補助金は二月十
用︑IAEAの保障措羅に応じな

一︑薇州の目前同風なしには核

る︒

返還要求とトラブルが生じた場含

持っていることなどを強調︑核拡

物質の再移転やいかなる方法での

一︑籔州供給の核物質に対し隅
散防止政策違反蕎に対する頭州の

の仲裁手続に関し堅塁側が権利を

濃縮や萬処理をする場合にも購前
制裁を明らかにした︒

処理もゆるされない︒

岡愈が必饗︒箏前闇汁は嶽州を十
分満建させるものであることが条

フラマンビル原発

環境影響はわずか

建設許可を再申請
仏躍力公社

762，892

て審資疑が十分に満還できる内容

月一田

︻パリ松本駐在餓︼露DF︵フ 停止の仮処分を決め工購が中断と

70％

はこれまでに達成した原子力薩

亙NFCE輪郭明確にーー誕

ム箇理の検討に︑ウレンコ諸国

まずオランダ政府が濃縮ウラン

近い︒濃縮ウランの供給と引換

︵英︑西独︑オランダ︶ととも か︑反ってプルトニウム利用へ

の輸出承認に傾いた︒しかし議

えにセーフガーズのたがをはめ

第31rIlウラン探鉱計画財政援助（1978〜80年，1酌UCE）

国とも立場が似ている︒オース

︑IA￡Aの保障描躍はいか四月二十八日カーン行政裁判所が

入れる︒

一︑IAEAの保障措瀦を受け
許潮を翼申賦した︒建設許旬は昨

関︵IA氾A︶の保陣描躍適用一 ことを約束する︒
1を骨子とした新しい保瞳措躍政
策を発表︑核防強化を提嘱した米

つづき係障薄型適用が確保される

事前同 意 は 亙 N F C E 待 ち
藪州政府とフィンランド政府は七月二十臼︑ヘルシンキで一一国間曲民力保障搭蟹協定を結んだ︒フ
レーザー首相が昨年五月発表したウラン輸出に関する﹁保障措瞬政策﹂以来︑両州政府が他国と結ぶ

初めての保陣描圏協定であるQ醸州の﹁照降描躍政策﹂自体︑米国の﹁一九七八年核拡散防正法﹂の

ことから︑米国の保陳描躍に類似したものになっているものの︑今後︑醸州と各国の間で繕ばれる保

第三蘭︵輸出のための機構および基準︶︑第四蔵︵さらに溝んだ輸繊規制の交渉︶に似たものである

になるものでもあり注同されている︒
出した全てのウランが平和凹凹以

ヒナ型

外や核爆発綿として使用されない

障描麗協定のいわば

瓢圏悶原子力保障描躍協定に

い保陣描鷹が適用されることにな

ウランを輸入する国は︑より厳し

これにより今後新しく山州から

は︑藤州側からアンソニー副首相

というもの︒

よう︑厳しい保三脚躍を適用する

げた︒

側からポール・タベラ藏相が代表

兼国国・資源量が︑フィンランド

として出席し︑調印した︒保陣搭

兵器曲事国の煽合︑核拡散防止条

野が①輔出先は慎題に選択②罪核

ったが︑その第一弩がフィンラン

騨搭躍政策が金面的にとり入れら

醗協定は昨蕉発表された頭州の保

ウ海

紗
削

れており︑その霞的は簸州から輸 約︵NPT︶加盟国に隈定⑧核保翼体的内容を明らかにしたが︑そ

〆

政策にいち恥く螢同ずる政策を掲

糧︑夢
核不拡散論議は各国それぞれ
のニュアンスで展開されている
が︑そのいくつかを拾ってみよ

ラジル向け濃縮ウランの輸出を

ひとつは︑オランダ議会がブ

う︒

仰

j拡難各国の状況に応じ展開﹂

が歩み寄り︑国際原子力機関

状況が変わったのはブラジル

逑･SWU︶の今 秋 着 工 が
からの脱退も取沙汰された︒

オランダの態腰決定が遅れた

確実になった︒

？︶未加盟のブラジルが︑西独

の は ︑ 核 拡 散 防 止 条 約 ︵ N P ︵王AEA︶によるプルトニウ
濃縮ウラン供給を止めても︑ブ
との協定で濃縮︑再処麗技術の

提供を約束されたことが 発 端
だ︒ブラジルの計画では⁝九八
六年ころまでには再処理が行わ

金の態度は依然圃く︑プルトこ

GLOVESの損

2．GLOVESの幽幽部分の保護のためにGLOVESの上に、更に薄コム手袋を重ねて使用し窮すと、
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助
援
政
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1．GLOVESに万一機械的損傷などによる破損がみられたとき、素手のままでは汚染事故の危険を生じます。従って、予
め借頼のおける薄コム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することが推奨されています。

傷を防ぐことかできて長二間の御使用に耐え劃す。

聞

業
産

力

原

員二万八千三十四人の平均健胃尊

DOEの放
射線研究

従業員もしくはDO￡の婁誌先従
業員の全員を医学的に追跡調蕊

⑤原子力施設の近房に曙住する
人々の死亡傾商調査

この調蛮は一九七八会計年度予
算の中で開始されている︒

む醸爆発実験の参加者におよぶ放

②影響を被っているかもしれな

射線被曝の影響調査

い人々や一般の公衆に講じられて

いる措置および調査の実施につい

て︑別の論争に出ることを望んで

かを決定しょうとする試みによっ

およびその他指摘された入々を含

いう点に集中している︒放射線管

類の研究を誰が実施すべきか︑と

ける多くの議論は︑どのような種

躍に関する勧告

として産業界の放射線樋門家が認

﹁マンクーソー報告憲扁﹁プロス

会扁︵N獄DC︶の請願を検討になるだろうし︑NRCが許可し知している囲新しい証拠としては

のみである︒

務めるエネルギー環境小委員会で

党︒アリゾナ州選出︶が委員長を

機能を果たしだ︒F魏Cは放射線

会﹂︵FRC︶は多くの放射線調整

九葎に設立した﹁連邦放鮒線審議

アイゼンハワー大統領が一九五

これら三つの報告露は許容値未

バート鱒士は︑他の研究でも放射

放射線の影響を耳糞中︒他方︑上院

はウラン櫃錬後の廃鉱がおよぼす

ける主務機関設麗構想の採用を支

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

②DOE従業員の死亡調査を拡 ⑥オークリッジおよびハンフォ

めての死亡調査

エネルギー省︵DOE︶は大規張して︑すへてのDOE施設を含ードの作業員調査の拡大
っており︑その前任諸機関はこれ

模な放射線健康影響研究引画を持

いるものとみられている︒現在︑

④放射線被曝を減らすための措

するための計画

③放射線被笠によって悪影響を

なお︑大統領は五月に︑次の諸

う治療と給付が受けられるように

被った叢々に対して︑資洛に見謡

て知らせるための広報計画

る︑六か駈の海軍造船工廠と一か

う健康教育福祉省に抵示した◎

点を含む計画の立案を調整するよ

③海軍の原子力謝画に関与す

までに放題線の影響に関達して世
所の民闇作業場における作業員の

であり︑許容循の

墨は○︒七六．

アーを提供している︒DOEが現死亡調董

界中で公表された文献の〜大シェ

①原子力施設や原子力プロジェ

二〇％未満︒また︑モニターされ

④核爆発翼験計画期胆嚢に被曝

た五万五千人以上の原子炉の作業
在参加している調糞は次の逓り︒

した一部憲人に関するDOE・国クトで働く軍関係者と愚問作業員

満の放射華墨においてもガンの発⁝の検討を経ずに公表されたといわ

議会でも放射線の影響墨銀が濡発

亡した三十五名は低レベル放射線

ている白面病による死亡は一般と

線被曝と関連性が強いと指摘され

邦諸機関はその監雪下に免許取得

基準を設定し︑NRCのような連

の退際との間に相関が認められ

側では政府問題委員会が放曲線防

る︑と績論︒このことは︑ガンで

比較してハンフォードの作業員の

毒を調整する主務宮庁が必要かど

これに移管︒しかしEPAは必要

にEPAが覇設されたのに伴い︑

設置しようとする方策は︑放射線

を楽観的なものにするための巖も

分野における連邦機関濤動の調整

ｦない︒﹃毒性物質規制法﹄の

効果的ないしは効率的な方法とは

ン・レムに憩えることになる﹂と見

施行経験からも︑放射線分野にお
よって披曝するものである︒従っ

T一﹂朔⁝

且鍵

㈱岡部製作所無爵驚醗榴ず謂

低レベル放鮒線の被曝許容羅についての閲心が高まっている︒今年になって米国では被曝許

容墾などに関しマスコミや議会が問題提起︑原子円規舗委員会︵NRC︶が原畢力関電作業員
の放射線被曝基準値の変更を検討するのでは一1とした懸念も米国原子力産業界の間に広まっ
員のうち︑黛閣五．・の放射線を被
①一年間の従事によって︑五レム

れ︑その発表方法の故に手厳しい

以上の放射線を彼曝したDOEの防貨蘭調査

生が増えるとの証拠を提示してい

で︑M・ユダール下院議員︵民憲 仔しないのだろうか︒

ぎなかった︒

曝したのは推定で三首八十人にす

た計画が守られない鼠舞には発電
報告謹﹂および﹁ポースマス・ボ

批判を浴びた︒

BEIR委員会が覇考するもの

所の逸転は認められないであろ

る︒しかし︑これらは︑採嗣され

下院小委で
注目集める

死亡した六％ないし七％の人は放

間では著しく少ない︑ことが明ら

ラト州選出︶を委員長とする原子

︸般的な共通認識がある︒

分な役務をも粟たしていないとの

ビコフ︵民憲党・コネチカット州

ウオルスキーA五F理箏長はリ
持つかについての明確な情報はな

オ州︶両上院議員に宛てた謁簡の

選出︶・グレン︵民主党・オハイ

中で次のように述べている︒つま

いように思われる︒窟学界や一般

遮邦議会における放射線問題に関

NRC無謀によると︑産業界はり﹁放射線を監護する主務機蘭を

望んでいる﹂と述べているQ

公衆から容認されるような成果を

線が保健科学上どのような悪味を

会のホワイトサイド顯問は﹁放射

認法案に五十万賭を遥加︒小委員

の計画立案費としてNRC予算承な資金を拠出せず︑この分野で十

力規制小委員会は︑伝染病理研究

務とした︒この責任は一九七〇無

薔が許容領を遵守させることを費

かにされていると断じている︒

i研究の欠陥は放射線被曝蓄とそ
の他の人との閥の死霞を比較して
いない点にある︒ガンによる死亡
が明らかに多いのは作業員が高無
齢であることによって説明がっく

ついては欠陥がある︑としてい

し︑ガン以外を死囲とする死亡に

る︒

放射線影響

ハート上院議員︵罠主党・コロ

射線被膿によるものであることを

について実施した同様な調査によ・

調査活発
米 会
議

の兇解を述べる機会が与えられて

する議論の中で︑これまで産業側
々の死因にガンもしくはその他に晶

いないという︒連邦議会︑大踊領

連邦議会筋によると︑一般に原
よる優勢な死亡率を示す証拠は見㎝子力反対著と邑されているりヤン

府︑規制諸機関および産業界にお

一︑感謝マン︒レム題が腫大

また︑放射線影響に関する議会

持することはできない﹂1と︒
また︑被鰻二百を○・五．た低

讃っている︒

一作業の遂行上に被曝する累繍人

て︑交薔数が騒えるにつれて︑同
におよぶ潜在的な健康リスクを実

し︑このことにより︑作業農人欝

・

当たらない︑と結論︒また︑ギル

議員は放射線基準がどうあるべき

繍藷獄鑛九れい面懸

る・︑ハンフォードの作病香

ギルバート憾土は︑マンクーソ

うかをめぐって調査中である︒

一方︑バッテル研究所のギルバ

てマンクーソi博士が作成した報 いるQ

愈応
卸え
している︑と同博士は述べて
AECとE魏DAの委託に

マンクーソー報告

癖監置畷黎齢蜷

中︒この点についてヘントリー委

ストングローブ報告書﹂を数える

らを許認司の中にとり入れること

員長は﹁菰範囲な検討を終了し
う︒アレキサンダー部長は﹁免許

ることを求める﹁天然資源傑護協

て︑スタッフは現在︑当委員会あ

取男運 の A ﹂ A R A 計 画 に 対 す る

F

理を面当する趣邦の主務機閣は毛

ての勧告書を作成中﹂と述べてい
勧鮨は議会もしくは報湛界からの

−

圧力なしに独自に行われよう﹂と
述べた︒

控え目の

現行基準
A

は﹁被曝許容蟹を修正する必要は

マンクーソー博土はワシントン

RP︶と﹁アメリカ放射線附帯審

一／10引き下げ

要作業員数は九酉三十六人から四

めることにより︑BWRの無間所の活発な動きに対し︑パシフィッ

千六百八人に︑PWRの場合には罠は︑低レベル放射線影響研究に

﹁膨大な入口を対象とし毘較しな

ついてコストと時間の聞題から

コストをかけるなら︑むしろ殺虫

約十年と概簑︒これだけの時間と

ことにより︑BWR︑PWR剤
とやも
石綿などのより有憲なものに

会には六再七十万謎に達する︒ま

ある︑と述べているQ

対し︑調査の努力を向けるべきで

なる︒加圧水型炉の場合には︑個

に減らすことによって︑作業員一

べている︒

に七＋万機の支出繕となる︑と述

◎三三ロク及び資糾連絡頂き次第お送り致します。

ている︒今回はこうした米議会・産業界の動きをニュークリア・インダストリ⁝誌から拾い︑
概要を紹介する︒

放射線影響
を検討中
8ε一R委風会
米国の電離放射線生物学的影響

︵BEIR︶委員会は現在︑放る
射︒

リスクは安全
産業に匹敵
NRCスタッフ
NRCのアレクサンダー職業健

康墓華部畏はインタビューに応え

検討を進 め て い る ︒ B E I R委員

線による生物学的影響についての

会は全米科学アカデミーが設けた
もので︑科学︑医学の著名な懸命
らヤ五猛で榴成されており一九七
二年最初の報告書を発表︒今圃︑

の一部は被曝する必要のないもの
であり︑法外なコストをかけずと
も減らしうる︑との認識に到達し

中で︑ウェルスキーA王F理事長 を務める下院健康環境小委員会ぐ

リーNRC委員長に送った諮簡の主党・フロリ4州選出︶が委員長 −ト博士がハンフォードの作董

米NR全
C米科学芳ミ切の結論待ち

基準値切下げは微妙

AIFの報告書に添えてヘンド告講は︑ロジャーズ下院議員︵民
環境保謳庁︵EPA︶の求めに応
て︑﹁NRCのスタッフは被曝麟
る︒改訂版の公表は今秋になる予

じ報告憲の改訂作業に入ってい

定︒

ッフが被爆許容蚤を低くすべき︑

ている﹂と語った︒しかし︑スタ

もしBE王R委員会が七二矩に
考えた以上に低レベル被曝騒が多

アレキサンダー部畏によると︑

いものと決定すれば︑EPAとしと勧告しているわけではない︒
ては塁準櫨を引き下げるよう大統
﹁原子力関連作業員のリスクは米

Cは大統領の勧告がどのようなも 国内の安全産業に匹敵する﹂とい

領に勧告する司能性が強い︒N R

ない︒競行の基壁は内外の公認機

二三ンフォードの原子力施設で働

その概要が公表︑衛名になったも

う︒また︑個人の被曝線騒を切り

関が設定したものであり︑控え曝

のであるにせよ︑これを遊守する

のはほぼ確実︒現時点で︑BE工 下げれば︑作業員数を贈やすこと

なものとなっている﹂と述べてい

る方針は簗団放射線蟹を減らすこ

議△霞︵NC飛P︶の勧告に墓つ

は運転不能に

二十人の死困を研究し︑ガンで死

いたことのある元作業員三千五蕩

のである︒

Rグループがどのような勧告を発 が必要となり︑さらに︑簗団全体

る︒

の累積放射線墨を繕やす結累にな

表するかは定かではない︒

米電力 研 究 所 ︵ E P R I ︶健康
るだろう︑と結論︒米原子力産業

影響謝画部擾のサガン民はBEI会議﹂︵AIF︶の簸近の調査に これまで︑放射線被曝許容選は
る︒すなわち﹁リスクに何らかの変

とをめざしたものになろう︒集國

いて設定されてきた︒一九五七黛

Rの勧告を次のように観曝してい 触れて同部長は﹁NRCが採雨す ﹁国際放射線防護委員会﹂ ︵ΣC

化を見い出すとは思われない︒も

騒騒を堰やすような規制借用を採

口被曝線鰻は増えることになる﹂

遂行されなくなる︒

に︑作業員が被曝する線鐙の〜部

九十四マン・．

人当たりの琿間違被爆線麺は六蒼

人の被曝許容値をO・五マン・レ∠ た還転停止時間が五十時間算える

は作業の遂得とは鷹接関適しない

から七百七十八マ

ものであり︑作業地域の出入りに

岡報讐書はさらに各班の交磐隠

ク・ガス撃力会社ワシントン支社
とし︑沸騰水型炉の場命は﹁現得

質的に増やすことになる︒

規制下に作業員が被曝する平均総

にICRPとNC蔑Pは︑高年齢

〜・既設発鱈所において︑さら

Aード報告

し変化を兇い出すならば︑次には

蕪RC委員が︑なぜ墓準を変更す 罵することになれば多それは非生

るよう勧告している︒

︑ムとしている他は︑放射線関連作

べきなのかを示すという重荷を背

に数十万人の作業員が必要とさ

これに伴う年間経費繕はBWRでければならずこれにかかる費用は

七百十八入から四千二百七十五入
被曝線墨は離間で九颪二十九．ノ
レももし︑琿閣被曝許容値をO︒ に各々繕やさなければならない︒

被曝線蟹蔓準の引き下げによっ

番については四半期ことに最高一二

は七億一千九百万が︑PWRの場約五千万〜七千五百万が︑時間は

産的である偏と述べた︒スタッフ

五．一に低めるならば︑この丘さら

は設計と運転の手続きを改醤する

れ︑数懸がの経済期となることを

に八十五マン㌧ム轡潴することに

う︑と結論付けている︒今春発表

合の影響を次のようにみている︒

葱味する︒

が生じるかを見るために設躍され

一︑ある樫の必要な保守機能が

たAIFの特糊委員会は︑もし余 一︑逸転停出講数が疑えるG

負い込むことになるだろう﹂一

︵盆理的に達成可能な限り低く︶

原子力施設の運転員が被曝する
実績値は︑この勧衝基準をはるか

りにも大蟷に引き下げられるなら

て原子炉の運転にどのような影響

委員長を務めるラッドフォード博

みられている︒

を強調した勧告を発表するものと

と︒こ れ に 対 し B E l R 委 翼会の
業員の年聞被曝諮容値を五．とす
ことによって︑職場のA﹂ARA

達作業員の被曙基準掴は十分の一

NRCがこうしたスタッフの立に下回る︒饗RCが一九七五琿にば︑運転不能という鶉態になろ

士は下院の小委員会で︑原子力闘

に切り下げられるべきである︑と

された岡委員会の報饅懸では被曖

免許を交付した免許取得菅の報告
場を採用することになれば︑各免

可能な線墨を被癒した原子炉作業

れたNRCの調葦によると︑計測線鍛許容値を十倍に引き下げた場

一方︑翼RCは︑原子力関連作 許取得蕎は独自のALARA計被
画曝線塵に棊ついて︑簸近発表さ

の個人的な兇解を吐露している︒

の作成が義務付けられ︑スタッフ

O・五．λと十分目一に切り下げ はそれらを器憂し洛上げ︑これ

業員の被曖基準値を年閤鷺．ムから

断面図
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原発是非めぐり論議
樽誘節約の必要性で見解一致
田本編綴協食︑※シエラ・クラブなど関連環擁懸体主催による﹁㎎蔭米環境会議扁が七月一

十照

⁝二＋八日の繊麗間︑神楽川県・横浜市の横浜國際会議鵬で開かれた︒このうち焦点の一つとなった
﹁エネルギーと環境問題﹂セッションでは︑今後のエネルギー戦略選択上の原子力発電の位言づけを
めぐって﹁原発はメリットよりデメリットの方が大きい﹂とする米国側と﹁エネルギー政策上原発は

あり方について﹁米国では現在︑

に対処していくためには︑あるて

ー率については﹁将来の人工増舶

ては岡悪しながらも︑轡エネルギ

ほ戸定三

欝

親規会員を募集中

チャーを受け討論を行う予定で︑

臨画の研究会︑見学会も実施す

プラント建設︑放射能システム︑

〆

ノ

〜

社内に同第二技術部を羅き︑従業
興五十五名でスタート︒繕徽は業

圃だ︒

務の繕大に対慮︑拡充していく謝

寄騎社長は瓢会社発走に際し︑

一輔一二η傅一︒禰

現在行われている霊な協力濡髪

協定の生な目的︒

平和利用核実験

を行った

当聴︑参加国の一つであるイン
ドが

ため一部に日射論が出され謬加が

還れていたが︑最近になってIA

新たに参加の動きとなった︒加

蔦Aから強い働きかけもあり︑

負担︒摩込み締切りは十月二十八

十二月十照臼︒受講料は放医研が

人員三十名︒期間牽一月十一瓢日〜

の要領により募簗している︒勢集

とした放鮒線防護課程研膨生を次

線の笈全管理に従出する番を対象

放射線隆学総含研究所は︑放射

放医研

放射線防護課程
で研修生を募集

されることになる見込み︒

きており︑従来通りの路線が継承

岡協定加號溺でも猛発に行われて

うした分野での協力については︑

どが薯えられている︒しかし︑こ

に協力受け入れ体制に入ることな

盟後は︑原研爾嫡研究駈を中心

春麓で﹁NU昼Cは三菱グルー
質︑迅速なサービスへ体制を闘め

プ内の主として技術面の︑より良

たもので︑鴬遷収盈をあげること
が第一義的なものではない﹂など
と語った︒現在︑わが欝の原子カ

プラントの定検は軍均三か月穆

隼近くかかっているものもあり︑

縫Qしかし長いものは半蕉から一

このことが運転実繊低下の一転と
もなっている︒そうした探検の短

・

なものとなろう︒

縮化へ紙会社が果たす役割は大き

一AεAの

地域間協力協
政府︑方針を固める

定に参加へ

ノ︒

繍蹴麟．縣

窒

一㈱＿隅一郷

このほか必要に応じ関趨グループ

保健安金の十グル⁝プに分かれて

ミ

政府は負薪原子力機関が推進し

／沖

﹁今後の耀境開題のなかでも原発

による核拡散問題は巖大の問題に

る︒昨年度と同様︑経済︑翫装制

御︑原子炉安全︑工叢櫻合︑再処

の総鎌瀬麗︒個々メンバーがグル

井?

田本原子力産業禽議は原子動力

題について露窪的な調査︑研究を調董︑研究︑これらの成果を﹁薙

ープを編成︑開発利用に耀う諸問

理︒廃藁物処理︑増殖煙︑燃料︑

類の英知﹂との論点を展黒し論講

年慶岡様︑十のグループ編成で行

研究鼠の照和五＋三庫度漬動を昨

芝

ている﹁原子力科学技術に閲する

力塵業鼠議共催の﹁核轡料サイク

二十六滋から脇田簡︑ロンドンで

囎

旨

なろう漏と原発危険論を展開した
のに対し原躍敦賀発蟷駈の板禽二
郎践らが﹁原発の潜在的危険性の

が白熱︑このあとフ切アーからの

滉実化を防止していくことこそ人

発謡も加って﹁廃車物︑温欝水対

P圏扁冊扁帽甲一●■P躰＝一轄

ど︒神声市貢庫区の三璽鐙工櫨戸

伴う技術離コンサルタントi1な 利用技術協力を促進というのが同

冊一伽一一瞠胃一

四については内外奪門家からレク串込みとも原塵・技術課まで︒

に︑原則として毎月〜回︑特定項七万六千円Q詳細雪篭わせ︑墾二

参加翻は一名一グループにつき

会﹂で発表する︒

行う︒計画によると︑今繊度は九

﹁齢二四鞠

月から来年八月まで一籏間を対象

うことなど決定︑新規会員を繊細

策を皐期に確立する必要がある扁

一扁＝隅一酔一

を対象とした︑技術輩饗成のため

策研究会は原産の会員各社職鎖

﹁環塊の麺からエネルギー闇題の している︒

爾演討を﹂i1などの慧兇が相次
いだ︒
疑

防措躍として必要なのではない

箭田・環境法セッションの訴訟
分科会で焦点となった伊方原発訴
か

は放射線利照が中心で︑食品照

と述べた︒

訟について︑熊本儲爽北海学園大

五騒間の討議を終えた会議は︑

射︑医学利罵︑殺歯処理など︒こ

造船所内に本社︑撒砂製作所内に

教授は﹁伊方潤決が原告適格を認

斜重工原動機甥諸本写照代理が就

うした分野ではわが国も麗欝な経

エネルギー問題について﹁澱源問 隻歓を端麗︑社長には石騰魑之三

任したQ蟹ホ金は千五酉万円で︑

題とエネルギー問題に関し︑グロ
ーバルな湿地から適切な対策を講

窟スタ⁝ト当初から岡協定への参

験をもっているため囎十七鋸の協

戯判富が安全問題にどこまで立ち
入れるかどうかが難点になろう扁

三菱璽工が金額出痔︒さしあたり

めたことは注圏に解する︒今後は

そ鶴憩エネルギー源のあり方につ

ずべき緊急の必要性があることが

さ

加が求められていた︒

と抵摘︑また木製隅彦氏︵弁護

ミ

となる第一技術部︑爾砂支

いて新しい冤地から萬検討する必

ノ

今庫腱に入って︑原峯力発電所

九月に核燃料サ
イクル国際会議

備刊用率が七〇％を突破するのは

部隊

四丁

︑

本社に総務︑雑業の一幕と

嚢

確認された﹂との共岡愚母を採択

ノ

重︶は﹁今後の裁判と環境間題に

〆

要がある扁と指摘した︒これに対

さ

化に踏み切り︑新会祉設立となっ

エンジニアリングサービスの轡業

来の業霧急増にも頬処︑このほど

た要請に感えてきたが︑先行き将

設けた魯門の部局を中心にこうし

はこれ濠でも圃社闘砂製作所内に

町欠となってきている︒憲菱璽工

きめ細かなアフターサービスが不

などメインテナンス金船にわたる

山工船期間の短縮化︑技術の向土

︒改造工購は鋸々贈加︑岡將に海

検とこれに伴う各織の係守・補鰺

康子力発電開発の遜展につれ定

に粟り出した︒

ジニアリングサービスの体制強化

〆

して際象した︒次回は授爵︑サン

険性を生み出す﹂と述べ謂いまこ

ノ

ついては傭報公評法︑行政手続

青

し稲葉氏は︑田本と上国のエネル

ノ1

ディエゴで開かれる予定Q
き

法︑環境アセスメント法が薯前予
〆

ギー論題を岡〜レベルで論ずるこ
とはできないと述べたあと︑﹁資

入が日本のエネルギー壌橘に圧迫

源大圏の来園による大羅の石佃輸

を加えている﹂と撮摘︑神奈川大
教授の川上幸一氏もこの諮え方を
支持した︒川上氏はさらに︑今後
のエネルギー開発のあり方につい
て﹁代替エネルギー供給率が高く
しかも環境インパクトが少ないエ
ネルギーが選考基準となる﹂と述
べたあと・﹁発金ではないがこの
要求に癒えられるのはいまのとこ
ろ原子力しかない偏と懸摘︑また

今後の愈葱形成聞題については
﹁対話の場の設定︑地域苅策の拡

充などがカギになろう﹂と述べ

新会社の童要事業は①原子カプ

たもの︒

サービスエンジニアリング株式金

薫菱藪工業は一臼付て﹁原子カ

また︑このあとのパネル討論

社扁︵NUSEC︶を設立︑ラP
ンW
トの定期検査工具・補修と改

た︒

門エネルギーと環境保金をめぐる

R型原子カプラント定盤に際して 造工象の計画・設計・施工ならび

ミ

の二黒実繍は上露の一途で︵四月

研究︑關発︑訓練のための地域協

※国原子力産業会議と英國原子

二⁝五一一二二一︶まで︒
七月朱現在で運鰍ゆのユニット

から七月までのΨ用品聞稼働率は

力協定漏︵RCA︶へ謬加する慰

田︒諜細は同研究斬︵霞舗〇四七

は＋一窺︑患力ヒ薄書のユニット

五二％︑六〇・七％︑六五・五

OO％には翌らなかったQ

は一棊︑定検などで傾ぬ中のユェ

簡を間め︑早ければ今矩中にも閥
って久方ぶりに国民の僑頼に慮え 議決定︑正武舶際する兜興しとな

％︑七四・九％︶︑この七月に入
七月には運転中ユニットの心際

ットは灘棊である︒

騰間の闇題となった︒

にメインテナンス業携②これらに

細米協力の方陶漏でもシエラ・ク

さ

ラブ会長のW・フユトレル氏らが の技術的コンサルタントなどエン
！

七月の原発稼働爽績

設備利用70％
台へもう一歩
原麿調べ
β本原子力製糖会議が調べた今

が︑設備利用藁は︑PWRでは毎たQ廉た七月十八澱には︑まる四 したもので︑規制︑インド︑イン

稼働率はすべて

奪七月のわが圏原子力発霞所の運
転実績は別表の通り︑Ψ均で騰閣

ったoRCAは昭和四十七黛発ル
効に関する閏際会議﹂が今秋九月
稼働率七四︒九％︑設⁝麟利用罫六

開かれるQ参加串込み締切りは八

00％であった 得る運転成果を収めることができ

蓼
護
ドネシア︑オーストラリアなど十
年間運転檸止している美浜一日に

へ︒

月定期的に行うタ⁝ビンのバルブ

九・八％だった︑時間稼働率︑設

ア︑太平洋地域譲国の原子力艦影

月二十六田︒群細は原産・副画課
下り朗報がもたらされた︒

東京都港区象紙塑1−2一玉3（川岸ビル）TEL（03）573−4235㈹
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栄進化学株式会社

鍵醗酵

備利用霧がそれぞれ毛O％︑六〇 検幾のため︑8WRでは制御棒パ対し漫読から遡転再開の超群が

破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波〉

不可欠の選択の〜っ﹂とする臼本側が翼向うから対立し︑論議が白熱︒しかし︑雀エネルギーの必要

会議は︑ よ り 罠 い 環 境 を 獲 得 し

誠させるためのシナリオ作りに力

むしろ将来のエネルギ⁝消籔を半
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蒸気発ノ｛器対策など で停li中（49717〜｝

硫黄分（10P・P・m以下）

性︑グロ⁝バルな見地からのエネルギー問題の見瞠しの必要性などについて転婆の見解は一致した︒

これを荷隈な惑慶の将来の世代に

いどの経弓隠擾とこれを冴えるエ
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原子力機器の浸透検査には品質の保証された

伝えるためにいま抜ホ的な環叢叢
﹇着を実現することが緊急の課題と が入れられており︑遡本もこう

ルギー消蟹半減論を巖窟︑さらに

ネルギー成長は不司欠扁と︑エネ

﹁こうしたエネルギー成長を賄う

揖摘︒さらに代薔エネルギー源に
ついては﹁字詰は危険だ﹂として
ために原子力は必要な選択だ﹂と

した方向に向かう必要がある﹂と

﹁太陽エネルギーなどのソフト・

立した︒

述べ︑両蕎の見解は翼向うから対
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社長に石崎氏就任

協会が受け入れ団体となり︑楽團
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パスにしていかない限り環境の傑
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聞

ま＝躍

の政策罠標との両懸が総懸で︑産

ーの自然条件による出力変動など
に備えるため︑エネルギーの貯蔵
技術を開発︑需要の平薙化︑エネ
ルギーの舗約を図ることが重要だ
と指摘している︒

科学技術会議部
︵エネルギー研究開発費を加えて

下回っている③原子力︑核融合︑

編成方武がとられるよう︑特に配

点をふまえ︑旧来の方式を脱した

進︑科学技術情報の流通促進を図

理︑推進すべきだとし︑窟民協力

高速溜殖炉⑨多目雑毛温ガス炉⑩

の工学的安全研究⑦新型転換炉⑧

ウムの煽工および叡扱い⑥軽水炉

エネルギー技術②太隔熱および光

自然エネルギーの開発薩①地熱

鉄︶④資源再生利閑技術システム

利用による函接製鉄︵原子力製

原子力開発十一プロジェクトの

基本計画は︑このほかこ＋六課

計画概要は別表のとおり︒

激動する原子力界の最新の情報を収録／

基調テーマ：「原子力開発利用の調和ある発展のために」

②高速増殖炉開発一実用化への展望〔国際パネル討論〕

③軽水炉システムの現状と課題

費の伸び率は︑わずか八・三％

科学技術会議総命部会はこのほ

エネルギー研究開発︑寧宙開発︑

サンシャイン︑ムーンライト等の

の平均伸び率二〇・豊％を大きく

も一〇・九％︶で︑一般会計予篤

と次のような予糞拡大を求める要

海洋開発︑食撮開発︑地震予知・

ライフサイエンス︑航空機︑鵠子

で︑存立
機麗等︑国として推進すべきプロ

資源

学技術は唯一の

の際抜本的に拡大すべきである・

で︑敢臆の科学技術蘭係投資をこ

振翼関係予算について①わが国の

えてきた民悶の科学技術濡動の椎

るとともに︑研究活動の発展を支

さらに科学技術国際交流の推

鰹されたい︒

研究投資の政府負握比率はわずか

持・強化を図る必要がある︒

のもとに計麺的に推進することを

素エネルギー技術③高温還元ガス

うたっている︒

ロジェクト方式が適切になったも

⑤省エネルギー住宅システム⑥廃

している︒

のは切換え︑計画的に推進すると

題以外の研究開発課題も推進しプ

発電システム③波力発電④太陽熱

漂子力開発麺①ウランの製錬お

における自然エネルギーの有効利

霧①電磁流体︵MHD︶発電②水用技術︒

エネルギー有効利用技術の開発

エネルギー研究開発基本計颪を答申した科学技術会議
熱利用為術システム⑦農林水産業

核融愈⑪原子力船

製造法④海底石蚤生産システム

一瓢＝二一：一＝＝＝＝一＝幽＝冨＝甲＝一冊二冊＝冒＝一＝一＝＝＝榊＝＝脚＝＝：一二＝冊一＝＝一冊冊謄；＝鼎＝＝＝＝下闇二罵＝︸＝一コ＝幽＝＝＝＝＝＝＝＝扁扁＝＝＝＝＝輔＝曽冊＝＝一＝＝一一＝＝扁＝一＝＝一一騨＝齢＝＝齢＝層＝＝

②昭和五士二年度の科学技術振興

べて政府の負握比率が期しく低い

黙黙弱︑欧米の四〜五割負揚と比

予算編成にあたっては︑科学技術

したがって︑政府は︑五十四年度

って科学技術の振興を図るべき ジェクトはきわめて多いIlの諸

の塁盤︒政潤は︑長期的視野に立

資源の試しいわが国にとって科

望を政符に行ったG

会が予算増要望

ス︑機器の開発や廃熱の圓収︑節

業︑漫生︑輸送の各部門でプロセ

前︑酋椙窟邸で開かれ︑﹁エネルギー研究關発戸口計画について﹂︵諮問第七署︶に対する審

り・﹁この間題の緊急性について

約などを通じて43われる必要があ

福田首相が議長となり関係闇優と学識経験者で梅成する科学技術会議の本会議力

となって推進するエネルギー研究開発の星本を定めたもので︑各種の分野から愈計一一十六プロ

の国民の理解︑協力が不可欠﹂と

議結渠を福田菖相に答申した︒同基本計画は二十一世紀を展望して︑今後十矩間に政府が中心

ジェクトを選び嵐し︑当面の開発ターゲットを設定する︒このうち原子力開発は十一プロシェ

で︑石炭利周技術の研究開発を進

電力撮要の変動︑自然エネルギ

訴えている︒

められるのは初めてで︑四日︑閣議決定し︑政府の計画として実施に移される︒ただ︑嗣謝醐

クトを占め︑同計画の中心的存在︒わが国で閣罎レベルのエネルギー研究開発の藤本計画が定

には︑五兆円は必要とされる所要資金について︑算出が困難との理由で記載がなく︑この点で

める﹂と展望︒天然ガスについて

だけが目立つものとなった︒

研究開発分野としてとりあげら

は︑クリーン・エネルギー源とし

姿勢

れたのは︑原子力︑化石エネルギ

迫力を欠き

科学技術会議の﹁エネルギー研

ー︑自然エネルギー︑エネルギー
茎本計画では︑これらの研究開

は︑まず︑その序で︑﹁エネルギ
発分野の課題の次の二十六課題に

﹁経済的︑効率的な利用体制の整

備を図り︑輸送︑貯蔵技術の高度

イルシェールやタールサンドにつ

化が望まれる﹂とし︑このほかオ

いても塁礎的な調甕︑研究を進め

ついてはプロジェクトとして管

ての期待︑多用化への震献から

究開発基本計画について﹂の答串

有効利用技術の四分野︒

麗が大きく︑石窟代替として最も

原子力開発については︑﹁供給

ー研究開発は長期︑広範な分野に

膨大な研究開発資源︵資金・入
材︶が必要︒限られた資源を最大

には︑研究開発全般の計画的な推

限に生かし︑磯実に成果をあげる

進が璽要︒欧米諸国はすでにこの

のガス化技術②石炭の液化技術③

化石エネルギーの開発11①石炭 冷暖房および給扇

重質佃を原料とするオレフィンの

よび転換②遠心分離法によるウラ
ン濃縮⑧旋用済み燃料再処理④放

る︑と述べている︒

射性廃棄物の処理処分⑤プルトニ

炉心歪ノ試験前置の鷹含

考え方のもとに計画を立て推進に
エネルギー有効利用技術の開発

鳳f力田田会繊

では︑まず︑省エネルギーは︑他

る︒

驚編晦日鮮難器籔霜路運転研究につなげる。

努めているが︑わが国でもエネル

ﾋ塑勲等灘鎌欝叢農ξ∫う︒

ﾟ讐製纏蘭欝

Z合会議等において運携協力し総合的携
唐ｩ図られる。
ﾈお 実用化の見通しについては わわ
ﾞね21世紀か1っのFI安。

の際︑政厨が中心となって推進す

荷望︒軽水炉による原子力発電の

国際動同に十分留議することが肝

界的に石油︑天然ガスの開発条件

燃料の愚

ギー研究開発の現状を踏まえ︑こ

一的考え方のもとに基本計画を策

るエネルギ；研究開発について統

定︑その着実な推進を図る必要が

計画づくりとその実施の必要性を

ある﹂と述べ︑政府による強力な

エネル ギ ー 研 究 開 発 の 推 進 に あ

説いている︒

たって基本計画は︑①環境および

着実な推進を図り︑安全性の確保

要﹂としている︒さらに中期圏標

は悪化しており︑わが国としても

B法の技痢を開発する。

業
産

力

原
安全確保への配講②国民の理解と

開発の特性⑤社会科学的研究⑥研

協力③国際協力④エネルギ⁝研究

究開発における富・学・民の肯機

次いで 基 本 計 画 は ︑ わ が 国 で 期

確立を図る︒核拡散防止をめぐる

的連携11へ留悪が必要︑として に万盒を期し︑核燃料サイクルの

待されるエネルギー研究開発分野

る﹂ことを明記︒核融盆は﹁技術

として﹁新型炉の研究開発を進め

いる︒

について︑①新しいエネルギー科

的に解決すべき課題が多く︑一一十

学技術は墓園段階で将来見通しが
明確でないものが多く︑現賭点で

一世紀を目ざして研究を進める﹂

ネルギー供給の増加に努めること

化石エネルギーの開発では﹁世

と述べている︒

特定課題に限定するのは不適当②
国内資源の国電可能性を追求する

が重要︑との観点から園圃・民間

際的プロジェクトへの横極的な参

大陸棚︑大陸脳面資源の開発︑国

とともに︑外国との技術協力でエ

を盒めた国全体の研究開発は︑原

加を図る﹂と指摘︒石炭について

子力︑葬原争力を濫じて幅広い分

は﹁原子力と並ぶ石油代替エネル

ｩ月揃されている。

￨ 一
@臨

原子力開発は11課題

野を考え︑進展段階に応じて重要

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〕

＝

ニ

④原子力開発のPAへの提言〔国際パネル討論〕

墨

●

捨

朋

雛

エネルギー開発、初の閣議決定

ギーとしての利尾が予想されるの

ﾝ計について革嚢を行った1 隣誠験鼓
bの建設および運転研究につなげる。
舶拍ﾈでは 穐々の力式による核融合の

U礎研先を行う。これらの研兜開発等は

●

響

▲

〒105東京都港区新廊丁臨番13号智03−59玉一6121㈹振替東京5895日本原子力産業会議・企画室

屋

Z

⑤原子力論争一原子炉の工学的安全性をめくって〔パネル討論〕

藪

脚∫力第1船「むつ」の成果をヌ｛用原f
^J船につなげ勾。

引統き実験航海をf∫う。

原ナ力第1舩fむつ」の闇闇を幽め

9／r力舶

ステラレ

トカマク

①ヘリオトロノ

1990〜200〔｝圷代か1つの目安。

c技

と考え方の原則を示している︒

@

講羅型置1

@（留学技策港島∫
@ 力局）
@（運蘭告舶舶局）

11

局）

@o（部告学術国際

ﾈお

ｦ灘講難鯖黛

科学技術1∫て
亀・総懸錘瀦讐撫よひ尚女凹凹磁場試験茨澱（Jr「1−2a）晶晶温血繍編蕊韻場材料およひ｝リヲウム「こ関する研兜誘発凱轡蔑脇謎欝鍛窪狂う曾

究極のエィルギー瀞として
咜ﾒされる核融合動力かを
J発する。
力，切）

x1（XX｝℃の多目的誌温カ
X炉を開鞘する。
ノJ局）
@

笏ﾉ講ぶ、

1（

簡狂ヘノウム妓術の研の研究開発論難壇詰抄ムサイク轍髄研
⑤
￨鍛紹羅蘇毬鑓轟｝

ﾌ風呂もできる炉・し1振陶紐

環r糊譲琵讐溜婆嬰籔粥。塑
丘リウム
r〜・」温服源として源許炉の多月的利用を撚り

多目的価温力ス

@炉
@（科ゴか技術r｝原∫
9

19蟹1−2（XX〕年
実用fとの見通しは

繧ｩ1つのrl多＝。

メ凸脚」につな
踏翻砦繍霧騎蕪ぞある液体金属冷語溜り晶遷増勉炉を開発する。

8

結論を得るζと
玉9四四幽幽を目途に実議炉建設に隣し
研究開発の成果を踏まん

①
原型炉（蒸気出力16万5Tkw＞の運転
葬ﾟ灘離離肇全性解析一を行う。

1q80−90穿代か1つの目倹。
実贋化の見通しについては
ﾈわ

実周化の見通しは

鋳型炉用燃料加1プラノトの設計を行う．

B代か1つの目蜜。
研兜曙発の成果を蹄まえ 混合酸化物燃
ｿを暢水炉に利胴する。
@晃する。

研究朋発の成果を踏まん
ｰる。

朗出力5力kwの実験炉の運転研究
民聡との醗酵雌雄の1での骨無出力
I
力局｝

簡近増励炉

@（科学技翻了原」

故）
〈収肥度｝

雁）
NSRRの運転研究
@
6 軽水炉の正鵠的
@安全研究

実証プラノト

ﾌ設計騨緬を仔つた1で
再処理τ程との接合1の設評研究

弩響塞羅工孟融躍縦なお

3 閥趣増殖炉用燃料旗工
@ 防雌増頽炉用燃料加」r
@挟術を開発する。

研兜四国の成果を踏ま凡

混合抽出に対面した凹凹肉露正プラノ

②

ﾌ建設につなげる。
ﾈお 契用化の見通しについては 圭（敵）

Z術の開発研究一を行う。

実証プラノト

①

プルトニウムの転換

羅藷藩論繍蓑鰹難
ノラノ・ブル1ニンム
軽水炉τ班用力醗

2

蛯撃撃潔T欝
ﾙ鐙欝磯鍵盤地匙技術を翻発する。

（緯レヘル放射性廃賜物処理処分技術〉

雛繊鰯鰯魏鑛

@

@ 再処理で得る硝酸プル
@トユウムを酸化プルトエ
@ウムに転換する技術を開
1

力局）

低レヘル放射性

I1薩鐸灘難

ヅルトニラムの

醸雛辮
i

蝠灯Z墨難
2

碕レベル放鮒

@

融速炉原型炉の使用済み轡料を舟処理
ｷるハイロノトブラノトの設汁を行う。

1

研究開発の成禦を蹄ま凡

晒蝋や局）

@（科学技術庁房・∫

高逮増賦炉の核燃料サ
@

洛?翻艦鵜麹理処分技術

4 放射楓廃梁物の
@処理処分

震射雌蹴潔灘蹴欝勢轟爵

a

再処理

ウラノ鉱石から直

ハイロノトブラノトの蔽計について諦髄
行っκ1で ハイロ！トプラノトの建
vにつなげる。

核燃料サイクルの確V

力局〉

@を渥るため 軽水炉侯朋
@渋み燃料の再処理技術を
@開発する。

@（科学枝術h原チ

痘?鋳麟麟禦ラ

考招獲撰縦釜轄建

力局）

T饗鍛二三臨鰐欝叢、海洋処分につなげる。なお海洋処分の本格化の兄通しは欝勘

5

会学
なものについて融点的に配慮する

?しr6を牛蘇ずる一貫襲
驛uこめ

研光開発の成果を踏議え 実証プラノト
ﾌ設龍を評隣したしで夷隅ブラノトの建
ﾒにつなげる。
ﾈお 実濃化の兄通しは 19〜強年代かユ
ﾂの目蜜。
動燃事業瑛の再処理丁樹の遮転により、
ﾄ処理技術の実謹・確立を図るとともに
､究麗発の成果を、第2再処理−禍（氏
ﾔ）の廼設 運転につなげる。
使用済み接燃料

軽永炉より轡料の効率的刊
lか頁∫能である新型転換炉
開発する。

ﾛ
ｼ研究を行う。

z朋発にこの枝術を瀬罵す

研究開発の成果を蹄まん 実証プラノト
ﾌ設汁について坪価を行った乏で実舐プ
宴mトの建設につなげる。
よひ桜換
ウラノの袈練わ

①駅）トノSWU／年魚ノ、イロノトプラ

2 遠心分離法によ
@るウラノ濃縮
@（科学技術庁線益

@

r力局）
7響耀欝脚

，奮
凹凹力開発

ウラノ濃秘ハイロノトブラノトにし珪6

供給することを臼田に20DトノU／無級のハ
弓睡続き運イPノトプラノトの建設を凄め
@

織内でウラノ醗繍プラノト
ﾉ必要なしr6を提供弓一る
ﾆともに 海外ウラ〆の探
力局）
@（科学技術庁糠ナ

R螺霧簾磯瀞源」炉施設の構遭安全等に関する研兜甜発を行う。

@曜
i自注か推写するものも含む。〉
1

軽水炉の安全審査に必籔な
ﾀ〜正時知見を得るとともに
ﾀ全審脅の球灘 揃斜の罵

@（科学技術1」線」
@ 力局）

＝＝
＝

研究開発の将来展解
誓蜘の叢な研究關発夢項

研究鵜発の内響
研究開発課題名
i担当行政部局》

26ご界を本格推進

（6）

第937号
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同

子
昭和53年8月3日

昭ネ［i53年8月10日

第938号一
毎週木曜日発行

購饒料1年分鶴金4500円

1部iOO円（送料共）

臼にも岡大臣と園田外梱の間で正式調印される冤通しとなった︒

二月仮調印された新日加原子力協力協定は十九陰に予定されているJ・疑・ホーナー・カナダ通産
相の来日をまって︑酸ければ二十
新協憲には①田本がカナダ側の規制権を犠目的に認める②爾処理︑爾濃縮ウランの実旛︑貯藏︑核拡

散閲遡技術偶報の第譲国移転の際はカナダ側の嚢前岡愈を得る一1などが新たに盛り込象れる盛込

二番乗り

となる日野協建交渉は十五日ころから藁京で關かれる公算が強くなった︒

み︒政府は調印後︑協定を今年末から始まる遡常州金に提出︑批准を求める患え︒一方︑原子力協定
改定

て進められることになる兇込み︒

日獲協定の改窺は醸州政臆が咋
鎌打ち煩した﹁現行の二国間協定

の各種施策に関し来薙農はとくに

理事業化のための法的描躍と各彌

ウラン濃繍技術開発の撫遼︑再処

助成瀬縢︑プルトエウム利用技術

十沙の二水︵廼独シーメンス社か

﹁ふげん扁は減速材として蔭六

ため門従象の予臓枠にとらわれず

とくに董歪な時期﹂と強調︑この

原薩襲望の興体的課題は核燃料

サイクルにおける総受理策推進︑

新型動力炉開発の撮濫︑放射幌廃

曜誠

略脚酪

鰐

観

i付・鍛斬放射線取扱主任春

A5／篇六〇〇円

試験問題と解答一

口縫上彼劇紀ゐ穴群蹴修

國灘

観

○

放射線取扱主難曲試験の受験名を対象に︑受験
に必蟹な字理︵物理︑亀≠︑4物︾︑趨冗技術︶
と管理技衙および法令を饗領よく解説︒嚢録とし
て50年︑51弩︑52彗度の試験開題と全解答を収録

釜

一欝総総子力交渉物語一
核燃料サイクル問題研究会柚 B6／九〇〇円

木製﹇の核不拡散政策により︑わが国の核繊翫赫再

処理がスタートできないかに思われた椿勢を︑資
源小田曇本が讐野前平学技術庁長官を中心にした
交渉陣と︑それを支えた関係者さりに国民の支持
とにより︑合意欝血に変える血の交渉過賀におけ
るエピソード︑人となりなどをその時の食料を豊
ﾆに盛り込み︑ドキュメント風につづったもの︒

ﾊ融理訊湘三流椴端月八引

騒刊工業新聞社出版局

棄物対籏促進︑工NFCEへの積

主技術の確立侮進︑核融禽研究隣

藪駄ずm畑米穂他

有沢広巳会長ら臼木原子力産業

の日本工業クラブに拝上五郎蚕澱

研究開発の健進︑放射性廃翼物対

金議の黙黙は八鼠・璽東・丸ノ内

度原子力予騨の概郷要求に際し所

原産要望は︑まず︑核不拡散を

課題に糖わることになる︒

と行政スタッフの欄強なども薪規

伴う安盒審査・検査倣制の効滋化

が頭をもたげ︑規制行政一騰化に

験装灘の水掛箭建設など璽嚢課題

ゅ﹂の軍期滋工︑臨騨プラズマ試

策の確立︑高速原型炉﹁もんじ

長代理ら原子力婆員を招き︑東灘

致施策が計懸通り進展できるよう
格段の配線を饗解するとともに︑

わが圏の原子力発霞開発は軽水

野臥の諸間門で悪寛を交換した︒

炉技術無盤の強化ほか︑厩遠講殖
炉や新型転換炉︑ウラン濃縮︑縫
用済み燃料の薄処理等々鶴瀬で溢

厳しさを増していることを捲摘し

めぐる顎髭の憩変など内外環境が
填の製作︑据付けは脇目電工が行

ながら︑他方︑開発硯状を踏まえ

実に威漿をあげているが︑これら

四国移転については聚州政厨の番

い︑蝉騒には完成⊃て三か月の

合には礫州政肩の盤削承認を徳る

門来駕度は醤来の技術璽口固めへ

煎承認鷺得る③ウランを二〇％以

⁝など︒しかし︑これらの点は大

ている︒高速炉や核融禽の研究醐

格段の描躍がとられるよう﹂求め

テストを経て運転に入る︒

の核拡散防止軽挙を強化する扁と

ら購入︑米国製︶を原子炉補拗系

上に磯曝する邦題︑再処理する場

の新敷策を鷺漿に︑岡十二月・田

部分欝潴交渉で薪協定に賂り込ま

改定を通じてウラン輸繊について

本に対し交渉入りを打診︑今矩鷺

建設ゆの璽水爆製蓑繍は︑

発では施設が大型化︑所要質物も

月には園田外相︑アンソニー慶副

廻︒遊覧枠で

の一つ︑蚤水系統に循環させて使

酋梱との間で最期交渉入り﹂が

初葎度

う︒

らの通常国倉で枇准が求められる

った交渉によると①カナダ産ウラ 外相との間で正式認印︑今奪寒か

一方︑米蟹の覇原子力政策発表

は到臨賄いきれす︑蠣金確保が盛

する装麗︒

鐘化差水を

再濃縮

完成すれば︑九五％の劣化癬二五

煙はその

れる形て淡綴をみているものであ

ンを再処理︑高濃縮する煽台︑プ

累期決

るため︑臼醸のケースでも︑ほぼ

したのは昨年二月掛その後約一年

遡上協簸を蹄蟹した形で

飛躍的に欄大の兇呈しだが︑来無

段どり︒

純度が九九︒七五％以下になった

ルトニウム︑高濃縮ウランを長期

が閣られるものとみられてい
る︒また︑現行協定では︑保瞳親

繍

以来︑核拡散防止措躍強化を求め

件とし箪新二国間協驚に盛ること

薩を遅滞なく実施することが緊

する国の方針を明確に定め︑蜜民

が昨薙五月に打ち寵した新政策に

趨技術を第三国に輸出する場禽な
とな

P望を携准︑NPT下の傑上覧躍ことになる︒昭懇懇工はかつて原

よると︑簸州捌がウラン輸出の粂

渉は難航︑今駕初め日本側がカナ
る原子力協驚改定

を求めている霊な内容は①NPT施されているが︑わが圏が昨琿飛

璽水を璽解団遍した経験をもつて

質に対し庸接僚瞳描圏を実施する

った︒交渉は襲側・フェルナンド た盤台には輸入国に存在する彬物

高速原型炉

環境審査の
促進を依頼
熊谷豊富︑福井緊知麟に

燃蟹業隅が福弁興︒白木地区に謝

発の握進︑多難的高温ガス炉研究

︒A対策の総台的推進︑軽水炉自

極滲撫︑行政体制の強化拡充︑P

んじゅ﹂建設に関趨して︑蔑速炉

纐している轟速増殖炉原型炉﹁も

この磁︑原子力鍵盤会側からは

田徳雄︑御囲生歩輔︑竃煽竜興各

井上委邸長代理ほか薪隅欽哉︑吹

長︑牧村儀之原子力安金局擾らが

欝欝が出鯖︑出野正登原子力周

示すとともに︑﹁もんじゅ﹂の環

を促這するよう中川平太央福井漿

同席した︒原産からは有沢会長︑

一本松珠磯︑円城善次郎︑松拝当選

田蔭原研理襲長︑野村一彦原船団

副盆撰︑瀬川正男動燃麗溺長︑栂

理額長︑翻村武久原燃工社長︑鈴

柳田綴会に調査報霞を行っκが︑

な環境影響評鋤壷と自然環境調査

このほど緊が行う環境艶美に必要

十山奪六月から拳拳︑七月三臼に

購業園は踏木地滋の調壷を昭和五

知蜜に文語で協力依頼した︒動燃

境鍵幾と騒然公園法に塁つく審螢

開発の必要性など塁本的穆え方を

の推遼︑原子力船開発捲進など︒

熊谷科学技術庁長嘗は八頭︑動

ととしている︒

研の護験研究炉JRR・2︑3麺
の切な分撮感力のもとに︑個々計

外務雀次窟補︑日本側︒矢田部外

設定が膿点となりそう︒

︑寧

︒これに慮

となった︒

体制に移行したため︑改定交渉は

を受けることになるが︑実際上は

②簾州から供給された核物質の第

／

福照菖相

︑

窩治体の方々に迷惑をかけてい
る扁としその労苫をねぎらいなが
ら︑﹁政府としても今後できるだ

けの配慮︑努力を璽ねていきた

陳橘

い﹂と述べ︑ひきつづき霞治体関
係轡の協力を

え有沢広巳原慶会長︑矢部知恵爽
盒原爆金蔑︵敦賀甫長︶がそれぞ

約束した︒

れ返礼︑原子力開発の強力推進を

重水精製施設

建屋が施工

木俊一総懸社長︑伏艶臨治名大名

懸祉擾︑綿森力照宣糊社擾︑擬橋

轍教授の醤常任理甥︑掘一郎策総

尚櫨顎遮総務欝欝の盛総禽企醸婆

できる状溌となったことから︑福
動燃鋤漿厨が二型転換炉門ふげ

塩隈への環麗審査捉進依頼となっ

鍛金委轟︑森一難燃務理驕︑職分

報簸灘がまとまり︑いつでも提出

ん﹂︵臓蟹市明神町︶敷地内に建

たもの︒動燃も鶴田︑文讃で知窮

動燃︑近く機器搬入へ

⁝・

移得に俘う照しい保障描羅規則の

こ︸εたなかで︑新協定実施に

務省科学技術審議蜜が中心となっ

子力にかける期待は大きい︒關発

驚に必要な人員確保も不萌欠︑な

米加暫定協定によりカナダ側の滋

推進で安金性︑環境撮金には政府

要﹂と強調︑璽嚢プロジェクト喫

藤橿は※国に一本化︑

銅盤原子力産業会議童催の全国

足窪く昨無懸から試運

が説示︑このため炉を

おり・こ︸εた経縛から水蒸紹法

ともなう圏内関適法規の季続きも

間題は回避されることになる

原畢触発爾所銀鱗市町村協議会鶴

が金麗任をもつ漏などと挨拶︑原

首相︑原子力開発で所信

亀十周年記念大会パーティー︵纂

B︑パレスホテル︶に政務の多忙 子力傾斜購発へ政肩の横芝姿勢を

地︑とりわけ原子力開発では地方

強調した︒葭相は濠た︑﹁罐源立
﹁当

睡の石油代欝エネルギーとして憂

を割き出庸した福田円相は︑

一霧機は

採用しているのも特色の一つだ︒

餐器属園を氷浄めにした方式︶を

してアイスコンデンサ万式︵格納

い︑一暑機と双子型︒薗部力法と

大飯原発はわが国ではめずらし

一踊▼魔一㊧竪■甕一重1111一

大飯二号︑燃
料装荷を終了
沁月初から賦運転入りへ
閲西電力は七月二十八臼から岡

社大飯原子力発電翫二嬰機︵PW 転入りしているが︑この四磁︑田

繋常

明にとりかかった︒轡糊検査にど

殺している喫水綱製装躍建慶︵三

に

R︑出力筥十七芳玉千KW︶の燃力九〇％の段階で放甥能モニター
料装荷にとりかかっていたが︑八

荷を終えた︒今秋十月上旬には初

の程臓がかかるかわからないが・

に審査を要耀した︒

一たん解止︑歎踏舞糞など原函究

発電︑試遜転入りの予定で︑順調

箇五十軍潔癖︶が竣工︑近く機器

郁興欝務局畏が出席した︒

この秋からに予定された営黛遡転

搬入の段どりとなった︒機羅・装
開始がズレ込むことは必至︒

月一B︑全席蒼九十戴体の炉内装

などの方武を抑えて慮解法の採用

終了し︑両国実務レベルによる新
諭

二階規

協定最終ドラフトも整ってきたこ
ものとみられている︒類協定は牽

って︑早ければ二十一田にも開田

積極姿勢を強調

とから・今回のホーナー・カナダ
九βのホーナー通産相の来日をま

一回会禽がもたれる公郷が強くな 下の保隙山並が適用されなくなっ

﹁今こそ研究開発資金の確保に関

どにはカナダの蝉騒同愈を得る⁝

る日藻協定改定も近く外務省で第

醐の緊急課題Q要望はこのため

などが協定に新たに盛り込まれる

裁は至A露A移管協定に塞づき実 ナを入れて九九︒七誓％の重水素

ダ側の規制権を名編的に認める形

翼込みだ︒これにより遡実上わが

第二弾

で巖終的に決魑︑一一月にジェイミ

鑓沙を取り出す薙聞能力を備える

ソン︑國湿両国外絹間で仮調印が
国は※国とカナダから二選に規制

冾ｳれていた︒オーストラリア

聞にわたって﹁萬濃縮ウラン﹂

臼加原子力協定交渉がスタ⁝ト

原産首脳、原子力委と懇談

行われていた︒

﹁二璽規制﹂問題などをめぐり交 にわたり貯蔵するとき②核核散蘭

絡段の配慮を要望

始の段どり︒

武験闘題の顕向と解答の要煮（管理技術）

窟蝿機計鞍澤環栄次飽

放射線取扱主妊看受験講塵⑳

力

ム剛漁購齢伽斤岩崎

動

躰棚力研隠紋1見

半導体スペクト隔離ータの幌杁

極購護蓬寧ε｝3，760円

定価73｛｝円〈『F30｝彗〉

晃一郎

鷺別映研筋根本稲隅

H絢f力鎌陶村廼夫

1三好・力施設の安全性をめぐる教会論争

碓立論的安全評価手法

鯨敵駄馳竹村数男

放射線測定器に欄いられるi新技術（第3興）

一PC1について一
購・原デ力研究所｝盲岡三生
原∫力安全問題とその周辺（1）
山繊太三郎

原子力予算概算要求で
にいけば来銀六月から営業運転開
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合成鉱石に封b込め
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オーストラリア国立大学︵ANU︶のA・リングウット教授は七月二十七日︑ガラス固化にとって

含成鉱石

を作るというもの︒こ

代わる高レベル放躯性廃棄物の処理方法を開発したと発表しだ︒新方式はガラスの代わりに約十種類
からなる鉱石を用い放鮒駝廃棄物と高温下で溶かし混ぜあわせて
の方法によるとコストはガラス固化の二儲になるものの︑放射性物質の漫出がないうえ︑地下貯藏す
ればほぼ二十生年間放賜性物質を完全に開じ込めることもできるという︒
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今後︑その勉諸国からの問倉わ

る︒

せも殺到するものとみられてい

リングウッド教授はアポロ宇照
船が持ち帰った月の石の分析にも

人︒

参加するなど︑世界的な地球化学
者の

﹁冷却装置に問題なし﹂
券藪米環境保護庁が承認

べ︑早期着手への明るい鬼通しを

かに行動すると語っている﹂と述

た︒これにより︑来原子力規制委

設も始まると伝えられているQこ 千KW︶の冷却システムを承認し ンプシャー公叢叢業側も来原子力

下水に混入した場命︑生濡圏にも

もの間に壊れる司能性があり︑地
取り消され︑建設許司再発行の罠

発霞所の建設一時停比命令も近々

は門建設に關し特別な条件は加え

襲歩は明らかではないが・EPA

ていない偏としている︒

今園のEPAの借置は︑一九七 シーブルック原発建設問題は一

通しが強くなってきたQ

口を延長︵杓引証綴から約二千綴︶

ンス・スルー冷却システムの排水

認鰐を二転三転︒今黛二月︑適邦

ワンス・スルー冷却方践に晒する

九七五年以来のことで︑EPAも
七年にEPAが決定した処置fワ

は︑経済面ではガラス固化の蔓質
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鷺︶駐霞代衷になった
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た︒寸暇をさいて︑インタビュ 細
ーもきさくに承諾︒

﹁原挙力はまったく新しい分
野だったが︑旧原子力委員会か

ら学ぶことも多い﹂と漁業補艦

学生時代はニューメキシコ

先進国日本に注醸している︒

カン大で政治学を專門に研究︒

大︑ストックホルム大︑アメリ

学繊論文の主な内容は︑﹁マル

れた︒DOEきっての社会霊義

二十年前を思い起こし答えてく

キシズム︑レーニン主義﹂と約

日米の原子力関係については

症鷺も兼ねている︒

通？︒

に催んでもよい︒そのくらい安

を逼職後︑すぐW工PPの隣り

設についての質問に︑門DOE

されている州︒W王PP地元建

験施設︵WlPP︶建設で雷

州︒現在︑放射駐廃棄物隔離試

出身地はニュー・メキシコ

﹁米圏は田本の立場を十分理解
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しており︑核拡散防止問題でも

斜＼

金だ︒かなりの住民も賛成して

域緊♪

いるのでは﹂と欄極的な兇通し

︵K・H︶

カプセルの璽蟹は二十誘︒地下

男Q四十六歳︒

家庭はマーガレット央人と一

りの愛好家ぶり︒

時闇があればいきたい﹂とかな

趣味は野鳥撮影︒﹁国本でも

を︒

しょうと盤起扁と一九五九無A 協力していける︒また軽水炉に

原子力開発に役立つだろう﹂

らに﹁今まで漁民との間で合恵

かったが︑巖近この種の問題も

この難解は昨年十二月提出した再

ントナイトで旬んで埋設する︒ベ

ントナイトで琶むから地下水に漫

五颪規の古生桟精衛岩魑に圧縮ベ

触されることがなく︑きわめて長

処理済み放射性廃棄物貯蔽技術計

ていたもの︒貯藏技術は初期四

るもので十万鋸の寿命をもつ︒各

十些の鋼製特殊カプセルに封入す

公聴会参加

参撫者は証人の召喚とその反対遡
闇や︑公聴会に出席する他の闘体

とルーマニアはキャンドウ炉売買

カナダ原子力公社︵AECL︶

AECLiルーマニア

賢で大旨合意

キャンドウ堅粥

みている︒

の有効利照で十分採糞はとれると

はすでに償却済みだがYこの工程

を建設することを決めた︒旧施設

工場でさらに濃縮するという工程

ンを再濃縮し︑それを還心分離法

工場は残して英国原発の劣化ウラ

緊購用施設は解体するが︑低二王

場を効率的に利潮するだめ高濃縮

ーストのガス拡散法ウラン濃縮工

︵英国核燃料会社︶は︑カーペンハ

︻パリ松本駐在三目BNFL

8NFLが決める

劣化ウランの
濃縮工程建設

っている︒

期の貯蔵に耐えるとKsBではい

新たな建設・運転認可の条件とし

画とともに政府が原子力発電所の

宮も︒現蔽︑DO￡駐艮代表の 持ち上がってきており︑臨本か

および臼米原子力協力田本担当

はAEC国際部国際問題補佐宵を取りつけるといった問題はな

務所訓練計画部主任︒六〜二庫に

にはAECサンフランシスコ農と︑今後の協調緊緊を強調︒さ

子力関連業務に携わり︑六二年

ECに入った理由を︒以来︑原 関する研究︒開発協力も臼本の

らの話があった時︑チャレンジ

W

いスケジュールをこなしてき 占

を表敬訪問︑懇談といった忙し

力局︑原産など閲係機関代表ら

敷︑凍子力委員会︑科技庁原子

後任として七月来日・来日芝

ヘノック前DO冠駐田代表の ほか米ソ原子力協定撹当特別補
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米環境保護庁︵EPA︶は八月図工発行要諸だが︑NRCは蕊や
四巳︑かねてから問題になってい
たシーブルック原子力発電全一︑

員会︵NRC︶が出した同原畢力を入手しておらず︑原発建設承認

二号機︵各PWR︑百二十四万七示している︒四日現径︑ニューハ

が総懸となる約百万隼闇はナ分安

固化技術でしのぎを削っているが

れに次ぎ︑米︑萸︑西独がガラス

数十万庫から百万年といわれる

二十億銀くらい結畠格子に開じ込

全な状態を保つことはもちろん︑

現在︑各国は高レベル放射性廃

侵入する危険があるのでは﹂との

産業会議もEPAの正践な決定書

をめぐる議論に終止符を打つとも

棄物処理方法として固化技術を開

﹁ガラス固化されたものは何万年

発︑隔離するという方向で研究開
愈見が強くなってきたのも事実︒

めておくことも可能という︒

高レベル放射性廃棄物の安金処分

思われる画期的処理方法は︑約十

ルコニア︑ホランダイト︑長石︑

発を進めている︒固化方法として

禮の鉱物中1一灰チタン石︑シ

白榴石︑カルシライト︑雲母︑チ

はガラス固化が一般鮒で︑この分
野ではフランスが︸纏りード︒す

控訴裁は鴛PAの同問題処置に歯

これに対し今回開登された捜術

放射性廃棄物を高温で湿ぜ合 わ

タン石︑フレスノイト⁝⁝などに

せ︑冷却する際できる結晶格子中

一に鰐する根拠に野間があると

スウェーデンの躍力業界

を政府に提出

廃棄物貯蔵計画

癌であるものの︑オーストラリア

盟︵原発反対グループ︶を中心に

でにポット武ガラス固化パイロッ

を空し慌していたものに答え従前

に放窮性物質をとり込ませ︑鉱石

放射性物質の漫出を打開する画期

し︑連邦控訴裁がHPAに同間題間をはさみ︑六月にはハマグリ同

九一一九七三年︶を運転︑その経

原発建設抗議デモが展開された︒

のほど冨処理しない放射性廃藁物

ン電力業者グル⁝プKSBは︑こ十年間の待機期間をおいて駆さ二

NRCはこれに膳え﹁来解決の問 ︻パリ松本駐在鼠︼スウェ⁝デ
ンプシャー公益居間側は﹁EPA題が明らかにされるまで建設を一

同原発の所雲霞であるニューハ

通いの処置を再確認したもの︒

許も取得したという︒

的な技術﹂と高く評価︑すでに特

トプラント︵P工V￡R︑一九六国立大では﹁ネックとなっていた

状にするというもの︒

リングウッド教授はこの盆成鉱

年のマルクール・ガラス固化工場
シンロック法については︑米国

と命名︒シンクロック中には五〜

石をシンロック︵SYNROC
験︶
を艦かし固化能力五十立方綴／
一〇％の放軸性物質が含まれ︑セ も還転に入り︑軽水炉燃料の再処

貯藏技術計画を政騰に提出した︒

時停比し︑再燃︑原発代醤三熱を
の迅漂な処躍に燭潤している︒次

かは不明である︒三盛には放射線

にとるべき段階はNRCの建設許検討する﹂とじていた︒

じて処理されるものである︒リー

ホワイトハウス︑英国原子力公社

二十七州で原子力発竪穴について

理からの廃液を対象とするラアー

であろうとを闇わず︑これを実施

グ・ガラス固化工場︵VAH︶建が強い興味を示しているといわれ

分な標藁化実旛は園難かもしれな

医学問題に関する公聴会を通邦レ

シウム︑ストロンチウム︑プルトエ

原子炉標準化②連邦と州規制委員

ドタイムは各彊がその業務処理能

ゥムといった長半減期放劉性物質

二九七八年原子力許認司促 進

ある樋の環境審査を実殺している

ベルと州レベルのいかんを問わず

するため︑なぜ審査孚続きが柔軟

開催できることを明らかにするよ

い︒

が︑これらはNRCが実施してい力と墓輩とを作成しなければなら

うに握訂する︒

会の役割の聡確化③許認蔚手続き

る審薫の一部と璽復する︒NEPないので長期化する︑との強い論

さらに︑法案が環塊問題に関す

法案﹂に関する公聴会が米上院環

であってはいけないのか︑その理

Aが規定する審奮璽伍を移管する 議が起こりうる︒さらに︑原子力

る公衆の参照を制限する可能性が

重複する建設と

由がわからない︒雪濠趨に十分な

々が︑州︒地方政肩の部局に大き

ことにより︑各州とNRCとの間発頼所の建設に反対する一部の人

ある︑ということである︒賦課の

に対する公衆の参加のありかたの

楠報が織り込まれている場合に

の協調を促進できる一方︑早期立

な影響を及ぼすなら︑発四所ごと

境公共土木委農会の原子力規制委

ばよい︒また︑詳細な偶報がない

については︑NRCの行政措置に 現在︑賛RCは原峯力発電駈の は︑担当部局で一段階審蓋を行え

地許司樋想が採用される場合に限

改着︑以上三点により許認可の迅

建設と運転につき別欄に審査し許

場愈︑従来通り︑二段階のアプロ

員会で開かれている︒会計検 査

部擾はこのほど公聴会で﹁攣期立

よってすでに実施に移されてお

可を交付している︒法案は︑建設

運転認可手続き

地審査と標準化により二〜網戸の

り︑法案通過により左右されるも

院︵GAO︶のエネルギー鉱物興速化を図ろうというもの︒①と②

短縮は司能︒しかし︑原子力規制

と翼RCの環循計画下でも︑電気

から口頭もしくは憲面による陳述

問題なのは︑州がNEPAに権
関利など︑種々の権利を有する︒

制限を懸念
事に着手もしくは︑岡田票を欝欝

運した審査を実施する場禽︑NR 薯案問題は裁決方式の手続きによ

われない規則制定方式の孚続きに

いしは判断に係る問題は形式に照

って解決されるだろうが︑政策な

Cは低レベル放射線や潜在的な原
子力購故が環境に及ぼす影響など

施することができるQ
もし単賜立地審査が実施されな

する数年蔚までに︑環境審査を実

蟹業者が建設地点における建設工

環境公聴会は裁決方式を特徴とし
が兇込まれる︒早期立地審査計画

て十分利用されていないことによ

いものであること︑巌業界によっ

難かしい早期

ーチを採用すればよい︒

禁噺門短縮できるか疑問扁
許可と運転認薄を一本化し︑一回

って︑許認司期間の顕著な短縮化 に対立が繕えることもある︒

委員会︵NRC︶ではこれらの努のではない︒手続きの箋施は新し

もめる許認可法案

過によって短縮化されるものでは

力はすでに箋施しており︑法案通

って短縮化が達成されていないだ

迎え議論も白熱している折︑GA けである︒

ない﹂と証雷︒いよいよ大詰めを

の審査・交付を行えるようにする

Oの証謬は画竜を集めた︒今山は

標醸化構想実施は①原子力発露

立地許可実施

﹁許認可健進の効果は果たしてあ 所の蕪要が不確実であることか

ものだが︑NRCが運転認醗の交

い場合には︑州のNEPA審蛮が
の放射線医学閣題を評価する嚢務

表面上︑これは許容されると思

ECLは近々︑原発設置などの指

契約で大㎏隣合悪に達した自宗︒A

かもしれない②NRCも申講者も付前に行う浮管業務の四〇％ない

われる反面︑公聴会手続きの改茜

従って聴聞されるであろう︒

策法﹂︵NEPA︶が義務画けて
晒することは困難︒審奮は︑環魔

各州に壷任を負わせることになり

になるとは確信できない︒

を持ち続けることである︒こうし

しそれ以上は︑建設許可交付の際

審査手続きに関しての州の経験に

これらの事項を榛討できるかどう

公衆は公聴会手続きの一部とし︑

た領域におけるNRCの決定は︑
にすでに行っている業務と璽櫻す

いる審董のすべて︑もしくは一部

よって左右される適宣性や効率の

どのくらいの臆閲がかかるか︑評
たことがない③多くのメーカ⁝が

過表に設計変更の制限化に成功し

る︒一本化には愛鳥するが︑情報

程臓︑一般公衆の介入の古曲に癒

法案は﹁一九六九年国家環境政

最終設計の⁝部を標準化すること

一段階審査であろうと一一段階審蛮 実旛できるように撮黙︒現在では

と標準化の程度に応じ︑NRCがを︑遡邦政府の承認付きで︑据が

課員を送るという︒

は独禁法に漣反するかもしれない

Q
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と曹えている一という理幽から十

入体内汚染の有無の迅速な測定、核種の同定を行ない

さらに、富士電機ではホールボディカウンタの自動化

ます。（実用新案．出願番号輪49426113）

投入で、被検者の行動指示、測定から測定結果の

を推進しました。管理番号設定行動表示器へのカード

プリントアウトまで、完全に自動的に行えます、

微量の放射盤物質を
迅速に検知しま劣

1（Tのシンチレ一新を併照しているため、

レータとNa

V

るのか偏とするGAOの葱晃を紹ら︑標輩化設計の発展を阻審する

介する︒

◇

標準化と早期審
査はすでに実施
政癒の法案は①阜期立地通関と

（上）

シールド式鉄しゃへい体内に、大形プラスチックシンチ

体；内に残留す：る

コ

（2）

第938号
（第三種郵便物認可）

新

子
昭和53年8月望O臼

富士の放射線機器

富士ホーノレボディカウンタは、検出器としてシャドウ

富士ホ岡ルホデイカウンタ

聞

業
産

力

原

﹁地域頬策の拡充を﹂
骸安全性などめぐり激論
全圏原子力発電田津在市町村協議会︵会長・矢部知憩央敦賀市畏︶は三臼︑索察・千代田鼠のパレス
︒ホテルで﹁原子力開発と地方公共団体﹂をテ；マに剛三十周年詔念政簾討論会を關いた︒討論では
原発の安全性︑地城政策の拡充などをめぐって六大政党の論議が白熱し︑門電源三法の抜本的運罵改

魑を図る必要がある﹂﹁国会でもっとエネルギー問題を翼剣に討議すべき隔11などの愈兇が続出︒

には全原協会目眩町村の首畏︑議

欝︑．畿鞭︑慮

要望の内容
振興のみに使用することとする︒

十薙に延験するに等しい税制上の

轟任による原発立地③立地南町村

ギー政策の霧鐘統一②国の＝兀的

るとともに︑原発立地の初期の段

共団体の関与のあり方を明確化す

一︑原子力行政における地方公

係雀庁に要望醗︵別稿霊照︶を提

容とする決議案を採択︒四日︑蘭

ための諸施策の推進i一を霊な内

に対する機久的発展と住民福祉の

特働描麗を設ける︒

引き上げにより︑交付着艦額の描

交付期閣延長と交付金鯨定係数の

階︵露調審以前︶に原子力連絡調

一︑電源立地縦逸対策交付金の

が遅延した原発施設や原型炉箸擾

躍をとられるとともに︑建設工瑠

来臨として出蹴した福鑓混乱薗椙

開かれた原産霊催認念パ⁝ティに

上している﹂と報告︒これに蘭逮

いかぎりデータが出てこない属状

扱う必璽がある︒黒石で追求しな

あり︑国政上の墨客闘題として取

見が逆立︑﹁禰島原発で放射能購

ば偽蝦が公開されないというよう

は不可欠︒国会でとりあげなけれ

に高野氏

新潟興西蒲原郡巻晦の町畏選蟻

が六B実施︑即B開票の結果︑元

助役の志野選一氏︵保守系無所属

﹁螢成﹂が大勢を占

と

ツユクサシャツ﹂︑﹁反原発フォ

日本原子力産業常識は八月瓢十

る

︵保守系無所属・72歳︶︑繋地方

・55歳︶が︑現認獲の村松次一氏

公務蝿労維共糊会議器皿で社会︑

巻晦には藥北電力が銘銘四塁四

初墨黙した︒

手薮て済み︒気象︑海象など環境

巻︑闇瀬繭漁協に温緯水影響闘題

などについて説明︑ひきつづき秋

たい弩え︒鷺畏選はこの巻原発を

以隠にも漁業浦蟹交渉に乗り出し

たが︑結局︑

掌大の象点に暑夏の蟹蒼が間われ

め︑高野氏が同じく原発建設に横

膨返り人劉

ークソング﹂などあの手この孚の

二臼午後三時楽から︑藁京・丸の

品

贔

化処凱工

繍舗遷

20万件

全原協の要望畷項はおよそ次の

一︑原発所在市町村の塵業立地

一︑原発立地︵候補地を潤む︶

は﹇政府としても問題解決に蝦大

これに対し︑一二β夕照ホテルで

帯町村とその周辺蟹隈に対する広

協定が地城ことに罪なるのは悶題

して無理な運転をしてもらいたく

してフロアーから﹁稼働率を気に

故で亡くなった人がいる﹂門そん

政策討論会の後︑引き続き同撃

ムラサキツユクサを反原発の国際

にかわり薪任︑

野盗勢を示していた現職の村松民

新しい試みがなされたのも特色︒

内の白本工簗クラブで︑第六十四

再
③

手轡燃止処

飼

ホ
③

ホリ

PPB汚

・隷鞭染

位難垣二墨縄

轟轟理

体
晶
体体 罵用用胴

高
③

１，300誌

通り︒

を促逸するとともに発電所建設の

整富総務所を設置し︑地方公共団

出した︒

期の工瑠期聞を璽する原話施設に

利溢を地元に篠懸するため地城溺

報描麗はサイトごとに原子力遷絡

体と密接な遡絡を図る︒

一︑醜婦的安定財源確保並びに

ついては︑交付金の追加交付の特

税制の不均衡標語の観点から原子

協力を﹂と述べた︒

努力したい︒今後さらに当季体の

電力料金謝度を灘漏する︒

の使途については︑安金研究等に

調整官購務所を設織すること等に

別措灘を実施する︒

多額の貰出がなされているが︑立

揮発灘設備の償却籔産の鮒胴年数

より国の藤任で対処する︒

⁝︑電源開発促濫附策特別会計

法趣旨を難視し︑原発所在南晦村

現行十五琿を実際上の耐用隼数三

してほしい﹂との発欝があったの

題︑エネルギー問題を轟剣に議論

と義解をつけるべき扁と霊彊︒瀬

権︑遜転鯵疵命令擢等を認めるべ

だと強調︑自治体に立入り調無

巻町︑新町長

の生活基盤・産業蓬盤整備箸地域

されていないから途中で膨理点検

両氏︶とする説と門安全性が確保

に対し︑瀬嫡氏は門放鷹能による

盆問題は国が磯任を持つべきで︑

が必要になるのだ﹂︵武藤氏︶と

被官はたとえ小さなものであって

題については︑まず河村氏が門安

自治体が安慰闇題で薔しむことの

する説が対立したが︑西岡氏は

構−杉二連

ないようにすべきだ偏と指摘した

灘
峯力だけに多額の予騨をつぎ込ま

のをうけ︑塩出氏は︑原子力安全

また︑エネルギー閥題について

ネルギ⁝源として認めるが︑石盤

繭氏は﹁原子力は繕来の麗要なエ

門今年度に入ってから実働率は向 も大きな購故につながる可能性が

ずに︑新エネネルギー開発にもっ

格︑謡講の面から判断すれば地

は門各腿エネルギーを醗︑質︑価

要扁と懊墨論を展黙した︒

これに対し︑討論会後開かれた記念パーティで福田赴夫着槽は﹁政府としても間題解決に全力をあげ

政策謝論金のパネラーは︑各政
会議澱︑職質など約四百人が参加

たい偏と強調した︒

党を代置して小沢一郎自由民生党

まず原子力開発について︑小

した︒

きだと独自の論点を展繭した︒瀬

安全圏葦も行われていない段隠で

る場薦もあった︒

このうち︑まず三︑四の両目大

求し︑原発の国際裁判を行う必要

的シンボルとし走筆中の原発周辺

なった︒船岡民は原発に批判的だ

った︒同日の確定得粟数は高野氏

・

八〇五八票︑村松民七六一一票︑

船岡既二四九一票︒

由入試招き原塵懇

エネルギー収支

とリスク課題に

の

回原子力産声懇談会を置く︒同鷺

し講演があり︑ひきつづき懇談が

ら﹁新エネルギーと原子力﹂と題

TEし一〇2928（2）一5063

茨城藥那珂郡東海村

本

剤
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場
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干319一疑

原子力弘済会瀦サ叱ス事業部

財団法人

政務調糞会科学技術部会長︑武藤

代薔エネルギーの決め蕃とは闘え

赤堀も︑蘭調審における調戯の幽

百万KW規模の軽水型原子力発電

山治日本社会党政策審議会擬︑堪
熱︑颪力︑太陽エネルギ⁝などは
ていない﹂と述べ︑武藤氏とニュ

な不繕感を払拭する必嚢がある扁

所建設を計画︒すでに馬地もほぼ

系無所属︒45歳︶の二入を破って

沢︑河村︑西閥の各氏が﹁積極的

非鴛瓦的であることは明らか﹂

このあと討舗会では︑先頃国会

な理財はない﹂との発一謡をめぐっ

とこの考え方を支援した︒

共鷹両党携せんの船岡満氏︵革新

に開発を進める必饗がある﹂と摺

維持︑向上させていくためには原

知畢の同製が出されている現行手

て論議が白熱し︑場内が騒然とす

は津蟹する必要がある﹂と反論︒

出啓典公明党政策審議会司会擾︑

摘したのに対し︑武藤︑瀬蘭の両

で成立した原子力璽本法等の一

まだ︑原子力訳業所の稼働率の

続きは葬常識﹂と閣題提起した︒

﹃甥故﹄と﹃故離﹄についても三 鴻鵠氏も﹁正確で迅速な偶報公開

河村勝罠祉党政策審識会長︑瀬瀬

氏は門原発の安全性は十分でなく
子力暴発を養親的に進めていかね

いて︑これを改薔とみる小沢︑河

部改正による行政依制の改革につ

ないしとの発醤があった︒また︑

博緩澱本共産党中央婁園会政策委

まだ硬究開発の緒につい疋ばか
ばならない﹂︵小沢氏︶とする悪

艶について﹁環魔アセスメントも

綴会科学技術郡会擬︑西覇武夫新

見に駕し︑悪筆段は門猿子力に頼

﹁原子力平和利用は大いに推進す

︵薩醗氏︶で讐現在の生活水準を アンスが少し遡う︒

自曲クラブ政策婁展畏︑全原協を
りだ﹂と主張し対立︒膿出氏は︑

が︑これらと説得︑同社は近く

遍歴調盈も近々終わる麗込みだ

擬︶ほか︑小林治助︵柏崎帯擬︶︑

代表して矢部知慧夫会畏︵敦翼箭

墜で金原協翻立十周庫記念大会が

多

このあとフロアーかる門国会は

一

間題についても﹁定検を慣璽に実

；；多多

村の澗践と︑後退とみる武藤︑瀬

多

とこの蕩え方を支持し﹁現存の許

多多一・

容線墨は少くとも十分の一以下に

⁝

を﹂と指摘し

下げるべきだ﹂と強調した︒こう

多

ムードとはかけはなれた鋭い対比

部分は小数民族の居留地にあり︑

確認︒さらに﹁ウラン生薩地の大

を
をみせ︑統一の今後に流動的な側

した曹え方をふ醸え大阪︑畳鰯︑

原発反対路線

面が残されていることが浮き彫り

長騎各大会の
阪で闘かれた﹁生存のための閣際

がある﹂⁝一など︑従来に増し原

に植える②許容線騒を拒督する遼

アピ⁝ル4にも①
ている﹂門国際裁判所の改璽を要

連繕会議﹂では森滝簿郎原水目代

発阻止の方隅が強く打ち出され

動を起こす⑧﹁むつ﹂佐世保入港
を箋力で悪止する④代醤エネルギ

スを選択すべきーーなどの内容が
が確

ーとして太陽︑風などのソストパ

反原発路線

問魑について﹁微蟻放射線は白血

盛り込まれ︑

病を誘発し湾化を偲濫する﹂との
薪説も登鵬︒この難題についてR

認された︒

白血病は堰大する﹂との繕論を灘

研究から門微麗放射線レベルでも

︑

また︑今璋の大会は﹁ムラサキ

・バーテル郷士は︑ハンフォード

き出したマンク！ソ説を紹介した

大会でも

大衆を引き入れ

必要が強調され︑離の根的罪暴力

原子力施設関係蓄の臼血病死者の

あと﹁医轟轟X糠照射により︑白

閥争により

・8月22臼︑工藁クラブで．

あることが明らかになった﹂など

血病の傍舶線盤は十ニラド程廣で

楽しい度原発運動
表婁綴が﹁統一への新しい動きに

を

し棚対約な愚闇を行う︒

種エネルギ⁝の収支とリスクに黒

とし共同行動を 行われる︒山田氏は講演の中で各
趨こすことが決議された︒

伊反原子カデー

図る方針を確認︑十月二十六ヨを

は原産の山葭太三郎常任相談役か
は穂極的に謬黒していくが︑原水

国民的合愈形成

氏

京た︑国際翁議では低繊麗影響

た︒

にされた︒

しだいに採掘陽止の発動が趨こっ

多

らない部分のエネルギーは石炭と

となっている原発については藁察

の今後

⁝

べきだが︑原発翻設よりも︑問題

年ぶりに翼統一への動きを実現さ

簾の都響まで原姿は中止を﹂﹁ウ

・国際垂議などで一部﹁廃麗日対

統一

した︒

しかし︑こうした統一ムードと

二多多

平野巌︵美浜町長︶︑川繭義彦︵東

深い対立のミゾを粟り超えるには

ラン採掘を禁止する委譲がある﹂

せた統一実行委踊会も現在総織の

；二多 二 多 髪座多多 ・二 多髪％多 ⁝ 多多 ち 多多

開かれ①圏会の場におけるエネル

⁝・孝

もっと大所高所から原子力安全問

一多多

繭の雨氏が薄霧Qさらに︑地城閣 施しているから﹂︵小沢︑河根の

嚢

地熱と小型水力で十分賄える︒原

・二

の解決と蜜全運転の穂み蟹ねが必

多髪％多

海鰐畏︶各翻会擬の計十殴︒禽塀

二ξ

㎎原水禁璽の大会を追う

ーー簿の

が飛び出

塁らず今庫七月には解散︑統一に

う︒

ないまま︑九千名を簗めた広厩大

原発反対論

は新しく市民団体などによる﹁㎎

不確実

したものの︑大会として大きくと

全野塩・被川劇援謳世界大会扁を

に突入し疋といえよ

核兵器完全禦蹴︒被爆轡援護盤界

りあげるまでには螢らず︑アピー

再編成への動きを習漿に

大会扁箋行委澱会の発足を待たね

今庫の顕 水 爆 禁 止 璽 の 大 禽 は 九

原水協︵共産覚系︶と原水禁

日︑長繭で開かれた﹁78核舞器完 性の時代

酸後に︑向日なスケジュールをほ

ルでも原発問題は一謡も露及され

微妙な

弾4︒呼びかけ人は地話連︑臼溜 会でも既製縄紮は常にワキ役にと

第二

︵社会党系︶の紹繊建立が表面化 ばならなかった︒

会︒嶺隠︑ソ遡が行った三野核実

これは︑いわば実行婁の

ぼ終了︑来襲までの長い眠りに入

スタートして約ニナ四年︒今轡の
験をめぐって︑これを容認しよう

った︒わが囲で原水爆禁止運鋤が したのは昭和三十五鎌の第六回大

統

への機遡が大きな盛り上りを とする共産党系と︑﹁いかなる国
の核にも反対する﹂との方針を打

一

國遡起縮特騎総会を背漿に

みせたものの︑昨薙初めて統一大

たのが醐暖のキッカケ︒これを契

協︑曝本被団協︑生協遷︑NGOどまり︑﹁ノーモア︒ヒロシマ﹂

ち出した社会党系の見解が対立し

機にはてしない論争の泥沼にはま

会を実現させた統一箋術婁区会は

り込み︑原発の艇哲に対する路線

はやくも破綻︑原水禁もひきつづ
き独自大会を自行するなど今後に

原水禁 反原発でエスカレート

いくつかの流動的な側面が残され

臼本職教習連絡会議が中心︒この

はうらはらに原水禁は今年も原発

反原発への

臼の原発が鏡に大きな放射能汚染

ユクサによる突然変異研究でも今

定爽埼玉大助教授も門ムラサキツ

と独自の論点を展開︒さらに帯川
を強調

禁運動は原発をも含めた核絶対反
独自路線

をもたらしていることがわかる﹂

したのに続き︑語志大会であいさ

対が監本扁と

﹁原子力船﹃むつ﹄の反対闘象

つにだった飛鳥田社会党婆鰍擾も

富曲薬品工業臓式盆融

の絶周年舟航政策擬装会

門ノーモア・ヒバクシャ隔に終始

の激突も加わって︑＋四無間にわ

協トップ禽愈による統一大会に謁

統一大会は︑追撃の原水禁︑原水

ていることが浮き彫りにされた大

に入るっ

たる

分裂購代

会でもあった︒南民レベルから統

し︑婦人野寺など既存原水禁粗織

こうしたなかで︑再統一への動
きが活発化してきたのは昨年春︒

を趨えた

一への日取簗を実現した新実行委

醗金も︑それぞれの原水獲縮織が

今巻の国遠蟹縮特別総会を葭前に

﹁小異を超え核兵器完金禁止︑被 際会議などでは原子力発熱胃軸を

畷点の圏かれたのが特色9また 自 大鼓を決行︑とくに大阪の国

独
ひかえ︑いまこそ小異をすて属隷

反
の様相︒統一

問題に大きな焦点をあてた

独白に大会を開くという分裂大会

國結しない限り﹁完全璽縮﹂の悲

原魏のための大会

求める購が続出し︑さながら

の大会に

には璽実上終止筍を打つ役謝を粟

ーガンが示す通り︑対立点の一つ

爆薔援謹で大同圏紬を﹂とのスロ

市民レベル

たしたとはいえ︑今後も継続して

の原動力となつ陀︒しかし︑十四

轟。

◇各国の原子力開連レポート…一 一一
◇原子力関係ジャーナルー一…… ………
◇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

ﾁ緩

臨㌔∴1麗癒

纐は達成されないとの危機感がそ

鳳禰

職論，紬！

統︼大金を關く決定打とはなりえ

Σ
紬， ，
，
ミ統一ぐ大会は開かれたものの

原子力弘済会におまかせください
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エネルギー技術の中には高瀬の
発生率を讃け騨すれば︑職業人の

・時当たりの死亡︑負鰯︑疾病の

璽騒当たりの損失人・日数を求め

これから︑目送される材料の単泣

ずるリスクの国定魑を利用した︒

在来型エネルギー・システムに生

率は非常に小さいけれども︑広範

力と原子力はともに︑その発生確

う一つは破局的な事故である︒水

る唯一の汚索物質だと考えた︒も

のと仮定し︑これらの技術に対す

メタノール

1，270

0

て詳価する簡単な方法は無いが︑

子力と海水湯度差発醒がこれらに

他にも結論を灘き出すことがで

るかに高い︒

れた技術を綻進ずるためにより多

きる︒例えば︑低いリスクが示さ

くの研究開発璽金を投入すること

を望むかもしれない︒図は明白な

スクは︑ここでも最低で︑損失人

⁝ル︵損矢人・鏑数は約一薫O が若干変わる︒天然ガスによるリ

公衆のリスクについては︑順位

が︑これに関する知識なしで公平

際の判断嘉準の

クは︑必襲とする技術を選択する

ある◎エネルギ⁝生産に伴うリス

の分野は︑いま娘まったばかりで

リスク計舞あるいはリスク分析

選択を示している︒

・日数は無視できる◎罪在来型技

な選択は不可能である︒

繋・

安全で環境に調和した原子力発電

︵マン・アワー︶数に︑労働一人

愈味でいわゆる門燃料扁を必要と
リスクが算出される︒したがって︑

廃翼物によるリスクは︑原子力

す潜在的河能性をもっている︒

の場愈だけ跡算した︒原子力批判

つの部分に分かれる︒一つは大気

ると︑一人の死亡は六〇〇〇人︒

少なくとも以前の三つの研究によ

次ぎ︑損失人・日数は約酬・五で

ある︒原子力の場禽︑著名な原子

失入︒日数は約二〇〇〇︒水力発

どうしてこのような結果が鵬て

の評価傭を採用するという保守的

力反対巻が示している響町リスク

るが︑これは木拐の伐採︑連凸面

O︶である︒撮近幡広い関心を集

衛のメタノールによるリスクは︑

血

採鉱が必要である︒

しないものもあるが︑原材料はす

ムに適用した︒

その数値を各エネルギー︒システ

平髄されたことがある︒他のシス

な胞域の住民に深刻な災警を及ぼ

必要な材料と労働時間を嘱す一組

Y人・蒔が必要と仮定する︒もし

例えば石炭Xナを採掘するには 在来型技術と太陽熱発電について

運転と保守のリスクは︑以前に

の表があれば︑そこから職業入の

5U

織馨

〒108東京都港選三田孟一｝饅13番12号丁￡L東京（03）454−7111（大代〉

べてのエネルギー技術にとって必

188

原子力事業本部

要である︒原材料の取繹にはリス

入陽光発電

社

カナダ原子力管理螢員会︵AECB︶のハーバート・インヘ かの愈外な結果も出ている︒計算結累によると︑総合的リスク

これら材料の輸送も京たリスク

510

翻芸子力発醗設傭一式（原子炉、核燃料、タービン、発耀機

リスクを翻き毘すことができる︒

が巖も低いのは粛然ガス発露で︑原子力発電と海水渥臓差縄霞

を免れることはできない︒材料が

10且

嘗叢品囲

クが伴う︒

イパー科学顧問は︑さきころ︑各櫻エネルギー源の購業人と公

スクはかなり轟く︑ある三舎には︑これらの事故︑病気︑死書

な数値を用いることにより︑控え

派のいう︑したがって比較的大き

がこれに次いで低い︒驚くべきことには︑他の七つの技術のリ

一人目時の作業につき損失する テムの保守は︑既知のものから類

分析されたエネルギ⁝・システムは︑石炭︑石油︑原子力︑

人・B︵マン・デー︶数をZとす 推して求め︑さらに労働纏計から

薦染によるもので︑公衆に対する

死亡と損失人︒臼数を関連づけ

騒なリスク評樋をした︒

ントを建設する際にもリスクが発

リスク鷹を誤算した︒

鞠送された後でエネルギー・プラ

生する︒運転と保守も︑リスク分

インヘイパー氏自身も指摘しているように︑リスク計算の結

果から︑ただちにどのエネルギー源を選択すべきかは謡えな

る︒思様にして︑システムの各部

巖大のリスク三三となっている︒

こでは︑この数鷹を用いている︒

田の損失に等しくなっている︒こ

れらを全部加えれば総量的リスク

酸化物によるリスクを代袈的なも

石炭と石抽の燃梶から生ずる硫黄
輸送については︑石炭のような

リスク釈き

きたのか︒石炭︑石佃︑天然ガス

電のリスクは原子力に次ぐ︒

および原峯力のような在来型エネ

わらず︑公衆に対するリスク値は

なアプローチをしているにもかか

い太陽技術
鴎は＋のシステムについて︑単

ルギー源は︑葬在来型エネルギー

低くなっている︒風力︑太陽熱発

リスクを承している︒

設に必要な作業鐡が少ない︒ある

スクはかなり大きい︒この理由は

題︑太陽光発醒の公衆に対するリ

位エネルギ⁝の生麓に伴う総合的

図で用いられている単位は︑シ

のことは︑職業人のリスクに反映

場愈には珊資倍以上も少ない︒こ

源に比へ柑料必臨調とプラント建

ステムの簿二期間中︑システムが

結果

で︑いずれも一MW琿嶺たりの損 損失人︒冒数は一以下である︒原

が求まる︒

分に関為するリスクを計算し︑そ

する人︒B数はY・Z／Xとな公衆に対するリスクは大きく二

ると︑石炭一ナの生薩につき損失

の発生数は︑前一二蓄に比べて百倍以上も大きい︒

衆の健康に対するリスクについての辞価結果をとりまとめた︒

天然ガスの四つの在来型技術と風力︑艶出ノ⁝ル︑海水温度

在来型技術である︒さらに水力についても簡単に言及してい

養︑太陽熟暖騰︑太陽熱発餓︑太陽光︵囎池︶発爾の六つの非

る︒このリスク評価は世界でも数少ない試みの一つである︒
析で冤落しできないものである︒

湾染をもたらし︑原子力は放射性

につきまとう︒石炭と石油は大気

いくつかのエネルギー・システム

公衆の健康に薄するリスクも︑

いQしかし本報告憲は︑現在さまざまな評価が与えられている
各麗エネルギー源について︑そのリスクの度含を認識するのに

ク計算は︑現姦到達している技術

リスク要素

太陽軽薄竃

京芝浦電気株式会

リスク計簿は︑燃料サイクル金体つまり原材料や燃細の採掘

エネルギ⁝︒システムも同質で
レベルに三ついて行っている︒将

役立つであろう︒以下︑その概璽を紹介する︒

はない︒すなわち︑石炭︑風力︑

から廃棄物処分までの金段階にわたって行われており︑いくつ

全燃料サイ
腰の二三溢がある︒最後に︑リス

物腰を放出し︑水力発電はダム決

て技術革新が行われるか否かに応

材繕と燃料の生産︑機器の製造

別に計算

のエネルギー生産手段がある︒検
じ︑リスクのデータを膨正しなけ
すべてのリスクが数えあげられ

とプラントの建設の三つの側面に

来害エネルギー・システムにおい

討のために選択した特定の装躍が
ればならないだろう︒

る腰明はないが︑おそらく七つの

ついては︑詳細にリスク計箪を行

太陽やその他諸々の技術など多く

そのエネルギー源を代表する装羅
一般に︑電気は考えられるエネ
因子がエネルギー生産におけるリ

った︒他の四つのリスク要素もま

クルを評価
⁝：
であることを保証するためにはか
ルギー・システムの簸終的な産物
スクの大部分を構成していると思

リ スク少ない原子力〃

クは廃棄物処分にも存在する︒

人聞の健康に対するリスクは︑

なりの努力を要した︒他の型式の
といわれている︒醒終的な産物が

方法舗

発露プラントや太陽熱パネルがエ

装國を用いれば︑必要な材料や労

萄鍛

ネルギーを発生する時に始まるの

働力それにリスクの程慶が着干異

破局的なリスクと躍常的なリス

単位エネルギーを生産するたびに

ある︒とくにそれらのリスクは発

健康に高いリスクを与えるようで

9

聞
ンをとった時から始まり︑材料が

ではない︒リスクは︑技術養がペ

クの両方を評価した︒原子炉から

意外に高い舞在来型技術

る︒石佃と海水混塵激発鰭︵海の

◇

は﹁非在来型エネルギ⁝の多くは

103

東

なってくるかもしれない︒

ている時も続き︑その毅簾が耐用

の放射能洩れや石油やガスのパイ

賑数は約二〇〇〇であり︑これも

炭と石油の公衆に対する撰失人︒

に伴うリスク

一それは東芝のモットーです

灘癒犠灘

入手され︑加工され︑組立てられ

年数を終えて廃棄される時に終わ

プラインの破壊︑水力発電ダムの

の金属の生産に俸って大気汚染が

主に︑これら技術に必要な鉄鋼等

職業人と公衆に対するリスクは

単位エネルギー（1MW年）生産

業
の基本離提である︒つまり︑公平

る︒これが︑ここでのリスク翫籔

される︒ずなわち︑必要材料が多

に示す︒職業入に饗するリスクは

別々に評価できるQその結栗を表

その利益の可能沈が云々されて

労働統計は各種産業活動につい

人巨漢暖房

電用の原子力や天然ガスに比べは

前暫の鰻﹃配蟹用の鋼の採鉱や

原子力につづいて低い◎三つの太

て竃気を発煙させる︶の擬失人・

六で︑巖低のリスクてある︒原子

陽利嗣技術と風力による損失人・

表画と下働の閣の温度差を利罵し

力がこれにつづき︑その損尖人︒

最もリスクが低いのは海水温度琵

の危険が大きいためだ︒

めている太陽熱曖房の損失人・日

大気湾染かないため二番自に低く

部にすぎない

スクを承しているのは石礎と石簡

数は約一一〇だ︒麟で⁝番幽いリ

逆に簸もリスクが萬いのはメタノ

発電︵損失入︒臼数は約三〇︶で

○○〜三〇〇であるGメ

臼数は

リスクが低い﹂という伝統的な概

539
海水温展澤

田打は約一〇てある︒非在来型技

念と正反対である︒芙然ガスの一

282

9

国華は〜二〇〇以上︶を承してい

て︑単泣作業時閣当たりの死亡︑

力

5

タノールは簸高の数魑︵損失人︒

負傭︑病気に関絶する損失時間を

4

大剛ガス

もっている︒このグループの中で

ガラス製編網の砂の採取が必要で

1

7

術は冥質的にかなり醐いリスクを

あり︑後蕾の場含︑燃繕照石炭の

1，920

MW年無たりの損失人・日数は約 日数は一一〇〜豊○で︑天然ガスと

18

示している︒運転に必要な人︒階

イ由

老庵
ス

採掘とタービン製作胴の鉄鉱石の

2，010

水

産

失われる入・田︵マン︒デi︶数

合だと八十四人の一年間の消費エ

天然ガスが損失人︒日数は約六で

いるにもかかわらず︑葬在来型技

決壌などは新闇の見出しとしてと

蟹から魯き毘される鍛も蔦葛な

ネルギ⁝墨に椙嶺する︒

次いでいるG藩論とも︑単位エネ

最低で︑岡約九の原子力がこれに

な評価のためには︑単に鍛も顕署

ければ多いぼど︑それに伴う職業

た璽要だが︑それらによるリスク

結論は︑いくつかの在来型エネル

発生するためである︒最後に︑石

である︒ちみなに︑ここで単位エ

た︒

は別のもっと簡単な方法で計算し

ギーのリスクは明らかにいくつか

ネルギーとは一MW年︵11千K
人W
のリスクは大きくなるQ

加AECBのインヘイバー民が分析
われる︒七つのリスク要素とは︑

機器を製造するのに必要な纏繕

りあげられる︒しかしながら︑深

熱や機械的エネルギーである太陽

プラント建設︑運転と保守︑公衆

材料と燃料の生産︑機器の製造︑

の羅と労働時閣︵八・時数︶︑お

刻な事故を起こす麟在的な可能性

熱暖房やメタノールのようなシス

の健康︵破局的災警の可能性を禽

なリスクだけをとりあげるのでは

千MW︵目百万KW︶の 出 力 の
必ずしもリスクが醒高のシステム

テムについては︑これらの非電気

む︶︑輸送︑廃棄物処分をいう︒

なく︑あらゆる段贈のリスクを含

ではない︒評懸結果によると︑各

的な形態のエネルギーを︑それを

年︶のことで︑例えばカナダの場

エネルギー・システムの総合的リ

産み出すのに必要な電気と関係づ

について評樋したところ︑人間の

術はエネルギー生産の全サイクル

をもつこれら少数のシステムは︑

発躍プラントを多くの計騨の基礎

スクの大部分は︑非破局的な︑つ

ルギー当たりの必嚢樗料の少ない

めなければならない︒

として用いたが︑実際にこの規模

まり日常的なリスクによるもので

ことがその結漿にあらわれてい

数

また大気汚染の影響による︒

の出力を持っているシステムは少

の非在来型エネルギーのリスクよ

2000

力

原
ない︒ここでは︑各システムに必

り低いということだが︑この葉影

11

力発霜プラントを考えてみよう︒

賭間を警慮して計算している︒

〜Go

た︒

ク水を
ス融リ
リ︑盛

よび機器の裾付け︑建設に必要な

1ooo

灘
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@

姻

燃動燃鍍業団は十﹁露︑米エネルギー省︵DOE︶との間で高速繕殖炉大型炉心臨界物理の臼米呉同

●

謬

へ一月︑米国の筒速炉政策変璽に伴い

計圃も延期︑今織六月になって来

鶉業団実証炉核特牲の確証

実験を三黛計画で行うことで舎悪︑三日から契約が発効したことを畷らかにした︒この実験計画は臓
畷で計画実施が決まり︑覚轡の締

アイ ホ実親ζ参

米高速炉協力協定の協力の一環としてアルゴンヌ国立研究所がアイダホ・ホールズに所擁する饗出力

を模擬した大墾尚速臨界集合体を

一サイ

との襲え方が打ち出されているの

究開発課題を明らかにしていく醗

策狡術の現状評価を行い今後の研

の観点から転換技術︑保護描曲節

産業システムとして確立させると

明確化︑さらに圏産ウラン濃縮を

理︑プルトニウム湘工︑廃棄物処

二銀

利屠の當由腰を蕩める糊地からウ

新たな國際国勢をふまえ︑核燃料

このほか︑核拡敬防止をめぐる

画だ︒

が特色︒核燃料パ⁝ク構想は再処

理・処分などの施設を共同立地さ

ち再処理部門については五十

WUが必要となる計算︒これによ 確立を図ろうとするもの︒このう

産業化の懸義について検酎すると

ラン入黍方法を含め圏損亡編技術

膿になる︒

燃料パーク構想の数体化が慧務﹂

DOEと動燃は五十四年秋をメ また︑核防対策については﹁核
ドに轡門家会議を開く︒これは二
士ハ鎌慶以降に予逢される大型炉

DOEと動燃の共同寅験計爾は フルモックアップ実験計画の内容

プルトニウム炉︵ZPPR︶を利用して︑大型高速炉の核設計に必要な核特性の予測精度を確認する 結となった︒
ために行われる︒経雛は五や万ザ︵約一億円︶で︑米国が八Q％︑日本が二〇％を賃挺する︒

みるまでにこ賄うけたが︑同隼六

を予め日来閤で調整することが主
1省との間で計睡覚講案の含憲を ZPPRのプルトニウムニ⊥一二

界簗含体が必要となる︒米国に

ニウムニー三ナを装翻した模擬臨

はこの規模の実験に使えるZPP

わが国は軽水炉から爾速炉への
動力炉醐発一本戦略のもとに高速

り発生する廃棄物は低レベルでド

いる︒このほか︑核燃料バンク構

度中に聯叢会社を設立するとして

せ︑パック︒エンド部門の纂中的

ラム量二百九十二万本︑高レベル

化︑プルトニウム・リサイクルの

のあり方についても今後の方向を

摸︑建設︑灘転解体など開発体制

へ

麟縮技術保有燭との国際協力の潮

を行っていく計画︒間委騒書では

曇性と問題点などについても検討

メドに検討紬果をとりまとめてい

問題の緊憲性から約三か月程慶を

く苗齢︒

交渉は︑遠州側が示した新しい

関陶画社長︶は︑田本をとりまく

縮聞題委員会︵委員長・韻蟻酸炎

田本原子力産叢審議・ウラン濃

核拡散防止の観点から濃縮ウラン

縮提供サービスが活発化︑さらに

が︑十一濁︑通産釜の論断検董に

W︶は五月から定検入りしていた

会に設躍された﹁タスク・フォー

検討をスタート︑このほど岡脇田

ウラン濃編開発計函の進め方﹂の

画を明確化しておくことが流動的

ての盆恵を形成し︑今後の開発計

團麗濃縮捜術産業化の悪義につい

でわが閣濃縮技術の現状を騨価︑

こうした新局面を覆難に︑環時点

の浜醐︑六月から定野中の福鰯第

五基のうち︑昨無九月から欝欝中

再開した︒

合格︑三か月ぶり岡澱から運転を

への規制を強化しようとする薪し 所︵BWK︑出力三十五万七千K

ス﹂︵座長・大漁憩一聚大教授︶

ップしているだけとなった︒各原

で停止中の美浜一轍の三墓がスト

一原発三弩と蒸気発生器対策など

壷

灘論難目︑

／

〆

︑粛呈

二一〆︶

凝灘姦

鱒ア

ており︑ちなみに七月の設備利用

発の纒転実繍も好調さをみせてき

た︒

率は六九・八％と高爽績を認録し

三菱原子力工業株式会社

@
炉開発を進め︑動燃甥業圃の実験

核燃料パーク推進を

は一芳四千三二本に達する兇込

推進などを図る必要があると指

籍冊舞総合推進計画を改定

計醸はこのうち︑まずウラン確

ントの開発スケジュ⁝ンと︑規
同研究帳綴会が﹁核燃料瑠業三

保対策について薪規必要鰍の約三

明らかにしていく︒

ともに︑実証プラント︑商照プラ

斜推進計睡﹂を決めたのは昨年七

摘︑資金対策については﹁燭の穰

想など国際共岡計画に穂極的に参

遜産省資源エネルギー庁の﹁核

月︒今回の検討は岡計画以後原子

分の一を自主開発するため各有望

る︒

極的助成が不可欠扁と強調してい

み︒所要翼金は核燃料サイクル関

︵委員長・疎剛

プロジェクトことに一社ずつ中核

加するとともに︑濃縮技術の團慶

燃料研究委員会﹂

力開発規整のスローダウン︑米国

的な探鉱開発企業を設立する必嚢

係のみで約四兆二千憾円︒

良繊璽大教授︶は一一〇〇〇庫に至

の核不拡散敵軍など薪たな対応を

の安定化を図るため

があると指摘︑さらにウラン供給

国・産化一戦略検⁝討

敦賀原発も
運転入り
協定案に対する賦本側質問から討

い動きが表面化するなどいくつか

檸止申は三基のみ

議に入った︒藤州案は︑同国薩核

ウラン麟縮悩勢が新局面を遅える

現状︒今園の岡委爵芸の検討は︑

流動的な側面が出てきているのが

新局面に総合的対応

これとあわせて︑資源傑有国︑

るわが国核燃料サイクル確立の翼

追る新篇困が表颪化してきたため
こうした薪周薩を踏まえて核燃料

﹁核燃料サイクルに関する検討絃

サイクル確立のための轟轟的戦略

それによると二〇〇〇隼に一億

︵2︑3圃に翫画の概要︶

体的戦略のあり方を明らかにした

粟中間報告扁をとりまとめ︑①新

菰千万KWの原子力開発を遼成す

葎ま

規必要ウラン騒の三分の一程度を

のあり方を総合的に兇要すことに

核燃料パーク夢想の員体化を図る

るためには天然ウラン蕊十九万照

九八罵

自主開発する②一九八三年置でに

④核燃料バンクなど国際共同計画

千ゾ︑濃縮ウラン十五万六千ゾS

一年分の灘縮ウランを備薔する③ なったもの︒

え方を打ち鵠した︒

に籏極的に参煽するーーなどの考

一

物病の第三国移転に際し︑張政府

り方を総愈的に芋掘する門わが国

なかで今後のウラン濃縮方針のあ

熱熱原子力発電会社の敦賀発電

ン輸出の条件として盛ることな

叢政策の内容を反映したものとい

ど︑昨隼五月に打ち出した墨東淵

の第一圃藪禽を開き︑異体的検討

な国際彌勢に対応するために不可

これでわが国の原発は運転中十

わが国は電力一二社が藻州から合

欠との観点から︑わが国のウラン

う︒

副約九千ゾのウランを購入する契

に入った︒

約分の船盗みについては交渉にか

ウラン濃縮については動燃によ

約を結んでいるが︑簸州側は既契

纐を行うことになったものQ

儂縮のあり方について総禽的再騨

葉叢化路

るパイロット・プラント建設︑高

B戴交渉は輸撫一瞬ストップにま 性能蕩心分離機など

らませない方針であり︑この点で

興体的には︑動燃が推進してい
る遠心分離灘縮技術の客観的評価

三菱原子燃料株式会社

タ

ています。

三菱重工業株式会社

綜ザ儀凝

一

の事蘭承認を二国間協定にウラ

原産ウラ
ン濫縮婁

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

蝉

。

1

三菱グループは永年にわたって積上けた
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

じ／

ト
豪側が新書定案を提示

纒飛翫

三菱PWR燃料

臨臨

日豪交渉スター

日壷原子力協定改定交渉が︑十

が順調に進展する一方︑国際
的にもヨーロッパからのウラン濃

線

優れた技術と品質を誇る

……

でこじれた日加協定改定交渉とは
鷲総轄灘螺轟饗にして
いる．

Q

原子力協力協定の改定
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2010

4，340

⑤

中間炉を雌人す

2005

23，200

751，000

2005

6，800

237，000

2005

2，680

G7喚
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処理第二工場は五ゾ／臼程度の処

理能力とし一九九〇勇奮から︑同

規模の第三工場を一九九三年度か

準の整備などを進める︒④核不拡

術の国産化︑資金の確保︑技術夏

確立︑立地・環境薄恥の確立︑技

ークの設立に関し事業実施体制の

ぞれ稼働に持ち込む︒③核燃料パ

九九〇奪度︑〜九九蕊庫度にそれ

働︑ひきつづく同四百ナ工場を一

X／年工場を一九八蕊年から稼

②プルトニウム利用は六＋ナMO

までに六千七召ナU308／庫程
らそれぞれ操業開始に持ち込む︒
度の海外開発を行う②新規長期契
約の確保③低錨位鉱︑海水ウラン
等の代替的ウラン確保手段の技術
開発の撹進④ウラン備蓄対策の推
進⑤国際核燃秘バンク構想への対

応一などを行う︒
▽震縮ウラン①国産農縮工場
の開発︑建設につとめる︒このた
め一心分離機製造体鱗を確立し︑

部品を荒む完全自

プルトニウム國際蟹理︑核不拡散

技術の開発︑地域核燃料サイクル

低レベル

センターと便用済み燃料国際貯蔵

等が大きな課題となる︒

▽廃棄物の処理処分

における集中処理化ほか︑最終処

廃棄物は減容化および加工審奴等

エネルギー革命を展開する蝉のバルブ

また︑核燃料サイクルの各分野
についてはできるだけ国産化に努
める必要があるが︑再処珊および

442，000

嘱

開発嵐転は1985年3，300力KW、2000年1億5，0GO7JKW、2025年3億5，000万KWとした。
雲速炉は噸入開始年から徐々に噸人され、10年たって初めて新設炉はづべてを勧速炉としりるとした。

な原子力軍和利用と核不拡散の両

後発国藩論をも含めた観点から面
濃櫃の分野では一応の実績をもっ

る︒すなわち︑核燃料サイクル評

心を進めていく必要があろう︒

の現状および資漂的制約からいっ

より擬期的な観点からみても︑ウ

つ︑一一国間︑多国間協議の場で核

このような状況を総會的に勘案

て完全な躍産化は磁難と考えられ

価︵INFCE︶を墓調とし立つ
というより広い視野に立って︑

ことができる新型炉の狡術開発に
燃料サイクルの評憾検討が進めら

した場合︑わが圏としては①原子

鑓を確保する必要があると考え

14，900

ベル廃棄物は固化技術の開白・保

4し

ラン資源の大幅な有効利用を行う

より来世紀に騒ってもエネルギー
れており︑これらの場を通じて今

力の﹁既開発国偏としての書置づ

とくに燃繕︑技術面の供給保証の
る︒

2005

分の確立︑推進につとめる︒高レ

AS納E

二千年に一・
の相当騒の供給が蒲能なことから

ていくこととなろう︒

後の核燃料事業の方向が規定され

観点から自国の核燃料サイクルの

に対癒すること③ウラン資源国に

ための国際事業の方商にも横極的

954，000

二〇〇〇無度康でに五千ナSWU散をめぐる国際悩勢への対応では
／年程度の工場規模とする︒この
ほか国際理数累業等による擬縮ウ

▽燃料加工

ラン供給の安定化につとめる︒

①第二爾処理工場

主盗産体麟の確立と輸出の促進を

▽再処理簿

図る︒

ならびにこれに伴う使用済み燃料

核流体制御精機の領域です

準

のホープと

資源に乏しく︑技徳力︑工業力に

を行うこととし︑残りは供給源の

るため︑当面は一定比率の国産化

原子力発電規模は︑わが国該撚
確立を加速化させるとともに︑他

展段階に応じた所要の立法措置②
事業化と一体となった形での研究
開発必要資金の確保頬策③関連産

31，500

ための各施設建設につとめる︒再

中間炉を導入する場合としない場合の所要

ニウム加工︑高レベル廃巽物固 管体制の確立が中心となる︒

貯蔵︑プルトニウム保管︑プルト

原子力バルブ憶

石佃ショックを背暴に
国産エネルギー

期待せざるを得ないわが国として
けを攣悪に獲得すべく努めること

ているとはいえ︑わが国技術開発

原子力発亀は︑世興的にみてこ

このような楠勢に紺して︑西欧
②原子力の先進国側として後発函

五億KW開発
の数年来遂次拡大の途をたどって
は︑石油代替エネルギーの大宗を
諸園︑主要資源園箸はそれぞれの
に対して協力を行う︒その場倉︑

して漂子力発電︑ことにその

は明ら
いるものの︑経済停帯︑立地難に
なすものとして︑原子力開発が不
国のエネルギー政策・雑業政策の

前提

が認識されてすでに久しい︒

墓本醜方商
よる開発ペースの低下箸から主要
司欠といえよう︒

など停蒲傾商にあるようにみられ

方︑原子力後発国または消費国と

多角化および国際協力により必要

各国とも関発規模を下方修正する

であり︑今後のわが国の核燃料サ

料サイクルの規模を規定するもの

厳しく流動的な国際情勢の中で

原子力開発を進める上での重大の

る︒とくに︑各国とも立地問題は

ためには︑従来にも幽し国際問題

わが国原子力政策を展開していく

で長期的観点からは資当国と消費

対し︑原子力開発の進展という点

ティブのもとに進めていくといっ

の共二重業などを㊥国のイニシア

な要因の一つである︒ここでは︑

せた総愈的なアプローチを行うこ

に対して各種政策手段を纏み愈わ

イクルの姿を描くうえで鍛も重要

存関係のもとに︑ウランの探鉱︑

圏の利霞は〜致するという檀互依

ネックとなっており︑国民︑地元
住民のコンセンサスを罎るための
た戦賂的なアプローチを行おうと

負損も必要となる︒

とか要請され︑このためのコスト

している︒

開発︑長期購入箸について協力関

核燃料サイクル慕蘂化のベースと

わが国の原子力発電については

スタンスとすべきだと考える︒

係を進めることーー簿を基本的な

なる原子力発鱈規模としては︑原
子力エネルギーの位置づけと剛体

に位置づけられることは国際的に

今後とも世界のトップ・グループ

いる︒

しかしながら︑このような中に
的対応策についての国民各層のよ

対応策が最も重要な課題となって

あって︑エネルギー問題に対する

圏標として︑〜九八五奪度三壬二

り深い理解と命意とを蔚提とした
も認められると考えられるが︑他

における討議や公報・普及繧動の
方このような原子力発電の塁盤と
哲万KW ︑ 一 九 九 Q 年 度 六 千 万 K

て①各編業の蒙叢計爾に墓つく発

認識の深まり︑公聴会等公開の場

漫透などによって︑徐々にではあ

国際共同計
画へ参加を

髴a度

核燃料サイクル確立の緊器性

いては

が︑その畏期的薄応方策につ

かにされているものの︑興体
的捲置のあり方については︑

開発規模のスロー・ダウン︑
来日の核防政策など新たな要
因の現劇により総命的な見署
しが求められているのが現状
だ︒こうした新局颪のなかで

を確立していくためには天然

整舎性のある核燃料サイクル

ウラン︑濃縮︑再処理︑廃棄
物処理処分など各段階で墨体
的にどう対処していく必要が
あるのか︒今園は一蘭蕨報の
通り通産雀・核燃料研究委員

いては︑先発圏との間に葛干の技

なる核燃料サイクルの自立化につ
W︑二〇〇星塵四五千万KW
を考えている︒この臣標恒はおお

るが・原子力開発について︑国
民︑池元民の理解が褥られつつあ
術格差はあるものの︑例えば薄処

た︑国際的動岡に対応していくた

行われることが期待される︒康

る︒このため︑ウラン資漂確保対
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業体制整備についての検討一iの
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るなど︑これ象でに相当の技術の

けがほぼ篠られつつある状況にあ

開発国﹂としての地位を得てわが

塞鑑計画
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濃縮浄業の検討③核燃料バンクへ

国の核燃料サイクルを確立してい
くためには︑核燃料サイクルの各

各分野で先発園の水準に到達し︑
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ウラン確保

▽ウラン備蓄対策の携進

形成︑学園技術保有による安全保

鷹民の協力体制づくりを行うとと

ンス上の戦略を皐期に確立する︒

定に至るパブリック・アクセプタ

不拡散をめぐる国際藩勢への積極

▽プルトニウム利用の推進と核

元PR︑折衝︑潮地取得︑地点決 の整備を行う︒

一方︑民間としても︑大階上プロ

もに︑所要の資金孫譲について詳

への対応策といった観点から極め 聞から相当の協力を頻る必要があ

瞳の確立︑将来の備薔︑機器輸出

ウム貯藏︑爾レベル廃藁物処理︑

難な国際欄勢にあること︑および

等センシティブな技術の移転が困

め︑廉海施設からプロセスのノウ

ワ

→

充折衝を進める必要がある︒︸方

蔑間で畢急に購業主体を確立し地

稜極的に税制・金融上の助成を行

所要資金が膨大なこと等から国は

設に欄甕の畏期間を要すること︑

まで︑再処理施設で七年程度と建

▽廃潔物処理処分対策の確立

用実証誠験を揃進ずる︒

低レベル廃棄物については︑減

容技術の關発および発生墨の低減

化を行うとともに︑核燃料艇工施

る︒また︑簸終処分等の塞施体制

設からの廃藁物の共同処理化を図

の早期確立を図るため︑海洋投棄

および陸地処分に関する試験的製

に関する安全轍実証試験の実施を

業︑調蓋研究の実施︑サイト保管

進めるとともに︑異施霊体の確

立︑関建技術蕎の雌成︑立地の確

約二五％︑濃縮役務で約五五％︑

には︑それらの建設に要する長期

鵯璽ギャップを生じさせないため

間所要駅がピ⁝クとなる︒その時

瓢︑・

およびATRでのプルトニウム利

用リサイクルを行うため︑軽水炉

のプルトニウム・リサイクルの喫

一九九〇年以降︑熱中性子炉へ

等を図るものとする︒

核不拡散のための技術開発の搬進

罷るとともに︑コ・プロセスなど

理構想の墨髭的スキームの確立を

このため︑プルトニウム国際管

ものとする︒

て国際的な場で積極的に対応する

両立を図るため︑その方策につい

プルトニウム利用と核不拡敬の

的対応

わが国は︑原酒力発電塗料につ

る︒

このため︑国としては核燃料パー

いて︑原料はもとより︑転換︑濃

原子力発電の安定的な蹴転によ

保管等の施設を共同立地させた

機器の風鬼性の確撮のため国産化

︒ハウを得るとともに︑騎断機︑

を學期に図る必要がある︒このた

﹁核燃料パーク扁の建設の推避を

核燃料パーク諸施設のうち︑再

抽出並等の機器の開発について

攣る︒

処理建設およびその付属施設につ

国でも︑立地地点の適格性を審資

各樋基準等の整備を行うものとす

保を推進する︒また︑国は必急な

再処理で約四〇％減少し︑ピーク

のりード・タイムを弩曝すると︑

鋭轡

燐勲

へ

鱒 美

ど

鴎燕／

つ

賑

目．蝋

空

婁糠

嚢鞘懸

濤転・

纏

卿K

㍊

・隠鑑

エネルギープラント事業本部

も熱度があることから︑翼金力︑

し︑政府の助成を診て行うものと
る電力エネルギーの安定確傑のた

の合意形成を

備薔は︑軸力会社が協力して行

いて︑電力会社を中心として五十

するため︑環境影響肇前調川を行

う必要がある︒また︑安全性︑核

高レベル廃藁物については︑ガ

る︒

ラス白化等処理技術および地無処

分等酸終処分技術に関する研究開

発を積極的に進めるとともに︑わ

つた籔理・処分方法︑事業霊体︑

が燭の蘭然的︑社会的条件に覧愈

巖終貯蔵の研究開発の進め方︑サ

イト条件など曝業化のためのフィ

縮役務︑再処理の所要隅のピーク

増大する︒また︑天然ウラン︑濃

の形は各々ゆるやかなものにな

三盆的な核燃料サイクル三業の推

廃棄物処理システム、炉過器、濃縮器等

ジェクト等は︑一社の資金負概に

て璽要であり︑横極的に推進する

ク基本計画の策定︑立地地点の政

必要がある︒

また︑礪産濃縮工場の建設スケ

縮と極めて多くの部分を海外に依

府決定︑電源三法の活用など原発

存しており︑醒近の供給国の核政
ジュールに窺わせて︑遠心分離機

る︒

立地円霊化のための施策を捲進ず

技術力を結簗して探鉱を進める体

策を反映した供給規制の動きと相
そのため︑窮業体舗確立は急務

る︒

製造体制の確立を図る必要があ

制を軍急に整える必要がある︒

であり︑実舐プラントから実用プ

する︒興体的にはウラン璽源確保
め︑緊急時藩翰として︑一年分の

探鉱・開発の推論体制としては

ラントに移朽する過程において︑

融澱買鉱等に比べ︑リスクはある

対策委員綴会を積二二に港江しつ

る︒

濃縮ウランを備籍する必要があ

地域一社ずつ中核的な探鉱開発企
▽核燃料パークの建般推遷

楡撒の捉近

仙L欝

三分の一を
・；

自主開発で
・
▽中核企簾をテコとした康主開

い︒

まって︑供給の不安定は著しく高

ものの︑成功すれば︑わが国のウ

つ︑嶺面︑カナダ︑オーストラリ

研究開発に関しては爾処理技術

富力︑非鉄金属︑商社など関係業

ラン安定供姶確傑にとって多大の

アの有魑プロジェクトを対象に各

．燃料パークへ

界が協力して︑資金︑技術を結簗

齎鰍をなす︒わが国としては︑新

ウランの自主開発は︑単純買鉱

奨の推逗

規必一目の三分の一を自主開発す
るとの葉理に向かって︑今後とも

再処理︑プルトニウム姫戸︑廃

バック・瓢ンド対策

横趣的に探鉱開発を携逸していく
硬し︑一九八三駕慶宋に所要備蓄

は︑十分な実証試験が必要であ

うものとし︑一九七九年度から実

り︑相嶺の馨鑓と五〜七鎌の期間

業の設立を日日することとする︒

三無痩申に購藁会社の設立を図

を必要とするので︑計画的︑効率

る︒この場合︑化学︑璽電機メー
カー等の参学が不司欠である︒ま

的に研究開発を行う必要がある︒

棄物処理・処分等のバックエンド

な推進を図る上で慧務である︒こ

た︑プルトニウム加工施設の無業

部門の確立は︑原子力開発の円渦

国産工鵬の建設は︑安定供給の

のため︑萬処理︑使用済み燃料貯

▽圏塵濃縮工場の建殴推進

騒を達成するものとする︒

ン探鉱開発の中核的役目を担い︑
確保︑技術淀新︑将来の纏縮無熱

この際研究霊体︑研究体制および

今後︑中核企業は︑わが国ウラ

トラリア全域を対象とする︒

当該企業は各々︑カナダ︑オース

今後︑必要とされる探鉱投綴と

う勢との蓬は大きく︑国としても
自主開発国主の二成に全力を注ぐ

主体の確立およびパーク全体の管

わが国民闇企藁等による投澱のす

横趣的にこのギャップを埋めるべ

藏︑プルトニウム加工︑プルトニ

のについては遡やかにその体制づ
くりを行うとともに︑民間で行う

研究計画を明確にし︑国の行うも

協議の場を皐急に設け︑獲期方針

ものについては強力な助成措躍を

理運営体制の確立を羅期に園る︒

の策定︑総愈的な調整等を進め

う︒立地渓定にあたっては︑パブ

物質防護︑プルトニウム管理の観

核燃料パークは︑建設から運開

講ずる必要がある︒

リック・アクセプタンスを得るメ

点から立地霧蕉掴針︑設訓基準等

要國となるので︑濃縮工場︑再処
理工場の増設時娚︑規模について
は慎重に検討する必要がある︒
▽中間炉︵プルトニウムの勲中

を蝉凹した場愈中間炉を司能な

性子炉利用およびCANDU炉︶
核燃料サイクルの侵期的計画に

限り蝉入すると︑それらの川副の

▽まとめ

ージビリティ調査を行う︒

る︒これは︑高速猶殖炉実用化の

高速増殖炉の灘入が騨講に行わ

もつ特性により︑二〇二五葎まで

遅れ等による核燃料サイクルの各

間炉の鯨入箸によって︑天然ウラ

天然ウラン質源の制約の観点か
いて検討した結渠は以下の通り︒

所要騒の鵬大要國への対癒として

〇％︑濃纒役務で約四五％減少す

▽高訓贈殖炉麟入が遅れた場命

れる場倉には︑藤縮役務について

の累横駈要鷹は天鉄ヴランで約二

藤入が遅れるとそれだけ軽水炉

萄効である︒また︑天然ウラン︑

ては一δ一〇隼度頃にそれぞれ年

は二〇〇五測度頃︑再処理につい

ン︑濃縮役務︑再処理簿の所要鍛

隠代を罠ひかせることになり︑天

おける年開所要騒も天然ウランで

濃縮役務︑樗処理のピーク時期に

ら︑筒速増殖炉の早期開発口入が

一〇二五葎

時難が遅れるとともに︑ピーク階

る︒これは濃縮工場︑再処理工場

必要である︒

までの累穫所要墨が各々約瓢○％

然ウラン︑濃縮役務の

がどのような影響を受けるかにつ

関し︑高遜増殖炉醸入の遅れ︑申

超期予測

期導入を

高速炉の早

カ一一ズムが極めて重璽であり︑地

立地・環麗対策の確立に関し︑

る︒

なお︑政府︑段間各界による窟民

に関するバーゲニング・パワーの

理用

ものとする︒

ル

の設備利用率を高い水雌に継持す
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CC
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﹁冷却塔は必要なし﹂

︐一

EPAの判断全面受け入れ

対一の

の多くが原子力か火力かの選択を

あった﹇物質の本質﹂の究明に一

役買うことになった︒勇さは約二

十ナQ憲艇速器から出た陽子を加
速することにより︑最終速度は光
速の九九・九九九七％になるとい
う︒

る高エネルギー物理研究センター

は欧州八か国が参加︒欧州におけ

総嘱

りの冤通し︒リン酸からのウラン

︾麟

鍵響憂

理する技術協力協定を補足するも

ウラニウム社と米国ガルディニエ

抽出は最近フランスでもPUK︒

簾〆

ので︑サフィ・リン酸工場内にウ

︻パり松本駐在畏目モロッコが

ナ以上のリン酸工場内に施設を建

引き下げることができるσ田産千

仏︑サン臼ーラン原発

︻パリ松本駐在員︼フランスの

サンローラン・デゾー原子力発電

ス炉︶では八月中に運休申の炉心

通風システム試験が行われる︒試

験は主として温度測定讃計器の作

前回一九山ハ九銀の試験では炉内

動状尻調査が中心となる︒

て行い︑核燃料が触解するという

の炭酸ガスを下から上に磁転させ

肇故があった︒このためSCS︷

に上から下に流して試験するよ

N︵原子力施設安全局︶では正常

公社︶では該験法を改善したので

う提案したが︑EDF︵国衡電力

一︑発電駈が基準に禽致して建

西独のU探鉱

験法を審査し安全だと認めた︒

た︒SCSINもEDFの改農試

いと主張し認司︵六月六日︶をえ

逆流法でも甥故を起こすことはな

り延べる︒

一︑未決着の問題を解決するた

健康︑安金聞落に閲する検討を繰

一部は許認司促進法案の中で試

一︑初期の公聴会において検討

開発に出資

行為の成り行きを理解しえなかっ

ある︒環状は大半の人々が現在の

ﾉ止め混くことは有益だと考え 知らずに欝すことも一つの行為で

維持することは引き続き最高の補

の健康安全と環境の＋分な保護を

されるべきではない︒勿論︑公衆

び運開に必要な麗筆の経過に追加

は︑原発の立地︑設計︑建設およ

法に譲る場命でも︑許認司手続き

邦の優先権を認め︑重複を回避す

一︑放射性緋出物を規制する連

する︒

任ある主務宮庁に審蓋権限を委任

めに所載機関の審竃を調整し︑壷

一︑不必要な重複を團織するた

一︑原子力発竈は確立された技

要とされる公聴会の完了に先行

益を得るとの判断に基づいて︑必

フトが国際的に行っているウラン

三分の一以下でウランゲゼルシャ

は明らかにされていないが工費の

ルシャフトのウラン探鉱開発に出

力機関はこのほど西独ウランゲゼ

規の発躍設備に関する悪難決定を

に︑全国の多数の蟷気難業轡は新

解決するものとは必ずしも期待し

び込んできている問題のすべてを

迫られている︒種々の燃料選択を

比較考慮した場台︑原子力許認司

になる︒

探鉱開発にイランが参加すること

資する協定を締結した︒出置比率

るような変更︵歯止め︶や正当性

し︑仮運転を許価する︒

は存在しないはずである︒

醐

金：庫つくりの豊かな経験が

熟熟

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

合され︑長年多くの科学者の夢で

CERN向け
大型磁石完成
萸国のモ⁝ファックス社はこの

英モーファノクス祇
その成り行きを注麗していた︒原

ほど︑欧州愈同原子核研究機関

ール︵四極︶型磁石を完成︑規

︵CBRN︶朋の大型クアドルポスイスに本部を置くCERNに

発建設許可をめぐり二転竃転ずる

在︑最終チェックを行っている︒

不確定要素が︑つきまとうかぎ

りがち︒電力不離を憂慮する弼も

許可を出すかどうかを含め︑ワン

ラン去春施設を建設することが内

子シンクロトロン︵SPS︶に結段と拍単がかかることになる︒

施設で建設中の三百GeVの超陽Sが完成ずれば今後の研究にも一

同七重はCERNの新しい実験
として高く評価されており︑SP

り︑電力側の決断も優柔不断にな

高まりつつある︒

シーブルック原発建設に関して

れてきた︒EPAは今年二月︑連出された冷却システムの排水ロを

ス︒スルー装置に替わる冷却塔な

ムの影響をめぐって議論が展開さ

三千μから七千ぼに延長すれば問

日︑D・コストル封PA長窟から題なし︑とするEPA決窟の根拠との検討をするための措置﹂と

邦控訴裁から﹁七七年六月十六

出法︑仏社はウラン岸錬技術をも

することになった︒米社は溶剤抽

ちよる︒

社が提携して開発・工業化に茜塾

ンス技術︶で建設が計懸されてい

容︒旛設は数基が予竃され︑一基

ステムは七七年六月の決定通り問

る︒モロッコは巖近来国のゼネラ

し︑建設停止を命令していたも

嘱

が︑その結果八月四日︑﹁冷却シ

が不明確嬬として差諾し判決を受

欄

炉心通風シス
型原子炉︵研究用︶の購入を決め
原子力開発に第一歩を踏み出そう
としている︒

リン鉱石からのウラン抽出は盒

このほどソ連とリン鉱石からウラ

設すれば十分採算がとれるとい

ってきたように︑多くの再修正i 改焦する厨的とが両立しえない︑

所再機︵四＋六万KW・黒鉛ガ

有量が優慶な鉱石でも二酉PPm程
度なのでそれだけでは採算がとれ

そのまま建設を許可していたもの

ンを抽出する基本長浜を締結した

う︒現在国際価陽は四牽♂で癒上

その一部は歯痛に満ちたものであ

テム試験へ

ル・アトミック社から蒼KWの小

は来国︑一基はアラブ諸国︵フラ

髄

外隷

けた︒そこてEPAは再検討したの︒

置

冷却システムが及ぼす環境への

題はない﹂との揖承認を行った︒

海臣
リン鉱石から

影響間題について︑NRCはEP
Aにゲタを預けた格好になってお

を通ってきた︒連邦

のウラン抽出

り︑NRCはEPAの決定に華じ
迷路

て建設の一時停止・許可を繰り返
し︑

ない︒しかしリン酸肥桝の講産物

の︑六月二十六日のハマグリ同盟

ッサウイラ︵旧モガドール︶のメ

ことが明らかにされた︒協定はエ

立地許司の敗得を電気事業蕎に許

モロッコがソ連と協定

写憂目六月三十田のNRCの発を中心とする金※巖大規模の抗議

スカラ鉱山でリン鉱石を採掘・処

し︑電力需要および個々の放射性

控訴裁がEPAに差し戻した時は

デモもあったことから︑六月三十

すると解されるべきではない︒﹁

衛矯撒

れるまでシーブルック原発の建設

般公衆を保護する目的と遜野性を

として生塵すれば金属ウラン換籏

要な愈慧を得ることは︑極めて困

NRCの入口を封憤し驚寵に捕ま日︑﹁未解決の問題が明らかにさ

表を待つデモ隊︒うち約五十人が

難かもしれない︒巖近︑我々が行
る︶︑原子力産業を維持する土で

一げノニ十五妙ぐらいまでコストを

半を輸入油に依存すること︵大統

必要な科学覆︑技術者その三尊門

った

領の努力とは翼向うから対立す

議会がこの槻雑な状況を検討中

ろう一が必要である・

必要性が存在しなければ︑規制を

めに裁決方式の華続きを採周する

という理曲は見当らない︒

である折︑コロンビア大学マーフ

家の群を分散させてしまうことが

﹁時間節約﹂対策には次のものが

みられているが︑我々が握嘱する

された︑もしくは損威することが

設されていること︑一般公衆の健

扱う公聴会には立法的な特徴を持
今圃提起された問題を検討する

康と安全性に危険が存在しないこ

ある︒

際には︑許認可孚続きの迅速性︑

は︑委員会の再検討を携除する︒

出来たかもしれない事項について

に討議必要

迅速性焦点

ィー教授が最近出した発奮所許色

こうしたリスクを故悪に冒すの

蓄えられる︒

を中心にし︑翻緑を織り込んでい

も一つの行為であるし︑これらを

予測司能性および究寛性を焦点に

たせるよう指示する︒

置くべきである︒あるいは別の方

たり︑関心を払わなかった結瘤と

によって健康と安金性とを改善す

術を基礎とするものであり︑変更

イラン原子

報告盤の内容は⁝⁝発電所の許

して醸成されてさたもので︑多

明確化する︒

るために連邦と州の権限と費任を

イラン原子力機関

認可に関する現状は︑どのような

のことは古い手続きを温存した

巻であるべきである︒しかし︑こ

︻パり松本駐在艮

論拠によるにせよ発電所の建設を

分︑最も厄介なのはこの側面であ

って一般公衆が経済的その他の便

えないが︑米国の将来のエネルギ

る︒国家の理想は各入が独自の行

と︑手続きを迅速化することによ

ー罷襲を満たすであろう原子力の

のとは言いえない︒現在のままで

望まぬ人々を除いては醤ばしいも

一︑建設許可串講が提出される

にわたって許認可手続きの中に忍

潜在性を温存するために大いに役

までの間︑環境影響分析に二つく

式碑明の中で指蜘してきたよう

立つものである︒こうした行政描

に乱用される新たな手続きを灘入

り︑あるいは遅延を助畏するため

る︒

りードタイムや︑工程と経麗の不

手続きによって︑被る長期の計画

為を行うことであるような時代に

﹁時間節約が肝要﹂

もめる許認可法案

る︒︶の結論の一部を背累として

した大型（四極）磁石

は︑手続きを禽理的にするのに必

米原産

薪鋤

予測することは困難であるが破局

ま研口綿

U

﹂

●

監

繍羅

四

来原子力規制婁員藪︵NRC︶は八月十日︑﹁冷却装置に問題はない﹂とする米環境保護庁︵封P
は︑ワンス・スルー冷却システ
A︶の再確認を受け︑シーブルック原子力発醗所㎝︑二号機︵各PWR︑璽三四万七千KW︶の建

影響︑ワンス︒スルー冷却装躍に替わる冷却塔などの検討が必要とし︑六月三十日︑委員一

設許可を再発行した︒NRCは明確になっていなかったワンス・スルー冷却装置による海洋生物への

表決で原発の建設一調節止命令を出していた︒N8Cの建設許可は今嚥で三回冒︒
めて康畢力発電所建設許認司手続

と弼承認

斑に関する報告趨︵原子力手続き

が挙げられる︒

蜘灘轟

シーブルック原子力発露所の建
迫られている︒シーブルック原子

ムは77年6月の決定翻りで問題なし」

，

一

一叢恥熱凝

設許可がNRCから発行され︑来きの不確実さをかみ締めている︒

命令

議

力発電所の腸合︑一一十三億がもの
ゐ

NRC、態設を一時中比するよう

や階竃にかなった決定を行うこと

6月30日

闘

1礎

幽

建設費を見込むとあって産業界は

に関する他の潜在的な不確定要素

ている原子力機器メーカーが共岡

は︑プラント発注の減退に薩面し

し︑その組織の維持を図るとい
う︑溢々困難な仕票に苦懸してい

案を審議中であるのは時憲にかな

当委員会が立法上の許認可改華

きる︒

性を持った立法化によって解決で

は原子力の譲与を蘇生させる餌能

とする米原子難産藁会議︵AI ることである︒これら二つの闇題
F︶の証 謡 を 紹 介 す る ︒
◇

潜在力温存

に役立つ

はまぐり広幅を中心に全米最人（約

的な魔力不足の可能性︑発魑の大

っている︒このような措麗は多年

1力5，000人）の筑議テモ実施

6月26扇

に今以上の規律を購入すること

原子力産藁会議がこれまでの公

NRC、建設許可を再々発行
8月10日

幽

▼∠自L

八○年代後半にも予想される需給

8月1日

躍の例としては許認司公聴会の申

力発電が多数の新規ユニットの座

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報制御システム

圏詳総短科・騒強等て入用の場含は下記へこ連絡下さい。

躊
還迫を圓避するためにも露力会社

NRC、建設許可を再発行

原子力産業界にはホッとした空気

地方長冨の決定を取り消す

を畿う強力な競合暫となる︒原発

（排ノM、を3，GOOフィートかb7，000フィートに延長て承認）

が流れているが︑その一方で︑改

法案﹂に関する果上院環境公共土

で﹁短纏できるか疑問﹂と会計検

木委−原子力規糊委員会の公聴会

査院の注願される証雷があった︒

連邦控訴裁、居PA長鹿決定（1977
主978年2月15Eヨ

聞

鰯灘籍季剤

﹁︸九七八鋸原子力許認可欝欝

ムを承認

今回は﹁許懲懲促進法案は必要﹂

NRC、建設許可をタナ上げ
1977年2月4EI

を与える恐れがある）
温排水は海洋生物に影響
（理由

業
産

力

原

NRC、建設許可発行
1976年7月7日

確定婆素が存在しなければ︑原子

生きております

慧灘

9巳一

LPA、差戻しに対し「冷却ノステ
8月4日

EPA、ワノス・スルー冷却ノステ
1975舞…3月19繍

呂厨「置

■

●

：膿昌
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＝

賄朋

；

恥

騨

謂

轟灘
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D・コストル1￡｝）A薪長官、鱈｝：）A
6月16臼

FPA地方長官、ワノス・スルー冷
却ノステム承認を撤回
11月9日

ゑ
（下）

診燈劉『コ即

》㍉

年6月16日）の根拠不明確として蚤〕
1）Aに差戻しの判決トす
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シーブルック原発問題の経緯

（4）
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覇

子

昭和53年8月17日

聞

業

磁界最高の磁場発生
核融合炉開発に見通⁝し開く
日本原子力研究所は︑核融合炉実用化への一つのカギとなるニオブ・チタン合金による趨魑翻磁石
の性能試験で︑世界巖爾の写譜五千ガウスの磁場をつくり撫すことに成功した︑と十臼発無した︒こ

八万ガウスを超える磁場発蛋

を克服した︒黒地灘磁石は

の紅隈噸磁召はコイルを龍巻方式とするなど原研が設計にあたって構造に工炎をこらしたもので︑古
河爾工が製作︑技術的な壁となっていた

かせない

ポイント・ゲッター

となる︒
ル・コイルの爽用化にとって画期

原研の設謝は①超電纈コイル巻

的︒

みぞ

基に︑熱はけを良くする③巻線内

を取り入れる︒今國の爽験で偲ら
れた磁場の萄効醸径は二十四巷齎
だが︑将来は大型装國に相応した

十倍前後の有効蕊径が必要とな
る︒原研は︑トロイダルコイル嗣
線柑の開発試験をはじめとする超
電趣トロイダルコイルの開発に取
り経む一方︑五十六庫塵からは来
オークりッジ国立研究所で行われ

る國際エネルギー機関︵IHA︶
の大型コイル・プロジェクトに謬

三個︑日本︑ユーラトム︑スイス

繍する︒同プロジェクトは来国が

りを得ようとするもの︒実験に随

を行い・核融食実閑化への廻がか

イダルコイルをもち欝って実験

部の応用補強材をなくす一1など が各一個︑姦計六個の超鱈醐トロ
構造に特館をもたせた︒

原研の超電導磁石技術開発は昭
和五十一黛慶から始まり︑﹂？一

ノ5ノ〆多多多！ノ二二ノノ多

多ノノノノノ！多多ノ多多！多

素子リチウムボレートの採周によ

したと発表した︒このTLDは新

り従来不覇能だった低エネルギ⁝

教授は十臼︑原産を請閣︑超長期

リンストン大学環塊研究センタ〜

英︑繭独に特許融謂中で今薙十二

い篶え︒

月から本格約な生藻体制に入りた

松下電器が開発に成功した光

描熱方様の薪型7烈D︒出子を

㊤と中に収めたところ︒

ホルダーから引き乱したところ

帽るたけで、ハ／テ／クスので刮〆｛剤か躯体の｛二藤野組｛故に幽く｛乏透しコ

故植村甲年郎前経済団沐遮舎食

の葬儀︑告別式が経圏連︑盤木工

するほか原子力馳設をはじめ偶院

X線や皮下線腿の翻定をも町能と

燃したのを機にムラデノブ聴園田

新TLDは全身線鱗と皮下線脳

二個と金身線臆を放射線の極類購

を測定するリチウムボレ⁝ト累子

に測定する硫酸カルシウム繁子二

線を受けるとこの素子に糧み込ま

個の含讃目塗の素子で構成︒放尉

れている薦径三︑ザ綴の蛍光体が発

ュータ内藏の孚瓢D膚動測定装麗

光︑この光羅をマイクロ・コンピ

この装躍の採用により従粟十−

で試みとるシステム︒

二十秒かかっていた測定暁腿が約

ンフリー1に含まれている水酸化カル／ウムと反比して粘晶体をつくり、
コ／クリートを激嶺化して、レし蟹な防水効果を筆頭します。その効果は水

会長︵日本原子力塵業会議前顧問︶

業倶楽部︑綴本航空などの合岡騨

や研究所など比較釣小規模の箏業

として十五日︑東京・藏区の樹山

葬儀所でしめやかにとり行われ

所の統一被曝管理にも適した懸期

蔦国外相好で科学技術分野におけ

ヒッペル教授はトリウム︒サイ

究成策について教授から三遷説明

鮒な測定雛︒岡祉では現在︑米︑

た︒︵鐸写翼︶

葬儀で鐸儀委翼長の土光敏夫経
一蓋会長は門経済士魂をはじめ多

い︒故人の教えを心にきざみ︑幽

方醐に残した足跡ははかり知れな

霊の賭代を隠り切っていきたいレ

と弔辞︒葺楊には経済界︑航空
騨︑長講力界などから圏係蕎多数

様となっており︑原研の超醒灘磁

福を祈った︒

が滲列︑故人に別れを告げ︑めい

石の試験糖果は︑この条件を満た

をとり淡めた︒五十葎のル⁝マニ

武谷溝昭原研動力炉開発安金性研

日は歓田膨三郎東灘大学助教授︑

クルに強い関心を示し研究中◎二

究箇理部長も岡庸︑ヒッペル教授

一一っ目の

科学技術国際協力︒岡国はまた︑

を運転中のほか熱型同出力の二丁

を受けた後︑懲冤を交換した︒教

路線にとってかわりうるものとし

ら︑トリウム︒サイクルは高速炉
懇談会ではトシェフ氏から︑同

であることなどを期楽した︒

て︑撫源︑径済性急藺からも穂利

開発に成功

新型τLDの

國のこうした原子力開発への績極

ガリア科学アカデミーが原産との

説︑開発の中核となっているブル

姿勢と雪曇の開発現況などが概

いる︒

KW級炉四二の建設計醐ももって 授は雌臼拡敬に視点を置きなが

を建設中で︑これに加え日日颪万

ソ連製閥十囑万KWのPWR二ら
野のグループによるこれまでの研

康子力開発にも積極的だ︒現在︑

圏諾國とはわが国として

ア︑五ナニ無の菓独に次ぐ︑藁欧

〜久騨務理漿らと懇談した︒

エネルギー対策の聞題について森
る協力のための交換公文に調印・

が強く︑概目口求での十金の配慮

鰐門家の相互派遜や悩報交換など

しうることを立証したことにな
り︑二〇〇〇隼頃といわれる核二
一発日の爽二化に明るい莞還しを
開いた︒

ジ多多！！多

は最高磁場が八万ガウス以上の仕

ﾌ次に建設を予定している核融 われる超電轟トロイダルコイル

〆ノ

禽炉工学試験装麗にはこの技術

多多髪！〆ノノ！ノ多多多！！ノ〆！ノ！ノ多ク多多

が岡疑した通塵︑科学技術両雀庁

算がかなり璽要になるとした福摘

度量工へ各種研究は順調に進んで

担妾官に要墾された︒

とした進捗状況が概説︑五十六鰯

いることが紹介された︒また研甕

商務鰺購官ら原淺訪闘

原子力協力の
問題で懇談

ブルガリアと

組禽からは︑西村騨務理欝から高
温熱交換器︑超耐熱口金︑高温断
熱材料︑還元ガス製造装躍︑愚元
鉄製造装麗など︑原研の実験炉に
つなぐ閣接製鉄パイロットプラン

ブルガリアのG・パラゾフ駐田

トの四十八駕魔以降来無度豪で七
鎌間の第一段階研究開発の親状に

交流基盤をつくり︑縣門家調査団

松下躍器

TεL552−6954〜7

（一間建物東八璽湖ヒル）

藁京都中央区八丁堀2・27・10

普通の灘体に比べ極端に蹴力壮麗が少なくてすみ︑エネルギ1収支上︑核融合炉発電の実粥化には欠

磁鵬中に プ ラ ズ マ を 閉 じ 込 め る

ルが大型化すればするほど︑その

核野禽装磁は︑トロイダル・コイ

線間のヘリウム冷却用の
がない密巻方践とし︑電磁力を下

灘体で消蟄する羅力が大きくな
る︒鋼など使った普通の源体では

舵する②巻線部のプラスチック

！ノノ多

利用系は第一期最終段階へ

﹁研究︑順調に進捗﹂

原子炉の多昌的利用

多多多！

の含漫をせず︑熱伝灘度の向上を

電気抵抗による電力損爽で核融合

が発電璽を上白ってしまうほど膨

炉発電の規模ともなると︑点角蜷

大な躍力がいる︒この点︑嵩オブ
・チタン命金勧のような超電灘体
をマイナスニ百六十九塵の液体ヘ
リウム温慶に冷やすと電気抵抗が
ゼロになり︑こうしだ超日日体を
使って磁石をつくると︑電力消費
のない強い磁堀がつくれる︒

このほど 行 っ た 性 能 試 験 で 技 術
日本原子力産業象議の原子炉多
よる臨接製鉄の研究現状について

的課題でもあった八万ガウス以上
I利用補回談会は十∴ハ臼午後︑総 それぞれ説明を受け︑愈見を交換

括部会︵部会擬︒井上亮榮豪ガス

した︒

の磁腸づくりの鼠漂を遜成︑最高
中心動作磁場八万五千ガウスを得

ッシェ一一が牽︸三原慶を訪問︑

商務参購窟とS・トシェフ科学ア

伝えられた︒

の相塚山隠など精目している旨も

発行（財）放射線照射振興協会

騰り慰ン駒欝欝・シ観ン

『F＝370−12高崎市綿貫町1233貿0273（46）【639

久的で躯体の巳化をりし全に防ぎます。

されたものて、線量百｛測のテキストとして、また

1高水圧堀、12kピ副に義えん壁な助水効果を魁・1零し調
2イ肩、の防水剤と異なり建物の内部かり施1てきます
特長 31議‡れた躯体に施重てき、工期を短縮します
4．飲耕用水タンクに梗溺できます

参考1韮1として葺1測技術に役立つ良書てす。
☆B5｛笥1。2，000円（阪定版）・干160門

ハ〆テ／クス／セメ／目1、扮体）を水てでさき、コンタ弓一iの流i角に刷℃塗

大線騒測定には、なお多くの技術的な問題を抱え
ながら、覗在これらの綴織に関するガイド書は、
はなはた少ない。猟書は、斯界の大家たちが、そ
れぞれ学問的な疏場から各弄1側技術について執筆

30年の歴吏と世界の権威が保証した
デンマーク製の決定的な防水剤

大線量測研究委員会編

無機質浸透性塗布防水剤

大鷺射線量実用測定法

コンクリートを緻密化する

γ線・電子線の高線璽，目掟に極めて有用な手引馬

産

力
子

二

ついて説明があった︒繭村氏はこ

副社長︶を開き︑原研から多聞的

から四十四算置以降進めている熱

森一久畠田理嘉と海国聞科学技術

この中で原研からは︑天野理璽

た︒これまで英ラザフォード研究

出力五万KWの多國的等温ガス塞 必ずしも十分でなかったこともあ

の中で︑﹁研究開発は予籔描躍が

所と米オ⁝クリッジ研究所がそれ
海外動向︑原子力製鉄研究組合か

会会場隣擬）

高温ガス実験炉の研究瀾発親状と

ほか︑従来軽羅能だった低エネル

十分の一の○・八秒に短縮される

ご懇談頂く口金を企爾いたしました：。つきま
しては関係姦多数のご出席をお待ちいたして

ぞれ八難ガウスを発生したにすぎ

松下爾認は十一田︑放射線被曝

おります。

協力の間題鱒に関し約一騰間にわ

☆懇親パーティ☆

り︑当初予定一狂遅れとなった

一子動力研究会の驚動は今黛で満20周奪を
迎え曝すので、これを記念して琿食終了後に
ド懇親パーティ」を開催し、大由松次郎食畏
を磁1み、現在会員の方々をはじめ、これまで
原動機に参加された方々にお集家りいただき

験炉研究閉発に関し昨二度を中心

員は無料
（2＞その他余員外は実蜜頒布

ら工業技術院大型プロジェクトに

以上3件のお問愈せ、参加蹴込みは原慶技
術課（密03−591−6王2Dまで。

ギーX線や皮下欝欝の測走も司能

線鰍測定を〜雍子あたり○・八秒

◇

と従来の約十分の一に短縮する旧

報撫欝：q）今無言（52緯度）原動研金

原品の
懇談会

繍

員は無料

ヒッペル教授

〜9月1

たり懇談した︒

☆第15圓年会☆

が︑いずれも順調に進んでいる﹂

原：了動力研究：飼Gグループの1蕉間の調査
研究の成果の二業とあわせ、各界二業家によ
る「原子力システムの総安金性」と題するシ
ンポジウムも下記により側淫iします。

来日中のF・V・ヒッペル米プ 態懲蛍光義脚計︵TLD︶を開発になるという︒

安置グループ

日周

葬儀しめやかに
原産を訪問

試金グループQプラント建設グループ ○
工災複禽グループ○放射能システムグルー
プ○欝処理・廃劇物処理グループ○保健

ブルガリアとわが国は︑今隼鷺

じ麗学会、四叉金も行っております。

月︑シフコフ醐家島議食議長が来

毎月1圓建例的に調蕉研究盾豪し、必要に応

フサ処理装羅も極めて順調に運転

です。；家研究会は以下の10グループに分れ、

と述べ︑七月から実験入りしたナ

☆薪規会員募集☆

ず︑原研の成漿は超電灘トロイダ

︑

意晃交換では︑原研による実験

中であることなど明らかにした︒

の冬種研究がいずれも順調に進

30〜

●

炉︑研究組合による利罵系として

み︑とくに五十六郊度からの実験
炉灘工︑五十五両度からの利嗣系
第瓢期記躍入りなど控え来隼度予
八万五千ガウスという世界鍛
高の磁場発生に成功した漂研の

腰︒中央にあるのがニオブ・チ

細本原子力薩業会議は原子力関達技術考の
銑戒および研膨を閣的とした原子動力研究会
の昭和53黛度（9月〜来琿8月）会員を勢集中

講
胃ぎ

騨騨灘畷欝

脅

ぐ2）その他会員外は2000円

◇

原動研≦震

（52鞍懸〉

今脅三度

（1＞

参力ロ環：

核融貫高駐能超電藤弱体試験無

20。00
藤＝部道府興金館レストラン脇士（隼

場

Q原子炉
○燃料グループ

18

（金）

ヨ寺：訂置…峯冬口53知三9月1Eヨ

Fヨ

加：霞幽・無料
参

タン合金の超引綿磁石で︑齎側

ニ蔚六十九度に冷やして選紙さ

萎薩動爾蘇彊蓬

黛
罫

一難植村氏を偲び一
（金）
田

（フ瓢）
樫3碍召零口53翁……8月31葺ヨ
1…ヨ

湧；都道府県金館別窪官（東獄・平翁町）
場

の激闘容器に収納し︑マイナス

れる目写轟︒

O経薦グループO憎殖炉グループ○謝

装制櫛グループ

60

昭和53年8月置7B
三
幅三極郵便物認瓠

第939号
（5）

二

二
二

本紙既報の通り︑ ﹁原子力開発と地方公共団体﹂が基調テーマ

高人口密度の日本では

⁝−⊥出二席︸⁝者⁝⁝⁝−−
▽小沢一郎自由民霊党政務調
査会科学技術部会畏▽武藤山
治田塞社会党政策審議会畏▽
塩毘啓典公明党政策審議会副
会長▽河村勝民社党政策審議
会長▽瀬崎博義日本共産党中
央委員会政策委員会科学技術
部塞長▽西岡武夫新自由クラ

は﹁薯故㎏ではなく﹁故障﹂であ

らこそ︑外界に大壁の放射能が出

璽二重に厳重に封じ込めているか

ど死の灰は蓄積される︒これを二

地震が一番問題だ︒大地震が来て

静騰県では今

も漂発は大丈央と︑鱈ずる︒しか

G氏︵静岡県︶

ないだけ・

る︒﹁被曝蕎何万入﹂という婁現

﹁故障﹂だと

は人心を惑わすものだ︒

D氏︵福鵬県︶

くなっている人が︑わたしの隣村

し︑大地震が来た臆にたまたま原

いわれるが︑現実に門事故﹂で亡

にいる︒團会議員は地元に入って

いわゆる緊急事態の時

原子力安盒協定が地域

ごとに異なるのは問題︒一つのル

塩出氏

無関心すぎる

国は地域問題に

ていかねばならないと闘える︒

の体制は発全でないので︑整備し

小沢氏

えているのか︒

舎に薄して羅はどういう対策を考

の動乱が起こると思う︒緊急の場

今だかつて福 発のトラブルが窺なった時︑人心

もっと調董すべきだ︒

E氏︵福鴎梁︶
鵬原発で放射能彼磯懇故は起きて

のを﹁事故﹂呼ばわりされるのは

ない︒放射能を含んだ水が洩れた

心外︑﹁故障縣というように訂正

ブ政策委員長

響が現われるかわからない︒原子

﹁事故﹂という需葉は

してもらいたい︒

武藤氏

炉本体の事故もしばしば起きてい
る︒昨繊度の原発の軍均稼働率は
けしからんから取消せというが︑

浜岡︑敦賀の各炉でヒビ蹴れが発

取消す必要はない︒禮島︑島根︑

生している︒大変なことだ︒放射

四八％︒一基三千億円もかげなが

西岡氏今犀度の稼働率は四月

能の間題は︑響門家同士の議論で

ら非常に効率が悪い︒

四七・八％︑五月五六︒七％と向

国会で稼働率 ないと翻りがなく︑素人にはわか

C氏︵福井県︶

の権隈は︑事情聴取︑立入り調査

ールをつくる必要がある︒自治体

上しているようだが︒

らない︒名大理学部の古川先生は

にすべきだ・

ψ氏︵北海通︶

塩出氏

い︒

国が安全だと言っても

解を得るよう措置してもらいた

困難だ︒国の責任で地域催民の理

力問題について理解を得ることは

ものが地域住民の中に入って原子

科学暫でない

権︑運転停止命令権を認めるもの

を論争するのは結構だが︑地域住

人類の英知は原子力を

悪見が一致するはず︒

むしろ公聴会や専門家討論会を開

住民の不鱈感をつのらせるだけ︒
行政体制はむしろ改悪だ︒安全委

して位置づけ︑霞調審に際して

︐

書

⑧

よ

⑧

壕

ζ訟

＼ w

店易

約籟社店

特卸本支

TELO6（252）3521

となった全国原子力発認所所在市町村協議会の創設十周年記念政
策討論会は︑原子力關発をめぐる諸々の問題について政党各代表

からさまざまな考え方が開陳︑フRアーからの恵見も続出するな

とみている︒

B氏︵新潟県︶

小沢氏

故論議白熱

稼働率と事

考えてよいと思う︒

万KWが運転しており︑災難炉と

琶界で約一億KW︑日本で約一千

環在︑原発は

ど︑論議が白熱した︒以下︑同日の討論から主な内容を拾ってみ

ると一︒

原子力の評

現在の生活水準を維持

価で対立
小沢浅

向上するためには原子力開発の積

原子力平和利用は大い

極的推進が不可欠だ︒

塩出氏
に推進すべきだが︑原発の増設よ
りも︑諸問題の解決と安全運転実

出発は現在R＆Dが緒

を得ることが璽要だ︒

綾の積み重ねにより︑国民の信頼

瀬階氏
についたばかり︒原子力は将来の

露要なエネ ル ギ ー 源 と し て は 認 め
るが︑石油 代 薔 エ ネ ル ギ ー の 閉 め

蟹調査をしている︒安金というも

原発周辺の松葉について放射能影

理な運転をしてもらいたくない︒

民としては︑稼働率を気にして無

のは︑いくら注悪してもしすぎる

瀬崎氏

ことはない︒

原発では人体の生命に

小沢氏
及ぼすような事故は一度もない︒

原発で被曝をした従業

しかし︑現状はそこまでいってな

安全に運転できると儒じている︒

武藤氏
員は約二万人︒これらの人々が完

原子炉で起きているの

い︒安全ならば権威ある科学蓄の

金に安全かどうかは長年月たたな

河村氏

いとわからない︒

建設的な国会

必要なら立地選曲︑安

くべきだ︒

瀬崎氏

に任せるというのが筋だろう︒

国会におけるコンセン

全審歪︑着工︑運転などあらゆる

塩出氏

サスが必要で︑国会内に総命エネ

安懲性については︑新

論議を希求
河村氏

段階で公聴会を開くべきだ︒

翼任を持つべきで︑地方で安全を

は金然講じておらず︑たとえ全部

の整舎性をチェックすべきだ︒

は知事の同悪以外に地域発展計画

TELO3（454）8521

東京都港区三田三丁屋13番12号

TELO3（372）O141

東京都中野区本町1−31−3

東京電気特器株式会社

手とは考え て い な い ︒ 当 面 ︑ 新 規

い条仲のもとに運転を許す︒

原発立地は 凍 結 ︑ 既 設 原 発 は 厳 し

西岡氏欝本は世界︷︑エネル
ギー基盤が ぜ い 弱 ︒ 各 種 エ ネ ル ギ
⁝源を蟹︑蟹︑価格︑蒔闇から判

のエネルギーがあれば原子力は不

断すると﹁地熱︑風力︑太陽など

社叢党の﹁昭

要﹂という葱見は消えてしまう︒

A氏︵宮 城 興 ︶
和六十年度 原 子 力 ゼ ロ ﹂ が 他 政 党
と特に異な る ︒ 社 会 党 は ︑ 原 子 力

原子力に頼らない部分

はいつ安金になると愁えるか︒

武藤氏

ルギー対策特別委員会を設けるべ

のエネルギーは地熱︑小型水力︑

たにつくられる原子力安金委員会

きだ︒

K氏︵新潟興︶

金はヒモ付きでなく︑その自治体

正薩で迅速な偶報の公開が不可欠

では︑ウランは燃やせば燃やすほ

放出したとしても微騒だ︒原子力

P

社

本

システム・フレキシビリティーを実現いたしました。

力

原
石炭で十分賄える︒工技院の調査

に対処してもらいたい︒安全委を

河村氏安全性については国が

によると︑日本の地熱賦存騒は十 安全性に対して非常に努力してい

論ずべきではない︒立地円滑化の

諸外圏でも反
対運動の理由は環境・安金問題が

H氏︵茨城梁︶

⁝︒ともあれ︑今回の行政委体制

は颪三十か所もある︒この方面で

ため国はもっと努力すべきだ︒

瀬崎氏霞調審での知事同恵は

主なものだが︑政党は反対運動に
は係わっていない︒日本で国民的

の改革は一応の進歩であろう︒

安全規制の一錨化には

アセスメントも安全審査も佐民の

瀬崎氏

葱兇も聞いてない段階で行われて

原発の安全性はまだ十

うが⁝⁝︒

も関心集中

現行の整備計画を地域

はり国政上の露要間題︑大所高所

の要件だ︒そのため︑圏︑輿治体

のニーズに応えた地回開発計画と

西岡氏

いては問題がある︒

べきと思う︒地域別露力料金につ

を現行十五隼から三十年に延長す

塩出氏原子力設備の償却期間

交付してもらいたい︒

火力と原子力 の地域計画に基づいて事蘭に︸箔

原子力の方が安全と響えるが︒

の環境放射能影響はどの程度か︒

F氏︵茨城県︶

立地対策交付

含恵を妨げているのは国会だと思

国会でとりあげなけれ

おり非常識だ︒

である通産省に移されてしまい︑

西岡氏

地震対策に

同悪していたが︑これが開発官庁

ほど・原子力三猿則の公開の漂則

力会社が一定の資料を出す︒それ

渋汝ながらも科技庁︑通産雀︑電

分でない︒現に多数の従業員被曝

情報の公開を
i氏︵茨城県︶

物差しで測るのは︑無理がある︒

瀬崎氏次元が傭うものを同じ
が存在するところに問題がある︒

火力では︑燃やす石炭の中に自然

もらいたい︒

トラブルの発表が遅れたり︑原因

に食まれている放射能︵Ra︶が

の問題として取扱う必要がある︒

放射能による被審は︑

例が残念ながらこれまであった︒

の公開がスムーズに行われない事

国会で質疑︑追求するからこそ︑︐で所要の描騒を講ずべきだ︒

瀬崎氏

つながる可能姓がある︒これはや

たとえそれが小さくても大窮故に

放出される︒放射能放出防止対策

っと大所高所から真剣に討論してば情報を隠したがるという不儒感

力安全問題︑エネルギー問題をも

国会は︑原子は守られていない︒

正確で迅速な

蕎が鵬ており︑将来どのような影

武藤氏

撹界中で田本だけだ︒

行政委にしろと主張していたが⁝

全原協・政策討論会の焦点

定期検査を法的に定めているのは

無関心すぎる地域対策

億KW︒小型水力の立地可能地点 る︒稼働率が低いと雷われるが︑
もっと努力 す べ き だ ︒ 原 子 力 の 安
全悔が確保 さ れ る ﹁ 水 素 ・ 二 水 累
核融合﹂は 二 十 年 程 慶 以 内 に 可 能

フ鳥 ア ー か ら の 意 見 も 続
出した 全 原 協 の 政 策 討 論 会

目本原子力事業株式会社

準母線NAIG−IBを導入することにより、経済的かつ高度な

ゲンセイ株式会社東京都中野区本町1−31−3TELO3（372）5002・8214

488−1975規格のディジタル標

えて、米国IEEE−Std

本社東京都千代田区大手町2−2−1TELO3（244）3727〜9
支店札醗011（221）3628、仙台0222（22）8202、名古屋052（571）2571、大阪06（344＞1121、福問092（751）0303

極東貿易株式会社（躍気強三課）

ルギーのスペクトロスコピイは、今、システム化、特にコン
ピュータによるデータ処理や、システム制御という形で、自
動化、大型化、そして高性能化がはかられつつあります。
当社では、これらのニーズにこたえ．るため、一連の放射線

特機電子株式会社大阪市東区本町4−29

測定器「Eシリーズ」を開発し、各ユニットの高性能化に加

仕様、力夕ログ、技術資料等は下記へ

環：境管理のための放射線モニタリングや、各種放射線エネ

編

ノ 一獅噛一躍糊脚聯岬伽

一ズ放縫線灘定器
：Eシ

麗ゐ睡1
り高度なシステム化を実現するために

｝｝

P

国の責任もっと前面に

（6）

第939号
（第三三種i郵便物認可

二

子

昭和53年8月17臼

Eシリーズ：マルチチャネルアナライザ

B≡ヨ箋…口53年8月24Eヨ

第940号一
毎避木曜臼奨行

講競料董隼分前金4500円

董部100円（送料共）
力

譲

ライズして確圃とした原子力研究

画を閣議決建のような形でオ⁝ソ

政触が繋金の議付けのある長期説

資には︑財政法第困臥に基づく公

める原研︑動燃︑原船に対する膿

述べている︒﹁予算の大部分を占

配曾に特に配愈が求められる︑と

に一本化することが貧悪されてお

加鮮麗協定﹂により規制権を※圏

いが︑今隼初めに締紬された﹁米

ては環協箆で掛接欝及されていな

を受ける門二重規制﹂問題につい

り実密が及ぶことはないものとみ

開発路線を打ち出すよう鹸槽の英

く望まれる﹂とする一方︑核融禽

憐︵建設公鍛︶の大蟷な活用が強
提岳はまず﹁わが国の原子力開

礫保は︑建設公縢の特別枠として

引き続き検討が行われる冤込み︒

ついてはロンドン協議などの堀で

られている︒コ董規制﹂問題に

僚躍づけ︑﹁エネルギー蟹憐﹂と

また︑この協定の円滑な爽施を間

のような畏期プロジェクト擬金の

ことが肝要で︑研究開発の遅煽は

による技術鑓盤を肇急に確立する

銘うち跡職に訴えてはどうかとの

るため両国難解家からなる﹁合同

薙閥に約諾兆円の資金が必要だが

化に略い照租六十二年農までの十

濃縮の施設建設のように将来収入

れ︑要論炉︑新型転換炉︑ウラン

を調製するための補完手段にもふ

提慮は︑巌麟懲増する所要饗金

協議などについては依然流鋤的な

になるが︑王NFC鶏︑ロンドン

動延長方式﹂が引きつがれること

にあたっては︑その資金計画を明

議は︑十犀程度の長期計趣の策竃

開発資金の確保策について︑提

轡襲業稲贋発行などによる民闘資

策金融の活用︑帯封銀行籍入︑動

給といった困の支援のもとで︑政

り方について再び両国で協議する

の検討の結論次第では同協定のあ

輿望が残されているため︑これら

協定期間については麗行の門自

何らかの戴金確保策が不司欠にな

示し︑閣議決定などで︑承認され

は︑既存のエネルギー関係諸税を

いる︒さらに資金が不足する場愈

金導入も一つの険討材簿だとして

次回︑

ことになる冤込み︒

州開催で合意

明︑これに対し日本側がコメント

は岡政策が亀濃く反映されたもの

ムまたは二〇％を超えて濃縮され

欝欝︶のみが前轍の規定に塁づき

も関連をもたないプルトニウムの

織田

会瑠

』＿薩

式㎜

A

株皿

腰主

発を爵画通り進めるには自慰開発

諮されない縣と開発偲進の必要性

響え方を直している︒

五黛間に所要粒銀が鎗申してい

鏡在のシ⁝リンク方式による一般

の莞込めるプロジェクト資金は・

作業委員会﹂が設麗されることに

を指摘︒開発プロシェクトの大型

る︒

会塁壁出では︑累計所要額の約単

政府傑証や一般会計からの利子補

なった︒

こうした先行き莞通しから︑今

分が不罵すると兇込んでいる︒

臼本原子力産業会議の有沢広皇諏長︑円城春次郎副譲蓬ら首脳は︑二±一百年後︑鑑識宮邸に福賑

発資金の確保策について提言︑﹁従来方式にとらわれない予算編成上の配慮を﹂として首絹の決断と

研究開発を円閣に進めるうえで︑

後十隼間程度を舅課すと原子力の

る︒原発はこの観点から︑今慶︑

金確保について﹁その特質からし

曝露して悪羅を図る方途を艶出す

程で控ずる損耗は︑巖初に麗難し

TELO3（372）5002・8214

業囲

轟

力凹

東京都中野区本町1−31−3

蒼絹を諮ね︑高遼炉︑核融合︑核燃料サイクルなど長期的な自主技術開発推逢の嚢付けとなる研究開

実行を求める要望を行った︒今後十蕉聞に必要となる原子力の研究開発資金を覇たすには︑現行の一

炉︑核融舎を建設公債の別棒とし︑原子力研究開発資金は一般会謝から全額支出できるようにする②

円城滋次郎繍会長︵口座撰︶︑萄

て今後とも一般会計が霊体となる

臼醸康子力協定剛建交渉

醸州からの新協驚薬の提示を受

けて十五陽から十七摂まで外務省

後の協定の一方の嶺驚倒を欝欝地

供絵当事懲懲驚の文懇による嶺前

陶悪の対象となることが了解され

社

暫置澱

噂圃．、獲．鑑z

凹灘

．獲．一一

般会計制魔の枠内では賄いきれず︑何らかの翼金調選方策が必要だ︒落語は︑この方策として①高速

爾速炉︑三型転換炉︑天津施設の建設覆は︑動燃贋や南中銀行儲入などで認達して民間資金を灘入︑

素平顯問ら七人の有識脅で構成す

ことが星本原則扁とし︑従粟方式

ることが望ましい︑と葭亡き︒螢

と約一兆九千憾円にしかならず︑

る蟹金聞題懇談会を設け︑資金確

沢広巳翼長︑松根宗一顯問︑中呂
の一般会誹予王制塵では昭和五十

保策を険討︑その結漿を﹁提謡﹂

にとらわれない箏騨翻成上の璽点

月豪

三駕度の原畢力関係予騨千四萱懸
署する︒とりわけ局速炉や核融畠

約当分の一兆八千三百億円もが不

としてまとめ︑紫黒に手渡したQ

定が廃止されたとしても供給した

で開かれた日野原子力協定改定第

ニウム︑高濃縮ウランの賠蔵﹂の

資秘が待在している限り永久に実

議定轡の特色は門横前同四一の

際も轡嗣購懇が必要との項呂が追

施する﹂と規定している︒

一次交渉は︑藻州側が協定案を説

対象が大鎧に拡大された点︒この

撫された︒﹁貯蔵﹂はとくに﹁霞

った﹁核物質防護﹂について﹁ロ する形で進められた結漿︑双方の

また︑鏡行協定に入っていなか

うちまず﹁胴締国への移転の際

岡態の対象になるとしている︒

的のはっきりしないもの﹂が購前

違いは十

讃え方がほぼ明確になり︑意晃の

月に離州で開く第二次

﹁NPτ下の深障描鷹﹂が規定さ規定されたほか︑﹁平和思的の利

また︑門傑隔描蔽﹂については

ンドン・ガイドライン﹂の遜守が
なっていたのに対し︑これに新た

協定案や論点は明らかにされて

交渉で諮し禽うことで盆蔵したQ

いないが︑醸州は昨奪五月︑保陣

軍縮工場を経て田本に輸入される

⁝方︑カナダ産ウランが来團の 藩躍政策を発表しており︑協驚撚

とが明示された︒

﹁難語利用核爆発も禁止する扁こ

れ︑さらにNPT下の保騨謙卑が用に限る﹂としている現行に幽し

に﹁設備︑璽水などの蟄材一︑

﹁核物質と原子炉﹂のみが対象と

の聯前装慧﹂については百行では

べきだと述べている︒

円を実蟹七彩︵名霞目十三％︶の
など漁設建設のヤマ場に入る今後

た︒鷺翻交渉の鰻終決薦は昨年一

とする原料物蜀または特殊核物質

解再案

4改正後の協憲の第七条1に

る︒

極東貿易株式会社
本 社（題i気ヨ課〉

TELO3（372＞0141

特機電子株式会社
人阪巾東区本町4−29 丁罵LO6（お2）3512
テンセイ株式会社

東灘都中野匿本町1−33．一3

本

原轍

一一

華

本社

．幽幽

日本

脛

＿

のシステムが構成できます。

伸び率で十蕉閤分を累横加算する

圏加協建が麗式調印

月スタート以来淫心濫掘ぶり︒識

﹁核物質の濃縮︑再処理︑璽水の

ナダが霞接蟻壁描躍を実施する

適用されなくなった場禽には︑カ

いわゆる﹁フォール・バック・セ

生産︑盈水減速炉に関するものな

⁝フガード﹂鰯度がとり入れられ

ど機微な満報﹂が加えられたほ
か従来の門出処理を行う際は轡磁

といわれる︒

多多！一⁝

場含︑カナダと米国双方から規鰯

ーーー多ン

器憲を得る﹂との条文にも斬たに

多6シノ！多ンー1一

﹁二〇％以上の濃縮﹂︑﹁プルト たのも新しい点︒保障描囲は﹁協

を推進していくためには核燃料の

が・受領轟賜籔にひきわたされる

〃

鰻騰磯

核融融は一般会計から支出できるよう建設公畷の別枠とするーーなどの萎え方を馨している︒

わが国の蹟子力開発利屠は︑原

一巳︑粟康・霞が関

臼加原子力協定改定議定翻の疵

鰍定齪次期通常国会上程へ
式調印が二十

定着は今些末の通常国余に上程さ

はわが国が二圏問協定を通じて実

れる見込み︒臼加交渉の最終渓葱

の外務雀で行われ︑カナダ側﹂・

田外相がそれぞれ議定鐡に籔名し

府分担額はおよそ三兆七千三百億 H︒ホーナー顯塵大臣︑厨嵐側園

などの民闇闇擢金を差し引いた政

要とする︒このうち蕩速炉︑濃縮

十年間に四兆七薦懸円の髄脳を必

子力委画会の試籔によると︑今後

有沢原簾会畏

円︒ところが現行シーリング方式

モデル協

質的に世界の新核防体制に組み込

として日酸︑欝来協定改窟交

まれることを憲味し︑
定

渉にも大きな影響を与えることに

に関し︑その時に存在するいかな

物質を近接の騎期に利用すること
される﹂の語は︑転換︑加工︑濃
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る謝薗にも付随しないかまたはこ

門生趨され︑処理されまたは縫用

は特殊核物質とともに鷹産され︑

縮︑再処理および照射を含むもの

質が︑他の原産地の原料物質濠た
定響締績に際し蕎国間交渉で到逢

処理されまたは便礪される場台に

田加原子力協定改定のための議

正式調印のあとあいさつにたっ

した了解点が議溜録として蒙とめ

とする︒

なるものとみられている︒

た圓腰外相は難ず鰹本の立場につ

は︑その過程で生産される原料物

畏期的安定供給が不可欠だ﹂と述

前に転換︑韻縮および頒工を営む

3特定物質であるプルトニウ いかなる確定された羅利摺翫画と
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べたあと︑門今圃を契機に両国の

1多くの鵬舎︑改定さ3ユた質または特殊核物質およびその過

いて﹁平租利用と核飾罫防止は両

原子力協力関係が促進されること

処理のために第三国に送られる箏

立しうると耀えており︑この澗者

を強く希望する扁と指摘︒これに

たウランの改正後の協定の第三条

いう撒水減速炉に関する薩報と
たときに含まれていた原料物質ま
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あり︑璽水難遜炉のための燃料搬

実にかんがみ︑このような処理

たは特殊核物質であって改定後の

達する貯藏は︑猟書の規定に憂づ

質の遡常の処理に付随し︑かつ関

国は核防への強い決恵を世界に衷

ついて受難蠣綿繭によって入手さ

協定の樋用を受けるものの比率に

対しホーナー通産大瞳も﹁いま両

明した︒この協定は新しい核防体

比例して︑改定後の協定の適用を

される︒

工に関する惰蝦を含むことが確認

れるものであり︑したがって改定

き供給当婁国政膚の文憲による事

後の協定の規定の適用を受けるも

受ける原料物質または特殊核物翼

されないこと︑および②これらの

朗の同悪を必要とする貯蔵とみな

うことになろう扁と交渉の妥結を

が確認される︒この場台︑繭段の

から生じたものとみなされること

制の先駆となり︑各国もこれに従

改定後の協定に基づいて入
手された原話物質または特殊核物
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西独WK

﹁実規模工場が必要﹂
○〜コ○％のコスト高

百ナsWU／年の生産になったと
しても︑
になる穆度1などの利点をもつ﹂
として本質的な強昧をもつ点を指

西独では供給源の多角化をはか

摘している︒

るため米国との契約のほかソ連︑

遠心分離のメリット指摘
核燃繕闘題の経済性を検討するため一九七六黛十二月に約二十社が湘繁して設立された西独の核燃
ウレンコ︵英︑独︑蘭︶︑ユーロ
ディフ︵仏︑傍︑ベルギー︑スペ

んでいるものの︑対米依存度は依

イン︶とも濃縮サ⁝ビス契約を結

このほど︑嬢討会議を開鰹︑﹁遼心分離法は︑より経済的に稼働できるとのデータが得られており︑

籾運営経済協会︵ピルトシャフツファーバンド・ケルンブレンストフ・クライスラウス擁WKK︶は

出した︒西独は濃縮ウランを米ソにほぼ全面依蒋しているが︑栂来の安眠供給確保をめざして現在進

翼側は国内のグロナウにも建設を

はウレンコに力を入れる一方︑翼

が予想されることから︑西独政膚

儒給を兇ても八七隼︸．﹂うから還迫

が出てくる︒世界の濃縮ウラン

多くの原発が野饗を受ける司能性

置政策が半期闇に及ぶとなると︑

ユーラトム向け濃縮ウラン禁輸椹

然六〇％近く︒もし︑来国による

将来濃縮ウランの愚迫が予想されることから薦独にとって実需規模婬心分離工場は必要扁との結論を

の結論は瞬独のウラン濃縮実用工場建設を一段と艇速させる梅料となるものとして注脂されるよう︒

めている英独蘭三国共同計画をさらに発展させ︑将来実用工霧を建設する計画をもっている︒同協会

六欝嬬︵約十八万五千六百円︶︒

研究濃縮プラントSP2はウラン近々建設にとりかかる予定のSP

WKK協会の濃縮ウラン検討会と︑一九七四黛から稼働している

議はウラン濃縮プラントの衡本費

を 一 挙 S W U ︵ 分 離 作 業 単 位 ︶ 一詩鰐SWU嶺たりの資本費は約
4は一千嬬︵約十一万六千網円︶に
五千嬬︵約五十八巧円︶︑七七年

までコストダウンが司能になると

を作るのに要した磯用に換舜し比

から稼働しているSP3は問一千いう︒また︑西独圏内︵グロナ

WU／年で比較的小規模単位であ

比べ少ない②建設単位が一千ゾS

分離法は①消費霞力がガス拡散と

に偶勢が流動的であっても﹁還心

さらに︑同協会では現当のよう

演っている︒

円︶までコストダウンできると見

費は︑約九都尉︵約十万四千四酉

たドナルド・C︒クック原子力寒

るよう必要な出資の約束を受諾条

の国が瀧題のいく状況で塞施され

ク社に参加しているベルギー以外

再処理施設の運転再開は数か月後

の摂程に従い所衡者となる︒ただ

らない工薯・作業に応じて二段階

ミック社がまだ実施しなければな

してこの旛設とサイトをユーロケ

る︒一九七〇琿に各国が大型再処

R・BWR︶からきたものであ

核燃料は実験炉と軽水炉︵PW

ン︑高濃縮ウランを再処理した︒

＋ナの天然ウラン︑低凝縮ウラ

ユーロケミック社は一九七四年で

理工場の建設を決めたことから︑

でに発効する︒

に予定されているエネルギー政策

件とし︑遅くとも今秋十月一日ま

ユーロケミック社は一九五七年

審議ののち︑政庸が決定すること

体︑竃視︑サイトに藪田された麗

NEA︶として西独︑オーストリてユーロケミック社は施設の解

ケミック社の期限は一九七九年七

設の建設に着辛︒このためユーロ

と低中放射性廃麗物処理︒貯蔵施

結果︑安全性の点から施設の除染

モル施設の運転停止を決定︒その

十二月二十臼︑経済開発協力機購

棄物の巖終的除表の義務を免れ

ら

になっている︒施設の移籏によっ
︵OECD︶の共同購業︵現在は

ア︑ベルギー

る︒ただ解体費については特定額

デンマーク︑スペ

イン︑フランス︑イタリア︑ノル

を払い込まなければならない︒協

月京で五隼間延長されたQこの延

スウェーデン︑スイス︑トルコが

ウェー︑オランダ︑ポルトガル︑

トの安全性について簸終的に軸足

定はベルギ1の法規に従ってサイ 長によってユーロケミック社は余

た高レベル放射性廃棄物に関する

の両社との契約によって委託され

裕をもって割当てられた作業を進

ンダは一九七五年脱退︶︒条約は

署名する条約によって設立︵オラ

ユ⁝ロケミック社の再処理施設

必要な隈度内で︑ベルギーと西独
ている︒ユーロケミック社はベル

は能力三颪難破ラ／繊の再処理デモ

めることになる︒その後は捕騨に

ギーのモルに核燃料再処理施設と

できる形で規定し︑ユーロケミッ

︻パリ松本駐在鍛冒ベルギーの

それから生ずる放射性廃棄物処理

ク社の責任を明確に定めている︒

シモネ外相︑クラース経済相は八

ンストレーション施設で・原子力

一九五九奪七月二十七日に発効し

月二田︑ユーロケミック翼長︑魯

化学研究施設を備える︒

をそろえていこうということで禽

う面から協力︑簾隠借趨で題並み

から︑この機会に核燃繕輸出とい

年七月から通転を開始︑約二百二

る核物質の再移転︑高濃縮︑再処

楚が発効すればオーバーラップす

式調印に進めると思う︒新協力協

を果たすため存続する︒

作業と協定が定める財政上の義務
・貯蔵施設を建設し︑運転してき

躍協定を進めている︒しかし︑核

WKK協会の検討会議はこれらのれそれの政策・方針により保陣描

に署名した︒協定はユーロケミッ

燃料の輸入国測は麗復する保隔措

九六六

務取締役とユーロケミック社の施

た︒

動きに伴って艘縮丁場の必要性︑

ベルギー政府は舎弁会筏を設立

設をベルギ⁝政府に移管する協定

燈心分離法の再評価を試みたも

外依存度縮少のため積極的な動き

実際的なものとなる﹂との見通し

理などの承認が米国に一括され︑

ていることから今後スム〜ズに正

国間原子力保障懸躍協定の改定と

﹁二国闇の保障描躍政策が酷似し を述へだ︒

ピーコック嚢州外相は仮協定後

意をみた◎
の︒

来簸は保陣措置を一軸してほしい

じ方針からなるため︑輸入国から

ための機構および基準﹂などが岡

置に難色を示し︑両隅の﹁輸出の

に出ている︒また︑西独ではノズ
ル法の研究・開発が進んでいる︒

二国間協・定調印へ

との蘇も強かった︒※豪側が保陣
擶置強化の点から同一歩調で要求
仮協定は両国が実施している核

階からあった︒

政策ドラフトが伝えられてきた段

障措置協定を結んだ︒三州側から

月八日︑マニラで二国聞原子力保

なくなった場合にも保陣基盤が適

保障措置は米に一括
拡散防止のための傑障上置につい

また︑爾国の一九五六隼に学ば

さ

豪州政府とフィリピン政府は八
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︵工AEAの保障措置が適用され

的防護の義務づけ︑薩接保障描置

ドと結んだ厳しい保障措躍一⁝物

今回の協定は簸州がフィンラン

来由と豪州は八月八田︑一丁間

て﹁一致協力し︑該燃料輸入国に

れた﹁豪州・来国原子力協力協

なった︒

原子力協力協定の一環として二陣

対しより厳しい保障措置協定を課

の内容となっている︒

用される︶の適用などi1と同種

原子力保障措
置協定を締結
措躍面での協力を目的とする仮協

していこう﹂というもの︒来国は

アンソニー副首相兼翼易︒資源相

簸朗ーフィリピン

定に調印した︒調印式にはアンド

が出席し協定に調田︑フィンラン

してくる︑という見方は両国輸銀

リュー︒ピ⁝コック嚢州外相とフ

ままで︑薪規の協力協定を阜急

定﹂の再交渉もタナ上げになった

ミ
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ープは旧基︒各蒸気発生器は一次

した︒CEA軽水炉局の発注に破回路i︸ループは正常運転︑他ル

き

素地帯と三園路の二次素地帯を描

〆

結した︒米社は溶剤抽出技術︑一

ーパー・フェエックス︵薫二十万

くもので〜九七六葎に完成したス

ミ
〆

社はウラン糟製技術を持寄って物

く︒

♂1 さ

を発効させ︑藤州は昨年﹁保陳描

ヨ

今年﹁一九七八撃発拡敬防止法㎏

−き

ィリップ・アルストン心嚢米大使

〜！＼

が畠山︑二国間の貸越を交わし

建

ド政府との脇定に次ぐ二番蟹の一
ノ建

に︑という声も高まっていたこと
た︒

︑

ことから停止︒十八田の一〜一

言イースト︒タンパのガルディニ

KW高藤炉︶シミュレーターのハ

運転主任のコンソールには還転

部の調節機能

工場内に抽出施設︵琿産酸化ウラ

イブリット︒コンピューターを加

③

ン四十万団く約百六十沖︶を建設

ィスプレーが付属している︒この

シミュレーターによって軽水炉局

装麗と霊要瀾定および蟹報装躍デ

ーパー・フェニックスから加圧水

F︶︑フラマトーム社の運転要員

は運転研究と固有電力会社︵ED

用できるようにしたもの︒コンソ

る︒加圧水型炉モテルは次の機能

?機馬シミュレーター︵第一総

用シミュレーターとビュジェ原発

ル研究所のデモンストレーション

の養成を行う︒それはグルノーブ

型炉シミュレ⁝二二に切換えられ

ールの変調装置によって簡単にス

するQ運転開始は一九七九葎の予 圧水型炉シミュレーターとして使
定︒

軽水炉シミュ
レータを完成
仏︑カダラッシュ原発

門パリ松本駐在鼠Uフランス原 から成る︒
︹パり松本駐在鼠

③蒸気発生羅付き冷却ループニ

炉心シミュレーション

的変動を描く十二体軸区画による

子力庁︵CEA︶の子会社CI①S
申性子束および熱現象の力学
三基とも還転俸止されるという事

ニ自社の仏子会社と仏ウラニウム 1︵国際情報産業サービス会社︶

究駈の軽水炉シミュレータを完成

態になった︒＋痛撃には三弾機の

米ガルディ

米一仏の罠間会社

U抽出で協定

リン鉱石から

た︒

後︑三縄機は十九田還転再開し

には至らず︑二暑機は温く日午

によるもの︒いずれも大きな事故

〜台の機能に支障をきたしたこと

機停追は圧擁空気装置七台のうち

讐

置に関する政府方針﹂を発褻しそ

米圏一二州

1979年まで段階的に

からウラン抽出に関する協定を締

八の両日にわたり故障が流弾され

R︑颪六万五千KW︶は十七︑十

発電所一︑二︑等号機︵各PW

米国のブランズフェリー原子力

二︑三号機はすでに運転再開

ブランズフェリ
ーの三原発停止

海臣

外隷

葵所二弩機︵右︶︑左は﹁号機回

計画︑すでに購請を出すなど︑海

A1は一詩雄．SWU当たりの資本

ウ︶に建設が三皇されているUT

較︒検討している︒それによる

いた︒膨理後は順調に稼働を続け

︻写翼劉ミシガン湖岸に完成し

ている︒

ベルギー政府へ移管

・PUK社はこのほど︑リン鉱石 はこのほどカラダッシュ原子力研

代︶の中間に位する︒
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一
〃
灘準秘輪

ユーロケミツク社

バルブが故隔したことから除帯鉄

原子力特殊扉

△
一
躍内の異常な水分上野が起こった

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）5711

二

二

D・クック
原発が運開
来インディアナ＆ミシガン電力

のドナルド・C・クックご号機

︵PWR︑菖十万KW︶が こ の ほ
ど商業運転に入った︒クック篇号

機は一九六九無に建設がスタート

留藷
鷺ノ

罪
轡欝

f皇

昨年十二月に臨界し試運転を続け

待感が高まったのもっかの間︑そ
の後の不況は︑原子力発鱈藤建設

のキャンセル︑繰り延べを呼ん

だ︒クック原発もこの例にもれず

璽金闇題から六か月聞の建設停止

という試練にも遭遇︑幕酸をなめ

ック一讐機は一九七五無から運転

たがようやく運開となった︒ク

に入ったが︑昨璋十一月︑電気コ

嚢．
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謂ソ

二
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心

建設中の七三年の石癌危機︒期
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聞

業
産

大型 調 査 囲 を 派 遣
一万折のボーリング計画
西アフリカ・マリ共和国でのウラン探鉱に取り縄んでいる隔靴襲業団は昨年行った探鉱結婚から同

とも九月中には全隊員がアフリカ

入りし︑約落十名の現地隊と合
流︒十月から本格探鉱滋動に入り

どの確認に璽点を躍き︑延べ一万

ロジェクトを推進している﹁海外

てはニジェールのアク！タ鉱山プ

アフリカでのウラン探鉱につい

たい諺え︒

画︒

﹁國際籔源﹂も減じくニジェール

ーケ⁝キ生産に入っているほか︑

ウラン資源開発﹂がすでにイエ庸

層のボーリング探董を箕施する副

このほか昨隼のエアボーンで放

二地域について地表探蛮

射能翼常が確認されたテッサリッ
ト鉱区の

が特色︒約二三謎綴×二十詩層の
施する︒

約二万七千詩層のエアボーンを実

な鉱区︒エジェ；ル側を総点に︑

ルに隣接する理論的には簸も樽墾

ロジェクトが続出しているニジー

画︒このシャグール地域は成功プ

アボーンにも璽点を麗いていく計

有利な内容となっているのが特

麗を優兜的に異本に輸出する﹂と

地政冊との契約も﹁成功すれば全

ゼロからのスタートであるうえ麗

に対し動燃のプロジェクトは全く

仏の経験をふまえた開発であるの

これらのプロジェクトがいずれも

発にメドをつけた段階︒しかし︑

の南西アイール鉱区でのウラン開

鉱脈である可能牲が蔑い﹂と判断
罐囲内に大規模な鉱脈が存在する
今黛度調董繊は兜発隊がすでに

色︒このため自主開発のバイオエ

を行い︑シャグール東部地城のエ

動燃が所有するマリの鉱区は一
し︑さらに鉱脈の広がり︑深さな
という︒このため今鑓度の調査で
十八日マリに向かっており︑遅く

地区でのウラン開発の可能性は極めて蕩いと判断︑来月宋までに約五十名で編成される大型調査団を

九七五年までに感得したキダル地
どについて詳細調査を実施するこ
はこうした鉱脈の深さ︑大きさな

ラインといわれるO・一％U308をはるかに超える鉱脈多数が確認されており︑現地政府との契約
ロ
も﹁発見された場禽︑全麗を纒先的に賑本に輔出する﹂と有利な内容︒動燃では来年三月廉でに十四

億円をつき込んでいく謝画だ︒

階聞にわたっ

して︑﹁稼働率は九〇％を誇って

また︑源氏は大陽熱︑風力など

た︒

て︑﹁日光が遮られる日や風の

の新エネルギー源の将来性につい

おり︑日本にぜひ輸出したい偏と
述へ︑対日輸出に強い恵欲を示し

ない場台があるため︑いかに貯藏

た︒これに対し河本逓産桐は﹁技

のこの闇題に関するコンセサスが

の一つとなるコストについて﹁石

ろう﹂と捲摘︑さらに畿大の焦点

っているが︑灘入には︑電力業界珂 技術を確立していくかがカギにな

離提になる﹂などと述へ︑乱入に

のに対し臨池形式の貯蔵は五十が

油の貯藏コストが麗ン／KWHな

が園部できる童舞となっている﹂

対し︑原子力は○・九翅年でこれ

三熱発電は二・八二年かかるのに

回収できるかを雲隠した美果︑大

拳蟹︒寧琿薪歳︒自宅は千藥県船

日午前十一聴±二分︑脳内出血で

院に入院撫療中であったが︑二十

技術三次擬︶はかねて慈態医大病

山下静夫氏︵控友原子力工業

門原子力発駈と地震災密﹂を墾

N︑少くとも土塁はかけ十分に

発電所の建設と運転﹂について講

好雄常務取締役から﹁餌方原子力

五千円︒詳細問禽わせは原塵︒総

解散まで一切を早め謬加覆は吊棚

開かれる︒

麗麗塗糊の手ヤレンジ覗ビリッ闘

⑳営業品目

を検討しているCANDU炉に
す関
る チャップマン激騰 を退け

CANDU導入
問題などで懇談
錫加両國遡塵相
洞本遜三相は︑一〜十二日牛潮二

カナダ通産梱と約

藍から︑来B中の﹂・ホーナー︒ 術面で間題のないことが一旛わか

長上︑ホーナー通産相は︑カナ

て資源・貿易問題で懇談した︒

言向きの姿勢を示した︒

自負食偵自自aΩ庭竃自ΩΩΩ窪ΩΩΩ自︵

ダが翼罵化し電源開発書社が纒入

ストダウンすることは難しい問題

／KWH程度で︑これが憲速にコ

佐世保で﹁むつ﹂

だろう﹂と述べた︒

アとしての期待も大きく︑﹁将来

で﹂を呂標に全力を投入していく

︐豫

入港前調査実施

原三目藁団

環本原子力船開発蜜業國は二十

三日︑佐盤保母工業佐三保網船所

﹁むつ﹂入港前の放射能調査︵バ

の﹁むつ﹂係留予定の康壁周辺で

水︑海底土などの環境糎料を採取

ックグラウンド調査︶を実施︑海
のリスクは螢一となる﹂と懸摘︒

はこの中で浜澗原発を例にデータ

と述べ︑原子力発電所が鑑産する

粟を公表する︒

て核種分析を塞施︑十月初旬に結

セシウム︑セリウム︑彌鉛につい

財能測定を行うほか︑コバルト︑

これらの試料について金データ放

海麗生物を採取した︒岡聡業齪は

底土二十四点のほか︑員類などの

協力を得て行われ︑海水照点︑海

南︑擬繭凝漁業協岡組ムロ趨愈会の

さらに一般公衆についても﹁石炭

力は一・四となり安全駐は高い﹂

隔熱発電が五首十なのに対し原子

が二百十︑石油が千九酉二十︑大

した︒同調壷は長崎娯︑佐憶保

リスク指数は七十三︑大陽熱発磁

日／づ宙ッ卑なのに餐し︑石炭の

職業人で原子力が八︒七損失人・

︾撫
獣

︾

拶ぐ縛叢

所硬ウランの口分の一を独自開発

方釦だ︒

太陽熱発電
は疑問多い
原塵懇で山勇躍騰演

二本原子力薩業会議が二十二
臼︑雲壌︒丸の内の日雄工業クラ
ブで開いた第六十四園猿子力産業
懇談会で山繍太三郎原産常任相談

き軽水炉の定霊化を麟るため機羅

題して講演︑①総△ロリスク騨価で

役は﹁新エネルギーと原芋力﹂と

が大きい②正味エネルギー分析で

は原子力より太陽熱のリスクの方

の儒頼性などに標準化の墨入され
たのが特色︒これにより稼働羅の

⁝一などの燕を抵写した︒

も大陽熱より原子力の方が有利だ

向上︑作業環麗の改憲︑作間麗の

になるという︒

被曝低減化などがはかられること

また︑発璽所を建設し︑運転す

と述べた︒

るために必要なエネルギー盤と発

較評価する﹁正味熱エネルギ⁝分
析﹂についても﹁発電駈運転関始

を示しながら解説︑原発では鮒霞

後どのくらいでつぎ込んだ投資を

原発が及ぼす社会的経済的彫響

設謝にかなり裕慶のあることを掴

橋市西船〜の九の三〇佐島アパ！

ト三〇五署︒

エネルギーより︑原発を建設︑維
持するエネルギーの方が大きいと

撫した︒これに関連︑小野氏は鰻

月をかけて建設︑昨蕪九月から営

ついて澱距な体験談を披露︑問題

食紅で︑伊方原発の建設・運転に

どシンポジウムの縮累を踏まえひ

演があり︑ひきつづき帯後二時半

務課まで︒

夢断

その他門破壌検簸機材一般

送り込み探鉱群動を強化していくことになった︒昨薙行った一万焼のボーリングにより開発のボーダ

域十万単方四幅︑テッサリット地
とになったもの︒

三︑四号の設置申請
購踊60年に戦列入りへ
おりた岡二紅炉と同一塾嵐設計︒

二︑四三機は二号機に引きつづ

域七・気脈平方詩耕の両鉱区と今
昨年の調蛮によるとキダル地域
のウラン異常は塾盤花髄岩中に麗

春新たに取得したジャグール地域
十五・五万単方詩層の愈計三士二
入するペグマタイト︒石英脈とこ
れにともなう破砕帯中に位躍︒約

万平方詩層︒ほぼ日本に匹敵する
広さ︒このうちキダル鉱区につい
一強姦の延長があり︑約五野選の
編のなかに数条のウラン異常脈が

て一九七五年十月から約一年をか

けてエアボーンを実旛したところ
存在するという︒羅商の放射能一

放射能異常

が

数多くの 有 盟 な
耳翼電力は十山ハ臼︑福田第二原

岡氏は︑家ず各極エネルギー源

輪は○・二％U308︒また︑キ
子力発飽所論︑四陰日︵各BW 今回の二機同時晦講により同社の

の総盆リスクについてカナダ原子

発見されたため七七︑七八年にか

建設費は三弩が二千七蕎七十四

にのぼる苧定︒今隼暮には鳥追力

催事︑四号は二千六濱八十六鱈円
穆が葺

十九一二八月︑四弩は山ハ十年四月︒

十四無十一月で︑還開は＝

R︑菅十万KW︶の原子炉設躍許福鵬県での原発計錘はすべて出そ
可申冠雪を内閣総理大臣に提幽し
た︒

福覇第二・三号は昨隼の第七十

累だけで禽計＋墓九菅九万KWが よる新体制下での審蓋が行われる

エネルギー生薩に関係する全ての

行政改革が予定されており︑同 を引用して門発電所に使われる鉄
A隣丹機も原子力安金婁員会に 鋼を生産するリスクなどそれぞれ

七十覧回亀調審でそれぞれ承認さ

一玉絹一審で︑闘四号は今年の第 これにより昭秘六十年慶には橿騰

力管理委畏会︵AECB︶の報告
電所が生薩するエネルギー盤を比

ろうことになった︒魑工は昭秘五

ダル北方六十綴︑繭方十〜四十謝
の四地域でも醐い放射能異常を確

け約五＋名の調査団を派適︒とく
に昨鋸実施した延べ一万層にのぼ
認ずみ︒

紀の鴇石串に発還する鉱脈型なの

地域の放射能異常は先カンプリア

一方︑テッサリット︒ウェスト

るボーリング探査の結縁︑キダル
地域とテッサリット︒ウェスト地
城で有盟なウラン鉱脈の存在が確
認されたことから﹁高品位ウラン

運転に入る予定だ︒

について出口︑福島︑顯井︑静岡

ことになる︒

れており︑今奮六月に設鷹許笥が

北梅通各地域代籔は︑電源立地対

リスクを総會的に評価した場禽︑

曝の爽態について報嘱した小野周

調査する必要がある広々指摘︒被

闘のデータを示しながら門下謂け

近の管鑓学︑知見の進展を踏まえ
﹁浜岡原発を先例に技術基穣の再

﹁数字が示すほど効桑はあが

っていない扁﹁めちゃめちゃにな

が︑

＝＝糟讐＝＝一π二麟＝⁝＝＝＝欝＝＝一一≡≡＝＝騨隔脚冊＝冊圏隔＝階＝⁝＝＝＝卿＝＝＝一＝一≡＝輔一鱒＝＝＝＝騨＝＝一雲＝＝＝⁝＝二＝＝≡＝噂＝ニ≡＝＝弾二相＝藁

調テーマに十八日から静圃・漿幾

＝＝二＝＝≡＝＝＝＝＝一＝＝一＝二：＝

︵浜岡町︶で開かれていた田本科 氏︵東大︶はこれを受け過去五年

会館ホ⁝ルと原子力広報センター

学覆禽議の原子力発贈問題全国シ

はじめ原発労働書の被曝は意速に

・

が箋旛されたが︑順調に運転中

業暴論開始︒以来︑良習初の門門

宙水原子力産業禽議は九月七

点など指摘することになろう︒岡

きつづき正しいエネルギー政策を

は

から伊方原発の見学会︒伊方原発

題を中心に︑討議が行われた︒

策をテーマにスライドを多罵︑私

温聾していくべきことを訴えると

AEモニタリングシステム

新時代の探傷技術のために、積極的に挑戦しています。

《クラソクス》

名竃屋052（853）1461耳七》大阪06（453）2301確七

応力塗料

工場・久里，兵0468（35）0935㈹

CORPORAT夏ONを

常業部・東京03（762）4451㈹
営業所・東京03（765＞1712㈹

中東、東南アジアでは、ASM￡（米国機械学会）認定取得が

超音，皮探傷装躍各種

弔殊傘料はいつも、チャレンジ・スピリソト／

策交付金など例に規況加撃した
ンポジウムは︑二十日︑静岡アピ

原産懇

伊方原発の建設

発闇題遡究のための罎︑駆総懸か

環︑愛媛県薦宇和郡撰方陶の四麟

臼は午後七難から宿舎となる松山

だQ国膨化事は九㈱％o田中氏は

らの濡動を強化︑九眉初め浜岡三

電力憐方原子力発霞所で第六十五

帯通後難漿の肇荘で夕食懇親会も

9月了磁︑伊方原灘で

運転経験課題に

弩炉反対で大簗会を聞くことなど

は向後一時半から四國電力の鐙中

回原子力産簗懇談金を開く︒同筆

閉会に際し︑各地域それぞれで原

を発学︑三躍闇の田程を終えたが

シンポジウムは二十日浜岡原発

動を起こそう﹂と呼びかけた︒

った産業構謹をどう立て配すの 駿討と審蕉の兇潔しを購求する行
か﹂門メリットは何一つない﹂等

耐震盤の見直

に許細な実態を調べる必要がある

僧加している﹂とコメント︑さら
シンポジウムには原子力開発の

ールを採択し閉瀞した︒

あり方に批判約な科学蕎や各地で
原発反灼運動を展開している一城

住民ら約二薦人が謬加︑二戸汚

が確認されるとともに︑深刻な労

しで問題提起

働蓄被曝をもたらしている麗状の

染︑被曝︑原発が地域に写える社
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会的経済的影響︑地瓦負心の諸課

岡︑鰯根各地城悪阻からも監視区

地理院︶両阪が予知研究︑防災対

津二︵名大︶︑藤井陽一郎︵率土
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初審︑基調報露に立った安斉育
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設議するなと、万全を期しています。

TELO3（777）1852÷代｝

干143

紫外線探傷灯

さらに透年、各種製品の輸猷二際し、アメリカを始め

《スーパーライト》

研究・開発は、今や世界のトップレベルに達しています。

《スーパーマグナ》

特殊塗料株式会祉

《スーパーグロー》

広島0822（44）0400㈹九ジ・i・iO93（92D2512㈹

75年には、技術提倶会層としてT￡SCO

染色浸透探浸剤

本社・東東都大田区山王2−3−10（大森熊野ビル）

磁粉探偶剤

浸透探傷、磁気総揚を始めとする探傷技術・製晶の

購蔑する山国氏

・データを一醐性ある方法で韻低

Q

鰯iシンポ

蛍光，二二探傷鶏

特蘇塗料が非破壌検査のパイオニアとして歩んで20余年。

〜二

蛍光賊勢探傷装躍各種
磁粉探傷謬言各種
渦流探傷装躍各種

iになっていますが、特殊塗桝はいち早く対応。
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力
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原子力発躍と地震誤審が塞調テーマとなった日本科学者会議のシンポジウム

NDl探傷機材専附メーカー／探傷技術コンサルタント

《スーパーチェノク》

明日の探傷技術に挑むパイオニア
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干532 鳳（06）305−0880（で党

4いずれか一方の嶺事国政狩
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四億九千万円︒貯金ベースで初年
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科学技徳庁は二十八欝︑臼旗康子力研究筋の臨界プラズマ試験垂垂JT160の建設などを主体とす

％麺の嚢求ながら︑関係機関の要求をカバーしきるには塑らず︑このままては大軸に建設麗計上を

た︒まず原子力関係の機構改革で

再処理交渉問題
などで訪米へ

臼程は︑九月三田離臼︑四臼カ

場に理解を求める︒

ナダ︒ピアソンクリークの鋤燃登

臨団鉱区を視察したあと︑七︑八

シンジャi・エネルギー雀長官︑

の両日ワシントンに滞在・シュレ

熊谷科学技術序嬢蜜
熊谷科学技術庁長富が九月三臼

ロッシュNASA長富らと会冤︒

スミス核不拡臨監題擾嚢大使︑フ

報告欝はさらに海洋投棄の技徳

騨会決定したことに伴い︑科技

力関係の税制改畢は予定されてい

ないが︑これとは別に門露座確保

予定︒

税扁︵優称︶の槻甜を進めていく

外務衝

国連局原子力
課の新設要求

外錺雀は斎十日︑昭稲五十四無

機構整備の一環として国際遡台周

決めた︒原子力問題の璽要性が高

原子力課の新設を要求することを

まったことや王NFCE︵国際核

燃料サイクル評価︶関係の票勝麗

動燃が殴立

動燃象藁國は二十五臼︑蘂州と

﹁P饗C・エクスプロレーション

︒カナダ禎﹂を關糊すると発表︒

還

藤爆

灘

TELO3−279−54耐（大f℃裏）

から十六Bまで※国とカナダを訪

関係轡と悪騒を交換︑閣連施設を

れ︑原子力問題︑宇笛瀾発などで

スクリップス海洋研やダブレット

十一︑十二欝にはサンディエゴの

国︒

盟のあるGA社を視察︑十六田痛

同罪窃は︑スミス核不賄賂問題

視察することになった︒

聞題について会談するほか︑関係

撹妾大便と今後の臼米萬処理交渉

ステム・モデルプラントの建設に

繭脳とも会い︑わが国の基本的立

趣歯するほか︑昨隼につづいてウ

は昨年につづいて原子力都欄想が
ち︑ま蜜改農標王化では昭和籔十

ラン備論施設建設賢として十六慮

打ち幽されているのが二色︒岡部

五葎に苧資している最終仕様を控
﹁原

えて頗睡設計を中心に遷い込み態

﹁核原燃料課﹂

隅の財投を要求していく︒

に﹁計顧諜﹂

子力発艦第一︑一十﹂の新設を予

勢に入るほか︑薪型炉では題水

また︑科技庁の機構︑定轟蟄求

燃料﹂は新規要求︒

の建塵の建設に齎三ナ慮円を饗

また︑今回の概籔饗求では漂蕩

定︑このため＋町名の磁穏を要求

このほか︑原子力関係の主要難

核燃料サイクル麗係では﹁核燃

となった︒

炉︑プルサーマル利用に蟹点を強

放医研は薮規に一一奪打扇で内部

壁別聖餐額は︑改良標藁化等調査

料パーク隔構想について鰻終的な

見送っだ﹁もんじゅ﹂などの計圃に遅れが出るのは必至︒予讃編成上︑政府の何らかの配慮が必要と

している︒

なっている︒原子力委員会は九月中旬にも満期的な賢金確保策に結論を出す園丁であり︑これを受け

被曝巽金棟の建設に入る︒建設麗

二億三畢八醤万円︑廃炉技術基鵬

いていく︒門廃炉技術﹂﹁嵩性能

て政雇が来駕度概篤要求にどう対応するかが注國される︒また︑趨産省の概舞要求のうち原子力関係

五ナ七億円のうち初年度分は七懸

等確立調蛮千二恵万円︑発電所新

関連施設の建設を軌避に乗せる計

昭和五十四年痩頃に建設が予定さ

総合アセスメントを実施するほか

予舞は対前年鹿毘四％減の三十四盤ハ千万円となった︒112︑6面に関遮艶事

六千万円を投入する計画︒

科学技術庁がまとめた五十四年

型炉等実酸化調糞二億四五言膏万

れている民蟷第二再処理工場につ

言︑核燃籾魏業等確立推進対策五

いて︑興体的な立地蕪で環境彫響

﹁調査

千五醤万円︑使用済み核燃料対策

調製を題画︑さらに初鎌慶建設麗

のうち原子力蘭係は︑①原子力局

調査二千七菅万円︑葛屋能廃払物

として二十八懸円の財投が予定さ

調査飼際協力謙を振替え︑

課扁﹁国際協力諜﹂を新設する②

処理処分対策七チ九百万円︑海水

るため鷲規に運転蟹十九億円を纒

構造物盗読試験ループ︵H冠NDみ込んだ︒象た実認プラントの概

原子力安養婁嚢務局機能強化のた

ウラン回収システム開発調査二憾

求︑来隼璽にも〜部が堅紙入りす

EL︶の建殺を進めるほか・新た 念設謝にも魑手する︒操業に入る

せる③瀕子公安金周に﹁環境安全

め原子力安盒調査窒を分離独立さ

五十三二度から五か葎謝硬の大型

罵処理は菖︸億円の概騨要求︒奪

翻︒多團郵亭温ガス炉の研究では

間八十漣を処理して六十簿円の悪

原子力安全対策の拡発強化②核燃
料サイクルの確立③新型動力炉︑

に姫戸的実験炉の群細殴謝に覆隠

度原型力開発利稽の璽霧策は①

核融合等の研究開発描進④保繍描

する︒工学的安全性の研究には七

れている︒またウラン質源蘭係で

躍と核物賢防止対簾の強化⑤原子

颪万円︑瑚艶麗元ガス薩接製鉄十

力施設の立地の円溺化⁝一の五鋸

課﹂を新設する一とし︑原子力

六億二千費万籟Iiなど︒このう は十詩耀／鋸の海水ウラン園収シ
しない︑との墓準に適偏すること性︑標識︑表添︑整理番辱が適当

周六人︑安全周十一入の増踊を嚢

﹁廃棄﹂に技術的基準

原船購難囲は燈世保港で三里間

業収入を予摩している︒

動燃嚢藁騰は九頁十三億円で九

ナ九億円を見込む︒

これらの施簾を濯うため五十四

いう﹁もんじゅ﹂には髄務負担千

・四％繕︒建設麗三千億円以上と

目︒

て千七酉億円弱を概籔要求した︒

の人璽構成とする謝薩︒

局科学課から切り離し︑十入程脆

駕度一般会謝原子力閲係予簾とし

項を嚢承し︑さらに整理番易を付

豪︑加にウラン

原子力問題を扱っている国際達合

二百六や七三円を計上︑二十五億

けて記録内容と照照できるように的細読として︑セメント︑金属製

腰識︑投翼徳業薪名など一定の壌技術的墨雌が承されている︒

円の現金で原子炉本体の製作に孚

技術的纂雌を整備︑忍業所内廃躍

する④海洋投粟は④㈱千綴以深の贔容器の総領と圧縮強度︑放射性

③投畑物には放射性廃施物を示すであることを駿視させるIIとの が轡えたことへの対応描躍︒現葎

要求の主な内容を機関別にみる

をつける猷画︒遡心機七千台で欄

にも暴準の見舞しを行った︒

原子力委貝会が定める

と︑原研に今年腱より百六十億開

成するウラン濃縮パイロット・プ

闘墨金報告から海洋投蘂につい

投縄作業時間について投禦俘業のの方法などを規定している︒

カナダにそれぞれウラン調蛋探鉱

原ア力委驕金は二十九β︑放射

楢の六薫二十二纈円を計上︒核融

ラント︵五＋ゾsWU︶建設の群性麗麗物対策技術騨門部余︵部会
擬︒盤台正雄藁京理科大学教授︶

て例をとると①廃棄物は一定の方

安金を磯保する◎投舞物の放射線

の現地法人﹁PNCエグスプロレ
識蓄を立ち金わせ④規驚の描躍がすることになる︒

繭翻とも現地法人でないと鉱業

た繊麗で︑澱本金はいずれも一万

襯州騨︵約二璽一十万円︶︑一万

スに購務駈を蔽き︑イルガソン地

では策側のシドニーと西側のパー

固化処理装置をロ揮フ。ロセスにより

禽の研究開発には癌憩の二百鴎十

がまとめた放射性廃尋物の廃棄に

る︵11﹁投棄物﹂とする︶②投簗 蟹理︑作業従購蕎の被縢管理など

法で容器に封入︑または固型化す

保安裾躍をとること︑に従って行庁︑通義雀︑遡輸貧は︑放射線審

放射性廃棄物の廃棄に関して

◎海面衝癸︑海中降下︑海底墨銀

駅られていること⑨投除物の健金

探鉱の現地法人
闘する技術的基準を適当と認め姿

物は④銘鐵が一・二以上であるこ

核燃料取扱霊任者または同箸の開幕紙規劉をはじめ関係規則を改正

う⑤投物作業には原子炉もしくは議会に諮ったうえで︑原子炉黒鍵

善縁の態類別の濃慶︑標識・裏示

鐙会決定し︑関係省庁が二部璽報

と＠放射能濃慶が放射垂物翼の橿

一定の海域に投鐙する◎投棄率︑

儀の趣旨にβって関係法劉を整備

娘に応じ一定数騒を越えないこと

廃禁物の技術的塞漿が原子力委

するよう擢示した︒

ーション・オーストラリア社﹂
は︑海洋投藁の堀禽︑門比璽一・

聴に廃事物が容易に飛散︑漏えい

発途上鷹への原芋力技術援助姿勢

けが取り残される格妊になり︑開

藁地城のIAEA加盟国闇の原子昨年蓼撫したことから︑わが国だ権が取得できないことからとられ
力科学狡術に閲する研究︑瀾発︑

くないとの観点から加闘に踏み切

ので︑中心は水薩製扇の照射量藏や対ASEA爆諸国政策上好ましカナダが︵約蔭七十万円︶︒霞頻

訓練の推進と協力を騒的とするも

つた︒

九月上旬から実質作配を始める︒

区とトラリア州タークーラ地区で

プロジェクトなどアイソトープ︒

わが国は︑加盟後︑アジア諸圏

放射線利腿︒一九七二年に発避︑

際原子力機闘︵iAEA︶支援の
七七駕に五琿間延擬が決まり︑環

政府は︑二十五欝の閥識で︑圃

政府︑一AEA協定に加盟

力協力寄与へ

藁南アでの原子

二以上扁門深さ一〜千規以上扁など

とする規定はあるが︑容羅固型化
や放射能二度など細目にわたって
の畷確な技術的夏準がなかった︒

の明確な区分がなかった︒さきに

また劉墨所内と国玉所外の概念上

改正された原子炉等規制法で放射
性廃粟物の蝦業所外雌蘂について
は内閣総理大臣の確認を受ける露

定︒

ーク地区で十月上旬活鋤開始の筆

また︑カナダではピアソンクーり

エクトに謬潴︑技術協力に審与し

の爽悩と必要に即した地域プロジ

ていく計画︒

ン︑インドなど十二か懸が謬触し

關発および訓練のための地域協力

域内兜逸国のオーストラリアが

ている︒

在タイ︑インドネシア︑パキスタ
には低レベル放射性廃翼物の試験

圃協定は︑アジア︑太箪洋︑極

協定﹂に癩盟することを決めた︒

﹁原子力科学技術に関する研究︑

的海洋処分が始京ることから︑岡

が規定されたことや︑五十㈱無爵

部会は︑魍叢所外の廃棄に勒する

原子力産業の発展に貢献する畔軍の総合工読ジニアリンク披術』

研

六懸円を投入する︒茨城緊︒尚山

工業画地の用地を購入︑JT⁝60
臣目として三千台分の遠心機とそ

Y静

尊︑4︑︑

厚子力購藁本部
棄京都千代田区大手隣2遡1＜薪大手町ヒル＞

を開始します。

舞

日本原子力研究所に納入しました。
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鵬
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研燃

固＠κ理

ノレギー）からエクストル「ダ方試：に関

＠日羅株式盛砂

衣浦研究所で近賑中に確証テスト

難臨

機器発注と工事の4鰯紳で瀧また、

日揮は、わが図第i号のビチューメン

ヒ

霞揮プ臓セスを醐発、実用化

灘灘．

容易③固化体の浸出性が低い
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を有するベルゴニュークリエール（ベ

。難

欧米で数多くの実級と優れた技術

噂

媒
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駐聾踊國

難

体建屋）の設計役務を終了し、現在、

繍

・

理施設（固化装羅、固化体貯蔵、全

馨趣、

婁ゾ｛

ベルギーからエクストルーダ方式を

ド

いただいております、

繭繊＿＿

技衛導入

○

その後、日揮衣浦研究所でパイロッ

蝿翫

点耳

燃科開発事業団から使三竿核燃料

響、、ぐ

（放射性廃棄物のビチューメン固化処理と日揮）

隙繋・

する技術を導入。すでに動力炉・核

最新の技術を各電力会祉より採用

①減容性が大きい②装置の保守が

日
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原

原子力研究開発と
うことは不可能である︒また同時に今後

ため従来のような方法では到底これを賄
もともと︑エネルギーは︑世界的にみ

せ提聴している︒

ても生塵璽︑価格とも従来から政策約な

資金を投入し︑しかも最高

の十か年を遡してみても︑このような方

の技術者を嘗めるなどして
その研究開発に最大の努力

はその典型的なものであったが︑次の磐

資金の確保
関係はすでに発電を中心に商業ベースに
原子力産業会議は︑こうした状況を重
代を担う原子力をこのままにしておいて
ウ
よいものだろうか︒

てもこの例外ではない︒戦後の石炭産業

乗る家でになっている︒しがしこれだけ

かも運滞することのないよう︑関係肯識

視︑資金不罵により原子力開発がいささ

ところで︑五十四年度政府原子力予郷

要因が極めて濃厚であり︑わが国におい

では︑核燃料効率が低く︑石油資源の枯

としては千六颪九十六億円が概算要求さ

賄いきれない︒

望⁝GNpの賢圭もにエネル

渇に対処するにも不十分だ︒このため高

金確保のあり方について検討を重ねてき

者による懇談会を発足させ実行可能な萱

法では所要資金四兆円の約半分程蔑しか

⁝ギーの消費が増大し つ づ け る こ
一展⁝とは周知の肇実だが︑わが国で

速繕殖炉の開発が不可欠であり︑また核

を傾けており︑一部軽水炉

は︑このエネルギー賃源に芝しくその大

融命によるエネルギー供給の実現をめざ

その結果である︒長期的兇通しの上に立

た︒二牽三日︑総理に翻し入れた提醤は
方法による可能な︑巖大隈の数字であろ

れたが︑これはおそらく現状の予算要求

エネルギーは︑とくに流体化と緬格低下

部分を海外に依存している︒しかもその

わが国でも原子力委員会で︑この研究

し︑研究開発が強められている︒

う︒しかしこのような状況で今後推移す

の波にのり消費は潮紅の一途を辿ってい
たが︑四十八年のオイルショックにより
ち原子力の重嚢性を深く認識するととも

従来の実験室規模の研究に加え高速麟殖

た︒こうした中で︑昭釈五十四年度には

長期計画をたて飽々研究開発を進めてき

発はナショナルプロジェクトとして蔑期

なっている︒と岡時に︑原子力研究聡

決断を求める︑というのがその骨子と

先端科学捜術である原子力の瞬発が既定

た背漿があるからに他ならない︒巨大な

三相の英断を求めたのは︑まさにこうし

るならば︑原子力の研究開発が遅延する

開発路線に沿い︑自主技術を確立すべく

の多様化・分散化と消費の節約というこ

炉の康型炉︑核融合塞験装置︑ウラン藤

ことは明白であり︑予算編成で原子力に

のルールにしばられながら達成し偲ない

終息を告げたといえよう︒エネルギー源

れまでの豊富︒低廉時代から高価格時代

縮施設という大型プロジェクトの建設が

ソライズし︑これを政府の嚢任のもとに

謝画のもとにその所要資金を含めてオー

わが圏における予算の現状を勘案すると

実得することを要慶している︒しかし︑

安定供給へ︑われわれはここで︑蔵置が

もまた︑当然である︒将来のエネルギー

二刀先度が与えられなければならないの

こと火を撚るより明らかである︒原産が

にはいり︑同時に盤界的に石痩代替資源

部民

始まるなど︑所要資金は飛躍的に増大す

間負握分を除き金額一般会謝から支出さ

必ずしも一本立てでだけでは困難の繭も

一般会計から支出するよう総理の政策的

るとともに化石燃料栖爾に備えて次の時

として原子力が大きくク切⁝ズアップす

る︒一方原子力の研究開発資金は

に原子力研究開発に要する資金全額を

至った︒

代を撮う資源として大きく期待されるに

れ︑その額の憎撫は予算のシーリング方

特段の配麟を期待したい︒

重点投入に万難を排した対処をとるよう

そもそも原子力は︑現代技術の最高水
準をいくもので︑同時に技術集約の成果

カバーできる程度のものであった︒しか

式を基準に総理府内原資の流玉によって

せによる方法をも蕎慮ずべきことをあわ

ぞれのもつ性格に応じた関連資金の組△口

あらゆる方途を駆使︑タイムリーな資金

でもあり︑したがってその研究開発には

し︑五十四琿度からは︑前記の大型プロ

あるので︑研究開発の内容を勘案しそれ

膨大な投資を必要とする︒わが国はもち

ジェクトがほとんど陰晴にスタートする

継当贈奪栃縛摩

難護灘難懸

覧的な発展の将来を明らかにする

画扁は発電所立地による地域の総

されているのも特色︒この墓金は

は温排水関係墨金の設定が打ち出

このほか﹁安全対策補助金﹂で

が要求されている︒

のがねらい︒モデルプラン作成計

原発周辺海域での漁業振興︑空玉

などが重点︒このうち﹁振興計

画地域が環象の三地点から七地点

ので五億五千万阿が計上された︒

水影翻霧雲に役立てようとするも
﹁環境審査調査﹂は園による温

に拡大された︒

についてはこれまで︑設置蕎・自

新エネルギ⁝研究開発などに関

ろん︑盤界各国いずれもナショナルプロ

排水モニタリングの疑心を選ろう

治体が中心になり継続的な調査を

する田本科学技術協力の第一回日

日米政府間
協議開催へ
立地周辺箭町村への交付頭務に関

二葎から開姶

とするもの︒温排水モニタリング

する凝の﹁交億金鶏務交付金につ

求では原発の運階前

行っていたが︑今回の苧蹄概算要

られていたが︑これが五霞饗求で

以下という

排水による生物影響などについて

講習など葵礎調査にとどまらず濫

後置年くらいにわたり︑単に温鹿

これは七月のボン先進国着脳会

東京で開催されることになった︒

米政府聞協議が九月四︑五の両日

新エネルギー協力で

辺市町村への交付金のO・五％﹂

中肉︑﹁広報対策交付金﹂は﹁運

は﹁三再万円か当地市町材と周辺

が設け

開後五年﹂と改められた︒

東北露力が宮城県牡鹿郡女川︒

﹁寄磯﹂︑﹁前綱﹂各漁協がこの

この制度を金面的に撤廃し︑発電

設定されていたが︑今回の要求は

金﹂門広報対策交紺金﹂について

視交付金﹂﹁謹撰水影響調査交付

善されだ点︒このうち﹁放射線監

は門交付無隈の許色﹂が大越に改

圧倒的多数で可決した︒岡原発の

四面五十四藥︑反対百二十四票の

総禽で﹁傾業罹消滅一議築を蟹成

七十九名︶は一⁝十六日開いた臨時

鹿三漁協については鮫ノ浦漁協が

漁協が約十万平方騨︒このうち牡

約四十万平が層︑残りの牡鹿町三

発を日来が協力して行うことで禽

領との間で新エネルギーの研究開

議の際︑福田欝相とカーター大統

実質上のメリットがないとの批覇

乱しだのを受けて興抹化の段取り

﹁璽要電源﹂に捲定されたものの

も調溢していきたい雲向︒また︑
・五％﹂に改められた︒

箭町村への交付金を加えた額の○

このほか︑﹁放射線監視﹂﹁温
排水影響調査﹂交付金について環

このほか﹁安全対策委託費﹂で

ゴノ
れていたが︑今回の要求で国の楠

牡鹿町に建設を予選している女川

﹁漁業権消滅扁の対象となり︑灼

等交付金三酉八十九懸円︑安全対

所規模に見倉う交付を行えるよう

の場合も門運転開始前薫年から運

はこれまで︑交付の二合はいずれ

り︒これを受けて藁北電力では計

儀終決魑は計画発表以来十一一年ぶ

意︸の覚え霞に調印したのを皮き

昭和四十六年エ月に﹁原発建設同

滅灘域﹂の約五分の四を蕊め原発

実上馬節していたが︑﹁漁業権消

たもの︒

としての鍛終的態度を明らかにし

から︑再度臨晴総会を開き︑漁協

る﹂との悪見が出されたことなど

の態度を早惣に固める必要があ

し︑今春の定期総会でも﹁原発へ

雪意︑隠蟹による沖裁作業も進展

七月に﹁条件付き蟹成﹂へと軌道

臓をとっていた州繊三蔵脇﹂が

漁協でただ〜つ﹁原発反対﹂の態

こうしたなかで︑女川町の関趣

た︒

るかどうか微妙な偶勢となってい

原発が予定通り今年中に着工でき

を協議するもの︒協力対象として

に応えるため宮治体による群画対
﹁環境審査調査﹂﹁重要躍源対策﹂ 慮策華備籔用として二億二千万円

@齢捻年ぶりに

﹁漁業権消滅﹂を議決

に加えられたのが新しい点︒また

ったが︑今團要求で人件蟹も対象 は﹁電源立地地域振興計画作成﹂

行では人件費は認められていなか

頭打ち制度

いて︑現行では﹁召五十万円か周

ジェクトとして国家計画のもとに︑国家

弾力的運用に重点
﹁温排・水基金﹂など要求へ
昭稲五十四無記電源開発促進対策精別会計からの概籔要求案がほぼ固まった︒それによると来隼度
特別金謝の総頷は対前年度七十九億円増の五買九十四暦円︒交付金関係では﹁頭打ち制度の撤廃﹂︑
﹁交付限腹額の改薔﹂︑﹁交付葎隈の延長﹂などの遇え方が打ち出されたほか︑電源立地地域振興計
画作成︑重要電源指定地点への助成などのパブリック・アクセプタンス対策画で改着が図られたのが
特色︒九月一日大隙隙に対し概籔要求する︒
模発醒所立地の際などは﹁固定資

助が二分の一のもの全例が交付対

︵鈴木圧纂輯倉長︑正粗台麗五菅

原子力発魑所について女川町漁協

五十万平方綴Q関係灘協では﹁女

産税に発會う額﹂を超える部分に

象となるよう瀬瀬された︒

来隼度の露源総会の歳入は電源

ついてはその分だけ交付金を箆し

川町漁協﹂と牡鹿岡の﹁鮫ノ繕﹂

開発鰹進税収入からの剰余金等ご

引く︑いわゆる﹁頭打ち制渡﹂が

策等委託隠避四十八簡円︑安全対

にするというもの︒また︑﹁交付

﹁安全鰐策交付金扁要求の特色

四億円︒蒸熱は電源立地促進鮒策

西十五総総を潴えた総計五百九十

策等補助金四十億円︑安全対簾等

駿海城の広さは﹁女川町灘協﹂が

交付金十四懸円ーーなど︒

限慶額﹂については︑これまで公

二十六日の臨時総会では出腐し

共施設など国の補助が三分の一以

た組合員四颪三十名と委圧状を提

このうち︑まず﹁罐源立地促進

町漁協が歯面開かれた臨蒔総禽で

計画の嚢実上の決定糎をもつ女川

対簾交付金﹂の特魯は門交付頭打

でには同覚え憲に調印︒昭和四十
み︒

画通り今鎌＋二月から着工の鬼込

りに寄磯︑前網両漁協も岡年末ま
今回の要求では︑﹁運開後扁につ

出した計補語七＋名が投票︒この

転開始後三年﹂となっていたが︑

騒騒︑蟹成四頁五十四票︑反対蔚

上あるものについては通例交付の

案を否決したため︑岡

原発建設には同長したものの︑﹁漁

対象から除外され︑﹁特例扁につ

業権消滅

茨城県・石動村の田本原子力研

究所策海研究所JRR⁝1展示館

見守る中︑藤織理薯長︑川崎藁海

が完成︑工十八B︑関係沓多数が

村村長らがテ⁝プカットして披露

昭秘三十二年八月︑わが物識の

式が行われた︒

原子の火をともし︑四十四年十一

︵第一号実験原子炉︶を漂子力研

月にその使命を終えたJRR−1

の入たちに施設内で原子力のあれ

究発祥の記念として展示し︑多く

変身

した展示館の中は原子炉を

これを矩ってもらおうとの趣肖︒

とりかこんでパネルやマニュピュ

名斯

として人気を博しそう︒

レーターが並び︑遡江蓄コ⁝スの

新

日本側の希聾する核融合︑桑蚕成

の石炭液化︑地熱エネルギ・1なと

なと太陽エネルギー利用︑来側側

第一圃協議には日本側から富綺

が考えられている︒

外務省外務慰議冨ら十三人︑来国

側からジョン・M・ドイチ・エネ

近く両国首脳が瞳擾任命するト

ルギー雀次官補ら十一人が参湘︒

ップレベルの運営委員会が設置さ

れる麗込み︒

動燃︑門もんじゅ﹂で

環境影響調
査書を提出

動燃騙業団は二十八霞︑福井禦

臼木地区に建設を計画している高

速磁殖原型炉﹁もんじゅ﹂の環境

に提出するとともに福井県にも提

嶋脇調査謁を難産省︑科学技術庁

出した︒

二十四票で﹁漁業権消滅﹂が議決

され︑原発建設に騒終的なゴーサ

インが出された︒これに対し会場

兇せ﹁建設反対﹂を叫んで気勢を

周辺には反対注民約三百人が姿を

北霞力から総謝五十五億五千万円

あげだ︒今園の巖終決着により東

が補償金として同漁協に支払われ

ることになる莞込み︒璽北篭力で

て︑保安林解除などの串講白鷺作

はこれと並行して公用水面埋め立

業を進めており︑計画通り十二月

女川原発はBWR︑餓二五＋二

置は本格漕工に入る予定︒

牡鹿町にまたがる百六十一万平方

万四千KWで︑建設敷地は女川町

定︒

綴︒昭和五十八隼三月運転開始予

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

O苫
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陥

館剛

一展示館として復活一

九年には漁業補鰹費として薫澹協

ち制度偏が撤廃された点︒﹁発霞

同原発の温排水拡散影饗範囲に

門放射線監視交樗金一は﹁運転 工まれる瀕業擢消滅対象海城は約

いては﹁温排水閑麗調蓋交付金扁

所立地による固定難産税に見合う

までのものについて交柑が認めら

いてのみ︑国の補助金が二分の一

付金﹂の趣器から︑これ京で大規

額を前額し交付する﹂という﹁交

女川原発サイト

断罎図

放射線廃棄物ドラム詰室覗窓

放射線廃粟物貯蔵庫覗窓
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米A F上
半期を分析

・A・・

建設許可は十一基に
最高裁判決も横ヤリに歯止め
﹁一九七八年上半期は原子力発電開発に好葱的だった﹂とする米国原子力産業会議︵AIF︶の中
闇報告が濠とまり︑公表された︒カリフォルニア州のサンデザ⁝ト原発︑ニューハンプシャー州のシ
ーブルック原発問題などは原子力産藁騨の前途を晒たんたるものにするかにみえたが︑一方では綴高

讐

半数の原発
が運転停止
西独一七月稼働状況

オーストラリア州に冶金研究工場

ノ

0

1

WR︑七十七万KW︶H六月の放

ューブに懸裂が発生し運休中︑の

開︑ビブリスB︵PWR︑着二十 ﹁今回のような檸癒が根次いだ鰯

発電機がショート︑七月宋運転再

が嵐てきたもの︒

定と付綴轡をまとめる二般協

ランス︶のガラス圃化工場AVM

を建設︑酸も効果駒なプロセスを

曾（｛浴）488−250夏

七月中旬運休した原発はグンド

レミンゲン︵BWR︑二十三万七射性蒸気もれ購故で鯵k︑イサー

クが発晃されて以来鎌止し大蝿な

千KW︶翻七六無の定検中クラッ ル︵BWR︑八十七万KW︶翻チ

現夜︑西独の原子力発礪は総発

検壷のため解止︑リンデン︵BW 電議力懸の四九％を占めているに

三十二万八千KW︶巨燃料装荷と

膨理中︑オブリハイム︵PWR︑ 計七基︒

R︑二十三万五千KW︶涯長期運すぎず︑七月中旬の還休は石炭焚

量白しすぎると電力安定供給に心

再開予定︑ブルンスビュッテル︵B

四万KW︶釧定検申︑八月朱運転 合カバーしきれなくなる扁との鱒

もあり︑このため︑原子力依存を

兇も出ている︒

給する︒

アリング聖王協定に続いて財政協

一＝＝冊鱒＝ニ＝＝＝＝卿一篇＝＝＝一＝＝＝楠廟隔＝冒冒＝＝＝＝一＝需藺＝＝＝一一＝一一一＝＝一＝阿＝雪＝扁鞠需＝＝露輔＝＝＝＝＝＝﹁一階＝一＝＝＝隔駕回＝

癖がでてくるのではと憂慮する悪

一＝一一二簾一一＝胴

Cは原子燃料研究社のロマン工

は七月二十四日までの第一回処理

鉱騒が予翻︑トン当たり一・五爵

リリエ鉱尿は三千二薦万ナの埋藏

オーストラリアの鉱山禽籠ウエ

研究した後︑開発にとりかかる翫

戯｝）u，u，分離精製装置

﹁枇会的にみても妥当な額﹂と︑

いずれも原子力産業界側にとって
は軍畑しい判決を行っていること
から︑中闇報鑑では環境派からの
問題蒸返しは少なくなるなどと分

原子力発見駈︵ムロ謝七百三十六万

所の二連︑定検が璽なり＋瞬墓の

髄独では七月中旬︑原子力発電

認司促進法案﹂が議聲を逓過すれ

五％増の一千三酉六＋鰹KWH以析︒今巻︑議会に捷出された﹁許
上に達する﹂とし︑原発の詳認可
ばこれと蔽わせ︑エネルギー雀の

KW︶のうち七基︵二百九十三万 休し駆棄も検討中︑ビブリスA︵P き火力発露所によりカバーされた

状況を﹁逼転許可が出たものは瓢

墓︵含搬出力百七十万KW︶︑建 いうほどりードタイムを短糠でき

KW︶の宴曲が陣止となったこと WR︑百＋四万五千KW︶薩交流
ものの︑八五薙には原子力で約二

う︑としている︒

来圏では建設労働智のストによ
る建設遅延も大きな問題︒すでに

ｹ閣にわたり米国粥働総圖盟産

〇％の騒力を供給する計薩があり

るとは思えないものの︑今後の原

設許司が十一墓︵同一千一一房十一

のものは八＋九基になった︒建設

万KW︶に出たことにより建設中 発建設見通しは明るいものになろ

の﹂と︑今後もいっそう原子力に

出盛十一基は過去の記鍬を破るも

また︑巖腐裁判所が昨年から持

三塁が腰かれていることを指摘︒

の原子発霞斬建設四社がこの問

アリング付観協定︵八月一日︶に

計薩で活性ガラス八千九酉六十三

弁でU開発へ

スタン・マイニングコーポレイシ

画︒冶金研究工場での研究には三

核燃料サイクルの一端を担う 塙轟響

9
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1．場

奉挺

裁が産藁界にとって嬉ましい判決を下したこと︑幽間の﹁原発許認可促逸法案﹂の提案︑原子力規制

婁鰻会︵NRC︶の十一基におよぶ建設鉾可など︑全体としては今後の原発推進麗通しに明るい兆が

題について話し禽いを進めてい

別会議︵AF1﹄1C10︶との
大建
手設に同葱を表明した︒FBFリカとイランの原発にも製品を供

バーモントヤンキー原発の鰹止問

込まれていたミッドランド原発と

といえそうだ︒
かでも十数筏の電力会社は冬撃電

上楽期
中闇報窃繍は上幕期の原子力の漉

さし込んだ

ロとなる︒
場と原子力金属機械会社︵MMN︶ FBFCの樵主︑比率はユー窪

する立場にはかなりの食い遷いが

たカナダ側の核防に対する要講も

あり交渉は難航が予想される︒ま

微妙にからんでくる模様︒

仏ガラス固化

で九千トン生産

墨の
が出れば︑闇題がさらに長引
そのあと︑NRCはEPA

統いて九月から輸入に必要な技術

ナを生慶した︒

に動き︑シーブルック誹画の危

ョンはこのほど︑来国︑西独との含

いる︒鉱床開発の第一歩とし︑瀬

響の酸化ウラン賦存が見込まれて

弁で︑爵オーストラリア州マーチ

円︶が見込まれ︑七九庫初めには

年︑二千欝欝藻州が︵紬六十億

醸のイェーりリエ鉱凶

ソン地区のイェーリリエウラン鉱

その後︑添格的に採掘︑精錬︑

スタートの予定︒

山の開発を行うことを明らかにし

た︒来国からはエクソングル1プ

麻欝鴨眞よ夢籠禰灘弾素》渕鄭牌頓叢雇幡購

露f

豚橿要紫4本入，勇量25屯）

運転申の原子力発駄目七十一墨

たが﹁スト︑ロックアウトはしな

ルーマニアは当初四墓を輸入す

題︵理由薩核燃料サイクルが環境

るが︑全体として牽六輝の建設を

力羅饗ピークを原畢力発電により

フユエル社︵仏ペシネ・ユジーヌ︒

︵五千璽二＋六万KW︶・今や米躍を門今冬︑長引いた石炭ストに

のデッセル工場︵ベルギー︶を引

い扁などを義子とする協定を今年

三％︶八○錫︑MMN︵ベルギ
いる︒この交渉を進めているのは

謝画しており︑五辻機からは消化

濾0％以上供給することで乗り切 におよぼす彫響についての検討が

ー︶〜O％︑ウエスチングハウス カナダ側はA廻CL︵原子力公

クールマン社五〜％︑ウエスチン

よる石炭焚き火力発電電力の不足

収擁の一つにこれも含め﹁金山に

附とし︑一九八二鋸から酸化粉末

継いで設立された︒ロマン新工堀

国内の総発電蟷力麗の＝一％を供

原子力発躍麗発に好轍的な鋤きが

と鍵剤ウラン千ナ︑核燃料エレメ

した技術で翻力で建設を恵圏して

禽が議決した政策は裁判所におい

欝立つ︒高遼繕廼炉開発の動きも

社二％︑クルーゾ︒資ワール社

て再検討する問題ではない﹂とし

活発になってきており実を結ぶの

グハウス社鷺五％︑フラマトーム

プライス︒アンダーソン法︵原子

でカナダの四塾の輔罎だけを蕩慰

ク内で澱金謝画を悪圏しているの

ゴ︒ルーマニアは十六麺謝画のワ

社︶︑ルーマニア側はロマネル
祇一〇％︒

る︒その規模はゼネラル・エレク

トリック︑ウエスチングハウス社

工場に次ぐ琶界で瓢醤圏︒EC委

興会は規模と南場の醗要性から十
分採獅がとれるものとみている︒

カナダールーマニア

入交渉進む
FBFCは仏︑ベルギー線書のほ

CANDU購

麟騰
ント茎立ての形で八二沙を製造す

締結︒A玉Fでは上潔期の大きな は︑六フッ化ウラン転換と加墜水

力掘書賭憐法︶が規定している上

はこれから一とみている︒

型炉用核辮料エレメント製遊を昌

った︒原子力発電電力羅は前駕比 行われていないなど︶に対し﹁議

〃

限額︵菰璽牟万が︶に対しても

εC婁盛会

漁聾鰭籍鞍剛 議飛強瑞穂彊蝿

かフラマトム社が建設ずる爾アフ

︻パリ松本駐在騒Uルーマニア
つまりこのケースの特徴は︑

この六月で︑NRCは委員宙らは︑代案との比較審査をしなけ

支援グループがふえ︑七六隼三

き︑躍力会社が財務上も窮地に

交渉を行う︒ルーマニアの塾準に

︵六十万KW︶に関するエンジニ に運転を開嘱したマルクール︵フ

態農が決まるまで黒藻継続を認

適禽させるための前翻のエンジニ
は八月初め︑ワンス・スルー方

そのような惰勢下で︑EPA
式を再承認した︒それにともな

分︶のうち四禁足千万がが支出

機は一嵩圓避された︒問題は環

一九七二年に発発されたイェ⁝

おちいることが予想された︒

恩労務蓄の一時解羅に掃いこ翻

ューハンプシャー公共電力は感

れた︒工購の進払率は約一〇％

されており︑これ以上の工製濫

塊側の出方であるが︑冷却水に

ってNRCも建設酢可の再発行

行は既成麟実を作りすぎるとい

関する言質問題には終止符が打

で︑総出工臨二十臨書が︵二基

うKRCの判断であった︒

この段階で︑EPAがワンスたれ︑あくまでNEPA規定ど

豪︑米︑独が合

めないことを決定したため︑ニ

デモを繊織している︒

門パリ松本駐在凪扁六月三十日

の輸入について︑さきの一号機

はカナダからのCANDU炉幽基

必特性などが提議されたが︑冷

現地に粟りこんで公聴会をひら

ればならないというのが縢子炉

ムをモデルに︑デモとサイト占

却水問題に比べれば副次的なも

鵬である︒したがって後者の淡

手金婁審査禽︵ACRS︶の立
が認められたことにある︒いわ

それに傾くなかで︑取撲水方践

クルが饗求され︑罵PA宙身も き︑環境派は一芳人をこえる大

三二票︶︒

サイト占拠が趨きたのは︑同

ほかにもいろいろな争点︑たと

れるかどうかの攻防であった︒

黛七月︑NRCが建毅許司を出ばオープン・サイクルが生き残

運動が逆輸入され︑西独のヴィ

えば耐麗問題︑安金性︑電力の

した麗後で︑ヨ⁝ロッパの反対

ル︑フランスのフェッセンハイ

拠が行なわれた︒参加者は千五

う︑手続間題の提訴にしぼられ

おりの代案検討をすべきだとい

そこには箋質闇題への法延の

・スルー方式を再承認するか・

ックは他のサイトに比べて明ら

かった︒前薔の場倉︑シ1ブル そうである︒

冷却塔を整然するかはわからな

介入もあり︑その隼の秋にはE は工瑠が開始された︒しかしク

建設許斑が出たのち︑敷地で

のと見ていい︒

PAが冷却方法︵ワンス・スル ラム︒シェル︵翼艘︶岡盟など

深入りを戒めた今霧の最隅裁判

れ︑十人が投獄された︒法延の

颪入︑うち百七十九人が冷語さ

ヤプル・ク肇立地紛争に決着

注目される環境派の出方ーー
州巖初の原子力サイトを承認し
たときから︒当時は州も住民も
謝画を支持していたが︑環境囲
体の提訴から開題がこじれ出し

水の影響が甲子問題になり︑と

かに有利で︑国象薬包政策法

となるが︑イエローケーキの無産

⁝︶の決定を撤回したため・N の反対派のデモ︑法延の介入︑

の傘下にあるエッソ探鉱・開発オ
︵サイト︶の検討は講実上必要

ーストラリア社が一五％の出澱︑
工薯は申断の危機にさらされて

ドランド︶の影響があるといえ
になり︑済済を畏引かせる原因

︵K・K︶

︵鷺PA︶がワンス・スルー方RCの建設洋装も願に浮くこと EPAの態慶の再三の動揺で︑ ︵N鷺PA︶が規定する代案
決︵バーモント・ヤンキー／ミ
式︵取排水方践︶を承認したこ

よう︒

足している︒

がなくなる︒しかし後蓄の場合

は八四年冬ら年産二千五百ナを予
きた︒闇題が大詰めにきたのは

西独からはウランゲゼルシャフト

くに七薫隼三月︑環境保護庁

米W麗︑G鉦に次ぐ規模

燃料工場建設に同意

MW｝，、｛均2勾の蔵延になっているがノ」
一ムスデート…，Z（各PWR 韮，…50MW｝
は4ゴ1の遅延となっている

冷却塔などのクローズド・サイ

註）建1農に遅れか弓した1ウ発はど5ろしも訴28〜（，O

社が一〇％の出資で参加する︒

となった︒

属PAユ「
塩憂Lu蟹←な脚埴弊τ聯ΨLτyゆ」γ

8

が過半数をこえた︵七六八一六

D弔しL建、設1、↑曜かイエロー クリーク1
（各138等M、㍉，PWR》に111た

月の佐民投票では一転して反対

キャンセル

分を原子力発電によりカバー︒な

紛争のはじまりは一九七黒年

2基

2

給するまでに原子力は成畏した︒

慰︑夢
建設の低迷もあって︑米国の

られる︒そのなかのひとつ︑栗
海峰のシーブルック原子力発電

筋︵ニューハンプシャ ー 州 ︶

﹁

で︑どうやら解決の兆が毘えは

じめた︒
ここの紛争はもう五隼越しに
なるが︑大規模デモ︑発電所敷
地の占拠︑違儲口の投獄︑建設
諮可の悌止︑工顯の申断︑原子

乗りこみなど︑米国でははじめ

力規制婁巖藪︵NRC︶の現地た︒このとき以来︑復水器冷却
ての璽件が相ついだ︒法延への
提訴も蟹否双方から入り乱れ︑

〃
2
〃

950MW PWR
サノテサート1

BWR

天王鋤4の様相を呈して ろから偶勢が悪化︑外部からの

あらゆる争点が提起され︑さな
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〃
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〃

〃
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〃

聞
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産
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原

〃
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っているが︑泥沼化の傾向が見 七月︑州の公共珊業婁魔会が同

立地紛争は数の上では少なくな
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㊥放射性廃棄物処琿設備

段 ノ鍛覧渉購
綿る
傑繭恥伽叩旨隣圃

ガラス、金属、フラスチノク製品等の放射
能汚染は容易にバンクグランド・レベルま
で除染てきます。特に放射能汚染されたク
リースの洗浄等は非常に効諜的てす。

運転許可
がら

電話（572）8851

〒1（殴東京都中央区銀座8−11−4アラタビル

⑲核燃桝加】＝L讃設備
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亀も

放射能汚染の除去

1978年上半期の原子力の動き

⑭核燃料輸送容器
⑬核燃判交換装践
⑳核燃料取扱機器
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聞

世界で運転中の原子力発電

資源

石油代替に不
可欠の

艶
は五︒三〜五・八％と予測されて

政臆の節約政策でも︑電力の慨び
定埋蔵腿の範囲で司能とした兇方

れ︑残る百五＋万華の手当ては推

すでに確立さ

れた管理技感

用済み燃料の回収可能な貯蔵ある

なったため︑今やこの貯蔵所は使

計画について再評価するよう提案

発嚢し︑米国の放射性廃棄物管理

スクフォースが蒙とめた報告謹を

今琿三月︑エネルギー省は︑タ

九八五鋸からの操業開始が予定さ

スバッド近くの渚塩魍であり︑一

いるのはニューメキシコ州力ール

現在衆議サイトとして提案されて

原子力弘済会解サービス事業部

所設情容騒は一懸千二百万K
いは永久貯蔵の場所として利用で

原子力弘済会におまかせください

をしている︒

原子力文献情報のサービスは

いる︒

れている︒規模など詳細はまだ固

高レベル麗棄物を安全かっ確実

まっていない︒

たQガラス固化廃棄物容器のため した︒タスクフォースは︑高レベ
ル廃棄物は地層内に安全に隔離で

きるものでなければならなくなっ

ている為事は︑昨隼のU308蛋
に開発された技術︑材料および方

あることを認めているが︑異なっ

きるという技術的コンセンサスが

☆B5判・2，000円（限定版〉・『＝160円

ｾ・ベル廃董堅
ガラス固化して特殊容器に収納
法の多くは︑再処理をしていない

ている︒

さらに遅れることは必至とみられ

◇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

ウラン採掘︑製錬会社が蔵面し

当する石農とガスを削減し︑これ
産麗一万四千九百ナを二〇〇〇年

使用済み燃料の封じ込めや取扱い

らなくなる︒それまでは痩用済み

約1，300誌

総発煙電力鍛の三分の一にも椙

に代わり石炭火力︑原子力発電を

放射能崩壌に必要な長明闇にわた

された高レベル放射性廃棄物は︑

に盛凝するための技術はすでに確

るよう︑二薫以上の採掘所︑五十

までに鍛錬八万ジまでに猶産でき

原子力発電の話躍は近年目覚し

周いる方針だ︒

燃料の永久処分を実施することに

管する計画を提出した︒再処理が

邦政膨が鑓用済み燃料を貯藏し保

ことから︑一九八三黛までは趨邦

貯蔵施設には受け入れられないこ

そのころまでに各原子力施設の

とになる︒

便照済み燃料貯蔵プールは満杯に

なる︒︸九八○年には四界・一九

子炉で取替え燃料の貯蔵場所がな

八六年には九露万KW相当分の原

γ線・電子線の高線盤，目掟に極めて有用な手引用

W︵一一落八基︶にも達する

一原義叢㎜＾
米国は今年︑〜九七三犀以来三

た︒石油危機︑天然ガスの不足・

七國のエネルギー危機に見舞われ

ムリーに実証ずるための制魔・機

立されているが︑この技術をタイ
藏駈の傑補地点の特微を調激し︑

た地層の擾所を比較評価して︑貯

が溜まれている︒これらが地騒と

遜先聖が与えられることになる︒

二〇〇〇矩までに運開する原子

クル政策を明確にし︑実誕炉計画

プールがなければ斬しい燃料装荷

くなる︒燃料簗含体を受け入れる

を明確にすることである︒これに

約20万件

◇原子力関係ジャーナル・…・……・

が︑米国ではこの約半分に相

当する五千四百万KW︵七＋
一基︶が運転入り︑同国エネ
ルギー鷺要に対する大きな供
給源となっている︒米国では

などにも適用できる・しかし︑今

翼物貯蔵所を完成させるのには少

構と規制苧続きに欠けている︒廃

¥隼間︑地層深く永久処分する 世紐末までに必要な容器の数は︑

り︑生態圏から隔離する︒初期の

るために今後一撃の研究開発が必

施設の特殊設計の妥嶺控を分析す

以上の製錬所を建設するかどう

ガラス固化廃棄物の場禽に毘べ数

廃棄物問題への離職の遅れが原子

くとも三年は遅れているという︒

く︑一九七七年には前隼比三〇％

ための方法について広範な調製研

倍になり︵三十万個以上︶︑それ

業を完成させるためには︑商業規

要だと勧告している︒これらの作

長引いた石炭ストなどのためだ︒

究が行われた結果︑岩塩魍処分が

に応じ容讃も大きくなる︒さらに

さらに一懸KW強が建 設 中
健全な原子力開発推進のため政

便用済み燃料は︑ガラス融化廃藁

か︑である︒

麿は原子力に慣し樋極的な姿勢を
鍛も有望な方法であることが確認

翻の 二 千 五 酉 讐 W H の 発 電 を 行
った︒総発電電力壁の一二％に当
たる︒

された︒これを受け︑政膚は︑放

石油と天然ガスによりエネルギー

では一九七〇年代から高価なエネ

供給の約七五％を賄っている米国

企業投賃の不安を取り除く必要が

割はまだ記憶に新しい︒つまり︑

寒疲襲来で果たした原子力の役

エネルギー資源産綴もピークに達

ルギー資源の輸入が憩加︑国内の

施設の設計に及ぼす影響について

力発艦所は︑その醒用年数の間に

目中に永久貯蔵するというもの

行われない場舎駆用済み燃料を地

エネルギ⁝省は︑昨年十月︑達

現在開発されつつある高速憩殖

たウランのほとんどを消饗するた

煩露かつ計画的な資望と考えられ

〜一九九三年に翻いた︒それまで

で︑同施設の運転図標を一九八八

却型︑ガス冷却型︑軽水型および

め︑今世紀来までに堰殖炉の商業

炉の典型的なタイプに液体金騒冷

溶融塩墾の四つがあるが︑来国で

利用を実現させなければならな

ト外に鯨蔵施設︵AFR︶を建設

上に相饗する︒

は︑蒙だ評価されていない︒

スを妨げており︑貯蔵駈の土成が

ウラン趨編サービス問題はより
八○年までにつくるべく︑努力を

ビス羅の予測など問題もあり︑海

しかし︑再処理が無期限延期と

力発醒のパブリックアクセプタン

数字だけでは表わせない原子力の

不確実な要素が多い︒軽水炉嗣燃
つづけている︒

横賠蔽所の操業開始時期を一九八

持つもう一つのメリットも大きい

料に利粥するためにはウラン獅の

八〜九三薙まで延期しなければな

した︒ちなみに昨年の石油輸入魔

といえよう︒簸近では発醒コスト

盒有率を○・七から三％にする必

ほか︑巌減期の長いプルトニウム

は全石油消覆璽の四八％︵三十二

も火力発鱈の連署平均したそれに

外に期待はできない︒

なった︒

物よりも少し大目に熱を発生する

憾疹︶︑コストは四四億がを超し

比べ約四〇％安価だ︒石油代薔エ

の舗要増に対処し工蠣を改喪︑さ

濃縮工手があるが︑濃縮サ⁝ビス

軌道に乗せよ

らに八千八衝ゾSWUの選心分離

で確認された石漉埋戯墨の峯分以

射性固体廃棄物永久処分のため器

た︒この数字からもわかるように

拡敵法による一万七千ジSWUの建設のり！ド・タイム︑濃縮サー

要がある︒このため米国にはガス

塩垣内に政騰認可の貯蔵所を一九

石漉︑天然ガス簾約の必要性が指

に代わりうるものはない︒

ネルギー源として︑当面︑原子力

ある︒

の教訓が無視されている︒

濃縮需要の増

摘されながら︑現実には石漉危機

示し︑将来の核燃料竃場確保へ︑

で・五千万KWが発注済 み 等
々︑原子力発電傾斜開発の方
向にある︒しかし︑こうした
数字上の華々しさとはうらは
らに開発に伴う許認可手続き
の煩雑さ︑核不拡散機運の高
まりとこれによる規制の強化
そして友対運動など取り巻く
環境が厳しさの慶嘉を深めて
きているのも騨実だ︒逆境の
中にありながら開発健進へ地
経済発展と︑そして麗絹間題解
決のためにはエネルギ⁝供給堰は

大に購鷺

は液体金属冷却型に主眼がおかれ

〇十代前半までにこれらプラント

い︒そのために電力会社は一九九

のプランク対策として康子炉サイ

ている︒高曇増殖炉は軽水炉に比

の発注を開始せねばならない︒儒

を早急に爽施するか否かは︑原子
力発寵が米国の長期エネルギー供

や燃料サイクル概念の研究に資金

給源としての役翔を果たしうるか

を振り向けることにした︒この結

の高速憩殖炉実舐炉計画であるク

ため︑エネルギー省は中間貯藏サ

果一九七九隼慶予舞では来鷹唯

否かにかかってくる︒

イトの謙画を促進すべきで︑その

より電力側は経済性についての検

など使用済み燃料の受け入れ基準

第一歩は支払い料金︑期間︑方法

ルは拡大されなければならなくな

ービス企業を生むことにもなる︒

使用済み燃料の貯藏間題が解決す

討が司能となり︑他方では貯蔵サ

れば︑電力側も繍極的に原子力発

った︒

り︑便用済み燃料の一時賠藏プー

原子力敷策を打ち出したことによ

の無期限延期などを内容とする新

このよう慧鹸悪の場含を避ける
し昨犀購月︑カーター大統領が核

もできず︑原子炉停止となる︒
リンチリバー群画の終了が前提と

拡敵防止の観点から商業馬再処理

︽

八八年から貯
蔵スタートへ

冨黒み難
原子力発霞所の核燃料は毎黛そ
の四分の一から三分の一が取替え

期がつづいたり︑サイト外業藏所

しつつあるが︑このまま再処理延

う︒

電所建設に乗り出ずことができよ

露力会社はすでにプールを拡張

た後︑爾処理工場に送り減損ウラ

たん発電所内のプール中で冷却し

も不安がでてくる︒

の確傑ができなければ一面貯藏に

られる︒取囲えられた核燃料は一

ンやプルトニウムを再度核燃料と
して使周できるようにする︒しか

O2928（2＞一5063
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茨城県那珂郡東海村

〒319一月

道に魑異に墓盤固めがつづい

原子力産道会議がまとめた原

てい る 来 国 i ︒ 今 薗 は 米国
必要不可欠だ︒一九八五年までに

工場を一九八九年までに完成さ

実一羅鞠鴇

は約八％の人口避加が毘込まれ︑

給を行う計圃だ︒しかし︑この供

下kW

子力開発の環況から主な動き
を拾い概要を紹介する︒
原子力発鷺所建設の前に︑核燃

給騒は国内の二士九基二憾五函万

せ︑命計三万六千颪ジSWUの供

億八百万人となるが︑この面から
料供給という基本問題がある︒百

うち労働人口は一〇％埴乱し約一

も︑エネルギー供給増大の必要な

千万KW開発が予定されており︑ 然ウランの累横需要は四〇％も口

のパイロットプラントの阿年かの

Tk〜〜

業

べおよそ五十倍のエネルギー有効

頼性や経済性の面での確固たるビ

のAFR施設が必要とみている︒

使用済み燃料から園丁したウラ

四百万KW分を賄うにすぎない︒ ンとプルトニウムをリサイクル利

利矯が図れ︑それが生み出すプル

指針で﹁AFR施設に移送する五

万KWの原子炉がプルトニウムの KW︑海外の葭四十七墓一億一千

トニウムは稼働中の軽水炉のみな

ジョンが不可欠で︑それは寝業規

古注に通岱が必頭﹂とされている

リサイクルなしに四十二間稼働す

らず︑その他の贈殖炉にも使え

られる︒一方この原型炉は申規模

模炉の初期の運転によってのみ樽

ことは頬れよう︒籔約に孟醒を集

用することにより︑今後必要な天

でに貯蔵されている減損ウランの

る︒ウラン濃縮の副産物としてす

み使うならば︑こうした高潔増殖

書，213ル5Tkw

高崎帯茅吊貫町1233容0273（46）1639

いた国家エネルギー計獲ですら︑

要で︑米政窟が今世紀末までに計

少される︒再処理とリサイクルが︑
︵約一万五千誘SWUに相嶺︶の

これらを行わない核燃料サイクル

⁝

米国以外の原子力発電q977fl境ω

ルギ⁝雀は一九九三庫までに七つ

石癌換騨四千六百四十万疹／R門︵

ためには累横で二百二十四万ナU

画している三億八千万KW開発の このため一億七千五暫万KW分 少され︑また濃縮需要はこ五％緒

濃縮サービス早成が聞題になる︒

建設︑許飼屋︑運転経験に依存す

約されることになり︑これは米国

τk、、

財団法人

発行（財）放射線照射振興協会

し中陰賠蔵しておくという︒エネ

昨年は石油換算三千六哲八十万ゆ

308が必要となる︒

電力需要の伸びコ

◇各国の原子力開連レポートー

大線量測定には、なお多くの技術的な問題を抱え
なから、現在これらの計測に関するガイド書は、
はなはた少ない。本書は、斯界の大家たちか、そ
れぞれ学問的な立場から各計測技術について執筆
されたものて、線量計測のテキストとして、また
参考書として計測技術に役立つ良書てす。

一九八五鐸のエネルギー必要墨を ると約五千九百ゾのU308が必
国内では二〇〇〇蕉までに三億八

／闘を使照︶と試騨している︒問題

は石油などを節約しながらエネル

炉は石油換算およそ二亮三千磨の

国内の民間企業が濃繍ウランサ

に比べ経済的に有利なことは数多

エネルギー省の予測によると︑

る︒それ故︑実証炉は︑一九八○

ギーの増産をどうするかにある︒

｛β）1980f｝、1985｛1は鷹匠各社のμh［hl。玉990く1、露000
｛1は致幣の三く期r，1画による。

力

原

を燃やす火力発霞に匹敵すること

ービスを行うことになると新しく

る︒とくに今世紀末までに蓄横さ

ポンド豪たり三十がを超えるもの

くの研究からも明らかにされてい

この解答は︑エネルギーシステ

立法も必要となってくる︒海外で

1

ばならず︑このことはここ二︑三

は一九九〇年までに三型三千八百

年以内に建設着工が必璽であるこ

年代中頃までに運開していなけれ

も含めると國内の確認埋戴羅は六

とを強味する︒米国が核燃料サイ

縛子力発電計画

一九七八会計年度から︑運邦政

十九万沙で・採掘靱能なものは頁

府は現在の再処理と叡聞炉技術を

になる︒

ムの中で韻も成長の著しい電気︑

ともに無期限延期し︑代替原子炉

（注）総発犀竃設備谷Illにr［1める掠∫力三二谷

れる使用済み燃料からのウランと

中でも最も成長株である原子力に

て石油換簾西七十億疹の籔源が節
を満たすことはできない︒また︑

ゾsWUの工場を建設することプルトニウムのリサイクルによっ
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聞

業
産

力

に工揚︑翁社︑学校︑家鷹がいか

石炭が地域的に不足し︑そのだめ
とがわかる︒

じくご醸十・○て︑恥レムであるこ

定している︒適伝学的な損鵬につ

二十レム以下での影饗の葎窪を誘

を除けば︑全ての臨床績緊では・

の調査が行われている︒胎内被曙

れないのかをはっきりさせるため

て︑三十レム以下では影響は表わ

と︑一致した発解を述べている︒

た非難を実訂することはできない

指摘して︑その論拠から提趨され

の多くは方法論上の璽大な過ちを

る︒この報告騰を検討した奪門家

両親から生まれに峯供が入ってい

線防護︒潔灘協議金がそれぞれ設

線防護婁綴禽︑翌無には来国放射

である︒︸九二八無には国際放射

と勧解を経て整備されてきたもの

な研究集団の数や鋸におよぶ調査

を越えるレベルで最も明白になっ
唆する鰻掴は︑一般的に人間にお

いては︑放射線が原因であると示

る影饗を明らかにするためには︑

しかし放射線被隈規醐墓準に関す 露国科学アカデミー・※国研究協

以上のところで起きている︒こう

いうと︑瞳憲影欝は全て三十レム

では︑低レベル放窮線被曝者の特

はあるが︑巌近のいくつかの研究

臨床的というよりも統計学的で

いては兇出されていない︒

ればならない︒

によってより大鷹的に行われなけ

に酎する調査が広麗な科学蓄だち

鯨下立嘱にある烈々が数醸人も参

射線の影響と規制に関し世界の指

こういった研究簗圃の中には︑放

放射能騨憲をうけなかった︒

ρ

●

る﹂ことに対し七驚％が支持して

る︒

いることを明らかにしている︒ま

発羅が実環するずっと以前から設

が増大しないといったケースに隈

た一般公衆はもっと多くの原子力

や︑妊娠中濠たはそれ以削に数百

と晃込濠れている輸野市鵜のすべ

薦移転を認めている︒エネルギー

り萬処理藪たはプルトエウムの

から数壬︑跨レムのX線を被藤した 立されていた国内あるいは三際的

てを米国がカバーできるならば・

り・さらに多くの人々を心象とし

鉄綱分野だけでもおよそ二十億が

五％対二七％︶しており︑原子力

発電駈を建設することに蟹破︵五

累算所建設を遅らせるべきである

雀と国務衝の園長営は︑このため

という警え方には皮対︵五二躬対

を偲︑全体で百万入以上の新規腿

いる︒彼らの決定は︑この評価を

月に行っ

通じ︑先行き非核国による核物質

ルイス・ハリスが十

の憎撫について千尊影六十七人に

た調蒼ではエネルギー蛋産と供給

発電が必要なことは購爽であり︑

申で︑門電力供給にとって原子力

向上協会はそのエネルギ⁝報儀の

している︒例えば︑全来黒人地位

縷織は原子力発電の必要娩を強些

旗国的レベルでは︑多くの独立

っていることも判明した︒

分政策に公衆の乱心が次第に高ま

また︑この調齎により︑麗筆物処

プを望んでいることがわかった︒

原子力発憤駅建設のスピードアッ

麗超した締果︑四七％澄二四％で

新法にいう許町基嬉は︑国際甫

弱めよう︒

拡散という醗終臨標への影響力を

ければ︑三国は国際闇取引で核不

ができるQ国内全企業の参泌がな

争激化の国際市堀に進出すること

した場禽にのみ︑来国各企業は競

その行動に対し正直な保証を握議

によって支持されなかった︒ただ

雑なことも禽め︑すべての供給圃

力産藁にとって評鋸可孚続きが櫻

堀で競争しようとする米国の原子

艦できることを保証する︒

薫ハ％︶している︒

用も期待できる︒こうした売却は
の麗甥収支上の赤字了解溝するこ

昨鐸二筒七尋億〆にも達した※国

核拡散への懸念が高まったこと
のために︑原子力関係機羅︑技術
および援助の洪絵国は輔出ガイド
ラインにいう方劃に従うことにな
った︒これらは①輸出した懸垂や

の購嚢転用がないよう︑米国が驚

の騨価を行うことで磁任を負って

ら得たもの︒五︑六十年間にわた

込んだ︒覇異︑この二途聞でメー

②輸出磁の物的防護⑬圏際原子力

技徳の核爆弾本丁への利用の禁比

縮︑再処理および璽水製造など技

機関による保瞳描齪の適用④薩

術の移転の舗約1を含んでいる︒
議会は︑敬府の支捲を得て一九
七八年壁塗拡散法を通過させた︒
この法律は米国の原子力平和利周
における他国との協力に関し適用

広がる原子力

※知歯会議はカーター大統籏との

せてはならない偏と強調︒また全

支輪覗

るならば次代の人々は瞳やみの申

もしわれれれが今原子力を掘習す

一昨年の来国難州におけるイニ

に立だされるであろうし︑そうさ

シアティブ投票で来国民が核エネ

会談の際︑姿願誤報儀を提出︑そ

物蟹理での実接が不乙欠だ﹄と掴

子力への依蕎を高めること︑廃藁

の中で﹁カーター政権はもっと原

ルギー義塾を隻持していることが

城倥民を灼象とした長船調光でも

摘している︒濾力生産で原子力は

め儒頼のおける薄コム予袋を乎にはめておいてからG乱、OVESを装着することか推奨されています。

傷を防ぐことかできて長時間の御使用に耐えます。

一瞥類・寸，表φ

装i

︾

ての条件を著馴すると︑以下の理

こしていただきたいQ為政蕎たち 線の膨響でガンや遭伝学的欠陥が

に深刻な影響を被ったかを思い起

生じる︒放射線と人体でのガンの

てくる︒臨床例あるいは観察例で

四百炉・年の
由により原子炉鱗故に伴うリスク

発蛋との驕遼性については颪レム

が﹁二十世紀における楽國のエネ

会図鶴館の議該調葦サービス軍門

多鰍の線畿を浴びせると︑放射

は許慰できる︒①原子力事故によ

はこれらの微候に肇く気付かねば

原子力三盛の績累は︑社禽がこれ

安全蕪蒸
る平均予想損失率は︑競馬関係に

ならない︒一九七七無初めに︑国

まで対処してきた他の平秘時の大

立された︒その後︑独霞の検討が

て財利である︒②きわめて璽大な

ある化石燃腿技術の鰻ロと比較し

商渠用原子力発電所は約閥首魁

ルギー飢饒﹂という報告鶴を刊行

いつたデータは大体短期間のうち

議会︑国遼の放射線被曝影響に関

・難にわたる出金還転の実績をも

した︒今後二十年間の擬雑なエネ

に大潮の線騒を浴びたと思われる

する科学委醗会でなされている︒

わめて轟轟な原子力瑠故の発生す

つている︒米国はこれまで二十鋸 慰楽を超えるものではない︒③き

ルギー翻総の様相を響察したあ

こういつた研究の検討や別の鐙団

以上の間︑原子力発電による綬済

と︑周報告欝は﹁たとえ短期闇に

防煙塞準は半世紀にわたって研究

灘している︒︒このように放談線

る確率について︑それ自身として

公衆を放射線から護るための星

され︑盤領の騨門家の金体的な経

受容不萌能ではない上郷樋を設定

ン症状や灘伝学的欠隠の例が報じ

A一溜の多人数簗団︵数千レム浴 定の団団中に争想された以王のガ

用原子力施設に対しては原子力規

準は※隊環境保護庁が制走︑商業

し︑この間︑公衆の誰も鰯つかな

びた放射線医学の先駆壱たち︑背

他の環境保謹のいかなる分野とも

験と判断を代表している︒これは

的︒環境的利溢を口受してきた

椎麗節炎治療のため七百レムのX られている︒この集団には︑遡常

醐蚕撮会下で実施されている︒こ

しろ深刻なエネルギー危機や不足
に鯉遇することなく︑これらの問

ういつたガイドラインは︑原子刀

︒

題が解決できると響えるのは︑極

敵府の二つの原子力施設の勢働巻

は館間数レム被曝している︑遡邦

することができる

精局︑原子力や他のエネルギー

びた広厩・長婿の犠牲習たち︶か

線を浴びた懸番たち︑九十レム浴

かったし︑発電所の労働覆は離も

﹁原子炉安全研窒︵WASR
源によるリスクは︑わが國のエネ
ネルギー飢鰹は明らかに予期され

◎● 艦

艶

れらによって無間八十ドレムほど

その結果︑原子力発礪を行わない

カーが灘外から受注した新規プラ

一九簸二三の原子力軍和測鰐黛欝 とにも役立とう︒

ム︑トリウム︑食物や水中に含ま

鰯舎の典型的なアメリカ人の被曝

曇ったコンセンサスを形成してい

端な楽天語義蓄だけであろう︒エ

9

︑電 9ψ

るリスクと比較しなければならな

子力発層累に關する珊故の危険性

禽︒聖

る﹂と糖薄しているQ

l一匹○○︑一九七五駕︶は︑原 ルギー鰭要を満たせないことによ

い︒巖近︑冬になると天然ガスや

もある︒医療分野での放射線ある

影響大きい不
拡散法の成立

がこれに趨加される︒全ての商業

研究︑さらに
いは放射性物質の利用︑羅茨の核

ビ︑発光物嚥を鑑醒した雛農︑航

隻験によるフォールアウト︑テレ

当然のことながら︑放麟線は常

鰐原子炉の運転︑そしてその燃料

拡薙瓢

を技術的に評価している︒この研
究は︑四百万がの経費と約三館の
期間をかけ︑マサチューセッツ工
科大学のノ⁝マン︒ラスムッセン
教授懸羅のもとに︑六＋人の技術
番と科学曹とが行った︒その内容

十ド

にわれわれの身近かにあり︑※国

以来︑原子炉製晶分野で米国は海

奮と葉璽省

は原子炉以外の野墓に比べて大き

民は軍均して︸年賜に約璽

サイクルの全ての関遡施設とそこ

外南場の九〇％を占めてきたが︑

窒機の利嗣︑職業被曝などで・こ

くなく︑多くの場舎ずっと小さく

レムを被曝している︒このいわゆ

での活鋤の結集︑米国内の

七三庫からはこれが一琶％に藩ち

は①起こりうる原子炉購故の紬粟

なると予想される②多数の死薇を

るバック・グランドと呼ばれる被

てゾレムの酉分の〜以下である︒

人間が受ける年間推定被曝避難は

※懇の国際原子力帯場における

出す網田の発生確薬は︑原子炉纂

曝は︑字当事︑地殻あるいは建築

シェアは魑実に縮小しつつある︒

故の方が原子炉以外の麟故よりも

紡料中に含まれるウラン︑ラジウ

ター︒コ⁝ポレーションにより紹
れる放射霧カルシウムによって趨

人の

フォード財団の援助の下にマイ

約一万癌小さい一1というもの︒

織された二十一人の独立グループ

ントは一件のみである︒

今後五無間で二函覧建学が相嶺

線騒は毎薙大体二酉十︑︑掛レムであ

って被曝を翻身させているケース り︑原子力発電を行った時には同

こされる︒また︑自らの技術によ

ように口論を下している︒﹁すべ

は︑原子煙安目悶題について次の

︐◆曽

また︑以前の公聴象ですでに解

暫9

封プロセスを改革する摂州が緊急

決ずみの問題︑もくしはこれまで

凹い

れる毎に︑醗終コストは副千万疲

に必要となる︒この改革を行うべ

検討されたことのある闇題の薄換

φ

司は頻雑でやっかいなプロセスと

ずつ転読する︒当初計画どおりに

く政府が餓近提案した立法はいく

討は︑公衆の手蔓を撰ラ恐れがあ

●㌃齢

なった︒

新規ユニットが操業入りしてない

つかの婿ましい考え方を明示して

るとして命令があった二二に聰り

﹁︐ ◎

想定電力購要を渦たすため紙規

ことから電力書往は高緬な代馨重

いる︒これらの中にはサイト妥当

脅︒●齢

発電容懸を適鷲矩えるようにする

力を三姫するか購入するかしてい

されるもので︑核拡敵の丁霊とエ
ネルギー禰襲のための康子力關発
を均衝させるものとなろう︒供給

の再移転に関し禦前了解を求める
ことも要求している︒輸入国の金

れた︒昨隼行われた大規模調査に

あり︑現在の政簾がそのためには

より多く地璽がかけられるべきで

ひきつづきこのことが明らかにさ

ての原告力活動に対する王AEA恭されたが︑昨年の國罠および地
傑陣豊麗の蓬髪をうたった薪海黄

期されているが︑大統領は適用免

は︑新法の施行から十八か月間延

ケンブリッジ報告はエネルギー

いる︒

不適切であることを全蝿が認めて

ついて何携かあげてみるとi一︒

億機について︑三野に二千四酉人

供給罐グループ間で締結されだ

除描躍をとることができる︒
ガイドラインにはこうした全面的

﹁できるだけ原子力技術を開発す

の懲発を聞いているが︑その結累

新法下で米礪は︑核拡散の危険

保強襲翻は含まれていない︒

V低018
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子
原

許認可の促進

で子爵鮭
には︑きちんと練り上げたスケジ

認めるようにすへきだ︒

醸後に︑﹁公開プラエング﹂と

性の彌蔵と発躍所の安全審査を
切り離すこと︑発蠕所設計の標

門介入蓄資金﹂を規定している現

る︒

電力収入の規制があるので︑電

準化を促侵すること︑公聴会終了

ュールに台わせることが必要にな

婁璽菖︵NRC︶の建馨司や還る︒しかし︑騒近の経験では原争

力会社は普通︑建設中の建設蜜高

米国内の動力炉は米原子力規制

力発電駈の建設や許認可の遅れは

法案の条項は再検討されるべき

駈認司を得て初めて魑工︑運転に

だ︒公開プラエングは︑翼RCに え︑この法律は米国から洪給を受

国閣協定の輸出ガイドラインに萎
認めること︑連邦と州の審糞の舎

璽為する多くの案件に︑新たな磯

は経験がなく︑醗近の州の努力と

前に︸部施設の仮運転の必塑性を
ことができない︒このだめ︑発電

る︒

理的な漣携を確熱すること︑があ

騰に歩調を禽わせて料金を変える

所のコスト増は︑収入不足と投下

ますます長びくだけでなく︑ずっ

藪本登誘引しえなくなる購態を招

持ち込める︒この許認可証の発行

立地と環境國子は︑連邦︑州︑

に際してNRCは囎力会社の懇請と頻繁になりつつあるσ

を審難し①発電駈を建設︑運転す

地一兀の機関が規制する領域でしば

手段として軍法爽を評晒するのを

けた物質の再処理または籔一一国へ

ることが公衆の健康安金にとって

き︑運れとコストの増大に拍騨を

務を課すことになる◎介入暫の擬

しば行き違いがあることなどか

かけることになる︒

許転遷プロセスをスピードアッ

不当なリスクとならないこと②発

したがって︑これらのコスト

難しくしている︒

って州に移るかもしれないが︑州 認可プロセスを迅遠化する効巣的

これらの条項があることは︑評

いものとし︑時間︑資力とも浪蟄
NEPAに則して決定すること

助は議禽の原子力開発の営的を妨

ら︑これらの遅延に寄与している︒

は︑一般に発躍所が操業に入った

の轟務は︑提案どおり︑N魏Cが する紬聚を招く︒

プし︑その予測性を増す適狼なメ

鶴所を許可することが国防や安全

さらに︑四十以上の連邦機関が

時点で消蟹蕎につけが園される羽

州の制腰を適当と認めた場舎に限

げることを猶う勢力を力づけるこ

保騨上議審とならないこと③施設

エネルギー問題と電力運営に係わ

園になる︒遅延は︑このため︑特

カニズムをつくるには︑まだまだ

を設計︑建設するに際して露力金

りをもっている︒その結桑︑蛮力

定の謎謎所とか︑麗無筆祉だけで

とになる︒二つとも訴訟を避け難

社に経済的︑技術的基盤があるこ

会社は原子力発魑所を初めの計画

なく︑社会の広範な麟や地城の一

修正が必要とされる︒

と④プロジェクトが園象繊麗政策

は牽二年から十賜無を兜込まなけ

蝉力的にすべきである︒

審査のプロセスはこれまで理上に

7．5

GLOV且Sの損

2．GLOVESの指先部分の保護のためにGL、OV建Sのi二に、更に薄ゴム手袋を蓮ねて使撫しますと、

5

法︵双EPA︶に璽瓜すること一から澗業運転に持ち込むのに今で
を判定しなければならない︒
政治︑技術︑社鼠といった多く

こうした聞題を解くため︑許認

般経済にも膨響を及ぼす︒

原子力発墓所の運開が舶か周遅

1．GLOVESに万一機械的損傷などによる破損がみられたとき、素手のままでは汚染事故の危険を生じます。従って、予

踊

ればならない︒

廓

8

號鞭
謙縄

【
の理由から︑康子力発毛の許 認

7
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翻心対策
多目的
撮ガ

五十三年度から始まった大型構

EL︶建設二奪圏として︑摂氏二

置して核物質防護の強化に努める

が︑原研では日毎地区に散らばる

各橿施設の核物翼の在島状況を一

を設置する計画を進めており︑建

囲で分るようにする簗中監視袋置

設二奪謡の五十四翌翌には一磁円

委託研究は二件︒核物質の陸上

る︒

造機器実証試験ループ︵HEND
を投じてこのシステムを完成させ
酉度のヘリウムガスをさらに一段

核ジャック

翻威の分析調査︑

海上︑航空輸送の各形態ごとの

委託︑実施する︒

原子力船

原舩購聖誕経回として蓋十三年

円を要求︒同蜜業団が佐世保港で

三際誹画の初千度分として二十一

行う﹁むつ﹂改修・総点検には︑

憾五千万円を計上︑改修に十二億

年間の備務貫主は五十四懸九千万

円︑総点検に九億霞を見込む︒一二

このほか原船事業団は門むつ﹂

円︒

る︒

新益鳥港についての準備も進め

五十八年までに十謎修／隼の施設

ダウン要求︒これは︑ピッチガス

千万円から十六億二千百万円への

よる薗接製鉄は昨年の二十一憾五

安全で環境に調和した原子力発電所

人形糠叩のウラン展縮パイ隣ット

プラント完成予想図

識

屋などの建設費十八億八千万円を

癬熱するアダプター・ループや建

をする計

フェンスや侵入警報袋置などを設

境審査等調壼三十五億五千七百万

として財投から二十八鱒円を要求

を完成させようとするもの︒ポン

石元化袋置︑スティーム・リフォ

一それは東芝のモットーです

要求総額は四酉四十四億消︒ま
ず動燃の行うウラン衡源の海外探
鉱はアフリカての二十五億潮を主
体に四十六億円を兇込む︒

ウラン濃縮は︑遠心機の開発に
十九億円︑人形峠パイロット・プ

の遠心機とその建屋の建設蟄に百

ラント七千台のうち残り三千台分

予定︒HE蕪DELは五十八毎原
度子力施設の出入管理のための高

求として︑五十四年璽にも運転を

三十億円を予定するほか︑辮規要

始める初期千台分によるパイロッ

さらに︑実験炉詳細設計翻とし

計画︒

総仕上げ

て︑二億八千万円を新規に要求す

画︒

測障措置・
一驚物質防護
総額二十四層三千万円の要求︒

十二隠七千万円︑原研五億九千万

国際的な核物質防護基雌の設定

円︑委託饗二千万円︒

に対応して各原子力施設とも防謳

性能金属探知器研究開発の二件を

総額一薔五十二億円の九七％に

トプラント蹴転費十八億九千万円

る︒ニループ・タイプの熱出力五

中頃には完成︑前脳の五十七年か

あたる二酉四十六三軍が原研︒残

を計上︒さらに次のステップであ

並みの百一億円︵このほか政府保

ら一部装置の試験運転を開始する

りは理研・蟷総研などプラズマ物

る実証プラントの概念設講に二億

核融合

円︒

炉研究の四簿円を含め約七十億

整研究を進める︒概算要求は大型

匂自誓自自自食自自自自ΩΩΩΩΩΩΩΩ自食Ωa自自臼α費臼臼Ω日舞食良至尊∩．Q臣 は実証炉建設を冒揺して大型炉調

安全研究には鵬億円
濃縮実証召概念設計へ
理註体の研究費︒

八千万円を見込んでいる︒五十五

整い次第︑来春にも安全審査に入

原研は︑茨城興・那珂跡の向山

化体ドラム缶の投棄船の改造やチ
工業団地四十五万庫を臨界プラズ

りで設計の

畜KWの実験炉について三駕がか 度の二侶にあたる四＋三碧五千万

り︑以後︑敷地遊成などの建設準

証の儲入れ四十六鰹円︶︒指笛に

ャーター機を盆め二間四千万円を

安全研究

も本格操業に入る再処理施設は五

備を進めるが︑順調に行けば︑五
て確保︑五十四年度には再嫁旛設

十四年度に使用済み燃料八十ナを

度に建設着孚︑五十九年度に運転

見込む︒また再処理工場のクリプ

十四年度朱には着工にこぎつけ

開始とする方針︒灘縮図騒は二百
の建設に着手する計画︒JT−60

マ試験装置Jτ一60建設閣地とし駕度の詳細設計を経て︑五士ハ年

トン除去技術開発には八懸四千万
る︒﹁もんじゅ﹂の概騨要求は現

究七十八憾陽を含め二颪五士二億

安全砺究の総額は原研の安金研
円︒

規模︑逮心機台数にして二万一四

一三百ナsWU︵分離作業単位︶ 処理し六十懸円の収入を見込む︒

今年二月から始まったOTL施設

二億円︶で︑今年度の九十一億円

による混倉抽出法実験はこれまで

月目費は二目十九億円︵騰六菖十

万台程度になる勘定︒このほか︑

り︑ウランとプルトエウムの混舎

酸濃度や溶媒の流れ羅を変えた

は建設蜜三千数百億円の第一期分

籔獲ウラン濃縮藤岡工場調査の一

比率を変えて実験を進めており・

金ベースで一篇十八階円︒儀務負担

環として豪州で予備設計を進める

三年針圃で建設を始める放鷹研

から二・野鼠憩の要求︒内訳は︑

計画があり︑両国が引続き第二段

来年秋をメドに技術的弓能性の評

の浅識被隈実験棟建設には七憶七
として千二百六十七億円︒建設配
電源設備などの建設に酉五＋六懸

階調査に入ることの温酒を蘭提

万円を計上する︒

価を下すが︑五ナ四二麗には三千

円で︑蔚隼度比；一・三％憩︒内

備に十三憾円︑原子炉本体の製作

の他に商量識億円となっている︒

円︑建屋に二十懲円︑敷地などそ

に︑動燃にこのための経欝六千万

千万円︵騰五十八億八千万円︶を

に二十五憲円を予定している︒一

閉地山撮のため今年度予輝で二十

円︑原子力局に千五薔万円が網み

四億円②新型動力炉の安全研究五

ァ線吸入による内部被爆の障審研

計上︑ビーグル犬を使ってアルフ

般会誹枠内に結えるため︑二三億

五億円計上されているが︑四十五

原子力安全局五億三千万円・動燃

円を越えた﹁もんじゅ﹂建設初年

万即のうちどの程度まで取得でき

小さくなった︒

使用済み燃料の罵処理は今尚度

込まれている︒

度分の見横り段階の数字は極端に

訳は①原子力施設の安全研究六十

分雪輪円④放射線瞳蜜防止に関す

動力炉開発

究に本格対処する翫画︒

十一態円③放射性麗棄物の処理処

る調査研究十九慮円⑤環境放射能
の調査研究十六億円︒

原研によるNSRRな ど 反 応 度
翻故の研究は六億四率万円 ︑ R O

一社との今後の折衝に委ねられる︒

九百万円などが難点︒躍源立地促

進附策交付金三百八十九億一千九

円︑温排水菊効利用調査五億六千

醤万円から交付金の運潮懸醤が図

ル・プラント建設

いるのが特色︒こ

に獄門が麗かれて

のうち濃縮ウラン

とするもの︒このため再処理事業

している︒

プカラム式と海申方式を併用︑昭

このほか︑高温遷兀ガス利用に

の民営化を司能にするため原子炉

一方︑放射性廃蓋物対策につい

和蒐十四年度中には簸終設計など

越えたため︒

〒108東京都港区三瞬三∫目13番12号TEL東京（03＞454−7111（大代）

購騰糠所構嚇三景擁暉麟瞬騨

聞

業
産
十︸憾五千万円︑A？R開発に颪 実繍を稠むことになるが︑動燃で

大別するとFRB開発にご齊五 ATH﹁ふげん﹂は定格運転のるかは土地所有者の茨城県開発公

鳳九千万円︑大型ホットラボ建設

SAなど冷却桝璽失轟故の 研 究 六

電源立地など

ーーータ菱多多一
実証試験二億一千万円を要求︑環

半睡特芸から放射腔廃棄物安金性

華車立地を円滑に躍進するため

このうち門核燃料パーク﹂構想

在発露所敷地内に懲罰されている

環境評緬手法の確立︑交付金制度

評価では二千七衙万円を要求︑二
年にわたって実施してきた四プロ

放射性麗嵩物について火璽︑地霧

万円を要求している︒

シェクトについて巖終鵬翼含アセ

う誹醐︒

など緊惣門の安全性実証試験を行

能燃料技術墓章等確立調葦千五蔭

燃料捧装入試験などを行うととも

スメントを予定する︒また︑民間

せん三鷹漏等確報試験︑地盤時の

に︑圧力管の侵食試験に璽点を敵

再三理工揚については︑昭和五＋

境影響評価調糞二千三齋万円︑環

どに璽点が躍かれる︒霞源立地環

料健金性確証試験︑小口径配管の

多ーター7−4多ノー7クー多妻！ノーンィーンノ多グ■ノノ多

四傾九千万円で合計四菖六十八隠

薪型炉の安金研究はFBRに四五千万円︵このほか﹁もんじゅ﹂

十九⁝蟹ハ千万円︒

んじゅ﹂は地元の受け入れ体制が

改良標準化

いていく︒岡時に︑軽水炉へのプ

ウラン資源蘭係では核燃料安定

・新型炉

ルサーマルについて昭和五十四年

供給の観点から白縮ウランの備蓄

を計画しているFBR原型炉﹁も

福井緊・白木地区に動燃が建設

十六億九千万円︑ATR四億八千 民間出璽三十慮円︶︒
万円︒

五十瞬年魔実施をめざす低レベ

原子力発躍の信頼性の向上︑自

核撚料サイクル関係の串心は

と源水ウラン回収システムのモデ

斑 クL促進

の構想は再処理︑プルトニウム

癩料．．

主技術に墓つく臼本型軽水炉の確

度半ばまでに炉心設計を終える計

再処理環境影響湿潤蟹一腰円を予

﹁核燃料パーク﹂欄想の二進︒こ されていることから鱈源特会から

また︑電源特会関係では︑まず

対策等委託費扁颪

の効累的濡用︑広報活動の強化な

立を図るための軽水炉改憲標鵡化

画︒

四十八億二葱万

四琿度中には立地地点選定が予定

計魍の推進と薪型炉羅入促進のた
めの技術論難の確立が二本柱︒こ

﹁原子力発電安全

等麗麗は対前庫慶五〇％増の二億

円のうち蒸気発

のうち原子力横型設備改良標良化

三千八百万円︒対前隼魔九大愚な

骸燃料パ
揮びを示しだのは昭租五十五爺塵

られるほか︑立地予定地点でオピ

ニオンリーダーを中心とした﹁原

の備薔は昨隼に続

子力発電セミナー﹂を開くなどパ

第二再処理で影響調査も

ブリック・アクセプタンスの強化

生器儒頼性実証試

本開発銀行から施

を目標に﹁田本型軽水炉﹂標鵡仕

設閲係麗として＋六田円の財投が

いての要求で︑臼

定︑興体的に立地候補地点となっ

験︑バルブ倦頼性

加エ︑蝿棄物処理処分などバック

システムモデル・プラントは昭和

計画されている︒海水ウラン回収

様を作成するための最終段階に入

野台体儒頼性実証試験などが重

ている三地点について環境比較調

実説試験︑核燃料

整を行うとともに︑工場建設準備

ってきたため︒中心は鮒霞設計︒

り︑岡時に核防対策を強化しよう

・エンド部門の築申的碑立を図

を図る︒

等補助金﹂四十懸三百万円のうち

点︒また︑﹁原子力発霞安全対策

三十億円が耐震実舐試験に予定さ

等規制法一部改正法蹟の軍期確立

ては低レベル放劉性廃粟物処理処

建設魑工に入る︒

ドッキング

れている︒これは原子力工学試験

を期すとともに︑第二再処理施設

に八千万円が予定されているほか

分の署業化フィージビリティ調査

に備える︒

センターの大規模耐霞試験装置本

建設に対する助成︑環境影響調萱

一方︑発動罵新型炉等実用化調
査も昭和籔十五年度を隠男目標に

体が製作段階に入るため︒このほ

等を実聾する︒

1マーなど主要機器の建設が峠を

追い込み態勢に入るため荷前難度

か︑一般会計から新規に廃炉技術

原子力事業本部

炉高

基準等確立調竃千二筥万円︑高性

会 社

芝浦電気株式

東 京

ス

酉万円︒璽水炉について駆故蒔燃

圃原子力発鷹司傭一践（原子炉、核燃料、タービン、発囎機

阪
通産省

営藁品羅

欝
軸

比約一億一千万円購の三億四千六

了︑五十五極度の

準化﹂の基礎的研究をすべて終

昭和五十四隼度で﹁改良﹂と﹁標

懲

力

原
ル廃棄物の試験的海洋処分には固

安全研究︑核融合などの施設が藥中する原研鎌継研究所

＝

翻
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