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再廼理法案を可決難藍

内外原子力界の動き的確に報じた

業翫聞幽騒㎜

にあたっては磁力のみならず︑金

社長︶らは門第二薦処理工場建設

四藤葛禦業運△口話会長︵粟崇電力

に招き滋藤も聴取したが︑平岩外

学識経験蕎や鱈力界代表を参謬人

的に講商いをつづけていく考えで

過表二十年間の歴史を踏まえ薦力

処理をめぐるとくに対※協調では

していきたい③廃蘂物対策は原子

では開銀融資などで磁極的に支援

ム︑嵩濃縮ウランの欝藏﹄も遍舶

以上の濃縮﹄および﹃プルトニウ

をとっていく11などと答弁︑再 なったほか︑黒潮岡慧で﹃二〇％

力委員会の方針に沿い所要の描隈

されたQ﹁保陣認否﹂ではとくに

では耳租利絹核爆発が禁止対療と

が加えられ︑また﹁行為の規制﹂

璽水減速炉に関する機微な偶報﹄

ひき上げること︑および原子力損

額を現行の六十憾円から百工円に

憲

業務上受けたいわゆる門原干力掘

民間再処理に溢を開く同法案は
党は反対した︒科山留

多数で瑚決をみたもの︒社会︑公

当初︑核不拡散条約︵NPT︶に明︑共薩

なことを懸摘︑とくに再処理

も新たに同法の対象に加える

ほか︑同法に規定された賠償描躍

の二期等に係る原子力撰轡につい

月三十一Bまでに開始した原子炉

結騙は次回に提示へ

原子力委貴会・新型動力炉開発

まず川島跨郎管理センター庶務理

料サイクル上の評価②技術藏およ

した︒報総懸は①まえがき②核燃

小委韻会

分析所は︑ウランやプルトニウ

行ってきたが︑新しく心用施設が

は原研の施設を懲り同センターが

運びとなった︒これまで試料分析

藤会長は︑分析所建設に対する地

祝辞と一一披露などがあった︒加

倶楽部で祝賀パーティーが閣かれ

設兇学の後︑別会場の藥海原子力

開始へ一歩を踏み出した︒所内施

懇談会に提出される︒

が急難を作成し三月二十沼の次回

た︒⑤の﹁結び﹂は今後小藩議会

提示され︑表現の修正などを行っ
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騨
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嘗化は司能︒安全確保は経営の根

︸

N版好評発売中

属︑化学など各界が総力をあげて

込旗れ︑ロンドン協議指針を鹸低

政府はまた︑これよりさき二月

の第七國会合で報欝欝の構成につ

懇談会︵村田清韻撰︶は二十七B

いて審議︑議長と都甲秦大教授ら

頸が核防条約下保締措灘体制への

び経済性からの評価④炉型多様化

ムなど核物質が罵蟹転用されない

完成︑こ孔によりわが国の保陳描

ると思う扁と欝欝しを述べる一

座長は﹁報告罵は三月中にまとま

安全で環境に調和した原子力発電所

幹﹂と決慧を表明︑再処理工場建
設には多額の投資と長期のリード

るよう改正法薬を早く凝してほし

タイムが必要なので民欝化ができ

いなどと要墾︒また田鵬英三立大
教授︵滋聴︶︑霊堂茂文電外野技

タブロイド判︑一部七千円〇

にも持ち出されるな

怠業は国璽規制の下に畷くべきだ

熟

取り穏む︒技術は爽海工場で爽証

から提案理繊を聴取し審議入りす

纂準とすることなどもうたわれ

図る︑の三点が和子︒

に関する規定を昭和六十認蕉十二

警賠償補償契約の締籏と国の援助

る︒しかし︑同委員会では継続審

の承認が求められている︒

た︒議定翻ではこれらが明恭︑そ

九日︑門原子力擬審賠償法の一部

て適捌するよう適用期限の延長を
蛮案件を︸つかかえているほか︑

しそう

紆余曲折の写
混雑

潮に十八件もの新規案件が予定さ

で︑今直会中に承認が繹られるか

れるなど︑かなり

欝加原子力協定改定協定では規

絵法改正法案
制の対象︑行為の規制︑保瞳措灘

改正法案﹂を国禽に提撮したが︑

どうかはまだ微妙︒

されたのに潔い︑それらの内容を

各面で大難改定が台愈された︒ま

同法輿については野党から本会議

移行で国内査察の比璽が高まρた

にともなう影響⑤結び︵結論︶−

よう葦察を行うに際し心懸醤が国

圏体制はさらに充実強化された︒

元の協力に感謝するとともに︑安

方︑結論については﹁両論憐認は
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るほか︑﹁三島法案﹂との

などとした政府菟解を迫った︒こ

現行協定には規定されていない

岡案件は昭租三十豊年七月に発
効した現行の日華原子力協力協定
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協力のための日本国政府とカナダ

異体化した議定識の承認を求めた

ず﹁規制の対象﹂では現行協定が

散の観点から改定︑昨鎌八月調印

もの︒外務委員会は近く真田外相

ことなどを踏まえながら分析所建

の五勲構成︒原審力委員会の諮問

起草

設までの経過を説明︑ひきつづき

の示した構成璽を了解

羽生田進科学技術政務次蜜︑川騰

に沿った線という︒

四人の学識蕎委員とによる

術庁からの委託を受け二億円強を

テープカット︑岡駈での分析業務

義彦藁海村長と加藤氏の三人が

査察充実に使命担い

かけて建設︑分析機器も〜癒の整

内関係旛設からサンプルリング収

金第一に業務を進めていきたいな

避け︑鍛大公約数附にできるだけ

保障措置分析所が開所式
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岡分析所での試料分析は葺間数蓉
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なども添唆した︒二月一

立地︑資金厳守︑国際協調などで

ているのに対し改定協定では新し
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①立地で地元の理解と協力が大前
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体となって新註社を設宣︑鉱間処

駆は原子力安養婁費会の愈晃を聴
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−﹂と修正されたほか︑立地に際

@

﹃核物麗防護﹄闘係で条文が盛り
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し環境および住罠への影響に最大

︑これを十分に愚図して

きさつもある︒同法案はこのた
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議︑再処理関係は廃粟となったい
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政府との闇の協定を改定する議定

られてきたが︑二月二十二日︑慮

質疑を通じ焦点となったのは安

れた︒
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かし痛動家たちにいわせればこれ

金蒲動を行なったりしている︒し

カーやバッヂなどを売ったり︑藤

や道墨が市罠グループのこーズに

おり︑そのために用いられる手法

それぞれユニークな濡動を進めて

る一般の理解を求めて行くために

を話し合うものだが︑回を重ねる

るタイムリーなトピックスや動向

がら︑エネルギーや原子力に関す

や南罠クラブで

ルに働きかける強い力をもってい

政府よりも住民の方が州政肩レベ

相当の決定権をもっている︒運邦

行使しうる罹限に抗しない範囲で

きっかけになって甫蔑グループの

ループの動きはきわめて大きな意

力にせよ原子力支持にせよ市民グ

こうした実惜のもとでは︑反原子

また︑エクソン社で原子力政策

問題を抵当しているランドール簿

があればこれらのスピーカーを派

原子力を支持する帝民グル；プ

うしたこともあってシ！ブルック

が力をつけてきていると語り︑こ

プシャー州の原子力推進グループ

原子力清報部を訪れた際︑クラウ

使嗣済み燃料の輸送問題に関連し

のコーンウエイ会長は︑廃棄物や

が高まっており︑他方︑全米黒人

の根

同博士は︑このところ一般の

だすだろうと予測していた︒また

めている︒湧動資金はメンバーの

沿って︑ボランタリーな巫山を進

霊鳥力あるいはエネルギーに鮒す

かわるケースが多い︒各企業とも

リック・アクセプタンス盾動とか

業界の協力は各企業の独自のパブ

エネルギー確保しなどの南が聞か

ネルギー﹂﹁生活に必要巖小目の

・スピ⁝カーの協力も得て︑教会

ボランティアを募り︑パブリック

レクトリック社の従業員の中から

してくれた︒これはゼネラル・エ

にその驚動範囲と影響力を拡げつ

ろう︒しかしながら︑それは魑実

て︑地方政膚は連邦政府が法的に

ンジガラメにされているのに比べ

しかし遡邦政府が態法によってガ

ルで統一されなければならない︒

うした動きが今後︑米国のエネル

連携と通帯を志向しつつある︒こ

とめられようと述べていた︒

にも無視しえないものとして受け

きもある︒こうした勤尚は政治的

ギー問題に瀾心を示し撮すなど動

運動による原子力支持の爾

縞馬が中心であり︑特に街頭や簗

ンでも指折りのメーフラワー・ホ

ある︒しかもそれらは︑今回の市

決定プロセスへの関与を深めつつ

つあり︑次第にエネルギー政策の

い︒

も大きな関心をもって見守りた

に及んで行くか︑われわれとして

ギー政策や原子力闇題にどのよう

からさまざまなグループが一二に

すべての問題を網羅し︑全国各地

のだが︑ボランタリー活動グルー

などすべてのエネルギー源︑さら

大会では石炭︑石油︑天然ガス

より多くの伸間たちがどのくらい

い︒参加した代表蓄の振興にいる

分の数百人であることは間違いな

礁騰騨

エネルギー革命を展開する典血のバルブ

原子力バルブ憶

雪

…霞誌

問

建
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般大衆と接しな

は必ずしも濡動資金を得ることが

組織化にまで発展することがある

ると︑冗談まじりに語っていたが

という︒しかしこうして誕生した

一致するときは︑これらをどんど うちに︑こうした簗まりが一つの

への理解と協力を求めて行くこと 訪れた企業の多くは︑原子力やエ

グループでもゼネラル・エレクト

ん提供している︒たとえば︑今圃

を養成

ネルギーに関する辱門解説者とで

目的ではなく︑一般の人びととの

もいうべき

そうした接触を通じて︑広く運動

をねらったものだ︑ということで

機〃などを通じて酒発化されてき
たことも事実だろう︒しかし過去
スピーカー

米国ではいま︑原子力推進やエネルギー開発を求める市民グループの濤動が盾発である︒こ
ある︒たまたまサンフランシスコ

味を持っているといえよう︒

二駕間に着を超えるエネルギー蟻

いうことはない︒

今園の調査で訪れたエネルギー

越する︒また映画フィルムやパン

アメリカン︒ニュークリア・エ

はいまや︑無視できない存在だ︒

リー部長やパブリック・スピーカ

て︑輸送のように各州にまたがる

推進同盟︵NAACP︶がエネル

ナジー・カウンシル︵AN聡C︶ 原発問題も近く解決へ向けて動き

ーでもあるウォーリス氏らは︑同

決しない︒なんとか通邦政府レベ

問題は各州ぱらぱらの規制では解

葦

ギー・ポリシー﹂なる濤動を紹介

社の﹁ピープル︒フォア・エネル

会へ出て︑パンフレットやステッ

テル一︑二階を借り切った会場を

南民グループに対する企業や麗

活動に対する
産業界の協力

子力発露所をかかえるニューハン

関係企業や労働腰体などで︑帯罠

フレット・資料情報などの貸出し

一つとされているシーブルック原

各種の集会をはじめ︑大学のキャ

しており︑さ塞ざまなセミナーや

リック社が資金的な協力をすると

れら帯民グループの蒲動は来書各地で展開されつつあるが︑二月初旬にはこれら各地のグルー
空港で原子力の雑誌を売る若鷺た
ちの姿を農にしたが︑これなども

蚕の箭民団体や運動グループが紹
織されたという事実に︑カリフォ

プをワシントンに集めて︑﹁エネルギー推進と原子力の選択全※市民大会﹂が開かれた︒以下
は︑こうした市民盾動を調査するため原産が編成した調査チームに加わり︑全※愚民大会にも
彼らの酒動そのものであるといえ

土は︑原子力反対運動のメッカの

ルニア・イニシアティブが一つの

ンパスや対話集会などに送り込ん

謬加した坂本艘原産総務部コーディネーターが伝える米国の窮民グループの状況である︒

影響力強める
市民グループ

もちろんこれらは︑地域的な帯
グループに輸する協力についても

や提供も積極的に行っている︒

キャンペーンを張ったカリフォル
ニア・カウンシル・フォア︒エン 磁グループばかりでなく︑職業や
謡し命つたが︑各社とも資金的な

とくに婦人グループの運動が騒に
つくといわれる︒

こうしたグループのほとんどす

市民運動グループは︑いわば自

ョンと二十のワークショップで構 推言を訴える南民グループの騒の

民大会にみられるごとく全米的な

れた︒これらの溺は︑エネルギー

広さを身にしみて感じさせるもの

4肇一7多4髪

然発生胸に生まれたものが多く・

埋めつくした︒大会は全体セッシ

成されたが︑とくにヘリテ；ジ財

でもあっだ︒

ジエームス︒マックルーア上院議

会しだこの大会が︑そしてエネル

ころ特定の地域や道義などのワク
内で行なわれているものが多い︒

団のフォルナー・ジュエア塗長︑

員らの挨拶と講演にはじまり︑各

そして︑エネルギーにかかわる

しかしエネルギー問題は︑個々の

マイク・マコーマック下院議員︑

地の代表が運動経験などを披れき

プの集まりとあって︑金曜日の夕

には憲エネルギーを含む利用上の

その恵味では

の数になるのかも定かではない︒

ときめつけてし墓うことも可能だ

．ず

地方や階魑のものではなく︑それ

一

したがって︑その濤動はいまのと

べては︑自から込めた行動目標に

ゼネラル・エレクトリック社の

支援はしていないとはっきり角い

治家たちは選択を好まず︑住民を

わせるものがある︒

でいるが︑市民グループから要求

のことは当然ながら︑原子力を支

切っていた︒

人種︑その他のコミュニティを通

ち反原発法案に票を入れるな︶の

よう︒

O

持する人びとの運動を刺激した︒

︵控民投票に

絞って組織化されたものも多く︑

コノミックの墨銀ピービイ氏が じて︑エネルギーや原子力に的を

バイロンメンタル︒アンド・エ

N

卜定しょうという法案をめぐって

表による葱慰表示の結聚が

が力を得てくると溝び前番が巻き
ことは周知の通りであり︑この法

この傾向が強い︒そしてこうした

﹁イニシアティブの躊︑地発の政

行われたカリフォルニア住罠の投

原子力発電桝の建設を実質的に

ろう︒

大きな契機になっていることを伺

力州住民投票
も一つの契機
一つの勢力が強まると他方でこ

返しをはかる⁝⁝これがアメリカ
案が原子力に反対する州民グルー

れを打ち消す力が台頭する︒後脚

だといわれる︒そうした繰り返し

たこともよく知られているが︑こ

プによって発議されたものであっ

︵反原発法環のゑ定︶と出た

には

とはいいながら︑た

動きは原子力についても顕著にみ
既葎の原子力推進グループ活動を

自由の国アメリカ

盤の常

られる︒射界にさきがけて原子力

ループの編成も進められた︒カリ

より強化し︑新たな原子力支持グ

しかに

は

てきた米国︒その米国はまた届先

利用に業り出し︑世界をリードし

聚︑ほぼ三対一で反原発法案が葬

フォルニア・イニシアティブの結

られたことには︑こうした市民の

に原子力批判の簿に遭遇し︑反原

以来︑来国では間断ない原子力
原子力支持グループの

発の嵐に見舞われた国でもある︒

運動に大いにあつかっている︒当

NO・ON・15

時原子力支持運動をリードし︑

箪の根

いるが︑原子力の羅非が端的な形

論争と蟹否両陣鴬の対鋳が続いて

で問われた最大のやま場は︑なん
といっても一九七六銀のカリフォ
かけられた十五番囲の法案すなわ

められる部分がきわめて多い︒こ

この大会が︑﹁原子力の選択﹂を

ギー資源に歩まれた米国における

強く打ち出していたことは注團に

最後に選択すべき
として型置づけていること

かせ︑問題への対応の道を自分た

刻から土曜漂︑墜曜日にかけた米

問題が取りあげられたが︑会場の

もとより予輝を上回る大会参加

ちで切り開いていこうとする行動

国では珍しい週末大会だった︒大

あちこちで﹁経済の塁盤をなすエ

ASM

核流体制御精機の領域です

ぜ

ルニア︒イニシアティブであった

のことは当然︑臨や市や州を超え

ルから参加者があふれるほどの盛

した開会セッションでは︑大ホー

への対雛は郷国的なものとして求

たエネルギー問題解決のための遷

二月の初めワシントンD・Cで三

況ぶりであった︒

ワシントンで門全国大会﹂

暴民グループ一堂に
た偏と述懐した欝欝は︑このこと

ルギー推進と原子力の選択全来蒲

日間にわたって開健された﹁エネ

民大会﹂は︑まさにこうした各グ

たといえよう︒

ループの要求に憲えるものであっ

それはまさにエネルギー開発の

値する︒それは︑カーター大統領

この大会はヘリテージ財団をは

もの

その背後にある米国のエネルギ1 とはまさにうらはらである︒

が原子力を
援のもとで︑約三十に及ぶ各地や

問題への深刻な不安の高まりを示

推進を標擬する市民パワーの広が
ップされてきたといえそうだ︒そ

各隅の市民グループが計画を練り

りを物語るものだったが︑同時に
れは金米の市属に原子力を通じて

全国の組織に呼びかけて開いたも

意欲と運論難識をうえつけた︒も

会には霊催巻郷の予想をはるかに

ネルギー﹂門纒爾安定のためのエ

といったところで金米人口の二憾

ちろん米国においてもボランタリ

上鎌る八懸人近いグループ・り！

ひと握りの簗団

ー橘動の歴史は古く︑エネルギー

ダーや活動家が参加し︑ワシント

すものでもあった︒

エネルギー閤題についての図を開

ニシアティブを契機にクローズア じめとする五つの団体の強力な支

運動は︑このカリフォルニア・イ

米国における原子力支持の帯民

活動資金の調
達は会員中心

を襲打ちするものといえよう︒

り1ドすることなく中道を守っ 携と聯帯の必要性が生じさせる︒

複雑にからむ経済と雇用問題
石繭危

てきた︒それらの潜動が

難

中央へのびる草の根

5

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

Y

活発化する各地の原子力支持運動

関係の甫民運動はつとに展開され

だハちな
全米市民大会の会場は活動寂で埋まった

力

原
サンフランシスコ空港て原子力雑誌を売る撲進雑誌グループ

（2）

第966号
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新

業
子
昭和54年3月1日

二

寄礎漁脇 も 同 意 ﹂ へ

いた原発対策委員会の権隈に﹁漁

発箭を國内で製作︑璽頃から据え

た︒

付けを始める方針︒

女川康発は菓北初の原子力発電

葭が遍加され︑新たな交渉の道が

業補償交渉の窓口とする﹂との項

このため︑再処理施設の遼転開

W︒昭和五十八鋸葱月運開予定Q 和四十六無五月︒巻町に位匿する

については︑昭和五十二琿二月

になったもの︒地方膚治体関係

ジの使屠済み燃料を再処理する計

理交渉で決まった二鋸間に九十九

ない悩勢Q

転がストップすることは避けられ

に決議する予定︒

て進めることにしており︑このう

験を行う予定︒同センターではこ

定岡三元素をトレーサに胴いて実

ストロンチウムなど葬放射性の安

持ピンに損傷

関灘の葵浜三号機

通産省は二十四霞︑関西霞力美

それによると︑美浜一型機︵三

浜墜下所の定検状況を発表した︒

十四万KW︶は皆無十月士一三以

鉛ガラスで放射線をシャットアウト．〃

所でBWR︑出力五十二・四万K岡原発計繭が公表されたのは昭

るというのがその内容︒昭和五十

に巻町︑轡塞町がすでに原発建設

画もこれまでに約二十泌を再処理

雛騒騒の露髄発盤以来約一難間遼

薙六月から気象︑地質など陸地全

蟹成を決議していることから︑当

したにとど濠っており︑期叩切れ

始は今秋以降となり︑三二八月男

開かれたことなどから︑現地購務

般にわたる調査を行ったあと︑五

面︑丙灘協との交渉︑建設のため

後の再交渉に微妙な影響を投げか

換四墓︑四藷万KW程度を建設す 鮨を新設︑対策の強化を照ること

十一年からは巻︑闇瀬両漁協の岡

の土木調査などを急き︑できるだ

年頃までに実証試験を行う計画︒

ち陸地処分については昭和五牽八

でに約溶湯鰯のリン酸塩が取り除

降サイクリング還転中で︑これま

の残留リン酸塩の洗い出しを行っ

かれ︑弓続き蒸気発生器の二次側

ている︒

スター寮内管の支持ピンを調糞し

一方︑美浜三婆機︵八十二万六

詳細調査待ち

千KW︶については︑制御棒クラ

た然諾︑金碧の支持ピンに異常の

急いでいる︒これはさきに戸戸が

︑賦

○ホソトラボ
○タービン室覗き窓
○その他

約二酉四万平方綴を画地に鍛旧規

意を欝て海象調董を実施︑五十三

け軍く織調慰に上程していきたい

︒五万KWで︑昭和五十六年牽二

巻原発一幽幽はBWR︑八十二

十二億円とする②漁業禽庫の建設

うした実験データを陸地処分の安

ついては原子力安金研究協会で安

膿鷹陸地処分安全研究で

全評価研究が行われたことがある

修復作業へ
動燃再処理施設

発つかった支持ピン一本のほか︑

（賃本隊気硝子製）

巻原子力準備

輪編県西蒲原郡巻町に建設が予

薙二月には両漁協に原発対策委員

こうしたなかで︑昨奪憂ころま

など二億円糊峯の地域整備繊業を

この陸地処分のうち保管パッケー

参考にしていく考え︒

全評価︑処分サイトの選窟などの

入︑周辺地魍への漫出など影響調

酎性物質を含まないトレーサを封

れていた︒

昨隼九月の沼来再処

定されている巻原子力発鱈断計錘

会が設羅されるなどして準備が逸

事務所を設置

に取り組んでいる東北躍力は二十

けている︒

回の決定を受けて三月十闘に臨時

策北電力では地元から︑地場産

六爲︑同阿に巻原子力準備蟹田所

諾え︒

粟北羅力

業の脅成などの観点からも﹁學期

んでいた︒

総会を蘭き︑漁業権消滅を鰻終的

紙工﹂の強い要謂が出されている
を設躍︑昭郡⁝六十・一年一層機運⁝開

でには原発護画に関する説明会を

月着工︑昭和六十︸無一一一月還蘭予

による斡旋が続けられていたが今

行う一というもの︒十二億円とい

スタートしているが︑保管施設に

ジについては電中研などで実験が

鷹表沢で安定岡位元素を便った陸

塊整備センターは今響から秋田緊

地処分のための基礎実験を開始す

っており︑さらに準傭作業を急ぎ

ている東海再処理施設について︑

七本を抜き取って調べたところ損

は原因などについて詳しい調董を

三月上旬に判明する詳細な調査結

のほか︑支持ピンの詳細調査中に

異常指承が出てわかったもの︒こ

制御樽クラスター薬内管のカバー

査した結集︑いずれからも霞弩の

り取薔える方向が強まっており︑

を位露決めしているたわみピンニ

悪肉を明らかにした︒これまでの

膓があったため︑さらに残りの心

あることがわかり︑通産省と関電

に十四甥炉までの敷地を確保す

果を待って︑酸回収蒸発佃を全面

動燃事叢記は二十六臼︑酸圓収

までに発電炉匹十六基︑合計四

すでに材料の孚渚ても進んでいる

本からも損鵬が発毘された︒

検査から故陣した蒸発館をそっく

持ピン全都について超欝波探傷検

今春には尾表沢の三蓋金属鉱業

千万KWという驚くべき計爾を るなど︑翼果は十分だが︑ウエ

という︒全薦取欝えの場台は旧蒸

済み燃料の再処理など嘉業関通の

るほか︑米国のウラン濃縮や使用

などに関する動燃の対米窓口とな

発価を解体撤去する間に新しい蒸

動燃ワシントン
事務所開設へ

バックグランド憶報の収集にあた

る︒瓢務所は轡本大使館やウオー

図鑑に中野啓翻畿
動燃蜘業圃は︑米国の核燃料サ

通り二六〇〇番地︒窪地採耀二人

ターゲートビルに近いバージニア

を含め三人の陣容で五︑六月頃を

イクル動商など岡瑠業団の活動に

ワシントンに﹁動燃ワシントン響

関署する情報収集にあたるため︑

凡し

◎カタログ及び資麟達絡葺き次第お送り致します。

四漁協補償総額は79億円に
ことから︑残る牲鹿町との蜜金協

た︒準備事務所の主な業務内容は

ほぼ終了︑さらに今奪二月には

藥お電力の女川原子力回訓翫建設が予庵されている窩城漿牡鹿郵牡鹿町の嘗磯灘協︵渡辺浦男正命

定の調印を憩ぐとともに︑興への

定締結︑各漁協との正式な補騰協

①漁藁補臓轟轟②未賀収用地の取

回の斡旋により補鱗条件が大豪に

う数字は東北電力が当初提示した

ート︒ピットを作り︑この申に放

を藤毒するため試験的なコンクリ

万円がすでに潮払いされている

愈決議﹂に伴い総計一億六千七哲

る方針だQこれは昭和五十八無頃 にボーリングによる地質調査を行 なっていたため︑塾礎古諺が慧が

制御棒案内管支

牡鹿町畏の斡旋興によると補欝条件は①補償総額は十二億円とする②二尊円相嶺の地域整備を行う⁝

擬︑薫一芦︶は二十六日︑岡原発建設に伴う共同漁業権の一部消滅を承認することを決めた︒渡辺諭

許枯薄申請を行い︑できるものか

定︒二心機以降は各醤＋万KWに

へ廟け金力態勢を敷くことになっ

一の二点︒三月上旬の合口総会で議決する予定︒今回の霧磯涌協の決定により涌業補償問題は巖終朗

朝岡勝失新潟支店畏豊摂が就任し

巻︑間瀬両漁協が定例議会でこれ
得③PR活動Ilなど︒所擾には

に禽まれる漁職権消滅対象海域は
改茜されたことから二牽六日の会

九慮六千万円を二五％アップした

低レベル放獅性廃藁物の陸地処

なる毘込み︒

だ︒

ら工商にとりかかっていく方針

約五十万平 方 綴 で こ の う ち 四 十 万
会でこの斡旋案を条件に漁業権消

アップを上園ることになった︒牡

ことになり︑潮網︑鮫浦の一二％

分計画に取り纏んでいる原子力環

まで﹁調葦︑研究偏に限定されて

に解旧することになり︑同原発は寡格魑工へ向け大きく麟進ずることになった︒

一男縁女川町漁協の蒙叢︑
この日︑渡辺晦長が藁北電力側に

滅に同目することになったもの︒

鹿町蕊漁協については︑昭和四十

女川原発 の 灘 排 水 拡 敵 影 響 範 囲

残る十万五方綴が牡鹿町の劇網︑

斡旋案を提示︑同醒力側もこれを

九年までに行われた門原発建設同

關始されて以来十鋸ぶり︒これに

うのは昭和四十四年に購潮測璽が

が︑この分については補鱗金支払

から陸地処分の実証試験が予定さ

今奮からの実験に備えていく︒

たコンクリート・ピットを建設︑

寄礎︑鮫浦 蕊 漁 協 の 共 同 漁 業 権 海

受け入れることを決めた︒陶康発

物は海洋処分と陸地処分を煎行し

域︒このうち︑女川町漁協が昨鋸

建設に伴う漁藁権消滅がすべて整

今春から基礎実験へ

議したのを 皮 切 り に ︑ 麟 網 ︑ 鮫 浦

開いた臨蒔 総 会 で 漁 業 権 消 滅 を 決

滅︑残る蜀礎漁協との交渉が慧が

爾漁協も今 年 に 入 っ て 漁 業 権 を 消

いの際差引かれる予定︒これによ

ものの︑デスク・ワ⁝クが中心と

より女川原発の漁業補償問題は最

り女川町瀬協分をも含めた総漁業

査を実施しょうとするもの︒すで

終的に決魑︑同原発は昭和五十八

れていることから科学技術庁の委

れていた︒

銀遷開へ向け大きく前進すること
補償額は七＋九億二千万円にのぼ

こうした な か で ︑ 昨 無 十 月 に は
補償額九懸六千芳円が梶榔示された
になった︒

ある︒しかし︑スケジュールは

スチングハウスへの二墓︵九十

を睦め︑悔復讐榮に入りたいとの

蒸発銀の故隠で運転をストップし

接近政策が米国の圧力で不発に

の遅れや安金規制の追加要求な

すでに遅れ︑財政負撮が増大し

作成し︑閥議で湊暫した︒韓国

位縢にあるが︑途上国にはその

的に取蓄えるか部分交換とするか

新有地内に陵地保籔設傭を想定し

終わり︑フラマトムへの発注

わが国では低レベル放射牲廃棄

もうひとつ︑大規模な原子力

︵細鱗︶が霞に浮くという状態

託を受け・処分研究の基礎データ

をすすめている︒一九九〇年ま

計画をもつのはお隣りの韓国で

では︑前途は多難である︒すで

ることになった︒寄礎漁協では今

した︒途上国の原子力計画の土

でに発醜炉八基を完成する計画

ある︒この圃のエネルギー・資

ど︑特有のコスト・アップ要因

ており︑膨大な謝画への批判の

万KW級︶田道にも梱当な時間

たん決裂︑その後渡辺諭牡鹿町長

渡辺町長の斡旋薬は①補償金は

ものの組合が不澗として交渉は一

﹂

台のもろさをさらけ出し︑途上

︵KWU︑西独︶に発注ずみで
源省は︑昨奪一月︑二〇〇〇黛

で︑クラフトベルク・ユニオン

が計画を続行するとしても︑原

がある︒闇題は途上国にそのこ

電力は︑今後看縮火力の建設を

経済法日工業曝の限界が︑先進

1ゆ了

業

力

原

国︑輸出国の双方に大きな教訓

米中復交につづいてイラン革
油生薩の落ちこみによる財政窮

照があがっている︒この国でも

しかし︑この計画はどう麗で

メドに開所の苧定︒

中野氏は燃料サイクル・バック

務所﹂を開設することになり︑二

エンド関係の奪門家︒一昨無の東

十照日︑初代斬長に内定の中野馬
鐸︵ひろまさ︶氏11総掛部村鐸が

一人として活躍した︒

海再処理交渉では譲本側代表団の
岡蟹務鮨は来国との契約や協定

設立準備のため赴任した︒

㈱岡部製作所蕊響醗擁三塁

、惑：鍵》．㌧顯

○クローBox遮へい謂

○放射線懸巣物貯蔵庫
○放射性廃古物運搬用フォークリフト
○サンプリングフート

灘露薦

O放射性廃粟物トラム詰論

阪暫∵記脚

を投げかけた︒原子力には謙画

命と︑原子力議論の今後に影響

とがどこまで認識されている

がかかっている︒不拡散要求の

迫で︑当分見通しが立たない︒

やかましい米国依存路線で︑は

する大難件が続いている︒藥命

は石炭火力を建

禁止され︑当藏

その影響をうけ

以上の三国のほかにも︑たび

たして急速な起ち上がりができ

たび原子力発装計魎を削減し︑

設するが︑原子

政府の政策はまだ明らかでない

国情に応じた開発へ
隔写

て漸次縮小する

るか︑疑問が多い︒

が針だ︒この計

るスペインの例がある︒スペイ

それでも国賊の抵抗をうけてい

も韓国の国力をこえている︒こ

国には潔境論争が建かせになっ

ンは途上麟と撰進国との中間的

の園の爾築成畏を署麟しても︑

う︒

ているのが現段階の姿といえよ

︵K︒K︶

レーションなしで︶の礪分は海
外ローンに無冠︑フランスへの

総蟹罵四酉七十四億が︵エスカ

は実に六三・五％に達する︒

画どおりなら︑原子力比率は現

し＿

在の八・三％から二〇〇〇隼に

力の導入につれ

るのは発露炉

発展・影野国

政権交代があり︑新政府も西独

ネ
か︑たとえ中逢国でもそれに耐

との契約を守ろうとしているよ

済力
えられる経済力があるかだ︒輸

うだが︑ウラン開発や濃縮︵ノ

の原発計画

の売りこみ︑︷一ジェ！ルのウラ

出礪の側もあなた任せの醸先の

ふくむ広汎なプロジェクトだけ

ズル法原型プラントに書手︶も

ク

が︑ひところ世界を驚かせだこ

計四基発注︶や

︵臨独︑仏へ含

スローダウンすることは避けら

の国の大規模原子力発電計画が

れない︒

濃稲だけでなく

バクチアル政権は︑原墨力計画

ン開発誹画への滲加勧誘など︑

南場拡大だけでは・原子力は漏

再処理サービス

の廃止を決めていた︒フラマト

オイル・ダラーを滋てこんだフ

斗にならないことをイランの政

パーレビ薫政の簸後の政擢ー

ム︵仏︶が建設中の発電炉一一基

とになる︒

ランスの思毬は大きく外れるこ

に︑計瞬の遅れや不況による白

フ︵膿縮︶からの脱遷︑原子力

騰は教えている︒

その他の不確定要困で︑包金不

張側要の低下︵収入の減少︶︑

イランの行詰まりは隠接には

イランとは強暴が違うが︑ブ

庁の海外嬰務所の閉鎖とスタッ

ラジルも思い切った︑ある愈味

政変が傾囲だが門急ぎすぎた近

ったが︑購が終わらぬうちに革 代化扁への皮動でもある︒オイ

フ追放など︑つぎつぎに手を打

でイラン以上の原子力導入政策

足を招く薄能性は大きい︒

ル・ダラーへの過儒もわざわい

命が成功した︒しかし︑新政府

に

巳本温気硝子㈱総代理店

ぎ
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は米原子 力 鷹 蘂 会 議 ︵ A − F ︶
が︑パブリック・アフェアーズ
・アンド・インフォーメーショ
ン・プログラムの一環として︑

原手力に関する傍報を収藥︑分
析︑評価し︑その結果にもとづ
いて︑全国的なコミュニケーシ

米NRC︑ECCS実験に成功

実験炉で安全性確認

しくすることができなかった︒

翌日は天候も回復し約七十五人

環境調査を指示

蔚 ζ・

用い劣r

マ

停

夢馨

獲麟

墨

年

・／＼ξ窺．︑繋懸癬懲▽

盛斜愁曳＼︸

・＼冬§︑廃溢勤喪

琴

鉦

識︑

ま鷺磁毒脇戴導・零

阿

ミ

搴ﾃ誕

お夢

郵︽ ＼︒︷︷

﹂

ヘ

一周難

＼騰ご

断

・︑・露喚灘聾灘即

ガ

入蜜管理システム／CCτVシステム／熱線感知警報器／震動感知警報器

の手続きは原子力供給国としての

についても配感ずることを規定し

米国の齎優を果たしつつ環境間題

たもの︒この行政命令は米国の輸

翼向から対立するもの︒また︑こ

生きております

一度も発生していない︒巖初の実 る必要があり︑﹁事故﹂条件を薇
験ではバック︒アップ︒システム
の一部が予期しない機器の故障に

またカーター政権の核不拡散︑安

出に悪膨響をおよぼさないよう︑
統領命令により核燃料は除外され

に役立つよう配当されている﹂と

全保障︑その他の外交政策の推進

原子炉輸出等で

に隣接した部塵に集まった︒プロ
カーター大統領は︑行政縮令に

るが原子炉はこの新しい手続きの

米大統領

分働かないようになっていると仮

グラム・エンジニア︑報道関係
より連邦政府の隈係機関に対して

よって破断されて︑鷺CCSが十の兇立中がコントロ⁝ル・ルーム

定︒それでも原子炉は︑大型商業
者︑外国からの冤学蓄達はプラス

している︒関係各省は︑八か月以

基準を十分満たす好結果
炉の約三分の二の出力で発霞して

対象となる模様︒大統領は︑原子

う三篠を施行しなければならな

内にこの行政謝令を実施に移すよ

タから送られる流壁のデジタル表
LOCA︵冷却緩喪失霧故︶実験

国務省を指定している︒

門事故﹂条件を厳しくしたいと
いう希望から実験は一属遼れた︒

の空中放出による健康への影響の

物質︵NOxやSO2の微粒子︶

﹁石炭火力発鯖節からの奔放射性

の放出だけを対象としたもので

いる︒米国政府とコロンビア大学

可も含まれている﹂と結論づけて

する種違と安全性についての許認

い︒

う指示した︒この命令の膨響につ

炉輸出調董に関する統一した手続

働くか否かを試験する目的のため

核拡散の心配のないような同盟関

ヤニ月八日︑技術者達はLOCA NRCのスポークスマンは︑実
験結果に満足の悪を表するとと

係や国際関係を持った国において

発電総量10億

いる︒

な恵味を持っている﹂と強調して

放出される放射能より迫撃も璽要

方で石炭火力や原子力発醗所から

は︑ニューヨーク市の禁止潜置を

石炭火力︑原発

へのみせしめとしての大きなコス 覆すよう裁判所に訴えていたQ
ト︒アップや罪効率的な資源の利
用を受け入れるようなことはない

石炭火力発電所は原子力発電所

米サイエンス誌

より放射能多い
のであるためには︑技術的な組舎

KWH超す

騨鶉嬉

生産される︒これらの国は︑他国

もに︑LOFTとその他の施設で

ホワイトハウスの説明では﹁こ

いてはまだわからない︒今回の大

きを決めるための担当富庁として

使った緊急炉心冷却システム︵E

摸擬実験は予想以上の成果をあげ

に設計されたものではなく︑コン

見ることができる︒

コントロール盤の上に﹁事故﹂を

に対する影響について調査するよ

CCS︶に間する第面量故﹂ りーチ部畏は述べている︒

しているものです︒この鷲報に
た︒この実験は︑主冷却系が故障

ピュータの予測燈を確認し︑丁度
実験を実施する予定だったが︑非
常に寒い日であったため実験は中

を使って低出力で実施予定の実験

まりにも順調だったのでLOFT

と掲摘︒しかし︑巖初の実験があ

はさらに研究を続ける必要がある

の実験の簸終的結論を出すまでに
止︒LOFTが発電をしないので
タービン察がなく︑熱は空気冷却

放出され︑ラジエータのようにな
っている︒外気温マイナス華氏三

︵九〇％以上︶は核兵器保有国や

示︑圧力と温度を涌谷示す大きな

的という観点からはPWRの五分いた︒今後は商業レベル以上の出 チックガラスの窓を通して原子炉 米国の輸出と外国で米国が資金擾
アイダホ州のLOFT実験炉を
助をしているプロジェクトの環境
の配置図とLOFTのコンピュー
力で発電しつつLOFTを使って

ョンとパブリック︒アクセプタ

の一のスケールのモデルに近いと

ンスの輪をひろげるために発行

は︑原多力をめぐる月間の動き
するという現実にはあり得ないよ

うが
ことになるだろう︒
また︑LOFTは︑ECを
C行S

がたんねんにまとめられていま

することを閉的としている︒マー

をあげるための実験データを提供

うな状況を設定したもので︑実際
に核燃料を入れた原子炉を運転し

す︒

て実施された︒実験終了後︑マー

は商業炉はコンピュータ︒モデル

会を行い門現在のNRCの規則でのコンデンサーを齢して蕗接外に

にレポーターに対して簡単な説明

レーNRC原子炉安金局長は﹁実レー局畏は︑十二月九日の実験前
験は成功﹂と発表した︒

主冷却管の模擬破断実験では︑
炉心温慶が予想温度に達せず速く

を一部中止し︑直接フル・パワー

だろう︒つまり︑核兵器保有国と

＋痩の冷い風はコンデンサー中の

LOCA実験に進む予定だとマー

出しているという新しい講賓結果

より多くの放射能を周辺住民に放

非核傑有国の両方に適用できるも

数百本のパイプを凍縮してしまっ

レー局長は語っている︒

せのコストの小さいものでなけれ

繋

米の増殖炉EBR1皿

米国内で稼働している唯一の繕

六四旧年八月から発璽を開始︑大型

あったことを魑に認めるとも思え

ラン・パステルナヅク・エネルギ

〜

﹁

＝m回器

﹂

●

一

顯舗羅

顧

開

凹

冷えていったことを除いて︑EC のギャップをすべて考慮に入れて

程厳しい基華になっており︑現在
た︒そのために出力レベルを下げ

ばならない﹂と揺画している︒

田讐︶に発表された︒

が雑誌﹁サイエンス﹂︵十二月八

は︑昨年十月三十日に総発躍騒で

殖炉EBR⁝∬︵実験増殖炉︶

・ブランコの四葉が共同研究した

商業無終所で利用される憩殖炉と

LOFT炉は熱撮力籔＋五M
いW
うものQ米国では二十年以上に

る行動ーー基礎負荷発電用に石癌

原発を暗黙に承認？

十〜四十年消費することを約束す

を建設するということは石油を三

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報制御システム

幽詳細差料・図面簿て入用の場合は下記へこ連絡下さい。

CSは予想値に非常に近い状態で 設計し︑運転しなければならない
核分裂中の原子炉の中へ漫透して

いった︒LOFT炉を建設したの
E基準が安全であると確認してい
G＆Gアイダホ社のリーチ実験計 る︒核分裂による熱の代りに電気

技術的組合せで可能

炉心を 入 れ L O F T を 使 っ た 実 験
やセミスケールで出力暴走施設を

画部長は﹁すべて計画通り進み︑
冷却水は予想した通りに流れた﹂

これはオーク・リッジ国立研究
駈の﹂・マックプライド︑R・モ
米地方裁判所は昨年十二月︑原

類似の条件下での高速磐殖炉燃

米地裁︑原子力規制で

連邦政府の優
先権を認める

子力施設の規鰯に関する地方自治

翻︑ウラン漏︑トリウム蹴および

もので﹁石炭には添紋のウラン

核拡散防止で研究
・プルトごウム︒サイクルに改良

また︑﹁﹂OFTでの最初の核 米原子力産業会議︵AIF︶ てより拡散に抵抗性のあるウラン

確認した︒

体に対する連邦政府の優先権を再

米原産

燃繕を便った実験ではNRCが指は︑一九七七年五月分ーター大統

る︒

することは可能だと︑結論してい

べた︒

使った実験をこれまで行ったと述

コンピュータ・コードは︑ウラ

と語った︒

領がプルトニウム・リサイクルに

ーア︑﹂・ウィザースプーン︑R 十億KWHを超えた︒同炉は一九

代わるものを要求し始めた時から

ン燃料ペレット周辺のジルコニウ
ム被覆管湿度の巖も耀くなるとこ

を代表するものか否かには閣係な

定した条件が現実に発生する瑠故

料・材料︑コンポーネントについ

EBR1皿は︑アルゴンヌ国窟

てのデータを提供してきた︒

コロンビア大学の二＋五万KW その娘核種が含まれ︑石炭火力発

酉五十度から千三百五十慶に上

さらに︑四穴つの﹃技術的な組

ろで︑破断後四十秒以内に華氏六

含せ﹄が検討され︑ウラン・プル

電所を運転すると放射性物質が空

十八か月をかけて代替技術の研究

の研究炉についての裁判で︑ロバ

て行った︸とカオフマンEG＆Gを続けてきたが︑このほどレポ；

や原子力発電所からの放射能放出

中へ放出される︒しかし石炭火力

く出来る鳴り難しい条件を摸擬し

ート・ウォード裁判宮は実験炉の

昇︑九十秒後に水篶まで下がると

運転を禁止するニューヨーク市の

予想していた︒しかし︑現実には

トニウム・サイクルの核拡散に対

研究所がアイダホ州でエネルギー

する抵抗力をさらに強める各極方

省のために運転しているもので︑

レポートは︑燃料サイクルや猶

トをとりまとめ公表したQ

璽は自然のバックグラウンドから

電気出力は一万九千五百KW︒そ

とは︑空冷卸パイプが完全に破断

受ける一年間︑線璽と比較すると

の施設で利用され︑残りはアイダ

のうち五千五百KWはアルゴンヌ

実験殻竿は強調した︒難しい条件

政令は憲法違反であると判淡︒ウ

非需に少なく︑一般公衆の健康に

被覆蟹温度は五・八秒後に千度に

法の有効性はコストと隣接的な比

ォード裁判窟は一九五四年の原子

対しては霞のない粘度にとしてい

なったのが巖高で四十四秒後に周

殖炉の設計に対して核拡散防比の

例関係にあり︑現在プルトニウム

の原則に劉り原子炉の建設と運転

力法の下では﹁連邦政府が優先権

破断ーーすると

燃料を利用する計醐を持っている

ギロチン

観点からウラン・プルトニウム・

大部分の国はその大きな経済的損

−

サイクル以上に優れた技術的解決

辺温慶に等しくなった︒

はないが﹁技術的博学せ﹂によつ

電力不避の結果に対して壷任を負

建設を許齢しない場含は紅白での

な社会の可能性など他のエネルギ

火力を採用する許可を適邦政府に

ー委員はモーリン計画を﹁一九八

○痒代のカリフォルニア州石油消

成分のため代薔エネルギー源とし

費計画﹂と皮肉り旧婚礎負荷用に

原子力を放棄することができると

て再分類することが必要︒飼委員

謡

が︑このような主冷却系の麟故は

る︒

わたる原子力発電の実績がある

について規制する独占的な権限を

鼻繋調査は︑平鯖所からの放射能 送電線と結び付けられている︒

で大型商業炉の約十六分の一の規

失に反対するだろう︒今盤紀末頃

有し︑その中には当然放射能に対

ホ国立エンジニアリング研究所で

る予定だが︑今のところWCCはまでには︑大部分の便用済み燃料

また﹁カリフォルニア州は︑基

た連邦法の適用除外の許司を得な

礎負荷発露所の石海利用を禁止し

A州に対して石独火力発電所の
は﹁カリフォルニア州の字画は︑

くしょうとするエネルギー政策と

カーター政権の石油依存度を小さ

ー源についての配磁をしないで純

対して串講一1にでようとしてい

﹁不用一と主張したことは誤りで

昨痒サンデザート原子力発電漸は

カリフォルニア躍力委員会は︑
いないと述べている︒

教会としての特別な態塵は決めて

さらに︑﹁原子力論象は特にエ

粋に論じることは不司能であり︑

る︒この行動はリチャード・モ：

ネルギー節約や技術醜により単純

と説明︒レポートは﹁原子力論争

エネルギーの禽理的利用は︑特に

リン電力委員会委員畏のエネルギ

計画は間違いだ︒この種の発露所

肝癌火力発電所を新しく建設する

ワシントン・ポスト誌で暴鋸され

長は︑カーター政権がカリフォル

原子力事業特殊扉にも

／

凹「賜

金庫つくりの豊かな経験が

@
@
@

｛毒忌灘聾

模︒しかし︑物理的および実験学

﹁信仰問題と離 れ る ﹂
教会協議会原発反対を撤回

の多くは技術の多少︑中央簗権的

工業国においてはもっと閲心を払

リン委員擾の手紙が論じているよ

サンデザート計画に賛成したア

会・社会問題作業グループは﹁康

か地方分散的か︑適習についての

われていい問題である︒その理霞

うにカリフォルニア州の原油は露

うべきである﹂と直している︒

子力に対して無条件に反対する理

さらに深い社会的議論を表したも

不足については心配することなく

れはカリフォルニアは将来の電力

ければならない︒あるいは︑モー

由はないが︑社会が従来考えてき

のであり︑その多くはこれらの関

ルエア姻案が︑ヤニ月三十一臼付

ー省宛の手紙の中にあるカリフォ

泄界教会協議会︵WCC︶の教種差別のような問題とは異なる﹂

た範囲を越えた利益と勉険が含ま

各種のエネルギー供給方法の優劣

は︑エネルギー購要騒が少ないと

い﹂と記している︒この問題はM や司能性が変わってくる﹂と結ん

いうブラウン知薯のバラ色の兇通

加州石油火力発電を再検討
れている﹂とするレポートをとり

係を自分達の社会的頃的に舎うよ

い理由を門原子力は教会の闇で非

しと矛盾する﹂と述べている︒

WCCは原華力発露に反対しなうに定義づけているにしか過ぎな

まとめ鎌継委員会に提臨した︒

会︑連邦・州政府︑マスコミな

たのが発端︒

るのに等しい﹂と批判している︒

C国際群議でさらに広く討議され

襲撃で開催される一九七九年WC でいる︒

ポスト誌のロウ・キャノン記者
り︑鎌継の試錬とみなしている人

常に恵兇の分れる闇題の一つであ

来︑原子力関係者のみならず議

かがえます︒この情報は発行以

幡させかねないという爽樒もう

や棄朴な不安を謬った方向へ増

案の原手力に対する純粋な疑問

解や不正確な惰報が増加し︑大

鋭化するにつれて︑一方的な見

原子力開発への批判や反対が先

ンフォ﹂を登行した背漿には︑

A葦F が ﹁ ニ ュ ー ク リ ア ・ イ
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wべ荏

いては︑投三物は比露一・二以

同総理腐令の改正に伴い︑放射

盛っている︒

定める科学技術庁告示の一部が改

線を放出する同位鷺素の数二等を

正され︑海洋投蘂に閣目して︑昼

し

匿霊三熱膿

」猛

〜し気出力130／JkW用（凱出力380ルkW功B圧水ナll」・標∫lf・化
原イ力蒸気発生，灘il診・ハ・／・・鷺G祉Frank Bev玉lacqua

l息駐＝炉安全窃ギラ七の家斤理む瑠（II）

二九︑000円

鰍轟姥照雨嗣入

︵期限3月20躍まで︶

唖屯話︵○ご︑︶︑一し︵︷〜1

⁝潤

︑︵代︶

由全泓都︷代膿区九串杖北一⁝岬八−十

日刊工業新聞社出版局

定拙L︑一︑○○○円
繭お問合せ・お申込み先
最寄書病または小れ拙版局販売部

▽予約特価

・⁝○○○頁

英秘・和英辞典としても使えるよう
巻末に十一万項鰹にのぼる英文索引
を付した︒A4川︵砲話帳サイズ︶・

唯．の総合科学技術辞血ハの鍵盤版︒

四年の歳月をかけ完成した︑わが閑

眉名に透するロ取高レヘルの翻訳陣と

汎な分野の語集豹縛力諸を集録︒瓢

工学・理︶守・医学の一〇⁝一に及ぶ広

圏

いては︑今圓調蛮で英麟︑ソ漣に
際立った動きがなかったため運脚
中設描写鍛ではナ八面千齎五十万

Wに次ぎ撹界第二位の傑有規模と

一G
方で︑新たな歳出帯場開拓の
じめ︑英扇がSGHWRからるA

型化簿の方法︑放射能濃度の一

門核燃料

﹁放射

部

舞ミ

男

著、

測〜

山田プく＿

一1京イノヲ汝≦N措！題とその聡辺（5）一

KWで米国の五千匹百五十玉万K

一黛閣に高浜三︑四号︑禰翻第二

なったQまた︑立地難とはいえ銀盤

敦璽苺の計六基が新たに計画に

原発四弩︑川内二曙︑浜岡三極︑

組み込顕れ︑開発規換の縮小など
を余難なくされている各国に比べ

露国がフランスから発電炉を輸入

腹・投陰門の表記の放射線懸率︑

た︒

標識︑表示︑の五条項が舶わっ

舞﹂8
安全委四専 F
露騨
会構成員決まる

﹁原子炉安全墓醸﹂

原子力安全智慧会は二月二牽八

こ入

ング中央評懲﹂﹁放射線廃禦物安

安金葎躍﹂﹁環境放財線モニタリ

全技術扁の匹騨門島禽のメンバー

それによると︑﹁原子炉安全墓

を決めた︒

準﹂は村主進原研紅海研副所長︑

﹁核燃料安金基躍﹂は翻鰯洋一東

都甲泰正東大教授ら一一十二人︑

二人︑﹁環擁放射線モニタリング

工大教授︑三民良蕊取大教授ら十

中央騨衝﹂は浜口博葭本分析セン

射線衛生学部授ら十六人︑

ター理翼掻︑山繋登公衆徳生院放

憐廃藁物安全技徳﹂は轡繭京歪日

盆正雄理科大教授ら十八入︒各部

本水産嚢源保護協会常務理購︑塗

会とも︑握当安全委屡が二人ずつ

加わるほか︑三〜ナ曲人の関係雀

事

庁の担当窟が幹襲として参加す

る︒

人

▽科学技術庁︵三月一型付︶

科学審議窟︵国劇蜜麗鯵躯宮︶下

邸昭三︑擾窟窟房墾懇官︵運輸雀

九州以還局擾︶神津儲男

隅i

骸｝

@

漸規遅転入りは17基
闘本︑6基が諦画組込み

謝睡が比較的順調に推移したこと

に︑今黛中には播鵬第一原発六

が浮き彫りにされている︒さら
とが予定されていることから二二

注済みで九二％︑九三％をそれぞ

のものの八二・九％︑建設中︑発

聞に新たに運開したのは十七塁千

の建設を断念したことなどによる

Rへ路線を変更︑sGRWR動
六き
星がみられたのも特魯の一つ︒

環境影響︑安全性など

濁際核燃麟サイクル評纐︵1飛 濁をまとめるにあたっての評価函

の撮定灘城に投棄することなどを

にも発贈設描容羅は千五面万KW 上︑標識をつけ︑水深購千厨以上

R門ふげん駄も本格運転に入るこ

＋五万KWが還廻するほか︑A箏を突破する見込み︒

弩︑大飯一︑二身の計鷺蔓三百四

日本原子力難業会議の調書によると昨蕉十二月來環在の僅界の原子力発電規模は垂下︑建設︑発注

伸び悩み傾向を払拭する状況に至

による制約などから原子力開発の

今冬の調査では核拡散防止問題

れ占めた︒

済み︑計薩中を含め総計七並＋五墓ハ斜壁九＋三万KWになったことが明らかになった︒新規計画と

きっていないながら︑中国が原発計魎に恵欲を示すなど薪たな原子力市場が形成されつつある現状が

発注中止による相殺により総基数は前年並みに留まるなど原子力退転翻発の悌び悩み傾向から脱郊し

運転中原発規模で世界第二位となった︒

浮き彫りにされているのが今回調糞の特色︒また︑萸国︑ソ逮に際立った動きがなかったため繍本は

商を明らかにするため原産が毎無

たのはニナ五基二率四薦四十九万

四蕩八＋九万日目︑建設にね手し

っていない現状が浮き彫りにされ

二回︑六月来︑ナニ月末硯在の世

する協定を締結︑またルーマニア

Wとなった︒このうち︑この一卑 十六盤が謝画中止になったのをは

界の運転中︑建設中︑発注済み︑

KW︑発浅は＋一璽口紅五＋六芳 もの︒しかし霞力閣要伸び灘の鰹

はカナダからCAKDU炉轟入協

この調糞は世界の原子力開発動

計画中の原発を対象に総状調査を

KW︑二三入りは十七基千五酉四 滞血温にありながらも一華聞に約

報告作成の評

行っているもの︒それによると一

士ハ万KW︒しかし︑これに対 千四颪万KWが醒力網に縄み込ま 定を結ぶなどの活動が酒発化する

価因子決める

九七八奪十二月朱環在の運転中原

とともに︑ソ達もフィンランドへ

懸鶴子として決まったのは︑環境
︵TCC︶が二月二十七︑二十八

FC旦︶の第四圓技術調整婁員金 子を揃えることなどを決めた︒騨

れたことになり︑原子力が魑実に

の輸出実績をもとに西側島国への

し世界中で計二十七基二千六醤蝦

発は二哲乎八難一億二千九ナ六万

原子力輸出に耀け隔心を赤すなど

抗性︒

令壱公布︑施得した︒第十九条第

施行規則の一部を改正する総理閥

政府は七臼・放酎線隔轡防止法

雌審防止法の廃繁規鋼改正

海洋投棄の
基準を強化

緊が報儀された︒

園︑六二の原子力婁興会にその紬

文蹴気壌二連含会技術纈問らが田

TCCには︑わが国から蟹窪茂

鑑繍箪璽の応格調整を行う予定︒

川で︑八つの作曲部会から出る報

TCCは︑七月に開く第五園金

とになった︒

数字を報蟹欝熱案に纈み入れるこ

会ともこれらに沿って再計舞した

として統一することを決め︑各部

輩十重閥︑巨万姫稼働黙は七〇％

のドル曇がとし︑旛設耐用隼数は

また衡幣褒示は一九七八難一月

影響︑安金性︑縫緕性︑核拡散抵

いつつある弓張が浮き彫りにされ

ったため前無末の調査と比較して
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力などについて見解を表明︑討論

原産年次大会の焦占
第十二回原産年次大会が十三巳粟京・内幸町のイイノホールで三巴闇の騨をあける︒今回大会は

漿に︑これまでの開発の軌跡や現状をレビューしながら︑一九八○年代という新しい時代への決懇を

長︑G・ラスシェンス来簾務入端

團際原子力機関王NFCE総橘蜜

EA長官︑R・ショルデブラント

﹁八0年代に向かって一1舎恵の偲進と原子力産業の新展開﹂が臨調テーマ︒濁際環境の緊追化を背 を行う︒出席者はM・ベカー仏C

新たに︑今後の対応策を理数する︒パネル討論を中心に六セッションが線まれた今回大会には流動す

・シャーマン米国原産会長︑W−

不拡散聞題担嶺特網代衷代理︑R

る国際悩勢を反映︑海外からは発表煮︑コメンテーターとして十人が参加する︒

薪蒔︷代に向かって
究技術雀エネルギー研究開発局

﹂・シュミットキュスター西独研

イランの政策を機に世界の石倉

体舗のもとに︑国内的︑山際横議

滑に産業化していくだめには︑薪

した中でわが国の原子力捜術を円

挨拶︑遺沢広巳原産会長の所儲表

では小林庄一郎大会華備委員長の

まず窃臼を飾る開会セッシ蜀ン

があってはならないとことさら強

からの恩恵を葬り去るようなこと

関しそれが高じて原子力乎和利雨

しながら︑とくに核不拡散問題に

計画を進めている仏の理況を概説

料サイクル全般にわたり雌蕊的な

氏︒見解表明でベカー鋲は︑核燃

会委員︑新関欽哉原子力委員の七

れぬものになるだろうと指摘︑国

的な協定改定の要求は受け入れら

他方︑相互暦頼に墓つかない一方

た計画概要を明らかにしながら︑

でいるのが韓国︑リー氏はこうし

び籔心的な開発プログラムを組ん

動の現況を明らかにする︒仏と並

ルにおける多国間頸業など各種活

た制度的検討のほか核燃料サイク

や経済性よりも篭会的︑政治的な

場から︑原子力は今や工学的評価

ーマン氏は※国原子力産業界の立

異体的な方策も提示しよう︒シャ

の歯止め︑国際的舗度づくりなど

中で単独ベースの濃縮と爾処理へ

施策と考え方を明らかにし︑その

盈虚へ︑当颪そして中・畏期的な

ながら︑原子力発電と核不拡散の

3月13目︵火﹀

情勢は濠た混とん︑薪たな危機鮒

恵づくりを惣がねばならない︒
明の後︑金子巖三原子力委員長が

調︑いくつかの政治的︑技術的な

長︑B・W・マ韓腰一重農

様相さえ噛しているが︑そうした

第十二園原産鎌次大会は︑原子

際パネル討論﹁核不拡散と猿子力

所感︒つづく第︸セッションの国

現状をレビュー︑対策検討へ

ルギーの擬期安定供給の課題を現

の壷要課題について︑内外山門家

力開発利尾が猿面するこれら各種

際協調への基盤づくりについて提

つあると強調︑このため政石播や

面からの影響で危機にさらされつ

を追ってみると⁝一︒

実的︑効果的に達成するには︑わ

醤を試みることになろう︒各国の

反原子力論暫への理解寒山で働き

なろう︒ショルデブラント氏は薦

こうした開発計画に対し影二黒の

かけが不可欠なことを訴える︒

解淡墨について握譲も行うことに

挙拡敬問題で機関がとり縄んでい

大きいのは米国︑ラスシェンス氏

における薪たな国際制度形成の動
きを衡累に︑各国代表がそれぞれ

る改鍵型原子炉︑墓準︑一陣措

編業の将来﹂では核燃料サイクル

茸代に膚けての原子力産業の健全
の国の原子力開発利用の篶え方︑

のコンセンサスを促燵︑一九八○

を展璽してみると︑とり巻く国際
な発展に役立てることにねらいが

は一興のカーター新政策を踏まえ

が見解蓑明と討論を行って︑縦横

環魔は近銀その厳しさを鱈縮︑国

置・圏際プルトエウム購藏といっ
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ある︒以下︑各セッションの焦点

しかし︑今後の原子刀開発利用

子力を眠いてない︒

悩勢へどう対議していくか︑エネ

が国では︑すでに実編化された原

国際秩序の新局面と韓短の原∫力発電朋発への影響
B・㌧、・リー
B本における原∫F力開発政策と骸不拡散問題
新関 欽哉
〔国際ハ不ル詳論〕1記発表者以外に矢田溺ソ彦

忠人
梅紳

Gε社入社︒海軍でシッピングポ
ートプロジェクトに参画︑舶絹炉

社に入りエンジニアリング部長︑

3月14黛︵水︶

ルにおける重要課題縣がテーマの
第ニセッションでは︑今明常正藁

5ザ原子力論争一安全披術情報と縫会三

〔ノ、不ノレ言∫講〕

3月15日へ木︶

〔パ不ル譜論〕

女脚台郎、板倉哲郎、都甲蛋【i、道家忠義

まえながら︑ここではそれらをど

制行政体舗がスタートしたのを踏

政の一貫化といった新しい安全規

4「新しい原子力行政と安全の確保」

A社再処理部長︑W・ハナムOE
かに焦点を当てる︒まず吹田徳雄

事長とC・エソベリ仏COGう
E定
M論化︑開発促進を圏っていく

大教授︑金岩芳郎動燃事業団副理

野｛建、｝トフレーハー（コメノテ一触ー）

を受け政府︑露力︑労組︑学界︑

国の基本姿勢を明らかにし︑これ

原子力安全委願畏が安金確保への
CD・N露A事務局次畏の四氏が
ウラン資源︑縷縮︑薄処理︑廃棄

︒技術部原子炉物理部長︑露RDル討論で原子力発霞システムの技

駅内宏長鰻調査部長︑瀬川正男動

る︒出席蓄は三翻良績東大教授︑

技術産業化の問題点を明らかにす

済面からの分析を中心に︑原子力

A原子炉開発実証部次長︵高速炉 術簾からの評価︑原子力産業の経

副祉長︒カールスルーエ工科大卒

となろう︒

わが国にとって示唆に富んだもの

つぐて隠見をたたかわす︒出席煮

ル討論︑今後の施策のあり方をめ

長︑児玉勝臣遡産雀資源エネルギ

は牧村信之科技庁原子力安全局

ー庁審議富︑白沢富一郎原醒会

長︑橋本孝〜郎霞労連会擬︑木原

正雄学術会議原子力平報問題特別

本擬松伊方町長の各氏︒

委員長︑及川孝平全剛勇堀江︑山

一部霞棚の聞には依然として漠然

原子力開発に伴う安全性に関し

とした不安感がある︒安金性に関

ているのではないかという疑念が

する技術情報が閉鎖的に取扱われ

そうした要因の一つで︑工学関係

者の間にも技術情報の公開範囲が

不十分ではないかという懸念があ

る︒第五セッション﹁原子力論争

⁝一安金技術情報と社会レではこ

スを入れる︒法廷騰争の中でも争

の原子力技術惜報の公開闇題にメ

点の一つにとりあげられ判例も何

うした動きも踏まえながら︑技術

例か示されているが︑ここではそ

でないなら不足しているものは何

癖報の公開は現状で十分か︑十分

めざす︒

の関係者のコンセンサスづくりを

開の綴本的なルールをつくるため

早大教授各氏が討論︑技術情報公

長︑都田泰正藁大教授︑道家忠義

長H・フレーバー氏のコメントは 部助手︑阪禽誓郎原電敦賀発電駈

属専務の冬氏︒西独KWU社副社か等を中心に︑安斎商郎東大医学

綿森力B立副社長︑永野健三菱金

H・フレーバー西独KWU燃
社理事長︑餌画学爽関電副社長︑

れ︒

ら現職︒一九三三葎ミシガン生ま

野務所次長など経て一九七七琿か

機器妓術主任︒一九六〇年NUSの蜜全性担当︶︑同アイダホ運鴬

エンシェアリングコンサルタント
部餐など経て現職︒来羅原子力学

素踊中︒

会︑機械工学者協会会員としても

⁝エネルギー経済分野︶取褥︒ジ

C・エソベリ仏COGEコM
ロA
ンビア大から博士号︵理工学
社再処理窮業本部擾︒海憲士窟学

原発企翻部長︑岡総務部長など経

ーメンス社︑嗣オブリッヒハイム

仏CEAで竃無関係抵当︒一九二て一九六九年から現職︒ALKE第四セッションは﹁新しい原子

工学担当後︑五八〜七五年にかけ

校︑高等電気学校卒︒海山で電子

〔ノず不ノレぽ寸翼輪〕

これにD・カウチマン米NUS社
漁連︑地方自治体各界代表がパネ

物対策について現沢をレビュー︑

副祉畏︑角谷省三荏原製作所理事
がコメントを加え︑討論する︒こ
の中でエソベリ氏はラ︒ア！グ再
処理工場での貴壷な経験を捜露︑
新燭報も提供することになろう︒
ハナム氏は三歎料サイクル確立上
の国際協力について概説︑廃棄物
対策で同機関が取組む新規計画な
ども紹介する︒

二温目午後から三日目にかけて
のセッション三︑四︑五はいずれ
もパネル難論︒

﹁原子力開発⁝自主技術の産叢

ションでは︑まず渚誤電原子力委

EA事務局次長Qプリンストン大化への提琴﹂がテーマの第三セッ
卒︒エール大から修士号︑博士号

計画と富主技術開発の蕩え方につ

︵いずれも物理学︶取縛︒WH社員長代理からわが躍の原子力開発

米NUベ
Sティス研究所︑ロスアラモス国

術鶴原子力局擾など経て現職︒一

世界のウラノ資瀞とわか国σ）確保対策
今尿 呂日
ウラノ濃糊技術開発の進展
金ゲi 芳郎
軽水炉使用済み燃料再処理の鮮験とr計碑i
￡・エノヘリ
核桝料サイクル確∀［の国際協力の現状 、、。ハ♪ム

社副翼長Qカリフォルニア大卒後 立科学研究筋︑AEC原子炉聞発いて晃解が懇懇︑ひきつづきパネ

D・L︒カウチマン

鰯網
テ1爵奇

（発爾所関係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、一助科装荷・父換作業、
個人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水轟の清掃、廃棄物の運搬、変電所・臨調設備運
転保守、施設内の補助工事並びに営繕業務、管理区域内除染および構掃、普通区域湾掃
（研究施設関係）R王放射線取扱実験驚設計コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃棄物の処理、ブイルターの交換、空間線暴率・表面汚染率分布測定、空調設
備運転保守、管理区域内除染および構掃、普滋区域清掃、浄水管理

電力中央研究所、日本アイソトープ協会、東大工学部・原子力研究施設、東北大学・金属材材研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究所、電気通信研究所

製講．

〔原子力関連童要得愈先〕
（発聡所関係）製本原子力発電（株）・敦賀および東海発電所、東京電力（株）・福紬原子力発電所、
中鷹亀力（株）・島根原子力発電所、九州電力（株）・玄海原子力発電所、目録商事（株）、 （関電興
業（株〉、関繭篭力（株）・美浜発電所）、日立プラント（株）、東京芝罐電気（株）・原了力本部、二菱、
原子力工業（株）GE・敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所、日本シールオール（株〉、』三和テノキ（株）
（研究施設関係） 日本原子力研究所・東海・大洗・高崎各研究所、理化学研究所・大和研究所、

織

6

郎
小林11
イ」沢

内では旛設立地が依然難航︒こう

M︒ベカー
コール・ポリテクニック︑鉱山高

等騨門学校箪後CEAに入る︒ガ G・W・ラスジェンス来国務 忍ク大︑コロンビア大卒︒ニュ：
工学︶取得︒米国原子力学会︑工

ヨーク工科大学で理学士弩︵機械

理︒エール大卒︒︸九五︸隼カリ

学協会︑機械学会のメンバーとし

雀核不拡散間題揚当特別代表代

割粟たす︒後に︑核燃料サイクル
フォルエア大から博士号︵化学︶

ス拡散同位体分離分野で指導鵠役

担幽次授︒原亭力産業利用局長︑

学から膨士弩︵物理学︶︑粟東工大

修士暑︵黒金工学︶・ミシガン大

から博士暑︵冶金工学︶厳得︒韓
国原子力研究断︑経済・科学技術
会議委員長︑ソウル大講師︑メル

2r核鰍科サイクルにおける顕要課題」

原子力笈全委員会の新設︑規制行

3
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松

毒r

、山本長松

匿正雄、及川ギ・1

瀬川」［男、伊藤俊入、綿森力、水

島艮績、惣内ム
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原r力利用の課題と展望乏一量恥ドイノの見解
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M社会罠でもある︒一九二七隼盗 力行政と安全の磯保﹂がテーマ︒
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電
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辿
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広巳
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福島県双葉郡人熊町直話（024032）2
茨 城

銭き

フラノスにおける原∫力渡業とその展望 、i・ヘカー
原r力発屯の現状とヰ了来一1、1 ＼の見解
R。ノゴルテブラノト
アメノカの核不用散政策と腺ゴ力開発
G・ラスノェノス

ハナム氏

ビル代行

株式会社

第12回原産年次大会プ目クラム

〆鱗㌦

現職Q一九三三奪マグデブルグ生 ボルン大客員研究員︑韓国科学技

WI﹂・シュミットキュス字 まれ︒

ても活躍︒

国防蜜開発研究プロジェクト本鄙

｝

︒大
領科学特窃補佐蜜蜜︑
EURODIF初代雲長敗
︑得C
E統A
長富代理を経て昨年から現職︒一

禽委員︒ソウル大卒Qワシントン

♂

一一

大学から理学士号︵機械工学︶︑

罷

フレーノ望一

ゐ、〕
〔発

隠翻』

8・W︒リi韓国原子力委興九三〇隼纏まれ︒
西独研究技術省エネルギー研究
開発局畏︒ハノーバー工科大卒︒

主任研究員︑同本部長代理︑武器

イソトープ課︑科学研究雀核燃料

一
一

R・A・H・ショルデブラント管理軍縮庁科学技織部次長︑同庁

九三一年パリ生まれ︒

兵器システム評価部長など経て現

サイクル課長︑教薄科学雀国際協

究技術部擬を経て一九七五無から

爾

幽

｝一

魍際 原 子 力 機 関 I N F C 露総括
長宮特別補佐宮︑防衛分析論究所
職︒一九穴九琿からはMIT教授

塾長︒一九三〇隼スウェーデン生
まれ︒一九五二年王立技術工科大

隅大から博士弩︵化学︶三斜︒石

︵政治学︶も併任︒一九二五年ア

防研究駈︑スウェーデンABアト ラスカ生まれ︒

学から修士轡︵物理学︶取得︒国

会長︒エバスコ社でエンジニアリ

力部長︑研究技術省エネルギ⁝研

油研究所︑西独原子力釜化学・ア

ング︑建設︑海外業務︑事業開発

来国原産

から国際原子力機関に入り原子炉

に従嚢︒︸九六九年岡社社長︒一

R・﹂・シャーマン

子炉部原子炉技術課擾など経て現

部︑保総額難局︑原子力発電︒原

ムエネルギー社を経て一九六二年

▼浦L
｣

橿島営粟所
東海営榮所
大洗営繋所
教賀営隠所
大阪出張駈
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鶴国出張所
九州出張所
浜岡戯張所

懸暁繍

一
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ワ

齢
営

九七烹〜七八無にかけ来国原産量

凶L｝

ラスジェンス氏

麓

職︒この間︑一九六六琿にはオス

蟻勲︑趨汐

ショルデ
ブラント氏

エソベリ民
シャーマン民

離畿
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一一
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CSの指摘は正当な根拠に纂ついたものではない﹂との見解を明らかにした︒NRCのラスムッセン

原発建設で公開調査

ら汲み上げる水膨は一秒間五立方

EDFでは門原発がセーヌ川か

線A
を敷設してパリに送鷺する︒
事故緊憲対策︵ORSEC・圧R

しかし住民自体の動きはマチマ

方層が排出される︒冷却塔が造る

綴Q温度一度Cを上げて三・五立

D︶の公裏などを要求している︒

うもない様子だ︒

チ︒それほど反紺が盛上ってきそ

さらに︑﹁一四〇Qは基本的に間
ーヌ川をさか上って約六十謎のノ

︻パリ松本駐在厩︼パリからセ

ただ︑ノシャン・シュール・セ

建設は問題ないと兇られている︒

色彩が盤く︑このサイトでの原発

車は多くの鵬舎︑形式的手続きの

する孚続きになっている︒公開調

ヌ瑚は圏際規格のバージ︵千二百

たプレイ朝湿ミリ間五十詩のセー

てオープ貯水ダムも造成する︒ま

着手し︑セーヌ川の治水工瓢とし

酪司が下りしだい︑土木工薯に

で漏心することは絶対ない駄とし

止める︒放射鮨が規準をこえる騒

気密貯水澗を建設して排水を蔓け

なことはない︒また原発の下には

ので排水が地下水を湾齢するよう

臣大な気密容器の上に建設される

のは年に数臼とみられる︒原発は

仏電力公社︑セ⁝ヌ上流で

違いはなく︑野飼許認司プロセス
ジャン・シュール・セーヌで原子

ーヌが︑サイト候補として明らか

蕊十ナ︶が通航できる幅に整備す

EDFは︑公益購叢窺⁝面と建設 水蒸気が付近町村に影響を与える

指摘するとともに画一四〇Qで使 力発霞筋建設の公開調萱︵二月一

に縄入んできたものでもない﹂と

いる︒公開調奮に関係があるのは

日1三月二牽九日︶が行われて

る︒土地遊成が終ったら︑原発と

われた解析手法は酸鼻の手段で今

にされたのは一九七四鰯◎パリに

には完成の予定︒総工蟹は一九七

EDFは公募企業認可串調は二

ている︒

近いということで七七年七月には

七瀬は蕾三＋万KW加圧水型炉題 た︒この辺りは風光明媚︒静けさ

ヌ県の一村︑台議佐民一万人︒
なお・UCSの主張は資RルC

がラスマッセン報告の支持を撒圓

一万人が簗まる反対デモがあっ 冷却塔建設に顧工し︑一九八六無

サイト周辺のオーブ県の十か町

≡

村︵人口五千﹀とセーヌ︒エ・マ

言：腔

後も詳認可︑規制プロセスの禰助
米原革力規制委員会︵NRC︶のハロルド・デントン原子炉規制筒餐は﹁遜慮する科学者岡盟﹂
的手段とし利用していく﹂などを
︵UCS︶から出された十六基の原子力発躍所の傾礁要求に蘭し検討を進めていたが︑このほど門U 明らかにした︒

原発許可︑十分に対応

﹁炉停止の必要はない﹂

炉類
報告翻︵WASR一一購○○︶に対する一部支持撤團の寓明で以来懸念されていた運転中原子力発露

ノ︒たれさ溝隠の質品はに簡潔透浸の器機力子原︒娩

・需

騨︸三

一⑧鳥
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二
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撚購魏難獄門轡鐙三編簿聾懸輪蔵
桝

登録センタ

事業部の放射線讐理に使われる外

《種類・寸，宏三

ベルリン三千名︑ドルトムント四

万名︑ハンブルグ一万五千名とな

西独での個人被曝線量はフィル

っている︒

ムバッヂを公式なものとし︑バッ

クアップとしてポケット線璽計︑

るQフィルムバッヂは登録機関で

TLDの装着が義務づけられてい

登録︑回収︑評価という一回目業

務を実施しているため︑評価が確

への登録が円澱に実施されてい

定した段階で登録機関内の電算機

る︒登録された線璽認録は事業所

別に個人被際記録として打出さ

ともに︑従事書の雪礫の分布︑高

れ︑猿子力霜業巻に送付されると

被曝蓄名簿等が州の監麟宮窪に報

被曝前歴の把握は放射線管理手

雀されている︒

傷を防ぐことができて長時間の御使濯に耐えます。

困難だろうとのことだった︒

州単位の登録
西独

制度が完備
・

琴芝の線壁登録制度は全国を五
つの線暴登録機関が分損するとい
う形で実施されている︒登録され
た記録の各種統計は研究技術雀・
労働社会省︑内務省などに報告さ
れるが︑個人被曝線墨登録の全国
規模での管理とか︑登録記録の集

この制度の圏的は被爆線累測定

中化は行われていない︒

評価の一元的実施と原子力事業

に必要な記録の提供となってい

者︑州と国が実施する放射線管理

る︒原子力事業蕎は登録機関から

l．GLOVESに万一機械的損傷などによる破損がみられたとき、素手のままでは汚染事故の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける薄ゴム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することか推奨されています。

でTLDの方が大きくなっていている︒登録された認録は原子力
る︒カナダでは将来被曖管硬はす

べてTLDによって行う方針で︑窮業蕎または労働者の被曝前歴把

Dによる線羅記録の登録は原子力
一方プライバシー問題はカナダ

ー報告から
従って︑線羅登録制度はTLDを擬︑災害補麗︑国の行う疫学調蛮︑
基盤として形成されている︒TL 職業被緊対策等のデータとしても
る︒制度に参加している原子力訳
事業所で読み取らせ︑ターミナル

利屠できるようになっている︒

業所で働いている放射線従事者は
でも注圏されるところで︑個人被

いうのが一般的薯えとなっており

を通じて中爽の電算機に入力され

により約一か月に一度の割台で実

この点に細心の諸悪を払ってい

者数は＋六万名︑内現役の放射線
従事者は四万八千名となって︑い
施され︑同時に︑それまでの登録

る︒また︑将来は技術者交流の機

すべて登録対象蕎で︑現在の登録

る︒

記録と合わせた個人放射線騒記録

会の多い来︑英︑両国とのシステ

曝線麗はプライバシーに属すると

カナダの原子力事業所での被曝
が打出される︒また︑放射線従事

る︒認録の入力はバッチ処理方式

雷電の測定は現在フィルムバッヂ

いわゆる渡り天業蓄の被懸管理も

LDの記録を登録するようになつ いるQ

とTLDとの二つの方法で行われ暫を灘めた蕎については蔵ちにT ム的結びつきを詣りたいと考えて
ており︑その比率は二対五の割合

馬するスウェーデン︑フィンラン

正確にできるようになっている︒

﹁

ドの原発︑大病院などで二道二万

帳を主体として実施している︒田

鰻は放射線業務を離れる人と外團

が義務づけられているが︑継続し

人労働蓄に対し︑法令により携帯

て放射線業務に従事する蓄は対象

外であり︑これらの蓄が一時的に

他事業所に赴くときは︑累業者の

壷任で前歴管理が行われている︒

手帳は国が制定したものを州の監

督窟庁が原子力事業者の請求によ
け
り発行し記録の記入は原挙力薯業

プライバシ；については線騒登

蓄が行っている︒

録制度︑手帳制度とともに法的裏

題はないが︑関係者以外の翻録漏

GLOVESの損

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

C外調査駆︵団長・山下久雄慶応ガンセンター所長︑一行四名︶が実噂した米︑西独︑加︑ス

を中央登録制度により一元的に実

調査のためのデータ収集について

考えられるQこれらのことは疫学

転規制︑放射性物質の放出規制︑

対する答申作成にも時間がかかる

もいえることで︑大統領の諮聞に

とするもよう︒しかし︑原争炉運

学的調査のためのデ1タ収集を童 施することは極めて困難であると

は放射線の人体に及ぼす影響の疫

紳睾デン・英国の簾難状宮門累を・・ま・めたもので︑薙登録が世界的華言
㌔・ている現禁明らかにされている︒以下︑同馨から舞を弊葛︒

被曝登録の制
従業員の放射線蟹理のだめのデー

度化を検討中
タ収簗まで含めるかについても検

米国

・

・

放射線従薯蓄の被曝線騒登録棚

線量測定貯と

だろうし︑また答串が出たとして

わせての放射線管理︑州と国は他

内部被曝測定結果︑作業計画と愈

討されているもようで︑いずれに

度についてわが国では昭和五十三

による登録管理制度により一応解

前歴の掘握については︑τLD 提供を受けた記録と窟社内で行う

決されているがフィルムバッヂに

五千各となっている︒今後ノルウ
ェーの原発が稼働すると︑その放

しても現在は﹁露的を含めての棚

尉線従事者も登録されることが確

スウェーデン・

：

年十月から登録が開始され︑今薙

しかし︑米国ではこれとは別に

だろう︒

も実現までには相当な一難を伴う
直結して実施

現在の米国の放財線管理は各原

度検討中扁の段階だ︒

の機関から提供を受けた記録と合

討︑放射能の農作物への影響︑疫

より被曖線璽を測定した従事巻と

学調査などを実施している︒した

定しており︑現在交渉を行ってい

題7ぜ＝兀上潮レた轡皿新年黒埋制制晦ゆぜ実

がって一罵でいうと線腿登録機関

スウェーデンの被麟線綴の被曝

四月以降︑原子力襲叢番からの照
会に応じるという︑いわゆる本格
子力事業蕎︑あるいは羅用暫ごと

超ウラン元素の垂雪者に関する疫

実施に入ることが予定されて い

現する必要があるというのがスト

は職業被畷に関するデータ︒バン

せて原子力事業駈管理基準の検

ウドピック社の意覧だった︒しか

クであると弩えられている︒登録

の開係からみると不十分なため堤

に基づき管理されているQ事業所 実施されている︒これはハンフォ

十分であり豊海制度は不必要と喰

し放射線防護研究所では︑現状で

るQ

線騒の測定はフィルムバッヂによ

ード環境保健基金で行われている

学調査のためのデータ登録縦度が
に実施され︑ICRPの許容線璽

に役立てるため欧米諸国の実悔を
内での被曝線蟹はフィルムバッヂ

る︒このため︑調度の将来の発展

調査する必要があるとの観点から

またはT﹂Dによって測定されて

るものとTLDによるものに区分 ？LDは原子力事業者に設置さ

二週聞にわたり米︑英︑加︑西独︑

登録牝は世界的傾向

れた自動読取装置により被曝線鐙

スウェーデン各国の実態を調査し
蓄に対しては従事期間中の被畷自

おり︑〜方︑放射線従蜜を辞める

所︑カールスルーエの癬環境協会︑

はミュンヘンの放射線濃境研究
また︑北欧では個人被曝線墾記

えている︒

ベルリンの保健環境放射線測定委

ン・ウェストファ⁝レン州品質検

員会・ドルトムントのノルトライ

録はプライバシーに属さないとい

でもプライバシー問題は何も起き
るものについては国家放射線防護

で実施されている︒これらの登録

査街︑ハンブルク保健局の五機関

うのが一般的な考え方で︑これま
もので︑超ウラン元素被曝を伴う

ていない︒しかし︑健康診断︑医

が測定されると三階に霞算機で処

被曝記録は総合利用へ

されている︒フィルムバッヂによ

だ︒この績果︑諸外国の登録制度

しかし︑かつて放射線従事蓄だ

いる︒

に対する関心は強く︑すでにIA 暴記録が交付されることになって
EAでも︑いく度か各国の実 情 が
報告されており︑わが国でも現状
った蓄が︑再度放射線僅業に従事

療に関する記録はプライバシーに

しようとする場含︑本人が必要と

で満足することは将来先進国にお

ストウドピック社の罐籏機に登録

くれをとるとの印象を受けた︒各

て線墾記録の登録を実旛しており

理され︑通常の爾謡回線によって
研究所のFDSsがその一環とし

うことだった︒

洩防止には十分注悪しているとい

285±5

8．5

付けがあるため今のところ特に問

作業に従事した者のうち登録条件

ことになっており︑雇用時の前歴

患えば被麟前歴を串告するという

を承諾︑契約した国入を鰐象にし

影響の疫学調謹︑管理基準の 検

国の線璽登録の冒的は︑放射線の

いる︒その内訳はミュンヘン五万

蕎数は計十二万九千名にのぼって

ている︒このうち保物︑医学的登

属すものであり︑国としては疫学

招握は必ずしも十分とはいえない

TLDについてはストウドピックされる︒各原子力事業所はターミ

き
討︑原子力事業番の放射線管理の

7．5

力

原

実施しているが︑国家規模での施

社がTLDサービスの

名︑カールスルーエニ万一千名︑

録蓄数は四千七醤四十四名︑解剖

的研究のため必要と考えているそ

了承登録者数は九酉八十五犠とな

うだが︑この種の詑録の登録化は

のが現状だ︒こうした柳田は︑プ

ため最新の惰報が即座に得られ︑

充実など多岐にわたっているが︑

ライバシーの侵害︑雇罵機会の制

環としてナルによりこの記録を利用できる

これをわが国の制度と銘較する場

する放射線管理データ︑疫学調査

線騒登録制度の臨的︑ウエイト

れることになっている︒

バッヂを使庵する事業所があるた

に乗り遅れないためには︑これに

分岐に取り組む必要があろう︒

ｺ地015以上

東京都千代田区神鶏富山町25
電話254−1341（大代表）

o

8

策としての被隈線書の登録制度は

隈を嫌うという考えによっている

っている︒

合︑国情の椙違という点に十分注

LD以外の個人被礫記録はテレタ 等にも提供され︑三十無間喜喜さ

ルの心算機に登録される︒またτ

イプにより中央に送られ︑羅籏機

NRRW系列では金従事者の約五
に登録されている︒

年から開始された関係から︑現在

この制度の本格的奨旛が一九七八

フォールアウトからの被睡︑織業

放射性物質の放出︑ウラン鉱出︑

放射線防護研究所では原発からの

実施されていない︒しかし︑国家

魑短目が必要とする放射線響理記

蓄横︑提供および原子力薯儲蓄︑

いず
RRWとDDRKにより・発送
・れも放射線の影響に関する疫
英国の放射線従事者の被曝線騒

列では小規撰事業巻を主に三万五

〇％にあたる三万人︑DDRK系フィルムバッヂによる場禽はN の置き方は各国で異っているが︑
べてについて研究を行っているた

英国

被曝疫学調
査にも利用

が登録されることになっているが

ものと霧えられるため︑前歴叢叢

このうちまず︑※圏では現在︑

意を払うことが必要だろう︒

地域的︑企業藥団的に被曝線墨の
登録制度を実施しているが︑金国

一全事業所の

被曝線籔など翻民の被曝線装のす

ータとしても利用しようという考

学調査響国としての施策決定のデ

この制慶は︑法令により門原子

録の提供が饅的となっている︒

登録舗度は︑保健枕会省︑放戦線

目的としていることと跳際して訓

業者︑愛用考の放射線管理充実を

85％が参加

ドピック社の？LD線墾記録の利 防護委員会の下部機関であるNH 度はその囲的からTLDを墓盤にいるため︑評価記録が確定した段

め︑フィルムバッヂ認録やストウ

講義線蟹の灘定は了しDによると れている︒登録された記録は原子

導される︒日本の登録制度設立の

い︒巖近︑大統領の要請により︑

規模の組織としては実施していな

力蜜業者は参加することが墾まし

嗣は行っている︒

所の占算機を使用して実施してい

の線を揺曝しているが︑現在はT 力蜜業晒に打出し提供されるとと

趣旨︑放射線に関する社会的感受

回収︑評価が一元的に実施されて
い﹂とされており︑現在︑全原子

閥研究所の制度ではフィルムバ

る︒英国の線羅登録制度の掻的は

カラー︑デスプレー装置により記

LDを便用する事業駅とフィルム もに甥業蕎からの照会については

千人が登録されている︒英国の制

カ

力累日所の八五％にあたる八千萱

ッヂの発送︑回収︑評価がご兀的

撃壌線腿測定に要する覚働力の省

ダ

カナダの被鰻難壁登録制慶は保

に実施され︑結集は各駅業平に送

ナ

保健漂生省と法務雀が中心と な

門であるNDRで全冊的な制度と三十一社が参加している︒主なも

健欝欝雀の放射線防護機関の一部

のは歯科医院一一

付され︑その控がFDSSに整理
力化︑報告に際しての転出ミスの

えがあることは︑譲恋の制度が窮

り︑エネルギー雀︑国務雀︑原子

七蕩五十九社︑病院千二葭七十五

階でハーウェルの鼠舞機に登録さ

力規制委員会等が協力して︑職業

して実施されている︒この制度は

社などとなっている︒なお︑チョ

RWとDDRKがハーウェルし
研て
究考えられており︑将来は個人

被曝を含む︑すべての放購鱗被隈

保健漂生省が行っている職業被曝

千三颪一社︑工業

蓄の線騒等の登録制度の検討が開

対策︑欝欝管理対策︑消費管保護

い︒

始されたが︑まだ締論は出ていな

傾向を今ただちに受け入れること

TLDの場命は︑原子力興業所報告基準によりスクリーニングさ

は困難だろうが︑世界の﹁バス﹂

性の強さなど考えると︑諸外国の

れ︑年悶線墾一︒五レムを超えた

いる︒また︑こうした記録は国の

巻については国に報告される︒さ

録を検索し図撫することになって

ストウドピック社のサービスは

理記録の提供︑疫学曲調蚕へのデ

に人皇されたリーダにより線騒が

らにこれらのデータは国が必要と

め登録制塵も両国を区別して実施

法的裏付けのあるものではなく同

ータの提供等となっている︒

読み取られ︑マグネットテープ化
登録対象者については最終鮒に

一元化︑原芋力事業番への被曝総 されている︒

社と原子力事業者との契約という

し電算機ターミナルからハーウェ

防止︑国に対する被曝記録報告の

い原子力事業蕎は現在この制度に

形で制度が形成されている︒現在

い三つの大企業と事業規模の小さ

未参加だがチョーク・リバー研究

登録されているものはTLDを使すべての放射線従事蓄の被曝詑録

ーク・リバ1研究所など歴史の古 保管されている︒

るQ職業被懸対策という面から眺

所は︑この制度と同じシステムで

テムの⁝部として実施されてい

めれば原子力事業所の被曝管理︑

独自に被曙配録の保存を行ってい

対策機織に必要なデータ蓄横シス

生の訴えがあったこと︑マンキュ

環境蟹理基華の検討︑放射線の影

大続領の要講が出た原照は︑原

ーソ総懸による放射線従事蓄にガ

響の疫挙的調糞に必要なデータの

爆実験による被曝者からの疾病発

ンが多いとの指摘などがあったた
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紙潟県楠蘭市は五日開いた市議会で海洋生物環境砺離離から提出されていた地域研究所建設売地の
取得朝講を認めることを決めた︒地城研究所は目菰海側の温緋水研究のベース墓地になるとともに実
際の原発温排水を縫って影響実謹試験を行う画期的施設︒昭和五十一玉来に箭の誘致を受け︑土地取

最優秀原子力用
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コネル管で︑一般の構造用懸濁に

が要求される︒岡社ではボイラー

また購業団は︑佐世保港に接岸

欝
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／i獣

萎

澤

を解決してきた努力が認められた

五藤祉にのぼる各階緊材部甜メー

四月奪から原子力鋼管の製造を

用鋼管製造枝術を土台として昭秘

対派が門地域研究駈の建設を認め

など審議へ

SYS服

物膨響研究などを行い︑基礎研究

カーの審箆を定期的に実施してい

ためQGE社は昭和四十九琿以来比べ高度の贔質︑厳しい寸法精度

るが︑同工業が衷彰を受けたのは

千ゾ程鹿の生産体制に入ってお

開始︑以来︑最近では年間三〜四

研究所との重三研究で確立︑また

CS再評価解析手法を繊本原子力

ラントの条件に近いものとし︑生
要機器も異用炉への外挿性を簿麟

奪門部会メンバー決まる

三襲爵を超え︑原子力船に対する

がらも二月下働には晃学者が二千

グループ別覧学という舗約つきな

し選択した﹂などと現在鰻終段階

原子力委員会のもとにさきに設

地元住民の理解と協力を得る一助

中の門むつ漏の地鷺公騰を得い︑

に入っている設計研究の現状を報

けられた原子力船研究開発騨門部

となっていると報告した︒

教授︑林雄二郎未来工学研究所剛

撫鑓聖・川路

タ
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デ⁝タとの比較研究を実施してい

住友金属︑G冷厳から

四十九隼十二月に続き二度輿︒日

り︑このうち昭和四十蕊鑓以来約

鋼管納入で表彰
田︑米国ゼネ

購工業のみという︒

本のメーカーで表彰を受けたのは

く方針だ︒

ラル・エレクトリック社から原子

建設時期については㎝部地元反

ることは棺崎原発を認めることに

力用鋼管納入の簸纒秀メーカ⁝と

催友金属工業は

へ面け大きく前進する晃通しQ

重に対応していく方針だが︑発電

なる﹂として反発しているため慎

格納容器を大きくし職業性を改

舶用炉に有用な三次充土熱水力学

る︒

三千踏がGE社に納入されてい

同研究駈建設用地は粟躍柏晦原

所運開前後の周辺海域の影響比較

の厳しい枝術開発面での要求事項 動蓑耐用のステンレス鯛管とイン

は蘭質の優秀性だけでなくGE社 反応を謙ントロールする制御極駆

善︑被曝の低限化を図るとともに

開発は欧州より約諾琿遅れてスタ

告した︒

会の構成員が二十七田決まった︒

噺潟鉄工断はこのほど原子力癖

業本部を設霞︑原手力蘭連再三開

発に力を煩注していくことになっ

ング購業本部︑内燃機二業本部な

た︒これは︑従来︑エンジニアリ

どで術ってきた放幌廃翼物処理射

装磁︑原子炉付帯設備製遣など原

子力関運部門を統舎︑研究開発な

どの効率化を図ることになったも

の︒本部長には霞沢幹雄常務が就

厳した︒

胆組長︑陰野莞郎捜術評論家に密

（03）3［3−1311

京

東

TEL

発サイト爾側に隣接する干潟興柏
騎市荒浜四丁霞字家の下の一万四
礒究を行うためには︑運開

対象となったのは核燃料の遡鎖

千六翻葺十五・臨平方綴で︑取得

昭和五十五黛をメドに建設にとり

程度の事前調査が必要なことから

して表彰されたと発表した︒これ

癌格は二千七十五万円︒海生研で

照二認速実験炉部長はコ一月二十

稼働率向上をめざす︒東京罐力で

削無論

は︑中央研究駈が主に混排水膨響

六日に顛覆サイクルの運転を終え

かかりたい態商だ︒

現在出力アップのための準備を急

の還礎硬究に璽点を塞いていくの
一方︑千葉県御宿町に建設が予

フトウエアの点検業務で大きな成

定されている巾央研究駈について

緊を販めたほか︑バーFウェアで

に対し︑地域研究所では臼本海図

める原子力の諭倉が初めて水力を

で行われる競地調査のベース棊地

上回ったが︑同機が運開すると︑

特性三舞コードを開発するなどソ
での試験について﹁計獅櫨とよく

や弁関連園路の作動試験を孚はじ

は︑今庫一月から﹁むつ輪の補機

は昨隼のうちに総命発贈設舖に占

あつた結累が得られている扁と指

照和六十葎には総設彌に占める岡

いでいる扁と述べたあと︑これ家

の総禽濫撲水研究墓地としての誘

り︑今奪十月には完成︑わが国初

摘︒また︑﹁原型炉﹃もんじゅ﹄

は昨琿十二月から建設に入ってお

ていく計画︒このため︑柏綺原発

使った影響実証試験に嬢点をあて

動を開始し︑客観的な温排水影響

とするとともに︑実際の湿撹水を

から取水パイプを敷設︑臨接温排

動力炉︒核燃料開発野業団主催

ートした︒しかし︑﹃常陽﹄の成

福島第二・二

業団の研究機圏への改粗などを審

構成鷺は蜜藤良央東大教授︑安

議する︒

岡騨門部会は日本原子力船開発開

東京醗力

号機が着工

薪潟鉄工が原子力
事業本部を設置
廉察電力は二十八臼︑福鵬第二

名︒

原子力発欝欝二号機︵BWR︑鶯藤文隆運輸省船舶技研所長ら十四

＋万KW︶の建設工事に魑淫し

﹁むつ﹂のソフト

ウエアで成果
原町購疑団が報密
臼本原子力船開発購講団は八爲
索京・虎の門の船舶振興ビルで開
いた同球歴齪の晒秘書＋三年塵隼

と安金性総点検計画の実施状況を

か︑また︑そのために学校や社会

開だ︒パネルでは︑それは何故

分な認識をもたれていないのが散

題でありながら︑まだ必ずしも十

墾虚扁三至⁝：蚤⁝＝当≡＝至⁝：一⁝嵩一垂≡乙蛋三＝猛魑憎

公表︒﹁む2の﹂OCA・EC

文化振興財団がパネル

エネルギーと
教育テーマに

ネルギー・原子力を謡える﹂シリ

照網嚢実業の田本編集長を煽えた

本社㊥168策京都杉並区浜田崩3丁黒20の9

春機濾発露藤野醐：

得爾調が出されていた︒建設予定地は柏鷲原発用地繭側に隣接する荒浜四丁露掌家の下の一万四壬ハ

一薙一月に柏碕欝が誘致に藁り出 十二月に土地取得串講を行って以

薫平方賭︒議決により地域研究所計画は二年ぶりに異体化へ向け大きく前進することになった︒

海洋生物 環 境 研 究 所 が 原 子 力 発

の﹁趨罰条殖炉開応報告白﹂が二

功により︑ようやくこの遷れを一

めに鑑要機雛︒系統の機能確認試

る見込み︒

祉の原子力の割盒は二五％に遣す

鼎輔塞一二＝需一塩輔一＝＝＝﹁＝一一冊用＝＝＝＝＝＝＝一＝一一一縣＝幽一＝

の設計﹂と題して謂慰した中井蝦

三圃＝補＝一篇層扁＝幣楠一榊＝需＝篇寓＝＝竃篠＝雛幽圃需＝＝＝＝＝＝＝＝＝冊一＝冒＝繭僻楠榊一嵩欝一＝鼎＝

一曲紅中に魑工︑さらに籔十三駕 千平方観以上︑二千万円以上の箭
日︑榮察・平河町の全共連ビルで

部とりもどし︑先進諸国の仲間入

験に入ったことなどを報告した︒

原型炉準備窺長は門原型炉の燃料

し同十二月に海生研により土地取

萄地の処分については議会の承認
開かれた︒高逮増殖炉開発に焦点

陽﹄の順調な運転経験により﹃も

りした﹂と薗幽きしたあと門﹃常

原船開発体制

解畷に新局面を開いていく︒

得の南詞が行われたものの︑一部

が必要となっていたため︑今園の

会場であいさつに立つた瀬川蕉

をあてた報告会は今回が初めて︒

設謝の韮要パラメータは実用炉プ

水を引き込み︑漏度上昇による生

電所の大型 化 ︑ 博 覧 化 に よ る 温 排

の審糞修業が遅れた︒こうしたな

慶には地域 研 究 所 を 日 本 海 側 に 建

市議金で土地取響を巖終的に議淡

FBR開発報告会開く

設する﹂というのが当初の計画︒

することになったもの︒これによ

動燃

﹁原型炉﹂建設に自信

来二年ぶりにすべて終了︑落体化

水の二大に 対 応 し て わ が 国 初 の 総

かで︑二月十七磁︑帯の市有地

禽的温排水研究機関として活動を 塑兀住民の炭弼運勤などにより市

このうち研究所体制については

開始したのは昭和五十無十二月︒

﹁今後の温排水研究の中核となる 審査委麗会は土地敗欝を回国的に

ところが︑このうち中央研究所

舅理購読は︑まずわが国のFBRんじゅ﹄成功への自信を深めてい

認める筈繭を行った︒しかし︑五

については 千 壮 麗 御 宿 町 で 現 在 建
り地域研究所建設に伴う市の許認

中殿研究所 を 大 平 洋 側 に 昭 和 島 牽

設作業に入 っ て い る も の の ︑ 地 城

要理罷について実物大試験を行

ヨ本型
第︸辱
となるもので︑昭和菰十八黛

軽水炉改良標準型炉の

ったことが成功につながった﹂と た︒岡原発はBWRの
指摘︒また︑﹃もんじゅ﹄につい

炉

二十脇闘︑県から出たため属土の

八月運転の畢定︒建築確認繭講が

ては﹁簸終設計の段階に入ってお

の段階で欧米に遍いついていきた

なった﹂と発衷︑同じ支持ピンを

り︑それら全部を取替えることに

BWR改農標準化炉第一轡として次報告会で︑﹁むつ﹂の遮蔽敬修

同機の主契約蓄は臼立製作駈︒

魑工となったもの︒

り︑さらに今後研究を急ぎ実用炉

十六暇

使っている高浜落勢についても検

原子力安全婁員会は︑支持ピン損

り上げて岡臼から実動した︒一方

査するため︑三月箏定の定窯を繰

罵の再箔環ポンプのモーターコイ

臨本原子力文化振興財団は三月

止したが︑雪転再開予後の二日︑

受け澗漏油漏洩のため運転を鯵柚

から篇月︸轡まで需婿環ポンプの

最要︷果海第二は︑一月一

一〇％程慶下郎つた︒

設と運転﹂と題して講瀕した野本

このあと﹁窯験炉﹃常陽﹄の建

い﹂と述べた︒

さらに︑大山彰窟当麗瑠は﹁﹃常

起こさず順調に運転されている駄

陽﹄は今臼まで導くトラブルを

い﹂と山べた︒

今後全力態勢で取り糧んでいきた

は監本以上の予騨をかけている︒

されている米国でさえ研究開発に

る﹂と指摘︑さらに概計薩が中断

開発の現状について﹁騙本の研究

ラ
け

可手続きは海生研が昭和五十⁝無

ラ
オ ラ

研究所の方 は 遅 れ ぎ み ︒ 昭 和 五 十

％

ユ
ど

と述べたあとその理密について
﹁基礎研究から実施したことと主

定検集中で利用

率55％に低下
二月の運転翼績

因の激越究㎎と他の加圧水型炉に

傷問題を璽要帯し︑瓢十八賑︑原

教授︑都甲泰正東大原子力工学科

は瑚爾田二郎筑波大歴史人類学系

二月のわが国の原子力発電所の

ル冷却器から水漏れが発問された

十六日午後一蒔から粟察・銀座の

3月薄鍋︑ヤマハホールて

ため十磁まで再び運転を檸止し

ついての徹底調査の方針を明らか

ーズの第五園蟹を︑今回は門エネ

べきかについて模索する︒出席巻
間稼働率繭ハ一丁五％︑設備⁝利用率

還豊実綴は別表の剰り︑三二で時

た◎そのため︑葉海第二の二月の

で今後どのような教萄がなされる

五五・三％だった︒

ヤマハホールでパネル座談会﹁エ

の遡続続畏運転熊鼠︵三百七日︶

五入︒制会は岸本康錦岡通儲論説

一

エネルギー隠題は国属一人一人

醐委員長︒

ルギーと教膏﹂をテーマに開く︒

が考えていかなければならない闇

を養成︑法徳で定められている黛
一圃の定期検蛮に入った︒

九醗玄海は二月二十八日︑国内

にした︒

二月二十四日︑関麺電力は﹁昨

んだ︒

設備利爾藥は山ハニ・二％に落ち込

二月には︑定検中だった福二一
二が併入︑浜岡一罪の素意が終了
したが︑新たに愚管覧弩︑嵩顔二

舗御棒案内管を炉心と閻濡する支

轡︑雲根︑玄海の四賀が定検入り・琿九月以来鰹検中の美浜三号で︑
したため︑軍均設遠慮薦率と平均

蒔闇稼働率はともに前月爽纏より持ピン百六本全部に異常が兇つか
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設許司を得る計画である︒第三期
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共存させるシステムをとると︑農

型の実証︑燃料の実証などが行わ
計画では八四年に建設を開始する

期的な核燃料資源の供給︑すなわ

には・H短V︵高温ヘリウム研究

としている︒なおこのHHT計画

施設︶を建設し還転ずることが禽

騒毎秒二百詩管で千度Cのヘリ
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屠できるシステムをとり得るから

面からみれば︑やはり隈られた核

燃料資源を核分裂させる場食︑発

用できるシステムをとることがで

生するエネルギーを最も荷効に酒

きるからである︒昨今石油資源の

るとき︑核分裂エネルギーをでき

燃焼利用の限界の可能性もみられ

るだけ爾温の千度Cで敗り出し・

代薔にすること︑そして核分裂エ

近代化学工業における石抽燃焼の
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炉システムをとることができる特

資源とその供給の状況を配霞しつ
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総噸法はこれまで一般入の受け

︵大欄敏雄姿員長︶に付託した︒

描躍強化と核不拡敵への圏際的棚

な討議は有葱義だ︒そこでは保瞳

り︑この点︑王NFCEでの翼剣

の任務でありわが国としても技術

るが︑とくに前者はIAEA本来

慶づくりが論点的に検酎されてい

た原子力撰密を対象とし︑原子力
瑠業従業鍛の業務上受けた掘霞は

従業農損露を賠償対象とし労災補

開発の薗で多大の嚢献ができよ

う︒後暫についてはプルニウム貯

藏︑核燃料銀行︑使用済み燃料貯

藏︑核燃料センターなど検討され

には誰しも蟹成せざるを得ない︒

避跡を印すものとなろう︒

地域における原子力開発に大きな

が参加されることは今後のアジア

ト

蕊菱璽：工藁株式会社

原賠法改正法

案で趣旨説明
衆議院は士二臼の本会議で金子

償制鹿野付との間で調整を行う一

対象外となっていたが︑改正案は

科学技術庁長宮から原子力撫憲の

方︑賠欝描㎜騰額六論−億円を︸臼鷹⁝円

会

賠償に関する法律の一部を改正す

に引き上げることなどを脅子とす

国

る法律案の趣爵説明を聴取︑審議

るもの︒

現のためにはそれぞれ制塵の麗任

安全評価をOECDに提韻するの
究を強く希望したい︒国際制度実

含むその荷急な方法についての研

ウムの国際管

理ではないかと思う︒物的防護を

要なことはプルト一

ているようだが︑私は決定的に璽
とりまとめた中間報告を引きつぎ

を科学技術振興対策糖別婁員会

門パブリック︒アクセプタンス扁

状報優︑﹁再処理扁﹁廃蘂物管理扁

さらに蕩評価︑一〜一一か月程度で

ある実施体制が不可欠であり︑そ

簗中的な審議を行う︒このため︑

は早くとも四月以降となり︑試験

れには関遡座間の協力とともに︑

に考え方を示した︒

む公鐸が強くなった︒

処分の実施が来痒慶以降にズレ込

討論を行った︒

不拡散政簾は平和利用と両立しう

ェンス来現務単核不拡敵問題担当 仏︑西独︑日本などの代表が﹁核

核不拡散政策を推進するラスジ

る形で実外することに配慮するこ

でわが圏は課せられた澱任を果た

幽際的な分担が必要だ︒その懸盤

このあとのパネル討論では︑

威を減らすには国レベルの食品誘

特別代嚢代理は︑核貢雛拡散の爾

中間報告が検討を行ったのは固

ラントは︑こうした寄与のために

る不透明さということが巖もその

計画を予定通り進め︑その位躍づ

平和利用をどう両立させるかであ

しかし︑その際問題は核不拡敬と

三菱PWR原子力発電プラン

類耀国際説紳管理を布石に
二営間の日程で︑藁京︒内幸町のイイノホールで第十二回原塵年

﹁八0薙代にむかって1合愚の促進と原子力産業の新展開﹂を基調テーマに各界代

日塞原子力産業会議は十三日から

次大会を開催︒
表の講演と溝発な討論が繰り広げられた︒開会にあたって衡沢広巳原産会長は猟書拡敬を防止する国
際制慶の検討で︑淡定的に璽璽なのはプルトニウムの鷹際管理であり︑物鮒防護を禽め有効な方法が
研究されるよう望む﹂などと所儒を表明︒﹁核不拡散と原子力塵業の将来扁の第一セッションでは各

化体からの放射性物質放出︑物理

できるだけの欝与をすべき立場に

すとともに︑供給国の一心として

ラスジェンス氏︵来国務釜︶は﹁プ

拡散など︒中盤報告は門葉雍され

とが必要﹂と指摘したのに対し︑

ルトニウムの熱中性子炉利用は閣

の方策の一つとして濃縮︒再処理
のような機微な核潔料サイクル部

も︑必要な場舎には国際的性格を

発展を阻漬するQ核不拡散問題は

無麗係ではない︒核拡散が国家の

わが国の動力炉開発は軽水炉←

る︒

けを明らかにすべき躇がきてい

PWR船舶用原子炉設備

国を取除くことが璽要だとし︑そ

ことも考えておかなければならな

との安金局の前提については﹁妥

もたせるなど︑国際的に命憲され

ム産業の成熟には長期のりードタ

た扁と述べている︒物理拡敬につ

に協力するのは平和利用推進上の

わが麟がエネルギー政策の中核

はいうまでもないが︑局時に︑エ

安全保隔を講かす要因であること

命後の粘漿の評極も行う︒

鋸原子力発霜三千三翠霞KW︵上 で︑蔭主開発につとめているが︑

として原子力発電を推進するのも

ネルギーの不建も同様の爾威をも

あり︑協力の繊度も当然︑それと

隠審を除螢しょうと論えるからで

今やその成果は立派に結照しつつ

るのも︑さらには核燃繕サイクル

叛型動力炉自主開発に全力をあげ
民一層の努力が必要だ︒

高速彌を墓本路線に︑そのつなぎ

安全性と信頼性に定評ある

三菱原子力工藁株式会社

pWR原子：力発電プラント

国の代表が国際的な梅糧みの構築などをめぐってそれぞれの覆え方を披露した︒
ニウム心霊をはじめとする自主的

ことは十分認識している﹂と強

当﹂と述べながらも︑外部被曝線

る方式をとることも考えておかね

二二衷明する有沢原二会擾

三菱金属株式会社
三菱鷺機株式会社
三菱商瑠株式会社
三菱原子燃料株式会社

高速増殖炉プラント

今大会には十九か國二機関から
九牽人の外国人参加を禽め約八百

またシャーマン来原産会長は

調︑懲プルトニウムの必要度は高

く海浜での外部被曝線騒も評価す

騒については﹁漁業濡雪だけでな

ある︒わが国のウラン濃縮商業プ

た放射性廃棄物が魑底後︑朽ちに

このあと大金は軍糧外四棄束聴

﹁米産業界はこの数年来のエネル

え方を開らかにした︒

速炉の開発段階に憾じる﹂との考

﹁再処理︑高速増殖炉が必要な 放射性物質の全羅が放出される﹂

力社長を議畏に第⁝セッションに

不確実性に轍濠されている﹂と現

ギ⁝政策のないままにさまざまな

しいと見解を表明︒

入り︑海外代表らが核不拡散と原

対処振針

題を複雑にする偏と述べながらも

い﹂として一つの

門は国際掌理下におくことが望ま

司欠︑とわが圏の基本姿勢に諸外

な核燃料サイクルの早娚確立が不
を

人が参細︑踏み出すばかりとなっ
示唆した︒

め︑平秘利用と核不拡散の両立を

子力利爾をめぐって講演とパネル

り安全側に立つため船舶の沈没な

上輸送購の安全性についても﹁よ

いては門安全周の評価は基本的に

原子力産榮のような鷺大システ

とにしているが︑そのためには処

ばならないと思う︒

分の安全課働謝を〜庫鹸に岡機構

イムを必要とするが︑将来に対す

になったもの︒

的な評姫のとりまとめを急ぐこと

に提出する必要があるため︑巖終

ど蟹故時の影響被曝線墨を検討し

る必要がある﹂と指摘︑さらに海

めざす頚際秩膨形成に横櫛的に貞

四月メドに安全評価

献ずる﹂と湊悪を述べた︒

た八O年代への原子力開発の方向 国の理解と協力が得られるよう努
づけを模索した︒

中田粟平エネルギー総愈四囲委

萄沢原産会養は︑プルトニウム

員会委員擾を議長に始まった開会
セッションで︑まず大会準備配員
の国際管理が国際秩序形成へのキ

ら︑その量要性を改めて訴える一

門出の内外に多くの△口憲形成課題 ーファクターになるとの考えか

長の小林庄一郎関西鱈力社説が

を抱えている﹂として基調テーマ

塩D試験的海洋投棄で

方︑将来の分際翼務分撹を葭提と

に技術が産業化の初期段階にある

して︑﹁わが隅のウラン濃縮商業

その酸たるもので︑わが国のよう
局間的な彫響についても配艦が必

で国会出席の都禽で金子岩三科学

妥当偏と述べたあと︑﹁短期的︑

原子力委麟会が昭孤五十一琿にと

安全評価の離職キ台となるのは
四月をメドに最終的な安全評価を

の選定など準備経過を報欝︒次い

霊鑑騨

当薗試験的滋洋処分に焦点をあて

場台︑とくにその影響がセンシテ

原子力安全委員会︒放射性廃棄

璽﹂などと指摘している︒

物安金技術騨門部会は南区開いた

りまとめた﹁試験的海洋処分の

ためには翻際的性格をもたせるな

とりまとめていくことになった︒

これをもとに︑旧原子力委焦思・

プラントは供給国として憲署する

第一盛会禽で安全鐸価分科会︵筥

の多国間海洋処分監視機構に参艇

環境安全翻纐に闘する報告麗隔︒
科学技術庁では0猛CD・醤冠A

ィブだ︒われわれが核不拡散政策

ど團際的に舎態される方式をとる

永一郎憲査︶︑墓藥分科会︵井上

放射性廃棄物対策技術騨門部会が

安金碧価分科喪は地中処分︑処
頼輝主葦︶の二分科会の設躍を決

したうえで試験処分を実施するこ

ある︒高速実験炉﹁常陽﹂の熱出
に達し︑世界第二位の原子力発電

の建設歪曲といった動きに加え︑

図︶開発を6一齢しているが︑現状

力アップ︑岡原型炉﹁もんじゅ﹂

っことを忘れることはできない︒

牽い昨奪︑原子力悪金委鍛会と

原子力開発では新しい技術を完

の国内完結をめざすのも︑そのエ
国となった︒九嘱力の発鷹磁力鰯

成させることに伴う阪蜷を克服す

新型転換炉︵ATR︶は原型炉ネルギー肇慨からの必然的要請に
もとづいている︒このため︑とく

新原子力委員会が発疑︑ちょうど

門ふげん﹂がム︐月中にも本格運

罠期計画も改走されたが︑隅棚戯

力の強化に加え︑ソ遮との協力も

だ︒原産は従来の欧米諸国との協

進めているが︑今隼は日ソ相互に

るために︑国際交流が極めて墾要

二工鵬建設で法改正など準備申で

に再処理については簾海工場︑海

いる︒稼働率も一昨黛の四七％か
ら昨奪は六一％に尚上するなど︑

あり︑ウラン濃縮技術開発ではパ

転開始の鷺通しだ汐AτR実乱 部運転入りする段階にきている︒

今回大会に韓国から初めて発表者

なデータが交換されよう︒また︑

有沢原産会長所信︵要旨︶

PU国際管理綱度化を
その纂価が発揮されるようになっ

さて︑國総総融々勢は再び不安

てきたといえようQ

ところで︑核の拡散は防がねば

となる補完炉を準備するのが戦略

いてセミナ⁝も開催される︒費璽
会が十分にカを発揮して圏民の儒

掘開設をどうするかここ一︑凱

ならず︑カーター米大統領の政策

軽水炉︑燃料︑運転経験などにつ
はエネルギー供給の大憲を輸入石

頼を高め︑研究開発の計画的推進

琿のうちに決められようが︑この

イロットプラントがこの饗にも一

油に依存していることが国事経済

を図ってくれるものと確儒する︒

ある︒すなわち︑政府は昭和六十

ると岡時に︑石縮縫鞘エネルギ⁝

に如何に遜慮すべきものかを教え

な局繭を迎えているが︑このこと

外委託で賄うほか︑鶴間による第

は昨奪七月以降水力を上述って

わが国の原子力発電は︑昨年︑

定︑このうち安全評樋分科会では

一
幾・

困墓が新しく運転入りしたことに

ログラムを繰り上げて原子力委員
長所感を披涯︑門蒋処理︑プルト

鷺妙齢

よって台計十八基千百五＋万KW では産成困難な兇通しで︑今後窟

技術庁長富・原子力委員擾が︑プ

鞭醸

開発の低迷に対する強い驚告でも

O
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土
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力

原

PWR・増殖炉路線で
霧鼠縣M・ベカー
翼体的には毎年五酉万KW分の

BR︶の開発を積極的に進める︒

氏

p懸難

戦灘終 綴

フランスは一九六〇隼にはエネ

ら八一年までに総設備容壁一千七

PWRを運転入りさせ︑八O犀か
にするため宙罠の力を結繁し︑米

ルギー消費騒の六〇％を圏給して

いたが︑七六無の自給率は二一％

仏と西独は協力して増殖炉開発
し︑その国の選択を尊璽してこそ

なバックグラウンドがある国に対
にとって︑困難な年だった︒これ

この三年間は心良の原子力開発

独では懸隔は得られないだろう︒

されているが︑これについては西

で使用済み燃料の長期貯藏が議論

メロから約

している︒また︑第三工場がアル

四万五千ナSWU／年の能力に達

かし︑巖近︑INFCEなどのア場
ルメロに工場を持っており︑計

に力を傾注してきたが︑八一二無に

ている︒この四年間の電力消費物

はこの間の︑謝画未達成に表われ

て︑ウラン資源に関しては数か国

また核燃料サイクル産業につい

不確実時代の米産業

参加で王NFCEに協力してい

所による建設中比という事態が発
生してきているのが︑⁝つの特徴

でも前向きな傾向となってきてい

だ︒しかし︑最近はこの裁判問題

る︒簸近の高裁の判断で︑建設中

ト

払

ユタ

Wキ

ウレンコが採用している遼心分

ウに建設される予定︒

離機は一九六五年以来︑その分離

隊毒嫉

灘

鍵

また︑艘縮については葵︑オラ

ていくことが璽嬰だQ

れないようにする形で検討を行っ

まり急がずに︑平和利用が陀蜜さ

ている︒核拡散防止についてはあ

オプションだとの薯えを明確にし

についてはこれが長期的な唯一の

て大きな力を発揮するし︑FBR

高温ガス炉は石炭のガス化に極め

殖炉の開発に力を傾注している︒

また政府は高温ガス炉︑高速燧

を誇っている︒

灘

差繰

Q・四％以下の極めて低い故早天

能力を十五桁向上させているし︑

灘

長期貯蔵は偲策ではない︒プルト
ニウムは原子炉で燃やすのが核不

ンダと共同でウレンコを設立して

拡散上も纏縫だと確儒している︒

いる︒すでにカーペンハーストと

い莞通しもでてきている︒

核燃料サイクルについては西独

の総消費電力の約一二・五％を生

葦間に十三基︵同三十四基︶を数

子力発電所の発注は︑その後の四

百万KWが発注段階で︑当面の合

哲万KWが建設申︑二十墓三千六

み出した︒さらに九十六墓一億五

はプルトニウムの紛末や核兵器目

につながりやすい︒こうした利用

連動の電力料金制度︑GNPの伸

さし控え傾向を生む︒節約︑鱈要

した不確実性がさらに露力会祉の

を内塗しているとしている︒こう

散︑露力資金など領域に不確実性

の調査では︑原子炉許認司︑核拡

五薫万KWになるとみている︒こ

は原子力発駕設備容蟹が三億九千

履行しさえずれば︑二〇〇〇年に

力潮大と廃棄物管理政策と計画を

認司プロセスを簡素化し︑濃縮能

米原産の調査報告は︑政府が許

えるにすぎない︒
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はセンター構想を考えている︒し

止判決がくつがえされるなど明る

二十静綴離れたグロナ

広範なコンセンサスが得られる︑

ルギーの研究開発を進める︑とい

〇％を原子力で供給し原発は不動

で明るい見通しがある︒しかし︑

計は蕩八十八基となる︒

米鰯の原子力産業は今鼠︑不確
実性の日代を迎えている︒七二年

︵取消し十四基︶に達した国内漂

・五％︑約五千五菅万KWを占め から七四庫までの三年間に百五基
る︒一九七八薙には原子力が※国

人口稠密な国では使用済み燃料の

せるQ八O年代後半には頁数十万 とみている︒いたずらに核拡散論
は三・五％の伸びに留まったし︑

はスーパーフェニックスを運転さ

KWの準商業炉を稼働させ順次F議が横行し︑平和利用のための原

かった︒こうしたなかで西独政府

省エネルギーも十分には進展しな

国際核燃料サイクル評価︵IN い︒人ロ問題や資源間題に繭面し

BRを軌道に乗せていく計麺だ︒ 子力開発が眠害されてはならな

を行ったQそれによると︑まず第

は一年前にエネルギー部門の修正

一はエネルギーの節約︑第瓢には

の優先︑第三は原子力開発の推進

数少ない国庫資源である石炭利用

濃縮ウランに関しては︑ユーロ

を行うとしている︒また輸入によ

で︑この蟹は世界の二五％に椙当

うものだ︒

競争と産業の薄塗に必要な国際供
給保証を強化することも司能だQ
その一つとして︑ダイナミック計
墨方式の研究を進めている︒この
方法では迅速に計蝿ができ︑核拡

の地位を築いている︒しかしソフ

長期的にみるとウラン供給も十分

来圏では七十一璽の商罵原子炉

原子力開発については最近裁判

する︒

は秀八酉ナSWU嶺塵する辛定化も盛り込まれた︒そして新エネ

運転入りしたQ圃工場は八二年に りリスクを減らすため︑輸入多様

ディフのトリカスタン工場が一部

開発しかない︒

れるものは原子力︑とくに増殖炉

なく︑この断篇に現実的に応えら

FCE︶で︑核散を防止する驚異ている今︑新エネルギー開発しか

ウエスチングハウス社︵WH︶の 的な狡術がでてくるとは思えな

にまで落ちこんだ︒七七駕の総輸

も認めてきた︒一九八二駕にはW だ︒仏は︑化学濃縮法やパイペッ

い︒しかし︑技術的な改農は司能

時点でフランスは来国に次ぐ原子
且社とのライセンス契約も切れる

颪万KWにもつていく計画︒この 仏フラマトムへの三〇％資本参郷

力発電設蒲國になろう︒その後も

が・PWR改良のため仏鱈力公社難防止︶などで貢献してきたが︑

入額に占める輸入エネルギー額の

このペースは維持し︑当面︑標準

割当は一九％に至っている︒すで
に水力発電は全電力の蕪一％を爵

これらは核拡散抵抗駐がある︒国
化した九十万KW三十二基︑その やCE A ︑ フ ラ マ ト ム ︑ W 薮 社 が

クス設計研究︵醇処理施設での盗

では節約には多くを期待できず︑

め︑個人消費蟹が少ないフランス

際的コンセンサスのみが核拡散を

傑証・管理され︑原発灘入に十分

WH社と同等の立場を築くことが 防止しうる︒仏では︑燃料供給が

後︑頁三＋万KW八墓を冒標にし 行なった研究により︑フランスは

PWRに関してはより良いものできる︒

仏康子力庁︵CEA︶では七四ている︒

残るは原子力開発しかない︒

隼を境に方針を変更︑今後は撫引

．覧燕蜘
騨薄野

﹀一ぐ／・嘩

る︒また核不拡散を傑陣し︑囲由
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／

亘AEAの役割増大遙翻氏

水型炉︵PWR︶に絞って建設を

進め︑ウラン資源有効利用のた

め︑液体金中高題増殖炉︵LMF

・ショルデブラント
C鰍熱R
のままだとメーカーが生き延びら

れるかどうかさえ疑問だ︒1AE

散防止に役立つ︒再処理や濃縮工

原子力発電筋は一九七八年末現
在で︑すでに二首二十八基︑設備

い︒国際核燃料銀行︑不必要なプ

場は大規模でなければ経済的でな

千万KW以上に・供給能力を拡大 いだろう︒

容騒一億一千万KWに達してい A冤通しに鬼言うためには年間六 半ばまで大規模工場は建設されな
る︒とくにベルギー︑スウェーデ
しなければならない︒

工AHAは①会場の提供②窮務ルトニウムの響理講想など︑工A

ン︑スイスでは総発電電力懸の二

ト・エネルギーなど原子力問題を

EAが担う役罰は大きい︒

混乱させているものもある︒多く
とはいえず︑資源有効利用といっ

局員の提供③各作業部会などへの

の鵬命︑ピントはずれの慧晃が多

雪田の見通しはない︒さらに再処

が運転中で︑その総設備容蟹は九

藝轟会畏

この傾同が続けば事態は深刻にな

理︒濃縮工場に関しても九〇年代

R・シャーマン

ただ九〇銀代貸まで大型の贈殖炉

た点からも増殖炉開発は必要だ︒

米原子力塵

六％を石湘と天然ガスに依存し︑

い︒工業国はエネルギー供給の六

る︒途上国の鷹要の圧力も大きな

再処理六二の開発誘困を減らせる

的への拡散を擢く︒一部先富国が

ニ＝

のままでも再処理して高レベル

と考える︒
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散の兇地から逆効果を生む︒とり

できるというのが米国の見通しで

廃爽物としてでも同等な取扱いが

諸国が経済的条件かエネルギー

わけ問灘なのは擬期舗要を満たす

びと露力の伸びとの関係の変化な

単一の国際機構の進展を抑えてし

どの要困も︑不確実さに輪をかけ

動機を減らすことにある︒岡三に

熟中性子炉利稽の正索性を主張す

達するとみられているが︑経済成

れば︑当面増殖炉の研究開発用プ

は二〇〇〇犀までに十四億KWに う主眼は核兵器取得に濡する国の

取落したり︑阜期の増殖炉事業化

傑隙の点で次の十隼内に再処理を
露国はこのことから燃料サイク

ある︒個人的見解では︑再処理の
まうことだ︒

障害は廃棄物処分のそれを上回っ

ことや傑障措置の強化が必要だ︒

国際的な制度的枠粗みを確立する

ー選択枝とする必要条件だと考え

開が原子力発電を完全なエネルギ

米産業界は再処理と増殖炉の展

る︒

なる︒

る︒商業用原子力発篭が核拡散へ

各国に燃料供給の傑士を一段と
強化する国際機構をつくることは

産業界はプルトニウム拡散に対す

の道をたどるとは考えないが︑拡

核燃料公社の設立と金致する︒間

廃棄物蟹理に特別な問題を抱えて

は少ない︒憩殖炉の研究開発にプ

る含理的な鰯約︑すなわち①ウラ

ことも知っている︒したがって米
面からも︑核拡散面からも安全と

もなく世界は大規模に再処理を必

ンとプルトニウムの混合抽出②プ

散を防ぐ絶対的な技術障壁がない

みる︒※国が所有権を得て一定懸

ルトニウムが必要となる︒この容

要とし︑それ以前に濃縮能力の拡

いる国々を援助し︑保障措躍を強

の見解を翼にし︑ウラン濃縮︑使

題︑転換炉燃料供給への対処など

の外国の使用済み燃料を貯蔵する

醗は備蓄したプルトニウムがあて

ルトニウムや高濃縮ウランを取扱

化するうえで盤襲だ︒これは国際
はっきりする︒

定改定交渉などから問題の焦点が

屠済み燃料の覆処理にも及んでい

米政府の提案や︑燃料提供国が所

う新燃料サイクル施設への常駐王

十か国で十五企業があり︑磯間六

原子炉機器製造企業の場命は︑

一九八○年末までに大幅な進展

る︒濃縮も萬処理も兵器転用可能

張を必要とする︒そのときには国

A泡A査察寝の配圏︑は受入れ可

能と袴える︒

冠
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千万KW相当の供給能力がある がないと︑様々な国家間で様々な

単位の工場の拡大よりも国際監視

護国は熱中性子炉での大規模利用

下で行われるべきだ︒

られる︒この兇地から︑国際蟹理

ており︑これらの開発は国家的な

への関心はこの購えに璽礎を腰い 急に必要となる︒プルトニウムの

下でプルトニウム貯蔵の調整が早

G・ラスジェンス

爾処理施設保有を主張するように

ルトニウムの必要のない国々もが
では﹁使い捨て﹂サイクルが環境

ており︑燃料サイクルを考える上
っている︒これらが廃棄物籔礪問

ル問題で︑他の国々と基本的に異

のメドづけをしたりできるケース

畏など不確定要累もありこの規模

決定は国際レベルで行われるのが

①建設のりード・タイム②照要の

望ましく︑核燃料サイクルの機微

兵器転嗣可能物質の賠藏︒搬出の

に還するためには︑諸問題を隔心

ものになってきているQ

シュミソト
キュスター氏

禰権を保有して使用済み燃料を貯

米屡務憲核不拡轍問
題目当特別代田代理

国際管理の要請増す
べきだ ︒ 来 年 に は 一 K F C E ︵ 偉
勲核燃料サイクル評樋︶の結論︑

な部分は国際籔理下で検討される

ど︑将来の毘通しがはっきりして

核防条約再検討︑来国の二国間協

簿蒲③核拡散防比などによる各国

協力で打開する必要がある︒鱈力

国レベルの核兵器拡散問題を扱

蔑

認

蔵する多国間施設を開発すること

いる︒

いない面が多すぎる問題を抱えて

政府の政策の転換④反原発還動な

会社の場合原発建設を計画しても

王A駕Aの厘子力開発毘通しで

灘

灘

難東

実際上も取扱いは比較的容易だが

廃棄物処分の点で︑未処理燃料

再処理はずっと複雑になる︒

藩蟹

鰻

噛

雛

蕩

轍

鯉

議堅3

菰

雪

簿い

題写／

け7癬醤

＼筏

ξ略帽騨鱒残㌧釈

東京都千代灘区大手町2−2−1（新大手町ヒル） TEL（03）244−6125．5383
原子力事業部 横浜市磯子区新中原町1番地 TEL（045）751−1231

石川癒福腐園五

難

蔦

浄ζ

x

汚

㌔＿編昭

露

エネルギーブラント事業本部

，、饗

原子炉圧力容器、格納容器、原子炉系配管、熱交換器

穫

㌔1

置：盟置

警双蜜xジ騨＼ソ鐸

原子力発電プラント用の主要機器の設計・製作・据付

匙申

ネルギー研究開発局畏

物質を生む︒濃縮問題は概念上も
の羅要がなければメーカーとして

こうした通薩機構の形成は国家聞

ド
響

廃棄物処理システム、炉過器、濃縮器等
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まず廃棄物対策を

力通商機構の発達を促進しようQ
の能力がなくなる︒七五犀以降二

千万KW分の発注があるが︑現状 のいらだち︑緊張を生み︑核不拡

》
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習
に解決する方法はなく︑既存の方

している︒拡核敬防止問題を一嶺

活動の活発化などで解決されよ

発見の努力を続けていくことが必

・アクセプタンスについてもPR うもあり︑こうした場所で新たな

しかし︑ウラン危機を避けるた

このため発電贋凝縮計画に二手し

うことに注慧することが必嚢だ︒

となっている︒原子刀は安全であ

ないかもしれないからだ︒世界に

これを鳳避じていくためにはイン

ては︑各国が再処理について心配

必要がある︒例えば再処理につい

影響をもつている︒使周済み燃料

空論になっては逆鉾がない︒また

態していくことが大濠だ︒机上の

入れ得る機能にあることが大話と

十分で︑これが各覇で実際に手に

ウランが存在しているだけでは不

躍子機器第2部

暫万疹の石縮が節約された︒

要だろう︒

瞳描魔の布石となる票田がある︒

ても鰯購転用について心配するこ

り︑経済性︑魑頼性でも梅利だ︒

を畏期的に貯蔵することに国民の

⑭バリアフツいリーク・バルブ⑱オール・メタ

％程度と予想されている︒

う︒核不拡散闇題でも適切な禽愈

一九七六庫の題力消費ピークは

題については︑平租利用に比べ照

しかし︑規制が極端になるとやり

臨利用は比較繭容易にできるとい

的な新システムの確立が必要で︑

すぎになる恐れが出てくることに

核燃料供給問題

ている︒これはIA鷺Aの仕薯でセンティブな代替案を示していく
もある︒

ラスジェンス

笠はタイムスケジコールは異っ

各国はウランープルトニウムサイ

の蕎えに賛成だ︒この点︑閾水と
蟹成が得られるとは思えないQプ 今後の闇題についてはIAEAも
してはエネルギ；安全保繍の観点

要がある︒

ラスジェンス再処理︑FBR リー国際秩序の形成について

ついて配購が必要だ︒これについ

小国はどんな形で参加できるかに

ては先進国聞でさえ悪見が分かれ

問題についてだがこの必要性につ

ている︒多数国参加になると技術

ル・ノウレブ

し︑電力消艶騒の伸びは＝二︒匹

法でやっていくしかないだろう︒

が得られることを期待する︒

原子力平和利趨と箪薯利用の問

めにはウランを節約する炉の鯨入
また︑技術亜だけに依存するので

どんな国際

Eには櫨極的に参聴しているが︑
これによって核拡敵を圃避できる

も注意することが必要だ︒INFとになる︒時期攣尚の酎画につい

秩序ができるにしても︑それは保

ショルヂプラント

S九士秀KWだったが・これが必要と蕩えており︑一九九〇年
に対する設傭容量は五百十一芳K 代にFBRを灘入することになろはなく︑政治酌側面も著えていく

核不拡散のための国際間窪を確立

ついては各国の合恵が得られるも

だろう︒また︑核強敵防止方策に

凸める原子力の翻金は五・七％と

が不可欠だ︒しかし︑地域サイク

三〇・七％︑ごOOO鋸では六〇するためには燃料供給などの保隔

とになろう︒

％を原子力が齋めることになるこ

なり︑一九八六駕にはその暴食は

てきており︑この十五駕闇の電力

韓國の経済は憩速に発展をとげ

消翻騒の庫平均傭び率は︸八・こ

筥二＋万KWは将来開発されるこ Wだった︒一九八蛋には図体に う︒現在進められているINFC
ことが璽要だ◎このためには国際

難臨B・W・リー

欝氏
一﹄嘔

墜・
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ていても原子力を簡要なオプショ

クルをやらざるを得ないというこ

中心的役劃を累たし︑時間をかけ

購だ︒この間題を解激するために

っていることを認識することが大 ろう︒

鯖間がかかる︒そこで空く国際協

再処理をするとプルトニウムが残

いては十分認識している︒しかし

ることになり︑国際管理の方が瞳

し︑こうした課題を書える場合に

シュミットキュスター

翻奥空バルブ

国際的な信頼回復を

鴬

灘・騨

灘
ルセンター構想などについてはま

CEがこの保瞳描躍の概念をよ てはとくにこの煩忙が強くなる︒

とが議画されている︒

のである必要がある︒このために

％に達した︒第一次五か兜改画で

た核不拡散にはIAEAの醸酒描
濠た︑核燃料の供給憬証はこれを

り明確に悪糊づけることを娚待し

運開し⊃再は現在建設中︑三︑

助けるだろう︒この点については

は今後この腰での第刀が必璽で︑

％︑⁝二次では一七・二％の伸びだ

は一七・九％︑二次では二〇・六

麗の強化によるなどの方法が適切

だ検討が進んでいないようだ︒ま

韓国は資源の2しい国であり︑

四弩は整地工黙に入り︑七︑聾心

韓国巖初の原発古盟一暑は昨年

代薔エネルギーとして原子力を響
った︒第四期計画は一九八一年完

れた敢策に配戯する必硬がある︒

差別のない傑証とバランスのと

えざるを得ない︒とくに石心ショ
だろう︒相互の儒頼がなくてはこ

しなくてすむようになる國際粗織

の闇題は解決できないということ

について⁝つ指摘しておきたい︒

は契約の鍛工段階に入っている︒

れにはいろいろなアプローチがあ

を作ることなどがその一例で︑こ

九︑十弩も近く入札が予定されて

それは世界のウラン入手司能麟と

ろう︒1NFCEでも︑拒蕾政策

成予定だが︑この伸びは一五・ご

燗々の国の入手可能搬は一致しな

％と考えられている︒次の第董期

さらに国際機闘構想などについて

いということだ︒世界的にウラン

潮だ︒

ではなく代替案を逸めることが大

ック以後はこのことが強く認識さ

はその概念を明確にすることが不

に余裕があるとしても欄々の国は

れている︒こうしたなかで米國を

可欠で︑これに基づいてコンセン

ウラン入手可能性に直接つながら

を認識する必要がある︒

原子力は広く普及しており︑また

サスを形成することが緊慧の問題

計画ではGNP一〇％の傭びに対いる︒また古里一面により黛間六

と覆えられるが︑この点ヨーロッ

鶴要なエネルギー源でもある︒雨

核燃料サイクルセンター︑魍際

ものがある︒

はまだ探査が行われていないとこ

襯一＝卿鼎一＝脚＝一＝齢一一＝一■＝＝＝

パでの国際協力の経験は興味深い

中心に核拡激防止政策が打ち出さ

いくために相互儲頼の確立が不慮

再処理︑F

また問題となっているパブリック

＝需一鷹一駆＝一一＝常＝一二需＝＝P一一欄傭漏出扁帰一一篇＝二

ンとして保持している点では一致
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核燃料銀行構想など国際制度の問

題についてはポストーNFCBと

︸致していたようだ︒しかし︑核 疑念からきているといえよう︒こ

とだ︒軽水炉へのプルトニウムリ

ルトニウム間題よりもバックエン

行うという点については︑計画だ

た各團の発展段階に応じて開繕を

けでなく過表の実着からこれを判

一つは国際化をどう薯え
ていくかということだが︑この際

新関

はやはり保障措腰がこの根本にな

ついては世界曲に物理的に十分な

断することが必要だ︒資源問題に

にするなどの描躍をとることが必

壁を得ることができる︒

要だ︒こうすればすべての国が巌

ければいけない︒謹た︑新しい方

信頼の上に新

シュミットキュスター西独で

が実効力のあるものになるよう注

策を鷺えていく門派には常にこれ

して︑今後に残されることになろ

は核燃料サイクルのバックエンド

大鵬灘畏ではパネル討論に移

の王AEAのセーフガード強化 シャ；マン 核拡敵防止につい

対策は今後の原子力計画に大きな

の早期遼成︑強力な雀エネルギー

ては従来の方法と異った新しい解

の辺についてもっと検討を進める

サイクルも必護だ︒また再処理に

ド対策の方がより璽硬な聞題とな

体制確立を

淡策は出てこないだろう◎つまり

燃料の瀾給兇遡しについては考え

必要がある︒

ついてはこれを行う国がその麗務

と核拡散防止の両立問題について

矢田部覧解︑癒覧発表ではい

門へのセーフガードの実効性への

だが︑これにはセンシティブな部

う︒また︑原芋力平和利用の推進

くつかの欝欝点が指摘されたが︑

される矢照部署から︒

に雛点を隠いている︒このうちと

原子力の璽要性についての認識は

りたい︒まず為初にここから参加

できるため璽要な役割を累たすこ

くに原子力はこれらの多くを解決

エネルギー源には石炭︑水力︑原
方が分かれていた︒ラスジェンス

ベカー核拡散防止闇題は新し

としてこれをあきらめた国に対

とが期待されている︒韓国の叢な

子力があるが︑このうち経済性を
氏は特来にわたり核燃料の供給面

い間題ではない︒すべての隅慶技

して︑便用済み燃料を溝処理する
代りに濃縮ウランを梶供するよう

から璽点的な政策を立てていく必

もった石炭蜜源は流〜十億ゾ穆度

で大きな心配はないとの悪露を提

術は常に照蟹技術として利嗣され

て対策を蕎えていくことが必要だ

にすぎない︒これは今後二十五〜

った悪髭をとっていたようだ︒国 てきた︒これは原子力も同じだ︒

出されたし︑その他の発表蓄は異

問題はこれをどう観罰するかだ︒

三十黛で沽渇するだろう︒水力は

三首万KWの能力があるが︑理在

の規模は八十万KWだ︒残りの二 際化の闇題は今後の需要な課題だ

ョンをやってみることが必要とな

力などの方法でデモンストレーシ

っている︒並行してセーフガード

仏でもそう蕩えられて

ではないかとの懸念もある︒しか

切だ︒プルトニウムの必嚢性はF 的にデリケートな闇題が生じるの

ぺ力−

BR開発のスピードに対応する︒

も十分に配落していくことが必要

は小国のエネルギー保陣について

て指摘しておきたい︒多くの途上

り一開発藤上国の闇題につい

の研究を石うのはもちろんだ︒

ないだけに︑IA露Aを含む関係

くるのも一薬で︑INFCEで国
コがそのための研究開発を共詞で

闇題では新しい国際管理制腱をつ
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問題がある︒再処理とプルトニウ

子力平租利用の継場を竪持︑NP ム利用漫罵に呈する保陣描薗が中

行うのも一躍と思われる︒ともあ

わが国はこれまで終始︸璽︑原

心となるが︑このためわが國は藁

わが国は國内資源に乏しく全エ
ネルギー供給の約七五％を輸入石

Tに加盟したのも同条約の基本理

れ・濃縮は︑大規模欄要の存在を

いる︒しかし︑使用済み燃料の撰

前提とすべきで︑他方︑奨用工場

期醇藏については覆成できない︒

次にウラン濃縮問題︒わが国で

国は技術を持たないが︑財政上の

協力︑共同研究を進めている︒物

議題でなかなか原子力開発が進め

開発と國際協力は不可分の関係と

をもつに奪った国は自国のみなら

られない︒魑力システムが小さい

いては回収可能な形にしておくこ

なってきている︒将来もこの傾廟

これで終わります︒

ありがとうございました︒

火鵬騒畏

を受けられるようにすべきだ︒

くつかの囲ったグループから供給

われるようになる際には小国がい

毒に関して國際供給サービスが行

原子力

こともその一因となっている︒し

題が強調されているが︑※国でさ

とが必要だ︒また︑核拡散防止聞

ず例えば国際核燃料銀行に対する

ンセンサスを得︑異体化していく

油に依存しているが︑その石油供

のが適巌と思われる︒
海工 場 を 使 い I A E A ︑ 来 ︑ 仏 と

策は︑重重や技術の移職に新しい

という方尚にきているようだ︒濠

だ︒

綴縮ウランの葭発的提供で他の小

かし写影エネルギーとして原子力

使屠済み燃料につ
規模発電国が必要とする核燃料供

は必要だ︒燃料サイクルについて

この傾岡が強い︒また︑核拡散防

は続こう︒とくにヨーロッパでは

シャーマン

エネルギーセキュリティの観点

え一般国民は廃爽物難題の方が大

給撮翫に質献すべきものと思う︒

鱗だと鍛えていることを認識する

は将来物要の一部を国産で賄う考

欽哉

は国内でなく圏際協力による形態

雲影がある︒

えで遠心分離法による実用工場を

新関

と核不拡敵上の考懸はいわば醐の

なかなか進んでいないようだ︒核

が考えられているが︑この構想も

的防護の問題は工場設誹段階から

原峯力鳥飯会

まず国際合意づくり

INFC配の毫繭の璽要課題と
の考蹴が必要で︑その際︑貯蔵施

立しうるものと僑ずる︒

ったし︑平和利用と核不拡散は両

念がわが国敵策と愈致するからだ

く極めて不安定だ︒石演代欝エネ

給は産縮国の動陶に左右されやす

ルギー源として最有望の原子力も

資源は一〇〇％外圏依存で︑問題

がある︒

このためわが国では短畏期契約
ほか開発輪入による資源確保につ

とめ︑ウラン濃縮技術開発も進め

ているが︑鍛近になって原子力を

原子力平和利用という蛸の運転が

両輪で︑そのバランスが崩れると
六・す隼代﹂半ば運転入りを國標に謝

設︑加工施設も同じ場所に共岡立

難．懸麟欝．
地する配慮も必要となろう︒再処

プルト一一ウムサイクルに代るサイ

との関漣から︑一応の弩え方を指

極めて困難になる︒その愈味で︑

なっている諸点に関しわが國政策

験以来︑国際的な相互鱈頼蘭係が
INFC鷲を中心に團際的なコン

クルも響えられたが︑現在ではウ

複雑な様掘を塁してきた︒とりわ

ィブな技術で︑罰点携齪技術開発

画中だが︑藤縮は極めてセンシテ

麗なわれたことが大きな要因にな

一時期酔えにはウランー
理代癌プロセスの技術開発も岡じ

センサスが形成され︑問題解決に

新闘
く凹米共同轟然に沿い混愈抽惣門

にはとくに穰璽にとり纒んでい

ことが大甥だQ

っている︒この点を改申していく ランプルトニウムサイクルでいく

拡散防止についてはインドの核爽

ひとつは再処理︒わが国では藁

の法長を行うことになっており︑

摘してみたい︒

海工堀につづく第二工煽建設を六

け核不拡散に視点を撒いた米新政

舗約を加えようとするもので︑わ

たい︒

大きく一歩を踏み繊すことを警み
の着陣繊躍はまだどこでも経験が

すでに一応の成果をINFCEる
に︒還心分離法大型実用プラント
いるが︑これにはまず保隔描躍の 提出済みだ︒プルトニウム管理の
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BRは必要

一

れているが︑この問題を解決して

欠だ︒これなくしては協力も実り

ないものになるし︑規制も愈味を

失ってしまうだろう︒

韓国のエネルギ⁝政策は︑擾期

縮

政策の推進︑原芋力開発の捉逸︑

エネルギー供給の確保︑自給自足
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習少でシェアは米三五％︑繍と南

っている︒左近は電力会社も積極

ア一五％︑ニジェール一〇％とな

はリン鉱石やニッケル鉱などの他

る﹂というが︑この論拠の曹景に

ねばならない︒米国は﹁十分にあ

や日・欧それぞれの立場から弩え

あるのか︒発電規模の推移︑米国

ところで︑ウラン資源は十分に

姻ーの動きも濤発だ︒

． 的な投資に乗り出し︑石縮メジャ

剛ウチマンNUS社副社 訓 ︑ 角 谷 省 三 荏 原 製 作 所 理 工 が 加 わ り

恥上︑下流の課題をめぐり四氏から見解が表明︑これにD・カ

州 コメントがつけられた︒ウラン資源供給源の多角化と探鉱申

岬産化計画の全容が開らかにされ︑仏から貴壷な経験が披露さ

噸核企業の設置で提謡があったほか︑濃絡︑再処理問題では国塙

州れた︒

ウラ ン備蓄対策を
の鉱山開発に随伴するウラン︑廃
津等が考慮︑海外からのウラン採
取や濃縮テイルの切下げも考えて
いるもようだ︒これらの評娠は将
来の翠蔓︑コスト︑技術麗発︑炉

わが国では短長期契約を中心

型戦略によって異なる︒

ナ︑うち米四六％︑南ア一三％︑

は生産国︑消費国の関係を麟捌す

も考えられる︑ただウラン輸入で

鉱契約や融資買鉱による輪入方等

に︑自盛開幾も進めているが︑貿

加一六％となっているが︑将来予

る必要がある︒来︑翻︑南ア︑
てはこれらに中核企業をつくって

五十一隼の計画の妥当性評価︑翌

入りするが︑性能は当初計画した

七千台設置︶は今璽から一部運転

る︒コレディフは八○年代後半か

は一万八落沙SWUの能力とす

璽工主体の協力体制へ移行し︑三

ウラン濃縮串業が企園されていた

の次の段階から民間による一心法

ことになる︒来︑仏からの供給で

自由世界全体の約一〇％を占める

年一万二千ナsWUが見込まれ︑

九〇葎聖牟ゾsWU・二〇〇〇

ところで︑わが国の濃縮需要は

ら九千沙SWUで運転入りする︒

犀からのパイロットプラント着工

五＋ナsWUを上圓りそう︒

対応︑国内体鋤も整備すれば政蔚
承認へと進んだわけだが︑この間

仏︑スペインなどは生産国だが︑
同時に消費国でもある︒生産国は
の助成も容易となろう︒ここで︑

蓄による協定も結ばれたが︑これ

ーター政権誕生で計画は中止︑か

が︑核燃料保障法案の不成立やカ

私は︑世界の新鉱床零丁の現状か
ら︑今一度園内資源も洗い観しを

により図置の交換︑部韻の統一化

昨年生産羅の五七％を長期契約で

LMEのような組織化された市場してみてはどうかと提案したい︒

などが図られ開発の効率は一段と

さて海外では︑※国が第四工場

同時に︑長期契約も将来の南場

高まった︒

メーカー体制は窪立︑東芝︑三菱

タイト化などに対処︑新規締結が

遠心機は分離性能︑三聖電力︑

輸製しているが︑ウランの場合︑

聞協力によるしかない︒しかし突

は存在せず︑わが国としては二国

必要になる︒さらに将来供給安定

儒道性︑寿命および製作費など総

としてはこの不見分の充足のみな

級工場の能力に匹敵する︒わが国

で︑その規模は五︑六千ナSWU
になった︒一九八八年から運転入

八四年に二︑三里ゾSWUの実証

ら濃縮事業化が必要で︑動燃では

にこれを千ナSWU程度の実用プ

プラントを運転開始︑八七年まで

ペンハースト︑騙アルメロの各憂

入りしているが︑このほか第三地

欝ではデモ・プラントが一部運転

WUQ英独蘭の蕊国目窪は英力i
らず核燃料サイクル確立の観点か

りする計画で能力は一一万二千沙s

で遠心法第四工場を建設すること

わってDOEがポーツマス工場内賄うが︑いずれ供給不罵は必携

如禁輸に追い込まれ︑また︑カル

蓄は禁輸︑濃縮工場の事故︑該燃

化に備え資源備蓄も不斑欠だ︒備

理し評価される︒わが国では﹁分

テル問題にひっかかるケースもあ

料サイクル確立のためのある種の

離性能はさほど大きくはないが︑

る︒そこで自主開発となるが︑完
全は期し難く︑既存設備の購入︑

バーゲニングパワーといった観点

製作費が安く︑定期的な補修の不

鉱石権取得︑△口弁事業といった方

法によることになる︒わが国とし︻からも有効なものとなる︒

必要なもの﹂を重点に研究開発中
で︑すでに十分側室競脚力のある

急ぎ事業主体整備へ

点として独グロナウにサイトを選
イロットプラントに逐次︑据付け

Uを契約済みだが︑購要動向をみ

ラント容蚤いっぱいの二千ナSW Uで開発努力する方針︒

定した︒ウレンコは八五年までプ

複数機数の開発を完了︑人形峠パ

ていく企画を進めている︒寿命試

ラントにし二〇〇星五千ナSW
験︑耐塵性︑カスケード化なども

芳郎

わが国でウラン濃縮用遠心分離

実証済み︒プラント構成機器の儒

の確立︑それに対応できる産業界

ながら一万沖sWUまで拡大するの墓盤はすでに確立されており︑

の体制整備で早鼓に関係蕎の謝意

今後は︑事業主体を禽む事業計魎

を得て前進することが必要だ︒

計画もあるもよう︒仏には拡散法

両計画があり︑前者はすでに部分

頼性も確認ずみだが︑昨奪からさ

的な運転を開始︑八○年代初期に

は原子燃料公社︑そして下層へと

パイロットプラント︵一二期謝画︑

した︒

によるユーロディフ︑コレディフ

開発が国家プロジェクトに指定︑

イロットプラント運転までの研究

ひきつがれたQ四十六年末にはパ らに大型化のための研究にも着手

わが国におけるウラン濃緒票業

理研が担当した︒以降︑この研究

機が試作されたのは三十四年で︑

鼾ﾗ金岩

が︑これまで︑軽水炉燃料六ゾに

理するが︑このうち四分の一以上

王国に外国の燃料約六千踏を再処

される大型再処理工場は新しい高

験をもとに二十世紀宋までに運転

いる︒熱中性子炉開発に伴う安全

⁝三分にしても数立方綴だ︒

出されるもので︑璽はこくわずか︑

たる危険な物質が対象となるが︑

素14︑クリプ小ン︑ヨウ素鵬など うことであるQ
ゆ
の気体廃爽物にも力が入れられて
廃棄物対策では普通︑長期にわ

のの三つがある︒十年程度のもの

間︑数世紀︑数世紀にまたがるも

廃棄物には＋葎程度の短い時

その九九％は使用済み燃料から耕

度に洗練された技術を駆使して運

性はすでに成熟期に入っており貴
や
重なデータも揃っている︒これら

ベルに到達した︒同工場の運転経
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測では八五隼年間処狸凱八万六千

の生産能力は全体で隼二三万九千

％︑加二四％︑南ア一六％︒現在

これまでの生産実績は米四四

体の一三％に相嶺する︒

州の確認鉱羅二十九万ナは世界全

授今泉常正

東京大学

ウラン資源は汎用性︑代替性が
なく︑そのままでは燃料にもなら

価傭の時限性があること等々︑資

対しガラスーナの目標達成に向か

軽水炉使用濱み燃料の再処理は

っての比放射能引上げにあたって が玉本からのものとなる︒
大きな隔害は垂込まれていない︒

をどう分析︑どういつだ結論をひ

染物質管理技術︑供給上の安全保

T姻ε馴W・ハナム

効率的な国際協力を

COGEMAはラ︒アーグの
現在
各のUP2工場ですでに産業レ転されよう︒
工場︸．﹂とにガラス固化設傭を備え

る計画にしている︒この設備計画

によると現行のUP2軽水炉燃料
能力は八四⁝八五年には隼間八頁

原子力開発は利嗣のフィージビ

沖に贈える︒またUP2工場に付
帯して新規の苗処理工程と後処理

隔などの面で強化されている︒今

はシールディングが必要で︑数世

紀のものは人へのフードチェーン

またがるものは体内摂取した場合

を考慮する必要があり︑数世紀に

ため一般的には深層地学などへの

危険で＋分な注意が必要だ︒この

後︑野際通商にとっても大きな関
き出すかが国際闇協力の課題とな

リティ！から今や燃料サイクルの

る︒新型炉などについては国際間

確立がとりあげられるようになっ

協力に加え学術交流を深め合理的

に沿って建てられる鍛初の工場は

現在︑最も活発な政府開協力は

封入で︑モニターやサイト登録な

効なのは岩塩層︑粘土などへの

工程が建設される︒ただ︑ライン

じく年間八薫ナ能力のUP3・ており︑これに関連︑廃藁物対策
将来の工場はINFCE︵国同際

安全性と放射線防護の分野のそれ

な基準を作成︑リスク評価を行う

理技術の開発は続けられる︒

物燃繕にして合計八十ナ規模の二

MA︵仏核燃料公社︶が支援して PWRから取田された酸化物燃料ーズアップしている︒さらに資源

核鱗サイクル評価︶で8昼 Aとなる︒この薪工場はBWRや
とプルトニウム管理が大きくクロ

ことが必要だ︒政府闇協力のイン

いるパイペックス法のような新し

かシェルブール港から陸送または

だけを再処理する︒燃料は発電所

資源問題では供給と需給バラン

心薯となろう︒

鳶の産業尾ラインが新設されてい

だ︒安金性やリスクの評価は入の

センティブは開発の効率化に窮点

い保障措置の考え方のもとに設計

燃料総貯蔵潮騒は四千踏の規模と

鉄道でラ・アーグに搬送される︒

ども必要になる︒深厨処分への条

処分が考えられているが︑巖も有

る︒今後五臓間の爾処理量込み醗

や技術︑産業上の能力が＋分に配

判断に依存せねばならず︑何もし

将来の工場もピューレックス法

される︒これは翼翼描置強化のた

は酸化物燃料約千ゾ︒

分されていないという闇題も出て

がおかれる︒OECDではこの分
件は実際の廃棄物を使って実験す

が主体となる︒この袴えはマルク

いる︒

とることによるリスクといった点

1ルとう・ア⁝グにある仏原子力 め閉じ込め方式に徹する毒え方

う変化するかを調査することなど

ること︑自然環境下で獲期間にど

廃麩物対策はプルトニウム管理

ている︒

とともに原子力感発に伴う残され

CDも︸AEAと協力︑鉱業予に
測︑国際的なコンセンサスを得︑

なる︒NPHと呼ばれる最初の貯スが重点課題となっており︑OE でも広範な重要性をもつものだけ

肝要だ︒放射線防護の問題も例外

強力な推進の基盤をつくることが

ガラス固化については︑CEA藏池は現在建設中で︑八⁝璋初め

調蕉に力を入れている︒描測だが

について歯釜的な研究開発を進め

ではない︒ただこの分野では董C た問題だ︒OECDでもかなり以 OECDもこうした長貴命核種

トで燃焼度の高い楢殖炉使用済み

庁︵CEA︶のパイロット・プランだ︒

野研究に毎年十億が近くを投入し

ないこと︑そして無分別な行動を

ど薪しい技術改獲が旙され︑酸化

た︒前処理工程に廃棄物搬送系な

用済み燃料十四・黒誘を再処理し

で︑スイスのミュルバーグ炉の使

運転入9た︒ホット試験は順調

理用に改聾鳳され︑一九七六葎五月

用から軽水炉使閑済み燃料の再処

ラ・アーグ施設は嶺初のガス炉

離鑛灘︒・エソベリ

30トンをガラス圃化

ず︑核分裂性︑FBRとの関運で
源産業からみる限り魅力に乏 し
い︒つまり︑今後の資源開発に対
するインセンティブを薯える上で
十分袴懸していかねばならない特

の観点からこの闇題への政府の介

殊性をもつている︒また核不拡敬

入もさけられず︑それが行き過ぎ
ると価格︑輸出の形態までもが制
約されるようになる︒今後はそれ
が一三厳しくなろうし︑十分注葱

さて︑環在世界のウラン資源は

していく必要がある︒

推定鉱璽も含め四蕾四十万ゾ︑う
ち確認埋蔵麗の九〇％は米︑加︑
慶︑繭ア︑ニジェールの五か腿で
占められている︒うち八十が以下
の低コストは確認函六十四万ナ︑

の高コストまで禽めるとそれぞれ

推定亟四十五万誘で落三十謎以下

二百二十四万ナ︑二百十七 万 ナ

ウラン資源はあと二十隼分は十分

RPの勧告が基華となっている︒ 前から検討を進めてきたが︑そこ

ているが︑ここでは政策的なアプ

で︑総計約四百四十万捷となる︒

にあり︑各大陸にあと数百万鏑ず

ICRPでは最近︑職業人被曝の
での結論は︑技術的にまだ多くの
誤解があるということである︒各

ックになっている︒

ローチ︑技術などが政府聞のトピ

処分もその一つであるQ

関心に窺え基準の平準化に量器を

こで問題は技術附︑制度的ベース

国とも政策づくりに懸命だが︑こ

同再処理工場ぱ︑①前処理②溶

が対象となり︑海洋底下地層への
つけ︑マルクールに年内蕎ナのガ

が二十五薙余の研究開発で盧繕を

つ賦存する可能性もある︒ただ資

には運転に入る︒

が︑現在の技術に大輪な改罠が必

燃料三ナを再処理して固まった

ラスを処理できるA・V・Mと呼媒抽出③酸化プルトニウム転換④

源評議は︑規模よりもより実際的

コストは品位︑地質・標掘条件︑

化施設⑥酸化プルトニウム断定貯

ウラン転換工程⑤廃棄物処理と固

処理条件︑地理的条件などで支配

工瘍は七八年六月に運転を開始︑

ばれる実証工場を建設した︒実証

な例えば採掘や製錬能力︑屠場性

置いており︑さらに長辱命廃棄物

要となる︒将来の工場は高度の護

され易く︑正確な推定は署 し く

化︑互酬性や還隔保守に改罠の余

嶽型︑不整合閣趨型︑火成巌の四

藏施設⑦廃棄物暫定貯藏施設から

などに移っており︑経済性や投資

以来三十踏以上の放射性のガラス

はとくに環擁上のインパクトや汚

なども加味されているQ国際問で の讐理や採掘︑製錬に伴う環境対

地がある︒

新工場のホット試験は八五年宋

なる︒

にスタートする︒その工鵬は六十

がが
っく
UP2とUP3・A濁工場
フり出されている︒われわれ

ベル廃棄物を使って選転を始めた

は金属燃料から出た冷却後の蕎レ

をつくるための協力が不蒲欠とい

ル操業に入っても︑工場排出騒低

策などが強調されトリチウムや炭
減化のため放射性廃棄物の構製処
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籠

事論難
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﹁自主叢徳確立重点に
むつを活用︑実証船も
B添原子力産業余識・原子力船懇談会︵婁員長・福照久雄大阪商船三井船舶相談役︶は九醸︑わが

ための箋験船として役立てようと
いうもの︒また︑実験航海につい
ても﹁実験を通じて国内外繕への
出入蔭など将来の爽周船に役立て
るための問題点を摘出する﹂など

海上輸送では中小出力の船舶で大

また︑舳幣炉の開発については

の蓄えを打ち出している︒

部分の燃料が消覆されていること

国の原子力船実用化研究開発を円滑に促進するよう求めた報告繍をとりまとめ︑金子岩三科学技術庁
長宮藻原子力委風長︑森山飲驚運輸大臣に要望した︒報告は﹁今後総舎的な研究開発を得っていくた

許可もおりていたが︑激業補償交

回調査を行わなかった仏︑スイ

とするのが調糞の國的︒今闘は前

実態を唾壷し︑今後の業務の謬霧

あたる国内メーカ⁝も含め︑これ

り隠すことにしたもので︑製作に

あるとして︑新しく蒸発箭をつく

理・適転方法などに改農の余地が

らの点で孚順︑対策などを兇礒し

ス︑オランダを歴訪︑登録制度の
理状を調査する︒

は︑麟の認可を響て潟蒸発街の撤

今後の見礁しについて︑動燃で

改農することにしている︒

管理堅次長︑菊池通呂本ニューク

表とこれに代る新蒸発無の製作を

団顔は守本光男関醒原子力保健

也闘立製作所由墨壷蟹理センタ⁝

リア・フユエル業務部擬︑大瀬賢

工瓢を行い︑この秋には通水作鋤

並行して進め︑璽までには据付け

人宇癖

右巻

松島
仙台︒

颪埋宜て︑興立商然公園条例︑保

九B乍後四時二十五分︑臨界し 禰騰第一原子力発鱈所立地点は太

接部の五か所に禽誹で一卑方言耕

について︑加熱響と上部管板の溶

理施設の酸圃収蒸発衝の検査紬果

まで︑超勤疲による肉厚測定︑管
板上部の困視︑エアリーク試験︑
ボアスコープ︵諮鯉鏡のようなも
の︶による内部写譜擬影︑加熟蟹
の渦流探鰯︑の各項囲にわたって
行われた︒この結果︑①エアリー

︵照︑ザ耕騨︶とこれらの管を支笏

ク試験から鑛熱籔の漏洩個所は鷺

奴

の大きさは

する上部働板︵二五ボ耕隈︶との
溶接部五か所で

舎翫で一平方︑ゾ摺程農といういず

ほか岡位体分離︑処理処分など各

分かれ︑炉物理︑炉工学︑炉秘料

分野から総誹田口六十繍の研究論
文が発表される︒別に門溶融塊憩

・西独三国再冠水研究協力計画﹂

殖炉研究開発の進歩﹂︑﹁日・米

全米原子力技

の二つの特別講趨も予定・

術会議開催へ
米原子力学会

流探鵬測定︑衝胴都の超膏波測定

四段間︑※フロリダで開く︒ラテ

議﹂を四月八蟹から十一日までの

回﹁全※原子力技術諜報交換会

米原子力学会︵ANS︶は第一

から手占は認められなかった③加

れも微少なものだった︒②籔の渦

熱管内部︑ボイラ部上部鏡板一部

国の原子力開発協力が濤発化して

ン︒アメリカでカナダ︑欧州︑米

が晃ら

などに細かい〃肌あれ

に高い閲心を示してきたことか

ラジル︑メキシコ等が原子力技術

きたのに伴い︑アルゼンチン︑ブ
動燃ではこうした検腰結栗と過

がわかったとしている○

れ︑わずかの腐食があった︑など

去の運転経験から押えて︑材料

の警報交換をねらったもの︒

子力誹画を含め︑建設経験の相互

︵ウラナス⁝六五契オーステナイ ら︑今後のラテンアメリカでの原

問題がなく︑溶接方法︑施工管

ト系のステンレススチール︶には

内外原子力界の動き的確に報じた

紺原廟画鵬産業断聞灘羅㎜

N版好評発売申
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第二次海外調
査団を派遣
放射線影響協会
放射線影響協会は牽一摂︑第二
次被曝登録制度海外調査団︵薗擾
・鐙沢白癩放鷹研那珂屡支所畏︑
一行五名︶を派碧した︒同協会．

畏︑野田雄二懸瓢遼原語力部委

放射線従劉蕎中央登録センターが
匹月から庫格簗務をスタートする

原子力学会

還転再開にこぎつけたい考え︒

試験やセルクロージングを経て試

員︒

﹁塞用化の莞還しが偲られる段階

さらに︑窟民の分撹については

のにともない︑先進各麟の制度の

また︑今後の中心となる覆久的
原子力船研究開発機関については

が54年年会
26臼から大阪で

めには魑久的な原子力船研究開発機閣を設目する必要がある扁と振翻したあと①﹁むつ﹂を疲用しな

﹁原子力舶開発に鍛麗な経験をも までは園が媒体となり研究開発を

臓本原子力学会は灘月二十六日

から﹁当闘︑三〜五万馬力の比較

遍画民闇は人材︑技術の面で横極

から三日闇︑大阪市西区江之子鵬

がら口舐船を開発することとし︑舶馬炉は当雨蕊〜五万購力を標準型とする②研究開発では自杢技術
させるべきだ﹂と指摘︑この機関

的に協力し︑実驚船建造の見通し

推進するのが墾ましい﹂と抵摘︑

発することが適当﹂と懸摘︑さら

で原子力第二船の舶周炉設計研究

つ原船団をこの機関に円渦に移行

にこの舶贋炉を実証船に搭載し原

の大阪膚立工業技術研究所で昭租

的低出力の炉を標藁型に選んで開

つ﹄﹂の活用扁は予定の実験航海

で民開で開発を進めるとの考えを

を得た後は國の適切な援助のもと

子力船としての蜜金性︑経済性を

閣発︑単解原子力船のための二塁

寅証する必要がある︑と指摘して

東北璽力の女川原子力発醗所建

宮城県

安林解除などで興に対し誹認司を

とになった︒

串講︑五十八庫三月運開をメドに

平洋に面した福鼻繋双葉郡大熊町

今圓庫会では三日間︑九会煽に

研究︑桑務員の膏成などを行うと

を終了したあともひきつづき部分
している︒

丑十四奪庫会を開く︒

いる︒

とが望ましい﹂と指摘︑これらの

渉が難航︑魑工が遅れていた︒地

三毛原発予定地
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的改造を加え揺来の実用船設計の

打ち出しているQ

の確立に蜷点をおく⑬実周化の見通しが得られるまでは国が主依となって開発を進める⁝⁝などを打
ち畠している︒

批判に憾じうるものでなければな
らない﹂と指摘︒このためには纒

今畷の要 盟 は 原 船 囲 の 存 続 期 瞑
が昭秘五十厳難十一月となってい
広い技術開発を行い磨霊開発の確

また︑報告は今後の実縮化への
開発戦略について﹁﹃むつ﹄の濡

用︑舶用炉の開発︑実証船の建造

研究開発を総命的に陽画実施し︑
設をめぐる岡社と関係四漁協との

先海域約五十万平方綴の漁業権消

Nぶり本格着工へ

漁業補償問題が決着

の要件となる︑と強調している︒

立に鐙点をおいた開発姿勢が必須

るため︑今 後 の 進 め 方 を 暴 慧 に 明
確にしなけ れ ば な ら な い 時 期 に き
ているとの 観 点 か ら 実 用 化 へ の 卦
体的戦略を明らかにしたもの︒

それによ る と ︑ 報 欝 は ま ず 今 後
の原子力船 開 発 の 基 本 的 な 考 え 方

約を受けることのない原芋力船の

漁業補鰹問題が︑十臼︑勉鹿町窃

︒運航の孚順で実黒化を進めるこ

建設・遮航を可能とするソフト︑
さらに改良研究︑要員の訓練等を

について﹁在来船以上に大きな制

ハード画聖の技術を確立する﹂と

滅について女川町漁協と牡麗町の

漁協愈わせて七十九億瓢千万円︑

前網︑鮫浦および寄磯一二瀕協と交

渉が璽ねられてきたが︑難航︒結

原発輿上かつてない大型補償とな

戸︶臨時総会での決定で巖終決鶉

局︑女川瞬漁協が昨庫八月になっ

った︒

磯漁協︵渡辺潤男雛倉長︑百一

て漁業権消滅を決議したことによ

地冗騰漁協の垂垂がすべて得ら

発機閲を設立するとの響え方を打
をみた︒四十蕪薙一月の計錘公国

り瀦態は懲転︑すでに﹁建設同

れたことにより菓北醗力は漁協と

行うため恒久的な原子力船研究開

以来十一琿余にわたり鷺踏みをつ

意﹂決議をしていた牡鹿町三漁協

定をそれぞれ締結した後︑公鵜水

の漁業補償協定︑興・町と安金協

の欝機を開 ら か に し た あ と ︑ 技 術

ち鳩している︒このうち︑﹁﹃む

づけていた岡原発は︑これにより

も今隼に入りあらためて︑この日

開発のあり方については﹁安全性
を確認し︑儲頼性の向上に努め︑

難

女川原発は東北電力が宮城県較

の笥磯漁協電送総会決定︵賛成九

本格着工へ段どりが進められるこ
脳

鹿郡の女用︑牡鹿両町にまたがり

万四千KW︒四 権消滅を決議︑論客をみた︒交渉

建設を計画しているもの︒BWR十一票︑反対九票︶を巖後に漁業

畢ければ五月にも木野島工にもっ

で︑出力は五十一

役をつとめた︒漁業補診総額は照

は渡辺諭牡鹿町長が百敷︑仲介

発缶取替えへ

再処理施設︑蒸

動燃

ていきたい考え︒

で承認︑固十二月には原子炉設縢

月に設灘謙飼を受けたあと四十八

化率は山ハ三％︒昭和四十七鋸十二

炉で主契約蕎はGEと榮芝︒国産

岡機は原電雲海第二原発と二型

一

十五隼五月に電源開発調整審議会

福島第一原発
六号機が臨界
東京題力

秋から試運転再鯛

と双葉町にまたがる三尊二十万車

タブロイド判︑一部七千円︒

昨薙一年間の内外の原子力開五七男︶が刊行︑発売中です︒
発動向を的確にとらえ︑分析も

τELO3−214−1331（代）
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六下機︵BWR︑酉十万KW︶か
がら核燃料初感荷を行っていた︒

の予定︒岡機は棄隆盛力六番霞の

り新しいものと取薔えることにな
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ﾀ駿航海
人験朋として活用

ゾ

u証船

。力にはと

、海は構年て革

、一し壁り型わか

q轍考〉

ｹ∫力船の新研究開発機

ﾖの発足

ｰMCOの属1∫力船に関

○

で点り術た：舶いに向つと対めにらる

。癒上てにす方▽極払い米るおそ確の炉こじには鑑る

轟轟総購籠

ﾙ鰭叢薄…

難黒

とに特重器

はのり技の

に。る・料は

。さ全三型力

い船い運1醐ε三篶聖典懇雛忌麗蕩

≡

、つらA馬田のコの

一

の雪占

。を力発Sは賢路はの蘇原運≡

、、す≡

オ

貨る船原ま終のしG十型が

醗水力謡いに（力を委ツ努基語る…

ツ

、確提子転業。離離戦ぎ赫器薄曇語

守口問注て六安の進託ク力準用各

﹁

を行うとともに国際商業航海に従

の後︑十外間にわたって実験航海

ハーン﹂を﹁九六八鋸に完成︑そ

受庄すべく努力している︒

を計達している砕氷船の原子炉を

きはない︒しかし︑カナダが建造

商船の建造についての翼体的な動

着々と検討中だが︑現在︑原亭力

炉について関心をもち︑先行三か

オランダ等は原子力船および舶用

っている︒イタリア︑ベルギー︑

とフランス︑西独などが竪樋を行

子力砕氷船の建造については萸国

心となり強力に推進することが必

を政府機関として設置し︑国が中

ら研究開発を行う網目戦渦核組織

トの中枢部分については︑みずか

一か国︑三十二港を訪問し

擦膝政府は︑六万五千誘タンカ

殊法人であるが︑実験船﹁むつ﹂

二十

た︒この間︑＝次炉心を交換︑陸

ー用の原子力抵進機関の検討︑安

およびその研究開発のための貴璽

事しっっ︑約六十万浬を航海し︑

上炉の新技術をとりいれ極々の改

ルギ⁝と協力し一体型炉の設計研

全性に関する研究を行うほか︑ベ

発事業団は︑原子力第一船開発基

要である︒現在の日本原子刀豆開

本計画実施のために設立された特

条との連携を緊密に保っている︒

昭和54年度前期︵第23回︶

響魏誰纒

良研究を行うなど実験船としての

ま者謹呈30

な経験や知識が得られているので

で

期麓

現

究などを行い︑また原子力の商船

銀鉱碁灘講
受

役割も果たしている︒

）

その実績資料とともに︑新しい原

名

8

子刀船研究開発機関に開発の空白

線はれ術28

現在原子力船に関する国際条約

のとて

原電
研修コース
ご案内

り

よ

でり

1
級

べきである︒この新しい研究開発

u1灘緯月月

を生じないよう円滑に移行させる

@

は二九六〇年海上の人命の安金

機関は憧久的な機関として次のよ

臼

で

が主コの中名所を子

一九六二年に舶用

﹁原子力船運航者の費任に関する

8

o

格藍絵こ躍横奪成原
：コ
解任｝コでにではカ

A

に関する条約︵SOLAS条約︶﹂

月
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氷▽るニニ蕊、炉設所シ蛎船ン実射炉毒1齪隻蓬よ董去薦薄薄郎螺繧

への利用に関する第て二次報告
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について︑その後GKSSはブレ
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妻

、安藝炉こ黒船解行つ要警急試国用燃送開ら長用あの実全しののめ一明いい機棒鼻験の炉

▽フランス

、舶で船

マ︒プルカン造船所とインターア

あ〜クのW用の船・七ナタて照型の輸究ね

陸上原型炉︑一九七五年に改良型

で験ばをに霊制緊墨型舶

力騨講凱叡騰朧蒙発菟雨靴ぎ無煙

原型炉をそれぞれ完成︑これら原

要力にの搭嗣

用田アー関経炉にし完砕

於｣離難灘≡⁝

分上研をは

、さだて舶験電う子開あと将の終だた職制運

開E一る子九第を能た原申船が界もら

トム社の協力を得て︑実験研究を

Q麟難謙譲lll難1体にす動
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、遠蛙量器ルた

煽

、四体に

に解決が可能である︒

▽的
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的に研究︑開発
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技術に応用され得ることを弩旛す

界原原

の節約のみに比まらず︑石漉供給

。試技た界に船をの性船がるる子舶に後し臨とな近め術が第新島図大

国議の違いからくる彼我の技術格

、刻

ると︑わが国としては︑これら

、型たてにわが深たにのき日常の化舶要造ねけな原船め今飯が

の不安等緊急時にも︑これに影響

｣おと

（建，ム嚇ヒ11〜期）

されることなく原子力商船により

差を克服するため︑国をあげて研

1

ﾙ思船

▽米国

円滑に国民の生濤必霧物資の輸送

験航海によって原子力船の運航お

ナ﹂完成後︑約八年闇にわたる実

玉985

建蓮

ケ、講試験

究開発および関係技術者の二成を

、

強力に推進し︑十分に国際競象含

、位能船必

着

船津設撃汁

、開▽の業要が本遂を工のつ船しの造持に界第高常発海雪国なあ集げ退業中あ界て発船し努も二性にの運みに柱り約るけ国でるはき展界てめ

を確保する愈味からも国家的に恵

実進の必の展慧先展み・果経運を向造世よは船緻工璽要資を進進望つ造た済・堅上船界び

掴差

義がある︒
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@五面所報のように︑日本原子力産業会議は九田︑わが国における今後の原子力船研究開発の

、ものる限蟹と勢に

㎞進め方について︑科学技術庁長齢︑運輸大臣および原子力委員長にそれぞれ要望した︒以下︑

Jで芋界潟目性子ル供に
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同要望からその概要を紹介する︒
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力

原
子

昭和54年3月15日
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第969号一
簿週木曜日避行

購貌料1年分鶴金確500円

1部100円（選麟共）

初の国産発電炉誕盤
籍積聯開発史に一里塚記す
流亡︒

となるも

えば原子炉圧力容器と炉心部に損

きだち同蟻通団と電力業界はすで

ることになっているが︑これにさ

までに建設するかどうか決められ

@にるのクが行繊細のせ蔦原

ンを購うが岡じ炉心で同一寸法の

つなぎ

聾するカランドリアタンク︑圧力

入っている︒

の試験的灘洋投棄開始を賄に︑国

した墓まG低レベル放謝性廃棄物

際協調の観点もあり批准への対感

には投纂禁止薄幸として︑とくに

が進められることになった︒条約

褻物が﹁絶対琴丘扁︑低レベル放

原子力関係では高レベル放財性廃

司を必要とするもの﹂の中に愈ま

射性廃棄物が﹁その都腰嚢前に許

、効十。を五で原十子

炉は︑プルトニウム寓化天然ウラ

微濃縮ウラン燃料もそれぞれ効累

に使うことができるなど核燃料選

を減じることなく舗御難も変えず

択の葭由度が大きい︒撫えて燃料

ルトニウムも効率よく利罵できる

利嗣効率も軽水炉に比べ高く︑プ

わが国の動力炉開発戦賂は軽水

等々︑多くの蒋色をもっている︒

ATRはその

炉←醐速膳殖炉が塁塞路線だが︑

の運転実繍をつみ璽ねながら遼転

の︒動燃禦業圏はまず﹃ふげん﹄

精性を確認︑羅られたデータを経
済性など翻味した次の段階の実証

みは軽水炉︵BW民︶と類似して に今年二月から盒同量興会を発足

管など特有の設錨を除けば︑仕編

いく賄え︒実読炉は五＋奪代辛ば

たものの︑難関を賢島︑翻霊技術

炉︵六十万画面級︶に反映させて

による初の発醗炉誕生という二業

﹃ふげん﹄は減速材に山水を用

きつづき逐次畠力を上昇させなが

いておりそのために付加された例

次いで一一

新型転換炉原型姫﹃ふげん﹄︵麺ATR︑金面炉︑出力十六万五千KW︶が︑二十田午後三晴十霞で︑葦登炉では英国︑カナダに
ショナルプロジェクトとして総工蟄六酉八十五憾円を投入し建設された︑わが國独圏技術による初の

五分︑官庁による使用潮検蒼に合格︑定常運転に入った︒同炉は動力炉核燃料開発購業隅を中核にナ

國産発鷺炉︒昨蕉三月臨騨︑以後出力上昇試験をくり返し直送贈も行ってきたが︑この田簸終試験に

ら姫島特性︑トリップ︑放射線レ

パス︑本格運転入りとなった︒鶉工以来八隼憲か月ぶり︑開発史にまた新しい〜冷を起き湘えること

﹃ふげん﹄は編井漿敦蟹帯浦山の

遷成に潤ぎつけたQ独自で発電炉 いる︒ただ軽水炉が濃縮ウランし

政府は十六臼の閣議で﹁廃棄物

が︑わが国は四十八隼六月に調即
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同法鍛は同際︑科学技術振興対

その他の物の投簗による海洋罵染

限仏両国政臆はかねて原子力協

翻

A㈱

濁

＝

軽期藤原

欝厘で局員効取ぺBがる遮家関

原

題界大資ギ1く六京九

になった︒発蛋躍力は一翻山鹿の所内嗣を除き中地域蟷力籔内に送り出す︒

原野敬賀発電噺用地内に位麗︒ナ

ベル潮定など各種試験をくり返

させ設計に伴う技術謙題の検酎に

ショナルプロジェクトとして鰯十

しこの間七月からは三一万KWを 開発に成功したのは世界で八番

か燃料に使えないのに対し︑この

五年十二月蒲工︑原子姫本体を撮

糊したB立を主務余社に︑藁囲が 北陸罐力籔内に試送電もしてきた

炉等規舗法および羅気黎業法に塁

難戦本会議で趣旨説明

参議院審議始まる

いと発餓機︑三菱璽工が原峯炉一
つく転載段階検査に合格︑定常配

が・いずれも順調で︑この日原子

冷冷却系︑住友原子力が蚤水とヘ

か月ぶり︑原箏力委員会がATR

転開始となった︒魑工以来八無三

タービン系︑憲士醗機が燃料闇商

いわゆる原子力五グループが国産

調︑原子力は石縮代盤エネルギ⁝

を隅っていかねばならない偏と強

裳騰からみても実用化の域に達し

源として醸も有璽で︑世界の運転

参議院は十六田の本会議で︑金

ての軽輩説明を聴取︑回議入りし

炉箸規制法一部改正法案偏につい

子獲二科学捜術庁長窟から﹁原子

リウム系をそれぞれ担蟻するなど

開発方針を淡めてからだと十三年

各禰実験に墓つく設誹の冤尊しな

近くになる︒大洗工学センタ⁝の

どあり姦物計画が三思ほど遅れ

技術の総力を結構し︑窟民折半出

り鍛小臨界を選成した後︑五月に

資で建設した︒昨年ヨ月に誹騨遡

は全炉心での初鰯臨界に到達︑ひ

民懲化のため繁業の指定制︑施設

に付託︑水格的な羅議が展開され

策特別婁爆会︵棉掲幣典委鋤長︶

たQ圃法案は使嗣済み轡料再処理 ている縣などと答弁した︒

検査の義務づけなど閲係規定を整

条約批准へ

海洋投棄規制

ることになった︒

備しようとするもの︒二月二十七
獺の衆議院本会議で同法鑓四十照
条︵悪発の翌冬︶に関し一部修正

送られていた︒

のうえ蟹旗多数で苅決︑参議院に

の猷運転再開発通しと高レベル放

の防止に関する条約﹂承認察件を

関係国内法も改正へ

露処理工場

の廃三物投棄による海洋の碍染を

力のための研究協力および技術鱒
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このB専守議では趣撮説明を

射性廃蘂物対策︑第

受け高田正雄氏が粟灘再処理施設

尉画などについて翼疑︑政府の対

防止しようとするもの︒四十八年

この条約は船舶や航空機等から

了承︑十七漢図会へ提起した︒

障の内容がわかったので禦急に修

十一月ロノトンで九十二か麟が集

科学技術翼長霧は門康灘工場は鍍

理︑秋には試運転を再開したい︒

たが︑このほど愈懸︑二つの取決

報交換について謡台いを遜めてい

ミ瑠レムの愚

賦

、す前関防伴圃
た
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原子力施設では、放射線管理を厳しく行い、施設周辺への影響をできる磨り低くすることに努力しています。
@ この自標纏として磯子力発電翫周辺では、原子力委轟会の指針により5ミリ レム／年が承されております。
@ このようなわすかな放射線鍵をMAR−50りは、安定してしかも精慶罠く測定することができます。
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処幽翠を求めた︒これに堕し金子

篤篇欝処理工場は電力界を中心に

たことから︑遡称﹁ロンドン条

犠報交換と基掘作成﹂分野の両貫

一つは﹁安盒規制に製する技術

めが結ばれた︒

まり購かれた園際金議で採択され

約扁とも呼ばれている︒五十郊八

準備が選められているが︑俸間処

のものになろう扁などと答弁︒間

ソ︑仏︑薦独︑加︑スペイン︑ス

月に発効︑これまでに米︑英︑

理能力は千〜千五滋誘程度の網羅

隔翼灘遷産相は﹁ウラン資源は確
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と推定されているが︑わが岡とし

学技術庁長嘗と縄ホ遜蕩相︵いず

ークなと四十か国が批准している
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原産駕次大会二臼目︑十四日午後の第三セッションは﹁原幽

︷子再開発・言質技術の産業化への提雪鷺をテーマとしたバネ㌦

岬代理が﹁わが国の原子力計画と臨主技術開発︺と題し講演︑
㌔

一

嘱ル討論が行われた︒基調講演では滴積量原子力委員会委員畏副

一 ﹁確固たる自主技術を持つことは必要だが︑年徳︑経済︑開
一

一

脂 発体制︑産業化でむつかしい問題が多い﹂と外文し︑パネル

㌦

・討論にバトンタッチ︒討論は玉躍敬三氏︵東芝会長︶を議長に訓
μ 伊藤俊夫︵関電副社長︶︑瀬川正男︵動燃理事長︶︑竹内宏

i擬銀調窟部長︶︑永野健︵三菱金属専務取締役︶︑三島罠

㌔

⁝績︵東大教授︶︑綿森力︵日立製作所副社長︶六氏のほかコ︷
ロメンテ⁝ターとしてフレーバー氏の出席を予建していたが病

斯

ン
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セッ

完成すると解散し︑せっかく簗ま
ったノウハウが分散してしまう︒

専門メーカー
歩状況の相違を反映し︑一つとし

業化との闇にはまだ大きい溝があ

向などでは不十分だ︒動燃・原研

からある︒しかし︑民間からの出

賄ってほしい︒

メーカーも増大する研究︒開発

会社が明確にし︑特定の目的に向

のための民闇や研究機関に補助を

けステップことにやっていき︑そ

費を協同で負担し︑重爆を避け一

の人員増は相当なものがあり︑こ

エンジニアリング事務所を設立し 型炉プロジェクトに融資していっ

致協力体制をつくるため︑FB8与え︑実罵化の削能性があれば原

る︒技術がどのように民間に移さ

れを民間からの出向で補うとすれ

れ産業化につながるか︑といった

燃料サイクルへの関心は急速に

ば︑従来の単発的出向では困難

て同じものはない︒

肝心の青写真も不明確のままだ︒

の育成必要
高まりを見せつつも︑岡事業の一

この欠点をカバーするためには終

品料理的性格に加え︑INFCこ
Eのギャップを解消するため︑産

の対応が百司欠となる︒

趣入か国産かが問題なの

で相当な人員派遣計画が必須とな

永野
ではなく︑事業化に先だって十分

業化のための民間の体制を早戸に

身雇用の保証等が必要⁝などへ

な評価と準備が行われ︑トータル

民聞参画体鋤の整備を促進する

ってくる︒

る︒簗中生産によるコスト低減を

と並び短縮の国産化に努力してい

核燃料サイクル分野では再処理

行っだ︒また海外のノウハウも灘

練︑民間ではできない塁礎研究を

ーを設立し︑科学・技術者の訓

さらに国立の原子力研究センタ

整備し︑全R＆Dプロジェクトを

ため︑動燃・原野が二死委託制度

せたいと卜えている︒

再評価する必要がある︒

を導入することを提案する︒これ

た︒

さらに大きなリスクカバー法と
・システムとして最艮の選択との
確儲と安難した運転への自信にま

資金薦で国費の負担は新技術の

た︒特来これを禽弁会社に発展さ

しては原子力の役割りの位置づけ

がある︒この点が政肩からのリス
きてきた ︒ 再 処 理 な ど は I N F C

開発どまりで︑画嚢化のだめのR

サイクルの場盆難かしい︒

ーンで簡単に割り切ることは轡料

無理なく遜められる︒日本でもプ

移転︑ひいては自主技術の確立が

により開発された技術の民聞への

産業化へ商い︑体制も定まり︑国

するためには二国闇協定など政調

原子力発電プラントを一播輸出

なり次第倉弁会社にしたい︒

務所を設立︒これも計画が明確に

のタイプのものを開発していっ

ては︑海外のものとは違った独自

＆Dは民間負担とする従来のパタ によりR＆Dは産業界の血を入れ 図るためUCエンジニアリング事 貸したQただ原型炉開発に当たっ
などをめぐる国際情勢や環境問題

委託運転・開発による民間自主

額は一九九五年までに約二兆四千

などの圧力などからメリットが少

技術育成方策として︑民閤による

資金の投入の方法も変わってく

なくリスク増大のみが目立つこの

億円︒同隼までの原子力発電所の

っており︑これを大規模に投入し 総建設費十七兆円に比べれば一ケ

分野に関する民間の態度は門およ
び腰﹂の域を出ていない︒このた

動燃・原研のどのR＆D機関の儲 ラントを﹁動かす﹂ノウハウを持

間ベースの外交間題解決が離提と

る︒

めR＆Dプロジェクトと将来の産 用を盛んにすべきとの提諾が双方

ヌ

ただ︑わが国には璽水炉に特袴な

ゅ扁の建設に生かしていきたい︒

西独での原子力活動

炉から開発

ブラウン

が五〇薙代に始められた当初から

は︑技術の開発は民間部門に帰す

べきというものであった︒産業界

蔓鷹

瀬⁝川 委託間題だが︑委託研究は非常に多かったが︑開発はあまりなかった︒ダウンストリーム分野では民間の体制がまだ熟してい

ほしい︒

獲捌することだ︒R＆D資金の有効利用という面から︑民闇に対する技術委託をもう少し強く考えて

に独創的なものをつくるということではないので︑国際協力も必要だ︒大薯なことは技術の自主性を

拭

えのほか︑開発計画を政府︑電力

原子力技術開発はこういつた響

との考え方に立ったものだった︒

ニシアティブをとることができる

が恵欲をもち︑能力を発揮し︑イ

ATR︑FBR︑核融合などナ

ショナルプロジェクトとして進行

中のものは本格的R＆Dの段階

が必要で︑このため動燃との含同

だ︒メーカーも自儒を深めてきて

る︒原子力技術の自主黙諾につい

委員会を通じその完成を期してい

三鵬技術を導入するなら︑国内で消化ができるかをよく蓄える

そのものを買ってしまったほうが簡単な場舎もある︒国際協力でも日本の得愈なものは向こうから来てもらって一緒にやる︒あちらの

必要がある︒場禽によっては製品

て討議を願いたい︒

玉置議畏各パネリストから問題の提起︑自主技術の産業化への提雷が行われたがさらに掘り下げ

などのように国家資金で大部分を

となって進める必要があり︑欧米

この種の長期開発には国が主体

三期設定を星斗したい︒

安全基準がないことから︑これの

二等

ては梱当の資金と人材を必要とする︒国の三極的な資金面の援助が

独自の原型

いしたい︒

なる︒政府の穰極的な支擾をお願

棄物と多岐にわたっている︒さら

ている製造業界の技術陣︑AT 経験を中心とし展開せざるを観な

〜三割を供給できる濃縮工場の設

リティ面から言っても必要騒の二

い︒近く第二再処理工場が蔽手さ
R・FBRの開発に当たった動燃

置が必要だ︒バックエンド関係で

った民悶会社の育成が必須だ︒

またエネルギー開発費は国家の
に燃料サイクル諸施設は技術の進

ストの多くは一種の保険という考

安全保障費であり︑原子力開発コ

その確立は榮海再処理プラントの

通しがある︒ナショナル・セキュ

ですでに二十年近くの経験をもっ

え︑積趣的に原子力開発を進めて

れると思うが︑関連企業から廃

え方ができる︒政府は保険費と考

いってもらいたい︒

・原研の技術陣を績び付けること

心機による濃縮プラントの建設關

高速炉は動燃を中心に自蚕開発が進められ︑実験炉﹁常陽﹂が順

努力を尽さなければならないと考
えている︒

望まれるが︑先進国の資金の運営や効果を参考にし︑合理的な資金の運用によって十分な成漿をあげ

たい︒

資金分担は冒・民もたれ

含いっつうまくやってきたのが日

竹丙

レンジするしかないと考える︒

の似た欧州を参考にし臼本的にア

が︑しょせん妥協の問題だ︒国偶

入っていくかが判断の根拠になる

したときのメリットがどこにどう

担についてはプロジェクトが完成

む︒

自主性の確立が行われることを盟

につながり︑より進んだ分野でも

いる︒この協力で産業化︑実用化

ーロッパ諸国との協力で行われて

米NRCや臼本と︑FBRではヨ

の様相をみせており︑安全性では

る︒これらのプログラムは国際化

離︑高速潮汐炉の研究があげられ

ロセスヒートの応用︑廃棄物の隔

安全性研究︑高温ガス炉からのプ

続行中のプログラムとしては︑

る段階だ︒

しても完了しており実用化に移せ

用されている︒また原子力船に関

り前に完了し︑稼働中のものへ応

核燃料などだが研究・開発はかな

るものは軽水炉︑天然ウラン炉︑

政府が原子力開発で擾塾してい

き出すことはできない︒

産業界からのイニシアティブを引

った︒政肩が中心となりすぎると

番すべてがある程度のリスクを担

この結果︑技術開発に参筋した

た︒

ル輪業の内容はウラン探鉱から廃

タ低い数字だ︒しかも燃料サイク

る︒写本経済は現在貯蓄過剰にな

核鰍料サイクル嶺業への投資金

で煮つ蕊っているかが問題だ︒

竹内原子力産業の特色は︑固

種の保険

原子力は一

しが期待される︒

Eに罠習い国の資金面でのあと押

セプタンスにも役立とう︒米DO ていく非常にいい時期に来てい

く必要がある︒パブリック・アク

軽水炉も自運技術で改良してい

た課題だ︒

Eなどから圧力がかかり︑自主技 ク補償を厳り出す重要なポイント
となる︒位置づけができれば財政
術確立は凹本の技術番に与えられ

とから︑自電技術でよいものがで

術が各国とも機密扱いしていたこ

核燃料サイクル関係では濃縮技

︻

ではなく︑苦労も多かったQ今田

卍加︑酒発な発琶が飛び交った︒以下︑概略は次の通り︒

・気のた め 代 ・ て w ● ブ ラ ウ ン氏︵麺独KWU社副社長︶が釜

賛成原子力委員会委
ではハードウェアや燃桝製造で輸

玉璽識畏
員長代理から問題点が播摘された

定費負握が大きいので稼働率を上

が︑それぞれの慰莞を伺いたい︒

て︑薯業の対象として参加してお

分については自門技術による建設

は第二再処理工場や廃棄物処理処

により人的な技術的墓盤は可能と

政府の積極

なった︒大洗工学センタ1などを くべきか否かは非常に判断に迷う

的な援助を

が望ましい︒一九九〇年以降の再

げなければ採算にのらない宿命に

始等︑宙生技術による成果が見ら

を体制的に強化・発展させること
が近く必要になる︒ダウンストリームの技術開発と

調に稼働を続け︑原型炉﹁もんじゅ﹂も正式着工の時期が近づいて来た︒題力側としてはその建設・

．〜冒脚＝齢畢．3 ・＝＝＝．﹂●＝欄・＝．．の；・藤．一9．言﹂●＝B・ご＝畢職；置・ρ●●＝鱒讐：・﹁

巨大技術を開発していくにはいろいろな問題が生じる︒技術的聞題では研究機関の連携︑産業界へ

運転に協力し︑高速炉による発霞

新型炉開発に十分な国家資金を綿森これまでの建設︒運転経

運邦政府と産業界の共通の政策
と思う︒一方では咳不拡散から技

処理はメドが立っていないことか

に相乗的に撫算され︑さらに儒頼
術や機器の移転は制約されよう︒

ら︑国の法律を変えていただき︑

に応じ輸入し︑輸出できるまで膏
ある︒さらに発展途上の産業で運

ら

有効猛録することによって実質的

このため国産化のため試作発注

積極的な建設活動を開始したい︒

てたとしても︑目凹元から制隈を

れた︒このATRやFBRの自主

︑麟

自主技術と呼べる︒闇題がおこれ
転経験とか材料︑機露の問題︑り

動燃事業団が発足し十二

をできるだけ行い︑各分野の派愚

新型転換炉の自主開発では︑原

瀬川

奪を経た︒この間FBRの実験

技術者を多く参加させ︑逐次適当

型炉が順調に運転されている︒ど

受けることになり︑これではメリ

は自主技術と呼べない︒

ば無難元に響きに行くというので

開発というビッグ・プロジェクト

熱中性子 炉 は 戦 後 研 究 の プ ラ ン

次考慮されよう︒動力炉の分野は︑軽水炉の技術

でない︒国際聞の技術交流は大いにやるべきで︑相互の利益になる限り技術縁入も︑技術の輸出力達

の技術移転等二合ではない︒経済

一方︑次に来たるべき蚕卵KW級の実証炉については︑その設計

ないと感じている︒綿森まだわが国の原子力技術というのはやっと開発が軌道にの

が選成される日が一日も早く来ることを望んでいる︒

得意なものは圓こうへ行って一緒にやる︑というような相互交流が必要︒海外技術のうまい厳り入れ

の前提として原子力に対する国民

うなことが必要となる︒しかしそ

面では国と物間は開発資金をどのように分担するのか︑自由経済のルールに円滑にのせられるか︒考えると実にむつかしい問題だ︒

ない︒資金調逮の方法としては薯

本的なやり方で︑ドライではいけ

験に基づき︑諸外国の技術の後追いではなく︑日本独自の設計による改良・標準化を進めている︒麗

のやり方について研究される段階

り始めたところで︑これから開発

が現状では市場性がない︒これを

心心を発行するなどの方法がある
について動燃事業団︑メーカ⁝・グループと協力体制を組んで行きたい︒ただ自霊技術を重体とし開

薯になる︒幅広い分野に対し︑全

方や国際協力の仕方はますます大

永野研究開発資金の官民の分

は互選を得たものと思う︒

ざいました︒

玉蹟議畏どうもありがとうご

的コンセンサスが必要だ︒

するとか特別な優遇描置をするよ

カバーするため政府が利子補給を

数十葎後に子孫が直面するであろうエネルギー不疑による国民生活血塗の激変に対し︑策を講じて

誹画に対応したい︒

儲藤自主開発といっても完全

まり恵味はない︒

と思う︒永野氏のさきほどの掴摘

任を持って今後の原子力発議開発

り︑これらの実験結果が自主技術

など大型設備も整備されつつあ

部圏内でやろうとがんばるのはあ

発するのが園標だが︑諸外国の技

ウラン濃縮については動燃や関

象た︑原子力工学試験センター

係メーカーの努力により明るい見

ついても考慰すべきだ︒

術協力をある程度加味することに
ことが必要だ︒

べてが善愈と誠恵と儲頼に徹する

い︒

対等な主張をすることもむつかし

盤をもっていなければ︑国際間で

おく壷任がある︒原子力関係者す

羅

性の高いプラントになろう︒

炉︑ATR原型炉の運転開始︑逮

な部分から委託運転を図る︒しか

うしても次の六十万KW級の聞発 おり︑さらにATRや﹁もんじ

ードタイムの問題︑新型炉の研究

なR＆D︑それに続く実読化の基 ィブがなければ︑ダウンストリー

とジルカロイ被灘管だけだ︒必要

できるものは従来からの製鋼技術

なかった︒︸一のため田本から輸出

たこともあり︑日本のものになら

ソフトウェアは蟹蜜と閣漉してい

入元よりいいものができている︒
露．難講灘

軽水炉改良な
ど国の補助を
三麗自主技術とは邑分の国で
開発または灘入し︑薗分のものと

し政府の磯極的援助やインセンテ

ットはない︒

は予想以上の困難を伴い︑日本に

ム分野の産業化の道は険しい︒

・開発費負担などによりきわめて

ただ︑すべてを翻主開発すると
事業リスクの大きい産業だ︒

る技術力の高いものはそれをひき

これをカバーするためには①ア

でなく複数の企業の有機的な分轄

軽水炉・高速炉

ップ・ダウンストリームのバラン

関連産業界との関係や︑技術的

しかしFBRの実証炉︑商業炉

伸ばし︑弱い面では技術を編入︑

分抵などを有機的に形撚ることを

いうのではなく︑曝本のもってい

綿森氏

わたる確固たる自主技術と産業基

−翼

開発自主技術で

スがとれた計画の立案を行う︒②

常に配難してきた︒しかし︑二連
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への過程では設計・製作が一企業

そしゃくしていけばよい︒

計懸が変更になった場命のリスク

・運携が必要となってくる︒現在
伊藤電力会社としても司能な
のFBR原型炉の共圖設計事務所限り自主開発︑自主路線で最大の

昭租四十年代初め︑動力炉開発

産業の競争体制を織り込むことは

この︐ 量︒・嬬● J

﹁常陽一﹁ふげん﹂の三面をつく おく︒③窟・民協力の第三セクタ

を自分達でということになり︑

＝騎

困難で︑実用化に近づく段階で逐

補償をどこが行うか明確にして

を理解願いたい︒

礎はできている︒

し自霞をもって提供できて初めて

盤￡竪
永野氏

前例のない技術開発であったこと

；乙川氏

野についてはソフトからハードに

ブラウン氏

産

力

原
クがあったため既製の炉を灘重し

﹁＝．響3

陽●o響の ．．・量：︐箏●賃順●●・鴨︐齢の﹂

＝8＝●﹂9＝停﹂＝

プルトニウム燃料加工について

のは困難で︑可能性としても得策

ただ︑核燃料政策の中心をなす分鴇

も遠心分離によるウラン濃縮につ 成につながることを望んでいる︒

炉は逸皐く鼠走導入を行い︑まだのようにして得られた自信は高く完成していない将来炉は圏主開発評費しなければならない︒することを決め︑ATRとLMF

BRを開発することに決定した︒

遥

﹁常陽﹂︑﹁ふげん﹂は試行戦いても同様で︑関係技術面 は 十 分 産 業 基 盤 の 確 立 必 要

翻窮高潔清 成
運転している︒開発に際し基礎研に至った︒

誤を繰り返しながら完成︑順調にな技術の蓄積と大きな調和を持つ

しかし︑原子力のような臣大な

憩殖炉によるプルトニウム利周を

究を自ら経験︑機器の製作︑試験

を出来るだけ濡涙するため︑高速

源もほとんどを海外に依存しなければならないわが国では︑あらゆる面からウランのもつエネルギー

；から新エネルギーへの転換の谷間で︑それを埋め切り抜けるのは核分裂による原子力以外はない︑としている︒化石資源もウラン資

○照○年の半世紀は化石エネルギ

原子力が璽視されている一つはエネルギー問題であろう︒N王HA等の調査によれば一九九〇〜二

緊隷礪㌶謝雛誤認 無慮空技術を今後一戦蠣謹諏屍舗

三
原子力発電の基本政策とせざるを

心努力して︑解決し完成した︒こ

等の間に起こった問題をすべて苦技術開発は一国だけで完全にやる

伊藤氏

臨鐙1

一一

※国で完成実用化していた軽水

得ない︒

鞭

臨犠

竹内民

鶯灘

川

（2）
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方で︑投棄の安全騨緬手

廃棄物対策は各種の研究計画を

い銀面に纂づき整賞したい︒

進める
法を開発し︑安全に行われるよう
にすることに力を入れる︒

従業員の被曝は平均は上がって

登録する制疫をつくっている︒
なお︑最近︑保瞳措躍︑核物質
防護の強化の国際的な動きが活発
で︑われわれは保瞳措躍をできる
だけ食理的にし︑藍本のノウハウ
が海外流出しないような窺書三身
の技術開発︑核物質防護描圏を検
討したいと考えている︒

漁業権消滅な
しの行政望む

えており︑水産関係蓄の了承を得

えで本格的な投棄を行いたいと購

占卜︑核ジャック防止というこ

すきないというおそれがある︒

たうえで進めていくことを大前提

構神にたち返って安全確保を徹底

とで原子力籐設に対する取締り強

にしているので理解を願いたい︒

し︑原子力行政の民憲的な性格が
強化されなければならない︒発電

化の動きがあるが︑こうした動き

たす︒

漁業問題に触れたい︒漁業関係

至上霊義︑利益趨求の兇地から蔚

理解を髄すうえで大きな役騒を粟

趣鷺にも反するので︑行政庁審蛋
が蕃地の隣路になっている事態は

ただ規剃だけがひとり歩きしては

の拠りどころとなる各樫基藥を速

節度と誠恵をもって難し台える場

い︒

して葬常な危惧をもたざるを得な

チェックを朽うことによって国民

る薪能性があるが︑十分なダブル

原子力三二所の許認司が通産大

原子力の平和利用は原子力基本

ん︑中央でもそういう場がもた

委のダブルチェックも開発推進の

法の公開原則を門訴するシステム

臣の一貫規制下におかれることは

隠れみのとされる危険性が多い︒

を確宜し︑慈主的研究開発体制を

れ︑基本原則の理解と禽悪が中央

問題の開発促進に大きく力がある

このことは原子力委・安全委三園

開発目先の立場にもなるし︑安全

のではないかと思う︒

法第二十六条の規定でも明らかな

三原則もとに

整備することが急務と考える︒

委の規制は単に開発推進の補完に

実で︑無用な期間はとらず︑鍛大

従来より列蜜が長くなったのは鵬

安全の確保を
木原原子力平和利用三原則の

点からも︑藍接下之する暫の三見

安全委はできたが利周の蔚提で

とを前提にやりたい︒

級の審査の効率的実施をはかるこ

要︒放射線従珊蓄中央登録センタ

など未無量労働暫の被曝管理は璽

薩接従禦看の安全︑申でも下講

一閥強化し︑国民の疑問に対して を聞く場を設けるよう希干する︒

原子力安金委員会はダブ

ともで︑一年こと庫輪を刻むこと

の理解を得る有要なステップとい

うことを弩えると︑今の蓉干の不

便はあとあとのことを考えれば十

分耐えてもらえる問題と考える︒

企業孫譲の問題は︑安全性にか

くことで聯業蕎を掴接している

かる繭報は司能な限り公表してい

が︑反面︑企業機密という憲法上

傑隔されている間題もあるわけ

で︑十分置し臼い司能な宣り出し

てもらう線で進めたい︒

核物蟹の防護について︑研究の

自由が葱われるという指摘があっ

たが︑核燃料物質を輸入している

わが国は︑核物質防護描欄を十分

に行い︑輸出国に対する義務を漿

きだと警える︒

たし研究の憩由を確保していくべ

原子力を利用するうえで安全確保

はないか︑という話があったが︑
標墨炉は運転開始一黛後に綿密

が基本であるという警え方で︑別

ーの役翻の充実強化が必要だ︒

段矛顧があるとは考えないQ国の 蒼分かれたあとで開いても悪味な

大聖な発想に基づく行動が必要で

に調査︑損酎し︑問題点を捉え︑

出先機関の箪急な強化をという意

ルチェック︑公開ヒアリングに︑

橋本

くる必要がある︒

冷えるような呼応︑達絡体制をつ

安全技術の開発推進体制を国が

めの安全規㈱になりかねず︑安全

ように︑利用が円鴻に行われるた

で得られるようになれば漁業関係

盛

をつくってほしい︒地方はもちろ

の効率化の翻は︑初期には擬くな

規制のひとり歩きの間題︑審査

電所の建設が強行されるなどに対

万KWを超える大規模な原子力発 は研究の自由︑公開原則を爾かす

簗盤本

おそれが多々ある︒

襲実で︑温排水︑瀕業権の名題な

地元に国の出

角

先機関設置を

髪覆

改覆し︑標肇炉にフィ⁝ドバック

気には︑各通戦局の活用も含め娼

に対する悪露︑希望が出たので︑

に標準炉の内容も進歩させなけれ

牧村海洋投纂については︑現

実施し︑その安全性を確かめたう

在科学技術庁で試験的海洋処分を

﹁実用炉﹂は修

理要素を加味

吹顕最初の質問は実屠炉と研

る程度冤通しがあり︑安全牲が社

究炉の区別︒空馬炉は経済性にあ

会に取り入れうるリスク以下で︑

安定に供給できるもの︑欝いかえ

いるもの︒もう一つは無理が司能

れば儘頼性がある程度確立されて

という要素︒これを含めて実用発

熱炉と考える︒特に安全委綴会と

しては美本で経験があるというこ

とに蟹点をおきたい︒外国の経験

は謬考にするが︑B本で実用発受

蜻と定義するときには︑われわれ

白沢軽水炉で百万KWをやる

電力側の安全
確保に認識を

のは早い︑危ないのではないかと

いう話があったので；曙電気工

ることを確かめたうえで︑餓力供

業巻は安全運転ができ︑採騨にの

でやっている︒このことを認識し

給を安定させる悪味で心甑を注い

てほしい︒賑本に猿子力がなかっ

たと仮点して十何％の電力をいっ

たい何でできたろうか︒原子刀の

ありがたさが響えられないで︑批

判的な話だけというのは寒心にた

﹁完全になってからやるのでは盤

えない︒ソ連のモロホフさんが

の中にできるものは一つもない︒

来解決のものがあっても︑それに

対処する方策をとってやっていく

中に進歩︑豊強がある﹂と述べて

木原原子力の利用は放射線と

いたが︑この感滋でみてほしい︒

いう研究上未解決の問題がある︒

そういう点で︑十分科学蓄や研究

皆の愈見を闇いて原子力利絹を響

氏

えなければならない︑そのために

は原子力量本法の公開︑自主︑

要があるということを写字した︒

主の三原則をもう一度疑え窟す必

エネルギ⁝開発のナショ

モ不ルギー開
発で国民会議

橋本

議

として︑

エネルギー開発義民会

のようなものが善梱の私的諮

分野にも広げていくとかデ⁝タを

問機関で各界︑各地域の代表養を

及川

必要以上の大きな施設の

網羅して設躍してはどうか︒

簗中化は絶対反対せざるを得ない

立煽だ︒

第二は︑安全婁員会を行政機関

研究には時間をかけて考える必要

臼本人にはすぐに受け入れにくく

メント︒この確灘論的な響え方は

にしてはどうかという点︒一薗︑

ットのバランスの上に立ってコス

がある︒しかしコスト・ベネフィ

トを響える置屋にはリスクの確率

公取委のような行政機関があり︑

にすると行政と離れた立堀からこ

規制に反映させるのは食いという

一運の措圏は︑確率論的な警えを

ポジティブな颪と︑それに使った

論的要繁が入ってくる︒NRCの

騨遷することを通じて︑行政の長

れをチェックできる大きな利点が

に勧告する権限があるので︑違っ

という二つを掘達している︒安全

婁藤棚としてもこういう問題を取

絶対値の網は非常に不適愚だった

り上げ︑田本に適する確墨書的な

た繭から違ったレベルで再チェッ

と警えている︒この非常に強力な

安全規制にどう反映すればいいか

関するNRCポリシー︒ステ⁝トを薯えたい︒

巖後にラスムッセンレポートに

権限を健全に膏てたい︒

クするという機能を十分果たせる

ある︒総理大蓬が安全婁の決定を

その利点はある︒しかし諮間機関

の経験を非常に墾詳したい︒

って爆発する︒

い不満が大きく押えこむことによ

いてほしい︒そうでないと︑小さ

に地元怯民の三見を聞く姿勢は葺

及川立地その他の初期の段階

有効に活用したいと冷えている◎

えについては全く同感で︑R王の ナル・コンセンサスをもつ一方法

被曝登録センターについての斎

ので協力を得たいと思っている︒

得るのに璽要なことと思っている

しては地元倥罠のコンセンサスを

いとの指摘は︑安全委の薯務局と

公開ヒアリングについては︑蟹
ついて統一的な評価にこだわるこ

あり︑行政欝欝の行う安全規制に

定的に奪えるべきではない︒

通産省︑科学技術庁の方から藤と

ば意味がないと考えている︒

標準炉の問題については︑もっ

めて筈えてもらい︑皆さんの意兇

試験海洋投棄に
慶三子をお願いした

輿畏あての質闇が出ているので委
員長にもう

い︒賢問は︑研究開発炉と実用炉
とはどういう墓準で区別されるの
か︑安全委を諮問機関とせず行政
機関とした場台どういうマイナス
齎が考えられるか︑などだ︒

温排水の逮隔放流の提案

審査の効率化
前提に実施
児玉

は︑漁叢番と璽気甥業者とが共存
共栄できるように指導したい︒

審査の迅速化の葱見があったが

するところに意味があるわけで︑

ダブルチェックはシリ⁝ズに審萱

水産業の理解を

を︒弓庭にフロアから吹田安金箭

うち五人の方から安全委︑各憲庁

電機閣の強化で対処したい︒

する必要があるので︑標準炉を固

ウムは大いに対謡を取り入れて行

術上の安全性について︶と当該地

など︶に分けて行うべきだ︒

次に蔭亀鑑覇する者の愈冤を騨
璽するよう無難したい︒︵醗勝運
の︶船瀬が︑どう論議され︑図幅
炉委員会や定期検査のあり方など
にどう生かされたか分らないのが
実態で︑安全を規制する側でも︑
学術や経営サイドの悪筆のみでな
く︑働く蓄の安全をより望める視

云誤附子パネルのメンバーの

となく︑国罠の健康と安全を守る

勝本

視点で大胆なチエックが必要だ︒
またスタッフの充実に留慰し︑
独立した璽務局をもつて行政機能
も発揮するよう期待する︒将来は
行政婁農会として一連の安全上の
描圏をご兀的に行いうるよう期待
する︒

断対象としての入閣がオーバーラ

うべきで︑一定のル⁝ル作りが必

公開ヒアリング︑公開シンポジ

ップしてぼやけてくる︒その時

要Qまた原子力工学は高度の科学
羅襲になる︒施設から環境への放

ィットのバランスを定穰化する仕

なる︒したがってコスト／ベネフ

的︑社会的覇断に依存することに

的問題などと密接に関係し︑個入

は技術以前の経済性の問題︑心理

になる︒このように安全性の閣題

入れられ安全余裕や冗銭貸が璽要

守るための深厨防護の袴えがとり 方︵環境安全︑地域開発との関遡

鮒性物質の放出を捌捌して安全を

技術であるだけに中央︵工学︑技

﹁施設﹂と﹁環境﹂の欄互俘用が

判断が入る︒数が増えてくると判

になる︒この罫価には﹁人間﹂の

らし安全を高めれば十分かが聞題

す︒そこで︑どれだけリスクを減

ないことになり︑自己矛霜をきた

会は慧味をなさない︒

に分かれている中で行われる公聴

地途中に行う性格で︑すでに蟹蕾

は少なくとも立地欝欝あるいは立

國の行政機関として行う公聴会

設饗してほしい︒

金確保処薩として国の出先機関を

の立場での問題処理と運転後の送

山本行政野暮として立地推進

く

氏

もらいたい︒稼働率向上︑國民の

うに六十田以内になるよう努めて

要平したい︒定検は西ドイツのよ

一樹が的確︑迅速に行われるよう

行政省庁に対しては審査︑規制

い︒

どで漁業振興策も研究したいが︑

円滑な開発がはかれず︑基末法の

設﹂をみると︑例えば発電のよう

やかに整備・充実し︑審査が効率

て沖倉で取赫水することは不可能

ってわが国のエネルギー薯樋を飼

安全委には︑技術レベルや国際

專門家による公開シンポジウムを

な農欝がある︒目的達成には経済

的に迅速に行えるよう努めてほし

でないと思う︒私は漁業権の消滅

kゑ鴨

を前提にして原子力施設行政が進
んでいくことには反対だ︒

放射性物質の海洋投粟は︑棄て
たものが團収できないので懐璽の
上にも増員に扱ってもらいたい︒
科学技術の進展で︑陸上処分その
他でも司能性もあると思うので海

電気襲業脅は躍力安定供

洋投棄を急がないようにしてもら
いたい︒

白沢
給を使命とし︑石癌依存低減と代

替エネルギーとして︑石炭︑LN
G︑原子力の開発を進め︑供給安
定に努めている︒しかし原子力は
十分な国警の理解と協力がまだ得
られず︑計画はたびたび下方修正

され六十年三千三百万KWの鶯標

えると︑原子力に薄する国罠三戸

達成すら危ぶまれている︒したが

ができ︑行政庁の番所体制がはっ

安全婁という独立の機関

きりしことは原子力行政のために

促進のため関係欝庁︑地方自治体

新原子力委員会には円滑な立地

悪の形成が津幡の諜題︒

で進めてほしい︒

い評衛を与えたい︒実効ある方法

図り健全なコンセンサス形成に努
めるなど機能を発揮し・原子刀開

取水︑排水の問題を解決する方法

次に︑原子力施設の安全につい

動向︑祉会的環塊とは無謬係に︑

原子力の安全性について理解と

て雪冤を述べる︒安全性は人聞︑

はないか︒沖合までパイプを出し

っている︒漁業権を消滅しないで 発を強力に推進してほしい︒

ば温寒水影響が大きな抵抗線にな

漁属には環境問題︑端的に誘え

漁業國体などと十分に愈思至籟を

管理にもチェックする姿勢には高

大きな転機と竪樋する︒特に照臨

及縦

氏
川

甲 桑夢握
第十二圓原産無次大会第四セッション﹁新しい原子力行政
と安全の確係﹂は︑吹田徳雄原子力安金婁員会委員長の墓調
講演のあと安全委によるダブルチェック︑行政庁の一型規制
︒という新体制下での安全確保をめぐって岸圏純之助朝日新聞
社論説主幹を議長に各鼻の代表暫が論議を展開した︒パネル
ちの被曝も増えている︒このため

ないが︑人員が増え下請けの入た

のメンバ⁝は次のとおり︒児玉勝臣通産雀資源エネ庁畏官設
できるだけ被曝を少なくする紺策

次標華プラント仕様をつくった︒
五十五痒にはコンテナ外側の標準

設謝が完成するQこれは三筆日の

べく欝下進め方を議論している︒

に力を入れ︑緩々の人の被曝歴を

房審議官︑牧村儒之科技庁原子力安全局長︑及川孝平全嚢胚
会長︑白沢薫一郎原電会長︑木原正雄学術会議原子力平和問

それぞれの立場から

題特別委鍛長︑山本長松伊方購畏︑橋本孝一郎爾労学会畏︒

燦田議畏
間題を提起し︑恵見を︒

児玉わが国の原子力発鷺は千

被曝を現在の三〇〜五〇％に下げ

を七十臼程度にすること︑従業員

と︑定横臼数を従来の九十〜頁日

百五＋万KW︑発鰍騰の＝％を 定検間隔中ノートラブルとするこ
壱め︑実胴 的 な エ ネ ル ギ ー 供 給 源
として問題 を 考 え ね ば な ら な く な
っている︒安金問題もこうした膏

牧村安全婁員金と⁝体になっ

ることを目標にしている︒

て璽点的にやらなければならない

撰で捉えなければならない︒

今期一月 ︑ 安 全 規 舗 の 強 化 が 図

轡村

氏

られ︑通産雀は安全審査の体謝︑

リング開催を決めた︒稼鋤率の向

能力を強化︑電調審前の公開ヒア

〆

問題を挙げたい︒

公開ヒアリングは地元の理解を

通産省は 軽 水 炉 の 改 良 標 準 化 に
安全審決基準は遂次覧露し︑薪し

繕頼を得るには厳正な審査を行い

施設︑環境の三つの一一からなり

陰雲は安全規制政策に反映する︒

安全性を確保するほか闘民と十分

それぞれが央々独立し︑ある程麓

審議する︒

な愈思疎通を図り︑国民の愈見を

の囎なりをもっと考える︒

開催する︒公開ヒアリングは地元

的︑社会的に受入れられるレベル

門施

原挙力行政に反映させることが必
要︒このため公開ヒアリングを開

市陶村で行うこととし対謡方式を

までリスクを減らせるよう設計︑

催し︑司能な限り資料を公開し︑

とり入れ実りあるものとしたい︒

建設︑運転することが基本とな

習をもつ︒

霧は安全性を与える上で窮理な悪

岡μ

原胴

木

氏
白

曲

聞

懸
テナンスのあり方に検討を加えて

上については機械の鱈頼控︑メン

いる︒トラブルには潮兆現象を三
山し対策を立てることにより迅速
に対応したい︒定検の被曝は平均

O・三レム 以 下 だ が ︑ 作 業 の 迅 速

五十銀から撃手︑五十二年に第⁝

に殴醐許可等の行われた施設と罵

得る観点からできるだけ定魑化す

原子力安 全 委 員 会 は 諮 聞 機 関 だ
る基本設誹の採屠②新技術基踏ま

化や遠隔機械化で軽減したい︒

が︑内閣総 理 大 筐 に よ る 委 員 会 決
たは実験研究データの適照③施設

元の状況︑地元住民の愈見をでき
るだけ掘握し霧隠にとり入れられ
るものは入れる︒審責が終わると
陰陰の結論︑過程での検討課題な
どからなる笛申を作成︑糞垂に際

む︒公開シンポジウムは安全に共

開催日数などは柔軟な姿勢で臨

すれば︑結局施設を作ってはなら

る︒﹁絶対安全﹂の確保が昌的と
通する問題について開催し璽婆な

必
橋

隔

力

原

定の騨覇︑関係行政機関の長に対
三三場所固有の立地条件と施設と

牧

違う視点で再審査
肇黎懸吹田徳雄

査︑公開ヒアリングなどにより地

聾する︒設謹選司審壷には現地調

の関連など︑璽嚢藁葺を中心に審

する歓告権 な ど 強 力 な 権 限 が 与 え

られている ︒ 安 全 委 の 任 務 は ① 安

物質と原子 炉 の 安 全 規 制 ③ 原 子 力

全確保のた め の 規 制 政 策 ② 核 燃 料

利粥に伴う 瞳 審 防 止 の 基 本 等 に 関

し企画︑審議︑決定することで︑
量定は総理享宴が遡遷することに
なっている︒

この中で 原 子 力 施 設 の 安 全 審 糞

には鍛も璽点を圏いている︒安全

委は行政庁の行う安金規制につい

て科学技術に基づいた客観的立協
から審議し︑統一的に諏毒する︒

翻瑠項を摘出する︒また摘出珊項

し欝両以来の冬段階で行政庁の確

に関し行政庁の安全霧査翻薬等を

について行政庁から報告を受け︑

安全委は ︑ 原 子 力 施 設 の 許 可 等

総台朗に審 査 す る が ︑ 特 に ① す で

氏
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噛 ションでは情報公開の継体的あり方をめぐっては考え方が分

職

時から開かれた︒同セッ

㎞れたものの︑公開をさらに進めることについては金員の見解
㎞

加炉実験所擾を議長に安斉簿郎粟大医学部助手︑板禽哲郎原鱈

噺

一

⁝

分だろう︒平和利罵抵保について
は問題はないと思うが︑学門の自
由という名のもとに罵畢研究が行
われることがあるのではないかと
いう点については十分関心を寄せ

では︑まず原子力関

る必要があるQ

方︑国民的合悪

のかといった基ホ的考え方につい
形成については環在十分これが遠

不足していたのではないかと考え

成されておらず︑この面の公開が

切の安金捜術惰報が入手司能なこ
ている︒制慶を明確にして資料の

国民の立場からすると一

とが最も望ましい︒これは霧誌上

公開の目酌についてはい

公開を行っていく必要があろう︒
都甲

密制度はないし︑今後ともこうし
を公開するとともに︑パブリック

は蟹事利用の歯止めのために工芸

まの考えに蟹成だ︒つまり︑一つ

だ制慶はあるべきでないというの

進めるということだ︒公開につい

アクセプタンスのためにも公開を

る一因となるという面がある︒ま
ては原則的にはすべて公開するこ

し︑一方︑この原則から外れる場

とが望ましいと考えている︒しか

不利な偶報を秘匿するというケー

を捲嫡しておきたい︒一つは企業

合もあるのではないかということ

の立堀に立てなくなるという問題

究面での国際協力で相手国と対等

しこれを金面公開したら︑安全研

う︒第二は安全研究の公開だ︒も

公開するかという点が焦点となろ

秘密の間題で︑これはどの程慶を

スもある︒しかし︑樋報公開につ

思う︒

板禽

が生じるということがある︒これ

謹圏
るが︑お互いに資料を持ち寄り恵

煮は全く別のグループを作ってい

る︒また︑軍事機密の問題につい

この疑問は多くの人が指摘してい

かってくることになりかねない︒

めに自分の方にその被審がふりか

うかとの点検に必要なデータの公

証と実態がうまく舎っているかど

が必要だ︒また︑当局の安全性信

うしてこうなっているかとの偶報

という間題は安全上璽要な問題

の後ももとの強度を保っているか

研究を頼まれるような研究をする

表も不可欠だ︒これなくして安全

は政府を通じて公表されることに

査でも行われており︑異常な場合

だ︒この点について︒

ジウムが予定されているが︑この

ていくしかないだろう︒

ら巖終的なルールづくりに向かっ

要がある︒このためには試行錯誤

ル作りの必要性を十分認識する必

都申公開についてはそのルー

力をつけていただきたい︒

ては︑これを理由に国家機密がだ

際に公開を行う場合には二つの方

技術の進歩はないだろう︒また実

なっている︒

場では細かいデータに基づいて議

炉が運転を始めてからそ

んだん拡大されていくようなこと

法が考えられる︒一つは定期刊行

安斉例えば浜岡のケースだと

柴田

必要だろう︒

かなり進展することになろう︒安

見を交換するなら安全性の研究も

全性に関する問題に限っては外国

があるのなら︑むしろプルトニウ

物に報告される種類の特報だ︒も

忠実にデータを見る隈り環境放射

おきたい︒

ム憩殖炉のようなものへの期待を

う一つは求めに応じて公開する種

ないと進歩しないという実感を持

板愈

公表される被曝線騒には

ここで基華を変えていくことが副

論を行うことが必要だろう︒もし

現在国による公開シンポ

線蟹が七〜九︑ゾレム／年増えてい

板愈

る︒しかし︑安藝審竃では炉心か

を変えていくようにすれば不都命

けでなく︑使いやすい情報公開を

ては単に多くの学報を公開するだ

都甲PRのための公開につい
なる︒また︑設備利用率と労働者

行っていくことに留濡することが

どっちかがおかしいということに

被曝は開確に逆比例関係にあって

ろう︒

出てくるというやり方が問題だっ
たのではないか︒要求すれば公開
するというチャンネルがあれば問

安斉安全選奨の過程に一定の

題の紛糾は減少するだろう︒

問題はなくなるだろう︒しかしこ
のためには嵐分の研究上の課題と
してこういう問題にとり組めるよ
う保障されていく必要があると湛

えているQまた︑学会に稠極的に
データを公表して討議が進展する

板愈公開後の問題についてだ

ようにすることも大事だG

が︑当然惰報を受けた側に骨頂は
ないし︑またその悪毘を麗任ある
ものだというのもおかしい・しか
し︑研究機関もよそから壷任ある

た︒

公開することにより安全

その点については現状は

す︒どうもありがとうございまし

る点では見解が一致したようで

がありますが︑公開を促進させ

柴田興体的な点ではまだ椙違

とが必要だろう︒

範囲は当局の判断で行っていくこ

もらう方法も考えられる︒公表の

専門家には公表し︑灘任をもって

企業秘密については必要な四丁は

がっていくことが望象れる︒また

ろうQこのことが合志形成につな

ム︑騨門的な個報の公開が必要だ

の意味で砲門家間のシンポジウ

頼感の回復ということだろう︒こ

都甲結周一番重要な問題は儘

の良いトラブルだ︒

いで起こるトラブルよりずっと質

い︒この種のトラブルは公表しな

こうだと説明しなければいけな

通寂

うした点も考える必要がある︒

ともある︒資料公開についてはこ

で誤報されて伝えられるようなこ

出されたようなケースでもプレス

の向上により新たにコバルトが検

えには鎌継だが︑例えば測定技術

開により学際が促進されるとの考

チェックが必要だろう︒また︑公

はもっと綴織ある機関の離任ある

が確保されるわけではない︒安全

板倉

る︒

とが問題になるような国家では困

愈見には蟹成できないQこんなこ

ての安全情報は公開できないとの

通家外国に流れるためにすべ

必要だろう・

相閲係数がマイナス一に近いとい
うことも明らかになっている︒政

たし︑美浜では周辺の線溶謙の変

ローすることは大変だろう︒日本

きだ︒

判断はこれとは別に進められるべ

的に公聴会の成果等も踏まえなが

企業の秘密でさえできるだけ公開

打ち切った方がまだいいと蕎えて

類の情報で︑こうしたチャンネル

科学技術はすべて公開し

一般の公開についても︑例えば

いる︒どこにどれだけの核物質が

避象

公表された被曝線鐙は本当に正確

あるかということも秘密にしてお
いてどうして平和利用が確保され

この点については官庁検

っている︒トラブルが起った場命

なものかという無闇を提起する人

るか疑問だ︒

板愈

に資料を公開し︑専門外の研究者

もいる︒もし爽際より低い値を発

定してしまうというケースさえあ

表すると読む方は常に高い値を想

されることが望ましい︒

も自由に検討できるようにしてお

い出されることになろう︒現在は

の確立を急ぐ必要がある︒

けばその欠陥の原因がより早く疑

原子力技術者と大学の加速器など

安齊核拡散防止のための核物
賢防護についてはこれを厳蟹にす
るということは籔然のことだ︒核

公聡の黒体的なあり方に

盟片しい︒

都甲

ついてだが︑来国を例にとってみ

れている︒こうなるとある恵味で

位が敦賀炉の出力に大きな関係を

だけでなく︑これをもとにデータ

安斉防衛技術閣係でも原子力

も起こらないだろう︒

肝されたらこれに墓ついてル1ル

異ってくると考えられる︒国と社

成分は一︒一︑ゾレムしか上がらな

会の聞の儒頼関係が高くなると公

ら八百五十綴の地点ではガンマ線

PP対策情報は 器を作るのではないかとの悪見が
開する情報もそれ程深いものであ

疑問があるとの捲摘があったが︑

あるが︑この点については国惰か

る必要はなくなるが︑合意が徳ら

る︒正確な情報を癒さなかったた

らあまり心配はいらないと考えて

れていない現状ではできるだけ深

放射線の安全を取扱っている技術

いる︒むしろ核物質の管理︑防護

この問題についてはまず雑記主が

狩からもこうした研究報告的な内

物質防護の興体的対策については

いことになっている︒こうなると

を厳璽に行うことが必要との考え

い情報を公開していくのが必要だ

容の公表が出るようになることが

公開から除外を

に賛成だがこれが安全情報の秘匿

設置者がこれを確かめており問題

責任をもってチェックし︑さらに

環塊放射線穰算データの
ケースだが︑浜岡で四＋数か所の

安斉

はないと曰えている︒

ろう︒

メをどうするのかという遺題は確
かに存在している︒銀行強盗に例
えるなら︑所在を教えないのでは

この間話については原子

技術の進展に
役立つ公開

につながらないか︒この点のハド

当該施設の労働者あるいは研究巻
との民主的な話し合いをふまえて
これにどう対処していくかの検討

が必要だろう︒今日の問題点の

避蒙

データを統計的にとりまとめた結

なく︑それぞれの銀行で十分な防

力安全委員会に提出される彌報は

果五ドレムの安全基準を超えた実

当局側もこれを批判する側も大変

るとクリアリングハウスに情報が

護対策を講じ︑その対策について

すべて入手可能なものとすべき

測憾が得られたことがある︒教賀

な仕薯をこなさなければならなく
ということだ︒例えば学術会議が

も可能だろうが︑その点日本では

もう一つはこの間題がテロリスト

は一切発蓑しないという形が望ま

だ︒もちろんすべての国民に公開

つけた前後に顕著な梱違が見られ

のケースでは活性炭ブイルターを

山のように集まるシステムがとら

しいだろう︒

されるというチャンネルが必要だ

つきに母体的な公表のあ

する必要はなく︑要求すれば提出

柴国

り方について︒

考えている原子力安全性情報セン

持っていることがわかっている︒

安斉安全審萱の計舞では実証

加工を施した情報提供を行うこと

うに多数のスタッフがいればこれ

脱防止に関するものについては現

ターなどを通してのチャンネルづ

この意味で単にデータを公表する

なるという問題がある︒来国のよ

在の資料公開で十分その目的は逗

くりも考える必要がある︒

公開のうち平和利周の逸

対策︑核ジャック対策という立ち

成していると考えている︒安全審

賦課

衰われかたをしているということ

スタッフ的にもこれをすべてフォ
査関係の資料はすでに政府を通じ

牲がなく︑一定の法則を潮提とし

がパブリックアクセプタンス上も

だ︒これを理由に安全狡窪田報の

国罠に公開されているし︑これに

た例が多い︒こういう場含にはど

にかかわるものは総点検する必要

の社会にあった公開群群が必要だ

公開に制限を加えることは基本的

はかなり詳しい解析データも舶え
られている︒こういう年三で三三

笠てをすることもできるようにな

確にされ︑さらに国家に異議串し

し︑出せない場命はその理由が明

は政府への安全情報が請求できる

法の導入を提案したい︒この法で

公開は艶態形成のための

中央シンポを

公開情報もとに

に不必要だと認識している︒銀行
強盗が多発しているからといって

利照の目酌を逸脱していないとい
う一番大事な資料公開の原則は達

銀行の所在を教えないというので
は対策にならない︒この問題はテ

成されている︒しかし︑第二番鶏

遺寡

説明的なものだけでは不十分だ︒

場舎には︑これによって不必要な

えている︒とくに安全基輩に関す

警醒むしろ︑問題が起こって
から資料を要求し︑やっとこれが

をきちんと作っておけばこうした

っている︒こうした徹隊した情報 期間を定め解発反映を行うルール
の公開が長い日で本当のパブリッ
クアクセプタンスを得ていくため

板愈データ公表については堂

には必要だろう︒

然これに離する疑問が生じてくる
公開悩報をめぐって推進側︑批判

どの描圏が必要だろう︒

するなどして倭頼の回復を上るな

提出し︑ここでチェックして公表

ではなく︑これを壷任ある機関に

国民に細かいデータを発奮ずるの

ろう︒この点については単に︸般

はさらにきめ細かい対策が必要だ

の合意形成に必要な公開について

ロリズムがどうしてここに存在し
てきたのかということを含めて根
本的な対策が必要だということを

現状についても現在で十分とは考

指摘しておきたい︒また︑公開の

テロリストが原発から核

えていない︒

板愈

物質を持ち出してもそれが関西核
拡散につながることはないのは確

側で十分議論し︑好ましい緊張状

もある程慶公開の原則から外れる

都甲原発建設には安全募甥づ

ケースもあるだろうが︑こうした
くりから運転中検査まで五つの段

かだが︑それが祉会一般を混乱に

る情報が璽要だ︒またどの程度の

がある︒また︑翼体的公開のあり

懸びきうるということは十分認識

行政上の判断の遅延が生じないよ

う︒第三はフィジカルプロテクシ

態が続いていくことではじめて技

ケースになるのではないかと思

術は進歩する︒

ことだ︒この両者の公開の立場は

ついて原則的に公開すべきだと考

階があるが︑このすべての段階に

ついては社会に対して公開するこ

置︑ケーブルルート︑配筥などに

方については︑来駕の情報の自由

うにすることが必要だ︒行政上の
を超然に防止するためにも詳細配

開すると泥棒にカギの構造を教え

ョンの問題だ︒もしこれを全面公 することが必要だ︒こうした事態

防止の観点からは︑かなり細かな

う︒これも公開の目的に反しない

るようなことになってしまうだろ

区別する必要があろう︒蜀事転用

を得るために公開を進めるという

え方は原子力利用への国民の命葱

ければならない︒公開の第二の考

ようなものなら︑これは公開しな

しこれが平租利縮の担保に反する

ことが大脳だ︒企業秘密でも︑も

とがある︒この点を牽分認識する

力の平和利用を確保するというこ

点にかえって蕎えると第一に原子

公開という問題をまず原

を促進するためにも公開は必要と

ることが必要だ︒科学技術の離離

うケースがあることを十分認識す

ことが引高を一魍ひどくしたとい

いては安全上のデータを秘匿する

となっている︒さらに︑事故など

た︑企業秘密も制阪を艇える一因

は当然だが︑これが公開を制限す

B本には 原 子 力 に 関 す る 燭 嬰 的 秘

そうだ︒軍騨上の機密については

の機密とか企業秘密にかかわらず

安斉

てパネリストから一琶つつ︒

係データの公開は何のためにやる

柴田簸畏

では見解一致

公開の促進

㌦学研究所教授の各氏︒以下 概 要 を 紹 介 す る ︒

敦賀発霞所長︑都甲泰正東大工学部教授︑道家忠義學大理工

噸れた︒岡セッションの参加者は柴田俊一京大教授・京大原子一

副が一致︑適切な憎報公開促進の必要性が改めて浮き彫りにさ

一 技術偶報と社会隔は十五日︑午後一

謠¥二回原産欝欝大会第五セッション﹁原子力論争−安全

しコサロロロのの ロぎ

ム

データも提供することを要望すべ

深さの情報を公開するかという闇

鱒魏魏灘，

o
・

E・

きだし︑台懸形成のだめの公開に

題については台意の程度に憲じて

都軍国家が社会に隠れて核兵

とはできないと考えている︒

詳しい御問合せは原子力特殊鉄扉部東京都中央区銀座生一9−10大日本図書ビル電話03（567）7271〜8
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一一

ついては原子力への理解を得るこ
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第十二圃原薩算勘大会午餐甕は十四日︑東京・赤坂のホテ

げ

耶
ルオークラで約三百五十名が参加して盛大に開かれた︒午餐㌦

卍

漣
卿
一

会では︑まず江崎翼澄逓産大臣が﹁原子力は国民生湧の繁栄

︸を維持していくために不可欠のエネルギー供給源となってい

嘱

㌔
⁝

︷る︒立地闇題︑核不拡敬問題などに箪点的に取り組みたい﹂
㌦と所感︑また門21世紀の文明と社会﹂と題して特別講演を行

︸つた梅檸忠興国立民族学出物館穫は﹁文化の相違が紛争の根一
㌦

▲躍

特撮講演

午餐会

源︑産業の開発が始まった︒数千
庫にわたってかえりみられること

って発展が開始されたのもその一
い︒

蕾されてきていることは間違いな

のなかった地域でも二十世紀に入

つだ︒このため多くの開発途上国

らしに蟹されることになると考え

することは許されない︒つまり︑

ムへ再編成されつつあるというこ

弧宣した社会も全地球社会システ

これが世界の一様化を一魍推し

られる︒

地域でどんなことが起こっても全

いえる︒今日は︑地球のいかなる

地球的観点なくしてこれが解決で

とだ︒いわば地球時代の到来とも

的にも進行している︒性差別︑階

きないような時残に突入しつつあ

進めることになるのは確実だ︒こ

級董別︑人種差別の改諺などがそ

る︒通雨︑交逓の発展がこの傾向

の均衡化は刑訴聞だけでなく国内

に比べてはるかに少なくなってき

れだ︒こうした点でも直別は一撮

に大きな拍車をかけた︒

たちまち世界に影響を与えるとい

何か製件が発生すると︑これが

ている︒この長野化傾向は今後も

う点からみれば今日はグロ⁝バル

継続されるだろう︒

この酉隼をふりかえってみると

また︑世界的に保健衛生︑医療

この均質化の傾向とともに全人類

と呼ばれる国々が繊現してきてい

は増煽の一途をたどるようになっ

対策が向上したことにより︑人口

また︑一一十世紀は開発と同蒔に

る︒

・エイジということもできるだろ

注恵すべきことはこれらの紛争

っている︒

イルランド︑バスク問題などが起

えられているヨーロッパでさえア

してきている︒このほか卑和と考

ベトナム・中国問題などに顕在化

現状だ︒こうした傾向は申夷問題

でないようになってきているのが

顧はいつどこで発生しても不思議

しない︒それどころか目玉間の四

的に再編成されていくことを悪旨

しかし︑このことは世界が調和

向はさらに強まろう︒

上初めて経験する現象だ︒この傾

の一体化という傾向も人類が歴史

う︒

体化の現象がみられる︒いま

区別する必要がある︒国際時代と

しかし︑地球時代と国際時代は

世界の動き

が表面化

民族主義

や地球上の各社会は独立して存在

の

モチーフとなっている︒とくに︑

てきている︒こうした開発︑発展

学技術の恩患が見すてられた地域
このことが地球の一体化︑一様化

本原照となっており︑文化人類学がその構渡しの役翔を粟た

まで及んできたといえる︒この発
をもたらした︒これは︑つまり格

一

展には確かに地域格蓬の間題が残
差なき世界を作り出すということ

の傾向は二＋世紀を蟹ぬく大きな

の遊牧民は残っているが︑世界各

されているのは確かだ︒今日の南
だ︒これが全入類の共髄の囲標と

科学技術が大きな蟹献をした︒科

国はこうした人々の定纏化政策を

北問題は大きな課題となってい
なってきている︒※国︑営本など

発展の時代でもあった︒これには

して良いことなのか︑逆に悪いこ
る︒しかし︑この差も十九琶紀の

⁝

となのかは別にしても︑こうした
のような既開発国と発展途上国と

すべきだ﹂と述べた︒以下概要を紹介する︒

現象が進行しつつあることは脳病
膏国主義蒔石の絶盟的な格着に比

推し進めている︒このことがはた

できない劉実として捉える必要が
の闘の格董を埋めるために大きな

b羅文離間交流急げ

世界は 地球時代 へ

べれば大きく改藩されてきている

ある︒

全ての人類は農耕を基盤とした
生湧に移りっっある︒そして最近
は農業の工業化を指向する傾向が
表藏化してきている︒少し前まで

慧速に姿を消そうとしている︒こ

研究対象となっていた未開社会は

ことは抵短しておく必要があるだ

は国と国との間で問題が解決でき

うした社会も慧速に工業化開会に

努力が払われるようになってきて

変化をとげようとしているのが瑚

の大部分が何らかの形で民族闇題
紀は国際時代だったといえる︒し

際還禽の設立︑各種の援助も同様

いるのがこれを獲付けているQ国 た時代であり︑この悪味で十九世

類はまだ民族間題を克服していな

と係わっているということだ︒八

ろう︒

かし今田では二国間ではほとんど

質的にも改鶴されてきている︒そ

何も問題解決ができないようにな

状だ︒食い悪いは別にして世界は

のデコボコを平にならす時代に入

一つに農業政策の普及により地球 だ︒謡いかえれば今日はこの格差
上の飢蛾の間題が解決されたこと

まっしぐらにこの方向へ商いっっ
ある︒このことは十分認識する必

窟された︒今賑ほど多穰の国語が

雷語発見も進み︑各槻の国語が指

ある躊代もないだろう︒こうして

行われたが︑一方では各国独自の

紀に入ってからだ︒第一次世界大

みれば将来にわたって唯一の髭騨

た︒人類の編成原理として民族︑

戦後︑国際運盟が戦後処理の原理

共顕語が定魑することのないのは

文化が明確に出てきたのは二十世

ことはこれを象徴している︒この

として民族自決主義を打ち出した

ほぼ確実だ︒

まったが・一方では各民族独自の

衣装をみても世鼻的に洋装が広

傾潮はその後さらに強化され︑今

過醤ではない︒一一十一世紀の前半

日は民族主義の時代だといっても

が流行して

民族衣装の晃薩しも始濠っており

民族ファッション

までこれが全地球を支配していく

いるのもその現れの一つといえる

ことになろう︒民族主義とは自己
編成のプロセスにほかならないと

しかし︑やがて各蟹族が楢互の

だろう︒

多くの国が民族主義によって政

いえる︒

だろう︒ではこうしたなかで文化

の根本的原因は文化の相違にほか

交流の橋渡しをすることだ︒紛争

か︒それは︑こうした各民族間の

人類学が巣たすべき役謝はなに

文化をつき合わせる時代が始まる

に至っている︒これだけの国家が

臆を形成するようになり瓦之では
内包しながらも国忌が璽要な役謝

までの世界の紛争な原因は帝国主

形成されたのも人類歴史始まって

って初めて登場した問題だ︒それ 世界中に約薦六十か国が登場する

ってきているQさまざまな矛盾を い︒この民族問題も二＋世紀にな
あと何十年と続くことになるだろ

りを累たずことが期待されている

義国の威儒︑経済活動による竸

っているともいえる︒この傾聞は

な飢餓︑アフリカでの干ばつに

う︒瓢十一世紀に入っても︑少な

のもこの現れの一つだ︒この地球

がある︒もちろんインドの慢性的

また︑この二十世紹をふりかえ

よる凱餓などは残っているが︑全

くともその前半はこのデコボコな

要がある︒

ってみると︑この世肥は開発の時

体的には十九世紀に比べ大きく改

以來のことだ︒この悪味では国家

きなものがある︒こうした学問は

が累たすべき下縫には極めて大

争︑宗教的儘念の相克などで民族

やこうした小国を無視ずることは

ならない︒この悪味で文化入類学

できない︒これが今日の地球蒔代

の時代にきているともいえよう︒

各文化間の

以薗︑人文学であり得たが今日で

盾しているようにみえるのが︑実

り︑この悪味で個々の文化を基礎

則が存在ずることを前提としてお

となっている︒し

をもたらす趨動力となったとみる

かし︑科挙とは全体に普遍的な原

は

は国家の大麗形成と世界の一体化

入文科学

ことができる︒この意味では各国

世界の動きは力学の場にたとえ

交流促進を

の孤立化と世界の一様化は一鬼矛

ることができる︒この意味では十

今後

間題はほとんど中心とならなかっ

代ともいえる︒広範な地域で資

猛曹＝二一＝＝一墨一一嚇一一−一＝霞霊肉＝＝︷

国渓金般の理解をえて︑官民が一

ことが不可欠となっていることは

体となって︑その解決に取り紹む

言うまでもない︒この滋味で原子

が顧の両面を成していることがわ

はヨーロッパの響え方を

人

とする人文学はもともと科学と対
九憶紀は帝国霊義国の力学の煽だ

立するものだ︒とくに︑この

普遜的法則と考えてきた︒しかし

文科学

かる︒

各国でこうして一体化が進むな

ったといえる︒この申では小国は

力関係轡が一義に会し︑講演︑討
論が行われることは晴寅にかなっ

かで︑その反働として鷺己確認が

靴論

翻火力・腺∫力発屯所納品
循環水ポンプ1閉1弁／復水器墨入II弁／逆洗月1弁循環系
バイパス弁／内蔵型逆洗弁／外置型逆洗弁ダフルストレ

零︑藻

@﹀鑛

懸
欝

東京都中央区京橋3−9−9倉（03）561−6181（代）

本社

嘱

有史以来の
変遷の時代
20世紀
人類社会 は 二 十 世 紀 に 巨 大 な 変
化を経験している︒この懸盤をふ
り謡えると︑この間に︑それ以前
の毒万蕉にも相当する変化をとげ
たといっても過載ではない︒例え
ば人類の生湧様式︑生産様武にも
大きな変化が起こった︒人類の墓
本的な生活様式の一つに狩猟があ
るが︑この様式は二十世紀申に世
界からほとんど消滅しょうとして
いることもその現れの一つだ︒こ
うした生活様式は南アフリカ・カ
リハリ砂漢のブッシマン︑極北の
エスキモーなどこく一部にしか残
されていない︒

また︑も う 一 つ の 生 酒 様 武 で あ
る避牧も二十世紀で大部分が湧滅
することは確実だ︒現在もこの現
象は進行しつつある︒なお︑小数

＝静当＝一軸一華＝＝﹇潔い一一一

いては︑その建設を捲進ずるため
原子炉等規制法の改正法躍の今国

も重要であり︑懸案となっていた

また︑核燃料サイクルの確立を

い︒

会での成立に全力をあげていきた

んできた︒

円滑化していくために国際的には

臼加原子力協定改定案は鏡在開会

核不拡散と原子力の平和利周は両

る︒

こうした状況のなかで通産省と

に握出されている︒

立し得るとのわが国の基本的立場

翻

原子力をめぐる間題に対しては

しても全力をあげて施策の推進に

ル確立等多くの課題を掘えてい

また︑原子力をめぐる国際関係
は近年ますます緊密になると同特
に覆雑化してきている︒まず︑多

国間ではINFCEが発還し︑あ
原たっており︑まず原子感発蹴の

﹁安全の確保が第一
轟纏原発積極推 進 に 全 力
野

強国を中心に臣大な繍成力が働い

とくに海外参加者については今
を暴き︑原子力分野の国際協力に

常に強国の力に翻野されてきた︒

た試みといえる︒

・環境の保全のために万全の描躍

推進についてはこの安全性の確保

で文化人類学は入文学の立蠣にた

文化は相対的なものだ︒この慧味

子力の平和利爾と核不拡散とを両

進行している︒日本でも独囲の文

立させる方策の技術的検討を行う

ていたわけだ︒やがて民族主義が

積樋的に対応し︑各国との協調を

大会を通じてより一魎日本を理解

を講ずることが第一の要講だと蓄

ちかえることによって今後の交流

ため各国の協力の下に国際的に核

ことは難語問題についてもいえ

進めていくことが必要だ︒国内で

て今日では世界は国家で澗ちるよ

も爾還楢殖炉や核燃料サイクルの

これに対沖するようになるQそし 化の菟署しが始まっている︒同じ

えている︒これとともに地元禰祉

していただきたい︒この葱味で今
の潮上︑地声振興のための施策を

大会の悪感は大きく︑その成功を

燃料サイクルを晃興す俘業が進め

う︒

に大きく役立つことができるだろ

られており︑わが国でもこれに穫

語︑仏語︑ロシア語などの普及が

いのりたい︒

る︒戦後世界の共通語として英
い︒とくに︑民間罵処理工場につ

技術開発︑企業化を進めていきた

頃己主張を行うようになり︑もは

所立地の円濁化に礪極的に取り組

推進することによって原子力発露

憲

出火に醐かれた午餐会

うになっている︒各魍はそれぞれ
魍深めること

スでの協力閲係を

極的に謬加している︒二国間ペー

1記翫設バルブのコムライニング施しによる改造贔

日本バルブ製造株式会社

融
擁曝

濯

ーナー／シングルストレーナー／各秘 二水ポンプII 1出弁
疋1卜弁／空気抜弁

麟

日本パルプの最新鋭バタフライバルブは、従来の本体防蝕ゴム
ライニングに、客体全面硬質ライニングを施し、原子力及ひ火
力発電所における冷却水（海水）の循環系統、さらに化学・食品
工場の塩酸系腐蝕性液に塾しても、優れた耐蝕性、操作性、水

閉

紳隻＝＝一至藺一＝一1一一需一噂−魑僻＝一−庸一＝猛篇幽四一墜＝需β需監＝一＝1＝一＝至＝＝ 曽 峯 柳 生 一 窯 箋 幽 一 ＝ 曽 茎 ； ＝ 弔 1 ＝ 一 帽 望 1 一

原子力は石油代替エネルギーと

して鍛も有墾視されており︑今後

ともわが国経済が安定した発展を

遂げ︑物心 澗 面 に わ た る 国 民 生 橘

の繁栄が維持されていくために不

可欠なエネルギー供給源の一翼を

担うものとして今後その役翻は一

た︑原子力産業は技術簗約型産業

段と高まるものと篶えられる︒ま

の典型であり︑わが国慶業構造の

高度化を担 う 中 核 と し て そ の 発 展

このため ︑ わ が 国 と し て も こ れ

が期待されている︒

まで宮民を あ げ て 原 子 力 開 発 利 用
の推進に鋭愈努めてきたことはい
うまでもない︒しかし︑わが麟の

の円滑化︑自主的な核燃料サイク

原子力閥発は原子力発躍所の立地

O

葬鍵

二
二
梅
｝エ崎通産相

⑭

密姓を発擦します。

飾
薮く

オールゴムライニング
バタフライバルブ
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力

原子力文化
財団パネル
予測モデルを示していくことが必

めにゼロ成長をも含め将来の経済

﹁安全は科学的概念︑安心は人間 択について﹁国民の選択を待つた

に受け入れられているのは人々が

的な概念だ︒例えば自動螺が社会

機︶︑細木繁郎︵新臼鉄︶︑翼脇
鉄柱︵アロカ︶︑松山晃︵理研︶

向田定孝︵東レ︶︑矢野友蕊郎
︵昭電︶︑山岡静三郎︵田本メジ

都甲氏が門原則としてすべてを公

また︑蒲報公關の閣題について

通産省︑科学技術庁から参加︒

協会︶▽オブザーバー

要だ﹂と提案した︒

による﹂と述べたあと︑原子力に

の両者の概念が一致していること

開することが墾ましい﹂と述べた

玄海原子力増設
九州竃力

準備本部を設置
九州電力はこのほど玄海原子力

込み︑詳細問合わせは岡研究所

ﾜで︒

︵電話〇四七二i五一iご一一

Rl研修54年

度計画固まる

原研・研膨所

日本原子力研究所ラジオアイソ

トープ原子嫡研修所の昭和五十四

年度ラジオアイソトープ部門研修

各コースとも舞集はその都度行

計画が別衷の通り固まった︒

灘
叢
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糟

購⁝

21世紀への卵。

醗

愚灘欝昏夢

私たちがはぐくんできたいくつもの技術。

痴

大きな発見もありました。
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鍮

幌材

｛人1曾臓，聞軽閏秤』昼加鞠

その危険性を十分蜘っていて︑こ

ついては﹁説明する時︑絶対安全

のに対し︑星野氏も現在社会を

公開の方法について﹁単に公開す

外務省︑

的な社会を分けて考える傾向があ
と誇張して説明したりすることな
門画報不建の時代﹂と規定しこの

フィジックス︶︑山崎文舅︵R1

りその葱味で総論蟹成各論反対論
どが逆に不鱈を招いているのでは

氏も門安全を安心にまでもって

クチャーが得られるように加工し

るだけでなく受ける側で明確なピ

本部﹂を設置した︒これは昨年十

発電所内に﹁玄海原子力三雲華備

二月︑玄海三︑四弩機の増設を地
発南町村に申し入れたのを契機に
同計画の促進に全力をあげること

取締役立地環境副本部畏が就ほし

になったものQ本部長には開克敏

﹇筆8⁝㍑

顕拠円信

1繕醗酵

．暮暮

漸度化虞認，

イ嫌砺

脅禦食隅♂

磨メし軽

飼昧軽

父拠膜

て﹁臼本人は身近かな社会と一般

は矛署していない﹂と分析したあ

いくため︑きめ細かな対策が必要

の新しい危険に対処していくため

る予憲︒同祉では昭和五十五年度

電

窪所変更新
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今成ゴムイ寸！

璽r跨削厭1｝革砥化潟煩料今皮尉鵬

等

教育内容の拡充急げ
国民的合意形成の前提に
ないか臨と掴摘︑さらに︑林

地の際には︑一般的なエネルギー

だろう﹂とこの越え方を支持し

考え方を支持︑さらに川喜田氏は

と︑その解決方策については︹立

必要論だけでは不十分︒どうして

に対する動物的直感を失いつつあ

について門現代の若い世代は危険

した︒また岡氏は原子力教膏問題

ていく努力も必要だろう﹂と指摘

そこに原発を立地する必要がある
た︒

京た︑都甲氏が﹁安全性は資金
の投入に比例する︒どの程度の安
全轄を必要とするかはそのコスト

にも問題解決能力などの颪で教育

昨年＋二月一領五日の串し入れ

た︒

によると三︑四号機はいずれも颪

浦郡玄海町に運転申の一号機︑建

＋万KW級PWRで︑佐賀県萸松

科大︶︑川北田夫︵催友電気︶︑

設中の二三機に隣擾して建設され
山本賢三︵原研︶︑

の電調審に上程を予定しており︑

せは栗東・文灘区本駒込の同研修

まで︒

所︵霞話東灘九四四⁝四三＝︶

〃多／彰

住所申央

︵株︶鯛発設計原産に入会

代表取締役堀囲善二民

住所仙台

原産に入会

話五六一10一八一︒

区銀座二の八の九〒一〇四電

東北ポール︵株︶

取締役社擾後藤壮介氏

市大町二の十五の二十九︑大釘電

力ビルニ階〒九八○霞語Q二

粟原産藁︵秣︶佐所変更新

ご二i三盆丁五二五二

二︑大阪三蓋ビル︑〒五三〇

住駈は大阪市北区曾根崎一の一の

日本輸出入銀行

謡〇六⁝〜二六ニー六四四一

予一〇〇

住所は千代田区大手町一の四の一

本紙九六八県勢4面中︑

言属加丁躰

火藁順

★せん、

薫甚

のかの説明が不司欠だろう﹂と指
摘︒さらに︑﹁対話の際も注民サ

イドに応じた方法が必要Qこのた
め揺進サイドでも裁判の弁護士の

ることになろう﹂と述べたのに対

る﹂と指摘︑エネルギー危機など

し︑林氏も﹁安全と経済性をかみ

憩をも含め最終的に社会が選択す

システムを職能として確立する必

ように獺季の立場になって蓄える

要がある﹂と提案した︒これに対

の拡充を図っていく必要があると

ことはできない﹂と述べ︑星野氏

含わせて論じることによってはじ

述べた︒

し吉田信義氏︵実業の日本社︶は

つくことができるだろう㎞と揺

めて撚進側と批判側は岡じ土俵に

程度偏と握摘した︒
門島全と安心の概念が一致するこ

摘︒さらに都甲氏は將来の社会選

とによって初めて社会に受け入れ

られる﹂という考え万︒岡氏は

これに対し林雄二郎氏︵夫来工

問題につい

学研究所︶は臼慧形成段階での
総論蟹成各論反対

▽副委員畏

熊取敏之︵放医研︶︑琴坂重幸

一一一一一一︐

医

われる︒受講串込み︑詳細問含わ

繋累
飯尾正

墨面︑環境調蒼︑地元との交渉な

︵農林水産省︶︑世古翼臣︵旭化 だ︒昭和六や五〜六年に運開の予
簸︒同社では玄海原発のほかに川

篠崎毒治︵都R1研︶︑渋谷政宍 どに瞳点的に取り組んでいく計画

内一︑二暑機の建設を行っており

電機︶︑上田英雄︵中央鉄道病

次冨王︵索芝︶︑谷口鱗︵日立︶

成︶︑高畑幸男︵藤本鋼管︶︑欄

院︶︑於勢翼輔︵ダイナボットR

宏︵都養膏院︶︑今北孝次︵三菱

神原二二︵日立︶▽委員

︵川霊︶︑斎藤信房︵藁邦大︶︑
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委員長に阪本践
R一会議準備委が発足

アサービス︶︑重松友道︑小林屋

今回会議は門実用化の現状と新

王研︶︑楴原幸二︵案京ニュクリ

にとりかかった︒

しい応用の司能性﹂が基調テー

の原発となる︒・

玄海一二︑四号機は同社五︑六番門日

一一四一＝︐

間七十万捷の鉄鉱石輸入講書を残

社の対日販売総代理店となり︑年
年間約二千五百ナ︵十二年自から

放

硯修生を募集

放射線防護課程

している︒

塗として︑静間千疏を毘込み︑一
九八五奪から十五矩間にわたって
生麓の予定︒すでに連邦︑州政鰐
から環境アセスメントなどの認可

放射線医学総會研究所は来たる

六回放射線防護課程研修講座を開

六月四日から七月六臼まで第四十

くことになり受講隻を募簗申︒串

同研究所は別に五十四隼度計画

十八回を十一月五日〜十二月七

回を九月三田〜十月五日︑脳弓四

として放射線防護課程の第四十七

ウラン・ゲゼルシャフト︒オース

訂正

します︒

一月二十一田〜二月二十二田にそ 辱翼が逆でした︒お詑びして訂正
れぞれ開く予定︒いずれも受講量

私たちは新しい技術の卵をきょうも温めつづけていま実

総論

一）

十五膨RI生物学基礎鷹学課程を 早大・今泉氏と動燃・金繰氏の顔

一月二十一臼〜一一月二十二譲︑第

日︑第三十一回核医学課程を来春

兼松江商は︑藻州鉱鉱石の財B

社と○％︒

トラリア︵同一1瀬独ウランゲゼル

ア社︵同11米エクソン︶一五％︑

込み締切りは四月二楽園躍︒

グ社の子会社を中心とする共岡事

ウエスターン・マイニング︶七五

比率はイーリリi開発︵親会社賎

業体があたる︒共同事業体の構成

開発はウエスターン・マイニン

取得が済んでいる︒

研

は千誘︶で︑このうち対臼輸出数

千ナと蜀込まれている︒生産璽は

で︑鉱暴はU308換簑で四万六
年京でウエスターン・マイニング

一一一一一一廓

ボルテージ︶︑冊橋広去︵富士電

二精工禽︶︑藤沢謬行︵日新ハイ

ターン・マイニング祉が保有する

︑

野口照久︵帯人︶︑原礼之助︵第

イーリリー・ウラン鉱の対躍販売

一＝薗＝

︵原子力学会︶︑加藤正夫︑田畑

騨一一一騨

が︑これらの業務は当面︑藁京都

権を取撮したと発表した︒

Ψ髄一輌﹇一一7

敏︑望月勉︵原研︶︑桂山幸典

一一一一一一・一

米穂︵東大︶︑金子轟夫︵浜松鷹

マ︑放射線プロセスなど各応用分
野の巖新の技術開発をはじめ︑食
品照射などの社会的関心事︑国際
協力などを重点にとりあげながら

阪本勇︵住友露気︶

同センターは︑フォールアウト

板橋仁丹渡のこれまでの仮施設と

イーリリー・ウラン鉱区は西繊

カ鉄鉱石に聞して六六奪から七匹

航1頁置哨I

B本原芋力文化振興財団主脚のパネル座談会門エネルギーと教膏﹂が十六日午後︑東京・銀座の

論反対の傾向は依然強い﹂と開題

川喜鵠二郎氏︵筑波大教授︶も世

日本原子力産業会議は今秋十一
日の爾曝栗蒙・芝

利用上の閣題点を探り解決策を検

十

月二十︑一

▽委員長

層︶︑試料調製魔︵百七十一二平方

の分析や︑地方鼠治体︑与力会社

千葉布出王町二九五⊥二の一万

千葉南の新施設を儒議して行い︑

麗の州都パースの北菓六酉四十詩

れ︑西豪州六一の開発決定鉱区

12目｝匡6F

ヤマハホールで開かれた︒パネルでは原子力教曹の現状認識については﹁教育の不選がエネルギ⁝危
機への認識不運をまねいている﹂門逆に教膏の不適切さが石縮冠機11原子力という短絡思響の原因と

提起︒さらに︑都甲泰正氏︵東大

が到来する可能性が強い﹂と前躍
論調蛮のあり方について門現在の

も門世論調査の数字は無意になる

ぼ難解が一致︑教育︑構報公開を健難し含愈形成の墓礎を携回していくことの不可欠となっているこ

なっている﹂⁝⁝と考え方が分かれたものの︑﹁現状より教爾内容を充実させる﹂ことについてはほ

同パネルは原子力文化振興財団

教授︶も﹁現在の教脅でエネルギ

とがあらためて浮き彫りにされた︒

パネル・シリーズ﹂の一環として

が門エネルギー・原子力を考える

の問題への認識不足をまねいてい

ー欝欝の取り扱いが少いことがこ

る﹂と指摘し︑エネルギー凹凹拡

五弾︒今回は国民的舎愈形成に璽
要なカギを握る原子力鞍懸間題に
充の必要性を強調した︒

行っているもので︑今圓はその第

焦点があてられ︑約響一難間半にわ

家︶は門教膏の拡充は必要﹂とし

これに対し︑量野莞郎氏︵評論

このうち︑まずパネルでは罰会
ながらも︑そのあり方については

たって論難がくり広げられた︒

の岸本康氏︵共同通儲︶がエネル
﹁正確な情報︑教脅の不足が石質

﹁世界はこの数か月かってなかっ 危機11原子力推進の短絡思考をま

ギー間題の畿近の動きについて

ねいている︒こうした点を改翻す

ﾌ動向いかんでは再び石油危機 ることが不司欠だ﹂と皮論︒また

た激動を経験している︒イラン革

きしたあと︑﹁こうしたなかで世
無作意抽出法や設問の設定の仕方

一聾獣

討する︒

準備委員会のメンバーは次の通

公園の機械振興会飽で第十四回日
本アイソトープ会議を開くが︑こ

廻︑プログラムの編成など異体化

り〇五十膏順︒

一
のための準備委員会がこのほど発

一

分析センターの
千本分析センター︵浜口博理事

などの委託による原子力施設周辺

の五施設︒

綴︶︑試繕保管穣︵薦九平方綴︶

長︶が千葉市に葦葺十月から建設

環境モニタリング分析データのク

千葉施設が竣工

ど完旗︑二十田雫後︑関係番ら約

していた新しい分析施設がこのほ

二千平方溺の土地に完成したの

今庫十一月に化学分析を中心とす

兼松譲葉は十五B︑獲州ウエス ％︑エッソ探鉱生産オーストラリ

︵九頁九十四平方 る放射線測定調資棟︵八千八十八

電源面会棟

部を移転する予定︒

平方規︶が完成するのを待って全

㌶に位蹟Q一九七一一隼に発見さ 輸出第 弩となったク⁝ラ・ヌー

は︑虫として機器分析に便われる

平方綴︶︑管理棟︵三百七平方

綴︶︑データ蟹理棟︵二酉二十八
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大飯〜署機の運転入りは昨黛十

構成比は水力一ゴ一％︑火力六七

労災法が先行している補償給付の

♪

会議でも金金一致で司決︑参議院
に送られた︒

付帯庚議の内容は次の通り︒
政騎は︑本法施行にあたり︑本
法を発動しなければならない三態
を起こさないよう︑安全の確保に

について適切な鞍置を講ずべきで

万盆を期すとともに︑次の藷点

顯の本望議でも承認され参議院へ

えをただした︒この後窄淡が行わ

化すべきだなどと質疑︑政窟の袴

および放粥線管理手鰻の交付︑藤

箏業従駒栄の被瞬線騒の中央登録

一︑下翼け従業員を含む原子力

ある︒

子力二〇︒九％︑火力五五・⁝

菖＋五万九千KW︒携成比では原 長︶で金会一致で可決︑翌二十三

から成る付帯決議もつけられた︒

れたが︑全会一致で可決︒五項國

箸︑從業澱被曝対簗を強化するこ

持を義務づける制度の確立を図る
送付された︒

岡法案は︑原子力蟹業従薯轡が

う

︷︾
1

犀

163，（》監2

一ズ放射線業務に係る作茱盤準
について︑従業員被曝の蟻減の島
地から兇薦しを行うよう強力に指
価すること︒

三︑労働青災宙補讃保険給付に
係る認定の弾力的漁用を麟るぽか
無過失損害賠償灘任の趣旨を生か
し︑迅速な被審鞘救済が行われる

四︑妖線羅放射線の人体への影

よう︑制度の活躍を樋ること︒

を〜居推進すること︒

響等・放射線の影響に関する研究

五︑不灘の郭鮮が発生した場命
の緊急医療対策驚の体制整備を図
ること︒

とする騙界ハントブックの引用

︵JNF︶祇の二件の核燃料物蟹
根拠について検討した結果︑参弩
の撫工鴻業の変更許刺について︑

れた︒この修正安全審糞藩粟と三

﹁安金性は確保し得る扁として内 が妥蛋でないと判断され︑修正さ

閣総理大距に変璽許可を筈上し

菱気象関係の綴金憲痙縮粟は︑

安全委によって妥当と認められ

た◎

三菱原桝の変更は︑六フッ化ウ

た︒今回のダブルチェックは昨秋

で特に腿璽な緊査が行われ︑行政

の安全委発尼以後初めてのもの

ランシリンダー貯蔵所の建物新設
と核轡繕物質貯蔵旛設の変更︑燃
料棒溶擾部検査のための超膏波探

制法第十四条第一頬の第一署︵加

の変遷許司に闘して︑原子炉笛規

れら二件の核鰍料物質の胆工臨業

なお硝子力署員会は二十摂︑こ

か月営に結論が出された︒

蠣袋躍の設躍︒JNFは︑廃棄物庁からのダブルチェック論間後一

追口設麗となっている︒

貯蔵棟二棟の増設と葛撮乾燥機の

安金委によるダブルチェック審
査は原子炉等規制広地十四条第一

項の第二号︵捜術的能力に係る部

れた︒3NF関係の安全審査麟案舎について妥影と認める旨の答串

工能力︶と第二馨︵経理的野礎に
原子力安全委叢叢は二十蕊日︑

分に隈る︶と第三弩︵災審防止︶

科学技術庁からダブルチェック諮

係る部分に撮る︶の許司塁準の適

に放射線被曝懲理の制腰化︑原論

の山群畳語の適用について実施さ
法と労災法との調整︑潔白誌定箭

プルトニウムは

三千三百キ︒ゼフ

科技庁︑核物質

保春澱を発婁

麟学技術庁はこのほど︑昭稲五

十三年下期︵五士二奪十二月三十

一臼現在︶の核燃績物質等保有鍼

使稲瑚業︑製錬︑原子炉︑加

を発表した︒

工︑再処琿各施設の原子炉讐規制

法に基づく核燃繕物質等の保有蟹

は別表の通り︒うちプルトニウム

貯蔵

されているほか︑使用施

は原子炉施設内に三千二十三蜻酵

設に九十八引札︑再処理施設に欝

八幸三謎耀保精されている︒讃縮

ウランは九九・九％以上を米濁に

依存︑例外的に英濁から二目十六

を受けている︒また︑わが濁への

詩鰯︑フランスからてが矧．の供給

天然ウラン供給国劉内訳けでは

英国六六・八％︑カナダ＝・五

・二％などとなっている︒

％︑米国一一・三％︑フランス三

敦賀二号炉増
設で体制固め

原電が改組

日水原子爆発磁ムム社は二十六嗣

し︑これに伴う一連の人為を発令

付けで取賀建設轟備事務所を開設

つ國となる敦駕こ考炉増設て近く

した︒こんどの機構耳石は同耗閃

に伴い社内体制を固めたもの︒建

許認可懇請の段どりとなったこと

設草備箏務所には駈最︑次長のも

とに敦賀︑福井両事務所と慣務

敦賀建設準描嶺務明関係の集な

課︑丁壌課が躍かれ蕉︒

敦賀建設嘩鮪総務所最兼務︵敦

入集発禽は次の懸り︒

︵敦賀発電斯次長︶簸川報男︑

賀発電駈摂︶板愈欝欝︑爾次叢

同次撲兼務︵敦賀発磁撰択舞︶永

山誓︑岡事務課長︵敦賀発電瓢総

︵敦賀発電所工集課長︶原一利︑

務諜長︶橋木一郎︑罰工あ課長

間敦賀廓務所長︵敦賀お鵬藤47務

課援︶三浦寧︑同轍舛廓務所長業

務所長︶臨前経宿︑岡課長目建象

務を委蠣︵敦賀事務班福片連絡餐

握遡︵敦鯛発難所課長舞礁築掲

敦賀二腎炉は呂総懸十六万KW

当︶嵩橋勝︒

のPWRで・このクラス改罠標準

三月から営業運転開始の予定︒

化第一号炉となるもの︒六十一隼

NA玉Gは東芝・三井グループの中心となって原子力全般にわたり

軌

一＝一＝＝＝＝帰＝＝一＝一＝＝＝＝一一一需＝二一＝＝ニ＝＝＝＝＝一一一一一一扁＝＝＝＝二＝コ冊騨二一＝一一＝＝一＝＝＝＝冒＝＝＝＝＝＝曽＝一＝＝︻認＝＝＝＝＝需＝髄＝＝

と︒

（圏鰹規制物質簿供給当麟國別内訳）

を内欄総理大匿に行っている︒

原子力開発の基礎から応用まで

絡∫

ットの綿界管理に関する核的制限

ム昼；

閉

崖開朋

冒

PWR初の百万KW級
勤難燃19基

関西醒力が福井緊大飯郡大飯町︑大畠半鵬の突端で建設を進めていた大飯原論力発霜所一暑機が
二十七磁午後三階三十五分︑窟庁による傍用薗検竃に禽格︑営業運転開始となった︒PWR︑出力蔚

十七万五千KWで︑継電東海第二原発に次ぐわが国二つ醸の首万KW級炉︒岡原発の営業運転開始に

一月の浜岡二響機に次ぐ今二度堅
塁圏︒驚気軽業用発電設備は水力

八闇夜＋万一千KW︑原子力十一

二千六蓉二十五万KW︑火力七千
％︑水力二四％︒大飯搬発ではひ

百六や七万七千区間の倉計一重手

あり︑この難点で岡社の発鱈設備

％︑原子力一一％︒

原子力損害賠麟法一部改正法案

齢課付帯決議付け

﹁賠償法﹂衆院で可決

は原子力が水力を追い抜くことに

千KW︶が六月運転入りの予定で 七酉六十二万八千KWとなった︒

きつづき二号機︵鵬力薦十七万五

より・わが国の電気懸業繕還転中原発はA罫＋九饗設備容騒千二酉六＋七万七千KWとなり︑全発

られていたQしかし︑途中︑冷却

醒設備構成比で原子力は二％を占めることになった︒
大飯一暑機は︑建設中の同二暑

が発生︑その修復と︑このほか試

機と双子型のPWR︒双子型なこ材ポンプの故瞳︑核燃脳トラブル
ともさることながら︑ユニットも

大飯一号は関電にとって美浜の

の闘の業転入りとなった・

当初計藏が半庫ほどズレ込み︑こ

単機容蟹が百十七万五千KWと世 運転に煩灘を期したため︑結局︑
界最大級︒加えてアイスコンデン

していること︑装荷燃料が十七×

サー方武の原子炉格納懸隔を採用

十七格子簗含体であること︑蒸気

ﾛ︑高浜のこ墓に次ぐ三つ蔭の

子力発電設備は四酉囲十九万三千

原発︑六基買︒これにより同旨の原

発生器四ループをもったPWRの

る︒

原子力発櫓百万KW級時代に先 KWとなった︒ちなみに火力のそ が二＋二Bの衆議醜科学技術振興 あり方を改めて原賠法を先行させ
れは千落八＋六万KW︒水力は五 対策特購委照会︵大橋敏雄委員 よ︑賠脳紛畢審無上の設羅を興体
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國の援助に関する規定を昭和六十

療子力損籍賠償豊島契約の締結と

四年十二墨嵩十一日までに開始し
た原子炉の運転箸に係る原子力田

を延長すること︑の疑点が骨子︒

鼠について適胴するよう適罵期限

二月九田国会に提出︑陶十三臼に
本金議︑同派閥濁に科蒲色でそれ
ぞれ金子科学技術庁長窟から趣旨
説明が行われていた︒
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聞のあった三菱原子燃料菓海製作

三菱原子燃料とJNF
の間食をとりあげながら︑下民け
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聞

原発は合計12基に

中の原子力発電断六基以外は認めない﹂とする政策は事実上の終止符が打たれ︑建設中・発注済みの

法の成立はまちがいないものとみられている︒同法案の成立によりフェルディン前内閣当時の﹁還転

閣は議会中最大議席を占める社民党のほか傑守党の支持も偲ているといわれ︑このため新エネルギー

転一1の三項目を轡子とする新エネルギー法案を提出した︒同法案に対し少数自由党のウルスチン内

スウ丁ーデン敷府は三月開田︑石超輸入璽の大幅削減︑節綿描置の強化︑原子力発電駈十二基の運

N︑発電量の38％供給へ

一
る︒

の三八％を供給したいとしてい

所で一九九〇琿には総発電電力墨

で行く方針が新エネルギー法案に

の強い整張を響養し︑合計＋二基

済みのフォ⁝スマルク三号も扁と

二墓九頁九十万KWの原子力発電 が︑原発推進派の社罠覚の門発注

六基も建設が正式に認められることになる○
スウェーデン政雇が提出した新
エネルギー法察はウルスチン首相

の石油依存をできるだけ削減し︑

エネルギー供給の多様化を図ると

るという︑大規模な原子力サービ

実際通りの運転状況のもとで行え

燃料再装荷と保守燕検手順訓練が

ールド・サービス技術者に対する

ウルスチン鍾相の当初の考えで
べて白紙にもどされた恰好になっ

もり込まれた︒総画中のものはす

＝匹

ギーなどソフトエネルギーを曳体

EDF︑取付けを拒否

子力庁︶が騰発した新型蒸気発生

型蒸気発生器で米国と対等の立場

を容易にする核燃料設計とこの新

カナダの有力原子力技術コンサ

ているなどを明らかにした︒

外進出には今年から拍晦がかかっ

の売り込みは難かしいながらも海

六基の生産能力の半分の受注があ

く計画しかなく﹁現在︑年産五〜

九八八年までに一五％にもつてい

り総発電電力璽の八％を供給︑一

ア︑アイルランド︑ルーマニア︑

出対象国はアルゼンチン︑イタリ

と揺摘︒戦賂委は今後十年間の輸

考えられることから対処が必要﹂

るという事故が起こったもよう︒

障︑これによりプラントが停止す

次系につながる主給水ポンプが故

十五万九千KW︶で二十八日︑二

鱈秘画全体の致命的な遅れにつ

厳しいものだ︒麺独に限らず︑

野党のキリスト教罠主党が政権

地元のニーダーザクセン州は

行が危なかった︒この党はサイ

党の霞由民孟党の造反で建設続

だ︒今回は陣設続行が実現した

ストファーレン州政府を握って

る︑ただし財政

ているという︒田圃はベルギ

が︑聞題の火種はまだくすぶっ

億場︑ゴルレ1ベン運営母休の

協議がまとまり︑通都政府が二

つまった立場にある︒

り完遂しなければならない切端

わっているはずだが︑ニーダー

おり︑この号が出るころには終

WUとの契約破藁︵または棚上 園際ヒアリングが現筏開かれて

てすでに提案されているが︑N に︑来国ではニュー・メキシコ

廃棄物処分の安全評価手法とし

た考え方は︑たとえば高レベル

ではないというもの︒これに似

にしておくことだ︒皮肉なこと

るまで︑廃藁物を取り出し可能

準が漁たされたことが確実にな

もたれており︑万一適当な岩塩

ら︑ボーリングの愁訴に不安が

積を購入できなかったことか

できない︒とくに梢地の予定面

〃論叢主義のためのコスト

とは確かである︒ドイツ人は

︵K・K︶

割り切って努力を続けている︒

1（Tのシンチレータを併用しているため、

さらに、富士電機ではホールボディカウンタの自動化

ます。（実用新案甲出願番号恥49−126113）

を推進しました。管理番号設定行動表示器へのカード

プリントアウトまで、完全に自動的に行えま魂

人体内汚染の有無の迅速な測定、核種の同定を行ない

；迅速に撰：翻しま劣

投入で、被検者の行動指示、測定から測定結果の

取付けが遅きに失すると認めたよ

EA︑EDF︑フラマトム四蓄の

ことにもなる︒七六年のWH︑C
で顛澱が千七颪工臨沙︒新型だと

共同研究開発計画では︑フランス

しかし新型蒸気発生器は実証に

側は急速蒸気乾燥施設︑負荷変動

二台で八薦ナ︑一基について一億

さらに二千万巧の研究開発費︑八

ルタントであるション・ダグラス

計画をめぐって︑天然ガス資源

原因究明中︒

全体からの隙署を問題にし︑ゼ

RDCの悪冤は核燃料サイクルの廃棄物隔離試験︵W王PP︶ 層が見つからないと︑原子力発

アメリカ︑萸南アジア︑欧州の申

て︑岩塩層の二千耕・ボーリン

受注も減り︑八五奪以降には激減

グ許可を決めることになってい

ながる恐れが残っている︒

どの国でもこの種のグローバル

一方カルカール計醸は少数与

との競台問題がすでに難じてい
国際ヒアリングでどんな議論

なリスク評価を迫られることに

る︒

ロ・リスクの原則にもとづいた

が出るかは予測がむずかしい︒

る︒

しかし最近の批判派の議論で︑

ト所在州のノ⁝スライン︒ウェ

ついでに紹介ずれば︑NRD社会民書記以上に強い原子力支

ルトニウム生産にかなり批判的

おり︑高速繕殖炉の安全性やプ

をとっている︒この党は与党の

C︶が出した放射線障署の許容

Cは廃棄物処分についてほかに 持で︑ゴルレーベン計画も基本

天然資源防衛委員会︵NRDなると見るべきだろう︒
熱度に関する製酪は注冒される

的には受け入れ

負掴はできない

もふたつの原則をあげている︒

ドイツ黒焦料再処押会期︵DW

け︶だけでなく︑輸入石油の不

ザクセン州政鰐はその結栗を見

シールド式鉄しゃへい体内に、大形プラスチックシンチ

脅勾ノ勺に残留する
微：量の放：薄霞物質を

三十億焔︵約一千八蕩億円︶の補

いては加圧水型炉ではなく高速炉

EDFの拒習は一九八一奪にW

は必要がない︒

を考えているので新型蒸気発生器

うだ︒また欝八十万KW原発につ

︻パリ松本駐在鼠︼EDF︵仏のは一否ですむ︒在来型だと百ヨ

仏CEA開発の蒸気発生器

助金を支出する︒低率だった家庭

る︒公共交通機関の利用を奨励

用燃料樹に対する課税率を引上げ

五％引下げる︒

し・鉄滋料金は七九年七月から一

器〃トレポー

らば三台取付けて百八十万KW原 期までに加圧水型炉をフランス化

とし︑九〇年には総発電鰍の三八

工する颪三十万KW加圧水型炉に 発で現在の型の蒸気発生器は四台

電力公社︶はこのほどCEA︵原＋万KW原発が隈度だが︑四型な Hとの特許契約の期隈が切れる時

％を占めるようにする︒九〇年代

取付けることを拒盃した︒

〜︑原子力発電所を倉計十二墓

今回の新エネルギー政策はこの

に入れば太陽エネルキ⁝など新エ

この蒸気発生器はウエスチング

にしたい順潮だ︒

ネルギーで代替できるよう研究・

ハウス︵WH︶鐸フラマトム製の藩の節約になる︒

発を実現できる︒百三十万KW原 するというCEAの希望が薄れる

への一歩としての

将来の構想が現実となるまでの

開発する︒また泥炭︑生物エネル

U型パイプに対して波動パイプを

を一九八二隼に着

中聞措置的なものとみられてい

ギーの研究・開発も促進するQ
新エネルギ⁝法が議会を通過し

脱石油政策

は次の通り︒

る︒新エネルギー政策の主な内容

一︑一九七七鋸の石油輸入醗は

る︒萱二十万KW原発では湿気を 二年に頁三十万KW原発に取付け にたつことを期している︒その一

DFとしては割高でしかも実際の 場が弱体化することになるo

の費用二億三千万湯を要する︒E 角が崩れることでフランス側の立

使い︑完金乾燥膿熱蒸気を発生す

含む蒸気を発生する在来型の蒸気

てもスウェーデンは廃棄物の最

発生器は四台必要だが︑新型のも

ていたQ節約によりこの比率を九 終処分で満足のいく解決策を提示
しなければならない︑としている

総一次エネルギー中七三％を占め

〇駕をメドに約三分の一減らす︒

ったことから政権の座を辞したフ

米原発︑給水ポ

進国が考えられる﹂としている︒

ことや︑核燃料騒騒を許可しなか

このことから岡報告書は﹁国内

※国原子力産業会議が伝えると

のスリーマイル︒アイランド原子

その意向はない︒政府は石油や原

氏︵前バブコック＆ウィルコック

KW級ステーションの大型需要も 力発贈所二号機︵PWR︑出力九

化する︒さらに八十五万〜九十万

NDU炉輸出は緊要漏とする報告万KW級の海外への売り込みを強 ころによると︑ペンシルバニア州

炉輸出戦略委員会﹂を設け門CA Uの三士を実試し︑現実的な六十

ス氏は八葛から成る﹁CANDで
U原子力嘉裟をあおり︑CANDンプ故陣で停止

ス氏に同調査を委託した︒ダグラ

CANDU炉輸出に注目︑ダグす
ラる﹂としているQ

またエネルギー供給先の多亀化を

ェルディン野芝楓率いる中央党が

む考えもあるといわれ︑今後の成

原子力について國民投票に持ち込

一︑七八〜九〇蕉のエネルギー

図る︒

消費騒の伸び率を年間一％以内に

り行きが注冒されている︒

抑える︒家屋︑公共建物の断黙強
化を促進するため地方公共団体に

海外南場進出に拍車

需をとりまとめ提出している︒

子力の代替政策を探る﹂と主張し

カナダ︑CANDU炉で報告ではバカナダは原子力によ

ており︑中間的に原子力を利用

別に十一基の原子力が必要だが︑

し︑将来は反対運動や廃棄物の管

ス・カナダ被会長︶はこのほど︑

外部への影響はなかった︒現在︑

※国の軽水炉に比べCANDU昨
炉年︑国内の需要の冷え込みから

国際核燃料サイクル評価︵1 源がない︒したがって﹁ 臼も

る︒

いうまでもなく

という立場で連

ひとつはその地層が他の有用な

に︑麺独定府も計薩を予定どお
もののひとつだろう︒その趣旨

資源をふくみ︑将来採掘が行な

歩一歩蔚進をかちとってきたこ

が︑これまでの政府の努力が一

ー︑オランタとの共同事業だけ

は核轡聡慧サイクルの全体から

りがついたが︑前途はまだ楽観

K︶が二億嬬支出することでけ

邦政府と交渉し

カルカールの高速贈殖原型炉

生じる放射線障害が︑ウラン鉱

こと︑もうひとつはすべての基

われるような争態が超こらない

廃棄物︑増殖炉にもカセー

開発情勢厳しい西独

二大プロジェクトが難航してい

国家自標だが︑そのかぎを握る

蕪FCE︶の場で︑書本にもっ結く原子力を﹂は与野党一致の
っているのは西独だといわれる

とも立場が近く︑共同歩調をと

が︑原子力をめぐる西独の情勢

この国では過去三奪︑原子力

ゴルレーベンの

そのひとつは

発寵蕨の発注がストップしてい

核燃料パーク計

はなかなか厳しい．︑

る︒主力炉メーカーのクラフト

海外受蓬のおかげで持ちこたえ

計璃︒とくに前出は法的義務⁝

天然の障害の程度をこえるべき

を採取しなかった場命のいわば

てきた︒詐年末

さらにブラジルの資金難1計画 放射性廃器物の安全処分一とか

てきたが︑最近のイラン政変︑

らんで︑西独政府はその解決に

安をふたたびクローズアップし

と

た︒西独には石炭以外︑国内資

西独の情勢は容易ではない

ている︒とくにイラン政変はK 馬力をあげている︒その問題の

後還が璽なって窮地に立たされ

ベルク・ユニオン︵KWU︶は謀︑もう〜つは

AECL︵カナタ猿子力公社︶はるだけで︑八O〜八一琿ころから 瀦本︑韓国でそれ以降ではラテン

理といった間題のない太陽エネル

発電を原子力で代薔するためには

ウルスチン首相は﹁石田による

ている︒

は︑すでに着工している五言を含

め愈謝十一基というものだった

ラント停止後でしか繹られない
経験を短期間で蓄積できるよう︑
技術蓄を訓練するのが囲的﹂とし
ている︒また同施設により保守談
練や新蓑憲評価の目的で運転中の

％は改醤できる﹂と強調

写爽翻GEの原子カサービス訓

している︒

能力を

間で約百万が節約でき︑電力供給

することにより︑電力会社は一二日

する必要がなく﹁原発を継続運転

︵GE︶社は原子力技術者やフィ炉の能力を下げたり︑停止したり

米ゼネラル・エレクトリック

80隼半ばには完成へ

施設を建設

米GE社︑訓練

中・発注済みの六基を加え倉計十

の︒原子力発電駈については建設

ー

いう構想をそのまま異体化したも

一

画
譜

力

原

塔E

ス訓練旛設をカリフォルニア州サ
ンノゼに建設中だ︒

隆

A

TEL（03＞21レ7111㈹囲

計測事業部〒100東京都千代繊区有県町1−124

t

灘
難
〜

奮士電機製造株式会社

{1
喩・

レータとNa

ｭ工

90
GE祉では同施設により﹁プ 練施設の完成予想図

撚糠

鰻騨

（95）

デス

心懸

（2）

第970号
鶴三種郵便物認可

新

子

昭和54年3月29日

富士の放射線機器

富士ホールボディカウンタは、検出器としてシャドウ

富士ホ→闘ドデイカウンタ

○

革

業
事

力

原

だチータが出ないが︑二百例まで

治療は両方の利点を兼ね備えてい

づいて今後の異体策のあり方を明

それによると斜脚は︑まず闇黒

らかにしたもの︒

門イラン動乱によりエネルギー冠

のエネルギー動岡の現状について

安全︑漁業補

償協定に調印
女川原髭計画

醐公表以来十二年ぶりに着工へ動

発騒所周辺の安全確保に関する協

らが出鯖︑まず山本知覇︑渡辺晴

定讃﹂の調印が行われたあと︑答

長︑着林社長の聞で﹁女川原子力

林社長と三漁協繕髪長の間で総額

五十八年十月の予定︒

同計磯に伴う漁業権消滅問題は

き出す︒正式滋工は七月︑運開は

昨年女用町漁協が漁業権消滅を決

協も十臼に開いた臨時総会で漁業

のうち澱後に残されていた寄磯漁

く感謝する︒女川原発については

﹁県︑町︑瀕民の努力︑揺纏に深

調印した︒調邸後︑蒋林社畏は

¥億円にのぼる漁業補償協定に

んでいる東北電力は十七日︑岡原

権を消滅︑最終的な補蟹協定の締

議したのを度切りに︑牡鹿三漁協

発建設に関して寓城繋︑牡麗町と

女川漂子力発電所計画に取り組

きている扁と前罪きした後︑田本

安全協定を締結︑また牡鹿跡三漁

機の兇通しが再び流動的になって

の実惰については﹁艶本のエネル

これからも地域の〜員として地元

るのが特色︒体内深部の悪性腫瘍

り︑腫瘍に優されている部位の絵

の潟療が効果的にできるようにな

絃が急がれていた︒十七日︑仙台

の福祉醐上に努めたい﹂とあいさ

協とは漁藁補償協定を結んだ︒こ

南の斉藤報恩飽で開かれた調印式

つした︒

禰給バランスに聾している隔と揺

れにもとづいて簾北瓢・力は近く

には着林東北実力社長︑山本漿知

ギ﹂劇甚の関心はあまりに物的な

用サイクロトロンが七＋MeVの摘︑このため﹁もっと地道にエネ

県に対し︑公萄水面埋め立てなど

を写し出す診断も司能になる︒医

ルギー安定供給墓盤の強化に岡け

加速エネルギーなのに対し︑医胴

蜜︑護辺蝦鹿町畏︑三漁協組胴長

から起こってくるコスト負担のあ

をもたらしている﹂と強調︑さら

額な資金需要が企業体質の脆弱化

え方を明らかにしている︒

ルギー開発資金の受益轡負捏の考

が必嚢だ﹂と掴摘︑謡本的にエネ

の石油増産限界が千万疹／田程廣

方︒異体的には﹁サウジアラビア

に門五十年代の電気無考の資金隔

﹁代螢エネルギー開発のための臣

で︑ソ蕉︑璽欧が輸入国に転じる

材

要は三十四兆円に達する︒仮にこ

課題を研究確

腐食など盛砂
ことになると種機は〜九八五年前

れが調達できたとしても里勝調達

給不足が到来する﹂という甚え

の許認可を身請︑四十二隼四月副

必要になる︒放医研では十鰯間を
り方へ検討の蚤点を移していく双

粒子加速器では四百MeV程度が投資と襲業計醐の練り上げ︑そこ

兇通して苗半の五年間で米国のデ
差がある﹂と問題提起している︒

このうち報告は︑まず前提とな

ータなど参蕎にしながら︑鷹療に
趨した粒子棉速器の機種や付構装

るわが国のエネルギー供給構造の
特微について﹁総エネルギーの八

爾を選定するなど琴丘の細蟹を練
り︑後皐の五年で施設を建設︑治

五％︑石油の九九％を海外に依存

エネルギー問題で沼江藁

る
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医胴群の成果踏まえ
五年計画でガン治療練る
放射線鷹学総命研究所は︑昭和五十四年度から五か無計画で︑粒子加速器の医学利用に関する調査
研究に魑黍︑これまでのサイクロトロン利用による速中性子線治療︑陽子線治療の威粟を踏まえて︑
より効果的な新しい粒子線治療法を開発することになった︒併せて医用の短寿命ラジオアイソトープ

を生産︑診断に利用する︒このため︑放医研では︑粒子線治療に関する国礎的︑臨床的研究グルー

の結果では約四〇％が腫瘍の影が

に冶療できる利点がある︒

プ︑粒子加速雛によるラジオアイソトープの生産および医学利用に関する研究グループを編成︑調査

粒子加速 囎 の 医 学 利 期 群 小 研 究
療開始にこぎつける方針︒建設に

分の選択余地が狭くなり資金コス
トを麗めることになっていく懸念

科学技術庁書属材桝技術研究所

三菱
総研

料に関する突舞的研究③原子炉用

用

力

子

原

研究にあたることにしている︒

は︑粒子線治療について基礎︑臨
これらに比べると︑璽イオン︑

ている︒

に起こる可能性が憂い﹂と指摘し

こうしたなかで今後の総愈エネ

が大きい偏と問題提起している︒

はこのほど昭相五十四年度の業勝

している﹂と鷺摘︑こうしたこと

ルギー政策のあり方についてはま

これはわが国の証券市場の規模か

計画をまとめた︒

は︑装麗︑奪還を勇め六十億円程

から門わが圏のエネルギ⁝供給蟹

ず石選取潜エネルキ⁝開発促進の

らも従来以上のテンポで増螢を行

①核象含浸蝕高張力超電灘磁石桝

例えばネオン荷電粒子のような治

江は先進六か国で最も脆弱﹂と分

必要性を強調したあと門わが瀦の

料に撰する研究②核融霊芝構造材

なくなり︑治ゆしたといえるとい

析している︒これは日本のエネル

石佃代替エネルギー關発は鶴田紮

うえに街力な資金源となっている

床馬賊から︑外部研究蕎の協力も

ギ⁝供給構進が石墨が低廉かつ豊

業が曳体であり︑エネルギー安定

正副も昭秘五十二奪で事業績発行

の影響に闘する研究⑤軽水炉用金

属棋料の腐禽と安全性に関する研

究Ilの石テーマて︑いずれも継

最終鋸度となる﹁金属材料の腐

続︒

東寧認識代灘区有楽町婁一4一謳郵便番号聖oo

54年度原畢力研究

富に調達できたことから石癌三豊

供給は磁気禦業の脱石瘤︑電源多

が五三％にも到淫︑これ以上シェ

南場での露聡敏の占めるシェア

ンレス鋼強度に及ぼす中性子照射

耐熱金属柑料に関する研究④ステ

慶が必要になる冤込み︒

型の供給構造となっているうえに

様化の旗習にかかっている隔と指

アを拡大しにくい腿勢となって

療に適した粒子を照射する粒子線

蕎鍾握の装え方を藤題する必要が

欄内資源が乏しく海外依存渡の低

摘︒興体的には門原子力が中長期

う︒これは進朽したガンを苅象と

ある一などを提湿した︒門エネル

下が難しいため︒報傷は﹁このた

的にみて鍛も大きな供絵可能性を

得て︑効率よく総禽的に推進し︑

三菱総愈研究所はこのほど﹁エ

ギ﹂尚コスト時代における安定供

め石柚危機が到還すればわが困が

いるため︒このため報告は﹁コス

する治療としてはかなりの好成繍

ネルギー舗給と選民経済﹂と題す

給コストとその負腹﹂と副題した

もっており︑學葱に核轡繕サイク

﹁抜本的資金対策を﹂

る報鮨鶏をとりまとめ①エネルギ

同報告は瞥エネルギー罵給と国民

羅鰐規捌と価格の上界颪で巖も大

いう対山V関係で捉えるのではな

ト負撞の闘題は供給薔と醐鼓蕎と

悪性腫瘍などの診療に役立てよう

今後︑放躍研はサイクロトロン

ー危機は誘ければ一九八猟鋸以前

きな影響を受けることになるだろ

ルの自立化を曇る必愛がある﹂と

く︑諸鐙の協調関係て捉えること

それによると︑原子力研究は︑

にも到来する可能性がある②この

経済﹂委員会︵委澱長︒内田野阜

述べている︒

については﹁遅かれ犀かれ石油供

っていくことが難しくなっている

ため原子力発芽はじめ代替エネル

う扁と辮饗している︒

といわれる︒

による治療をさらに拡充する一
方︑粒子加速羅による粒子線治療
への道を開搭︑悪憔腫郷撲滅への
強力な手だてとする謝画を進めて
いる︒

サイクロトロンによる速中性子
線治療は少しの線羅でも細胞に対
が良く︑生物効累

にわたってわが照のエネルギー需

東大教授︶が昨年牽月から杓半年

絵構造を総踊的に分析︑これに基

また︑エネルギー危機の驚能性

ギー安定供給の夏盤強化へ聞け投

資金闘題については塞本的に受鑓

また︑今後の問題点については

資と口業計画の練り上げを行う③

とするもの︒五奪計顛の初庫度に
あたる五十四翼翼は︑これまでの
研究成果をもとに両グループが①

速申性子線による治療効果の評
価︑改講②陽子線による本格治療
③璽荷電粒子線による診断︑治療
の基礎研究④サイクロトロンによ
る生産核糧の診断利罵と診断機器
の開発︑について取り工む︒

効き冒

が轟い︒一方︑五十四琿度から放

する

医研がスタートさせる陽子線治療

放医研では五十隼十一月から五
十四奪一月までに総計三葛九十九

は︑生物効漿の点では中性子に劣

例の懸性腫瘍患帯に対して医用サ
イクロトロンによる速中性子徳治

食と安金性﹂は軽水炉の腐食が原

困で起こるトラブルの実態を明ら

かにし︑原子炉墨準を確立するほ

か︑安全設計に必要な裕慶を確認

するデータを得ることを鋸鎌とす

ス鋼配管について応力腐食による

るもの︒五十志度以降︑ステンレ

ッケル倉金については環境団子が

劉れ発生や伝播挙動等を調べ︑ニ

た︒またシルカロイー2被覆管に

搾れにどう影響するかを検討し

繊麗！卜

熱伝達がある場盆の腐食やクラッ

五十四鋸匿はステンレス綱配管

＼セラ・ノクス

トの付籍置合を検討した︒

の購れ挙動を環境︑材料の両薦か

本紙九六九審第−麹門馬

ら愚闇的に検討する︒

訂正

動擾の記購印︑②の﹁基本設計﹂

vの誤りでした︒お詑びして

は﹁軍需偏︑③の﹁あるいは扁は

電罐03−507−507匠（広報課〉

・

1龍劉
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チャレンジする化学

一

す

原子力の躍進に三献

一一

訂壊します︒
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産

力

原

カランドリア
タンクに特色
原子炉本体と冷却系
炉心を収める容器はカランドリ
アと呼ばれる︒カランドリアは高
さ五財︑響胴露径五綴︑外胴薗径八

難のステンレス鋼製二璽円筒容器
で︑炉心タンク部に欝欝二十四本

のジルカロイ製カランドリア管
が︑上下の管板にロールドジョイ
ント法︵一翻の拡管法︶によって
接△口されている︒炉心タンク内の

空間には減逮材の撒水が満たさ

は再循環ポンプで下部ヘッダに送

圧力蟹内を上昇しながら燃料から

密閉しておき︑燃料取替えの際︑

炉心からの放射線はカランドリ
の熱を吸収して沸騰し︑蒸気と水

られ︑ここで個々の入欝管を経て

ア全体を囲んだ駆水遮蔽体と︑さ
の混合した二相流で上昇管を通っ

これをとり外す仕組みQ

らにその外側に設けた鋤部のコン
て蒸気ドラムに入る︒蒸気ドラム

る︒蒸気ドラムの中では︑分離さ

気管を通ってタービンへ送られ

蒸気の湿分をとり除いた後︑主蒸

では︑蒸気と飽和水に分離され︑

クリ⁝ト遮蔽体で防ぐQ鉄水遮蔽
体は離鉄板と水の多璽厨から成り

樽造的には原子炉本体の一部を構
成している︒カランドリア︑曲水
遮蔽体︑堅水︑燃料︑圧力管など

循環ポンプに戻る︒

︵総熊鼠壬瓢百誘︶は︑下部曲水 れた飽和水とタービン系からの給
水が再び混合し︑下降管を経て再

遮蔽体を介し原子炉基礎コンクリ
ートで支持されている︒上下の鉄

ﾈ燃料山父換
法科の取扱い

燃料交換は︑薪燃料集合体を貯
蔵塞からとり出しトランスファー
シュートを煙して格納容器内の燃
料交換プールに移し︑燃繕出入機

輪

黙
ヘリウム系な
ど特有設備も
補助系
璽水炉に特有な原子炉の補助系

によりプール下側の燃料集合体と
下部遮蔽プラグが一体に綿立てら

として璽水系︑ヘリウム系︑炭酸

璽水系の主な機能は重水が炉内

ガス系の三つの系統がある︒
まで走行し︑旺力管と霊台後︑圧

で中性子およびガンマ線のエネル

次に︑炉心下の所定圧力管の位置

力管下部のシールプラグをとり外

ギーを吸収して得た熱を除去する

れ︑収納される︒燃料交換装置は

し︑使用済み燃料をとり出す︒次

オーバーフローして外部へ出た無

ンドリア内の炉心タンク頂部から
る︒使用済み燃料はこれと逆の順

水はダンプタンクを経て循環ポン

こと︒このため重水系では︑カラ

序で格納容器外へ搬出︑貯蔵プー

プにより熱交換器へ送られ冷却さ

いで新燃料を挿入し叢叢にシール

ルのラック内に収容する︒燃料交

れる︒その大部分は舗御棒案内管

プラグを装着し燃料交換を終え

門ふげん︺は天然ウラン酸化物

換装置の操作は自勅または季動で

料

た二つの互いに独立なループに分

にプルトニウム酸化物を混台した

に遮蔽プラグを挿入し︑この部分

装荷燃料は
混合酸化物

水遮蔽体を圧力管が貫通する部分

からの放射線漏れを防いでいる︒

燃

れ︑各カランドリア管晦には圧力

燃料簗合体を収容し冷却材︵鰻
原子炉冷却系は炉心を二分割し

璽水炉の特徴の一つ︒﹁ふげん﹂

かれていて︑総数二百二十写本あ

管が論議されている︒圧力管は

水︶の適路になる管で︑圧力管型

は圧力管の下喘から燃料の出し入

を通って炉心タンク下部から炉内

原ゴ炉1黙座】聾始まる
財｛重目47勾

原ゴカ・賂納容器の捌付け始まる

瞬内原∫力濯業5メーカーと建

へ戻される︒

6ナ3

蒸気トラム擁r｛開けシ〔1∫、275kV

昭和50｛【7月

妥電欝！始

妥，し開始

系統が作動︑炉心を冷却する︒慧
速注水系は原子炉冷却系配蟹破断
時に高臣注水系︑低圧注水系が作

イノトf／1業完∫

庭水装荷始まる

総合機卜し試験終わる

昭和53勾3月

燃料装荷始まる（15B）
昭苓li53fl

タービノ通気（181D
昭和53｛15月
昭和153脅7邦

最小臨界（2〔｝B｝
3月

全炉心臨界（9iD

1昭和53fl

被」誕乙〜L（291】〉

7タま

疋格8」紮、昌〜ノ∫16ノ」5Tk㌔V（正〔jG％

昭和54窺3，i

ポイズン濃
度でも調整

原子炉綱御

三子炉の反応度を制御する機構

ズン濃度調整および学堂ダンプの

としては制御棒︑減速材中のポイ

三種類がある︒原子炉の起動︑停

止および質荷変動に対する出力制

に伴うゆっくりした反応度変化に

御は制御捧が分担し︑燃料の燃焼

鰐してはポイズン濃度調整を便用

バックアップ用︑四十九本の制御

する︒重水ダンプは緊急停北時の

た細いステンレス鋼管を円環状に

棒はボ廿ンカーバイド粉末をつめ

束ねた出遣で︑原子炉本体の上方

ワイヤで隔るされ︑案内管中を通

部に設けられた駆動装置によって

る︒原子炉スクラム時には︑全制

して炉内の重水中に出し入れす

御捧が重力により炉内に挿入され

重水ダンプは減速材水位を急速

る︒

に低下させ炉を停止させる方法で

原子炉冷却系の破断事故のような

大事故の場ムロにのみ︑制御器のバ

ックアップとして作動する︒

固体は大半を

断薯故時に蒸気ドラム内の減圧を

ビングランド部および優水器から

棄物のうち︑気体は主としてター

﹁ふげん﹂で発生する放射眺廃

廃棄物対策

缶詰め保管

速め︑低圧注水系の作動を促進す

の抽気︑重水系︑ヘリウム系およ

び炭酸ガス系からの放射性排ガス

ールドアップ装置や減すい管など

などがあるが︑これらは希ガスホ

れる︒紙︑布︑ガラスなどは圧縮

ァルト固化してドラム缶詰めにさ

なる固体廃棄物は︑大半はアスフ

生するろ過用スラッジ等が対象と

や濃縮廃液および廃棄物処理で発

各設備がら出る脱塩器の廃樹脂

後︑希釈して放出する︒

能濃度が低いものは︑綴金確認の

なとがあるが︑処理された後放射

脱塩器の再生廃液および洗濯廃液

液体は機器ドレン︑床ドレン︑

を通し処理される︒

各系統の電源はすべてそれぞれ

障を来たすようなことはないQ

霞源がない場合でもその機能に支

独立した非常用母線に接続︑外部

気ドラムに注水する︒

破断事故時に下部ヘッダまたは蒸

る︒低圧注水系は冷却寒心箇の大

水系は原子炉冷却系配管の中小破

部ヘッダに注水される︒高圧注

常時加圧された薔聴器内の水が下

る︒

ので︑これを検短することができ

も︑炭酸ガス中の湿分が埴撫する

ア管などからの漏れが発生して

ている︒万一旺選管やカランドリ

からの渇れ検出のために設けられ

と︑圧力管およびカランドリア蟹

とカランドリア管との間の熟絶縁

炭酸ガス系は︑炉内での圧力蟹

停止機能を璽水ダンプという︒

は落ちる︒これを利用した原子炉

リウム差圧を解消すれば重水水位

し上げ︑水位を維持している︒ヘ

圧力より高くして︑重水水面を押

リウム圧力を炉心上部のヘリウム

胴と炉心タンク間の環状空聞のヘ

とで︑このためカランドリアの外

つは炉心の重水水位を保持するこ

カラノトリア管のロール｝ノゴ
膚和52で目1月

一系統が故陣しても︑もう一つの

独立した二系統から成り︑仮りに

系の三系統から成る︒各系統とも

水系︑高圧注水系および低圧庄水

非常用炉心冷却系設備は急速注

非常用炉心冷却系

三種の設備

急速注水など

る重水の劣化を防ぐこと︒他の一

水の表面を覆って軽水の混入によ

含させ蕩び璽水に戻すことと︑璽

した璽水素ガスと酸素ガスを再結

ている︒一つは炉内で放射線分解

ヘリウム系は二つの役割をもっ

迫る

．鱗謙

よ

よ

鍵騰駆

礎譲

i普E・彗
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〒319−11茨城県那珂郡東海村

8タ…

炉本体関孫機器の鋸付け始
原f

敵︐藤

Nuclear茎nformatlon Systemの略称てす。日本
の担当機関は日本原子力研究所てすか、図内サー

踊手目・茎7｛i5月

動するまでの間庄水するもので︑

一

これらのドラム缶は圃体廃棄物貯

減容してドラム箭詰めにされる︒

㈲原子力弘済会資料センター

ビスは（財）原子力弘済会か行っています。

v彫

的な原了力文献情報流通システム，In￡ernat玉onal

カラノiリアタノクの据付け完∫
埠r炉｝建屋1レ竣［、77｝、V
｛秘5（虜1月

翫蹴

藏題内に安全に保存される︒

IAEA（国際原∫力機関・ウイーン〉か中心とな
り、加盟国の協力のもとにすすめられている国際

設契川

欝幽

して年間70，000件の文献 くる磁気テープを使用して、利
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