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新型設譜など重点に

ついて報告を受け︑審議︑その結

⁝顕講
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参加者を募集

視察団は五月一日成田発一一十日

彌圏の日程で︑この閤︑欧州原子

﹁世界のための選択i一原子力﹂

スーパーフェニックス︑アッ書意

o〜一い

希望蕎は原産・業務課まで︒

鷲康子力委員金︵当時︶と協定を

出ている蒸気発生装躍技術に関し

実験に参加︑逆に臼本説が抜きん

人をアイダホ実験所に派遜して同

入偏と門発醒炉として活用﹂に使

炉に関適して﹁醐入﹂を﹁技術癒

纂︒総橘グループは︑CANDU

済み燃料の貯臓︑薄処理技術を加

ダブルチェックも行敷庁響胴も
に既許二面設とは遡ったタイプの

備拡充を行い︑客観鮒かつ合理的

各麗撮事忌については︑一芸の整

同懇談会は︑報告了承後︑懇談

会の取りまとめは座長がこれまで

告するとの段取りを歪めた︒

成︑年魔来を筆画に原子力委に報

とりまとめへ

き︑﹁技術検討﹂

長︶は三十一脳︑第六回会合を開

の二月末をめどに報告懸纂を作

の竈議︑報告をもとに行い︑二一

致︑今年

キング︒グループの都甲︑浅田両

門総括﹂両ワー

緊密に協力することで

に延長し︑新分野に①加工︑再

二月九Bに原産懇

原子力予算︑核融
合開発テーマに

三月で期隈窃れとなる協定をさら

罰奮から簸終報告をうけるととも

臼ホ原子力産業会議は二月九賑

工漿倶楽部で第六十八回原子力塵

年後二時から藁薦・丸の内の琢本

岡臼は︑村野啓一郎科学技術庁

業懇談雲を開く︒

四駕度原子力政策﹂についてとく

原子力局政策課長から門昭和五十

西独国内委員会委員長など国際機

躍中だった︒世界エネルギー会議

ど原子力発電開発に愈欲をみせ活

た講演がある︒

核融合開発の現状と展盟﹂と題し

究所醐理茎長から﹁内外における

ひきつづき山本賢蕊譲本原子力研

一それは東芝のモットーです一

行政庁から確認薯項の処理方針に

このほか︑大綱は各種指釦箸を

累を行政庁に溝幽趣絡する︒

整鮪拡充するほか︑原子力旛設の
覇故・故瞳︑放射線管理状侃︑定
検結渠にも安全委が行政庁から報

力会議フォーラトム大会禽同会議

臓本原子力薩業会議は︑来たる

五月六Bから十一田まで西独ハン

への畠席のほか︑仏︑西独︑オー
︵ENC79︶と第七回フォーラト

ブルグで第二回欧捌原子力会議

を麺調テーマに初の△口総会議を開

集している︒

造技術と今後の研究關発の必要性

結び︑高速炉の炉物理︑湖盆性︑

ては米国に研究成漿を提供するな

地条件と旛設との関逮箸に関する

な日金規制の目口が図られるよう

処理︑廃三物処麗などの燃料サイ

に今後のまとめ方を審議した︒

調は昨隼十二月二十五日の懇談象

ワーキング・グル1プ霜覆報告

クル②品質保証と非破贋試験③経

会合で注支のついた検討二三を再

済上︑潔境上の響慮④保隔描霞技

欝米等速炉協力は︑大型炉心臨

術︑を加えることになったもの︒

検討して中間報告を一部修正︑加

に持ち込み︑さらに岡Cおよびフ

騨実験装置のない動燃が騨門家二

西独原産議事

関の要職にもあった︒わが国との

ァーヌムA︑B原発も手がけるな に予算政府案を中心に説明があり

薦独原子力薩業会議の会長ハイ

原子力交流も深め︑五十一鉱転座
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告を受け︑幕議縮瞳を還絡するこ
とを明記している︒

科技庁︑Rl数塁

トが
リア︑英の西か國を歴訪︑ユ
ム大会︵FORATOM彊ス︶

科学技術庁は放射線陣霧防止法

告示の一部を改正
施行令第一条に墓つく放射性同位

ーロディフ濃縮工場や高速堪殖炉

況を把擬するほか公開ヒアリング

〇︑カルカールSNR三〇〇︑ユ

塩坑︑蔑温ガス炉τHTR三〇

査するため﹁ENC79＋Fー
OリR
ッA
ヒ原研など施設視察も行い

せ欧州主要各園の原子力現況を調

示︑四月一日から適用する︒改正

を派遺することになり参加番を勢

TOM槻参加欧州原子力視察圃﹂ 調査に当たる︒

くのを機に︑これへの参惣にあわ

は告示第二＋二野の第一条第四弩

元素の数蟹等を定める流派の〜部

大綱によると︑安全委員会はダ

として﹁放射線を放出する譲位髭

を開いて住民の露見を聰き︑白幕

確認事項は行政庁に連絡
﹁原子力安金婆聲会の膏う原子力施設に係る安全審査等について﹂

行政庁の行う原子力施設の安金審査を再審焦するダプルチエックの進め方について審議していた原
子力安全委畏会は︑一一十六日︑

ブルチェックが終わると︑霧査の

議したもので︑技術検討グループ

を改正する︒二月一日の諜報に公

結論に重点審糞蟹項の検討碁勢を

素で時謝その他の機器または装躍

は新たに①プルトニウム獣料の製

に反映させる袴え︒

施設と圃有の立地条件との蘭連⁝に璽点を圏いて総禽的に安全性を審蛮︑現地調査や公開ヒアリング

加えて答濡する︒その際︑設計か

以外の物に密封されたもの︵放露

についてはその藥合したものこと

︵通称ダブルチェック大綱︶を委員会決定した︒大綱は︑安全委員会が行政庁から提出される欝金審

などを通じて地元の状況や惣麗を掘鐸︑審蕉に反映させる︑などを骨子とし︑設鷹許湯前と以降のダ

ら運転まで安全規制の各段階での

籔・煙感知雛︑その他の機器また

査講案について①既許司施設と異なる基本設計の採用②新技術墓鵡または新実験研究データの費用③

ブルチェックの仕方を定めている︒︵溺稿﹁安全婁の行う安全審査﹂毒照︶

所管行政庁による確認総掘を捲漏

に一〇〇マイクロキュリー﹂を加

燃料︒杉料︑ナトリウム技術の各

どして相互に補完しあい︑開発の

発の必要挫③CANDU炉の使用

②鑓水の製造技術の現状と研究開

分野で騨門蒙会議︑セミナーの開

えるもの︒

定凝ご十名︒参撫費蕾九万円︒

を躍いて審議する︒また審査会の

は装畷に装鯖されたものを除く︶

一

集中的にチェックする璽点集中型

のやりとりは続くQ安全委は所管 であって︑それらの簗蓋したもの

する︒このあとも安全婁と行政庁

行政庁の行った原子力施設の安

自らも現地調査を行い︑地元の状

委麗だけでなく︑晴には安全委員

を受けて始まる安全器のダブルチ

行政庁から安全審査愚案の提恭

ともいえる︒

二段構えの安全審

た角度から掘り下げて吟味し︑葬

全麗査結縄を︑安全委員会が違っ

価するという

高速炉協定を改定

催︑技術滴報レポートの交換など

効率アップに霧与しているQ

ェックは︑①CANDU炉︑西独

ンスフィールド駐日米大使が改定

を遜じて協力を進めてきた︒五十

︑ダブルチェックを進める段

協定︵﹁絡繰エネルギー雀と動力

との間に講機関の鞠問講整蚕員会

原子力委員会・新型動力炉開発

査

動燃勧業団と米エネルギ：雀は

炉・核燃料開発瑠業國との間の液

を謄躍︒同委置文で両国の研究開

O

基ホ設計を採用している②実験解

十年間にわたって進めてきた﹁高

体盆属冷却萬速増殖炉の分野にお

発の進展に慮じた新局面での協力

導電と

析コードに墓ついて被覆管設計温

速増殖炉に回する協力協定﹂に棊

ける協定﹂︶に薯齎した︒薪協定

型軽水炉を鯨擁するケースのよう

拠りどころとする審査指針等は共

度を引き下げるなど新しい実験デ

つく技量協力を今後さらに延撰︑

は岡臼発効︑十隼間穂効となる︒

厳りが大綱として決まった︒

題ベース︒しかし魑隈点や方法は

ータや技術墓門を適用している③

拡大することで倉悪︑三十︸日夕

D◎E 年
−延長︑協力拡大

違ってくる︒設躍︵変翼︶諮可に

原子炉サイトの地盤︑前篇と耐畿

榮宗・赤坂のホテル・オークラで

懇談会︵座長・村田浩原研理瑠

安全上の麗襲襲項を中心に審齎す

配慮する︒

い分けるなどしている︒

係る墓準の適用について︑行政庁

設計など固衛の立地条件と旛設と

のあり方を検討した結菓︑さらに

る︒また︑実期発電幣原子炉等空

新動懇︑報告の

審蛮が万べんなくカバーし妥当性

の関還に検討の余地がある⁝⁝な

動燃は︑昭和四十四鉱三月︑米

要原峯力旛設の設躍の諮司等に係

る審議

薄にエネルギ1研究開発庁

をみる総点検型であるのに対し︑

瀬川正男動処理購長とM・﹂・マ

㎜︑殴鐙群可等に係る審査

る慰査に盗たっては番地調査︑公

一年一

安全委員会の審董はひとわたり見

どの安全確保上の璽褻票項に璽点

核燃料施設︶の安全は︑基本設計

︵〜︶ 核原料物質︑核燃料物
質および原子炉の規制に関する法

開ヒアリング等により地元の状

︶三軸興会は上記一の
要覇項について︑その処理方針に
これについて審議を行い︑その結

関し筋笹行政庁より報告を受け︑

当委麟会は︑原画炉施

齢・マンデ

ンリッヒ・マンデル氏はかねて入

ル氏が逝去

院加療申であったが二十照日︑心

原子力開発機関監理留︶平野三論

整局生活科学技術課撰︵原子力局

︵長窟窟騰偲︶畏柄織一郎▽研究調

原子力局原子力開発機閲監理窟

▽科学技術庁人壌︵一田付︶
の招きで来日した際には原子力委
麗会はじめ官民関係機閲の酋脳と

筋梗郷のため逝表︒寧年六十歳︒

マンデル氏は西独最大手の電力

人として叢雨をのぞがせていた︒

をつくりあげた一

争議8WEの現職副社長として同精力的に接触︑原産の講演金では

嫡であるビブリス原発を運転入り

国では初のPWR型・酉万KW級 西独型原発

社

篇

たうえで悶魍のありそうな個筋を
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段階から運転管理以降に係る一遡

律︵以下﹁原子炉等規制法︺とい

︵
審歪が終了した際には

︵三︶により摘鐵し︑運絡した璽
︵二︶

れを滲冠することとする︒

審壷の際に必要となる

原子力事業本部

京芝浦電気株式会

東

濫遡

國原子力発羅澱備一式（原子炉、核燃料、タービン、発聡機

翻

とする︒

の安全規潮により︑その確保が騒

う︒︶に墓づき製錬の鱗業の指定

況︑地元倥民の二二を掘呈し︑こ

︵以下護躍許可等﹂という︶

重藤許可等に係る基準の適用につ

︵二︶

果を所管行政庁に遮絡する︒

設および核燃料施設に関する瑠故
︒故障︑放射線管理状況︑定期検
について所管行政庁より報告を受

査結漿等のうち必要と調める麟項
け︑これについて必硬に講じ慰議
を行い︑その紹漿を所蟹行政庁に

いての器査の結論︑審齎の過程で
淫点的に検討された鶉項の横討結

当委員妥は︑上舘のほ
か所蟹行政庁から原子炉施設およ

︵三︶

連絡する︒

に応じ・原子炉等規制法の設計お

議を円い︑恵見を述べる︒

び核燃料施設に係る安全規制に関
し︑愈見を求められた場盆には審

答繭に際しては︑必要
よび工摺の方法の溺谷およびこれ
に椙議する規制以降の段階で駈管

︵三︶

果等からなる箸鵠を作成する︒

行政庁が確認すべき璽登院項を摘

︵四︶

出し︑所魑行政庁に遡絡する︒

安全で環境に調和した原子力発電所

｛欝

原子力施設︵原子炉施設および

られている︒

加工の勲業の許斑︑原子炉の設躍

いるが︑行政庁の行う安全規鰯に

に係る璽準︵一浪の確保に属する

の設置される場所に係る固荷の立

たは窯験研究データの適霜③施設

p帽r

力施設に係る安全審葦

必要に応じ︑臼嵐原挙力研究所等

㌦甲

の研究機関の機能を活用すること

二︑般醗酢可等の後の段階に係

これら旛設の安全規制は︑それ
ぞれの駈管に応じ行政庁において

ついて科学︑技術に蔓ついた客観
的立場から審議するとともに︑そ
れぞれの行政庁の安全規制を統一
的に騨価することは︑轟委員会に
課せられた璽慶な任務である︒
このため当委員会は︑行政庁の

一纏して箋旛されることになって の許可およびこれらの変璽の諮司

行う安全規制について︑蘭係法令
に墓づき︑また︑原子力塁本法等
ものに阪る︒以下講じ︒︶の適
の一部を改正する法篠に対する国
会の付帯決議の趣鷺を懸璽して行
尾に関し︑三婆当会が慧兇を求め
うこととし︑無難以下のとおり審
られた蠣愈は︑行敵庁から提出さ
議を行うものとする︒
れる安全日日一案等について審
審識に当たっては︑必要に応じ
薇指針等に照らし総藻的に審査す
原子炉安全騨欝欝蕉会および核燃
る︒その際特に︑①既に設躍許可
料蜜全響門霧査会に対し蕨要の調
等の行われた暴怒と異なる塾取設
董審議を指示する︒なお︑その際 誹の採用②新しい技術上の墓二一

安全委員会の行う原子∫
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核融合研究に五億．ル
﹁クリンチリバー﹂はゼロ査定

む各種地川中の挙動の研究やハン

億九千三百六十万逆は嵩塩魍を含

フォード︵ワシントン州︶で玄武

なる︒

撰を使っての実験のための予算と

i6．6

になり︑将来原子力や化石燃料の

R0．〇

総額千九百万がで︑一九八三駕九

九度に保持することにより︑電気

米電力研究所︵EPRI︶は一定︑契約を交わした︒この新型発

電機の墓本的な仕組みは従来のも

れも出てきたようにみえる︒今 散代案評鑓計腰︶が推進され出

いから︑プルトニウム・ストッ

も知れない︒もしそうなると︑

リサイクル禁止を受け入れるか

処遅計画の容認と引きかえに・

それぞれの高速贈殖炉および再

せた︒伝えられる辞任理由は一 業化にはほど還い提案が行なわ

鋼な対立があることを表裏化さ の要求や悪欲とは無関係に︑商

ルギー技術の開発をめぐって深 概念が息を吹きかえし︑産業界

ーンが辞任したことも︑新エネ 不拡散を名目に

算自体︑七九薙
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シップがない︒

ク誌︶︒そのメンバーが原子力
を不道徳で不安全と思いこんで

やアドバイザーの存在が︑カー
ター政策そのものの明確化ある
いは統一性をさえ失わせつつあ
るようにみえる︒ソーンは技術
開発や産業化の目標が失われ︑

核不拡散の実験ゲームにおちい
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軽水炉リサイクルの問題は︑

日本にとっても慎璽な詰めが必

るが︑核不拡散要求と商業性と

要だろう︒来産業界の立場もあ
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リ
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Aの超伝鯨発露機を完成してい
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いる︒
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た︒両社はストックホルム裁判所

ン供給紛争二件を示談で解決し

ループ・アクチボラーグとのウラ

スハムスベルケッツ・クラフトグ

アクチボラーゲット︑オスカール

デンのシドスベンスカ・クラフト
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ーデンの二社と

W阿社︑スウェ
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機密事項で公表するわけにはいか

手続きを詳細に定めたものだが︑

急救済計画は事故・火災時の救済

のだと追及したが︑政府は災蜜緊

的な計画がないから公表できない

拒否︒野党ことに社会党では興体

的な内容は機密事項として公表を

た資料が配布されただけで︑興体

しては三十八ページの原則を掲げ

を送っている︒しかしこれらに対

スタン大統領に公表を求める謁簡

電所監視委員会がジスカール・デ

ゴーチ鰺士を会長とする原子力発

近ではオーラン県会議長アンリ・

政府群関に計画の公婁を要講︒巖

農︑環境保全運動団体は緊知事や

から与野党が争っている︒地方議

容のものではないか﹂としたこと

ているだけで救済に役立たない内

災審緊急救済計画は﹁蹟則を決め

KW︑脂汽水型炉二塁︶の放射能

センハイム原子力発鱈所︵九十万

として公表を拒否しているフエッ

アルザス地方では政府が機密霧項
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緊急救済計画
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スがなくなるという大きな特長を

抵抗がなくなり︑エネルギーのロ

WH社パワー・システム事業部

EPRIの発躍機開発計画は︑持っている︒

にとってかわるとみられている︒

発電プラント用として従来のそれ
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jの発蹴機を完成する予定︒発 副社長によると﹁この発露機を使
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ダクターを摂氏マイナスニ百六十

十万が減︑ガス冷却炉の二千五十

エスチングハウス︵WH︶社を選が約二〇％減でエネルギーの節約

原子力︵核分裂︶関係要求予簾

る︒また︑商業用廃棄物目当の一

伝蝉発電機の受注開始を期待して

10。0

のと変わらないが液体ヘリウムに

裂︶予熱要求額は議会が決定した

取引材料にならないかにあるよ

年になってエネルギー貰補飯竃 したのにともなう︑硯究開発の

サイクルの禁止がINFC露り
の︑政策の統一性が失われる恐
うだ︒これまで軽水炉リサイク

︵エネルギー技術担当︶R・ソ混迷ぶりに向けられている︒核

はずされ︑NASAP︵核不原拡
子力自体に習定的なスタッフ

ルを霊配してきた繭独と総本が

クも大きい︒それを有効利用し

カーター政罹の

新型蜻

クル評価︶のひとつの焦点は︑

たいという要求が産業界に強い

古い

プルトニウムの軽水炉リサイク

ことは確かだ︒

ルを灘

米原子力政策⁝にきれつ
産業界︑軽水炉リサイク

れる︒しかもその餐ASAP予
である︒

ルにしぼられそうだが︑※国産

もし軽水炉リサ

いと︑高速増殖

商業化延期止

いる︒

F︶は昨隼来︑聯門の委員会を

ムの不確実な購

炉用プルトニウ

米国原子力産業会議︵AI イクルができな

た︒そのレポートが近く公表さ

くめて︑商簗化をめざすよりも

設けてこの問題を検討し て き

国際的にも孤立した戦いを進め

策

のひとつに

要だけでは︑再処理施設の採算

基礎的な研究開発レベルに落と ︵ニュ⁝クレオニクス・ウィー

障害
兇通しが立たない︒再処理が確

ねばならなくなる︒カーター政

されようとしている︒

ソーンは

れるが︑その内容は次の二点を

立しなければ高速楢殖炉のスタ

いだけに︑米産業界の危機感は

権の国内政策は依然として厳し

圏内政策審議会をあげている

理霞にカーター政策に反論した

ートにも響く︒つまり軽水炉リ

一︑新技徳開発は鱒殖炉をふ

ものと伝えられる︒

サイクルの禁止が︑プルトニウ

に対して︑米産業界だけが

一︑プルトニウムの軽水炉リ

るく︑指灘力を欠いているーー おり︑軽水炉の野鶏の璽要性の

一一︑エネルギー省は運営がわ

サイクルには経済的メリットが

大きいようだ︒

が ソーンの抵摘は嶺たっており︑

の二点に要約されるが︑このソ 認識や政策推逸の舎運的なペー

簸優先

⁝ンの不満は︑カーター政椹の スを妨げているという︒恐らく
登場で高台堰殖炉
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乗せていくか検討するための初会

極闘近くに位睡するコラ康発を訪

ネルギ；研究駈およびアトムマッ

題して講演した中田溺三郎氏︵工
力山稼八田委員会両習による原子

五ナ七難まで四無闇に六分野セミ

合だった︒螢議では五十四琿から

れたのは臼本欄として初めてであ

れた諸諜難燃どう墨体化し軌道に

技院公塁壁源研究所︶は﹁まだ明

力協力協定︵五十二黛十〜月締

り︑アトムマッシ工協を外国ミッ

の代表蓄会議はこれら協定に盛ら

確に解明されていない﹂としなが
結︶運閑のための第一園臼ソ高峯

も﹁相万平等の矯神扁にのっとり

ナーを薙二回開くことなどいずれ

欄における流れの畏周期変動﹂と

らも﹁禰翻沖のケ⁝スでは三画周

ワで開かれたが︑この会議のもよ

ションが視察したのも初めてだっ

力協力代表蕎会議が昨隼癬モスク

進めていくことで△口悪︑これらを

陸捌流である職能性が幽い﹂と述

うをつぶさに伝えた報告講がこの

期の獲麟腰変励がみられ・これが

べた︒

ただけに︑報告は興味深い︒

とりのもようを中心に︑ソ連繭在

ことになった︒

の商きは原産︒企画箋まで︒

一部千七二三︵送料別︶︑希望

駕した鑓盤がとりかわされた︒

国際協調の璽鳳もあり批准への対

報告欝では︑会議での相互やり

ぼど刊行された︒

間五年聞︶は動力炉と核融禽の分

応を進めることになったもの︒放

両国閣原子力協力協定︵有効期

このあと総軍討論では再処理モ
ニタリング︑沿岸海流などの問題

く必要がある漏⁝1などの懸覧が

をめぐって﹁擬周期変動があると

続出︑このうち沿岸海流の挙動研

一たん海流により遷ばれた放射性

ではないか︒もしそうなら現在鋤

射性受勲についてはすでに各糧法

不拡散強化の観点から全般にわた

三十五無七月発効の現行協定が核

ことになる・

てを追加するなど一部改正される

さえ︑楽質した︒今回の選挙は木

の三千七衝五＋六票を大差でお

当選して以来︑運続九選を累たす

し発表︵九編︶︒第二︑三日闘は

とづきその現状と将来展望等に関

燃料サイクルの各塁調テーマにも

炉︑蟹水炉︑高温ガス炉および核

について特別欝凹した後︑憎殖

の原子力研究開発利購擬期計画﹂

成蟄尿子力委艇長代理が﹁わが国

藏︒初日十四鐵は午前十時から澱

シンポジウムは今回で第十七國

︸ツ橋の学士会館講堂で開く︒

子刀総命シンポジウム﹂を東察︒

六日まで三闇闇︑巻學傾倒の﹁原

協会と共催し︑二月十四顧から十

また︑上本原子力学禽は関連学

などがある︒参加鑓三千円︒

代会擾による講演﹁原子力弓始﹂

げた後︑記念講演会では茅誠駕初

の発表などがあり︑式典を盛りあ

子力技術開発賞贈呈と勘蓉諏マーク

を開く︒祝辞につづき︑第一回原

学士会飼で記念式典と記念講演会

藏国後一暁楽から東察・一ツ橋の

岡学会はこれを舘念し︑二月十三

ら二月十四田でちょうど二十痒︒

日本原子力学会が翻立されてか

原子刀掌会

と総合シンポ開く

?年記念講演会

物腰がもとにもどり薔稜されるの

究については門まだ不明な点が多

うとする︑いわゆる﹃民間再処理

女潤町璽選挙

二十八臓投票︑即日開票の結果︑

の枇准11船舶や航空機等からの廃

い︒禁止対象は大きく三つのジャ

響町浸で原発推進派の木村主税氏

よる海洋湾染防止に関する条約し

保険との関係でこれまで薄象除外

ンルに分けられているが︑とくに

たり籔疑は終了︑総狸大臣に対す

法一部改正法環を新規提出︑臼加

となっていた原子力瑠藁従藁員が

に爾レベル放射性廃棄物︑﹃購前

原子力関係では﹃絶対禁止﹄の中

派の阿部宗悦氏︵無所隅︑革新系︶

十六票を獲得︑前町織で原発反対

る質疑が著えられている︒

原子力協定改定協定および海洋汚

受けた損憲も新たに幽翠の対象に

に特別蔀司が黒頭なもの﹄に低レ

ベル放射性廃棄物が含まれてい

︵無所属︑保守系︶が五千二蔚六

染防止条約についてもそれぞれ批

加える②賠麟描纐騨小塚額を現行六

十億円から同収取円に引上げる③

る︒五十年八月発効︑現在三十七

准を求める考えで検討中︒
▽﹁原子炉等規制法の一部改正

五十六年末で期限切れとなる補償

村町長の任期満了に伴い実樋され

契約に伴う政府援助半夏を十年程

か国が批准しているが︑わが国は

しか行えないようになっている蕩

響胴摂する⁝iの三点︒近く懇議

たもの︒投票箪は八一︒二％︒こ

法案﹂聴現在動燃遺墨團と原研で

処理勲業を内閣総理大臣の判定を

囚十八年六月に調印したまま︒低

した試験的海洋投棄開始を繭に︑

︒中レベル放射性廃棄物を対象と れにより同氏は昭和二十二年に初

了承︑国会提畠の段どり︒

は一〇〇％出力試験でのシステム

▽﹁日曜原子刀協定﹂の批准聾

受け民間でも行えるよう改め︑同
階に安全規制関係規定も整備しよ

設備利用率63％

だめの規格化︑原子力分野におけ

①﹁RI・放射線便用機関にお 密封線源利雨における試金確保の

る

す
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﹁海流挙動解明急げ﹂
蠣蜷理雍異常値は検出されず
原子力安全研究協会︑日本原子刀学該︑曝本海洋学会など六四協会其膣の第九回﹁原子力施設と沿
岸海洋シンポジウム﹂が一一十六浸東崇・大手町の気象庁講墜で開かれた︒今國のシンポジウムでは
一臨隼から試還転を開娘した東海再処理施設のモニタリングと放出される便嗣済み廃液の挙鋤のカギ
を握る沿岸海流の動きの解明を申心に研究成菓を発表︑﹁再処理施設のモニタリング結渠は垂垂繭と
比較して大きな変動はなかった﹂﹁しかし︑沿岸海流の動きはわかっていない部分もあり︑今後研究
を傷める必要がある﹂；一などの恵兇が相次いだ︒

燃が行っている測定も︑もっと長

中の巖大濃度は七百九十×十のマ

﹁しかし︑陸棚流についてはまだ

原子炉等規制法および放射線二審

リング繕果については﹁藥海開の
る温排水などの拡敵のカギを握る

解明されてない点が多い﹂門再処

防廊法の各関係国内法も行政庁に

岡シンポ ジ ウ ム は 昭 和 四 十 五 年
沿摩の砕波構の影響について講演

理施設のモニタリングはさらに検

令で所要の規制描躍がとられてい

イナス八乗翫鷺／立方讐綴だっ

帯内では砕波によって乱されるた

しだ堀川溺罵氏︵藁大︶は﹁砕波

討を進め︑国際的にも発裏してい

く今後も穰極的な研究を進める必

トリチウム薩慶が放出終了後十時

中の放射性核纒濃度の変鋤につい

た﹂と捲摘︑稼働前後の海洋試料

も︑沿摩流城については﹁砕疲帯

めに混含は顕著﹂と述べながら

期的なものにする必要がある﹂

以来︑毎薙 開 か れ て い る も の で 精
間程慶一時的に上齢した﹂としな

ても﹁壷な変動は月色験によるも

るが︑条約の墓本線に沿い︑その

がらも︑﹁この上興も一量鵬程魔

ので再処理施設などからの変動は

批准とあわせ︑海洋汚染防止法︑

子力蜜全研究協会︑日塞海洋学

たつとバックグラウンドの変動範

法案﹄︒昨隼二月國会に提出後︑

り改定︑昨卑八月調印されたのに

大差で九選

木村現町長が
衆議院の科学技術振興対策特別襲

▽門廃垂物その他の物の投翼に

伴いその承認を求めるものQ
れ審議申︒これまでに各党ひとわ

爵会︵大橋敏雄麗麗長︶に付託さ

よる投煙塵チェックのための孚だ

た︒

会︑日本水 産 学 会 ︑ 隠 本 放 射 線 影

囲内におさまることがわかった﹂

6

中原懇が放射線

用

力

位懸

留囎鐘化蟻工藁橡試

璽がある﹂ことで見解の一致をみ

原子力学会 の 六 学 協 会 共 催 ・ 日 本

法案の審議︑条約承翻へと移る︒

日加協定など批准も

一月二十五B再開となった第八

国会

賠償法一部改正へ

響学会︑日 本 傑 健 物 理 学 会 ︑ 霞 本

﹁操業前のモニタリングと比較し

と指摘︑その他の測定についても

てもとくに大きな変動はなかっ

学術金議の後擾で開かれたもの︒

このうち ︑ ま ず ﹁ 再 処 理 施 設 ホ

また︑興の立場から再処理施設

た﹂と述べた︒

のモニタリングを行った調査結果

ット試験中の海洋環塊モニタリン

︵鋤燃︶は﹁再処理施設では一昨

グ﹂と題して講演した野村保践

隼九月から 昨 庫 八 月 宋 ま で に 冷 却

5

・チェックを行い︑二月上︑中旬

︵警察ニニークリアサービス・楠 るAE試験の動向︑罵湿構造設翫

ける放酎直挿理の実態と問題点﹂

セスヒート利用︑核燃料・炉材料

とクリープ疲れ効果︑核熱のプロ

利用セミナー

原幸二氏︶︑②﹁雌近の放射線の

原囎榮海第二は﹁次系再循環ポ

の遷転再開をめざしている︒

14目︑名古麗商議所で

一月の総革粟績

ンプのモーターの故隔のため二十

研究発表がある︒

穆加劉は千円︵学生五目円︶︒
ノ

＼セメ！卜

順調な滑り出し
一月のわが国の原子力発電所の

臆洋一郎氏︶︑⑧﹁放射線化学の

医学利雨と箇理﹂︵前放医研︒梅

の照射効集に関する研究の垂垂の

中部原子力懇談金は名古屋工業

ータ︑粒子線治療における新しい

進歩︑原子力翻発における墓礎デ

技術試験所などと協力して二月十

工業化の添状と将来の動何﹂︵東

丁張稼働率にとどまった︒

大︒田畑米穂氏︶︑④﹁食事照劉

六日に運転をストップ︑八五％の

四臼︑名古屋市申区栄の名古躍商

開発研究の動向と健全性試験﹂

稼働率七二︒七％︑設傭利用率六

一月十手に醐浜二辱機の二百五

促進セミナー﹂を開く︒

工会議所で第十四回﹁放射線利用

動向︑わが国における核融合研究
運転記録をつくった玄海原発は記

十七田を上厩って国内の鍛長篇続

全行政について寒科技庁︒金軍隆

︵理研・松山再臨︶︑⑤門放射線安 開発の現状を演題に︑二＋四編の

さみ竿後潟晴四十五分まで︑次の

弘氏︶︒聴講歓迎︒謬加無料︒

同Bは薄日九蒔田から猛食をは

五つの講演が予定されている︒

東塞翻予代田区有楽剛一4−1郵僕番警loo

20

還送実繊は別表の通り︑平均聴間

三・一％を認録︑まずはさい先の

昨年十二月二十田併聡した浜岡

よいスタートを切った︒

一日に認録を儲ばした︒

一瓢機は徐々に感力を士げて試運 録を翼新中︒一月夫現在二毒七十
転を続けており︑一月の設備利周
率平均は六〇％を超えた︒月宋に

難曲薬織工難臓式翁融
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安全に焼却 ・

処理できる

♂

阪田貞弘氏︵B揮︶

低レベル

てみると弾初の研究段階ではその

放射性廃棄物の歴史をふりかえっ

るかを検討してきた︒有機廃液の

でもこの微騒放射能廃液をどうす

百本以上が貯蔵されている︒学内

建設し実験を行っている︒実験で

術庁でも酸近北里大学で焼却炉を

試験的燐却の合恵を繹た︒科学技

に安全性に濫啓するということで

した結果︑法令数値を守り︑さら

考えられる︒科学技術庁とも二業

であり︑蒸留しなくても轡せると

ータで使うものは︑低濃度のもの

得た︒しかし︑この液体シンチレ

療廃棄物のうち可燃物については

の半減期のものだ︒このほか︑医

内投与のものは九九％が十日未満

め純度の高いものが多い︒この体

医療廃藁物は人体に投与するた

理方策を検討するというものだ︒

後五〜十年の発生墨型灘を行い処

テムの研究が行われた︒これは今

〜五十二鋸にかけて共同処理シス

うになっている︒このため五十一

％が対象となることが明らかにな

ターで実施した例では全体の六〇

いては東大アイソトープ総合セン

による放射性廃棄物の減璽率につ

とくらべニケタ程度低い数傾とな

値設定を実施しているスイスなど

られた︒これらの数魑は現存区分

じがする︒また︑巖近の行政改革

分かれており︑入りくんでいる感

科学技術庁︑摩生禽などに規制が

るようだ︒

として取扱うとの見解をとってい

短半減期のものでも放射性廃棄物

陣生省が熱心に取り組んできたが

加藤放養性医薬品については

はどう影響してくるのか︒

裕度の妥当性などについてさらに

った︒今後の問題としては安全余

フ自アーから放射性廃棄物は

発生蟹は蟹は少ないが︑これが溜

はこの焼却処理による放射線影翻

っている︒また︑この下限値設定

いては蒸留などの方法について検

まると問題となる︒この問題につ

ル放射性廃棄物対策の一つにトリ

もある︒しかし最近では少しずつ

ということでなかなか進まない面

廃棄物となると科学技術庁の担当

のなかでもプラスティックのもの

低レベ

などは燃す方向で考えている︒残

堪忍孝儒氏︵棄北大︶

研究を進める必要があろう︒

もとのR1の︸％が混入するにす いことが確認されている︒

は王CRPの値よりニケタ程度低現在すでに燃しているが︑不燃物

きず︑この方法は萄益との結論を

のトリチウム取扱旛設を訪れる機

が掲当することになった︒また︑

り事業所外の廃棄は科学技術庁

廃棄物と非放射性廃棄物の区分値

棄物としてきたが︑巖近︑放射性

管理区域から出だものを放射性廃

きているようだ︒米国でも廃棄物

そのための追究が大きく進展して

ウムを大踊に取扱うことを前提に

物質だが︑来国では︑このトリチ

それぞれのケースに応じて規制さ

ということではなく︑安全審萱で

かし︑いつどこで焼却してもよい

然と認められることになった︒し

今回の改正で有機廃液の焼却は公

阪田今年の基本法の改正によ

ある︒一興も早く共同処理機関を

会を得た︒トリチウムは核融含研

を明確にする必要性が指摘されて

ロス・アラモス研究所では独自の

の処分方法を検討申だが︑例えば

これ墓で

いる︒そこで下萌値について︑放

吉田芳和氏︵原研︶

作っていくことが蟹まれる︒

理解が進んできている︒

の三十三年には放財線障害防止法
が施行されている︒当時・廃棄物
処理のあり方が検討されたが︑そ
の結果︑処理機関はその後の廃棄

究の進展に伴い璽要なカギを握る

チウムの闇題がある︒最近︑米国

︒

る問題としては血液などの問題が

乾燥処理で

集荷開始
動物麗体・

物の麗と種類にあったものを作る

射性廃棄物を他の各橿廃棄物とい

のマイナス六乗掛債／纏を境界に

も闇題になるほどの影響はなかっ

編蕎実証試験実施ふまえ
ていない︒その後の騒の増大︑種

たということだった︒

の付属設鯖として固じ法律で規制

た法体系で取扱っていくという方

阪田現状の研究をやっていれ

要がある︒

ばできるというようにはいかない

とが必要だ︒パブリック・アクセ

研究成果をふまえて実証に移すこ

今後・

なってきたが︑その程魔には限度

た方法は問魑だ︒

範囲で引き受けていたが︑こうし

度に一万一千三百本のうち七千四

が必要だ︒

いては城主開発を行っていくこと

土中のR1研究を行ったら︑ 研

物質については︑ある学者が自然

レベルがなくなったものでも焼却

フロアーからほとんど放射線

ピソ⁝ドさえある︒こうしたこと

麗棄物として区分されるというエ

究躍を行ったが由にこれが放射牲

に対策が必饗だ︒

よ

よ

SDI

学術会議シ

膚がある︒このためダウンストリ

下流の方が麗の確保が難しい傾

討した︒この結玉︑有機溶媒には

ンポから

また︑医療廃蘂物など現場でも

ことができるが︑比較してみると

いろいろ困った間題が劣じてきて

究開発を含め民間だけではうまく

ームについては麗際的にもその研

も国罠の生命と健康を守ることを
いかないものと認識されている︒

いる︒放射性物質の利用は何より

潮提に進める必璽がある︒日本の
また︑低レベル放射性廃翼物につ

日塞
場含︑椙対的に原子力発電に重点

こととして︑集荷だけがスタート
した︒四十一鎌からは処理が原研

動物屍体

については昨年から簗荷方法が春

森川尚威︵東大︶

工協会が興め貯蔵し︑これを原研

に委託されたが︑ここでの処理は

木原正雄氏︵学術会識︶
の原子力開発は発心を中心に進ん

いては譲業所で発生したものをR

発が運開するようになり︑総設備
植された︒従爽︑ホルマリンづけ

所は天険の地に立地しており︑近

フロアーから現在の法体系で

れることになろう︒

くに人家もないことなどから堀を

璽要牲を考えると︑これを異なっ

しているが︑ダウンストリームの

っしょに焼却炉で燃した場舎︑そ 廃棄方法をとっている︒この研究
の環境中被曝線騒が自然放射線に

作りドラム笛を種み上げる方法を

原研の廃棄物の処理が第一で︑そ

よる被曝線踊の百分の一となるこ

採用しているということだった︒

法も籍えていく必要がある︒ま

とされてきたが︑今回からは乾燥

とを前提とし︑さらに安全係数十

この堀は深さ七耕︑横四財で︑ド

た︑現在までに低レベル放劉性廃

まま廃棄するようになっていたが
開発が進むにつれクリティカルな

九〇％を占めている◎乾燥処躍に

区分することが妥当との結果が得

物質を取扱うようになり︑墨も繕

ってきている︒一般に放財性物質 ではないため︑この分は贈蔵所へ

類の変化により処理は低滞するよ

式への移行は測定などの手間を薯

プタンスを得ていくためにもこれ

との考えには翼成だ︒これまでの

えても萄効だとの絡累が得られて

下拙櫨設定による野分方

いる︒測定方法については今後も

吉田

森川動物屍体の集荷は昨琿七

ストについては︑高レベルのもの

は大舅なことだ︒実証のためのコ

要があるのではないか︒

月に第一回が行われたが︑本格的

た︑蟹理の手順についても今後確

研究を進めていく必要がある︒ま

については引き取りを検討する必

は凍結方式とマイクロ波加醐方武

いては冷簾保管が必要だ︒また・

途を がある︒このうち︑凝結処理につ

たどっているが原研の処理は頭打

処理時間についてはマイクロ波方

でRI使用事業費は選考の

ちとなっている︒騒近では動物麗

式の方が冷製方武の三分の

集荷はこれからだ◎将来︑冷凍法

試験への移行・

現在︑RI籠用施設から などが実現されるまでは乾燥法で

急がれる実証

溜まることになる︒こうしたなか

体︑萄機廃液の処理は行われてい

の時外しかかからない︒乾燥処理

阪田

は放射性廃棄物の処理は薯業所

を用い試算してみた︒また︑焼却

ラム衝を繍み上げたあと︑その上

棄物について多くの研究成果が得

の余裕の範囲内で他の廃棄物の処

場からの環境影響経路については

に一層の土を被うという方式で︑

られているが︑現状では不十分

理を行うというのが前提だった︒

焼却時大気中へ放出される放射性

その周辺にはサクが設けられてい

ルマリンづけ動物屍体は含計一万

物質︑焼却後河川に放出される忌

た︒また︑この施設では一九七七

ていないのが実筒だ︒RI協会が 処理になった◎従来築荷されたホ

中の放射性物質︑土申処分される

固めていくために全力をあげる必

だ︒今後︑実際齎での処理体制を

全ての廃棄物を簗荷の対象として

灰中の放射性物質などの影響を考

れたことがあるが︑このケースで

駕に三万縫以上が誤操作で放繊さ

のシンポジウムでは︑まず低レベ

えた︒この結果︑下限値としては

討を決めたのもその一例だ︒今回

例えばアルファ核種については十

ホルマリンづけ動物屍体の処理設

に汚染されたものなども引き受け

備は原研にもなく︑また︑病原菌

本にもなっている︒動物屍体の童

なものはラットで︑これにウサ

いるわけではないので︑この分が

ギ︑マウスを入れた簗種で全体の

検討していくことにしたい︒

た原研が全てを処理しているわけ

難業所に産繭することになり︑ま

焼却処理体剃確立を

していく方式がとられるようにな

大してきたことから︑これを管理

ル放射性雄叫物間題に焦点を絞り

NRCがラスマッセン報告の再検が︑現在はこの流れがうまくいっ

が処理するシステムとなっている

棄物は昨蕉までに二百拐ドラム岱

いわれている︒低レベル放射性廃

からトイレなきマンションとさえ

ないのではないか︒こうしたこと

は発躍閣発ほど力が入れられてい

だ︒しかし︑この廃棄物について

麗薄物が生じてきているのが現状

うした開発のために大騒の放射性

どの促進対策がとられている︒こ

の交付金も二倍にアップされるな

た立地問題解決のために︑地元へ

兆円もの設備投蜜が行われた︒ま

要を作り出すといわれ昨黛には三

源開発投資は一般に比べ二倍の購

容鰍も一千万KWを突破した︒電 していく余地が残されている︒来

発購の安全性についてはまだ検討

できた︒前年には颪万KW級の原 がおかれている︒しかし︑原峯力

有機廃液・

われる︒

合処理体制確立の必要性があらためて浮き彫りにされた︒今回は同シンポジウムからその概要

をめぐって﹁畢急に焼却体制への移行を﹂門下限樋の設定が必要﹂⁝一などの意兇が続出︑総

ポジウム﹂を開いた︒シンポジウムでは現在R工協会が胴囲を申止している有機廃液問題など

二十匹日︑同会議で﹁わが国における低レベル放射性廃棄物処理の現状と闇物点に関するシン

前号既報の通り野馳学術会議・原子力平和闇題特別委員会と原子力研究連絡委員会は共催で

二

利馬の流れは上流と下流に分ける

ない︒海洋投棄なども予定されて

体鱗に移ることができる︒一方︑

方式ならほぼ現状のままでも焼却

程度

いるが全てが投棄できるわけでは

乾燥処理した冠物の漉却実験で
だ︒

なく︑対策を確立することが必要

ベルについては外国でも巨額には

半減期は六十鼠で︑五隼たてばバ

加藤体内投与の医薬品の半減

これを委託するという形をとって

ックグラウンドと同じレベルにな

これまで処理を原研が余裕のある

ならないと蕎えられている︒また

策委農会が近く糠論を呈すことに

ては大型動物問題︑これまでに纂

いる︒この点が他の産業廃棄業煮

る︒処理については昭和五十二年

を進めることが塑まれる︒

なっている︒従来︑アイソトープ

荷された一万本のホルマリンづけ

と大きく翼なっている︒

の闇題についてはそのあり方につ

については巨額になろうが︑低レ

の廃棄物の塾舎は全体の約五％だ

塩川核融舎については︑割

立していくことが必要だろう︒並
が︑二〇〇〇年にはこの数字は三

期は短いということを指摘したが

鐘︑米︑ソなどとの協力も盛んに

行して︑行政面でこの方式の蝉入
％程度に下がるものと予測されて

ものとして便われるヨゥ墾田でも

臨接体内に投与しないもので主な

やっていくことになろう︒

も︑放射線の影響はないことが確

いる︒また︑現在の放射器廃棄物

萄機廃液

認されている︒放射性物質はフィ

の廃棄業繋は︑璽任は国が持ち︑

中埜栄三氏︵名大︶

麗体の焼却処理の今後の間題とし

いてRI協会に設躍された特別対 ルタで取り除かれた︒また︑動物

を敗扱う番は廃棄物のことをあま

屍体をどうするか︑などの問題が

中埜有機廃液については二業

フロアーから低レベル放射線
り弩えないままに︑利幣してきた

残されている︒

百本が原研で処理されているのみ

がある︒トリチウム技術などにつ

のが良禽だ︒廃棄物は処理課にわ

R的
Iに焼却することが適切だが︑環

できないようになっているのか︒

たなかで昭秘四十九年に原研で有

る︒この現状を打開するためには

中埜科学技術庁では一たんア

加藤貞武民︵Rl協会︶

で︑三千四百本が残ってきてい
低くすることが必要であり︑濃度

だ︒

共同処理施設の學期実現が必要

たせばよいと考えてきた︒こうし

協会は昭和二十九隼からRIの販 境中への放射線影響をできるだけ
機廃蘂の処理が鰹止されたためR 売を始め︑昭和三十四鉱からはわ

の高いもの︑残渣などについては

が研究の陣審となっている︒阜急
結論が出ていない︒こうしたもの

このため名大でも二十㍊の容器で

イソトープとして分類したものは

として回収を關委した︒その前隼

I協会による二塁も中止された︒ が国唯一の放射性廃棄物集荷機関

難凄蒙

闘選

・鋭

TELO2928−2−5063

〒319−11茨城県那珂郡東海村

じ二謬

嚥

︽︐

峰＼無
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で八万五千本にもなっているとい

響・
購

塾撫

㈱原子力弘済会資料センター

縫

して年間70，000件の交献 くる磁気テープを使用して、利
を磁気テープに収録し、 用者ご指定のプロファイルによ
精度の高い機械検索がで る検索を行い、英文抄録付きの
きるようになっています。文献リストを作成・送付します。

り、加盟国の協力のもとにすすめられている国際
的な原子力文献情報流通システム，Intematlonal
Nuclear I捻formatlon Systemの略称です。日本
の担当機関は田本原子力研究所てすか、国内サー
ビスは（財）原子力弘済会が行っています。

）を始めました。
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歴坑︑高温ガス炉TH？R三〇

スーパーフェニックス︑アッセ岩

イツのBBC︑ブラウンズボベの第三回会舎が︑三＋数か国の代

集している︒

を派適することになり謬舶轡を募

TOM鞭参加欧州原子力視察団﹂ 調査に当たる︒
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査するため﹁ENC79十FーO
A原研など施設視察も行い

を立て︑発電のほか石炭のガス化

の切り粍とす

核物賢防護に関しては七七奪に

定員二十名︒参加蟹首九万円︒

希塑轡は原産・業務課まで︒

えて国際核燃籾サイクル評価︵王

求める条約づくりを進めている︒

萄切な核物質防講搭躍をとるよう

を土台に核拡散防止のため各国が

告をまとめており︑同会議はこれ

を離れて本畜をあらわにした議論

部雲によってはこれまでの建削論

とも報告繍のまとめに入っており

ラン濃縮作業部会を除いて各部会

でいる︒作業のやや運れているウ

二十二薦から二月二日までのウィ

点となる供給保語作業都会は一月

聡慧特会のような何らかの地元メ
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英和・和英辞典としても硬えるよう
巻末に十⁝乃項目にのぼる英文索引
を付した︒A4拷︵電話帳サイズ﹀・

唯﹇一の総A口利滞距技術辞典の決︷肥版︒

百名に達する最高レベルの翻訳陣と
四年の歳月をかけ完成した︑わが樹

侃な緯圏の語紘築約縫乃語を集録︒二

工学・理学・薮学の⁝〇二に及ぶ広

鶴

放射線分撰の裁判化学への応用
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NFCE︶作業が惣ピッチで進ん
国際原子力機関︵IAHA︶が勧

関係筋によれば︑すでに蒙黙の大

扱いをめぐって非核兵器團から反

の︒

現行の日米協定は再処理の購前

発があるという︒今圓の簾台で発

螢源国と消蕪麟の懲兇調整が焦

は※罵側からの孜正についての蕩

題はない模様︒交渉第一ラウンド

討議︒わが国が起躍した擬態契

蒼蒼國側の執ような抵抗にあって

約の安定化撮進施策に関しては︑

もめたが︑後半にはこれを切り返

し︑消籔国の立場の全颪的擁護を

墓調とする草環がまとったといわ

また︑濃縮作業部会は︑八︑九

れる︒

の両日︑二〇〇〇隼蜜でのウラン

凝縮禰給バランスを調奮するAグ

ループが︑十二︑±一一の両日には

各樫濃縮技術の核拡散リスクを欝

会禽を開き︑部会への提出レポー

価するBグループが︑ウィーンで

トを京とめるガ針︒

開らかにし︑酸終的には八月頃を
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補地を二︑三に絞って嵐格的折衝

入る恵向を示した︒また地元対策

メドに候補地を絞り︑ホ格折衝に
にした︒

に入りたい﹂との耀え方を明らか

現在断鳳港の鰻補地が三つないし

の見解を述べた︒

リットは響えなければなるまいと
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帰国の霞程で︑この間︑欧州原子
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田本原子力産業会議は︑来たる

力会議フォーラトム大会盆同会議

参加者を募集
五月六臼から＋一日まで西独ハン

︵HNC79︶と第七圓フオへ
ーの
ラ出席のほか︑仏︑西独︑オー

ブルグで第二回欧州原子力会議

を墓調テーマに初の倉同会議を開

リ︑RWUなどの憐報が入ること馬滲加のもとに五霞から＋六臼ま

報を提供する点︒康研側には西ド

での臼穆でウィーンで開かれ︑わ

に利梢できる商温ガス炉を

同恵条項を盛るなど︑すでに実質

筋はまとまっているものの︑核兵

いた︒

月改正︶の改正を博し入れてきて

討する必要があり︑凍子力婁畏会

八月メドに新
母港折衝へ

㎎つになっているとの現状を述べ

として安金縷壷でOKがでれば・

るとともに魅湾整備に時間がかか

同長窟は記暫稲の質闇に酬えて

金子科学技術庁長靴は二田︑閣

るので饗には決めたいとの考えを

金子畏嘗裏明
国会の決議で︑その後は研究醗発

議後の甜餐会冤で﹁むつ﹂の新母

窺い

ドイツからは鰹れたグラァイト開
発技術の提奨をうけることも唖聾
になる︒

高温ガス炉の研究開発予騨をみ
ると・田米がそれぞれ七十億円程
度であるのに対し︑薩ドイツは年
闇約三闇四十慮陽を投入︑四温ガ
ス炉開発にかける愈気込みを褒づ
けている︒

核物質防護条約
草案作り詰めへ
各国が核物鷹防護の適切な描麗

﹁世界のための選択⁝1原子力﹂ ーロディフ濃縮工場や高逮憎殖炉
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碍本原子力研究所︵柑謹選理乱長︶は二B︑西独ユーリッヒ原子力研究所︵KFA︶との闇に高温 しあう◎協定で窪園されるのは第

をとることを条約で磯務づけよ

繋密にするため結ばれたもので︑両研究所が︑炉物理︑原子炉安金性︑原子炉および樹造工学︑燃料

間ベースの﹁科学捜術分野における協力に関する脇定﹂に蔓づき︑高温ガス炉の研究開発協力を一顧
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三番条項を設けて相互に民間の偶

せ欧州虫要各国の原子力現況を調

くのを機に︑これへの参加にあわ

要繁の四領域で︑技術偶報の交換︑騨門家会議の開催︑研究質の相互派遡などを行い協力を既望︑

になる︒また︑相互の研究開発の

条約艶璽づくりの諾めに入ってい

法務の騰係雀庁該当憲らが出職︑

回爾渥ガス炉パネルで協力体舗を

ピンチ回避大作戦
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纒れた学徳を厳り入れる蝦藻も決

した摂氏六颪度の黙認でも使える

代表に科技︑通薩︑外務︑讐察︑

核分裂素数籔をユーリッヒ研に送

まっている︒例えば︑原研で蒸発

留︑ユーリッヒ研は球状燃料の炉

析法︑炉心耐盤研究など十九項

心解析法︑仮想薯故解析法など十

癌枯蘭五代に備えて石炭を高湿ガ
ス炉で液化し︑液化燃料で輸送鋤
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盟国罵蟹施設に関する条約上の取
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的に厳しい規制内容となっており

る︒

力源を確保しようとの当期毘題し
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︵電気出力三管MW︶の誤認計颪 磁米原子力協窟改窟交渉の契務

日米協定改定︑まず米見解

所は協定の細闘で倉悪︑今回原研

が︑七〇1八○％まで進んでい 蕎レベルの折衝が十三鰹から三臼
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側が調印したことにより協定が発
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ーンでの会舎で癖別に草案内容を

え方の提示が主体となるが・米国

理のようなセンシティブ技術の移

臨書拡散法は①繋留薩燃料の再
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ことが予想される︒
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馬下に篤く︑との条件でのみ※國

核燃料を國江原争力機関の保隔描

処理には米国の珊齪承認がいる②
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れる︒

間︑粟憲・霞が関の外務省で開か

る︒また次のステップとして六薦

まっている︒

MWの大型炉を建設する方針も決

領域の研究交流を通じて協力を健

こうした研究開発状況を背襲に

進ずることになったもので︑原研

は核燃料を供給する⁝などを盛り

を決めた︒部会は十割入の構成と

ち出すことになった︒科学技術庁

ようなものとするかを総倉購に検

要に応じワーキング・グループを

し︑近く初会舎を開く︒また︑必

に︑今鎌來の次期逓常農会に改正

は︑原子力委員会の結論をもと
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ことを駅的に︑WASK⁝一四〇〇のれ
再まで原子力反目を強硬に主張︑WAS
H一一四QOにも執拗な家で食い下がっ

な絶し入れが行われていた︒北海

会駕鰹︑十月二十三日〜二十五

に関する国際会議︵萸国原子力学

詳細は原産︒企画塞塞でQ

エネルギー革命を展開する軸のバルブ

のをまとめる考えだQ

こんどの声明はルイス報語が昨無九月

まとまったのを受け︑NRCが慎重審こんどの簡明を全面的な自彊撤回だとし

日︒

務課まで︒申込み締切りは三月五

からはずれ泊町のみに立地するこ

いて今後の土地利用などについて

ととなる③二棊を建設する⁝1と 道電力ではこうした条件にもとづ

日︑ボーネマウス︶

綴棘都駆新鰍9髄11〒10竃（03＞431需5176川崎技徹・ター卸44）833−2311大鰭斯費（・6）313−2367平田バルブ工業株式会社

検討に乗り出した︒

比べ約

だ葬原子力事故は原子力発電所のそれと

治︑飯田博美︑山口武雄︑晦部俊

原産︑受講生を募集
放射線取扱主任番試験まであと

裏写宝石を加えた講師陣があた

目に墾点を沸いたカリキュラム編

格︶技術の習得をめざし︑基礎科

窟らが同行する︒

問と科技庁の高橋酬安全審査管理

電力が昨無立地変更計薩の説明を

いうもの︒この立地壷網は当初核

く方針︒

共秘町と引き続き交渉を行ってい

核流体制御精機の領域です

も小さく︑比較しうる大規模損審を禽ん
WAS早一四8は軽

水炉を対象に︑そのもつ潜
千管にもなるなどとした結論も

在りスクを社会が廉る原子

議しWASH⁝〜四〇〇取扱いの今後の
て︑トローシャンなど十六原発の傾止を
の手があがるかの雲行きも漂ってきてい

要求するなど︑原子力安全論争に再び火

毎年︑八月宋に実施される主任者

六か月一1日本原エ﹂力産業会議は 彦の斯界尊門家諸氏に科学技術庁

わが国の場合︑仮想事故や戴大象故の

る︒

名︒馬下費五万五千円︵講義のみ

り︑わが園としてもこれへ対応するため

などで講演︑この闇環境安全関逮

表敷訪問したあと放医研︑島根県

中性子測定の
標準化を促進

②エレクトロニクス・原子力・

二十八霞︑ワシントンD︒C︶

張廃棄物の下限魑設定について

燃料などの横み下し蔭として轡内

原子力バルブは

米NRCの声明と
リスク評価
醐き出している︒

え方はほぼルイス報告を踏襲した形とな

措置と澱処方針を明示したものだが︑具

っている︒つまり︑ルイス報告は︑デー
タベースが不遮切なためなどから事故例

二十臼から二十五日まで東京︒

三万五千円︶︒希望者は原産・業

率を定率化する最も葎効なものになる⑧

の努力が必要であろう︒その点では︑こ

いる研究を撫速化し各種安全研究にプラ

あって一昨年七月︑カリフォルニア大学

施設を訪れ関係蕎と意見の交換を
行う︒離臼は三十一臼︒

同十二月±篇日には①すでに取纒

にも閣題のないことがわかったこ

﹁軽罰に対処する扁との態度をと 麗にはさらに岩内町など周辺町村

は科技庁はALAPの鳴神か行
らって以来︑約半鎌ぶり︒立地変

慮を予定していたが︑同港から原

簡ヒ

1＝

望⁝来畢力規制養会︵NR 力以外のリスクと銘較検討しにもので︑
原子炉がもつ本来の安全性についてこ
れほど広範かつ客観的に予測し評価した

マサチューセッツ工科大単教授蟹・C・
ラスマッセン博士指憩のもとに総勢六十

C︶は︑大型商用原子力発醗所

ラスマッセン報告は内外から注霞︑大き

データは︑今だかってない︒それだけに

⁝

人からなるチームが三年の歳月と約四颪

謂⁝に黙る雛霰が公衆に及ぼ

調竃 報 告 書 ︵ W A S H 一 一四〇〇︶︑い
万がを投入︑一九七置年十月前まとめあ

すリスクを予測し評価した原子炉安全性

炉特有のフィロソフィーに立脚して確保

新橋の原産で行う講義は放射線取

実繍をあげているこの講習会︑お

されているのである︒しかし鹸近では西

扱の初歩から密封線番︵第二種資

国家試験合格率が四割を超す好

練校原子力科で行う︒

通り水戸市の茨城総合高等職業訓

る︑﹃要約﹄は報告謁木文の葱を＋分に

げた︒一九八0薙時点での運転中原子炉 な反羅を呼んだ︒NRCがその規制機能評価櫨の誤差範囲が過小評樋されてい

十日から七日闇︑簾京と茨城で実

る︒二十六日越実習日︑これまで

表わしていないーーなど鱗葉しながら︑

施することになり受講生を募蓋し

試験受験蕎のための講習会を開き

に落潮を深めたのはうなづけよう︒※国

しかし①WASH⁝一四〇〇は原子力は
を︑厳格な規制や多重防護といった原子

てNRC幽明が蔭接影響するようなこと好評を得ているが︑今年は三月二

颪基を前提に予測される原第炉事故と︑
の原子力麓業・界も歓迎した︒しかし同

選択した場禽のリスク評価に関する従来

袴え方が来国と異なっており︑したがっ

に間し︑一月十九日声明を発表︑その中

わゆるラスマッセン報宮の今後の取扱い

社会が通當瞳制している例えば自動車事

批判の多くは﹁リスク評価が役会に鮒し

晴に︑批判も梱次いだ︒そうした疑念と

独や仏でも確率論的安全詳懸手法の規制

はない︒すなわち実際の原発の安全性

で︑﹃要約﹄部分を全面的 に 見 齎 す と

他の人為的︑自然的饗故のリスクを比較

故や火災︑航空機墜落︑地襲︑台風など

の試みよりかなり進歩しており︑②用い

体系への組み込みに積極的といわれてお

約されようが︑不必要に原子力論争の激

原子炉安全研究をより含理的なものにし

ている︒

ため基礎データ取簿のため の 研 究 を さ

ともに︑原子炉のより安全へ万全を期す

許容慶を意味すると誤解されはしない

の旧法は適切なデータと組含わせれば確

られたフォールトツリー／イベントツリ

を構成する要約︑本文および付録のうち
は︑他の自然的︑人工のそれに比べ非常
しさをかきたてた裏には十分に査読もせ

見逃しなく受講をIIo定員五十

てあまりに過小評価している﹂などに藥

か﹂﹁原子力事故が及ぼすリスクについ

﹃要約﹄部分は﹁本文の内容を十分正
に小さい﹂と締論づけている︒とくに数

なさもあった︒

ず報告を公表したというNRCの配慮のたなどと評価︑こうした手法の横堤酒用

しながら︑購故発生の確躍と死ご者敷︑

らに拡充強化していくとの方針を打ち出

の康芋力発電駈の運転に付随するリスク

した︒すなわち︑WAS H 一 一 四 〇 〇
財奮撰憲などを調査︑全体として﹁現在

確にくみとっておらず︑原子炉薯故リス
騒化された潜在原子炉薯故の確率では︑

イオリティをつけていくことが肝要であ

によって千人以上の死暫が出るといった

のH・ルイス教授を中心に七人からなる で適切さを欠いたとしながらもWASさ
Hれるよう︑あらためて関係者の努力を

成︒原沢進︑中原弘道︑河野宗

ク評衝に関する議論の中で 誤 っ て 用 い

庫に一回と皆無に等しく︑ましてやそれ

想定される炉心溶融襲故は二万原子炉・

の際︑原研が昨年から一部とりかかって

られる恐れがある﹂ため支持を撤回する

このためNRCは︑議会からの要講も 受け止め方はさまざ家だが︑ルイス報

を強調している︒

が︑しかし岡時に︑この報告作成で絹い
られたリスク評価手法は妥嶺であったと
ようなケースは年間哲万分の一︑隈石が

したものといえる︒事態は以前と少しも

⁝一四〇〇のリスク評価の方法論を懸耀

躍総研が加速器設踵へ

逓産壽工業技術院の震子技術総

禽研究所は昭和五十四難度から三

に使うパンデグラフ型加速装躍を

年計画で趨性子測定機器の較正用

した土地の萄効利爾について町と

となどから放射線烈震防止法旛行

っており︑昨隼からスタートした の會主取りつけが残されている

③第二園原子力発電所でのボイ

規則を改正︑有機廃液の焼郎処理

OECD︒NEAでの検討デ
がー
︑一
タ番大きな影饗を受ける共和

AS麟E

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

告も醤RC齊明もともに︑いくつかの点 り︑これらの研究などが高い水準に維持

し︑これまで不備だったテ⁝タ︒ベース

判に応えながらむしろさらに広くここで

馨門家グル⁝プを発足させ︑こうした批

うながしたい︒

人ロ中心地に落ち千入の死者を出すのと

むつ改修安全審

更許可串縫のあった膿むつ﹂の遮

変わっていないのである︒しかし他方︑こ

査で現地調査
第一入者とされ︑最近は海洋の放

蔽改修について安全審査を進めて

日本原子力船開発事業団から変
などを参考にしながら検討を進め

にも歴れた成累を発表している︒

いる科学技術庁は六︑七の両日と

射能の汚染闇題︑癌携水利用など

九︑十の両日の二回に分けて同庁

町が今回受け入れを決めたことに

①第六回エネルギー技術会議と

より同原発の立地変更は大きく進

ア政府閣燈協議会︑展示会期間は

航空宇笛技術国際展示会︵イタリ

近接して臨用港を作ることになっ

国際会議あんない

子測定器の較正に役立てられる︒

が国の中性子一次標藥として申性

ルギーの揃った中性子を発生︑わ

五〇袈アンペア︶の可変域でエネ

eVI二十MeV︵イオン露国

の︒同装蹄は加速エネルギー十K

﹇むつ﹂安全審査の一環として行 規計上が認められたことによるも

に設置することになった︒五十四

原子力委員会は放射線医学総合研

めの三年間国鷹願務約五億円の新

鋸慶予算政府案に岡装置建設のた

茨城県・筑波学園都市の同研究所
究所で行っている特別研究﹁原子

職員と原子力安全技術顯問による

ていく方針だ︒

仏からグラウ
ピー氏招へい

力施設等に起困ずる環境放射線被

現地視察を行う︒これは同庁の
いに霧与する︑との見地から同部

土に関する調査研究﹂の推進に大
原子力委員会は六日︑アンドレ

原子ヵ婁決定
の焼却糞壷を科技庁で審査・有機

うもので︑第一班︵六︑七日︶は

富坂駿一氏︵核物質蟹理センタ
ー︶ら五名の顯間と科技庁の畢川

係招へい脅として招くもの︒

︒グラウビー・フランス原子力庁 長を昭和翌±二会度海外原子力関

即製は一九三二年生まれ︑ソル

正彦原子炉規制課長らが﹁むつ扁

カダラッシュ原子力センター環塊

ボンヌ科学大学卒業後︑原子力庁

木成文氏︵東工大︶ら十三人の顧

を視察︑第二班︵九︑十日︶は蕎

るものについては認可していくこ

廃液・焼却炉の母型を満たしてい

得体的な実施方法については個々

施行規劉の改正を告示する予定︒

用いられたリスク評価憲法を発展させる

にした︒﹃要約﹄部分についてNRCは間じ確率だと指摘︒このほか︑原子力発
電所が多くの非原子力酒動に比べ想定さ

の充実に努力を傾注する旨決憲を明らか

来隼中にも再検討︑改訂版に相当するも

関係旛行規躍を改正
]﹁下限値﹂は慎重に検討

に入省︑七五琿から現職︒三月十

放射生態学部長の招へいを決め

八日来日し︑原子力委︑安全委を

とになる見込み︒

グラウビー部長は陸圏での放射

た︒

性物質の挙動研究に関する欧州の

一方︑有機廃液と並んでRI協
会による簗荷が中止されていた動

立地変更承認を議決
北海道電力から共租・泊原発の

に伴う購の対応策等に協力する③

誠恵をもつて協議する②立地変更

たことが主な原霞︒昨年九月二十

発まで六詩もあることから原発に

物屍体については昨鋸七月から乾

操前処理した形で回収が再開さ
れ︑焼却処理への道が開かれたが
科技庁ではこうした低レベル廃棄

ても今後検討を進めていく方針︒

立地変質の課し入れを受けていた

展することになった︒

物を処理する職事処理施設につい

これは現在原研によって行われて

共和町議会は六鴎開いた臨時町議

から﹁開封嚥を義務づけるなどの

いる低レベル廃平物の処理能力が

会で﹁立地変更受け入れ案﹂を十

未処理事畷については今後検討を

詑載されていないため実施できな

発生鍛の工大に伴わず︑新しい大

行っていく⁝一などを条件に正武

か篇一隅体主催︑一一月二十六門口〜嗣

型処理施設の必要性が高まってい

を当初予定地から二〜三詩調海岸

展示会︵E76︶︵電力研究筋ほ

こうしたなかで科技庁では昭和

回収を行っているRI協会による がれていた︒

いのが鱗状だ︒このため廃上物の

五＋一年度の原子力単和利罵委託

側に移す②この結築共和町は敷地

二臼に周辺市町村へ説明が行われ

る液体シンチレータなどから発生

簗荷も行われず︑各使飛施設で営

擬により北墨大学で有機廃液の焼

三対七で承認︑可決した︒同町が

共和・泊原発建設で

するものが大部分を占めているが

々に跡藏されていたのが実摘︒と

変璽受け入れを決めたのは北海道

北海通
共瀦町

現在の法律ではこうした液化状の

ころが︑この賠藏についても懸が

大きな課題の一つとなっている眼

るため︒また︑低レベル歯髄物の

を認めることになったもの︒科学

矛顧が生じ學急に灼策の確立が急

低レベル放射性廃棄物については

が確認されたうえ︑焼却炉の性能

却実験を行った糖累︑環境安全性

止法では放射線による危険防止と

貯蔵方法についても放射線陣審防

技術庁では難ければ今月中にも岡

今園の立地変更計画は①立地点

基華を下圃っていることを確認し

になってくると﹁司燃毯物質﹂と

少なければ問題ないものの︑大騒

三月九日〜同十八ヨ︑ローマ︶

のケース︒ところが有機廃液の鵬

水賢汚濁防止法により規舗される

の観点から﹁密封﹂としているの

いても法規制では﹁規却﹂の項が

ラーの熱力学およびコントロール

ため放出が不可能なうえに処理と

に対し︑消防法は火災防止の観点

A有機物質を含んでおり新たに して消防法の規制を受けるうえ・

たうえで放出するというのが通常

袴機廃液は研究施設で使罵され

設定についてはOECD・N泡Aのデータなどをふまえ二重に検討を避めていく考え︒

則的に焼却処理を認配することになったもの︒一方︑科技庁では低レベル放射盤圃体廃棄物の下限値

ら昭和五十一黛に実施した北墨大学での焼却実験データで安全性が確認されたことなどを契機に︑漂

こそ微壁だが放射線白蟻防止法︑消防法から二璽の規制を受け廃棄も貯蔵も困難となっていたことか

いて近く蘭係施行規則を改正︑使用事業脳内での焼却処理を認める方針を慎めた︒蒼機廃液は発生騒

科学技術庁は低レベル放射性廃棄物のうち現在RI協会による野壷が中止されている筒機廃液につ

輌体
して効桑的な方法となる焼却につ

△口
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廃棄物問題進展へ
大統領意見微妙に後退

増殖炉反対
米康子力産業会議︵AIF︶のカール・ウォルスキi盤曲淵はこのほど﹁米国の原子力産灘丁一一
九七八年﹂と題する報欝蜜をとり象とめ公麗した︒ウォルスキ⁝耳垂畏は報告欝で﹁殿子力開発は檸
蒲した一鋸だったが昨日は石炭労働薔のストに始まり︑一照・五％の石油傭上げに終った﹂とし︑原
子力の必要性が薄墨識され教訓に満ちた年であったことを強調している︒また︑カーター大統領のク

は

リンチリバー繕殖田畑薄の蓑現も︑この二難のうちに微妙に変化している点を播摘︒省・庁での検

ずみ濯をつけた一年と総括している︒

討も終わったことから今年は廃蘂物貯蔵間題なども大きく進展するとの兇通しもあり︑今後に

原子力発魍筋が安全に安定した腱

判に対し﹁世界南の二薄⁝十基の

対する門醸偶的なもの﹂とする批

力界の動 き を と り 濠 と め た 報 告 懸
たものになっている︒

なり礪いものであることを示唆し

し︑原箏力への依待は従来通りか
AIFから恒例の潮隼の来 原 子

が出た︒報 告 に よ る と ︑ 一 九 七 八
力を供給︒経済性から冤ても石炭

鱈力を供給できる﹂とし八○二代

ウォルスキー理購擾は報告繍で

霞猷があったにもかかわらず︑産
に運転入りする原子力発電所二二

隼は一一年 の 原 挙 力 発 電 鯉 力 騒 が

子力の活躍は伝えられていない︒

業界は原子力を脅てていこうとす
に期待を託している同社の姿勢を

﹁このよ月うに腐い原子力発電の 火力発電所より一〇％以上蜜価な

しかし︑ 原 子 力 発 膿 駈 の 活 躍 に
る気概に欠けていた︒〜九七﹁一葦

慧○％繕というような魑立った原

閲し﹁昨隼十月︑ア⁝カンサス・
評価している︒

経済性について﹁民間機関や政膚

さらに報告蜀では原子力発醒の

のオイルショックの鯖に三十七基

エユークリア・一⁝二讐機︵九十

五万八千KW︑PWR︶が金出が力
聚注されたが︑その後三十九基
のキャンセルがあった頃と同工

運転を開始︒盆計七士褻の原子

の＝マ五％を供給︒一九七八年

コ九六四隼に続く発注ゼ欝の奪

R︶を発濫したものの︑一郵では
発電所の建設・燃繕コストについ

に立つ漏と指摘︒インフレによる

ソン社が二麗︵資十万KW︑PW
電筋に比べほとんどの地域で優位

ている︒

また︑報告轡がとりあげた原子
力開顕を強く支持した昨葎の出来

鵬として一
一︑プライス︒アンダーソン法
︵原子力潰轡賠償法︶の上口額設

定は含懇と裁定された︵巖腐裁
は︑原子炉麟故蒔の心象保誕額五

億六千万がは妥当な額とした︶
一︑原子炉による冷却繍喪失実
験が成功した︒

一︑原子力発電所建設謝画が予
定通り進んでいないが︑ウラン探
鉱会社は採掘︑製錬を強化︒⁝九
七七年盛二〇％増の六三五千万が
を投資︒この照鋸聞で総額二億が
の投蜜になった︒

一︑十四の漣邦憲・庁が使屠済
み燃料貯蔵管理は可能と結論︒省

原

ム︑ ／ズ
イ

り同原発の液体︑気体廃棄物で北

一九九〇駕代初期には北部地方は 部︒パドカレ地方の住民が影響を

画︒この原子力発電所が完成する

が年間二十一ハ万立方摺︑液化廃棄

同協禽では門原発の気体廃棄物

一千万KWの原子力発動所をもつ
受けると警告した︒
ことになる︒

アルデンヌ地方はベルギーが近

く︑送懲網では爾北に四四KV 物も膨大な麗に上る賦と掴摘︒気
交推している︒またルパンの塀水

民が影響を受けるが周辺八か町村

魔︵ベルギー︑英国を含む︶の住

市長ドクレール博士は周辺六十詩

線︑東西に二落五＋KV線が走り 体廃蘂物についてステーンペルク
発電所も建設されるので原子力発

で大気中に庫間二万から十万牲の

での有数のベバーレイ鉱陳をもっ

ており︑もし開発にゴーサインが

出れば︑調董が進んでいるベバー

レイ鉱床がまず開発されることに

なりそう︒

歓の下講け企業として参脇する︒

い︒襲業晦容が爾度の縣門的な技

般に幼稚園と小学校施設が必要︒

術水準のものだから受注できるの

しかし鷺DFの繭擾発注では地域

施設建設投金嚢次の鶴種類があ

は譲国的または国際的規模の企業

企業は五％程度を占めるにすぎな

る︒①儒宅建設澱金は通常の手続

従来の工鱗現場では各家庭に付き

きで確保②工蘂現場の特殊施設で

る施設の建設薮は政府が遍常の手

転開始後も必票となる購要に広ず

価格︶︒その五〇％は地域で支韻

賃金額は八〜九霊湯︵一九七八鋸

騒舞を改めた鋤労基に支払われる

万KW四墓原発ユ薯現鳩でEDF

隻払い綴金簸獲八年間続く九十

続きで一部出離し・また貯薔供託

出獺⑧工覇現鵬の現在の禰要と運

完成後不襲となるものはEDFがしか受渡できない︒

金繊の特鴉手続きによる融璽と露

ある町村は土木一業︒建設企業か

職業税腫工蟻期身中︑サイトが

撫騨
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♂

心門禽

壁

灘
懸
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チウムとクリプトン85を含む蒸気

芳KW級の原発では大気中にトリ

不満を表明した︒また協会では百

民だけが通報を受けたとして強い

礪所の電力を効率利用できる︒

住民に原発反
対呼びかける
仏ノール・ナチュール協会
︹パリ松本鶴里凪Mフランスの

飼ｪBI⁝二十七臼︶に当た

り︑今後︑岡州の経済を大きく支

繭オーストラリア州北部のロッ

りゆきが注國されている︒

えることにもなりそう︒現在︑

る保隔描籔など禽むウラン全般に

習KW程魔︑とし塵業界の兇通し 夏濁催される労働党の大会で・南

KW・低い璽ロには二項千蕃 ダステン知窮の調蛮の國的は今

れていることから︑党大会でのな

との見方を強めているとも伝えら

験段階で満鷺に解淡していない﹂

ことに廃棄物処分に閲しては﹁実

開発を冤會わせる可能控もある︒

簗物処分についての繍象次第では

核拡散防止としての傑瞳描瞬や廃

テン知懇が欧州を訪祝した際の︑

な埋蕨懸はつかめていない︒南オ

ング社が続行申だがウランの圧確

を訪問し原子力発閉所からの廃鞭

ラン開発を行うかどうかを決定

地艶講萱をウェスタン︒マイニ

物処分︑使用済み燃料の再処理︑

ーストラリア州にはこのほか醗州

オーストラリア州が保有するロッ

を下回るものになっているとして

盾発化してきた︒オーストラリア

するためのものと慰われる︒ダス

クスパイ・ダウンズ鉱床などのウ
いる︒

黒眼のウラン鉱山をもつ爾オ；

る人数に応じて定める︒一般的に

払い金で確撮④付随的な施設の建

DFが工禦期間中毎館拙資する前 されるので商業が大きく舞う︒

設賢は地方公共繊体が出資する︒

支払った賃金騒を璽礎として品定

地域企業ほ控電建築の九Q〜 ら工巨資材儲入れ働格と勤労脊に

ぴ

︾

騰
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廃棄物処理システム、霜野器、濃縮器等

ρ濫芒》

訴甕一【

外隷
講臣
九〇年︑一千

万KW規模へ
仏北爽部︑さらに原発引潮

︻パリ松本駐七竃︼露DF︵フ
ランス電力公社︶はこのほど︑ベ
ルギー国境に近いアルデンヌ地方
シャルルビル・メジエールの北部

に原子力発電所︵落三＋万KW・
施圧水型炉二基︶建設の藤園があ

の健康と精来の慰代を警するとし

リーヌ原子ヵ発電所︵九十万K

放粥性廃藁物を知慮するから住民

ている︒サイトを急いで選定して

W・加圧水型炉窒︶の公蘭調髪 びかけている︒

ノール・ナチュ；ル協会︵りール

この霧にも公益襲業認司豊津を

科学工藁大学︶はこのほどグラブ

水型炉︵ベルギー・フランス共同

し︑一九八五黛までに魑工の計

カ

開発︶が運賑されているチョーズ

フ

かフユメが候補地として攣げられ

三〇〇〇琿二億八千万KW﹂の 核物蟹や核兵器技術の拡敬に対す

二万KWの舶宿

ることを明らかにした︒サイトと

の斜子利用でも問題はない︑との

はDOEは高い場△口で三億九千五関適する実状を調螢︒研究︑二日

発慰しを要求したものの︑簸近で

してはすでに三十

讃えを打ち出し︑議会の反発をか

の他に︑銅︑金なども含まれてお

クスパイ・ダウンズ鉱床はウラン

て三民に反対運動を起こすよう呼

わしている点を捲雲︒軽水炉の燃

齎万KW︑標準で三億二千五百万 婦題した︒

料有効利用については原子力技術

ては︑エネルギー憲︵DO鷺︶の

原子力開発の擬期亮通しについ

もあわせとりあげている︒

も︑一〇％程蔑﹂と見ていること

庁間検討グループ︵IRG︶報整
者は﹁軽水炉を改良したとして
磁は政府の実施を撰零した⁝〜な

どの差紙をとりあげている︒

そのほか︑議会側の原子力開発
推進支持の動きについて︑カータ

U開発で見解表闘へ
ストラリア州のドナルド・ダステ

剔@無獅欧州で情報収集
オーストラリア北部三州のレノ

に︒二塁では﹁軽水炉でも六〇％

土木

瓦葺・建設動労轡の一〇〜三〇

土木襲業・建設勤労暫は共三宿

ン︑空いている庄嗜またはホテル

平均学郵一入だった︒

﹀ミミミー§ミミーミミミ︑ーミミミミーミミ︑ミーミミミ︑一︑ミミミ

詞に当たり地域の経済・社会への

地域労働力と間接的職場

弱敵評価資料を提出しなければな

はこのほど門地域経緕・社会にお

商業・サービス部門で臨接晒に腿

場の勤労者に加えて下灘け企業や
した︒親兵料は建設が行われる地

用が拡大する︒間接的職堀は瞳接

地城労働力は五％止まり︒工購現

方に集まる労働巻数︑住宅︑幽門

工業現場勤労者劉各サイトによ

社会施設薩住宅数は移動してく

労働力の四〇〜六〇％に上る︒

って異なり一概にはいえないが︑

て述べたもの︒主な内容次の趨り

の問題や連城企業への影欝につい

よぼす影纒﹂に配する資腿を公嚢

らない︒仏電力公社︵EDF︶で工襲では黒門工を必褻とするので

％は地域鍔働力︒電気機械部門の

く︑フランスでは公益難業認司山

≦ミ§ミー︑ミミミーミミミミーミミミー︑ミミミ︿

の効家で使用できる偏とし核燃料

﹁予覧のムダ使い﹂という表現 年解決して以来︑各州での動湊がランス︑オランダ︑スウェーデン

﹁CRBRは技術的に問題ある﹂
ジャー・ウラン鉱山開発鎖題が眸ン知購はさきほど︑イギリス︑フ

がる﹂としていたがこの二年間で

B魏︶建設に関し﹁核論敵につな

初︑クリンチリバー堰殖炉︵CR

崩していると評価︒大統領は当

期にするという強い葱志を徐々に

璋に比べほぼ横ばい︒火力発 ー大統領の三二炉開発を無期眼延

の調奮によると︑原子力コストは

の初めの＋か月間では七四・四％

か﹂と報道されたことに象徴され

てはエバスコ・サービス歓の昨輝

昨奪幕にはコモンウェルス・エジ

力発艦駈が鎌間を通じ三千億KW だ﹂と擬摘︒この気概については

の爾稼働率を承した︒中西部では

の研究生岱縷を引用︒﹁今後＋隼

Rを発慰し ︑ 米 国 の 全 発 電 贈 力 騰

石炭ストライキがあったことから
ると例を挙げている︒コモンウェ

聞に原子力︑火力とも発芸所コス

十数祇の聡欝金社が発醗蟹の四〇
ルス︒エジソン社の原子炉発注に

トは一蕎になる︒過芸十奪闇のイ

ンフレはコストをこ催に引き上
げ︑許認岡孚続き方法などが変わ

ったことにより三倍以上になっ
た﹂と瀞認珂や規制に対し批判︒

報告磁では異体的に︑一九七八
鎌に建設︑八八庫ころ運開する原

子力発鴎筋の資本費はKW盗たり
千五菖が︑石炭火力では千二貢か
と予測︒これに轡料︒運転籔を薯

五．九響︑石⁝灰は山ハ・四書にな

慮に入れると原子力はKW当たり

ウォルスキ⁝慈愛長は﹁コスト

る︑と評姫している︒

以外にも︑石抽輸出国機構︵OP
鶏C︶によるたびたびの石磁傾上

発の土木工肇・建設勤労壱州は一

標準的な九十万KW舶熱水型炉原 禽︑電気機械勤労轡はキャラバ

で懸す︒学校施設は原発が運転を

げ攻勢︑一次エネルギー輸入の大

⁝種工初強度三首人︑所記度七百

始めてからの必要羅と旗木工購・

題があるにもかかわらず︑原子力

弓赤字︑椿濁しつつある資源の問

〜八蕎人︑三︑閥銀翼千八百〜二

建設猿袴状況に応じ理論的な禰璽

門パリ松本駐在贋

千人︵冷却塔建設の場合にはピー
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所が建設されることによって地域
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フランス北東部の原子力発電所

批判書はこの点についてまったく

一〇〇％は地葺企業が引受ける︒

また地城企業は準備作業や受注禽

原子炉圧力容器、格納容器、原予炉系配管、熱交換器
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原子力発電プラント用の主要機器の設計・製作・据付

灘墜
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原子力機器にも総合技熱讃結集

》評蕊

騨轡触

％以上を原子力に依存した﹂と

説隼懸に発注が決まった篇帯ンウェルス・エ
ジソン社の原子力発騒所完成予想閣。綿64無
に並び「発注ゼロ」の年にならずにすんだ
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電気事業巻は米エネルギー省︵DOE︶による使用済み燃料の原子炉サイト外中陣貯蔵︵A

ようなことになれば︑一九八○年代初期に原子炉から取り趨される使用済み轡料の鷹き場所が

F飛︶政策の誕生を今や遅しと待ち構えている︒使周済み燃料の貯蔵場所がもし離可されない

なくなり︑閉鎖を余儀なくされる原子炉がいくつかでてくる︒AFRはあくまでも中間的な施
設であるものの︑騒終的に便摺済み燃料の地下貯藏が爽施されるのは早くて一九八五奪︒それ
までの二〜三館間の埋め廻せが急務︒そのための﹁使用済み燃料法案﹂も近々議会に提出され

る模横になってきた︒これが議会で承認されれば約三輪がの予算を民間から儲入れ︑AFR計
画が軌道に乗ると晃られている︒間近かに迫った※国の便用済み塗筆貯蔵政策をめぐる動きを

搭圏訓練センタ⁝として︑岡施設

日本バルブ製造株式会社

を利用することに決定するという

ルにおける貯蔵を推進することに

本社．東京都中央区京橋3−9−9姪（03）561−6181（代）

る︒

務を開始しうるのは攣くとも一九

S相互聞の契約交渉の結果次第に

なるかどうかは︑DOEとAGN

㍉鴨ジ

上記既設バルブのコムライニング施丁による改造品

励してこれを政府に賃貸する計画

八四年になるだろう︒それには三

それとも当切は政府が負担して︑

櫛濠

磁諺

蒜韓
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ータを持っている︑と指摘︒さら

無早々に議会が拠出する資金︑躍

バーンウェル

利用が最有力

調整した︒しかし︑昨年の議会で

めたNRCと︑その作業について方も持つ人もいる︒

を電気事業者に工画させるのか︑

い﹂と強調︒NRCは︑サウスカに発表した使用済み撚料政策に関

上︑あるいは捜術上の問題ではな

で返済させるのかどうかのいずれ

それを暖気事業轡に貯蔵料金の形

ろう︒こうした立法案の中には使

立法案を議会に提出することにな

ペースを崩字ずるための権限︑政

産業界︑議会︑DOEの観測筋

ューヨーク州ウエストバレーのニ

︵NFs︶の三か所のプ⁝ルがす

ュークリアフユエル︒サービス社

バ⁝ンウェルに関しDOEの高

﹁AGNSは︑商業的な使雨済

窟は一

み燃料貯藏窯業に閲心を持ってい

ない︑と声明しているものの︑D

いるといえる﹂と述べている︒

藩

ためのDOE権限︑AFR貯藏ス
が可能︒璽厨貯蔵方法を採用すれ

府の貯蔵施設を許司するためのN

いる︒

RC権限が含まれることになる︒
が出来る︑とAGNSでは弩えて

の既設旛設が畢期に利用されるこ

距離輸送に蘭する若峯の政槍臨茂

大きな瞳警は︑政府がバーンウ
ェル施設全体を買収するよう︑A

辺はこれまでに︑政厨の奨励を得

GNSが主張していることだ︒岡でにある︒

て二憶五千万がの資金を投下して

躍
薔

一九八三年までにAFR施設の

られているためだ︒一か所以上の

蕉歳出予算を雪避するかもしれな

持っている︒バーンウェルに関す

DO旦には一九七九会計年度補 れない︑とする冤方をAGNSは
既設施設を採用すれば︑政麿は畏
いという莞込みに撫え︑一九八○

る︒貯藏プールをもつ既設の施設

対や心配を軽減することが繊来

Eと何らかの計画を推進するため

には︑バ⁝ンウェル︑モリス︑ニ

る環境面での作業はすべて完了︑

捻的に五千ナの使用済み燃料が処

門戸を閉していない︒AFR施設

OEのデューチ・エネルギ⁝研究

DOEは一九八四銀までに五千しくは纒聴することには反対︒こ
済描躍と冤られかねない︒しか

れは政府からの民間企業の緊急救

よって規定された計画である保璋

☆特許実罵新案申講中

E社工場の貯蔵プールに蘭するデ 簡産業にAFRプールの建設を奨という開始糞垂はずれ込んでい

気事業暫による積極的な前払い

DOE高富は﹁政府の施設が業見方も多い︒DOEがバーンウェ

ないのなら︑NRCは国家環境政までに︑こうした面心が必要とな

な問題として大きく厳扱われてい

しかし︑その後の十四か月間

ナリバ⁝等のように許認司作業の

回避しょうとすれば︑一九八三庫

だが俗受けする大衆参加のプロセ

ろう﹂とするものだった︒
策法︵NEPA︶の三囲や︑陳腐

金︑およびハンフォードやサバン

に門もしAFRがこれほど政治的を作成する意岡︒原子炉の閉鎖を

暫が関心をもっている別の点は︑

は︑どのような段取りをとるの

よって︑左右されると見られる︒

規舗の問題︒この点についてホワ
スを翻避することも出来るはず︒

しかし︑この点ではNRC委畏会か︒明確な決定も下されないま

九八三年までに貯蔵

大半がすでに終了している地点に

ード氏は﹁
施設を間に舎せようとする場合︑

ま︑計画の立案を譲類作りのため

エネルギー省︵DOE︶は独自 る﹂と述べているQしかし︑産業

部門では悪童の一致を見ていない

のAFR施設を建設するのに必要界のオブザーバーの中には︑DO

あい路となるのは原子力規制萎員

過去一無三か月の聞︑使用済み

産藁葺の観測

燃料に関して政府が講じた措置は

Eの施設が一九八四年に業務を開 の決定は︑AFR施設の建設資金

施設が立地できることが条件とな

異議の串し立てには︑さほどの蒔

な環境関適作業の大半を完了して

始することについて懐疑的な考え

に費やした︒

間をとらない︒原子力界はすでに
原子力産業界を鼓舞するようなも

おり︑また︑許認可舗度作りを進

会︵NRC︶の許賞勲であろう︒ と思う扁と述べている︒

貯藏で長奪の経験をもっており︑
のではなかった︒

識会が今春行うことになる一つ

使用済み燃料は環境上︑研究開発

する概要は﹁城府は政府独自のA 十分な予算がつかなかったため
ロライナ州バーンウェルのAGN

政將の核不拡轍政策に則り︑﹁外

欧州において︑すでに成功裡に

用済み燃料の所有権を電気嘉業蓄

カーター政権が囲九七七琿牽月

箏えるのか︑さもなければ︑どっ

い︒AF魏は蟹同を得るための多 な帰結だ︒政府が産業界に琶質を
くの要素がありながら︑産業興が

のの︑今無一月の議会開会におい

国の便用済み燃料に貯蔵スペース

採屠されている使用済み燃料の

から取照し︑これに料金を課する

DOEは予算蘂とともに︑使用

て︑政癌に一九七九会計無度予算

を提供する﹂とする政府側の必要

分解パッケージ捜徳を標用するな

あるのだ﹂と述べている︒

もし政府がぐずぐずしているよ
うなら議会が動くかもしれない︒

用薦み燃料がどの程度の期間にわ

の大半は︑一施設ないしこれ以上
AGNSの当蜜奮によると︑使
待っているのではない︒原子炉サ

とになると響えている︒

議員筋では﹁明かりが消えるのを

済み燃料に関する包括的な一貫の

の補正予算を復活する途が大きく

性と職してみても箭妙に思われ

編糊貯蔵能力︑83年が隈潔

ば︑貯蔵能力をさらに高めること

実際にAF疑を姪進させようとす しなくても︑貯藏能力のぼぼ倍増

広く開かれた︒

入れを開始出裏るとしている︒

かだ︒

S祐工場やイリノイ州モリスのG F飛施設を建設するか︑政府が脱

その理趣を産業界に背負わせるの

法案偏提出か

に︑DOEが予定した一九八三庫

ちつかずに事を越び︑薩業界や消

来産業界全体にとってAF獄貯 のもつれ︑陪閥の中に引き込みは
かを︑産榮界は荘惹深く晃守って

﹁使用済み燃料

今なお危撮しているのは︑政府が

ニュークリア︒インダストリー誌から拾い︑概要を紹介する︒

﹁予定通り実施

できるのか﹂
しまいか︑政騰が言開した通り予
いる﹂また︑ホワード氏は原子力

AFR貯蔵を官縦的な霧颪手続き費者に政策の変更と負擾を強い︑

藏政策畢期実施とともに懸念され
定通りに実行するかどうか︑とい

塵藁界が疑問

る点は︑政府がその政策を実施し

活発な議会の対応

議員の側近筋によると︑政溝は

産業界に与える影響について﹁A

補正歳出予算を通すことを避け︑

う点にある︒

連邦議会は田無︑使開済み燃料

た際に︑産業界に対して負う嚢任

に関していくつかの指鴬合を発揮

らば︑迫加的なモジコールを楢設

ろで︑その精果︑原子炉の発漁が

FR貯 蔵 の 促 進 を 決 定 し た と こ

る︒権業界の代表的は﹁政府内で

をはたして政府が履行するかどう

門轡料サイクルの前後両端にお

かだ︒AFRは政府が費任を履行 いても︑あるいは評認再において

ンウェル稠用か

︷九八○奪の笠二化に懸けるかも る道理は︑外国の縫用済み燃料に

した︒上院のエネルギー天然資源

グループ扁の委員畏を務めるぼ・

業界が編成している﹁廃棄物管理

トン・エジソン会社の副胴長で︑

避けて撚ることは出来ない﹂ボス

も︑産業界は政府との協力関係を

濃き出てくると期待している轡は

シ

ともなってきている︒

するかどうか判断するための
ンボル

篠懸済み燃料貯蔵技術は世界中

れその安全性が証明されている問
ホワード氏はこのように述べ︑錘

のすべての原子炉サイトで実施さ

題︒加えてカーター政潅は使用済

たって︑サウスカロライナ粥内に

樋で︑おそらくは唯一の方法とみ

業務を開始するのには︑これが安

貯蔵されるのか︑その藍隈が定め

もしDOEが動かなければ独自にられさえずれば︑※国の他州と無

施設拡張を進めようとしている︒

委員会はAFRに三千万が拠出すしれないとしている︒さらに﹁政

様︑サウスカロライナ州の選脂議

イト内あるいはサイト外で︑玉膚
いない○それは極めて小さな前進

狩の考えがゆっくり進めること

員國は好恵的な態魔を示すかもし

本的な疑間点については︑さらに

ることを提議︑これは後目歳出委

とを強調している︒

何らかの孚を打つことになる﹂こ

一九八三年までにAFR旛設を次
稼のように述べている︒
に過さない︒しかし一つの前進で

べている︒この政府の考えは﹁急

にあるのは明らかである﹂とも述

﹁政府が儒用のおける相棒であ

働させようとする構想を明らかに

ことから強い支持を受けることが

員会において特別な議案を欠いた

か︑という疑問がある︒使用済

テネシー渓谷開発公社︵TV 観灘筋は﹁一九八五年もしくは一
A︶は昨年︑AFR膳設の建設計
九八六年が現実的な開始購購﹂と

ている︑と報じられている︒モリ

理できるようになるまでには︑約

に関する提案に締切期臼を重く

け︑と示唆した︒

年度予算の歳出規模を制限して︑
許野司作業の大半も完了してお
露気事業蓄にAFRプール建設資り︑残る問題は政治的な決定だ

ない︑という兇込みがある︒

燃料法︶を今年提案するかもしれ

金を前払いさせる立法︵便潮済み
TVAの当薯港は﹁DOEが
既

薩を発表したが︑これはTVAが考えている︒
ともに︑同旛設をDOEに賃貸す設の施設を賃貸して︑一九八三葎

ることになろう﹂︒さらに門DO

的な貯蔵については︑TVAに頼

D⑪匠では二瀬
に閲して︑DOEと交渉を開始し始することが出来ると述べ︑﹁一
スにある七着五十ナ貯藏プールに

三隆隆千万がの経饗が必要﹂と鎮

よう︑TVA理窮会に勧めるつも沙規模の賄藏施設を建設する場合

AG腫Sの経済性 おり︑同施設の一部のみを売部も
は現在︑麹篇酉五＋踏の使用済み

定している︒

計量に︑独自の予算を漁り当てな

し︑DOEはバーンウェル魔設の翠黛がバーンウェルの利用を支
定︒これに対して︑AGNSが実
に予算をつけることが出来なかっ

持︒岡施設の買収をDOEに働き

原

DOEはTVAが提案した作
り偏
業と述べ﹁もしワVAが独自の のコストを約二億九千万がと推
づき︑贈気薯桑田に謬り墨てられ

利購を︑近接するサバンナリバー

ェルに醗初のAFR施設を建設す

部と兇なすこ かけており︑AGNSはバ⁝ンウ

いならば︑TVAの計画を危うく施した暫定春山によると︑三十か

︒プロジェクトの

たことから︑一九八三庫という業

とが出来るだろう︒

ている︒なお︑モリスの拡張計画

月以内に二千五百万ぜの資金を投
って来るだろう扁との見通しをつ

下すれば︑二千二善五十沙の受入

の当璽暫はなお﹁一九八四年にA

れが醐能︒五十一か月以内に一型

務開始時期はずれ込んだ︒TVAすることになる時が︑今年中にや

九百万がを投下すれば五千ナの受

評議会﹂とイリノイ州法務局擾か

である偏と強調︒しかし︑多くの

FR旛設を機能させることが可能 け加えた︒

るための最も有利な地歩を占めて
ら異議が劃し立てられており︑今

一方︑議会は﹁核不拡散法高に
後の動廟が注目されている︒

は環境保護膨体の﹁天然費源防衛

の残部︑約囲衝釣相当は契約に墓

燃料が収容されており︑貯藏能力

九千万ドルと推定

貯蔵能力を二千誘に拡張する劇画

量器の坦務を一九八三年までに開

︵GE︶も︑氏社のモリス施設の る鷺を申し出たもの︒でVAは岡 の締切期日を満足しうるが︑中期

ゼネラル・エレクトリック社

GEとD◎Eが交渉独自の断嚢スペースを確保すると

能力拡張へ

モリスの貯蔵

AFR貯藏について︑電気薯業できず︑五爵万がに削減されたも

る︒

あることには閉違ない扁としてい

に照する迅遡な描躍をとるよう政
み燃料の滞日は政騰政策の塵接的
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げ﹂とする議会の強力な提察や︑
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み燃料の所有権を政鰐が取翻し︑

E

逆量｝，弁／空気抜弁

日本バルブの最新鋭バタフライバルブは、従来の木鋤防蝕ゴム
ライニングに、弁体全磯硬質ライニングを施し、原子力及び火
力発電析における冷却水（海水）の循環系統、さらに化学・食品
工場の塩酸系腐蝕性蔽に対しても、優れた耐蝕性、操作性、水

ノマ

一ルゴムライニング
バタフライバルブ

つ

@
@

@
@
@

⑭

密姓を発撫します。

拶

／

蝶

蹴
甲延燃

嘱
噸

（4）

第963号
（第三種郵便物認期

早

業
子

昭和54年2月88

赤

三
千

力

原

丘会呈斉
国民会言

話ガ．酬策定急げ﹂

柔軟な地域対策不可欠

を握るようになっている扁と撮 劉﹁仲介入の役翔﹂簡題悪難の

セプタンス間題を握える傾向があ

れ独自の方瑚でパブリック・アク

った﹂と指摘︑こうして糧互に異
なる立場から出発していることが

なっていたことから︑今後の闊題

紛象にまで発展する一つの要闘と

として﹁舎意形成へ向かうために

かかわる要員を客観化していくプ

はパブリック・アクセプタンスに

ロセスが必要となっている﹂と強
調している︒

また・報篶は立地問題の鋼難性
について﹁多獺構造の社会では聞

酒発化﹂などと分析Q﹁こうした 題解決の決め手となる対応策は美

スティテユート︵本社︒テキサス

サウスウェスト︒リサーチ．イン

技術提携した葬破譲横難システム

齎が義務づけられている︒石播が

畜波探鰯をはじめとする非破壊検

活動を展開したいとしている︒

元中検査の分野で広範なサ達ビス

供給体制も整ったわけで︑供用期

かせないもので︑探鰯装躍︵超膏

・機羅はこの供用期間中検奮に欠

る定期翠蓋では︑圧力響器︑配管

原子力発電所の安全鑑を確認ず

園の提携で検査システムや機器の

設置・製作を手がけてきたが︑今

容雛︑黙交換器︑各種配管などの

ツ橋の蔵本教膏会館ホールで︑科

の使至尊業燐における放闇闇連理

の講魚種はラジオ・アイソトープ

蕾︑安全擦嶺拝任薔を対象に︑正

安全管理講習会が開催される︒こ

ぐれ加工に伴う変化もきわめて少

しい書毛管理のあり方について︑

して新しく開発されたもので①強

ない⑭溶接性がよい④製造コスト

4τ160に採用される 度が窩く設謝上荷利②選磁率がす
神戸製綱所はこのほど・世界で

がステンレス鋼に比較して四〇〜

これまで温水協の企業化試験で

水方践の池で試験を行った結榮︑

いては昨奪筥二十平方材の中央排

これに対し︑シラスウナギにつ

用に使っていた六面の六十鴨方層

た︒このため︑従来︑クルマエビ

たり収獲率の駈上に大きく賛威し

きるのがミソ︒これが単位面積当

きたい方響だ︒

をおき︑二十ゾ程度を出荷してい

位薦積嶺たり収獲率の向上に璽点

︵科学捜講庁原子

︵勢働雀担当官︶︑欝主点検の

線安盆管理と労働安全衛生法﹂

手引について﹂

﹁放射線安金管理について﹂

︵自

力官金局放鮒線蜜全課担当宮︶︑

究執縛島田裕久氏︶一などの講

治省消防庁消防研究所特殊火災研

串込問禽せは︑籔本アイソトー

演が予定されている︒

プ協会内放射線緯憲防止中央協議

ナを繊荷︑禽潔十鏑程度としてい

から取水できるi一などの条件が

に水温を下げないため優数の原発

魔気代が高額にならない②窺撞時

ことになり研修生を勢集中︒勢簗

第四十五画放射線防護課程を開く

間︑技術者繭玉菜亀の⁝環となる

四月九曙から五月十一臼まで五週

放射線鷹学総命研究所は来たる

放 医 研

放射線防護課程
で研修生を募集

一一こ

一平帰郷当たり収獲率三十謎躍7／ 会蔀務周まで︒︵纒語九四六1七

算に愈わないが①水の状件が良い

く予定︒東京市場では皮がやや硬

いう︒このため温水協では陸上

整えばこの菊藻で企業化は斑能と

②素魚場が比較的低く揚水による

いものの門上等﹂として取り引き

帯磁︒研膨蟹は岡研究所が賃損す

人員三十名︒串込み締切りは三月

ラスウナギの場合︑中央排水方蓮

獲殖企業化第一弩としてシラスウ

一︶まで︒

︵題詣〇四七二一五一⁝一一一一

ノ

O

夢

罰

馬

φ

⑯率亥燃桐・輸送容器

醗調

亀儀ξ

核燃料サイクルの一端を担う 調益野

州サンアントニオ︶との技術提携
に基づき︑同研究所が保有する原

波︑液体など︶︑遼隔宙動走行装

子力嫡男駈の供養期聞中検蛮シス
テムを国産化し︑販売︒サービス

圏などで構成︒小型︑軽羅なこと

翻︑検査デ著タ自動調録︒処理装

表した︒技術提携は非破壌横葦用

どから︑組爲せ利用により︑原子

やすべて遠隔操作ができることな

濤動を開始することになったと発

機雛の設計︑蟹作︑販売で︑石播

て機器の健全慌を的確に検葦で

炉建屋内の狭いスペースに揺聾し

は︑これにより同研究所のノウハ
ウを鯨入︑これまでの開発成漿と

窃与できる︒

き︑作業員の放射線被曝低減化に

結びつけて輸入依存だった供用期

魏にも国産化への道を大きく切り

間中検査婿霧破腰検査機器巨奪爽

などプラントの細部にわたって超

石播はこれまで圧力容認︑格納

石川嵩播磨重工は︑このほど・

開くことになったもの︒

※国内民間第殿位の総愈研究所︑

学技術庁・放射線隠蜜防止中央協

ミミ多ミミ︑ミ多ミ︑ミミ多︑ミミミ重︑ミミミ重ミミミ︑︵〜fミミミ垂ミ︑ミミ蚕ミミミ︑︵■﹀ミ§
溢が不安定になる︑コストが高い

衣④研究開発の推進と資金黄担⑤

奪還家の日嗣一1などを提畿して
いる︒

初めて高マンガン非磁性鋼板の開

き︑行政担当側からの講演と質疑

関遡法規︑自生点検方法などにつ

ョナルプロジェクトとして臼嵐原

発・実熔化に成功し︑周聴にナシ

葬磁性鋼の閣発に関しては︑神

五〇％減i⁝などの特徽をもつ︒
子力研究所が開発を進めている核

講習会では﹁放射線安全行政に

感答が行なわれる︒

ついて﹂と題する科学技術庁原子

水を利鵬した強盗実験に取り組ん

用いられていた養育池は塾内の六

池を三面の薫二十平方層池に改

弘氏の講農があったあと︑級射

のリニアモーターカー実験線のス

役場で阿邸纒合憲と松沼彰東北電

トロイダル磁場コイルの補強枠秘

来たる三月十六日︑千代照区一

科技庁と放露霜が三月に

放射線安全管
理講習会開く

つ︒

力安全局放尉線安全課長の金平隆

力副社長の開で﹁漁業権について

設同悪鐡﹂が索北電力に提出され

の覚描﹂の調印式が行われ︑﹁建

つ鋼材は便罵できないため︑日本

ラブ軌道などに越産した実績をも

融合実験流麗︵臨界プラズマ試験
戸製鋼藤は昭和五十一隼六月に高
装翻3T−60︶の中心部分であるマンガン葬磁性鉄筋を開発し国鉄

議決されたのに伴い同家・牲鹿町

磁性鋼板開発

い蕎え︒

全体的な体系のなかで各段階に応

灘女川原発建設悶題で

ュニケーション・プログラムの馬

しては①状況の正確な把握②社会

くため陽雷要覧を数璽的に整理し

本方策については﹁今躍のような

い出しがたく︑利憲調整に時間が

と倉愈形成﹂という視点からパブ
じた個々の戦賂を明らかにするこ

不確爽性の環代にあっては対症療

議会の勲催により︑第九園放射線

これにもとづいて今後の翼体的な
とによって初めて整食性のある愈

法だけでは不十分で︑予期しない

かかる偏と述べたあと︑今後の基

リック・アクセプタンスの阻害要
対応策を明らかにしている◎陥憲

うるだろう﹂と指摘している︒

廠形成へのアプローチを冤い出し

は︑これら欠点を克服した材料と

要因の数躍的把握は原発立地地点

などの港門があった︒非磁性鋼板

国を数騒的に分析︑これをふまえ

調歪で明らかになった漏出を・例

の発想が必要﹂と指摘︑興体策と

顎態に備える︑いわゆる﹃保険﹄

神戸製鋼所︑非

て今後の貝体策のあり方を明らか

それによると主体糊にみた問題

のほか東北電力は鮫浦開城での裡

をはじめ※國︑ソ連︑EC各国で

従来︑この装躍には︑磁性を持

に採用されることになった︒

戸︑五十八名︶は三闘︑同組舎讃 を皮切りに先月には蘭網漁協もこ

祉施設の建設などに協力するとし

に伴う補観額は一転六千万円︒こ

の倉意により︑漁業権間隔は霧礎

れを決議しており︑今胃腸浦漁協

た︒﹁覚欝偏によると漁業権喪尖

務所で開いた臨時総会で女川原発

はオーステナイト系ステンレス鋼

いては昨隼鰻大の対象区城となる

建設に伴う共同漁業権の一部喪失

板が使粥されてき九が︑強度が低
い︑冷間加工や溶接加工により磁

ている︒粟北電力では今回鮫浦漁

る答礎漁協との交渉を慧いできた

協の議決が得られたのを受けて残

承認案を噛癖一致で可決した︒女
川原発建設に伴う漁業権消減につ

でいる湿水質熊開発協会は二層中

十軍方層と百二十平方層の一層類

酸大一平方綴巌たり二十菌拷／奪

う懸気早などからこの程度でも採

年酪農︒温水協の場愈︑揚水に伴

が襟度となっていた︒

旬にもフランス薩シラスウナギの

の角池と屋外の丸池四二で︑主に

いく︒

造︑これもウナギ盤殖用に便って

改造された︒

稚魚約七十万麗を放談︑企業化を

通しが響られたため︑今川からさ

の収獲を達成︑企業化に明るい見

シラスウナギの企業化のメドは

薗接の闘標に躍いた本格的な養魚

このうちクルマエビについては早

ウナギとクルマエビ雨︒ところが

こうしたシラスウナギの綴殖実

されているという︒温水協ではこ

験により羅漢は約数ナを東京南場

らにウナギに点点をお鷺本格的な

ウナギ70万尾養殖へ

養殖実験を朽っていくことになっ

ナギに璽点をおき昭和五十七奪こ

へ出荷ずみでさらに今九度中に葺

場にも幽翠されていたが︑クルマ

くから企業化試験が行われ豊凶帝

うした実験をふまえ本格的な企業

阪界があることが判明してきたう

池での異動で企業化に明るい見湿

たもの︒胃二十平方厨池は︑従来

ろまでに企業化のためのモデル謝

企業化第一号めざす
しが得られたことから︑さらにウ

エビは底生生物で︑通常繊遊せず

月中旬にも昨無放流の一︒五悩に

化試験を行うため今立分として二

画を作成していきたい方針︒

る︒詳細は飛節市穴川の同研究所

わせ中央の壁をとり除いたもの

る予定︒今鋸は新方式の池での単

淺たる一董詩︑七十万尾を放流す

な養亡しができないの

で︑中央排水方式の採用により効

〃平薩的

率的に不純物を厳り除くことがで

来クルマエビの養殖に便っていた

で一単方耕当たり蕪㎡移／無程度

が爽構︒このため︑収獲率も韻大

温水協

ナギに焦点をあて養殖を行ってい

砂にもぐるため池の面穂に応じた

えに︑新たに養殖を開始したシ

くことになったもの︒このため従

の六十軍方綴の長方形池を一ぢ命

養魑が単位面稜当たりの生産萬に

来璽点を暇いてきたクルマエビの

実験に取り組む方針だ︒これは従

原子力発電所から排出される温
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今回の総会で石蚤漁業権喪失が

漁協を残すだけとなった︒

︵阿部芳儲縮台畏・纏合員工十九 女川町漁協が合懇決議を行ったの

宮城興牲鹿郡較鹿町の鮫浦漁協

米サウスウエスト研と技術提携

変動に適写した地域振興策③コミ

にする袖川で実施されたもの︒岡
また︑報告は各主体の問題につ

えば﹁コミュニケーション不是﹂

どに分け︑それぞれの璽要度を数

エネルギー多消費型の社会は石油
群は﹁脳叢蓄﹂では﹁地山璽視の

﹁安全審査の充実﹂﹁PR活動﹂

漁業権消滅を議決

門原発のマイナス・イメージ﹂な いては﹁これまで各主体がそれぞ

学教授︶が昨年約一か年をかけ秘

対癒策の優先順位を灘びき出す仕

騒化︑これにもとづいて質体的な

の楢産限界からエネルギー不安の
振興策﹂

線み︒

蒔代を迎えている扁と前野きした
の確立﹂﹁コミュニケ；ションの

襲が樹まるなかで︑例えば原発立
﹁樹報公開の推遥﹂など︑ ﹁住属

﹁こうして代替エネルギーへの需 麗発﹂など︑﹁行政部門﹂では

﹁工学的︑社会的安全性

あと︑今後の問題点については

識として﹁安価な石癌に依存した

それによると報告はまず現状認

中的な検討を行った︒

ス委員会︵婁綴擬・犬田充臨海大

会議・パブリック・アクセプタン

としてエネルギーに関する門紛争 摘︒こうした問題劇を解渓してい

今回の研究は原発立地問題を例

ムの策定③騨門家の湧絹1一などを提雷している︒

あと︑今後の異体策として①歓会変動に適命した地域振興策の塞施②コミュニケーション・プログラ

は今回が初めての試み︒報告は﹁対症療法だけでは十分でなく︑保険の概念の糠働が必要﹂と述べた

数麗的に捉え︑今後の翼体的対策のあり方を示したもので︑命愈形成難題に数鰍的なメスを入れたの

﹁エネルギ⁝指向社会の展盟と課魍﹂と題する調査研究報告をまとめた︒これは立地問題の嚢照を

社会経済国民会議はこのほど原発立地点をモデルに国民的△口悪形成方策のあり方を明らかにした

﹁対

き

部門扁では門綴織体の穰極的屋

石川島播磨重工業

三鼎六十平方層の池を︑ウナギ用

禽（03）541−2正91

曲球都中央猛銀座4−10−4

一

地をめぐる社会的対立が表門化す
るなど倉悪形成問題が大きなカギ

検査機器を国産化へ

に転用︑いずれも中央排水方武に

L場｝玉出尼蜘i写杭瀬員脇鑑一1曾1《｝6）488−25G1

ノト杜

佃（06＞舛5−6261

六阪市北lx承条町46

勢f球支∫占

ポうコイ・づヨう⊃棘開門就アイソトづ部

轡桝要素4こ入，重量25屯）

入阪8業部

（原研JPDR動一再処理工場闇輸送用，

糟糠翻化工機

説明轡、見本をお送りし窮す

KKIO型使用済核燃料輸送容器

リースの洗浄等は非堂に総懸的てす。

u，分離構製装置

幽Pu，

放射能汚染の除去

㊨放射性廃棄物処理設備

ガラス、金羅、プラスチノク製晶等の放射
能汚染は容易にバノクグランド・レベルま
て除染てきます。特に放射能汚染されたク

⑳核燃料交換袋置
爾核燃料取扱機器

概

騰

堕麓回
園晒題

ウナギの養強企藁化をめざず中央排水方筑の養猿池

○

置語（572＞8851

甲104束雇都中央区銀座8−11−4アラタビル

⑧核燃料燐1工詣設備
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昨無十一月訪ソした第一回訓ソ原子力協力代表薔会議原産代表団︵団撰・綿奔力日立製作所

通ずる運河があり︑ソ連刷はもと

家委員会の計らいで特に見学が許
された︒工場の規模は想像以上に

される予定︒森田どおりに完成す

麗大て︑巖新の機露︑設備が設践

ると︑この工場だけて︑現在の麟

なものとなる︒これをみてもソ連

本の全原発製作能力を上園る匝大

が原子力開発にいかに多大の関心
をもち︑稜極的に推進しているか

▽コラ原子力発躍所

がわかるような気がした︒

北極圏で稼働︑

臨界に帯している︒計画︑設謝は

号機は七罵輩︑二八機は七四年初

口︒補機の故障が多い︒西側の故

止は七五％までがタービン系の原

ソ逆の発電所は格納容器がない

鬼詑

料

エ・ゾーりというサイトの購も︑

今や千四百人の生徒をもつ小学校

した理宙は①巖近願著に増大する

れた譲本人は今回が初めてとのこ

とだった︒この原子刀発霞所を訪

の寒村とは隔盤の感があるとのこ

が二校という発展ぶりで十数卑前

負荷センターに近い②燃料輸送の

た︒ビジター・ルームで北極團に

とで︑なかなかの歓迎ぶりであっ

ゼントを受けた︒

入ったことを認める証明書のプレ

至便さ③掘削に難渋したほどの好

ラ湖を控えている︑など︒発電所

水を冷却できる大きなイーマンダ

地盤で耐腿性に優れている④薦環

極北の地に原子力発電所を設置

づく自儲が感じられた︒

やはり原子力研究の長い歴史に基

建設とともに寄藻したポリアルニ

アトムマッシのレイアウト概要
れた︒薯故に対する弩え方もβ本

ノプクレー〆

ほど厳密でなく︑そのバックには

ムロー4

／
@

臼ソ協力原産代
表団報告書から

代表鐡は据付︑調整中の次の設
より世弊各地へ海送できるという

建設計画があり︑将来この工場の

障でプラントを傾止した例は一度

ことで有名だが︑原子炉圧力容羅

（1｝、｛・f両静「．
一

副社長︶は︑ソ遡原子力国家利用委員禽との間で六テ；マの協力プ旨グラムに署犠︑そのあと

五か所の原子力施設を視察した︒同代表団がこのほどまとめた報告書から原子力機器製造工

成時の能力は酉万KW級PWRで
年に稼働中︶︒

備を見学した︒①鋼製部材などの

Nには四基に

北極圏内のコラ畢脇にある原子

製品が縫われる︒

もない︒

・贈化省となっている︒負荷率八

上部のド⁝ムやポンプモーター塞

司1
」旺
@＿＿

＿＿
一一 @＿＿
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blOtX

朽Gtx

@

どを開発し実用化している︒

一方︑7−10の約二八規模のT

ｯ慶に不鍔鋼を使用︒建設費は

見込んでいる︒一次壁材料はT−

要な約一世度の高温を得ることを

麗水ートリチウム核融合反応に必

オブ︑PWR圧力容器用特殊鋼な⁝10Mは円形の三三灘磁石を採閑

トカマク野爪を巖初に完成︑千

物詣部門は七五年にり﹃一10を完成

クルチャトフ博士の名が冠せられ

で︑ソ還の原子力の父と謡われる

化学などの研究を工めており︑こ

W︶を設置︑燃料︑桝料︑放射線 はプラズマ密度十の十匹粟︑電子

ール・チャンネル型︑出力四万K

また材料実験炉︵スイミングプ

目下︑七九無の完成をメドにTi 7110の数倍と毘込まれる︒

ている︒研究員は約六千人︒一九

温度千四百万度︑保持時間O・一

日本原子力驚

入手希墾蓄は企画塞まで︒

︵送料別︶で有料頒布している︒

襲者会議の報告識を一部千七薫円

動会議は第一園日ソ原子力協力代

団報告書を頒布

lの建設が進んでいる︒T−10 ﹂ーーマム卜う＆▽ムA一辱

四三年︑天然ウラン黒鉛減速実験

敵する総量ある原子炉︒

O
O

イ
イ
フ線

場︑クルチャトフ原子力研究所︑コラ原子力発電所の視察記を拾ってみた︒

▽原子力機器製造工場﹁アトム

所︵三＋万KW︶が稼働中︒

このほか︑工場付属の火力発電

間八基で︑この時点の従業員数は
薩接一万二千人︑闇接四千人︑禽

マッシ﹂

燐入装置︵炉・八×一〇×二五二
水運利用の便による︒重騒晶︑大

工場サイトの選定は︑ドン澗に

黒海の北︑アゾフ海北西庫ロス

型贔の陸揚げ︑船積み用のドック

計一万六千人の予定︒

トフ市︵人口筥万以上︶の北方約
丁大摂氏千二蔚獲︑焼入タンク︒
がある︒

全完成時には日
本上回る能力に

二百♂銃︑モスクワからは南々西
臨径一〇×深さ二五齎︶②蔓立用

工場から十四詩層離れた所にP 力発噌所︒羅産型の四＋四万KW

約千詩嚢のボルガドンスク帯にあ

る原子力機器製造工場︵略称 A T の S R 用 加 熱 炉 ︵ 約 八 × 八 × 二 〇

器の蓋︑隊などの成型用で薩径九

原子力利用国家委員会︑製造は動

を含むためと推察される︒運転僚

耕藤での成型が可能︑石川島播磨
八一年以降の次期計画として︑

加圧水型ユニットを二種もち︑
WR 発 電 所 ︵ 盆 計 四 貢 万 K W ︶ の

環として約四年前から建設が始ま

五か年計画︵七六⁝八O年︶の一

製︶④圧力容器︑加預器︑蒸気発
力機械製悸省が握嶺︒所属は発電

OMMASH︶は経済開発第層
十︶
次③一万覧千踏プレス︵圧力容

り環在八○蕉までの第一次建設計
炉内構造物︵燃繕は除く︶製作工

・テルモメカニカ・ゼルビナーチ

アトムマッシ

生器シェルなどに無いる環状晶自

が製作対象︵燃料は除く︶︒鋼管

モフ電気物理機雛研究駈製の加速

製︶⑤非破壊検董設備︵エフレー

三％程度で順調に稼働︒蛍榮運転

原子力積極推進を裏づけ

機器工場の腸に驚嘆

曄が進んでいる︒臣力碁盟・潴圧

鋼板︑鍛造騰などを受け入れ︑熱

器︑蒸気発生器などPWR一次系動溶接装置︵イタリアのプレーダ

処理︑加工︑溶接︑糧立などを行
器など︒四匹讐酵までの透視模葦

嶺画颪万KW級を対象とし︑将 が可能で︑近い將来一髪まで損査

う︒

マルチボーリング機︵蒸気発生器

開始から四隼以上たったが使用済

来百六十万KW級も製作できる設 できる設備を設躍の予定︶⑥大型

ヘッダーなどの撫工馬で・独KC蔭接棒製遺工場︑治金工場なども

場︑コントロール機樹製作工鵬・

備にしてある︒計画建屋は約ご十

LB製︶⑦天井クレーン︵三百二 建設することにしており︑すべて

どを騰ると︑やはり

入口の二重ドア︵エアロック︶な

綴擬×︵最大︶鵬十五層高の う

み燃料の搬出はまだで︑二︑三年

器を備えているように思える︒建

五万平方規︒約四藪綴帽×約七貰

後にその必要が出てくる︒燃料交

種の格納容

十ナまで既設︒七八年中に六百

換は約二＋臼間︵圧力容器内薗の

が完成するのは八七隼の予定︒

ち︑これまでに一責四十厨纒分が

同工場の外国人見学はわれわれ

ースも十分にとってある︒核物質
防護対策についても︑国象全体が

で済ませている︒発電所要員は七
百入︒一ユニット一中央制御塞方

統制下に置かれているせいか︑発
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鍵
式のほか︑七九︑八○年にかけて

運開予定の二基︵三︑四号機H四 難所としては米国︑ヨーロッパに

臨界︶は地下一階の制御窪からさ

十六万KW︶の建設・試運転要員 くらべ簡便であるように晃受けら

▽クルチャトフ原子力研究所
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レム／年が示されております。こ

原子力施設では、放射線蒼理を厳しく行い、施設周辺への影饗をできる隈

り低くすることに努力しています。この國標憤として原子力発電所周辺で

のようなわすかな放射線量をMAR−50／は、安定してしかも精度罠く測定

することができます。

〔巫圃ア圓力株式会社

／睾

一・一曝曝

は．原子力委輿会の指針により5ミリ

人型月1翻戚

を起こさせた米国のCP⁝1に匹四百人の研究員を擁するプラズマ

る︒フェルミ鱒士が巖初の核分裂

囲され︑現在も運転を続けてい

らに七層ほどの深さのところに設

T110M核融合
装置79年完成へ
モスクワ郊外にある原口力技術

玉200t？

れまでに例えばPWR︑黒鉛チャ秒︒温度を上げるのに高周疲加熱

の墓礎と癒用を垂体とする研究所
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開発費を含めて約六十鱈円︒
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政府は九日の閣議で︑原子力損憲の賠償に関する法律の一部を改正する法翻案を今国会に提娼する
ことを決めた︒これまで対象外だった原子力螂業蕎の従業蝿の叢務上受けた損轡を﹁原芋力撰審﹂に
含めること︑賠償猶瞳額を現行の六十億円から百億円に引き上げることなどが改正の主な轡子︒改正

ので︑今国会で承認されれば︑昭和颯十六年に原子力舶関係条項が追加され賠償措三瀬が五か憾円か

は昨薙十二月二十六日に原子力婁展金・原子力横轡賠餓制度問題懇談会がまとめた報告購に沿ったも

昨庫十月の設躍以来三回の簗中
審議で報告をまとめた原子力損蜜
賠償舗慶難題懇談会︵金沢良雄会

麟
汽
穀購
欝︑

げるのが妥当︑などを提案した︒

郵懸

を原賂法の原子力損轡に倉めると

擬︶は昨年十二月︑⑫画調員災審

政府による原賠法改正築は︑こ

子刀劉簗音の従業風の業務上受け

の懇談会結論に沿うもので︑①原

一元的な登録箇理鰯魔を発湿させ 法による賂腿との関係について法

国家公務圏災蜜補償法などと原賠
子力委の轡門部会が﹁対象とすべ

た撫審を原子力掴審に含める②賠

ともに︑労働茜災難補償保険法︑

原子力禰轡賠鯛法は︑無過失翻

償法醗額を百憾言に引き上げる⑧

国の援助規寵を十年間延長し︑六

原子力損轡賠演補償契約の締繕と

律のうえで調整規定を設け︑﹁労

改正以降︑インフレなど経済嫡勢

災先行﹂を明らかにする⑰潮齢の

が大望に変わっており現行六十磨

る︒しかし法諺製して従業員損審
を新たに原賠法の賠鵬対象に繰り

たことにより︑一慮︑片づいてい

入れるという補憐体系の問題は手

せ︑労災でカバーされない漂着の
み二三法によるべきだ﹂と提案︑

きで︑それには労災保険を蝿行さ

その後曲折はあったが五十年の武

定め︑損審賠騰描躍を義務づける

ことを主な駿的とする法律で昭

ことによって被審脅の指印を図る

円の丁零僧躍額は慕憾円に引き上

は⑳認定②被曝線騒の舘録③補償

ニジェール藁和國のアダム︒ム

政体制のもとで安金の確保に万全

φ

三菱原子力工業株式会社

ムニ︒ジエルマコエ外務・協力大

を期し︑まだ安全研究を進める②

三菱重工業株式会社

臣が外務雀の蟹客として十二臼来

第87國会で科技庁畏官

十四貝の謬院科学技術振興対食

暖翠の翠期成立についても政府が

核燃料サイクルの確立を図るため

優れた技術と品質を誇る

日︑十煕顕午後科学技術庁に金子

では海外ウラン資源開発︵OUR

畏窟を表敬訪問した︒ニジェール

ラン探鉱開発に従馨しており・こ

D︶︑国際資源︵IRSA︶がウ

の日の会談薩写翼睦では両鰯が今

後も緊密に探鉱プロジェクトの協

力を進めることで懸兇が一致し

ジェルマコエ大臣は七照年匹月

た︒

のク⁝デター後︑ニジェール巖高

に就いている︒同大筐にはセイド

鷹蝦騨議会のメンバーとして現職

ヤーズ劇務省臼本部︑ハンディサ

ーー薗且藍0▼△§▽AA歴躍﹁量韮ー

ウ大黒省予算局擾ら六人が隠行︒

された原子炉の運麩などに係る原

ブラッシュ同法律舗二二︑シュラ

イド・エネルギー省次官補代理︑

マ⁝シャル同︑ブル⁝ム在臼米大

イバー粟興籔理蟹縮部︑プレイ岡

使館科学参購窟︒

の規定により給付される堀舎の調

一⁝の㎎点が轡子となっている︒

原子力推進
出︑成立を期す考えである︒

て臼本側の同調を求めてきたもの

特別達観会で︑金子科学技術庁擾

推進は緊急の課魎﹂だとし︑その

心となる原子力の研究開発利用の

は﹁石抽代替エネルギー開発の中

︵米国側︶ピカリング国務次宙

れによると①原子力安全委興会の

利周鮭進方策を明らかにしだ︒そ

た︑電源宜地についても︑昨無来

物処理処分の纏縫を樹極的に携進

資源︑濃縮︑再処理︑放射性廃棄

ずる③核不拡敬を強化しつつ原子

の一運の推進対策の効果が次第に

問題が極めて複雑︑多岐な要國を

に脳極的に爽難し︑保輝搭躍と核

物議防護体制の亮実を國る④薪型

力利馬を推進する欝欝秩序の形成

するようなことが不可欠となって

もに︑核融合の研究開発を積極的

勲力炉の自主開発を推進するとと

抱えていることから︑国としても

樗処理工場立地

に進める⑤﹁む2の総点検・改

も霞源立地︑第

修を行い︑今後の原子力船の研究

める一としている︒

開発体制の整備について検討を避

産行政との調整について穂極的に
配り縄むよう黙認した︒

などをめぐるエネルギー立地と水

夢粥

いると強調︑さらに︑内閣として

立地対策を穰極的にバックアップ

あらわれてきているものの︑立地

全力で取り組むよう要望したQま

FBRの濫発健進︑再処理民営化悪冤を悪璽し︑薪しい安全規制行

多

補︑ノセンゾ同代理ほ代表︑マイ

同米州太洋州繰越Q

熊野逓産雀原子力産繋累長︑安楽

推進など五項国からなる芋窪施策

割米醐代表圏は次のとおり︒

焦を示してかなりの鱒間をさいて

金子同原子力調整富︑吉柑科学技

子力平秘利用の推進︑爆雷開発の

説明︒太平沢地城諸国の使園済み

原子力利屠の推進について畏官

窟は第八十七回国会にあたって原

に季喫しした素案という︒交渉は

燃料を共同貯駕するセンターを太

の展開について所倭を表明した︒

︵﹇口本側︶矢田部外務省科学技術

縄開発など国際核燃料サイクル評

公武討論を行った︒この席で米国

三日闇行われるが︑今圓は米側の

このほか︑とくに濃縮︑爾処

ついても︑これを計画適り無実に

術庁核燃料課畏︑石塚岡調査国際

いる核不拡散上の譜問題につき非

側は貯蔵センター構想について黒
を開けた康来交渉は︑二丁隠の十

説明を聴取して田本側が不明蝋を

発に対して予算を寒点的に配分す

枇暴漏鯨驚原発対策で要望
は総理大臣の霊灘の下に内閣をあ

理︑廃縫物処理処分対策など核燃

推進する必要性を強調︑さらに︑

協力課長︑村上核燃料規制課獲︑

衝︵INFCE︶で黒田となっ審
て議窩釧代表︑久米同科学課畏︑

をもとに一部貨本向け

四蟹になって初めて米ノセンゾ代

モデル

翼について︑各国共通ベースの

表が改定モデル案を提示︑考え方

平洋圏に設けようとの考えについ

多ンノ蓼74多

ただすのにとどまる蟻通し︒

のうち原子力関係については︑今

玉十五・六無ころがヤマ場となる

ることとし︑とくに原子力予罧は

源立地の推進一1などが璽点︒こ 原子力︑新エネルギー等の研究開

有沢広巳磁本原子力産業巷議会

日エネルギーの安定供給がわが国

ことから・予舞要求のシーリング

の産業︑飯豊福祉の維持︑向上に
必要不審欠となっているため﹁エ

枠の例外扱いとするーーなどの点

会委員長らエネルギー駆血者首脳
は十五臼︑東京︒永田町の酋相撃

ネルギーの政策の推進にあたって
舎エネルギー政策の推進について
硬輕︑①エネルギー政策推進にあ
たっては総理大臣の霊草の下に内
閣をあげて全力で取り縷む②原子

る③核拡散防止対策によりわが国

だ扁と指摘︑貝体的に①六月の先

げて全力で取り組むことが必要

を要望した︒

の原子力關発が陽霧されないよう

対しては︑素本の原子力開発︑利

進国曽脳会談︑INFCEなど料
にサイクルの堕要プロジェクトに
用が限審されないよう配飛する②

今醐の要額はのエネルギー技術

配睡するiiなどを求めたQ

力に対して予算を盤点的に配分す

総理の主導性発揮を

邸に大平美事総理大黒を訪ね︑総

長︑中山繋草エネルギー推進委員

土光敏央経済鐡体連台会会長︑

の説明に入った︒米閣案の内容は

三圏︑東蝋・霞が関の外覇省で鵜

締したいとの米側提案に茎づき十

と︑核不拡散のための規制強化鵬

とみられる︒

で所信表明

政府は近く陶改正法案を国会に提

整などに麗し所饗規定を整備する

子力撫轡に適用する④原子力璽叢

金子長官と協力促進で合意
者の従業員損轡について労災など

ニジェール外相が表敬訪問

明らかでないが︑政府筋による

貯蔵センター構想やウラン濃縮地

は触れず︑太卑洋圏使用済み燃料

なお︑交渉初Bは︑協定改窟に

十四駕十二月三十一臼までに開始

つかずのままになっていた︒

め蜜初五十億円を上欄として賠償
体系の三つの間題点を指摘︒この

蕪

米国の一九七八年核不拡散法に

日本側は聞き役に

蜘輪

沿って現行の日米原子力協定を見

B米協
定交渉

モデル案

門翻会では再三同趣旨の提案を行

描麗を講ずる制慶が設けられた︒
うち︑認窟閤題は五十︸年十一月

っている︒この時の専門部会軽告

四十六無に賠償描躍額が六十懸円

趨薩する第三暫擬審を禰刑するた

に引き上げられるなどの改正が行
に出た労働省逓遼﹁土語放射線に

曝線騰の記録の問題は︑五ナ豊年

係る業務上外の野饗墓雌﹂で︑被

十一月に科学技術庁が被鰻線羅の

われている︒この間︑瑠業従業員

で論識が行われ︑四十年には原

を原賠法の酎象とすべきかどうか

米国が

和三十六無の制定︒原子力壌業に

任︑原子力購業者への髄任簗中を

ら六十憾円に引き上げられて以来八銀ぶりの大改正となる︒

承翻

關発に対する財源の確保②石漉対

三菱原子燃料株式会社

ています。

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

三菱グループは永年にわたって横上げた
技術と経験をもとに、安全性、経済性の
高い原子力技術をお届けする努力を続け

躍罵監

三菱PWR燃料

講懸

策の推進③原子力開発の推進④電

Q

力

日

a外務織で始まった田米燧定に関する交渉
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聞

業

蜘万トン埋蔵と推定

市場の50％供給も
北部準州
オ⁝ストラリア原子力委員会︵AAEC︶のケイス・オルダi事務局畏はこのほど米国を訪問︑
ワシントンでの記蓄会見で︑藪州は世界のウラン袖網の半分近くを供給できる冤通しのあることを明
らかにした︒オルダ⁝薯務局長は︑レンジャー鉱床を含む北部三州のアリゲーター︒リバー地域の確
認埋蔵蟹は二十五万ナを越え︑この五倍から十倍の埋藏羅が冤込まれている︑としている︒また︑ウ
ラン濃縮工塀の予楠研究・開発も進めることになったが︑ウラン開発がすべてに優先することをあら

蔵量六十九万八千沙︵三十が以下
で採掘司能︶︑推定懸百一万五千
ゾ︵同︶をはるかに上潤る羅扁と

さらに﹁アリゲーター・リバ

述べた︒

ア︑南オーストラリア州には大鉱

ー地域以外にも西オーストラリ

オ州のロックスパイ︒ダウンズ鉱

床があると見られている︒特に爾

床は鋼とウラン開発で鼓州最大の
採掘地帯となる艶込み︒この現況

外駿
海臣
﹁原発がらみ﹂で

変電所建設に反対

会の多数はこの変懸藤はエコロジ

ンクフルター︒アルゲイネ紙が行

︸︑将来のエネルギー源として

の準備偏と兇なしたことと︑優農

たな原子力発鱈所を建設するため

子力についてあまり知らないとい

大きく扱われているが︑住民は原

や核燃料再処理問題は報道機関で

べきか碧賛成三九％︵三年前の

一︑原子力発電所の建設を続け

︑石油工二％︑石炭四六％︒

った世論調査により原子力発電所 げている蕎の比率薩原子力二九

な隔地が溝滅することを心配し及

うことが明らかにされた︒この結

ストのいうように﹁アルザスに新

対した︒これに対して県知事はこ

果は原子力に対する賛成・反対論

送電を保証できないおそれがある

工年からストラスブール地域への

結果は次の通り︒

だと受取られている︒世論調董の

争が昂進している時期だけに葱外

目繕頼している四八％︵七五隼

一︑原子力技師を儘頼している

一︑原子力安全聞題に関連して

六％︶Q僑頼できないと答えた

に増えている︒

は三年間に四分の一から二分の
とを知っていると答えた蓄は四三

原子力がエネルギー源だというこ

二丑％︶︒

︻パリ松本駐在鼠︶フランスの

る︒

として反対蕎の説得に努力してい

刀j︑わからない四三％

奮では六〇％︶︑反対一八％

の計圃を改思する養蚕には一九八

バーラン県︵アルザス︶曝議会は

仏バーラン興議会

このほど︑マルレンハイム変鍛所

罐緩聾主面製離綴原子力の知識

蕊一一一辱

一日一一一

三扁曹

％︒
@

昌＝＝﹁

n一一一＝﹁

■＝一一冒

三言7

璽言

壽＝

蜘≡篇謄

﹁憎二＝

謎賢

凡手のウラン埋蔵予測がほぼ

貿易資質稲とマックレイ国家開発とし﹁予備研究では多国籍参加に

が期待される欧州共同工場︵E

十四億KWH︑原子力二百二十

KWHで︑その内訳は水力五百

総発電電力璽は合計九齎十二

Hになったとしている︒

前奪比三％繕の八百八十二億K

奪のスウェーデンの電力消費璽

一一槻一一一一

と答えた者二五％︒

子力技師の水準をはるかに下回

三﹁宙

轟襯囁一■

一︑反対運動の技術知識水薮は

二㎜一一一

一＝即日

％︵男五三％︑女＝﹁四％︶︒同じ

一三一一騨

︹パリ松本駐在鼠回西独のフラ
三一誓

一一＝＝騨

く︑石炭は七三％︑ガスは六五

三一一言

憎一一＝P

西独で世輪調査

定︒ストラスブール地縁送露に適

一三言

一三一言

得ており二九八二簿完成を予は﹁意外に低い﹂

隔寵一一一一開 一三哺一一 轟一一一一 邑偏一一︐

切で必要と認められている︒興議
7

なお︑現在までにレンジャー・

いくことを明らかにしている︒濃

いることを縣念︑濃縮工場は圏際

から寛て葉面後は無闇十億がのウ

縮工場建設予備研究推進に関し説核燃料サイクル評価︵王NFCラン鉱床開発会社が供給契約を

確実とすれば︑世界中の新規の藁

ランスが嶽州の保障擶躍協定を

︶に売込みを掛けているものの

ためて強調︑襲州がウラン市場に大きく割り込んでいく姿勢を興した︒
ラン輸墨国になろう﹂と語った︒

ていく﹂と藪州の穰極的な姿勢を

発協定を結び︑ウラン開発を進め

研究を行う﹂と述べ︑商業用ウラ

E︶の結論を踏まえたものになる んでいるのは九千ゾ分︒大口霜

﹁レンジャー協約﹂締結が行わ

ウレンコや二本︑フランスなど濃

相は﹁英︑西独︑オランダ共感の関し特に核拡散防止上の観点から

明にあたったアンソニー副薦網兼

れた以薗にすでにオーストラリア
縄力発電駈の半分以上が蒙州巌の

らっており︑売込みはかなり難

っており︑原子力への依存がか

催KWH︑火力璽億KWHと

鉄鉱石︑原料炭︑ボーキサイト

ウラン供給を受けることも予想さ

アリゲーター・リバー下城で

ン濃縮工場建設への布石を投じて

しそう︒

など鉱物の輸出から︑石縮を除く
示した︒

縮工場建設に興味をもっている国

いる︒

ンランド︑英国︑韓国︑フィリピ
れ世界のウラン市場が大きく変わ

々と協力して行っていく方針だ﹂

のウラン販売関係蓄が開国︑フィ

の埋藏羅については﹁ウラン鉱
ることも考えられる︒

エネルギー資源の輸出国として注

ン︑日本を訪問︑ウラン需要国の
床君最大で六十詩層︑深さは三百

大鷺の有薙なウラン資源をバッ

経済的にも雇用問題からもメリッ

と説明︒ウラン機縮を行うことは

特に原子力発電電力騒は一昨薙

四％近くを山子力で供給したこ

比べ一δ％増︑総発電電力壁の

は世界一の原発依存国になった

になる︒これによりスウェーデ

認可︵原子炉安全委員会︑放

連邦政府との対立が生じてい

近ここの認可更新をめぐって

分場をもつ西独の利点だが︑

続きそのものをことわられ︑

東部の郡当局から試錐の認司

︑一か蕨で認められた︒巖近

か所でボーリングをことわら

前面に出ており︑これまでに

辺りを固めることが地下試験

ら論争が起きており︑当面そ

がよい漏と薪説を唱えたこと

ガラス気化よりも翁成樹脂固

バニア州立大のR・ロイが

︑いつごろ欧州の段階まで進

発そのものが立ち遅れている

︵K・K︶

ｺ地015以」

目を簗めてきているオーストラリ
アでようやく資源灘発の胎動が始
現状︑オーストラリアのウラン開

クにする売込みのほかウラン濃縮

り高いことを示している︒

まった︒

厨におよぶと見られる︒これは

8
の
電力需給まとめる

ン躍力庁7

スウェーデ

％を原子力で供給

発の見込みなどについて︑それぞ

れの慧向を語aつたと書われてい 少なく見積っても二十万ナ以上の

トがあり政狩の門原料加工をして

オーストラリア北部華州のレン
ジャー・ウラン鉱床開発に関し︑

についても触手を伸ばしている︒

︑

から輸出する﹂という基本方針に
も盆致している点を指摘した︒

みられる・

線防謳委麟会︶はすでに出て

︒錦鶏は原子力発電所並みの

︑本格処分にせよ︑サイトの

国は処分の実施機関をまだ

の特徴であろう︒

護ゴム株式会社

00双

京都千代田区神田富山町25
電話254−1341（大代表〉

85土5

オーストラリア通邦政府は一月
二十三日︑商業用ウラン濃縮工場

スウェ⁝デン電力庁︵SSPの電力講給状況をとりまとめ公
B︶はこのほど︑一九七八年の岡 した︒報告書によると︑一九七

さらに︑政府は︑ウラン濃緒に
は核拡散や保陣措置問題が絡んで

めぐって︑オ⁝ストラリアの

る︒前段の認可は後段の研究

認珂手続を州側が要求してい

る︒

もからんで焦点になりそうで

こでは原子力公社︵AEA︶ ︒リングウッド︑来国ペンシ

という考え方で︑先ごろ来日

発計画を十分チェックして出

れを不賑として環境省にアピ

ためのサイト選びの段階だ︒

爵︒州側は施設が駅戸的な機

からで︑その間数庫にわたっ

ルしたので︑環境雀が廃賦物

場合と属じ岩堪層の低レベル

をもつことを理由に連邦政府

た科学技術省のR・ランドル

処分場が閉鎖される恐れも出

う計面だ︒これは高レベル

レベル廃棄物の処分は時閣

全額貧担を主張し︑州のポー

︵バック・エンド担当課擬︶

段階的に進める方針で︑第一

かかる聞題だが︑再処理を行

ング許可前に連邦側の約束を

西ドイツはセンターの許認司

以上︑処分のめどを軍期に

りつけようと

いずれにしてもこの両国の例

けることは今や不司欠︒西ド

問題の処理に乗
ツと英国では最初の關門であ

︑金面的な公

るようだ︒わが国の場含研究

期手当などの重要性を教えて

の周到な手順︑地層試験にせ

︑国の明確な壷任︑そのもと

という予想も

討議に発展す

た︒その結

り出す簡勢とな

たが︑含葱に

独︑英の廃棄物処分国の責任を明確化

イト選定山場に
サイトの選定が山場を購えよ

らなかった︒

ベル︑高レベ

棄物処分は低

ドイツでは

としている︒

再処理・廃累物センターの受

西ドイツでは︑ゴルレーベン

入れをめぐって︑昨奪馨に連

ている︒

いる︒アクセプタンスの面で

九八二鎌と︑かなり早い目標

︑反対派がセンターの工事鼻

あるようでないのが廃棄物問

早くつけねばなるまい︒時闇

階的に進めるのが命理的﹂と
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にはっきりしている︒サイト
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国に置任があるからだ︒処分

である︒
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回原子力平和利解国際会議に出席

翌三十八鑓八月︑国連主催の第一

雛

で巖も郎象的だったのは︑昭和二

うと感じておりました︒そのうち

︵政府代表団顧問︶をすすめられ

日本原子力学会が︑今月︑創立

十九薙の︑やはり吉いなじみでマ

二十周年をむかえ︑二月十三臓に
記念式典を行った︒まことにお国

安全專門部会の部会長に選出︑そ

多大の出蟹をお願い致しました︒

と協力があり︑そのため安全面で

発電会社とくに一本松社長の理解

フィーリングもありました︒

っているなどというたわいもない

に入らぬとか︑また︑安全に決ま

この任務は昭和三十八年までつづ

子力工学科をもつに至り︑現在で

各大学およびその他三〜四校が原

は卒業忌数毎年五二名ぐらいにな

このようにして研究発表討論の

ると思います︒

報道と︑いろいろのことがありま

どのように運製し発展させるかは

進体制ができた次第です︒これを

い科学技術の分野﹁原子力﹂の推

幽幽i髪計
⑳サーモカソフウレ型真姦計各種⑧コールド・

の後︑会の名称は変わりましたが

その頂点は昭和三十四奪十一月

諺
委員諸発︵当時としては各界最高

場としての学会︑連続的に新人を

き暮した︒

田委員の辞任︑部会浸の国会への

の最終答申の時でした︒それは坂

その任務の閤に最も印象の深か
でもかの勉強と努力をお願いいた

ったのは︑轟轟の商業発電炉﹁コ

権威者︶にはこれでもか︑これ

敷地決定︶が話題になり︑これに

創生する大学の二つができ︑新し

KWこの安全婁でした︒当時 そんなことがあって世上三十四

初の原筆力発露所が完成し︑しか

した︒しかし︑ともかくわが国最

した次第でした︒

呼び評し︑新聞マスコミの大々的

ルダーホール改良型︵十六万五千

が君門ではないけれども工学畑の
年七月には中闇発表の運びになり

費（06＞305−O巳80（代

〒532

謬画させられました︒私は原子力

ましだ︒その後公聴会など議論の

われております︒そして原子力発

通り大型でないとペイしないと言

に原子力発電蕨は前に述べました

原子力は新しい技術であり︑特

若い方々の麗務だと思います︒

で︑部会として﹁安全腔﹂を確保

も同炉は今日まで安全にかつ有利

も推進派︑反御拝の議論が盛ん

賜が多く︑それも反対派の麟が大

に運転されています︒

りましたので︑﹁後につづくもの
するためにあらゆる努力を致しま

きく︑同型原子炉の灘区経過が気

誰れか参加が必要だとの認識があ

が出るまで﹂という気持でした︒

した︒この時蚕齢者の日本原子力

一月二十四日に開いて完了し︑昭 経験がありました︒私は初代の企

その原挙力特別委員会は原子力
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そのうち原子力委員会の原子炉

原子力学会

画理窮に選出されましたので︑発

︵ジュネ⁝ブ会議︶のものが︑康

転婆三＋庫には出力秀KW以下

罐は文字通り﹁超高度成畏﹂で︑
星一か年間お手伝いをいたしまし
長を発起人総代に選出するに至り

租三十四矩一月二十八日には発起

催﹃原ザず刀研究所を含む三十六学 人皇蕪を開催して︑茅絨司東大総

協会共催のもとに﹁原子力シンポ

まず学会の本体である会員数で

た︒

に関する研究発表会を同委員会主

の設立まで
一

ました︒

本だけでも享万KW以上になり

画し︑その第一回が昭和三十二年

ジウム﹂として開催することを企

すが︑初無度宋の正会員千六百

以上のような環境のもとに原子

創立総会は第三圓原子力シンポ

力開発の緒につきましたが︑私の

開発の大きな柱となりつつありま

ました︒そして日本のエネルギー

たのも祇抗なくお受けした次第で

人︑学生会員六十六人︑三助会員

した︒同会議はジュネーブで二三

ジウムの翌日︑二月十四日に開か

マン教授の書でした︒彼は翌三十

に︑第二回目昭和三十三年に開か

二十六社で最低の線を確保するこ

サチュ⁝セッツ工科大学のホイト

間開かれ・ソ連︵五千KW加圧水 関心薯は科学研究を含む体制なら

とができ︑念願の会誌発行にもこ

す︒原子力学会が学会として極め

年に開催されるジュネーブ会議

定︑社団法人日本原子力学会設團

れ︑一本松議長のもとに定款の決

出慶き次第とお祝を串しあげ ま

て健全に生膏し︑成年をむかえた

れました︒その経緯をみて︑昭和

す︒古いことを知っている私とし

のですから︑二軸におめでたいわ

ましてはただただ驚くばかりで・

三十三年目は同委員会内に原蓄蔵

ではないかということでした︒

ぎつけました︒

センセーショナルなス

舗い．鍵では難も

原子力入門書は数多

c︒ダ委ステ著
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﹁原子力への挑戦﹂

おります︒

て推進していただきたいと思って

界への恩がえしをする気迫をもっ

で︑新しい方法をも含める形で世

を揃えている分野でありますの

方面は日本として先進国とくつわ

それから︑核融合ですが︑この

とを切望しております︒

して十分にできる体制のできるこ

ー化せず︑安金研究が地道に︑そ

それにしても﹁安全性﹂をタブ

を期待しております︒

署しい今日を十分に黙握すること

型化技術向上と敏会環境の変化の

をお察しすることができます︒大

その喪任をもたれる方々のこ苦労

申聾者︵茅・矢木︶を決め︑予算

型発罐炉︶︑アメリカ︵二千KW びに学会活動のようなものが必要

日本学術会議でもその必要を認

の分科会をはじめ︑シンポジウム

形で開催しました︒そのほか各種

を︑以前の関遽学協会と共催した

である﹁原亭力研究総台発表△護

また原子力シンポジウムの流れ

学会検討小委員会︵武田栄一委員

沸騰水型発需炉︶のかなり詳細な
論文が発表されたほかイギリス︑

れていたのでした︒

平和利

の薯務局畏として︑準備をおわさ

彼は︑米国も原子力の

けです︒

と串しましても︑私が原子力に
め︑同会議内の原子力問題委員会

このような経過でB本原子力学

員選出を行いました︒

・質業計画案の承認︑ならびに役

フランスも事橘を明らかにしまし
のほかに︑外部のものにも門芦を

長︶が設躍されました︒

用
た︒そのほか各国の原子力発騒騒

を旗じるしに︑多くの機密を

関係があったことをご承知ない方
解除して公開する︑その場が来年

シンポジウムは毎回盛況で発表

もあるかも知れないので︑﹁原子

はエネルギ

て︑この

のジュネーブ会議であると︒そし

ー源のない日本にとって大切な福
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養成や研究装画について︑いろい
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盈騰傑

DMSION

ジタル表示タイプもあります；）

カソード型真空計各種④電離真空計（ディ

ル。ノウレブ

⑧ユ・二」一クなMlm TrBall
囲ソープション・ポンプ
⑧モレキュラー・シーヴを使用
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⑧2〃s〜1000〃sまで各種⑳50ミクロンに

②運動導入子⑧液体導入子⑳電流端子

ダクタンス
闘サブリメーション。ポンプ

素不要型もあります（936−70型）
圃イオン・ポンプ

盲であろうと付験しました︒しか

砲

そのような設踵蓄の一入として最

会長をつとめるまで学会運嘗とは

務局をまだ持たないわれわれのお

昭和5デロえ（兄込）

國フィード・スノレー

＠ワンタソチ・オペレーション㈱幅広い測定
範囲⑳ワンタッチ・メンテナンス⑳液体窒

ました︒

進展著しい学会活動

会が誕生したのでありますが︑そ

罰れておりました︒

せ︑さらにその実行委員会︵世語

53

圏バッフル・トラップ
＠イ由拡散ポンプとの組合せでの高いコン

圃ヘリウム。り一ク・鈎テクター

し私は︑当時としては科学的研究
の前途のみ期待したに止ったと記

れ象でにはいろいろな議論があり

原子力と私

低の西任をつとめさせていただき

ました︒その一つは﹁挙会らしく

憶しています︒

論文数も二百簾前後というように

人は大学関係看五︑國公二五︑産

手伝いをして下さったのは日本原

や勉強が必要だったからだと思わ

業界五︶で詳細な華備をすすめ第

分だとか︑大学院程度の獲成で十
分だとか︒事実︑私が在職してい
た東京大学では昭三十一年から椙
談が始められ︑昭和蕊十四庫には
全学利用の共用施設が発足しまし
た︒しかし臼本の大学体系のもと
では大学院のみの施設には無理と
困難がありました︒

か難かしく︑また経済的にも困難

︵名称には差がある︶ができたの 解説搬︒冷撤な視点から今日の原

日本らしい体制の原子力工学科

だということについては︑以前に

学会は設立後二〜三年がなかな

一

原子力概況

学会発足と

感謝しております︒

落ちがなかったのもそのお陰だと

しております︒設躍にあたって手

的に原子力を理解してもらう時期

れます︒同時に︑産業界にも穰極
1

一 10
︶

（f口留｝

産
一
その頃︑日本では︑日本学術会

活発でした︒昭和三十四隼の第三

ましたが︑以後は昭和四十三年に

議を中心に原子力蕊原則︑ビキニ
開いた﹁原子力特別委農会﹂を設

木

私が原子力に対して関心をもっ

け発建させました︒特別委員会

千代田化工建白顧問

たのは︑昭和二十六妬︑二十九年

理など約筥簾が発表され初めての

画あるいは贈物炉︑廃棄物燃料処

著︑技術巻の養成の問題です︒原

もう一つの問顯は原子力の科学

でした︒それと四時に︑数年潮に

小規摸︑純粋に﹂ということでし

福竜丸事件など︑物騒がしい蒔代

回シンポジウムは懐子炉開運に懸

に来国に出張︵当鋳私は藁大 教

は伏見康治名大教授を委員長に昭

授︶する機会があり︑来国の古い

まとまった資料となりました︒

子力研究所はすでに小・中型の原

※国から寄贈された資料︵国会図

子炉を持ち︑また各種の研究整も

友入とも懇談することができたこ

ったのでしたが︑あまり変わらな た︒しかし一方原子力は将来国の
和三十一年初め発足︑メンバ⁝は

持ち外部諸団体︵大学︑会祉研究

この会議で焦点となったのは︑

産業とも関係し︑また研究自体も

醤館に保存巾の超大なもの︶など

多くの技術問題も含まれなくては

機関︶との逮携ももった原子力硬

とからでした︒当時︑原子力は騨

原子力学会検酎小委員会は各回

であるべしという意見があり︑結

なるまいということで︑工学指向

究の中心的存在でした︒

（1・81（））

かったと認懐しております︒

のシンポジウムの賢・幽および参

局後者に沿って定款などが定めら

β本学術会議の会員のほか︑関係

聖者の熟意など評価︑判断して学

れたのでありました︒

があろうと思われる納十五の分野
の学協会から簗められた幅の広い

会設立発玉人会︵世話人は伏発康

原子力発躍は大型でないとペイし

もので︑工学部門も多く含まれて

治︑武田栄一︑矢木栄︶を発足さ

ない︑廃棄物処理には問題がある
といった点で︑まさに現今のそれ

いました︒それは︑原子力は新し

を勉強︑翻訳するグループが発足

を見題したものでした︒

い未完成の技術で︑各方面の協力

ュポン︑ユニオン・カーバイド していました︒それは︑電申研が

に呼びかけ大山松次郎先生がり⁝

中心となって各界とくに大学関係

その頃︑瞬本では学術振翼会の

用のものでしたが︑化学会社︵デ

にも原子炉の設躍が認められるよ

社など︶が原子力に参画し︑大学

原子炉町議委闘会︑B本原子力研

浄

しかし︑若い科学者︑技術者の

調査会﹂でした︒

ドされていた︑﹁原子力平重利罵
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本
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藍蕊

三舞・

皿

定︒蓼加看は地域に塵接翻係ある

騒騒とも逮絡をとり︑できるだけ

一方︑爾成笥子力委員長代理は

隼内に開きたい︒

ロジェクトへの取纒み姿勢などに

原子力聡発の資金確保間題︑各プ

発に閲係ある轡門家としたい︒

人を公薄︑推せんのあった人や地

一︑鎌脚家公開シンポジウムに

一︑資金聞題については︑昨年

次のような兇解を述べた︒

ついては︑旧原子力委・学術会議

との悪岡を学

生きており︑適当

な時期に開きたい

共同企画案が

原子力産：業の発展に貢献する日揮の総合工読鎚アリンク披術b

年内に公閣シンポ
吹磁安全委譲畏が繊麗

資金に重点配慮
濟成原子力婁風畏代理
吹田原子力安全委員長は︑十五
日︑また潤成原子力委鑓擾代理は

ンに織りこんだのは袈例のことで

を開始します。

原子力委員会が資金を畏期ビジョ

ルギー〉からエクストル「ダ方式に関

開催形態は原子力委の参画も含め

その後、疑揮衣浦研究所でパイロッ

術会議から再確認しているので︑

衣浦研究所で近日中に確証テスト

の対処方針を開らかにした︒

を有するベルゴユユ｝クリエール（ベ

十九日︑認蕎会見し遇薗の問題へ

日本原子力研究所に納入しました。

ーリング枠をはずすような黍だて

機器発注と工事の準備中磯また、

あり︑五十五黛度予籏褻求にもシ

どをみながら順次決めたい︒

欧米で数多くの実績と優れた技術

いろいろな形銭が考えられる︒学

る︒第一圃開催の時期は原子力委

台︑多目波高分析計二台︑電位差
億円強

物質管理センターに委託︑建設を
進めていたが︑約一年忌一

固化処理装置を日揮プロセスにより

徳会議とは二巴検討を重ねてお

︸︑長期翫圃のプロジェクトな

なる︒査察畷が各樫施設から日露

ローブボックス十一台︑フード四

漉定装翻三台︑電子天秤五台︑グ

体建屋）の1没計役務を終了し、現在、

は要求したい︒

い︒安全委翼二人程度の座長を予

してきたさまざまな試料を化学分

技術導入

吹田安全委農長の会見璽爵は次

り・協力的だ︒テーマに関しては

ど研究開発鶏項について斉合性の

座州は普還︑帳簿の検査︑懸場

析法や蟹羅分析法︑ガンマ線スペ

羅揮は、わが国第1号のビチューメン

のとおり︒

一︑公開ヒアリングの開鷹につ

騨術会議側には︑第一圃層はシン
ポジウムのあり方そのものから入

柔軟な姿

問笛形式

を二二とし︑妻壁形式に混乱

いては
勢

での測定︑サンプリング収喫した

など改正案示す

米︑軽米協定交渉で

十五臼閉会した日来原子力協定

に関する躍来交渉は︑政府筋によ

ると臼本側が闘頭﹁協定改定に癒

これを了承︑翼質的には一九七八

じたのではない扁と誘明︑来側も

年核不拡散法に対癒する二国閣協

定改鰹のモデル協定案の対欝説明

モデル協定薬の主な改正点は︑

会難色彩の強いものとなった︒

物的防護の強化︑保陣繊麗強化︑

濃縮の輯前岡意は二〇％以上の高

来供給物質の濃縮の膿前命懸等︒

むかは﹁継手国によって遷う偏と

濃縮だけか三％程度の低灘縮も含

理施設（固化装置、圃化体貯蔵、全

喬 男が竣工
ら業務開始へ
た︒保障繕櫨分析所もそうした査

各縄試料の分析などによって実施

ラトムがモル研究所・米国がNB

台などが主なもの︒海外ではユー

った方がいい︑という響え方もあ ある効率的な対処方針を璽要度な

をかけて昨年七月建饗が完成︑昨

クトロメトリなど簸新の手法で分

があっても時間をかけてやりた

年四月からとりかかっていた内装

されるが︑促瞳措灘分析駈の業務

察制獲充実化方策の一環として設

増麗する一方︑各揮の査察馬瀾富

機器整備もほぼ終わったため分析

けられたもの︒一昨年九月から核

機器麗麗にも力を入れるなど車内

sなど試料分析のための研究所を

析︑施設者が行った測定縮栗と比
較しながら計鰍の正しさ︑あるい

はその名の遜り試料分析が申心と

析所は当事︑原研からの派億技術

わが国のこれが世騨で産めて︒分

陣を禽む十五入で発足︑業務騒の

もっているが︑査察騨屠のものは

体組成や羅の測定などを行うため

国大に応じ拡充を図っていく︒分

は不転用の確認など行う︒また同

業務開始の段どりとなった︒

簸大の響懸を払いつつ︑地元の理

に用いる各纒司搬型放射線灘定器

分析所では︑査察熈が現場で闘位

の調整︑較正なども行う︒核物質

本英三理薯が兼務する︒

析所擾は核物質管理センタ1の杉

決することなど︑審査会運嘗規程

いうのが米國側の墓本的立場とい

われる︒鎌継交渉の日程などは未

きるだけ軍期に聴きたい意向︒

定だが︑米国は欝欝側の兇解をで

ベルギーからエクストルーダ方弐を

τ巳L93−279−5441（大で禍し喪）

再処理施設向けビチ，メン固化処

臼揮プロセスを醐発、爽用化

輝子力事灘本部
策票都千代田籔大手町2−2−i〈薪大手町ヒル〉

いただいております6

⑲ヨ揮株式会社

同歯の技術を各電力

容易③固化体の浸出性が低い

会社より採用

査察制度の整備拡充につとめてき

再処理法案︑可決

解と協力を傳るよう努める︒

一︑再処理工覇の建設︑運転の
ために自盛技術の開発を推進し︑

動燃蟹業闘で薔積された技術と経

を得て︑堅ければ三月初めにも受

は微麗の場倉も厳雛に監視する︒

柑︑日本原子力研究所東海研究所

戯の二分の一以上の出席で開会・

クリア︒フユエル︵JNF︶社のブルチェックにかかるのはこれが

に準じた規躍を定めている︒
同日の審蛮余では︑同運営規程
に明認された常設の部鼓として発
電凋炉部会︑舶用炉部会︑研究開

濃縮の事前同意

管理センターは國からの使用評司
一︑再処理嚢業の異施での安全

サンプリング試料分析は年間数颪

託軽業にとりかかるが︑ここでの

験を十分に疲製する︒

付帯決議の内容は次の通り︒

の確撮および核物質の防護に万金

申命せも確認された︒

る﹂とした岡特別委翼会理壷金の

@鮒譲本会議経て参院へ
衆議院の科学技術振興対策特別
婁員金︵大橋敏雄婁綴長︶は二十

政府は本法施行にあたり︑次の

て危険度の爾い放射性物質の放鵡

の描醗を講じ︑とくに秘境に対し

一暫︑原子三等規制法の一部改丁
法案を自民︑民社︑新自由クラブ

一︑再処理を中心とした核燃料

点で適切な描写を講ずべきだQ

サイクルに関する自主技術の學期

一︑国処理工鵬から発鑑する放

敷地の一部約五千軍方規を儲眠し

保陣耳隠分析所は茨城緊・霧海

件程慶になりそうという︒

により同法案は本会議で承認︑参

無碍の竣成多数で司決した︒これ

議院へ送られることになった︒

確立を國るというわが国の墓本的

射性廃棄物︑とくに腐レベル放射

て建設︑分析棟と機械棟︑廃液タ

岡法案は現在動燃と原研でしか

立堀を野際的に早くよう鍛大の努

ンク建場各一棟をもっている︒内

行えないようになっている再処理

査研究を推燵し︑安全な処理処分

装機麗は表薦電離型質緊分析計二

二十六日安全委決定︶の条項に基

炉安全導二審蒼会運嘗規程︵一月

籏を決めた︒﹁還欝要領﹂は原子

方法の早急な確立を図る︒

煙廃棄物の処理処分等に関する調
力を傾注する︒

ては︑潔境および住蔑への影響に

一︑再処遅工堀の立地にあたっ

黎漿を罠聞でも行えるよう改め︑
関係規定も整備しょうとする︑い
わゆる﹃民間再処理法案﹄︒昨庫

安全委に初の整ア外諮問

二月国会に提出︑この間︑学識経

き愈見も聴取した︒この鷺は大平

験蓄や電力業界代表を参蕎人に招

首相に対し塚原俊平︑日野甫朗︑

科技庁︑加工事業の変更で

出腐心の四分の三以上の螢成で議

石野久舅︑翼翼次郎︑吉照之久︑

昨秋の安全委興会急襲以後︑行

初のケース︒ただ商馬発醸癖の設

ので︑全八条構成︒部会は審査婁
原子力安全蕎一会は二十一陰の

政庁の安全審査を経て安金委のダ

づき︑部会の運欝方法を定めたも

定例会議で︑科学技術庁から三菱

追加設蹴となっている︒

瀬麟博義各委員が再処理罠営化に

原子燃料東海製作所と臼本ニュー

府の蓄えを求めた後︑各党が酎

二件の核燃料物影加工山越変翼欝

躍許司のような

レベル廃下物封策などについて政

伴う︑とくに安全確傑︑立地︑蕩

論︑採決が行われたが︑合成多数

旬について︑安全確保に関する諮

のダブル

で可決をみた︒採決に際し﹁慧晃

機の安金審蕉継累の出る初璽以降

チェックは逓産雀の高浜三︑四辱

大物
の騨蟹義務扁に関し富豪が一部燈

憲菱原燃の変璽は︑六弗化ウラ

問を受け︑讐議に入った︒

正︑﹁核燃料サイクルに関する宮

爲本原子力産業会議

いただき象す︒

お知らせ

は三月一日が翻立欝欝日にあたり

発用炉部会の三部会を設腰︑その
ン・シリンダ⁝貯藏駈の建物薪設

ますので︑覇務局業務は休ませて

となる覧込み︒

主技術の早期確立﹂など五項冒か

と核燃料物質貯藏施設の変翼・燃

研究開発炉十九人となっている︒

霞炉二十三人︑舶縮炉二十一入︑
原子力安金委農会︒原子炉謝金

九臼の懸命で︑同讐査会の運営饗

構成委員を決めた︒委員構成は発

ら成る付帯決議もつけられた︒ま

爾装齪の設鷹︒JNFは︑廃纂物騨門審萱会︵三鵬良綾会長︶は十

料棒溶接部検査のための超潔波探

◇
た︑門再処理工揚の運転開始に際

貯藏櫟二擁の憎設と高温乾燥機の

し安全山霧の経過と結累について
政臆から報儀を求め十分に検討す

燃料開発事業団から使期済核燃料

①減雌性が大きい②装置の保守が

＿」臨藤，蚕r

（放射性廃棄物のビチューメン固化処理と日揮）

X

する技術を導入。すでに動力炉・核

トプラントによるテストを紋けており、

ビチ甑一メン固化処理の特長

査察専用は
世界初めて
回議醗
科技蘇

振簑芽棄京5895番
躍言舌〔59…｝6斗2！（｛七）
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である総研試験を開始した︒BW
R燃料による前半の試験は終了し

今後は三月中にも使用前議蒼のた
できるだけ累く試運転再開へこぎ

また︑酸回収蒸発無を交換し︑

度的代替策などについて討議し

まっていない濃縮の保障措躍︑明
の

犯罪人の処罰や囮際闇の引渡しを

際輸送に限る③

た︒

核シャック

六月に条約の

含む︑などとすることて関係煮端

る﹂ということで︑釈然としない

今圓の釜台では﹁平和利用に限

間共同濃編霜業が必ずしも核不拡

整﹂論文に対して︑わが磁は多国

※国の門ウラン濃縮の制度的調

業が望署しいと示唆したとされる

照係筋によると︑多国間共周事

草案まとめへ
國際間の核物質不正利用の未然

として零度を留保する国がでて盒

で非公式台意ができた︒

防止︑犯罪の処罰︑犯罪番の引渡

核物麗防護条約会議

しなどを取り決めようという核物

一人前扱い

を受

障措置など残り部分の草薬を作成

後は議長国の仏︑翼下が濃縮の保

的な雰囲気の中で作業が進行︒今

な側面を押し出すことなく︑三好

になった︒岡部会は各国が政策的

け︑技術的観点から協力すること

萄国として

仲間入りし︑いわゆる濃縮技術保

西独︑オランダのほかにわが国も

めの非公式協議で︑来︑仏︑英・

また︑今会愈の報告書作成のた

え方を評蔵したといわれる︒

いい﹂とコメント︒米国はこの考

クグランドがあれば認められても

えば核拡散は防げるとし︑﹁バッ

独事業でも︑十分な傑障措躍を行

散の効粟的手だてにはならず︑単

に至らなかったことや公用語開の

会一致方式を探る同会議での愈悪

用語の整合性をとる受業がはかど

論に来調整部分が残ることなどか

らなかったこと︑国際輸送の解釈

案の愈懲には至らず︑六月に開く

なる見込み︒条約成立京での手順

巖終離案は二十条程慶の構成と

ら難論を持ち越した︒

条約の範畷は︑昨年九月の関係

せる方式など三遜りの方式が考え

は調印のみの代表蒼会議で発効さ

はまだ決まっていないQ

られているが︑どの方式を採るか

国による非公式食言で①平和露的

物質防護措置については薗一的に

利照の核物質防護に載る②闘内核

ことになった︒

第四園会倉で条約草蝦をまとめる

か岡が参加して開かれたが条約晦

から十六磁までウィーンで四十九

質防護条約会議籔二圓会愈は五B

たか︑PWR燃料による後半の試
験に入る前に︑酸圃収蒸発缶に放
射能異常を認めたため︑競在試験
を中止し︑その原照および対策を

のウランの押持しを完了した後︑
ひきつづき酸回収蒸発缶の紫煙等
のための除染を実施し︑十﹂月二

めの鍛終段階試験を受け︑五±二
つけられるよう︑新蒸発缶の製作

ル内を除染︒

十Bには酸回収セルを開﹇し︑セ

奪度毎から実証運転に入る謝騰

一昨年四月二十四騰初

準備も進めている︒

▽常隅

妥結により昨年九月二十一一BJP臨界を達成︒昨駕七月五日には馬
DR使用済み燃料簗重体によるホ 出力量万KWを達成し・八月＋六 条約で規定するのは無理なため国

▽東海再処理施設日来交渉の

だ︒

実施︑ひきつづき順調に運転巾︒

十三日にはフルパワー負荷遮断を

って・皆無〜月七臼蓋起動︑同二

した︒十〜月末から計画点検を行

成︑一〇〇％鵬力での訊験を実施

讃試験を実施し︑十一月十三Bに
は定格出力の十六万五千KWを達 検討中︒十月十六日に抽出工程中

纏馨醤

遠心機据付け始まる
﹁ふげ ん ﹂ は 近 く 本 格 運 転 へ
動力炉・核燃料開発事業國を中核にナショナルプロジェクトとして進められている新型動力炉開
発︑ウラン濃纏および箆爾済み燃料再処理といった各ビッグプ切シェクトは東海再処理施設が事故で
足踏み状態を余儀なくされているものの︑無明けとともにそれぞれ進展︑とくにウラン濃縮では一月
から人形峠パイロットプラントに第一期計画分の遠心分離機据付けを開始︑新型転換炉門ふげん﹂は
三月中にも簸終段階使矯前検蛮を受けた後初の国藍量水炉として本格遡転入りする段どりだ︒主要プ

できるだけ早期に建設糟幽すべく

安全審査は昭祁五十三鋸八月二十

は実質的に発了した︒還心分離機

ロジェクトの近況は⁝一︒

を実毒し︑六月〜八月にかけ定期

三磁に終え︑九月二十鰻付けで原

▽ウラン凝縮パイ轟ソトプラン

資材済み燃料︑PWR傍用済み燃も終了︑これらにより使用前検壷

検資を受けた後︑九月からサイク

芋炉設躍変更が許司︒燃料製造に

ット試験を開始して以来︑BW獄 田には同畠力での着時間遠続運転

全島蟹終了に伴う合格証が九月二

ル運転に入る︒

設計準備を進めている︒

料を用いた試験を六月中旬までに

十九麟付けで交付された︒

︵OP11A︑還心分離機千台︶▽ふげん 斬新三月二十礫に最
小臨界︵燃料簗春画二十二体︶を
終了した︒

等機雛については第一期貼出分

を昨年三月から工場製作にとりか

達成︑七月二十九日には二二七

ト樋山興人形陳で一昨矩七月か
ら用地造成を開始︒昨年四月にぽ
建麗建設に着手︑現在︑この工事

かり同九月︑一部現地工嚢を開

甲南度の製作準備

▽もんじゅ

も薔醸している︒

＋五KV系統に併列して翌翌を これらを踏まえて︑昨隼八月七

原子力メーカi四二が製作準備設

エンジニアリング事務所を中軸に

OECD・NEAの

する︒

海洋投棄多国間監

科技庁が方針固める

視機構に参加へ・

低レベル放射性廃私物の試験的

学技術庁は国際的承認を簿て処分

海洋処分計画に取り纒んでいる科

実験を行うために今二度中にも0

協議監視機購に参加する方針を固

泡CD・NEAの海洋投棄多闇闇

INドCE

﹁第

ECD・NEAによる処分を実施

十四年度巾に予定されるなかでO

ル︶が十二臼から十穴塞まで︑そ

査を受ける必要があるため今回の

全評価講を提出︑蕪EAによる審

串講︑昭和五十一年に原子力安全

るだけ早い時期に岡切身に参加を

局がとりまとめた処分の安全評価

動きとなったもの︒このためでき

次いで会禽を開き︑部会報告謁作

速繕殖炉︶サブ︒グループが二

成の検討を璽ねており︑一一十七︑

原子力環境整備センターでも投

書をN￡Aに提出したい考え︒

ってきているものの︑水産関係番

勢だ︒

試験が行えるかどうかは微妙な情

ることから︑計画通り来難度中に

の同意懸りつけ闇題が残されてい

通しにつづいて︑まだ書き方の決

すでに検討の終わっている需給兇

さきの灘縮第二作業部会では︑

行なう︵目別表毒照︶︒

会報告講作成にあたっての調整を

︵学CC︶をウィーンで開催︑部鋼船の設計を終えるなど準備が整

蔭して閉園舅の技術調整委員会

二十八日にはこれまでの作業を冤

十︑二十一の両譲ブラッセルで椙

れぞれウィーンで︑門第五﹂︵高

門第八﹂︵新しい核燃料サイク するためには︑処分の︸隼前に安

二﹂︵濃縮︶が八日−十三臼︑

料と建水︶が五日一九窟︑

FCE︶は︑第一僅業部会︵核燃 試験的海洋処分の開始が昭和五

国際核燃料サイクル評樋︵王N めた︒

馬炉心︵MARK獲︶移行に係る

牽九臼に蒙薬作成会議を開き検討

設計︵1︶にひきつづき︑FBR
して提承︑関係国が集まって四月
ット燃墾休︑制御榛一体︶につ

木︶の地質︑気象︑地盤︑環境等

建設候補地︵福井県敦賀帯白

計︵五︶にとりかかっている︒

いて十一月六穣から照射燃料簗合

から巖力鼓動五千KWの性能試験 たもの︵炉心燃料〜体︑ブランケ

﹁常陽扁の簸初の照射耳門藁堤

料を用いたホット試験の巖終段階

日BWRおよびPWR使用済み
燃サイクルの運転を終了︒三月
第ニ

体として酉時間遡続運転後厳出し

始︒還心分離機本体も今無〜月か

％︑五〇％︑七五％︑各段階での

行った︒その後定格畠力の二五

これまでに出力五膳KWで第一

ら据付けを闘始した︒これらの据

﹁実用化の環状と新しい

体試験蜜で検査を行っているが︑

四園霞︒

応用の可能性﹂を三惑テーマに︑

る︒

常陽は︑五十五年度宋以降︑高

出︒環境調査懲も関係省庁︑県に

地元福井県に七月三日付けで提

これらに鶴うデータも出始めてい

速炉用燃料材料の照射炉として利

放射線プロセスなど各応用分野の

射などの社禽的関心箏︑国際協力

用するため︑炉心燃料を入れ替

最新の技術開発をはじめ︑食轟照

などを重点にとりあげながら利田

近く準備委設け具体化

田本原子力塵業会議は二十一B 究開発成果の発展と︑開発利用上

上の問題点を探り解決策を検討す

原塵

R璽会議開催決まる

付け工事は五十四難度早々に終

て︑七月に試運転︑八月から本格

了︑ひきつづき各種試験を行っ

運転の段どり︒

OP−1Aにつづく第二期計画

分︵OP11B︑遠心分離機三千

の藪要謙題についての討論や二見

え︑十万KWの照射屠炉心へ移行 それぞれ提出︑現在審査中︒

に関する調整結累をとりまとめ︑

十︑二十〜臼の覇B︑東嶺・芝公 交換を行うことによって︑アイソ

の常任理購食で・今秋十

る︒原産は近く阪本油鼠友電気工

台︶については今年度内に工場製

工事を糊翻し︑五十五年蹴上競に

作に葱季︑五十四琿七月には環地

トープ︒放射線の健全な利幣を紀

を開始する︒

月二

運転入りするQまた第三期計画分 園の機械振興会館で第十四園門日

業会長を委員長とする準備委員会

入る︒

一の総合的会議として国際的な潮 を設けセッション構成など検討に

医しようとするもの︒この分野唯

を決めた︒

舎隅委のメンバー次のとおり︒

部会報告案づ
七十五MW出力上騨および照射
くりたけなわ

︵OP12・遠心分離機三千台︶
本アイソトープ食議﹂を開くこと
についても五十四臆度魎工を畢定

貢租三十一年以来ほぼ隔隼おき

齢も定齢するに至っている︒

線利用に関する幡広い分野からの

に開かれており︑今園はその第十

この会議はアイソトープ︒放射

このぽか実証プラント開発につ

内外専門家が〜蛍に会い︑麗連研

し確備中だ︒

いても︑簸近の国際惰勢を警懸︑

はこうした響え方を翼体化したも

︵電力側︶代表蝦腰麹飯鑓正美

AT飛実証煩については︑原型 腿西磁力轡務駁締役︑委員薩舛田

の︒

正室北海道躍力原子力部餐︑奥村

会

ミ︑重ミミミミヨミミ︑ミ多ミミミ︑︿〜﹁ミミミミ蚕︑ミミミ≦﹀︑ミミミ﹂〜﹀ミミミ葦︑ミ︑ミミ蚕ミミミミ

実証炉設計⁝で合同委
A7R電力業界と動燃が設置

炉門ふげん﹂︵露気出力十六万五

央北陸電力原子力部長︑検脳幹突

小春中部識力原子力十二︑江上葵

藁筆羅力原子力開発研究筋長︑揚

千KW︶の還転実横をみながら︑ 英策粟訪露力原子力部長︑小漏孝
晒秘旺十隼代半ばまでに建設する

爾発については電力業界と動燃の

新型転換炉︵A7R︶実談炉設計聞で設計に関する含購委員会を設

かどうかを決めることになってお

躍気旧藩運合会と動燃事業団は

躍する﹂との考え方を打ち回して

の技術的な問題を検討するため︑

子力委員会の新型動力炉聞発懇談

四国霞網核燃料部撰︑増田耕九州

関西電力原子力管理部長︑薬師寺

圏︑十六日︑策東・大事町の電事

楽をメドに技術課題の検問を璽

念設計を経て調整設計を濫める︒

両生によるATR合同委員会を設いるQまた︑一月末まとまった原 り︑この聞︑動燃では実証炉の概

会総活ワーキンググループ報艦趨

講中国忌力原子力部長︑近藤耕三

も﹁実証炉の評簸検討には安全

Q5んも止ウィー／09／木心ウィー〆
@
Nル）

05／28−b／1ウィーノ
@
ﾌ管理）

年〜一淫

達で第一回雪禽を開催︑あわせて

電力原子力部長︑立花昭南本原子
力発露開発計画整擬︑大塚益比古

⑳2／董2〜16ウイーノ

第8噺附iサイ

／！2−16ウイーノ

○

嬉6（硬用済脚1

このため合同婁は︑

下部纒繊としての轡門部会の初会

ね︑五十四年度から始まる調整設
計にユーザーである電力側の意肉

○1β〜bウィー／
@
?分〉

⑬2／20−21フラノセル（5Gのみ）
@

04／ど一4／7ウィーノ（SGのみ）
05／14−5／三8ウf一／
@
@

性︑信頼性の向上︑経済性髭通

し︑運転保守が重要な國畢︒建設
昨年十二月の社畏会でCA N D

電源開発原子力部長︒

⑯1／溺一25カダラ／〆孟（仏）

第7（廃乗物処理

合を開いた︒

健業農被懸の低減化︑負荷追従性

を反映させる方針︒稼働率陶上︑

︵動燃側︶代表委員薩麟水丈央

である贈気撃鑑蓄側の弩えを禰極

U炉螺入の可蚕について︑﹁康子 費低減の努力とともに︑ユ⁝ザ！

㊥！／17−19ウィーノ

第5（r冒趣増殖炉）

LO2973（5）571ユ

茨城県岩井市鵠戸423T

0

力委員会 の 基 本 方 針 結 果 を 騨 蟹 す

井定副本部長︒

副理事畏︑委員11暴史朗理悪︑沢

@
（一〉星川2q−b／1ウィー／
⑭1／ど7−2ねサ／フラ／／スコ

第4（再処理・プ
泣gニウム

04ハ8〜乙7ウィー〆

@

第3（長期供給保

工場

0

能の向上などの対策が組み込まれ

⑭1／22−2／2ウィー〆

秩Aの

05／IQま1ウィー／
@

細

、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
原子力課 東京都懲懲区銀座1−13−12電話03（567）7271〜8

詳しい御問合せはイトーキ鉄扉

σ

憂している︒ATR愈周匝の発彫る模様︒

?）

札幌、仙

櫨・

的に反映させる必要がある﹂と捲

TCC（技術調
ｾ委員会）

株式会社イ恥画串

・

る﹂との見解を明らかにした電薯

第1（核腸料と唖

⇔7／Z豊一25ウイー〆
Z8ウィーノ
（＝罵〆Z7

⊂）
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oq／10−14ウイーノ
@
@
⑭1／9−10パlj（SGのみ＞
@ ⑫2／5−9ウィーノ
@
04／30〜r／4ウィー／
⑱1／11パリ（SGのみ）
@ ⑭2／8一三3ウィーノ
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一
運は︑この雪解の中で門新型炉の

INFCE作業部会等会合の開催状況および開催予定

飴まった凝縮プラント（人形峠）
逮心機据付

（2）

第965号
（第三種郵便物認可）

新

子

昭和54年2月22日

熊蕪響難

イ恥一串 原子力特殊扉

○

二

二
二

力

原

原発支持

た︒

今後のスイスの産業を支えるエ

日原櫨価格五％引上げにともなう

︵ダンケルク︶に五号機︵九十万 るので譲工が遅れる見通し︒五署

北部地方のグラブリーヌ原発

き︑望事の兇地から零墨無灯佃と

五十六か月︵八四駕九月︶で完成

または︸九八○庫初頭に着工して

ノン原発一︑二辱機︵各醤三十万

また・ローレンヌ地方のカット

KW︶を建設することとし︑年内 機殿工はそれに代る悪味もある︒

のイランの出資が不明になってい

門パリ松本駐在鼠︼フランス政

の立場からガソリン備格は据えお

製酪簡格引上げではインフレ抑制

ジーゼル抽懸格を穴掘に引上げる

化︑反軍運動などによって環在一

この地方にはオッフェケルクにコ

KWで五轡機の着工が決まった︒ 方振興策の悪夢が大きい︒

という麟態にまで発展した︒その

れ︑ブラジルの濃縮ウラン老君に

円︶と労働蓄二号五十名と冤稠ら

建設コストは十億嬬︵約一千億

丁の康発計画は全圏的叢論の後再

委貴会を毅難しだ︒書面節会は四

発モラトワール︵建設一蒔停止︶

スチン色相への期待は大きかっ

ためコンクリートを敷きつめると

題を言えている︒これを補強する

る︒

原発のモラトリアムを要求してい

昨鑑識発許したウルスチン内閣

と避い︑原子力開発を悩棚的に進

た︒

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

傷を防ぐことができて畏蒋闘の御使用に耐えます。

穰類・寸法陣

国謹ゴム株式会社

予定されているが︑コレディフへ

瘤は二月六R﹃関係㎜闇摺⁝会議︵議

を開いてイラン悩勢にともなう石

⑤石抽依存を軽減するため原子力

五無に三千万KW︵石油換算四千 闇近か︒三︑二宮機は建設中︒

を支援する③本塁度の石癌輸入は

難︵五齎万KW分︶隠れている︒

鋼業不況で沈蒲しているので︑地

五菅八十億錫に抑える④石油輸出

経済的メリットはなくなる︑経済

成長率が鈍り︑電力罵饗が低下し

一九九〇年九婆千万KWの計画

たなどの指摘があり︑ブラジルの

にも彫響がでそう︒ひいては﹁西

独の濃縮工場拡張にも膨響を及ぼ

す﹂とした指摘もある︒

カーペンハースト

とアルメロも拡張

心分離法︶を建設して生産能力を

スペイン︑モラトワール委殴立

後國会でウルスチン自由党党落が

提供できる繭側唯一の米国に全山

より拡張も乞えられるQただ︑ブ 検討されるべきだ︑濃縮ウランを

めると期待されていただけに今回

の御使用に際しては

の二原発の建設を決めている︒

長ジスカール・デスタン大統領︶

してエネルギー政策の手躍しを検

KW︶の建設を促進する方針︒一

七月完成予定︶︒二号機の着工を

藤添体の建設に着工する︵八万無

ンクリート打込みと炉発罷で発躍

号機の土木工要は遜み︑鰯内にコ

する︒岡一臨機は完成してこの七

油不足︒価格領上りの覧通しに対

発電所建設計魎を湘坐する︒

フランス石油値上げで対処

原発加 速︑新規着工ヘ

討︑概略次の方針を決めた︒
⑳一九八五庫の一次エネルギー
消費懸胞標を二上四千万ゾ︵石抽

ネルギーで門残るは原ヂカのみ﹂

とするイニシアチブ反対派の切札
換算︶から二憾蕊千万踏に引下げ

灘︑悲風機は菅三十万KW級とす としている︒ローレンヌ地方は鉱

一票対九十一万九千九葱二十蕪票 るため節約描隠を大纒強化する②

が功を遷し九十六万五二一颪七十

石油供給の安定化と供絵國との蟹

るという悪癖もあったが︑九十万

定を八六駕初頭究威予定とする︑

易躍増の均衡化を期して供給先の

瓢薫万鏑︶を囲標としているが︑

数か月縦上げて八六隼六月完成予

との懸巣がでたものの︑その差は

技術的理由︑行政手続きの複雑

月送醗開始の予定︒二電機は完成

約四万五千票︵二・四％︶の僅

視︶︑石壁会社を援助︑探査努力

多角化︵アフリカやメキシコを露

原子力発醗断建設計画は〜九八

チブ蟹成票が多かった理由を︑廃

菱︒関係筋では予想外にイニシア

蘂物やディコミッショニング闇題

加速はこの遅れを取藻すためで次
国機構︵OPEC︶による一月一

レディフの濃縮ウラン下編建設が

にあると分析している︒

に明確な揺針を接していないこと

ただ三蔭四十九議席中三十九議席

ミミミミ多ミミミミ多ミミミ垂ミミミ︑多ミミミ︑蚕ミミミ︑葦︑ミミミ蚕ミミミ︑多︑ミミミ多︑ミ

発電は一華で︑その運転も異境上

WH︑同輪入六十億KWH︒火蓄
力は懸外に受取っているようだ︒

なお一九七七薙十月差七八庫九
月のスイスの発羅状況は︑総発電

﹁猿子力発電の今後のあり方につ

いて国民投票を実施する﹂との従
来の方針を変えておらず︑原子力
問題は現内閉を揺さぶる強い圧力

英國核燃料公社︵BNFL︶は

道理することを決めた︵隼二颪ゾ

︻パリ松本駐在綴

再検討必要﹂
ラニット祉︵ニニーケム社四〇％

首都マドリッドではこのほど︑政

後継鼠算に選出され少数単独内閣

依存していることは闇題として

明らかにされた原子力政策を関係

GLOVESの損

2．GLOVEISの指先部分の保護のためにGLOVESの上に、更に薄コム手袋を重ねて使用しますと、

謹少差の
環境派の過酷条件裏目に
スイスの環境保護グループらが握案した憲法改正のイニシアチブ︵発議︶に関する繋属投興が十八
日行われたが︑反対五一︒二％︑執成四八・八％の僅差で提嬢は習決され国厩は門原発﹂を選んだ︒
イニシアチブの内容は﹁原発立地点牽径三十詩観以内の霞網体で住民投票に付し︑すべての囲治体の
同悪を響ない限り︑原発建殴の許認可を与えることはできない﹂など︑かなり厳しいものであったこ

とから︑慧法改正提案が翻められれば覇聖上原子力闘発は不司能になるといわれていた︒今回の哲
淡で周辺住民の舎恵を得る必要はなくなったが︑スイス運邦議金は従来から指摘されていた問題点を

明確にするため放麹牲廃爽物処分の促進︑ディコミッショニング︵原子炉解体︶資金の調選などを
盛り込んだ原芋力法一部改正法案を細く国民投禦に付すとみられている︒

電力鰍四百三十ヨ億七千四颪万K

ブとしてとり上げた主な内容は一
露ないし傾久的に陣比する︒

国民は議会に対し法纂の態草︑
一︑既存の原発も三か月以内に

のみを占める少数内閣ではいきお

一︑原発建設および還転のため
力一八・四％︑火力四・一％︒羅

ウルスチン首相が見解

さらに一九七六隼以来政論の座

になっている︒

︻パリ松本駐往凪︼オランダの

濃縮ウラン工場︵超隔

アンドリエス︒バン・アグト着椙

千芳膠︒すでに保健安全婁の認可

から四百ゾに拡張︶︒総工饗は九

ストに第一

このほどウレンコのカーペンハー

の動きも無視できない︒スウェ1 はこのほどウレンコ︵英︑独︑オ

をえている︒建設期闇は壷網闇で

︵原子力推進︶も今秋の総選挙で

十⁝譲鷹を占める社会民主労働党

墓な を貰われている議会中巖爾の繭五

五爵︑場合によっては発注済みの
一基を加え︑現時点では十

いし士墓の原子力発電所規模に

ロナウに超還心分離による玉門ウ

ランダ共嗣濃縮会社︶は西独のグ

政権琢回を冒指しており︑こちら
提出することを明らかにした︒こ

は政権を失うことも十分に言えら

デンでは原子力政策の澱択次第で

抑える意向奄述べるとともに︑一一

れにより計翻中の十二基は白紙に

は二百入の予定︒さらにウレンコ

労働看二齎入︒工場運転従業鰻

月にエネルギー計魎法案を議裂に

もどされた格好となったQ

ラン工場︵年掛一二〜皇二十︑ゾ︶を建

はオランダのアルメロ工場も二倍

れ︑三月に予定されている政府の

四西沙︶︒

に拡彊することを認めている︵年

また︑同鰯のポンド当たり五

対ブラジル濃縮ウラン輸鵬に難色

この決定はオランダが西独による

を示していたため還れていた︒決

設することを淡めたと発醒した︒

なお︑ウルスチン酋相が昨秋︑

エネルギー政策案提出もその悪味

現職に就任したのは原子力問題が

定は年宋までに英・オランダ・西

から璽要なものとなる︒

るが︑この問題に関しては﹁ウラ

開発・輸出に期待が焦せられてい

独間で濃縮ウラン輸出政策が協定

十励以下で採掘可能なウラン第二

男罠から公聴会開催が饗求され︑

発端︒フェルディン前言相︵中央

埋蔽鰍は三億ゾをこえ︑ウランの

廻RCは公聴会を待ってから鑑識 ン採掘については何の決定もして

党︶の副いる三党連並内閣︵中央

益張を認めたが︑⁝部の原発反二

いない︒資源の探萱は引続き行

されることを条件としている︒

門原発計画は
するよう指示︒公聴会は予想外に

ルス三号機とフォースマーク一二

党︑保守党︑鷺磁党︶はリングハ

両機の燃料装荷聞題で内部分裂︒

ゲルセンバーグ四〇％︶とウラン

界︑労組・技術畜など二百人が原

一方︑西独のグロナウ帯長もウ
示した︒ただ︑廃覆物問題につい

う﹂としており︑磯纐的な姿勢を

中の原子力発艦宿六基と碓町中の

い︒フェルディン中央党党蓮は

WH︑うち水力七七・四％︑原子 の問題から必要な隠のみ︒水力印

膨正︑撤圓を串し入れることがで
許認司を再取得する一⁝などとい

力輸出鐙齎二十八億五千二酉万K

い慎璽な政策を採らざるを響な

の欝認司期間はニナ五奪を隈腹と
うもの︒

幡の開発は噸打ちの状態にある︒

きるというユニークなイニシアチ
する︵鉾獄司は満期後に同様な手

スウェーデン

﹁原発は12基まで﹂

ブ丁度があるスイスでは国民投票

派の運動は投票日が近づくにつれ

この籔法改正察をめぐり蟹否爾

一︑誹認可は連邦議会が与え
にわかに蔑まった︒昨駕十一月間

続きにより更新しうる︶︒

るσただし︑建設予定地から琶十
ーストリア初の原発運転をめぐっ

の原子力開発に足かせを課すとす
る婆件も他の国民投票案件との兼

に付し︑すべての輿治体で過半数

詩綴以内の地方自治体で住民投票

実施はまれなことではなく︑今細

国民投票にまで持ち込んだスイス

合いもあり延期されていたもの︒

ては対岸の火肇と冤なすことがで

決まったことも原発推進派にとっ

ての国民投票で僅差で運転修止が

い︒

を得ない隈り群認司は発給できな

アチブ反対キャンペーンに加え国

きなかったはず︒塵業界のイニシ

の原子刀反対学才は七〇年代申ご

ミッショニング︑放酎性脳藁物に

一︑原発所有蓄は運転︑ディコ

ろから西独などの影響を受けしだ

いに繕編︒環境保護グループは
﹁原発開発を地域住民の擾票で﹂

会議員の聞でも﹁重土な電源が無

スウェーデンのウルスチン血相

より生じた撰審について全震任を

し合わせを行ない皇民に原発の雲

をスロ；ガンにイニシアチブ遼動

譲性を訴えた︒ただ社会党系はイ

轟任に放棄されないよう﹂との串

一︑安全︒環境保護のため必璽

負う︒

に応じ運邦政肩は原発の開発を一

抗︑労働琴芝は中立の立場をとつ

九か運ぶり
に戦列復帰
米卜ロージャン原発

月中旬ようやく終

延び︑昨隼十⁝

フェルディン前欝相は強行に門燃

灘縮工場と機露纒立て工堀建設に

了した︒

内の地謡に埋慶する気違で取繹ん
千KW︑PW獄︶が九か月聞鰹止

料装荷は許可しない﹂としたこと

命豪したと発表︒当切の濃縮工場

千万がと兇積られているが︑融遡

ラジルは建設中のアングラ・ドス

スペインの

したことによりPGE祇は他社かでいる︒この方醐の研究・開発は

から他二党がこれに反発︑総辞職

ては﹇潮通しが欝られており︑國
ロージャン原子力発電所がこのほ

世界で一番進んでいるのでは﹂と

エレクトリック︵PGE︶社のト トロージャン原発︵露盤受益八

ど昨年ご︸月色転鯵比以来九か月ぶ

ら電力を購入するなどの方法で賄

してもらった願力︵約十麟KW

が発足︒スウェーデン薩業界など

・レイス一︑二︑三弩機の地盤問

った︒その額二千九営万がから三 述べ︑下鮎・安金繭を璽饗してい

設計と違う︑との指摘が発端︒ア

際︑剃御酒屡の耐麗設計が当初の

H︶は相当の罐力で返すことにな は原子力開発に反対㊥の強かっ

から原子力聡発に反対色の強い政

く方針を強調しているQ

ーキテクト担嶺のベクテル・パワ

策に終止符が打たれたとしてウル
さえなければ六月には還転入り餓

っている︒PGE社長は﹁公聴会
たフェルディン削内閣︵中央党︶

州のエネルギー周はベクテル社の

規制委員禽︵NRC︶とオレごン来た︺とぼやくことしきり︒

は支陣はないと益張した︒原子力

ー社はこれを認めたものの運転に

摩止は昨卑三月の燃料再装荷の

りの運転蕩開となった︒闘原発の

米ポートランド・ジェネラル・

︵囲由党︶はこのほど︑現薇玉転

一

ニシアチブ賛成に組しこれに対

一

を展開︒約十ご万五千の国名を得

環境保護グループがイニシアチ

て国民投票に持ちこんだ︒

九か月ぶりに運転再開したト殿ージャン原子力発羅所

Q

電話254一・341（大代表）

@下地0焉以上

285±5

b低018

8．5

ウレンコが正式決定

東京都千代霞区神田富由町25

部

o

@望均023

響

濃縮工場建設へ

発売元

500

@下地016以上．

r

270士5

200
210

乳5
8

西独で年産330㌧

三興化学工業株式会社

@平均026
@最低019

装

さ

冠

（船m＞

製造光

部

265士5
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GLOVESの併用をお奨めします

PROTEX

先

衛
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180
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ウルスチン首相

@

艮

全

原

（鵬m）

法

寸

手の周長

猫額長さ
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W畿における原勇市暑動を調蓼るため原産が高した嚢グループは・ノース●カ︒

短かい休憩購には︑法廷とガラス

ヒアリングの合い間にとられる

スペイン語でしゃべってもいい

ないが︑あんた英語がニが手なら

いるのだが︑﹁私は日本語は簿ら

ツ婦人も︑原子力発電は安全だと

なゼスチュアで強硬な反対論をブ

国からの優聴者の閉には︑大げさ

こうした光景は︑少なくとも外

る︒

扉一つで佳切られた狭い遜路はた

この公聴会で反対派の代理人をつ

も︑核拡散問題にまで詣及した禽

儒じていると述べた甲年の男性

発行（財）放射線照射振興協会

よ﹂といわれたのには恐縮した︒

賛否双方うち

☆B5判・2，000円（限定版）・＝デ160円

ちまち一杯になる︒そこでは作戦

環境影蟹を論じているらしいグル

いくつかの問題はあるにせよ︑

国晟性などに根ざしたものである

実だ︒それは米国の伝統や体制︑

いるのは施設蓄や許認可機関など

えられない︒いま日本が指即して

翻；石綿製品の総合メーカー

会議を始めるグループ︑発電所の
種の蟹盃両論をこれまでにいくた

社の社員も︑ほとんど区別がつか

手蔓の集団として映った︒もちろ

蕉も︑そして当養親である電力会

とけて談笑

ープに混じって︑パーキンス原子
力発電所の建設に関してはまった

ないほど導体としたア・・カーノ

び聞いてきたことだろうか︒

鰐聴席もきわめて平静である︒
とめる若手弁謳士は︑老人の子思

んすべての公聴会がいつでもこの

原子力のTシャツを養ている︒

て結ばれたという︒当事者への祝

ナの静かな町もックスビル︒なだ

公聴会という南民参加の制度は来

会の典型といえるのであったろ

行なわれている原子力発電所公聴

な公聴会を

NRCのスタッフ︑反村蕎の代終えての偽らざる印象は︑米国の

と傷民との礒接財謡方式であり︑

例えば︑その形式にしても来臨

公聴会というものが賛成派にも反

弁護士や法律家を介してのやりと

翻保温凶

子力関係蓄が四国の発電所公聴会の実際を霞のあたりにする機会はきわめて稀であり︑同公聴

だそうで︑さしずめ家族ぐるみの

か︒この老人に負けず劣らず話好

原発反対運動家といったところ

ようであるとはいえまいが一⁝︒

航空で一時間足らず︑アメリカた

らかな霞なみを蕎鍛にしょうしゃ

ドを聞いてなんとなく複雑な気持
適当であるというものだが︑これ

な庄竈が点幽するこの町で開かれ

国ですっかり定着しているのは蜜

︒パワー社が選んだサイトが最も ム﹂で知られるノース・カロライ

について反対蓄側から異議が出さ

た公聴会は︑おそらく米国各地で

におそわれた︒

れたため︑この臼の公聴会でとり

般住民の悪鬼聴

あげられることになったという︒
この叡扱いは

取とはちがって︑まったくの裁判

典型的

ス原子力発騒筋をめぐる経過や問

でとられているような裁判形践が

そっくり艮ホで再麗しょうとして

ビルで見た

もとより︑長期にわたって続け

といえようQしたがってモックス
クリッジ国立研究所の五人の馨門

かいまみた程度であり︑パ1キン も無理な年端というものであろ

られている公聴会の一部を短聴日

う︒

に手を置いての竃誓こそないもの

家が証人席に並んだが︑バイブル

形成である︒調歪にあたったオー

に発議の機会が与えられた︒

題点︑固有の建民感情などは一介

臼本にそのまま適用できるとは蓄

対派にも大変な根気と時間を要す

が

翻フッ素樹脂製品

醗ブレーキライニング

㌦
の火をつけ合いながら︑たがいに

く立場を異にする面々が︑タバコ

茶飯事の議題を楽しんでいる︒反

ネシャーも陽気に動きまわってい

きのデューク・パワー社の広報マ

護士と公聴会の速詑嬢である︒二

家に委託した検討の結累がすでに

であったが︑畏期にわ

まとめられており︑その内容は候

知らぬ人

妙に加えて︑定められた規則と時

エネルギー問題から説きおこし

し合う姿もみられた︒

の︑裁判餐ともいうべき議擾願の

の旅行巻の理解にあまるところで

理人︑デューク︒パワー社の代理

るということである︒もちろんこ

作りあげなければなる京い︒輸入

守ること

ルールや模倣ルールは取り入れる

できないからである︒

ことはできても︑

職不燃建材

懸パッキン・ガスケット

卍一茅ナ州で開かれたトーマス・L・パーキンス原亭力発躍所の公聴会を傍聴した︒わが国の原

たちの声がもれる程度で︑ヒアリ

対グループのりーダーといわれる
ワシ飾の老人もだれかれなくつか

お母さんただ今意見陳述中会

時おり母親に連れられてきた子供

鹿だけ︑陳

ングの進行に影饗を及ぼすような

まえては軽口をたたいてまわって

声は濠つたくない︒

席から起こったときも︑議畏がこ

盒許可 会 議 ︵ A S L B ︶ に よ っ て
述者の論疑に蟹委する碁手が傍聴

をめぐって論陣が張られた︒同製

キンス発電所のサイト選定の根拠

場蘭の通路で所蕉なげな子供は反

ているこの発電所の公聴禽は︑す

iプに参加した原産の坂本俊総務部コーディネーターに︑その模様と印象を記してもらった︒

姻会の傍聴は調燕グループの調査欝的の璽要な柱の︸つとされていた︒本辱では︑この調責グル
訓

半日で50人の
の︑放射線の影響への卒逆なお

ョーダン博士︑マイアミ大学のデ れを制するとたちまちもとの静け

シルバ教授の前で自らの意見を
それや自然環境の維持を訴えて反

亀所の立地点については︑NRC

担当の有能なNRCのスタッフ弁

であり

がオークリッジ羅立研究所の専門

間を忠実に守る陳述蕾と公聴会の

法廷

はたしかにここは

さが戻ってきた︒こうした悪味で

対するものなど︑住民の難壁はさ

なお残る拭い

副議長に委嘱された物理学蓄のジ

頭領よくまとめて蓑明していく︒

まざまだが︑議長の手綱さばきの

人は公聴会關始前はたがいに〃晃

加者のそれぞれに強いことを伺わ

その尊厳を守ろうとする認識は参

切れない印象

でに幾慶となく繰り返されている

ス発霜所建設予定地の周辺の儒民

聴会の第一日とあって︑パーキン

が︑ほぼ半年ぶりに再開された公

﹁愈見を陳述したい方は挙手を

まさに地元の

意見を聴取

してください︒発誘は議長席の右

かわり︑立ちかわり発需するのだ

が入れ

分遡り埋まっていた︒

など百人がつめかけ︑傍聴席は九

老若男女

からするよう︒恵見は五分以内で

手前で氏名と羅所を明らかにして

のスタッフ弁護士も黙々としてこ

ワシントンD︒Cからローカル たり度重なる公聴会の開催を灘じ

せた︒しかし公聴会の雰囲気そ

あれば︑父親とともに登壇し︑は

が︑乳児を抱えて登場する寡婦も
れ自体は︑判決を待つ法廷のよう

公聴会の初日は午前巾を倥民の

福は溺として︑こうしたエピソー

恵毘陳述に︑年玉をサイト選定模

ばこ﹁ウィンストン﹂や﹁サ！レ

述べてください︒それでは傍聴席

補サイト九地点のうち︑デューク

最前列に座っている方々の中で︑

秩序を身につけた携聴蓄の態度が

にかみながらメモを読む子供もい

あいまって︑ヒアリングは順調に

拠をめぐる論議にあてられていた

に重苦しいものではもちろんな

悪見を述べたい方は手をあげてく
る︒施設轡側︑茂対者側が代理人

進み︑予定時闇内に愛息陳述を希

が︑この日の意見陳述は︑サイト
として送り込んだそれぞれの弁護

い︒むつかる子供を廊下であやし

ださい﹂ーー公聴会の議長エリザ
から一定距離内の農民であれば︑

ながら︑出番を待つ蕊い母親や︑

ベス︒バウァー女史は孚際よく住

バウア⁝議長は傍聴席の前列か

述べることができた︒

姓名と居所を名乗るだけで意兇を

クスビルにあるデ1ビイ・カウン
ら順次発言希望者の挙手を求め︑

ここノース・カロライナ州モッ

属の悪見陳述をさばいていっだ︒

ティ︒ホールニ階の簡易法廷では
どんどん廠見陳述を進めていく︒

れらの愈見を聞いている︒思えば

決する五十人近い人びとのすべて

日本にほしい独自のルール

守られた公聴会秩序

デューク・パワ⁝社が申書してい

墓︑各百二めたり︑陳述すべきか否か迷って

るトーマス︒L・パーキンス原子 闘識授は︑あげかけだ手をひっこ
力発電所 ︵ P W R ︑ 一

ざとく晃つけると︑穂禰的に発表

人定質問は︑各人の専門分野のバ

ある︒しかしこの公聴会の傍聴を

入はいずれも弁護士であり︑そ

りではない︒※国のようないわゆ

もっとも︑パーキンス原子力発

大線量測研究委員会営

9
剛
幽

士︑原子力規制委員会︵NRC︶ 仲間岡士が気軽に発言内容を確認

するよう促していた︒

ックグラウンドに立ち入る詳細な

う︒

ものであった︒

れぞれの立場からこの五入の専門

れは住民参加の藤義や︑必要性な

てきても︑綴本にはなじまないの

る

ことと

ことは︑どうしても必要

作る

をそのままもっ

家に質問を浴びせ︑その回答から

パーキンス発羅所の例をみても︑

どとは別難題の卒臨な田象だが︑

守る

だが︑ル1ルを

ではないか︒

代理人制度
分さを立証しようとしていた︒弁

デューク・パワー社の建設爾講以

検討と結論の妥当性あるいは不十

護土の資格を持ち︑判事として法

お︑大詰めとはいいながら公聴会

来五年近い庫月を経た現荏もな

るようにB寒の社会や国民性に根

だ︒そのルールは米国がそうであ

廷に立ったこともあるという議長

イラン動乱の影響がこの璽には米

が続いている︒そして他方では︑

のバウアー女史は︑その経験と才

代理人からのアピールや要求を法

国のエネルギ1滴勢に深刻な膨を ざしたものでありたいQルール作

媛ぶりをいかんなく発揮して︑各

落とすであろうことがしきりに懸

りは函雑な仕懸になろうし︑試行
していた︒

的手続きに則してテキパキと処理

難所の公聴会のロングランで幸運

い︒しかしルールは自からの手で

念されているのだQこうした窮実 繕誤も避けられないかも知れな
をどのように捉えるべきか個人的

この問題は翌賦も続けられたが

な考えをまとめるのにもまた

そうな気配であった︒そのせいか

をつかんだ人もいる︒この公聴会

階
問題に深くコミットしていき︑細

それは詣然ながら︑次第に枝術的

間

翌曖の傍聴席は初日に比べて若干

がかかりそうであるQ
部にわたって延々たる論議が続き

空席が繕えていた︒

本社・東京都港区芝：大門1−1−26⑰105電詣（433）7241（大代）

〒370−12高崎市綿貫町1233費0273（46）i639

悪石綿紡織品

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

十八万KW︶の建設認可に係る公 いるような傍聴席での素振りを囲
聴会が開かれていた︒

裁判形式で進

糞

トンボの製品

大放射線量実用測定法

［

原子力曇霞所の建設を支持するも

耀

議擾︑副議長︑代理人たちは︑同

住民の悪蝿陳述がすむと︑パ！

められる論戦

議長席の夢

写翼下財父親とともに懲兇を

述する主婦

写桑中1一子供を抱いて葱見陳

前に亀力二分︑反薄墨の代理人

する催民︵右端︶

団︵五罪壇上︶の前で意兜陳述

写翼上潮公聴会の金禦議長

［
述べる少聖

鱗綴

潜濃

訟慰

あらゆる難業に貢献する

γ線・贈子線の葛線盤，且掟に極めて有用な手引用

備

︸奏銭

藩

尋〜；凝

撃纏
謎、

陳述蕎は︑議長と同様原子力安

2

地元控罠の一部に建設反対の鋤

いζ皇と

きがあり︑申講以来覧年近くを糧

蹴

力

原

昏＼
野

懸難蟻蚕−難

簸＼

無要
蟹

轟羅
気腫︑口上

ミこ巡

撫紬
饗獅

（4）
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五年置画で総合評緬
安全性︑経済性中心に

平和利用委託試

封①照射食贔の安全性②懸学利層

三︑放射線利用に係る試験研究

委託盟試験研究題葭は次のとお

原子力研究所の委託研究に膨され

りで︑原子炉の安全性研究は日本

測定技術②鰍料︑材料⑧超電灘磁

中心に廃炉技術の安全性︑経済性などについて検討を進め︑廃炉の概念を曝らかにしょうとするも

らも﹁今後横暴的に検討を驚めて

には二万五千名が登録されている

国の経験から学んでいく必璽があ

摘︑

は世界的傾向となっている﹂と指

の地震晴についても格納容器の気

さらに︑設計地麗の丁五倍

会刊︒A5版︑描搾︒二千八百

紹介を試みている︒菓漢大学出版

放射線照射による工業利用分野の

ト菊合︑架橋改質︑塗装硬化など

れ陵路︑海路経由で別々に現地に

の再鼻繋配蟹系︒いずれも縮尺は

に実験がスタートしてから鍛終的

とPWRの一次冷却設備︑Bが
W予
R定されており︑昭和五十七銀

計︑原苧炉化学︵上︶岡︵下︶︑

燃料︑清子カプラントの講造設

れまでに原子炉講造工学︑原子炉

子力工学シリーズの第七巻で︑こ

幅〆

餅

き

興・

／﹀式

ヨガ
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ｮ昏
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鏡麟
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究

象

ミ

︑︐

や

臨
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ートで被おうとするもの◎このう

験研究を公募

の挺鵠を受付ける︒

さらに黒雲は﹁このほかベルギ

の？LDサービスが行われている いく必要がある﹂と述べている︒

ッシサービスとストウドピック社

ー︑オランダ︑フランスでも登録

としている︒これに対し爾独では

ギー釜︑国務欝︑NRCなどが協総登録者は約五万入︒薩独では個

ンダの登録酬慶の調蕉にあたる計

第二次調査鐡を派越し︑仏とオラ

﹁放射線化学﹂

韻細米穂二

二
物質を講成している
一 オングストローム程八
介 の大きさの分峯を光房

に近い電子が通過する︒その間十

簿のとの十簿簡分の一秒︒そして

イオン対が分離して自由なイオン

になるまでおよそ十万分の一秒︒

放射線化学は︑こうした高エネル

ギー放射線が物蟹に吸収されて︑

も引き起こすまでの瞬時のやりと

イオン化や励起といった化学効榮

りを解明する研究連城ともいえ︑

放射化学︑核化学などの周辺領域

多岐にわたる放射線化学のなか

と境を接している︒

密性︑制御棒の挿入機能の確認を

三綴︑高さ三十七綴の一階平目建

持ち込み︑現地で纒み立てる予定︒

に八体の試験を終了する塞でには

いる︒

原子力熱工学の各巻が刊行されて

繋掘臨

鱗温︑

拶賦灘

繍∠

演

》需

いるが︑日本の場台︑土地の鰐利

③工業利用④ラジオアイソトープ

四︑核燃料サイクルの確立に係

廃粟物の処理

る試験研究麺①核燃料旛設の安全

一︑放射線陣憲防止に係る試験

るため除外されている︒

を採罵することは難しいことなど

研究段②放射線被曝の低減化②放

性②核燃料の輸送の安全性③核燃

ては実旛されていない﹂としてい

まっており︑金醸規模の縄織とし

ものの︑まだ全国規模の登録まで

の︒わが国はすでに﹃鶏況一王などの研究嬉では廃炉の経験を持っているものの︑商用炉の廃炉につ

も忌めているうえに︑戸籍鋤慶が

州規模での登録が進んでいるのが

トウドピック社のTLDサービス制度が実施されており︑被曝登録

完備していないのが霊な理由︒大

﹁今後わが国での運當でも各

統領の要講により鰻近︑保健隈日

人被縷線蟹はフィルム・バッチを

五千入が登録されているとしてい

構造物の健全性の確認③格納容蟹

同センターでは続いて来月には

公式なものとし︑バックアップと

る﹂と述べている︒

遊︑加︑独︑スウェーデンのうち

力して中央登録の検討が開始され

が参加した登録劇慶が実施されて

ゆれ纏は水平で二十理く難癒で牽

ており︑昭租五十五痒度から製作

箋験する︒

て︒一薔五十ゾクレーンニ茎を裟

実物大から四分の一程度が予定さ

設︑供試体製作費をも含めた総計

・七G︑爺鷺で一・四G︒これは れており︑韻大層徽物はPWR炉六年程度かかる見込み︒実験台建

振動台の最大加速度は水平で二

内綴造物の五百ゾ︒これらについ

だQ

盟は約五酉慮円にのぼる兇回し

髭餅

ち※国は密封管理方式を標用して

科学技術庁

鰻もポピュラ⁝なタイプ︒米醗が

から︑現蕉︑OECD・NE四A
隼で
慶原子力平和利用研究委託麗

射線難の測定または評姫③放鮒線

科学技術庁は十九陳︑昭和五十

この方式に従ってすでに多数炉を
交付の試験研究題目など公勢要領

用の観点から︑その謹求この方式

廃炉にしているほか︑瞬末のJR 行われている廃炉研究をも参弩に

による聖駕の推定

また︑廃炉の場盆︑大醗に発生

は行っていない段階︒このうちス

料の管理技術④放射性廃鉱物の処

三月五趣から周十二欝まで串請購

を決めた︒二十六瞳公告したあと

する極低レベル廃竪物が大きな藤

る︒これは米国では︑鱒業筋から

二︑核融禽に係る試験研究卦①

て再挙緬を行い︑聖日的に謡本に

題の

購業所へと移動する︑いわゆる

いる︒米圏での弓師竣務期間は百

R−1でもこの方武が採用されて しながら︑それぞれの方式につい

を解体するもので︑長期間の魑理

した低レベル廃棄物の墨隈値設定

いて総舎的な研究が行われるのは今園が初めて︒通産省では昭和五十八葎までに〜旛の調査を終了︑
さらに︑必要に臨じて欝欝試験を行っていく謝醸だ︒

理処分捜術︒

は暴慢ないものの︑膨大な解体費

についても検討を加えるほか︑必

針だ︒

罵のかかるのが特色︒※灘のエル

鰻も適禽した方武を選んでいく方

ク・リバー炉などの地蜂がある︒
要に臨じて実証試験も行っていく

要なのが難点︒

また盗聞型はこの爾番の折衷タイ
計爾だ︒

年間となっており︑痩期臨調が必

プで︑燃糊揮︑冷卸材を抜いたあ

通産雀は来年鹿から五か奪計画で廃炉技術研究調董謝画をスタートさせる方針だ︒これは昭稲七十

と原擬製圧力容賭を違いコンクリ

これに対し︑解体方式は別丁体

て安全に蟹馴しようとするもので

あと密閣︑その後擾期的にわたっ

年代頃からわが国でも商鵬原発が耐用鎌数に到製すると予想されることから︑当薇デスク・ワークを

姓が立地間題の一つとしてもそり

特色で︑すでに八州が爽施ずみ︒

全国規模で登録制度を実施してい

つともなることから︑こう

上げられるようになってきている

原子炉の 法 的 な 償 却 年 数 は 士 照

雀︑法務省が中心となり︑エネル

が金碧の九劇を

年︒機械的な耐用隼数は麹篇十年
ことから︑当薗デスクワークを中

申央登録に高い関心

護り鵬従業員

といわれる ︒ わ が 国 で も 暇 和 四 十

三鎌にJRRIIが廃炉になっ心た
に廃炉捜術の検謝をスタートさ
例があるほか︑JPDRでも出力せ︑臼本に適舎した閉鎖方式を明

付されるとともに従購替の被曝分

一人一入に対する歓会傑瞳ナンバ れた線翠蔓録は原子力瓢業暫に送

これに対して︑カナダでは国民

布などが膿麟官庁に報簿される仕

してポケット線活計︑TLDの装画︒
独自の登録制度が雑誌されてお

ー鋤慶が確立しているなど申央登

たが︑﹁実現までには相当な困難

り︑登録とプライバシーの関係に

録制慶にも有利な環麗が整ってい

が伴うだろう﹂としている︒

ついてもカナダなどが﹁プライバ

罷み︒また︑英国は昨年から本格

るのはカナダと英国のみ︶※︑

瞬本も現状で満避することは将来

シーに盒まれる﹂としているのに

的な登録制度をスタート︑計六万

独︑スウェーデンでは︑それぞれ

先濫諸国に遅れをとることになる

ることから︑現在全原子力薯業暫

螺糠海外調査で報告書

し︑昭和五十八鉱ころまでに一応

放射線影響協会︒放射線従嚢蓄

③登録制度はカナダが進んでおり

の無罪％にあたる八千酉三十一社

無慶から五か隼計醐で検討に魑手

の結論を出す響え︒謝函では︑来

曝線蟹登録霞目に関する海外調屡

串央登録センターはこのほど﹁被

い﹂としているなどそれぞれお国

対し︑スエーデンでは﹁含まれな

らかにすることになったもの︒来

ことはあるものの︑これらはいず

蕉慶一年闇をかけて麗炉の安全

れているーーなどの点を明らかに

※醐では制度の実現性が疑間曲さ

アップのため炉心内改遭が行われ

れも研究炉レベルで︑商尾レベル

性︑経済性について大筋のメド
報簸籔﹂をとりまとめた︒報告

た際麗炉に近い捜術が罵いられた

の廃炉技術の総命的研究はこれま

は岡センターが昨年十一月に派黒

柄を反映した実態が明らかにされ

魑が擾務づけられており︑登録さ

で実施されていなかったのが実
を明らかにしたあと︑五十籔隼か

しているQ

ら各綴翻鎖方式のB溶への適野性
した﹁放射線麗登録制慶海外一蓋

性について明確なデータが響られ
などについての検酎に魑寧してい

悩︒このため廃炉の安全腔︑経済

ず︑総合研究のスタートが急がれ

また報告は﹁線蟹登録制度の目

る︒

麟業所の被曝讐理︑環鷹管理慕準

触は各国によって異っているが︑

いるのが鏡状︒この制慶は原子力

岡調董闘は︑登録センターが昨

このうち︑まず米国の登録制蔑

の検討︑放射線影響の疫学的調竃

いずれも放射線影響に関する疫学

ている︒

秋十月から被曝線蟹の登録を開始

をみると放射線管理は︑各竈業所

に必要データの畜償などが主な國

鋼﹂︵圃長・蜘下久雄慶憲ガンセ
ンター所長以下︸行四名︶が実目

したのにともない︑国警諸国の登

ごとに爽施され︑放熱線硬質轡を

きたい葱向だ︒

①密閉御民方式②解体③中開型l した来︑興︑蒲︑独︑スウエーデ

録制慶の環状を調査︑わが國の今

ての利用を弩えている﹂と掴摘︑

調董︑国の政策決定のデータとし

ていた︒

ンの現状調査繕果をとりまとめた

にのぼっている﹂としている︒

的︒門現在の登録蓄数は十六芳人

原子炉の閉鎖方式の霊なものは

和七十隼ころから初期の商用炉が

lの三璽類︒このうち︑密閉管理

辞める暫に対しては従来期田中の

こうしたなかで︑わが麟でも昭

耐用年数に劉達してくると予想さ

被曝線騒舘録が交付される仕線

受け入れることは困難扁としなが

﹁陶偶からこうした方武を薩ちに

後の登録業務の参響にする閉的で

また︑スウェ〜デンでは︑國家

派趨されたもので︑登録制度につ

み︒しかし﹁被曝線鰍登録制度は

放射線防護研究所のフィルム・パ

もので①各国の線羅登録の霞朗は

いて海外調合が行われたのは今回

地域的あるいは企業簗嫡嗣にとど

放射線影響の擾学調査︑管理棊藥
の検罰など多岐にわたっている②

が初めて︒それによると︑来︑

の実験スタートに鮪える計画だ︒

一7！ーノ多
に合配十五万誘にのぼるコンクリ
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原子力工学試験センターは十九

振動命のうちで水平加振機は三慶

で︑本谷は放射線の化学効果︑化
璽工︑畢薩加振機は日立製作所︑

による影響測定④炉内構造物はそ

⁝ト基礎工聯を終了︑ご月一日に

は気密性の確認︑プール水の福動
は定礎践も行われ︑建麗建設の華

に無骨︑五十七無には現地搬入を

解説︒さらに放射線合成︑グラフ

行う計硬だ︒予定されているのは

一方︑鍛初の実験対象となる供

せる仕白み︒

田︑多度津耐灘鱈頼性箋翫試験設

テーブルは石輪島播磨璽工がそれ

llなどを行う︒
試体についてはPWR四縄類︑B

彗で︑水平︑慈愛に岡騎に振動さ
備の建塵建設に魑戯した︒関東大

鮪が盤つだことから︑十九日から

ぞれ握墨︒このうちテーブルだけ

WR四樫類の計八纒類が予定され

学作用を中心に理論︑研究季段を
霞災クラスのゆれを裳験縫上で再

建設工鵬に慧手することになった

で五哲ナもあることから︑それぞ

の健全性︑制御棒挿入機能の確認
現する振動台についても別途製作

もの︒建設は擾さ九＋綴︑幅臨野
は窪地に搬入︑五十七薙には試鹸

多度津振動台は省営大井災の約

運転に入れる謝鍾だ︒

円︒

雛の実規換受手実験を斑能とする

備︑来夏愛嬢には建屋工甥を終了

て①窪鹿部の癒箸加調度︑霊み︑

門放射線化学﹂は同出版会の原

た︑こうした供試体の実験に
PWR︑BWRの原子炉格納ま容

画期的な装磁︒昭和五十二駕十〜

する予定︒また︑現在︑硯地工壌

これ謹で世界一だった国立防災科

変位の測定礁認②対象機器︑支持

雛解57年試験開始めざす

月に工薯に着手して以来︑織工二

と平行して振動台の製作も別途急

○︒五五Gを約八難上園る規模︒

学狡術センターの実験台の加速魔

ついては二三間に三体程度の試験

月には掘醐作業を終了σその後︑

ピッチで進められており︑五十五

盟︑原手炉圧力容難︑炉内構造物

コンクリート基礎工瑠が行われて

蕉には現地に搬入︑五十七年から

こうしたなかで︑今奪初めまで

5
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十倍にあたる韻大加速度一一・七G

建屋建設工事に着手

段階に入っており︑五十五璋度に
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外国の登録制度への関心は高く︑
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リーズ放尉線測定器

より高度なシステム化を実現するために1閥ム薗艦lEシ

二

：Eシリーズ：マルチチャネルアナライザ
麟
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仕様、日夕厩グ、技術資料等は下記へ

環境管理のための放射線モニタリングや、各種放射線エネ
ルギーのスペクトロスコピイは、今、システム化、特にコン
ピュータによるデータ処理や、システム制御という形で、自

特 約 店
極東貿易 株式会社（羅気障琶螺）
本

動化、大型化、そして高性能化がはかられつつあります。

東京都千代田区大州町2−2−1

東京蟷気特器株式会社

当社では、これらのニーズにこたえるため、〜連の放射線
測定器「Eシリーズ」を開発し、各ユニットの高性能化に加

えて、米国IEEE−Std

社

T￡LO3（244）3727〜9

支店札饒011（221）3628、仙台0222（22）8202、名古屋052（571）257玉、大阪06（344＞1121、福岡092（751）0303

東京都中野区本町1−31−3

特機躍子株式会社大阪市東区：本町4−29

TELO3（372）0141

TELO6（252）3521

ゲンセイ株式会社東京都田野区本町1−31−3TELO3（372＞5002・8214

488−1975規格のディジタル標

日本原子力事業株式会社

準一母線NAIG−IBを導入することにより、経済的かつ高度な
システム・フレキシビリティーを実現いたしました。

本

社

東京都港区三醐三丁屋13番12号

TELO3（454）8521

◎齪畿ゆ閥膿凱歩廊聡臨閥瞠蹴⑥Y、A㊨瞠閥艦Y（原子力エネルギー機関）関係報告書
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