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安全で環境に調和した原子力発電所

オイルノヨノク以来五識︑多錐な昭和五十三鋸は織れたが︑依然

しかし︑今年の見難しも︑引続き明るいものが兇あたらず︑むし

として世界経済は低迷を続けており︑希望が新しい年に託された︒

っている︒わが国でも︑政府は︑五十三駕蔑における経済成擬國標

ろ原繍価格の大輻値上げ簿により一園深刻化するという横相が岡ま

の達成を断舎するに纏り︑今隼の蔚藩はますます多難という璽行き

そもそも︑世界有数の人口密度をかかえ︑しかも︑見るべき蟹漂

／登に努力を傾注し︑

わが国の原子力発纏綿

今日におよんでいる︒

は︑昨奪一千万KWを舞

第二の保萄国となると同

破し︑※国に次いで世界

時に︑国内にもすっかり

定趣するに継り︑次代を

撹う準国産エネルギー璽

源としての墓盤を確立し

さて︑難しい黛︑昭和

つつある︒

五十四矩を展墾すると︑

一それは東芝のモットーです一

難壁白

．醗醗

議急

露三
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が濃駆になってきた︒

に乏しいわが国で︑一憾有余の入期を擁し世界に低していくには︑

かはなく︑これがだめには︑内にあっては技術総懸︒萬効率化の描

世界経済の拡大のもと難度な技術を駆便した加工蟹覇に依葎するほ

薩等をはかり︑外にあっては国際親鍵︑国際協調等を澱め︑澱瀕と

臓源・特に国民生活︒経済湧動の基盤となるエネルギー澱源の確

南堀の獲得確保にだゆまざる努力を続けていかねばならない︒

保が︑国内欝欝に乏しくその大部分を海外に依存しているわが国に

ルノヨノク以来︑エネルギー欝欝の講麗な米国ですら︑省エネルギ

とり極めて璽大な難題であることは︑今さら謡うまでもない︒オイ

⁝と石炭活用を二本の柱とした政策を立て︑石鎌の中棄依存からの

脱却を図っている︒わが国も︑エネルギー供給の蜜定確保を謙るた

め︑脱石紬を翻ざし︑蟹源の多様化と供給源の難敵化をはじめ︑大

陽・地齢等の利用開発︑代薔エネルギーの研究關発鱒︑さらには難

ている︒しかし︑多様化

曲・ウランの備薔︑雀エネルギーの欝欝などの諸職簾を強力に澱め

によるエネルギー薇瀞の

に依存せねはならず︑わ

大方は︑依然として海外

が国エネルギー安定確保
の基盤は累卵の危を加え

るはかりである︒癩え
て︑一九八○鋸代後串か
ら総懸的に石油が不足す
る見離しが強く︑わが国
はもちろん各国とも︑次
代を撹うエネルギー資源

今春早々に純園蔑技術の縮贔である新型転換炉原型炉﹁ふげん﹂の

としての原子力の開＼

欝業運癒開始︑また昨琿からの懸輿であった原子力関係法の改正の

の標準化・難産化等が促進されることになろう︒さらに︑難産技術

毘通しも明るく︑つれて商用薦処理纒設建設の一纏の推進や軽水炉

により開発された還心分離法によるウラン濃縮パイロノトプラント

ゅ﹂の建設︑また匿界に冠たる核融合技術を誇る臨界プラスマ試験

の建設︑そのほとんとが国難技術による高熱総懸炉原型炉﹁もんじ

原子力が準難産エネルギーとしてわが国エネルギーの自給農の向

装囲﹁JT−60﹂の建設などの職工も予定されている︒

転換炉︒轍鮒増殖熔等が一体となった麗合性ある稼働をしてこそ︑

上に役立つためには︑核糞サイクルの礁旦に加ん︑軽水炉︒新型

今奪は︑これらの譜施設が軌を一にして︑国内に翼現あるいは翼

初めてそれを可能ならしめるものである︒

現しょうとする無である︒しかもその大部分が繊塵技循によるとい

う︑原子力騨にとって誠に灘かしい軒である︒と岡騰に︑一万では

餉述の趨り︑わが国経済社会の覧難しが決して撚るいものでないこ

に核不拡散・工NFCE等国際的協調を間りつつ︑その実現に巖大

とを銘記し︑建設質金をはじめとする諸々の難問を克服するととも

の努力を傾難しなけれはならない︒

雌伏すること二卜数無︑わが國における原子力の研究開溌は漸く

実り︑国痒技術による閣発の黎明を迎んだ︒明日のエネルギー供給
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国産技術黎明の年

難燃確保に備凡て︑遇涯しようではないか︒
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一燧金婁総会が発足したあとの
感想︑遣み異含は︒

まだ瓢か月あまり︒新しい所帯

二＝ 三

タディを詰めたいと奮えている︒

さ︑懸備の必璽性などケース・ス

スク︒ベネフィットの蓄え方は田

理学的璽粟が入るので難しい︒リ

かなければならない︒器機︑故隔

確保にプラスになるようにしてい

ータを早く整理してその後の蜜全

ういうふうに・︒

軽水炉で田本で経験のあるもの

に対する鯛実︑離離を整理してお

が・安全性を弩える塀舎にはその

いて月報などで公爽する︒

本ではすぐには受け入れにくい

バランスを潤えたうえで判断する

国民の健慶と燦釜を守ることを

こちらの方は比較的やりやすいと

いような共通の大きな濡鼠︑例え

ということではないか︒このため

第一にし︑安金確保が完全にでき

思う︒サイトことで襲偶が変らな

の︑原子炉に新しい殴翫を取り入
ば安全研究のやり方︑製薬盤放財

初期のシンポジウムでは公開の場

るということを出して国属の理解

われているので・サイト特認なも

れたもの︑改製したものについて
線影饗購故・故瞳のデ⁝タバンク

で議論したが叫致していない︒

で議論して決めたい◎安全委綴会

は行政庁でしっかりした審査が行

チェックしたい︒安全審査だけで

ている︒学問的に無記が述べられ

などについて無二回ぐらいを弩え

リングで国民の諸書が攣るので︑

る堀を設けようというもので︑愈

肇故や故陣のデータを藩継して

1偶報の公開について︒

いくことによって︑実繍を穂んで

と協力を得たい︒峯を確押して

時間をかけて協力が得られるもの

見が一致するのか︑警える桜蝦が

いないとコンセンサスはありえな

だと考える︒圏民が知識をもつて

こう反映したという︑安全審簸報

何らかの形で学術会畿の協力を得

違うのか十分に酎議してもらう︒

うなものが必要になる︒役所のデ

後で役立つようデータバンクのよ

が生まれる︒

いと︒それで初めてコンセンサス

いと思う︒欝欝が宙ら黍をふれな

告とは勝に︑付録か何かの形で報

一安全篇興会璽務周スタッフの

なければいけない︒

恥辱は︒

とき独立のスタッフがいるとやり

る︒箏曲婁厨会がチェックしたい

不完金ながら︑強化されつつあ

となるところを深く掘り下げて審

うにしたい︒公宴シンポジウムは

し︑その醗藏は同蒔に発表するよ

ウムはなるべく相毒毒して開催

けでなく︑これを判断する社会心

ところが﹁安金﹂は客観的現鐙だ

︻危険扁というとわかりやすい︒

⁝﹁安全﹂とは︒

題するものを整えたい︒

やすい︒翼料は阪墨力尽厨禽と共

粟漿で開くとして︑金鵬の大き

公開ヒアリングと公開シンポジ

査したい︒

どの爽験データを使ってポイント

ェックには原研︑放翠黛︑鋤燃な

たかをはっきりさせる︒ダブルチ

た想見に安全餐驕会がどう対処し

告を出す︒第二次ヒアリングで出

安全確保︑まず実績を

適切なものは取り入れ︑審査して

ーコンセンサスへの避のりは︒

原子力婁醐会と遡絡をとってや

うするか︑諾めている︒公開ヒア

なく工輿もなので︑やり方をど

いるので︑過渡的搭圏をどうする

耐△一一＝一幽しりP＝＝

をすることで作藁を撮めてきたQ

めの遊金研究を十分にやりたい︒

らなければならないが︑謹啓のた

ーダブルチェックのやり方はど

一月中旬の七会密査会の初会倉に かも検識している︒
かけることを予定している︒

第二にダブルチェックのときの

一次の公關ヒアリングをとばして

一蟹化に謂えて僧原子力頚髄会の 公關ヒアリング︒覇浜三︑四竃が

を始めたようなものだ︒これまで

掴針を引継ぎ︑古いものは晃聞し

・ζ︑避

観的で科学的なファクト・ファイ

いQ

のエネルギー禦欄が極めて憂慮ず

い︒コーディネーター的な人を三

燃の技術︑経験︑誤報を活写した

当な人をブレーンとし︑原研や動

原子力周︑三織庁︑薩冥界の適

NIRA︵総倉研究開発機構︶りについて︒

べき状況になる様を図武フローで

が二〇QO薙から三〇年にかけて

示しているが︑絵で示すことはわ

それから︑海外との協力をもっ

人︑麗質会に帯く︒

ェを増やしたい︒その黒味で通じ

と璽諾して係わりの深いアタッシ

ているのは現堀の欄報や経験をも

委興書で簾織して︑筋の通った整

そのためには臼本の原子力政策を

にはプロジェクトの緩急︑軽璽︑

軍く決めなければいけない︒それ

殖炉が必要かどうかを議論してい

大小の検討がいる︒石炭をもち期

るアメリカとはエネルギー瑠偶が

題は国際的な政治闇題もからむの

一CANDU灘入論議の絃で
末︑鰯含によっては︑閣僚レベ

全く違う︒日本は原子力利屠が生

小の掴示のないのが函る︒そこで

プロジェクトの纒先度︑緩急︑大

庫度内に家とめるとのことだった

会発足の賭に画一鉱で検酎し・

昨年五月の薪型動力炉開発懇談

有沢さんや土光さんは︑臨蒔のも

国際問題等懇談会で検討中だが

の︸部が︑五十五〜五十六隼には

の人形簾パイロットプラントでそ

スケード︒纒綿中には難燃事業団

は︒

皮歯各方欄の入に墨てもらって︑

そうなので︑方針を騨覆して鋸鹿

のだから新しい婁踊金で購えよと

1ーーー菰0翻曜響凸蓋A￥一葉

蔑紙奪翼聾高惟能還・心分離機カ

七干台が並び蹴転入りする︒

lINFCEへの対応は︒

命線なのだ︒

整盆性をもたせながら緩懲の度命

宋までには悪興をまとめ結論を出

のことだった︒いまの象まで嚢分

かもしれない︒

を検討する編を返く設け︑始めた

運鴬を続けたい︒臼本の立蠣は︑

日本原子力産業会議副会長

日本原子力産業会議副会長

明

円城寺次郎

日本原子力産業会議副会長

暴幽壕欺

放射1

イをやって検謝を璽ねた点に感謝

放射惰苑繕物総総技術㌃雛ノ門部会

7

にわかるようにしたいし︑逆に臼

6

l乗∫力i誘く開｝趣鴛懇訊会

している︒CANDU炉の鎌入含
問性のある童彊をしていきたい︒

新型動力炉開発懇胴嚢会

G

本の原子力の状況を外国に矩らせ

やし・外国の状況が手にとるよう

｛物致安全輸送絹璋匡！都会

5

・醗灘繍

欝r響
w︑審

一新しい原子力婁園金︑その政

ネルギー確保はどうなるのか︒原

第二に︑原子力のPRをもっと かりやすい︒はたして孫の代のエ
塞式にやらなければいけないとい

ンディングのもとに珊寅翻識をす

への対聯は︒

一原子力研究蘭発鵜尾翼期謝画

えなくては︒

択できるようなPKのやり方を論 つ原研や動燃だ︒アタッシェを憎

獄・極楽の絵を画いて︑瞬属が選

慰霊のどちらを選択するのか︒地

る︒その上でケース・スタディを

かりにくい︒

うことQ原子力は一般の人にはわ 発による微羅放射線の影響と物蟹

﹁筋を逓したい﹂ということ︒客 物購の筋を趨すことを大切にした

やり︑方策を立てたい︒そういう

簾展開に取り組む墨本的な姿勢︑
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8 その他癒変事項

聞

幽

蓬

5

する署務の総合調整

産
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する経費の兄積り。配分轟考画
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いつでも講うことだが︑第一に

抱負を︒

腺∫力利用に伴う障〜薯∫の防玉｛の

4
怯轡朴物質と1京チ炉の規｛嗣
瞭子力利1｛…試験研究の鋤成
4
5

1泉∫り」損害｝｝6償｛1、昇藤題下。∫訟

4

3

関係lj政機関の腺∫力利1｝μこ撲i
3
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子力発議管理課に改疑り︑墓本設
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の規制が舞い込んできた︒このた

の撰方︑棄海︑福翻︑敦賀の照件
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め繋金規程は実質的には基塞設計

紙しい安全規制への切考えに伴

加工薯業︑再処理瑠業など燃料関
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の意気はなんとなくあがらないと

土方の覇決が出てから︑反紺派

パブリック︒アクセプタンスなど

の必要性に気付き︑適藤織なども

三の共感を得るというヨコの隅式

では︑ものごとが解淡しない︒岡

政

雄

掘かせる︒

簸近の蹴調審決定と團標日成串

原子力船﹁むつ﹂の放射線漏れ
墨書で︑﹁漏れたといっても線醗
はごくわずかで︑腕時計の夜光塗
料以下だった﹂﹁完成踊壱買うの
と逸って開発中なんだから︑いろ

を当局は展開した︒

んなことが起きるさ﹂という論法

確かにその溜りではあるが︑こ
ういう露い方を国民に納得しても
らうには︑この論法が受け入れら

だ︒放射能は全く出ない︒ゼ切

かった︒

餅代蕩の本命を原子力にしている

ないだろう︒それならば米国を頼

自の避を歩むだけの自儒はとても

CANDU炉についても︑報が
避︑アメリカと手を切っても︑独
いいことが多く︑圧力管の伸びが

関係筍に流される欄報は︑都舎の

ため︑わが國は一方で大鵬の輸出

申藁から大騒の石麹を輔入する

策を必要とする時期にきている︒

るだけでなく外交で助けるだけの
大きいとか︑ECCSの改造︑簿
処理についてのカナダ側の受け入
れ体制など不利な摘輻はほとんど
表に出ていなかった︒﹁都禽の悪

収支のバランスを懸化させ︑失業

︐い簡報は隠す扁という原子力開発 を必要とする︒このことが他国の

の初期にわれわれが経験したこと

などの社会問題まで招く︒こうし

たバランスからのエネルギー論も

を︑そのまま再現しているように

るが︑来国ではこうした試みに︑

るだろうか︑大きな問題である︒

の改定によってどう位躍づけられ

に入る︒わが国のウラン濃縮がこ

いよいよ臼来原子力協定の改窺

必慶ではないだろうか︒

た︒開かれた討論によって︑はじ

の慧憩だけで繁業化できるほど国

技徳開発に成功できても︑わが国

わが国のウラン濃縮技術はすで

際偶勢は甘くない︒

に達している︒瞬本がウラン濃縮

数国後には追い抜くほどのレベル

にヨーロッパ先進国に潤い付き︑
あっても︑それだけでは外交の役

無理だとわかると︑原子力婁員金

翻入を決定しょうとした︒それが

新しい國式は︑閣好感係におい

が感Oられる現在︑原子力平和利 社会が未来を霧え始めている偏と

てのプルト一一ウムの位麗づけが求

は︑核不拡散とエネルギー源とし

開発中の還心分離法は濃縮効累が

ーシップに︑国際的儘頼性の低下

っているのに︑その悪識が十分で

ていかなければ生きていけなくな

はうかがえない︒騨論家的雷動は

のだろうか︒少なくとも表面的に

﹁こく巖近になって日本の文化

いと見ているからである︒素本で

していない︒田本は瑠業化できな

になるはずだが︑彼らは全く心配

でないから︑来国が欝さないだろ

保証を示すことが︑それほど容易

に謡講のツヤが出てきた︒西欧の

追い付け追い越
でやってきた日本も︑手本に

国内的には安論難壷のダブル・

うというのである◎

的には核不拡敵対策︒狭い騨心象

チェックと公關ヒアリング︑対外

できない問題が待っている︒

のワクから踏み出さないと︑解決

くなってきた︒このことは︑なに

エネルギーについて︑臼本は石

に共通する︒

も支化だけでなく︑あらゆる問題

ってきて︑個性を持たざるを得な

してきた欧米社会と並ぶようにな

せ

語っていたが︑

マネを脱却して︑白本という国や

つヨーロッパ諸国にとっては輔威

その訳書で︑昨薙の伊方鍼遡は

・新型勤力炉懇談甕の縮論を懲が

ても泳められている︒資源小国論

襲業に乗り出せば︑同じ計薩を持

衛慧義だった︒伊方海獣は原子力

せ︑しかも萄利に灘こうと画策し

改革された新しい原子力竹政の

の期待は大きい︒

壁画の課題は︑聖子力安坐山嶽金

ある︒

について初めての庫格的な科学論

た︒かなりあくどいやり方だっ

の濃縮ウランを生産しないという

大きく︑兵器用になる九〇％以上

ティブをとることが求められてい

国際問題・
争ともいうべきもので︑竪笛︑被

ョ︒ヂ・マルキス氏が毎日新聞で

榮京イタリア文化会館のジョルジ

められている︒アメリカのリーダ

告ともかなり突っ込んだ議論をし

昭の窓葱を受けることの大きい日
こうした樒釜的やり方は︑せっ

る︒とくに東海恋病意のさい︑あ
利憲︑効率といった巌鱒距離を

性を力説したが︑核拡散という大

剛り出す尺腱だけではどうにもな

きな壁にはばまれて勇した︒
中に流転が付在し︑十分な議論も

をぶち壌しにする︒同じ休制側の

行われないようでは︑国民に対し

こうした期待に襲えられるよう

かく開かれてきた横型へのムード

の意見をきちんと報道した︒濁民

な要論が︑国内で展開されている

法硫で推進派と反対派が問題点を

が徐子力発電とは側であるかとい

らない世の巾になった︒とくに磁

る樫のコミットをしている田本へ

うことを早食に考えるいい機会だ

本は︑慧識して他人のことを考え

をした︒

ム︑長期公議討論会のような役隣

った︒大規換な織子力シンポジウ 期籍できない︒

て開かれた蜜金性の甜論など劉底

全部出して議論した︒新聞も双方

的に昌栄するというのではなく・

本は︑進んで問題解淡のイニシア

の基本的姿勢が問われているので

に立たない︒これからの︑わが圏

られた︒

めて選伝子工学は社会に受け入れ

市民までが参加して艇葬を論争し

興そうという研究が続けられてい

選伝子を組藩えて新しい産簗を

れる基盤がいる︒﹁CANDU毘
炉えた︒
はいい炉だ︑ぜひ必饗だ﹂とろく
に議論もしないで押しつけるやり
方では︑いざポロが出た聴の反動

だ﹂という需い方をしていたか

（65％）

うか儀頼性が︑ぐっと高まったよ

開かれた議論によって︑国民の

いうか︑闘争のよりどころを着干

という醤葉を使うようになった︒

た公開ヒアリング︑つまり開かれ
だ公聴会の実旛である︒この二つ
の新しい制度によって安全性を磯

村

れる前に結論が確費していて︑形

ダのCANPU繋属入間題が公あ
開ヒアリングも︑それが実施さ

ら︑実は︑潔く手無は出るんだと

1，750

うだ︒

間に︑横の趣帯感が生じた︒これ

言語の横行する特殊社会だった︒

けにしか通用しない原子力の特殊

って推進されてきた︒仲闇うちだ

まで原子力開発は︑縦の関係によ

行政改革で第二の新スタートきったわが国の原争力体制︒が︑目薗に控えるその道は平曲な
成派は賛成派︑それぞれ内弁慶で

それまでは反対派は反対派︑賛

通ばかりではありえない︒﹁立地﹂問題が依然解決されていないうえに︑原子力をとり京く圏
役所−騒力会社ーメ一等ー⁝地元

いまの日本のような開かれた拝

というタテ型概燕だった︒

いいますよQ仮りに影響がなくて 払われる︒漁民だけでなく地方自

は原発の安全性に対する調識とい

艶失った感じさえする︒一般的に

金では︑こういうタテの図式だけ

治捧も便乗して︑これに上乗せす

．密︑誇張主義

のダブル︒チェックと制痩化され

る︒外部の闘には﹁安全性を金で

とうつる︒とくに︑原発によって

買う﹂札束攻勢︑たかりの構造だ

罐力供給の恩憩を受ける都市催民

﹁難北町の涌叢の水揚趨は隼間
十六億円︒ミカンや稲作もあり町

トなどいらないQ原発ができた場 に︑この印象が強い︒これが原発

は麗かだ︒原発による開発メリッ

霊峰となって︑地元儲民にはね返

州弊害多い秘・

もわれわれは原発はいらないん

判では四つに組んだ︒

ようなところもあった︒これが裁

み盆わなかった︒お互いに避ける

たから︑いくら時閤をかけてもか

自分の陣醤の中で主張し含ってい

際団塊も核不拡敬政策を申心に厳しい悩勢が続いているからだ︒こうしたなかでわが国の康子

ャーナリストとして客観的な懸場から原子力界の動きを艶守ってこられだ読施新闇解説委員の

力開発を順調な軌道に撮せていくにはどうすればいいのか︒その異休策のあり方は︒今回はシ

立地問題

だ︒いまのままがいいんだから﹂

中村政雄氏をわずらわし今田の原子力開発が鎧える問題点︑今後進むべき方向などについてこ
執筆いただいた︒

伊方裁判を

・

突破口に
・

動の申で建設が進められている︒
舎︑かえって将来への筏会醜経済

原子力雛 電 萌 は ︑ 差 毛 の 反 対 運

藁北電力蟹内の女川地区ても︑地

立し︑国民の盆懸を得ようという
矢先きに︑行政の内部でさえ十分

課題

だが︑鍵際の場諏に遡遇してみ

・

原発設躍は︑嶺癖番だけの霜天

な議論を尽さず︑横紙破りの行為

る︒

い巌のところ平穏に穏らしてい
﹁変

ると︑これが口先きだけのことで

的兇解しがむずかしくなる﹂

るせいか︑変化を好まない◎

った︒山鐵累豊北購では︑皮対派
の町長が籏倒鑓多数で選ばれた︒
ってほしくない﹂という︒

中

のつながりふまえ
蹴亮新聞︒解醗婁鐡

式をととのえるためにだけ実旛さ

いうことが知れた時の露岩が大き

原発問題にしても﹁絶対安全

がこわい︒

新型原子炉の轟入という原子力

れるのではないかという疑念さえ

がみられるようでは︑行政の姿勢

行政の星本に係わる決定は︑原子

が疑われる︒ダブル・チェックも

力婁農会の権限に屯する︒圃婁は

る︒その場的な例のひとつにカナ

ストの適欝について国民の理解を

がテレどで謡し禽つたが︑あれは

榊静幣

を櫃に︑福田前瞥相はカーター来

る︒

（44％）

大統領ヘプルトニウム利用の必璽

鶴際核燃料サイクル脚価協議で

闘本の主張にそれが感じられた︒

ない︒門藁海村の合意﹂をめぐる

薪型鋤力炉懇談会を設け︑葺月を

柔軟な対応

得るのに大変役に立つた︒原子力

全く身についていないことがわか

う6三

メドに結論を出す作業を続けてい

気を露悪の方向に向けて盛り上げ

M5

の安全についても︑麟民の前で開

る必要がある︒

一

た︒

6

置一一

一置醒置

1，193
229 6

た︒公聴虫で反対派が大爾で一方

︒が不可欠

lqg

1、i

た︒そのさなかに遍建欝は勝手に

達成率

・雪i．
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働
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第60回（10月）

3go

合
1鼻i・∫力

力

方kW
ノJkW

万kW
780
ノJRw

電調審

23

日 槽
需
齢
第59囲（ω…〉

人

力
小
番琴（月）

昭和
匂度

かれた論議がほしい︒

民的命悪というか︑国全体の田沢

ヨコ

開かれた対話難癖を

的取引きではすまなくなった︒国

売漁罠の岡愈を得るのに十年かか

豊北町を訪れて︑町長︑漁協緯
福拝藥大飯購のように原発設置

（二二は玄海原発〉
幡頼性も高まった。

新
台畏︑町議会議畏などに反側玉鴫

っていたところには︑原発設蟹に

を足がかりに町を改婁したいと思

よる展鰹があった︒壁体的な展望

門原発な ど 来 な く て 結 構 ︒ わ れ

を聞いだことがある︒

もなく︑﹁いまの生蜜で十分偏と

すでに定癒化してきた原発、安全性に対する

業
いまの生噛を壌さないでくれ﹂

われはいまのま濠で十分食える︒

いう漁民に対し﹁それでも原発を

﹁お國のためです︑という理曲

鹸認隅

産
爽に︑単純明快な幽答だった︒
設鷹させてほしい﹂というには︑

ではお願いできないだろうか扁と

よほどの説響力が必要た︒

海摩は漏しい︒南場の下関まで

に近海魚の宝灘である︒﹁一群水

る︒ウユやアワビ︑サザエ︑それ

聞いてみたが︑苦笑されだ︒

約一騰闇半︒道路は整備されてい

でこの環境を破壌されたくない﹂

観潮醒

という︒

熱電講！／㌧
詫榔 ㌃こ〜

⁝ 乗内騰の岡鉄ストのとき︑海
原発設羅たけでなく︑漂子力船
型むつ扁それに切ケットの発射な 部窟鵬耀畏留と翔塚総誕肇覇周長

ど︑常に︑ばく大な漁讃補綴が支

雛1嚇

﹁藁察から来た人は︑蔽鉾水が

ヘサノ

出ても影響は大したことはないと

ウ

ば

み

ゾ輔冊

転A

灘聰

蟹

繭蝦醗
勲漏確贈脇
臨難
ク
ど

海
霧

力

原

昭和54年1月5B
子
（第三種郵便物認瓠

第9｛58号
（7）

原子力産業新聞

昭和54年1月5日
原子力発躍100万KW級の新時代を迎えたわが国に
@とって、 核燃料サイクルの確立は緊葱の躁題Gウラン
糟ｹ醐発では昨秋からニジェールプロ ジェクトで生
Fが開始、ウラン濃縮では新年早々から人形簾バイロ
@トプラントへ還心分離機搬入が鯛始されるなど6月
c

（8）

lli灘灘麟顯ll醗1

そして再処理は昨
放射性廃棄物対策

の総合機能賦験へ向け準傭は順調。
年から東溝施設がホット試験入り、

第958号

（第三種郵便物認買9

ているか、各国の施策・ 謝画を概観した。
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項口

精

ウラン資腺開発体制

鉱

生

産

転

換

（UF6）

濃

縮

成

型

加

■

再

処

理

鳳雛
ア

t要ウラン鉱山会社15掃が媒

民問が主体で政府はDO￡か
資糾の収集・伝達、教育

地

業畦馨

（総オ韮罫∫癖ぎ容至轟L

◆

約15，000

メ

質調査所（GS）が基硬研究。

stU308／年）、ユ979年まてに新

DOEはまた全国ウラン資諒

規2工場か操業開始予定。

ODOEは1L場所有（16，500
tU／｛1＿3卜商業ベース）

リ

○商業ベースのものは民間2
工場
Alhed ChemlcaI

評価（NUR￡）計画を実施中。

（8，600tU／年）

ODOE所イ13−r場（総容量．

GE、WH、B＆W、

ユ9，700tSWU／年）（連営は

盆nglneenng，

Co曲ustlon

GNF（軽ノ｝く大戸

鼠閥委託）一田内外の濃縮

獣料加∫部門はCombustlon

サービス実施。

2㎎meer19へ先却），
王￡xxon

○次期濃縮．1場を遠心イ去て建
設することを。1画中。

McGee

Nuclear，

NFS，

Klerr一

ODOEの所有の3工場は軍
事用（践問に委託し運転〉

○民鮒
GE＞

既設2工場（NFS、
いずれも赴転し

ていない。

Nuclear

建設中（AGNS）

言1画中（￡xxon）

カ

Kerr−McGee

（5，000tU／年）一将来

io，000tUに拡張する轟1画

BNFL

国内にノ1一産設備なし

○国内ではUKAEAが資金を
イ

提供し地質学研究所（IGS）
が探鉱を実施。

（1971容UKAEAの生産グ

ギ

ループを引維いて、設立、株
式の49％を民鞠に公開）

UF4

リ

○海外については民間企業に
依存。黙思核燃絹公才L（BN
FL）、中央電力庁（CEGB）

プラント（ノ｛

／年以上）
一死大凶・ウラン燃群製造

は海外の探鉱を；｝画。

UFb

（円鞘一1也

ODI内
SIMO（政府出資50％）が管

○国内てはCOGEMAが主体

となり探鉱開発から4唱産ま

Spllngf韮elds）

OCOMURH￡X（1970年設立
C￡A34％）

附する3工場（総生酒容量

て一一貫して失施。
フ

ラ

OMalveSI 1場（U308→UF茎）
4，500t／年〜6，000t／年へ
鉱張中

○海 外
ニシエール

OPIerrelatte工場

一SOMAIR（CEA33．5％）

（UF4一→UF6）6，000t／年〜
7，500t／年へ拡張中

ノ｝∫蓼1置975st｛J308／｛罫一、1975

年まてに1，950stU308／年

OCOGEMAはUranexの筆頭
株主としてウラン販売にも

に拡張轟遷画

関」ノ。

一COMmAK（CEA34％）

稼1動中（戸斤石圭也

Sp！mgfleldsに1場

Cap

OWlndscaleに二し場、

DounreayにFBRおよび
高濃縮用の小規模2τ場

enhurst）

○災・西独・オランダ3田共
同濃謹ド八八URENCO一

CENTECの災国鯛当賢者
中。さらに、200tSWU牌

規模の1場が輸77年に

都

迷開
（戸二二よ也

Capenhurst）

OSICREL

OC君A， P三erreiatte∫場
（ガス拡散 幻4QGtSWU／

（1972｛「設立、

C玉￡A34％）

OCOG￡MA、2工場
（La

Hague、MarcOUle）

年、軍事用

2，300stU308／年）
（1コ［場はCEA所イ」〉

○海外においては探鉱段階は
COGEMAが主体とな｝）、
開発段階以後は朗の内外の
民間企業、現地政府等と共
伺て会社を設立し携進。

｛F）

BNFL

B翼FL

○ガス拡散」一場（400tSWU／

ノぐイロノト・プラント逓転

→UF6牛搾

プラ／ト（ノ1ゴf：容量8，000t
／年〉

ス

ン

1亭容量5，000t

BNFL

OEURODIF（ガス拡散諺、）
一塊、イタリア、スペイン、
ベルギー〈スウェーデンは
1974句《こ月見退〉、

1978｛『一〇こ

牛産二を開始し1982｛fまてに
ll，000tSWU／｛｛規模を。1

OS王CL

（1957蓬｝一設立、

民艮｝」資本）

OCERCA
（1957ゴレ設一立幽、

民1農」資フi＼）

OEurofue1

醐（フランスのトリカスタ

（フランス企業と米国WH

ン〉。

との合弁）

ノL産容量約2，600stU308／
年、1978年ノ1遼開始。
ガボン

ス

一COMUF（C￡A20％）生

産容量600stU308／年
政1ボ醍唱のもとに設立された

国内に転換施設なし

西

OGewerkschaft Brunhlde
Ellewelllerに実証用プラ

R群1コンソーシアムUrange
sellschaft（UG）、Uranerzbe

NUK露M40％、 Gelsenber
40％）オランダ、英頗、西
ドイツ3Dl日岡の遠心分離

ント

ト

rgbau（UE）の2社か海外て単
独あるいは外田資本、現地資

イ

本との共同て探鉱開発を気施。
lll内では民開数握が探鉱して
いるが資源的には期詰てきな

OURANIT（1970年設立、

濃編会社URENCO−CEN
TECに出資。

OSTEAG、

Karls川he原イ

力研究所と共同てノズル控、
の研究

い。

…………

nKRT

（1966年設立、A￡G一

telefunken55％、

ORBG

（1969年設．立、NUKEM40

％、Slemens

60％）

ONUK￡M
（1960年設立、PTZ・Meta

197驚より操業

○当面BXFL（英）のWmd

scale l二揚とCOGEMA（仏〉
のしa薮ague■．場を利用す
るが1980年目後宰にゴル。
レーベンに再処理．r場を建
策する石｛画。

11geselIschaft・RWE（〜E力
会社）の合弁〉

ソ

（1964｛「設立、NUK￡M40％
％、AEG−Tblefunken30％、
Slemens30％）

イ
タ

機関でEMの予会朴てある

り

において探鉱開発を推進；。

ア

Aglp Nudeareは海外にお
いて単独あるいは外団企業

Aglp

照内に牛陛設備はないが、囲
内のNovazza舶用は将＊の牛
産に備えて坑道讐が整備され

NucleareがiMの内外

ている。

国内に転換施設なし。
Aglp Nucleare は原一∫力委

員会（CNEN）、Monted星son
（Montecatlm Edlson）と共
圖て新しいプロセスについて
研究中。

OCN￡N、蜘存機関、一ト豊産
業グループによるウラン濃
縮グループ（GIAU）が研究
開発を雑進。

OEURODIF
Aglp

（CNEN．

Nucleare）

OCombustblh
（Aglp

NuclearI

Nucleare50％、

政雇が豊科て原∫力委員会
まで行ってきたが、これらの活

イ

ス

ぺ

OAndUJar」一場（Jean県）

（∫EN）か探鉱醗」発から生1虻

（66stu308／年）

動は1》業公顎αND傘下の
ENUSAに引継がれている。

WH51％）
OFabbncaslom

カ

Eldorado Nuclear
Port Hope転換」場5，000

T鉱から牛産まてそ1ってい

P，900tU／脅

狽t／年（4，500stUF6／年に

る。

Rlo

拡張。隅）

Algom

／，900tU／年

○地質調査所（GSC）は基礎

国内に施設なし

濃縮2ま場を建設するひll幽

○￡ldorado

Nuclear

OCEA（仏）との合弁肇業と
@するため交渉

国内には肖処理設備なし

OCanadlan

GE

部ソ連

OCanadlan

W｝｛

OBR王NCO（RTZ）か擢逢；

ダ

Eldorado Nuclear
466tu／年

調査・研究、療子力公利
（AECL）は探鉱機器の開発

Nucleare

i31内に施設なし

○εNUSAはEURODIFにフ
○米田に 農縮委託、
と契約

（125stu308／年）

Demson

NucIearI

G￡45％）

ランス、イタリア、ベルギ

○ΣNUSAはCludad

○主な操業中の一場

11建設を耀進

24．5％、FIAT24，5％、

一とともに参加。

Rodngo（Salamanca県）
にプラントを建設中

○民問主体てあるが、【q堂企
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米国における放隠線事故斌策救急システムの現状
圃特別講師
難・W・Pat￡erson 博ナ
Head，薮azards Con￡rol

Lawrence

Llvermore

Unlv。

Callfornla

oξ

Dep．

研究所

（元全米保健物理学会会長）

圏総合解説
安 本
正氏
（動力炉核嫌料開発事業団
束海多業駈健康管理室丘く）

躍講演テーマ
団口米国における放射線事故対策の基本
伽米國における事故孜急システム
團米国における放射線利用施設の安全管理
國米田における放射線利絹施設の事故対策
醗主たる講演内容
（a＞医療被曝

（b）RI輸送（c）原耐力施設の職業被曝（d＞原

子力施設の火災・地震対策 （e）放射線事故救急（医療行
為〉（f）原子力施設空調システム （g）原子力発電所（h）
原子力燃料処理施設

囲番加賓格
原子力施設・放射線医療施設・放射線応用事業所・研究
機関簿の放射線の乎和利用施設および消防・放急医療機
関の関係者に限ります。
鵬参加費用
20，0GO円（テキスト、資料代、昼食代含む〉
園申し込み先
総合安全研究会（ITS）
東京都新宿区四谷4r目6番1号四谷サンハイツ412号
空言舌，
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のうち専門部会の五＋駕報告では

描御貰の引き上げーーの二点︒こ

会に上程する︒

原子力窮 鼠 従 業 贔 の 災 蜜 補 腿 に

﹁愈める必饗がある﹂としたあと

これを舶えるに当たっては﹁労災

ついては昭和㎎＋四駅に原峯力窮

定の闇題② 被 曝 線 醗 の 記 録 問 題 ③

の振駒賠齪制腰と労災保険との関

保険制度による補鱗との関係は他

業従業醗災轡補償專門部会が①認

て﹁軍急に施策を講ずる必要があ
係に雌ずるものとする扁としなが

補償体系の 磯 立 1 一 の 三 点 に 閲 し

る﹂と摺摘していた︒このうち︑

災保険の補正を行うようにすべき

﹁鋸定問題﹂については五十一年 らも︑その運爾にあたっては﹁労
十一月に労働雀から新通遷﹁鱈離
だ﹂と捲摘していた︒

これに対し︑今園の報告では原

放射線に係る疾病の業務上外の認
定基漿﹂が毘され一癒解決︒また

た引明補償を加えることについて

門被曝線量の詑録問題﹂について 賂法に原子力従簗員が業覇上受け

も心萩︑一 発 的 な 登 録 箇 理 を 行 う

基ホ的に変更ない扁と指摘︑その

﹁含めることの愈義は編時点でも

央登録センターの発日により整備
運廃については労災保険が大部分

放射線影響 協 会 ・ 放 射 線 左 脚 暫 中

され︑残る﹁補償体系扁の確立が

﹁補記﹂問題のうち霊な譲題と
が見込まれる部分に相当の額を疫

の動向などから将来労災傑険給付

鑓金化していること︑醗近の判例

なっていたのは①原口法に原子力
除することには無理があるとし︑

急がれていだ︒

従業醗が業務上うけた損憲補償
﹁調整規定﹂を設けている︒

も労災保険などの給柑を受けとる
ときは原子力毒口習はこれらを控
除して賠償することが必要との箒
え方を打ち出している︒藤た︑労

関する政策︑開発体制ほか原子

N版発売中

ハンディサイズの総合データ集

㎜原薫義
零本原子力産業会議は毎舘︑

種︑園際協力等々で構成︒換算

﹁原子力ポケット・ブック﹂を 力発蹴をはじめとする瀦用の各

編集︑刊行しているが︑その昭

禽側は﹁今鰹の行政改恥で騨門嶽

こうしたなかで原子力安全委澱

術庁からの受託研究として五十

く︒報告会は周蝉騒禽が︑科学技

理処分委員金の成果報告会を瀾

来の原子力発電悪金課の一課体制

による公開シンポジウムを開くこ

試験研究を進めてきた低中レベル

藍の向きは軍めに硬調・業務課

同協会はまた一月二十六日年前

表するもの︒謬潴藁菰万円︒

手町の気象庁で第九圓﹁原子力施

十誌から午後四時豪で︑華墨︒大

設と沿燦海洋シンポジウム﹂を關

と拡散を中心に︑広く各分野の研

く︒沿彫海域における物麗の挙動

究暫︒爽務蒼と技術的・聯門的な

いうもの︒滲加叢無料︒

課題について意見を交換しようと

報告書を刊行

原産︑一閣視察団
日本原茅径路簗会議は﹁ニュ⁝
フレックス㎎参捕欧彊原子力視察
踊報告欝﹂と﹁米国放射線利用調
査囲報告轡﹂を刊行︑発売を開始

昨無＋月

丁七凝の六日聞スイス

した◎欧州原子力視察団報告轡は

が・これが三＋矩にわたる畏購の

は延べ五万規のケーブル類がある

た︑阿部俊彦アイソトープ鱗業部

ト的にも期待できる﹂と揖摘︑ま

ギー︑スイス︑スペイン︑英国︑

の設計を終えており︑来璽八月に

武1AEA瑠型鋼穫代理は﹁現在
る米国の放射線利用の近況などに

二千五菖円︒詳細は原産・業務謙

照調査団蝦照隠はB5判︒麟搾︒

欧州原子力視察団報告欝はB5

焦点をあてている︒

進国として協力が瑚待されると指

（｝）Cはべ一パーコピrMFはマイクロフィノ！ふの略です。）

NTISは承副商務省科学撫1・丁情報サービス局（Nat星onal馳ehnlcaHn−

Servlce＞で、1946年設立以来、約120万f「の政1脊および政磨

蕉法の一部施行翔葭を五十四隼一
月四賦と定める政令も二十日の閥

正式スタートとなった︒

議で決定︑行政一貫化は四白から

公開シンポジウ
ムで協力要請
安全婁が学術会議に
臼本学術会議と原子力安全婁興

千三受壷︵送料とも︶︒購入二

災保険以外に脹賠法と調整すべき

会との懇談会が十二月二十二臼︑

本経は︑内外の原子力関係藪

ま隠墨垂瓢

観4の方針を淡定︑その後

政令を決定︑二十二鼠公布した︒

から原子力発電安全摺査課︑原子

とを描画しており︑協力してほし

放射性周体廃棄物睦地保蟹施設の

B6判上製塞︑彌ぐ︑定価三

だけでなく刀豆補償的盤格をかね

法律については置薬てん補をもつ

東東︒霞が闘の科学技術庁で開か

料を網羅︑どこでも使える便利

表や略語表も蟹露に収録︒

ているものに限るべきとの藩え方
れた︒原子力安金婁綴会側から吹

ているもので︑内容は原子力に

なハンドブックとして静評を得

和五＋⁝二蕉版がこのほど刊行︑

から︑露盤労災僚険法︑船麟保険
田徳雄委員長以下各婁麗︑単術会

原観覧が二

発売中です︒

法︑麟象公務翼災蜜補償法を跨え
議から伏見康治会獲︑原子力平和

た︒両機関では昭和覧十鑓に聯門

絡委震会の各襲鏑長らが出席し

源間題特別委員会︑原子力研究運

間題特別婆騒会︑エネルギー・資

るのが妥当としている︒

科学捜術庁ではこれを受けて今
年早々にも順法の改正法聚を二会
に挺出する計画︒

つの発表会
原子力安全研究協会は一月十九

家による原子力シンポジウム開催

日年齪十時から年後鴎晦まで︑東
京・麹町の食糧会館で﹁放射性廃

のための運絡食が設けられ塞備が

棄物の陸地保管と下限値の明確

進められていたが︑五十一年に学

離

2加圧水型炉と揖定することの

上げ

ムを開催する御燈にない﹂と

原子炉等規制法施行令の改正︑通

タナ 化﹂と題した同協動鷹島廃蘂物処

術会議側が門学術的なシンポジウ

政府は二十臼の閣議で原子力墓

産雀の原子力安全規制撹当課を従

科技︑通産︑運輸三省庁による

力発動安直管理課の一課体制に拡

い﹂と要講︑これに対し学術会議

両気勢にわたり調査・

原子力安金規制行政一脳化への移

充することを定めた懸塵垂線織令

設定について︑それぞれ成果を発

塁準および放射性廃棄物の下限値

一︑五十一

行に伴って法体系の整備を悩つた

え方を明らかにした︒

側も﹁検討をすすめたい扁との考

多！多ンノーシンターノ4一
撰が﹁放射線は跳較的その慧影響

使用︑麟八時の厳しい環境に耐え

を紹介したもの︒放戦線利用調蒼

ブルガリアの各原子力施設の現状

は完成︑試験に入りたい﹂と述べ

れた第二圓放射線プロセス国際会

照報告轡は※團のマイアミで開か

ックス78の内容と西独︑仏︑ベル
が強調されがちだが︑広範な分野

製造部長は﹁日本航空と協力して

のバーゼルで開かれたニューフレ

にわたって利用技術が確立されて

うるかについて模擬実験を行って

ジェット︒エンジンの葬破譲検萱

﹁加小器の大型化を罠込めばコス

きている︒今後もその発展には明

いく﹂と掲摘︑その興体的スケジ

また︑原子力基本法等一部改

の改正などが禽まれている︒

高速原型炉︑新型転換炉︑﹁む

もので︑研究開発段階の蕨子炉を

の状況が続いていた︒

に伴う隠係法令の整鯖箸に関する

本法等の一部を改正する法律施行

鵯額縣通産・安全二課制へ

行政一貫化ズタート

賠法の対象となりうるとしながら

翼体的には形式上は全損憲が原

六十憾円から落懸円に改める⁝iの二点︒これを受けて政府では今隼早汝にも原賠法の改正法案を燭

業麗の業務上受けた損審補償を筋える②物価上翼などの欝べりを回復するために賠償措躍額を現行の

た報告羅をとりまとめ同委貫会に提出︑了承を得た︒報告の愚点は①原賠法に新たに原峯力噴業蕎従

原子力委員会の原版力損密賠騰鰯慶間題懇談会は︑﹁原子力損審の賠櫨に醐する法徳﹂改正を求め

補償措置隈度額百億円に

労災補償L盛り込む

黶p

をどういう形で盛り込むか②賠麗

るい通が醐かれている﹂とあいさ

ュールについては﹁模凝実験装麗 でも懸樋をあげてきている扁と報

発の概躾﹂と題して報告した望

た︒購故隠ケースでは配籔の瞬時

アジア地域で︑菖万が程度の放射

つ︒つづいて門派謝線利用研究開

月勲理甥は﹁エネルギー利紹と放

線利用捜術至徳計藤を雌備してい

議の内容︑B進月歩の進展をとげ
射線利用は原畢力開発の繭輪にあ

破断を想筐︒これによって格納容

る﹂と述べ︑B本も放射線利照先 判︒謝搾Q二千七葎円︒放射線利
く環境を作り出しケーブルの安全

鰻後に特別講演にたった填花秀

たる︒その点集約的なエネルギー

レーによって温度気塊が下ってい

器内が嘉壁掛斑となり︑再びスプ

告した︒

ため評価されにくい懸があるが︑

利用に比べ放射線利用は分散型な

今田その利嗣は広く国民生活のな

摘した︒

譲で︒

性を確認していく︒また︑岡田は

﹁ケーブルは匹十黛にわたり低い

定常遡転隠の健全轄試験について

原子力安全研究協会

謹賀新年
財団財人

↑Eし03−214−1331（代）

予100東京都千代鎖区有楽町1−8−1日比谷パークビル8F
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かに定臆している﹂と述べたあと
﹁現在約三千八酉か駈の鋼業新で

レベルの放射線を受けるがこの状

放射線が利絹されており︑その技
術は世界的に闘度の水準にあり︑

一力塀煙︑廃水の放射線処理

にのってきている隔と報告した︒

技術の開発﹂と題して報凹した鼠

況を短晴間で作り出す研究が軌道

また・門原子炉糀贈線の健金性

摘した︒

に関する研鑑﹂と題して報博した

照財による排煙処理法について︑

久汀昭隔隔研究所次長は︑電子線

実罵度も※国についでいる﹂と指

町末男高縞研究瞬蘭発試験場技術

鷺本原子力研究所は十二月二十

で第一圓門放射線利罵研究成果曲

日︑策東・虎の門の国立教湾会館

開発謙長は﹁原子頬格納容器内に

報告会ではまず山本賢三調理恥

目会﹂を開いた︒
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聞

産

CANDU炉︑シーブルッ
ク原子力発電所︑アッセ狂廃
棄物実験貯藏サイト︑ラ・ア
ーグ再処理工堀︑ツベンテン

発電会社は解散か

各国から座冒を簗めた国民投票

入れないという︒撮影も不許可︒

蒸

ツベンテンドルフの町から五一

の結果をツベンテンドルフ霞力の

長期計画も練り直しへ

る︒﹁美しき撒きドナウ﹂は百年

十分︑黒い色のドナウ川が現われ

ドルフ原子力発電所1いず

中の注目を簗めた原子力発電

れも昨駕なんらかの形で世界

ツペンテンドルフ原発の鯉川の
民投票は違慰︒原子炉から離れて

㌔

一

㌔

た選択であり︑竸働蟻のある一次

く石油︑天然ガスは輸入が必要︒

騒が少なく麗のみだ︒石炭は少な

必要だったのかーー水力は冬は水

冨と聞いているが︑何故原子力が

月までは労働基藥法もあり強制で

ト約二千八百芳円︒入選削減は三

を入れると百八十入︒一陣のコス

トで働いている︒勲業所の従業員

五十人の従業員が十入つつのシフ

う︒ツベンテンドルフ発電所には

十樋︑西独千七百五沖︑スイス四

二千二百ナ︑スウェーデン六百二

中とのこと︒完成すれば日本から

になっているQ

使用済み燃料が再処理されること

薗六十九漣︑オランダ百二十沖の

ζ

灘︒

やエユーヨークにまで霞力が送ら

開始予定で緊急時には遼くカナダ

れている︒

出

瓶叙

＼弩

副手前にあるのがP飛館︒

難

原子力が最良のものとして残され

きない︒会社は原子力発墨のため

なる︒

原子力への期待は11総力鋸要 に設立されたので解散することに

エネルギー源であった︒

の一〇％を賄えるはずだったが︑

将来原子力発出計画の再現はあ

シュタウディンガー社蔓︵営業・

るかーー国会で原子力計画を棄て

も前の語なのだから︑以来︑いず

駈や施設である︒

今回は︑日本原子力文化振
なろう︒冬場にポーランド︑頭ド

従来どおり電力を輸入することに

撹当︶に聞いてみると一⁝

たのだから何も言えないが︑個人

法律︶とネントビッヒ社畏︵技術

イツ︑スイス等から輸入してい

的には将来原子力計画を持つ可能

こも同じように文明の進歩に伴う

る︒第二次大戦後︑水力発露所建

性はあると思う︒今秋十月の総選

ツベンテンドルフ原子力発幽

設のため西ドイツから借金したの

国民投票でひつくり返る繋累性も

挙後でないとわからないが︑また

難所と第一ゲート︒原発の

で璽の過剃電力を輸出︑電力で儲

⁝

政治的な影響の下に成立したので
を表明することは難しいが︑間題

国民投票の結果について⁝1国

ゲートを入ると左手に展示整︒一

法的塁盤はなく︑原子力中止の決
金の返済をしている︒

持つ︒

般公衆にわかり易く原子力やエネ
が政治化する前には反原発派は少

あろう︒将来のエネルギー計画に

定のためには国会で法制化が必要

は今後どうするか一1目下のとこ 深刻な影響を与凡ており︑十か年

ツベンテンドルフ原子力発電所

ルギー陰陰が︑ツベルテンドルフ

ツベンテンドルフ周辺は一〇％程

尋一一一一＝

一八％︑二号機二％で︑一九八二

十月時点の工嚢進捗率は一弩機

天壌作業には徐々に活気

三年間で建設費倍増
﹁UP2﹂は一九七七年まで

う︒

に︑黒鉛ガス炉の天然ウランを薫

七＋五沸の処理洋綴をもつが︑八

千五颪ゾ︑軽水炉の酸化物燃料を

ボストンから竃で一時間半︑大
一犀以降には黒鉛ガス炉の処理は 西洋に面した湿地帯の中に︑シ1

原子力発電所は︑一九七六年七

WR︑酉二十四万七千KWの還転

年︑八㎎隼の十二月にそれぞれP

受託を憲に行なうことになってお

不法侵入など︑これまでに千八

月︑NRCによる建設許可発行以れることになる︒

UP2﹂は諸外国の軽水炉燃料のーハンプシャー州で初めてのこの

百人におよぶ逮捕蓄を出す争点と

を見つけて建設されている︒ニュ

すべてマルクールの﹁UP1﹂でブルック原子力発璽肋が固い岩盤

り︑八五年遅ら毎年八百漣を処理

来︑原子力発電所反対運動の矢

建設の遅れは︑十二億がの建設費

進められている︒尊母間におよぶ

リックサービス社の言詞で建設が

でまかなわれ︑五〇％出資のパブ

ー州周辺の大小の心力会祉の膨資

建設資金は︑ニューハンプシャ

り長いものとなっている︒

水を禽わせて約八・五菌摺とかな

をはさんで三詩厨あり︑取水︑放

岸線から炉心までの手離は湿地帯

詩材に変更されたが︑もともと海

トンネルを○・九詩耕から二二

庁︵EPA︶の浜定により︑取水

シーブルック原発は来環境保護

のほどがうかがわれる︒

く展承されており︑PRにも努力

の種類や生態に蘭する資料も数多

には付近に棲思ずる水鳥︑貝︑魚

然保護還動を響慰してか︑PR館

もなった水鳥やハマグリなどの自

ラ・アーグ工場では﹁UP3面に立たされだ︒再三にわたる建
A﹂︵八六年完成予定︑処理能力

完成予定・処理能力八百樋︶の計

画があり︑Aの万は環境影響調査

いる︒

設作業は徐々に酒気をおびてきて

八百ゾ︶と﹁UP3B﹂︵九〇年
が︑昨年八月十日の解除以来︑建

設認可の一時停止に会ってきた

する予定だ︒

行なわれる計画になっている︒﹁

ラ・7一グ再処理工場UP2。排気筒の左

を二十四億がに倍憎させたといわ

鞍

恕

藍灘．

乙

奇

爵

づ でぺ・

︑騨凝壷︐5

無

琴突

支
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騰鶴
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斡
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毫

滋−繍
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旨

＼
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東京都品川区南大井4−6−7TEL（03）763−5171

︵オーストリア国民議会は昨年十 なかった︒四︑五年前の調萱だが
二月十五日原発を禁止する法律を

二週間後に各界代表から成る十か

計画の練り直し︑新規作成のため

海を感じさせる︒発電燐のすぐ隣

職

，

，

TεLO463−55−4022

の施設模型等と一緒に説明されて
おり︑安全性についての想足問答

ろわからない︒経済︑技術簡面か

フランスの再処理に対する防護

トロントから東へ三十五鰯鯨︑

三無にかけて次汝と還開する予定

冷却水を取り入れているオンタ

には上水道の取水霧があり︑二菌

隼計画委員会が開かれる予定だ︒

度だった︒外国からのマイナスの

は厳璽で︑広い敷地はフェンスと

配られているという念の入れよ

建設中頭基も㎝︒V年から戦列へ

需一一曜

採択した︶︒政治的に問題がゆが

齢

る実験を行っている︒

し︑コンテナーの壊れ具合を調べ

O一﹁一一一曽

レベル廃棄物を地下四百九十耕の

ミュージカル﹁シェルブ⁝ルの

鉄条網で三璽に囲まれ︑内部での

トルを持った籔備屡が間行した︒

写輿撮影は禁止︑兇学者にはピス

は︑パスポートからコピーしたと

燃料のせん断書や中央制御騒に

ーグ再処理工場がある︒エンジ色

ピッカりング原発

唐ﾌ高利用率誇る

拡張工事が進められている︒

が三機そびえ立ち︑﹁UP2﹂の思われる見学者の顔写翼が環前に

気簡のわきには︑大きなクレーン

と灰色に独特にぬり分けられた排

タンタン縞目の先端近くにラ・ア

ブール︑そこから車で三十分︑コ

雨傘﹂の舞台となった港町シェル

潔日動85年︑枷トン処理へ

UP2の拡張進む

トンネル内で八十六層上かち落と

いる︒現在︑ドラム笛に入った低

謄一一帽一﹁

のパンフレット等も置いてあっ

い︒引き続き高レベル廃棄物の発

■一一一曽﹁層

らの調萱を委託しているが︑結果

熱試験のため電気ヒーターで発熱

一一曽冒︸

がでるのは潔くても半年後になろ

地魍を保持しており一懸五千年前

させ岩塩の力学的挙動を翼験する

﹁辱＝一襲

オーストリアは石油も水力も豊

磨F

ニュースの影響もあったと思う︒

曹＝＝＝

への信任投票と兇なされた︶葱見
；傭＝＝

た︒旛設に入るゲ1ト脇に守衛 められているので︵社会党︵与党︶

一曹一一一﹁一︸

所︒人質不足もあり︑建屋内には
韓一聯轍曽

％年に高レベル貯蔵へ
西独︑デッセ聾﹂実験進む
西独環境放射線研究所︵GS 末で切れた︒実験的にこれまで貯
棄物は原則として巖終段藏断に待

F︶が一九六五年に放尉性廃棄物 止してきた中・低レベル放射性廃

ムを行うため買収した岩囁廃坑

の処分に関する研究開発プログラ
﹁アッセH﹂か

ち込むはずだが︑

に隆鵡した以外はほとんど現夜に

計画はある︵昨隼三月に実験︑今

﹁アッセH﹂は︑二億二千年前の らの運び出し計画は今のところな

という︒

至るまで同じ状態で安定している

岩囁の霊成分は二化ナトリウ

季二月にも実験を行う予定︶o

ム︑堀化カリウム︑塩化マグネシ

ころはやや赤味を帯びている︒懐

ウム︒翼白で鉄の含まれていると

中電灯を岩肌に当てると光を通し
透けてみえる︒鯨蔵所は地下四酉
九十焼一七酉五十綴の間にトンネ

暴四首万豆万層︒一部屋の大きさ

オンタリオ湖曜にあるピッカリン

だ︒円筒状の原芋炉繊塵はほぼ完

建難中の炉は一九八O年から八
は標準で擬さ六十耕︑蟷四十層︑

薙にかけて五十四万KW四基のC成︑八基が一列に並んだ眺めは壮

グ発電所では一九七一年から七三

ルがあり︑合計着三十〜︑全容横

二・五財・天井︵床︶は約七層の

に五十四万KW難燃が建設のまつ

ANDU炉が運開し︑隣にはさら
観︒

高さ十五綴で生霊の壁の萎みは十

駆みで隔てられている︒

岩塩暦による低レベル門門盤廃

運転中の炉は稼働率もよく︑一

摺ほど離れたピッカリングの町な

リオ湖は︑広汝としていて一見︑

され︑これまでに一九六七1七七

九七七矩の実繍では難論平均九〇

どに給水されているという︒わが

睡中だ︒

年低レベル廃棄物二熟考入りドラ

レベルにある︒ちなみに岡原発

・七％の利用率で︑世界のトップ

粟物貯曲戯ゆ天験は一九占ハ七二に一闘⁝始

七年中レベル廃二物千二着九十三

一 ム缶十一万七千本︑一九七ニー七

鷺譲

各種プールライニング、原子力機器（熱交、各種ベッセル）設計、製作

代議を支払っているのだとの感を

爵

▲ 日−
魯

放射性廃棄物の貯蔵所ではなく
実験用サイトのため﹁アッセH﹂
では坑内の掘削など鉱山活動も行
う︒このため放射線防止法令と鉱
山法両法に墓つく誇司の下で操業
されているが︑うち放尉線防止法
令に基づく許司期隈が昨年十二月

貯蔵サイト︒地下七冨五十

卍 ﹁アッセ纂﹂放射性廃棄物 ㌦

軌

議︒

国ではちょっと考えられない附

剛層のところに廃棄物が貯蔵副

を賄っている︒

手が従来からの、右手が増設中のもの。

、
㌧
＼
＼
／

は︑オンタリオ姻の電力の二七％
高レベル廃棄物の貯藏を予定して

㎞ 本の貯蔵を実樋︒一九八五隼には

原子力産業に奉仕する大江

期慨卜

1響

ステンレスと共に5⑪年！

ツペンテン
ドルフ原籍
されている︒

は爽空建麗と呼ばれる緊急炉心冷却装｛醒・

力

原

興財団が報道関係養欧米原子
力視察団を欧米各国に派適し
たのを機会に︑これに参羽し

子力産藁会議企画室畏補佐と

取材に当った胴木洋子日本原

曝本原子力立化振興財薗業務
部の池田裕志氏をわずらわし

地元の 現 況 な ど ホ ッ ト な 橘 報
をとりまとめてもらった︒

魁幽灘
ピッカリング原子力発躍所。左の四基がA、右が
建場中のB。Aの手前にある円筒形の大きな建麗

＝冨

大江工業株式会社

平塚工場

＼

♪驚ド㍊雪平

90

冒轄

脇

神奈川県平塚市四之宮1500

工場

㎏6

物サ
原発

シーブルック原発、アッセH廃
グ再処理工場、ツベンテンドル

CANDU炉
イト、ラ・ア

禰
．

壇
▽A

＝

qO）
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（第三麺郵便物認可）

新

業
子
昭和54年1月5日

原子力産業新聞

（第三極郵便物認葡

オールゴムライニング
バタフライバルブ

鰯醸糖

勲暴

工嵐．

原子翻論1 醗

白和54年璽月5B

流ボ墨謡鞠目

☆特請実溺新案桂庸l13

麗火力・標f力発屯将納品
循環水ポンプ撫げド／復ノ郵器鵡人目弁／必鼎1解轟環系
バイパス弁／内蔵型逆洗弁／外擢型逆洗弁ダブルストレ

㈱
︸鑛

@刑難壁翼賛

躍騒
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川
日木バルブの最新鋭バタフライバルブは、従氷の本体防蝕コム
ライニングに、三体全葡硬質ライニングを施し、原子力及ひ火
■

「

ーナー／シングルストレーナー／各秤 毎水ポンプll口1㌔弁
逆1｝弁／空気抜弁

既

無厩翻転纏

力発電所における冷却水（海水）の循環系統、さらに化学・食占〜、

工場の塩酸系腐蝕性液に対しても、優れた耐蝕性、操作性、水

醗購麟盟

蕩

密性を発揮します。

上詑既設パルプのコムライニング施しによる改造品

⑭

日本バルブ製造株式会社

本社

東篁都中央区京橋3−9−9費（03）56i−6181（代）

原子：カの平和利用に貢献する一
轟

冨踊場碗原審蜘綴器
慰（03）572−56iI
下記施設・装置の計画・設計・製作・建設
○原子炉用ポンプ、送風機、高圧沸騰試験装置
○放射牲廃棄物処理施設 処理用機器、イオン交換装置、蒸発濃縮装置
放射性気体精製装置、放射性固体焼却炉
連続式アスファルト固化装置
○核燃料製錬、再処理装置
○ウラン濃縮装置および機器

譲

◇原子力関係業務：原子力営業部営業課

蜜ぎ

饗

撒
・燭放射性廃秦物処理の

問題を解決する
社藤社所
務支

本棄大圏

瀞藁

舞 回鮮

⑳

達続アスファルト固化装置
日本原子力発電㈱敦賀発電所納入

作
製
隔
離

本邦最初の原子力発電所向け

曵

r戸

書縁

大

田

区

菓俘ミ畜昌中央区審罠座6

君］

E…ヨ

旭田丁TEL（G3》743−611

−6毒月Eヨヒニノレ

TεL（03）572−56】i

大販布北区中之属2−3新舜辞8ヒル下Eし（06｝203−5441
薯〜【智歯・鶴岡・札幌。仙台・凹凹・新，鴇・高松

ダ

轟

囎
捻

岬

轟
⑧

醗

9

翻

弾性コアを内蔵する

フレキシフ悔な0リング状金属シール
試

職＿

畿鱒
鳶い

組付前

組付後

「こニコ

徴

㊥あらゆるフランジに使用可能
⑧使用圧力範囲 超翼空〜数百バール
⑧10gtorr qltre・sec−1ヘリウム032XlOgatom・c艀 secう
より高温の気密を保持霞来ます。
⑧品度範囲 一269℃〜700℃
⑳あらゆる購触に対応出来ます。
㊥フランジ上に朗擁したり又面に痕跡を残しません。
⑧異る材質のアセンブリに使期可能
㊥あらゆるサイズが製造可能
環の直径 4㎜〜55eo㎜ 断面管直径 i 6隠胆〜25㎜
三角形、正方形、楕円形も製造可能
⑫鉛、アルミニウム、鋼、軟銅、ニソケル、ステンレス鋼、
チタン、銀、金、あらゆる材料で製造可能

ム

§

特

i＿

応用公野
⑭原子炉
⑧核融合装｛釜

㊥ウラン霞縮、再処理装置
㊥各種加速器
㈱輿空・超爽空
⑳化学薬品、贋，宙、石，由化掌工簗

⑳機械欝欝、バルブ、ポンプ、ボイラー

軌交換器、内蝉機開
⑧綱子工藁
⑧宇宙工典
⑧滅度、腐触、圧力、ガス放出、耐久
性要求等の問題からエラストメール

製0リング、ガスケノトの使鯖が糊
限を受ける総ての蠣舎

曲i麗国際薩叢謄町会韻
〒4H静岡県駿東郡清水町長沢麟一2
TEL（0559）72−21【ITεLLεX3992−109

原子力産業新聞

昭和54年1月56

畠禽
＆

第958号

（第三種郵便物認可）
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新時代のエネルギー一原子力発電所の核燃料、医療用、学術研究用の放
射性物質、しかし、その取扱いに失敗は許されません。私たちは第一種放
射線取扱主任者を申心に経験豊富なベテランだけのチームを編成多重防護
の思想で、陸・海・空輸送を安全に行っています。

放射性物質輸送相談

輸送システム検討
⑳輸送手段の選定

⑧作業従事者の選出
⑧輸送区間の調査
⑧輸送容器の検討

輸

計画書作成

送

＠機器類の点検及び整備
作業従事蕎への輸送計画説明

据

官庁関《系申請

付

8立働運輸

％

麟

阜

舎

o留

臼立・．

9

蕗
／

」

、

、

㍉

冤

f

、

f

8

曳

曳

、

剛

㊤

曳

騒主な藁務内容のご紹介

⑳．物流コンサルティング

⑫プラント輪出・重盤物輸送

包装・荷役・構内作業・保管・輸配

立地条件、風土などの現地調査
から包装・保管・通関・船積み

送と物流情報システムの設計ま
でをはかりトータルコスト低減
に。

・現地輸送。組立。季屠付
作業。

と一貫

⑧放射性物質輸送
原子力発電所用核燃料輸送、病

㊥転居・窮務所・工堀移転

護の思想」に徹した輸送システ

新築転居・転勤引越はもちろん
のこと会社・工場移転にともな
う解体から包装・搬出・輸送・

ムで。

搬入まで。

院・エ場などの

懸隔

を「多露防

⑭モノレールの運行
羽照空港一浜松町、通勤時6分、
日ゆ7分間隔で運行。都市モノレ

ール計画のコンサルタント業務
も。

麟物流の明日を柘くパートナー圏

冒髭運輸策東モル→レ殊式會殺
1本祉

東京都渋谷藝渋谷3丁目6番3号（清水ビル）君03（400）3161㈹

㊧営藁所

札幌・仙台・日立・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

一町959号一
昭和54無1月遅日

⑱

毎田本曜B発行

、

力

縁

昭利B1匂3胆Z日劇

種郵便物躍潤∫

1部1◎◎円（送料共）
購饒剣豪鋒三分蹴「金4500円
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発行所

原

産

子
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ムノ、
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91，310
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債14，587
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o貞4，887
P3，ど93
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P僕団

償
2，167

﨎g鋼廃棄物処理処分対策

､，369

@4，379 @3，835

1，995

痺激xル照隠物の試験的海胃処分

妺

@2α4

@110
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の
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@

十製羅設
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、

、電

母

?備〃
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のはツ暇一五一ト七
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ﾉせ
黶@る

@配力

イ十円ルは露係

設五

格子河部

、

@二映、ウ方ど語原二特
Uさ璽ムをは方則次に

T
産賀事研長か

禽（反催ジえな対①第

に億

︑60

k轟藝望吾
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に子め瀬瀬確のを道学町長土原碧講態霧購灘

︒建は
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施

︒無口十二
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〃

O億剥くた棟に

計

公
１灘難四愈つれ験究どをめ四ポ円億T

740 旅∫力委員会
ｷr力雫和利用研先の委、L
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d39β41
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他

合
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一
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@4ン
@1，090 @1，06｛l ￨幽降弄物の測疋凋査
栫@5，88Z 訣v し991

は

P9，089

気検

墲撃穴Sレベル放射線影響研究サイク︸ロノ医学利用各伽原∫力試験研究費括言li亟イオノ加速器の建設線ゴ力女全委員会保障遅日関連施策

W74

@4β50 @4，067

ｴf力忌むつ」の改修・偵5，姻総・

＝

ワ

▼編﹄﹂＝亭 腰夕

Q77

匇I1幽定耳飾院
厲ﾋ線総濠総合
､究所

5，493 ｛責 5β14

冷罵

一
尚

櫛3，34・茎

Eラノ資源の海外凋査探鉱

d

雛六原型愚炉

@1

多隔・麟・炉・・朧躍

il本原∫二尉燧発

滋

18，62う

債175β（X｝

振替東京5895番

現た：し発す増田

P潔1，568

､ちJT−6〔｝の建設

動力炉・野望｝開 債40，157
発 1喋団
83，4M

東京都港区新橋1丁自1撮13号（東躍潟館内）

鼾f継蕪麟ll鵡書腰ゴ鰯選総総鱗野糞籠塁馨盟濠餐叢誌丁腎霧鵬翫魏辮華墨で

1爽5，378

@7，63う
ﾂ25，559
Q㍉458

部ｸの研究開発

議

摧X考繋辞薮脇羅粥蠣脇鵡覆馨瀦裸皆鰐鋸顯轟噸器勇繍騒梁準
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働

前｛1度 5；驚度 ㌻1難度
ｲ
算 T算要求 虫Z案
【！本捺∫力研究所 憤27，姻 偵83β63 f責ζ9，352 汝全糎の研究
S6，278
U2，275 @59，296

項

会

塞家ツ認60一定ど獺上門葱一誠のトめは方はまえは建がも復

昭和54年度原子力関係予算政府案重要霧項別総表（一般会計）
（刺立勧円、1飼嚇簸務負担1渦徽蜘
払

業

。胃ト用八二な型る合計解倉ゆ六開τに力力ア建L機圏

・度通開脳開核倉八建証温愚蹴綾瀬欝講欝

蔭鞘鞭難二三鍵難奮えべいプ理円ンの円ら大んで1たし工（ト再でれ一一いスめ

、場璽の処二た炉の

ﾂ麟鞠饗雛羅馨ll講lllll

1

千藤濃上ザン設劉淺万た安十建プ・

態ル途にに四のにウ万ウ縮さイ濃認が稲置め領一設ラ人ウをトに五教千態す猶

f二障あ悪難照漆黒徽該攣診嚢‡響礫欝鑛罐襲職羅鍔賄璽濃噛癖会毒編誌騨

襲胴親

、宗松露再訪会群長れ i保速瀬

ﾌ連麗瀬一殊しをね長醸らる60と原押
助x一川常磯た要ての長はよL一騎型翌
@氏務鴬正任i、の鰹岡i三@、十う建界炉力
B理嶺男顧中はし様役雪田要設プー予
@劉連動間山梅た趣
、素沢
A石に望のラも舞
o旨大総はし 計ズんの
@、黒質
@森金甲村Ψ会
務臨た圃マじ編
@
。遡試 ゆ成
@@一長業田爾罠 説省…塞民
@
り験漏に
@@久 、団藷副の @明に長党
@@原千理原会ほ 、金@、嵐 の装口際

P塁1難戦麟ll欝欝

マ

蛮たさ鰐テてら担ウ億に心償建一興鉱

議た始の理十換物

に

、せがムウ概のラ三す機町家ツ出

でりを敷工六施粉

悶プ謡地場億設末

、計デラ念原ン千るを征のト興

ニ演

去鼠講舗討議概楚驚環齢低毒繭乞課内放趨舗壼群秀覆羅舶釜藁繍淫

ると隣。慈す露な推ぞ境究研原
に究れ環研るは

@飛る疑る進れ放轡究子
@策禽能部関施
@づ臼勺安会し設
@際画も
@協
・ 、
@力立そ 、i難れ @く裏金はての
@り爾研原 、笠
@に的懸子環全
@な②ぞ @役にに力塊規
@ど成れ @立推i無謬磁壁
@を粟の @て馨し謡講に
@るして蕉｝能関
@審の研
@議評究
@こ 、、辺濃霧
@す価に @と研その嘱す
@③①会i。敬総懸門に力

日刊
電東工

照8／三圏成し第ててと瞭
射し5慨空果て1編実失∫4塊

試や冷説要をき2舞諮く腫脹1罫｝

験へ却／内また2 。にを材は
／い材2容と鈍重町役集利
1王材／核
めン紅筆磁人＿原

Z／構村
№X造／

F実証3

c社1北出状版針局

二二

繩艨^減
馴炉7速
ﾙの山脚か材力／

@癖容4

@
翔iがi．テし融力
ｽバ会はつ成核∫

も

j糾6燃

谷

@験材反
@／科劇
@10／材

糟

協釦1収て川中A。

@カに術め
を核5＿のわ飯ると含て潤二

P爆量餓で島にてのを￡に核5良
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ﾈ目術究本慰し論び円修
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圏主要記窮
厲ﾋ性廃棄物の試験的海洋処分をめぐる動向

義

発売中

定価730円（『F30経｝｝
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o管・

、

長

ﾌ有過にiた合発。嗣法Bタもか電

@
@の20本をの材の

2月号

識

i鎗企と

鋤力日鰭一発媒；71江村

@圃特別重藤

1〜i

ﾅ近の国際情勢ど79i響くの課題編潤人∫川上藁一

@

動

u劇胆力研糊塗4く秀1ノし1郎

妓力発電実用化装L4
@

原∫炉安全石ll究の新展開

e連載

@d時代の応用放射線化学講座（8）

H鞭f力研究所嘉じε
ｴイ力発電所の建設・連転に伴う廿会的影響
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響査にあたってはその客観性命

躍に際し公開ヒアリングを開催す

る︒このため原子力発癌所等の設

る︒第二次公開ヒアリングは︑地

聴取しこれを参酌することにあ

計画的に実施し︑無二および指針

あたっては︑安全研究を総合的︑

っては︑躍源開発調整審議会にお

施設が電源開発基本計薩に繊み込

なお︑当面はすでに対象となる

評価および活用を横極的に行うQ

力蜜金研究の企画︑立察︑成桑の

全研究聯門部会を発足させ︑原子

研究総門部会および環擁放射能安

〜

達

Z、、、i数整理により舎、し額の亥動ずることかある。

は三す乃人︒

鷺 調

た第七十七園電源開発調整審識会

政府は昨駕＋二月二十で日開い

審

秋山守藁大教授ら審査会メンバー

庄1、それぞれ｝｝了位のトi柘で｛1しi捨h人。

入は原子力委員会の結論待ちで政
府案には頭を出していない︒

原溶炉安全專門審査会

新会長に三島
︒良績氏を互選
陣容麟新し初会合
原子力安全委員会の原子炉安全
軍門審盃会は九日午前初会含︑新
会長に三鵬痩繍東大教授を互選し
た︒会長代理には村主進原研棄海
研究所副所艮が三島会議から播名

原子炉安全専門審蛮会は︑原子

された︒

力安全委員会発足と安全規制行政
の一貫化に伴い陣容を刷薪︑昨年
懸までに一運の入塾発令も終える

の新規着手を承認した︒内訳は水

原子力命計六地点一一百四や万KW

二十万KW︑原子力一地点酉十六

力三地点匹万KW︑火力二地点百

二筥三＋七万KW・火力勝闘＋三

万KW︒これによ墓輩度は水力

の愈計八百三十五万KWを新規魑

万KW・原子力四百二＋五万KW

今年度豪初目標千七百五十万K

明することになった︒

Wと比較した達成率は四三％︒し

子力発出安全管理課擬︵同庁公益

資源エネルギー庁公益帝業鄙原

▽通産憲人事︵一月四種付︶

予定は六十一薙三月︒

標婆化第一辱ともなるもの︒還開

ならず︑PWRのこのクラス改良

ントとして初の百万KW懸盤のみ

は︑原電四番冒の原発︒国産プラ

して薪規漕手が決まった敦翼二線

今回わが国ヨ十五番層の原発と

宏五年闇では最高を記録した︒

たことになり達成率は七〇％︑過

対し四百二十五万KWが決定され

原発は当初屠標の六百十万KWに

百二十一万KWに次ぐ高い数値︒

傭は留筆では昭和四十九年慶の九

送られた︒課題のCANDU炉か
灘し︑八首三十五万KWという数

で開銀融資を要求していたが︑見

の増︒再処理事業化︑ウラン備薔

財投は機器関係を柱に百五億円

◇

ふり向けられることになった︒

六千万円が耐蟹信顧性実証試験に

助金関係ではその大部分二十八億

︵予糞五・五％楢︶となるが︑補

安全性実証試験は爆睡通り継続

出している︒

八千万円︶︑対臨強化姿勢を打ち

にP・A対策麗が大幅憩額︵二億 で敦賀原発二号を盒む水力︑火力

になった︒ただ立地騰係ではとく

別対策の中で拡充が図られること

ずれも枠繕みが見送られ︑別途飼

要電源立地対策﹂関係費計上はい

ては初の試み︒同じく新規要求の
原電敦賀二
﹁大規模講中立地地域整備﹂ ﹁璽
号を承認

この分野への逢出は︑通産省とし

入れ︑五隼間︑半額を補助する︒

o

審責官︶向藁一郎︒

く＝

の二十︸億千五筥万円が交付され

理性を高めるとともに︑行政庁間

の整備︑見心しのための審観箭︑

いて電源開発墓塞計画案を決定す

リングのみが開催される事例が何

まれているため︑第二次公開ヒア

bo

事業部原子力発露安全課統括安全

AS麟E

電源特会は今回︑前鉱渡の制度

たが︑実益がない︑単独根引との

可等に関する安全審査について最

含理合澱料の薔禰を國り︑また安

後これを最新の科挙技術的知見を

る前に︑通薩産業雀が原子力発電

G

573

など準備を整え再スタートしてい

核流体制御精機の領域です

ることになった︒

政府案ではこれら新制度に墓つく

館をもたせ概算要求していたが︑

大幅改蕎に伴う財政描麟拡充に特

標華化二億千六酉万円︑新立地方

政府の償極姿勢を承した︒舗度改

要求が金額査定︑霞漂立地促進へ

撤廃︑予箪補助頬象公共施設に鰐

善では新しく交付金頭打ち制度の

れぞれ拡充︑強化が図られた︒原
峯力製鉄研究は五十四庫魔で第一

武検討千二颪万円など継続分もそ

期月月期間を終了︑ひきつづき熱

境目が不曙確だなどとして財政当

出力五万KW炉とつないだ処理能 する糖葉限慶砕拡大も要求してい

プラント建設着手へと段どりを進

都道府県向けとなる原子力発電

局が難色︑結局︑兇送り︒

力百五十ナ／碍規摸のパイロット

める︒

安全簿綴錦交付金では﹁放射線監

◇

萱交付金﹂について交付年隈の歴
政当局が交付額引き下げによる単

欝欝五や顯薙魔電源開発促進対

千七颪万円で︑対前庫度比一一

年延長が描躍︑これにより運開前

現行通りに藩ち着いた︒﹁交付金

螺化の考え方を示したため︑結局

新の科学技術的知見に葵ついて客

元の協力を得つつ︑原則として地

加えて逐次型曝すとともに︑さら

所の設躍等に係る諸問題に関し第

原子力の安全盗について理解と

△b｝7

た︒三懸会長︑村主蓬蓬代理ほか

原子力バルブは

3

B

遜産省の
原子力予算

ほぼ順調な仕上がり
電源特会は立地交付に七割
通産省の昭和五十四年魔原子力関係予糞政府案は﹁まあまあの線で仕上った﹂というのが︑総評︒
薪規屠玉商品に欠け内容充実に霊眼が圏かれたことからみると︑一般会計︑躍濫開発健進附第特別会
計および財政投融資ともに︑伸び率はともかく︑落ちつくところに落ちついた形︒そうした中で一般
会計では安全規制行政一璽化に伴う所要描躍の強化︑海水ウラン等回収システム技術開発の黒体化な
どが描躍︑竈源特会では温排水紺策に新しい考え方の導入されたこと等が園新しさとして来鋸腱予算

の憩︒うち偲進税収入は蕊百八十

の基礎調査四年に加え運開後嗣駕

視交付金扁および﹁湿排水影響調

墓礎調萱をベースに︑琿塵十菌修
億円︒璽源立地健進対策交付金三

％

査宙憩員に加え︑来年慶からはさ
能力のモデルプラント建設の翼壁

策特別会計総額は五颪七十幽慮九

通産省の原子力関係予籏政臆案
らに顧問会隈係蟹も飛躍的な憩加

を特魯づけている︒

董定額は別表の通りだが︑うち一

の都盆十璋聞にわたる監視︑影響

慰務交付金﹂は交付翌翌額が現行

調査が行えることになった︒佐賀︑

年闇廻覧十万円から三百万円に倍

電安全等対策費︵委託費︑補助金︑

固根︑福井など一部に五十四年度

罎︑細務効率化へ対応した︒この

筥八十九億千九百芳國︑原子力発

交付金︶百七十四億七千八酉万円

迫りで交付金交付のきれるところ

ほか新規要求の﹁温排水対策﹂で

かけ詳細設計を行って着工︑狂十
八年半ばの完成をめざす︒甥業規
などとし拠出される︒うち施設立

があり︑池鴛から璋限延長が強く

化へ乗り出す︒五十四︑置覇年に

制を敷く︒負荷追従性の高い高性
模は約三十億円で︑うち今隼度胆
地当該および周辺南町村向け交付

をみせるなど質︒鰯両面から審蛮

機器等製作が接を越えたためで︑
能核燃料の灘入︑廃炉についても
は敷地手当てなどに一億八千笠翼

業務を強化︑安全確保へ万全の体

ちなみにこれを除いた頬劇年慶伸
それぞれ初年度分として約壬四百

の︑一億円が査定︑立地地域沿岸

は︑基金欄想は見送られたもの

臓︒これは原子力製鉄研究で童要

び率は二五％の愚︒

同騰に棊譜されていた入件麗の

た︒漁業と原発共存へ︑一地点五

漁業振興への対処描置がとられ

求められていたのに臨えたもの︒

交付は﹃補助体系を乱す﹄として

される交付金は全体の七織近くを

退けられた︒﹁広報対策交付金﹂

占め︑安全等対策費は三割強とい

一般会計ではこのほか︑軽水炉

ずれも前年慶並み︑立地地域への

も無隈延長を要求していたが︑財

万円︒

によるプルトニウム利罵実証性調

府県関係には離庫度比約二懸円増

ウエイトが高くなっている︒都道

確立のための調査に取組むことが

葦辺千九百万円︑豊水嫡技術墓華

芳円︑一千万円が琶定︑技術墓準

決まった︒海水ウラン園収技術シ

確立調査二億五千八百万円︑改良

一般会計で注目されるのは︑規

炉行政を一世所撃することとなっ

ステム開発では︑これまで三塁

制行政一璽化で同街が新しく発電

たのに伴い︑安全審螢部門の強化

百万円を限度に漁業振興調査に屑

を國つたこと︒安全審査課新設︑審

間︑約六億円を投入し逸めてきた

一面駈報の﹁原子力安全委員会

元南町村で行うこととし︑また過
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の嶺面の旛策について﹂の概要は

るほか︑資料の公開を可能な隈り

全響価における裕慶の定蟹的把握

行い︑また轡門家による公開シン

表の経験に徴し対講忙裡を取り入

を進めることが肝要である︒

の安全規制の斉一化を図るため指

ポジウムを開催することとする︒

む︒

れ︑開催鐵数等は望薄な姿勢で臨

針等を整備することが璽要であ
る︒当委員会は︑従来原子力婁団

︵イ︶公開ヒアリング

ック︶する︒その際行政庁から提
出される安全審査鐙案等について

実垂頚霞用原子炉の優麗にあた

観的立塀から再審蒼︵ダブルチェ

◇
原子力蜜全一鼠会の任務ほ

用いることをすでに決定した︒今

坐で思いられていた審査指針等を

なる墓本設計の採用②新しい基華

に必要に応じ新たに各十二準︑指

当委農会は︑原子力施設等安全

に設爾許可等の行われた施設と異

総別的に審馴するが︑特に①すで

次のとおり︒

︻

工当面の鵬嚢施策

密略︒

または実験研究データの適用③施

針を策定する方針である︒このた

︵一︶原芋力施設の安全霧査

設設醗場駈に係る固有の立地条件

一子魚蝋鐸編罷墾顯
と施設との関遡等に蘭する安全上

当委員会は︑畢慧に行うべき当

引き続き検量ずべき問題
その他の主要な原子力施設の新

面の施策として以上の甥項を璽点

三

化によって︑実絹発魔用原子炉は

実用発魔用原風炉等主要旛設の

設についても︑上記に難じて公開

件か予想される︒

の璽璽薯項を中心に審議する︒

輸省︑試験研究の用に供する原子

設躍に関する審査にあたっては現

脳塵﹂蕎璽爾畢騒麟瀟

通商産業省︑災罵舶嗣原子炉は運

炉および研究開発段階にある原子

的に審議してきたが︑今後放射性
廃棄物の処理処分の安全問題・放

ヒアリングを実施する︒

射性物質の輸送の安全規制・放射

雌調奮︑公開ヒアリング等により

︵ロ︶公開シンポジウム

炉として政令で定める原子炉は科

原子力に関する安金問題のうち

性岡泣元素の安全規制︑原子力関

一次公開ヒアリングを謡うことと

め︑当婁員会はすでに原子炉安全

特定の施設に固有の問題は公開ヒ

地充の状況︑地発往民の葱見を把

なっている︒当委員会は︑設躍許

握しこれを参酌することとする︒

基華騨門部会︑核燃料安全墓準専

係従業員の放射線被鰻および環境

ととなっている︒

設圏許笏等の後の各段階の印璽事

アリングで取り扱われるが︑共還

学技術庁が規舗を一翼して行うこ

加工︑使 嗣 ︑ 再 処 理 施 設 等 核 燃

可等の際︑遍商産業省より提畠さ

放射能に閲する問題等について画

門部会の設置を決定している︒

の心算については馨門家による公

項についても行政庁より報告を受

れる安全審責聖壇等についてダブ

趣的に取り維み︑逐次施策を翼体

料施設については︑従来どおり科

︵二︶公開ヒアリングおよび公

化する溝えである︒そのため︑当

け︑審資する︒

開シンポジウムを開催し︑重要な

学技術庁が規制を一麗して行う︒

意見は安全規制政策に反映させ

ダブルチェックのための体制に

ルチェックを行うにあたり︑施設
ついては︑原子炉安盒專門審蛮会

固有の安金性の問題について第二

このよう な 体 制 で 当 委 員 会 は ︑

第二次公開ヒアリングの二型

開シンポジウムの開催

關発推進の佳にもある行政庁とは

儘頼を簿るためには︑厳正なダブ

は︑ダブルチェックにあたり︑当

を決定している︒

タリング中央評価專門部会の設置

委騒会は既に︑放射性廃藁物安全
ルチェックを実施し︑安全性を確

︵三︶安全研究の推進

る︒第一回公開シンポジウムの聡

および核燃料安全暮門審査会に学

保するほか︑国民と十分な恵思の

原子力施設の安全規講を行うに

次公開ヒアリングを開催する︒

別の立場から安全性に関して審議

識経験者を配し万全を期すが︑さ

いて地発住民等の疑閥︑悪見等を

該原子炉施設の固有の安全性につ

技術聯繋郷会︑放射性鼻翼安全輸
らに鷺本原子力研究所︑放射線医

疎通を麟り︑繋属の意見を原子力

送騨門部会および環境放射線モニ

を行い︑安金確保に万金を期すと

行政に反映させることが必要であ

る考えである︒

ともに︑行政庁の安金規制を統一

を活罵する方策を蓄える︒

学総合研究所等の研究機関の機能

催をできるだけ養い機金に企画す

当委員金 は 行 政 庁 の 行 う 設 置 許

。1

撃P2

般会謝は対前鋸度比七％の減額心

通産省の昭和54年度原子力関係予算政府案

的に騨価ずる壷務をもっている︒

護

薮
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エネルギー革命を展開する鯉のバルブ

聞

産

サゥス・カロライナ州四照％を原

げは巖小限の影翻ですむはず︒O 年以降︑盒米の電力平均で電力コ

している電力食糧では︑石油値上

電所をすべて放翼すればその取替

を詳細に検討し﹁国内の原子力発

はこのほど原子力発電の利審得失

NRCは極めて低いレベルの放射もので︑わずかに○・○菰％だけ

的に実認されたものは何もない②

による公衆に対する影響は︑科学

る極めて低いレベルの放射線被曝

米原峯力規制委員会︵NRC︶ 次の二点①核燃料サイクルから出

係︑一〜三％は石油・石炭からの

％は鷹療関係︑二・五％は蟹瑠関

五二％は宮然界からのもの︑四五

八年︑一般住民が受けた放尉能の

二〇％︑石蘭で八○％賄うとすれ

原子力の代わりの不足分を石鎌で

力三鷹はもっとも低発電コスト︒

指摘︒この分析でいけば擬期的な

⑲起動三人子⑯液体導入乎⑭屯流端子

⑲サーモカノブうレ型よミ空［4各種㈱コーゾレド・

ル・バルフ

山子機器第2部

また︑代替案に対しては門原子

ば︑石炭の方は一か月で三率五蓉

万が︑石油は一か月で四癒四串万

のだった︒天然ガスとだけ比較し

冤通しでは毎年数量億から数千億

蚕フィード・スルー

いことを明らかにしている︒

えに六函億炉︑発餓コスト増大の
線膨響についても膨響のあるレベ

﹁98億ドルの電力料金増﹂

が二業閑核燃料サイクルからのも

ため今後十男能に毎年九十八億が
余分の電力料金を支払うことにな

る︒石炭に麗してだけでも採掘︑

メの露力料金の嫡上げにつなが

ル線騒から外揮できるとの仮定に

てみても核燃料サイクルから一般

︾；3

フロリダ電力の謂無難に燃料調整

二十六壌の節約は一九七三奪三月

㊥オール。メタ

⑲バリアフツレ・リーク・バルブ

原子力は依然一・五移にとどまっ
ているものの︑石蘭三・三鷹︑石
る﹂との調査をとりまとめ公合し

立ち︑放射線防護墓薙を設けるな

公衆に放出された放射能は二分の

＞72〜

〇躬を供給した︒この原子力発電

糊・十月には岡磁力の発蹴羅の四

︻〜．2㌧ド．嘗●亀竃9亀〜％ゴ︾駕︐

挺沓することを明らかにしたこと

粟の結集に対処ずるため︑緊急株

KT︶は昨黙思⁝月五日の羅民投 翻り難しがあった︒この総額九が

主総会︵圏軍費尼公縫と七地域意

米陸軍の食品照

射計画に物議？

醐至芸の照射肉

来睡畢翁は二十五隼間にわたり

五千穏万がの予騨を放射線照射鍾

が・保健・教曹・禰措雀の本編・

乳醐発のためにつぎ込んできた

医薬錨局︵FDA︶がその使用を

金倉しそうにないため︑弾発がム

※金計検蛮院︵GAO︶はこれ

ダに終る恐れもでてきている︒

を﹁研究開発の大部分を占めた照

射どーフ︑ポーク︑ハムが激てら

とともに﹁陸騨憲ではFDAが將

れたようなもの﹂と冤解を述べる

来も照射肉の許可を与えることに

疑問を持っている︒また︑同翁は

費（06＞305−0880（で丸

〒532

炭二・○樗とはねあがっている︒

米NRC原発放棄を仮定し試算輸送の間題が絡むがそれだけで一

た︒これは昨年七月にテネシー州

ルの誤認司を取消し︑原発を撤去

ど細心の注悪を払っているーーを

ことになる﹂と経済薩での不利を

か月に六十万バレルの石油を使う

し生物翻から発金に放射能を閉じ

強調している︒

﹁NRCはすべての核燃料サイク

一九七七年の統計では・一KW購
ナシュビルに住む一媚入からの

コストの比較をすると︑石炭は二
〇％︑石演はエハ％︑それぞれ原
子力より醐い︒

込め︑発電の代磁方法を習えよ﹂

受ける放射能のごく一重にすぎな

一ほど﹂と原子力から一般公衆が 謎の撫失につながるとしている︒

とする講願描に応えたもの︒

さらに今團の分析では二九七

客に振り劾けられることになりそ

からキャンセル料︵総額一千ご薦
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調査欝は八十振ページからなり

対する国民の台懸を解びかけてい

う︒

所が避転を中止していたために︑

る︒

余分に支払ったが︵譜求は二か月

料調整条項に茎づき四が＝⁝十七聖

十一月には平均的佳民鰭霧箱は燃
ツベンテンドルフ原発を那袴す

られる榎様になってきた︒

今のところ﹁UP3A偏が完七
成十万がといわれている︶を科せ
ウェーデン六夢二十ジ︑西独千七

るゲマインシャフトケルンクラフ

すれば手本からの二千ご薫ナ︑ス

蒼言忌︑スイス㈱菖六十九ゾ︑オ

トベルク︒ツルナーフェルト︵G

遅れ︶︑十二月には賜が八十九聖

ランダ三一＋沸の籠罵済み燃糊が

してあった二百ニナ琶ジの使罵済

になってきた︒

が︑このワクも拡大される見込み

フランスのCOG鶏MAと契
再約
処理されることになっている

米︑濃縮キャンセル料を要求

﹁不可抗力ではない﹂

し抵抗力のある寒冷﹂と康子力に

選択しうるもっともインフレに賞

瑠欄をみれば︑原子力こそが國の

料金をどのくらい払うのかという

ることは塑璽︒醒力碁蟄者が騒力

市民が原子力についての薄刃を知

四︒ ハールバード氏はさらにh※国

OPECの原油偲上げ発表が粗
昨盗依存している米国北頭部の電
倉︒

子力に依存しているといった並

PHCの原油値上げで原子力の反ストは八一％上舜したが︑原子力
政争がらみの国民投票が行わ

み燃料再処理のキャンセルが︑今

外戦
購臣
住民に約9ドル

フロリダ霜力はこのほどとり家

照嚇された肉類箸が短期闘特定の

鷹㊥離

咽㊥鰯野 謙譲窺麺邸瞭響肉艦顕顧蜜愚

﹁インフレにも強い﹂
発電コスト分析で見解
米ウエスチングハウス︵WH︶社はこのほど︑石抽輸嵐國機構︵OPEC︶が昨隼来決めた

にしてしまう﹂との難解を述べるとともに︑従来から行っていたエネルギー・コスト上界によるイン

う︒しかし︑原芋力を虫力醒源と

力会社は︑特に熊機を感じるだろ

アップするとの発表に關係者は戸

トは九五％も上がった︒これにひ

依存率が一〇％以下の州ではコス

たオーストリアのツベンテンドル

れ︑僅少差で運賑入りが擾哲され

化では最大額︒

料金が纈み込まれて以来︑月鋼変

触点を決めその孚続きを行ってき

3A﹂︵八六年完成予定︑処理能 DO鷺側はオーストリア側の門契 処理契約破藁③核鰍料の売却︑の
約上顎爾抗力の出来甥﹂とし﹁国

の協議では原子力言分羨の語しは

のプレゼント

とめた運転異績をもとに﹁原子力

敵影用に利用されたとしても公衆

り︑企渠が照射技術を利周するか

が受け入れるかどうかは疑問であ

どうかにも疑闘があることから羅

響えを持っていることを明らかに

隊絹の唾罵を認めるべきだ﹂との

した︒

大阪市薦川区亟中煽5−14−19（りクルート新大販第2ヒル

大阪支社

棄楽都新宿鼠西新宿1覇2i（明宝ヒル）〒i60僧（G3）34344日（代

塗土

本

五％原油煽上げによって﹁予想される電力コストの上総は大きく︑インフレと戦う※国の努力をムダ

フレ効累の研究結累から﹁原子力依存痩の酬い州は電力コスト上罪率が依存度の少ない州に比べ約四

年の十二月十七日行われたが・予

〇％少ない﹂との見解を発表︑門原子力こそがインフレに対し抵抗力のある電源﹂と強調した︒

想以上の 鍛 終 的 に は 一 四 ・ 五 ％ も

感いがち ︒ 米 国 も イ ン フ レ が 収 ま

インフレ効粟がはっきり表われて

WH社の分祈によると一九七二

りかけていただけに今年一月一日

くる﹂との兜解を明らかにした︒
きかえ原子力依存率が五〇％以上

より︑電力コストが上司︑インフ
現在︑米国で運転中の七十二基

からの石漉段階式鶯上げ攻勢に

レ︑失業へと不安が勢っている︒

力会社︶を開き︑損憲を鰻小隈に

米原子力麓業会議︵AIF︶のだが︑フランスとの契約破棄交渉

力八膏ナ︶で処理する謝画だった

たが︑﹁核燃料の売却﹂に関して
だけは﹁不司抗力扁の解釈をめぐ

際入札に掛けたい﹂という態同を
＝＝＝髄一＝幽＝一二＝凹一一一一＝冊二二＝一篇＝＝＝＝潔一一■；

なっており成り行きが注躍されて

り※國の同筆を得られないままに

一＝一一一＝＝冨＝＝＝篇暫一一

が︑この量に棚当する分は他の顧

の通商を抑制あるいは報黙約な行

今世紀中に九＋万KW級原発＋基 認したとしても︑台湾測が※国と

一暫頴輔寡＝冊需需用竃＝一

前後を来国から購入するとの見方

動に出るかもしれない一といっ

簾零榊一一一雛画一単＝＝一＝＝＝篇鵠篠＝＝一＝＝＝一一轍一瓢灘

の詑蚕会兇で﹁中鰯は近代化を園

も出てきており︑八○覆むうまで
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工場に建設を予震している﹁UP ︵DO廻︶に学参てしてあったが︑ 続きの中止②COGEMAとの再

一方︑ツベンテンドルフ原発驚

は顧調に進んでいる一方︑米圏と

フ原子力発電駈︵BW逸︑七十二 隼に入り墓本的な命悪に達した︒

を供給しているが︑各州によって

最近の分析でも︑一九七六葬で一

の州では︑コスト上昇は五七％に

罐力に占める原子力の割倉はさま

これに苅しWH社のG・ハールの原発が国の一二〜一三％の磁力
バード動力購業部門社擬は︑今こ

ざま︒バーモント州では七九％︑

の濃縮契約につまずきを冤せてい

抑えるため①継続巾の終認司手

そ原子力についての正しい認識を

KW晴のコストが石細三・五罪︑
る︒

の濃縮ウランは米エネルギ⁝省

持ち︑発鱈コストの低い原子力を
メイン州六五％︑コネティカット
原子力一・五三︒一九七七年では

万四千KW︶の瑠後処理が進行中 二営二十笹沖はラ・アーグ再処理

見幽すべきだとし門魔力会社も注
州覧一二％︑ネブラスカ州五二％︑

とどまっている︒

目していることだが︑輸入石湘に

外交関係樹立が発嚢された約一

指しており︑エネルギー閣発はそ

た点に疑間が集中︒政府筋からは

シュレシンジャー畏窟は北京で

か月前にはシュレシンジャ；・エ

自臨穿義糊で＋纂剛後の発注の異

台湾で※園が濃縮したウランを法

の動きを見てみるとIl

ネルギー雀︵DOE︶長磨を胴長の目標達成の カギ を擬ってい

能性しか見いだせない※圏の原子

中国の一部と兇なし︑欄干の武器
供与を行う﹂としているものの︑

る︒※中の協議購項の主要点は①

律上今後も規制していけるのか︑

密化している︒大統籐は﹁台湾を

台湾が今後どういつだ行動に出て

とするエネルギ1代衷団三十一名

炉メーカーにとっては姻しい誤獅

原子力誹画があると一部では艶て

源の再利用④太陽︑バイオマス︑

のクオシェン原子力発議醗一︑二

シュレシンジャーDO鷺畏官と

畏富は数十億㎡に相当するエネル

風力︑波力の研究⑤高エネルギー

出なかったようだし︑﹁原子力兵
暑機︵BWR︑九＋八万五千K

いる︒

くるか︒また申磯に台湾を上置る

が麟国を訪闇︒シュレシンジャi 石炭野獣②水力発駅所の開発③資

といった点が指摘されている︒

ギー且又ハ1ドウェアと技術の輸

物理︑核物理学︑核融命︑以上の

しかし︑一方では台混で建設中

いることから米産業界にとっては

出の麗込みを手土産に戦国するな

分野で協力や研究を行うことを協

感想から︑原発の必要牲を題視し
WR︑九＋五識千KW︶の行方

猛士は︑躍篠懸饗家に対して︑平

米フ筒リダ捌

ていないとの発方もあるようだ

均的倥銭の十ご月の懸カコストを

爾単発はかなり遅れていた﹂との

に懸念が繊るなど︑さし迫った疑

が︑ここ二〜三悪の中国の原発に

九騨二十六総懸げ︑縫いクリスマ

発注された五︑六番囲の原発︵P

問として産業界の聞ではーー

はオ⁝ストラリアにウラン輸入に

対する動きは濡発︒一九七六黛に

ス・プレゼントになった﹂と発表

一︑国際的儲款の経験のない中

した︒

国がエネルギー開発協力の兇源り

に︑薦独︑イタリア︑フランスに

関する使節団を送ったのを皮切

岡電力のスポークスマンはクリ

としてどういつだ形で支払いを行

軽水炉購入で調査國を送るなど︑

スタル・リバー原子力発電所の

うのか︒

昨奪の人蔑大食で決められた近代

ている︒岡発難所は膨理のため運

利罵により料金が安くなったとし

一︑米国業界は台湾との契約が
キャンセルされず中国からも受注

化を達成するための原動力の一つ

転を中止していたが昨葎九月に再

が出来るか︒

いているようだ︒

として原発の灘入にも二極的に鋤

一︑来濁が中国と台湾において
商業渡動を行うことを中鰯側が黙

⑭スライドバルブ⑱バイトン／ポリイミト㍉ハノレフ

㈱・モレキュラー・ンーウを硬用
國曇空フランジ・フィッテング
⑭コンフラノト・フランン各種
㈱副誹翅ノ｝日空フィソティンク各種

ンタル表i承タイプもありま曳）

て作動闘始⑭IR王00鍛受笙1のポンプー魚一9
翻油一輪ポンプ
⑭2インチより35インチまで各種

醗爽空パルプ

⑳ユニーークなMml T1−Ball
睡ソープション・求ンプ

カソード型真2｝二｝…【各秤⑭隔離∫翼空消（ディ

醗イオン・ポンプ
㈱2〃s〜1000尼／sまで各挿｛齢50ミクロンに

璽爽空翫

ダクタンス
幽サブリ一一ション・ポンプ

素イ〈要盈目もあります（936−70型〉

撒躰総腱店
盤票摂しσ卜駆ア樵試鍛櫨

DMSIO

〜夙醗AN〜《CUUM

⑱

とも成りかねなくなってきた︒

中国のエネルギー政策に興味を持

ど︑中国の近代化に協力する方向

ちながらも熱海がずでに発注した

W︶や※ウエスチングハウス社に 雛の閲発に引換え原子力の平狽利

原発をキャンセルするのでは⁝⁝

議した扁としているが︑一部門は

は198等隼亭定だが

で壁体的な動きが出てきた︒

原発1号機薦圧力窓器。運閥

などの憶測が飛交っているQ三思

据付けが待たれるクオシェン

国

に中国を訪問して以来︑来圏と中

国の関係は臼増に親密度を増して

きていたが︑昨蕉±薄五笛にカ
ーター大統 領 が 米 中 の 歴 史 的 な 外
交関係樹立を発表した︒※中間に

予想以上の ス ピ ー ド で 両 国 闇 は 緊

は三十無間 の 空 白 が あ っ た も の の

騨◎「野撫

力

原

台湾のキャンセルを懸念

ニクソン 潮 大 統 領 が 一 九 七 二 年

中国の発注に期待

米

⑭曲拡散ポンプとの組合せでの高いコン

㈱ワンタノチ・オペレーション⑭幅広い測定
範囲⑬ワンタンチ・メンテナンス⑭液体窒

米WH社

一

米申外交関係樹立で原子力進展か

翻バソフル・トラップ

醗ヘリウム・り一ク・デfテクター

ツベンテン
ドルフ原発
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立地問題解決に重点
頻瀬野自主技術開発で成果
科学技術庁はこのほど昭和五十旧年原子力年報︵白遡︶をとりまとめた︒年報は新行政体制のス
タートを機に二十二鎌間の原華自制瞬会の活動をふりかえり﹁反省すべき点もみられるが︑ほぼ当初
の国罠の期待に憾える役翻をガたしてきた﹂と評価したあと︑①軽水炉の再入は適切だったが︑籔初

馴︑
や膝蓋性実舐試験が進み︑改良・

どから自盛捜術の確立が選成され

標雌化など軽水炉定魑化の努力な

つつある﹂とその成禦を評価︑ま
た核燃料サイクル部門でも﹁経済

策努力により﹁今臼では昭和六十

姓﹂と﹁密残塁﹂を繭心としだ政

五無ころまでに必要な天然ウラ
ン︑濃縮︒蕩処理役務櫨は確保さ
れており︑これが米との再処理交

が囲主性にもとづいた至極的な主

渉・INFCEの場などでわが国

出を行っていきたい﹂と指摘︒

力を呼びかけた︒

一科学技術庁長蟹は﹁科学技術

つづいてあいさつにたった金子

確保が不酸欠であり︑この点に

運︑五十て五十二蕎年度は科学

験研究を鐙ねているが︑これに

縛入りしたが︑それと引き換え

十二月には︑福鵬二署が新たに

㎜用率憂心ニ︒一％だった︒

正書に戦列復帰する覧込み︒

は二月上旬には官庁検査を終え

発露を魯題した︒一月下旬ある

運転に入り︑約一鋸三か月ぶり

ほど終了・十二月二十田より調

六八・七％︶︑伊方︵六七・一

︶︑藁灘︵六九・九％︶︑敦賀

七三・七％︶︑島根︵七〇・四

︑それ以外の原子炉でも︑玄海

れも好調なすべりだしを晃せた

治的な間題が崖てくるのはさけ

のに対し同擾蜜は﹁ここ数無園

隈に留める必要がある扁と述べ

いくために敵治朗介入は必襲澱

長が﹁安定的な購給関係を保っ

田麗朗沼本エネルギー経済研究

の通り報告会を開く︒謬加鷲は

麹町の食糧金船で別表プログラ

九田午前十時から間諜︒千代繊

究の成粟がまとまったため一月

横討を進めた︒岡協会はこれら

分科会︵阪田虚弘霊査︶で技徳

蟹分科会︵井上頼輝霊齎︶︑縄

おります。

記

確儒する﹂と述べ︑新行政への協

巌

廃棄物処理処分

一鴛鴛臼︑食糧会館で：

で成果報告会

原子力発電相等から発生する放

原子力安全研究心象はかねてよ

実纏だった一昨黛に銘べて大輻

に対し岡長蜜は﹁セーフガード

分な配慮が二三だ漏と指摘︒こ

同三攣の定検が終了したこと︑

︶︑臥龍浜二警︵穴四・○％︶︑

れないが︑できるだけ民闇交渉

編集・エネルギーを考える会
発行・ジャパンニュクリエイト
すてにこ承知のことと存じますが、装丁帳はダイアリー、エネルギー閃
機関の名簿、資料の内容て編集されています。
1977年から発轟いたしておりますか、関係各方面より好評をいたデいて

眠本原子力産業会議主催の新無
名鯛交換会が五瞬午後︑索京・芝

の東束プリンスホテルで開かれ
た︒︵鐸写翼︶

い︒総理にもより一魑原早力の重

庁を横騒擾な役駈にしていきた

擾は原子力関係蕎ら八衝犠を超す

かけていきたい﹂と所僑を離婁︒

要性を理解してもらうように働き

会場では︑まず藤沢広巳原盤会

ち﹁わが国は昨隼のうちに魔界第

の役翻を粟たしわが国の原子力平

にはアクセル︑ときにはブレーキ

﹁両婁員会は輿の艶艶としてとき

濠た吹田徳雄原子力安金婁鍋長も

滲翠蔓を前に隼顧のあいさつに立

二の原発国になった︒しかし︑国

おり︑一書大きな決断を要する仕

際構勢は依然厳しい状態が続いて

禦が瞑前に控えている﹂と指摘︑

農協会長の膏頭で乾杯︑凝しい門

と述べた︒このあと矢部知慰夫全

﹁こうしたなかでわが国の原子力 和利期を健全に育てていきたい﹂

行政は今國の改革により第二の夜

にわが国が鰻も効率的な原子力開 繊を祝った︒

明けを迎えだ︒この新体制のもと

発の墓嵐線を抵遥していくものと

ン磯縮瑠業についても門鰻終話

オーストラリア︒ウラン輸出局

向上︑稼働率の低迷状態から磯

た十一月に欝藁運転を始めたば

昨隼一鋸間の軍扇聴聞稼働瀧と

聯目する﹂と指摘︑また共同ウ

手帳係

ネルギーを考える会

いております。

TE三L O3−504−O195
薩接氷社いた・いてもお渡しできます。

た送料は当方で負孤させていたず

100千代日ヨ区内索町2一ト6日比谷会館

だし、100部以士お買トげの場合は

込み先

980円（送料200円）

から蜜全研究︑霞主型姫の開発を一騒進めておくべきだった②当面の鰻大課題は立地問題であり︑今

後きめ細かい対策を鵜める③新行政体制にもとづいて昭稲六十五隼六千方KWの霞標遣成に全力をつ

は各國の樋勢にもとづいて行

二＝桝閏聞一＝＝輔一一＝＝咀＝一旧＝謄＝＝＝＝護冊＝閏二二＝七一麗一累榊＝冊＝一一＝一＝嵩冒一﹁補一＝謄罵一一＝冊＝一＝胴扁扁鱒鱒繍扁コ＝一噂需鼎一＝＝＝轄＝＝＝噌一＝一＝層一一一輔＝■繋

わたって緊麿な関係にある︒と

∴鼈黶｡一騨一＝雪一噂胃＝■一冊＝瓢＝■層一一扁■襯＝儒＝鱒＝一圏一一＝岡田榊

にウラン資源を海外に籔存して

張を腿暮する襲付けとなってい

た﹂と述べながらも︑立地潤題

くす一⁝などの蕎え方を明らかにしている︒

ついて﹁原発立地は少なからぬ

また︑新型炉開発についても

る﹂と強調している︒

準に達していると富己評解して

炉がまだ輔出詳論となっていない

︑西独など先進圏と三岡しうる

現状を考えれば︑国内纂盤の強

﹂と述べた︒

影響を与えるような原子力施設の

る日本のオーストラリアに対す

一戸は発生しておらず︑発醗分野

期待は大きい﹂とあいさつ︒こ

今回の年報はわが國原子力行敢

延を招いており︑今後ともこの

が行政改革により二十二年ぶりに

向は変らないと見込まれるため

︑鹿児島興川内寵で瑚内一︑二

ては﹁燭厩の支持が得られるよ

・

る︒

1

り1引きさせていた・

﹁当初計爾から遅れを蛋じている

機の建設を手がけており︑玄海

R・S・リビングストン擾蜜と らに歳出政策の敷治的側面につ

に慣遜に進めているが︑畷境問

・：

こうしたなかで昭租五十三駕の

に対しリビングストン長里は

二月二十五賑年前︑佐翼凝庁に

︑四暑はこれらに次ぐ毒忌とし

産関係蕎との懇談会が︑＋臼︑

安櫨

ものの﹃常陽﹄﹃ふげん﹄とも命

ている﹂と抵摘︑このため国と

地悶題が墨颪の鍛大の宝蔵とな

化︑日本型炉の研究開発に皐くか

子力樋勢については﹁新原子力

ら駁り総むべきだったと反撃して

政がスタートした癒期的な矩だ

で原子力利罵の本格化︑幽霊技術

題の成歯をあげつつある稀と捲

開発が進展した扁と指摘︑こうし

摘︑賜遼増殖炉については米︑ソ

しかし︑それ以後は﹁安価研究

れまでの原子力行政の経緯をふり
いる︒

新スタートをきったのを機に︑こ

たことから﹁総じてみれば委醗会

田薩知顎を訪ね︑玄海原子力発

五︑六番圏の原発︒出力は玄海

︑原論民需題にはメドがつき労

いる扁と述べた︒

．

は当初の国民の期待に応えうる役

垂垂をもつており︑消照蓄︑生

醗州は繊界のウラン議場に対し

かえり︑これまでの闇題点を摘

蕎双方に受け入れられるウラン

所三︑四層機の贈設について協

発が各五十五万九千KW︑川内 象︒赤坂のホテル・オークラで

ギー禦悩は十分認識しており︑

定を計堕している︒欝本のエネ

ラン輸鵬のためのガイドライン

後の輸出政籏について門卸量︑

基本的な方針を説明したあと︑

趨に簸講の努力をつくしたい﹂

地政策の抵進のために一罪の努

︒

を払う必慶があると強調してい

元との恵思の疎通ときめ細かい

備に滋たりたい警え︒六十五︑

一旦駕の箆業運転騰始をめざ
︒総工鷲約七千億円が覧込まれ
いる︒

を要請した︒

発が各八十九万KWであり︑こ かれた︒同氏は町並ウラン輸出

契約の構神を懸干した愈理的な

岡社謝画によると︑玄灘蕊︑瑚

藁輸出局畏買と原薩が懇談

ランの安定
給に全力

るよう地元了解のとりつけと諸

の語源開発調整審議会に上程で

出︑これにもとづいて今後の縢題

潤または秘」

聞
る︒

海

ます。

割を興たしてきた﹂と騨価してい

報惣は︑まずこれまでの原子力

海原発増設で
元に協力要請

根伊
方玄

A

価1部

を明らかにしているのが特色︒

このうち﹁反省すべき点﹂とし

2誌
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て軽水炉灘入嶺蒔のわが国の耐一

〃

行（財）放射線照射振興協会

行った決定や描進してきた施策は

@

B5判・2，000円（限定版）・〒：160円

蚕麗会の歩みについて﹁婁魔会が

浜1

業

@

考召として計測技術に役立つ良書です。

ことは適切だった﹂と述べたあと

@〃

れたものて、線量言1測のテキ・ストとして、また

州電力は玄海一︑二弩機のぽ

機は佐賀興康松浦郡玄海購︑運

問題についても巖近好転してき
して来臨したもの︒

策に関する世界南堀調董の

環
蜘︑玄海三︑四曙機は岡社とし

性固体麗棄物の処理処分につい

初の蔚万KW級長になる︒

轡機︑建設中の二慰機に

な契約のあり方について﹁綱要

一〇％義肢上回った︒

に脱漏した︒昨年新たに戦列入

左命正雄委員撰︶を設け調査︒

検のため運転を惨止していた浜

昭和五牽二年九月二十五日以来

りの索海第二と浜閾二階が共に

浜二罵︵六〇︒八％︶がほぼ順

千円︑会場でも受けつける︒
な遡転詑録を志した︒

三％と五部︒八％で︑簸悪の運

均設備利周率は︑それぞれ六一

単均設備利期率は十一月の実繍

調だっただめ︑軍均騰間稼働率

ベル放射性麗爽物を対象とした

@〃

3凸

ぞれ学問的な立場から各計瀾技術について執筆

飯隅敏哲）

また︑山口線則鴎電社長は翼体

講映①「範囲分科会の話動」 （li揮 阪田3tし弘）
⑤「区分管列…画かりの験、lj σlil研 占粥芳和）

懇談ではまず河△口蝿購日本鉱業

申の

セノノコ〆Σ1「放殿帰路彙物の範囲（卜隈値1購
醐化」

談役が﹁田獲両麟は広範な分野

③「又人保管体について」 〈Rl協全・購田宙1・D
①「女全朝の考凡ゐ認 （租人 森沢真輔｝

﹁圃慾廃褻物処理処分委澱会﹂

、翫画①「保答分科全の犠動」 （珠玉・月｛頼縫｝
②「搬試について」 （東窺・船 締眉凝1）

タイミングにあったウラン購入

安脇・成果報欝会プ臼グラム

術庁からの受託研究として低中

2

11

から、現在これらの計測に関するガイト膿iは、
なはだ少ない。本曲｝は、斯界の大家たちが、そ

里
一原産が新年名刺交換郷

面から時間のかかるプロセス

〃

@

線量測定には、なお多くの技術的な問題を抱え

新行政スタート祝う一
した東海第一一︵昨年の設備利用

@
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新原子力行政のスタートとともに甥を開けた一九七九年︒が︑国際的には核不拡散問題をめ

味を持たされるものと言うべきで

一九八○隼は一九七九年よりまた

あろう◎だからこそ私は︑圏頭に

組まなければならないのである︒

のないところであり︑前述のわが

ればならない立場に︑今や日本は

か︑INFCEの収拾ぶりが︑こ

に方向づけるかということこそ︑

れらの二国間交渉の行くえをいか

繭慶したとおり問題の核心なので

○年五月越はジュネーブで核兵器

ある︒それだけではない︒一九八

不拡散条約︵NP㌍︶の第二園再

いる︒INFC冠での技術的検討

て︑各作業部会にとって︑今琿当

まず政策の
目標明示を．

資源の簸有効利用の冤地から︑軽

研究開発に使用するだけでなく︑

基華の確立にイニシアティブをと

あるとの認識に立って︑正趨性の

ることは国際社会にとって危険で

ころで同様の敵策目標が遍求され

て二月には︑日米願力協定改定の

力協定交渉も本番を迎える︒そし

通常国会で審議される︒新臼擬協

は︑まず薪日艇原子力協力協定が

い︒その閤︑二国間の問題として

開発遜上国との関係で決定的な重

かに決麓させるかについて︑特に

Eの技術的検討結果を政治的にい

回NPT再検討会議は︑INFC

二国間交渉の継続と並行してその

側薫要国間の関係では︑問題は・

要性を持つこととなろう︒他方西

らなければならない︒さらに︑こ

これらは︑わが国の原子力開発

回交渉が開始される︒

水炉へも再利用したい考えだ︒

ための第

駕のサミット会談に収救されてい

のような基甥に會致しない国︵小

についてはすでに第一回の擾触が

疑問をさしはさむ余地のない政策

持たれたが︑交渉は長期化せざる

の立場のみから考えれば︑全く

っての必要は何かを明らかにし︑

備の樽想にもそれなりの理解を持

来間の禽悪は︑半年間門鋤延擬さ

運転に関する一九七七年九月の日

ない︒黒海再処理施設の二年間の

にはいかないのである︒

の段階から序々ド予備的な検討の

半煮の還転に関する斎米交渉の開

れる方向で動いているので︑ご銀

承欝は内外の原子力閣発政策︑

ットブック﹂を刊行︑発売中︒

ど昭和五十三隼版﹁原子力ポケ

日本原子力産業会議はこのほ

原子力ポケット
ブックを発売申
ー締鯖であるとさえ憲えるこれら

段階へと移行して行く蕉として童

利周のあれこれなどふんだんに

トープ廃棄物／食品照射／原子力予算／諸外国の基礎研究

立たされているのである︒

・80年鶴見通
した対応必要
今後

ぐる各国間の接触は︑一九七九蕉

な場として︑国際原子力問題をめ

初は︑報告講作成のための最終作
対応策・

その必要に応ずる手段を講ずるこ

米国とユーラトムとの協定改定

不拡散問題との絡みで︑これを国

目標であろう︒しかし︑まさに核

規模工業国︑小規模発電鰯︶にと

目標を明らかにすることが必饗と

そこで︑ここにわれわれの政策

なってくる︒私の理解する限り︑

われわれは︑一九七九年を越え

たなければなるまい︒一九七九年

髄用済み燃料がパイル︒アップす

の政策目標を︑そのままの形で・

始は︑一九七九年末頃となること

／日本の原子力第一船「むつ」／アイソトープの流通／アイソ

今年のINFCE伶業終盤戦にあ
取る一員として︑全く反論の余地

しか実行し得ないし︑また実得す

国際祉会の要講と調和しうる形で

べきでもないであろう︒わが国の

国自体の政策目標は︑このような

にとらわれることなく長期的戦略

政策囲標がわが国のエネルギー・

その態味で︑われわれにもつとも

に基づいてこの作業と取緯まなけ

必要なことは︑國先きの問題だけ

ればならないということであると

当であることを証明できなければ

が︑その数か月後に開かれる第二

は︑一九八○年二月に終了する

ぐる流動的な滴勢から籔然脱しきっていない︒すでに中盤戦に入ったINFCE︑今琿二月に
さらに重大な年になると︑鬼が笑
う翠霞をもっていることも忘れて

らかにパッケージ・ディールとい

を通じ活発化していくに違いな

このように︑王NFCEを室要
検討会議が開かれることとなって

も交渉入りが予定される日米原子力協定改定などはいずれもわが国是來の原子力開発に大きな
うようなことを肥したわけである

が・岡様な客観的正当性のないと

ならないことは誘うまでもない

思う︒もともと︑INFCEはセ
明キュリティ上疑念の余地なく正

影響を与えかねない璽要な問題ばかりだ︒こうしたなかで今奪の国際嫡勢はどう動くのか︒一
はならない︒

原子力利用を両立させる方途を探

業という︑もっとも璽要な段階に

は︑縛来の政治折衝を腕みっつ︑

が︑いずれにしても︑われわれ

でいる︒これが核燃料サイクル再

評価︵INFCE︶作業である︒
入る︒ついで︑津浪業部会からの

求するための技術的検討に取組ん

る外務雀科学技術審識量の矢田部駆彦氏をわずらわし原子力をめぐる国際檎勢の先行きなどを

九八O年代へつなぐ新国際横序は見い出しうるのか︒今回は国際外交の巖前線で要目されてい

展輸していただいた︒

⁝政治交渉の基⁝

一画となる報告
する作業が始まる︒そしてこの作

一昨年秋に始まったこの国際的作 報告欝を技術調整委員会で集大成
業は︑すでに四百種︑八千台にの

1NFCε
国際原子力問題にとって一九七

くに違いない︒斯くして︑いま・

国際的棚互依存関係が濾すます強

は︑これらの欄想が︑アイディア

︒ユーラトム間ほどの問題がある て︑一九八O年を兇つめないわけ

を得ないであろう︒臼楽間には米

とにも協力しなければならない︒

わが国は︑まず資源に乏しい大工

際的にみた場合︑間題はにわかに

業結果をまとめだ調整委員会報舘

その愈味で国際核燃料銀行樋想

ーラトム交渉と無縁であるわけが

わけではないが︑同時に︑米・ユ

謡は︑一九八O薙二月に予定され

の検討には登極的に参許すべきで

ぼる作業文翻を作成した︒各国の

複雑化する︒ここに国際社会で生

あるし︑国際使罵済み燃料貯蔵設

協力によってこれだけ彪大な作業

るINFCE最終総会に提出さ業
れ国としてのエネルギー︒セキュ

もよいであろう︒雷い換えれば︑

きることの難しさがあると醤って

なかっだ︒なかでも来臨新核不拡

務需要の少くとも相帯部分を︑一

は︑彪大なINFCE作業全体定
の賭点において霞給できるだけの

ては︑本来わが国翻体のエネルギ

まっていく現在の国際社会におい

の結論が参加国政麿を拘束するも

ることによって原子力発電が髄約

が予想される︒これらの一逮の二

る︒また︑わが国は︑発電炉の
いのである︒もち論︑INFCいE

クリームであると言って蓬支えな

独自の濃縮能力の保有を屋指して

かに起草するかということが︑実

ることになるが︑この報告書をい

リティ上︑わが国のウラン濃縮役

八隼は決して波乱の少ない年では

敬法の成立は︑原子力史の無表に
忘れることのできない出来甥とす
ら謬ってよい︒それにもかかわら
ず︑私は︑いま︑多軸多端であっ
た一九七八年をふりかえって感概
にふけるという気持にはどうして

もなれないでいる︒それにして
のではないということは謡うまで

のエネルギー︒セキュリティの必

璽である︒大工業国としての独自

裏／畢位換算表／各種のエネルギーの発勲蛾／原子力年表

絶賛発売中〃

日本原子力産業会議

聞

読
は︑われわれが迎えようとしてい

不可能であるとさえ講ってよいの

かつ無条件に実施することは酷︑

する多数国の場の協議と無縁でな

国間の交渉がINFCEを申心と盛り込んだ総懸データ隻︒

されることを避けるため︑これを

うな大工業国︑いわば︑来ソに次

要を霊謝する以上︑まさにそのよ

罵処理する能力の確立︑および︑

である︒すなわち︑新濃縮能力︑

署名発効）
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これと並行しての英仏への薄処理
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の各種炉型の比較／核融合の研究状況／主要核融合実験装
置／世界の主な改良舶用炉の要昌／原子力商船の運航案績

制／核燃村サイクルの許認可／安全研究計画一覧／lGR

た結論がでるかさえ糊しく疑問で

用

ﾔ
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22

子力問題は︑二大な局錘にさしか

がそうであるような岡床異夢的︑

換

騨洞導

あるQ恐らくは多くの外交的文欝

しない︒各国は︑それぞれの立場

紛保障措置の適

㈲保障惜隈の趨

ゆ管轄外移転の

かりつつある︒つまり一九七九隼

として位躍づけなければならな

るかもしれない︒少数恵見も明記

玉虫色の表鏡に終始することとな

が行われたという口塞圏体がすで

から︑報告騰案の起草ぶりには巖

＊は改走議定5；の内魯を示す。

は︑まさにその璽大な周面の序盤

い︒そこで︑そのような年の鴨頭
に嶺たって︑一九七九琿における

ている ︒ に も 拘 ら ず ︑ 1 翼 F C E

されなければならないこととなっ

に原子力の歴史上画期的なことで

20％以季のものて

農縮共1藤業に
ラ／
の移転

管斜走
（47 9

20

てみることとしたい︒

ら核不拡散闇題である︒国際聡係

あると講って差糞えないであろ

用

滅され 2供給限度わく
騰揮濃議ウラ／

国際原子力問題のゆくえを展馴し

の安定と平和の維持のためにどう

うことの鐙要性はいささかも減少

報告霞がいかに起草されるかとい

しても確保しなければならない核

う︒それだけでも︑この﹁INF大の外交的努力を傾けるであろ

用

た1たる

著名発効）

署名発効）

署名発効）

31丁為の灘1
換

トニウム、駒贈

天餓ウラノ フルト 大部ウラ／の人丁、
ニウムの人亨およひ ウラノの探鉱開発穿
ウラ／の夢嗣探鉱ウ
ウラ／精鉱の供給
i研先炉、動力炉、 動力炉、天銭ウラ〆
濃諺ウラ／、プル 等の供給

制限
禁11＊

科学技術庁原子力局監修

原子力研究開発利用長期計画／動燃二業団の鋤力炉開発業
務に関する第二次基本欝画／原子力行政体潮／安全審査体

亀】1限

闇の移転
に銀雪

②公嚇慧報の交
供

（1｝あらゆる施黄

lAEAに移管

聞題の中心は︑当然のことなが

不拡散と︑主要な代替エネルギー

いない︒しかし現実には︑INF翼に璽要な局薗︑すなわち︑国際

的検討結果は︑その後に来るべき

ペディアに残ることとなったに違
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研究協力等
協力関係

源としての原子力利用とを両立さ

の原子力の役割が消滅しない限

基本命題は︑エネルギー源として

終えたに過ぎないのである︒IN 礎となるものだからである︒伝い

㈲楓障措演の適

縮の制限＊

〔5｝管轄外移転の
購限
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鱒樹醗利用の
のi雛牲、適合

惚ま保証しない

（4｝「認められた葡

聞の移転

施設、情報＊
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ω公醐情報の交

特別の鼻翼を規
〔3｝情報、資材等
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〔1｝鞠1的目的
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の協力
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び利用について
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ゆ難題、施設の

施設等の供冶

③梅糠の櫛云
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2協力の条件
（1｝核物質（特殊
像証
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2協力の粂暫
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せなければならないという︑この

り︑二十一世紀に向かって︑今後

FCEの八作業部会は︑今無五月換えれば︑INFCEの結論は︑
決して終着駅ではない︒むしろ本

ひきつづき国際政治上の三面な課
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讐名日

日豪原子力協定
照ム厚子力協定
臼力獅子力協定
艮英原子力協定
日木障子力協定
協定名

調秘ある外交政策を

（6）

第959号
（第三種郵便物認可）

会

子

昭和54年1月11B

一華960号一
昭和54年1月18臼
蓋遡木魍呂随行

購腕料1離分前金魂50◎円

1部IOO円（送料共〉

お

連続試験遅転にメド

5MWヘリ
ウムループ
工業が建設を担嶺し︑昨隼秋に完

らし運転

月一購には

な

で試験曲ながら千度C

たなかで昨奪士

︒五MWヘリウムテストループで︑攣ければ今月中にも︑摂氏千度︑四十気圧の遮続運転にはいる発 成︑試運転に入っていたQこうし

通薩省工業技術院は︑瞬の大型プ撫ジエクト﹁高給還元ガス利用による顧接製鉄﹂のカギを著る一

通しとなった︒同装麗は多目的蕩湿ガス炉の隅灘を疇接製鉄システムへ伝達する熱交換性を実籠する

熱を受

度C四十気圧の塾主運転実験に入

なことから曝ければ今月中にも千

研のOGL⁝1で率度の趨紙配転に成功しており︑今國の千度の熱伝憩実験により︑わが鰹の直接製 を達成︑その後運転の経過も順調

が達成されており︑残る

もとにダブルチェックの墓本的な

03−357−2151

定周位元素を使って秋田県・尾去

る︒原子力環塊整備センターが安

には五千四百万円をこれに投入す

託調整を進めており︑五十四年渡

陸地処分試験計画も三年針醐の委

海洋処分謝画と並んで安全局は

になる兇悪し︒

いる関係上︑投藁は五十認銀慶末

・翼EAに報告する建前になって

ているが︑実施一隼潮にOECD

原子力部

隼度から来年度にかけ中間熱交換

ヘリウム中不純物除鎌装縢︑駆急

器︑ヘリウム︒サーキュレータ︑

を行い︑颪接製鉄にメドをつけて

遮断弁などについて露点的な実験

原子力蔭接製鉄は︑現在鉄鋼榮

いく警え︒

源の原子刀への切り換えが司能と

が使用している膨大なエネルギー

なるため︑化石燃料の大幡な筋約
となるうえ︑全システムがクロー
ズドサイクル化されるため大気汚

色︒パイロット・プラントの二十

一方︑新型炉や研究炉の

審董指針を策定する方針︒

染公憲対策薩でも袴利なのが特

五分の一程度の規横の爽験を行う

制と︑廃毒物︑保瞳描灘など横断

腿規

第一期謝爾のカギを握る中細勲交
換羅︑水難気改質装躍︑ピッチガ

的政策の展開を担う原子力安全局

上している︒このうち青碧至尊業

は︑安盒行政に五億七千万円を計
を撹嶺している原研でも昨秋︑多

務が煕趨⁝六千万円で︑核物質管理

供給国

営的高温ガス炉の工学的試験を行

センターに委託して行う保瞳描麟

っている段階︒一方︑

ス化装躍はいずれも本格実験に入

う蔦濃工学研究棟を完成︑大型構

毒新憂冷熱

利用は実証へ向け大きな山場を迎

年獲にかけわが圏の原子力多国的

に一億照千万円となっている︒

する核物質在英状況藁務報儀など

物安全対策に必要な経躍として二
億九千万円を兇込んでいる◎この

上︒投藁船は蕪千ナ級のチャータ

曲海洋処分の実施に

理に窩永一郎原研大洗研究駈長︑

は金艮に都嗣泰正東大教授︑岡代

れにより圃雀の発露炉安金規制体

行政機構の拡充整備とあわせこ

技術庁原子力安金局猿子炉規制課

井幸悟︑若狭将治︵いずれも科学

付で統頽安金審蛮富に野鶴進︑奥

長補佐︶吉沢均︒岡雀は一月四臼

窟︵工業技術院総務部研究業務課

子力発電安全審査課統楯鱗金審査

薇源エネルギー避難溢購業部原

▽通報衛人謬︵一月十六臼付︶

する見糊し︒

フ構成で︑四月一三にもスタート

を詰めるが︑十数人程度のスタッ

子力課の所鎌業務︑人麟など詳細

れることになる︒同省は今後︑原

渠務が切り離されて岡諜に移管さ

科学課で取扱っていた原争力関運

められたもので︑これまで国連局

っている現状から同課の設鷹が認

え︑原子力騨従課の必要性が醐ま

務璽もこれに伴って飛躍的に増

々贈大し︑外務省の原畢力関運業

原子力問題への対慮の璽要性が年

︵INFCE︶をはじめ国際的な

立を遜る国際核燃料サイクル評価

原子力軍聯利嗣と核不拡散の両

ことが決まった︒

務雀国運局に原子力課を新設する

昭和五十四年度の予鎌折衝で外

外務省に原子力
課の新設決まる

デルの適性を調べる陽画︒

からの拡散箋験を行い安全騨価モ

どに一算六千万円︑IAEAに対
沢で地中でのコンクリート保母壁

造機盟実証試験ル1プ建設のため 分析駈のウラン分析機器の整備な

総合エンジニアリング

これで続騰安全霧鍵盤は懸人︒

ト

〆

試験・研二究施設

安全審査官︶三瀬を発令しており

Q

画期的装羅で︑石川鵬播磨箆累世が建設︑昨秋から遡転試験に入っていたもの︒熟供給については原

その実瑚のカギを握るのがヘリ

鉄研究は実証へ向け大きな山場を迎えることになる︒

原子力臨接製鉄技術研究開発計
画は醗の大型プロジェクトとして

ウムによる千度C四十気圧条件下 ける側4の千慶C四十提督による れる毘通しとなったもの︒一・五

実験に成功すればわが国は慮擾製

一・五MWのヘリウムテストル リウム熱交換実験は蔚例がなく︑

えることになる︒

MWクラスの千度C四乎気圧のヘの曝備が進められてきており︑来

での実験︒このうち︑

Oプは︑この 黙を受ける側 の
十MW多囲的高温ガス炉に譲続す すでにJMTR内に設麗されたー

鉄の爽証へ岡け大きな雛一崩を踏

うち婁託蟹として低レベル放射性

実験が急がれていた︒

十五企漿︸國体が一体となって現
側となる高灘ガス炉については︑

GL⁝1の多彩並置温ガス炉縮燃難題熟交換システムの聡倉的試験

み出すことになる︒工技院では寝

廃粟物の曲者投藁船の改造と試験

熱供給

在原研に建設が予定されている五

るトータル︒システムを完成︑昭

料試験で出口灘度千日C瞬十気圧 を行う盛期的装鷹◎石川謝播磨墾

による公醐シンポジウムは蜜金政

また原畢力安全局は放射性麗難

箱六十田代に酉五十ジ／日程度の

策に関する世柄をテーマに隼二國

鞍接製鉄を匿おうとするもの︒ま

万円︑昏蒙九千万円および十簿六

射能調葦研究でそれぞれ七懸八千

の開催を駆込んでいる︒一方・安

︸億円を計
全基準策定のための調査は①放射
安全行政のうち︑原子力安全整

千万円が計上されている︒

ー船にクレーン設備などを取りつ

ﾀ全行政展開にa億円

54年度
畢算築

廃棄物無策など強化

次系ヘリウムを

ず︑高温ガス炉から供給される千

度C四十気圧の
中無熱交換器で九醤二十五慶C四

十五気圧の二次系ヘリウムに伝

けて改造する︒安金周では︑水産

選︑この高灘を利用して薩譲製鉄

の賜金墓思議③核燃料サイクル施

業界などの同愈を取りつけたうえ

線装備機器籔理墾準②噺型動力炉

設安全墓準④核燃料物質心置の安

このうち新規鶴舞は︑公開シンポ

原子刀燧金規制行政の展開のた

ジウム酉五十万円と安全璽準策定

で千葉県・館山藥南策約九箔謎綴

磁会関係の経費は二懸一千万円︒

め︑科学技術庁原子刀止金局は︑

原子力安金園が十七臼明らかに

のB処分候補海城で投棄を予定し

た︒

に必要な還元ガスをまず作り出し

昭和五十四薙度の同周予籔に醜重

曇評価墓誌の四件で︑委託して行

些事傑に万盒を期すことになっ

シャフト炉で鉄鉱石とまぜ命わせ

うQ安全委員会はこれらの調董を

聞会は定例的に毎月一園の頻慶で

のための調蛋︵委託︶など安全確保

開催︑安全霧糞讐審蚕に当たる震

した距要施策は大別すると①聯奏

くなった﹂などとし︑協力褻講が

え︒同嗣︑聯門分野別に︑墓本設

度から昼餐八千万円︑一四・八％

あった後︑逢坂麟一原子力発揮安

計額闇会は施設︑地盤耐睡︑鄭象

等顯聞会は機器︑核黙︑放射線蟹

金審戴課畏から額間会の制獲と役

般とその流れ簿について︑それぞ

課罠から感喜雀の安全規制行欧全

理の三部会と燃料グループをそれ

蹴︑陶準﹁郎原子力発臨安金管理

も従来の二十七人から八十九人

逓藻省は十七田午後︑爽票・虎描えた三顯聞鼓で構成︑メンバー

れ概説︒つづいて三顧問会が別個

これら部会の騰催は隔遍一回がペ

ぞれ下部纒織として設麗したが︑

難装い新たにスタート

会長に都甲武ら互選
@

の門の縷由会館で︑爽瞬発隔意誼

︵雛任があり実数は六十三入︶に

に会台︑金風互選と今後の審議ス

︒放射線管理の三部会︑運賦管理

認灘に係わる技術上の譜問題を調

ケジュール等について検討した

掌裡規制行政の一転化で通鷹雀変更等許認司︑遜転属理等顯騰会

制はほぼ整い軌通に盛ったわけで

会﹂の初鷹禽を開催︑新しい発窺

が新しく悪用発電炉の安全撚蕉箸は燃料体の設計︑定量と各獺トラ

還転管理響顧問会︵二十八人︶は

現在安全審萱が串講中の高浜蕊・

ースQ

を一手所撃することになったのにブルに伴う技術上の諸問題を担嶺

会長に欝木成文藥工大教授︑同代

四響︑福覇第二原発益・四屠︑川

が︑基本設謝融問象︵四十五人︶

伴い︑従来の離間貧を拡充︑装いする︒

理に武谷潤島原観動力炉開発安全

内二署︑浜岡二号に近く串講予窺

等規制法に鑓つく原子燐の設羅︑

圃磁の初会愈ではまず岡三資源

の轟轟二母を加えた五地点七纂を

炉行敵を眺逆に粟せた︒

新たに再出発させたもの︒同再認

会︵十六人︶は会歌に小堀二二五

エネルギー庁の兜薫勝瞳審議露か 性研究管理部鍵︑建築物構造顧間

いくことになる︒

当面の対象に許認司行政を進めて

ら規制行政一貫化に伴うこれまで

鼠は従来からあったh運転管理等

大教授︑同代理に榎並昭遡江教授

顯間会縣と蓉門委鍛金を格上げ改

がそれぞれ厳選︑懸名された︒顯

三菱金羅株式会社
三菱躍機株式会社
三菱商事株式会社
三菱原子燃料株式会社

高速増殖炉プラント

核燃料サイクル関連設備

称した門建築物構造殿問△苔に薪の経緯について説明︑門堂上炉温

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

原子力発電所

顯問会は心膜論述法および原子炉

@
齎撚議する門原子力発射技術顧間憎爲が鵬られた︒新設の基本設計

丁子力行政儒頼圓復へ一丁しくスタートした適血
書・原子力登口技術顯問会（63人）の初顔合わせ

しく設けた﹁基本設計腰間食篇を政に黙たす滋雇雀の嚢伍は〜魍撫

安全性と信頼性に定評ある
三菱PW］R原子力発電プラン

さわやかな世界をつくる

て還元銀を作り出そうという鎖線

迄

鍵
癖

麟

総合調盈の二千玉費万円︒麹門家

@

行政②放射姓廃繕物安全対策③放

@

増の二十一億三千万円を計上︑安

レ幽
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・轟r驚

難
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力

原

計画通り推進を強調
﹁事故は小規模︑死者もなし﹂
︻パリ松本駐在鼠﹈チェコスロバキアのエレンバーガー・エネルギー相はこのほど︑原子力発駕所

建設計画は予定通り進める考えのあることを明らかにした︒昨鎌︑チェコスロバキアの反体制派が
門同麟唯一の原子力発醒駈で放射能漏れ膿故が発生し技術三二名が死亡︑その後にも放射能漏れ蟹故
があったため︑閉鎖されたまま﹂と公表して以来︑肇故はほんとうにあったのかなど︑東側諸国の申
でも引数の原子力発電保有国になろうとする岡国の今後の開発の行方が注黛されていたが︑エネルギ

ないままになっていた︒

チエコには一九七二年にソ遼か
らの協力を得て︑運転入りしたボ

ブニーチェAI一町機があるほか
日日水型炉︵四十四万KW︶四坐
が建設中で︑さらに計画申のもの
は十四基を数える︒

計画申のものの中には璽ハ十万

KW級の高遼繕殖炉も含まれてい
るという︒高速繕殖炉を除き計画
中のものが予定通り建設されれば

総基数は十八基︑九頁八十六万K
Wに達し・藁独のそれ︵総基数＋

に上園り︑共産圏諸国中ソ趨に次

三基︑五蕩三十六万KW︶を大福
ぐ第二の原子力発霞保有国にな

では﹂などさまざまな憶灘が飛び
交ったが︑チェコ政府側の発表も
る︒

今後の原子力開発に影響がでるの

は岡国にとって初めての原発︒蟹
なく︑至仁の翼掘を十分につかめ

問題になったボブニーチェ原発

を明らかにした︒

ー相の見解は︑こうした疑問に応えたもの︒
エレンバーガー・エネルギー相

通り進め︑総発電贈力騒中︑原子

ィーンの亡命繕織を濫じ﹁二人の

故は昨隼懸れ︑政府反体制派がウ

は﹁原子力発罐所建設計画は予定

五庫一七％に引上げる﹂と述べ︑

力の比率は一九八○年四嘱から八

また︑ボブニーチェA1一号原子 技術者が原子炉機器から漏洩し放

馴U遡鑓讃討

オット・バー
ン運航停止へ
畏間に平金負担増期待できず

ヌ・クールマン社五一％︑フラマ

資された︒一方︑ペシネ・ユシー

分析に最適という︒

ウ素のぽか︑稀土類元素の同位体

アーグ工場では十二月二十田から

OGEMA︵核燃料公社︶のう・

︹パリ松本駐在風︼フランスC

仏ラ︒アーグ工場

処理始まる

第三回の再

W︒︸万︸千馬力Q

半期に漕工され︑八Q年からジル

ランス︶の建設も七八年第四・四

ルコチューブのパンブフェ場︵フ

トム社四九％出資の共通子会社ジ

u転換工場始動
能力七百︐ンに
フランス・

仏・ベルギー核燃料会社
︻パリ松本駐在風

自動スペクトロ

る予定︵従業員一誓入︶︒

ベルギー核燃料製造会社︵FBFコニウム合金被糧材の製造を始め
C︶のロマン工場︵フランス︶の

︻パリ松本駐在鼠冒西独のGK 薪施設が一九七八年来始動し︑七

メータを開発

ンダのボルセレ原発︵四十四万七

は初めて︶を始めた︒今圓はオラ

転認可がでた七八年一鳶一日後で

麺一面の軽水炉核燃料再処理︵運

熱イオン化技術を用いた同位体

英︑VGアイソトープ社

造能力はデッセル︵ベルギー︶︑

︵アイソマス54E︶がこのほど葵
千KWMM︑撫圧水型炉︶の二十

分析爾の自動スペクトロメータ

国のVGアイソトープ社によって ゾから着手している︒

五ゾ︑第二圓︵七七年士

月︶は

七千KW︑沸騰水型炉︶の＋四・

のミュールバーグ原発︵三十二万

第一國は︵七六年六月︶スイス

五十ナ︑八二年千鋤に引上げられ

開発された︒この分析器は六〜十

ユジーヌ・クールマン社の子会 おり︑十の累乗分の一以下の同位

が八O％出資している︵ペシネ︒ 自動的に算出できる仕繊になって

FBFCにはユーロフユエル社
六の試料を一度に分析︑データを

る︒

ナから七九年七百ナ︑八一年八百

ロマン両工場で七八年の四蕩五十

FCの軽水炉核燃料エレメント製

ウラン生産︶も動き出した︒FB

SS︵運邦政府八五％出資︶はこ 九年初頭には転換工場︵粉末酸化

纔Z八隼進水︑二万六千沙︶

のほど原子工船オット・ハーン讐

の運航を現在の核燃料がつきるこ
の二月か三月で打切ることを決め
た︒連邦政府は過去十年聞で十分
なデータをえたとし︑さらに運航
を五年間延畏すると三千万がの資
金が必要だが民間企業の大幅参加
もない場愈に︵現在二品万がしか
出資しないといっている︶独力で

二千KW︑加圧水型炉︶の五＋四

面壁のシュターデ原発︵六十六万

ム︑ストロンチウム︑ウラン︑

社︶︒FBFCの資本金は額面百
体荏在比感度を持ち︑ルビジウ

鉛︑プルhニウム︑リチウム︑ホ ゾを再処理している︒

これを負担する葱図はないとして
いる︒オット︒ハーン号の動力炉

漏の新株十四万の創設によって三

は膿圧水型炉で出力は三十八M 千九函出湯から五千三薦万湯に楢

た︒

を検討している﹂とも明らかにし

本や欧州共同依などの大ロウラン

国間協定締結で手闇どっている日

この間題は縄織の主要な作業の時

とにある︒資金簗めが大衆運動家

うイメージを失ってきているこ

のものに対して少なからず影響を

宗を葱うだけでなく︑その作業そ

の一番大きな部分を占めているが

はウランの世界市場から取り残さ

購要田との間で暫定的なウラン輸

れずにすむ﹂とした恵見もある︒

ープは養せかけの酒動をしなけれ

およぼす︒資金を得るためにグル

出契約が結べることになり︑頚州
﹁ウラン輸出の時点で保障描置上

現在︑オーストラリアでは二国士

オーストラリア側は今園の緩和

の規制が緩和されることではな

保瞳措置協定締結を急いでいるに

緩和方針︵攻撃的兵器のみ禁

すでに来国は対中国向け禁輸の

その潜在市場の大きさは予翻し

国の熱望ぶりをうかがわせる︒

入で近代化を憲きたいという中

広範なもの︒西側からの技術導

任だという答が帰ってきた︒

明すると︑その解渓は西側の籔

にはそのような機能がないと説

うと書つたという︒来迎が銀行

る︒また︑大衆避難機関は常に自

変りなことをすることが必要とな

ために何か驚かすようなこと︑風
ウェーデンとの問で仮協定に合愈

硬があるQ前年の計画に拘泥して

由思想の新しい傾陶を監視する必
十月に新設されたウラン輸出局が

いると︑資金源が桔渇してし憂い

ワシントン・ポスト紙はこのほ

どこまでウラン輸繊管理に関し提

今圓の政策が実施されれば昨年

を晃た程鹿にとどまっている︒

ィリピンとの聞で蕉式に調朗︑ス

ばならず︑新聞のニュースとなる

い﹂と強調︒関係轡の聞では﹁こ

ルトニウム利用を高速増殖炉と

輸︶を伝えていた︒次いで十一

もかかわらず︑フィンランド︑フ

れらが実旛されることになるとこ

策に詳しい説明を加えていないが

峯■一乙ノし♪二隆8tく8監含︒〜︻ミ♂︻㎏♂9︾監易 〜く多し3亀・一薯◎〜峯薯●一♂し書●乙唖．●監婁9亀○乙書 薯ピ魯〜し塾︒〜監◆ ︐〜98︐●亀●乙

を明らかにした︒

の臆囲内での取引きを認める方針

・資源相は﹁二国間原子力保瞳織

亡︒原子炉建家の非常口は盗難防

力発電所︵＋照万三千KW・ガス 射化した二酸化炭素ガスのため死

ー・ウラン鉱陳開発会社の出資者

ても︑ウラン生産者は暫定的にウ

機協定が結ばれていない国に対し

冷却璽水炉︶の蜘故に関して は

︵オーストラリア原早力委員会五

さらにアンソニー副蕾椙兼賢易
オーストラリア政閥はこれまで

〇％︑ペコ・ウォルセンドニ五

止の悪難からロックされていた︒

︵IAEA︶に報告の必要がな同
い炉は閉鎖され︑原子炉の安全性

ストラリアウラン輸出局の調査︑

の﹁ウランの輸崖に関してはオー

﹁窮故はあったが国際原子力機関

に対し閲係暫からは﹁死國は獲時

％︶のウラン生産の各社分担比率

％︑EZインダストリーズニ五 ラン輸出契約を結べるよう︑現行

が検討される﹂と発表︒この瓢故

く﹂とする方針を変更︑レンジャ

蒔石をもとに輸出規制をしてい

小規模のもので︑死暫が繊た甥実

間放射能を浴びたからか︑二酸

はない﹂とし︑反体舗派から公表

化麟欝が原照か﹂さらに﹁岡国の

の輸出規舗描置を緩頑すること

された薯実を全面的に酒樽︑原子

新型熱中性子炉の開発に限って

月︑シュレシンジャー・エネル

その現物を琴師で売ればよかろ

いること︑使用済み燃料貯蔵所

︵昨春︶でっくられ︑このとき ルギー物理︑核融合研究という

を依然盛んでいること︑濃縮に

一調琶団の団農が薗潔いエピソ国が何らかのセーフガーズを受

そのほか︑来訪の製造業界に

がたいほどだが︑米申取引の進

とも今後十年︵別の報道では十
ついては供給統制⁝新工場の抑

ギー薩長窟を団獲とする使節団

この来謁の立覇は︑嶺面のプ

力計画も予定湧り進めていくこと

糧︑
今年は亙NFCE︵国際核燃

敬抵抗駐を猶す技術的︑制度的核拡散防止の技術的︑制度的孚が最大のトピック︒中国が原子代化と拡張・水力発電計縄のス

は鶉実の記録と理控の洗浄力に敗

かに裏退の傾商にある︒その理由

たものが多い︒

曲がり趣に来ていることを示唆し

のところ来臨の原子力反対運動が

ど社説で﹁現在の大衆還動は明ら れるだろう﹂と揺幽するなど︑こ

論議にも微妙な影欝を及ぼしそ庫までに九十五万KW級発電炉※国企業が銀行の融資をうけての発罐炉輸出は︑平和厨附に使

は︑大衆運動自体一般的に懐疑的

とい

輸出するよう希望し︑中国は曲用するという基質をとることで

漫き仲聞

V配夢

幌キ42札﹇戸

ト白墨社参茨会い窪し場株詳工

3TELO2973（5）5711

含

になっていることや︑極螺に走り
過ぎたため町の

、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
鉄扉部原子力課 東京都中央区銀座1−13−12電話03（567）7271〜8

」

キー大統領補佐官の北票訪問風力︑波力発電︑さらに高エネ行に現物で支払うから︑銀行が進められるようだ︒︵K︒K︶

五︑使用済み燃料の国際貯蔵うだ︒復交の下地はプレジンスを巖低＋基︑再生可能な太陽︑

技術輸出は認められない︒

ム叩

（9肇）

手段の評価におかれる︒輸轟は段が必要であり︑一国施設への力発電援軍に登場し︑核不拡散ビード・アップ︑紀一兀二〇〇〇ードを惑えているが︑中国側はけ入れるか︒当面フランスから

二︑サ：マル・リサイ ク ル

︵軽水炉リサイクル︶ は 少 な く 所 を 奨 励 す る ︒
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当分認められない︒

L
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聞

白
白

辺海域に放流︑アユは近くの河川

㎡綴程慶の

に放す計画Q立地点は禰騒第一原
子力発徽所から爾部
場所を予定︒一⊥ハ讐機のうち繭
醐に放水口のある一一四暦機全て

様化する必要が生じたため︒計画

ると三一四年でウラン探鉱に

が負録することになる︒計画によ

三値石油︑残りの三謝を三菱商聖

監

では︑早ければ今薙麗にも建設に

高感度溶存酸

素計を発売

の起霞を解明するうえで極めて盟

腐食による装圏の簿翁短縮や爆発

要︑ボイラーの防食対策上不可欠

オービスフェアーが開発した高

とされている︒

地による繕来像への焦死の理解を

得るのがねらい︒昨鑓末に今薙度

浜岡地点についてモデル謝画を作

は原子刀発電所については伊方と

成することを決定︑デスク・ワー

クが進められていたが︑モデル計

顧に地元の愈冤を環映していく必

職員を募集

取締役社畏爾水美千子氏

︵株︶シミズ躍建

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

魑手︑三か鋸翫画で工嬰を行い︑

社

ア

コ

のメドをつけたあと精錬工腸の建

ム

昭和五十七年から生産に入りたい

感度溶存酸素計は︑コンパクトな

医療理化学機雛の馨門商社・ア

ポ⁝タプルタイプで︑蕊接現鵬に

設に入り︑學ければ七⁝十隼後に

ムコ︵田部貴良社長︶はオービヌ

持込んで測定でき︑またプロセス

慧向︒﹁原発混鱗水を利用した場

フェアー・ラポラトリーズ︵スイ

は生産体制に入りたい憲商︒

ス︶と雑本総代理店契約を結び︑

気象研究部畏︑満瀬爆平策大教

験施設準備室次長︑諸控正太郎策
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北米資源の蜜業翻的は②ウラン

高感度溶存酸爽計門PPBレンジ屠として運続測定も多能︒鍛低レ

放鷹研生物研究部獲︑松野久也地

北大教授︑三鵬農繊東大教授︑窃

電話〇一一−五一一⁝

翻ヅ

（藤本電気鞘子製）

命︑自然海水による種苗より

程慶生繭が早く放流にも有利﹂と

他の金属鉱物資源の調査︑探鉱︑

売を開始した︒

曙DOメーター二七一一型﹂の発 ンジ01一〇PPb︑巖小表示域

鉱物資源と必要のある場台はこの

襲な投融資ーーなど︒オペレータ

閣発︑雄産︑販売②このために必

また︑禰鵬県では栽培漁藁セン

いう︒

ターの建設にともない種蒲研究を

○︒五PPb︑応診還慶九九％に

行う察水産種苗研究所についても

面は同プロジぼクト推進のための

はゲッティ石繍が担当するため当

用冷却水管理への箭腸開拓を期し

アムコ社は岡累差の原子力発電

従来の装縢に比較して格段に性能

あわせて設立したい考え︒この研

罵水中の超低濃度のDO︵溶存酸 商上が園られている︒

十八秒で到達︑安定晴間三分と︑

から取水できるようにする︒これ
究所では藁菰まだ櫨蕾技術の確立

デスクワークを中心とし︑生産の

この高感度溶存酸累計は︑従来

は︑例えばすでに原発温懸隔によ
していない魚類について研究を進

素︶を蕉確︑容易に測定できるの

測定が㊧難とされていたボイラー

る獲殖研究を行っている温水獲魚

メドがつくにしたがってスタッフ

ボイラー胴水煙のDO測定は︑ ている︒

伊方でのモデル

プラン作り開始

蘂海駆藁燐東海購務所プルトニウ

国際原子力機関︵夏AEA︶は

⑳技術業務栂科学技術情報邸コ

次の職種の職員を琢黙している︒

ューター教蕎グル1プ・リーダー

ンピューター課データ幡羅コンピ

②管理周法律部罠③保障描爾局開

発および技術援助部上級職員④研

境整備センター素雪︑稲躍道夫金

4汐／彰
材研溶接研究部長︑梅村魁芝浦工

干○山ハ照

海道札幌市中央区爾九条西七丁目

ぐ︐

◎カタログ及び資ネ1連絡頂き次第お込り致します。

昭和57年完成めざす
福島第一原発から取水
﹁原発温排水利用で漁業籔源の開発を﹂一福厨県は来間度から東躍福鰯第一原子力発電所の温排
激発協会などのケ1スでこれまで め︑樋苗熊樋の多様化を図ること

水を利用して種苗生産を行う﹁栽培漁藁センター﹂建設翫画に魑毒することになった︒同計画は水産

が特徴︒

北米資源の授権資本金は八懸

法による交付金の使途を禽め地墨

鰐︑所在地は湛区麗の門〜一二一

縮工娚への輸送も便利なため今後

五薙ころまでは贈気小考者の既契

の発展ビジョンを明らかにし︑立

約分でカバーされているものの︑

の開発への期待は大きい︒

に周辺でもカーマギー社︑ユナイ

ンベルト

四

社︒田本のウラン羅給は昭和六十

り︑職北※資源偏は十四番國の会

ウラン探鉱会社が設立されてお

わが国ではすでに十三社の民器

を拡充していく予驚︒

壌漁業センターの開戦時には完成

一基の原発濫排水に頼ってきたこ に璽点をおいていく︒できれば栽
とから定検時などに温水の供給が

あったことなどから︑供給源を多

これを海に放流してわが国の沿津水薩資源の楢殖を図ろうとするもの︒禰鵬第一康発一⁝四弩機から

庁の補助金を受けて三か隼翫燭で温水利用獲臨場を建設︑アワビ︑ウエ︑イシガレイなどを養殖し︑

ら養殖を行い︑アワビ︑ウニは周

させたい計齪︒

かし︑これらの栽培漁業センター

止まり養嫡に支締をきたすことが

﹁栽瞳漁業センター﹂構想は水
はいずれも戸隠海水利罵が中心で

霧蠕﹁北米資源﹂設立

このままいけばそれ以隆購給がひ

はじめ民間各祇が撹界各地での

三友ビル内︒

テッド︒ニュークリア社など十愛

ゲッティ石油では門ウラン開発の

つ罪する可能性が高いため動燃を

融資などにあたる︒出資比率は三

探鉱に進出しているが︑これまで

社が関鍵に成功していることから
三菱石落と潔菱商購は十日︑ウ

可能性が蕩い﹂と判断︑昨春には

要があるため地元でモデル計画作

成委員会が開かれることになった

島本立地センター
日本立地センターは十七欝︑愛

もの︒立地センターではモデル

成功しているのは﹁海外ウラン資

媛暴騰山南で第一醸の伊方地点モ

トと門國際資源扁のニジュール︒
プロジェクトのみ︒先進各瞬にく

※政臆からウラン採鉱権を取得し

昨秋のゲッティ石工と三菱石癌

取締役社長には藤原竃三菱石癌管

肉屋北米資源がゲッティ石油と

の契約によると今園のウラン開発

にしながら今年度末までに地城の

プラン作成委員会での悪難を参考

源開発﹂のアクータ・プロジェク

協力してウラン開発を行うのは二

デルプラン作成委員会を開き︑実

ポテンシャルの特性を生かした将

らべウラン探鉱のスタートが遅れ

予備探鉱に入っていた︒

菱石癌七〇％︑三菱商璽三〇％︒

門北※資源﹂を設立した︒憲菱石

ユ呈露

湖が昨隼十月三十︸臼︑累園ゲッ
ティ石抽と締結した米國一

キシコ州でのウラン探鉱開発計画

認ーメキシコ癬のサンファン地区 プロジェクトの出資比率はゲッテ

定︒

来ビジ認ンを明らかにしていく予

薯藁推進のため新設されたもの︒

％︒このため︑今回の北米資源の

を総禽的な観点から分析︑鷺源三

電所立地が立地地点に与える影翻

の地域振翼モデル計醐の作成は発

とマッキンレ！地区の命針七千七

区はアルバカーキの北部三十畷に

質的な作業をスタートした︒今園

薦万坪︒この地区はニューメキシ

位躍︑地理的条件が良いうえ︑濃

雌黄だ︒こうしたなかで今團の鉱

三菱石痴とゲッティ石醸の契約は

資比率はこの翅鞘％のうち七鰯を

設立により岡黒影への藏塞側の出

ィ石油が五︷％︑三菱石匙が四九

新会社が継承︑同州でのウラン探

コロラド凍原ウラ

コ︑コ鳳ラド︑アリゾナ︑ユタ四

原子力安金離鍛会のもとに新設

研珂那湊支所環境放射生態学研

動燃安全要理整長︑佐伯誠道放医

究部蔑︑坂圏肇動燃大洗工学セン

授︑翼翼粥夫名大教授︑黒川湊康

センター安全工学部次長︑八議達

襟帯好原研璽海研安全性試験研究

質調査駅薫習地質部擾︑一二翻漫繊

長︑坂上治郎お茶の水女子大名欝

理科大教授︑鈴木進動燃核燃料部

ター大洗事務所長︑左合正雄棄東

東大教授︑元良誠蕊東大教授︑森

教授︑左禽正雄頭察理科大教授︑

雄放射線照射振興協会馨務理事︑

ム燃料部畏代理︑佐伯誠道放鷹研

大教授を互選︒また核燃料安全鯨

山本荘毅立正大教授︑山本着之東

擬︑鈴木弘茂東工大教授︑鈴木正

B初会舎を潔き会長に三麟良績法 那珂湊支所環境放射盤態学研究部

門審査会も十八臼に開く初会命で

佐藤

大教授︑吉日芳墨原研東海研保健

された原子炉安全轡門審査会は九
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州で講成する

玄海原発が国内
最長連続運転
撹界ては第七位に

会長を蕊選︑ダブルチェック体制

ド開発課長︑村主進原研藁海研翻

究センター安金解析部安金性コー

九捌蟷力玄海原子力発立所一号

問の連続運転に成功︑わが圏原発

機は十鰹午後悪留︑二颪五十六日

を始動させることになるが︑この

男原研藁海研安金性試験研

の澱長連続運転新記録を達成し

ほど尊卑萱会の審蛮電話メンバー

た︒

敏金桝研腐食防食研究部摂︑高島

一AEAが

鉱︑生産︑販売︑瑠漿に関する投

たため苦戦を強いられているのが

理部門担当取締役が就任した︒

ラン開発のための共同出資会社

米でゲ社とウラン探鉱

の︸つにあたり︑すで

取水の予定で︑早ければ今鋸璽にも建設に着手︑五＋七四から醐蕊生産に入る謙画だ︒

産庁が﹁獲る漁業からつくる漁業
海水温慶が卵の適憾温血より下る

あるほか︑自然海水では稚魚の生

場含にはボイラーで暖める必要が

へ﹂を國標に全国の各興を対象に
察施しているもの︒二百卿時代に

め︑禰膓渠では門内に立地する原

ースもあったのが実鰯︒このた

育が遅れ︑放流しても密だないケ

突入︑わが睡の水産藁が危機の瀬

欝際にたたされているのを蕎禦
に︑こうした窮状を少しでも緩和
するため各興を対象に補助金を繊
発から放出される温排水のメリッ

た栽賠漁繋センターを建設するこ

トに魑欝﹁温水養魚﹂を中心とし

し︑栽壇場を建設︑養殖された稚

振興を図ろうというのがその趣
とになったもの︒原発温川水を利

魚を周辺海域に放流し沿岸漁業の

旨︒
嗣した国国漁業センターは同興に

門栽培漁業振興施設整備甥

業﹂として一興あたり葱懸二千五
とって今図が初めて︒

について職培を実施︑卵の段階か

れているアワビ︑ウニ︑アユなど

嶺薩︑すでに種苗捜術の確立さ

颪万円を対象に四分の葱の補助金

でも寓城漿では旛設が完成済み

がおりる仕糧み︒すでに花蕊地方

で︑北海道︑轡森興も建設中︒し

欝︑

物理部次長︒

が次のとおり公表された︒

筋長︑瞥越舜罐申研研究顧問︑田

同原発は昨鐸第二回の定検修理

究およびアイソトープ周照際海洋

せは康産の調査部企画塞まで︒

③と④は二月二十二田︒詳細問命

洋一東工大教授︑田治冤宏日大教

部長︑浜鐙達二理研放射線研究室

◇
︹原子炉安全尊門審盃会︼秋山

炭価研究員︑田野幹雄策工大教

後四月二十八田午後腿時から運転

守粟大教授︑芥川翼知埼薫大教

︻核燃料安全専門審査会︶天沼

授︑藤井隅一芝浦工大学長︑鑑子

慮募締切は①と②は一一月五露︑

を再開︑以後論調に運転を続け十

治兇宏騒大教授︑中田正也船舶技

僚名大教授︑天野想原研藁海研環

擾︑松本徳太郎原研東海研燃料試

洋一郎鴛工技院藁京工業試験所

放射能研究所一級職員︒

日降監四時に通露語五十八臼の

学部次長︑阿部艶朗放医研贋塊徳

授︑朝剛編晃原研頭海綿原子炉工

境細金研究部畏︑伊沢正実放医研

原研藁海研原子炉工学部主任研究

教授︑平田賢藁大教授︑弘田爽弥

沢康雄東大教授︑吉照跨和原研榮

名大教授︑橋諾雅放医研物理研究
連続運転を達成︑これまでの醸長

研原子力船研究部長︑西脇一郎宇

那珂湊支所長︑石原健彦原子力環

授︑筒井謹話承大教授︑内藤直隠

記録だった関思懸力筒阪原子力発

生研究部環塊衛生第︸研究驚顔︑

研究窒主任研究員︑爽藤知典康大

都宮大教授︑浜田遠一理開放輝線

魁芝浦工大教授︑大崎順彦蘂大教

大教授︑千島暢夫中部工大教授︑

海嶺僚健物理部次擾︑依照速平金

㈱岡部製作所醤灘緊麟驚｛指8

｝

沖

白蝋

放射線廃棄物ドラム開脚覗窓

放射線廃棄物貯蔵灘覗窓

安全専門審査会の顔ぶれ・
堰所二号機の二萱五＋七溝を上閉

天沼僚名大教授︑安藤仕所東大教

第七位にくい込んだ︒一位はメイ

授︑大田正男九大教授︑小沢撮知

員︑禰憲博菓工大教授︑藤家洋一

三研究蜜畏︑菊池薬雄気象研応用 材研クリープ試験部長︒

河村正一放医研化学醗究部化学第

｝｛〔｝T

○サンプリングフード

曜

爲本鉄気硝子㈱総代理店

》ノ

○クローBox逆へい用
○ホノトラボ
○ターヒン室覗き窓

一㌔蜘脚

○放射性廃粟物ドラム。ム繁
○放射線編集物貯蔵陣
○放射鮭朝集物運搬用フォークリフト

1

鰍賭〜こ

力

十

灘

玄海︸署は連続運転認緑では批界 授︑鵜戸口萸諺千葉大教授︑梅村

り新詑録を樹立した︒これにより

ン・ヤンキ⁝炉︵来︶の三酉九＋

北大教授︑菊池華雄気象研応用気

炉閲発本部主任研究員︑白軍麗通

阪大助教授︑古橋晃動燃高速憎殖

佐駈北
二醸牒︒次圓の定検は二月から予

金属柑料研究部長︑小面目通動燃

象研究郡長︑木村啓造猫撫研非鉄

原産に入会

定されており︑それまで国内の記

七一二
録を更新することになりそう︒

Q

織
最畏運続運転配録を運成︑璽新中の玄海原子力発電所

畷煽劇聾・壷
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新
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聞
新

卓期実施﹂高く評価

らと讃ってそれを貯蔵所について

るのはよいが︑他の方法があるか

五︑施設からの廃棄物の全体と

議定的なものともなり航る︒

しての危険性を︑現在︑環境保護
襲弊の機開が調蛮している伽の有
気物質の危険と比較して検討する

◇キング氏︑原子力塵藁戦晴黙
劇の継続を主張

エネルギー・デイリー紙のキン

て何黛にもわたり聞いてきている

百分の一︑地下石炭鉱霞1一五千三

らに︑講趨の中で石切り煽聴三千

の一︑インフルエンザほ一万八千

百分の一︑交通薯故11七千五百分

が︑その恐ろしさが実際に現実の
ものとなったことは一度もない︒

分の︸︑避妊薬ほ五万分の︸︑康

一︑原子力発電所の原子炉爆発1ー

子力発魔所肇故目七十五万分の

團氏はまた︑現在の環境に対す

ゼロ︑という死亡率を指摘した︒

国に放映されたテレビ講座で﹁現

英国のロスチャイルド卿は︑全

年間 発反対を撤回

グ社長は︑AIFの年次大会で ◇ロスチャイルド卿︑増殖炉開
﹁原子力業界は今後さらに

は戦時体制を継続する必要があ

在社会が直摂している各種の危険

さらにAIFは﹁原子力は廃棄る一と︑次のように述べている︒

必要があるσ

われわれの原子力開発が妨げら

将来の禰祉のために非常に有憲で

なくとも非常に誇張した態度は︑

日本語

射

欝闘

欝

頭

の

放非液放放放そ

射

線防護

射

語

射

伊

体

化学・核化学（分析等も含む）

破

語

線物理

﹁ニュークリア・インフォ﹂

廃霧建米原産が意見
昨年十月に発表︑現在関係各界か

米原子力産業会議︵AlF︶は厨を利用する研究も並行して続け
らコメントが求められている放射
物を人間の環境から永久に隔離す

政瘤に対し要求した︒禁国で巖も

あるという結論にならざるを傅な

BR︶を支援する電力グループの 新しいものである︒また︑CRB

核分 裂炉工学炉の物理と工学，ウラン濃縮，

は米原苧力魔簾会議︵Al F ︶
が︑パブリック・アフエアーズ
︒アンド︒インフォーメーショ
ン・プログラムの⁝環として︑

原子力に関する回報を収簗︑分
析︑騨簸し︑その結果にもとづ
目前の行動の遅れに対する雷訳に

を失うかということを編集畏︑発

るロスチャイルド卿はこの講演の

尊敬されている科学煮の一人であ

その中の約半分が設計に使用さ

RBRのために投じられている︒

トニウムのいずれを使った燃料サ

Rはトリウム︑ウランまたはプル

露

壊検査

姓重書物管理に関する省庁間検討

行蓄︑テレビ閲係番︑コミュニテ

中で︑二年前に発表した猶殖炉開

エーカーの埋藏地のうち一工ーカ

的な態度︑新議会が﹃輸出につい

プロジェクト・マネージメント社

シンチレーション検出器の装置と応用

核燃料サイクル，材料など

いて︑全国的なコミュニケーシ

を︑〜般公衆が比較できるような

ィの指地者に説明することが必要
である︒また︑原子力業界がしな

◇コーエン教授︑原子力と石炭

いとも語った︒

﹃危険指数﹄を開発すべきだ﹂と る一部の人間の狂気とまではいか

れると︑国として如何に深刻な事

グループ︵IRG＞の報告素案に利用してはならない︒
態に陥り︑如何に大きなチャンス

ョンとパッリック・アクセプタ

ついて︑同報告が大統領と議会に

問題の解決の関係についてのIR の利点を持っているために開発が

エネルギー源であり︑原子力がこ

ンスの輪をひろげるために発行

廃棄物貯蔵の早期実施を要請して

Gレポートの中立性に関し︑申立 妨げられるというのは皮肉なこ

ることのできる唯一の利熔呵能な

しているものです︒この構報に
いることを蕎く評価するとともに

四︑原峯力発電の開発と廃慰物

は︑原子力をめぐる月間の動き

は口慰の同葱と同様に︑解湊する
ために櫻極的行動が必嚢な時には

火力を比較調査

ピッツバーグ大学のバーナード

圓︑次のように述べた︒

﹁権威者には常に多数の大ボラ

リー誌﹂に発表した論文の中で︑

・L・コーエン教授は﹁コメンタ

発に対する反対の態漫を公式に撤

とである︒来国では︑吃水の深い

吹きやチョーチン持ちがついてい

放射性廃棄物は璽腿にすると石炭

ければならないことは︑漂子力産

港や液化天然ガスのターミナルか

る︒比較は決して忌まわしいもの

業を攻黙してくる蓄に反繋するこ

ら原子力発電所に至るまで大きな

火力発躍所が排嘱するものの約五

こ−盈@億ドル
々唱⊥

ではなく︑混乱に封ずる解毒劉と

を扱う技術の方がはるかに進んで

エネルギー施設を建嫁することは

DO鉦が試算

の危険について比較するチャンス

いると述べている︒

着万分の一であり︑放射性廃磯物

度が多少改魑されてきている︒報

が与えられるべきだしと強調︒さ

なろう︒うわべだけの発露により

道機関は原子力発電の恐怖につい

を持ったものである︒

もはや不可能である︒しかし︑巖近

ウェストバレー再処理施設

と﹂とつけ加えている︒

﹁他の有憲物質との比較も必要
だ﹂など概要次のような恵兇を述
べている︒

をす

現在同サイトに貯蔵されている

解体撤去

一︑IRG調蔵は廃棄物処理処
分問題について受容できる解淡案
が見い出せるという一般に抱いて
いる繕念を確認しているが︑同時

強力な約粟

に大統領と議会がそれを學期に実
施するという

二︑国家環境傑護法︵NEP管理周が識会のためにとり謀とめ
高レベル廃棄物を固化し︑廃棄物

掘と輸送の費用になる︒現在︑運

混乱に陥る前に︑周辺にある各揮

A︶の恵憲決定過程を通り抜ける たレポートによると﹁ニューヨー
二三タンクを安定化して︑二か所

邦政府から許可を褥ている七︒ご

i︑州の許司を得た二十ニ垂雪カ

現在までに︑六億一千万ががC

る︒そして︑すべての廃棄物を三

固化し︑低レベル廃棄物を発掘す

エネルギー省︵DOE︶廃棄物 一部利用について制限するもの︒ 報道機関の原子力嬉野に鰐する態

ク州ウェスト・バレーに現在貯藏

ることも要求している︒

ためには︑社会的︑経済曲︑国内

に防護擶置をする︒同レポートは

の埋蔵地における低レベル廃棄物

雲碍離れた通邦政府の貯蔵所に輸

ている︒また︑研究開発の四分の

れ︑設計は現荏六〇％強が完了し

送する︒

ーのうち約七エーカーだけが利用

てより欄極的な考え方を示すだろ

の会長でもあるべーンケ氏の講演

の調査で明らかにされる魍殖炉燃

Rは全世界に対して︑INFCE
明らかに︑利益は大きく︑国内

線生物学・核医学

がたんねんにまとめられていま
す︒

謙
語
トの解体撤去︑除去など含め処理

この方法には多くの利点があると

されている廃藁物を再処理プラン

している︒例えば︑再処理施設で

ければならない︒しかし︑逆に︑
するには少なくとも四千薗五十万

されているに過ぎない︒

また︑ハードウェアの生産も

三以上がすでに終了している︒

進んでいる︒コンポーネントの一

り︑他のコンポーネントの製作も

部はすでに完成し保蟹されてお

いるのに対し︑属国の業界は﹃米

う﹄という期待︑来国の貿舅駁隻

内容は次の通り︒

および外国における原子力発駕の

語

特殊法人日本科 学技術情報センター

的︑政治的問題をすべて解決しな

がが必要で︑高く見横つた場含に

十一億〆の大部分は︑二か所の
埋蔵地にある低レベル廃棄物の発

クリンチ・リバー計画

機器製作など順調
予算削滅の懸念背に

○％完成し︑計画より早く進んで

順調に進んでいる︒格納容認は八

し︑主ナトリウム・ポンプは一九

再開されるならば︑CRBRは一

圏政府の創り出す悪条件﹄を克服

の赤字に対する一般公衆の心配が

クリンチ・リバ⁝悪露炉︵CR 種のプラントとしては世界で騒も
F︶の無次大会で講演し︑その中

していかなければならない︒過去

差しい﹃輸出倫理﹄の種をまくだ
ろうというような明るい兆候がみ

料の妥当性を実証するユニークな

仏

纒

業
手続きのために遅れるだろうが︑

欝藏所の設計・建設はこの煩雑な

について研究したり︑縫用済み燃

藏地は少額の経費で東北邸におけ

料貯蔵タンクや低レベル廃藁物埋

拡散に抵撹力のある燃料の葛効性

査﹂と題するレポートは︑ニュー

力サービス・センターに関する調
とになろう︒NEPAの手続きが

る炉の運転に役立てるなど原子力

この﹁西部ニューヨーク州原子

国象の福祉と密接に結びついてい
クリア・フユーエル︒サービス社

分野での役割を果たすことができ

は十一億がが必要﹂としている︒

る問題のタイムリーな解決の妨げ

が一九六六庫から一九七二年まで

る︒

その解決に必要な掴針を与えるこ

になるというのは︑議会がこの法

運転していたウエスト・バレー再

それが問題を冤通す季段であり︑

徐を制定した愈図に反している︒

高コスト案は︑サイト全体をで

処理施設の解紘撒虫に関し各種対

リバーを中止させようとするたび

九八六年†月には運転を開始でき

おり︑中闇熱交換器は七五％完成
ウォーレス︒べ！ンケ副社長は︑

コモンウェルス．エジソン社の﹁に対する熟恵の不足とクリンチ・

ようにするもの︒すべての施設を

クレーションのために利用できる

七九鉱中頃に完成の予定︒審竃が

きるだけ畢期に修復し︑農業やレ

一般的に謡って︑低コスト案は

楽なる試みにも拘わらず︑現在ク

策案を詳細に検討したもの︒

三︑地域糊廃棄物貯藏所建設峯
には多くの利点があるが︑岩塩魍

放劉性物質をサイトに貯藏しつづ

昨年十一月置開かれた米原産の薙

リンチ︒リバーに麗激している二
百以上の組織と五千名以上の閣係

に施設を建設する誹画はできる隈

次大会で﹁米国政府の原子力発露

者の作業が維持されているという

るであろう︒

り早期に開始し︑技術があること

撤表し︑高レベル廃謡物をガラス

て理解を示した形で運用してい

ことは大変なことであり︑勇気づ

け︑三千三薫エーカーのサイトの

ウエスチングハウス︵WH︶社 になってきているが︑蓄積された

る︒その他︑巖近では輸出許可が

けられることである﹂と述べた︒

を実証することが必要だ︒他の地

のG・C︒ハールバート動力蜜業 技術経験の伝統的な※国の強さは

タイムリーに処理され︑輸出入銀

クリンチ・リバー計画は︑この

まだ残っている︒各類のメーカー

行の甲乙愚舳と輸出に対する譲極

で︑﹁政府の施策が許すならば︑

五塁間は来駕の輸出政策が不明確

本部社長は︑昨隼ワシントンで開

かれた米原子力産業会議︵AI は﹃国による強力な援助﹄を得て

米国の原子力産業界は現在世界中

だったため︑多くが外国のメーカ

イクルにでも適応できる︒CRB
スト面での有利性をさらに強化す

⁝へ発注されていたが現在では※

の競争相手に薄して持っているコ

ることが可能だ﹂と述べた︒

将来に灼する愈義は測り知れな

この計画は生かしておく価値があ

1源は二︑蕊しかない︒選駕して う︒この目的のためにだけにでも

られる﹂一1と︒

る︒

国も醤頼できる輸出国としての地

いる技術の中でも︑液体金鰯高速

ハールバート氏はまた︑次のよ

力発電所一墓を売ると︑三十一の

猶殖炉はこのエネルギー不足の世

機会を提供することになるだろ
権は︵琴芝という点では不利な条

州で中小企業や鉄鋸会社を含め五

界に救いをもたらす最高の二上性

さらに︑﹁例えばWH社が康子 い︒世界中で実用可能なエネルギ
﹁政治面を別にすると︑現在米国

件を課している︶核不拡散法の実

哲祉以上に仕騨を与えることにな

位を圓復しつつある︒カーター政

のメーカーは国際市場でコスト面

る﹂と実例を示した︒

うにも述べている︒すなわち︑

は約二〇％有利である︒労働力の

せ︑外国のエネルギー舗要に対し

施にあたっては︑融通性を持た

語

材料なと

口口

蓋五口

毒』

野

分

門

専

原子力工学

@

差は減少し︑原材料コストは岡じ

独

O

※お申込の際は本誌名をお知らせ下さい

語

当センター発行の「科学技術文献速報原子力工学編」に収録
される抄録（最新論文を約！50字〜300字に和文要約）の作成
に、右記専門分野の協力者を募集いたしております。
雑誌類および原稿用紙等は返信料付き封筒を同封して郵送い
たしますので、自宅で抄録作成ができます。

核融 合舞工学プラスマ装置，トリチウムエ学

抄録員募集

野

〒100東京都千代田区永田町2丁目5番2号

英

嵩鴇

産
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￡コスト面の有利性さらに強化」

力

原

A−Fがフ

企業競争を鼓舞

その嬉

TE：L（03）一581−6411（代表）（内線581）

情報部・原子力工学部門

ンフォ﹂を発一質した背鍛には︑

原子力醐発への批判や反対が先
鋭化ずるにつれて︑一方的な見

解脚不正確な偶報が増加し︑大
衆の原苧力に対ずる純粋な疑問

や棄暦な不安を誤った方向へ増
趨させかねないという実鷲もう
かがえます︒この構報は発行以
来︑原子力閲粒餌のみならず議
会︑蓮邦・州政府︑マスコミな
どからも注閉されています吟

社
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Nに藩論工場を
を着実︑効率的に近めなければな

﹁事業主体め設立早急に
B本顧子刀産藁会議は︑わが圏のウラン慶縮闘発について﹁パイロットプラントの次にくる数蕩漣

署商用

に応じ増強することが閤標になる

プラントを運転開始させ以後舗要

には︑八七−八八琿に第

国薩艘縮技術の膿業化を進める

SWU規礎の実証プラントを△一丁八四隼に︑さらに八七−八八年には千漣SWU程鹿の巖初の商用 らないと指摘している︒
プラントを運転にもちこむことが必襲であり︑国の助成のもとに民霞の商周プラント甥藁霊体を三期

に設立すべきだ﹂とするウラン濃縮問題委貴会︵婁農畏・解藤葛央関西感力副題長︶報簿露をまと
め︑一一十三臓︑原子力四日会にウラン縷縮禦業化の促進と怠業無体設立にあたっての國の支援を要望

子力関係産業が協力して︑民営体

一方︑燃料サイクル関蓮の三顧

る︒

を皮切りに実質的な検酎作業に入

る﹁むつ﹂続騰炉曝露変璽の審竃

制で攣期に設宣されることが欝欝

問会は昨年す二月二十六臼の初会

の舶用炉1部会検討グループによ

とし︑実認プラントの商業プラン

のもとに遼心機製造薩業を禽む原

報儀難はさらに︑実証プラント

ト継承や市場確傑の饗諮から︑実

主体については︑国の強力な隻援

の建設資金は国が負担︒初期商用

舎で幽間会蓬を選出︒門薄処理﹂

研究開発を行なっております。

トの一部として継承するとの驚え

プラントにも国際甫場での競暑力

証プラント建設の始まる八○年靭

海研腐温工学整授︑﹁加工・使

康子刀委員会は二十三臼の定例

原子力委に廃棄
物対策専門部会

会識で︑放射性廃蘂物対策轡門部

会の設躍を青めた︒原子力開発利

爾属籍の隻樫の︸つとなっている

て︑昭和五十一隼十月に原挙力婁

放射鐵廃棄物処理処分対策に閲し

員会決定した墓本方針を踏まえ︑

放射性廃棄物対策の推進方策を審

議する︒十数人程度のメンバー構

五十一年に決まった璽菰方針は

成となる回込み︒

原拠力蟹全勝蝿会・核燃料安全

には内藤豪爾名古義大学教授が指

NAIGは東芝・三井グループの中心となって原子力全般にわたり

の所期の鞍懸選成後は商用プラン

強化のため國が撰期低利馳駆︑税

めまでには顯業主体が発観してい

嗣扁︵同︶は松岡理放鷹研縫密研

過程で開き地元住民との対議方式

︵別道の﹁公醐ヒアリング爽旛要

取り入れる計画◎

試験的海洋処分に五十三鎌頃から

①低︒中レベルの放射性廃山物は

趣黍︑陸地処分の賠藏は五＋年代

後畢の本格実施をメドに立地選飛

証試験を響つ②覇レベル廃山物は

し地嵐処分は五十奪代畢ばから塞

固化処理︑貯藏は約十黛内に箕証

を塞き五十無代から実読試験を行

該験︑処分は艶麗地層処分に璽点

う一などの方向を示している︒

成果を中心に中闇糖渠について技

門の共済会館で開いた初会含で︑

馨門黙査会は十八藏︑藁京・虎の

レアリー︒エネルギー爾謬螺蜜ら

名された︒

原子力開発の基礎から応用まで

方を示している︒

制上の優遇繕翻などを選じ強力に

示︑その緊急瞥を訴えている︒

なければならないとの考え方を明

長に選んだ︒覆工・使用顧問会は

欝木成文璽工大教授をそれぞれ会

雌備察擬︑門輸送物﹂︵八人︶は

究部第鰹研究整獲︒内部被曝実験

︵十一人構成︶は衡地暫男原研策

を求めている︒

助成すべきだとして︑政府の協力

犠点となる商朋プラントの附随

科技庁の顧問会始動

十七日の第二園銀扇で曝本ニュク

リア︒フユエル︵JNF︶︑三菱

原子燃料から串謂の幽ている撫工

原子力安全技術に四顧問会
会﹂は顯三会の総称で︑内容に薫

の第二圓会舎から︑動燃再処理の

た︒また再処理顯間会も二十二日

原子力罰金規制行政の一麗化依

技術顯間会︑輸送物安全技術顧聞

の使用変更についての二言に入っ
イクル施設の安金規制を檀当して

会の四顯問会に別れて作業を悩め

施設︑酸回収施設の安金審議に灘

事業の三一︑原研廃棄物口金施設

いる科学技術庁は︑周庁に薪存し

﹁原子炉﹂纐闇会は四十五人の

る︒

の顧問会機能を始動させている︒

孚︑科技庁安全審査の一環として

じ原子炉安全技術纐問会︑爾処理

パイロットプラントの完成を急ぎ

た﹁原子力安全技術能間会﹂の癒

メンバー構成︒昨難十二月二十ご

安全技術顯間鼠︑加工・使粥安全

ずる斎鎌纂盤は確立された扁など

次いで八三⁝八四年置笑証プラン

冤を聴取して笈全讐査を進めるこ

臼の初会倉で欝木鋤文策工大教授

制への移行により︑試験研究炉・

術の現状について①経済性達成の
と評価している︒

トを運開させる必要がある︑と九

ととし︑このほどその実質願望を

研究開発段踏の原子炉と核燃料サ

ウラン濃縮は核川獺防止の観点
黛標である十年の還心機プラント
そして︑今後の進め方によって

紫霧は濾べている︒また実証プラ

と設定︒それ藤での遜のりとして

から︑再処理と並んで極めて慎罪
寿命の兇通しを偲た②カスケード
は十蕉内に最初の商周プラント運

により愈毘陳述ができなかった蓄

綱﹂墜照︶

東海再処理日米

専門家会合開く
技術耐塩を交換
動燃頭海再処理施設に関する第

二︑一一十三の両闘︑来カリフォル

二園臼来技術馨門寡会合が二十

一昨隼九月の聞楽薄処理画聖遅

ニア州サニーベ⁝ルで開かれた︒

燃料安全専門審
査会長に高島氏
術業報を交換するもの︒碍本側か

欝憤論題に隅騰洋〜藁麟工業大嶺

七入が出席︒

飛禽わせて八人︑来再勝から3・ 教授を籔顕した︒また同会擾代理

め科捜︑通塵両雀隠と動燃の聯門

ら粟簾弘認在米大使館謬襲窟はじ

一回会合︵蝶蝿︶以降の各回試験

明の趣綾に沿って︑昨琿九月の第

クリプトン回収施設︑ヨウ素除去

な取扱いが必饗とされる技術︒今
試験で大型プラント設計データが

を会長に選撮︑一月二十六日から

後国際規糊が強まれば一部の欧米

薪設の﹁原子力安全技術顯闇

催が困難なときは︑公開ヒアリン

スタートさせた︒

聴くほか原発を臨画しようとする

ントは勤評が建設・逓帯し︑設謬

作技術の開発に璽点が移ってお

通産︑公開牝野壷糊薫化

グに麟わる描躍として甲羅により

改痩やシステム簡類化の実証など

国に濃縮サービスを依難している
り︑薙間数万台の生産が行われる

爾力会社が謝画を説明︑地元儀民

愈兇を聴取することにしている︒

転も墨ではないとし︑開発の趨標

わが国は需来これをテコに麟際的
ようになれば遼心機製俘費は出際

地元意見を聴取︑審査に反映

の理解と協力を得る場となるよう

時期を萌確にし︑宏量化ステップ

な締めつけを受ける懸盤も当然予
事象力のある凝縮鱗業を塞現でき

適産雀の開く公開ヒアリングは

アップにより低コスト羅産化の製

想される︒このため濃縮の密絵体
るレベルまで低くなりうる一など

原子力発露所設置に係わる一構の
許認憩手続きの中の第一次になる

は急騰雀が公開ヒアリング報鐘繍
として関係行政機関に題知すると

もので︑第二次公開ヒアリングは

発設麗に係わる諸問題について︑
都道騰凝知覇など関係轡の協力を

ともに︑原発の運筆欝査などにあ

十二田︑原子力発躍

所立地の円滑な推進を図るため公

得てできる限り地元で︑原発計爵

通産雀は一

開ヒアリングの關催を制慶化する

リングに鳩腐して葱兇を述べよう
ことができ︑その鳳員の銭名を予
とするものは︑その期Bの二十臼 め通産省に通知する︒

より糊譜な畷催が困難と認めると

た安全猶猶をダブルチェックする

原子力獣姦常器会が行政庁の行っ
また公開ヒアリングの円滑な開

たって参酌することになる︒

って開催︑広く璽兀住民の丁霊を

の餓源開発調整審議会上程に兜だ
公開ヒアリングは︑通藍省が原

ことを雀議決定した︒

遡心する︒公開ヒアリングの芸無

欝樋されつつある③遼心機の性能

制を早期に築くことは大規模な原
と分析︒これらの結漿︑﹁遡心機

先進国の手に灘縮箭堀が婁ねられ

子力発贈計圃を円滑な軌遵に与
技術はほぼ国際レベルに達した﹂
﹁商嗣プラントに採用しうる還心

機の機種選書のメドがついた﹂
﹁大型農縷プラントを建設︑還転

は原土として︑発電駅設暇予定地
点の属する帯町村の満城とこれに

は鑓闘から十日以内に悪冤を記載
した文潜を通甲羅に提出できる︒

西 公査ヒアリング後の搭麗
︵一︶顯薩雀は︑公開ヒアリン

三巻藁の避営

グが終了したときまたは開催もし

前までに︑恵兇の概要を記印した

文華の提出期間を経た後︑速やか

隣接する帯刀村の区域とする︒

︻︑公開ヒアリングの醐催
︵一︶逓産省は原子力発電所が
設藪されようとするときは︑蟻該

運営票贋は︑この要綱に定めるも

にそれらの紬緊の概要を記載した

︵一︶公開ヒアリングは︑通産

ののほか議長がこれを定める︒
︵二︶懇発陳述癌が購実の縄囲

縫込︵以下門公開ヒアリング報告

省の職簾が議長として主宰する︒

凱︑関係者への通知

もしくは議長が指定する蒔閣を超

︵四︶公騰ヒアリングを傍聴し

原子力発電所立地に係る

︵二︶通産衡は︑発掘所の安金

︵三︶公醐ヒアリング報欝講は

動をするときは議幾はこれらの養

発電藤設躍計理を含む電源開発脚

ヒアリングの繋馬を参酌ずる︒

︵三︶議長はやむを欝ない理曲

響竃讐を行うに当たっては︑公曙

があると認めるときは︑公騰ヒア

に対しその発需を禁止し︑または

ようとする者は︑期躍二十裏糊ま

リングの薦隠と場所を変璽または

墓場を命ずることができる︒

開催の告示を行ったときは︑その

でにその醤を通藻雀に属け出るQ

本計薦が公表された顯から三十日
通産雀は雄琴轡のうちから擁聴巻

蟹轄遡産周等で一般に礫魔する︒

闘︑設躍予驚地点の廻する地域の

係地方公共鐡体を含む︒以下岡

内容を遅滞なく関係行政機関︵関

公開ヒアリング鮮紅要綱

くは議羅の続行を巾止したときは

慧兇陳述管を揺窟し︑期曝十蚕繭

ちから公開ヒアリングに出席して

えて発熱するとき︑または出腐者

欝﹂︶を作成し︑関係行政機関に

までに揺定した者に通知する︒

もしくは傍聴轡が公開ヒアリング

送付する︒

届け出る︒通律雀は︑属出蓄のう

︵一︶通産雀は︑公開ヒアリン
グを開催しようとするときは︑そ

に略認降繍藥部注︶︒

︵以下﹁地元佐織﹂︶から雪見を の期薦の脇目頗前までに︑件名︑
聴くとともに︑発電所を設鷹しょ 公開ヒアリングの期賑︑場所︑購
うとする春︵以下﹁設齪蕎﹂︶に 案の要湧を告示する︒通産雀は︑
地充住民に対する説聡を行わせる
など地発難民の理解と協力を得る
ため︑公開ヒアリングを開催する
ものとする︵以下一⁝︵照︶を除
き﹁ものとする﹂は﹁する﹂など

︵二︶通産雀は発電所の設羅欝
欝を含む電源開発基ホ謝画纂が給
源開発調整審議会に付議される前
に発電鍵盤翻予定地点の属する都

を指定し︑期黛十翼翼までに指定
した蕎に半知する︒

開催もしくは議麟の続行を申止で
きる︒この場禽議長は︑その雷を
じ︶と設置者に通知する︒

巻で︑病気その他の瑠故により公

五その他
︵五︶麗麗轡は︑公開ヒアリン

きは︑公開ヒアリングに鶴え︑地

通薩繍は︑やむをえない理外に
グに出席して説明を行う癌の氏名

元儀展から文欝により悪報を聴く

遅講なく関係者に逓回する︒
欝示後門露なく発電所の設磁謝韓

開ヒアリングに出席できなかった

等の描麗を講ずる︒

︵二︶通薩雀は設悪趣に対して
紅の概要を地回住民に周知するた

と職魯を予め通癌繍に搦け出る︒

の開催もしくは譲覇の続行の中比

番または︵三︶の公開ヒアリング

︵蕊︶の指定を受けた

︵三︶難産省は・公關ヒアリン
グを開催しようとするときは︑発

めの描躍を講ずるとともに公開ヒ

︵六︶関係行政機関は︑その職

︵四と

鰍所設蔽予竃地点を箇確する都遵

員を公開ヒアリングに出席させる

︶の周辺地域の麗囲

︵三︶地元住民のうち公開ヒア

還府県の地城内で︑公開ヒアリン
グを開催する︒

の秩穫を乱し︑もしくは不穏な露

文翻を添えて︑その量を通産省に

発難所︵以下﹁発電所﹂︶の設灘
に係る諸問題について︑設麗予定
地点の周辺地域に住所を有する轡

＝＝＝︸こ：離照察＝竃＝馳＝＝︸＝幅こ＝︸獄＝＝＝喝＝竃＝噺畿竃幅瓢噌嚇＝㌶＝＝＝喝＝簡＝＝電＝軸＝嚇＝＝＝＝＝嚇窺嚇＝＝殉＝＝＝＝嚇崖下饗＝佛＝な嚇竃＝嚇窯︑臨＝嵩＝＝＝＝＝範＝嚇鞠腎鮭＝三一＝＝畿陶＝＝＝一軸識需＝＝囎＝裂数＝な＝㈲二藍﹁一望＝町a＝＝胸＝﹁二一＝＝魏鴨＝＝＝＝＝鴫＝＝

動燃難業國が開発した遡心分離技

ウラン濃縮問題婁興会は︑まず

素となっている︒

せ︑推進していくのに不司欠な要

る可能性すら出てくるわけで︑外

した︒

」
アリングに出席するよう求める︒
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五十四年度原子力予算
容︒放射性麗棄物対策や温

七千万円などが主な蓋定内

万円︑原子力船開発四十懲

たことはその一つである︒開発利用を

ン備薔に対する財投枠が認められなかっ

踏みを余磯なくされたものもあり︑ウラ

悉無に簗中する年次スケジュールを立て

研究開発資金が必要と試籏︑それも前半

計爾では先行き向こう十年間に四兆円の

せていくためにはより

閣の璽点配懸が

円滑に推進︑国恥麗策を翼体的臼程に塾
は喫緊の課題だ︒シーリング方武による

ているが︑これをどうやって確保するか

排水二戸研究など継続分研

究等の拡充強化に室力が注がれたが︑こ

政府案によせて
望⁝羅辛四聖學力閲係

●

ρ貫亀

臨剛一
♂

三蔵省・資源エネルギー庁公叢購業

じゅんいちろう

部原子力発躍安全管理課擾になった

むかい

のある管理を﹂とも︒逢坂安全

審査課長とは原子力局原子炉規

制課時代に岡じ課長補佐として

をとってやっていきたい﹂と新

机を並べた仲︒門チームワーク

し︑原発定魑化につくしたい﹂

安全行政を固める向︒逢坂ライ

﹁僑頼園復﹂へ大きな第一歩

と新行政の将来を三つめる屋は

一郎

を踏み出した新原子力行政︒

鋭い︒

準

い︒むしろ不可能といっても過雷ではあ

が︑その歩む道は軍坦な道ばか

向

発が襯遇している諸問題を霞聾すれば一
るまい︒原争力委肇会が予算集成に際し

．りではありえない︒前途には立

経て五十一年から原子力発電安

中に一千万KW時代に突入︒稼 八年通産雀原子力発霜誤などを

ムリーな駈要資金の確保は到蔭︑できな

図瞭然である︒とり巻く闇題はさまこま

切り︑同様に原産が関係当局に格段の配

所要資金の確保で異例の墨摺霞訴にふみ

地問題︑放射性廃麗物問題など

予算編成方針がとられている限り︑タイ

縮パイロットプラント廟け選心分離機三

だが︑これらを遂一︑週漏なく克股しな

・新行政の展開を待つ課題がギッ

る研究と対策の緊要性は今日の原子力開

庁︑通産省︑運輸省︑外務雀など灘係各
千台の無月︑内部被曝実験棟およびプル

がら着実に原子力定魑化を図ることが当

あるからに他ならない︒財政当局が予輝

麟を求め要望したのも︑こうした二一が

聞題︑環境問題︑﹁むつ﹂問題

全課疑雲安全霧査富︒ECCS

不忠欠であり︑とくに一塊・安全に係わ

脱髄のそれをみてみると︑厳しい査定状

※研究協力の開始などは新規分︒廃炉対

トニウム転換施設の建設纏手︑核融曇日

面の簸大課題といえよう︒新体制がスタ

するかのような国際偶勢がこれ

シリ︒

ゅ漏の製作設計山隠鑓︑人形練ウラン濃

況の中にも各項厨でそれぞれ順調な伸び

ートした今︑それが原子力欝欝へ実効を

こうした撰しい要講に応えたことは︑安

編成で溢しい台所をなんとかやりくりし

うした中で高速繕殖炉原型炉門もんじ

をみせ︑ほぼ要求を瀧たした内容となっ

でも藤要の三囲がとられた︒外務省の原

策や負荷迫従監を高めた高性能燃料開発

いるという点も含め︑われわれは︑予算

あげうるかどうかは一に今後にかかって

⁝予算政府案が十一Bの臨階予
齪脳⁝簾閣議で決まった︒ 科 学 技 術

ている︒償還予舞が財政の愚迫もあり全

子力課新設は蟹みを繕してきた原子力外

董定︵ムロ計四十六溝型︶があったことか

全性研究など一部で原要求を上川る増額

れ新軌道へ肩け総力態勢︒

で

に拍肇をかけるQこうしたなか

働率闘上対策も射程内に︒門外

健全な状態といえる︒全力をつ

貫化をも悪味する︒﹁一士化は

そして新行政の桧舞台へ︒

線で体験してきた

年原子力局原子炉規制諜︑四十

工学部卒後通産釜入り︒四十五

昭和三十五隼京都工芸繊維大

ンの呼吸はピッタリ︒

体で一一一・六％と十照隼来の低い伸び率

交へ穰極的な対応姿勢を示したものとい

らもうかがえる︒しかし︑次年度以降は

﹁これで原争力行政懇談会の

要に応じ新しい検蜜富を養成す

戦中派

︒

くしたい﹂と新行政へ惰熱を燃

行政一欝化︒それは壷佳の一

にスタート︒﹁可能な限りの人

予算の編成を前に︑海を千載に残さない

いということである︒五十五年慶原子力

を璽出しながら効果的に対憲

材をあつめた﹂という︒﹁安全

つぎをスムーズにし︑継続性

ついては﹁安全審査からのひき

計画︒また︑今後の安全行政に

ゴルフを始めた︒

庭は操夫入と男の子二人︒最近

昭和十一隼滋賀興生まれ︒家

川町漁協については昨琿開かれた

町長立ちあいもとに周涌協と簾北

ーランド大学のジョセブ︒シルバ

放射線化学の権威である※メリ

産したため︑この地域の一

スを螺示しているレイケム社は︑

線ケーブルの架橋に放射線プロセ
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大阪出張所入髪市北【×松ケ枝町40クラウトヒル

わが国の還転覆の原発も昨年

にとどまった中で︑エネルギー︑とくに

ばキメ孚になるものでもあり︑そこに国

もっと窮屈になる︒対症療法でカバーで

指摘した対策は整った︒初心に

るなどして万全を期したい﹂o

など原子力開難の激動期を鹸前

家陶プライオリティを与えていかねばな

きなくなることは明白だが︑もっと大き

かえって対処していきたい﹂︒

であり︑こうしたあり方が実際的でもな

約の余波を受ける恐れがあるということ

も発射台を離

ルギー問題解淡に原子力が不可欠という

らないこともまた︑確かだ︒ことに︑高

にかかっているものまでもが画一的な制

くは︑今後の成否が現在うつべき施策

への歩みを始めるが︑そこには︑政策

ースにこれから︑いわば国産技術総決獅

行政一縷化弩

大方の民悪を予算繭で嚢付けたものとし

逮増殖炉︑ウラン濃縮および核融舎各研

油にあたり︑国際核燃料サイクル評価協

上︑資金面でいささかの遅藷も許されな

よう︑畏期謙画耳門部会で検討された財

やす︒

議も後半の追い込みへ簸終詰めの段階へ

原子力はわが国エネルギー政策のいわ

率となった︒ちなみに同庁予籏の六罰は

て︑評価したい︒とくに五十四年度は新

究はこれまで二十数年問の研究開発をベ

を象徴

原子力關係は要点配蹴︑うち科学技術庁

いずれも︑政府が︑わが国将来のエネ

えよう︒鷺源開会︑財投もよくついた︒

原富力蝶貝となっている︒通産雀所三分

しい安全規制行政への移行と斬原子力砺

不確実性の時代

所螂の研究開発欝は総額壬脚継五十七懸

は総額ゴ一十三億六千万円︵一般会謝︶と

究開発利嗣長期計画実行のそれぞれ初軽

措躍の推移を懸守っていきたい︒

四︑前慾海比一八・四％とかなりの伸び

活力製鉄研究で大型機器整備が峠を越し

前壷魔堅果％の減額嘉定だが︑これは原

実用炉の審奮︑還転に厳しい目 翼体的には改良標準化による摩
︐を光らせる技術顯問会も十七臼
検対策などと協力して取り組む

率を達成している︒

い︒先進諸国がエネルギー自立をかか

は﹁今後さらに検討を進める必要

参謁きが調印された︒

電力との間で漁業権消滅のための

日には漁業権消滅禰償金提案説明

ーマン教授は一一十二田︑原版の放

約五十万平方桝で︑このうち四十

年間売上高二親八千万がとなり伸

た︒

び率は二二％に及んでいると述べ

本社（原子力部）

たためで︑要求ベースでは九二％と好打

入るなど︑原子力界にとって工めて翼翼

げ︑そのいずれもが原子力傾斜開発政策

源諸方策も含め政臆による研究開発資金

ていたが︑残る三漁協については

臨時総会で漁業権消滅が決議され

このあとシンポジウムは焼却処

会が開かれたものの園答が篠られ

射線利用研究会で来国の放射線プ

シルバーマン教授示唆

び上昇傾向に

放射線利用︑再

がある扁としながらも公衆への被

昭和四十九年までに﹁原発建設同

曝線壁が宙然放射線の手分の一と
なることを霞安に個々の三極につ

権消滅まで至らず交渉が急がれて

意炭議扁が得られたものの︑難業
玉入すれば施設によっては六〇％

いた︒

いて下霞継を試算︑﹁この鱗度を
始されたが︑この方法だと放射線

程度の廃棄物が区分されることに

燥処理された動物屍体の応酬が開

彰響もなく短時間で焼却処分する

分閤題︑下限値問題などをめぐっ

ず交渉は一たん決裂︑その後渡辺

学術会議ン
ンポジウム

医療廃棄物問題をとりあげた加藤

て﹁現在の管理レベルでは自然土

こうしたなかで︑昨年十月三十

氏も﹁血液︑病原菌に汚染された

中のRIさえ︑管理の対象とな 諭牡鹿町畏によるあっ旋が続いて

なる﹂と報告した︒

ものをのぞき︑これまで不燃物と

ことができる﹂と指摘︒さらに︑

り発回した実情を説明したあと

されてきたプラスチックの注射器

門米醐の放射線プロセス利用産業

ロセス利用の現状について講演︒

﹁四十⁝年から原爆による処理も

行われるようになったが︑やがて

などは焼却する方向で一日も學く共同処理施設の稼働が墾舐れる﹂と述べた︒また︑こうした焼却処分への移行のカギを握る下隈値の設定について講演した吉田芳和氏︵原研︶漁業権︑マ

を記録している﹂と述べ︑一時低

は年聞二〇％以上の売上高の伸び

迷気味だった放射線利用が再び上

同教授は︑大手加速器メーカー

旧き傾向にあることを示唆したQ

ックス社の例をひき︑七六年から

の一つラジエーション・ダイナミ

七八駕までの問に同歓の工業用加

え︑七八年末で七十五台︑三千九

また︑動物屍体の処理について

総会で女川原発建設に伴う共同灘

速露販売は十五台︑千五颪KW魍
九万六千八百円という数値は交渉

拡大の目覚しさを擦摘︒また︑露

酉KWに達している︑として市場

所︑道路の建設などを行う一⁝というもの︒このうち︑六億六千百

グラウンド以下になることが磯認されており︑焼却処分への移行が

にあだって縄食側が﹁女川原発サ

編女一11原発建設問題で
による有機廃液︑動物屍体︑医寮廃棄物などについて軍議に離策を

宮城緊牡鹿郡牡鹿町の前網漁協

イトに近い小屋取部落並み﹂を要

講演した森用尚双盤︵粟大︶も

準に倉出したもの︒

今回の漁業権消滅決議にともな
って二十二贋︑牡羊町役場で渡辺
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慮への措麗がとられたことは講ばしい︒

な年となるだけに︑内に外に︑そうした対

を強く打ち出していることをみるにつけ

別委爵会︶があいさつにたち︑わが国の原子力開発と放射性廃棄物

望ましい扁と早期頬策の必要性を

女川原発の温排水拡散影響範囲

協会︶は廃爽物問題の実悩につい

成決議﹂を行って以来八葎ぶり︒

確立していく必要がある﹂と問題

に囲まれる漁業権消滅対象海域は

問題の現状について﹁刷本の原発

︵渡辺取組倉長︑四十八名︶は二

ちとくに緊急の諜題となっている

十日︑同漁協事務所で開いた謄躍

ル廃棄物だけでもドラム缶八万五

は昨蕉一千万KWを超え︑低レベ 提起した︒

千本が薔蔽されてきている﹂と前

これに対して撫藤貞武氏︵RI

現場から現状と闇題点を報告︑今

後の対策のあり方を明らかにし︑

万平方材が学用町漁協の灼象灌

迪ﾜ醤四十二万六千八百円を繰

業櫃の一部嚢失承認案を蟹成三十

﹁寄礎﹂﹁緻浦﹂三漁協

の共岡涌業権海城︒このうち︑女

関前網﹂

域︑残る十万平方耕が牡鹿的の

﹁大型懸物の処理︑すでに藥興ず

八対反対九の大蓬で司決した︒同

て門昭和磁十四年当謄検討が整わ

みの一万本のホルマリン動物屍体

なかったため廃屋物の藥荷だけの

たのは昭和四十六年﹁原発建設蟹

漁協が最終的に漁業権消滅を決め

躍きしたあと﹁こうしたなかで放

の取り扱いなどの問題が残されて

射性廃難物問題は他の問題に銘べ

いる﹂としながらも﹁昨駕から乾

る目的で開かれたもの︒

形でスタートすることになった﹂

か扁と指摘︑﹁とくに︑RI利用 と処理をタナ上げにした形で見切

なおざりにされてきたのではない

学術会議としての勧告の滲考にす

シンポジウムでは︑まず木原正

﹇﹁軍均

訴えた︒

﹁下限値の設定を﹂lIなどの意罠が続
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さて︑五十四駕度原子力予舞はすでに

万円︑新型動力炉開発四︸臼六十九億七千

い︒われわれも︑協力を惜しまない︒

確保のための翼柔な取組みを期待した

ところで︑新原子力砺究開髭呼唱痩鰐

この感はなおさら強まる︒
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（第豊種郵便物認可）
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子
昭和54年葉月2ξ5日

〔原子力関連鴬樂種臼〕

（発電所関係）機器その他の門弟除去、定期検査時の除染・サーベイ、核馬料装荷・交換作業、
偶入被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水講の雪占、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、管理廉域内除染およびf浮掃、普通格域清掃
（研究施設関係）RI放射線取扱ズ験室設計コンサルタント施設の改造・解体、廃棄施設整講、
機器の除染、各種廃棄物の処理、ブイルターの焚換、空悶線蘇率・即日汚染率分布測定、空調設
備運転保守、管理区域内除染および請掃、曹通臥域消掃、｛争水管理

〔原子力関連主要得詩客〕
（発電所關係）珂本原了力発竃（株）・敦賀および束侮発屯所、東京電力（抹〉・福島原子力発電所、
串国屯力（株）・島根原子力発電所、九州電力（株〉・玄海療∫力発電所、ぼ菱商事（株）、 （関竃興
業（林）、三酉電力（株）・美浜発電所）、日立プラント（株〉、東京芝イ甫鞄気（株）・原子力本部、黒塗、
原子力ユ業（株）GE・敦賀および福紬建設所、WH・局浜建設所、1体シールオール（株〉、黒和テノキ（抹）
（研究施設関係） 日本原子力研究所・東諏・大洗・二千各研究所、理化宇研究所・人和研究所、

究所、来京都藍アイソトープ研究所、放射線隊字総合研究所、・欝気通信研究所

電力中央研究勝、H本アイソトープ協会、虫人L諦部・原ぜ止観究施設、東北大学・金属材料研
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﹁般険牲を過小評緬﹂
Nをメドに見直しか

翌X︳5

∫♂日

適切な訂正処羅を行う︒

応したものには過書にさかのぼり

一︑NRCが幽した繍簡や南明

三点で大きな成功を収めている③

中身を越えた結論が謙かれ︑誤解

欝のリスク評漉方法を纏広く安毒

下院︶エネルギ；・環境小婁麟会

①ラスマッセン報告の成累と隈界

委綴会を発題させた︒同委員会は

に一九七七駕︑リスク騨価爾検討

審査などに発展させることを欝的

蚕員長はごハ七六年︑公聴会調査

メントを評価︒検肥する③リスク

を明らかにする②山門家からのコ

った︒モーリス・ウダル︵民霊党

を生じやすい﹂など批戦の醸が上

ての原子炉災審の実懸を明らかに

報答をもとに︑ラスマッセン報簿

急滋死亡だけを︑全く異るリスク

スマッセン報告翻がもたらした間

いが︑誤差範囲が過少騨価され

体として闘いか低いか判定できな
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﹁他の産業が璽大な甥故を経験し

CEAのテイヤック巖高顧聞は

●

なかったことからもうスマッセン
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研究で傅られた費璽な成果は原子

論機関や公私機関に開放されてい

ャメ博士は﹁原畢力が開発される

れている﹂と掴摘︒貰PSNのジ

各段階で塞際に必要とするデータ

嗣︒ゴルレーベン・センターの建

理職︒一九七九年の予言は三億七
千七薦六十万錫︵約二管億円︶︒

璽

し・﹁盤界には二暫＋の原子力発

一齋人を動員して対策がとれる﹂

璽大な放射事故の場禽には礁ちに

と報告した︒

条件で行われている﹂ことを強調

電所があるが︑い窪だに住罠と従

ビスなどをWH社がうけもっとい

︵DOE︶と便用済み燃料隔離財
保証謙画の關発︑その他管理サー

ュー︒メキシコ州にある四周済み うもの︒また︑施設の建設讐理の

蔵で契約した︒エネルギー雀のニ

燃料覇離貯藏プラント︵WIPP
技術援助や施設の稼働謝画策定の
技術協力を朽う︒契約額は約九谷

を持つことになりそう︒

についてもDOEとWR社は交渉

ている︒建設終了後︑施設の稼働

プロジェクト︶に対し︑WH社は 援助なども同社が行うことになっ

万が︵約十八億円︶で︑今年一月

っている︒＋一月一眠にWH社の 現在のWIPPプロジェクト

九賑から十月一翼までの期間とな

蔵を行う予定で︑高レベルの廃藁

は︑嵐気の国防関係の廃棄物の欝

物処理の実験も含まれている︒さ

翫画参画継続について継続交渉が

契約内書は﹁予備的なエンジニ

行われる︒

ている︒

料︵千集一体︶の処理も検討され

らに商業原子炉からの使絹済み燃
アリングの仕様錨とWIPPプロ

悶題レポートの作成の援助︑論題

ウエスチングハウス︵WH︶社 シェクトの旛設設計の欝蒼︑環境
はこのほど・※麟エネルギー省

富士の放射線機器

富上ホールボディカウンタは、検島器としてシャドウ

さらに、窟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：黒願番号輪49−126113）

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、完全に自動的に省えま曳

トに付した︒

以来︑酸悪嚢故だけを取出して

したこの報饅描は﹁ラスマッセン

は①適切な審糞を経ず発表された

検酎するのではなく︑平均値とし

め︑折りからの原子刀安全論争に

報儀﹂とし世界中から注蔭を集

に沿い︑約一年にわたって検討︒

について援討するーー以上の目的

が安金審査の中に取入れる罵能性
いと縮崩している③報告竈の発褒

罫纐孚法の検討を行う④この手法

の仕方は︑康子炉購故の結累に対

あるにもかかわらず︑リスクが低

誕漸騰から﹁一般によく読まれ︑

②概説部分は︑解析の不確かさが

また原子力論争に利用されている

鐙要な位翻を占めるようになると

商絹原子炉の麟在的な購故リス

ともに︑米議会の公馳会で一部の

クを推定するため償来原中力委員

翻中のWASHI一四〇〇に閲坐
するものを再検討し︑必硬があれ

コ雲叢ッツ工科大学のノーマン︒

違った印象を取除くため︑同報告

ている扁などとする結果がとりま

と利益の様相を持っている自動

の説開密を作成するようNRCにとめられ︑その取扱いがNRCの

翻の

限界〃について

ラスマッセン磁器らを中心とする

然的リスクの急性死亡と銘較する

寧︑飛行機︑台風など人為的︑自

など︑語漏化の難しい時聞の概

と

グループに﹁原子炉の安全性に関

念が考慮されておらず︑報霞播の

をみたことがない﹂と指摘Qまた

議員に懲大な影響をおよぼす瑠故

利点

する調節研究﹂を言託︑同教授ら

政策蘇明はまた︑WASHf会
一︵AEC︑環蕪RC︶はマサチ 概説4では原子炉塞故による し誤解を生みやすい一fとし︑ラ 昨年九月に﹁炉心溶融の確率が全

ば訂正するよう指示した︒

ながらも利点について①以前のリ

四〇〇は不確かな部分があるとし

米原子力規制委員会︵NRC︶は十九日︑﹁ラスマッセン報告聾︵WASH一︸鰯OQ︶の解析に
は確率を定麗化する鍛講の手法が粗いられているが︑推定値の誤差蟷は過小評価されすぎている臨な
どとするリスク評価再検討委員会が一筆にわたって行った検討結果を受け入れ︑ラスマッセン一儀に
スク評価に比べ大愚に篤農されて

は一九七四年四月︑その研究結果

分なチェックが行われ︑さらにN 討婁員会は明確に欠点を懸摘でき

ク評価魑を原子炉の全面的な安全性判断墓準とはせず︑再検討委一会が示した門データベースの不適
をとりまとめ中間報告とし識メン

RCの聯門象により監視されてお ず﹁不確か﹂としか結論づけられ

た︒

げられることにより︑間遡った解

孚にゆだねられ注目を簗めてい

釈が横行したり不必要に議会の進

対する一部支持を撒回する三明を発表した︒これによりNRCはWASH一一四〇〇が提起したリス
いる②原子炉安蘇性研究の含理

灘や規制プロセスをより含理化で

要請した︒

現躊点では鰻も叢れた原墨炉安全

り︑この徹底的な海螢︑監視︑つ

化︑肇故系列の位署づけ︑窺黙約

研究に関するもの一⁝などの点を

行を遅らせることになるのでは﹂

が原子炉の安全

る︒原芋力情報センターでは現在

険の評樋とその予防を軸に策定さ

力エネルギーの発展にともなう危

﹁原子力の保護と安全対策が原出

また王PSNのタンギ所擾は

措躍をとってきた﹂と述べた・

めて緻密な保護と安全の糖神から

に対して原子力では買初からきわ

て漸次必要な安全描羅をとったの

まり

炉の安全性を輸す根拠となる︒

多璽防護

性に課せられている本質だ︒再検

﹁万全の安全﹂を強調

フォントネ・オ︒ローズには原子

雪椿議二周年記念で講演会
︻パリ松本駐在鼠︼フランスの

フォントネ︒オ・ローズ原子力研

はこのほど二周無を迎えパリ郊外

番は五十人に遠しない︒一九七八

IPSNの活動を紹介する展示会
ようになってから放射能を浴びた

謝金防護研究協会︵IPSN︶
力説金轡報センタ⁝がおかれ︑政

NRCも再検討委爵会も﹁原峯

力慶叢会議理露畏談

聾RCはこの要撃に加え︑報欝

で︑原子炉リスク議論で誤屠され

概説部分は降等翻の糧茉な説曙

滋げ﹁一四〇〇の各論で︑麸礎デ

切﹂などを考懸に入れて原子癖霧鐘の確率論的募金評緬の聖旨しを間り︑NRCの政策指針にするも
のと見込まれる︒

ラスマッセン報欝艦が発表され

て以来︑NRCは報告盤を支持すきる﹂との考えから︑カリフォル
ニア大学のハロルド︒ルイス教授

トリー︑フォールト・トリー分析

総員会にWASH一一四〇〇の再 一 ︑ W A S H ⁝ 一 四 〇 〇 の 検 討
しては利用していく︒イベント・

を委翼長とするリスク騨価再検討

黍法は適切なデータベースと組み

る形で原子炉の安全性に編綴んで

リスク評価手法のワクづけーーの

ていることから︑これまでの支持

との憶測がでている︒

きた︒蝦告翻に対しては響門脇か

プロセスは不十分で︑定羅化の難

舎わせれば︑確率を建麗化する簸

ウォルスキー米原子

ータ︑解析捜術が適切なものに関

らの﹁報告鐙は隈さ約三十弛ン綴に

検討を婁託︒ルイス報告が昨鋸九
しいもの︵人聞の適応能力など︶

を撤陣する︒

も及び極めて難解︒本報告︵約藪

冒されていたが︑NRC︵ヘンドに適切な検討を加え︑解析の不

月に完成し︑報告露の取扱いが浅

いない︒原子炉の安全性は十分

炉は危険である﹂と一醤も語って

の三つの部分に分かれているが︑

プロセスにも広く利馬していけ

な安金運躍や原子炉固萄の工学

きるあらゆる薯故に対応できる安

究所で認念式典を行った︒一九七

年には放射能を多懸に浴びて治療

NRCの今回の政策の変更によ的特性からも携測できる︒仮想で
男装踊は四半世紀の経験を踏まえ

六隼︑原子力庁︵C8A︶の関適が開膣されている︒

をより有効に利用していく︒

る﹂と付け加えている︒

確実性を減少させ︑WASHl善
一の手段で︑今後の許認可︑規制

五十ページ︶︑資料データ︑概説

にある事故発生確率の

WASHi一四〇〇を再選討し四て
〇〇の確率論的手法︵フォール

概説
いたリスク評価再検討委員会の調

一般にもよく分かるように付され リー婁鳳獲︶委蝿は﹁全会一致で
た

董結綴を受け入れる﹂とし︑概要

生じるが︑原子力開発にとって致

一︑WASHl一四〇〇が提り隣
しばらくの間は許認可に遅れが

設計されている︒各富盛は霊力会

部濁を藝呈して設立されたIPs 詑念式典では貢挙巻の講演も臭

したリスク評価値を無条件に規鰹

プロセスやNRCの政策に込入れ命的なものではなく︑むしろ﹁原

社やコンサルタント会社により十

鷺C︵WH型加圧水型炉︶のほか社︶が出資する︒一方︑連邦政府

子力安全性問題が各方蘭で取り上

を漸次提供することになる︒

業務の童な内容は①総合高速炉

スライセンスの作成に分けること

職員は九酉人をこえ︑五〇％が管

とDWKは各二憾嬬を出璽してセ

これは主として約千人の子宮隊を

KWU︶・米国バブコック・アンンタ1運蛍の行政蟄屠に嶺てる︒

SYFRAは公表から情報を
西守
独クラフトベルク・ユニオン

ライセンス②スーパーフェニック

ができその内容次の遜り︒

総禽筒速炉ライセンスの作成11 り︑特許権手続き業務を行う︒

が︑この三社の他にロールス・ロ

設認司は二ーダー︒ザクセン州が

センター防衛のため常駐させる蟹

イス社も肖り零すことになった︒

新しくPWRメドメ・ーウカィールとコしッてク立ス候︵補Bし＆てWい︶るが

このライセンス関係資料はS猛R

ENAの優先的特許権便用管ノバ

ールス・ロイスら

ーカー設立へ

トム社︵フランス︶︑INB︵西

英

与えるが︑アルブレヒト首棚は

から後だ﹂としている︒

二〇〇〇年ま
でに原発九十
門パリ松本駐在殿冒ポルトガル

ポルトガル
このほどゴルレーペン︵東独鷹境

露所九基の建設を予冠し︑一号の

政府は二〇〇〇鋸までに原子力発

ペニシェ原子力発電駈の蕊工を急

射性廃棄物財蔵所の資金計闘につ
ループに対抗する悪図を明らかに

ル・エレクトリッター※燭ウエス

﹁三月に縣門家の調査報告をえて

再処理と貯蔵所

資金計画で協定
ンン︒エンジエアリング︵CE︶︑

ルス・ロイス社は※コンバッショ

︻パリ松本駐在鼠M英国のロー

独︶︑NIRA︵一九七四年C8
Aと協定︶︵イタリア︶に試供さ
れる︒総命ライセンスは高速炉シ

〈解脱〉

Nは安全政策の定義と奨腿につい われ︑工業省のコシュスコ・モリ
を必要としたフランス人は一入も
って愛しい特許権便箋蓄が建設の 菅三＋万KW聖水型震発一篇は蒼鱒場︒電力会祉で組織してい
て政雇に必要な技術的支援を与え ゼ工業安全局獲は門王PSNが与いない︒外國人では一一十二入がキ
の発注を予定︒これにはすでにG るDWK︵西独核燃料再処理会
ューリー研究駈で治療を受けた︒
ることを罎的としている︒現在︑
える技術的支援がきわめて農好な

認めてきたWASH一一四〇〇の
ることはやめる︒この評価傭を適

一︑これまで明確にまたは瞳に

ト・トリー／イベント・トリー︶

ているものより遥かに大きな不確

次のような政策欝欝懇を公表し

計灘に対しては本難中に述べられ

定性がある﹂などの批判に応える

◆

とともに門WASH⁝一四〇〇でた︒
採薦された解析手法は︑安全審査
全般に纒広く利罵することで許認

外論
矯臣
高速炉情報会

社が活動開始
フランス先

仏先蠕姫シズテム社
︻パリ 松 本 駐 在 皿

端炉システム社︵SYFRA︶スが
テム研究開発と運転経験に基く

西独政府が地元と
・インダストリーズ両社と提携し

英国ノーザン・エンジニアリング

トム社四〇％出資で設立され︑

もので︑特許権使用者が炉型概念

てRNC︵ニュクレアー︶社を設 ︻パリ松本駐在最︼西独運邦政

原子力庁︵CEA︶六〇％︑ノバ確認された悩報と方法を収臆した

への疑問と経緯

ぐよう検討している︒

富士ホrル療デイカウンタ

翻

言糊事業部マ100東京都千｛引田区有泉際一ま2−1駕し（03）21圭一7組㈹開

奮士選機製造株式会社

ラスマッセン報告

近く
チングハウス︵GECiWH︶
グ︶に建設する再処理工場・放

の﹁システム80﹂で英国ゼネラ ザクセン州のアルブレヒト首相は

立し︑CEの加圧水型炉第二世代 暦のシュミット酋槽とこiダー︒

を進歩させることに役立つ内容の

会社でも経験をもつメーカーを動

いて協聾した︒再処理長場の能力

人体内汚染の有無の迅速な測定、核種の岡定を行ない

微：量の放射盤物質を
選速に覆：耀しま沈

1（Tのシンチレータを併恥しているため、

レータとNa

監

英露力庁︵CEGB︶は欄内に
は年千四酉ゾでセンターの建設螢

した︒

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；に残留する

L．

7

カダラッシェ原子力センターで活

イセンスの作成難このライセンス

スーパーフェニックス一頃機ラ

動を始めている︒SYFRAはもフ
のでなければならない︒

ランスの高速炉システムの悩報を

収簗し︑エンジニアリング会社S

売する仏独合弁会社︶が利周しゃ

あれば外国のエンジニアリング
ERENA︵腐速炉技術資料をが賑

建設できる︒この灘料の構成によ

WH社と契約
米DOE、

80
鐸すればスーパーフェニックスを

務としている︒

隔離貯蔵で技術協力

が米

すい形に整理し提出することを業

PP計画進展：

W

昭和54年1月25臼
新

子
（第蕊種…郵便物羅可1

第961号
（3）

聞

業

一面所報の通り講本原子力産業会識は二±瓢臼︑原子力委員会に﹁速やかにウラン濃縮の票
業化を興体的に進めていくことが肝襲である﹂旨璽盟した︒以下は原産のウラン濃縮問題委員

ト原型機と同一機種数十台による
のある濃縮覇業を葵現し得る程慶

にまで低下するものと認められ

しが得られているものと判断され

向上したので︑経済性達成の主要

の成果により還心機の単機性能が

わが国のこれまでの遼心機開発

る︒

る︒この試験の継続により︑今後

図亭は︑現在ほぼ型式が確立され

低コストの還心機を製作すること

これまでの硯究開

に蜀点が移りつつあるといえる︒

▽総合騨価
発によって遠心法によるウラン濃

早急に事業体◎

制を具体化へ
▽ウラン震縮をめぐる国際傍勢

国薩化の意嚢・

トの建設に役立てることが一能で
世界のウラン濃縮聰玉山は一九

り︑それら諸データを大型プラン

れらのデータを確認することによ

ラントの籾期運転実繍によってこ

つつある︒今後︑パイロット・プ

の設計に必璽なデータが蓄穫され

方これら試験により大型プラント

ラントの建設が符われており︑一

の成果に墓づき︑パイロット・プ

数橿のミニカスケードの運転試験

心機開発と並行して行われてきた

の両カスケードおよびその後に遼

▽カスケード賦験C1︑C2
た選心機を踊産化することにより

上するものと期待されている︒

寿命推定の統計的確度はさらに向

のプラント寿命を実行し篠る見通

なれば遼心機製作賢は国際竸争力

会︵ぽ藤俊夫委員侵︶がとりまとめた検討結菓︵報告憲︶の内容である︒

技術の現状解価

9遠心機性能す・欝欝試験が続けられており︑現時
一でに国際水準 点で経済性達成の目標である＋鋸
⁝：：：
▽遼心機の性能と野命昭和五

十一蕉に行われた原子力委員会に

転駒の一魍の長胴化と鮮麗還化が

よる評綴襖討︵C＆R︶以降︑ 回

達成され︑遼心機単機当たりの分

離性能は署しく向上した︒分離性
能が確認されているこれらの新機
標は︑今後罵産化が図られれば︑
商品プラントに使嗣し得る国際的
水準に謁しているものと判断され

還心機の寄命についても︑昭和

る︒

五十年九月に運転開始した鯉命予
察試験をはじめとして︑各纒の簿

命試験が行われているQ五十一年
九月からは︑パイロット・プラン
あると判断される︒

▽UF6の供給・園収等の処理八五隼に無間四万六千漉SWU︑

縮の最も璽要な部分である遼心機
については技術的にはほぼ国際的
水準に達したものと判断され︑将
来商用プラントに採幽し得る機橿

である︒したがってなお確認・実

の選定について頗途がついた段階

いるとはいえ大型濃縮プラントを

鉦を饗する技術的課題が残されて

建設し︑安定した運転を行うため
の技術的基盤は確立されたものと
認められ︑今後の開発の璽点は還
心法ウラン濃縮の経済性実証から

にある︒なお︑さらに高い分離性

さらに商業化への推進を函ること

能の遼心機と大口径還心機につい
ては将来の一浴の性能向上の司能
性︑技術水華の向上のため研究開

考える︒

発を継続することが必要であると

最も機微なものとされ︑その技術

縮技術が再処理と並んで核拡散上
ンの濃縮体舗を確立しておくこと

狸工場の開発と並行して回収ウラ

のウラン濃縮を事業化することは

が解要である︒さらに技術集約型

いることを考慰すれば︑濃縮市場

がり︑わが国原子力機器産業の国

わが国の産業梅造の嵩度化につな

移転に対し強い規制が課せられて

配されていく可能性は極めて強い

が少数の欧来先進諸国によって隻

溺述の通り︑欧来諸國はすでに

のあることと考えられる・

際競争力を高める観点からも愈義

ウラン濃縮役務の商業活動を開始

さらに︑これら限られた数のウ

と考えられる︒

上の要求を便用国に認めさせる遵

国の遅れは習めないところであ

しており︑この分野におけるわが

ラン濃縮役務供給国が困国の政策

ることも懸念され︑わが国がウラ

て︑遼心分離濃縮技術の開発を強

り︑今後わが国は竃属一致協力し

興としてその供給保証等を利用す

ン濃縮の供給をこれら少数の国に

力に推進し可及的速やかにこの産

依禅し続けるとすれば︑わが国核
燃料使用の自由度が署しく二審さ

要である︒また欧米諸国が大規模

業化の計画を翼体化することが肝

▽ウラン澱縮圏慶化の繁脳性

れることも十分考えられる︒

較的安価な濃縮サービスを提供す

なウラン濃縮国憲開発によって比

る可能監を勘案すると︑わが国の

上記の如き国際情勢の中にあって

であり二〇〇〇薙には蟷力照要の

舗力が失われていくことになり︑

事業確立が遅れれば遅れるほど競

すでに世界第二位の原子力発国国

四〇％程度を原子力発電で賄わな

のみならず最近の核不拡敵刷毛を

ければならないわが国としては︑
核燃料安定供給の観点から宙主性

めぐる国際嫡勢によって濃縮購業

とが予想される︒これら諸山勢か

への新規参入は一層園難になるこ

のある核燃料サイクルの確立が必

いても︑当然のことながら他の分

須の要件であり︑ウラン濃縮にお

畢業化は︑一隅も早く実環されな

いる︒しかしながら︑ウラン濃縮

いかなければならない︒わが国と

ければならない︒

ら・わが国におけるウラン濃縮の

しては︑ウラン撃墜を甥業化する

野と同様できるだけ自給を図って

と膨大な資金を頭し︑この字画遂

ことによって︑備蓄対策との関遡

工場の建設には長いリードタイム

行には着午の不確定要素が伴うこ

もあわせ︑該燃料使用の自丁度を

ことを考慮すると︑一九九〇庫以

としての地位を確立することが緊

サイクル上のサービスを行える国

FB貧開発計画等が流動的である 高めるとともに︑国際的に核燃料

ると考えられる︒したがってこの

ラントを運転することは可能であ

は︑ほぼ十琿以内に簸初の商罵プ

して︑今後の計画の進め方次第で

動燃の還心分離技術の現状から

発露の伸び︑プルトニウム利嗣︑

と︑また講要面では世騨の原子力

降の舗総バランスについては予断

系UF6処理系については︑技 ⁝九九〇年に八万五千沙SWU︑

際︑開発の欝標蒔期を明確に定め

また︑ウラン資源に醜しいわが

事業化までの各ステップを着実か

パイロット・プラントに引き続く

要である︒

を許さないところである︒

国にとって再処理から回収される

二〇〇〇年に十八万九千沖SWU

鷹騨のウラン濃縮酒場は︑米国

術的に大きな問題は残されてはい

中心から次第に多様化される方向

に対する供給源としては︑来国の

つ効率的に進めることが肝要であ

に還すると予測されている︒これ

減損ウランはプルトニウムとなら

ン濃縮パイロット︒プラント等の

に尚かつているが︑この襲業が高

る︒

現有三工場︵CIP︑CUPによ

んで大切な資源であり︑国内再処

ないものと判断され︑今後のウラ

建設・運転に十分適慮し得るもの

度に技術簗約的であり︑さらに濃
と考えられる︒今後UF6処理系 って一九八流年頃までに二万七千

と

に加えて予期せざる寒雲変動によ

▽關発男工上必要な圏の助成

下にその引き取り等について十分

は︑国空聯の備薄対策との関連の

およびソ連からの数輩函SWU／

千ナSWU／隼︵一九八二棚雲︶

設鉱197豆｛1（1970年3i司llllのアルメロ粂論難

1976蔀バリ／ダバにパイロノト・プラ／トル
ｬ（6tSWUノ｛P、将＊ i画公署なし

肝要であるQすなわち︑まず現在 たがって欝欝プラントの建設・運

業団からの技術移転への考慰と前

また︑この瑠業主体は︑動燃薯

ならない︒さらに︑濃縮魑業轡と

要からもできるだけ早い時点に設

以上のよ

立し︑事業躍動を開始することが

▽逮心機の生産体制

望ましい︒

には︑現在三社が分撮して製作し

うな計画を埋草的に遂行するため

ている選心機の生産については︑

その生産を一網化することが緊要

ント規還心機の生産を開始する一

である︒この一翼体剃は異証プラ

九八○年までには確立されていな

ることになるので生産コストの公

の間還心機生産を国内的に独占す

一方︑この一撃生産会社は当分

ければならない︒

陰
護

正化を傑証するための搭下等を翼

壁しつつ︑閲係各方面の合意によ

り箪期に設立する必璽がある︒

ノ︒

舞纏玄勲穐1二二魏獣
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ゼ・

騒嚇三瀬

・細謝岬陶酬嚇榊励幅呵熈㎜藩

巣進化学株式会社

ｻの後ゐ娑に応じ増強

って生ずる供給余剃分について して単期に市囑を確保しておく必

実証プラント段階は︑その性格か

な保証が行われることが必要だ︒

三百沙SWU／庫に拡大︶︑ユー

らみても建設資金は国が負醒すべ

誉頼性試験装躍の運転試験および

きであると考える︒初期の商用プ

ろう︒

還開法濃縮

めの設誹改獲が行われる余地があ

▽経済性の見遼し

えられる︒

実証プラントは︑パイロット・

用プラントの璽業主体について

開始させることが必要であると考

プラントで採用した技術︑旛設に

ラントにおいても︑国際南場にお

は︑本藍藁の内容からみて遠心漆

續ｪ二年頃︶︑ウレンコの二

ついてコスト・ダウンの観点から

けるわが圏の竸争力を高める観点

が大きいが︑予想される関々のリ

黒逓産業の努力に期待するところ

ロディフの一万八醤ゾSWU／庫

・産業化の進め方

さらに設計改良やシステムの簡略

の纒遇描圏等によって強力にこれ

から︑国は長螺低利融蜜︑税制上

パイロット・プラント設備の製作

▽開発スケジュール以上の技

価格について十分な確廣で免通し

化を図り︑商業化した場合の役務

運転により︑コスト・ダウンのた

庫の供給が見込まれるが︑これだ

術葬緬と国際摘勢等に鑑み︑わが

商

けでは来国がストックパイルを放

国は一九八七〜翼翼に鰻初の商周

▽商事プラントの轟藁主体

工覇の建設澱のうち還心機麗はお

は盤界の購要蝿を賄えなくなると

出するとしても一九八○年代宋に

八三〜四年に
実証工場運開

で︑遼心機纐格が濃縮の経済監を

よそ五〇％であるとされているの

スクと国簾上の緊要性を響慮し︑
上述の国による強力な隻援のもと

を支援すべきである︒また︑これ
である︒なお実証プラントはこれ

に上物産業を禽め原子力関係産業

濃縮プラント︵千ナSWU／翼翼を得ることなどを目的とするもの
ら所期の冒的を達成した後は商用

立されることが肝要である︒

が協力して︑民鴬により累期に設

考えられる︒

に八天專SWU／年規模の遠に応じ漸次魍強していくことを醸

ことが望ましいと考えられる︒し

プラントの一部として継蘭される

左右する主要因子である︒現在

計画を魑塞に実行していくことが

標として定め︑以下のような開発

したコレディフは巖大規模一万ナ

転は動燃薯纂國があたるものとす

述した実証プラントの継承を誓え

産︶を運転開始させ︑さらに鰯要

心分離濃縮工場を運開させる計画

sWU／年の工場を建設すること建設中のパイロット・プラントの

るが︑動燃は商用プラントの難業

そこで米国は一九八八八二まで
り︑霧来蟹産化された鵬合の製作

をもっており︑フランスを中心と
台のオーダーとなれば製作工程の

完成を急ぐとともに︑申聞段階と

還心機は蟹的には試作段階であ

るが還心機の年間生産台数が一万

麗を飯確に挺窺するのは困難であ

合理化によってかなりのコスト・

とし︑ウレンコも一九九〇琿以前

難
ダウンを行うことができ︑さらに

ると︑遅くとも爽証プラン罫の建
設闘始点には発足していなければ

には一万誘SWU／隼程慶まで能して一九八三〜四年に数薔ジSW 生体と繁密に連絡をとってこれを
岡性能機カスケード
力を拡大していく計画を発表して

東京都港区東萩橋1−2−13（絹岸ビル＞丁且L（03）573−4235㈹
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一
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カ
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（50PPm以下）

毒共戸f悶への輸
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CUP）により増強」，磨

その経験によって年間数万台規模

原子力機器の浸透検査には品質の保証された
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聞
二

業

力

原

述べた︒

一方︑放射性廃灘物の陸地保管
施設について報黙した船津昭雄践
︵東電︶は︑まず保讐の前提とな
る放射性廃館物の発生羅予測につ

雷門／鰐程度が下落櫨と考えられ

核種については十のマイナス七乗
万本収容するケースを考えた旛設

して一塁四百詩題の保管体を約着

されており︑西独でも胴囲以下の

取り扱うなどしてすそ切りが実施

りを実施した堀合の放課性固体廃

また︑下限健設定によるすそ切

門用いた敬償の糊慶︑儘頼度が統

報欝した森沢翼翼氏︵早大︶は

管施設の璽故時の安全裟について

ら﹁潮提となった安全余裕慶の研
縄︑仙台︑私古屋︑落涙︑広覇︑

で行われてきたが今圓は新たに札

いるもの︒従来︑粟票・大阪のみ

究が今後の譲題﹂﹁鋼縫線暴など

高松︑福岡の七地点が追回され

によって選び出された舅女四千三

職員を募集

／IA封A共欝欝業部上級職員④

一級職員

企画察まで︒

しかし︑﹁原発の安全性をどう

﹁必要なエネルギー﹂

﹁原子爆

た︒雍京での回国率は﹁放射能﹂

の論文を募集中

アイソトープ櫨会

臼本アイソトープ協会は来たる

六月二葉五闘から二十七膿までご〜

賑間・勲京・虎の門の国立教膏会

館で第十六園﹁理工学における岡

位充素研究発表会﹂を導くことに

煙櫃類・総総》

難範鞭

傷を防ぐことかてきて目撃間の御使朋に耐えます。

ルフ研究駈化学課準職屡③FAO

匪 A ￡ A 研究および研究所部一級眼員

応募締切は︑①と②は三月〜

国際原子力総懸︵IAEA︶は ▽保締措躍周⑤査察情報処理部
次の婆領により職爵を勢撫してい

研究および研究所部ザイペルスド

の︑﹁放射能扁と回答した入も五

・四％から四〇％へ増えたもの

属︑③と⑤は二月八艮︑④は三月

ら六〇・九％へと⁝・六％の伸び

八・七％から六七︒六％︑六一・

▽管理局①人三部二級工員

る︒

にとどまり︑﹁反対派﹂が一五・

九轡︒詳細問舎せは原産の調査部

時では門原子力発電﹂と答えた人

三％から〜二・七％へ減少しだの

子爆弾﹂と回了した人は九地区中

七％から七七・四％へ増湘︒﹁原

▽研究およびアイソトープ周②

は蒙察で四七・四％︑大阪で五四

に対し﹁中立扁は一八・聾％から

薫五十＆で︑回答回収率は爬羅〇

・四％︑二位の﹁地熱発電﹂一五

二王鮨へ増量︑この尚歯を膿付け

思うか扁との闇では三〇％の人が

このうち︑将来繋ましい発電桑

・二％︑一四・一一％︑三位の﹁水

ている︒

％︒

力発電﹂一町←瓢％︑＝一一︒一％

では門原子力発憤﹂と回答した舅

六地区で烹〜四位にランクされ

などを大きく引き離した︒男女別

性の憾箸率が女性を大きく上職っ

﹁茂対遼動﹂﹁遍伝

の人が﹁不安﹂と園答︑依然原子

の認識扁では門羅力不湿は超こ

膨響﹂の順︒まだ︑﹁電力不建へ

る︺との懸念が東東で七二・六

﹁石油不建﹂

力発躍への不安が＋分に解消され

弾輪﹁再処理・廃蘂物処理処分﹂

また︑門原発建設は促進すべき

ていない姿勢が明らかにされてい

﹁安金﹂と箸えたのに対し四〇％

か︑当分兇遜った方が擬いか﹂と

る︒また︑この安盒悪県門資では

ているのが特色︒

﹁反対﹂濠たは﹁やや反対﹂と筈

の問に対しては約一〇％の人が

﹁電力不要は趨こらない縣とする

﹁どちらともいえない﹂とする ％︑大阪で七八・六％を占め︑

であることの店頭衷示を義務づけ

照射事件に麗妬して︑﹁照財嚢翻

LGLOVESに万一機械的損傷などによる破損がみられたとき、素手のままては汚染事故の危険を生じます。従って、ジ
め信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。

町並闇題などについてフロアーか

について今後放隆研などで検討し

﹁約導数の人が将来盟印しい発

墜本台帳からの無作為一望抽出法

ていく必要がある﹂i1などの愈 た︒調査の対象となったのは住民
昆が出された︒

いて﹁原発規模がごOOO隼八千

五蒼万KWとした思葉︑表面線
鰍率が二等勢レム／時以下の廃宅
物は一九九〇年で百万本と予測さ
れており︑陸地保響施設は大規模
のものを洗えていく必要がある砧

体に対して二十ピコ牲／望を超え

と述べたあと︑傑管施設の⁝例と

ないものは雰放射性廃四物として

ものは詳司なしに廃蘂されるよう
曲物の減騒率︑蟹理のあり方につ
一されていないため︑相灘的な憲

み︒

このうち︑﹁放射濫廃棄物の縫

嫁広を研究開発機麗に改組するた

発藪論文は同等元累および放射

なり︑発表鹿又を騨集中︒

線の基礎データ︑線源・装躍︑標

に沿ったものを求めている︒串込

識化︑瀾定法︑機器など区分欄成

み締切りは二月二十八日︒詳細は

①原子力と衛民に晒する余細目

規制に関する会議︵四月一二一同

GLOV聡Sの損

2。GLOVESの指先部分の保護のためにGLOV鷺Sの」樋に、更に瀞ゴム手袋を垂ねて使用しますと、

下隈植甥確固で試案
魏鎖伽陸地保管基準研究も
原子力安全研究協会は十九鐵︑索蒙・麹町の食灘会館で同協会自体廃棄物処理処分婁員会の成果報
すそ切り

について初めて﹁轡然放射線による被曝線鰹の颪分の一を墓攣にした堀舎・例えばアルファ核種の場

告画一放射性廃棄物の陵地保管と下限値の明確化﹂を開いだ︒報告会では放三二廃置物の

合下隈縷は十のマイナス六粟即戦／嫁程度﹂との数績が示されたぽか︑﹁すそ窃りを実施した堀含︑

原発で三Q％の廃蘂物が区分される﹂﹁随地保管では一うイト八蓄万本を貯蔵しても安全は確藻され

今厨の放射性廃棄物の陸地優響

る﹂iなどの発嚢が相次いだ︒

と下隈傾明確化に蘭する研究は同

昭和五十一︑二両年にわたり実施

協会が科学技術庁の委託を受けて

になっている﹂と指摘︑﹁こうし

の概念設翫を紹介︒また︑陸地保

したもの︒科学的見地から放射性
て講
した吉田蕩和民︵原研︶
たなかでIAEA︑OECいD
−演N

る﹂と述べた︒

するとともに︑将来予想されてい

えたものの︑ほぼ五〇％の人が

麗歌物の範囲︑下闇憾を明らかに

羅形態として原子力発蟷を書えて

楽観派の八・八％︑一〇︒七％を

味しかもたない﹂と前躍きしなが

特色︒密書︑大阪地区をみてみる

大きく上繋った︒

EAなど園際的な著え方に基づい は門原発の場含︑麗棄物を外部か

と東奈では﹁中立﹂が﹁不安﹂を

る国家的規模での陸地擬響のため

景︒このうち︑粟麩地区をみてみ

餌飼り︑大阪では﹁不安﹂が過宏

﹁中立派﹂が三〇％を占めるのが

ると﹁災難派罵が山ハ三％から五灘

﹁謹製﹂または﹁やや蟹成﹂と実

・八％へ︑﹁反対派﹂も一︸・五

いる扁−電気嚢業連台会は十九

実宣しだ原子力発電などに対する

日︑東票︑大阪など全圏九地域で

イメージについてのアンケート調

ニ階建で︑二万五千犠を収納︑海
抜九仙の結状の林野に立地してい

三年間連続減少傾向を示した︒

らも︑門施設は鉄筋コンクリート

るとし︑竜巻︑台風︑自然発火︑

％から二・二％へ減少しだのに

ら測定し︑バックグラウンドレベ

の五〇％︑全体で約三〇％が区分

性廃棄物の一δ％︑不燃性廃棄物

査を発表した︒この調査は圃運禽

対し門中立﹂が一七・一％から二

柄一では﹁将来必要なエネルギ

ルに薄濡して区分した結果︑司燃

された﹂と撮摘Qこの方武への移 地墨などの災難による影響を確率

会が原子力発霞の安全性︑建設計

六・二％へ急増し︑

ー﹂と答えだ人が強磁・大阪とも

て下隈値の設定を行った﹂と基本

このあと︑異体的な下隈値の設

論的に灘価した結果︑韻悪のケー

画など鷺気鶏業に対する世論の鍛

が浮き彫りにされている︒また︑

的な蕎え方を明らかにした︒

定について飯購財経践︵原研︶は

行の可能性についても︑二部検

スの内部被曝総州は八頁七実ザレ

新動向を明らかにすることを國的

の施設の墓準を設定するというの

通の焼部場で燃した一口の被曝線
出能力の向上が必要だが︑測定な

ム／隼だった﹂と捲早したQ

がその虫旨︒放射性廃棄物の下阪

囲の明確化﹂と題して報告した阪
羅が闘然放射線による被曜の颪分
ど区分籔理の労力を手離してもこ

に昭和四十七鋸以来毎館実施して

めの同瑠業団法︵存続期醗五十五

三八・二％から四〜︒九％︑羅六
このあと放射性廃事物の下隈傭

か︑欝嵐の廼独蘂業化には及対と

大阪地区で賛成派が五九・三％か

されてきているが︑1潜FC測作は鶴っていないという︒なおわが

度的鎚備﹂ペーパーは磁本に送付

るべきだ﹂﹁照射ベビーフードに

一
塗院・科学技術振興対策特別叢

国も賀田末讐本の主張を盛ったペ

食贔衛生上問題はないのか﹂と懸

風書は二十三臼︑薪婁員長に塩出

業の審議粥のものであり︑公表は

盤の賜えをただした︒これに対し

銀十一月束まで︶の改正法薬の

瞥典氏︵公︶を互選したあと︑科

局擾は﹁改組の際の研究業務︑緻

ーパ1を各国に送付しており︑二 取扱いについて獲聞︒山野原子力

同位元繁発表会

田貞弘氏︵懸︶は﹁これまで放
の一となることを〜つの開演と
の方式の薦効牲が確認された﹂と

億の試騨はわが翻では切めての試

射線管理区域から携出されるもの
し︑さらに安全サイドにたって試

﹁下限値の基準として廃藁物を普

を放射性廃棄物として潅たが︑今
算した﹂と前馬きしたあと︑この

また︑﹁原発から逮想する劉

後はこれに定灘的な根拠を与える

霞安に茎ついて区分境騨魑を逆
舞︑﹁トリチウムについては十の

中道指衛

必獲がある﹂と潮薩きしたあと外
国の例について贋スイスでは一九
マイナス三乗蒙犠／酵︑超ウラン

月の濃縮作業部会で米ペーパーと

射馬鈴鞍はダンボールに誌めて帝

山中和照錠嘗環境衛生局長は﹁照

で︑できない②爆心分離法の原理

方などを検討し︑ほぼ漸詰まった

織体制︑他の機関との関係のあり

国際再選に及することになるの

ともに討議される予定という︒

ﾜで︒

同協会︵電認藁京九四六⁝七⁝﹁

十八田︑カンサス・シティ︶

インフォア9︵二月二十五田一同二

四臼︑ワシ︑トンD・C︶

8．5

吉照厳雄︵社︶藤原麗雄︵公︶︑

E・二％を袴えているのでこの厨

上︑爾灘縮までいくが︑設誹では

射線照射の表示を義務づけてい

場に出翻るが︑ダンボールには放

した行為の違法性と食晶衛生上の

ねぎの照射置数がおりている︑な

画蜜まで︒

電話254−1341（大代表）

@F地015以長

@甲均023
@鍛低O18

8

学技術振興対策樹立魔件を購議︒

佐藤昭夫︵共︶中村利次︵民︶の

標値での気転を進める③濃縮パイ

との関係にやや検討が残っている

と曹えているが︑研鏡業務︑他機関

またルイス再検討報告について

幽浅が原子力問題を取り上げ羅問

率論的安全騨価は廊廟朗には構愈

で︑十五㎡ラドで照射された馬鈴

る︒これは再照射を防止するため

は牧村繕之原子力安金筒長が門確

ことや原子刀襲騒会で原子力船騨

問題は別量地のもので︑昨年九月

米國原魔主催

原子力関係主要国
際会無あんない

佐藤氏は︑まず動燃再処理旛設

②原子炉の建設と運転に関する

縣は袴蜜ではないので店頭での義

の酸園収蒸発管トラブルの原園を

ワークショップ︵＝〜月十八扇−同

向があることから︑改蕉法案の今

門部会を設けて検討したいとの悪

ロットプラントは日米原子力協定

濃縮︑安全性で質疑

吉沼氏は①﹁ウラン濃縮の制腱

に立った︒

的整備﹂という米政府の論文が一

月六﹇口に日嵐政府に送付されたと

伝えられるのは設定か︑聯実なら

義だ︒ただラスマッセン報憲が完

バルトで食晶が放窮化されない②

の騨門家による検討からは︑①コ

二十一紹︑ダラス︶

た同局畏は門ベビーフードに照射

全なものではないことは各方面で

追求︒原版究明の結論はいっ頃か

乾燥食晶であり︑成分変化の影響

務づけは必要ない﹂と述べた︒蕊

による話し煙いが義務づけられて

と迫ったのに対し︑参警人として

は蔓けない⑭属鈴薯の萄霧笛のデ

に諮りたい扁との考えを示した︒

いないので話し語いはもたれてい

壷故については米岡とは状況が違

捲摘がでていた︒仮想野故や頓大

器量した申村艇治動蝉精選は﹁諸

ータはない④諸外客で馬鈴鞍︑玉

鴎会提娼は鬼送り︑次期通常国会

ない一と答えた︒﹁ウラン濃縮の

般の状況や海外の問様な職例から

蘇鵜細﹁日本に影響ない﹂
ットプラント計醐を進めるのにあ

縮が欝能か③入形様の濃縮パイロ

制度的整備﹂ペーパーの内容は︑

うのでラスマッセン報告を安全審

九期方︑腐食が書函と思われる〇

の遡心分離機は設謝上何％まで濃

たって賦蟻溝で湯前にどういう語

関係筋によると︑核拡敵リスク︑

斜面に対するルイス報欝がわが国

査に使っていない◎ラスマッセン

その内容を公表してぼしい②動燃

し禽いが行われたのか④ラスマッ

経済性などからウラン灘縮は多國

どの総倉判断から﹃閣題はない﹄

③原子力産業で発生する被曝の

セン報簸を再検討したルイス報告

総踊業とするのが望ましい︑との

二月宋には繕論を謝したい﹂との

との結論が出ている﹂と襲えたQ

七福間愈わせは原産︒調査部企

に影響を及ぼすものではないと考

いで︑昨薙のベビーフード放射線

毘解を明らかにした︒撫守勢は次
藤原氏は︑日本原子力舶開発珊

える偏と冤解を明らかにした︒
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約半数が原発を支持

についての見解はどうか︑の四点

金体としての方向を打ち磁しては

多国闇でやらなければならないと
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電事連がアンケート調査

に政膚の警えをただした︒

これに対し山野正登科学技術庁
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三面蕨報のように原子刀安全研究協会は十九日︑纏縫・麹町の食糧会館で﹁放射性廃棄物の
陸地傑蟹と下限値の明確化﹂と題する成果報告会を開いた︒今回は同発表会で報告された固体

廃棄物処理処分委員会の﹁放射性廃繕物の範囲の明確化のための調査研究﹂﹁放射性廃棄物の

いては焼却時大気中へ放出される

陸地保管施設の墓準化のための調壷研究﹂報告翻を中心に研究の欝欝を紹介する︒

区分境界値を試算
放射性物質︑焼却後河川に放出さ
れる灰中の放射性物翼︑土中処分

等が考えられる︒このうち大気中

される廃棄物の放射性物質の影響

な効果は大きく︑長殿的な功は短

更︑管理の繁忙を招くが︑長簸的

価にあたっては︑放射性廃棄物を

検討を行った︒このうち︑環境評

管理面などについて下限櫨設定の

こうした観点から環塊鐸価面︑

について検討した︒この結果裏1

は飲料水摂取経路︑来類摂取経路

る廃棄物中の放射性物質について

に放出される場禽と土中処分され

路︑米類摂取経路︑焼却後に河川

に放出される場禽については呼吸

期的な労を償って余りあるものと

他の塵業廃棄物といっしょに焼却

経路︑葉菜摂取経路︑牛乳摂取経

考えられる︒極端な例だが現在の

した場禽︑その環境中被曝線騒が
のような結累が纒られた︒これに

れるところでもある︒

遡用のままでは放射性廃棄物の生

自然放射線による被曝線蟹の百

ることは可能であり︑また要謂さ

噛襯自然被曝の一／㎜前提に
放財性廃蘂物の範囲を明確化す

物圏からの隔離期聞を理論的に計

原霧羅
簑諏から

の全体の区分の割命は約三〇％に

分割命はさらに大きなものになる

な測定方法が確立されればこの区

で一瓢ハ％だった︒今後︑より適切

の蕎効性が明らかになった︒測定

物鰍の低減化との閣連で山分管理

理の労力を蕩繁しても放射性廃棄

ご％︑不燃性廃撫物はO％︑全体 またいずれの事業所でも︑区分暫

同種類の傑管体を穴層まで髄勇ね

必要がある︒このほか①傑管体は

ことを設計目標として製作される

上にわたって腱全性を椎持できる

るパッケージについては五十年以

の放射熱生成核種に生して︑Na たときの荷璽に薩えなければなら

技術上の問題としては︑鉄材など

また︑放射性同位元素取扱施設

と予測される︒

教育研究施設で試験的区分を行っ

イメータにより十のマイナス四乗

タ︑または汚染検査鍵GMサーベ

の中に固体状の収納物を詰めて窒

ジの裡類はセメント圃化体︑容器

．ゾレム／蒔を超えない②パッケー

ない②保管体の放射線騒率は五千

また︑原子力発霞所例では麗棄
た結果︑廃棄物の区分割會は可燃

雷憧／4．を検出できることが認め

については非密封RI使用の共閾 ーシンチレーションサーベイメー

物を外部から測定︑瀾定場所のバ

性廃棄物で七八％︑不燃性廃棄物

られているが︑他の核種に対して

なった︒

ックグラウンドレベルに対応して
で五九％で︑全体として六四％だ

して約三〇％のものが区分され

の総禽的区分割台はこの櫨より小

すると放射性岡位元素取扱施設で

の実験施設で行われだことを袴饗

源管理の方式②区分された廃鉱物

適用するためには①効果的な発生

必要だ︒また︑区分蟹理を実際に

するための叢説を確立することが

った︒ただし︑試験区分が生物系 も検出能力と測定の鱈頼度を向上

などが必要だ︒

構造パッケージの三種とするーー

材料を充蟹︑固化する方法︑多重

瞼にセメントモルタルなどの固化

区分した結果︑可燃性廃棄六二〇

た︒しかし︑区分塊騨値を十のマ

さくなるものと薯えられる︒

と思われる︒さらに燃料加工習業

ては︑原則として廃棄物発生時に

一方・区分管理の実用性につい

理の適用方法lIを明確に定めて 象廃棄物は低・中レベルの放射性

認方法③混禽核種に対する区分管

が区分境界値以下であることの確

条件のもとに事故時安全評価を行

いての総命評価については裂3の

％︑不燃性廃棄物五〇％︑全体と

イナス四乗叙佳／酵とした場禽に

悪例についてはウランに対する区

区分した後︑測定により鼠害との

おく必要がある︒

つぎに︑保管施設の安全監につ

は区分割台はさらに減少するもの

分境界纏を十のマイナス五乗緕犠

適性を確認する方法がとられたが

に放射性核極は保管室に漫入した

野に立地するものとする②票故時

盤高海抜九三で海岸線が浜状の林

筋コンクリート造二階建とし︑地

廃棄物とする②対象保管施設は鉄

った︒このほかの薗提条仲は①対

／鰐とした場合︑区分できた割台

この方践の有効性が確立された︒

であり︑このため空気申の相頬湿

こうした考え方のもとに保曹施

故発生原御笠象としては洪水︑津

水に溶解・漫出し︑水によって保

度を露点以下に保持することが盟

幣＝扁一＝噂＝一門＝一＝＝一二一一哺＝一＝髄零扁＝＝＝＝＝謄＝＝コ＝＝＝一＝＝一＝＝■＝＝＝一一曹＝需扁＝＝＝脚＝＝＝＝一＝曹＝：幽＝一＝一＝＝＝冊＝＝瓢＝＝一＝一一＝＝

は可燃性廃棄物は体横ベースで三

施設の基準案を作成

設の概念を把握するための一例と

管整から運び畠されるかあるいは

するとともに︑他方可能な限り処

ましい︒保響室の電気蟹理につい

分の道を開き︑全体として後世へ

る︒また︑火災薯故の場合は︑地

疲︑台風︑地霞︑冠水が考えられ

微粉状あるいはガス状になって放

漁業所などについていずれも一々

固体廃棄物の処分については現

して概念設計を行った︒この設計

ては電気火災発生の機会を低減す

分の一となる臆を下隈値糠撫の葡
に三箇鏑を処分することなどを前

在わが国では海洋処分および陸地

条件は①霊に低軸壁率保管体を対

るため適切な給源監理を行い︑漏

提とした︒また︑多糧類麗棄物の

2のような結論を得た︒

提として下阪燈を求めた結果︑裏

の負担が最小隈になるよう進める

象とする②約百万個の保箇体を収

盤藷事故時安全評価も

だ︒どこまで減遜したら放射性物

同一処分場への処分による影響増

処分を組み禽わせて行う方針のも

原子力施設から発生する放射性廃

必要がある︒こうした観点から︑

糞することはできないのが実 構
基づいて原子力発電所︑燃料加工

質として取扱わないという﹁下限

加を薯飛した安全係数十を雨いる

とに進められるものとされてい

焼却編からの環境影響経路につ

3

どについて検討を行った︒このう

用上の問題点︑今後の開発課題な

の減少麗︑区分管理の実用性・適

に頼らざるを得ないものが多々あ

ついては陸地処分とくに陸地保管

に適さないものがあり︑これらに

れているもの︑あるいは海洋処分

たとしても国際的に処分が禁止さ

のうち低線脚質藻蟹体の発生鐙に

管施設について検討を行った︒こ

体と中線騒士保管体を収納する保

の基準化を図るため低線蟄率保蟹

間︑安金に築中無理する傑響範設

棄物を国家的規模で大熊︑擬期

このような施設について①輸送シ

スの施設とする11などとした︒ の鵬含巖悪のヶ⁝スでも内部被曝

繋馬は約十年とする⑥耐羅Bクラ 行った︒その結果︑例えば︑火災

含むものとする⑤保管施設の耐用

ジを受け入れる④一部門可燃物を

容する③黛間約七万個のパッケー

の安全評価ではこれらの凍因それ

自然発火などが蓄えられる︒今回

蟹︑台風︑電気︑火災︑保管体の

5
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2

2

鵬で保蟹塞破壊︑消火失敗などが

結果が得られた︒これは地腿が原

線蝿は0︒八七レム／庫程となる

い設謙⑤建屋構造と耐震liなど 運続︑処理不能となるケースで発

ステムと輸送設備②換気画調設備

の項目について検討した︒この結

ついては原子力発鷹規模が二〇〇

面線墨率が二百︑ザレム／時以下の

累①輸送については一定騒をケー
本︑さらに二〇〇〇琿には約二百

ジに入れてこれを輸送単位とする

ては大きいが︑事故の発生確率の

爆破壌事故のように世故規模とし

小さな薯故よりも︑事故の規検と

いことがわかった︒さらに︑水胸

出躍推定値からはその影響が大き

面線壁三十．いレム／週以下に保持

②境界線暴五︑卵レム／年以下︑壁

讐にする必要がある③建屋は一棟

黒の農舎には漏出したストロンチ

保管施設は大翻の傑蟹体が搬入

りなく行われるよう荷役機械は十

高さ二十綴とする一⁝などが明ら

あたり畏さ六十綴︑蝿颪六十層︑

の大きな棚晒の方が放射性物質漏

分な能力をもったものとする必要

て署しく大きくなる︒今回の安全

ウム90による影響が他門覆に比べ

しては小さくても窮故の発生確率

がある︒また賢くずれ︑転落︑滑

かになつだ︒また︑中線剛率保管

評価では二郷に用いた多くの数値

階薔靴ン︑二階七十聖︑天井隈七十

落が生じないよう保響体を弱腰的

いので受入検壷・搬入俸業隠は放

体の場含︑入が容易に接近し得な

するためには保管旛設の壁摩を一

に点検できるよう配慮し︑異常が

め︑それ自体に絶対的な意味はな

・信頼度が統一されていないた

されるため︑保蟹塞の所定の麗駅

発見されだ保管体の爾取出しので

の点検︑付属設備の維持など施設
さらに︑保管体の耐久性・健全

きるような禰み方が必要だ︒

射線管理︑搬入︑保養した保蟹体

に腰くまでの一連の荷役作業が諾

八ヤ万本に達するものと想定︒

また︑安全評価の結漿から保管

生率は十万奪に一回の確率︒
五十三万本︑一九九〇薙で約酉万

優動体の箱尺数は一九八五年で約

〇年で八千五百万KWの塾舎・表 と結露防止対策③消化設備④遮へ

ぞれについて確率論的安全評価を

ち︑区分懸盤による放射性廃雍物

るものと思われる︒

陸地保蟹については国家的規模

減少騒の推定については研究所の

不燃性廃棄物の約二〇％が区分廃

で畏期間にわたっての保讐を考麟

16
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棄物となり︑斑燃︑不燃の麗棄物

例では可燃性廃簗物の約四〇％︑

このうちで窮故の田舎・空な事

値﹂がないからだ︒下限値はこう

また・下阪値の設定に伴う管理

る︒しかし︑海洋処分が本格化し
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