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常駐検査官

制度を正親に発足

※国スリーマイルアイランド原発窮故以来︑国の規艘機關による原子力曾爾所の検蒼・監齎の強化
が望まれていたが︑これに閣遡通産雀翼源エネルギー庁はこのほど

常駐検査窟

が各原子力発電所の保安聖遷や運転管理の状況を現地でチェックするというも

させた◎公益璽業部原子力発題安金管理諜にh原子力発電逓職管理憲﹂が躍かれ︑運転管理轡門官︑い
わゆる
の︒資源エネルギー庁は︑来館度原子力政策で︑原子力発電所の安全対策の強化を襲撃点課題にとり

問題などの調整・説明など・興・

研究部畏︶︑江上儒礁︵東大教

長︶︑南川龍翼︵放医研環境衛生

川平驚郎︵園立がんセンター病院

を深め臼熱した議論が展開された

の選捉﹂であるとした共通の認識

かかわらずむしろ﹁原子力は世界

会議︑そこでは禦故の璽塗下にも

て世界注編のもとに鵬かれた舞岡

流嗣という形でやりくりするが︑

原盤力発鑑行政の

常駐検査富

と

セッションの概饗と︑同時に西欧

ションに漂え特嗣に組まれた珊故

管理騨詩興の人数を三十名以士に

所サイトが＋地点あるので︑週転

転中︑建設申の原子炉サイトや燃

子力黒影委麗会︵NRC︶が︑運

欧州視察団の

報告書刊行

入手希望の向きは原産・簗覇課

るホットな欄報も提供している︒

まで︒一部二千円︒

クション︒プログラム︶を進めて

日本原子力産業会議は第二回欧

資源調査駈長︵長窟豊麗籍議實︶

▽科学技衛庁︵八月一壁付︶

人事発令
現在︑原子力発電所等の立地興

州原子力会議と第七厨フォ⁝ラト

加藤蚕丸︑繋留官騰審議宮︵蝋画

おり︑一九八一年慶からの完全実

筒謝画誤長︶禰翻公夫︑振興局振

に圏かれている科学技術庁の原子

マに五月七日から岡十一日までハ

興謙長︵原子力周原子力關発機関

監理冒︶擾悪難一郎︑原子力周原

ンブルグで蘭かれたのを磯に︑

ための選択一原子力﹂を墓調テー

ム大会の初の合同会議が﹁世界の
審議会︵総理府の付属機関・高橋

施が夢定されている︒

圏に騰貴することを決めた︒

力連絡調整宮は︑故瞳やトラブル

悪魔

各国の開発現況など視察調葦によ

山隈登︵国立公衆衛生院放射線衛

原子力発会運転管理堅の初代整

繕やす計画であり︑その際︑地方 料サイクル施設に検査官を駐在さ

ンター渥蟹長︶闘以上新任︒

生学部畏︶︑浜口博︵日本分析セ

畏には︑向準一郎原子力発電安全

なお︑来期でも︑昨無から︑原

管理課擬が併任︒幽翠は室擬一

・

鱈次会長︶の一部露の任期切れ

子力開発機閣監理富︵擾乱官房

﹁四欧州原子力視察翻﹂︵団長・

鈴木俊一二本原峯力発電社長︶を

に任命・堀一郎︵八月一日付︶︒

︵七月3十︸欝欝︶︑非常勤理撫

非難勤理麟を依願免職・溝藤一郎

▽動力炉・核燃料開発璽畢団

付︶須田忠義︒

州各国の原子力闘発現況など調査

派遡︑同会議への出朧とあわせ欧

に当たったが︑このほど︑同視察

米国スリーマイルアイランド原

団の報告蜀が刊行された︒

歪慈套葺遷＝一一＝憲藝＝臨差躍︻一躍一姿萎壽箋一騙一嚢師一難歪瓢一﹇

耀
曝

漫

一それは東芝のモットーです一

麟

社

﹃細殿会決定を十分

保安体制や運転管理状況をチェッ

地元滞町村︑露力会社︑その他関

授︶︑敦賀花籠︵水産庁東海区水

への対処︑立地問題や環塊・安全 康雄︵東大教授︶11以上蕩任︑帯 発の襲故後初めての国際会議とし

クする︒現地の発墨所に二週間駐

係者と国の間の四維調整︵パイプ

産研放射能部長︶︑望月懸一︵動

チームを組んで濫発選所に赴き︑

在し︑次の四週間は本省で勤務す

役︶を果たしている︒したがって

来難度予騨では︑運転管理騨門竃

なり対処することになる◎

燃FBR開発本部付生任研究員︶ という︒報告繍は︑同会議各セッ

る︒

を一年程慶︑現地赴任させたい愈

は︑地元における

今後︑原子力運絡調整實と新設の

鶴田付けで原子力発電安全蟹理課

向だ︒京た︑現在︑運秘中の発電

今難度は人員も籔耀も懸定的に

七月にかけて遼転再開した大飯︑

となった︒

内に設圏︑この璽から発足の運び

あげているが︑今回の四丁はその一環︒

を駐在させるなど︑安全確認に万

翻根︑教賀の各発電藤に︑検査蜜

露の燭輪

や運賑管理は︑原子炉等規翻法や

資源エネルギー庁では︑五十五

：・

原子力安全委踊会では︑これら

に十二名の委員が任命された︒こ

にともない︑七月三十一騰︑新た
は﹁豊国原子力発餓所世故調査特

れにより︑岡審議会の委費は金津

の調査結膜も踏濠えて︑八月申に

別委員金轡コ次報告鰹﹂をとり濠

でご十七犠となる︒

池田挺生︵筑渡大教授︶︑簡綴

り︒

薪しく任命された孤露は次の通

とめる予定︒

市川氏ら十二
名が新委員に

田達二︵理研主任研究鍛︶︑惣永

儲次︵浜松医大付属病院長︶︑浜

新規会員を募集

．塁勢響

五十四琿魔の研究グループは次

▽経済グループ▽謝装制御グル

の＋グループ︒

難し込みは原産・開発部技術課

まで︒

核燃料、タービン、発醗機

@鱗＼

園療子力発聡毅彌一式（原子炉、

従来︑原争力発電所の保安体鰯

電気世業法に纂づき︑各電力次数

庫慶原子力関係予算の璽点出自に

通薩局からの支援も鍛えている︒

金を期していた︒

しかし・三月二十八日に来国ペ

犠︑班畏︸犠︑係長二名︑運転曹

の自霊管理にまかされていた︒

ンシルベニア州で超きたスリ⁝マ

原発安全対策の強化をあげ︑興体

：

運聴管理馨門禽は三士で一つの

7M一調査

専門家三氏を●

せる謙癒︵レジデント︒インスペ

イルアイランド原発蟻故の︸因が

理獄門富十七名︵轡苦口名︑併任

灘入④防災体制の整備⑤人質工学

十四名︶で構成︒

的には①安全纂葦体配の強化②検

的立場からの原発システムの改善

常駐

米国に派遣 ⁝
⁝原子力安全委
原子力安全委員会は七月三十一
臼︑来圏スリーマイルアイランド
原子力誓書所購故に関し︑その後
の騨門的橘報を判るため︑宮永一

放射線陣憲の防止に署する技術

放射線審臓会
小林定懸︵原子力安全周︶の三氏

郎︵原研︶︑佐藤一男︵原研︶︑

一郎︵原研大洗研究所長︶︑吉沢

する﹂との新政策を背禦に交渉入
りしたもので︑第三次交渉ではか

醸本原子力産業会議の原子動力

舗度で︑昭和三士二年発足以来闘

原子力事業本部

京芝浦電気株式会

東

運転員の人為ミスや判断ミスであ

するためにも︑原峯力綱贈所の避

1一など突施していく考え︒

ったことから︑麟故を未然に防合 査・監燭の強化③運転資格制度の

の強化が瞬ばれていた︒また︑欄

化﹂の興体策ともいうべき

このうち︑﹁検蛮・監翻の強

転管理薦に対する国の監視・監懸

常

拝緊や鷺洲緊など原子力発蹴所が
立地する地方公共団体からも

制度については︑その柱

検蒼官

に対する強い要償が出

駐検査富
となる﹁原争力発磁運転管理整﹂
と﹁還賑管理騨門官﹂が七月二十

されていた︒

このため︑通産省は︑六月から

匹〜柳鍵

二十環から三田間

日鰻原子力翼翼改竃交渉の第三
回会臼が︑七月

のB程で︑東京・霞が関の外務省 なり突っ込んだ討議が進められる

第憲次交渉の全本側代褒國は︑

ものとみられている︒

研究会は・同研究会の年慶切り換

今回の交渉は︑碑矩八月に粟京

で開かれた︒

中村泰三外務雀国運局緑亀鴇を酋

ープ▽原子炉安全グループ▽工業

で行われた第一次交渉︑同十二月

縫合グループ▽樽処理︒廃藁物処

えに伴い昭和五十四再度︵五十四

料グループ▽プラント建設グルー

年九月〜五十五錘八月︶の新規会
員藤簗にとりかかった︒

プ▽放射熊システムグループ▽保

庸代表に︑杏子能︑央外務雀醸子力

協力課長︑能野英昭資源エネルギ

に・会員掘互の技術溜報の交換︑

課長︑石塚翼科学技術庁調奮国際

ー庁原子力産業課長ら総勢十名︒

文献調査等を行う︒理由な愈兇交

われた第二次交渉の後を受けたも
の︒第一次交渉では聚側が︑第二

亜側代解団は︑﹂・ケルン外務省

理グループ▽憎殖炉グループ▽燐
次交渉では日本側がそれぞれ新協

原子力局第一次窟補を重席代表

嗣研究会は大山松次郎氏を会長

た︒

翻局︶︑﹂・プル⁝クス氏︵蟹易

に︑M・クーパ氏︵外務雀保陣借 換の蠣として勉に類をみない研膨 健安金グループ
九七七隼に打ち出した﹁現行の二

係各方面から多くの参加を摺てい
る︒

翼源雀︶ら総勢七名︒

出について核拡敬肪止繕躍を強化

国間協足癖冠を通じて︑ウラン輸

臼齪協足改竃は︑藻州政肩が︸

定粟を提示︑愈罠交換が行われ

オーストラリアのキャンベラで行

〈54年度〉
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的墓準の調査審議にあたる放射線

東京で第3回鼠会合開く

を︑八月㎎臓から十二日まで︑米

新協定案中心に討議
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塾
﹁殿蔵︑十分受容できる﹂
隔鎖伽各国の些些順調に進む

学鮒挙動についての報儀があった
が︑とくにベルギー︑カナダ︑西
独︑仏︑スウェ⁝デン︑米国︑英

したスリーマイルアイランド原発
金属製器材については製造︑紐立

一︑弁類︑鋼管︑ポンプその他

報告の主な内容は次の通り︒

の安全性をコスト引き下げのため

かしそれだからといってハード面

練をおろそかにしてはいない︒し

慧いだり︑経済性を考えて養成訓

分に供給する︒このため年内に全

を少さくするため予防的情報を十

だ︒

の璽要項呂として掲げられるべき

省エネルギー政策の中で決定的な

が閉的であるという認識はもって

制を確立する③原子力はそれ自体

力設計や施設建設の強力な産業体

差は縮少した︒しかし︑原子力

にもかかわらず原子力と石炭の格

報をえて︑それを署観的に分析

原子力施設のPPIを公表し新た

な建設はPP王の公表を条件とす

調査団はまた︑フランスにおけ

るよう描置する︒

る原子力監視︑安全行政機関の

た︒秋には︑メンバーを九名に燈

機能と縄織を調齎することを決め

影し︑アルザスのフェッセンハイ

ー委員会はこのほど︑属童労通と

顧後に粗織した全国代薔エネルギ

霞機より五簡以上も強い磁場をつ

られる︒コイルは現蕉巖大級の発

り︑核融盆に必要な高い磁堀が得

＼

WH側は﹁この超電藻によ

用しているのが特徽︒

ムとスズとの舎金の超露躍体を使

誘︑高さ約五・四摺で︑ニオビウ

WH歓製の磁石コイルは三＋二

た︒

一五十万がで受注したと発表し

の超二藍電磁石の設計︑製造を六

毎

対する広報の迅速な通遷はPPIム原発のPPIを実地調卜する︒

署名運動展開
仏の聖母党驚派中謹9に

︻パリ松本駐在異Uフランスの
急進党左派など十一配体・政党が

共岡で原子力計画の放棄と民主的

べ約十五長江﹂としている︒

くりだせ︑地球上の自然磁場に比

スリーマイルアイランド原発事故

エネルギー虜由審議を求める銀玉

＼＼

︑＼

薯が開始された︒数豊後にレニン

持つことになる︒

万KWとなり︑ソ遡最大の規模を

グラードの原発サイトは総計四百

転準備と︑四隅機︵岡︶の建設工

減速沸騰水型炉︑百万KW︶の運

のほど︑三号機︵RBMK睡黒鉛

ソ趨のレニングラード原発でこ

属号機は運転入りへ

四号建設開始

レニングラード

鐙を作成し︑全国的に署名運動震
閲を始めた︒

銭薔エネルギー委籔会メンバー
には原子力情報科学養グループ︑
地球の及︑消籔蓄連盟達命会など
を含む︒

陳憎爾は民主労適が作成した原
粟に代薔エネルギー委員盆が手を

る◎全智縄目私運動には社会党も
支持を表明し︑非慕力運動も圃調

エネルギー革命を展開する趣のバルブ

＼

奪

ζ

タ詳

謡

ど

柑勅麗騨鰍9−11〒105費（03）431−5176川崎技徹・ター卸44＞833−23U大輔難岱（・6）313−2367平田バルブ工業株式会社

︹パリ松本藁筆艮M五月に派縦

事故調竃団︵共和党連環︑顛産
てのあらゆる段階で憤鐙に検憲

犠牲にすることはあってはならな

のジャウオ氏は高レベル廃棄物の
役製を演ずる﹂と強調するととも

はならない︒確認技術で原子力発

準は鷺やかされることになろう︒

業公開調査孚続きをとろうとして

し必要があれば補足的研究ないし

している︒

最大級の超電導

一︑二懸詞は運転開始以来五隼あ

また︑レエングラ！ド原発の

まりの間に五百翻KWH以上を発

核流体制御精機の領域です

一︑温故が佐民におよぼす膨響

党︑民急騰含︑社会党から各一
し︑還納時も弱めて毎段階での灘

一︑購故があった煽合︑悩報源

い︒

翻鮎仏調査団が議会に要請

﹁救済討画の公表を﹂

名︶の報告譲がこのほどまとめら

れたが︑同調査団は︑その中で︑
生産貿易委総会に対し各原芋力施

設についての特別救済謙画︵PP

る︒PPIに関してはこれまでに

処分に関し門再処理から生じたア

に﹁現在でも鰻も発躍コストが安

躍所を建設していければエネルギ

が十分行なわれ︑数社聞の竸争で

DF︶一社なので職員の養成訓練 は一本にしぼる︒プレスと住民に

一︑フランス国有電力公社︵E

任体制を明確にする︒

I︶を公顕するよう要講してい

も原発立地市町村や原発グループ

ン元素三児の異証試験山雪が二二
された︒開発計画を進めながら明

から公表するよう要求されてい

国︑ソ遡からは高レベルや超ウラ

確な高レベル廃棄物を持っていな
たが︑これに対し政府は公嚢を渋

クチノイドなどはステンレス・ス

％以上を占めることになろう﹂と

価で︑八五年ころには原発が二〇

っていた︒

い国に対しては厳しい批判がでる

と固化する︒固化ではオーストラ

ー消斑蟹の三〇％は節約できる︒

一︑︷九七八奪康子力甕電が発

語った︒

電塵のなかで占める比鶏は七七年

岡麓の発言要旨次の通りQ

の一四％よりも下った︒新規原子

に封じ込め地下

一︑原子力は社会に対する謁威

力発聡所の運転開始がなく老朽の

台成鉱石

欝欝する方法のほか・新しい方法

いる︒バランスがとれた省エネル

のようにいわれているが間違って

ものは膨理のため運休した︒発電

原子力なしでは鰯要に対して諮容

であるという頭実には変わりがな

が石炭や璽抽焚き火力よりも劉簑

で露要に応ずることができないか

どうかの確認i一などとなってい

地域審議験は﹁調査は再鑑定で

原子力放棄で

纏
ギ⁝政策には原子力は不司欠で︑

て﹁安定地魍のうち地下水流のな

ラi氏は爾レベル貯蔵謝醸につい

ーを供給するのは難しい︒

できる価格の＋分な魔のエネルギ

コストでは︑石炭価格の値上がり

い循樋岩︑粘土︑岩石燭を対象

物貯藏協会︵NAGRA︶のイ康
ス子力がなければ英国民の生活水

また︑スイスの国立放射性廃棄

を語った︒

を研究している扁と今後への期待

撫した

リアのリングウッド教授が昨年発

チール容羅に入れ数庫冷却したあ

フィンランド技術研究センター

などの一種もあった︒

経済 協 力 開 発 機 構 ・ 原 子力機閣︵OECD・NEA︶と国際原子 力 機 関 ︵ I A E A ︶ 共 催 の ﹁ 放 射
が七月二日からフィンランドのヘルシンキで關かれ︑百余の論

文登表と︑各国から約四百三十名が参加した︒各圏から現状報告や高レベル麗豪物五五の研究成果の

性廃腫物地下貯蔵に関する国際会議

カナダ原子力公社のバッチャー

発表もあり︑参瓠者は﹁放射性廃呼物の地下貯蔵は受容できる﹂との認識を新たに︑五日間の国際会

それだけにこの方颪の研究に力を

議の慰を開じた︒

璽京サミット後の各国の菖棚や
氏は﹁深魍地下貯藏の開発扁に関

総状娘で実験している︒八一奪ご

し講演︒﹁第一段階としてカナダ

入れており︑今回の姻際会議も百

の悪気込みが感じられるものとな

余の論文が提出されるなど︑各羅

エネルギ⁝関係蓄はこぞって薪エ

を発表︒そのなかで﹁原子力の強

ろまでには実証用サイトを選び
︵第二段階︶︑八○年代には施設

を完成させたい︵第三段階︶︒い

た﹁使絹済み燃料をそのまま貯藏

くらいかかる﹂などと述べた︒ま

のフィ1ッ氏は﹁英国の放射性廃 ずれにしても実施までには二十隼

る国際会議﹂第一営囲︑英環境省

﹁放銅性廃棄物地下貯蔵に関す

った︒

ネルギー政策や代替エネルギー案

調﹂が定石となってきた︒しかし
原発推逸にあたり放射性廃藁物の
処理・処分聞題が大きなネック︒

棄物鯨蔵政策﹂と題し講演︒同氏

は放射牲廃藁物規舗に幽しては

に一万犀闇貯蔵することを計画し

の付近の温度は数百年後には薄処

︵麟︶﹂などの猶摘があった︒

理したものの方が低い値になる

一︑一九八五年ごろには英國で
は原子力が発電羅の二〇％以上を

になっているQ

子力一一％︑その他一〇％の比率

二％︑鐙︑禰火力二六％︑原

所を発注し続けていかなければな

①原子力の安全性は麗先嘉項中

年前の住罠投票︶

社︶がかローヌ川岸ゴルフェシュ

にもかかわらずEDF︵仏鱈力公る︒

民の反対︵約

ミディ︒ピレネ地域審議会は︑住

︻パり松本駐在艮Mフランスの 力︑風力︑太陽熱エネルギーなど

の最纒先課題とずる②英圏の康子

火力五

占めることになろう︒現在は石炭

一︑原子力の獣脂に当たって次

るべきだ︒

らない︒原子力の発展を曖先させ

綱要に応ずるためには原子力発難

い︒

ている﹂などと述べた︒

﹁決定的な役割演ず﹂

が石炭とともにバランスがとれた

EA︶二十五周鋸践典で﹁原子力

はこのほど︑康子力公敏︵UKAの三点に璽点をおくべきだ︒

籠叢論エネ相︑原子力を強調
︹パリ松本駐在興︼英霞のデー
ビッド・ハウエル新エネルギー棺

一︑葵国の中疑期のエネルギ⁝

多くの國から︑深自賠蔵や水力

﹁すでにそのガイドラインが作成 した晴と︑再処理後に貯浅した時

されている﹂と述べるとともに
門薇樋岩︑粘土魍︑岩塩魑を中心
にすでに二十か所のボーリングを
行い︑貯藏実験をしている﹂など

英国が贈藏研究に力を入れている
状況を述べた︒さらに﹁八四年ま
でには湛洋処分についても実謹︑
九〇年代には中レベル程慶のもの
を︑二〇〇箕隼ごろには高レベル
のものを貯藏できる扁との兇通し
を述べた︒

ビュジェ五

号機が臨界
仏鍛大のサイトに
︹パリ松本駐在興︼フランスの
ピュジェ原発五二機︵アン県アン

ベリ ュ ー ︑ 九 ± 芳 五 千 K W ︑ 加

いることに離抗︑ノーベル物理学

はデータの確認作業を行うもの

地域審議会では公益事業公開調

米W賊社

電磁石を受注

累計で酸大の発露躍力醗になる︒

ウエスチングハウス︵WH︶社 生したが︑これは原子力発題史上
はこのほど︑楽エネルギー織の核
融禽開発計醸のため︑世界最大級

蝉

繍雛鎧轡用弁と混同された

AS納E

原子炉と岡様に圧力容器として重要機器に

1。・・

・

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っで

部は流
配線

丁丁磁石箸デ
リウム冷却材

がが

に原発弾手万KW︑加圧水型はなく︵EDFの調査に対する︶ 癬えて作詩したものでコちの社
炉一骨︶建設の嬢鯖を進め公益事 EDFとメーカ⁝から巖大限の構会発展のタイプの対立漏と題す

騰受繋番ルイ・ネエル教授を議長

託することを決め︑とりあえず二

わるので︑その際に地域審議会と

葦が多くの誠実形式的なものに終

とする騨門家グルtプに調萱を委 だ﹂としている︒

した

るとしている︒

しても発会できる梅料を藥備でき

十万汚︵四千万円︶の予孫を議馨

調蛮内容は①フランス爾西部の
電力翻給関係からゴルフェシュ原

発建設の必要性②化石燃料︑水

原子力バルブ憶

魍襲

懸

響
EDFの公開調査手続きに対抗

鳳
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新

業

翻鍵

ぷ

圧水型姫︶は七月十近日選一九時
五十分臨騨に愛した︒送電開始は
三週閥後の予定︒

ビュジェ原発は断然ウラン黒鉛

ガス嬉︵五十四万KW︶一基と九

腸芳五 千 K W 加 圧 水 型 炉 四 二 か
で年間二百七十慮KWKを発墨す

ら成り︑フランス醒大︒フル運転

る︒五弩機はビュジェ原発の鹸終
ランナー︒

独自に原発建設調査

^

口塵ヌ閑川から見たビュジ笛原子刀発躍筋Q醐妙イ

再処理一引縄

トはム三五藩11囲百二十万KWでフーツンス最大

仏地域審議会

吏馬斉み藍爆韻テ蔵
度

鳳50

u
一m一
玉ひ。

産

子

和54年8月2臼

ぱ

傘

がらも門特来のことを考えてウラ

％以上出資することになっている

と説明しながらも﹁しかし︑これ

づくり作業が臨下行われている﹂

ついては﹁凝塊報儀鐙のドラフト
轟しを明らかにした︒

難しい聞題と考えている扁との毘

ど難しい点も残されている﹂と述

国際会議が開幕

三基が定検を終
了︑戦列に復帰
七肩の遡転爽績

日ホ原子力受業会議が調べた七
月のわが圏原子力発電所の逓転実

収は溺表の通り︑平均で隠間稼働

O％だった︒

率五七・七％︑設備利屠率五五・

七月は︑大飯一穆︑禰鵬一弩︑
璽海第二および福騒＝響で数開聞
運転がストップする故瞳が欄次い
だ︒しかし︑璽海︑索海第二︑福
船五弩の一一墓が定検を終了・営業

の平均の運転実繍は︑朗月に比べ

運転を再開したため︑発電所金体

七月末現在︑調整量駈中の福騒

て一〇％以上アップした︒

二駐機を含めて︑BWRはすべて
が運転中︒

一弩だけが運転中で︑残り七基は

一方︑PWRについては︑大飯

定検などで鰹止中︒これら七基の

腎腰

解決︒各PW武は七月末までに︑

門ECCS作鋤回路新
に篇艶追加の設羅変更許司と工襲

ァルト劇化に︑そして規在は仏エ

成が鶯揮の歓罷︒米国からゴール

器廃絶と原発聞題について﹁原発

9｝

ら三欝闇の日程で通産雀の特別保
安監査が行われ︑地元自治体の了
承を響た上で︑八月中旬の喪い二

5）

12．冗検認（221〜）

経済的諸問題について︑十のグル

界の蝿広い要講に応じ︑技術胸・

原子動力研究会は︑原町力産業

を開く︒

爲︑都遵騰緊会館で第十六陶圓年ぬ黙

研究会は八月三十︑三十一日の濁

×カノコ内は困∫月（ゆ夫1謬｛

れとは劉に原水禁は独自に鰹︑五

れぞれ盤騨大会が開かれるが︑こ

五︑六田に広厩︑九日に長岡でそ

﹁憂の原水禁大会偏はこのあと

された︒

いる︒

テーマに基づいて︑総合的な調査

・研究︑欄報交換等を行っている

二年九月〜五十四

もの︒銀会は︑同研究金の昭和五

年八月置研究活動の総決鱗の場︒

十芭二度︵五十

また窯十一日には﹁原子力の国

各グループから成羽発表がある︒

に︑シンポジウムも瀾かれる︒電

際化と核燃料サイクルレをテーマ

田宮茂文氏︵鼻拭連︶の特選細物

力中央研究所の高橋爽氏を座長に

ののち︑小森墨瓢氏︵愚化成︶︑

吉氏

目配変璽

代表養変

薪轟轟は茨城

代表省変璽

新代表者は代表取締役社畏舘野万

︵株︶玉本製鋼所

三一六

繋躍立箭桜損二一の五の二十干

︵株︶

垂雪放射線エンジニアリング

十︑十一Bに圏際旧識を予定して 災新代表蕎は会畏小野轡氏

︵社︶猛進船主協会

グ﹃／彰

︵原研︶が発表を得う予定︒

統⁝ のむつかしさが浮きぼり 佐藤茂氏︵鋤燃︶︑憲田弘幸氏

和利用問題は依然並循線のまま

成論が対立︑統一大会とはいえ平

けて遡れない﹂という条件つき蟹

反対論と﹁原子力の単和利馬は避

力とも共存できないレという絶対

なったが︑﹁人類はいかなる原子

原子力軍租利用問悶題がテーマと

大会二B爲午前の討論簗会では

安だ﹂と述べた︒

って護憲にどんな影響があるか不

てきているが︑こんどの製故によ

発の危険性を知らせる活動を行っ

も﹁TMI千客の瓢隼煎から岡原ープに分かれそれぞれ定められた

期に運賑欝欝の段どり9

15．冗検中（2ど8一｝

ン濃縮の司能性を腐めるための努
力を行っている扁と指摘︑さらに
多國悶襲業についても検翻してい
ると述べた︒

一方︑セーフガード問題につい
ては﹁ユ⁝ラトムの許可が得られ
たため二月聞前に英國と協定を縮
んだ﹂と述べたあと門将来はユ⁝
ラトム全体と協定を糖びたい偏と
懸摘︑また置本との協定交渉につ
いては﹁八月上旬にも協竃を締観

が︑日本などの関係国にも擾助を

べた︒これらに閲し顕産気から今

二十三B︑

問題は︑原子力安全婁璽食が七月

原水爆禁止79世界大会の国際金 PWRに対する加圧器水位誹関適
一十一臼︑粟京・神筥の

コポ⁝ル歓と技術提携しプラスチ

る︒﹁原子力特有の覆しい経験が

反灼と核感風反対は岡じ行為のウ

11．筆画中610一）

一貰

﹁80年離職半には出荷﹂
V欲縮謙生﹄産豊里も拡大へ

ナバレク︑レンジャ⁝両鉱田の趨工︑イ⁝リリ；鉱山蘭発の闇闇と醗蝿でのウラン鉱爾発がやっと
軌道に乗りわが国関係管をほっとさせているが︑こうした同国のウラン開発現状についてマックスウ

ェル蟹溺澱源憲第一次窟補はこのほど原産関係看との懇談で︑各凹田がいずれも八O隼代前半には撮
荷態勢に入れる兇込みであることとあわせ︑盗産踊も拡大の愈向であることなどを明らかにした︒鉱
山囎発︒輸出の環精︑労紹の反対︑原住民との補償交渉の難航などから開発が贈れていただけに・こ

懇談︵七月二十臼︶でマックス

求めたい﹂との諺えを開らかにし

したいが︑われわれとしても最も

ウェル氏は覆州のウラン開発の現

のことは︑同国からのウラン輸入に朗報となるもの︒

状について﹁メリー︒キャサリン

さらに︑レンジャー鉱尿以外の

隼のウラン輸出議睡について質問

原水禁世界大会

た︒

翫画については﹁小規模だがナバ

したのに対し︑マックスウェル第

らの鉱床は原燈民との台蔵問題な

鉱山で約五白沙／鶴の生藍を行つ

レク鉱床の開発も認められ︑先

一

針画については﹁レンジャー鉱床

月から開発に射手した﹂と指摘︑

ている﹂と報告したあと︑今後の

で三千三頁沙の生産が認められ︑
議が七塑

一次窟補は門政臆のストックパイ 日本欝奪館で＝ 日閣の予定で開瀞
ルのなかから輸出する計藏だ扁と

一九八一薙から生産が開始される

述べ︑またウラン麟編のための新

みられたのが特芭︒こうしたなか

岡盟が謬知し

定だ﹂と捲摘︑さらに︹企藁側は

叫九八瓢年には生産を闘始する予

閣隅

新
予定だと述べた︒まだ︑西オ⁝ス

会敏の設立について﹁新会社は作

た︑米国TM王原発覇故は盤界を 勢の即にあるだけに原水禁世界大

認可を取得︑玄海は八月二曝︑野

トラリアのイーリリ⁝鉱床につい

らず・既存の繕織が引きうけるこ

会がまさに国民的大照簗により男

原子炉圧力異常低儲暑により作聾

ては﹁瀬独のウランゲゼルシャフ

で議馬齢を代表してあいさつにた

遜感させたが︑日本は被爆国だけ

臼スタートしたことを共によろこ

しだ︒今葎の世界大鼓はこれまで

ト社が一四％の権利を取簿するこ
とになろう﹂などといった冤通し

った槙枝死文総響議長は﹁米ソを

に︑その安全性に対する不安と危

方は八月六田に工購終了の予定︒

また同氏はレンジャー鉱山の異

とが先月正式に認められ一九八五
を明らかにした︒

中心とする核声先競象は依然とし

する縮写路を累加する﹂との治産

体的な鯛発計團について﹁すでに

年から二千樋／駕の生産を開始す

ウラン濃縮臨画についてはコ

惧が国民に大きな階膨をなげかけ

の原水禁︑原水協に加えて初めて

六千万鰻ザがつぎこまれてきたが

るだめの率鮪を進めている﹂と援

て続けられ︑人類の生存をおびや

いる﹂と述べた︒

今後生産が開始されるまでにさら

摘︑さらにノーザンテリトリー

九九〇年以前に醗朗が鹸縮ウラン

の分担については﹁醗政府が七〇

また︑簡炉に対しては八月一日か

に一億二手万覆がをつぎ込む夢定

を生慶することは困難だ﹂としな

ている﹂と捲摘︑﹁このような偶

からも端麗補流︑システムの設謝

九露︑西霞それに原研や鋤燃など

﹁嶺初のセメント固化からアスフ

同社の原子力逸出のきっかけは

ック膨化も研究申だが︑先行き縄

一原発六弩機用をはじめ︑二面や

仏サンゴバン社と共同で気海再処

・建設を受注するなど︑実字はか

レベル麗液のガラス圃化にもサン

計七十六名の海外謬加餐から来蟹

また︑十六国際機関︑二十か鰯

びたい﹂と述べた︒

新しい統7が試 雀の描認を妥当と判断したことで

だ﹂と指摘︑また︑この投資誹鷹
のジャビルカ︑クンガラ両鉱床に

かしている﹂と述べたあと︑﹁ま

たが︑覧瑠︑受注に成功した︒

二言撃回しだい喬もも︒て

産

力

原

廃簗物の処狸︒藁海第二︑王威第

理燐酸の設謝・調達・建設︒試運

なりのもの︒禰翻第二原発三︑四

になる﹂︒

辺の主として化学分野に絞ること

転を一貫して担当したこと︒その

日揮社長・鈴木義雄氏に聞く一

石油の伸びが期待薄︑二十が時

背蟹には銀揮の一万件近い化学プ

という︒

代も現箋のものとなった︒石炭も

昨年秋︑ 麟 藁 五 十 周 奪 を 逓 え た
臼揮︒石簡精製と石簡化学をふり

太陽熱も︑エネルギー源の多角化

韻後の難関〃とされ

象でその紫薄さが指摘︑原子力闘

たい﹂と悪欲をのぞかせる︒これ

ゴバン社と協力︑受注に乗り出し

リ⁝を拡げ︑今や嫌商二千億規模

ラント建設の爽繍が物を雷ってい

出しに︑この間︑徐々にレバート

は必然︒迫りくる種機様相の中で

Aリング 前 脚 ︒ 原 子 力 分 野 へ の

にまで発展した融際的総合エンジ

発のいわば

ていた廃棄物対策にも︑いよいよ
拍醗がかかってきたようだ︒

多く藩労もしたが︑いい勉強にな

ドシュタイン博士を技術顧問に招

︑戴

あいさつにたったG・ウォルド氏

当面の隅嬰にどう対応するか︒﹁選

ラとオモテにすぎない︒いかなる
き︑米WIPP餅画にむしろ実戦

技術蓄積背景に積極対応

再処理と廃棄物重点に

入れ込みよ

進出はこうした擬い歴史の中でも

談だ劃しいが︑その
う は大変なもの︒

たゆまぬ技術開発と国際化の二

択枝は隈られるのではないか︒そ

屠機用施設も鰻近︑受注が内定し

部隊の一巌として研膨翼を送り込

祇擾の鈴 木 さ ん は 醤 う ︒ ﹁ 米 團

でいやなケースも出ているが︑将

りました﹂と鈴木さん︒さきころ

たが︑この施設はちょっと特異︒

︵ノーベル生物学忍受騰︶は核陶 臓に広励大会︑八一に三三大会︑

来のエネル ギ ー 安 定 供 給 と い っ た

うした中で相当部分を原子力に依

廃簗物処理施設はふつう原発に

極推遊︑そしてすぐれた人材の養

燕からも原子力は不可欠︒わが魍

民間再処理会社殺立のための準輔

原子力とも共存はできない︒FB 原産
弼が発足したが︑臼揮はこれにも

Rも核融含も起様だ﹂と原発絶対

田本原子力産藁会議の原子動力

・圏際難題でシン求も

原動研が年会一
独

とは︑これはもう︑世界共通の認

されるが︑こちらは

存していかねばならないというこ

付設

だまだ悼ぱしていかねばならない

でしょう﹂と︒海外に知己も多

﹁人は蜜です﹂i一原子力開発 反対論を展關︑また※濁ハリスバ

ツ女史︵婦人国際平秘自由面立︶

⁝グ市から滲嘉しだP︒S・レン

タービノ聡御i｝由弩系σ）油搬iれ（7Z重一ど7

定検牟冬∫｛？1〜）

B5）7＝〜3（9ど

んでいるのも︑そうした一環︒
︑大規模なのもさること

広い◎

鑑遊にかける鈴木響動の視界は

立建屋

い︒初めて競象入札の形がとられ

ながら処理の一本化もめずらし

る窃儘のほどを嚢づけている︒

謬加するなど︑過去の経験からく

再処理とともに岡社原子力部門

った方向をとる︑とキッパリ︒た

識ですよ﹂︒鷺揮も当然︑そうい

のもう一つ大きな仕窮は︑放射性

い︒社用でよく嵐かけるが︑そん

だ全体をカバ⁝するわけにはいか

︵Y︒？︶
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は︑中國のエネルギー開発政策は
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ブースターまでを建設するという⁝

嘲

からまだ完全にぬけ切らないなかで九川

O套二．蓼．ユ﹁言曇霞吊垂柳＝曇．；曇一躍一三胴隔二二．遙＝．毒コ．＆三智羨．．三．垂垂一轟磁

躍TMーショック

罪藷端匙葬裾駿圃い泥雍捜

二§冒

P⁝胃謄

㈱

原発の適転維持管理をおこなっ

プラントの警乗搬影をもとに忠実

セットであるが︑ト◎ージャン・

映画の中央制御蜜は映画撮影用

ている民間企業の電力会社に︑あ

し︑タービン室などは︑実際の火

に作られたものといわれている

ろう︒

る種の不信を抱くことになりかね

このように︑実際の原子力発電

ったといわれている︒

では罐力の経営暫が﹁安全は企業
経営の次﹂という姿勢を︑明確に

所をバックに︑遊園に報じられた

力関係者の談話を思い趨こす人も

何億円の損失である﹂といった電

の映画を観た一般の人々は︑この

のテーマにとり入れて作られたこ

﹁今回の停止によって一艮当たり 原子力にまつわる報道を各シーン

止の瓢闇記襲にしばしばみられる

打出しているからである︒原発停

力発霞所でロケーションをおこな

ない︒なぜならば︑この映画の中

一葉はTMI窮故の際もセンセーショナル好みの一部マスコミ噛

劇月︑映画﹁チ・イナ・シンドマム﹂が謡られる︒この灘

さきに引用した科学技術発展要綱
所慶は極めて愈欲的に計画に取⁝

⁝

の線とはちがってきている︒要綱
り混んでいて︑建屋の建設や電磁⁝

案に変わっているようだ︒

では石油関係を第一に論じていた
石の試作を進めているが︑資金難⁝

鼠＝一一

鞭

ンにつぐショック︒シーンに終始しているのが特色︒それだ駆

P曽御≡騨

こ争
ヤぞ

る

易洗

には非常に効果的です。

一

副とくに焦点の一つとなっている科学技術開発は﹁四つの近代︷

が︑今回の申国側の説明では︑水
㈱

昌§零

して説明されたとしても︑スクリ

映画の全てが﹁フィクション﹂と
また︑かつて紙蕗を賑わせた原

いるかもしれない︒

子力関係のニュースを思い出させ

ている原子力に対する不安感を投

ーンの上に︑自己の概念的にもっ

実験室、プラントおよびガラス、金属、プラスチック製品等の放射能汚染は容
バックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの

﹁四人組﹂瓦餅後﹁四つの近代化﹂へ大きく前進する中国︒

軌化﹂のカギを握る存在として大きな課題となっている︒灼日︑㌔

⁝

一
の折から多額の経費を出して五十⁝

︸米国交正鴬化を成しとげ︑華國鞭体制のもとに薪路線を歩み
力開発が巖優先順位を得たもよう

岬出した中国の糧来は︑このハードルをいかに飛び越すかにか軌

㈱いう誇張手法だけに執馨し翼の問題提起を失っているのはい

⁝ぎにいかにフ・クシ・ンを・ン・フ・クシ・ン覧せるか詣

原子核研究所は︑上海市の郊外⁝

なめないだろう︒今回は︑試写会から︑工業開発研究所主任

一一一一脚7

研究員の水口町氏をわずらわしこの映画の製作愈図︑感想な

一醗笹

であり︑演出者不在でも立派に演

最一曽＝

員がいて︑一・曇霞の普通型サイ⁝

；昌薫冒

があるといわれている︒しかし︑

江には三千三百万KWの潜在水力 にある︒同研究所には八酉名の職⁝

力があり︑例えば︑四川省の金砂

問われているようだ︒

GeV加速器を作ることの愈義が⁝

㎞

⁝

たしかに中国には膨大な包藏水

だ︒

㌦かっているといっても過醤ではないだろう︒いま中国の科学

一技術開発はどうなっているのか︒原子力開発はどう位躍づけ一

㌔血盟に参加された釈駆科学技術庁議画周資源課畏をわずらわ

μられているのか︒今園は六月に訪中した科学技術会議派避調唖

一

曽曇階一7

どについてこ紹介願った︒
皇＝冨

クロトロン︑百二十K讐コバルト⁝
曇讐藺 齢昌需一一2 曇一一言

その臣大な水力の二％程度しか利

一60・一・五MeVパンデグラフ⁝
一言誓

用されていないといわれる︒

第二に石炭︑第三位に石製が順
位する︒新エネルギーについては

る鵬面もある︒

ある︒フィクションと総懸が原子

影して観るであろうことは確実で

て︑わが国にもっとも璽要な原子

日︑その代薔エネルギー源とし

力を国民が選択する時︑このよう

ユーモアで作られた娯楽映画で︑

な︑アメリカ人特有のブラック・

を歴非とも防がなければならな

誤った印象を植えつけられること

アメリカ原子力規制委員会の報

い︒

から﹁チャイナ・シンドローム﹂

道担当官が︑ニューズウイーク誌

についてコメントを求められた

︵まったくばかげたもの︶と一笑

時︑﹁アター︒ホグウォシュ﹂

舞｝2メしr、11ビノレ岱（03）543−8831
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加工技術などの石瘤関係技術を璽
視し︑次に採炭機械化・自勤化︑

ッド麗族社会にどっかとあぐらを

じることができた︒また︑ハリウ

一次系再循環ポンプの溶接部分

このような誤った方向に︑善農

復するであろうと思われる︒

一のものが兇つかり︑晶質管理を 力に対する思考の中で不明瞭に璽

をチェックするX線フィルムに同

おこなった業際の撃抜きと︑数か

な国民を追いつめる事態を︑私は

この映画の製作番は・︸九七五
年・ボストンの原子力発電所で偽
造された溶接報告翻が明るみに出

を入れたといわれる︒また水位計

た雛菊を念頭においてこのシーン

ックして灯内水位が下っているこ

のゲージが計器の最高位でスティ

という巖初のシーンは︑一九七〇

とに気づくのに時聞がかかった・

年のドレスデンニ暑機での蟹故を

さらには︑X線フィルムを公聴

模したといわれている︒

けて殺されるシーンは︑一九七四

会に運ぶ途中︑交通薯故に見せか

九月中旬︑わが国での封切りが

に付したそうである︒

ドローム﹂ーーわれわれ原子力関

予定されている﹁チャイナ・シン

係巻は︑今日の事態を深刻に受止

それが強烈なパンチであろうと

めなければならない︒

も︑あのモハメド・アリのこと

に︑軽快な身のこなしでそれを受

く︑蝶が舞う姿を思わせるほど

止めることができるのは︑原子力

蟹書している︑われわれ原子刀技

発電プラントを設計し︑運転維持

原子力の安全性については︑映

術者である︒

われわれの誠意ある説明の方を︑

画スターや署名人の書葉よりも︑

と確冠する︒

多くの国民は支持してくれるもの

acld

lS量◎dayもa脆e『『鴇a舗》e匙◎C㎞『◎蹴lc

近代化路線は

足ぶみ状態
⁝

電子線加速器︑D−丁中性峯発生⁝
興業を目的と
装置︑臨界実験三二などの設備が⁝
した娯楽映画

ある・

かいている彼等は︑かれらの役割

製で︑AVF型に改造して陽子三⁝き・計器盤のライトがいっせいにを超越している原子力闘題に対す

けたたましくアラームが鳴り留

も︑塵村地繕で家畜廃棄物などを

＋二MeVにする計画がある︒こ⁝点滅するシーン︒給水ポンプが大る考えを︑映画の中で自由に表現

ここのサイクロトロンは纏申国⁝

利験してメタンを生産するバイオ

の研究所では︑核物理や加速罷の⁝島響とともに振動し始め︑その園

している︒単なるお説教ではなく︑

マスの利用が進められているよう

個所を撮影したかに兇せかけてい

恐れる︒

所のX山雨影だけですべての必要

た甥実を突き止めるシーンなどは

エキサイティングなストーリーに

かってのデータねつ造事件を思い

し︑見せることを皇嗣としたもの

医薬冷用RIの生産や放射線化学⁝れ︑タービン建屋から急いで逃げ

ム︑アルゴン︑ガリリウムなどの⁝シーン︒多くの作業員が画面に現

研究を行う一方では︑イリジウ⁝りの機器や支持フレームが倒れる

の研究を行っていた︒二＋一蔭の⁝まどうシーン︒溶接部分の欠陥を

口

ナ水

チ響

工主

年︑再処理工場で働いていたカレ
ン・シルクウッドが︑その工場の
安全管理に手抜かりがあるとする

死亡した累件から発想されたもの

申し立てに行く途中︑交通蟹故で

ともいわれる︒この要件は不審な

石油危機に向かいつつある今

までは原子力発電所の建設を促進

敷地の中に研究棟が散らばってま⁝証明する証拠フィルムを衷で運ぶ

九七四〜七五年にかけて建殺され⁝

起こさせる︒

今回の真直しの結渠︑多額の資本

ことにゆったりとした研究所では⁝途申︑何日かに迫跡され︑遮いつ

⁝いつめられた車がハイウェーから

たといわれる︒レーザ利嗣の手術⁝って作られたとはいえ︑この映画

哲

するという線が出されていたが・

原子力については︑昨年の三月

だ︒

の研究が進められている︒なかで

った︒石漉︑石炭につづき︑水 太陽︑地熱︑バイオマス︑核融合

ガス化︑液化などの石炭関係があ

力︑原子力︑新エネルギーが位圏

藤井隆科学技術会議議員を団長

とする科学技術会議訪中団の一員
づけられていた︒

ところが︑今回訪中し︑方毅国

として︑六月十八日から七月一日

までの二週間︑中国の科学技術閲
係機関を訪問する機会をもった︒
この訪中団の厨的は︑中困の科学
技術政策の全般や科学技術関係機
構に関する実彌の理解を深めるこ
とであって︑舗々の分野について
を要し・擾蒔闇かかる原子力繕露

った番兵が立っていた︒

あったが︑建物の入口には銃を持⁝追われつするいつものシーン︒鴨

レーザ研究所は︑正式には上海⁝転落し大破するシ⁝ン︒SWAT
光学楢器研究所といわれ︑一九六⁝がかスバ；ナーで申央制御室の扉
四年に上海箭の郊外に設立され⁝を焼き切り︑ライフルが発財され
た︒総職員数は千四酉名で︑十四⁝るシ⁝ンーー映画は︑いずれも翼

に関噛する研究をしている︒研究⁝ン映画の醍醐味を楽しませてくれ

の研究室があり︑いずれもレーザ⁝に迫った煽面と演技で︑アクショ

はレーザの基礎理論︑レーザ発生⁝る︒
この映画﹁ザ︒チャイナ・シン

⁝ドローム﹂は︑教育映画でも︑科

装躍の試作研究︑レーザ利嗣の研⁝

究などを行っている︒

ここでレーザー核融合の研究が⁝学映画でも︑ドキュメント映画で
進められている︒核融合用の二酸⁝もない︒興業を目的とした娯楽映
化炭素レーザや六本ビームの核融⁝画であり︑まったくのフィクショ

型炉︵二︒三％濃縮二酸化ウラ

の研究や隆作物の稲極改農のため⁝が︑それほど強い反原発キャンペ

釈

所建設を進めるよりは︑当面︑水

中国の実梢からすれば萄利である

力と石炭の開発に力を注いだ方が

なお︑研究所の晃学の際に説明

という結論に遷したようだ︒

してくれた研究員の謡によると︑

ン︶が建設されたということだ

に彼等は仕立て上げてしまった﹂

に持ち込まれたばかり︒報道もさ

点が多いとして︑この三月︑裁判

眼に生々しく映るであろう︒

ある︒しかし︑GE社をやめ︑反
原発運動に走った三人の技術轡

えられている︒

所の技術的な内容は大方正しく伝

が︑この映画のアドバイザ⁝を努

分満喫しながら︑原発への不安の

めたといわれており︑原子力発霞

芽を心の奥に樒えつけることにな

映画を観た人には︑縦横に盛り

⁝ック︑マイク等は超一流のスター

⁝書葉を引強して﹁ジェ⁝ン︑ジャ

込まれたスリルとサスペンスを十

二GeVブ⁝スタ‡五＋Ge
Vであったように︒
こう

ポ9スで・＝Z三ラウ＝ン蘇式芸就アイソトープ部

※説明書、見本をお送りします。

調査するものではなかった︒

したがって︑申国の原子力襲業
を正面から論ずることはできない
ので︑かいま兇た中国饗樋という
ことで︑原子力に関係のあること
を報告したい︒

﹁四人総の粉碑﹂以降︑四つの近

中国は︑一九七六隼のいわゆる

代化︵酸業︑工業︑国防︑科学技
術の近代化︶を冒揺して全戦線に

わたり﹁高速前進﹂を図ってき

バラバラに轟速前進したため︑補

た︒ところが全戦線でそれぞれが

が現状だ︒

給が続かず建踏み状態に入ったの

そのネックとなったものの一つ

務院副総理︵国家科学技術委員会

が︑これは公式の場で確認された

とも伝え︑皮肉まじりに﹁焉馬は

反原子力を唱える俳優たちによ

霊任と中国科学院鐸を兼務し科学

一九七五年に三ナ万KWの加膨水台実験装置があった︒これは︑一⁝ンである︒

ある︒中国の一次エネルギー供給

技術行政の頂点に位嗣する︶との

に澱本とともにエネルギー蟹源が

は︑石炭が圧繭的に多く︑隼産六

飾りものにすぎなかった﹂という

⁝！ンの恵図のもとに製作されたと

足で見学したためまとまった印象⁝一人︑ジェームズ・ブリッジスは

言葉も載せている◎

わずかに二週間ほどそれもかけ⁝も思えない︒脚本の共同執筆者の

は千四百名で︑高エネルギー物

を述べることはできないが︑﹁四⁝撮影が終わってからも作品の成果

ともあれ︑映画の主要舞台は原

れ︑多くの人々が知っているだけ

理︑三密線物理︑素粒子論などの研

子力発祥所である︒そして︑⁝般

この映画を︑縣門的な眼で観る

グ！！多ひア

億沙で︑全一次エネルギーの七〇

多

すすむ基礎

っている研究質達は実に張切って馴う︒彼自身︑技術的な分野の原子

究をしている︒現葎は︑五十Ge 入組﹂にとって代わり研究所を抵⁝に疑問をもちつづけていたとい

と︑技術的には少しおかしい所も

にこの映画の場面は特に︑観客の

Vの攣シンクロ占ンの建設計

の人々の誤解を生み易く︑非常に

eV前段袈器±蚕MeVリたニ
︒

難問題とされている原発の安全性

原子炉開発に趨接蘭運した研究

⁝とに難しさを感じていたのではな

藁生産の発展にとって制約となっ

莇は︑今回は訪問しなかったが︑

画が進められている︒七百五十K いて︑その熱気が強く感じられ⁝力安全問題を映画でとりあげるこ

ていて︑一九八五年に石炭の鑑産

が主要テーマとなっていることに

十六MeVリニアック十一・五〜 ちょうど田本が二十〜三十年前⁝墨日の望月十六臼︑ブリッジスの

七百五＋KeV前器速器＋六している︒

この映画のもつ愈義がある︒

アック十二十GeV童リングを一 そして中淀は今︑外国からでき㎝かろうか︒

究所︵上海︶を訪問することがで

これらを嚢打ちするように︑掬

九八ご無建設するという計画が・

きた︒これらの研究所はい穿れも

るだけ多くの知識を吸収しようと⁝
原子核研究駈︵上海︶とレ署ザ研

高エネルギー物理研究駈︵北京︶

について一九七八庫三月に発羨さ

エネルギ ー 科 学 技 術 の 発 展 計 画

を九三沙にする重重がある︒

研究開発

対策の重要性を轟轟
霊リングにして一九八一年までに

⁝ユーヨーク・タイムズ紙は封切り

れた﹁︸九七八〜八五年金国科学

中国科学院に讃属している︒

高エネルギー物理研究所の所員

技術発展計画要綱﹂によると︑ま

ず第一に石油地麗学︑採油技術︑

頸囲⑧

曲圓囮

騒誓

の照射実験が行われている︒

科学技徳庁・
ものではない︒

る︒

石瘤・ガスで二五％を占めてい

石油の生産は年産一蹴ゾであ

い︒これでもエネルギー供給が工

る︒水力その他は五％にすきな

講述

放射能除染剤

デコン90

轟

驚悸」を見て

ヤイ

映画「

厚
蝋画局灸源甕果畏

会談などを通して知り得た隈りで

科技会議訪中団に参加して

％を供給している︒次に多いのは

熟気あふれる研究員

（4）

第988号
（第三極郵便物認可

新

高
産

子

昭和54年8月2B

一高989号一
昭和54鋸8月9El
毎魍家綱1ヨ罷行

1部100円（送料共）
購蹴i料1年分覇訂金尋500円
力

臼

再処理鼓衛に強い関心

電力の石油依

の闘合を︑五十二年慶の二五％か

ら︑六十五薙度には五〇％に高

ネルギー率を一五％に湖めること

対策を携進し︑六十践繊麗の雀エ

このうち︑畏期エネルギー禰給

をうけた︒

禰給鄙会で検討を開始︑嘩内に成

の削能性③非石抽電源の立地を強

堀江豊

六＋垂垂魔團標

案をまとめる予定︒今鳳の検討で

げることの可能性②雀エネルギー

は︑五十二銀六月の寵給部会中間

を︑五十二年慶の六四％から︑六

力に偲嘱し︑電力の石油依存度

め︑輸入石濾依存度を大通に引下

報欝︵暫定見通し︶の六十年産と

＋五葎度には四分の一程慶に大編

ら通産省の総合エネルギー謂蓋禽

第八園総倉エネルギー対策推進

六＋輸銀度のエネルギー羅野臥標

冤通しについては︑七月十九隠か

閣僚会議が脇田︑酋摺窟邸で開か

を故訂し︑新たに七十年慶の冒標

存率％程度に

れ︑①嶺繭の石滴および醒力の醐

第八回エネ閣

給動向②石佃消蟄節減対策の実旛

点︒

低下させることの可能蟷iの三
検討の串心課題は①一次エネル

設驚を行うことにしている︒

窩給冤通しと今後のエネルギー政

状況と周知徹底③長期エネルギー

策⁝fについて︑通産織から報告 ギーに占める石製代醤エネルギー

いて通産街側は﹁一定料金舗度が

うち地域別電気料金制の葦葺につ

錘本原則となっているためこの制

南長はどうしたらいいのか︑など

との愈見に対して科技庁側は﹁塘

その他の交付金舗慶の改認には努

度の灘入は難しいだろう︒しかし

立地はます汗す騒騒となる様縮を

と述べた︒

窟︑中野国土庁長懲︑石渡科学技

発に対する懸毘を統一するなどし

キリさせていきたい

域防災計画を見馴し︑乳質をハッ

について明確にしてもらいたい﹂

て合慧形成に努力してほしい﹂と

呈している﹂と掴摘︑﹁國会で原

なお竹内知霧と書房村長は懸紹

述べた︒

術庁原子力局摂らが同行した︒

﹁力強さを難じた﹂と首糊
大平首相は八難︑茨城興萸海村と大洗町の原子力施設匠か所を約四購間にわたって視察︑

饗性を高めている原子力開発に意欲的な姿勢を示した︒視察後の論罪識見では﹁昭狛六十隼

関係漕から種極鮒に総目を求めるなど︑藁票サミット以降︑石癌代替エネルギー源として臨
に廃型物処理処分対策︑防災対簾

また︑全学協調から﹁TM王以 力したい扁と擬摘︑また運転中交

覧編著

エネルギー大国ソ連

A5／3GGO円

繍1」伐野張彦

ソ連・東欧園のエネルギー対策

原∫力特誌の基礎知識一秘舶特謝｛11i度一（5＞

放射線監視対策などの充実強化を

また︑議員運盟を代表してあい

由本

哲

新エネルギー綴代を拓くソ豊腺子力就業＜6＞

ガス冷却炉の石オ訓判i堺のll｝1発杁配とわかlliの課題一

朗

田原総

一屯f硝へ︵︾

︶．

﹂八

薪n白／3560円

一・

・

へ氏︶

象・承都群丁へ⁝拠啓瓦没牝一一・八⁝i

日刊工業新聞社出版局

その資源楯掲が韓雰的な難題となっており︑素通
りできる杁態ではない︒不辞典ではこれリエ不ル
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かれた︒躍源立地健進議員適温は
六月﹁躍源頭飽の促進を図ること
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來訪覆の孚によって抜きとられて

の不気瞭ささえ感じてくる︒

いる現場に罵愈わせると︑ある種
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万四千KW︑二辱機酉十璽一千KがQ叙悩的なもの

発電駈︵PWR二璽︑一誤解酉八ね︒爽滋養の盗勢

そして︑カウンター内にいるカー
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一行六名は︑八月二臼無葛綱撫し

ディール夷人に︑善い構わせや質

サンタバーバラ︑ロスアンゼルス

﹁ニュークリア︒シアター︵漂
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研究結果の要約を参蕎に︑提誘をまと

﹁原子力開発

の長期戦略を考える扁と題する研究報

総ムロ研究開発機構は︑

告謁の発表にあわせて︑小冊子﹁原子
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供給源であり︑二〇〇〇葺には︑

であるレという期待に応えるため

供給源のかなりの部分を担うべき
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長つづきせず︑長期的な意志決定

三︑さらに技術のもつ頁の性質

が存在し賑い傾向にある〇

する︒

石油と原子力に係わる厳しい

と梶蕪殿を刊行した︒小冊子は︑前記

力自主技術の確立をめざして1課題 めたもの︒以下に︑提言の要騒を紹か

﹇︑墓本的考え方

現実を直視して︑エネルギー需給計画の総合的見直

しと原子力発電の役割の明確化を図り︑自主技術開

人材と資金を有効に利用すべ

発により原子力開発における世界的貢献を期するこ

二︑動力炉開発

と︒

く︑研究開発に選択が重要であり︑軽水炉の社会へ

の定着︑高速炉の実用化︑ダウンストリームの確立

および安全・環境研究に最も重点的施策が行われる

こと︒原子力を︑わが国の戦略的技術として︑確立

することを目標とすること︒また︑軽水炉︑高速炉

開発は︑産業界の技術力の集約︑体質の強化︑電力

界の積極的な役割が必要︒高速炉の実用化のために

自立度の高い核燃料

は︑中枢的調整機能をもった体鰯が重要︒

三︑核燃料サイクルの確立

サイクル確立のために︑具体的な核不拡散対策の明

示と共に︑遅滞のない研究開発の推進を行い事業推

原子力関係行政の横断

進体制の具体的検討実施に着手すること︒

四︑行政ならびに産業界

的機能と責任体制の見直し︑原子力安全行政の強化

と合理化ならびに原子力委員会および原子力安全委

大学︑研究開発機関︑産業界の三

員会の機能の強化を図ること︒

五︑硬究開発

者間の有機的連携による研究開発の推進が必要︒特

給業巻に鮒する前壁きの働きかけ

の処理、ブイルターの交換、突岡線∫護1率・表面〆｝染応分｛巨測定、空凋設
除染および清掃、汁通区域 育掃、浄水管理

半窟半民のシンクタンクで

システムは未だ建設段階
に︑その薗面している長期的諜題
について︑検討をおこなったもの
である︒本文は十一踊からなるが

もちろん必要ではあるものの︑そ

よる産業体質の強化が必要であり

が必要である︒

せるために︑これら業界でのエン

をひとつのシステムとして作動さ

他のf5染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核獣料装荷・交換作業、
のランドリー、冷却取水講の禧掃、廃棄物の運搬、変電所・呂調設備運
肇亜ぴに鴬繕業務、管理区域内除染および爵掃、普通区域清掃
射線取扱天験室設5」コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、

ダ

ある総盆研究開発機構︵向坂
正男理事擬︶はこのほど︑報
告書門原子力開発の擬期戦略
と役割は︑その便用によって年々

そこで得られた結果を竜毎ではな

発鏡される面があるので︑実証試
験をくりかえしても実用化二代の

く横断的にかつ︑一部︑本文を補

てみてもそこには︑核不拡散をめ

謹製のすべてをうかがい知ること

原子力発露の設備棚田が一千万

KWを超えた︒これまでのエネル ぐる諸国間の駆け引き︑資源国の

はできない︒

る︒

罵しつつ要約すると次のようにな

資源政策︑あるいは︑国民の聞に

本研究は︑われわれの時代と技

ギー源の開発の歩みから推察すれ

△﹃といった形で︑あらゆる物事

ば︑われわれに五千万KW位の設 おける留意価値の祉会的選好の競
備規襖の社会を想憾することを爾
術のこのような性格を念頭におい

れと同蒔に︑審査季続きの禽理化

UVのようについてのルールづくりを主たる

今はその好機である︒産業界自体

がそれを爾能にする基本的な間題

1し蓬呂（08943）（9）0
辱竃轟毒（095552）6

を考える﹂を発表した︒

総舎研究開発機構は︑昭和
五十年四月から二無間にわた
り原子力システム研究委員会

システムの分析と評論等と

を設置︑その成果を﹁原子力
が撲作司能なものとして登場して

かつ短期的にはそこで対応がなさ
れてきている︒しかし︑今後設備

きるような原争力行政の見噛しが

期的観点から原子力問題に対応で

に

多多多ク多！タグー！ーノ多クー多多自

砦

と

なく︑諮問委員会としての賢い立

に大学の積極的な役割を期待し︑また高級なプロジ

任務とする体棚も確立されてい

点であるが︑現在のところは軽水

炉改罠に関する共同研究やFBRジニアリング機能の充実をはかる

2

3

九町越

鳳燃鞭懸

｛毎町

能にするはずである︒箏実︑現在
建設中の設備を含めてみれば数千

行政の見直し必要
規模が繕大していく段階で︑ま
た︑再処理︑高速炉の実用化をめ

か︒なるほど個別一件について

行政窟庁はどこにあるのであろう

ざしていく段階で︑総合的かつ長
オイルショック以前にはわが国

原子力政策の責任が不在
に・エネルギー政策がなかっだ︑

﹁墾水炉はもともと補充的な役罰

期待される原子力安全委
いくことが重要である︒たとえば

FBR・核融舎炉・高レベル放射

原子力蜜全行政に麗しては︑昭
秘五十二奪十二月置出された原子

場から国民の僑頼の

を進めるべきであるQたとえば︑

ェクト管理者の養成を図ること︒

く︒

▽原子力安置委員会が行う公開
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熊

して取りまとめた◎これに引

る状態をイメージすることはでき

万KWの原子力発露が稼働してい

る︒

しかしながら︑これまでの他の

趣って︑システムが未だに建設段

エネルギー源の顧命とは墓門的に

階にあり︑単純な外揮を許さない
とはよく謡われる二葉であるが・

であるというコンセンサスがある

必要である︒

領域が広いこともまた明らかであ
このことは原子力政策についても

る肯向で発展していくと考えられ

はずなのに︑これだけ論争がつづ

国民の信頼の

あてはまる︒昨今のCANDU論

は︑各省庁に撹当課が見出され︑

る︒たとえば︑

〜︑原子力技術は︑軽水炉など

ているが︑一つの技術が実用にな

象においてもそれは顕著である︒

るためには長いりードタイムが必
くとすれば︑本命の高速炉プラス

の罪増殖炉から増殖炉を主流とす

要であり︑これを支える努力が一

のものとなったときは︑一体どれ

再処理の実用化という話題が硯実

姓廃棄物処理処分などの安全上の

ることが必頭であり︑そうした活

課題について︑見識を用翻してい

施されつつある︒関係蓄はその実

動を可能とする支獲機能としての

する原子力行政懇談会の要具が実

をあげるべく努力すべきときであ

調査スタッフの兜異が特に期待さ

力安全委費会の設立などを骨子と

る︒国体的な蟹標としては次のよ

して機能することが期待される︒

新しい設計についての判断のルー

な燗翔案件を処理するための独立

り←垂≡≡＝1≡一﹁≡§≡1二一≡嘗董1§儒≡≡＝1冊嵩一藝≡＝1﹁≡階一扁≡＝＝1答≡三餉闇髄−噛袖

機関が生まれ︑行政庁はその業務

ヒアリングについて重要なのは︑

当然であるが︑國の発注におい

ことにあるQ露力業暫の場台には

ても︑エンジニアリング饗を別枠

エンジニアリング罰務所の設立

できる程度であり︑今一つはっき

に︑この方向に動きをみることが

6（6）13
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きつづき五十二駕四月から設
置された原子力長期戦略委員
会が調齎結果を取りまとめた

原子力長期戦略委員会は︑

のが今圏の報告轡である︒

原子力システム研究委員会の
研究結興をふまえて︑二十一

世細をも視野に入れる侵期的
視点に立って︑原子力の開発
利用に関する個々の問題の掘
り下げと総愈的探究を行い︑

揺来の施策に対する提言を行
つている︒

ころが︑注入される努力は︑達成
ほど議論がつづくのだろうか篇と

定期間保持されねばならないQと

される発展の質の現在評価と周囲
いう憂いの関も少なくない︒

原子力政策について細物をとれる

璽佳をとることであるとすれば︑

政策を立案し実旛することは︑

情勢の相対的関係で決まる︒

二︑ダニエル・ベルは︑脱工業
化社会は人間圃士のゲームの社会
と規定したが︑原子力分野に限っ

▽行政庁の安全審査体制につい

れる︒

▽まず原子力安全委員会につい

うな点が生えられる︒

安全審査のダブルチェックにつ

ル化には︑優秀な入材を割いても

峨︐

いては︑寒冒の客観性︑△口理性を

たとえば西ドイツのT

よいと愚われる︒その結果として

ては︑入の充実をはかることが︑

確保向上するための根本となる詣

ては行政の二璽写しに終わること

に顧みて︑長期的・総台的な対応

針やガイドを行政庁に示すか︑あ

示することに︑力点がおかれるべ

るいは新規購項に対する判断を提

ている︒あるいは︑長期的にみて

土述の指針︑ガイドなどの決定に

産業界の体質強化の好機

なかでも蝶蝿なことは︑原子力

れることになる︒そこで根芋力委

適切かつ実効的な行政体舗を検討

関して︑鍛新の隠見︑異なる蓄え

に騎己藁新のニーズがあるか盃か

員会の構勢分析能力を向上させる

しかし︑原子力閣発利用の行政

したうえ︑崇藏の煙雲として︑た

方の吸収に努めることである︒こ

きである︒

については︑原子力委員会という

とえば︑原子力委聖教を支援する

べく︑スタッフの強化が求められ

諮問機関に意見を聴く行政庁の体

省庁聞のタスクフォースの設立強

た︒

ているわけではないことは削述の

業政策の展開に資することを認識

体質強化に霧与し︑それが家た産

すべきである︒

成累の管理を行うことが産業界の

と産業化︑HτGRの開発と実証 この動きの経過から判断すれば

として︑適切な競妥条件の確保︑

めるためには︑原子力研究開発資

さらにこの方向を禰極的に蝉し進

器購入者である電力業界の機器供

金の主要な供給源である国と︑機

い︒

双方が充実しつつある︒しかしな

核融台研究開発など︑実誕化段階

そのために技術・人材の簗約に

BRの潮懸︑濃縮プラントの爽証

がら︑幽画する課題は数多い︒た

にある技術が多くその対応に苦聡

や︑一方︑軽水炉の性能向上︑F りした愚婦や擬期ビジョンはな

頼性向上に資すると蕎えられる︒

とえば︑海外の原子力機器メーカ

原子力産業界では・近無に簗り

INFCEのような外交・防
時衛
に︑総合的エネルギー政策の立

▽また︑原子力安全婁員会は︑

ーの不振が伝えられる中で︑R＆ している︒

機器製造部門と核燃料製造部門の

問題を含む課題︑あるいは︑FB 案に当って原子力の位置づけを考

原子力安全の諸問題を問題が提起

Dにプレ⁝キがかかっていること

れは︑ひとり原子力安金委員会の

R︑ATRの実証・藤業化︑再処
える際には︑総食エネルギー調蛮

されたときから響えはじめるので

みならず原子力安全規舗全倣の儘

会と原子力委員会の間の連携とい

はなく︑兜取りして損討を行って

化を篭ること等が必要である︒同

理︑廃棄物処理など長期的観点か

うことも留悪すべき点であろう︒

ならない課題が存在している状況

ら総舎的にアプローチしなければ

とおりである︒

制が問題に対燃して整磁整備され

技術・入材の集約化へ

政については︑行政の一饗化が瀧

とりで

のできる行政体重が不備な現在︑

省庁間隔碧の設立を
ところでこのことは原子力姿農

原子力委員会にその痩命がかけら

噛1＿開lll闘1日rl一＿rl叩1唄1闘ll＿lll川Ill三目1＿目r川rl雛Illト＿→ll田1哨1踊闘＿lllll濤

められ︑︷櫨その体舗が整備され

原子力委の機能強化へ

をなす︒原子力行政のつち安全行

会の機能の強化という課題とも灼
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簸会報告毬の門結醤iこれ

以下に︑原子力長期戦略蚕

榮頭大学教授︒

の婁腿で構成︑主董は安成弘

メーカーなどからの四十三名

政論︑大学︑研究機関︑電力

原子力長期戦馬六夢禽は︑

の＋一点︒

究中期戦賂⑪原子力産業i

ベル放射性廃斑物⑨廃炉⑩研

⑥翻濫ガス炉⑦再処理⑧高レ

軽水炉④高速増殖炉⑤璽水炉

①ウラン資源②ウラン濃縮③

価︑握欝を行っている項旨は

なお︑本文の各薩で分析︑評

発体制の整備が必要﹂など︒

トルは﹁魑実な高還増殖炉開

とえば醐速増殖炉の蟻のタイ

欝の形で掲げられている︒た

醗では︑各灘のタイトルが提

び本文の十一蟻からなる報管

そのため︑緒欝︑結綴およ

総含研究開発機構原子

からのエネルギー開発の精異

経営者は意識変革を
ことが︑国隈的に先逸國たる認知

Aτ盆は自前の原子炉

必硬であり︑その推進蟹姪を明確

力炉懇談会において検討が行われ

る探題として原早力婁興会新型動

故に一番難しい超高温の罵罵を慧

ほとんどなされていないのに︑何

力︑あるいは軽水炉の排懲利編が

成簗や道畏である中間子を鷹療に

使い方については︑核物理研究の

そうしたシーズ指向型の項囲が含

か︒原芋力研究閲発の中には盗然

ること︑それ富体を霞標とした炉

約一千度Cのヘリウムが入手でき

にすべきである︒原子力温温会は

ており︑警報簿では判断の材料を

使ったり︑加遡器を工叢分野に使

の原子炉であり︑プルトニウムを

れが獲しい解双をもたらずことは

結びつけて論える習慣がある◎こ

の分野を拓く触媒となることも養

らには︑それが新しい原子力研究

くれることを期待すればよく︑さ

用しているように︑子孫が考えて

回れるべきである︒その効率的な

この問題について︑当面の研究開

整理することに努めた︒特に忘れ

いえば罐ちにエネルギー供給系に

がちな点としてATRについては反論がある︒ところで︑簾子炉と

べきである︒

利用することについてはとやかく

多いがしかし︑一方では︑特徴の

に進展させるのか︑という単純な

発計画を設審するとともに︑その

海外からみるとこれがわが国隠蘭

質特性にあった処分方武を囲ら研

讃えないという雰囲気のあること

一

二一 二 玉 一

二

玉

一

つつ︑システムエンジニアリング

政総・社会の動きを的確に判断し

である︒

當囁の慧曜変輔がなによりも璽頭

施すれば︑いずれ大領の固化体が

とる必襲があり︑また再処理を実

が︑わが国でもいずれこれを引き

も臨要な点は︑どのセクターが出

聞達が発齢している︒なかでも簸

か︑といった現在の漂子力業界の

のか︑霰力業界はどう対応するの

に︑罠間倉榮においてその建設︑

は国内で実施するとの原潜のもと

らかにすべきである︒

か︑そのスケジュ⁝ルと手段を明

るとも劣らないものに緒齢するの

をおいている︒

酌提の下にその建設︑運転に†眼

熱利用の分野を開拓する必要があ

エネルギー鋼要に対して︑原子力

ネルギーの過半を占める非磁力熱

高温ガス炉については︑一次エ

こだわる蒲扇なしとして受験から

のであり・圓産のための国配化に

いう問題がある︒これに対しては

ていることにいかに対応するかと

ランスヂィシプリナリー︶を袴し

強い総舎性︑あるいは横断性︵ト

であり︑むしろ今後二十薙は︑F

再処理能力の確傑への努力が必獲

ることが必要であるQ今後ともF

様な価臆鶴や論理を十分に検討す

の研究開発の戦線の構築には︑多

あった︒鞍壷はこの段階で線入技

なくないと思われるので︑政府は

し︑その建設には園難な間題か少

運転を行うことを期待する︒しか

くの制約条件を確立するためのR のプロポ⁝ザルが妥当であれば粘

計︑笑施設謝︑これに係わる多く

したがって︑国内では︑基本設

る◎コストの蘭からみれば︑他国

のプロポーザルを待つことであ

く過程であり︑苦難の遡続であろ

BRが既成体制の中に参入してい

的利用︑核融禽︑その他の原子力

を強力に推進するものとする扁

り少なくするため必要な研究開発

放出される放射性物質をできる限

上げていくことにより︑聴醐はか

謝建設と︑順次強奪︑縄験を積み

FBR桝料の臥処琿プラントの設策殴策海プラントは一休なにを闘

行い︑小規換のプラントの建設︑

を益するのみのものであったの

的としてあるのか︑沖に建設業蕎

されていく必襲がある︒政治︑社

今から広い周における論議が農開

とき︑何を期待するのかについて

がらみて︑原子力開発に投資する

染色蔓透探一路

チ魏

緯剛

広島0822（44）0400㈹九州093（92D25i2㈹

工場・久里浜0468（35）0935㈹

拓されるのが技術史の教えるとこ

の建設を行ってみるべく研究開発

段階では︑莫大な没資が必要であ

り︑このような観点から虫食努力

を大切に猛てるべきではなかろう

とすれば・むしろ︑超高混ガス

ろである︒

その他の原子炉開発についても

る︒これに対してより易しい火

を続ける必要がある︑とされてい

をうける要件であることは明らか

はなく︑IRGレポートが揺摘す

この悶題は︑単に技術的問題で

いくつかの結論がある︒璽水炉の

り︑かつその立脚点が特矯の地点

に送配寵はともかく発霞について

るように︑われわれの絡来の選択

採幣方針については︑当藤してい

炉の騒大の特徴とされる出口潟度

は︑地城被会との関係を整台化す

の問題である︒したがって︑当初

である︒

る方同の横甜が環程にのせられる

から一体化した総命的な取揉みが

にかたよるとすれば︑これを機余

力体制そのものの棊盤が変残して
べきであろう︒

原子力熱利用の開拓必要

霜力業界は︑原子力利用の中心

らない︒特にFBRの初期実用化

きていることも認識しなければな

増える電力業界への要請

び原子力利爾をめぐる周囲条件︒

推進責任を明確に

的掴い手として︑原子力技術およ

特性を十分に認識し︑資源外交の
一翼を撮って蟹源の確保につとめ
エネルギー安定供給の立場から策
然ウラン︑濃縮ウランの備蓄︑軽

饗任体制を確立することを勧告す

実施の嘗試づけとマネジメントの

賜レベル紅斑物の処分に係わる
究する必要がある︒さらに︑そう

ある技徳は︑それが存在すること
また︑カナダ国内では︑CAND

廃棄物将来の選択の問題

これまでの研究開発は十分とはい
した研究が先駆的に行われている

への積極的役鱗を禦たすべきであ

水炉の撹能凝上︑FBR開発利用

えない︒それは︑再処理工場の運

る︒

また︑再処理技術についても︑

転前には︑特に慧いで湊魑をつけ

玉

爾究開発体鋼充実へ

き 二 玉

えられるからであるQ

なるが︑本報告では︑このサイク

トリウムサイクルもよく話題に

く︒

論議されていることを付蓋してお

U炉の販路拡大が璽要諜題として によって多くの新しい癒爾面が開

現在なお慎璽に開発実証されっっ

実証︑商用化体制作りを

問題充満のFBR開発

の商用工場の建設にあたっては︑

断に基づく︒もとより廃液のタン

ある段階にあることを認識し︑そ

国内の捜術的民力に十分に纂礎を

ておく必要がないであろうとの判

おくことのできる体制を蕩えるべ
ク貯蔵は一つの過渡的な貯蔵方践
であるが︑英圏ではこの方式が十

原子力研究關発は︑わが国の研

分擬期の貯蔵に耐えるものとして

きである︒

究開発濡動の大きな部分を占めて

マネジメント能力が研究開発の中

を駆使して対応するプロジェクト

総合性︑横断性に対応
備える一種のリスク分散のための

いる︒そこで研究開発にたずさわ

ルは︑ウラン路線の不測の瓢態に

たがって︑指摘すべき璽要な点は

研究開発分野と理解している︒し

る人々は︑国民の期待に応えるべ

このような縮力業界への要田は

また︑フランスからは︑極めて

このような分野の投資水準をわが

FBRの開発︑爽施については資するかということにある︒

ロポーザルも隆に陽に提出されて

魅力的な働格での実証炉建設のプ

国原子力閣発の憲要燃料開発二線

フランスが一預地を抜いている︒

いる︒関係番としては転語技術の

かなければならない︒

ゅ﹂の建設のための聯前手続き中

わが国はなお︑原型炉﹁もんじ

採用を求めるであろうが︑ナショ

実施されていることは付撮してお

しかし︑欧州へ委託した翼処理

である︒これが鵜工されれば︑い

この漿界はこれ凍での魁力販売業

については︑廃液分が周化体で返

よいよ実訊︑簡周化の体制づくり

暫の立場に安住することを諮さず

却されることから︑わが国と岡じ

一方では︑資源外交︑核不拡散外
交の実務者およびエネルギー供給

立煽にあるスウェーデン︑スイス

るが︑一方︑研究開発の利幣者が

豊として活動することが璽嚢であ

鑑論罪として︑他方では︑万〜の

そうした横断樵・総会鐵に絶えず

欝故が国民の磁命財麗に大きな損

つの

く高い倫理と自尊感を像面してい
ることが必要である︒その

の何％とするかという判断であ

側颪として︑原子力技術が多くの

ナルプロジェクトが昨関税鷹壁の

る︒この数字についてここでは議

が必要になる︒

論しないが︑たとえば二％が一つ

などではすでにその処分方式の開

関係者は︑このプロシェクトが︑

そのためには︑R＆Dをどうす かくれみのであってはならない︒

冨を与えることになる原峯力発躍

るのか︑メ⁝カーをどうするのか

気を配ることが求められよう︒

は︑こうすることが原子力利用の

極隈技術を饗素とする反面︑その

発に努力している︒これらの国で

のたたき台であろう︒

藤奮として行醸することを求めて

いつどのようにフランス技術に優

所その他の︑いわば化学工場の運

エンジユアリング機能をどうする

得た︑原子力発露駈を盒む電源

発生するので︑今から︑日本の地

ある︒この蜘が西独と異なる点で

らなかったことをみても明らかで

この観点に立つと︑FBR以降

前提条件になっているからである

立地が齪難になるにつれて︑九蹴

のできる在来技術とされているが

いては︑途上国でも手にすること

いる︒したがって︑この業界の経

第二再処理工場の建設の進め方

これを大型化し︑露動化していく

の努力をしたが︑日本では苗田敦

術を闘家薬馳串のものとするため

BR実周化へ向かって︑炉建設︑

は︑今後の原子力歴業界のみなら
ず︑わが困のエネルギー政策の狂

力が必頭とされ︑東海プラントの

には︑先端技術の撃発に答しい努

う︒そこで国としては︑この間を

の課題である︒鍛も蚤要な淡定は

支援する研究開発体制を確保する

体化のプ濃セスの中における最大

＆D︑トレ⁝ド・スタディはなさ 構な話てある︒

ことが聾嚢課題であるといえる︒
れていないはずである︒これが第

しかし︑後頭の道を選べば︑二

∬地熱策︑長期飯利融資筈必要

の縄遍からみて︑縢削の技術がな

堀愈︑社会にいつ何を提供できる

技術は圏の鶏＆Dとして行われた

また︑岡時に︑FBR以後︑多圏
つの闘題が残る︒王NFCE作業
それではどうずればよいか︒一

いところでの再処岬膨粟の灘始は

二の理騰である︒

な搭躍を講ずるとともに︑環鏡に
この建設運転経験を踏えて︑わ

つには設計技術が身につく濱で︑

﹁便用蕨み轡料の勇処麗につい

のか︑社会は︑その求めるところ

剛際センターとしての場台を除く

である︒縄せて︑適切なR＆Dを と捌難である︒一方︑隙醍の目か

菓海工場を解析の鰻象とすること

考えて︑他國の設計で建設した場

ては︑動力炉・核賜籾開発鱗業団

会の変化にもかかわらず︑技術開

東海工場での経験は貴重

自主技術の再処理を

貿炉に始まる﹁轟入﹂を急いだ︒

が国のメーカーが︑自ら技術的に

さらに︑原子力長期利用開発計画

治的課題である︒したがって︑こ

保温できる大型プラントを斑晶で

といわれる︒

の決定に際して必嚢なことは︑技

きるか︑という間いを弩えてみよ

運紙経験とその外挿は極めて費量

術的諏題が政治酌華点にすり甦わ

う︒これに薄ずる答えは︑額出潮

致するところであるが︑これは政

らないように︑技術面における不

その立地にあることは︑衆目の一

確定性をできるだけ減少しておく

含には︑基本設躍能力が移転され

か︑運転経験を茜積するためなの

長いのである︒

発のりードタイムは︑あく家でも

らみても︑動力炉・核当量際発蛮
ところで︑再処理技術の世界の

るのは︑蟻鰐から強力にその懲図

かるにしても︑岡藤再処理捜術は

ることになる︒

か︑というような風選な疑聞が残

である︒なぜなら︑こく謡識的に

現状をみると︑ガス炉用燃料の再

︵原子力委鑓会︑昭和四十七年︶

身につくはすである︒

ことである︒

処理経験はかなり蓄稜されたが︑

がない隈り稀であるQこれは︑十 において︑昭和園十九鋸度操業開

となっており︑ここには再処理

によれば︑

軽水炉用賜料のそれについては︑

五琿潮 の J P D R の 姥 設 が 運 転 経
始を醸途に再処理施設の建設をす

本来園際協調のもとですすめるも

もう一つの道は︑薦処理兼業は

藁源プラントが稼働していれば︑

を研究開発の対象としてとらえる
螢勢は少なく︑技術があるという

すめるものとし︑これに続く再処
理施設は︑髄紹済み燃料の再処理

験という点では恕罪であったが︑
それが設計能力の圏巌化につなが

これがりーダだといえる程度の段
階にある︒プロセスそのものにつ
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艘路にさしかかっているといえよう︒

不統一

@麟聯
ﾕ羅
統
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砂︑無

驚溜

ﾈ顛
ぶりが衷面化した︒

圏際会議での論議の発端となっ
たのはG・ウ云ールド氏︵米国︶︑

キッカケ︒これにもとづいて昭和

年の﹁協﹂﹁禁﹂のトップ合愈が

に今年の大会では既存団体に加え

統一への見切り発車﹂方式を開山

こうした﹁原発問題タナ上げ翻

定を煽げ﹂llとのスローガンに ブ氏︵ソ逮︶︑E︒G・カポーテ

完盆禁止を﹂﹁被爆蓄援護法の品

論述に留まり︑﹁いまこそ核兵器

卒癒な悪晃交換が行われた扁との

反対論︒これに対しR︒ボグダノ

も共存できない﹂とする原発絶対

リア︶らの門人類はいかなる核と

L・カーマイケル氏︵オーストラ

三十五年の第六園大会以降︑ソ連
て同盟が初参加︑少くとも世界大
終始した︒

クスした形︒

の核実験の羅非をめぐってはてし
盆開催については︑かってない実

︐メ聾

臨鰯勢
．

試

葡

科学技術庁原子力安全局の

うち

すみ

原子力安全翻査室畏になった
ほり

お

四十九隼十月科学技術庁に漠
り︑原子顛規舗課安全審査管理
醤に魑任︑みずからの提案をみ
ずから規制することになった︒
二か月に及ぶ総点検を終えて︑

十分杷握でき︑自評をもって運

動獣の運転員から﹁プラントを

失

だくさん︒それに対する原子力

純

安全調蕉整のスタッフはわずか

内

﹁国民の原子力に対する不安

て︑解熱に蟷しかつたと当職を

転できる﹂とのことばを聞い

堀

を解消して︑儒頼を得ていくこ

ひともスタッフの憩員・強化を

ミ

四十二奪放射線安金課長難燃︑

物理科卒後︑科学技術庁入り︒

県二身︒三十四黛縦束理科大学

昭和十一琿八月生まれ︒千葉

しみじみと園想する︒

十二名︒﹁来年止痛糠では︑ぜ

第二代安異調資塞畏の双胴に

＼︸︾シ k♂

△意義ヤい◎幾磯議

原子力問題は机上の議論だけ

趨りたい﹂と語る︒

とが大切扁と蘭瓜一番︒

は︑原子力安盆山醐会の面接の

シリ︒放射線安全︑原子炉安全

嚢務周の長としての盟蟹がズッ
態沖

︑ノ禽

四十五琿原子力鵜発機蘭藍理窟

駄墾く

補俊などを経て︑五十二庫から

サきる

の舶旺器水位計難題とガップリ

就任畢々︑大飯以外のPWR

のベテランである︒

四つ︒七月下旬には︑四日聞継

宣旨局科学調査留︒

﹁役人は︑フリーな思蕎がで

けて原子力安金委員会会食をお

も一 でなく﹁もっと現場を冤よう﹂

べきだ一と儀念を披露︒科学技

きて︑自分の仕事に上巳を尽す

璽の陣

と提霞する︒百聞は一見にしか

術の正しい進夢を支える

膳立て︑TM王

の各段階を薩に知ることが原子

ず︒原子力発電所の建設・運転

段落︒

しかし︑東京サミット以降︑

下の力持ち

しかし︑一方では﹁統一は運勤

歩みはじめたことを顧味し︑この

︵小林雅治浅春︶

和子央人との問に三男︒

趣味はテニスと絵画︒家庭は

にかみながら語ってくれた︒

でありたい︑とは

縁の

通票的な代轡エネルギーとして

力の理解につながると隠語︒

の原子力の璽要性は蒙す蒙す高

颯十七痒に動燃の計懸管理部
が

へ出同︒轟速実験炉

常陽

整備︑安盆審査の充実・禽狸

まるばかり︒安全基蘂の一溺の

い﹂と独自路線の璽一儀を強調︒

機器の据付けを完了した階︑常

動の翼の統一が実現されるかどう

化︑公開ヒアリングやシンポジ

かはこの原発問題というハードル

陽の総点検を提災︒その瞳後の

﹁世界大会﹂としていた名称を単

ウムの開催などメニューは盛り

に﹁大会扁とし︑世界大会との重

展開して対立︑80年代の原水禁運

可能性は大きい﹂とする蟹成論を

践︵キュ；バ︶らは門平和利馬の

ない論争の泥沼にはまりこんでい

水禁運動は﹁80年代へ向けての国 ふまえて原水禁にも︑これ藤で

蟹的統一を成しとげ︑わが国の原

民的運動﹂路線を機軸に﹁核兵器

こうした統一への大きな流れを

にも購実上終止符

完全禁止︒被爆看援護法制定﹂へ

しかし︑ こ の 方 面 も 統 一 大 会 の

岡大会で採択されたヒロシマアッ

まま80黛代に向けて統一が定嫁す

をいかにうまく越えうるかにかか

強化のために有悪露﹂との﹁統

複スケジュ⁝ルを避けるなど細か

るかどうかについては依然流動的

と大きく動き出すことになった︒

促進論偏と﹁統一の動きは反原発

決定打とはなりえず昨隼には累く

っていることがあらためて浮き彫 ピールも﹁原水燭禁止︒被爆蕎援

な惰勢だ︒

い動産がみられたものの︑全面的

運動を切り崩そうとする右からの

門小巽をすて大同団恕する﹂と

まき返しにほかならない﹂とする

も破綻︑新たに帯民囲体を中心と

護へ如け纒広い共醜行鋤が行われ
一方︑統一大会の前日決行され

りにされた︒

原水爆禁止工率大会﹂であいさつ

はなすことはできない﹂とし

反

動にとって反原爆と茂原発は切り

相が表面化したのも今隼の大会の

対立︑原水禁内部での内ゲバ的様

技術岡友会︵代表幹滋養大来佐

技徳同友会が握書

テムの推進を

流動研究シス

るようになったことは心から歓迎

に続一に乗り出すには蒙らず︑二
統

の新戦略を反映して六田開かれた

ら﹁即晴原発停辻を求める偏発言

会議でも﹁蜜謡﹂には盛り込まれ

にたった森滝二郎原水禁代表委農

する形で統一大会が維持されてき
た︒こうしたなかで︑今隼の世界
が飛び出したものの︑同大会で採

なかったが︑原発の紅玉をめぐっ

門並一11原水禁運動体制化論﹂が

大金実行婁展会は既成原水爆禁止
択された﹁ヒロシマからのうった

小学校で開かれた﹁原発螺故をど

特徴の一つ︒とくに︑広島の段原

されたはずの繊界大会︒國際 た原水禁独囲主膣の﹁被爆34周隼 する﹂としながらも﹁私たちの遡

運動団体と甫民団体︑文化人が一

れた︒

原発従来路線〃の踏蟹が再確認さ

演
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麟

三︑目標をもった基礎的癒罵研

進する︒

流動研究シス

究を充実するため︑宙鶴瀬の総力

の異体化を推進する︒その

を結簗する新しい

だめ五十五年農予舞では百億円を

テム

詣上する︒

金子長官︑ヒル

総裁らと会談へ

十八Bから海外出張

金子獲二科学技術庁長富は︑十

ンス︑オーストリア︑英国および

八田から約二週闇にわたり︑フラ

一︑二＋二の両臼は︑政肩代表と

護国を訪問する︒この間︑二十

ための科学技術圏達野墓﹂に出

してウィーンで開かれる﹁開発の

金子畏富は︑今回の海外出張で

鯖︒

ピエ；ル・エブラン仏研究擬宮︑

ジョン・ヒル英原子力公社総裁お

散特命大使と会談︑看たフォント

よびジェラード・スミス米核不拡

ネオローズ研究所︵仏︶とブルッ

する︒

クヘブン國立研究所︵来︶を視察

小林治助氏︵薗謡扇緊柏嫡市

長︑前原産土黙︶六臼午前六時二二十

五分︑腿道しゅようのため逝去︒

布朝日が丘十の一午八︒市民追悼

八田に葬霰︑自宅で︒全量は柏崎

は九月九B︑市民会館で︒

憲賀秀正氏︵禰翻緊大熊町長︶

離石午前九蒔五十九分︑併ソク性

武郎︑来沢滋︶は六口H︑これから 黄玉のため逝表︒町葬は十一日︑

絶対権定の理念をまげてはならな

経験を生かし︑積極的に行動でき

を求める﹂労働餐ら約三百名が

五〇％を目標として︑五十五無慶
予算にこれを笈映させる︒

に繕簗︑門統一の名による原発

れない抜本的な体系への改革を推

しては︑従来の予算纏等にとらわ

課題を選定し︑その研究開発に対

﹁反核i反原発8・6広鵬藥会﹂ 二︑擾期的国益の立煽から璽要

﹁いまこそ反原発闘象をサ

累双葉郡大熊町大宰夫翻字大二五
六︒

グ〃／彰

径

原巌

取締役社報大石正氏

塞泉針騨サービス︵株︶

に入会

駈港区爾新橋一の一の＋菰︑物産

〇四iOO八一

ビル別館一階干一〇五電語五

の永谷幾夫氏宝ハ︶をおさえて再選

をおしすすめる保守系同士の争い

竃所があるが︑両氏とも原発推進

同町には関西羅力大飯原子力発

された︒

心違行われた禰井県大飯郡大飯

橋氏が再選

大飯町長に猿

反灼闘争の放棄を許すことはでき
ない﹂

レベルの全面戦争に転換させてい

イトを中心とした局地戦から鎌脚

こう﹂ーーなどとして気勢をあげ

町の町長選麟で︑即日開票の結果

だった︒

時隈爆
を抱えたまま圏民的統一へと

運動が原発闘題という
蝉

親職の猿橋璽一氏︵六二︶が︑元町擾

こうしたことはわが国の原水禁

るといった出鱗茎もあった︒

一体膏館で︒自宅は橿脇

うとらえるか分科象﹂では︑反原

の研究開発は技術灘入中心の時代

と国際的橿亙交流を面向しなけれ

研置生は迫力会社および鋤燃︑

わらせたくないというのが主催三

るよう︑この試みを今回だけで終

大熊町第

発議論の徹底をめぐって議長団と

は﹁蟷広い統一が実現されたが核

﹁三譲間の講義を機会ことに鑑

ては論議が沸騰し︑原子力軍和利

上のベテランも︑初めてさわる機

用問題に対する各團︑各縄繊の

への放射能の影響・放射線覇故に

え﹂には原発問題は一叢も盛り込

︐

まれないまま︒策京・國際会議の

◆

いわば昨隼と一昨銀の方式をミッ

原躍・下溝研鰹所：

酬で会場が騒然となる一派もあり

一都参加暫が衝突︑激しいヤジ応 を脱部し︑先遡的自主技術の開発
レベルの潮上をはかって欲しい﹂

かして欲しい﹂﹁放豹線に対する

ばならないとして︑以下の提露を

鷲谷模型を使っての入工呼吸塞

原発話題をめぐる原水禁内部での

器にとまどい気味︒

と講師陣も彼女達へ期待のことば

つづき︑酸終臼は実技を中心にサ

おける暗愚医療と擁護婦の役割と

習では︑驚いたことに︑誰もが不

科学技術庁に行った︒

．初の放射線看護婦研修会開く

ーベイメーターを使った放射線測

鋭い対立の一端が浮き彫りにされ

膨のたたき台としたい﹂と語るの

を投げかける︒いままで各瓢業所

﹁仲閣愈識ができたことは大き

腿れな手つき︒﹁これじゃ助かる

な収穫﹂﹁来無も開催して﹂と次は溺原酪東海研修所所長︒この闇

原電の各診療藤からの習護婦や保

一︑研究開発蟹の政府融融翻盒

定の基礎実技︑放射線醗測実験室

た︒

いていた疑閥︑不安をぶつけあっ

もつた女性逮が簗まり︑今まで凹

た三田闇だったといえるかもしれ

健踊十二名︒現職経験二銀から十

また︑六瞬には﹁反原発の徹底

もこの磁区により小さな一歩を凹

単位でしか行えなかった醒療体制
ーカウンタ⁝のシステム説明と分

とばに一三藩笑いの光禦も︒

かけになったようだ・

戸惑う姿にも真剣味
﹁来年も開催して﹂と参加者

も緊慧時の蹉療体制には敏感にな

してまだ現場をもたない電力会社

ない︒各原子力漁業所をはじめと
きざみのあわただしさ︒

みだしたといえよう︒

人も助からんゾ偏と着沢教授のこ

護婦研峰会 を 終 え て の 感 想 ︒

放射線畢業所薩業習誕嬬研膨
会︒耳なれないこの研峰会は日本
原子力発電︒東海研難所が八月一
日から蕊臼間にわたり關催したも

の︒

期間を畏くして﹂という函もきか

﹁もっと

後五時象で講義がびっしり紹隔れ

れるぽど︒

日程表をみると午前十時から午

婦が学会を構成して現堀の横のつ

く欝欝医学部の竹内淑子︑草間朋

ている︒吉沢康雄藁大教授・同じ

回の試みは︑とりあえず九躍力と

子爾氏が指醐にあたり︑放脚線箇

動燃︑原電とで横のつながりを作理業務における穆謹彌としての隔

サーベイメータによる測定爽習

謄蟹魎癒

っているという︒彼女たちがこの

闇舎せ窓口にもなっています︒今

ながりを作り︑特殊な瑠例などの

﹁欧娼で は そ れ ぞ れ の 産 榮 豫 謹

それぞれの立煽から職業慧識を

々に飛びだすことばは初の産業霜修会︑望MI購故もひとつのきっ での被曝劇職検出︑ホールボディ

・

体となって鰯広い三一が求められ

一

﹁世界大会・広言﹂でも︑㎜部か 毛も独自大会を決行︒また︑

し︑これに﹁協﹂︑﹁禁﹂が協力

に統一大会が実現した︒

分裂大会

た

﹁憲醤﹂も﹁原発問題をめぐって

で︑わが国の原水禁運動はこの対立を内在したまま︑翼の圏民的統一まで飛躍しうるかどうか大きな

対立が表面化するなど依然各繕織のミゾが完全に克服されていないことが浮き彫りにされたのも黙実

こうして﹇核兵器禁止・被爆蓄援謹扁への新たなレールが敷かれる一方では原発羅非をめぐって愈毘

加︑80無代の国民レベルの運励へ向け︑かってない規模の実質鮒統一が達成されたのが特色︒しかし

た︒今競の大会は原水禁︑原水協が築いた過去二庫間の統一大会の実繍を滋藤に︑新たに同盟が初参

﹁原水爆禁止一九七九年世界大会・広踊﹂は六日︑惜ヒロシマからのうったえ﹂を採択して閉会し

縣繕融﹁原発畷では対立残す
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蝉

が打たれ︑一昨無には十六年ぶり

最近の統一大会への動きは一昨

ム
組︑謬加者の実感であろう︒
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第72回原
産懇から
生産の現実であるから・消費国側
でも節約をしてもらわないと消費
需要に対して慮えていけない︒そ
うなると︑構造的な石油不還が発
生し︑翻由諸国のみならず・金猷
界が大士泓に陥る怖れがある﹂と
いっている︒

このように︑石臼が有隈資源で
あるとの兇方が︑ここ数年の間に

羅内事情や国際的立場をもつ︒

ところが︑サミット最終日の二

さらに︑ストラスブルグでの決

西独の反対にあい実現しなかっ

議をみると八○鋸から八五年まで

られないでいるというみかたがあ

めをしたとみえる︒しかし︑欧州
域内において北海の石縮機産があ
るはずだから︑消費ペースでは欧

てしまう②欧州には北海藺頒が米

められると伸びる余地がなくなっ

で国別輸入図愚案が提示され︑皆

B本としては︑とても受け入れ

られず︑エネルギー担当大臣会議

を開いて調整を図り︑各國の事

各企業の枠を決めるということは

今後の世界経済︑歴史の動き

筆難の技である︒

の上で︑今回の藥察サミット蜜言

における国別石油輸入賃標の設定

えよう︒

は︑非常に大きな恵義をもつとい

いて︑国馴輸入営標を設定するか

そこでまず︑七九︑八○奪につ

の将来に対する楽観主義が影をひ

認識が大幅に変わった︒石油整藍

世界の石油生産に関する基本的

霜を踏んで堅氷至る

どうか謄本国内で大論争があっ

かという相反する考え方である︒

ば︑その方がメリットではない

麹市場の安定につながるのであれ

ルテルを結成し︑それが盤界の石

ためには︑先進国が一種の五心カ

力はない︒日本の翼の国々を保っ

要とするだけの石濾を確保する実

つの薯え方があった︒日本には必

しかし・田本国内にももうひと

るを得ない︒

逃げ道がないから︑石油に頼らざ

情︑立場を薯慮した上で・表の数
州にとって非常に照隠なとり決め
には石炭︑天然ガス等の資源があ
である︒ということは︑臼︑
字となった︒
るが︑浸本には年産二千ナの貧弱
来︑加にとっては不利であり︑E な石炭のほか何もないQ鶏本には
一国内において︑ひとつの業界
が盗薩数壁を制限する︒その場台
東京サミットが終わって振り返

Cも国別にということになるQ

ってみれば︑来︑仏にはかなり似
た条件があったといえる︒

では︑米仏岡国は互いの共通性

つごろから接近しはじめたのだろ

をいつ︸．﹂うから認識しはじめ︑い

これは三雲に新しいとみること

うか︒

の段階では︑国別輸入屡標の設定

ができる︒少なくとも︑準備会合

ということは︑まったく議論され
なかった問題である︒準備段階の
事務レベルでのコンセンサスは︑

遼

た︒緒論としては︑来が設定する

そめ︑危機蟹理をしなければ消費

IEAにおける五％節約の徹底

体がクライシスにぶつかることを

国も産油国も危ない︒世界経済全

回避するために︑相当ドラステイ
ノ
ッ〃なことまで踏み切らざるを得

という方向に傾いているのであれ

ないのではないかという危機感

ば︑そして数字そのものが霞本に

とになった︒そして︑サミット蔵

ば︑臼本は呑んでもいいというこ

が各国葭脳の蕎後にあったと︑私

とって厳しすぎるものでなけれ

前・シュレシンジャー︑ブルメン

は解釈する︒

する︒③八五年については目標を

うブロックにしておかず︑国別に

の霜が降りたわけだが八O黛代に

うことだと思う︒七三年冬〜園闘

うに﹁霜を踏んで堅氷遣る﹂とい

したがって︑今後の世界情勢に

設定すべきでなく︑毎奪のサミッ

なったのだろうか︒

れわれはこの冒的のために協力す

世界がより長期にわたって燃料の

る
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十九日朝︑いきなりサミットの塀

た︒これを不満とする仏は︑東票

仲間はずれの日太−

サミットの鵬において国別輸入目

たのである︒

をはめることが

れは輸入ベースでは立派なとり決

標設定に向けて積極的に働きかけ

タガ

が涯独に吸引されそうになる︒こ

長率は他国に比べて高く︑枠をは

EC全体として七八年の輸入水準 B本の場合︑輸入量標の設定に が蟹成した︒しかも︑閉標のレベ
ルは︑七九︑八O︑八五奪まで横
を越えないことになっている︒こ
は︑かなりネガティブな空気があ
った︒なぜなら︑①藍本の経済成 すべりさせるということだった︒

米︑仏書に歩み寄る
ところで︑東京サミットの非常
に大きな特徴に︑米がこういう三
流の袴え方に対して︑大輻に歩み
寄ったことがあげられる︒ここに

る素地があったといえよう︒

索票サミット鍛大の特色が発生す

仏は︑誓学に基づく戦術論とし

欄冒：翼

産濾園︑消費国軍サイドで著しく
て︑一︑隣在の石油危機の大きな

一幽一■一一甲一．2＝＝

しかし︑今團︑産建国は薫別輸
強くなってきている︒産繭歴は︑

一

とにある︒これは︑新たな石鯛危
入目標髪評価する立場をとってい

＝一一鍾騨

⁝

うか︒さきの第五回先進国首脳会議に肇務レベルで参撫した通商塵業働資源エネルギ1士長蜜⁝
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機を予防するため︑あるいは現在

一一轍＝一︐

春盧弘誓の馨ミ・・桑の進路⊥ネルギ幽患とし了 ﹂ 奪 る 講
﹁一綴騨

演が行われた︒以下︑その概 要 を 紹 介 す る ︒

危機への予防対策
入繕大に

原國ともいえる米のとめどない輸

る︒

﹁消費国側の節約が腸癌国側の利

起っているミニ石佃危機が悪化す
益にもなる﹂そういう見方に変わ

必要︒二︑西独は︑プライス・メ

このように産油国の動きをみて
みると薄雲の石油危機と今園のサ

カニズム至上虫義をアダム・スミ

ることを予防するために︑石油市

った関係上︑私はその下のエネル 場の秩序化をサミット諸国聞で穫
ミットとの五奪聞に︑石玉生産に

藥票サミットで臼本が山鴫国だ

極的に行ったということであろ

ってきている︒

ギー轡門象グループの議擬を務め

ス以来の鉄則としており︑欧州に
おいて西独の石油製品価格が一番

化︑危機感を極めて敏感に反映し

れにストップをかけたい︒三︑原

にあがるQそのため欧州中の石油

ているのが︑仏大統領ジスカール

ところで︑こういう状況の変

フランスの政治哲学

関する藍癌国の考え方が著しく変

では︑どのように産油綴の考え

化したということが漂取される︒

う︒

有限資源という認識

た︒エネルギー出門蒙グループと
は︑各国の行政門脈当局における
エネルギー行政の巌圧者が簗まり
方が変わったのだろうか︒

これを典型的に表わしているの

東票サミットのエネルギー問題の

今園の特色の背後には︑石刷生

をつけた

子力開発に

はずみ

デスタンの政治哲学である︒

消費贈大をともなわないような経

ている︒一方︑行政瘤としては︑

り︑これが議会筋に強く反映され

危機から解放されるための鍵であ

無響興
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三
下準備をしたもの︒そういう閣係
が︑サウシアラビアのヤマニ石佃

があるといえよう︒

産に関する薩油国の弩え方の変化

その感源を少し述べたい︒

七三鎌の石癌燈機当騰は︑一軸

認識深めた原子力の役割

仏の哲学に各国が同調

で栗京サミットに参画したので︑

的に魔癌国によるエンバーゴが行
われた︒しかし︑それ以後は︑甕

これまでサミットは︑ランブイ

とあったが︑今回の藁察サミット

その外賃収入で工業化を推進して

佃国は︑繊極的に石趨を生産し︑

エ︑ロンドン︑サンファン︑ボン

魯をもつていた︒

軍備の拡大を図ろうとする強い恵

は︑これまでとはかなり違った特

とい

かれは﹁石油供給のインバラン

石瘤危機

スは︑消費国のみならず産油国に

一九七三隼の
相が発表した﹁世界石油需給の見

八0無は国糊塗標設定という方向

通し﹂である︒これは︑一九八七

いうことを︑サミットの場で再確

向をもっていた︒したがって︑生

を・七九︑八O奪において行うと ソールらが来臼した際に①七九・

産を拡大し︑麺格を維持するため

いう協力をする︑をあげている︒

い︒四︑ヤマニら産油国の穏健派

う大地腿によって︑世界経済は盤

とっても閣題であり︑率いては全

の立場に対し消費と輸入の抑舗と

憾した︒いままでのサミットは︑

ないし八八年ころから構造朗な石

ところが︑蓋を開けてみると︑

った︒

をうちだす︒②欧州をECとい ついては︑中国のことばにあるよ

に︑消磯国側が対抗的な豊麗に出

米は︑㎜︑行政府と議会との間

認するにとどまる︑というものだ

その後片付け的な饒彩が強かっ

入類的な危機である︒したがっ

また・サウジアラビアの生産限

ある︒他方︑現在の経済を維訂し

済成長に切り換えることが必要で

る︒この点に関して︑国際原子力

機関︵IAEA︶は中心的役鴎をる︒これらの技術の開発及び商業

果しうる﹂として︑TM王事故が 化のためには︑多額の公共及び罠

なることを確傑する﹂としてい

われは︑かかる資金が利馬可能と

る︒これは︑われわれ通産雀のよ

間の資金が必要とされよう︒われ

ものではないことを再確認してい

うに予算を獲纒するために戦う立

べき重要性はいささかも低下する

る︒しかし安全性の同上にはもち

起ったからといって原子力の顕す

ろん努力が必要であり︑その点は

霧がここに明記されている︒各国

場からすると︑きわめて璽要な文
IAEAを活用しようというもの

きたいと懸う︒

・〒160円

（限定版）
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大線量黒藻には、なお多くの技術的な問題を抱え
なから、現在これらの計測に関するガイト書は、
はなはた少ない。木書は、斯界の大家たちか、そ
れぞれ学際的な立場から各計測技術について執筆
されたもので、線量計測のテキストとして、また
参考書として謝測技術に役立つ良書てす。

③覇処理用工業二品

二

力

原

蘭矯絵の不均衡がはじまるという

国別輸入藏標の設定という予想も
には①石油危機メジャー陰謀説が

て︑そのうち本当に厳しい冬がや

陶けて︑魑と小春日和が何園か来

に湾え方の相避がある︒世論の中

界についてみると︑石癌危機のこ

原発は明日を担う

ってくるのではないだろうか︒

トにおいて翌隼の葭標を決めれば

同危機管理が必要である﹂とみて

A︶を結成したが︑そ

ろは︑巖大二千万④／臼まで生産

輸入猶大は①中榮に過度に依葎

つけた︒

よい⁝との摂米間の台意をとり

ことを示唆している︒IEAも自て︑薩醸國︑消寝藁双方による共

のとき日工国は﹁これ

することであり※の安金保障が限

いったいどういう経緯で︑こう

しなかった案が出てきた︒

は消蟹園側の対決的な

ていくために最低必要な石独は確

粟奈サミットでは費やされた時

保しなければならない︒

害される︒②米が世界の政槍︑願

いたが︑七七琿の寛通しでは千

そこで︑サミット等の場で︑石

間の約八割がエネルギー問題であ

能力をあげることができるとみて

五︑六百万ゆ／瞬に︑醗近では八

り︑その約八割が国別輸入囲標の

設定に費やされたQエネルギー問

なくなる︒③ドル下落の原困でも
あるとみており︑これらの傾向に

われた︒

題に関して他にもいろいろ話し台

事外交薩でリーダーシップをとれ

機がくるまでに︑代替エネルギー

で︑サミットという外圧を利用し

皐くブレーキをかけだい︒そこ

る︒そうして輿の溜造的な石佃危

の開発︑仏の場合は特に原芋力の

原子力発電に関しては﹁今後数

油節約の共岡体制をとるべきであ

この数掌は︑①千百万疹／山

開発を積極的に行うべきだ︒これ

て議会を抑えようと考えた︒二︑

五琿には︑千蕩万ゆ／日程度とい

勲きである︒よって反

明らかにしていた︒

今國︑国別輸入園丁

かしない②石油鞍覆資源に関し

程魔の懸濁にみあう設備投資し

が︑ジスカールデスタン大統領の

搬の数

を設定したということ

ことを葱出する︒七三

麗カルテルを結成した

て︑しだいに悲観的な覧方が強く

は︑消費国が

隼当聴であれば︑この

である︒

の酋脳が纂まって﹁エネルギー開

大しなければ︑経済成長及び高水

十犀において原子力発醗能力が拡

新技術の開発については︑一番

西独の石油高士格政策を快く思っ

発のための資金は確保する﹂とい

ていない︒カリブ海の石油が︑欧

の間題は多額の資金がいることで

この著え方が︑ストラスブルグ

ある︒サミット蜜認では﹁エネル

基ホ的政策である︒

躍の雇用の達成は困難となろう︒

ギー分野における新しい技術は︑

犀く格渇してしまう一というサ

これは国罠の安国を保陣する条件

なり︑大鵬にしないと予想以上に

でのECサミットにおける﹁国別 州に流れてしまうことを阻止した

の下に行わなければならない︒わ

とられ︑産瘤国から非

い︒三︑産縮写における穏健派の

行動は対決的であると

ウジアラビア政冊の見解から暴出

る︒これは︑他のHC諸国︑特に 立場を補強すべきである︒という

輸入門標﹂の提案となった訳であ

っている︒このことに注目いただ

難をこうむったであろ

されている︒

ヤマニ石油相は︑﹁これが石油

うことは容場に推測で
きる︒

用

γ線・二子線の葛線盤劃定に極めて有思な手引書

原子力の躍進に質献ず

官

天谷

う数字がでてきている︒

対する﹂という立湖を

ン政府の無能力がメジャーを揮え

根強く儲じられている②ワシント

たQそれに 対 し 今 園 は ︑ 来 た る べ る こ と に ︑ き わ め て 灘 戒 的 だ っ

8G年以降は他のEC讃國の合欝か前提）
（仏・屡…独・英・｛琴｝は78牢水華。

そのためには︑消費国側は石山
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原子力婁員鼠︵金子岩三婁員擬︶は十瞑︑﹁原子力開発の纂憲路線における中間炉について扁決定
などと捲歯している︒

爲の決定を行ったことは誠に選濾

冤を全く響職に入れないまま︑塞

縞諭を騨璽せず︑家た︑当欝の愈

で協議していきたい︒

に受けとめるかについて政府部内

四︑嚢省としては︑本件を如何

が見込まれる等の問題薫が捲摘さ

高速増殖炉プラント

黒菱原子燃料株式会社

ヨ菱金属株式会社

三菱商悪株式会社

とするのが︑それ︒そのための初

ト

：三菱電機株式会社

薙度分経蟹として︑外務省から五

十五黛鹿予算七万六千が﹂が要求

麟︒RPDFの本格的な実施に先

一か月間︑アジアの九か国から研

だって︑外務織は︑十月中旬から

出素子の調査を実施したが・いず

れもステンレス製の圧力スイッチ

さらに︑すべてのPW汎を対象

を便絹していることを確認した︒

に・主蒸気逃し弁以外の二次系の

ビン舗御系の風力検出留山につい

給水制御系︑霊蒸気制御系︑ター

また︑BWRについても・PW

Rと岡様に圧力検臨懸子の調査を

甜﹂閻題を璽大視︑詳細調査を行

題薩繍では︑今癬の﹁にせ部

につながった︒PWKの二次冷却謝画している︒

うとともに︑機器の晶質撮舐︑と

くに輸入罷に対する贔麗傑鉦を徹

ヒドラジン申のアンモニアが銅と

化し︑ひび翻れしたものとみられ

了︑盛業運賑爾關の段どり︒降壇

れているが︑九月上旬には全て終

F）WR船舶用原子炉設備

ーアジア地域対象に一⁝i

鼠鳴巌見の鷹上︑潤成造婁員長

れている︒また︑軽水炉の定魑化

原子炉開発の今後の展開をめぐ

子力発電所がいずれも十四日から

は︑八月一︑一一︑三鼠の通産雀に

三菱璽工業株式会社

きし﹁軽水炉を醐入したときのよ

乾燥魚照射計

画緩鶴遡

代理は門われわれは原営力墓本法

そのため︑爽窪々の設計と研究

をはじめ︑露霜狸懸炉の關爽︑核

る内外の如意勢は︑なお多分に流

送蹴開始となった︒ともに︑徐々に

三菱原子力工：業株式会社

○

PWR原子力発電プラント

うな︵欝金技術の海外一辺鋤とい

た︒

う︶失敗の轍は賭巌ない臨と語っ

◇
﹁原子力委員禽

期生を招き︑原研高騎研究所︑食

通産縷は十爲︑

錨総禽研究所などでワークショッ

政暦は︑アジア地域でのアイソ

の淡定は誠に澱藩である﹂旨の略

プを開催する︒外務省では︑近い

解を発嚢したQ通薩翁晃解は次の トープ︑放鷹線利用に醜極的に協

将来︑協力の範勝をアイソト；

力していく考えだ︒アジア諸圏の

て本田︑原争力婁顔会はCA 動物姓たんぱく源として蟹要な乾

プ︑転調線の工学利用の分野に拡

とおり︒

NDU炉の灘入について﹃職極的燥器を放射線照射することにより

H3面に閾遡配瑠

を︑臓本の全額拠出で爽旛しょう

擬期保存させる臨画︵RPDF︶
大したいとしている︒

てきた︒このため原子力餐員金

を単急に推進するとともに︑建設

癒していく考えで︑﹁安全確傑に

澱任を持つ﹂ユーザーに対し︑襲

ている︒

ステンレス製のものに取り慧えら

よびたわみピンの一部異常などが

御棒クラスター案内蕾支持ピンお

いは取替えて︑この日の送電醐始

発兇されたが︑いずれも隆復ある

となった︒

動的であり︑もしも彌勢の変化が

出力を上塗︑九月上旬には全出力
る︒

燃料サイクルの条件は整いっっあ

三菱PW盈原子力発電プラン

な理由を現役簸において兇出すの

二︑代蕎エネルギーの開発が急

は一この豪塞では劉態はさらに

はプルト一一ウムを燃糟として使い

主体︑建設資金等所腰の方策を検

燃料サイクルの確立など早憲に解

大飯一弩機の他の三鰯の霊蒸気

鹸の受け入れ︑据え付け時に厳璽

ば︑基水路線の中開炉としてCA

針︒

逃し弁の圧力スイッチも銅命金製

NDU炉を灘擁することについて

9月上旬には全繊力運転へ
九州鱈力玄海一弩︵出力五十五

つ等の特撰をもっている︒しかし

プルト一一ウム燃料供給の機能をも

あってわが国の原子炉開発路線の
開発懇談会に諮り︑今後における

鋤︑この貝並列となったもの︒

再開4の指示があったのを受け趨

運転
二月二十八日置ら︑倒方一弩が三

雲霞雀から

月十臼から定検入り︒この間︑鮒

安全性と信頼性に定評ある

は難しい﹄との糊断を示した︒

A本件についての判断は︑原 れた︒

還郭雀は︑原子力安盒婁員会か

覇とされ︑とくにその串核となる

らの指示に基づき大飯以外のPW

︸方︑麗段階では醸入の繍極的

エネルギ⁝の安定供給や資源経済

子力政簗固費の問題にとどまらず

し︑その中でhCA翼DU炉を憩入することについての禰極的な理態を麗段階において晃出すのは難

ANDU炉については︑将来︑例
多角化の視点を踏まえつつ進める

な理由が触出し難いとしているC 原子力閣発においても︑多様化︑

るべきであったと蓄える︒

手続きを踏んで︑総説的になされ

ど総合的に検酎︑この繕果︑五月

私署代理の三氏から葱見を聴くな

な影響を及ぼすような各穫の舗約

欝るという特長をもっているの

討することになっているが︑現段

Rについても主蒸気逃し弁自力検

しい﹂旨の判断を示した︒この決定は︑婁鍛長を含む原子力真西全霊の圃愈によるもので︑岡際のう

磁会が闘係方爾の総愈としてまと

べき賄期にあり・ながら︑原峯力強 外交など蠣広い飽度から︑十分な

められた新型動力炉開発懇談金の

えば海水ウラン抽出技術が栓塞化

璽要﹂と強調した︒これに対し︑CANDU炉灘入に液極的姿勢を示している通産省は︑門原子力婁 されるなど︑原子力政策を覧繕さ

軽水炉から高還楢殖炉に移行す

再検討したい︑と述べている︒

る原子力開発の蓋本賂線の戯間炉

である︒

ても調査することにしており︑こ

に暴ついて行動している﹂と麟認

のうち大飯︸︑二号︑伊方一弩︑

混乱する﹂と覇断︑十臼決定文

瀬産鎗が十一脳発表したところ

玄海︸屠に下しては不良最が使罵

初めには同委興会としての結論を

品質保証の徹底へ

によると︑籔該圧力スイッチに用

されていないことが藁座︑奨浜︑

戦略の進め方について︑原子力婁

︵瑚稿重星︶発養の運びとなっ

原子力婁繋金淡篤によると︑旧

輸入品検査さらに厳重に

ステンレス製と表添されていたに

出していた︒

型転換炉は︑プルトニウムを燃料

た︒

審識やカナダの総選挙︑さらには

として使えるため︑轟逮増殖炉爽

しかし︑ちょうど延長麟会での

榮漿サミット開催等の絡みから︑

︵村田蔽座長︶から今無三月に報
働繍が提出されたのを受けて︑科

原子力婁員書は決定の発嚢をのば

ため︑プルドン管の内蘭にひび翻

学技術庁︑通産雀衡源エネルギー

れが発生︑斑力スイッチの誤動作

庁︑外務雀︑動燃甥業団︑電源開

この﹁にせ﹂部錨は米バークデ

高浜に麗しては今後孟春の予定︒

ール歓が製造したもので︑わが國

もかかわらず︑銅禽金製であった

スイッチに嚢示とは異なる外園製

薯故原潤は︑霊山気逃し弁の斑力

では全く競えられないこと︒

であることがわかった︒

してきた︒この間︑細腰外交を前

す眠︑﹃新型転換炉の蘭発はます

主にCANDU炉灘入へ瀬産街燃
が料サイクル上裁効な役捌を粟た

穆機の

発卍巴︑勤気購業運合会の各機関

繍極姿勢を見せるなど︑閲係餐の

﹁にせ部贔﹂が使われていたため

さる七月＋四饅の大飯

の代表および土光敏央経済団体遡

ます網力醜に逸める必駿がある﹄

あったが︑わが国としてはINFで︑篇還女難炉が実用化を懸るま

を設けようとする国際約な透きが

での中闘段階において︑核燃料サ

るわが国としては︑新型転換炉に

決すべき多くの問題が残されてい

原子炉開発の基塞路線における

定は次の通り︒

中閤炉についての原多力婁隅会決

CE︵国際核燃料サイクル騨纐︶

が逐次得られつつあるので︑司能

階においても関係する檎報や資料

◇

と期待される︒

イクルま衡露な二瀬を桑たすもの

加えてCANDU炉を灘署するこ

に検査するよう指源していく方
な分から単急にチェック・アンド

のブルドン簿が使われていたため
断型転換炉は︑もともとわが国

る必要がある︒

とによる蟹盆と入紡の分散は避け

は翼きつつも・上述の爆本路線を
必婆とするわが国の立場を童愛し

・レビューにとりかかるものとす

これら四個のプルドン管はすべて
してナショナル・プロジエクトに

独自の濁想と狡術による皿山炉と

等の覇において︑核不拡敬の鵬翼

一︑原子力藤野会は︑ウラン蟹

用済み燃料を再処理して得られる

つつ関係国の理解を求めていると

源にも乏しいわが国としては︑使

プルトニウムを燃料とする褐遜増

ではワンス・スルー方式により・

の登極曲な理田を現段階において

玄海︑伊方両
すでに商業炉の段階に入り︑その

兇熟すのは難しいと判断せざるを

匹︑CANDU騨は︑カナダ等以上のような諸点を警騰すれ

る︒

︑＝

実胴性が隅く騨緬されており︑し

得ない︒

炉が送電開始
たプルトエウム転換比が旧いので

かもウラン濃縮を必要とせず︑ま

より開発を逸めてきたものである

見駕しが必要とされるような蟹懸

明を覧て︑十

よる特別保安監査︑九団の地元説

陰欝糊

が︑簸近来魍で発生したスリーマ

その反函︑わが圏の環塊や嵐士に

になったときは︑その段階でCA 還転に持ち込み戦列便痛の予定︒

を余鰻なくさ
って︑墓本路線の確立に必要な核 イルアイランド購故の経験からみ

かウラン資漂に乏しいわが國とし

適合させるための孜造が必要なほ

NDU炉を禽め︑あらためて検討 両蓋は今舘に入り︑玄海一弩が
は︑環在その原型炉﹁ふげん﹂が

擬期戦

ても︑安金性を含む譲技術の醐内

ては︑使爾済み燃料の再処理を麟

米国原発の懸鼻絡みで慎竈を期

蓄稜のため慶主筆に技術聡発を進

提としての利用を考えざるを得

三︑動力炉・核燃料関二八重工

順調に運賑されている︒この判型

が開発を濫めてきた新型転換炉
料サイクルに回し︑核拡敵防止の

し建機も
︵男姿六万六千KW︶の震

めることの璽要性が薄認識される

することとしたい︒

万九千KW︶︑四羅力男方薄

ところであり︑この蔽味からも薪

ので経済的負撹が大きくなること

ず︑そのためには再処理騰が多い

中闇炉のあり方につき検酎を行っ

嫌の両炉をとりあげ︑新型動力炉

作用して︑ブルドン管の材賢が劣

系S
の水
処＄
理の
た＄
めに
われている
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用化までの中闇段階において﹃核

臼金象長︑袴沢鷹巳期本原子力産

闘で悪晃の食い逸いが表面化し

いられているブルドン管の秘麟が

部会は︑新型動力炉開発懇談会

冤解を発表した︒

興会決定は誠に適偲である︒CANDU炉問題については政府鄙内でさらに検罰していきたい﹂播の なければならない贈賄がくれぽ︑

して行った﹂と説明︑﹁来スリ⁝マイルアイランド懸故からみても︑安金強を含む自主技術の開発が

ちに内閣総理大臣に報告された︒滴成進原子力婁雲隠代理は配獲麟兇で︑門決定は鷲動懇報鋳に宣節
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業会議会擾︑拝上五郎前原子力婁
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に進める必要があると響える︒

轟
型転換騨の開発はますます精力的

ﾂ

力

日

瓜

ころであり︑国内における濃縮︑

A

殖炉の開発を急ぎ︑軽水炉から高

速増殖嫡に移行することを基本賂

｝

線としてきている︒しかし︑核燃

料サイクルや原子炉開発をめぐる
巖近の悩勢に対癒し︑高速増殖螺
の婁絹化に至る過程において︑さ
らにウラン澱源の節約を睡る兇地
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民譜化のための法制整備と相ま
と謡え︑新型転換蜘とCAND理U

から何らかの新しい動力炉を必要

｝
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原

﹁原発の覇設は凍結﹂
瀬頭醐鞭石炭火力主力へ
ニューヨーク州エネルギー局のジェームズ︒プロッカ・エネルギー委員は七日︑一九九四黛までの
加判年間の無間田力山田を二︒一％に抑えるとともに︑石瘤火力依存を大幅に縮少・原子力発露所の
新規建設は認めず︑その代りに石炭火力発電所の比電を高めるとする﹁ニュ⁝ヨーク州エネルギー・

ント原発二乗︵七四年着工︶は建
州北部地方のサリナ盆地の轡塩閥

マスター・プラン﹂をとりまとめ公表した︒このマスター・プランが州エネルギー計画評議会で承認
されれば法的にも有効になる︒

マスター・プランは石油消費醐

っていく方針で︑うち二酉九十万

KW分はすでに運転している石油
火力を石炭火力に切り換えていく
としているほか︑カナダから年間

PWR導入を決定

リング︵C鴛︶祇︑バブコック＆ 発難所が建設されるとの冤方もで

ウィルコックス社と西独のKWUている・

一

C・G・の箇の建は・・並

WH祉が選択された理由は①葵 のシステム80︵PWR︶の国際継

社の計四社︒

z81年には㎜万Kw建設か

転されている二三︑などがあげら

ス社を中心にCE社などが参加︶

シャム︵RNC翻軌匡ルス・ロイ

たひざもとの国際原子力コンソー

国へのPWRの技術趣入②WH
場歓
売り込みのため昨琿末結成され
計・建設南通︵NPC︶と最終的からの援助③欧来で三十八基が運

れている︒

七月十六日付のファイナソシャ
ル︒タイムズが伝えるところによ

なツメを行ったあと政府にその鷺

ると︑萸中央電力庁︵CEGB︶をとりまとめ提出するもよう︒

を巖終的に決定︑英国の原子炉設

国のコンパッション・エンジニア

に対するNRCの一部隻持撤回を力籍要ピークに達した︒供給力は

初頭にも闘二十万KW級の原子力

分は輸入でカバー︒昨年十二月十

三千九衝万KWだったので︑不一

している︒

PWR転入で検討の対象となっ C冠GBの愈向が政府にすんな に大きな打撃を与えることになっ
は米ウエスチングハウス︵W頁︶
六十〜蕩二十懸KWHを輸入する
社製のPW逸︵撫圧水型炉︶灘入 た炉メーカーはWH社のほか︑米 り認められれば︑皐ければ八一年
た︒
この謙画は今後一建の公聴会に

よう指摘している︒

かけられたあと︑今年中に州エネ

ルギー計画評藝︵sEPB︶も
の暗いものではないことを示唆し

告では運転員などの人的ミスにつ

また︑TMI襲故以前から原発あげているが︑これに蘭し﹁ラ報

で供給力の範囲内だったが︑地域

九臼の需要は三千八颪五十万KW

た︒

れるが︑SEPBは同計画を承認 ウォルスキー理事長はまず﹁O の発痩が停滞していたが︑かなら

いては定説化が難しいことから安

五人のメンバーの判断にゆだねら

するとの兇灘しがつよい︒SEPPEC︵石縮輸出國機構︶は磯曲ずしも囲い見通しばかりではない

率は六〇％になり︑三十基近い大

一︑三十か月以内には設備利用

とし︑その理由としてIl

的にブルターニュで大きな不霊が

末︑原油を段階的に︑最終的に六

〇％傾上げを通告Qこれにより産

型原発が稼働︑立冬千万KWの設 は 人的ミス に響鑑を出したも

業界は石油の節約︑エネルギー研
究︑原子力を禽む代替エネルギー

備容蛾を持つ︒

一︑建設中︑発庄済みの発罵所

の扁と評価している︒

開発の三点に露点を置くことにな

は原発が一番多く一輪三千八頁賜

原発の鯵止命令もショックが大き

電力需給逼迫
で原発に拍車

計画停露制はこういつた事態に

を止めなければならなかった︒

して送霞網の負抵を軽減しょうと

フランスの電力需要は今鋸上期

いうもの︒

の消費璽二千蔚七十億KWHは水

は昨琿上期比九・二五％憩︒昨年

％︑重油焚き火力二四％︑原

力三一︒五％︑石炭焚き火力一一五

・

ニ・五％︑その他︵潮力など︶三

子力一三︒三％︑ガス・タービン

・六％の比率で供給された︒昨年

圏的停鰭が趨こる可能性があり︑

から昨奪十二月十九鐵のような金

入った︵各九十万KW加圧水型

三闘と十九βそれぞれ営業運転に

日︶が送電を開始し︑今薙二月十

︵五月十日︶と三弩︵九月二十一

それを予防するため地域的に順繰

八日︶と五一︵七月三十一日︶が

送電開始し︑冬までに営業運転に

炉︶︒今年はビュジェ四腎︵三月

ずることがないよう空として家鷹

が拡大されるが︑それに続くグラ

移る︒これで三百六＋万KW出力

りに計画停電を実旛することがあ

の主婦に家電と暖酒器の使用を自

スタン烹原子力発電所の一号は来

ブリース︑ダンピエール︑トリカ

原発のリスクを評価

一＝＝＝冊＝鴨＝凹＝＝癖一＝＝＝＝＝＝ニニ一＝＝＝＝コ＝＝＝＝＝＝榊冊＝＝二需冊＝鴨階＝輯＝＝＝一一一＝齢＝

潮＋時・四千九＋万六千KWの電 館中に送霞を始める︒

フランスでは今年一月ナ七田午

かにした︒

糊するよう呼びかけることを明ら

ると予告︑電力羅要が急激に拡大

電力公社︶はこのほど︑電力不還

︻パり松本灘在E鰍回EDF︵仏は原子力発電所二塁ビュジェ各号

仏罵◎F

公平に一時聞ぐらいの停電を実施

また︑醤RCによる三月の五基 追い込まれないよう各地域ごとに

った︸とするとともに﹁東出サミ

＋万KW・これに対し石炭火力で かったとしている︒

動きを踏まえ今後の冤逓しを門事

ウォルスキー理薯長は上半期の
一︑四月に発表したカーター大

く根をはった格好で︑

故をキッカケに原発は社会に大き
原発再起

二〇〇〇無までに総発電鱈力騒の

統領の﹁新エネルギー計圃﹂では

は一傾二千KWQ

ットのコミュニケでも︑事故は大

させるものではない﹂と

きな教訓になったが︑原子力界を
マヒ

している点を強調︑各国政府の原

しかし︑蟹故の影響については

発への期待は高いとしている︒

も八％ちかく︒だが︑こと︑この

一四％を超すインフレ︒失業蕎

ね﹂

だと四十五分︒でも健康にいいし

る︒﹁車なら十五分︑この自転覇

︸

には召六十億KWRになった﹂と子炉の安全性に関する調査研究︶

ここでも︑悲観的な萬と接す
る︒スタンフォード大学航空工学
科教授のラス・ハッカー博士の分
析である︒

﹁束縛されるのを極度にきらう

﹁ゴールデン・ステイト﹂にふさ

カリフォルニアに関するかぎり︑

わしい全来でも有数な豊かな州︒

起こりそれが疲及して合口網全体

全性解析に十分縄み込まれていな

Bのメンバーはプロッカ委員のほ
かパブリック・サービス委員会の

と思っているのです﹂

ロスアンゼルス︑サンフランシ

する門力i・プール・インフォメ

のがアメリカ人︒この畏い習慣は

スコという都会を走るたびに囲に

大きな事故に導いた︒その意味で

い︒しかし︑まさにこの点などが

設が続行されるが︑NRCが今年に皇嗣済み燃料を貯蔵する計画に

のキッカケ

れている︒

全委員会委員長ほか二名で欄成さ

威を憲囲的に︑総発躍設備中四〇

原発再起

謝癬今年上半期の動き語る

TMI事故

越でに石炭火力で九病衣KWを賄

石抽や原子力の代替には九二年

針をとっている︒

ジェリンスキー委員長︑州環麗保

ムスポートズニ号は建設できな

一月初め建設許可を下したジェー 対し︑州は使用許可をださない方

くなる︒

％を占めている現在の石油火力発

ている︒翼体的には七八無現在で

電所の依存を大幅に縮小するとし

プロッカ︐委員は︑原発凍結狸

力のコストの方が原発のコストよ

約八千九酉万疹の石油が使用され

り安い﹂と携摘︑記看会兇ではコ

磁を﹁州や敷府の環境塁準を満た

さらに︑﹁原発の新規建設は禁

スト威望以外にも﹁キャレー州知

たが九照年には三千六百万疹に削

止する﹂となっていることからこ

事と岡様︑原発は公衆に受け入れ

すため脱硫漿置を設置した石炭火

のプランが認められればニューヨ

減するとしている︒

ークでは少なくとも今後十五年間

を指摘している︒

﹁蜜故があった三月二十八日を境 三六％を原発で賄うllなどの点 のはじまり﹂と総括している︒
に原発の発電電力騒は大幅にダウ

させるものではな

界を

マヒ

米原子力産業会議︵AIF︶のたが︑そのなかで﹁薯故は原子力
カ；ル・ウォルスキー理事長はこ

ン︒来命内で三月の発電電力騒が

﹁とくに廃棄物処分が問題扁との

い︒原発の設備容騒は蕪十か月後

られていない﹂とするとともに

には八千万KWに達する﹂などと 七薫八十懸KWHであったが五月としては︑ラスムッセン報笛︵原

．
のほどスリーマイルアイランド原

指摘︑今後の見通しがかならずし

る︒

発事故問題を中心とする今年上半

つした︒

そのなかで感じとったことはi

﹁たしかに︑いま︑何かがカリ

ベイ・エリアのフリーウエイ︵高

ーション﹂という大看板︒とくに

全米の

だからといっ

フォルニア人の心の中に動いてい

て︑そう簡単には変えられません

ともいわれる爾カ

よ︒車は︑アメリカ人の足である

再呈

たたないうちに︑この大きな文字

詠道路︶を走っていると︑五分と

リフォルニアの農産物Q高度なテ
︒

と男時に︑自分の

クニカル︒エリアをもつベイ︒エ

でも

いくら︑逓勤万向が同じで︑住む

リアとロスアンゼルス︒麗かな原

波︒

求めて︑今日も流入する人口の津

フォルニア︒その璽かな土地を

しい試みには一定の評価を加える

もできないし︑懸り道も・﹂と新

生林と水資源に恵まれた北部カリ

が屋に入ってくる︒文字どおり︑

はね︒オーバー︒ワーク︵残業︶

相乗りを奨励するもの︒二年前︑

きも帰りも簗舎営間を制限されて

場所も一緒といったところで︑行

城

まだ定まらぬ︑得体のしれぬ〃何

売りおしみしやがっ

だが押し寄せるエネ危⁝機

まだ定まらぬ行方

かだ︒

〃エネルギー危機

る﹂ということだ︒だが︑それは

⁝⁝O

TMI事故以外の大きな出来事

期の原子力界の動きについて語っ

讐えを示した︒

廃棄物についてはさらに︑連邦

これによりすでに八○％近く完

政府が計画しているニューヨーク

といわれる

出しにして︑重層をつり上げた︑

無蒼工︶とナイン・マイル・ポイ

アメリカ的

カリ多ル蚤ア・り禦−恥
全米五十州のなかで︑もっとも
カリフォルニア︒七六年六月八日の原発イニシアティブの住
民投票︑七七鉱の住民の納税撞盃闘争など︑カリフォルニア
を端として全来に波及した問題は数知れない︒エネルギー聞
題も︑この例にもれない︒カリフォルニアで起こったガソリ
ン・パニックは藁部に飛び火︑全来社会を根底からゆり動か

す大きな社会間題となった︒このように︑さまざまな恵味
で︑カリフォルニアの動向は︑全米社会の縮図として︑よく
引用されるが︑本紙の飯高季雄記者は︑七月十八日から八月
一日までの二週間︑カリフォルニアに留まる機会を得た︒以
下は︑飯高記蓄の体験を通してみたカリフォルニア・リポー

﹁クソ！

て﹂とガス・ステーションで文旬

って︑エネルギー閥題は︑各個人

四日︑三年間に及ぶ蔓立研究を踏

報によると︑西独研究技術省は十

闘本原争力産業会議に入った情

とりまとめられた﹁原子炉安金性

米国でラスムッセン教授を中心に

周研究報告の内容は︑七五軍に

ラスムッセン報告と類似
の生値レベルや社会的地位︑宗教

独

などが︑幾重にも︑襖越にからみ

このような州に怪む人びとにと

﹁一ガロンードル時代︒ウイ﹂

乏き畠されているもよう︒

研究報告﹂とほぼ類似した結果が

べる︒

が︑その定着には多い覧通しを述

と茶目けたっぷりに両手を大きく

公衆に及ぼす社会的リスクに関す

まえた報告﹁原子力士魑所が一般

ていたときは︑ほとんど国にする

認蓄がこのペイ︒エリアですごし

ことがなかったが︑この光駕を直

あって映し出される﹁ブラック・

サイプレス大学社会学のニコラ

をいう若者︒

視するにつけ︑ひしひしとおしよ

ひろげて落胆のポーズをとるハッ

る︒

ボックス﹂的な役謹を演じてい

め︑動きまわった︒ロングビーチ

人宅に泊まり︑精力的に愈見を求

心とするペイ・エリアQ

フランシスコやオークランドを申

ゴ市︑北は全米第二の大都市ロス

﹁石油がなくなるなんて︑たい

せるエネルギー危機は︑このこ無

関脇に置いてある自転車にまたが

カー氏︒﹁ボクはいまこれ﹂と玄

二週間という短い取材曝程であ

ていの人は儒じていません︒今回

物語る︒

蓋で︑加速慶的に高まったことを

ス︒ポリツ教授はいう︒

のガス欠騒ぎだって︑多くの人は

アンゼルス︑そして北上してサン

石癌会歓が︑在編があるのに︑小

ったが︑わたしは︑つとめて︑友

その避として︑わたしは︑牽を

る研究﹂をとりまとめ公翻した︒

利用した︒二週闇の走宿距離は千

トである︒

六頁塀︵約二千五鶯六十詩︶にた

成しているショーハム原発︵七三

原発の建設は凍結されることにな

@麟

甫を起点に︑南はカリフォルニア
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施設周辺への影響をできる盗り低くするこ
とに努力しています。この魑標魑として原
子力発電所周辺では、原子力委員会の指針
により5ミリ レム／年が示されておりま
す。このようにわすかな放射線量をMAR−

／
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西
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O

聞

脚圃−斌応にも焦点
小破 断 L O C A 時 実 験 へ

中心で行われる狭域予測システム
とさらに広域の予測を行うことを

再処理研究施

設などを受注
石播︑聡億円で動燃から

今園受注した樗処理研究施設で

の設計︑製作︑据付け︑試運転︑

隼八月︒岡社では︑この研究施設

薬二二︶は十闘臼︑動力炉︒核燃

設では︑高レベル放射性廃液を処

一方︑高レベル麗深処理研饗施

処理試験施設を建設・稼働させた

六十無代前半には︑高速炉燃料薄

設での研究成榮をベースに︑昭和

動燃輪業団としては︑これら施

調整を行う予定︒

は︑軽水炉に毘齢して燃焼度が高
く︑また親成も異なる新型の燃料
に適禽した薄処理技術の確立をは

料開発事藁醸から︑新型炉燃料の

では︑六十年曾の建設が予定され

い警え︒また・高レベル廃液処理

反映したいとしている︒

核物理研究用に利用されてきたた

前提として推進し︑核燃料サイク

ベビー・サイ

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

想労し︑これに必要な調査研究を
行う必要がある﹂と指摘︑さらに

形︑人口分布などのデータを調蔑

理するため︑ガラス愚策処理技術

かるための研究を行う︒

するとともに︑それらのデータを

再処理技術およひ高レベル放射性

の確立をめざして種々の研究開発

石川騒播磨璽工業︵社長・蛋方

めてその予瀾を行って防災対策の

把握するとともに︑さらに一歩進

いつでも提供できるようにするた

廃液の処理技術に関する研究開発

を行うことになっている︒

会内に超党派のエネルギー特別婁

で︑擬作にも高慶の技術を璽求さ

め︑そのイメージも極めて大規横

に近い条件での実施の検討が必

が理化学研究所の開

こうしたなかで︑

⁝

＼

＼ノ

㈱岡部製作所無毒驚鼎瑠曲ll

﹁同時にこれらの解析に必要な地

立案に資することが必要とされて
めのデータバンクシステムについ

た︒受注金額は約四十三総藻︒

を行う施設を受注した︑と発表し

ているガラス懸垂異註プラントに

いる﹂と摺摘︑このため環塊放射

を行う必要がある﹂としている︒

てもその機能等について調査研究

両施設とも︑納期は昭和五十五

放射能予期手法などの調蛮研究を

能︑放射線の迅逮計測技術・環境

籍﹂も﹁ヒト翻身について放鮒線

越し︑舗給兇慰し︑価格課題︑立地

員会またはエネルギー懇談会を設

サイクロトロンはこれ族で蛍に

の適伝的影響の鋭敏な指標である

ため︑従来︑通常病院内へのサイ

れるものと毯えられてきたQこの

このほか︑今園︑﹁原子力施設

究対象となった﹁核燃料施設に関

染魯体異常を用いた疫学鮒研究を

て検討を行うべきだとしている︒

問題を慰めた国内外の政策につい

強力に推進する必要がある︑との

する研究﹂では﹁核燃料施設の安

行う必要性は極めて窩い隔﹁内部

原予力山金委員会の原子力施設等安全研究騨門部会と環境放酎能安全研究気門部金はこのほどそれ

全性評価では臨界安全性︑遮蔽安

被曝蟹故晴の対策については肺洗

これがサイクロトロンの一般踵学

クロトロン設躍も不賢能とされ︑

ての命愈形成が不斑欠﹂と捲摘︑國

防災対策の立案には各立地周辺の

金性などの評価が極めて璽嚢であ

また︑原子力開発については﹁安

また門環境放射能安全研究薙次慰

射控物質の拡散状熊と周辺陽型の

地形と現実の気象条件のもとで放

り︑このような騨価の嚢付けとな

養︑環鏡と地城鷹民の理解網得を

等安全研究年次計画﹂で新たに研

に対応︑昭和五十一年に旧原子力婁員会が策定した安全研究年次墨画の晃製しを行い︑向こう一葎閣

ぞれ昭和五十四︑五銀度の安全研究葎次誹画をとりまとめた︒？MI原発瑠故をはじめとする胆嚢勢

被懸線騒を迅逸に予測することが

ない方法も中型動物を使ってヒト

浄・孚術的摘出などの薬物によら

と︑﹁とくに︑現在計醐されてい

ついて前向きの解決策を講じる必

ル︑自主技術叢話︑人材健脚などに

というこれまでの常識を打ち破

翻

艶

構掌

◎カタロク及ひ資利連絡頂き次第お跨り致します。

考え方を打ち出している︒これは

の研究のあり方を明らかにしたもの︒それによると︑τMI原発襲故閣連対策として︑原子力施設等

必要となるため︑わが国の原発郷

ていく必要がある﹂と・述べたあ

る各種実読的データの薔横を図っ

時流の実験︑解析を進めるとともに入墨的な誤漫作防

止対策研究を進める必要がある﹂と指摘︑また︑環境放射能安全研究妬次計画でも﹁防災対策に蘭運

安金研究年次計画では﹁小破断﹂OCA時の㎝

拡敬モデル︑気象観測システムを
開発︑これにもとづいて広続囲の

ている︒

要﹂⁝⁝などの考え方を打ち出し

利用への普及を妨げてきた︒

地地域周辺の地形を豊楽に入れた

して環境放射能︑放射線の迅遠な計測技術などの調査研究を強力に推進する必要がある﹂などとした

研究を進めるとともに小破断LO きるようにし︑誤操作による嚢故

る大型薄処理施設の安金性評価の

考え方を打ち出している︒

このうち︑﹁原子力施設等費全

ためには今後︑体系的な試験研究

クロトロン

曝線騒を把握しようとするもの︒

によって超小型化に成功したこと

発した放射線團6遮蔽機構の応罵

関連税の抜本的冤恥しを行うこと

は﹁サイクロトロンは大研究所で﹂

強力な施策が必要だ漏と指摘︑と

ンを結びつけるうえで大きな役劇

綴以下で十

分︒また︑簗中窃動化コントロール

ためにルーム正理は

漏洩放射線に対する蜜金性が高い

ムスペースはわずか二十平方桝で

ベビー・サイクロトロンのルー

を粟たすものと期待されている︒

り︑一般臨瞭診断とサイクロトロ

負心的には門エネルギー政策に

設を闘わないよう要盟している︒
ルギー政策の重要性について﹁国

は中・長期的な視点にたった当颪

と

いう名のRI生一身超小型サイク

ベビー・サイクロト潔ン

理研と話本製鋼筋

超小型サイク
ロトロン開発

が先決﹂とし︑安易な冒的税の翻

際的にも墨摺要田題として取り上

の施策とこれに対する圏民の理解

急務だと強調している︒

研究年次計画﹂もTMI甥故関連に構成する政策推進労継会議はこ

げられ︑磁的な制約に加え︑額格

と協力が必要﹂と黒蟻きしたあと

くに代轡エネルギーの開発促進が

税については﹁既存のエネルギー

要がある﹂と掴摘︑さらに親旧検

放射性物質の分布とそれによる被

エネルギー対策で要望

討されているエネルギー転換促進

める﹂と指摘︑さらに7MI事故計画はこの研究について﹁運転箇

政策推進
労組会職

﹁国会に特別委新設を﹂

の鑑進が必要とされる﹂と指摘︒

CA時の二回流の実験と解析を進 の発生を防止しようとするものQ

摘︑一刻も攣く研究に魎手する必

この点について計薩は﹁各サイト

に新たに﹁核燃料施設﹂と﹁核燃
理と切り離せない問題であり︑璽

謬嚇しながら︑學急に実施する方
要があると強調している︒

的な視野から悔勢分析にもとつく

研究無次計画﹂は︑今圓研究対象

力とメーカーが中心となって研究

で問題となった流囎停滞階の炉心

TMI原発塞故に関連した安全研冷却機能に関する研究についても

料輸送容露漏が追加されたほか︑

向で検討する﹂との著え方を打ち

﹁諸外国の関連研究計短の動きを を澱めることが効心的だ㎞と指

が特色︒それによると︑まず焦点

出している︒

究の大幅な充実の図られているの

となる﹁冷却材喪失聖故に関する
一方︑環境放射能安全研究騨門

研究﹂では﹁現行の安全余裕慶を

のほど﹁昭租五十照︑五年度政策

的にも経済におよぼす追贈は大き

民閣二十一単産︑一組織を中心

な誤操雀防止対策﹂も翌点の一
研究の璽要性に書及し﹁この事故

・制度要求と提耐薦をとりまとめ

また︑TM1関係では﹁人為鮒部会のまとめた門環擁放財能胴金

踏まえた璽 象 に つ い て も 研 究 を 実
つ︒これは醗騨機プログラムシス
を契機に防災対策に対する國残的

いものがある﹂と述べたあと﹁こ

デスクの採爾により︑これまで数

優彰

一膨

工〜1【｝卜

定羅化するとともにTM王瑠故を

施して軽水 炉 の 安 全 性 の 向 上 に 資
テム︑監視ディスプレイ方式など

関係省庁に要事した︒

ロトロン一饗機が︑藁東の国立療

た擬作も一人でできる︒さらに︑

人の専門オペレーターが必要だっ

インタ1ロックも完備し︑高い安

全性を確保できるという︒

職員を募集︵一含A︶

？︑

㌶；

耀控

（貸本陰気硝子製）

覧㌔

し、｛を

業
産

力
することが 璽 要 だ し と 述 べ た あ と
上覆が高まっていることから劉故

略を超えたエネルギー政策につい

養蕨中野病院に設躍され︑試運転
中︒理化学研究所と賑本製鋼藤の

もので︑逓常紡院内への設躍を一

技術陣が五庫がかりで完成させた

能とする麺期的なサイクロトロ
ン︒大きさはわずか蕩さ∵五綴︑

課目丁六綴︑璽さ十三ナで︑正

IAEAは次の硬韻により職員

を騨離している︒

確な診断に不可欠なC11︑N鴛︑0

▽保陣搭躍周・開発技術擾四部

一級職爵一名▽技術業務局︒原子

▽研究およびアイソトープ局・生

動力および原子炉部一級職員一名

一瞬︑一級職餐二名▽技

▽保隔描躍局・開発技術援助部

所一級職員〜名

㎝名︑モナコ国際海洋放射能研究

物科学部一級職翼一名︑二級職員

馬︑F18などの短寿命のポジトロ
ン核欄RIを手軽に生産できる︒
鐸︑

ク

術業務局原子勤力および原芋炉部

上級職員

上級職騒一猿︑二級職員一名▽研

究およびアイソトープ局・生物科

詳細は原産・企画整まで︒

学部一級職員一名

、騒

溝本璽気硝子㈱総代理店

IlqT

○ホノトラボ
○ターヒン蓋覗き窓
○その他

一

○クローBOX逆へい用

○放射線廃薬物貯蔵庫
○放射牲廃当物達搬用フォークリフト
○サンプリングフード

鰍喚舶啓帥軸Ψレ備警

○放：射佐二十物トラム詰室

ヒ

﹁そのために国政レベルで党利党

貝体的には﹁﹂OCAの総合実の研究を進めることによって運転

のため国際協調を潮嵐とした山崩

プ︑放劇線の工業利用分野での協

このうち﹁要求と提講﹂はエネ

郷の周辺住民の被曝線騒を迅速に

術利用計画﹂が予定されている︒

4萎4一多742ラン
エンテーションを行ったのち︑賑

ョップを一〜二圃︑醸本で開催し

あえず来無はそのためのワークシ

選三万六千避︒日本はこれらを金

極的な援助は︑アジア諸国との友

ーン7ーン！ 萎 ノ

員がプラント状態を驚確に把握で

験︑スプレイ冷却︑再冠水などの

一多ノーン
一面所報の通り︑政閥は︑当薗放

今掌中に予定されている主なR

が中心となって進める︒

力盾動を推進したい愈商で︑とり
総倉研究所︑東海区水産研究所︑

これは来奪痩からオーストラリア

七二六千が︑五十六および五十七

験所で実地研修︑さらに焼津や沼

国立予防衛生研究駈︑国立衛生試

本原子力研究所高崎研究所︑食贔

関でのわが濁の活動墓盤の拡大︑

これらの拠出金は︑加盟國の各研

無廣にそれぞれ八万が拠出する︒

額負担する愈向で︑五十五夢魔に
好関係の促進︑IAEA等国際機

ひいては将来の原子力関運闇闇の

の協力単動を繍極的に躍進するこ

奪

災隻

核燃料サイクル騨価︵INFC
灘

﹁魚・魚製品照射保存計画﹂︵R 器︑コバルト60照財施設も含めた

︒小型軽麗で擬作も簡単︑臨

ベビー・サイクトロ

写翼巨理研と日本製鋼所が開発
ン

に成功した

と期待されている︒

床診断に大きな役罰を果たすもの

ψ

＼ウ

射線利用技術分野に隈ってだが︑

圏発途上国 の 原 子 力 関 連 技 術 習 得

輸出無難確保への布石等の観点か

CA関運活動としては︑外務霧に たいとしている︒

に横極的に協力する方針を打ち出

過宏二十隼間︑わが国の原子力
よるアジア地域実態調蔵団の派遜

︵九月二日から二週聞︶と︑IA平和利用は欧米一辺倒であった

の東京開催︵＋月＋五日〜十九

とになった︒原子力平物利用にお

﹁RCAハイレベル聯門家会含扁いう地道な分野で︑アジア地域へ

RCA加盟国がアジア地域の霊EAとRCA加盟隈代表によがる
︑ここにきてRI放射線利用と

場や冷凍施設も蜀浴する予定︒

究三三 が R P D F の 研 究 経 費 と し
津の乾燥魚施設︑東京築地の魚類
て使処する︒そして︑三年聞の研

いるRCAプロジェクトは︑昨年究において大きな成集をあげた研

わが国が貝体的に援助を弩えて

らも極めて璽要とみられている︒

した︒

わが国が ︑ 璽 南 ア ジ ア と の 原 子

力協力に乗り出すことになったの

は昨年八月 ︑ 国 際 原 子 力 機 関 ︵ I

AEA︶の門アジア原子力研究開秋王AEAが提案した﹁乾燥魚照

研修生受け入れへ

発地域協力協定﹂︵RCA︶に加射擦存計圃﹂︵RPDF︶︒魚は

賃︶がある︒ハイレベル轡門家会

たIAEAにも十分な璽皿的余裕
共同研究訓練センターを設躍する

として開発途上国であるため︑ま

EAにおける開発途上国の発露権

舎では︑RCA濡動全般のレどユける繭北問題︑また︑鍛近のIA

究機関を選び︑さらに実期化に向

輕悪難放射線利用中心に

十分な冷凍施設がなく︑しかも高

けての研究を進めることにしてい

く源として璽嚢視されているが︑

盟したのがきっかけ︒RCAは加RCA加盟国では︑動物性たんぱ
盟国間のアイソトープ︑放射線利
用を中心とする原子力科学技術に

の三〇％が腐敗するといわれてい

温多湿であるため︑捕獲される魚

ーと今後の方向づけについて議論

関する研究︑開発︑馴練の推進と

E︶等の多数国間協議の鵬におけ

る︒RPDFプロジェクトの匿的る︒

は︑餐期的に非常に璽要とみられ

がなかったため︑これまでRCA構想も取りあげられる予定︒また

発足したもので︑現筏撫盟圏は︑

は︑この損失をアイソトープ︑放

して︑外務街は︑十月十五臼から

総国
量訓練センタ⁝の設圏を提案し
PF︶のみ︒このRPFとわが

る︒

る開発途上国の役割などからみて

日本︑オーストラリア︑韓国︑フ

射線の利用によって鍛小眼にし︑

や一月十五日までの一か月闇︑ア

が援助することにしているRPDているという︒

RP D F の 予 備 的 な ス タ ー ト と
活動として完全に実施されたのは

ィリピン︑インドネシア︑マレ⁝

乾燥魚の形のまま勤物性たんぱく

ジアの九か国から十七犠をわが国

外務省ではRPDFを先鞭とし
﹁地下水研究への低レベル謙測技 て︑五十六奪ころからアイソト⁝

F以外には︑水資源探査のための

も︑わが国のRCA響動の展開

シア︑インド︑タイ︑シンガポー

源を確難しようというもの︒

る︒まず︑外務省で全般的なオリ

RPDFの所要経躍は︑I
E︑ワークショップを開催す
にA
招き

RCA活動に対するわが国の繍Aの誠箪によると︑三年計画で二

ングラデシュの十二か國︒

ル︑スリランカ︑パキスタン︑バ

バングラデシュは︑原子炉︑加速

される︒アジア地域にRI利用の の掴大︑とくに現在進行申の国際

協力を苗的として︑一九七二鎌に

〈政府〉

断1衡

放射線廃棄物ドラム詰塞覗窓

放射線廃棄物貯蔵嫌覗窓
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ウラン開発政策の緩和に乗り出すなど明るい兜通しが得られつつあるのも蟹実︒いま嶺界のウラン

ピーターセン首相は最近︑ウラン

ス・レターカら

UCの工篇

：3●

一

りが可能なばかりか︑魅力的なも

の点にふれて︑調董結累は抗内掘

が︑いかに毫蒙であるかについて

原子力発電計鷹を円滑化すること

と驚潔した︒また︑西独における

深刻な麟遣危機に陥るであろう︑

子力の安全手続きを冤称すため︑

提唱西独のシュミット首相は原

の安全手続きで国際会議の開通を

▽シュミット西独葭相︑原子刀

および技術的な耀由から廃棄する

は政治的︑経済的︑社会的︑人的

ーに答えて︑イランの原子力計醐

ことになろう︑と述べた︒新しい

った︑と述べている︒

のですらあることがあきらかとな

援助を希望してはいない︒サハビ

イスラム共和国ではもはや外国の

たちは原子力発電所を運転し傑寵

実父長によると︑イランの技術暫

国際会議を開催すべきである︑と

亡妻に関連して︑シュミット酋相

VD鶯Wの統計数煩によると︑ 提唱している︒同圏際会議の開催

強調した︒

は門西側諸国と粟側諸国を問わ

オーストラリアと米

▽来国との闇で原子力保陣三園

閃独における〜九七八年の電力消

ず︑原華力を排除できる国は存在

協定に署磁
国の醐国政府は七月越臼︑原剛力

月からゴ一月

することができなくなるかもしれ

を認録したが︑今年

費騒は︑前年比で四・七％の増加

ない︒

り︑両国間のウラン取引きに遵が

しないであろう︒十分な魔のエネ

保障描躍協定に署名︑これによ

までの溝費実繍は前年郭勤と比較

﹁ウラン鉱石の輸鐵ガイドライ
開かれることになった︒オ⁝スト

○％︑五〇％の工璽を終えている

二＋万KWの原子炉二墓が各々八

ペルシャ湾津のブシェ！では蔚

ンおよびオ〜ストラリア国内窯業

ルギー供給を確保することは︑華

る﹂と述べた︒

和を維持するための必須要素であ

において︑こんこ益々多くの石炭

ペック会長はさらに︑庫次大会

して九・一％もの堰撫を示した︒

で︑この種の協定に竃摂している︒

ド︑フィリピンおよび韓國との闇

ラリア政府はすでに︑フィンラン

は︑ウラン農縮工場の見適しをあ

＝層・曜．︐＝

萎黄の新しい︑かっ現実的な政策

における外国の出資持分に関する

した︒

濃縮三期について次のように発言

︷を駐譲擁鑛肪鑓蓬縫誹賀D 載
︷

．○﹁印；；曹e3e・

る︒

る謡の決定がすでに伝えられてい

社には︑同発納所の建設を放幽す

ある西独クラフトベルクユニオン

が︑これに関し原子炉メーカーで

一方︑欧州共岡市場委員会は︑

▽六月に発耀したカナダの進歩

︿カナダ﹀

かるいものにしている駄︒クイ：

ばならない︑と述べた︒西独では

ガス化・液化設備を開発しなけれ

子力委員会の手によって開発され

発電用⁝次エネルギー源に占める

傑守党政膚は国内醸子力産業に関

英国がオーストラリアとの閣で︑

する公聴会を実施する予定であ

類似した協定に署名することに岡

る︒新政府は従来の原子力許認可

ンズランドが蕎望な地点である狸

石炭︵褐炭および歴膏炭︶の比率

立法を修正して︑あらゆる新規の

由として︑嗣州首鼠は高岳位ウラ

のうち五五％をまかなった︒

は罵く︑一九七八年の発電電力騒

たもので︑奪産三千ジのイエロー

輸出再開にとって必要︑と判断

ケーキ生産は︸九八﹁奪に開始さ

し・これまで憂国間の保隔描腰協

愈している︒同委員会はウランの

れる予定︒

適嶺な輸送癒設と騒騒み施設の存

ン鉱と石炭資源の賦存に加えて︑
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外資規綱の緩和決定
講甥新規鉱山開発︑続々
在をあげている︒

︿その他V

▽イエリリー鉱山蘭発ウエス

▽原子力への依存を強めるOE

タン鉱山書社が繭オーストラリア

CD加盟諸国

種々のウラン鉱石を開発するた

を開くとともに︑定期的に関連

原子力閲運設備計画に公聴会の道

︿オース ト ラ リ ア ﹀

しかし︑大気汚染防止法を満建

ジャビルカ鉱山において︑抗心掘

は同社が北部雌州に保蓋している

九〇年代までに十分な発電設鯖が

発詣し︑一九八○駕代および一九

と峯鯛＝ニ＝こ凄＝＝一山二一＝堂堂訟㌶賭＝一一＝一＝︸と＝＝峯臨こ隔二＝一一＝＝＝＝＝＝離一嵩篭陶こ聯嵩潔

られている︒

し二膨引き上げることになるとみ

ルとなり︑発電単三を∵五ない

EW︶のペック会長は隼次大会で 鵬舎︑その建設躍は八千五衝万ド

当時に明文化されたものである︒

が麟票図的として分類されていた

よると︑石炭の比率は︑現在と同

て︑大幅な憩大となる︒岡調査に

さいきん公表され
させるためには︑撲煙脱硫装躍を

り方法を採用することになる模様

運開できないならば︑徴界経済は

ている︒

定に反対していた異議を取り下げ

まず︑カルガリー付近で︑設議

である︒同社のグレー会畏は︑こ

投入しなければならない︒そうす

て︑代薔エネルギー産業に費金を

は﹁英国は北海産の石油を濡評し

訪問して帰国したサッチャ⁝首相

子力発電によってまかないたい︑

〇琿までに罐力霧嚢の五〇％を原

進ずる謝睡であるσ東独はこ〇〇

と︑東独は原子力誹画を惣速に握

レポートが報じるところによる

の再処理グループ参加国は各々︑

讃業萸国︑フランスおよび西独

％に減ることになるだろう︒

が︑石油は現在の一九％から

じ三七％を維持することになろう

一九七八奪の実纒八％と比較し

力発霰でまかなうことになろう︒

ることによって︑英国は石癌が桔

との希鰹をもっている︒

︿ルーマニア﹀

等式ゾの高燃焼度酸化燃料を再処

▽西欧主要国の核燃料サイクル

○

渇した場合でも︑霊界にあって利
益を生み出すことができるでしょ

七七こ勇

ロセッサーズ社の社揮ジョン・ヒ

理している︒ユナイテッド︒リプ

五〇・七％

▽米国猿子力産業界︑原子力運

▽五月一日号の﹃アプライド・

石製

までに発電鱈力墨の三四％を原子

﹁オーストラリアに外資が投下

と工程に罪する情報を響るために

規制を緩和

▽北部壁掛のジャビルカウラン

たOECDの調査結栗によると︑

鉱山は抗内掘りで漸近・見白し

敗報を公開するものとみられてい

発がこのほど︑運邦政府に承認さ
︿西独﹀

OECD加盟諸国は︑二〇〇〇年

州イエリリーですすめるウラン開

作業が完了した環擁講義による

▽繭独霞気嬰業者遡△口早︵VD 力七十万KWの石災火力発電所の る︒現行法は︑原子刀エネルギー

ドルの資本投下が必要であろう︒
れた︒これにより︑建設蓉工に道
と︑パンコンチネンタル鉱山会社

されれば︑それは国内資本を増や

冶金研究設備を建設し︑その後︑

開発は︑一一段随にわかれてすす

めには︑約二十億オ⁝ストラリア

また︑グレー会長は︑外資の役劃
が開かれたことになる︒

ハワード藏椙があき

らかにしたところによると︑遡邦

る︒

について︑次のように述べてい

▽遡邦政 府 ︑ ウ ラ ン 事 業 の 外 資

政冊は︑ウランプロジェクトに対

酸低七五％に義務づける︑という

し︑オーストラリアの経済全体に

取り付けなければならず︑躍気出

するオーストラリア資本の比率を

政策を緩 和 す る 発 表 を 行 っ た ︒

璽要な効果をもたらすことになろ

められる予定︒

この結果︑編ムロによっては︑五〇

高まる原発への依存
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％の持分であっても探鉱許可が出

嬉した施設を建設する計醸であ

イエリリ〜で採鉱︑綱錬および關

鉱
ウエスタン鉱山会社の会長パル

︿米国﹀

▽二つのウラン鉱山が正式に開

う﹂

山会社の孚によって開発されてき
ポ氏は︑第一段階の入札熱讃が・

▽※原子力産業余議の原子力発

当初︑一 九 七 六 年 に 定 め ら れ た

されることになった︒

ウラン竈業への外澱規綱は︑新規

たナバレク︒ウランプロジェクト
まもなく提出されるものと毒えて

る︒

ウランプロジェクトに隣するオー

で六月八臼︑正践に採鉱が開始

ナバレクHクインズランド鉱

ストラリア資本の所有・支配比率

された︒﹁北部領土評議会︵N﹂ いる︒計画生麓能力は︑イ脳髄⁝

⑪匿CDも積極開発へ

のであった︒

を七五％とするよう義務づけるも

アトミクス﹄誌によると︑カナダ

ケ⁝キで奪産直OO沙になる冤 躍と化石燃料火力熟思の経済性毘

焼慶三万MWD／tの酸化燃料頁

う扁︒岡首絹は︑一九八五奪まで

C︶﹂のユナピング議畏と︑田本の

ーマニアは周こう二十年間に︑十

転烈練研究萌の輔翼を検討※国

ハワード 藏 相 に よ る と ﹁ 新 し い

の原子力産業界は門原子膜質転訓

練研究所﹂の設圏を検討してい
︵AIF︶が実施した米国躍気襲

栗票サミット出席後︑痛懲の途

ールスルーエの研究施設において

ればならないでしょう︒・私は太

エスチングハウス社から提出され

▽米国原子力規制委員会は︑ウ

︿台湾V

炉燃料五再二十八横荷︵三重の燃

原子炉こ十二基から使用済み軽水

は一九七三卑以降︑欧州八か国の

総発醒蟹に占める燃料覆の比率

とです﹂

模な原子力を撮延する︑というこ

めの串請も誹可した︒

子炉向け再袋荷燃料を輸出するた

万がを上まわった︒その他︑田本

渠︑一九七八鶴の収益は五函四十

員会はさらに︑既設のGE枇製原 によって輸送されている︒その締

めていた︒

設備利用率

七六︒六％

磯間稼働率

ンにあるフランスの原子力施設を

ったが︑ローヌ蚊谷のトリカスタ

ルド・トリビュ〜ン﹄紙の簸近の

▽﹃インターナショナル︒ヘラ

︿東独﹀

▽イラン原子力委員会のサハビ

︿イラン﹀

路︑欧州の再処理工場に輸送され

からは使用済み軽水炉燃料が海

委員擾はAP通夏至のインタビュ ている︒

％七七︒八％

五五・

六八％

運転実繍

原子力

振込

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

悪難

餅難．
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聞

業
産

力

原

次褒は米原子力産業象議

る︒岡研究所は原子炉に関する遡

とルーマニア両国は四更のCANル卿によると︑フランスはラ・ア

通し︒

行の運転状況全般を見濃し︑遡転

に原子力発電によって電力の五〇

躍早雪社こ社︵四国電力と九州霞

業者の原子力発電所ならびに化石

％をまかなおうとするフランスの

力︶の代表蕎が鍬入れを行ったQナ

燃糊火力発鷺所に慰する〜九七八

単調竃

ガイドラインは︑オーストラリア
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の調蓋にあたる︒

・還絡や︑応懲描腰濡動く放射能

やダストサンプで窒間線璽薬や壁

キャスクの表齎の放射能も測定︒

ちに葬常磐態躍醤が重爆︑葬常鋳

策本腹擬をつとめた三豊窯翠氏

る︒岡三十五分鎮火︒この間︑マ

躍各〜臼がかけつけ消火にあた

貝献ずる蹴軍の総合工読ジ匿アリンク牧術』
原子力産業の発展に貢

荷遡総総賑を︑昭粕六十鎌ころを

れ②再循環流醗の調整⁝一による

ればこの秋から来年いっぱいをか

電力購給の余裕慶もあるが︑累け
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滋洋開発羅議会︵秘遠山聞書

て︑AFCの研究も誹画してい

炉出力の変動蠣が二〇％なのに対

用する︒
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してウランをあげている︒リチウ

海水淡水化と紹み盆わせた回収技
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スク騨価のバイブルにしている点

とした報儀櫨をとりまとめ︑大軍

長︶は十五艮︑﹁海水巾に約四十

とは趣い・﹁国命にあった形のリ

首帽に答写した︒

六無から研究を囲めていたもの︒

噛寛︐等纏

対象魚種聴燥方法︑流通機構など
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喫驚︑初期消火擁護︑救謳描畷︑

さらに︑訓練では︑初期消火し

岡三＋九分︑いずれも異常のない

ながらに行われた︒

蟹三農の呼纂Vの訓練が︑実践さ 気中のちりなどの放射能を灘定す

ても鎮火せず︑火勢が強まり︑ト

対策の一環として︑茨城漿︑索海

緊急時体制に布石

本格輸送へ向け調練
中團躍力
九弗躍力

村の指承のもとに︑原蚕︑鋤燃・

レーラーに類焼︑一艶艶憲が拡

中国餓力と九州醒力は二十二鑓
使糟済み燃料の輸送聴における璽

瑠故の想定は︑使用済み燃料を

原研などの協力を簿て行われた︒

計規を走行中︑トレ⁝ラーに工購

対策本部が設圏され︑立入制隈区

省原子力懲懲糞員︶o

子力発電会社粟海発鱈所構内で実

ことを確認︒

故訓練を︑茨城興索海村の田本原

定︒この麗愈︵同二十二分︶ただ

大する恐れがでてきた腸含も想

茨城環・東海栂との聞に蚕繭済み

用蹴輌が衝突︑そのショックで工

域も設定される︒対策水部の璽講

予窺より十分早く終わったこの
荷揚げ鵬から再処理工鵬までの四

白んだ轡用トレーラーが︑藥海港

燃料輸送安金協定を締繕︒九月に

騒屠醜魎が炎上し︑運転手が四脚

にもとづき︑原電と動燃から溝防

両社は︑それぞれ︑八月一良︑

施した︒

は︑鵬根発礪所︑玄海発電所から

するというもの︒
小雨濠じりのくもり空の下で︑

︵同社原子力部付︶は︑門院輸送

東海再処理工煽に尚けて︑使罵済

午蒲三宿十分の掌裏発生とともに

騨門職︶軍田辰一郎︒

み燃料の輔送を醗画している︒今

τEL菓京279−5轟4【（大代表）

一一

園の購故酬練は︑本格輸送の安全

東京都千代［ヨ区大乎町2−21〈新大手町ヒル〉

④保守が容易。

ムスタノカフルプレートとメンフレンカセノト

唾ノ戸過ユ．ニノト

簸滋・菰。

過装置の実用化に成功しました。それ

訟

・…

一一

⑪日揮株式會社

③運転の完全自動化、連毅化が・・f能。

鑑i届

②｛暦腱群生f嬉1できるため廃棄物

縄謝

の発q遇1が極めて少な％

完全に分離し、かつ廃棄物の発生が

撰翻繊麗

鷲

径1μ以下の微：綱な放射姓クラッドを

①1μ一鞭のクラッドも分離できる。

ン系廃液）からの分離が難しかった粒

㈱N営Mドの特長

1・韮揮は、従来原鏑擁水（機器ドレ

威

／

フイルター〉で洗

A磁き

・・

がNPMF（ニュークリポアメンブレン

噛噸

肥

除去装置を開発

鍵明

躍

≧一一訟

憾めて少ない唾i期的な放射性廃液酒

（機器ドレン系クラッドの処理と日揮）

鵬！

、

酬酬

画期的な機器ドレン系クラッドの

力

日

風蝋

輸二丁故を想定・蜜出村。原躍構内で行われた酬緻

振替東京5895撮
葺舌（59葉》6121（｛七）

策京都港区継橋1丁冒1番捻簿（東躍IB館内｝

議
会

業
産

原

発行所
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購競料1錐分鶴血魂500円

1部10◎円（選料共）

聞

﹁事故調査報告を尊重﹂
国民へ原発の必要性訴える
カ⁝ター大統領は十日︑認蓄会見で﹁今秋口口されるケメニー報告︵TM王事故調董報告︶の勧告
を全面的に蝉識し︑実施する︒同時に大統領として※国民に原発の必要性を訴えることになろう﹂と

語った︒大統領は逼迫するエネルギー事憶を憂熱し︑七月十五日﹁発患所が使用する撫牛を八O庫代

おり︑エネルギー政策面で他者に
大きく水を開け︑一気に大統領選
に持ちこもうとのねらいもあるよ
うだ︒

わたしは︑スリーマイル翻懇故
の唯一の犠牲者だった⁝1︒

くの原子炉によって健康をおかさ

におそわれた︒ハリスバーグの近

きるのか︑束縛された社会に舅を すきた︒翌日︑わたしは心臓発作
おくのか︑ということについては

うめつくす︒

﹁わたしは︑かつて︑孫のエリ

れた唯︸の人聞といえよう︒原子

ックから︑わたしが死んだ後︑わ
て話してきた・：﹂

これまで︑あらゆる機会をとらえ

たしについて︑また︑わたしのラ

フォンダだ︒原子炉は危険ではな

第二次世界大戦後から原子力の 炉・いや︑ちがう︒ジェーン・

・ 平和利閑開発に身をおき︑スタン

かれはいい切る︒﹁反原子力の

いのだ﹂

蜜伝は︑民主主義に対して︑過酷

フォード大学フーバー研究駈主任

教授と︑輝やかしい経歴をもつテ

研究員︑カリフォルニア大学名巻

なテストを強いている﹂︒

そして明るい展望をもって結

ーラ；鱒士のことばのひとこと︑

価し︑装置力の大きな利益を理解

ぶ︒﹁民主主義は︑この危機を評

ひとことは︑どっしりと璽い︒

﹁ラルフ・ネーダーやジェーン

iと︒

≡箒＝冊⁝一丁玉≡一﹁冨≡髄＝1＝＝≡＝胴＝㎜一−闇≡篇一§階一＝1＝謄﹁冊藁三⁝1幽≡＝冊

条件面の謡養

ているといわれ︑政府はひきつづ

十数社から引受け蔽同が表明され

これまでにわが圏はじめ世界三

三十二詩綴圏内には九十一万人が

詩耕四方には二十一万入が住み︑

インディアンポイント原発十六

希薄な場所にある原発で避難計醸

コーニー原発のように非常に人薫

e88α撮

〒532費（G6＞305

ついさきころ︑米﹃ウォール︒
ストリート・ジャーナル﹄紙にの
イフワークについて︑どのように

．⁝TM1で全面広告

子力を支える

民主主義は原

った兇開きの全勝広告のヘッド・
ラインのこのことば︑いま︑たし
かなひびきをもって︑読蕎の心を

広告主は︑エネルギー関連機器

ゆさぶっている︒

・テーラー書士の耀え・

考えてほしいのかと︑たずねられ

TMI事故調査委員会はカータの製造から研究・二丁まで︑ソフ
ト︑ハードの両部門から︑エネル

・フォンダが︑新しいメディアに

数学看であり哲学蓄でもあるダー

ー大統領が設腰した独立委員会︒
たことがあった︒

しは︑九歳のかれの質問には答え

だめ︑わたしは︑毎日︑二十階間

対して吐いている竃伝を論破する

ー氏を委員長にさまざまなバッグ

ッサー・インダストリー社σ

なかった︒しかし︑かれが︑来た

でも︑わた

ギー開発の推進に力をそそぐドレ

るべき二十一世紀を︑いかにして

トマス大学学長のジョン・ケメニ
全面見開き二ページという空隙

生きていくのか︑自由な社禽に生

するバイタリティをもっている﹂

を︑七＋一歳のエドワード・テー

グランドをもつ十一名からなる︒

＝二＝＝1箒＝冊一一⁝F≡1嵩＝＝⁝＝≡1≡認劇＝日傭一丁−曽

も働いた︒でも︑その緊張は鋭き

NRCの検査実施局もTMI薯
故博土の︑淡々としたことばが
ラー
報告としているが︑ケメニー報告

報告轡をとりまとめ聾RCの中間

一業︒八二年から三千三百ナ／鎌

ド両社と︑政府の三暫による△口弁

き九月末をメドに

も予想されるなど︑交渉はスンナ

が必要かどうか︒また︑票実上︑

一方︑サウスカロライナ州のオ

認んでいる︒

政府は五〇％の持ち分︵企業二郷

入問題は難航しそう︒

リとはいかず臓器ウランの開発輸

ノレ・ノやレブ

⑧高信頼性爽空フィノティンク各種

までには半減する﹂などの観播的なエネルギー対策を発表︑その翌日には﹁将来︑原子力は来国のエ
ネルギーの璽要な役翻を担うべきだ﹂と強調するなど原発提進演説を行っている︒

ず﹂と反原発運動の先灘蕎︒

州知薯は﹁一切の原発遼転は認め

に廃棄物問題解決に向け努力が傾

﹁報告翻は原発の璽要性を踏まえ 注されている﹂と指摘︑﹁廃棄物

大統鎖はケメニ⁝報告に関し

ンディアンポイント原発で大声故

なことから北方四十謎耕にあるイ

世界有数のウラン藤原保有

いるが︑六日の政策解明は︑この

カーター大饗領の遠近の言動は

山︒核不拡散政策がらみでこれま

を含め原子力間題は来隼の中心議
を待って巖終報告にするもよう︒

た実際的なものになっていると懸

をメドに生産入りの予定だが︑先

る︒

行き六千六百ナ規模にまで拡大す

こすことになる扁と指摘してい

でも起これば大きな惨撃を引き起

政府分権益を希望する内外顧客に

これら有力者に翼っ潮から対立す

で五年近くにわたりもめつづけて

題になろう﹂との莞通しを黙べ

N玖

い

に入ることになるが︑外資規

る下向もあるという︒

始まった︒EZ︑ペコウォルセン 理由は明らかにされていない︒

ケメ一喫報告はTMI事故を総播 国︑蕊職州︒北部準急を中心にウ

う﹂と指摘するとともに﹁原発は

次期大統領選にはカータユ大統

ラン賦存は全域に広がる︒

譲渡する用意があるというもの︒

するものとして注扇されている︒

きたが︑今年五月︑やっと開発が

る﹁原発博愛姿勢﹂を示してきて

担う︒米国民はこの点を認識する
鑛はじめ︑同じ民主党からケネデ

内外から引受け意向

豪政 府 持 ち 分 譲 渡 か

レンジャー鉱由開発

た︒

必要がある︒議会や海運機関と協
ィ上院議員︑カリフォルニア州の

エネルギー経済の霊要な役翻を

力し原発の安全性を一圃筒める努
ブラウン知事らが出馬の意向を表

ケネディ議質はカーター大統領

明している︒

力をしていく﹂などと語った︒

また廃禦物管理に関しては﹁七
七年のロンドンサミットで合意さ

に国際石演資本を含む内外三ナ数

五％を受けもつことが舎悪されて

は各二五％︶ながら出資は七二・

制からの制約︑労働党からの反発

社が﹁興味あり漏とした恵向を示

このレンジャー鉱康開発に際し

資源相は六臼︑レンジャ⁝鉱山開

すなど︑レンジャ1鉱山開発をめ 埋蔵鉱鰍が確認されている︑同国

られるところによると︑これまで

発に伴う連邦政府持ち分を譲渡す

甲州のアンソニー副首相兼質易

ているものの︑原子力に対しては

る用惑がある旨諮明︑顧客からの

れたIN F C 冠 ︵ 国 際 核 燃 料 サイ
の薪エネルギー政策はほぼ支持し
クル騨価︶での検討縷果が近々ま
運転中のものを除き︑今後建設さ

レンジャー鉱山は十万ナを目す

れるものに短しては門検討する必

テーマに討議へ

八0年代の課題

ことにもなりかねない︒

問し︑事態を説明する︑といった

り︑ボランティアにより各戸を訪

避難通報を行うことに問題があ

ているベニスサミットの鍛璽要識

ぐる動きがまた活発化しそう︒

るQ

を発喪したことも提題﹂としてい

ないような場所に原発の建設許可

とまる︒この報告は来年予定され

引受け希望を求めているが︑伝え

重大はもちろん世界的なウラン鉱

要がある﹂と冷やか︒ブラウラ

サンフランシスコ壱潮干にベイエ

題にとりあげられよう︒国際的

リア20の都市を結ぶBAR7

これに紺しNRCのスポークス
マンは︑報告書を入手していない

米原産がワークショップ

米国原子力産業会議は今秋十月

て③今後の展開1一など︒会期中

特別セッションも計画されてい

エネルギーの精好をテーマとする

緊急時対応欝画︑低レベル被鰻︑

なコミュニケーションの道を求め

うQ

また報告では︑避難場所の不十

詳細は原産︒企画室まで︒

﹁同市にはNRCが作成した緊急る︒
賠の避難計画があるものの︑稠密

⑳ユニークなMi躍丁1−13aH

社東京都新宿区西新宿卜26−2噺宿野村ヒル）〒【60君（03＞343而4411㈹

本

大販支社大阪市乙川区西中鵬5−14一田（リクルート新大阪纂εヒル）

DMSIO

⑪ 〜A団A麗㌔ACUUM

産

力

1ケット通りにあるパウエル駅◎

灘轟︑

段階でコメントは述べられないと

面から緊急時の対策について再評

ン特別区でワークショップ﹁原子

十四日から十七Bまで︑ワシント

しながらも︑﹁NRCはあらゆる

運営委が勧告した点は声誉次の

価している﹂と述べた︒

力論争一八O年代に向けて﹂を開

一︑NRCは緊惣時の計画のなく︒﹁今後の十八か月聞を米国の

通り︒

期﹂とする米原産がτMI事故と

規制政策︑反原子力イニシアティ

原子力開発にとって韻も翌罪な時

一︑米国内のすべての原発につ

もので︑テーマは①原子力政策の

ブなどについて討議するため開く

い州や尊慮体に対しては建設許可

いてフルスケールの避難説画を検

を発給しない︒

米下院政府運裳委員会はこのほ

討する︒

その構内に張られている大ポスタ

ーO
十万以上の人たちが

す︒そしてまた︑大気汚染のない
環境づくりにも︑偉大な力をかし

一九七八年の一年間︑金来の発

ているのです﹂

高所で燃やされた石癌は︑約六憾
㎎千万ゆ︒これは︑カリフォルニ

ど︑﹁スリーマイルアイランド原

は︑欠かせない足となっている︒
それよりも

ホーリ︒ネイムズ大学身然障審蓄

もに﹁一般注民の避難場駈が十分

ったことによる﹂と抵摘するとと

如はNRCの横虐的な掴導がなか分な例としてニュ〜ヨークをあげ

治体の緊急時のリーダーシップ欠

一︑敬膚は︑繁愚聴の計画のな

発畢故の戯訓があったにもかかわ

などの莇に儒む人びとにとって

﹁ガソリン不足？

ことしの葱月に起こったBART﹁毎疑︑一一

ムといわれるBARτ︵バート︶ の火災撃故で︑一一か月聞も︑BA 利焦するBAR7︒それは︑ただ

カリ多ル乙ア・り禦−卜
カリフォルニア蛎の入欝は二千

ド・トランジットhサンフランシ すごかったですよ︒サンフランシ

あなたは︑BAR？を利会するこ

節約しているのではありません︒

台︒このうち業絹単は千百万台︒
スコ湾沿康地区高速勧解錘の頭文

とによって︑一田︑三万堵以上も

R7が完金に止まったときの方が たんに︑あなた自身のガソリンを

人照二人に一台という︑文字どお

字をとってこうよばれる︒このB 倒する壷のラッシュ︒ひどい混乱

の節約の協力に加わっているので

P万︒登録自㎜勤確台数千六百万 がそれで︑ベイ・エリア・ラピッ

り︑自動璋の普及毒は全米一︒と

AR？︑サンフランシスコを中心 ぶりでした﹂と︑影蒔を回想する

に︑三つの路線から成る︒

石油ガブ飲み脱皮へ一歩

BARTをもつ誇り

スコに通じるベイ︒ブリッジに殺

うぜんのことながら︑ガソリンの
消費墨も︑他の州と比べ︑群を抜
いて酬い︒

ちなみに︑日本の乗用融数は︑
ことしの三月現蕉で︑約二千百万

その全米一の車社会・カリフォ

台︒

さをおぼえる︒

一︑電力会社は緊態時の訓練を

廻の対応②八O隼代の課題⁝新た

﹁ソーり﹂︒カーブに思わず後

︵＄・一︶

実施し︑佐民に対し情報提供を行

確立に向けて一原子力に関する各

まとめ公表した︒

委農会︶を批判する報告書をとり

で不十分﹂とNRC︵原根絶規制い州に計画整備を義務づける︒
ときのうただねを楽しむ人︒部摩

らず︑緊急時の計画はすべての点

い薪聞を片手に︑空間を求めて移

午後五時半︒疲れた身体を︑ゆ

その石油ガブ飲みの州民の︑ほ

ったりとした座興にうずめ︑ひと
二年︒軍均晴速四十二塀︵約七十

んの一部であるにせよ︑ハンドル

諾するビジネスマン︒

アにある乗用車︑千百万台を︑二

リアを申心として︑交通華翁の新

から手を離させることに成功した

鎌闇動かすのに足りる鰍︒

しいりードオフマンになろうとし

十詩材︶で走る︒このBARτ︑ 人も︑一横に︑このクロニン夫人

欝欝︶︑巖潟時速八十瞬︵約百三

のことばにうなずく︒かの女らの

用して︑このオークランドの小高

ろの客の靴を踏んでしまったわた

センターの蟹隈竈にいるどの婦

ている︒

ベイ︒エリアにすむ二百万の人た

サンフランシスコの偏心街︑マ

い丘にある大学までやってくる︒

報告は﹁電力会社や州︑地方自

絨毯張りの床にソファー︒大き

多くは︑BARτと公共バスを利BAR嬰︒
だが︑いまはちがう︒とくに︑

こんな光緊に︑ふと︑なつかし
相手にされなかった︒

ちからは︑一鶴まったくといって

対岸のオークランド︑バークレ⁝

し︒

システム︒この鋤くリビングルー

で︑すべて自動化されている運行

田子機器第2部

覆曝露瀦
聚i三一しηトロ＝ノ纏…式a社

國翼壁バルブ

⑭スライドノシレブ劔バイトン／ポリイミドしバルブ

⑱バリアフシレ・り一ク・ノウレブ⑳オーノレ・メタ

翻ソープシ識ン・ポンプ
⑧モレキュラー・シーヴを使用
園真空フランジ・フィッテング
㈱コンフラソト・フランジ各種

囎2インチより35インチまで各杯

ニユーサ〉ノ

⑧サーモカノフツレ型真空計各種㈱コールド・
カソード型真空万で各種㈱亀醗繋留計（ディ
シタル表示タイプもありま曳）

⑱2〃s〜1000〃sまで各種⑳50ミクロンに
て作動開始⑳玉盆100賞受典のポンプーHrQ
圏油拡散ポンプ

クイー〆スノ！ト∫餐

ンから︑スピード調日整・停止ま

人︒

BARTが完成したのが一九七
訓練センターに勤めるクロニン央

TM亘から教：訓を

囲爽空酎

ダクタンス
園サブリメーション・ポンプ

素不要型もあります（936−70型〉
麟イオン・ポンプ

1＿）
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な窓︒三内のエアーコンディショ

ルニアは︑同時にまた︑ベイ・エ
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盤

番凛の成功プロジェクトになる可能性が強くなった︒

簿4

生産態勢に入る兇逓しがついたし

アク蚕纏・プ朧ジェクトはO U か ら 十 月 に ズ レ 込 ん だ こ と も あ

RD︑仏COGEMA︑ニジ
り・
ェ
昨ー
蕉の生産鐡は三百五＋メに
という︒

國が参朋している海外のウラン關

澗で取り粗んでいるもので︑わが
を変更して︑千七百五十ナ／年を

今無は千五百ナ／年の当籾の計画

てきたが︑今後は○・一％の低

・ご％以上の蕩贔位鉱のみ採掘し

酪謡言まで採掘の対象を広げる方

針︒低酪位ウラン鉱の園収を可能
とになったもの︒OURDではこ
とするヒープ・リ⁝チング方式を

犀

：コ酔 恥

し﹂という︒

第一一弾

とし

藤野

酪

一方︑OURDがアクータ計画
に次ぐウラン探鉱

て取り組んできたアファスト西地
区の探鉱でもこれまでのボーリン
グで聖二万沙を超える埋箕山が確

こ番厨の成功プ曽ジェクトと

認されていることから︑これがわ
が国

なる両懸性が強くなってきた︒こ

懇
〆樽

みられている︒つまり︑もしこの

ら二千ゾ／年程麗の開発も司能と

後順調にいけば一九八五無ころか

難細心の注愈をを払っておしすす

ど︑安金対策には︑こんごとも一

灘入をはかるべきだと強調するな

﹁ミス﹂を潮提とした安全装躍の

9月に第一回護

見が支配的である︒

くとの認識に立った︑建設的な愈

こんこ手々その麗要性を増してい

代薔エネルギーとして︑原子力は

金般的に画調としては︑石油の

る︒

めてほしいことをうったえてい

計画が成功すれば一九八○年代後

アクータからの八百七十鏑︑八O

半には︑すでに焦崖に入っている

年代前崇から生産を予定している
國際饗源象社のテキダン︒テスム

ェールから愈計二千三欝二十沙が

講画からの七召五十ゾを加えニジ

二本に入ってくる計算︒このこと
は︸九八五年に予定されているわ

が国の原子力発聰設備三千万KW
物質管理講演疑

核璽素蒼杢奉部

る九月甑十八賦午前九旨旨から爽

で稼働させる
アファスト西地区はアクータ鉱

核燃料サイクル自立化のうえでも

函霊關発ウラン

のうち約半分をニジェール産の

ことから今年十二月以降二二〜酉

区に隣議する千八筥五十平方㎡

奈︒赤坂の璽洋億託銀行虎の門支

タディを行う計画だ︒

の精密探鉱ボーリングの結果明ら
癖間隔の精製ボーリングを実施し

綴の地城で︑仏COGEMA︑
ニの成渠に大きな期待が寄せら
今後

庸で第一回﹁核物質讐理講演警﹂

れは現在行なっている四酉綴間隔

かになったもので︑手五百綴閤隔

て埋藏蟹などを確認︑さらに鉱石

の︸雌翼︒現在までの探蛮では今

ジェール政贋︑OURDの各三分
れている︒

を開く︒

核物質管理学譲臼本本部は来た

点三か所のうちの一か所︒OURの粗製錬実験を実機し︑一九八一

ボーリングの糖果絞られた有墾地

かどうかのフィ；ジビリティ・ス

年ころには鍛終鮒に企等化を行う

ことが司鮨になることを切味し︑

圃る明るいデータが続毘している

Dではこれまでの探葦で予想を上

二十年の歴史をもつ核物質管理

学巌︑照して王NMMは︑アメリ

に広報啓発業務を婁託したり︑ま

る︒そのためには︑各興の広報諜

研︑動燃︑核燃料メーカ⁝などの

れ︑現在の会員数約三十各︒原

郎氏︶は一九七七年七月に設翻さ

部を躍く︒鷺本本部︵会長門島芳

PRする声嚢があるものと．薯え カを中心として西独と日本に本

要な部分であることを︑常臼ころ

報告瀞の職業別内訳けでみると

た︑できるだけ軍易な文灘や絵を

会饅が︑核物質箇理に関運する問

になっている︒

控と原子力行敢が各八件という順

瑠務・販売・サービス技能職が十

用いて︑エネルギー︑原子力の酒

題について︑量見や構報を交換︑

﹁モニターの声﹂発表

九件︑サービス叢十五件︑窟由業

字を常々から表現し︑興晟から黛

まだまだPR不足
科技庁

と霊欄が各葉虫件となっている︒

軽に質問が寄せられるようなムー

知識の同上をはかっている︒

覇項別にみると︑原子力広報に

年代溺でみると五十代〜七十代

ドをつくるべきだ扁などが代表的

一月一鼠から三月三十一鰯までの ついての愈兇が二十四件ともっと

科学技術庁はこのほど︑ことし

の韓欝がぬきんでていて︑四十七

な獅で︑全般的に︑原子力広報の

る︒つづいて︑スリーマイルアイ

れまでの生産過程でウラン糊錬工

いた︒

件と三体の六七％を占めている︒

今回の第一圃講演会では︑B本

ランド︵TM王︶原発工匠と開発 次に多いのが三十代の十四件︑二

も多く︑金体の三四％を占めてい

揚の機械葡で能力不建が明らかと

写せられた報告は七十件︒

悪報を交換する︒

あり方︑PR不足をうったえる愈 における核物質管理概況について
兇が圧倒的︒

却するのか︒わが国の原子力開発

混乱が騒ぎを大きくしたようだ︒

されることもなかったが︑燭報の

に︑地城暴民の岡愈を得ることが

広報関係では︑﹁反対還動のため

覇合︑手駒にするのが常︒これは

二般に︑安余装認が作動しない

黒井葵雄︑臼本コンピューター・

器後藤和隆︑原題今井隆吉︑原研

柴田隆昭・小々憩義︑鰹本醒子機

もっとも多く寄せられた原子力

〇％という順になっている︒

が八○年に安定軌遵にスムースに

難航し︑仮に立地予定地城が決塞

孝

﹁世騨的に購給は厳しくなる︒

今後は秋の米鷹の報憲をふまえさ

⁝〜⁝

石油価格の上昇によって一晴的に

入りうるかどうかはこの﹁儘頼の

最後の手段︒だが今園の瑠故のよ

注目のTMI郵故については︑ 講演醤は︑粟大鼓群口平︑動燃

講紬が緩照することはありうる

うに︑この黍動を﹃ミス﹄したら

多多

利用に関する惑見が各九件︑安金

第四半期分の﹁原子力モニターの

なったため現葎改善僅業を実施中

東察躍力
常整取締役

しても︑完成までには擾黛の年月

ビューロー河野惇︑中本ニュクリ

が︑絡来のひつ迫は確かだ﹂︒省

TMI対応に万全の墨壷を敷いたを要するので︑正しい知識の普及

ア︒フユエル長部猛の各氏︒

らに対策が必要なら考えたい﹂︒

安金装園は︑あってもなきが如き

二十碍︑詳細問倉せは核物質魁理

回擬﹂というハードルをいかにう

の必要盤は︑いっそう囎している

もの﹂と︑熔解をつかさどる醤入

センターまで︒

まく飛び越えるかにかかってい

のではないか﹂﹁もっと手軽に・

ス﹂は避けられないものと蓄え︑

が人間であるかきり︑この﹁ミ

エネルギーも決定打とはなりえな

わが圏の描麗もほぼ一段落︒が︑

手近な問題として︑原子力がいわ

正敏氏

その後遍癌も切金に圓復するには

ゆるエネルギー問題のもっとも蜜

雀技術安全管理鴇と科学技術庁原

この法令藁には放射性物質輪送

藥﹂を近く刊行の運びとなった︒

もとに﹁放射牲物質等の輸送法令

子力安全局核燃料規制課の監修の

射性物質箸の輪送餓は年々増加の
一途をたどっている︒

このような環状から︑遷輸省︑
科学技術庁は︑昭和五十二庫十一

の安全規制に関する関係法令のほ

原簾が豪邸

か︑運輸雀開動躍局︑船舶周︑航

月︑鋭匙性物質等輸送関係籍規則

酉六十七万七千KWの原子力勝躍 の整備に魑手︑五十三薙十二月に

空局などの各漁業所への告承︑通

境在︑わが国では・十九甚千二

の輸送法令集﹂

謬艇覆手円︑申込み締切り九月
﹁命愚形成については安全実繍

茎っていない︒そのため﹁今後地

原子力シェアの増大︒それは原

が蟹要﹂と摺医する︒

発に﹁腐い安定した稼働﹂が要求

元によく説明して理解を得ること

総合的なパブリック・アクセプタ

されることをも愈臓する︒﹁高稼

よう努力したい﹂︒そのためには

ンス対策が不可欠︒そこで﹁原子

うえに原雛への住民の理解を得る

る︒

よる六十鋸輸入石油六首九十万ゆ

をつみ雛ねていくのが第一︒その

いうえ︑前遼には粟京サミットに
こへ︑﹁イラン革命射石油欄勢の

という壁も︒そのため門やはり成

増大する原発の役割

力だけでなく︑他のエネルギー源

働率達成﹂を射程におさめて﹁五

﹁放射性物質等

疏動化﹂という遼続パンチ︒

豊田

それによると︑この三か月間に

異施することによって︑ウラン生

生産謙繭については当靭︑︸九

油上大

へ賑落した

多多多三 孝 ・

門今奪末までには千七薦五十銃／ 産高が一〇％程度贈加する兇通

産の効率化を図ろうとするもの

七八年置六百誘︑一九七九年置千
で︑門これにより順調にいけば生

資源小團

齊﹂をとりまとめ発表した︒

だが︑これも十月までには終了︑

騨︒エネルギー偶勢も例外ではな

八○年代を欝前に麗筆する世

︑︑︐〜 ；多 ・︐ 多多 ； 多蓼 三 嚢 三 多

定されていたが︑生薩開始が七月

多

五酉ナのイエロfケーキ生産が予

無秋から本格的な生薩に入って

一昨年には斜坑掘削を終了し︑昨 舎計生産璽二千葎ナを達成するこ

発では最初の成功プロジェクト︒

生産・最終鵠に一九七八︑九隼の

また ︑ O U R D で は こ れ ま で ○

ル政府︑ ス ペ イ ン E 飛 U S Aが共
留っていたのが窯彌︒このため︑

矩を達成︑来礒から二千ゾ／無の

ランが確認されていることから︑岡区がアクータ︑国際翼源会社のテキダン︒テムスに次ぐわが国三

の薦に隣接するアファスト西地区でのウラン探鉱でもこれまでのボーリングで三雲ゾ以上の隅鹸位ウ

もスタ⁝トすることとなったことから最終的な生産蟹は四万三千八蕊ゾを上回る見込み︒一方︑同区

位のウラン鉱が続出しているうえ︑今年來からはヒープリーチング方式による懸磁焼鉱ウランの翻収

態勢に入る兇通しとなった︒現在採掘が行われている北部地区では○・園％以上と予想を上回る高贔

発会社︵OURD︶は今年末までに昨年分とあわせ総計二千函ジを生薩︑来矩から二千樋／矩の生薩

西アフリカのニジェール共和国アク；穿地城でウラン探鉱開発に取り縄んでいる海外ウラン資源開

﹁アフ ァ ス ト ﹂ も 企 業 化 見 通 し

あい次いで高品位鉱

型望

い︒﹁石油安値糠器の崩撰とい

から

とのリスク銘較などについても理

十七年ころから六〇〜七Q％を達

は︑原子力墓本法の改正を行っ

達︑また都道閥纂公安委員金への

四一八腎︒三千八欝円︵送料と

も︶︒詳細は原産・藁脇課まで︒

る

体
品
重体 屠二三用

同
命

ホ
③

ホリ

PPB汚

・繕型染
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力

本

一

の強化⑦原子力施設の立地の円滑
化⑧研究開発財源の確保ーーの八

これらの旛策を行うため︑五十

項冤
五年度の原子力閲係類纂として︑

団法人﹁放射線繍審防皮研究協

億円を計上︒新しく設立される財

会﹂︵仮称︶への補助金二億三千
七爾万円︑また低レベル放射性廃

ための原子力環蠣整舗センターへ

単物の試験的海洋処分を実要する

の委託籔一億二千五百万円が含ま

る︒

エネ庁長官に

萱国際協力諜を振り讃え︑

策を打ち出している︒

奪代の内外諸問題に対応した新画

う一遮の幹部人事を発令したQこ

弘資源エネルギー庁長官︑天谷氏

れにより講本民の後任には天谷臨

の後任には森山儘吾機械偶報産業

局長がそれぞれ就任した︒また︑

生活産業局長に昇任︑したのに伴

兜玉溜隆資源エネルギー庁次擾が

い児玉氏の後任には古田徳轟閣土

森出監当機情局次長︑資源エ

庁獲窟官腿審議宮が就儀した︒

一昨年六月から機軸局長︒蜜大法

ネルギー庁次長︑貿甥局長を経て

一般会針

原子力発霜安全調査

電行政四億七千三菅万円︑核燃料

監翻二億七千七百万円︑原子力発

聖業等確立石越対策四千七蕩万

千四面万円︑使用済み燃料中間醇

円︑放財性廃棄物処理処分灼策七

ラン等翻収システム技術開発調査

蔵岨愚策調蛮二千六酉万円︑海水ウ

鍋桝収一藁臼九十六慮M円

ｭ覧千九薫万円︒

聡慧抽節会

に剃余金等二璽一十八億円を加え

た総誹ゐハ︸日二十四億円が概簾要求

雲九牽五磨円︑原子力発纒安全対

額で︑罐源立地彪進鮒策交付金三

策等委託蟹灘六億円︑原子力発電

子力発電安全離策等交付金二十四

安全紺策等補助金九十五腰窓︑原

て拠出される議画︒地充福祉対策

懸円︑購務取扱蟄など困億円とし

の拡充︑立地健進対策の強化︑P

では対象範囲拡大︑轟轟限眩耀の

・A対策田遊を柱に︑交付金隠係

引上げと交付期間の延長︑頭打ち

制度の撤廃︑補助ウラ二二の拡大

蟹交付を剃度化する︒立地促進薄

を麟るほか︑都道冊興圓け購霧経

の拡充ほか︑配転に防災対策交付

藍では放射線監視関係交付金舗度

証二懸円︒CARDU炉脚本設謙

九憾円の内数︑同海外開発機務保

からウラン海外探鉱出融資昌二十

NAIGは東芝・三捧グループの中心となって原子力全般にわたり

それによると︑科学技術庁関係

森山信吾氏

八億円を誹上︒﹁ふげん﹂の繋駕

子力安全周に防災環塊課を新設す

課﹂と﹁圏際課﹂を新設する②原

躍開発六十八億円︑原軸力発電機

取纏み︑プルトニウム園際管理な

拡兜︑ウラン濃縮技術開発などと

原子力開発の基礎から応用まで

の対象研究開発項罵はの新型動力
炉②ウラン濃糖・再処理③工学釣

適塵懲人寧
通産雀は二十九臼付で橋本利一
遡商産業審議實の辞職とこれに伴

とをいかに結命させ国際的な竸象

国における産業化の問題に麹臨︑

収入として四士一鱈悶を手込む︒

乱する︒また︑原子力発電駈立地

金制慶を設け順次︑防災設備を整

充実化を図るQまた︑核燃料サイ

二億四︑使用済み燃料苺処理箪十

器千四醤八十五億円︑核燃籾二十

セキュリティーの確保扁﹁未来を

研究開発を行なっております。

安全研究一などで︑新星度の歳

は蕎速増殖炉﹁もんじゅ﹂の建設

出予定規模は約八薔鱈円︒内訳け

蟹四酉十九億円︑ATR婁証炉に
関する研究開発鑓や懸円︑再処理

った︒

か︑薄塗化のステップはまだ蒙だ

力のある産業を膏成していくの

れぞれ国縫に応じた効粟的な産業

来薙一月を⁝応のメドに研究を開

入形峠のウラン濃縮パイロットプ

る一iとし︑原子力局五人︑安金 確保のための検董・監濁体制の抜

クル闘運では第二再処理工場建設

難く塵業政策の展開と技術開発の

翻

蕉二

屡朋朋

詞

ム

｝

蔵七十三億円︑ウラン濃縮五十二
億円︑安全研究醤二十九懸円など

学部卒業︒鹿兜島凝出身︒53歳G

VSOSO3φきウSOきO＄◇OOOS邑

研究会は︑川上幸一紳奈川大学
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教授を中心に少数の有識蓄で構成

わが国が保帰する原子力宙虫技

た経緯もあって︑原産は︑原子力

化方策が講じられており︑こうし

海外では米国や西独ですでにそ

明確にされていない︒

術の中には︑先進国と闘等あるい

た控格のもの︒

されており︑研究グループといっ

は︑それ以上の水躍のものもあ

後半から九〇年代にかけ︑臼本の

始した︒

る︒これらの技術は一九八0年代 の実題化段階にさしかかったわが

るべきもの︒

自立性ある原子力利矯の中核とな

原研は︑今年条規薦二十一億画

本鮒強化︑︵財︶原子力施設安全

地域に特別講圏となる紙金を設け

周十二人の増員を要求する︒関係

整三法関達公共照施設の一編的な

をメドにしているJT⁝60の関遼
五十七偬円を計上︒舞処理では百

の充実ほか︑軽水炉の手癖標準

解析センターの設立など認識体制
工億円を概獅要求︑隼闘八十ゾ処

推進および放論性廃藩物処理処分

開銀融資椰から原子力唱

通産欝の来駕度予翼翼舞要求分

億円を予定︒別に金厩鉱業細腕団

穴訓義︵新規︶の総計千六鶯十一

財投

動燃堕落九十九人︑原船薯部曲十
理して六十四億円の事業収入を予

五人をそれぞれ中農要求する︒

機関の定員は︑原研二落十三人︑
酉七十六億円を投入︒貝※核田舎

施設の建設および用地購入等に二

定している︒またウラン資源県外

蟹理︑運嗣を期す︒

協力に一瓢十四慮円︒多圏的高温ガ

改修垂垂・安金華点検︑および薪

体鰯の確立を墾点に︑このほか海

葺商産業省
定係彪の建設堅手に七十六億跨を

のうち一般鼓計は総額七千齎九十

水ウラン園収モデルプラント建設

確立等を推進︑湯煮性実証試験も

化︑廃炉︑蕩性能燃料技術基鵡の
ス炉の研究では︑大型構造機器実

設謝に魑議する︒安全研究には五

もに︑紛たに多臼的寅爆睡の詳細

予定︒放総研は︑三葎計鋭で建設

推進︑海外ウラン探鉱開発の助成

原船寝業國は︑﹁むつ鳳の遮蔽

十八億円を要求︒

﹁エネルギー・

推進型など五つの柱をたて︑八○

一虹鱒％の伸び︒

四億七千三爵万円で対前庫度比三

また︑科技庁の機構︑定員要求

低レベル放射線膨響研究麗にゑ億

のうち漂子力関係は①静黙力縄調

％増︒動力顛開発では︑門常陽︺

んじゅ﹂関運の研究開発費に百四

した︒今年度の千六頁五十七億円

十億円︑新型転換炉開発駿に轟ハ十

円などを投入する︒

一般会計概舞要求の憲な内容を

炉の開発の携進④核融禽等の研究

螂項別にみると︑原子力安全規欄

ど王NFCE後の国際的騙討にも
蟹要求は毘送られたQ

開翼の描進⑤原子力船開発の推進

の逓藍維持鍵に五十四早落︑﹁も

動燃は命掛五十七億円で一∵八

中の内部被曝実験櫨に十四億隣︑

談試験ループの建設を覆めるとと

調査垂垂に五十一旛円を計上︒

原子力関係では原子力発電安全

腿の七百十四億円を計上︒核融禽

ラント第三期分の建設賢として鶯

﹁調蒼
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来春メドに問題点検討
関係では︑五十八年度の運転關始

れている︒

自主技術産業艦へ

に比べて一五％憎︒

一般会計⁝千九百六億円を概篇一要求

原産の研究会スタート

⑥保隠描隈および核物質防護対策

核燃料サイクルの確立③新型動力

①原子力欝欝頬策の拡充︑強化②

魔原子力開発利用の璽要施策は︑

科学技術庁がまとめた五十五駕

藩学技術庁

通産省要求分から主な内灘を拾ってみるとi一︒

子力開発の位圏づけを明確にしたものとなっている︒科学技術庁︑

特別会計も順調な伸びをみせるなど︑エネルギー対策に占める原

縮︑再処理といった大型技術開発がそれぞれ手当て︑一般会計︑

が大きな特魯︒これによって高速原型炉︑新型転換婦実翻炉︑濃

ネルギー対簾特別会計など鯛設︵別言参照︶のうたわれているの

欝欝度の原子力関係予算概算要求は原子力を中核とする代薔エ

噸

驚

將珊会甜など劔設へ
原子力に入百入十五臆円
となっている︒

また通薩霧関係では八十四億円
が三惑され︑第二再処理工場設計

計︑民聞資金に特別会計を加える

子力を含めた代替エネルギーの蔵

テム研究などが謝煽されている︒

と十週間四兆円の今更はかろうじ

趨産︑科学技術両省庁は来年慶予算編成に際して門島醤エネルギー対策特別会計﹂︵仮称︶の舗設

さらに通掛轡は︑軽業餐のエネル

て達成できる﹂としている︒

⁝灘入健進税﹂︵仮称︶の諜税鮒

鑑A

縣由新畏官

一千億円程度とみており﹁一般会 積極的に参撫する考え︒

ギ⁝転換を促違する﹁代署エネル

に必要な確鉦試験︑運転管理シス

一方︑﹁代秘エネルギー対策特

ギー公醗﹂︵仮称︶の設立も検酎

出している︒

別会計﹂︵仮称︶の対象について

入を促進する﹂との考え方を打ち

れによって資金問題を一挙に打開し︑将来のエネルギー安定供給を確促しようとするもので︑初鉱僕

は門昭墾牟五塵までにエネルギ

を要求︑これを踏蒙えて原子力研究開発を強力に推進していく考えだ︒原子力をはじめとする代薔エ

の予錬規模は二壬一省憾円︒うち原子力開発利用健進対策費としては﹁もんじゅ扁の建設︑安金研究

象は電気と石演︒税率については

たい考え︒

無六月から新制痩をスタートさせ

次期通常国会に法案を提出︑来

などに八首八十五憾円が予定されている︒両院庁は﹁次期通當国会に法案慶提出し︑来観六月からス

している︒

こうしたなかで通麗︑科技両省

瑠業規換の方から逆算してコ一〜

ところが︑こうした自主技術を

燕雀は︑今圃の特別会誹による

ーを供給しうるもの偏に限定︑こ

原子力開発利馬畏期計画による

り方について極討が行われた結

庁を申心に異体的な財源描置のあ

闘応原子力産業会議はこのほ

一
…
一

などの中妻研究は除外されてい

と先行き十年間にわが国の原子力

三％程度﹂とし︑これによって初

魑目してエネルギー蝦蟹暫に負担

齢

原子力資金は向こう十無闇に一兆

開発に必要な資金は約四兆七哲憾
果︑当初一環として堤出された既

今後どのようにして糧来の畢業体
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場建設準備の本格化という

しかし︑あれからもう約三年︑この
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例えば︑﹁高レベル廃棄物の簸終処分

り︑対策は前進しない︒わけても当面簸

点へ国の基本姿勢が明らかにされない興

問題点の一部にすぎないが︑こうした諸

策の実行に関達して派生するさまざまな

摘したように︑原子力のクローズドシス

放射性廃棄物対策の確立は︑すでに指

ことは当然だ︒

なデータを積みあげておかねばならない
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力商取引のあり方を検討する︒
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シンポジウムおよび年次総会﹂

止Q現在︑取替え工事を行ってい ウラン白玉開題を扱う︒
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とも現在の五分過一︑方法によってはも
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力対処を望みたい︒

蓄間で十分に検討する必要があろう︒弾

さて︑わが国の放射性廃棄物対策につ
いては︑遅ればせながら︑五十一隼十月

の︑まだまだ多くの点で不明確さが残さ
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一瞬⁝ 源である施設でセメント固化な

している︒すなわち墓本方針では︑高レ

っと減らせるともいう︒この際︑施設

どの処理が施され︑あるいは未処理のま

き︑低レベル廃棄物は海洋処分と陸地処

どの省庁が︑どの部分から費任をとるの

テムを形成する単なる一つのステップと

て一園︑九州璽力︒玄海発電所か

また九月下旬から十月上旬にかけ

谷漕幹氏▽﹁最近の原子力安全技

分を併屠するとの籍え方を明らかにし︑

か︑明確でない︒動燃︑原研および大工

いうにとどまらない︒その重要性は︑聖

所の使用済み燃料四︒六踏が二十

ずるこうした廃棄物の取扱いについては

されている︒原子力利罵の結果として生

てるとともに︑潮養については①固化処

それぞれの開発︑実証スケジュールをた

大の課題は︑もう手〜杯の低レベル廃棄

スなど各国でこの問題が原子力発露開発

霊︑スウェーデン︑オーストリア︑スイ

四国の各社から合計約二十三ゾの

されるQそのあと︑関西︑中部︑

者が︑その安全性を立認できるよう必要

これまで︑それを誰が︑いつ︑どんな方

が必要だ︒五十二隼三月︑

試で欄別に行なわれている研究開発も
物の取扱いである︒サイト内貯蔵施設の

の必要条件となりつつあることからもう

ところで︑これらの興体例は廃棄物対

法で処理処分するのかなど必ずしも明確
理と一時貯蔵は国によって技術が実証さ

はいつまでたっても盟み得ず︑逆に︑対

憩強といった風疾療法では墓本的な解決

かがえよう︒ポスト石油エネルギーとし

ベル廃棄物は当面乱撃処分に重点をお れている︒

でなく︑対策も手簿だった︒そしてこの
れた段階から再処理襲業蕎が行い②永久

くりを含む体制整鯖が急務なことを関係

原産が高レベル廃棄物対策で中核機樋づ

ぬ不安材料を愛すことにもつながる︒試

策が遅れればそれだけ︑原子力へのあら

にとっても︑事態は急を要す︒再処理海

国際会議あんない

ことが︑鍍終的な結末を決めぬま幅利絹
的な処分およびこれに代わる附藏は国が

方面に嚢諾したのも︑一つにはこうした

験的海洋処分を急ぎ安全を実証していく

外委託に伴う廃棄物引きとり交渉も検討

交通整理

だけを進めているといった印象を深め開
嚢任を負う③処理処分に要する経費は発

背漿があるからに他ならない︒ちなみに

必要が強く自選されているのも︑そのた

ら五・六踏の使用済み燃料が搬入

を招いていたこと
生蓄が負擾するとし︑一方後者について

そしり

発全般への

は①国が処理に関する基準を早慧に整備
西独では︑原子力法で﹁一隠貯蔵は発生

めだ︒この点で︑絶対条件ではないもの

の確立が原子力発電開発の
し②民間はこれに則して処理を行う③処

研究所が施設をつくり運堂も行う﹂と

春の璽任︑永久貯蔵と処分は国立物理学

廃棄物対策へ︑擬製一体となった十全の

輸送が予定されている︒

としての傾同を強め︑艇えて高レベル廃

れた段階から原則として民間の壷任で行

分は試験的処分などにより冤堅しが得ら

の︑燭内的には漁業関係煮との合理︑国

う︑などとしている︒廃棄物対策に関す

うたうなど︑対策はきわめて明瞭だ︒一

さらに一厩強化︑加幽する必要が高まっ
方︑低レベル廃棄物下策では海洋処分と

なる︒低レベル廃纂物対策ではこのほ

るわが国初めてのものということもさる

に原産懇

物の蟹理に関するワークショッ

際的にはロンドン条約の批准が大前提と

てきた︒この問題の璽嚢性についてはっ

五十︑︑野レムに低減された︒その糖

﹇

が検討される︒

9月10B︑工藁クラブで 国の政策と国際的な技術逸展状況
躍本原子力産業会議は九月十日

真

つかだ しんいち

動力炉關発隈畏になった

科学技術庁原子力局の

の環さが六士︑掛規から八十︑︑野綴に

︐．君畢

臨馬素
呂

安全問題テーマ

試運転再開の兇通し︒

陸地処分を併用する方針だが︑とくに陸

マを中心にジュール実験︑第一期

第二期第二段加熱実験︵十・八M

第二段撮熱実験︵三・六MW︶︑ 果︑二次遮蔽体に取り付ける鉄板

W︶を実旛︑ベータ値の上弓に関
する実験縮果を偲る︒一方︑米国
チームは︑主としてダブレット形

︵注︶門べ1猿環﹂は︑磁場の

トーラス試験装躍︵JT4︶の設のプラズマ実験を行う︒

塚田

政雇の給磯生としてパリ大学の

攻︒入魂後も︸年闇︑フランス
脱石油・代 養学部教養学科卒後︑科学技術

大学院で﹁原子力における国際

昭租三十四年一二月無事大学教
いわれる︒石蟹から

庁に入る︒四十二隼原子力闘核

関係論﹂を研究したことがあ

ことで︑ベータ値が高いほど核融

融炉の経済性がよくなる︒JFT

替エネルギー

燃料課畏禰俊︒

一九八○庫代は転換の時代と
行えることがわかったため︑田米

2aのベータ値は一％であった

その霊役は︑何といっても原

原子力安全委員会の原子炉安全

改修②遮蔽彰彰工顯を行う際発生

が︑これは日米で折半負撹する︒

への大転換期︒

科学技術協力の一環として︑共同

が︑ダブレット皿︵D形︶では二

キントナー核総懸エネルギー部畏

の予定だが︑核融禽炉実現となる

奪門審農会は二十三臓︑原子力船

に協力のあり方について鋤告も行

門安

う︒學ければ︑九月中にも初会命

当初の許可申謂讃と安全審副書

理屋標値が三頁ゾレムとなってい

察では︑乗組員の年間被曝線画籔

今年一月に原子力船事業団が原
子炉設置変更多可を肉講︑内閣総

ナツ型のプラズマ閉じ込め容器の

理大臣から六月差日付︑安全委に

を米国サンディエゴにあるジェネ

原研は二十九日︑六名の研究員

を蘭く︒

これまで︑原研は︑四十九黛度

で安全審査会の指摘をうけて︑百

たが︑ダブルチェック海里の過程

ラル・アトミック︵GA︶社に派 断面を非円形にする必要がある︒
遣︑これにより日米間の非円形プ

に非円形 断 面 を も つ J F τ 2 a を
ダブルチェック諮闇されていた︒

また︑交換公文にもとつく原研

と米エネルギー省の闇の門ダブレ

完成︑五十年度からは非円形断面

﹁むつ﹂の設題変更の内容は︑
トとなった︒

ラズマ共同研究が実質的なスター

る︒口論力平和利用が技術問題

研究実旛の運びとなった︒

子力︒

改修工事へ前進

曝本チームは︑D形断薗プラズ

五％が目標とされている︒

くが︑ダブレット亙装置によって

の後︑﹂孚4で予定した研究の多 圧力に酎するプラズマ圧力の比の

計研究を進めてきた︒しかし︑そ

：噂一＝＝＝旧＝＝＝階一＝＝辮＝＝＝＝一＝＝一一：＝

配懸が要訥される︒

ことながら︑この基本方針は︑国と民間

第一弾漸として弱体的協力へ動き出すことになっ

の両代表が署名︑発効した︒協定の

と︑海量に必要な磁場を減らした

わが圏では︑原研の盛夏プラズ

決まった調整委員会は︑双方から

有効期聞は五輪︒プロジェクトに

るなど︑トカマク型装躍の効率化

り︑装躍の小型化・低廉化をはか

側匡橿永無理薯︑DOE側腫旦・

五〜六人ずつの実務看レベルで構

要する資金として五年間に総額一

審査会がOKの判断

成される予定︒今後の全体的な協

億蕊千五百万がが予定されている

﹁む2の遮蔽改修工事にともな する液体廃棄物を船内に貯留する

⁝など行い︑必要に応じ両国政府

力計画の調整︑研究成果のレビュ

臼米薦国政府交換公文で設圏が

た︒

来協力は﹁日米エネルギー研究開発協力協定﹂の

いての原研と※エネルギ⁝欝︵DOE︶との聞の取決めーーに刑する二点︒これによって︑核薄目日

羅磁した︒交換公文は①核融ムロエネルギーに関する調整委員会の設爾②ダブレット皿計画の協力につ

トンで︑﹁臼来エネルギー研究開発協力協定漏にもとつく核融欝砺究協力興体化のための交換公文に

璽郷駐来大使とブラウン国務省海洋環境科学撞当国務次留補代理は二十五日︵円本蒔間︶︑ワシン

源飾祉ダブレッ恥亜協定も

政庸︑交換公文に調印

＝：曹＝旧一篇＝幽＝一＝一桶＝＝＝二丁＝圏二＝胴＝営一＝＝一＝＝＝噂一需＝＝用＝＝＝輯＝一一＝一＝＝一＝幽一＝暫：＝＝隔＝＝一一冊＝＝濡柵＝冊＝＝髄輸＝＝＝需＝＝＝＝＝一＝喘＝＝＝幽一＝一一＝＝＝一＝一曽＝謄＝二＝働：幽一一＝＝＝＝冊＝冊＝＝冊＝＝二一＝＝一一騨一＝轄二需冊冊＝＝騨＝＝＝一一幽二：＝篇＝＝＝＝＝＝一＝二

とに︑いろいろな堀で揚摘され て い る

ってきたことなどから︑これへの対応を

棄物対策も現実のものとして薙上にのぼ

必須要件

は習めない︒しかし︑放射性廃棄物対策

さらに多様化し塾も猶大することが予測

ま安盒に保管廃棄されているが︑今後は

c

ット皿プロ ジ ェ ク ト 協 力 協 定 ﹂

三笠
雛灘響、

力

原

甥臨

も︑二十八臼︑ワシントンで原研

嚢

ダ

乱調編

菰
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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っで
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。
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エネルギー革命を展開する鯉のバルフ

原子力バルブ憶

核流体制御精機の領域です

雄鯨縄附橋4−9−11〒105惣（03＞431−5176川崎技1ず・セ・ター卸44＞833−231・大阪蝶所邸6）313−2367平田バルブ工業株式会社

O

聞
二

業
産

力

原

は︑康子炉規制筒のタスク・フォ
ースの報告を中心とするさまざま

一︑﹁孚MI蟹故の教派は運蔽
スリーマイルアイランド原発購

覚欝の内容のうち門蟹玉の追

︵NUREG⁝〇五七八︶の指摘
を満足することを条件とする︒

せる﹄との表現もしており︑かな

一︑NeREG⁝〇五七八が加
勧﹂については︑﹃融通性を持た
告しているように還転義の操作ミ
らずしもすべての原発に要求され

故以来︑電力供給のやりくりで蕾

六月一千函八十万がだったものが

によると※圏への電力供給は昨無

カリング一弩︵CANDU︑五十

八万八午KW︶から同四馨・ピッ

は瀞認可の転轍による建設の遅

これに煽えてピッカリング五︑

難航しているようだが︑CAND

CANDU炉の海外売り込みは

も旛えられそうo

七︑八腎を建設中で米國の羅要に

TMI襲故に蠕を発し︑来国で六︑七︑八弩︑ブルース五︑六︑

十芳がにもなっているo

照万KW︶から岡四号を運転中︒

懸していたゼネラル︒パブリック

近隣の四電力禽社から電力を購入

電力︵GPU︶会社はこのほど︑ 今銀の六月にはほぼ三瀬の三千八

うち酸も大口供給轡はカナダの

することで正式の契約を糖んだ︒

オンタリオ︒ハイドロ社︒GPUれ︑計画の中比︑さらにはニュー

発の新設凍繕﹂プランなど︑今後︑

U炉の躍力の売れ行きは上々とい

は毎遇約二十万KWKを國社から ヨーク州エネルギー婁員会の﹁原
約壱万がで購入する予定だ︒購入

アメリカのカナダへの電力依存は

ったところ︒

額は︑三月二十八扇の購故以来︑

大難に傭びる冤通しが強い︒

を受けたばかりでなく︑八○無末

広がっていったといえる︒

の波紋がWH社から米政府にまで

に波紋を投げかけたのは六月︒こ

TMI原発禦故がPNPP一号

二か月以内に き︑国務省も訴えた︒
還転入りが予定されていた四基︑

この飛RC淡定で

ブルース〜弩︵CANDU︑七十

オンタリオ・ハイドロ社は現在

溺の醒力会祉から購入していたコ

オンタリオ・ハイドロ社の発衷

ストより安いという︒

司予舞醐除︵六か月闇︶の決定が
下されている︒

え︑五月二十一田︑規制スタッフ

ルミニ鰐︵BWH︑百二＋九万K マルコス大統領は六月︑建設中

に運転入りが箏驚されていたフェ

NRCではこれらの状況を踏ま建設許認可待ちの六墓が謹接影響

がそれぞれ本来の業務にもどり︑

W︶が八二年初めに延期︑B＆WのPNPP一腰の安全控が確認さ

呉羅の教訓を許調可に生かせるま

表QNRCではこのとき﹁発給郷
社製で発注済みのグリーンウッド
れるまで建設凝結を命令してい
A三冠︵各PWR︑落二十八る万
軍期間を少なくとも三か月閣扁と
が︑この鋳︑﹁TMI原発に端

写するNRCはTM王禦故以来︑
で門許認町発給を彫止する﹂と発

原子力発電所の許認司業務を担

るわけではなさそう︒

スでも磁発的な腸含と︑短い期問
︵約二年以内に︶にくり返し趨こ
った十二を区別する必要がある︒

なTM王珊故調責報告は新しい規 くり返し起こった犠故の鶏舎は強

改良すべきである︒

水爽の発生の三つを計る計認の設

一︑格納容粗画圧力︑水の鰍︑

アドバイザーのシフト制を敷く︒

求しているよう各プラントで技術

蒔の対応計画のない弼の原発節比

った︒さらに上院環塊委では緊態

野ッチすることができないままだ

に鵜われ︑本来の当山業務に十分

点検扁のチェックや﹇綴織課価偏

RC通遷による﹁罐力会祇の原発

⁝

診

れることが確実となっている︒

発建設受注のためマ大統領に金を

り﹂というよりも︑﹁WH社が原

興趣が飛び交った◎

を遅らせているのが原困などの

雀がPNPP一票の機器輸出野司

ことが主な原菌﹂門NRCや国務

送ったことが来識会で公になった

が予窺されていたが一年業ほど遅

N醗C︑国務省を告訴

ならぶソーラー・パネル

八月以来たなあげのままにされて

破粟できるかどうかの検討も問鷲

問題に磯する違反﹂という理由で

こうした状況に板ばさみになっ

轡

多

聾7︑

瀬

＼

奪

轟甜縫

たWH社が︑兜例のない﹁NR

C︑国務雀訴訟﹂にまで踏み切っ

とし︑NRCを簿訴したのにつづ

門NRCとの連携に欠けていた﹂たものとみられている︒

発生器など憲要機雛輸出許珂で

W薮社側は麟務雀も原子姫蒸気

切った︒

︵聾RC︶と同月員の告訴に錨み に開始した︒

いる﹂とし︑米原子力規制委員会

WH社との建設契約を﹁安全保陳

来ウエスチングハウス︵WH︶ R祇が建設しているPNPP心学
いずれにしてもフィリどン側は

W凹社

機器輸出認可で紛糾

制局長はじめ同局のスタッフはN く簸低の期澗﹂と説明した︒

一︑蕪UR鷺GiO五七八が
C要
内でもとくにデントン原子炉規 今後の許認旬過程に絹み入れてい

れ︑許認岡作業は陰る一方︒NR するとともに﹁孚MI蠣故教訓を 六千KW︶は九〇年初め運転入り を発した安金性問題がことの起こ

制指針に そしゃく できたと 制的に簿止命令が出せるよう︑N 購故処理やそれに端を発する許認
を黍続きの改蕾作業に人手をとら
し・蕪RC委員にその内容を薄雪 RCの墓準開発局はNRC墓準可
の形で提繊︑許認釜澤蚕に踏みき

デントン規謝局長の覚鋸の要旨

る方針を固めた︒

一︑保留になっていた建設と運

は次の通り︒

転評認可藁務を樗算する︒しか

一︑原子炉内で発生するガスを
冷却系を通し自動的にガス抜きが

給にさきだち︑スタッフが騨価し

し︑NRCスタッフの運転猛撃発園を硬求する︒

する︒

門たしかに︑ふつうの蒙とくら

サンノゼ癬立大掌の寮の挙上に

；二〜

やNRCの来無度新規原発建設許社はこのほど︑﹁フィリピンでW 原発の機器輸出購謂に対し昨年の

ッシュに語る︒

多多多 一多多一多多多 ⁝ 多多；一多

たものを聴唖も騨価した上で発給

孝

できる機器を追加する︒

二多多

⁝

多多多二

多多 ；

ティ議会の強いあと追しもあっ

べると︑九万が繭後と︑三管ちか

は︑つきささるような強い太陽光
線とともに︑パネルにすいこまれ

︵S・1︶

ていくような鎧覚におちいる昼さ

がりの午後︒
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親旧に機器追撫など
￨TM藍の教訓盛り込む
を響麟し︑ガス抜き装躍の遍繍を条件とする﹂などという

十二臼︑審萱を寓開する方針を湊定した︒﹁許認 の改良に役立った﹂とする報簸罎

来原子力規制婁鰻会︵NRC︶のデントン原子炉規制局浸は許認可霧鷺再闘に関する響えを鍵轡

気泡

の形で明らかにしていたが︑これを受けNRCは⁝
司にはTMI瑠故で問罵になった
のが覚麗の内容︒七月に原子炉規制局のタスク・フォースによってまとめられた﹁聖M王騨故の数酬

⁝

ハロルド・デントン轟轟局畏

は運賑の改良に役立った﹂とする報告を踏まえたものとなっている︒これによりスリ⁝マイルアイラ

越

騨霊

牌沁
．響

多髪多

細嚥

島．．麟灘

ンド原発購故以来滞っていた諮翻司は三か月ぶり︑萬開となる︒

諏灘
・蘭

多％孝ヨ︐多多

⁝

建設中のエンリ謡︒ フ ェ ル ミ 2 丹 ︒ 隣 駆 可

多多二︐︐

発給凍館のあおりを愛け運囲は82隼に
．︑
﹁カウンティ内につくったソー

れた州︒とくに︑このサンタ︒ク

﹁カリフォルニアは太陽に恵漢
蕪繕建の寮の麗根にズラリなら

ララ・カウンティはね︒雨の臼は

て︑現在︑三つの寮で遼転申︒

ました︒いま︑サニーベイル帯を

んだ国光パネル︒ここでのソ⁝ラ

冬の雨期のたった七譲︒文字どお

ラ⁝・ハウスは︑すべて要り切れ

中心に︑四十蔚のソーラ；・ハウ

ー・システムは︑熱い叢書をつく

は

スを建設中ですが︑今薙中の公開

澱源

ウンティにあるソーラー・ハウス

いま︑このサンタ・クララ・カ

いらないのです﹂

一難間︑州のエネルギーの心配は

のすべてを回収できれば︑向こう

にそそぐ一分間の太陽エネルギー

たった一分︑このカリフォルニア

この気候なのです︒いいですか︒

り︑カリフォルエアの

・クララ・カウンティの名は︑全

いつぽいつまったヒート・ストー

熱せられた空気は︑小さな石が

る︒

サンタ・クララ・カウンティの

リッジとよばれる﹁熟の貯藏耀扁

・コーリング﹂

はムリです︒サンキュー・フォー

行政所在地となっているサンノゼ

資源 は ﹁ こ の 青 い 空 ﹂
進展するソーラーハウス

い値段ですが︑畏い目でみれば・

の数は︑大小合わせて約三颪︒

温水は︑途中のヒート・コイルで

安くなることはたしか︒天然ガス

を撚り︑ふたたび塵上のパネルに

つくられる︒その温水は濠た︑冷

南︒その申心地にあるサンノゼ州

この大学で︑太陽熱利用計画が

麗用の冷凍機を駆動させる︒その

三十塀︵約二蔚二十詩綴︶離れた

打ち出されたのは三年前︒環境科

もどる︒シャワーなどに耀われる

学科霊任のロナルド︒アキトン博

立大学︒

詑春が留学していたころ︑ふと

が想
したことから冤学の機会を得たソ

州都サクラメントに四軒あります

どうしてもとなれば︑ここから百

ウン︵売れてしまいましたよ︶︒

コ一鋸鎌ですって︑イッッ・ゴ

ジー・プラン︒

そのひとつが︑ソーラー・エナ

向けられるようになった︒

1政簾と実行力にも︑新たな国が

と岡騎に︑先撚りするエネルギ

米に︑世界中にとどろきわたる︒

カリ多ルあア リ 禦 − 卜
ベイ・エリアの繭に位饗するサ

カリフォルニア弼の鍛柳の州都

ンタ・クララ・カウンティ︒

サンノゼ帯︵人口六十万︶を翻心
に︑大小十五の都帯より成る︒そ
の人口︑約百二＋万︒

このサンタ・クララ・カウンテ

ィ議会︑四月総懸四貝カリフ君
ルニア州にある籔十八のカウンテ
ィのトップを切って︑カウンティ
内のガス・ステーション縄禽から

提鎚されていた﹁偶数奇数制﹂を

採択︑ただちに︑ブラウン州知鱗

に州政府としても採り入れるよう

に硬謂︒五月四田︑ブラウン知瑠

や石油のように有限ではあり齢せ

し︑一銭もかかりません﹂

ん︒太陽エネルギ；は無尽藏です

漏痩は︑繕いほどよいことは︑諮

射るような︑強いひざしの中︑

を待たない︒

士が中心となって︑まず猿手され

の寮のシステム化︒

し︑州最大の露力会社PG＆Eたのが︑キャンパス内にある七つ

﹁藤織奇数制﹂を灘入すると発 ーラー・モデル・ハウスを思い出

︒パ一一ックは金米に飛び火︑ホワ

表︒この餌明を契機に︑ガソリン

︵パシフィック・ガス・アンド・

盆買初の大学寮のソーラー・エ

醐

TMl檸止で対応
ゼネラル。パ
ブリック撃力

ナジー醒入に成功したそのことば

1−6−1（人丁旧1ビル）

身u鰭il刊、關攻入押il

週で20万KWH

の若いアキトン博士は︑エネルギ
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カナダから電力購入

欝欝パネルを団の前に︑三十八歳

・熱 原電事業株式会社

齢

米国BISCO社開発のシリコン樹脂による

澱
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亭騨がらみで︑嶺初の計画から
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齢
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スロ⁝ダウンしたものの︑カウン

O

エレクトリック︶社に問い台わせ

（PNPP）1号機。80％完成しているものの

壷

飾
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この一構の経過の中で︑サンタ

フィリピン側は建設にストップをかけている

ζ
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業

地域型の資源開発を
の國

エネ開発に大胆な資金投入
﹁八○犀代通商産業政策研究会﹂は二十四日︑八○銀代以降の國罠的目標は︑①門経濱大国

際的齎鰍②﹁資源小国﹂の克服③﹁濡力﹂と﹁ゆとり﹂の両立ーーであるとする報告謝︵八0奪代ビ
ジョン︶をとりまとめた︒岡報暫轡は︑さらに︑国臨的鷺標還成のために︑八O奪代に努力すべき主

ギーについては︑一九九〇奪には一五％の雀エネルギーを違成し︑輸入石縮依葎度を現在の七五％か

要政策提言を︑国際化︑エネルギー︑技術開発など七分野にわたって行っている︒このうち︑エネル

げて検酎した結累をとりまとめた

された組織︒岡研究会が全省をあ

会﹂は臨年丁月︑遜産欝内に設睡

﹁八○年代適商産藁政策研究

りある生活を求める国蔑の要求︑

済力の多光化の一㈱の進展︑ゆと

薩の不安定な状況︑世界の政治経

石漉に代表されるエネルギー供給

研究余報告懸は︑八○鉱代を︑

持と露命的経済協力の展開②エネ

政策として︑①自磁蟹舅体制の維

これらの目標選成のための空閨

とり﹂の両立1一の蕊つを設定︒

源小鵬﹂の克服③﹁活力﹂と﹁ゆ

ら五〇％程慶にする︑としている︒︒

のが︑今団の報告蜀である︒
人口趨齢化の前段階としての労働

﹁経済大國駄の国際的闘献②讐蜜

江騎通産相は︑同日付けで︑塵
ルギー開発の隠櫻設定と政濾資金

力の巾嵐齢化︑などの内外問題が

④控空間︑週休二戸制など生湧の

る中厭企業の筒成ーーを御璽︒

笏

〃汐／彰
一二憂原子力工鑑︵株︶

代表響

新代表蕎は取締役社長藤永

原産

爾話〇二九二⊥コー三＝＝

代表取締役儒太不二雄氏

︵株︶環境蘂化センター

に入会

住所髪筋赤坂二の一の三＋八干

原薩に入会

蹴翻五八四一七六重量

程は︑放射線業務に従肇する人︑

今回琢翻している放射線防衛課

に浄
髪洗

〒101身U」〜都中州焔ミ座7〜13−8第2丸晶ビル岱（03）54溺883圭

本定藏氏

一氏

変更

一〇七

住所港区浜松

︵株︶朝日工漿社

町一の二十五の七一工〇五聖

社長高須洪一郎氏

謡四三四一六一七一

これらについては熱処理条件等を

た︒また・支持ピンについては超

変乱したピンに取薔えることとし

は認められなかった︒

導波探醐検査の結漿︑異状な指示

放医研

放射線防護
課程研修生

明︒当該部分の保温構造等を改幽

あるいは従黒しようとしている人

懸鯛⑧

霞新しいものとして︑エネルギ

原塵に入会

代表

美浜一弩機については︑燃料敗

から︑許認司得喪と協力金問題を

することとした︒なお︑翔御棒ク

を対象に︑物理学︑化学︑生物学

麟

薩s量⑪繍翻y奪卜勤番㊧『騨職髄》⑨量⑪◎贈⑪m薩◎翻◎藍磯

謹

には非常に効果的です。

⁝供給の多様化のなかで︑﹁ロ⁝

︵株︶東洋爽鑑

石川三毛麟露工集︵株︶

倥断

代

蓄変心新代表暫は代表取締役社

長生方軽蔑
茨城噺欄︵株︶原産に入会
表取締役憂事後藤武一郎氏

水戸甫北見町二の十五驚一＝O

薔用水タンクまわりの麗外配衝溶

切り離すよう行政指灘を受け︑同

ラスタ案内籔の支持ピンおよびた

および漢学の基礎知識や︑放射線

三十名▽研修期閤

かかわる実務指纒轡として好個の

なり詳細︒原子力発電駈の建設に

実験室、プラントおよびガラス、金属、プラスチック製品等の放射能汚染は容
バックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの

カル・エネルギー︒システム﹂の

代表取締役吉川智見氏

確立提雷︒これは︑われわれの
身近に存在するが︑従来のエネル
区西新補一の二十六の二︑新宿野

住所新宿

ギー供給システムには必ずしも乗
電語蕊四

このうちエネルギーについては
早〜六〇

代一

新代表巻は取締役入撰山

たわみピンに
一部異常指示
通薩街は二十七臼︑奨浜一調機

奨浜︑萬浜両懸の定検状況
女川原発は父無三月︑漁業補鰹

と高浜一号機についての定期検査

し︑﹁町民は原発の安全性を心配

放射線医学総含研究蕨は︑第四

塞藥中
ところ︑さきに公表しだ美浜ご弩

十八鰹放露語防護課程の五畿鑑を

接部を液依漫透探傷法で検査した
金穿一

順調︒これらについて詳細調葦し

機と同様︑十一か所のひび割れが

協力

女川町を通して藁に提出される許

十三億円が必要﹂として︑

認可申謂を拒顕していたQ

墓藥中︒

している︒この不安解溝に

起こった︒女川町は東北爾力に対

いたが︑その国後にTMI曝露が状況を発旧した︒

交渉を完了し︑ゴーサインが出て

惑となる︒

ら鵡二四瑠︑九月宋には本格的三

表以来十二團にして︑九月初めか

れにより︑四十⁝二二⁝月の誹画公

中変更

卜欝タ自動車販兜︵株︶

五−〇五響＝

村ビル九階

可能な隈り発掘し有効利用しよう

一九九〇年には潜在照饗︵七三年 りにくかったエネルギ⁝螢源を︑
ベース︶の一五％を省エネルギ⁝
というもの︒

ソーラーシステム︑地熱︑中小

により節減するとともに︑輸入石

水力︑工煽排黙︑廃棄物を発酵さ

油三盛度を環在の七五％から五〇
％程塵にひき下げることを国司に

バイオマスが考えられている︒い

せたメタン︑波力︑風力︑潮力︑

わば︑地域社会において︑霧要と

ギーの直進︑石油代替・新エネル

供給が有機的に結びついた小規模

掲げている︒そのため︑欝エネル

ギーの開発・普及に短して︑﹁あ

かっ地方分三型のエネルギー・シ

らゆる可能性を求めて政府資金を
大胆に投入していく﹂決恵だ︒

自治体が二心になって推進︑圏が

ステムともいうべきもので︑地方

技術の開発・利罵の面で協力す

なお︑石麹代替エネルギーの四
体的内訳については︑総命エネル

る︒

ギー調査会で︑現在︑検壷中であ
るため︑その結論をうけて政策の
暴体化を進めていくとしている︒

女⁝川原発本格着工へ

た縮果︑原因は応力腐食翻れと判

川原子力発電断︵BWR︑五十二町はこれを受け入れた︒協力金問

わみピンについては︑超人波探醗

しかし︑今月にはいり︑窩城興

題は別途東北躍力側と協識される

防護に必要な技術を身に付けても

万四千詩宗︶の森林伐採など六項

は認められなかった︒

検蛮を箋施したところ異状な指承

女川町︑許認可申請を受理
窩城外牡鹿郡女川町︵水村主税
町長︶は八月二十七日︑東職罐力

予定︒

︵若林彊歓挺︶から握出された女 館の目欝認司串講を受理した︒こ

▽薄集人員

らうことを量的としている︒

丁五︸

多

﹁いいとこですな一﹂

で魑々と成累をあげている︒原子

電気蜀院刊︒A5版︒七二〇

図遡となろう︒

力発磁に関する技術士の獲成もこ

本樹は︑軽水型原子力発駆所

うした課題の一つ︒

﹁はあ一︒こどもたちの課外学
謬にいいですな⁝﹂

教護巻らしいことばが︑この小

ない
一て
万円︒
︵BWRおよびPWR︶につ

粛コスで・コラウ＝ン赫式i含就アイソトープ部

※説明書、見本をお送りします。

業梅造審議会︵土光敏央会長︶に

は︑これらの問題解決の時期であ
麗の向上⑤地城経済開発ビジョン

さらに贈蟷すると認識︒八O年代 の大胆な投入③技術立鼠への接近

方いかん﹂を諮問したが︑研究会
り︑次の安定藤代確立の鵬備期と
による地域社会の薪展開⑥麟造血

﹁八○銀代の通商産墨政策のあり

報告籔は産構審での検酎のタタキ
みている︒

の擾期の国民的屡標として︑①

そのような観点から︑八O葎代 による知識二曲化の遜展⑦活力あ

台となるもの︒産欄審は︑學けれ
ば鋸末︑遅くとも来年三月末まで
には笛申を繊す予定︒

高浜一号機については︑五畜棒

十一月五厩〜十二月七日▽繭し込

クラスタ聚内憂のたわみどンにつ
いて︑さきに水中テレビで碑認さ

﹁ふだん漏のセンターにしたい︑

み︑問い合せ先

また︑黒河館擾の口がひらく︒

練碧雲覇塞電話〇四七

レビ︒その画面を晃て︑思い出し

れた二添の損傷のほかに︑鰯畜波

同研究駈蟹成訓

ということだけを念頭に騨て．鳶ド
ルを濠わす︒

一

二〜ニニf監●監﹂

二者の徳光岩央氏︵中國鰭力

きる︒

大学の教科轡としても広く酒周で

務手引翻としてのみならず高校や

ー︑原子力関連機関従黙者用の実

り︑電力会社︑機器製造メーカ

が一跨してとりまとめられてお

原子力発電駈の建設工珊のすべて

多数の麟や写環入りで解説され︑

一

⊥一一一一内線三三七番
二

ピンに異状な指示が認められた︒
一

探鰯頭蓋の繕桑新たに二十九本の

玉二

の館を設計しましたし︑運轡もし

一二

ています︒お茶飲みだけで︑テレ

二

徳光岩夫藩
現在︑エネルギーの

一睡期安定確保のため原
紹子力発電の早急な開発

刊

画設計・建設工事﹂

﹁原子力発電所の計

一

そこには︑日常生湧の延畏線上

格納容器内部の糊密模型にある燃

︸

としての︑何の変誓もない風漿が

たように︑中年の男性がチャンネ

︑§︑ざ︑§︑ざ︑ボ︑ざ︑ざ︑§︑ざ︑ざ︑ざ︑詩︑§︑詩︑§︑§︑ざ︑評︑ざ︑§︑ざ︑ざ︑ざ︑§︑詩︑ざ︑§︑§︑ざ

原謬論両舷像と羅⁝点蜘姻潭翅岬薙
わが国に︑原子の火がともってから皐十二館︒この十二無の闇︑新たに十八墓の原子力発電

黒洞館長のことばで代表されるよ

料棒が︑ス夏と動く︒一瞬︑あと

て接する人は︑この展示塞は︑日

︵S・一︶

さな展望窒にひびきわたる︒

放射能除染剤

デコン9⑪

轟

産

力

原

うに徹遍している︒粟内も︑﹁頼

ごわと︑温排水と轡かれた水患に

ずさりする踊人会の入たち︒こわ

が必須の条件となっている︒この

爾力会社︑機雛製造メーカー︑そ

発躍藤一墓の建設愈愈を愚妻︒巖

者として火力発魔所八基︑原子力

ようななかで︑国を中心として各
沈黙しきった人たちも︑この展

の他関連機関は原子力発日所の安

新の設備︑基雌︑指針などの説明

手を入れる地元の小︒中学校長金

姿勢︒

団体の鵬台も︑この姿勢をつら

示ホールから︑地上十五層にある

全控に最大の蟹点を麗き︑国産技

はこうした体験に墓つくものでか

ぬく︒まず藥宍ホールで︑田芳原

展承ホールでの説明︑そして︑解

展薄物に魑いたとき︑ふただび︑

術による安全研究︑軽水炉の改良

のビジターズハウスは︑その猛か

映る︒

常から聡く離れた﹁別の世界﹂と

︵株︶原子力部︶は︑環場第一線技術

し七月末までの入館者数約五万六

方原発とその後方にひろがる瀬戸

標雌蕊︑機器の国産化など各分野

子力発愈愈の認録映画︑つついて

千︒その四翻強が︑老人クラブや

滋藤をとり薩す︒

へと流れるコースでも︑淡々とし

らも推察できるように︑展示蜜の

それでも︑﹁原子力﹂とはじめ

た﹁ふだんのことば﹂で度す︒

占める翻含は︑極端に少ない︒

他の原子力PR館とちがい︑こ

ね﹂

﹁そう︑二晴闇はかけています

内海︑宇和海を一望できる展望台

の人たち︒

まれれば﹂覇んで手を鐡すという

地元民に対する接し方は︑この

と懇ってくれるように願っ

固分

ビを見てもらうだけでいいので

の家

頂に位躍する量刀町立九町越公躍
内にある︒

昨年の六月一日オ⁝プン︒こと

の姿勢で貫く

キョトンとした表樹の来館者︒

﹁これが燃料棒です﹂︒原子炉

かもしだされる︒

二％を占め︑国民生惑に欠かせぬエネルギー源となっている今日の原子力︒逼迫する石抽瑠偶

所が建設され︑次つぎと運転入りした︒その発電騒千ご颪六十七万七手KWと︑全発電羅の一

ス︒量刀原子力発電駈から爾西へ

ているのです﹂

圓常

で︑何が趨こっているのか︑やってくる人びとは︑何を考えているのか︑飽の対癒は⁝：o連

社会との接点﹂ともいわれる原子力腿示館の役謝が認識させられることはない︒いまこの﹁堀﹂

よいと思って便うのです

安全μというご文字です︒

人びとは︑黒淘飼獲の案内で正面

虜治体・学校闘係などの団体︒

安全ということばは禁句
﹁擾旅ごくろうさまです︒さ︑

繊﹁原子力と社会との接点﹂は︑各地の原芋力展示館にスポットをあてる︒

﹁便ってはいけないことば︒それは

のです﹂

が︑逆効漿この上ないも

また︑大型バスが︑自

動ドアの入口に横づけす

近県からやってきた町

のラウンジへ︒黄色の絨毯︵じゅ

どうぞこちらへ﹂

内会の入たちが︑そそく

うたん︶に大きな糠子︒ガラス張

る︒

このことばを舐明する

さと館内に足を陶ける︒

かのように︑黒河勇胴長

りの大きな窓を通して︑美しい芝

その大きなラウンジの一麺にテ

生と本立ちが視界に入ってくる︒
しかける︒

す︒来てくれる人たちが︑

継吟明

方ビジターズハウ

8r撒

四国電力︒田
珊lll

対して懐疑をいだく人びとが︑一段と潮えたことも購実︒その意味で︑今日ほど︑﹁原子力と

とからみ︑ますますそのウエイトが爾まる原子力︒だが︑TMI玉茎を契機として︑原子力に

雌臼
r誕1趣F脚

鱗

一二謎層︑標等量衝層ちかくの山
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聞

業

ースロードとしての本格的老入は

るようであったQ高速増殖炉のベ
七月二＋庶日から十一日闇︑日本原子力産業会議の有沢広巳会長はソ連原子力利用国家委員

隼頃を弩えているとのことであっ

会ペトロシャンツ議長の招きに応じ︑ソ連各地の原子力施設や関係者と懇談︑一昨鋸︑原産と

ページを触え

TM一事故

た︒

﹁炉の構

来国のτMI置忘についてコメ
ントを求めたところ︑
造︑運営上のシステム︑運転員の
質と騒などから米国とは大いに異

故は絶対に起こりえない︒しかし

均被曝騒はO︒八五レム／年で巖 究所では所長のカザチコフスキー

いて懇談した︒簿士の静かな口調

エフレーモフ電気物理機器研究

所は主に加速器︑核融禽︵トカマ

しているのが特色︒発注の要領

小さな発見もありました。

大きな発見もありました。

寒

蟻

噸

ク

そのひとつひとつがみなさまのくし）しのまわりで

お役しヴてるよう願ってきたのです。

この阪りない願いのために

私たちは新しい技循の卵をきょフも温めつつけていま夷

め︑原子力利用国家委員会が建設

計画申である︒現在の総発電設備
高は三レム／卑︒

博士らと主として高速増殖炉につ

容蟹は一壷五千万KW︑このうち にあたり︑現在も運転︑所騨は同

の中にも︑高遠鵬翼炉の開発に対

運転員は一瓢四十名で五露制︒
原子炉一基毎に制御整がある︒ソ

千万K規導入段階の炉は猿子力利用国家

たQ﹁高速贈殖炉はここ数年間は

する強い富屋と惰憩がうかがわれ

億八千二颪万KW︑水力四 委員会のもとである︒ソ逮では新

与︑労働時閤︑年金受給資格︑食

連では原子力発電所の従業員は給

火力

千二百万KW︑原子力は
電・電化省に移管する仕事みとな

軍ことに倍贈︵一九九〇黛には賜

が︑痩躯的には追い越すことにな

ろう︒高速鎚殖炉の開発は︸つの

熱中性子炉よりも経済性で劣る

とであったが︑一方︑原子炉の運

必要である一とのコメントがあっ

重点方向に絞って研究することが

票などの面で︑水力︑火力発三所

三間の実習をし︑

の試験台格後

その後試験に含遇して初めて正式

転員となった後も無一回定期的に

っているが︑この研究所は他機関

ク︑レーザー等︶の研究開発を行
で二週間以上職場を離れた覇倉に

︵外国を含む︶の注文に応じ︑有

蓮華制御整︑原子炉建屋の燃料

みを聞き︑これに基づき研究駈独

は発豪者から基本パラメーターの

蝿で機器の設計︑製作を主業務と

フロアを視察したが︑帽子︑白

交換フロアおよびタービン発電機

職場に復帰する︒

は︑優渥畏の謁類審査を受けた後

試験を実施すること︑また休暇等

の運転費となる︒さらに︑正式運

た︒

転員になる資格は厳しく︑運転員

従業員よりも纒遇しているとのこ

W程慶であるが︑今後原子力は二 委員会が一定期闇運転した後︑発

定検は二選に一回︑二か月闇程

っているQ

原子力による都市暖房の計画に

千万KW︶させる計画であるつ

訓を残した︒それは新しいものに

21世紀への卵。

受
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・蘇

姦︒

・臨

ゆノカな明貝を縄創ヒ隔てつくる

当初の予想より遅れており︑二千

ソ逮原子力利用国家委員会との間に締結した臼ソ原争力協力協定に︑新たな
た︒この訪問には日本側から原産・臼ソ原芋力協力連絡委員会の白沢富一郎委員畏︵原爾会長︶

ら贈名が同行した︒一行は︑日本人として初めてレニングラード原子力発電駈を訪問するな
ど︑両国にとってきわめて意義深い交流をはかることができた︒その報告が︑八月八日の第百

型は︑大出力炉の建設が容易であ

︵五千KW︶を原型とするこの二なっており︑ソ通ではこの極の薯

一払

四十八回総合企画委員会︵酪鐸白沢富一郎氏︶と八月十六Bの日ソ猿子力協力連絡委員会で白
沢氏によって行われた︒概要は次の通り︒

原子力利用国家委

は特に三唱でなければならないこ

究︑5GeVの大型加速器による

汐留の開発︑放射線生物学研究が

各腿中聞子の研究︑エネルギ⁝蓄

レニングラードの近郊にあるイ

廠欲的に誉められていた︒

ジョーラ璽機械工場では滋として

私たちがはぐくんできたいくつもの技術。

糠

騨騨

ソ遡原子 力 利 購 国 家 委 員 会 の A

・M・ペトロシャンツ議長の招

高だが︑運転中の燃料取り換えが

より︑交流と協力に一圏の成果を

起こらないよう量点を躍くべき

れば格納容器は必要ない﹂とのこ

いがみられ興味深かった︒アルメ

とで︑安全についての考え方の違

るが︑とくに圧力容器の押し出し

ニア発電所ではショックアブソ⁝ 原子炉の一次系機器を製造してい

クルチャトフ︑オブニンスク︑

された︒

鍛造技術を開発しているのが注欝

所

バーなどの磁鍵用装置が田本製で

硯究

あった︒

各

細

この事故はわれわれに大変良い教
り︑V V H R に 比 べ て 建 設 費 は 翔

司書で︑また高稼働率を維持でき

度行う︒昨年の設備利用事は七三

期したい﹂と述べるとともに︑ソ

を備え︑格納容器なし︒昨薙の蒔

中Q六ループで横型の蒸気発生器

た︒定検は四無に一圃︑一か月間

ーは出してないとの説明があっ

最終臓にペトロシャンツ議長を

一致した︒とくに︑廃蘂物処理処

をさらに充実させることで一二が

については︑すでに両蓄闇で合愈

分問題︑原子力発露所の夏霞問題

に加えて︑さらに協力を三体化さ

されている協力プログラムの爽施

せる必要があろう︒これらについ

て碍本葺の翼体案をまとめ︑今後

》〜
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扁

ペトロシャンツ議長以下同委員

ツ議長はあいさつのなかで︑コ

会幹部と会談した︒ペトロシャン

とだ︒TMIの炉はニループシス ついては︑近い将来︑主要都市に

H︶︑今月前半は七八％と︑高負

製造工煽︑原子力利用国家委譲会

遼の原子力開発陥線について﹁今

ており︑原子炉の設計が進んでい

て質問したところ︑ソ連において

試験と訓練がくり返されるとのこ

核融愈の実罵化の聴期について

ソ連側と話しあうことになつたっ

ハ》

・融麟融雪

楓

ぞ

・・

〆べぱ

ウく
ツ雄

価

麟怨毒

きにより︑有沢広巳会畏とともに

二日から八月二日までの十一臼間

ソ連を訪問した︒日程は七月二十

る︒レニングラード発露所の運転

近接して原子炉を建設し︑熱を供

葭の技術により開発設計を行って

九七七年に締識した原産と原子力
テムで蒸気発生器の余裕度が非常

サとゴーリキーの両都南︵人口箇

給する計画である︒すでにオデッ

衣︑オーバーシュ⁝ズのみで案内

という短期間であったが︑われわ
経験からさらに自信を深め︑現在

面ではよいが︑このアイディアの

イグナリンスクで百五十万XW二 に小さい︒このシステムは経済性

いる︒研究所では大規模な装置が

利用国家委員会の原子力協力協定

基を建設中で一九八五隼運開予

組み立てられており︑工場と研究

れはモスクワ︑レニングラ⁝ド︑

の至りであり︑今後双方の努力に

が実効をあげつつあることは同慶

所をあわせもった感じである︒

た退域時のハンドフットモニター

エレバンの三都市を中心に︑政府

検蓋もないのには驚かされた︒

傘下の研究所をできるかぎり数多

まりにも騒ぎすぎたのはどうかと

定︒さらに屋下・二西四＋万KW 実包が悪かったQまた︑新聞があ 万人︶に建設することが決定され

聞稼働率八五％に対し︑発生電

顯は高レベル廃棄物の処理処分で

氏二酉五十万度に引上げる試験に

年完成予定︒核融禽の実用化の第

中︵一号機は一九七三琿十二月︑

と︒作業員の被曝鍛は○・八〜○

オブニンスク物理エネルギー研

◇

うか﹂と謡外に露っている感じで
ょうど俸止申であった︒

着手したQさらに現在T15を華備

運転員は一調四十二入の六三制

アルメニア共和国にあるエレバ

荷運転を誇っていた︒作業員の平

％︵発生爾撃茎は颪三十億KW してくれ︑ポケット線懸垂も・ま

機闘や原子力発電所︑原子力機器

ン物理研究所では宇宙線物理の砺

く訪問した︒訪問粥ではいずれも

後とも黒鉛チャンネル型炉︵RB

炉を設計申である︒

る︒原子炉の規模として電気出力

﹁事故が起きた時防謳するより︑

多い点につき意罠交換したが︑

誠悪あふれる応頬をうけたが︑ソ

MK︶と艇圧水型炉︵VVER︶

六鉦蜘趣開し︑二号機は目下建設

水型︶発電鮨で︑一号機は一九七

アルメニア発電所

連の原子力開発の現状をつぶさに
を並行して開発し︑やがては高速

原発︑五年ごとに陪増

兇ることができ︑かつ︑政府首脳
鱈殖炉に引き継ぐ﹂との従来の考
え方を璽ねて強調しだ︒懇談では

思う︒石儲資本による陰謀とも考

四＋四万KWのVVER︵加
圧
で︑的確な安全軍記がとられてい

から第一線の原子力技術蓄に肇る

当方の質問に対するソ運側の回答

VV E R

翼本の耐震技術に強い関心

まで多数の人達と率薩に意見の交

を中心に︑現在開発中の炉型︑？

た︒これは︑岡発霞所が地霞地帯

欝本から初めての訪問者を闘えたレニン
グラード原子力発躍所

産

力
の貝ソ協力を濫めるうえで︑何よ

換をすることができたのは︑今後

KW級一墓が讐えられている︒

に建設した巖切のものであるた

性が大切であり︑ループ数は多い

ぐらい︒燃料交換は毎年行い︑鰺

原子力機器工場﹁アトムマシ﹂が

ジャイロトロン︵磁磁放射線発生

完成しっっあることやコメコン諸

器︶と共振器二墓を取りつけ︑摂

あり︑これが解決すれば原子力開

理を含め勝田から三十臼ぐらいと

道︶の制約等あり︑VV鶏Rは百発はさらに発展する﹂と述べ︑廃

のことで︑われわれの解毒時はち

方がよいとの損え︒国内輸送︵鉄

となどから外国からの輸入は弩え

国での製造分担体制が敷かれたこ
盤要テーマになると述べた︒

ていない匿の園答があった︒しか

発罐所用水は八詩層先の川から

性子線インジェクターおよびジャ

中で︑これには常磐導コイル︑中

あった︒

し︑豊本についてはとくに︑原子

取水しており︑農地等の蘭係から

発電・電化省

立露点が川から離れた︒優水器の

BN主二五〇︵ループ型︶は六

の自動化︑耐霞馬装躍等に罪常な

力発露の各種蜜金装置︑プラント

くつかの関運質問を受けた︒

るといった矛膚をかかえている︒

二二機はヒ五年七月運開︶で︑さ

は︑﹁二〇〇五葎頃﹂との諸士の

横型の蒸気発生器︑ループ数の

訪問した際︑日ソ原子力協力協定

発令撫当次官のロパーティン氏

ソ運のエネルギー政策は︑憲要

一段階は︑核融合と核分裂を組み
合せたハイブリッド尚武の炉を考

で︑運動員の資格についてはレニ
ングラード発電断の場禽と多少異

レニングラード原発

えており︑その硬論的研究が行わ
計中︒綴来どちらの型を進めるか

このため超高圧送電線の開発が必

・九．ム／薙が篤い方で︑平均はこ

く

イロトロンを使用する︒一九八三

らと会毘したが︑概要は以下の通

産業の七〇％以上がヨーロッパ地

冷却には冷却塔を使絹Q

五％幽力で運転中であり︑発電と

のタンク型の炉で︑建設の三囲段

域にあるのに対して︑エネルギー

N⁝六〇〇は電気出力六十万KWりである︒

み︑燃料は未装荷である︒さらに

階を迎え︑ナトリウムは充填ず

RBMK型首万KWが二墓運
転が︑ここでもかなり厳しく︑
なる
についてはまだ技術的評価を下す

要で︑交流では蕩十五万Vを建設 らに二三建設中であった︒この発

れている︒

段階ではなく︑ある程度の蒔闇が

てはソ運で最初のものであるた

露所は大型黒鉛チャンネル型とし

答がかえってきた︒

発し︑さらに百五十万Vの建設を

申であり︑諸流では八十万Vを開

れより一桁低い︒

の多くはタンク型にかたむいてい

必要とのことであったが︑設計者

B聾−一六〇〇︵タンク型︶を設 の供絵描の七〇％はシベリアにあ

関心を満せており︑われわれはい

淡水製造の二重灘的炉である︒B

高速増頚炉

い︒

万KW以上のものは建設予定がな 棄物問題は今後の両国閤の協力の

エレバン等の各研究蕨ではずっと
クルチャトフ研究所ではプラズ
以前から︑コメコン諸国のみなら
マ物理部長のカドムツェフ結盟の
ず欧米の研究者が擾期間滞在して
案内でいくつかのトカマク型装麗
共同研究を行っている語を闘いた
を視察した︒研究所では︑T10に
が︑﹁なぜ日本はやらないのだろ

基︑あるいは四十万 力騒は十・九億KWHと少なかっ

最後に︑コメンコン諸国におけ

慎重な運転をしており︑フルパワ

めで︑現在も各種の試験を実施し

六十万KW

る原子力発電計画に対する︑日本

灘灘

てきた︒

ボボロネジ五弩機で切めて格納容

最後に原子力発露の開発上の問

からの機麗の協力の笏能牲につい

えノ
られるぐらいだ﹂との箸が返っ
最初の哲万KW・VVER炉

R墜MK

題点について恵冤交換したが︑ペ

MI蟹故などに話が及んだ︒

器を採用したが︑技術的には必要

トロシャンツ議畏は︑﹁最麗要課

@

今回の訪ソで見映したこと︑な

ないと著えており︑轡ら輸出対策

りの収獲であった︒

一九五四犀︑オブニンスクで運

と考えている︒経済性よりも二等

㈱鱗蹴槻
轟競磯

酵翠
多鴨ラ
》欝醸鑓

ウ

モスクワのレストランで。右から
有沢会畏、ペトロシャンツ議畏と
白沢田ソ協力婁婁鼠畏

開した世界餓初の原子力発電駈

卿囁

らびに身魂に残っだことなどは次
の通り︒
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